
カ リフォルニアの米作 り

一国府田農場における事例研究-

1980年秋,アメリカ合衆国カリフォルニア州に

おける稲作の事例研究を行った.これは当時在学

中のカリフォルニア州立大学フレズノ校において,

修士号取得の為の一過程として行われた研究であ

る.1982年 2月に帰国後, 5月15日のお茶の水地

理学会第-回総会で,この研究をもとに話をする

機会を得た.以下はこの総会の折に行った講演の

概要である.

1. はじめに

米の生産地は中国,インドをはじめとするアジ

アの国々であり,例年世界総生産量の90%以上を

生産 している.これらアジア諸国で生産される米

は,ごく一部を除き,大部分が国内消費に向けら

れる.これに対し,アメリカ産の米は世界総生産

の2%足 らずの量であるにも拘らずその多くの部

分が輸出商品として国外に持ち出され,このこと

からアメリカ合衆国が世界一の米輸出国としてラ

ンクされるに至っている.

北米大陸で初めて米作 りが試みられたのは17世

紀初頭,メ-ジニアに於てである.その後稲作は

南部諸州,中西部へと伝播し,さらに20世紀の到

来 と共にカリフォルニアでも本格的な栽培が開始

された.今日アーカンソー,カリフォルニア,ル

イジアナ,テキサスの4州がアメリカの米どころ

となっている.これら4州の1979年の 1ha当 り収

穫量は4,700kgを越え,同年の世界平均値である

2,645kg/haをはるかに上まわった. 中でもカリ

フォルニアは毎年他州を凌 ぐ優秀な生産性を見せ,

1979年は実に 7,229kg/haと,特筆に値する記録

を残した.

本研究の目的は,カリフォルニアの米作の高生

産性を支える要因を,一典型的米作農家の事例研

究を通して究明することにある.その対象として

選ばれたのは,日系移民,故国府田敬三郎氏によ

って設立された国府田農場である.特に注釈を添

中 川 圭 子

えてある場合を除き以下に使用するすべての資料

は,国府田農場の栽培部門マネージャーである鯨

岡辰馬氏 (故国府田氏の甥)とのインタビューを

通 じて取得された.

2.国府田農場のプロフィール

国府田農場はサンホアキン谷の西部,マ-セッ

ド郡 とフレズノ郡に跨る沖積平野上に位置してい

る.この沖積平野はシエラネバダ山脈に端を発す

るサンホアキン川によって形成されたもので,主

にクレイ,クレイローム,サンディロームをもっ

て構成される.サンホアキン谷の気候は,明瞭な

夏の乾季と冬の雨季,そしてそれらの移 り目であ

る短かい春と秋とに区分される. 5月から9月に

かけての夏季 5ケ月間は,高温,晴天の毎日が続

き,ほとんど降水をみないのに対し,11月から3

月までの冬季 5ケ月間は,毎月30-50mmの降水
1)

をみる.サンホアキン谷西部の沖積平野が年間に

受ける降水量はわずか200mm前後であるが,こ

こは谷内で最も海抜高度の低い地域 で あ り, 港

概の便に頗 る恵まれている.粒子の細 か い 土 壌

(heavysoil),夏季の高温,そして揮概の便に恵

まれたサンホアキン谷西部沖積平野が,米の成育

に適した環境を形成していることは明らかである.

さて,この沖積低地上に立地する国府田農場の

全耕地面積は2,823haで,その地表面は南から北

に向かってなだらかな下向傾斜 (1.-5m/km)

をみせている.デルターメソ ド一夕用水が農場内

の南辺を西から東へ,そしてその北方をメイン用

水 とアウトサイ ド用水が東から西へと横断し,こ

の 3本の用水路が国府田農場の生命線となってい

る.

国府田農場内の主要作物は米である.1980年,

全耕地の72%に当たる2,023haが米の生産にあて

られた.この内の80%強の耕地からもち米の ｢モ

チゴメ (品種名)｣,残 り20%弱から梗米の ｢国宝
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ローズ｣が生産された.これら2つの品種は,ど

ちらも農場内で自家開発されたものである.1980

年の国府田農場における米総生産量は11,340t,

単位面積当り収穫量は両品種とも5,600kg/haで

あった.

国府田農場では米の生産 と並行して他の作物が

2, 3栽培されている.1980年の場合,綿花と大

麦が各々350haの耕地で生産された.これらの作

物を栽培する主要 目的ほ,余剰労働力の効果的配

分にある.即ち,米の栽培作業が比較的楽な時期

にこれらの付加的作物を栽培することにより,余

剰労働力を無駄に遊ばせることなく,効果的に生

産的活動に振 り向けている訳である.

国府田農場は,米生産に必要なほぼすべての機

樵,施設を所有している.栽培作業に必要な種々

の大型機械,運搬用 トラック,そして乾燥,精米

所,貯蔵の為の倉庫に至議 まで,すべてが農場用

に設置されている.

3.米の栽培体系

国府田農場の米栽培は 3月 の ディス キ ン グ

(discing)をもって開始される.キャタピラーに

取 り付けられた平円板状の撃 (discs)が地表面を

10cm ほど掘 りかえし, 堅 くこり固まった土壌を

小さな土塊に打ち砕 く.ディスキングは農場内で

最も海抜高度の高い,従って比較的土壌の乾燥し

た南部のフィール ドから始められ,徐々に北方の

フィール ド-と移行する.各々のフィール ドは斜

め方向に楕円を措 (恰好で,2回ずつディスクさ

れる.長年の経験からこの方向に作業を行 うこと

が,ディスキングによるフィール ド内の土壌の片

寄 りを防ぐ最も効果的な方法であると見なされて

いる.一機のディスクがこなす仕 事 量 は20-25
2)

ha/日である.

ディスキングの終了したフィール ドでは,ひき

続いて地ならし (leveling)が開始される,これ

はディスキングによって掘 りかえされた地表面を,

その土地の持つ自然の緩傾斜にそってスムーズに

ならす作業で,キャタピラーにランドプ レイ ン

(landplain)を取付けて行われる.作業はディス

キングと同様,斜め方向に楕円を措きながら2回

ずつ行われる.一機のランドプレインが1日にな

らす耕地面積は20ノ-25haである.

地ならしの次は畔作 りである.畔は各フィール

ドの外郭に築かれるのみならず,フィール ド内に

も設けられる.より良い収穫を得る為には,稲の

全成育期間を通じて水田内の水深を常に5-10cm

に保つことが肝要である.国府田農場の一つのフ

ィール ドの面積は平均 32haと広大であり,又前

述のごとく南北方向に緩傾斜を持っていることか

ら,もしもこの内畔なくして水を引き入れた場合,

南と北とで水深に大きな差が生まれ,フィール ド

全体をほぼ同じ水深に保つことが不可能な訳であ

る.内畔はフィール ド内の海抜高度が10cm 低下

するごとに,等高線にそって築かれる.この畔建

築に使用されるのはクラウダー(croWder)という

Ⅴ型の鉄の2枚羽を持つ機具で,キャタピラーに

曳かれることにより地表面の土壌をかき集め,横

断面が台形型(高さ50-60cm,底辺120′-140cm)

をした畔を作 り上げる.かくして1枚のフィール

ドは,その回 りをとり囲む外畔と東西方向に波状

に延びる内畔とにより,細長い田圃 (paddy)に

区分けされる.1校のクラ ウ ダ ー で, 1日80-

120haの畔作 りを完了できる.

畔の建築されたフィール ドには木製水路が設置

される.この直方体状の水路を畔の所々に適当に

はめ込むことにより,用水路から取入れられた水

は土地の持つ緩傾斜に従い,傾ぐりに各田圃に流

れ込み,ついにはフィール ド全体を満たす ことに

なる.水路の両脇 (水の入口と出口)に当たる部

分はスライ ド式の何枚かの板でできてお り,これ

らをはずしたり加えた りすることで,水路内を通

り抜ける水量を調整できる仕かけになっている.

水路がはめ込まれると,飛行機による肥料撒布

が行われる.2機の飛行機 (付近の専門会社に依

顔)を交互に飛ばし,地上10mの高度より,1ha

当り110kgの窒素肥料が投入される. 1時間に45

haほどの耕地の肥料撒布を完了できる.

肥料撒布の終了した フィール ドに は節 付 け

(scratcIling)が施される.--ロウ (harrows)

と呼ばれる巨大な熊手状の機具をキャタピラーが

曳きず りまわすと,地表には深さ5cm程の筋が
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無数に残される.この筋付け作業の目的は2つ,

空中撒布された肥料を土壌内部に埋め込むこと,

そして後に空中撒布される粗をキャッチし,用水

路から引き込まれる水や風によってこれらの籾が

流される率を低 くすることである.一機のノ､-ロ

ウにより1日に20-25haの筋付けを行 うことがで

きる.

4月半ば,筋付けまでを完了したフィール ドに

水が引き込まれる. 農場の平均値である32haの

フィール ド1枚に水を満たすのに,4- 6日間が

必要 とされる.引き込まれた水は,稲の全成育期

間 (約120日)を通じて絶えることなく緩やかに流

れ続け,常に水深が 5-10cm に保たれる様にコ

ントロールされる･間断なく流れ続ける水は,塞

草の繁茂防止に効果的である.

籾は空中撒布に先だち,17%の消毒液に24時間

漬け込まれる.この事前処理の目的は,菌類によ

って引き起こされる病気の予防,発芽の促進,そ

して籾の重量を増加させることにより撒布後直ち

に水底に沈下させることの3つである.24時間漬

け込まれた籾はひき続き24時間,水切 りの為空中

に放置される.

飛行機による籾蒔きの要領は,肥料撒布のそれ

と同様である･ 1ha当りおよそ170kgの籾が撒布

される･これは 5cm 四方の地区に1個ずつの割

で籾が蒔かれる計算になる.

籾蒔き後35-40日後に,必要 と見なされるフィ

ール ドに除草剤が撒布される.これも肥料,籾と

同様に,飛行機による空中撒布である.1980年の

場合,全米作フィール ドの60%に当る1,200haに

撒布された.

除草剤撒布が終了する6月末から8月末まで,

2,000ha余 りの水田は4人の労力をもって管理さ

れる.この2ケ月間の主要業務は,フィール ドの

水深チェック,畔の管理 ･修復,そして鳥追いで

ある･各フィール ドの用水取入れ口に備え付けら

れた水量メーターのチェック,そして畔の破損の

早期発見 と修復は,田圃内の水深を一定に保つ為

の必須作業である.稲の芽や穂を食いあらす鳥を

追 う為には,散弾銃や飛行機を飛ばして威しをか

ける方法がとられている.

8月末,穂が出始めて3週間後が水抜きの時期

である.入水ロが閉じられると同時に外畔が切っ

て落とされる.水抜きを開始して3-4週間後には

土壌が充分に乾燥し,大型刈取 り磯 (harvester)

の導入が可能となる.

刈取 り作業が開始されるのは,例年 9月20日前

後である.これに続 く30-40日間が,農場にとっ

て最も忙しい時期となる.作業を開始するに先だ

ち,各フィール ドからはサンプルが取 り出され,

その水分含有量が入念に検査される.水分が23-

25%になった時が刈取 りに最適な時期である.ち

しもこれよりも乾きすぎてしまうと,精米の過程

でくず米の出る率がぐっと高まる.又反対に充分

に乾燥しきっていないと,貯蔵時に菌類,害虫類

の発生を促すことになるのである. 1台の刈取 り

棟で, 1日5haの刈取 りを完了する･

刈取 りの終ったフィール ドでは,藁の焼却にか

かる.このフィール ド焼き作業は,土壌を浄化す

ると共に,次の作業である掘 り起こし(plowing)

を容易にさせる機能を果している.

耕地の掘 り起こしは米栽培の最後の作 業 で あ

る.藁焼きの終ったフィール ドは,スタボプラウ

(Stubleplow)により,30cm樫の深さまで掘 り起

こされる.こうすることにより,地表の灰や藁 く

ずが土壌内部に押し込まれるのとひきかえに,内

部の湿った土壌が掘 り出され空気にさらされる.

1機のスタボプラウで 1日20-25haの耕地を掘

り起す.その作業要領は,ディスキング,地なら

しと同様である.

こうして早春のディスキングに始まった米栽培

は,11月-12月にかけての掘 り起こしをもって終

了する.

4.病気と害虫

国府田農場の米は,菌類 ･害虫瑛等による トラ

ブルと無縁である.年間降水量が 200mm 前後,

しかも夏季の成育期間にはほとんど降水をみない

という乾燥気候が,湿潤気候下の稲作には付き物

の様々な病気や害虫の発生を効果的に防いでいる.

籾の消毒液による事前処理,刈取 り後のフィール

ド焼きや掘 り起こしが,稲の健全な成育に重要な
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役割を果していることも明らかである.

5.貯蔵と出荷

刈取られた米は,農場内で乾燥,精米の過程を

経た後,全米各地に出荷される.出荷の仕事を全

面的に請け負 う野村カンパニーの大型 トラックが

農場内の精米所に横づけ され,｢国宝ローズ｣と

｢モチゴメ｣の2品種は,各々 ｢国宝｣,｢松竹梅｣

の商標名のもとに続々と出荷される.農場で生産

される米のおよそ40%は,9月,10月の刈取 り期

間中に出荷され,残 り60%は一旦貯蔵された後,

翌年 3月までの間に徐々に出荷される.｢国宝｣は,

アメリカ国内で良質,美味の評判を保持し,他の

梗の銘柄の平均をかなり上まわる市場価格で販売
3)

されている. 又,｢松竹梅｣は, 国内のもち米市

場の95%以上を支配している.

6. 労働力

国府田農場における常勤労働者数は35名,内約

半数はメキシコ人,1/4が黒人,残 り1/4が白人で

ある.春から秋の米栽培期間には,農閑期の冬季

と比較してより多くの労働力が要求されることか

ら,毎年5-10名が臨時に雇用される.この臨時

労働力は,全面的にメキシコからの季節労働者を

もってまかなわれている.米の栽培作業が比較的

楽な早春,盛夏,晩秋には,余剰労働力は大麦や

綿花の生産にむけられる.又,冬季には精米 ･袋

づめ作業及び農機具の手入れが,労働者達の主要

業務となる,1haの米を生産するのに必要な労働

力は,年間を通し延べ16.-20時間と見積もられる.

7. 生産コス ト

1980年の国府田農場における米の生産 コス トは

$1,224,280で,その58%は人件費にあてられた.
4)

以下,21%が刈取 り機,飛行機等の借用料,12%

が水代,9%が肥料,薬品類の購入費,そして残

り1%弱が機械,施設使用にともなって費される

燃料費という結果が出た.この総計を,1980年の

全水田面積2,023haで割って得た1ha当りの生産

コス トは$605であった.

8.まとめ

幾千年の歴史を持つ稲作がカリフォルニアに導

入されたのは1912年のことである.その後のわず

か70年程の栽培経験にも拘らず,カリフォルニア

産の米は,例年,世界平均及びアメリカ国内の平

均を上まわる優秀な生産性をみせている.

国府田農場における事例研究は,このカリフォ

ルニアの米作の優秀性を支えるいくつかの要因を

明らかにした.第 1は,カリフォルニアは米の栽

培にとって,頗 る恵まれた気候 ･水条件を備えて

いることである.ステップ気候の範噂に含まれる

当地の乾燥気候は,米の成育に適しているのみな

らず,稲の病害を効果的に防止している.又,完

備した用水施設を持つことにより,水の供給は充

分であると共に入念なコントロールの下に行われ,

それが土地生産性の向上を可能ならしめる一大要

因となっている.第 2に,カリフォルニアの米作

は高度に機械化されていることがあげられる.早

春に始まるディスキングから最後の掘 り起こしに

至るまで,米栽培の主要業務はすべて大型機械を

導入して処理されている.この栽培体系の高度な

機械化が労働生産性の向上に及ぼす影響は著しく,

生産 コス トダウンの肝要なカギとなっている.最

後に,カリフォルニアは低賃金農業労働力の供給

に恵まれた土地であることをとり上げたい.米栽

培に要求される労働力は年中一定ではない･人件

費節減の為にも,農繁期にのみ臨時労働力を雇い

入れる必要が生 じる.ここで注目されるのがメキ

シコからの季節労働者の流入で,彼らの存在が恰

好な臨時低賃金労働力の供給源となっているので

ある.このメキシコからの季節労働者とカリフォ

ルニア農業との密接な関係については,後日機会

を改めて報告したいと思う･

注

1) FresnoCountyPlanningDepartmentが1964

年に発行した TheClimateofFresnoCounty

から得られた資料である.

2) 農場における春-秋期の1日の労働時間は10時

間である.
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3) 1981年 1月のフレズノ市内,セソトラルフィッ

シュマ-ケットに於ける調査によると,国宝の小

売価格は$20.25/50ポソ ド($9.12/50kg)で,

他の銘柄の平均価格を14%上まわった.しかしな

がら,この最高価格米である国宝ですら,日本で

売られている米の小売値の2/3.-1/2であることに

注 目したい.

4) 農場手持ちの5枚の刈取 り機に加え, 7横が借

用された.
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