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(1)は じ め に

1980年代はアメリカ農業にとって試練の時

期であった。世界的に農産物過剰問題が深刻

化するなかで、アメリカの農産物輸出は急減

し、これに重大化 した農場負債問題一これ自

体は後にみるような70年代のブーム的な農業

好況の反動である-が 相乗作用 して、1980年

代には周知のようにアメリカ農業は1930年代

以来の深刻な農業不況に陥ったからである。

このなかで、中規模家族農場の多 くが財務危

機に直面 し、離農を余儀なくされた。こうし

た農業危機、農業不況を経過して1980年 代末

のアメリカでは、農場の階層構成を中心とす

る農業構造はどのような様相を呈するにいた

ったか、この点を最新の1987年センサスに依

拠 しつつ明らかにすることを、小稿 は一つの

課題 としている。

同時に、あまり紹介されることのないアメ

リカにおける最近の農地をめぐる様々な諸問

題、とくに1970、80年 代の農地投資 と関連 し

た農地市場の動向、さらに農地所有構造を考

察、検討することをもう一つの課題とする。
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87年農業センサスの一環として、88年に農地

所有に関する全国調査がほぼ40年ぶ りに実施

され、その結果が1990年12月 に公表された。

このセンサス結果にもとついてアメリカにお

ける農地所有者の特質、およびそれと密接に

関連する農地所有構造を紹介 しようというも

のでる。

なお、アメリカでは資産 としての農地が頻

繁に市場で取引されるため、農地の流動化に

とって農地市場は大きな役割を果 している。

この農地市場の特質にも規定されて、農地保

有、農地貸借、さらには農地経営のあり方な

どの点で、日本とアメリカとの間には大 きな

差異が存在する。このため、農業構造と関連

させて、アメリカでの農地市場の動向や農地

所有のあり方を明らかにすることは、アメリ

カ農業の特質を探るうえからも不可欠な課題

なのである。

(2)1980年 代 末 の 農 業 構 造

1)農 場、 農業就業人口の動 き

1980年代にアメリカの農業構造がいかに変

容 したかを考察する前提として、ごく簡単に

でも80年代の農業不況に言及 しなければなら

ない。

1980年代のアメリカの農業不況は、一口で

云えば、70年代に農産物輸出の急増を可能に

させた世界経済上の諸条件が80年代になると

ことごとく消失し、穀物を中心とする農産物

輸出の減少とともに農業の交易条件が著 しく

悪化 し、これに重大化しつつあった農場の負

債問題が相乗作用して現出したものである。

負債問題の重大化は、70年代のブーム的な農

業好況のなかでの信用に依存した農地、農業

機械、施設などへの過大投資と80年代初頭の

金融引き締め政策の帰結でもあった。そして、

今回の農業不況が輸出低迷と負債問題に特徴

づけられていた点では、これまでアメリカ史

のうえで何回か繰り返 し発生 した農業不況と

同一パターンのものであった。

1980年代の農業不況の深刻さは、次の指標

に具体的に示される。第一に、1970年 代に

5.7倍 にも急増 した農産物輸出額は、1980～

86年には412億 ドルから262億 ドルへと逆に46

%も 減少 したこと。第二に、農産物価格が70

年代には125%も 上昇したのに対 し、80～86

年には10%、 とくに輸出が大幅減となった穀

物の場合には40%ち かくも下落 したこと。こ

れにより、農場の支払価格に対する受取価格

の比率、すなわち農業の交易条件も87年まで

悪化 し続け、1977年 を100と する指数では87

年には77と大幅に低下するようになったので

ある。第三に、70年代には3,7倍 にも急騰し

た全国平均の農地価格は81～87年には35%も

急落 している。農業収益性を最も端的に反映

する農地価格がこれほど大幅に下落 したこと

は、第二次大戦後始めてのことであった。第

四に、経営不振あるいは財務危機により破産

した農場数 も84～87年を中心に多数におよん
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第1表 アメ リカ農業をめ ぐる主要経済指標

だことである。例えば、80～87年 には累計す

ると農場全体の25%が 破産などにより離農 し

ている(第1表)。

以上の数字、指標は1980年代のとくに84年

から86、87年にかけて、アメリカ農業がいか

に深刻な不況に陥ったか、その一端をわれわ

れに具体的に示す ものである。

このなかで、80年代の農場、農業就業人口

の減少率も70年代に比 して著しく高まるよう

になった。第二次大戦後、1960年代までアメ

リカでは、農場、農業就業人口がかってない

ほど ドラスチックに減少し続けたことが特徴

である。そのことが、農場の絶えざる規模拡

大を可能にし、農業での技術革新の展開とあ

いまって急激な農業の生産性上昇を生み出 し

てきた。例えば、1950、60年代の農業就業人
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口、農場の減少数を累計す ると、それぞれ

540万、271万 の多数におよんだ。この結果、

1950～70年 に農業就業人口は半分以下に、農

場数もほぼ半分の水準にまで減少したのであ

る。

これに対 し、農業がブーム的な好況を呈す

る70年代には農場、および農業就業人口の減

少テンポはともに著 しく緩和するようになる。

70年代前半にはまだ減少傾向は続いていたも

のの、時系列的に比較 しうるセンサスデータ

によると、75～82年 の農場減少数は11万にす

ぎない。{2)ま た、同期間の農業就業人口の

減少数は農場に比べれば多数におよんだもの

の、それでも30万人にとどまった。ところが、

80年代になると農業不況のなかで、農場、農

業就業人口の減少が再び加速するようになる。

82～87年 の農場減少数は19万におよび、1974

年以降のセンサス集計年次ごとにみた農場減

少数では最大となった。同様に、1982～87年

に農業就業人口は115万 も減少 し、その減少

数は70年代をはるかに上回ったのである

(第2表)。

さて、1980年代の農場の動きに関 しては、

次の三点にも留意すべきである。一つは、70

年代とは対照的に農場経営主の平均年齢が高

まり、中高年齢の農場経営主の比重が高まっ

たこと。二つには、自・小作農場別にみると、

70年代までは自作農場の比率が低下 し続けた

ものが、80年代になると小作農、および自小

作農場の減少が目立つようになったこと。と

くに自小作農場の農場全体に占める割合が低

下したのは、第二次大戦後始めての現象であ

る。三つには、経営タイプ別には穀作農場の、

また、地域別には中西部での農場の減少がと

くに多数におよんだことである。これ らの農

場をめぐる動きは、いずれも農業不況を直接

的な原因とし、相互に密接に関連するもので

ある。

このうち、農場経営主の平均年齢の高まり

は、80年代の農業不況のなかでの新規参入農

民の挫折、離農を直接的な原因としている。

農場経営主の平均年齢は、第二次大戦後、70

年代初頭までは一貫 して上昇 し続けた。とこ

ろが、70年代の農業好況のなかで農業への新

規参入が急増 し、農場経営主の若返り現象が

みられるようになった。例えば、1974年～78

年には経営主年齢35才未満の農場数は11万 も

急増し、農場全体に占めるこれら農場の割合

も13%か ら16%に 上昇 している。 しか し、82

～87年 には経営主年齢35才未満の農場数は、

再び9万 弱も減少し、農場経営主の平均年齢

も52才にまで上昇したのである(4)(第3表)。

第二の自 ・小作農場別の動きに関しては、

第二次大戦後、1960年 代までは小作農場と自

作農場-と くに前者-の 減少率が高かったこ

とが特徴である。(5)と ころが、70年代、こ

とにその後半には自作農は引き続き減少を続

けたものの、借地に依存する新規参入農民の

増加により、74～78年 には小作農場は1万

7,000も 増加するようになった。また、自・
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第2表 農場数、農業就業人口の推移

小作農別にみると経営規模が最大の自小作農

場-78年 の自 ・小作農別の一農場当り平均規

模は、 自小作農、791工 ー力一、小作農、

396エ ーカー、自作農、234エ ーカーの順で

ある-は 、穀作部門での規模拡大を背景に、

この時期に5万 以上 も増加 している。(6)こ

れに対 し、80年代には新規参入農民の挫折に

より小作農が再び減少に転 じ、また、農業不

況が70年代後半に規模拡大を進めた穀作農場

にきびしく作用したこともあって、自小作農

の減少数がとくに多数におよんだのである。

82～87年 に小作農は約2万 、自小作農は5万

以上も減少 している。74～78年 の各々の増加

数とほぼ同数、あるいはそれをわずかに上回

る小作農、自小作農場がこの間に減少したこ

とになる(第4表)。

第三の穀作農場の減少は、82～87年 に穀作

農場数が12万 も減少し、農場全体に占める穀

作農場の比率もこの間に26%か ら22%に4ポ

イントも急落した事実に如実に示される。経
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第3表 農場経営主の年齢別農場構成(農 場全体に占める割合)(%)

営部門別に分類した農場の減少率では、大幅

な需要減退の影響を強く受け、 しかも零細経

営がひしめ く煙草部門が最大である。減少率

では煙草部門に次いでいるものの、農場の減

少数は全ての部門を通じて穀物部門で最大と

なっている。また、地域別には中西部での農

場減少が目立 っており、これは穀作農場の大

幅減少と表裏をなす現象である。

2)経 済階級別(販 売額階層別)農 場

の動向

アメリカの農業センサスでは、農産物の販

売額に応 じて農場を経済階級に階層区分 して

いる。87年セ ンサスの場合には、農産物販売

額が最大の100万 ドル以上 と最小の2,500ド ル

未満を両端に、農場を11に細分化 している。

細い区分に応 じての農場の階層構成を紹介す

ることは煩雑である。そこで小稿では、農業

経営だけで生計を営める上層、兼業所得に全

面的に依存する零細層、および両者の中間に

位置する中間層の三階層にごく大きく分類 し

て、階層構成がどうなっているかをまず概観

しておこう。

これによると、アメリカの世帯当り平均所

得や農業所得率を勘案すると、上層に位置づ

けられるには、少なくとも10万 ドル以上の農

産物販売額を要するとみてよい。 対極的

に、生計を全面的に兼業所得に依存 し、日本

のⅡ兼農家にほぼ相当するのは1万 ドル未満

の販売額階層である。残りの農産物販売額1

万～10万 ドルが中間層ということになる。も

ちろん、仔細に検討すると10万～25万 ドルの

一部は中間層に、逆に5万 ～10万 ドルの農場

の一部は上層に、また、1万 ～2万 ドルの一

部は零細層、あるいは安定兼業層に組み入れ

られよう。

以上のようなごく大まかな販売額基準に従

うと、第5表 にみるように87年にアメリカの
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第4表 自 ・小 作 農 別 農 場 数

第5表 農産物販売額階層別農場数 とその構成比
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上層農場は30万弱と農場全体の14%を 占める

にすぎず、一方で1万 ドル未満の零細農場は

全体の約半数の103万 にもおよんでいる。残

りの36%、77万 農場が中間層に相当する。ア

メリカでも農業経営だけで成 り立ちうる農場

は意外と少な く、他方で兼業所得に全面的に

依存する農場が大きな割合を占めていること

に気がつくであろう(第5表)。 ただし、上

層農場のマーケットシェア(農 産物販売総額

に占めるその販売額比率)が 相当に大きく、

これに対 し、零細層のシェアが極めて小さい

ことが特徴である。87年に上層のマーケット

シェアは76%に およんでいる。一方で、農場

の48%を 占める1万ドル未 満層のシェアはわ

ずかに3%に すぎない。上層に中間層のうち

の販売額5万 ～10万 ドルのシェアを加えると、

そのシェアは85%に も達する(第6表)。 ア

メリカの農業生産は、実質的には上層と中間

層の一部によってのみ担われていると云って

よい。

ところで、87年センサスに示される農場の

階層構成は、70年代から80年代にかけて、と

くに80年代の農業不況の過程でのどのような

農業構造の変容の結果として析出されたもの

であろうか。センサス集計年次により販売額

区分が若干異なり、また、74、78年 センサス

の農場集計方法にはやや問題が含まれ、さら

に農産物価格もこの時期には急激に変動 して

いる。こうした事情のため、70年代には販売

額階層ごとの載然とした統一的な比較は困難

である。しか し、大観すると70年代末までは

販売額4万 ～10万 ドルを含めて、販売額4万

第6表 販 売額 階 層別 マ ーケ ッ トシ ェア(%)

(当該階層の農産物販売額が販売総額に占める比率)
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ドル以上の階層でのみ農場数は増加 し続けて

いた。また、1万 ドル未満層で は販売額

2,500ド ル未満の農場 は減少 した ものの、

それ以外の農場は増加 している。このなか

で、1万 ～4万 ドルの中間層の農場は減少 し

続けた。要するに、74～78年 の階層別の動向

としては、農産物販売額4万 ～10万 ドル層は

いまだ上層に位置づけられ、その農場が増え

続けたことが最大の特徴であった。

ところが、78～82年 になると販売額4万 ～

10万 ドル層の農場は始めて減少に転 じる。農

場数が増加するのは、10万 ドル以上一10万 ド

ル以上をさらに細分化 した、全ての販売額階

層-と 安定兼業層の1万 ドル未満の農場のみ

である。このなかで、新たに中間層に転 じた

4万 ～10万 ドル層を含めて1万 ～10万 ドルの

中間層の減少が顕著であった。例えば、78～

82年には販売額10万 ドル以上の農場は22万2

千か ら30万2千 へ、1万 ドル未満の農場 は

107万5千 から109万6千 へとそれぞれ増加 し

た。これに対 し、1万 ～10万 ドルの中間層で

は95万8千 から84万1千 へと11万7千 もの農

場減少におよんだのである。

さらに農業不況が深化 した82～87年 には、

上層のなかでも農場数が増加するのは販売額

50万 ドル以上のみとなる。25万～50万 ドルの

農場数は停滞 し、10万～25万 ドルでは21万6

千から20万3千 へ と1万 以上 も農場数は減少

した。一方、82～87年 の中間層の農場減少率

は78～82年 と同一程度であったものの、この

なかで4万 ～10万 ドルの農場が33万3千 から

28万8千 へと大きく減少したことが注目され

る。また、78～82年 とは逆に1万 ドル未満層

も農場数が7万 弱、比率にして6%も 減少し

た。要するに、80年代の農業不況は販売額4

万～10万 ドル層を中心に、さらに10万～25万

ドル層の一部を含む中規模家族農場に大きな

打撃を与え、その離農を促進 したのである。

同時に、1万 ドル未満層の農場数も減少に転

じ、その他の中間層の農場 も引き続いて大幅

に減少 したことが特徴である。

ところで、階層別のマーケットシェアの変

化は農場数の場合よりもさらに顕著であった。

1978年に33%ほ どを占めていた1万 ～10万 ド

ルのシェアは、87年 には21%に まで低下して

いる。4万 ～10万 ドル層はいまだ14%の シェ

アを保持しているものの、それ以外の中間層

のシェアは小さい。1万 ～4万 ドル層は、今

や農業生産にさしたる役割を果 していず、4

万～10万 ドルの一部を除くと、中間層が上層

に発展する余地は益々限られている。

それでは、以上のような農場の階層分化を

80年代に生み出した諸条件、要因は何であっ

たろうか。農業の交易条件がまだ相対的に良

好であった82年までに、農業経営で自立 しう

る農場は農産物販売額10万 ドル以上、経営規

模では後にみるように500エ ーカ-以 上の経

営階層にすでに限定されていた。農産物価格

が大幅に下落し、農業の交易条件が著 しく悪

化 した80年代には、10万 ドル未満の中間層の
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農場経営がたちゆかなかったのは当然である。

それのみか、10万 ドル以上でも経営にゆきづ

まる農場が増加 しても不思議ではない。とく

に、70年代に積極的な農業投資により規模拡

大を追求 した農場-な かでも、借金に全面的

に依存 した新規参入農民-を とりまく経済環

境は、ことのほかきびしかった。その支払負

担が軽減しつつあった87年にさえ、農場経営

費全体に占める支払利子の割合は13%に およ

び、これに元金償還が加わって農場経営

を大きく圧迫 したのである。とりわけ、過大

資本に陥った農場には利子負担などはきびし

く作用 し、その多 くを離農にみちびいた。中

間層の農場減少数が多数におよび、10万～25

万 ドルの農場も減少したゆえんである。

また、70年代後半 と対照的に82～87年 に1

万 ドル未満層が減少に転じたのには、農村経

済の不振が大きく影響 している。70年代には

都市から農村部への人口移動がみられ、この

人口逆流現象は社会的にも大きな注目を集め

た 。この都市から農村部への人口移動、

農村に居住地を求める人口増加は、70年代の

農村経済の活況と密接に関連 していた。農業

好況ばかりでなく、農業関連産業やエネルギ

ー産業の繁栄により農村の就業機会が増大 し、

このことが農村部での人口増を可能にし、1

万ドル味 満層の農場増加を生み出したのであ

る。

ところが、80年代には農村経済も深刻な不

況に陥った。農業不況が農業関連産業に波及

し、また、エネルギー産業や鉱業の不況が農

村経済の不振に拍車をかけたのである。(12)

アメリカ経済が好況を持続するなかでの農村

部での失業増大は、農村からの人口流出を促

進 した。この結果、中西部のグレー トプレー

ンズなどでは過疎化により地域社会の維持さ

え困難な農村が多数発生するようになる。

1990年農業法で、農村開発計画が重要な農業

政策課題として提起されたことも 、80年

代の農村経済の極度な不振を反映するもので

ある。このような農村経済の不振が、農外就

業に依存する1万 ドル未満層の農場減少の主

因となったと云ってよい。

さて、ここで農産物販売額別にみた上層、

中間層、零細層のそれぞれの農場としての特

徴をごく簡単に整理、確認 しておこう。

販売額10万 ドル以上の上層の場合、その平

均農場所得(農 業、農外を合計 した)は 相当

に高水準である。例えば、10万～25万 ドルの

-農 場当り平均所得(88年 の)は6万 ドルと、

アメリカの世帯当り平均所得の2倍 弱であり、

しかもその所得額は販売額が大きくなるにし

たがい段階的に増大 している。 このため、

上層は経済的には富裕な階層に属する。ただ

し、一農場当り平均労賃支出は4万1,000ド

ルであり、10万 ドル以上の労賃を支出する農

場は1万5千 にすぎない。農場の組織形態で

も、家族農場が上層全体の7割 を占め、1割

強存在する法人農場に しても、その9割 は実

質的には家族農場である。 このため、販

72



売額10万 ドル以上の上層の大部分は家族労働

力を主体とし、部分的には雇用労働に依存す

る、いわゆる大型家族農場か ら成 り立ってい

る。雇用労働に全面的に依存する資本家的経

営は多 く見積っても1万5千 ほどであり、上

層農場の5%ほ どを占めるにすぎない。

中間層の場合には、さらに細分化 した販売

額ごとに所得水準は異なるが、農場の所得水

準は総 じて低い。とくに販売額1万 ～2万 ド

ル層の所得水準は、全ての販売額階層を通 じ

て最低である。また、その農場経営主の平均

年齢も53.6才と高 くなっている。 しかし、中

間層のなかでも5万 ～10万 ドル層の農場所得

は相対的に高 く 、経営主の平均年齢が低

いことにも注意しなければならない。また、

小作農や自小作農の割合も高 く、他の中間層

と農場の性格をやや異にしている。このため、

中間層の農業経営基盤は総 じて弱体化 し、離

農を余儀なくされている農場が多いものの、

その内部では農場の性格がやや異なり、-部

には新規参入農民や規模拡大の途上にある農

場 も含まれる。

また、販売額1万 ドル未満の階層はさきに

言及したように安定兼業農場が主体をなして

第7表 階層別農場 の経営 指標(一 農場 当 り、1,000ド ル)

-1987 、1989年-
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いる。それは、農外所得水準が相対的に高 く、

87年に経営主が200日 以上農外に就業する農

場比率は57%、100～199日 も加えると63%に

達している事実にも裏付けられる。 しか

し、一方で高齢経営主の比重も高 く、また、

兼業収入をほとんど有 しない農場も多数を占

めている。例えば、1万 ドル未満層に属する

農場の35%は 農外所得を全 く有さず、また、

農場経営主の うち60才以上の高齢者の比率は

37%に およんでいる。このように1万 ドル未

満層では、安定兼業農場の比重 も高いもの

の、そこには最貧困の農場や事実上、無職の

高齢者農場 も多数含まれている(第7表 など

参照)。

ところで日本とアメリカの農業構造を比較

すると、上層、中間層、およびⅡ兼を主体と

する零細層ごとの農場数の大まかな構成比、

また農業経営だけで成り立ちうるのは大型家

族農場を中心とする一部の上層農場に限定さ

れている事実、さらに中間層の基盤が弱体化

し、多数の兼業農場が析出されていること、

これらの点では両者の農業構造に共通性が見

出される。 しか し、農村の兼業機会に日本ほ

ど恵まれないためにアメリカの兼業農家比率

は相対的に低 く、その所得基盤も劣悪である。

また、上層農場のマーケ ットシェアはアメリ

カのほうが圧倒的に大きく、経営基盤は日本

よりはるかに堅固であり、その所得水準も高

い。これ らに着目すると、アメリカと日本の

農業構造との間に大 きな差異が存在すること

になる。

もっとも、アメリカの農業構造、農場の階

層構成の構図を以上のように大まかに描いた

としても、経営部門ごとに農場経営の担い手

のあり方、および農場の階層構成は相当に異

なることに注意すべきである。

ある程度周知のように、穀作部門、および

畜産でも酪農、養豚経営では中規模家族農場、

すなわち販売額4万 ～25万 ドル層の比重が相

対的に高いことが特徴である。穀作農場の場

合には、4万 ～25万 ドル層の農場数比率は87

年に35%で あり、マーケットシェアでは60%

にも達する。販売額50万 ドル以上の巨大農場

の比率は1%未 満にすぎず、そのシェアも10

%を 下回っている。また、労賃支出なしの農

場が穀作部門では87年に全農場の60%以 上に

および、労賃を支出する場合にも一農場当り

の平均支出額はわずかに6,000ド ルにすぎな

い。さらに農場の組織形態でも、家族農場が

圧倒的である。法人農場は3%に すぎず、し

かもその場合にも大部分は実質的には家族農

場である。

このように、穀作部門の担い手は家族農場

であり、しかも中規模農場が比較的分厚 く存

在している。同様に、酪農、養豚でも87年に

販売額4万 ～25万 ドルの中規模家族農場のシ

ェアは、それぞれ56%、47%を 占め、家族農

場が主体をなす経営構造が確 立している。た

だし、穀作部門よりも販売額25万 ドル以上の

農場の比重が高 く、とくに82～87年には巨大
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第8表 農 産物 別、 階層 別農 場 のマ ー ケ ッ ト・シ ェア(1982、87年)



農場のマ―ケ ットシェアの上昇が目立ってい

る。家族農場が中心的な担い手であるものの、

経営規模 も急速に拡大し、それとともに農場

の組織形態などにもやや変化がみられるので

ある。

対照的に、野菜、果実、園芸、肉牛肥育な

どの経営部門では、農産物販売額50万 ドル以

上、なかでも100万 ドル以上の経営階層のマ

―ケ ットシェアが大きい。上記のどの部門で

も販売額50万 ドル以上層のシェアは、87年に

50～70%台 に達 している。 しかも、50万 ドル

以上の農場当りの平均労賃支出額は、いずれ

の経営部門で も10万ドル以上であり、農場組

織としては法人が支配的である。

以上の事実から、野菜、果実、園芸、肉牛

肥育における中心的な農場は、雇用労働に全

面的に依存する資本家的経営であると直ちに

結論づけるわけにはいかない。まず、そこで

の50万 ドル以上の法人農場の場合にも、実際

には家族農場が大半であるうえに、販売額25

万 ドル未満層のシェアもいまだ無視できない

からである。また、野菜、果実などの巨大農

場では雇用労働への依存は確かに高いものの、

それは収穫期などに限定 した季節労働者が中

心である。巨大農場の場合にも、ごく少数の

農場のみが恒常的に多数の雇用労働に依存し

ているにすぎない。このため、野菜、果実、

肉牛肥育(フ イードロット)な どの部門では

家族農場の域を超える企業的経営が支配的で

あるものの、資本家的経営が確立、定着 して

いるとは云えないのである。

対極的に零細農場が集中し、その比重が高

いのは、煙草、肉牛繁殖 ・育成などの部門で

ある。例えば、これ らの部門では販売額4万

ドル未満の農場数比率はいずれも90%に 達 し、

そのマーケットシェアも30%以 上となってい

る。しかも、煙草、肉牛繁殖 ・育成の農場経

営主の平均年齢は、それぞれ52才、55才 と相

対的に高齢である。 これ ら部門には兼業

や高齢経営主の零細農場が集中し、こうした

農場が農業生産の うえでも依然として大きな

比重を占めている。

このような経営部門ごとの農場の階層構成

や担い手の態様は、地域別の農場の動向とあ

る程度対応 している。それは、具体的には地

域 ごとの一農場当り農産物販売額の大小に反

映される。中西部での農場当りの平均農産物

販売額は、1987年 に6万6,000ド ルと全国平

均 とほぼ同一である。穀作、養豚、および酪

農農場が集中する中西部では、中規模家族農

場が分厚 く存在 しているためである。また、

農業の立地条件がより劣悪な南部の、例えば

アパラチア地域では、一農場当り平均販売額

は3万 ドルにすぎない。南部の特定地域では

零細農場が依然として多数を構成し、農村の

貧困問題の元凶をなしている。一方、野菜、

果実などの巨大農場が集中するカリフォルニ

ア州を中心とする太平洋沿岸では、農場の平

均販売額は全国平均の2倍 以上であり、同様

に肉牛のフイー ドロットが多数立地する山岳
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第9表 地域別 一 農場 当 り平均 農 産物 販売 額 お よ び農 地経 営面 積(1987年)

(単位:1,000ド ル、エーカー)

部でも農場の販売規模は大きい。このように

各々の農産物の主産地ごとに、さらに歴史的

に確 立されたそれぞれの地域を特質づける経

営条件に応じて、農場の階層構成、農業経営

の担い手のあり方 も地域ごとに様相を異に し

ているのである。

3)農 地(経 営)規 模別農場の動向

農地規模別に農場の階層構成をみ る前提 と

して、アメ リカにおける農地の賦存状況 と用

途別の農地構成について概観 してお こう。

1987年 農業セ ンサスによると、 アメ リカの

土地総面積は22億6,500万 エーカ-で あり、

その うち農地面積は9億6,400万 エーカー と

国土面積の43%を 占めている。農地を用途別

に分類すると87年 には、作付耕地3億2,100

万エーカー 、遊休耕地1億1,000万 エー

カー、採草地6,500万 エーカー、放牧地4億

1,000万 エーカー、林地8,000万 エーカーの構

成となっている(第10表)。 みられるように、

放牧地と林地とで農地の過半を占め、作付耕

地は農地全体のわずかに3割 と小さく、また、

遊休耕地の割合が高いことが、その農地の構

成上の特徴である。

また、80年代後半には作付耕地面積の減少

も著しい。農産物過剰門問題が深刻化するな

かで、大規模な生産調整や農地保全を重視す

る農地保全留保計画 が実施されたこと、

などが影響 している。この点で、農業生産が

限界地にまでおよび、また、灌瀧の普及もあ

って作付耕地が拡大した1970年代とは対照的

である。ちなみに、70年代の余波が残ってい

た1982年の作付耕地面積は、3億6,200万 工

ー力―と87年の作付耕地面積を4 ,100万エー

カーも上回った。 そして、80年代に増大

するようになった遊休耕地の多 くは、政府に

よる生産調整計画や農地保全留保計画の対象

農地である。
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第10表 ア メ リカ にお け る農 地 の 用 途 別 構 成

(1987年 農業センサスによる)

ところで、農地規模別に農場の階層構成を

みる際には、特定地域で農地規模の大きい農

場の比重が高 く、またそこに集中しているこ

とに注意すべきである。後にみるように、87

年にはアメリカの農場全体に占める農地規模

2,000エ ーカー以上の農場の割合は3%弱 と

なっている。ところが、南北ダコタ、ワイオ

ミング、モンタナ、コロラ ド、およびアイダ

ホ州などのグレ― トプレーンズや山岳部諸州

では、2,000エ ーカ―以上の農場数比率は1

割強にもおよんでいる。これら諸州は、西径

100度以西の半乾燥地域に属 し、乾燥地に比

較的強い(た だし、休閑地を組み入れねばな

らない)小 麦作か、肉牛の放牧経営が中心で

ある。このため、農地に占める耕地比率が小

さいこともあり、これ らの地域では農場経営

として成り立ちうる一農場当りの経営面積は、

他の地域に比して大規模にならざるをえない。

さて、1970年 代か ら80年 代にか けて農地規

模別の農場の動 きはどのよ うに推移 したであ

ろうか。 まず、1974～82年 には500～999エ 一
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カー層の農場数にはほとんど変化がない。 こ

のなかで、経営規模のより大きい1,000エ ー

カー以上層と、その対極に位置する最零細の

50エーカー未満層、とくに後者の農場数が増

加 し,そ れ以外の経営規模の農場数がいずれ

も減少 していることが特徴である。なかで も、

100～219、220～499エ ーカーの中間層の農場

減少数が多数にのぼった。例えば、74～82年

には農地規模50エーカー未満の農場数は、50

万8千 から63万7千 へと25%も 増加する一方

で、100～499エ ーカーの農場数は105万9千

から89万4千 へ と16%も 減少 している。また、

1,000エ ーカー以上層は、16万2千 から16万

9千 へとわずかに7千 であるが、農場数は増

加 した。要するに、農地規模か らみると、78

～82年には100～499エ ーカーの中間層の農場

が減少し、これが経営規模のより大きな階層

と零細層とに分化する農場の両極分解が進展

したのである。

これに対 し、82～87年 には74～82年 までと

同一の動きが継続するものの、新たな動きも

一部で見出されるようになる。同一の動きと

は、1,000エ ―カ―以上の大規模経営層の農

場数が増加 し、500～999エ ―カーの農場数は

ほほ不変だったのに対 して、中間層の農場減

少数が多数におよんだ事実である。一方で、

82～87年の新 しい動きとしては、80年代初頭

まで増加し続けた50エーカー未満層が減少に

転じるようになった事実を指摘 しうる。具体

的には、農地規模1,000エ ーカ―以上の農場

は、82～87年 に数にすると1万 弱増加 し、農

場数比率も7%か ら8%へ とほぼ1ポ イント

上昇 した。 これに対 し、100～499エ ーカ―、

50エーカー未満の農場数は、8万 強、4万 強

それぞれ減少 したのである(第11表)。

こうした農地規模別にみた農場数の動きは、

(2)でみた経済階級別農場の動向と、当然にも

ほぼ照応する。農地規模別と販売額別 との階

層ごとの農場数を単純に比較すると、農地規

模2,000エ ーカー以上は農産物販売額50万 ド

ル以上と25万～50万 ドルのほぼ半数、1,000

～1,999エ ーカーは25万～50万 ドルの残 りの

約半数と10万～25万 ドル層の一部、500～999

エ―カーは残りの大半の10万～25万 ドル層の

農場数とほぼ同数となっている。また、ごく

大ざっぱに云うと、100～499エ ーカーと販売

額1万 ～10万 ドル層、199エ ―カー以下層と

1万 ドル未満層の農場数がそれぞれにほぼ拮

抗 している。このため、概略的に云うと、農

地規模500エ ーカー以上層は販売額10万 ドル

以上の上層に、100～499エ ーカー層は1万 ～

10万 ドルの中間層に、100エ ーカー未満の農

地規模階層が1万 ドル未満の零細層にそれぞ

れ該当するとみてよい。

しかし、農地規模の大小と販売額の大小 と

は必ず しも正確に対応するものではないこと

は云 うまでもない。同一農地規模の農場でも、

経営部門が耕種か畜産かで農産物販売額は大

きく相違せざるをえない。また、同じ肉牛経

営でも、資本集約的なフィ― ドロットと粗放
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第11表 農 地 規模 別 農場 数 とその構 成 比

的な繁殖 ・育成とでは、農場経営に必要とさ

れる農地規模に決定的な格差が存在 している。

このため、例えば82～87年 の1,000エ ーカ―

以上層と販売額25万 ドル以上層の農場増加数

にも大きな乖離が存在 し、後者の増加数は前

者の増加数を相当に上回っている。これは、

農地の制約な しに経営拡大が可能な畜産部門

などで、穀作の分離による経営特化や資本集

約化などを通 して80年代に販売額を増大させ

た畜産農場が、多数存在 したことを物語るも

のである。

ところで、農地規模階層ごとへの農地の集

中、集積はどのように進展 しているのであろ

うか。アメリカでは少数の大規模層への農地

の集中、集積が日本に比べるとはるかに顕著

なことが特徴である。例えば、87年に農場全

体の7%に すぎない1,000エ ーカー以上層が

農地全体の62%を 保有 し、500エ ーカー以上

層にまで範囲を拡げるとその保有比率は77%

にも達 している。 しか も、70年代後半から80

年代を通して大規模層への農地の集中、集積

は進展 し続けた。78年に1,000エ ーカ―以上

層が保有、経営する農地比率(農 地全体に占

める当該経営階層が保有、経営する農地の割

合)は71%で あったから、78～87年 にこの規

模階層の農地保有比率は6ポ イントも上昇 し

たことになる。これに対 し、農場全体の44%

を占める100エ ーカー未満層が保有、経営す

る農地は、80年代に減少 し続け、87年には全

体の4%弱 を保有するにすぎない。また、10

0～499エ ーカ―の中間層の農地保有比率も

82～84年 に22%か ら20%に2ポ イント低下し
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た。面積にすると2,000万 工―カー弱 の減少

である。

この規模階層 ごとの保有、経営農地 を自有

地 と借地 とに分類すると、自有地よ りも借地

において大規模層への集中、集積がよ り目立

っている。87年 セ ンサスによると、農地総面

積 は9億6,500万 エーカーで、その内訳けは、

自有地5億6,000万 工―カー、借地4億1,000

エーカ―となっている。82～87年 には自有地

は減少 し、代 って借地は2,000万 工ー力― も

増大した。この結果、87年 に経営農地全体に

占める借地の比率は42%に 高まっている。

このなかで、借地全体に占める500エ ーカ

-以 上層が保有する借地面積の比率は
、82年

の80%か ら87年には83%に 上昇 した。この階

層の借入れ農地面積は82～87年 に3,300万 工

―カーも増大 し、その借地面積全体に占める

比率 も3ポ イントも上昇 したのである。一方

で、500エ ―カー以上層の自有地は82～87年

にほとんど増大 していない。500エ-カ ー以

第12表 農地規模階層ごとの経営、所有、借入れ、貸付け農地面積のそれぞれの保有構成比
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上の大規模農場が所有、借入れ、経営する農

地の集中、集積の度合は、自有地、経営地、

借地の順に高まり、その経営農地に占める借

地の割合は45%に も達 した。農場の規模拡大

は,主 として借地の積み増 しによって行なわ

れたのである(第12表)。

こうした借地に依存する規模拡大のパター

ンは、500エ ーカー以上層ほどではないにせ

よ、220～499エ ーカー層でも同様である。こ

の階層の場合、自有地の割合は500エ ―カー

以上層よりも相当に高いものの、その保有農

地に占める借地の割合も37%を 占めている。

だが、220エ ーカー未満層では様相は異なっ

ている。100～219エ ーカー層の場合、借入れ

ている農地1,600万 工ー力―に対 し、貸付け

に出す農地 も700万 エーカーにのぼり、貸付

けに出す農地の比重も無視できなくなる。さ

らに100エ ーカー未満層になると、経営者が

貸付けに出す農地は借入れ地を3倍 弱も上回

っている。この階層になると、明らかに農地

の貸し手層 としての性格が強まるのである。

このように農地規模からみると、220エ ー

カー以上層は農地を借り入れて規模拡大を図

るのに対 し、100エ ーカー未満層では自有地

を貸付けて経営規模を縮少するという対照的

な経営対応がとられている。そして、この両

者のはざまに位置する100～219のエーカ―層

は主として自有地に依存しなが ら農場経営を

続けるものの、その経営基盤は急速に弱体化

しているのである。

これまでみてきたように、1980年代には農

産物販売額でみると10万 ドル以上の上層農場、

農地規模では500エ ーカー以上層でのみ農場

数が増加 し、これらの大規模層が保有、経営

する農地比率も80年代末になると80%ほ どに

もおよんでいる。そして、この大規模層への

農地の集中は主 として借地の集中によって実

現されてきた。農業不況期の1980年代には、

農地の経営と所有との分離が一層明確 となっ

ている。しかも借地のうち、農場経営者が貸

付けに出すのは全体の15%の5,900万 工ー力

―であり 、残りは農場経営者以外の地主

が所有するものである。そして、農場経営者

以外の地主が貸付ける農地は、80年 代には

3,000万 エーカー以上も増大 した。農業不況

のなかで、農地の所有と経営との分離が強ま

ったのである。 このことが現実の農場経営に

有する意味については、農地所有構造を考察

した後で簡単に言及しよう。

(註1)こ の うち、1980～87年 に破産 した農

場数 は、累計では農場全体の16%弱 に

も達 して い る。USDC.Statistical

Abstract,1990.p.645な ど。

(2)セ ンサスによる農場定義の変更によ

り、80年 代 と比較 しうる農場数に関す

るデータは74年 か らしか利用できない。

(3)た だ し、82年 の農業就業人口はその

前後 の年 と比べると通常 より多めに集

計 されている。このため、82年 の農業
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就業人口の数字について は吟味が必要

か もしれない。

(4)ち なみに、農場経営主の平均年齢 は、

74年51.7才 、78年50.3才 、82年50.5才 、

87年52.0才 であ る(1987Censusof

Agriculture,V01.1.Part52,P.7)

(6)第4表 にみ るように、1950～69年 に

自作農 は半数弱 に、小作農にいた って

は四分の一 にまで大幅に減少 した。

(6)穀 作農場の場合には、自+小 作農場

の比率が高い(例 えば、87年 には穀作

農場の40%は 自小作農場である)こ と

が特徴である。 このため、70年 代の自

小作農 と穀作農場の増加 ばか りでな く、

80年 代 の自小作農 と穀作農場の減少 も

相互に密接に関連するものである。

(7)74～87年 に中西部における農場減少

数 は15万6千 、減少率では15%に およ

び、全国でみた場合を相当に上回 って

いる。 このため、80年 代の農業不況は

新規参入農場、穀作農場に集中的な打

撃を与え、地域的 には、 これ ら農場が

数多 く立地す る中西部 に最も甚大な被

害をおよぼ した と結論づけてよい。

(3)87年 の農業所得率は24%で あ り、ま

た同年のアメ リカの世帯当り平均所得

は3万2,000ド ルであ った(USDC,Sta-

tisticalAbstract,1989.pp.442～

443)。 このため、少な くとも10万 ドル

以上の農産物販売額がなければ、農業

だけでは生活で きない ことになる。

(9)78～87年 を通すと、階層 ごとの農場

数比率(場 全体 に占める)は 、10万

ドル以上層農と1万 ドル未満層でのみ上

昇 した。 これに対 し、1万 ～10万 ドル

の中間層の農場数比率は42%か ら36%

へ と実に6ポ イ ントも低下 したのであ

る。

(10)USDC,StatisticalAbstract,1990.

p.643.

(11)こ れについて は、WardWel1,J.M

eds,"NewDirectionsinUrban-Rural

Migrants",IowaStateUniv.ま た、こ

う した人口逆流現象を解説 した 日本の

研究 としては、石原豊美 「人 口逆流現

象のなかでのルーラル ・アーバニズ

ム」(農 業総合研究所 『農村地の多面

的機能の評価に対す る研究』1992、 所

収)が 役に立つ。

(12)こ の他、一部の農村で は林業不況 も

影響 している。 この意味では、エネル

ギーを始めとす る1980年 代の世界 的な

一次産品の大幅な価格下落が
、アメ リ

カの農村経済の不況の原因をな したと

云 ってよい。アメリカの農村で は、地

域によって異なるものの石油、天然ガ

ス、鉱業、あ るいは林業が地域経済 に

占める比重 は日本の場合 よりはるかに

大 きいのであ る。

(13)農 村か らの人 口流出、農村経済の空
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洞化に対す る懸念は80年 代後半 か ら高

まった。 この社会的関心の高ま りを背

景に、1990年 農業法か ら農村開発計画

が重要 な政策課題 と して提唱 され るよ

うにな る。

(14)一 農場当 り平均の農場所得は、販売

額25万 ～50万 ドルでは10万5千 ドル、

50万 ～100万 ドルでは15万9千 ドル、

100万 ドル以上では66万8千 ドル とな

っている(1987CensusofAgricu1-

ture,Vol.3.Part2,P.34)。

(15)1987Census0fAgriculture,V01.1.

Part51,p.114.

(16)販 売額5万 ～10万 ドルの平均農場所

得は、88年 に4万1千 ドルとアメリカ

の世帯 当 り平均 所得を上回 ってい る

(1987CensusofAgriculture,V01.3.

Part2,p.34)o

(17)1987CensusofAgriculture,Vo1.1.

Part51,p.115.

(18)Ibid,pp.134～135.

(19)こ こでの作付耕地 は、収穫地、収穫

放棄地、夏期休閑地を合計 した もので

ある。また、遊休耕地には政府計画に

よる生産調整や農地保全留保計画の実

施対象農地 も含めている。

(20)農 地 保全留保 計画(Conservation

Reserveprogram)は 、1985年 農業法

で導入 された もので、土壌侵食の危険

にさらされている農地を10年 間作付 け

か らはず し、収草類を植えれば、地代

相当の補助金を政府が支給するとい う

計画である。農地資源の保全を目的と

し、1990年 農 業法では計画対象農地が

4,500万 エーカーへ とさらに拡大 され

た。

(21)1982年 の農地の用途別構成について

は、1982年CensusofAgriculture,

Vol.1.Part52.p.5,87年 と対比す

ると、作付耕地 と遊休耕地以外の農地

はほぼ同一面積 となっている。

(22)第9表 に示 されるように、生産調整

計画 と農地保全留保 計画の実施面積を

合計す ると、87年 に5,300万 エーカー

に達す る。

(23)一 農場 当りの平均経営面積は、西部

1,036エ ーカー、中西部427エ ーカー、

南部332エ ―カ―、東北部173エ ーカ

ー とな っている(1987Census0fAg-

riculture,Vol.3.Part2.p.5)。 放

牧地が多 い西部での農場面積は、農地

が比較的 に集約的に利用 されている東

北部の実 に6倍 の大 きさである。農場

の農地規模の点で大 きな地域差が存在

する。 このため、次の本文でみ るよう

な全国を通 した農地規模別の農場動向

は、地域差を捨象 した ごく大 まかな も

のにすぎないのであ る。

(24)1987年 農業セ ンサスによ る農場経営

者の貸付農地 と、次の3の(2)で 紹介す
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る1988年に実施された 「全国農地所有

調査」に示される、農場経営者が貸付

けに出す私有農地面積との間には大き

な差異がある。後者では、3,300万 工

―カーとなっている
。本文は、87年農

業センサスの数字を使っている。

(3)1970年 代 か ら80年 代 に か

け て の 農 地 市 場 の 動 向

1)農 地市場の特質

アメリカでは農地所有権は、主として農地

市場での農地取引、その売買を通 して移転さ

れる。87年センサスによると、88年の私有農

地はアメリカ全体では8億3,000万 エーカー

であったが、そのうち、身内(血 縁者)以 外

からの購入による取得面積が4億2,500万 エ

ーカーと過半を占めている。これに身内か ら

の購入を含めると、私有農地のほほ70%、 面

積にすると5億7,000万 工―カーが、取引、

購入によって取得されたものである。この他

の取得方法として重要なのは相続であるが、

それによる農地取得は2億1,000万 エーカー

と私有地全体の25%に とどまっている(第13

表)。 この身内以外からの農地購入は、基本

的に農地市場での任意取引によっている。さ

らに、身内からの購入の場合にも、農地市場

での取引を基準とするものが多い。このよう

に、アメリカでの農地の所有権移転、その流

動化にとって農地市場が果す役割、機能は日

本の場合とは比較すべ くもなく大きいのであ

る。

ところで、農地取引は取引方法に着目する

と、個人的な相対取引、不動産業者を通す も

の、および競売の三つに大別される。第一の

個人的な相対取引は、血縁者、地縁者間の農

地取引の場合に一般的であり、この際には販

売者と購入者との人的関係が取引にとっての

重要な要素となりがちである。 ただし、

任意の市場ベースでの個人的な相対取引も、

もちろん多い。

第二の不動産業者を介在する取引は、農地

売却を委託された不動産業者が購入希望者を

見つけ、農地取引を斡旋、仲介するものであ

る。農地取引業務に従事する不動産業者は、

土地鑑定などの専門家でもあり、農地取引業

者としての公的資格を有 し、農地市場の動向

に精通している。第三の競売による農地処分、

取引も、民間によるものと公的なものとの各

々が存在する。前者は、遺産売却や農場破産

などにともない抵当債権保有者が執行するも

のであり、後者は、財産税の滞納などの場合

に公的機関が行なうものである。

このうち、どのような取引方法による農地

売買件数が多いかに関する公的統計は存在 し

ないものの、第二の不動産業者を介するもの

が主体をなし、ついで、個人的な相対取引が

多いと云われる。やや時期が遡ぼるが、1973

年のイリノイ州の調査結果では、農地取引件

数全体の58%が 不動産業者を通すものになっ
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第13表 所得方法別 の私有農地の構成

ていた。 また、アメ リカ農務省による

1989年の農地市場調査によると、所有権移転

面積の57%が 市場での売買、17%が 家族成員

間での売買、15%が 破産 ・没収にともなうも

のであり、残 りの11%が 相続 ・その他となっ

ている 。

それでは、農地市場では年間当りどれほど

の農地面積が取引され、所有権が移転してい

るのであろうか。や 長ゝ期的にみると、農地

取引などによる農地の所有権移転件数は、

1950年代には年間平均22万6千 件、60年代に

は14万4千 件、70年代には11万件であった。

農場数の減少と並行 して農地の所有権移転

件数も減少 してきている。ただし、農場数に

対する農地の所有権移転件数の比率はほぼ一

定 しており、年間に5～6農 場につき一件の

割合で農地不動産の所有権は移転 し続けたこ

とになる。また、売買、取引された農地面積

は、資料が得 られる1972～80年 に年間平均

2,000万工ー力―台で推移している。 私有

農地のほぼ3%の 所有権が、年間に市場を通

して移転した計算である。さらに最近の1986

～89年 には農村における土地面積の3.3%～

3.5%(地 片では4.6～5.7%)の 所有権が

毎年移転している。 そして、この過半は

農地市場を通 しての ものであった。

このように、アメリカでは農地市場で活発

に農地が取引、売買され、それにより農地の

流動化が促進されてきた。そのことが農地の

所有構造や農場経営のあり方に直接、間接の

影響を与えてきたのである。ただし、農地取

引、農地投資が活況を呈 し、農地価格が急騰

した1970年代と、農地価格が大幅に下落 した

80年代とでは、農地市場はまさに対照的な動

向、様相を呈 している。そこで、1970年代、

および80年代の農地市場の動向と関連させつ

つ、農地価格の推移や農地投資、農地取引の

具体的な様態を考察 しよう。

2)1970年 代の農地市場
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第二次大戦以降、1960年代までの農地価格

の長期趨勢をみると、50年代半ばか ら上昇に

転じた農地価格(全 国平均の)は 、50年代後

半から60年代も上昇 し続け、 この15年間に2

倍に上昇した。(η農地価格の上昇率は、当

時の物価上昇率を明 らかに上回っていたので

ある。一方で、農産物価格は1960年代後半か

ら上昇に向うものの、60年代半ばまでは50年

代初頭までの水準をや 下ゝ回って推移 した。

要するに、1960年代まで農地価格は農産物価

格や一般物価とは乖離 した高水準を維持 し続

け、この結果、農地に帰属する収益の地価に

対する比率は、この時期には3～5%と 低水

準にとどまっていたのである。(8)こ うした

傾向は、1950、60年 代には農地の規模拡大が

農地の買増 しによって積極的に追求されたこ

とに、主として起因する。具体的には、追加

的な農地の買増 しによって農業生産性の上昇

が可能となったため、限界的な追加農地が農

地全体の収益性よりも市場で高く評価されが

ちだったのである(９)。

1970年代に入ると、農地価格と物価との上

昇率のギャップは60年代までをさらにはるか

に上回るようになった。70年代初頭まで着実

な上昇趨勢をたどっていた農地価格は、73年

を契機に急騰に転 じ、70年代を通 して上昇 し

続けた。この結果、1970～80年 にはエ―カー

当り農地価格は196ド ルから641ドルへと物価

を記録 したのである。 このうち、73年を契機

とする70年代前半の農地価格の急騰は、明ら

かに農業の内的条件、すなわち農業収益の急

増に起因するものであった。

というのは、73年の農地価格の急騰は ドル

ショックの影響もあったものの、食料危機に

よる穀物輸出ブーム、その価格急騰とまさに

軌を一にしているからである。これは、地価

急騰がとくに著しかったのは、穀作中心地の

中西部であった事実にも裏付けられる。穀物

輸出ブームのなかで穀作農業は未曾有の好況

を享受 し、それが農地価格に直ちに反映され

たのである。例えば、アイオワ州と並ぶ中西

部の穀作中心地のイ リノイ州でのサンプル調

査によると、ここでの穀作農場の農業純益は

73年には平均すると6万7千 ドル、74年 には

7万 ドルにも達 した。これとともに、イリノ

イ州での農地価格に対す る農業純収益の比率

も、72年の5.4%か ら73年に8.6%、74年 には

9.0%へ と急上昇した。(1０)穀物価格の急騰、

農業収益の大幅増が農地価格を押 し上げる直

接的な要因をなしたのである。

しかし、70年代後半に入ると農産物価格の

趨勢、農業収益とは無関係に農地価格だけが

単独で上昇傾向を強めるようになる。例えば、

70年代後半、とくに77～79年 には農産物価格

は下落し、農業収益は減少したにもかかわ ら

ず、農地価格の上昇には衰えがみられなかっ

た。さきのイリノイ州の調査によると、76～

78年 に農地に帰属す るエ―カ―当り純益は

103ド ルから95ドルへと8%ほ ども減少した

ものの、同州のエ-カ ー当 り農地 価格は
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第1図 農 地 価 格 の 推 移

2,000ド から3,000ドルへと1.5倍 も急騰 して

いる。(11)こ のことは、穀物価格の急騰、農

業収益の増大を契機に活性化 した農地投資、

農地取引は、70年代後半になると次第にイン

フレヘ ッジの性格を付与され、投機性をさら

に強めたことを意味する。

70年代後半に農地投資がインフレヘ ッジか

ら活発化したことは、この時期に ドルが大幅

に減価 し、イ ンフレーションが高進 した事実

に示される。例えば、75～81年 に物価は年率

平均9%強 で上昇し続け、この期間に ドルは

69%も 減価 した。また、農地価格が上昇 し続

けるなかでは、農地価格のさらなる上昇を見

込み、一時的なチャピタルゲインの取得を期

待する投機的な農地投資も助長されたのであ

る。そして、この投機的な農地投資を助長、

促進するうえで重要な役割を果 したのは、当

時の農業信用条件であった。

農地購入には多額の資金を必要 とし、アメ

リカでの農地投資は主として信用供与にもと

ついて行なわれる。 このため、農場抵当融資

を確保 しうるか否か、その難易が農地投資を

活性化させる重要な要件をなしている。この

なかで、70年代には農業信用をめぐる状況は

農地投資にとって極めて有利に作用 したので

ある。農地抵当融資に際しての連邦土地銀行

の利子率は70年代前半には7.4～&7%を 、70

年代後半には8.5～9.2%を 推移した。60年代
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よりも2%ほ ど高い利子率であり、名目的に

は決して低い水準ではなかった。 しか し、70

年代のスタグフレーション的な経済基調のも

とで、とくに70年代後半にインフレが高進し

続けるなかでは、実質利子率は極めて低いも

のとなった。

例えば、70～72年 には3～4%で あった実

質利子率は73年には1%前 後に急低下 し、さ

らに74年以降にはマイナスになることさえ多

かった。70年代後半に利子率が物価上昇率を

上回った場合にも、それはせいぜい1%ほ ど

にすぎない。このようなマイナスになること

もしばしばであった極端な低利子率のもとで

は、農地価格が上昇し続けるだろうとの期待

感さえもてれば、資金を借入れて積極的な農

地投資を行なうのは自然な対応であった。こ

の結果、信用に依存する農地投資の割合は、

60年代よりも15ポイントも上昇 し、70年代を

通すと85%に も高まったのである。

同時に、一部の信用機関によって積極的な

融資政策が追求され、信用機関、すなわち融

資サイ ドからも農地投資が促がされたことに

も注意 しなければならない。 とくに積極的な

融資政策を展開 したのは、協同組合金融シス

テム(FarmCreditSystem)の 連邦土地銀行

であった。70年代になると、連邦土地銀行は

融資シェアの拡大を目指して、農地抵当融資

の主要機関の一つである生命保険会社よりも

低利子率を設定するようになった。(12)60年

代には生保よりも高かった連邦土地銀行の利

子率は、75、80年 には逆に生保を1.43%、

2.82%も 下回っている。これにともない、連

邦土地銀行の融資残高は70年の64億 ドルから

80年には330億 ドルへと一挙に5倍 強にも急

増し、農地抵当融資全体に占めるその融資シ

ェアも、70～80年 には23%か ら37%へ と15ポ

イントも上昇 したのである(第14表)。

このように70年代後半のブーム的な農地投

資、農地価格の急騰は、インフレの高進、連

邦土地銀行などによる低利での積極的な融資

活動、およびこれに投資者サイ ドの思惑が重

なって現出したものである。そして、信用に

もとづく未曾有の農地投資は、その背後で農

場の保有債務を急増させることになった。農

場の保有抵当債務は80年代初頭まで増加 し続

け、ピ―クとなった83年には総額で1,138億

ドルと70年代初頭の3倍 の水準に達した(第

15表)。 しか し、極度に投機性を有するブー

ム的な農地投資であっただけに、農業をめぐ

る経済環境が悪化するとすぐにも瓦解するの

は必然であった。それは、日本のバブル崩壊

と類似する過程をたどったのである。ただ し、

アメリカの農地投資の場合、農地投資の投機

性は日本の場合よりさらに強かった。それだ

けに、ブーム瓦解の影響もはるかに甚大だっ

たのである。

3)1980年 代の農地市場

70年代後半に急騰し続けた農地価格は、農

業不況の兆しがみえ始める81年にもまだ上昇
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第14表 信 用機関別 農地抵当融資残高 とその構成比

第15表 農 場 負 債 総 額
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し、エーカー当り農地価格(全 国平均)は82

年4月 に823ド ルとピークに達 した。70年代

初頭の地価水準に比して4.2倍 もの高水準を

記録 したのである。その後、農地価格は下落

に転 じ、時期を追 うにしたがってその下落幅

は増大 していった。82～84年 には5%ほ どの

下落にとどまっていたものの、84～86年 には

年率12%で 下落し、86年4月 には596ド ルに

まで急落 したのである。農地価格に関する公

的統計が集計されて以降では、84～86年 の下

落幅は1932～33年 に次 ぐ大幅なものであった。

なかでも、農地価格の急落が著 しかった中西

部のいくつかの州では、下落率は史上最高と

なった。一例をあげると、 ミネソタ州での農

地価格は84～87年 には二分の-一以下の水準に

まで急落 している。(13)

この農地価格の下落プロセスに示されるよ

うに、農地投資ブームは頓挫したものの、83

年までは農地市場が大きく瓦解する状況には

いたっていない。農業信用機関が保有する抵

当融資残高も、83年まではわずかずつである

が依然 として増加 し続けていた。市場での農

地の購入需要は著 しく減退するようになった。

だが、抵当融資のための信用供与額は、その

返済、および清算額をいまだ上回っていたの

である。ところが、農地価格の急落に示され

るように、84年を契機に農地市場の様相は一

変する。破産あるいは離農などにより農地が

市場に売却に出されながらも、売 り手がつか

ない、農地市場の瓦解という事態の現出であ

る。農場破産にともなう抵当流れ農地の増大、

それによる農地の大量の投げ売りが発生 した。

それが、農地価格の急落に直結 したのである。

このことは、84～87年 に破産農場の増加 と

農地価格の急落とが踵を接 していた事実、お

よびこの間の農地の売却目的にも裏付けられ

る。財務内容の悪化、および経営危機などに

より離農 した農場数は、84～86年 に合計する

と農場の一割にも達 した。また、農務省の農

地市場調査によると、85年の農地取引件数全

体の57%が 任意取引などであり、抵当流れに

よるものは22%と される。ただし、任意取引

の多くは抵当没収を回避するためのものであ

り、農場の債務問題に起因する農地処分は抵

当流れとされるものをはるかに上回った、と

上記調査は報告 している。(1４)農地価格の下

落がとりわけ ドラスチ ックであった中西部で

は、こうした傾向はより鮮明であった。例え

ば、85年のネブラスカ州での農地売却の53%

は金融的困難を原因としている。(15)また、

ミネソタ州では86年に農地売却の過半が財務

上の要因によるものであった。(16)

このように抵当流れ、あるいはそれを回避

するための強制売却が多数にのぼったものの、

この売却に出された農地の全部が市場でその

まま売却、処分できたわけではない。農業の

経営環境が悪化 し続けるもとでは、健全な財

務内容の農場の農地購入需要 も減退せざるを

えなかった。また、投資を目的とする農地購

入もさらなる地価下落を見込んで買い控えら
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れたのである。また、債権者の農業信用機関

にすると、抵当流れなどによって取得、保有

した農地を市場でそのまま売却、処分するこ

とも困難であった。保有農地の強制売却を続

ければ、地価の一層の下落に拍車をかけ、農

業信用機関の財務内容のさらなる悪化を招ね

きかねなかったからである。

この結果、70年代に積極的な抵当融資を展

開 した農業信用機関が保有する農地もいきお

い増大せざるをえなかった。例えば、抵当流

れなどにより取得 した農家更生局(FmHA)

の保有農地は、80年代前半に時期を追 うにし

たがって増大 したが、とくに85～86年の取得

農地は大規模におよび、87年2月 までにその

保有農地面積は160万 エーカーに達 した。ま

た、70年代に積極的な融資活動を展開した連

邦土地銀行は、農家更生局を上回る270万 エ

ーカー、商業銀行も150万 エーカーの農地を

それぞれ取得、保有するようになったのであ

る。この結果、抵当債権者の融資機関が87年

初頭までに取得、保有 した農地面積は、全体

では800万 エーカーを上回ったと推定される。

こうした状況下では、農業信用機関も大き

な打撃を受けざるをえなかった。融資の回収

が困難となったばかりか、担保、抵当物件の

資産価値の大幅な目減 りにより、その資産内

容も著 しく悪化 したからである。この結果、

周知のように85～87年 には農業信用危機が重

大化する。農地市場の瓦解と農業信用危機と

は、破産農場の増加、抵当流れ農地の急増を

媒介として相互規定的に進行することになる。

この過程で、農業商業銀行の多 くが倒産 した

ばかりでなく、連邦土地銀行を中心とする協

同組合金融システムの一部も機能停止に陥っ

た。この間に被った甚大なダメ―ジにより、

協同組合金融システムは現在も組織再編の途

上にある。

こうした農地市場の瓦解、農地価格の下落

に歯止めがかかるのは、87年下半期のことで

ある。異常気象による東南アジア諸国での不

作により87年上半期か ら世界の農産物需給基

調に変化が生 じ、さらに88年の北米における

戦後最悪の干魅発生により穀物需給はにわか

に逼迫するようになる。また、85,86年 と不

況が深化するなかで、農場の所得保障のため

の農業財政支出が急増 し、さらに85年農業法

によって農産物輸出振興計画(EEP)、 および

米、綿花に対するマーケッテングローンが導

入され、農産物輸出の促進も積極的に追求さ

れた。これらの諸要因が重なって、深刻化 し

た農業不況も87年か ら回復に向うようになっ

た。これとともに、87年2月 に599ド ルとボ

トムを記録 したエーカー当り農地価格(全 国

平均)も 、88年2月 には632ド ルへと上昇に

転 じ、92年現在まで上昇を続けている。

このように87年から農地価格が反転するよ

うになる。 しかし、市場での農地取引が直ち

に活発化したわけではない。農地取引、売買

の件数、面積は、80年代初頭よりもはるかに

少ない水準にとどまっている。(１9)また、売
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り手、買い手のそれぞれの構成から87年以降

の農地市場の動向をみると、買い手としては

農業者（農場経営者)の 、売 り手 としては非

農業者の比重が相対的に高 くなっている。農

地購入面積全体に占める農業者の購入比率は

87～91年 に68～71%を 、また、売却農地のう

ち非農業者が売却 したものの割合は30～35%

をそれぞれ推移している。また、離農者によ

る売却農地比率も相対的に高 くなっている。

例えば、91年に売却農地の内訳けは、非農業

者によるもの35%、 離農者17%、 隠退農21%

である(2０)(第16表)。 さらに、農業信用機

関も農地抵当融資に慎重にならざるをえなか

った。このため、信用供与をともなう農地取

引の比率も、1980年の91%か ら87年に73%、

91年には64%へ と大きく低下 している。(21)

以上の事実は、農業不況期に取得、保有し

た非農業者や離農者の農地が市場に掃 き出さ

れ、それを農場経営者が買い増す農地取引が

87年以降には中心であることを示している。

農業をめぐる経営環境が好転するなかで、農

地を購入 して規模拡大を図る農民も除々に増

加するようになった。 しかし、キャピタルゲ

インを求め、信用に依存 して積極的に農地投

資が展開される農場市場の動向ではない。こ

の結果、農地価格は再び上昇に転じたものの、

その上昇率は87年以降の農業純益の伸びに大

きな遅れをとっている。91年1月 のエーカー

当り農地価格(全 国平均)は682ド ルであり、

この期間の物価上昇率と同程度にとどまって

第16表 農地の売 り手 お よび買 い手別の取引農地面積の構成(%)
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いる。

この意味では、90年代初頭現在の農地市場

は、80年代のその瓦解か らは完全には立ち直

っていないと云ってよい。もっとも、GNPデ

フレータ―で調整 した91年の実質農地価格は、

70年代の農地投資ブームの直前の73年 とほぼ

同一水準にまで回復した。この点に注目する

と、アメリカの農地価格は70年代のブームと

80年代の瓦解という市場の激動を経て、歴史

的にみた平水準の状態にまで漸 く回復 したと

も評価できるのである。

(注1)取 引 当時者間の人的関係や取引範囲

に着 目 して、農地の取引方法を分類す

ること も多い。 ブローカーなどが介在

し、完全 に任意の市場ベ ースで行なわ

れる ものは"armslengthsale"と

呼ばれ、取引者間の人的関係が重要な

意味を有す るものは"lessthanarm's

lengthsale"と 云われ る。身内間での

個人的 な相対取引が"lessthana㎡s

lengthsale"の 典型であ り、取引価格

は市場価格を相当に下回 り、その他の

取引、譲渡 条件に も様々な個人的条件、

事情が反映 され ることが多い。 また、

前者の"armslengthsale"は,第

二のブローカー、不動産業者が仲介す

る市場取 引を中心と し、 それに任意の

市場ベースでの個人的な相対取引 も含

まれる(CharlesEGilliard,"Evide-
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sferofRuralLand",inTransfer

ofLandRights,edbyD.DavidMoyer,

GeneWunderlich,1985.TheFarmFo

-undation
,PP.110～113)。

(2)個 人 的 な 相 対 取 引 の 場 合 に は 、 売 却

者 が 購 入 者 に 農 地 購 入 の た め の 信 用 を

供 与 す る こ とが 多 い 。

(3)D0naldL.Uchtma皿,Agricultural

Law:PrinciplesandCases,McGraw

-Hill
,1981,p.116.

(4)USDA,AgriculturalRes0urces:

AgriculturalLandValuesandMark-

ets,SituationandOutlookRePort,

June1990,pp.36～37.

(5)USDA,FarmRealEstateMarket

Development,1980,Aug.PP.27～20.

(6)USDA,AgriculturalResources,

1990,June,p.36.

(7)第 二 次 大 戦 直 後 か ら1951年 ま で に 農

地 価 格 は1.6倍 に 上 昇 した が 、50年 代

前 半 は停 滞 し続 け た 。 そ して 、56年 か

ら 再 び 着 実 に 上 昇 し続 け た の で あ る

(USDA,FarmRealEstateMarket

Developments,1979Aug.pp.17～

19).

(8)K.Gertel&J.Jones,“Returnsto

CashRentedFarmlandandCommon

Stock,1940-1990"inUSDA,Agricu-

turalResources,June1991,PP.39～
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(9)こ の点については、宮川淳 「ア メリ

カの農地価格問題」(阪 本楠彦編 『土

地価格の総合的研究』昭和59年 、所収)

411～412頁 参照。

(10)Univ.ofIllinois,Departmentof

AgriculturalEconomics,1975Summa-

ry0fIllin0isFarmBusinessRec0-

rds,P.5.

(11)イ リノイ州での農地価格、農地 に帰

属する純益などについては、Univ.of

Illinois,DePartment0fAgricultu-

raIEc0n0mmics,LandlordandTenants

Shares,1985,p.18な ど。

⑫ もともとアメリカでは長期の農地抵

当融資に際 しては、農地売却者の 当事

者である個人や生命保険会社などの融

資 シェアが高いことが特徴であった。

60年 代末には抵 当融資残高に 占め る個

人、生命保険会社の融資 シェアは37%、

21%を 占めていた。ところが、70年 代

にはとくに連邦土地銀行が融資 シェア

の拡大を 目指 して積極的 な融資活動を

展開 したのである。 この結果、70年 代

に急増 した農場の保有負債には、農業

信用機関 も責任の一端を負 うべ きであ

るとの見解が関係者間で は-般 的であ

る。

⑬ ミネソタ州で実際に取引されたエー

カー当 り農地 価格(州 平 均の)は 、
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1984～87年 に1,291ド ル か ら559ド ル へ

と 二 分 の 一 以 下 の 水 準 に 下 落 し た

(A.Schwab&P.M.Par1,"The

MinnesotaRuralRealEstateMarket

in1988,Univ.ofMinnesota,P.9)。

(14)USDA,AgriculturalRes0urces:

AgriculturalLandValues&Markets,

Situation&OutlookReport,1986,

June,P.11.

(15)Univ.0fNebraska,Departmentof

AgriculturalEconomics,Nebraska

FamRealEstateMarketDevelopme-

nts,1985～86,p.1&

(16)J.MHagen&P.m.Raup,"TheMi-

nnesotaRuralRealEstateMarket

in1986"Univ.ofMinnesota,June,

1987,pp.16～17.

(17)USDA,AgriculturalResources,

AgiculturalLandValuesandMarkets

SituationandOutlookReport,July,

1987.

(18)な お 、 債 権 者 の 農 業 信 用 機 関 は 抵 当

流 れ な ど に よ り農 地 を 取 得 す る 一 方 で 、

可 能 な らば そ れ を す ぐに売 却 して い る

た め に 、 そ の 保 有 農 地 は絶 え ず 変 化 し

続 け た 。 こ の た め 、 抵 当流 れ 、 あ る い

は債 権 回 収 の結 果 と して 融 資 者 の 保 有

に 帰 した 農 地 面 積 を 正 確 に 把 握 す る こ

と は 困 難 で あ る。 しか し、87年2月 ま

で の そ の 取 得 、 保 有 面 積 は 、 本 文 に 記



した よ う に800万 工-カ ー を 上 回 る と

見 積 られ て い る 。

(19)88年9月 ～89年2月 、90年9月 ～12

月 の そ れ ぞ れ の 期 間 の 農 地 市 場 で の 農

地 取 引 面 積 は ほ ぼ200万 エ ー カ ー で あ

っ た(USDA,AgriculturalResources:

oP.cit,1989,June,P.19,Ibid.

1991,June,p.19)。 こ の 取 引 総 面 積

は 、1980年 代 初 頭 を 大 き く下 回 っ て い

る。

(20)ミネ ソ タ 州 の 場 合 で も農 地 購 入 の 目

的 と して は 、 規 模 拡 大 とす る もの の 割

合 が80年 代 後 半 に は72～75%と 高 率 で

あ り、 投 資 目的 の 購 入 比 率 は70年 代 と

比 べ る と小 さ くな って い る(A.Schwab

&P.MRaup,0P.cit,P.19)。

(21)USDA,AgriculturalResources,0

p.cit,June,1991,p.24,

(4)農 地 所 有 構 造

87年 農地セ ンサスの一環 と して、89年1～

3月 に 「88年全国農地調査」が43年 ぶ りに実

施され、その調査結果が90年 末 に公表 された。

87年 農業セ ンサスでは、農場内に所属する土

地が農地 と して定義され、 この定義による農

地面積は9億6,300万 エーカ-と 集計 されて

いる。 この農地面積の91%、8億7,800万 エ

ーカーが私有地であ り、残 りの9%の8,500

万エーカーが公有地であると、ア メリカ農務

省によって推定されている。さらに、この推

定私有農地8億7,800万 工―カーの うち、

1,600万エーカーは政府の法規制のもとで利

用されている(1)。今回の 「全国農地所有調

査」は、この8億7,800万 工―カーから1,600

万エーカーを控除した8億5,200万 工-カ ー

を対象に実施されたものである(2)。

この調査結果によると、アメリカの私有農

地総面積は8億3,300万 工―カーであり、農

地所有者は全体で296万 人におよんでいる。

所有者の内訳けは、農場経営者166万 人、非

農場経営者130万 人である。農場経営者の所

有する農地が4億9,500万 エーカー、非農場

経営者の所有農地は3億3,800万 エーカーと

なっている。前者の一人当りの平均所有農地

は299エ ーカーであり、後者の場合には261

エーカーであるから、両者間の所有規模にさ

ほどの差があるわけではない。なお、1987年

には一農場当りの平均農地規模は462エ ーカ

ーであったから、農地所有者一人当りの所有

農地は一農場当りの経営農地面積の五分の三

ほどの規模ということになる(第17表)。

このように農場の経営規模に比べると、一

人当りの農地所有規模は小さいものの、少数

の大土地所有者への所有の集中が進展してい

ることが一つの特徴である。例えば、農地所

有者の4%に すぎない1,000エ ーカー以上の

所有者が私有農地全体の47%を 所有 している。

なかで も、所有者数ではわずかに1.5%の

2,000エ ーカー以上の所有者の所有面積比率

96



第17表 私 有 農 地 の 構 成

が34%に およぶ。 これに対 して、90万人を数

える50エ-カ ー未満の所有者-所 有者数では

30%を 占める-の 所有農地比率はわずかに2

%に すぎない。所有者数では7割 弱を占める

180エ ーカー未満の農地所有者にまで範囲を

拡げても、その所有農地は私有農地全体の17

%ほ どにとどまっている。そして、大土地所

有者への農地所有の集中の度合は、所有者を

農場経営者と非農場経営者に分けても、両者

間にさほどの差異は見出されないのである(3)

(第18表)。

ただし、農地の種類や地域に応 じて、大土

地所有者への所有の集中の様相、度合は大 き

く異なっていることに注意 しなければならな

い。例えば、放牧地の場合には大土地所有者

への所有の集中は、農地全体の場合よりはる

かに高率である。2,000エ ーカー以上の大土

地所有者が所有する放牧地面積は、放牧地全

体の60%に も達する。対照的に、耕地につい

ては、大土地所有者への所有集中の度合いは

はるかに小さい。2,000エ ーカー以上の大土

地所有者が所有する耕地面積は耕地全体の19

%に すぎず、1,000エ ーカー以上の所有者の

所有比率も32%に とどまっている。一方で、

500エ ーカ-未 満、180エ ―カー未満の農地所

有者は、私有耕地の50%、22%を それぞれ所

有する(4)。

こうした事情にもとついて、アメリカの農

地所有構造は地域によって大きく異な らざる

をえない。農地に占める放牧地の割合が高い

山岳部諸州や大規模農場が集中する太平洋沿

岸では、農地所有者一人当りの所有規模が大

きくなっている。 とくに太平洋沿岸では大土

地所有者への農地所有の集中が目立っている

(5)
。これに対 し、耕地比率が高 く、家族農

場が支配的な中西部では、180～500エ ーカ―

の中規模所有者の所有比率が高いことが特徴

である。一方、南部や東北部の一部では零細
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第18表 私有農地(耕 地、採草 ・放牧地別の)所 有規模別の所有者と所有面積の構成

農地所有者がひしめいている。農地所有者一

人当りの平均所有規模は、東北部113エ ーカ

ー、中西部258エ ーカー-、南部229エ ーカー、

西部654エ ーカーとなっている。この事実は

農地所有構造の地域差の一端を示す ものであ

る(第19表)。

さて、アメリカの農地所有者総数296万 人

の44%、130万 人が非農場経営者であったが、

彼らの所有農地のほとんどが貸付けに出され

ている。 この他、農場経営者も所有農地の一

部、すなわち3,300万 エーカーを貸付けに出

し、これらを合計すると借地として利用され

る農地は私有農地全体の42%に 達する。(6)

これらの借地を利用 して自小作農が規模拡大

を図り、また小作農が農業に新規参入してお

り、アメリカの農場経営にとって借地は大き

な役割を果 している。このため、地主、すな

わち非農場経営者としての農地所有者の性格

が検討されなければならない。非農場経営者

の農地所有者の特質は、第一に女性の割合が

高いこと、第二に高齢者の比重が高いこと、

第三に農業と関係のない職業の者の比率が相

対的に高いこと、などである。

センサスの集計方法の制約によって、地主

-農 場経営に従事する地主も含まれる一の男

女別構成比しか把握できないが、(T)地 主の

構成比は、女性40%、 男性31%、 共有者29%

(貸付け地が夫婦の共同所有)と なっている

次に農地所有者の年齢構成では、農場経営者

の場合には65才以上の所有者の割合は24%に

すぎない。これに対 し、非農場経営者の所有

者の場合には、65才、70才以上の農地所有者

が所有者全体のそれぞれ55%、41%に およん

でいる。45才未満の所有者数比率は11%に す

ぎず、高齢者が圧倒的な比重を占めているの

である。また、農場経営に従事 しない純地主
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第19表 農地 所有者1人 当 りの平 均所 有農地 面積、農 地資 産

-地 域 別 一

の職業構成をみると、その24%が 民間会社の

従業員や公務員などの恒常的勤務者、自営

業者が14%(う ち、農業関連の自営業者が

4%)、 職業を持たない隠退者が57%、 その

他5%と なっている(第20～22表)。 隠退者

は、農業からと非農業からの者がほぼ半数ず

つを構成する。

純地主としては、非農業関係者、また隠退

者の割合がそれぞれ高いことが特徴であろう。

そして、隠退者が純地主の過半を占める事実

と、さきの地主の年齢構成が高いこととが当

然にも対応する。 これに加えて、地主として

は女性の比重が高いことからも、未亡人の地

主(widow1andlord)が 相当数存在すること

も推察できるのである。(8)

ところで、前回の1946年 の農地所有調査と

対比すると、この40余年にアメリカの農地所

有構造にどのような変化が生 じているであろ

うか。(9)1946年 の農地所有者は517万5千 で

あり、このうち個人所有者は502万5千 存在

した。また、1945年の農場数は585万8千 を

数えていた。1946～88年 に農場数は365万 も

減少したのに対 し、個人の農地所有者の減少

は222万 人にとどまったのである。この半世

紀弱の間の農地所有者の減少率は、農場数に

比べてはるかに小さかったことになる。これ

は、この間の非農場経営者の農地所有者の動

向に主としてよるものである。

1946年 には農地所有者としては、農場経営

者が圧倒的な比重を占めていたことが特徴で

ある。農地所有者の82%は 、いまだ農場経営

者だったからである。また、農場経営に従事

しない純地主についても、農業関係者が相対

的に多数であった。例えば、純地主の場合に、

職業を農業、隠退農とする者が全体の46%に

もおよんでいた。この点では、1946年 当時に

は1988年現在に比べて農地の所有と経営とが

農場経営の内部ではるかに密接に結合 してい

たことになる(第23表)。

また、1946年の非農場経営者の農地所有者
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第20表 地 主 の 男 女 別 構 成

第21表 農地所有者(農 場経営者、非農場経営者別)の 年齢階層別構成比
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第22表 純地主(農 場経営に従事 してい る地主を除 く)の 職業構成(1,000人 、%)

数が88年より少なかった事実にも注意すべき

である。46年には農業に従事 しない純地主は

90万5千 人であった。88年には純地主総数は

149万8千 人であり、1946～88年 に純地主は

59万人も増加 している。 しかも、88年には純

地主の67%が 非農業関係者である(10)。また、

地主の場合、地代収入への依存が低下 したこ

とも特徴である。地代収入が全収入の半分以

上を占める地主の比率は88年には20%に す ぎ

ない。この比率は、46年には52%に もおよん

でいた。地代に生計を依拠する地主は、この

40余年間に大きく減少 したのである。この事

実は、純地主のなかでは非農業者の構成が高

まったことと符合するものであろう。

このように1946～88年 に農地所有者の減少

数は222万 人にもおよんだが、この減少の大

部分は農場の減少にともなうものであった。

零細経営、零細所有の自作農の淘汰により農

場経営者としての農地所有者がこの間に半分

以下に減少したのである。そして、この間の

ドラスチックな農業技術革新の進展を背景に、

農場経営として成 り立つ経営規模は絶えず底

上げされたことにより、農場経営者の農地所

有規模は増大せざるをえなかった。これにと

もない、一人当りの所有規模も増大 し、大土

地所有者への所有集中も進展 したと考えてよ

い。 しか し、他方では非農場経営者の農地所

有者数は増加 したが、彼らの場合には零細所

有者の比率が高まっていると考えてよい。

1988年には180エ ーカー未満の所有者が非農

場経営所有者の71%を 占めている。この小規

模所有者の比率は、明らかに46年より高いも

のである。彼 らの場合には、投資を目的とし

た農地購入により農地所有者となった者と、
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相続 ・贈与-父 親、主人の引退や死亡にとも

ない-を 通 して農地所有者となったものとが

ほぼ拮抗 している(11)。農地相続 ・贈与、お

よび農地市場を通 しての農地購入が容易なこ

ともあって、農地所有の分散が進展 したので

ある。

このように、農場経営者を中心にみると農

地所有者が益々少数化 し、農地所有の大規模

化、少数の大土地所有者への所有の集中が進

展 している。 しか し、非農場経営者の所有者

を中心に、農地所有の分散、拡散も深化して

いる。そのことが、農地の所有と経営の分離

を強める直接的な要因をな している。今後の

アメリカにおける農場経営を展望する際には、

地主、小作関係に注目し、そのなかで借地の

集積がいかに図られているか、このことを分

析、検討することも重要な研究課題をなすの

である。

(註1)テ イラー放牧法(TaylorGrazing

Act)の もとで利用されている農地面

積が1,600万 エーカーである。

(2)実 験農場、および学校、教会などに

よって経営される農場など1,700ほ ど

の例外農場(abnormalfarams)と3万

5千 にのぼる園芸農 場が今回の調査か

らはずされた。これ らの農場に含まれ

る農地面積は5,870万 エーカーにおよ

ぶ と推定 される。

(3)農 場 経営者の所 有者 の場合 、 その

1.8%の2,000エ ーカー以上、4.8%の

1,000エ ー カー以上 所 有者 の該 当所

有農地比率は、それぞれ36%、49%で

ある。 これに対 して、非農場経営者の

所有者にっいては、2,000エ-カ ー以

上、1,000エ ーカー以上の所有者の所

有農地比率は、それぞれ32%、44%と

な っている。 このよ うに、いずれの場

合に も大土地所有者への農地所有の集

第23表 職 業 別 地 主 の 構 成

102



中が著 しいが、後に本文に記すよ うに、

非農場経営者の農地所有者の場合のほ

うが、小規模所有者の割合が高 くなっ

てい る。

(4)こ の結果、農地資産価値の点では、

農地所有者間での所有資産価値の分布

は、農地面積の場合 に比べてはるかに

均等化 してお り、1,000エ ―カ―以上

の農地所有者が所有す る資産価値は全

体の25%に とどまっている。 これに対

し、50エ ーカー未満の農地所有者の資

産 価値 も11%を 占めて い る(USDA,

OwningFarmlandintheUnitedStat-

es,AgriculturalInf0rmtionBulle-

tin,1991,Dec,p14)o

(5)カ リフォルニア州を中心 とす る太平

洋沿岸では、肉牛放牧、野菜、ぶ どう

園など、農地規模の大 きな農場 と小 さ

な農場 とが それぞれ多数混在 している。

この結果、大土地所有者への農地所有

の集中率が高いことになる(lbid,p.4)

(6)私 有農地の うち貸付けに出 されてい

るのは、非農場経営者の所有農地2億

9,900万 エーカー(彼 らの所有農地 の

うち、3,900万 エーカーは農場経営に

も、また貸付け地 として も利用 されて

いない)と 農場経営者が貸付 けに出 し

てい る3,300万 エーカーの農地であ る。

これ は、1987年 農業セ ンサ スで4億

1,000万 エーカーが借地 とされている

のに比べて、相当に過小である。

(7)地 主のうち、農場経営に従事する者

を除いた純地主は159万 人である。こ

れは非農場経営者の農地所有者を29万

人も上回っている。非農場経営者の農

地所有者のうち複数の地主 として集計

された者が含まれていることが原因で

あろう。なお、1988年の全国農地所有

調査の結果として、センサスで公表さ

れている地主総数は177万5千 人であ

り、うち2万9千 人は政府、インディ

アン保留地、鉄道会社が関係する公的

地主である。それ以外の地主のうち、

15万6千 人が農場経営にも従事する地

主である。なお、データの制約によっ

て、男女別は地主全体で(公 的地主を

除く)、 年齢別は非農場経営者の農地

所有者について、職業別は純地主につ

いて、それぞれの構成比を本文では示

している。

(3)そ して、こうした非農場経営者の農

地所有者の特質によって、彼らの平均

所有農地は農場経営者の所有者の場合

を下回ることになる。農場経営者の場

合には、農場規模が拡大するにつれて、

その所有農地も増大する傾向にある。

しか し、非農場経営者の場合には一隠

退農などの場合には当初大規模な農地

を所有 していたにして も-彼 らが高齢

になるにしたがい、所有農地を絶えず
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処分 しがちであ り、 この結果、その所

有農地規模は除々に零細化せざ るをえ

ない。

(9)1946年 の農地所有調 査にもとつ くア

メ リカの当時の農地所有構造に関 して

は、大内力 「アメリカ農業論」1965年 、

東大出版会、第3章 が詳 しい。

(10)なお、地主の居住地 をみ ると、71万

8千 人の地主が都市部(シ ティ、 タウ

ンを含む)に 住み、14万 人が農村部 に

居住す るが、その居住先は農場ではな

い。農場 に居住する地主 も85万 人を数

えて いる(1987CensusofAgricul

ture,Vol.3,Part2,p9)。 地主の居

住地か らみると、純地主の67%が 非農

業関係者であるとするのはやや過大で

あるとの印象を受けよう。

(11)非農場経営者の農地所有者につ いて、

その農地を取得 した方法をみると、身

内以外か らの購入、47%、 身内か らの

購入、23%、 相続 ・贈与、43%、 その

他、5%(重 複を含むため100%を 上

回 る。Ibid,p.236)と なっ いて る。相

続 と購入 とがほぼ匹敵 している。

(5)お わ り に

農業不況が深化 した1980年代には、中規模

家族農場、新規参入農場を中心に離農を余儀

なくされる農場が多数におよんだ。この結果、

1990年代初頭の現在ではアメリカの農業生産

を実質的に担うのは、農産物販売額10万 ドル

以上の32万ほどの農場-農 場全体の15%程 度

の-に 限定されつつある。 ω もっとも、農

業不況のなかで農業構造の変容が進んだと云

っても、 ドラスチックな農業技術革新を背景

に農場数が急減 し続けた70年代初頭までに比

べると、80年代における農場の階層分化のテ

ンポは明らかに緩やかになっている。1980年

代後半か ら90年代初頭になると、アメリカで

も資本集約的な農業発展のあり方に対する反

省が強まり、環境保全、持続型農業を推進す

る社会風潮が高まっている。こうしたなかで

は、規模拡大とそれにともなう農業構造の変

化を生む動因、動力はさらに弱まるとみ られ

る。

一方で、農場経営として成り立つ経営規模

が大規模となるにしたがい、農業への新規参

入も次第に困難となっている。例えば、農地

および機械 ・施設などを含めれば、農場経営

に必要な資本額は70万 ドルもの巨額にのぼっ

ている。このため、農業の後継者は益々血縁

関係者に限定される傾向を強めつつ、農場の

継承、新規参入に際しては、農場の組織形態

のあり方を含めて様々な方策、工夫が追求さ

れている。農場経営に必要な資本と労働との

それぞれを円滑に分担、負担しあうような共

同経営、法人形態の活用は、その一つの現れ

である。

また、本文でみたような農地所有者として
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非農業者の比重が高まり、農地に占める借地

の割合が増大している事実も、アメリカにお

ける今後の農業経営のあり方を展望する際の

重要な要素である。いかに借地を集積 して、

農場の経営基盤の強化を図るかという問題で

ある。これまで中西部などでは、地縁、血縁

にもとついた地主、小作関係がそこでの借地

の有効利用にとって重要な役割を果 してきた。

こうした農村の緊密な人的関係と結びついた

安定的な小作慣行が、借地の有効利用にとっ

て今後も重要な意義を持ち続けるだろう。同

時に、民間べ―スで農地仲介、農地管理

業務に従事す る農地経営管理会社(Farm

IVEanagementCo)の役割が、今後さらに重要性

を増すとみられる。都市に居住する不在地主

も増加するなかで、農地賃借の仲介業務に対

するニーズが高まっているか らである。アメ

リカにおける農場経営のあり方を展望する際

には、業務が拡大 しつつある農地経営管理会

社の役割も無視することはできまい。

さらに本文では論及 しなかったが、今後の

農業政策も農業構造のあり方に大きなインパ

クトを有 している。1980年代までの農産物計

画に代表される農場所得保障政策は、家族農

場の存続に一定の役割を果 しながらも、絶え

ざる規模拡大を促進 して、中規模家族農場の

経営基盤を弱体化する一因をなしてきた。(1)

これに対 し、環境保全的な農業経営のあり方

に対する社会関心が高まるとともに、環境保

全、持続型農業の推進主体として家族農場へ

の期待 も高まっている。地域に根ざ し、長期

的視点で農業経営を行な う家族農場 こそ環 境

保全型農 業の遂行に適合 的な ものであるとの

社会認識の強まりである。周知のよ うに、19

90年 農業法では環境対策、資源保全 を重視す

る政策措置が導入され るようになった。 この

農政志向が どのよ うに定着す るか、 この点 も

今後の農業構造を展望す る際には重要な要因

をな しているのである。

(註1)こ れは、1990年 のアメ リカ農務省の

集計値である。USDA,EconomicIndi-

cat0rsoftheFarmSect0r,National

FinancialSun田ary,1990,P.44.

(2)こ れは、1987年 農 業セ ンサ スに もと

づく農産物販売額10万 ～25万 ドル層の

一農場当 り平均の農業機械 ・施設 と農

地資産の総額であ る(1987Censusof

Agriculture.Vol.2.Part51,P.112)。

(3)現 行の農産物計画 のもとでは、対象

農産物の作付面積に比例 して不足払い

が増大する仕組み となってい る。 この

ため、農産物計画に対 しては、経営規

模の大 きい農場に有利に作用 し、農場

の規模拡大を促進す るという評価が一

般になされている。
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