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農業:
機関投資家へ機会を提供する 

新しい投資対象

Philippe de Lapérouse, HighQuest Partners マネージングディレクター

農業:機関投資家へ機会を提供する新しい資産クラス

過去10年間にわたり、機関投資家の間で代替実物資産ファ
ンド、プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタルな
どの様々な手段による食品および農業投資への関心が高ま
っています。世界的な食糧危機の予測は、過去2年間にお
いて作物価格が緩和した時期 にトップ記事の座は失った
ものの、以下のような数多くの主要な特性を投資家に提供
しているために、本セクターへの関心は依然として大きい
ままです。  

• 確実なトレンド(気候変動、都市化の拡大、新興市
場におけるGDPの増加)に基づく強力かつ長期的な
ファンダメンタルズ 

• (現在の収入および資本増価の組み合わせに基づい
た)魅力的な過去の収益 

• 他の金融商品との相関のないリターン 
• 強力なインフレヘッジ 
• 資本の保護

機関投資家が農業ベンチャーキャピタルやプライベートエ
クイティに資産配分する割合はますます大きくなっていま
すが、今まで、農業セクターへの資産配分は主に実物資産
が中心でした。大規模ファミリーオフィス、専門ヘッジフ
ァンド、専業公開企業、政府系ファンドと同様、彼らは北
米および南米、オーストラリアおよび東欧の特定市場で農
地を取得するファンドに投資しているほか、東欧およびサ
ハラ以南のアフリカで長期借地権を管理するプロジェクト
に投資しています。投資戦略は保守的なもの(米国の現在
生産性のある永久耕作地)から積極的なもの(新興農業地域
における作物生産用の未開墾地の開発や、農業テクノロジ
ーベンチャーへの投資)まで多岐にわたります。  

1974年に米国国税庁(IRS)および従業員退職所得保障法
(ERISA)の通過によって制定された新規則に従い、要件を
満たした年金プランについて、大きな損失のリスクを最小
限に抑えるために、固定利付証券への従来型の配分を超え
た投資は一定部分を代替投資手段(エクイティおよび商用

不動産を含む)へと多様化させることが義務付けられまし
た。米国の大型年金基金は、バランスシートを再構築中の
Weyerhaeuserのような林産物業者によって大規模区画で販
売される森林地への投資を開始しました。1970年代後半か
ら1980年代前半にかけて、(ハイブリッド木材/農地ファン
ドおよび木材専門ファンドを含む)複数のプールされたフ
ァンドが開始されましたが、機関投資家による農地への投
資欲求は1980年代の農業危機によって縮小し、1990年代半
ばに農業セクターの利益が改善されたことにつれ限定ベー
スで復活しました。 

2008年に経済危機の最高潮を迎えた2005年から2008年にか
けての農業商品価格の急騰中、北米および欧州を拠点と
し、既に森林に投資していた多くの機関投資家が資本を農
地に投資する手段へと配分を開始しました。これらは主に
ロークロップ(油糧種子および飼料用穀物)を育てる農地の
取得に焦点を当てており、北米および南米の永久作物(ワ
イン用葡萄、ナッツ、果樹および特殊農作物)はそれほど
注目されていませんでした。HighQuestは過去10年間の間
に機関投資家からおよそ450億ドルの資本がグローバルに
農地に投資されたと推測しています。 最近では2015年11
月に、TIAAは内部発生資金ならびに提携機関からのリミテ
ッドパートナーシップ寄与を含む30億ドルのファンドを立
ち上げました。

図1に示される通り、世界中のほとんどの農地は農業従事
者の私有地であるため、農地への機関投資は世界中の農地
の地価総額の0.5%未満と推測されます。しかしながら、農
地への機関投資は毎年8～10%成長しています。ほとんどの
投資は北米および南米の耕作地に集中していましたが、機
関投資家の間では永久作物への関心の他にオーストラリア
や東欧における農業投資への人気が高まっています。農地
は木材と比べて未成熟な資産クラスですが、農地にとって
投資可能な領域は木材の場合と比べて3倍以上の規模があ
ります。これが、多くの従来の木材の機関投資家が既に農
地に投資したり、現在投資を検討している理由です。
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農地投資領域と木材との比較

農地 
10万米ドル

木材 
10万米ドル

地価総額 8,300 425

投資可能な領域 1,000 300

機関投資家による所有権 45 60

投資可能な領域の機関投資
家による所有権の割合(%)

0.5% 20.0%

機関投資家は資産配分からアルファリターン、つまり、よ
り大きな市場の一般的な動向の結果とは異なる代わりに許
容できるベンチマークを上回るリターンを達成することを
求めています。

National Council for Real Estate Investment 
Fiduciaries (NCREIF)は、米国の農地の機関投資家による
農地投資のトータルリターンを追跡できる、NCREIFインデ
ックスを四半期ベースで発表しています。2015年12月31
日までの10年間、このインデックスはすべての農地—ロー
クロップおよび永久作物の組み合わせで14.5%の累積トー
タルリターンを示しています(図2を参照)。土地への投資
は、現金リース支払いの形態、あるいは作物の販売から当
座の収入を得ることができ、最終的は不動産の売却によっ

て長期的な地価上昇がもたらされます。北米では、リース
料は一般的に固定金額(ドル)で契約され、南米では一般
的に作物の固定シェアで年間リース料が支払われます(つ
まり、地主は直接的に商品のリスク/リターンを共有しま
す)。

魅力的な長期ファンダメンタルズ 

最近の作物価格の軟調化にもかかわらず、上述したマクロ
原動力は次の10年間の農業作物に対して強気です。遺伝学
および農業慣行の進歩からもたらされる生産率向上の可能
性を考慮しても、生産のためには追加の作付面積が必要で
あり、現在生産に利用されている土地では生産性向上のた
めの投資が必要となるでしょう。

図 2
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無相関のリターン

農地投資の大きな魅力は、農地投資のリターンと広範な市場との間の相関が低いことです(図3を参照)。過去10年間にお
いて、NCREIFの四半期のリターンとダウジョーンズ工業株平均(DJIA)との相関は0.101%であり、スタンダード アンド プ
アーズ(S&P)との相関は98%でした。. 

図 3

インフレヘッジ

歴史的に、農地投資は消費者物価指数(CPI)との正の相関を持つリターンで効果的なインフレヘッジを提供してきまし
た。過去20年間ずっと、NCREIFのリターンはCPIより高く、1995年から2005年の期間における農地リターンはインフレと
正に相関してきました(rr= 0.32)(図4参照)。これは、農地資産の所有権は株式市場にとって伝統的な株式および債券か
ら成るポートフォリオとの相関を下げることに役立ち、ゆえに市場乱高下がリターンに与える負の影響を緩和するという
視点をサポートします。 

図 4
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グローバルな農地投資機会

現在、世界の様々な地域で農地の生産を開発するために、
様々な投資戦略および手法が考案され、実施されていま
す。これらのアプローチは次に挙げる現地の条件に対応す
るようカスタマイズされています。 

• 生産の種類、
• 金融ネットワークおよび資金源へのアクセス、 
• 政治的/法的/ガバナンスの問題、
• インフラの課題、 
• 環境サステナビリティの制約、 
• 全体的なリスク/セキュリティの課題。

北米では、農地にとって最も成熟した市場、区画の平均サ
イズは南米、東欧、およびサハラ以南の一部のアフリカ地
域と比較して相対的に小さいままです。北米では、地域に
伝統的な作物向けの未開発の農地はほとんど存在しません
(ただし、以前は生産性の限界と考えられていた土地で生
産可能にするための遺伝形質を活用する機会は存在しま
す)。ゆえに、リターンは現金リース料として当座の収入
から、最終的には土地自体の長期的な地価上昇からも導き
出されます。 

対照的に、ブラジルおよびアルゼンチンの農業は1万ヘク
タールという巨大な規模で経営され、そこではすべての経
営が統合される傾向があります(国内および輸出向けの現
金市場向けの他に、家畜および家禽の飼料供給およびエネ
ルギー生成にも使用される作物). 

ロシア、ウクライナ、旧独立国家共同体(CIS)への投資の
関心は地政学的なリスクによって薄れていますが、この地
域の他の市場は投資対象として魅力的です。例えばルーマ
ニアは工業的規模で農業が行われ、低い生産率と適切なイ
ンフラの不足に悩まされ続けています。 

過去2年間の間、北米および南米、オーストラリアの投資
家の間で永久作物(アボカド、ナッツツリー、核果、ワイ
ン用葡萄、オリーブの木など)への関心が高まっているこ
とが分かっています。これらは通常高いリターンを生み出
しますが、高い運用リスクを伴います。

農地ポートフォリオの設計 

農地は均質な資産クラスとみなすべきではありません。投
資家は地理、生産タイプ、および運用モデルの3つの変数
に応じて投資をバランス化することで個々のリスクプロフ
ァイルに適合するようポートフォリオをカスタマイズする
ことができます。

図5は、農地ポートフォリオのサブアロケーションで6
～10%の目標を達成するために北米のロークロップ用地に
キャッシュリースベースで投資する様子を表しています。
他の地理、資産タイプ、運用モデルの組み合わせを追求す
ることは明らかに別の範囲のリターンと付随リスクを生成
します。 

図 5



農業:機関投資家へ機会を提供する新しい資産クラス

5農業:機関投資家へ機会を提供する新しい資産クラス

バリューチェーンに伴うその他の農業投資機会 

エクイティ、社債、先物、オプション、上場投資信託
(ETF)を介して農業バリューチェーンの多くのステージに
投資する方法が数多くありますが、農地/生産セクターは
伝統的に家族経営企業によって密に保持された断片的な産
業であるため、それほど簡単に投資できるわけではありま
せん。これは、農業コミュニティの人口統計と、生産で規
模の経済を達成するプレッシャーによって推進された統合
の増加によってゆっくりと変化しています。 

農地への投資に加え、機関投資家が投資機会を追求するた
めに、インプット(製品およびサービス)における生産から
投資機会のアップストリーム、つまり生産者にとってより
効率的な生産を可能にする機会、ならびに生産からのダウ
ンストリーム(輸送、ロジスティクス、作物に付加価値を
付けた一次加工)、つまり農地投資と比較して運用リスク
に見合った高いリターンを伴う機会が存在します。このよ
うな時点での投資手段はバリューチェーンに沿って直接投
資、クローズドエンド型投資信託、またはテイラーメイド
構造として構成することが可能です。図6のグラフは、実
物資産(農地)、農業プライベートエクイティ(作物生産か
らの運用資産アップストリームまたはダウンストリーム)

、および農業インフラ(保管、輸送およびロジスティクス)
に特化した専門ファンドから極めて大きな投資を引き付
け、機関投資家からの資本を調達した分野を示していま
す。 

例えば、2014年～2015年の期間、830以上のアグリテック
企業に対して900を超える独自の投資グループからおよそ
70億ドルを調達しました(アーリーステージからCラウンド
の資金調達)。これらの投資先企業の一部はアーリーステ
ージであるものの、その多くが既に自社製品およびサービ
スを商用化し始めています。資本を引き付けるアグリテッ
ク セクターとしては、生物学的インプット、精密農業、
ビッグデータアプリケーション(スマートファーム)、ノベ
ルフード/食品原料、遺伝子研究(薬学/農学/食品の組み合
わせ)などがあります。通常、これらの投資は有限パート
ナーとしてそのファンドに投資している機関に代わり、専
門ベンチャーキャピタルが主導しています。 

ついでながら、追跡および定量化がますます困難になる
と、機関投資家は作物生産セクターのアップストリームと
ダウンストリームの両方でより幅広くプライベート エク
イティ取引に投資することが知られています。 

図 6

結論

何世紀もの間農地への投資は個人の富裕層および家族のポートフォリオにとって不可欠な部分となっているものの、現在
の経済環境においては、本資産クラスは、インフレ保護を伴うアルファリターンを求めている様々な機関投資家から新た
な関心を集めています。また、他のペーパー資産と相関を持たず、市場の不確実性の期間に多くの富の保護を提供しま
す。世界の人口増と発展途上地域の所得水準の上昇により、植物性タンパク質および動物性タンパク質の需要と、それに
伴いそれらの生産に使われる作物の需要が加速化することが予測されます。バイオ燃料および環境に優しい様々な化学物
質(ポリエチレンから洗剤まで)の原料となるバイオマスの需要の急増は、必要な量の作物を生産するのに不十分な農地資
源にとって更なるプレッシャーとなるでしょう。種子遺伝学および農法の効率上昇から作物収穫量が増加することが予想
されますが、今後10年以上、生産性の高い農地は稀であると予想されます。これらの長期ファンダメンタルズを農地投資
によって生成され歴史的に無相関のリターンを組み合わせることで、多くの機関投資家のポートフォリオにとって魅力的
なアセットクラスになるでしょう。 
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著者について

de Lapérouse氏は、ボストンおよびセントルイスにオフィスを構え、グローバルフード、農業ビジネ
スおよびバイオ燃料セクター向けの大手戦略コンサルティングおよびアドバイザリーカンパニーであ
るHighQuest Partnersのマネージングディレクターです。HighQuestは、グローバルフードおよび農業
バリューチェーンに資本を配分する戦略的な運用家および金融投資家が、戦略およびリソース配分で
情報に基づいた決定を行う際に助言を行います。 

de Lapérouse氏の連絡先は+1 314 994 3282(セントルイス)、電子メールはpdelaperouse@
highquestpartners.com.です。Global AgInvesting Asia 2016の議長を務めます。 

MORE FROM GLOBAL AGINVESTING

GLOBAL AGINVESTINGについての詳細

HighQuest Partnersは、2016年9月13日から15日にかけ
て、東京でGlobal AgInvesting Asia 2016を開催いたしま
す。これは、参加者が農地およびインフラを中心に農業セ
クターへの投資について学習できる独自の機会であり、ま
た貴重なネットワーキングの機会も提供します。詳細は
http://www.globalaginvesting.com/events/gaia2016/を
ご覧ください。 

GAI NEWS

GAI Newsは読者に向けて最新のヘッドライン、業界の解説
ならびにこのような学習ツールを毎日提供いたします。こ
の四半期ごとの包括的なディールトラッカーを含むコンス
タントに流れる最新ニュースは、情報に基づいた意思決
定のための競争力を提供します。GAI プレミアムニュー
スサービスに登録すると、これらのリソースを毎日また
は毎週電子メールで受信できます。詳しくはhttp://www.

globalaginvesting.com/gai-news/をご覧ください。

HIGHQUEST CONSULTING

GAIはHighQuest Consultingブランチを通してコンサルテ
ィングサービスを提供いたします。当社の戦略的アドバイ
ザリーチームは、共同の業界経験を活用して運用および金
融クライアントが、機会および課題に関して情報に基づい
た意思決定を行うことをお手伝いいたします。HighQuest 
Consultingの連絡先は、次の通りです:http://www.
highquestconsulting.com/ 

POWERED BY HIGHQUEST

HighQuestは農業ビジネス業界に優れたサポートを提供するイベント、コンサル
ティング、およびメディア企業です。HighQuestについての詳細は、次をご覧く
ださい:http://www.highquestgroup.com/ 
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