ࠝࠬ࠻ࠕࡄࠬㄭ㇠ߦ߅ߌࠆ
ਛዊⷙᮨㄘኅߩㄘᬺ⚻༡ᚢ⇛ߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏ
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海外出張報告書
平成 21 年 9 月 4 日
出張者所属・職・氏名

農林技術研究所

主任研究員

稲垣栄洋

出張先

オーストラリア・パース

出張期間

平成 21 年８月 19 日～8 月 29 日（11 日間）

出張目的

国際生態復元学会における研究発表と情報収集および都市近
郊農業

日程

平成 21 年 8 月 19 日

出発

8 月 20 日パース着

8 月 21 日
パース近郊のワインツーリズムの事例調査
8 月 22 日
Highvale biodynamic orchard
・ 都市近郊における果樹農家の視察
Ms Caralyn Lagrange
・ 都市近郊のパーマカルチャー農園の視察
8 月 23 日－27 日
国際生態復元学会への参加
・ 24 日：冬期湛水田の生物相保全効果の研究発表
・ 26 日：復元された棚田の生物相の回復に関する研究
8 月 28 日
パース近郊のワインツーリズムの事例調査
8 月 28 日～29 日
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帰国

１�パース近郊の中小規模農家の��
どこまでもまっすぐな道を車で飛ばし続けても、ただ見えるのは地平線の彼方まで広が
る農地ばかりで、建て物らしいものはほとんど見られない。
パースの郊外では、2000～3000ha（およそ 5km 四方）の農地を持つ大規模農家が広が
っている。地域のコミュニティはなく、義務教育は無線で通信教育が行われており、病人
はヘリコプターで搬送されるという。
学会では日本の研究者が能登半島の
耕作放棄地の問題を発表していたが、
１つの半島に 30 万人が住む地域に
過疎の問題があるということを、オ
ーストラリア人は理解できただろう
か。
この広大なスケールの農業のみを
目の当たりにしていたとしたら、た

郊外に広がる大規模農場の畑

だこの国の農業に圧倒されるばかり
だったであろう。ߒ߆ߒߩࠬࡄޔㇺᏒㄭ㇠ߦ⋡ࠍะߌࠇ߫ޔᢙ JC ߩㄘߢዊⷙᮨߥㄘኅ
⚻༡߇ⴕࠊࠇߡࠆߌߛࠇߎޔߡߒߚߪޕᄢⷙᮨߥㄘᬺ߇ዷ㐿ߐࠇࠆࠝࠬ࠻ࠕᄢ㒽
ߢޔዊⷙᮨߥㄘኅߪߤߩࠃ߁ߥ⚻༡ᚢ⇛ߢㄘᬺ⚻༡ࠍ༡ࠎߢࠆߩߛࠈ߁߆ޕこのような
経営こそ、海外からの輸入品と対抗する日本の農業経営のヒントを含んでいるのではない
だろうか。
この視点で、パース近郊の農家２戸を訪問し、オーストラリア農業における小規模農家
経営の戦略を訪ねた。ただし、今回訪れた農家は農家組合の紹介により選定されたことか
ら、おそらくは地域でも優秀な農家であり、必ずしもすべての農家がこのような経営をし
ているわけではないことは注意が必要である。
広大な農地を活用した郊外では、肉牛や綿羊の放牧、菜種栽培、小麦栽培の粗放管理が
行われているのに対して、パース近郊ではオレンジやリンゴなどの果樹や野菜栽培など、
比較的単価の高い農作物の多角化栽培が行われている。また、スワンバレーという地域は
ワイン用のブドウ栽培が盛んで、グリーンツーリズムの一形態であるワインツアーが行わ
れている。
Highvale biodynamic orchard
30 代の女性マネージャーと 30 代前半の若い夫婦の３名を中心に家族経営を行っている。
経営面積は 4.5ha である。家屋の裏の丘の斜面に畑は、すぐに隣の農家の畑と隣接してお
り、さほど広くない。リンゴ、オレンジ、レモン、プラムをオーガニック栽培しており、
ジャムやジュース、サイダーなどの加工も行っている。
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大規模経営が行われるオーストラリア内に
おいて小規模経営の戦略を農家の方に尋ねた
ޟԘᄙຠ⋡⚻༡ޟߣޔޠԙ
ところ、㊀ⷐߥߎߣߪޔ
㜞ઃടଔ୯ߩޠ㧞ߟߢࠆߣ߁࿁╵߇ߔߋ
ߐ߹ߞߡ߈ߚޕ特にオーガニックは大規模経
営では困難な高付加価値であるということで
あった。農家の方の説明によれば、アメリカや
ヨーロッパより小さいものの、オーストラリア
のオーガニック市場は成長しており、オーガニ
ック農家も増えている。また、プラムなどはシ

小規模な果樹農家、木立の向こうは隣の農家の敷地

ンガポールや台湾、日本などへも輸出している
ということであった。一方で、直売も行っており、私が見学中も子供連れの若い女性が果
物を買いに来ていた。
オーストラリアにおけるオーガニックは、特にクィーンズランド州やビクトリア州で盛
んであるという。この農家の農法は Biodynamic であり、農家の方の説明によれば、
Biodynamic はオーガニックの一種であり、主にヨーロッパで行われているという。
しかし、何よりも「戦略は何か？」というあまりにダイレクトな質問に対して、すぐさま
「重要なことは２つある」という明確な回答がなされたビジネス感覚に驚かされた。また、
直売を行う一方で、日本への輸出も行っているというマーケティングの広さも評価に値す
るであろう。まさに海外市場から地産地消までを、この小さな農園が見据えて農産物販売
を行っている。㧟ฬߩㄘᬺ⠪ߩ߁ߜޔ㧝ฬ߇ࡑࡀࠫࡖߦᔀߒߡࠆὐ߇ߥ߁ࠃߩߎޔ
ᚢ⇛⊛ߥㄘ↥‛⽼ᄁࠍน⢻ߦߒߡࠆߩߢߪߥ߆ߣᗵߓߚޕ
オーガニック栽培は、害虫や病気はほとんど
問題にならないが、雑草が問題になるというこ
とである。クローバー（実際には Oxialis 属）
の草生栽培を行っているが、ある種のイネ科雑
草が問題となるということであった。しかし見
たところモアーによる草刈りが行われており、
さほど問題になっていないように思えた。この
果樹園で問題になっている雑草は、都市部の公
園１ヵ所で見かけられた。
特定の土着天敵種については意識してしな

納屋の傍らで、直売も行われている。

いものの、生物多様性を高めることが生態系の
バランスを保ち害虫や病気を抑えると考えており、カエルやトカゲが多いことを喜んでい
た。また、家族のために果樹園内に池を作り、ビオトープを造成していた。
Ms Caralyn Lagrange
パース近郊の小規模な農場は、趣味的に営まれていることも少なくない。
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この農場主も元は学校の先生であるが、病気になったことを経緯に、10 年ほど前からパ
ーマカルチャーによる農場を営んでいる。パーマカルチャーはオーガニックの一形態であ
り、オーストラリアで提唱され、西オーストラリアで盛んに行われているという。
農場主の女性は、自然の中での生活で、今ではすっかり病気を克服したとのことである。
商業経営は行っておらず、パーマカルチャ
ーを実践しながら、幼児から 16 歳までの
子どもたちを受け入れた教育ファームを
行っている。そのため、さまざまな作物が
箱庭的に植えられ、鶏やアヒルが平飼いさ
れるなど、さながら植物園と動物園のよう
な感じである。ただし、農場は 17ha の面
積であり、オーストラリアでは小規模とさ
れる農場も日本ではかなりの規模である。
多品目、多品種を混植するパーマカルチャーの畑

農家によれば土がやせていることもあ

り、オーガニック栽培が安定するまでには 3 年掛かるという。これは日本でも慣行農法か
ら有機農業へ転換する際に言われている年数と偶然ながら同じである。最初の３~６ヵ月は
クローバー（実際には Oxialis 属。オオキバ
ナカタバミか？）をまいたり、ハーブ類やブ
ラシカ属を栽培する。そして、２年目には１
年生植物を栽培し、３年目には多年生や永年
性作物を栽培する手順で行う。その間、枯れ
葉と鶏糞で作った有機物堆肥を投入し、ミミ
ズを入れて土を作る。オーガニック農家では
雑草が問題となるが、ここでは堆肥がマルチ
となるため雑草は問題とならないというこ

農園を営む Lagrange 夫妻と英国からの研修生

とである。
ࠝࠟ࠾࠶ࠢࠍᚑഞߐߖࠆߚߦߪࡁࡕޔ
ࠞ࡞࠴ࡖߢߪߛߢޔᄙᢙߩຠ⋡ࠍᩱၭߔࠆߎߣ߇㊀ⷐߢࠆߩߘޕὐߢዊⷙᮨㄘኅߩ
ᣇ߇ะߡࠆޕ作物の組み合わせは特に注意を要しないが、連作しないように気をつけ
ることがポイントである。また、作物は木を育てるように十分な根圏に水と有機物がある
ように育てると良いということであった。
また、害虫はいるものの、エコシステムが構築されていれば問題とならないということ
である。確かに菜っ葉類には鱗翅目幼虫の食痕が見られるものの、わずかである。生物多
様性は重要視しており、トカゲやカエル、水鳥、甲虫類、ミミズなどが多いことが重要で
あるという話である。
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２�スワンバレー�のワインツアー
パース到着の翌日とオーストラリア出国当日の半日を活用して、オーストラリアの代表
的なグリーンツーリズムの形態であるワインツアーに参加した。
オーストラリアでは、ワゴン車やマイクロバスで 10 名から 20 名を対象にワイナリーや
ブドウ農家をめぐるワインツアーが人気である。
スワンバレーはおよそ東西 5km×南北 10km のエリアに 30 以上のビニヤード（ワイン用
のブドウ園）があり、それぞれがワイナリーを有している。正確な経営面積は明らかでは
ないが、ガイドの話では、１つのブドウ園の面積は数ヘクタールから２０ヘクタール程度
の規模であるという。
最初のワインツアーはワイナリーを 5 ヵ所まわり、ビアホールとチョコレート工場を見
学する約 8 時間のコースで、料金は 83A$である。参加者は私を含め 16 名。私を除く参加
者の内訳は、英国 6 名、ニュージーランド 2 名、オーストラリア国内 7 名である。構成は
夫婦 3 組、母娘 1 組、女性 2 人組 2 組、1 人参加 3 名である。主に 50～60 歳以上の年配者
が多かった。パース自体がヨーロッパからの観光客が多く、英国からの参加者が多かった。
2 度目のワインツアーは半日ツアーで、1 日ツアーと合流してワイナリー3 ヵ所をまわり、
ビアホールとチョコレート工場を見学する 5 時間のコースである。参加者は私を含め 15 名。
私を除く参加者は、英国 3 名、アメリカ 4 名、イタリア 3 名、オーストラリア国内 4 名で
あった。構成はカップル 3 組、女性 3 人組 1 組、1 人参加 3 名、親子 1 組である。このツ
アーが 20～30 代の若い世代が多かった。2 度目のツアー会社は、外国人観光客が多く、ガ
イドに一般的な参加者の内訳をたずねると、おおよそオーストラリア 3 割、英国 4 割、イ
タリアが 3 割ということであった。
参加者との情報交換の中では、パースだけでなくオーストラリアの各都市でワインツア
ーがあり、もっとも大きな有名な産地はアデレード近郊のバロッサバレーであるという。
それにしては、オーストラリア国内の参加者も多い。また、カリフォルニアからの参加者
の話では北カリフォルニアでもワインツアーは人気とのことであった。
私のもっとも大きな疑問は、海外からの観光客の参加は理解できるにしても、オースト
ラリアやニュージーランドは各地にビニヤードがあり、ワイナリーは身近な存在であるは
ずなのに、どうしてわざわざワインツアーに参加するのか、ということであった。その疑
問を参加者に率直にぶつけてみると、誰からも答えは同じであった。
オーストラリア各地やニュージーランドでは、気候が異なるため、それぞれワインの味
が異なる。そのため、それぞれの土地のワインの味を味わうのが楽しみであるという。「そ
んな違うのか？」と重ねて質問をすると、「まったく違う」と誰もが回答した。
私には理解しにくいが、日本でいえば、温泉や日本酒が旅の楽しみであるのと同じこと
だろうか。しかし日本では、土地によって特産品はあるものの、同じ農産物の味の違いを
楽しむことは少ないように思える。たとえば米はコシヒカリに画一化が進んでいるし、ま
た、ミカンやお茶についても、産地間の競争はあるものの地域による味の特徴を楽しむと
いう点では劣っている。
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5 件のワイナリーを回るが、ワイナリーによる味の違いもあり、また各ワイナリーで赤や
白、ロゼ、スパークリング、フルーティテイストなど 10 種以上の味がある。ワインツアー
では 45 種類のワインを楽しむことができる。ワインに明るくない私にはワイナリーによる
味の違いなどわかるべくもないが、参加者は、甘さや辛さ、香り、色などを比べて、それ
ぞれ感想を言い合っている。
ᣣᧄߢߪࡢࠗ࠽ߣ߁ߣޔᄢဳߩⷰశᣉ⸳ࠍᗐߔࠆ߇ࡢࠆࠇ⸰ߢࠕ࠷ࡦࠗࡢޔ
ࠗ࠽ߪࠬ࠻ࡦࠍ૬⸳ߒߚᣉ⸳߽ࠆ߽ߩߩޔᄙߊ߇ㄘኅߩᐸవ߿ࡉ࠼࠙⇌ߩறࠄ
ߦࠞ࠙ࡦ࠲ࠍ߃ઃߌߚ◲නߥ߽ߩߢࠆޕ
この簡易な形のツーリズムであれば、日本でも農業経営の中で可能と思われる。
ただし、農家の庭先でワインを飲み、話をはずませるだけで１つのワイナリーで 1 時間
を費やすという時間の過ごし方はおそらく日
本人には難しく、工夫が必要だろう。
ただし、ワインツアーは農家ではなくツアー
催行業者が行っているだけあって、きめ細かに
楽しむ工夫がちりばめられている。ドライバー
を兼務したガイドは、道中をずっとゆかいなト
ークで参加者を飽きさせないし、参加者の名前
を紹介するなどして、参加者どうしがすぐに打
ち解けて仲良くなるような工夫もある。また、
ワイナリーでも常に参加者に声をかけ、楽しま
せることを忘れない。さらに車中ではワインが
歌詞に登場する音楽をステレオで流すなど（時
に大合唱も）
、ワインだけでなく、ツアー全体
を楽しませる工夫がある。
1 件目の Waters edge winery は、ブドウ畑
はなくワイン貯蔵施設であり、ワインの種類か
らワインの飲み方まで基本を教えてくれる。グ
リーンティツーリズムをイメージすれば、茶商

ブドウ畑の中に立てられた簡素なワイナリー

を訪ねるようなイメージだろうか。
2 件目の Lancaster はブドウ畑の中に建てら
れた小屋のような場所である。まだ 20 代前半
と思われる若い夫婦がワインを飲ませてくれ
た。
3 件目の Windy Creek Estate は農家の住居
のすぐ横に作られた小屋でワインを楽しむ。農
家の奥さんが接待をしてくれる。
4 件目の Sittella は、レストランを併設した
観光施設である。ここで昼食。

農家の庭先に立てられたワイナリーで農家の
お母さんと会話を楽しむ
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5 件目の Chesters は農家の敷地内であるが簡単なレストランとワイナリーが作られてい
る。
4 件目、5 件目のワイナリーとして整備された場所では、男性が説明をしてくれるが、農
家では、若い夫婦や女性が接待をしてくれる。おそらくは男性は他の農作業をしているの
だろう。実際に、5 件目では農作業から戻ったご主人が最後に顔を見せてくれた。
スワン谷はブドウの産地であるが、住宅地や商業地、工場などが点在しており、見渡す
限りのブドウ畑というわけではない。また、一農家当たりの敷地面積は不明であるが、農
家の家屋どうしが隣接していることから、数ヘクタール規模ではないだろうか。
2 度目のツアーは外国人観光客向けのようなところもあり、訪れたワイナリーはいずれも、
簡単なレストランも併設した比較的きちんとしたワイナリーで会った。最初に訪れたワイ
ナリーは地域の中でも古いワイナリーであり、地域の歴史や、昔、ワイン工場で使用した
機械の説明をあった。
最初のツアーは年配者が多かったことも
あり、オーストラリア国内からの参加者７名
のうち、5 名は日本に行ったことがあるとい
うことであった。オーストラリア人は親日家
が多いことで知られるが、ワインツアーに参
加していたオーストラリア人の多くが、日本
に旅行をしていることには驚かされた。ワイ
ンツアー参加者の話では、若い世代では日本
のアニメ番組から、年配の世代では健康食と
しての日本食ブームから、日本に関心を持つ

ワインを飲みながらワイナリーの歴史の説明を受ける

ということである。また、仕事や時間にきっちりしていることや、韓国人や中国人と比較
して温和な人柄がオーストラリア人の好感を得ているということである。富士山の認知度
は高く、5 名ともに富士山を見たかったが見られなかったという話であった。
 ฬ߆ࠄ  ฬ⒟ᐲ߇ޔᣣᤨࠍቯߡㄘኅࠍ⸰ࠇࠆࡢࠗࡦ࠷ࠕߩࠬ࠲ࠗ࡞ߪޔᣣᧄߩࠣ
ࡦ࠷࠭ࡓߦߣߞߡ߽ᣂߚߥࡕ࠺࡞ߣߒߡෳ⠨ߦߥࠆㇱಽ߇ᄢ߈ߛࠈ߁ޕᭂߡ
⚛ᧉߥࡢࠗࡦ࠷ࠕࠍㅢߓߡ߿⨥߅ޔ↰ߥߤޔᣣᧄߩㄘ⾗Ḯࠍᵴ↪ߒߚᣂߒࠣ
ࡦ࠷࠭ࡓߩน⢻ᕈࠍᗵߓߚޕ
また、オーストラリアは日本食ブームも手伝ってか、ジャポニカ米はスーパーで 500～600
円/kg で販売されていた。これは、日本のスーパーのおよそ 2 倍の価格であり、オーストラ
リアの農産物はけっして安いとはいえない（しかも、この米を帰国後、炊飯して食べると
まったくおいしくなかった）。ᣣᧄߩㄘ↥‛ߩャ߇⼏⺰ߐࠇߡࠆ߇ޔ㒢ࠄࠇߚࡑࠤ࠶
࠻ߣߪ߃ޔᣣᧄߩ㜞ຠ⾰ߥㄘ↥‛ߪᶏᄖߩᏒ႐ߢ߽චಽߦຠଔ୯ࠍᜬߟࠃ߁ߦᕁ߃ߚޕ

167

