
  
  フェスカとゲッチンゲン大学農業講座

  誌名 農村研究
ISSN 03888533
著者名 友田,清彦
発行元 東京農業大学農業経済学会→食料・農業・農村経済学会 (121号-）
巻/号 51号
掲載ページ p. 35-50
発行年月 1980年9月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



は じめに

本誌第49号の拙稿において,筆者は,従来全 く

不明であった来日前のフェスカの経歴と学問的業

績の一端を明らかにした。しかるに,昨年 9月 か

ら10月 にかけて, 1カ 月余の短期間ながら, ドイ

ツで調査を行なう機会が与えられ,若千の新資料

を発掘することができた。そこで,その成果を,

本誌に以下 3回程にわたって発表したい。今回の

調査で明らかとなった特に重要な事項は, フェス

カの学問形成の上で,ゲッチンゲン大学農業講座

の教師 ドレックスラーやヘンネベルク等が,大き

な影響を与えたと思われることである。従ってま

ず本稿では,ゲッチンゲン大学に農業講座が開設

整備されてゆく中で,彼らがいかなる役割を果し

たかを検討し,続いてフェスカが農業講座とどの

ような関係をもったかを考察する1)。

本論に入るに先立ち,ゲッチンゲン大学自体に

ついて概観して お こ う。ゲッチンゲン大学 (Die

Georg― August―Universitat zu G6ttingen)は , 1737

年 9月 17日 , ハノーバー王家によって 創設され

た。これは,1694年におけるハレ大学の創設と並

んで, ドイツ大学史上,極めて重要な意義を担っ

ている。すなわち,16世紀後半から二十年戦争を

経て,ハ レ大学創設前までの諸大学は,領邦的・

宗派的大学の名で知 られている。周知のごとく,

当時 ドイツは多数の領邦国家に分裂し,諸大学も

これら領邦君主たちによって,宗教・教育 。人事

の全般にわたって介入を受け,さ らに二十年戦争

の結果,財政は破綻に瀕していた。

こうした中で,宗派主義の東縛から脱し,新風
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を送り込んだのが,初代プロイセン王フリー ドリ

ヒ1世によるハレ大学の創設であった。ハレの特

徴のひとつは,大学管理の中央集権化という点に

求め られ るが, これは封建的な領邦国家体制か

ら絶対主義的な 国 家 体 制への移行を,端的に示

している。また,同大学では,哲 学 者 ヴ ォルフ

(Christian Wolff)を 中心に「哲学することの自由」

が唱えられた。この自由は,プ ロイセン絶対主義

の枠内という条件付きのものではあるにせよ,ハ
レの革新的一面を表わしている。か くして,ハ レ

大学は,プ ロイセンはもとより,諸外国か らも多

数の学生を集めるほどの名声を博した。

この名声に対抗する意図をもって創設されたの

が,ゲ ッチンゲン大学であった。同大学の実際上

の創設者 ミュンヒハウゼン(Gerlach Adoい h Frei―

herr von Munchhausen)は , ハレ大学創設の貢労

者 トマジウス (Christian Thomasius)の 系列に属

するカメラリス トであり,ゲッチンゲンにはその

立場が強 く反映されていた。それはまた,同大学

の特徴ともな って い る。すなわち,第一の特徴

は,1737年に制定された「神学部規定」 (Statuta

facultatis theologicae in acadelnia Georgia Augus―

ta)に 見られる宗教的寛容さである。 第二には,

特に法学部を中心とした教授陣の優秀さである。

さらに第二には,古代研究の開始が大きな特徴と

して挙げられる。この古代研究は,神学から言語

学を解放し,古代言語を対象とした学問として独

立させたばか りでなく,新しく登場して くる言語

学・歴史学・考古学等の母胎ともなった。「新ヒ

ューマニズムの淵叢ゲッチンゲン大学」と評価さ

れる所以である。
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このほか,官房学講座の創設,自 然科学や医学

を中心とした哲学部の充実等々,いずれをとって

も,他の諸大学に比べ秀でていた。′ヽレ大学に始

まり,ゲ ッチンゲンを経てさらに革新されたこの

新風は,18世紀末頃までには他のプロテスタント

系諸大学に波及し,やがて1809年,近代大学の典

型として世界の諸大学に大きな影響を与えたベル

リン大学の創設へと継承されてゆく。

か くして創設されたゲッチンゲン大学からは,

多数の人材が輩出した。政治家としては,プ ロイ

セン改革で著名なシュタイン,ハルデンベルク,

ドイツ統一を実現 した鉄血宰相ビスマルク等。人

文科学の分野では,日 本では童話の方が良 く知 ら

れているが,む しろ言語学に偉大な業績を遺した

グ リム兄弟, ベル リン大学創設の立役者 W。 フン

ボル ト等。自然科学の分野では,数学にガウス,

リーマン,化学にグメーリン,ヴ ェーラー,物理

学にヴェーバー,医学にコッホ等。芸術の分野で

は,作曲家ブラームスや詩人ハイネ等,多士済々

である。就中,我々農学徒にとって忘れえぬ人物

は,近代農学の父アルブレヒト・ダニエル・テー

アである。テーアがゲッチンゲン大学で学んだも

のは,農学ではなく医学であったにせよ,同大学

における農業教育の発展を考える時,そ の存在を

無視することはできない。

以上の概観からも,ゲ ッチンゲン大学が諸学の

発展にとっていかに肥沃な土壌たりえたかが理解

できよう。そして,以下に考察しようとする農業

講座も,こ の土壌から生い育った豊かな果実のひ

とつであった。

農業講座の前史

ドイツにおける高等農業教育は,通例,ハ レ大

学並びにフランクフル ト(a.0.)大学に,農業一官

房学講座 (Der landwirtschaftlich kameralistische

Lehrstthl)が 設けられた1727年に始まったと看倣

されている。これは,19世紀初頭テーアによって

創設された,ツ ェレおよびメークリンのアカデ ミ

ーより,さ らに半世紀以上も前である。しかし,

その性格は全 く異なり,前者では,今日の財政学

・行政学 。経済学・技術工芸等の広い範囲を対象

に,君主中心の富国政策を 内容 と した 官房 学

(Kameralwissenschaft)の 一環として,農業上の知

識が教授されたにすぎなかった。こうした官房学

講座は,そ の後各地の大学に設置された。

ゲッチンゲン大学では,1755年 官房学の講座が

設けられ,後期カメラリスムの代 表 者 ユスティ

(Johann Heinrich Gottheb von Justi)が これを担

当した。ある資料に拠れば,こ れより先,1750年

から59年頃まで, フライシュハウアー (Johann

Jakob Fleischha¨ r)な る人物が,私講師として農

業を担当したとの記録があるが2), 
詳 しい事情は

不明である。

いずれにせよ,一般にゲッチンゲンにおける農

業教育の唱矢と看倣されているのは,さ らに下っ

て,ベ ックマン (JOhann BeCkmann)3)が経済学の

正教授となり,夏期に農業に 関す る講義を行な

い,ま たこれに関連して農業植物園 (Der ёkOno‐

mischen Graten)を 設けた 1770年である。この植

物園には,農業上重要な関係を有する有用植物と

有害植物が収集・栽培された。しかし,ベ ックマ

ンは,他のカメラリス トたちに比べて, 自然科学

の知識が豊富で,農業の実際にも通じていたにせ

よ,基本的にはカメラリス トであり,農業の講義

といえども,官房学の範疇に属す る もの であっ

た。ただ,従来ユスティなどが,官房学の講義の

中で農業の問題を取扱ったのに対して,ベ ックマ

ンはこれを切 り離し,独自に扱ったことが,ゲ ッ

チンゲンにおける農業教育の嘱矢とされる所以で

あろう。こうしてベックマンは,1811年 2月 3日

死去するまで,同大学で農業の講義を継続した。

ベックマンの後任として招聘されたのは,ハ ウ

スマン (Johann Friedrich Ludwig Hausmann)4)で

あった。しかし,彼は正式には鉱物学および技術

学の正教授であり,農業に関する講義を行なった

のは,招聘されて約20年後の1830年から1852年ま

でにすぎなかった。

他方,1848年にライプチヒ大学か らゲ ッチンゲ

ンに転じ,国民経済学の正教授となった著名な農

業史家ハンセン (Georg Hanssen)5)は ,1851年 1
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月11日 ,大学評議員会において,ひ とつの提案を  び工場の視察をカリキュラムに入れること, 3)

行なった。それは農業課程 (Der landwirtschaftli―   獣医学講座を利用すること, 4)農業関係の収蔵

cher Lehrkursus)の 設置に関する提案であり,ハ  物を補充すること, 5)農談会を設 け る こと,

ンセンはその中で,今 日農学は,従来のごとき種  6)大 学図書館を拡充すること, 7)ヴ ェーンデ

々雑多な知識の断片の混合体から, 自然科学と国  農業試験場と関連をもつこと,の 7点が整備され

民経済学によって基礎づけられた確固たる学問へ  た。

と発達したこと,農業者が農学を学ぶことは,慣   第 1の ヴェーンデ修道院農場 (Klosterttt W←

行的農法の不合理性を明らかにし,それを合理的  endの は, ゲッチンゲンから徒歩で30分程のとこ

なものへ変革してゆくために不可欠であること,  ろにあり,そ の借地経営者グリーフェンハーゲン

またこうした高等農業教育を担当する機関として  (Grieffenhagen)が ,毎週 1回,同農場およびライ

は大学が最も適当であり,さ らにゲッチンゲンの  ンスホーフ,ニ コラスベルク,デ ッポル ドスハウ

ように,それに必要な全条件が現存しているとこ  ゼンの3分場 (合計約750hc)の うちの 1つで,学

ろから開始すべきであること等を指摘している。  生の実習を指導するという契約が結ばれた。

ちなみに,こ の当時, ドイツの高等農業教育は,   第 3の獣医学講座は,医学部 私講 師 のラッペ

前述した官房学講座に代わり,テーアの創設にな  (Christian Friedrich Lappe)が , 1816年に私財を

るメークリン (1806)を はじめ, ホーエンハイム  投じて設置したもので,のち医学部に編入された

(1818),イ ドシュタイン (1818), シュライスハイ  が,その主任は,農業課程で家畜解剖学・家畜病

ム (1822)等, 各地の農業アカデミーによって担  理学・家畜生理学・蹄鉄学等を講義し,ま た毎年

われるようになっていた。            ほぼ400頭の家畜を収容する家畜病院で,学生実

ハンセンのこの提案に基づいて,大学評議員会  習を指導することになった。

は,ゲ ッチンゲンに農業課程を設置することを決   第 5の農談会は,冬学期の間,毎週特定の日の

議し,農業および関連諸科目の教授をグリーペン  タ方に,農業課程の教授・私講師・学生が会合し,

ケール (Friedrich Griepenkerl)6)に ,教育案の立  農務行政官や近隣の高名な農業者を招いて報告し

案をハンセンに委任した。教育案は,1851年 2月  てもらい,そ のあとに討論を行なうという形で実

に発表された。これによれば,農業課程は4学期  施された。

から構成され,1学期に化学・農林植物学・鉱物   最後に,ヴ ェーンデ農 業 試験場であるが,こ

学・物理学 。一般自然史および動物学, 2学期lこ  点は重要なのでやや詳しく述べて お きた い。ヴ

化学実習・植物生理学 。家畜解剖および生理学 。  ューンデ農業試 験場 は,王立ツェレ農 業 協会

植物物理学・農芸化学, 3学期に地質学・気候お  (Konigliche Landwirtschafts=Gesenschaft zu Celle)

よび気象学・幾何学 (測量)・ 家畜病理および治療学  により,1853年春ツェレに設けられた化学実験室

・農学(農耕論。畜産論)。 農業技術学(農産加工業) を母胎とする。化学 実験 室では,ヘ ンネベルク

。国民経済学, 4学期に農用機械および建築学 。 (Wilhelm HemめerD8)が,農業協会書記官および

農学 (農業経営学)・ 林学・経済政策学・農業法が  協会の機関紙 ,,Jο%″πα′メタ″Lη′ω′″ιんsιみαル“9)

配当されている。                の編集長を兼務しつつ,最初は一人で,のちにク

この頃さらに,農業課程の管理運営のために,   ラウト (Karl Johann Kraut)お よびシュトーマン

ハウスマン,グ リーペンケール,ハ ンセン,ヴェ  (Friedrich Stohman⇒ を助手として,研究を行な

―ラー (Friedrich WOhler)7)の 4人が,管理局の  った。研究内容は大きく二つに分かれ,ひ とつは

委員に任命された。管理局は,農業課程の整備拡  ハノーバーの農業者に直接神益することを目的と

充に努め,そ の結果, 1)ヴ ェーンデ修道院農場  して実施された,マール・購入肥料等の委嘱品分

を農業実習に利用すること, 2)近隣の農場およ  析であり,い まひとつは農学の発展に資するため
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の学理的研究であった。しかし,後者は,実験室

では圃場試験や飼養試験ができないなど,自 ら制

約されざるをえなかった。このため,農場経営と

結びついた研究施設の必要性が主張され,やがて

1856年 12月 ,農業協会中央委員会で,ゲ ッチンゲ

ンに近いヴェーンデに試験場を設けることを最終

―的に決定した。その用地は,ヴ ェーンデ修道院農

場の一部を,ハ ノーバー王国政府が買い上げ,農

業協会に委託したものであった。同試 験 場 規 則

は,翌57年 4月 4日 王立農業協会会長とヴェーン

デ修道院農場借地経営者グリーフェンハーゲンの

署名を得て,同年 5月 13日 王国内務大臣により裁

可された。こうして,ヴ ェーンデ試験場は開設さ

れ,同年秋から活動に入った。

試験場の管理には,農業協会中央委員会で選出

された 5年任期の委員 2人 (う ち1人は議長)と ヴ

ェーンデ修道院農場の借地経営者 1人の計 3人の

委員が当った。議長をつとめる委員は,何回か変

った10)が,ヘ ンネベルクとグリーフェンハーゲン

は長期にわたりこの職をつとめた。また,試験場

内に設けられた化学実験室では,前記シュトーマ

ンの他, ラウテンベルク(F.Rautenberg),キ ュー

ン (G.Kuhn), アロンシュタイン (L.Aronstein),

シュルツェ(H.Schultze),ラ イネッケ(A.Reinecke),

シュルツェ (E.Schulze), メルカー (M.Maerker)

などが助手
11)と なり,ヘ ンネベルクを助けた。

この化学実験室のほかに,試験場には牛・羊・

豚の試験厩舎,収穫物貯蔵庫,ガ ラス室等が設け

られ,地所は 1%モルゲンの園地と1モルゲンの

回場とから成っていた。そして,飼養試験や圃場

試験のために農業助手が置かれた。しかし,耕地

面積がこのように狭いため,大規模な圃場試験を

実施することはできず,そ の際にはヴェーンデ修

道院農場が使用され,グ リーフェンハーゲンが指

導に当った。

試験場で実施された試験は,二種類に大別でき

る。ひとつは,実際に農業経営を行なってゆく上

で発生する諸問題解決のため の 試 験 で,購入肥

料,穀物の条播と散播の比較,深耕,植物品種,

羊毛,羊肉,豚の肥育能性等々について試験され

た。就中,羊の飼養試験は重 視 され た。第二に

は,植物栽培および家畜飼養の原理に関する学理

的研究であり,土壌の性質と植物の関係,家畜の

栄養等について,試験が行 な われ た。これらの

研究成果の多くは, ,,力α″π′_/ン″LZ″′
"″

″励お

`′

2aル“に「ヴェーンデ農業試験場において実施し

た試験に関する報告」(3erichte iber die af der

land、virthschaftlicllen Versuchsstationen zu Weende

ausgefthren Versuche)の タイ トルで発表 され, そ

の他 ,,D″` 
滋″″

“
″励

“
腸ル滅Й

“
 yιお

“
あ針

Sια′′0′2ιガ`, ,,4π″αルπα′r CLι夕η″ Zη″ Pんα―

″πα
`′

ι12)“,"ヵα″″α′_/夕″ク″αた′′SあιCんιπ″“,

,,Zι″
"ケ

4ル メタ″Cんι%″``等の諸雑誌にも発表

された。

以上のように,農業試験場は,本来農業課程と

は別個に成立したものだが,ツ ェレからヴェーン

デに移されたことによって,密接な関係をもつに

至った。すなわち,試験場は農業課程の学生たち

に実習の場として提供され,ま た実質的な場長ヘ

ンネベルクは,農業課程で,飼料ならびに家畜飼

養に関する講義を担当することになった。かくし

て,農業課程と試験場とは,併せて「王立ゲッチ

ンゲンーヴェーンデ農業アカデミー」(KOnighche

landwirthschaftliche Akademie G6ttingen― Vヽeende)

と呼ばれることになった。

アカデ ミーという名称からも窺えるように,同

校は大学とは別個の教育施設として設置されたも

のであるが,開設の経緯,大学に所属する学者た

ちが基礎学科目を担当している点
13),獣

医学講座

が利用できる点等か ら見て,実質的には大学に所

属していた。

綾々述べてきたごとく,諸設備が整っていった

結果,1851年夏学期,農業課程開設当時 4人にす

ぎなかった学生数は, しだいに増加し,最盛期の

1860/61年 冬学期には 47人,その後 1863年まで

は,夏学期に30人以上,冬学期に40人以上の学生

数を保った。しかし,そ れ以降継続的に減少し,

1871/72年 冬学期には13人にまで落ち込んだ。後

半期における減少の原因については後述するが,

前半期の増加は,就中農芸化学実験室を主宰して
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ぃたブィッヶ (wilhelm wicke)14)の 尽力による  ルク・尿という順番で分析をすすめ,続いて 2学

ところが大きいと言われている。そこで,農芸化  期で定量分析に入るというものであった。

学実験室について略述してみたい。         実験室ではさらに,ハ ノーバー地方の農業者 ,

農芸化学実習は, 農業課程設置後間 もな い,  肥料製造業者,肥料商などから送付された土壌・肥

1851年 ミカエル祭 (9月 29日 )か ら開始された。  料その他を分析した。これら委嘱品の分析は,最

実習には,ヴ ェーラーの監督の下,シ ュテデーラ  初は無料で,1866年からは規則に従い有料で実施

― (GeOrg Stadeler)が 専門の指導に当つたoし か  された。ちなみに,同年における委嘱品分析の種

し, この当時の農芸化学実習は,医学生の製薬学  類と数は,水 3,土壌 3,マ ール21,飼 料 7,人

実習と同時に,週 3日 間午前11時から午後 1時 ま  造肥料27の計61であった。なお,実験結果の多 く

での計 6時間行なわれたにすぎなかった。のち,  は,「農芸化学実験室からの報告」(Mittheilungen

シュテデーラーが生理学講座に移るとともに,農   aus der agriculturchemische Laboratorium)と して

芸化学実習も同講座で行なわれる こ と に なった  ,,Jοπ″παιメ″r Lα″′ω′″ι購あαル“ に,そ の他は

が,優先権をもつ医学生に対して,農学生のため  ,,4″″αι
`π
 αι″Cんι夕,2″ π″′ Pんα″′,2αι″“等に発

に場所を確保することは困難であつた。      表された。

間もなく,シ ュテデーラーはチュー リヒ大学に   こぅして,農芸化学実験室はしだいに設備を整

招聘され,ヴ ェーラーの懇請により,1853年 ミカ  え,そ の結果,ブ ィッケが初めて実習を担当した

エル祭から,ブ ィッケが実習を指導することにな  1853年冬学期には 3人 (う ち2人は医学生)にすぎ

った。ヴィッケは,化学以外に植物生理学や地質  なかった実習生は,徐 々に増加し,最盛期の1861

学の研究をしたこともあり,極 め て 適 任であつ  年冬学期には25人 に増えた。その後一時減少した

た。しかし,当初は製薬学実習も担当していたた  が,1864年 夏学期には再び22人 と増加した。この

め,わずかに土曜日の 8時から12時までの 4時間  ため,1862年 ミカエル祭にシュルツェ(H.Schultze)

を,農芸化学実習に充てることができたにすぎな  が助手に任命された。シュルツェは, 4学期 2年

かった。このため,農芸化学実験室を設けること  間を勤め,そ の後任にはハンペ (Wilhelm Hampe)

が必要となり,ヴ ィッケの努力の結果,1854年復  が任命された。

活祭,1日公会議場に実験室が設置された。これに   しかし,ブ ィッヶの努力にもかかわらず,実験

より,実習時間は,土曜日を除く毎日6時間 (日   室にはいくつかの欠陥が残されていた。ひとつは

曜日を含む)と 大幅に増加し,実習生はこの 36時  財源の問題である。実験室は何ら一定の財源を有

間の中から, 自由な時間を選べるようになった。  しておらず,必要な場合には,ヴ ェーラーの一般

なお,実験室に入る条件は,あ らかじめ実験化学  化学実験室から支弁され,化学薬品等もここから

の講義を聴講しておくことであり,以前正規の化  調達された。第二には,実験室の建物と実験機器

学講義を受講したことが証明できれば, この点は  の問題である。前述のごとく,実験室には旧公会

免除された。                  議場が充てられ,空間的な制約があり,構造的に

実験室では,農芸化学のみに限定せず,一般化  も不適当であった。また,実験に必要な大型の機

学の系統に従って,秩序立った実習が行なわれた。  械・器具等を調達したいという,大学評議員会ヘ

ブィッケによれば,化学的な思考法に習熟するこ  の要望も実現を見ずにいた。

とが最も重要であり,こ れさえ修めれば, 自らの   1863年以降,ア カデ ミーの学生数が減少傾向に

職業たる農業,あ るいは日常生活にも応用するこ  あったことは既述した。上記農芸化学実験室の欠

とができる。この点から,実習の順序は,ま ず 1  陥も,そ の原因のひとつであった。そこで,1865

学期を定性分析に充て,重金属から貴 金 属 を経  年頃には,こ の欠陥を除去するために,新 らたな

て,段階的に複雑な物質,例えば灰・グアノ・ ミ  農芸化学実験室の建設と農業試験場のゲッチンゲ
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ンヘの移転が計画された。しか し,翌66年普換戦

争が勃発,ハ ノーバーはプロイセ ンに敗北 し併合

され,計画は実現されぬまま立ち消えとなった。

農業講座の開設

1867年 , ドレックスラー (Gustav Drechsler)15)

は大学教授資格を得て,ゲ ッチンゲンーヴェーン

デ農業アカデ ミーの私講師
16)に任命され,翌68年 ,

ゲッチンゲンにおける農業教育制度の改革に関し

て,以下の提案を行なった。すなわち,ハ レ大学

では,1863年に農業講座が開設されて以来,入学

者が増加 しているのに対 し,ゲ ッチンゲンでは逆

に減少傾向を示している。その理由は,研究・教

育の諸条件がハレに比べ劣っているからである。

換言すれば,効果的な教育指導を行ない,優れた

研究成果を挙げるのに不可欠な,設備や機器が不

足しており,教育方法にも不備が認められる。こ

の欠陥は,単にアカデ ミー自体のみならず,ハ ノ

ーバー地方における農業の発達という点でも憂慮

すべきである。従って, この欠陥を除去し,農業

教育・研究の発展を図るために,以下の諸改革が

必要不可欠であり,かつ早急に整備されねばなら

ない。すなわち, 1)農業試験場のヴェーンデか

らゲッチンゲンヘの移転, 2)新しい農芸化学実

験室の建設, 3)農業試験場に隣接し,かつ試験

園および試験圃場を備えた農業講座の開設,であ

る。

ドレックスラーのこの提案は,明 らかに,ハ レ

大学農業講座の創設者ユ リウス・キューン (Julius

Kuhn)か ら大きな影響を受けている*。  ドレック

スラーの経歴については,続稿で詳述したいが,

ゲッチンゲンの農業アカデ ミーが農業経営学担当

の私講師を求めていた時, ドレックスラーにこれ

を奨めたのは,他ならぬキューンであったし,こ

れに応ずる決心をした ドレックスラーが,学位を

取るために入学したのはハレ大学であった。また

ドレックスラーは, Mitthellungen vom land―

wirthschaftlichen hstitut der Universitat Gt,t―

tingen, Jο%″″α′メ″r Zαπ′'ωノ″ιみκみαtル.22.Jg

(1872)の 中で,農業講座開設に至る過程をふりか

え りつつ,キ ューンの言葉をかなり長文にわたっ

て引用している。その内容は,概略次のごとくで

ある。すなわち,農学は,通論については国民経

済学,植物栽培と家畜飼養については自然科学を

支柱としているため,応用国民経済学・応用自然

科学と看倣されが ちで あ る。しかし,医学と同

様,独自の経験領域をもつ独立科学として,内的

統一と有機的組織を有しており,従って他の補助

手段の結合点,農業教育と研究の結合点としての

独自の講座を要求することができる。

従来の概念では,農業講座はア カ デ ミーと同

様,農業教育のために必要な全ての設備を備えた

教育施設と理解されていたが,キ ューンの言葉は

これに大きな変更を加えたものであった。 ドレッ

クスラーの言う農業講座は,キ ューンの概念に依

拠 したもので,農業講座とは単に農業教育および

農学研究のために不可欠な教育手段と研究手段を

抱摂しているにすぎず,その他必要な補助手段は

他の講座 (化学・生理学 。物理学講座等)に よると

いうものであった。この意味では,ゲ ッチンゲン

ーヴェーンデ農業アカデ ミーが,すでに講座とし

ての実質を備えたものであったことは,言うまで

もない。

*ハ レ大学では,前述のごとく1727年に,農業一官房

学の講座が設けられたが,1760年 には廃止されてし

まった。その後,1842年 頃,ザ クセン中央農会は農

業アカデミーの創設を検討した。しかし,こ れも実

現を見るに至らなかった。さらに,1860年,同農会

書記官長シュターデルマン(Rudolph Stadelmann)

によって,ハ レ大学に農業講座を開設することが提

案された。同大学の評議員会もこの実現に尽力した

が,翌61年 12月 20日 の Landes― OekOnOmie―Kone―

giumは ,こ の提案を否決した。

他方,中央農会は,1860年 7月 3日 に死去したイ

エナ大学のシュルッェ (Fridrich Gottlob Schul―

ze)17)の後任に,ハ レ大学に農業講座を創設するね

らいをもって,ホ ーエンハイム農業アカデミーのラ

ゥ (Ludwig Rau)と シュヴゼンの農場支配人キュ

ーンを候補に指名し,結局プロイセ ンの農務大臣

は,1862年 1月 28日 付の手紙で,キ ューンのみを推

薦した。その後,ベルリン大学から哲学部正教授と
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して招聘したい旨の要請があったが,キ ューンはこ  定した。すなわち,1869年員外教授に任命された

れを拒絶 した。かくして,ブィルヘルム1世は,   ドレックスラーは,翌70年,政府から農業講座お

18鬱年4月 30日 に承認したキューンのハレ大学哲学  ょび関連諸施設に関する建設プランの作成を委任

部正教授の辞令を,同年 5月 12日 付でキューンに送  された。このプランは,71年, プロイセン王国の
つた°                    宗教・教育および医務大臣と農務大臣の承認を受

_二漫 :日 L_′lレ
lF鷲

マ
たキ

言
―ンは,翌 8月 8日

  けた。また同年, ドレックスラーは正教授に任命
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の辞令が届いたのは,翌72年元旦の
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くて,1872年 5月翌旧付プロイセン王国政府
学研究に顕微鏡の組織的な利用を初めて導入したも  の指令により, 同月15日 ,ゲ ッチンゲンーヴェー

のとして,高 く評価されており,後述のごとくドレ  ンデ農業アカデ ミー管理局ならびに協議委員会の

ックスラーも,ゲ ッチンゲンでこの点に力を入れた。  活動は停止され,同時に開設されたゲッチンゲン

さらに,農地についても,大学に隣接する地所を購  大学農業講座の主任に ドレックスラーが任命され

入し,7モルゲンの園地と1モルゲン65ルーテンの  たo農業講座開設に果した役割を評価されたとは

草地を造成し,住居・厩舎・農舎・温室等を設け  いえ, この時 ドレックスラーは,38歳の若さであ

た。かくして,1862年 10月 28日 ,キ ューンは最初の  った。

講義を行なったが,聴講した学生はわずか3人にす   新設された農業講座の建物には,博物室 。図書

ぎなかった。キューンはその原因を,実用的教育と  室および読書室 。顕微鏡室 。実験室 。講師研究室
理論的問題とを総合的に結びつけようとする認識が  等が含まれ て い た。同年, この建物に隣接した
一般に欠如している点に求めた。そこで,農学を'  7.2 hcの 土地が,試験圃場用地として購入され ,

大学の他の諸学科と同格の,し かも自立した学問に  翌73年,試験圃場および農 業 植 物 園が整備され

晟
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に尽力したが,その実現は困難を極めた。しかし,   用できるようになった。そのほか,農業講座に対

農業講座の開設はようやく公式に承認され,1863年   し相対的独立性を保っている関連施設に,農業試

2月 27日 の官報にこの旨発表された。その後,学生  験場 。農芸化学実験室・獣医学講座およびヴェー

数は増加し,1863/64年夏学期には122人に達し,   ンデ修道院農場があるが, これらについては以下

またキューンに対しても,ゲ ッチンゲン,ラ イプチ  に略述する。なお,農業講座関係の全施設が完成

ヒ,ホ ーエンハイム等から,破格の条件で招聘の依  したのは,かなり遅れて1877年であった。

頼があるなど,ハ レ大学農業講座の名声は,日 を追   ヴェーンデ農業試験場のゲッチンゲンヘの移転

って挙がっていった。それに伴い,キ ューンの待遇,  は,プ ロィセン王国宗教・教育および医務大臣の

農業講座の財源や諸施設も,次々に改善されていっ  承認を経た上で,王立農業協会中央委員会の同意

た18)。                   の下,農務大臣によって裁可 され た。その際,

ドレックスラーの提案は,ゲ ッチンゲンーヴェ  1)試 験場の所管については,変更 を加 え ない

―ンデ農業アカデミーの管理局において,全員一  (すなわち,プ ロイセン王国農務大臣の所管に属する),

致で承認され,農業講座を開設することになった  2)移 転費は文部省が負い,そ れに対して,1日試

が,講座の組織・場所,1日施設の処分方法′試験  験場の敷地・建物は文部省に引き渡す, 3)1日 試

圃場の位置と広さ等々については,意見が分かれ  験場の全機材は,新試験場に引き渡す, 4)ヘ ン

た。そこで管理局議長は,農業講座の開設につい  ネベルクは,王立農業協会第一書記を解任19)し
,

ては, ドレックスラーの裁量にゆだねることに決  試験場長専任とする,と いう四点にわたる協定が
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結ばれた。かくて,1874年秋,試験場はゲッチン

ゲンに移転された。

農業試験場の組織 。運営,な らびにゲッチンゲ

ン大学やブェーンデ修道院農場との関係について

は「ゲッチンゲン農業試験場改正規則」(Re宙 dirte

Statuten der V・ersuchsstation G6ttingen,Institut der

Kt,niglichen Landwirthschafts― Gesellschaft)か ら,

詳しい内容を看取することができる。これによれ

ば,試験場の目的は,諸々の試験研究により,ハ

ノーバー地方を中心とした農業経営の改良をはか

ることにあった。そして,運営管理のために,王

立農業協会中央委員会で選出された 5年任期の委

員 2人 (う ち1人は議長)と試験場技術監督官 (実

際上の場長)の計 3人によって, 管理局が構成さ

れ,ま た同じく中央委員会で選出された 3名の委

員による委員会が設けられた。管理局と委員会は,

毎年合同会議を開き,試 験 計 画 を協議・策定し

た。試験のうち,試験場内で実施可能なものは,

技術監督官の責任で行なわれ,それ以外は管理局

が特別の契約を結んだ。また,中央委員会から試

験場に配分された予算は, 3カ 月毎に技術監督官

に送られ,そ の使途は技術監督官の裁量にまかさ

れていたが,それに対 して,毎年中央委員会の冬

期集会で活動報告を行なう義務があった。

次に,ゲ ッチンゲン大学との 関 係 で あるが,

1870年 7月 20日 ベル リンで開催された王国大学評

議員会における宗教・教育および医務大臣の指令

により,試験場は,農業講座の建物および地所の

うち,前述した講座の建物の一部とそれに隣接し

た庭,農舎,お よび12～ 15ア ールの試験圃場ない

し農用植物園を,無償で利用することが許可され

た。

最後に,ヴ ェーンデ修道院農場との関係につい

ては,かなり詳しく規定が設けられ て い る。ま

ず,試験場が大規模な圃場試験を実施する必要が

ある場合,借地経営者グリーフェンハーゲンは,

修道院農場ならびに分農場から,試験の目的に適

った耕地ないし牧草地を提供し,試験を実施する

義務を負う。この場合,試験に必要な肥料は,試

験場から無償で提供され,ま た試験の結果生じた

多額の出費や収量の低下等の損失は,試験場によ

って補償される。補償の算定基礎は,支出や収益

について詳細に記帳された日誌に基づき,グ リー

フェンハーゲンと試験場管理局議長との協議によ

って決定するが,合意が得られない場合は第二者

の仲裁により決する。また,試験場で飼養試験を

実施 するに 当って,希望が ある場合には, その

つどゲッチンゲン市の市場価格で,修道院農場の

貯蔵庫から,林や敷藁を供給 す る義 務を負う。

グ リーフェンハーゲンは,修道院農場の借地経営

者である限り,前述の義務を終身引き受けねばな

らないが,そ のかわりにいつでも,王立農業協会

中央委員会に対 して,現行契約の解約を告知でき

た。

か くして,ゲ ッチンゲンに移転した 試 験場で

は,植物栄養 。土壌・肥料・飼料・家畜生理・家

畜飼養等,極めて多方面にわたる試験が実施され

たが,その中心はすでにヴェーンデ時代から家畜

飼養の分野に移り,こ の傾向は次第に強まりつつ

あった。また,委嘱品の分析も並 行 して行なわ

れ,その数は1876年までは毎年30か ら90,試験場

の化学実験室がゲッチンゲン中央農会の管理場と

して共同利用されることになった1877年以降は,

200か ら300であった。

この間,ヘ ンネベルクは実際上の試験場長とし

て,精力的に試験研究を行ない,他方また正教授

として,農業講座で家畜飼養論,飼料論等を教授

した。ゲッチンゲン移転後,化学実験室の助手と

してヘンネベルクを補佐したのは, ミュラー (K.

M■1ler), フライシャー (M.Fleischer), マイネッ

ケC.Meinecke),ヴ ァッテンベルク(H.Wattenberg)

等20)で ある。

次に,農芸化学実験室についてであるが,前述

したごとく,ゲ ッチンゲンの農業教育の発展に多

大の功績があったブィッケが,農業講座開設の前

年,1871年 6月 6日 に死去した。新しく農芸化学

実験室を建設しようとしていた時なだけに,そ の

損失は極めて大きかったにちがいない。例えば,

1871年 6月 13日 付, リービッヒからヴェーラーヘ

の書簡には,次の言葉が見い出せる。「WiCkeの
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死は気の毒であった。このような人物の代わりは  農業講座が補償するが,利益の生じた場合は,損
めったに見附かるものではない。 まず Erlangen  害と相殺する。また,補償に当って,専門家の判

の Ztterな どが最適任か。この人は農芸化学が得  定が必要となった時は,王国修道院庁 が決 定 す

意であるのに,エルランゲンでは,薬学を受持た  る。なお,試験に必要な厩肥は,借地経営者がツ

されている」21)。 この言葉通り, 1872年 ツェラー  ェントナー当たりの契約代貨で供給する。

(Philipp z。 1ler)22)は ゲッチンゲンに招聘され,正   以上は,農業試験場との契約内容とほぼ同じだ

教授として農芸化学実験室を主宰することになっ  が,農業講座との間には,さ らに次の事項が追加

た。ツェラーは,当時すでに,植物栄養論の分野  されている。すなわち,農業講座の教師たちが,

で著名であった。なお,ブィッケ死去後,ツ ェラ  講義に関連して,修道院農場ならびに分場での実

―が招聘されるまでの間は,当時私講師であつた  習・視察を希望する場合,借地経営者はそれを許

ワグナー(Paul Wttner)23)が 代行した。       可し,かつ便宜をはからねばならない。また,要

こうしてゲッチンゲンに来たツェラーではあっ  求に応じて,農場経営に関する必要な情報を提供

たが,翌73年の 1月 末か2月 初めには24),同職を  しなければならない。その他,借地経営者は,毎

辞し,ウ ィーン大学に移ってしまった。これにつ  週農業講座の指定した日の午後,学生の実習を指

いてヴェーラーは,同年 1月 28日 付 リービッヒヘ  導し,視察に当たって説明を行なう義務を負う。

の書簡で,「Z01lerに 書類を見せてやった。かわ   以上,農業講座および関連施設について略述し

いそうにこの先生, 2脚 のイスの間に坐 りこん  たが,次に農業講座のカリキュラムがどのような

で,4,000タ ーレルと官舎のあるウィーンに行く  原則に従って立案されたかについて述べねばなら

べきか,どうしようか迷っている」
25)と

記してい  ない。 ドレックスラーは,まず最初に,農業以外

る。ツェラーの突然の辞職は,関係者たちに,ブ  の専門教育 (例えば医学)では,一般に合理的であ

ィッケの死にまさるとも劣らない衝撃を与えたに  ると承認されているカリキュラムが確立している

ちがいない。ヴェーラーからリービッヒヘの書簡  のに対して,農 業教 育 に関しては,そ のような

には,後任を捜すのに苦慮した様子が窺える26)。   ものは未だ存在していな い と述べ,続いてキュ

結局後任には, トレンズ (Bernh"dt Tollens)27)が   _ン やクレーマー (Kramer), バウムシュタルク

同年 5月 15日 私講師から員外教授に昇格し, 7月   (Baumstark)等の意見を紹介している。 キューン

1日 から農芸化学実験室 を主 宰することになつ  によれば,現在はまだ農業教育の普遍的なカリキ

た。かくして,農芸化学実験室も安定し,1875年  ュラムは確定していないにせよ,無機化学を聴講

に新しい講座の建物に移された。         することなしに,有機化学や農芸化学を聴くもの

他方,獣医学講座は,すでに以前から,農業教  がないように,つねに普遍的なものが特殊なもの

育のために利用されていたが,こ の点は農業講座  に,純粋科学が応用科学に先行しな けれ ばなら

となってからも変わらなかった。         ず,ま た農業教育では, 少なくとも4学期 (2年

最後に,ブ ェーンデ修道院農場は,前述した農  間), 普通 3年間の教育期間が必要である。 クレ

業試験場との契約以外に,農業講座と以下の契約  ―マー,バ ウムシュタルクの意見もこれとほぼ同

を結んでいた。すなわち,農業講座から要請のあ  様で, ドレックスラーはこれを原則として承認し

った場合,借地経営者グリーフェンハーゲンは,  つつも,以下のように述べている。

修道院農場ならびに分場で大規模な圃場試験を実   基礎科目が専門科目に先行すべきであるとする

施することを許可し,労働力が必要な場合は, こ  原則の正しさは,例えば農耕論を理解するために

れを無償で提供する義務を負う。試験の実施およ  は,物理学・化学・地質学・植物学の知識が不可

び監督については,借地経営者と農業 講座 の間  欠であることなどを考えれば,一般的には確かに

で,別に契約をとりかわす。試験による損害は,  反駁の余地はない。しかし,実際には,ご く限ら
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れた期間内で教育を終了しなければ な らな いた

め,厳密な実施は困難である。また,こ の原則を

厳守した場合,例えばミュンヘンエ科大学農学部

のように,基礎科目を終了した後,初めて農業に

関する勉強をはじめるという,非常に単純な方式

になる。そこには,学生たちが農学の勉強など最

早必要ないと思うようになったり,専門科目を理

解するのに必要な基礎科目の重要事項を忘れてし

まったりする危険性がある。

これに対して,プ ロスカウその他の農業アカデ

ミーでは,専門科目と基礎科目を並行して行なう

という原則が見られる。この原則に従ってカリキ

ュラムを組むと,例えば 1学期 :農耕論と物理学

・化学・鉱物学・地質学, 2学期 :植物栽培特論

と有機化学・植物学, 3学期 :畜産学と動物学・

家畜解剖および生理学 。家畜治療学, 4学期 :経

営学と国民経済学・経済政策学という形になる。

この場合, 1学期では,土壌について化学や地質

学の講義で学ぶ以前に,農耕論の講義でこれを聴

くことになってしまう。農耕論は化学や地質学で

教授すべき内容までを,自 らの講義に組 み 込 む

か,あ るいは学問的であることを放棄するかの2

つの途しかない。後者では,化学や地質学の教師

が,農耕論で教授すべきものを肩がわりすること

になる。いずれにせよ,学生たちは統一的な学問

としての専門科目ではなく,そ の断片を学ぶだけ

である。この場合さらに,学生が純粋科学の勉強

を軽視するようになる弊害がある。すなわち,一

般化学や有機化学を聴講せず,家畜飼養論や植物

栄養論中の化学で満足してしまう可能性がある。

以上,二つの原則を厳守するときは,いずれか

らも弊害の生じて くることが明らかである。そこ

で,専門科目と基礎科目を完全には分離せず,あ

る学期にひとつの専門科目を学ぶ場合,そ の前の

学期で関連基礎科目を学ぶという方式が考えられ

る。すなわち, 2学期に農耕論を聴講しようとす

れば,1学期には化学 。鉱物学および地質学を,2

学期に畜産学を聴講しようとすれば, 1学期には

化学と動物学 (家畜解剖および生理学)を学ばなけ

ればならない。むろんこの原則でも,同一学期内

に異質な科目を学ぶという弊害はあるにせよ,前

二者に比べれば,利点は多く,欠点は少ない。但

し,4学期内で終了しようとする場合には,こ の

原則の厳守は実行不可能である。あえて実行しよ

うとすれば,全 国数を講義に充て,演習や実習の

時間が残らぬほど多くの講義を, 1学期内で聴講

しなければならない。これでは,学生たちには,

講義内容を消化することも,生活や実践に正しく

応用することもできない。従って,教育期間を4

学期よりも延長することは,単に望ましいだけで

はなく,必要なのである。

ドレックスラーは,以上のように述べ,こ の原

則に従って,カ リキュラムを作成した。カリキュ

ラムには,夏学期に開始するものと,冬学期に開

始するものの二通りがあるが,こ こでは前者のみ

を挙げておこう。

1学期 (夏 )

農業研究入門,植物学通論および特論,無機

実験化学,岩石学 。地質学,物理学

2学期 (冬)

農耕論,鉱物学,植物解剖および生理学,有

機化学,技術学,化学実習

3学期

植物栽培特論・植物栄養論,動物学,国民経

済学,農芸化学実習

4学期

経営学,家畜解剖および生理学,家畜栄養論

第一部,経済政策学,農業法,農業実習

5学期

畜産学通論および特論,家畜栄養論第二部,

家畜病理学,農業実習 (評価学)

以上は主要な科目のみであり,よ り専門的な土

壌学,牧草栽培論,農機具論,農用建築学,植物

病理学等の講義や,哲学・歴史学等の一般教養科

目が, 5学期の期間内に適当に配列されていた。

フェスカと農業講座

マックス・フェスカが,1845年 2月 8日 に生ま

れ,1864年,すなわち19歳の年,ハ ノーバー王国

領内のリューネブルクの農場で農夫として働いて
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いることは,すでに本誌第49号の拙稿で明らかに   農業研究入門 :ド レックスラー

した。当時の ドイツでは,大学で農学を学び,あ   農耕論通論および特論 :同上

るいは農業アカデミーに入学しようとする者は,    農業実習 (農業評価作成演習および顕微鏡使用演

18歳で卒業となる予備教育を終了し,そ の後 1,2    習):同上

年農場において実修を積む必要があったためであ   乾草の価値および飼料の混合について :ヘ ンネ

ろう。この時期, ドイツの高等農業教育機関とし    ベルク

ては,ハ ノーバー王国のゲッチンゲンーヴェーン   家畜病理学 (家畜病院での臨床実習を含む):リ ュ

デ農業アカデミーの他,ホ ーエンハイム (ヴュルテ    ールフィンク

ンベルク王国……・以下括孤内は所属国名), イ ドシユ   国民経済学 (経済学):ハ ンセン

タイン (ナ ッサウ公国),シ ュライスハイム (バィェ   また, この他,ヴ ェーンデ修道院農場での実習

ルン王国),タ ラント (ザ クセン王国), プロスカウ  はグリーフェンハーゲン,農業試験場での実習は

(プロイセン王国), ポッペンス ドルフ (同上),ホ   ヘンネベルクがそれぞれ担当した。

ッホブルク (バーデン公国)等の農業アカデミーが   さらに,1875年になると, フェスカは農業講座

あり,ま たイエナ大学には前述した農業講座があ  の私講師として登場してくる。すなわち,1875/
った。しかし,フ ェスカがどの大学に入学したか  76年冬学期の講義要綱に, フェスカの名 が見 ら

は,未だ不明である。              れ,担当科目は「排水法および牧草栽培論」と「農

フェスカとゲッチンゲンーヴェーンデ農業アカ  業実習(農業実験室での実習)」 の2科日である。但

デミーの関係が,資料の上で明らかとなるのは,  し,後者は, ドレックスラーと共同で担当してい

下って1872年である。すなわち,同年7月 から8  る。なお,1875年夏学期の講義要綱が欠けている

月にかけて,フ ェスカはヴェーンデの農業試験場  ため,フ ェスカが私講師に就任した正確な時期は

で,植物と土壌の関係について試験を実施してい  解らないが,74/75年冬学期にはフェスカの名は

る。これは,前述した農芸化学者ツェラーの指導  見られず,75年 中である ことは確実である。ま

下で実施されたものと推察される。また,翌73年  た,77年夏学期以降についても,資料を発見する

にドクトルの学位を授与されたのは,こ の試験の  ことができなかった。以下,75/76年冬学期から

成果によるものであろう。この当時,フ ェスカが  76/77年冬学期までの3学期間について,科目名

いかなる職にあったかは不明だが,ツ ェラーは農  と担当者を挙げておく。但し,農業講座となって

芸化学実験室を主宰していたこと,農業試験場の  からの講 義要綱 では,諸科目はa)専門科目,

化学実験室助手の中には, フェスカの名は見い出  b)基 礎および補助科目, C)特に上級学生を対

せないこと等を勘案すれば,農芸化学実験室の助  象とした一般教養科目, d)体育演習に分かれて

手であった可能性もある。            いるので,こ こではa)お よびb)の うち特に重

ここで,1872年夏学期の中心的な科目と担当者  要なもののみを挙げる。

の名を挙げておこう。なお,1871/72年冬学期お   1875/76年冬学期

よび72/73年冬学期については,不明である。    a)専 門科目

農芸化学第一部 :ツ ェラー            農業研究入門 :ド レックスラー

農芸化学 (特に栽培作物の栄養):ワ グナー      農業経営学 :同上

農芸化学実験室での実習 :ツ ェラー        農耕方式論 :農場組織論 :グ リーペンケール

農場組織論 (経営組織):グ リーペンケール     畜産学 :同上

農耕方式論 :同上                農用飼養学 :ヘ ンネベルク

畜産学通論および特論 :同上           馬学および牛学 :エ ッサー

近隣の農場および工場における実習 :同上     排水法および牧草栽培論 :フ ェスカ
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農業実習 (農業実験室での実習):ド レ ッ クス ラ

ー, フェスカ

農業実習(農業評価作成演習):ド レックスラー

農芸化学実験室での実習 :ト レンズ,ベ ンテ

実習および視察 :グ リーフェンハーゲン,グ リ

ーペンケール′ ドレックスラー,ヘ ンネベル

ク, トレンズ

b)基礎および補助科目

家畜解剖および生理学 :エ ッサー

経済政策学 :ハ ンセン

農業法 :ツ ィーバル ト

1876年夏学期

a)専門科目

農業研究入門 :ド レックスラー

農耕論 :同 上

農場組織論 :グ リーペンケール

畜産学 :同 上

農耕方式論 :同上

飼料評価論 :ヘ ンネベルク

飼料評価演習 :同上

植物栄養論 :ト レンズ

土壌学 :フ ェスカ

農業実習 (::農業実験室での実習):ド レックス

ラー, フェスカ

農業実習(2:農業評価演習):ド レックスラー

実習および視察 :グ リーフェンハーゲン,グ リ

ーペンケール, ドレックスラー,ヘ ンネベル

ク, トレンズ

b)基礎および補助科目

農業者のための有機化学 :ト レンズ

国民経済学 :ハ ンセン

財政視察 :同上

財政学演習 :ゼ ー トベーア

家畜病理学 :家畜病院での臨床実習 :エ ッサー

1876/77年冬学期

a)専門科目

農業研究入門 :ド レックスラー

農業経営学 :同上

農耕方式論 :グ リーペンケール

畜産学 :同 上

飼料学 :ヘ ンネベルク

馬学および牛学 :エ ッサー

排水法および牧草栽培論 :フ ェスカ

植物生産論復習講義 :同上

農業実習 (農業実験室での実習): ドレックス ラ

ー, フェスカ

農業実習(農業評価作成演習):ド レックスラー

農芸化学実験室での実習 :ト レンズ, シュトゥ

ッ ツ ア ー

実習および視察 :グ リーフェンハーゲン,グ リ

ーペンケール, ドレックスラー,ヘ ンネベル

ク, トレンズ

b)基礎および補助科目

家畜解剖および生理学 :エ ッサー

国民経済学 :ピ ーアシュトルフ

経済政策学 :ハ ンセン

財政学演習 :ゼ ー トベーア

以上の講義要綱から,ゲ ッチンゲン大学私講師

時代,フ ェスカが,冬学期には「排水法および牧草

栽培論」,「農業実習 (農業実験室での実習)」 および

「植物生産論復習講義」を,夏学期には「土壌学」

および「農業実習 (農業実験室での実習)」 を担当し

ていたことが解る。むろん,1877年夏学期以降に

ついては,資料が欠けているため, どのような変

化があったかは不明であるが, のち1882年 (明 治

15)に 来 日し, 駒場農学校で初めて講義した内容

が,「植物生産論 (土壌論・土地改良論 〔機械,排水,

灌漑等〕・肥料論・気候論)」 であったことを勘 案す

れば,そ れほど大きな変化があったとは考えられ

ない。

おわりに

以上,ゲ ッチンゲン大学の農業講座が,いかな

る過程を経て開設・整備され,そ の中で ドレック

スラーやヘンネベルク等がいかなる役割を果した

か,さ らにフェスカが関連をもったことが明らか

な時期の農業アカデ ミーの主要科日と担当者,私

講師時代におけるフェスカ自身の担当科目を明ら

かにした。次いで問題となるのは, ドレックスラ

ー等のフェスカをめぐる人々が,いかなる経歴と



学問的業績を有し,ま たフェスカにどのような影

響を与えたかであろう。この点については,次稿

において詳述したい。

なお最後に,本研究に対 して,東京農業大学総

合研究所から,昭和54年度プロジェクト研究費の

助成を受けた。関係各位に感謝したい。また,茨
城大学の横川洋氏からは,調査の全期間にわたっ

て,終始多大のご助力を頂いた。謹んで謝意を表

わしたい。

注

1)本稿の記述は,主に次の諸資料に拠った。 W.
IIenneberg, Rtickblick auf die Geschichte und

die Erfolge der landwirthschaftlichen Versu―

ChSStatiOn Weende, Jb″ ″″αZ_/レ ′ ια″′をυブ′″んS―

ιλ′ノン.Neue Folge,9er Bd,12.Jg(1864).W.

Wicke,  1)as agricultur― chemische I´aborato―

riurn der landwirthschaftlichen Akademie der

Universitat G6ttingen, Iι ′αo W.Wicke, IDas

agriculturchemische Laboratorium der lan―

dw. Akadeinic Gottingen―Ⅵreende, Dι・
′′α″′―

W′″湯 Sιλ ノ́7Z・

`み
′″ y′ rSZοみS― Sιαガο″′れ,Bd.8

(1866).G.Drechsler,iMittheilungen vOm land―

wirthschaftlichen  lnstitut  der  universitat

Gёttingen(I.Ceschichtliches),(Ⅱ .Die neuen

Einrichtungen),Jο z″πα″メ″″ιαπ″.″′″ιλsrみα/レ ,

20.Jg(1872).G.Drechsler,Mittheilungen vOm

landwirthschaftlichen lnstitut der Universitat

(3)ёttingen (Studienplan fiir die in Gё ttingen

studirenden Landwirthe),.ル ガ″.23.Jg(1875).

W. Henneberg, Zur Geschichte der land、 ァir―

thschaftlichen l`rersuchsstationen Vヽbende― GO一

ttingen, Iら′′.30.Jg.(1882).Kgl.Preuss.

lヽinisterium fur Landwirtschaft,I)。 nlanen und

Forsten, Sι αιおι′λ ′′″ ′α″″楔′J″
`sε

あ́ノ|レ′たん′π

″π′卿 ′ιたo′″
“

,απαι′″ 【′″′′′″J`λJs‐ 24″ sια′ιιπ

P′′″s,′″s παιみ′′′π Sια″′′α″a Srんん
`ss′

′ιs

Jα乃″′s18,7(1898).von RImker,Das landwir―

thschaftliche tJnterrichtsヽ
"esen Deutschlands.

‐D診 ′′Z′ Sελθ Lα″′ω″ιttιλ′β α
“
ノ″′″ Tフ|′―

′ιαπss`′″″″g″ .2α″′・s lθθθ(19oo).von sene,

D′′ Gθο″g―Azg%s″―υπあιrsJ″ιχα Gヶι′″g′″

フェスカとゲッチンゲン大学農業講座
`7

17ノー19,7(1937).0.Tornau,Die Entwicklung

der Land、ァirtschaftswissenschaft in Gottingen,

Z′′ιSιん″4/7 ノ″′ z4g″α″g′ SιみJιみι′ %″′Ag′α′―

sο zグοZοlg′ι. 6.Jg(1958).  
｀
い7.:Ebel, Dブι P′ J―

υ′″ιg′″ %″′ 夕′′sι″″ S′α′%ι′″ ″′″ G:′ο″g―

4″g“Sι―υπわ′′,力″Jχπ Gわ′ι′πg′″(1961).W.

Nissen,Cο ″′J″g′″ G′′ι″λι′
1/セ
タZ″ (1962).W.

Ebel, Ca′ 4ιοg“sP″q/診ssο″″π Gё′″J″g′πsJ″′″ι

ヱ734-lθ62 (1962). W.Ebel, ■イ′′πο′αι″Jα

Gδι′グπg′″s″ (1969).G.Meinhard,D′′じ″―

υ′rSノι夕
` (30ι

ιガπg′″, Iん″ E″″凛,Jι力′″,2g ″πグ

G″Sεみたみ′′ υοπ18,イー19アイ(1977).ゴルッ『
`虫逸農業史』 (昭和13年 5月 ),柏祐賢『農学原論』

(昭和37年 7月 ),島日雄次郎『大学とヒューマニ

ズム論』(昭和

“

年7月 ),潮木守一『近代大学の

形成と変容』(昭和8年 3月 ),ハ ウスホーファー

『近代 ドイツ農業史』(昭和襲年3月 ),世界教育

史研究会編『大学史 1』 (世界教育史大系26,昭

和49年 9月 ),柏祐賢『 テーヤの生涯』(昭和50年

5月 )。

なお,本 稿で は
"Das landwirtschaftlichen

lnStitut“ に「農業講座」という訳語を充てたが,

この点について予め注記しておこう。 ドイツ大学

史上,,,InStitut“ (な いし
"Seminar“ )の成立は,

重要な意義を担っている。すなわち,18世紀末か

ら19世紀前半にかけて,各地の大学で開設されは

じめた ,,Institut“ や ,,Seminar“ は,19世紀後半

に入ると,物的人的条件を整えて,大学における

研究教育活動の基本的単位となった。例えば,潮

木氏は前掲書の中で,「そのことは要するに学部

(Fakultat・・・引用者)と いう合議体の支配領域が

漸次的に減少し,学部とは要するにこれらのイン

スティトゥート・ゼミナールという『封鎖帝国』の

集合体にほかならず,そ こに学部としての統一性

が内部的に崩れ去る傾向性を多分に牛んでいた」

と述べている。
"Institut“

は「研究所」と訳される

場合が多いが,上の引用からも分るように,本稿

における ,,Institut“ .が「研究所」という訳語にな

じまないことは明らかである。また, von Rum―

建rは前掲論文で,ゲ ッチンゲン,ハ レ等の
"In―

Stitut“ をすべて
"レ

)hrStilhl“ と呼び,「新らたに

開設された Lehrstthlは ,(中 略)他の学問での

慣例に従って ,,InStitut“ の名称の下に総括され



婆

た」と述べている。 ,,Lehrstilhl“ の訳語は,「講

座」である。なお,三好正喜・祖田修訳のハウス

ホーファー前掲書,柏祐賢『テーヤの生涯』で

も,,,InStitut“ を「講座」と訳している。

2)W.Ebel, Catalogus Professorum G6ttin―

gensium(1962), S.62u133.

3)ベ ックマンは, 1739年 6月 4日 , Hoya a.d.

WeSerに生まれた。1759年 4月 30日 ,ゲ ッチンゲ

ン大学神学部に入学を許可されたが,の ち自然科

学およびその政治学への応用に転じた。同大を出

た後,1763年 ペテルスブルクの St,Pe“r―Gym―

nasium教 師となり, さらにリンネの講義を聴講

するためにスウェーデンに渡った。1766年母校ゲ

ッチンゲン大学に哲学の員外教授として招聘され

たが,主として経済学の講義を行ない,1770年 経

済学の正教授となった。この間,1769年 には主著

,,Die criindsatze der teutschen Landwirths―

chaft“ を著わしている。同書は1806年までに6版

を重ねた。その他の主著に,,,Die Anleitung zur

Techn。 10gie“ (1777). ,,Beitrage zur Oekno―

mie, 
′
rechn。 10gie,P。 lizei― und Kameralwissen―

schaft“ , 4.Bde,(1779-1791).,,Beitrage zur

Geschichte der Erfindungen“ , 5.Bde(1786-

1"5)が あり,特に後者は技術史に関する古典と

して著名で,William Johnsonに より “A His―

tOry Of lnventions, E)iscoveries and (Drigins''.

2 vols(1846)の タイトルで翻訳されている。ま

たこの他,,′λ″滋α″
`ε

み-0′λο″οπグ
'C力

′Bあ″ο―

ιルた̀`と いう雑誌を発行している。同誌は,1770

年に創刊され,1807年第23巻 をもって終刊となっ

た。筆者の所蔵本によれば,タ イトルの全文は,

"P力
ys″αZグsελ-0′λο″οπグsεみ′B′ι′あιん′た,worin

vOn den neuesten iBichern, lwelche die lヽTatu―

rgeschichte, Naturlehre und die iLand= und

stadt,wirthschaft betreffen, zuverla3ige und

vOllstandige Nachrichten ertheilet werden von

Johann Beckmann“ であり,博物学 。自然哲学お

よび農業等に関する新刊著書・論文から,ベ ック

マン自身が選択し紹介した書評の雑誌である。

の ハウスマンは,1782年 2月 22日 ハノーバーに生

まれた。最初法学を学び,続いてゲッチンゲン大

学 (1∞0年 10月 19日 入学許可)で鉱物学・化学お

よび技術学を学んだ。1803年 ,ク ラウシュタール

鉱山監督局陪席判事となり,05年にブラウンツ ュ

バイク鉱山冶金局書記官,さ らに09年にはカッセ

ルのプェス トファーレン王国鉱山冶金および製塩

場総検査官に任ぜられた。以上の経歴からも解る

ように,ハ ウスマンの専門は鉱物学であり,著書

も北 ドイツ山岳地方の地質に関するものが多い。

本文後述の ドレックスラーは,ハ ウスマンの農業

関係の論文として,以下の二点を挙げている。1)

IE)e rei agrariae et saltuarie fundeinento geo―

logico 1818, iberf. von K6rte.  2)Skizze der

allgem.physik. Beschaffenheiten und verhalt―

nisse des Filrstenthum  (〕 Ottingen und ihres

Einlusses auf die landw.Gewerbe in deinsel―

ben.c″′'“λο Attεん′.メ ια″″ωJ″′ん″.I.St.4

S.109.で ある。ハウスマンは,1859年 12月 26日 ,′

ゲッチンゲンにおいて逝去した。

5)ハ ンセンは,1809年 5月 31日 ハンブルクに生ま

れた。1"7年からハイデルベルク大学で,29年か

らキール大学で法学を学んだ。33年キール大学の

私講師となり,翌34年 コペンハーゲンのGeneral‐

zollkammer‐ und kommerzollegiumの ドイツ部

において書記官を勤めた。さらに,1837年 キール

大学の国民経済学および統計学の正教授,42年ラ

イプチヒ大学の国民経済学および統計学の正教授

を経て,8年ゲッチンゲン大学の国民経済学の正

教授に任命された。その後,18∞年ベルリン大学

に招聘されたが,69年再びゲッチンゲンに戻り,

終生同大学の正教授の任にあった。また,晩年に

はゲッチンゲン市長の要職を勤め,市立ガスエ場

の設置にも尽力するなど,市の発展にも大きな功

績を残した。主著には,シ ュレスビヒ・ホルシュタ

インに支配的であった特異な農業制度 gutS“ r―

rhch― bauerhchen VerhaltniSSeを 明らかにした

,,1)ie  Aufhebung  der Leibeigenschaft und

unigestaltung  der  gutsherrlicll― bauerlichen

|ヽ′erll● ltnisse iberhaupt in den IIerzOgtinlen

schleswig― H01stein“  St.Petersburg(1861),

ドイツを中心に,古代から近代に至 る土地制度

史上の諸問題を扱った論文集
"Agrarhistorische

Abhandlungen“ 2.Bde.,Leipzig(1880-84)が

ある。ハンセンはこれらの業績によって,東部 ド

イツのグーッヘルシャフトと西部 ドイツのグルン

トヘルシャフトの存在を明らかにし,プロイセン



農民解放の研究に画期的な足跡を残したクナップ

(Georg Friedrich Knapp)の 先駆者と呼ばれ,

またマウラー (Georg Ludwig von Maurer)ゃ

マイツェン (Friedrich Ernst August Meitzen)

と並び,中世村落成立の前提に土地総有関係に基

づく自由農民のマルク共同体の存在を想定した,

マルク共同体説の代表者ともいわれている。1"4

年12月 19日 ,ゲ ッチンゲンにおいて逝去した。

6)グ リーペンケールに関しては,なお不明な点が

多いので,後 日資料を整えた うえで,詳述した

い 。

7)ヴェーラーについては,August Wilhelm vOn

IIofinann, Friedrich WOhler, B′ ″グσλ′ι αι″

Dι
“
おεみ′πCん′Z′scみ 0″ G′S′′お

`λ
ブ́レ.15(1882).

Blernhardt′rollens, :FriedrichヽVOhler,t′b“″″α′

ノ″″ ια″″ωグ″″sεみciル .30.Jg(1882).JOrg―

E)ieter Schwethelln. Menschen aus GOttingen

(出版年不明),山 岡望「ウェーラーのスウェーデ

ン紀行」『化学史談』6(昭和34年 5月 ),同「 リー

ビッヒ=ウ ェーラー往復書簡」『同上』 7・ 8(昭

和41年 7月 ),同『化学史伝』(脚注版,昭和43年

2月 )等を参照されたい。

8)ヘ ンネベルクについては,稿を改めて詳述した

い 。

9)同誌は, tttπ ″παZメ′″ ια″みが″ιみsοあり`ン .

Landwirthschaftliches  Centralblatt  fiir das

Kёnigreich  HannOver.  Herausgegeben vOm

Centralausschusse der KOniglichen Landwirth―

schafts― Gesellschaft unter der iRedaktion von

Dr.ヽV.IHenneberg, Sekretair der Kgl.Land―

、7irthschafts― Gesellschaft σ)タ ィ トル・で, 1853

年ツェレで創刊された。第 1巻から第 5巻 (1857)

までは毎月 1冊,年 12冊発刊された。第 6巻から

は Neue Folgeと し
‐
て, タィ トルも ,乃)″″″α′

メ勁′Lαπ″″″厖sa4ル .Im Auftra"des Cent―

ralausschusses  der  Kgl. Landwirthschafts―

Gesellschaft und unter Mitwirkung der land―

wirthschaftlichen Akademie Gottingen-lV・ een―

de.  Herausgegeben vOn I)r. Ⅳヽ. IIenneberg,

erstein Sekretair der Kgl.Landwirthschafts―

Gesellschaft und iDirektionsinitglied der land―

wirthschaftlichenヽ lrersuchsstatiOn zu Vヽbende

bei Gёttingenと 変り,発行場所もゲ ッチンダン

フェスカとゲッチンゲン大学農業講座

`9
となり,ま た1860年から年 4冊刊行となった。さ

らに,第13巻 (1865)か ら,編集者にゲッチンゲ

ン大学のウップベローデ (August Ubbe10hde)

とブィッケ (本文後述)が 加 わ った。その後 ,

編集に参加した ものにミットホーフ (TheOdOr

Mitho“ )ゃ ドレックスラーがおり, サブタイト

ルは, 第22巻 (1874)で Organ der landwirth―

schaftlichen VersuchsstatiOn und des  land―

wirthschaftlichen lnstituts zu Gё ttingen, 第

26巻 (1878)で  Im Auftrage des Centralauss―

chusse der Kgl. I´andwirthschafts― Gesellschaft

zu Celle und unter Mitwirkung der  land―

wirthschaftlichen lnstitute, ]Laboratorien und

VerSuChSanStalten deutSCher HOChSChulenと 変

った。なお,こ の他に,1853年 から68年までは毎

年,その後は隔年で,別冊(besondern Ausgabe)

ないし補巻 (Suppleme=heft)が刊行された。

10)初代試験場管理局のメンバーが 選 出 されたの

は,試験場開設前の1856年 12月 4日 で,議長には

ゲラー (GeneF)が任命された。 ところが,翌57

年 5月 7日 ゲラーは急逝 し,暫定的にグローテ

(Grote)が議長となった。その後,同年11月 5日 ,

ツェレの中央委員会で,正式な議長としてメーヤ

ー (Gottlieb Merr)が選出された。 メーヤー

は, 1869年 8月 6日 死去し,そ の後長い問,議

長職は空席 の ままで あ り,後任議長クレイト

(Creydt)が就任したのは,よ うやく1878年であ

った。

11)こ こで,ツ ェレの化学実験室時代からの助手た

ちの任期と,その後の経歴について略記しておこ

つ。

クラウト 1854年秋-1857年 ハノーバーエ芸学

校 (の ち工科大学)教授

シュトーマン 1857年-1862年復活祭 ブラウン

シュバイク農芸化学試験場場長・ライプチヒ大

学教授

ラウテンベルク 1860年復活祭-1863年 10月 18日

(死去)

キューン 1862年復活祭-1866年 1月 ブラウン

シュバイク農芸化学試験場場長・メッケルン農

業試験場場長

アロンシュタイン 1863年 11月 -1864年 ミカエル

祭 ブレダ士官学校教授



`θ

12)

13)

H.シ ュルッェ 1864年 ミカエル祭-1867年復活

祭 ブラウンシュバイク農芸化学試験場場長

ライネッヶ l“6年 1月 -1866年 復活祭 2,3
年後に死去

‐

E.シ ュルッェ 1866年復活祭-1871年復活祭

ダルムシュタット農業試験場場長・チューリヒ

同盟工芸学校教授

メルカー 1867年 復活祭-1871年 ミカエル祭 ハ

レ農業試験場場長・ハレ大学教授

同誌は,1873年以降 ,,J%S′ ″Sル′らな'S AZ″α′′″

グ′rC′ 2ι″′〆̀と 改称された。

例えば,1857年 に農業アカデミー管理局は,主

に基礎科目を担当している大学教授たちと,実際

農事の面で指導にあたっている人々との間に,密

接な関係を打ち立て,農業教育の発展に資するた

めに,協議委員会を設けた。選出された委員は,

大学からウルリッヒ(Georg Karl Justus Ulrich,

幾何学),ヴェーバー (Wilhelm Eduard Weber,

物理学), バル トリン ク (Friedrich Gottheb

Bartling,植 物学),グ リーゼバハ (August Ru―

dolph Heinrich Grisebach,植 物学),ヴィッケ,

実際農事の指導者たちからゲラー (注 10参照)と

グリーフェンハーゲンであった。

ヴィッケについては,稿を改めて詳述したい。

ドレックスラーについては,次稿で詳述する。

潮木守一氏は前掲書の中で,理 念 型 と しての

私講師制度 につ いて,「学部において教授資格

(Habilitation)を 取得した者は,私講師という立

場において国家 。大学とはなんら雇用契約,官吏

として身分契約を結ぶことなく,し たがって国家

からはなんらの俸給を得ることなく,も っぱら聴

講生の納める聴講料によって生活を支える一個の

独立自営の私人として,自 己の学説をもって大学

の教壇に登場し得るという制度」と述べている。

むろん,こ れは理念型にすぎず,19世紀において

は大きな変容を受け,私講師は国家や学部から制

約されるようになったという。

| シュルッェ (1795-1860)は ,周知のごとく,

高等農業教育機関は総合大学と結合しなければな

らないという見解を明らかにした最初の人物であ

る。この見解を実現するために,彼は1826年 イエ

ナ大学に対して一定の関係を有する農業教育機関

を設立した。なお,続稿で詳述するごとく, ドレ

ックスラーは,イ エナ大学の学生時代,シ ュルッ

ェの講義を聴講しているが,いかなる影響を受け

たかは不明である。

18)以上は主に, M.Dittrich,Julius Kthn und

sein landwirtschaftliches lnstitut in Halle.

2診′ιSCみ″
4ノ7メ

“
″4g′α′g′ Sιんびιλ′′″″グスg″α″―

`ο

χJο′οgル.10.Jg.(1962)に よる。

19)ヘ ンネベルクの後任選挙は, 1870年 5月 31日

の農業協会中央 委員 会 で行 なわ れ,ブ ッシュ

(BuSCh)が選ばれた。 その後1881年 にイェンセ

ン (Christian Jenssen)に 代った。

20)注 11と 同様,助手たちの任期とその後の経歴を

略記する。

ミュラー 1871年復活祭-1875年 ミカエル祭 ヒ

ルデスハイム農業試験場場長

フライシャー 1872年 1月 -1875年 7月  ライン

ープロイセン農業会ボン農業試験場場長・ブレ

ーメン沼沢地試験場場長

マイネッヶ 1875年 9月 -1876年 9月 砂糖部門

に転任

ヴァッテンベルク 1876年 9月 -1880年 9月 化

学工場技師

21)山岡望「 リービッヒ=ウ ェーラー往復書簡 (ミ

ュンヘン時代)」『化学史談』 8(前出),375頁。

22)ッ ェラーについては,稿を改めて詳述する。

23)ワ グナーについても,稿を改めて詳述する。

24)1月 末ないし2月 初めとする理由は,本文下記

の 1月 28日 付ヴェーラーの書簡では,ッ ェーラー

はまだウィーンに行 くべきか否か迷っているのに

対し, 2月 10日 付の書簡では,すでにゲッチンゲ

ンを辞しているからである。

25)前掲書 423頁

26)同上書 424頁の2月 10日 付ヴェーラーからリー

ビッヒヘの書簡には,「試験場長の Hennebergは

Z61lerの 位置を兼ねることはできな い。理事の

V.WarntStedtは この大切な問題について君に相

談に乗ってもらうよう,そ してこの位置に適当だ

と思う人を一人でも二人でも指名してもらうよう

に僕に求めてきた。公文書の様式で君の意見を知

らして頂きたい」と記されている。

27)ト レンズについては,稿を改めて詳述したい。

14)

15)

16)

17)
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