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はじめに 

 

１） 訪問機関と主な面会者 

 本報告は、２００６年９月１７日－２７日に、アメリカ・ワシントンＤＣとアイオワ州

デモインにおいて行った調査に基づいている。訪問機関と主な面会者および主要質問事項

は、ワシントンＤＣについては表１、デモインについては表２に示すごとくである。 
 
２） 本報告の構成 

(1) まず、昨年、急進展したトウモロコシのエタノール使用の増大を基礎にした中－長

期のトウモロコシ需給予測(農務省)の変化を取り上げる。それが今後のアメリカ農業政

策のあり方に影響及ぼすと考えられるからである。 
(2) (1)に関係して、次期農業法についての考え方として浮上している「収入保証」とそ

れを巡る動きを報告する。さらに、次期農業法についての全体的な動向：農務省、農

業団体、議会の動きにふれる。 
(3) アイオワにおける調査から得られた①トウモロコシ単収増の展望、②エタノール・

プラントの実態、③アイオワ・トウモロコシ農場の現況を具体的に示すことにしたい。 
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表１ アメリカ調査（０６，９月）：訪問機関と面会者（１） 

（ワシントンＤＣ） 

機  関 面 会 者 ポジション 備  考 
C. Goodloe 上級エコノミスト、 

チーフ・エコノミスト室

次期農業法 

M. G. Manis 上級貿易政策アドバ

イザー 
綿花裁定への対応 

C. Young 
B. Baysinger 

多国間交渉課長 
同課長補佐 

WTO 農業交渉 

    M. Linsenbigler 保全留保課長 保全留保計画 
    D. Howard  保全保証計画部長 保全保証計画 

 
 

 
 
 
農 務 省 

A. Baker 
    E. Allen 
  D. Johnson 

経済調査局エコノミ

スト 
穀物部門主任 

トウモロコシのエタ

ノール使用、トウモロ

コシ生産 

C. Conley 下院農業委員会・民

主党スタッフ 
次期農業法、 
WTO 交渉 

下院農業委員会 

C. Jagger 下院農業委員会・エ

コノミスト 
同上 

上院農業委員会     S. Mercier  ハーキンのスタッフ 同上 

ファーム・ビューロー R. Watkins 
R. Young 

公共政策課長 
チーフ・エコノミスト

同上 

ファーマーズ・ユニオン     B. Chilton 
 

政府関係・スタッフ・

チーフ 
ＷＴＯ農業交渉、次期農

業法 

全国トウモロコシ 
生産者協会 

    S. Willet 
  D. Murray 

公共政策・上級課長 
  

次期農業法、トウモロコ

シ・エタノール使用 

John & Deer, Co. J. B. Penn チーフ・エコノミスト 

（前農業・海外農務局次官）

ＷＴＯ農業交渉、 
次期農業法 

Decision Leaders D. Grueff 前海外農務局次官補 次期農業法、ＷＴＯ農業

交渉、綿花裁定問題 

Informa Economics, 

Inc． 

D. Motes 副 社 長 農業政策、エタノール需

要、ＷＴＯ農業交渉 
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表２ アメリカ調査（０６，９月）：訪問機関と面会者（アイオワ・デモイン） 
機  関 面 会 者 ポジション 備  考 

アイオワ・ファー

ム・ビューロー 
 

Joel  Severinghaus
M. Salvador 
D. Miller 

国際貿易アナリスト

政策アドヴァイザー

商品サ－ビス課長 

次期農業法、トウモ

ロコシのエタノール

使用 
アイオワ・トウモロ

コシ生産者協会 
S. Textor 
D. Mason 

販売・開発課長 
生産者サービス課長

トウモロコシの単収

エタノール工場、 
次期農業法 

アイオワ州立大学 
 

R. Wisner 経済学部教授 エタノール需要拡大

のインパクト 
ラインハート農場 

 
G. Rinehart 経営主 ９００エーカー、 

エタノール投資 
リンカンウエイ・エネル

ギー・エタノール会社 

L. Dunn 工場長 年５，０００万ガロン
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１ トウモロコシのエタノール使用の急増→長期トウモロコシ需給予測の変化 

 
１） トウモロコシのエタノール使用の急増 

アメリカにおけるトウモロコシのエタノール使用は、急増している。２００４／０５

年度（０４年１０月→０５年９月）のエタノール使用量は３，１２０万トンであったが、

０５／０６年度（０５年１０月→０６年９月）には、４，０６０万トンに増大した(表３)。
９４０万トン（３０％）の急増である。 
 

表３ トウモロコシのエタノール向け使用（０４／０５－０６／０７） 

（万トン） 
販 売 年 度注１ エタノール向け 指  数 
２００４／０５ ３，１２０ １００ 
２００５／０６ ４，０６０ １３０ 
２００６／０７ ５，４６０ １７５ 

注１：１０月→翌年９月 
資料：USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, Oct. 12, 2006 
 

 その背景には、トウモロコシによるエタノール生産の急拡大がある。２００６年のエタ

ノール生産量５０億ガロン注１）は、０５年３９億ガロンを２８％上回っている(表４)。 

注１） １ガロン＝約３．８リットル。１バレル＝３１.５ガロン＝約１２０リットル。 

 
表４ アメリカ：エタノール生産量 

(億ガロン、％) 

年 生産量 
(億ガロン) 指数 ガソリン燃料全体に

おける割合（％） 
１９８０  １．８   

 ８５  ６．１   
 ９０  ９．０   
 ９５ １４．０   

２０００ １６．３ １００  
 ０１ １７．７ １０９ １．３ 
 ０２ ２１．３ １３１  
 ０３ ２８．０ １７２  
 ０４ ３４．０ ２０９ ２．７ 
 ０５ ３９．０ ２３９ ３．０ 
 ０６ ５０．０ ３０７  

資料：ＲＦＡ（Renewable Fuel Association）ホームペイジ、１月１４日 
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こうしたエタノール生産の拡大は、 
① ０４年以降０６年夏へとガソリン価格が上昇し続けてきたこと(図１、図２)を基本的な

背景にして、 
 

出所：アメリカエネルギー省　ホームページ　2007年１月29日

〔図１〕　ガソリン価格（アメリカ：1949～2005）
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出所：アメリカエネルギー省　ホームページ　2007年１月29日

〔図２〕　レギュラーガソリン価格（2005～2007）
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② ０５年９月に再生燃料義務使用基準が設定され、０６年以降、一定量のエタノールをガ

ソリンに混合して使用することが義務づけられたこと｛０６年の混合義務量４０億ガロ

ン(表５)は０５年の生産量３９億ガロン・同消費量４０．５億ガロンにほぼ等しい｝、 
 

表５ 再生燃料使用基準量注１（ＲＦＳ） 

(億ガロン) 

年 億ガロン 指  数 
２００６ ４０ １００ 
  ０７ ４７ １１８ 
  ０８ ５４ １３５ 
  ０９ ６１ １５４ 
２０１０ ６８ １７０ 
  １１ ７４ １８５ 
  １２ ７５ １８８ 

注１：各年において、この量をガソリンに混合して用いることを義務化。 
資料：ＲＦＡホームペイジ 
 
③ 以上を背景にしてエタノール・プラントの増設が急進展してきたこと（０６年の９５プ

ラントによる生産能力４３．４億ガロンは０４年を４０％上回る：表６）、によって生

まれた注２）。 

注２） エタノール生産増大の背景には、このほかに、ⅰ ガソリン混入燃料としてエタノールの競争相

手であったＭＴＢＥの使用が激減したこと、ⅱ エタノールを用いるガソリン配合業者（ブレンダ

ー）に、５１セント／ガロンの減税措置（補助金に等しい。ブレンダーは、ガソリンよりも５０セ

ント高い価格でエタノールを買いうる条件）が与えられていること、がある。 
 

表６ エタノール・プラント（各年１月） 

年 プラント数 うち、 
農民所有 

生産能力 
(億ガロン) 

建 設 中 同生産能力 
(億ガロン) 

２０００ ５４ １８ １７．５   
０２ ６１ ２５ ２３．５   
０４ ７２ ３３ ３１．０ １５ ６．０ 
０６ ９５ ４６ ４３．４ ３１ １７．８ 

１１１ ４６ ５４．４ ３３ １８．９ ０７ 
   ７５注１ ６１．５注１

注１：計画中のものを含む 
資料：ＲＦＡホームペイジ、２００７年１月１４日 
 



－9－ 

２） アメリカ農務省によるエタノール生産予測－トウモロコシ需給予測の修正 

 こうしたなかで、０６年９月、アメリカ農務省チーフ・エコノミストＫ．コリンズは、

上院農業委員会の環境・公共事業についての公聴会における声明で、次の点を提示した注３）。 

注３） Statement of Keith Collins, Chief Economist, USDA, Before the US Senate Committee on 
Environment and Public Work, Sept.6, 2006 

 
① ２００６年産トウモロコシの２０％(５，４６０万トン：前掲表３)がエタノール用途に

用いられると予測され、それは、輸出量とほぼ同じになる。０７年産の場合には、トウ

モロコシのエタノール使用量は、史上初めて輸出を上回ることが予測される。その背景

には、急速に進むエタノール・プラントの建設があり、０６年９月時点での稼働中のプ

ラントは９１、建設中のプラントはその半分近い４４に達するとした。 
 
② これまでのエタノール生産についての農務省の予測（０６，２月, USDA, Baseline 

Projection to 2015）では、２０１２－２０１５年におけるアメリカにおけるエタノール

生産量は７５億ガロンであったが、２０１０年には１００億ガロンのエタノール生産が

ありうる（２０１２-２０１５：７５億ガロンは時代遅れになっている）とした。それま

での農務省のエタノール生産の中－長期予測：２０１２－２０１５年７５億ガロンとい

うのは、エネルギー法(０５，９月)による２０１２年における再生燃料使用義務量の７５

億ガロン(前掲表５)を当てたものであった。 
 
③ これまでの２０１２年のエタノール生産量予測７５億ガロンと新しい２０１０年：１

００億ガロンとの差＝２５億ガロンの増大には、１，０００万エーカー（４００万ｈａ）

の土地がいる。それに対し、ＣＲＰ（保全留保計画：土壌浸食を起こしやすい土地など

を、政府が賃料を払い１０年間生産から隔離する。現在３，４００万エーカーがこの計

画に入っている）から４３０－７２０万エーカーは使用可能である。 
 
④ トウモロコシの価格は、２０１０年前後に３．１０－３．２０ドル／ブッシエル（ｂ

ｕ）の高水準に上昇する、とした。０６，２月予測では２０１０年－２０１５年２．６

０ドル／ｂｕとされていたのである(表７)。ちなみに、０６年９月のトウモロコシ価格(農
場価格)は、２．２ドル／ｂｕ注４）であった。 

注４） USDA, Statistical Indicators, Table5. 

 
なお、 近（０７年１月）のトウモロコシ価格にふれておくと、０７年１月時点におけ

るシカゴ期近価格は３．９７ドル／ｂｕ注５）であり、農場価格は、３．６－３．７ドル／

ｂｕ前後とみられる。９月の２．２ドルからの急上昇は、こうした農務省のエタノール需

要に関する中－長期見通の修正を背景に、収穫期に入って当初の収穫予想よりも現実の収
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穫量がやや減少する一方、アメリカ・トウモロコシの輸出需要が急上昇するという短期の

需給関係の変動が加わって発生しているといえる。 

注５） 日本経済新聞、０６年１月１５日 

 
表７ アメリカ農務省：２０１５年度のトウモロコシ使用内訳についての予測比較 

（０５年２月、０６年２月） 

予 測 時 点 ２００５年２月 ２００６年２月 差（０６年－０５年）

  飼  料 
 

１億５，８００   １億４，９００   －９００ 
   （－５．６％）

食用・種子・工業用

 
    ８，２００   １億１，０００  ＋２，８００ 

   （＋３４％）

 うち、エタノール

 
   （４，４００）    （７，３００）  ＋２，９００ 

   （６６％） 
  国 内 計 
 

  ２億４，０００   ２億５，９００  ＋１，９００ 
   （＋８％） 

  輸 出 
 

    ７，５００     ５，９００  －１，６００ 
   （－２１％）

  総 計 
 

  ３億１，６００   ３億２，１００  ＋５００ 
   （＋１．５％）

農 場 価 格 
（ドル／トン） 

    ９６ 
（２．４３ドル/ｂｕ）

   １０２ 
（２．６０ドル/ｂｕ）

   ６ 
   （＋６．３％）

資料：USDA, Baseline Projection to 2015, do 2014. 

 
３） インフォルマ社の２０１５年トウモロコシ需給予測 

 参考のために、Ｋ．コリンズと同じ時期（０６，９月）に、Ｉｎｆｏｒｍａ Ｅｃｏｎ

ｏ－ｍｉｃｓ社が提示した同社の２０１５年トウモロコシ・大豆需給予測に、簡単に触れ

ておこう。 
 
① インフォルマ社は、２０１５年におけるアメリカのエタノール生産量を１５０億ガロ

ンとしている（表８）。従来（０６年３月）の農務省予測では、２０１２－１５年のエタ

ノール生産量を７５億ガロン（２０１２年の再生燃料義務使用量と同数量）としていた

のであるから、その倍に当たる予測数値を提起したことになる。しかし、このインフォ

ルマ社のエタノール生産２０１５年予測は、先に見たコリンズの２０１０年予測を２０

１５年に引き延ばしたもの、と見ることが出来る。 
 

Ｋ．コリンズは、２０１５年のエタノール予測生産量については言及していないが、

２００５年の生産量は３９億ガロン、０６年５０億ガロンであるから、彼の２０１０年
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の予測量１００億ガロンを前提にし、０５→１０年と同じペースで増えるとすれば、２

０１５年には１５０億ガロンになるからである。 
 

表８ Informa Economics 社のトウモロコシ・大豆の予測（２００６年９月２２日） 

－２０１５年エタノール生産＝１５０億ガロンを前提として－ 
 項  目 ２００６ ２０１５ 変  化 

トウモロコシ 31.8 36.4  4.6     14.6% 
小  麦 23.2 21.6 -1.6      -6.7 
大  豆 30.0 26.8 -3.2     -10.5 
綿  花  6.1  5.1 -1.0     -16.3 

作付け 
面積 

(100万 ha) 

総作付け面積 125.2 120.9 -1.3      -1.0 
生 産 量 2 億 7,880 3 億 6,600 8,720     31.3 

エタノール向け      5,590 1 億 3,200 7,620    136.4 
輸  出      5,520 4,570 -950     -17.2 
飼  料 1 億 5,400 1 億 4,750 -640      -4.1 

総 使 用 量 3 億 3 億 6,270 6,250     20.5 

トウモ 
ロコシ 
(万トン) 

農場価格(ドル／トン) 

下段：ドル／ｂｕ 

98.4 
(2.50) 

104 
(2.64) 

  5.6     20.8 
(0.14)   (20.8) 

生 産 量 7,960 8,300 340.      4.2 
搾 油 向 け 4,830 5,440  610     12.7 

輸  出 2,990 2,450 -540     -18.2 
総 使 用 量 8,220 8,300   80       0.9 

大 豆 
(万トン) 

農場価格(ドル／トン) 

下段：ドル／ｂｕ 

211 
     (5.75) 

215 
(5.84) 

   4       1.6 
(0.09)     (1.6) 

資料： Informa Economics, Presentation on Sept. 22, 2006 

 
② インフォルマ社は、１５０億ガロンのエタノールを生産するのに必要なトウモロコシ

は１億３，２００万トンとする（前掲表８）。これは、０６年５，５９０万トンを７，６

１０万トン上回って０６年の場合の２.４倍となり、飼料用途１億４，７５０万トンとほ

ぼ同水準になる。 
 
③ ２０１５年の飼料用途は１億４，７５０万トンとなっている。これは、現在（２００

６年）の１億５，４００万トンより６５０万トン少ない。 
アメリカは日本と異なり、相当のテンポでの人口の伸びが続いているから、食肉消費

量－生産量も増大し、そのための必要飼料も増大する。それにもかかわらず、２０１５

年における飼料使用量が現在を下回っているのは、トウモロコシからエタノールを取っ
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た後の粕＝残渣（Distillers Dry Grains with Solubles: DDGS,濃縮溶解物を含む乾燥穀

物）を、飼料として用いることがカウントされているからである。 
 
 現在のエタノール・プラントの大部分を占める乾式プラント（Dry Milling：表９）注

６）の場合には、副産物はＤＤＧＳのみであり、エタノール使用のトウモロコシ量の３０％

がＤＤＧＳになりうる。 
注６） エタノール生産方式には、もう一つ、湿式（Wet Milling）がある(表９，Ⅱ)。この場合には、

エタノール以外に、コーン・オイル、コーンスターチ、ＨＦＣＳ（コーンシロップ）などを取るの

で、飼料となるコーングルテン・ミールの量は、乾式からのＤＤＧＳに比べれば、少なくなる。 

 
表９ エタノールの生産方式 

－乾式（Dry Milling）と湿式（Wet Milling）－ 

Ⅰ 乾式（Dry Milling） 

１ トウモロコシの穀粒→挽いて（Ｇｒｉｎｄｅｒ：粉砕器で）、粗挽き粉（Ｍｅａｌ：挽き

割りトウモロコシ）にする。湿式とは異なり、Ｍｅａｌが種々の部分に分かれることは

ない。 
２ 粗挽き粉：Ｍｅａｌに水を加え、泥状（Ｍａｓｈ）に。 
３ Ｍａｓｈに酵素を加え、スターチ（粗糖）に。 
４ ｐｈコーントロ－ルために、アンモニアを加える。 
５ スターチを高温の鍋（Ｃｏｏｋｅｒ）に入れ、バクテリアを減らす。 
６ スターチを冷却し、発酵器（Ｆｅｒｍｅｎｔｏｒ）で、イ－スト菌を加え、エタノール

＋二酸化炭素に。二酸化炭素は収集－販売。 
７ 蒸留器において、エタノール分を、さらに、エタノール＋その他（残渣）に分離。 

エタノールを１９０度に。 
８ エタノールを脱水し、２００度に。それに、５％のガソリンを混入。非飲用に。 
 
＊ 残渣 
１ 遠心分離器で、溶解性のものと粗粒に分ける。 
２ 溶解性のもの：蒸発で、３０％固形物（シロップ、または濃縮蒸留溶解物）に。 
３ 粗粒と溶解物を、ともに乾燥する→ＤＤＧＳ（蒸留所からの溶解物を含む乾燥穀物：

Distillers Dry Grains with Solubles） 
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Ⅱ 湿式（Wet Milling） 

１ トウモロコシを水＋希亜硫酸水に、２４－４８時間浸す（Ｓｔｅｅｐｉｎｇ）→多くの

部分への分解を促す。 
２ 泥状のトウモロコシ→グラインダ－により、胚（Ｇｅｒｍ）を分離。胚からオイルを抽

出。 
３ 残った繊維質、グルテン、スターチ：遠心分離器、ふるい（Ｓｃｒｅｅｎ）などで、 
  コーン・オイル、コーングルテン・ミール、コーンスターチ、エタノール、ＨＦＣＳに。

資料：ＲＦＡホームペイジ、２００７年１月１４日 

 
ただし、ＤＤＧＳは繊維が多いので牛の飼料には適するが、養豚・ブロイラ－には適さ

ないという事情や、その品質が乾燥の方法に左右される、あるいは、日が浅いこともあっ

て、未だその取引市場がないということもあり、実際の使用には相当の幅がある。前述の

Ｋ．コリンズの場合には、ＤＤＧＳの使用量をエタノール使用トウモロコシ量の１５％と

している注７）。インフォルマ社の場合には、ＤＤＧＳの使用率については、示されていな

い。 
注７） K. Collins, op. cit., p. 8 

 
なお、ＲＦＡ（再生可能燃料協会）によると、２００５年の乾燥エタノール粕穀物の生

産量は、９００万トンである（表１０）。 
 

表１０ 乾燥エタノール粕穀物（ＤＤＧＳ）生産量注１
 

(１００万トン) 

   年    生 産 量    指  数 
２０００    ２．７   １００ 

０１    ３．１   １１５ 
     ０２    ３．６   １３３ 
     ０３    ５．８   ２１５ 
     ０４       ７．３   ２７０ 

     ０５注２    ９．０     ３３３ 
注１：２０１２年には１,２００－１,４００万トンの予測 
注２：７５－８０％：牛に。１８－２０％：豚に。３－５％：鶏に 
資料：ＲＦＡホームペイジ、２００７年１月１４日 
 
④ ２０１５年のトウモロコシ輸出量は４,５７０万トンで、現在よりも９５０万トン減少

すると見込まれている。 
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⑤ 以上の総使用量３億６，２７０万トンをまかなう生産量３億６，６００万トンは、現

在の２億７，８８０万トンよりも８，７００万トン（３１．３％）増えるが、それは面

積の増加（１４．６％：大豆・小麦面積からのシフト）と単収向上（３１．３％－１４．

６％＝１６．７％）によってもたらされる、としているのである。 
 
⑥ ただし、インフォルマ社は、２０１５年の農場価格を２．６４ドル／ｂｕとしている。

０６年９月２．５ドルの５．６％アップに過ぎない。農務省（Ｋ．コリンズ）の２０１

０年前後３．１－３．２ドルの見通しの方が現実的かつ論理的といえよう。 
 
４） トウモロコシ需要構造の変化が意味するもの 

 ０５年から進んでいるエタノール生産の増大→それに伴うトウモロコシのエタノール使

用の拡大の傾向は、今後も基本的に引き続くと見られる。中国－ＢＲＩＣｓ諸国の工業化

の進展などを背景に、世界の石油需要は増加を続けると考えられるからである。また、ア

メリカの石油自給率向上政策は、政権を問わず、維持されていくと見られる。そして、環

境保全＝クリーンエネルギー（バイオ・エネルギー）への要請は、強まることはあっても、

弱まることはないからである。 
 
 これは、つぎのようなトウモロコシについての需給構造の変化をもたらすと考えられる。 
 
① これまでアメリカのトウモロコシの用途においてマイナーであった“トウモロコシの

エタノール使用”が、きわめて近い将来輸出を上回り、１０年後には、飼料用途と肩を

並べる巨大用途になる。その結果、アメリカからのトウモロコシ輸出は減少する。 
 
② トウモロコシの価格水準が上昇する。４ドル／ｂｕを超えている現在（０７年１月）

の価格高騰は、基本的なエタノール需要の増大と短期の需給要因の変動（収穫期に入っ

てからの天候要因等による実際の収穫量＝生産量の減、輸出需要の増大）とから生じて

いるから、これを前提に考えることは出来ないが、しかし、これまでの２ドル／ｂｕ前

後の水準から価格水準が上昇することは間違いないであろう。Ｋ．コリンズの予測（２

０１０年３．１－３．２ドル）は、その目安を与えるものと思われる。 
 
③ こうした価格水準の上昇に対応して、アメリカ以外の供給国（アルゼンチン、ブラジ

ル、場合によっては中国）の生産→輸出供給が増大する注８）。 

注８） アメリカの輸出減とアメリカ以外の供給国の輸出増のなかで、日本も輸入先の多様化を問われざ

るを得なくなると考えられる。 
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④ 以上のことは、アメリカにおいては高価格のもとでトウモロコシ生産量が増大するこ

と、すなわち、高価格の下で生産量の変動が大きくなる、という新しい段階に入ってい

くことを意味する。これまでのアメリカの農業政策は、低価格への対応を主としてきた。

それでは、新たな段階に対応し得ない可能性がある注９）。この面からも、政策の基本的

な改革が問われている。 

注９） これはインフォルマ・エコノミック社の見方であるが、その見方には、うなづけるものがある。 

 
 
２ 次期２００７年農業法についての考え方と次期農業法を巡る動向 

 
次期農業法をどのようなものにするべきかは、アメリカ農務省、議会、農業団体におい

て、主として、ＷＴＯ交渉との関係で考えられている。ここでは、ＷＴＯへの整合性の考

慮とともに、トウモロコシ需給構造の変化にもある程度関連して出現した「収入保証」に

ついて、まず、触れることにする。 
 
１） 収入保証の考え方の出現と中軸地帯＝アイオワ州の反応 

 
(1) トウモロコシ生産者協会による収入保証の考慮 
昨（２００６）年７月、トウモロコシ生産者協会は、現行の価格に基づく支持政策、す

なわち、「新しい不足払い」（Counter Cyclical Payment: CCP、価格変動対応型支払い）注

１０）と融資不足払い（Loan Deficiency Payment: ＬＤＰ）注１１）および価格支持に代え

て、収入保証を導入することを検討する意向を表明した。 
注１０）各穀物の目標価格（２００２年農業法で０２～０７年について決定されている）を基準とし、

「農民の全国平均販売価格＋固定支払い」が基準を下回った場合には、その差が支給される。生

産量は、過去の実績（９８－２００１年平均など）に固定。 

   詳しくは、服部信司『アメリカ２００２年農業法』２００５年、農林統計協会、６７－６９頁、

服部信司「ＷＴＯ綿花裁定へのアメリカの対応と次期農業法」（昨年度報告書）を見られたい。 

注１１）穀物価格が価格支持水準（目標価格の３分の２くらいの水準）を下回った場合、生産者は、価

格支持を受ける権利を放棄することと引き替えに、「融資単価（価格支持水準）－郡公示価格（カ

ウンテイ・レベルでの市場価格：毎日農務省が発表」の直接支払いを受けられる。詳しくは、服

部信司『前掲書』２８－３１頁、服部信司「前掲昨年度報告書」を見られたい。 

 
９月下旬にトウモロコシ生産者協会を訪問した時点で、同協会が考えていた収入保証の

基本スキ－ムは、 
① 純収入（価格 × 生産量）を基準とし、価格は全国平均価格、単収はカウンテイ・レ

ベル平均を用いる。 
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② 平均を取る期間は、オリンピック方式（５年のうち、 低と 高年を除く）を用いる、 
と言うものであった。また、何故、現行政策からの移行を考えるのかについては、 
 
① 現行のアメリカの農業政策の多くは、ＷＴＯ協定において貿易歪曲的とされる削減対

象の黄の政策であり、ＷＴＯへのよりよい整合性を目指す必要がある。 
② 災害等による作物ロスへの対処に、より多くの比重をかける必要がある。それは、価

格に加えて生産量を含めた収入を基準とすれば、可能になる。 
③ トウモロコシ生産が拡大し、国内エタノール向けが輸出を上回るという販路の変化が

生じている。 
④ 財源規模は縮小するから、政策支援は、必要なものに絞る必要がある、という４点が

あげられた注１２）。 

注１２）全国トウモロコシ生産者協会（NCCG）、公共政策課長Ｓ．ウイレット（Willett）、 
    ２００６年９月２２日 

 
アメリカの農業政策をＷＴＯ協定に整合性のあるものにしていこうとする改革志向とト

ウモロコシ需給構造の新たな段階に対応する必要があるという考え方が、この収入保証へ

の移行の背景にあると言える。全国トウモロコシ生産者協会によれば、このアイデアは、

イリノイ・ファーム・ビューローから生まれ、アイオワ、サウスダコタのトウモロコシ生

産者協会が支持をしているとのことであった。 
 
なお、０６年９月２１日に行われた下院農業委員会・公聴会における次期農業法につい

ての５人の学者の意見表明のうち、２人、すなわち、アイオワ州立大学のバブコック

（Bubcock)教授とオハイオ州立大学のツーロフ（Zulauf)教授が、収入保証と同様の考え方

を提起した。 
ついでに、ふれておくと、カンサス州立大学のフリンチボー（Flinchbaugh）教授は、「固

定支払いを中心とし、保全政策の拡充と農業預金口座の考慮」が必要とし、ナットソン

（Knutson）氏は「現行政策を中心とするが、酪農と砂糖の価格支持を廃止して直接支払い

にすべき」とし、シュバークハート（Schberkhardt）氏は、「WTO 綿花裁定に対応し、野

菜と果樹問題を措置すべき」注１３）としていた。 

注１３）固定支払いを受ける作物の生産者は、野菜と果樹だけは作付けし得ない。これは、“「生産と価

格に関係しない」という緑の政策の条件に反するから、アメリカの固定支払いは緑の政策になら

ない”というＷＴＯ裁定が下った。アメリカ綿花補助金についてのＷＴＯ裁定に関して、詳しく

は、服部信司「アメリカ綿花補助金についてのＷＴＯ裁定とアメリカの対応」日本農業研究所『農

業研究』第１９号、２００６年１２月、服部信司「前掲昨年度報告書」を見られたい。 
 
(2) アイオワ・ファーム・ビューローとアイオワ・トウモロコシ生産者協会 
だが、収入保証の考え方は、８月に開かれたアイオワ・ファーム・ビューローの州大会



－17－ 

において、提案がされたものの、否決された。アイオワ・ファーム・ビューローは、トウ

モロコシのエタノール使用の今後を慎重に見極めたい、としていた注１４）。アイオワだけで

はなく、ファーム・ビューロー全体が、収入保証について、慎重なのである注１５）。 

注１４）アイオワ・ファーム・ビューロー、広報課長Ｊ．セベリングハウス（Severinghaus） 
  ２０００６年９月２６日 
注１５）ファーム・ビューロー、公共政策課長Ｒ．ワトキンス（Watkins）、 チーフ・エコノミスト E．

ヤング(Young)、２００６年９月２２日。ファーム・ビューローが収入保証に慎重である、あるい

は、反対する理由は、南部のコメ、綿花の生産者が反対だからである。 
 
アイオワ・トウモロコシ生産者協会は、「財源をセーフテイ・ネットに集中するには、収

入保証はよいコンセプトであるが、実現するのは容易ではない。南部（コメ、綿花、南部

の大豆）が、これに賛成しないから」としていた注１６）。慎重な態度が、アイオワ・トウモ

ロコシ生産者協会にも見られたのである。 
このようにして見ると、収入保証のコンセプトは、今後中－長期のアメリカ農業政策の

あり方としては重要な問題提起であるが、次期農業法において現行の政策からこれに代わ

るというところには、簡単には行きえない状況にある、とみられる。  

注１６）アイオワ・トウモロコシ生産者協会、生産者サ－ビス課長 D. メイソン（Mason）、 
      販売促進課長 S.テクスタ－ (Textor)、２００６年９月２５日 

 
２） アメリカ農務省 

 

 (1) 中間選挙前 
 今（２００７）年９月、現行２００２年農業法の期限が切れる。原則として、９月まで

に新・２００７年農業法の策定が問われている。 
 この次期農業法について、政府＝ジョハンズ農務長官は、昨年春以降、ＷＴＯによるア

メリカ綿花補助金についての裁定（アメリカが綿花に用いている輸出信用保証や補助金は

ＷＴＯ協定に違反しているので撤廃すべきとの裁定）が重要であり、同様の提訴が大豆や

トウモロコシについて行われないように、次期農業法において、アメリカの農業政策のあ

り方を変える必要があるとしてきた。 
農業政策を変えるとは、保護のあり方を、価格支持や不足払いなど価格に基づく保護政

策＝「黄の政策」（保護削減の対象）から「緑の政策」（生産量や価格に関係しない所得支

持：保護削減の対象外）に変えることである。また、それが、ＷＴＯ交渉における国内支

持の大幅削減要請に対応しうる国内体制を作ることにもつながる。 
 

(2) 中間選挙後 
 中間選挙後の 11 月 12 日、ジョハンズ農務長官は、次期農業法について、「現行法の継続

が もリスクが大きい。ＷＴＯ綿花裁定に示される事態（アメリカの作物についてのＷＴ
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Ｏ提訴とアメリカの敗訴）を回避することが肝要であり、そのために現行法の修正が必要

である。1 月に議会に政府の推薦事項を提起したい。中間選挙の結果は、その提示内容に影

響しない」と語ったと報じられた。 
 このように、ジョハンズ農務長官は、次期農業法についての農務省からの提案を１月に

議会に提示するとしていたが、０７年１月現在、その提示は２月以降にずれるという。農

務省内部において、どのような立場で提案するのか、すなわち、“改革→ＷＴＯ整合的な支

持政策への移行＝黄の政策に伴う国内支持を削減する方向か”、あるいは、“現行２００２

年農業法を基本的に維持する方向か”について、検討が続いているといわれる。 
 
 農務省の提案が遅れている事態の背景には、 
 ①次に見るように、農業団体－議会は、現行農業法の基本的な維持を強く志向している

こと、 
②農業法形成は、その議会の専管事項であって、ジョハンズ農務長官が来年 1－2 月に議

会に送る次期農業法についての推薦事項も、文字通り政府の意向にとどまること、 
③しかし、その内容、すなわち国内政策のあり方が国内支持削減の方向に向かうか、ど

うかが、ＷＴＯ交渉へのアメリカからの国内支持削減についての態度表明になると見

られていること注１７）、 
これらがあると思われる。 

注１７）今次ＷＴＯ交渉において、アメリカは、その国内支持の削減を も強く求められている。この

点が前回ウルグアイ・ラウンド交渉とは異なる。昨（０６）年７月、交渉が中断に陥ったのも、

アメリカが国内支持の追加的削減を拒否したことが契機であった。詳しくは、服部信司「ＷＴＯ

農業交渉」『学士会報』２００６，Ⅴ、第８６０号、服部信司「ＷＴＯ交渉：中断の背景・経過と

今後の課題」全農林『農村と都市をむすぶ』２００７年２月号を見られたい。 
 
３） 農業団体と議会 

 

 (1) 中間選挙前 
 ジョハンズ農務長官が次期農業法における改革を志向してきたのに対し、農業団体（フ

ァームビューロー）－グットラット下院農業委員長（０６年１２月まで、共和党）は、“Ｗ

ＴＯ交渉が妥結するまで 1－2 年間、現行農業法を延長し、交渉妥結後、妥結内容を踏まえ

て、次期農業法を策定すべき”としてきたのである。その背景には、“現行農業法は好まし

い。それを変える必要はない”という現行農業法への評価＝現行農業法を今後も基本的に

継続したい、という意向が存在していた。こうした“現行農業法を基本的に評価する姿勢”

は、民主党にも共通していたのである。その背景には、現行農業法がよいとする多くの農

民が存在する。 
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(2) 中間選挙後 
① ファーム・ビューロー 

 アメリカ 大の農業団体＝ファーム・ビューローは、１月の定期大会を前に、０６年１

２月、州会長の会合を開き、「次期農業法においては、（WTO 綿花裁定に対応して）穀物生

産者に野菜と果樹の作付けを禁止している条項を廃止するなど、若干の変更をするだけで、

現行農業法を継続すべきである。その際、“WTO 交渉が妥結するまで（現行法を継続する）”

という限定は、つける必要はない」とする呼びかけを発した。これが、ファーム・ビュー

ロー大会の決定となることは、ほぼ間違いない。 
 また、スト－ルマン会長は、「価格を基礎にした所得支持政策から収入を基礎にした支持

政策へのシフトは困難」とし、それは、「種々の農業グル－プが、この政策について一致し

て支持してはいないからだ。この政策を進めてきたトウモロコシ生産者協会のなかにも賛

成してないメンバ－がいる」と語ったと報じられている。 
 
  ② 議会 
 中間選挙における民主党の勝利により、下院農業委員長に就いたピーターソン議員（民

主、ミネソタ州）は、11 月 14 日、「新農業法の策定がトップの優先事項である。新農業法

は、多くの点で現行法のままとなり、変化があるとしても、ごくわずかになる。農民が基

本的に現行法を良いとしており、自分もそう思う」と語ったと伝えられていた。同様に、

上院農業委員長に就いたハーキン議員（民主、アイオワ）は、「環境保全・エネルギーへの

補助に力点を移すことにより、補助のあり方を“ＷＴＯ整合的なもの”にしていく必要が

ある」とし、ある程度、改革を志向している。とはいえ、ハーキン議員が、アメリカ農業

政策の根幹をなす「新しい不足払い」や融資不足払い・価格支持という価格に基礎を置く

支持政策を、収入保証政策に代えることを支持しているのかと言えば、そうではない。現

行農業法の基本的な枠組みの下で、環境保全支払いの方に資金配分の力点を移していこう、

とするものであろう。 
共和党も、現行農業法の基本的維持に賛成である。議会は、基本的に、現行農業法の維

持路線といっていい。 
 
こうした現行農業法維持路線の背後には、「ＷＴＯ交渉の渦中において、国内支持削減の

方向に農業政策のあり方を変えることは、交渉におけるアメリカの一方的な武装解除につ

ながる」｛グラッスレイ上院議員（共和、アイオワ）｝という主張があり、農業団体（ファ

ーム・ビューロー）も同じ立場である。 
“WTO への対応は、交渉が合意してから行えばいい”という立場でもある。しかし、そ

れは、前向きでない、後ろ向きの立場と言わざるを得ない。 
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３ アイオワの調査から 

 
１） トウモロコシ単収の現況と単収増の展望   

 
(1) 鍵を握る単収増 
１で見たトウモロコシのエタノール使用の拡大傾向は、今後のアメリカのトウモロコシ

生産が、それに対応して拡大しうるか。拡大しうるとしたら、どの程度増大しうるか－と

いう問題を我々に投げかけている。 
その場合、アメリカの耕地面積の拡大は展望し得ない。保全留保計画（ＣＲＰ）の土地

を耕作に戻すとしても、K.コリンズのいう４３０万－７２０万エーカー（１７０万ｈａ～

２９０万ｈａ）くらいであろう。 
ＣＲＰを除けば、トウモロコシ面積の増は、大豆・小麦面積の減にならざるを得ない。

それ以外にトウモロコシ面積を増やすとしたならば、コーンベルトにける「トウモロコシ

－大豆」の輪作においてトウモロコシを連作し、「トウモロコシ－トウモロコシ－大豆」の

輪作にすることであろうが、やはり、それは、様々な無理を生むことが考えられる。生産

増の展望は単収増にかからざるを得ない。 
 

 ところで、表１１で、１９６０年→２００６年の４６年間のトウモロコシ生産の変化を

見ると、その間、トウモロコシの収穫面積は７，１４０万エーカー→７，１００万エーカ

ーで変化がないなかで、単収が５５ブッシエル／エーカー（３．５トン／ｈａ）から１５

１ブッシエル／エーカー（９．６トン／ｈａ）へと２．８倍に増加し、それによって生産

量も９，９００万トンから２億７,３００万トンへと２．８倍になっていることがわかる。

この間のトウモロコシ生産の拡大は、もっぱら単収の増加によって、もたらされたのであ

る。単収－単収増の技術が生産増の鍵を握っているといえよう。 
 

（表１１）トウモロコシの指標：１９６０、２００６ 
 収穫面積 単収（ｂｕ／エーカー） 生 産 量（万トン） 

１９６０ ７，１４０万 
エーカー 

５４．７ 
 

１００ ９，９００  １００ 

２００６ ７，１００万 
エーカー 

１５１．２  ２７６ ２億７，３００  ２７６ 

 資料：USDA, Agricultural  Outlook, March 1986, ほか 
 
 (2) 現行の単収 
今（２００６）年産のトウモロコシの単収は、全米平均１５１ブッシエル／エーカー（９．

６トン／ｈａ）と、ｈａあたり１０トンに近い。言うまでもなく、世界 高の単収水準で
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ある。中心州アイオワの単収は１７４ブッシエル／エーカー（１１．０５トン／ｈａ）で

全米平均よりも１５％高い。 
 なお、全米平均単収の 高年は、２００４年の１６０ブッシエル／エーカー（１０．２

トン／ｈａ）であった。ちなみに、その時の生産量は史上 高の３億１,０００万トンとな

った。 
 

（表１２）トウモロコシの単収（２００６） 
 ブッシエル／エーカー トン／ｈａ 生産量（億トン） 

全 米 平 均 １５１（１００） ９．６ ２．９ 
アイオワ平均 １７４（１１５） １１．０５  
高年・全米平均 
（２００４年） １６０（１０６） １０．２ ３．１ 

 
 (3) 単収増の見通し：２００６→２０１５ 
では、これからの１０年間の単収増の見通しをどう見ているのか。インフォルマ・エコ

ノミックスとアイオワ・トウモロコシ生産者協会は、次のようである。 
インフォルマ・エコノミックスについては、すでに、紹介したように、２００６年→２

０１５年へとトウモロコシ作付面積は１４．６％増、生産量３１．３％増であったから、

単収は、その差の１６．７％増を前提にしている。すなわち、１０年間で単収１７％増を

想定しているのである。 
 
アイオワ・トウモロコシ生産者協会は、アイオワの平均単収について、２００６年：１

７４ｂｕが２０１５年２０６ｂｕ（１３トン／ｈａ）になりうるとしている注１８）。２０％

の増が可能とする。もし、単収が２０％増ならば、前掲表８（インフォルマ社の予測）に

おけるトウモロコシの面積増は２５０万エーカー（１６０万ｈａ）ですむことになる。 
注１８）アイオワ・トウモロコシ生産者協会、Ｄ．メイソン、Ｓ．テクスター、０６，９月２５日 

 
 (4) この間の単収増の背景 
この１０年間のトウモロコシ単収の向上は、①遺伝子組み換え（ＧＭＯ）種子の導入→

その作付拡大、②品種改良の両面による。 
 

 ＧＭＯ品種の導入・作付け拡大は、この５－６年間において急進展した。アメリカ農務

省によれば、２００６年における抗虫性のＢＴコーンの作付面積比率は４０％に、耐農薬

性のＨＴコーンの作付け比率は３５％に達している（表１３）。ＧＭＯ品種は、病虫害や薬

害による作物ロスを減らすことによって単収増をもたらしてきたといえる。 
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（表１３）遺伝子組み換えトウモロコシの作付け割合（２００６） 
種  類 ％ 備  考 
ＢＴコーン ４０ 抗虫性 
ＨＴコーン ３５ 耐農薬性 

資料：USDA, Amber Waves, Sept. 2006, p4 
 
他方、品種改良は、トウモロコシの房＝ｅａｒを小さくし、かつ、１ｅａｒあたりの穀

粒を増やすこと、さらに、穀粒増に耐えうるように背丈を低くし、葉が効率的に光を吸収

しうるように、葉の向きを上向きにすることを中心に進められてきた。それらが、密植を

可能にしたのである。その結果、アイオワのエーカーあたり播種粒数は、７８年２１，０

００→０２年２９，０００へと８０００（約４０％）の増となり（表１４）、単収増をもた

らした。 
 

(表１４)アイオワ・トウモロコシ：エーカーあたり播種粒数 
 播種粒数／エーカー    指   数 

１９７８ ２１，０００     １００ 
   ２００２    ２９，０００     １３８ 

資料：アイオワ・トウモロコシ生産者協会、２００６年９月２５日 
 
 後で示すラインハート農場の場合には、エーカーあたりの播種粒数は、３２，０００に

及び、アイオワ平均を１１％上回っている。こうした点を踏まえれば、アイオワ・トウモ

ロコシ生産者協会の見通しは、それなりの根拠をもつものといえる。 
 
２） リンカンウエイ・エネルギー・エタノール会社 

 
今回の調査において、アイオワ・ファーム・ビューローの紹介でエタノール・プラント：

リンカンウエイ・エネルギー・エタノール会社（Lincolnway Energy Ethanol Ltd.）を訪

問・見学する機会に恵まれた。以下、その概況を示しておこう注１９）。 

注１９）リンカンウエイ・エネルギー・エタノール会社、工場長Ｌ．ダン（Dunn）氏による。２００

６年９月２６日。 
 
(1) 生産能力と投資コスト 

 生産能力は５，０００万ガロン／年である。エタノール・プラントとして、規模の大き

な部類に属す。発酵タンクは４基。発酵はイースト菌による。 
 ２００４年１１月に資本金３，８００万ドル（約４５億円）にて発足。投資家４５０人。

うち、農民は半分以下とのことである。 
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 投下コストの内訳は、プラント８，４００万ドル（１００億円）、運転資金に２，０００

万ドル（２４億円）、合計１億４００万ドル（１２４億円）である（表１５）。 
従業員数は、プラント３８人、オフィス１２人、合計５０人（表１６）。 

 
(表１５) リンカンウエイ・エネルギー・エタノール社の投下コスト 

内   訳 万 ド ル  億  円（１） 

プ ラ ン ト ８,４００ １００ 
運 転 資 金 ２,０００  ２４ 

合   計 １億４００ １２４ 
注１：１ドル＝１２円 
 

(表１６) リンカンウエイ・エネルギー・エタノール社の従業員数 
内   訳 人 

プ  ラ  ン  ト ３８ 
オ  フ  ィ  ス １２ 

合    計 ５０ 
 
 (2) 操業の特徴 
操業の特徴は、残渣の粗粒・溶解物（ＤＤＧＳ）を乾燥するための燃料に、安い石炭を

用いていること（５年契約）、その石炭はワイオミングからのユニオン・パシフィックによ

る鉄道輸送によっていること、である。鉄道とは引込み線によって直接連結している。 
トウモロコシの搬入は１日１４０台のトラックによっている。 
財務責任者（ＣＦＯ）は、この業界（ＡＤＭ）で８－９年の経験者とのことである。 
エタノールの販売は、全量、専門のブローカー（農協・協同会社）によっている。 

 ＤＤＧＳは、個人エイジエントを通してニューメキシコ、アリゾナ、テキサスに販売。

新鋭の乾燥施設によって残渣を乾燥させているので、ＤＤＧＳは高品質であり、販売に

問題はないという。 
 
 (3) プラント増設 
今（０７）年、プラントを増設し、生産能力を１億ガロンにする。１億ガロンと言えば、

大規模エタノール・プラントの部類にはいる。 
エタノール・プラントは、一種の装置産業である。農産加工業でありながら、これまで

の肉牛フィードロット・食肉パッカーや大規模養豚にある程度見られた３Ｋとは無縁であ

る。その面からも、アメリカの農業地帯に新しい業態が生まれつつあるといえる。 
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３） Ｒ．ウイスナ－教授（アイオワ州立大学）のエタノール分析 

 
 このエタノールについての、アイオワ州立大学のＲ．ウイスナ－（Wisner）教授の分析

（２００６年９月）を紹介しておこう注２０）。 
注２０）アイオワ州立大学Ｒ．ウィスナ－（Wisner）教授による。２００６年９月２６日 

 
 ウイスナ－教授によれば、アイオワのエタノール生産コストは１．３ドル／ガロンとい

う(表１７)。エタノール・プラントの規模は示されていないので、多分、アイオワに多い年

産３，０００万ガロンくらいのプラントを前提にしているものと思われる。 
 ９月のエタノール価格が２.３ドル／ガロンであったから、ガロン１ドルのマ－ジンが出

ていたことになる。８０％のマ－ジン率である。いかに、エタノール・プラントが高い利

益をあげていたかがわかる。まさに、ゴールドラッシュならぬエタノールラッシュがアイ

オワ～コーンベルトに到来していたのである。 
 
 この昨（０６）年９月時点のトウモロコシ（農場）価格は、２．２ドルであった。 
同教授によると、トウモロコシ価格がブッシエル１ドル上昇する毎に、エタノール生産

コストはガロン０．３６ドル上昇するとされる。 
 
ところで、現在（０７年１月）のシカゴ期近価格は異例の高さの４ドルに達している。

このブッシエル４ドルという水準は、需給が逼迫した１９９６年の初夏の一時期にあった

にすぎない例外的な高水準である。 
従って、これが、すぐに１－２年持続するとは考えられないが、このシカゴ期近４ドル

（アイオワ農場価格３．７ドル）を前提にして、エタノール生産コストがどうなるかを、

ウイスナ－教授の方式で計算すると、１．８４ドル／ガロンになる。 
 
他方、ガソリン価格は０６年９月から今日へとある程度低下している(前掲図２)ので、エ

タノール価格も０６年９月２．３ドルから下がっていると考えられる。現時点（０７，１

月）のアメリカにおけるエタノール価格（卸売り）についての情報はえられないので、正

確なエタノール価格（卸）は用いられないが、仮に２．０－２．１ドル／ガロンに低下し

ているとしても、なお、０．１６－０．２６ドル／ガロンのマ－ジンは出ていることにな

る。 
 
ウイスナ－教授が、０６年９月時点の条件（トウモロコシ価格２．２ドル／ブッシエル、 

エタノール価格２．３ドル／ガロン）のもとで、採算分岐点としていたのはトウモロコシ

価格４.７５ドルである。 
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（表１７）Ｒ．ウイスナ－教授のエタノール分析（２００６年９月） 
 生産コスト   １．３ドル／ガロン 
 エタノール価格 ２．３ドル／ガロン（０６年９月） 
 マ－ジン    １．０ドル／ガロン 
 トウモロコシ価格４．７５ドル／ｂｕが採算分岐点（ブレイク・イーブンコスト） 
 トウモロコシ価格がブッシエル１ドル上昇する毎に、エタノール生産コストは 

０．３６ドル／ガロン上昇。 
 
４） ラインハート農場注２１） 
ラインハート（Ｒｉｎｅｈａｒｔ）農場は、とうもろこし４００エーカー、大豆４００

エーカー、野菜（デモインのマ－ケット＝一種の朝市で直売）８８エーカー、合計９００

エーカ（３６０ｈａ）からなる（表１８）。 
 注２１）アイオワ州デモイン、Ｇ．ラインハート（Rinehart）氏による。２００６年９月２６日。 

 
 (表１８)ラインハート農場：作付け構成 

内  訳 エーカー ％ 
ト ウ モ ロ コ シ ４００  ４５ 

大   豆 ４００  ４５ 
野   菜（１）  ８８  １０ 

合   計 ８８８ １００ 
注１：デモインのファーマーズ・マーケットで直売 
 
 (1) 家族 
祖父は、１９０１年生まれで、彼がここで農業を始めた。 

 ラインハートさんは１９５３年生まれ。１９７４年から農業に従事している。 
奥さん（インタビュー中、ずっと同席し、ラインハートさんとともに答えてくれた）は

１９５４年生まれで、子供が１０人いる。奥さんは、野菜つくりを中心にし、ともに農場

で働いている。 
 

 (2) 農場経営 
 農業粗収入は約３０万ドル（３，６００万円）、うち、６．５万ドル～７万ドル（７８０

万円～８４０万円）が野菜販売収入であるという。 
 今年のトウモロコシの単収は１８０ｂｕ／エーカーであった。畑１枚（８０エーカー）

が雹にあい、平均の３０％の収量にしかならなかった。それを含めた平均単収である。 
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(3) エーカーあたりの播種粒数 

 エーカー当たり播種粒数は、農場作業に従事し始めた１９７４年時点では１８，０００

（１００）であった。８０年代中頃から長い間２７，０００－２８，０００の時期が続い

たが、 近３２，０００（１８０）になっている（表１９）。これは、アイオワ平均２９，

０００よりも１０％多い。先のトウモロコシ単収の見通しにおいて、１０年間で１７－２

０％の増を見込んでいる見方にそれなりの根拠がある、とした所以である。 
 

(表１９) ラインハート農場：トウモロコシのエーカーあたり播種粒数 
年 播種粒数／エーカー     指  数 

    １９７４     １８，０００     １００ 
    １９９０年代 ２７，０００－２８，０００ １５０－１５５ 
    ２００６     ３２，０００     １８０ 

 
(4) 生産コスト 

 ラインハート農場のとうもろこしの生産コストは、２．１ドル／ｂｕ（機械の減価償却

コストを除く）である。聞くや直ちに答えが返ってきた。ラインハートさんは、自分の農

場経営に精通している優れた経営者である。機会の償却コスト抜きのコストが２．１ドル

だから、２．７－２．８で売れればいい。 
 
 (5) 販売 
 トウモロコシの販売は、エタノール・プラントへの直接販売が主になっている。そこに

売ると、カントリー・エレベ－タ（農協）への販売よりも２０セント高い。シュリンケイ

ジ・チャージ（カントリー・エレベータに搬入した時よりも乾燥によって重量が減ると、

減り方によって１０-１５％の値引きをされること）もない。まさに、エタノール効果であ

る。 
 

(6) エタノールへの投資 
ラインハートさんは２年半前、ノ－スダコタのＮＧＰ・ＣＯＯＰのエタノール・プラン

トに投資した。ミニマム（ 低）投資額は５，０００ドルであった。折から始まったエタ

ノール・ブームで、２年で投資額を回収したという。配当率５０％が２年間続いたことに

なる。 
ラインハートさんに言わせれば、ゴールドラッシュならぬエタノールラッシュがコーン

ベルトを席巻しているのである。 
ラインハートさんもリンカンウエイ・エネルギー・エタノールの投資家の一人である。

リンカンウエイへの投資は、ミニマム２５，０００ドルであった。 
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(7) アイオワ農民のエタノール投資 

ラインハートさんは、アイオワでエタノールに投資している農民は、１０％（５，０００

人）くらいで、そう多くはない、としていた。しかし、５，０００人を「多くない」とい

えるだろうか。相当な数だといえよう。 
投資した農民の７５％は、銀行からの借入金による投資である。本人も同様である。 
したがって、リンカンウエイに投資をするか、どうかは、相当に迷ったようであった。 

 
(２００７年１月２４日) 

 
 




