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真理

農業政策の内容や世論が農業に求めるものが、環境保全や気象変動対応に傾斜する
なか、農業はどのように変化し、そこにはどのような課題が発生しているのか。イ
ングランドの丘陵地帯農業の実情を報告する。厳しい農業条件のなか農業が環境保
全と両立させつつ変化していくさまは、日本の中山間地域の農業の今後を考える上
で示唆を与えるだろう。

《キーワード》
● イングランドの丘陵地農業の特徴
● ダートムーア国立公園内に見る条件不利地域での農業、環境、農村
● 今後の方向

環境を生産する条件不利地域農業

一般社団法人 日本協同組合連携機構

https://www.japan.coop/study/watcher/

１．はじめに
英国イングランドでは、ヨーロッパ諸国のなかでも平均規模が大きく効率の高い農
業が営まれている。しかし、イングランドの北部や東部に広がる丘陵地帯は冷涼な気
象や地形のために農業の条件不利地域となっており、そこでは長年にわたり放牧を主
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体とした畜産が営まれてきた。丘陵地域の農業は、地域の主要産業であるとともに、
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英国の丘陵地域特有の景観や植生を作り出し、観光客などを魅了してきた。同時に丘
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専 門 はヨーロッパ 農 業・
農政、農業の担い手の確

陵地特有の環境に根差した観光業や農業環境支払いが丘陵地農業を支えており、イン
グランドの丘陵地農業は農業と環境保全とのバランスの上に営まれてきている。
イングランドの丘陵地農業は平野部での耕種農業などと比べて経営状態は厳しい。
農業者は減少し、産業や地域社会に占める農業のプレゼンスも縮小している。丘陵地
農業を農業補助金が支えてきたが、政策の変遷自体も丘陵地農業のあり方に変更をも

保、農業と環境、有機農
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い政策を策定しつつある。農業政策を農業生産活動ではなく環境保全や動物福祉のみ

レット No.17 ＞（ 筑 波 書

に向けるという政策変換は、丘陵地農業へも大きな影響を及ぼすことが見込まれてい
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環境保全にますます傾斜する世論や農業政策のなかで、イングランドの丘陵地農業
はどの方向に向かおうとしているのか。国民が農業に求めるものや農業政策の内容が
環境保全や気象変動対応に傾斜していくなか、農業自体はどのように変化し、そこに
どのような課題があるのか。本稿は、そのような視点からイングランドの丘陵地農業
が農業政策の変化にどのような影響を受け、どのように変遷しているかを報告するも

ひ

観光客を惹きつけるイングランド北西部の湖水地帯の丘陵地。家畜の放牧によりこの景観が維持されてきた
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のである。農業が経営的に苦しいなか、環境保全事業と両立させつつ変化していくさ
まは、日本の中山間地域の農業の今後を考える上での示唆を与えるだろう。
２．イングランドの丘陵地農業の特徴
（１）概観
イングランドの丘陵地は、農業政策上の条件不利地域とほぼ一致しており、農業に
とって厳しい気象条件、土壌条件、高い生産コストや流通コストを特徴としている。
注１）Rural Business Research Newcastle University (2018 年 ) “Farm Business Survey 2016/2017 A

農場経営統計注１）からイングランドの条件不利地域の概観を示しておく。
イングランドで条件不利地域に指定されている面積は 220 万 ha で、そのうち 180
万 ha は農地として利用されている。これはイングランドの農地の 17% を占める。地

summary from hill farm-

域的には、イングランド北部、ピークディストリクト、ウェールズとの国境地域、エッ

ing in England”

クスムーア、ダートムーア、コーンウォールといった南西部に集中している。この
うち 67% は Severely Disadvantaged Area（超条件不利地域）、33% は Disadvantaged
Area（条件不利地域）に区分される。また、イングランドの条件不利地域の 42% は
Moorland（二次的植生に覆われた荒地）に指定されている（図１）。条件不利地域の
農業の中心を成すの

【図１】イングランドの条件不利地域の分布

は放牧を主体に肉用
牛や羊を飼う畜産経
営であり、イングラ
ン ド の 肉 牛 の 29%、
雌 羊 の 44% を 生 産
し、同時に丘陵地特
有の景観を維持する
役割を果たしてい
る。
統計数値 注２） から

注２）注１に同じ

見たイングランド丘
陵地での農場の平均
的 な 姿 は、 農 場 は
153ha の農地を管理
し、その他にコモン
ズでの放牧権を持っ
ている。153ha の半
分は自作地、半分は
小作地であり、90ha
は永年放牧地となっ
ている。平均すると
出典：Rural Business Research Newcastle University (2018 年 )“Farm Business Survey 2016/2017
A summary from hill farming in England”
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頭の雌羊を飼い、それに肥育中の牛や羊も加えれば、肉用牛 86 頭、羊 756 頭となる。
条件不利地域の農業経営（Grazing livestock LFA）は図２にあるように、他地域、
他作目に比べて厳しい経営状況となっている。
【図２】イングランドの作目別の農場所得構造（2018/19 年）

出典：Defra(2019) “Farm Business Income by type of farm in England, 2018/19”

平均的な条件不利地域の放牧経営では、全体の売り上げのうち 61% を農業生産活
動から、23% を基礎支払い（面積当たり支払い）から、12% を農業環境支払いから、
注３）注１に同じ

残り４％を何らかの多角化経営による収入から得ている注３）。しかし、図 2 からも分
かるように、条件不利地域の放牧経営では、農業活動に基づく所得はマイナスであり、

湖水地帯の農家。写真の左半分は農家民宿となっている
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それを面積当たり支払いと農業環境支払いという補助金でカバーしている。それでも、
他作目に比べて低い農業所得水準しか得られていない。条件不利地域に隣接した平野
部での放牧畜産、これら両地域に多い畜産と穀物生産などを組み合わせた混合農業の
農場所得も他作目に比べて低い。
また、イングランドの条件不利地域では、所得に占める農業環境支払いの比率が高
い。条件不利地域の多くが国立公園地域などの指定下にあり、より環境価値の高い地
域が多いことを反映している。
（２）イングランドの条件不利地域支援策
イングランドにおける丘陵地農業への支援策は、第２次世界大戦中の食料増産策
として丘陵地の羊と牛への頭数当たり支払いを始めたことに端を発し、大戦後もそ
れは継続された。1973 年にＥＵに加盟した後は、1975 年からＥＵの共通農業政策
注４）和泉真理『英国の

の一貫として導入された条件不利地域政策へと引き継がれた注４）。1976 年に導入さ

農業環境政策』富民協会、

れたイングランドにおける条件不利地域政策事業である Hill Livestock Compensatory

1989 年

Allowance は丘陵地農業を営む上で生じる追加的負担を補償し丘陵地の地域社会
の維持を目指すものであった。これを引き継ぎ 2001 年から導入された Hill Farm
Allowance 事業は、目的が丘陵地の景観と地域社会を維持するためとなっている。そ
して、2010 年からは、イングランドでは単独の条件不利地域事業は廃止され、農業
環境支払いである Environmental Stewardship 事業のなかに、丘陵地専用メニューと
して統合された。
現行（2014 〜 2020 年期）のＥＵの共通農業政策では、条件不利地域支援は構造
政策として設定されている 20 の施策のうち M13「自然等制約地域支払い」(Payments

注５）浅井真康・飯田恭

to Areas with Natural Constraints: ANCs 支払い ) として継続されている注５）。しかし、

子「EU の 条 件 不 利 地 域

イングランドの農村振興計画にはこの ANCs 支払いは予算計上されていない注６）。条

における農業政策」『プ
ロジェクト研究 [ 主要国

件不利地域支援は、現行の農業環境支払い事業である Countryside Stewardship 事業

農業戦略横断的・総合 ]

のなかの Upland メニューのなかに含まれている（表１）。このように、イングラン

研究資料』（第 10 号、第

ドの条件不利地域支援策は、当初の生産振興や地域社会振興から環境保全へとその目

３章）農林水産政策研究

的を移行させてきている。

所、2019 年
注６）ちなみにスコット

ランドの農村振興計画で 【表１】Countryside Stewardship 事業における条件不利地域関連メニューと単価
は、予算額の 16.44% が
条件不利地域対象事業に
向けられている

出典：Natural England (2016 年 3 月 ) “Countryside Stewardship: Higher Tier Manual”
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また、条件不利地域の農業所得を支える面積当たりの支払いは、イングランドでは
注７）2014 〜 2020 年期

農地のほとんどで１ha 当たり約 250 ポンドが支払われている注７）。コモンズでの利

間のＥＵの共通農業政策

用が多い Moorland（条件不利地域のうち放牧などが行われる荒野）については、1ha

に基づく基礎支払い制度
による

当たり約 50 ポンドが支払われる。
（３）条件不利地域農業とコモンズ
条件不利地域の放牧畜産経営の特徴として、自ら経営する農地とコモンズの利用を
組み合わせた経営が多い。春から秋にかけてはコモンズで家畜を放牧しつつ自らの農
場で冬用の牧草を生産し、環境の厳しい冬期間は家畜を農場に戻して管理するという
やり方である。
コモンズは「共有地」と訳されることもあるが、共有地ではない。土地には所有者
がいるが、他の人がその土地に対する何らかの利用権を持っているのである。利用権
には家畜（牛、羊、馬など畜種と頭数が指定されているコモンズが多い）の放牧権の
他、草地の刈り取り権、薪を集める権利、魚をとる権利など、さまざまな種類がある。
イングランドには実に 7000 カ所以上のコモンズが登録されており、首都ロンドン
の市内にもコモンズはあるが、多くは北部や東部の丘陵地、なかでも国立公園の中に
多く存在している。丘陵地のなかでも標高の高い、とりわけ生産性の低い土地がコモ
ンズとなっていることが多い。チャリティー団体であるイングランドコモンズ基金に
よれば、英国（北アイルランドを除く）の面積のうち約５％がコモンズであり、イン
グランドに限れば面積の３％がコモンズとなっている。
（４）英国のＥＵ離脱と条件不利地域農業
ＥＵ離脱により共通農業政策の傘下から外れることは、特にＥＵからの補助金への
依存度の高い条件不利地域の農業経営への打撃が大きいと予想されている。また、英
国の丘陵地農業で比率の高い羊部門については、英国内で生産された羊肉の多くは他
のＥＵ加盟国に輸出されており、輸出に何らかの規制がかけられることは羊生産農家、
すなわち条件不利地域農業にダメージをもたらすと予想されている。
他方、イングランド政府は、ＥＵ離脱後は農地面積当たりの支払いを廃止し、農業
支援策としては「公的資金は公共財へ」との考え方を基本に、農業や農地がもたらす
環境価値を中心とする「公共財」のみを農業政策の対象とする方針である。それを具
体化する事業であるＥＬＭ事業（Environmental Land Management Scheme）の策定
のために、現在は各地で試験的事業が行われているところである。ＥＬＭ事業はさま
ざまな公共財のなかでも環境の保全・増進を重視した支援策となることが予想されて
おり、環境価値の高い地域で農業を営む条件不利地域農家はその支援策の恩恵を受け
やすいとの見込みもある。
３．ダートムーア国立公園内に見る条件不利地域での農業、環境、農村
イングランドの条件不利地域における農業の現状や農業と環境との両立に向けた取
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り組みについて、ダートムーア国立公園の実
例から見ることにする。
（１）ダートムーア国立公園の概要
ダートムーア国立公園は、イングランド南
西部デヴォン州にあり、面積は 954㎢、南北・
東西とも約 35km の広がりを持つ。広々とし
た丘陵地の景観に特徴があり、開放された空
間を楽しむハイカーに人気の高い国立公園で
ある。国立公園自体は見渡す限りの荒涼とし
た丘陵地が広がるが、ロンドンからは特急で
２時間程度、周辺にはエクセター、プリマスといった大きな都市がある。国立公園の
面積の約半分はコモンズであり（図３）、その 60% はチャールズ皇太子家の所有地（皇
太子の所有地はコーンウォールを中心にイングランド各地にあり、Duchy と総称さ
れる）である。
国立公園の環境保全や地域振興も含めた計画の策定と実施を行うのは、ダートムー
ア国立公園管理事務局である。イングランドの各国立公園管理事務局は、土地開発の
許認可権など、環境保全のみならず経済活動や地域振興も含めた権限を与えられてい
る。
ダートムーアの丘
【図３】ダートムーア国立公園におけるコモンズの分布図

陵地は数千年にわた
り農業者の放牧に
よって維持されてき
た。ダートムーア国
立公園はほぼ全域が
条件不利地域に指定
されており、このな
かでコモンズを活用
した畜産を営む農業
者は、同時に国立公
園として環境保全や
レクリエーション利
用へのニーズにも対
応 し て い る。 こ の
ダートムーアでの
丘陵地農業を維持・
発 展 さ せ る た め に、
2003 年 か ら ダ ー ト

出典：ダートムーア国立公園のサイトより。なお、図の Forest of Dartmoor も「森林」は名称
だけで、コモンズとなっている丘陵地の原野である

ムーア丘陵地農業プ
ＪＣＡ／研究REPORT／No.13／2020.4

農業と環境保全とのはざまで揺れるイングランドの丘陵地農業

6

前史時代の遺跡が残るダートムーア国立公園の眺め

ロジェクトが始まり、国立公園管理事務局がその事務局となっている。国立公園内の
農業者が新しい技術の導入や経営の多角化、環境保全の取り組みを行うことを支援す
るために、情報提供や助言、イベントの開催などを行っている。
（２）コモンズでの農業
ダートムーア国立公園には大小 92 のコモンズがあるが、それぞれの間に物理的な
境界が設置されているわけではない。しかし、コモンズごとに利用権を持つ農業者は
異なり、後述するように農業環境支払いの取り組みの違いをもたらしている。ダー
トムーア国立公園内には約 800 の農場があるが、このうち家畜を飼っている農場は
220 農場。国立公園内のコモンズの利用権を持っている農業者は 720 人だが、その
なかで、実際にコモンズで放牧しているのは 180 人である。ダートムーア国立公園
においても、農場の規模拡大が進んでおり、中小規模の農場の撤退が進んでいる。そ
のような農場の所有する農地の管理の劣化、あるいはコモンズを利用した放牧の減少
は、雑草や灌木の侵入を招き、景観の変化にもつながっている。
農業者はコモンズで放牧する以外に専有できる農地を所有あるいは借りており、そ
の農地を使って冬の間家畜を維持したり（通常コモンズでは冬の間は放牧できない）、
牧草を作ったりしている。異なるサイズの農場がコモンズを一緒に利用しており、雑
草駆除のような作業に小さい農場も参加するので、丘陵地農業地帯では、英国の平地
農業には見られない農業者間の共同体的なつながりが見られる。
コモンズの権利は土地に帰属しており、昔からある権利である。1986 年にダート
ムーア・コモンズ法が制定され、コモンズの利用者によるダートムーア・コモンズ協
議会が設立された。協議会を構成するのは、ダートムーアのコモンズを東西南北４
地区に分けそれぞれの地域から選出される大規模と小規模の農場の代表者、コモンズ
の土地所有者の代表者、国立公園事務局などである。この組織の主要な目的は、コモ
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ンズ利用権の管理であり、会員はお金を払って協議会に権利を登録する。権利は家畜
単位で登録され、１家畜単位は牛１頭、ポニー１頭、羊５〜６匹の放牧権となる。牛
20 頭の放牧権というように畜種を特定した利用権もある。また、コモンズの状況の
レビューやコモンズとしての政策提言、家畜の盗難や犬の被害といった事象への対応
などを協議会として取り組んでいる。
（３）コモンズと農業政策：ダートムーアの農業者へのインタビューから
ダートムーア国立公園内でコモンズを利用しつつ畜産経営を行う農業者たちから話
を聞いた。そこから判明したのは、彼らの経営は農業助成制度への依存度が大きいが、
コモンズにおける各種農業助成策の実施は複雑であり、コモンズでの営農や農村社会
にさまざまな影響を及ぼしていることであった。ＥＵからの離脱後に導入が予定され
ているＥＬＭ事業は、現行の農業環境支払いを引き継ぐような事業となると想定され
ているが、現在の課題が新事業でどのように変更されるのか、あるいはされないのか
は、イングランドの丘陵地農業の将来を大きく左右するであろう。
①基礎支払い（面積当たり支払い）
現在の農業助成の主体を成す農地面積当たり支払いについては、コモンズでは、コ
モンズの利用権の所有者がその所有する権利の数に応じて補助金が支払われるように
注８）Rural Payment A-

なっている注８）。ＥＵの農業支援策は、農業生産に結び付いた支払いから、生産とは

gency (2019) “Basic

切り離して農地へ直接支払う政策に移行してきたが、このことはコモンズの利用権が

payment scheme: rules
for 2019”

金銭的価値とつながるようになったことを意味する。また、この支払いが（農業生産
ではなく）農地に対する支払いになったことで、特に条件不利地域の土地を多く所有
している環境保全関連のＮＧＯ（National Trust、王立鳥類保護協会＜ RSPB ＞など）

ダートムーア国立公園で放牧を行う農業者たち
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が、土地の賃借をビジネス化するようになり、条件不利地域での小作料が上がる原因
となっていると農業者たちは見なしていた。
基礎支払いは農地面積に対して支払われるわけだが、例えば、農業環境支払いのメ
ニューに参加すると放牧密度が減り、放牧圧力が減って放牧地に gorse（ハリエニシ
ダ）が広がると、そこでは放牧できないと判断され農地としてカウントされず、直接
支払いが減らされる、といったことも生じているそうだ。
②農業環境支払い
丘陵地域の放牧畜産経営の環境保全への取り組みは、前掲の表１に見られるように、
平野部の耕種農家による緩衝帯の設置や輪作の実施、肥料投入の規制などの取り組み
とは異なる事項が多い。放牧畜産において最も問題とされるのは、放牧密度が高すぎ
ることが引き起こす環境破壊である。生産性の高い草地での集約的な畜産よりも、放
牧地での粗放的な畜産や放牧地の植生の再生といった取り組みが志向され、農業環境
支払いの対象となる。枯葉や雑草駆除のために伝統的に行われてきた野焼きも、ピー
ト土壌の破壊を抑えるためにさまざまな規制が掛けられている。
現在ダートムーア・コモンズ協議会の会長を務めるワルデン氏は、「以前の丘陵地
農業支援策は社会経済的側面が強かったが、それが環境支払いに統合されたことで、
地域コミュニティーを活性化するという効果を失った」と述べた。農業環境支払いに
ついては、前事業の Environmental Stewardship ではほとんどの農家が事業に参加し
ていたが、現行事業の Countryside Stewardship は事業内容が悪く、事業への参加農
場数は減少している。それでも収入源としてしがみつかざるを得ないのが実態だとの
ことだった。
コモンズでの農業環境支払いをめぐる状況は、もっと複雑である。
９） C, and Wal-

まず、土地所有者とコモンズの利用者の間での分配の問題がある注９）。Short and

don J,(2013) “The ap-

Waldon（2013）にあるように、農業環境支払いの分配の仕方はコモンズによって極

注

portionment of agrienvironment schemes

めて多様であり、土地所有者とコモンズの権利所有者と実際の放牧者での分配率が設

monies on common land

定されたり、農業環境支払いのメニューによって受給者が異なったりしている。土地

in England” (Report to

所有者の取り分は地域によって大きく異なり、ダートムーアでは土地所有者が 10%、

the European Forum for

カンブリアでは０％、ペナンやヨークシャーでは 50~60% 程度だそうである。

Nature Conservation and
Pastoralism. Foundation

農業環境支払いの一定の比率が、実際に農業環境支払いに指定されたメニューに取

for Common Land:

り組む利用者ではなく、土地所有者やコモンズの権利だけ持っていて利用していない

Penrith)

人に向けられていることへの不満は大きい。農地面積当たり支払いはＥＵの規定で
Active Farmer（実際に農業を行っている人）でないと受給できないが、農業環境支払
いはそのような縛りがないことから生じる問題ともいえる。コモンズの権利を持って
いながら放牧しない人とは、（１）その土地を偶然借りた人、（２）畜産農家だが放牧
しない人、（３）畜産農家ではない農家、である。
インタビューに応じた農業者の一人ヘレンは、放牧していないが農業環境支払いを
受給している人に、ブラッケン（外来種のシダ類の雑草）の駆除に参加してもらって
いる。これによって、（１）自分の権利のあるコモンズの位置が分かる、（２）コモン
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丘陵地のピート層の上に広がる独特の植生は、放牧により維持されてきた

ズを維持するために作業が必要なことが分かるそうだ。一部でも作業に従事させるこ
とは重要とのことだった。
また、そもそも農業環境支払いに参加するかどうかの問題もある。農業環境支払い
に参加するには、コモンズの権利保有者の過半数の賛成が必要だが、このことが、農
業者の分断・対立の原因ともなっている。例えば 20 人がコモンズの権利を持っており、
そのなかで実際に放牧しているのは４人だけであっても、農業環境支払いを受給する
には放牧していない人の賛同も得ないといけないことになる。他の農業者の農業環境
支払いの取り組みを邪魔するために、参加を反対している農業者もいるそうだ。
現在の農業環境支払いに参加しているのはダートムーア国立公園内の 92 のコモン
ズのうち、32 だけとのことだ。これは、上記のような理由でコモンズ利用者間の過
半数の合意が得られなかったこともあろうが、何よりも現行の農業環境支払いであ
る Countryside Stewardship の評価がすこぶる悪いことが挙げられる。前事業である
Environment Stewardship への参加率は一時 90% にも及んでいた。その一因として、
前事業の策定時には多くの農業者の関与があったが、Countryside Stewardship のと
きにはプロセスの簡素化などにより農業者の関与がほとんどなく、結果として事業が
農業の実態と合わないことが多いこともあるようだ。
この他、農業環境支払いのメニューの内容自体の問題も聞かれた。例えば、家畜保
有頭数の下限設定がなされていることで、小規模な畜産農家が放牧できなくなってい
るそうだ。大規模農家と小規模農家では放牧の手法が異なり、共存することで放牧地
を満遍なく使うことができたのが、小規模農家が放牧しないことでバランスが崩れて
いる。また、イングランド南西部に多い石垣の管理規定も、非常に手間が掛かり農業
経営を圧迫しているとのことだった。

ＪＣＡ／研究REPORT／No.13／2020.4
農業と環境保全とのはざまで揺れるイングランドの丘陵地農業

10

③ツーリズムとの関係
農業者にとって農業と環境との両立で最大の問題は、訪問者の農地へのアクセス権
である。コモンズには人々のアクセス権が設定されているが、コモンズ内を歩く人々
のなかにはそこが家畜の放牧地であることを無視するような行動をとる人もいる。国
立公園内の４分の３の農場において人々のアクセスがあり、農業者は家畜の移動の時
などには歩いている人に配慮するために余計な手間を掛けなくてはならなくなる。
また、よく取り上げられるコモンズ内で犬が放されることから家畜が被害を受ける
問題については、訪問者が伴ってくる犬よりも、町でペットを飼う人から散歩を請け
負った業者が何匹も運んできて、一斉に農地に放ち、その犬が羊を襲ったりする方が
問題だそうだ。町の公園などでの犬の散歩への規制が強まってきている分のしわ寄せ
が丘陵地にきているとのことだった。
他方、多くの農業者はＢ＆Ｂの経営など、ツーリズムを重要な副収入源としており、
観光客は必要である。放牧と観光との間でどのように折り合いをつけ、訪問者を誘導
していくかが課題である。
④ＥＵ離脱後の農業および農業政策について
ＥＵ離後の丘陵地農業については、特にＥＵとの貿易・通関手続きに変更があった
場合、ＥＵ市場への輸出に依存している羊生産農家が損失を被ることが予想されてい
る。ダートムーアで羊を生産している農業者も、ＥＵ離脱で大きな影響を受けるだろ
うとの認識だった。そもそも、近年英国人の羊肉の需要自体が、鶏肉などへのシフト
やヴィーガンの増加などにより減っており、イングランドの羊生産農場の経営環境は
悪化している。ダートムーアでインタビューを行った羊生産農業者は、生産者による
販売組合を結成し、これまでの市場販売から近隣のスーパーへの直売といった新た

ダートムーアの農業者たち。後列右端がコモンズ協議会会長のワルデン氏、その隣がヘレンさんである
ＪＣＡ／研究REPORT／No.13／2020.4
農業と環境保全とのはざまで揺れるイングランドの丘陵地農業

11

な販売方法の構築を模索しているところだった。ＥＵ離脱で羊の販売先が失われたら、
「生産規模を縮小して、家族分くらいの羊を飼うようにすれば自分たちは食べていけ
るが、自分たちがこれまで守ってきた丘陵地の環境は失われるだろう」とのことだっ
た。
また、ＥＵ離脱後の農業政策であるＥＬＭ事業については、農業者たちは現行の
Countryside Stewardship の失敗の徹は踏んでほしくないとした上で、予算額がどれ
ほど確保されるのか、以前は丘陵地農業者が得ていた補助金が、基礎支払いや農業環
境支払いによって土地所有者に行くようになった動きが加速されるのではないか、に
ついて懸念していた。ＥＬＭ事業がこれまでの環境保全活動への支払いから、活動に
よってもたらされた環境保全の結果に基づく支払いへ移行するとの憶測がなされてい
ることについて、農業者は結果に基づく支払いに大きな期待を抱いていた。ダートムー
アの農業者たちは、過去 20 年にわたって農業と環境との両立のためにさまざまな取
り組みを行い、知識や技術を蓄積してきている。農地毎に最適な放牧密度が異なるな
ど、環境保全にとって好ましい取り組みは農地によって異なるのであり、現行制度の
ように全国一律のメニュー設定ではなく、自らの裁量で取り組みが行える結果に基づ
く支払いを志向していた。
（４）土地所有者の立場：Duchy へのインタビューから
Duchy（チャールズ皇太子の資産）は、ダートムーア国立公園内の 8100ha の土地
と２万 200ha のコモンズの土地を所有する最大の地主である。Duchy は、所有地の
環境保全と不動産経営ビジネスの両立を考えている点で、農業者とは異なる視点を
持っている。ダートムーアを含むコーンウォール地域の Duchy の土地管理責任者で
あるクリス・グレゴリー 氏に、土地所有者としての考えを聞いた。
ダートムーア国立公園内の Duchy の所有地は 21 人の小作農業者に貸されており、
さらに Duchy が所有するコモンズの利用権を持つ多数の農業者が存在する。小作農
業者との間には小作契約合意書が締結されている。それに基づき土地を借りている農
業者は自由に農業経営を行い、20 〜 30 年にわたって農地の状態を維持し次の土地
を借りた人に同じような状態で引き継ぐことが求められている。もし農業者が Duchy
側の好まないやり方で土地を利用している場合には、Duchy は農業者と話し合って
変更を求め、さらには農業環境支払いを利用した金銭的解決を目指している。
一方、コモンズの利用権を持つ放牧農家の場合には、放牧のやり方は農業者次第と
なっている。
グレゴリー氏は、これまでＥＵの共通農業政策のもとで行われてきた農業と環境の
バランスが、ＥＵ離脱とＥＬＭ事業の導入に変わろうとしているとの認識だった。
「これまで丘陵地農業では家畜の生産が一義的なものであった。農業生産は少ない
が、環境での生産は大きく、しかし、持続性を達成しておらず環境は劣化している状
態だ。ＥＬＭ事業はそれを変えようとしている。農業は高い公共財を生産する。家畜
はそれを生産するための手段である。環境という生産物の副産物である。農業者にとっ
ては難しい発想の転換だ」
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グレゴリー氏は、土地所有者の立場として、今後は土地の属する自然資本からより
多くの経済機会を得ることになると述べた。具体的には、土地の森林化や土壌の管理
を通じた有機物の増加により環境価値を高め、さらには二酸化炭素排出市場での利益
を得るといった新しいビジネスにも取り組む考えのようだった。
ただし、農業を排除するのではなく、むしろ家畜の放牧は必要であり、放牧が減っ
てヒースなど本来の植生が劣化していることに懸念を表明していた。ダートムーアは
農業と環境の両立を達成してきたパイオニアの地であり、農業者は環境との両立のた
めの適切な管理手法を蓄積してきている。それを信頼し評価するためにも、新しいＥ
ＬＭ事業が、例えば自然草地と草地の違いや、土壌の二酸化炭素吸収機能などきちん
ほ てん

と評価し、農業者の取り組みが継続できるように補填すべきだとの考えであった。
農業政策の基本が自然資本の考え方であることを意識し、土地の経営の方向として
農業を維持しつつも環境ビジネスへの傾斜を志向していることが伺えた。
注 10）研 究 成 果 の 例 と
して、Clark and Scanlon

４．イングランドの丘陵地農業の行方

(2019) “Less is more:
Improving profitability
and the natural environment in hill and other

（１）新しい動き
イングランド政府は、ＥＵ離脱後は農地面積当たりの支払いを廃止し、農業や農地

marginal farming sys-

がもたらす環境価値を中心とする「公共財」のみを農業政策としての支援の対象にす

tems”

る方針である。イングランドの丘陵地の農業者のなかには、ヴィーガンの増加による

注 11）
『The Guardian』

食肉需要の減少などによる生産物価格の減少、資材価格の高騰により経営環境が悪化

誌 2019 年 12 月 27 日 掲
載 “Turning farming up-

しているなか、気候変動（メタンの排出）や動物福祉に向けた圧力の増加、ＥＵ離脱

side down: mob grazing

後の農業支援は環境のみに向けられるとの展望も見据えて、新たな経営方法を模索す

on a Cumbrian hill farm”

る動きも見られる。従来の、夏は放牧をしつつ別途集約的に草地を管理し冬用の餌を

注 12）グロスター大学の

生産することでより多くの家畜を飼う方法から、資材投入を抑えたより粗放的な放牧、

Janet Dwyer 教授へのイ
ンタビューより
注 13）代表的ペーパーと

植林との組み合わせなどを試行する農場が増えてきている注 10）。
例えば、湖水地帯の若い農業者一家は、従来の多数の羊の経営から羊の数を減らし、

して、Jepson (2016) “Mak-

肉牛を導入することで、冬期間も放牧を可能とし、これまで集約的に経営していた草

ing Space for Rewilding:

地は森林化することで費用を抑え環境価値を高める経営に転換した注 11）。

Creating an enabling
policy environment”

粗放的な農業に取り組むのは若い農業者に多いが、「農業者の考え方自体にも世代

注 14）イ ン グ ラ ン ド の

間の違いがあり、戦後から 1950 年代、1960 年代の農家は、生産量を最大化するこ

農地の再野生化として著

とに価値を置いてきた。1980 年代から異なるアプローチが始まり、この世代は、食

名 な 事 例 で あ る Knepp
Estate は、 約 20 年 前 に
1400ha の農地で酪農を
主体にした経営を行って
いたのを辞め、農地を野
生に戻し、わずかに家畜
を放牧している。環境価

料生産と環境、レジャーや他のニーズ（エネルギー生産など）を全体的に考えるよう
になっている。発想の変換も課題である。」注 12）。
このような粗放的管理の先にあって、イングランドを含むヨーロッパで急速に関心
を集めているのが、生産性の低い農地を自然に戻す再野生化（Rewilding）である注 13）。
生産性の低い農地を自然に戻すことで環境と経営の改善を図ることは、イングランド

値を高めるとともに、観

のＥＵ離脱後の農業政策の方針である「公的資金は公共財へ」に沿った取り組みでは

光や建物の賃貸など新た

ないかとも見なされており、実際の取り組み事例も出てきている注 14）。

な事業の展開を成功させ
ている

再野生化については、農業者は何代にもわたり引き継いできた生活の術を失い、
「わ
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再野生化で有名な Knepp Estate。元は草地だったが野生に戻し、牛や豚が放たれている

れわれはいらない」といわれているように感じており、不安・恐怖心をもたらしてい
る。一方、エネルギー関連会社がこの取り組みへの関心を高めているそうで、彼らに
とっては、土地に小作農業者を入れなくても収入が入る方法だ、と見ているようだ。
特に生産性の低い丘陵地域の農地の中で生産限界地となっている土地を自然に戻すこ
とは、必然となる場合がありそうだ。その時に農業と環境のバランスを取った経営の
継続を可能とするためにも、新しい支援策であるＥＬＭ事業の内容が重要となってく
るであろう。
（２）まとめと考察
イングランドの丘陵地農業は不利な農業条件下で、コモンズでの放牧を組み合わせ
た農業を維持するとともに、特有の景観や生態系を形成しレクリエーション機会の提
供をしてきた。この条件不利地域の農業を支えてきたのは農地面積当たり支払いや農
業環境支払いという農業補助金であり、同時に環境資源に由来する観光業などの副収
入も重要である。丘陵地の農業者は、丘陵地支援のための農業政策が生産への支援か
ら環境への支援へと変化するなかで、農業と環境保全との両立に取り組んできている。
イギリスはＥＵ離脱により共通農業政策の枠組みから離れ、独自の農業支援策を策
定しつつあるが、その支援内容は、農業生産ではなく環境保全を主とする公共財の創
出のみに向けられる予定である。そのなかで、農業者による粗放的な農業への転換や
農地の再野生化などの取り組みも見られるようになっている。「農業は高い公共財を
生産する。家畜はそれを生産するための手段であり、環境という生産物の副産物であ
る。そういう発想の転換が必要だ」という Duchy のグレゴリー氏のコメントは、丘
陵地農業の維持の方向を示唆しているだろう。しかし、農業の本来の目的であるはず
の食料を供給する価値や、農業によって特徴付けられる農村社会はどこへ行くのかと
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思わざるを得ない。そのためにも、農業や農村社会の価値を知らない都市住民、納税
者にそれをどう伝えるかが重要なのではないだろうか。
※本稿は主として文部科学省科学研究費助成事業（科学研究費補助金）による基盤研
究（Ｂ）
（一般）
「耕作放棄地の自然再生と地域振興に向けた合意形成ー経済実験に
よる価値観転換の検証ー」の成果に基づいている。

ピークディストリクト国立公園の広大な荒野は National Trust が所有し、農業者に貸している。National
Trust は生態系の保全、遊歩道でのアクセスやウズラの狩猟によるレクリエーション機能の提供を重視した
経営を行っている
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