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【論文】

米国における小麦生産の現状と課題

ーワシントン州およびカンザス小卜Iにおける調査結果をもとに一

閲根久子＊

（＊農研機構中央農業研究センター）

I 課題と方法

査は、小麦の品種開発と品種・栽培技術の普及

を担う両州の大学、生産者からの拠出金で運営

される米国小麦連合 (U.S. Wheat Associates) 

小麦は、パン、麺、菓子等、多様な用途で使 注2)の傘下にある WashingtonGrain Commission 

用され、日本人の食生活に欠かせない作物であ （以下、 WGC) とKansasWheat Commission (以

る。しかし、その自給率はカロリーベースで 下、 KWC)、そして両朴Iの小麦作経営において

15% (2015年度）となっており、国内流通量の 2016年 8月と 10月に実施した。

多くは外国産小麦の輸入で賄う状況にある。小

麦の主な輸入国は、米国、カナダ、豪小卜1であり、 II 米国における小麦生産

米国産小麦は輸入量全体の半分を占め、日本人

の食生活にとって重要な位置にある（第 1表）。

しかしながら、近年の米国産小麦の生産の現

状については必ずしも明らかにされていない。

最新の報告でも、服部 (1984) によるものとな

る。服部は、米国農業における小麦の位置づけ

を明らかにし、小麦主産地であるカンザス小卜1、

ノースダコタ小卜1、ワシントン州の小麦作経営の

特徴について統計データを用いて整理している。

ここでは、米国における小麦生産の現状が示さ

れているものの、分析データは 1980年代のもの

であり、すでに 30年が経過している。その後も

米国農業に関する農業経済・経営分野の研究成

果は、政策に関するもの、政治に関するもの、

経営管理に関するもの等注 1)、多岐にわたるも

のの小麦生産に関するものはみられない。

そこで、本稿では、日本人の食生活にとって

重要な位置にある米国産小麦の生産の現状と課

題について聞き取り調査で得られたデータをも

とに明らかにする。

調査の対象は、米国の小麦主産地であるワシ

ントン州およびカンザス小卜1とする。聞き取り調

1 小麦産地の概要

日本の小麦の 6~7割注 3) が北海道で生産さ

れているように、米国においても小麦産地は偏

っている。第 1図に米国における小麦産地を示

第 1表 外国産食糧用小麦の銘柄別輸入量
単位：千トン

国名 銘柄 2011~15年平均

ウェスタン・ホワイト 751 

ハード・レッド・ウィンター 846 

米国
ダーク・ノーザン・スプリング 1, 145 

その他 7 

計 2,749 

（輸入量に占める割合） (54%) 

ウェスタン・レッド・スプリング 1,220 

カナ
デュラム 219 

ダ
その他 2 

計 l, 441 

（輸入量に占める割合） (28%) 

スタンダード・ホワイト 814 

プライム・ハード 95 

豪朴I その他 8 

計 917 

（輸入量に占める割合） (18%) 

その他 6 

合計 5, 113 

資料：農水省「麦の需給に関する見通し (2017年 3月）
参考資料」。

- 33 -



0 100 
L....J 
Mdes • • , ・

1 Dot= 10,000 Acres 

United States Total 
49,040,226 

第 1図 米国における小麦産地

賓料 USDA「AllWheat for Grain, Harvested Acres: 2012」に筆者追記。

注 ：原図は、 2012年の小麦収穫地を点で示している。

した。菓子用のウェスタン ・ホワイト またはソ

フ ト・レッド ・ウィンターを主に生産する北西

部と北中部、パン ・中華麺用のダーク ・ノーザ

ン ・スプリングまたはハード ・レッド ・ウィン

ターを主に生産する北部平野、中部平野、南部

平野の 5地域がある。この 5地域で米国産小麦

57百万トンのうち約 85%を生産している記）。

本稿で聞き取り調査を行うワシントン州はウェ

スタン ・ホワイトの主産地である北西部に、カ

ンザス朴Iはハード ・レッド ・ウィンターの主産

地である中部平野に位置する。

日本全体と北海道、米国全体とワシン トン州

およびカンザス州の小麦生産の概要を第 2表に

示した。一戸当 たり経営面積から、米国におけ

る経営規模の大きさは容易に理解できるが、日

本とワシントン州では、一戸当たり経営面積よ

りも一戸当たり 小麦作付面積の方が大きい。こ

れは、小麦作経営の規模は、各地の平均的な経

営よりも大規模である ことを意味する。特にワ

シントン州においては、小麦作経営体数が農業

経営体数に占める割合は 7.7%であるのに対し

て、 小麦の作付面積が全経営面積に占める割合

は 14.8%となっていることからも、小麦作経営

の規模の大きさが分かる。

2 ワシントン州における小麦生産

(1)小麦産地の概要

ワシントン少i'Iは、カリフォルニア州に次いで、

多種類の農産物を生産する小i'Iである。カスケー

ド山脈の東西で降水量が大きく異なり 、雨の多

い西側では多様な野菜や果樹が、乾燥した東側

ではリンゴや灌漑設備を利用したばれいしょが

生産されている。小麦ば州の南東部に集中し、

天水により生産されている（第 2因）。ワシント

ン州における小麦の圃場は特異で、 パルース

(Palouse)とよばれる丘陵地帯である（第 3図）。

日本の小麦主産地である北海道では、小麦は、

ばれいしょ、豆類、てん菜といったほかの畑作

物と組み合わせて 4年 4作または 3年 3作の輪

作体系の中で栽培されている。 1年に 1つの作

物が栽培されており 、基本的に休耕はしない。

これに対 し、ワシント ン州の小麦産地では、500
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第 2表 日米における小麦生産の概要

単位 日本 北悔道 米国 ワシントン小卜1 カンザスJが1

股業経営体数 千戸 1, 377 3 40 7 2,109.3 3 27 61. 8 

うち小麦作付経営体数 千戸 37. 7 13 7 147.6 2 9 21 5 

小麦作付経営体の割合 ％ 2. 7 33. 6 7. 0 7. 7 34.9 

経営面栢 千 ha 3,451 1,050 370,254 5,970 18,679 

うち小麦作付面稜 千 ha 207 120 19,854 885 3,648 

小麦作付面籾の割合 ％ 6 0 11 4 5.4 14.8 19.5 

一戸当たり経営面積 ha/戸 2. 5 25 7 175 5 160. 2 302.4 

一戸当たり小麦作付面禎 ha/戸 5 4 8. 6 134 4 308 4 169 4 

収墓 t/ha 4 2 4.9 3 0 —’3. 7 ’ 
2. 3 

資料 ：典水省 「2015年蔑林業センサス」および 「作物統計」、USDA「Censusof Agriculture 2012」および「Agricultural

Statistics」。

注 ：日本および北海道の各経営体数および各面積は 2015年値。米国および各朴Iの各経営体数および面稜は 2012年

値。収最は両国とも 2013~15年平均値。一戸当たり面和は計算値。

mm前後と比較的降水量が多い東側ではソルガ

ムや豆類との組み合 わ せ に よ り 1年 1作 で 小 麦

が生産 さ れ て い る ものの、年間降水量が 400mm

前後の小麦産地中央 では小麦→小麦→休耕の 3

年 2作 、300mm前後の西側では小 麦 → 休 耕 の 2

年 1作で小麦が生産されている。 つまり、降水

な し

1.4万ト ン未満

2. 7万ト ン未満

6.8万 トン未満

13 6万ト ン未満

27. 2万ト ン未満

27. 2万ト ン以上

第 2図 ワシントン州の郡別小麦生産量

賓料 ：USDA「WinterWheat 2016, Production by County 

for Selected States」に筆者加筆。

注 ：＊は調査経営の位四。

第 3図 Pul Iman近郊小麦圃場

資料 ：2016年 8月 21日筆者撮影。

量の制約か ら、 3分の 1または 2分の 1の圃場

が休耕となっている。 本稿で調査した経営は、

降水量が 400mm前後の地域に位置し、経営面積

の 3分の 1を休耕し、 3分の 2で小麦を生産し

ている。

(2) 調 査 経 営 の 概 要

調査経営は、ワシントン）小I立大学のある

Whitman郡 Pullmanから北西 30kmの St. John 

に位置する（第 2図） 。第 3表に調査経営の概況

と小麦の栽培方法等について示した。

第 3表 調査経営の概要と小麦生産の状況

労働力
50歳代 2人（次男、 三男） 。

収穫期には息子と甥が有位で手伝う 。

経営面積 1, 800ha (うち自作地 600ha) 5団地

輪作体系 秋播き小麦 (600ha)→春播き小麦 (600ha)

と面積 →休耕 (600ha)→の 3年 2作

・トラクター 3台 ・トラック 3台

所有機械 ・収穫機 1台 ・ドリル 1機

・スプレーヤ 2機 ・デスクハロー 1機

作業委託 小麦の除草剤散布十追肥 ・防除

・不耕起栽培

・9月中旬（春播き 4月中旬） (20-30日間）

小麦の
播種＋基肥 90-JOONkg/ha

栽培暦
. 5月中旬（春播き 6月中旬）

除草剤散布十追肥

(6月中旬 黄さび病発生時のみ防除を委託）

. 8月中旬 収穫 (30日間、 12時間／日）

小麦保管 民間エレベーターに依頼。

秋播き ① ORCF102 : 8年

小麦品種 ② SY Ovation 3~4年

と ③ Puma 1年（来年、面租拡大予定）

栽培期間 ④ Curosity・1 ~ 2年

春播き ① Louise: 5 ~ 6年 ② WB 1035CL+ 

資料 ：2016年 8月 22日実施の問き取り調査による。
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この経営は、現在の経営主の両親が設立した

ものを 30~40年前に兄弟 3人が引き継いだ。現

在、長男は定年退職し、 50歳代の次男と 三男で

経営している。労働力は、基本的には 2人の経

営主であるが、最も忙しい収穫期には経営主の

息子と甥が仕事を休んで有償で手伝う 。

経営面積は、 1,800haでうち 600haが自作地

である。両親から経営継承した当時は自作地

600haのみであったが、その後、借地を徐々に

増やし、現在の規模となる。最近では 3、4年

前に lOOhaを新規で借りている。現在の規模で

不満はないが、条件が良いところがあれば、所

有する機械に余力があるため経営面租を増やし

たいと考えている。この地域では、農地は不動

産業者を通じて探し借りるのが一般的であり、

離農する経営が多く農地を借りることは難しく

ないと経営主は話す。

前掲した第 2表で示したように、ワシントン

＇州の 一戸当たり経営面積は 160.2ha、一戸当た

り小麦作付面積は 308.4haである。この値と比

較すると、調査経営は 1,800haとかなり大規模

となる。 しかし、 ¥VGC代表の Mr. Glen Squires 

によれば、調査経営と同じく 3年 2作で小麦を

生産している経営では、平均して l,000 ~ 

l,200haの小麦を作付けていることから、調査

経営もおおよそ平均的な規模であるといえる。

統計値ではこうした地域の事情は把握しにくい。

調査経営の農地は、 5つの団地に分散してい

る。2人の経営主の居住地は東西に 30km離れて

いるが、その間に 5つの団地が点在している。

Mr. Squiresはまた、こうした農地の分散状況

もこの地域では典型的であると話していた。

(3) 小麦の栽培

年間降水量が 400mm前後の地域に位置する調

査経営では、秋播き小麦→春播き小麦→休耕の

3年 2作で小麦のみを栽培している。面積は、

それぞれ 600haであり、経営面積の 3分の 1が

休耕されている。休耕中の圃場には、 4、 5、

6、 7月と年に 3~4回除草剤を散布する。北

海道においても、小麦の連作は雑草を増やすこ

とになるが、小麦を連作する当地でも雑草は問

題であり、休耕中に雑草の根絶に努める。また、

通常、秋播き小麦は他の作物に比べて播種時期

が早く、前作作物の収穫時期との調整が必要で

ある。当地では秋播き小麦の前に休耕するため、

こうした調整は必要としない。

調査経営では、土壊水分を保持するために、

不耕起栽培を行っている。不耕起栽培は、 10年

ぐらい前から一部の圃場で導入され、 4年ほど

前から全圃場で行われている。

調査経営では、休耕を含むものの 1,800haも

の大面積を 2人で耕作している。これは、作業

数が少ないために可能となっている。調査経営

で行う主な作業は、小麦の播種と収穫、休耕地

の除草剤散布に限られる。小麦の除草剤散布と

追肥については、農業資材販売会社に委託して

いる。防除については、乾燥しているため病虫

害の発生は少なく、毎年必要としない。病害虫

が発生したら、専門会社に航空機を使った防除

を依頼する。最近では 2014年に黄さび病が発生

し、防除を委託した。

小麦のみが栽培作物であるため、所有する機

械の種類は少ない。収穫機は、丘陵地での収穫

に対応する仕様となっており、ヘッドの真ん中

が圃場の傾斜にあわせて折れる仕組みになって

いる（第 4図）。こうした収穫機を使うのは、全

米でも北西部の小麦作経営に限られる。

(4) 小麦の保管 ・販売

米国では、小麦はクラス単位で販売される。

クラスは、ハード ・レッド ・ウィンターとスプ

リング、ソフト ・レッド ・ウィンター、ソフト ・

ニ琶饂
第4図 調査経営の小麦収穫作業

資料 ：2016年 8月 22日筆者撮影。

注：2013年製の収穫機を 2015年に 400,000ドルで購入。

ヘッド幅 10m、タンク容品 l,OOOL。
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ホワイト、そしてデュラムの 5つがある。 ワシ

ントン州は、ソフト ・ホワイトの主産地である。

収穫された小麦は、すぐに販売する、自家で

保管してから販売する、保管を依頼しその後販

売する、といった販売方法があるが、調査経営

では、民間のエレベーターに保管を依頼し、価

格をみながら順次販売している。小麦の保管料

は、月に 74セント/tである。

(5) 小麦の流通業者

小麦は、生産者→カントリーエレベーター→

ターミナルエレベーターと輸送され、製粉業者

や輸出業者に販売される。小麦の販売価格は、

基本的には小麦取引所の成立価格で決定するが、

生産者への支払は、保管や輸送等の経費を差し

引いた額となる。効率的な保管と輸送が、生産

者の手取りを増やすことになる。

Pullmanから北に 30km、調査経営から北東

20kmのところに、小麦のターミナルエレベータ

-、 McCoy Grain Terminal LLC (合同会社）が

2013年に設立された。これは、 3つの生産者団

体注5)が共同出資し設立したもので、それら団

体のメンバー2,200人の小麦がこの施設に集ま

る。19.5万トンの小麦の貯蔵能力を持ち、ワシ

ントン州でも最大級の施設である。鉄道線路沿

いに建設されており、集荷された小麦は、鉄道

で Snake川まで運び、その後大西洋に面した港

まで船で輸送される。10,000 tと 1,500 tのエ

レベーターが 3本ずつ、 32,000~40, 000 tのパ

イルが 4つある。第 5図に示すようにパイルは、

下からの送風設備はあるものの、屋外に小麦を

山積みしたものである。乾燥するこの地域では、

パイルにシートをかければ 2月中旬ごろまで小

麦の品質に影轡を及ぼすことなく保管できるそ

第5固 ターミナルエレベーター
資料： 2016年 8月 25日筆者撮影。

うである。この方法により、保管料はかなり低

く抑えられていると予想できる。

(5) 小麦の品種

調査経営で作付けする小麦品種は、秋播きで

4品種、春播きで 2品種である（前掲の第 3表）。

品種は通常 8~10年で替える。品種に関する情

報は、大学や民間会社の展示圃場から得ている。

調査経営では行われていないが、米国では複

数品種を混合（ブレンド）して栽培することが

ある。これは、倒伏耐性、病害抵抗性、収量が

高い 2~3品種を混合して、それぞれの長所を

活かす栽培技術である。ワシントン州において

も秋播き小麦を中心に、約 20%の面積で品種の

混合栽培が行われている。前述したように米国

では小麦はクラス単位で取引されるために、こ

うした栽培が可能となっている。品種が混合す

ると等級が低下し、交付金額が減少する日本で

は取り組まれない栽培技術といえる。

米国における品種開発は、小麦産地にある大

学、アメリカ合衆国農務省 (USDA:United States 

Department of Agriculture) 注6)、および民間

会社が行う 。 ワシントン州で最も作付面積が大

きいソフト ・ホワイト ・ウィンターについてみ

ると、大学で開発された品種の作付割合が 61%、

USDAが 1%、民間会社で開発された品種の作付

割合が 38%となっており、大学で開発された品

種の普及率が高い注7¥

米国では全国を統一する品種登録制度はなく、

州単位で推奨される品種が決定されている。大

学と USDAで開発された品種については、発売前

に大学が実施する PerformanceTest (2年以上）

を受けることが必須となっているが、民間会社

の品種についてはこのテストを受ける義務はな

い。 しかし、生産者に他品種と比較した情報を

示すために、まだ州で推奨される品種に選ばれ

るために、大学が実施する PerformanceTest 

を受ける民間会社の品種もある。

大学が開発した品種の育成者権に対する支払

は 2011年まで無料であったが、 2012年からは

種子 1kgに対して 4.4セント集金している。育
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成者権の有料化は、 WGCの発案である。集めら

れたお金は、 fl、I立大学の品種開発に使われてい

る。また、このお金を利用して、 2013年に

Washington Geneticsが設立された。ここでは、

育成者権に対する生産者からの集金業務を行う

とともに、ワシントン州立大学が開発した品種

の普及活動を行う 。

以上から、 WGCの発案で州立大学の育成者権

を有料化することにより、小麦品種の開発と普

及の加速化のための資金を確保していることが

わかる。ワシントン州の小麦生産者は、90~95%

と高い割合で購入した種子を用いている。 この

ため、種子の販売組織と協力すれば、生産者の

育成者権に対する支払も、種子代金とともに回

収することができる。

3 カンザス州における小麦生産

(1) 小麦産地の概要

ワシントン州では南東部に小麦の生産が集中

していたのに対して、カンザス州では、州全体

で小麦が生産されている。特に生産量が多いの

は、』州中央ど州西側である（第 6図）。年間降水

量が作付体系の制約になるのは、ワシントン州

と同じで、降水量が 600mm前後の東側では 2年

3作もしくは 1年 1作、降水量が 300m前後の西

側では 3年 2作もしくは 2年 1作となる。調査

経営は、比較的降水量の多い 1年に 1作が栽培

可能な地域に位置する。

(2) 調査経営の概要

カンザス州の調査経営は、カンザス小卜I立大学

と同じ Riley郡に位置する（第 6図）。第 4表に

調査経営の概要と小麦栽培方法等について示し

た。

労働力は、 50歳代の男性が 1人で、 80歳代の

父と父の不動産を借りている 70歳代男性が無

償で手伝う 。

経営面積は、草地を含めれば 600ha以上であ

るが、畑地は 359ha、うち自作地が 67haである。

畑地は 10ヵ所に分散し、 6人の所有者から借り

ている。最も遠い圃場まで 25.6kmある。

作付構成は、小麦 90ha、飼料用コーン 17ha、

グレインソルガム ll7ha、大豆 123ha、アルファ

ルファ 12haであり、飼料用コーンについては

2014年に作付けを開始した。

前掲した第 2表をみると、カンザス小l・Iにおけ

る一戸当たり経営面積は 302.4haである。 この

ため、 359haの調査経営はカンザスfl・Iの平均規

模に近い。しかし、一戸当たり小麦作付面積は、

カンザス，州の 169.4haに対して、調査経営では

90ha と小さい。調査経営が位置する地域では、

，州内でも比較的降水量が多く、小麦以外の作物

が栽培可能であることがその理由と考えられる。

なし

1. 4万トン未；，
2. 7万ト ン未；
6.8万トン未；

27. 2万ト ン以
麗 I-

第6図 カンザス州の郡別小麦生産量
資料：第 2図に同じ。
注 ：＊は調査経営の位個。

第4表 調査経営の概要と小麦生産の状況

労働力
50歳代男性1人。父80歳代。父所有の不動
産の借り手 70歳代。

経営面積
畑地： 359ha (うち自作地 6ha)。10団地
草地： 250ha以上

小麦 90ha、飼料用コーン 17ha、グレインソ
作付構成 ルガム ll 7ha、大豆 123ha、アルファルファ

12ha 

・大豆後の遅播き小麦→秋播き小麦（緑肥
（オーツまたはラディッシュ））→大豆

輪作体系
→コーン→コーン→大豆→

・大豆後の遅播き小麦→秋播き小麦（緑肥
（オーツまたはラディッシュ））→ソJレ

ガム→大豆→

・不耕起栽培
. 9月上旬 除草剤散布
. 9月下旬~10月上旬

小麦の
播種＋液肥 (11.25Nkg/ha + 38. 25Pkg/ha) 

栽培暦
（大豆後の遅播きの場合）

11月中旬 大豆収穫後、播種、基肥なし
. 3月下旬追肥（ペレット 90Nkg/ha)
. 6月下旬~7月上旬
収穫（水分 14%,貯蔵時 12%)

小麦保管 カントリーエレベーターに依頼。

小麦品種 ① Everest, ② Winter Hawk, ③ SY Wolf 

資料： 2016年 10月22日実施の聞き取り調査による。
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(3) 小麦の栽培と保管 ・販売

調査経営では、各作物の価格の動向と輪作体

系を考慮して作付構成を決定する。大豆の栽培

は、肥料の節約を目的としており、大豆後に作

付ける小麦には基肥を施用しない。緑肥は、小

麦収穫後から大豆播種前に、肥料の節約と上壌

浸食の防止のために栽培されている。

カンザス朴lの調査経営では、ワシントン州の

調査経営と同様に、小麦は不耕起で栽培されて

いる。また、カンザス＇州においても防除は行わ

れていない。赤かび病が問題となり、複数回防

除する日本とは大きく異なる。 さらに、カンザ

ズ州の調査経営では、除草剤は播種前に 1度行

うのみで、栽培期間中は行わない。カンザス小卜1

立大学で農学を専門とする Dr.Romulo Lollato 

によれば、カンザス小1,1では栽培期間中、除草剤

を散布しないのは一般的である。ワシントン小卜1

と同様、カンザス小卜1においても小麦生産に関す

る作業は少ない。

しかしながら、栽培に関する技術指導は、詳

細な生育ステージにあわせて行われている。第

7図にカンザス小卜I立大学が生産者に配布してい

る小麦の生育ステージのポスターの一部を示し

た。ここでの生育ステージは 13に分けられ、さ

らに開花期にあたる 10.5のステージはより細

かに分けられている。こうしたステージを用い

ることで、生産者は生育状況を詳細に把握する

ことができる。

調査経営における収穫後の小麦は、ワシント

ン州の調査経営と同様、外部のエレベーターに

保管を委託し、価格が森くなったら販売する。

調査経営は保管庫を所有しているが、飼料用作

物に使用している。
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第7図 カンザス州立大学が生産者に配布する小麦生育ステージポスターの一部
資料 ：カンザス小1、I立大学 Dr.Lollato提供。
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(4) 小麦の品種

第4表で示したとおり、調査経営では 3品種

の小麦を作付けしているが、このうち 2品種は

混合して栽培している（自家採種する面積は除

く）。品種はおおよそ 5年ごとに替えられ、新し

い品種を導入する際にのみ種子が購入される。

カンザズ州では、購入した種子の利用率は 25

~30%であり、品種を混合して栽培する面積は

小麦作付面積全体の約 10%となっている。

カンザス小卜1で栽培される小麦品種は、多様化

が進んでいる。第 8図に各品種の作付面積割合

を棒グラフに、累積割合を線グラフに示した。

作付の多い 5品種の割合を合計すると、 2003年

には 68.6%であったのに対して、 2015年には

38. 9%となっている。品種の多様化は、生産者

が地域や圃場に適した品種を選択した結果であ

ると考えられ、小麦生産者にとっては好ましい

状況にあるといえる。

なお、カンザス州の小麦作付面積のうち 60%
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第8図 カンザス州における
小麦の品種別作付割合

衷料：USDA's National Agricultural Statistics 

Service「KansasWheat Varieties」より作成。

が大学で、 40%が民間会社で開発された品種で

ある注8)0

(5) 小麦生産における課題

小麦品種の多様化が進み、小麦栽培が順調に

行われているようにみえるカンザスヽ州において

も、小麦の作付面積の減少という問題に直面し

ている。カンザス，州は、ワシントン州の小麦産

地と比較すると降水量が多く、コーンや大豆と

いった他の畑作物の栽培が可能である。米国で

は、コーンや大豆を中心に遺伝子組み換え技術

を用いた品種開発が進み、高収量かつ、除草剤

抵抗性を持つ品種や乾燥耐性が高い品種が開発

されている。これらの品種は除草にかかる労働

力を減らし、またこれまで小麦しか作付できな

かった少雨地域においてもコーンや大豆の栽培

を可能にしている。 さらに、士壌の水分を維持

する不耕起栽培技術の確立、灌漑施設の普及が、

小麦からコーンまたは大豆栽培への転換を助長

している。

このため、カンザス州では 1980年代に耕地面

積の 80%前後を占めた小麦作付割合は 2010年

代には 50%前後まで減少している注9)。こうし

た状況に危機感を持った KWCは、高収量で乾燥

や病害虫に強い小麦品種の開発を加速するため

に、 2012年にカンザス小l・I立大学の敷地内に

Kansas Wheat Innovation Center を設立した。

このセンターは、これまで分散していた小麦研

究施設を一ヶ所に集約するとともに、温室やジ

ーンバンクといった施設も備える。そして、大

学関係者だけではなく民間の育種会社も利用で

きる施設とした。KWC では、優良品種の開発・

普及を進め、小麦からコーン・大豆への作付転

換に歯止めをかけたいと考えている。

III まとめと今後の課題

本稿では、米国ワシントン州およびカンザス

小卜1における小麦生産の現状と課題について聞き

取り調査をもとに明らかにした。

ワシントン小卜1の小麦産地ば州の南東部に集中
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し、降水量に制約された作物選択が行われてい

た。調査経営では、経営面積の 3分の 1を休耕

し、 3分の 2で小麦を生産していた。小麦単作

であることから雑草の制御は重要で、休耕中の

圃場に数回、除草剤を散布していた。当地では、

乾燥のため小麦以外の作物の栽培は難しい。そ

のため、経営の所得向上を図るには、小麦の単

価もしくは単収の向上、規模拡大、または費用

削減が必要となる。作業が少なく、資材投入の

回数も限られることから費用の削減には限界が

ある。単価は農業経営にとっては基本的には所

与となる。残された方法が単収向上である。ワ

シントン州立大学では、開発した品種に対する

育成者権の集金を、生産者団体である WGCの発

案により、 2012年より開始した。その資金は、

大学における品種開発の促進に使われるととも

に、品種の普及を行う WashingtonGeneticsの

運営費にも使われている。

カンザス小卜1の小麦産地においても、降水量に

制約された作物選択が行われていた。しかしワ

シントン州とは異なり、小麦以外の作物も選択

可能である。近年では、遺伝子組み換え技術を

用いたコーンや大豆の作付割合が増え、小麦の

割合が減少している。生産者団体である KWCで

はこうした状況に危機感を持ち、小麦の品種開

発を加速するため、 KansasWheat Innovation 

Centerを 2012年に設立した。

両），卜1とも共通するのは、小麦の収量向上を目

指し、品種開発に資金を投じていることである。

こうした両州の対応から、今後の米国産小麦は、

新しい品種の開発成果にかかっているというこ

とができる。

本稿では、小麦生産に関わる大学、生産者団

体および経営体に聞き取り調査を行ったが、経

営レベルの収支については、明らかにすること

ができなかった。米国産小麦が日本に安定的に

供給されるには、小麦作経営の持続的な運営が

前提となる。今後は、小麦作経営の収支に着目

した分析を進めていきたい。

注 1) 農業経済・経営分野の米国農業に関する研

究成果は少なくない。例えば、農業法の変遷と

農業団体との関係を示した全国農協中央会編

(1986)、米国の実践的な農業経営のマニュア

ルを示したアメリカ農務省・スミス編 (2003)、

過去の農業法から最新の有機農業に関する米

国農業事情を幅広くまとめた齋藤 (2009)など

がある。

注 2) 米国には小麦を対象とした生産者団体は、

米国小麦連合のほかにも全国小麦生産者協会

(National Association of Wheat Growers) 

がある。前者は生産者からの拠出金（チェッ

ク・オフと呼ばれる。 2016年では販売する小

麦 1t当たり 74セント）を資金源として小麦

に関する研究への資金提供、教育、販売促進を

行う組織である。これに対し、後者は組合員の

会費（ワシントン州の生産者の場合：年間 120

ドル、カンザス』州の場合：年間 100ドル）を資

金源として立法やロビー活動を行う組織とな

っている。 2017年現在、米国小麦連合に加盟

する州は 18、全国小麦生産者協会に加盟する

＇州は 21となっており、それぞれ朴Iレベルの組

織がある。両団体は別の団体ではあるものの、

利害関係が類似していることから、小卜Iレベルの

組織、例えばカンザス、州の Kansas Wheat 

Commission と KansasAssociation of Wheat 

Growersのように同じ場所に事務所を構える

こともある。

注 3) 農林水産省「作物統計」によれば、国内小

麦生産量に占める北海道の割合は、 2012~16

年の平均値で 67.5%となっている。

注 4)USDA「AgriculturalStatistics」によれば、

全米小麦生産量に占める 5地域の割合は、 2011

~15年の平均値で 84.5%となっている。

注 5) 具体的にはワシントン州の Cooperative

Agricultural Producers Inc.、アイダボ州の

Pacific Northwest Farmers Cooperative、オ

レゴン州の MidColumbia Producers Inc. の3

社が出資している。

注 6)USDAの小麦研究施設は、米国内に 4ヵ所あ
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り、 1'1、I立大学と連携を図りながら、主に品質に

関する研究を行っている。ワシントン小i'Iの

USDAではウェスタン・ホワイト、カンザス州

ではハード・レッド・ウィンター、ノースダコ

ダJ、卜1ではハード・レッド・スプリングとデュラ

ム、オハイオ州ではソフト・レッド・ウィンタ

ーを研究対象としている。

注 7)WGC「PreferredWheat Varieties 2016」お

よび「2016Washington Wheat Variety Survey, 

Winter Wheat Acres Planted Estimate」によ

る。

注 8)USDA's National Agricultural Statistics 

Service「KansasWheat Varieties」による。

注 9) Gary Vocke and Mir Ali (2013) pp. 3~4 

による。
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けた革新的技術緊急展開事業（うち地域戦略プ

ロジェクト）」における「水稲作、小麦作、酪農、

肥育素牛生産における国際競争力の比較分析に

基づく今後の技術開発方向の提示」（平成 28年

度）による研究成果の一部である．
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