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甘煮q)生産 費 調 査 にお け る諸 問 題

池 原 英

(琉球大学農家政工学部)

Ⅰ は じ め に

砂糖の貿易自由イヒは 当然来るべきものがきたとはV,

え･不意打の実施で政府も造零もとまどってV,るかっこ

うである｡

政府ではこの自由化に対処するためかねがねからその

対策を概立し本土政府k:折衝をつづてきたL又現在は陳

情団を派遣 して沖縄糖の保護打つV,て折衝中である｡

日本政府は去った議会に点いて､ ｢沖縄産糖政府買入

れ特別措置法｣を制定し万一の場合沖縄糖の買上げを実

益する方針で法案を議会打破出中会期切れのためその法

案岐廃案よなり今日k:至っているが､本年度は是非成計.

させたV'意向のようである｡しかしこの法案は糖価が着

るしく暴落L生産嬢を補常しえな くなった際に適用され

るとのことである｡この法案を適用して沖孤糖を買上げ

る場合をの貿上げ価格の決定打あたっては生産殺云々と

い うことが問題紅なり､生産鞍調香輪奥の柑密度とV,ラ

ことが大きく振上げられることと思う｡

&.重役調査の柑密度を高めるためには各生産饗日の罪

定にあた り正確を櫛することがもっとも盃賓である｡そ

のため次妊良林省における牡蒋稚調香牧口の根接V'拓つ

いて述べてみたいと思う｡ 尚甘冊の 生誰硬調慾におV.

て､他の作物とちがう点､すなわち紋付略糊別け渦の1抜

放V､をどのようにしたらよいかと官うこと紅ついて私見

を述べ耽者防耳の御批判を仰さか と思う｡

刀 甘欝における積舶 Ij生董lt

沖机吃おける甘摂生菰裸嗣杏の歴史をl叫賦 すれば,明

治､大正のLn､曲碑や耽行山輔の時代には巻紙とその作

比のみr･あったためその唾政教駒確も二者の平均で野川.

され､それを地力の丑に止ってJ=佃､中佃､下船妊区分

した わか は空に地区別把井出された年もあった｡

その後昭和時代にばいって品頓の交母によるP0J瀬

品櫛の普及枕紋付時棚も替地と晋舷および専紐の株出か

行われた｡植付時期 (抱糊)の変更にともなV,生盈牲封

三在も正は､啓伍､株出か別 の々農家によって調推され､そ

の平均によって甘庶の生産資が 井出されるように なっ

た. この=_者平均による生産授け今日もなお縦横されて

V､るか､壬狂者は今後この方まを改め夏は (玄随の新旭と

繰 出を含めたもの)と寺縫 (藤位の新旭とその珠出を含

めたもの)の二者平均に上る生産柴拝したらどうかと.e.

うのである｡

甘煮は一般普通作物の如く短期解物でもなくまた果樹

や茶樹等の電 く永年性件物でもなく､その中間的存在で

あって在国期間も植付時期によって手腿 する｡従って生

産鞍計算においても 特殊な方法が 考案されねばなるま

Vl｡

従来栽培されてV,たP0J系品簡壮再生力が弱く真横

の株出は南北大東以外 亡はみられなかったが､春艇は殆

んど株出をするのか何行であった｡現在の奨励品郁 N:

co.310は再生力が旺盛なため買値､春椴ともに搬出が

可能でその而環も 庵年増加の一途を辿ってV,る. 株桝

は､生直球の構成聴日中比磯的掃い比率を占める測胡】､.

荊掘り､植付の各労働錐および繍茂雄が不用のため生産

架は他の定植や執値に比して潜るしく俊郎で払ることは

周知の串実で 今までの蘭杏結果によって 明らかである

机 これを1960年糊につViてみれば放出は定植､潜櫨に

此して夫々24,00'､32,%低 く､1961年糊では夫々13%､15

,00/の'aJ安となって＼ハる｡

poJ讃品軒の時代或いはそれ以前におV'てば株出は

先程血顎な忠衣をもたなかったが､N:Co310の出現以後

文机､懸hTr.の株uJ.が嘩忙脱税割作.叫を山うて糊加の傾向

にある｡稚EP.はlTil紀の如く甘珊のコスト低池上把おいて

も大きな御 別を兆すものといえる巾弁門把おいても秋抑

(沖純のXZ拙剛 n''け るもの)が織少し側 ltとその柑 l'P

が増加しつつめる棚 犬でこわばニト地糾m上からも和榊で

ある.,

椛lHを解その新約に命めてJu依ったガが付和的である

t.V,う飢1の耶由は､ 肘 Hは矧酌やq･jlf7.の榊IT_が払って

約めて存托するものであってLll独紅は存在し待ないした

がって株LF.を別のものとして収扱うのは不鯛 でめって

新紐の娃堤として堵えるべきで払る｡その捕2は､ 滋株

(王旭の株tH.)､尭締結(恕机の椎山)とも把新椎の娩効

弟分を糊WLAtI･fJ用LてV,ること(をの血や比噂拒ついて

の梁料か手元にないのでなんともvlえない)からしてそ

の施月姐 の多,少は搬出の生産蚊妊大きく彫秒するもので

ある｡仰 吐､ 丘珠と後桃はその曹現上棚増に詔かみら

れること例えば怨株におV,ては馳朋がせまVlためEIT規作

孤 (殊樹 長戚肥を追肥として准す砂紺 )か滋例壬に比し

て不 卜卦でそれ拓よる生産嫌の蓑も大をVlと胤うO触

B棟と沓托とは他生上の丑炎も大せいと恩われる･/)E:酬irl
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外なのでここではふれないことにするが､とにかく夏株

と番株とは蝉位当生産鬼に患Vlて或はその殊用に急いて

も相当の差があると思われるので各 新々値の一部として

考えた-Jjが亥当のように思う.従って甘廉の生産費調査

にあたっては､別々に出家を遠定して調査は実施するが

､i正接の生産数の罪出に溶いて他定植､.審椎の二者とし

その平均 忙よった方が此V,とvlうのが 確者の見解であ

る｡

田易Ff由化に対処す-るためには僚料燕茎の生産コスト

の職 と判折工場における敬造コストの庶減が二大支柱

となると思われる桝京料肪茎のコストの臆減は甘燕それ

のみでは I･分解決出来ず経営全体の問題として考えなけ

ればならなV,点が多Vlo台糖ではその方没として間僻を

行vlその収入打よっでEF番のコスト低減をはかるぺく糖

:7laか ,]の力で色 で々拭験してVTる｡甘照自体打つVlてのコ

スト帰服の大きな支柱はなんといっても反当収監の増加

であろう｡そのため打は晶稲の問題や栽培法の問題等が

人きく批 しけられるとと打なる｡一方投網の所から昧株

Hr.廿鼎の 上tIlJurJもコスト低減の一役を 兆すものとV'lえよ

r)巾桃川聴'IJlⅢかll-etjklのJ･.反卦 比ほも相当南く(1カ年

楓笥r.打おいて)や加地を上州ってV,るので煉出簡掛の糊

JJll肘L;JJ別lIの博満に役七つこと紅なる｡棚 紙溢tJl･ては

Fcの別TLIr(GDl柑代刷路糊む広げ反空欄肥rLkを記佑同様拓引

卜J八 脚汚新仏的化抑 脚 l三脚 丘の州Jmも期待がもてる

し叉他方戴洞の低廉と相まってコスト低級に大きな役割

を梨すものと思うo蛙[口を広げることは新桂の反当収畳

に多少影響す̀ることと思われるが株出の増収によっで 卜

分打力ノミ-してなお余りがあるものと倍ずる｡しかしこ

れ打つV,ての試験結果が手元好なV,ので逝憾ながら数字

による裏付けは出来なvlo

N:Co310は夏舷､春植ともに株出が可能であるが両

株u'肱をの新櫨に対し相反する関係にあるようであるo

(反当順 良 紅海V,て)それにつV,･て琉球虚業 試験場

の3カ年の執険成胎がある01960年期の成横によれば東

棟はその新植捌 ヒして1･6%の反当収盈の減把対し､春株

はその新雌に比して166%の剰 丈である0 1961年期では

罪株の44,%の蔽紅対し脊株は35'Co/の増収であり又1962年

掛では夏株の22,00/の減に払きかえ､春株披42%の反収の

増を示してV,る｡この懐向は一般庶鰐農家の場合もよく

V,われ､たびたび耳にすることであるo

甘瀬の生産薙計算に患V,て､夏植､春桂､株出の三者

平均の屯当生産費と夏値 (真珠も含む)と春値 (春株も

含む)の二者平館吃よる屯当生産賞の問に如何なる関係

があるか､1961年期の琉球農試の資料と政府経済局の生

産踏調査結果の資料から検討してみよう｡京樽の新旭に

対する蔽収44/Oo'､春株の新櫨に対する増収35,%は琉球農

誤の資料を用vl､反当収畳は経済局の生産費調査農家の

平均で､夏櫨は109C)8kg､春経は6069kgを用V,て計算し

たものである｡

夏値と夏株の1カ年問の反当L随 は､

【10908kg+10908kgx(1-0.44)コ÷2.5-5807kg

である｡

番櫨と春株の1カ年間の反当収畳は

【6069kg+6069kgx(1+0.35)】÷2-7131kgであ

るo

次は1カ年間の反当生産費 (地代､ 資本利子算入の第

2次生産接)であるが､ 株出は夏株､春株ともに同額と

みて政府経済局の資料打よって計算Lた.o

夏櫨と夏株の反当生産韓は､

(130.366等+75.497S)÷2.5-82,345Sである｡

春纏と春株の反当生産糞は､

(88.641番+75.497番)÷2-82.069番である｡

次に夏櫨.(夏株を含む)患よび審植 (春株を含む)の

屯当生産費を算出すれば次の通 りである.

82.345S+6.807-12.10S･L･･.･更埴の生産 費 (屯当)

82.06･9Sヰ7,131-ll.51･S--･審樋の亜塵費 (屯当)

二者平均の屯当生産費は次のよう紅なるo

(82.345S+82.069等)+ (6.807+7.131)-ll.8･3S

--屯当盤藍塑

政府経済局の平均屯当生産葦 11.62弗に対比すれば屯

当18仙の増と∨､うことQrなる｡又政府が価格決定資料l!E

利用した屯当平吻生産額 (これを修正屯当生産費と名づ

けておこう)13.88弗 (･これは生産費調査農家の地代､

資本制子算入の生壷葦を､仝琉平均の反当収監7980kgで

除したもの)に対比すれば屯当り2.08弗 (15%)の液で

ある｡

上記の資華[から夏桂､春櫨､株出の三者平均の屯当生･

産嫁を計算すれば次のようになる｡

【10908kgx(1-0.Ad)+6069×(1+0.35)〕+2

-7151kg.･･･-株出の反収

･(130.366S+88,641+75.497)÷

(109〕8+6069+7151)-12.21S - (冒

夏植を1カ年妊換算した屯当生産幾枚次の通りであるo

(130.366+1.5十88,641+75,497)÷

(10908+I.5+6069+7151)-12.25S-･- (2)

(1) (2)の屯当生産費と経済局の屯当生産鍵

ll.62弗と対比す甘1ば､ (1)とは59仙 (4%)､ (2)

とは63仙 (5,00/)の差額である｡一方修正生産費13.88弗

と対比すれば､ (I)とは1.67弗､ (2)とは1.63弗の差

となってV'るp
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1962年期の艶味農誤の資料k:よれば､夏株は新櫨に比

し22JqO'の反収渡であり､審株は新樋に比し42,90'の反収の

槍であるO真縫､春枝の反当収盈および反当生産費 (地

代､資本利子算入)を1961年期の 政肘経済局の資料か

らRl謂己の方法把 よって 算出すれば､ その屯当生産費は

10･88弗になる. 政府の屯当生産費 11.62灘に比し74仙

(6..4%)安 く､又修正生産費に対此すれば実に3兆 (22

,cc')の費用の軽観になる｡

1959年以降の生産費の推移をみれば､屯当生産韓披夏

桂､株出に此し審値が一般に割高であるこれは反当収盛

の低さに大きく左右されてV,るようであるO株出の増加

蚊生産費の軽減に役立つが､その澱ことに考慮を欝する

のは春櫨の株出ではなかろうか､裏梅における新樋の反

収増をま夏株の反収液を招来 する.従って長い目でみた場

合必ず しも夏植が 有利打展開Tるとは いV,えなV,と思

う0番櫨は畦間を広げ栽培を集約化Fること紅より新植

そのものの反収の増加は左程でなV,打しても､ その第1,

次､第 2次株出の生産盤を考えた場合むしろ夏櫨にまさ

りはしたV､かと思われるが.しかしこれらに関す'る試験

研究の成勤 王見当らなV､ので今のとE_ろなんとも言えな

い｡要 するにN.Co310の全地域的普及は富雄､.春鮭

の株出の増加慣向を示し､生産雄の軽減には一役かって

V､るが､地力維持の面あるV､は将嫡 産の摂興に僻えて

飼肥 料解物を増産しようとする場合土地の競合をきた

し､こかを阻む大きな要因となるので､土地利用止紬

ける開巻の比率をどうすべ きかは今後紅のこ甚離村 関越

と言えよう｡

田 甘麻 生軽 費 m空 にお ける費用 の鮮度 について

生産醐 悉 披見 倣 す'計許か多 く且つ 評 価上はん雑 な点

か多いので 祉焼 な策 定がお こ り易い｡ したが って銀 塊地

の才一指貫好311つて は舶退 を糊す 必輩 がある･. 淋 小梅では全

生 徒蹄 臼杵つもへての辞瓜な検 討壮紙面の都合 で と うてい

帥来ないので､ もっとも牡既が多く且つ生虎雄fJのr｢lit･:

准掛で大 き くえいきようすると思われる斗胃昨ついて述

べること打する｡

1∴ 肥 料 ヨ電

無肝で入手した肥緋でついて枚数もとを計上するか･価額

招評価し鮒 又自給肥料の価額洩成卦価妊よって評価す

るので披な く､その生産のため打 馨 し潅:資絹価 (生産

費)lrよって 計罪するようになっている｡ 自家の八g4'

尿,都 より噸 し物 (台所の廃物 ､灰等)の療市価

功は､そのもの打つVlて紘拐覗 IJとLて価額を農耕らない

が.潜市近郊紅海蹄る野菜生産地のよう打その地方で-

鮫打瑚 せ られ叉由家のものも商品化L待る地方では略

(27)

価によって評価する.自給肥料の材料とされる催物の峯

村､茎集等の副産物のうちその地方で上反引される有市価

物性をの生産当時の時価打より評価し､無市価物の数盈

のみ記入しその価額は計上しなV,､又野草､落集等杖を

のかく得のため特別の穀用を要しなvl限り評価 しない｡

2.芸者 材 料 費

政府経済局調査の生産艶日の中にはとの項目愉なく､

a_れ打屈する収穫時の結束用純或は台風後甘燕の結立打

使相される杭や釘､鮎等;･ま小農具の申打罪.入されてV､る

が､これは別の項目として放けた方がよV､と思う｡

3.槌 燕 ≡躍

これは調査 借物に使周せられた継物 (母屋､納屋､余

罪､件巣場､農具Flfi切)､構童物 (樋門､明狼､暗窮､

渦弛､農道 等 )お よび土地改良施設 (客土､心土排等)

軒ついて､調査 作物の虎視すべき償却紬と修柑孜を計罪

するO奴存価格はlC% よす､但 し枇E.わし祉用が塊膚価

格に相当す"るか又昧それ を越える見込みのものは独存価

格をゼロとするO 調査 rf物の負担率の計罪方法は､調査

件物の計罪)即日l!Eおける嗣悉 借物と家計用､抱醇物等の

他の用途のための使用削合 を併用坪数 ×借用日数等の罪

式好より推定するO修稽兜は迦物又は機等物等の網溶炉

物負担率を乗じて調登借物の負担俄とする｡数人共有の

建物､構襲物､温故等の惨給抑 よその持分好応じて計W･

Fる｡修紺撒としで汁上がるものは放物叉はFl'LJ確執等の

純挿陸相的な挫周で継榊 勺な屯のVlわゆる′州別村のみと

するo蜂州 蝿縁桁舶 勺削 1.Tiめたり､耐用iJl故を蛸加L

た り戒舶 yJ'抽勺でなVl大きな悔梢;rJ7人略榊とLて収収

V＼ ai.却紺の汀卜罪換えを行う巾組物父他端腫 物等の拡舶

コ二郎を行 った 棚 倉按離職幡h坪数のJ&Blむ行 うp抽出敵

地功 し岬糾 乍粛 氾堪 如 1J'め る l'.仰D糊付は新胴棚だけの

変itfを行 う｡

4.農 鼻 賞

大出茄と′訂胡 乱 阿分 う､大損且舷弧佃即 帽掛澗 数行

vl､をの嗣禿 拒物の位相 F'べき繍相似Jtl明 敏肝解し.小

出IL･打つ いては収件別解 軟を採用し,確約蛍をも併せて

計上する.大淀英打つV,ては動静棚柄はみないとよとす

る｡免租碑 は符捷鬼 灯つを諏悠解物の針罪潮岬仲 打おけ

る銅盤 借物 と他の用途との使川n数から稚建L何制粒度

を調教 炉物 打桃 )yLたかを見郡ってrflTgrT･する0

5.盲昏 力 賢

人付きで牛,燭をrf倍した物lT.全体の支払僻より雄

健の駁時節措金打鍵じた比孤ガi官を乃引いて役畜だげの

粥借料を'算定して計上するO役怒勘卵 入れその代 り打
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壌族を手伝vl打蛸L恕協倉の簡役披借入番労蜂とLb7:敬

扱 うこととし､その家族労働の鳳机金塀を借入意力費に

計上するo自給番力鍵披をの役菌のために要 した飼育革

陪よって劉徽する｡

母.労 働 .至托

この椎田は大体 生産鍵の相 似上を占めているためを

の別/Mの鞘得度の如何枚数酸挽拓大きくえtrlきようする

亀のであり叉隼までの開題もこの紋日打開す'るものが多

か っ允Q

労働操船 年臥 威嚇 (準急曙 ､手伝^､共同作莱

焚けを含む)豪族労働 (妙V＼ 手間樽を食む)の三･'/3躍
区分 して;汁罪する｡

作琉瞳脚聴 食弧 僻けい等の牌間を除いた東男舶時間

を帥罪するo摘初の作業好従射す̀る敦での艶備時間お よ

び軒数終召女鹿典の片付軒おぬるまでの時間は夫々宅地

と摘場とのlirjの所菓輝nr故 含めて収初および億雄の酵某

日酬 舵 加え､碓肇 転換の略開披転換視紅苗字する僻梁把

加えるO脚鯛労働紋労糎既･でなく地代絃計上する｡甘贋

作の作強打従耶 する出張 額桐打つ･Vlては劉懲卿間中打支

払っ兜現蝕と現物の評価rAdl'を加え兜鯛をその年感の計算

購酔 いの企tl瑞 刷mで換 L をの 1時間当賃金好調遊醇

物の仲基打従姉L脚 珊豚 乗じて引潮 する｡臨時祖の菜

私用金蛇裏僻転変払った用嶺の外､賄淑よび現物安給の

嚇汁をの肘掛馴専価で昆題苦った脚数鋼悉する缶^付きで

役衝を借入れた吻合､をの人の卦だu･を臨膝雇とLてそ

の新盆を憩通の臨時雇の貨金で風掛って計止する｡.館や

現物安給の中に披交際基軸匂恕ものも多V,rので､交際幾と

して妹っきりしてVlるもの或捺そう周ぬれるものは差引

V ,'て計上する｡

家族労働の評価は､男女別紙力換罪時間数にその地方

の月別､旬別の適確の臨時顧貸金より劉･罫 した実労働 1

時間割 葦金を乗じて計算 3'.るO但 LW贋の服位牌策の如

く通常の随時髄質'盆と鼎なる商い償金が支払われる場合

を,の期間だけ樽殊麓金を刑部 する｡臨時雇賃金峻嶺月､

凝旬その地方 (部落よか町柑紅限定せず､調査農家の所

在部落を中心として労臓交換の行われる範蹄削音ずつで

もっとも事例の多かった通常の腔築臨時雇 (B層 )の男

女別貸金で胡金と現物 (粕も食む)の評価額の愈計 L酸

ものを成金とす●る0

7..:肥 料 料 金

t.の鍵田も前配の酵材料葦と同様に政府の生産華≧目の

嘩1紅瞭ないが､緋転機tO奇数瞭貸新も相当行われると思

うのでこの鍵田も設けるべきである｡これ絵詞査件物の

掃健の恵め輯 払っ挺固定資水の賃借料 (_建物､農具)

節 2.番 節 2-5g. (丑96■3)

電繋料 (魔鮮 L 電力料〕患 よび貸耕料等の額に調査Tf･:

物の負担率を乗じて調査借物･の負担額を計算するのであ

る｡

8.,瀬 茶 利 子

資本利子の計算はもっともはん雑で誤 りの多V,乾田で

あるDをの利子計算に当っては借入瞭未､自己株本の区

別せずに､調査値物のために使用せられた資本額に対し

次の区卦把よって計算:するO即ち流動資凍 (種閣軌 肥

料費､常材料費､防除薬､建物修繕鍵､大腰具修鱒軌

小曲異教､畜力務､賃料サ金､飼料戴)､労働資本 (雇

現在価､太虚具現在価)の_=J'.櫨であるo利子の計算期間

は､流動幣束のうち購入叉は支払価額にあって披購入叉

は支払月より､自給価額紅あ りては生産用よりをの調査

作物の調査完了期までの期間 (月数)､労働際本のうち

臨時麗賃金にありては､貸金支払月より､年雇および家

族労働にありては実際に労働 した月より､をの調査借物

の調査完了期恵での期間 (月数)､固定資本は調査の金

湘 rJち≠カ年間とする｡本土CLj場合利率戚年4卦で月数に

よって計算することになっている机 実際の計罪に当っ

ては3健の資本.とも利率を鼎忙し且つ利 子係数 〔期間係

数)～ (栽倍の実態紅即 して生産 輩の計 算期問たる1カ

年削 ,0とした時､それぞれ の鶴田の平 均的な投下期間

の比率である)を凍めて次のように剤償 されてV,るよう

である:o 甘廉の憂権では1年半も

流動資本利子叉按労働資朱利子×係数-利子額

在圃するので その期間係数の罫定住および月別利子額

の新芽は-年以内の短期伸助と披異なる方法が考案さる

べきで参ろう0

9..地: 代

地代は調査借物の据付地および調査借物に使用した件

付地以外の丑地に卦けて甜査する｡小作地披支払小作料

紅.より､自作地欄 地の小推料紅よって評価Lて割算す

るO調査借物の拒付地につVl耳は､各圃場伍に､小棒地

紅つV,て桧葉納小作料 (物納の場合杖時価で言細 する〕･

に,自作地虹つV,･ては頻地中件料 (調査借物の作付地と

他動その他が慣似してtnる小作地の小作料)匪よって計

算 した額紅紺査借物の負担率を乗じた額とするo負損率

は謝査作物の搾付地にをの調査働 勿の計算期間中に他の

作物も惟付けられた場合､ その搾物の種類葡粧 粗収入

(単価 XG.盛盛)を調査 し､をの調査解物を含めた各作

物の粗収入価額の累計と蘭査解物の粗収入価額 との比率

によるO仲村地以外の土地例えば塵物敷地 (作業瀕等)･

匪つrいては､ 借入鞄の場合は契約賃借料把より､ 所有
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は､借入地の場 合は実納 賃借料 に よ り､所有地について

は布地の坪借 料 に調査 解物の負担率 を乗 じた寂とする｡

自侭地の土地資本利子の算定は国節利梱 りを乗じて計罪

してtrtるようで ある｡沖縄の場 合は琉銀 の利掴 りを利用

するのか実際的で あ ろう｡

10.苗rji監物イ訪朝 について

農林省の生 産費調査 で披､鞍用の合計か ら副産物価額

を差引V,た額 を同産物差 引き生産費 とL､それ に地代､

資本利子を算 入 して､地代､資本利子罪人の生 産費 とL

てV,lるが､その際副産物は市価のあ る もの蚊市価 で評価

し､無市価物 はゼ ロとして評価 するようにな ってVlる｡

甘燕の生産饗調査 において も 高は;産物価額 (町集､析

秦)の算定に当 って参 考に ㌢ヾきであろう｡第一次生産

鞍(副産物価額 差 引生 産資)にこおV,て､生産凍用から差

引く副産物の価 額 を鞍用 とした方が合 致的ではなかろう

か ､即 ち凍 用か ら価額 を差引 くのではなく､給合凍用か

ら-,Sの孜 用 を差 引 くとい うことであるO例えば甘牌の

場 合甘 藤 ､ H･集 ､括集の捨 合鍵用か ら副産物の腎葉､柿

集の 凍用 を卦離 する とことである｡その際如何なる方没

に よって主産 物た る甘 漁 と副産 物た る腎 炎､楢柴の鍵

用を卦 離 す'るか とV,うことに ついて私 見 をもっている

が ､ ここでは紙 面の都合上割愛 L次の換金に述べたV､と

思 う｡

Ⅳ む す び

以 上 生娘 班 uのおのおのにつ V,て刑罪 上11雌 な点たけ

を述べ て きたが ､実際の計好打･当ってはな患 [切 Lm･'兜タ●

る必境が あ る｡ -)J'dg奄段J束の虚延 に あた って も地区

別､他 朋 lJ､肺h･'7別 総 和的紅抽出 TることはiL･三縄Iii%JI

の調査と同様に重要なことがらである｡次は調査期間の

問題であるが､日本の水稲の場合調査期間を 1カ年とし

その期間内打おV,て調査伸助のために投下された社用を

計罪している.沖約の甘熊は1年乃至1.5年も在hj)するの

で爾査期間を1.5年とするか或は2年とするかによって利

子計井上も差異を生ずると思われるので､この)那珂の決

定も凍用の計井と同様にiB瀕 である｡

生産凍調査むこおvlては､股下蜂用の正硲なる飼養を行

うと同時に生産孜計井上その分母となる調悉作物の作二付

両群を正確に鰐杢することがもっとも大切である.従来

の生産資謝登においてはやや ともTるとこの仲村両軸 ;

おろそかに硬故 われ､駒五両机 ま曲寮の報告や土地 台鵬

面k:あらわれた両税 に よってV,た ことと.馴 つれ るが ､正

確を期するとい う点か ら各班 紅灯田嶋の尖側 を行 う必嘆

がある｡

その他実際の別解 打当 っては (例 えば班絹価計井)ち

っと評価な点まで記述 しな ければ 印併 し好 くVl点もある

が､予定の紙数も管 干上狙 ってい るの で水稲 で枚さし払

かえた∨､｡
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