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ＥＵ主要国とハンガリーの農業

家坂正光・安次富信光

（沖縄県農業試験場）

MasamitsulEsAKAandShinkouAsIIITOMI：Anoutlineofagricultureinthe

EuropeUnioncountriesandHungary．

3億７千万人と中国の約25％しかない．この点からも

ＥＵの高い農産物供給能力が推測される．ＥＵの農家

1戸平均規模は14haと日本の約10倍であるが，国別に

みるとかなり差があり，最大はイギリスの68haで，フ

ランスも28haと大きい．

次にＥＵの農政の特徴を日米比較も含めて整理した

のが表２である．日本の農業予算が伸び悩むなか，Ｅ

Ｕは農業予算を大幅に増加させており，しかも，その

なかに占める価格支持及び所得補償関連の比重が極端

に高いという特徴がある．これは，ＥＵが共通農業政

策（ＣＡＰ）のもとで価格支持政策を重用し，また最

近では条件不利地域や環境保全地域の農業者に対する

直接所得補償政策に重点を置いていることの反映であ

る．

このような共通農業政策（価格支持）のなかで，Ｅ

Ｕ域内の食料供給力は，フランスを中心に大きく向上

し，現在では表３に示すような水準に達している．近

年は生産調整策も軌道に乗っているようだが，1980年

はじめに

平成８年10月26日から11月６日までの約２週間，オ

ランダ，ドイツ，フランス，オーストリア，ハンガリー

の農業事情を視察する機会を得た．このうち，オラン

ダ，ドイツ，フランスはＥＵを構成する主要国であり，

また，ハンガリーは旧知のごとく市場経済化への移行

過程にある．視察目的は，オランダの先進的な施設園

芸技術や各国における青果物・花きの流通システムを

把握することにあったが，ここではＥＵ全体の農業・

農政の動きと，それを支える国民性にも触れつつ各国

の農業事情を紹介することにしたい．

１．ＥＵの農業と農政

ＥＵの農業概況を日本と比較したのが表ｌである．

日本は山林が多く，国士に占める農用地率は15％しか

ないのに対し，ＥＵは平坦地が多いことから54％と極

めて高いことが大きな特徴である．また，ＥＵの農用

地総面積は中国の約１億haを上回り，しかも総人口は

表１ＥＵ（12ヵ国）の農業概況

年度単位項目 日本ＥＵ

農用地面積

うち耕地面積

農林水産業入口

総就業人口対比

農家戸数

１戸平均経営規模

13,725（264）

7,061（155）

８３０（２３）

５．３

８１７（２２）

１４０（100）

520（１）

455（１）

366（１）

５．８

３６９（１）

1４（１）
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出典：日本農業新聞資料
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表２ＥＵ農業関係予算の推移

項目 1994￥、ドル換算1980 1990 1992

①農業関係予算

（1980＝100）
②うち価格・所得支持

（②／①）

119億ECU

（100）

113億ECU

（95.0％）

292億ECU

（245）

264億ECU

（90.4％）

347億ECU

（292）

314億ECU

（90.4％）

414億ECU

（348）

375億ECU

（90.6％）

485億ドル

（5.40兆

円）

440億ドル

Ｅ
Ｕ

①農業関係予算

（1980＝100）

②うち価格・所得支持

（②/①）

2.89兆円

（９３）

0.30兆円

（10.5％）

260億ドル

27億ドル

3.11兆円

（100）

0.77兆円

（24.9％）
１％
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円
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２
０

日
本

①農業関係予算

（1980＝100）

②うち価格・所得支持
（②／①）

348億ドル

（100）

28億ドル

（8.0％）

460億ドル

（132）

65億ドル

（141％）

564億ドル

（162）

97億ドル

（17.3％）

649億ドル

（186）

121億ドル

（18.7％）

円
円

兆
兆
２
５
２
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１

米
国

出典：日本農業新聞資料

表３ＥＵ12カ国の主要農産物自給率（1991／92）
単位：％

100％以上（過剰品目） ほぼ100％品目 100％未満（自給不可）

脱脂粉乳
小麦
砂糖
穀物
バター

ヮイン

牛肉

鶏肉
豚肉
卵
バレィショ

105

104

102

100

トウモロコシ９４

生鮮果実８５
羊・山羊８１
米７５
柑橘類７１
油脂７０

'52

133

128

120

121

115

107

出典：日本農業新聞資料

代においては深刻な過剰問題に直面したこともある． な環境制御技術が導入されているのも大きな特徴であ

る．また，多様なこれら産品の販売は，購買力のある

先進諸国（特にドイツ）が隣接していることもあって

容易であり，農産物貿易収支でみても輸出国となって

いる．さらに，青果物・花きともに生産者団体が大規

模な市場を開設しており（世界一の規模を誇るアール

スメア花き市場も同様)，加入生産者には全量市場出荷

によるセリ販売が義務づけられると同時に，青果物に

おいては下限価格を決め，価格下落時には廃棄処分と

補償が行われる制度が確立しており，他のＥＵ諸国に

はみられない近代的な流通制度が実現されている．し

かし，近年，野菜（特にトマト）ではＥＵ域内のスペ

インとの競争，花きではアフリカや南米諸国からの開

発輸入品との競争が激化し，国内生産は厳しさを増す

方向にある．

２．視察対象国の農業概況

（１）オランダ

国士面積は九州程度で人口は1,500万人と人口密度が

高い．農地は平坦肥沃の上に水も豊富である（むしろ

地下水位が高い)．１戸平均規模は16haとＥＵのなかで

は平均的水準であるが，農業は集約度を高めつつ発展

しており，北海から産出する天然ガスを用いたガラス

温室による園芸品目（花き・果菜類）の生産が盛んで

ある．また，環境保全の立場から土壌消毒規制が強ま

ることで水耕栽培への転換が進み，さらには水耕養液

の廃棄が禁止されるなかで，そのリサイクルシステム

が確立している．また，化学農薬に代わって生物農薬

の利用が高まるなど，環境政策の強化に対応した高度
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南ドイツ（リースティンゲ村）の農家民宿南オランダの1.7haミニトマトガラス温室

（２）ドイツ

国士面積は日本と同程度で人口は約８千万人．オー

ストリア，スイスと接した南ドイツ地方は丘陵地が多

く条件不利地域に指定されており，その多くが直接所

得補償の対象地となっている．また，旧西ドイツ地域

は，他のＥＵ諸国に比して小規模家族経営が支配的で

(１～l0ha規模が最多で，その次が10～20ha)，兼業農

家が多いという特徴を持つ．ただし，価格支持と合わ

せて採用されてきた過去の構造（離農）政策のなかで

農家戸数が著しく減少した地域でもある．農用地の４０

％は草地として利用されており，特に豚の飼養頭数に

ついてはＥＵ諸国のなか最大で全体の約２割を占めて

いる．しかし，野菜・果実については自給率が低く，

貿易収支でみると輸入に大きく依存する農産物輸入国

である．その一方で，都市住民に公有地を小農園とし

て提供するクラインガルテン制度，また農家民宿経営

(グリーンツーリズム）の先進地としてドイツは有名で

ある．さらに，農業機械に関する過剰投資を抑えるた

め，我が国でも農業機械銀行制度が導入されているが，

その発祥の地はバイエルン州のマシーネンリングであ

る。

農業生産は共通農業政策のもとで大きく発展し，現在

ではＥＵ総生産の約28％を占める最大の農産物生産国

であり，同時に輸出国でもある．農家１戸平均規模も

28haとＥＵ12カ国平均の倍の水準にあり，イギリス，

デンマークに次いで大規模経営が多い．北部のパリ盆

地は，あらゆる種類の作物の生産に適した沖積土壌で，

世界で最も恵まれた農業地帯の一つともいわれる．ま

た，農民組合の組織率が70％（65万戸）と高く，輸出

国でありながらアメリカなどが掲げる農産物自由貿易

体制には強く反対してきており，ガット協議などに対

するフランス農民組合のトラクタ抗議デモなどが日本

でも紹介されている．また，フランスの主要青果・花

き市場は，公的に整備されているという点で日本と近

似的であるが，市場には卸売会社が多数入場し，セリ

ではなく相対で取り引き（価格形成）が行われる点に

日本との大きな相違がある．

（４）オーストリア

国士面積は日本の約20％程度で人口は790万人の小国

であり，公用語はドイツ語である．歴史的には桝聖ロー

マ帝国の皇帝であったハプスブルク家が支配した国で，

ナポレオン亡きあとのヨーロッパ分割が討議されたウィー

ン会議の開催地シェーンブルン宮殿など有名な歴史的

建造物が多い．ウィーンの森をはじめとして丘陵地が

（３）フランス

国士面積は日本の約1.5倍程度で，人口は5,800万人．
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フランス最大のランジス市場 ウィーン市内での青空市

多く，農用地率は他のＥＵ諸国に比して40％程度と低

く，農家１戸当たり平均規模もl3ha程度とやや小さい．

それでもブドウや畜産など多様な生産が展開している

が，農産物貿易収支でみると輸入が輸出より倍も多い

農産物輸入国となっている．これまでは東欧国（ハン

ガリー，チェコスロバキア）と国境を接している関係

もあって中立を宣言し，ＥＣ非加盟国であったが，１９９５

年に北欧のスウェーデン，フィンランドとともに現在

のＥＵへ加盟している（これによってＥＵ加盟国は１５

カ国に増えた)．

二次大戦直後の貴族的大土地所有解体による農地分割

(農地改革）時の小土地所有者へ再配分する方針を急ぎ

採用したことから，都市住民になってしまった旧農民

が遠く離れた農村部の土地所有者になるなどの混乱が

生じている．また，重要な輸出先であったソビエト市

場を失ったことと国内の景気低迷による需要の減退か

ら農業生産は減少しており，品質問題を抱えつつＥＵ

諸国への販路拡大に努力を注ぐと同時に，ＥＵへの加

盟をめざしている．

３．オランダの温室野菜生産の特徴

南オランダのミニトマト農場を視察したが，そこで

の聞き取り調査結果と「オランダの野菜生産」（静岡大

学糠屋明，『野菜季報』第46号，野菜供給安定基金）に

基づき特徴を整理してみた．

まず，気象特性であるが，冬期は寡日照だが１月の

平均最低温度は0.9℃と下がらず，また夏期は静岡並み

の日射量を確保でき，かつ冷涼（平均最高気温20.6℃）

である．温室野菜の生産品目は，トマト，キュウリ，

パプリカ（大型ピーマン）が全体の60％以上を占めて

おり，トマト・パプリカは長期１作型である（視察し

たミニトマトは２～11月収穫)．これらの品目の10ａ当

たり収量は，視察対象のミニトマトで30トン，中玉ト

マト44トン（聞き取り調査では50~60トン)，パプリカ

（５）ハンガリー

国土面積は日本の約25％程度で人口は約１千万人．

ヨーロッパ中央に位置する内陸国で，ドナウ川流域に

広大肥沃な農地が広がっている（森林率は国士面積の

18％)．夏の干ばつ被害が問題で，これが農業生産を大

きく左右する．しかし，トウモロコシと小麦は輸出品

目で，果実（リンゴ）等の生産も盛んである．基本的

に農業生産力は高く，共産制度の末期においても食料

不足は発生せず，かつてはソビエトや旧東欧諸国への

農産物輸出基地であった．また，協同組合農場（１区

画200～300Ｍ，農場全体は数千ha規模）が大きな比重

を占めていたが，1989年の政変以降，農地の分割私有

化政策（農用地改革）が進められている．しかし，第
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22トン，キュウリは11月下旬定植１～６月収穫の作型

で43トン，５月上旬定植６～８月収穫の作型で24トン

と高水準である．苗は業者からの購入方式である．

生産技術上の特徴は，まず第一に，土壌消毒規制の

厳しさからロックウール（水耕）栽培がすでに主流と

なっており，河川の水質問題から天水を利用した「た

め池」や水道水利用も多いことが注目される．第二に，

｢１％の光透過率の増加が１％の収量増加につながる」

とのことからガラス温室が主体である．ただし，県内

のＨ鋼ハウスに比較すると，強風がないためか梁が細

く，聞き取りによると建設費は㎡当たり200ギルダー

(13,200円）と安価である．

経営に関連した特徴点については，まず第一に，ハ

ウス園芸主産地の南オランダでは施設規模１Ｍ以上の

経営が半数を越えていることで，規模の拡大に伴いl

ha当たり雇用者数も1970年の3.6人から1989年には5.1

人と約20年間で1.4倍強に増加している（視察した感触

では，外国人労働者の雇用も多い)．第二に，夏期でも

湿度調整と夜温対策のため暖房が行われているが，自

国(北海)で産出する天然ガスが安価（㎡13円）に利用

でき，温室野菜品目の平均使用量は温室１㎡当たり年

間40㎡程度で，総コスト中の燃料費割合は14％程度と

低いことである（労賃を除く物材費中での割合は20％

前後)．それでも，燃料使用量の多い中玉トマトで試算

すると，ガス使用量が１㎡当たり66㎡であるから年間

10ａ当たり燃料費は86万円にもなる．第三に，１時間

当たり労働報酬を試算してみると，中玉トマトで2,103

円，パプリカ3,306円，キュウリ年２作の平均で2,697円

と高い水準にある（雇用労賃水準は不明だが,時給2,000

円以下であれば経営主の労働報酬は更に高まることに

なる)．

めた美術館，さらには音楽と，この地域が永らく世界

の中心地であったことを改めて実感した．そして，都

市の建物もすべて歴史的なものといっても過言ではな

く，建替えに際しても外観保存が義務づけられている

ようである．また，建物は例外なく４～６階建てで統

一されており，商店街でも１～２階が店舗，その上は

アパート，マンションで,都市は石，煉瓦造りの固ま

りである．このような住環境にある都市住民にとって，

週末や夏期休暇は，自然が多く残され景観の美しい郊

外で過ごしたいとの気持ちが日本人以上に強くなるよ

うに思われた．恐らく，このような事情を背景として，

ドイツのミュンヘン市内で視察したクラインガルテン

(市民農園）や実際に宿泊したドイツ南部の農家民宿経

営が成立していると思われる．

第二に，都市部から郊外へ出ると景観が一変し，広

い農場と所々に形成されている農村集落の景観の美し

さには驚かされた．むろん，都市周辺で見晴らしのよ

い山裾には高級住宅街が形成されている事例もあった

が，それでも農地と混在するような状態ではない．つ

まり，日本と比較すれば，都市と農村の土地利用区分

が極めて明瞭で，宅地と農地との混在はみられない．

その意味で，日本でも美しい都市と農村をそれぞれ形

成するには，明瞭な土地利用区分が必要であることを

痛感した，また，農村の景観も，庭の管理がゆきとど

いたオランダの農家住宅，南ドイツの丘陵地一面に広

がるのどかで美しい風景（農家民宿地帯)，ハンガリー

の広大な協同組合農場，ウィーン郊外でみた一面のブ

ドウ畑とワインの造り酒屋など，それぞれ個性豊かで

美しいものであった．また，堆肥舎は道路沿いには作

らないとか，各家庭の住宅や庭を美しくする工夫など，

農村にも生活を楽しむ「ゆとり」が感じられた．ただ

し，ドイツ南部のバイエルン州では，その62％が条件

不利地域として直接所得補償の対象になっている．実

際の補償額はランクに応じて支払われ，ｈａ当たり60～

340マルク（日本円にして4,400～25,Ⅲ円）とのことで

あり，アルプスに近い南ドイツの平均経営規模は25ｈａ

とのことであったから，ｈａ当たり補償額を300マルク

４．ヨーロッパの都市と農村の印象

まず第一に，ヨーロッパの各都市には，歴史的な建

造物（アムステルダムの運河，ウィーン郊外の城，パ

リ凱旋門，ブタペストの鉄橋，各国の宮殿や教会など）

が多く残されており，さらには膨大な絵画と彫刻を収
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として１農家当たり補償額を推計すると60万円前後に

なる．また，３０ha規模の畜産経営の事例として，年間

800万円の農業所得のうち約半分の400万円が助成金で，

うち国士維持関連80万円，景観維持関連150万円という

補償事例もあるらしい．

第三に，ヨーロッパでも農産物市場をめぐる競争は

著しくなっていることである．例えば，オランダの花

きはアフリカや南米から，トマトはスペインから，ド

イツの酪農も低賃金国からというように，広域的な市

場獲得競争が強まっており（東欧諸国がＥＵへ加盟す

れば更に深刻化するであろう)，ＥＵ統合の推進につい

て不安を抱く農業者は多い．訪問した季節の関係もあ

ろうが，各都市のスーパーや青空市場でも輸入果実が

多くみられた．また，日本とは異なり，青果市場での

セリ取引が一般的でないこと（フランスのランジス市

場)，さらに流通末端におけるスーパーの支配力は日本

ほど強くないようで，都市政策面からも青空市場の開

設が重視されている．青果物の規格化も比較的「ラフ」

であった．日本では，青果物を規格化するための選別

労働が，青果物そのもののコストを高くしており，農

業者の過重労働の要因にもなっていることを考えれば，

むしろヨーロッパの「ラフ」な規格の方が合理的であ

ろう．

最後に，旧ソビエト市場を失って西ヨーロッパへの

輸出を模索しているハンガリー農業は，品質面の問題

と同時に，分割私有化政策（農用地改革）を巡っても

大きな矛盾を抱えている．都市近郊の野菜生産地帯は

別として，トウモロコシや小麦などの土地利用型農業

を継続するには大型トラクタ等の農業機械が必要不可

欠である．このため，土地所有の分割後も協同組合が

零細な土地所有者（１戸平均２ha程度）から農地を借

り受けて大規模な共同農場を維持している事例も少な

くないようである．ただし，農地の貸し出しを拒否す

る土地所有者がモザイク状に発生すると，効率的な機

械利用が阻害されてしまう．首都ブダペスト郊外にあっ

てリンゴやチェリーを生産し，現在も共同農場を維持

している「３月21日」協同組合を視察したが，同組合

長は，新しい土地所有者の一部（都市住民）は果樹の

品種更新を含む農業投資に消極的であること，またモ

ザイク的な土地分割によって大型機械の効率的な利用

が阻害されている現状を説明し，「西側指導者はハンガ

リーの農業生産力を破壊した」と言い切ったことが印

象的であった．このような難しい問題を抱えながらも，

新たな市場開拓をめざす限り統一した品質と数量確保

が重要であることから，販売組織としての協同組合の

新たな役割が生まれてくると思われる．また，豊かな

経済力と市場を持つＥＵへ加盟することで国内経済の

建て直しをめざすハンガリーに対し，現ＥＵ諸国がど

う応えるのかも今後注目されよう．

５．ＥＵ農政を支える国民性

日本では，環境保全や条件不利地域（中山間地域）

対策の重要性が指摘されつつも，その社会的費用負担

の問題が暖昧にされ，結局は農業者や条件不利地域住

民だけに負担が押しつけられているのが現状であろう．

それに対し，ＥＵの農政は直接所得補償制度を設けて，

農業者への経済的動機付け（incentive）を与え，環境

保全や条件不利地域のための社会的費用を負担してい

る．しかも，その背後には，関税収入等の消費者負担

型財源による価格支持から，一般財源による所得補償

への切り替えが行われている点も見逃せない．その意

味で「いずれ直接所得補償は見直しせざるをえない」

との見方もあるが，ドイツのある大学によって行われ

た国民意識調査によると，農業者助成に対する賛同率

はむしろ上昇しているとの報告もある．

このような積極的な農政が支持されるヨーロッパの

国民性とは一体何であろうか．今回の視察全体の感想

を踏まえて要約すれば，「都市と農村」に共通してみら

れる「生活を楽しみ，ゆとりを大切にする」合理的精

神と伝統的精神の結合にその源泉があるのではなかろ

うか．

具体的にそれを指摘すれば，まず第一に，都市と農

村の間の明瞭な士地利用区分が重要であろう．都市が

極めて合理的に設計された人造物（人為的ストック）
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ている．当然のことながら，都市住民も飲料水の水質

改善のための農業技術規制に関心を持つであろうし，

農業生産の粗放化措置（低投入や植林）を推奨するの

であれば，それに伴うマイナスの生産効果を直接所得

補償でカバーする政策にも社会的合意が得られやすい

環境にあると考えられる．

第三に，すでに述べたように青果物流通の末端でも，

スペース確保を含めた青空市（生産者の直売等）が都

市政策面からも大切にされ，都市住民の支持を集めて

いる．そこには，品揃えが豊富で簡便に買い物のでき

るスーパーの「効率性」よりも，青空市ショッピング

を楽しむ都市住民の精神的「ゆとり」が感じられるし，

それが都市と農村のつながりを日々再生産し，都市住

民が農業を支持する－つの力ともなっているのではな

かろうか．

の固まりとすれば，そこにはない自然的ストックを農

村部で大切に維持する努力が行われている．ゆえに都

市住民も，美しい農村を「たいせつなもの」と感じて

いると思われる．特に，ドイツやオーストリアでは森

が大事にされており，オランダやドイツの農家住宅は

｢つつましい美しさ」を備え，南ドイツのアルプス山麓

の農家民宿地帯では周辺の牧草地や教会を含む集落景

観そのものが魅力を持つなど，それぞれを維持するた

めの農業者の努力が感じられた．

第二に，都市部の飲料水問題がある．ヨーロッパの

各都市の大半は飲料水を地下水に依存することから，

農業生産の発展の陰で引き起こされた地下水汚染が大

きな社会問題となり，その対策が重視されている．こ

のためオランダでは，土壌消毒や水耕養液の廃棄とあ

わせ，化学農薬の使用まで規制が強化されるようになっ


