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は じ め に

マックス・フェスカ (Max Fesca)の 主著『 日本

地産論』や『 日本農業及北海道殖民論』は,農業

問題研究者の間に普 く知られている。 しかし,フ

ェスカがいかにして独自の日本農業論を築いてい

ったかに関しては,今 日まで殆ど検討 されてこな

かった。こうした点を明らかにするために,本稿

では,来 日前におけるフェスカの経歴と学問につ

いて考察する。

本論に入る前に,まず当時の ドイツにおける政

治上および農学上に関する時代背景を略述 し,次

いでフェスカと関連の深いゲ ッチンゲン大学農業

講座の創設過程について素描しておこう。

1848年 に勃発 した二月革命は, ドイツ近代史を

画するひとつの指標とされている。それは,未完

成のブルジョア革命と呼ばれるごとく,結局は失

敗に終ったが,プ ロイセンでは1807年の「十月勅

令」に始まる農民解放諸立法を完結 し,グーツヘ

ルシャフトからユンカー経営への移行を完了させ

る契機となった。また,農学史上でも,テ ーアの

「合理的農業
1)」 の時代が終り, リービッヒによ

って代表される「 自然科学の主要影響下における

農業」
2)の

時代が始まるのが, 1850年 前後だとさ

れている。そして,1880年前後までは,プ ロイセ

ンによるドイツ統一途上で勃発した普喚戦争,普

仏戦争の影響を蒙りつつも,「 ドイツ農場がかつ

て経験 し来った最も幸福な時代」
3)で

あり, 数多

くの優れた農学上の研究業績が生み出された。

大学町ゲッチンゲンは,は じめハノーバー公国

に属していた。ところで,同国国王は,1714年か

ヱθ

ら1837年 までの期間,同時にイギ リス王 で もあ

り,従 ってイギ リス文化や自由主義の影響が強か

った。 しかも,ハ レ大学を範として1737年に創設

されたゲ ッチンゲン大学は,「古典を神学から解

放 し,広 く一般教養の基礎とした新ヒューマニズ

ムの淵叢」
4)と

評価されているように, 清新な気

風に充ち,多数の外国人教授や学生を擁する国際

性を備えた大学であった5)。 このように,ゲ ッチ

ンゲンは北 ドイツの学問・文化の中心となってい

た。この自由の気風は,ハ ノーバー王 エル ンス

ト・アウグス トの反動政治に対して起った1837年

の所謂ゲ ッチンゲン七教授事件に最もよく象徴さ

れており,1866年ハノーバーが普嗅戦争に敗れ,

プロイセンに併合された後も,連綿と引き継がれ

ていった。

ゲッチンゲン大学では,1851年ハンセン(Hans‐

sen)の 発議に基 づ い て, 農業課程 (Landwirth‐

schafthcher Lehrkursus)が設けられた。)。 他方 ,

6年後の1857年 ,ヘ ンネベルク (Hemeberg)の 監

督の下で近在のブェーンデに農業試験場が開設さ

れた。同年,こ の二つは合併されて,「王立ゲ ッチ

ンゲンーヴェーンデ農業アカデ ミー」 (Kёnigliche

landwirthschaftliche Akadeinie Gё ttingen‐ rヽeende)

が創設された。 リービッヒは1861年の講演で,農

業教育はアカデミーではなく総合大学で行なわれ

るべきだと主張した。この主張は,全 く新 らしい

というものではなかった。 また, ゲッチンゲンー

ブェーンデのように,総合大学と密接に関連 した

アカデ ミーも存在していた。しかし,リ ービッヒの

主張は,ア カデ ミー論者と総合大学論者との間に

激 しい論争を惹き起こす契機となった。そして結
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果的には,論争は総合大学論者の勝利に終った。

総合大学に次々と農業講座が開設され,そ の反動

としてアカデ ミーは廃止されていつた。こうした

中で,ゲ ッチンゲンーヴェーンデ農業アカデ ミー

も1872年廃止され,同年 5月 15日新 らたにゲ ッチ

ンゲ ン大学内 に農業講座 (Landwirthschaftliぬ e

lnstitut)が 設けられ,1874年 秋農業試験場もゲッ

チンゲンに移された7)。

来日前の経歴

従来の研究では,フ ェスカの経歴については,

主に恒藤規隆「博士フェスカ氏日本 在 留 中 ノ事

蹟」ないし記事「博士マッ土ス・フェスカ君」に

依拠 しており
8), これ以上の検討は殆どなされて

こなかった9)。 ここでは,若干の新資料に拠り,

現在まで筆者の確認し得た来日前の経歴について

明らかにしておきたい。

外務省外交資料館所蔵「農商務省雇独逸人フェ

スカ氏外二名叙勲ノ件」
10)に は,フ ェスカが明治

20年 9月 , ケノンネル (0.Kellner)・ ャンソン (J.

L.Janson)11)と 共に,勲四等旭日章を授与された

際の履歴書が添付されている。

農商務省地質局土性試験場監督

プロフェスソル,ド クトル,マ キス,

フェスカ

ー 国籍 独逸国ゴッチンゲン府

一 生年月 千八百四十五年二月八日

一 学業二関スル履歴 独逸国大学校卒業面後

農学専攻,学理上ノ発見頗ル多 ク特二土性学

二精シ千八百七十三年 ドクトルノ学位ヲ享土

性学上ノ著述数篇アリゴッチンゲン府大学校

二於テ講師ノ職ヲ勤メ千八百八十二年プロフ

ェスソルノ学位ヲ享

(以下略)

また,同館所蔵『官傭入外国人身分取扱方一件

自明治十九年二月至明治二十年二月』には,次の

記述が見 られる。

第一姓名 Max Fesca

第二国籍 独乙国ゴッチンゲ ン

第三位爵 ナシ

第四喬尋テ臀香イ曇9晃ラ フ
°ロフエソルドクトノン

第五勲章 従軍章二個 (War medal,2)

(以下略)

上記の資料に拠れば,フ ェスカは1845年 2月 8

日12)ハ ノーバーのゲッチンゲンで生まれ,特に土

壌学に精通 し,1873年 Doktorの学位を授与され

ゲ ッチ ン′ゲ
・ン大学 (KOniglichen GeOrg‐ Augusts‐

universitat zu Gё ttingen)に 職を奉じ13), 1882年

にPrOfeSSOrの称号を受けた。 以上の経歴から,

新進の農学者として将来を嘱望されていたであろ

うことが推察できよう。また,従軍章は,ケルネ

ルやヤンソンと同様,普仏戦争に従軍 した際のも

のと思われる。

公文書から解ることは叙上の通りであるが,な

おその他の資料に拠り細部を補っておこう。1864

年フェスカが19歳の年には, リューネブルクの農

場に農夫として雇われており
14),1872年 の 7月 か

ら8月 にかけては,ヴ ェーンデの農業試験場で土

壌に関する試験を実施している
15)。 1875年にはイ

ギ リスの農業研究旅行を行ない,ヨ ークシャー
,

リンカーン,ベ ドフォー ド,エ セックス等のイン

グランド東部諸州並びにスコットランドではエジ

ンバラ近郊を回っているほか,農業関係の施設と

してはロンドンの 家畜市場,Cirencesterの 農学

校,ロ ーザ ム ス テ ッ ド試験場等を訪間してい

る16)。 さらに,その年月を確定することはできな

かったが,1879年頃にはハルツ南部の CrimdeЮde

農場で17),1882年
頃にはヴォルフェンビュッテル

近 くのLinden農場で土壌調査を行なっている18)。
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前節の「履歴書」には,「土性学上ノ著述数篇

アリ」と記されているが,筆者が現在までに確認

できた論文,論文抄録および書評には以下のもの

がある。但し,単行本として刊行された本格的論

文を逸しているなど,極めて不十分であり,今後

一層の資料発掘が必要なことは言うまでもない。

なお掲 載 雑 誌 名 は,力ん″ιSιι″
'あ

ι夕らι″″′
`

F。″′sa″′ιた ααノιιπ GαSα%%′gιι′ιた あι″4g―

r菱協′′z″―Cttι
"zル

は Jαん″ι∫ιιrグοん′4g″グσ%ル%″‐



Cんι%ル に, Bル機7η2απtt Cθπ′γα′‐Bιαι′ダ.2″

4g″″π′″″
`λ
%″ α″′ Rα

"あ
πιルπ形 ″′sεんα‐

′
'Bι

′″′
`ι

は B′

“
力″%α″S Cι″″α′‐B厖′′ にそ

れぞれ略した。

1・  Bodenextract und Planze。 (Jαλ″ιSι′″グεんι

4grを
“

Z′ %″‐C力′″J′,16-17.Jg, 1873-74, S.126´

128)

2. Ein Beitrag zur Tabackscultur.(I♭ ググ.,S.

299-3(X))

3.  :Bezichungen zM7ischen den von einer

P■anze aufgenommenen und den im was‐

serigen und salzsauren BOdenextract enthal‐

tenen SubStanZen。 (1ら′α., S.300-303)

4.  Vヽlollabfall.(乃 ゲ′., S.68-69)

5.  Studien uber den iBOden。 (B′夕′ο″2,多αππs

C′″ι″α′‐B″ιι,Bd.5,1874,S.404-407)

6.  ]Ein Beitrag zur Tabakskultur.(Iみ ′″.,Bd.

6, 1874, S.122-128)

7.  Zur C)lassincation des IBodens.(Jο π″παι

メ″″ Lα″″歓′′″′みsιんαブレ, 23.Jg, 1875, S.337-

350)

8.  Classiflcation des iBodens.(,7α み″′sι′′
`iσ

んι

ノ1lg″グι
“
′ιπ″‐Cみ′′,2`・ ′,  18-19.Jg,  1875-76, S.55-

56)

9. Land・wirthscha■liche Studien in England

und Schottland。 (Jο %″″αι/″″ιαπ″欧ガ″
`ん

sιん‐

αノン, 24.Jg, 1876, lS.196-212, 309-348,416-455)

10.  Zur Bodenuntersuchung。  (Jα力′ιSι′″′ιλι

4g″″%み″′‐Cみ′π″,Neue Folge, 1.Jg, 1878,

S.24)

11.  ,,lJntersuchungen通 ber das CondensatiOns‐

vermogen der :Bodenconstituenten fiir Gase

von Georg Am■ lon``: in Bd.2.der Fors‐

chungen auf dem Gebiete der Agricultur‐

physik, herausgegeben von iE. Vヽ101lny.

(JiOク ″″α′_/レ″ Lα 22′
lτυ′″′んSιんαブリ, 27.Jg, 1879,

S.582-587)

12.  I)ie agronomische Bodenuntersuchung und

Kartirung。 (Jαみ″′sι′″′εんι Ag″′ι%′ι″′_Cみ′′π″,

Neue Folge,2.Jg,1879,S.42-53)

13.  Neue Beitrage zur Kenntnisse des B,odens.
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(1).・ ι ια″″牧′グ″ιλSrた ノ́ン′グιみ′π y′″SαεんS‐ Sιαダο‐

π′′2,Bd.13, 1879,S.383-385)

14.Abhandlungen ttr geologischen Special‐

karte von Preussen und den′ rhitringischen

Staaten, Band. 3, H:eft. 2. (Jο %′″α′メ″″

」ια″́′τυ′′″λsιんαノし, 30.Jg, 1882, S.311-328)

15.  I)ie agrOnO=nische Bedeutung der neuesten

Atteiten der geologischen Landettnter譴 ‐

chung des Kё nigreichs Sachsen。 (乃″。,s.
329-336)

16.  B.eitrage zur agrononlischen Blodenunter―

schung und Kartierung。 (3′′″ι′′πα″″sC′″ι_

′αZ‐ 3′αι′, 11.Jg, 1882, S.294-299)

列挙 したタイ トルか らも看取できるように,来
日前の著述の殆どが土壌に関す る論文や書評であ

る。例外は,毛織物工場か ら出る羊毛屑の成分を

分析 した0)の ,,Ⅵ√01labfall“
19)と ,イ ギ リス農業の

研究報告である③の
"Landwirth∝

haftliche ttu‐

dien in Endand und Schottland“ の二点に過ぎ

ない。前者は取り立てて問題にするほどのもので

はないが,後者は他の著述とは内容が全く異なっ

ており,後述するごとく日本農業論との関連の上

でも極めて重要である。そこで本節では,上記の

諸著述を,1)土壌に関する著述,2)イ ングランド

およびス コ ッ トランド農業論,に分けて検討す

る。

1)土壌に関する著述

1850年前後から80年前後までは, ドイツ農学史

上自然科学が極めて大きな影響力を有しており,

数多くの優れた研究が生まれた。土壌学について

も,フ ァロウ (F.A.Fanou)の 主著
"Ped010gie“

20)

が刊行された1862年を以て,学問としての斯学の

誕生と看倣す見解がある21)。
むろん,50年以前に

も多数の土壌学的研究があり,特に土壌化学の面

でのシュプレンゲル (C.Sprengel),土壌物理学の

面でのシューブラー (G.Schibler)の 研究は重要

である22)。 シュプレンゲルが, リービッヒによっ

て確立された無機質説の先駆者であったことは ,

周知の通 りであるが,そ のほかに腐植酸や土壌分

類の研究 も行なっている。シュープラーは,土壌
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の肥沃度がその物理的性質に強く依存しているこ

とを明らかにし,土壌物理学の基礎を築いた。

しかし,他の農芸化学諸分野と同様,土壌学が

真に発展するのは,1850年前後以降である。ちな

みに,土壌学界を取り囲む諸状況について瞥見 し

ておこう。1840年 ,リ ービッヒは
"Die organische

Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur

und PhySi010gie“ を刊行した。同書はその後も版

を重ねたが,多 くの農芸化学者との間に激 しい論

争を惹き起 し,近代農芸化学の発達 を 促 した。

1851年 には,ヴ ォルフ (E.v.Wolff)を 初代場長

として, メッケルン農事試験場が開設され
23),引

き続き各地に試験場が設けられた24)。 1853年 には

ドイツの代表的な農業雑誌 ,,ル%″παι′ケ Zα″α‐

ω′″んsa`zル“
25)が , 1859年 に は 同 じ く ,,D″

Lαπ″ω″厖
“
″ル″あay″ sπみs‐S′αιあπ

“
``が

創刊された。

このような諸状況は,土壌学発達の大きな要因

となり,次々に優れた研究が生み出された。1857

年, トロンマー (C.Trommer)は  "Die Boden‐

kunde“ を, フ ァロ ゥは ,,Anfangsgrunde der

BOdenkunde“ を刊行 している。両者はいずれも,

従来の諸研究を綜合的かつ統一的に要約 し,新時

代の学問的土壌学の先駆となった。また,当 時の

個別的研究としては,土壌の養分吸収に関する研

究が盛であった26)。 1862年には,前述の ,,Pedolo‐

gie“ が刊行され,同書でファロウは,土壌を地質

学的鉱物学的観点から分類 し,特に風化の度合が

土壌の評価の上で重要なことを指摘した。

その後は,個 々の領域でのモノグラフが重要に

なってくる。ここでは,本稿と特に関連の深い領

域について,当時の研究状況を概観 しておこう。

まず土壌分類 で は,ゼ ンフ ト (F.Senft)27)等 に

より地層,風化過程,鉱物学的特徴等に基づ く分

類が試みられ,ま たクノップ (W.Knop)は ,化
学的側面を考慮して,珪酸土,炭酸土,硫酸上の

三種に分けた。物理的性質については,シ ュマッ

ヒヤー (W.SChumaCher), クノップ, シェーネー

(E.Schё ne)等により,吸収現象,比熱,熱容量 ,

比重,容水量等が確かめられた。土壌調査では ,

化学的分析についてはクノップや ミュ ラー (A.

MIner)等 により腐植, 窒素,硝酸,酸化鉄,水

酸化アル ミニウムの測定が行なわれ,機械的分析

については, クノップが節別法の採用に尽力し,

シェーネーはネーベル (Nёbel)の 分析法 に代 わ

る新らしい淘汰分析法を創り上げた。さらに土壌

図については,オル ト(A.Orth)が土壌断面の調

査等を行ない,実際に利用できる価値ある土壌図

を作成し,土壌学の発展に大きく貢献した。

以上, ドイツ土壌学界の状況を素描したが,こ

うした中でフェスカは研究を開始した の で あ っ

た。続いて,フ ェスカの著述の内容を簡単に紹介

してみよう。以下,(1)か ら00の数字は,前記フェ

スカの著述の番号である。

(1),(3),(5)は いずれも t乃%″πα′メケ Lα″凌″グr‐

″んsあαル,21.Jg,1873の 459頁以下に発表された

同一論文の抄録で,継続的に水をかけることによ

って得た土壌からの抽出物と,同一期間中に煙草

が当該土壌から奪取した養分,並びにその土壌を

塩酸処理して得た養分との関係を調べたものであ

る。

(2)と (6)は ,JOα″πα′ノン″Lα″′凛′グ″ιλSrλαル,21.

Jg,1873の 101頁以下に発表された同一論文の抄

録である。各種養分合量の異なった土壌が,同一

条件下で,煙草の葉の成育とその化学的組成にい

かなる影響を与えたかを調べている28)。

(7)は 土壌分類に関する論文だが,フ ェスカは冒

頭で次のように述べている。農業が学問の対象と

なった19世紀初頭以来,目 的に適った分類法の研

究も進んできた。農場の売買,借地契約,経営組

織等において,最 も重要な生産要素の価値を測定

する基礎たりうる分類法は,実際の農業者を稗益

するに違いない。しかし,こ うした分類法を確立

しようとする試みは,殆ど失敗に終った。その理

由は,以下に見るように,ひ とつは誤まった視点

での分類から出発したこと,も うひとつは実現し

得る以上の要求を分類法にもとめたことである。

従来の分類法として,ま ず第一にテーアのそれ

を挙げる。これは,物理的組成による分類 (粘土,

壌土,砂土,腐植土,石灰土等),三圃式経営の主要
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作物による分類 (小麦土,大麦土,カ ラス麦土,ラ イ  は可能であるが,その逆はありえない と して い

麦土等)お よびそれに基づく純収益計算に よ る分  る。テーア流の一層新 らしい分類法としては, ク

類の三者を総合 した分類法であり,若千の修正は  ローバーを指標に加えたシ ェー ン ロ イ トナ ー

加えられながらも,長期にわたって標準的なもの  (M.Sch6nleutner)31)の 方式があるが,あ まり意義

とされてきた。シュベルツ (J.Wo SChWerZ),プ ロ  を認めていない。

ック (A.Block),コ ッペ (J.G.Koppe)29)等 の分   経済的土壌分類法の最後に挙げているのは,ビ

類法も,こ の系譜に属する。しかし,飼料作物や  ル ンバウム (K.Birnbaum)32)の方式である。ビル

商品作物が経営内に大幅に導入され,電信や鉄道  ンバウムは,前提として,それが1)一般的にどこ

によって市場が拡大された現状では適合 し難ぃ。  でも適用でき,2)変化する時代に容易に耐え,3)

テーアの分類法が一層重要な意義を担っている  誰れにでも有効に立案でき,さ らに4)廉価に実行

のは,それが ドイツ諸国家における土地所有への  しうる,と いう四つの条件を置いた。この条件の

課税の基礎となったた めで あ る30)。 ここでは特  上に,心土・表土の理化学的性質,耕私作業の難

に,ザ クセンとプロイセンの例を挙げている。   易,排水状態等々,広い範囲にわたる11の 指標に

前者は,1835年 から42年にかけて実施された。  よつて,耕地を10ク ラスに分類した。 しかし,こ

その方法は,全国を21の 小区分を合む 5気候区に  れらの諸指標を確定するには,淘汰分析,化学的

分け,それぞれの気候区の評価に当っては,経済  分析,吸収試験といった専門的な知識や設備が必

の中心からの距離と傾斜 を考慮 す る。土壌は粘  要であり,上記の条件には適合しないと批判して

土,壌土,砂土で12に分級する。そして,全ての  いる。

主要な土壌クラスについて,できるだけ多数の経   以上の経済的分類法に続いて,自然科学的分類

営事例を抽出し,純収益を計算して類型化すると  法
33)の

検討に入り,ま ず次のように述べている。

いうものである。草地,牧場,森林等についても  自然科学的土壌分類に対しては,農民には役に立

耕地と同様な方法で行なわれた。         たないとの批判がある。この批判は確かに部分的

後者は,1860年 代初頭から実施された。まず,  には当っているが,そ の限りにおいてのみ正しい。

各郡に 4な いし10名の委員から成る評価委員会を   最初に批判されているのは,フ ァロゥやジラル

設け,委員会は管内の土地を,気候,地勢,商業  ド(H.Girard)の 地質学的分類法である。フェス

事情等を考慮し,土壌と経営状態に基づいて任意  力は,母岩からの土壌の生成に関する研究は重要

のクラスに分ける。次に,それぞれのクラスの上  でぁるとはしながらも,分類の基礎を母岩に置く

壌における標準的な作物栽培種を指標として,純  ことは否定している。その理由は,次のごとくで

収益を計算する。その結果は,当該管区の委員会  ある。例えば,フ ァロウは斑岩土壌と花同岩土壌

で経められ,大蔵大臣を長とし専門学者 4名を含  を区別 している。しか し,斑岩も花聞岩も基本的

む 8名 の委員から成る中央委員会に送られる。委  には,石英,長石,雲母から成り,最終的な風化

員会は送られてきた全国の土地評価を整理 し,そ  生成物は,養分組成に関しても,農業上の価値に

れに基づいて,地租をそれぞれの地域に割 り当て  ついても一致する。従 って,事情によっては,斑

る。                      岩土壌と花闇岩土壌との間には,他の土壌との間

これらは,いずれもテーアの系譜に属し,純収  に見 られるような,種類として区別 しうるほどの

益計算に基づく経済的な土壌分類法であるが,フ  特徴を見い出せない場合が生じるからである34)。

ェスカは純収益による分類法を全 く否定 して い   続いてフェスカは,土壌は栽培植物の足場であ

る。何故ならば,純収益の高さは,土壌以外の様  り,かつ食料庫であるとし,従って土壌は自然科

々な要因によって強 く影響されるからであり,土  学的に研究されねばならず,目 的に適 った分類も

壌の分類に基づいて純収益を計算・評価すること  自然科学的側面からのみ可能であるとの自らの立
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場を明らかにしている。かかる側面から分類を試

みた先行者としては,テ ーア,シ ュープラー,ゼ
ンフ ト等がいる。テーアは,前述のように物理的

組成によって土壌を分類しているが,当時は腐植

説に基づ く植物栄養の理解のために,植物と土壊

との関係の概念は極めて不十分であった。シュブ

ラーは,砂土,粘土,石灰土,腐植土の比重,凝

集力,粘着力,熱容量等々,重要な物理的性質に

ついて試験を行ない,植物栄養分の吸収力が主に

細上の組成に依存することを明らかにした。細土

の組成を調べるには,淘汰分析が必要であり,従

って分類の基礎も淘汰分析に置かれる。さらに,

細土の質は,それを構成する岩石成分によって,

大きく左右される。フェスカは,こ のような物理

学的岩石学的特徴に基づ く分類法を,ゼ ンフトが

開拓 しフェスカ自らが全体として型を整備したも

のであると述べている。この分類法の内容は,テ

ーアの砂土,粘土,壌土,石灰土,腐植土という

分類を基礎に,母岩の種類と風化・浸蝕の度合に

よって大別し,さ らに淘汰分析から得られた細土

の組成と岩石学的特徴に基づいて,下位クラスに

区分するというものである。なお,(8)は この論文

の抄録である。

(10は ,Tαg`ι ttιι滋″ AL′α″lル,″∫あ
`″

υ′rsα%‐

%励η χ%Gαs∫ιら 1878の 248頁 に発表された論

文の抄録であり,シ ェーネー式淘汰分析法によっ

て得られた細土の機械的組成について報告したも

のである。

(1)は , アモン (G.Ammon)の行なった試験報

告に対する書評
35)で ,試験内容は,石英粉,HCl

で抽出したカオリン,炭酸石灰,腐植等に,ア ン

モニアガス,炭酸ガス等の気体を作用させ,その

変化を調べたものである。

caは ,s%ψルπι″′αιs Joπ″″α′ブレ″Lα″″τυ″_

″法湯ψ の 第27巻 として刊行された同名の論文

の抄録である。その「序」でフェスカは,土壌を

かつては岩石であり,再び岩石となる移動の状態

にあるものとして提え36),ま た農業上の観点から

は,1)植物の足場,2)植物栄養分の貯蔵庫,かつ

それを植物の摂取し得る形に変化させる実験室,

3)直接の栄養源,と 理解 している。

次に,「耕土の性質」では,水,養分溶液,熱

に対する土壌の反応について論じている。「土壌

の分析」は,「 I.土壌構造の分離」と「 Ⅱ.成層

状態の考慮」の二節から成り,前者は「a)機械的

分析」と「b)炭酸アルカ リ土類,腐植並びに燃焼

の際の消失分の測定」に分かれる。「土壌の分類」

では,まず風化土壌と沖積土壌に大別 した後,前

者をさらに原生岩と再生岩に分け,テ ーアに倣っ

て,粘土,壌土,石灰土,砂土,礫土,腐植土に

細分する。後者も同様に細分する。最後に,「土

壌図の作成」は,「 I.総説」と「 1.Crimderode

騎士領の地質状態並びに地勢と土壌の性質」の二

節から成 り,同地で実施 した土壌調査の報告であ

る。

0は,初出誌等は一切不明であるが,土壌構造

の分離を,シ ェーネー式淘汰分析法で試みたもの

である。

(1り は,1874年 から80年 まで,ブ ァーンシャッフ

ェ (F.Wahnschare)37)等によって, 王立ベル リ

ン地質調査所で行なわれた土壌学上の実験結果を

纏めた論文集の書評 で あ る。この論文集の前半

は,土壌調査に関する基礎的な研究で,機械的分

析法と化学的分析法に分けられる。前者は,飾別

法とシェーネー式淘汰分析法による分析,並びに

粒径区分とその命名法
38)を

内容としている。機械

的分析が重要な理由は,炭素や腐植含量の測定,

吸収力試験に当たって,細微土が大きな意義を担

っているからであり,ま た水,養分溶液,熱等に

対する土壌の反応が,機械的組成に依存するから

である。 後者の化学的分析は, 石英, 粘土, 炭

素,腐植等の合量,お よび燃焼の際の消失分や鉱

物養分の測定法を内容としている。また,後半部

は,前半の基礎的研究に基づいて実施されたベル

リン周辺の洪積層,沖積層構造の土壌に関する調

査報告である。

(1う は,ザ クセンの地質図並びに地質図説明書の

書評である。この地質調査は, クレ ドナ ー (H.

Credner)の 監督の下で,1878年 から81年にかけて

実施された。フ ェス カ によれば,地質調査は最
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初,地質学の母たる鉱業の必要から,山岳地方で

行なわれたが,平地にまで拡張されるにつれ,鉱

業よりも農業に寄与するものになった。そして,

国家の繁栄は,何よりも農業に依存 し,農業にと

っては土地と土壌の知識が非常に重要であるが故

に,地質調査所の仕事が土壌学的研究に向うのは

当然のことである。

この地質図では,沖積層,洪積層,漸新層とい

った地質学的区分が用いられているが,それは同

時に同等の農業上の価値を持つ。何故ならば,こ

れらの地層は,地質年代等によつてではなく,む

しろその組成や構造,地下水の状態といった特性

によって互いに際立っているからである。また,

記号,彩色,断面図による地質図の表示法は,広

い地域にわたる土壌の価値を概観する上で,非常

に優れている。

地質図説明書は,耕土を構成する地層の鉱物学

的,機械的および化学的組成を明らか に して お

り,同 じ組成の表土層でも,地勢や成層状態によ

っていかに異なるかを記述している点で,実際の

農業者には非常に有益である。最後に フ ェス カ

は,農業的な土壌調査が十分な水準に達していな

い現段階では,こ のように農業を特に考慮した地

質調査が,山岳地方にまで拡大され,他の研究室

でも実施されるようになることを期待し,こ の稿

を結んでいる。

⑮は,1882年ベル リンで出版されたフェスカの

同名の著書
39)に対するケーニヒ (J.K6nig)の書

評であり,厳密にはここに挙げることは誤まりで

あるが,その概要を知ることはできる。この書評

では,問題を専ら吸収係数値とその測定法に絞っ

ている。フェスカは,吸収現象を,土壌中の珪酸

塩やゼオライ トによって惹起される化学的置換に

基づ くとし,風化過程の特殊な段階として考察し

た。まず, クノップ法に基づいた吸収力試験を行

ない,土壌中の珪酸・ゼオライ ト様鉱物・炭酸石

灰の合量と,窒素・燐酸の吸収力との関係を明ら

かにし,さ らに Linden農場の各種土壌 に つ い

て,吸収係数を測定している。また,本書の後半

部は, Linden農場で実施した土壌調査の報告で

ある。

以上の考察によって,来日前におけるフェスカ

の土壌に関する著述の内容は,大きく二つに分け

ることができよう。ひとつは,土壌分類,物理的

性質,吸収力等といった土壌調査の基礎となる事

項についての研究であり,い まひとつは,こ うし

た基礎的研究を踏まえて実施された土壌調査であ

る。従って,フ ェスカの土壌学研究の姿勢は,極

めて実践的なものであったと言える。これらの研

究が,土壌学史上 どのように評価されるかについ

ては,よ り詳細な専門的研究が必要である。しか

し,土壌学の黎明期にあった当時において,実際

の農業者のための土壌調査を確立 しようとしたフ

ェスカの努力は,見落してはならないであろう。

2)イ ングランドおよびスコツトランド農業論

"Landwirthschafdiche Studien in England
und Schottland“ は, 力%″αι./湯″L″′

“

′″″‐

s湯《ル,24.Jg,18761こ 3回 に わたって 分載され

た(196～212頁,309～ 348頁 ,416～455頁 )。 本論文に

ついては,椎名重明氏が東京大学農学部図書館に

所蔵されているのを発見,紹介 しており
40),宇都

宮大学津谷好人氏はいくつかの頃目についてより

詳 しく検討しているが41),それが別途単行本とし

て出版されたものであるか,ま たは本誌の別刷で

あるかは不明である。

本論文は,「序文」と「 I.一般事情」,「 1.植

物生産」,「 皿.下水施設」,「 Ⅳ.ハ レットの小麦栽

培」,「 V.畜産」,「 Ⅵ.イ ギ リス農業者の教育と農

業の組織的奨励」,「Ⅶ.自然の草地植物相と気象

状態を持に考慮しての乾草収量とに関する各種肥

料の影響」の 7章から成っている。

「序文」でフェスカは,イ ギ リス農業の現状を

規定 しているのは,島国であることに起因する気

候状態の特殊性と,農業諸事情,特に農業技術の

発達が外部からの影響なしに達成されたことだと

する。そして,イ ギ リスの気候を ドイツと対比し

つつ,それが農業経営の上にいかなる影響を及ぼ

しているかについて述べ,ま たある雑誌論文に拠

り, クローバーやカプの導入,家畜の改良,農機

具,機械の発明,農業団体の創設等々の範囲にわ
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たる農業発達史を概観 している。

次に「 1。 一般事情」で は, 主に生産関係を中

心に,いずれも実例を挙げて次のように述べてい

る。 ドイツでは地主が農業経営者を兼ねている場

合が多いのに対し,イ ギ リスでは地主 (landlord)

と農業経営者 (farmer)は 区別され,ねrmerは 農

業者の中核を形作 って い る。支配的な借地形態

は,毎年解約するという条件の下に,地主との協

議によって定められた借地料を支払うもので,契

約書は交されない。そして,地主と経営者との争

議を避けるために,次第に補償慣行
― 例えば肥

料の
一

が行なわれるようになった。しかし,こ

の種の借地形態は極めて不適当なものである。ス

コットランドでは一定期間 (大抵19年)の借地契約

(leaSe)が 普通であり,イ ングランドでもノーフォ

ークには20年 の借地契約が見られる。借地料は,

イングランドでエーカー当り25シ リングから2ポ

ンド,ス コットランドでは 3か ら5ポ ンドで,借
地料の一部が一定量の穀物の時価で支払われる場

合 もある。

農業労働者は,雇主から住宅や園地を貸与され

ているHauSlerと ,土地を持たず近隣の村に借家

しているものとから成る。イングランド東部では

男だけだが,ス コットランドでは女も農業労働に

従事 し,労賃は ドイツの 2倍以上にも及ぶ。 ドイ

ツの農場支配人に当るものには,menagerと 呼ば

れる管理人や,cattlemanと 呼ばれる家畜管理人

がおり,大抵労働者階級の出身である。厩舎は気

候のために ドイツに比べて簡素で,厩肥の処理も

不適当だが,それにも拘らず厩肥の養分が豊かな

のは,飼料が豊富だからである。農場建築の配置

は無計画的で,こ れは決定的な欠陥とな って い

る。

また,イ ギ リスの農業経営は,一般に集約的だ

と言われているが,そ の表現は適切ではない。投

下資本については集約的でも,労働についてはむ

しろ粗放的であり,全国いたるところに未耕地が

見 られるからである。さらに,経営の専門化は ド

イツに比べて進かに進んでおり,特に大都市近郊

ではその傾向が著 しい。

「 Ⅱ.植物生産」では,ま ずイングランドの栽培

作物の構成が, ドイツに比べて非常に単純である

ことを指摘 し,さ らに輪作形態について次のよう

に述べている。イングランド南部や東部では,主
にノーフォーク輪栽式が見 られる。それは疑いも

なく,輪作理念の最も単純で最も美しい表象であ

る。むろん,ど こでもノーフォーク式が見 られる

わけではない。ヨークシャーでは5な いし6圃式

の輪作,ス コットランドではそれと並んで 8な い

し9圃式の輸作形態が見 られる。肥料は一般に豊

富であり,厩肥のほかにペ ル ー グ アノ,骨粉燐

酸,チ リ硝石,ま たイングランド南部ではナタネ

油粕が施用されている。 しかし施肥は,合理的な

肥料計算に基づいてではなく,多 くは慣習や経験

によって行なわれている。そのために,肥料商の

派手な宣伝に踊らされ,特別肥料 (例 えば大麦肥料

やバレイショ肥料等)な どという奇妙な肥料が好ん

で使われている。

さらに,施肥が合理的であるか否かは重学的計

算によって証明し得るとし,イ ングランドではリ

ンカーンやヨークシャー等,ス コットランドでは

エジンバラの 6農場 9事例を挙げ,窒素・カリ・

燐酸について収支計算を行なっている。輸作形態

では,ノ ー フ ォーク式と 5圃式, 6圃式,8圃
式, 9圃式の五つである。計算結果は,イ ングラ

ンドの高収量の基礎は豊富な肥料にあるが,決 し

て全ての場合において合理的なわけではなく,特

にスコットランドでは肥料の浪費が甚 しいという

ことであった。その他,蒸気梨や草刈機等の農業

機械の使用状況,小麦,大麦,カ ブの品種の多様

さ等に触れている。

「 Ⅲ。下水施設」で問題となっているのは,ベ ド

フォー ド並びにエジンバ ラの下水灌漑農場と,ロ

ンドン北郊 TOttenhamの 下水を肥料に加工する

工場である。人口18,000人 を擁するベ ドフォード

市の廃棄物は,下水施設によって数マイル離れた

農場に送られる。農場では,4年輪作,すなわち

1.-2.イ タリアンライグラス,3.タ マネギあるい

はニンジン,テ ンサイあ る いは カブ,4.キ ャベ

ツ,アブラナあるいはバ レイショ,小麦という形
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態が採られており,下水は全年にわたリバレイシ

ョを除いた全作物に灌漑される。この下水灌漑方

式が有利な理由は, ドイツでは冬季の寒冷によっ

て利用が一時中断されるのに対し,イ ングランド

の気候は全年にわたるコンスタントな灌漑を可能

にし,そ の結果,下水の集約的な利用ができるの

みならず,都市や農場での悪臭を放つ下水の滞留

が避けられるからである。また,ベ ドフォー ドの

下水は Ouse河 と結ばれており,そ のために時折

下水の清掃がなされることとなる。

エジンバラの事例は,灌漑対象が牧草に限られ

ている。これはベ ドフォー ドに比べて,悪臭が除

去されていないことなどの点で劣っているが,検

討材料不足のために,厳密な評価はできないとし

ている。

Tottenhamの 工場は, 32,000人 分の排泄物か

ら成る下水を処理し,肥料に加工 している。加工

された肥料は, トン当り3ポ ンド10シ リングで販

売されている。その価値が値段に値するものかど

うかについては検討しえなかったが,製造法は不

完全なものであると述べている。

「Ⅳ.ハ レットの小麦栽培」では,ハ レット (J.

J.Hallet)に よって育成 さ れ た 小麦品種に着目

し,その育種法を考察 している。この品種は,イ

ギ リス国内のみならず,大陸諸国でも広 く普及 し

ている。ハレットの品種改良法は,大きく二つに

分けることができる。ひとつは,最も適切かつ入

念な栽培法によって優良種子を得ることである。

具体的には,早期播種や浅播・薄播など特に播種

法に注意し,分業を増し茎数・穂数 。結果数の増

加をはかる。もうひとつは,上記の結果得られた

優良種子を,淘汰法によって撰抜・固定すること

である。また,ハ レットは育成品種を販売し,同

時に早期播種 。浅播・薄播を奨励 した。しかしこ

うした播種法は, ドイツではもちろん,イ ングラ

ンドでも普及 しておらず,現実的ではない。

「 V.畜産」においては,イ ギ リスでは畜産が全

農業経営部門の中で最も進んでいること,肉生産

を目的とした経営が盛であるのに対して,乳や毛

の生産を目的とした経営は一般に減少傾向にある

こと,趣味的に行なわれている畜産 (例えば展覧会

への出品を目的とした)は採算を無視したものであ

るが,そ の結果は,こ れまで他の諸国では到達 し

なかったほどの成果を齋したこと等を指摘し,続

いて牛・羊・豚の代表的な経営事例を紹介してい

る。飼料としては,カ ブや乾草のほかに,穀寂類

や油粕類 (亜麻仁油粕,綿実油粕等)が使用され て

おり,特に油粕はイングランドでは高く評価され

ている。その例として,ョ ークシャーは Drimeld

の油粕工場を紹介 している。また,展覧会への出

品を目的とした特殊な経営を除き,い くつかの肥

育牛経営の事例を挙げ,飼料補給の実態を飼料中

に含まれる栄養分の計算に基づいて 検討 して い

る。最後に,イ ングランド畜産の全体像を最も端

的に看取できるのは,ロ ンドンの家畜市場である

として,その取引を紹介している。

「 Ⅳ.イ ギリス農業者の教育 と農業 の組織的奨

励」では,ま ずイギ リスの農業教育が ドイツに比

べ遅れていることを指摘し,続いて次のように述

べている。農業者のための理論的な専門教育施設

は,イ ングランドやスコットランドには極く僅か

しか存在していない。スコットランドでは,エ ジ

ンバラ大学に農業講座が設けられ て い る。しか

し,一層関心をそそるのは Cirencesterの アカデ

ミー(Royal Agricultural Conege,Cirencester)で あ

り,イ ングランドでは模範的な農業教育施設とさ

れている。本校は,1842年における農業者クラブ

の集会での決議に基づいて創設された。付属の施

設としては,卒業生の手で小作されている500エ

ーカーの農場や家畜病院等があり,そ のほかに,

イギ リスでは最良のもののひとつと言われる化学

実験室や,鉱物学・地質学関係の蒐集物で著名な

博物室等が設けられている。修業年限は 2年で ,

授業は普通午前中は講義,午後は実験 。実習であ

る。土曜日は復習と試験に充てられる。

しかし,本校は ドイッ的な意味では,高等教育

施設とは呼びえない。何故ならば,農業者教育で

は最も重要な国民経済学の講義が欠けているから

である。これは,イ ギ リス農業者の社会的政治的

な地位にとって,非常に特徴的で あ る。す な わ
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ち,農業者には車の修理ができることは必要だと

されても (車工の授業が時間割に組まれている),国

際関係全体の中で自らの職業たる農業の意義を明

らかにすることは不必要だと看倣されており,主

体的な政治的意義は,農業者ではなく土地所有と

密接に結びついている。 ドイツのア カ デ ミーで

も,学問の自由を乱用したまま卒業 した農業者達

がいることは い る。CirenCeSterの 卒業生が,こ

のような者達よりも,多 くの確固とした知識を有

していることは認めうる。しかし,こ のような者

達は例外に過ぎず, ドイツの専門教育施設は,農

業者達を精神的な自由に向けて一層高い程度に教

育 している。

また,イ ギ リスにおける農業奨励や助成の組織

としては,農会が重要である。各州の農会は,ロ

ンドンのイングランド農会とエジンバラのスコッ

トランド農会の下に系統化されている。農会は ,

毎年大規模な博覧会を開催するほか,化学実験室

を設置し,専門の化学者を置いている。化学者は

農会で講義を行ない,一定の謝礼金で技術的な質

問に対する応答や,会員から送付された土壌・肥

料・飼料等の分析に従事する。さらに,イ ングラ

ンド・スコットランド両農会は,定期雑誌を刊行

し,農業者達に多 くの有益な情報を 提供 して い

る。特にイングランド農会の雑誌は,ロ ーザムス

テッド試験場の報告を掲載 している点で,非常に

高い価値を持 っている。ローザムステッド試験場

(Rothamsted Experimental StatiOn)は ,私立の研

究機関としては最も重要であり,規模の点でも随

一のものである。ローズ (J.B.Lawes)の 所有に

かかる農場は,800エ ーカーの耕地と300エ ーカー

の草地から成り,ま た実験室はギ ル バ ー ト (J.

Gilbert)の 管理の下にある。そこで行なわれた研

究は,農業の進歩に大きく貢献 した。

「Ⅶ.自 然の草地植物相と気象状態を特に考慮 し

ての乾草収量とに関する各種肥料の影響」では,

冒頭で次のように述べている。植物生産に関して

は,明 らかにさるべき多 くの研究課題が残されて

いるが,合理的農業のための学問的基礎は既に リ

ービッヒによって与えられた。しかし,牧草につ

いてはその限りではない。圃場栽培試験では,作

物は 1年ないし長 くても数年で収穫され,次々と

試験を行なうことができるのに対し,牧草の場合

には,長い期間と精密な観察を要するという困難

さが伴うからである。牧草に関する知識が重要な

ことは,次のことからも明らかになる。例えば,

気候が不順で作物の成長が遅れた場合,雑草が繁

茂し作物を圧倒することがある。圃場作物では,

中耕等による除草は比較的容易なのに対 して,牧

草の場合は非常に困難である。そして,作物に適

合 した規則正 しい施肥や灌漑は,草地における植

物相を単調にし,雑草を除去してゆくことが認め

られるのである。

これらの点を踏まえつつ,フ ェスカは1856年以

来ローザムステッド試験場で,自然科学的な基礎

に基づいて実施されてきた,牧草栽培についての

試験結果を紹介 している。その内容は,1)肥料の

種類と乾草収量との関係,2)肥料の種類と草地植

物相との関係,3)異 なった肥料を施した土地の乾

草収量についての気候の影響,に関するものであ

る。

以 上 で,  ,,Landwirthschaftliche Studien in

England und SchOttland“ の紹介を終るが,そ の

内容は極めて広範多岐にわたっており,全体を理

解するためには,一層詳細な検討が必要であるこ

とは言うまでもない。しかし,こ れを『 日本地産

論』や『 日本農業及北海道殖民論』と対照させて

みると, 自ら以上の諸著書を貫 く一貫 した態度 ,

より厳密に言えば方法が明瞭になってくる。すな

わち,ひ とつは観念的抽象的な論議を排 し,具体

的な事例に即 して問題を検討しようとする実証的

態度であり,い まひとつはその実証に当って数字

的な把握を重視 していることに見られる科学的な

態度である。そしてさらに,そ の根低をなしてい

るのは,農業教育の章で見たように,農業者の自

立と精神的な自由が実現されるべきであるとする

理念である。

お わ り に

以上考察してきたように,フ ェスカはすでに来
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日前に,土壌学に関する豊富な蓄積を有 して お     。参考文献名の表記法は,新旧まちまちで ある

り,土壌調査の経験も深か った ものと推察され     (例 え ば Tabacksculturと Tabakskultur,

る。それ故に,「土性調査と云ふ方面は得意でな    Landwirthschaftと Landwirtschaftな ど)が ,

か」
42)っ たとされるリープシャーの後任として,     全て原文のままとした。

わが国地質調査所に招聘され,12年の長きにわた

り上性調査事業を指導 し得たゆえんである。フェ   1)H・ ハウスホーファー『近代ドイツ農業史』(昭
スカの土性調査法は,大正15年に土性調査法に関    和48年 3月 ),9頁。
する農学会法

43)が
確立されるまで,ほ ぼ40年 の間   2)ゴ ルツ『独逸農業史』(昭和13年 5月 ),311頁。

支配的に行なわれた。                3)同 上書,394頁。

しかし,フ ェスカが単なる土壌の専門学者でな   4)島 田雄次郎『大学とヒューマニズム論』 (昭和

かったことは,イ ギ リス農業論に端的に示されて    45年 7月 ),163頁 。

いる。この論文は,土壌学者が研究のかたわら執   5)ゲ ッチンゲン大学からは,シ ュタイン,ハルデ

筆した紀行文とは明確に異なり,観念的論議を排    ンベルク,テ ーア等 ,々近代ドイツの形成に寄与

して,一国の農業を全体像として把握した実証的    した多数の人材が育っている。また,近代大学の

かつ科学的な優れた学問的研究である。その実証    典型として,世界の諸大学に大きな影響を与えた

的・科学的な方法は,土壌学の研究を通じて得ら    
ベルリン大学の創設者ともいえるフンボル ト

れたものと推察され,ま た実際の農業者のために    (Wilhelm V°
n Humb°ldt)が

'若き日にゲッチ

研究するという実践的な態度も一貫 して認められ
     る1釜こ』飩 百:ftti糧讐79'19ifi量

ス′υ°                           和53年 12月 )等参照。
地質調査所が土性課長として フ ェス カを招聘   6)農 業課程には次のような前史があった。すなわ

し,かつ駒場農学校の農学担当教師を兼任させた    ち,ベ ックマン (J.Beckmann)に よって1770年

理由も,来日前の ドイッにおける以上の業績によ     から,夏季に農学の講義が行なわれた。1811年 そ

るものと考えられる。                  の跡を襲 ったハウスマン (L.Hausmann)は ,

なお最後に,津谷好人氏は「マックス・フェス    30年 から52年まで農学を講義した。

力の『イングランドおよびスコットランドの農業      また農業課程では,ハ ンセンを長として,ハウ

研究』を読んで」の中で,「フェスカはケルネル    スマン,ヴェーラー (Fo W6hler)等が指導に当

などと違 って化学者でもなければ自然科学者でも    った。特にヴェーラーは,ギーセンの リー ビッ

ない,あ くまでアグロノミス トであって, 自然科     ヒ,マールブルクのプンゼンと並んで,近代化学

学者たちが農業生産に関して分析した結果を総合    史上夙に著名である。その門下からは多数の人材

的に利用 し,農業経営全体としての合理性を判断    
を輩出したが,農業関係ではヘンネベルク (W.

し,さ らに国民経済全体を論じている」と述kモ
  吉:I:∬雹 ご んま勇れ蠍 よド

p),ツ ェラー

いるが, フェスカがアグロノミス トであるという    7)ゲ ッチンゲン大会における農業講座開設の経緯
見解の当否はさて措き,自然科学者ではな く,自     については,Die deutsche Landwirthschaft auf
然科学者の成果を利用するのみであるかのごとく    der Weltausstenung in Paris 1900,BOnn,1900,

指摘 している点は,明 らかに誤 りである。この誤    s.110ぉ ょび statistik der landwirtschaftlichen

りは,津谷氏が来日前におけるフェスカの業績を    und ZeWeCk“ rWandten Unterrichts‐ Anstalten

仔細に検討していないことによるもの と思 わ れ    Preussens naぬ dem Stande am schlusse des

る。                                            Jahres 1897,Berlin, 1898, S.7に 拠る。

8)恒藤の文は『農学会会報』第28号 (明治29年 2

〔備考〕 フェスカの論文名ならびに独文の引用文献     月)に,記事は同第24号 (同27年 12月 )に掲載さ
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れている。

9)フ ェスカに関する主な研究としては,奥谷松治

「明治前期農政に関するフェスカの功績」『近代

日本農政史論』 (昭和13年 5月 ), 桜井武雄「解

題」『フェスカ日本地産論』(同 19年 8月 ),同「解

説」『明治農業論集』(同30年 12月 ),東井金平「 フ

ェスカとワグネルの日本農業再編論」『欧米にお

ける日本農業の研究』第 1巻 (同31年 8月 ), 東

畑精一「 フェスカ」『経済主体性講座』第 7巻 (同

35年 11月 ), 斎藤之男『 日本農学史』 (同43年 10

月),黒川計『 日本にお け る明治以降の土壌肥料

考』上巻 (同50年10月 ), 飯沼二郎「 日本地産論

解題」『明治大正農政経済名著集』第 2巻 (同52

年 1月 ),矢島武「日本農業及北海道殖民論解題」

『同上書』等があるが,いずれにも上記の指摘が

該当する。

10)『外務省記録 明治二十年外国人叙勲雑件 (独

逸国人之部)』 所収。なおこれは,明治 20年 8月

31日 付,農商務大臣子爵土方久元から外務大臣伯

爵井上馨に提出された伺書である。

11)Oscar Kenner(1851-1911)は , 1881年 (明

治1の から92年 (同25)ま での11年間,駒場農学

校 。東京農林学校・帝国大学農科大学において,

農芸化学全般にわたる研究に従事し,後進の日本

人農学者の教育・指導に献身した。また,Johan‐

nes Ludwig JansOn(1849-1914)は , 1880年

(同13)か ら1914年 (大正 3)鹿児島で没するま

で,34年間の長きにわたって,駒場農学校・東京

農林学校・帝国大学農科大学 。東京帝国大学農科

大学の獣医学教師,盛岡高等農林学校 。第七高等

学校造士館の講師等を勤め,わが国獣医学の進歩

や畜産業の発展に多大の功績を遺した。なお,ケ

ルネル,ヤ ンソンについては,稿を改めて詳述す

る予定である。

12) 『体系農業百科事典』第 5巻 (昭和40年 11月 ),

津谷好人「マックス。フェスカの農学」『宇都宮

大学農学部学術報告』第 10巻第 3号 (同 54年 2

月), 同「マックス・フェスカの『イングランド

およびスコ ットラ ン ドの農業研究』を読んで」

『農業史研究会会報』第 6号 (同年3月 )では,

いずれも生年を1846年 としているが,いかなる資

料に拠ったかは明らかでない。

13)前掲「履歴書」には「講師」とあるが,こ れは

私講師である。なお,私講師制度については,潮

本守一『近代大学の形成と変容』(昭和48年 3月 )

等を参照されたい。

14)ケ ルネルは「独逸農業教育論」(『大日本農会報

告』第98号,明治22年 9月 )の 中で,「大学校に入

りて農学を学び又農学専門学校に入らんと欲する

ものは先つ日本の高等中学校に比すへき高等学校

に入学せさるへからす九歳にして此校に入り九ケ

年の課程を履まさるを得さるか故に拾八歳にして

其業を卒ふ (中 略)農学専門学校に入るに先ち凡

一ニケ年間完備せる農場に入りて徒弟となり略々

農業の実際を修得するを常とす」と述べている。

フェスカが19歳の年にリューネブルクの農場で働

いているのもこのためで あ ろ う。Fesca,Land‐

wirthschaftliche Studien  in  iEngland  und

SChOttland, `フiο%″″αZ _/1ク′ .乙απ″
“

,′′″んS`んαブレ,

24.Jg, 1876, S.442.

15)こ の翌年にフェスカは DOktOrの 学位を授与さ

れている。したがって, これは Doktor論文作成

のための実験と思われる。 フェスカ『 日本地産

論』通編 (明治24年 4月 ),475頁 .Fesca,Beit‐

rage zur Kenntnis der japanischen Landwirt‐

schaft,]Bd.1,Berlin,1890, S.267ぉ ょび Studien

iiber den Boden, Bグ ′′′″″,α″″s(3″″ι′α″‐BιJαιι′

メ″″Agrグεα″α′ιた′夕πグθ απ′.RαιゲοπιZ′ι″Ⅵζヴ′ι‐

sελαルs_B′′″′あ,Bd.5,1874,S.404～ 407.

16)a.a.0.,(注 14).

17)Fesca,Die agronomische Bodenuntersuchung

und Kartirung, Jαλ″′sι′″ι・ελι,″ら′″ `′ゲ
`Fο

′ι‐

Sσλ″J″ιαクf′′π G′Sα″π′gあ′οι′′′″Ag″″‐

ιπ′ι%′_Cん′″IJι, Neue Folge, 2.Jg, 1879, S.

42.

18) Fesca, Beitrage zur agronomischen Boden‐

untersuchung und Kartierung, Bグ ′α″″″多α″′,s

C′π″″αZ‐ B′αιι
,・ メ″″ 五grグι%Jια″。み′

'π

グ′ ″″″

沢lα″′ο′2′′′′′27●″′sο力αノンs_Bα′グ′ら, 11.Jg,1882,

S.299.

19) これは, 多ケsιλ″グιιグ″ ι
"′

″″″sc■ル″あ′

y″ι′πメ″″″′″P′ου′″χ Sαι力Sι″ に収録され

た論文の抄録である。

20)同書の正式タイトルは,Ped010gie Oder allge‐

meine und besondere Bodenkundeで あり, 1862

年 Dresdenで刊行された。 ファロウにはそのほ



かに, Anfangsgriinde der iBodenkunde, 1857;

Grund und iBOden des K6nigreiches Sachsen,

1868;  I)ie  IIauptbodenarten  der  NOrd‐ und

(E)stseelander des IDeutschen iReiches naturwis‐

senschaftlich wie landwirtschaftlich betrach‐

tet,1875等 がある。

なお,以下の素描は,特に指摘の ない限 り,

F.Giesecke, Geschichtlicher tberblick iber

die :Entwicklung der iBOdenkunde bis zur

マVende des 20. Jahrhunderts, ffiα ″″ら%ι′2 `′診″

.Bο″′″′′み″′, :Bd.1, Berlin, 1927, S.28～ 86,

大杉繁『一般土壌学』 (昭和 17年 6月 )等 に拠

る。

21)現在では, ドクチャーエフの『 ロシアの黒土』

が刊行された1883年 を以て,近代土壌学の出発点

と看傲すのが通説のようである。例えば,『植物

栄養土壌肥料大事典』 (昭和51年 4月 ),229頁。

22)Carl Sprengelに ついては,ゴルツ『前掲書』,

131～133頁,ハ ウスホーファー『前掲書』157頁 ,

柏祐賢『 テーアの生涯』 (昭和50年 5月 ),235～

237頁等を,GuStaV SChiblerに ついては,ゴル

ツ『前掲書』133～ 134頁等を参照されたい。

23)メ ッケルン農事試験場は,1850年 ライプチヒで

開催されたテーア祭 (Thaer‐ Festmahl)に おい

て,化学試験場を創設するというシュテックハル

ト (A.StOckhardt)の 動議が採択されたのを契

機に, ライ プ チ ヒの経済組合 (OekOnOmiSChe

SOCietat)に よって創設され, その後1879年,国

に移管された (Nobbe,Die Entwickelung und

gegenwartige Bestand des landwirthschaftlich‐

en Versuchs,wesen inl lDeutschen iReiche, D′ ′

″′Zおι力′ια″″歓′′″ιλS`みαノン α%ノ グ′r"石 ί″α αS‐

s′′′′%πg グ″ IRα″′s lθθθ, :Bonn,  1900, S. 283～

285)。 なお,ケ ルネルはここでヴォルフの助手を

勤め,日 本から帰国後は場長として 活躍 して い

る。

24)メ ッケルンに続いて, 1853年 ChemnitZ, 1855

年 GrOsskmehlen,1856年 Dahme並びに St.

Nicolas,1857年 Minchen,Weidhtz,Gё ttingen‐

Weende並びに Heidau,1858年 InSterburg i.

P.,1859年 Karlsruhe並 びに SalZmindeと 次

々に創設され, さらに1860年から69年までに20カ

所,70年から79年までに44カ所,80年から89年ま

来日前における M.フ ェスカの経歴と学問 θヱ

でに9カ所の試験場が新設された(NObbe,ル〃.,

S.285)。

25)こ の雑誌は,ゲ ッチンゲン大学農業講座の機関

誌とも言えるもので,ハ ノーバー農業会議所の指

令により1853年 創刊された。当時王立ツェレ農業

協会(Kё niglichen Landwirthschaftsgesellschaft

zu Cene)を 指導していたヘンネベルク (注 6)

が編集に当った。他に編集者としては, DК chs‐

ler,Wicke,Mitho“ がぉり,後には リープシャ

ー (G.Liebscher)が 担当した。なお, リープシ

ャーについては,拙稿「わが国の草創期上性調査

事業に関する考察」『農村研究』第47号 (昭和53

年 9月 ),同「 G.リ ープシャーの『 日本農業およ

び一般経済事情』」『農業史研究会会 報』第 7号

(昭和54年 7月 )を参照されたい。

26)ヘ ンネベルク (注 6お よび 25)も , この 時期

F.Stohmannと 共に, 土壌の吸収力に関する研

究を行なっている。フェスカが彼から何らかの影

響を受けたか否かは不明だが,注意しておいてよ

いことであろう。

27)Ferdinand Senft(1810-1893)は , アイゼナ

ハ山林学校 (FOrstlehranstalten zu Eisenach)

で自然科学の教師をしていた鉱物学,地質学者で

ある。主著に,Die Humus=,TOrf=,Marsch=

und LimЮ nitbildungen als Erzeugungsinittel

neuer Erdrindelegen, 1862; :Der Steinschutt

und Erdboden nach iBildung, Bestand, Eigen‐

schaften, veranderungen und Verhalten zuコ α

Pnanzenleben, fiir Land‐ und FOrstwirte, wie

auch fir GeOgnOsten,  1867;  Synopsis der

Mineralogie urld Geogllosie, 1876-78 等があ

る。

28)煙草を使用しての同様な植物生長試験は,すで

に以前から, ミュンヘンでツェラー (注 6)に よ

って実施されてきた。ツェラーは1872年,前任者

ワグナー (P・ Wagner)に 代って,ゲ ッチンゲン

大学農業講座の農芸化学実験室 を主宰 した (但

し,翌73年には T。1lenSに引き継がれる)。 した

がって,フ ェスカがこの試験を実施するに当って

は,ツ ェラーの指導を受けたことが推察される。

29)Schwerz(1759-1844),Block(1774-1847),

Koppe(1782-1863)に ついては,ゴルツ『前掲

書』50～86頁 を参照。



θ2

30)土壌分類ないし土地評価と租税との関係につい

ては,ハ ウスホーファー『前掲書』56～60頁等を

参照。

31)Max SchOnleutner(1777-1831)に ついては,

ハウスホーファー『前掲書』,59頁, 柏祐賢『前

掲書』等参照。

32)Bimbaumは , ライプチヒ大学で農学の教授を

勤めた農業重学論者と言われているが,詳細は不

明である。ハウスホーファー『前掲書』,160頁参

照。

なお,以上の経済的土壌分類法について,詳 し

くは,0.Heuser,Der KulturbOden,seine Cha‐

rakteristik und seine iEinteilung vOm land、 virt‐

schaftlichen Gesichtspunkt,  ffiα ″′|らπιみ α'′′

おlο′″ιOん′′, Bd.8,Berlin, 1931, S.1～48を参

照されたい。

33)以下の自然科学的分類法については,H.Nik‐
las, IDie :Einteilung der Boden auf ge。 10giscll‐

petrographischer Glundlage,  Hα″″|らπ
`ん

 `′′″

Bο″′″′λ″ι, Bd.4,Berlin,1930, S.5´ ～・51を ,

土地評価一般の問題については,H.Niklas,Die

Bonitierung der Ackererde auf naturwissen‐

schaftlicher Grundlage, Iι ゴ
`′

., iBd.10, 1932,

S.1～64等を参照されたい。

34)従来の土壌学史的研究では, フェスカの分類を

ファロウの系統に属す る もの と看倣す見解が多

い。従って,フ ェスカがファロウを批判している

ことは極めて興味深いがrこ れを正確に理解する

ためには今後一層の検討を要するので, ここでは

早断は差し控えたい。

なお,フ ェスカのファロウに対する批判に言及

したのは,管見の限りでは,塩入松二郎ただ一人

で,「 日本は, まもなくドイツから, Fesca,F.

を招聘して日本の土壌調査を始めたのでございま

すが,Fescaは ドィッ時代においても FanOuに

反対いたしております。しかし私共それを読みま

しても意味がよく私にはわからないのであります

が,と もかく反対いたして おります。」(『土壌の

分類について』,昭和48年 10月 ,13頁 )と 述べて

いる。

35)ア モ ンの論文 は,Fοおεんα″g´π α
“
デ ルπ

G′ιJ′ι′′′′4ダ′ι″′%″′力yS滋 に掲載された。

この雑誌は,1878年 ヴォルニー (E.WOuny)に

よって発行されたもので,ヘルリーゲルをはじめ

多数の優れた寄稿者を擁し,農業物理学の発達に

大きく貢献した。

36)従来,フ ェスカの土壌の定義としては,「土壌

は古き岩石が新しき岩石に変化する中間物にして

岩石学上より観れば土状の構造を有せる独立の岩

石なり」という言葉が著名である。これは元来,

麻生慶次郎・村松舜祐『土壌学 全』 (地学叢書

第五巻,明治40年 12月 ), 2～ 3頁に引用 され,

今日までフェスカの定義として流布してきたもの

である。&´ノ′πι″ι″s Jοα″παιメ″′ιαπグ‐

″J″″みSιλ́ル の原文を閲読していないので断定は

できないが,恐 らく本書からの引用と思われる。

しかし,「岩石学上より観れば」と述べているこ

とや,本文以下の農業上からみた土壌の提え方か

らも解るように, これを以ってフェスカの定義と

することには疑間がある。

37) Felix Wahnschare (1851-1914)。  地質学者

であり,ベ ルリンのプロイセン王立地質調査所部

長,鉱山学校やベルリン大学の講師を勤めた。北

部 ドイツの洪積層構造の研究に従事し,主著に,

Anleitung zur wissenschaftliche 130denunter‐

suchung, 1877; 】Die Ursachen der Obernachen‐

gestaltullg  des norddeutschen Flachlandes,

1891等がある。

38)こ こでは,コ ルシェルト(0.KOrschelt)が フ

ェ.ス カ4)I)ie agronomische BOdenuntersuchung

und Kartirungを 批判し,自 らの分類法と命名法

を提案した Japanischer AckerbOden ein natur―

licher Cernent, M`i′ ιん′び′π″g′π `′ 0″ ``′α′sι力′π

G′sα′sιλαブレノ″′ Arαια″_ 
“
πグ ルた。滋ι′々z″グ′

OS′αs″″s,Bd.3,Heft 25,1881が 批判 されて

おり,フ ェスカもこの批判に同意している。した

がって,フ ェスカの書評は,こ の点についてコル

シェルトヘの反批判となっている。拙稿「わが国

の草創期土性調査事業に関する考察」『農村研究』

第47号 (昭和53年 9月 )を参照されたい。

39)Fesca,Beitrage zur agrOnOmischen BOden‐

untersuchung und Kartierung, :Berlin, ″ヽeriag

von iPaul iParey, 1882.  112 Seiten und eine

agronolnische Karte des iRittergutes Linden.

40)椎名重明「西洋における地力観の歴史」『地力

とは何か』 (昭和51年 7月 ),110頁 ,同『農学の



思想』(同年10月 ),96頁。

41)津谷好人,前掲論文。

42)『和国先生追悼会記事』 (大正 11年 2月 ),20

頁。

43)農学会『土壌ノ分類及命名並二土性調査及作図

二関スル調査報告』(大正15年 8月 )。

〔追記〕 その後の調査により,筆者はさらに二つの

論文を確認することができた。ひとつは,Die Agro‐

nOmiSChe B,。 denuntersuchung und Kartirung,

来日前における M.フ ェスカの経歴と学問 θθ

Berlin,1879で あり,こ れは本文 (12)の 抄録の原

文に当たる。いまひとつは, Beitrage zur agron。 .

Inischen  iBodenuntersuchung und  Kartirung,

Berhn,1882で あり,本文 (16)の 書評の原文であ

る。前者は160頁,後者は112頁の単行本で,こ れを

検討するには多くの紙数を必要とする。また,本稿

の印刷はすでに校正の段階に入っており,大幅に手

を加えることも不可能である。そこで,こ こでは一

切の加筆を加えず,後 日稿を改めて詳述することと

した。
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