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1．背景と目的 
 
1950 年度に国の農業試験研究機関（以下「国研／農研機構」という）で、1952 年度から都道

府県の農業試験研究機関（以下「公設試」という）で農業経営研究（以下「経営研究」という）
（注 1）部門の設置・拡充が進んだものの、2019年現在、往年の姿がない。特に九州沖縄の公設
試で甚だしい。もっとも農業試験研究機関（以下「研究機関」という）そのものが大きく変貌し
た。国研は 2001 年度に独立行政法人（農研機構）に、公設試の一部も地方独立行政法人に移行
しており、改組であれば、それこそ枚挙にいとまがない。 
 本題に戻れば、経営研究部門の変遷には様々な背景や要因が挙げられるものの、67年前に錦織
（1952）が「今日ほど各方面から経営研究の重要視されるに至ったときはない（注 2）。……しか
るに、従来調査ほどある意味で、不評判なものも少ない」と指摘していた〔森江記：一部漢字を
平仮名に替えた〕。 
この役割や評価に関わる問題は、農業・科学技術・イノベーションといった政策や研究の潮流

と行政改革に影響されながら、時に顕在化してきた。国研の場合、改組として現出する等の節目
に、新たな役割などが記述されることもあった（注 3）。公設試の場合、例えば、2011 年に兵庫
県立農林水産技術総合センターが「社会科学的考察に関する研修会」を開催していた（注 4）。さ
らに学会の活動（注 5）も含めれば、組織の内外で経営研究の方向が模索されてきた（注 6）。 
本報告では、研究機関での社会科学系研究（以下「社系研究」という）の方向について、この

原点にさかのぼるとともに現在の時流も踏まえながら、本日の討論等に資するよう主な論点を整
理する。ただし、この論点は、報告者の所属する農研機構を主に想定したものである。方法とし
て文献調査を用いる。なお資料を残す観点から、屋上屋を架すこともいとわず、関連する事象に
触れつつ、上述の報告目的を果たしたい。 
用語について、経営研究分野を学際的に理解し、引用元等の時代に応じて「経営研究」と「社

系研究」を使い分ける。目安として 1990 年代中頃で区切り、これ以前は前者を、これ以後は後
者を用いる。こうした便宜的な用法は、一般と全く異なり、国研時代の特殊なもの（小室，2001）
に準じている。なお 1990年代中頃以前から現在まで続く場合には、「経営研究」を用いる。 
 
注 1)「農業経営研究はもともと農業の発展の大きな基礎は農業者自身が高い能力をもち活力に溢
れ，かつ幸福であることにあると考え，そこにいたる筋道を組みたてようとするものである。
それはひと口に言って農業者の経済的，社会的自立と自律の道を探るものだと言っていい」（金
沢，2001a）。 
この研究観に示された「幸福」は、1996-‘98年に日本農業経済学会長を務めた祖田修が農学

の理念の説明で用いており（祖田，2000）、重農主義思想の F．ケネーが引用した共和制ローマ
末期の M．キケロの農業観に表れていた（ケネー，2013；祖田，2013）。一般経営学の場合、
入江（2019）によれば、学術的にビジネスそのものの目的が定まっていない状況の中で、2010
年代後半に入り、この目的が問われ始め、国際的に well-being が注目されつつあり、「近年は
多くの経営者が、「ビジネスの目的は社会の様々な人々や従業員、ステークホルダーの幸せを追
求すること」だと主張し始めている」〔森江記：経営理念のフォーディズム（Fordism）でも有
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名な Ford（1922）は、“ Money chasing is not business.” “ Business on a money-making basis is 
most insecure.” “ The producer depends for his prosperity upon serving the people.” など人々へ
の奉仕／社会貢献を強調〕。 
冒頭で引いた金沢（2001a）の経営研究観は、「農民をいかに農業問題という全体的な枠組み

の中に位置づけるか」（金沢，1999）、この問いへの金沢自身の回答とも解釈できる。そこには、
価値前提〔森江記：明確な価値目標を掲げて研究を推進する「実際科学」の一分野として農学
を位置付けた祖田（2001）を参照のこと〕や規範的要素が表れており、「農業者の経済的，社会
的自立と自律」とは、どのような状態を指すのか？といった論理的な問いを内包する。また「力
ある個の活力化を図る自助努力」が政策の原点で、シナリオでもあった横井時敬（1860-1927
年）の 1907年（明治 40年）頃までの手作り地主（自営地主）層に着目した「中産階級として
の教育も能力もある生産力担当者の形成の期待」に通じ、まさに「近代思想としての個の存在
に力点をおく農業経営学」（金沢，1996a；1996b）の系譜、つまり自立・自律した個人といっ
た近現代の人間観（個人主義）の反映といえる。 
もっとも金沢（1999）は、「個は自分という個を貫くためにも単独には生きられない。社会の

中で、相互にかかわりながら生きている個である」と認識していた。さらに「個別経済には生々
しい営利追求という強力な糸がつらぬいている。だが個は……たえず他者や社会との接触の中
で生ずる問題も自分の問題として自分で処理せざるをえない。しかもこの内と外との問題は時
に激しく対立する。……個としての存在と意志を保つには内在する二つの対立物の主体的調整
が必要である。個別経済の二重構造とはこのことである」とした。こうした金沢の二重構造論
的農業経営学の特徴と限界については、高橋（2014）を参照のこと。 

  ちなみに日本学術会議（2012）によれば、一般「経営学は、営利・非営利のあらゆる「継続
的事業体」における組織活動の企画・運営に関する科学的知識の体系である。……企画・運営
に関する組織活動とは、新しい事業の企画、事業体の管理、その成果の確認と改善、既存事業
の多角化、組織内における各職務の諸活動である。これらの諸活動を総体として経営と呼ぶ」。 
また「経営上の諸問題を実践的に解決するために開発された知識は、当初、企業の生産現場の
諸課題を対象として蓄積されたが、次第に企業の経営課題全体に移り、「経営者のための経営学」
として発展してきた。……経済環境や社会・政治環境への適応などの諸問題の解決に経営諸課
題が広がり、経営学の研究領域が拡大してきた。経営学は、組織内部の諸課題の解明のみなら
ず、組織と外部環境の相互関係を取り扱う戦略の解明などへと研究が進展し、経営を取りまく
環境それ自体も実証的に分析するところとなり、広義の経営学へと展開していった」。肝心の農
業経営学については、八木（2007）を参照のこと。 

注 2)「経営研究に対して社会がやかましくなったのは何時か」との意味で、「日本では本格的な
経営研究は戦後」から、とされる（特別会員座談会，1984）。「戦後は，農地改革によって農業
経営を規制していた枠組みが，一応取り除かれ，農業経営者の努力による経営の自己発展が可
能になったとして，それが大きく期待された」（高橋・武藤，1976）。もっとも農地改革につい
ては、1950 年代中頃まで「欺瞞的改革」といった評価をする研究者も少なくなかった（玉，
1995）。 
関連して東畑（1936）は、「農民は常に動かされるもの、引きずられてゐるものとして「単な
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る業主」たる地位を離れることが殆どない」や農民の経済的地位を「賃率の定まつてゐない農
、、、、、、、、、、、

業労働者
、、、、

」と呼ぶにふさわしい、と思う等とした。このうち「単なる業主」については、高橋
（2014）を参照のこと。なお「判断基準自体が厳しすぎる」（野田，2012）との指摘もある。
ちなみに東畑精一は、戦前ボン大学で経済学者 J.A.シュンペーター〔森江記：企業者に着目し
ていた Schumpeter  MarkⅠの時期〕に師事し、師の著作に東畑の影響が見られる、との解釈
もある（高橋，2014）。 

  また渡辺（1955）が次の観察を示していた。「戦後，……経営研究がその数において隆盛を極
めてきた。と同時に，戦前にはまれであった農業経営学として体系的なかたちをとっている著
述も，既に十指に近く出された。……ドイツ流経営経済理論，日本的農家経済簿記，そしてい
わゆる経営実態調査，という三つの研究分野が併行的に存続してきた感のある，従来の斯学の
流れからは，今日の実践的課題，すなわち個別経営の合理化あるいは経営普及という問題に具
体的にあるいは直接，答えられるものが少ないのではないか」〔森江記：一部漢字を平仮名／片
仮名に、旧仮名遣いを現代仮名遣いに替えた〕。この実践志向は、その後も論点として現出して
いる。 

注 3) 例えば、『農業経営通信』（2008年度から広報誌に転換）に掲載された小室（1997）がある。
ほかにも独立行政法人への移行に伴う農業研究センター（茨城県つくば市）社系 2研究部の改
組に際し、研究の回顧と「社系研究の推進方向」が同センター農業計画部・経営管理部（2001）
として刊行された。ちなみに国家プロジェクト筑波研究学園都市の建設を契機に創設された同
センターの社系 2研究部に期待された役割は、川嶋（1992）から知ることができる。いわゆる
「研究の入口・出口」として構想されていた。 

注 4) 外部講師の川上（2011）によれば、「社会科学的考察に関する研修会」の趣旨は次のとおり。
1．公設試の存在意義を県の施策に対するシンクタンク機能の発揮に求めれば、この発揮には何
が必要なのか。2．技術開発研究での課題化や成果の普及、さらに県施策への提案という過程で、
社系研究の視点からの分析が欠かせないのではないか。 

注 5) 学会の書籍として長憲次編（1993）や日本農業経営学会監修（1996）、地域農林経済学会編
（1999）、日本農業経営学会編（2012）がある。またシンポジウムの報告・討論としては、長
（1984）や原田（2007）がある。 

注 6) 例えば、日本農業経営学会発足 10周年記念事業の一環の「討論」では、農業経営学のあり
方を見直し、研究の活性化を図るため、1) 対象と方法、2) 実践性、3) 現段階の課題、4) 試
験研究機関での経営研究の現状と問題、5) 研究活性化の方向を論点に議論された（討論，1993）。 
 

2．原点 1：経営研究と「総合研究」（注 7） 
 
金沢（1984）によれば、1948 年 8 月に東京大学で日本農業経営学会の前身、農業経営研究会

の発足総会が開催された。出席した 30 人余りのうち、作物や畜産や農業土木など自然科学の研
究者が半数を占めた（注 8）。また「戦後，農業経営研究の揺籃期には関西農業経済学会（注 9）
でも技術研究者と研究交流は盛んで」あった（特別会員座談会，1984）。 
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経営研究の揺らん期に自然科学分野との研究交流があった背景として、深刻な食糧難や外地か
らの引揚げ、復員、大量の失業者など国家的問題が挙げられる（注 10）。特に農業経営研究会が
発足した 1948年当時、注 8) のとおり発起人の一人で、農林省の開拓研究所長から農業改良局長
に転任した磯辺秀俊は、技術研究者とも会合しており（金沢，1984）、また「農業経営は技術と経
済との結節点」（注 11）といった経営観が示されていた（岩片，1948；柏，1994）。 
前述の国家的問題に対し、専門別に縦割りで編成されていた農林省（注 12）の研究機関では、

開拓を支援するため、国営三本木原開墾事業（1937－’66 年）に関わる農事試験場三本木原営農
支場（注 13）の設立（1945年 6月）や開拓研究所の創設（1946年 11月）など総合研究も推進
されるようになっていた。つまり、一つの専門分野で対処できない問題について、複数の専門分
野の総合が求められたのである。 
しかし後年、「総合化の研究は地味で，評価は難しい」こともあり、総合研究と基礎研究、現場

志向と科学志向のように対語的に理解され、時にコンフリクトが生じる等、二項対立的な思考を
乗り越えることが求められてきた（西尾，1997）。別言すれば、ヒト・カネ・モノといった研究資
源が限られる中、研究の高度化や細分化が進み、研究者の養成・資質向上や設備投資が求められ
る一方で、総合研究のあり方が問われてきたのである（注 14）。 
もっとも近年、情勢が変わりつつある。基礎研究から社会実装（注 15）までのイノベーション

政策について、政府が「一体」となり「統合」的に推進できるよう施策や体制の大幅な整理・強
化が図られている中で（政府，2019）、前述した二項対立的な思考が抑制される傾向にある。農業
分野の場合、TPP や輸出促進など情勢の変化もあり、2013 年度の補正予算から大型の実証事業
が続く等、この傾向に拍車がかかっている。 

 
注 7)「総合研究」は、「農業に関する多数部門の専門的知識を活用して行う技術上の総合的な試
験研究及び調査」（法律第 67号，昭和 56年 6月 8日，農林水産省設置法の一部を改正する法
律：農業研究センターの事項，第 1号）の「多数部門」〔森江記：新設のセンターを筆頭研究機
関に位置付ける表現上の工夫〕を「複数」に読替えて理解する。ちなみに国会審議に際し、用
語が単純化されたものであり、事前の体制研究会では「体系化・総合化研究」と呼ばれていた
（西尾，1992）。 

注 8) 農業経営研究会の発起人の一人で、国研で全国に経営研究部門が設置されたときの所管局
長を兼任していた大学教授の磯辺秀俊（1948 年 8 月～’50 年 11 月まで農業改良局長）によれ
ば、「経営研究というのは，こうやらなければいけないというのを痛切に感じましたのは，開拓
研究所の時です〔森江記：磯辺は初代所長〕。……何が問題になっているか，……自分の専門分
野で何が開拓農家にとって解決しなければならない問題かということを考えてみる必要があ
る。それらの多くは我々の大まかな意味で経営的な問題ですよ。しかし，具体的な事をやるに
は技術がなければダメでしょう。技術なしでは農家の問題に答えることができない。それで私
は思い切って技術関係の人を開拓研究所の経営関係に入れたのですよ。そのときの技術関係の
人で今も経営の研究をやっている人がかなりある」（特別会員座談会，1984）。 
農業経営学にも足跡を残した磯辺は、開拓研究所長から農業改良局長（初代）に転任した。

ちなみに 1940 年代後半、磯辺を含む東京大学の農業経済学科の「教授陣は殆ど出払って大学



25 
 

に居られることが少なかった。東畑先生は農業総研〔森江記：旧農業総合研究所で現農林水産
政策研究所。その初代〕所長に、大学に復帰された近藤先生は農林省統計〔調査〕局長〔森江
記：近藤康男は、1939年～’43年に農林省の統計官（統計課長）を兼任〕にという具合で」（金
沢，1985）。とりわけ東畑精一は、内閣総理大臣の吉田茂から農林大臣就任を懇請されたもの
の、固辞した（土屋，1982）。なお、第一次吉田内閣で農林大臣に就いたのが和田博雄である。 

注 9) 1951年 11月発足「関西農業経済学会」（現地域農林経済学会）の設立趣意書には、次の記
述がある。「本学会〔森江記：農業経済学会のこと〕がその性質の上から……狭く農業経済専攻
者に限られる傾向がありますが、しかし農業経済の問題を根本的に調査研究しようとする場合
には、どうしても本会員以外の各種の研究分野、なかんずく技術部門の研究者の協力を得るこ
とが必要となり、しかもかかる協力体制を作ることは従来必ずしも円滑に参らなかった極みが
あったのであります」〔森江記：一部漢字を平仮名に、旧仮名遣いを現代仮名遣いに替えた〕。 

注 10) 1945年 11月 9日に「緊急開拓事業実施要領」が閣議決定され、165万町歩の開墾・干拓、
100万戸の入植を概ね 5～6年で完成させることになった。ちなみに 1936年には、2.26事件後
に七大国策の一つとして満洲への「二十カ年百万戸送出計画」が決まり、翌年から北海道農業
が着目され〔森江記：1889年に佐藤昌介が農民の北海道移住を「内国殖民」と称していた（井
上，2003）〕、1941 年から全満洲開拓団への北海道農法の普及が図られた（玉，1985；2003）。
ただし同農法の導入には、日満農政研究会等で論争があった。なお反対者の一人、大学教授の
橋本傳左衛門は、1940年に「総合的かつ実践的研究」を目指して創設された満洲国立開拓研究
所の初代所長を兼任していた（小都，2017）。後述する三本木原営農支場（青森県十和田市）の
設立前のことである。 

注 11)「技術と経済」の結節点／交渉は、農業経営の二重構造「経営と企業」に関連し、「私経済
と国民経済」の相互交渉にも関連する（金沢，1982）。岩片（1948）は、「農業経営は技術と経
済との結節点」といった経営観も示しながら、経済環境への適応に限定した農業経営の一面的
理解、つまり農業経営学が私経済学として純化することを批判した（柏，1994）。 

注 12)「農林省」は、戦時経済下の「軍需省」創設に伴い一時「農商省」になっており、三本木原
営農支場は、農商省の研究機関として設立された。 

注 13) 営農に関する唯一の国研として設立された「三本木原営農支場」については、東北農業試
験場（1952）が詳しい。なお後年、同支場に勤務した鈴木福松が回顧録（鈴木，2006）を残し
た。 

注 14) この問いの根底は、1874年起案の農事修学場（駒場農学校の前身）設立上達文にある「技
術〔と〕学理〔が〕相切〔接し〕相進ム」方策を確立するため、「実験ノ学理ニ乏」しい在来の
「技術」に、新しい「学理」の西洋農学を持ち込む必要がある、との論旨までさかのぼれる（西
尾，1997）。ただし、この論旨は、岩倉使節団の報告書『米欧回覧実記』や御雇外国人教師ワグ
ネル等が既に説いていた（斉藤，1964）。 

注 15)「社会実装」は、成果の社会への活用・展開を意味し、社会技術研究開発センター（RISTEX）
での「社会技術」概念の議論から生まれた用語である（芽・奥和田，2015）。ちなみにRISTEX
の 2019年パンフレットには、「実用化（実装）」との記述がある。 
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3．原点 2：研究機関での経営研究部門の設置・拡充 
 

1) 国研 
戦後の占領下、連合軍最高司令部（GHQ）天然資源局の発意（実質的な指令）により、農林省

農業改良局（注 16）が国研の整備総合計画を立て、1950 年度に大幅な改組が実施された。三本
木原営農支場を含む農事試験場や開拓研究所（本所・支所）等が廃止され、中央に農業技術研究
所が、7 地域に農業試験場が創設された。なお、農業改良局の所管外の研究機関として蚕糸試験
場（蚕糸局）と家畜衛生試験場（畜産局）、食糧研究所（食糧庁）があり、1946 年創設の農業総
合研究所は、所管外の政策研究機関であった。 

1950年度の大改組により、国研で経営研究部門の設置が全国的に進むこととなる（石橋，1952）。
見方を変えれば、歴史のある北海道農事試験場（注 17）、廃止された三本木原営農支場や開拓研
究所での経営研究に内包するキーワード「開拓」が、「経営改善」など全国に通底するキーワード
に置き換えられた、といえよう。ただし各場所には、創設以前の経営研究の蓄積等に差があった。
例えば、廃止された開拓研究所中国支所（鳥取県旧溝口町）の流れをくむ中国四国農業試験場（現
西日本農業研究センター）農業経営部の場合、初期メンバーの大部分が自然科学の研究者であり、
経営研究の模索が 10年ほど続いた、とされる（特別会員座談会，1984）。つまり創設当初の農業
経営部は、後年の総合研究部と称すべきような陣容の中で、研究の方向等が模索されていたので
ある。しかし 10年後、1961年 2月～’63年 5月にかけ、国研の経営研究者を中心に『農業経営
講座』全 4巻が朝倉書店から刊行された。この筆頭編集者が三本木原営農支場長や東北農業試験
場長（初代）等を歴任した錦織英夫（注 18）である。なお、その後、2000年代中頃までの国研／
農研機構の動向は、高橋（1993）・小室（1997）・原田（2007）が詳しい。 
 

2) 公設試 
1952 年度に現地実証試験の原型である営農試験地事業が始まったことにより、公設試で経営

研究部門の設置・拡充が進んだ。高橋（1993）によれば、「昭和 27年から 10年間で各都道府県
にできた経営部の 5 分の 4 は，この営農試験地事業を契機としてできた，といわれている」。し
たがって公設試では、経営研究のスタートから現地実証試験を通して「総合研究」と密接に関わ
ったところが少なくない。 
ただし石橋（1952）によれば、1952年当時、「調査部・農機具部・畜力関係の研究などを合わ

せて経営部（係）・営農部（係）が設置」されるか設置途中であり、この中には経営専門の研究者
がいないところもあった。また北陸・東海・近畿のように経営部が設置されていない府県がある
一方で、北海道・青森・佐賀のように以前から経営研究部門を持っていた道県があり、公設試で
も経営研究が偏在して行われていた。このため、関東東山地域では、長野県農試でしか経営研究
が行われていない中、「技術研究者が営農試験地事業を担当することによって、……農家の直面す
る問題を包括的に捉えられるようになって、やがてその人達が経営研究者として育ってくるとい
うことがありました」との回顧がある（中村，1993）。なお 1960年代から「全国の県農試の経営
研究陣から有力な論客が輩出」（永田，1993）とされた。 
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注 16)「農業改良局」は、国研の整備統合〔森江記：GHQが設置多数を問題視〕と新しい技術指
導体制の確立を図るため（磯辺，1968）、普及制度等の根拠法である農業改良助長法の制定後に
設置され、技術研究部・経済研究部・普及部と庶務課で構成された。このうち経済研究部は、
「農業及び農民生活に関する経済学的研究に関する」事務等を分掌した（法律第 163号，昭和
23 年 7 月 15 日，農業改良局設置法 第 5 条）。なお GHQ と農林省の摩擦を背景に（磯辺，
1968）初代局長は、注 8) のとおり大学教授の磯辺秀俊が兼任し、後任は小倉武一であった。 

注 17) 北海道農業試験場・北海道立農業試験場（1951）によれば、北海道の研究機関では、都府
県との自然環境の違いや道内の多様性（1950年頃には農業地帯を 25地帯 100地区に分類）を
踏まえ、開拓地で適地適営農を確立するため、長年にわたり農業経営試験（現地）や模範経営
試験（場内）が行われていた。この端緒が 1904年～’09年に行われた場内設置の模範農場（生
産者に作業委託）での模範経営試験である。この試験は、以前の試験研究成果の現場応用で問
題が生じた反省から実施され、試験結果が道内開発の基礎資料として利用された。さらに 1945
年 6月設立の三本木原営農支場内の実験農場（職員とその家族が基幹労働力）等、道外の試験
研究にも影響を与えることとなる。なお、現地の経営試験農場の中には、開拓が条件不利地域
に進むにつれ、入植者が営農を確立するまでの補助の限度を明確にする目的を兼ねて設置され
たものが少なくない。 

注 18) 岩片磯雄は、丹念な実態調査に基づいた京大の橋本充の学会報告に驚くくらい 1935年前
後の東大には経営研究の意識がなかった中で、農業経営を内容とする例外的調査として錦織英
夫が担当した東京帝国大学農学部農政学研究室（1936）『庄内田所の農業農村及び生活』を挙げ
た（特別会員座談会，1984）〔森江記：当時の錦織は助教授〕。 

 
4．国研時代の経営研究批判 
 
 戦後の早い時期から国研の経営研究に対する批判があった。例えば、原田（1996）は、第 1表
のとおり錦織（1952）を引用し、今日的な指摘と評した。 

1980 年頃には、「経営研究の社会的位置づけについて周囲から大きく問題を投げかけられてい
る」状況を背景に、ユーザーに関する経営研究者同士の論争があり（注 19）、これを発端に武井
（1980）が経営研究の目的と内容等を論じた。すなわち武井は、研究目的を「基本的には農業経
営の発展の経済法則を究明すること」とし、この内容を「具体的な実態から一般抽象化されては
じめて研究のレベルに」なり、「抽象化され理論化されたものは……現実の分析に利用される」等
とした。また「いろいろのレベル……いろいろの抽象化・具体化の方向にしたがって研究成果の
有用性が認められ」、「例えば最も具体的な調査結果のレベルでも、優良事例として他の経営の参
考になる」とした。なお、論述の発端となった経営研究のユーザー問題に関し、あらゆる種類の
ユーザーに対して有効な成果を与えるためには、基礎的研究の積み重ねが重要であり（注 20）、
もしユーザーに迎合する姿勢をとれば、「経営研究の衰退を招くであろうことを私は強く懸念す
るのである」の一文で結んだ。 

1993年の日本農業経営学会 10周年記念の刊行物では、国研の経営研究に対する批判が「研究
方法・研究手法・表現法」（注 21）に分けて記述された（高橋，1993）。ただし批判の中には、自
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然科学との研究方法・研究手法の差異を理解していないケースもある、と指摘された。また批判
の背景として経営研究では、研究領域の拡大、すなわち個別経営の改善から地域農業の組織化、
農村計画研究に広がり、さらに環境問題・エネルギー問題など新たな研究への参画が求められ、
新政策対応での「企業経営のマネージメント論の重視」等により、研究手法の開発そのものが大
きなウエイトを占めることが挙げられた。 
 

 第 1 表　原田による錦織 （ 1952 ） の引用

起 今日ほど各方面から経営研究の重要視されるに至ったときはない。

しかるに、従来調査ほどある意味で、不評判なものも少ない。（ 中略 ） 近時各方面で
行われている多くの調査に対しては、全くの無関心か、もしくはあまりその意義が認め

が しかし基本的には次の事実を見逃してはならない。 それは、即ち、調査研究者と
調査資料を求める者との考え方の隔たりである。 従来、研究者は、直接農業経営の

改善をねらうというよりも、むしろ現実の認識、解明を主眼として、経営改善の基礎資

料を求めようというのであり、これに対して、求める立場は、調査結果から直に改善の

ための処方箋を端的に求めようというのであった。

本来実態調査といえば、それはただ単なる調査だけでなくて、さらにこれを基礎とす
る研究をともなって始めてその意義がある。（ 中略 ） あたかも医者が人体を診察して
その病根を明らかにし、（ 中略 ） 処方箋を物すのと等しく、経営調査にもこうした行き

方がもっと工夫され、（ 中略 ） 軽視された改良諸政策実施にともなう科学的調査研究

も、もっと重視されてよいであろう。（ 中略 ） 今後は、むしろ両面から進んで 相協力し

て この溝を埋める努力をいたさねばなるまい。

 資料： 原田 （  1996 ）

     注： 一部漢字を平仮名に替えた。 なお、A4 版 1 枚と紙幅に強い制約を受けての引用であり、
  割愛が多かった、と推察される。

られていないように思える。

転

結

承

 
 
ちなみに同じ刊行物では、稲本（1993）が次のように記述した。「多くの人が農業経営学，経営

研究のあり方を常に自問自答しているという状況がある．……経営研究に対する批判や注文が多
いという状況がある．（改行）これらの根底に共通してあるのは，一方で，経営研究の実践性如何，
他方で，経営研究の科学性如何ということである．この問題は，要するに農業経営学，経営研究
の基本的なあり方の問題」である。 
なお別の学会刊行物では、門間（2012）が次のように記述した。国研時代の自らの研究変遷を

回顧しながら、「農業経営研究に対する次のような批判……「たんなる実態調査にすぎない」「経
営者の問題解決に役立たない」「事例調査による後追い研究である」「現場の役に立たないモデル
開発をしている」。門間は、こうした批判に対し，法則解明のための事後的な調査研究と行動予測
のための研究は，農業経営学の車の両輪であり，どちらが欠けても有効な研究成果は蓄積されな
いとしたうえで，この 2 つのアプローチを統合した農家経営行動論の理論的な枠組みを提示し
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た。」 
 
注 19)『農業経営通信』誌上で水上泰介と工藤清光が論争した。 
注 20) 錦織（1952）も武井（1980）も時代が違う、とはいえ、少なくともコンサルタントとの差
異は明らかであろう。コンサルタントは、依頼者の期待に応えれば十分である。しかし研究者
は、「科学の持つ根源的な価値である「真理の探求」」（日本学術振興会，2015）だけでなく、実
証主義に立脚すれば、応用のため、得られる知見の一般化や理論的貢献も求められる。 

注 21) 高橋（1993）で整理された「批判」は、次のとおり。  

 「開発技術の経営的評価」 について、技術研究の立場からみると、自己の

1  研究成果がどのように農業生産に寄与しているのかを確認するには不十分

 である。　また 「あと向きの研究」 が多く前望性 ・ 提言に欠ける。

 農業技術の経営的評価は、1965 年 1 月 26 日の経営研究中央打合せ会議

 で研究討議テーマとして取り上げられた（ 農林省，1965 ）。  当日は、今村
 幸生が線形計画法による評価を報告したほか、後日作成の参考メモで

 五十嵐憲蔵が次のとおり 農業技術の経営的評価  を定義した。

 すなわち 「農業経営における技術の経済的効果を，経営主体の目ざす

 経営目標達成の度合―貢献度として測定し，判定すること」 である。

 「事例調査」 に代表されるように、ともすれば卑近な現実に目を奪われて

 「単なる実証への埋没」 に終わっているのではないか。……

 文章、用語が難解である。特に 1つの用語が 2つ以上の意味をもったり、

　資料 ： 高橋 （  1993 ）

項目 内容

 研究方法

　  〔森江記〕

2  研究手法

3  表現法  1つの意味に対して 2つ以上の使い方をしたりする。

 実証科学としての基本的な方法論に欠ける面がある。

 
 
5．公設試の経営研究：千葉県のケース 
 
 木村（1993）は、公設試の経営研究について、1990年代はじめ頃までの千葉県農業試験場を中
心に、研究体制、活動と役割、研究課題の設定、成果の普及、研究以外の活動、経営研究の性格
等を記述しており、第 2表のようにまとめられる。後年、大学教授になる木村は、執筆当時、既
に公設試の経営研究体制が後退を余儀なくされている、と認識していた。ちなみに木村（1990）
では、現地実証試験の問題・困難性を指摘していた。 
さらに木村（1993）は，公設試での経営研究のあり方について、以下のように私見を述べた。

「現場では，多くの農業者が経営成長を目指して営農努力を行っている。その経営行動・経営管
理を解明し，理論化することが重要であり，経営改善に役立てる。あわせて経営改善が速やかに
できる状況の把握，行政・普及農業団体への提言を行う。こうしたことが県の経営研究の基本的
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役割である。 
 具体的に言えば，理論と言った場合，それは，高度に抽象的な理論ではなく，事例と抽象的理
論との中間レベル程度の，具体的なメカニズムとしてのあり方・法則である。したがって「単純
明快な理論」，「具体的でわかりやすい理論」であることが必要であり，“いわれてみればなるほど”
といえる理論である。“なるほど”と理解される条件は，第 1に技術論があること，第 2に状況変
化が的確に把握され，それへの対応論があること，第 3は段階的な問題解決論，すなわち段階的・
プロセス的にどう問題を解決し，経営発展を方向づけるか，そのための意思決定論と管理論があ
ること，である」。このうち「中間レベル程度の」理論を構築するには、「よく話を聞くことが重
要である。ただこの場合，ややもすれば現場・現状に振り回されやすく，また独断的な理論にな
りやすい。したがって基礎的な理論が必要となる。そのためには，大学や国の試験研究者との連
携が必要である」。 
 

 第 2 表　公設試の経営研究 ： 千葉県を主に

1  再編要因  組織全体の再編 ／ 試験研究上の必要性

 研究体制の  千葉県：1953年に農業経営研究室が新設 （ 兼任の室長＋研究員 1名 ）

 変遷 　　　　    （ 中略 ）  作業技術研究室を吸収し、現在、室長 1名＋研究員 4名

 学生当時の専門分野は、関東東海地域の経営研究担当者 55名のうち

3  農業経済が 6名で、22名の農学が最も多い。 また行政・普及との人事

 交流も顕著で、10年以上 経営研究に従事することが難しくなりつつある。

 国の事業 （ プロジェクト研究が多い ） とその他 （ 県単独事業等 ） に二分

 前者では、経営研究室が主査として全体の世話役になる場面が多く、

 後者では、行政対応や技術の経営的評価に関する調査研究が多い。

 また研究以外の活動もあり、会議や各事業への参加・推進、

 コンサルタントなど多様化し、農業団体からの要請も増加

 　　　　                                                                                                                　　                                  1) 研究の総合的な組立て・方向づけ・仮説づくり等、

 プロジェクト　  2) 調査地の選定・交渉、農家・圃場の選定・交渉、推進会議の運営、

 研究での役割  3) 全体の試験研究の運営・管理、  4) 経営独自分野の研究、

 （ 千葉 ）

 研究課題の  1) 行政や普及 ／ 農業団体からの要望を取り、検討会を開いて決定、

 設定 （ 千葉 ）  2) 国の研究推進を受けた課題化、  3) 各研究室が独自に課題化

 成果の普及  生産者対象の成果発表会、普及センターへの普及カード、試験場の
（ 千葉 ）  研究報告・特別報告のほか、県発行の指導書、資料、雑誌等による公表

 資料： 木村 （  1993 ）

 5) 全体の評価・取りまとめ。　以上、経営研究者の役割が大きい。

5

2

内容 ／ 実態

7

6

 研究の専門性

項目

4  活動（千葉）
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6．社系研究の多岐化・細分化：研究領域の拡大と経営体の多様化 
 
注 1) で引いた金沢（1999）の見解（個別経済の二重構造）とも関わり、日本農業の特質の一

つとして次のことが挙げられる。すなわち「農家の行動は欧米等の農家とは異なり……共同体と
しての集落を意識したものとなる。特に水田農業では、水利を巡る協調的行動を求める作用が働
き、農家の行動は単純な経済合理性だけでは解明することができない」こと、さらに「例えば歴
史的経緯によって、集落の結び付きには地域差があり、これが現代でも集落一体的な稲作の生産
調整対応や集落営農の形成等にも色濃く投影されている」ことである（日本学術会議，2019）。番
水制といった水利慣行のほか、かつての入会慣行や、ゆい・手間替え等の労働慣行、機械・施設
の共同利用、農産物の共同出荷／販売など、農業経営体の生産・販売活動で集落と関わる場面も
ある（注 22）。 
野田（2004）は、「（むらからの自立）個別化」がもたらした西欧型農業近代化に対し、「（むら

による再）組織化」を農業近代化の日本的形態とした。また西欧（休閑除草農業）の個別化が構
造改革を伴ったのに対し、日本（中耕除草農業）では、農業年雇の減少等による小農化（家族経
営化）・大規模層の規模縮小、つまり小規模化（小作地化）しつつ「高密度の組織化」が進んだ（野
田，2012）。ちなみに梶井（2001）は、2000年 世界農林業センサスで都府県の 5ha以上層が 43,000
戸になったことを受け、記念すべき数値とした。というのは、統計として最も古い 1908 年が
44,000戸であり、1945年にほぼ 0戸になっていたのが、戦後 55年を経てようやく 90年前の戸
数に戻ったためである。 
生産組織や販売組織等として現れる農業の組織化は、集落やその周辺だけでなく、市町村や都

道府県にまで広がることもある。この典型が市場対応を主眼にした販売面の組織化であり、戦間
期の仙台白菜の場合、宮城県農会主導で広域に産地が形成され、品種や出荷（播種）時期など販
売が統制された（玉，1996）。 
生産面の組織化では、管見の限り、1960 年代中頃から市町村に範囲を広げた研究成果が現れ

た。例えば、神谷・内山（1964）は、1村 1農協 1企業体制といった「総協業体」の概念を提示
した（注 23）。高橋（1973）は、「企業化論と組織化論を統一的に理解しようと……試み」、「中間
組織体」（地域農業管理組織）の概念を提示し、事例研究の一つを第 2章「全町稲作協業化と農業
管理センター」（静岡県旧大浜町・現掛川市）としてまとめた。小野（1975）は、「地域主義」の
文脈で地域農業（注 24）の再編を強く意識し、再編主体の一つとして市町村の役割も取り上げた。
このように市町村域で地域農業の組織化（注 25）が取り上げられるようになった。 

1970年代後半には、地域農業の組織化について、従来と異なる「連携」に着目した研究成果が
現れた。1972年～’73年の農事試験場での専門分野を超えた議論を受け、1975年秋から国研の経
営研究者が「地域の農業の実情に則〔即〕した「複合型農業」形成への技術的・経済的な道を探」
っており（注 26）、沢辺・木下（1979）で地域複合として論じられた（注 27；注 28）。地域複合
とは、「個別経営で実現し難くなってきた複合化のメリットを，地域内の類型の異なる経営群を相
互に連携させ，地域単位に物質循環，地域経営資源の有効利用をはかることによって実現」する
ものである（高橋，1984）。 
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厳密な定義をすることなく、様々な区分が許容される「地域」での従来と異なる「連携」の視
点は、農村計画（注 29）や地域営農集団といった集落営農組織（注 30）、耕畜連携、農福連携、
農観連携に連なる。また「地域」を外せば、当時散見された生協など消費者側との連携／提携や
2008年以降の農商工連携、2013年以降の医福食農連携にも連なる、といえよう。 
「地域」の視点を獲得したこともあり、研究領域が拡大（注 31）していく。高橋（1993）によ

れば、国研の場合「農業経営研究の領域は，個別経営から農業集団や生産組織，地域農業」、「さ
らに農村計画研究へと拡大」した（注 32）。ただし「地域」の視点といっても、あくまで農業政
策に立脚したものである。このため、在宅通勤兼業ができず製炭業が衰退する中、東北地方のよ
うな出稼ぎではなく、1963年の豪雪を契機にした挙家離村など 1960年代中頃から中国地方、中
でも島根県の農山村（注 33）で社会問題化した「過疎」に正面から接近することはなかった。 
また高橋（1993）は、「環境問題やエネルギー問題など新たな研究への主体的参加が求められ…

…「新政策」に対応するため，法人経営等の制度論，企業経営のマネージメント論（注 34）も重
視される」とした。つまり新たな研究への主体的参加によって研究領域が一層拡大するとともに、
政策対応も求められたのである。 
他方、門間（2012）によれば、「経営環境に積極的かつ創造的に対応して経営の革新を行おうと

する企業センスに富んだ農業経営者の出現が農業経営学のあり方に与えた影響が大きい」（注 35）。
この農業経営者の出現や集落営農組織の増加、他産業からの農業参入など農業経営体の多様化を
受け、実践性のある新たな理論構築が求められている（門間，2012）。以上のように研究領域が拡
大し、政策対応が求められ、農業経営体そのものが多様化する中で、社系研究が多岐化・細分化
されやすくなっている。 
 
注 22) 農業経営体だけでなく、「集落」も変貌している。1985 年～2000 年代初期の集落の変貌
については、非農家世帯の増加や兼業進化など集落構成の変化、集落の消滅・減少と「限界集
落」、地域資源管理での集落機能低下を取り上げた田畑（2005）を参照のこと。なお「農村地域
社会」にまで広げ、これの変化と農業経営行動に関する研究については、原（2012）を参照の
こと。 

注 23)「総協業体」は、農家相続問題など「企業体社会と家族社会との根源的原理的対立と摩擦」
から生じる農業問題に対し、農村社会の「内側からの自己展開である協業組織」に焦点を当て、
提示されたものである（内山・川口，1964）。神谷・内山（1964）によれば、各集落に報徳社が
組織された前史があり、「自分の家の土地を全体の村のために提供するという難事業」も行われ
た静岡県旧庵原村（現静岡市清水区）の実情に基づく。なお前文の農家相続問題には、「現行民
法の相続編の諸条項は企業（生産者）を構成する経営財産と勤労者家族等（消費者）の個人財
産との分離を前提とし、そのうちの後者を本来の対象として考えられた法体系である」との認
識があった。 

注 24) 金沢（2004）によれば、「地域農業」は「地域特性なり地域個性が反映された農業の姿な
り構造なりの意味を強調」するのに対し、「地域営農」でいう「地域とは集団的組織の管理運営
のための計画的空間である」。本報告では、この「地域農業」そのものを組織化の対象とみなす
ことにより、「地域営農」でいう地域の概念が適用できる、と考える。 
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注 25)「地域農業の組織化」について、戦後農政を画期づける政策文書に登場したのが農政審議
会答申「80年代農政の基本方向」（1980年）から、『農業白書』の小見出しに登場したのが 1976
年度とされ、いわゆる「地域農政期」と重なる（小田切，2005）。なお 1974年度の『農業白書』
では、「基幹男子農業専従者のいる農家を中核として，地域農業を組織化」（132 頁）と記述さ
れていた。 

注 26) 生源寺（2014）は、1976年に行われた「地域複合」の最初の本格調査を回想した。 
注 27) 永田（1979）は、「地域複合」の各事例について、「新しい地域づくり――地域農業の自主
的再編成に取り組んできたところが含まれているが，そのほか，かなり早い段階からこの課題
を具体的に実践してきた実例としては，茨城県玉川農協を始め，大分県下郷農協，岩手県住田
農協なども」挙げることができ、「範囲を先駆的な幾つかの農協に限ったとき，そこに共通して
流れる考え方は」、「〔森江記：組合員でもある〕兼業農家の要求も視野に入れている点で」、農
業白書や三全総（第三次全国総合開発計画）と極めて異なっている、と指摘した。なお、三全
総など国土計画での農村の位置づけについては、中川（2018）を参照のこと。 

注 28) 農協主導による地域農業の再建事例として長野県宮田村が紹介されており、同村では、数
年後の 1981 年から農地の所有と利用を分離した「宮田方式」が始まることとなる。その後、
盛田（2004）は、宮田村に「地域複合」の理念がある、とした。 

注 29)「農村計画」研究について、国研の場合、地域資源の総合的利用により、「地域農業の振興
と農村活性化（あるべき姿）」を目指したものであった（田口，1990）。 

注 30)「集落営農組織」は、法人化や合併など改組したものを含む。なお近年の実態については、
農林中金総合研究所（2018 a；2018 b；2019）を参照のこと。 

注 31) 日本学術会議（2019）は、農業経済学・農政学・農業経営学など「農業経済学分野」での
対象領域の変容について、次の 3視点から説明した。すなわち、1) 農業生産から流通・加工・
消費も含む「食」全体へ、2)「農村」空間への多様な視点、3) 社会経済全体の課題として「環
境・資源」という問題領域が重要視されているためである。ほかにも福祉分野との連携も指摘
できよう。 

注 32) 国研では、研究領域の拡大に伴い、1985 年度から社会学・心理学の専攻者も技官に採用
され、経営研究分野に加わった（高橋，1993）。 

注 33) 祖田（2000）は、島根県瑞穂町（現邑南町）の場合、1963 年の豪雪を画期に過疎化が進
んだ、とした。谷口（2012）によれば、島根県では、その後、1968年度開始の山村農林業振興
対策特別事業など「集落」を単位にした県単独事業が実施された。なお、多様な農家の混住社
会で農地流動化のコンセンサスを得ることが困難等の状況認識の下、1975年度～’88年度には、
島根農業振興対策事業（新島根方式）が実施され、現在まで集落営農関連事業が継続している。
新島根方式の特徴として、1) 集落営農を担い手として位置づけたこと、2) 生産性の向上と併
せ自治機能の強化を目指したこと、3) 行政主導ではなく、農家主導。農業と農村振興を一体的
に推進したことが挙げられる（島根県HPより）。なお新島根方式の詳細については、谷口（2012）
を参照のこと。 

注 34) 中島征夫によれば、「実践的研究に対して非常に強いニーズがある」中で、「もともと，大
学においても農水省の試験研究機関においても，オペレーショナルな考え方や管理手法といっ
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たところを軽視する風潮が果たしてなかったかどうか……しかし，状況が大きく変わって……
8 年くらい前に……農水省の長い研究歴史上，経営管理問題に初めて組織的に取り組んだとい
える」（討論，1993）。ちなみに、この組織的取組は、特別研究「高生産性土地利用型営農主体
の形成条件及び経営管理方式の解明」の「3．土地利用型営農主体の経営管理方式の策定と検証
（1985年度～’87年度）」である。 

注 35) 日本学術会議（2019）によれば、「従来の農業経営学は、家計と経営が未分離な農家によ
る生業的経営を扱うため、一般経営学とは異なる理論的体系を発達させ、実践的にも生業的経
営に適したツールを開発してきた。例えば、一般会計学とは異なり、農業簿記の体系を構築し 
てきたことがその象徴である。しかし、現在の日本農業では、生業的な家族経営から脱却して、
大規模化、法人化を図る経営体が各地で普遍的に見られるようになってきた。こうしたビジネ
スとしての経営が増加した結果、農業経営学も一般産業の経営学と共通する経営管理、経営戦
略の課題に直面しつつある」。 

 
7．社系研究の方向：主な論点 
 
 第 1図に研究機関での社系研究の主な論点を示した。傾向として社系研究が多岐化・細分化さ
れやすいことは、上記 6のとおりである。したがって以下では、社系研究分野に期待される役割
（1990年代の国研）から説明していく。 

 
1) 国研時代の経営研究（1993年） 
高橋（1993）によれば、「農業研究センターを含む地域農業試験場では，農業技術研究と農業経

営研究が一体となり，個別経営の改善，地域農業の再編等農業の発展に必要な農業技術の開発と
その担い手である農業経営，地域農業構造のあり方および実現方法等を明らかにすることを主目
的」とした。「このため，経営研究は，① 研究の企画運営への積極的参加，② 体系化・総合化研
究〔森江記：総合研究の意〕の手法開発（注 36）、③ 農業技術開発の方向づけおよび開発技術の
経営的評価，④ 農業経営および農業構造の改善（注 37）等の研究，を行う」とした。 
なお上記 ③ に関し、「農林水産研究基本計画」（2015年 3月 31日決定）には、個々の研究開

発目標設定に当たって、現在又は将来の政策課題から今後推進すべき研究開発の内容を導き出す
手順（バックキャスト・アプローチ（注 38））の徹底が、また技術開発及び実用化を図る観点か
ら経営モデルの策定が明記された（注 39）。 
経営研究のあり方等をテーマとした 1993 年の討論では、国研の中島征夫が「私どものように

研究を「商品」として行政や現場に出さなければならない立場からすると，実践的研究に対して
非常に強いニーズがある……状況が大きく変わってきて実践性とか問題提示力，対策提示力が強
く求められるようになってきた」と発言しており（討論，1993）、実践的研究だけでなく、シンク
タンク機能（注 40）も期待されるようになっていた。 

 
2) 理想と現実のギャップ 
中島発言の実践的研究に対する強いニーズへの回答の一つとして、1996 年度に改組が実施さ
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れた。国研の社系研究分野は、地域農業試験場が「農業経営部」体制から 1988年度に「農村計画
部」体制等にシフトしたものの、8年後の改組で「総合研究部」体制になった（注 41）。小室（1997）
は、1996 年度の改組に関し、次のように述べた。動向解析・経営管理・農村システム研究が 1) 
研究課題の的確な設定、2) 新技術のチェック&レビュー、3) 新技術の定着といった明確な目的
の下に行われることになった。以前、経営的観点から新技術の利点を論証・保証する「営業的」
便利屋機能のみを社系研究に求めていた、とすれば問題であり、今回の改組では、いわばヘッド
クォーター機能を期待されている、と。もっとも笹倉（1997）が初めに「技術ありき（有望技術
の現場持込み）」的発想での課題設定や研究態度になることを危惧していた。 
 

 傾向  ：  社系研究の多岐化・細分化

 　　  背景 ： 研究領域の拡大、政策対応、

      農業経営体の多様化（ 特に一部の先進的経営体 ）

　　   外部環境 ： 1) 国内農業の動向

　　        2) 農業・科学技術政策や研究の潮流と行革

社系研究分野に期待される役割 （ 1990 年代の国研 ）

1) 研究の企画運営への積極的参加

2) 手法開発

3) 農業技術開発 ： (1)  方向付け  →  後年のバックキャスティング等

       　    (2)  経営的評価 （ 経営モデルは 実用化にも利用 ）

4) 農業経営・農業構造の改善等

5) シンクタンク機能  →  2001 年、農林水産政策研究所の設立 （ 改組 ）

6) 総合研究でのヘッドクォーター機能

社系研究分野として期待にどう応えるのか。

研究のすう勢 ： 1) スマート農業　 2) 6 次産業化 （ 地域の視点 ） ……
ただし、新たにどのような研究が求められるのか 予測が困難な一面 も 。

人材育成 ： 実践的な社系研究での理論と現場の重要性

一般化・理論的貢献 ： 実践性、根本課題 （ 指導的立場にある者 ）

第 1 図　研究機関での社系研究の主な論点 （ 図式 ）

   （ 理想と現実のギャップ ： 必ずしも期待に応えられるとは限らない。）

 
 
ヘッドクォーター機能に関しては、1996年度改組の 3年前に当時、日本農業経営学会長の和田
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照男が経営研究での理想と現実のギャップを指摘していた（討論，1993）。端的にいえば、総合研
究で経営研究がリードできるかどうか分からない（注 42）、つまりヘッドクォーター機能など経
営研究が必ずしも期待に応えられるとは限らない、との指摘である。1996年度改組は、和田の指
摘も理解した上で踏み切った、と思われる。 

 
3) 研究のすう勢 
社系研究の現状については、同時代のことであり、また本日の他報告もあるため、割愛する。

ここでは、研究のすう勢について、資料に基づき概観する。現時点で重要な資料の一つが第 5期
科学技術基本計画（2016年 1月閣議決定）（注 43）を踏まえ、政府が策定した「統合イノベーシ
ョン戦略 2019」（以下「戦略 2019」という）である（注 44）。戦略 2019では、「人文・社会科学
と自然科学との知を総合的に活用することで、技術の進展がもたらす社会への影響や人間及び社
会のあり方に対する洞察を深める取組が重要」とされており、また取組を強化すべき主要分野の
一つに「農業」が挙げられた。この農業の「目指すべき将来像・目標」を示した上で、① 実施状
況・現状分析、② 目標達成に向けた施策・対応策が明記されており、キーワードとして「スマー
ト農業」、「コメの生産コスト 4割削減」、「6次産業化」、「農林水産物・食品の輸出」が目に付く。 
 

(1) スマート農業 
キーワードの「スマート農業」は、政府が「超スマート社会＝Society 5.0」の実現を目指す中

で、内閣府・戦略的イノベーション創造プログラム（SIP第 1期：2014年度～’18年度）「次世代
農林水産業創造技術」の成果の一つ「農業データ連携基盤（WAGRI）」の運用・活用が強く意識
されている（注 45）。現在、SIP 第 2 期（2018 年度～）では、スマートフードチェーン（SFC）
（注 46）等の課題が実施されており、今後の成果が注目される。 
社系研究でも、近年の急速な関心の高まり等を受け、スマート農業に関する論述が増えている

（注 47）。例えば、池上（2019a）は、スマート農業の現状について、「労働節約のための生産性
向上、とりわけ各種農業ロボット（自動走行農機を含む）によるM技術〔森江記：機械的農業技
術〕に傾斜し……核になるはずの情報データの利用が進んでいない……後者の情報データについ
ては、農業が疎い世界で……情報通信産業の独壇場にしないための農業側の主体的な対応がきわ
めて重要になる」との認識を示した。なお石角（2018）は、「データはあくまでデータに過ぎず、
大事なのは、そこから質の高いモデルを作り、それを商品や製品に組み込み、金のなる木に変え
ることである」とした。またアマゾンの元チーフサイエンティストであるワイガンド氏の発言「デ
ータは「21 世紀の石油」と同じ」を引いて、「データを持つ会社が世界を動かす」といった意味
のほか、「生のままでは使い物にならない」といった意味もある、と解釈した。 
池上（2019）は、スマート農業推進の狙いとして、① 労働節約・労働不足への対応、② コス

ト削減、③ 品質向上・管理と高付加価値化、④ 経営管理（経営の見える化）、⑤ 経営支援（GAP
への対応など）、⑥ 人材育成（技術の見える化）、⑦ 情報共有（農地情報、家畜個体管理、販売
管理）等を挙げた上で、労働節約による生産性の向上が突出して進んでいる、とした。他方、個々
の技術が大きな可能性を秘めていることを認めつつも、農法論の観点からスマート農業の難点と
して「風土性や地域固着性を「工学」的な技術によって乗り越えようとしているように思われ…
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…こうした「工学」的技術のもとで、農民たちははたして幸せになれるのだろうかという哲学的
な問い（注 48）」を提起した。もう一つの難点として「農村社会との関係性や歴史性との断然」
を挙げ、スマート農業が「地域個性に合うようにカスタマイズされ、誰でも簡単に利用できるよ
うになり、技術のブラックボックス化が解消されれば、それはお仕着せ技術の域を超え、農民的
主体性の下に生き生きと展開できるはず」とした。 
 
 (2) 6次産業化：地域の視点 
キーワードの「6 次産業化」は、前年度に農林水産省の担当課長が「一部の取組を除いては、

本来の 6 次産業化の政策目的である、生産者の所得向上につながっておらず、総じて言えば、6
次産業化ではなく、6次商品化の取組となってしまっている」との現状認識を示した（高橋，2018）。
研究上、六次産業化・地産地消法の趣旨（注 49）だけでなく、政策推進の方向にも留意する必要
があろう。なお同法の趣旨には、「農林漁業の持続的かつ健全な発展を可能とするとともに、農山
漁村の活力の再生……等に重要な役割を担うものと確信する」と地域の視点（注 50）がある。 
そもそも農業の「6 次産業化」は、ペディ／ペティ－クラークの法則を理論的背景とした今村

奈良臣による 1994 年の造語であり、提唱した今村自身が「地域農業の総合産業化」とも称し、
「農業の 6次産業化を図り、地域農業の総合産業化を通して地域の活力を呼びもどさなくてはな
らない」とその明快な趣旨を述べていた（今村，1998）。こうした地域の視点は、「6次産業化」
に限らず、農地集積など「生産コスト」や「輸出」といった戦略 2019のキーワードにも、また先
進的農業経営体（注 51）を含む多様な農業経営体の育成・支援や資源管理等にも関わる重要なも
ので、当然、研究機関に不可欠なものである。 
ちなみに「食料・農業・農村基本計画」（2015年 3月 31日閣議決定）の参考資料「農業経営等

の展望について」には、農村地域の関連所得の増大も掲げられた。この実現方法として、6 次産
業化等の推進による雇用・所得の増大が示された。また「地域農業の発展に加え、関連産業との
連携等による 6次産業化等の事業展開により、雇用・所得が創出され、地域として農業所得と関
連所得の合計が増大する姿をイメージできるよう、地域戦略」が例示された。 
 

4) 農業技術開発の方向付け：創造的アプローチでの予測困難性 
上記 3) 研究のすう勢に関連し、農業技術開発の方向付けについては、以下のことが指摘でき

る（森江，2017）。マーケティング研究からの示唆より、農業技術開発でもユーザーへのアプロー
チが「適応」と「創造」に大別される。ニーズで分類すれば、前者はユーザーが意識しているも
のへの適応で、後者はユーザーが想像もつかないようなものの創造である。創造の例として情報
科学など他分野の研究成果の導入やバックキャスティング（注 52）によるもの、適応にも活かせ
る研究者の内在的動機によるものが挙げられる。とりわけ、ICT や AI（注 53）など他分野の革
新的技術の導入は、社系研究をより多岐化させる可能性がある。またユーザーが想像もつかない
ような創造的アプローチの典型といえるスマート農業の登場は、社系研究による農業技術開発の
方向付けが容易ではない一面、つまり予測の困難性を雄弁に物語っている。理想と現実のギャッ
プの一例といえよう。 
なお森江（2017）は、農業と他産業、技術開発と消費財の商品開発等の違いがあるものの、マ
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ーケティング研究の歴史を踏まえれば、農業技術開発でもユーザーが新技術を受容するのかが不
確実、つまり「新技術受容の不確実性」が避けにくい、と指摘した。ただし、この不確実性は、
既存技術との連続性の有無や革新性の程度、対象／想定ユーザーの連続性の有無などで異なる。
したがって新技術受容の不確実性の観点から、リード・ユーザーの開発参画や基礎研究の推進に
よるシーズの創出・選抜といった技術開発・普及での工夫が今後も必要である。 
 

5) 人材育成：理論と現場 
国研／農研機構の経営研究では、「環境問題やエネルギー問題など」（高橋，1993）から近年の

スマート農業まで新たな研究への主体的参加が求められてきた。今後どのような研究が求められ
るのか予測が難しい中で、社系研究が必ずしも期待に応えられるとは限らない、といった理想と
現実のギャップが生じないに越したことはない。このポイントが「人材」であることに異論はな
いであろう。 
農林水産省（2016）は、人材育成の意義について、「農林水産研究分野における国際競争力を高

め、質の高い研究成果を生み出すための基盤は「人」であり、今日、創造性が豊かで挑戦意欲を
持った人材を育成していくことが重要となっている」とした上で、この強化に必要な事項等を列
記した。農研機構も、農林水産省（2016）に沿って、「研究職員の人材育成プログラム」（2018年
3 月 1 日付）を作成し、今後の要点として研究開発・技術開発や研究管理・支援に携わる多様な
人材の、また多様な業務に柔軟に対応できる多才な人材の育成を挙げた。 
もっとも石田（2014）は、「一般論ではあるが，独立行政法人の研究機関においては研究業務の

具体的内容に即した研究資源の配分という組織運営が強化されつつあり，研究分野の継承という
視点での人材育成には，十分な配慮がなされにくい環境にあることも事実」と指摘した。今後も
所属研究機関の人材育成方針を踏まえ、社系研究分野のことを部分的／全体的に考える必要があ
ろう。なお、いうまでもなく、農林水産省（2016）で指摘された「人材交流等の強化」など、ほ
かの研究機関や大学との交流も重要である。 
ちなみに人材育成について、生源寺（2014b）が以下のように述べた。「研究者として独り立ち

していく道筋は，各人各様で個性的」な中、生源寺本人は、学部卒業後に国研に就職し、一年目
から 36戸の悉皆調査に参加して、調査結果の執筆（注 54）を任された。学部卒一年目の新規採
用者への執筆指示は、「客観的に見て，かなりリスクのある判断だったと思う。現に完成までにず
いぶんサポートの労力を費やしていただいたことには，今でも感謝の気持ちでいっぱいである
（注 55）」。こうして生源寺の場合、「現場に密着した仕事が先行し，あとから専門性を身に付け
ていった」。ただし「個人史のうえで，当初に理論と現場のいずれに重心があったかは，おそらく
本質的な問題ではない。セオリー先行型には現場に触れることへの渇望感が生じ，逆は逆という
補完性もあるに違いない」とした。 

 
6) 一般化・理論的貢献 
上記の生源寺（2014b）の指摘は、人材育成にとどまらず、実践的な社系研究での理論と現場

（個別具体的な事象の観察）の重要性（注 56）を含意する。この重要性は、上記 4・5のとおり
錦織（1952）や武井（1980）、稲本（1993）、木村（1993）、門間（2012）の問題意識と重なる。 
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とりわけ理論（注 57）については、既述のとおり「ビジネスとしての経営が増加した結果、農
業経営学も一般産業の経営学と共通する経営管理、経営戦略の課題に直面しつつあ」り（注 35）、
得られる知見の一般化や実践性のある新たな理論構築（門間，2012）に貢献（注 58）することも
重要である。一般経営学でいえば、「経営者のための経営学」である（注 1）。ちなみに入江（2019）
は、「後追いの学問」との一般経営学批判に対し、「理論は古びない」等の反論をした（注 59）。 
関連して盛田（2019）が次のように述べた。「研究業績の量（論文数（注 60））が求められる現

在の学界において，……若い研究者に，業績がそうそう出そうにもない課題に取り組めという気
はない。だかしかし，指導的立場にある諸兄姉はもっとそれを意識してよいのではないか。自ら
の研究もしくは研究指導において，新しい，流行の課題だけでなく，農業経営学の根本課題にも
挑戦してほしいし，せめてそれを常に意識し視野においてほしい」。 
さらに盛田（2019）は、3つの論点を提示した上で，「農業経営研究は，「単なる業主」が普遍

的存在であった時代から，「経営者の時代」（注 61）を迎え，「先進的経営の成長」段階での研究
展開を求められるようになった。その場合，農業という産業の特徴を前提に，日本農業の将来を
構想していくことが農業経営研究者に強く求められるようになったのだと筆者は考えている。個
別の先進的経営の成長メカニズムを定式化，後追いすることは以前にもまして重要である（注 62）。
そのうえで，農業の大企業化・大経営化に限界があるという前提で農業経営のあり方，新しい農
業経営システムのあり方を探り，提案していくことが同じく重要になりつつあると思っている」
と結んだ。 
 
注 36)「総合研究の手法開発」に関し、Farming Systems Research and Extension（FSR/E）が紹
介され始めており（コールドウェル，1993）、1993年 3月 29日には農業体系研究（FSR）に関
する研究会が開催されていた（東北農業試験場 農村計画部，1993）。 

注 37) 農業経営研究会（1964）によれば、「農業構造改善事業」は、1961年制定の農業基本法の
具体的施策（柱）の一つであり、当時、適地適産の主産地形成（土地基盤整備・農業近代化施
設の導入等）により、零細・分散経営から大規模・専門単純化の【企業的経営】を創設するこ
とが狙い、と認識されていた。農業の相対的な低位生産性が所得不均衡の基本的原因で、これ
を排除するには、農業構造に手を付けなければならない、といった問題意識である。 
農業基本法の原案を作成したのが総理府の附属機関、農林漁業基本問題調査会であり、東畑

精一が会長を、小倉武一が事務局長を務めた。同調査会 事務局（1960）には次の記述がある。
「われわれは……、構造の改善を不可欠の要素と考えざるをえない。それは農業の近代化を推
しすすめ、農業の構造を改善し農業経営を企業として確立しようとする経済的合理主義にたっ
た産業主義の立場である」。しかし、1952 年のサンフランシスコ講和条約の発効で戦時農政以
来の「軍」の影響力が無くなる中、1960 年代以降の基本法農政は、「理念としては産業政策へ
の純化、実態としては「政」・「業」による「官」の掣肘（あるいはもたれ合い）」であり、先述
の農業構造改善事業は、1954年の農林大臣就任直後にいわゆる石黒農政を批判し、また新農村
建設事業を始めた河野一郎が 1961 年に再び大臣に就任した結果、新々農村建設事業とやゆさ
れるような総合助成事業に変質した（伊藤，2013）。もっとも「全国一律の基準で認定されたた
め、地形が複雑で……経営規模の零細な島根県においては、計画段階で終わったもの 13町村、
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無計画地域が 11町村」（『島根県農業試験場百年史』；谷口，2012）といった県もあった。 
なお野田（2012）は、農業基本法の制定に深く関わった小倉（1982）の述懐を引き、そもそ

も同法が日本の現実から立論できなった、との反省と解釈した。また基本法農政＝構造改革の
失敗要因として、しばしば指摘されてきた総兼業化と農地価格の急騰（資産化）についても、
想定外の事態とすることに疑問を呈した。ちなみに農地価格に関し、上述した東畑は、農林漁
業基本問題調査会で地価の問題を一度も議論しなかったことに気づき、農政審議会の議長を任
期途中で退任し、以後、農政の表舞台から身を引いた（柏，1994）。 
後年、金沢（2003）は、「農業構造が弱化する中で，苦慮されるのはその中心的担い手の具体

的構想と確保の問題であ」り、政府による中心的担い手の形成の努力は「内外の経済環境の変
化に対応させる目的から想定される目標であって，農業経営の将来像を内部要因の吟味の上で
積み上げるという姿勢との間には大きなギャップがあった。……国の施策としては規模拡大に
よる効率化という一点に集中……しかし農業経営自体の発展強化にとっては規模拡大は必要
条件であるが，……十分条件ではない。……規模拡大と所得をつなげるには規模と利用度を連
動させて事業量としての拡大に一体化させる必要がある」とした。ちなみに生源寺（2014a）
は、規模問題について、学会シンポジウムを通し、販売力格差や制度適応力の違いなど論じる
際の視野が広がったことを指摘した〔森江記：関連して、金沢（1982；1999）によるE.A.G.ロ
ビンソンの適正規模論の記述も参照のこと〕。さらに農地集積の制約が次第に弱くなりつつあ
り、「長期的には，法人経営自身の意向を軸に規模を構想することにも次第に現実味が出てきた
と言っていい」、また新たな時代の可能性を十分カバーするフレームとして、作業・農場・農業
経営それぞれのユニットといった農業経営の多層構造を念頭に置く必要があるのではないか、
とした。 

注 38)「バックキャスト」（backcasting）とは、未来のある時点に目標を設定しておき、そこから
振り返って現在すべきことを考える方法である。 小学館「デジタル大辞泉」 

注 39) 農林水産省（2015）には、「研究開発に当たっては、……、現地実証研究の実施、技術を
導入した経営モデルの策定等により、今後 5年間程度で技術開発及び実用化を図り」（19頁）
と明記されている。なお「現地実証研究」での社系研究分野の関わり方については、笹倉（1997）
や宮武（2003）、塩谷（2017）を参照のこと。 

注 40) ただし農林水産省の政策に関する「シンクタンク機能」は、2001 年 4 月に農業総合研究
所の改組によって設立された農林水産政策研究所が担うこととなる。 

注 41) 小室（1997）は、僅か 8年での再改組に関し、「組織再編は個々の研究そのものの転換を
迫るものではない。また、個々の研究者がすべて大きな転換をできるものでもない。要は、個々
の研究を束ね、組織化する場合の問題意識なり重点の置き方が変わったと理解すればよい」と
した。 

  なお 1988年度の改組では、地域農業試験場で「農業経営部」体制が「農村計画部」体制等に
移行したほか、専門場所で農業土木試験場が農業工学研究所（現農研機構 農村工学研究部門）
になった（渋谷，1988）。このため、経営研究分野での農村計画研究の方法論研究会には、農業
工学分野との関係を意識した発言もあった（田口，1990）。その後、2001年度の独立行政法人
への移行時に農村計画研究のあり方等が議論された（農業研究センター農業計画部・経営管理
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部，2001）。ちなみに農研機構 農村工学研究部門は、「農業分野における障害者就労マニュア
ル」（2009）や「CSA（地域支援型農業）導入の手引き」（2016）等の研究成果を出している。
後者の手引きは、その後、波夛野・唐崎（2019）に進展した。 

注 42) 和田は、経営研究のあり方等をテーマとした討論で、次のように発言した。「さっき営農
試験みたいな総合研究は経営研究者がリードすべきだという議論があった．経営研究がリード
できればそれが一番望ましいに違いないが，これまでの経験からすると農業経営研究が果たし
てリードできるかどうか分からない．常に経営研究者がリードできるほどの学問体系にはなっ
ていないのではないかと思う．少なくとも重要なパートを占めなければならない」（ 討論，
1993）。 

注 43) 科学技術政策に関しては、赤池（2017）と佐藤（2019）を参照のこと。佐藤（2019）によ
れば、アメリカでは、1979年の「産業イノベーション構想」に沿って産学官連携や特許重視政
策などが推進されており、同国の動向にも留意すべきであろう。「二十一世紀に入ると……競争
力を確保するため、米国は絶えざるイノベーションに活路を求め、……大学の科学研究も経済
的活動としての色合いを強め、研究者や大学が定量的データで評価されるようになっていく」
とした（科学研究の経済事業化、研究者の定量的評価）。さらに「科学技術に経済的・社会的価
値の実現が期待されると、分野融合型の科学技術の重要性が増し、民間企業の役割が拡大して
くる」とした。 

注 44) 伊神（2018）は、「世界中の政府が「イノベーション政策」を語り、国家予算をつぎ込ん
でいる。しかしその多くは失敗に終わっている」とした。また関心のある読者に向けて、失敗
例と教訓がまとめられたLerner, J. (2009) Boulevard of Broken Dreams：Why Public Efforts to 
Boost Entrepreneurship and Venture Capital Have Failed--and What to Do about It, Princeton, 
NJ：Princeton University Press. の一読を薦めており、ラーナー自身も「特に日本政府の人間は
是非読むべきだ」と真剣に薦めていた、とした。 

注 45) 池上（2019）によれば、スマート農業ブームに関し、「大雑把にいって、政策的には 2つ
の流れがある。ひとつは農業情報（データ）に重点をおく「農業 IT戦略」（2001年にとりまと
め）からの流れであり、もうひとつは「攻めの農業」の具体化策としてAIやロボットという機
械化技術にやや傾倒している未来投資会議（2016年発足）の系列である」。 

注 46) 内閣府（2018）によれば、「「スマート・フードチェーンシステム」は、ICTを活用し、国
内外の多様化するニーズなどの情報を産業の枠を超えて伝達することで、それに即した生産体
制を構築し、さらには商品開発や技術開発（育種、生産・栽培、加工技術、品質管理、鮮度保
持等）にフィードバックし、農林水産業から食品産業の情報連携を実現するシステムである」。 

注 47) 農研機構に限定しても、スマート農業の可能性について、梅本（2019）が主に水田農業を
対象に、スマート農業技術の経営的評価手法について、松本（2019）が水田作経営を対象に論
じた。 

注48)「はたして幸せになれるのだろうかという哲学的な問い」に関しては、注1) の金沢（2001a）
の経営研究観や 2010年代後半の一般経営学の国際的な動向を再読のこと。 

注 49) 通称「六次産業化・地産地消法」は、正式名称が「地域資源を活用した農林漁業者等によ
る新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」（平成 22年 12月 3日法律

https://www.books.or.jp/contributor-books-search/2292731/1/1/first
https://www.books.or.jp/contributor-books-search/2292731/2/1/first
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第 67号）であり、前文で次のように明記されている。「我々は、一次産業……と、二次産業…
…、三次産業……との総合的かつ一体的な推進を図り、地域資源を活用した新たな付加価値を
生み出す六次産業化の取組と、……地産地消等の取組が相まって、農林漁業者の所得の確保を
通じて農林漁業の持続的かつ健全な発展を可能とするとともに、農山漁村の活力の再生、消費
者の利益の増進、食料自給率の向上等に重要な役割を担うものと確信する。同時に、これらの
取組は、……資源の有効な活用、地域における食品循環資源の再生利用、農林水産物の生産地
と消費地との距離の縮減等を通じ、環境への負荷の低減に寄与することが大いに期待されるも
のである」。 

注 50) 農林水産省（2018）には、「六次産業化・地産地消法」に基づく認定事業者に対するフォ
ローアップ調査の項目として「地域経済への貢献（雇用と波及効果）」がある。2017 年度の調
査結果によれば、一事業者当たりの平均雇用者数が約 14人（2018年 3月時点）で、また事業
実施により経常利益、雇用（人件費）及び投資（減価償却費）として生み出した価値（付加価
値額）を地域経済への波及効果として考えると、一事業者当たり波及効果の平均値が年間約
4,800万円であった。 

注 51) 先進的農業経営体と地域の関係については、小田ら（2019）を参照のこと。 
注 52)「バックキャスティング」については、注 38) を参照のこと。 
注 53) 松尾（2019）によれば、1956 年に AI（人工知能）の研究分野が誕生し、今回の AI を巡
るブームが第三次とされ、今回は、特にディープラーニングによる「認識」「運動の習熟」「言
葉の意味理解（言語処理）」で破壊的なイノベーションが起こりつつある。  

注 54) このときの生源寺の原稿は、沢辺・木下（1979）に収録された。 
注 55) 生源寺の経験は、職場など実践共同体（community of practice）に参加した新人が周辺か
ら徐々に中心で活動する、つまり「学習」の進展に応じて役割が変化していく、といった「正
統的周辺参加」のプロセスと異なる（レイヴ・ウェンガー，1993）。 
当の生源寺（2014b）は、学部卒一年目での調査結果の執筆に関し、以下のように述べた。

「草稿を何とか書き上げて，ふたりの先輩に読んでいただいた〔森江記：生源寺の某書あとが
きには、故永田恵十郎と故中島征夫の名がある〕。数日のうちに真っ赤にペンの入った原稿用紙
が戻ってくる。それが何回も繰り返された。当時の原稿は手書きである。またもや書き直しか
と，正直，落ち込んだこともある。 
けれども，熟度の低いドラフトを読む側のほうが大変であることは，のちに自分自身がその

立場になって，それこそ身につまされて理解できた。とくに当時の先輩が，かなり具体的な修
文案を示唆していただいたことが，振り返って，ありがたかったと思う。大学に職場が移って
からは，自分の指導する学生について，普通は修士論文もしくは博士論文が対象になるが，少
なくとも一度は徹底的にコメントを加えることにしている。それも抽象的な感想や批判ではな
い。ほとんど代替案に近い文章の提示を含めて，具体的な指摘を行ってきたつもりだ。これに
は，先輩からいただいた恩を，次の世代に向けて返しているようなところがある」。なお生源寺
は、この生源寺（2014b）の執筆もあり、平成 26年度日本農業経営学会研究大会の会長挨拶で、
後進指導の観点からレフェリーの論文審査に注文を付けた。ただし学会誌の会長挨拶では、記
述されていない。 
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注 56) ほかの社会科学の場合、例えば、実証主義の政治学では、久米（2013）が「〔本書の〕こ
こまでは、具体的な観察を抽象化して理論的説明が形成されることを見てきた。他方、理論や
抽象的な概念が、現実の観察の手掛かりを与えてくれるという逆の動きも重要である」とした。
上記 4で引いた武井（1980）の見解と同じもの、といえよう。 
なお、れいめい期・中間期・成熟期といった理論のライスサイクルから見れば、着想など、

れいめい期に必要なことは、対象の観察であり、特異点を見出し、背景を洞察するには事例研
究が向いている（入江，2019）。また事例の選び方については、野村（2017）を参照のこと。 

注 57) 入江（2019）によれば、一般経営学の場合、「理論とは何かについて、学術的な意味で、
経営学者の間の定義は固まっていない」。しかし「「理論の目的」については、学者のコンセン
サスがほぼ取れている。……理論とは「経営・ビジネスの how、when、whyに応えること」を
目指すものである」。すなわち「howとは、……因果関係のこと……whenは「その理論が通用
する範囲」のこと」で、「複雑なビジネスの世界で、特定の事象間に普遍的な関係性（how と
when）を見いだし、それがなぜか（why）を説明すること」である。なおビジネスに経営理論
が求められる理由として、これの説得性・汎用性・普遍性を挙げ、また経営理論の組立て方に
ついても一章を割当てた。 

注 58) 例えば、理論構築に関し、金岡（2014）が次のように指摘した。「1990年以降に管理論は
急速に進展しているが，経営主体の実態解明と手法適用が中心で，農業の独自性，実践性を備
えた体系的な理論化は今後の課題である」。 

注 59) 入江（2019）は、「何十年も前に確立されている経営理論が、いまだに現在の先端ビジネ
ス事象を次々と説明する主要理論として使われている」ことを例示した上で、「「経営学は後追
い」という批判は、従来の現象ドリブンにとらわれているから出てくるのだ。たしかに「現象
としてのビジネス」は、新しいものが次々と出てくる。それらには流行すたりがある。……／
しかし、理論は古びない。理論は、組織と人間の行動・意思決定の本質を、根本原理から説明
し、そこにwhyの思考の軸を与えるからだ。ビジネス事象が時代とともに変わっても、それを
行うのはいつも人間と組織だ。だからこそ「理論ドリブン」の考え方を身につければ、それは
これから 20 年、30 年にわたって、「理論と現象の知の往復」をするための思考の軸になるの
だ」とした。 

注 60) 「研究業績の量（論文数）」に関して、文部科学省の科学技術・学術審議会 学術分科会（2009）
は、人文学・社会科学の学問的特性から「学術誌の査読は「アカデミズムによる評価」の評価
軸の一つであるが、これに過度に依存することには、学問の発展の観点から問題がある」とし
た。この理由について、「学術誌の査読という評価システムに親和的と言われることの多い経済
学」で説明し、例えば、2008年ノーベル経済学賞の受賞者は、投稿の 6割が不採択であった、
という。学術誌の場合、「既存のパラダイムを変革するような革新的な論文に遭遇したときに」、
査読が評価システムとして適切に機能するのかが常に問われる。 

注 61) 金沢は、2001年に刊行した『農業経営者の時代』の中で、農業経営者どころか「農業者の
主体性」さえ農業問題の主題ではなかったものの、我々は、今にして農業経営者という主体が
日本農業の牽引力としての主役となるべき時代に入った、との実感を持っている（金沢，2001b）
とした。また八木（2000）は、新しい農業経営の特質の一つとして「経営者の役割こそが最も
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重要な経営の核になっている」ことを挙げた。こうした「農業経営者の時代」が到来した背景
の一つに規制緩和があり（高橋，2014）、2001年には食料・農業・農村基本法（平成 11年 7月
16日法律第 106号）に基づく施策を効率的に実施するため、農林水産省が改組され、「経営局」
が設置された。 

注 62) 「個別の先進的経営の成長メカニズムを定式化，後追いすること」に関連し、高橋（2014）
は、「企業者活動」を対象とした歴史的アプローチ等による事例研究の重要性を主張しており、
これに連なる直近の研究に森江（2019）がある。なお、リサーチ・デザインとしての事例研究
の論点、すなわち一般化・理論的貢献・過程追跡については、野村（2017）を参照のこと。 
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補遺：研究のすう勢に関わる国際的なキーワード 

 
森江昌史 

（農研機構 九州沖縄農業研究センター） 
 
 以下では、2019 年 11 月 28 日の経営研究会（総合討論）での大西発言を受け、研究のすう勢
に関わる国際的キーワードとして「倫理的消費」「フードポリシー」「レジリエンス：一般経営学・
農業経営学での新たな視点」を追記する（注 1）。 
 
１．倫理的消費（エシカル消費） 
 
 倫理的消費（エシカル消費）は、消費者庁（2017）によれば、「地域の活性化や雇用なども含む、
人や社会・環境に配慮した消費行動」である（注 2）。国連サミットで全会一致採択の 2030アジ
ェンダで掲げられた SDGs（持続可能な開発目標）との関連でいえば、主にグローバル目標 12（責
任ある生産・消費）に関わる。 
しかし、満足させることが大変な／タフな消費者とされる日本の消費者（三浦，2013）は、商

品の安全性に敏感でも、倫理的貿易の原点として「反奴隷貿易」の感性があるような欧米諸国の
消費者に比べ、途上国の労働者など他者への想像力に乏しい（佐藤，2018）。消費者庁（2017）
の言葉を借りれば、日本でのエシカル消費の動きは、緒に就いたばかりである（注 3）。したがっ
て企業への圧力が弱く、国際フェアトレード認証ラベルの貼った商品を競合企業同士が互いに投
入し合って競争するような欧米諸国の動向とは異なる（佐藤，2018）。 
もっともエシカル消費は、フィッツモーリス・ガロー（2018）が指摘した「特権的な社会的世

界」（見えない境界線で区切られた独自の世界）を生み出し、維持する可能性もある。例えば、エ
シカル・コンシューマーの目に英雄的地位にある、と受け止められるようになった米国ニューイ
ングランド地方の小規模な有機農場の多くが、ほかの農場や農業労働者に比べ、「人種、階級的背
景、そして文化資本において相当に恵まれている」。実際にフィッツモーリス・ガロー（2018）で
は、白人の第一著者が参与観察をした。 
なお、農林水産分野でのエシカル消費に関する研究動向は、國井（2019）が詳しい。また【倫

理】に着目すれば、カント風の表現で「理論を欠いた実践には展望が開かれず、実践を伴わない
理論は空虚である」として、公正で持続可能なフードシステムを構築するため、「農」と「食」を
結ぶ「新しい倫理」を探求した秋津ら（2018）も重要である（注 4）。 
 
２．フードポリシー 
 
 立川（2014）は、『フードポリシー・カウンシル』の解題で、訳者の一人として、Food Policy
を「フードポリシー」と訳した理由を次のように述べた。原著論文でFood Policyは、「フードシ
ステムにおける体系性や全体性を踏まえた総合的なものと……とらえられている。そこでは食品



52 
 

の栄養、流通などだけでなく、健康、教育、環境、社会保障、農地管理、経済振興、交通、廃棄
物処理、公的調達など非常に多分野にわたる政策が視野に収めされて」おり、「食料政策（特に需
給政策）を超える含意をもつことに配慮した」。 
こうした「食をめぐる地域の問題解決を志向し、……新たな政策やプログラムを構築しようと

取り組んでいる組織」（立川，2014）がフードポリシー・カウンシル（FPC）であり、北米などで
増加している。しかし日本の状況は、フードシステム全体への配慮や改善が視野に含まれるよう
な FPC がなく、また FPC に一般的なモデルが存在しないこともあり、「それぞれの地域で食を
めぐる問題解決が求められる時、またその解決のために従来以上に多様な利害関係者との調整が
必要と感じられた時が、FPCの出番といえよう」（立川，2014）。 
もっとも日本では、FPCの有無に関わらず、地域の「食」をめぐる問題の掘り下げ／新たな問

題を見出した上で、フードポリシーとして「農」との関係、つまりフードシステムの問題を取り
上げることもできよう。従来の食育や食料品のアクセス・ロス削減の問題等に限らず、6 次産業
化につながる可能性もある地産地消の新たな取組など、地域の「食」や「農」をめぐる問題で新
たな視点の研究が期待される。 
例えば、経営研究会で大西千絵が指摘した【レジリエンス（resilience）】は、一般に「元に戻る

力・弾性／回復力・しなやかで強いこと」を表す言葉である。防災・減災にとどまらず（注 5）、
環境や地域・コミュニティや組織や個人といった様々な分析対象で用いられており（水野，2019）、
新たな視点のキーワードになる可能性がある（注 6；注 7）。これについて、項を立て記述する。 
 
３．レジリエンス：一般経営学・農業経営学での新たな視点（注 8） 

 
レジリエンスは、ストレスと同じように、もともと物理学の用語で、工学や医学でも使われる

ようになり、20世紀前半まで物理的特性や機能を表していた。しかし 20世紀中頃から能力や資
質、素質そのものを表す言葉としても用いられるようになり、やがて社会科学でレジリエンス研
究が拡大していく。 
社会科学でのレジリエンスは、例えば、危機対応（incident response）の標準を定めた国際規格

ISO22300（2012 年）に基づく日本工業規格 JIS22300 の社会セキュリティー用語の一つとして
「複雑かつ変化する環境下での組織の適応できる能力」（注：レジリエンスは，中断・阻害を引き
起こすリスクを運用管理する組織の力）と定義された。 
一般経営学の場合、主要学会の Academy of Management と Strategic Management Society の

計 9 ジャーナルに掲載された論文を見れば、レジリエンスの論理を明らかにしようと試みたも
のが2010年以降に受理されており、新しい領域の研究といえる。しかし、このこともあり、レジ
リエンスの概念が統一されておらず、RBV（resource-based view）に立脚したキー概念、例えば
コア・コンピタンスや組織能力（organizational capability）、吸収能力（absorptive capacity）、ダ
イナミック・ケイパビリティとの差異が判然としない。 
水野（2019）は、これらのキー概念を整理した上で、「吸収能力とダイナミック・ケイパビリテ

ィの概念が組織外部の適応要素を組織内部に取り込んで再配置するという線形的な均衡を実現す
るという議論を展開しているのに対し，組織のレジリエンスの概念は，組織そのものが変態する
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という非線形的な均衡を実現する議論を展開している論理構造」との見解を示した。また経営学
で組織のレジリエンスを議論することの意義について、「吸収能力やダイナミック・ケイパビリテ
ィの議論では，捉えきれていなかった組織の再建や再生の議論を包含することの必要性を提示し
たことにある」とした。 
こうした見解に基づけば、農業経営学の場合、「直面した危機や逆境，制約を転機にしてマネジ

メント」（水野，2019）をしてきた「第二創業」の浅井・南石（2019）や森江（2019）の研究対
象事例について、新たな概念であるレジリエンスの視点から再観察／再解釈ができよう。また両
論文の事例を見れば、「組織の転機をマネジメントするリーダーの果たす役割が極めて大きい」こ
とや「組織外部のステークホルダーの存在が肝要である」といった水野（2019）の結論の一部も
首肯できる。要するにレジリエンスは、農業経営学でも新たな視点のキーワードになり得る、そ
れも先進的経営などを対象にした研究で用いることができる。 
さらに多義性に留意する必要があるものの、「自家労賃評価の切り下げによる強靱性」（酒井，

2011）など家族経営について、従来指摘されてきた「柔軟性」や「強靱性」（注 9；注 10）の代
替用語にすることもできよう。もっとも家族経営の柔軟性や強靱性には、既述した組織のレジリ
エンス、つまり「直面した危機や逆境，制約」を乗り越え、組織そのものが変態する「転機のマ
ネジメント」の視点が含まれない。したがって、レジリエンスを用いる際には、水野（2019）の
見解に基づき、新たな概念として「転機のマネジメント」に限定すべきであろう。 
 
注 1) 地域支援型農業CSA（Community Supported Agriculture）については、森江（2020）の注

41) に農研機構の研究成果を一部示した。なおCSAには、「地域が支える農業」（以前の訳語）
だけでなく、Agriculture Supported Community、すなわち「農業が支える地域」という意味も
込められているため、2008年の訳書で地域支援型農業と訳された（村田・ジュソーム，2018）。
また波夛野・唐崎（2019）によれば、CSAの「「A」は、農業一般を指すのではなく、有機農業
である」。 

注 2) 消費者庁（2017）は、「エシカル消費」をさらに次のように説明している。物のライフサイ
クルの「つながり」を可視化することを試み、それによって、社会や環境に対する負担や影響
といった社会的費用や世代内と世代間の公正の確保、持続可能性を意識しつつ、社会や環境に
配慮した工程・流通で製造された商品・サービスを積極的に選択し、消費後の廃棄についても
配慮する消費活動である、と。 

注 3) JAS制度が見直される中で、2019年には障害者が生産（工程）に携わった食品であること
を示す「ノウフク JAS」が導入された。農福連携としても今後の動向が注目される。 

注 4)「農」と「食」の「新しい倫理」を探求した秋津ら（2018）について、池上（2019）が書評
で次のように指摘した。「倫理は頭の中だけの問題でなく，肉体に支えられた実感が大事だと思
う．……息の長い対話が求められるだろうが，問題は対話が成立しない可能性のある世代およ
び「産業的農業哲学」が体の芯まで染みついている主流派とのコミュニケーションである．実
践的にはこのことが大きな課題として浮上するだろう．」 

注 5) 2011年 3月の東日本大震災の翌年に藤井（2012）が刊行された。2013年には通称「国土強
靱化基本法」（強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基

https://www.books.or.jp/contributor-books-search/2292731/1/1/first
https://www.books.or.jp/contributor-books-search/2292731/2/1/first
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本法．Basic Act for National Resilience Contributing to Preventing and Mitigating Disasters for 
Developing Resilience in the Lives of the Citizenry．平成 25年 12月 11日法律第 95号）が制定
された〔森江記：原文に下線を引いた〕。 
なお東日本大震災に関しては、2011 年 6 月に開催された日本フードシステム学会大会の東

日本大震災関連特別セッションを総括した川村（2011）と三石（2011）があり、翌年には日本
フードシステム学会 編（2012）が刊行された。2013年には日本農業市場学会が、2019年には
日本フードシステム学会が大会シンポジウムを開催した。 

注 6) レジリエンス視点の一例として、“1. We will work to develop sustainable food systems that 
are inclusive, resilient, safe and diverse,… ” 等の条文を含むミラノ協定（Milan Urban Food 
Policy Pact〔森江記：原文に下線を引いた〕）が挙げられる。この協定は、「持続可能な食の実
現に、都市が積極的に関与していこうという画期的な内容をもつ」（立川，2018）2015年 10月
15日の宣言文書で、その後も各国の市長が署名している（2019年 12月現在 209都市）。「食料
も水道と同様、個人や隣人の努力を超えた公共的関与が必要」といった「フードシステムが有
する公共性という……認識が国際的にも認知された結果が、ミラノ協定と理解することができ
よう」（立川，2018）。 
フードシステムに関連し、レジリエンスについて、システム思考では、「かく乱から回復する

システムの能力。外的な力による変化のあとの、復旧・回復・立ち直る能力」と定義し、シス
テムがとてもよく機能する特性の一つとして自己組織化やヒエラルキーとともに挙げられた
（メドウズ，2015）。ただし日本の場合、フードシステムのキーワードになっていない。もっと
も、東日本大震災直後にフードシステムの頑強性にも目を向けた川村（2011；2012）や、その
後の状況を踏まえ、フランスの地域圏食料プロジェクト（PAT）に着目する新山（2020）など
問題意識が持たれている。 
なお前出のミラノ協定やダボス会議 2013の大きなテーマが「レジリエント・ダイナミズム」

で、3本柱の一つが「社会のレジリエンス強化」（ダボス会議 2013レポート）であったように、
レジリエンスは、いまや様々な領域で用いられており、定義も一様ではない。特に都市論では、
レジリエンスについて、常に善きものとする理解ではなく、望ましい転換のため、政策的意図
的に強弱を付けるべき、といった主張もある（エルムクビスト，2017）。 

注 7) レジリエンス以外にも、例えば「生産者と消費者をつなぐための工夫」、具体的には「ロー
カル認証」と呼称されるような「地域の環境・社会的課題を取りこんだ地域資源活用のための
オーダーメイド認証……つまり、既存の制度を使いこなすのではなく、ユーザーと地域主体が
作りあげる内発的な仕組み」（大元，2017）が挙げられる。 

注 8) 本項目の記述は、主に水野（2019）に基づく。 
注 9) 家族経営の「柔軟性」については、金沢（2003）と岩元（2013）を参照のこと。なお金沢
（2003）は、「家族経営の持つ柔軟性は経済的，社会的，技術的な場面で融通性を発揮して選択
肢を広げることに通ずる」として、今日の重要な柔軟性を五つ挙げた。このうち四つ目の「経
営の短期的リスクを家計で補填し回避できる柔軟性」は、既述した「自家労賃評価の切り下げ
による強靱性」（酒井，2011）に通じる。ちなみに「強靱性」は、管見の限り、栗原（1941）
が日本農業の中農標準化傾向を指摘する中で、1 町～2 町未満の「二町耕作農家の強靱性」と
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して用いていた。ただし栗原は、僅か 3か月後の論考で、この規模層を中農ではなく、「小農範
疇に属すべき」と再定義することとなる（玉，1995）。 
なお 2017年 12月 20日の国連総会では、2019年～’28年を国連「家族農業の 10年」とする

ことが全会一致で可決され、2018年 10月 30日の国連総会では、「小農と農村で働く人びとの
権利に関する国連宣言」が採択された。 

注 10)「家族経営の特質は何か。その強みと弱みはどこにあるのか，というテーマは極めて重要
である。……家族経営の本質とも言える継承の困難性……過去と現在から観察される企業経営
に対する家族経営の経営的安定性や競争優位……その源泉」といった企業形態に関わる問題に
ついては、盛田（2014）を参照のこと。 
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