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Ⅰ．課題の設定
（1）研究の背景

　近年 EU では東方拡大が進展した。西欧の既往
加盟国に比べ経済発展水準の低い中東欧諸国の加
盟により、相対的な域内の経済格差は拡大し、よ
り多様な社会を域内に抱えることになったため、
EU は様々な問題への対処が求められるように
なった。そのような変化の中で、EU 全域で同一
の政策を行うとされた共通農業政策（CAP）も近
年、加盟国の裁量により政策の内容が異なる、国
別政策化（Renationalisation）の方向へと改革が進
展している 1・2。
　なかでも CAP の第二の柱に当たる農村振興政
策は、加盟国もしくは地域が政策メニューの中か
ら施策や予算配分を選択し、各国・各地域の条件
に応じた独自の農村振興計画を作成するという点
で、大きな裁量性を有している。地域間格差や社
会階層間の格差の縮小への貢献が農村振興政策の
横断的目標の一つであり、特に農村部において西
側の既往加盟国と経済格差が顕著な中東欧諸国で
は、そのような意図をもって農村振興政策が活用
されている。加えて、同じ時期に加盟を果たし
経済発展水準が比較的近い中東欧諸国の間でも、
様々な事情を反映して施策や予算の大きさが選択
されるため、農村振興計画は国ごとに多様なもの
となっている。
　本研究では、2004 年に EU 加盟を果たした中東
欧の 8 カ国（チェコ、スロバキア、スロベニア、
ハンガリー、ポーランド、エストニア、ラトビア、
リトアニア）を対象とし、各国がどのような農業・

農村の条件を有しているか、その下で 2007-2013
年の農村振興政策がどのように活用されたのかに
ついて分析を行う。

（2）農村振興政策の変遷と中東欧諸国の加盟

　EU の農村振興政策は、初めから一つの体系化
された政策として存在していた訳ではなく、現在
の農村振興政策を構成する諸施策は別々の枠組み
の中に存在していた。
　農村振興政策は当初、1962 年に設けられた欧
州農業指導補償基金（EAGGF）からの支出によ
り賄われていた。農業者への投資助成、農業者の
離農奨励助成、条件不利地域助成の制度化など、
1970 年代までの政策対象は農業部門に限定されて
いた 3。1980 年代になると、農業以外の部門を対
象にした農村の経済振興施策が実施されるように
なり、後発地域・農村地域・高緯度地域の振興や
農業構造政策の一部が対象地域を特定した地域政
策として位置づけられた。1992 年からは、ボトム
アップ方式、パートナーシップ方式による総合的
な農村地域振興の普及を目指した LEADER 事業
や、本格的な農業環境支払いが導入された。
　1999 年の CAP 改革である「アジェンダ 2000 改
革」において、市場支持や直接支払いから成る
CAP の第 1 の柱に対して、農村振興政策が第 2 の
柱として確立された。それまで異なる法令に基づ
いていた各施策が農村振興規則により一本化され
た。その特徴は「農村地域の特徴と発展」の促進
を図る点にあり、農業生産者以外の人々や農業以
外の活動も共通農業政策の対象に据えられた 4。
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　平澤（2009）によれば、加盟国の拡大によって
域内の農業が多様化するとともに地域間格差も拡
大し、必要とされる政策や加盟国間の財政負担が
変化していくことから、99 年以降の改革は中東
欧諸国の加盟に大きな影響を受けているという 5。
体系化された農村振興政策はそうした変化に対応
するものであり、特に新規加盟国に対して手厚い
予算配分が行われている。
　2000-2006 年の農村振興政策は、EU 全域を対象
に国単位もしくは地方単位の「最も適切な地理的
レベル」で農村振興計画を作成し実施されること
となった。農村振興計画は農業構造、環境、地域
振興等に関する 21 の施策メニューから、実施する
施策と予算額を指定する形で設計された。ただし、
農村振興政策に括られる施策の目的に応じて 2 種
類の事業計画（市場改革の補完施策による計画と
後発地域向けの施策による計画）を作成しなけれ
ばならなかった。石井（2006）によれば、2000-
2006 年の農村振興政策はプログラム化が進んだ反
面、複数の系譜をもつ施策群を束ねた結果、担当
する行政官にもわかりにくいとされるほど制度が
複雑になったという 6。
　2007-2013 年の農村振興政策では、これまで予
算会計上 EAGGF 保証部門と指導部門の 2 会計
から歳出されていたものが、欧州農業農村振興
基金（EAFRD）に整理され、農村振興計画の作
成手続きや予算管理制度も新しい農村振興規則
第 1698/2005 号で一本化された点が大きな変化で
あった。それに伴い種々の施策が一つの政策パッ
ケージとして統合され、以下で示すように 4 つの
政策機軸（Axis）の下に整理された。全体として
システムが大きく簡素化されたのが特徴である。

・Axis1（農林業における競争力向上）：人的資本
の改善、農業の再構築、農産品の品質向上などに
関する施策
・Axis2（環境・農村空間の改善）：持続可能な農
地管理、環境や景観の保全、生物多様性の保護、
気候変動の緩和などに関する施策
・Axis3（農村における生活の質および農村経済の

多角化）：農村経済の多角化、農村の生活の質の
改善、地域的結束とシナジーの強化に関する施策
・Axis4（LEADER）：ボトムアップ方式、パートナー
シップ方式による各 Axis の施策の実施

　最後に、EU の低開発地域に向けられる政策の
一つである結束政策について簡単に触れること
で、CAP の農村振興政策の意義を結束政策との違
いから再確認しておきたい。結束政策は、低所得
加盟国や後進地域への資金の移転を通した加盟国
間のバランスの改善、社会・経済的発展のための
障害の除去、地域間（越境）協力の推進に対して
支援を実施することを目的としている 7。1999 年
までは目標の一つに農業近代化と農村開発が掲げ
られており、EAGGF から資金が拠出されていた
ことから、農村振興政策は結束政策の一部であっ
たと言えるが、前述の「アジェンダ 2000 改革」に
よって農村振興政策が CAP の第二の柱として位
置づけられてからは、農村振興政策と結束政策は
明確に区別されるようになった。結束政策の主な
内容としては、（1）近代化を目指す中小企業への
支援と投資の受け入れ、（2）移動・輸送インフラ
の整備、（3）研究、開発、イノベーションの促進、（4）
環境保護のためのインフラ投資、（5）都市の競争
力向上、（6）雇用、教育、訓練に関わるインフラ
への投資や活動への支援、（7）国境隣接地域の国
家の枠組みを越えた協力プログラムの支援、が挙
げられる 8。
　結束政策は、主にインフラ整備のような大きな
プログラムやイノベーションなどの近代化支援を
通じて加盟国間の格差を縮小させようとするもの
である。これに対して CAP の農村振興政策は、
農村経済の中でも特に農業に焦点を当てており、
個人や小規模集団を対象としたきめ細やかな支援
の提供が可能な点に特徴がある。農村経済におけ
る農業の重要性が高い中東欧の国々にとって農村
振興政策の必要性は特に高いと考えられる。
　次に、中東欧諸国が EU に加盟するに至った過
程を示す。当時の EC への加盟を求める中東欧諸
国に対し、1993 年のコペンハーゲン欧州理事会で
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加盟の可能性が具体化され、三つの加盟基準（①
民主主義体制と法治国家の保障、②市場経済の存
在と拡大 EU における競争力の保持、③加盟国の
義務や法体系を引き受ける能力の保障であるア
キ・コミュノテールの導入 9）が提示された。各
国が基準の達成に努めるなか、加盟申請国の政治
経済改革の進展状況に関する欧州委員会の意見で
ある「アジェンダ 2000」が 1997 年に公表され、
順次加盟交渉が進められた。最終的に 2002 年 12
月のコペンハーゲン欧州理事会で、中東欧 8 カ国
にマルタ、キプロスを加えた 10 カ国を 2004 年 5
月 1 日に迎え入れることが宣言された。
　加盟申請国に対しては、「PHARE10」（EU 基準
の適用のための制度改革、経済的・社会的結束の
強化のためのプログラムに対する支援など）に
加えて、「ISPA11」（環境保護、ヨーロッパ交通
ネットワーク支援）、そして「SAPARD12」（農業
構造改革、農村地域開発への支援）といった加
盟前援助プログラムが提供され、EU への円滑な
加盟を可能とするための整備が進められた 13。特
に SAPARD は、農業分野における EU 法制の実
施及び農業・農村振興に関連する優先的な特定の
問題を解決することを目的として導入された 14。
SAPARD の下で加盟申請国は、当時の EU で実際
に行われていた農村振興政策と類似した経験をす
ることとなった。
　しかし、実際には、このプログラムで意図さ
れたような農業分野の政策実行に関する成果は
得られなかった。Gorton ほか（2009）によれば、
SAPARD の支払い・実行機関の設立に想定以上
の時間がかかってしまい、そのため広範な農村振
興施策の実行ではなく、しっかりした国家支払い
機関の設立に優先事項がシフトしたという 15。結
果として、予算が少なく行政運営的に複雑な農村
振興施策よりも、直接支払いの実行に力が注がれ
ることとなった。以上のように中東欧諸国の EU
加盟は、EU 政策実施のための体制構築という大
きな困難を伴いながら西欧の枠組みへと組み入れ
られる過程であった。

（3）中東欧諸国と農村振興政策に関する先行研

究

　中東欧の農村は一般的に、集団農場の解体過程
で創出された小規模個人農家を数多く抱えており、
彼らの多くが貧困線の下で暮らしている。中東欧
の小規模農家の多くは、地元市場への直接販売程
度しか市場とのつながりをもたない半自給的農家
である。半自給的農家の明確な定義はないが、経
済規模では産出高 4,000 ユーロ未満、面積規模で
は 0.5～2.0ha 未満、市場への参加に関しては農業
産出のうち販売が 50% 未満の各農家は半自給的農
家と考えられる 16。半自給的農家は、市場への参
加が少ないために農村の経済成長の障害ともみな
される 17。また、半自給的農家の農業所得は社会
的に十分に安定しておらず、地理的・能力的制限
などにより農業以外の活動での所得獲得も困難で
ある。Chaplin ほか（2007）は、小規模農家が所得
源の多角化や農場外就業を行うことができない理
由として、世帯の年齢、農業への専従、都市中心
部からの距離を指摘している 18。
　小規模な半自給的農家が所得源の多角化を図る
ことで貧困から脱するとともに、農業を専門的・
商業的に行っている農家に資源が集中するよう
に、小規模農家の農業からの退出を促して農業構
造の調整を図ることが必要である。実際、農業外
の就業が農業からの退出の増加につながるという
指摘が存在する 19。また、農業以外の職がある農
家は、自らの産出のより多くの部分を販売するこ
とが可能となり、農業の商業化が促進されるとと
もに、農場外で得た所得が農業への投資に用いら
れ、機械や土地の購入を可能にするという指摘も
存在する 20。中東欧の農村では、農村住民の総数
が農業従事者数を数倍上回っている地域も数多く
存在し、農業以外の部門の重要性も高く、小企業
の農産品の加工、サービス部門の拡大、各種公共
事業の実施、工業企業の支店の配置、民芸品生産
の発展などの推進も、そうした機会を活用できる
農業従事者にとって大きな意味を持ってくる 21。
　それでは、小規模農家が所得源の多角化や他業
種への就業を果たすためには何が必要か。Sepp 
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and Ohvril （2007）は、農業従事者の労働の機会
費用が農業にとどまるか否かを決める上で重要で
あり、それは農場外所得機会の利用可能性、年齢
構成、人的資本によって決まると指摘している
22。Chaplin ほか（2004）は、多角化の水準と新
たな雇用が創出される水準が最も高い農村は、都
市からアクセスしやすい地域であり、増加してい
る娯楽やレクリエーション活動の需要を多角化の
ために利用できることを指摘している 23。また、
Fredriksson ほか（2010）は、商業化の水準や阻
害要因によるクラスター分析を行い、小規模農家
が農業から退出する要因としては中心都市からの
距離は重要ではなく、真の障害となっているもの
は未発達で不適切な移動 / 市場インフラであると
指摘している 24。
　以上のように農家の所得源の多角化や農業構造
の調整に必要な要素として、人的資本の高さ、農
以外の雇用機会の存在、インフラの整備などが挙
げられており、これらを提供してくれる政策的手
段が CAP の農村振興政策の中に存在している。
先行研究でもそのような政策的支援の重要性が指
摘されている。例えば、Buchenrieder ほか（2007）
は、農業部門から放出された労働力がどこかに吸
収される場合にのみ農業構造は成功可能なサイズ
に達し、農業生産性は向上すると主張し、労働市
場や農村の農業以外の部門に向けた農村振興政策
が必要だとしている 25。また、Csaki and Jamber 

（2010）は、農村の労働市場を発展させるために、
能力の低さ、インフラの不足、組織の弱さ、といっ
た制約要因の克服に CAP 補助金を集中させるこ
とを強く推奨し、農村の貧困を軽減するには複雑
なアプローチと高度に設計されたプログラムが必
要であると指摘している 26。
　それではこれまで実際に中東欧で実施されてき
た農村振興政策はどのようにみられているのだろ
うか。農村振興計画の策定を農業以外の分野の施
策を運営する能力の弱い農業省に任せることで、
農業中心主義の傾向（Farm centric bias）が施策
の選択の際に強められ、実行能力の劣る Axis2、
3 の施策に関しては可能な中で最も容易なやり方

で実行されるという指摘が存在する 27。言い換え
ると、ほとんどの中東欧新規加盟国で農村振興に
まつわる主要な課題は農業以外の部門の農村経済
の振興であるにも拘らず、農業生産者的な考え方

（Productionist mindsets）が中東欧諸国の農業省
の多くを支配しているために、そのような農業省
に農村振興計画の作成を任せてしまうと、農業以
外の分野の利益はわずかしか反映されないのであ
る 28。
　また、Csaki and Jamber （2010）は、中東欧新
規加盟国における農業農村振興政策の主要な弱点
の一つは、国家と地方の行政機関に大きく依存し
た計画とプロセスの実行にあり、市民の社会参加
を疎かにしている点を指摘している 29。これに関
連して Hubbard and Gorton （2010）は、既往加盟
国の中で農村振興に成功した地域を取り上げ、そ
こから得られる教訓として、各経済部門に対する
アプローチではなく統合された領域に向けて政策
を設計することや、地域の関係者（ボトムアップ）
と地域の行政機関（トップダウン）の両方が参加
すべきであること等を指摘している 30。2007-2013
年の農村振興政策の中で市民社会の声を吸収しボ
トムアップの方向で政策を実行する装置としては
Axis4 に当たる LEADER があるが、中東欧新規
加盟国では LEADER に充てられる予算額は既往
加盟国と比較すると少ない。以上のように、中東
欧新規加盟国の農村振興政策は農業以外の分野の
関連施策の実行と市民の参加という点で難点を抱
えており、必要に応じた適切な活用がされていな
いのである。

（4）課題の設定

　以上の先行研究から、中東欧の農村における農
村振興政策の重要性と、一般論として特に農業以
外の分野の関連施策において政策が十分に活用さ
れていないことを確認した。ただし、これらはあ
くまで中東欧諸国全般の傾向であって、国ごとの
事情は明らかにされていない。また、実際に中東
欧新規加盟国を個別にみると、社会主義時代にお
ける農業の重要性、集団農場の展開過程、その後
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の農業構造の変容や農村経済の発展などの点で違
いがみられ、農村振興政策開始時の農業・農村の
態様も国ごとに多様である。そうだとすれば、各
国の農村が抱える課題や政策活用の方向性も国ご
とに異なるはずであり、それぞれの条件に合った
適切な政策設計が行われているか否かを検証する
必要がある。
　そこで本研究では、一般的に各国農業省には実
行困難とされる社会・経済に関する農村振興施策
に着目し、中東欧 8 カ国が社会・経済的条件の弱
点を克服するために農村振興政策をどのように活
用しているかを検証した上で、適切に活用されて
いないとすれば具体的に農村振興計画のどこに問
題があるのかを明らかにする。さらに、農業構造・
農村経済の態様、農村の社会・経済的条件、農村
振興政策の活用方法を踏まえて、農村振興政策を
通じた農村振興を実現するために各国で解決され
なければならない課題を明らかにする。

Ⅱ．中東欧 8 カ国の歴史と農業構造・農村
経済の態様
　本研究の対象とする中東欧 8 カ国は、かつて社
会主義体制が採用され、農家の国営農場・協同組
合農場への吸収による農業の集団化、資源の生産
部門への重点的投入による急速な工業化が進めら
れた点が共通する。そして、その後の体制転換に
より、集団農場や国営企業から大量の失業者が生
み出され、各国の経済は急激に悪化したが、苦痛
に耐えながら経済改革を進め、EU 加盟に向けて
動き出していく。
　しかし、似たような流れを辿っていたとしても、
国ごとの違いは当然存在する。例えば、森井（2012）
によれば、体制転換後の経済政策に注目して中東
欧諸国をグループ分けすると、製造業を中心とす
る産業構造を維持しつつ外資の導入でその近代化
を進めたチェコ、スロバキア、スロベニア、ハン
ガリーと、社会主義時代の製造業中心の産業構造
を維持することが困難となり、アパレルや食品な
どの軽工業、情報技術・エレクトロニクス関連産業、
金融やサービス産業など、大規模な設備や多額の

投資を必要としない産業への転換を進めたポーラ
ンドとバルト三国に分けられるという 31。前者の
経済では技術を有する労働力が求められるため労
働者の置き換えが難しく、労働者の影響力が相対
的に強くなる傾向があり、労働法制や社会福祉に
おいて労働者を保護する仕組みが導入されている
ために、国内における格差や貧困の程度も後者の
国に比べて低くなっている。一方、後者の国では
一般に、中小企業が多いため労働者の組織化が進
みにくく、求められる労働力も単純作業が中心
となるため人材の置き換えが比較的容易なことか
ら、労働者の立場は弱くなる傾向があり、労働者
の福祉よりも企業の経済活動を重視する新自由主
義的な政策が実施されるようになる。また、農業
に関しても、社会主義時代から小規模農家が展開
していたポーランドのような国もあれば、体制転
換後も旧集団農場を引き継いだ大規模農場が展開
しているチェコやスロバキアのような国もある。
そして、このような歴史的過程の違いが現在の各
国の農業・農村の態様と大きく関係している。
　そこで本章では、各国の違いに注目しながら、
対象 8 カ国ごとに社会主義時代から体制転換に至
るまでの歴史を整理し、本研究対象の農村振興政
策が開始される 2007 年における農業構造、農村経
済の態様を明らかにする。用いるデータは EU の
統一データベースEurostat32 である。また、以後「農
村」という言葉を用いる場合は、Eurostat で扱わ
れている Predominantly Rural の地域を指すもの
とする 33。

（1）チェコ

　チェコスロバキア時代の社会主義体制の特徴
は、体制転換直前まで厳格な社会主義経済が貫か
れた点にある。冷戦の本格化を背景に共産党が政
権を掌握すると、1950 年代にはスターリン主義化
が熱心に進められ、重工業化と農業の集団化が強
引に推進された。しかし、1960 年代に入ると工業
化に頼った経済発展に限界が生じたことから、政
府は市場経済原理の導入や企業の統制の緩和を行
う。1968 年には「プラハの春」と呼ばれる自由化
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運動も開始されたが、同年 8 月にはソ連によりそ
れ以上の自由化の進展は阻止され、経済でも再び
中央管理方式が強化された。この時期から 1989 年
の社会主義体制崩壊までの 20 年間は「正常化体制」
時代と呼ばれている。体制側は住民に一定水準の
日常生活を提供する代わりに、住民側は「社会主
義体制の維持」という大前提に口出しはしないと
いうものであった 34。中央管理方式による安定成
長路線が取られ、1970 年代も前半までは経済成長
も順調であったが、後半になると工業製品の国際
競争力の低下、機械設備の老朽化、労働者の勤労
意欲の低下などから経済は停滞し、ついには共産
党政権崩壊へとつながった。社会主義体制の崩壊
プロセスは社会的混乱も流血もなく達成されたこ
とから、ビロードのように滑らかなという意味で
ビロード革命と呼ばれた。その後、1993 年にチェ
コスロバキア連邦共和国が解体され、チェコ共和
国とスロバキア共和国が成立した。
　チェコスロバキアでは経済に関しても平和裡に
中央計画経済から市場経済への移行が進められ
た。新政権の下で経済の自由化や国営企業の解体
に積極的に取り組んだ結果、1994 年までにインフ
レ率も統制下に収まり、失業率は低く、為替相場
も安定していた。失業率の低さに関しては、私有
化の際に国民に発行された企業の株式購入権であ
るバウチャーを、国家の影響下にある銀行の投資
基金が集中的に買い上げたことで、企業に対する
寛大な補助金や銀行貸付が行われ、リストラが先
延ばしされたことがその要因として考えられてい
る 35。しかし、1996 年末から経常収支の悪化、財
政赤字などによりチェコの経済状況は悪化し始め
た。農業生産については、スロバキアの分離独立
や東欧市場の消滅によって市場条件は悪化し、大
幅に落ち込んだ。谷口（2003）によれば、1994 年
に 3.2% であった失業率が 2001 年には 8.9% にまで
上昇し、それが賃金・所得の低下、購買力の低下
をもたらし、農業生産が縮小するという悪循環構
造に陥ったことが要因であるという 36。
　農業構造に関しては、チェコスロバキアでは体
制転換まで基本的にソ連型集権的経営形態が堅持

されており、私的な農業生産は国内農業生産の中
では限定的な位置を占めるに過ぎなかった 37。そ
して、協同組合からの自発的な大量的脱退や農民
経済の大規模な組織化が起こらず、農業生産協同
組合や農業企業として大規模農場が残存したのが
大きな特徴である 38。体制転換により国営農場の
ほとんどは廃止され、有限会社や株式会社がその
農地の多くを継承した。一方、集団農場の私有化
により、主として以前の私的農民に資産が返還さ
れることになったが、大部分の協同組合農場とそ
の組合員は新商法に基づく生産協同組合として組
合員関係を継続した。組合員の一部には個人農
になったものもいたが、経営数でも経営面積でも
1999 年以降は減少しており、淘汰の過程が進行し
ているとみられている 39。
　それでは、2007 年現在の農業構造や農村経済
はどのようになっているのか。経営体数としては
2ha 未満の小規模経営体が最も多く、規模が大き
くなるに従ってその数は減っていくが、100ha 以
上層には 2,050 の法人経営を含む多くの経営体が
存在する。この 100ha 以上の経営体がチェコの耕
地面積の 88.1% を占める。その平均面積は 727ha
と非常に大きく、この階層に旧国営農場を引き継
いだ法人経営が含まれている。また、100ha 以上
の法人経営体は 89,660 人の家族以外の常時農業従
事労働力を抱えており、これはチェコの全常時農
業従事労働力 40 の 46.7% に当たる。大規模法人経
営に属する家族以外の常時農業従事労働力を多く
抱える点がチェコの特徴である。Eurostat は産出
高が 4,000 ユーロ未満の経営体を小規模農家とし
ているが、この定義を適用すると小規模経営体は
17,830 で全体の 46.4% を占める。
　次に農業構造の変化の方向性を検討する。チェ
コでは直接支払いの受給資格の下限を他の中東欧
諸国より高く 5ha に設定しているが、それ以下の
規模の経営体は大きく減少しており、経営体数が
増加しているのは 30ha から 100ha 未満の中規模
農家である。相当数の小規模農家は退出し、効率
的な中規模の経営体が増大しており、チェコでは
ほぼ理想的な方向に構造調整が進んでいると考え
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られる。
　地域別産業部門別の就業者数割合としては中
間・農村ほど第一次産業、第二次産業の割合が高
いが、都市と農村との差はそこまで大きくはない。
また、農村の第二次産業就業者の割合は 8 カ国の
中で最も高い。第一次産業の労働生産性は地域差
が小さく、農村・中間では他の二部門の水準に迫
る高さである。一人当たり GDP も都市と農村で
はほぼ EU-27 平均水準に達している。相対的貧困
率 41 はどの地域も 2～4% 台と中東欧新規加盟国の
中では低い水準にある。
　全体として、経済の発展水準は高く、都市との
格差が小さいのがチェコの農村の特徴である。そ
して、その高い経済発展水準が、小規模農家の農
業からの退出や、経営体構成員の農業以外の所得
機会の提供に貢献していると考えられる。

（2）スロバキア

　スロバキアの歴史については、チェコスロバキ
アからスロバキアがどのような道筋をたどって分
離独立に至ったかという点のみ簡単に触れておき
たい。ハプスブルク帝国の工業生産力の大部分を
引き継いだチェコに対し、スロバキアは貧しい農
業地帯にとどまっていたが、1950 年代の社会主義
体制の下でチェコスロバキアのスターリン主義化
が進められると、スロバキアでも重工業化が進ん
だ。「プラハの春」を契機としてチェコスロバキ
アが連邦国家に改編され、スロバキア社会主義共
和国が成立したことはスロバキアにとって大きな
意義があった。その結果、体制転換後に連邦レベ
ルから両共和国に様々な権限が移譲されると共和

国政府が実質的な行政執行機関として機能したか
らである。チェコスロバキアの分裂の背景には、
体制転換をめぐって、強い連邦権限を維持して急
激な市場経済化を進めたいチェコ側と、共和国の
権限拡大と穏健な改革を求めるスロバキア側との
間の対立があった 42。ただし、連邦が解体する時
点でチェコ共和国もスロバキア共和国も、独立国
家に必要なすべての属性（憲法、国会、内閣、国
家シンボル等）をすでに備えていた 43。そして、
1993 年の 1 月 1 日をもって平和裡にスロバキア共
和国が成立したのである。
　社会主義体制時代に重工業化されたスロバキア
は、立地条件からソ連を中心とした旧コメコン諸
国と関係が深い鉄鋼業や軍事産業部門が導入され
ていたため 1989 年の体制転換の直後から、経済
改革の負の影響がチェコより顕著に現れていた。
分離前の失業率はチェコの 2.6% に対してスロバ
キアでは 10.4% と非常に高かった。しかし、分離
後はスロバキア独自の経済政策を実施できたこと
もあって経済状況は好転し、1994 年以降プラス成
長に転じた。農業構造に関しても基本的にはチェ
コと同様、残存した大規模農場が展開する構造に
あり、国営農場や協同組合農場を継承する経営体
の規模が非常に大きい一方、新たに誕生した零細
小規模生産者の数が非常に多かった点が特徴であ
る。
　次に、2007 年時点の農業構造・農村経済の態
様を検討していく。まず、農業構造については、
2ha 未満の小規模経営体が非常に多い。2ha 未満
の経営体が占める耕地面積は 27,610ha であり、経
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が成立したのである。 

 社会主義体制時代に重工業化されたスロバキア

は、立地条件からソ連を中心とした旧コメコン諸

国と関係が深い鉄鋼業や軍事産業部門が導入され

ていたため 1989 年の体制転換の直後から、経済

改革の負の影響がチェコより顕著に現れていた。

分離前の失業率はチェコの 2.6%に対してスロバ
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後はスロバキア独自の経済政策を実施できたこと

もあって経済状況は好転し、1994 年以降プラス成
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コと同様、残存した大規模農場が展開する構造に

あり、国営農場や協同組合農場を継承する経営体

の規模が非常に大きい一方、新たに誕生した零細

小規模生産者の数が非常に多かった点が特徴であ

る。 

 次に、2007 年時点の農業構造・農村経済の態様

を検討していく。まず、農業構造については、2ha

未満の小規模経営体が非常に多い。2ha 未満の経

営体が占める耕地面積は 27,610ha であり、経営

体当たり平均規模は 0.56ha の非常に零細な経営

が多数存在していることが分かる。100ha 以上層

には 1,380 の法人経営体も含まれており、合計

第 2 表　チェコの各種経済指標（2007）

出所：Eurostat より筆者作成。 
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営体当たり平均規模は 0.56ha の非常に零細な経営
が多数存在していることが分かる。100ha 以上層
には 1,380 の法人経営体も含まれており、合計 2,160
経営体がスロバキアの耕地面積の 90.2% を耕作し
ている。1 経営体平均は 809ha とチェコよりも大
きい。この 100ha 以上の大規模経営（大多数が法
人である）に属する家族以外の常時農業従事労働
力は 48,460 人であり、スロバキアの全常時農業従
事労働力の 22.8% を占める。しかし、チェコと比
較すると 2ha 未満の経営体に属する経営主とその
家族構成員の数が非常に多く、両者を合わせると
117,680 人とスロバキアの全常時農業従事労働力の
55.4% を占める。当然だが、産出高 4,000 ユーロ以
下の小規模農家も 58,690 と多く、全経営体の実に
88.2% が Eurostat の定義する小規模農家である。
　農業構造の変化の方向性としては、5ha 以上の
経営体数は増加傾向にあるが、2ha 未満の経営体
は大きくは減少していない。産出高 4,000 ユーロ
未満の多くの小規模農家も農業から退出していな
いと考えられる。
　最後に農村経済一般について検討する。就業者
については、農村であっても第一次産業は 5.4% と
低く、第二次、第三次産業が主体である。労働生
産性に関してはどの産業部門も都市より農村が低
くなっているが、農村内の三部門を比較すると第
一次産業が第三次産業を上回るほど高いのが特徴
である。一人当たり GDP をみると、都市の値は
EU-27 平均よりも高いが、中間、農村は EU-27 平
均よりも低く、都市の水準を大きく下回っている。
農村ほど相対的貧困率が高くなっているが、それ
でも 5.6% と低水準である。

　以上のように、非常に経済水準の高い都市的地
域を持つ一方で、農村との格差が存在するのがス
ロバキアの特徴である。

（3）スロベニア

　スロベニアの歴史的特徴は、ユーゴスラビア連
邦の中にあって、独自の経済政策を進め、連邦内
随一の経済発展水準を誇っていた点にある。
　1945 年 11 月に連邦制に基礎を置いた「ユーゴ
スラビア連邦人民共和国」が成立すると、全ての
生産手段や商業制度が国家の管理下に置かれ、重
工業化が標榜された。しかし、ソ連よりもマルク
ス主義的傾向の強い制度を導入していたチトーの
体制はソ連から非難を受け、ソ連とその同盟諸国
による経済封鎖をきっかけに、ユーゴスラビア側
は地方分権化を進めて政策上の実権を各共和国に
委譲していき、その後も一貫して民主化、自由化、
分権化を進めていった。
　スロベニアは連邦からの権限委譲を利用して精
力的に経済発展政策を進め、後にユーゴスラビア
経済の牽引力となるほどの工業発展を遂げ、生
活水準もユーゴスラビア連邦平均をはるかに上回
るようになった。農業では、個人農を創出するた
めに特別貸出制度の創設などの措置が取られた結
果、1950 年代以降は個人農が農業生産の主力とな
り、協同組合への加入義務は廃止された 44。その
後、70 年代を通じて厳格な共産主義体制が続く一
方で、経済面での近代化は継続して進められ、ス
ロベニアの国民総生産はユーゴスラビア平均の二
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倍半の水準に達したという。
　1980 年のチトーの死後、急激な物価上昇により
実質収入が下落したことで、経済的な不満がスロ
ベニア全土に広がり、中央集権経済では経済近代
化も発展も成し遂げられないという考えが広まっ
ていった。野党勢力がスロベニア民族の主権国家
樹立を目指すようになると、1989 年 7 月にスロベ
ニア共産主義同盟が社会的指導勢力としての役割
の放棄を宣言した。1991 年 6 月にはスロベニア共
和国の独立を宣言し、10 日間のスロベニア戦争の
後に主権国家となった。戦闘による被害の少なさ
と国民の民族的同質性の高さや優れた政治的リー
ダーシップのおかげで、その後はさしたる問題も
なく EU 加盟の波に乗ることができた 45。
　次に、2007 年時点の農業構造を検討する。スロ
ベニアでは 2ha 未満の経営体より、2～5ha 層や 5
～10ha 層などもう少し規模の大きい経営体の方が
多い。耕地面積についてもチェコやスロバキアの
ような大きな偏りはない。常時農業従事労働力の
構成としては経営主と家族構成員の占める割合が
98.5% と圧倒的に高い。産出高 4,000 ユーロ未満の
小規模経営体は 33,800 で、全経営体の 44.9% に当
たり、中東欧諸国の中では低い水準である。
　農業構造の変化の方向性としては、規模の小さ
い経営体に関しては変化が少なく、20ha 以上の中
規模経営体では規模が大きくなるほど増加率が高
くなっている。規模別の耕地面積についても、離
農した小規模経営体が放出した農地をそれよりも
規模が大きい経営体が吸収している。
　その他のスロベニアの特徴として、比較的規模
の小さい経営体の中で農場内有給活動 46 を行う者

の割合が高いことが挙げられる。1ESU 以上 47 かつ
20ha 未満の経営体のうち、個人経営主の 76.9%、
その他家族構成員の 94.9% がこれを行っている。
その他の国では前者で 31～60%、後者で 33～65%
程度であり、スロベニアは農業以外の所得機会に
非常に恵まれている。
　農村全体の就業者の状況は、農村では中間と比
較して第一次産業の就業者割合が大きく、第二次
産業の就業者割合はチェコに次ぐ高さである。労
働生産性については中間と農村の差は小さいが、
第一次産業の値が第二次、第三次産業の値を大き
く下回っている。一人当たり GDP は中間、農村
ともに EU-27 平均を上回っており、生活水準はあ
る程度高い。相対的貧困問題は農村の方が都市よ
りも深刻である。
　以上のように、スロベニアは農村であっても経
済水準がかなり高い点が特徴であり、農業以外の
豊富な所得獲得機会が農家の生活水準を支えてい
ると考えられる。

（4）ハンガリー

　第二次大戦後、冷戦が深刻化するとハンガリー
はソ連の影響下に入り、共産党が独裁体制を築き
上げ、経済面では国有化・計画経済の導入と農業
集団化を実施し、重工業優先の成長路線がとられ
た。1960 年代末にソ連による締め付けが緩和され
ると、1968 年から経済改革を開始した。この経済
改革により、ソ連圏のなかでは唯一、従来の集権
制計画経済システムから企業自らが計画を作成す
る分権制計画経済への移行を果たした 48。また、
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に関する交渉を経て、1990 年の自由選挙において
平和裡に共産党政権からの交代が実現した。体制
転換後の 1990 年代は外国から多くの投資を呼び込
み、中東欧経済改革をリードする存在となった 50。
しかし、民主化後は、政治・経済改革およびグロー
バル化のコストを社会が引き受けることとなり、
貧富の格差の拡大、失業の増大、実質賃金の低下
が急速に進み、地方での失業と貧困の固定化によ
る地域格差も拡大した 51。
　次に、農業に目を向けてみたい。ハンガリーで
は農民の抵抗により農業集団化の完了には時間が
かかった。結局、集団化においても農民が納得し
やすい一村一組合方式が採用され、実質的な個
人経営を認める協同組合が生まれるなど、農民の
要求に対して譲歩がされた 52。その後は、国営農
場や農業生産協同組合のような大規模経営と、協
同組合員の住宅付属地経営や農村在住の農業部門
以外の従事者による副業的農業のような小規模経
営をともに発展させるという併存路線が取られた
53。近代化された農業生産協同組合は小規模農場
に種子・肥料の供給や農業機械を提供し、小規模
農場の生産者は組合を通して農産物を出荷すると
いう体制が整備されており、さらに組合員が病気
になった場合や引退後の生活についての金銭的支
援、文化的な活動など生活全般におよぶ深い関係
があった 54。

　1989 年以降の体制転換により開始された農地の
私有化により、国営農場、農業協同組合農場が所
有していた農地 510 万 ha が再配分されて 150 万
人の土地所有者が創出され、結果として 90% の農
地は私的所有の下に置かれた。ハンガリーでは多
くの農業協同組合が維持され、個人農業経営体の
40% は協同組合との連携を保っており、その下請
け組織として活動している。これは、農民の保守
主義、協同組合による個人副業経営への長年にわ
たる支援、経営自立のための資金の不足と技能の
欠如などがその要因であるとされている 55。以上
の構造再編の結果、誕生した小規模経営は破産問
題や専門知識の不足に直面し、全ての経営部門で
低い収益性に甘んじる状態に陥った 56。
　次に 2007 年時点の農業構造を検討する。面積
規模別経営体数では 2ha 未満の経営体が圧倒的
に多い。この階層に属する経営体の平均規模は
0.32ha と非常に零細である。他方で 100ha 以上の
経営体はハンガリーの耕地面積の 65.5% に当たる
2,768,900ha を集積している。常時農業従事労働力
については、2ha 未満の経営体に属する経営主と
家族構成員だけで 845,120 人、全常時農業従事労
働力の 67.0% と圧倒的多数を占める。100ha 以上
の法人経営体に勤める家族以外の労働力は 62,800
人である。産出高 4,000 ユーロ未満の小規模経営
体は全体の 84.0% であり、スロバキアに次ぐ高さ
である。
　農業構造の変化の方向性だが、50ha 以上の規模
の経営体を除くと全体的に減少傾向にある。2ha
未満の経営体はこの間に 114,320 もの減少となっ
ている。ハンガリーの直接支払い規則は 0.3ha ま
での経営体の受給を認めていたが、零細農家を退
出させるためにこれを 1ha まで引き上げており、
それがある程度機能したと考えられる。
　最後に農村経済一般についてだが、農村では第
一次産業の比率が 11.2% と高く、サービス部門の
高い都市とはかなり異なる就業構造にある。労働
生産性については第二次、第三次産業で都市と農
村の間に、農村内でも第一次産業とそれ以外の二
部門との間に差が見られる。一人当たり GDP は
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都市では EU-27 平均を上回るほど高いが、中間・
農村では EU-27 平均を大きく下回っている。また、
農村の相対的貧困率が他の地域と比べてかなり大
きく、前述の格差や貧困問題の一端が垣間みられ
る。
　ハンガリーでは小規模農家の急速な減少が起
こったが、未だに多くの小規模農家を抱えており、
それが都市農村間の格差や相対的貧困率の上昇を
もたらしている点に特徴があると考えられる。

（5）ポーランド

　1948 年にポーランドにソ連の支配が直接およぶ
ようになると、共産党が事実上の一党独裁体制を
打ち立てた。経済的にも国営企業主体の集権制計
画経済を確立し、重化学工業化による近代化を推
進した。経済の社会主義化が進展する一方で、重
化学工業化は国民の消費生活の改善には結びつか
ず、高まった不満が 1956 年に労働者暴動という形
で爆発した。その後、ゴムウカが第一書記に就任
すると、消費優先政策を実行し、実質賃金が当初
毎年十数 % も伸びた。政治的安定が達成されると
野心的な成長政策として強制的工業化政策に転じ
たが、投資の重点が生産財の生産に移されたため、
実質賃金の伸びが毎年 1% 台に落ちた。次に第一
書記に就任したギェレクは、生活水準の向上を可
能とする高度経済成長を目指し、大胆な外資導入
を実施し、消費材の輸入拡大によって所得の上昇
による購買意欲の増大に十分見合う物資をもたら
した 57。しかし、政府借り入れによる繁栄は長続
きせず、輸出が伸び悩み、1970 年代には物資の不
足、対外債務の累積が深刻化した。
　1980 年のストライキをきっかけに、自由な労

働組合の承認やストライキ権の保障を求める労働
者の要求をポーランド政府が部分的に認めたこと
で、全国に独立自治労働組合「連帯」が結成され
た。この連帯運動は 1981 年に政治的・軍事的に封
じ込められてしまったが、好転しないポーランド
経済を前に政府は経済改革を行い、連帯が要求し
ていた改革案も大幅に取り入れた法律が整備され
た。それでも経済は一向に好転せず、政治・経済
システムに対する国民の信頼は全く得られなかっ
た。
　1989 年 2 月より政府と反体制勢力との間で円卓
会議が開かれ、複数政党制や自由選挙、市場原理
や多元的所有形態などの導入が合意され、共産党
は政権担当能力を失っていった。連帯系閣僚を中
心とした新政権は、急進的な経済市場化を目指す

「政府経済プログラム」を発表するとともに、憲
法の社会主義体制に関連する条項を削除・改正し、
旧共産党系閣僚を一掃するなど、急速な体制転換
を行った。新しい政府経済プログラムに基づく経
済活動の自由化、強力な金融引き締め、国家財政
の均衡化などの実施は直ちに効果を現し、1989 年
に発生したハイパーインフレを 1990 年には沈静化
させることに成功した。一方で、需要が冷え込ん
で景気は大幅に後退し、1994 年には失業率が 16%
まで急増した。しかし、経済の後退は 1992 年には
底を打っており、1990 年代後半からは GDP 成長
率 5% 以上の高度成長期に入った。
　ポーランドの農業の特徴は、社会主義体制下で
も小規模自作農主体の農業構造が存続してきたこ
とである。ポーランドでもスターリン時代は個人
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農の組織化による生産協同組合の設立が進められ
たが、1956 年の労働者暴動などの動きの中で協同
組合の全国大会が解散を決議して以降、多くの協
同組合農場が解散していった。ゴムウカも個人農
を援助したわけではなかったが、集団化も強行し
なかった。1987 年の経営形態別農地面積は個人農
が 71.7% を占めていた 58。1990 年代初頭の体制転
換時に農地の私的所有の承認と財・サービスの価
格自由化が実施されたが、生産要素価格に比べて
農産物価格の上昇が十分ではないという事態に直
面したため農業所得は向上せず、農業・食糧の経
済状況は悪化した 59。また、1990 年代のポーラン
ドでは、農業以外の雇用機会の欠如により国営農
場や協同組合から放出された労働力の農場への吸
収が起こった 60。ポーランドの農村は散居形態で
あるため、インフラ整備コストが高く、農業以外
の経済活動を立ち上げることを困難にしており、
それが農村の発展と構造調整を遅らせているとい
う指摘もある 61。
　2007 年時点での農業構造は、規模の小さい家族
農場主体の農業構造である。常時農業従事労働力
については、そのほとんど（99.9%）が経営主とそ
の家族構成員である。産出高 4,000 ユーロ未満の
小規模経営体は1,645,880で全体の69.2%を占める。
　農業構造の変化の方向性に関しては、多くの小
規模農家を抱えているが、農業からの退出は起
こっておらず、逆に小規模経営体数が増加してい
る点に特徴がある。10～20ha 未満層と 100ha 以上
層の経営体の耕地面積がわずかに減少している以
外は、各階層で耕地面積が増加しており、全体と
して 1,050,860ha の耕地面積が増加した。新たな経

営体の創出がその背景にあると考えられる。
　最後に、農村経済一般についてだが、農村の
就業者数に占める第一次産業に属する者の割合
は 27.4% と、農業への依存度が非常に高い。一
方、第二次産業の就業者割合はラトビアに次いで
二番目に低い。労働生産性に関しては、どの産業
部門でも農村の労働生産性は低く、また、農村
の中でも第一次産業の値がその他の 3 分の 1 未満
と非常に低い。一人当たり GDP は全ての地域で
EU-27 平均を大幅に下回っており、特に農村の値
は EU-27 平均の約半分の水準である。加えて農村
には大量の相対的貧困者を抱えている。
　以上のように、構造調整が進まず零細経営が多
数残存している農業部門が、農村の経済水準の低
さとなって反映しているのがポーランドの特徴で
ある。

（6）エストニア

　ここでは、エストニアの歴史とともにバルト三
国に共通する歴史的事実に関しても述べることに
する。1944 年にソ連の構成国となった後に、バ
ルト三国は中央集権化されたソ連の計画経済に急
速に統合された。全ての企業は国有化され、生産
手段の私的所有は認められず、集団農場に強制的
に加入させられた農民は個人経営が不可能となっ
た。スターリンの死後、経済活動に対する規制緩
和や分権化が行われ、第二次大戦終結から 20 年
を経た 1960 年代になってようやく生産量と生活の
質について戦前の水準を回復した。
　1970 年代後半から再び抑圧が始まったが、この
期間にバルト三国は急速な工業化と都市化を経験
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した。工業生産は重視されたが、依然として経済
における農業の重要性は高かった。経済停滞と消
費物資の欠乏がソ連全体を覆う中、ゴルバチョフ
は 1986 年にグラスノスチとペレストロイカを開
始した。三国の共産党指導者はこの動きに消極的
だったが、一般市民はこの機会を活用しようとし
た。例えばエストニアではソ連初の外国企業と合
弁企業が設立され、知識人が自立経済提案を打ち
出した 62。さらに共産党指導部に圧力をかける手
段として「ペレストロイカを支持するエストニア
人民戦線」を設立し、数万人規模の政治的抗議行
動を組織した。間もなくラトビアやリトアニアに
も同様の組織が現れた。1989 年、人民戦線を母体
とする代議員の主導によりバルト議員会議が初め
て開かれ、この会議の主導により、エストニアの
タリンからラトビアのリーガを通ってリトアニア
のヴィルニュスまで続く 600km に渡って 200 万人
が手を繋ぎ人間の鎖を作る抗議行動を実行した。
1990 年 2 月から 4 月に行われた初の自由選挙では、
人民戦線がバルト三国すべてにおいて議席の過半
数を獲得し、人民戦線政府を発足させた。1990 年
3 月にはリトアニアが三国の先陣を切って独立を
宣言した。1991 年 8 月、リトアニアは独立を再確
認し、エストニア最高議会では独立の即時回復に
関する決議が行われ、ラトビアも後に続いた。こ
れにより、バルト三国の独立に対する国際承認が
次々と行われ、9 月にはソ連もこの事実を受け入
れた。
　独立承認の後、バルト三国は極めて困難な経済
状況に苦しみながら、市場経済への移行に取り組
んだ。バルト三国の製造業は、社会主義経済期に
は旧ソ連の国内分業体制に組み込まれており、主
として旧ソ連内の他の共和国向けに製品を輸出す
る体制を取っていたが、旧ソ連の解体にともない
この分業体制が解体して製造業の輸出市場も失わ
れ、国内経済構造を再構築し経済を早期に安定さ
せなければならなかった。
　エストニアはソ連時代との断絶を最も明確に示
し、三国の中で最も急進的かつ徹底的な自由主義
的経済改革を実行した。経済低迷の底を打った

1993 年のエストニア、ラトビア、リトアニアの経
済収縮率はそれぞれ 9.0%、14.9%、16.2%、インフ
レ率はそれぞれ 90%、109%、410% と 63、エスト
ニアは最も影響が小さかった。1990 年代後半以降、
エストニアは IT 産業への重点的支援と金融・サー
ビス部門の自由化による外資の導入により経済状
況を好転させることに成功した 64。しかし、他方
で農業補助金の打ち切りのあおりを受けた農民や
年金生活者は生活水準の悪化に直面し、非効率な
小規模製造業などは操業停止に追い込まれ、主要
都市以外では失業者が大幅に増加した。
　次にバルト三国の転換期の農業に関してその共
通点をみておく。まず、私有化については、以前
の所有者への農地の返還もしくは同等の補償、集
団農場・国営農場の農業資産の私有化、市場指向
経済メカニズムの形成が目指された 65。集団農場
や国営農場は協同組合化が試みられたが、過剰な
労働力を抱えていたことからほとんどは市場経済
に適応できずに解体され、農地の多くは細分化さ
れて家族農場が主体となった 66。
　エストニアでは農業の私有化の法整備が他の二
国と比べゆっくりと行われた。それ自体は意図的
なものではなくエストニアの政治システムによる
ものだったが、急速な小規模農家の創出は農家が
所得を得るための必ずしも良い方法ではないこと
を学ぶ十分な時間的余裕をもたらし、結果的に効
率的な生産構造を創り出すのに肯定的に機能した
という指摘が存在する 67。
　それでは、2007 年時点での農業構造を検討す
る。エストニアでは 2ha 未満層よりも 2ha から
20ha までの層の経営体数の方が多くなっている。
100ha 以上層の 1,550 の中には 650 の法人経営も含
まれており、エストニアの全常時農業従事労働力
の 15.3% に当たる 9,990 人がこれらの大規模法人
に属している。また、この 100ha 以上層がエスト
ニアの耕地面積の 69.1% に当たる 626,990ha を耕
作している。一方で、産出高 4,000 ユーロ未満の
小規模経営体は 14,800 で、全経営体の 63.6% を占
めている。
　農業構造の変化の方向としては、規模が小さい
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経営ほど減少率が高く、100ha 以上層のみがその
数を増加させている。同期間で 100ha 以上層だけ
で耕地面積を 175,450ha 増加させており、国全体
の耕地面積の増加に加えて中小規模層で減少した
分をこの層が吸収している。小規模経営が農業か
ら退出し大規模経営に集積されるという理想的な
方向に調整が進んでいるようである。
　農村経済一般に関しては、農村の就業者に占め
る第一次産業就業者の割合は 9% 程度とやや少な
く、農業の重要性はさほど高くはないとみてよい。
中間と農村の間に労働生産性の差はある程度存在
するが、農村内の産業部門間の差はあまり大き
くなく、農業の労働生産性もある程度高い水準に
ある。一人当たり GDP は、中間についてはほぼ
EU-27 平均と同水準だが、農村のそれは EU-27 平
均よりも低く、地域間格差が存在する。相対的貧
困率は中間も農村もやや高く、特に農村で深刻で
ある。
　以上から、エストニアは労働生産性などの経済
パフォーマンスはかなり高水準で豊かな農村経済
が存在しているが、小規模農家等の貧困や格差と
いう課題を抱えているというのが特徴である。

（7）ラトビア

　ラトビアについては体制転換期の歴史を他の二
国との違いに注目しながらみていく。ペレストロ
イカの機会に乗じてエストニアで人民戦線が組織
されると、ラトビアでも人民戦線が組織され、数
万人が参加する抗議集会が開かれた。1988 年 10
月には、守旧派の共産党指導者や政府指導者が新
生の人民戦線に賛同するゴルバチョフ支持者に替
えられた。その後 1990 年に人民戦線政府を発足さ

せ、エストニアに続いて独立の即時回復に関する
決議を行った。しかし、ラトビアは新体制の確立
までに最も長い時間を要した。独立回復後は混沌
とした政治的状況が続き、2006 年までに行われた
全ての総選挙で、前回の選挙時には存在すらして
いなかった新興政党が勝利するという事態が続い
たという 68。また、経済に関してはエストニアに
近い急進的な自由主義的経済改革を実施したが、
経済の縮小や高いインフレに直面した。
　農業については、ラトビアは政治的独立以前か
ら農業改革を進めており、農地改革と集団化財産
の私有化、市場経済への転換、自立経営の設立を
目標としていた。また、1990 年の農地改革に関す
る法律により、以前の所有者を最優先に農地の利
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規模農家の耕地面積が減少した分を規模が大きい
農家が集積しているようである。
　農村の就業状況に関しては、第一次産業の就業
者の割合が高く、16.2% となっている。一方、第
二次産業の就業者割合は 8 カ国の中で最も低い。
しかし、第一次産業の労働生産性は著しく低く、
農村でも第三次産業とは大きな差がある。一人当
たり GDP についてはどの地域も EU-27 平均に比
べてかなり低い水準であり、中間と農村に至って
は EU-27 平均の半分にも満たない。都市と農村の
間も 2 倍以上の格差が存在しており、相対的貧困
率も農村で非常に高い数値を示している。
　以上のように、未だに大量の小規模農家を抱え
ており、農業と農村の経済的水準は他の中東欧の
新規加盟国と比較しても著しく低いというのがラ
トビアの抱える問題点である。

（8）リトアニア

　ペレストロイカをきっかけとして、1988 年、リ
トアニアでも大衆運動「サユディス」が他の二国
の人民戦線と歩調を合わせて誕生した。1989 年 12
月にはソビエト共産党からの脱退を宣言し、さら
に、1990 年 3 月には三国の先陣を切って独立を宣
言した。ソビエト権力はこれに反発してソ連から
の分離を無効とする布告を可決し、経済封鎖や軍
事行動を実行した。経済封鎖による石油の供給停
止と天然ガス供給の大幅削減はリトアニア経済を
大きく疲弊させ、65,000 人以上の失業者が発生し
た 70。それでもなお独立国家の基盤整備を続け、
1991 年 8 月に独立を再確認し、国際的承認を得る
に至った。
　転換期の経済改革に関しては、エストニアやラ

トビアが急進的な改革を実施したのに対し、リト
アニアは漸進的な改革を選んだ。市場経済への移
行も三国で最も時間がかかった。経済的自立は難
航し、旧土地所有者への土地の返還と旧集団農場
資産の民営化による農村の荒廃などによって人々
は生活苦に陥った 71。経済の低迷が底を打った
1993 年の経済収縮率とインフレ率は三国で最大と
いう惨憺たる状況だったが、1996 年には他の二国
を上回る 4.7% の経済成長を実現した。
　リトアニアは 1990 年の段階で、GNP に占める
農業の割合が 25.3%（食品産業を含めると 36.6%）、
就業者数に占める農業従事者の割合が 18.5%（同
22.2%）と 72、三国の中で最も農業への依存度が高
い国であった。農業改革は 1989 年に始まり、第
一段階として農業を行う資格のある希望者に農地
利用権を与えることで個人農を再確立する政策が
実行された。第二段階は 1990 ～ 91 年の間で、旧
所有者への所有権の返還、農地の私的所有の確立、
国営・集団農場の私有化が実行された。これら一
連の改革の結果、集団農場は急速に解体され、農
地面積に占める個人農の割合は 1994 年の 64% か
ら 96 年には 75% に達し 73、個人農を中心とする
農業構造へと向かっていった。
　次に、2007 年時点での農業構造と農村経済の態
様を検討する。まず、農業構造をみると、2～5ha
の経営体数が最も多い。100ha 以上の経営体 2,980
のうち個人経営体が 2,610 を占めるなど、どの規
模階層でも基本的に個人経営体が中心である。産
出高 4,000 ユーロ未満の小規模経営体は 178,930 経
営体で全体の 77.7% を占めており、多くの小規模

 

の私有化、市場経済への転換、自立経営の設立を

目標としていた。また、1990 年の農地改革に関す

る法律により、以前の所有者を最優先に農地の利

用を希望する者に一旦農地を与え、1993 年に完全

な所有権を与えるというプロセスで、私的所有権
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農家が残存している。
　構造変化の方向性としては、20ha 未満の規模の
小さい経営体は減少しており、それ以上の階層で
は規模が大きくなるほど増加率も大きくなってい
る。リトアニアでは同期間内で全体の耕地面積の
増加はわずかのため、規模の小さい経営体が農業
から退出した分の面積を中・大規模経営体が集積
していると考えてよい。
  農村の就業状況については、第一次産業就業者
数の割合が 17% とかなり高い水準である。労働生
産性は全産業部門で都市よりも農村の方が値が低
く、農村内でもその他二部門と第一次産業との間
に 2 倍以上の差がある。一人当たり GDP は全地
域で EU-27 平均よりやや低く、特に農村は EU-27
平均の約 56% と低い。相対的貧困は農村に集中し
ており、その率は対象 8 カ国の中で最も高い。
　以上のようにリトアニアは、一人当たり GDP
の水準でラトビアを上回っているものの、農村で
の就業における農業の重要性は高く、個人農が主
体で、農村の貧困が深刻など、ラトビアと共通す
る特徴を有している。

Ⅲ．対象国の農村の社会・経済的条件と農
村振興計画の問題点

（1）分析手法

　本研究の分析は各国農村の人的資本、雇用・所
得多角化の程度、農村サービスの水準といった社
会・経済的条件に焦点を当てる。まず、各国の農
村の社会・経済的条件の相対的地位をテーマごと
に示すことから行う。その上で、各テーマに関連

する農村振興施策の活用をどのように行っている
か、農村振興施策活用上の問題点が何であるか
を予算や施策対象者数の分析を通じて明らかにす
る。
　各国の社会・経済的条件の特定は Copus ほか

（2008）の地域類型手法を用いて行う 74。最初に、
この手法の設計論理と使用方法について概説す
る。Copus ほか（2008）の目標は、（1）既存の地
域類型手法の再検討と評価、（2）2007-2013 年の農
村振興政策の施策に基づく地域類型手法の設計、
を行うことである。（1）については、ある政策や
政策イシュー（GPI）に関して、類型（Typology）
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結果に影響するかを検討した結果から、Model を
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指標の集団）として 9 つの KTT（Key Typology 
Themes）を定義し 76、KTT と Model のリンクを
導出する。加えて、GPI に関連する農村振興施策
を特定することで、GPI と施策のリンクを導出す
る。以上のリンクを統合することで、図 2 のよう
に施策と KTT のリンクを導出する。この施策と
KTT のリンクは、「この施策の影響評価には、こ

 

に至った。 

 転換期の経済改革に関しては、エストニアやラ

トビアが急進的な改革を実施したのに対し、リト

アニアは漸進的な改革を選んだ。市場経済への移

行も三国で最も時間がかかった。経済的自立は難

航し、旧土地所有者への土地の返還と旧集団農場

資産の民営化による農村の荒廃などによって人々

は生活苦に陥った71。経済の低迷が底を打った

1993 年の経済収縮率とインフレ率は三国で最大

という惨憺たる状況だったが、1996 年には他の二

国を上回る 4.7%の経済成長を実現した。 

 リトアニアは 1990 年の段階で、GNP に占める

農業の割合が 25.3%（食品産業を含めると 36.6%）、

就業者数に占める農業従事者の割合が 18.5%（同

22.2%）と72、三国の中で最も農業への依存度が高

い国であった。農業改革は 1989 年に始まり、第

一段階として農業を行う資格のある希望者に農地

利用権を与えることで個人農を再確立する政策が

実行された。第二段階は 1990~91 年の間で、旧所

有者への所有権の返還、農地の私的所有の確立、

国営・集団農場の私有化が実行された。これら一

連の改革の結果、集団農場は急速に解体され、農

地面積に占める個人農の割合は 1994 年の 64%か

ら 96 年には 75%に達し73、個人農を中心とする農

業構造へと向かっていった。 

 次に、2007 年時点での農業構造と農村経済の態

様を検討する。まず、農業構造をみると、2~5ha

の経営体数が最も多い。100ha以上の経営体 2,980

のうち個人経営体が 2,610 を占めるなど、どの規

模階層でも基本的に個人経営体が中心である。産

出高 4,000 ユーロ未満の小規模経営体は 178,930

経営体で全体の 77.7%を占めており、多くの小規

模農家が残存している。 

 構造変化の方向性としては、20ha 未満の規模の

小さい経営体は減少しており、それ以上の階層で

は規模が大きくなるほど増加率も大きくなってい

る。リトアニアでは同期間内で全体の耕地面積の

増加はわずかのため、規模の小さい経営体が農業

から退出した分の面積を中・大規模経営体が集積

していると考えてよい。 
 

第 15 表 リトアニアの規模別農業経営体数(2007)とその

変化率(2003-2007) 

 
出所：Eurostat より筆者作成。 

 
  農村の就業状況については、第一次産業就業者

数の割合が 17%とかなり高い水準である。労働生

産性は全産業部門で都市よりも農村の方が値が低

く、農村内でもその他二部門と第一次産業との間

に 2 倍以上の差がある。一人当たり GDP は全地

域で EU-27 平均よりやや低く、特に農村は EU-27

平均の約 56%と低い。相対的貧困は農村に集中し

ており、その率は対象 8 カ国の中で最も高い。 
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の KTT を用いて類型を行う」という関係を表す
ことになる。
　これにより、各農村振興施策に対応する KTT
が特定されることから、同じ KTT とのリンクを
持つ施策をまとめることで、3 つの施策集団（①
人的資本グループ、② LFA（条件不利地域）・多
角化グループ、③農村遺産・サービスグループ）
を形成することができる 77。
　最後に、形成された①～③の施策集団ごとに、
集団内の各施策から生じる指標（Indicators）78 を
用いて、各地域を観測対象として当該指標のデー
タを整理し、因子分析やクラスター分析を行う
ことで、地域の類型化が可能となる。Copus ほか

（2008）では、因子分析を用いることを推奨してい
るため、本研究では因子分析を用いる。因子分析
によって、2 つの因子を評価軸とした、観測対象
地域の因子に関する相対的な地位を描出すること
ができる。

　ここまでが Copus ほか（2008）によって設計
された地域類型手法の内容である。本研究では、
観測対象を中東欧 8 カ国の農村（Predominantly 
Rural）として、設定されている指標 79 に関するデー
タを各国の農村ごとに整理し、因子分析を実行す
ることで、当該因子に対する各農村の相対的な地
位を導出する。その相対的地位が、各国農村の社
会・経済的条件の水準を表すことになる。
　そして、因子分析によって導出した各国農村の
社会・経済的条件に基づき、各条件に関連する施
策を農村振興計画の中でどのように活用している
かについて分析を行う。
　分析は以下の 3 つの側面から行う。
①施策の利用の有無と予算総額に占める当該施策
への支出割合：農村の社会・経済的条件の水準が
低い部分に対して、その条件を改善するための施
策を利用し、重点的に予算の配分を行っているか
どうかを明らかにする 80。
②施策対象者当たりの予算額：農村振興計画の中
で施策ごとに目標として設定されている支援対象
者 1 人（地方行政単位が対象の場合は 1 件）に対
して平均してどれほどの額の予算が充てられてい
るかを算出する。
③潜在的支援有資格者に占める施策対象者の割
合：農村振興規則や各国の農村振興計画の中で示
されている 81 支援有資格者について、その集団の
規模に対して実際に支援を受けることができる者
の割合を算出する。（ただし、施策集団③農村遺産
サービスグループに含まれる施策に関しては、支
援対象が地方行政単位であるため、パーセンテー
ジではなく、農村人口一人当たり支援件数として
表すことにした。）
　なお、予算額や施策対象者目標などの数値は
ENRD82 のデータを用いる。
　また、参考のため、既往加盟国の農村振興計画
についても同様の計算を行い、支援水準や対象者
割合などについて比較検討を行う。既往加盟国の
検討に当たっては、農村振興予算の分析と各国
政策担当者や関係者へのインタビューに基づく
Dwyer ほか（2009）の研究を参考に、農村振興に
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ー (GPI) に関して、類型 (Typology) とモデル

(Model)を用いて、地域への影響を評価する既存の

研究を検討している（図１参照）。 

 (2)の地域類型手法の設計では、まず既存の研究

の集積から、農村の社会や経済に影響を与える政

策的な論点として３グループ７項目のGPIを定義
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比較的力を入れていると考えられる 8 カ国（ベル
ギー、フランス、イタリア、デンマーク、ドイツ、
オランダ、ギリシャ、スペイン）を選定した。こ
れらの国は、一国で複数の農村振興計画を有する、
農村振興計画の策定に農業省以外の省庁も重要な
役割を果たす、Axis3 の予算割合が大きい、など
の特徴のうちいずれかを有している 83。
　以上のような施策の予算や対象者の分析と既往
加盟国との比較検討を通じて、中東欧諸国の農村
振興計画が抱える問題点や課題について考察す
る。

（2）人的資本グループによる分析

　まず、人的資本グループに含まれる施策は以下
の 5 つの施策であり、これらの施策から生じる 7
つの指標は以下の通りである。

【5 つの施策】
111.『職業訓練および情報活動』：農業や食料に関
わる全ての人を対象とし、経営技能、情報通信技
術、機械等新たな技術、製品の品質向上などに関
する訓練に必要な費用を提供する。
112.『青年農業者の就農：経営主として初めて農
業経営を設立する 40 歳未満の青年農業者を対象
とし、経営設立のための投資を行う。
113.『農業者・農業労働者の早期引退』：一般的退
職年齢に達しておらず経営を移譲していない 55
歳以上の農場主や農場労働者を対象として、経営
を移譲したり引退する者に財政的支援を行う。
331. 『教育および情報提供』：農村の経済主体を対
象として、就業の多角化、農村ビジネスの設立、
農村サービスの提供、農村遺産の保護など他の
Axis3 の施策に関連する訓練に必要な費用を提供
する。
341.『地域振興戦略の資格取得・活発化・実行』：
農村の経済主体を対象として、地域が発信する発
展戦略の実行や LEADER の実施のために必要な、
地域の学習、スタッフの訓練、プロモーション活
動などに対する支援を行う。

【7 つの指標】
（I1.）総人口に対する人口流入の割合 %（2007 年）
（I2.）総人口の変化率（2003～2007 年）
（I3.）35 歳以上 55 歳未満の農場経営者の割合％
（2007 年）
（I4.）訓練（full training）を受けた農業者の割合
%（2005 年）

（I5.）全就業者に占める第一次産業就業者の割合％
（2007 年）
（I6.）小規模農家（<1ESU）の割合％（2007 年）
（I7.）農業労働力（AWU）当たりの農場純付加価
値（2007 年）

　以上の指標を各国農村ごとに整理したものを第
17 表に示す。なお、農業労働力（AWU）当たり
の農場純付加価値のデータのみ、FADN のデータ
を利用した 84。さらにそのデータを用いて因子分
析を行った結果を第 18 表と図 3 に示す。なお、3
つの施策集団それぞれで行う全ての因子分析につ
いて、初期解の推定法は最尤法、初期解の回転は
promax で行い、統計ソフトは R を使用した。
　各因子に対する関連指標の因子負荷量により、
Copus ほか（2008）で設定されているように、因
子 1 を「人口純流入の傾向」、因子 2 を「人的資
本の強さ」としても整合性があり、これらを因子
とする。
　図 3 より、対象 8 カ国の中ではポーランドの人
的資本が相対的に著しく弱く、次いでスロバキア、
スロベニア、ハンガリーがやや弱いことが分かる。
第 18 表より因子 2 の「人的資本の強さ」は指標
I3 と I5 が特に関連が深いが、第 17 表よりポーラ
ンドは指標 I3 に当たる壮年農場経営者の割合が
他の国と比較してかなり低く、また、指標 I5 にあ
たる第一次産業就業者の割合が他の国よりも大き
く、これらが大きな要因となってポーランドの人
的資本が相対的に著しく低くなっていると考えら
れる。人口流入の傾向に関しては、チェコやスロ
ベニアの農村では流入の傾向が強く、ラトビアや
リトアニアの農村では流出の傾向が強いことが分
かる。
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　因子分析によって得られた各国農村の人的資本
に関する条件の結果より、特に因子 2 の人的資本
の強さに注目して、人的資本の弱い順に中東欧 8
カ国を並べ、関連施策の活用方法を示したのが以
下の第 19 表、第 20 表である（比較対象として既
往加盟国の数字も示した）。なお、表中の「−」は、
ENRD にデータが示されていなかった項目であ
る。
　まず、農業に関連する Axis1 の施策は中東欧 8
カ国ほぼ全てで活用されていることが分かる。111
の農業者の訓練施策に対する予算割合は、既往加
盟国に比べて中東欧諸国の方が少ない傾向が見ら
れるが、中東欧 8 カ国の中では人的資本の弱いス
ロバキア、ハンガリー、リトアニアで大きくなっ
ている。一方、農業者の年齢構造に関する施策で
ある 112、113 では、人的資本の特に弱いポーラン
ドをはじめ、スロベニア、リトアニアで大きな予
算が充てられている。前述したように、ポーラン

ドでは壮年期の農場経営者の割合が他の国に比べ
て低いので、それを受けてこのような予算配分に
なっていると推測することができる。
　次に対象者一人当たり支援額と支援有資格者 85

に占める対象者の割合を検討する。111 の訓練施
策では、中東欧諸国は既往加盟国と比べて対象当
たり支援額が全体的に低くなっているが、有資格
者に占める対象者の割合は既往加盟国を上回る中
東欧諸国が複数存在する。ただし、スロバキアは
対象当たり支援額が中東欧の中で突出して高い
一方、支援はあまり有資格者に行き渡っていな
い。リトアニアやラトビアでも同様の傾向が見ら
れる。112、113 の年齢構造に関する施策では、対
象当たり支援水準が中東欧で既往加盟国より明ら
かに低いものはほとんどなく、支援も多くの者に
行き渡っている。全体として、後述する非農業の
Axis3 の施策に比べて、Axis1 の施策では有資格
者の数 % から数十 % という比較的多くの者に支 
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出所：R による分析結果を用いて筆者作成。

EU 新規加盟国の農村振興政策活用に対する評価―2004 年 EU 加盟の中東欧諸国を対象に―22



援が行き渡っている。
　次に Axis3 の訓練・教育施策だが、331 はその
他の Axis3 の施策を適切に実行するための支援施
策、341 は民間部門が参画する LEADER の実行を
促進するための支援施策であり、農業以外の部門
の農村経済振興のために重要だと考えられるが、
これらは中東欧諸国でほとんど活用されていな
い。ただし、人的資本が弱いスロバキアとハンガ
リーは、331 と 341 の施策に既往加盟国と比較し

ても最も大きい割合の予算を充てている。しかし、
有資格者 86 に占める対象者の割合は、既往加盟国
でもほとんどが 1% を切っており、農村振興政策
を実行してきた経験が豊富な既往加盟国であって
も、これらの施策を有資格者に行き渡らせること
は困難なようだ。

（3）LFA・多角化グループによる分析

　LFA（条件不利地域）・多角化グループに含ま 
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れる施策は以下の 5 つであり、これらの施策から
生じる 7 つの指標は以下の通りである。

【5 つの施策】
211. 『自然ハンディキャップ支払、山岳地域に対す
る補償支払』：山岳地域で農業を行う農業経営体
を対象として、耕地面積（ha）当たりの補償支払
いを行う。
212. 『山岳地域以外の条件不利地域に対する補償
支払』：山岳地域以外の条件不利地域で農業を行
う農業経営体を対象として、耕地面積（ha）当た
りの補償支払いを行う。

（※本研究では 211、212 をまとめて条件不利地域
施策として分析を行う。）
311. 『非農業活動への多角化』：農業経営体の構成
員を対象とし、農業活動の多角化のための建物・
施設の建設、機械・設備の購入などへの支出を支
援する。
312. 『小規模企業の創出および発展の支援』：既存
の小規模企業や新たに小規模企業を設立する者を
対象として、新たな建物・施設の建設、機械・設
備の購入などへの支出を支援する。
313. 『農村ツーリズム活動の促進』：農村の経済主
体を対象として、農村観光のための小規模インフ
ラ・宿泊施設の建設、マーケティング活動への支
援を行う。

【7 つの施策】 
（I1.）LFA 境界内の農地の割合％（2005 年）

（I2.）総人口に占める人口流入の割合％（2007 年）
（I3.）総人口の変化率（2003-2007 年）
（I4.）就業者に占める第一次産業就業者の割合％
（2007 年）
（I5.）就業者に占める第三次産業就業者の割合％
（2007 年）
（I6.）農場内有給活動を行う農業経営体の割合％
（2007 年）
（I7.）都市機能地域以外の土地面積の割合％（2000
年）87

　以上の指標を各国農村ごとに整理したものが第
21 表となる。
　また、データを用いて因子分析を行った結果を
第 22 表と図 4 に示す。
　各因子に対する関連指標の因子負荷量により、
Copus ほか（2008）で設定されているように、因
子 1 を「農業部門の多角化の程度」、因子 2 を「LFA
における農業の重要性」としても整合性があり、
これらを因子とする。
　図 4 より、中東欧 8 カ国の中ではラトビア、リ
トアニアが最も多角化の程度が低く、ポーランド、
ハンガリーが次いでやや低いことが分かる。第 22
表より、因子 1 の多角化の程度は指標 I2、I6、I7
と特に関連が深いが、第 21 表から、リトアニア
では特に指標 I2 に当たる人口流入の割合と、I6
に当たる農場内有給活動を行う経営体の割合が小
さく、I7 に当たる都市機能地域以外の面積の割合
が大きくなっており、これがリトアニアの多角化
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であるため実行が容易であり、農工間所得格差の

解消につながる役割を果たし得るため、農業部門

の割合が小さい国においても重要な施策と考えら

れていると推測される。 

 中東欧諸国では多くの場合、有資格者88の 70%

以上、有資格面積の 80%以上が対象となっており、

支援が多くの者に行き渡っている。ただし、チェ

コとスロバキアでは、対象者を絞って支援を提供

しているようである。 

 Axis3 の農業部門の多角化に関する施策につい

ては、特に多角化の水準が低いバルト三国やポー

ランドで、312 の小規模企業への支援に大きな割

合の予算が充てられているのが特徴的である。そ

の他の国でも 311 か 312 のいずれかの施策に既往

加盟国よりも高い割合の予算を充てている。
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の程度が相対的に低い要因だと考えられる。ラト
ビアやポーランドについても同様の傾向がみられ
る。LFA における農業の重要性はポーランドやス
ロベニアで高く、スロバキアなどでは低い。
　因子分析で得られた結果より、施策予算の活用
方法を、中東欧 8 カ国を多角化の程度の低い順に
並べて示したのが第 23 表と第 24 表である（比較
対象として既往加盟国の数字も示した）。
　中東欧 8 カ国では既往加盟国に比べて全体的に
LFA 施策に充てている予算割合の水準が高い。第
一の柱の直接支払いに類似した面積当たり支払い
であるため実行が容易であり、農工間所得格差の
解消につながる役割を果たし得るため、農業部門
の割合が小さい国においても重要な施策と考えら
れていると推測される。
　中東欧諸国では多くの場合、有資格者 88 の 70%
以上、有資格面積の 80% 以上が対象となっており、
支援が多くの者に行き渡っている。ただし、チェ
コとスロバキアでは、対象者を絞って支援を提供

しているようである。
　Axis3 の農業部門の多角化に関する施策につい
ては、特に多角化の水準が低いバルト三国やポー
ランドで、312 の小規模企業への支援に大きな割
合の予算が充てられているのが特徴的である。そ
の他の国でも 311 か 312 のいずれかの施策に既往
加盟国よりも高い割合の予算を充てている。
　ただし、これらの施策による支援は全体的に有
資格者 89 に行き渡っていない。施策 311 では、既
往加盟国の中でベルギー、フランス、ドイツで対
象当たり支援額が 2 万ユーロ未満と低く、その分
だけ有資格者に占める対象者の割合が大きくなっ
ているが、それでも 0.7～3% ほどである。中東欧
8 カ国では、これよりも対象当たり支援額は大き
く、支援対象者割合は小さい。施策 312 や 313 でも、
数万ユーロもの支援が有資格者の 1% に満たない
対象者に提供される例が多数見られ、全体的に支
援は行き渡っていない。ラトビア、リトアニア、
ポーランドのような農村の一人当たり GDP の低
い国の農家が、既往加盟国と同等以上の高額支援
を容易に受給できるとは考えにくい。中でもリト
アニアは対象当たり支援額が施策 311 で 16 万ユー
ロ、施策 312 で 29 万ユーロと既往加盟国と比べて
も高額で、有資格者に占める対象者の割合も相対
的に低いことから、施策の活用方法に問題がある
と考えられる。

（4）農村遺産・サービスグループによる分析

　農村遺産・サービスグループに含まれる施策は
以下の 3 つであり、これらの施策から生じる 7 つ
の指標は以下の通りである 90。

【3 つの施策】
321. 『農村経済および農村住民のための基礎的
サービス』：農村の地方行政機関を対象として、情
報・交通・文化・環境等に関する小規模インフラ
の整備に対して財政的支援を行う。
322. 『村落再生および発展』：農村の地方行政機関
を対象として、農村住人や文化に関係する公共利
用のための建物や施設の建設や改修に対して財政
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解消につながる役割を果たし得るため、農業部門

の割合が小さい国においても重要な施策と考えら

れていると推測される。 

 中東欧諸国では多くの場合、有資格者88の 70%

以上、有資格面積の 80%以上が対象となっており、

支援が多くの者に行き渡っている。ただし、チェ

コとスロバキアでは、対象者を絞って支援を提供

しているようである。 

 Axis3 の農業部門の多角化に関する施策につい

ては、特に多角化の水準が低いバルト三国やポー

ランドで、312 の小規模企業への支援に大きな割

合の予算が充てられているのが特徴的である。そ

の他の国でも 311 か 312 のいずれかの施策に既往

加盟国よりも高い割合の予算を充てている。
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出所：因子分析の結果を用いて筆者作成。
注：因子負荷行列の空欄は 0 に近い値であるため表示していない。

 

   第 21 表 各国農村の LFA・多角化グループ指標のデータ 

 
  出所：Eurostat より筆者作成。 

 
第 22 表 LFA・多角化グループの因子分析による指標の共

通性と因子負荷量 

 
出所：因子分析の結果を用いて筆者作成。 

注：因子負荷行列の空欄は 0に近い値であるため表示して

いない。 

 

図４ LFA・多角化条件の中東欧 8カ国農村の相対的地位 

 
出所：R による分析結果を用いて筆者作成。  

アやポーランドについても同様の傾向がみられる。

LFAにおける農業の重要性はポーランドやスロベ

ニアで高く、スロバキアなどでは低い。 

 因子分析で得られた結果より、施策予算の活用

方法を、中東欧 8 カ国を多角化の程度の低い順に

並べて示したのが第 23 表と第 24 表である（比較

対象として既往加盟国の数字も示した）。 

 中東欧 8 カ国では既往加盟国に比べて全体的に

LFA 施策に充てている予算割合の水準が高い。第

一の柱の直接支払いに類似した面積当たり支払い

であるため実行が容易であり、農工間所得格差の

解消につながる役割を果たし得るため、農業部門

の割合が小さい国においても重要な施策と考えら

れていると推測される。 

 中東欧諸国では多くの場合、有資格者88の 70%

以上、有資格面積の 80%以上が対象となっており、

支援が多くの者に行き渡っている。ただし、チェ

コとスロバキアでは、対象者を絞って支援を提供

しているようである。 

 Axis3 の農業部門の多角化に関する施策につい

ては、特に多角化の水準が低いバルト三国やポー

ランドで、312 の小規模企業への支援に大きな割

合の予算が充てられているのが特徴的である。そ

の他の国でも 311 か 312 のいずれかの施策に既往

加盟国よりも高い割合の予算を充てている。

図 4　LFA・多角化条件の中東欧 8 カ国農村の相対的地位

出所：R による分析結果を用いて筆者作成。
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的支援を行う。
323. 『農村の文化遺産の保全および高付加価値化』：
農村の地方行政機関を対象として、自然遺産・文
化遺産の保護・改修に対して財政的支援を行う。

【7 つの施策】
（I1.）総人口の変化率（2003-2007 年）
（I2.）農場内有給活動を行う農業経営体の割合％
（2007 年）
（I3.）距離の遠さを理由に医療機関を受診できな
い者以外の人口の割合％（2007 年）91

（I4.）生物多様性のための保護地の面積割合％
（2007 年）
（I5.）世界遺産の数（2007 年）
（I6.）中等教育より上位の教育を受けている若者
の割合％（2007 年）

（I7.）都市機能地域の土地面積の割合％（2000 年）92

　以上の指標を各国農村ごとに整理したものが第
25 表となる。
　また、そのデータを用いて因子分析を行った結
果を第 26 表と図 5 に示す。
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       出所：ENRD より筆者作成。 
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象当たり支援額が 2 万ユーロ未満と低く、その分

だけ有資格者に占める対象者の割合が大きくなっ

ているが、それでも 0.7~3%ほどである。中東欧 8

カ国では、これよりも対象当たり支援額は大きく、

支援対象者割合は小さい。施策 312 や 313 でも、

数万ユーロもの支援が有資格者の 1%に満たない
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第 24 表　LFA・多角化関連施策（Axis2）の活用方法

出所：ENRD より筆者作成。
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　各因子に対する関連指標の因子負荷量により、
Copus ほか（2008）で設定されているように、因
子 1 を「サービスの豊かさ」、因子 2 を「遺産潜在力」
としても整合性があり、これらを因子とする。　
　図 5 より、エストニアとラトビアではサービス
の水準が最も低く、次いでリトアニアとハンガ
リーでややサービスが乏しいことが分かる。第 26
表より、因子 1 のサービスの豊かさは指標 I1、I3、
I6 が特に関連が深いが、エストニアとラトビアで
は、第 25 表より、指標 I1 に当たる総人口の変化
率、指標 I3 に当たる医療機関の受診可能性、指
標 I6 に当たる教育普及率ともに低い値を示してお
り、これが両国のサービスの水準の相対的な低さ
の要因となっていると考えられる。遺産潜在力は
ポーランドで最も弱く、次いでチェコ、リトアニ
ア、スロバキアなどで相対的に弱い。
　因子分析の結果より、中東欧 8 カ国をサービス
の水準の低い順に並べ、施策の活用方法を示した

のが第 27 表である（比較対象として既往加盟国
の数字も示した）。なお、表中の E-05 は、10 万分
の 1 を表す。
　ここから中東欧のサービスの水準が低いとされ
るエストニア、ラトビア、ポーランドなどでは、
農村のサービスに関連する 321、322 のいずれかの
施策に大きな割合の予算を充てていることが分か
る。これらの数値は既往加盟国の予算割合と比較
しても高い。他方、323 の農村遺産に関する施策
は中東欧では 4 カ国がこれを活用しておらず、活
用している国もこの施策に充てている予算の合は
小さい。
　これらの施策が農村人口に十分に行き渡ってい
ない 93 のは、その他の Axis3 の施策と同様である。
321 と 322 の農村サービスに関連する施策では、
中東欧 8 カ国でも既往加盟国でも限られた件数に
高額の支援を行っている例が多数存在する。サー
ビスの水準の低いラトビアの施策 321 の活用、リ

 

援は行き渡っていない。ラトビア、リトアニア、

ポーランドのような農村の一人当たり GDP の低

い国の農家が、既往加盟国と同等以上の高額支援

を容易に受給できるとは考えにくい。中でもリト

アニアは対象当たり支援額が施策 311 で 16 万ユ

ーロ、施策 312 で 29 万ユーロと既往加盟国と比

べても高額で、有資格者に占める対象者の割合も

相対的に低いことから、施策の活用方法に問題が

あると考えられる。 

 

(4)農村遺産・サービスグループによる分析 

 農村遺産・サービスグループに含まれる施策は

以下の 3 つであり、これらの施策から生じる 7 つ

の指標は以下の通りである90。 

 
【３つの施策】 

321. 『農村経済および農村住民のための基礎的サ

ービス』：農村の地方行政機関を対象として、情

報・交通・文化・環境等に関する小規模インフラ

の整備に対して財政的支援を行う。 

322. 『村落再生および発展』：農村の地方行政機

関を対象として、農村住人や文化に関係する公共

利用のための建物や施設の建設や改修に対して財

政的支援を行う。 
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化』：農村の地方行政機関を対象として、自然遺

産・文化遺産の保護・改修に対して財政的支援を

行う。 

 
【７つの施策】 

(I1.)総人口の変化率(2003-2007 年) 
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(I6.)中等教育より上位の教育を受けている若者の

割合％(2007 年) 
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トアニア、ハンガリーの施策 322 の活用は、多く
の既往加盟国の水準を上回る数十万ユーロもの支
援が、限られた対象に集中している。ただし、ハ
ンガリーとポーランドの施策 321 の活用、エスト
ニアの施策 322 の活用は、比較的少額の支援を多
数の対象者に提供するものであり、農村人口当た
りの支援件数がほとんどの既往加盟国の水準を上
回っているという好例も存在している。

（5）小括　− 3 つの分析結果の総合−

　まず、社会・経済的条件に基づき弱点を克服す
るような施策の活用がされているかという点に関
しては、Axis3 の農村経済発展や LEADER のた
めの教育・訓練施策（331、341）や農村遺産に関
する施策（323）などは多くの国で全く活用され
ていないが、基本的には、それぞれの条件に関す
る相対的地位が低い国で、その状況を改善するた
めの施策に多くの予算を充てている例が数多く観
察された。予算配分段階までは農村振興政策が適
切に活用されていると考えることができる。問題
はその支援が有資格者のわずかな部分にしか行き
渡っていない点である。この傾向は農業以外の分
野を対象とする Axis3 の施策において特に顕著で
ある。貧しい小規模農家が貧困から脱出するため

に、また、農業から退出させて全体の農業構造を
調整するためには、人的資本の高さ、農業以外の
雇用機会の存在、インフラの整備などが重要であ
ることが先行研究で指摘されていたが、中東欧諸
国で最も支援が必要な大量の小規模農家が支援の
対象から外されていると考えられ、それが大きな
問題となっている。経済の発展した既往加盟国に
おける支援と同等以上（極端な場合十万ユーロ以
上）の水準の支援が中東欧でも提供されており、
本当に支援が必要な産出高 4,000 ユーロ未満の小
規模農家や農村の貧困者が支援の対象となってい
るとは考えられないからである。つまり、中東欧
8 カ国にとって農村振興政策は農村の貧困を解決
する手段としては十分に機能していないといえる
だろう。

Ⅳ．農村振興のための課題
　ここでは、改めて各国の農業構造・農村経済の
特徴、農村の社会・経済的条件、施策の活用方法
を整理し、農村振興政策を通じて農村振興のため
に各国が解決しなければならない課題が何である
かについて検討を行う。
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（1）チェコ
　チェコは農業や農村の後進性の程度も低く、農
村の社会・経済的条件も総じて良好であり、中東
欧 8 カ国の中では優等生的な存在である。農業経
営体の 46.4%（中東欧の中では少ない）を占める
産出高 4,000 ユーロ未満の小規模農家は存在する
が、小規模農家の農業からの退出も進んでおり、
問題はさほど深刻ではない。
　社会・経済的条件に関して際立った弱点も存在
しないことから、農村振興施策の活用に関して
特に何かの施策に力を入れている様子は見受け
られない。Axis3 の施策では、限られた対象者の
みに高額の支援を提供する例が多くみられるが、
119,000 人もの対象者に 105 ユーロという少額の支
援を行っている 111 の訓練施策は、チェコの全農
業経営体数が 39,400 であることから、小規模農家
の構成員の中にも少なからず受益者が存在すると
予想され、訓練水準の向上に一定の貢献をしてい
ると考えられる。
　2007 年時点で構造調整が順調に進んでいること
を考慮すれば、チェコでは農村振興政策を通じた
農村振興のための明確な課題はみえてこない。敢
えて挙げるとすれば、農村経済の底上げを図り農
業構造調整をさらに加速させるために、311、312、
313 のような農業部門の多角化の支援をもっと多
くの有資格者に提供できるよう、行政機関の施策
実行能力の向上に努めることだと考える。

（2）スロバキア

　スロバキアの最大の特徴は、小規模経営体とそ
こに属する常時農業従事家族労働力の数の多さで
あり、彼らの農業からの退出もあまり進んでいな
いことである。それが影響して、社会・経済的条
件としては人的資本がやや弱いのが弱点である。
これに対して、111 の訓練施策だけでなく、限ら
れた国しか活用していない 331 や 341 の訓練・教
育施策を活用している点は妥当な選択であると考
える。しかし、スロバキアの農村振興施策の活用
に共通するのが、非常に限定された対象者への高
額の支援であり、これが問題をはらんでいる。産

出高 4,000 ユーロ未満の小規模経営体だけで 58,690
もあるにも拘らず、111 の訓練施策を提供してい
る支援数は 13,000 にすぎない。農村振興予算総額
の 4 分の 1 を占める LFA 施策に関しても、有資
格面積の 79% が支援対象となっているにも拘ら
ず、有資格経営体数の 8% 弱しか支援の対象となっ
ていない。これは支援が限られた大規模経営に向
けられている明確な証拠である。多角化の程度や
農村サービスの水準は高いが、ここでも対象者を
絞って高額の支援を行っているため、小規模農家
はほとんどその恩恵を受けることができていない
と考えられる。
　小規模農家の農業からの退出もあまり進んでい
ない状況を鑑みると、対象当たりの支援水準を下
げてより多くの者に支援が行き渡るように農村振
興計画を策定すべきであろう。そのためには、農
村のニーズが農村振興計画を策定する農業省に適
切に伝えられることが必要である。スロバキアの
Axis4 の LEADER 施策への予算配分は 3.0% と中
東欧の中でも少なく、LEADER 実施のための教
育・訓練施策の予算もわずかなことから、今後は
LEADER を活用し、小規模農家のニーズが少し
でも計画策定者に伝わる経路を構築することが求
められる。

（3）スロベニア

　スロベニアは、農地の大規模経営への集積がほ
とんど進んでおらず、中小規模の個人経営が農業
の主体である。農村の一人当たり GDP は中東欧 8
カ国中最大でありながら、第一次産業就業者の割
合が高く、チェコやスロバキアよりも農村の相対
的貧困率が高いのが特徴である。農村の社会・経
済的条件に関しては人的資本が弱い以外は、どの
条件も相対的に高水準である。
　この人的資本の弱さに対してスロベニアは、
Axis1 の訓練施策と年齢構造に関する施策によっ
て対処しようとした。特に 112 の青年農業者への
施策には力を入れており、既往加盟国よりも概し
て高い水準の支援を有資格者の 43% に当たる対象
者に提供している。
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　他方、Axis3 の農業部門の多角化や農村のサー
ビスに関わる施策は、高額の支援を少数の対象者
のみに提供する傾向がみられる。そもそもスロベ
ニアではこれらの社会・経済的条件は良好であり、
差し迫った支援の必要性は少ないのかもしれな
い。しかし、相対的貧困者が一定数存在している
という事実を鑑みると、農村の貧困者を貧困から
脱却させるための支援をもっと充実していく必要
がある。加えて、スロベニアでも LEADER 施策
への予算割合は 2.9% しか充てられていない。農業
以外の施策による農村経済発展や LEADER 実行
のための教育・訓練施策である 331、341 が活用さ
れておらず、このような施策の重要性に対する認
識は薄いが、農村貧困問題の解決のためにもボト
ムアップ式に農村のニーズを政策に反映させる道
も考慮されるべきである。

（4）ハンガリー

　農業からの退出が進展しているが未だに多くの
小規模農家を抱え、都市と農村の経済格差が大き
いのがハンガリーの特徴であり問題でもある。農
村の社会・経済的条件に関しては人的資本、多角
化、農村サービスのいずれも他国に比べ高い水準
の要素は存在していないのが現状である。
　しかし、そのような現状を反映してかハンガ
リーでは可能な限り施策を活用し、その支援を多
くの有資格者に行き渡らせようとする努力の跡が
垣間見える。例えば、人的資本関連施策において
は、111 の訓練施策の有資格者に占める対象者の
割合が 57.6% と高い。この数字は分析対象の中東
欧諸国と既往加盟国を通して最大である。また、
詳細は明らかではないが、341 の地域発展戦略の
実行や LEADER の実施のための施策に充てられ
た予算割合の大きさも 16 カ国の中で最大である。
312 の小規模企業支援施策や 321 の農村サービス
施策でも、対象当たり支援額を少なくして相対的
に多くの者に支援を提供している。それでも、ハ
ンガリーには産出高 4,000 ユーロ未満の小規模農
家が 475,500 も存在しており、それらの全てに支
援が行き渡っているとは残念ながら考えにくい。

　施策を実行する行政機関の処理能力をさらに向
上させることで、今まで以上に農業以外の関連施
策の効果を多くの地域に波及させ、都市と農村の
間の格差を縮小させることが、今後もハンガリー
の課題となるであろう。

（5）ポーランド

　産出高 4,000 ユーロ未満の 164 万もの小規模経
営体を含めて多くの個人農を抱え、さらにその経
営体数がほぼ全ての面積規模階層で増加している
というのが、他の中東欧諸国とは異なるポーラン
ドの特徴である。農村の第一次産業の労働生産性
が極めて低く、多くの相対的貧困者が存在すると
いう問題も抱えている。農村の社会・経済的条
件に関しては農村サービスの水準は悪くないもの
の、人的資本は中東欧 8 カ国の中で群を抜いて低
く、多角化の程度も低い。
　このような現状に対してポーランドは各施策集
団に含まれる多くの施策に、他国と比較して高い
割合の予算を充てている。また、ポーランドは農
村人口が 1445 万人と突出して多い（次に多いハ
ンガリーでも 478 万人）が、各施策で有資格者に
占める受益者の割合が相対的に高い点が特徴であ
る。
　著しく弱い人的資本に対して、111 の教育・訓
練施策では 40 万人もの対象者に支援を提供してお
り、これは 16 カ国中最大の支援件数である。大
きな予算が充てられている年齢構造の調整のため
の支援は、112 の青年農業者支援では他国よりも
少額の支援を24,117人もの対象者に提供しており、
113 の早期引退支援も対象者の割合は他国と比較
して高い。
　311 の農業部門の多角化施策は、対象者当たり
支援額が中東欧 8 カ国の中で最も小さいが、対象
者数は多く、受益者の割合は高くなっている。312
の小規模企業支援施策でも、27,300 もの支援件数
を計画しており、有資格者に占める対象者の割合
もラトビアに次いで高い。321 や 322 の農村のサー
ビスに関する施策でも対象者当たり支援額は総じ
て他の中東欧諸国や既往加盟国よりも小さいが、
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農村人口当たり支援件数は他国よりも大きく、多
くの農村人口に支援が行き渡っていると考えられ
る。
　既往加盟国と経済的な格差が存在している以
上、支援対象一件当たりに既往加盟国並の高額支
援を行うのは必ずしも適当とは言えず、少額の支
援を多数の有資格者に提供するポーランドの方法
は農村振興施策の活用方法としては理想的と言え
るかもしれない。今後このような政策的支援に
即応して農業構造の変化がもたらされ、農業から
の退出が起こった場合に、社会問題を引き起こす
ことなく調整をスムーズに進められるかどうかが
ポーランドの課題となるであろう。

（6）エストニア

　エストニアは他のバルト諸国と比較して第一次
産業の労働生産性も農村の一人当たり GDP も高
いのが特徴である。その一方で中間、農村で多く
の相対的貧困者を抱えている点に問題がある。農
村の社会・経済的条件については、人的資本や多
角化の水準は悪くはないが、農村サービスの水準
に難点を抱えている。
　農村振興施策の活用状況をみると、施策の取捨
選択がはっきりしており、受益者の割合が総じて
高いのがエストニアの特徴である。限られた施策
に大きな割合の予算を充てて、多くの対象者に支
援を行うのがエストニアの戦略である。
　Axis1 の 111 訓練施策、112 青年農業者施策や、
Axis2 の LFA 施策では他国と比較して受益者の割
合は高い。Axis3 の施策でも、312 の小規模企業
支援では、農村振興政策の施策の中で 3 番目に大
きな予算をこの施策に充てている。受益者の割合
は中東欧 8 カ国の中では 3 番目に高いが、対象当
たり支援額も 2 番目に高いので、高額の支援を多
くの者に提供しているとみることができる。農村
サービスの条件の悪さに対しては、322 の村落再
生施策のみを活用しており、対象当たり支援額は
中東欧 8 カ国の中で最も少ないが、対象件数が人
口の多いポーランドに次ぐ大きさであり、そのた
め農村人口当たり支援件数は中東欧 8 カ国の中で

最も大きく、多くの者に支援が行き渡っているよ
うだ。
　それでも 23,000 の小規模農家や 155,000 人の
農村貧困人口に支援を行き渡らせるのは困難で
ある。他の中東欧諸国にはみられないエストニ
アの特徴として、予算の 9.5% という大きな額を
LEADER に充てていることがある。地元の声を
反映させるこのボトムアップ式の施策も活用しな
がら、政策の効果をいかに農村の貧困人口の削減
に結びつけることができるかがエストニアの課題
である。

（7）ラトビア

　労働生産性の低い第一次産業就業者が農村に多
く存在しており、産出高 4,000 ユーロ未満の小規
模農業経営体も数多く残存し、農村の一人当たり
GDP が中東欧 8 カ国中最低で、農村の貧困も深
刻というようにラトビアは多くの問題を抱えてい
る。農村の社会・経済的条件に関しても、人的資
本は比較的強いものの、人口は流出しており、多
角化の程度も農村サービスの水準も 8 カ国中最低
という厳しい状況に置かれている。
　農村振興施策の活用については、全体的に対象
当たり支援額は大きく、支援は有資格者にあまり
行き渡っていないようである。人的資本は相対的
に高水準にあるので重要視されていないのかも
しれないが、111 の訓練施策と 112 の青年農業者
施策のいずれも、有資格者に占める対象者の割合
は中東欧 8 カ国で最低である。321 の農村サービ
ス施策も対象当たり支援額は 10 万ユーロを超え、
多くの既往加盟国よりも高く、農村の経済発展水
準にそぐわない予算の使われ方である。支援が有
資格者に行き渡っていないことから、これによっ
て中東欧 8 カ国中最低のサービス水準を改善でき
るかどうかについては大いに疑問が残る。ただし、
多くの予算を充てている 312 の小規模企業施策で
は、中程度の支援額を 16 カ国中最大の割合の対
象者に提供しているのは正しい選択だと考える。
　しかしながら、32 万人の農村貧困人口と 10 万
を越える小規模農家を、2,000 件の訓練、2,300 の
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小規模企業支援、666 件のサービス等で支えるの
は困難である。ラトビアでは特に対象当たり支援
水準を下げてでも多くの農村貧困者を受益者とす
るような行政側の支援提供能力の向上が必要だと
考えられる。

（8）リトアニア

　ラトビアよりもさらに農業の労働生産性が低
く、農村の第一次産業就業者割合が高く、農村の
貧困率も高いという好ましくない状況にある一方
で、農村の一人当たり GDP がラトビアやポーラ
ンドを上回るという特徴を持つのがリトアニアで
ある。農村の社会・経済的条件は、人的資本の水
準が悪くはないという以外は、特に好ましいもの
ではない。
　そのような条件に対する農村振興施策の活用を
みると、全体的に施策の有資格者への波及が不十
分と言わざるを得ない。111 の訓練施策も対象者
当たり支援額の大きさは中東欧 8 カ国の中でスロ
バキアに続く 2 番目と不必要に高く、14.6% の有
資格者をカバーしているとはいえ、小規模農家
が 179,000 もいることを考慮すれば、支援水準を
下げて対象者を増やすほうが適切であるように思
う。Axis3 の施策の活用についてはもっと深刻で、
311、312、322 の施策では対象当たりの支援額が
数十万ユーロと高額だが、支援の受益者は 200 ～
400 にすぎず、その割合は他の中東欧諸国や既往
加盟国と比較して低い。
　経済発展水準の低さを鑑みれば一部の対象者へ
の高額支援は農村の悪条件の改善に適切とはいえ
ず、施策を実行する農業省が予算を処理しきれて
いない可能性がある。他の省庁や地方の行政機関
等と連携することで国全体の農村振興政策の処理
能力を向上させ、対象当たり支援の水準を下げて
でもより多くの者に支援を提供することが必要で
ある。

Ⅴ．結論
　本研究は、一般に各国農業省には実行困難とさ
れる社会・経済に関する農村振興施策に着目し、

中東欧 8 カ国が各社会・経済的条件に基づき、そ
れらの弱点を克服できるように農村振興政策が活
用されているかどうかを検証することが目標の一
つであった。さらに、適切に政策が活用されてい
ないとすれば具体的に農村振興計画のどこに問題
が存在し、各国が解決すべき課題が何であるかを
特定することを目指した。
　本研究で明らかになったのは、まず、各国はほ
とんどの場合、農村の社会・経済的条件の弱点に
対してその弱点を克服するための施策に適切に予
算を充て、施策を活用しているということである。
特に条件が悪い分野においてはそれに応じて大き
な割合の予算を充てている例が複数観察された。
　問題はどこに存在するかだが、それは支援の有
資格者に対して実際に支援を受ける施策対象者の
数が少ない点にある。これは特に農業に関連が深
い Axis1 や Axis2 の施策に比べて、非農業的性質
の強い Axis3 の施策において顕著にみられた。各
国が抱える小規模農業経営体や農村の貧困者の数
と比較しても、著しく少ない数しか支援が実行さ
れていない状況が全ての国において観察されたの
である。中東欧の新規加盟国の特徴は大量の小規
模農家を抱える農業構造にあるので、彼らを農業
部門から退出させて適正な規模の農業経営体の成
長を図るべく構造調整を進めるには、現在の EU
の農村振興政策は十分な役割を果たすことはでき
ないと考えられる。
　農村振興計画の設計と施策の実施に関しても改
善されるべき点が存在する。それは、対象当たり
の支援額が高額すぎる点である。この傾向はラト
ビアやリトアニアなど中東欧の中でも特に農村の
条件が悪く、経済的に遅れが目立つ国において顕
著であった。農村の経済発展水準が著しく低いに
も拘らず、対象当たりの支援額が既往加盟国と同
等か、もしくはそれを上回る例がみられるのであ
る。このような支援の提供の仕方は、産出高が4,000
ユーロを下回る小規模農家や、経済が未発達で生
活水準の低い農村の貧困者を支援の対象としてい
ないことは火を見るより明らかである。
　少しでも多くの経済的弱者に支援を届けるため
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には、対象当たりの支援水準をその国の経済水準
に適した額まで引き下げて、その分だけ多数の有
資格者に支援を提供するような改善が必要であ
る。実際にハンガリー、ポーランド、エストニア
ではこのような動きが観察され、支援が十分行き
渡っているとは言えないまでも、相対的に多くの
有資格者に支援が提供されていた。
　Schucksmith ほか（2005）によれば、対象 8 カ
国のうち、チェコ、スロバキア、スロベニア、ハ
ンガリー、ポーランド、エストニアの 6 カ国は、
農村振興政策を調整する中心的な組織が農業省の
中に設立されており、農村政策は農業政策と区別
して捉えられ、農村の問題解決における意思決定
過程の地方への権限委譲と地元の関係者の参加が
進展しているとされる。その一方、ラトビア、リ
トアニアでは、農村の問題に関する議論が不活発
で、農村振興上の問題を中心となって調整する独
立した組織は存在していないという 94。このよう
な農村振興政策を実行する組織体系上の違いが、
非効率な農村振興計画を生み出す要因となってい
る可能性は高い。
　そうだとすれば、行政側の努力によって少しで
も支援を多くの有資格者に提供することは可能で
ある。その第一歩として、ラトビアやリトアニア
では、農村振興政策の設計・実行において中心的
な役割を担う独立した組織の設立が望まれる。し
かし、それが既に実現している国であっても十分
な数の農業者や農村住民に支援を提供できている
とは言い難く、より効率的な施策の執行が求めら
れる。現状のように一国の農業省だけが計画の設
計から実施まですべてを実行する体制では行政機
関の処理能力の改善にも限界がある。そのため、
農村振興計画の設計に農村の社会・経済に明るい
他の省庁を参加させたり、地方行政機関との連携
を図り一国で複数の農村振興計画を作成したり、
LEADER のようなボトムアップ式の政策実行手
法を拡充し、民間部門を参加させるといった工夫
が必要である。
　現状のままでは農村振興政策に含まれる施策に
よる支援を経済的弱者も含めた有資格者に行き渡

らせるのは困難かもしれない。それでも自国の条
件に合った様々な支援を経済的に弱い立場に置か
れている農村住民や農業者個人に提供することが
できる EU の農村振興政策はやはり有意義な存在
である。この自由度の高い政策の潜在力を引き出
し、その効果をいかに多くの有資格者に届けるこ
とができるかは、各国の政策実行システムの在り
方にかかっている。
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