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スコットランドの小作農クロフター（Crofter）
－英国版「百姓」が示唆するもの－

東京大学大学院農学生命科学研究科准教授　　安　　藤　　光　　義

　英国といえば通常，「囲い込み」によって成立
した資本主義的な大規模農場を思い浮かべるの
が一般的だが，スコットランドのハイランド地
方と島嶼部にはクロフター Crofterと呼ばれる小
作農が現在でも存在している。このクロフター
Crofterが保有している小作地Croftは小規模なた
め農業だけでは生計は成り立たず，漁業に従事し
たり，手工業を手掛けたり，賃仕事を請け負っ
たり，様々な仕事をしながら暮らしていた。ま
さに百姓Jack-of-all-tradesである。クロフターは
共有地での放牧Common…Grazingも行い，独自
のコミュニティ Crofting…Communityを形成して
いる。まさに日本の農家や集落を彷彿させる存
在である。このクロフターに対する評価とそれ
が抱えている問題は日本の状況に共通する点が
多いと考え，『クロフティング調査会最終報告書
Committee…of…Inquiry…on…Crofting…Final…Report』
からクロフティングを巡る状況が概観できる第２
部を訳出して紹介することにした。
　クロフターは歴史的な産物である。1745年，ス
チュワート朝の復活のために亡命先のフランス
からスコットランドに上陸したボニー・プリン
ス・チャーリー Bonnie…Prince…Charlieが率いる
ジャコバイトJacobiteの蜂起が発生する。一時
はイングランド中部のダービー Derbyまで攻め
上がるが，結局，インバネス近郊のカローデン
Cullodenの戦い（1746年）で惨敗し，反乱は鎮圧
される。そして，この蜂起を支えたハイランダー
Highlanderと呼ばれるハイランド地方の氏族（ク
ランClan）制社会は解体され，キルト，タータン，
バグパイプといったハイランドの習俗は禁止，現
地の言葉であるゲール語Gaelicも抑圧されるなど

徹底した弾圧を受けることになる。その後，ハイ
ランド地方は「近代化Modernisation」が推進され，
ハイランド・クリアランスHighland…Clearanceと
呼ばれる大規模な住民の追い出しが行われる。住
民を立ち退かせた後の土地は牧羊場に転換され，
人々はローランドLowland（グラスゴーやエジン
バラなどのあるスコットランド南部）やカナダな
どの植民地へ移住するか，これまでより条件の悪
い土地や海岸沿いの土地に移り住み，荒れ地を切
り拓きながら，様々な仕事に従事しながら生計を
支えることになったのである。こうした一連の歴
史的な経緯を経て，スコットランドのハイランド
地方および島嶼部に形成されたのがクロフターで
ある。
　ハイランド・クリアランスに対してはクロフ
ターも抵抗を示し，大きな社会問題となる。その
ため問題解決のための委員会が組織されて詳細な
情報収集が行われ，それに基づいてクロフターの
権利を保護するための法律が制定される。ナピエ
委員会Napier…Commissionと1886年のクロフター
法Crofters’…Actがそれである。以後もクロフター
を守るための制度が整えられていった。
　だが，クロフターは次第に減少していく。教育
と仕事を求めて都会への人口流出が進んだのは時
代の趨勢であった。その結果，不在地主ならぬ不
在小作人が増加してコミュニティの脆弱化が進む
だけでなく，小作地であるクロフトCroftが都会
の裕福な中産階級に別荘地等として売却され，コ
ミュニティの解体が決定的なものとなる危険性が
高まることになった。こうした中産階級の農村地
域への移住は逆都市化Counter…urbanisationと呼
ばれ，英国では早くから観察されてきた現象であ
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る（注１）。そのため人気のある農村地域では地
価が高騰しており，若者が住みたくても住宅を購
入することができないという問題が発生してい
る。この点では日本と全く状況は異なるが，不在
地主の増加がコミュニティならびに地域資源の管
理に危機をもたらしている点は共通している。注
目されるのは，この問題に対してスコットランド
で講じたコミュニティによる土地の買い上げとい
う対策である。2003年のスコットランド土地改革
法Land…Reform（Scotland）Actは，クロフティ
ングコミュニティ Crofting…Communityに土地買
い取りの権利Crofting…Community…Right…to…Buy
を与えることになった。これはグローバルな投機
的な資金の影響力を遮断し，コミュニティをベー
スとした持続可能な地域発展を目指すための手段

（注２）として理解することができる。
　もう１つ注目したいのが，クロフターは「百姓」
であり，農業だけで生計を立てているのではなく，
農業以外の様々な副業からの収入によって支えら
れた存在であるという認識である。これは，かつ
て日本でも論争となった兼業農家をどのように評
価すべきか，構造政策の阻害要因として捉えるべ
きか，それとも農村社会を支える安定的な存在と
して捉えるべきか，という問題に繋がってくる。
スコットランドでは，クロフターはもともと副業
収入によって支えられてきた存在であり，クロフ
ティングの問題を農業問題として捉えるべきでは
ないという理解の下で施策が講じられている。こ
れはクロフティングCroftingが優れて自然と調和
した存在であり，その伝統的な粗放的な農耕や放
牧が景観の維持と生物多様性の保全に大きく貢献
しており，現行の小規模な経営を改変してしまえ
ば，そうしたものも失われてしまうからである。
日本の水田についても，ここまで極端なものでは
ないが，生産と切り離し難い部分があり（注３），
この点でも共通するところがあるように思う。
　しかしながら，クロフターと日本の農家に最も
共通しているのが土地への思いであり，故郷への
誇りなのではないだろうか。例えば「全てのク
ロフト小作地croft… landは先祖からの贈物であり，

それを未来の世代に引き継ぐことは義務であり，
短期的な利益のためにこの私たちの遺産を食い物
にしてはならない」「クロフティングは，現在も
一緒に働いて互いに利益を分かち合うコミュニ
ティとともに，私たちの文化であり，伝統である」
というクロフターの証言は，日本の農家の発言に
置き換えたとしても何ら違和感はない。
　また，後の訳文にある「クロフティングは，土
地との強い紐帯，具体化されたクロフティング流
の暮らし，世代を超えて継承される決まりなどを
通じて，先祖子孫と土地との結び付きを強めて文
化に貢献していると言われている。家系は伝統的
な文化活動を生き生きとしたものとし，アイデン
ティティ意識の支えとなっているとも言われてお
り，例えばゲール語，スコットランドの方言，伝
統的な音楽とダンスを支持してきた」というくだ
りも，そのまま日本に移転可能なところが少なく
ない。
　この後は拙訳を参照していただき，さらにご関
心を持たれた方はwww.…croftinginquiry.…orgにア
クセスして原文を入手していただければと思う。
　最後にこの報告書をとりまとめたニューカッス
ル大学のマーク・シュックスミス教授Professor…
Mark…ShucksmithのまえがきForwardを訳出し
ておきたい。

　この報告書はクロフティングとクロフティング
コミュニティにとっての持続可能な未来を展望す
るものである。それゆえ主要な関心は，現在の個々
のクロフターの利害を超えて，将来世代のことに
思いを巡らし，21世紀のクロフティングコミュニ
ティの繁栄を考えることにある。クロフティング
の歴史と遺産によって多くのものがつくり出さ
れ，それは現在も重要であり続けている。だが，
この報告書はクロフティングの未来を指向するも
のである。
　45年前のテイラー委員会は，クロフティングは

「それ自身が有する内的な性質ゆえに」保全する
に値する存在であるとした。収集した証言に基づ
き，クロフティングの潜在的な可能性は，半世紀
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前と比べて，国内はもとより国際的にみても，そ
の重要性は増していると私たちは考える。今日の
国家は，戦後不可欠とされた食料増産以上のもの
を農村地域に求めようとしている。スコットラン
ドは，多様で変革的な経済を支え，観光客を引き
付け，自然生態系，生物多様性，炭素貯留を維持
し，特色ある文化を守る人口豊かな農村地域を必
要としている。クロフティングはこうした目的に
適うものであり，適切な支援を得ることができれ
ば，さらに多くの貢献を行うことができるだろう。
　再びだが，45年前のテイラー委員会はクロフ
ターの「知識，経験，リーダーシップの蓄積」は
乏しく，「外部に主導性を求めなくてはならない」
とした。だが，今日，それとは全く対照的に，多
くのクロフティングコミュニティは自らの運命に
責任をもって解決するだけの能力があることが明
らかとなっている。リーダーシップや発想の欠如
というようなことは全くない。西洋の世界の農村
コミュニティは，OECDのスコットランドの農村
政策のレビューで示されているような適切な支援
を受けて，自らの未来のために活動するエンパ
ワーメントを自ら行うことで非常に大きな成長を
遂げることができる。クロフティングコミュニ
ティは，もし，制御と責任と所有をうまく対処す
れば，より持続可能なものとなる可能性を有して
いるのである。
　両者の点で，クロフティングは歴史上のどの時
点よりもその時代精神と折り合いをつけることが
可能となっているように思われる。さらにスコッ
トランドの広範な土地改革によって，クロフティ

ングは他の農村地域の人々やコミュニティに１つ
のモデルを示すことができるのではないだろう
か。
　この報告書は証言と分析から始まり，いかにし
てクロフティングがその貢献度を最大化し，新し
い時代が提供するチャンスを捉えたらよいかにつ
いて提案を行う。私たちの提案は遠大なものであ
り，法律，統治，手続き，遂行の変革を求めるこ
とになる。これは意味のあることだと考える。単
にクロフティングは過去のものだからという理由
ではない。クロフティングは持続可能な農村発展
のための国際的にみて特徴的で価値のある方法を
示すものであり，21世紀の，さらにその向こうに
存在する社会の目的に貢献するものであるからで
ある。

マーク・シュックスミス教授
Professor…Mark…Shucksmith

注：

（１）逆都市化Counter…urbanisationについては，安藤光義

『高齢化するイングランド農村』（のびゆく農業　第

974号）農政調査委員会（2008）を参照されたい。

（２）Mackenzie,…F.…（2006）A…working…land:…crafting…communities,…

place…and…the…politics…of…the…possible…in…post-Land…Reform…

Scotland,…Transactions…of…the…Institute…of…British…Geographers,…

NS,…vol.…31,…pp.…383-398.　

（３）水田の生物相は稲作と非常に密接な関係にある。守山

弘『水田を守るとはどういうことか』農山漁村文化協

会（1997）を参照されたい。
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１．クロフティングとは何か
（１）歴史的文脈（注１）
　1886年のクロフター法Crofters…Actの背景に
は，クリアランスClearancesとして一般的に知ら
れているプロセスが存在している。このクリアラ
ンスによってハイランド地方の地主は人々を羊飼
いに転化され，海外あるいは貧しい限界地域へと
追い立てられたのである。小規模な小作地クロフ
トcroftsが創出されたが，クロフター croftersが
生きていくのに，十分な広さは与えられず，地主
のために賃労働をしなければならない状態にクロ
フターは置かれることになった。ひとたびこの賃
労働が必要とされない時に生じる貧困と飢餓につ
いてはナピエ委員会Napier…Commissionに提出さ
れた資料に詳細に描かれている。1886年のクロフ
ター法Crofters’…Actはクロフターの法的地位を
明確なものとし，現住のクロフターの小作地に保
障を与えた。また，小作料は適正なものでなけれ
ばならず，土地改良によって実現した価値を自ら
のものとすることができ，小作地を家族の継承者
に引き継ぐ権利が与えられた。
　20世紀初めの土地問題の解決によって多くのク
ロフターが生みだされ，土地を奪われていた家族
に土地が返還されることになったのである。一
方，1911年のスコットランドの小規模土地保有法
Small…Landholders…Actはクロフティングの法律
規定を，スコットランド中の同様の小規模な土地
保有に対しても適用するとしたうえで，これま
でのクロフター委員会Crofters…Commission…をス
コットランド土地裁判所Scottish…Land…Courtに
置き換える決定を行った。

（「クロフティングは今とは違う時代に生まれたシ

ステムであり，完全に異なる一連の問題であっ
た」）
　その後，数十年間にわたり，この法律規定はク
ロフターの生活水準を著しく向上させたが，ハイ
ランド地方と島嶼部は，繁栄から取り残された
ままであった。1930年代の不況期には引き続く
貧困はより明白なものとなり―工業地帯で失業
してタウンシップに戻ってきた人々が加わり―，
1936年に半ば公的なヒリアリー委員会Hilleary…
Committee…はハイランド地方と島嶼部の経済状
況を検討することになった。1939年に委員会が出
した処方箋は，経済発展によってクロフターに副
次的な雇用の機会を与えるというものであった
が，この試みは戦争の勃発によって流されてしま
う。
　1940年代以降，戦争の食料不足という状況の下
で，これまでとは全く異なる見解がスコットラン
ド政府や多くの人々によって提起されるように
なった。それは，「クロフティング問題」とは本
質的に農業問題であり，小規模な土地保有と，そ
の合併に対する障害によって引き起こされた問題
であるというものである。しかし1951年に設置さ
れたテイラー委員会Talyor…Committee…が言及し
た条件はまさに次のような文脈においてなのであ
る。テイラー委員会報告書は新たにクロフター委
員会Crofters…Commission…を提案した。このクロ
フター委員会は，あらゆる方法で，特にクロフティ
ングコミュニティ crofting…communities…の生産
的でないメンバーからより生産的なメンバーへ漸
次土地の再配分を行い，満足のいく生活を送るの
に必要な副業を促進することを通じて，クロフ
ティングコミュニティの発展を促す機能を果たす

［クロフティング調査会最終報告書Committee of Inquiry on Crofting Final Report］

「第２部…クロフティングが果たす役割　　　　
　　　　　The…Contribution…of…Crofting」（2008）

翻訳：安　　藤　　光　　義
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ものとした。だが，農業に関心が行っている政府
は，新しいクロフティング委員会の基本会の基本
的な任務を煩雑で面倒な管理と統制を通じて農業
の復興を図ることにしてしまったのである。ヒリ
アリー委員会，テイラー委員会の双方が結論とし
て掲げていたハイランド地方開発機関Highland…
Development…Agency…の新設は全く取り沙汰さ
れなかった。その結果，クロフター委員会とス
コットランド政府はクロフトの合併によって「自
立経営viable…unit」を形成するという提案の方向
に歩みを進めることになってしまう。しかしこの
路線は1960年代初めになるとクロフター組合連合
Federation…of…Crofters…Unions…によって拒絶され
ることになった。

（「私たち家族が入植したクロフト小作地は僅か４
エーカーしかない岩の多い低湿地だったが，排水
をして，肥料を入れて，何年にもわたって地力の
向上に努めてきた。地主の援助などは全くなかっ
た…。道徳的観点からしてもこの一片の土地は私
のものであり，思うように処分してよいはずだ
と思う」ロバート・マックレオド・カーロウェ
イRobert…MacLeod…Carlowayがテイラー委員会
Taylor…Commissionに寄せた証言）
　クロフターはフルタイムファーマーになるの
ではなく，副業収入に依存すべきだとする別の
見解が後に広がっていった。1965年にはハイラ
ンド地方および島嶼部開発委員会Highlands…and……
Islands…Development…Board…が設立され，経済発
展を促進することになる。だが，クロフター委員
会はこれでは不十分であるとした。経営の多角化
に必要な商業資金を獲得できるようになるのだと
すれば，クロフターは自作農にならなければなら
ないと主張したのである。1976年のスコットラン
ドのクロフティング改革法…Crofting…Reform…Act
は，小作地に有している地主の利権を買い取る権
利を当然の如くクロフターに与えたが，これはク
ロフターの企業的活動の多角化を図るために必要
だとする人々と，これは小作地の自由市場の創設
であり，クロフティングの消滅につながるもので
あるとする人々の間の激しい論争を現在に至るま

で引き起こすことになる。さらに厄介な問題と
なったのは，小作地croft… landをコミュニティの
所有とするのはよいことだとする意識が生まれ
たことであった。1920年代以降，ストーノウェ
イStornoway地域では特殊な状況の下でコミュニ
ティによる所有が存在していたが，こうした方向
に向かう現在の動きは，北アシュント土地資産
North…Assynt…Estateの所有権をアシュントのク
ロフターが取得した1992年以来のものである。コ
ミュニティによる買収は他でも行われていった。
クロフターは所有トラストの一員となることで屋
敷地と共有放牧地に所有関係を有するが，小作地
はそれぞれのトラストに残されたままとなる。コ
ミュニティによる所有は2003年のスコットランド
の土地改革法Land…Reform…Actによってさらに加
速化され，アシュントのケースを変形した買収を
促進し，より有利な条件でより多くの土地が買収
された結果，特に西部諸島Western…Islesではコ
ミュニティの所有に変わることになった。2007年
のクロフティング改革法Crofting……Reform…Actは
小作地croftsが取り引きされる市場がもたらす結
果に対処し，本報告書の直接的な背景となるもの
であった。

（「クロフティングはクロフティング地域の人々が
小作地クロフトの市場取引を行わせないようにす
るために120年前に設けられたものである」）
　この簡単なレビューでは数多くのテーマが登場
する。
　最初は，クロフティングの管理と統制によって
クロフティング，クロフター，クロフティングコ
ミュニティの間の利害のバランスを図ることであ
り，これは次節で詳しく論じられる。２番目は，
クロフティングの将来を，農業と保有地の合併と
いう視点から捉えようとする人々と，農業以外の
収入源と就業の多様化という視点から捉えようと
する人々との間の論争である。３番目は，クロフ
ティングの将来の姿を，アイルランド型の独立し
た自作農とみる人々と，コミュニティが所有する
土地資産と小作地crofting…tenantsから構成され
る集団的モデルを提唱する人々との間の違いであ
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る。最後は，クロフティングの未来は第３者の手
に委ねられている（クロフターには必要とされる
能力が欠けているとする議論が繰り返されてい
る）とする人々と，クロフティングとクロフティ
ングコミュニティの未来に対する責任はクロフ
ター自らが負うべきだとする人々との間の論争で
ある。

（「全てのクロフト小作地croft… landは先祖からの
贈物であり，それを未来の世代に引き継ぐことは
義務であり，短期的な利益のためにこの私たちの
遺産を食い物にしてはならない」）

（２）クロフティング，クロフター，クロフティ

ングコミュニティ

　クロフティングの将来を考えようとすると次の
ような混乱に直面することになる。①クロフティ
ング小作地crofting… land…tenure…とそれと関連す
る土地管理および文化的慣行，②個々のクロフ
ターの利害，③クロフティングコミュニティの３
者の間にある問題である。この３つの違いを認識
することは重要である。クロフティング，個々の
クロフター，クロフティングコミュニティの利害
は必ずしも一致しないからである。これらの定義
は非常に議論があるところであり，これが「正し
い」という答えは全く存在しない。しかし，これ
らの用語について私たちが受けた付託調査とヒア
リングで収集した資料と関連づけながら解読を試
みることにしたい。
　私たちの定義は，基本的に，クロフティング地
域の人々がこれらの用語をどのように理解してい
るかを反映したものである（注２）。クロフター
は土地で働き，クロフティングコミュニティに暮
らし，活動し，様々な仕事と収入源を有する者と
想定されている。クロフティングコミュニティと
はクロフティングが特徴づける場所でのトータル
の暮らしを意味する。ここでは2003年のスコット
ランドの土地改革法で用いられているもの―タウ
ンシップの中あるいはタウンシップから16km以
内にあるクロフターが居住するコミュニティをク
ロフティングコミュニティの本質的な要素として

いる（注３）―よりも広く捉えてクロフティング
コミュニティを定義することにしたい。クロフ
ティング小作地については法令による定義に従
う。

（「スコットランドのハイランド地域，特にスカー
イ島でクロフターになることは，ある意味，特権
であると同時に，クロフター個人としてだけでな
く，直接関係するコミュニティに，さらにもっと
大きな島のコミュニティと環境に対して責任を負
うことでもある。私たちはその責任を行使しなけ
ればならない。決して特権を濫用してはならない。
私たちは未来の世代からそれを託されているので
ある。私たちはその信用を決して裏切ってはなら
ない」）
　私たちがクロフティングコミュニティに与える
広義の定義は，クロフターが多数を占めるクロフ
ティングコミュニティの一部としてクロフターで
はない人々が受け入れられているかどうか，とい
うものである。クロフターではない人々は重要な
サービスを供給し，コミュニティに含まれている
存在だからである。事実，クロフターではない人々
の多くがクロフターと関係している。農村発展と
クロフティングについての私たちの調査は，地域
によって様々な見解があることを明らかにした
が，個々のクロフティング地域のクロフターとク
ロフターではない人々は共通する考え方を有して
いることも明らかにした。にもかかわらず，公開
会議では場所に根拠を置いたコミュニティ place-
based…communityとクロフターの利害との間にあ
る緊張関係が何度か露呈することになった。こと
にツーリズムにとって最も魅力的な地域ではそう
であった。
　私たちの証拠要求に対する回答からも，個々の
利益とクロフティングの遺産の持続可能性との間
に，特に土地の割り当てと住居の場所を巡って強
い緊張関係が認識されていることが明らかになっ
た。多くの人々が，個々の利害とクロフティング
のそれとの間で満足がいくようにバランスをとる
ことに関心を抱いていると語ってくれた。

（「…事実上，クロフト小作地市場の展開は，クロ
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フティングやコミュニティにとっては何の得に
もならないし，全く関心も払ってくれない。実
際，クロフター委員会Crofters…Commissionの介
入がほとんどない状態の下でのクロフト小作地市
場の影響のため，全てのタウンシップはクロフ
ティングという点でマイナスの影響を被り続けて
きた」Brian…Wilson（2005）Crofting…People…and…
Politics…50頁）

（３）制度的文脈：統制によって囲まれた小規模

な土地保有？

　クロフトは統制によって完全に包囲された小規
模な土地保有であるという古いジョークは，私た
ちが収集した証拠と一致するところが多い。制度
的構造と複雑なクロフティングの統制を理解でき
る人はほとんどいない。統制に責任を持つ人たち
の間の会話は一般の人々の理解を助けるほど十分
効果的なものではない。統制は難解で，強制する
のにもコストがかかる。農業，土地管理，計画，
事業，健康，安全に関係する一層複雑な統制が上
積みされているため，この問題はクロフターに
とってさらに悪いものになってしまっている。簡
素化，明確化，そしてよりよいコミュニケーショ
ンが求められているのである。しかしながら同時
に，クロフティングの統制は，土地を生計の手段
とし，遠隔の農村地域の人々を支え，広く公の利
益を増進するための政策装置なのである。個々の
利害と，現在だけではなく未来に至るまで広くコ
ミュニティの利害との間のバランスを調整するこ
とで，統制はクロフティングを維持してきた。規
制緩和などではなく，クロフティングの将来，そ
れがもたらす広範な便益は，強力でより簡素な統
制―分かりやすく，実効性があり，合意された政
策目標に明白に向かう統制―によって最も確保さ
れるはずだと私たちは信じている。

２．人口，経済活動，土地利用，その他の
指標の動向

　登録されたクロフト保有地は約17,700あり，
それはクロフティングカウンティ（アーガイ

ルArgyll，ケイスネスCaithness，インバネス
Inverness，オークニー Orkney，ロスRoss，ク
ロマティ Cromarty，シェトランドShetland，サ
ザーランドSutherlandという以前のカウンティ）
の土地の約17％を占める。こうした地域の土地の
80％は大土地所有によって構成される。
　クロフティングの特徴は地域によって異なる。
例えば，農村発展とクロフティングに関する私
たちの調査では，オークニーのほとんど全ての
クロフターは自作農であるのに対し，西部諸島
Western…Islesと北西部ハイランド地域の大多数
は小作農であった。各地域の詳細はウェブサイト

（注４）上の地域状況を描いたレポート（注５）
を参照されたい。
　ハイランド地方および島嶼部の全体的な人口は
1960年代以降，かなり増加しており，2005年には
441,000人に達している。2001年から2005年の増
加率は1.7％で，これはスコットランド全体の約
３倍である。ハイランド地方および島嶼部は全体
としての人口は増加しているものの，地域差が存
在している。ケイスネス，サザーランド，ヘブリ
ディーズの周縁部では2001年から2005年にかけて
人口は減少しているのに対し，インバネス，東部
ハイランド地域，スカーイ島，西部ロスでは３％
以上の増加となっている。
　だが，ハイランド地方および島嶼部の人口は増
加している。若者の流出が進む一方で高齢者の流
入が進んでいるためである。表2.2にみるように，
スコットランド全体よりもハイランド地方および
島嶼部のある年齢階層の占める割合は高くなって
いる。
　2001年から2005年にかけて，シェトランドを除
く全ての地域で住宅価格が急騰した。この間の住
宅価格の上昇率は全国平均（中位数）の56％を上
回った。その上昇率は，ロハバーの58％を最低と
して最も高いスカーイ島と西部ロスでは85％に達
している。

（「最近10年間で宅地および住宅の価格は非常な勢
いで高騰した。クロフト小作地に対する需要は増
大しているが，それは完全に宅地に対する需要に
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表１　居住人口（2001年－2005年）
地域名 2001年 2005年 増減率（％）

アーガイルおよび諸島 
　Argyll and the Islands 69,898 71,091 1.7 

ケイスネスとサザーランド 
　Caithness and Sutherland　 38,426 38,262 －0.4 

ヘブリディーズ周縁部 
　Outer Hebrides 26,450 26,370 －0.3 

インバネスと東部ハイランド地方 
　Inverness and East Highland 133,561 137,648 3.1 

ロハバー　Lochaber 18,791 18,915 0.7 
モーレイ　Moray 87,000 88,120 1.3 
オークニー　Orkney 19,220 19,950 1.9 
シェトランド　Shetland 21,960 22,000 0.2 
スカーイ島と西部ロス 
　Skye and Wester Ross 18,142 18,765 3.4 

ハイランド地方および島嶼部計 
　Highlands and Islands 433,448 440,761 1.7 

スコットランド計 Scotland 5,064,200 5,094,800 0.6 

資料：HIE（2007年）

表２　年齢階層別人口分布（合計に対する割合）
ハイランド地方および島嶼部 スコットランド

2001年 2005年 2005年
0－4 5.4 4.9 5.2 

5－19 18.6 18.2 18.2 
20－44 32.0 30.3 34.4 
45－64 26.8 28.4 25.8 
65－84 15.3 16.2 14.6 

85+ 2.0 2.0 1.8 

収入住宅価格比 収入住宅価格比

図１　住宅取得能力－収入に対する住宅価格の比率－
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よるものである」）
　ハイランド地方および島嶼部の農業・漁業従事
者の割合はスコットランド全体の1.5％という数
字の倍にあたるが，運輸，宿泊，ホテル，レスト
ラン・飲食店，公務，教育，保険などの部門の雇
用の方が重要であり，第１次産業の10倍以上の割
合を占めている。農林水産業はかつてと比べると
その経済的重要性を低下させているとはいうもの
の，環境経済environmental…economyに対しては
依然として多大な貢献をしており，ツーリズムを
間接的に支えている。

（「クロフターは常に農業以外の様々な収入源から
所得を得ている。これこそがクロフティングの生
活様式なのである」）
　こうした産業部門の間にある関係は，クロフ
ターにとって特に重要である。クロフティング世
帯の収入は通常多岐にわたる収入源から構成され
ているからである。

３．個人資産か，それとも社会的資産か？
　クロフト（小作地）は個人資産であり，自由に売
買することができると考えてよいのか，それとも，
現在の世代だけでなく将来の世代のための社会的
文化的資産として捉えなくてはならないのかが基本
的な問題であると多くの人々が語ってくれた。

（「市場価格で販売することが公正で論理的な唯一
の方法である」）
　クロフト（小作地）を個人資産あるいは家族資
産だと考える人々は，自分たち家族は代々にわっ
てクロフト（小作地）の上で生活するか，そこで
働いてきたのであるから，自分たちが望むように
クロフト（小作地）を処分することが許されるべ
きだと信じている。別の考えを持つ人々は，クロ
フティングとは農業や環境だけではなく，社会的
文化的な慣行と結びついてきた土地の貸借の仕組
みであり，それは集合財として便益を発揮してい
るものである以上，将来の世代のために保護され
保全されるべきだと主張する。こうした見解を持
つ人々は，個人の利益のためだけにクロフト（小
作地）を処分することは徐々にクロフティングを

台無しにしてしまい，その存続を危機に晒してし
まうとみる。私たちの会議に出席した人々は後者
の見解を持つ傾向があり，もし，個人個人が賃借
地やクラフト（小作地）をより高い値段で買い取
りたいという人たちにこのまま売却し続けていっ
たとすれば，20年かそこいらのうちにクロフティ
ングは消滅してしまうだろうと信じていた。証拠
を書面で頂きたいという私たちの要望に対して寄
せられた見解はさらに意見が分かれる結果となっ
た。最も高い買い取り価格を提示した人への売却
を認めてほしいと望む人々でさえ，このままだと
クロフティングは消滅してしまうであろうと認識
していたからである。

（「クロフティングコミュニティと将来の世代を犠
牲にして，そこから出て行ってしまうクロフター
が独りで利益を得るのは道徳的に許されることで
はないと私たちは思う」）

（「これ（高い価格を示した人に売却すること）は
コミュニティの持続性を破壊し，コミュニティの
間に亀裂をもたらすことになる」）
　私たちの考えは，クロフティングはクロフター，
クロフターのコミュニティ，スコットランドに対
して便益もあり負担もあるというものである。そ
の便益を十全に発揮するためには，個々の利害と
全体の利害との間のバランスを適切にとらなけれ
ばならない。究極的には，全体の利害，なかんず
く，将来の世代の利害を抜きにして，個人個人の
利害が優先されるようになってしまうと，クロフ
ティングは消滅し，それが有する持続可能な農村
発展に対する積極的な貢献の潜在的可能性も失わ
れてしまうだろう。この報告書では，目の前に示
された証拠に対する検討に基づき，どのようにし
てバランスをとったらよいのかについて，私たち
の考えを示すことにしたい。

４．なぜクロフティングが問題となるのか
―それはどのように貢献することがで
きるのか―

　近年，ヨーロッパの農村コミュニティが繁栄し，
持続可能になっているところとそうでないところ
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に分かれてしまう要因に関して数多くの調査研究
が行われてきた。調査の付託を受けて，こうした
研究をレビューした結果（注６），持続可能なコ
ミュニティを示す重要な指標として以下のような
ものが選び出された。

（「これまでの生活様式に対するセンチメンタルな
補助金ではなく，行政の熱意と支援によって，ク
ロフティングは現在直面している多数の経済，社
会，環境に関する問題を解決することが可能とな
る」）
・人口と年齢構成の維持
・第１次産業部門以外の多角化した経済的基盤
・地元の第１次産業の活力と持続可能性
・他地域と同じ程度の健康な人口
・魅力的な環境とアメニティへのアクセス
・地元のエネルギー資源
・歴史，文化，環境の価値に基づくアイデンティ

ティとコミュニティに対する誇りの意識
・財産所有権
・効果的で権限を与えられた地方政府機構
・外部からの「ショック」への抵抗力
・自ら発展を目指すコミュニティ
　人口の維持，経済的活力，景観，生物多様性，
文化的遺産など，スコットランドのクロフティン
グカウンティにおける「持続可能なコミュニティ」
を連携しながら構成する重要な要素に対するクロ
フティングの貢献についての私たちの議論では，
こうした指標を考慮することにした。

（「小規模農業は生物多様性を増進させるが，集約
的な農業は逆に生物多様性を減じてしまう」）
　私たちは最近のOECDの報告書「農村政策レ
ビュー：スコットランド，英国―評価と提言―」（注７）
の結論も考慮に入れた。クロフティング地域より
も広い農村地域を対象としているものではある
が，その結論はクロフティング地域と関係するか
らである。OECDの報告書の主要な論点の要約は
次の通りである。
・分析の結果，スコットランド農村は非常に空

間的な多様性に富んでいることが明らかに
なった。そのことは各地域に合った機会やニー

ズに対応できるような柔軟な政策が必要であ
ることを意味する。

・農村政策に対するスコットランドのアプロー
チは革新的で急進的なものではあるが，産業
部門ごとに焦点が設定されているためうまく
いってはいない。

・持続可能な農村開発は健全な戦略であり，明
確な目標を設定しているが，農業とその持続
可能性への支出水準がかなり高く，著しく環
境中心的となっている。

・中央集権主義と農村政策への適切なボトム
アップ型の参加の欠如が，スコットランド農
村の多様な地域に適合するような施策の設計
を妨げている。

・スコットランドは明確に統合された，分権的
で地域に基礎を置いた交付システムを有する
農村開発政策を必要としている。

・スコットランド農村開発戦略は様々な政策的
制度的干渉の間のよりよいバランスをとる必
要がある。

　私たちはまたクロフティングカウンティのクロ
フターとクロフター以外の人々に，コミュニティ
の繁栄を確かなものとするのに何が重要だと思っ
ているのかとたずねた。また，農村開発とクロフ
ティングに関する調査では回答者に，クロフティ
ングコミュニティを繁栄させるのにいくつかの特
徴を示してそれがどれだけ重要だと考えているの
かをたずねた。その結果は図２が示すように，若
いクロフターがいることが最も重要であるという
ものであった。

（「現在，クロフティングは高齢化している。牧羊
は若者にとって魅力があるものではない。若者を
惹き付けているのは環境，クロフト小作地から生
まれる多様なビジネスチャンスといったクロフ
ティングの別の面である」）
　様々な証拠を検討した結果，私たちの結論は，
クロフティングは人口の維持，経済的活力の向上，
景観と生物多様性の保護，スコットランドの文化
的多様性の保全に対して重要な貢献をしてきたと
いうことである。
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　こうした貢献の資質と範囲は政策とその実施，
統制の効果と密接な関係にある。クロフティング
に由来するような個々の便益のいくつかは別の施
策によって実現することも可能だが，クロフティ
ング固有の特徴は文化や慣習に根ざす地元資産を
始めとするこうした便益を１つの配列として提供
する潜在的可能性にこそ認められるのである。そ
れゆえクロフティングは，遠隔の脆弱な地域の持
続可能な農村発展
にとって重要な媒体なのである。

（「クロフティングは時代精神と符合している―コ
ミュニティ，ローカルフード・スローフード，エ
コツーリズムといった点で－。クロフティングは
時代と調和している」（オバーンでの関係者との
ディスカッション））
　様々な面で政策は，現在及び将来の世代のため
のこうした便益をクロフティングが発揮する助けと
なっている。だが，私たちは政策や統制のある面が，
景観，生物多様性，文化遺産といった公共財を守
るのに効果的ではなく，結果として，逆にそれらが
危機に晒されていることを発見した。以下では，ク
ロフティングの重要性とそれが与える影響について
の証拠に対して評価を行うことにしたい。

５．人口の維持
　公開調査会と私たちの証拠要求で明らかになっ
たのは，クロフティングは土地へのアクセスを提
供して人々を土地に結びつけ，様々な方法で生計
の資を得るための基礎となっており，人口の維持
に貢献しているということである。
　このようにクロフティングは場所との結び付
き，土地への帰属意識，そこに住み続けたいとい
う願い，あるいはやがてそこに戻りたいという意
識を強めている。クロフティングが入手可能な住
宅，食料と収入，良質な生活，目的意識を提供す
ることができる限り，繰り返しになるが，クロフ
ティングは人口を維持する格好のメカニズムを構
成するのである。この見解と整合するように，最
近のOECDのスコットランドの農村政策へのレ
ビュー（注８）を要約した上述の農村地域の住宅
へのアクセスの供与，その結果として人々が遠隔
地にとどまる支えとなっているとしてクロフティ
ングの重要性を特に記している。

（「1886年当時，人々は土地を必要とした。だが今
や，土地が人間を必要としている」（ルイスでの
関係者とのディスカッション））
　人口の維持に関する証拠は限定的なものとなら

平均値

若いクロフターがいること

クロフター全員が農業をして土地
で働くこと

クロフターもそうでない者もコミュニティ
活動に一緒に従事すること

クロフターがコミュニティ活動に
参加すること

コミュニティが新しいクロフター
や新住民を受け入れること

新住民をあまり受け入れないよう
にすること

かなり重要
（３）

非常に重要
（４）

あまり重要では
ない（２）

全く重要では
ない（１）

分から
ない

図２　クロフティングコミュニティ繁栄にとって重要な要因

出所：George…Street…Research…（2007）…Survey…of…Rural…Development…and…Crofting.
Study…Commissioned…by…the…Committee…of…Inquiry…on…Crofting.…www.croftinginquiry.org

　注：四捨五入のため合計は必ずしも100％にならない。
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ざるを得ない。遠隔の農村地域における人口の変
化に与える個々の要因を仕分けることは難しいか
らである。だが，発見されたことが示す方向は公
的な見解と一致している。16のクロフティングパ
リッシュ（教区）と同じく16のクロフティングで
はないパリッシュ（教区）とを比較した1996年の
研究によれば（注９），人口の減少は両者とも似
通っているが，絶対的な水準という点では前者が
後者を概して上回っていることが明らかにされて
いる。しかしながら，クロフティングパリッシュ
とクロフティングではないパリッシュとの間の関
係を精査すると，クロフティングタウンシップの
中には土地保有と家名との間に相当程度の継続性
が存在していることが判明した。クロフティング
地域は移住者が移り住むだけの土地が十分にある
ため人口の移動を惹き付けることも分かってい
る。さらにクロフティング地域は絶対的に高い人
口水準を維持しているため，サービスの供給やコ
ミュニティ意識を支えるのに必要な「重要な集団
critical…mass」を有しているということになる。
　センサスデータは，最近30年間，HIE地域（注10）
における歴史的な人口減少傾向は逆転し，現在
は人口が増加していることを示している。だが，
この人口増加は不均等なものである。人口密集
地域周辺での現象にとどまり，遠隔の脆弱なコ
ミュニティは一般的に人口流出によって人口減
少が続いているからである（注11）。そのためス
コットランドの環境農村省Scotland…Executive…
Environment… and…Rural…Affairs…Department

（SEERAD）は「クロフティングが支配的な遠隔
農村地域は絶対的にも相対的にも人口減少が続い
ており，クロフティングは人口増加につながる状
況をつくるのには限界がある（注12）」と結論付
けた。しかしこの分析は遠隔地のクロフティング
地域とそうでない地域の違いにまでは踏み込んで
おらず，クロフティングの貢献について結論を下
す前にもう少し分析を行う必要があると本委員会
は感じている。そこでこの調査は，人口水準の変
化がクロフティング小作地と関係しているかどうか
を判定するための多面的な分析を委託した（注13）。

この研究は1971年から2001年の間の人口の変化
に注目し，他の全ての条件が同一であれば，パ
リッシュに占めるクロフトの割合が高いほど，パ
リッシュの人口増加が大きいことを明らかにした

（SEERADの報告書と反対である）。ただし，両
者の間の関係は統計的に有意ではない。すなわち，
この分析は関連する全ての要因を把握できていな
いため，人口の維持とクロフティング小作地との
間の関係について明確な解を提示することはでき
ないということなのである。しかしながらこの仕
事から導き出すことのできる結論は，クロフティ
ング小作地は人口の維持にマイナスの影響は与え
ていないということである。

（「クロフティングはそれだけでは十分な所得を得
ることができない。そのため新しい人を引き寄せ
るためには，乏しい収入を補うための働き口の創
出に繋がるようにクロフト小作地を柔軟に変化さ
せなくてはならない」）
　マクミランによれば，合併の割合が低位にとどまっ
ているためクロフティングは他の形態の小作地より
も多くの土地保有を維持している（注14）。アップ
ランドのグランピアンGrampianでは1951年から
1971年にかけて土地保有の61％が合併されたのに
対し，全てのクロフティングカウンティのクロフ
トの総量は1960年から1994年にかけて10.4％しか
減少していない（注15）。クロフトの利用を制限し，
実質的にクロフトの合併を可能にする様々な要因
が存在しているにもかかわらずである。人々がど
れだけ複数のクロフトを保有しているかは地域に
よって異なり，シェトランドやティリーのような
地域では，クロフターは通常複数のクロフトを保
有している。複数のクロフトの保有は他の者がク
ロフトを得る妨げになっていることをいくつかの
事例は示している。

（「新規参入を促進しようとするのであれば，クロ
フト小作地の統合による規模拡大や複数のクロフ
ティングの保有は，そうした機会を減じてしまう
かもしれない」）
　不在小作者と無関心者が増えてくると，占有者
のいない，あるいは利用されないクロフトが増え
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てしまうと，数多くの地域の人々がこの調査に対
して語っていた。現在，クロフトを他人が利用し
ていないとしても，希望者が現れれば利用は可能
となる。クロフター委員会が提示する数字は，登
録された1800近くのクロフト小作地が「不在小作
者」に分類される（注16）。表３にみるように，
この数字は地域によって異なる。
　クロフティングの地域的多様性は柔軟な政策を
保証する必要があることを示すものである。複数
のクロフト保有がもたらす問題とクロフトの利用
に対処するための施策は，この報告書の後ろの方
で論じる予定である（本稿には収録していない―
訳者―）。

（「不在のクロフターは，クロフティングを継承し
たいと考えている若者にクロフト小作地を譲るべ
きである」）
　マクミランはまたクロフター建築保証融資制
度Crofters…Building…Grant… and…Loan…Scheme

（CBGLS）とクロフティングカウンティ農業
保 証 制 度Crofting…Counties…Agricultural…Grant…
Scheme（CCAGS）が人口の維持に対するクロフ
ティングの貢献を支える重要な役割を果たしてい

ると述べ，この制度の重要性を主張する。1995年
に実施されたCCAGSに関する協議レビューは次
のような結論を下している。
　「…もしCCAGSが廃止されていたとしたら，そ
の結果として予想される，その後の10年間の間に
クロフティング地域から流出した人口は200人を
下回らなかったであろう。そして，その間にクロ
フターの税引き前の収入は2000万ポンド減少し，
少なくとも7,500世帯の生活水準に影響を与えた
であろう」
　1994年に行われたCBCLSの評価（注17）によ
ると，同制度は「人々がクロフティングの継続を
可能とするのに重要な役割を果たしており，…ク
ロフティング地域における人口の維持に対してプ
ラスの効果を及ぼしてきた」とされている。さら
にシュックスミスShucksmithとアレクサンダー
Alexander（注18）は「CBCLSは若い人々を遠隔
の農村地域につなぎとめる役割を果たしており，
コミュニティに住み続けるための手段を提供して
いる」としている。この制度に対する提言は後で
行う（本稿には収録していない―訳者―）。

クロフティング農業パリッシュの
クロフティング世帯の割合

農業パリッシュの人口変化
（1971－2001）

図３　農業パリッシュ別にみたクロフティング世帯の割合



120

６．経済的活力の向上
　経済活動が活力ある農村経済にとって必要なの
は非常に多様な経済活動である。経済的活力は通
常，１人当たり生産者の経済への貢献，各産業部
門の１人当たり総付加価値，廃業を差し引いた開
業数，就業可能人口に占める雇用者および自営業
者の割合などで計測される（注19）。だが，周縁
部にある農村地域の状況は他の地域とは異なって
おり，こうした指標は地域の経済的活力を計測す
るものとしてはあまりふさわしいものではない。
そのためスコットランドの農村地域の経済的活力
を計測するための重要な指標は現在，スコットラ
ンド政府からの委託で検討が進められている。
　図４（省略した―訳者―）は最近のOECDの報
告書から引用したものだが，クロフティング地域を
含むスコットランドの様々な農村地域における経済
的パフォーマンスの計測は明らかに多様であること
が示されている。こうした集計値による計測は，縁
辺地域の経済的パフォーマンスを把握するのにあま
りふさわしいものではない。そうした数値は個々の
縁辺地域は多様な特質を有しており，それに応じた

開発を促進するアプローチが求められているという
ことを意味しているのである。
　遠隔の農村地域における経済的活力を示す重要
な指標の１つが，経済的基盤が第１次産業からど
こまで多様化したものとなっているかという点で
ある。一般的に農業はクロフティング世帯の経済
的活動のうちの小さな割合しか占めていない。た
だし，そこで飼養されている家畜はスコットラン
ドの農業部門にとって健康な繁殖家畜の重要な供
給源となっている（注20）。クロフティング世帯
は多就業となる傾向にあるが，そのことが農村地
域の経済活動の多様化をもたらし，地域に与える
乗数効果はクロフティング世帯にとどまらず，そ
れが生み出す直接的な財の価値を増大させること
になる。これが，個々の経済部門や産業のトレン
ドやショックに対するクロフティング地域の脆弱
性を減じているのである。

（「クロフティングは，もし，それがなければ完全
に欠如してしまうことになる活力あるダイナミッ
クな企業家精神を農村コミュニティに付与してい
る」）

表３　地域別にみた不在小作者の数

地域名 不在小作者数 登録クロフトに占める 
不在小作者の割合（％）

アーガイルとビュート 
　Argyll and Bute 60 13.5 

ロハバー　Lochaber 82 
バラ　Barra 72 16.2 
ケイスネス 
　Caithness  

　
41 4.1 

ハリス　Harris 89 15.8 
インバネス 
　Inverness 19 

4.1 ベッドノッホとストラスペイ 
　Babenoch and Strathspey 15 

ルイス　Lewis 378 10.5 
北ウィスト・南ウィスト 
　North and South Uist 162 11.5 

オークニー　Orkney 6 1.3 
ロスシャイア　Ross-shire 248 13.8 
シェトランド　Shetland 52 1.9 
スカーイ島とロハルシェ 

　Skye and Lochalsh 262 14.0 

サザーランド　Sutherland 312 15.4 
合計 1,798 

資料：Crofters…Commissionによる提供（2008年３月）
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　経済的活動にとって文化的社会的な財が重要で
あることは，農村地域のダイナミックについて
EUから資金提供を受けて実施されたブライデン
の研究（注21）によって明らかにされている。特に，
景観や音楽などを含む文化的な財は，クロフティ
ングの慣行によって維持されている生物生息地と
関連する野生の動植物のように，クロフティング
地域のツーリズムに対して貢献している。ツーリ
ズムはハイランド地方および島嶼部の経済にとっ
て非常に重要なものであり，2005年の雇用の25％
を提供している（注22）。公務，教育，保険はツー
リズムの次なのである。これまで示してきたよう
に，クロフティングは農村地域の人口を重要な水
準まで維持するのに重要な役割を果たしており，
それがサービス供給や関連する雇用の維持につな
がっているのである。
　私たちの考えは次のようなものである。クロフ
ティングは特に地元に対するニーズの増大に応じ
て経済的活力を高めるのに貢献する潜在的可能
性が相当にある。「自然食品natural…food（注23）」
－健康食品であり，環境親和的で福祉親和的な方
法で生産された健康な食品である－と適切な地域
での再生可能エネルギーの生産・販売である。

（「スコットランド製品を上手にPRすれば，クロ
フティングを非常に利益のあがる収入源にするこ
とができる」）

７．景観と生物多様性の保全
　クロフティングは土地管理の集約度が低く，景
観や生物多様性にかなりプラスの効果を与えてき
た。だが，クロフティング慣行の変化は多くの場
合，こうした便益の減少につながり，危機をもた
らすことになる。ここでは伝統的なクロフティン
グが有するプラスの影響とそれがもたらす生物生
息地の価値について検討を行うことにしたい。土
地と環境についての重要な問題を扱う本報告書の
次章の最初（本稿では省略―訳者―）で，私たち
は農業の方法の変化が環境に与える影響に注目す
る予定である。

（「クロフティングの活動は長い時間をかけて環境

を形成してきた…耕作が行われず，混群家畜飼養
が行われなくなると環境に悪影響が及ぶことにな
り，多くの野鳥の絶滅を招くことになってしま
う」）
　証拠を求める調査（注24）に対し，その８割
が，クロフティング活動は景観と自然にプラスの
影響を与えているとしていた。多くの回答者が，
クロフターと土地との間にみられる「自然なシナ
ジー natural…synergy」とはどのようなものであ
るかを記述し，クロフターを「本来的な環境主義
者original…environmentalist」であり，「土地に仕
える者Stewards…of… land」とみなしていた。これ
を支持するように，農村発展とクロフティングに
関する調査（注25）の80％の回答者が，クロフター
は環境の保護者guardians…of…the…environment…で
あると感じていた。環境団体が私たちに提出した
別の証拠も，クロフティングと結びついた行為は
重要な生物生息地と魅力的な景観を増進し，維持
していることを認識していた。
　クロフティング地域は，計画された景観と数多
くのばらばらのタウンシップ中で比較的規則的に
分割された土地保有によって特徴づけられる。こ
の土地保有はそれぞれ粗放的に管理された広大な
共有の放牧地を有している。この景観は，私たち
が開いた公聴会の出席者がクロフティングと結
びついた伝統的慣行が生みだした「文化的景観
cultural…landscape」であると述べたように，様々
な土地管理慣行によってより確固たるものとされ
てきたのである。
　生物多様性は人類の生存にとって決定的に重要
であると同時に人口を感動させるものである。混合
農業，小規模な圃場，粗放的な性格といった伝統
的なクロフティングの慣行のおかげで，クロフティ
ング地域では価値ある脆弱な生物生息地が生みだ
されている（注26）。このことはナチュラNaturaの
指定地域（注27）や特別科学的利益サイトSites…of…
Special…Scientific…Interest（SSIs）（注28）の指定
を受けていることからも分かるだろう。
　クロフティングは巣づくりに適していた場所と
密接な関連をもちながら鳥たちに避難所，隠れ場
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所，餌を提供してきた。牧草は伝統的に干し草と
され，後にサイレージ用に刈り取られてきた。そ
のため地面に巣をつくる鳥たちだけでなく，セイ
ヨウキンバイ，フクロソウ，イブキトラノオ，ア
ザミなどの野生の花にとっても広範囲に広がる隠
れ場所となってきた。小さな圃場で長期間のロー
テーションが行われる畑では耕作は非常に重要で
あった。そこでは化学肥料ではなく貝砂や海草が
用いられ，農薬の使用が支配的になることもな
かった。混合農業システムの一部として牛は重要
なものとされ，適切な管理の下で，有益な放牧が
行われ，冬季の餌の生産と結びつくことがしばし
ばであった（注29）。

（「クロフティングは生物多様性にとって非常なる
便益を与えている。もし，作物が栽培されるとそ
れは特に大きなものとなる。だが，作物の栽培は
もはや多くの地域で一般的ではなくなっており，
菜園地のほとんどは羊の放牧地に変えられてし
まっている」）
　SNHは，ウズラクイナ，タゲリ，ハタホホジ
オ，グリーンランドガチョウ，湿地のバイモ，ト
ウモロコシ畑のいくつかの雑草のようにクロフ
ティングと結びついている野生の動植物は非常に
希少で，スコットランドの他の地域では見ること
ができないと言う。その中でもウズラクイナは英
国中にその名が知れわたっているが，現在はクロ
フティング地域にしか生息していない。1980年代
と1990年代における農業の集約化と機械化によっ
てその生息数は一時急減したが，クロフターを対
象とした特別の農業環境施策が急速に広がったこ
とを受け，さえずる雄は300羽から800羽にまで増
加した。
　SNHが言うには，共有放牧小作地は，自然を十
分配慮した管理方法の下で広大な生物生息地域，
ことにマッハMachair（マッハとは海岸線の高潮
位線の真上にある石灰岩を含む砂地で放牧地・耕
地に利用される），湿地，荒野ムーアの保全を助
けてきた。シェトランド，オークニー，ケイスネス，
サザーランド，ルイスの荒野ムーアやピートラン
ドは，シギやチドリ，鳥の餌の繁殖にとって国際

的にも重要とされている（注30）。多くの生物種
が，あまり食べられていない放牧地を必要として
いる。マッハの重要性はSNH，RSPB，Plantlife
によって明らかにされている。
　マッハは世界的にみても貴重な生物生息地であ
り，スコットランドの西部と北部，西部諸島に完
全に限られた存在である。それは半自然の海岸
沿いの非常に豊かな生物多様性を備えた牧草地
である。その存在は粗放的なクロフティング農
業のやり方，特に牛の飼養に負っている。世界
のマッハの３分の２がスコットランドのクロフ
ティング地域にあり，その面積は13,300ヘクター
ルになる。マッハの生物生息地は，ＥＵ生物生息
地指令の別紙１で定められているように，英国生
物多様性行動計画の最優先の生物生息地であり，
ＥＵ鳥類指令の特別保護地域Special…Protection…
Areas（SPA）とPlantlife… による重要植物地域
Important…Plant…Areas（IPAs）になっている。マッ
ハは国際的に重要な鳥―シギ，チドリ，ウズラク
イナ，ガチョウ，アジサシ―が多数繁殖し，避寒
する場所であり，国家的に重要で危機に晒されて
いる種子を餌とするスズメ目，特にハタホオジロ
や国の絶滅危惧種が相当数生息している場所なの
である。マッハはまた，いくつかの国家的に重要
な巨大な黄色マルハナバチ，北部コレットバチ，
帯模様の美しい蛾などの無脊椎動物が生息する拠
点でもある。家畜の飼料が栽培されるマッハ（い
まや北部および南部ウィストUistでしかみられな
い）は，伝統的スコットランドの耕地と密接な関
係があったが，現在はますます稀少となってきて
いる野生の花が一同に集まる極めて重要な場所と
なっている。このようにSNHは特にマッハに注
目しているが，ピートランドや荒野ムーアの重要
性も認められている。

（「クロフターは環境運動が保護を求める価値ある
エコシステムに固有かつ重要な部分であったとい
う事実を，当の環境保護主義者はしばしば見落と
しているようにみえる」）
　クロフティングは大量の炭素貯留地を保全し，
気候変動を緩和する重要な役割を果たしていると
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言われてきた。クロフティングシステムは集約的
な農業生産システムと比べて本来的に気候変動の
影響によるダメージを受けにくいとされている。
クロフティングの土地管理は栄養素や化学肥料の
投入レベルが低く，低密度かつ低単収で，暗きょ
もあまり入れられておらず，休閑地になるからで
ある（注31）。スコットランドのピート土壌は推
定27億3,500万tの炭素を貯留しており，その地域
はクロフティング小作地の下にある。このことを
考慮すれば，2005年のスコットランドのエネル
ギー使用からの全排出量は4,900万tの炭素という
ことになる。だが，もしスコットランドのピート
土壌が不適切に管理されるようなことがあれば，
大量の炭素（注32）が大気中に放出されることに
なるだろう（注33）。適切な集約度での放牧，ピー
トの浸食や乾燥を防ぐ方法といった繊細な管理
は，炭素貯留を損なうことなく維持し，さらに増
進させるのに非常に重要なのである。加えて高地
のピートは自然の水を保っているため，洪水の抑
制に重要な役割を果たしており，その保水能力の
維持を確実なものとするのに管理が必要とされて
いるのである。
　以上で述べたように，クロフティングがもたら
す環境便益は特殊な土地管理の方法に大きく依拠
している。近年の土地管理の慣行の変化とそれに
伴う生物生息地と野生動物の数の変化については
次章（省略した―訳者―）で触れる。土地管理が
どのように行われるかは政策と利用することがで
きる資金や補助金の影響を強く受けてきた。次章

（省略した―訳者―）では，クロフティングが環
境公共財を供給し続けるのを確かなものとする助
けとなるような土地管理戦略を推進するメカニズ
ムについて提言を行う。

８．文化的多様性の維持
　文化的多様性は様々な要素から成るが，これは
スコットランド政府政策目標となっている。クロ
フティングがなければスコットランドの文化的多
様性は乏しいものとなっていたであろう。クロフ
ティングの慣行はスコットランドも文化的遺産の

特徴的な部分を形作っている。それはゲール語，
西部諸島の文化，北部の方言，北部諸島の文化を
含んでおり，国際的に価値があるものと認識され
ている。
　公開調査会の参加者たちは，クロフティングが
スコットランドの文化遺産の維持に重要であると
いう見解を強く支持してくれた。

（「ハイランドあるいは「ケルト」を感じさせる数
多くの音楽，文学，その他の芸術作品は，この「文
化的景観」がその広範な世界に精神を与え，スコッ
トランドのアイデンティティにとって重要なもの
としてますます認識されるようになってきた。ケ
ルティック・コネクション祭りのようなイベント
や遺産ツーリズム産業の拡大などを通じて，それ
はスコットランド経済を構成する要素となってい
るのである」）
　クロフティング慣行の文化的景観の固有性や特
徴について人々は語り，また，クロフティングの
活動が羊の飼育（caas…and…fanks），ショウ，犬
のトライアル，糸紡ぎ，編み物といった重要な文
化の維持とどれだけ関係が深いか話してくれた。
音楽やダンスといった活動はクロフター特有のも
のではないが，その地元での意味はクロフターと
密接に結びついている。クロフティングは，土地
との強い紐帯，具体化されたクロフティング流の
暮らし，世代を超えて継承される決まりなどを通
じて，先祖子孫と土地との結び付きを強めて文化
に貢献していると言われている。家系は伝統的な
文化活動を生き生きとしたものとし，アイデン
ティティ意識の支えとなっているとも言われてお
り，例えばゲール語，スコットランドの方言，伝
統的な音楽とダンスを支持してきた。

（「クロフティングは，現在も一緒に働いて互いに
利益を分かち合うコミュニティとともに，私たち
の文化であり，伝統である」）
…これらは1970年代から1980年代にかけてゲール
語，特に西部諸島（注34）のゲール語の重要性に
焦点を当てた一連の研究（注35）と整合的であ
る。この研究は，当時，ゲール語は家族や教会の
長老との間だけではなく，クロフトの仕事やタウ
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ンシップでの会議でも支配的に使われており，「ク
ロフティングの核」はゲール語への忠誠心にある
ことを発見した。1981年のセンサス分析が示すと
ころによれば，クロフティングがコミュニティに
どれだけ含まれているかということとゲール語が
どこまで保たれているかということとの間には相
関関係が存在していた（注37）。スコットランド
の国民的遺産の一部としてのゲール語の重要性
は，ゲール語を支持することを表明した政府が出
したゲール語のための国家プランの中で強調され
ている（注38）。
　証拠を求める公開会議で得られたことも，クロ
フティングと結びついた文化財はクロフティング
活動の衰退のため危機に晒されていることを示唆
するものであった。クロフティングコミュニティ
が繁栄し，自治体活動に専念し，土地との意味の
ある結びつきを維持するのを可能にする政策手段
が，クロフティングと結びついた価値ある文化財
が確実に失われないようにするために必要なので
ある。

９．将来に向けて
―21世紀のクロフティング―

　将来のクロフティングを展望することで，私た
ちは水晶玉をのぞきこむように未来をみることに
なるだろう。スコットランドはもちろん，英国，
欧州において数多くの未来研究が，農村地域のあ
り得る将来をこのように想像するかたちで近年進
められてきた。こうした研究で繰り返し採り上げ
られる課題は，洪水のような気候変動の規模と影
響，移民や人口移動，さらにはICT，エネルギー
技術，バイオテクノロジーで顕著な技術開発，中
国やインドなど成長著しい大国が世界市場と食料
安全保障に与える影響といったものである。目を
足元に転ずれば，それはスコットランド，もう少
し絞り込んでインバネスとその周辺の持続的な経
済成長やクロフティング土地資産のコミュニティ
による買い上げといった課題となるだろう。こう
した点とその他の多くの変化はクロフティングに
多大な影響を及ぼし，課題をもたらすとともに可

能性を切り拓いてくれるであろう。
　本報告書は将来を詳細に予言しようとするもの
ではない。私たちの目的は，クロフティングコミュ
ニティがそうした変化に適応し，反応し，生まれ
てくる機会を捉えて活かすことができる能力を与
えられるような提言をすることにある。最近の研
究（注38）によれば，コミュニティがこのように
行動するための能力を構築するためには次の３つ
の基本的要素が必要であるとされている。
・知識：教育を受け訓練を積んだ人々
・ネットワーク：信頼，アイデンティティの共

有，内外に結ばれたネットワーク
・能力の動員：集団的にまとまって活動する能力
　もちろん，多くのクロフティングコミュニティ
はこうした強さを有している。最近数年間のクロ
フティング土地資産の買い上げやスコットランド
クロフティング基金Scottish…Crofting…Foundation

（SCF）や放牧委員会Grazing…Committeesといっ
た組織との協働によって，そのことは明らかにさ
れている。クロフティングコミュニティの未来を
支えていくためには，全てのクロフティングコ
ミュニティにおいてこうした強さを発展させてい
くことが求められる。それによってクロフター自
らが，21世紀がもたらす変化がどのようなもので
あれ，責任をもって受け止めることができるよう
になるだろう。
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