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M.フ ェスカの「甲斐国農業論」 (2)

― 農事改良の新動向をめぐって
一

友 田 清 彦

明治 15年 (1882)11月 ,わが国農商務省の招

聘に応 じて来日したマックス・フェスカは,土性

調査事業のため,同 18年までに山梨県をはじめ

関東 。東海 。中部の諸県にわたって精力的な巡回

調査を行なった。この調査による日本農業の実態

に対する見聞こそが,存 日中期以降における一連

の主要な論考の出発点 となる,Die landwirth_

schaftlichen Verhaeltnisse der Kai― :Provinz in

13eziehung zu denen des Japanischen ]R.eiches,

ュィjιιん。″Jしれg。れ αθrごιαιscんθれ GasazJscんαノι/ar
AZαι

“
r― αれd70Zたθrたしれαθ Osιαsjοれs.Bd.41:Ieft.

34.(1886)〔以下「甲斐国農業論」と呼ぶ〕成立

の背景をなしていることは,すでに本誌前号の拙

稿で明らかにした。

次いで本稿では,「 甲斐国農業論」を紹介・検

討するための前提として,明治 10年代後半の山

梨県当局による農事改良の新動向に関 し考察を加

えておきたい。

2.山 梨県 における農事改良の新動向

1)明治 10年代前半

明治 14年 (1881)4月 における内務省勧農局の

廃止と農商務省の創設とを画期として,政府の勧

農政策が一大転換を遂げたことは,周知のごとく

である。 これにともなって,府県における勧農政

策 もまた大きく変り,こ の点は山梨県も例外では

なかった。そこで本項では,明治 10年代後半と

の対照の意味で,10年代前半における農事改良

の性格について一瞥しておこう
1)。

明治 6年 (1873)1月 か ら同 20年 (1887)3月

まで,十四年余にわたって山梨県権令,県令,知

事を勤めた藤村紫郎は,そ の在任期間の前期には ,

積極的な勧農政策を展開 した。同 9年 における

勧業試験所の創設,10年の葡萄酒醸造所の設置 ,

12年 の植物試験所の設立等々がそれである。な

かんず く 10年代前半 における農事改良の中心機

関は,西山梨郡甲府城内と北巨摩郡 日野春村の 2

カ所に設けられた植物試験所であった。前者は勧

業試験所を母体として,専 ら和洋ブドウの栽培お

よびブ ドウ酒の醸造を主 とし,ま た後者は同 6

年に始まる荒蕪地開墾を端緒として,桑を栽培 し,

蚕室を設け,同地の人々に栽桑・養蚕の利益を知

らせるために,養蚕の事業を専 らとしていたが ,

植物試験所 としての設立に当たっては,「 内外ノ

穀菜,菓樹,糖製,等農業二益アルモノヲ取テ其

栽培ヲ試験講究シ之 ヲ管内二伝播セシメン」こと

を目的に掲げた。内務省の内藤新宿試験場や三田

育種場の山梨県版と言ってよいであろう。

甲府城内の植物試験所で栽培された作物は,米

国ブドウ,仏国ブドウ,和 ブ ドウ,洋種 リンゴ
,

米国オウ トウ,同モモ,同 スモモ (6種 ),同 ナシ

(5種 ),同 アンズ (2種 ),同 マルメロ,同イチジ

ク (2種 ),カ キ (鹿児島県産),ス グリ (2種 ),イ

チゴ (2種),米国大小麦,同 トウモロコシ,寒水

米種,陸稲,大豆 (千葉県産),小豆 (長野県産),

インゲン,エ ンドウ,ラ ッカセイ,キ ュウリ,ニ
ンジン,ホ ースラディッシュ, タバコ,ホ ップ

,

オリスロー ト,ア マ,ア ップランド・ コットン
,

ミツマタ,ガ ンピ,ニ ヮウルシ,ユ ーカリなどで

あり,洋種ブ ドウ,雑果,ラ ッカセイ,洋種大小

麦,野菜種子などが県民に払下げられた。また ,
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日野春の植物試験所では,米国ブドウ,和 ブドウ
,

米国 リンゴ,同ナシ,同オウ トウ,カ キ,ク リ,

アーモンド,大小麦,バ レイショ, ダイコン,ニ

ンジン,ラ ッカセイ,ロ ゾク,アマ,ツ バキ,コ

ウゾ, ミツタマ,キ リ,ア カガシなどが栽培され

た。この他 ,両所では明治 12年 (1879)中 に米

国大小麦栽培試験,ア ップランド・ コットン栽培

試験,ロ ゾク栽培および製糖試験,ラ ッカセイ栽

培試験,寒水米種試験が行なわれている。

畜産,と くに牧牛については,従来牧牛の事業

を興すものが絶えてなく,牛を耕転に使用する村

もわずか 2,3カ 村にすぎなかったので,明治 10

年「内務省貸与及買入洋牛数頭ヲ勧業試験所内ニ

畜養シ漸次蕃殖 ヲ以テー般二普及セシメント」と

したが,翌 11年 7月 ,農産社から請願があり,

洋牛 14頭 を貸与 した
2)。

その後は,同社が県当

局に代わり,牧牛振興の中心機関となった。

この農産社は,栗原信近が北巨摩郡の有志に働

きかけ,牧畜・紡績などの業を興すために,県の

許可をうけ,明 治 11年 5月 に創設 した殖産会社

でぁった
3)。

栗原は藤村県令と密接な関係をもち,

その指導の下に,同 7年 (1874)富 士川運輸会社

を設立し,同年さらに山梨県最初の近代的金融機

関である興益社,のちの第十国立銀行を創設,社

長となり,ま た同 12年の山梨県商法会議所設立

に当たっては会頭にあげられるなど,当時の代表

的な実業家の一人であり,従 って藤村県令の殖産

興業方針を承けて設立された農産社も,県から手

厚い庇護を受けた
4)。

ちなみに,藤村県令自身も

同社の株主となり,2,500円 を出資 している。

県か ら洋牛 14頭の貸与を受けた農産社は,こ

のうち 11頭を日野春に送 り,3頭を甲府に置い

たが ,さ らに同年中に兵庫県但馬か ら和牛 100

頭を購入し,日 野春と御座石の両牧場に分け,あ

るいは県民に貸与 した
5)。

明治 12年 には,農産

社の牧場は,西山梨郡甲府日向町に甲府牧 1町 6

反 4畝 歩 ,北 巨摩郡 日野春村に日野春牧 3町 5

反 1畝歩,同郡円野村に御座石牧 13町 3反 3畝

歩の計 18町 4反 8畝歩を所有ないし県から貸り

受け,洋種牝 12頭,同牡 11頭 ,和種牝 107頭 ,

同牡 13頭 ,洋種慣牝 4頭 ,同牡 6頭,五分雑種

憤牝 5頭 ,同牡 5頭 ,和種憤牝 13頭,同牡 7頭

の計 183頭を飼育するまでに,そ の事業を拡大

してぃた
6)。

ちなみに,県から手厚い庇護を受け

た農産社も,他の多 くの殖産会社と同様,と くに

紡績部門の不振による経営悪化のため,明治 15

年 (1882)倒 産 した。

以上,極 く簡単に明治 10年代前半における山

梨県農事改良の動向を見てきた。この大雑杷な記

述からも,その性格が政府の勧農政策の場合と同

様,いかに欧米直輸入的なものであり,かつ県当

局の強い直接的指導の下に行なわれたかが理解で

きよう。

2)明治 10年代後半

山梨県における農事改良の性格は,前述のごと

く,明 治 14年 (1881)前 後を画期 として,大 き

く転換する。山梨県立図書館所蔵『地方巡察使質

問條項答案』(明治16年 9月編)の「勧業ノ景況」

では,明 治 6年 (1873)以 来,官費をもって原野

開墾,養蚕の事業を興 し,ま た植物試験所,器械

製糸所,葡萄酒醸造所,製藍所,職工所などを設

立 し,率先 して殖産興業を図ってきたが,こ れを

模範として民間事業を興すものが陸続としてあい

つぎ,同 12年頃より昔 日の面目を一変 したと述

べ ,「愛二於テ乎勧誘ノ針路ハ改正シ既立事業ノ

如キハ之 ヲ修成スルニ止メ新タニ農事講習所馬耕

改良法農具ノ改良山林苗圃ノ設置農馬種改良諸産

共進会牧畜等ノ各事二及ホサントス」と記 してい

る。後述するごとく,農事講習所の設立準備が開

始 されたのが明治 14年 ,馬耕法の改良に着手 し

たのも同年,さ らに山林苗圃の開設も同じ年であ

る
7)。

二重 ,愛知,静岡,山梨の四県聯合共進会

(藍葉 ,茶 ,繭 ,生糸)が甲府で開催されたのは,

翌 15年 9月 であった
8)。

また,明治 14年 9月 22日 から 26日 まで,山

梨県が主催県となり,山梨,二重,愛知,静岡各

県の勧業課員ならびに勧業篤志家が集まり,東海

農区聯合勧業談話会が開催された。提出された論

題は,以下の 11項 目であった。1,東海農区諸



県の間に種苗交換の便法を設けること,2,東海

農区の間に通信報告の便法を設けること,3,植
物害虫予防駆除の方法,4,農具の便否につき改

良の方法,5,共進会の得失,6,農談会施行の方

法,7,種子物精撰および貯蔵の方法,8,山林保

護法 ,9,肥料製造の方法および肥料の効用なら

びに施肥の方法,10,植物疾病予防および駆除法 ,

11,牛馬種改良および管理法である
9)。

明治 14年を画期 としての農事改良の性格の変

化は,上記のことからだけでも明らかであろう。

一言で言えば,欧米直輸入的な農事改良の方向か

ら在来農事の改良の方向への一大転換,つまり官

営施設を中心とした県の強力な直接指導の方向か

ら比較的問接的な指導の方向への転換であった。

ところで,上述 した農事改良の諸施策のうち,

10年代後半に最 も大きな比重を占めたのは,馬

耕法の改良と農事講習所とであった。農事講習所

創設の計画が ,「実二昨十四年二月二在 リテ熊本

県ヨリ馬耕授業師ヲ雇ヒ来 り従来本県下二行ハル ヽ

所ノ耕作法ヲ改良セント謀 リシヲ濫腸」
10)と

した

ことからも解るように,馬耕法の改良と農事講習

所とは極めて密接な関係にあり,前者に係わる費

用 (馬耕授業師給与等)も 予算上は農事講習所費か

ら支出されていたが,14年 3月 の通常県会で審

議 された勧業費 7,016円 10銭中,農事講習所費

は 2,785円 で第 1位を占め,その約 40パーセン

トにも及んでいる
11)。

そこで以下,馬耕法の改良

と農事講習所とを例に取り,当該時期における農

事改良の動向をやや詳 しく検討 してみたい12)。

(1)馬耕法の改良

県令藤村紫朗は,明治 14年 (1881)2月 26日

付けで「甲第二拾式号」を布達 した。その中で藤

村は,山梨県の農業は近隣諸県に比べて遜色はな

いが,西南地方に比べれば遅れており,その優れ

た馬耕法を導入 して,一馬二人を要 し,作業能率

が悪 く,かつ梨の製造が粗陸で耕転に不便な旧来

の馬耕法を改良すれば,そ の余力で耕地を拡げ ,

あるいは栽培方法を一層精密にすることができる。

こうした改良馬耕法による収穫増が全県下に普及
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すれば,その公益 も少なくないので,馬耕法の改

良を図る旨,通達 している。具体的には「此回馬

耕及肥培等改良の為め農夫を熊本県より聘雇 し不

日着県可致筈」なので,授業師を養成する目的で

伝習生 7名 を募ると述べている。ちなみに藤村

は,熊本城下寺原町出身の旧熊本藩士であった。

ところで,上の布達にもあるごとく,山梨県は

明治以前からの馬耕地帯であった。これについて

は,つ とに清水浩氏が指摘 しており,牛馬耕の普

及 していなかった東 日本 (関 が原以東)において

は,越中 。上州の一部 と並 んで例外的であっ

た
13)。

ただし,その馬耕も長床梨によるもので ,

西南地方,と くに筑前・肥後などのそれに比べれば

かなり遅れたものであり,こ こに馬耕法の改良が

始められる原因があった
14)。

ところが,従来の研

究では,こ の明治 14年から始まる山梨県の馬耕

法改良に触れたものはほとんどなく,わずかに清

水氏が これに関連 して ,「 1883年 (明治 16)の報

告によると,中 巨摩郡では改良馬耕法伝習のため

教師を池田村外十三カ所に派遣 したという」
15)と

述べ,改良法と旧慣法との馬耕能率に関する表を

引用 し,「 この改良馬耕法というのは北九州式の

馬耕法をさすもののようである」
16)と

推測 してい

る程度である。

さて,前述の布達には別紙が付されているが ,

それに拠れば,改良馬耕法の伝習期間はおよそ 1

年間,農事講習所に寄宿させ給費をもって行ない
,

卒業生には授業師としての卒業証書を与え,卒業

後は農事講習所に雇入れる場合があること,雇入

れない場合は県民に改良馬耕法を教授することを

許可 し,いずれは授業師を各郡に巡遣 し適宜の方

法を設けて広 く県民に伝習させることなどが定め

られており,ま た応募の要件としては,年齢が 20

歳以上 30歳未満,身体強壮で,かつ旧来の馬耕

を行ない,その使用法を心得ていることなどが規

定されている。

か くて,明 治 14年 2月 中に,熊本県から授業

師として吉田和平を雇入れ,生徒数名を募って馬

耕伝習が開始された。当初の予定では伝習期間は

1年 間であったが,2,3週 間で改良馬耕法に熟
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練するものを見るに至ったので,む しろ実地に試

用伝習する方が便利であるとのことから,各地ヘ

の派出伝習を行なうことになった。なお,講習所

内での伝習では,西八代郡印沢村の青柳文治郎と

東八代郡祝村の奥村政吉に卒業証を授与 した。

派出伝習は,同年 5月 か ら開始 された。この

月,東八代郡鵜飼村外の各村を巡回して,有志者

の耕地で実地に試験 し,ま た 10月 には西八代郡

市川大門村および高田村などに出張し,秋季播麦の

耕地に試験 した。その結果,改良馬耕法が旧慣法

に比べて優れたものであることが解り,伝習を希

望するものが日に多きを加えるに至った。さらに

翌 11年 ,中 巨摩郡龍王から富田,鎌田,稲積な

どの各村を巡回し,その便益を説き,運用を実地

に試み,ま た希望者について伝習を行ない,わず

か 1,2週間でその運用を解するものを多 く得る

に至った。 この派出伝習では,稲積村の近藤伴右

衛門外 7名 に卒業証が授与 され,な かで も近藤

は郡中第一の巧手とされた。

ところで当時,改良馬耕法は旧慣法に比べ,ど

のような点で優れていると認識されていたのであ

ろうか。勧業課員村山光徳は,改良法には「第一

人カヲ省キ第二使用簡便第二深耕ノ利ア リ」と述

べ,と くに旧慣法では 1日 で田 1反 5畝歩 しか

耕やせないのに,改良法によればこの面積は半日

仕事に過ぎないと,その効率性を強調 している。

また,別 の報告 も改良法の利点の第一 として ,

「従来ノ馬耕 卜比較スレバ凡ソ三分ノーヲ増耕」

しうることを挙げ,その他に馬の口取人を省 くな

どの点をあげている。

このような好成積の結果,中 巨摩郡では派出伝

習を請 うもの 23カ 村に及び,他の諸郡でも伝習

を望む もの多 く,明治 15年 (1882)に 至 り,と

うてい授業師一人では各地からの要求に応ずるこ

とができないため,当初のやり方を改め,給費入

場生徒を廃 し,新 らたに助教を増員 して各地に派

遣,伝習せ じめることになった。助教には,三島

源七が任ぜ られた。

同年春には,南都留郡桂村および北都留郡大目

村か らの請求により授業師を派遣 し,わずか 1

週間の伝習で運用を解する生徒数十名に及んだ。

この際,南都留郡瑞穂村学務委員奥秋佐五郎は,

改良馬耕法の普及に熱心で,毎 日現場にのぞみ自

ら伝習を乞うたと言われるが,その理由は従来の

ごとく馬の回取 りが必要でなく,「移苗播種の時

に方たり小学生徒 (従来の法たる馬の口付人足は概

ね十四,五歳以下の幼者を使役するの習慣なり)を休

学せ しむるが如きこともな」いということからで

あった。

さ らに同年 9月 20日 か ら 10月 3日 まで,農

事講習所幹事白石修太郎が改良馬耕法伝習監督と

なり,授業師吉田和平,三島源七をひきつれ,東

山梨郡勝沼,小佐手の両村および東八代郡祝村外

6カ 村を巡回 した。この巡回では,雨 などのため

に実際にはわずか 8日 間 しか改良法を施行でき

ず,水田はもちろん,畑 にも空地が少なく,伝習

希望者は多 くて も応 じがたい事情があったが,9
カ村の畑地 12カ 所で 9反 4畝 25歩を試耕 し,伝

習者 33名 ,立会官吏等 46名 ,参観者約 760名

に及んだという。

この巡回で注目すべきことは,前年に祝村にお

いて改良法を実施 した耕地で,多少減収 したとの

声があがっていることである。伝習監督の自石は
,

その原因は過度に深耕 し,下層の痔土まで及んで

しまったためであると指摘 し,徐々に深耕 し,か

つ適当の肥料を施せば土地は肥え収穫 も増すが ,

みだりに深 く耕すのは誤りであると述べている。

また,探耕のゆえをもって改良法を非難するもの

に対 しては,「此等の人は下作に笈々たる小氏に

して宅も地味をして永久に保存するの慮なく菅に

少許の肥料を表面に施 して一季限の収穫を博せん

と欲するものなれば耕すこと深きを以て肥料を下庭

に放鼠すとの愚考なるべ し」と批判 し,さ らにこ

の地方の水田に倒伏が多いのは耕深の浅いためで

あり,今 日改良法による深耕が必要なゆえんであ

ると述べている。いずれにせよ,こ こでは,改良

馬耕法が県当局が述べているごとく県民から全面

的に歓迎されていたわけではなく,他方において

非難の声があがり始めていたことが解かる。

上述のごとく,9月 か ら 10月 にかけての巡回



は,雨などのため充分実施できなかったので,翌

11月 ,東八代郡長加賀美嘉兵衛は再び授業師の

巡回を請い,同 月 22日 か ら翌 12月 2日 まで ,

南八代村外の各村において伝習が行なわれた。こ

こでも,労力を省き,人夫を減ずることが注目さ

れている。さらに,正確な時期は明らかでないが ,

同年秋,北 巨摩郡龍王村外 15カ 村でも派出伝習

が実施されている。

か くて,明治 15年中に 40名の生徒に卒業証

書が授与された。その郡別の内訳は,東山梨郡 11

名 (七里村 7,大藤村 3,勝沼村 1),西 八代郡 10名

(葛籠沢村 5,岩間村 3,高田村 2),北都留郡 10名

(大 目村・広里村各 3,初狩村・七保村各 2),南都留

郡 4名 (桂村),北 巨摩郡 3名 (登美村),中 巨摩

郡 2名 (龍王村・常永村各 1)で ある。東八代郡で

は伝習が行なわれているにもかかわらず,卒業者

が 1名 もいないが,こ れは畑地で しか伝習がで

きず ,「稲田に就 き充分学習せ しむるに非ざれば

卒業証書を与ふる能はさる」ためであった。

明治 16年 (1883)5月 9日 から6月 3日 まで ,

中巨摩郡池田村外 13カ 村において,再び伝習が

行なわれた。この時,改良馬耕法を実施 した面積

は水田 8町 4反 3畝 19歩 ,立会吏員 13名 ,伝

習を受けたもの 25名であり,こ こでは「運転の

自由,耕転の簡便 ,鋤跡の均一等」が注目されて

いる。なお,同年中には北巨摩郡でも伝習が行な

われたようだが,詳細は明らかでない。

同年 7月 までに伝習を終えて,卒業証書を与

え られたものは 22名 で,そ の郡別内訳は中巨摩

郡 9名 (貢川村・押原村・小井川村各 2,池田村・豊

住村 。富田村各 1),北巨摩郡 13名 (日 野春村・菅原

村・駒城村各2,安都玉村・江草村・熱見村 。大泉村・

小淵沢村 。新富村各 1)で ある。従 って,明治 14

年 2月 以降,馬耕伝習卒業証書を授与 されたも

のは,総計で 72名 に及んでいる。

しかし,馬耕法改良のその後の動向は明らかで

ない。わずかに,先 に引用した明治 16年 9月 編

の『地方巡察使質問條項答案』は,「其方法 (改

良馬耕法)ヲ 卒業スルモノ七拾四名二及ベリ (中

略)惜 ムベシ本年ノ県会二於テ之二関スル費用ヲ
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減殺シ亦従前ノ如ク実施スルコ ト能ハザルニ至レ

リ」と述べている。同年 4月 の通常県会におい

て ,農事講習所費が 4,265円 か ら 2,037円 に大

幅に削減され,その中に含まれる馬耕改良関係費

も減額されたのである。これに対 し,県当局は授

業師三島源七を実習教員助手として農事講習所に

兼務させ,改良馬耕法伝習の継続を図るなどした

が,後述のごとく,県会では講習所廃上の意見も

多く,それ自体が危機に瀕 していたのである。

以上,県側の資料により,馬耕法改良の動向を

見てきたが,他方,明治 21年 (1888)9月 に『峡

中沿革史』を刊行 した望月直矢は,その中で明治

「十四年 熊本県の馬耕法を引来て県下に試 しに ,

亀 も益なきのみならず大に土地を害せる向あり。

県民之を摘斥す。久 しからず して停止す。」と述

べている。前述 した,東八代郡祝村での改良馬耕

法による減収のこととあわせて,さ らに検討する

必要があるであろう。

(2)農事講習所

山梨県農事講習所の設立は,明治 14年 (1881)2

月に端を発するが,実質的にその動きが始まった

のは同年 7月 からであり,正式の開校は翌 15年 2

月である。当時,県立の農業教育機関は,宮城 ,

福島,新潟,石川,岐阜,広島,福岡の各県に設

けられており,そのいくつかについては比較的研

究も進んできているが,山梨県農事講習所につい

ては,ほ とんど明らかにされていない17)。

山梨県農事講習所には,前史と呼びうるものが

ある。明治 10年 (1877),勧 業試験所内に葡萄酒

醸造所が設けられたことは前述 したが,同所では

和洋ブドウの栽培やブドウ酒の醸造を試みた以外

に,生徒を募集 し,そ の技術を伝習 した。ただ し,

資料によれば,生徒は山梨県内に限らず,む しろ

県外のものが多かったようである
18)。

次いで,同

13年 (1880),山 梨県会の同年度予算審議では,

新 らたな事業として,勧業試験所内に農事伝習所

を設け,農学校教師を招聘 して県下から優秀な生

徒 10名 を募集 し,ブ ドウ栽培および各種樹芸を

教授するため 600円 が計上され,こ れについて
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審議 した。実際に農事伝習所が設けられたか否か

は明らかでない。

かかる前史をふまえ,翌 14年 2月 ,馬耕法改

良のため授業師を招聘 し,農事講習所はその伝習

ならびに生徒寄宿の基地と位置付けられ,か くて

設立 に向けての動 きが徐々に始まった。同年 7

月,山梨県は,前年 3月 に駒場農学校農学科を

第一期生として卒業 し,当時岐阜県農学校教諭で

あった潮田辰一を教頭として招聘 (月 給25円)し ,

教則・規則を設け,甲府錦町二番地勧業職工所構

内に仮教場を開いた。次いで,同年 9月 ,勧業

課の分掌を定め,出仕宗村光徳,等外一等出仕柴

田亀太郎,等外二等出仕田村鋳作を農事講習所詰

に任 じ,さ らに 11月 ,教科書を選定 し,文部卿

に申し出た。

翌明治 15年 (1882)1月 ,農学本科生徒 15名

を募集 した。応募要件は,年齢 14歳以上 20歳

未満,身体強健なもので,学力試験の範囲は,読

書は十八史略,作文は手簡文・記事文,数学は筆

算四則より比例に至るまで,小学高等科もしくは

中学初等科以上卒業のものには試験を免除 した。

同月,開校に備えて,潮田を二等教諭に任 じ,勧

業課出仕大藤松五郎に二等助教諭を兼任させた。

斯 氏 農 書

英 国 農 業 編

農 業 新 書

草木六部耕種法

成 形 図 説

賀 葡萄栽培書

セ ,ブ ック,フ フ,セ ,フ ァーム
(斯氏農書)原著

プリッチッシエ ,フ アーミング
(英国農業編)原著

ゼ ,カ ツトル ,ラ フじグレート,プ リティン
(英国家畜書)

サイエンチフヒック ,ア グリカルチール
ハウ ,ク ロップス,グロー

ハウ ,ク ロップス ,フ ヒード

ゼ ,フ ァーマルス ,カ レンド

アワ,フ ァーム ,ク ロップス

翌 2月 ,教場を旧甲府城内に移し,中巨摩郡松

島村の士族相原竹雄に雇教員を申し付け,次いで

二等助教諭に任 じ,ま た講習所管理のため勧業課

七等属白石修太郎と同八等属村山光徳を幹事心得

に任 じた。か くて同月,生徒 9名 を入学 させ ,

ここに山梨県農事講習所が開校された。

開校に当たって,潮田は農事講習所の教育方針

について ,「農理ノ最モ精ナルハ欧米二州二過ク

ルナシ然 レトモ各地自ラ習慣アリテ悉クー斎二出

テ難 シ故二本校ハ折衷取捨其宜シキ制 ント欲」す

と述べ,欧米農学を基軸に,在来農学をも若干加

味 した方向性を打ち出している。この点は,講習

所の選定 した教科書か らだけで も明 らかである

(第 1表 )。 そのほとんどは欧米農書ないしその翻

訳で,在来農書は周知の『草木六部耕種法』と

『成形図説』の二点に過ぎない。こうした欧米農

学重視の方向性は,教員たちの学歴とも深 く関連

している。潮田が駒場農学校で学んだ「農学農法

ハ所謂英国牧畜ノ粗大農」
19)で

あった し,ま た二

等助教論の大藤は,千葉県武射郡八田村の出身で ,

明治 2年 (1869)3月 アメ リカに渡 り,カ リフォ

ルニア州において果樹栽培 と醸造を学んで同 9

年 (1876)に 帰国,内務省勧業寮出仕として内藤

第 1表 山 梨 県 農 事 講 習 所 教 科 用 書 表

書 事者氏名

勧 農 局 訳

全

津 田 仙 訳

佐 藤 信 淵 著

鹿児島藩編輯

勧 農 局 訳

ヘンリー・
ステ ンフエン氏著

ウ井ルソン氏著

コレマン氏著

ノル トン氏著

ジョンソン氏著

仝

モル トン氏著

ウ井ルソン氏著

名 巻 冊 ノ 記 号

九十

　

一

一
四

一
十

一
四

一
廿

一
丹

一
五

巻
巻

巻
巻

巻
巻

巻
巻

巻
巻

巻
巻

自
至

自
至

自
至

自
至

自
至

自
至

‐
冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

執

一

五

廿

対

五

二

一
　

一

一

三

三

四 明治八年

全十一年二月

全十四年六月

全九年二月

明治十二年八月

注 :山 梨県立図書館所蔵『明治十四年 官省届』に拠る。ただし,農学書に限り,化学,獣医学,物理学,植物学,文学については省略
した。



新宿試験場に勤務 したが,翌 10年 4月 山梨県に

招かれ,勧業課御用掛として葡萄酒醸造所で外国

ブ ドウの栽培やワインの醸造を指導 した経歴の持

ち主であった。さらに,二等助教諭の相原も,明

治 2年か ら同 9年まで慶応義塾 ,攻玉塾などで

英学,洋算を学び,次いで勧農局下総牧羊場牧羊

科に入学,同 12年 (1879)4月 に卒業 している。

下総牧羊場では,泰西馬耕方式と畜羊管理法を中

心に実習を行ない,学科目は『斯氏農書』などか

ら始まり,主に英米の牧羊書を中心に授業が行な

われていた
20)。

なお,潮田によれば,農事講習所の学科は農学

正科と農業特課から成り,正科には予科が置かれ

ていた。正科では,農学を中心に獣医学などを教

授し,農場実習を行ない,特課では実習を中心に
,

「傍ラ其理義ノ要領フ教授」した。正科について

は潮田,特課については大藤が中心 となり教授 し

た。

明治 15年 7月 ,昇級試験を行ない,ま た新 ら

たに生徒を募集 し,8名を入学させた。さらに同

年 11月 ,規則認可を得て同月 16日 「甲第九拾

四号」として「山梨県農事講習所規則」を制定 。

実施 し,かつ職務章程,生徒訓條などを定めた。

「規則」に拠れば,学科は農学正科と農芸特科と

か ら成り,前者は「主 トシテ農事ノ理法ヲ講習シ

傍 ラ農事二要用ナル他ノ学科ヲ教へ兼テ農場ノ実

習ヲ授クル」ものであり,後者は「正科ヲ脩メス

特二其事業ヲ修ムルモハ 為メニ実地二就キ験習

セシメ傍ラ其理義ノ要領ヲ教授スル」ものであっ

た。正科はさらに本科と予科に分れ,修業年限は

本科が 5級 2年半,予科が 2級 1年であった。

本科には,農学 (土壌,肥料,耕業,栽培,穀麦,

疏菜,牧草,有限耕種物,家屋建築大意,牧畜,森林

拓地,農家経済),農用化学 (自然の作用,土壌肥料,

動物農産物製造の大意,定質分析実習)その他の学科

目を配置 し,農器用法,肥料製造法,穀菜栽培お

よび収納法等々の農場実習が行なわれた。この農

場実習については,「本邦ノ慣法 卜泰西ノ良法 ト

ヲ参酌析衷シテ教授スルモノ」と規定されている。

また,特科は馬耕科 〈修業年限1年),葡葡酒醸造
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科 (3年 )お よび混同農芸科 (1年)か ら成り,後

者は「農学科中農場実習ノ諸課ロニ就テ教授ス」

るものであった。

か くて,明治 15年末に至り,農事講習所 もよ

うや く整備された。『明治十五年山梨県学事年報』

に拠れば,全学期年数は 3年,年中授業日数 216,

教員 3,在籍生徒 15,歳費金額 3,154円 18銭 2

厘となっている。上述 したごとく,生徒は 15年 2

月に 9名 ,11月 に 8名 の計 17名 を入学させてい

るから,こ の間に 2名 は退学 したのであろうか。

また,同年 3月 の通常県会における農事講習所

費の原案は 3,808円 であったので,県会で相当

に予算が削減されたことが解る。

明治 16年 (1883)1月 29日 ,山 梨県農事講習

所の開業式が挙行された。式には藤村県令をはじ

め,警部長,各郡長,本庁各課長,勧業・学務両

課員,常置委員などが出席 し,ま た同所幹事,教

員,生徒などから祝詞や演説があった。なお, こ

の頃の教職員は幹事が自石と勧業課七等属の中田

亮平,教諭が潮田と大藤,助教諭兼書記が相原 ,

さらに助教諭兼舎中取締として牧野康二が加わり,

6名 となっていた。

ところで,同年 2月 から5月 まで,『勧業月報』

(山梨県勧業課)に ,「山梨県農事講習所規則」が

連載された。これには,上述した前年 11月 制定

のものとは異なる点がある。最も大きな違いは ,

予科が廃止 となり,本科の修業年限が 6級 3年

に延長されたことである。これにともなって,従

来予科で教授することになっていた文学,地理学 ,

画学,英学などの諸科目が,初年級の第 6級を

中心に,第 5級の一部に配当されるようになっ

た。農学など従来か らの本科学科 目は,第 5級

以降に配当された。ただし,教科の内容にはほと

んど変化はない。なお,開校以来,予科生を募集

。入学させたという記録は見 られない。

なぜ予科が廃止されたのかの理由は必ずしも明

らかでないが,その背景に農事講習所費削減の間

題があることは確かである。この問題は,前段の

「馬耕法の改良」でも触れたが,明治 16年 4月 の

通常県会において,さ らに尖鋭化 した。すでにこ
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の年 3月 ,県当局は予算の編成に当たって,「県

下ノ民力客歳ノ余弊二因 ミ万般ノ事業例年ノ比準

二依 り難ク充分掛酌ヲ加ヘサルヲ得サル」状況に

あるとの認識から,原案の圧縮を図っていたが,4
月の県会は,「従来批判の的となっていた県令の

独善と干渉主義に対する反撥が,当時の民力困弊

。物価下落の声を背景に,『衛生及病院費』中の

病院費,『教育費』中の山梨女学校費など四議案

を削除あるいは極端に減額修正したため,再議に

付されるという事態を生 じた点で特徴づけ」 られ

る状態であった。農事講習所費も極端に減額修正

された項 目のひとつである。原案は 4,265円 で

あったが,第二次会で「本案は特に農事講習所費

等児戯に等 しく人民の利益を進めるに足 りない」

ので修正すべ しとの提案があり,1,521円 に修正

・可決され,第二次会 も第二次会決議通 り可決 し

たが,県令はこれを不認可,再議に付され,最終

的には 2,037円 に確定 した。農事講習所費をめ

ぐる県会での激 しい対立は,その後も続き,やが

て廃止へと継ってゆく。すでに残された紙数 も少

なくなってきたので,以下この点を中心に見てゆ

こう。

明治 17年 (1884)3月 の通常県会では,その開

会に当たって,藤村県令が「本年ノ如キハ県下一

般二不景気ノ影響二苦 ミ,非常ノ困難二際スル年

柄ナルガ故二,余ハ県治上諸般ノ事業ハ都テ旧規

ヲ継続スルヲ旨 トシ,万不得止モノノ外ハ絶テ改

作スル無キヲ期シ」たと述べているごとく,農事

講習所費の原案も,前年度の原案に比べて大幅に

減縮 した 2,942円 であった。ところが ,第二次

会では講習所費の全額削除案,すなわち廃止論が

出て,議論の結果,廃止論自体は否決されたが ,

予算 は 2,246円 に減額修正された。さらに,第

二次会で再度全額削除案が提案され,採決の結果 ,

今度は削除案が可決された。そこで,県令はこれ

を再議に付 し,常置委員会は 2,503円 を提案 ,

存置論者と廃止論者との激 しい論戦の結果,わず

か 1票 の差で常置委員会案が可決 され,講習所

の存続が決まった。

同年 11月 ,前年 4月 に制定された「農学校通

則」に従い,山梨県農事講習所は山梨県農学校と

改称 され,翌 18年 2月 ,第一種農学校の資格を

もって文部卿の許可を得 ,同年 4月 「甲第弐拾

七号」として「山梨県農学校規則」を制定 した。

第一種農学校は「主 トシテ身弓ヲ善ク農業 ヲ操ルニ

適スヘキモノヲ養成」することを目的に,「実業

ヲ主 トシ兼ネテ学理 ヲ授ケ」るもので,「学理実

業丼二授クル」第二種農学校に比べて,実地的色

彩が強かった。ちなみに,鞍田純氏は,「農学校

通則」により新設 。改組された農学校は「皆第二

種の比較的高級なもので,第一種の実際の農業者

の養成を目指 しぞ農学校は,ほ とんどまったく実

現を見なかったようである」
21)と

述べているが ,

実際には新潟,福岡両県の農学校が第二種となっ

た以外 ,山梨をはじめ宮城,福島 (開成山),石川 ,

山口,鳥取のいずれも第一種農学校であった (広

島は不明)。 いずれにせよ,山梨県農学校への改組

にともない,農学校費は従来の勧業費か らではな

く,教育費から支出されるようになった。

ところで,明治 18年 (1885)3月 の通常県会で

は,藤村県令は前年 と同様,「 目下金融閉塞民生

衰頑ノ折柄ナレバ,余ハ専 ラ支出ノ減額二注意ヲ

加ヘタリ」と述べ,農学校費の原案も前年度より

さらに削 り,2,111円 を提案 した。ところが,第

二次会では存置論者 と廃止論者が激 しく対立 し,

採決の結果廃止となり,第二次会でその復活が提

案されたがこれも否決,さ らに再議に付 されたが ,

復活は遂にならなかった。そこで藤村県令は,同

年 5月 ,文部卿に「農学校費不認可ノ義二付伺」

を提出,文部・内務両省の指揮を得て原案を決行

した。なお,上の「伺」の中で藤村は,廃止論者

の主たる根拠は目下の民力疲弊の中で不必要な学

校は設置できないとするものであったと述べてい

る。

さ らに同年 11月 ,翌明治 19年度の予算審議

を主たる目的に通常県会が開かれた。 この明治 18

年は,そ の冒頭で藤村県令が述べているごとく,

「春来気候不順ニシテ夏季二於テハ暴雨二由テ県

下一般二大災害ヲ蒙 り,加之連年不景気存 リニ加

ハ リ,従テ県下ノ人民モ大二困窮二陥」った年で



あった。農学校費は原案 2,753円 が提案された

が,前年度と同様,第二次会で廃止が可決,第二

次会 ,再議とも復活は否決され,藤村県令は翌 19

年 1月 ,ま たも文部卿の指揮を仰ぎ,原案を強

行 した。ここで も藤村は,「県会二於テ之ヲ廃ス

ベシト云フ所以ノモノハ種々其説ヲ同フセズ ト雖

モ或ハロ下一時民カノ疲弊 ヲ唱へ或ハ学校ノ性質

組織等ヲ論難ス ト雖モ要スルニーモ取ルニ足ルベ

キモノ無之」と述べている。

ところが,明 治 19年 3月 ,農学校設立の根拠

となっていた「農学校通則」が廃止されたため
,

同年 5月 ,藤村県令はこれを徽典館 (当時の県立

中学校・師範学校)に合併 し,同館農学科としたが ,

存続の努力も空 しく,翌 20年 (1887)3月 22日
,

ついに廃止された。ちなみに,農事講習所 。農学

校の存続に腐心 した知事 (明 治19年 7月 から)藤

村紫郎は,同 月 8日 愛媛県知事に転 じている。

なお,その後山梨県の農業教育は長 く振わず,山

梨県立農林学校が開校するのは,は るかに下って

明治 37年 (1904)の ことであった。

なお,本節の最後に,県会での存廃論議以外で ,

明治 16年 (1883)以 降の重要 と思われ る事項に

ついて触れておこう。まず ,同年 9月 ,新 らた

に助教諭として十等属辻秋徳と御用掛准判仕細田

栄治が加わった。特に細田は,天保元年 (1830)

生まれの山梨県北巨摩郡大泉村平民で,「幼時ヨ

リ農業二従事シ果樹穀菜其他樹木苗培養法等実地

研窮」 した講習所では数少ない老農的人物であっ

た。翌 17年 3月 ,自 石修太郎が警部となり幹事

を辞 し,同年 6月 ,学務課の六等属遠藤宗義が

幹事に任 じられた。7月 ,教諭潮田辰一が静岡県

豆陽中学校に転 じ,そ のため翌 8月 ,同年中に

札幌農学校を第四期生として卒業 した福原鐵之助

と河村九淵が教諭 (二等教諭)に迎えられた。11

月,山梨県農事講習所は山梨県農学校 と改称され

たが,こ れにともない徽典館長の吉田義静が農学

校の一等教諭兼校長心得に併任された。翌 12月
,

大藤松五郎と細田栄治は助教諭を免ぜ られ,同校

御用掛を申し付けられた。 これは「其校務二服事

スル処 ヲ見ルニ只彼等得意ノ事即チ菓樹及蚕茶栽
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培ノ実習授業アルニ方タリ些少ノ質問ヲ為スニ止

マリ敢テ教諭ノ名ヲ冒シ候程ノ事モ無之」ためで

あった。その後 ,明 治 19年 (1886)の 徽典館ヘ

の合併までは,御用掛,書記などを除けば,大き

な人事移動はない。ただし,御用掛は上記のごと

く教員・実習教員をも兼ねており,特に同 18年 3

月に御用掛となった岡田熊太郎は,福島県開成山

農学校の卒業生 (明治 17年 8月卒)であり,ま た

同年 8月 御用掛 となった八木下什四郎は,札幌

農学校予備科で学び (明治14年 4月 退学),そ の後 ,

開拓使七重勧業試験場傭,七重農工事務所農業取

扱,函館県久遠奥尻太櫓瀬棚四郡役所勧業科備と

して勤務 しており,いずれも農業関係の学科目を

担当したものと思われる。

明治 17年 7月 に潮田が転任 し,翌 8月 福原と

河村が教諭に迎えられたことは上の通りであるが ,

これについて『明治十七年山梨県学事年報』は

「農学校通則」に基づ く第一種農学校として申請

するために,「其教員 ノ如キモ或ハ学理二長シテ

実業二迂ナルノ憾ナキ能ハス因テ農商務省北海道

事業管理局二照会 シテ札幌農学校卒業生中適任ノ

者 ヲ聘用」 したと述べている。確かに,『山梨県

農学校規則』を見ても,そ の組織,学科目などは ,

農事講習所時代とは大きく変っている。例えば ,

馬耕科,葡萄酒醸造科,混同農芸科の三科から成

る農芸特科が廃止された点など,最 も大きな違い

である。学科目も,講習所の農学関係学科目は農

学,農用化学,獣医学,農場実習であったのが ,

耕種,養畜,農業経済,農業薄記,農業実習と変

り,特に農業経済で小作の慣例,地主と小作人の

関係などを教授することになっている点は注目さ

れる。 しかし,果たして教育内容そのものは,ど

れだけ大きく変ったと言えるのだろうか。

基幹学科目である耕種を例に取ってみよう。そ

の教育内容は,土壌の化成および性質・作用,地

味改良法,開墾,耕鋤,播種,収穫,農用器械の

構造および取扱方,排水灌漑術,動植鉱各種肥料

の製造・効用,穀寂,疏菜,特産耕種物,牧草 ,

果実の栽培・接木・挿木・圧條法,森林保護,害

虫駆除法,普通農式 。混同農式・尋常耕作・輪換
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耕作など諸般の耕種法,農屋 。畜舎などの建築法

である。確かに,講習所時代の農学に比べ,教育

内容は幅広 くなり,よ り実地に即 したものに変っ

たかのようである。 しか し,こ れに使用された教

科書 (た だし口授参考書)を見ると,上のことは疑

間になる。すなわち,明治 18年 7月 ,文部大書

記官浜尾新からの照会に応えて,山梨県第二部学

務課が回答 した教科書の一覧表の一部が第 2表

である。これによれば,耕種部の口授参考書のほ

とんどは,ア メリカを中心に英仏の農業書であり,

しかも園芸関係,特に果樹に重点が置かれている。

周知のごとく,潮田が卒業 した駒場農学校の教育

は全 くのイギリス流であったが,札幌農学校のそ

れはアメリカ流であり,従 って教育内容がそれほ

ど実地に即 したものに変ったとは思われない。む

しろ,教育の方向性は農学校に改組されても欧米

農学重視である点では変化がなかったと見た方が

良いであろう。「農学ハ老農二間テ足 レリ」とす

るような意見が強い県会において,農学校が無用

のものとされた理由の一端である。

ちなみに,明治 18年 7月 当時,山梨県農学校

の所在地は西山梨郡甲府錦町二番地 (仮教場を開

いた場所)であり,敷地 782坪,建物 263坪であ

った。また,附属実習農場は穀菜園 900坪 (県庁

所有),果樹園 3,681坪 (陸軍省所轄)で,ナ シ 70

本 , リンゴ 95本 ,モ モ 170本 ,ス モモ 239本
,

アーモンド29本 ,ア ンズ 9本,ブ ドウ 500本 な

どが栽培 されていた。家畜は農馬 1頭だけであ

った。

開校以来,何名の生徒が卒業したのかは明らか

でないが ,明 治 15年の在学生は前述の通 り 15

名,16年は 20名,17年は 33名 (う ち給費生5名 ),

18年は 33名 (う ち給費生9名)であった。また,

別の資料に拠れば,18年 12月 頃の在学生徒数は

約 40名 となっている。なお,同年「太政官第試

拾八号」をもって「獣医免許規則」が公布され ,

獣医開業のためには免許鑑札を有することが必要

となり,翌 19年 5月 か ら農学校で「家畜有害食

品論」,「病畜診断法」等々の講習を授けることに

なった。

3)小   括

上述のごとく,明 治 14年 (1881)頃 を画期と

して山梨県の勧農政策は大きく転換 し,その後の

出版者氏名
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松井忠兵工

片山直人

農商務省

法

法

書

術

水

造

合

排

製

集

芸

場

料

芸

農

肥

園

園

第 2表 農 学 科 用 書 表

書 名

7r-L,4:/r'vr/l
/\9ro., 17, 1L-l
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熱
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冊

冊

壱

仝

仝

仝

仝

全

仝

全

全

仝

仝

全

仝

全

全

全

全

全

　

壱

全

仝

全

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

四

全

六拾 四冊

千八百八十三年

全 上

千八百七十年

千八百七十九年

千八百八十年

千八百七十五年

千八百六十七年

千八百六十九年

千八百七十一年

千八百八十三年

十五年二月

十六年九月

千八百八十一年

千八百七十五年

十四年二月

米人  トーマス著

米人  ジョンソン著

全 上

米人 フレンチ著

米人 ホーマー著

英人 ロー ドン著

米人 ヘンデルソン著

米人 ブリル著

青江秀著

英人 シモンド著

米人 ハ リス著

米人  トーマス著

米人 ス トロング著

米人  クウイン著

米人 ファル トン著

仏人 ブレウイル著

今津厚 自訳

農商務省 庶務局著

片山直人著

米人 ソーレル著

仏人 アデスカース著

英人  ラスレッ ト著

岡田好樹訳

これらはいず
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農事改良諸施策の中で最も大きな比重を占めたの

は,馬耕法の改良・普及と農事講習所とであった。

ところが,前者については同 16年頃廃止され ,

後者についても同じ頃から廃止論が沸き上がり,

やがて同 20年 (1887)の 廃止へと至る。その直

接的な原因は前述のごとく種々であるが,主たる

背景をなすのは,言 うまでもなく,明治 14年 に

始 ま り,同 16年 頃か ら顕著 となり,さ らに 17

年頃に頂点に達する,松方正義によるデフレ政策

(紙弊整理)と ,そ の結果 としての農村の疲弊で

あった。

農商務大書記官前田正名を編纂主任とする明治

17年 8月 の『未定稿 興業意見』の「山梨県の

情勢」は,「該県下士農工商は,近年物価の激変

と世間の不景気とに因り,頗る衰額の状を顕はし

たり」と述べ,さ らに「農は穀価下落の為め其収

益は以て労費を償ふに足 らず,或は租税不納の為

めに財産の公売を受け,又負債返償の義務を果さ

ず して身代限の処分を受 くる等,新聞紙上公告部

の過半は,毎 日身代限の公告を似て之を填め,郡

役所の事務は,其財産取調に係るもの最も多きに

居ると云ふを以て,困難の一斑を見るに足る。近

来土地益々其価格を失墜 し,之を公売に付するに

も復た買受けんとするものなく,此景況を以て後

来を推想すれば,農民の過半は流離退転 し,所在

田園亦多 く荒蕪に帰せんのみ」とその惨状を活写

している
22)。

このような状況の中で,勧業費中最 も大きな割

合を占め,短期間では, しかも直接目に見える形

では効果の現われにくい農事講習所費・農学校費

が,大幅な減額あるいは廃止の対象とされたのも,

ある意味では当然であったと言わねばならない。

第 3表は,勧業費中に占める農事講習所費 (含む

馬耕改良関係費)の割合 (予算原案)を ,各年度に

ついて見たものだが,その約 40パ ーセントから

70パ ーセン トも占めており,いかに大きな比重

が与えられていたかが理解できよう。ちなみに,

他の諸県においても事情は大同小異で,各県立農

学校のうち,広島,岐阜 (華陽学校農学部,ただし

明治 17年 4月 から休業),福島 (開成山農学校)が明

第 3表 勧業費中に占める農事講習所費の割合

(b)/(a)(%)

明治 14年

15

16

17

18

19

39.7

47.8

61.8

68 7

注 :明治 18,19年度は農学校費 として教育費中に計上。

備考 :山梨県議会事務局編『山梨県議会史』第 1巻 (昭和 45年 12月 )

か ら作成。

治 19年 ,福 岡が翌 20年 に廃止 されている。ま

た,18年 から 19年 にかけて設立された長崎県の

各郡聯合町村立の三農学校 (萱岐,福江,平戸)も ,

19年中に廃止となった。

この松方紙弊整理の過程は,日 本資本主義の発

達史上,資本の原始的蓄積 (本源的蓄積)の過程

として把握 されているが,フ ェスカの見た明治

16,17年の山梨県の農村は,ま さにこの原始的

蓄積の渦中にある,疲弊の極に達 した農村であっ

た。フェスカ自身がその疲弊をどのように捉えた

のかについては,次稿における「甲斐国農業論」

の内容紹介・検討に譲 りたい。

注

1)以下本節の記述は,主に『山梨県勧業第一回年

報』(明治 12年 )に拠り,『農産社第豊回実際考課

状』(発行年不明),飯田文弥「栗原信近」『郷土史

にかがや く人々』第 4集 (青少年のための山梨県

民会議,昭和 46年 12月 ),山梨県『山梨県政百年

史』上巻 (山 梨県,同 53年 3月 ),山 梨郷土研究

会編『山梨郷土史年表』(山梨日日新聞社,同 56

年 10月 )等々に拠りこれを補った。

2)山梨県立図書館所蔵『明治十五年 農商務省届』

には,11年 6月 中「洋種短角種牝牡憤牛合セ拾弐

頭ヲ貸与」とある。

3)牧畜・紡績以外に,有益の穀菓を各地に繁殖さ

せることを目的に草樹園を経営し,ま た七宝焼製

造所を甲府上一條町に設け,さ らに水漆塗物修業

のため東京赤羽工作分局に生徒を選定 。派遣した。

4)洋牛貸与の外,例 えば草樹園地として甲府森下

小路の官有地,牧場用地として日野春の官有地を

県から貸りている。

5) 『農産社第壷回実際考課状』に拠れば種牛 45頭
,

注 2)の 資料に拠れば内国種牝牛 97頭 ,和洋雑種 2

勧 業 費 {a) 農事講習所費 (b)

円
7,016.100

7,962.000

6,899.000

4,280.000

円
2,785.000

3,808 000

4,265.000

2,942.000

(2,111.∞ 0)

(2,753.000)
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6)

頭であった。

注 2)の 資料に拠れば,明治 15年頃までに,甲

府牧は 5反 8畝 12歩 ,日 野春牧は 2町 6反 4畝 2

歩に縮小され,牛の頭数も151頭 に減っていた。

山梨県立図書館所蔵『明治十四年 各課伺届』。

「四県聯合共進会開場式ノ景況」『勧業月報』第 7

号 (山梨県勧業課,明治 15年 9月 ),15～ 21頁。

山梨県勧業課『三重愛知静岡山梨聯合勧業談話

会日誌』(山 梨県勧業課,明治 14年 9月 ),6頁。

ただし,第 7項 目以下の論題については,次回の

談話会に持ちこされた。

山梨県立図書館所蔵『明治十五年山梨県学事年

報』。

山梨県議会事務局編『山梨県議会史』第 1巻

(山梨県議会,昭和 45年 12月 ),402～ 403頁 。以

下,試験費 1,792円 10銭 ,物品陳列所費 502円 ,

勧奨雑科費 410円 ,勧業会費 365円 ,連合共進会

費300円 ,給与 360円 である。

以下本節の記述は,主に次の諸資料に拠った。

馬耕法の改良については,山 梨県立図書館所蔵

『明治十六年 各署課伺』,村山光徳「馬耕ノ概況」

『勧業月報』第 2号 (山梨県勧業課,明治 15年 4

月),高 野平作「馬耕法授業の景況」同上誌第 3号

(同 年 5月 ),自 石修太郎「改良馬耕法伝習復命書

摘要」同上誌第 9号 (同年 11月 ),加賀美嘉兵衛

「改良馬耕法実施概況」同上誌第 10号 (同 年 12

月),「改良馬耕法報告」同上誌第 12号 (16年 2

月),「 中巨摩郡書記長坂彰馬耕法監督復命書抄録」

同上誌第 16号 (同年 7月 ),「改良馬耕法卒業人名」

同上誌第 17号 (同年 8月 ),二宮正己・石川甚三

『明治期における山梨県農業発達史資料集』(『農

業発達史調査会資料』第 66号 ,農業発達史調査会 ,

昭和 27年 3月 )。

農事講習所 については,山梨県立図書館所蔵

『明治十四年 官省届』,『明治十五年 各課願伺

届』,『 皇明信†元年 文部省伺』,『明治十六年 本

局批裁』,『明治十七年 各課署伺届』,『明治十八

年 諸省届』,『明治主今年 諸省往復』,潮田辰一

「農事講習所設置ノ大意」『勧業月報』第 1号 (明

治 15年 3月 ),「 山梨県農事講習所規則」同上誌第

12号～第 14号 (同 16年 2月 ～5月 ),『山梨県農

事講習所規則』(同 15年 11月 ),『 明治十七年山梨

県学事年報』(同 17年 ),『山梨県農学校規則』

(同 18年 4月 ),『文部省第十三年報附録 (哭準方)』

(宣文堂書店,昭和 42年 1月 復刻),山 梨県教育

委員会編『山梨県教育百年史』第 1巻明治編 (山

梨県教育委員会,昭和 51年 3月 )。

この外,注 1),7),9),10),11)の諸資料も使

用した。

13)清水浩「牛馬耕の普及と耕転技術の発達」『日本

農業発達史』第 1巻 (中央公論社,昭和 53年 1月

改訂版),296頁 。

14)東八代郡祝村興業社の高野積成は,すでに明治 13

年 12月 あるいは 14年 1月 ,勧農局農具製作所か

ら一頭更プラウその他の農具を購入し,有志に貸

与 しているが,14年 9月 の段階では「実地使用ノ
`

日浅キカ故其便否ハ未夕確知シ難シ」と述べてい

る。

15)清水,前掲書,436頁。

16)同上書,482頁。その後の研究水準も,山梨県に

関 しては清水氏の水準を一歩も出ていない。例え

ば,嵐嘉一『梨耕の発達史』(農山漁村文化協会 ,

昭和 52年 12月 ),127～ 131頁参照。

17)現在の研究水準については,鞍田純「農業教育

の成立」『日本農業発達史』第 3巻 (中央公論社 ,

昭和 53年 3月 改訂版),496頁を参照。初版は昭和

29年で,3行程の極 く簡単な記述に過ぎないが,

その後の研究 も山梨県に関 してはこれを越えてい

ない。

18)『山梨県勧業報告』第 2号 (明治 13年 2月 )お

よび第 13号 (同年 10月 )に拠れば,同年中に葡

萄酒醸造所において,葡萄樹栽培法・葡萄酒醸造

法卒業証を授与された生徒は 5名であるが その内

訳は長崎県士族 2名 ,長野県平民,東京府平民 ,

高知県士族各 1名 で,山梨県出身者は 1名 もいな

い。

19)玉利喜造「日本農学ノ今昔」『農学会々報』第 41

号 (農学会,明治 32年 7月 ),53頁。玉利は,潮

田とは駒場農学校の同級生であった。

m)福 島県立図書館所蔵『牧羊生徒科業履歴』。

21)鞍田,前掲書,539頁。

22)前田正名『興業意見・所見』(『 明治大正農政経

済名著集』第 1巻 ,農山漁村文化協会,昭和 51年 6

月),163～ 164頁。

受付
受理

昭和 61年 4月 23日

昭和 61年 7月 14日

7)

8)

9)

10)

11)

12)

( )
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