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農業地域と水

California 全米一の農業州

・Columbia台地
… New Deal期
の総合開発
Willamette谷

USDA

・農地面積･農家数で全米の
3％，農業総生産額で10％
・果樹,ナッツなど48部門で全
米1位の生産。

・降水 … 北部・

西斜面ほど多雨。
南部，内陸で乾燥

・郡（county）別農業粗生産額
でCaliforniaが上位独占 ⇒

水利網

San Francisco

★農業の中心は

・Central Valley
…乾燥盆地，周
囲の山地から引
水して灌漑農業

渡辺光編（1980）

距離の克服
・東部市場
東部市場から遥かに遠い
遥かに遠い西海岸
東部市場
遥かに遠い西海岸ほど，その
西海岸
鉄道の恩恵を受けたと
地域形成にあたって鉄道
鉄道
ころはない。1869，最初の大陸横断鉄道が開
通（Omaha –Sacramento）。以後，1900年代初頭
まで計7路線。
・その起点（San Francisco, Portland, Seattle,
Vancouver）は西海岸の拠点都市に

Central Valley

Price & Tweed（1985）

鉄道建設の影響
・東部市場とのリンクにより，商業的
商業的
農業が成立
農業
・Californiaのかんきつ類
かんきつ類，堅果類
かんきつ類 堅果類，
堅果類 フ
ルーツ缶詰
ルーツ缶詰，果汁
缶詰 果汁，
果汁 冷蔵貨車 など， 農
業関連技術の革新の多くが，「距離
距離
の克服」の結果。
の克服
・Sunkist … 1893結成されたかんきつ
生産者の出荷組合が前身

・Sunkistのweb pageに，Californiaのオレンジ類
オレンジ類栽培の歴史が紹介されている。
オレンジ類

自然環境と長距離輸送を克服しようとした人々の歴史が
そこには，高温乾燥の自然環境
自然環境

矢ケ崎（1987）

・Californiaの農作物の分布は，降水の量と
パターンに依存。
・北部，沿岸，2列の山地帯ほど多雨，
・南部，盆地ほど少雨で，特に夏は高温乾燥
の「地中海性」気候。

農業地域の分化

・農業生産の中心は，その夏季高温
乾燥のCentral Valleyの大平野
・川が集まる中部デルタ … 稲作

農業経営の特徴

・乾燥性の南部ほど柑橘
類，ブドウ，アーモンドなど
の「地中海性」作物。
・最南部 … 綿花

San Francisco

・平坦・広大な土地を
生かした大規模経営。
… 2000ha以上の巨大
経営体が，全耕地の7
割を占める（1982）。
・農地の多くは借地
・乾燥下の農業を可能
にしているのは長距離
用水 ＋ 作物選択
Price & Tweed（1985）
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海岸山脈東麓の 紅花畑（日清食品と契約）

作物分布

Fresno郊外のトマト畑

矢ケ崎（1987），地理，32-11

Fresno郊外のワタ畑

奴隷労働者の教会史跡

中部デルタ（河川合流地帯）の水田

アーモンド畑（Yuba郊外）

2001.08

オレンジ畑（Fresno郊外）

日系移民のコメ農場「国府田ファーム」
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California農業
農業の
農業の問題点

・カリフォルニアでは，農民の民族出自と
得意種目に対応がみられる。

Rural Ethnicity
・果樹，ニンニク，トマト収穫＝ラテン系

Sunkistの
選果場

・稲作，花＝日本移民

2）
）水の争奪戦
・都市化とともに，都市･農村間
都市･農村間の水
都市･農村間 水の奪い合いが激化。
＋湿地保護
湿地保護の運動
⇒ 農業用水は慢性的に不足 ⇒ 水代高騰
湿地保護

表示にスペイン語

パンジャビ・モモ農家

バスクの農家

（酪農，各種野菜）

従事者はラテン系

Centaral Valleyの開発過程
開発過程

1）
）高コスト体質
・水代， 借地代（ほとんどが借地農），高額な農業機械，肥料，農薬 ⇒ 高コスト
＋ 1973石油危機後の諸コスト高騰
諸コスト高騰 ⇒ 燃料費,肥料代が10年間で3倍増
・1970年代の大増産
大増産による供給過剰
供給過剰 ＋ 政府保護を受けた欧州
欧州農産物の流入
大増産
欧州
⇒ 市場価格が暴落 ⇒1980年代の農業危機
農業危機
⇒ 日本・東南アジア市場への輸出
輸出を奨励
輸出
・しかし近年では，さらに安価
さらに安価な中国産
さらに安価 中国産の輸出攻勢の脅威にさらされている
中国産

モン族の野菜業者

・開拓初期 … 都市や鉱山集落近郊での柑橘類，野菜

・用水
用水開発は，Sierra
Nevadaの雪解け水
雪解け水を引水できた東
東麓から進展
用水
雪解け水
・西
西麓は後まで放牧地
放牧地として残される。
※偏西風の影響で西
西斜面ほど多雨，東
東斜面は乾燥
放牧地
・1957〜73，多雨地帯の北部山地
北部山地の水
南に引く大工事
北部山地 水を南
⇒乾燥したSan Joaquin Valleyを世界有数の高生産性農業地帯に変身させる
∴農地化の時期は一般に東
東麓ほど古く，西
西南麓ほど新しい

3）
）環境問題
・反ダム闘争
反ダム闘争 … Sierra Nevadaでのダム開発への反対運動が，地元の自然保護
団体「Sierra Club」を，世界最大の自然保護団体に育てる。
・地下水問題
地下水問題 … 水不足を補うため，地下水
地下水のくみ上げが増えて，枯渇の危険
地下水
・農薬問題
農薬問題 … 省力化のための農薬
農薬の多投入を続けてきた結果，本来の土壌の
農薬
劣化や地下水汚染の指摘も
・湿地保護 … 環境用水の確保

4）
）差別的雇用
・コスト節約
コスト節約のため，農繁期の作業を低賃金
低賃金の外国人労働者
コスト節約
低賃金 外国人労働者に依存
外国人労働者
・初期
初期には黒人，
黒人，中国人
インド，アゾレス
初期
黒人，中国人，
中国人，日本人，その後インド
日本人
インド アゾレス，メキシコ人
アゾレス メキシコ人
⇒ Rural Segregation
・特に，機械化の進まない部門（オレンジ,イチゴ
オレンジ イチゴ,ニンニク
イチゴ ニンニク,花
ニンニク 花の収穫作業など）で，
合法･不法のメキシコ
メキシコからの
合法･不法
メキシコからの出稼ぎ
からの出稼ぎ労働力に依存
出稼ぎ労働力に依存。
労働力に依存
・スペイン語も話せない南部のOaxaca地方の人が多く，搾取の対象に。

★農業産出額全米1位・
・Fresno郡
郡
・15,000k㎡のほぼ全域が平坦。
・日本の農地面積の18％
・年間500〜600ミリの冬雨型，東麓
ほど多雨。
・氷点下にならない温暖な冬，肥沃
な沖積土壌
・東平野：複合扇状地，果樹･ナッツ
の大産地
個人経営が多い
・西平野：羊放牧地から，潅漑によ
る綿花地帯に。野菜､牧草も多い。
企業的大農場。
中川圭子(1985) ,地理,30-6

2001.08,フレズノ郊外で目にしたニンニク
ニンニク収穫風景
ニンニク

↑集荷場でみか
けた表示

