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1.K・ ビルンバウムによる農業経営学体系

の二部編成プラン

いわゆる「 リービッヒ王朝」を中心に,自 然科

学と「生産学」万能主義の時代風潮のなかにあっ

て,ひ と り「人間の学」,と りわけ国民経済学に

よる農学の基礎づけを試みたシュルツェの新 しい

理論とその教育実践は,そ の死後もひと筋の赤い

糸として,一部の農業経営研究者によって継承発

展されることになる。

シュルツェの弟子,カ ール・ビルンバ ウ ム の

『農業教科書』(1859年)も その一つであり,農業

経営学体系に理論篇と応用篇一
ただし,こ の区

別はそれほど明確に意識されたわけではないけれ

ども一 との二部編成プランを導入するという,

学説史上初めてのユニークな試みを提示 したので

あった。
1)

ビルンバウムの農学の体系は,次のようであっ

た。

1.農学汎論 序論 (A.農学の目的とその概念,

B.農業史)

(1)農業労働,(2)農業資本,(3)土地

I.農学特論 1.耕種論 (1)栽培汎論,②

栽培特論

2.畜産論 (1)畜産汎論,(2)畜産特論

Ⅲ.経営論 (1)経営方式論,② 簿記論,(3)農

業重学論,に)評価論

ビルンバウムは本書のまえがきで,1857年 ,ギ
ーセン大学で農学を開講するにあたって,既存の

教科書とその体系を検討した結果として,それら

Iθ

の「欠陥」を次のように指摘 している。「従来 ,

農学の体系は二部に分割構成され た。そ の一 つ

は,農学汎論,すなわち経営学であって,農業的

営業を所与の諸関係のもとで,いかに営業の主目

的達成のために組織 し管理すべきかを示すべき篇

である。他は生産学,すなわち動植物生産学であ

って,耕種と畜産を対象とする篇である。/私が

まず農学汎論で,農業経営に必要な諸手段を明ら

かにし,次いで農学特論で耕種と畜産を取り扱う

かぎりでは以上の構成に固執しながらも,私は経

営論を,本質的に特化した第三部として,前二部

に付け加えなければならないと信じている。/そ

のさい私が前提としていることは,農業は理論面

でも段階的に「 あたかも思慮深い農業者が自分の

弟子を実際面でそのように指導するのと同じよう

に,学ばれなければならないということである。

/だから,初め労働,資本,土地といった農業諸

手段とそれらの合理的な使用法が教えられる。こ

のもっとも一般的な予備知識が備わって,初めて

農業の本性である耕種と畜産の結合の必然性を把

握すべ く専門分野に進むことができる。こうして

農業者の本来的な活動領域である耕種と畜産の理

論に進み,そ して最後に,経営論というかなめ石

において,こ の学問領域全体の自由な展望と深い

洞察が得 られ,それによって経営を有機体として

把え,種々の経営方式の相互関連を把握 し,その

具体的な実効性を調べ,一言でいえば一人前の農

業者に仕立てあげることができる。/こ の第二部

では,経営の組織と管理が教えられ,経営方式に

つづいては簿記,農業重学,な らび に評価理論

(演習付き)が展開されるも」
2)

農業経営学の体系化

一
K・ ビルンバウムとJOポ ールにおける「理論」と「応用」一
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ビルンバウムはこの独創的な農業経営学の体系

化にあたって,それまでの代表的な著作の体系構

成について一つひとつ吟味している。

すなわち,

テーア (Thaer)の 「エコノミー,すなわち経営

の組織と管理の学」 (『合理的農業の原理』lm9年 ),

「農業営業学原論」 (『農業営業学原論入門」1815

年),

トラウ トマン (Trautmann)の「家政学」 (『農学』

18104「 ),
ラント・′ヽシス′ヽルト

'ン
グス・クンスト

シュトルム (Sturm)の 「農家家政術」 (『農業教科

書』1819年 ),

ブルガー (Burger)の 「農家家政学」 (『農業教科

書‐』1819年 ),

パブス ト(Pabst)の 「農業経営学」 (『農業教科書』

18“年),

ショーバー (Schober)の 「農業経営学」 (『農業教

科書』184年 ),

フルベック(HlubecDの「農業経営学」 (『農業教

科書』1853年 ),

シュバイツー (SchweitZer)の 「農業営業学」 (『農

業教科書』1861年 ),

以上の文献について,対象と方法,そ して学的

体系構成を吟味した。そして言う。

「大抵の農学体系は二部門分割であって,そ の

一つはすべての著書によって “農学特論"と 呼ば

れ,耕種と畜産が論じられる。他の部はこれにた

い して,種々さまざまな呼び名で言われ,ま たそ

れぞれ著者の理解に応じてその範囲も大小さまざ

まである。大部分は本書で経営学の篇とした内容

のものであるが,一部には,本書第一巻の農学汎

論で与えた内容をしばしば含んでおり,若千の著

者は国民経済学に属する個々の章節さえもそこに

合めている。農学特論にくらべてこの農学汎論に

ついては,こ れまでの著者たちは,その名称も,

その範囲もはなはだ分明さを欠 くと同様に,そ の

農学体系における位置づけについても不分明であ

って,多 くの者が農学特論から体系を始 め て お

り,そ してその後はなん度 もくりかえ しに な る

か ,あ るいは一種の序論的なものにしてしまって

おり,そ のくせ本来は体系冒頭に位置づけるべき

ものを,あ れこれ御託を並べて最終篇にもってき

た点について贅言を費 しているのである。これに

たいして,農学特論の部を農学汎論のあとに位置

づける場合にも,耕種畜産の知識を前提しないま

まに経営の組織論を展開するところから,予 め農

業の素養をもたない読者にとっては,ま ったく理

解できない構成となっている。こうして 本 書 で

は,こ れらの欠陥の現状にかんがみて農学を二部

構成とするのである。・……/農業は自然に支えら

れているとともに,交易関係にも支えられている

のであるから,農学は自然科学に支えられる部分

とともに,国民経済諸学に支えられる部分を有 し

なければならない。すなわち,農学汎論と農学特

論とである。前者は経営諸手段を論じ,後者は作

物と家畜の生産を対象とする。しかしながら学と

しての農業は,耕種と畜産の結合,交易関係その

他の影響を通して得られる,固有の,時の経過に

おいて獲得される総体としての経験に立脚してい

るのであるから,明 らかに第二の,それらを本来

的に結びつけるところの部分が続かなければなら

ない。この部分は,国民経済諸学と自然科学とに

立脚 しながら,固有の,総体としての経験を加工

し,科学的原理に一致させるべ く努めなければな

らない。こうした課題を解 くのが “経営学"であ

り,こ れで学的体系全体が完結することになる。

だから本書に言う経営学は,他の著者が同じ名称

と同じような内容を与えているものとは別物と言

える。」
3)

19世紀の自然科学万能主義とリービッヒ=キ ュ

ーンー派による,「農学とは応用自然科学なり」

といったモットーでの,農業経営学=単なる応用

農業生産学と看なす農業経営学軽視の農学の主流

派に対 して,こ のビルンバウムによる農学の自然

科学と,と りわけ国民経済学による基礎づけは,

その師シュルツェの体系を正統的に継承し発展す

るものであった。

しかしながら,シ ュルツェ体系で問題提起され

た農業経営学の基本問題 ,すなわち因果論的な理
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論科学か目的論的な処方箋学かといったこの学の  ばら農業重学の観点から作物養分の収支について

,基本問題に関しては,ビルンバウムにおいては必  面倒な計算を行なうことによって,国民経済学を

ず しも明快な問題点とはならなかった。それは上  基礎科学とするよりもむ しろ自然科学に,よ り多

記 引例にみるとおりである。そうであるから,そ   く傾斜 してしまう。」
5)

の農学体系の 3部構成,す な わ ち 従来「農学汎   これにたいして,学説史上,本格的な経営学方

論」と呼ばれた農業経営学を,狭 義 の「農 学 汎  法論に基づき,初めて理論篇と応用篇との経営学

論」と「農業経営学」との 2部構成の体 系 と し  体系の 2部構成を明快に展開するポールは,ビル

て ,前者を国民経済学に,後者を国民経済学と自  ンバウムについて,「シュルツェ流の “農学汎論''

然科学とを「総合」するものとして把握するとい  を,こ のように 2部に分けたことは明らかにひと

うそのユニークな考え方については,同 じシュル  つの進歩である」
6)と

高 く評価 した。 しか しその

ツェ学派の内部からも批判がおこった の で あ っ  さい,ビルンバウム体系の「農学汎論」と「農業

た。                      経営学」とが,因果論と目的論,理論と応用,分

まず同門のエミングハウスは,農業経営学体系  析と総合,と いった明確な区別を欠 く,そ の方法

の 2部構成そのものについて否定する。「ビルン  論上の欠陥を同時に批判 したのであった。
7)

バウムは農学全体を 1.農学汎論,2.農学特論 ,

3.農業経営学,に分割する。だが農学汎論を 1の

農学汎論と3の農業経営学とに分化させる点につ

いては,そ こになんら十分な根拠を見てとること

はできない。その農学汎論を農業経営要素論に限

定するということは,ビルンバウムもそうやって

いるように,農学全体の体系を構成する場合の最

大の根拠が,国民経済学と自然科学という基礎科

学の違いに求められているからには,学問的に正

しいとは言えない。」
4)

また,農業経営学を「応用国民経済学」として

展開するフュー リングも,国民経済学による基礎

づけの点で,ビルンバウム体系の方法論的不整合

を次のように批判する。

「 ビルンバウムは,1.農学汎論,2.農学特論3.農

業経営学に区別する。シュルツェの弟子としては

第一人者のビルンバウムは,農学をそ の 基 礎 科

学別に区分すべきこと,すなわち生産 学 は 自然

科学に,農学汎論は国民経済学に基礎 を お か ね

ばならないことを正 しく把握 したが, しか し彼

は,農学汎論を農業経営諸要素に限定 し,こ れを

国民経済学的に基礎づけようとするこ と に よ っ

て ,そ うした認識から当然出てくべき有益な帰結

を 自分 自身でぶち壊 して しまった。そ して さ ら

に,そ の経営諸要素を包括すべき農業経営学にお

いては,彼はそこでの経営方式論の展開を,も っ

2.J・ ポールの「農業経営経済学」の体系

注
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Birnbaunl, Karl, Lehrbuch der Land.wirth‐

schaft. Frankfurt a.ヽ1. lster 
´
I｀eil 1859, 3ter

■
｀
cil 1863.

a.a.0.S.III― IV.(lSter Teil)

a.a.0.S.3-4(3ter Teil).

E)rnrninghaus, A., Lchrbuch der Allgenleinen

Landwirthschaft nach F.G.Schulze's Systenl.

Leipzig 1863, S. 12.

Ftihling,J.J,OekOnOmik der Landwirthschaft

oder allgemeine Land、 virthschaftslehre. Berlin

1889, S. 16.

Pohl, J., Landv7irschaftliche Betriebslehre.

Leipzig 1885, S. 23.

a.a.(D. S. 22-23.

1)農学論争と農業経済学の立場

19世紀 ドイツにおける資本主義の興隆は,人口

の増加とともに食料と原料にたいする需要を急増

させた。それに伴なって,農業生産力の向上にた

いする社会的な要請は,農学についても,そ の研

究と教育に新 しい技術革新の事態への適応を迫ま

ることになる。学問の制度的側面でいえば,それ

は総合大学における「農学部」新設の 問題 で あ

る。
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テーアによるメークリン・アカデ ミー,すなわ

ち農科単科大学方式は,高等農学教育施設の最初

のモデルであったが,こ の単科大学方式にならっ

て,1818年から1858年 にかけて, ホーエンハイ

ム,レ ーゲンウアルデ,プロスカウ,ポ ッペルス ド

ルフ,ウ エーンデ,ウ アイヘンステファン,シ ュ

ライスハイム,タ ラント,エ ルデナ,ウ アル トバ

ウ(b.K.)の各地に農業アカデ ミーが設立された。

フランス,オ ース トリア,ま た北欧諸国でも,同

様な方式によって農学の研究教育が自立化 した。

だが,こ れらの多 くは比較的短命に終わる。理

由は教授陣の不足ということとともに,よ り本質

的な欠陥には,これら農業専門学校が,自然科学

などの基礎科学的な研究についてはそれを総合大

学であるウニベルジテー トに委ねるこ と に よ っ

て,い わば研究なき教育を行なうという,教育と

研究とを分離するその「実学教育」のやり方にあ

った。

リービッヒ学派による農学教育改革の主張,す

なわち “応用自然科学としての農学"と いう基本

的な観点から,こ の農業アカデ ミー方式の研究教

育を激 しく非難 したのも,こ の点にあった。 リー

ビッヒらによれば,こ の専門学校型の教育施設で

は,主要科学,基礎科学,補助科学は本質的にそ

の専門に関連してだけで把握され,ま たそれらの

応用性,実学性にかんがみてだけ教えられるとこ

ろから,学生は最初から世俗的に,現世的効用の

観点から学ぼうとする。これにたいしてウニベル

ジテー トの総合大学では,基礎的な専門の形成を

重視する点で異なる。農学生はその専門の基礎科

学として学ばねばならない諸科学を,大学でその

他の学生とともに一緒に共通に聴講するというこ

とによって,そ の結果は専門学校の場合と大いに

異なったものとなる。そのさい注意すべきは,総

合大学のなかに農学の研究教育を単に移 しかえる

というこ とで はなく,「大学の精神
"Geist der

Universitat“ 」 に則 して農学の再編を図らなけれ

ばならず,こ うしたしっかりした学問的な基礎の

形成という幅広い基盤のうえで,正 しい専門の形

成が図られなければならないとされた。
1)

こうした農学の研究教育の制度改革の主張に対

しては,農業アカデ ミー側からの激 しい抵抗があ

り,ま た,農学再編の主張についても, リービッ

ヒ学説に対する批判と絡み合いながら,一連の科

学論争がこの時期に捲き起こった。
2)と

りわけ,

リービッヒ学派の農業経営学に対する風当たりは

ひじょうに強かった。

結局のところ,農業アカデミーの多くは一 ホーエ

ンハイム,ポ ッペルスドルフ,ウ ァイヘンステファン

の3か所だけ最後まで存続する
一 解散し,農学の研

究教育は総合大学で行なわれることにな る。す なわ

ち,ハ レ,イ エナ (1862年 ),ラ イプチッヒ(1869年),

ギーセン(1871年 ),ゲ ッチンゲン,ケ ーニッヒスベル

グ (1872年),キール (1876年),ブ レスラウ (1881年 ),

ミュンヘン (1874年)の各総合大学において,初めは

哲学部に,後には自然科学部のなかに,農学関係講座

が開設された (カ ッコ内は開設年次)。

主にハレ大学のキューン,ゲ ッチンゲン大学のハン

センとドレクスラーらによってカリキュラムの作成が

おこなわれ,後の総合大学農学におけるいわゆる農学

士 (Diplomlandwirte)(1922/23年 , プロイセン)の

制度として,1950年 中頃までこの方式が続けられた。

リービッヒ学派の主導による農学の再編にあた

っては,農学体系における社会経済科 学 の軽 視

が,最大の問題点であった。この強大な “リービ

ッヒ王朝"(ポ ール)の 中心人物であったハレ大学

のキューン教授 (Kthn,Juhus)は ,高等農 学教

育の農業アカデ ミー方式よりは総合大学方式の科

学性を主張し,「農学を総合大学の一 連 の学 問

(Universitatsdisciphnen)と まったく対等かつ自立

的な分科として位置づけ,農業の研究を,完全か

つ有機的に総合大学の組織 の 中 に は め込 む こ

と」
3)(傍

点原文)を主張 しなが ら, 以下のように

述べたのであった。

「農業者は土地から可能的最大の量の有用物を

獲得することによって,企業経営者としては持続

的最高の純収益を生じさせるという課題をもつ。

この課題を実現するにさいして,そ の全般的な経

済活動の基礎となるのは,国民全体の経済活動を
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規定するのと同じ法則とその作用であって,そ れ    1・
ゆえ,そ の学問的な考察はすべて国民経済学の領

域に帰属する。農業に関してロッシャーも,同 じ

ことを述べている [Die Grundlagen der National_   2.

ёkonomic I.10.Aun.S.39]。 “生産費論,資本調

達 。労賃論,生産物販売論,純収 益,土 地 価 格

論,こ れらは純粋に国民経済学的のものである''    V・

と。他方,農学でもこれらについて取りあげるの

であるが,そ こでは一部,国民経済学サイドとは   4.
異なった観点がいるとはいえ,農学では,こ の方

面についてはなんらその学問的自立性を主張でき

るものではない。これに対して農業生産学の領域    5.
では,そ の学問的自立性が形成される。・… 自̈然

科学の進歩によって農業は著 しく促進され,と り

わけ化学と生理学は,も っとも強力に農業の発展   6.
を推進した。だが,農業の向上と繁栄に及ぼす自

然科学の影響がどれほど大きくとも,ま た,農学

がさらに発展を追い求め,自 然科学に自らの進歩

の支えを見出すことが当然のことではあっても,    7.
農学の観察経験の領域は,そ のあらゆる密接な接

点にもかかわらず,自然科学の諸分野と完全に一

表するもあ
‐
を,慮去 ,々ふ ともあ4:宇 ;,に li甦 自立1']券 :書F   8.

として農学は, 自然科学と相並ぶ。」(傍点原文)4)

リービッヒ学派主導による農学再編の方向が,

このような農業経済諸学の軽視にあり,農業経営

学も,単なる応用生産学として,自立的な農学体    
。・

系のなかでは単なる付録的地位が与えられるにす

ぎなかったということについては,当 時の農業経

営学の多 くが,いわゆる単なる「魂を失なった処   ~
方箋の学」に堕 して,見るべきものがなかったと

いう事情が大きい。

このような状況にあって,自立的な理論科学と   11.
しての農業経営学を主張し, リービッヒ学派の批

判に対抗して骨太い,かつ独創的な農業経営学の   12.
新 しい体系を呈示 してひとり気を吐 くのが,ヨ ハ

ン・ポールであった。               13.

注

1)ド イツにおける近代農学の発展 と農学部改革の

歴史については,下記文献参照。

17

Agricultural education at University level

(OECD, Documentation in Food and Agri.
culture), No. 70, Paris, 1965.

Bedarf u. Nachwuchs an akademisch gebil-

deten Landwirten. Untersuchungen zur Lage

der akademischen Berufe. H.8. Berlin 1933.

Brinkmann, Th. : Die Behandlung der Be-

triebslehre im landw. Unterricht. Berlin

1919.

Cochrane, W.W. : Some further reflections

in supply control. Journal of Farm Econo-

mics. Vol. 41 (1959), S. 697-717.

Das landw. Bildungswesen in PreuBen.

Denkschriff d. Minister. f. Landw. Berlin

1929.

Denkschrift zur Gestaltung des landw.

Studium an deutschen Hochschulen. hrsg.

v.d. Landw. Fakultat der Georg'August'

Uni. G6ttingen 1956.

Die Organization der Agrarforschung in

den L2ndern der EWG (Ewc'Studien,

Reihe Landwirtschaft Nr. 9). Brtissel 1963.

Frauendorfer, S.v.: Ideengeschichte der

Agrarwirtschaft und Agrarpolitik im deut

schen Sprachgebiet. Bonn Miinchen Wien

1957.

Hanssen, J. : Das landw. Unterrichtswesen

und die Ausbildung der Landwirts.(2. Aufl.)

Berlin 1920.

Higher education in agriculture. Report of

the 1965 Conference (OECD, Documentation

in Food and Agriculture No. 86), Paris,

1966.

Kiihn, J. : Das Studium der Landwirtschaft

an der Universitat Halle. 1888.

Massow, V.v. : Denkschrift zur Lage der

Landbauwissenschaft. Wiesbaden 1957.

Moore, E.G. : The agriculture Research

service. N.Y. Washiagton a. London 1967.

Research in agricultural economics. Insti-

tute and main field of research (OECD),

Documentation in Food and Agriculture.

14.
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No. 63, :Paris 1964.

15. RlinkeF: Die moderne Landwirtschaftswis‐

senschaft u. ihre Viertretung an der Univer‐

sitaten. J.f. ]Landwirtschaft. Jg. 45. 1897.

16.  Aereboe, iF.: Allgemeine Uebersicht ilber

den gegen.rartigen Stand der landw.IBetriebs‐

lehre.DLG.1910.

17.  Goltz, v.d.: Aufgaben der Land、 virtschafts‐

lehre in der(3)egenwart. 1894.

18.  Schinitt, G.: Agrarstudium und Agrarfor‐

schung in Wandel der Zeiten. IBoil.L. :Bd.

47. 1969.

19.  
′
raylor, H.c.:  

′
rhe story of agricultural

ecOnOmics in the U.S.A., 1952.

20. Tornow,W.: Die Entwicklungslinien der

landw. Forschung in Deutschland unter

besOndeter iBerucksichtigung ihrer institu・

tionellen Forinein. 1955.

21. Vilmar, E.: Die SituatiOn des Dip10m‐

Landwirtes im.Gegenwart und Zukunft.B.

ti.L. Bd.45. 1967.

22.  ZOrner,A.u. Aereboe,Fr.:Landwirtschaft‐

liches Unterrichtswesen, In:  IIandw. d.

StaatslⅣ iss.6. Bd. Jena 1925.

23.  Universitat IIIohenheim. 1968.

2)Schulze,F.G.,Thaer oder Liebig? Deutsche

Blatter fur Landwirthschaft und National‐

okonOmie.H.IV.u.V.Jena 1846.

■4ittheilungen aus IIohenheim. Stuttgart u.

Tibingen 1853/1865.H.1-6.

3) Kthn,Julius, Das Studium.der Landwirth‐

schaft an der Universitat Halle. Geschicht‐

liche iEntwicklung und Organisation desselben.

In: Eine Festschrift zur Feier des 25 jahri‐

gen Bestehens des landwirthschaftlichen ln‐

stitut der Universitat.lHalle 1888.S.22.

4) a,a.0. S. 23-24.

なおゴルツによれば, 当時 の農業経営学軽視

の実情について以下のように嘆いている。「農学

汎論の無視を特徴的に示してい るの は,次のよ

うな事態にもあらわされて い る。 プロシヤの文

部省はこの20年間, その管轄下の大学における

農業関係講座の取り扱い方におい て,ま ったく

欠陥の多いやり方で指導するか,な い しは,農

学を応用自然科学以外 の何物でもないと考え,

農学の汎論の領域につ いては総じて無視さるべ

きだと考えるかのいずれかであって,それ以外に

別途の考え方があるな どとは考えもしなかった

のである。」(von der Goltz,Die agrarischen

Aufgaben der Gegenwart.Jena 1894.S.24)

2)J。 ポールの「農業経営経済学」の体系

(1)

「今日,経営学の体系化を仕上げるべ く着手す

ることは,ま ことに容易ならざる企てと言うべき

であろう。しかも,そ れを自ら書物として世に問

おうとする者以上に,誰がそのことの困難さにつ

いて, より適確に理解できる者がいようか。」(傍

点原文)1)

これはヨハン・ポール著『農業経営学』 (Bdエ

1885年 ,Bd.II.1889年 )全 3巻冒頭序文の書き出

しである。その20年以上にわたる農業者としての

実践と15余年の教職の成果として著わされたこの

著作は,そ のすぐれて実践的内容にもか かわ ら

ず,き わめて首尾一貫する体系の理論的性格を示

し,ま た,当時の農業経営学に対するリービッヒ

学派の非難攻撃のさなかにあって,ゴルツらとと

もにその矢面に立ち,農業経営学 に お け る「理

論」と「応用」の新しい学的体系を提起して迎え

撃とうとする著者の,意気軒昂たる気負いがここ

に示されているのである。「本書は,従来の著者

とは違って,農業経営学を本来自立的なものとし

て把握しようとするものである」と。
2)

ポール (182～ 1913年)の構想によれば,一般に

農学の体系は,次の三つの領域から成り立たなけ

ればならなかった。すなわち,「経済の学 (ёkOnO_

mik)」 ,「技術の学 (Technik)」 , そしていわゆる

「方法の学 (Methodelehre)」 ―
この表現が しば

しば混乱を惹きおこす
3)_の三つであり, 農業

経営学は,こ のうちの二つ,すなわち「経済の学」

と「方法の学」との二つの領域に属するものとさ

れている。そして,経済の学は
一

ポールによっ

て学説史初めて
一

 「農場経営経済学 (Okonomik
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der Landgutswirtschaft)」 という名称で呼ばれ,主

体的な経営活動を,む しろ客体的に経営現象とし

て認識することによって,そ こに分析的な因果法

則定立の理論科学として構築しようとする。もう

一つの部分の「方法の学」は,こ れにたいして,

前者で得られた法則性を,農場経営の目的にいか

1に 応用するかという,綜合的な目的論的な「組み

立ての学 (eine Konstruktionslehre)」 の性格をも

つが,それは従来のいわゆる「処方箋の学」とは

異なって,経営活動の行動準則 (Kunst od.Regal)

を貫く法則性―
それは経済的であると同時に技

術的であるという,総合的な性格の法則性である

一
を定立する理論的な「方法の学」としてであ

った。そしてこの部分は,一つは「農場経営組織

学 (Organisationslehre der Landgutswirtschaft)」 ,

および「農場経営管理学 (Direktionslぬre der Land‐

gutsWirtschaft)」 の二つの部分から成りたつ。

ここに,農業経営学は学説史上初 めて,明 確

に,因果法則定立の自立的な学問領域であること

が提示され,従来の「いかにあるべきか」を求め

るとする伝統的な処方箋集成的経営学が批判され

るとともに,独立の理論科学として,農学体系の

なかで他の自然科学的領域に相並んで存在するこ

とを立証しようとしたのであった。

さて,ポ ールの『農業経営学』は,第一部・農

場経営経済学, 第 二部・農場経営組織学, 第二

部 。農場経営管理学,の 3部から成る。ただし,

第二部は未刊のままに終わった。第一部の「農場

経営経済学」の内容は,次のようなもので あ っ

た。

農業経営学の歴史と文献

農業経営学の概念

農場経営経済学

基礎

A.人間とその欲望

B.人間とその欲望の充足

物財と資産 (物量と自然の大きさ,価値,価値

の大きさ,価格と市場,利子と地代),

労働 (そ の本質),

経済 (技術と経済,経済性原則,経済の種類,

農場経済 〔第I段階。オイコス経営, 第Ⅱ段階

。官房経営,経営の第Ⅲ段階〕)。

第 1章 農場経営の経済目的の諸原則 (営 利原

則,嗜好原則,倫理原則, 目的諸原則の融合)

第 1章 農場経営の経済諸要素

A.農業者の営利資産 (資本)

1.農場 (土地,土地改良,植樹,建造物,無

形要素)

2.経営資本 (固定資本,流動資本)

B.農業者の労働資産 (労働)

1. 労働客体

2.労働主体

第 Ⅲ章 農場経営の生産過程

A.農場経営の生産過程の技術面

1.耕種生産

2.畜産生産

3.農産加工生産

4.補助的生産

B.農場経営の生産過程の経済面

1.個々の経済過程 (消費,生産,消費と生

産の比較,経済的個別過程の構成要素,経

済的個別過程構成要素の結合形態)

2.農場経営の経済構造 (その本質)

第Ⅳ章 農場経営の種類

(時 と所を考慮 しない農場経営一般の種

類,歴史的観点での農場経営の種類)

以上の「認識論=理論的部分 (Erkenntnis=theo‐

“
tischer Teil)」 と把えられている農業経営学に

固有の理論篇に,第二部・経営組織学と第二部・

経営管理学の「応用的部分」が続くことになる。

「農場経営経済学」の以上の体系は,農場経営の

本質について経済学的観点から把えるために,日

的論,要素論,生産過程論,経営種類,の 4つの

部分から構成されている。そして,こ れらはあく

までも一 技術学的側面融 別しながら一 農場

経営の経済学的カテゴリーとして純化することを

意図するものであった。



2θ

ポールのこの経営経済学の理論体系 に対 して

は,当時すでに,一方では技術主義的経営学の立

場からアルブレヒト・テーア (大テーアの孫でギー

セン大学農学講座教授)が,他方では経営学=応用

国民経済学の立場からヘンリー・ゼ ッテガース ト

が,それぞれ次のように批判をくわえている。

ポールが農場経営の経済学として,農業経営学

体系を整序するとはいっても,その要素論と生産

過程論については技術学的カテゴリーとして扱わ

れてはいないのかと批判して,テ ー ア は 言 う。

「ここでもまた 〔要素論,生産過程論などを指す

一 訳註〕著者ポールは,経済の学を説 くに技術

の学をもってするように思われ,か くて農場経営

経済学の学問としての自立性とは危っかしいもの

のように見える」と。
4)

これに対しては,ポール自身その第皿章A「農

場経営の生産過程の技術面」の冒頭で,「この農

場経営の経済学にあっては,本来,ただ農場経営

の生産過程の経済的側面だけが述べられるべきな

のかもしれない。 しかし,農業者の考え方を観察

する者は,経済的立場がきわめてしばしば技術的

立場と取り違えられていることに気付 くものであ

り,そ こからまったく不明確な歪曲された見方が

生じ,実践においてもそれに照応 してきわめて し

ばしば誤ることになる。それゆえ,農場経営の経

済的側面をより明瞭に示すために,ま た同時に,

その経済的側面の特色を際立たせクローズアップ

するために,以下においては,こ の二つの立場の

特色を明らかにし,農業生産過程をこの二つの視

点から考察 しなければならない」
5)と , 生産過程

の技術学的側面をも対象として,体系に取り込む

ことの理由を述べている。つまり,そ の「農場経

営経済学」としての体系のなかに,生産技術学的

カテゴリーをも取り込んでいるの は,次 に くる

「農場経営の生産過程の経済面」に対する比較対

照といった,「たんなる便宜上 の 配慮 (nur aus

OpportunitatSruckSichten)」 からのこと にす ぎ な

い,と いう理由からであった。

同様に,ポ ールは体系における土地,資本,労

働という,い わゆる「経営要素」論の扱いについ

ても
一

既存の農業経営学体系とは違って
一 明

確に「農場経営の経済諸要素」としてのみ対象と

することを主張した。「農場経営の目的設定につ

づいては,われわれは要素論を展開しなければな

らない。農学では,前述の目的にかかわる諸要素

のあらゆる属性を対象とする。この意味では,要 :

素論はまずは自然物 (Naturkёrper)と して把えら

れ,自 然全体におけるその位置づけのためには博

物学,それぞれの本性解明のためには物理学・化

学・編学・生物学を統合する農学各部門がある。

われわれの目的にとっては,要素論にはもうひと

つ別の属性がある。すなわち,人間の社会的生活

から生じる属性がある。ここで想起すべきは,要 :

素の価値属性 (Werteigenschaft)である。この属性

も農学で展開しなければならない。このための原:

典は,言 うまでもなく社会科学である。」
6)

また,応用国民経済学としての農業経営学とい

う立場をとるゼ ッテガース トは,ポ ールの「農場ヽ

経営経済学」の体系について,「農業が有機体で

あることを考えれば,こ のような要素論から始め

るポールの方法によっては,現実の動いている経

営活動を認識することは読者には難 しいし,ま た

読者は,農業が有機体であるにもかかわらず,あ

たかもそれをただ動いている機械であるかのよう

に考え,読者にはまずその車輪だとか,そ のネジ

といった個々の部品が示され,次いでこれら部品

をめいめい自分勝手に組み立てるためのこまかな

記述がなされる,と いった危険性が あ る」
7)と

批

判 した。

この批判に対しては,ポールはその体系を要素

論から始めるのは,ま さに単純なものから複雑な

ものへという,事物についての分析的な科学的認

識論の方法であることを強調するのであった。

以上に見る両者いずれの批判点も,実は農業経

営学を農業経営経済学として体系化 しようとする

場合の,も っとも基本的な問題点であり,今日に

いたるまで経営学論争の主要争点となっている。

注

1) Pohl, Johann: Landwirtschaftliche Betriebs‐



農業経営学の体系化                      21
1ehre.lter Teil.Okonomik der Lundgutswirt‐  に関す る「実践論 (Pra対 s)」 との二つの部分に分
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6)a.a.0.S.38-39.

7)Fuhling's Landwirtschaftliche Zeitung 1885。
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(2)

ポールの考えによれば,一般に農学は終局的に

は,あ る所与の農場を,そ れを構成するすべての

要素によっていかに合目的的に利用すべきか,ま

たそのためにいかに運営すべきかということを示

さなければならない。だがこれは,農学の形式上

の視点である。学問としては,「農学は農場の,

またその構成要素と農場経営のすべてについての
‐並遍的本質を究め,次いでは合目的的な方法の普

堀的本質を究め,そ して最後に,あ る所与の農場

:経営をいかに合目的的に運営すべきかということ

を究める」
1)も のとされている。

こうして農学全体の体系は,(1)普 遍的本質を追

_求する「認識論的=理論的部分 (erkenntnistheore‐

tischer Teil der Landwirtschaftslehre)」 と,(2)あ

る所与の農場経営をいかに合目的的に運営すべき

かという「応用的部分(angewandter Teil“ r Land‐

WirtSChaftslehre)に 分けられ る。だが後者につい

ては,さ らにいわゆる「方法の学(MethOdelehre)」

という理論的な認識論的方法科学と,そ してそれ

に基づいて打ち出される,技法 (Kunst od.Regel)

美学,倫理学に基づいている。この経営学の認識

論的=理論的部分は,論理的に対等の立場で,生

産学一般
一

農場経営の技術の学 (TeChnik)と 呼

ばれるもので,こ れはこれで自然科学 (博物学,物

理,化学,地学,生物学)にその基礎をお く
―

に

相並び立つ。これは生産学一般とともに,理論的

農学全体を構成する。経営学の認識論的=理論的

部分全体に,技術の学に対抗できる名称を与える

ために,われわれは,こ れを農場経営 (ま たは農業

者)経済学という言葉を当てる。

この農業者経済学は,か くてわれわれの場合 ,

農業経営学の一部をなす。この部分に つ づ い て

は,応用農学全体,すなわち組織学と管理学が く

る。われわれが,農業経営学と称 しているものの

内容全体は以上である。

このように,農業経営学の内容は本来複数の学

問から成 り立っていることが明らかであろう。理

論的部分である農場経営経済学と,応用的部分で

ある組織・管理学とでは,明 らかに対象は違って

おり,農場経営を一方は抽象的に,他方は具体的

に対象とし,か くて考え方も違ってきて,一方は

直接法で考え,ま た本質的 に 因果論的 (kausalis‐

tiSCh)で あり,他方は命令法で 考 え る 目的論的

(tele010gisch)な ものである。また学としても,一
方は普遍的な農業の知識を求め,他方はこの知識

の応用方法を求める。この理論的部分でも総合的
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に考えるのではあるが,こ の総合はただ社会経済

的要因だけに限って学的体系に組み込まれるのに

たいして,経営学の応用的部分での総合はもっと

広 く,自 然的諸属性をも取り込む。」
2)

この引例の示 しているように,従来は農業経営

学全体が,「いかにあるべきか」を求める単なる

応用科学として考えられてきた通説的な考え方に

反対して
― 次に述べるように

一
一方は国民経

済学に対するその独自性において,他方はリービ

ッヒ学派による,農業生産学の単なる応用分野と

看なす応用自然科学的把握に対 して,こ こに新た

に「農場経営経済学」という,個別経営について

の経済的諸関係を対象とした,独自の因果法則定

立の経済科学として成立することを主張し,こ れ

を科学として自立化させようとするのが,ポール

の意図するところであった。この点は,学説史上

ポールの第一の巨大な足跡と言われるべ きで あ

る。

この「農場経営経済学」が国民経済学の単なる

応用篇ではないことについては,ポ ールは,次の

ように「純粋国民経済学」とは違った,「博識家

的性格 (p。lyhiStOriSCher Charakter)」 の総合的な

理論的社会科学であることを主張する。

「あらゆる純粋科学は分析的に事を す す め る

し,ま たそうでなければならない。そうでなけれ

ば妥当な普遍的な結論に達することができない。

だから純粋科学は,つねに物事を一面的にだけ把

える。物理学は形態の外部変化を示す現象だけを

把え,化学は物質変化を示す現象だけを把え,純

粋国民経済学は財貨追求の結果としてあらわれる

経済現象だけを把える,等々。だから,いかなる

純粋科学といえども,即 自的には,現実界の事象

を全体として理論的に認識することには適当でな

く,そ れゆえ農場経営要素についても同 じで あ

る。農学が農場経営要素について,現実に則 した

認識を得るためには,こ れら要素についてのすべ

ての属性が示されねばならず,そ のためにはそれ

ぞれ個々の属性を明らかにする個々の学問を総合

すること,つまりは社会科学と自然科学とのすべ

ての分野を総合しなければならない。」
3)そ して ,

農場経営経済学は,物理学や化学のように,け ,
して純粋科学と言うことはできない。純粋科学は

抽象的に,事象の一面だけを究める。ここでの農[

場経営経済学は,こ れにたいして,事象をその資

財としての属性において考察するものであり,経 :

済活動の自由な流れにおいて,ま た “法律"を通_

じて,さ らにはその美学的・倫理学的属性におい

て規定するといった総合的考察を必要とするもの,

である」
4)と して,「純粋国民経済学」の単なる応:

用篇としてその「農場経営経済学」を把えること

を否定 し,特殊な理論経済科学としての独立性の

根拠を「総合性」に求めたものであった。

ポールによる以上の主張は,の ちに経営経済学

と国民経済学との識別の問題として
一

いったい、

独立 した経営経済学は存在できるのか,あ るいは

また,それは国民経済学に従属 した非独立の応用

篇にすぎないのか,等々
―

経営学論争の主要争

点となってゆ く。

ポールの経営学体系についての第二 の 問題 点.

は, その「方法の学 (Methodelehre)」 と して の

「組織・管理学」の主張である。第一の理論篇と

しての「農場経営経済学」の単なる応用としてで

はなく,「科学的方法の学」といった形での「応.

用科学」として主張するのである。

この主張は必ずしも明快ではない。 しかしポー

ルの「方法の学」の主張は,い わゆる “クンス ト

・ レーレ"と して実地の処方箋を書 く類いの「方
‐

法論」としてではない。後者はこの「方法の学」

に基づいた「実践論」の分野に属する もの と し

て,別途に第二の領域として,経営学体系自身と

は切り離された「マイスターの領域 (das Gebiet

des"Meisters“ )」 と把えられなければ ならなかっ

た。
5)

このように, ポールの「方法の学」の主 張 に

は,経営学の認識対象が何であるのか を め ぐ っ

て,客観的な合則性の追求と,目 的論的な政策の

確立,理論と実践との峻別,両者の主観主義的混:

同に対する批判があるとみることができる。この

点は,ポール体系の第二の学説史的意義であり,

のちに経営学論争の主要争点となるところであっ
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た。                        しかし,ポールが「農場経営経済学」を自立的

さて,ポールは「方法の学」を次のように規定  な経済的理論科学と看なして,そ の応用として目

する。「理論的部分と並んで,農学ではなお応用  的論的な「農場経営組織学・管理学」を展開する

的部分がある。前者は農場経営を抽象的かつ有機  という場合,ポールの「方法の学」という主張に

的に考察するが,後者はその具体性において把え  対しては,次のワーテルシュトラットのような常

農場経営をその目的に向けていかに合目的的に運  識的な批判の出ることも当然のように思われる。

営すべきかを究めねばならない。・……この応用的   「注目され,多 くの点で正しいのは,ポ ールに

部分で究められるすべては,や り方 (Handlung)  よる経営学の体系的展開である。彼はまず,経営

ということであり,他方理論的部分では,ただ知  学を認識論的部分と応用的部分と応用的部分に分

識だけがその内容をなす。やり方とは,結局のと  け,前者は本質的に分析的に,後者は総合的に研

ころ方法である。この方法はまた理論的にも把え  究するものと前提し,ま た,あ らゆる純粋科学が

られる。だから農学のこの応用的部分は,理論的  要素を基礎づけ展開する点で演繹的に研究するの

な方法の学 (eine angemeine Methodelehre)と な  にたいして,応用科学は帰納的に結合すべきであ

り,普遍的な認識論である理論的部分 と対 立 す  ると正しく,理論的に認識している。ただ認めら

る。・……方法の学を確定することによって,や り  れないのは,彼がその応用的部分を “方法の学"

方自体,すなわち実践論がこれにつづ く。これ  と呼んでいる点である。確かにポールの得意な収

は,方法の学のなかで合目的的と確定されたもの  益計算の勘定法は
一

それが正確で原理どおり科

すべてを正しく,しかも上手に遂行することにあ  学的にやられておれば
一 科学的方法とも言えよ

る。実践論自体は,理論的部分と応用的部分とに  うし,ま た,簿記や評価論,も っとも収益的な経

対して第二の部分である。それは所与のケースに  営方式の確定といったことも,そ の目的とやり方

おいて正しいと認識されたものを具体化する。こ  とによっては科学的方法とも言うことができる。

れは狭義の技法 (Kunst)と いうことである。」
6)  けれども,広範な学問領域全体を指して “方法の

「方法の学は,実地で実際にいかになすべきか  学''と 呼ぶことは,言葉の慣用法に合わず,ま た

という実践については,対象とすべきではない。  従来確かに,あ まり統一的な用語法ではなかった

もしそのようなものとして把えるのであれば,そ  この言葉を,い っそう混乱させるものにちがいな

れに対しては学問を巫女のご神託のごときに堕す  い。それによって考えられるのは,今 日の一般的

るものと言うべきで,われわれが通常科学的と称  な学問的用語法としての ``研究方法論"だけであ

しているそのやり方のメリットを失って しま う  るが,他方,ポールはこの言葉によって,応用実:

であろう。科学的方法の学は,ただ農業者を合目  践的経営学の全領域を理解している。」8)

的的に正しく経営させるための一般理論としての   このように,ポールの「方法学」自体としては

み,存続することができる。」
7)         その主張に明快さを欠くところがあるとはいえ,

以上の引例がポール主張の「方法の学」の存在  科学の法則,つまり人間の意思に依存することな

理由である。この主張については,今日,労働生  く,生起 。発展する経営現象の客観過程を支配す

理学と労働心理学に基礎をおく,自 然科学系列の  る事物の因果関係を究明する客観的合則性の問題

「組織科学」や「管理工学」といった「経営・労  を,人間の意識性の支配する目的論的な,法則の

働諸科学 (Betriebs‐ u.Arbeitswissenschaften)」 を念  利用・適用・応用といった,政策の「実践論」の

頭すれば,そ の意味ではポールの主張も,こ の面  問題と混同することを批判するという,こ のポー

での最初の問題提起とも言えよう (も っとも崩芽  ルの問題提起としては,経営学方法論の展開に大

的には,すでにシュルツェのいわゆ る「人 間科  なき足跡を残したことになる。

学」の主張のなかにも見られた)。
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