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1北ダコタ州における協同組合法人型・農

村地域振興型農業経営の事例

(1)北ダコタ州の会社農業規制法および関連法

制

①農業の定義と会社農業の原則禁止
一般にCorporate Farming Lawと呼ばれる会社農

業規制法は,北ダコタ州の場合,特定有限責任会

社(Limited Liability Company,略称LLC)につ

いての規定を加える改正を受けて,「北ダコタ州

法典」(North Dakota Century Code)第10-06.1章

「会社ないし特定有限責任会社農業(Corporate or

Limited Liability Company Farming)」として定めら

れている(1)。それは中西部諸州で見られる同種の

会社農業規制法の中でも,家族の範囲による所有,

経営,労働従事を相対的に厳格に要請する内容に

なっている。

まず規制の対象になる「農業」(farming or

ranching)の範囲は,農作物ないし家畜の生産のた

めの耕作,家畜飼育ないし畜産物生産,家禽飼育

ないし家禽生産物の生産,生乳ないし乳製品の生

産,果実ないし園芸生産物の生産と,広く定義さ

れる(2003年版北ダコタ州法典第10-06.1章01条。

以下,法典10-06.1章01条と表記)。「農地」とは,

これらの活動のために使用される土地である。

その上で,会社および特定有限責任会社による

農地の所有ないし借入,および農業経営は,本法

に規定される要件を満たす場合以外は禁止される

(原則禁止)。

なおアメリカ商法における利益目的事業体の主

な種類としては,「個人事業主」(Sole

Proprietorship),「パートナーシップ」(Partnership)

(後述のようにいくつかの種類がある),株式会社

(Corporation),特定有限責任会社(LLC)があ

り,このうち個人事業主とバーナーシップは事業体

自体が会社としての法人格は持たないとされる(2)。

したがって個人事業主とバーナーシップはここで

いう会社農業・農地取得の「原則禁止」の対象外

なのであるが,ただし農業経営ないしそのための

農地取得を行なうパートナーシップの構成員(パ
ートナー)に会社が含まれる場合は,その会社は

(株式会社のほか,特定有限責任会社,農協の場

合も)本法による会社農業規制の要件を満たして

いなければならない(法典10-06.1章02条)。換言

すると,もっぱら自然人たる個人をパートナーと

して構成されるパートナーシップは,本法の規制

を受けずに農業経営,農地取得を行なうことがで

きる。

またアメリカ商法が定める企業形態には,日本

の合名会社,合資会社,有限会社に直接相当する

ものはないとされる。このうち合名会社(無限責任

社員だけによって構成される)に近いものとしてジ

ェネラル・パートナーシップ,合資会社(無限責任

社員と有限責任社員によって構成される)に近い

ものとしてリミテッド・パートナーシップがある

が,いずれも「会社」とは言えない。また有限会

社は社員が少人数であり持ち分の公開制・譲渡性

が制約される点でアメリカの「会社」のうち閉鎖

会社(Closed Corporation)に近いとされるが,ア

メリカ商法では閉鎖会社,開放会社の両方を包含

して「株式会社」(Corporation)としている(3)。

したがって以下本稿では,Corporationを株式会

社と呼ぶことにする。

②農業経営ないし農地取得が認められる株式

会社の要件

株式会社ないし特定有限責任会社が,農業経営

ないし農地取得をすることができるためには,次

の全ての要件を満たしていなければならない。

第一が,所有権者(株式会社の株主,あるいは

特定有限責任会社の構成員)の数と範囲の制限で

あり,所有権者数は15まで(法典第10-06.1章12

条1項),また所有権者相互は直系で3親等(曾祖

父母－曾孫),傍系で4親等(実のいとこ同士)

以内の血族・姻族関係になければならない(同条

2項)。

また各所有権者は個人であるか,あるいは個人

の利益だけを代表する信託財産ないし遺産でなけ

ればならない。ただし個人所有権者と信託財産な

いし遺産の受益者数との合計も,15以下でなけれ

ばならない(同条3項,4項)。

第二が役員要件であり,株式会社ないし特定有
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限責任会社の役員は,全員が当該農場の経営に能

動的に従事している所有権者でなければならない

(同条6項)。

第三が農業従事要件であり,所有権者の少なく

とも1名が農場に居住しているか,あるいは農場

を経営している個人でなければならない(同条6

項)。

第四が事業要件であり,過去5年間(創業後5

年未満であればその年間)を平均して粗収入の

65%以上が当該農業経営からのものでなければな

らない(同条7項)。同時に株式会社または特定有

限責任会社の粗収益のうち,農業以外の地代収入,

農業以外の特許権等使用料収入,配当金,利子,

および年金等受給金が25%を超えてはならない

(同条8項)。

以上のように,法人格を有する会社(株式会社

と特定有限責任会社)の農業参入については,も

っぱら家族(上述のようにその範囲はやや広く取

っているが)による農地と農業経営の所有・支配,

およびわが国でいう耕作者主義にも類似した「農

地権利取得者による農場経営」原則が明確に規定

されているのである。

なお協同組合の場合は,その組合員の75%以上

が実質をともなった農業経営者であれば(農場に

居住するか,あるいはその生計を主として農業に

依拠している),上に見た株式会社・特定有限責任

会社の農業参入要件とは関係なく,農地取得や農

業経営を行なうことができる(法典第10-06.01章

08条)。

③パートナーシップ,特定有限責任会社,有

限責任パートナーシップ

(ア)パートナーシップ制度の概要

元来パートナーシップには,無限責任を負う出

資者であるパートナー(ジェネラル・パートナー)

からのみ構成されるジェネラル・パートナーシッ

プと,ジェネラル・パートナーおよび出資額の範

囲内だけの有限責任を負う出資者たるリミテッ

ド・パートナーの両方から構成されるリミテッ

ド・パートナーシップという,2種類が存在した。

このうちリミテッド・パートナーシップにおいて

は,無限責任を負うジェネラル・パートナーが経

営権を持ち,有限責任のリミテッド・パートナー

は経営に参画しないというものである。

なおこれらパートナーシップの根拠法は,連邦

レベルで示された模範法にもとつく統一的な内容

のUniform Partnership Act, Uniform Limited

Partnership Actが各州で制定されており,北ダコ

タ州の場合は州法典第45-10.1章がリミテッド・パ

ートナーシップ法となっている。

ジェネラル・パートナーは,パートナーシップ

設立に際して州務長官に登録されるパートナーシ

ップ証明書の中で個別に特定されていなければな

らない(当該パートナーシップ事業体に信用供与

を行なおうとする者等が,随時閲覧できるために)

(法典第45-10.1章08条)。またパートナーシップ

の事業内容やパートナー間の出資,分配,意志決

定,加入・脱退要件等についてはパートナーシッ

プ協定に定め,パートナーシップにおいて記録保

存する(回章01条25項ほか)。

所有権の異動という点では,まず無限責任のジ

ェネラル・パートナーの場合,追加加入はパート

ナー協定文書の規定にもとつくか,あるいは全パ
ートナーの合意によって可能となる(同章25条)。

脱退は,協定の規定に則ったものであれば他の全

てのパートナーに対する文書による通知によって

可能となる(同章35条)。またジェネラル・パート

ナー自体が破産や経営再建の対象になった場合な

どは,ジェネラル・パートナーの資格を失う(同

章26条)。いずれにせよジェネラル・パートナーの

変更は,パートナーシップ証明書の修正とその再

登録を必要とする(同章09条)。

いっぽう有限責任のリミテッド・パートナーは,

追加加入は既存のリミテッド・パートナーからの

持分譲渡ないし委任によるものとされ,それは協

定の規定にもとつくか,協定に規定がなければ全

パートナーの合意によって可能となる(同章20条)。

また脱退は,協定の脱退規定にもとつくか,そう

した規定がなければ他のパートナーに対する一定

期間をおいた事前通知によって可能となる(同章

36条)。
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こうしたパートナーシップは,(ア)会社としての

法人格を有しないが設立手続きが簡易で,また株

式会社のような組織構造とその運営に対する法規

定(取締役会の設置,開催,議事録保存の義務を

はじめとする)もなく,さらに(イ)事業体そのもの

は所得税が課されず,その出資者たる構成員への

分配所得だけを課税の対象にする(単一段階課税)

ことで,小規模事業体の起業と活動を促進するか

わりに,(ウ)事業体の債務について出資者(構成員)

個人も責任を負う(つまり無限責任)という企業

形態であった。

(イ)特定有限責任会社(LLC)と有限責任パ
ートナーシップ(LLP)

しかし小規模事業体の起業が経済政策,とりわ

け地方の経済活性化施策の上でいっそう重視され

るようになる中で,パートナーシップでは必ず無

限責任構成員を置かなければならない,それを避

けて全ての出資者を有限責任とするためには株式

会社形態を取らなければならない(そうなると会

社設立・運営が煩雑となり,かつ原則として会社

そのものと出資者の両方が所得税の課税対象にな

る二重課税の扱いを受ける)ということが,制約

として認識されるようになっていった。

この制約を突破するべくまず編み出されたのが,

特定有限責任会社(LLC)である。特定有限責

任会社は,株式会社のように全ての出資者を有限

責任としつつ,同時にパートナーシップや協同組

合のように単一段階課税扱いを受けることができ

る会社形態である。加えて意志決定方式について

農協のような1人1票制を取ることも可能で,か

つ農協とは異なって非農業生産者による出資も受

け入れることができる等の柔軟性をもった制度と

して導入された。1990年代になって,原料農産物

を生産・出荷する農業生産者を出資組合員として

付加価値農産物の加工・販売事業を行なう新しい

タイプの農協として新世代農協(New Generation

Cooperative)が北ダコタ州などで叢生していった

が(4),同様の事業を非農業生産者である農村住民

等の出資も受け入れて実施する企業形態として,

この特定有限責任会社がしばしば活用されること

になった。

しかし,特定有限責任会社は上述のようなメリ

ットを持つものの,パートナーシップと比べれば

設立や運営が煩雑であるため,小・零細規模事業

者が企業形態として選択するのは依然として容易

とは言えない。この点を改善すべく次に編み出さ

れたのが,有限責任パートナーシップである。

そこではパートナーのうち経営に直接参画する

ジェネラル・パートナーも,故意や瑕疵がない限

り有限責任だけを負うことになる。言い換えれば,

無限責任を負う構成員を持たない(全ての構成員

が有限責任のみを負う)パートナーシップである。

この企業形態は,小規模事業体の起業をいっそう

容易にするためにリミテッド・パートナーシップ

の亜種という位置づけで近年いくつかの州で法定

されるようになった制度であり,その呼称は北ダ

コタ州ではLimited Liability Limited Partnership(L

LLP)だが,単にLimited Liability Partnership(L

LP)とする州もある(例えば北カロライナ州や

アイオワ州)。本稿では特定事業体の固有名詞では

なく一般的な制度を指す場合は,後者にならって

有限責任パートナーシップ(LLP)と表記する。

なお農業生産との関係では,特定有限責任会社

は,その定款によっては協同組合的な運営を行な

うことも可能であるとはいえ農協そのものではな

く,またパートナーシップでもなく,あくまで会

社組織であるから,北ダコタ州のような会社農業

規制法をもつ州ではその認可要件を満たさない限

り農業そのものを行なうことはできない。

そこで,(a)全出資者が有限責任,(b)単一段階

課税,(c)起業と運営が容易,(d)農業生産者以外

の出資も可能,(d)直接的農業生産が可能という属

性・メリットを具有しようとする場合は,有限責

任パートナーシップが有力な選択肢になる。

以下で検討する北ダコタ州の事例のうち,ダコ

タ・プレーリー・ビーフ農協は協同組合農業参入

の規定に沿った農業法人である。またノースウエ

スト・デイリーLLLPは有限責任パートナーシ

ップであり,したがってその構成員が個人,パー

トナーシップ,ないし農業参入可能法人(協同組
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合,株式会社,特定有限責任会社)の範囲に限定

されているパートナーシップ事業体として,直接

農業生産を行なっていることになる。

(2)条件不利地域・北ダコタ州の経済再生政策

と農業付加価値戦略

北ダコタ州は農業生産を含めて,産業地域とし

ては市場遠隔地である。人口は非常に稀薄であり,

油田があるため石油産業が一定の成立をしたもの

の,工業立地はきわめて限定されている。そうし

た基礎条件の上に1980年代は農業不況と,石油産

業をも直撃する経済不況の悪影響を強く受け,人

口流出が深刻化した。

こうした事態に対して,州政府のイニシアティ

ブの下で地域経済回復戦略が策定・実施されるこ

とになり,その中で農場数の維持(農民層分解=

農業の人口扶養力低下の抑止)とそのための農産

加工産業や革新的高付加価値農業の振興が重要な
一環として位置づけられた。そして州政府による

包括的な開発プログラムにおいても,それら農業

付加価値戦略を具体化し,それを担う事業体の創

設や展開を促進するための支援策が整備,実施さ

れていったのである。以下,これらの経過をごく

簡単に要約しておこう。

①北ダコタ成長法(Growing North Dakota

Act)によるプログラム

上述のような地域経済不況から脱却するべく,

官民合同の振興協議会的組織として大ノースダコ

タ協会が,中小企業専門研究者の協力をえて「ビ

ジョン2000」と呼ばれる経済発展方向の提言を作

成した。このビジョンにもとついて州は,先進的

農業と食品加工業,エネルギー産業副産物開発,

移出型サービス・観光業,先端的製造業,の4つ

を戦略的発展産業に指定した。

こうした提言と戦略を推進するための包括プロ

グラムを盛り込んだのが1991年成立の北ダコタ成

長法である。同法は第一に州人口の全体としての

維持,およびいかなる地域の人口流出率も5%以

下とする,第二に製造業雇用を倍増する,第三に

専業的農業経営の現在数を維持する,第四に新た

な移出型サービス産業雇用を創出する,そして第

五に州民1人当たり所得を生活費調整値で全国平

均並みに引き上げる,といった目標を掲げた。

その目標実現のために,新世代農協などによる

農業の高付加価値化や農場所得増加の取り組みを

支援するために新設ないし増強されたプログラム

は,主に次のようなものである。

(ア)北ダコタ州立銀行(The Bank of North

Dakota)の支援融資

同銀行の利益を,包括プログラムへの州政府支

出として投入するが,そのうち農産加工関連事業

へは主として4種類の支援融資が組まれた。第一

が,協同組合出資融資プログラム(Coop Equity

Loan Program)であり,農業生産者が州産農産物

を原料とする農産加工事業体を創設する際に行な

う出資持ち分購入のための借入に対して,その

60%までを低利融資する。まさに新世代農協の創

設時出資を想定したものである。

第二が,ENVESTと呼ばれる融資制度であ

り(Value Added Ag Equity Loan),基本的に第一

のそれと同様だが,融資対象者は農業生産者だけ

でなく州内居住者一般である。

第三が,アグペース(Ag Pace)融資であり,農

業生産者自身が農場内で非農業的事業,あるいは

非伝統的農業を新規に開始する場合に,施設・装

備等の購入資金に対して利子補給付き融資を行な

う。次のペースの農業者向けバージョンである。

第四が,ペース(Partnership for Assisting

Community Expansion)融資であり,製造業および

情報産業の新規創設に対して,利子補給付き融資

を行なう。

(イ)農産物利用委員会(Agricultural Products

Utilization Commission, APUC)の強化

農産物利用委員会は1979年に設立された州政府

の外郭組織であるが,これが1991年法で大幅に拡

充され,その一環として農産加工事業開発プログ

ラムへの助成制度が整備された。

その内容の第一は,基礎研究・応用研究助成で

あり,具体的な事業と結びついた,あるいは迅速

な商業化の可能性をもつ農産物および農業副産物

の利用と加工に関する研究への助成である。
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第二は,販売・利用助成であり,農産物・副産

物の販売促進のための適切なマーケティングプラ

ンの開発,あるいはその実施に対する助成である。

第三は,協同組合販売助成(新設)であり,農

産物の生産,加工,ないし販売について革新的な

マーケティングプランを開発しようとする,協同

組合ないし協同的協定を結んだ生産者集団に助成

する。

第四が,農場多角化助成(新設)であり,家族

農場が非伝統的な作物,家畜(例えばバイソン),

ないし農場内農産加工事業へ多角化するための,

試験研究や試験的販売などへ助成する。

②農村電力協同組合や郡・自治体関係機関に

よる支援

1990年に,北ダコタ州農村電力協同組合協会

(North Dakota Association of Rural Electric

Cooperatives,NDAREC)の内部に,農村開発

支援を担当するセクションとして協同組合開発セ

ンター(Cooperative Development Center)が創設

された。同センターは,農務省農村企業・協同組

合局所管の農村開発資金を中心とする連邦政府助

成金にもとつく農村開発と,NDAREC会員で

ある農村電力・電話協同組合などの協同組合によ

る地域開発を支援するという二つの目的,側面を

もっている。

同センターの具体的業務の中心は,センター配

属専門スタッフによる協同組合的手法をつうじた

農村開発への支援活動である。

そのスタッフであるが,責任者には元州政府経

済開発委員会スタッフで,北ダコタ成長法起草に

も深くかかわったペイトリー氏(William Patrie)

があたり,その下に4名の専門員がおかれている。

支援活動の主内容は,農村付加価値事業を生産

者・地域住民に例示し,提案していく。そして新

世代農協ないしその他の法的形態の事業体を創設

するための,技術的,法的,組織・運動的な支援

を行なう。その際,当然ながら州政府や農産物利

用委員会が提供している融資や助成プログラムを

最大限活用するようアドバイスしている。

以上,北ダコタ州において農業付加価値戦略と

それを担う事業体の創設が促進されてきた背景を

要約すれば,次のようになろう。

第一に,1991年に最初に制定されてその後も更

新されてきた「北ダコタ成長法」(直近は1999年

法)によって整備・強化された州政府による包括

的な開発支援プログラムの中で,農産加工事業や

革新的高付加価値農業が戦略的新興分野として位

置づけられた。

第二に,そうした州プログラムの重要な一環と

して州立銀行の支援融資,農産物利用委員会AP

UCをつうじた創業支援助成金,州商務省(旧経

済開発財務省)からの資金援助が実施された。

第三に,農村電力協同組合が,連邦農務省の出

資と独自原資からなる基金を使った融資や,各単

協ならびに州協会(NDAREC)に設置された

農村開発支援セクションによる組織化,運営およ

び技術上のサポートが提供された。

以上に加えて第四に,自治体系統では,州内を

8つの地区に分けて郡政府と連邦政府の出資によ

って設置された地域計画会議(Regional Planning

Councils),多くの郡(52郡のうち42群)が郡財政

によって設置している雇用開発機関(Job

Development Authorities,JDA),ならびに市レベ

ルで民間人出資,市自治体出資および連邦小企業

庁(Small Business Administration, SBA)助成に

よって設置された開発公社(Development Corporations)

が,連携をはかりながらそれぞれの立場から開発

プランニングと事業体創設支援に関与する体制が

作られている。

農産加工業あるいは高付加価値農業を具体的に

担う事業体としての新世代農協,特定有限責任会

社,さらに有限責任パートナーシップは,こうした

背景と支援体制のもとで成立していったのである。

(3)ダコタ・プレ-リ-・ビーフ農協(新世代

農協)

－素牛生産者の出資によるブイードロッ

ト農業生産法人－

①新世代農協とは何か

(ア)背景としての農業・食料セクターの「工業化」

今日,アメリカを含む各国の農業・食料セクタ
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ーは「工業化」と「グローバル化」というキーワ

ードで表現することができるような構造変化を遂

げてきている。このうち特に前者について,新世

代農協が登場する背景や意義を考察する上で必要

最小限の範囲で,簡単に整理しておきたい。

「工業化」(industrialization)とは,その現象面

から見れば概ね次の三つの事態の総合としてとら

えることができる。第一は,農業投入財供給から

農業生産,流通,加工,外食等にいたる諸個別産

業からなる農業・食料セクターの商品連鎖(付加

価値連鎖)が,ますます長く大きくなること(拡

延すること)である。その結果,同セクター全体

における農業自体の付加価値形成上の比重はます

ます低下するし,また農産物はますます第一次的

な原材料にすぎない存在になっていく。

第二に,同セクターの各段階をなす諸産業にお

いて,それぞれ生産と資本の集中・集積が進展し,

重要な諸部門において寡占的市場構造,競争構造

が形成される。その結果,寡占的構造を形成した

部門の企業による競争行動が製品差別化競争,市

場細分化競争といった非価格競争や,さらに調

達・販売に関する競争抑制的行動ヘシフトし,そ

のことがセクター内の川上あるいは川下の他産業

に大きな影響を及ぼすにようになる。

第三に,そうした資本集約化にともなう資本リ

スクの低減,製品差別化,市場細分化,競争抑制

効果の追求等を背景に,特定の形質をもった原材

料調達路や製品販路の安定的・排他的な確保,原

材料や製品の品質管理の厳密化,自社製投入財・

消費財の優先的な使用の促進や知的所有権の保護

などを目的とした,川上と川下の諸段階間での垂

直的な結合関係(垂直的整合)の強化である。具

体的な結合関係としては,所有権による完全な統

合から,各種の固定的契約関係や戦略的提携など

様々な形態が展開している。

こうした意味での「工業化」が進展する結果,

農業・食料セクターが最終的に供給・販売する商

品は,資本集約的な農業投入財を利用した農産物

に,ますます高次の加工・調理・特定機能・サー

ビスを付加した「食品」になっていき,セクター

全体で形成される付加価値は増大する。しかしそ

れら「食品」の第一次原材料を生産するにとどま

る農業やその単なる集出荷業に付与される価値部

分は,反比例的に縮小していく。

そこで農業生産者やもっぱらその集出荷事業を

担当してきた農協が経済的地位を維持・強化しよ

うとすれば,農業・食料セクターにおいてより多

くの付加価値の形成と取得にコミットすることが

必要になる。そのためには,セクター内の商品連

鎖においてより多くの産業段階・付加価値段階(主

としては川下方向の段階)に進出すること,自ら

がコミットする諸段階の間の垂直的整合を強化す

ること,これらをできるだけ自らの主体性(イニ

シアティブ)の下に進めることが,重大な課題に

なっているのである。

新世代農協は,このような農業生産者やその協

同的事業体が直面する農業付加価値部門への進出

と垂直的組織化という課題に対する,農業者や農

村の側からの一つのアプローチとして位置づける

ことができる(5)。

(イ)新世代農協の特徴と資本形成上の枢要点

アメリカ中西部における新世代農協を事業内容

と組織構造の面から,従来型農協と対比しながら

簡単に特徴づけると,以下のようである。

第一に,それらは端緒的には1970年代・80年代

に起点を持ち,1990年代に上述のような地方政府

における積極的な位置づけをも背景に数多く設立

されるようになった。地理的には北ダコタ州,ミ

ネソタ州にもっとも集中し,その後その他の中西

部諸州やカナダにも波及した。

第二に,中西部穀物地帯の従来の多くの農協が

未加工農産物販売と生産資材購買を主たる事業に

していたのに対し,新世代農協は農産物付加価値

事業(主として加工,および特産品販売)に専念

している。

第三に従来型農協が組合員資格について非常に

開放的で,加入・退出が事実上無制限であったの

に対し,制限的な組合員資格方式を取っている。

具体的には,(a)相対的に多額の出資を事前に行な

うことを要件とする(従来型農協では加入時の出
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資は名目的なだけの少額で,多少とも農協と取引

があればよい),(b)農協と組合員との間で,原材

料農産物について法的拘束力のある出荷権利・義

務関係(契約)を結ばなければならない(従来型

農協では農協は組合員出荷物を無制限に受け取ら

なければならないが,組合員の側には出荷義務は

ないという片務的関係)。

第四に,組合員を,農業生産者としてと同時に

投資家的でもある利用者として位置づける所有

(出資)および分配の方式を取る。具体的には,

(a)一般に「出荷権利株」(delivery right share)と

呼ばれる出資持ち分を事前に購入しなければなら

ないのだが,それは原材料農産物の出荷権利・義

務量と比例的に結合している(例えば小麦1ブッ

シェル=1株,肥育済みバイソン1頭=1株など)。

そして出荷権利株は譲渡可能であり(つまり所定

の要件を満たす買手が現われれば譲渡によって償

還できる),またその価値は農協の業績を反映して

増減する。従来型農協では,出資持ち分(各組合

員名義に分配はされたが現金で払い戻されずに農

協内の組合員持ち分口座に留保されたその累積額

は,しばしば多額になっている)は譲渡すること

は不可能で,脱退やリタイや時の償還もきわめて

緩慢であり,それも額面か簿価の低い方でしか償

還されないのとは大きく異なる。

また,(b)出荷権利株に対して農協純利益のうち

比較的高い割合(80%程度の場合もあった)の現

金配当を目標としている。従来型農協では利用高

配当のうち現金配当は20%程度が多く,残りは各

種形態で留保されている。なお出資高配当につい

ては日本と同様に州法等によって典型的には8%

までに制限されており,かつ実際には大半の農協

が出資高配当はしていないのだが,出荷権利株の

場合,出資高配当は同時に利用高配当でもあるた

め,協同組合原則の出資配当制限に抵触しないと

ころがミソになっている。

このように新世代農協の所有・出資構造上の独

自性は「出荷権利株」方式に体現されているわけ

だが,同方式をとるのは基本的に,農産加工など

の高付加価値事業を農村部において農業者のイニ

シアティブで起業するのに必要な自己資本を集め

るためである。

すなわち農産物の単なる集出荷事業,共同販売

事業と比べて加工等の高付加価値事業はより資本

集約的であるが,都市部・産業集積地・消費市場

の企業や投資機関から遠隔農村部へ資本を誘因す

るのは容易ではないし,また実現したとしても農

業者・農村構成員の主体性を保持することが困難

である。

いっぽう多くの商業的農業経営者は企業的経営

マインドを身につけ,また個人レベルの資産運用

が広範に動員されている今日のアメリカ金融市場

の状況下にあっては,農業経営者の投資・資産運

用行動もそれら市場との比較を全く抜きには成立

しがたい。

そこで一方で協同組合という枠組みが持つメリ

ットを保持しつつも,他方で従来型農協が持って

いた資本体(出資対象)・事業機会としての弱点,

とくに出資と利用がほとんど無関係なほどに乖離

しているのでフリーライダーを抑止できずに,利

用のためには出資するというインセンティブを欠

き,組合員の機会主義的出荷行動(各自の短期的

利益にもとついて農協に出荷したりしなかったり

する)も抑止できないこと,また出資に対する報

酬が強く制限されており,加えて持ち分の譲渡が

不可能なので投資の回収も困難であることから,

長期にわたる事業やリスクを伴う事業への出資が

忌避されること(受益期間問題,資産運用選好問

題)等を克服するツールとして,出荷権利株方式

が位置づけられているのである。

このような新世代農協の具体的な事業分野とし

ては,1999～2000年時点で集計することのできた

59農協について見ると,トウモロコシ加工(ドラ

イ方式のコーンエタノール製造や亜硫酸溶液浸漬

方式のコーンスターチ関連品製造),小麦加工(パ

スタ製造や冷凍ベイキング品製造など),食肉処理

加工(豚,牛,バイソンなど),油糧種子搾油や特

産チーズ製造といった農産加工事業が多くを占め

るが,飼料農産物を原料とする一種の「農産加工」

としての動物飼養事業(採卵鶏,養豚,養魚,肉
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牛飼育など)も13農協あった(6)。これらは養魚を

除けば会社農業規制法の対象という意味でも「農

業」に該当し,したがって北ダコタ州においては

農業者を主たる組合員とする農協という企業形態

であることによって参入が認められる農業生産法

人ということになる。以下で取り上げるダコタ・

プレーリー・ビーフ農協は,そうした協同組合型

農業生産法人の一例である。

②ダコタ・プレーリー・ビーフ農協の設立と

組織概要

(ア)設立の背景

ダコタ・プレー-リー・ビーフ農協(Dakota Prairie

Beef。以下,略称としてはDPB農協を使用)は,

北ダコタ州のもっとも南西端に位置するボウマン

郡にあって南ダコタ州境まで10数マイルのスクラ

ントン市に立地する,フイードロット型肉牛受託

肥育を事業とする新世代農協型協同組合である

(このような受委託による肉牛肥育をcustom

feedingと呼ぶ)。

スクラントン(現在の人口約300人)はかつては

農業を除けば近接する露天掘り炭鉱に支えられる

町であったが,その閉山によって地域経済の主柱

を失うことになった。炭鉱の存続とセットになっ

た火力発電所の誘致活動が不成功に終わったこと

で,町は再び農業と農業協同組合をベースとする

地域経済開発の方途を探ることになった。

同市に本拠をおく1914年設立のスクラントン農

協(Scranton Equity Exchange)は,事業領域を隣

接する4郡に広げつつ,大型広域農協にもアグリビ

ジネス企業にも吸収・統合されずに独立農協とし

て存続している。事業分野としては穀物エレベー

ターによる販売事業,肥料農薬供給・作業受託サ
ービス,飼料製造のほか,ガソリンスタンド・自

動車部品販売修理,小売店経営も行なって,組合

員だけでなく地元住民へもサービスを供給しなが

ら,町と郡経済における中心的な企業として活動

してきた。

このように地域経済において農協が重要な役割

を果たしてきたという経緯も一つの背景にして,

町,スクラントン農協,郡行政,農村電力協同組

合などは農業資源をベースとし協同組合的な組織

形態をとる付加価値事業体の起業を模索してきた。

その一つが肉豚肥育事業を行なうウェスタン・ダ

コタ・ポークであり,それは新世代農協として設

立された後,一旦経営破綻に陥ったが民間企業家

に譲渡されて事業は今日も存続している。

そしてもう一つの取り組みが,炭鉱採掘跡(露

天掘り跡地を埋め戻して盛り土した復旧地)で

2003年に操業を開始したDPB農協である。

(イ)資本と組織の構成

以下,表1-1を参照しながら論述を進める。

事業設立計画では肥育牛収容規模を夏場6,500頭,

冬場5,700頭,年間肥育素牛受入頭数(したがって

また年間出荷頭数)を2万頭と設定し,1株=素

牛1頭の出荷権利株をB株(10月～翌年3月の肥

育用素牛を出荷する権利・義務)とC株(4月～

9月の肥育用素牛出荷)を合わせて2万株集める

ことを目標に募集を行なった。結果的にこの設立

時募集では,B株(1株価格60ドル)5,800株,C

株(55ドル)1,800株の応募があり,合計年間7,600

頭の素牛供給基盤と約45万ドルの自己資本が形成

された。

応募して組合員になったのは128名の素牛生産

者(肉牛繁殖経営者)であり,その地理的分布は

北ダコタ州内全域に加えて,隣接するモンタナ州

東部および南ダコタ州も含まれる。応募に際して

1生産者当たり最低出資株数を25株に設定したが,

結果的には平均59株であった。組合員の繁殖母牛

規模は50頭程度から800頭程度までと多様であり,

1組合員当たり出資株数(供給素牛数)も25株(頭)

から150株(頭)にわたる。DPB農協は,これら

組合員から素牛肥育を受託し(素牛の買取は行な

われず,したがって所有権は素牛生産者の手に保

留される),出荷・販売までを行なった上で,肉牛

販売代金から予め契約で定められた肥育手数料を

差し引いて素牛生産者組合員に払い戻す。
一般に繁殖経営は生産した素牛の25～30%を委

託肥育に出し,残りは素牛として販売するが,D

PB農協設立には,地域内の繁殖経営者に地元に

おける委託肥育機会,つまり自己生産物である素
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を高めることによって,農業総所得を高める狙い

が含まれているのである。
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表1-1 協同組合型・農村地域振興型農業経営体の調査事例概要

理事会は1組合員1票制によって選出される7

名にコンサルタント1名を含めた8名からなり,

経営責任者(general manager)1名を含む6名の

常時雇用者と2名のパートタイム雇用者によって

操業されている。

なお,冬場に気温の下がる当地の気象条件は夏

場の冷涼さと総合して必ずしもフイードロット経

営に不利にはならないこと,また穀物等濃厚飼料

と粗飼料の供給基盤についても,近隣地域内では

牧草生産が広く行なわれており南ダコタ州はトウ

モロコシの主産地でもあること,州内の繁殖肉牛

生産は優良血統によって遺伝的形質が相対的に優

れていること,さらに人口が著しく希薄な地域で

あるため集約畜産による環境対策が相対的に容易

であることなど,総合的な立地条件が整っている

ことが,事業可能性調査(feasibility study)で確認

されていた。むしろそれゆえに,事業成功の最も

重要なカギは経験豊かで有能な経営責任者の確保

であったが,組合は16年間にわたって主産地カン

ザス州でフィードロット経営者として肉牛生産に

従事してきたE.ヘイム氏の招致に成功した。同

氏のもとでDPB農協は現在のところ,予想以上

の肥育成績(とりわけ飼料肥育効率daily gain)を

あげている。

③事業の現況と農業法人出資の意義

(ア)2004年までの経営状況

2003年から操業を開始し,2年度目となる2004

年(11月調査時点での年間見通し)は年間1万頭
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の素牛を受け入れ,1万頭を出荷した。組合員か

らの素牛受託は上述のように7,600頭にとどまっ

ており,残り2,400頭は組合員外からの肥育受託で

ある。

持ち込まれる素牛の体重は340～950ポンド(154
～431kg)とバラツキがあるが,中間値は700ポン

ド(318kg)程度である。これを130～140日肥育し,

去勢牛で1,350ポンド(613kg),雌牛で1,200ポン

ド(545kg)に仕上げて出荷するのが標準的である。

飼料はトウモロコシを主原料とする自家配合飼

料と干草であるが,1日当たり使用量はトウモロ

コシが2,000ブッシェル(約50トン)と干草が4ト

ン,年間購入飼料費は220万ドルになる。穀物保管

サイロがなくて多くとも5日分までしか買い置き

ができない関係もあって,飼料原料は約50%(110

万ドル相当)を地元から調達しているが,飼料作

物を生産している組合員との間には何ら調達契約

はなく,したがって優先的な取引関係も持たない。

肥育肉牛の販売先は,コロラド州フォートモル

ガンのエクセル社(カーギル子会社)牛肉プラン

トがほぼ95%,カンザス州リベラルのナショナ

ル・ビーフ社プラントが5%である。周知のよう

にアメリカの肉牛処理・加工産業はきわめて集中

度が高く,タイソン社(IBP社を買収),スィフ

ト社(コナグラ社からスピンオフ),エクセル社,

ナショナル・ビーフ社の4社で80%以上のシェア

を掌握している。その結果,肉牛集買市場は寡占

的競争制限状態になっていて,DPB農協のある

地域に対しては工場からの距離には必ずしも関係

なく,エクセル社とナショナル・ビーフ社しか買

い付け価格提示(bid)をしてこない。そしてその

提示価格による一方的な価格決定であり,価格交

渉の余地は100ポンド当たりわずか50セント程度

以内でしかないという。

この肉牛販売価格から事前の約定肥育手数料を

差し引いた価額が,組合員への支払価格になるわ

けである。

2004年の総売上は約1,000万ドルになる見通し

である。収支は2003年が約10万ドルの純損失を出

したのに対し,2004年は4万ドルの純利益となり,

さらに2005年は7万～10万ドルの純利益を見込ん

でいる。ただしこれまでのところ累積損失の状態

なので組合員への利益配当は行なわない。

(イ)農業法人出資の意義

上述のように肉牛肥育部門は処理・加工産業が

強度の買手寡占構造にあるため,著しく差別化さ

れた製品(肉牛)供給を行なうのでない限り,低

コスト化,したがって肥育効率をいかに高めるか

の競争に集中せざるを得ない。それは委託肥育方

式の場合であれば,フィードロット間での素牛生

産者(=委託者)に提示できる契約肥育手数料の

水準をめぐる競争として現われるし,また一定の

肥育手数料の下で利益をあげることができるだけ

の生産性(とりわけ肥育効率)を発揮できるかど

うかが焦点となる。

その点でDPB農協は操業開始2年目ながら優

れた肥育効率(daily gainとコスト生産性)をあげ

ており,現時点での展望は明るい。理事会・経営

陣は2年以内に飼養規模を2倍に拡大する計画で

ある。

見込みどおりに行けば2005年には累積損失を解

消し,同年ないし2006年には組合員への利益配当

も可能になろう。そうなれば組合員である素牛生

産者は,その素生に付与された付加価値の一定部

分も出荷権利株に対する配当として受け取ること

ができる。これは単なる素牛販売だけでは得られ

ないメリットを意味する。農協の利益体質が強ま

って出荷権利株が増価すれば,それも出資者メリ

ットとなる。

また各肉牛の肥育成績はそれぞれの素牛供給組

合員にフィードバックされるので,系統改善に資

する情報がより直接的に入手することができるの

も,素牛販売にはないメリットである。

なお,飼料原料を組合員や地元から調達するこ

とは農協設立の直接的な目的ではないものの,実

際には購入額の半分が地元調達となっているので,

飼料穀物を供給するスクラントン農協などの業者,

穀物生産者,粗飼料生産者にも間接的なメリット

が波及していることになる。
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(4)ノ-スウエスト・デイリ-LLLP
－飼料生産者・地域住民・関連事業者の出

資による酪農経営体－

①経営体の設立経緯と企業形態

ノースウエスト・デイリーLLLP(NorthWest

Dairy Limited Liability Limited Partnership。以下,

略称としてはLLLPを使用)は,北ダコタ州北

西部のモントレイル郡パーシャル市に立地し,地

域の農業生産者,住民,および農協その他の関連

事業者が出資して2000年に設立された,ドライロ

ット型酪農(基本的に経営内での飼料生産を持た

ずに購入飼料に依存する巨大酪農)の経営を目的

とする農業経営体である。

その設立および有限責任パートナーシップとい

う企業形態を選択した経緯は,以下のようである。

前述のような州をあげての農業付加価値戦略推

進の中で,モントレイル郡ではK.オウスタッド

氏(Kenton Oustad,現LLLP監事であり,州下

院議員も務める)を中心に1999年から農業付加価

値事業として酪農経営体の創設可能性を探る議論

が組織された。翌2000年に入って賛同者9名によ

る若干の出資と農産物利用委員会助成によって事

業可能性調査ならびに事業計画作成を行なったが,

その過程で農業生産者だけからの出資では,必要

と想定される自己資本規模には到底達しえないこ

とが見込まれた。そこで協同組合という企業形態

ではなく,農業生産者以外からの出資を広く受け

入れることができる農業経営体の企業形態として,

有限責任パートナーシップが選択されることにな

った。これらをふまえて同年2月にはパートナー

シップ協定を締結し,先の9名が1万ドルづつを

出資した。

同年6月に州務長官に有限責任パートナーシッ

プ登録を行ない,18ヶ月間にわたる第一次の出資

募集(つまりパートナー募集)を実施して約80万

ドルの出資金を造成した。これに民間銀行,郡政

府開発基金,郡内自治体開発基金,電力協同組合

等からの借入金を加えて用地,施設ならびに乳牛

を取得・建設し,2002年9月からまず搾乳牛400

頭規模で操業(搾乳)を開始したのである。

②出資(出資者)の種類と構成

事業計画では搾乳牛800頭規模が想定されてお

り,用地(合計60エーカー)は施設設置スペース

はもちろん糞尿処理規制との関係では1,600頭ま

で可能な面積を取得している。しかし第一次出資

募集による自己資本造成額は約80万ドルであった

ため,まずは収容規模400頭の第一牛舎と最大

1,000頭まで搾乳可能なパーラー施設を建設して,

搾乳400頭で操業を開始したのだった。そして2004

年の第二次出資募集による約90万ドル造成を前提

に,やはり収容規模400頭の第二牛舎を建設し,搾

乳牛200頭を追加導入して,調査時点(2004年11

月)で600頭の搾乳規模に達している。

かくして現在までのパートナー(出資者,構成

員)の数は101,出資額は累計約170万ドルとなっ

ている。

出資者(パートナー)とその持ち分株(Uni

tと呼称されているが,以下,出資株とする)に

は基本的に3種類が設けられている。いずれも募

集価格は1株1ドルであり,パートナーシップ協

定では1万株につき投票権1票,したがって1パ
ートナーの最低出資株数(額)が1万株(1万ド

ル)とされていたが,その後,幅広い出資者を募

るために2,000株につき1票(したがって一般的に

は最低出資株数2,000株)とされた。

第一の種類はクラスA出資株で,対象者はLL

LPとの間で乳牛用飼料農産物の供給契約

(Grower Contract)を結ぶことのできる農業生産

者である。パートナーシップ協定条文によれば,

「デイリーが必要とするのに応じた指定飼料農産

物について,各パートナーに対して出資株数に比

例した量の供給権利を配分することに同意する」

となっている。これは新世代農協の基本的特徴の

一つである出荷権利株(delivery right share)に似

ている。ただし,新世代農協の出荷権利株が出資

額(出資株数)と比例した指定農産物の出荷の権

利であると同時に義務でもある,したがって原則

としては各組合員はその義務を果たすためにもし

自分の生産物で不足すれば買い集めてでも出荷す

るか,あるいは規定にもとつく弁済をしなければ
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ならないのに対して,当LLLPでは「義務であ

るというよりは飼料農産物をLLLPに対して販

売する機会の提供である」と位置づけられている

(したがって配分された「供給機会」量を実際に

出荷することは強制されないし,LLLPの側は

必要な品質水準に達しない飼料の買入をしない裁

量を保っている)。

Aクラス出資株の譲渡可能性については,所定

の算式による価格での優先買取権がまず他のAク

ラス出資者に,次にLLLP自体に与えられ,最

後に他の農業生産者に譲渡することが可能になる。

また経営権を与えられる経営委員会

(Management Committee。一般リミテッド・パー

トナーシップにおけるジェネラル・パートナー,

法人における取締役会や理事会に相当)の7名を

選出するにあたって,以下のクラスBとクラスC

の出資者はその30%以下,つまり2名以内の選出

権が与えられるにとどまるのに対し,クラスA出

資者には残り(最低5名)の経営委員の選出権が

与えられる。

クラスAについては最低出資株数1万株が維持

されているが,現時点の出資者数は41名,その出

資額合計は全出資額の30%・約50万ドル(1名平

均1.2万ドル)となっている。

第二がクラスB出資株で,対象者はあらゆる個

人である。飼料農産物の供給契約を結ぶことが求

められないので,農業生産者である必要がない(実

際にも全て非農業生産者)。出資者数は45名である。

配当受取権,資産処理時の受取権についてはク

ラスAと同等であるが,譲渡については若干異な

る。クラスB出資者が出資株を手放そうとする場

合,まずLLLPに所定算式価格での買取権が生

じ,次にLLLPが購入できない場合に他の出資

者(クラスAでもBでも)に,そして最後に出資

者以外の個人に譲渡することができる。

第三がクラスC出資株で,対象は法人その他の

事業体であるが,前述のように北ダコタ州会社農

業規制法の要件を満たすために,出資事業体は農

業参入可能株式会社,協同組合(組合員の75%以

上が農業生産者),個人事業主ないしパートナーシ

ップ等でなければならい。

このクラスCは,クラスAやクラスBのような

自己生産物の販売機会や資産利殖とは異なる目的,

すなわち「LLLPの発展自体を投資をつうじて

支えようとする意図」を持った出資者(例えば政

府系経済開発組織,電力等の公益事業体,地域農

協など)を予め想定して設けられた出資株である。

したがって投票権についての上述のような制限に

加えて,配当も相対的に低い固定利率とするかわ

りに,資産処理時にクラスAやBよりも優先的な

受取権を与える(いわゆる優先株的な扱い)を,

それぞれの出資者との個別契約によって定めるこ

ととされている。また譲渡の可否や条件について

も個別契約で定められる。

実際の出資者は15事業体で,北ダコタ州を含む

中西部北部から太平洋岸北部を主な事業地域とす

る広域農協連合セネックス・ハーベストステイツ

(旧名Cenex Harvest States Cooperatives, 2003年

よりCHSInc.),モトンレイル郡・ウィリアムズ郡電

力協同組合(Montrail-Williams Electric Cooperative),

近隣の穀物カントリーエレベーター農協,LLL

Pに資材を納入する飼料ディーラーや機器ディー

ラーが含まれる。

以上のクラスBとCの出資額が合わせて全体の

70%・約120万ドルを占める。しかし上述の規定に

よって,これら7割の所有権は経営委員7名のう

ちの2名の選出権(その意味では経営権の3割)

しか持たず,所有権で3割をなす農業生産者が5

名の選出権(経営権の7割)を握っている。この

ような間接的な形で,農業生産者による経営支配

を確保しようとしていると言ってよいだろう。

③事業の内容・規模と収支

(ア)酪農経営の概要

事業内容は記述のようにドライロット型大規模

酪農であり,フリーストール式400頭収容牛舎2棟

をつなぐ中間に搾乳施設(パーラー,タンク等)

が配置されている。12頭×2列のパラレル・パー

ラーは1回(24頭)の搾乳時間が7分,搾乳器脱

着や乳牛の出入りを含めて約15分なので1時間に

4回転・96頭～100頭の搾乳能力がある。
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現在は600頭を1日3回搾乳しているので延べ

搾乳頭数1,800頭となるが,これを2交代制でまか

なっている。1頭当たり1日平均泌乳量は65ポン

ドということなので,年間1頭当たりでは約

23,700ポンド・10,800kgである。

また経営全体での1日当たり生乳生産量は平均

的に18トン程度になるが,これが概ねセミトレー

ラ型タンク車による集乳2回分に相当するという。

生乳販売先は州最東端にある州最大都市ファーゴ

のカス・クレイ酪農協(Cass Clay)であり,そこ

までの道路距離は320マイル(512㎞)に達するが,

位置の不利を集乳単位の大きさでカバーできるこ

と,また州内(とくに北西部)では酪農経営と生

乳生産量が激減していて乳製品企業の集乳競争も

あるため,大型酪農を当地に立地させることは競

争力を有すると判断されている。

経営管理職員としては,ジェネラル・マネージ

ャー,乳牛管理マネージャー,会計・人事マネー

ジャーを各1名おき,現場労働者として14名前後

(2交代制,時給9ドル)を雇用しているが,そ

の半数はヒスパニック系である。

飼料はTMR(Total Mixed Ration)を自家配合

して給餌するが,その原料は全量購入である。主な

飼料原料はアルファルファ,コーンサイレージ,穀

粒(大麦等),綿実,ビートパルプのほか,脂肪,タ

ンパク質,各種ビタミン等であるが,2004年の購入

飼料額約90万ドルのうち40万ドル程度が飼料農産物

供給契約を結んでいるクラスA出資者(農業生産者)

からの穀類および粗飼料購入になっており,とくに

アルファルファは全量がそうなっている。

(イ)経営収支

上述のように当LLLPは2002年9月に当初計

画の半分,400頭搾乳規模で操業を開始して3カ年

皮目であり,現在も600頭規模の生産を行なってい

るというように,なお創業初期段階にある。初め

ての通年操業となった2003年度(1月～12月)収

支を見ると,生乳販売量約800万ポンド(約3,600

トン)に子牛販売額を含めた販売総額が116.8万ド

ル,生産販売費用が159.7万ドル,一般管理経費8.7

万ドルで営業損失が51.5万ドルであった。営業外

純利益(助成金53.5万ドルを含む)が35.3万ドル

あったので,純損失は16.2万ドルであった。

2004年度については1月～10月の間で生乳販売

量が約1,200万ポンド,販売総額は約200万ドルに

なっている。本年の乳価は100ポンド当たり14～15

ドルで推移しており(前年度は13ドル),現在の長

期負債償還状況を前提とした損益分岐点乳価が

12.9ドルなので,2004年度は単年度黒字になる見

通しを持っている(なお固定資産取得借入金の償

還が終了すれば,損益分岐点は11ドル程度になる

と見込んでいる)。

なお2003年度,2004年度の累積損失額が57万ド

ルあり,その分パートナーの出資額(LLLPの

自己資本額)が減少しているので,その回復と累積

黒字化にはなお若干の年数を要すると考えられる。

④農業経営体への出資の性格と意義

経営委員会など役員・リーダー層が当面の課題

としているのは,当初プランにあった800頭規模に

早急に到達することである。そのことで出資に対

する配当(分配利益)を8～9%程度実現できる

ものと見込んでいる。

オウスタッド氏の認識によれば,個人投資家,

個人資産の運用としては8～9%の利回りは悪く

ない水準だが,一般的に企業的投資家,機関投資

家の場合,現在の経済状況下で12～13%程度の投

資利回りを期待する。したがって当LLLPを含

めた農業生産事業の場合,固定化される資本が相

対的に大きいのに対して利益率が低く,リスクも

伴うことから,利殖目的の企業的投資家を対象に

資本を集めるのは難しい。

それゆえ当LLLPのクラスC出資株に出資し

ている事業体も,単純にその投資自体に対する利

益だけを目的にしているものはなく,電力,飼料

原料,機械設備など主として生産資材供給業者で

あって,LLLPが設立・存続することが自らの

事業機会の維持・拡大につながるという間接的な

目的が含まれている。その意味では,川上(投入

財)アグリビジネス提携型出資という性格を持っ

ている。

そうしたLLLPの生産資材が地元業者から調
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達される限りにおいて,域内波及効果をもたらす

ので,農村地域振興型出資という性格も持つこと

になる。

いっぽう地域住民であるクラスB出資者にとっ

ては,出資配当が実現されれば地元での個人資産

運用機会が提供されたことになるが,さらに新規

創出された雇用機会,それに対する賃金所得(2003

年実績で約42万ドル)やその他LLLPの地元調

達支出が地域経済にもたらす波及効果を,間接的

に享受する可能性も生まれる。

飼料購入費の40%以上(2004年で40万ドル以上)

をなすクラスA出資者からの調達分は,それら農

業生産者にとっては生産物の販路が域内に開かれ

たこと,また出資配当が実現されれば実質的に農

業生産の高付加価値化,あるいは農業ビジネスの

前方統合・拡大がなされたことにもなる。

このように地域内の住民および投入財供給事業

者からも出資を受け入れて成立している当LLL

Pの場合,新世代農協の場合と同様,農業生産者

による農業高付加価値化,前方統合型出資という

性格に加えて,農村地域振興型出資という性格が

より強く,直接的に現われている。遠隔地の人口

希薄農村地域であるほどに,そうした性格の意義

は大きくなるし,またそれゆえに地域住民,地元

事業者による出資への賛同を相対的には得やすい

ということでもあろう。またその中で経営に対す

る農業生産者構成員の支配的影響力を担保する制

度が組み込まれている点は,注目に値する。

2ウィスコンシン州・イリノイ州における

消費者・市民出資型CSA農場の事例

(1)CSA(地域が支える農業)農場と調査事

例の位置づけ

①CSAとは何か

アメリカのCSA(Co㎜unity Supported Agriculture)

は,日本においては主として農業生産者と消費者

との直接的提携(産消提携や産直),あるいは「地

産地消」型農業生産・流通の一形態として注目さ

れ,紹介されてきた。

大山利男の整理によれば,CSA運動はおもに

有機農法を実践する農場が,その生産物を特定の

地元消費者に直接供給する販売チャネルであり,

その場合生産者と消費者の間で,あらかじめ農産

物の生産量や内容,価格,運送・分配方法等を確

認し合い,その上で消費者は事前に1シーズン(春

から秋までの6～7ケ月程度)分の代金を支払う

というのが基本的仕組みである(7)。

いわば会員制の産直であるが,1シーズンの会

員権は,例えば毎周1回1箱の季節の野菜詰め合

わせが,事前に決められた地区毎の配達ポイント

に合計20～20数週聞届けられる内容で,それに対

して400ドルとか500ドルとかをシーズン開始前に

支払う。この会員権はshareと呼ばれ(英単語とし

ては出資株と同じだが,以下本稿ではシェアとい

う訳語を使うことにする),会員はshareholderある

いはmemberと呼ばれる。取引形態として見た場合,

この方式の最大の特徴は,事前の会員募集段階で

供給が計画される野菜の種類と量について提示さ

れ,消費者はその点について生産者と合意して会

員権を購入するわけだが,作柄状況によって実際

の供給内容が違ってくることを会員が受容する,

すなわちそのリスクは買手が負うという点にある。

2000年実施の全米CSA調査の報告書『アメリ

カのCSA』によれば,CSA運動全国データベ

ースには同年時点で1,019のCSA農場が掲載さ

れている。同報告書はそのうちアンケートに有効

回答をよせた368農場についてその属性や経営活

動内容について分析しているが(8),それによると

CSAに取り組む農場はニューヨーク州,マサチ

ューセッツ州をはじめとする北東部,カリフォル

ニア州をはじめとする西海岸,ウィスコンシン州,

アイオワ州,ミネソタ州など北部中央に集中して

いる。今回の調査でとりあげた事例は,ウィスコ

ンシン州およびそれに接するイリノイ州北端に位

置する農場なので,その立地からすれば今日のC

SA農場の一つの代表的地域に含まれる。

また同報告書によれば,アメリカの農業経営全

体の中でCSA農場は一般的・平均的に,作目と

しては野菜を中心にしていること,農地経営面積

規模が小さいこと(回答農場の平均で60エーカー,
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中央値で18エーカー),有機農業を実施している場

合がほとんどであること(認証有機農業が41.8%,

非認証有機農業が43.0%,有機農業の一種である

バイオダイナミック農業が9.5%),主たる農業従

事者に相対的に若い年齢層が多いこと,それに加

えて非農業者の参入が多いこともあって農業経験

年数が短いこと,農外収入への依存度は小さいこ

と,しかし農業主業的経営とすれば農業粗収入規

模が比較的小さいことなどの,共通する特徴を持

っている。

②CSA農場の多様性と調査の論点

しかし同時にCSA農場自体が多様性を持って

いる。われわれの調査課題との関係では,農場経

営の法的な組織形態,自己資本の構成(農場外か

らの出資状況),土地所有構造,および農業経営権

の所在といった点が注目される。

『アメリカのCSA』によれば,第一に農場の

法的組織形態について,個人営業ないし個人事業

主(lndividual Operation or Sole Proprietorship)の

割合が63%を占めるがアメリカ農場全体(1997年

センサス)の86%に比べると少なく,反対に株式

会社(Corporation。家族所有株式会社を含む)が

11%(センサスでは4%),パートナーシップが

12%(センサスでは9%)と相対的に多い。さら

にその他の組織形態が14%(センサスでは1%未

満)と多く,そのうち非営利組織が12%,協同組

合が2%を占めていた。こうした農場の法的組織

形態のあり方は,当然のことながら立地する州に

おける会社農業規制の有無とその内容にも密接に

関係するが,同報告書ではその点の分析は行なわ

れていない。

第二に,われわれの調査においては,CSAの

もっとも基本的な特性であるシェアという会員権

について,1シーズン分の野菜代金であるが生

産・供給開始前に一括払いされる点で,短期のも

のながら一種の資本前貸しという側面も持ってい

ることに着目し,これを農業経営に対する農外か

らの出資の一形態として捉えようとしている。し

かしそれだけでなく,上述のような株式会社,非

営利組織,協同組合といった経営組織が相対的に

多いとすれば,CSA経営への出資のあり方には

さらに多様な形態があることが当然予想される。

ただし『アメリカのCSA』ではこの点の検討は

なされていない。

第三に,同様のことは土地所有構造についても

言える。報告書における回答CSA農場の土地保

有面積は,中央値が自己所有地14.3エーカーに借

入地が5.0エーカーとなっているが,平均値では所

有地44.4エーカーに対して借入地49.0エーカーと

なっている。これは農場数比率では小さいが比較

的規模の大きいCSA農場においては,借地依存

度の高いものがあることを反映している。さらに

この借入地の所有者を見ると,68%は一般的な私

的所有者であるが,次いでその他非営利組織(大

学,教会,自然保護組織,家族協定,住宅公社な

ど)が21%を占め,さらにランド・トラスト,C

SA団体,各級政府組織が合わせて11%をなして

いる。これはCSA農場における土地所有構造の

多様性を物語っており,また貸借を行なっている

場合の土地所有者との関係も単なる賃貸借関係だ

けではないものが存在することを予想させる。

第四に,経営権の所在についてだが,「地域の農

場と消費者が積極的なかかわりをもって結びつき,

それに基づいて生産物が供給され,消費されるもの」

という「CSAの原則論」に立てば,消費者メンバ
ーはゆるやかにせよ組織され,その消費者グループ

のまとめ役であるコア・グループが「農場の生産計

画やCSA事業の継続的運営のためにもさまざまな

役割を果たす」ことが「暗黙の了解事項」になると

いう(9)。しかし報告書によれば回答農場の75%がコ

ア・グループを持っていなかった。

その上で,コア・グループが「ある農場」と「な

い農場」の主な属性を平均値ないし中央値で比較

すると,「ある農場」の方が経営面積規模,CSA

シェア数,CSAによる売上などがいずれも大き

い傾向があり,また個人事業主以外の多様な経営

組織形態を取ったり,社会的・教育的行事や低所

得者向けプログラムに取り組む傾向がより強いと

いう。こうした分析から報告書は,消費者メンバ
ーが大きいCSA農場になるほど,それらメンバ
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一と農場との関わりの中核になるコア・グループ

が明確に設置され,それをつうじた農場活動(と

くに社会的性格を持ったコミュニティ活動)への

コミットが高まることを示唆しており,さらには

農場経営上の意志決定への関与(経営権への参画)

も強まることが当然想像されるが,同調査ではそ

の点までは明らかにされていない。

③調査事例の位置づけ

以上のような全米CSAアンケート調査結果に

よって示された全国的な状況との関係でいうと,

今回のわれわれの調査事例は立地が北中部地域だ

けに偏っており,事例数もごく限られているが,

その中でも経営の法的組織形態,農場外からの実

質的な資本供与状況,土地所有構造,および経営

権の所在について,多様であることが観察された。

その点をあらかじめ要約すれば表2-1,表2-

2のようになる。

表2-1 ウィスコンシン州・イリノイ州の調査CSA農場の概要(その1)

表の左端にあるTIPIフ゜ロデュース農場は,

農産物販売額全体に対するCSA方式の割合は

10%強と小さく,経営,土地ともに経営主の所

有であって消費者メンバーからの資本供与は一

切ない。またメンバーにコア・グループはなく,

コア・グループ等による経営権への関与も全く

ない。つまり所有・経営ともにメンバーからは

完全に独立しており,少なくとも現在のところ

CSAは当該農場にとって有機農産物の産直的

販売方式の一つという位置づけである。

その右隣のコモン・ハーベスト農場になると,

農産物販売は全てCSA方式によっており,土

地の確保資金の一部についてメンバーによる実

質的な資本供与がなされ,公式のコア・グルー

プはないものの有力メンバーから経営上のアド

バイスを受けている。さらに右のエンジェリッ

ク・オーガニックス農場は,経営の所有は経営

主自身であるが農場拡大のためにメンバー20名
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表2-2 ウィスコンシン州・イリノイ州の調査CSA農場の概要(その2)

が約20万ドルを出資して設立した特定有限責任会

社(LLC)が農地を購入してCSA農場に貸し

付けるなどのかなり大きな実質的資本供与を行な

い,またコア・グループが組織されて農場,土地

所有LLPの運営に関与している。

その右のスプリングヒル・コミュニティ・ファ

ームでは,経営・土地は経営主の所有であるが,

全農産物販売を占めるCSAメンバーのコア・グ

ループが年々の経営計画の基本的な部分に関わる

決定に関与しており,さらに配達をメンバーの出

役に全面的に依存している。

そして最も右側のフィラデルフィア・コミュニ

ティ・ファームになると,CSA農場として出発

した事業が,やがて障害者と青少年の生活・教育

支援という社会活動を重要な目的とするる非営利

組織(NPO)の一部門に位置づけられるように

なり,経営も農地もNPOの所有に移行し,経営

権は組織原理上はNPO理事会とその下に置かれ

た農業CSA委員会が掌握している。ただしCS

A農場の設立者である経営者はNPOの創設と運

営に関しても実質的な最高責任者であるため,現

在のところこの経営者がCSA農場経営について

NPO理事会における根底的な意志決定に参画し,

同時に農場経営の経常的な責任者でもあるという

形で,CSA農業部門の経営権が分離されてNP

Oに吸収されるまでにはいたってない。ただこの

経営者夫婦が農場経営者としてはリタイヤした後

は,経営権が分離されてCSA農業部門の経営担

当者はNPOによって指名されて決められた裁量

の範囲で経常的運営を任される,一種の雇われマ

ネージャーに近い存在になる可能性を持っている。
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(2)CSA農場事例調査の結果(10)

①TIPIプロデュース農場(ウィスコンシ

ン州南部)

(ア)農場の沿革

TIPIプロデュース農場(TIPI Produce Farm)

はウィスコンシン州都のマディソン市からほぼ真

南に20マイル(車で20～30分)ほど下ったエバン

スビル市(Evansville)にある。エバンスビルは,

州内最大都市のミルウォーキーまで約80マイル

(約1時間30分),さらに中西部最大の都市シカゴ

までも約120マイル(約2時間)の位置にある。

経営主夫婦のうち夫は1970年代に設立されたミ

ルウォーキーのアウトポスト自然食品生協

(Outpost Natural Foods Cooperative,2店舗経営,

組合員約1.2万人)の店舗マネジャーを努めていた

が,1976年に自ら自然農産物を生産するために農

業を開始し,その後1988年からは14年間にわたっ

てマディソン市に南接する地域にある借地農場で

営農を続けた。この間,マディソン市中心部の州

議事堂前で毎週開催されるファーマーズ・マーケ

ットでの販売からスタートし,70年代末にはアウ

トポスト自然食品生協への卸売にも着手した。小

売店向けの卸売にシフトしたのは,ファーマー

ズ・マーケットでの販売は早朝3時から準備にかか

らねばならないので育児との両立も含めて肉体的

に大変であること,しかし生産者自身が販売する

ことが参加条件であること,悪天候の場合は売れ

行きが悪いこと,さらに約200名が参加するマーケ

ットでの競争も激化したため売上を伸ばすことが

難しくなったことからだった。

さらに1990年代になって有機農産物の需要が顕

著に拡大する中で94年に認証有機農場となり,マ

ディソン市のウィリアムソン・ストリート食品生

協(Williamson Street Grocery Cooperative,1店舗

経営,組合員約1.2万人),同市内の自然食品小売

店ホール食品(Whole Foods)へと販路を広げた。

さらに1997年に州内の有機野菜農業者25名がシカ

ゴ市内のレストラン向け販売のために組織した農

協であるホームグロウン・ウィスコンシン(Home

Grown Wisconsin)の創設に参加した。

このように有機野菜の市場拡大傾向に合わせて

経営規模も拡大していったが,借地農場の所有者

が土地の売却を申し入れてきた。しかしマディソ

ン市隣接地ということでエーカー当たり4万ドル

という農業採算地価とはかけ離れた転用価格を提

示されたので,移転先を探すことにした。その結

果,以前はアーミッシュによる酪農場であった現

在地を見つけ,農薬や化学肥料の使用も比較的少

ない良好な土壌の農地ということで購入し,2002

年春に移転して今日にいたっている。

(イ)現在の経営概要

現在の農場は1団地の農地65エーカーに住宅,

納屋,電気施設などを含めて33.5万ドルで購入し

た。農地だけの価格水準はエーカー当たり2,500

ドルであった。

農場の経営組織は個人事業主(Sole Proprietorship)

で,夫婦2名の共同所有である。農業従業者は経

営主夫婦のほかに,フルタイム(通年)を3名,

夏期にマディソン市内の大学生等11名を週40時間

雇用しており,賃金は時給7～12.5ドルである。

2004年は30エーカーの本圃場で5月から10月の

間に約40種類の野菜を作付けし,15エーカーはア

ルファルファ(野菜圃場へのマルチと堆肥用)を

播き,20エーカーは緑肥・被覆作物(ライ麦,カ

ラス麦,クローバー,ソルガム)を播いている。

野菜作付圃場も11月～翌年4月までは緑肥・被覆

作物を播いておく。

機械・器具・施設としてはトラクターが6台(20

～100馬力)にプラウ,テイル,ディスク,野菜移

植機が2台,播種機が3台,根菜類収穫機1台,

育苗用ハウス3棟,保冷庫を所有する。また灌漑

は農場内の井戸からテープドリップ,スプリンク

ラー,および移動撒水器を使って行なう。

近年は毎年10～15%つつ増産しており,直近の

年間売上は27万ドル程度に達している。このうち

上述の2つの自然食品生協および自然食品小売店

への卸売販売が約22万ドル,ホームグロウン農協

をつうじたシカゴ市内レストランへの販売が約2

万ドルあり,2004年から開始したCSAは3万ド

ルである。ファーマーズ・マーケットでの販売は
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行なっていない。

このうち生協と小売店への卸売の場合,事前の

合意にもとついた簡易な契約供給になっている。

すなわち出荷が始まる前の冬場に前年実績をベー

スに供給品目と量の大枠を相互の合意で決め,価

格についても前年実績と市場の相場(例えばカリ

フォルニア産の同種有機野菜の価格水準)を参考

に,周年固定の基準価格を決めるのである。5月

からの出荷シーズンに入ると週2回の出荷前ごと

に具体的な量目を通知して,経営主自身が自己所

有のトラックで供給する。

このように自然食品小売業向け販売は,事前契

約にもとついて供給量(つまり販路)と価格を基

本的に確保できるという安定性が,当農場のよう

に規模拡大を進める経営にとってはファーマー

ズ・マーケット型直売に比べて重要なメリットに

なってきた。

(ウ)CSAとその経営上の意味について

CSAは2004年に開始したばかりの1年目であ

り,シェアは基本的に5月21日～11月19日の27週

供給するフルシェアが500ドル,年1回の前払いな

いし3回の分割払いとしているが,隔週で300ドル

のコースもある。消費者メンバーは86名だが,フ

ルシェア相当では60シェアである(したがってC

SA販売額3万ドル)。現在のところ消費者メンバ

ーの組織化
,コア・グループの設置はされておら

ず,したがってメンバーによる経営や作業へのコ

ミットは一切ない。

当経営がCSAに着手し,さらに3年後にはシ

ェアを200程度に増やそうと考える理由は,第一に

CSA方式が比較的有利な販売価格を実現できる

こと,第二に今後も野菜作付規模で40～45エーカ

ー程度まで生産を拡大しようと考えているが,そ

の販売を卸売方式だけで行なおうとすると早晩ブ

ローカー(卸売業者)に依存せざるを得なくなっ

てリスクが増加すること,第三にCSA方式は事

前契約型の対小売業販売と比べて供給品目とそれ

ぞれの量について生産状況に応じた柔軟性を保持

できることである。

このうち第一の点に関連して,有機野菜は慣行

栽培野菜に対して当然プレミアムが実現されるこ

とが必要であると同時に,カリフォルニア産で全

国販売される大量生産・大量流通型有機野菜に対

する競争優位を維持しなければならない。主力野

菜の一つであるニンジンの例では,当農場産は慣

行栽培品に対して2倍程度の価格であり,カリフ

ォルニア産有機栽培品に対しては20%程度のプレ

ミアムを有しているという。上記ウィリアムソ

ン・ストリート生協店頭での2004年11月2日の小

売価格は,カリフォルニア産が2ポンド袋で1.69

ドル(1ポンド当たり85セント)であったのに対

し,TIPIプロデュース産は1ポンド袋で1.19

ポンド,5ポンド袋で5.69ドル(1ポンド当たり

1.14ドル)であり,価格差は40%だった。経営主

によれば,この価格プレミアムの背景は品質(新

鮮さと食味・香り)の優位性と扱いやすい小柄な

サイズにあるということだが,換言すれば,同じ

「有機」というカテゴリー内部でカリフォルニア

産の大量生産・大量流通品は20～40%の低コス

ト・低価格で競争を挑んできているということで

もある。

こうした競争環境の下で,カリフォルニア産と

の価格・コスト競争に直接に巻き込まれるのを回

避し,近接地域内の産品であることを差別化要因,

優位性要因として明確に訴求するには,CSAは

確かに格好の販路と言ってよい。

このように,当経営は家族所有・家族管理型の

有機生産農場としての性格は堅持しつつ,商業的

農業経営として自己による資本蓄積にもとついて

発展しきており,そのいっそうの合理的展開の方

策としてCSAに着手したところである。少なく

とも現在のところ量的にも質的にもCSAは有機

農産物の独自的販売チャネルの一つであって,そ

れに依拠して資本調達や土地確保を図るという狙

いはない。したがってまた,消費者メンバーの経

営や作業へのコミットを求めたり経営権の分担を

しようとするものではない。

ただしシェア数が目標の200,あるいはさらにそ

れ以上に増えてCSAが販売の主力部門になり,

配達箇所の範囲と数も大きくなり,消費者メンバ



124

一とその意識・要求も多様化していった場合には,

メンバーによる配達やその他作業等へのコミット,

それを支えるための組織化やコア・グループの設

置などが必要になる局面が訪れる可能性もあるか

も知れない。

②コモン・ハーベスト農場(ウィスコンシン

州北西端,ミネアポリス近郊)

(ア)農場の沿革と土地保有構造

コモン・ハーベスト農場(Common Harvest

Farm)が立地するウィスコンシン州オセオラ

(Osceola)は州の北西部,ミネソタ州境を流れる

セント・クロア川(St.Croix River,ミシシッピ河

の支流)に面する人口2,000人余りの市である。ミ

ネソタ州都セント・ポールとミネアポリスからな

るツインシティの中心部から50マイル程の距離で

通勤圏にあるため,宅地・商業地開発圧力を強く

受けるようになっている。

経営主は1989年から研修生として有機農業を学

び始め,90年に2エーカーほどを借地して新規参

入農業を始めた。当初からメンバー40名のCSA

に取り組み,ほかにファーマーズ・マーケット,

レストラン,生協へ販売した。消費者メンバーは,

夫婦が属している平和運動グループのメンバーに

呼びかけて集めた。1994年頃までにシェア数を増

やしてCSAだけの販売とし,また妻もフルタイ

ムの農外勤務を辞めて農業経営への従事を増やし

た。そして1996年に現在の農場(土地40エーカー)

を8万ドルで購入して移ったのである。

この農場購入資金については,CSAメンバー

から3万ドルの寄付を受け,さらに3万ドルを別

のメンバーからシェアの7年分前払いという形で

集め,残り2万ドルを銀行借入によって調達して

いる。つまり自己資本ゼロで,CSAメンバーか

らの資本供与6万ドル(寄贈と資本前貸し)によ

って現在の農場が成立したのである(なお住居建

設費用10万ドルは別に銀行から借り入れた)。

さらにその際に売りに出された農地は一続きの

80エーカーだったのだが,残り40エーカーについ

ても開発を避けるために,CSAメンバー2名が

半分つつ購入し(やはり計8万ドル),その農地は

現在牧草,果樹の栽培と養蜂,ガーデニング,な

らびに購入者の保養滞在に利用されている。この

うち養蜂とガーデニングは土地購入者の趣味であ

るが,牧草についてはコモン・ハーベスト農場の

経営者も栽培作業に参加し,収穫物は農場の飼料

とマルチ材として使用されているのである。

このように農場の土地は,CSAメンバーのほ

ぼ全面的な資本供与・援助によって取得されてい

る。そしてそれはメンバーらが,自らへの有機野

菜供給基盤を確保すると同時に近郊農村にある当

該農地を開発から保全するという意志で行なった

ことである。

そのことのいわば必然的な反映であろうが,農

場地と隣接地を合わせた80エーカーについての開

発地役権(easement)は同州西部で活動するNP

Oランド・トラスト(The West Wisconsin Land

Trust,Inc.)に移譲され,農場地の地盤所有権は経

営主に属するが所有者=経営主は農業利用だけを

認められる,また仮に所有権が他者に移転される

ことがあっても開発権はランド・トラストに留保

されるので,この土地保全約定が解消されない限

り開発することはできないという保有構造のもと

に置かれている(土地所有者とランド・トラスト

との間のこのような保全約定はConservation

Easementと呼ばれる)。そのかわり,当該土地につ

いては潜在的開発用地としての固定資産税は免除

され,また所有権移転(譲渡,譲与,相続など)

に際しても同様である。

(イ)現在の経営概要

農場の経営組織は経営主夫婦2人所有の個人事

業主で,農業従業者は夫婦のほか,4月～10月に

は研修生として3名を雇用している。これら研修

生には栽培全般とCSA配達業務を担当させ,農

場内での宿泊施設と食事を無料で提供した上で賃

金として1ヶ月700ドルを支払う。また春と秋の農

繁期に近隣の高校生3名を臨時雇用している。こ

れらの雇用労働費が年間約1.5万ドルであり,経営

費の中で最大費目となっている。

土地面積40エーカーのうち5エーカーが建物用

地,9エーカーが森林と湿地,26エーカーが耕地
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である。そのうち10エーカーで40品目の野菜を有

機栽培し(ただし認証は受けず),その他の耕地で

は休閑作物(緑肥,被覆)として牧草(ライグラ

スとアルファルファ)とソバを播いている。また

化石燃料の使用を減らすのと堆肥取りに役馬5頭

を飼育している。

農産物販売は全てCSAによっている。シェア

は6月初旬～11月までの20週で475ドル,2004年の

シェア数は212である。消費者メンバーのうち5家

族程度が地元のオセオラ市住民であるが,その他

はほとんどがツインシティ居住者である。2004年

の販売総額は約10万ドルとなる。配達地点はツイ

ンシティ内に12ヵ所あり,農場からは週2回にわ

けて配送している。

農業粗収益=CSA販売額は2004年の場合約10

万ドルとなるが,農業所得はその約半分,4.5～5

万ドル程度である。

(ウ)CSA方式の意義

上述のように当経営は初期には多様な販売方法

を取っていたが,数年のうちにCSA方式に特化

させた。販売方式としてのメリットは,小売店や

レストランへの販売の場合,出荷数量と価格をめ

ぐる調整と交渉などに経営資源を投入しなければ

ならず,また早朝の納品を要求されることが多い。

それに対してCSAは一旦メンバーを確保すれば

日常的にはほとんど販売活動が不要なので生産活

動に専念できること,また配達を日中に行えるこ

ともメリットであるという。

しかし農場の展開過程からわかるように,メン

バーから多額の資本供与を受けられたことこそが

当経営にとってCSA方式の最大のメリットと言

ってよいだろう。上述の農場購入時のほかに,2004

年から開始した農場納屋の改修に際してもメンバ
ーのうち5名からシェア7年分の前払いによる資

本供与を受けているのである。このように固定資

産形成を目的とした数年以上にわたるシェア前払

いとなると,年間野菜代金の前払いによる運転資

金供与,あるいは短期資本前貸しという範囲を超

えて,自己資本形成のための出資という性格を帯

びつつあると言ってよいだろう(会計原則にした

がって処理するとすれば,あくまで商品代金の前

払いであって「負債」という扱いになるのだとし

ても)。

また現在のところ,メンバー内に公式のコア・

グループは形成されていないが,CSAの運営を

めぐって必要に応じてメンバーからのアドバイス

を受けている。実質的にメンバーから相当額の資

本を供与されて農場が成立している以上,CSA

農場の経営的意志決定にそれらメンバーが参画し

ていくことは半ば当然でもあり,不可避であろう。

経営主自身も「こうしたシェア前払い方式は非

常に便利な資金調達方法だが,これに頼りすぎる

と単年度収支バランスを崩しかねないので注意し

ている」としつつ,今後は「協同組合のようにメ

ンバーから出資金を集めることができないか(そ

してメンバーをやめる際には償還する)」と考えて

いる。つまり「シェアの多数年前払い」が実質的

に自己資本造成のための出資に類似していること,

むしろそのような性格を形式としても明確化する

必要があることを認識しているのである。

CSAにおけるシェア方式そのものが,やや強

引に理解すれば単年度毎に消費者メンバーが農業

経営に出資し,その年度内に野菜という現物で出

資金の償還を受けていると見ることができなくも

ないが,もし当経営主が考えるように野菜代金と

してのシェアとは別に,明確に長期の自己資本形

成のための出資を募るという所有・資本構造を構

築すことになれば,消費者・市民(と農業生産者)

が出資する協同組合による農業経営という新たな

経営形態が生まれることになろう。少なくとも,

会社農業規制はあるものの,その対象となる「農

業」に家禽,野菜,果樹の生産を含めないウィス

コンシン州法との関係では(11),そのような協同組

合型野菜生産CSA農業経営の存立は可能だろう。

なおそのような場合,法的な経営組織形態はと

もあれ,消費者・市民のみが出資することになれ

ば当該農場はそうした消費者・市民出資組織が所

有し,それら出資=所有者の最高意志決定にもと

ついて,「農業生産者」に経常的運営を委ねる事業

体という性格を持つことになろう(したがってそ
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こでの「農業生産者」は一種の雇われマネジャー

という位置づけになる可能性がある)。

③エンジェリック・オーガニックス農場(イ

リノイ州北端)

(ア)農場の沿革

エンジェリック・オーガニックス農場(AngelicO

rganics)は,イリノイ州の北端,ウィスコンシ

ン州境に近いブーン郡カレドニア(Caledonia,

Boone County)という小さなタウンにあるが,州

北部の拠点都市ロックフォード市(人口約15万)

の中心部から10マイルほどの都市近郊農村であり,

シカゴからも90マイル程度である。

経営主(54歳)は両親が当地で経営していた酪

農複合経営農場で生まれ育ち,就農した。1970年

代の農業ブーム期には借地の拡大,機械装備の更

新・大型化を進めてピーク時には700エーカー以上

の規模に達し,肉豚飼育にも取り組んだ。しかし

1980年代農業不況の中で82年にはほとんど破産に

近い状態に陥り,22エーカーを除く農地と全ての

家畜および機械設備類の売却を余儀なくされ,一

旦離農して著作・演劇活動に専念していた。

その後,1990年に残っていた22エーカーで有機

農場として農業経営を再開したのが,現在のエン

ジェリック・オーガニックス農場の直接の起点で

ある。再開後92年までの3年間は食品小売店,フ

ァーマーズ・マーケット,レストラン向けに販売

したが,93年に有機農業の一種であるバイオダイ

ナミック農業に取り組むのと同時に,シカゴ地域

の市民40名をメンバーとするCSAを開始した。

1994年にはメンバー数が200を超えてCSAを販

路とする経営に特化し,現在ではシェア数1,200

をもつ全米最大のCSA農場になっている。

農地規模も拡大しており,まず近接する離農跡

地25エーカーを一般所有者から借地していたが,

1996年になると隣接地に農地38エーカーを所有す

る酪農家がリタイヤを機に農地を売却する意向を

示した。当該農地はゾーニング規制の中で住宅建

設が可能であるため,農外者に売却されれば宅地

開発される可能性が高く,しかしそうした宅地化

可能地としての高価格で購入する資金力が当時の

農場にはなかった。そこでCSAメンバーの間で

出資者を募って20名から約20万ドルの資金を集め,

1998年に土地の購入と管理を目的とする特定有限

責任会社(Angelic Organics North,LLC)を創設し

た。詳しくは後述するが,このLLCが所有する

38エーカーをCSA農場が賃借する形で経営地に

組み込んだのである。

さらにその後,別の消費者メンバー1名が80エ
ーカーの農地を購入し,うち13エーカーを農場が

借り入れている。

前述の『アメリカのCSA』報告書でもあった

ようにCSA農場は単なる産直的な農業生産・販

売活動に加えて,メンバー外にも開かれた地域住

民との交流や教育,社会福祉(貧困者向け食料供

給など)等の社会的事業,ならびに有機農業やC

SAへの参入に関心を持つ市民・農民の研修活動

に取り組むことが多い。この点でエンジェリッ

ク・オーガニックス農場の場合は,農業経営とし

ての規模拡大にともなって1999年に,そうした研

修・社会的事業部門を農場経営とは別組織のNP

O組織「CSAラーニング・センター」(CSA

Learning Center at Angelic Organics)が担うという

形を整えたことが特徴的である。

ラーニング・センターの目的は「エンジェリッ

ク・オーガニックス農場と提携した教育的,創造

的,経験的なプログラムをつうじて,土,植物,

動物および人々の持続的なコミュニティを作り出

すこと」とされ,具体的には6つのプログラムを

実施している。すなわち第一が農場と食料システ

ムから見た農業生態系教育,第二が低所得市民向

けの「食料確保」CSAシェアの提供(対象者が

農場での体験作業をしながら低料金でシェアを獲

得できる),第三が都市内有機農業者への技術支援,

第四が有機農業経営やボランティア活動などでの

活用を想定した料理,大工仕事,養蜂,堆肥作り

の技術指導,第五が農場敷地内の樫林をビオトー

プとして整備する事業,第六が周辺地域の有機農

場,バイオダイナミック農場と連携して若い新規

参入希望者をトレーニングする,第六がローカル

なフードシステムの構築を目指した会合等の提携
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活動である。

(イ)現在の経営概要

農場自体の経営組織は,現在も経営主が所有す

る個人事業主のままである。この経営主が農場管

理の最高責任者であると同時にバイオダイナミッ

ク農業の指導を行なうほか,通年雇用者3名が,

ジェネラル・マネジャー,作物栽培マネジャー,

土壌管理・機械建物マネジャーという責任分担を

している。このほかにパートタイムの時間給労働

者(時給8～10ドル)として4月～10月は10～15

名を週5日勤務で,11月～3月は週3日勤務で雇

用し,圃場での栽培管理,収穫,収穫後の洗浄,

荷造り,出荷および配達助手といった作業に従事

させている。

農場総面積は,経営主の従前からの所有地22エ

ーカー,一般借地25エーカー,上述LLCからの

借地38エーカー,メンバー1名からの借地13エー

カーの合計98エーカーであるが,このうち毎年の

野菜作付面積は25エーカーにしている。原則とし

ては4年輪作を組むようにしており,典型的には

1年目が地力消耗度の高い野菜,2年間が低い野

菜,3年目・4年間は休閑として緑肥・被覆作物

を播く。約30種の野菜(ハーブ類を含む)を一種

の有機栽培であるバイオダイナミック農業によっ

て生産している。

バイオダイナミクス農業についてごく簡単にだ

け紹介しておくと,同農業はオーストリアの20世

紀初頭の社会哲学・人類学者ルドルフ・シュタイ

ナーが唱えた科学と自然に宿る精神との統合,そ

れにもとつく農業生産という思想に立脚する農法

であるという。基本的には化学合成物質の施用を

排する有機農業だが,「ステラ・ナチュラ」

(Stella-Natura calendar,Stellaはラテン語で星)と

呼ばれる暦にもとつく天空のリズムに合わせた適

期作業と,免疫力の高い作物栽培の基礎となる土

壌づくりのための堆肥投入と腐植形成,バクテリ

ア培養液の投入,および「バイオダイナミクス調

合剤」(Biodinamics Preparations)と呼ばれる薬草

類やミネラル分を調合した9種類の液剤(バイオ

ダイナミクス農業の支援団体から購入)の施用を

重視するところに,特徴がある。

現在は農産物販売は全てCSAによっており,

2004年のシェア数は6月中旬～11月末の20週配達

からなるフルシェア(価格520ドル)が1,200名,

その追加で11月～12月に4回配達される冬季シェ

ア(価格100ドル)が350名である。したがって総

販売額は65.9万ドルということになる。

配達ポイントは全部で27ヵ所あり,うちシカゴ

市内が11ヵ所,シカゴ市近接の郊外が9ヵ所,や

や離れた郊外が6ヵ所,そしてロックフォード市

内が1ヵ所である。配達は週3日かけて行なう。

(ウ)土地所有LLCの仕組み

1996年に離農予定者から売却の意志表示があっ

た38エーカーの農場隣接地は,近隣の農業用途地

価からすればエーカー当たり2,300ドル程度が相

場であったが,住宅建設可能地ということで売却

予定価格は4,500ドル,総額では17.1万ドルに達す

るものだった。このような農業採算地価の2倍近

い農地を購入する自己資金は農場にはなかった。

しかし農場の規模拡大土地ファンドを確保する

ことと隣接地の開発による営農環境低下を防ぐ二

重の意味で,当該農地の購入は不可欠との判断か

ら,消費者メンバーからの資金提供にもとつく土

地購入の方途が探求された。ランド・トラスト方

式の活用も検討されたが,限られた期間内(所有

者は早期の意志決定と購入完了を求めていた)に

同方式について潜在的出資者の十分な理解と準備

をすることが困難だったため,より単純に直接的

な土地購入をすることにし,購入と保有だけを目

的とする事業体として特定有限責任会社LLCと

いう法人形態が選択された。

土地価格に,LLC設立等の法的手続き費用と

当初3年間(有機転換期のため農場からの収入が

入らない)の固定資産税を加えた購入コストが18

万ドル強と見積もられ,LLCに対する出資金と

して1口最低で土地面積2エーカー分に相当する

9,800ドル(上積み出資は4,900ドル単位で可能)

の募集がなされた。その結果20名のメンバーから

合計約20万ドルの応募があり,LLCが予定どお

り設立されて1998年6月には土地購入を完了した
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のである。

このLLCによる土地の所有と管理は次のよう

な仕組みである。第一に,LLCによる土地所有

期間は最大で15年であり,その間エンジェリッ

ク・オーガニックス農場に賃貸される。特定有限

責任会社制度には会社の存続期間を定款で定める

というオプションがあるが,当LLCの存続期間

も15年なのである。

第二に,その間に農場は農地購入資金を蓄積し,

15年以内に市場価格でLLCから買い取ることが

求められている。その時点での地価相場はさらに

上昇している可能性もあるが,買取はその相場水

準で行なうこととされている。もしそれが不可能

な場合,LLCは第三者に売却する(しなければ

ならない)。ただしその場合でも,農場は代替的な

農地を取得するとされている(CSA有機農地を

確保しなければならないから)。

第三に,土づくりと有機農業への転換期間を終

えた4年目からはエーカー当たり125ドルの地代

が農場からLLCに対して支払われる。これから

固定資産税を差し引いたエーカー当たり110ドル

(2エーカーで220ドル)が出資者に分配されるが,

これは出資金(2エーカーに対して9,800ドル)に

対しては約2%の利回りに相当する。なおエーカ
ー当たり125ドルの地代は他の借地地代100ドルよ

り高いが,これは最大15年の借地期間のうち3年

間は無地代だからである(25ドル増×12年間=100

ドル×3年分)。

第四に,15年以内のいずれかの時点でLLCか

ら農場へ土地が売却されれば,譲渡必要経費を除い

た額が出資者に分配(償還)される。土地価格が購

入時より上昇していれば,その差益は出資者に帰属

することになる(特定有限責任会社は所得税の単一

段階課税が適用されるので,売買益は出資者にのみ

課税される)。また農場への売却以前にも出資者は

持ち分の譲渡をすることができる。ただしその譲渡

先としては,現在の農場経営主,LLCに対する他

の出資者,CSAの他の消費者メンバー,CSA外

部者の順に先買権が与えられている。

第五に,土地所有期間中のLLCの管理運営(農

場による借地契約遵守の監視を含めて)は,CS

Aメンバーのコア・グループが指名してLLC出

資者が承認するマネージャーが担当する。

(エ)CSAの意義

エンジェリック・オーガニックス農場はメンバ

ー1,200名を数え,全米最大のCSA農場とされる

が,そのCSA販売額66万ドルや農業就業者数は

一般の商業的農業経営でいえば大型家族経営(家

族従業者2名程度+常雇2名程度)に相当するも

のと言える。こうしたメンバー規模であれば,メ

ンバーの何らかの組織化とその中心となるコア・

グループの存在は欠かせないものだろう。

ただ当農場の場合,多数になればそれだけ多様

になるであろうメンバーの農産物供給以外の要求

に応える取り組みや,さらにメンバー外も含めた

社会的事業活動に関しては,CSAが一定の規模

に達した段階で組織的には別建てのNPOを設立

して移管している。そのことによってグループ全

体(農場とラーニング・センター)としていっそ

う多様な活動の展開を可能にしつつ,農場本体の

運営はCSA農業経営に集中できる体制を作って

いるように思われる。

CSAメンバーやコア・グループとNPOの構

成員や理事会との関係,ならびにコア・グループ

が農業経営上の意志決定にどこまでコミットして

いるのかが今回は確認できなかったので,農場の

経営権の所在を明確には論定できない。ただし,
一方で農場の創始者であり現在も責任者である経

営主が農場の所有者である(同人による個人事業

主組織である)こと,他方で農場経営地の4割近い

部分の確保がメンバー内からの出資(にもとつく

LLC)によって実現されたことからすると,経

営主も重要な意志決定について,当然コア・グル

ープによる判断を強く反映していると考えられる。

このように現在のエンジェリック・オーガニッ

クス農場にとってCSA方式は,メンバーへのシ

ェア販売が唯一の販路であり単年度毎の短期出資

であることに加えて,規模拡大用地を確保するた

めの長期性出資を獲得できた点で,重大な意義を

持っている。
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ただし今後,LLC所有地が転用可能地として

相当に地価が上昇して行った場合に,農場がその

ような転用含み地価で購入できるのか・すべきな

のかがあらためて議論の対象になったり,その際

開発地役権(したがって潜在的転用差益分)を何

らかの形で分離する必要も生じるかも知れない。

また地価はともかくとして農場が土地を購入する

ような局面で,農場は引き続き現在のような経営

主の個人所有事業体という組織形態でいることが

相応しいのか(LLCによる取得後15年以内とは

2013年までを意味するが,その時点で現経営主は

63歳になっているということもある),その点も課

題になりそうである。

④スプリングヒル・コミュニティ・ファーム

(ウィスコンシン州西部)

(ア)農場の沿革と現在の概要

スプリングヒル・コミュニティ・ファーム

(Spring Hill Community Farm)があるプレーリ
ー・ファームはウィスコンシン州の西部,②のコ

モン・ハ一ベスト農場があるオセオラ市の真東約

35マイルにある人口500人ほどの農村タウンであ

り,ミネソタ州のツインシティからは東北東約80

マイルに位置している。

経営主はミネアポリス市の学校教員であったが,

CSAによる有機農業に強い関心をいだいて勉強

を始め,1989年に現在の農場を4.3万ドルで購入し,

92年からCSA農場として経営を開始した。農場

購入に際して,メンバー等からの資本提供は特に

受けていない。当初はミネアポリス市内の友人18

名がメンバーだった。

農場の経営組織形態は経営主夫婦の所有による

個人事業主であり,農業従業者は夫婦2名のほか,

農繁期になる6～8月に高校生の娘とその友人の

合計5名を午前中のみ4時間,週4日つつ時給8

ドルで雇用している。また9～10月にも週に2,

3日つつ若干の臨時雇用を入れることがある。雇

用労働費は年間7～8,000ドルである。

農場総面積は80エーカーだが,建物敷地をのぞ

くと大半が森林であり,野菜作付面積は5～6エ
ーカーにとどまる。そこで年間35～40種類の野菜

を有機認証制度にかなう栽培方法で生産している

が,消費者メンバーが認証は不要と考えているこ

と,認証費用もかかることから,認証は受けてい

ない。

2004年のメンバー数は185であり(フルシェア換

算148程度と考えられる),うち地元のプレーリ
ー・ファーム市の住民12名以外はほとんどがツイ

ンシティ地域に居住している。1シェアは6月中

旬～11月までの20週で平均価格は460ドルである。

平均というのは,各年度シーズン前に経営者側か

ら年間シェア数と1シェア平均価格が提示される

が,消費者メンバーの内部で各自の経済状態を勘

案して個別のシェア支払額に若干の差をつける

(2004年の場合,375～525ドル)という方式を取

っているからである。

農産物販売は全てCSAによっており,その総

額は2003年実績が67,600ドル,2004年予算が

67,940ドルである。物財費,雇用費を含めた生産

費が2003年で31,300ドル(2004年予算32,650ドル),

経営主夫婦の家族労働費が31,000ドルと同退職金

積立が4,000ドル,これらを合わせた経営費合計が

2003年で66,300ドル(2004年予算67,650ドル)と

なり,粗収益とほとんど一致している(わずかに

剰余が出るが,それは経営主の取り分となる)。

(イ)CSAの意義

当農場はその販売の全てをCSAによっている

わけだが,メンバーのうち12名からなるコア・グ

ループが組織されている。経営主は農場経営の重

要な意志決定,すなわち毎年度の農場予算(シェ

ア数,その単価と総販売額,家族労働報酬を含め

た経費予算)の決定について,コア・グループと

合議しているのである。コア・グループが部分的

ながら経営権に参画していると見てよい。

また農場のもう一つの特徴は,メンバー全員が

日常的な運営に参加する体制が作られていること

である。その一つとして,野菜の配達を全面的に

メンバー(の無償労働)に依拠している。すなわ

ち,メンバーはシーズン中に最低1度は農場に来る

(出役)義務があり,その内容は農場の配達日で

ある火曜日か土曜日に午前中に経営主らと一緒に
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収穫と配達袋詰め作業を行ない,昼食後から各曜

日5ヵ所の配達地点に午後4時までに配達すると

いうものである。

この配達作業の計画・運営のために配達委員会

が設けられており,さらにワークデーや収穫祭な

どメンバーが集う各種イベントを担当するイベン

ト委員会,農場ハンドブックやニュースレター作

成,ホームページ管理を担当するコミュニケーシ

ョン委員会が置かれている。

また,農場購入時にはメンバーからの寄付や出

資など資本提供を受けなかったが,週2日の配達

日毎に必ず農場にきて作業に参加するメンバーの

受け入れ施設としてメンバーハウスを建設したが,

その費用2万ドルはメンバー1人からの寄付によ

っている。

経営主は,CSAのメリットは食料品店やレス

トランへの販売よりも価格が有利であり,農場が

成立するだけの販売量が確保でき,さらに不作の

リスクをメンバーが負ってくれることにあると認

識している。その意味ではCSA方式は,近郊で

生産される有機農産物という商品の差別性を十分

に発揮する最適の販売方法という位置づけになる

(その点でTIPIプロデュース農場と同様)。し

かしすでにCSA方式に特化し,メンバーによる

作業(収穫と配達),運営(配達計画,イベント,

コミュニケーション),さらに部分的ながら経営権

(毎年度経営予算の決定)へのコミットを受ける

関係が構築されている点もふまえれば,単なる有

機農産物販売方法という域をこえた,メンバーと

の共同運営農場という性格を帯びてきている。

またシェアが1年毎の短期資本前貸しという性

格を持っていることに加えて,農場内施設建設に

2万ドルの資本供与(それは農場購入投資額の

46%に相当する)を受けるにいたったことは,経

営の自己資本=所有という意味でもメンバーとの

共同的性格を強めつつあると言ってよいだろう。

⑤フィラデルフィア・コミュニティ・ファ一

ム(ウィスコンシン州北西端)

(ア)農場の沿革フィ

ラデルフィア・コミュニティ・ファーム

(Philadelphia Community Farm,Inc.)は,上述②の

コモン・ハーベスト農場と同じウィスコンシン州

オセオラ市にある。

農場経営者(女性)夫婦は,セント・ポール市

の学校教員であったが,非営利法人NPOを設立

してCSA農場を運営することを目指して1988年

にまず現在の農場内に住宅を借りて移り住んだ。

しかしこのプロジェクトのための委員会(12名程

度からなる)でNPO方式についての合意がすぐ

には得られなかったので,翌89年からまずは個人

で農場の農地を借り入れて農業生産に着手し,90

年には消費者メンバー31名でCSAを開始した。

その後CSAプロジェクト委員会での合意がな

り,まずはNPOとして設立されたフィラデルフ

ィア・コミュニティ・ファームが農場を借地し,

それを経営者夫婦に又貸しするという形式を取っ

た。このNPO農場設立に際しては経営者夫婦が

資金の一部を負担し(貸付),協同組合開発基金

(North Country Cooperative Development Foundation)

からの融資,CSAメンバーの銀行預金を担保に

した融資も受けた。

そして1995年には,NPOが353エーカーの農場

土地全てを70万ドルで購入した(この際の地価は

エーカー当たり約2,000ドルだが,現在は1万ドル

に増価している)。この際もメンバー29名から5万

ドルの資本供与(寄付)を受けたほか,州自然資

源省(Department of Natural Resource)およびバイ

オダイナミック農業の普及組織であるルドルフ・

シュタイナー財団からの融資を受けた。

連邦内国歳入庁規定(lnternal Revenue Service

Code)にもとついて免税非営利法人として扱われ

る上で,NPOの目的は慈善,宗教,教育,研究

事業に限定されており,当ファームの設立目的は,

(a)精神障害者に住居を提供し,新たな農業栽培技

術を教育・訓練すること,(b)青少年や家族に教育

的娯楽の場を提供することとなっている。CSA

による農業生産・販売は,あくまでそうした「目

的」達成のための事業手段という位置づけなので

ある。具体的な事業は主として,第一が精神障害

者を農場に居住させてサービスを提供するととも
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に農場で労働しながら技術教育を行なう,第二が

農場での夏期小学生キャンプやハイキング・ツア

ーの開催,第三が農業生産とCSAによる販売で

ある。

なおNPOのメンバーとCSA事業の消費者メ

ンバーとは,相当重なる部分があるが,全てが一

致しているわけではないと見られる。

NPOの最高責任・執行機関としては6名から

なる理事会があり,そのもとに教育事業担当委員

会(Education Working Group),農業生産・CSA

運営委員会(Garden Working Group),および土地

管理委員会(Land Working Group)という3つの

事業部門担当委員会が設けられている。

このように当ファームは精神障害者支援と青少

年教育を主目的しており,そのためのNPO法人

に農場の所有および経営権のいずれもが属してい

るのが最大の特徴である。

(イ)現在の経営概要(主として農業・CSA部

門の状況)

農場には常勤者が6名おり,その内訳は経営者

夫婦AとB,別の20歳代夫婦であるCとD(2004

年9月から就業),男性E,女性F(農場内給食担

当)である。Aは経営事務,夫Bは栽培管理を担

当し,2名とも農場内に居住して住居,食事,お

よび1人当たり月200ドルの手当がNPOから支

給される。若い夫婦も同様に農場に居住し,夫C

が栽培管理,妻Dは教育事業を担当する。別の男

性Eは農場外に居住し,年間21,000ドルの給与を

得る。

非常勤の従事者としては,3月～9月ないし6

月～12月のタームで8名の研修生を受け入れ,宿

泊と食事を提供し1人毎月300～400ドルの手当を

支給している。このうち4名が農産物栽培管理を

担当し,4名は毎年130名が訪れるサマーキャンプ

の指導・世話をはじめとする教育事業に従事する。

農場の総土地面積353エーカーのうち,53エーカ
ーは他の農場に貸している。野菜作付地は8エー

カー,建物敷地が30エーカー,放牧地・森林が35

エーカーであり,残りの227エーカー程は自然地と

して残している。

農業生産はバイオダイナミック式の有機農業で,

原則として2年間の牧草(カラス麦,アルファル

ファ),2年間の放牧,3年間の野菜生産という7

年輪作を組んでおり,野菜生産のほかに平飼養鶏

30羽,養豚3頭,牛,羊を飼っている。

野菜の販売はほとんどがCSAによっている。

シェア数は56で,供給家族数は75である(一部の

シェアを複数家族で分け合っている)。1シェアの

野菜供給は6月～11月で,価格は560ドルである。

メンバーのうち16名が地元オセオラ市民で,その

他は全てツインシティ住民である。1994年にはC

SAメンバー家族数が167あったが,教育事業に力

を入れるためにCSA部門を縮小して現在の75家

族に減らした。ただし2005年度は収入確保のため

にシェア数を若干増やす計画である(2003年度は

NPOは5.7万ドルの赤字だった)。

NPO法人の収支(2003年度)が農場の性格を

よく表しているので簡単に見ると,まず総収入

15.2万ドルのうち,NPOメンバー等からの寄付

が3.2万ドル,各種財団等からの助成金が1.6万ド

ル,CSA収入が3.1万ドル,農場居住精神障害者

の負担金3.8万ドル,キャンプ・ハイキング等教育

プログラム参加費収入1.6万ドルなどが主なもの

である。いっぽう総支出20.9万ドルのうち,CS

A農業経費が3.6万ドル,障害者の農場生活経費

10.2万ドル,教育プログラム経費4.2万ドル,一般

管理費2.5万ドルなどとなっている。

(ウ)NPO法人農場の所有(資本構成)と経営

の性格

上の収支面からも確認できるように,障害者支

援と青少年教育という社会的事業がメインであり,

CSA農業はあくまでNPO農場の維持・運営事

業の一環という位置づけである。日本的な表現を

使えば,「農業の教育力」を活用した教育・福祉事

業と産消提携農業とをパッケージした農場と言え

るかも知れない。

その農場は法的にはNPO法人による所有であ

る。そしてNPOの資産は基本的にメンバー等か

らの寄付と助成金で成立しているのであって,そ

れは「出資」ではないから,NPO自身の資本に
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あたるものである。

とはいえNPOの運営は基本的に寄付者である

メンバーの意志を反映して行なわれるのであり,

その責任を付託されているのがNPO理事会であ

る。したがってCSA農業部門を含めた農場の経

営権は,理事会に帰属していることになる。ただ

し,実際には農場とNPOの設立以来,経営者夫

婦がリーダーシップを発揮してきており,A氏は

NPO理事会のメンバー(おそらくは理事長)で

あるし,夫のB氏は農場地の開発地役権を管理す

るために設立されたランド・トラストNPOの理

事長の任にある。つまり人的にはCSA農業の経

営責任者が,NPO法人(農場)全体の経営につ

いても責任を負う立場にあって,NPOの所有と

最高意志決定,および農業部門の経営権とが実質

的にも分離するという関係にはなっていない。

ただし経営者夫婦が50歳代後半～60歳となり,

次世代の経営担当者への継承準備が最大の課題に

なりつつある。農場とNPOの創設者でもあった

現経営者が少なくとも常勤者・農業部門経営担当

者としてはリタイヤし,次世代に移行する段階で

は,そうした分離が実質的にもなされる可能性が

ある。そうなると当農場は,都市市民,青少年の

保護者,精神障害者とその家族が共同で資本提供

(寄付)と基本的意志決定を行ない,常勤スタッ

フが経常的事業運営の任を負う,持続的な法人と

して再生産されることを意味しよう。

いずれにせよフィラデルフィア・コミュニテ

ィ・ファームは,単なる有機農業経営でもなけれ

ばCSAという範疇も超えた(その意味で

Community Supported Agricultureというより

Community Farm),ユニークな教育・福祉・産消

提携複合型法人農場として注目される。

3まとめ

本調査研究実施に際しての仮説,すなわちアメ

リカ合衆国における経営外部のステークホルダー

が出資を行なう農業経営(法人経営等)を,出資

側の提携目的に留意して,①利殖型,②食品産業・

アグリビジネス型,③消費者・市民連携型,④協

同組合法人型・農村地域振興型,⑤パートナーシ

ップ型に類型化するという分析枠組みをふまえ,

中西部の北部大平原から五大湖周辺にまたがる北

ダコタ州,ウィスコンシン州,およびイリノイ州

においては主として③類型と④類型に相当する事

例を探索し,現地調査を実施した。第1章では基

本的に③類型に相当する北ダコタ州の2つの農場

事例,第2章では④類型に相当するウィスコンシ

ン州とイリノイ州の5つの農場事例の実態を中心

とした調査結果を報告した。

北ダコタ州は会社農業規制法をもつ中西部諸州

の中でも,相対的に厳格に家族所有・家族従事型

経営という内実を要請している。すなわち農業経

営や農地所有が可能な会社(株式会社および特定

有限責任会社)について,親族範囲で15名以内の

会社所有者数,役員全員の農場経営従事,所有権

者1名以上の農場居住ないし従事,農外収入35%未

満への事業兼営制限などを定めている。ただし農

業生産者による協同組合と,個人等が構成員とな

るパートナーシップ(アメリカ商法では会社では

ない)は,農業経営・農地所有が可能である。

ウィスコンシン州も会社農業規制法を持つが,

野菜,果樹,家禽生産が規制対象になっておらず,

会社組織への規制も基本的には出資者数制限(15

以内)だけという緩やかな内容である。イリノイ

州の場合は,基本的に会社農業規制はない。

北ダコタ州の2つの事例農場はいずれも州政府

等の農村地域経済開発戦略にもとつく支援を背景

に創設されたものだが,経営組織の法的形態と事

業部門から見るとひとつが新世代農協型の協同組

合法人によるフィードロット型肉牛肥育経営,も

うひとつが有限責任パートナーシップ(LLP)

によるドライロット型酪農経営である。

前者の新世代農協経営は素牛生産農業者である

組合員の出資によって設立され,出資額と素牛供

給の権利・義務頭数を比例的に結合した出荷権利

株という出資方式を取っている。組合員にとって

の出資の基本的意義は自己が生産する肥育素牛へ

の付加価値形成(出資配当によるその還元)であ

るが,付随的には地元経済への波及効果(飼料原
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料作物の調達と雇用の創出)も有していた。

後者のLLP経営は飼料作物生産農業者のほか,

地元住民,地元の酪農関連資材供給業者も出資す

ることによって設立され,農業生産者については

飼料作物の供給権と結びついた出資株,その他の

出資者には一般的な出資株を発行している。出資

者にとっての意義は,飼料作物への付加価値形成,

個人資産の地元における運用機会の提供,地元経

済の活性化(雇用と税収基盤の創出),生産資材販

路の創出にある。

農業生産者にとっての付加価値創出と農村地域

経済開発に加えて,農業関連産業の投入財販路確

保という意味をもつ点では,②類型(食品産業・

アグリビジネス型)という側面も有していた。

ウィスコンシン州とイリノイ州の5つの事例農

場は,大なり小なりCSA(地域が支える農業)

という生産・販売方式を取り入れている有機農業

経営である。CSA方式とは,基本的に1年間の

農産物(主として野菜類)の供給内容を事前に生

産者と消費者が合意にもとついて契約して年間分

の代金(シェアと呼ばれる)を前払いし,春から

秋までの6～7ケ月間にわたって季節野菜の詰め

合わせの配達を行なうという一種の会員制産直で

ある。作柄変動のリスクは消費者が負うこと,単

年度毎の前払い代金が短期の資本前貸し(その意

味で出資)に近い性格を持つこと,消費者メンバ
ーが農場の運営や作業に何らかの参加をする場合

が少なくないこと,農業生産・販売以外に農場を

利用した教育,福祉,保養といった社会的事業に

取り組む場合もあるなどの特徴をもつ。消費者メ

ンバーが一種の「出資」およびその他のコミット

メントを行なう目的は,近隣地域産の有機農産物

を確実に確保することに加えて,農村景観・環境

の保全や,農場を利用した社会的事業にも及んで

いる。

特定地域におけるごく限られた事例調査の中で

も,CSA農場はその法的組織形態,自己資本の

構成,土地所有構造,農業経営権の所在といった

点で多様である。商業的な家族型有機農業経営に

とってのあくまでひとつの販売方法としてCSA

が位置づけられている農場もあるが,CSA専門

農場になれば消費者メンバーによる作業から経営

上の意志決定へとコミットが強まっていき,さら

に土地や建物などの固定資産取得のために単年度

シェア以外の寄付や出資といった長期的資本提供

がなされる農場では農場所有がメンバーと実質的

に分かち合われており,その必然的な反映として

経営権への参画も深くなっていく。また開発可能

で地価が上昇する地域では,ランド・トラストに

よる開発地役権の留保や土地取得LLCによる農

地所有によって,開発を抑止して当該農地を保全

する工夫もなされていた。

農外から出資を受け入れる農業経営の類型化枠

組みのうち,③消費者・市民連携型,④協同組合

法人型・農村地域振興型に区分できる(そして部

分的には②生産資材アグリビジネス型の側面も有

する)農場においては,域内の農産物や農業投入

財への付加価値形成,農村地域経済開発,産消提

携型農業生産・販売,都市および近郊農村におけ

る農地・農村景観・自然環境の保全とその教育・

福祉的活用といった目的のために,農業生産者,

農村住民,都市住民等による出資にもとつく農業

経営が多様な形で設立され,運営されていること

が明らかになった。農業経営,土地所有,土地利

用計画等にわたる法制度や社会的背景の相違があ

るのでわが国への直裁な援用が困難なことは言う

までもないが,各種の出資と参加をつうじた農業

者,農村住民,農業投入財供給業者,消費者,市

民との提携型農業形態の追求から,多くの示唆を

得ることもできるだろう。

(注)

(1)アメリカのLimited Liability Companyは直訳すれば有
限責任会社であるが,日本における有限会社とは異質

の会社制度であること,また株式会社も有限会社も有

限責任会社であることから,これらの概念との混同を

避けるために特定有限責任会社という訳語をあてる
ことにした。

(2)東京銀行法務室編『アメリカ商事法入門』日本経済

新聞社,1988年,24～36頁。

(3)同前『アメリカ商事法入門』33～35頁を参照した。

(4)1990年代の北ダコタ州,ミネソタ州等における新世



土地と農業No.35
2005.3

編集発行人　森永　正彬

発　　行　　(社)全国農地保有合理化協会
東京都千代田因紀尾井町3-29日本農研ビル
〒102-0094　TEL O3(3263)9361

印　　刷　　共立速記印刷㈱
東京都千代田区飯田橋3-11-24
〒102-0072　TEL O3(3234)5511


