
  
  一農家における労仂配分の諸相について

  誌名 中國農業試験場報告. 分冊C, 農業経営関係
ISSN
著者名 堀江,幸比古
発行元 [発行元不明]
巻/号 4号
掲載ページ p. 67-90
発行年月 1956年2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)



C-67 書道、よc:農家におけるーさ手偽記分の言語籾 [281 ) 

農家における

労イカ配分の諮相について

堀江主幹比古

隠 さた

1. は しが きー・・・・・・・・・・・・・…・・・・・・・・・…・・ 281 

ll.家主主総成の治長についての様式麹……… 281

1 労働配分を考察する場合の期間IR分….，.283 

IV. KRJk家における労働随分の撚要………・・ 285

一一一翠純翻祭によるきt~ ・関知の犯主義

V.後室長符における良の然・照郊のlI{u乞・・ 288

1.気投与怒例カ 1単位'1i'l~ 2f~均 1 B絞漆

浮rm..............……"日…・………ー 288

2. }ミヲト労働可@不沼日数上七議・・・・...・ H ・....289 

3. 雪之放のとき'悠IJ供給の枠………..………・ 291

4 労働の需要と供給との数上t..・・………・ 292

一-~立の繁・問販の路定

VI‘ ミ家労働にオJける競合，在!iitZえぴ布fi完

協イキミの吟味…….，.・ H ・…………-・…...・ H ・..297 

1. ;:;Jfli古の治不足と反・館関係………… 297

2. 主主5投手働の投下と議役による ~~Jñ効節減

との ~ffif系…・・…………………-・・・ー…・ 299 

3. 繁真互にオよける労働の競合¥統合及び

補完関係・……・・一………・...・ H ・..・…・ 299

-一『労働組分2需給関』及び『労働

続分後際関』を了中心、として

vn. tJ通す()'.………・……......・H ・..……ー 302

I (ましカZき

ことに報告する小論の主題と取組む‘ことを笠者に決

寂せしめたのは，tXに述べるところの2つの婆i防であ

る

その 1つは 設iliある農家に$'ける日5JU労仇の記録

にj11する機会を得たので，従来多くの人々によって採

用さ札叉~述、も5JU段疑念を起すことのなかった殿上

の句別又は三下旬別，に従って労{lJ綴裂の主主討を己試みる

と共に，間じ材料にもとづいて労仇の日iJU自己分図を描

いた後，この双方を対照しながら検討を進めて行った

ところ， このき受と凶との諮る言葉のi誌に若るしい不一

致の箆所があることに気がついたことである(第盟節

κ詳述する)• 

いま lつの事情というのはこうである，昭和13年頃，

家主告'が長*経営設計に関する仕事を受持った際，労イh

需聖書については(それも今日からみれば、恐らく不完全

な資料であったと思われるが)--J，ぷの材料をかち得る

ことができたが，労初供給とくにその限界づけについ

ては， どうしても満足出来るような見当ずらつけるこ

とが出来なかった，それ以来令今E!~まで，何とかして傍

般のbける長%:と労仰の記録?ともとづいて， この供おの

限界づけをはづきりさせたいとの念願は，祭器の腿複

を ff与も訣れることがなかった. ところが昨年たまた

ま或総会にめぐまれて， 12図するところにちかい労{/J

九銭にfえすることが出来た.

このようにして，忽者はこの主題と液組むことを決

;なしたその%~~誌がこの小論である.ことは，主とし

て労仇のtf1}仰を中心にして‘そのi'lie分宇誌を検討する場

合の方法について論じたものである.もとよりこのこ

とについては，はじめてt設に問うところであって，う

ちには;ぷに満たない諸々の!J~Z ~ととpんでいるけれども，

敢て発表するゆえんのものは，出来だけ多くの人々か

らさびしい批判の織を受けたいがためである そして

そこからー間研究を深めることによって，経常発反の

-~}f;;fif(こ fをすることが出来るならばとひそかにJじに念ず

るがi災である

な$'年i後に当って守 ζの小論をj法成するに先立ち，

このような機会を与えられた渓林主主|ぷj山換え1J家務局経

新謀長瀬野剤治氏，また材料の蒐集について談話繁忙

の中にもか λ わらず格別の佼宜供与と労仇の挺供を!弘

わったjょう桜炎試とくに陪場経営科長『渡辺一見万代然

一，佐燦孝之，出;flIとさ与の諮氏の溜摘に対して，表jむ

からえよる感謝の官Ef‘を述べさせていた rきたい.

1 室長波携成の消長についての模式図

一組の男女の婚姻に始まる農家にbける家主丈泌成の

増減?館長の撲設的図式が第1厨である.但し， ζ れは

次のような前提のもとに計算作図されたものである

1) :¥!.i26オ，女22オで結絡する.
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人

10 

2) 給熔のき喜々 fド(妥24オ) I二):fO子， 2:¥ドおいて

霊安27オで務 2子、 さらに 2年おいて策 3子，苦えは

4"ドオ;，-l、て 5'不自に策 4子， さらに 4"pオゴいて第

5 予を出産し，会長選)1凡な(成長する(これはほr~

初持絞期間5JIj-~夫I常設丘Jg討己主主J ←一厚生省生ßff

カ鵡霊祭一ーーのうちの耕作1iili苦UliiJ前後0)階層にお

ける数学にもとづい CfF翻した結果からみとっ

たものである)• 

3) 努女とも一際65オで死亡するものと仮定する

4) /1¥会見の男女別は交互にま霊魂するものとする.

5) 努1i!t代の第]子を女，第 2iH代の第1子を男

とする系列 (A)と反jl}ij'¥こ策 1ぢ¥-代の主主 1子を

男，第 2lli:代の祭 1子合女とする系列 (B)を別

々に繁定し， A，B2系列の卒均数僚会使用する

6) 男女とも 12-18オの期間は，就塁走中のため，特

見Ijに忙しい時期だけ補助的にDH惑を期待しうるに

すぎないものとし， 19オ(高校卒〉以降は専従労

働可能とする.

7) 労働の能力換算は，性別年令5lIJ~*1ぎ働能力 i初

増消滅鼠から訟みとった主主艇を使用する(この間

は， r子寿司7鼠長差合『農家の労働扶怒lこ居者する調査JJJ

にもとづいて，男女男u年令別必官金銭カの比率を闘

におとし， 年令区分Bせたとえば男の 31-50オは

10.0， 51-60オは 7.9と階段的に袋、化するのをな

60 70 同年次

3変良数
nHを1)1佼毅
労働)単位数
i向上〔秘助的労働者を加えた滋合)
同期の終:lf，(i点

めらかな i回線に修正したものでめる)• 

このようにして生れた第1図は，設くに述べるような

ことをと教えてくれる.

tl~~ーは，ヰテよそ17- 8年間のいわば"r創生jJJUv<こ始

まり，診くには---定年数を周期とする反復運動を展開す

ることである.この);';J期は， ζ の図では595τIlijである

が，さらに28十31=59のように 2つの1V3阪な小間期κ
細分される.すなわち大雑把にはが030年間湖(俗にい

う一代に1、目当)とみなして支障ないであろう

次に指摘されることは?宅延長数の増浪曲線は不主延期

であ t，i自主主iift佼数及び労仇単位数の変造比安員数

のそれに伴うものではあるけれども，大体にヰヲいてな

めらかな滞i増潟i践の路をたどることである.そしてか

りに補助的労仇を全面的に期待(図中の点線)するも

のとした場合には，消費単位数の変化と労仇単位数の

変{ヒとは桜ね平行的であるが， もし補助的労111を会く

期待しないものとすれば，労1h単位数の曲線は消費単

位数のそれに比して，t設滅ともその勾配はー!霞急であ

る.ということは，労仇単位数がナくなければ‘すくな

いほど，生活を支える労苦がはげしいことを;首:味し，

他の条件が等しければ，貧しい者ーは扶養の苦しさ(及

び資本蓄積の乏しさとも和重なって〉のゆえに，子女

の就学を早期に切りあげざるを得ないという，あまり

にも燃しくもまた悲しい言議をこの図は物語るかのよ
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うである.

さらに第3に重要なことは，家族労1hカの増加は14

~15ヶ年?と豆つての漸増であるに反して，その減少は

健かに羽生ーをもって達成される急淡であること，なヰ子

またその後の4~5年はそのま h 低部?と停滞するという

苓である.この場合， '増加に応じて経営組織の多様化

集約化，操業皮の拡大等々の:Ji!Ji置を講ずることは比較

的には容易であるけれども，減少する場合に沿いて経

営を維持すること，或いは単純化，粗放化，操五三短縮

等々のfr寺τ1:適応の策をとるととは必ヂしも終易の業で

はないということが考えられる.そζでこのfもそ10ヶ

年rlcflにゐこる家紋労イhカの急成と，それκ伴って発生

する諮ffiiの苓態にfiljfえ瓦っこれを乗りこえてゆくため

にはーたとえそれまではや、不合以であってもどうに

かやりくり出来た経館組織の奈みを是IEしなければ、な

らないであろうしさらにまた生際水溶を従前週りに

保つためには，急減からイ応部停滞，さらに~Wí件'\"1初期に

かけての時期にbいて，労1)]補助手段である役務・機

械器去の設備等々の務費f].充実・改惑が必要とされ 1

従ってまたζ の期きと目指しての資本の蓄積が考慮計画

されなけれほならないなどが指抗される このような

将来に言せする唆準備等の見透しを与えるのがζ の図式

の機能の 1つである.

以上は~l 図に関しての詰述であるが1 実在する個

々の主主家の場合必しもこの図式湿りの変迭をたどると

は限らない けれども，これに似かよった関がそれぞ

れの事態に応じて描けるに泣いない.そうした図式イむ

を通じて，入金除下えの如何なる/l与点にあり，如何なる

:t1nl~の 14~にあるかということがおlí~され?従って将司を

の見透しを作った現在把握が完公に可能となるであろ

う.こ ζに経営は本来コ、{イ νグ・コ yサート (going

concern) であると云われるゆえんのものがあるので

あって. ζのようなi以降下を伴う ζ と然〈しては，現在

の経営会却化はのぞみえないと去っても過言ではない

であろう.

さらに普及の立場からとの関をl挑めてみるならば1

1占]郊変動のこれこれの時点にある差益塁手:1誌に対しては斯

様々々の常置を勧t乏しその逆にある長家君子に対して

は斯々のj){~といったように，受入仰!の農家の必かれて

いる4l !L~fi止ってまたその要求によく合致した取はから

いが出来る，そのための参考証:i'jljが得られると云える

のではなかろうか ζ のことは，普及の対象である農

家の属する階胞性把握と共に極めて大切な苓約であ

る.そうする ζ とによってはじめて，真に経営の有機

的部分として，新しい技術・役立つものを農家の中に

持ち込むことが可能となるであろう.

以下の論議にbいて例にとって述べるのは，出雲市

周辺のあの有名な混同高!陸地僚の--fi!'Jに所在ナるK渓

$.;ミであって，現在家族実員数6人，労1!J単位数3，3人，

消費単位数5，0人という， 労イhカには極めてめぐまれ

ている 1浜家の昭幸Q28年7月1日から隠29年6月30尽

に瓦る 1ヶ年聞の労1h記録である.と ζ ろがその家族

紛成の実体は， 70才を越えた元気な祖父母， 50才のほ

若夫婦に幼氾 1人というのであって，ほどなくド邸主主

期」のほ ;:'Yばのffせに到達することが=y想されるもの

である.いまこそ将来を見透しての年次計磁をたて，

とを強く強く要読

されるもののようである 経営耕地はーモ凶 7反守二

'ßlfj2 ， 6L丈，祭1~1 反，普退問0， 6反，言 t 1s1J1反 21I玖

であって，現，4i7:収入の'，l;U"e詰についてみれば米70%，1iE 

20%，変 5%，そさいその他(といっても始んどそさ

いである 5%となって.;tり，一口に云えば米作とまさ

蚕きて中{)としこれに去とそさいfl'をf'j[Jした経2ぎであっ

て，語、;放の人々は納休等級めてすくなくまことに悠段

にめぐまれた幸運な農家である. しかも1V1転j@松はか

なりよく滋力化され， ;[，1'1二成牝1顕による年IHl苦手役目

数十ま24日でありきを!IVJ9411刊誌となっている.叉， 1J5~íí弘

前製j凶松はlltJJ力 (2fP28年 9月lfiVf入)により，その利

となっている.

このK炎~との，めぐまれた現在に必けるところの，

労イJJ配分の話相について以下しばらく論議のさ去をす弘

めてみたいと思う.

111 労働問分を毒察する場合の期間~分

投家にbける労イ)J配分の午ill];j:r4をつかむためには，

従来月別とか旬別叉は"[':匂刻といったjpi上の期間以分

がしばしはが採用されていたが?はたしてζ れでよ羽、討に

iliいものが従えられるかどうか?

ます、考えられることは，このような各!ズ分矧Ii!Hc含

まれる 13数比必ずしも;均等ではないということであ

る 月別の場合、を例にとるならば，そこにはお(叉は

29)， 30， 3113の月が交錯する. 告]別についても同じ

ように 8，10， 11!3の下旬がある.例えばこのような

3つの下旬にbいて，その毎日の労イfJ需要が倒れも相

塁手しいと仮定するならrt，匂計上主絞をしてみると守 8 

Rの勾が玉三低， 118の勾が;段高， 10白の勾がその ~I:r間
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という，高さのゑった!よl:a描くことは当然である.に 場令，それでは日数差を除去すれば:労1fJの年1m配分

もか、わらず，各'勾の日別労11J配分の高さは一様であ :aTIミしくつかむことが出来るかどうか?もう一度反省、

って，そこに高下はありえない.これはiメ分期間のも してみよう 督遂に農家のiffイhというものは，大付把

つ日数涯のもたらずいたづらである には何月例旬とかT や， UFJ礎的には何旬の後半，さら

このようないたづらに主霊感した入念らば誰でも，す には特定の臼(審の彼岸とか，土問とか，八十八夜塁手

ぐにこの欠点在:除くことが出立たそうな方法に恕いき~J る 々〉とかを一応のiヨ安として行われているけれども，

であろう.それは会匂平均1日当りの労1fJ議後を認定 時には何の樹の開援とか開花とか，何為・虫のi時き子討

して比較するという方法である.けれどもこの方法が の初日とかを監禁とすることもまた援々見聞するとこ

完全にその功を奏するのは極めて[1畏られた滋会にすぎ ろである.ここで恕い当ることは，必ずしも謄上の月

ないと云うことをIHlもなく会得するに到るであろう. 旬にはとらわれないということと，例えばよ匂と I=!:;旬

上に述べた3つの下旬について考えてみよう.例えば との境によヲて仕事:がころりと変るというようなもの

8日の句にあたってほぼす平均的な労初が8臼開続き ではないということとの2つの事実について fある

会f*で40の需要があり， 10臼の匂もまた同様な状賂で 試みに炎家の労1JJi"I日分図を年IHJに立って[3別に描いて

全体で40の労1hを喜きしたと仮定しよう.そうすれば努 みよう 倒えば筋2関長上郊のようになる.労仇の議

告J1日当りは， 主さだけについての綴察ならば， このま、で充分であり

8日の匂 40-;'-8=5 

10臼の勾 40十10=4

となって， i'訴訟る勾別言!では何れも40の労イ}J議後:とな

って設が出なかったものが，平均 1[3きろりとしてみる

ことによって，谷友lK-8日の匂の方「がよりー!母子5い労

イ!J~:要があるという真相をつかむことが出来る

ところが8臼の匂だけは前述の通りであって， 10日

の旬に沿いては，始めの3日!日11'，乙 3の労1/J:æ'2~ししか

も毎日ほ r均等，後の 7131認に42の労仇を要しその毎

日にあまり変化はなかったものと仮定しよう.すると

この10日の匂の英和は，

:3÷3ニ 1
42十 7=6

となって，その大部分の日は l日平均6の'1I1fJ街裂で

あって守それは 8日の旬にbけるそれよりも一回高い

ことになる.にもかミわらず， 10臼全体として計算さ

れることによって，

45-;.-10 == 4.5 

という答が得られ，従って8おの勾よりも需要が低い

という， .:T'よそ真実から程遠い想念を与えてしまうこ

とになる.

これらの主主ぽを一言にして諮るならば， f各旬のな

かにbける日々労1lJの配分相がほ f似かよっている場

令にのみ，会旬王手均 1[3当りの相互比絞は正当である

ということになる.

以上の裁述から12<:分矧1m内K-ヰテける均等書記分性とい

う点を数三設してみれば，何れの場合も比絞期間相支に

という点に限定されてくる.その

五つ:設も適切な方法であると云えるであろう.けれど

も何等かの必至を[生によって，これにある期間以分を施

して観察せぎるを得ない(謝祭問題としては後述する

しばしば必要となる)場合，一体

如何なる矧IHlJ2<:分を施したならば，議家の労イJJ配分の

年ìiil相を最も}~突に及:臥LするようなidJ34がかち得られ

るか?どんな期IHlJ三分が労1fJの部分の良1、[1をつかむに

;段も好況合であるか?

このIHIに対する解答を求めるために，ゑ;の1援な作栄

吉ゴナミめた. ;j;-:fi設おJι 農家総労{JJの年!l¥l日別配分

闘を扱いた その結果，最大の労。]際基さのある期間は

5月の後半から 6月の25目前後に3まるが)40日，ごく普

通に「窓の炎繁期Jという名で呼ばれている期間をつ

かむことが出来た，ここまでは何の変徹もない.この

最大の労仇需要郊の;様相乞最も応笑に反映し得るよ

うな期間区分の仕方を採がしてみた.月)jJj，旬別，ミ手

伝))jJj，三手匂別 1臼平均と，次々にやってみたけれども

何れも充分に満足すべき答築とは成担得なかった 日

数差の存在と，必ずしも擦に従って作業してはいない

という 2つの降筈によるの一言につきるように思われ

る.そ乙で中でも比絞的良好な結果念得た半匂別 1日

平均，すなわち回数差だけは除虫されるという区分に

教えられて，会主手 f5日刻み」という日数均等!メ:分を

行い， しかもそのIS<:切りの第1Elを 1日づ、ずらし

て，例えば6月1Elを第1日とする 5日刻みす 6月2

Rを第1日とする 5日刻み，…ーといった具合に動か

してみた.概ね満足に近い最終結果として，年間につ

いて云えば， 12月 31臼を~1 Elとする 513刻み全年73



ケのとい匂をと得ることが出来た 一応これを 02月31日

を始点とする糊押匂期区分」と名づけてみたこの

13:分の始点目については，農家によって1 地方によっ

て，或は年によってJ多少づ、ことなることが容易に

予想されるが，例えばfiì'i18特殊三下旬・ ~32特殊と1<，匂等

々と呼ぶことによって，多少の日付けのずれがあった

としても守没家格;夜間に或いはど午相互に労イJJ罷姿を上b

絞するに大きな支障は走塁らないとみてよいのではなか

ろうか.その方が，腐に従って何月{可勾または何月の

dfH可三1<勾にヰョける労イh索姿は斯く斯くだというように

表現することによってT かえって大きなあやまちを沿

かすよりもまだましだとJ思われるからである.

結論的に主主えることは， [-王立大の労1JJ需要期にbけ

る日iJU労仇配分を最もよく反i決しうるような lヨ数均等

期tM1L>(分によって労仇需要を概括すればよい， Jとい

うことである けれどもこのことだけで民くというと

絞大需夜磁の説明はつくが，会名2或いは潟3の議嬰矧

については不満足なあ1;-*しか得られないというような

場合には，それらの矧iilJについては始点を別にする1m

括を行ったヒで，これを補足するよう iとすれば，会体

に亘ってや h 満足すべき結来が{等られるであろう ま

たこ ζ では 5日刻みを行ったけれども，場合によって

は4日刻みとか7日d.Uみとかの方がより…1m適合性の

23iい結果が得られる場合も考えられるので，イriJ日刻み

でなければならないと間執する腹自は何処にもないこ

と勿論であるが嘗一応513刻み{立が適当ではなかろう

(285 J 

か ょに述べたような爵々の概括主主I}¥jについての比較

を示したのが第2闘である 但 し こ ζには日別，特

殊ミ下旬矧区分別， (際上の〉三j冷]期限分別の3:'1苦に限

定し， {I也を金協した，

このような考察結果にもとづいて，以下の叙述はす

べて jぷ 02月31日を始点とする 5En主IP人!の特殊:下

旬期区分に従ってナミめることとする

K農家における労働配分の概要

汐くに，I¥.決2交にゐける年lHi労1fJ羽分はどのようにな

っているかについて椴怨してみよう.労1JJの配分につ

いては 1 何の2誌に労イjJが:J)Zfされたかという対象'ilUi'lii.l

分， どんな性格の労1fJであるかと云う 4性格別(設は絞

意思iJlJ)配分と， どんな時間的経過に従って配分された

かという期間別鶏分仁家族・庭的別さらに細分とし

ては家族の個人別羽分等々いろいろ考えられるが，

こでは、

何時 労1JJのih'fJ窃・瓶詰i

誌が 労1JJ従事務・

何処で 労1JJ:i1brJr
どんなもの(例えぽ段目)のために

労 1h対象

どんな作業主f 労1fJ監獄

どれだけやったか 労仇澄

という労仇の及的体系の}ちからー とくに r"fiEh'j)]奈は

伎杭!と[苅気!と「矧H¥Llといった"ものを中心とし

iz 

溺江:ー燦芸誌における労働運己分の務祁C-71 

こ

IV 

策 2図 怒々の矧1m区分によるさらに傍自己分の比絞〔至急業3歩的援ブjt;~ 1J手〕

日別配分 b 特E来三ド匂Jllj間分 c 務上の)匂別自己分a 



[286 J 中間農業試験場 報告第 3怒号害 1号 Il古手n31年2J'j C令 72

て眺めてみたい.

まずゑ初に i妥雲京総労1JJを農業・完ft栄・家主誌に細分

し，さらにそれぞれを家族・雇主11労仇に分けて概観し

てみよう. ここに家事労仇という他の主台湾的労イJJとは

かなり性質の呉なったものが介在するが，一応これを

渓業労1JJ能力にj会主どして線、を揃えた上で観察すること

rcする そうすることによって，総労仇のうち.どれだ

けが殆んど不可欠的存在とも云える家~lT労仰によって

占められているか，特によ毛;s.~労1fJがこれによってどの

程度に喰い込まれ，ぷ1方によってはどれだけ被庄制約

されるかという相を捉えることが可能となることから

務 1表 KKJ銭安誌における長皇室主総書f偽の配分

差益業労働 I4， 

f言葉2努働

家卒労働:3， 

総必 働 I8， 

(設)1.長主党労働能力投鋒 2.時三長;滋i[1l;lj会五入

32 

32 

である.2姦1表にみられる巡り， ζのi芸家の総労11J約

8，7001明治のうち40%近いものが， 家主主ー労1hに;53かれ

ている この事実は，如何に家革委T1JJの改善・・・ひい

ては生活ーの合限化…..ということが‘生))1市句労1hの供

給増をほかるという3'lJ弘からも，またお(jf!'!J去をは休ぎを

のll;j!l刊を生み出すという立場からも，ひとしく重要不

可欠の苓柄である ζ とを物諮っている.ζのように生

j'rj';と消努，経営と家政とのつながりはなにも現令・現

物の流れに限られたものではなく，労1h箆:給の聞にお‘

いてもな.:t'I亙fぎをト代替的な根強い関連をもっているので

ある.

この農業労1JJ能力に検算した家事労仇ll'Wilを 1E3当

りにギ・均言↑詳してみると 9.3時H司となっているが， こ

のととは一人前の能力を持った労1h者 l人を家議労1fJ

に全くしぼりつけてしまうと云えるのであって，従っ

てたとえば， 労仇数位数3.5人a:'持つ農家であれば:

主主E刊号労1JJに応じうる労伯爵位数2.5人をおっ農家で

あると云う様に忍:解されなければならない このこと

は翠要なことであるにもか、わらず，従来とかく看過

されがちであったのではなかろうか.

しては最大の需要をもっ農業労仇に

ついて，そのi部分の務相をながめてみよう まず労仇

を次のように分類した.

1 通年労11J

( a 日?吉的

2. 季節労1fJi b 制約的

Ic 可動的

3. 補充労仇

4. 臨時労11J

通年労イhとは，主刊誌jを通じて毎日々々必ず要するも

ので， ぎを後労1JJのうち溺設営J.A労1JJがこれに臨する

(家主‘労11Jもまたこれに隠する)

日常的季節j労1JJとは，特定の矧i出向に沿いて毎日々

々主主するもので，主主査労1hのうちの飼育管J'!J1労11Jがこ

れに隠する.

ij~J約IjI~不窓口労1h とは，郊臨・移1i真・収ji\'~などのよう

にi選iJ切にしばられていることの大きい労イhを云う.

河野QI均等ダfi労仇とは， ~y打出・ 5在地からドi~新・除草・

11必殺・ ~11il繋等大部分の災楽労1hを含むところの，或殺

)l:E季節j院をもっているけれども，多少は時期をずらし

ても文防のすくない労仇であるくが({そのようなものま

で_.)，ぶここに入れてみたが，これは制約的手:鍔i<JJイhと

可!ill非~1-9季節労1JJ との中間，むしろ前25・に ti!:iせしめる方

が適切かもしれない).

補充労11J1:.1';):，不安li伎をもたないか若しくはそれが

極めて弱い労イfJ，つまり 11争に応じて関矧をふさぐY誌の

労1hである.多少問題ではあるが，加工及び長雑労イJJ

をこれに入れた.

臨時労イJうとは，納屋の髭紋そぎのように 何lO-:tfC1 

逓というように生じてくる労仇であるが，たまたまそ

の年に鴇裂があったという販のものである

(言主) 長室設立労働の分類にワいては次のような jsf9iJが

ある.

1 守イ{ン経科大事の里美主主ぜ VIレマイア教授

(E. C. S即日[AYR) !丸 日々の労働・時間束

縛の季節労働・可動的労働・境右iJ.i'浮1[11の 4種に

分けてL、る (E.C. SEDL)[AYR， Die bauerliche 

Landgutswirtschaft， 1930. 山間決主主司祭 『小屋差

綬管祭』昭和10年 1s窃ケ1JJ[刊行合，策72頁)• 

2. II1I!n唆幣士は，農業主子仮出を季節約塁手協・非季節

的労働・常時労働・創業労働(充足労働〉の 4

つに分け口、る(際俊議士事， ~幾裁のと}.~務季l皐

序言定』昭和28年 7月 額土最1:，策78-84g).

3 東大1議室主教授はその近著において， [" (i)季

節に拘束される労働〈季節拘束捗傍). 一定季



f汗
1霊

門

そ
の
他
lli¥ 
門

C司 73 堀江:一銭家における労働配分の諸相 [287 J 

節の短長耳簡に拘束され，時期的に窓jかし符ない

修室誌で， いわゆる主主ー期のやかましい作業であ

る 7};手訟の播種，移植のごときは，一般にこれ

に鼠する

(ii) 季節内で窓jかし得る労働 (季節内百fJi!i;tJ努

働). 季節的に大体定まってはL、るが， める続

悶までi!¥JJかすことができるザ，働で，耕経，!玄地，

中耕， 除草のことき作業は一般にこれに慰す

る.

(iii) 分散拶働 l 年を議じて守 またはその一定

期間に比絞約長期に主主つ C分散し， 日〆を少fまっ・

〉必害事とされる~}僚で，例えば水稲作の7J<~民 b

刈主主， ~NØ飼主主主手fQ1rE ある

(iv) 季節に拘束されない労働(季節不拘束努

働). 1壬1訟の1Iキ期に行うことができ， したがっ

て幾間作業として干すいうるもので， t.tlirIj¥労働と

もいわれる.ラFii;:OJ総3笠宮長三立を1Ji1.J:のことくで

ある. これも供向ゃをぎ郊の必嬰から時期がしば

られp ることカミある

(v) 臨時的う子側 予め1ffI5:t1:U涼ぬ突後的事情そ

の他によって臨時命的に必要となる主〉鈎.似jえば

病虫容や7J<容の雪道主主， めるいは霊長子容の病気など

にともなう:JH>fVJである. Jとし C農業者予簡を 5

つに分類してL 、る(終;没3幸俊~~業経聖子~ 1沼

末日30"手1月 穀倉脅j瓦祭202~203頁) • 

このような労仇の性格別に，且つ投下対象部門別に

みた労仇問分の総括が第2表である ここにみられる

ように，比私的WJかしがたい通年・日常的季節.ffjiJ約

的季節労イhの群が35%，や h操作可能な可動的季節j労

イJ1が約50%，会く動かし得るか叉は例年には無い臨時

の労仇が残担 15%を点めている.叉労めの会主「ド対象別

にみれば¥水稲作・そさい作・養蚕と ζ れだけで全体

の70%強の労イhが消化され， なして

いる姿がうか立われる.

次ι f1寺間的経過からみた労イhの配分を挑めてみれ

ば第3留のようになる 11抗日j的記分には当おにlliii.iH及

び対象泌を織り込むべきであるが， それは後述(VJ)

にゆづることとして，ここでは災家総労仇とそのIゃに

占めるところの主建支労1)1とについて概観するにとどめ

よう.

EEl中労イh議裂の山脈のH'{ーとf郊にみられるよ1，1.線部分

は?ζ

のものであり，実線はこれらを除いた場合にbけるも

のであるーまた般に引かれたM~絞は，労11J単位当り平

均 1日811:jlJcrl労1JJをごするものと仮定したJぷ長rのぞま特殊

半匂]にヰテける家族の労1JJ供jfGのf5Hg~告とあらわした， 8 

11与iltix3.3(人)x5 (日〉ヱコ13211与l!-¥-jの線である このよ

うにして，労1JJ需要がある一定限度を越え改はもうす

主ß2~受 K至急家にオ"ける差是~~~空手徴。~)~日分 浮位z 持

7}; 干岱 fド

塁手 作

そさL、fFrt江

言十

主主 ;m 

去を 主主

苦十

ユこ

差是 Ij~Ê 

昔「

227 

227 

ffffi 王室ー

2811'.0.51之29不
在?合b

成牝 1VW:28. 10. 7 (，生る，

会 計 227 

(設)1農業労働能力誤算 2.持未満四捻五入
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震李

150 

100 

50 

仁二五二コ 仁二三二二i 同仁回 仁司亡茎ゴ仁豆口

策 3悶 K箆家における総努働の年11{!百己分 u交君主労働能カ芸~~7~J

9は， 9時間x3.3(人)x 5 (日 )==148.5時1m， 8は， 81f~寸前 x3.3C人)x 5 (臼)== 132.0時間を

あらわす総である.

こしで超えようとしている特殊ごiζ旬を識別することが

出来る.このような山をなす期間を「単純観察による

繁期ー!と呼ぶζ とにしよう これは!Jrの絶対的な潟さ

だけに着目した場合に捉えられる繁期であって，真の

繁期を形成する場合もあれば?そうでない場合もあり

またここで捉えること iJ~出来なかった低い山を形成す

る慰問に哀の繁期が存在することもあるが，これらの

J立に関しては後に(vの4)に詳述することとして，

ここでは_.}，e，;r滋続観察による繁期」の指摘にとずめ

よう.なヰテ関中の網13の部分は長栄労イhの常喜g:!JI脈で

・あって，全体の労扮需要が長外労イカの兵常な高さによ

って結楽される事情をも明らかならしめるために描き

添えたものである ζの幾会長労{lJ需要を勘案して決定

した繁・間惑が図の最下部に示したリボン闘である.

すなわち， A， Bl ，B2， B3， C， DのGケの繁期と最大

の~I~綴 a を捉えることが出来る.それらの繁期のよっ

て生ずるj京国について簡単に述べれば次の通りである

の!の3選挙熊).

A は， ÆJ綴及び~~!誕生事そのミ安部作業，養妥飼育，冬

そさいの収穫，交メIj主宰により，

Blは， 中主主高官の11必殺富市製及びi級生五百の式II:!!育り， 小

交の高波掘りとその係部により，

B2は， I政!生稲のIJSlif変調家主及び支婿により，

B3はIn秋11iの縞育と水稲の除草により，

Cは， ~1\蚕飼育と王手生稲のl以E遂により，

Dは1 小変の11党殺及び妻美樹管i況とくに除草によるも

のである.

V 農家労働における棄の繁・爾期の確定

1. 家族労働カ 1~1立当り王手均 1 日標準労働時間

汐くにこのような単純観察による紫・間期及び会5F'に

ついて，家族労仇カ 1 単位当りの毎日労イJJf斗Imc炎X~ ・

ヨif業・家事:を通じて農業主制力能力換算を施したもの〕

の良・数分布(日数)， すなわち労初単位当りにみて何

時i詰Hhいた日が何日あるかを，毎日労イカ 1時間刻みに

応じて観察すれば第3表のようにえとる との表に凝ら

れた度数分布比率会図にbとしたのが第4砲である.

これらの表及び図にみられる通り，単純観察による

繁郊の全体 140日間にbける家族労仇力 1単位当り平

均 1日労イカ時聞は約9if~j:間となっている

また，全体についての平均は 7.11i;}間であるが， そ

の最頻僚である 6~7 [F)抗議を前後して過半の度数比率
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幸容3表 芸家族労働力1l'昇位蛍り毎日努働時間の皮数分布

雲交関湖区分 長繁期 去と繁期 会 年 金溺期 議関期

毎日労働時間
日数 土色 芸詳 日数 比率 日数 比率 日数 比芸評 日数 比率

一 0.5 O 0.5 O 
1 3 2 8.5 2 5.5 3 l 3 
2 17 5 17 8 4 10 
3 山~

l 1 12 3 11 5 4 10 
4 2 l 35 10 33 15 6 15 
5 5 4 46.5 13 41. 5 18 13 33 
6 16.5 12 67 18 50.5 22 7 18 
7 2 5 16.5 12 49.5 14 33 15 4 10 
8 4 10 30.5 22 47 13 16.5 7 l 3 
9 2 5 19.5 14 32 9 12.5 6 
10 

11 28 21. 0 15 24 7 3 I 
11 11 28 15 11 16 4 1 O 
12 6 15 6 4 6 2 
13 4 10 4 3 4 1 
14 

言i 40 100 140 100 365 100 225 100 40 100 

ヱ子均- B労働時間 11. 0時間 8.9呼応i 7.1時間 6.0u寺間 5.2時間

(謎) 1. 良治労働能力投然 2. 0.5，41.5等は各自労働時間が1尚一rm，8 (時間竿のように主甘み時間に一致して

いるのを lf引lIi71と潟と 1時flll以上に 1日づ〉にふ b分けたものでめる 3. 21. 0会事はよ訟のふ b分りた日

数が偶数の場合でめる

~ 
紛

>11 

却

'Or 

ぷ}

2D 

" 

ι会'P

量的時勺/¥ r----，，;& ';(:，危
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第 4図 家主主働力一翠位官官毎日皇子散時間

のJff.数分布比率 ↑印lま各j認におけ

る不均依(時間)

(;1/')60%)を示ナ範閣のよri良は 8-9時!日iと9-101時

!日jの境界線であって， 1任ね91時Il司と閲される.

さらに，表及び図を答賂したが，繁期BI-B3の平

均値はそれぞれ8.6，8.3， 8.4時imとなっている.

以上の諸J誌をにらみ合せて，家族労イカカ l単位当り

の毎日際立主労仇w与闘を，一応 9 1l~j・1m と見込んだ. くこ

れについてはさらに検討の余地あることはえうまでも

ない. ) 

2. 屋外労働可・不i毘g数比率

ここに鼠タi労1JJiiJ・不適臼数比本とは，特殊三下旬溺

毎ーに，次のようにして求めたものである.

期間日数日日)-f室外労11J不訂能臼数

=屋外労イJJr可能臼数

屋外労《力目1能筒数比率

(計五市i日数一慣行件後日数)x屋外労仇可能日数比率

=屋外労仇時過日数

援金堂型担遥旦室主=屋外労仇訂7適日数比率
期i均凶去文

屋外労f力不適日数比率もまた全く同様の方法によっ
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て求めることが出来る.

なヰテ最初の式のうちの箆外労仇不可能日数というの

は，次のようにして求めたものである.まず島根没試

の綴測記録「日別気象累年原簿」に依って，昭和9-28

20ヶ年i誌にbける日々の降水長及び暴風日を鏑録し

た.その中から n降水笠5粍及びそれ以との日数放び

に暴風!ヨ数(ここに沿った降水臼と震被しない日)の

5f;t:j乞特殊el!J1'i]矧毎に年次別にオとめ，その各期20ヶ年

の総取¥1から年平均を求め，これを例年にbける f屋外

労仇不可能日「としたe このような気象的屋外労タJ制

約条件については，たとえば大後博士によれば， 1-炎

栄労1JJに不適;な天候状態の大体の目安ー-…・として大後

は鼠!日]降水:lll:1.0粍以上あった区間降水11寺町12之び風速

T1:秒10米以上の風の吹続時ll-fjの月会討をもって，その

月の屋外労1JJ不適天候I!年IHiを表わしている.ことに降

水量;にゐいて1.0粍を[5RJJ'f.として用いたのは， 土木工

事に就いてではあるが，屋外労イJJと降雨との関係安部

夜したところ， rヨ降水長1.0粍以上の降雨のあった11与

には殆んど仕惑を付、Jl-:し叉早朝5IIij'，611与及び7111j

の11m亡必いて約 1.0粍以上の降雨があれば， その後lほ

れても，その日は不就労となると公う結j裂が得られて

いて，とのようた結果を劉酌して決めたものである.

叉風にbいてJffi¥速1J):秒10:ofとを限界としたのは，毎秒

10米以上の強風では孫麗， J収穫，

の地方について数十ヶキのま乏きに主主るところの労仇記

肢を乙求めること， これまた殆んど不可能率にちかい.

従って，将来このような労111託銀をとることによって

火体この地方では例年箆列労仇の出来る伐と出来ない

臼の;割合は， この時期にはこれこれしだ， とヨミい切れる

ような時期が来るまでは上述の税re:で止むを得ないの

ではなかろうか，

ところで上の干去にして求めた屋外労イh不可能臼数の

20ヶ年平均1怖が，毎年々の実際とのIlctlにどれだけの有

効皮合(王子均値又はそれ以下の依の出る年の発現割合

一一ーつまり年による変動に耐える度合)を示すかを求

めてみると言語4表のような結果になる.これは後述す

主事4表 屋外労働不可吉邑日数の20ヶ年ヱド均
仮の有効皮合

17 

16 7 80 

15 6 75 

14 8 70 

13 1 65 

言十 27 76.5 

しくな担?な;þ，~坊主えにもかなり図難を感ずるからであ る「真の繁期Jを形成している特殊eV-.旬期のうちの会

る.J (大後会主保， w燦業気象絵設J昭和201ド4n， 主 要部分割、i/t1ix'ナる 27ケのとれ匂についてみたものであ

夜、壁土.主主281-282頁)とされているが，このような鼠 る.つまりこの年平均{ii'(は20ヶ年中，どの繁忙期をな

IIfl降水長及びiI:j!日iについは， 常道には知るすべがな す特殊半告Jであっても 13ヶ年は必ず適用出来る，三下旬

い そこで長試談話iJの気象資料と， K農家にゐける労 によっては適用lil"1毛ない年が2ヶ年あるだけだという

仇の実態及び併記されている天候(戸時む小雨後陥れ ことになる

たり長ったり午後iほときどき小雨」といったようにか 次に慣行休養日数は年IHlどうなっているかをみる

なり詳しく惑かれている〉とを，昭和28年7月1日から に，

同29午 6R30日(労仇記録の期間)に到る I ケ5f~間に

買って照会検討した結果， 日降水量5粍叉はそれ以上

の日とそれとJR後しない桑原日との手fl~と屋外労仇不可

能日と級定したのである この降水関係については，

その時間的配分， ['浄水日のJYUの数日間の天候J主会， さ

らに地形や土壌の性質や状態如何等々によって主主なる

ものと思われるから T 厳密には「この年この農家にb

ける場合Jということにならざるを得ないが， ζれか

ら脱却して，この地方一絞には例年こうだと言い切る

ためには，特:殊の気象絞iIlilを裂するととになり，その

実現段極めて国難と見なければ念らず，さりとて特定

1)=J 1日

2 }j23日

3凡21B 

4}j5 B 

10 i:l 

29日

5}n i:l 

5日

6月5B 

26日

7 H 10日

元s..

王寺工正月

彼岸の中日(選手分の日)

主主節句

部洛の花見念

天主主誕生日

慾法記念日

子供の臼

節句

~ft5i奈の回植休み

今rtii係官号変祭
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25 B 夏祭

8月2日 祭

15 B 主主

24日 護主主

25日

9月27日 i三民体育大会

10月5日 出雲市街?人体育大合

13 B 
初!大祭

11月23B tfj)j努j感謝の日

12Jj22B) 
也i去の文化祭

23 B ¥ 

のように年に24日あるが，これらの日には平均して，

炎莱その他の主主際的労めには，経営主が4時間強従事

しているほか剥i矢の主主'は殆んど1tI剖;，11前後iJ1くだけ

でや)，ををしている.家事労イhまで含めてみても各人5[1寺

!日jjj'[j後仇いているにすぎない.ともあれ年に24日の慣

行イ本主主日は，生活にil奇いてと与える泉である. これらの

外に，天12;その他の芸評怖によって，イiiJもしないにちか

い日が若干あることは云うまでもない.

3. 家族の労働供給の粋

さきに述べた「家!ik労仇ブJl単位さきり平均 1El際滋

労1JJ11主IllJJ (= 9 1I!j-IHDにもとづくならば，特殊三11..旬

期1ffの家族の労イh供給の総枠は， 2L式によって求める

ことが出'*える.

谷特殊牛句期における家校の労働然紛の総枠

口線機:J}働時間(9時間)x家放0)5き:働単位数(3.3人)

×牛旬日数(5E1) =148. 5時間

っき。にこの総枠から通年労イh(=家ヰi労仇と設資労

仇のうちの通年労イ11との1'11)を開除して得た局話モ11部品j

t亡， L~外労イh可過日数比率」及び 1-慮外労仇不適臼

数土台話fSJを乗ずるならば，その積としてそれぞれ「通

年労め以外のJ屋外労仇供給の枠及び i通年労iJ1以外

のJE室内労仇供ぬの枠を求めることが出来る.

ここに通点下労111をご供給の総i苧から最初に一括控徐す

ることにしたのは，それがI@[i自にかかわらず所要され

叉袋擦に行動出来るものが多いが放である. しかし

:長初に控徐するという ζ とは，通~労仇の 1-実際濡主主

f2斗をそのま h然条件に「必要法Jとして是認してし

まうことになるので，それだけではなb充分とは云え

ないから，これに若干の補正を加えることにした.総

正に当つては，玉吉年労仇の実際需要量について，はた

してζれだけ絶対必要なものかどうか，無駄や不合理

はないか， とつぶさに再検討を加えてみなければなら

ない.けれども通年労仇の根幹をなしている家主存労仇

について，家族の消費単位数とか生活水準その他を塁走

擦とする若干の類型IK分に従って?最低必要愛乃至は

合理的必要最について明確な算定が出来ていないとの

方面の研究が充分には進んでいないという事情にある

ため，やむを得ず次のような便宜的措置をとらざるを

得なかった.いま，年1m平均1日当り通年労iJ1需要最

を算定してみれば， 雲衣装労イ119.31待問十長来週午労111

0.6nおお=9.9'"子1m，寺聞という線が出てくる.そこで一

応，その5日分すなわち各特殊半旬綴即時!日iを最高限

度としてヰヨさえ， これを超えるヰ議朱半伝]についてはこ

の限Dr:に:irfi滋するものと仮定しそれ以下の特殊半旬

については一応現在需姿援をごそのまミ必要企とみなす

ことにした これにもとづいて， 1"通よ手労《力以外のj

屋外労1JJ供給の補正枠及び「通年労1JJ以外のJ民内労

仇供給の補正/砕を算定した.

ここに屋外労1JJと鹿内労仇とを分けたのは，屋内で

できる労めは屋外労仇のできる臼 (11百天等〉出来ない

iヨ(中日当の雨天・暴民、全容)をごとわず一向に5¥[1¥与えにくや

れるけれども，屋外でなくては出来ないような労仇は

毘外労仇不可能日κはやれない，すなわち「屋外労め

とE室内労イjJとはヲミ依に関して完全に相互代主義的ではあ

り得ないJといった苓情にもとづくものであって，従

来労イカ鰐話{?のお!誌に当ってともすればJ是認されている

ことが多かった様にJ尽われるが，そのためそζから出

された結論がともすれば袋際と合致しないという欠点

があったことから多少なりとも遠ざかることが出来る

ものと考えたからである，この点については，かりに

次のような計算をしてみるならば一間切らかとなるで

あろう

ある 5日11誌のうち 2臼だけは段外労111に巡しないも

のとする.そしてその 5ElII¥jrc:" 

道主「労1JJ 5011寺lお

それ以外の屋外労1JJ 30グ

同 E設内労イ11 1011 

を夜ーする労仇i'ii{fl:数 2.0人の災家があったとしよう

また僚ii雪労{JJ[l守I?!iを 9Ie，y.1泊と仮定すれば， ζの農家の

5日間iにbける労1JJ需給は次のようκたる.

9時間x2.0(人)x 5 (日)=90時fp，j...努働供給の総枠

以下前述した討主主方法に従えば，
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90時間一50時間口40Wf筒

"'3.設年労働以外のさ手鎖供ま舎の総枠

4附 ×32胸 m
イ 屋外労働供給の枠

4附 X-g.=l開 i

.11 g室内長子働供給の枠

24時間-301F!テrHl=ー) 6時=問

....1/ i'号外労働oil&不足

16fl'Jilill-1O時間口十) 6存在'1m
.1/ 屋内喜多働の泡不足

となり，これに対してE室内・外出足別しない場合には

一体どうなるかをみるに，

90略的jー (50十30+10) 士)0 

つまり治不足なしという解答が得られる.

このうょに庭内・外労1fJ"i:12<.別したいで観察した場

合に比 こうような労仇需要は家族労仇だけで賂え

る， :z去いかえればこのような綴裂をひき立?とす経営内

容は労仇に関ナる限りに沿いてはきた抱可能一一それが

絞上であるかどうかは別問題としてーーのものである

という結論に到達する. これに反して， s室内・外労1JJ

にわけて考えた滋会には，屋外労めで 6[1与1M]の労力不

足をきたし屋内労仇に$'pて6時間の余裕労力が残

るという解答が得られる.何れがゑであり，何れがそぎ

であるかは全く尉切である.

次いでζ のようにして求められた労，めの過不足とく

に緊要治初(労力不足)に対しては，経益的な検討が

加えられ，需給の説撃がえとされなければならない

そのためには，労仇!時期すなわち作栄袈求のlT)j矧を

前後にずらすことがますZ考えられる.それが出来ない

とすれば，作京協ネの向上イじか労イM主化のいづれかが

必姿となる.総率化はすでに笑施済みであり旦つ労仇

!制じも適当でないとすれば，庭絡を増加するか言需要源

の縮少(例えば襲、作の{乍{寸減)をはからなければなら

ない.それもこの時期には履{弱地が自由には期待出来

ない事情にあむ叉ζ こだけのために需主主源を縮少する

ことが不適当であるとすれは¥最後には経営組織の会

罰的変更という苓態に立ち套Jjらざるを得ないであろ

う.これらの検討村、笑際にはしかく街単にはゆかない

から，よほど快還になされない限り全体の識不1を保つ

ことができなくなる.この点についての具体的な考慮

の端については，最後の却にゆづることとする.

とにかくこのようにして，労仇をよ屋内・外に分ける

と共に，供給の枠付けを還して需要を検討することに

よって，はじめて労仇の閣に関する限りに沿いてでは

あるが (l[又益性や資余繰り及び現物需要が同時に考慮

されてはじめて経滋的に完全宏、考慮:となる)何処其処

に無理があり，それはどの程度の改善によって解決さ

れるかという，経営発践のため採るべき方途の妹。絡を

つかむことが可能となると考えられる

4. 労働の需要と供給との対比

一一翼の繁・掲揚の確定

労イh需給の対比に当つては，次のような段階をふむ

必夜があろう.

1. 誠査年(昭和289"7H 1 B-悶29年6Jj 30 EI) 

における供給の枠とその51"効後裂との数比.

2. 例年(f!Ii辛口 9年-28年=20ヶ年不均にもとづ

()における供給の枠と調査年における矯婆との

務上七.

イ〉笈際需要拾をそのま':0.1こした場合

ロ)笈l努;託基SJさから臨時労働とヨ定数{JJ働とを除い

t.::場合(これらの妙働は余裕のめる時に従事す

るとL、う考え方による補正)• 

ノ、〕笈i祭綴喜;[.:fさからよ言日後徴主?除〈と共iこ遜年532

f勢湾芸事it'手指定したさ話会(主!l"F'労働0)会王製イとによ

る節滋補正)

3. 例年にお『げる供給の枠が主として室長放の労働

2立位設の減少に係って綴少した滋合における供

給の枠と言語査字におーける綴喜さとの羽上l;. iaし2

のノ、〉と岡絞の術工去を刻lえたものとする.

はじめに，説査年に$'ける供給の枠とその年にbけ

る需姿とを対比してみれば，第5騒のようになる.

中央部に描かれているのが通年労仇の需主主であっ

て，下端t乙ベ{スをもつのが屋内労{/J，上端にベ{ス

をともつのが震よ1¥-労イhである ここにみられる第1の特

徴比殆んどが屋内労仇であり且つ非常に大きな設を

もっていることである さらに第2の特徴としては，

bそらく想像以上に大き夜間凸のある変化念もってい

ることが指織されるであろう ことに長大の繁期に沿

いて割高な山を描いていることは，恰も「ここになb

改善の余地ありJと物語っているかに見える.この需

:須のうねりの中訟に引かれている淡線は，平均1特殊

半勾当りの議:夜景を示すものであって，約50時間すな

わち 1B当りにして10時1mという線である

次いでよ部に院を転じてみよう.ここに描かれた一

見甚だ奇妙な凶は， 1-通年労1fJ以外jの屋外労仇の鰐
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策5図 言潟査主Fーにおける家主誌の劣:働供給の枠とその年における穏婆とのまヨ比 〔幾三誌と手徴主主力誤算〕

最上図は屋外さま，~訪の滋給， 中央闘は遜1f.労働の慾婆，最下E遣は皮肉空手数の?討会1e示す. また

印は長室内外それぞれの労働総蓄さを示す

F.fJt立長室内労働のe供給を超過した部分を長室タf-労働の滋芸事に方UJif.したものを示す

50 
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給についてのものであって，中央に引かれた横線から

下に肉って特殊三j主匂矧毎に家族の労仇供給食をとり，

今J.Jtはその下端から上に向って需要量をとり埋めてい

って作図したものである.そうすると，家族の労仇供

給の限界を示すことになる中央債総を通り越してょに

伸びた需要設が労力不足もこの線に達し友いZE:自が

余11t労力をあらわすことになる.

さらに下部に強かれている同様の図は， I}通年労仇

以外のJ~室内労仇の需給に関するものであって，ここ

でも前述同様の苓情が読みとれるであろう.たずそこ

では供給澄のとり方，需要最の援め方が全く正反対の

方向にi匂っている点だけが巡っているにすぎない.

いまとの「遜年労1h以外の」屋内労1h需給閣の中央

脱線から下にはみ出した部分T すなわち髭内労仇可巡

回だけでは消化しきれなかったE室内労仇需要量を削り

取って，上告f)の展外労仇の践の余俗労力の部分をさら

に埋めて行くならば，その最如何によって或いはなヰ子

会総が残り政いはw号線を失政して労力の不足を訴える

ことになる.ζのようにすれば， I句通年労イh以外のJ

屋外労イh需給図を読むだけで，全体としての労力治不

足の午|湖沼分がー闘で判ることになる(もっとも隊'A.'

にはなb':t'fTの操作を加えなければならないが，その

ことについては筋VI節にゆづ‘る.

ともかくこのようにして，

して{申び出ているところの特殊半旬は云うまでもな

く繁期を形成する期間であるが，たとえ超えなくても

いままさに越えようとして需要が供給の限界線に迫っ

ている特殊よい勾もまた繁期を構成する期尚と見倣すを

メ-袈とするであろう.この点に関しては，児玉氏他は

次のように報告している 「農繁期とは，その矧l~lJに

経営が主主求ずる必要労仇主主よりも，その経首が配下し

うる可能労f力量が小さいか，殆んど等しい場合の概念

であって，逆の場合は農繁期ではない J (燦林省関

3程々 5¥} [j'湾各長主化

より月別の繁関係数を算出した.

繁関係数'" (苦手働投下丞÷可働時数)x100 J 

(悶斜緩鐙研究資料 No.2 [j'農業経後改善調ヨ霊祭 I彩、

芸子力~ .…昭和30年5月，緩管研究中関プロヅグ食畿

にて王室表…・・・第 7頁)， ここでも繁期を需給の祁対概

念として把握している点，これまた敬般に値する成果

である(惜しむらくはE室内外労1hを区別することなく

叉路上の句別観察がなされている 2点である)

それでは需要が供給の限界を示ナところのi鼠線にど

の経度に迫っている場合にこれを繁期と見倣すか.ζ

れについては篠たる遜論的根拠は;Jとめがたいが，こ ζ

では二f;!i;次のように考えてみた 1つは， 10時間未満

の余総を残した追り方の場合であり， fi也は供給量まの10

%以内在残した迫りつぢの場合をもって繁期と見倣すと

いう便法である ここでは一応単純にTT!'u:ol去による乙と

にしたが，この2つの方法は実際問題としては兄弟た

り難い態の誌をもつにすき。ない.

このようにして，労仇を屋内・外に分けると共に，

供給の枠付けを過して需要を眺める ζ とによって，は

じめて「誕の繁・開期Jを確定することが可能となる.

試みに前述した「単純観察による繁期Jと上のように

して求めた「哀の繁期Jとを対比してみれば第6箇の

ようになる 大きい繁期の矧聞については概ね一致ず

るけれども ，~.:Þ'その繁忙の松皮換言すれば需要が供

給安超える松m:をあらわす山形に差以zがみられる.叉

単純絞察の場合には，需要の山の絶対的な高さに着目

しているので，需要はすくないけれども供給の枠がさ

らに一層小さいが放に生ずる紫矧を捉えることは出来

ないが，これに「供給の枠」をあてはめて綴察するこ

とによって容易に，例えばj'f~25 ， 38， 72特殊，:jI:句期の

如く殆んど20時間近い労力不足を訴える繁期を発見す

ることが出来る.

以上は読を々にbける需J沿からみた繁期であるが，

これはたまたま20ヶ年のうちの如何なる年よりも大き

初期にお『ける五皇室主主耳構造~ (向調;児玉賀典主主官他執筆〕 く天依不服であった期聞にbけるものであって， ζれ

1955 (昭和30)年3月，隠部刊第 5頁)と.すなわ で「例年的な真の繁期jを確定することは，いさ、か

ち治玉技官は禁矧を需要供給の相対搬念として捉えら 危険であり妥当性を欠くと考えられる そこで例年に

わしてb り，まことに敬服すべき卒見である(たず惜し bける労仇供給の枠を適用する必要があると共にー

むらくは屋内・外労仇を峻別されなかった，己主である)• 方にヰテいて需要もまた或特殊年に.:T'けるものでなく，

「しかし今までの労仇最につ 表千年聞に.:T'ける例年的な「標準需要Jでなければ、'

いての検討迭には，各人の周囲をとりまく条件を無視 除怨念論議の対象とはなり得ないということが出来

しているので，各人5.lU吋ゐ(傍点筆者) n~Í'数を調査 る けれどもこのような「蹴E需要Jというものは，

J，t1Hし之に対ずるさ怠際の労f力投下設とから，次式に 相当年数i嬰読した記録にもとづき旦っこれに若千の補
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Z真純叡室長による祭主耳

〔農業拶働能力主主

総liま凡その

の供給

五(:段iliにbける傾向とか変化とかにもとづいて)を

施すことによってはじめて獲得するととが可能となる

ものである そのようなものは今淀ちにこれを求める

こと極めて臨難である やむなく誌程王年にbける需主き

をもって代用せざるを得なかった.このように例年に

.:10'ける供ljf?の枠と誠資年に.:10'ける街裂とを対比するこ

とによって求められた兵の繁期を， r単純観察による

繁期j と対比してみたのが芸名7闘である。 ここでも若

干の終期については合致するが， 11也の若干の繁共去につ

いてはずれが起り，さらに一方で繁期とみられたもの

が他方では消滅したり或は新たに矧が現われたりす

る.さらに注目すべき ζ とは縦線の部分は麗s!i労イhを

あらわしたものであるが，単純後察による場合需要の

山が高くても僅かのj張主主を察し，低くても比較的多く

の辰怖を入れている例えば第33，39特殊半匂矧のよう

に，いさ、か滋解/iC苦しむ如きものについても，例年

にbける供必の枠にもとづく作図によれば容易にうえに

づくことが出来るという結果が得られる 但し例えば

第69q寺殊半匂のように例外的なものもある.

これまでみてきた祭場の中には，通年労仇にJY~常に

多くの時j誌を裂しているために紫;舗を形成していると

思われる特殊ニ1':匂もまき千院につくので， j記述したよう

に通年労めの議裂が5011;'fIHlを超えている特殊三1".旬につ

いてはこれを5011抗日iに節減し 50il寺!日i米部:}o/f議後三11:匂

については現在通りの労仇話・裂を必裂とするものとし

て，供給の補正枠を気泡し，これを治じて紫係j期なみ

た詰i認は主導8殴のようになって，これを例年にbける

供給の枠を過してみた滋合と比較すれば¥その矧IHlilJ

については殆んど変化なく，たす !lrのおさに多少の修

正がゐこる 4~泌が1I旬がまま午ある~~U立で，ブミ廷のない結

果を得た よってN)7凶の下郊に拙かれたリボン図の

;諮問jをもって I-Ji~の繁湖J と総定ずる ζ とにした

7な立子? との小説のliJl初(IT)十こ述べたように， この

長家はBii:tE3. 3の労ilJf滋佼数をご持っているけれども，

迷からずして初父母の労iiJは期待出来なくなる可能性

念学んでいるのであって，大J体:2.5単位の松&に落楚

くものと考えられる.一方消費単位数の方は，現在幼

児 1人の志夫婦のことであるので次第に子供が治加し

てゆくものと見られるから，たとえ一方で滋少するよ

うなことがあったとしても，全体としてはさしたる変

化はみられないものと予訟してさしっかえない.従っ

て通王手労めの議妥設に大き友変化は考えられない. こ
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口
i!in図

策 8ffi雪

口 とこ二ゴ口 口口 口出口にこコ
(Jニ)と例年における家族の労働供給の枠からみた「良の繁期J (下)と

の3対比 ヵ;災害手〕

3 別を~-mす.

冊 働を;7.Kす
仮し，双方共に続時喜子餓及び粂業労働をi徐<.

例年における家主主の:';f!;-餓供給の枠からみた r-j支の繁期J(下〉と遜年労働を補正した場合(よ)

との主主i七 〔及会主皇子f効能力設日

線は凡そのR別を示す.

1111 印は蕊{ii苦労働を示す
{乏し，双方共に臨時f合働及び粂*9Y働を除<.



Cゐ 83 織江:ー幾室長に主fける :J}jk.伝有限分の言者相 ( 297] 

円干干日干干干子円干寸TTTI寸llllllllll行何千子前ヂhTTγII 1 I i 11 1 1 I 1 I I I I 1 ， 1 I I I I I I r=r村守

時

100 
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50 

労働翠位重立が3.3から2.5¥こ減少した場合における，

怠僚を従荷討議 bとする苦手労働怒長(下). 

I!II 印は， u二)の場合には従前の波餓な， (下)の場合には従jJ官の労働延長時間

のような場合を予想して，もしかりに現在通りの労仇

需要があったとしたならば¥…体どういうことになる

か，~図示してみたのが第 9 闘である.そ ζで，従来

通り 5-6月に宣るあの最大の禁容矧にはそE特殊キ:-tiJ当

り約40il寺!日jすその他の繁期にあっては悶様約201市-icJL

の労仇時1M]延長に限えうるものと仮定すれば， どれだ

けの要麗備となるか(こ ζ に従来通りと去ってもミ!と伝j

別の総時間についてみた場合のととであって， ζれを

平均]労1h単位当ちにみるならば， 401l争IH]--:--(5x3.3)

=2.4時mLすなわち 1日の労1JJIl!Wllf土9(際認で労仇時

間)十2.4=11.411寺!日iであったものが， 40時間--:--(5 

x2.5) =3‘ 21l初日j同様 lr3 の労イfJ rr~II日iは9十3.2=12.2

Il寺1~11l'C増加することになるのであるが)， 又逆に現在

述りの王室長討を入れるものと仮定すればどれだけの労1h

1時間延反を必要とナることになるか，をあらわしたも

のが第9図である.つまり要緩総は従前1381除問(臨時

労1JJを除く〉であったが，それが514時間と3.7倍に滑

加することになり，芸苦労1])時間延長の方は従部長大の

三下旬に$'いて4411!II日iであった(平均 1労仇単位当りは

44時間--:--(5x3.3) = 2.7時間すなわち 1臼当りの総

労仇時間19十2.7=11. 7キ 121l、出品jであった)ものが， 71

時間となり(平均1労仇単位当りは71時間--:--(5x2.5)

=5.7時間ナなわち 9十5.7=14.7キ 15tぬ'1M'1となる〉約

13%の土努力日となる 者過には、 ζれ以外に必ずj活午労

めにも従惑することになるのであるが，かりにこれが

無いと仮定したとしても，毎日約15時1ft]の労仇が1=1三

匂だけたらともかく，図にみられる還り約 1ヶ月余に

亙ってお続くことになると，到底部'人κは荷Jえi11f.られ

るものではない.そうなれば、どうしても，現在のま手滋F

装備をf一明能率イじすると共に，

をも考:慈し，幣ffiflの税務をはかかさらに労イ治安裂の

i減少ナなわち議磁波の紡少をも併せ悶らなくては，到

底経常を紘持ナる ζ とが出来なくなるであろうことが

予却されてくる.

このように家紋俗伐の変立さとくに労1JJ単位数の変

化にもとづいて?近い将来を見透したところの絞営改

議'tI'1がとられることの必要性が奴解されてくる.

VI 農家労働における競合，総合及び補完関

{系の吟味

1. 労働の過不足と麗・毅鏑関係

まずはじめに対外関係から検討に入ることにしよ

う.つまり家族が外部え労仇提供をするのは， どうい

う時期にどういう密淑のものがあるか，叉外部から受

け入れる労1hはどうなっているか， といった関係につ

いてである.これらの臨係が全体の労仇過不足とどう
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務10図 互支・被告11'関係(七)及び若手O"1J7f' )E -'Jを(下)阪i〔良2tdF働能力換算〕

いう関連をもつかということを， --12瞭然とせしめる

ために第10翻を作成してみた.

上部の閣は麗・被{r，1f関係を示ナものであって，中央

の横線からよがE芸術，:¥::，下が被怖を諮るものであって

さらに中央段級にベースを慨く上向き及び下向きがそ

れぞれ手伝受け及び手伝行きを，それ以外が純震情叉

は約後絡をあらわしたものである，叉隠中総線をご施し

た部分は屋内労初であり， EJ枠は屋外労1:IJである.

叉下郊の図l土前述した例年にbける「通年労1h以

外のj屋外労仇供給の枠と需裂との対比殴(f;l':;5関〉

に若千の操作をかえたものであって，供給の枠の限界

をなす I~~央臨線を中Jむとして，これを超える部分(労

イh不足〉とこれに満たない部分(余俗労力〉と?ととり

あげ着色を施して表わし，これの反対側すなわち余俗

労力を持つ期間にあっては中央横線をベ{スとしてそ

れの上方に労力不足をきたす期間についてはその逆

方向にそれぞれの半匂にbける度内労仇の余裕を摘

さ添えたものである このように図示することによっ

て， これ 1枚でもって，若手!日lfこ沿けるE室内・外部労仇

の過不足を総覧することが可能となる (Vlの4参照)• 

さらにこのjニ郊の関と下部の図との関係についてー

言すれば， 日芸術Jは下音1¥の間に合まれてヰヨり， 1-彼

{r，1L1 r士会保含まれてい念い.従って被陥労仰は下部の

図の労1JJ余裕からなb差引かれ，労1h不足にはなb加

算されることに怠る そのがi:5R:， ~~28， 29， 36t~必宗半

旬にbいて2011寺間前後の， ff~30， 31， 70特然半匂に沿

いて301日ï'l間前後，務63特殊'r匂iC$'いて 6 1l争11，~の労力

不足が増加する乙とになり，被i¥苦労11Jと自家需要労1h

との|認に労1:IJ競合がi包るととになる.その他の15ケの

特殊ミド旬については，被総労イカがかりに屋外労1fJ有J過

日に当ったとしても完主主子相当の余織を践すことにな

り，繁織に転換するようなことは起らない.すなわち

労イh補合の関係にあることになる目

(言主〉 補合関係と柄完関係とについて完若干の文献を蛍

ってみればさたの湿りである

1. J.D. BLACKによれLf，

「総会関係 (Supplementar・yRelationship)… 

原料jJ)列、の河ーの生産‘婆索を十分に利用すること

を可能にする祁玄関係にたつ部門を祁Ji.に檎合的

であるという.

そういうものがなければ時々は遊休する如き卒業

設備 Plantaud Equipmeutの利用とか， または
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さ芋カないし管滋 Managementの利用とかちJこれ

に常る」として，是に総会関係の主主す'る者きとして

11つは時間要因に関するものである 邸ち経済

活動の多〈のものは時間的に不均一に配分されて

いる.他は残余能力の利用と関連するもので… j

と述べてL、る. さらに，

「続発協係 (Complementary Relation巴hip)・

部門相互にその生産物に貢献し会う関係に立つも

のが総完的部門である.作物部門は家畜部門に飼

料を提供し，室長畜部門は作物に肥料を奥える如き

である. しかし一般にこの協係は相互的とは限ら

なL¥J (J.D. Black， Introduction to Economics 

of Agrieulture， 1953. Part 1I. Production. 

Chapter 9 "What to Produce --Principles. 

・・幾林省農業技術研究所経管土地利用淘;Wプラ

ヲクミま「幾業経後怒入門ー第二部生産縞JliTi究J

同部総斡「総経主主f言 11誌安芸 16~久策3H電所牧)

2. 棚橋氏は次のように招介されてL 、る r-~. ンリ

{・テーラーは経管内における Complementary

及び Supplementaryの関係の存在を繋げてL、る

(Outlines of Agricural Economics， 1925. p. 38) 

ここでコンプザメンタリ- (補完)の総係とは，

総隊内の言者f諮問聞における相互関係(il'iJ えば室長Ü~

と作物との相互関係の加し)をいい，サツプリメ

y 昇リー(お!i合)の関係とは絞塁手l有の諮音jl門間に

おいて苦手カ，主主カ及び機械の需要が乏し〈衝突し

ない場合のこれらの関係をいうのである

これらの概念は元旅ブランユのさ;ンュー 9::L- (E. 

JOU.JER)によって提示され (TAY.LOR，op. cit， 

p.5)，チ{ラ{が援用せるものであり，その後プ

ラック(J.D. BLACK， Introduction to Prodllction 

Economics， 1926， Chapter VrrI) 及びホルムエ

(C. L. HOLMES， Economics of Farm Org拍 i

zation且ndManagement， 1928， Ch旦pterXIV)

等によってその版関が試みられたことを附記して

お(j(搬橋初太郊， W新訂小幾経済と協陀組合』

昭和16年 2月， 日本評論前策485:ll0.

このように説かれている補完関係(Complementary

Relationship)は， M~18図の上部の躍的労1h と被長lí労

1JJのうちの手伝い労仇相互の|誌にみられる.但しこ

れらは経営相互関にbける補完関係である 他からこ

の経営に受け入れる麗用は手伝い65時間と純然たる臨

時麗 73時間計 138時間であり，この経営から他の経営

えの守二伝いは 1101冷!筒と念っている. ζ のJ逗僚と被備

は半伝]単位にみてもずれているのが普通であるが，第

70特殊半旬のように半匂単位では競合する場合があり

うる.これは娩稲の脱穀菰撃のための麗・被僚である

が，民家の分をやって次の日は他家え乎伝いに行く，

叉その次は手伝いを受けて自家の分をというように

労仇の一組を構成する人員の関係から，助けられたり

助けたりが行われる 1つの倒である.

2. 遂事労働の投下と蓄役による労カ節減との関係

次に謎湯のためにどれだけの労1JJが投下され，その

畜佼を期待出来ることによってどれだけ労力の節滋が

起 ζ るか(毅怒留に沿いて)， と云った関係について

触れてみよう

第 2茨にみたように袈沓(殆んどね午1頭に妥した

と云ってもよい)労仇に要した時間は， 310時間であ

るが臨時労1!Jを除くならば¥ 281n寺院iである

第 I表阿見らかなように長初|にわける音役は9'11l'!i'闘

である.

訟に牛'1lJ1の作業能率についてはいろいろな試験結果

が発表されているが，耕地の~:凶，こと壊の性賀状態，

4司法1 等身によってEえることはさ当然である ごく大づ

かみにみれば 1人の労仇3きによる鍬拶iに対して， 1 

人 1 牛による牛~~I はLl-6fi'fの作栄能率となっている

いま仮りに 5fおとみるならば，牛の存tEによって純粋

にプラスとなるのは，

(2.5&:-0.5反)-;-"0.5反=4

4併という ζ とになる. 0.5反は人による作ぷ効税

であり， 2.5反は同じ時間に 1人1午によってあげら

れた作ぷ幼釈である 上式から云えること比午の使

役1i，'fIHJの4伯が，午の存在によって純粋に節減される

入力労仇であると云うことである.

そうすると，務役94時間x4=3761i~.fI泌が午の存在に

よって節減された入力ということになる もっともこ

れは，一応全部緋起作業(実際には#~I;民78時間代掻16

1I与i日18i94時間である)としてごく単純に取りるげた場

合の計算であるので，試算の範囲を出ないものである.

ともあれ 280時間余の労仇を投下して飼養した辛口午

によって 370時間余の労力fr(i滋がもたらされるという

結果が得られ，ここら辺に辛口牛の存在悩値があると云

えるのではなかろうか.勿論このことだけではないが.

3. 繁期における労働の競合，補会及び補完関係ー

及びW9J働喜己分機捻箇』を?
中心、として
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つぎに主主の繁期を構成している期開と，それの前

後それぞれ2特殊半匂す君主わち前後各10日間をとらえ

てみると， f;j'C26-50及び第53-1特殊半匂矧の2つの

矧11品群が得られる.この溺i百j群について守そこに織り

なされている労仇の競合・術会・補完の様相をあきら

かにしてみたい.

最初に， IID: P~ ・外'iJ1j労1jJ溜分需主治対比図伽 i を再び

怨起してみよう.ここに$'ける供給の枠むまず日常

的季節労イ力及び制約的手:笥j労イ力の築現をもって埋める

としようーその結果は第11箇のよ部l'ζ描かれた様にな

る.その上の半分すなわち屋外労1JJ供ぬの枠の中に凝

りζ まれた 1111 印部分は制約的季節労1JJの需要であ

り， 盟 印部分はその供l紛の枠をはみ出したところ

の日常的季節労仇 o室内)のはね返りによる労イh需要

である.これだけによって既に屋外労仇供給の枠を一趨

えるか叉はまさに越えようとしているのか; Bf，:31，32， 

34守35，63の5ケの特殊半旬である

このような結果はー何によってもたらされたかを切

らかにしたのが，中央から下に立って拙かれたところ

の「労仇配分際続図Jである それには，水稲作・変

作・をき蚕及びそさいVpの4つの主‘要部門による労イh需

給を中，~，として， ζれに若干の11判、主需要がカuわって，
時IHl的経過にbける燦の関係に沿いて，叉一定矧ilil!'C

bける窓なり関係κbいて1 相互:に助け合いl'Xは反怒

し王子っている姿が際認されている 上向きの山は収滋

・郡整・販抗生容の仕上げ的な労1hをあらわし，下山き

の!-[r出VI起・整地・搭B]，管怒塁手の仕付けi'I勺乃~は手

E史的な労イJJ をあらわすものである.叉制約~I号季節労イJJ

のベ{ス・ライユY近くにあるト→→印fi有利とされ

る許ぞ予期間とfi溜矧 を，叉印は蕊役lI:f¥iti. 

印は動力利用時間]， lCコ印はj浸息苦労初1時

!百]， C手i1iJは補充労イJJfi.'fllll乞 〔通〕は玉l1.1F労イ!Jf時i討!

むそれぞれ表わしたものである.

さて汐Jに上部にt苦かれた「配分需給図j と下部に

搭かれた「随分絞諮問とを相互に比較対照し乍ら，供

給の限界、を超えている労イh及びいまきさに走塁えようと

して迫っている労1hの需要について検討を加えてみよ

うe 例iえぽ第31特殊中旬にヰヲける紫I'L:は， ::-1::，として務

蚤の末期労イhすなわちヒ2裂によるものであって，春Z妥

の鈎湾総淡をこの程皮に堅持する限りにヰヲいては不可

iヨされる.そしてこれは水田の'1，JI起と競合

している.祭32!災対計三令iの::?--Yl仲 小麦と秋播そさい

の収怒，それらと7kAH君!起との競合によって繁期とな

り?務344'朝家主手伝7はtl;:~蚤及び問縞と秋滋そさいのi収穫

との意完全にもとづくものであり，次の第35特殊三下旬は

殆んど「春の花形」回憾によるものであって，最大の

繁期を形成し， 46時間jの麗{翁をまって乗り切られてい

る さらに銘62，634~鰐転手伝]の繁期は，主としてi挽主主

稲の~'z.践によってもたらされている.

次にこれらの図から容易に読みとれる春・秋2矧に

くり民げられる労効活要の大舞台をr.t心として，いま

すこしく詳細な検討を加えてみよう.

吉宗の鉾台:一一ー

ここでのさ区役は，イ可と云っても図柄及びその葱前作

業である.回摘のi路湖は厳重にそFられて泰の繁期の終

幕をt!niっている.そこには家族のさと労力が挙げてi生ぎ

ζ まれていると共に，止やもまたこ、 10 日 H~jに主主って24

時間の労役にfli1しさらに前述のような麗防が織りこ

まれている この時期を含む 1ヶ月について逆襲する

ならば，そこには器蚕の飼育・支メIJり・秋探そさいの

収穫・EElliii及びその苓糸作栄とヨ去った大ノト様々の佼$i

L主が， ~liXfrlì 会関係を保つように心掛けながらE沿って

いるが，それでもながど?に術会を通り越して，競合関

係を形作っていることが表取される.なbζの繁期の

iJtlの10日間にかいては1 若手蚕飼育と7.kEEl'!!Jlf迫(主とし

て高陛くづし)とによって1 完全な補会鵠係がかもし

!卦されている ここで変刈りをその適期と比べてみる

と，大・小麦ともにや、!f-f::jに切りあげられ，その後

すぐに新組・EEl{依と急テ γポの筋が;淫ばれていること

がわかる ここで包含右側に転じてみよう.そこには

緩く一部分にではあるが大変の移hl'i絞以が採り入れら

れており，ともすれば大変の綿密iがゐくれひいてはそ

の収後にも )J~~饗するという?のぞましくない2まF怖から

幾分でも渡れようとの芯図がうか fわれる 又小麦の

務誌は幾分過期に先んじて終えられている.そのため

小麦の賂種の出来る111皮に*主主稲を織り込み?その収

穫をまって小麦の高践が怒られ綴題、されてゆくといっ

た，のつぴきならぬ微妙な関係が演じられている 再

び容の舞台の考察に帰るとしよう.そのように大麦・

小麦の収穫が，恰llt春蚕のJ::~突をはさんで佼慢するよ

うに間態されているが，とれらの2者のi日iには，需要ー

に関して相互に機会の関係があり，存在する労1h力に

関して補完の関係が形成されている.水稲作との問に

は2:'i妥ffjJれも競合の関係にある.そこで，家族構成の
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変動に応じて，かりに労{lJブゴが減るような場合にbい

ては，稲作の4ul荘、沼郡iをさらに能芸科ヒするか，春蚕の

か，菜作交の作付を制限するか，

もしlfliiHの!I!fJ認を多少ずらしても支障のない品堕の育

成豆立は新しい裁域方法が考えられるとすればそれを採

り入れるか 11立はム述した方法の若千を同時に織り込

むかーのf可れかの方注が講じられなければならす、いで

あろう‘

Rの舞台:一一一

11本に$'ける労1h常j要は T 対供給に沿いてはti!Uユ機

会関係にあり，存在する労1fJカに関してはヲ経Eね補完

関係が形成されている すなわち，桑悶管長E主として

除草，水稲作の 11サ~!・除草・追肥等，それに次いで玄

蚕の飼育が行われている た"， t"(~454寺殊半匂にbけ

る水稲の除2事及び迫ne:と1I蚕の潟育と， tri474朝永三子同

にbける:;l蚕のよ銭と1日'II'¥'草刈りとの聞に競合関係が

みられる，記述同様家族労イ}]カの滋少がbこる滋会VC

bいては];I"1妥の飼育刻撲を縮少せざる=a::得ないであ

ろう.

秋の舞台;一一一

次いで米妥を主佼として展開される秋の繁期の 1幕

を見物しよう まず字会稲の刈入れによって慕があげ

られ1 その阪がl!lにはすく'に高継がミf~かオl1r稽が播かれ

ると共に一方に沿いては平会;稲の11弘毅・誠製作業が

続けられる 次いで出会稲の刈入れと小麦の長実感とが

行われることになるが，これについては既に前述した.

その後?中生稲の1);針変・誠裂が行われ 1 続いて「秋の

女王.J[1免主主若宮の取入れの登場となる 最後にそれの11活

殺・1VM裂によって総蒜がとぢられることになっている

が，その中IH]を利用して小麦の一吉f¥と大変の揺感が行

われることになる‘このようにして裕合・補完の関係

が展開されているが，ある溺!日iについては，例えば111免

稲の刈入れに忠ならんとすれば、大変の矯DlH乙老なら

ずJと2去った態の談合の未解決部分が残されているこ

とになる.

また与主主主稲のように，首務i作を継続する限りに$'い

て作付を要求され，叉その故にこそ若干の早刈りを余

儀たくされるという「縁の下の力持ちJ的存在 G見物

需要と資金繰りを考慮に入れれば¥全くそうと言い切

ってしまえない函もあるけれども)もあることになる目

ζ のように秋の舞台は1 前後関係については殆んど

ギ、ツシりとつまったプログラ

ムになっている.たど考えられることは，言務作にし

ても大部分の小麦作にしても，それが高殿づくりとい

う愛労仇を伴うものであり，それ放にこそまた多労イh

を要するものであるが， もしこれが排水改良によって

乾田化されるえとらは¥秋の繁矧は随分と解消される部

分が生じてくるということである.そうすれば，早生

稲の存在イilll{ffi(は半読され，ドド生稲えの転換も可能性と

しては考えられてくる 叉大変作については移続栽培

をもう少し拡大して普通栽培VC$'き換えるならば，そ

の揺illi.適期は椴ね守り透ぜることになるであろう こ

れらのことは，家族労め力の波少するような事態に逢

殺した場合一関考慮されなければならない苓柄であ

る.

以上現状の分析と家族労11J力減少を予惣しての考慮

について述べて来たが，さらに家族タlt11J力のj努力!1する

場合叉は現状通りであってもイ聞か特別の作目を新たに

つけ加えたり置き替えたりしようと試みる場会¥上述

した「需給民!と「機構図Jとは，考慮の出発点とも

なれば叉座右の友ともなり得るであろう

Xll むすび

よki:したと ζ ろを要約すれば次の様になる 淡家の

労1JJ随分をヨ診察するにきろっては， まず5r~ 1 rL， その家

族構成の変動を必ず念頭にbいての現況把握と共に近

い将来の予測のょに立つことが必要であり， 0!~ 2に労

イh溜分の1I!j:!r.r](J"オ佳移をみるに当つては， 目別羽分の:段

繁期の姿を如実に伝え得るような日数均等期間1I三分に

従って絞祭する必要があり，第3には g手1夜労1fJの供

給の枠に照らして労11J~話芸さを眺めることによって，見

掛け上の繁・悶矧で友い j';呉の繁・関期Jを院定しな

ければならないということであり，最後にこの主主の繁

殺について， 1労1JJ配分需給図Jと[百イ'!J間分桜、構図」

とを描いて，配分上の長iJr;短!万をはっきりと現解する

ようにしなければならない， ということに尽きるであ

ろう.

さらに上述とくに第VIiUiにbいて触れて来たところ

は，こと労仇需給のE去に関するfl艮担に沿いて云えると

ころであって，なbそれが経営的に覧会な考慮及び発

言であるためには，収益性・資金繰り・現物欲求念交

えたところの問者・会談によって結論づけが行われるこ

とが絶対に必要であるのは云うまでも念い

また，この報告の行総について-J，c;の反省を試みる

ならば，如何に分析の方法に関するものとは云え，な

b充分芯:に満たなかった点があることである.すなわ
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ち，観察の対象に$'かれたのが!終1戸の農家であった

とと，観察年却す主lケキであったこと，度外労1h不可

富島日を決定づける条件の攻荻について充分に普遍性を

かちうる松に万全を期することが出来なかったこと等

るきびしい批判が下されることをまたなければならな

が，なからの一角にしみとして残ることになるが.こ

れらの諸点の解決については今後の研究にまつとは云

え，この小論の段階にまテいてもな$"多くの入荷によ

レ、

〔附記〕

ここには，室長放の{i百人別労働の法松については一

切綴れなかったが，いづれ他の機会において報告す

ることにしTこし、

Studies in the Distribution of Labor ou a Family-size Farm 

By 

Sachihiko HllRT必

Resurne 

The present report treats of the methods of analyzing the distribution of labor on family-size 

farms 

The results obtained from this res邑archmay be 8ummerized as follows :ー

1. When making a study of the distribution of labor on a family-size farm， not only have ¥ve to 

con8ider how many members the household comprises at present， but we have aleo to bear in mind 

what changes there are likely to be in theも.et-upat the not vety distant future. 

2. In a survey of the seasonal distribution of labor during a whole year， we have to conduct it by 

dividing the entire ye旦rinto equal periods of， say， five days each， 80 th旦tthe re乳1aspect of the daiJy 

distribution of labor during the busiest season may be correctly reflected in the whole picture. 

3. It is necessary to find out the “real" busy and 81ack seasons， not the apparent onES， by taking 

a careful look at the demands for labor from the angle of the limits in the supply of labor by family 

members. 

4. Finally， in regard to the“real" busy seasons， the merit8 and demerits of the existing system of 

distribution of labor must be pointed out by drawing up and comparing a chart showing the rela 

tions between demおldand 8upply of labor and another showing the organizationalεtrucu:re of the 

distribution of labor and clarifying the whysむldwher告foresof such distribution of labor¥ 
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