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2. 次期 CAP（2021 年～）の検討状況 
 

2.1. 次期CAPに向けたEU内の動向 222 
(1) 次期 CAP 改革の背景 

EU では現在実施中の CAP 第 3 期（2014-2020 年）が 2020 年に終了し、2021 年から次期 CAP
（2021-2027 年）が開始される予定であることから、政策の具体的中身については今から検討が進

められているところである。 
次期CAP改革における最も重要なポイントとして欧州委員会が挙げているのが、環境保全・気候

変動対策への農業部門の貢献である。その背景には、EU自体が国際社会の先導役として環境・エ

ネルギー問題に全部門的に対応しているという理由もあるが、より現実的には今日の厳しいEUの

財政状況の中でCAP予算を最大限に確保するために非農業部門からの要請である農業の多面的機

能も重視せざるを得ないという理由がある。このことから、2015 年に国連で採択された持続可能な

開発目標（Sustainable Development Goals: SDGs）（参考資料２223）や欧州委員会が 2014 年に掲げた

10 の優先事項（10 Commission priorities for 2015-19）（参考資料３224）、2015 年にCOP21（気候変動

枠組条約第 21 回締約国会議）で採択されたパリ協定等が次期CAPにおける施策や予算配分の重要

なベンチマークとなっている。 

図表 188 欧州委員会が示す SDGs 達成にむけた CAP の貢献領域 

 
出所：European Commission “ The Future of Food and Farming” 

EU では 2030 年に向けて二酸化炭素（CO2）の排出量を 1990 年比で少なくとも 40％削減するこ

とを対外的に約束しており、次期 CAP においても EU の気候変動対策をより進めるための施策を重

点的に盛り込まれることが見込まれる。欧州委員会のホーガン農業・農村開発担当委員も 2017 年 3
月にブリュッセルで開催された Future of Agriculture（FFA）の年次フォーラムにおいて、2021 年以

降の CAP では環境分野への取組をより前進させていく必要があると語っている（2017 年 4 月 13
日付 IEG Policy）。 
また、CAP の近代化と簡素化も次期改革の重要なテーマである（後述のパブリック・コンサルテ

ーションの主題）。前回の 2013 年 CAP 改革では、第一の柱の直接支払制度が大幅に改革され、単

一支払制度から基礎支払に上乗せされた目的別支払が導入された。農業者の受給額の過去実績方式

                                                      
222 次期 CAP 改革の背景の理解にあたっては、平澤「次期 EU 共通農業政策（CAP）の構想と背景─ 加盟国の裁量拡大と

成果重視 ─」（2018 年 1 月）、農中総研 調査と情報 2018.1（第 64 号）も参照されたい。 
223 報告書末尾に別添として掲載。 
224 同上。 
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は原則廃止となり、受給額は加盟国、目的別支払、受益者に応じて算定されるようになったが、加

盟国と農業者に多大な事務負担を負わせることとなった。また、第二の柱の農村振興プログラムの

策定が構造投資基金に統合されたことで規制や手続きが複雑になったことは一部の加盟国に不満

を招いた。このことから、既に現行 CAP でも累次の簡素化手続は進められているが、次期 CAP で

も各種規制手続きの負担軽減を進めることが予定されている。 
 また、近年の農産物の国際価格の変動や気候変動の増大によって農業者を取り巻く環境が厳しさ

を増していることから、欧州委員会は農家支援について直接支払制度の見直し、フードサプライチ

ェーンにおける農家の交渉力強化、リスク管理政策等を通じて重点的に対策を講じるとしている。

これらについては次節以降で論じる。 
 

(2) パブリック・コンサルテーションの実施 
 上述のような次期CAP改革の背景の下、欧州委員会は2017年2月2日から2017年5月2日までの3か
月間、次期CAPの近代化と簡素化に関する意見招致であるパブリック・コンサルテーションを実施

した225。欧州委員会ではEU市民に関わる重要な施策についてステークホルダーの意見を聴取するた

めに様々なパブリック・コンサルテーションをオンライン上で実施しており、その結果は原則欧州

委員会のウェブサイトで公開がされ、今後の政策運営に活かされることになる。今回の次期CAP改
革に関するパブリック・コンサルテーションでは以下の事項に関する意見を農家、農業団体及びそ

の他関係者から集約することを目的とされ、実際にはEUの23の公式言語を通じて28のクローズ

ド・クエスチョン（選択回答）と5つのオープン・クエスチョン（自由回答）からなるオンライン

アンケート調査（参考資料４226）が実施された。 
 
・ EU レベルでの強い共通農業政策の維持 

・ 共通農業政策が持つ付加価値 

・ 農業者の生活のための公正な標準、環境、気候変動に対する挑戦 

・ 簡素でより効果的な政策の必要性 

2017 年 7 月 7 日の欧州委員会の発表によると、パブリック・コンサルテーションの最終的なオン

ラインアンケートの回答数は全体で 58,520 にのぼり、その内農業者の回答が 21,386（36.5％）、そ

の他市民の回答が 27,893（47.7%）、団体（民間企業、公的機関、貿易・ビジネス・専門組織、NGO・

プラットフォーム、研究機関）の回答が 9,241（15.8%）であった。オンラインアンケートの結果は、

おおむねCAPへのEU市民からの確かな支持、また農家支援と環境保全・気候変動対策が今後のCAP
の主要課題であることを再確認する内容となった。例えば、「単一市場の下での公平な競争市場」、

「食料安全保障、環境保全・気候変動への国境を越えた対応」の必要性には 90％以上の市民が肯定

的な回答をしている。また、気候変動への対応、環境保全への貢献、市場の不確実性への対応、健

康に良く質の高い食品の提供といったテーマに対して、EUレベルで対処すべきという声はそれぞ

れ 85％、73％、67％、62％であった。パブリック・コンサルテーションの詳細な結果については欧

州委員会のウェブサイトに詳しい 227。 
  

(3) 欧州委員会の次期 CAP に関する基本方針 
 パブリック・コンサルテーション実施を通じて次期CAP改革への一定の支持を確認した後、欧州

委員会は2017年11月29日に次期CAP改革に関する基本方針である「食料と農業の未来」（The Future 
of Food and Farming228） を公表した。 

                                                      
225 European Commission Agriculture and rural development, The CAP: Have your say (Brussels, Belgium) , 7 July, 2017 
https://ec.europa.eu/agriculture/events/cap-have-your-say_en 
226 報告書末尾に別添として掲載。 
227 Summary of the results of the Public Consultation, 7 July, 2017 
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/summary-public-consul.pdf 
228 European Commission “ The Future of Food and Farming” 
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/future-of-cap/future_of_food_and_farming_communication_en.pdf 

https://ec.europa.eu/agriculture/events/cap-have-your-say_en
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/summary-public-consul.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/future-of-cap/future_of_food_and_farming_communication_en.pdf
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同提案ではまず総論として、次期CAPにおける施策の提供方法ないし目標の実現方法（delivery 
model）は現行CAPの基本的な枠組を維持しつつも、加盟国により権限と責任を委譲する方針を打

ち出した。その背景には、現行CAPがEU全加盟国への厳格なコントロール、罰則・監査を特徴とし

ている一方で、実際のEU農業が農業形態や気候において極めて多様性に富んでいる事実からトッ

プダウンの管理や一律のアプローチ方法は望ましくないという反省がある。これにより、次期CAP
では加盟国の裁量が拡大され、最小限のEUとしての共通ルール（CAPの目標、調停手続き、基本的

要件）は保持しつつも規則の複雑な遵守要件等は廃止され、各国は目標達成のために柔軟に政策を

選択できるようになるとされる（tailor made schemes）。その代わりに、EUからの予算配分にあたっ

て加盟国の施策実施の説明責任も拡大するとしている。加盟国は施策実施にあたっては独自の戦略

計画を策定し、欧州委員会がそれを審査・承認することとなる。 
 各論では次期CAPの重点領域として、大きく①知識・イノベーションの活用、②スマートで回復

力のある農業部門の促進、③環境保全、気候変動への対応強化及びEU目標達成への貢献、④農村

地域の社会経済の振興、⑤持続的な農業生産に関する市民の懸念への対処、が目次上で挙げられて

いる。 
 

図表 189 「食料と農業の未来」が示す次期 CAP の重点領域 

   
出所：European Commission “ The Future of Food and Farming” 

 各重点領域では横断的に、農業部門におけるデジタル技術の積極的な導入、農村が持つバイオマ

ス資源の活用等、農業者を取り巻く厳しい環境に対してイノベーションの導入によって課題解決に

取組もうという姿勢が見て取れる。 
個別の重要な政策への言及では①において、農業分野における研究とイノベーションに取組み、

「スマート農業」化を進めていくべきとしている。 
②において、直接支払制度の見直し、フードサプライチェーンにおける農家の交渉力強化、リス

ク管理政策が取り上げられている。特に直接支払制度の見直しにおいては、現在の制度下では2割
の農業者が総額の8割を受給しており、真に給付を必要としている小規模業者に十分に支援が行き

届いていないという分析の結果が示されている。そして制度改革の方策として、受給上限額の設定

義務付け、大規模農業者への支払の累進的減額、中小規模農業者に対する再分配支払の強化、生計

のために農業を営む農業者への給付重点化、が挙げられている。 
 ③においては、パブリック・コンサルテーションで重点事項として取り上げた通り、環境保全と
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気候変動対策は引き続きEUが直面する最大の課題であり、CAPはこの取組に対する主要な役割を果

たしていかなくてはならないとしている。 
④においては、特に高齢化が進む農村において世代交代を進め、農業を若者にとって魅力ある産

業とするため、知識獲得機会の支援、就農資金の援助等を行っていくことが必要と述べている。 
⑤においては、食品安全性、動物福祉、有機農業、地理的表示（GI）等、現代の消費者の食品選

択において重要な要素について、農業者が適切に対応できるようにCAPとして支援していかなくて

はならないとしている。 
 

(4) 英国の EU 離脱の次期 CAP 財源への影響 
 次期 CAP 改革において制度の枠組みや方向性は 2017 年に行われたパブリック・コンサルテーシ

ョンや基本方針を経て決まりつつあるが、最大の不確定要因は英国の EU 離脱による次期 CAP 財源

への影響である。 
EU では政策の優先度と長期的効果を担保するため、多年度財政枠組み（Multiannual Financial 

Framework=MFF）と言われる財源管理手法を導入しており、7 年間にわたって（現行は 2014 年～

2020 年の 7 年間）毎年の予算上限を設定している。現行の多年度財政枠組みが終了するまでに次の

多年度財政枠組み（2021 年-2027 年）が決まらなければ、政策を裏付けする予算額が明らかになら

ないため、議会でも施策に関する具体的な法案を提出することができない。そして図表 190 の通り、

英国の負担は EU 財政においてドイツ、フランスに次ぐ第 3 位の割合を占めており、英国の EU 離

脱の次期 CAP への影響は甚大である（報道によれば、CAP 予算の 30％を削減するシナリオも欧州

委員会では現実味を持って検討されているという（2018 年 2 月 16 日付 IEG Policy））。 

図表 190 加盟国の EU 予算への財政貢献（2015 年、単位：百万ユーロ） 

 
出所：European Commission EU expenditure and revenue 2014-2020 

 2015 年の EU 全体予算はおよそ 1460 億ユーロであるため、英国の拠出額 182 億ユーロは予算の

12.5％にあたり非常に大きいことから、CAP 予算とそれに伴う政策立案への EU 離脱の影響の重大

性が分かる。 
 
 さらに、EU離脱の影響は 2021 年以降の予算が決まらないという問題のみならず、残された加盟

国間でどのように英国供出金の穴埋めを負担していくかという問題も生じさせている。欧州議会農

業委員会（European Parliament's agriculture committee: COMAGRI）が 2017 年 10 月に発表したレポー
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ト 229によれば、英国が今後EU離脱を翻意しない限り、EU予算には恒久的に年間 102 億ユーロの不

足が生じることが予測されるという。そして、レポートではこの予算ギャップを埋めるためには、

残された加盟国間での不足分の共同負担、不足分の支出削減（もしくはその折衷案）、新たな財源

導入の方法しかないとしている。この残された加盟国間による英国供出分の財源不足への対応とい

う点では、図表 191 の通り、現在の加盟国間の予算負担には大きな差があることから、加盟国間で

対立が生じれば、次期CAPへの行方にも大きな影響を与えるものと考えられる。 
 

図表 191 加盟国における EU 予算の純収支 （2014-2016 年平均、単位：百万ユーロ） 

 
出所：COMAGRI “Possible impact of Brexit on the EU budget, and in particular, CAP funding ” , 27 

October, 2017 

図表 191 のグラフの通り、EU 予算の収支において加盟国間では純拠出国と純受領国の 2 つのグ

ループに分かれており、純拠出国は年間（2014-2016 年平均）でドイツが 51 億ユーロ、英国が 30
億ユーロを EU 予算に貢献してきたのに対して、純受領国であるポーランド、ギリシャ、ルーマニ

ア、スペイン等は年間でおよそ 18 億～31 億ユーロを EU 予算から受け取っている。 
 このことから、英国が抜けた予算の穴埋めを残された加盟国で負担する場合には、特に純拠出国

であるドイツ、オランダ、スウェーデンのような国々で負担が不均衡に増大する可能性がある 230。

他方で、予算の不足分を支出の削減で対応する場合には、現在のCAP制度から自国の農業に多大な

恩恵を受けている純受領国にとって受け入れがたい措置となる。 
 以上より、英国の離脱は次期 CAP 予算全体への甚大な影響のみならず、残された加盟国の間で

                                                      
229 ComAgri “Possible impact of Brexit on the EU budget, and in particular, CAP funding ” , 27 October, 2017 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602013/IPOL_STU(2017)602013_EN.pdf 
230 元々EU 予算では、拠出金額に比して CAP 予算の配分が少ない英国に対してリベート（払戻金）が適用されており、

さらに英国のリベートで生じた予算の穴埋め分に対してドイツ、オランダ、スウェーデンといった国々もリベートが適用

されていた。そのため、英国が EU から抜けることはそれらの国にとって、財政負担の中の「リベートのリベート」の割

引分まで失うことになるのでより深刻な問題となる。 
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の負担割合という補完性の問題も生じさせている。欧州議会農業委員会は EU 離脱の次期 CAP 予算

への影響を複数のシナリオで分析しているが、どのシナリオでも痛みの伴わない解決策は無いとし

ている。 
 

(5) 改革の行方 
今後の次期CAP改革のプロセスについては、2018年5月に2021年以降のEU多年度財政枠組み（MFF）

に関する予算案が提出され、2018年夏頃までに「食料と農業の未来」の基本方針で示された目標に

関する具体的な法案が提出される見込みである。予定通りに次期CAPを2021年から実施するために

は2019年中の法案成立が望ましいが、2017年12月に実施した現地ヒアリングや仏農業誌によれば、

今の様子では2018年夏頃までにようやく次の枠組みが決まって、実際の次期CAPの実施は2023年か

らではないかという意見もあり、引き続き動向を注視していく必要がある。 
そして欧州委員会はコミュニケーションを通じて次期 CAP の改革の方針は多数の支持が得られ

ているとしたが、実際に現地の農業関係者の声を聞くと EU の方針には必ずしも賛成の声だけでは

なかった。例えば、次期 CAP における加盟国の裁量拡大に関して、国ごとの事情に合わせた政策

の運用という目的には適うが結果の監視・評価と報告に関する事務負荷の拡大というマイナス面の

懸念も指摘された。また、加盟国の裁量を拡大し過ぎれば共通市場の概念は崩れてしまうという指

摘もあった。さらには、加盟国の裁量を拡大することは加盟国を厳しく律しない限り、各国が勝手

に解釈を加えて政策を運用する状況を生み出し、結果 EU として一丸となって取り組むべき環境保

全や気候変動への対応が疎かになるという懸念も示された。そして裁量拡大に対して、加盟国には

厳格な説明責任が求められるべきだが、欧州委員会の基本方針「食料と農業の未来」にはそのこと

が僅かしか言及されていないという批判の声もあった。 
 以上より、次期 CAP 改革の議論は徐々に進みつつも、具体的な政策がまだ固まってこない中で

改革の行方はまだ明らかな状況とは言えない。しかしながら、2020 年に現行 CAP が終了し、その

時点で次期 CAP の予算や政策が決まっていなければ、2021 年からの次期 CAP 期間の施策の執行

は宙に浮いてしまうことから、それを避けるためにも今後次期 CAP に関する議論はより具体的な

検討が進むと考えられる。 

報道によれば、欧州委員会は次期 CAP 改革に関する「食料と農業の未来」を発表した直後、施

策の提供方法ないし目標の実現方法（delivery model）について、加盟国間ではデンマークとスウェ

ーデンは賛成の立場を示したが、スペインとスロベニアは激しく反対した。さらに、ベルギー、リ

トアニア、スロベニア、ルーマニア、ハンガリー、アイルランドといった複数の国々は同提案の中

に市場措置への言及が無いことを批判している。また、ギリシャ、フィンランド、スロバキア、オ

ーストリアは次期CA P での予算水準の維持を強く主張している（2017年 12月 12日付 IEG Policy）。 

 

2.2. 直接支払制度の見直し（手続の簡素化等） 
(1) 見直しの背景 

CAP における直接支払制度は、価格支持政策により 1980 年頃から生じた財政赤字と生産過剰を

解消するため、1992 年のマクシャリー改革から本格的に導入された。EU では近年に至るまで農業

部門の所得は他の経済部門に比べて低位にあり（図表 192）、それゆえ直接支払制度は農業部門と

他部門との所得ギャップを補填し、農家の生計を支える重要なセーフティーネットと認識されてき

ている。  
  



 

248 
 

図表 192 加盟国の中での農業所得の位置づけ及び農業所得に占める補助金割合（2011-2013 平均） 

 
出所：European Commission “ The Future of Food and Farming” 

 
今日の CAP の直接支払制度は EU 全農地のおよそ 90％、約 700 万世帯の農家を対象としており、

欧州委員会自身も同制度が農家に所得安定性をもたらし、EU の高品質の食料生産を支えていると

評価している。直接支払予算は現行 CAP の中でおよそ 70%を占め、最も重要な施策として位置付

けられている。 
しかしながら、近年の CAP 予算の厳しい財政制約、第一の柱から第二の柱への予算配分重視の

流れ、他方で農家側からの所得支持のための直接支払への依然として高いニーズを理由に、現在の

直接支払制度には様々な変更が試みられている。 

図表 193 EU 全体支出に占める CAP 支出の推移(2011 年ユーロ価格) 

 
出所：出所：European Commission, CAP post-2013: Key graphs & figures 
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(2) オムニバス規則に基づく手続きの簡素化 

 CAPでの近年の改革の流れとして、管理コストの削減、加盟国の裁量拡大、持続可能な農業への

支援に向けて、手続きの簡素化が進められており、その一環として現行CAPでは（多年度財政枠組

み（MFF）のレビューパッケージの一部として）2016 年 9 月に「オムニバス規則」を公表し、直接

支払制度を含む 4 つの政策分野 231について規則を簡素化することとした。オムニバス規則に基づく

現行制度の変更は 2021 年からの次期CAPの開始を待たずに 2018 年 1 月 1 日から施行されることと

なった 232。オムニバス規則にによる直接支払規則No. 1307/2013 の主な変更点は次の通りである。 
・ 活動的農家（Active Farmer）の区分の任意化（加盟国に過度の管理負担が生じた場合、認定

プロセスの省略を可能とする） 
・ 永年草地の定義の変更（加盟国への柔軟性付与） 
・ 加盟国に直接支払額の決定の毎年の見直しを認める 
・ グリーニング支払の要件の簡素化 
・ 青年農業者支払の支援内容の拡大（農場設立から 5 年以内の申請に限り、提出日から 5 年間

支払を保障する。また、加盟国は青年農業者支払の上限額を最大 50％増額できるようになる） 
・ 加盟国にカップル支払の毎年の見直しを認める 

 

(3) 次期 CAP における見直しのポイント 

また、欧州委員会の次期 CAP 改革に向けた提案の「食料と農業の未来」では、農業所得安定の

ための直接支払制度の役割を評価しつつも、全農家の過半数以上を占める小規模農家が真に給付を

必要としながらも十分に支援を受け取っていない現状を不公平であると指摘している。 

図表 194 農家の経営規模別に見た EU 内の農家数、経営面積、直接支払受給額 
  農家数 経営面積 直接支払額 

小規模農家 

（5ha 以下） 
343 万世帯 770 万 ha 24 億ユーロ 

専業・家族経営農

家（5-250ha） 
329 万世帯 1 億 740 万 ha 293 億ユーロ 

大規模農家 

（250ha 以上） 
8 万世帯 4,420 万 ha 90 億ユーロ 

図表 195 農家の経営規模別に見た EU 内の農家数、経営面積、直接支払受給額（割合） 

 
出所：European Commission “ The Future of Food and Farming” 

 

                                                      
231 4 つの政策分野は直接支払(direct payments)、農村振興政策(rural development)、市場措置(common market organisation)、
横断的規則(horizontal regulation)を指す。 
232 欧州議会 http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/10/16/agriculture-omnibus-confirmed/ 
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そして「食料と農業の未来」では直接支払受給者の半数以上が小規模農業者であることに鑑み、

現行の直接支払額の配分バランスは是正されるべきとしている。その上で、今後も直接支払制度を

通じて EU の農業者の生計を支えていくためには、次の点について検討されるべきとしている。 
 
・ 受給上限額の設定義務付け 
・ 大規模農業者への支払の累進的減額 
・ 中小規模農業者に対する再分配支払の強化 
・ 生計のために農業を営む農業者への給付重点化 

 
欧州委員会による次期 CAP の直接支払制度の改革案に関して、現段階では「食料と農業の未来」

で示された以上の具体的な提案は明らかになっていない。他方で、2017 年 12 月の現地調査におい

ては「今までの直接支払制度は過去の受給実績が重視されてきたが、今後は営農活動における環境

配慮の度合いが受給額においてより重視される方向になるだろう」とする意見が寄せられた。 
 

(4) 直接支払の平準化 

2013 年のCAP改革では 2000 年代以降の加盟国数の拡大（特に多数の中東欧諸国）の事情の下で、

加盟国間・農業者間の単位面積当たり直接支払金額の格差縮小を目的に 2020 年までの加盟国間の

平均面積単価の平準化が目標に掲げられた。そのために、直接支払のha当たりの平均単価がEU全体

の平均（約 270 ユーロ）の 90％に満たない加盟国については、当該差額分の 3 分の 1 を増額するよ

うに加盟国間で 2020 年までに徐々に調整する方法が採られた（ただし、最低保証水準は 196 ユー

ロ）233。 

図表 196 加盟国間の１ha 当たりの直接支払額の分布と平準化 

 
出所：DG Agriculture and Rural Development European Commission, The CAP towards 2020 Political agreement 

Direct payments, October 2013 
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/events/2013/eag-cap-reform/coturni_en
.pdf 

                                                      
233 勝又健太郎、原口和夫、浅井真康「EU の新共通農業政策（CAP）改革の概要と実施状況」農林水産政策研究所、2016
年 5 月 26 日 http://www.maff.go.jp/primaff/meeting/kaisai/2016/pdf/20160526_01.pdf 

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/events/2013/eag-cap-reform/coturni_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/events/2013/eag-cap-reform/coturni_en.pdf
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加盟国で予算の調整が伴う直接支払の平準化は、特に新旧のEU諸国の間で平均面積単価の格差

が大きいことから、支払額がEU平均を上回る国と下回る国との間で立場の対立が生じうる。報道

によれば、中欧 4 か国で構成されるヴィシェグラード・グループ 234は 2016 年 9 月 16 日のブラチ

スラバ宣言 235において、「全てのEU加盟国には直接支払の公平な分配が約束されており、旧加盟国

に支払が傾斜している現在の直接支払は新加盟国との間でさらに平準化が進められるべき」と強く

主張しているとされる（2017 年 5 月 19 日付IEG Policy）。また、ヴィシェグラード・グループは 2017
年には第一の柱における協調融資導入に関するいかなる動きにも反対とする立場を表明し、また新

加盟国に対して 2020 年まで認められていた単一支払制度の将来的な維持も要求している（2017 年

10 月 9 日付Agra Fact）。 
 
 直接支払の平準化はEU全体の方針として決められた事項であるが、原則通り面積単価を国内で

一律とする完全平準化を実施している加盟国は一部にとどまり、多くの国では部分的平準化が選択

されている等 236、EU全体における単一単価の導入の道は遠い。2017 年 12 月に実施した現地関係者

へのヒアリングにおいては「直接支払における単一単価の導入はEUレベルでは行うべきでない。

なぜなら、単一単価の導入はドイツやフランスのような大きな国では難しいためである。さらにフ

ランスのような国では単価設定の決め方が複雑で地域間の単価も大きく異なる。また、加盟国間で

基礎支払の上乗せ内容が大きく違うことも単一単価導入を難しくしている」といった意見や、「必

ずしもEU全域に単一単価を導入するべきではない。各加盟国の農業には歴史的な経緯があり、さ

らに、その先には農家の生活があることを忘れてはならない。ただし、直接支払はCAPの中で大き

な予算を占めるからこそ、制度自体はできるだけシンプルであるべきだ」といった声が寄せられて

おり、次期CAP改革の方針と合わせて引き続き注視が必要である。 
 

(5) グリーニング支払 

2013 年のCAP改革では、厳しい財政難にあるEU予算の中で巨額の農業予算の確保（維持）を正

当化するために各種目的別支払に再編された。各国は直接支払予算のうち 30％をグリーニング支払

に配分しなくてはいけないとされ、それに対して農家はグリーニング支払を受給するために従来の

クロスコンプライアンスに加えて、さらにそれを上回る環境要件（作付品目の多様化、永年草地維

持、環境重点用地の設定）237の遵守が義務づけられるようになった。 

グリーニング支払の導入以後の評価については、欧州委員会が 2016 年 6 月にグリーニング実施

から 1 年経過後の中間レビューを公表している 238。また、 欧州委員会は 2017 年 3 月 29 日にグリ

ーニングの環境効果についての環境重点用地（Ecological Focus Area: EFA）に関する評価報告書を

公表しており、同評価報告書によれば環境要件の対象となる 15ha超の農地面積のうち、グリーニン

グ実施後に認められた環境重点用地は 10%を超えていたとしている（当初定められた要件は 5％）。

そのため、欧州委員会は当初予定していた 2017 年以降の 15ha超の農地面積の 7%を環境重点用地と

するグリーニング支払の要件に関する変更案を提出しないこととし、その引き換えとして環境重点

用地上での農薬等防除資材の使用の禁止が規則に加えられた。 
他方で、欧州委員会以外の機関からはグリーニングの環境効果に対して厳しい批判が寄せられて

いる。欧州会計検査院（European Court of Auditors：ECA）は 2017 年 12 月 12 日に公開した「グリ

ーニング：複雑でありながら、環境効果が見られない所得支援スキーム（Greening: a more complex 
income support scheme, not yet environmentally effective）」239と題した報告書の中で、グリーニング支

払が農家の直接支払の受給手続きを複雑化させた一方で、EUの全農地のわずか 5%にしか環境効果

                                                      
234 チェコ、ポーランド、ハンガリー、スロバキアの中欧 4 か国による地域協力機構。 
235 「英国を除く EU27 ヵ国首脳が 9 月 16 日、スロバキアの首都ブラチスラバで非公式会合を開催、「ブラチスラバ宣言」

を採択した。今後、優先的に取り組む課題の行程表が示され、EU 域内に不安が広がる「移民（難民）問題」「テロ対策」

等が中心となった。」JETRO「英国除く EU 首脳が非公式会合、信頼回復の方策を協議－宣言を採択、優先課題の行程表

示す－（EU、英国）」世界のビジネスニュース（通商弘報）（2016 年 09 月 20 日） 
236 平澤「平成 26 年度海外農業・貿易事情調査分析事業（欧州）Ⅴ部」 
237 農林水産省、EU の農業政策 
http://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokusei/kaigai_nogyo/k_seisaku/eu.html 
238 平成 28 年度海外農業・貿易事情調査分析委託事業報告書において中間レビューの内容を紹介 
239 https://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=9338 
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をもたらさなかったと指摘している。そして、グリーニング支払が今後のCAPにおける環境保護・

気候変動対策に貢献する可能性は低いとして、グリーンニングの存在がCAP予算の中での直接支払

予算の確保の正当化にはならないと結論付けている。 
また、2017年11月21日には著名な環境団体であるBird LifeやEEB (European Environmental Bureau)

等が連名でグリーニングを含む現行CAPの問題点を指摘するレポート 240を公開している。 
 
2017 年 12 月に実施した現地関係者へのヒアリングでも、2013 年の CAP 改革において直接支払

の中に農業の多面的機能に着目したグリーニングが導入された歴史的意義を認める声がありつつ

も、当初の施策理念は施行までに妥協的なものになってしまったという批判の声を多く聞いた。例

えば、「議会の介入により間作が環境重点用地に認められたことで、多くの農家はそれ（間作）で

環境要件を満たしてしまい、グリーニングが生物多様性の促進に寄与していない」、「グリーニング

の問題は多くの農家にとってその要件を満たすことが簡単過ぎることだ。環境要件はより厳しくす

るべきだ。そのことは、今後の CAP 予算の削減の手段にもなりうる」、「グリーニングはまだ始ま

ったばかりで評価を下すのは難しい。ただし、現在のグリーニングは妥協の産物である。様々な利

害の整合性を取ることが第一の目的となっており、政策の本来の目的が見失われている。例えば環

境重点用地の要件をクリアするためだけに、大豆がいたるところで作られようになってしまった」

等の声である。 
 
 こうしたグリーニングの問題に対する批判もあり、欧州委員会は次期 CAP 改革に関する「食料

と農業の未来」の中で、次期 CAP ではグリーニングのあり方を大きく変えることを示した。同提

言書によれば、現行 CAP で柱間をまたがるクロスコンプライアンス、グリーニング支払、第二の

柱の農業環境・気候支払の 3 つの仕組みは包括的に統合され、直接支払の受給要件としての義務的

部分と加盟国の任意参加部分の二段階に分かれた新たな仕組みに置き換わるとしている。上乗せさ

れる加盟国の任意参加の部分には加盟国に施策の裁量が与えられ、農家は達成した環境目標に応じ

た支払額を受給できるようになるとしている。 
 

2.3. 市場管理制度の見直し（フードサプライチェーンにおける農家の交渉力強化等） 
従来、EU は CAP の第一の柱による市場施策（国境措置、価格支持、輸出措置等）を通じて、農

産物価格を相対的に高水準に保つことで生産者を手厚く保護していたが、近年は厳しい財政状況の

下で市場管理制度の役割は縮小している。他方で、市場では巨大化した川下に対して川上が零細な

ままであるため、生産者は価格交渉力も弱いままに不公平を蒙る状況にある。 
 

(1) 現行CAPにおける市場管理制度 241 

現行 CAP の市場施策は 2007 年 6 月に合意された単一 CMO（Common Market Organization：共通

市場機構）に基づき、2008 年改革（ヘルスチェック）、2013 年改革を経て、現在の施策が運用され

ている（EU 規則 No. 1308/2013）。累次の改革を経て第一の柱に占める予算が縮小していく中で、

現在の市場施策は価格の大幅な下落時等のセーフティーネットという限定的な位置付けとなって

いる。 
2017 年 9 月末に砂糖の生産割当が終了したことで、EUレベルで生産調整を受ける品目は無くな

っている（牛乳の生産割当は 2015 年 3 月末、ワイン用ブドウについては 2015 年 12 月末に作付権

が廃止され、2016 年からは作付許可制度 242が導入されている）。 
現行の単一CMOがカバーしている生産部門は、穀物、亜麻および麻、羊肉および山羊肉、米、バ

                                                      
240 http://www.birdlife.org/europe-and-central-asia/programmes/advocating-sustainable-agriculture 
241 Agra Europe, CAP Monitor / 3.1 Single CMO Regulation 及び農林水産省「平成 26 年度海外農業・貿易事情調査分析事業

（欧州）報告書 第 I 部 CAP における価格支持制度及びカップル支払の変更点」株式会社 農林中金総合研究所、2015
年 3 月 
242 作付許可制度の下では加盟国が毎年、原則として前年栽培面積の 1％ずつ新規作付けを許可する。ただし供給過剰や

地理的呼称ワインの値下がりが懸念される場合、加盟国は新規作付けの許可面積を縮小することができる。生産調整を少

しずつ緩和する措置といえる。制度の継続期間は 2030 年までであるが、途中で中間見直しがなされる。（平澤「EU 共通

農業政策（CAP）の 2013 年改革─新制度の概要と成立過程─」『農林金融』農林中金総合研究所、2014・9） 
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ナナ、卵、砂糖、生きた植物・花製品、家禽肉、干草、タバコ、果物および野菜、種子、牛肉およ

び子牛肉、ワイン、ホップ、牛乳および乳製品、オリーブ油・食用オリーブ、豚肉である。現行CAP
の市場施策の詳細は過去の海外農業・貿易事情調査分析事業（欧州、平成 26 年度）243に詳しいが、

2013 年CAP改革の主な変更点として農業者を支援する生産者組織（Producer Organisations）及び業

種間組織（Interbranch organisations）の役割を強化するため、これらの組織を承認し、権限を与える

規定が果物および野菜のみから全品目を対象とされるようになった。対象となる生産者組織は、生

産の計画と需要に合わせた調整（特に品質と数量）や、販売の集中等所定の目的を有するものに限

られる。加盟国は、地域の生産を代表する（一定以上のシェアを有する）組織が定めたルールの一

部について、期間を限って当該組織の非構成員に対する法的拘束力を持たせることにより、地域全

体に適用することができる 244。また、緊急的な市場介入ツールとして緊急時準備金（Crisis Reserve）
が新設され、毎年の直接支払予算の一部から財源が確保されることとなった。ただし、各年の積立

金の未使用分は翌年の第一の柱の予算に返還される仕組みであり、また、緊急時準備金は 2013 年

CAP改革の導入以来一度も使われたことがない。その背景には、加盟国が直接支払予算を別目的に

使うことに消極的なためである。2018年向けの緊急時準備金には 2017年の第一の柱予算から 1.38%
を確保することが欧州委員会から提案されている（2017 年 4 月 21 日付IEG Policy）。 
 
 現在、欧州委員会では単一 CMO に関するおよそ 200 の実施規則を 40 の委任規則と実施規則に

まとめる取組を行っている。欧州委員会はこの統合プロセスを通じて、制度のルール数の問題と複

雑性を大幅に解消できると考えており、CAP 簡素化のプロセスを前進させる取組の一環と見做して

いる。 
 

(2) フードサプライチェーンにおける農家の交渉力強化 

欧州委員会は 2016 年 11 月に農産品マーケットタスクフォース（Agricultural Markets Task Force: 
AMTF）によって作成されたレポート「サプライチェーンにおける生産者の地位向上（Improving 
Market Outcomes: Enhancing the Position of Farmers in the Supply Chain）」を公表した。レポートでは、

①市場の透明性、②リスク管理、③ 先物取引及びその他派生的取引、④農産品マーケットにおけ

る取引方法、⑤契約の使用、⑥CAP と競争法、⑦金融へのアクセス、の 7 つの領域からの提言に基

づき、サプライチェーンにおける生産者の立場の強化が主張されている。 

図表 197 レポート「サプライチェーンにおける生産者の地位向上」の構成 
・要約 
・第一部：導入 
 1. タスクフォースの立ち上げ経緯及び役割 
 2. レポート作成手法 
 3. 背景 
・第二部：フードサプライチェーンに関する政策提言 
 1. 市場の透明性 
 2. リスク管理 
 3. 先物取引及びその他派生的取引 
 4. 農産品市場における取引方法 
 5. 契約の使用 
 6. CAP と競争法 
 7. 金融へのアクセス 
・第三部：2020 年以降の CAP に関する考察 

出所：三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング「農林水産省 平成 28 年度海外農業・貿易事情調査分析委

託事業」2017 年 3 月 

                                                      
243

農林水産省「平成 26 年度海外農業・貿易事情調査分析事業（欧州）報告書 第 I 部 CAP における価格支持制度及び

カップル支払の変更点」株式会社 農林中金総合研究所、2015 年 3 月 
244 平澤「次期 EU 共通農業政策（CAP）改革の規則案概要─直接支払，単一 CMO，農村振興─」『農林金融』農林中金総

合研究所、2012・3 
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 こうした提言の背景には、欧州の農業・食料部門で十分な販路を持たない生産者が寡占化する川

下部門に対して長年弱い立場を強いられてきた状況があり、特に卸売業者による生産者への不公正

慣行（Unfair Trading Practices :UTPs245）の問題が指摘されている。農産品マーケットタスクフォー

ス（AMTF）のレポートでは不公正慣行について以下の 6 つのケースを想定しており、不公正慣行

の横行は市場の失敗と見做している。 
 
・ 30 日以上の支払の遅れ 
・ 契約の遡及的変更 
・ マーケティング費拠出の要請 
・ 廃棄又は未販売製品への苦情 
・ 生鮮食品の引渡し直前の注文取消 
・ 契約時の前払い金の支払要請 
 
不公正慣行への規制は今回の EU レベルでの立案前から 20 を超える加盟国で独自の規制や（生

産者団体・流通団体等による）自主的なルールの設定がなされていたが、国境を越える農産物取引

については十分な効力を発揮してこなかった。それが今回 EU レベルでサプライチェーン上の生産

者を保護する法案ができたことで、各国の規制を補完・強化できる見込みとなった。 
不公正慣行の是正に向けて、関係者間（欧州委員会、農相理事会、欧州議会、農業団体等）の対

立は見られず、欧州委員会によれば 2018 年前半にはフードサプライチェーンにおける農家の交渉

力強化に関する法案が提出される予定である。現時点の最新の報道によれば、2018 年 3 月初頭時点

で欧州委員会は法案をまだ提出できておらず、それに対して複数の農業団体が 3 月 5 日に連名で「不

公正慣行に関する検討は既に十分に済んでおり、今こそ欧州委員会は不公正慣行と戦うための法案

を提出する時である」旨の声明を発表し、早期の法案作成を求めている（2018 年 3 月 6 日付 EU Food 
Law）。 
 
欧州委委員会は法案提出に先立ち、2017 年 6 月に食品サプライチェーンに関する価格監視ツール

（The European Food Prices Monitoring Tool）を公開している。価格監視ツールは様々な農産品・食

料品のサプライチェーン上の価格変化（例：穀物―小麦粉―パン）を比較するもので、欧州連合統

計局（Eurostat）によって開発されたものである。価格動向は以下のような画面上で、時期（2005
年～）、加盟国、品目、サプライチェーン地点、単位（価格変化率、指数）を指定して、検索を行

う。 

                                                      
245 欧州委員会による不公正慣行の定義は” Practices that grossly deviate from good commercial conduct and are contrary to 
principles of good faith and fair dealing.”とされる。 
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図表 198 食品サプライチェーンに関する価格監視ツールの操作画面 

 
出所：Eurostat246 

 
また、欧州委員会は 2017 年 8 月から 11 月にかけて農家・食品産業関係者等を対象としたフード

サプライチェーンに関するパブリック・コンサルテーション 247を実施している。パブリック・コン

サルテーションの結果によれば、回答者の 90％が市場に不公正慣行が存在する（または部分的に存

在する）ことに同意し、回答者の 95％が不公正慣行の解消のために対応（または部分的な対応）を

行う必要があることに同意したことが明らかになった。この結果に基づき、欧州委員会はフードサ

プライチェーンにおける農家の交渉力強化の取組が関係者の多くの支持を得ているとして、改めて

2018 年前半の法案提出を目指すとしている。 
 

 最後に、2018 年 12 月に実施した現地調査の際に、関係者からは今後の注力分野として、東欧諸

国の小規模農家向け生産者組織への支援の重要性が挙げられていた。 
 

2.4. （価格変動や天災等に対する）リスク管理政策 
 

(1) 近年の農業部門を取り巻くリスクの増大 

近年の EU では農産品価格の乱高下や異常気象による減収によって、多くの加盟国の農家が大幅

な所得減少を被っている。図表 199のグラフはEU25か国の2007-2013年の間に農業所得が平均30%
以上下落した農家数及び割合を示したものであるが、多くの加盟国において農家が深刻な農業所得

の減少を経験していることが見て取れる。具体的には、「30％以上の所得下落を経験した農家数」

が多かった加盟国はイタリア、ポーランド、スペイン、およびギリシャであり、「30％以上の所得

下落を経験した農家の割合」で見ると、キプロス、スロベニア、マルタ、ラトビアの比率が大きい。 

                                                      
246 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=prc_fsc_idx&lang=en 
247 https://ec.europa.eu/info/consultations/initiative-improve-food-supply-chain_en 
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図表 199 2007-2013 年に農業所得が平均 30%以上下落した農家数及び割合（EU25 か国） 

 
出所：Eueopean Comission ”Risk management schemes in EU agriculture Dealing with risk and volatility”, 

September 2017 

 
また、図表 200 のグラフでは 2007-2013 年における農業所得が累積 30%以上減少した農家数の農

家別の割合を示している。これによると、30%以上の大幅な農業所得の減少を被った農家数の割合

は品目ごとに異なり、混合永年作物、穀物・油糧種子・タンパク質作物、豚・家禽、混合作物、園

芸、牧畜、果物、オリーブに関する農家は 30%以上の所得減少を被っているが、酪農、混合畜産、

羊・山羊、作物・畜産の混合農業、その他作物、ワインに関する農家は 30%以上の所得減少を被っ

ていない（ただし、2009 年は 50%の酪農農家が 30%以上の所得減少を経験している）。 
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図表 200 2007-2013 年に農業所得が累積 30%以上減少した農家数の農家別割合（EU25 か国）  

 
出所：Eueopean Comission ”Risk management schemes in EU agriculture Dealing with risk and volatility”, 

September 2017 

 

(2) リスク管理政策の概要 

リスク管理政策はCAP改革による市場管理政策の縮小、国際競争の拡大、生産費の変動等を背景

とした農業者の経済的・環境上のリスク拡大に対応するため、現行CAPから第二の柱に導入がなさ

れた（保険と相互基金は前期CAPでは第一の柱（68 条支払）によって手当されていた）。予算は欧

州農業農村振興基金（European Agricultural Fund for Rural Development: EAFRD）から拠出され、次

の通り、保険・相互基金・所得安定化策の 3 つのツールから構成される 248。 
 

①保険（Insurance） 
天候不順・動植物の疾病・害虫の蔓延・環境事象によって生じた農家の作物・動物・植物に関する

経済的損失に対応する農業保険の保険料に対して財政支援を行うもの（36 条）。 
 
②相互基金（Mutual funds） 
天候不順・動植物疾病の発生・害虫のまん延・環境事象によって生じた農家の経済的損失 249に対応

する相互基金に対して財政支援を行うもの（36 条）。  
 
③所得安定化策（Income stabilisation） 
所得が急激に減少した農家へ補償を提供する所得安定化策（相互基金の形態をとる）に対して、財

政支援を行うもの（36 条）。現行制度では、補償は個々の農業者の年間所得が直前数年間の水準（3
年間平均値あるいは 5 年間のうち最高・最低の年を除いた 3 年平均値）を 30％以上下回った場合に

支払われ、補償の水準は所得減少額の 7 割未満である（39 条）。 
※後述の通り、オムニバス規則を通じて 2018 年 1 月 1 日から品目別の発動下限 20％の所得安定化策（IST）が新たに導

入されている。 
 

欧州議会農業委員会（COMAGRI）に提出された調査資料によれば、リスク管理政策の枠組は 2013
年 CAP 改革の前後で次のように変化している。 

                                                      
248 Articles 36-39 of Council Regulation (EU) No 1305/2013 及び、農林中金総合研究所「平成 26 年度海外農業・貿易事情分

析事業（欧州）報告書 第 IV 部 2014-2020 年 CAP における農村振興政策の概要及び主な変更点」2015 年 3 月 
249 保険が対象にするのは保険会社が商品化しているようなリスクであり、最も主要なものは穀物の雹や霜のリスクであ

る。相互基金は保険会社が商品化していないリスクで、例えば植物の病気等を対象とする。 
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図表 201 リスク管理施策の枠組みの変化 

 
出所：Isabel Bardaji, “State of play of risk management tools implemented by MS during the period 2014-2020: 

national and European frameworks, Research for AGRI Committee-European Parliament”より作成 
 

すなわち、加盟諸国の多様性に配慮して柔軟な支援枠組としたこと、果物・野菜及びワインを除

き、CAP による支援は第一の柱（68 条支払）から第二の柱（RDPs）にシフトしたこと、所得安定

化策（IST）が市場リスクに対する唯一の支援策として新たに導入されこと等である。現行 CAP
（2014-2020 年）のリスク管理政策の実施状況については平成 28 年度報告書に詳しい。 

 
EU規則によると、第二の柱によるリスク管理政策を導入している国では、支援対象の保険がEU

規則で規定されている場合、その保険への国家補助による支援が禁止される 250。つまり、同一の保

険に対してEUのリスク管理政策と国家補助の両方からの支援は禁止されている。 
例えば、畜産等の分野では EU が規定していない種類の保険もあり、そうした保険は国家補助の

支援対象としても良いことになっている。基本的に、EU のリスク管理施策を導入している国にお

いては、国家補助による助成は例外的な扱いとなる（所得安定化策に関しては国家補助ではなく

EU の資金で賄うものとされている）。 
現行CAPの下で実施可能な保険・相互基金に係る国家補助の条件は、欧州委員会のガイドライン

によって以下のように定められている 251。 

図表 202 国家補助で認められる支援内容 
国家補助の対象 内 容 

a) 自然災害ないし例外

的な出来事による損害

の回復 

・自然災害ないし例外的な出来事であること、及び、その損害との特

設的な因果関係について公式に認定される必要がある。 
・補助額（保険により支払）は物的資産の損害及び収入の減少からな

る費用の 100％を上限とする。 
b) 自然災害と同様の異

常気象による損害の補

償 

・自然災害と同様の異常気象であること、及び、その損害との特設的

な因果関係について公式に認定される必要がある。 
・補助額は通常、損害費用の 80％を上限とするが、自然条件制約地

は 90％まで増額可能。 
・ただし、当該国ないし地域において統計的に最も起こりうる天候リ

スクについて年間平均生産ないし生産関連収入の少なくとも 50％
をカバーする農業保険に加入していない場合、補助額は 50％まで

減額される。この条件を変更する場合、加盟国は、あらゆる努力を

払ったにも関わらず、損害発生時に当該保険を利用することができ

なかったことを示さなければならない。 
c) 動物疾病及び植物疫

病の予防、管理及び根

・動物疾病及び植物疫病の予防、管理及び根絶のための公的プログ

ラムの一環、ないし管轄政府当局による緊急措置、もしくは 2009

                                                      
250 2017 年 1 月に実施したイタリアの Council of Agricultural Research and Economics (CREA)でのヒアリングより。 
251 European Commission, “European Union Guidelines for State aid in agricultural and forestry sectors in rural areas 2014 to 2020” 
(2014/C 204/1), January 2014.より作成 

CAP第2期（2007-2013年） CAP第3期（2014-2020年）

CAP： CAP：

・第1の柱を通じて、68条支払いの一環として
支援（直接支払規則）

・第2の柱を通じて、農業保険、相互基金、所
得安定化策について支援

・果物、野菜、ワインが対象

国家補助： 国家補助：

・事前支援：農業保険、相互基金 ・事前支援：農業保険、相互基金

・事後支援：自然災害、動植物の病気 ・事後支援：自然災害、動植物の病気

・果物、野菜、ワインは引き続き第1の柱で手
当て
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国家補助の対象 内 容 
絶、及びこれらによる損

害の回復に係る費用 
年 5 月 8 日委員会指令 2000／29／EC に適合する植物疫病根絶ない

し封じ込めのための措置であることを認定される必要がある。 
・補助額（裨益者への支払額を含む）は関係費用の 100％を上限とす

る。 
d) 倒木除去 ・倒木除去の場合は当該費用の 100％、破壊の場合は 75％を補助の上

限とする。 
・補助が手数料ないし強制寄付を通じて賄われる場合、もしくは TSE

テストの実施が義務付けられている場合、除去ないし破壊に係る費

用の 100％が補助対象となる。 
e) 保護動物による損害

の補償 
・対象費用の 100％を補助の上限とする。 

f) 保険料支払 ・上記諸要因による損害をカバーするための保険料支払を対象とす

る。補助額の上限は保険料の 65％未満、例外として倒木の破壊の

場合は 100％、除去の場合は 75％とする。 
g) 相互基金への出資 ・自然災害と同様の異常気象による損害、動物疾病及び植物疫病、環

境インシデントによる損害に対する保証を目的とした相互基金を

対象とする。 
・相互基金への出資額のみを補助対象とし、補助の上限を当該費用の

65％とする。 
h) 生産設備の閉鎖 ・動物、植物もしくは人間の健康上、衛生上、倫理上ないし環境上の

理由による設備の閉鎖については、所定の基準を満たしたうえで、

閉鎖による資産の損失額（時価売却額）、設備破壊に係る費用、及

び閉鎖による社会的費用の相殺に係る費用の 100％を補助の上限と

する。また、環境上の理由による閉鎖については資産損失額の 120％
を上限とする。 

・上記以外の理由（当該部門のリストラ、多様化ないし早期退職プロ

グラム）による閉鎖については、3 年間を上限に上記と同様の補助

を認める。 
 
 上記に加えて、農業ブロック・エグゼンプション（一括適用除外）規則によって 252、中小企業を

対象として、上記ガイドラインb)、c)及びf)に対する国家補助を、通常のガイドラインと異なり、 欧
州委員会による適合性の事前審査なしに実施することが可能とされている（実施 10 日前までに通

知、その後適合性を示す必要がある）。 
 

(3) 今後の EU における所得安定化策（IST）の導入に関する動向 

CAPによる所得安定化策は、農業者の直前数年間 253の年間所得（gross margin=売上総利益）の 30％
以上を損失しない場合でないと支援の対象とならない仕組となっている。この 30％水準はWTOル

ールのグリーンボックスに基づき定められたものであるが、農家にとって所得の 30％以上を損失し

ない限り支援対象と認められないことは施策普及の大きなハードルであった。 
これに対して、2017 年に入り欧州委員会は所得安定化策における支援の発動下限を 30％から

20％に引き下げることを提案し、最終的にはオムニバス規則を通じて 2018 年 1 月 1 日から品目別

の発動下限 20％の所得安定化策（IST）が新たに施行されることとなった。 
品目別の所得安定化策で支援発動下限を 30％から 20％に引き下げたことは所得安定化策の導入

推進に非常に有効な変更と考えられるが、他方、元々EU 規定で 30％と定められたのは WTO ルー

ルへの配慮であったことを考えると、EU 域外への説明責任の問題は残される。欧州委員会として

は所得安定化策の支援の発動下限を 20％に引き下げたことをWTOルール上の黄色の政策の新設と

見做されるのは避けたいはずであり、この点を今後どのように国際社会に説明していくかは注視を

していく必要がある。 
 

                                                      
252 European Commission, Commission Regulation (EU) No.702/2014 of 25 June 2014. 
253 3 年間平均値あるいは 5 年間のうち最高・最低の年を除いた 3 年の平均値。 
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(4) 資金問題 

中東欧諸国を中心としたEU加盟国の第 5 次・6 次拡大、2008 年のリーマンショック以後の欧州

経済の悪化等に伴い、各国に財源負担を求める第二の柱の資金源のあり方は近年のCAPの課題とな

っている。そのため、現行CAP及び次期CAPの 第二の柱における農村振興プログラムの実施にお

いては、その資金源をいわゆる金融的手段（Financial Instruments: FIs254）に求めようとする動きが

見られる。 
 ただし、報道によれば第二の柱の資金源としての金融的手段の活用はこれまで利用率が非常に低

く、欧州会計検査院も農業部門における金融的手段の導入は成功していないと評価しているという

（2017 年 4 月 13 日付 IEG Policy）。他方で以下のような金融的手段の活用のための加盟国の積極的

の動きも見られる。 
 

イタリアで過去最大の第二の柱の金融的手段向け基金が設立 
 

2017 年 4 月 13 日付 IEG Policy 
 
2017 年 4 月 8 日、イタリアの国家及び地方政府代表者は欧州投資銀行（EIB）、欧州投資基金（EIF）、ISMEA 
(Italian National Agricultural Fund) と共に 10 億ユーロに及ぶ金融的手段活用に向けた Agriculture Italian 
Guarantee Multiregional Platform (AIGMP)の設立のための署名を行った。 
 
この基金はイタリア内では ピエモンテ州、トスカーナ州、ウンブリア州、カンパニア州、プーリア州 、ヴ

ェネト州、フリウリ・ヴェネツィア・ジュリア州、カラブリア州において運用される。 
基金は欧州投資銀行（EIB）から 1 億 6500 万ユーロ、欧州投資基金（EIF）から 1 億 5000 万ユーロ、Italian Cassa 
Depositi Prestiti SpA（イタリア預託貸付公庫）から 1 億 5000 万ユーロ、ISMEA から 2000 万ユーロの出資を

受けている他に、今後さらに他の投資先からの出資も受け付ける予定である。 
 
CAP 改革の一環であるオムニバス規則では金融的手段に関する施策の変更も含まれており、2018

年 1 月 1 日からは金融的手段の利用の際に必要な特定資格の廃止、活動資金に対する最大 20 万ユ

ーロもしくは総支出の 30％までの支援等、施策の活用を後押しする変更が加えられている。 
 

(5) 今後の課題 

EU では市場管理制度の下での農産物価格の安定、その後の直接支払制度による収入補填によっ

て農業者の生計は長らく保護されてきており、従来より農業保険への加入率は低かった。その背景

には、高額な保険掛け金（特に複数リスク向け保険）や相互基金設置の際の農家間の協力の不存在

等の他、近年ではリスク管理政策自体が農家や加盟国の州政府担当者に認知が遅れていることも理

由として指摘されている。2018 年 12 月の現地ヒアリングでも同様に、各種リスク管理政策の普及

の遅れている理由として EU 農家が伝統的に市場のシグナルに責任を負わずに済んできた歴史を挙

げ、農家が未だ直接支払による所得補償を好む現状が指摘されていた。 
このことから、今後しばらくは農家の所得保護の中心は直接支払制度であり続けることが予想さ

れるが、英国の EU 離脱もあって EU 財政の厳しさはますます増しているため、オムニバス規則に

よる施策活用の促進策も踏まえ、次期 CAP で各加盟国がどれだけ本格的にリスク管理政策の導入

に取組もうとしているかは注視が必要であると言える。 
 

2.5.  農村振興政策（農業環境政策、自然条件不利地域対策、青年農業者育成対策等） 
 

オムニバス規則による 2018 年 1 月 1 日からの改正内容の中で農村振興政策に関する変更はリス

ク管理政策と金融的手段に関するもののみで、第二の柱の中の農業環境政策、自然条件不利地域対

策、青年農業者育成対策に関する変更は無かった。ただし、次期 CAP 改革の基本方針「食料と農

業の未来」では将来的な農村振興政策に関する方向性が示されており、本節ではその概要と併せて

その他情報源を踏まえて次期方向性の検討状況を示したい。 
                                                      
254 外部資金を呼び込むための融資や信用保証、利子補給等各種の施策を指す。 
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(1) 基本方針「食料と農業の未来」が示す次期 CAP における農村振興政策 

欧州委員会が 2017年 11月 29日に公表した次期CAP改革に関する基本方針「食料と農業の未来」

では、3.4. Strengthening the socio-economic fabric of rural areas（農村地域の社会経済の振興）の中で

次期 CAP における農村振興政策の将来像が示されている。 
同提案によれば、EU 内の多くの農村地域は魅力的な雇用機会の欠如、ブロードバンドや基本サ

ービスに対する不十分な投資、若者世代の流出等の構造的な問題を抱えており、それに対して CAP
の農村振興政策は農村部の雇用と成長を促進する最も重要な役割を担うとしている。また、2013
年の CAP 改革で農村振興プログラムの策定が構造投資基金に統合されたことで規制や手続が複雑

になった反省に立ち、次期 CAP では枠組を簡素化し、施策の効果を最大化するために加盟国にプ

ログラムの運営の裁量を委譲することとした。 
また、欧州委員会はクリーンエネルギー、生物経済、循環経済、エコツーリズムといった近年生

まれた新しい概念を農業バリューチェーンに取り入れ、農村地域の成長と雇用創出に活かす方針を

提唱している。農村発の再生可能エネルギーである第二世代バイオ燃料のような持続可能なビジネ

スモデルは農村振興に資するのみならず、EU の循環型経済戦略にも合致するもので、EU として戦

略的に支援していくべき領域としている。その一環として、農村地域への投資をしようとする起業

家に対して低金利で長期の貸付が可能となるように、民間投資を動員する欧州戦略投資基金

（European Fund for Strategic Investments：EFSI）や金融的手段を通じた農村振興プログラムへの追

加支援を進めていくべきとしている。 
そして農村の近代化の観点から、欧州委員会は EU 全土における農村の「スマート・ビレッジ」

化の推進の必要性を強調している。そのため、地域が直面する不十分なブロードバンド接続、雇用

機会、サービス提供を克服するための能力開発、投資、イノベーション支援等に取組む農村・地方

機関への支援を強化するとしている。 
 第二の柱の農業環境政策については、第一の柱のグリーニングの廃止に伴い、クロスコンプライ

アンスと合わせて 3 つの仕組みは一本化され、直接支払の受給要件としての義務的部分と加盟国の

任意参加部分の二段階に分かれた新たな仕組みに置き換わることとなる。上乗せされる加盟国の任

意参加の部分には加盟国に施策の裁量が与えられ、農家は達成した環境目標に応じた支払額を受給

できるようになる。 
 
また、報道によれば欧州議会の特別農業委員会（Special Committee on Agriculture：SCA）は農村

振興政策が簡素化されるべき背景の一つとして、現在の農村振興政策が申請と報告の段階で過度に

複雑であるため、欧州戦略投資基金等の CAP 外からの資金調達が難しくなっている点を指摘して

いる（2018 年 2 月 13 日付 IEG Policy）。 
 

(2) EU における青年農業者育成対策に関する検討状況 

日本の農業就業人口の高齢化の問題 255と同様、EUでも農村部の過疎化、少子高齢化による農業

者の担い手不足といった問題は深刻な課題として捉えられている。2013 年データによれば、EUの

65 歳以上の農業者割合はEU全体で 31.4％、35 歳未満の農業者割合は 5.6％であった 256（ただし、

65 歳以上の農業者数がEU全体の 45%を占めるルーマニアを除くと、EU全体の 65 歳以上の農業者

割合は 25%近くまで低下する）。 
そのため、自然条件不利地域対策、青年農業者育成対策等の施策は拡充の方向にあり、例えば一

部の国や地域では青年農業者の定義の拡大、受給要件の緩和等が行われている。 
  

                                                      
255 日本の 65 歳以上の農業者が全体に占める割合は 2010 年が 61.6%、2016 年が 66.5％である。農林水産省「農業就業人

口及び基幹的農業従事者数」 http://www.maff.go.jp/j/tokei/sihyo/data/08.html 
256 European Comission Young farmers in the EU – structural and economic characteristics 
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図表 203 EU 各加盟国の農業者の平均年齢（2013 年、FADN データ） 
 

 
出所：European Comission Young farmers in the EU – structural and economic characteristics , Oct. 

2017https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-area-economics/briefs/pdf/01
5_en.pdf 

次期 CAP 改革に関する提言書「食料と農業の未来」によれば、青年農業者や新規就農者にとっ

ての就農への障害として、高額な地価等の経済的理由の他に、農業が魅力的ではない、時代遅れな

職業であるといった認識等の社会的理由も原因であると指摘した。また、農村における世代交代は

加盟国が主体となって行うべきとして、次期 CAP では EU と加盟国の施策の一貫性を改善すると共

に、加盟国には青年農業者の特定ニーズに対応する個別のスキームを開発するための裁量を与える

とした。 
青年農業者育成対策に関する CAP の戦略的計画の中には、農村の若者への能力開発、知識、イ

ノベーション、事業開発、及び投資支援が含まれる（これらについては生産者組織が重要な役割を

担う）。さらには農村の若者が外国で学ぶ機会、人的交流が促進されるべきとした。また、新規就

農者にまつわる資金調達リスクに関しては、金融的手段の活用を容易にすることや青年農業者支払

に含まれる一時金払いの強化ないし拡張を行うべきとしている。 
報道によると、2017 年に European Council of Young farmers（CEJA）は青年農業者の慢性的な資

金不足の問題に対応するため、欧州投資銀行（European Investment Bank: EIB）と欧州投資基金

（European Investment Fund: EIF）には協力の強化を求め、商業銀行に対しては加盟国が提供する潜

在的インセンティブを通して青年農業者に対する優遇サービス・金利を提供するよう要請したとい

う（2017 年 5 月 19 日付 IEG Policy）。 
 
 欧州会計検査院が 2017 年 6 月 29 日に公表した報告書"EU support to young farmers should be better 
targeted to foster effective generational renewal" によると、EU は 2007 年から 2020 年までの予算でお

よそ 96 億ユーロを青年農業者及び新規就農者に支援を行い、およそ 20 万人の青年農業者が EU よ

る助成を受け取ったが、第一の柱と第二の柱の間の政策効果には大きく差があったことを指摘した。

同報告書によると、第一の柱の青年農業者支払は必ずしも申請者のニーズに基づき支払がされてい

るわけではないため、真に支援を必要とする青年農業者に対して支払がなされなかったり、逆に青

年農業者が僅かな役割しか果たさない農場に支払がなされることもあると指摘している。その背景

には、EU 共通のモニタリング枠組の中に結果に関する指標が含まれていないことが挙げられてい

る。 
一方、第二の柱の青年農業者支払については青年農業者の個別ニーズに対して直接助成がなされ

るため、第一の柱の支払よりもより効果的だったと指摘している。ただし、新規就農支援のための

申請時の事業計画の監査の質に加盟国ごとのばらつきがあったという。  
 報告書上において、欧州会計検査院の Janusz Wojciechowski 氏は「農業が世代間を超えて持続し

ていくためには青年農業者への効果的な支援が不可欠である。しかし実際には、現在の施策の効果

が青年農業者の助けとなっている証拠はほとんど見られなかった。その主な理由として、施策の不

十分な目標設定と質の低い指標が挙げられる」として、青年農業者の特定ニーズに対応した支援の

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-area-economics/briefs/pdf/015_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-area-economics/briefs/pdf/015_en.pdf
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必要性に言及をしている。 
 

2.6. その他有機農業改革、GM 作物、バイオ燃料政策等 
(1) その他有機農業改革 

EUでは 2007 年に採択された現行の有機農業規則（理事会規則No. 834/2007）の改革に関する検

討が 2011 年頃から長らく進められてきたが、2017 年 6 月 28 日に欧州委員会、農相理事会、欧州議

会農業委員会の三者はついに改革案について合意に至った。新たな有機農業規則は 2021 年 1 月 1
日から施行の予定である 257258。 

図表 204 新有機農業規則の改正プロセス 
2011 年～ 現行有機農業規則のレビューを開始 

2014 年 3 月 25 日 欧州委員会が改革案を提出 

2015 年 11 月 5 日 欧州委員会、農相理事会、欧州議会農業委員会による三者協

議(trilogues)が開始 

2017 年 6 月 28 日 三者協議(trilogues)が合意 

2021 年 1 月 1 日 新有機農業規則が施行 

 

① 制度改革の背景 

まず、データから欧州における有機農業の進展について確認したい。欧州委員会によると、2005
年に 626 万 ha だった有機農地面積は 2015 年には 1114 万 ha となっており、10 年間でおよそ 2 倍

弱に拡大したことが分かる（2015 年の EU 内の全耕地面積に占める有機農地面積の割合は 6.2%で

あった）。加盟国別で見ると、2015 年の有機農地面積上位 5 か国は上から順にスペイン（197 万 ha）、
イタリア（149 万 ha）、フランス（136 万 ha）、ドイツ（106 万 ha）、ポーランド（58 万 ha）となる。

この 5 か国の中ではイタリアの有機農地面積の割合が近年 10%で推移しており、比較的高い。2015
年の EU 内で最も有機農地面積の割合が高い国はオーストリアで 19％を占める。また、2015 年の

EU の有機生産者はおよそ 27.2 万人であり、16.6 万人の 2005 年から 10 万人以上の登録があったこ

とを伺える。加えて有機農業は若い農業者の割合が大きいのも特徴である。2014 年の 55 歳以下農

業者の割合は、有機農業が 66%、慣行農業が 44%であった。 

図表 205 EU の有機農地面積及び従事者・生産者の推移 

 
出所：European Commission Facts and figures on organic agriculture in the European Union  

                                                      
257 IEG Policy, “ Long-awaited deal reached on new EU organic sector rules”, June 29, 2017. 
258 2017 年 11 月 20 日の欧州理事会のプレスリリースでは 2021 年 1 月 1 日施行と発表。Council of the European Union ” 
Organic farming: new European rules confirmed” 20 Nov. 2017 
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 また、EU は米国に次ぐ世界第 2 位の有機食品市場を有しており、EU28 か国の 2014 年の有機食

品市場規模はおよそ 240 億ユーロで、10 年間の市場成長率は毎年 10%前後である。 

図表 206 欧州における有機農産品市場の拡大（単位：十億ユーロ） 

 
出所：IFOAM EU Gropu “Organic in Europe Prospects and Developments in 2016”  

 
 以上のように EU では有機農業の生産・消費面からの進展は著しく、加えて共通農業政策（CAP）
の理念において環境、食品安全、動物福祉に配慮した農業は後押しされており、有機農業の普及に

も力が入れられている。こうした状況の中、法整備の必要性の観点から 2007 年に採択されたのが

現在の有機農業規則にあたる（2009 年施行）。 
しかしながら、現行の規則が施行されてからわずか 2 年でレビューが開始され、次期改革の準備

が 2011 年から始まった背景には次のような理由が挙げられる。これらについて、1) EU市場を含む

国際的なの有機農産品市場の拡大にEU有機農産品の供給が追い付いておらず、既存のEU有機農業

部門の成長支援や新規有機農家の参入を促す法整備が必要だったこと、2) 消費者の有機農産品に

対する信頼の低下、特に第三国からの輸入有機生産物に対する検査・認証体制への不安、そして 3) 
現在の規則が複数規則 259にまたがり、農家側の使い勝手が悪く、また行政コストもかかること、が

挙げられた。 
 このような議論の下、2014 年 3 月に欧州委員会が改革案を提出し、2015 年に三者協議（trilogues）
が開始され、そして 2017 年 6 月に合意に至った。 
 

② 新有機農業規則の改正内容 

新有機農業規則の改正点で主要なポイントは次の通りである 260。 
 

1) 非認可・禁止農薬の残留上限値 

有機農産品における認証取消に係る非認可・禁止農薬の残留上限値の設定に関しては、EU 全域

での導入は先延ばしされ、現時点では上限値導入の判断は加盟国に委ねられることとなった。つま

り、ある加盟国で認証取消に係る非認可・禁止農薬の残留上限値が導入されても、その適用は自国

                                                      
259 現在の有機農業規則には、基本的な有機農業規則（理事会規則 No. 834/2007）と二つの施行規則である有機生産物の

生産／ラベル表示に関する施行規則（委員会規則 No 889/2008)と有機生産物の輸入に関する施行規則（委員会規則 No. 
1235/2008）が存在するが、次期規則では一本化して簡素化される。 
260 European Commission - Fact Sheet The new organic Regulation Brussels, 20 November 2017 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4686_en.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4686_en.htm
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の有機農産品に限定され、他加盟国や EU 域外の有機農産品に自国の基準値を課すことはできない

とした。そして、2021 年の施行後の 4 年間で状況を評価し、その後の規則の運用を決めるとした。

このような妥協が生じた背景には、隣接する慣行農家の農薬が有機農家に流入した場合に農業者の

過失なく農産品の有機認証が取り消される恐れがあり、有機農家が被る経済損失が大きいためであ

る。 
 

2) グリーンハウス等における保護栽培の扱い 

グリーンハウス等の施設栽培（protected cropping）での有機生産について、土壌による栽培

（soil-bound）のみに限って有機生産と認めるべきか、人工的基層を認めるかについても加盟国で立

場の対立が生じた。この論点については、欧州委員会による土壌による栽培のみに限って有機生産

と認めるべきという提案が新規則でも採用された。ただし、人工的基層による栽培も有機農業に認

めるべきと主張した北欧のデンマーク、フィンランドおよびスウェーデンについては 2017 年 6 月

28 日以前に有機として認証されていた生産のみ引き続き認めるとしたが、それも 10 年間で廃止す

ることとした。 
 

3) 有機種子に関するルール 

 有機農業では有機種子から栽培することが望ましいとしながらも、一部の有機農業者にとって有

機種子の確保は未だ難しい状況に鑑み、例外的に 2035 年までは有機生産において（化学肥料や農

薬を使用する）慣行農法により採取された種子の使用を認めることとした。 
 

4) 有機生産と慣行農法による生産の混合（混合農場） 

欧州委員会の当初改正案では有機生産と慣行農法による生産の混合（混合農場）は禁止されてい

たが、その後要件は緩和され、明確かつ効果的に区分されている場合に限り、混合農家であっても

有機生産と認められることとした。 
 

5) 第三国からの有機農産品輸入の認証体制の変更 

有機同等性による第三国のシステムの有機認証を段階的に廃止し、EU ルールへの準拠を求める

こととなった。この点については日本の有機農産品の EU 域内への将来の輸出に関わるため、以下

について詳述する。 
 

③ 第三国からの輸入について（日本との関わり） 

 現行有機農業規則の下ではEUが域外から有機農産品を輸入する場合には二つの認証体制を採用

している。一つはEUが認めた登録認定機関（Recognized Control Bodies）261を通じてEU域内の有機

生産基準と同等の基準（equivalence）を持つとして認証された有機製品を輸入する仕組みであり、

もう一つはEUによりその国の有機生産ルール及び管理・監督手法の体系がEU域内基準と同等の有

効性を持つと認められた場合にその国の有機製品をEU域内に輸入・流通できるとするものである。

現時点では日本 262を含む 12 か国 263がこのスキームを利用可能な国として認定されている。 
 今回の新有機農業規則では、従来第三国が EU に有機農産品を輸出する際に EU が認めた場合の

その国に対する同等性基準について、今後は段階的にそのルールを廃止する変更が導入された。こ

                                                      
261 世界でおよそ 130 か国に 60 程の登録認定機関が存在する。 
262 日本は 2010 年 6 月に EU で販売する有機食品を生産できる国のリスト（「第三国リスト」）に追加された。農林物資の

規格化及び品質表示の適正化に関する法律（昭和 25 年法律第 175 号、通称「JAS 法」）に基づき有機 JAS マークが付さ

れた有機農産物及び有機農産物加工食品（原材料も含めて日本で生産されたもの）については、「第三国リスト」に掲載

された登録認定機関による証明書を付ければ、EU 加盟諸国に「organic」等と表示して輸出できる。（農林水産省プレス

リリース「有機 JAS マークが付された有機農産物等に「organic」等と表示して EU 加盟諸国へ輸出することが可能となっ

たことについて」2010 年 6 月 23 日） 
263 現在、第三国リストに掲載されている国はアルゼンチン、オーストラリア、コスタリカ、インド、イスラエル、スイ

ス、ニュージーランド、チュニジア、日本、カナダ、米国、韓国である。 
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の点について現地関係者に照会をしたところ、「現時点の見解では、第三国が EU と全く同じ認証

基準に従う（compliance）ことを適用されるのはあくまで民間の登録認定機関であって、その認証

団体の基準に拠って今まで EU に輸出してきた国である。有機 JAS 制度を導入している日本のよう

に同等性が認められた国とは新たに有機農業規則が施行された後も従来通りにその国の認証ルー

ルで EU に輸出できる」との回答を得た。こうした措置の背景には、今回の新有機農業規則での EU
の狙いが認証基準の質にばらつきのある登録認定機関に絞り込みをかけたいことが読み取れる。事

実、今後は登録認定機関の登録ルールを厳格化するため、国際認定機関フォーラム（International 
Accreditation Forum：IAF）への働きかけを行っていくという。 
 

今回、EU で合意された新有機農業規則は明確に EU 内における有機生産を後押しする改正とな

ったが、他方で有機農法を厳格に捉える加盟国や農業団体からはその内容が非常に妥協的であった

と批判が寄せられている。特に混合農場における有機生産が認められた点について、消費者団体や

有機農業団体が激しく抗議をしており、三者協議が合意された後も論争が続いている。 
 

(2) GM作物 264 

EUの遺伝子組換作物（Genetically Modified Organisms：以下、GM作物）に係る食品・飼料につい

ては、包括的かつ厳しい法的な規制が敷かれている。EUでは、GM作物及びGM作物から製造され

た食品・飼料については、ケースバイケースで行われる厳しい審査と安全性に関する評価を経て、

承認を受けた場合にのみ、市場に流通させ、又は輸入することができる。この承認は欧州委員会か

ら10年間の期限付きで与えられるものでEU全体に適用される。具体的には、欧州食品安全機関

（EFSA）が必要なリスク評価を行い、GM作物、GM作物から構成された又はGM作物が含まれる食

品・飼料は、識別番号を与えられ、表示とトレーサビリティが確保される。 
EUのGM作物に関する近年の動向としては、2015年3月にEUが栽培承認したGM作物の栽培を各

加盟国の判断で制限又は禁止できるようにした改正GM作物の意図的な環境放出に関する指令

2001/18/ECが施行された。同指令はオプトアウト指令とも呼ばれ、遅延・停滞の多いEUのGM作物

の栽培承認手続きを前進させるためにEU全体のGM作物の栽培承認を妨害しない代わりに、栽培に

反対する加盟国に栽培に関する裁量を与えたものである。施行時には19か国が栽培拒否権を行使し

ている。 
また、2015年4月には欧州委員会によって加盟国がそれぞれの判断でGM作物の輸入や使用を禁止

できることとするという法案（改正GM作物の食品・飼料に関する規則No. 1829/2003）が提出され

たが、米国や域内農業団体等からの反対もあり、2015年10月の欧州議会で大差をもって否決された。 
 

(3) バイオ燃料政策 265 

① EU におけるバイオ燃料政策 

 EUでは 2007年 3月に合意された「エネルギー・気候変動政策パッケージ（Climate and Energy Policy 
Package: CEP）」（2009 年 6 月発効）に基づき、EUの温室効果ガス（Greenhouse Gas: GHG）排出量

を 2020 年までに 1990 年比で 20％削減することが合意された。その主たる削減方法の一つとして、

再生可能エネルギーの割合を 2020 年までに 20％に引き上げる目標が定められた。そして、再生可

能エネルギーの割合を高める取組の柱の一つとして、当時GHG排出量の 20％程を占めていた輸送

部門において、バイオ燃料 266の導入促進が本格的に後押しされることとなった。 

                                                      
264 鈴木栄治「第 5 章 EU における遺伝子組換え作物の規制状況等について」『平成 27 年度 カントリーレポート : 米国，

フランス，韓国，GMO（米国，EU）(2016 年 3 月)』プロジェクト研究 [主要国農業戦略] 研究資料 第 13 号 を参照 
265 近年の EU のバイオ燃料政策の変遷に関しては、農林水産省「EU におけるバイオ燃料政策」（2017 年 4 月）及び欧州

委員会農業総局の資料を主に参照した。 
266 EU 全体で初めて施行されたバイオ燃料政策は 2003 年の「バイオ燃料指令（Biofuel Directive）」である。バイオ燃料

指令は二酸化炭素排出量の削減、燃料供給の安定的な確保、及び地方経済の支援等を目的とし、EU 市場で販売されるす

べての輸送用燃料（ガソリン・ディーゼル）におけるバイオ燃料（バイオエタノール・バイオディーゼル）の混合率を、

熱量ベースで 2005 年までに 2 ％以上、2010 年までに 5.75 ％以上とすることを加盟国の自主的な目標とした。また、同

年にはバイオ燃料の生産・使用を推進するための税制上の優遇措置を導入する、「エネルギー税共通枠組み指令（Energy 
Taxation Directive）」も施行されている。 
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図表 207 EU バイオ燃料政策と関連政策 

2003 年 ・バイオ燃料指令の施行 
・エネルギー税共通枠組み指令の施行 

2009 年 6 月 
・2020 年に向けたエネルギー・気候変動政策パッケージの施行 

-再生可能エネルギー指令（RED） 
-燃料品質指令（FQD） 

2014年 10月 ・2020 年に向けた気候変動・エネルギー政策枠組が合意 
2016 年 7 月 ・包括的政策パッケージ Summer Package が合意  
2016年 11月 ・包括的政策パッケージ Winter Package が合意 

 
2009 年の EU のエネルギー・気候変動政策パッケージでは施策の一つとして、「再生可能エネル

ギー指令（Renewable Energy Directive : RED）」（Dir. 2009/28/EC）が発出された。再生可能エネルギ

ー指令では 2020 年までに輸送用燃料におけるバイオ燃料の混合率を 10 ％以上を達成するために

義務的目標等が定められ、さらに EU 内で販売される全てのバイオ燃料は持続可能性の要件を満た

すために認証・認可を受けることが義務づけられた。 
また、再生可能エネルギー指令の実施に伴い改正された「燃料品質指令（Fuel Quality Directive: 

FQD）」ではライフサイクルGHG排出量 267の評価が義務づけられ、2010 年の化石燃料GHG排出量を

基準に 2020 年までに 6％以上の削減目標が明記された。再生可能エネルギー指令では、バイオ燃料

生産設備におけるライフサイクルGHG排出量の削減水準が定められており、2016 年までは 35％、

2017 年からは 50％、2018 年からは 60％（2016 年までに製造が開始された設備で生産されるバイオ

燃料は 50％に据え置き）となっている。 
 
 さらに EU では近年立て続けに重要な提案が提出されており、2030 年までの GHG 排出量削減目

標を定めた「気候変動・エネルギー政策枠組（A policy framework for climate and energy）」（2014 年

10 月）、気候変動と再生可能エネルギー分野での今後の政策案をまとめた包括的政策パッケージで

ある「Summer Package」（2016 年 7 月）と「Winter Package（もしくは Clean Energy For All Europeans 
package）」（2016 年 11 月）等が挙げられる。 
 新たな 2014 年の気候変動・エネルギー政策枠組では 2030 年までのEU全体のGHG排出量を 1990
年比で 40％の削減、再生可能エネルギーの割合を 2020 年までに 27％に引き上げることで合意した。

また 2016 年のSummer Packageでは 2030 年までのGHG排出量削減目標の加盟国割当規則、土地利

用・土地利用変化及び林業（land use, land-use change and forestry : LULUCF）、欧州低排出モビリテ

ィー戦略等、Winter Packageでは再生可能エネルギー指令の改正を含む 10 の政策分野 268の改正・新

規提案が合意された。 
 一連の改革提案では、バイオ燃料政策が引き続きEU全体のGHG排出量削減に貢献をしていくこ

ととするのは変わりないが、これからのバイオ燃料政策では土地利用・土地利用変化及び林業

（LULUCF）分野における間接的土地利用変化（Indirect Land Use Change: ILUC）269の問題に対処す

るための指針が取り入れられている。そこで、改革では間接的土地利用変化を考慮して、使用済み

食用油やセルロース系原料等の食用廃棄物を原料とした第二世代（先進型）バイオ燃料 270の使用が

推進されることとなった。 
 

改正では、燃料供給事業者に対して間接的土地利用変化に伴うライフサイクル GHG 排出量の報

告義務が課され、再生可能エネルギー指令の 2020 年までのバイオ燃料混合率の目標である 10%の

うち、食用作物由来のバイオ燃料の混合率を、7 ％を上限（7 ％より低い上限の設定は可能）とし、

                                                      
267 ライフサイクル GHG 排出量とは、原料の栽培から最終的な燃料利用に至るまでの一貫した GHG 排出量を指す。 
268 Winter Package の政策パッケージでは、「電力市場改革」「省エネ EU 規則改正」「省エネビルディング改革」「エコデザ

イン」「再生可能エネルギー・バイオエネルギー改革」「ガバナンス改革」「エネルギー価格・コスト改革」「エネルギー基

金改革」「イノベーション改革」「交通・輸送改革」の 10 分野で構成される（Sustainable Japan 「欧州委、エネルギー政

策パッケージ発表。再エネの大規模推進とともに容量メカニズムを問題視」News、2016 年 12 月 19 日）。 
269 森林・草地等から農地への土地転換を「直接的土地利用変化」と呼ぶのに対して、食用として従来栽培されていた作

物がバイオ燃料用作物の生産により別の土地で栽培されることを「間接的土地利用変化（ILUC）」と呼ぶ。バイオ燃料の

生産が土地利用変化を引き起こし、結果的にライフサイクル GHG 排出量を増加させてしてしまう可能性がある。 
270

第二世代バイオ燃料に対して、第一世代バイオ燃料とは穀物や油糧種子等食用作物から直接得られる燃料を指す。 
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非食用作物由来のバイオ燃料は残りの 3 ％とする（うち、第二世代バイオ燃料の目標は 0.5 ％で拘

束力はない）こととされた。また、第二世代バイオ燃料の使用を促進するため、混合率を 2 倍とみ

なして計上する優遇措置の導入等も行われた（2 倍カウント方式はすべての加盟国では実施されて

いない）。 

図表 208 輸送用燃料におけるバイオ燃料の原料別割合（2016-2026 年） 

 
出所：農林水産省「EU におけるバイオ燃料政策」（2017 年 4 月）  

欧州委員会は図表 208 の通り、2026 年までの輸送用燃料におけるバイオ燃料の割合を予測して

いるが、2016 年は 5.5 ％、2020 年までに 6.5 ％まで増加し、2026 年までは横ばいと予測してお

り、再生可能エネルギー指令の目標値 10 ％よりも低くとどまる可能性がある。ただし、これらの

予測は 2030 年までの政策パッケージの各施策の実施状況次第によって、大きく進展する可能性も

ある。 
 
多くの加盟国は、これらの目標達成のため、最低限のバイオ燃料使用の指令を採択したものの、

EU 全体での進捗はばらつきがある状況となっている。この背景には、加盟国により目標設定が異

なり、進捗状況を把握することが難しいことや、調理用廃油や動物性油脂等の第二世代バイオ燃料

のうち、2 倍カウントに該当する品目が加盟国により異なっているためである。また、報告書の提

出遅延や未提出もあるといわれている。このため、2015 年の輸送用燃料のバイオ燃料の混合率は、

2020 年目標（10 ％以上）を下回っている状況にある。 
 

② 今後の見通し 

2016 年 7 月の Summer Package の欧州低排出モビリティー戦略において、欧州委員会は食用由来

の第一世代バイオ燃料が輸送部門の GHG 排出量削減において限定的な役割しか果たさないことを

理由に 2020 年以降の公的支援対象に含めないことを示し、輸送用燃料における第二世代バイオ燃

料へのシフトの方針を明確にした。 
 さらに、2016 年 11 月の Winter Package の中の 2030 年に向けた EU バイオ燃料政策の提案では、

間接的土地利用変化による GHG 排出量の増加への懸念から、2020 年以降、輸送用燃料の作物由来

のバイオ燃料の上限値を、2021 年の 7%から 2030 年に 3.8%まで段階的に引き下げ、第二世代バイ

オ燃料の混合率は 2021 年の 1.5%から 2030 年までに 6.8%まで引き上げることとしている（2017
年 12 月の欧州委員会農業総局でのヒアリング時点ではこの数字目標は変わっていなかった）。 
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図表 209 食用由来のバイオ燃料割合の段階的削減 

 
出所：欧州委員会提供資料  

 

③ 農業部門への影響 

近年のバイオ燃料政策を取り巻く政策動向から、今後 EU の輸送用燃料市場で穀物や油糧種子を

原料とした第一世代バイオ燃料のシェアが増加する見込みはないと思われる。欧州委員会の見立て

では、第一世代バイオ燃料の混合率の割合は段階的に削減されることから、2030 年に上限 3.8%が

導入されても市場への影響は少ないとしている。ただし、そのような段階的な削減がなされたとし

ても、油糧種子市場に対する影響は穀物や砂糖市場よりも高いと予測がされている。 
 また、次期CAPにおける第二の柱の農村振興政策においてバイオ燃料政策関連の予算割合が増額

することが見込まれる。現行CAPの農村振興政策の中でバイオ燃料政策への支出に関連するのは優

先事項 5271の重点分野C272であるが、重点分野Cがカバーする農村振興プログラムは全 115 のプログ

ラムの内で 76 である。また、重点分野Cの農振振興政策内の合計支出は 13 億ユーロで第二の柱予

算の 0.8 %に相当する。 
 2017 年 12 月に行った現地関係者への聞き取りでは、「次期 CAP の農村振興プログラムの中でバ

イオ燃料の活用を推進する施策の拡充は行われると思われる。ただし、現時点では議論の最中であ

り、具体的な施策に関して公式に発表されるような文書は無い」という回答を得た。 

                                                      
271 農業･食品･林業部門における、資源効率の促進と、炭素排出が少なくかつ気候に対する抵抗力の強い経済への移行支

援。 
272 再生可能なエネルギー源、副産物・廃棄物・残渣、およびその他の非食用原料の、バイオ経済のための供給・使用促

進。 
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