
  

 
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
  

農林水産政策研究所 [主要国農業戦略横断・総合 ]プロ研資料 第 6 号（2018.3） 

第６章 英国1 

-EU からの離脱による農業・食料分野における政策環境，通商条件等の変化-

桑原田 智之 

2019 年 3 月の英国の EU 離脱に向け，英国・ EU 間の各種交渉や，英国内における制度

設計・運用に係る検討等が進展している。共通農業政策（Common Agricultural Policy）

（以下「CAP」），規制・基準の調和・相互承認等を通じて貿易の円滑化が図られている 

EU 単一市場，人の移動の自由のメカニズムからの離脱等に伴い，英国の農業・食料分野

を取り巻く政策環境・通商条件等が変化すると見込まれる。

このような状況を踏まえて，本稿においては，①現行の英国農業政策， CAP 離脱後の新

たな農業政策の方向性，②英国と EU 間の新たな通商関係や，EU 離脱後の英国と EU の

規制・基準の調和等をめぐる議論，③農業・食料分野でも移民労働者への依存度が高く，

移民の流入制限との関係で今後の動向が懸念されている労働力確保問題等について，調

査・分析等を行った。

英国の EU 離脱による，農業・食料分野に対する影響を考えるに当たっては，中期的に

は，交易条件の変化，研究開発等を通じた生産性，イノベーション等に与える正負の影響

等を含め，諸要因を検討する必要がある。

また，短期に限定して，どのような影響が，どの程度の規模で生じ得るか検討する場合

でも，為替・金利等のマクロ経済の要因のほか，①公的な支援水準，②英国・EU 間をは

じめ他国との通商上の取り決め内容，③規制・基準の在り方（交易相手との調和・同等性

認証等を含む），④労働者の確保等，多くの考慮要因が考えられる。

以下本稿においては，農業政策・通商政策・移民政策の観点から，調査・分析等の結果

について記述を行う。

１. 英国の EU 離脱に係る全体動向等 

（１） 全体の動き 

英国では，2016 年 6 月に EU 残留・離脱を問う国民投票が実施され， EU からの離脱が

支持される結果となった。この投票結果を踏まえ，2017 年 3 月に英国から欧州理事会に 

EU 離脱に係る正式通告が行われ，EU 条約第 50 条に基づく加盟国の離脱手続きが開始さ

れた。 

2018 年 3 月 19 日，英国・EU は，EU 離脱協定案について部分合意（移行期間に関す

る取決め案を含む）した旨が発表された。同発表後は，離脱協定に係る未合意事項（アイ 

1 内容については本稿の 終執筆時点である 2018 年 8 月 24 日までに得られた情報に基づき原則として記述している。
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第 6 章 英国 –EU からの離脱による農業・食料分野における政策環境，通商条件等の変化 –（桑原田） 

ルランド国境措置，欧州司法裁判所管轄権等）の協議が継続されるとともに，英国・ EU

間の将来関係をめぐる交渉が行われ，同年 10 月の欧州理事会における，①離脱協定に係

る 終合意，②将来の英国と EU の関係のフレームワークに係る政治宣言の発出を目指し

て，両者間の交渉等が進められている。（なお， EU 側は，離脱協定に係るすべての事項が

終合意されてはじめて，今回の移行期間等に係る部分的な合意も両者間で 終的に確保

されるとのスタンス。）

また，英国内においては，2017 年 6 月 21 日のエリザベス女王の演説において，移民・

国際措置・原子力政策・農業・水産業について新たな国家政策を策定し，法制化する旨が

述べられた2ことを受け，EU 離脱法案，貿易法案，関税法案については議会で審議が行わ

れており，移民法案，農業法案 3，漁業法案 4等については議会への提出に向けた検討が行

われている。

（２） EU 離脱協定案部分合意の主たる内容 

2018 年 3 月に部分合意した旨が発表された EU 離脱協定案は，英国・ EU 間の将来関係

に係る交渉に先立ち，英国の EU 離脱後に設定される移行期間等について規定するもので

ある。主たる合意内容は以下のとおりである5。

・移行期間は 2020 年 12 月末までの 21 か月間とし，同期間中，英国は，単一市場・

関税同盟に留まる。

・当該期間中，英国は EU の法令を遵守する。他方，欧州委員会やその他の EU 機関

において代表権（ representation）を持たない。欧州議会選挙にも参加しない。当

該期間中，政策の決定権も有さない（英国への協議は行われる）。

・当該期間終了後のアイルランド国境については，「厳格な国境管理」を回避する方

針においてはおおむね一致。（筆者注：他方，英国政府が同問題について有効な解

決策を提示できない場合，北アイルランドのみを単一市場・関税同盟に留め，「共

通規制地域」とする6との EU 案が草案で残されている状況。）

・英国は，EU 以外の相手と英国の貿易協定について，当該協定が移行期間終了後に

発効するものである場合は，当該相手との間で交渉することが可能。 

2 女王演説の同日に公表された演説の背景説明資料 においては，「Agriculture Bill」は農業者支援・自然環境保護のた

めの効果的なシステムを確保するために策定される，「Fisheries Bill」は英国が水産資源へのアクセスや水域の管理につ

いての責任を履行することができるよう制定されるとされている。 
3 英国の新たな農業政策については， 2018 年 2 月 28 日に Defra（環境・食料・農村地域省）から「食料・農業・環境

の将来（ The future for food, farming and the environment）」との政策文書が示され，同年 5 月 8 日まで国民への意見募集

が行われたところ。これらを踏まえ，現在 Defra において，農業法案や新たな政策の詳細が検討されているところ。 
4 英国の新たな漁業政策については， 2018 年 7 月 4 日に Defra から「漁業白書：将来世代における持続可能な漁業

（Fisheries White Paper: Sustainable fisheries for future generations）」が示され，同年 9 月 12 日まで国民への意見募集が行

われているところ。これらを踏まえ， Defra において，漁業法案や新たな政策の詳細が検討されると考えられる。 
5 この他，在英・在 EU 市民の取扱い， EU 予算への拠出に係る合意事項は次のとおり。①移行期間中に新たに英国に

居住する EU 市民には従来と同等の権利が保障される。移行期間中に英国へ移住した EU 市民の家族が，同期間終了後

に英国に移住する場合も同等の権利を保障（無償でビザを発給等），②英国は，現行どおり， 2020 年末まで EU 予算へ

の拠出を行う。 
6 当該事項は離脱協定案の付属書に規定されており，当該附属書の適用は移行期間終了後とされている。
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２. 英国の農業・食料分野概要 

（１） 農業を含むフードチェーンの概況 

英国のフードチェーン全体の GVA7は 1,080億ポンドで，英国全体の GVAの約 7％（2014

年）を占めている。英国の農業部門は，同国の GVA 全体の 0.6％8を占める。

食品・飲料製造部門の GVA は 269 億ポンドで，英国製造業の GVA 全体の約 6 分の 1

を占める製造業 大の GVA 創出部門となっている。

なお，英国の地域別に，食品・飲料製造部門の GVA が全 GVA に占める割合をみると，

スコットランド・北アイルランドにおける割合は，英国の他地域の割合より高い（北アイ

ルランド（ 5％），スコットランド（ 3％）が高く，ウェールズは 2％，イングランド各地方

は 1～3％）。

また，英国のフードサプライチェーンについて，業態別（農業，食品製造業，卸売業，

小売業，外食産業等）に，創出付加価値と従事労働者数をみると第 1 図のとおりであり，

特に英国国籍以外の労働者数・割合が高いと言われる外食産業をはじめ，国民経済に対し

て付加価値創出，雇用を通じて大きな貢献9をしていることが示されている。

第 1 図 英国の農業・食品分野の各部門における GVA（左軸）と雇用者数（右軸） 

資料：環境・食料・農村地域省（ Defra）(2016)“British food and farming at a glance”をもとに筆者作成．

注．数値は 2014 年．

食品部門は，国家的重要インフラ（ Critical National Infrastructure）13 部門の 1 つに

位置付けられている10。 

7GVA＝GDP＋補助金－生産品にかかる税 
8 Agriculture in the United Kingdom (2015), Table3.2 
9 Defra: Agriculture in the United Kingdom(2015)によると，製造業・卸売業・小売業・外食産業等を含めたフードチェー

ン全体の雇用は約 390 万人であり，英国の雇用全体の約 14％（2015 年） を占める。 
10 英国保安局（ Security Service; MI 15）の傘下機関である「 Centre for the Protection of National Infrastructure」によると，

国家的重要インフラの英国政府の定義は「 Those critical elements of national infrastructure (facilities, systems, sites, property, 
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食品・飲料製造業に対しては，日本を含め英国外からの直接投資も積極的に行われてお

り，ストックベースの FDI（海外直接投資）は，2014 年において 570 億ポンドある。

また，英国政府の推計によると，英国民の食料・飲料・外食への総支出（約 1,963 億ポ

ンド）であるところ，輸入は約 385 億ポンド相当を占め，輸入により賄われている部分も

大きいことが示されている（数値はいずれも 2014 年）11。

（２） 農業概要 

英国全土の約 7 割（約 1,746 万 ha）の土地が農業に活用されており，地域別の内訳は第 

2 図のとおりである。

農業の平均経営規模等を示したものが第 1 表であるが，特に，中規模以上の経営体（こ

こでは 20ha 以上）に着眼すると，イングランド 132ha，ウェールズ 98ha，スコットラ

ンド 276ha，北アイルランド 62ha となっている。特にスコットランドは経営規模の格

差が大きい。（小規模農家の割合が高い一方，平均経営規模が大きい。同地の農用地の

約 55％を占める野草放牧地において牛・羊等を飼養する大規模経営体の影響等が考えら

れる。） 

北アイルラン

ド 101.3万 

イングランド スコットラン

912.1万ha,

52.2%

ド 565.2万 
ha, 32.4%

ha, 5.8%

ウェールズ 
167.7万ha, 

9.6%

第 2 図 英国の農地面積の地域別内訳（英国全体では 1,746 万 ha）（2014 年）

資料： Defra(2016), ”Agriculture in the United Kingdom 2015”をもとに筆者作成． 

information, people, networks and processes), the loss or compromise of which would result in major detrimental impact on the 
availability, delivery or integrity of essential services, leading to severe economic or social consequences or to loss of life.」。また，

国家的重要インフラに位置付けられている 13 部門は， Food のほか， Chemicals, Civil Nuclear, Communications, Defence, 
Emergency Services, Energy, Finance, Government, Health, Space, Transport and Water。 
11 Defra (2016), “British Food and Farming at a glance”, 21 March 
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第 1 表 英国の地域別の経営階層別農業経営体数，平均経営規模（2014 年）

イングランド ウェールズ スコットランド 北アイルランド 

経営体数
（千）

割合
経営体数

（千）
割合

経営体数
（千）

割合
経営体数

（千）
割合

20ha未満 40.3 37.7% 19.2 54.4% 32.0 61.7% 9.8 40.0%

20ha以上 50ha未満 22.5 21.1% 6.3 17.8% 6.0 11.6% 8.5 34.7% 

50-100ha 18.4 17.2% 4.9 13.9% 5.0 9.6% 4.2 17.1%

100ha以上 25.6 24.0% 4.9 13.9% 8.9 17.1% 2.0 8.2%

合計 106.8 100% 35.3 100% 51.9 100% 24.5 100%

平均経営規模（単純平均） 85ha 48ha 109ha 41ha 

平均経営規模
（経営規模20ha以上に限
定） 

132ha 98ha 276ha 62ha

資料： Defra(2016), ”Agriculture in the United Kingdom 2015”をもとに筆者作成．

（３） 農業・食品関連部門における従事者数，英国籍以外の労働者 

フードチェーン全体の雇用は約 390 万人であり，雇用全体の約 14％を占めるが，農業

の雇用は約 48 万人（全体の約 1.4％），食品・飲料製造業は約 41 万人，同卸売業は約 24

万人，同小売業は約 116 万人，外食産業は 162 万人である12。なお，雇用全体において農

業が占める割合は，英国内ではイングランドが一番低い。

農業では，他の EU 加盟国の国籍を有する約 2 万 7 千人13（注：4 半期平均の数値。ま

たこの数値には，短期・季節的な労働者が含まれていないとの指摘がある）の労働者が就

業しており，これは英国の農業部門の全労働者数の約 8％に相当する。

また，農業においては，毎年約 7 万 5 千人の一時的雇用者が就業していると推計されて

いる。英国は EEA（欧州経済領域）加盟国 14以外からの非熟練労働者の流入を認めておら

ず，この一時的雇用者の太宗は EEA 加盟国から流入していると考えられる。

食品・飲料製造業においては，約 41 万人の労働者がおり，3 分の 1 近くに当たる約 11

万 6 千人（注： 4 半期平均の数値）15が英国以外の EU 加盟国の国籍を有する労働従事者， 

4 割以上が EU 以外の国を含めた英国籍以外の労働者であるとの調査結果が示されている 

16。）。食肉加工業においては， EU 国籍市民の占める割合が約 3 分の 217を占めるとされて

いる。なお，食品分野全体の労働者について年齢別にみると，55 歳以上の従事者が

約 3 分の 1 を占め，年間 2～3 万人の労働者が引退している。当該部門において就業する

労働者の国籍・年齢階層等を踏まえると，EU 離脱後に移民規制の強化が英国政府の基本

方針とされる中，労働力の調達が重要課題であることが認識される。 

12 Defra: Agriculture in the United Kingdom(2015) 
13「Labour Force Survey」（英国国家統計局）における推計。 
14 EEA は European Economic Area（欧州経済領域）の略称で，欧州自由貿易連合 (EFTA)加盟国が欧州連合 (EU)に加盟す

ることなく， EU の単一市場に参加することができるように， 1994 年 1 月 1 日に EFTA と EU との間で発効した協定に

基づいて設置された枠組み。現在の加盟国は， EU 加盟の 28 か国とアイスランド，リヒテンシュタイン，ノルウェー。 
15「Labour Force Survey」（英国国家統計局）における推計。 
16 The Migration Observatory, “Migrants in the UK Labour Market: Overview”, Oxford University, 
17 英国国家統計局
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（４） 農産物・食品の貿易概況 

英国のフードチェーン全体の貿易でみると，2015 年においては， 403 億ポンドを輸入（う

ち EU から 284 億ポンド），輸出は 186 億ポンド（うち EU へは 112 億ポンド）となって

おり，対世界・対 EU いずれでみても輸入超過となっている。国内で消費する食料品の 48％

を輸入しており，全体の 29％は EU からの輸入が占めている。農産物をみても，輸出額の 

6 割，輸入額の 7 割が EU 相手に行われている。（英国の対 EU 貿易（農産物・食品関連）

バランスを示したものが第 3 図。図中において，緑軸が英国の対 EU 関連貿易の出入超を

示し，同図では魚介以外英国の入超であることが示されている。）

また，輸入の約 60％は未加工品・軽加工品（ lightly-processed）であり，これらは英国

内の食品・飲料製造業者により加工されている18。

このように，現行の通商条件等の下，英国・EU 間においては，強力なフードサプライ

チェーンが構築されている。

第 3 図 英国の対 EU 貿易（農産物・食品関連）バランス 

資料： Alan Matthews (2016), “Implications of Brexit for UK Food and Agriculture”, Presentation to AHDB 

Outlook Conference, 9 February, London．

３. 現行の英国の農業政策 

（１） 全体のスキーム，予算配分 

現行の英国の農業政策は 1947 年に制定された農業法，CAP 等を踏まえ，他の EU 加盟 

18 “Food Statistics Pocketbook2015” P7 
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国同様に，①所得補償政策（直接支払い）を中心とした「第 1 の柱」19，②農村振興政策

を中心とした「第 2 の柱」により構成されている。

予算の配分状況を英国の地域別にみたものが，第 2 表である20。

第 2 表 英国地域別の CAP 予算配分（2014-2020 年）（第 1 の柱・第 2 の柱間の移転前）

「第1の柱」
（百万ユーロ）

シェア（％） 「第2の柱」
（百万ユーロ）

シェア（％）

イングランド 16,421 65.5 1,520 58.9
北アイルランド 2,299 9.2 227 8.8
スコットランド 4,096 16.3 478 18.5
ウェールズ 2,245 8.96 355 13.7
英国全体 251億ユーロ 26億ユーロ
資料：英国政府プレスリリース「 CAP allocations announced」（2013 年 11 月 8 日）から作成．

注．数値は名目値 . 

（２） CAP の「第 1 の柱」 

「第 1 の柱」の中心施策である所得補償政策（直接支払い）について記述する。 

１） 直接支払いの受給要件 

「第 1 の柱」の直接支払の受給を受けるためには，以下の双方への該当が必要である。 

①活動的農業者（Active Farmer）であること 

②対象となる農業者が下限面積以上の農用地を保有していること 

（ⅰ） 「活動的農業者（Active Farmer）であること」との要件 

農用地を所有している場合であっても， 小限の農業活動を行っておらず，実質的に農

業者と呼べない者については，直接支払いの対象とすることは適切でないとの観点から設

定された要件である。具体的には，EU 規則において，

①「農用地の主な部分が自然に放牧や耕作に適した状態に維持されている」が「 小活

動（各加盟国で定義されることされている）」を行っていない者，又は，

②空港，鉄道，水道，不動産，スポーツ・レクリエーション施設の経営者

に対しては，直接支払いは支給されない旨規定されている。

（ⅱ） 「下限面積以上の農用地を保有していること」との要件 

直接支払いの対象者については，EU 規則においては受給対象面積を 1ha 以上の保有と 

19 概念上，「第 1 の柱」には，介入価格制度，関税等も含まれるが，介入価格制度については英国の穀物については近

年の適用実績に乏しく，また，英国・ EU の両者間で関税・関税割当を行わない方向で検討・交渉が進められているこ

とから，本稿では，「第 1 の柱」について所得補償政策を取り上げる。 
20 英国においては，地域別に柱間で予算移転が行われており，「第 1 の柱」から「第 2 の柱」への予算移転割合は，

各地域によって異なる。 2016 年度においては，ウェールズは制度上の上限である 15%，イングランドは 12%，スコッ

トランドは 9.5%の移転を行っているのに対して，北アイルランドでは移転が行われていない。
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定めた上で，より厳格なルールを，加盟各国が裁量において設定することが可能である。

具体的に英国においては，イングランド及びウェールズでは 5ha 以上の農地を，北アイ

ルランド及びスコットランドでは 3ha以上の農地を保有していることが直接支払いの受給

要件の 1 つとされている。

２） 目的別の施策手段ごとの実施状況 

2014 年以降の EU 加盟国における CAP の運用においては，各種目的別に直接支払を行

う仕組みが導入されており，2016 年における英国各地域の導入状況を整理すると第 3 表

のとおりである。

第 3 表 英国各地域における直接支払の導入状況（2016 年）

EU規則上の予算枠

英国全体における実施状況 (2016年）

予算割合

各地域別の実施状況

イング
ランド

ウェー
ルズ

スコッ
トラン

ド

北アイ
ルラン

ド

基礎支払い（義務）
以下の残額
（ 8％以上70％未満） 

65.8% ✓ ✓ ✓ ✓
「基礎支払い」に係る減額措置は，
・イングランド・スコットランド・北アイルラ
ンドは超過額の5％減額。
・ウェールズは，①5万～20万ユーロ超で
5％減額， ②20万～25万ユーロ超で３
０％減額， ③25万～30万ユーロ超で
55％減額， ④20万ユーロ超は100％減
額。

　　（基礎支払いの減額措置）

（※基礎支払いの受給額が15
万ユーロより多い農業者は，
当該超過額の少なくとも 5％を
減額。）

－ ✓ ✓ ✓ ✓

グリーン化支払い（義務） 30％ 30% ✓ ✓ ✓ ✓

青年農業者支払い（義務） 2％以内 1.56% ✓ ✓ ✓ ✓

再分配支払い（任意） 30％以内 1.0% ✓
・北アイルランドにおいて，（１権利当た
り）単価25.63ユーロで， 大54の「支払
い受給権」まで支払い。

任意カップル支払い（任意） 15％以内（特例あり） 1.7% ✓
・スコットランドにおいて，肉用成雌牛，
羊を対象として導入。

自然制約地域支払い
（任意）

5％以内 -

資料： European Commission; Direct payments 2015-2020 Decisions taken by Member States: State of play as at 

June 2016 Information note”, WTO (2017), “Trade Policy Review The European Union”, 13 October 等をもとに筆者

作成． 

３） 英国における特記・特徴事項 

具体的な支払い内容は，国・地域によって異なる。基礎支払いの減額措置は，第 3 表の

とおり英国内の地域間で相違がある。青年農業者支払い，再分配支払い，任意カップル支

払いについても，以下のとおり地域によって相違がみられる。 

（ⅰ） 青年農業者支払い（義務） 

40 歳以下の農業者による経営立上げに対して，基礎支払い単価の 25％相当を 5 年間上

乗せして受給を行うことで，世代交代の促進を図る支払いであるが，英国環境・食料・農
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村地域省（以下「 Defra」）によると21，本支払の対象となる「青年農業者」は，少なくと

も次のすべての要件を満たすことが必要とされているとともに，本支払への申請可能な下

限年齢・対象面積は，英国の各地域別に第 4 表のとおり定められている。

①「活動的農業者（Active Farmer）」であること，

②支払い申請の時点で 40 歳以下であること，

③支払い申請の時点から遡って 5 年以内に農業の経営権を取得し，申請時点でも引き続

き経営権を有していること。

第 4 表 青年農業者支払いへの申請可能な下限年齢，対象面積

「青年農業者支払い」への
申請可能な下限年齢

「青年農業者支払い」の
対象面積

イングランド 18歳以上 90haまで

北アイルランド 下限なし 90haまで

スコットランド 16歳以上 90haまで

ウェールズ 16歳以上 25haまで

資料： European Commission (2016), “The Young Farmer Payment under Pillar I of the Common Agricultural 

Policy”, May をもとに筆者作成．

本支払は，基礎支払いに，一定の金額が上乗せして支払われるものである。Defra によ

ると，支払要件に該当する青年農業者すべてに対して，支払いは行われるが，同支払は予

算の制約の下で行われるものであり，正確にどの程度の金額が各青年農業者に支払われる

ことになるかは申請農業者の数に応じて変化するとのことである。

（ⅱ） 再分配支払い（任意） 

平均規模以下の農業者への所得移転のために，再分配支払いが実施されなければ平均規

模以上となる農家に支給されていた基礎支払いの一部を，平均規模以下の農業者へ再分配

するものである。英国においては，北アイルランドにおいてのみ導入されており，（1 権利

当たり）単価 25.63 ユーロで， 大 54 の「支払い受給権22」まで支払いが実施されている。

（ⅲ） 任意カップル支払い（任意） 

経済・社会・環境上の観点から重要な品目であって，本支払が実施されない場合生産維

持が困難となるおそれのある品目に対して実施される任意の支払い制度である。英国にお

いてはスコットランドでのみ導入されており，具体的には，肉用成雌牛，羊を対象として

支払いが実施されている。 

21 Defra ”The new Common Agricultural Policy schemes in England: October 2014 update” p15,18 
22 支払い受給権 (entitlement)は，農業者が直接支払いの支給を申告するに当たって，受給適格な農地 1ha 当たりに一つ

をあわせ持つことが求められている権利。
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（３） 「第 2 の柱」（農村振興政策） 

１） 農村振興プログラムの策定，優先政策分野 

 「第  2 の柱」（農村振興政策）については，「欧州 2020」23の達成に貢献するため，「農

村振興に関する 6 つの優先政策分野」24が EU 共通のものとして設定されており，各加盟

国は，このうち少なくとも 4 つの優先政策分野の下で，各事業を選択して，農村振興プロ

グラムを策定し，農村振興政策を実施することとされている。

２） イングランドの農村振興プログラム 

（ⅰ） 全体像 

イングランドにおいては，総面積（約 13.3 万㎢）の約 85％が「rural」25と定義される

エリアに該当し，当該エリアにイングランドの総人口（約 5 千 3 百万人）の約 18％が居住

している。また，総面積の約 69％が農用地，約 10％が森林で占められている。 

2014 年から 2020 年を対象期間として策定された農村振興プログラムにおいては，イン

グランドは，環境・気候変動に関して数多くの難題に直面しているとして，以下のような

状況認識，鍵となる課題が示されている26。

①イングランド全土を通じて野生生物にとっての半自然の生息地が，農業上の土地利用

等によって分断され，この結果，これらの生息地が，気候変動に対して脆弱で，長期

的に存立可能性を弱める状況となっている，

②農業に使用された水による汚染が広がり続けており，自然環境に影響を与えている，

英国政府は，このような状況・課題認識に立脚して，プログラムの助成額全体の約 83％

を「農業・林業に関連した生態系の回復・保全・強化」に割り当てている。

施策別の予算配分でみると，「10 農業・環境・気候」，「4 物理的資産への投資」に，こ

うした生態系の回復・保全・強化に該当する措置が多く含まれている。（農村振興プログラ

ム（2014-2020 年）における施策手段別内訳は第 5 表） 

23 2010 年に終了する， EU の経済成長・雇用に関する「リスボン戦略」の後継として策定された新たな成長戦略。新た

な成長戦略は 2020 年までを対象とし，「知識とイノベーション」，「より持続可能な経済」，「高雇用・社会的包括」を鍵

となる分野として挙げている。 2010 年 6 月の欧州理事会で採択。 
24 「6 つの優先政策分野」は，①農林業及び農村地域における知識移転と技術革新の促進，②農業全部門における競争

力の向上及び農家の存続可能性の向上，③フードチェーン組織と農業リスク管理の促進，④農業，林業に依存した生態

系の修復，維持，向上，⑤資源効率の向上，低炭素及び気候回復可能な経済への移行，⑥農村地域における社会包摂，

貧困削減，経済発展。 
25 「Factsheet on 2014-2020 Rural Development Programme of England (United Kingdom)」において「 rural」は，「settlements 
of less than 10,000 people, open countryside and some sparsely populated/remote areas」と定義されている。 
26 農村振興プログラムにおいては，他にも，①世界市場における競争相手と比較して，生産性が低く，また低下し

ている。要因の 1 つとして，分野（豚肉・鶏肉等）によっては 2 割以上の経営体が赤字経営であることや，経営体がビ

ジネススキルの重要性を認識していないことが挙げられるのでないか，②基礎的な研究は強力であるが，民間セクター

による応用研究が限定的であり，研究成果が農業者によって導入されていない。多くの民間研究機関の閉鎖が行われて

おり，公的な研究成果を応用して農業者につなげるハブが欠落している，③農業者の平均年齢が比較的高い（中央値で 
59 歳）等の状況認識を示しているが，本稿本文においては，同プログラムで特に強調されている環境・気候変動関連

のものを例示した。
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第 5 表 イングランドの農村振興プログラム（2014-2020 年）の施策手段別内訳 

（数値は予算割合）

1.　知識移転と情報活動 1.7%

2.　アドバイザリーサービス，経営支援サービス 1.5%

4.　物理的資産への投資 8.7%

5.　自然災害からの農業生産力の回復，予防策の導入 0.3%

6.　農業・ビジネス発展 1.9%

7.　農村地域における基礎的サービスと農村の再生 2.2%

8.　森林地域開発と森林の抵抗力促進に対する投資 5.4%

10.　農業・環境・気候 69.3%

11.　有機農業 0.4%

15.　森林環境・森林保全 0.7%

16.　協力 1.5%

19.　 LEADER事業 4.3%

　　（技術的支援）（※） 2.1%

資料： European Commission (2018),“Factsheet on 2014-2020 RDP of England”をもとに筆者作成．

注 1）農村振興プログラムでは， EU 共通の「 6 つの優先政策分野」ごとに施策手段別に予算が示されており，これら

を組み替えて算出 . 

注 2）「技術的支援」は各施策手段全般に関連する項目との位置付けと思われる . 

（ⅱ） 農村振興政策の具体的な政策 

具体的な農村振興政策は，第 6 表のとおり，大きく 4 つに分類される。このうち「農村

スチュワードシップ（ Countryside Stewardship）」（以下「CS」）制度と呼ばれる農村環

境支援施策が予算面で農村振興政策の約 9 割近くを占める位置付けとなっている。以下で

は，この農村環境支援施策，そして，英国政府の関心が強い生産性向上との関係で今後の

具体の施策展開に留意が必要である機械・設備等支援施策につきその現状を概説する。

第 6 表 英国（イングランド）の CAP「第 2 の柱」予算の内訳（2014-2020 年）

事業概要等
RDPにおける予
算割合 

Countryside Stewardship（農村スチュワードシップ） 農村における環境払い 87% 

Growth Programme（成長プログラム） 地域のビジネス発展，雇用創出等を目的 5% 

Countryside Productivity（農村生産性スキーム） 農業・林業分野における生産性向上等を目的 4% 

LEADER（農村経済の発展のための活動の連携） 農村発展のため地域のボトムアップの活動支援 4% 

資料： Defra(2015), “RDPE programme document 2014 to 2020”, 17 February 等をもとに筆者作成．
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ⅰ） 農村環境支援施策 

CS 制度は現行の  CAP の下で，従来実施されていた「環境スチュワードシップ

（Environmental Stewardship）」（以下「ES」）等の制度を置き換える形で 2015 年から

導入され，主として「中層階」，「高層階」，「資本補助金」により構成されている。

①「中層階」は，農業部門のみが対象であり，水質改善・生物多様性等の農村における

環境改善を図ることを目的として，農家が 120 の管理手法から適切な手法を選択・実

施することに対して 5 年契約を締結して支援する仕組みとなっている。

②「高層階」は，農業・森林部門の両方が対象であり，「中層階」より複雑な管理が必要

とされる環境面で重要な場所（野生生物の生息地，歴史的環境地区等）における環境

の改善を図るために農家が 244 の選択肢の中から適切な手法を選択・実施することに

対して複数年の契約を締結して支援する仕組みとなっている。

③「資本補助金」は，生垣や境界線，水質改善，森林造成，森林改善等のための 1 年又

は 2 年の補助である。

次章において説明する新たな農業政策の方向性との関連で特徴的な事項は，

 ・「中層階」，「高層階」，「資本補助金」のいずれも，クロスコンプライアンスの遵守が支

払いの要件とされていること，

 ・CS 制度は，同制度導入前にイングランドで導入されていた ES 制度と異なり，受給資

格を満たしたすべての者に支払いが行われるものでなく，各地域区分（イングランド

で 135 区分）ごとに定められる優先事項ステートメントの下で審査される競争的な仕

組みとなっていることが挙げられる。

ⅱ） 機械・設備等支援施策 

英国（イングランド）においては，機械・施設等への補助事業として，「Countryside 

Productivity（農村生産性スキーム）」の下で 3 事業，「Growth Programme（成長プログ

ラム）」の下で 2 事業が実施されている。

・この計 5 事業のうち 2 事業（①「Improving Farm Productivity Grant（農業生産性

改善補助金）」，②「Countryside Productivity Small Grant（農村生産性小規模補助

金）」）は，助成対象者について農業者のみと限定した専ら農業分野に特化した補助事

業，

・その他の 3 事業（①「Adding value to Agri-food Grant（農業・食品における付加価

値向上補助金）」，②「Business Development Grant（事業発展補助金）」，③「Food 

Processing Grant（食品加工補助金）は，食品加工，観光・宿泊施設整備など，農業

生産活動以外についても支援対象とすることが可能である。

次章においては，これら現行の CAP 下における所得補償政策・農村振興政策に対する

英国政府の考え方，CAP 離脱後の英国の新たな農業政策の方向性について論及する。
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４. 英国における新たな農業政策の方向性 

（１） 英国の EU 離脱と新たな農業政策に向けた動き 

2017 年 6 月のエリザベス女王演説において，移民・国際措置・原子力政策・農業・水

産業について新たな国家政策を策定し，法制化する旨が述べられるとともに，同日に公表

された演説に係る説明資料においては，「農業法案（ Agriculture Bill）」は農業者支援・自

然環境保護のための効果的なシステムを確保するために策定，「水産法案（Fisheries Bill）」

は英国が水産資源へのアクセスや水域の管理についての責任を履行することができるよう

制定される旨が示された。

英国政府からは，CAP からの離脱方針は明確化27される一方で，離脱時点については現

時点では明確化されていないが28，CAP 離脱後の新たな英国の農業政策については，2018

年 2 月に Defra から「食料・農業・環境の未来（The future for food, farming and the 

environment）」と題した今後の農業政策の方向性に係る政策文書（以下「新政策文書」）

が公表29され,これをもとに新政策に係る国民への意見募集（同年 2 月 28 日から 5 月 8 日）

が実施された。今後，同意見募集の結果等を踏まえて，農業法案（ Agriculture Bill）の策

定，同法案の英国議会への提出等が行われると見込まれている。

（なお，英国政府からは，①農業法案の提出時期は，少なくとも同年 10 月以降となる旨，

②同法案とともに「 Public money for Public goods（公的資金を公共財へ）」等の考え方に

基づく新たな農業支援の在り方の詳細を示す詳細文書を示す旨，③現行の農業保護水準に

ついては 2022年まで名目ベースで維持される旨，④少なくともイングランドにおいては， 

2021 年から新たな環境型プログラムの資金確保に向け，所得補償政策見直し（直接支払い

縮減）を開始する旨が表明されている 30。（筆者注：新たな政策の方向性等は以下で詳述す

る。））

（２） 現行の CAP における農業政策への英国政府の考え方 

１） 農業者の収益性・生産性改善インセンティブ阻害，市場歪曲性 

 「第  1 の柱」，とりわけ，所得補償政策の約 65％の予算配分が行われている「基礎支払

い制度（Basic Payment Scheme: BPS）」について，Defra は新政策文書において，

・現在の制度は，支払いにおける焦点が絞られておらず（ untargeted）31，どれだけの 

27 英国の農業政策に関し， CAP からの離脱方針自体は， 2018 年 2 月公表の新政策文書，同年 7 月公表の「英国・ EU
間の将来関係に係る白書」等において提示。 
28 本稿の 終執筆時点（ 2018 年 8 月）における状況。 
29 新政策文書の公表前においても，①英国議会における議論，②政府関係者スピーチ，③ 2017 年 12 月 14 日に Defra
が公表した「 Defra 省庁別計画」，④2018 年 2 月 1 日に英国政府が公表した環境に係る 25 年計画「 A Green Future: Our 25 
Year Plan to Improve the Environment」 等において，徐々に示されてきたところである。 
30 2018 年 7 月 18 日下院欧州問題監視委員会における Defra ゴーヴ大臣答弁。 
31 同制度に基づく支払いは，例えば，生産性向上等を目指す農業経営体等への重点的な支払いを行う等の予算配分等
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広さの土地を農業者が保有しているかに基づいて金銭の支払いが行われる仕組み。農

業者による当該支払いへの依存を招き，イノベーションや生産性向上，収益性改善に

向けたインセンティブを阻害，

・同制度は，市場歪曲的な効果（土地価格，賃貸料その他の市場各部に対して歪曲的な

効果を有する， 

・同制度の実施のために不必要な規制の賦課， 

等の問題点を指摘した上で，同制度による支払いは，直接支払いを順次削減し， 終的

には廃止したいとの考えを示している32。（また，現行の農業補助金をめぐっては，英国議

会においても厳しい論調が存在している33。） 

２） 要件・手続き・処理期間等における課題 

英国政府は，「第 1 の柱」・「第 2 の柱」に共通する問題意識として，支払い要件，申請

手続きの煩雑性（必要とされる申請書類の多さも含む），行政サイドの審査・支払いに係る

期間等について改善の余地が多く存する旨を指摘している34。

（３） CAP 離脱後の，英国の新たな農業政策の方向性 

１） 全体の方向性 

新たな農業政策の特徴について，主管大臣である Defra ゴーヴ大臣は，①環境向上等に

係る公共財（例：肥沃な土壌回復，生物多様性増加）の供給，②生産性向上・技術革新を

刺激するイノベーション促進，③自然・外的要因等による変動性への対処である旨を，英

国議会等に対して説明を行ってきている。

新政策文書においては，「公的資金を公共財のために（ public money for public goods）」

との考え方に基づいて，「新たな環境型土地管理システム（ new environmental land 

management system）」を中核とした新たな政策体系の下で農業支援等の施策を展開する

旨，直接支払いについては「農業の経過期間（ Agricultural transition period）」を通じて

順次縮減し廃止する旨等が示された。

この「農業の経過期間」は，新政策の本格的な導入に向け，激変緩和等を考慮して，英

国の EU 離脱全般に係る「移行期間」（2021 年 12 月末まで）とは別の時間軸で設定（筆

者注：正確な期間は未定であるが， 2024 年頃までの約 5 年程度と考えられている35）され

るものである。この農業の経過期間を通じて，直接支払いについて縮減・廃止，それに伴

う余剰財源を活用して，「新たな環境型土地管理システム」のパイロット事業の実施

を行うといった仕組みは採られていない。 
32 Defra, “The future for food, farming and the environment”, 28th February 2018 
33 例えば， 2016 年に英国上院エネルギー・環境委員会作成の「農業部門における価格変動についての報告」において

は，直接支払いは農業活動の内容・実態にかかわらず所得を補償するものであり，農業者のイノベーション・効率性向

上へのインセンティブの低下や，必要な農業構造の変化が生じない原因となっている旨指摘。 
34 Defra, “The future for food, farming and the environment”, 28th February 2018 
35 Defra ゴーヴ大臣発言等をもとに，2024 年頃までの約 5 年程度となるとの見方が多い。
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等36が検討されている。（今後の英国の農業政策に係る見通しを整理したものが第 7 表）

第 7 表 今後の英国の農業政策に係る見通し

2018 
・CAP「第1の柱」である，「基礎支払い制度（Basic Payment Scheme: BPS）」等所得補償政策は，
従前どおり実施。

2019 ・農村環境政策等，CAP「第2の柱」は，要件・手続きの簡素化等を行いつつも，原則として従前ス
キームにて実施。

（英国のEU離脱に係る移行期間　2019年3月～2020年12月）　　

2020 
・現行の農業保護水準は， 2022年までは，名目ベースで維持される。（2018年7月18日 英国下院議会におけ

るD efraゴーヴ大臣答弁）

・2019年3月の EU離脱以降も，約５年間程度の新たなシステムへの経過期間（「農業の経過期
間」）を通じて，徐々に所得補償を縮減し， 終的には廃止（D efra 2018年2月27日公表資料等）

・農業の経過期間中，新たな環境型土地管理システムのパイロット事業の実施（D efra 2018年2月27日公

表資料等）

※少なくともイングランドにおいては，2021年から新たな環境型システムの資金確保に向け，所得補償政策見直し
（直接支払い縮減開始）（英国下院議会におけるD efraゴーヴ大臣答弁）

2021 

2022 

2023 

2024

それ以
降 ・新たな環境型土地管理システム（New Environment land management system）

（2024年
より後 ※「農業に係る経過期間」の後は，従前のCAP下の政策を，「公的資金を公共財（public money for

（P）） public goods）」に振り向ける新たなシステムに置き換える。

資料： Defra, “The future for food, farming and the environment”, 28th February 2018 等をもとに筆者作成．

注. 本稿の内容については 終執筆時点である 2018 年 8 月 24 日までに得られた情報に基づき執筆。2018 年 9 月 12

日に公表された「Agriculture Bill（農業法案）」等において農業の経過期間は 2027 年までとされているほか，新たな

環境型土地管理システムの導入に係るスケジュール等についても言及されており 新の情報に留意 

２） 各項目における考え方・方向性 

新政策文書において示された新たな農業政策について，Defra から示された考え方・方

向性を各項目ごとに整理すると次のとおりである 37。これらへの国民からの意見等を踏ま

えて，農業法案，それに付随する政策詳細等が策定されると考えられる。

（ⅰ） 環境の向上・保全 

環境の向上・保全は，市民・納税者への価値提供にとどまらず，生産性向上 38等を通じ

て農業者自身にも価値を提供する顕著な公共財。今後は農業者・土地管理者の取組は，将

来世代のための自然環境や自然資本の保全に資することが可能となる。 

36 新政策文書においては，パイロット事業の実施に加えて，農村振興政策については，「新たな環境型土地管理システ

ム」が導入されるまで，現行の農業環境施策（カントリーサイド・スチュワードシップ）等について申請農業者等が利

用し易いよう手続きの簡素化・必要証明書類の軽減等を行いながら基本的には継続するとの考えが示されている。 
37 本稿で論及の項目以外に，新政策文書においては，伝統農業，高地の景観の保全，農村地域へのパブリック・アク

セス等に言及。 
38 環境の向上・保全により , 農業における生産資本の価値向上・保全が図られ，このことが特に中長期においては農業

の生産性向上に寄与するとの趣旨と考えられる。 
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将来の農業政策へのアプローチを下支えする環境に係る公共財としては，①土壌の健全

性の改善，②水質の改善，③空気の質の改善，④生物多様性の増加，⑤気候変動の軽減，

⑥景観の美しさ，遺産，自然環境への関与等が含まれ得る。

ⅰ） 新たな環境型土地管理システム 

「新たな環境型土地管理システム」の主たる特徴は以下のとおり。

①「新たな環境型土地管理スキーム」：新たなシステムは，田園地帯において，複数年の

合意の下，環境改善の実現に対して支援を実施する，「新たな環境型土地管理スキーム」

により構成される。

②「協働プロジェクトへの資金援助」：環境向上に向けては，地域住民の調和のとれた協

働活動が効果的であり，地域の協働プロジェクトに対しても資金援助を実施する。（例）

水質汚染防止，野生生物の優先保護地域の保護等に係る共同活動への支援。

③「活用し易い制度設計（ user friendly design）」：参入障壁を引き下げるため，手続き

の簡素化・明瞭化や，環境改善を志向するほとんどすべての土地管理者への支援が行

われるようなスキームを包含する。

④「革新的メカニズム」：より良い環境上の成果の実現，バリューフォーマネーの改善の

ため，革新的なアプローチの導入に向けた検討。検討対象となる手法の例として，リ

バースオークション，入札，保全契約，自然資本への民間投資の奨励活動が含まれ得

る。

ⅱ） 「結果ベースの農業環境支払いスキーム」に係るパイロット・スキーム 

将来の環境型土地管理システムの導入に向け，結果ベースの農業環境支払いの有効性を

検証するため，政府外公共機関（NDPB）である「Natural England」等によりパイロッ

ト・スキームが実施中であり，その主たる特徴は以下のとおり。

①何を実行したかでなく，農業者・土地管理者によりもたらされる環境上の成果に対し

て見返りを行う。効果的な土地管理により公的な便益が提供された場所へ的を絞って

（target）資金提供を行うことで，公的支出のバリューフォーマネー改善につながる

潜在性を有する。

②規則によるアプローチへの依存を下げ，農業者・土地管理者が有する専門性，判断能

力，知識を 大限に活用して成果を実現させようとする仕組みが特徴。このことは環

境に係る成果創出を改善する潜在性を有する。

（ⅱ） 動物福祉 

国民・消費者は，英国における高い動物福祉の水準を望んでいることから，動物福祉を

改善・向上することは，農業の収益性を高めることにもつながる。 

・パイロット・スキームとして，①動物福祉の実現が法令上の 小限度に留まっている部

門において，より高い福祉の成果を実現した農業者に限定した（ targeted）支払い，②
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動物福祉改善に向けた新たなアプローチ・技術を試行する農業者への支払いを検討する。

・と畜場での CCTV（監視カメラ）の設置を義務付けや，英国から他国へと畜のために輸

出される動物生体（筆者注：現在生体輸出が行われているのは主として羊）に係るコン

トロールを実施することを提案する。

（ⅲ） 動物衛生 

動物衛生，農家の疾病リスクの管理能力の改善に向けた行動は，より生産的で，強靭な，

自立的な畜産部門を創出することを助けることになる。このような取組には，協調のとれ

た行動と，関係業界における強いリーダーシップが必要である。

・動物衛生について，各地域におけるビジョン，協力のフレームワーク，パフォーマンス

に係るベンチマークを含む「Animal Health Pathway」の策定が行われることを支援。

そして，政府は，関係業界とともに，「Animal Health Pathway」の発展と実施を監督

するパートナーシップ体を創設することを提案。

・疾病管理のスキームの成功，動物衛生基準の引き上げに向け，農業者の高いレベルの参

画の促進。イングランドにおける牛結核病や国内外のスキームの教訓から学び，疾病管

理や衛生スキームに関して，焦点をあて限定した（targeted）支援を優先する。

・トレーサビリティ，動物衛生・生産に係るデータセットの集約・透明化・活用の促進 39。

（ⅳ） 植物衛生 

より良いバイオセキュリティは，多大の費用を要する疾病等のリスクを減少させ，生産

的で自立的な農業部門となることを促進する。 

・農薬の使用を 小限度に抑制し環境へのリスクを限定するためは，同時に，総合的な害

虫管理など農作物を守るために活用可能な手段が用いられることが必要である。具体的

には，植物の育種技術の更なる活用，遺伝学やジーンバンクのリソース活用等は，今後

更なる活用の余地がある。 

・また，総合的な害虫管理を農作物の保護の中核にすることで，政府は研究開発への幅広

い投資を奨励することが可能となる。 

（ⅴ） 生産性・競争力の向上 

・規制・税制上の措置に加えて，公的部門は，教育・職業訓練・運輸その他のインフラ・

研究開発を含め生産性の基礎の多くを提供，又は，資金援助する。 

・研究開発は生産性を向上させるとともに，環境への便益をもたらす。自然資本は，長期

的な経済成長・生産性向上の不可欠な基礎である。 

・農業部門では，生産性を向上させ，動物・人間の健康との公共財を守る多くのイノベー

ション（例：技術，データサイエンス等）の余地がある。 

39 新政策文書においては，現在はデータ自体が存する場合であっても，様々な関係者に分散し，活用可能な相互に整

合ある状況にない等の問題意識が示されている。
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ⅰ） 農業上の技術と研究開発 

英国の世界クラスの研究・イノベーション機関や農業界との協働を促進し，革新的な農

業や施設園芸等をもたらす。

・精密農業の幅広い導入，農作物保護のための新たなアプローチの開拓，植物育種・農業

（生産）技術（agronomic techniques）の高度化にむけた商用研究の更なる促進。

・ロボット工学， AI，スマートエネルギーマネージメント，植物のバイオテクノロジーを

組み合わせて活用し，垂直農法（vertical farming）など新たなアプローチを試みる。

ⅱ） 人材育成 

・英国の農業界にとって，季節的・恒久的かを問わず，熟練労働者の確保が重要課題であ

り，現在は移民労働者への依存の度合いが高い。急激な変化を回避するため，短期的に

は，英国の農業生産において人手不足等が生じないための移民労働者に係る要望を理解。

・他方で，長期的には，①技能実習制度の拡充等により英国内の未活用労働者の農業への

参入促進，②農業・食品産業を，高度技術の活用等を通じてより洗練されたものとし，

工学，製造業，研究，その他 STEM (science, technology, engineering, and math)技能

の人材をひきつけたい。

（ⅵ） リスクマネジメント，レジリエンス 

農業のレジリエンスを改善する方法として，農業の生産性向上支援に加えて，農業者が

毎年の所得変動を自らマネジメントできる手段を適切に付与されることが重要。

・英国政府としては，データの利用可能性の拡大（例：一部農産物について，生産者，製

造・卸・小売業者に価格と量の報告を義務付けることを検討）を含め，民間市場主導で

のリスクマネジメント手法（保険・先物オプション契約等）の発達・普及を支援。（筆者

注：新政策文書によると，現在農業保険への加入割合は，農業者の 5 分の 1 未満の状況。

ただし，リスクマネジメント商品への政府補助金については，市場歪曲的であるとして

否定的な立場が示されている。）

・広範囲での疾病，異常気象といった甚大な危機に対しては，現在 EU ルールの下で許容

されている政府介入に代わる，英国内のセーフティガードメカニズムを設ける。

（４） 英国の新たな農業政策と農業・農業経営等に与える影響 

以下では英国の農業経営の収支構造と財政支援，労働生産性等を概観しつつ，英国の新

たな農業政策と農業・農業経営等に与える影響について概説する。 

1） 英国における農業経営の収支構造と農業分野への財政支援 

現在英国においては，CAP による補助金が農業者の所得の 50～60％程度，高地農業な

ど生産条件が厳しい地域ではそれ以上の農業者所得が補助金で支えられていると指摘され
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ている40。

英国における経営体の収支構造を概観する。英国国家統計局が，経営体当たりの農業ビ

ジネス所得（Farm Business Income）について，「Farm Business Survey」等の数値を

もとに毎年推計41を行っており，同推計結果について，農業部門を示したものが第 4 図，

酪農・畜産部門を示したものが第 5 図である。

同表において「 Basic Payment Scheme」は「第 1 の柱」（直接支払い）による支援，

「Agri-environment payments」はおおむね「第 2 の柱」（農村振興政策）に支援に対応

したもの，「Diversified income」は農業以外で稼得した所得（例えば建物賃貸料収入等）

に該当するものと考えられる。

 第 4 図で示された農業部門については，特に「Cereals（穀物）」，「Mixed（品目混合）」

に分類される経営体は農業に関しては厳しい赤字経営の状況にあり，第 1 に直接支払いに

よる所得，第 2 に農村振興政策による所得が経営収支を支える主要因であると示されてい

る。

第 4 図 経営種類別にみた農業ビジネス所得の内訳（穀物・園芸作物等） 

資料： National Statistics and Defra (2017), “Figure Farm Accounts in England – Results from the Farm 

Business Survey 2016/17”, 14 December．

注 1）「農業ビジネス所得」は， Farm（農業経営体）の総産出額（補助金含む）から費用を控除したもの．

注 2）概ね， Basic Payment Scheme が直接支払い， Diversification が多角化， Agri-environment payments が農業

環境施策， Farm Business Income が農業ビジネス所得に相当． 

40 Brexit: Future UK agriculture policy, House of Commons Briefing paper, 31 January 2018, p19 
41 ただし，本推計において「 Farm Business Income」は，，①経営規模にかからず，作付対象別に平均値を算出している

こと，②コストを 4 セグメントに大別（「労働コスト」，「機械費用」，「土地・施設費用」，「その他費用」）した上で，所

得の各内訳項目ごとに割当てを行い，コスト控除後の所得として算出した推計であることに留意が必要である。
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第 5 図で示された酪農・畜産部門については，酪農・鶏肉・豚肉分野等の経営は各種補

助金部分以外でみても黒字となっている一方で，条件不利地域（LFA: Less Favoured Area）

や湿地帯等を含む低地（ Low land）における「放牧家畜（ Grazing Livestock）」は，補助

金による支援がない場合，収益の生じない経営となることが推察される。

第 5 図 経営種類別にみた農業ビジネス所得の内訳（酪農・畜産部門）（イングランド） 

資料： National Statistics and Defra (2017), “Figure Farm Accounts in England – Results from the Farm Business 

Survey 2016/17”, 14 December．

新政策文書において Defra は，現状では多くの農業者の損益分岐が直接支払いに依存し

た状況であること認識しているが，直接支払いの廃止は，農業の効率性向上，経営の多様

化，研究開発・人材育成をはじめ多くの手段で相殺され得るとの考え方を示している。（筆

者注：牧草地放牧などの部門は養豚・養鶏等の部門に比べると困難度が高いなど部門別に

状況が異なること，遠隔地・高地農業への特段の配慮が必要であること等は留意事項とし

て特記。）

２） 農業の労働生産性 

英国の政府関連機関である英国農業園芸開発公社（ AHDB）の分析によると，英国農

業の労働生産性をみると，第 6 図に示されているとおり，特に 2005 年以降近年に至る

まで，他国と比較すると伸び悩んでいる状況が続いている。 AHDB は，第 7 図に示され

ているとおり，英国と EU 各国と比べ，農業経営者でスキル向上の訓練を受けた者の割

合は，若年層，全体いずれで比較しても低い水準にとどまっているとして，英国の労働

生産性上昇に向けて，人材育成・教育訓練等の重要性を指摘している。
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第 6 図 英国と諸外国の農業部門の労働生産性比較（各国において 1993 年=100）

資料： AHDB（2018）をもとに筆者作成．

第 7 図 農業経営者でスキル向上の訓練を受けた経験を有する者の割合（2013 年）

資料： AHDB (2018)をもとに筆者作成．

３） 直接支払いの縮減・廃止と生産性向上インセンティブ 

Defra は，生産性向上に向けて，農業の経過期間中における直接支払いの縮減・廃止方

法について，複数の方策を提示し，これらの異なる方策に応じて，影響を受ける農業者の

範囲・影響開始時点等が異なり，生産性向上インセンティブ等へ異なる影響を与え得ると

の考え方を示している。具体的には以下の方策等。

①受給額を金額の高低でバンドに分類し，より高額のバンドに対してより高い給付削減

率を課す方法（所得への累進税率に類似。②と比べると，より多くの農業者がより早

い段階から支給削減の影響を受けると考えられる。）

②各年度，一定以上の金額については支給を行わないとの支給上限額を設定する方法

（適用される支給上限額が，年度の進行に応じて引き下げられると考えられるが，引

下げ期間が長いほど，早期の時点で影響を受ける農業者の数は少なくなると考えられ
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る）

４） 農業・農業経営等に与える影響 

EU 離脱後の新たな農業政策が，農業・農業経営等に与える影響を考えるに当たっては，

農業者・農村振興への支援水準がどのような水準となるかということに加え，どのよう

な内容であるかが重要であり，今後，英国が，「生産性向上」を政策の柱の 1 つに掲げ

て新たな農業政策を展開する中でどのような具体策（技術・研究開発，人材育成，設備

投資支援等）を示すか，そして，どのような通商政策が展開され生産性・競争力向上等

が促されるか，また，農業の生産性向上を図る一方で，どのような農業者にどの程度の

農業所得が確保され，どのような農業構造の実現が企図されるか等については，今後策

定される「農業法案（Agriculture Bill）」や，同法案等を踏まえて展開される個別具体

の農業政策に大きく左右されるものであり，留意が必要である。

５. 英国・EU 間の新たな通商関係 

EU においては，EU の関税同盟の下で対外関税・域内関税等の撤廃が行われ，「財・

サービス・資本・人」の自由な移動が確保されている EU 単一市場おいて規制・基準の

調和，同等性認証等が行われている。

具体的に英国は，シェンゲン協定 42未実施国としてパスポートコントロールは行う一

方で，EU の関税同盟・単一市場の一員として，EU 域内の国境における物品の原産地

（国）証明，衛生検査，関税の賦課その他貿易積荷への何らかの課金は不要とされてき

た。

そして従前英国は，関税同盟・単一市場に係る上記の経済的なメリットを 1 つのイン

センティブとして，活発な対 EU 貿易（北アイルランド・アイルランド間を含む）や， 

EU の関税域内においてクロスボーダーに構築されたサプライチェーンを通じた交易・

商業取引を行ってきたところである。

（１） EU 関税同盟，単一市場形成 

EU においては，次のような制度上の変遷を通じて，関税同盟・単一市場が形成され

ている。欧州経済共同体（ EEC）は，欧州の域内加盟国間の関税撤廃を目指して段階的

な取組を行い，1968 年 7 月 1 日に関税同盟43が完成した。これにより，共通対外関税導 

42 同協定に参加する国々（シェンゲン領域）同士の国境管理を廃止し，シェンゲン領域外から域内に入る渡航者に対

して，共通のビザの発給基準を定めたもの。 
43 関税同盟について， The General Agreement on Tariffs and Trade 上は， Article XXIV(8)において，次のとおり規定され

ており，原則として，いかなる商業上の制限的な規制も除去されたものと考えられる。 
(a) A customs union shall be understood to mean the substitution of a single customs territory for two or more customs territories, 

so that (i) duties and other restrictive regulations of commerce (except, where necessary, those permitted under Articles XI, XII, 
XIII, XIV, XV and XX) are eliminated with respect to substantially all the trade between the constituent territories of the Union or 
at least with respect to substantially all the trade in products originating in such territories, and, 
(ii) subject to the provisions of paragraph 99, substantially the same duties and other regulations of commerce are applied by each 
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入と域内関税撤廃が実現した。他方，加盟国間の「非関税障壁」は残存したままであっ

た。この状況の中， 1980 年代まで，物品に関しては， EU 加盟国の規制を統制する EU

法令はほとんど存せず，加盟国国境をまたぐクロスボーダー取引は課金を伴うことなく

可能であったものの，各加盟国における，健康・安全上の理由，文化上の差異（例飲酒

の許可年齢等）等を理由とした販売制限，販売税の賦課等が存した。これらは，①基準

の相互認証の欠如（ absence of consistent mutual recognition of standards），②共通市

場域内における財の販売・使用の統制に係る共通規制の欠如（  absence of common 

regulations）に起因したとも指摘されている44。

このような中， 1986 年に調印され， 87 年に発効した単一欧州議定書（ The Single 

European Act（SEA）1986）は，「モノ・ヒト・サービス・資本の自由な移動が保障さ

れた国境のない領域」としての域内市場の完成を 大の目的に，ローマ条約を改正する

ための条約である。同議定書により，従前の全会一致方式から，域内市場関連の立法に

ついて特定多数決を導入45する EEC 条約第 100 条Ａの規定の追加が行われ，域内市場

創設に係る法制が急速に導入され，1992 年末までに財の単一市場が完成した。（この結

果，EU 域内の陸地国境における通関（customs post）は除去可能となった。）

（２） EU 単一市場における規制の調和・相互承認等 

この EU における財の単一市場においては， 

①EU 法における広範囲にわたる規制の調和が図られ，加盟国間で財の移動が行われ

る場合に適合性・遵守（compliance）の検査が不要となるとともに，

②規制の調和が図られていない場合でも，EU は限られた例外を除いて，「相互認証」

の原則の下で運用が行われている。

例えば，英国において適用されている食品安全法制46の構造・概要は以下のとおり。

・英国において適用されている食品安全法制は，（ア）英国内に直接適用される EU

法令，（イ）英国内で制定された法令の両方を含んでいる。

・EU の食品に関する法律について一般原則と要件等を定めているのは「Regulation

（EC）178/2002」（General Food Law Regulation）。その他，食品表示，材料（成

分），残留上限，食品衛生，有機食品のステータス等についての EU 規則（regulations）

が英国内に直接適用される。他方食品安全について英国内で制定された法令の中心

的な位置付けを占めるのは「Food Safety Act1990」。

・EU 加盟国である英国において，EU 法は，直接適用。また，英国国内法と規定の

重複が生じた場合には原則として EU 法の適用が優先される。

・食品安全の規則制定と執行は，EU レベル・加盟国レベル双方で行われる。食品安

全に係るリスクアセスメントの大半は欧州食品安全庁（EFSA）により行われる。 

of the members of the Union to the trade of territories not included in the Union; 
44 House of Commons Library, “Brexit: Customs and Regulatory Arrangements”, 22 June 2018 
45 財政（税制），人の移動の自由，労働者の権利と利益については例外とされ，全会一致が存続。 
46 Emily Haves, House of Lords Library (26 April 2018), “Leaving the EU: Food Safety” 
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また，EU 単一市場は，ルールだけでなく， EU 法の実施が確保されるための，① EU

加盟国によるコミットメントに対する適切な監視，②すべての加盟国が EU 法の枠組み

を確保するための「真摯な協力」，③すべての加盟国による EU 法の一貫した同一の解

釈により構成される。EU 機関，加盟国が EU 法を意図されたとおりに遵守しなかった

場合における説明責任は，相互認証と規制の整合に基づいて国境管理を放棄するために

必要となる信頼の基礎となるものと指摘が行われている47。48

（３） 通関・規制取決め次第では交易・商業活動に支障 

今般，英国が EU から離脱し，関税同盟・単一市場から離れる場合，特に離脱に係る

移行期間経過後は，通関・規制に係る取決め内容次第では，以下に例示するように，貿

易・商業取引の流れに大きな支障を及ぼすものとして，産業界を中心に懸念が示されて

いる49。以下のとおり例示する。農業・食品分野において，円滑な貿易・商業活動を望

む声は，第 8 表のとおり，英国・ EU 双方の関係業界から出されている。

（例 1）手続き・時間コスト，人員不足（英国から EU への動物由来食品の輸出） 

例えば英国からの対 EU 輸出を行う場合には，特別の取決め等が締結されない場合， 

EU の 初の入域国（ the first point of entry）において厳格な通関チェックとコントロ

ールを受けることが原則として必要となると考えられる。具体的には，英国から動物由

来の食品の対 EU 輸出を行う場合を例にとると，これまでは EU との国境における証明

やコントロールなく貿易を行うことが可能であったのに対して，EU 離脱後は，以下の

プロセスが必要と考えられている。

 ①EU 当局に対して，EU 域外国として EU に動物製品を輸出する旨の登録，

②原産地（国）証明書と併せて，EU への輸入ライセンスの申請， 

③EU の公衆衛生基準への適合を示すため，動物衛生証明書（veterinary certificates）

の申請と所要の費用の支払い，

④輸出品の EU への到着前に，EU の国境検疫所（Border Inspection Posts：BIP）

に通知，

⑤輸入許可を行った EU の国境検疫所を EU の 初の入域地点として輸出， 

47 House of Commons Library, “Brexit: Customs and Regulatory Arrangements”, 22 June 2018 
48 英国 Oxford 大学 Weatherill 教授指摘のとおり，単一市場には， EU 法を構成するルール以上のものがある。ルールは，

加盟国が完全に遵守するとの，相互の十分な信頼（ trust）が存在することで，複雑な国際関係の中で意味の意義のある

ものになる。（例：Ａ国が，Ｂ国と同一の生産方法でミルク生産を行うことを約束した場合，このコミットメントは，

Ｂ国が，Ａ国において同一の生産方法が行われていることについて，何らかの形で信頼できる場合に，意味のあるもの

となる）。 EU においては，当該信頼は，①合意されたルールが適用されているかチェックする能力，②当該ルール

が適用されていない場合に当該ルールを実施させる能力の上に構築されている。 
49 今後，英国・ EU 間のＦＴＡ等を通じて基準の同等性に係る相互認証等が確保されなかった場合には，これらの行

政手続き・コスト等を踏まえると，仮に，英国・ EU 間で相互に関税が賦課されなかった場合においても，双方向の輸

出入に約 5％の貿易コストを要するとの見方も示されている。
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⑥EU 域内の目的地への積荷の移動許可を得るために，動物衛生証明書の提出。

また，仮に英国が， EU 域外国として，FTA 等を通じた特段の個別の取り決め等を行

うことなく，EU との間で，動物・動物製品の輸出入を行う場合には，獣医師の署名付

きの衛生証明書を提出する必要があるが，英国獣医師協会は，EU からの離脱後は，当

該証明書を必要とする輸出品が約 325％増加するとの見通しを示している。現在英国政

府の動植物健康庁（ Animal and Plant Health Agency）によって他国への食品の輸出の

認定を行うことを承認された獣医師が約千人程度存するが，①今後証明書の発行量の増

大が見込まれること，②食品安全基準庁の推計によると，現在食肉衛生部門で勤務する

獣医師の約 95％が海外の課程を修了した非英国国籍を中心とした人材であり，これらの

専門的人材についても，EU からの離脱後の人の移動の自由が確保されるか現時点では

不透明であること等から，今後，この部門における人員不足が懸念されている50。

（例 2）規制・基準に係る調和，同等性相互認証の程度が不十分な場合 

規制・基準に係る調和，同等性の相互認証が英国・EU 当局間で十分なレベルで確保さ

れない場合，EU 離脱後の英国から EU 域内国へ輸出された産品について，EU 単一市場

完成前の EU 加盟各国間の物品貿易等と同様に，各加盟国による販売制限（例：販売不許

可）等に直面し，円滑な貿易・商業活動が確保されにくいリスクが存すると考えられる。

（筆者注：EU 単一市場完成前には，基準の相互認証の欠如や，共通市場域内における財

の販売・使用の統制に係る共通規制が欠如しており，健康・安全上の理由等から販売制限

等が行われていたところである。） 

50 この点について，英国の豚肉の 大の輸出国である南アフリカと EU との間で動物衛生に係る協定が締結されており，

同協定に基づき，英国を含む EU に対して南アフリカから動物衛生に係る同等性が認められ，動物衛生に係る証明書の

発行等手続きの特例が行われている。 EU から脱退後の英国が， FTA の締結等を通じて， EU との貿易の円滑化を図る

上では参考とし得る事例と考えられる。
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第 8 表 英国・EU の農業・食料業界による，離脱協定部分合意を受けた将来関係等への

コメント 

部分合意を受け，将来の関係等に係るコメント

英国 

英国農業者連合（ NFU）（イング
ランド・ウェールズ）
ベターズ会長

・　関係業界が確実性を確保するための重要な情報が欠如。農業界にとっていかなる
クリフエッジも回避されることが重要。このことは，確固とした自由貿易関係が発効する
までは英国がＥＵの関税同盟の一員であり続けることによって 大限に実現される。

英国食品・飲料連盟
イアン・ライト事務局長

・　連盟として 低限２年間の移行期間を求めており， 2020年末では産業界の準備が
整わない懸念がある。また，アイルランドにおけるハード・ボーダーは回避されるべきで
あり，適切な技術上の解決策が見出されるまでは，「規制上の安全装置（ regulatory
backstop）」のオプションが検討の俎上に残されるべき。

英国農業園芸開発公社
（A HDB）
ピーター・ケンダル議長

・　英国の食品輸出の約3分の 2がE U向けであり，英国の食品輸入の約70％が EUから
来ている。緊密な関係を維持することは必須

ドイツ農業者連盟
ジョアキム・ルキッド総裁

・　無税の貿易が 優先。

EU デンマーク農業食料会議
（Da nish Agriculture and Food
Council）
マーティン・メリルド会長

・　我々が必要としているのは，英国とＥＵ間で公平な競争環境（l evel playing field）を維
持する将来の関係，
・　このことは，英国・ EU双方で” product standard”と ”production standard”を守ること
を意味する。
・　これが実現されれば，高品質な産品を，競争的な価格で，持続可能な方法で，消費
者に提供することが可能となる。

資料:報道資料等をもとに筆者作成． 

（４） 通関・規制取決め等通商協定に係る検討 

このような状況を踏まえて，①まずは，EU の既決通商協定等を念頭に，各種の通商協

定類型に係る英国政府としての比較考量，英国・ EU 間の将来関係への適用可能性の検討，

②更に，既決協定ベースにとどまらず，両者間の通関・規制取決めに係る具体的提案・検

討等が行われてきたところであり，以下これらの提案・検討等について整理・分析を行う。

１） 各種の EU の既決通商協定と，今般の英国・EU 関係への適用困難性 

EU の既決通商協定について，規制・基準の自律性のバランス等観点から整理したも

のが第 8 図，これらの通商協定等について，その個々の協定の特徴と英国政府のスタン

スを整理したものが第 9 表である。 
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第 8 図 EU 既締結の通商協定の類型 

資料： Alan Matthews (2016), “Implications of Brexit for UK Food and Agriculture”, Presentation to AHDB 

Outlook Conference, 9 February, London をもとに筆者作成．

第 9 表 EU の既決通商協定の特徴と，各協定に対する英国の考え方

特徴 英国スタンス等

ノルウェー
型

EEAにより EU単一
市場に参加

「ルール・テーカ ―」
　 ※2018年 3月のメイ首相演説においても，「 EUの新たな法令が自動的にすべて英国に導入されることを意
味」，「人の移動の自由が継続することも意味」と指摘。（筆者注：他方， EUルールの決定権は有しない。）

スイス型
スイス・ EU間で数
多くの個別取決め
を締結。

「相互認証ではない」
※スイスは 2009年に EUとの間で veterinary agreementを締結し， agriculture healthと safetyについて
EUの法体系の採用・恒久的な継続に合意。これにより，スイス・ EU間で農産物の移動が可能となった
が，これは「相互認証」の例ではない。

　 EU非加盟国であるスイスの場合は，二国間の各種取り決めを通じて，例えば以下を確保している。
①　スイス・ EUが相互に家畜・畜産物に関する制度を同等と認定したことに伴い， 2009年からスイス，
EU国境における動物検疫措置を撤廃。
②　 EUからのウェーバーの適用に係る合意に伴い，「 pre-arrival declaration」「 pre-departure
declaration」の免除。

トルコ型

EUとの関税同盟。
（ただし，加工食品
を除く農産物が対
象外。）

「トルコと EU間では関税同盟の運用において非対称の関係が存在」
　　 ①トルコは， EUによる（トルコ以外の）第三国との貿易交渉において（発言の）地位を有していない。
　　 ②トルコは， EUがＦＴＡを交渉した（トルコ以外の）第三国に対して市場を開放しなければならないのに対
して，トルコは，互恵的に当該第三国の市場へのアクセスを得ることができるわけではない。

「E U・トルコ間の国境は frictionlessというわけではない」
　・その理由の一部として，両者の関税同盟に農産物が含まれていないこと。その他の理由として交通許可
証（ transport permits）の確認等国境検査が引き続き存在し，国境における遅延が生じているとされてい
る。

EU・カナダ
間の包括的
自由貿易協
定（ CETA）
型

金融が包含されて
いない。

「規制・基準の調和・同等性不十分」
※CETAは，マーケットアクセスにおける広さ・深さにおいて EUが求めるものに比べて十分でない。また， EU
による英国の規制基準に係る関心が， CETAにおけるものと比べてどの程度異なるのか予見することは難
しい。（ 2018年3月 Mansion Houseスピーチ）

資料： Sylvia de Mars and Dominic Webb (2018), “Brexit: Customs and Regulatory Arrangements”, House of 

Commons briefing paper, 22 June 等をもとに筆者作成．

従前英国においては「CETA++」（※筆者注：CETA に金融セクター等を包含するも

のとして使用されることが多い）の形態を求める声も出されていたが，2018 年 3 月の

演説（Mansion House Speech）においてメイ首相は，

・CETA に類似した FTA や，WTO 上の取り決めに沿った貿易は，現行に比べて， EU・

英国へのアクセスを著しく減少させる。
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・国境における通関・規制のチェック（ customs and regulatory checks）は，英国産

業界が依存する一体化したサプライチェーンにダメージを与えるものであり，また，

英国と EU が北アイルランドについて合意した内容と整合しない

旨を述べ，英国は「Hard facts」に直面する必要があり，EU との間で権利・義務に

係る新たなバランスを見出す必要がある旨を表明し英国民等への理解を求めたところ

である。

２） 英国・EU 間の通関・規制に係る具体的提案等 

上記のように英国・  EU の将来関係において，可能な限りの「摩擦のない貿易

（frictionless trade）」を実現しつつ，アイルランド国境問題の解決等を図るには，EU

による既決の通商協定を超える内容の取り決めが必要な状況である。 

EU の既決通商取決めの類型にとどまらず，各般の通関・規制に係る具体的な提案・

検討等が行われてきたところであり，直近では，2018 年 7 月に，英国首相別邸チェッ

カーズにおける閣僚合意（以下「チェッカーズ合意」）51，「英国・EU の将来関係に係

る白書（ THE FUTURE RELATIONSHIP BETWEEN THEUNITED KINGDOM AND 

THE EUROPEAN UNION）」52（以下「将来関係白書」）において，英国政府から新た

な提案が示された。

しかしながら，EU 側との折衝，英国内の合意調達等に関して，本稿執筆時点におい

て，先行きが明確な状況ではなく，従前に英国政府が示したオプション等も含めて再検

討が行われる可能性も存する。このため，本節においては，まずはチェッカーズ合意以

前に英国政府が従前示した各種選択肢を整理した上で，続いて 2018 年 7 月のチェッカ

ーズ合意及び将来白書について概説する。

（ⅰ）チェッカーズ合意以前の英国政府提案（通関・規制取決め） 

2018 年 7 月のチェッカーズ合意前に，英国政府から示された通関・規制取決めに係る

主な提案を英国議会事務局公表資料53の分類に沿って整理したものが第 10 表である。 

51 The Government of the United Kingdom (2018), “STATEMENT FROM HM GOVERNMENT”, 6 July, Chequers 
52 The Government of the United Kingdom (2018), “THE FUTURE RELATIONSHIP BETWEEN THEUNITED KINGDOM 
AND THE EUROPEAN UNION”, 12 July 
53 House of Commons Library, “Brexit: Customs and Regulatory Arrangements”, 22 June 2018 
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第 10 表 通関・規制の取決めに係る英国提案（チェッカーズ合意前）

英国の提案内容 

通関取決め

①
「高度に簡素化された通関取決め（ highly streamlined customs arrangements）」
　・税関に必要な内容を簡素化，両者間の貿易で追加的に必要な内容を極力少なく 

②
「通関パートナーシップ（a Customs Partnership）」
　・英国国境において，ＥＵを 終地として英国に到着したＥＵ域外国からの輸入品に対して，ＥＵ域外国
から英国へ輸入される際に，ＥＵと同一の関税及び原産地規則を適用。（ＥＵの要求事項を mirror）。 

③
「通関歯止め措置（ the Customs backstop）」
　・アイルランドの陸地国境を openにし続けるための別途の解決策が見つかるまで，（北アイルランドのみ
でなく）英国全土に関税同盟のメンバーシップを適用。 

④

「別個の関税同盟（ a Separate Customs Union）」
　※英国政府は提案実績なし。英国労働党の立場。
　・ＥＵ関税同盟の外に位置し，ＥＵとの間で個別に関税同盟を締結。
（例：トルコ，アンドラ，サンマリノがＥＵとの間で先例。）

規制取決め
「規制の目的における整合（O utcome Alignment）」
 　・規制が同一，又は，英国・ＥＵが相互の規制を十分に（g ood enough）認証すれば，両者間の国境
チェックが行われることなく貿易が継続されるべきというもの。

資料： House of Commons Library, “Brexit: Customs and Regulatory Arrangements”, 22 June 2018 等をもとに筆者

作成．

ⅰ） 英国・EU 間の通関取決め 

●「高度に簡素化された通関取決め（highly streamlined customs arrangements）」 

本提案は，①いくつかの現行の英国・EU 間の取決めの継続，②貿易障壁の除去・低減

のため，新たな片務的な貿易円滑化措置の実施，③通関手続きの遵守を容易化するため，

技術ベースの解決策の導入等を通じて，税関に必要な内容を簡素化することにより，両者

間の貿易で追加的に必要な内容を極力少なくしようとするもの。

本提案の問題点は，①意図された技術のすべてが現存すると限らないこと，②アイルラ

ンド国境問題の解決策とならないことである（※本案で実現されるのは，国境検査レベル

の 小化であって，北アイルランド・アイルランド間の通関手続き等をゼロにするもので

はない。）

なお，英国サイドからは，（a）動植物検疫目的のため，アイルランド島を” single 

agricultural area”と取り扱う，（b）北アイルランド国境交通量の約 80％を占める「 small 

traders」について免除を希求する等の提案も行われている。ただし，特に後者については，

「small traders」を申請する者が真に定められる要件に該当するかの実証が必要であると

考えられること，「small traders」以外へ適用されるルールをどのように設定するか等の

課題が残るところである。

このような議論を踏まえた上で，英国議会北アイルランド委員会においては，この提案

では，陸地国境において物理的障壁を設けることを回避するとの目的を達成することが困

難であるため，提案内容が実施可能となるまで，EU 関税同盟に残留するとの妥協案も興
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味深い。しかし，必要な技術の準備が整うか明確でなく，EU 関税同盟への残留が無制限

となる可能性がある，と指摘している。

●「通関パートナーシップ（a Customs Partnership）」 

本提案を実施した場合，英国サイドからは主に以下の二点のメリットが主張されている。

・英国経由で EU へ輸入される物品について，英国・EU 国境において通関手続きを行

わなくても，適切な関税の支払いが行われ得る，

・英国市場を 終地とする物品について，英国が独自の関税と貿易政策を講じることが

可能となる。このためには，英国・EU 両者によるシステムへの信頼を確保する手段，強

力な実施メカニズムが必要。

本提案に対して，EU 側からは，①準備・試行期間が必要であるが時間不足，②支払い

関税に係る莫大な払戻し申請，物流モニタリングコスト等を考慮すると，貿易事業者・ EU

加盟国にとって，大変なコスト・煩雑さを生じかねないとの懸念が示されている。

また，英国提案においては，英国を 終仕向地とした物品に対して，EU がいかなる措

置を講じることが望ましいか（互恵的措置を講じるか，その場合の方策，コスト負担等）

示されておらず，この点について EU 側が明確化を求めている状況である。

●「通関歯止め措置（the Customs backstop）」 

本提案は，陸地国境（アイルランド国境）を open にし続けるための別途の解決策が見

つかるまで（英国政府は 2021 年末までに実現することを期待），関税同盟のメンバーシッ

プを英国全土に適用することを提案するもの。

本提案に対して EU 側からは次のような否定的な反応が行われているところである。

①英国の提案においては，ガバナンス，規制の整合等を取り扱っていない。 

②backstop 提案に基づいて，関税のメンバーシップを（北アイルランドのみでなく）英

国全土を対象とする場合，EU は，EU 法令について，英国によるいくつかの”いい

とこ取り（ cherry-picking）”が行われること容認しなくてはならなくなる可能性があ

る。

ⅱ） 英国・EU 間の規制取決め 

英国の EU 離脱前においては，EU 単一市場の下，英国の物品に係る技術的な規制は，

工業品・農産品いずれについても，EU 規制と完全に整合（aligned）している。EU 離脱

後に係る英国政府の主張は，規制が同一ないしは英国・EU が相互の規制を十分に（good 

enough）認証すれば，両者間の国境チェックが行われることなく貿易が継続されるべきと

いうものである。 

2018 年 3 月のメイ首相演説（ Mansion House Speech）において表明された英国政府の

立場は以下のとおり。

①英国は，規制基準を EU と同程度に高いものに維持することにコミットする必要があ
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るであろう。このコミットメントは，将来において，英国と EU の規制基準が実質的

に類似したものであり続けることを意味するであろう。

②英国と EU の法律は必ずしも同一のものでないかもしれないが，同じ目的（ the same 

outcomes）を実現しなくてはいけない。幾つかのケースでは，対 EU 輸出を念頭に産

業界が英国・EU で同一の規制基準を持つことに関心を有し，英国議会が EU 法と同

一の法律を選択することもあるかもしれない。これは英国・EU 双方に商品を販売で

きることを意味する。

（ⅱ） チェッカーズ合意及び将来関係白書における新たな提案（通関・規制取決め

等） 

従前の英国政府による通関・規制取決め等を含む通商提案に対して，EU 側から示さ

れた懸念・否定的見解等を踏まえて，2018 年 7 月に英国政府は，チェッカーズ合意及

び将来関係白書において示した貿易政策，通関取決め，規制取決め，ガバナンス等に係

る全体像を提示した（その主たる内容を整理したものが第 11 表）

①通関取決めについては，第 11表に示したとおり，英国と EUによる「free trade area」

創設（関税・関税割当，通常の原産地規則の適用なし），両者が「a combined customs 

territory」であるかのように通関検査やコントロールの必要性を除去する旨が提案

されており，これらの内容は，従前英国政府提案の 1 つであった「通関パートナー

シップ」を基調にしつつ，EU 側の懸念等に対応して，通関の簡素化等を含めた提

案とされていると考えられる。

②規制取決めについては，（ア）高いレベルの規制基準を維持し現行水準からの引き

下げは行わない旨，（イ）農産物・食品を含むすべての物品を対象として EU との

「 frictionless trade」を確保するために必要な物品に限定して，  EU との間で

「common rulebook」を維持し，「EU との ongoing harmonisation」に条約でコミ

ットメントを行う旨が提案されている。

また，将来関係のガバナンスの観点から，英国・EU 間の合意内容に係る一貫した解

釈・適用等確保に向けた両者の機構的なフレームワークの創設等の提案が行われている。
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第 11 表 チェッカーズ合意（英国閣僚会議合意）（2018 年 7 月 6 日）の主なポイント

貿易政策，通
関取決め

● 物品貿易について，英国とＥＵによる「fr ee trade area」創設。（関税・関税割当，通常の原産地規則
の適用なし）
● 英国・ＥＵ間において，「a combined customs territory」であるかのように，通関検査やコントロール
の必要性を除去する，新たな「cus toms arrangements」を段階的に導入。
　（※　英国は，①英国が 終目的地の物品に対しては英国の関税と貿易政策を適用し， ②ＥＵが 終
目的地の物品に対してはＥＵの関税と貿易政策を適用する。事業者は多くのケースでは前払い，一部
のケースでは払い戻しの仕組み）
● これにより，独立した貿易政策の希求（筆者注：英国独自の関税設定や，ＴＰＰ１１への関心等，第
三国との貿易協定が例示されている）が可能。

規制関係

● 英国及びＥＵは環境，気候変動，社会・雇用，消費者保護に係る高いレベルの規制基準を維持し，
基準について現行の水準からの引き下げは行わない。
● 英国は，ＥＵとの「fri ctionless trade」を確保するために必要な物品についてのみ，農産物・食品を含
むすべての物品について，ＥＵとの間で「co mmon rulebook」を維持し，「ＥＵとの ongoing harmonisation」
に条約でコミットメント。

（※英国として「 regulatory flexibility」を望むサービス貿易については，物品貿易とは異なる
arrangementsを希求する。）

ガバナンス関
係

●　英国・ＥＵ間の合意内容の一貫した解釈・適用を確保するため，両者の機構的なフレームワークを
創設する。英国においては英国の裁判所，ＥＵにおいてはＥＵの裁判所（ＥＣＪ）が解釈を行う。ただし，
英国がＥＵとの”co mmon rulebook”の適用を選択した area（領域・分野）では，一貫した解釈・適用を確
保するため，英国の裁判所は，ＥＣＪの決定を尊重する。
●　同フレームワークには紛争解決手段も含まれる。英国・ＥＵ双方にまたがる事案は，一方の裁判所
でなく同フレームワークの紛争解決手段が 終決定権を持つという原則に基づき処理される。

その他

・英国へのＥＵからの「人の移動の自由」を終了し，英国が入国許可数をコントロールする権限を回復。
「 mobility framework」により，①英国・ＥＵ市民は互いの領域への旅行が可能，②就業・学業への申請
可能。

・英国の農業政策を立案する権限を取り戻すため共通農業政策から離脱。英国の水域・経済水域に係
る権限を取り戻すため共通漁業政策から離脱。

資料： The Government of the United Kingdom (2018), “STATEMENT FROM HM GOVERNMENT”, 6 July, 

Chequers をもとに筆者作成．

（ⅲ） 農水産物・食品の取扱いに係る英国政府提案 

特に農水産物・食品に関しては，第 12 表のとおり，将来関係白書においてより具体

的な考えが示され，英国提案においては，①国境で検査されるべきもの（例：人間・動

植物の健康を守る動植物検疫ルール），②農産物・食品の表示ルール等国境での検査は

不要であると考えられるその他の広範な食料政策に関連するもの，③国内・域内生産に

関係するもの（例： CAP，CFP（共通漁業政策））の三類型に分け考え方を示している。
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第 12 表 将来関係白書（2018 年 7 月 12 日）において英国政府から提案された農水産物・

食品の取扱いに係る主なポイント

ルールの3類型 英国政府が「英国・ＥＵの将来関係に係る白書」（2018年7月12日）において示した提案 

①
ＳＰＳルールを含め国境検
査が必要なルール

●英国・ＥＵは人間・動植物の健康保護のため，将来においても高い基準を維持する野心を有
しており，工業品同様に，英国・ＥＵ双方の市場において規制上の要求に適合していることを確
保するため，人間・動植物の健康を守る動植物検疫ルール等において，共通ルールブック
が必要。
　これにより，国境における追加的な規制上の検査の実施が不要となり，例えばアイルランド国
境において国境検疫所（B oarder Inspection Posts）のような物理的なインフラを回避することが
可能となる。

（※英国政府は，自由貿易地域，共通ルールブック等が一体となって物理的なインフラを回避
することが可能となるとの考え。） 

②
販売・表示などより広範な
食料政策に関するルール

　●これらのルールは製品の生産方法を管理するものでなく，消費者に対してどのように
示されるかを規定するものであり，英国・ＥＵ間の国境における検査は不要であり，共通
ルールブックに包含される必要はない。
　●他方，より広く食品政策のルールに係る同等性のa rrangementsを希求。

（※英国政府は，現行でも食品表示などはＥＵ加盟国間でもルールに相違があることを例示し
ながら，販売・表示ルールについては，それぞれの地域市場で操業するビジネスに一番適合す
る規制環境を仕立てる方が消費者，ビジネス，環境にとって望ましいとの考え。） 

③
ＣＡＰ・ＣＦＰなど国内生産に
関するルール

●現在英国は，ＥＵ加盟国として共通農業政策・共通漁業政策の下で政策運営を行っている
が，これらは直接貿易に関連するものでなく，共通ルールブックやいかなる形態の規制同等性
により捕捉されるものでない。英国はＷＴＯルールの範囲内で農業支持政策の設計を自由に行
うことが可能。英国はＣＡＰ離脱後，農業生産性の改善と，環境アウトカムの改善を志向。ＣＦＰ
についても離脱し，英国は，英国水域へのアクセス管理と，英国水域における漁獲機会の配分
を行う能力を有する。

●英国は，①将来の新たな補助金等支援スキーム， ②国内政策に係る市場監視（m arket
surveillance），③将来における関税，関税割当の設定， ④財の自由貿易地域の機能と関連しな
い，より高い動物福祉水準（例：輸送における福祉，生体動物輸出の取扱い）の適用の自由を
有する。

資料： The Government of the United Kingdom (2018), “THE FUTURE RELATIONSHIP BETWEEN THE 

UNITED KINGDOM AND THE EUROPEAN UNION”, 12 July, London をもとに筆者作成．

英国の提案はそれまで，「規制が同一，又は，英国・ EU が相互の規制を十分に（ good 

enough）認証すれば，両者間の国境チェックが行われることなく貿易が継続されるべき」

とのものであった。他方，チェッカーズ合意・将来関係白書における提案は，英国・ EU

間の物品の越境に関して，①人間・動植物の健康を守る動植物検疫ルール等については国

境検査が必要であり，これらについては共通ルールブックが必要とする一方で，②販売・

表示などより広範な食料政策に関するルールについては「国境における検査は不要」とし

た上で，「より広く食料政策のルールに係る同等性」の取決めを希求する旨の考え方を示し

ており，国境検査が必要な対象物品について，対象をより限定する整理に変化したとみる

ことが可能である。この英国の提案自体は，同国が EU の単一市場を離脱する意向である

以上，可能な限りの同等性を追求して，可能な限りの貿易の円滑化を志向するという意味

で，従来の方向性と大きく異なるものではないとみることも可能である。

今後，英国・EU 間の将来関係に係る協議，通商協定に向けた議論の中で，実際にどの

程度，共通ルール，同等性認証が実現されるかが論点の 1 つ54となるところ，同等性認証 

54 2018 年 7 月 18 日の英国下院環境監査委員会において， Defra ゴーヴ大臣は，（農水産物・食品に係る）共通ルールブ
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を検討するに当たって留意が必要な事項については，以下に項を改めて述べる。

（５） 同等性認証55

１） 同等性を担保する実施・監督等のメカニズムに係る懸念 

EU 域外国と域内国では，規制・基準の実施・監督，実施が確保されていない場合のメ

カニズム，共通したルール解釈の確保等において明確な差異がある。具体的には，英国下

院事務局報告書においては以下の指摘が行われている。

・EU 域内国と比べて，EU 域外国で導入される規制基準や当該基準の実施状況につい

て EU が及ぼすことのできるコントロールは極めて限られていることから，EU が域

外国との間で導入する「相互認証」の水準には著しい制限があると考えられる。

・EU 域外国で導入された技術的な規制に対して，EU は限定的な信用しか有していな

い。EU 離脱後の英国についても，離脱時点では同一の規制からスタートするが，単

一市場が求める執行を確保可能（ enforceable）との信頼を持ってスタートするわけで

はない。

２） EU と域外国間の相互認証の限定性，問題点 

実際に EU と域外国間において合意された相互認証は大きく二通りに分類可能であるが，

今般の EU 離脱後への英国への適用を考えると，現在の EU と域外国間の合意内容のまま

では，課題を有するところである。

（ⅰ） 適合性評価 

EUの FTAでは，通常「相互認証」と呼ばれるものは，適合性評価（conformity assessment 

exercises）であることが多く，これは EU が当該域外国の認証機関（approved authorities）

による当該製品が EU の規制基準を満たしているとの評価を受け入れるものである。この 

EU の適合性評価について，農産物・食品が FTA を通じてその対象となった実績はない。

（ⅱ） 適合性評価以外に規制の同等性承認を行っている例 

EU が，域外国の規制について，「承認（ recognition）」の形を採っているものとして，

域外国のルールが EU のルールと同等（equal）であると決定するものがあり，具体例と

して，EU 金融規制における同等性評価のシステム56が挙げられる。この事例の場合，同

等性（ equivalence）の決定は， EU が一方的に行い，域外国には上訴する権利もなく EU

ックは，主として SPS 関連である旨，他方，個別具体にどの規制が対象となるか明確化するよう同委員会において問

われたが， EU との交渉全体の中で決定されるものと発言。 
55 本節で示した論点以外にも，「相互認証の例外の取扱い」に関しても懸念が示されている。具体的には， EU 加盟国

間においては，相互認証に係る例外は ECJ の監督との条件の下で運用されており， EU 委員会は，英国の提案は，部門

別の統合・適合（ alignment）（cherry-picking）であり， ECJ により実施される監督機能を含め，単一市場の統合と機能

を弱めるものである，として肯定的な反応を示していない。 
56欧州委員会により，規制・監督のアウトカムが EU と同等と認められた法域の金融業者による EU での営業を容認す

るシステム。
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により取消し可能なものであるとされている。米国の金融規制について，全部でなく特定

のいくつかの金融部門についてのみ適用されており，かつ，米国の規制変更が行われた場

合はいつでも同等性に係る決定を変更することが可能と考えられている。 

EU 離脱後は，英国議会の意思決定次第では，英国の規制は変わり得るものであり，こ

このタイプの一方向の英国基準に対する認証が，北アイルランド国境を含め物理的障壁を

設けることを回避することに対して，安定的な担保となるとは考えにくい。

３） 同等性認証と英国による EU 専門機関への参画 

英国・EU 間の同等性認証と，英国による EU 専門機関への参画は密接な関係57を有し

ていると考えられ，必須条件であるかは明確でないものの，今後英国が EU との交渉にお

いて，農業・食品分野における規制・基準の同等性を希求していく中で，実際にどの程度

の同等性承認が確保されるかを考えるに際して，英国による EFSA 等の EU 専門機関への

参画は重要な考慮要因となるものと考えられる。

他方で，①2018 年 7 月に示されたチェッカーズ合意及び将来関係白書においては，工

業品については EU 専門機関への参画方針が明示される一方で，農産品については明示さ

れてない。また，② 7 月の英国下院環境監査委員会において Defra ゴーヴ大臣は，「EFSA

など EU の規制体の準メンバー（ associate membership）について，現時点では，それが

必要と考えていない」と答弁を行っている。

英国は農業・食品分野において独自のルール設定を行う意向を表明 58しており，メイ首

相が 3 月の演説（Mansion House Speech）で述べたとおり，EU 専門機関へ参画するこ

とは，同機関のルールに従うことを意味し，英国独自の規制立案に制限となることを懸念

している可能性がある。 

EU 側が，今般の国境検査の対象に係る英国の整理・考え方について，仮に受容した場

合であっても，当該財に係る規制・基準の同等性が当局間で確保されていない場合には， 

EU 離脱後の英国から EU 域内国へ輸出された産品について，EU 単一市場完成前の EU

加盟各国間の物品貿易等と同様 59に，販売制限（例：販売不許可等）のリスクは存するも

のと考えられる。

（６） EU 離脱後の英国における規制・基準の在り方をめぐる動向 

EU 離脱後の英国における規制・基準の在り方については，チェッカーズ合意におい

ても，「英国及び EU は環境，気候変動，社会・雇用，消費者保護に係る高いレベルの 

57 2018 年 3 月の Mansion House Speech においてメイ首相は，「製品については， 大限摩擦のない取引が必要」とし，

「規制の相互認証に係る包括システムの構築が必要である」旨，これに向けて「製薬，化学，航空などの分野で EU の

規制機関に準メンバーとして留まる可能性がある」旨を示した。 
58 Defra ゴーヴ大臣は， EU 離脱後に，食品表示，動物福祉等で独自ルールの設定意向を表明。 
59 EU 単一市場完成前には，基準の相互認証の欠如や，共通市場域内における財の販売・使用の統制に係る共通規制の

欠如から，健康・安全上の理由等から販売制限等が行われていた。
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規制基準を維持し，基準について現行の水準からの引き下げは行わない」との方針が改

めて確認された。また，英国下院環境・食料・農村地域委員会（ EFRAC）は，英国各

団体から意見を聴取した上で，同委員会の見解を以下のとおり整理している。 

①Brexit は，規制について英国をより良く対象（ better target）としたものとなるよ

うに，一程度の変更を検討する機会となるものの，

②これらの規制の変更に係る検討は，英国・EU 間の円滑な貿易を確保するための両

者間の規制の継続的な整合（ continued alignment）の必要性によって制約される。

個別具体の規制・基準についてこれまで英国政府サイドから示された見解としては，

例えば，①EU 離脱後には，EU の食品表示に係るいくつかのルールには従わない旨，

②動物福祉について EU 法で義務付けられている内容以上の法令を英国において適用し

たい旨等が挙げられる。特に食品表示については，英国下院 EFRAC 報告書 60における

勧告（EU ルール下での食品表示は不十分と指摘し，義務的な生産方法表示制度（method 

of production labelling）導入等を勧告）にみられるような規制・基準の強化に係る動

向があり，また，食品における健康強調表示（ health claims）のルールを規定する EU

健康・栄養強調表示規則（EU Health and Nutrition claims regulation）について，英

国においては，同規則はイノベーションの阻害要因となっており，規制緩和により例え

ば機能性食品市場等に前進をもたらすことができるとの議論も行われている旨の報道

も行われている。

このように EU 加盟国に対して適用される規制・基準に比べて英国のそれを変更する

動きについては，先に論じたように，国境検査，販売制限等の対象とならないか，同等

性認証との関係，英国・EU 合意の担保メカニズムとの関係で慎重に動向を見極める必

要があると考えられる。

上記の点も含め，規制全般の観点から EU との規制整合を望む関係団体コメント（第 

13 表），個々の規制・基準に係る政府・関係団体の見解等（第 14 表）を整理したもの

を示す。 

60 EFRAC (2018),「Brexit: Trade in Food」 Third Report of Session2017-19, 18 February 
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第 13 表 規制全般の観点から EU との規制整合を望む関係団体コメント

団体名 コメント

「FD F（食品・飲料協
会）スコットランド」

　・ Brexitにおいて重要なことは，英国自身が英国内におけるルールを自分で策定可能であるこ
とを確実にすることであるが，英国・ＥＵ間における基準の相互認証（m utual recognition）がなけ
れば，産業界は特に対 EU輸出を行う際に莫大な追加的な業務が発生。

「B ritish Summer
Fruits」

・英国がEU基準から逸脱すると，英国の現在の輸出機会を喪失するであろう

「Su stain」
　・基準の逸脱は，製品間における相違が生じ続けることで新たなコストを発生させることを意
味。（事業者等が）設定されている基準や，認証に係る証明書，国境等における検査スキーム，
追加的な必要書面等を把握する必要があり追加的なコストが生じる。

「英国小売協会
（B RC）」

　・基準の強化（r aising standards）は，英国の農業者の競争力を弱めるおそれがあり慎重に検
討する必要がある。
　・消費者にとって価値を有さないような高いレベルの基準の希求は，優先順位は低い。

資料：報道資料等をもとに筆者作成． 

- 37 -



 

 

 

 

 

 

  
 

 
  

 

 
 

  
 

  

第 6 章 英国 –EU からの離脱による農業・食料分野における政策環境，通商条件等の変化 –（桑原田） 

第 14 表 英国における個々の規制・基準に係る政府・関係団体の見解等（例）

英国における主な発言・動向等

検疫

●（農水産物・食品に係る）共通ルールブックは，主として SPS関連ルール（2018年7月18日の英国下院環境監査委員
会D efraゴーヴ大臣）

　 ◆（英国外で発生したエピデミックリスク）
　　　「英国養豚協会」（Na tional Pig Association）からは，欧州でも１５か国において発生が確認されているアフリカ豚
コレラ の養豚業界への脅威，仮に同疾病が英国において発生した場合の英国の輸出市場に与える影響を懸念し以
下の表明。
　・リスクの発生場所に関し欧州の国別の状況をより把握するなど，特に輸入に係る英国の政策を適正化する機会で
ある旨，
　・島国の国家として，疾病を適切に遠ざける政策をどのように実施するか少なくとも再検討することが可能である旨。

原産地
規則

●チェッカーズ合意，将来関係白書で以下を提案（2018年7月公表）

　 ①　英国・E U間で通常の原産地規則の要件を課さない。
　 ②　現行のサプライチェーンを維持するため，現在及び将来のＦＴＡ相手国との累積を容易にする仕組み・取り決め
（a rrangements）。
　　　英国から同国のFTA相手国に輸出が行われる場合，原産地規則の目的で， EUの割合を原産割合に計上する。
また， EUからそのFTA相手国に輸出が行われる場合，英国の割合を原産割合に計上する。対角累積 （di agonal
cumulation）は，英国・E U・FTA相手国の割合について，三者間の貿易において互いに代替可能な（i nterchangeable）
ものとみなし得る

食品表
示

●ＥＵ離脱後には，ＥＵの食品表示に係るいくつかのルールには従わない。
（２０１８年７月１８日の英国下院環境監査委員会D efraゴーヴ大臣）

　 ◆（義務的な生産方法表示制度導入）
　　英国下院の環境・食料・農村地域委員会（E FRAC）が２月１８日に公表した報告書（「Br exit: Trade in Food」 Third
Report of Session2017-19）においては以下の点が指摘。
　①消費する食料について消費者が十分な情報を得ることは不可欠であり，現在のＥＵ規則の下での食品表示は不
十分である。
　②英国政府は，ＥＵからの離脱後に，原料原産地（国）表示制度の改善を行うこと，政府が義務的な生産方法表示
制度（ method of production labelling）を導入することを勧告。

　 ◆（健康・栄養強調表示規則）
　　食品における健康強調表示（hea lth claims）のルールを定めているのはＥＵ健康・栄養強調表示規則（ EU Health
and Nutrition claims regulation）であるが，英国においては，同規則はイノベーションの阻害要因となっており，規制緩
和により例えば機能性食品市場等に前進をもたらすことができるとの議論も行われていると報道。

動物福
祉

●　 EU離脱後には，動物福祉について EU法で義務付けられている内容以上の法令を英国において適用したい（実際
に EU加盟国としての英国は，義務付け以上の内容を既に英国内で実施）。（2018年7月18日の英国下院環境監査委
員会D efraゴーヴ大臣）

●Defraの2018年2月のコンサルペーパー（ ※EU離脱後の新たな農業政策に係る国民への意見募集ペーパー）では
以下を提案。
①英国は既に，動物の衛生と福祉に係る強力な規制のフレームワークを有している。これらについて，簡素化や実施
を改善しつつ，規制のベースラインを引き上げる余地がある。
②英国がEUを離脱するので，と畜むけの動物生体の輸出について，コントロールを行う提案を実施する。
③動物福祉は，将来において英国が支持することのできる公共財の一つである。農業の移行期間の間，動物福祉が
法令上の 小限度に留まっている部門においてより高い福祉の成果を提供した農業者に焦点をあてた（ targeted）支
払いを行うパイロットスキームを行うことを検討。

　 ◆（個々の動物に特化した動物福祉基準設定）
　　英国動物虐待防止協会（R SPCA）：　動物福祉の基準を改善するため，現行のEU法令で規定された内容以上の福
祉基準となるよう，英国の規制を見直す機会。
具体的には，同協会は，英国政府が酪農・肉牛・アヒルなど個々の動物に特化した動物福祉基準を制定することを例
示。

その他
（バイオ
テクノロ
ジー等）

●「Ag ricultural Biotechnology Council」
・ EUの規制，特に農業に係るバイオテクノロジーの規制は，イノベーションの阻害要因。

・英国が，ビジネス上の投資先として魅力的となるよう ”science based”の新たな規制環境を希求すべき。

●「The Crop Protection Association」
・EUの規制上の承認プロセスや予防原則の誤用は，ＥＵを世界の農業の博物館のようにしてしまった（※筆者注：正
確な意味内容は不明であるが，大量の，多様な，承認のためのサンプルが山積，との意味とも受け取り得る。）
・米国の規制と適合することで，英国はイノベーションを促進し，新たな技術のための研究開発についてインセンティブ
づけを行うことが可能になる。

資料：英国政府，英国議会，公表資料等をもとに筆者作成．
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（７） 英国と EU 域外の相手との FTA 

英国と EU 以外の相手との通商協定に係る動向を把握することは，英国による EU と

の間における通関・規制取決めを含む将来関係への交渉スタンスを把握する上でも重要

である。

現在英国が実施中の貿易作業部会等を整理したものは第 15 表のとおりである。

第 15 表 英国が実施中の貿易作業部会等

第三国との作業部会の形
式

ＥＵと第三国との現行の貿易関係

アンデス共同体（コロンビア・
エクアドル・ペルー。ボリビア
除く）

非公式貿易対話
・ 2013年 3月1日～　ペルーと FTAの暫定適用
・ 2013年 8月 1日～　コロンビアとF TAの暫定適用
・ 2017年 1月1日～　エクアドルと FTAの暫定適用

豪州 貿易作業部会
・ 2017年 9月， EU委員会が交渉指令を提案。
・ＥＵ理事会が上記交渉指令を採択後に，実際の交
渉開始と見込まれている。

カナダ 貿易作業部会 ・ 2017年 9月 21日～　 CETAの暫定適用開始

中国 貿易作業部会 ・ EUとの間で投資協定が交渉中

湾岸協力理事会（バーレー
ン・クウェート・オマーン・カ
タール・サウジアラビア・ UAE）

貿易・投資作業部会 ・ EUとの間の FTA交渉が中断中

インド 貿易・投資合同作業部会 ・ EUとの間でFT Aを交渉中

イスラエル 貿易作業部会
・ EU・イスラエル間で連合協定（ Association
Agreement）発効

日本 貿易・投資作業部会 ・ 2017年 12月　日E U・ EPA交渉妥結

メキシコ 非公式作業部会
・2 000年　 EU・メキシコ間で Global Agreement発効。
・現在，同G lobal Agreementの近代化に向け交渉
中。

ＮＺ 貿易政策対話
・ 2017年 9月， EU委員会が交渉指令を提案。
・ EU理事会が上記交渉指令を採択後に，実際の交
渉開始と見込まれている。

ノルウェー 貿易政策対話 ・ノルウェーはE EA加盟国。

韓国 貿易作業部会 ・ 2015年 12月～　 EUとの FTAが発効。

トルコ 貿易作業部会
・ 1995年 12月31日～　 EUとの関税同盟協定発効。
・現在，同協定の近代化を図る欧州委員会提案が，
欧州理事会で議論中。

米国 貿易作業部会
EU・米国間のT TIP（包括的貿易投資協定）の交渉は
停止中。

資料：英国下院・国際貿易委員会報告「 Brexit 後の EU の貿易協定の継続的な活用」，EU 委員会「 Overview of FTA 

and other Trade negotiations(updated March 2018)」等をもとに作成．

注. 2018 年 3 月 7 日時点の情報 . 

特に英米間の FTA については，両国首脳による発言，また，経済規模等を踏まえて，英

国下院国際貿易委員会において検討が行われ，「英米貿易関係に係る報告書（UK-US Trade
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Relations）」61 が公表（2018 年 5 月 1 日）されている。

以下本節においては，同報告書において示された，①米国・ EU（現在は英国を含む。

以下，本節において同じ。）の食品規制に係る基本的考え方（ philosophy）の相違，②農産

物・食品規制における具体的な主要論点，③米国・EU 間の規制協力のオプション案を示

す。

１） 米国・EU 間の食品規制に係る基本的考え方の相違 

食品規制に係る基本的考え方（ philosophy）の相違の 1 つとしてリスクマネジメントに

おける EU・米国間の相違が示されている。同報告書によると， EU は「precautionary 

approach」であり，①規制当局は，経済・社会・環境上のインパクトなどの幅広いエビデ

ンスを考慮することが許容されている，②製品が危害を生じさせないことの立証責任は生

産者にある，ことを特徴としているのに対して，米国は「science based approach」であ

り，規制の立案，政策上の意思決定の説明時に，当該規制の必要性を「 science based 

approach」で実施，②製品の販売停止を命令する場合等，規制当局サイドが，当該製品が

危害を生じさせることについて立証責任を負うとの特徴を有している。

２） 農産物・食品規制における米国・EU 間の具体的な主要論点 

英国下院国際貿易委員会が，英国の NGO である Global Justice Now, 動物福祉に係る

英国のロビー団体である Compassion in the World Farming 等から聴取の上，農産物・食

品規制における米国・EU 間の具体的な論点として以下を示している。

①米国が食品加工において，塩素など化学品を洗浄に使用，

②米国が動物の飼料に成長ホルモンを使用（例：豚肉に成長ホルモンの 1 つであるラク

トパミン（牛及び豚の増体重，飼料効率の改善及び赤身肉割合の向上に効果があると

される）を使用）

③米国において，GM 食品が表示なしで販売，

 ④EU で禁止されている農薬のうち 82 種類が米国において使用可能

なお，英米 FTA に関しては，英国が，厳しい食品安全規制をやめるよう米国から圧力を

かけられているとの報道も過去に存し，バルニエ首席交渉官からは，「仮に英国が，塩素洗

浄チキン（chlorine chicken）やホルモンの肉（hormonal meat）の受け入れを開始する

のであれば，英国は EU 市場に入ることはできない」旨の発言（ 2018 年 2 月 27 日記者会

見）が行われたところである。

本件を巡っては，英国の王立国際問題研究所は以下の見解を示している。

①現在の EU において適用されている原産地（国）表示ルールにおいては，例えば肉類

をみると，生産過程において 後に「significant change（著しい変化）」が行われた

国を表示することが認められており，当該動物の全生育地を表示する必要はない。 

61 House of Commons International Trade Committee, “UK-US Trade Relations”, 1 May 2018 
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②仮に英国がこの肉類についての EU の表示ルールを継続する場合，英国産のチキンパ

イの原料として米国産の塩素洗浄の鶏肉が使用された場合でも当該鶏肉については

（筆者注：米国産との）表示が求められないこととなるであろう。

３） 米国・EU 間の規制協力のオプション案 

英米 FTA における規制協力のオプションとして，英米間の完全な規制の整合，英米間の

規制整合なし，その中間の 3 つの観点から有識者の意見を整理している（第 16 表）。

第 16 表 英米 FTA における規制協力のオプション等

オプション オプションの内容，英国下院国際貿易委員会の指摘論点 

①
【英米間の完
全な規制の整
合】

●非関税障壁に係るコスト除去（※）により英国のＧＤＰが２～３％分引上げられ，消費者にとって食
品価格低下。（他方，対ＥＵ貿易で負の効果）　（英国レガタム研究所・シャンカール・シッキム氏）
　 ※（例）食品・飲料の対米輸出では，現在ＮＴＢで７３．３％の追加コストが発生（全英食品・飲料連
盟試算）

●いくつかの分野では，英国の基準引き下げにつながるおそれがあり，農業その他の分野で英国の
基準が引き下げられた場合，英国・ＥＵ間のＦＴＡ合意が困難となる懸念。（筆者注：仮に英国・ＥＵ間
通商協定締結後でも，規制の整合・逸脱に係るモニタリングシステムが設けられる可能性が高い。） 

②
【完全な規制整
合と規制整合
なしの中間】

●規制面で，ＥＵとの連携，米国との連携，いずれか二者択一でないとの考え方。具体的には，更に
二通りの考え方が示されている。

　①相互運用性（i nteroperationality）を同等性を通じて達成。
　　　＝米国の規制モデルとより密接に整合しつつ，ＥＵから，英国の規制について，「英国とＥＵ間で
規制手段は異なっても，同じ規制目的を達成するもの」との認証を得ようとするもの。
　②ＥＵや米国いずれかとの規制整合を希求するのでなく，２つの基準の下で英国が生産。
　　　＝コスト，峻別に係る取り扱い等で課題か。 

③
【英米間の規
制整合なし】

　 ●ＥＵの規制との整合を続け，英米間のＦＴＡでは関税面に特化するとの立場。
　（但し，食品に係る平均関税率は，米国が３．３％，ＥＵが１４．６％と大幅な差異。）

　・米英ＦＴＡから得られる便益は比較的限定される。
　・他方，北アイルランド国境措置を係る諸課題を踏まえると，ＥＵの法令・規制との整合はメリット。

資料： House of Commons International Trade Committee (2018), “UK-US Trade Relations”, 1 May をもとに筆者作

成．

英米 FTA における規制協力のオプションとして，上記のとおり整理した上で，同委員会

は下記のとおり見解を述べている。

①米国との間で，規制も含め包括的なＦＴＡを希求する場合，英国にとって多大な経済

的利益をもたらす一方で，EU を含む主要な貿易相手との間で規制障壁に係る問題を

発生させる。

②慎重な検討が必要であり，対 EU を含めすべての英国の貿易交渉に係る，貿易・規制

についての部門横断的な作業部会を設置して検討を行うべき。
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６. 英国への移民流入制限と労働者確保 

英国への移民流入に係る英国政府としての政策方針を示すと考えられている「移民に関

する白書（immigration white paper）」については，当初の公表予定であった 2017 年夏

から公表時期が延期され，現時点62においても公表されていない63。

英国政府は，移民政策の制度設計に先立ち，移民政策に関する政府の諮問機関である移

住助言委員会（Migration Advisory Committee（MAC））に対して，EU 離脱による季節

労働者，それ以外の定住労働者に与える影響等について検証を行うことを諮問しており， 

2018 年 3 月に中間報告が公表され，同年 9 月までに 終報告書がとりまとめられる予定

である。同 終報告後，しかるべき後に（in due course），英国における将来の移民制度

の詳細が示されることとされている64。

同年 7 月に公表された将来関係白書では，「将来の人の移動に係る制度設計は，「人の移

動の自由」の終了，英国による国境管理の尊重，純移民数の管理及び減少との政府目標と

整合的に設計される」方針が示されている。

また，英国政府は，柔軟性のある移民政策を希求するとともに，季節農業労働者へのア

クセスを確保したいとのスタンス65を有しおり，2013 年まで英国政府が導入していた季節

農業労働者スキーム（ Seasonal Agricultural Workers Scheme。以下「 SAWS」）の再導入

の必要性について検討を続けているとされている。66

（１） 英国の現行の移民制度 

EEA 協定参加国に対しては， EU の 4 つの自由（物品・サービス・資本・人の移動の自

由）の原則が適用されている。このため，①現在英国内において就業している EEA 国籍

を有する労働者は，EEA 協定参加国内での労働者の移動の自由の権利が保護，②EEA 国

籍を有する労働者を雇用する企業は，現行制度の下では，労働ビザ，滞在ビザ等の取得は

不要である。

一方，EEA 協定参加国以外の国の国籍しか有していない労働者は，英国内での就業には

原則としてビザの取得が必要。「TIER3」と呼ばれる未熟練労働者へのビザについては， 

EEA 国籍の未熟練労働者によって充足可能であるとして，発給が行われていない。 

（２） 農業・食品分野における移民労働の現状 

農業分野においては，移民労働者，特に季節労働者への依存，未熟練労働者への依存が 

62 本稿の 終執筆時点である 2018 年 8 月。 
63 Financial Times 紙においてはでは 2018 年秋までは公表されないとの報道。 
64 2018 年 7 月公表の将来関係白書 
65 2018 年 1 月 6 日「Oxford Farming Conference 2018」における Defra ゴーヴ大臣スピーチ。 
66 Third Special Report of the House of Commons Environment, Food and Rural Affairs Committee August 2017 
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大きな特徴。2004 年以降の EU 新規加盟国67（以下「 NMS」）からの英国の同分野への移

民は，EU 加盟の 2004 年以降急増している。英国の農業分野において毎年の季節労働者

の数は約 8 万人と見積もられ，そのほとんどが NMS からの季節労働者である。（当該セク

ターにおいて，季節労働力に占める英国・アイルランドの労働者の割合は 1％程度）

食品分野については，例えば，食品・飲料製造業部門における英国・アイルランド出身

の労働者比率は 2000 年以降徐々に低下し（第 9 図），移民労働者への依存度が高まってい

る。特に 2004 年以降は，農業分野同様に，第 10 図のとおり，NMS 出身の移民労働者へ

の依存度が急速に高まっている。

第 9 図（左図）食品・飲料製造業における就業者数 

第 10 図（右図）食品・飲料製造業における移民労働者の出身地別割合

資料：第 9 図，第 10 図ともに” House of Commons Business, Energy and Industrial Strategy Committee (2018), “The 

Impact of Brexit on the processed food and drink sector”, 22 April． 

67 Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Romania, Slovakia, Slovenia. 

- 43 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
  
  

  

第 6 章 英国 –EU からの離脱による農業・食料分野における政策環境，通商条件等の変化 –（桑原田） 

（３） 英国の関係業界等から示されている労働力に係る懸念 

農業分野においては，EU 離脱に係る国民投票の後，既に移民労働者の動向に変化が生

じているとみられ，NFU（英国農業者連合）の調査によると，2017 年に英国の農場で就

業する季節労働者は対前年比で約 17％減少し，特に果実・野菜の収穫において人手不足が

深刻であったとされている。また， BBC 等の調査結果によると，アンケート回答者の約 

78％が，前年に比べて 2017 年において農業労働者の確保がより困難となり，また，半数

以上が収穫における今後の労働者の確保において懸念があると回答している。

食品分野においても，2017 年に英国食品・飲料協会（Food and Drink Federation）

が加入企業に対して行った調査によると，約 31％の企業が，既に EU 出身の労働者の離

職が見られたと報告している。また，33％の企業が，EU の労働市場へのアクセスなく

して，労働者の空きを満たすことは困難であると報告している68。仮に EU 出身の労働

者へのアクセスが困難となる場合，① 17％の会社が英国外へ会社を移転させるであろう

と報告し，②36%の会社がビジネスが実行可能でなくなると報告している69。70

（４） 農業・食品分野における労働力確保における課題 

労働力確保における課題について，2018 年 3 月の MAC 中間報告では以下が指摘されて

いる。

１） 農業分野 

①移民労働者の新規雇用と保持において困難に直面している 大の要因は，国民投票以

降のポンドの下落による就労地としての英国の魅力低下。その他では，移民労働者に

対する英国の姿勢も移民に対して一定の影響を与えていると分析。

②農業部門においてほとんどの英国の経営者が移民労働力の代替策を見出すことができ

ておらず，その要因として，（ア）自動化の困難性（設備投資費用が巨額），（イ）利潤

幅の低さ等による賃金水準の低さ，（ウ）労働時間の長さや労働環境から英国内労働者

が就業を望まないこと等が挙げられる。

２） 食品分野 

①移民労働者の離職が進展，移民の新規雇用が十分に確保されていない理由の 1 つとし

て，ポンドの下落による就労地としての英国の魅力低下。

②他方，英国人労働者は，イメージの問題等から同部門への就業に積極的でない。 

68 Food and Drink Federation “Breaking the chain” (June 2017) P10 
69 Food and Drink Federation “Breaking the chain” (June 2017) P2 
70 2016 年 12 月に英国の農業者団体・食品企業からメイ首相に対する公開書簡において，「既に英国に定住して就業し

ている EU 出身の労働者に加えて，それ以外の EU 加盟国・ EU 域外国双方からの季節労働者や恒久的労働者へのアク

セスが必要である」旨の要望が行われている 。
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（５） 農業・食品分野における労働力確保における対応策 

英国内からは，未熟練の移民労働者へのアクセスを可能とするため，農業部門において 

SAWS 再導入又はそれに類似したシステムの導入，食品部門においてセクター別スキーム

再導入又はそれに類似したシステムの導入を望む声が出ている71。

他方，長期的には，英国外からの移民労働力への依存低下に向け政策提案・検討が行わ

れているところである。

本節以下では，英国において同スキーム又は類似スキームの導入が検討されているとさ

れる SAWS について概説した後，移民労働力への依存低下に向けた政策提案，これら提案

における課題等について論及する。

１） SAWS を活用した英国外からの季節農業労働者の受入 

SAWS は，1945 年に，第 2 次大戦後の労働力不足に対処するとの観点から導入された。

当初は収穫期作業のために英国外から学生を受け入れる制度であったが，農業部門におけ

る労働需要の変化に柔軟に対応する手段へと発展した。 

EU の累次の拡大，特に東欧諸国の加盟（ 2004 年に 10 か国加入）等の状況の中， 2005

年に英国の労働党政権は，未熟練労働者は拡大後の EU から調達可能であるとして，SAWS

を含め数量割当方式での未熟練労働者の英国外からの受け入れから徐々に撤退する方針を

示した。

他方で，2007 年に EU に新規加盟したブルガリア及びルーマニアに対して，英国は両

国から英国労働市場へのアクセスについて 7 年間で完全自由化を行うとの方針を採り，そ

の間，両国からの労働申請に対しては，以下の 3 区分により対応を行った。

①高度熟練労働者（ highly skilled workers）は，「Highly Skilled Migrant Programme 

Scheme」の下で，一定の資格を有している場合には，英国の労働市場に無制限にア

クセス可能，

②熟練労働者（ skilled workers）は，当該就業機会が英国内の労働者によっては充足さ

れない場合であって，当該申請労働者が労働許可のための一定の資格を有する場合は，

英国において就業可能，

③未熟練労働者（low skilled workers）については，一定の受入上限数を設けた上で労

働者の割当を行う。（受入は， SAWS とセクター別スキーム（ Sector Based Scheme： 

SAWS に類する食品部門における制度。食品加工のみが対象）の 2 制度による。

農業労働者については，③の SAWS のスキームの下，英国の果樹・野菜の経営体が， 18

歳以上の労働者を，非熟練の農作業に， 長 6 ヶ月を上限として従事させることを許可す

るとの方針が採られた。（第 11 図は，両国から英国への季節労働者流入数を示している） 

2013 年に，ブルガリア・ルーマニアから英国への労働移動の自由に係る制限が解除され， 

71 また，熟練労働において移民労働者へのアクセスを可能とするため，「shortage occupation list（人材不足職業リスト）」

（以下「 SOL」）における該当業務の指定を望む声が出ており，具体的には， MAC 中間報告においては，食肉処理業な

どの SOL 追加を要望する声が指摘されている。
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今後は，英国内や両国を含む EU 各国の英国の農業部門の労働市場への自由な流入によっ

て労働需要は充足されることが見込まれると考えられたことから，同年に， SAWS のスキ

ームを通じた英国への季節農業労働者の受け入れは停止された。

第 11 図 ブルガリア・ルーマニアからの季節労働者数（2008 年～2013 年）

注．各年の数値は，ブルガリア・ルーマニア国籍者への季節労働カードの発行数．

２） 英国外からの移民労働者への依存低下に向けた動き 

労働者不足への対応については，下院 EFRAC の報告では，農業分野において政府が講

ずべき長期的な施策として，①現行の農業者への支援政策の見直し，②機械化・自動化の

促進，③農業分野における労働者のスキル・資格の向上，④見習い制度の充実，⑤農業労

働への意識・理解の改善などを挙げ，当該部門において移民・外国労働者への依存度を低

め，より多くの英国の労働者の活用等を図ることの重要性を強調している72。

また，英国農業園芸開発公社（ AHDB）からは，季節労働者のスキームを再開させる以

外にも，①農業生産性の向上，②機械化・自動化の促進，③英国内において失業者，経済

的な要因で今後労働者となり得る者（economically inactive to work）に対して経済的イ

ンセンティブを付与することで労働者を確保する等といった方策が考えられるのでないか

との提言73が行われている。

 他方で，  MAC 中間報告においては，農業部門の自動化投資について，以下の点等が指

摘されている。

①自動化・機械化は労働力不足に係る切迫を弱める作用も持ち得るが，他方で，労働

需要を減少させるには典型的には数百万ポンドの投資が必要と言われる，投資コス

トの大きさが主たる障壁である，

②果樹等の施設園芸は 3～15 年のライフサイクルと長期スパンのビジネスであり，労 

72“House of Commons EFRAC (2017), “Feeding the Nation: Labour Constraints”, 27 April 
73 Agriculture and Horticulture Development Board; “The impact of Brexit on the UK agriculture workforce”, 20 
September 2016 
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働供給に係る不確実性は投資決定に影響を与える（筆者注：移民政策を含め労働市

場に係る政策が明確でない中，人的資本との代替性・補完性を踏まえた投資決定が

困難との意味と解される。）

また，同中間報告においては，食品部門の自動化投資について，以下の点等が指摘さ

れている。

①消費者に対応して小売面では頻繁に規格の変更，新製品創出が行われており，加

工・製造業における機械化への迅速な投資はリスクが高い面がある。

②従前の自動化では，熟練した労働者が製品を加工・選別する必要性がなお残り，人

手をそれほど減少させず，unit cost（単位コスト）を減少させないケースも見られ

た

③将来的に，労働力不足に伴う労働コスト増大に対応するため自動化を促進する場合

でも，当該自動化の導入に必要な技能・経験を有するエンジニアが確保できるかに

制約されるおそれ。

７. 終わりに 

本稿の 終執筆時点（ 2018 年 8 月）時点において，英国・ EU 間の通商協定に係る交

渉，EU 離脱後における農業政策，移民政策に係る英国内の検討，EU との交渉等は進

行中である。それらの検討・交渉結果の具体的で詳細な内容を踏まえた調査分析は別途

の機会とすることとしたい。
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