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農業の近代化に役立つ研究推進のための参考意見

丸杉孝之助

（琉球模範農場）

はじめに

新聞記事によると，松岡主席の発意によって沖縄にお

ける農業関係試験研究機関のあり方が問題にきれ，官民

の有識者によってその検討がすすめられ，答申も提出さ

れているという．本土における国立試験研究機関もこれ

に似たよりきびしい試練を幾度か経てきた．近くは，農

業基本法にもとづく農業構造改善のための近代的な農業

技術を研究機関はどのようにして提供するかという場面

に立たされた．明治以来の伝統的なイネ，ムギの品種改

良を中心とする研究体制だけではこの農業の基本的な変

革に対応できそうになかった．1962年の春，試験研究の

総元締であった東畑精一氏（沖縄問題懇談会のメンバ

ー）は歴史的な発言をおこなった.

「県の試験場は，明治以来の古い研究の上に同じよう

な研究テーマを積みかさね，もはや日本農業の動きから

置き去りにきれようとしている．ちょうど，ポロを重ね

着して安薬死を待つのに似ている｣．当時経済生長政策

の最高プレインの一人であった氏は技術革新をてことし

て生長発達する近代産業に比べて，余りにも停滞的な農

業生産や技術の実態に対して，経済学者として憤まんを

爆発されたのであろう．こ上10年の間本土においては

国，県をあげて農業近代化のための農業関係試験研究機

関の体制整備にかなりの努力をかたむけてきた．沖縄に

おける最近の動きをみて＞農林省，県におっていき人か

この問題にとりくんできた一人として本土における試験

研究体制整備の経験のうち，沖縄の現実に即して重要だ

と思われるものをえらびだして大方の参考に供したい．

の性能が決定的に研究の進展，成果を支配する以上，良

い研究環境をつくりあげて，ひたむきに研究と取り組む

ことができるようにしなければならない．本土において

は近年この点にかなりの努力が払われてきている．その

一因としては近代産業における研究者育成の実態が刺戟

となった．企業競争の先端において技術の革新を競って

いる近代産業においては，研究者が革新的な技術を産み

出すのに必要な思い切った研究環境の整備をおこないつ

つある．例えばアメリカの某会社の如く「鉛筆より重た

いものは持たせない．来る日も来る日もアイデアの創造

だけ」という，むしろ惨酷なまでに研究者の能力発揮の

環境をつくる努力をしている．東京の新宿から中央線で

国立の駅をすぎると，右手に日立電気の中央研究所があ

る．ペンタゴンを思わせる建物，緑の森と芝生，蒼い池

の辺に建てられた研究者住宅．研究費は会社の売上金の

２％約1,000万ドル．ここで研究者達は革新的な技術の

開発に自己の能力の一切を傾注する．

また，こんな話しもある．私の先輩の息子が大学で農

芸化学老修めて，化学工業会社の研究室に勤めた．月に

実験用の蒸溜水を300ドルも使うので，３日がかりで再

生装置を造ったら，そこの研究室長に凄く叱られた．

「お前に呉れている月給は蒸溜水を再生するためではな

い．他の会社に勝つための新しい技術を研究し産み出す

ためだ．蒸溜水など月に一万ドル使ってかまわない」

ぜいたくをしなければ研究ができないというのではない

が，研究者として研究に専念きせ企業の競争に勝つため

に有力な企業はそれだけの努力をしている．おそまきな

がら，農林省も都府県も研究者の物的な環境整備にはこ

上10年かなりの努力をかたむけてきた．

ところで，より根本的な問題がある．これは本土にお

いても勿論充分に解決されてはいない．それは研究者の

身分，個人でいえば将来の安定ということである．優秀

な研究者ほど世事にうといのが一般である．打ち込んだ

毎日の研究生活が明日の生活の安定と将来の発展を曲り

なりにも約束するものでなくてはならない．

本土では国家公務員採用試験というのが年々おこなわ

１研究環境の整備

有益な研究成果を得るには，それをつくりだす人，つ

まり研究者を大切にしなければならない．そのためには

研究者がすくすくと育つ環境をととのえなければならな

い・えてして研究者は社会，経済的な環境に対しては弱

々しい存在である．したがって試験研究を充実し発展す

るためには，その"モト'，になる研究者を庇護してやら

ねばならない．どんなに組織的研究が進んでも，研究者
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れろが，技術職希望者の大半は試験研究機関を希望する

のが通常である．若い学徒を含めて整った研究環境には

ぐくみ，将来を約束して，ひたむきな研究生活に没入で

きるようにしむけることこそ研究体制整備の第一歩であ

る．手近な問題として試験場のほ場は科学的な研究の出

来る状態にあるのか，研究者の身分や研究整備はどうな

っているのか脚下顧照してみるべきである．

研究課題の選定から研究，普及への道程

阿牙零t二回
死ずみ問皿

2．研究テーマとその分担

研究テーマ，つまり課題は研究の生命でよい研究テー

マが定まれば研究は半ば進んだものと私は考えろ．本土

における構造改善に役立つ研究への体制固めの第二は，

研究テーマの再編成にあったといってよい．「試験場が

役に立っていない」といった批判をつきつめていくと必

ず研究テーマの問題に行き着く．

試験研究テーマを如何にして決定するかという問題は

なかなか簡単でない．研究者の自由にまかすべきだ，産

業省（局）の研究は行政目的に従うべきだ，という両極

端の意見が必ず対立して果しない議論になってしまう．

また，都道府県の試験場のような普及事業や行政に直接

つながるところと国立の研究機関とではおのずから課題

選択の考え方や方法も一様ではない．しかし，こユ数年

間農林省は，構造改善という政策目標を達成するのに必

要な研奔課題の選定方法を明らかにし，年に約７万から

10万ドル程度の補助金（調査研究費としてはその２倍）

を費して，構造改善のいろいろな動きを調査し，そのな

かから試験研究に当る者が，問題を摘出し，課題を選定

する仕事を根気よくつづけてきた．

要するに，構造改善の現実の動きのなかから必要な技

術問題をつかみ，研究者が協力して今後の研究課題とし

てとりあげるべきものを決定しようとしてきた極めて地

道な仕事であるけれども，農業の実態のなかから研究す

べき問題，課題を発堀することが「役に立つ研究」推進

の第一歩である．

第１図がその概略の筋道だがこの仕事は画にかくほど

に容易なことではない．この仕事自体が一つの試験研究

である．農民や農業に役立つ研究を押し進める次の段取

りとしては，農業の実態のなか上ら，解決を要する問題

を探し出し，課題を摘出したならばその課題を他の研究

機関，広くは国外の研究機関とも連絡をとり密接な協力

分担のもとで研究を進めることである．研究者の個人的

趣味や利害で課題がえらばれたり，他の人から命令され

たり，あるいは思い付きで課題を決定し，なんの脈絡も

なく孤立して研究が行なわれるとすれば，その結果は必

ず東畑氏の批判のような場面に遭遇することとなる．

3．研究の専門化と総合化

農業試験研究はお上よそ大別して，基礎的研究（国の

中央専門場所担当)，応用研究（国の地域農業試験場担

当)，普及のための実用研究（都道府県試験研究機関担

当）に分類される．もちろん研究機関の特質，研究者の

研究性格などによって必ずしも一律ではないが，研究行

政といった考え方としては右のような性格付けがなされ

ている．ところで－つの農業技術の問題解決のための研

究は多くの課題に分解きれ非常に広い分野でおこなわれ

ることが必要である．そこで前述した主要な技術問題解

決のための研究課題も国の中央，地域（たとえば九州，

北海道）試験研究機関と都道府県の機関に細かく分担さ

れて研究がおこなわれることが要請され，研究管理行政

の必然性がでてくる．見方をかえていうと農業研究方向

は大別して二つに分けられろ．一つは研究の専門化の方

向，一つは総合化の方向がある．国の専門場所や地域農

試の一部においては学術の専門部門に分化して，専門部

門ごとの研究がおこなわれろ．たとえば，作物の育種，

生理，土壌肥料の理化学等といった部門別の研究が深め

られろ．一方，都道府県の機関や地域農試の一部におい

ては，試験研究のいわゆる総合化，技術としての体系化

の研究が進められていく．その理由は農業や農民に役立

つ研究成果として，専門的な研究成果の一つ一つより
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も，それらを組み立てた体系化された技術に対する要請

が強まってきたからである．

研究の専門化と総合化の問題は今日なお議論の過程に

あるが，農業技術が近代的産業技術として発展するため

には，個々の部門別研究と平行して，部門別の成果を体

系化する技術化の研究が今後一段と充実されなければな

らないと考えろ．これは農業研究が役立つか否かの焦点

の問題であるといえよう．「農学盛えて農業衰えろ」と

いう言葉は今日もなお切実なひびきをもっていろ．とて

も読み切れないほど数多くの研究レポートがでる．学会

壇上は報告に３分か４分しか時間がない程に，研究者の

報告が殺到する．試験研究機関の書庫は報告書で埋ま

り，街の書店には農業雑誌が色どりを競っていろ．しか

し，農業者は，技術を求め，その不.足を嘆き，為政者は

「試験場は何をしているか」とハヅパをかける．これ

は，何か一本釘が抜けているのか，どこかに欠陥がある

のではないか，と強い反省と検討がなされた．その原因

は概念的に大別して，技術の成り立ちの問題と技術の流

れの問題に分けて考えられろ．

技術はどのようにして創り出され，改善されていくか

という本質的な議論は他日に譲るが，端的にいって，農

民の取り扱う技術というものと試験研究の個々の報告，

結果というものは同一のものではない．部門別研究結果

の大部分は貴重なものではあるが，技術のファクターで

ある．つまり，その一つ一つは技術ではなく，技術素材

である．もっとも，研究成果がそっくりそのまま技術と

して農民の手に渡り広く使われる場合もある．その代表

的なものは，作物の品種改良であろう．農業生産の対象

である，作物や家畜の生きものとしての性質を遺伝因子

の改変を通じて根本的な変更をしようとする品種改良の

研究は極めて直接的であり，他の農業技術研究の追ずい

を許さない本源的なものをもっている．そして幸いなこ

とに，品種の改良，たとえば新しい作物の品種をとりか

えることは，余り多くの経営要素の改変を農家の経営に

要求しない．この点機械技術などとは根本的な差があ

る．そして，農学の研究は永らく品種の研究が本命とさ

れてきた．そのためか個々の部門別研究結果が改良品種

のごとく容易に単独に普及伝達，定着するのではないか

と考えられているのではあるまいか．一般的にいって，

個々の部門ごとの研究成果（たとえば新しく開発された

機械，農薬や肥料，あるいは作物，土壌，家畜の性状の

観察結果など）は一つ一つが貴重なものであるが，未だ

技術として利用される，いわば技術化の段階を経ていな

い技術の部分品である．部分品は自動車の新品のように

一つ一つが大切であるが組み立てられてはじめてその性

能を発揮する．農業の研究においては技術の組立て，部

門別研究結果の技術化におくれていたことが近年認識さ

れてきた．科学技術庁という官庁が本土政府にあるが，

そこが中心となって，科学技術基本法という法律の草案

を科学技術の権威者が何回も集って昨年まとめあげた．

その第１条に，科学技術に関する研究の推進と，研究成

果の利用促進という２本の住が打ちたてられていろ．研

究結果はナマのま人では使えない利用のための試験研究

が必要であるという点は，農学の分野だけではなさそう

である．しかし，研究成果を組立て利用を促進すること

を研究実践の場に移したのは農業研究ではようやく1940

年頃からで，一時戦争で下火になり，1960年頃から再び

広くとりあげられるようになった．

さて，沖縄の現況に即して専門化と総合化の問題を考

えると，沖縄の研究機関だけで，基礎，応用，それから

実用化の研究，特に総合組立に関係した試験研究をどの

ように分担・協力し，組織していくか，という問題につ

きあたる．この問題を積極的に解決にみちびくためには

在琉の試験研究機関はもちろん，どうしても本土，台湾

あるいは遠くハワイ，東南アジア請国との熱帯，亜熱帯

研究のネット・ワークに入ることが必要となってこよ

う．

4．実証的試験と普及

次の技術の流れの問題の中心は試験研究と普及との連

けいの問題である．本土でも，「試験場は何している

か」というときは必ず「普及はどうしているか」という

議論を併発する．試験研究機関の成果は専門技術員に吸

収，理解されて普及員に伝わり，農家に持ち込まれる，

というように仕組まれていろ．しかし水の流れるように

円滑には本土の各県においても決していっていない

この流れは，ときによどみ，あるいは止絶えがちであ

る．農業改良助長法という法律が1948年に施行されるま

では，県の試験場は試験研究と農事改良の双方に責任を

負っていた．今日研究と普及が分れてみたが，両者を結

ぶ技術の流れはそう簡単には参らない．試験研究成果を

文書でも手渡すように右から左へ普及に渡すような忍術

はとても不可能である．この脈絡を安易に考えた一因と

しては，農業改良ととりちがえたと思われるふしがあ

る．それでは具体的な研究と普及の連絡方法は何であろ

うか．冒頭iこかＬげた蔓安楽死ミの指摘になどにみられ



沖縄農業第７巻第１号（１９６８）４

ろといわれ，技術革新と企業存亡の歴史に名高い事績と

なっている．近年，研究投資という概念が巨大産業間に

おいて強まっていろ．農業においても，それが産業であ

るかぎり研究投資という考え方がでてくるのも当然であ

る．事実，国の財政投融資と関連づけて，財政当事者の

間に研究投資という考えがでてきていろ．農業研究も

研究費が国民の税金によって負担される以上それに見合

った利益を農業生産の増大などを通じて国民の経済に寄

与するというコストとベネフィットの論理にある程度支

配されざるを得ない．ところで他の産業部門における研

究投資をみてみよう．これは企業の売上高に対する研究

支出額をもって示されろ．1960年の調査によると日本で

は全産業で平均0.8％，最も大きいのは電気工業の1.9％

である．アメリカは全産業では1.7％，最も大きいのは

矢張り電気で3.3％の研究投資がおこなわれている。し

かし研究投資の大きいところになるとデュポンの4.1％

（7,700万ドル）ドイツのヘキスト5.4％といったのもあ

る．前述した日立電気を例にとると売上2,000億円の２

％，すなわち40億円，これは当時の農林省所管の国立試

験研究関係予算の半分に近い巨額なものである．昭和４３

年度の農林省の試験研究予算は116億円，やっとのこと

100億円を越したが，農林省全予算5,013億円の２％程度

である．研究投資を財政規模のどの程度のパーセントに

するかということはかなりの議論があって定説はない

が，前述した科学技術基本法案の作成の過程で学者グル

ープから，総理大臣に対する答申の形として1966年次の

ような意見が出されていろ．

すなわち，国全体の研究投資は国民所得に対する比率

（国民所得比）を以って考えることが提案されていろ．

アメリカ，イギリスは約10年，ドイツ，フランスにおい

て３－５年わが国より先行している．この答申では近い

将来においての国民所得比を現在の1.73（1966年）から

２．５にあげることを期待するとしていろ．ただし，この

パーセントのなかには民間の研究投資が大きな比率を示

し，国の負担率は全体の30％にとどまる（欧米は国防関

係研究投資を含んで6.0％となっていろ）という．

きて，沖縄の農業試験研究機関に対する研究費をクロ

ーズアップする意味で本土の農業試験研究機関に関する

研究予算などを紹介してみよう．1965年発表の農林省資

料によると，1963年予算で国，県全体で225億円であ

る．国，県ともに50％が人件費となっている．総研究費

は国16％，県17％となり，研究費以外の人件費，施設費

管理費が大きな比重を占めていろ．人員は県だけについ

ろ批判に対する対策として，1963年農林省は「農業構造

改善のための試験研究および技術指導の体制整備要綱」

というのを出して，試験場に専門技術員を密着させるこ

と．前述した試験研究課題を農業の実態のなか人らとり

あげること．もう一つ，試験研究の個々の結果を体系的

に組み立てた技術の試験を農家の経営の中でやってみせ

る実証的試験を強力に押し進めてきた．つまり，試験研

究結果を普及へ伝達する方法として「実証的試験」その

場所とし総合実験農場というものを考え出し’こ上７年

間，国の補助と県費を合せて’40万ドル位の研究費をつ

ぎ込んで今日にいたっていろ.

総合実験農場というのは体系的に組み立てて，できる

だけ生産性の高い技術体系，経営を具体的に設計し，試

験場の研究者が農家の経営にとびこんで，真剣勝負の気

持でやってみる，というわけである．農業試験場の技術

者は試験場のなかで「演習ばかりやっていたのでは不充

分である．農家の水田や畑に入りこんで自分の腕で勝負

をしてみるべきである．」という思い切ったやり方であ

る．普及関係者もこの真剣勝負に加わることによって初

めて生きた，自信のある技術を体得して，普及に立ち向

うことができるのではないか，といった考えである.こ

の試験研究成果を組み立て実証する試験は，現在試験研

究と普及とを連結する最も有力な場と考えられ今や全国

の県試験場で場内にこうした実証の場を持とうとしてそ

の整備を急いでいる．

沖縄に模範農場が設置された1961年当時はちょうど本

土においては総合実験農場の胎動期であった.沖縄は幸

いにして，本土各県が新たに整備しようとして用地,施

設の準備に拍車をかける以前に，すでに実証の場として

模範農場を整備していたのである．模範農場創設当時の

米，琉，日の関係者の着想を大切にするとともに，農業

試験研究と普及との接着の場としてこの農場の運営強化

と活用を図っていかなければならない．

5．研究投資

近代産業の花形といわれる電気機械工業や化学工業に

おいては，基礎研究から工業化にいたる研究体制をいか

にするかということが企業存立のキイ・ポイントといわ

れろ．たとえば，アメリカの電気産業のうちで昔から有

名であったエジソン，ジェネラル，エレクトリヅク会社

が19世紀末にトムソン，ハウスソン会社に実質的には合

併，再編成された原因は，直流電気の技術から交流電気

への技術の転換期において技術的おくれをとつたのによ
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ていうと16千人の就事者でそのうち研究者は43％となっ

ている．いま，鹿児島県の農業試験場の1963年の予算と

琉球農試の1967年度予算を比較してみろと次の表とな
る．

平塚市近郊の全購連の研究所，また政府出資(19億)民間

出資(1.8億，いずれも昭和40年度）寄附金若干の資本構

成をもつ農業機械化研究所，および，てんさい振興会に

所属するてんさい研評所．農業経営，経済研究を主な研

究領域にする日本農業研究所などが目ぼしいものであろ

う．これらはいずれも全国を対象とする研究領域をもつ

もので，都道府県を対象とする民間研究機関については

みるべき事例を知らない．そのうち農林省の試験研究テ

ーマ，研究スタッフ等を分離して国の出資と民間の一部

出資によってスタートしたものは農業機械化研究所とて

んさい研究所である．とくに，機械化研究所は機械工業

の発達に即応して民間企業との連けいのもとに発足し，

運営されている特色ある研究機関で，農林省の研究より

分離したことの意義について，多くの人の注目を集めて

いるところである．ところで，農業研究が官公立試験研

究機関に独専きれ，保守退えい的であるとし，これを打

破する方法として，企業の採算性からくる活動的な面を

付与し，民間１５冊究を推進しようとする考えについては－

つの進歩的な意見として尊重すべきものが多い．現に前

記した機械化研や農電研のアクティブな研究のとり組み

方，自由でかつきびしい研究管理などには大いに学ぶべ

き点が多い．しかし，これらの研究機関のつくり出す研

究成果の第一次的な利用者が巨大な経済力をもった企業

である点を無視することはできない．結局これらの研究

投資は企業の採算性の裏付けのもとにおいておこなわ

れ，投資の不足分は依然国の出資等に依存しなければな

らない場合が多い．政府機関による研評を民間企業研究

に移行する前提としては，その民間企業の規模，企業の

経済力が長期の研究投資に耐えられるか否か，という問

題が横たわっていろ．

'～費目｜人手、

,農試■｜壁’

…繭蕾'一悪,’

（
千
ド
ル
）

研
究
費
等

（
千
ド
ル
）

計

317 595

鹿児島農試

（職員）

２８０

(210人）

214 494

但し，鹿児島県には別に独立して，果樹，茶業，蚕業

の試験場がある．職員数は琉農試は1967年，鹿児島農試

は1964年の数字である．

上の数字をみろと，琉球農業試験場は県の農業試験場

に比し，優るとも劣らない規模の年間予算と人員数を具

えており，本土よりの施設等に関する援助を合わせる

と，年間の投資額についてはかなり充足されていろ．し

かし，本土における最近の農業関係試験研究機関に対す

る投資の方向には，著しい特長がみられろ．それは，研

究用地，用排水施設，農道，建物，研究用機械，器具に

徹底して投資をおこない，精鋭な研究者を数をすぐって

配置し，研究能率を高めようとする努力がみられる．往

年の県の農業試験のみられた多数の職員をかかえて，ほ

場に群がって作業するという姿は次第に少なくなってい

る．少なくとも研究ほ場については画然たる区画整理，

トラクターの縦横に走れる道路，完備された用，排水施

設がみられるようになった．近代的な試験研究を推進す

るには，まず以って，研究の基本的投資を徹底しておこ

ない，能率的でかつ決的な環境をつくりだすことにつと

めるべきであろう．

ここで，農業における公共的研究投資を民間企業投資

に切りかえる問題にふれてみたい．従来農業研究はその

ほとんど全部が本土では宮公営であった．しかし，近年

前述したような巨大な企業が積極的に研究投資をおこな

い輝かしいいくつかの技術革新の成果を産み出している

現実に刺戟されてか，わずかではあるが，企業の投資も

しくは政府と民間の共同出資による農業研究がスタート

している．日本における電力の鬼といわれた松永安左衛

門氏の発意にかかる東京都の北東隅にある農電研究所，

6．研究管理制度

研究者を育成し，研究を方向付け，具体的な目標を与

え，着実な研究課題の設定と国の内外を通ずろ協力分担

関係を編成し，これらをもとにして効率的な研究投資を

遂行し，農業生産ならびに農業者に対する研究成果の浸

透を図っていくという一連の仕事は広範な内容をもち，

かつ専門的な識見を必要とする分野の業務である．約１０

年ほど以前までは，本士においてはこうした研究管理と

いった事業は中央政府においては指導，奨励行政の一部

として，地方においては試験研究を実施する者の手に直

接ゆだねられて来た．しかし，前述したことからもうか

がえるように，国，都道府県全体の研究を長期的に最も
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よき方法に指向していくのには，独立した研究管理行政

機能が必要ときれた．とくに，かなりの年月を経てよう

やく実を結ぶ研究が，社会経済や行政，あるいは政治な

どのめまぐるしい変転によって影響を被り，ときに惑乱

されたり，歪曲されたりすることを避けるためにも，こ

れらの刺戟に対して厳然として立ち向えるだけの権威あ

る研究管理組織体を必要とする．一方でまた，研究者と

いうや人特異な性格をもった職能群を大切に育て，かつ

有益に機能せしめるには，研究者を指導し納得せしめる

だけの識見をもった権威（権力ではない）を必要とす

る．近年，こんな例がある．池田内閣の経済生長政策や

農業基本政策のいわゆる選択的拡大の波におきれて，

1960年頃から，コメの増産問題が極めて軽く取り扱われ

ることになり，稲の研究も，とくに育種研究も大いに圧

縮を受け予算のうえでも苦しい場面を迎えた．このとき

コメの育種の研究者達はジートこらえていた．ところが

５年もたＬない間に，コメの自給度が８割を下廻りそう

になると「それ米の増産」ということになった．試験研

究は行政や政治に振り廻きれてはならないが，社会経済

の動きに先んじ，あるいは即応していかなければならな

い．そのためには高い識見をもった強力な管理制度が必

要となる．

世界の国々ではいろいろの研究管理制度といったもの

があり，最近これを専門に調査してきた人もあって大部

はっきりしてきた．ヨーロッパで農業研究についても学

ぶべき点の多いのはフランスのようである．本土政府は

試験研究の基本的な企画，調整などをおこなうために，

一部フランスの制度をとり入れた「農林水産技術会議」

という一寸やよこしい名前の機関を農林省の附属機関と

して設置した．この技術会議が国，都道府県の試験研究

の総元締となっているのである．行政機関であるからも

ちろん予算，人事等の事務も処理するが，一番の中心に

会長と技術会議委員６人が農林大臣から任命される．こ

の委員の顔ぶれは，総理大臣にも楽にものが言える程度

の有識者．近代企業の社長，研究担当重役でエレクトロ

ニクスの大家といった人，農業大県の高名な知事，国立

大学教授などのメンバーで，極めて高い視角から農業間

題，農業研究をながめ問題を指摘し，方針と目標を示

す．この会議の事務局長は，農林省の局長を経た現役の

人があたる．前述した東畑精一氏は初代の会長であった

わけである．事務局長のもとに事務ラインとしての５課

長，技術スタッフとしての参事官，管理官，調査官とい

う十数名の総括，専門のメンバーがついている．

都道府県においては国の技術会議の制度にならって，

ほとんどのところが農事，畜産，園芸等を対象とした，

試験研究の総括，調整の組織を設け，技術会議の委員に

あたる県段階の有識者をもって研究の企画，調整等に参

画させる組織を持っていろ．このように農業の近代化に

即応して試験研究を促進していくためには，一般の行政

とは異った権威ある研究管理制度を整備していくことが

必要となろう．

終りに，これまで述べてきたところを要約すると，農

民に役立つ農業研究を進めるために本土において努力を

つづけてきた主な施策は，

第１は研究者を大切に育成する環境をつくりあげるこ

と．

第２には，研究実施の主眼として，農業の現実の中か

ら研究を要する問題を把え，これを研究課題として摘出

し，周到な研究分担，協力関係を編成すること．

第３には，研究の分担にしたがって，専門化，総合化

の方向にむかって研究を深め成果をつくりあげること．

第４には，出来あがった個々の研究成果はこれを技術

として体系化し，総合的な農業実験などを通じて，研究

成果を普及に伝達する．試験研究者はときに試験場を出

て現地実証の場にとび込むことを行政的に促進してきた

こと．

第５には，以上の研究環境の整備，研究者の育成，研

究実施，現地実証等に対し充分なる研究投資をおこなう

こと．とくに研究の基本施設等に対する投資を先行する

こと．

最後に，以上のおのおのの事業を遂行していくために

は，近代的研究管理制度を打ち樹てることが必要であ

り，高い識見をもった特殊な行政組織が整備され，運営

されていることである．


