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6月 4日 
Pasture farming Gerold Wein 
・シュバルツバルトにおける伝統的放牧による草地植生保全

の事例 
Department of Agriculture Ortenaukreis 
  ・地域組合による中山間地の農地保全の事例 
6月 5日 
Calw県地域農務省 
・ Calw 県における農業の現況と農業環境プログラム導入
の実態 

・ 土壌流出防止と生態系保全を目的とした農地周辺の緑

地ベルトの導入事例の視察 
・ 指標植物を対象とした直接所得支払い導入ほ場の視察 
・ 低投入を対象とした直接所得支払い導入ほ場の視察 

Snow White Project 
・ 高付加価値のリンゴジュースを核とした伝統的リンゴ

園景観保全プロジェクトの視察 
6月 6日 
Biotope network project Stuttgart-Zazenhausen 
・ ビオトープネットワークの整備事例 
・ 農地周辺の緑地ベルトを活用した鳥類の保全の事例 

Verkaufszzeiten der Markthalle 
・オーガニック農産物の販売店の視察 

6月 7日 
HermannＨohenheim大学 
・ 農業環境プログラムに関する研究状況と、現在の制度を

構築するための研究プロジェクトの概要について 
6月 8日～9日 帰国 



１．バーデン・ヴュルテンベルグ州の概要 

  
バーデン・ヴュルテンベルグ州はドイツの南西部に位置し、シュバルツバルト（黒い森）

地帯をはさんでフランスやスイスと面している。面積は 36000km2、人口は約 1000万人で
ある。 
 同州にはダイムラー・クライスラやポルシェ等の本社があり、自動車産業が盛んである。

そのため失業率が低く、ドイツの中でも比較的財政的に裕福な州であり、失業率も低い。

また、シュバルツバルトを中心とした観光業もある。EUの中でも先進的であると評価され
る同州の農業環境支払い、このような財政事情も一因であると考えられる。また、中山間

地域では高付加価値農産物を軸とした地域振興プロジェクトが多く行われているが、市民

の所得が比較的高いことがその一因となっている。ドイツの中では一般的な事例ではない

が、農業がありながら、工業や観光業が盛んである点は、静岡県と類似しているといえる。 
 農業はライン川の河岸段丘に大規模な麦作があり、ボーデン湖周辺では園芸が盛んであ

る。条件の良い農業地帯では、構造改善が進み、１つの村で１～数戸の農家が担い手とし

て農業や農地の管理を行っているが、本出張で訪れた中山間地域のシュバルツバルトや都

市近郊では、兼業農家や零細農家が多く、担い手の不足や農地の荒廃等、わが国と極めて

よく似た問題を抱えている。 
 
 
２．EUにおける環境支払いの背景 
  

欧州では、多額の補助金による過剰農産物を緩和することを目的に、農業生産の補助と

農家の所得支持をデ・カップリングした直接所得支払いが行われてきた。欧州における直

接所得支払いは、1970年代から、条件不利地を対象とした直接所得支払いが行われてきた
のに対し、環境支払いは比較的新しい農政手法である。また、環境負荷の低減を支払いの

対象とした背景には、農地への窒素や家畜の過剰投入による地下水の悪化が挙げられると

いう。また、環境や健康への関心の高まりを背景に、欧州ではWTO交渉等では自然環境や
伝統的景観の非貿易財の保全が農業の果たすべき役割であると主張しており、それに基づ

いて自然保護や伝統的景観を積極的に環境支払いの対象としている。 
日本と比較すると、植生が単純で自然相が貧弱であるという点はあるものの、農地や農

業の生物多様性について基礎研究がなされ、支払いの根拠データが蓄積されている。一方、

日本では農業の多面的機能に関する研究は国土保全や水源涵養を中心に展開してきたが、

畑地農業の欧州ではマイナーな問題であり、現在では欧州を主導に生物多様性や景観が重

要なキーワードとなっている。 
欧州の環境所得支払い制度は生産緩和を目的の１つとしているが、一定の環境負荷に対

する一定の制限はあるものの、環境支払い制度は生産をあくまでも刺激しない政策であっ

て、日本の減反政策のように生産を制限するものではない。一定の環境負荷に対する制限

はあるものの、環境保全や景観保全による直接所得支払いを受け取らずに、高生産性を選



択することもできる。 
 環境保全を目的に休閑を奨励する「セットアサイド」に対して、当初は農家からは「自

分たちはこじきではない」という声が強かったが、現在では「自分たちは国土の保全者で

ある」という意識が根付いているという。 

 

 

３．バーデン・ヴュルテンベルグ州における直接所得支払い制度 

  
ドイツでは州ごとに直接所得支払い制度が定められている。バーデン・ヴュルテンベルグ

州の農業行政の行う環境支払いは、①MEKA（Market Entlastung und Kulturlandschaft 
Aausgleich; 市場負担緩和と農耕景観保全の所得補償プログラム)、②Landschaftspflege 
richtlinie(景観保全指針）、③Ausgleichszulage（条件不利地域支払い）の 3 種類がある。
景観保全に関する支払いが農業行政の管轄になっている点は特徴的である。また、MEKA
は措置を行った面積に対して支払われるが、景観保全指針は景観を保全するための作業時

間を基に定められている点で特徴づけられる。一方、環境行政からの環境支払いとして

Fauna-Flora-Habitat(FFH)-Richtlinie(自然保護指針）があるが、地域レベルでは農業サイ
ドの環境支払いと環境サイドの環境支払いは窓口が一本化されているために、農家は農業

行政、環境行政の区分なく自由に各環境支払いを農業経営の中に取り入れている。ただし、

これらの直接所得支払いを受けるためには、Cross complianceと呼ばれる EUで取り決め
られた環境や食品の安全性、動物の健康など適切な農業活動に関する規則を遵守すること

が条件となる。 
  MEKA を除く環境支払いは地域が指定されるため、すべての農家にかかわるものは
MEKA だけである。MEKA は、任意参加であるが約 80％の農家が参加している。農家の
農業経営に対して直接所得支払いが占める割合はおよそ 10～20％程度である。MEKAのメ
ニューは環境に配慮した経営、景観の保全、伝統的農法、有機農業、低投入管理、生物防

除、自然保護地域の管理の７つの項目からなっており、多種多様なメニューが用意されて

いる（表１）。MEKAの特徴として、各メニューに点数がつけられており、農業者はそれぞ
れのメニューを組み合わせて点数によって直接所得支払いを受給する。また、生物多様性

を保全するために指標植物種によって支払う B4 メニューや野鳥の営巣のために草刈時期
を規制する B5メニューなど、生物多様性に対する農業のかかわりを積極的に評価したメニ
ューが特徴的である。 
 MEKAは当初、肥料や農薬に関する最低限のマナーの遵守を意味する「適切な農業活動」
に対する支払いが主であったが、2000年から再編されたMEKAⅡでは、天敵利用や除草剤
の不使用、景観の保全等、環境に対してプラスとなる「環境便益」を支払いの対象に拡大

した。現在、政府の環境支払いの額を抑制するために、「適切な農業活動」を支払いの対象

から除き、「環境便益」のみを対象とするMEKAⅢを EUと協議中であり、農家からは所得
の減少を心配する声が聞かれた。 



表 1 MEKAの環境支払いメニュー 
A：環境に配慮した経営 

A1 定期的な土壌分析 
A2 環境保全的な厩肥散布 
A3 益虫を保全する農薬利用 
A4 予察に基づく防除（ブドウ、ホップの病害 
A5 環境保全的な経営記録の作成 
A6 輪作の維持 

B：景観の保全 
B1 粗放的放牧 
B2 飼料畑あたりの飼養頭数の制限 
B3 傾斜草地の粗放的利用 
B4 指標植物種の生育（植物種の多様性の保全） 
B5 生態学的価値のある土地の粗放的な草地利用（生物種の保全） 

C：伝統的農法 
C1 粗放的果樹栽培 
C2 傾斜地ブドウ園の維持 
C3 絶滅の危機にある在来品種の保全）D：有機農業 

D：化学資材の不使用 
 D1 化学農薬、化学肥料の不使用 
 D2 有機農法 

D3 検査機関による検査証明 
E：環境保全型農業 
 E1 植物成長調節剤の不使用 
 E2 窒素肥料の制限 
 E3 秋期や冬期の緑化 

E4 マルチ栽培 
E5 除草剤の不使用 
E6 広畦栽培 

F：生物工学的な手法（遺伝子組み換えを除く） 
F1 トウモロコシ、ジャガイモ 
F2 園芸 
F3 果樹 
F4 ブドウ 

G：自然保護地域の管理 
 G1 ビオトープとしての農地の粗放管理 
 G2 ビオトープ条件に適合した耕作 



４．Pasture farming Gerold Wein 
（シュバルツバルトにおける伝統的放牧による草地植生保全の事例） 

 
シュバルツバルト西斜面は、スイス側からの南風で雲ができるため雨の多い地域である。

この地域は夏季の放牧や、燃料木の伐採地として土地利用が行われてきた。「黒い森」とい

うと深い森をイメージするが、現在では原生林はわずか５％で、ほとんどが植林されてお

り、明るく拓けた林地である（写真１）。シュバルツバルト一帯には、登山道や遊歩道が整

備されており、ハイカーやキャンパーが訪れるドイツの代表的な観光地でもある。 
この地域は 500 年以上前から利用されてきた伝
統的草地があるが、傾斜地である上に、雨が多い

ことから湿地となり、農地としての条件は悪い。

訪れた Gerold Wein氏は 80haの農地を持つ農家
であるが、そのうち 6haを伝統的草地として管理
し、MEKA、景観保全指針、自然保護指針からの
環境所得支払いを得ている。Wein氏が得ている直
接所得支払いのうち、MEKAが 70%景観保全指針
が 20%である。 
伝統的草地は湿地であるため、イネ科植物とともに、ハリイと思われるイグサ科の植物

が混在して生えている（写真２）。このイグサ科植物は雑草ではなく、牛の蛋白源として評

価されており、実際に牛はイネ科とイグサ科の両方を食べているという。 
日本の伝統的な水田にトキやメダカなど希少な生物種が生息しているように、シュバル

ツバルトの伝統的草地にも多くの希少な生物種が生存している。写真３はワタスゲの仲間

であるが、環境支払いによって維持される農業経営によって、シュバルツバルトの貴重な

自然も保全されている。 
放牧地には、当地域の伝統的な牛の品種である小型の‘Hinterwalder’を草地に放牧し
ている。当地域は傾斜地であるため、舎飼い用に改良されたホルスタイン等の大型の近代

的品種は放牧することができない。当品種は肉乳兼用種であるが、乳量が低い一方、乳脂

写真１ シュバルツバルトのようす 

写真２ 黒い森の伝統的草地景観 
 

写真３ 伝統的草地の希少植物 



率が高いため牛乳の付加価値は高い。また、肉も特徴的であるため、地元のホテルと連携

し、高級食材としてホテルに出荷している。Wein氏の所得の 50%が市場外への出荷による
ものである。 
シュバルツバルトという特殊な地域事情もあるが、Wein氏の農業所得に占める環境支払
いの割合は極めて高く、約 30％（55000Eur）にもなる。これは通常の農家が 10～20%で
あるのに比べると極めて高い事例である。ただし、シュバルツバルトのような中山間地域

では、直接所得支払いだけで農業経営が成り立つことはなく、Wein氏の経営に見られるよ
うに伝統的な美しい農業景観を地域の特徴として位置づけながら、農業とホテル等の地位

奇異産業が連携して高付加価値な農産物の振興を図るという地域戦略が多く行われている。

伝統的農法や景観保全を支払いの対象とする環境支払い制度は、このような中山間地域に

おける地域戦略の方向をうまく誘導しているように感じられる。 
 
 
５．Department of Agriculture Ortenaukreis 
   （地域組合による中山間地の農地保全の事例） 
 
シュバルツバルト周辺とした地域はスパを中心とした保養地として栄えてきた。しかし、

1ヵ所に滞在する欧州の伝統的なツーリズムに対し、数ヵ所をめぐるスタイルに変化しつつ
あり、特に最近ではポーランドやロシアに海外旅行する人も多く、シュバルツバルトへの

観光客は半減している。 
また、規模拡大が制限された中山間地域であることから、零細な農家が多い。農村ツー

リズムを所得源とした経営を行っているが、後継者の減少が問題となっており、また離農

して地域外に移住した地権者も少なくないことから、農地が荒廃し、森林の拡大が問題と

なっている。 
訪れたBad Peterstalもスパを中心にしたシュバルツバルトの中腹に位置する保養地の１
つであるが、地域の担い手となるべき核となる農家はなく、農地の荒廃が問題となってい

た。しかし、地域産業の核であるスパやツーリズムにとって美しい草地景観は重要である

ことから、Josef Halter氏を中心に観光業者や
非農家や兼業農家が集まって管理組合を組織

した（写真４）。草地を守るという視点ではな

く、地域を守るために草地景観を活用しようと

いう発想が、結果的に地域の農地や農業を守っ

ている。現在では、メンバー28人で草地37ha
を管理している。 
農地はすべてが草地であることから、草刈に

よって維持保全されるが、草刈の労力の主体は

 
写真４ 地域組合の中心メンバー 



兼業農家とボランティアによる草刈と家畜の放牧である。ボランティアに対しては草地で

のバーベQパーティなどがあり、1宿1飯が報酬となっており、都市部から若い人が参加して
いる。 
 Dollenberg valleyは当地域の象徴的な場所である。それまでは3戸の農家が所有する谷間
の条件不利地域であったが、地域組合で美しい景観が見られるオープンエリアとする戦略

を立てた。そして、草刈によって保全される美

しい草地景観を観光資源とする小さなレスト

ランを1997年に建てたところ、人気が高く、
現在では谷を見下ろす場所に立派なホテルが

建てられている（写真５）。このホテルの宿泊

費の一部は草地の保全に当たられている。草地

の管理は、地域の農家による機械作業と羊の放

牧によって行っている。また、草地内にトレイ

ルを作り、地域の自然を紹介するボードを作る

などの整備を行っている。 
兼業農家である Monica Mayer 氏はヨーロッパでよく見られる B&B（Bed and 

breakfast）スタイルの農家民宿を経営している（写真６）。地域外に住む地権者に対して管
理組合が活動の意義を説明して借り受けた農地をMayer氏が借り受けている。これにより
4haというまとまった草地を対象に景観の維持やトレイルの整備等が可能となっている。 
兼業農家である Thomas Schmitt氏は大手食

肉会社に勤める兼業農家である。8年間離農して
いたため、自宅周辺の農地は荒れ果てていた。

ただし、保全の困難な日本の休耕田に比べれば、

ドイツでは遷移の進行が遅く、8年程度の放棄で
はイネ科草地の植生であることから、農地の復

元は草刈りによって容易に可能であるという。

Schmitt 氏は、現在、管理組合の 1 人として羊
50頭を放牧し、自分の所有する農地の 2haの草
地を管理している。農地の管理に対して管理組合からの管理費に加えて、MEKA からの環
境支払いが支払われている。Schmitt氏いわく、農業は趣味として取り組んでおり、羊はす
べて他の農家からのレンタルである。ちなみに専業農家の飼養する羊の頭数規模は 300～
2500頭であるから、羊 50頭で農地 2haを管理する Schmitt氏は農業経営としてはあまり
に小さい。しかし、氏が管理する農地の周辺には観光道路や鉄道が通ることから、地域の

観光業にとっては極めて重要な役割を果たしている（写真７）。 
シュバルツバルト地域における中山間地振興の特徴は、農業分野だけにとどまらず、必

ず観光業や食品産業等の地域産業と密接な連携を持ちながら、地域農業を位置づけている

 
写真５ 草地景観の中のホテル 

 
写真６ Mayer氏の農家民宿 



点にある。そして、地域の自然や景観をツールとして、地域農業が地域産業を支え、地域

産業が地域農業を支えるというWin-winの関係を築いているように見える。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
６．Calw地域農務省 
（MEKAメニューの導入ほ場の実例） 
 

Department for Agriculture and Nature protectionの Dr. Peter Schäfer氏に対応いた
だいた。Calw地域は農家戸数 7500戸で農家率は 25%である。シュバルツバルト地域を含
み森林率が 60%を占める。農地は 50%が草地、50%が畑地である。条件の良い農地では構
造改善が進んでいるが、当地域は標高 300~800m に位置しており、多くの農地が条件不利
地域である。農家の 8 割が兼業農家であり、多くは後継者がなく農地が荒廃の進んでいる
また、農地の集積が進まず、借地が多い現況にある。そのため、MEKAを積極的に導入し、
環境支払いを取り入れた農業経営を推進している。 

 
１）MEKA B4メニュー（指標植物に対する支払い）の導入事例 
 ヨーロッパの環境支払いの中でもMEKAに特徴的なのが、指標植物に対して環境支払い
を行う B4 メニューである。B4 では①乾燥地、②水分が十分な土地、③湿地、④貧栄養な
放牧地、の４つの区分で計 28種の植物種が指定されており、このうち 4種以上が見られる
ことが支払いの対象になる（写真８）。 
私が訪れた伝統的リンゴ園は乾燥地に区分され

るが、花々が咲き乱れ、お花畑のようであった（写

真９）。これらの植物種の生息には、年３~4 回に
頻繁な草刈が必要であることが明らかとなってお

り、これらの植物種の存在は、草刈が適正に管理

されていることの根拠となっている。ただし、訪

れた草地で観察された指標植物種は、マーガレッ

トやアカツメクサ、マツムシソウの 1 種、サルビ

  
写真７ Schmitt氏の管理する草地 

 
写真８ B4プランツのパンフレット



アの 1種、キキョウの 1種、フウロソウの 1種、キツネアザミの 1種などであり、貴重な
植物種というよりは、適正な草刈管理が行われていればドイツ国内の道端などでも散見さ

れる普通種のように思えた。 
一般の市民や農家が、これらの植物種に対して特別な造詣や知識があるわけではなく、

あくまでも豊かな生物多様性の指標として捉えられているということであった。 

 
２）飼養頭数の制限と低投入メニューを取り入れた酪農経営 

B4メニューを視察した草地を管理するBleich氏は酪農を営む専業農家であり、草地60ha、
畑地 70haを管理している。また、農業サービス事業として村のために草地管理を受託して
行っている。このうち、低投入で管理する草地は 50ha。ドイツの農家は信念や理念で低投
入やオーガニックに取り組むわけではなく、極めてビジネスライクにオーガニックや景観

保全、自然保護などを農業経営の中に取り入れているが、結果としてふるさとの伝統的な

景観が守られ、市民や観光客に農業の多面的機能を発揮している。環境支払いはこの仕組

みを巧みに誘導しているように思える。 
MEKAの C1メニューである伝統的農法を行う農地では 140Eur/haが支払われ、その他

のメニューや景観保全等を組み合わせて 290Eur/haを得ている。「しかし、地域の伝統的景
観保全の価値は 300Eurでも足りないほど高いだろう。」と Bleich氏は胸を張る。「農業が
国土を守っている」という考え方が農家に浸透していることを感じた。「お金のためにやっ

ているわけではない」と彼は言うが、もし、MEKA がなかったらという問いには「伝統的
草地は営農上必要ないし、コストがかかるので、おそらくやめるだろう」と言う。お金の

ためにやっているわけではないが、お金がなければやらないという回答は、シュバルツバ

ルトの伝統的な草地景観の保全に取り組む先述のWein氏も同様であった。 
一方、ヨーロッパの環境支払いでは、農業の環境負荷を低減するために、草地に対する

放牧頭数の制限が行われている。Bleich氏は放牧を行わないが、飼養規模は草地 60haに対
して、乳牛わずか 60頭である。飼養規模の急激な拡大により、草地の不足による価格高騰
する輸入飼料への依存や、糞尿処理の問題にあえぐ日本の酪農家と比べると、人も牛も草

地もじつに無理なく健全な経営が行われているように見える。濃厚飼料が少なくサイレー

    
写真９ B4メニューの導入ほ場 



ジ主体の飼養管理は、糞尿の悪臭が少ないという話も聞かれた。そういえば、出張期間中、

滞在した町では、人口の増加に伴い周辺農地への居住地域の拡大が見られ、住宅地の中に

牛舎や農機具舎がある混住化が認められた（写

真 10）。しかし、そのような住宅地域の酪農家で
あっても、日本のような糞尿の悪臭が感じられ

なかったのは、草を主体とした飼養管理の効果

であるかも知れない。 
 
 
 
 
７．Snow White Project 

（高付加価値のリンゴジュースを核とした伝統的リンゴ園景観保全プロジェクト） 
 

バーデン・ヴュルテンベルグ州はドイツ全土のリンゴ園 40万 haのうち、20万 haを有
するリンゴの生産県である。しかし、中国から安価なリンゴジュースが輸入され、条件不

利地である傾斜地を中心にリンゴ園が減少している。国産ジュースが 1 リットルあたり
0.8Eur であるのに対し、中国産は半値の 0.4Eur である。これに対して、バーデン・ヴュ
ルテンベルグ州の中山間地域の多くが採っているのが、国産ジュースよりもさらに高い付

加価値商品で勝負する地域戦略である。 
訪れた Snow White Projectは、そんな地域プロジェクトの１つであるが、1リットルあ
たり 1.3Eurのリンゴジュースを生産している。民間の農業コンサルタントとしてプロジェ
クトリーダーを企画したMs．Martina（写真 11）
は地域のリンゴ農家と地域のジュース工場であ

るDürr Fruit Juice Companyを連携させること
から、このプロジェクトをスタートさせた。輸

入品に圧されるリンゴ産地と同様に、大手企業

との競争にあえぐ地元の小さなジュース工場が

タッグを組み、伝統的なリンゴ園を活用で栽培

された付加価値の高いリンゴから付加価値の高

い商品を作ることを考えたのである。 
じつは、このシステムは Snow White Projectに特有のものではない。このリンゴのプロ
ジェクトと同じように地域の伝統的な農業と地域の食品産業とが結びついた、ベーカリー

プロジェクトやチーズプロロジェクト、豚肉プロジェクトなど、さまざまなプロジェクト

が村々で行われている。先述のWein氏の牧場や Ortenaukreisの地域管理組合も地域の観
光業と一体となった取り組みを展開していた。農業の範疇だけでなく、必ず地域の観光業

 

写真 11 リーダーのMs．Martina  

 
写真 10 混住化地帯の農家   



や食品産業など地域の産業と結びつけて、「地域をどうするか」、「地域振興の中で地域農業

をどう活かしていくか」、を組み立てていくのがというのがドイツの中山間地農業の基本的

な戦略パターンの１つである。また、地域特有の伝統的な品種や伝統的な農業を活用して

いくことも重要なツールとなっている。 
そして、この仕組みを誘導しているのが、量より質の農業を目指し、環境保全や景観保全、

伝統的農業をメニューと挙げている環境支払い制度のMEKAである。 
丘の斜面に広がる草地の中に高木仕立てのリン

ゴの木がまばらに生え、下草には花が咲き、ヤギ

やヒツジなどの中家畜が草を食む風景、これがリ

ンゴ産地であるバーデン・ヴュルテンベルグ州の

人々の心に描く伝統的な農地景観である（写真 12）。
日本でいえば、ちょうど棚田の風景に相当するも

のだろう。確かに伝統的なリンゴ園は、樹園地と

いうよりは公園に近い雰囲気がある。棚田にカエ

ルが鳴き、サギが舞い立つように、伝統的リンゴ

園ではリンゴの木に鳥が巣を作り、木のほらにリ

スが棲む。基礎研究によって、伝統的なリンゴ園には植物、動物、昆虫あわせて約 5000種
の生物種が生息することが明らかとなっている。この生物多様性は消費者に伝統的リンゴ

園をアピールするキャッチフレーズの１つとなっている。そして、特徴的な点として NABU
という自然保護団体がこのプロジェクトに参加し、「自然を守るためにリンゴジュースを飲

もう」というキャンペーンを展開して、積極的に地域農業の保全に力を貸している。 
ただ、よく言われるように「ヨーロッパの人々は、地域の自然や景観を守る意識が高いた

めに、高い地域農産物を買って景観を守ることに協力的である」ということでもないよう

である。同じくプロジェクトに協力した民間の農業コンサルタントの Burckmannの説明に
よれば、消費者が Snow White のジュースを買う理由は「自分の健康」のためであると断
言した。 Snow White Projectのジュースのセールスポイントは「地域景観を守る商品」
だけでなく、むしろ「伝統的品種を使った酸味のある味」と「オーガニック農産物」とに

ある。つまり、農家も、ジュース工場も、消費者も、3者が自分の利益のために行動してい
るにもかかわらず、結果的に地域の自然や景観が守られているのである。「地域の自然や景

観を守れ」という観念的なものではなく、自然や景観をツールとして、じつにシステマチ

ックに組み立てられている点は学ぶべき点が多い。 
現在、Snow White Projectには 350名の農家が参加し、250haの伝統的なリンゴ園が保
全されている。また、バーデン・ヴュルテンベルグ州同じようにして在来のリンゴ園を守

る 60ものプロジェクトが活動をしている。また、草地にリンゴの樹を植えて、伝統的なリ
ンゴ園の風景を復元する活動も行われている。 

Snow White Projectのジュースは順調に売り上げを伸ばしている。それにしては、まば

写真 12 伝統的なリンゴ園の景観  



らに植えられたリンゴ園はあまりに非効率に思える。すでに紹介したように環境支払い制

度は生産をあくまでも刺激しない政策であって、生産を制限するものではない。もう少し

樹を増やせば簡単に生産量を上げることができるのではないだろうか。これに対して Ms．
Martina は明確であった。地域プロジェクトを成功させる上で、もっとも重要なのはマー
ケッティングであると彼女はいう。つまり、彼女らは Snow White Projectのマーケットサ
イズを把握し、そこから遡って生産を行っているのである。ドイツにおいてオーガニック

の需要は急激に伸びているが、それでも 10%程度であるという。つまり、出口が決まって
いるから、たくさん作ってもそれは価格を落とすだけである。この回答は「そんなに高い

ジュースが売れるのだろうか？」という疑問に対しても答えている。Snow White Project
のターゲットは消費者の５％。つまり、彼女らは伝統的リンゴ園の面積や生産量、需要を

十分にリサーチした上でプロジェクトを走らせているのである。 
ただし、成功を収める Snow White Projectに
も問題がないわけではない。ディスカウンター

の介入によりリンゴの価格破壊が起こっている

のである。これに対して Snow White Projectで
は、マーケッティングの専門性を高め、さらに 5
～10%高価になっても消費される流通を模索し
ている。苦悩する日本の中山間地域と同じよう

に、Snow White Projectも常に新たな地域戦略
を求めているのである。 
 
 
８．Biotope network project Stuttgart-Zazenhausen 

（ビオトープネットワークの整備事例） 
 
ドイツでは環境破壊により、多くの野生生物が絶滅の危機に瀕している。この原因とし

てもっとも重要とされているのが農業による環境の負荷とされている。しかし、農地から

の硝酸態窒素による水質悪化やな農地整備による生物多様性の低下など環境問題への世論

の高まりを受けて、1976年に「自然保護及び景観保全に関する法律」が制定され、自然保
護や景観保全に配慮した農地整備が行われるようになった。この経緯は、環境との調和を

第一に明示したわが国の土地改良法とよく似ている。 
バーデン・ヴュルテンベルグ州では、1970年代から農地整備の際に環境構成要素を創出
し、それらのネットワーク化を積極的に図ることを試みている。訪れた Biotope network 
project Stuttgart-Zazenhausen では 15 種の絶滅危惧種がある自然保護区域に隣接した農
地を整備し、休閑地を生物の生息場所（ビオトープ）として位置づけながら、農地周辺の

緑地帯でそれらのビオトープをつないでいる。また、農地の中には鳥のために島状に配置

 
写真 13 オーガニック農産物の販売店 



された小さな樹林地がある。農地周辺の緑地帯は、もともとは土壌の流出防止の点で勧め

られていたが、最近では異なるビオトープ間をつなぐネットワークとして意味づけられて

いる（図１）。この場所では核となるビオトープ 10ha に対して、緑地帯によるネットーワ
ークが 1haの面積を占めている。 
ビオトープネットワークという理論に基づいた農地景観のデザインであるが、よく考え

ると日本の水田景観の環境形成要素と極めてよく似ている。すなわち、自然豊かな里山に

隣接して水田があり、水田をつなぐネットワークとして畦畔がある。また、ところどころ

に休耕田が見られる。そして、水田の中には鳥の棲みかとなる鎮守の森が島状にある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ ビオトープネットワークのイメージ図 

 
 
 
９． 農地周辺の緑地ベルトの活用 
 
ビオトープネットワーク理論に基づく農地周辺の緑地ベルトはさまざまな利用が行われ

ている。以下はその事例である。 
 
１）事例１：農地周辺の緑地ベルトによる景観形成 
シュツットガルトから、Calw県へ向かう途中に見つけた農地では、農地周辺に景観形成
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植物を栽培して、景観形成を行っている。農地の中に見られるヒナゲシの赤い花は、かつ

ては麦畑の雑草として嫌われていたが、最近では除草剤を使用しない低投入のシンボルと

して位置づけられ、歓迎されている。景観

形成植物や赤いヒナゲシで彩られたこの

ような農地はところどころで見ることが

できる（写真 14）。 
ところが、景観形成作物で縁取られた小

麦畑の中を良く見ると、この畑は地域の工

場で使うベーカリー用の小麦であること

を示す看板が立てられていた（写真 15）。
看板には小麦の穂とテントウムシが描か

れ、「自然と友達」「あなたと自然のために」

のような文句が並んでい

る。つまり、これもまた

地域の小麦農家と地元の

パン工場が連携した地域

プロジェクトとして行わ

れているのである。農地

の景観形成や低投入のシ

ンボルであるヒナゲシは、

消費者にプロジェクト商

品の良さをアピールする

役割も担っている。 
ただし、このような農地景観が有効である背景には、おそらくトレイルの存在がある。

ドイツの農地の中には自転車や歩行者のみが通ることができるトレイルが必ず整備されて

いて、農地の中を歩いていてもサイクリングや散歩をする人たちに頻繁に会う（写真 16）。
また、農家の方々も非農家が農地周辺のトレイルを訪れることは、歓迎すべきことである

と語っていた。このように農村が開かれた存在であり、市民が農村の自然や景観を享受す

る仕組みがあることによって、農地の景観を整備する効果も高く、また、公共財である農

村の景観に環境支払いが行われることに対する理解も生まれるのではないだろうか。 
 

 
 
 
 
 

 

 
写真 14 低投入のシンボルとされるヒナゲシ

 

  

 

 
写真 15 景観形成された緑地帯と農地内に建てられた看板 

  

 

  

 

 
写真 16 農地周辺に整備されたトレイル 



 
 
 
２）事例２：農地周辺の緑地ベルトによる鳥類の保護 
 シュツットガルト郊外で見かけた農地では、農地とトレイルとの間に約 3mの緑地帯が整
備され、ウズラの仲間と思われる鳥類の保全に利用されていることを示す看板が立てられ

ている（写真 17）。このように農地周辺の緑地帯をビオトープとして、在来の植物や動物を
保全する試みが各地で行われている。管理法と生物多様性との関係については基礎的な研

究が行われ、MEKAの支払いメニューの１つとして「7月 1日以前の草刈を行わないこと」
が上げられているのは、営巣中の鳥類に配慮しているとのことである。また、これらの緑

地帯に生存する昆虫相の種類や害虫の密度等はモニタリングする研究もあるとのことであ

った。このような緑地帯に病害虫が発生した場合どうするのか、という問いに対して、民

間の農業コンサルタントの Burckmannの解答はじつに明快であった。氏によれば、これま
でそのような問題が起こったことは過去にないと前置きしながらも、もしもそのような問

題が起これば農家は自分の判断で農薬をまくことができるという。つまり、あくまでも農

業経営があって、自然や景観が守られるのであって、農業経営を犠牲にしての自然保全や

景観保全はないということであった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10． HermannＨohenheim大学 
（農業環境プログラム構築のための研究について） 

 
MEKAプログラム構築の中心的役割を果たしたHermannＨohenheim大学を訪れ、Dr．

Fellmann（写真 18）から、農業環境プログラムの構築に向けた研究の概要について説明を
受けた。 
農業関係の研究は低投入やオーガニックを主体として行われている。環境支払いにより

   

写真 17 鳥の保全を目的とした緑地帯 



研究の方向性も環境保全にプライオリティ

を置いている。たとえば、植物成長調節剤の

不使用が環境支払いのメニューとして選択

された結果、倒伏防止のための矮化剤を用い

ない技術の開発と普及が進み、現在では矮性

品種が普及して植物成長調節剤が不要な栽

培が一般化している。ただし、環境支払いは

環境保全や景観保全に対するコストや減収

補償を原則としているため、新たにスタート

する MEKAⅢでは、不使用が一般化してい
る「植物成長調節剤の不使用」をメニューから外す方向で検討されている。 
環境支払いの根拠データとなる基礎的な研究については 10 年以上行われているが、

MEKA プログラムは、農業政策学や経済学、動物学、土壌肥料学等の各分野の研究員によ
る 2 年間のプロジェクトを経て、さらに農家団体等とのワーキンググループによりまとめ
られたという。たとえば伝統的リンゴ園に対する研究は、農地の種の多様性を明らかにし、

次のステップで害作用のある危険種を特定するとともに、生物の種類や数と管理法や環境

との関係を解明していく。関係する研究機関には大学の他、州立農業研究所、自然保護研

究所がある。また、FHと呼ばれる機関が全国に 200～300ヵ所あり、モニタリング調査な
どを行っている。 
我々のプロジェクトでは水田の生物相について、「①棚田の生物多様性の把握」「②休耕

田植生成立に関わる管理方法や環境条件の解明」「③休耕田における害虫と天敵類の動態の

把握」等をテーマに研究を進めており、概ねドイツにおける研究のプロセスの方向性と一

致していると感じた。 
 
 
11．感想 
 
 ドイツと日本では気候風土も国民性もまったく異なる、と言ってしまえばそれまでだが、

少なくとも私が訪れた中山間の条件不利地域では、担い手の減少や農地の荒廃など、日本

の農山村とよく似た問題を抱えていた。 
 これらの問題に対し、ドイツの農村は農業の範疇だけでなく、地域の産業や NGO等と一
体となって、地域をどうするかという視点の中で、農業を位置づけている点が印象的であ

った。また、自然を守るとか、ふるさとの景観を守るという観念的な概念ではなく、極め

てシステマチックに、地域の自然や伝統的景観を資源として利用している基本的なシステ

ムは、日本の中山間における地域振興を考える上で参考になる。そして、それぞれが自分

の利益のために振舞った結果、市民にとっては地域の財産である自然や景観が保全され、
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それによって地域の産業や地域の企業も成功するという「Win-win-win」という点で、ドイ
ツの農村の取り組みは極めて優れていると感じた。 
 もっとも、私が視察したこれらの事例は、日本で言えば、「地産地消」や「契約栽培」「直

売」にあたるものであり、特段、珍しい事例ではない。静岡県でも、同様に優れた地域づ

くりの事例を見ることができるだろう。しかし、特筆すべきは、これらの事例が特別なも

のではなく、村々ごとに地域プロジェクトが取り組まれていることにある。もちろん、私

が見た事例は優良事例であろうし、成功していないプロジェクトもあるであろう。しかし、

条件不利地域における農業の成功モデルが示され、それに向かうシステムが整備されてい

る点が、日本よりも少しだけ優れているように思える。そして、この仕組みを誘導し、後

押しする上で環境支払い制度が十分に機能していると言えるだろう。 
 また、ドイツの地域プロジェクトを学ぶ点で、日本との違いについて私は２つの点を感

じた。 
 １つは、自分たちの地域は自分で守るという農業者のプロ意識である。ドイツでは農業

を行うために 2 年間の専門教育を受けることが義務付けられている。そのため、栽培技術
や病害虫防除などについての最終的な判断は農家自身が行うという。ただし、専門的な知

識が重要であることを農家は承知していて、農家の必要に応じて民間のコンサルタントな

どのアドバイスを受けている。また、地域プロジェクトにもコンサルタントを入れている。

つまり、プロの農家とプロのコンサルタントがタッグを組んで、農業経営や地域振興に取

り組むという印象を受けた。「250億 Eurを EUが支払い、国や各州もそれに上乗せしてい
る。それで地域が維持できないようならなくなってもしかたがない。」と地域農務省の方が

言い放ったのが印象的だった。ただし、これは日本と異なり、自立した市民の意識の高さ

とも無関係ではない。ドイツでは州ごとに農業環境プログラムも定められ、農村ごとに独

自のアイデアで地域プロジェクトに取り組んでいる。日本では、国全体で同じ農業政策を

行っていると言ったら、「それは民主主義なのか」と一笑されてしまった。 
2点目は、市民が農業の多面的機能を享受するしくみである。農村の持つ豊かな自然や美
しい景観の価値が評価されているが、実際にはそれらは地域に住む人々だけが受ける恩恵

であって、都市住民が農村でそれを享受することはできない。しかし、ドイツではどんな

農業地帯であっても、必ず自転車や歩行者専用のトレイルが整備され、多くの人々が農村

の自然や景観を楽しむことができるようになっている。ドイツでは農業改善が進み、平坦

地では 1 集落に対して１農家が担い手となって農業経営を行っている。しかし、多くの非
農家も農業の多面的機能を実感として享受できることによって、地域の農業を守ることに

対する市民の理解が高まっていることを感じた。ただし、ドイツではもともとサイクリン

グやトレッキングが盛んであり、村から離れた農地の中にいても自転車が何台も通る環境

にあった。また、街中の地下鉄やバスの中にも自転車が乗り込んでくるような文化があっ

た。これらの 2 点は、日本が農業の多面的機能を活用した地域振興を図る上で、考えるべ
き重要な点となるであろう。 


