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1はじめに

本稿では,現地調査をもとに,アメリカにおけ

る非農業部門からの農業への出資状況や経営形態

の特徴について考察することにしたい。

アメリカ農業については一般に,大規模機械化

農業が展開されておりその経営も企業的経営が行

われていると考えられている。そのため,販売や

資金確保の面でも,農外からの投資や経営参画等

が行われやすい環境にあるとされる。実際,1970

年代の農業ブームの時代には,農外資本の農地投

資や経営参入が大規模に行われ,農地価格の上昇

や経営規模の拡大等が実現されてきた。

しかし,かかる農外から農業投資は,後に述べ

るように各州の土地所有規制や農地投資規制など

により,州ごとにかなり異なっている。それは,
一方では農業や農業経営のあり方をどのように考

えるかの違いの反映であり,他方では,各州の独

自性を可能な限り重んじる「合州国」としての性

格の反映でもあろう。そのような州により大きく

異なる農地所有規制や経営規制は,わが国のそれ

らから見れば奇異に感じる場合も多いしまた理解

が難しい場合もある。しかし農地所有を巡る昨今

のわが国の変化に鑑みると,共同経営のあり方や

農地規制のあり方は学ぶべきことも多々ある。

Ⅱ 2002年農業センサスにみる全米レベル

の特徴

まずはじめに,アメリカにおける農場定義や経

営形態別農場について概観しておこう。アメリカ

における2002年農業センサスにおける農場

(Farm)定義は,農産物の年間販売金額が1,000

ドル以上あるいは販売しなかった場合には販売用

生産額が1,000ドル以上,または販売額(販売予定

額)と政府補助金受取額の合計が1,000ドル以上の

農業経営を,農場(Farm)と定義している。した

がって,農業労働時間や所有農地面積,経営農地

面積等による農場定義ではなく,あくまでも経営

あるいは営業の結果としての成果によって,農場

を定義していることになる。「成果主義定義」とい

われる所以である。

またアメリカでは,農業経営が各種のかたちで

行われており,その区分も各種に分けられている。

農地所有別に見た経営としては,Owner経営(自

作経営),Ternant経営(借地経営)やPartOwner

経営(部分借地経営)等の多様な経営形態が存在

し区分されている。このような区分は,自作経営

が優れたものとする観点ではなく,農地を所有し

ているかいないかにかかわらず農業経営を行える

アメリカ農業の特徴を示しているものといえよう。

実際センサス上の統計数値では,自作経営より借

地経営や部分借地経営の方が経営農地面積が大き

かったり施設・機械装備が優れているのである。

このような区分の他に,経営形態別の区分も行

われている。経営形態は家族・個人経営(Family or

Individual)かパートナーシップ経営(Partnership)

か企業経営(Corporation)かの区分であり,セン

サスでもこの区分の統計が掲載されている。この

区分のうち,パートナーシップ経営は,主に複数

の個人による共同経営を意味しており,企業経営

は会社形態による経営を意味している。

本稿の目的である農外資本の農業への資本出資

状況及び経営形態のあり方等という視点に立つと,

パートナーシップ経営及び企業経営の一部が,農

外資本の資本出資によるものと考えられる。一部

とする理由は,パートナーシップ経営といい企業

経営といい,家族構成員によるパートナーシップ

設立,会社設立もあるため,それらが総て農外資

本の資本出資を意味していないからである。とり

わけパートナーシップ形態は,親子,兄弟姉妹に

よる共同経営の場合が多く,必ずしも農外資本の

資本出資ではないことがある。しかしその場合で

も,兄弟姉妹の何人かは農場外に住み非農業部門

に就労している場合もあり,農外からの資本出資

の一形態と考えられるが,残念ながらセンサスで

はその詳細は不明である。

いずれにしろ,センサスに示されるこの経営形

態別農場数統計を手がかりに,農外からの資本出

資状況を検討してみよう。

1全米レベルの構成

センサスにみる家族・個人経営とパートナーシ
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ップ経営そして企業経営の構成を,2002年農業セ

ンサスから概観してみよう。2002年の全米レベル

では,農場数では家族・個人経営の農場が圧倒的

に多く全農場数の89.7%を占めている,農外から

の資本投資に依存していると思われる非家族所有

の企業農場(家族以外所有企業)は7,085農場,全

農場数のわずか0.3%にすぎない。パートナーシッ

プ経営は農場数13万弱で全農場に占める割合は

6.1%である。これも家族・個人農場に比すればわ

ずかであり,パートナーシップ経営もまた,アメ

リカ農業の補完的経営形態と言って良い。この点

では,アメリカの農業は個人・家族経営に支えら

れていると言っても良いであろう。

ただし,各経営形態の平均経営面積を見ると,

家族・個人経営,パートナーシップ経営,家族以

外所有企業経営,家族所有企業経営,その他の経

営の順で規模が大きくなり,それぞれ325.6エーカ
ー,1,130.2エーカー,1,315.4エーカー,1,485.3

エーカー,3845.5エーカーである。平均経営面積

規模から言えばパートナーシップ経営は個人・家

族経営のそれの約3.5倍であり,非家族所有企業農

場で約4.0倍,家族所有企業農場では約4.6倍であ

る。農場数の上では少ないパートナーシップ経営

や企業経営が大規模経営を中心としていることが

鮮明に示されていよう。その他の経営が特に大き

な平均経営面積を示すのは,協同組合農場や各種

協会保有農場,信託農場等を含むからであろう。

2地域別にみる特徴

このような全米レベルの構成の特徴の他に,地

域レベルで経営形態別農場の分布を見ると,農外

資本の農業投資がどのような地域を中心としてい

るかがある程度見て取れる。

まず家族・個人経営が高い比率で存在している

地域をみると,アパラチア山脈以西地域,南部か

ら中南部,そして大草原と大平原と続く地域であ

る。この地域は,いわゆるアメリカ農業の「ハー

ト・ランド」を構成するとともに,綿花地域,ト

ウモロコシや大豆,麦類等の穀作地域,タバコや

工芸作物地域,都市近郊酪農地域であり,一般に

家族農場が多いと言われる地域に該当する。州ご

とにその数値を見ると,ケンタッキー州91.6%,

ミシガン州90.2%,インディアナ州89.3%,イリ

ノイ州88.3%,カンザス州88.9%,アイオワ州

86.8%,%ネブラスカ州86.7%,ウィスコンシン

州89.1%,ノース・ダコタ州90.1%,サウス・ダ

コタ州88.8%等である。ほとんどの州で農民ある

いは農家の家族・個人経営が支配的なことが理解

できよう。このような家族・個人経営の分布から

言えば,アメリカ農業の「ハート・ランド」は家

族・個人経営の農場によって担われており,「グラ

ス・ルーツ」のアメリカ社会を構成している地域

と一致する。ただし,ミシシッピ川の南部流域で

は家族・個人経営が希薄になる地域があるが,そ

こは大規模稲作経営や麦,大豆作地域である。
一方,パートナーシップ形態の経営が比較的多

く見られる地域をみると,「深南部」(ディープ・

サウス)を除くと全国的に分布しているが,特に

先のミシシッピ川南部流域とメキシコ国境地域,

カリフォルニア州セントラル・バレー中部,山岳

地帯等が識別できる。州別に見ると,ミズーリ州

5.2%,ミシシッピ州5.3%,ルイジアナ州4.8,テ

キサス州5.6%,ニューメキシコ州5.8%等である。

これらの地域は,山岳地帯及びメキシコ国境地帯

では大規模畜産が多く,セントラル・バレー中部

では果樹・野菜経営が多いこと,大土地所有制度

の名残等が影響しているのであろう。

このようなパートナーシップ経営の分布からは,

全国的にパートナーシップ経営が採用されている

ものの大規模経営を必要とする部門に特に多く採

用されている経営形態だと言い得よう。

企業的経営については,フロリダ州やニューヨ
ーク州等の大西洋岸大都市周辺,大平原のロッキ
ー山脈寄り地域,山岳地帯及び山岳地帯のカナダ

国境地域から太平洋岸地域に分布率が高い。州別

に見ると,フロリダ州9.3%,ニューヨーク州8.3%,

ワイオミング州7.9%,モンタナ州9.8%,コロラ

ド州5.2%,ワシントン州7.6%,オレゴン州5.2%

となる。フロリダ州は柑橘,野菜栽培が盛んであ

り,大西洋岸地域は都市周辺農業地帯,山岳地帯

は畜産等が盛んである。また太平洋岸地域は,多
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様な農産物が生産されているが,柑橘や果樹,畜

産等が見られる地域に企業形態の経営が分布して

いるようである。

このような特徴から言えば,アメリカ農業にお

ける企業経営の中心は,太平洋岸から山岳地帯,

そして大西洋岸地域の大規模経営及び付加価値の

高い農業経営に多いことになろう。

このような地域別の経営形態分布に鑑み,農外

資本の農業への資本投資が企業経営に顕著にあら

われるとすれば,地域別では山岳部や高付加価値

農業地帯を中心としていることになろう。もちろ

んそれ以外の地域でも企業経営がみられるから,

農外資本の投資は,投資対象が多様であることも

示唆されている。しかし,農外資本の投資が大規

模な資本投資を必要とする分野だからこそ要請さ

れまた投資されることを考えると,いずれの地域

でも大規模経営か大規模高付加価値農業を対象と

していると考えられよう。

Ⅲ カリフォルニア農業の特徴と土地所有

形態別農場数

1カリフォルニア農業の特徴

カリフォルニア州は,シリコン・バレーやハリ

ウッドに代表される情報産業や映画産業で有名だ

が,一方で全米でも有数の農業生産州である。2000

年には農業生産高で全米第一位であった。

センサスからカリフォルニア農業の特徴をみれ

ば,全州の農地面積14,105ha,農場人口は約450

万人,平均経営耕地面積は約135haである。州内で

生産される農産物数は250～300種といわれ,その

うち全米1～3位を占めるものはブドウ,ミルク,

クリーム,ナッツ類,柑橘類,鶏肉,ワイン等で

ある。

小麦や米等の穀物農業,野菜農業等の耕種農業

の大半は,セントラル・バレーと呼ばれる中央部

の平場地帯で行われているが,シエラ・ネバダ山

脈に近い地域でも畜産や酪農が行われている。セ

ントラル・バレーを大別すれば,北カリフォルニ

アのサクラメント・バレーと中部からのサン・ホ

アキン・バレーに分かれるが,稲作や落葉果樹の

中心はサクラメントバレー北部であり,常緑果樹

やその他耕種農業はサン・ホアキン・バレーに多

い。しかし,同バレー北部をのぞけば,州内の多

くの地域で多くの農産物が作られている。

また,かかる大規模経営を可能としている労働

力面の特徴としては,大型機械化一貫体型が形成

されていることと農業労働者の確保面での特徴が

指摘できる。まず大型機械化一貫体型では,耕起

から収穫までの機械化が多くの部門で達成されて

いる。この特徴はカリフォルニア農業に限らず,

アメリカ農業の特徴と言いうるが,1960年代のメ

キシコ人を中心とした農業労働者受け入れ計画が

中止となったことにより,この特徴が急速に進展

したのであった。

むろん,農作業のすべてが機械化されているわ

けではなく,管理作業や収穫,機械操作等々の作

業に大量の労働力を必要としている。しかも大規

模経営ゆえにこそ,この労働力確保が経営安定の

大きな要因となっている。その労働力確保の方法

は,レイバー・コントラクターによる労働者派遣

である。農場経営者あるいは農場管理責任者は,

作業の必要な時期に,圃場位置と面積,作業内容

をレイバー・コントラクターに連絡すると,レイ

バー・コントラクターは当該作業に必要な労働力

数に応じた農業労働者を確保し,期日内に作業を

終了する。多くの農場では,除草,一部の施肥,

潅瀧・水管理から収穫作業,機械オペレーション

等々をこのレイバー・コントラクターによる労働

力で行っている。レイバー・コントラクターは州

内各地に多数おり,地域ごとに業務展開している。

ただし近年の移民規制や就労許可規制により,レ

イバー・コントラクター料金の高騰がみられ,農

場経営的には労働費の上昇が進展しているという。

農地面では,近年の景気上昇とそれによる人口

増大を反映して,農地の宅地化が急速に進展して

おり,「住宅ブーム」と「宅地ブーム」が起こって

いる。特にロサンゼルスとその周辺,サンフラン

シスコ等のベイ・エリア,サクラメント等の大都

市やその周辺,スタックトン等の地方都市周辺で

は,人口増大が顕著で住宅需要が高まっており,
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農地の宅地転用が進んでいる。

2カリフォルニア州の農地所有・投資規制,

農業法人設立規定

カリフォルニアでは,農地所有に関する規制は,

基本的にないといわれている。この特徴は,20世

紀初頭から戦後までに実効を持っていた「Alien

Land Law」の撤廃の影響が大きい。同法では,「帰

化不能外国人」とされた場合にはまた市民権を持

たない外国人の場合には,農地をはじめ宅地,山

林,原野,家屋等の不動産の所有が禁じられてい

た。すなわち外国人に対する農地所有を禁じてい

たのである。ただし,農外資本の農地投資は禁じ

られてはいなかった。そもそも19世紀半ばに大量

の人々が移入・移民してきたカリフォルニア州で

は,農地もまた投資や投機の対象であり,それに

よって必要な資本を確保することが必要でもあっ

た。したがって国籍を有する限り,個人でも法人

でも,農地投資は「営業権の範囲」として認めら

れ,そのため,「Bank of America」等の銀行や鉄道

会社等が広大な土地を所有していたのである。そ

の結果,農地投資や農業経営を行う会社法人が多

数存在することになった。いわば,農地であれ宅

地であれ,個人,法人を問わず所有し投資するこ

とができたのである。

この農地所有・投資の特徴は現代でも引き継が

れており,カリフォルニア州では農地所有に対す

る特別な法的規制は存在せず,宅地,商業地取引

と同様に,個人および法人がカリフォルニア土地

法と商法などに則って所有・投資できるのである。

そのため,農地の売買や貸借等の取引も,一般の

不動産業者や土地会社が売買したり仲介できるこ

とになり,農業地帯ので頻繁にみられる不動産広

告にも農地の売買広告や貸借広告が載せられてい

る。農地を購入した場合には,土地登記事務所に

所有権移転の届け出さえすればすむのである。

ただし,外国人の土地所有の場合には,外国人

への農地売買が成立した日から90日以内に最寄り

の郡事務所に届けなければならないという届け出

義務がある。売却した当人と購入した当人の双方

の売買成立届けと所有権移転届けを出さねばなら

ない。

1970年代までは,市民権取得の一方法として農

地に10万ドル以上投資した外国人は市民権を取得

できるとする規定もあったが,現在は同規定はな

いという。

農地の宅地・商業地への転用については規制が

ある。農地は行政上の市(city)の場合には転用

は周辺住民の同意書と転用届けを提出するだけで

転用が可能である。市街化地域では農地転用がほ

ぼ自由になっいるといってよい。しかし,郡

(Coumty)の農地の転用では,郡の住民から選ば

れた委員で構成される郡計画委員会(County

Planning Committee)への農地転用許可申請とそこ

での許可が必要となる。通常は1～2ヶ月に一回

程度開催される郡計画委員会では,郡の土地利用

のプランニングや農地転用申請の審理が行われる。

同委員会での農地転用申請は,多くの場合,宅地・

商業地開発業者(デベロッパー)からのものであ

る。デベロッパーは,City隣接の郡内にある農地

を買収し,その後数年たってそれを転用申請する

ことが多い。そのため農地を買収した時点でデベ

ロッパーが買ったことがわかれば,その農地がい

ずれ転用されると判断できるのである。

農業経営体としては,家族・個人経営,パート

ナーシップ経営,企業経営(会社形態の経営)に

大別されるが(他にも協同組合経営や信託,財団

経営などがあるが少数である),家族・個人経営が
一般的である。

家族・個人経営は,家族または個人による経営

で株式や共同経営契約等は必要ない。設立にあた

っては,町村役場で申請書類をもらい経営の所在

地,経営著名または所有著名を登録し,ビジネス・

ライセンスを料金を払って取得(一年間有効)す

れば経営できる。納税は売り上げ額に応じており,

決算時に青色申告して納税する。むろんのこと経

営面積制限や資本金額の制限などはない。

パートナーシップ経営は,家族,友人その他の

関係者等が共同経営契約書を交わして設立できる

経営である。申請は,州の申請用紙に経営体名,

所在地,共同経営者あるいは共同所有著名,代表



第1編アメリカにおける農業法人への出資及び経営形態の特徴 85

者,事業内容等を記入し,共同経営契約書ととも

に郡役所に届ければビジネス・ライセンス(有料)

が取得できビシネス・タイトル(Business Title)

が取得できる。経営に関わる共同経営者間の議決

は契約書の定めにしたがう。納税は,青色申告で

売上額に応じて支払う。この形態も経営面積制限

や資本金制限はない。家族・個人経営と比較する

と,正式な契約書が必要なことが異なる。

会社法人設立にあたっては,商法上の定款規定

を満たすことですむ。カリフォルニア州の場合,

法人としての会社(Corporation)は,有限会社と

株式会社の二種類がある。両形態とも,設立時の

最低払込資本額は1ドルである。

有限会社は,制限付きではあるが株式を発行で

きかつ発行義務がある。また弁護士を雇わねばな

らず,設立中諸時には弁護士との契約書が必要で

ある。申請書には他に会社名,会社所在地,代表

著名と住所,役員名,事業内容を記し,会社の定

款を付けなければならない。

株式会社の場合には,会社名,所在地や事業内

容,代表著名と住所,資本金額,株式数,設立時

の株主名と住所及び保有株式数等々,商法に定め

る一般規定に沿った内容が必要であり,州の登記

事務所で登記する。登記にあたっては,会社名,

代表者名,副代表者名,会計責任者名,総務責任

著名等を記さねばならなず,弁護士との契約書も

必要である。役員は一人が二つの職務を兼務でき

るので,出資者(役員)が二名いれば株式会社を

設立できることになる。登記手続きでは,州法に

より弁護士をたてることが必要となる。議決権等

は定款に定める規定に従って行われるが,一般的

には株式保有数に応じた議決権が規定されること

が多いという。納税は,一般企業と同様に関係書

類を添えた売上額の申告に応じて年に4回分割で

支払う。

会社を設立する場合には,株式会社形態が一般

的で,日本の有限会社形態はほとんど採用されて

いない。制度的には有限会社はあるが,農業でも

非農業分野でも,実際の会社法人設立では株式会

社形態がほとんどであり,有限会社は協会経営の

会社等の特殊な会社に限られているという。カリ

フォルニア農業の場合,株式会社設立は容易であ

り税制上も有利な点が多いため,また会計の面で

も税理士への依頼が簡単なため,農業経営の法人

化にあたっては株式会社形態が採用されるのであ

る。

3土地所有形態別農場数の変化

カリフォルニア州は,パートナーシップ経営や

企業形態の農場が他の州に比べて多い州である。

2002年農業センサスによれば,特に果樹農場や野

菜農場,畜産農場が多い中部から南中部では,全

農場数に占めるパートナーシップ形態農場比率は

10～15%の郡が多く,企業形態農場も5～9%の

郡が多い。いいかえれば,カリフォルニア州中部

から南中部にかけて家族及び個人経営ではない農

業経営が多く存在していることになる。その一方,

稲作地帯でもある北部では,パートナーシップ経

営比率や企業経営比率は低く,家族及び個人経営

がひろく行われていることが見て取れる。

ただし,中部から南中部地域に統計上でパート

ナーシップ経営及び企業経営が見られるといって

も,その比率はわずかであり,農場の多数は家族

及び個人による経営の形態をとっていることは重

要である。すなわち,カリフォルニア農業におい

ても,農場経営の主流は家族及び個人経営で行わ

れており,パートナーシップ経営及び企業経営は

いまだマイノリティ一に過ぎないのである。2002

年の州内全農場数に占める家族・個人農場比率は

80%を超えており,全農地の55%は同形態の農場

が経営している。この数字に,企業形態のうちの

家族所有企業すなわち家族が経営する企業形態の

農場比率を加えると,数では86%以上,農地比率

は69%をこえる。パートナーシップ経営のなかに

も家族・兄弟のパートナーシップが多数あると考

えられるから,家族が経営をコントロールする比

率はさらに高まるであろう。

ただし,おうおう指摘されるように,その平均

経営面積は家族・個人経営(約91.7ヘクタール)

よりパートナーシップ経営(約337ヘクタール),

さらに家族所有企業経営(337.8ヘクタール),そ
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して非家族所有企業経営(409.5ヘクタール)と大

きくなり,経営形態差が経営規模格差となってあ

らわれている。この理由は,第一にパートナーシ

ップ経営や企業経営が畜産農場や果樹・ナッツ類

農場など経営面積が大きい分野に多く展開してい

ること,第二に同一部門でも資本力格差を反映し

てパートナーシップ経営や企業経営ほど経営面積

が大きくなること等にあろう。

ここで注意しなければならないのは,パートナ

ーシップ経営の多くは,兄弟や親子等家族構成員

による共同経営という場合が多いことである。パ
ートナーシップは,株式会社ではなく,個人間の

共同経営であり,商法上も「Business Title」が認

められている。経営者の出資比率は様々だが,出

資は現金の他に土地や機械等でも資本出資として

認められるから,比較的に複数の個人出資でも創

りやすい経営形態である。そのため,家族経営を

転換する場合には,株式会社形態ではなくまずパ
ートナーシップ形態とすることが多い。農場相続

に関わる家族相続人(兄弟姉妹等)によるこの経

営形態の設立が多くなる所以である。

もちろん,パートナーシップ経営には家族によ

るものだけではなく,農外からの経営参加も含ま

れるが,その場合も個人による出資が多い。パー

トナーシップ経営は個人出資にもとつく経営とい

う性格が強くなるのである。

いずれにしろ,農場所有権の流動性が高く経営

者の交代が比較的多いと言われるカリフォルニア

農業の場合にも,家族経営が主流であり,非家族

所有の経営は希な存在であると考えられるのであ

る。

カリフォルニア州における所有形態別農場数及びエーカー数(1997年,2002年)
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4事例調査結果

カリフォルニア州における農業法人への出資状

況等調査においては,関係機関及び大学研究者の

他に出資側の提携目的の諸類型のうち①利殖型と

②食品産業・アグリビジネス型,⑤パートナーシ

ップ型を中心として調査を行った。カリフォルニ

ア州の場合には,先に述べたように農地所有や農

業経営への参入規制が緩やかで,農業経営の法人

設立も商法上の規定によっており,その点では農

外からの経営参加あるいは農業への新規参入は容

易である。また農場の流動性が高く(所有者が比

較的頻繁に交代する)人口が多く市場も広いため,

さらに作物構成も多様で全米一の栽培作物数を誇

っていることから,多様な農外資本や個人が利害

関係をもっており,そのため中西部の農業州とは

異なり,利殖型や食品産業・アグリビジネス型の

農業への参入があると考えられるからである。

(1)カリフォルニア州農務省担当官(Glenn Yost

氏)へのインタビュー

Glenn Yost氏(修士,54歳)は,カリフォルニ

ア州農務省農業経済局農業経営担当官であり,農

業経営の分析や経営統計分析等を担当している。

勤続年数29年であり,1970年代の農業好況期から

のカリフォルニア農業の変遷を理解している人物

である。

カリフォルニア州における農業法人への非農業

部門からの投資状況にふれる前に,カリフォルニ

ア農業の現況についての氏の理解を聞いた。

氏によるとカリフォルニア農業は,部門によっ

て違いがあるものの,1990年代末から経営環境の

悪化がみられるという。たとえば,1998年から2001

年の米価格は,90年代前半の半値まで低下した。

2002～2003年は生産縮小で回復したが,2004年は

史上最高の生産量が予想されるため,価格低迷が

始まっている。酪農・畜産物価格も低下した状態

が続いている。ナッツ類・果物類の価格は堅調な

消費に支えられ妥当な水準が維持されているが,

乾燥果物は輸入が増大し価格低下が起こっている。

野菜類価格は,NAFTA成立後にメキシコや中南米か

らの輸入が増大したため,低迷といってよい水準

である。

このような価格状況のほかに,経営環境として

は,生産費の上昇と環境対策,輸出振興等が大き

な課題となっている。

生産費では,移民管理の強化や最低賃金の上昇,

傷害保険費の上昇,化学産業の好況を反映した肥

料や燃料の高騰等で生産費の上昇がみられ,特に

他産業の好況による人件費高騰と労働力確保(移

動労働者確保)が大きな問題となっている。環境

対策では,化学肥料・農薬の利用規制や屎尿管理

規制の強化,野焼き規制等により,管理経費が高

くなるとともに煩雑な記帳が必要で,経営者にと

っては課題となっている。輸出振興では,アジア

向け輸出があまり回復せず,アジア市場への一層

の輸出振興が求められている。しかし,国内景気

が堅調なことと2002年農業法による補助増額によ

り,カリフォルニア農業は現状を維持している。

農業への投資も伸びてはいない。まず機械類投

資は,1990年代前半の機械類がまだ更新期を迎え

ていないため低水準である。建物・設備について

もほぼ同様な状況にあり,集出荷場整備投資や畜

舎整備等でやや増大しているが,全体としては建

物・設備投資は伸び悩んでいる。土地改良投資も,

水路建設や稲作圃場整備等への投資が一巡してお

り,のびていない。

カリフォルニア農業全体の経済状況は,2002年,

03年の価格上昇があったが,比較的安定した状態

からやや悪化しつつあるという。

かかる環境の中で,農業への外部からの投資は,
一部部門を除くと横ばい状況にある。カリフォル

ニア州では,農地にしろ経営参画にしろ農業への

投資は原則自由であり,非農家でも農業に投資可

能である。このため1970年代の農業ブームの時代

には,銀行や商社,食品加工産業,流通業から個

人,外国人まで,多くの人々が農地購入や共同経

営(Partnership経営)等という形で農業に投資し

ていた。1980年代の農業不況期には,価格低迷に

もかかわらず農地価格の低迷により日本をはじめ

とする外国企業による直接投資もみられた。この

投資は,投資家(投資企業)が直接に農場経営を
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行うという形ではなく,多くの場合,現地法人に

よる経営かパートナーシップ経営方式だったとい

う。しかし1990年代に本格化するIT産業の好況

や住宅ブーム等のなかで,農業への投資は減少し,

投資資金は資本市場や宅地市場に流れていったと

考えられる。その結果2000年代に入ってからの非

農業部門からの農業投資は横ばい状況が続いてい

る。

カリフォルニア州で非農家や非農業法人が農地

を所有する場合には,土地登記法に基づく登記手

続きだけですみ,多くの場合,登記会社(TitleCo.)

に代行を依頼している。ただし,価格計画やマー

ケティング・ローンの対象となる稲作や小麦,綿

花等では,農地を所有したとしても,生産者に付

いている生産履歴がないと価格支持や所得支持,

マーケティング・ローン等の対象とならないため,

多くの場合には農家とのパートナーシップ経営か

農民と小作契約を結んで地代収入(2001年の稲作

圃場の地代はエーカーあたり約200ドル)を入手す

ることになる。ただし,地代水準が横ばいの現状

では,地代収入を期待した農地購入よりも株式等

の証券投資の方が有利なため,農地を購入しよう

という非農業部門からの動きは鈍くなっている。

むろん価格計画等の対象外の作物の場合には,農

地購入者(あるいは企業)が直接に生産を行って

も価格支持面での不利はない。そのため,価格計

画等の支持計画対象作物では,非農業部門からの

直接の農地投資は少なく,かかる投資は果樹やナ

ッツ類,ブドウ,野菜等の部門でみられることに

なる。

パートナーシップ経営に関しては規制はなく,

法律上の規定に則って行われる。パートナーシッ

プ経営の場合には,親子や兄弟姉妹によるものが

一般的で ,農家が他人とパートナーシップ経営を

行う場合には会計や栽培に関する特殊な技術や販

路確保,経営資金の一部を確保する等の目的が多

い。

カウンティーに属する農地の転用では,郡計画

委員会(County Planning Committee)への届け出

と承認が必要である。郡計画委員会は1～2ヶ月

に一度開催され,農業に関しては農地転用や環境

対策等の各種規制の実施状況等に関する検討を行

う。多くの場合,転用申請するのは開発業者

(Developer)であり,市との境界にある農地の転

用申請である。そのため,開発業者が農地購入を

行った時点で,いずれはそこが住宅地化あるいは

商業地化すると考えられる。特に近年の住宅ブー

ムのもとでは,大都市のみならず小都市周辺の農

地の開発業者による購入が進んでいる。しかしこ

の購入は,農業のためではなくいずれ転用するこ

とを目的としたものであり,大規模な開発を巡っ

ては問題となる場合も出てくる考えられている。

多くの農家や非農業部門の投資家(あるいは企

業)は,1970年代の農業投資の失敗を「教訓」

(Lesson)としているものと考えられる。1970年

代には,農業の好況下で多くの企業,個人が農地

投資を行ったが,80年代の農業不況で利益を失う

どころか元本ロスが頻繁に起こった。そのため,

地方銀行,農業銀行等が倒産したほどであった。

この「教訓」をふまえ,非農業部門の投資家や企

業,個人は,農業への投資を直接の農地投資や経

営投資の形から,流通・加工への投資とかえてい

る。特に価格計画対象作物の場合にはこの動きが

見られる。

(2)農業投資コンサルタント(Marry Grant氏)
へのインタビュー

Marry Grant氏(68歳)は,ながらく農業団体

(FarmBureau)の役員をしており,現在も地区の

農業団体の顧問をしている。氏は,1970年代から

農業投資のコンサルタントを手がけており,特に

果樹・ナッツ類農場への投資の仲介が多いという。

また農薬散布資格も取得しており,今までの経験

をもとに農場マネジメント会社(Farm

Management会社)も経営している。

まず非農業企業あるいは非農民による農業への

投資方法だが,果樹やナッツ類の場合には一般的

には農地への投資(果樹園の購入)という形で行

われる。農家とのパートナーシップ経営という形

の投資は少ない。その理由は,パートナーシップ

経営の場合には資金の流動性が低くなると考えら
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れているからである。投資家は,農地利回りおよ

び営農利回りを計算し,農地投資の効率を算定し

てから投資の是非を判断する。利回り算定は,投

資会社や農場マネジメント会社に依頼すると,農

産物および農地の価格変動を考慮した利回り計算

をしてくれる。

投資家は,友人や知人あるいは商売上の取引先

から,それがない場合はマネジメント会社から農

地売却情報を得て農地に投資することが普通であ

る。その面積は200エーカー程度がミニマムだと考

えられる。これより小規模だと投資効率が悪いか

らである。中部カリフォルニアで200エーカーの果

樹園の現在の価格は約150万ドルである。これだけ

の投資資金を個人で用意するのが無理な場合には,

投資家は友人や知人を募って投資することになる。

その場合は,最初に投資を提案した投資家が最も

多く投資する場合が多いので中心的経営者あるい

は社長となることが多く,他の投資家は共同経営

者になる。また銀行からの借り入れで投資する場

合には,銀行は農地価格の60%を限度に農地抵当

貸し付けを行ってくれるので,その場合には残り

の40%(上の例では60万ドル)を用意すればよい。

こうして投資した後,多くの投資家は日々の農

場管理を一括でマネジメント会社に委託する。マ

ネジメント会社は,肥料代や農薬散布代等々の農

場管理に要した実費とエーカーあたりの料金を投

資家から徴収するが,通常は,生産物を販売した

後に契約に基づいて徴収する。販売前に投資家が

倒産するような場合には生産物が担保となりまた

投資家がその果樹園を売却した場合も生産物が担

保となる。投資家が農場を売却した後は,購入者

と再度の契約を交わすことになるが,作期途中で

の売却は少ないという。

農業マネジメント会社は,自ら果樹の肥培管理

を行うことはほとんどなく,肥培管理も潅漑も収

穫も他の農作業会社と契約し,作業を依頼する。

多くの場合,肥培管理と収穫作業の委託先はレイ

バー・コントラクター会社である。レイバー・コ

ントラクター会社がまた農薬散布会社と契約し,

管理を行う場合もある。この場合には,投資家か

らみると果樹園の管理責任はマネジメント会社に

あるので,農場管理の一切を任せることになる。

管理が難しく収量の変化が大きいアーモンド園の

場合,マネジメント会社は,アーモンド保険を買

うことが多い。アーモンド保険は収量の70%を保

障してくれるが,当該果樹園の収量は果樹園履歴

があるので不正申告できない。また農場管理の契

約は「当該地域の当該作物に関する一般的管理に

もとついて行う」ことが原則のため,一般的には

肥培管理上の投資家とのトラブル発生は少ない。

こうして,投資家は実際に農作業,農場管理を

行うことなく,農場を維持できることになる。た

だし,投資家にとっての農場価値は利回りや農地

価格なので,低利回り状態や利回り低下,農地価

格の下落が続くと果樹園は売却される場合もある。

放置された果樹園が増えると地域社会にとって問

題となろう。

同氏のマネジメント会社は最近,ハワイに本部

を持つ農産物加工会社と農場管理契約を結んだ。

同社は,農薬の少ない低農薬果樹(ピーチ)農場

の取得と管理を依頼してきた。低農薬栽培は圃場

確保と管理が難しいが,エーカーあたり料金を高

めに設定して契約したという。この契約には,周

囲に果樹園のない圃場と低農薬栽培には天敵の利

用が必要であり,その圃場と天敵を生産する会社

が見つかったため,同社との契約が成立したので

ある。この契約では,同氏が果樹園売買情報を提

供し,実際の売買は不動産会社が担当し,登記は

登記会社が担当した。同氏はこれらの手続きも受

託している(手付料は契約時に,実費はその都度

もらい,売買が成立した時点でこれらにかかる料

金をもらう)。管理の一切は同氏の会社が請け負っ

ている。具体的には農作業等は-レイバー・コント

ラクター会社に依頼し,潅漑は水利会社,農薬散

布は散布会社というように再契約(By Contractま

たはBack to Back Contract)を結んだ。販売は委

託会社が担当するため,生産し同社に引き渡すま

での契約である。

十数年前に,日本の航空会社に勤務するパイロ

ットがナッツ園を買いマネジメント会社と契約し
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たが,その投資家も数年で売却している。また以

前に日本の大手プルーン会社がプルーン園を買い

取ったが,この場合は現地法人を設立してそこが

所有し,管理はマネジメント会社が行っている。

このプルーン会社の園地は200エーカーほどであ

り,原料確保のためにプルーン園購入ではないと

思われる。日本の消費者への展示園的に利用して

おり,原料は他の生産者から購入してまかなって

いると思われる。

同氏によると,最近のカリフォルニアの果樹地

帯では,非農業部門からの投資は極めて少ないと

いう。銀行や証券会社は農業経営や農地等への農

業投資に興味はない。農業投資は利益が出るのに

時間がかかり,また利回りが不安定だからである。

以前は個人の投資もあったが,最近はほとんどな

い。個人投資家の資金は,非農業部門の好況をう

けて証券投資等に向かっていると考えている。

大企業の中にはプルーデンシャルのように,ア
ーモンド園やナッツ園を所有している企業もある

が,現状では撤退を始めている。利回りが低下し

ていることと投資家とのトラブルが多いためであ

る。同社は,1990年代はじめに広大なアーモンド

園とナッツ園を購入した。それは農場経営による

利益を求めたものではなく,農場への再投資を募

り,株式売買手数料と農地価格上昇で利益を得よ

うとしたように思われる。しかし,思うような利

回りが得られず投資家とのトラブルや管理を巡る

マネジメント会社とのトラブル,労働者問題等を

抱え,売却を打診していると言われている。実際,

同社は最近,管理委託面積を大幅に減らしている。

こういう状況を考えると,企業的経営がみられ

るカリフォルニア農業とは言え,それは家族経営

を前提とした企業的農場経営であり,企業による

農業投資の不安定性を考えると,カリフォルニア

農業でも非農業部門からの農業投資は少ないのが

現状であろう。

(3)農業投資家(Howard R.Plank氏:果樹農場

経営)へのインタビュー

Howard R.Plank氏(67歳)は,ナッツ類を中心

とした果樹園経営を行うとともに,稲作等に投資

している。以前は,日本人二人とパートナーシッ

プ経営でプレミアム米の精米と販売を行っていた

こともある。

氏は現在,稲作農場に投資しているほかウォル

ナッツ農場にも投資している。投資の形態は稲作

農場がパートナーシップ経営でウォルナッツ農場

は貸し付けている。

稲作のパートナーシップ経営農場は,20年ほど

前に600エーカーほどの農地をエーカーあたり約

2,000ドルで購入したものである。総額120万ドル

のうち,50万ドルは圃場を抵当にして銀行借り入

れで確保し残りの70万ドルは他の二人の友人とシ

ェアーした。パートナーシップ経営者のうち一人

は稲作農民であり,他の一人は農業コンサルタン

トである。

農場の購入では,共同経営者の農業コンサルタ

ントが売り手情報を入手し,農場ヒストリーから

収量を確認している。稲作農場の一部を遺産相続

した人が売り手だった。売買や土地登記は登記会

社に依頼した。当時は農業不況下だったので,比

較的やすく購入できた。

農場では,M-401種の栽培を中心に行っている。

M-401種はカリフォルニア州でしか栽培されて

いないプレミアム中粒種米で,高級米として高く

売れるという利点があるが,晩稲種であり倒伏し

やすく収量も少なく栽培が難しいため,栽培面積

はそれほど多くはない。しかし,高所得の東洋系

アメリカ人や日本人などに人気があり,ヘッド&

トータル比率(Head and Total Ratio)の高い米は

かなりの高価格が期待できる。通常の年であれば,

利回りはかなり良いという。

そのM-401種を栽培するためまた価格計画等

の政府支持を得るため,共同経営者に稲作農民を

入れている。彼は,M-401の栽培技術を持ってお

り,実際の管理は彼の担当である。農業コンサル

タントは,精米や流通関係に知人が多いため販売

を担当している。精米所の買い入れ価格次第でい

くつかの精米所に分散して販売したり,商社との

再契約(Back to Back Contract)関係を担当して

いる。再契約は,まず商社と精米所が量と品種,
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品質,納期等を決めた売買契約を結び,その精米

所がまた商社との契約を履行するため農家と量と

品種,品質,納期等について契約を結ぶことを言

う。共同経営者の農業コンサルタントは,商社と

精米所を仲介したり農家との再契約を仲介し,彼

らの農場が確実に米を販売できるようにする。

Howard R.Plank氏の仕事は,会計や税務対策,

価格計画などにもとつく補助金の申請,銀行との

交渉,レイバー・コントラクター会社や農薬散布

会社との交渉等である。共同経営者の家族労働力,

機械だけでは600エーカーは大きすぎるため,耕起

や播種,肥培管理,収穫等に臨時労働力等が必要

になる。また会計書類,税務書類は農場の売却時

に重要な書類となるし,銀行からは運営資金を借

り入れねばならないため,経験のある同氏が担当

している。

最近の利回りは,証券投資に比べると低い。し

かし農地価格が横ばいのため,資産維持としては

採算ベースにあると判断している。M-401種の最

近の価格はそう高くはないが,Head and Total

Ratioの高い米を作ると価格は安定しているため,

同氏の稲作農場への投資は満足のいく水準である

という。

稲作農場への投資は,一般的なCalrose等の栽培

が簡単な品種を栽培しては採算にあわない。

Calroseは誰でも作れ大量に出回るため低価格米

となる。Calrose等の栽培は価格計画による補助金

で支えられており,投資の利回りを考えると,

Calrose等低価格米の栽培は不利である。また水価

格の高低も重要な投資判断要因であり,低価格で

栽培に十分な水を確保できる既得権を持った圃場

でかつプレミアム米を栽培できるという条件を満

たせれば,稲作農場の利回りも比較的良い水準と

なる。ただし最近は米価が不安定で,稲作や米流

通に素人の個人や企業等が投資することはリスク

が高いと考えられる。

ウォルナッツ農場は,10年ほど前に投資して入

手している。150エーカーのナッツ園をエーカーあ

たり約5,300ドルで購入した。農地に付随する水の

使用可能量が少ないため低価格だった。しかしそ

の後,農場内にニカ所の井戸を確保できたため,

灌概水には困っていない。約80万ドルの投資資金

は,銀行借り入れと自己資金である。農場の購入

はコンサルタント業務の客だった食品加工企業か

ら持ちかけられ,登記会社に手続き一切を依頼し

た。農場ヒストリーから収量もわかっていたし水

利権の弱さもわかっていたが,商売上の関係から

購入することにしたものである。井戸水を利用で

きるようになったため,同氏が入手した後は収量,

ナッツの品質もかなり高くなっている。

同氏はこのナッツ農場の経営を行っていない。

隣の農場主に貸し出し,地代を得ているだけであ

る。氏の年齢が高いことと稲作パートナーシップ

経営が忙しいことがその理由である。最近の中部

カリフォルニア果樹・ナッツ類園については,農

地の売却は少なくなり,近隣の農場主に管理を依

頼したり貸し出したりするケースが多くなってい

るという。また貸し出ししない場合には,マネジ

メント会社に管理を依頼することが多いという。

農外者の農地取得による農業投資は,農業の利回

りが低く他の部門の利回りが高いため,少なくな

っているのでないかと考えられる。

(4)ナパ・ワイナリー(Chatew DeLew,GM.

BrunoWelz氏)でのインタビュー

カリフォルニアワインの生産地として名高いナ

パ・バレーでは,以前から非農業部門の企業およ

び個人による投資が行われている。インタビュー

の対象ワイナリーであるChatew DeLewもまたそ

の一つである。同ワイナリーの創設は古く,1940

年代にはワイン生産を開始しているが,1970年代

半ばまではワイン用ブドウを買い付け,ワインを

生産していた。1980年代にはワイナリー隣接のブ

ドウ園(80エーカー)を購入し,1998年にはナパ・

バレーの中心地である現在地に移動した。以前の

ワイナリーはナパ・バレー入り口の谷地にあった

が,現在地は中心地にある。以前のワイナリーと

ブドウ園は,シリコン・バレーのIT企業経営者

に売却している。同ワイナリーは,最近でも1995

年,97年,2000年とカリフォルニアワイン品評会

で金賞を受賞しており,品質に対する評価は高い。
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アメリカ国内販売だけでなく,ヨーロッパ向け輸

出も行っており,約55%のワインは輸出されてい

る。

現在のオーナーは,シリコン・バレーのIT産

業関係者である。彼は,1992年に以前のワイナリ
ーを購入し1998年にそれを売却して現在地のワイ

ナリーと周辺のぶどう園を購入し経営を始めてい

る。購入代金は不明だか,周辺ワイナリー及びブ

ドウ園価格から考えると手数百万ドルはくだらな

いと考えられる。ブドウ栽培やワイナリー経営の

経験は全くなく,現在も経営は総括支配人である

Bruno Welz氏(61歳)に任せている。経営は個人

経営であり,パートナーシップや会社形式への転

換の予定はない。

現在の園地は約250エーカーで,ワイン生産量は

25,000本だという。中規模のワイナリーといえよ

う。現在の園地の取得に当たっては,同業者の売

却依頼によって購入した。以前の持ち主は東部の

観光業者だったが,事業縮小のため売却したとい

う。

総括支配人の同氏は,オーストリア出身で以前

はコックだったが1988年から同ワイナリーの総括

支配人となった。同時期から輸出が増え,ヨーロ

ッパ料理にあったワインを作るため,料理に造詣

の深い同氏が雇われたという。ワインは料理によ

って好みが異なり,それゆえ国によって好みが異

なる。同氏はフランス,イタリア,オーストリア

等のヨーロッパ料理が専門のため,それらの料理

にあったワインを作りそれぞれの国に輸出するの

だという。

同氏が総括支配人となった当時のオーナーは,

シカゴの証券取引関係者だった。よいワインを作

るにはよいブドウが必要であり,よいブドウは園

地によりほぼ決まってくる。肥培管理の差よりも

園地の適性がワイン作りに欠かせない条件である。

また潅漑水が確保できるかも園地評価の重要な判

断基準で,以前の園地は潅漑権利が少なく旱魃時

にはブドウの品質悪化も起こったという。現在の

園地は十分な潅漑水が確保できるため,潅漑用水

の心配はない。

ナパ・バレーにおけるワイナリーへの投資は,

正確にはわからないが,映画監督や俳優等著名人

のほかに事業で成功した人たちが多いと言われて

いる。実際,著名な映画監督等が所有するワイナ

リーも多い。現状では,IT関係の事業を展開し

ている人たちの所有が多いのではないか言われて

いる。いわば,農外企業や個人の投資が頻繁に行

われているのが,ナパ・バレーのワイナリーおよ

びそれに付随するブドウ園である。
一般に,このような人々のワイナリー経営は,

経営による収益,利回りを求める他の部門と異な

る特徴があると言われる。彼らのワイナリー投資

は,ステイタスシンボルとしての投資であったり

節税目的だったりインフレヘッジだったりと,ワ

イナリー経営あるいは農場経営からの収益,利回

りを目的とする度合いが低い。もちろん大幅な赤

字は避けたいが,たとえ利回りがゼロ%でも,つ

まり「トントン」の経営でもあるいは多少の赤字

でも,彼らは投資したり経営を続けている。その

理由は,「本業」の事業利益を節税したり赤字の場

合には本業部門の収益から補填することで節税で

きるからである。

また,たとえ利回りが低い状態あるいは赤字が

何年も続いたりしても,ワイナリー所有は彼らの

投資目的にはかなっている場合がある。というの

は,有名ワイナリーとブドウ園は,地価が毎年上

昇しており,インフレヘッジ以上の上昇が期待で

きる。つまり,利回りが低くても赤字でも,地価

が上昇している限り,売却時には高利回りとなる

可能性が高い。最近のインフレ率の低下状況では,

インフレヘッジよりも地価上昇への期待の方がワ

イナリーおよびブドウ園購入の動機となっている。

ナパ・バレーの良質ブドウ生産国や有名ワイナリ
ーは,アメリカ経済が不況にあった時代にもまた

1980年代の農業不況時にも,地価が下落しなかっ

た。資金に余裕のあるこれらの経営は,景気の変

動によりすぐに売却することがなく,安値で売却

することもなかったため,そのような時代にも地

価は高くなっていったのである。そのため,ナパ・

バレーの良質ブドウ園およびワイナリーへの投資
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は,安定した投資と評価され,多くの投資が行わ

れたのであった。

むろん,単に所有権を得ただけでは地価の維持

および上昇は実現できない。この投資動機を実現

するためには,良質ブドウの生産を維持し良質ワ

インを生産し続けることが重要であり,そのため

にブドウ園の管理やワイン生産に注意を払ってい

る。特に,ブドウ園の肥培管理,潅漑調整や糖度

調整は注意が必要なため,細心の注意を払って作

業できる良質の労働力が必要になる。現在,多く

のワイナリーはこのような労働力を確保するため,

レイバー・コントラクターに比較的高い料金を支

払って良質労働力を確保しているが,最低賃金の

上昇や他産業への就労機会の増大等で,良質労働

力の確保が難しくなっている。同ワイナリーでは,

年雇の形で数人のブドウ園管理の労働者を雇用し,

収穫期などにはほぼ毎年同じ人を雇い入れること

で,この問題に対処しているという。

またワイン生産の技術者の確保も課題となって

いる。よい技術者は引き抜きが多く,良質ワイン

を生産し続けるには彼らに高い賃金を払う必要が

ある。同ワイナリーの技術者は,1980年代後半か

ら同じであり,彼らの賃金は他の一般ワイナリー

よりかなり高いと言う。

ナパ・バレーでは,ブドウ園だけへの投資も行

われており,そういうブドウ園のブドウは他のワ

イナリーに販売される。良質ブドウ園の地価はか

なり高いので,共同出資が多いと言われている。

このように,ナパ・バレーでは農外から多くの

資金が投資されているが,それは高級ブドウやワ

インを生産できるブドウ園,ワイナリーを中心と

したものである。またその投資ビヘイビアーも,
一般の農業投資とはだいぶ異なっている点に注意

すべきであろう。

(5)稲作農場(Augest Boegerd氏)でのインタ

ビュー 1

ビッグス近郊にあるAugest Boegerd氏(58歳)

の農場は,農場面積約800エーカーで,そのうち300

エーカーで短粒種を栽培している。他の圃場は中

粒種だがM-401が多いという。同農場は,1910

年代にカリフォルニア稲作が始まった時代から稲

作を続けており,戦前は日本人が経営していた農

場だった。当時使われており今でも残る納屋には,

日本語の落書きなどがあるという。

同農場は,以前はCalroseやM-200系統の中粒

種を生産していた。しかし価格が低く,価格計画

による補助金も少なく,多収量でないと採算が合

わない状況になったため,短粒種の生産を始めた

という。短粒種は,Akitakomachi(アキタコマチ),

Koshihikari(コシヒカリ)であり,1995年から栽

培を始めた。

しかし,短粒種は収量が少なく栽培も難しいと

いう欠点があり,短粒種栽培の技術が不足してい

たため満足できる結果を得れなかった。そのため

同氏は,短粒種技術に詳しい近隣の稲作農民を技

術コンサルタントとして雇い入れた。この技術コ

ンサルタントは,自らも短粒種を栽培している。

これにより短粒種栽培の技術的問題はほぼ解決で

きたが,しかし収量が少ないため,栽培面積はわ

ずかに数十エーカーにとどまったという。

1998年から同氏は,精米業者,チーコ市内に住

む以前農家だった二名と共同出資してパートナー

シップ経営形態で短粒種生産を始めた。同氏の出

資は農地の一部の利用権であり,精米業者と二名

はそれぞれ持ち分比率に応じた資金を出した。資

本金総額は30万ドルである。この300エーカーの経

営はパートナー経営組織とし,代表は精米業者,

同氏と他の二人は出資者となっている。精米業者

は短粒種米確保のため,他の二名は短粒種生産の

利益を求めて,共同出資者となっている。

アメリカの一般的な米流通は,生産者が直接消

費者や小売店に販売する例は少なく,生産者はま

ず精米業者に米を販売する。生産者にはその精米

業者の買い取り価格が問題で,精米業者が精米を

どう販売するかはあまり意識しない。また,CC

Cローンより米価格が安い場合には,精米業者か

らの米代金はローンと同水準となる。低価格時に

はいわばCCCローンを先払いしてもらっている

のである。そのため,CCCローンの申請と受給

も一般的には精米業者が生産者の代理となり手続
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きを行い,生産者はCCC事務所と直接に関係を

持たない。また精米業者は,食料品卸会社や商社

と契約を結び,精米を各社の独自銘柄(ブランド)

の袋に詰め,納入する。袋には粒種のみを表記す

るが,産地や生産農場,粒種番号等を明記する必

要がないため,同じ品種,生産地,生産農場の精

米が銘柄を違えて流通することになるのである。

ただし,一部の銘柄についてはこれとは異なり,

農場自体が精米所を持って独自銘柄で販売する場

合や一つの銘柄だけを精米しその独自銘柄のみを

販売する精米所もある。前者の例が国府田農場の

「國寶ローズ」であり後者の例はWilliams Rice

Milling Co.の「田牧米」である。

このような一般米の流通は,短粒種やM-401

等の中粒種プレミアム米でも同じだが,短粒種や

M-401は生産量が少ないため,精米所の買い入れ

価格が高くなったり不作の場合には購入が難しく

なる場合もある。そのため精米業者は,これらの

品種米を安定的に確保したい希望があり,Augest

Boegerd氏とパートナーシップ経営をしている精

米業者もその点に出資のメリットを求めているも

のと考えられる。

また,二人の共同経営者は,プレミアム米や単

粒種米の価格が高く,300エーカー程度の圃場で丁

寧に米を作れば市場評価が得れる米を安定的に生

産,販売でき,利益も得られると判断し出資して

いるという。

同氏の目的は,販路の確保とリスク回避のため

である。同氏がパートナーシップ経営を提唱し,

他の出資者に持ちかけている。また生産ヒストリ
ーのある同氏が共同経営者となることで,政府の

価格計画補助金を受給したり,商品金融公社(C

CC)ローンをうける権利が発生する。もちろん

300エーカー分の米に関する価格計画およびCC

Cローンの申請,受け取りはパートナーシップ経

営である。

最大の出資者は精米業者であり,約40%を出資

し,二名はそれぞれ15%,同氏が30%を出資して

いる。一部の圃場部分は,同氏がパートナーシッ

プ経営に貸し付ける形となっており,その部分に

ついて同氏は地代を得ている。

同氏がパートナーシップ経営を始めた1998年は,

アジア金融危機のあおりをうけてアメリカの米も

だぶつき,低価格となったが,アメリカ国内に住

む日本人や高所得層の米消費が堅調だったため,

販路に困ることもなく他の米よりも高い価格で販

売できたという。昨年(2003年)は短粒種の生産

量が減ったため,かなりの高価格になったし,史

上最高の栽培面積を記録した2004年にも,価格は

それほど低下しなかった。共同経営者の精米業者

は,最近の高級米不足にあってもこのパートナー

シップ経営により高級米をある程度確保できてい

るし,他の二人の出資者もそれなりの利益を得て

いるから,今のところ経営は安定的である。ただ

し,証券市場がさらに好況になり証券投資利回り

が高くなれば,今のパートナーシップ経営もその

ままというわけにはいかないかもしれないと言う。

以上のように,このパートナーシップ経営の特

徴は,精米業者が加わることで短粒種という高価

格米の生産から精米・販売までの一貫した流れを

自分たちで確保し,それぞれの出資者の投資目的

をかなえている点にある。

(6)稲作農場(Spangler Joint Venturs)でのイン

タビュー2

Spangler Joint Venturs社は,農場面積約4,000エー

カーでほぼすべての農地は所有地である。100エー

カーほどの圃場は,耕作を依頼された借地だが,

この借地は経営的にはあまり意味がなく,在って

もなくてもよい。農地のほとんどを稲作に使って

いるが,水利状況や価格計画の補助金によっては,

小麦や綿花,牧草を一部で栽培する場合もある。

農場はながらく,スパングラー家親子(父と兄

弟四人)のパートナーシップ経営(Partnership

Farm)であり,5～6人の社員のほか,収穫期に

7～8名の臨時雇用をおこなって経営されている。

機械装備は大型トラクター3台,ハロー等のトラ

クターアタッチメントが数セット,コンバイン3

台,大小トラック4台(自家用ピック・アップは

除く),大型乾燥施設等である。4,000エーカー

(1,600ヘクタール)という大規模経営から考える
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と,労働力数や機械装備が貧弱にみえるが,耕起

時や農薬・肥料散布時,収穫時に必要な場合は,

レイバーコントラクターに作業を請け負ってもら

ったり農業飛行機会社に作業依頼しているので,

十分であるという。

1988年に農場を相続した際,株式会社形式の会

社経営として登記した。兄弟による株式比率は平

等である。,それまでは父と兄弟四人によるファミ

リー・パートナーシップ経営だったが,相続時に

株式会社としてSpangler Joint Venturs社を設立し

ている。それまでも稲作経営をおこなってきたの

で,兄弟の出資は土地や機械等が主であり,現金

資本の出資は少なかったが,資本額は200万ドルに

上った。それまでのファミリー経営をそのまま引

き継いで会社組織にしたようである。最近までは

栽培品種はCalrose等の中粒種が主だった。広大な

面積の農場で多様な品種を栽培したり栽培が難し

い品種を栽培するのは,むしろ労働費がかかった

り収量が安定しなかったからである。今でも,経

営の主力はこの中粒種であり,収量も高く維持し

ている。

しかし同農場では2001年から有機米生産を始め

ており,その生産に農外からの外部資金を導入し

ている。

有機米生産を始めた理由は,一般中粒種米価格

が不安定でかつコスト上昇率に比して米価格上昇

率が低いため何らかの対応が迫られたこと,中粒

種のプレミアム米生産も次第に生産量が増えてお

りいずれ市場が飽和状態になると考えられること

等であった。このような経営,市場状況に対して

は,一般的には,経営規模の拡大や収量増大によ

っても対応が可能だが,同社はその方法を採らな

かった。これ以上の経営規模拡大は,圃場確保や

水利確保が難しいこと,乾燥施設等の増設が必要

なこと,収穫後の稲藁消却禁止措置の猶予期間が

終わること,収量の増大は現在の品種では難しい

こと等々がその理由である。

このような判断のもと,同社は有機米生産の開

始を決定したが,有機米認定には残留農薬や残留

化学肥料基準が厳しく圃場条件を整えるまで最低

3年はかかること,肥培管理に労働コストが嵩む

こと,有機米販売ルートを開拓せねばならないこ

と等から,単独での事業開始にはリスクが伴った。

ちょうどそのような時,米を販売していたサクラ

メントの東洋系食品会社から,有機米生産の打診

があり,生産した有機米は精米所経由ですべて販

売してもらえるという取引が持ち上がったのであ

る。生産さえ軌道に乗れば,同食品会社が生産し

た有機米を引き取ってくれるため,少なくとも販

売ルート確保のリスクは解消されることになる。

しかし,栽培にかかるリスクがあったため,た

だちには判断できないでいると,同食品会社から

パートナーシップ経営の打診があり,1997年から

準備を始め,同年から有機米生産のパートナーシ

ップ経営を始めることとなった。栽培面積は約300

エーカーで,同農場の圃場の大半があるところか

ら少し離れた圃場が確保できた。それまで牧草(ア

ルファルファ)の栽培用に確保していた圃場であ

った。牧草栽培時の肥料や農薬散布量も少なく,

比較的早く有機米基準をクリアーできると考えら

れた。出資は,同社が土地利用権と機械等を提供

し食品会社が栽培費やランニング・コストを負担

する契約である。出資比率は地代が高いので同社

が75%を保有していることになる。資本総額は80

万ドルと少ないが,資本総額と実際の経営規模は

大きく異なっている。

このパートナーシップ経営のメリットは,食品

会社にとっては,消費者の人気が高まっている有

機米を恒常的に確保できること,精米所との契約

で自社ブランド有機米を販売でき自社ブランドの

人気を作り出せること,自社ブランドが不可能だ

ったり人気が出ない場合でもランド・バーグ社等

大手有機米生産会社に生産した有機米を販売でき

リスクが軽減できること等にあった。同社のメリ

ットは,有機米生産で先に述べた現状の打開をは

かれる可能性があること,土地と機械等の提供だ

けで栽培費やランニング・コストが不要なためリ

スクが低いこと,食品会社の経営内容が良好で販

路確保のリスクが低いこと等々であったという。

2001年から始まった有機米生産では,雑草除
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草・防除にコストがかかることが懸念されたが,

前年の夏期ハローを多くおこない,圃場の水深管

理を緻密にすることで,比較的スムーズに対応で

きた。ただし乾燥施設の利用では,一般米の混入

を防ぐため乾燥機の掃除を何回か行わねばならず,
一般米の乾燥にも支障が出ることもあった。また

有機質肥料としてコロラド州の有機鶏糞を使った

が,その確保が不安定だったこともあり,肥料の

確保が問題になったこともあったし,肥料散布に

労働費がかかった。しかし,2003年度までは収量

も予想以上であり販売も順調で,ビジネスパート

ナーとも良好な関係を維持することができたとい

う。2004年は有機米価格も低迷し,ランド・バー

グ社への販売価格も下がったため,経営としての

「旨み」はなかった。同社自体は生産費やランニ

ング・コストを負担していないため大きな負担で

はなかったが,食品会社は赤字だったと思われる。

この食品会社は最近,来年度には社員教育用に同

農場を利用したいと打診してきた。具体的にどう

いう使い方になるかは不明だが,同社の方針との

違いがでた場合には,パートナーシップ経営の解

消ということも考えられるという。

このように,SpanglerJointVenturs社と食品会社

のパートナーシップ経営は,消費動向に対応した

両者のニーズを満たすために開始されたが,有機

米という付加価値の高い米の生産が増大し付加価

値部分が減少することで,両者のニーズに齟齬が

生まれ始めている。

(7)野菜農場(Kerry Mckenzie氏)でのインタ

ビュー

Kerry Mckenzie氏(45歳)の農場は,主に野菜

を生産しており経営面積規模はおよそ750エーカ
ーである。そのうち同氏の所有地面積は約400エー

カーで他は7箇所に分かれた借地である。借地は

サリナス川近くとセントラル・バレー中部のフレ

スノ周辺,コリンが地区,ベイカーズ・フィール

ド周辺にある。この借地は,夏期(サリナス川近

く)と秋期(フレスノ周辺とコリンが地区),冬季

(ベイカーズ・ブイールド周辺)の野菜栽培用で

あり,秋期と冬季用の借地は夏期は他の人に貸し

出している。つまり同氏のカリフォルニア中・南

部の借地は夏期の間は又貸しされていることにな

るが,所有者への地代支払いの責任は同氏にあり,

地代さえ払っていれば契約上は問題ない。夏期の

野菜栽培は本拠のあるサリナス地区の農場でおこ

なわれている。

栽培される野菜は多種に及ぶが,夏期には各種

レタス,セロリ,トマト,ポテト,キャベツ,ネ

ギ種等とイチゴも栽培している。夏期の中心的作

物は,各種レタスとキャベツ,セロリである。秋,

冬季には,借地でブロッコリー,カリフラワー,

ネギ,カラシ葉,白菜等を栽培するが,ここ数年

はブロッコリーとカリフラワーの栽培面)が多い。

夏期の圃場への野菜作付け回数は3回～3回半で,

レタス+キャベツ+ブロッコリーや,レタス+キ

ャベツ+麦等を栽培する。サリナスは肥沃なため

また花卉生産との競合により地代が高く,野菜作

ではエーカーあたり1,000ドルを超える場合もあ

る。そのため,利用回数を高めないと採算が合わ

ず,上記のような作付け回数が一般的である。ま

たサリナス川沿岸の農地は特に肥沃で地価,地代

も非常に高く,海岸山脈に近づくにつれて肥沃度

も落ち地価,地代も低下するという。いずれにし

ろサリナス地区の高地価,高地代圃場での野菜栽

培は,価格動向如何では大きなリスクを伴ってい

ると言ってよかろう。

アメリカの野菜供給は,生産者(Grower)と集

出荷業者(packer),流通業者(Shipper)で作られ

る「野菜産業」として形成されている。一般の野

菜農場は,主に生産を担当し,野菜を収穫・箱詰

めしたのち集出荷業者に販売するか,収穫期をむ

かえるとそのまま畑で集出荷業者に販売する。後

者の場合,集出荷業者は収穫作業から箱詰め,集

荷,出荷までを担当し,流通業者はスーパーや加

工業者との契約にもとついて小分けから配送・運

搬までを担当する。このような「野菜産業」では,

生産者は自ら栽培種類や品種を決定しない場合が

多いという。まず流通業者がスーパー,小売店と

納入契約を結び,さらにその契約にもとついて流

通業者は集出荷業者と再契約を結ぶ。集出荷業者
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はまた生産者と再再契約を結び,流通業者との契

約を満たすことになる。流通業者から見れば,商

品(野菜)確保にあたっては集出荷業者との契約

が主たる契約であり集出荷業者と生産者の契約は

Back to Back Contractになるわけである。したが

って一般的な野菜流通では,スーパーや小売店は

流通業者とだけ交渉関係があり,流通業者は集出

荷業者とだけ,集出荷業者は生産者とだけ交渉す

ることになる。むろん栽培期のそれぞれの時期に,

流通業者が生産農場を訪れ生育状況を確認する場

合もあるが,基本的には流通業者と生産者には契

約関係はなく,流通業者が交渉するのはあくまで

も集出荷業者である。

同氏の経営は,単に生産だけ担当する経営では

なく,生産と集出荷業務,流通業務をの三業務を

兼ね備えたものである。つまり「野菜産業」とし

ての経営を行っている。上記の年間を通した生産

確保のための圃場展開も,三つの業務の遂行にと

って必要なことなのである。むろん同氏の圃場だ

けではスーパー,小売店からへの納入量に足りな

い場合もあり,その場合は近隣野菜農場や他地域

の農場からも買い付けを行うし,他の集出荷業者

から買い付ける場合もある。いずれにしろ同氏の

経営は,生産者だけの性格を持つものではない。

かかる「野菜産業」の最近の特徴として,集出

荷,流通の大型化があげられている。アメリカの

生鮮食料品流通では,郊外型スーパーの発展やス

ーパーの大型化等で流通ロットも大型化している。

そのため,流通業者も集出荷業者も取扱ロットの

大型化が必要となっている。また消費者の健康志

向も高まっていることから,生鮮度の向上も必要

となっている。最近の野菜流通では,「1日以内配

送」(One day Delivery:収穫してから1日以内に

店に届くこと)が多くなりつつあり,アメリカの

ような広大な面積の国ではこのための対応が難し

い。それにつれて同氏のような生産者兼集出荷業

者,流通業者は,いかに迅速な収穫,集出荷,流

通の対応をするかが大きな課題となっている。さ

らに,メキシコとのFTA(自由貿易協定)締結

後は,メキシコからの安価な野菜の流入も増え価

格面での競争も高まっていることから,コスト削

減も大きな課題となっている。

むろん他方では,有機栽培野菜やCSAによる

野菜供給など,小型化や生産者と消費者の密着的

あるいはニッチ産業的な野菜供給システムもある

が,野菜供給の主流は上に述べたようなシステム

にもとついているといえよう。

同氏は,このような野菜供給システムに対応す

るため,集出荷場への農外からの出資を募り,コ

リンが近郊,ベイカーズ・フィールド近郊の2カ

所で2000年から株式会社形式の集出荷場(会社

名:California D&S Co.)を経営している。資本金

額は120万ドルである。この集出荷場は,各カ所で

面積約3ヘクタールで保冷施設2棟,分荷・配送

施設3棟等をもち,一日あたり処理量は数千ケー

スだという。そこを拠点として太平洋岸各州とネ

バダ州,中西部等にも野菜を供給している。集出

荷施設を大型化することで,スーパー等からの納

入ロットの大型化,各地への配送の迅速化をはか

ろうとするねらいがある。もちろん同氏の農場で

生産される野菜だけでは納入量に足りないため,

他の農場の野菜も購入している。

同社株主は,同氏の他は中規模スーパーと食料

品卸商社,農業コンサルタントの三者で資本金は

約120万ドル,株式数は1,200株である。議決権は

所有株式に比例し,配当も同じである。同氏が土

地を出資するとともに筆頭株主,社長となり,全

株式の約半数を保有しており,残りの資本金は他

の株主が同額つつ出資している。農業コンサルタ

ントが管理・運営責任者となっている。集出荷会

社設立は借地や労働力手配で関係のあった農業コ

ンサルタントが提案し,取引関係にあった中規模

スーパーと食料品卸商社が参加してきた。両社は,

競争が激化する中での安定的商品確保の面でのメ

リットを求め,同氏は上記のような流通の大型化

への対応と販路の安定化を,農業コンサルタント

は集出荷業への進出をもとめて会社設立が可能と

なった。同氏にとって,業務の拡大は管理能力を

こえる恐れもあったが,農業コンサルタントが参

加することで集出荷業務の管理が可能となるとい
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うメリットもあったという。

この集出荷場の経営は2003年度は黒字だが,保

冷施設の修理等を行ったため,それほどの額では

ない。今年度は配当金を再出資し,メキシコでの

野菜生産とアメリカ国内への輸入を検討している。

ただし,出資者のうち中規模スーパーと食料品

卸商社はこの会社経営への興味を失いつつあると

いう懸念がある。両社にとってCalifornia D&S Co.

を経営するメリットが薄れつつあるからである。

というのは,競争の激化と輸入の増大という状況

下で,当初予定していた両社にとっての安定的商

品確保への対応がCalifornia D&S Co.経営せずと

も可能と考えられるからである。カリフォルニア

州内には大手の「野菜産業」会社が数社あり,全

米規模の会社もある。そのような「野菜会社」に

依頼すれば,「1日以内配送」で必要な野菜を確保

できるであろうし,また売り込みも強化されてい

る。自ら生産や集出荷に直接結びつき商品を確保

する必要性が薄れつつある状況である。そのため,

両社にとってのCalifornia D&S Co.経営は,負担と

はなっていないが必要性がなくなる恐れがあるか

らである。両社はCalifornia D&S Co.が黒字経営の

うちは良いが,赤字となり経営上の負担となった

ときには,経営から手を引く恐れもある。そうい

う場合が生ずれば,同氏と農業コンサルタントが

株を買い取るか他の出資者を捜すことになるが,

同氏は買い取る意向だという。

(8)酪農場(George Bakouris氏)でのインタビ

ユー

ソノマ近郊にあるGeorge Bakouris氏(49歳)の

酪農場は,同氏の兄とのパートナーシップ経営で

ある。搾乳牛150頭,未経産牛200頭,農場面積約

200エーカーの中規模酪農場といってよい。労働力

は同氏夫婦とメキシコ系アメリカ人の雇用労働者

3名,他に随時研修生を受け入れている。給餌や

搾乳は機械化されており,飼料も購入飼料が中心

のため,これだけの労働力で経営が可能だという。

搾った牛乳は,契約にもとついてミルク会社に販

売し,主に大手スーパー(Safe Way)に販売され

るという。加工乳は搾っていない。乳脂肪分はそ

れほど高くないが,消費地から近くまたミルク会

社の加工場に近いため,「妥当な値段」で買い取っ

てくれるという。未経産牛は,乳牛の更新用でも

あるが,生後3ケ月ほどの乳牛を年間100頭程を購

入し1年程飼育して約100頭を販売している。繁殖

は行っていない。牛雄の肉価格が不安定だし,現

在の労働力から言うと繁殖まで手がけるのは無理

だからである。また乳牛価格が安いため,自家繁

殖するより購入した方がコストがかからないと判

断している。

農場は祖父が始め,同氏で三代目となるが,2002

年の父からの相続時に,兄とのパートナーシップ

経営に切り替えた。同氏は父の死まで同酪農場の

従業員として勤務しており,父とのパートナーシ

ップ経営ではなかった。しかし相続に係る兄との

遺産分配は,農場の規模を小さくする恐れがあり

また売却もしたくなかったため,兄とのパートナ
ーシップ経営を提案した。相続時,兄はサンフラ

ンシスコの建設会社に勤めていたが,兄弟での経

営に直ちに同意した。兄は,酪農場を売却して遺

産相続してもかなりの額の相続税を払わねばなら

ないし,弟が農場を管理してくれるならパートナ
ーシップ経営のほうが有利と考えたのではないか

という。また定年退職後は,農場で暮らすという

「ライフ・スタイル」を求めているらしいともい

う。

ただし,通常は兄は酪農に関わる仕事をしてい

るわけではない。農場の名義が共同となっている

だけで,搾乳や管理等の実際の酪農に関わる日々

の仕事は同氏が管理している。同氏は,販売代金

から経営費や諸係り(同氏の妻の賃金も含む)を

差し引いたのち,日々の仕事に対する賃金の他に

「報酬」を受け取り,兄もまた同様な「報酬」を

得ている。この「報酬」分はいわば利益の分配で

あるが,農場持ち分に応じて受け取っている。農

場の持ち分比率は,同氏が60%,兄が40%である。

同額でないのは,母の持ち分を同氏が多く買い取

っているからである(35%を買い取った)。母の相

続分の購入には,銀行からの融資を受けて支払っ

ている。母は相続分を同氏に売却後,ソノマ市の



第1編アメリカにおける農業法人への出資及び経営形態の特徴 99

近くで独立して暮らししているという。

会計と税務は友人の税理士に任せているが,い

わゆる「Shoes Box Account」を行っているわけで

はない。同氏の妻は以前,経理の仕事をしていた

ため,日常の経理は妻が担当している。ただし,

税務や経理上の州の規定が頻繁に変更されるため,

税理士に経理・税務管理を依頼する必要があり,

経営内である程度の記帳をしているため,通常料

金より安くしてもらっている。

兄弟によるパートナーシップ経営のメリットは,

意志決定が比較的迅速に出来ることや会計上の有

利性,連邦政府及び州政府の価格計画上の有利さ,

ミルク・マーケティング割り当て上の有利さなど

がある。また何よりも,農場の存続に有利だとい

う。通常,農場経営者は,子供に農業を継ぐ意志

のある場合には最初は子供を従業員として雇い,

次にその子の相続分に関して親子のパートナーシ

ップ経営にし,次第に一部分(農場の一部)を買

い取らせるか,あるいは引退時に一括して子供に

売るとか小作代を支払ってもらいながら次第に農

場をその子に売っていく等の方法がある。親が死

亡した場合の子供間の相続では,一括売却して販

売代金を配分するか経営を継承した子供が他の兄

弟姉妹に分割で相続分を支払っていく,また子供

達のパートナーシップ経営にしたり株式会社形式

をとり経営を相続した子供が他の子供に配当を支

払うという方法もある。いずれにしても,同一家

系内での相続でも農場の存続が難しい場合もあり,

とくに畜産や酪農の場合には,相続著聞の意見の

相違から農場は牧草地として売却し肉牛や乳牛も

売却する遺産配分も頻繁にあるという。しかし同

氏のように,相続人の間でのパートナーシップ経

営ができると,農場存続が可能だし相続問題も発

生しない。

このように同氏の酪農場経営は,父の死という

機会に相続問題解決と農場存続をかねてパートナ
ーシップ経営を選択したものであり,その限りで

は完全な「農外資本の導入」ではない。しかし,

相続時に農地と農場を維持する方法として,パー

トナーシップ経営を利用した点で,今後のわが国

の相続問題と農業経営の維持問題にいくつかのこ

とを示唆している。

ただし,同氏のパートナーシップ経営も大きな

課題がある。現在,カリフォルニア州の環境規制

は酪農場にも大きな課題を投げかけているからで

ある。というのは,化学肥料使用規制と屎尿処理

管理が厳しくなり,化学肥料の使用量及び使用日

の記帳と提出,農場内及び周辺河川の水質検査が

義務付けられている。過度な無機系肥料の使用や

不十分な屎原尿管理には,罰金から営業停止まで厳

しい罰則があり,とりわけ搾乳施設のある酪農場

には,地下水や疎水の水質保全のための屎尿管理

規制が厳しくなっている。同氏の酪農場でも同様

で,農場一帯がソノマ市の水質保全地域の近くに

あるため,規制と検査が厳しくなっている。この

規制は,一般的には良いことであろうが,屎尿処

理経費が高くなり,経営を圧迫してくる恐れが強

いという。そのため,パートナーシップ経営とし

ての同氏の経営では,たとえ兄とは言え共同経営

に興味を示さなくなりその後には売却を言い出し

かねないという恐れがあるという。兄の40%の持

ち分を買い取ることが出来れば問題はないが,現

況ではそれは経営的に厳しい。

パートナーシップ経営のこのような問題は,同

氏の経営のみではなく,近隣の他のパートナーシ

ップ経営でも生じており,経済的あるいは制度的

な経営環境の変化とパートナーシップ関係の存続

が一つ課題となっている。

(9)農業経済学研究者(William Brigham氏)へ

のインタビュー

William Brigham氏(63歳)は,カリフォルニア

大学バークリー校の資源管理経営学科(元農業経

済学科)の教授である。農業経済学が専門で,農

業経営,農業労働管理等に造詣が深い。同教授に

は,カリフォルニア州の農外からの農業経営投資

に関する動向や課題についてインタビューを行っ

た。

同教授によると,カリフォルニア州に限らずア

メリカ全体での農外からの農業経営投資は,1980

年代の農業不況時以降,低調と考えられるという。
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その理由は下記のとおりである。

まず第一に,80年代の農業不況期以降,農業投

資の利回りが他の投資に比べて低く,その状況は

1990年代半ばの農業の経営環境が比較的良かった

時期にも続いていた。また1990年代後半のリセッ

ション時以降も,農外からの農業経営投資は慎重

になっている。とくに大企業や機関投資家を含む

専門的投資家は慎重である。彼等が農業経営に慎

重なのは,経営投資による配当が低いことも要因

だが,キャピタル・ゲインを得れる農地価格の上

昇が,他の投資先利回りよりも低いからである。

彼らの投資は,経営利益の配当をねらいとしてい

るわけではなく,キャピタル・ゲインが目的だと

考えられ,利回りこそに興味がある。その利回り

が低くIT産業の利回りが高い最近二十数年間は,

農業への投資は興味が出ないのは当然であろう。

また農業経営投資は,政府の価格計画等による

安定的な販売と価格維持が求められるが,価格計

画は受給制限が強く農民の協力がないと難しい。

とくに穀物やミルク,綿花等は価格計画の縛りが

強く,投資家が経営に投資しようとか経営参加し

ようという意欲を喚起しない。農業経営への農外

からの投資は,現在は希なケースであると考えら

れる。1970年代のような条件,すなわち高率イン

フレと低利子率,農産物価格の高騰と農地価格の

高騰等々の条件が再起すれば,あるいは農外から

の農業投資が大規模に起こる可能性もあるが,N

AFTAやWTOを巡る問題山積の状況や農産物

価格の不安定性と低水準の経営環境では,農外か

らの投資を積極的に呼び込む要因は少ないと考え

ざるを得ない。むろん一部では農外からの投資が

行われているが,そういうケースは,地価が高か

ったり上昇傾向を示していたり,いずれにしろキ

ャピタル・ゲインが期待できるか安定的な資産保

全が可能な部門であろう。

最近の農業関係の投資は,農場経営や生産分野

への投資から,加工・流通部門への投資へと移っ

ていると考えられる。集出荷業者や流通業者,販

売業者や商社は,商品の確保という面では,農業

経営投資をしなくとも十分可能だし,場合によっ

ては再契約システム(Back to Back Contrat

System)によって品質と量が確保できる体制にあ

る。そういう状況下で,集出荷業者や流通業者,

販売業者や商社経営が,不安定要素が強まってい

る農業経営や生産分野あるいは農地への投資は,

控えるのが通常であろう。

また1990年代以降,証券投資が好況なことも農

業への農外からの投資が少なくなっている要因で

ある。投資家は,当然のことながら投資利回りを

問題にするし問題とせざるを得ない。企業経営で

経営責任者制や総括マネージャー制が一般的なア

メリカでは毎年の投資効果が問題となるし,それ

は株主への責任とともに経営責任者等のキャリ

ア・アップにも大きな要素となるものである。そ

のため,かつての「ヘッジ・ファンド」のような

計算された「ハイリスク・ハイリターン」なら許

容されるが,農業では「計算できる」要素が少な

すぎる。その点で債権や株式等の証券市場への投

資は許容されることが多く,投資銀行や投資家の

みならず農業関係者さえも,農業投資から証券投

資へと移行していると考えられる。

このような状況は,アメリカ農業のあり方を考

え直す機会ともなっている。つまり,大規模経営

化と大量生産を追い求めてきたアメリカ農業は,

1960年代の労働力確保問題は機械化で解決できた

が,近年になればなるほど経営の不安定性はむし

ろ高まってきた。適正規模をコスト低下に求める

か経営の安定性に求めるかは,経営者の判断によ

るが,現在の機械化によってもコスト低下は限界

になりつつあり,その反面,経営は不安定化して

いるのだから,農外からの資本投資,資本導入に

より経営の拡大を図っても限界となりつつある。

そのことを農業者も投資家も意識しつつあるのが

現況であろう。むろん繰り返すが,経営効率上昇

のための農外資本の導入は,農業経営者の意識で

あり,投資家は利回りこそが問題なのだから,生

産性が上昇しなくとも農外からの投資が進む場合

もある。いいかえれば,配当を求めるのではない

農業経営や農地への投資が進む場合もあるが,そ

れはキャピタル・ゲインを求める投資であり,農
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業経営の発展をもたらすか疑問である。

カリフォルニア州でも農外資本による農地投資

がみられるが,多くの場合それは転用によるキャ

ピタル・ゲインを求める投資で,大都市周辺で起

こっている投資である。人口増大と宅地不足とい

うカリフォルニア州の現状を考えると,この動き

を否定することはできないが,しかしそれを農業

発展のためのあるいは農業経営の発展のための投

資と考えるのは難しい。

農外からの農業への投資は,農業経営者と投資

家との投資目的が一致することが理想であるが,

現実は違いが大きいことが一般的である。その点

の調整や利害の一致,目的の一致をはからないと,

農外からの投資の推進は難しいし多くの問題を生

むであろう。

5おわりに－

力リフォルニア州における農業法人への出

資状況の特徴－

以上のようなカリフォルニア州における農業経

営への農外資本の出資状況については,下記のよ

うにまとめることができよう。

まず第一に,投資利回りを追求する資本の場合

には,農業の経済環境の悪化や不安定性を嫌い,

農業経営及び農地を含む農業部門への投資を避け

る傾向が指摘できる。またIT産業を中心とする

アメリカ経済の発展を反映した証券市場の好況に

より,証券市場への投資を優先する傾向もある。

証券投資は本来的には企業の資本調達等の機能を

持つが,同時にそれは投機的市場としての性格を

持ち,短期に利回りを確保したりキャピタル・ゲ

インを実現できるという性格もある。一方農業分

野の投資は,一般的には投資効果や利回りの実現

に証券市場より長い期間を必要とし,そのため短

期投資資本の流入は期待できない分野である。長

期投資資本の場合でも,流動性の低下が予想され

るため,相当程度の利回り,キャピタル・ゲイン

が予想できないと投資意欲がわかない分野である。

1970年代ような極めて良好な農業の経済環境が実

現された場合には,農外からの資本流入も大規模

に発生したが,そのような経済環境は現状では期

待できない。

むろん農地投資にはデベロッパーによる開発目

的の投資も存在するが,それは農業経営や農地の

農業利用を目的とするものではないため,一般的

な農業への農外資本の投資とは区別すべきであろ

う。

アメリカ農業のような,比較的資本市場に依存

する資金調達を行う農業にあっても,農外資本の

農業投資にはこのような特徴を見て取ることが出

来よう。

第二に,しかし,現実に農業経営や農地への農

外からの投資も存在する。その場合には,上に見

てきたように,農業関連企業や個人による投資と

いうかたちが主流であり,全く農業に関係のない

企業や個人の投資は少ないといえよう。農業関連

企業や個人による投資では,稲作農場や果樹農場

の報告に見られるように,有機農産物生産や高付

加価値農産物の栽培等に関連農外資本が参加して

くる例もある。その場合には,市場評価が高く他

の農場では栽培が難しい農産物や業務提携による

メリットが投資動機であり,一般的な農場経営へ

の投資ではない。

現状のアメリカの農産物消費の大勢は,大量消

費と低価格品消費であり,日本でいう「わけあり

農産物」や「有機農産物」の消費はまだ少なく消

費者層も高所得層や高学歴層に集中していて,一

般的とは言い難い。農産物の「品質」評価も,「鮮

度」や「栽培方法」,「概観」等より「栄養素含有

量」や「食べやすさ」,「加工の安易さ」等々にお

かれている。そのため,高価格で消費が安定して

いる特別な栽培方法の農産物や高付加価値農産物

の市場は比較的狭いのである。

かかる市場動向を反映し,農外からの農業経営

への資本参入や農地投資は,有機農産物生産や高

付加価値農産物の栽培等を中心にしているものと

いえよう。

むしろ農外資本の農業関連投資は,野菜農場の

事例に見たように,施設投資や流通・加工部門で

行われることが多いと考えられる。農産物の品質
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格差意識が低く商品差別化が価格に反映しない状

況下では,生産に投資するメリットは少ない。む

しろ農産物は農場から豊富に確保できるから,そ

の流通・加工分野を強化することで投資効果を高

めようという投資ビヘイビアーが顕著となる。

第三に,ただし特別な農産物あるいは農地の場

合には,主として節税やキャピタル・ゲインのた

め,農地及び農業経営投資が行われる。ナパのワ

イナリーの事例に見たように,その農地やその経

営以外では実現できない特殊性を維持できる場合

には,農外からの資本投資,資本流入があり,農

外資本による農業経営が行われている。しかしそ

のような例はむしろ希であり,特殊な条件下で行

われている投資であると考えるべきであろう。

また第四に,相続対策としての農外資本,資金

の経営参加もある。酪農場の事例にみたように,

農場所有の流動性が高いと言われるアメリカにお

いてさえ,農場の相続は家族及び遺族にとって大

きな課題である。農場の存続という意味において

も相続税対策という意味においても相続は煩雑で

高価な対応が必要であって,農業の経済環境が悪

化している場合にはなおさらそうである。そのた

め,経営を担当できる相続人がいる場合には他の

相続人とのパートナーシップという経営形態をと

り,他の相続人の資本が農外からの資本参加とな

る。経営を担当する相続人がいない場合でも,農

業経営コンサルタントやマネージャーによる経営

が可能なため,相続人によるパートナーシップ経

営が登場しているものと考えられる。


