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[シンポジウム]

メキシコにおけるトマト生産

NAFTA 後の変化を巾心に

谷洋之*1

要 旨

9 

北米自由貿易協定 (NAFTA)はメキシコ農業に大きな影響を与えた。特にわが国においては，農産物貿易の自

由化や TPP加盟の是非といった議論と結びつけられ NAFTAがメキシコ農業にもたらした負の側而一一「主食J

トウモロコシの輸入依存，伝統的農村の疲弊と都市部ャ米国への人u流出などーーーが強制されがちであるように思

われる。たしかにそのような側II[Jがある ことは事実である。しかし NAFTAはそうした現象を強化したが，それ

らの発端というわけではないし，また NAFTAを逆手に取ってさまざまな試みを始めている農業生産者も同時に

生み山した。本稿では，メキシコ r!!i部ハリスコ州においてトマトを 1=1"心とする野菜生産を行なう新興令業の事例を

記述することで， NAFTAの肯定的側iiIiに焦点を当て，もってよりバランスの取れた「メキシコ農業像」を提示

する素材を提供しようとするものである。事例として取りよーげた 2社は，企業としての「成功」を超えて，過疎地

における雇用創出，伝統的農村住所との共生という]践で地域行会への京l刻、を始めているほか，将来的には近隣止Ul'e
者の刺]織化や地域フ‘ラ ンドの維立を企図するなど，新たな動きを始めている。もちろんこのようなモデルは，メキ

シコの地王~U10 ・ j倍!と的・文化的多様性に鑑みるとどこでも j創刊可能であるとは|浪らないが，多線な選択肢のひとつ

を形成するものであるといえよう 。

[キーワード]メキ シコ， NAFTA， トマ ト l~~旅，雇用意II!吐i ，地域開発

Tomato Production in Mexico 

-NAFT A and Aftermath-

Hiroyuki T ANI'I 

Abstract 

North Am巴ricanFree Trade Agreement (NAFTA) has had tremendous impacts on Mexican agricultm巴 The

literature published in Japan on this topic mainly has focused on its negativ巴aspects，like further dependenc巴of

maize， !vlexico目smain food crop. on imports. exhaustion of its traditional rllral areas，呂nda massive emigration of 

rural dwellers to the urban areas or to th巴UnitedStates. Though it is true that IVlexican agriculture has suffer巴d

these phenomena since the agre巴mentcame into effect. it should be said that NAFT A has just reinforced th巴trends

巴xpen巴ncedby Mexican p巴asantsfor decades. It must be added， moreover守 thatnot a few agricultural producers 

have appeared in Mexican depopulated rural areas to create new business models based on exports of horticultural 

prodllcts， taking advantage ot the n巴wtrad巴 reglI11巴

This article proposes to have a balanced view of th巴NAFTA's impacts. For that pllrpOSe， it presents some positive 

aspects of th巴 treatyfocusing on the cases of two r巴C巴ntlyfOllnded horticllltural companies in the State of Jalisco 

in Western iVlexico. These two enterpris巴sare now trying to go beyond their own "SllCCeSS" as compani巴sto begin 

contribllting to their local communiti巴swith巴mploym巴ntand harmoniollS relations to the dwellers' traditional rural 

life. One of them also has various plans to organize sma11 produc巴rsnearby and establish their co11ective brand. 

* 2011 if.J支春季大会シンポジ ウム「グローハルな食料貿易と i主上|主リ器削iFlitラ
*J 上智大学外間話学部， Faculty of Foreign Swdies， Sophia University 
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This kind of bllsin巴ssmodels cannot be applied alltomalically to everywhere in M巴XICO，glveロtheCOllntry's巴vident

diversity in many aspects like geographical. historical. and cllltural among others. Howev巴1".these cases can show 

at least an option for r巴gionald巴velopment.

[Keywords] Mexico， NAFTA， Tomato production， Employment creation， Regional dev巴lopment

1.はじめに1)

北米自由貿易協定 (NAFTA)が構怨されてから 20

年あまり，発効から数えても 17ifーあ まりが経った。

当初から「先進比一|と途上回|の経済統合」として丘二日を

集め，その是非をめぐっては賛成・反対双万の立場か

らii!;-発な議論が戦わされた。なかでも農業部門は， W・
y#最大の穀物iMu，':HIiliIであるアメリカ合衆国と， トウモ

ロコシの原産地のひとつであり長きにわたりそれを主

食としてきながら 1970年代以降その大規模輸入国に

版、孫したメキシコとの|切で貿易CIH-I化が目指されたと

いう}j':!味で，論争がきわめて活発化した領域であった

し，農業条項の見直しを求める逆動は発効後もたびた

び繰り返されている。NAFTAは 1980年代の対外債

務危機を契機に本佑J'I~ に導入されたいわゆる新同 l:tl主

北 l'I(JWi造 ~2 .!!1~- を|む1 7L化する 1t!111fli を不Iーしていたが，その

ような経済戦時モデルをずし全に否定 し去ろうとする論

も民間されている (吾~1!1; 2010)。

fま食j として位置づけられたトウモロコシをはじ

め良市建物の対米愉入は NAFTA後に激増した。

TPP 締結の是~Iτ をめぐる議論の中でコメを含む良市

);(q加のl!fIltr入内由化をj自られていると|本の文JJJRに即し，

メキシコは「主食をアメリカに依存するjようになっ

たという捉え方もなされている (鈴木 -木|、 2010 : 

147) 。たしかに疲弊したJ~+:J からは多数の住民が大都

市|益|や米国へと流出し，過疎化も進行している。 しか

しながら，輸入される米国産トウモロコシは「主食j

として消費されているわけで、はないし， j長一村の疲弊や

;@iWイヒは必ずしも NAFTAを契機としているわけで

も，またメキシコ全土であまねく l包こっているという

わけでもない。

NAFTAのようなililJ度がいわば.r1手件jとして導

入された(あるいは導入されてしまった)ときに，占!と

たしてミクロの生産・流通主体は手を供いているしか

ないのであろうか。ともすると rNAFTA悪玉論j

は，そうした主体の「主体性」を媛小化し，彼らを政

策の客イみという立場にJ!間"とJW押し込めることになる

のではないか。本稿はこのような考え方に立ち，メキ

シコ中西部ハリスコ州で展開している疏菜生産の変化

の模般を描こうとするものである。 もちろんこのよう

な動向もメキシコ全-じで、あまねく起こっているわけで

はない。 また NAFTAがlilil定化した経済モデルを全

両l的にね;揚し ようとする ものでもなU、。わが国にあっ

てはあまり注目されることのない現代メキシコ農業部

門のポジティブな側面を描くことで，バランスの取れ

た「メキシコ農業1~'Uを形成する 一助とすることが本

稿の目的である。

n.メキシコにおけるトマト生産の概要

1 ，前史21

メキシコにおけるトマト 生産の起i)Jjlは， i'J会主義コ

ミューンの形成を企図した米国人の--E!Iが， 現在に至

るまで全 I .EI シェア l 位を I~i めているシナロア州に到来

した 19世紀末に遡る。彼らはトマトを生産し，サン

フランシスコへと愉，'1'，しようとした。つまりメキシコ

におけるトマト さI:.tiそは， 1;[1外からの刺 ;)i~ によって始ま

り， しかもその当初jから I愉，'I.t，向けであったのである。

生産・輸，'1'，のための課題は m色紙と i愉送であった 。 lW~概

については朋水路のIJfJ削で'WI'i}!:が閃られたが，輸送に

ついての課題カ{Wni与されたのは，~( kTt:国境のノガレス

(Nogales)から鉄道が延やわされた 1907ilニのことで

あった。こうしてシナロア州からの対米トマト!愉山が

本俗的に始まったのである。

メキシコにおいてトマト封三産と 'I!Iiii，'J'，カf大きなイ1/1びを

見せたのは 1960年代以降のことであった G 図 lを比

ても分かる とおり， 196引l玉4年|ド三カか、らのおよそ 20j'年|ド三|問問i百均¥]μlにjここ斗il

J山U量(これらはほぽすべて対米愉，'1'，と見てよしい、づ)は 3

-41官佑;古2にイや似仰11中iド1びている。特に 60年代後半以降のイL!Jびは

顕著である。これは主に技術部新によるものである。

その内容は，前をjEi室で、大量生産するようになったこ

と，支~J を立ててそこに斐を遭わせるように生育させ

るようになったこと，そしてパッキ ングを機械化した

ことである。

J!iIltr入代替工業化を積極的に進めていたこの尚一期のメ

キシコにおいて， シナロアナト|をはじめとする北西部の

商業的民業生産は，貴重な外貨獲符iWのひとつと佐世

づけられた。それゆえにこそ連邦政府の手によって大

規依なi算税施設の建設が進められたほか，米国との国

境に向けた輸送インフラも 3芸術jされていった

(Hewitt de Alcantara 1976; Wilkie 1970)。

しかし 1982年に対外債務危機が表面化すると，連

邦政府の歳出は抑制され，シナロアナト|のトマト生崖に

も大きな影響がもたらされることになる。その侠様を

次J}~で検討することにしよ う 。
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図 1 メキシコのトマト輸出 (1961~2008)
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2. rNAFTAJ後の変化

1982年以降， 数次にわたる 債務処理を経て， メキ

シコは 1988:qてに発)Eしたサリーナス (CarlosSalinas 

d巴Gortari)政仰の-1、，おi自由主義I'()政策を松極的か

っJ友オ、的に;ffi!H]していくことになる。NAFTAは，

そのような政策方針を1:[1際条約の締結という形で刈外

(10に約束 し，後戻りでき ないも のとするという 意味で

も象徴的なものであった。このような政策方針の転換

は， トマトの生l主と!I命IUにはどのような形で作!日した

のであろうか。

従米の枠組みにおいては， 1主|首企業が化学肥料をは

じめとする投入l!1を安価に供給していたほか，やはり

国学1・の農業信).1')銀行ほか公的金融機関が多分にネIIi助金

的な融資を行なっていた。 また ~I三産に ii'1i il証が不可欠で

あるシナ ロアイ十|においては，地下水以上げmの屯)]に

対する補助金も重要であった。f小さな政府」への転

敗は，こうした補助金の撤J%や縮小を意味していた。

このことから生産税模の小さな生産者は上昇したコス

トを吸収できず，大規模生産者への土地の集績が進ん

でいった。 方，大規模生産者はレーザ一光線を用い

た *i~W，'な整地 ， マルチンクボや点滴 iWii既一一一こ れらは価

絡の高くなった農業用水を節約するのにきわめて有効

である など新技術を導入することによって生産コ

ストの1Li;減を 13.1っていっ た。

このように規模の経済を達成した大規模生必者は，

メキシコ市 1.1:1央卸売Tlj:lfJiーなどにおける流通でも高い

シェアを l!:iめるなど (EchanoveHllacllja 1999 

73-79)垂直統合をも進めてい った。 また生産.)J[に!こ

の伏L点もシナロ ア州だけでな く北はパハ ・カリ フォル

ニアナト|から南はハリスコ州に主るまで太平洋岸ー;市:に

J仏大していった。こうして集約化-寡占化だけでな

く， λ|て産の広域化も同H寺に進んでいったのである。逆

説的ではあるが，シナロアナ卜|を本拠地 とする生産

者一一ーというよりもそれはもはやアグ リビジ ネスと

いった方が迎切であろうーーが1'.注を広域化すること

により，シすロア州の全匡|シェアは1~~々に下がり始め

るということも起こ った。

それではNAFTAそのものはト マ トの生産・愉H'I

にどのよう な作用 を及ぼしたのであろうか。貿易理論

のt!t.えるとおり .労働集約的な品1=1であるトマトのl愉

出は大きく榊えることが則行jされたし，特!こ通貨ぺソ

の対ドル レート が大111日に 切り 1、ーがった 1995年以降，

ヲ引療にそ れは S)~憎し て いった。しかしただ単に輸出

量 -愉出績が桶えただけでなく，その生産 ・愉出には

構造的な変化 も同H寺にもたらされていったのである。

次にその模係を見ておくことにしよう 。

NAFTAは， 1.宗本的には北米3カ国相互間の貿易

投資を全面的に自由化しようとするものであった。し

かしそれは 1994年 i月1EIの発効をも って即座に完

全向由化がなされたことを意味するものではない。 ト

マトに閲 してい うならば，表 lに示すと おり， それが

米国に輸入される則日を基準に l年を 4つの時期に区

分し，それぞれに異なる基礎関税不， 移行期間，セー

フガー ド基準が与えられた。これを見ても容易に分か
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るように冬期jに米国に愉入されるトマトにより手厚い

保;涯がなされていたということがいえる。これは，フ

ロリダナト!など米[I[内の冬トマト E幻自の土産者 によるロ

ビーj丹羽jの成果である。

これによりどのようなことが起こったのであろう

か。それをfr'(!，認するために @2を見てみよう 。これ

は，米|王|農務省 (USDA)の貿易統制を必に同国の丸j

メキシコトマト輸入組を月別に集口|ーしたものである。

これによれば， NAFTA 発効 litj のlI~iJ!jJにおいてメキ

シコilr2のトマトはもっぱら l月から 4月にかけて愉人

される!日目であった。 しかし NAFTAが特に 7}-Jか

ら11月に米国に愉人されるトマトからfぷ諮問慌を低

めていき， 1998 イr:. には完全に i[!Íiiì 入 I~I 由化されたこと

から，このH、YHJJにおける!Ii(ji}人制が大きくイ1[1びていった

のである 。 冬トマトについても完全 I~II-[-I化がなされた

2003年以降は，従来のピークシーズンにおいても i陥

入制は激憎したが， 夏H)Jにおけるや[1びも加速している

ように比える 。 こうしてメキ シ コ産トマトは季節を [~lJ 

わず米|五Ií[n坊で、千~f;illlこ取引される作物とな った。

表 1 米国によるトマト輸入自由化移符措置

(1)セーフガ ドJ，!、当日

市首人1l，¥JtJJ î.l~ (~~ 1)¥1 f!け 'f1Ti!!JIII¥1 SG JHld11 

3 1-7/14 4.6c kg 9 {ド 165.500 l 

7/15-8，31 3.3C/kg 411 JI:j直JTI

9 ， 1-11 / 1~ 4.6C，kg ぷ111 ヨloj直iII
lJ/J5-2 ;.jミ 3.3C/kg 9イ1・ 172.300 1 

資料 USD'¥. Foreign AgriclIllllral Serviじ巴

こうしたメキシコによる対対ミトマト輸出のJillil二イヒに

は技術的な~因も関係している 。 温室を手Ij JFJ したトマ

ト生成の普及である o T-n菜の~，mt主松崎は，オランダ，

スペイン，イスラエルなどで発達したものであるが，

すでに技術的に降立し，資本さえJ文人すれば比，[史的谷

tl;に移転可能なものとなっている 。また は然と隔絶さ

れた環境下で生産が行なわれるため，立地の気候にあ

まり Aゴヰi されることなく，通年でのiJU~fが可能である

ほか， ;JÎij 虫手;の予防や ~;ft~II人jの気j品t ì1~\j支， 二階化炭

素浪j立もほぼ完全に í[司令[1 できることから 11111 質 ;ì~:JI[! も倣

J氏して行なうことカfできる 。 このようにして生 iif~ ~ÍIJ の

i窃付加1{illi{1応化も図ることが可能となる。メキシコにお

いても 1990年代後、[!から，このようなilbi主を活用し

たトマト松精が徐々に昨及するようになっていった。

ここでよi一目すべきは， jiA主トマト松山が従来の主産地

であったシナロア州ではなく，むしろ内院の高版地'lii'

で主任んになっていったことで、ある。ここではハリスコ

州 ( [ ~[ 3参照)を例に，その航機を概観してみること

にしよう 。

m.メキシコ農業におけるハリスコ州の位置づけ

ーシナ口ア州との対比において-

以下でlfX:り Lげ、るハリスコ州は， トマトの ~[日産と愉

1'1'，で先[:，[(を切ったシナロアリ・1-[とはかなり.[当絡を具にす

る J1I! J或である 。 I~[ 3で見られるように，メキシコは 2

つのJ也j次に大別することができる。「メソアメリカ地

域」と「アリドアメリカ地域」である。これは元来は

ClOO)j;j:、トル)
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図 2 米国の対メキ シコトマト輸入額(月日IJ)
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↑アリドアメリカ地域

↓メソアメリカ地域ρ
シナロア州

250 500 1000 
・・・・・・・・.-ーー・ーーー圃圃圃園・圃園田園圃圃圃圃圃.
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図 3 rメソアメリカjと「アリドアメリカJ

Yt1'l: 11'者竹 1& ((:1)出lヨ|データ は lNEGlによる)

考古学JIJilfiで， H有名はマヤやアステカなどの所前「古

代文明j が栄えた J也j或である 。 人 1-llj~J告であり， 今で

もスペイ ン人到来以前から の伝統が色濃く残ってい

る。 トウモロコシの指監のJ也となったのもここであ

る。それに対しアリトアメリカは，ヨl'定住主'1の先1:1一民

が1~勢であった地j止である 。 人 1-1 は稀薄であり ， 銀鉱

1[/を求めるスペイン人が先住民を駆透しつつそのさか力

を拡大 していったので，lt'!史的liLいJ/-.)'WJから自由移民

や賃・全労働がよLられた地域でもあり，いわば「人ム的

空[1¥Jjということができる。

野菜+~& はいうまでもなく労働集約的なものであ

る 。 シナ ロア州における ま なト マト生産地は高il!~多 i!日

な消l'rι地帯にある。ここはアリドアメリカ文化問に属

し，人口も稀汚である。そこでの労働力は， 1司じシナ

ロア州でも数イキロ!大11注に入ったメソアメリカ的な性

桁の色濃い山岳地'市から，さらにはメキシコ尚氏1¥のオ

アハカ州，ゲレロ州，チアパス州など先住民人口の制

密な地J攻からの国内移動労働力 (，こ{衣存しており，彼ら

の労働環境が議論の焦点、のひとつをなしてきた

(Barron y Rello 2000)。

これに対しハリスコ州は比i!iX的人口密度が高く，古

くから農業州として知られている。太平洋沿岸1のわず

かな低j也を除けば，標高 1.000-1.500 111程度の高原が

広がり，年間平均気温 20度前後のiJu1/援な気候を擁す

る。 しかしメキシコ般大のチヤパラ湖およびそれに関

連する河川の流域以外では水利には恵 まれず， 1940 

年代から米国への移民を多く送り出していた地域でも

ある。逆に言えば，水の手当でさえできれば瓜|暖な

気11:尖と出;守;な労働)J;を爪mしてjJiす日j:，i主をfu:大て、きる

素地がある地j或ということでもある。

シナロ ア州 と比似する と， 米国iliJ~Jjへの ~I~ i!iltがある

ようにも見えるが，米東部にI:I}，る 11<1境 (メキ シコ1l!1l: 

ヌエボ・ラレド，米国1[[[1:ラレ ド)への脈脈は，シナ

ロア州のトマト集散地クリアカンからノガレスへのW[i

自Ii'とほぼ等しい。 またハリスコj-[怖[¥グアダラハラは人

[-/規模でメキシコ 第2位の大者f¥i'liであり ，それ臼イ小が

大きな出資 ilî :l~Jjーを 1[~ Ji足しているのみならず，メキシコ

凶"itl5の交通の安衡として高速道路をはじめとする輸送

インフラの3在令官も近:ifc:若しい。

この ような背景を踏まえ，ハリ スコ州における泊室

トマト討庄の杉日;止を見てみる ことにし よう 。

IV.温室トマト生産の伸張と地域社会への貢献

一アグロスル社の事例:3¥ー

アグロスル社 (Agricultoradel Sur. S.A. de C.V.) 

は， 1996年創業の新興企業である。創業者は， 1'1有

J1I!. 400 haをもともとi9i-有していた人物と NAFTAの

交渉過程について見聞する機会があり， 疏菜輸，'-1.1，がビ

ジネスになると踏んだ元財務'白'僚および元銀行員であ

る 。 生産自{本は比~(交的 )1[~fJ司に滑りr'J~1 したカ仁 n反E色 |洞 J石

で苦労し，経営が悦道に乗ったのは米国・カナダでの

アグリビジネス経験がjE寓なマネージャ ーを4人目の

共同1:1-1資者に迎えた 2001年からであっ たと いう 。jRL

安 トマト専業で，最後に現場を訪れた 2006:i[三9)J現

在の生産力』肢は品主 22haであった。
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生産設備については，江主主は管内システム， コンサ

ルティング込みでスペインから輸入し，その後，イス

ラエjレ製の温室も導入した。水については，地下 200

m以上の深さの井戸を仰って汲み上げ，それを数柿

の液体JJ削:'1と混ぜて，コンヒ監ユーター制御の点滴濯i慨

をわなっている。崎地は病符予防のために土を使わ

ず，近隣で豊富に llxれる火山岩を併いた も の

(tezontl巴)にココヤシの繊維を混ぜたものがJ1.Jいら

れている。これをビニール裂のプラ ンターないし袋に

詰め，そこに別棟で'1治人種子を発芽させたトマトの12i

を定村iする。出{はj品主天井から吊したビニー Jレ製の

テーフ.に;iJ.わせるように生育させられるが，これは業

の干iit度を下げることでしIIIB改普・病害予防の効栄があ

るほか，収挫の際には栄笑の直jさを制強して作業効キ

を高めることにも役立っているとのことである。この

ように資本財， ':IJ Itrj!!~ーについてはほぼすべてが輸入 j日

である。現地制連されるのは，先述のi当地と相l包J:l:Jの

段ボールくらいのものである。設備， J主術，投入111を

ほぼili命入に~~:[っているという志|床で，これは「ターン

キー型プロジェクトjと呼んで、悲し支えないものと忠

われる。

同社の経営で特徴的なのは，販売l自!と労務笹山市lで

ある。下jij祈については，米国テキサス州マクアレンに

「グローパル・グローワーズ・ ネ y トワーク社」とい

う販売会社を設立していることである。バイヤーがメ

キシコに電話をかけてn:Jにすることを燃がるからとい

うのがその埋1'1:1である。この販売会十|ーを通じて米国北

点部およびカナダ点百1¥チェーンストアを，-[-，心にiui'ikWi

うにするが，その|祭には契約期間を迎，月， シーズンな

とε多f!f;化し，それによってfilli係変動リスクを分散して

いるとのことであった。こうした契約は満室と|百jじ放

j也にある司i務所のノfソコンにインプ y 卜され， 主!日産計

i!!!iの策定に活かされる。つまり了.業製品と同じくアグ

ロスルセ1:のトマトは描干~T(n~J' Iこは概ね販売先が決まって

いるのである。

リiH~ U~'， 市場に力を入れるのはもっぱら冬季 (1 0 月 ~

型年 4月頃)であり，夏期 (51=1 ~9 月頃)は国内市

場に主に出荷する。夏期jには米国内産のトマトが，'1'，回

るのでiliÍi~U刊IIH併が下がる - )jで，メキシコでの岡県JHこ
当たる夏!切においては露地物のトマトの品質が務ちる

のでjiii主トマトに優位がある。同行から州都グアダラ

ハラへの距:liltはおよそ 120km。他の)主地と比べ輸送

費が抑えられ，チj手IJに販売できるのである。

同社の特質としてもう 一つ挙げられるのは，その労

務管理である。問主|ーは， 2002年にその賃金体系を円

給iltlJからノルマ制へと切り替えた。それは，前出のマ

ネージャーが着任早々に抱いた「米国の農業生産現場

ではメキシコ人労働者が勤勉に働くのに，彼らがメキ

シコではそのような働きを示さないのはなぜかjとい

う問題意識から始まっている。同氏の言によれば，そ

れは賃金水準の問題である。つまり，仕事に見合うだ

けの賃金が支払われればメキシコ人労働者はきちんと

仕事をするというのである。

このような考え方に基づき， 1百11-:1:はそれまで 81時間

労働に対して 75ぺソ支払っていた賃金を，あらかじ

め定められた作業ノルマ当り 100ペソと改めた (賃金

傾はいずれも 制度変更附点のもの)。 これを従業員の

視点で、見ると，彼らは自分のノルマを果たしさえすれ

は¥何IUJであろうと帰宅することができる。現に訟者

が同社に現地問殺に訪れたJf.斗前後の11手間にも家路に

就く従業員の安が見られた。マネージャーの発言。によ

れば，このように 11=1当 りの労仰J時間が縮小できるこ

とで， 例えば久久白性l

を凶ることカがfでで、き， また 匠!らの耕作地を持つ従業員で

あれば自家計bi貸JI:Jトウモロコシの政上告も並行して行な

うこともできる。また短くなった労働H寺I1IJを利mし

て， 1 1]に2人分の作業を こなす者ーも別れ，<<jj. ilJiJJ支は

従業員1!!1Jからは好評のうちに迎えられているという話

であった。 なお，最後に|可社に ~.Jーする現地調査を行

なった 2006il二時点、で1骨HJ従業員の i二|給は 100 ~120ぺ

ソ，この地域のは、定lii低賃金の 2倍強であった。

少なくとも筆者が制祭できた純|升|では，アグロスル

モ1: は企業としてのミクロのね.ì}:~， からはイ-分に「成功」

していたということができるように忠われる 。 nn~芭

は，このような「ターンキー型iiii系農業jが「地域発

展Jという マクロないしメソの次元で賀献することが

で、きるかである。

l打J=r:l:の場合， jiil誌やそのよ己，:J~li システム，投入!!1 はほ

とんとずが輸入品で、あり，現地訴!述できるのはl有地と相

包材砧!Jj'に rjl~ られる 。 他方，生産さ れたトマトは生食

川として，すなわち洗lf1'，:ì~別， 梱包以外に何 らの力11

コ.も 』むきれないまま愉I:¥'，[1 ij~~j およびグアダラハラを '-11

心とする 11'1内T/TJ:J1へと出荷されるのみである。このよ

うに域内における産業迎閲効巣は IjijブJにも後方にも乏

しいと 言わ ざるを科ない。

地域開発の分野における問主|の最大の貢献は，この

ようにしてみると罷用創mにあるということになるで

あろう 。向引の位置する地域は，他にきしたる産業も

なく，同社をはじめ温室トマト産業が立地するまで過

疎化カ')1(;んで、いたという 。このような地I攻でとにもか

くにも雇 JIJ先が生まれ ~#{Iニ!習を含む人々が3j'!，令収入

を縁得することができるようになったことは大きな出

来事とされなければならなし、。 当地も合め，メキシコ

では「地元で働く権利jというフレーズをよくー斗にす

る。者I¥T行間や米国にイ1事を求めて移住する人々は，必

ずしも肝き好んで、家族と雌れ移{主しているわけで、はな

い。彼らは地元に安定した働き口があれば， 喜んで、地

元に間まるというのである。

自家消費用作物の栽培との ~I ，j 立 という視点を|司社の

マネジメン卜音1¥1"1が把出しているというのも ff[~:であ
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る。また前出のマネージャーによれば，同社は従業員

が!苦f:iしている 20ほどの集落の祭礼カレンダーも把

握;し，従業員から選抜した現場舵督者の造、見を取り入

れて，通例 31司問ほどの祭礼の期間には他の集落から

の従業員をシフトすることで休1I1~ を 'j えているとい

う。マネージャーはこの点で近隣の米系企業との違い

を強調し， r働きやすい戦場Jという許判を集孫で殺

得するこ とで，Ig~・に必~ーな人材を適切に制連すること

カfできるとしていた。

最終的に NAFTA によって固定化された %Jr 白 I j~ 主

義的な経済政策基調は， 多くのメキシコ農村に少なか

らぬ衝撃をも たらした。この ことを1!:i定する ことはで

きなU、。 しかしながら p アグロ スル社に通勤する人々

の暮らす集落については，どのようなことが言えるで

あろうか。この事例は，多くの人々が大都rh閤や米十1，¥

に]械を求めて ;~EU'I せざるを伺ず，過疎化の進んで、いた

地域に現金収入の;w泉をもたらし，それを投入するこ

とで集務の共同体的な再3産を部分的にではあれ保持

する方向で作用したとは言えないであろうか。このこ

とを件実に言 うためには，恐らくは人類学的な村溶剤

査が必要であろうが， 少なく とも仮説的にその可能性

を指摘することはできるのではなかろうか。

V.地元資本の新たな挑戦

ークエ卜・プロテ、ユース社の事例一

もう lつハリスコ州における事iJljを見てみよう 。ア

グロスル社からは 30k111ほど京，医|道 54号iなでグア

ダラハラ市と l立 が約 90km)するサユラiliにぶ地す

るクエ ト-プロデユース社て胴ある。

1，;11'1は， 1960 正f-頃に現経営者ーの父親が始めた小JJ~

校j見|霊!が起源で、あり，その後，土地の買い足しゃ母親

が相続した土地を合わせるなどして経営規模を広げ，

現経営者への代按わりを機にイlで業形態に組織改編を行

なって現荘に至っている。さまざまな作物の1友情や輸

出を試み，さまざまな失敗や雌折を経た末，現在では

撤去でのパプリカ栽桁と露地でのブロッ コリー(秋

冬)および種子凡jトウモロコ シ (森夏)輪作を走IJみ合

わせ経首の三UUIとしている。

このうちブロッコリーについては，ハリスコ州に|済

抜するアグアスカリエンテス州にある冷凍業主?との契

約絞よ音である。概ね冷凍食品のlift材料としての用途で

あるが， 冷凍業者-との交渉により ，生食j刊の価絡がよ

いときには冷凍業者のブランドで生鮮向けに販売委託

をし，迫力日的な収援については両社で、折半という民約

に漕ぎ着けたという 。また種子J.j:1トウモロコシについ

てはモンサン卜 からの請負であり，生産 した磁7・につ
いては南米向けにイ:1向けられるとおm:1されているとい

う話であった。

パプリカについては，米ド!内の販売会長|ーに直佐在11し

ているということであった。クエ卜社では，犯i佐iブラ

ンドで自社のパプリカをI.U1¥tfしたいという志向をJ守っ

ていた。筆者の「独IJブランドの立ち上げと浸透は難

しい課題なのではないか」という問いには，現状でも

同十1:の生産物については，バイヤーには独向ブランド

を付ーけなくてもそのlvi質からE哉別してもらっている。

したがってそれほどの|君主fiはないのではないかとの返

答があっ た。また自社ブランドで什JI荷すれば，サイズ

主;興なる1JHちの生産物で、あっても l台のトレーラーで

出荷でき， ~!命 iじまコストも削減できるというメリットに

ついても見通しが語られた。

クエト社では従業員 を「生 産 技 術 者 (tecnico

operativo) Jと11乎んでおり， 250人が毘mされてい

る。賃金支払形態は 11::1 8時間労働に対する lヨ給制で

あるが，労働生i主性向上のために|古11J:でイま各粧のイン

センテイブを用語、していると いうことであった。これ

により 1ha当たり従業員数は， 611 から 4~5r:1へと

i!il1滅することができたという 。同社の敷地がサユラrli

の市1M]也に|務J去していることもあって，従業員の多く

が近隣から徒歩j1i1勤してくるということであった。こ

れは，ブロッコリーを納めている冷ì~[業者が「カーボ

ン・トレーサ ビリティ」のJiIU'，を求めてきていること

から，その数値鉱山上，布平IJな点であると;itfJ設されて

いる。

|司 千 uこ閑し特等すべき点は，将米に向けて 自主I :~産

施設を Iアグリ ノfーク (parqu巴agricola)J化し よう

という椛想である 。 これは JifL主 を rl1心とする !::I~ùt:施設

IJ'Jの通路や水路をl1x策路やおi水ゾーンのように配置

し，文字通り公闘のようにしようとするものであると

いう 。これは従業民の労働i県境を向上させようとする

ものであるとともに，農業という Jifi業そのもののイ

メージを高め，従業主iとその家放(子どもが氾!?主され

ているようである)に13是非〈古fll"lで働くということに誇

りを+wってもら いたいと いう願い も込められていると

のことであった。

特畿すべきいまひとつの点は，近隣の生産者の組織

化を行ない，例えばパァキング設備を賃貸することで

地域全体としての生l主性を|向上させようという地域開

発的な方向性を有しているこ とであろう 。|ロj社がパフ'

リカについて |主七|ブランドの立ち上げを企図している

ことはすでに触れたが，それをさらに拡張し，サユラ

という地域そのものをブランド化するという展望も抱

いているようである。サユラ市はメキシコの著名な作

家であるファン・ルルフォの出身地として知られ，ま

た伝統的な刃物生.産地としても有名である。このよう

な地域の特質が炭.業生産とどのように結びつけられ待

るかは未知数であるが，企業というミ クロな生産主体

を超え，地域の発展という発想を持った経営者が舟場

しがiめていることは，士i:l=Iすべきことであると思われ

る。
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VI.結語

これまでの本稿で、の税論から，結論と してどのよつ

なことがいえるであろうか。 まず，NAFTAの両義

世|である。たしかに NAFTAはメキシコ農業に大き

な衝撃をもたらした。 しかし同H寺に NAFTAを逆手

に取って成長を逐げた生産者も存校することにも泊二日

しな くてはならなし、。たしかにそのような企業として

のミクロな利訴は， J或/)サj主聞の京iJIJ'，という )1三でのマク

ロな利益には必ずしも結びつかなかった。 しかし域外

への人口流，'1-'，が顕著であった地域における恥):IJの制1':1:'，

には繋がっ た。 これがイl~統的な共同イ本に人々をつなぎ

I1二め， その再興の可能性を残していることにも注意し

なければならない。 また企業としての成功を 1j也域づ

くりJに結びつけようという構想、をねつ経営者が現れ

始めていることもw.要である。

他ブJ，本稿で11'X.り扱ってきた.Ij'i例は，あくまでハリ

スコ1+1という 一地域で比られているものに過ぎず，メ

キシ コ全土ーで、起こ っているとはItJr言でき ないし，また

同国の文化「的l内包ψ!股E史的多J株!I長3官引'(i'性|

とカf益ご二二ゴ土土l上I~.二. で y包こるこ と カf三E望記ましいのカか、 とど‘ うカか、も{よ虫ミ ;攻R に

杉検tti ~l川オす- る必必、要があ る。 11附j井刻fJ発/発民J と ff伝Z統」 との

|限悶芸刻I係はいカか、にあるべきか。それらの共存は可能なの

か。そもそも 「開発」にせよ 「伝統」にせよ， ともに

-枚岩ではない可能性がきわめて出し、。 しかしなが

ら， rよりよ U寸 土Ll舌を有)3Jくし労働に勤 しむ人々， あ

るべき地域の姿を構想し'丈現しようとする人々の有.な

を1!f5とする こと はできない し，またこう した人々の営

みを問ごなしに非却iすることもしではならないと思わ

れるのである。

(注)

1 )本稿は.2011 51'-5 JJ 14 日(こ ~{;j(JPk楽大学で 附 1W されたJ]/j正

11'11加地版/JW5t;字会:{ti2i'大会シンポ ジウムで行なった Nl{¥に

主主づfいたものである。 NI-Hiの機会をラえて下 さった庖長の

お~f~j古先 1_' およびイi併なコメ/トを!!¥，lった北町収先性にお

礼を 11'しょげる。 また十t1行そのものは，谷 (2005，2007， 

2008， 2010)を却、伐にその後にf!Jられた刻l見 を加えて附 j点

したものであった。

2 ) 本 Jftの記 z主は，判官己なき/:t~ 1) Lara Flores (J 998)に負って

L 、る。

3 )アグロスル十!のij[fjlJについて前しくは，谷 (2007，2008， 

201O)を参照されたい。
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