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3  
 

本章では、フランスの農林水産物・食品の輸出促進に対する取り組みを紹介する。まず 3.1 節でフランスの農産物・食

品の輸出概況を示し、続いて 3.2 節においてフランスの農産物輸出促進とそれを支える官民の機構について示す。次い

で 3.3 節では、フランス食料農業漁業省の政策実施機関であるフランスアグリメール（FAM）を通じた支援について示

しす。3.4 節及び 3.5 節では、輸出支援機関であるフランス食品振興会（SOPEXA）及びフランス企業振興機構

（UBIFRANCE）について説明する。最後に、品目別輸出促進団体の活動事例として、3.6 節においてベルジュラック

ワイン同業者委員会（CIVRB）を、3.7 節においてフランス穀物輸出協会（FEC）を取り上げる。 

3.1  

フランスは米国、オランダ、ドイツに次ぐ世界第 4 位の農林水産物・食品輸出国で、2010 年の輸出額

は 674 億ドル（約 5 兆 9 千億円、フランス総輸出額のうち 13.2%）である。 

品目別には、飲料・アルコール（主にワイン）が 22.3%と最も重要である。次いで穀物（主に小麦・コ

ーン・大麦）が 11.4%、酪農品が 10.5%で、いずれも世界的な価格上昇につれて輸出に占めるシェアが拡

大した。次いで食肉が 6.1%、穀物調製品が 5.2%と続いている。 

 

図 17 フランスの農林水産物輸出の推移（2006～2010 年） 

出所）ITC 

注）HS01～24 の計 

主要な輸出相手国はドイツやベルギー等の EU 諸国が 7 割を占める。品目別ではワインについてはイギ

リス、アメリカ、ドイツ、ベルギー、日本などが、穀物についてはアルジェリア、オランダ、ベルギー、

スペイン、酪農品についてはドイツ、ベルギー、イタリア、スペイン、イギリスなどが主要な輸出先とな

っている。 
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3.2  

 

農産物・食品・飲料はフランスにとって重要な輸出産業であり、輸出促進には政府が積極的に関与して

いるが、中でも特にワインの輸出促進が最も重要視されている。フランス政府では食料農業漁業省が農産

物・食品・飲料全般の輸出促進政策を統括しているほか、EU もまた農産物やワイン等の輸出支援予算を

有しており、これらフランス及び EU 予算のうち多くが食料農業漁業省の実施機関に当たるフランスアグ

リメール（FAM）を通じて、品目別輸出促進団体である農産物同業者委員会等によって用いられている。

また、フランス経済・産業・雇用省が、傘下のユビフランス（UBIFRANCE）を通じて農産物・食品分野

の個別企業に対する支援を行っている。 

民間機構では、ワインや乳製品、食肉、果実・野菜等の主要な輸出産品については生産者や加工業者、

輸出業者らが加盟する「農産物同業者委員会」が設立され、義務的な賦課金やフランス政府・EU 等の補

助金を原資として、活発な輸出促進活動を展開している。特に産地別のワイン同業者委員会の活動が良く

知られている。 

なお、これら同業者委員会は、米国の品目別輸出促進団体と異なり、海外拠点を持たない場合が多く、

食料農業漁業省によって設立されたフランス食品振興会（SOPEXA）を代理店として活用することによっ

て、海外におけるプロモーション活動を行っている。SOPEXA は 1961 年に食糧農業漁業省が設立した団

体で、2008 年に民営化され、基本的には一般の広告代理店と同じ民間企業になったが、現在も食料農業漁

業省を始めとする公的機関や産地別ワイン同業者委員会等が海外で行う輸出促進活動の多くを担っている。 

 

フランス最大の農産物輸出品であるワインは 19世紀後半に既に世界のブランドとしての地位を確立し、

1935 年には原産地統制呼称（Appellation d'Origine Contrôlée－AOC）制度が導入され、ボルドーやブル

ゴーニュといった生産地をベースにした世界的に有名なワインブランドが確立されていった。 

一方、第二次世界大戦後、フランスでは農産物輸入拡大や過剰生産により農産物価格が暴落、また、欧

州以外でのワイン生産が拡大する中、欧州全体でワインの生産過剰に陥った。こういった懸念を背景に、

フランスにとって新規市場開拓が最優先課題となり、政府は農産物・食品輸出国としての地位を再確立す

べく、1961年に SOPEXAを設立して国を挙げてフランス食品のイメージ向上と輸出促進に取組み始めた。

1962 年には EC の共通農業政策（Common Agricultural Policy－CAP）が開始され、域外からの農産物

輸入に対して税金を課すことで安い輸入農産物の流入を防ぐと同時に、共通関税の導入などによる EC の

共同市場化が行われ、こうした後押しもありフランスは農産物・食品一大輸出国の地位を築いていった。 

ワインも CAP の対象とされ、60 年代以降抜根や強制蒸留などの生産調整が行われたが、こうした対策

は期待したほど効果を発揮しなかっため、2008 年に競争力強化のための抜本的なワイン共通市場制度改革

案が採択された。フランス政府もこれに基づき「フランスワイン産業改革 5 ヵ年計画」を発表し、フラン

スワインの国際的競争力強化を図るため、ワイン品質分類の変更や国レベルの管理体制の一本化などの施

策を提示して輸出を強化していく姿勢を明確に打ち出し14、フランスのワイン輸出は新たな段階に入った。 

                                                      
14

 (安田 2009) 
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フランス政府内で農産物・食品の輸出促進を主に統括しているのは食料農業漁業省である。食料農業漁

業省は、独自で活用する国際活動予算（2010 年度は 1,760 万ユーロ、約 17.6 億円）を持ち、その 83％に

当たる 1,460 万ユーロを、SOPEXA を活用したフランス食品・飲料全般のプロモーション活動に充ててい

る。残りの 17%は、経済・産業・雇用省傘下の独立法人フランス企業振興機構（UBIFRANCE）による

輸出市場調査や、食料農業漁業省傘下の独立法人農産物食品貿易技術発展協会（ADEPTA）や国立農業展

示・競技会センター（CENECA）による展示会やセミナー開催等に用いられる。 

また、食糧農業漁業省は、後述する「農産物同業者委員会」等の品目別輸出促進団体による国内外での

フランス産農産物・食品消費促進のためのプロモーションに対する補助金予算（2010 年度は 2,280 万ユー

ロ）を持つが、これは主に食料農業漁業省の実施機関に当たるフランスアグリメール（FAM）を通じて、

各農産物同業者委員会等に支給される。 

加えて、EU もまた、域内・域外への農産物プロモーション活動補助及びワイン輸出促進補助の二つの

予算を有している（次節参照）が、これも同じく FAM を経由して、各農産物同業者委員会等に支給され

る。フランスの割当枠は、農産物プロモーション活動補助が約 800 万ユーロ/年、ワイン輸出促進補助が約

3,700 万ユーロ/年であるが、FAM によれば申請が煩雑なために割当枠の一部しか使われていない。 

他に、フランス経済・産業・雇用省が、傘下のフランス企業振興機構（UBIFRANCE）を通じて農産物・

食品分野の個別企業に対する支援を行っており、これら関連分野で毎年 350～500 万ユーロ程度の予算を

持つ。 

 

 

図 18  フランスの輸出促進予算の流れ 

出所）プロマーコンサルティング 

フランスアグリメール（FAM）、フランス食品振興会（SOPEXA）、フランス企業振興機構（UBIFRANCE）

については、それぞれ 3.3 節、3.4 節、3.5 節で役割や予算、プログラム等を示す。他の関連団体に、農産

物食品貿易技術発展協会（ADEPTA）及び国立農業展示・競技会センター（CENECA）が挙げられる。 

フランス政府

経済・産業・雇用省食料農業漁業省

EU

FAM

SOPEXA ADEPTA UBIFRANCE

農産物同業者委員会

€0.5mil -1.0 mil

€1.4 mil
€14.6 mil

€22.8 mil*

€3.5mil -5 mil****

フランス内外における販売・輸出促進

*国内における販促活動も含む
**プロモーション補助（5年間の平均）
***NSPによるワインプロモーション補助（5年間の平均）
****UBIFRANCEからのヒアリング

€8 mil**
&

€37mil***

€72.9 mil

生産者等

申請

フランス政府予算の流れ
ＥＵ補助金の流れ
その他

CVO



 

62 

 

23  

農産物食品貿易技術発展協会（ADEPTA）は、1977 年に食料農業漁業省によって海外貿易の支援を目

的に設立された半官半民の団体で、農産物・水産物に関係する約 230 社/団体をメンバーとする。ADEPTA

が直接運営する輸出促進活動には、見本市や通商ミッション、会議・セミナー開催、専門家派遣等が含ま

れる。このほかに、会員メンバーらのための生産技術や包装、加工施設等の技術セミナー開催、情報提供、

専門機関との連携支援等も行っている。 

国立農業展示・競技会センター（CENECA）は、フランスで開催される農業関連の展示会・競技会を統

括する組織で、そのうち最大のものが毎年冬に開催されるパリ国際農業見本市（SIA）である。SIA は食

料農業漁業省と CENECA の共同開催で、CENECA は開催のための実務・ロジ部分を担っている。 

なお、ADEPTA は SOPEXA、UBIFRANCE と共同で「フランス輸出プログラム（Programme 

France-Export）」を運営しており、3 つの組織がそれぞれに企画、運営する国際展示会やセミナーを一つ

のプログラムとして統合し、企業が多くの展示会やサポートにアクセスできる仕組みが提供されている。 

輸出促進戦略と予算の策定に当たっては、毎年食料農業漁業省、予算・公会計・公務・国会改革省、経

済・産業・雇用省、FAM、UBIFRANCE、SOPEXA 等が参加する会議が開かれる。食料農業漁業省が戦

略の全体的な方向性を示し、FAMとUBIFRANCEがターゲットとする市場や必要な予算について提案し、

最終的には食料農業漁業省と予算・公会計・公務・国会改革省との交渉により予算が決定される。 

 

食料農業漁業省は、2010 年に成立したフランスの農業基本法にあたる「農漁業近代化法 (Loi de 

modernisation de l'agriculture et de la pêch)」及び「国家食品プログラム(Programme National pur 

l’alimentation)」に基づき、農林水産物・食品の輸出促進政策を管轄しており、他関連省庁と協力しなが

ら各種施策実施にあたっている。 

輸出促進に関連しては、主に経済組織（l’organisation économique）15の強化対策の一環で、主に FAM

を通じて農産物同業者委員会らによる輸出促進活動を支援しているほか、独自でフランス食文化全体に関

するプロモーション等の活動を行っているが、これら独自活動は主に SOPEXA に委託している。 

 

表 17 フランス食料農業漁業省の輸出促進活動関連予算（2010 年） 

単位：000€ 

方針 2：経済組織の強化及び国内外の市場における農産物・農食品競争力向上  

施策 11：マーケット対策 478,297 

うち輸出促進活動関連  

機能支出  

農業アタッシェ等の派遣やミッションに係る費用等 425 

        公共サービスへの補助(品質ラベルに係る費用) 3,020 

介入支出  

      国際活動（経済戦略） 17,602 

          SOPEXA フランス食文化のﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝと防衛、海外ﾏｰｹｯﾄでの支援 14,553 

          UBIFRACE 輸出市場調査への支援 1,000 

          ADEPTA フランス農産物等のﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ支援 1,358 

          CENECA 国際的な農業展示会開催等支援 646 

          CIRAD « Développement durable et mondialisation »プログラムの支援 45 

        FAM 等を通じたプロモーション活動支援 228,479 

出所) (République Française 2010) 

                                                      
15

 後述の同業者委員会（生産者・流通業者・加工業者）及び生産者団体（生産者のみ）を併せて経済組織と言う。 
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EU  

EU は、EU 農業・農村開発総局（Directorate of General for Agriculture and Rural Development – DG 

AGRI）の政策の柱を、EU 共通農業政策（CAP）に基づいて①持続可能で競争力があり、同時に環境・

生産基準を尊重した農業セクターの振興と農村生活水準の公平性の確保、②農村地域の持続可能な発展へ

の貢献、③国際貿易における EU 農業セクターの振興の 3 点としている。 

①の農業セクター振興においては、市場介入と直接支払の二つを主な政策的手段としており、このうち

市場介入の分野において、関税や国家在庫、出荷調整等と並んで、域内・域外への農産物プロモーション

活動が重要な課題の一つとして取り上げられている。なお、③国際貿易における EU 農業セクターの振興

の分野では、二国間貿易協定等による貿易障壁の撤廃や、ドーハラウンド交渉等を通じて EU 農業セクタ

ーに利益がある国際ルールの策定の推進等の内容が含まれている。 

現行の EU の農産物プロモーション活動支援には、大きく分けて二種類のスキームがある。 

一つは 2000年から開始されたEU産農産物のジェネリックプロモーション活動に係るもので、これは、

EU が主体となって直接行うプロモーション活動（下図中「EU によるプロモーション活動」）と、加盟各

国を通じて各国品目別輸出促進団体等の EU 域内・域外での農産物プロモーション活動に対して EU が供

与する補助金（下図中「農産物プロモーション補助」）がある。 

もう一つは 2009 年以降のワイン共通市場組織改革の一環として実施されているもので、ワインに特化

した補助スキームである（下図中「ワイン国別補助プログラム(NSP)におけるプロモーション補助」）。EU

産ワインの国際競争力を高めることを目的に、域

外で実施される各国のワインプロモーション活動

に対する支援を行っている。 

2011 年度の予算では、EU 直接が約 1 百万ユー

ロ(1億円)、間接補助が約58百万ユーロ（61億円）、

ワイン支援が約 144 百万ユーロ（152 億円）、計

203 百万ユーロ（約 214 億円）であり、とりわけ

ワインのマーケティングに対する支援が充実して

いることが分かる。16 以下で、二つのプロモーシ

ョン活動に対する補助施策について紹介する。 

なお、EU では現在、次期 CAP（2014-2020 年）

の検討が開始されている。全体の予算規模として

は概ね今期（2007-2013）並の水準となるとの予

算案が公表されており、輸出プロモーション戦略

についてもより良い資金活用に向けて、コンサル

テーションのプロセスが進められている。 

  

                                                      
16

 (Directorate of General for Agriculture and Rural Development 2011) 

図 19 EU の農産物プロモーション支援予算内訳(2011) 

 
出所) (Directorate General of Agriculture and Rural 

Development 2011) 
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A:  EU 産農産物プロモーション 

EU では 2000 年以降、域内・域外において EU 産農産物についての情報を普及し、イメージを向上さ

せることを目的として、各種のプロモーション活動に対して補助を提供している。 

a) EU 主体のプロモーション活動 

EU が主体となって直接実施しているプロモー

ション活動は、ハイレベル・ミッション、各種展

示会での共通ブース運営、プログラム評価等とな

っている。近年は毎年 1 百万ユーロ程度の予算と

なっており、中国やインドへの商業ミッション団

の派遣、香港や南アフリカ、中国等における国際

展示会等における EU パビリオンの運営、プログ

ラム評価等が実施されている。 

b) 加盟国を通じたプロモーション活動補助 

その他のプロモーション活動については、品目

別輸出促進団体等の活動について加盟国を通じて

補助を支給する。各団体から提案書を受け付け、

審査の上で補助金が拠出される。1~3 年間のプロ

モーションプログラムが支援対象となっている。 

基本的には、EU が 50%、受益国政府が 20%補

助し、残りの 30%がトレード側の負担となる。た

だし、子供の果実・野菜消費やアルコール過剰摂

取の危険と責任ある飲酒に関するキャンペーンに

ついては EU 負担が 60%まで認められる。また、

EU 農産物の原産地呼称等に係る各種制度（原産

地呼称保護制度（PDO）、地理的保護表示（PGI）、

伝統的特産品保護（TSG））の広報活動、オーガ

ニック食品推進等についても最大 100%まで EU

負担が認められる。17  

EU の拠出資金は 2006～2010 年累計では計

249 百万ユーロ（261 億円）となり、毎年平均 50

百万ユーロの支出がある。このうち域内向けのプ

ロモーション活動が 77%、域外向けのプロモーシ

ョン活動が 23%となっている。 

フランスは単独では全体で約 12%のシェアを

持っており、5 年計で 29.8 百万ユーロ（約 31 億

円）の補助を農産物同業者委員会等が受け取った。

この他複数国共同プロジェクトで受けた補助も併

せると、フランスはおよそ 40 百万ユーロ程度（約

                                                      
17

 Council Regulation (EC) No 2702/1999 of 14 December 1999 on measures to provide information on, and to promote, 

agricultural products in third countries [Official Journal L 327 of 21.12.1999]及び関連法, (European Commission 2011a) 

表 18  EU 産農産物プロモーション予算 

単位:百万€ 

 EU 直接 間接補助 

2007 4 38 

2008 7 45 

2009 2 56 

2010 1 56 

2011 1 58 

2012 1 51 

出所) CAP budget 各年版 

 

図 20 加盟国を通じたプロモーション活動支援 

相手地域別内訳（06-10 年累計） 

出所) (European Commission 2010) 

 

単位:百万€ 

図 21 加盟国を通じたプロモーション活動支援 

受益国別内訳（06-10 年累計） 

出所) (European Commission 2010) 
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42 億円）を取得しているとみられる。その他の国別には、イタリア（16%）、ギリシャ（11%）等が主要

な受益国となっている。 

品目別には、牛乳・乳製品（22.8%）、生鮮果実（17.9%）、PDO, PGI, TSG（7.9%）、ワイン（7.9%）、

有機農産物（7.2%）が比較的多く拠出されている分野で、下表に示した通り、特に域外についてはワイン

が最も多くサポートされている分野である。 

 

表 19 加盟国を通じた農産物プロモーション補助の分野/品目別内訳（2006～2010 年累計） 

 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

予算計 
EU 補助 

 認可 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ数 
 

うち 
 

割合 域外 域内 

百万€ 百万€ % 百万€ 百万€ 個 

牛乳・乳製品 116.4  56.6  22.8% 8.2  48.3  36 

生鮮果実 89.0  44.6  17.9% 5.0  39.6  24 

PDO, PGI, TSG 39.4  19.7  7.9% 5.2  14.5  15 

ワイン 39.1  19.6  7.9% 10.7  8.9  18 

有機農産物 35.7  17.9  7.2% 4.0  13.8  15 

複数製品 34.3  17.2  6.9% 9.8  7.3  14 

オリーブ油・オリーブ 34.2  15.5  6.2% 3.4  12.1  8 

高品質食肉 30.2  15.1  6.1% - 15.1  11 

加工野菜・果実 16.9  8.4  3.4% 3.5  4.9  6 

外部地域 16.1  7.5  3.0% - 7.5  2 

観葉植物 14.9  7.4  3.0% 0.1  7.3  9 

鶏肉 13.3  6.6  2.7% - 6.6  6 

牛肉・豚肉(加工品含む) 9.3  4.6  1.9% 4.6  - 5 

ハチミツ 4.3  2.1  0.9% - 2.1  8 

蒸留酒 4.2  2.1  0.8% 2.1  - 2 

繊維用亜麻 3.3  1.7  0.7% - 1.7  1 

高品質鶏肉 1.7  0.8  0.3% 0.8  - 1 

種子油 1.3  0.6  0.3% - 0.6  1 

卵ラベル 1.0  0.5  0.2% - 0.5  1 

合計 504.6 248.6 100.0% 57.4  190.8  183 

出所）(European Commission 2010) 
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表 20 加盟国を通じた農産物プロモーション補助のうちフランスが受けた補助リスト（2006～2010 年） 

 
 

  
継続 総予算  EU 補助  

年 関係国 受益団体 
 

年間 千€ うち仏 千€ うち仏 

域外  
    

 
 

 

2007 DK/FR INAPORC 豚肉 3 1,613 na 803 na 

2008 FR/ES MULTI INTER RHONE/CIV ワイン 3 900 600 450 300 

2008 FR/IT INTERFEL 青果物 3 3,168 1,737 1,584 869 

2009 FR BNI 蒸留酒 3 1,825 1,825 912 912 

域内  
    

 
 

 

2006 BE/FR/N 
VLAM+APAQ-W+CNIPT + 

AGF 
ｼﾞｬｶﾞｲﾓ 3 4,170 na 2,085 na 

2007 FR/IT/NL Promeuro リンゴ 3 11,465 na 5,734 na 

2007 FR INTERFEL 青果物 3 5,988 5,988 2,994 2,994 

2007 FR CNIEL PDO, PGI, GTS 3 2,596 2,596 1,798 1,798 

2007 FR Agence Bio et autre ｵｰｶﾞﾆｯｸ 3 7,255 7,255 3,627 3,627 

2008 FR/IT/PT BIVB（ﾌﾞﾙｺﾞｰﾆｭﾜｲﾝ事務所） ワイン 3 6,000 1,500 3,000 750 

2008 FR INTERFEL 青果物 3 9,000 9,000 4,500 4,500 

2008 FR CIV 食肉 3 1,800 1,800 900 900 

2008 FR AFIDOL オリーブ 3 969 969 485 485 

2008 FR UGPBA 外部地域 3 13,019 13,019 5,985 5,985 

2009 FR/NZO CINEL 牛乳・乳製品 3 8,840 5,927 4,420 2,088 

2009 FR CINEL 牛乳・乳製品 3 5,900 5,900 2,945 2,945 

2009 FR CINEL 牛乳・乳製品 3 4,522 4,522 2,261 2,261 

2009 FR CINEL 牛乳・乳製品 3 3,498 3,498 1,749 1,749 

2010 FR/ES 

Fraise du Périgord + raisins 

de table du Mont  

Ventoux + l'asperge des 

sables des Landes + kiwis  

des pays de l'Adou 

青果物 3 2,407 1,203 1,203 602 

2010 FR/ES/NL GRPC Promotion 青果物 3 8,449 2,993 4,225 1,497 

2010 BE/FR/NL UNILET 加工野菜・果実 3 7,391 6,047 3,965 3,023 

2010 BE/FR/UK CNIPT 青果物 3 4,781 1,800 2,375 900 

2010 FR CELC 繊維亜麻 3 3,321 3,321 1,891 1,891 

 
 FR 単独計 

  
59,693  59,693  30,047  30,047  

 
 複数国も含めた FR 計 

  
118,877  81,500  59,891  40,076  

出所）EC DG-AGRI, Approved information and promotion programmes 各年版 

 

 



 

67 

 

23  

B: ワイン CMO 改革における国別補助プログラムを通じたワインセクター輸出促進 

EU では価格支持から直接支払への移行を主目的とする 2003 年の CAP 改革以降、穀物や畜産物、タバ

コ、油脂、砂糖と順次農業政策の大幅な改革を進めてきた。ワインは少し遅れて 2006 年から改革構想が

提示され、2008 年 4 月にワイン共同市場組織改革（Common Market Organization – CMO）が策定され

た。EU では、ワインは特定産地呼称の高品質ワインと、その他のテーブルワインの二種類に大きく分類

される。これまで特にテーブルワインの部門において、価格支持、在庫助成や過剰処理（蒸留酒生産への

補助）等の保護政策が実施されていたが、一方で域内における消費減に直面、一方で国際的には新世界ワ

インとの競合にさらされ、EU ワインは構造的に生産過剰状況に陥っていた。このため、EU のワイン CMO

改革では、過剰生産の抑制と国際競争力の強化を柱に、主にブドウ畑の転換を行う農家に対する補助と、

各国別に弾力的に活用できる国別補助プログラム（National Support Programmes – NSP）、ワインラベ

ル制度の簡素化等を中心とする施策が盛り込まれた。18 

NSP では、各国はそれぞれの事情に応じて生産構造調整や新規事業への投資等に弾力的に予算を振り分

けることができる。EU 産ワインの国際競争力向上施策の一環でとして EU 産ワインへの認知度を高める

ことを目的に、各国別の輸出プロモーション活動への補助も、NSP に含めることのできる 11 事業の中の

1 事業と位置付けられている。 

EUは NSP全体で 2009～2011年の 5年間で計

5,320 百万ユーロ（5,593 億円）の予算を設定して

おり、このうち約 708 百万ユーロ（744 億円）が

ワインのプロモーション活動に対する補助として

計上されている。右表に各年に割り当てられた予

算を示した。国別にはフランスが 5 年間計 185 百

万ユーロ（194 億円）、その他にはイタリア 265

百万ユーロ、スペイン 157 百万ユーロ等が主要な

享受国となっている。 

ただし、EU 農業・農村開発総局によれば、実

績では 2009 年は計 96 百万ユーロ（NSP 予算の 9%）と当初見込みを大きく上回ったものの、2010 年は

国際的な不況の影響を受けてプロモーション活動の補助への申し込みが少なくなったことから、計 35 百

万ユーロ（NSP 予算の 5%）にとどまった。EU は EU 産ワインのイメージ向上が輸出増につながるとし

て、引き続きプロモーションを重視する意向で、2011 年の政策文書では今後の計画として、2011 年度は

NSP 予算の 14%、2012 年度は 19%、2013 年度は 22%をプロモーション活動の補助に振り分けることを

目標としている。19 

  

                                                      
18

 (USDA FAS 2011a) (是永 2006) (蛯原 2008) 
19

 (European Commission 2010)(European Commission 2011b) (Directorate of General for Agriculture and Rural Development 
2011) (USDA FAS 2011a) 

表 21  NSP におけるワインプロモーション補助額 

 EU 全体 フランス 

 百万

€ 

NSP ｼｪｱ 百万

€ 

NSP ｼｪｱ 

2009 45.3 6% 23.0  13.4% 

2010 95.3 9% 27.0  11.9% 

2011 142.9 14% 30.0  13.4% 

2012 197.3 16% 47.0  16.5% 

2013 227.7 18% 57.7  20.6% 

09-13 計 708.4 13% 184.7 15.6% 

出所) (European Commission 2011) 
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フランスの農業政策においては、「同業者委員会（生産者・流通業者・加工業者）」及び「生産者団体（生

産者のみ）」を併せて「経済組織」と総称し、こういった業界団体組織が、農業強化において重要な役割を

果たしているとして、その認定と強化が戦略的に重視されている。このうち、輸出促進活動では主に同業

者委員会が中心的な役割を果たしている。 

 

「農産物同業者委員会（l'organisation interprofessionnelle agricole）20」は、特定品目の農産物の生産

者、加工業者、販売及び流通業者から成る業界を統合する組織で、1975 年に制定された「農産物同業者委

員会に関する 1975 年 7 月 10 日法（Loi n°75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation 

interprofessionnelle agricole）」に基づいて設置されており、2011 年現在、ワインや野菜・果実、酪農・

食肉・養殖等の分野で、計 74 団体が登録されている。21 

農産物同業者委員会は会員間で契約を取り決め、農産物の質や量について最適化をはかり、販売促進活

動を行い、トレーサビリティや食品衛生向上等の活動を行うために設置されるものである。基本的には、

1 品目 1 団体と定められているが、原産地呼称制度（AOC）が導入されている農産物（ワインやチーズ等）

については、同一の原産地呼称を有する地域の産品については、個別の団体を形成することが認められて

いる。また、有機農産物及び条件不利地（山岳地）の農産物についても、個別の団体を形成することが認

められている。 

特にフランスのワイン生産者の多くは規模が小さく、独自に販売促進を行うためのリソースを欠いてい

るため、産地毎に設立された産地別ワイン同業者委員会が、販売促進やマーケティングにおいて大きな役

割を果たしている。ただし、必ずしもすべての農産物同業者委員会が海外での輸出促進活動を行っている

わけではない。次頁の表に輸出促進活動を実施している主要な同業者委員会を挙げる。 

 

 

  

                                                      
20

 l'organisation interprofessionnelle agricole は、「農産物生産者委員会」、「農業インタープロフェッショナル団体」、「業

種団体」、あるいは単に「委員会」、「協会」等とも訳されているが、ここでは生産者から加工・流通まで含むという意

味で「同業者委員会」との訳語を用いる。 
21

 (Jo Cadilhon 2011) 
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表 22 フランスの主要な農産物同業者委員会 

①ワイン ②スピリット等アルコール飲料 ③農林水産物・食品（全国組織） 

産地別ワイン同業者委員会連合* コニャック同業者委員会 食品産業同業者委員会(ANIA)*** 

ボジョレーワイン同業者委員会 アルマニャック同業者委員会 乳業同業者委員会（CNIEL） 

ルシヨンワイン同業者委員会 スピリット同業者委員会 家畜・食肉同業者委員会（INTERBEV） 

ローヌワイン同業者委員会 シードル同業者委員会 果実・生鮮野菜同業者委員会(INTERFEL) 

ボルドーワイン同業者委員会  食肉処理同業者委員会(CFBCT) 

ラングドックワイン同業者委員会  インターシリアル（Intercereales)**** 

ジュラワイン同業者委員会  レンズ豆同業者委員会 

リヨネワイン同業者委員会  リンゴナシ同業者委員会（ANPP) 

ベルジュラックワイン同業者委員会  キウイ同業者委員会（BIK） 

デュラスワイン同業者委員会  ナッツ同業者委員会（BIN） 

アルザスワイン同業者委員会  ニンニク同業者委員会（ANIAIL） 

プロバンスワイン同業者委員会  やぎ同業者委員会（ANICAP) 

コルシカワイン同業者委員会  等 

ブルゴーニュワイン同業者委員会  
 

ガイヤックワイン同業者委員会  
 

ロワールワイン同業者委員会  
 

南西フランスワイン同業者委員会  
 

シャンパーニュワイン同業者委員会  
 

ビュジェワイン同業者委員会  
 

ヴァン・ド・フランス同業者委員会**  
 

出所）プロマーコンサルティング 

注）* 下地図参照。 

  ** 産地呼称以外のメーカーブランドワインの団体 

  *** ワイン以外の食品加工分野の 22 業種別組織及び 18 地域別組織から成る食品加工関連の同業者委員会 

  ****13 の穀物関連団体をメンバーとする同業者委員会 

 

図 22 フランスの産地別ワイン同業者委員会、産地別スピリッツ同業者員会 

出所）Page Vins 
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CVO  

フランスの農産物同業者委員会のマーケティング活動の多くは、出荷量に応じて会員が支払う賦課金

（Contribution Voluntary and Obligatory－CVO）によって支えられている。CVO はボランタリーであ

ると同時に義務であるというその名称が表す通り、税率の設定は各同業者委員会の裁量に任されているが、

委員会に属する会員全員が支払いの義務を負っている。 

フランスでは 1959年 1月 2日に制定された「財政法上の基本法（Portant loi organique relative aux lois 

de finances）」によって政府が国家歳入の枠外で賦課金を集めることが可能となり、2002 年までに農業分

野で 30 以上の賦課金制度が導入された。この賦課金によって 35 以上の生産者協会が調査研究やプロモー

ションに係る費用を賄っている。同法は EU の法律と相容れない等の問題から 2001 年 8 月 1 日に改訂

（2004 年 1 月 1 日に施行）され、現行の CVO 制度が導入された。現在、CVO 制度により農業分野で徴

収される賦課金の合計額は 3 億ユーロ以上に上っている。 

CVO は様々な課題に直面しており、特に EU は CVO 制度が EU 法の下で禁止されている国庫補助に当

たるとして異議を唱えている。また、法律そのものの問題として、賦課金の徴収方法については規定され

ているものの、その使途については明確に定められておらず、この点が問題視されている。業界によって

も受容度に差があり、酪農業界等は反対を表明している。反対している業界の懸念点の一つは、同業者委

員会の会員全員が支払いの義務を負う一方、全員が平等に受益していないという公平性の問題である。一

方、ワイン同業者委員会や穀物輸出業界は CVO 制度を概ね支持しており、これらの業界にとっては調査

やマーケティング活動等の重要な資金源として位置付けられている。 
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3.3  (FAM) 

 

フランスアグリメール（FranceAgriMer―FAM）は 2009 年 4 月に 5 つの政府系農業支援機構（Ofimer

（水産・養殖）、 ONIC（穀物）、 ONIPPAM（香水、芳香剤、薬）、 Office de l’Élevage（食肉）、Viniflhor

（ワイン））が統合されて設立された機関で、食料農業漁業省の管轄下にある。 

多数の機関が統合されてできたため、FAM の業務範囲は広く複雑であるが、農産物・食品の輸出促進

に関して、以下のような役割を担っている。 

 

輸出促進に関連する FAM の最も主要な役割は市場調査や業界関係者とのコンサルテーションに基づく

輸出戦略策定、農産物同業者委員会に対する相談業務等である。調査部門を通じて世界各国における農産

物・食品の生産動向や消費動向、新規市場における生活様式等に関する情報収集・分析を行うと同時に、

輸出入の様々な側面に関わる法律の動きを常時把握している。また、こうして蓄積された情報を元に、各

セクターの農産物同業者委員会に対して助言を提供する他、業界毎に代表者を集めて定期的に会合を開催

して主要な政策課題や輸出促進におけるターゲット市場等について検討を行っている。 

 

FAM は農産物同業者委員会が行うプロモーション活動に対する助成を行っている。各農産物同業者委

員会から提案を募り、対象製品、対象市場、目的や期待される効果等に基づき助成対象とする活動を決定

する。FAM はその年度の予算に応じてプロモーション活動に係る費用の一部、もしくは 100％を助成する。

助成を受けた委員会は FAM の補助による活動と自己財源による活動を自由に組み合わせて実施すること

もでき、例えば FAM が小売店におけるワインのバイヤーに対するセミナー実施に係る費用を負担し、同

時に委員会が自己財源により店頭プロモーションを行うなどのケースがある。通常、FAM が助成する活

動は EU 市場をターゲットとすることが多いが、厳密に対象市場が決められている訳ではない。 

EU  

FAM は EU が実施する農産物プロモーション補助や国別補助プログラムへの申請支援を行っている。

申請書は補助金を希望する農産物同業者委員会が主体となって作成して EU に提出するが、EU の輸出促

進スキームは手続きが煩雑で委員会単独では申請が困難なため、FAM は補助金申請をサポートする特別

チームを配置している。申請が承認されれば、EU から FAM に補助金が支払われ、FAM がこれを各委員

会に配布する。国別補助プログラムにおいてはプロモーション活動費用の 50%まで補助を受けることがで

きるが、手続きの煩雑さから過去数年間は予算が余っている状況となっている。 
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フランス全土で 1,350 名のスタッフを擁し、このうち地方事務所に 450 名が配置されている。 

特に輸出促進に特化した部署はないが、市場・調査・予測部では農産物価格や市場動向に関する調査を、

国際部では各国との関係構築や貿易パートナーの開拓、輸出業者への情報提供を、セクターコーディネー

ション部では各業界とのコミュニケーションを担当している。 

セクターコーディネーション部では、ワイン、乳製品、食肉など品目毎のセクター代表が生産者協会と

の直接のコミュニケーションに業務時間の多くを費やし、業界との強いパイプが構築されているのが特徴

である。 

 

 

図 23  FranceFAM (FAM)の機構 

出所）FAM 

 

FAMの 2010年度の予算は全体で 1,642百万ユーロであ

る。FAM は EU の CAP の下で実施されるあらゆる農業補

助金の支払機関となっているため、全体の予算額は大きい

が、このうち国内外におけるプロモーション活動のサポー

トに係る予算は、青果物・豆類分野で 850 万ユーロ、花き

分野で 90 万ユーロ、水産物分野で 340 万ユーロ、ワイン

分野で 1,000 万ユーロとなっている。 
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図 24  アグリメールの収入内訳（2010 年） 

出所）FAM 
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3.4 SOPEXA  

 

フランス食品振興会（Societe pour l'Expansion des Ventes des Produits Agricoles et Alimentaires – 

SOPEXA）は 1961 年にフランス食料農業漁業省によって設立された農水産物輸出促進のための団体で、

2008 年に完全民営化され、各種農業関連団体や企業、UBIFRANCE 等が株式を保有する株式会社となっ

た。 

民営化に伴い、基本的にはあらゆるクライアントに対して販売促進や広報プロモーションサービスを提

供する広告代理店となったが、長年の経験と農業・食品・飲料業界との深い繋がりにより、食品・飲料に

特化した知識とノウハウを豊富に蓄えているところが他の広告会社と異なる SOPEXA の強みである。 

 

対象とする品目については設立当初から食品と飲料に限定されており、「フランス的ライフスタイル」が

マーケティング対象として加えられた以外は大きくは変わっていない。品目別では農産物・食品・飲料分

野で最大の輸出品であるワイン・スピリットに関する活動が最も多く、2010 年度の実績では全体の 43％

を占めている。その他、活動に占める割合が高い順に各種加工品、フルーツ・野菜、食肉、乳製品となっ

ている。 

活動地域は主要な輸出先である EU 諸国が 42％と最も多く、次いでアジア 19％、アメリカ 16％等とな

っている。フランス国内での活動も多く、全体の 16％を占めている（2010 年度実績）。南米はメキシコと

ブラジルに事務所が置かれているが、アフリカにはまだ活動拠点がない。国内を含めヨーロッパは成熟市

場であり、今後は東アジアやインド等、成長が見込まれる市場での活動を強化していく方向である。 

 

SOPEXA は設立当初は主にフランス食料農業漁業

省の委託により事業を行う組織であったが、徐々に顧

客層が広がり、現在では各品目別の業界団体や民間企

業等の幅広い顧客に対してコンサルティングやマーケ

ティングサービスを提供するようになっている。2010

年度の実績では食料農業漁業省や公的機関からの受託

分が 20.5％、業界団体からの委託による活動が 54%、

地方組織 4.0%、民間企業 20.5%、EU1%となっている。 

ワイン関係では産地毎のワイン同業者委員会が主要

な顧客であるが、新規市場参入を目指す小規模ブラン

ド等も含まれる。 

また、近年は海外事務所の業務範囲が大きく拡大する傾向にある。2010 年までの海外事務所の主な役割

は食料農業漁業省やフランスに拠点を置く企業・団体に対して販促・マーケティングサービスを提供する

ことであったが、2 年前からは海外事務所が現地顧客に対してもプロモーションサービスを提供できるよ

うになった。 

 

図 25 SOPEXA 事業対象地域（2010 年度） 

出所）SOPEXA 
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さらに、2013 年からは、対象品目がフランス産に限らないあらゆる食品・飲料分野に拡大されることが

決定している。これにより、例えば SOPEXA の東京事務所は、日本の食品・飲料メーカーに対して、

SOPEXA の海外ネットワークを活用したサービスを提供できるようになる。 

フランス産以外の食品・飲料への業務拡大は始まったばかりで、実績の有無については不明だが、こう

した業務範囲の拡大により、SOPEXA は国内外のあらゆる顧客に対してコンサルティングやマーケティン

グを行う、広告代理店と変わらない機能を持った組織になっている。 

 

SOPEXA の理事会は、産地別ワイン同業者委員会連合、ヴァン・ド・フランス同業者委員会、家畜・食

肉同業者委員会等の品目別の各同業者委員会や、農業協同組合、農業信用金庫等の代表からなり、現在の

理事長は前全国農業協同組合連合会会長で酪農家である。一方で、専務理事はマーケティングのプロフェ

ッショナルが務めている。こうした組織構成そのものが、農業・食品業界と密接な関係を保ちつつ、農産

物・食品輸出促進が行われる文脈に影響を及ぼす SOPEXA の成り立ちをよく物語っている。 

実務部門には、世界市場、マーケティング戦略、外部コミュニケーションなどがある。パリにある本部

の他、34 か国に 42 の連絡事務所・独立事務所を持ち、本部に 80 人、海外に 200 人、合計 280 人の職員

が在籍している。 

 

  

図 26  SOPEXA の機構 

出所）SOPEXA 

理事長
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本部は主に食料農業漁業省や一部大規模な農業組合などからの委託事業についての窓口となっている。

一旦事業が始まると、商業、クリエイティブ、生産の 3 つのチームが立ち上がり、これらのチームがメデ

ィアプランニング、イベントプランニング、インストアプロモーション、デジタルコミュニケーション等、

内部の専門ユニットを利用しながら事業を進める。 

また、本部には各産地の事情に詳しいワイン専門家が常駐しており、各同業者委員会が国内外で行うマ

ーケティング活動の相談役となっている。 

EU には SOPEXA 等の広告代理店による非公式の連絡協議会があり、年に 2～3 回のミーティングを通

じて食品・飲料市場の世界的なトレンドや有望市場について意見交換を行っている。 

 

海外事務所は大使館内に連絡事務所として設置されている場合もあれば、独立事務所となっている場合

もある。日本の場合は 1969 年の設立当初は大使館経済商務部に置かれていたが、1988 年に日本法人とし

て独立している。 

以前は本部が決定したプログラムを実行するのが海外事務所の役割であったが、最近は海外事務所も積

極的にビジネスチャンスを開拓することが求められるようになっている。食料農業漁業省や一部の大規模

同業者委員会等を除く多くのクライアントについては直接委託を受けており、海外事務所が積極的にプロ

ジェクトを動かして売上を上げ、利益を出すことを求められている。こうした流れの中で、今後は海外事

務所主導による複数の国にまたがるプロジェクトについても模索していく方向である。 

予算についても独立採算性が取られており、クライアントからの支払いがすなわち海外事務所の運営費

ということになる。SOPEXA ニューヨーク事務所によれば、海外事務所毎に年間の売上目標が設定されて

いるが、目標達成には課題も多い。一民間企業として他の広告代理店との競争にさらされているため、当

然顧客を失うこともある。また、SOPEXA は長く公的機関であったため、無償でサービスを提供する組織

というイメージも強く、費用の面でクライアントと折り合いがつかない場合もある。 

本部との関係では、食料農業漁業省からの委託による全世界的なプログラム等についてはコーディネー

トすることが多いが、それ以外では定期的なミーティングもなく、海外事務所のスタッフが本部に行くこ

とも滅多にない。一方、主要な顧客であるワイン同業者委員会等については、海外事務所から直接訪問す

ることもある。 

 

2010 年度の売上は 7,290 万ユーロ（約 73 億円）で、2009 年度の 7,530 万ユーロ（約 75 億円）からや

や落ち込んでいる。売上のうち食料農業漁業省や公的機関からの受託分が 20.5％、農産物同業者委員会等

の業界団体からの委託による活動が 54%、地方団体 4.0%、民間業者 20.5%、EU1%となっている。また、

2010 年度の営業利益は 140 万ユーロであった。 

SOPEXA は株式が民間団体に売却された 2 年前までは法定の財務諸表を発表していたが、現在では売

上と営業利益の公表のみとなっており、詳しい内訳は公開されていない。 
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SOPEXA は食品・飲料に関するあらゆる販売促進や広報プロモーションを行う。顧客団体／企業に対し

ては EU の輸出促進補助金取得のための提案書作成支援も行ったり、対象市場における活動についての戦

略的なアドバイスをすることもあれば、顧客団体／企業が指定した特定の活動の実施のみを担当すること

もあり、要望に応じて柔軟に対応する。 

基本的には一般の広告代理店と同じように機能しており、ビジネスのほとんどが提案書の提出による競

合企業とのコンペより取得される。契約は食料農業漁業省のように 5 年間といった長期の場合もあれば、

民間企業との短期契約の場合もあり長さや規模は様々である。フランス政府から何らかの補助金を受けて

いる農業団体等は通常 3 年間の事業計画に基づいて活動しており、SOPEXA との契約も 3 年契約となる

場合が多い。SOPEXA 本部によれば、提案書によるコンペでの勝率は 50％程度とのことであるが、ニュ

ーヨーク事務所の話では、提案書は形だけの場合もある。 

また、国際展示会の運営は、SOPEXA が行う主要業務の一つである。SOPEXA は食品見本市としては

世界で 2 番目の規模を誇るパリ国際食品見本市（SIAL）を最初に立ち上げた組織であり、今でも SIAL 社

（SIAL の運営を行う企業）株式の 42％を保有している。また、1981 年にはボルドー商工会議所の委託

により、現在では世界で最大のワイン展示会となったワインエキスポ（Vinexpo）を立ち上げている。2012

年には、世界中で 34 の食品・飲料展示会へのフランス展示館の出展が企画されている。 

 

表 23 SOPEXA の主な活動内容 

分野 内容 

マーケティング 

コンサルティング 

及び調査 

・全体的な市場の戦略策定・調査、戦略監査、特定のブランドや商品に関する市場調査 

・プロモーションキャンペーンに関する情報収集 

 

マルチメディアの活用 

 

・ウェブサイトの運営、デザイン、メディア活用に関するコンサルティング等 

 

広告・メディア戦略 

 

・広告コンセプトの立案、クリエイティブなメディア戦略の策定、実施 

 

教育・訓練、 

ネットワーキング 

 

・消費者や関係者に対するフランス産のブランドや製品に関する認知度向上のための教

育や訓練等 

 

PR 活動 

 

・プレス、ジャーナリストとの関係構築と、PR 活動の実施 

国際展示会の運営 

 

・主要な展示会におけるフランスブースの設置と出展支援 

 

危機管理、危機対応 

 

・製品や環境リスクの分析、把握、予測、管理等 

 

出所）SOPEXA 
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海外事務所では、フランス食料農業漁業省や FAM が実施するフランスワインキャンペーン（Wines of 

France）、産地毎のワイン同業者委員会の委託によるプロモーションがメインの活動となっている。

SOPEXA ニューヨーク事務所では、売上の約 70％がこうした公的機関とワイン同業者委員会からの受託

事業である。 

 

食料農業漁業省からの委託により実施しているフランス産食品・飲料の包括的なイメージ向上キャンペー

ン活動でもワインは重要な品目となっている。この活動の中には例えばホテルのバイヤー向けワインリス

トの作成などが含まれるが、この場合産地別ワインやブランドは平等に広告スペースを与えらる。 

 

FAM が全世界的に実施しているプロモーションキャンペーンで、SOPEXA が企画・実施を請け負っている。

2012 年から始まる 3 年間のキャンペーンでは、SOPEXA が北米やヨーロッパでのマーケティングを受託し

ている。マーケティングの柱は消費者への啓発活動、主要なインフルエンサーに対する教育、業界関係者

に対する販売・マーケティングサポートとなっており、特にデジタルメディアの利用が大きな目玉となっ

ている。具体的には、ソーシャルメディアゲームを活用し、インターネット上で消費者がバーチャルワイ

ン農園を訪問する仕組み等、参加型のプロモーションが企画されている。 

 

海外事務所は各産地のワイン同業者委員会の代理店の機能を果たしており、各産地毎の情報サイトの運

営、ワインセミナーや試飲会の実施、展示会への出展支援等の活動を行っている。顧客としては、ボルド

ーを始めとする主要なワイン産地の大規模な同業者委員会もあれば、新規市場参入を目指す比較的新しい

小規模ブランドもある。大規模なワイン同業者委員会は主に生産者から徴収される課徴金（CVO）をマー

ケティング活動の元手にしている。一方、小規模ブランドは EU の CMO 改革の一環で実施されているプ

ロモーション補助の対象となっているが、50％自己負担となっているため、資金力が弱い小規模ブランド

にとっては利用が困難な場合も多い。また、ニューヨーク事務所によれば、小規模ブランドは少数のイン

ポーターがワイン輸入の大部分を取り扱うアメリカのような市場では参入が難しく、スペシャリティワイ

ンを扱うインポーターを見つける必要があるなど、SOPEXA としても苦労が多い。 

 

インターネット上のブログや、フェイスブックやツイッターといったソーシャルメディア、スマートフォ

ンのアプリ等を活用したプロモーション活動が増えており、効果を挙げている。ニューヨーク事務所が行

ったブロガーを活用した PR では、複数ブロガーが同時にワインをテイスティングし、それぞれが同時に

コメントをブログに載せるオンラインテイスティング会を開催し、限られた予算で大きなインパクトがあ

った。また、顧客の依頼により、インドの若者がフランスワインを検索できるアプリ開発なども行われた。 

 

中小企業については、5～10 社をまとめて半日～1 日のミニサロンを企画している。多くの場合は大規模

な展示会の一環で実施されており、特に品質の高いワインを生産する小規模生産者にとっては非常に上手

く機能している。こうしたサービスに対する費用は最低限に抑えられている。 

 

SOPEXA は様々なワイン生産者をつなぐハブとしても機能しており、複数のワイン産地や他国産ワインと

共同でイベントを開催する場合もある。 
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海外事務所毎に設定された活動目標に沿った評価が行われている。3～5 つの海外事務所を束ねるリジョ

ナルマネジャーが各事務所のパフォーマンスと予算を管理する責任者となっており、本部への報告を行っ

ている。小売や試飲イベントについては、実際の売上向上に対する直接の数値的成果を問われるが、メデ

ィアキャンペーン等については露出度等の貢献度を総合的に評価する仕組みである。 

 

  



 

79 

 

23  

3.5 UBIFRANCE  

 

フランス企業振興機構（UBIFRANCE）は、2004 年に CFCE（海外貿易センター）を当時の UBIFRANCE

が統合して設立された。この統合により、メンバーに対してのみサービスを提供する団体から、全てのフ

ランス民間企業を対象とする公的機関に移行している。経済・産業・雇用省の管轄下にある。 

UBIFRANCE は「フランス企業の海外進出のお供」をミッションとして掲げ、企業の海外進出や海外

への輸出を行う個別企業へのサポートを主な業務としている。2010 年に海外展示会への出展支援や商談会

の開催等を通じて実施したビジネスサポートは 22,000 件以上となっている。 

 

UBIFRANCE はあらゆる分野の企業へ海外進出や輸出をサポートしているが、「食品産業」は「運輸・

インフラ」、「ファッション・住環境」、「新技術とイノベーション」と並ぶ大きな活動分野の一つとなって

おり、2010 年度に実施されたビジネスサポートの内 22％が食品産業に関係するものとなっている。 

食品産業分野は大きく「農業機械」、「食品」、「飲料」の 3 分野に分けられる。2008 年までは農業機械

分野が主要部門であったが、ワインや高級食材の輸出を強化していくという政府の方針を反映し、現在で

は農業機械、食品、飲料の 3 分野が同等の比重を占めている。 

UBIFRANCEは主要な輸出先であるヨーロッパを始め世界 46か国に事務所を構えているが 2011-12年

にはアフリカ、南米、中央アジア、東欧等 10 か国で事務所が設置される予定となっており、既に重要な

市場となっている中国、ブラジル、ロシア等の新興国に加え、今後はアフリカや南米での活動を強化して

いく方向である。 

特に食品・飲料輸出の牽引役となっているワインについては、成長市場である中国、ロシア、ブラジル

の地位確立や、ニッチマーケットの開拓を目的としてインド、オーストラリア、メキシコ、カザフスタン

等の小規模ニッチマーケットへの投資拡大が計画されている。 

 

UBIFRANCE は、SOPEXA、ADEPTA などと共同で「フランス輸出プログラム（Programme 

France-Export）」を運営している。3 つの組織が企画、運営する国際展示会やセミナーを一つのプログラ

ムとして統合し、企業が多くの展示会やサポートにアクセスできる仕組みを提供している。2012 年には世

界各国で 400 件の食品・農業関連の展示会やセミナー、商談会が企画されているが、ADEPTA、SOPEXA、

UBIFRANCE の 3 つの組織が分担して企画・運営を担っている。3 か月毎に開かれる経済・産業・雇用省、

食料農業漁業省、FAM、商工会議所、UBIFRANCE、SOPEXA、ADEPTA による協議会を通じて役割分

担が行われている。 

展示会などにおいては、それぞれの組織の特性を生かし、必要に応じて組織間の連携が図られている。

例えば ADEPTA は個別企業へのサービスは提供していないため、個別企業に対する B to B の支援が必要

な場合には、ADEPTA から UBIFRANCE に橋渡しが行われる。また、UBIFRANCE が個別企業のマッ

チングを得意とする一方、SOPEXA は海外の業界関係者（輸入業者、小売業者等）とのコミュニケーショ

ンを主な業務としており、組織の強みを生かした割り振りが行われている。 
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UBIFRANCE はフランスを含む 46 か国に 65 事務所を持ち、全世界で 1,500 名（本部 460 名、海外事

務所 1,040 名）のスタッフを擁する。 

本部では分野毎に企業へのサービスを提供する部門が設置されており、農業・食品産業を担当している

のは「食品・機械・アグリフードテクノロジー部」である。本部には 53 名、海外事務所に 162 名のスタ

ッフが配置されている。同部は食品・フードチェーン課、ワイン・スピリッツ・飲料課、農業機械／機器・

農業／食品産業投入物課、調査・統計・食品ネットワークイベント課の 4 つの課に分かれ、それぞれ 10

～18 名が本部業務に当たっている。海外事務所についても各事務所に食品・農業担当者が置かれる形とな

っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所）UBIFRANCE  

 

UBIFRANCE では 2009 年以降の組織改革によって、それまで政治・経済に係る情報収集や便宜供与等

幅広い業務の担ってきた海外事務所の機能が民間企業へのサポート業務に特化されたことにより、現地事

務所の設立が比較的容易になり、新規海外事務所の整備が進められている。この改革によって海外拠点の

数は急激に増加しており、2009 年末時点の 28 か国、40 事務所から、2012 年には 56 か国、76 事務所に

拡大される計画である。 

 

  

図 27  UBIFRANCE 食品・機械・アグリフードテクノロジー部の組織（本部） 

 

部門ヘッド、
プロジェクトマネジャー

食品・フードチェーン
課（18名）

ワイン・スピリッ
ツ・飲料課（10名）

農業機械／機器・農業／
食品産業投入物課（10名）

調査・統計・ニュー
ス・食品ネットワーク
イベント課 （12名）
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UBIFRANCE の事業費は 2010 年度約 3 億 2 百万ユーロ（約 320 億円）となっており、このうち約 1

億ユーロが人件費等の一般管理費となっている。収入の約 9 千万ユーロは経済・産業・雇用省を中心とす

る政府からの補助金で賄われているが、同省からの予算の約 8 割は一般管理費に充てられている。 

海外事務所の経費は 7 割以上が人件費となっており、2009 年以降の事務所拡大により大幅に増えてい

る。どの国にどれだけの予算を割り当てるかは本部で決められ、経済・産業・雇用省の承認を得て確定し

た後、各事務所に配分される。 

農業関連（食品、飲料、機械、食品技術）の年間予算は 350 万～500 万ユーロ（3.5～5 億円）である。

このうち大部分は経済・産業・雇用省からの予算であるが、一部市場調査と中小企業支援に係る予算が食

料農業漁業省から割り当てられている。2010 年度の食料農業漁業省からの予算は 100 万ユーロ（約 1 億

円）であったが、財政難の煽りを受け、2012 年には 50 万ユーロに減額となっている。 

 

表 24 UBIFRANCE 予算 

単位：000€ 

 2009 年度 2010 年度 

収入計 269,250 296,491 

 国庫補助金 69,894 89,674 

 自己資金 199,356 206,817 

支出計 268,990 302,010 

事業費 189,364 200,147 

カウンセリング（市場情報の提供、ターゲティング） 370 399 

コンタクト（セミナー、商談会、国際展示会を通じたマッチング支援） 29,185 34,818 

コミュニケーション（PR、広告） 34 53 

国際企業ボランティア 144,803 148,888 

パブリックサポート 8,074 9,764 

マーケティング＆コミュニケーション 3,158 3,943 

その他 3,440 2,282 

管理費 79,626 101,863 

本部 51,769 53,715 

  人件費 32,667 33,666 

  その他経費 19,102 20,049 

海外事務所 27,857 48,148 

  人件費 20,665 37,107 

  その他経費 7,192 11,041 

出所) UBIFRANCE 年次報告書（2010） 
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UBIFRANCE が行う主な業務はクライアントであるフランス民間企業や業界団体に対して取引先相手

を見つけるための専門的アドバイス、マッチング支援を行うことである。その前後の支援として、市場を

ターゲティングするためのマーケット情報の提供、進出後の PR、広告に係る支援も行っているが、表＿

の予算にある通り、取引先のマッチングに係る業務がメインとなっている。 

本部が窓口となって民間企業や業界団体とのネットワークを構築し、海外事務所に橋渡しを行う。一方、

海外事務所ではマーケットや輸入規制に係る情報収集や輸入業者とのネットワーク構築を行い、国際展示

会におけるパビリオンの設置や商談会の企画等の実施に当たる。このため、それぞれの業界に詳しい専門

家をフランス国内、海外の双方に配置している。 

また、割引制度などを通じた中小企業支援、ボランティア派遣を通じた人材支援も行っている。 

 

表 25 UBIFRANCE の主な活動内容 

分野 内容 

市場調査・分析 ・輸出候補市場の調査 

・ビジネスガイドの提供 

・各種テーマ別調査 

・分野毎のガイド、ディレクトリーの提供 

・輸入業者のリスト提供 

 

法律・規則 ・輸出に係る国際規則、関税手続き等に係るコンサルテーション、調査 

・輸出候補市場に係る法律、経済、政治、社会、税制、投資環境、コスト等に係る情報

提供 

マッチング支援 ・取引先候補の特定、アプローチ、フィードバック 

・調査ミッション、商談会の企画、実施 

・展示会等におけるマッチング支援（企業の特定、紹介） 

・展示会への出展支援 

・商談会、ビジネスフォーラム、テクノロジーパートナーシップミーティング等の企画、

運営 

PR、広告 ・プレスリリースの作成 

・プレスキットの作成 

・記者会見の実施サポート 

・ジャーナリストの紹介、インタビューアレンジ 

・カクテル・ネットワーキングイベントの企画、実施 

・フランス輸出企業のディレクトリー（Firmafrance.com）の運営 

・輸出先でプロモーションを行うためのプレゼンキットの提供 

・輸出先の言語に対応したカタログの作成 

人材支援 ・輸出支援を目的とした若手ボランティアの派遣 

出所）UBIFRANCE 
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輸出を検討する企業に対して、海外における国際展示会、商談会、セミナーなどを通じて取引相手を紹介

している。2010 年にこうしたサービスを利用した農業・食品分野のフランス企業は 4,820 社で、約 8 割の

企業が取引先の候補を特定することができたと報告されている。 

国際展示会では、特にワインについては産地間の競争があるが、フランスパビリオンを展開する場合には、

競争が激しい産地を隣同士にさせないなどの工夫をして個別ブランドとカントリーブランドのプロモー

ションの間でバランスが取れるように工夫している。 

 

食料農業漁業省からの調査予算を用いて、海外市場に係る定期的な情報収集・分析や、特定の商品や市場、

テーマにターゲットを絞った調査を行っている。特定のテーマに絞った自主企画の他、農業・食品業界団

体の提案に基づくものがあり、後者については少なくとも予算の 30％が農業・食品業界団体の自己負担

となっている。こうした調査は年間 5～6 本程度行われており、2011 年に行われた調査の一例としては、

フランス食品企業のディレクトリー作成事業等がある。 

ヨーロッパにおける財政危機の影響により政府予算が逼迫してきており、選択と集中を行うための市場調

査・分析が益々重要になってきているが、一方で予算は大きくカットされる傾向にある。 

 

全てのセクターで、中小企業は国際展示会への出展費用などについて、割引を受けられる仕組みがある。 

農業・食品分野では、食料農業漁業省からの予算により実施される、中小企業支援スキームがある。これ

は、輸出実績がなく、海外売上高比率が 5％以下の中小企業に対して行われるもので、市場に関する情報

提供や、専門家によるコンサルテーションを無償で受けられるサービスである。 

 

各企業のニーズに応じて、新卒者など 28 歳までの若手を 6～24 か月の間海外に派遣し、マーケット調査、

契約サポート、流通ルートの構築など、輸出に必要な様々な支援を行うもの。UBIFRANCE ではエンジニア、

IT、ビジネス、マネジメントなど、様々な専門性を持った若手ボランティア候補者を 8 万人以上リストア

ップしており、企業のリクエストに応じて適任者を派遣している。 

雇用契約はボランティアと UBIFRANCE の間で行われ、生活費や社会保障費の支払い、ビザ取得の手続き

などを全て UBIFRANCE が行い、ボランティアは派遣国の大使館の管理下に置かれるため、企業の負担は

ほとんどない。2010 年に海外に派遣されボランティアの数は全セクター合わせて 6,293 名で、派遣者数は

経済低迷の影響を受けて減少傾向にある。 

 

活動評価は徹底されており、特にここ数年は公共サービスの効率化を図る政策の一環で数値目標が厳し

く設定されるようになってきている。個別企業への支援については、個々の活動が完了した時点で

UBIFRANCE により満足度調査が行われる他、サービス利用者を対象とした第三者機関による満足度調

査が年 2 回行われ、90％以上の企業から「満足」の評価を得る必要があると規定されている。 

また、2011 年からは、BtoB ミーティングについて 3 社中 1 社で具体的な契約に結びつかなければなら

ないという新しい数値目標が設定され、第三者機関によって半年後、1 年後にも状況確認が行われている。  
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3.6  

 

フランスでは、ワインやチーズ等の原産地呼

称が認められている農産物については、地域ご

とに同業者委員会が構成されている。なお、フ

ランスでは、EU ワイン共通市場制度改革に則

り、2008 年にワインの格付けがそれまでの 4

段階（AOC、AOVDQS、ヴァン・ド・ペイ、

ヴァン・ド・ターブルの）から AOP（AOC に

相当）、IGP（ヴァン・ド・ペイに相当）、ヴァ

ン・ド・フランス（ヴァン・ド・ターブルに相

当）に改められた（ただ、現在も AOC のラベ

ルが併用して用いられている。）が、AOP 及び

IGP に分類されるワインについては、3.2.4 節

に示したように、主要な産地毎に同業者委員会

が形成されている。また、テーブルワインとなる地理的表示ではなく各社のブランドが表示されるワイン

では、ヴァン・ド・フランス同業者委員会が構成されており、ここが販促活動等を担う。 

これら同業者委員会は、それぞれ規模、補助金利用の有無や、活動内容は大きく異なるが、EU 域内市

場以外の活動については、多くの活動を SOPEXA に委託して実施しており、ワイン関連の事業は、

SOPEXA の中心的な取扱い部門となっている。SOPEXA では、各地域の活動が時期的に重ならないよう

に上手く調整をしながら、フランスワインの様々な地域のワインを紹介し、フランス産ワイン全体の消費

増を図っている。 

ワインの輸出先としては、EU 諸国や北米、

日本に加えて、アジア諸国、とくに近年は中国

や香港市場の拡大が目覚ましく、2010 年のワイ

ン輸出額 84 億ドルのうち、7%を中国・香港が

占め、2005 年の 1%から大きく伸びており、こ

れらの地域での活動が拡充されている。 

ここでは、フランスの産地別ワイン同業者委

員会のうち、規模が中規模で、また補助金等の

利用がみられ、運営の構造が分かりやすいベル

ジュラックワイン同業者委員会の例を挙げる。 

 

 

図 28  フランスワインの分類 

 

AOP  

(約50%) 

IGP (約25%) 

Vins de France (約25%) 

地理的表示有 

地理的表示無 

図 29  フランスの主なワイン輸出先（2010） 
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CIVRB  

ベルジュラックはフランス南西部のアキテー

ヌ地方ドルドーニュ県にあるワイン生産地で、

赤ワイン、白ワイン、ロゼ、デザートワインを

生産し、13 の AOC ワインが登録されている。

ワイン生産は同地域最大の産業で、生産面積は

12,500 ヘクタール、生産量 57 万 hl、1,150 の

ワイン生産者を抱え、生産額は出荷価格ベース

で年間約 1 億 5 千万ユーロとなっている。 

ベルジュラックワイン同業者委員会（Conseil 

Interprofessionnel des Vins de la Region de 

Bergerac – CIVRB）は 1960 年代に生産者や卸

売業者、輸出業者によって設立され、ベルジュ

ラックワインの国内外における販売促進とメン

バーの収益向上、ワインの品質維持・改善のた

めの調査研究を目的として活動している。ベルジュラック地方はボルドー地方の内陸に位置し、使われる

ブドウの品種もボルドー地方と同じものが多いため、ボルドーワインの類似品として扱われることも多い

が、CIVRB は活発な販売促進活動を行っている農産物同業者委員会の一つである。 

 

活動地域は大きく EU 市場とその他市場に分けられ、EU 市場ではイギリス、ドイツ、ベルギー、オラ

ンダが主要なターゲットになっている。その他市場では、中国、日本、カナダがメインで、今後はアメリ

カ市場にも力を入れていく方針である。 

CIVRB  

専従スタッフは 22 名であるが、このうち 10 名が R&D に従事しており、収益性が悪い赤ワインの品質

向上のため、近年は特に調査研究に重点を置いている。 

理事会メンバーは 18 名で、このうち半分が生産者、残りの半分が卸売業者/輸出業者となっている。理

事会の下には、5 つの委員会（テクノロジー、品質、マーケティング、予算、コミュニケーション）と 6

つの小委員会が設置されており、小委員会では輸出、フードサービス、小売の 3 つが主要なものとなって

いる。また、理事会メンバーの中から 6 名の執行委員が 2 年間の任期で選任され、政策実行を担っている。

全体総会が年に 2 回開かれる他、理事会メンバーは年に 4 回の定期会合を持ち、委員会から提出される提

案や全体の政策、戦略について検討を行う。組織運営においては生産者と卸売業者/輸出業者が平等に参加

するという原則が徹底されているのが大きな特徴となっている。 

現在、会員数は生産者、卸売業者、輸出業者など約 1,200 生産者/企業となっている。生産者の会員の約

80%は個別のシャトー（醸造所）で、その他は農業協同組合である。 

CIVRB は海外拠点を持っておらず、海外市場における販売促進活動は民間の広告代理店を通じて行っ

ている。広告代理店は公募により提案書に基づいて決定しており、ベルギー、ドイツ、日本、カナダにつ

図 30  ベルジュラックワイン地方 

 

出所）CIVRB ウェブサイト 
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いては SOPEXA、イギリス、オランダについてはそれぞれ異なる広告代理店を使ってプロモーションを行

っている。具体的なプロモーション活動はこれらの広告代理店が担うが、商談会やセミナーの運営、活動

のモニタリング等のため、本部からも頻繁に人を派遣している。 

 

図 31  CIVRB の成り立ち 

出所）CIVRB からのヒアリングに基づき作成 

CIVRB  

CIVRB の 2010-2011 年度の予算は約 350 万ユーロで、このうち約 260 万ユーロが出荷量に応じて徴収

された賦課金（CVO）である。賦課金のレートはワインの種類によって異なり、また予算委員会と理事会

が毎年他の同業者委員会の賦課金レートの傾向や CIVRB の財務状況、ワイン販売の収益性などを考慮し

て見直しを行っている。現在のレートは１hl 当たり 3.7－5.7 ユーロ（750ml 標準ボトル当たり 27.7－42.7

セント）となっている。 

この他の主たる資金源としては、先述の FAM からのプロモーション活動への助成金や、調査・研究部

門が調査結果を販売すること得る収益などがある。CIVRB によれば、FAM による助成金は賦課金収入に

次いで 2 番目に大きい資金源となっており、2010-2011 年の予算のうち約 10％にあたる 40 万ユーロ程度

が FAM による助成金と推計される。なお、同年度の調査・研究部門による収益は 20 万ユーロである。ま

た、CIVRB は EU の国別補助プログラムにも応募しており、これまで数回は申請が通って補助金を受け

取っているが、CIVRB の話によれば、国別補助プログラムの申請は煩雑で、FAM の支援が欠かせない。 

2011-12 年度の予算のうち、海外でのプロモーションに係る直接予算は EU 市場とその他市場がそれぞ

れ 20 万ユーロと予算全体に占める割合は合わせて 12%程度となっている。今後はその他市場の比重が高

くなることが見込まれている。また、CIVRB は定款の規定により個別ブランドの支援は基本的に行って

いないが、新規市場開拓を行う個別会員に対しては 1,500 ユーロを上限とする少額の補助を行っている。 

CIVRB の予算は 3 年間の継続予算で、予算委員会が立案し、理事会で承認を得る。また、予算計画は

予算委員会によって年に 10 回、理事会によって年に 2 回見直しが行われる。 

 

理事会（18名）

ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ

品質

委員会

事務局（12名）

海外活動拠点（広告代理店）

予算

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

小委員会

ﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ

小売

R&D（10名）

会員1,200

（生産者、卸売業者、
輸出業者）

輸出
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CIVRB  

ベルジュラック地方のワイン生産者が抱える最大の課題は収益性の改善で、特に赤ワインの低い出荷価

格が問題となっている。白ワイン、ロゼ、デザートワインは利益を上げているが、赤ワインについては一

部の一流シャトーを除いては赤字が続いている。特にフランス国内では小売チェーンの価格交渉における

力が強く収益性が見込めないため、CIVRB は近年販売戦略を転換して国内においてはワイン専門の小売

業者やフードサービスセクターに注力し、同時に海外への輸出促進に力を入れている。 

海外で行うプロモーションの内容は国によって

異なり、CIVRB によれば、成功の鍵はそれぞれ

の市場に適した活動を 2～3 つ特定してそれらに

リソースを注ぐことである。例えばイギリスでは

フランス国内市場とは違い主要な小売チェーンを

ターゲットとした活動が多い。日本と中国はベル

ジュラックワインの浸透度という意味では同じよ

うな段階にあるため、戦略に大きな違いはなく、

業界向けワインセミナーの開催や商業ミッション

の派遣などがメインの活動となっている。 

海外における主要な活動には以下のようなもの

がある。 

 

 

 

海外におけるプロポーションの核となる活動で、展示会への出展とメディアへの周知を行うと同時に生産

者や輸出業者を募って商業ミッションを派遣する。特に日本市場で有効な手法で、プロモーション効果が

高いと認識されている。一方、中国では複数による商業ミッションよりも、1 対 1 の商談をリクエストさ

れる場合が多い。 

 

ベルジュラックワインに対する理解向上のため、レストランのオーナー、ソムリエ、バーテンダー、ワイ

ン専門店、スーパーのワインバイヤー等を招いたワインセミナーを数多く開催している。規模は通常 50-75

名程度で、2010 年に日本（東京・大阪）で開催されたセミナーは CIVRB と EU との共催で、CIVRB 本部か

ら講師を派遣してそれぞれ約 2 時間のセミナーが行われた。こうしたセミナーはプレス向けの昼食・夕食

会と合わせて行われる場合が多く、特に中国では北京、上海、広州等でセミナーやテイスティングセッシ

ョンと合わせて行うプレス向けの夕食会が CIVRB の活動の大きな柱となっている。 

 

店頭販売用の販促キットやリーフレットは海外でのプロモーションにおいて重要なツールと位置付けら

れ、日本語版、中国版など各国言語に対応して作成している。日本ではベルジュラックワインに関するリ

ーフレットの他、日本で購入できるベルジュラックワインの種類、輸入元、販売店等の詳細が掲載された

リストもウェブサイト上で公表している。 

 

消費者向けのプロモーションでは、海外市場では特にインターネットを活用した広告は費用対効果が大き

図 32  ベルジュラックワイン販促のための 

QR コードステッカー 

 

出所）社団法人日本ソムリエ協会ウェブサイト 
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く、各国で幅広く展開されている。日本では 2010 年より、ワインボトルにベルジュラックワインの携帯

サイトに誘導する QR コードを貼る活動が開始されている。 

また、消費者向けのプロモーションで反響が大きい活動としては、生産地の旅行会社や航空会社とタイア

ップした消費者コンテストなどがある。 

 

ワインコンクールへの定期的な参加は国内外におけるベルジュラックワインの認知度向上のための重要

なプロモーション戦略となっている。ただ、ワインコンクールは数が多すぎるため CIVRB 本部のマーケテ

ィング委員会で年間 5~6 つを厳選し、生産者と戦略を練って参加している。 
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3.7 FEC  

フランス穀物輸出協会（France Export Cereals―FEC）FEC は 1997 年に穀

物生産者により設立された非営利組織で、小麦生産者協会（AGPB）、トウモロコ

シ生産者協会（AGPM）､インターシリアル（AGPB、AGPM を含む 13 の穀物関

連団体をメンバーとする同業者委員会）をメンバーとしている。パリに本部を置

き、中国、モロッコ、エジプト、アルジェリアの 4 カ国に支部がある。職員は全

体で 7 名で、本部に 4 名、支部に 3 名が常駐している。支部にはこの他に現地ス

タッフやコンサルタント合わせて 10 名程度が雇用されている。 

FEC の設立目的はフランス産穀物（小麦、大麦、トウモロコシ）の輸出促進と、国内の穀物業界への情

報提供である。輸出促進分野では、既存の顧客維持と新規市場の開拓をミッションとし、品質・量の両面

からの需要の分析、マーケット毎のニーズの分析、フランス産穀物のプロモーション等を行っている。主

な輸出先においては、フランス産穀物に関するセミナーの開催、トレードショーへの参加、フランス産穀

物の加工に関するトレーニングの実施等を行っている。また、フランス国内においては、海外からの代表

団の受け入れや、生産者や輸出業者を対象として海外市場におけるニーズに関するセミナー等を行ってい

る。 

同協会が対象としているのは EU 以外の第三国と呼ばれる地域で、EU 域内への輸出を所轄しているフ

ランス政府（FAM）と棲み分けが行われている。また、EU 域内については、既に業界内で情報共有や関

係構築が進んでいることから、協会の活動は EU 域外における重要な市場である北アフリカや中東、中国

等が中心となっている。 

FEC は設立当初は農業系の銀行（UNIGRAINS）が出資する民間企業であったが、2004 年からは生産

者からの賦課金によって運営される非営利組織に移行している。賦課金は市場に出荷される全ての穀物に

対して課され、1 トンにつき 0.5 ユーロをインターシリアルが徴収する。徴収された賦課金は輸出促進費

用として FEC に分配される他、他の業界団体を通じて国内での販売促進活動や調査研究費用に当てられ

る。 

元々は民間企業として出発した FEC が賦課金によって運営される非営利組織に移行したのは、政府に

よってその活動の重要性が認識されたことによる。賦課金は CVO（Contribution Voluntary and 

Obligatory）と呼ばれ、政府によって支払いが義務化される一方で、民間組織が徴収しているという意味

で「ボランタリー」であると位置づけられている。現地関係者へのインタビューによれば、賦課金制度の

導入に対する穀物生産者からの反対はほとんどなかったが、同様の制度を有するワインや食肉業界では反

発も多い。 

FEC の年間予算は 230 万ユーロである。大まかには約 80%が海外における活動に充てられ、残りの 20%

が国内の穀物業界を対象とした情報提供活動に充当される。FEC は年度開始前に活動計画を作成し、イン

ターシリアルに提出して承認を得、年度末に活動報告を行う。インターシリアルでは、年に 2～3 回の頻

度でメンバーによる会合を開き、輸出戦略等について話し合いを行う。 

活動評価は難しい課題で、活動の成果を数値化することが難しいため、セミナーへの参加者数等の指標

を用いて測っている。活動のモニタリングはインターシリアルの委員会が行う。 

FEC はフランス政府からの補助金等は受け取っていないが、北アフリカ諸国等政府が輸入に大きな役割

を果たしている国との関係においては、政府間の交渉を FAM に担ってもらうなどの役割分担を行ってい

る。SOPEXA は主に加工品を扱っているため、FEC がそのサービスを利用することはないが、海外での
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展示会については SOPEXA や UBIFRANCE を通じて参加する場合が多い。ADEPTA についてはメンバ

ーにはなっているが主に機材や農業投入材を扱っており、穀物の輸出とは関わりは薄い。 

FEC の輸出促進の柱は・北東アフリカ、中東をターゲットとした製粉用小麦の輸出、ナイジェリア、モ

ロッコ等へのデュラム小麦の輸出、中国への大麦輸出、北アフリカへのトウモロコシ輸出等で、今後の新

規マーケットとしてはナイジェリアや東部ブラジルを睨んでいる。 

フランス穀物業界が抱える課題は、東ヨーロッパ諸国を中心とする新興国の台頭によりヨーロッパ市場

においてフランスのシェアが縮小していることから、ヨーロッパ外に市場を確保する必要があることであ

る。現在アルジェリアとモロッコではフランス産の小麦が市場の 80～90％を占めているが、こうした国を

さらに増やしていく必要がある。また、ヨーロッパ以外の国に輸出する場合には、その市場が要求する価

格や品質を提供する必要があり、国内の生産者や輸出業者への情報提供活動の重要性が増してきている。 

 

  




