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中西部農業の成立

「中西部」

・耕種 ＋ 家畜の混合農業

・1830〜50年代，西部開拓が急進

・イギリス・Norforkで開発されたばかりの
高能率生産体系「輪栽式」を導入
・開拓初期は，それに小麦（主食），クロー
バー（緑肥）を組み合わせ。
・やがてアメリカ原産のトウモロコシを飼料
作物として導入

・アパラチアの西方 … 広大な平坦地，
適度の気温，降水，良好な土壌
⇒オハイオから次々に新州が誕生
・イギリス系 ⇒オハイオ，イリノイ
・ドイツ・北欧系⇒ウィスコンシン，ミネソタ
… 母国の風土に類似した地を選好
・ミズーリ，カンザス：アパラチアから転住
・大面積の開拓には相当の装備が必要
・入植者たち … かなりの準備資金で，
ある程度の経済力を確保しえた人々

・アメリカ的地域像の確立
①タウンシップ地割の農村景観,
②「適地適作」の地帯分化

⇒既存の北部,中部,南部の各植民地
やアパラチアに比べて，新たな地域性
を持つ「中西部」が成立

③理想家族 … 自主独立の精神に富み，
強い絆で結ばれ、経済的にも安定を得た
家族農場 eg：「大草原の小さな家」

・19世紀中頃〜 経済発展に伴う食肉需
要の増加で，飼料の重要も増大。
・Illinois，Iowa，Indiana … 土壌，降水，地形，
気温のいずれもトウモロコシに好適で，最大
の収量を実現
⇒飼料トウモロコシと食肉を軸とする商業
的混合農業地帯「Corn Belt」が成立
・家畜 … 豚，牛を肥育して食肉会社に
出荷 … これが最大の収入源「

1

Township 地割
・18世紀末に採用されて今も
続いている地割り方式。

★Township制のアメリカ的理念
①開拓の効率的促進，②入植者に平等配分，
③農民 の自主独立意識 … 集落を作らない

小麦専作地帯の成立
小麦専作
・コーンベルトから西方の大平原
に入ると，降水が減少して，トウモ
ロコシ生産には不向き。
・一方で，非常に平坦な地形と，
肥沃な草原土壌 ＋ 1860年代の
乗用犂の発明により，大規模な
商業的小麦地帯が成立。

1/2 mile四方
≒64 ha
≒160 acre

・中心州 … Kansas，Oklahoma，
Nebraska ・Kansasでは，全農家
の6割が小麦農家。
http://www.southdakotamagazine.com/the-wheat-ritual

1 mile ≒ 1.6 km
・明治の北海道
北海道開拓にも小ぶ規模にして導入
北海道

・春小麦地帯
（大平原北部，
North Dakota）
の形成

・小麦地帯の北では，地形・土壌条件は
同様だが，冬寒冷で麦の冬越しは無理。
・やむなく，低収量の春撒き栽培を，大規
模経営で補う春小麦地帯が成立。

・1930年代，ソ連で「春化処理」の効果
実証。東欧の飢餓を解消する大発明。
・すぐに北米にも導入されて，春小麦の
専作地帯が成立。超巨大経営。
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西部畜産地帯

農業ベルトと
「適地適作」

Nebraska
Omaha

・大規模小麦ベルトの
成立は，圧倒的に安価
な小麦を全国に供給す
ることで，各地の作付
体系から小麦を脱落さ
せ，商業的優位部門へ
特化を促す。

Wichita

⇒「農業ベルト」の形
成を促進。
・中西部 … 混合農業
地帯（コーンベルト）へ
・Kentucky, Tennessee,
N. Carolina … タバコ等
・Wisconsin，五大湖沿
岸州 … 酪農地帯へ
・東部 … 酪農，果樹，
蔬菜園芸地帯へ

近年の
農業地帯

Kansas City

Kansas

Oklahoma
Amarillo

・このような地帯分化を実現させた最大の条件は，アメリカ
が史上類例ない巨大な自由統一市場を形成したこと。
⇒「農業ベルト」とは，この巨大統一市場の下で，19世紀
中頃の数十年間のうちに，自然立地条件の比較優位性を
生かして，一気に生じた地帯分化。
・「適地適作」とも呼ばれるこの現象は，自然条件だけで説
明できるものではない。

Oklahoma City

Fort Worth

Texas

★ここがいわゆる
「大平原」
」

アメリカ畜産業の成立
・大平原の100度W付近以西 の地域の多くは，農業地域区分で「放牧」に分類
・降水不足で，標高も500〜1000mと高く，農業は川の近くの灌漑地のみで可能。
⇒ Mississippiの支流域（Arkansas, Canadian, Platte, Red川etc.）から開発始まる
※主な支流とMississippi本流との合流点に交易都市Omaha, Kansas Cityが発達。

・定住農民の入植は1860年代以降のこと。
河川灌漑では広域的開発は困難のため，
牧畜（Ranching）を主体にした兼営が増加。

・以後，食肉需要の拡大とともに，
大平原は，牛の繁殖･肥育地帯に。

・農民入植以前の1700年代，牛の産地は，
Amarilloを中心とするTexas北部地域。
その牛飼いたちが，北上して大平原にも進
出し，牧畜の技術がもたらされていた。
・当初はopen rangeの放牧。
・1800年代後半，重要の急増により，
穀物給餌のclosed rangeへ移行。
『基本地図帳
2017-18』
二宮書店

※Texasの牧畜はMexico人の北上によりもたらされた。”ranch”はスペイン語rancho起源。
・1830年代，Texasにアメリカ人入植地（Austin）が開かれ，強権的なMexicoとの戦争の末に独立。
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牛生産の
経営類型

・牛の生産は，純粋種のブリーダー ⇒ 子牛繁殖 ⇒ 素牛育成 ⇒ 成牛肥
育 という段階に分かれ，どの部分を担うかで，経営類型も分かれる↓

穀物輸送とMississippi
・商業的農業地帯の成立は，穀物と
畜産物の巨大な輸送需要を生む。
・中西部の穀物輸送の大動脈
は今もMississippi。
・全出荷量の半分が，専用規
格の平底船（barge）で輸送。
・陸上輸送は，河岸の集配施設
（エレベータ）までの短距離輸送
のみ … 鉄道4割，トラック1割
・そこから河口の移輸出港の
エレベータへ（ ⇒右図）

・Wisconsin南西端のMississippiで見かけたbarge。ともかく長い！（1998.8）
・10×60m，1500t規格のbargeを3×5＝15個並べて，tow boatで押して運行。
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・OklahomaとKansasの大草原は，小麦地帯であると同時
に，牧畜地帯でもある。
・この地域は，土壌は良いが，年降水500ミリの限界地。
・その生産性の低さを巨大経営でカバー。
・さらに，食肉需要の増加とともに， 子牛生産を兼営。
⇒ 小麦農場で生産された子牛が，Corn Beltの混合農業
の農家に送られて肥育されるのが，一般的パターンに。

⇒ 今日の小麦地帯は，
子牛の供給地でもあり，
また大規模一貫経営の
増加によって牛肉の生
産地帯ともなっている。

・鉄道と川の結節点に，穀物の
貯蔵塔（grain elevator）が立地
Sacramento近郊のgrain elevator。高さ20mくらい。 （2001.8）

・そこから海の港に運ばれ，各地に移・輸出される。
Seattle港のgrain elevator
の管理室（2001.8）
各貯蔵塔内の環境を監視・制御

成牛肥育

子牛生産

https://www.portseattle.org/page/terminal-86-grain-facility
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市場都市の成立
・中西部の開拓は輸送路に沿って
西へ進む。輸送拠点には町場が開
け，輸送の便の良い場所には取引
市場が立地し，都市に成長。

・Cincinnati … 西部開拓初期
の穀物や家畜の取引の中心。
・鉄道の西進により，Chicagoに
中心都市の地位を譲る。

1900年頃には現在の市場圏が成立

穀物の地域別輸出量（1980）

・Chicago … 鉄道延伸とともに
中心市場の座を獲得。その穀物
取引所は，全米のトウモロコシ価
格の基準に。肉牛と豚の巨大市
場も立地。

1913〜
〜17年
年
の取引額

単位：万ブッシェル
石川博友（1981）『穀物メジャー』岩波新書

磯田（2001）

穀物メジャー

・集出荷施設を，穀物会社や農協が建設・所有
し，契約農家から集荷するシステムが成立。
※日本の商社や全農の所有も多い。

・農家と出荷経路の支配によって巨大企業化したのが「穀物メジャー」。
・穀物だけでなく，食肉，加工，種子開発も一体支配する総合バイオ企業へ

New Orleans付近
の集配塔

石川博友（1981）『穀物メジャー』岩波新書

◇Cargill
・1865，Iowa州で穀物商を始め，穀物倉庫を建設
して規模拡大。1906，Minnesotaへ進出。
・大企業化の経過 … 集出荷施設を建設 ⇒ 輸送
機関を支配 ⇒ 政府食糧援助を掌握
・戦後，Quebecに輸出用エレベータを建設し，五大
湖水路で穀物を集荷して欧州市場
欧州市場へ進出。帰り
帰り
欧州市場
荷用にラブラドル
荷用 ラブラドルの鉱山
ラブラドル 鉱山や炭鉱
鉱山 炭鉱に投資して開発を
炭鉱
促す。
・飼料,精肉などの広範な食品分野に進出。バイ
バイ
オ技術による種子開発
種子開発にも着手。
オ技術
種子開発
・今も株式非公開
株式非公開の個人企業
株式非公開 個人企業。
個人企業
・Minneapolis郊外の森の中に要塞
要塞のような本社
要塞
を構え，世界
世界の農産物情報
世界 農産物情報を集積。
農産物情報

◇Continental Grain
・創業者はユダヤ系。1870年代の欧州戦乱
欧州戦乱時に
欧州戦乱
,穀物の国際取引き
穀物の国際取引きで蓄財。
穀物の国際取引き
・第一次大戦時，ドイツ軍に追われてイギリスか
らアメリカへ。
・冷戦
冷戦下の1960年代，極秘にソ連
ソ連との穀物取引
冷戦
ソ連
を実現して大儲け。CIAに勝るソ連情報
ソ連情報を蓄積。
ソ連情報
◇Bunge
・創業者はユダヤ系。オランダ領アンチルのゴム
ゴム
と香料
香料を欧州市場
香料 欧州市場に運んで蓄財。
欧州市場
・南米情報に強く，アルゼンチン･パンパ
パンパの開発
パンパ
に投資して，これを支配。多角化が著しい。
石川博友（1981）『穀物メジャー』岩波新書

