
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年度 

豚肉チェックオフ制度に関する海外調査委託事業 

最終報告書 

2018年 12月 

プロマー・コンサルティング 



 

 



 

PROMAR CONSULTING 

T: +81 (0)3 6222 0003, F: +81 (0)3 3206 0004 

www.promarconsulting.com   

No. 3 Ishibashi Bldg. Suite 600,   

1‐10‐12 Shinkawa Chuo‐ku, Tokyo, JAPAN 

 For  further  information  about  this  report,  please 

contact: 

 

Ivan Cardenas 

icardenas@promarconsulting.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成３０年度 

豚肉チェックオフ制度に関する海外調査委託事業 

最終報告書 

2018年 12月 

プロマー・コンサルティング 

 



 

 

 

  



 

 

平成３０年度    豚肉チェックオフ制度に関する海外調査委託事業 

プロマー・コンサルティング 

目次 

1 序章 ...................................................................................................................................... 4 

1.1 調査目的 ................................................................................................................................................................ 4 

1.2 調査内容 ................................................................................................................................................................ 4 

1.3 調査方法 ................................................................................................................................................................ 5 

2 米国におけるチェックオフ制度 .................................................................................... 9 

2.1 チェックオフ制度の概要 ................................................................................................................................... 9 

2.2 豚肉チェックオフ制度の概要 ........................................................................................................................ 28 

2.3 その他3品目のチェックオフ制度 ............................................................................................................... 45 

3 英国におけるチェックオフ制度 ..................................................................................65 

3.1 チェックオフ制度の概要 ................................................................................................................................ 65 

3.2 豚肉チェックオフ制度の概要 ........................................................................................................................ 75 

3.3 その他3品目のチェックオフ制度 ............................................................................................................... 79 

4 カナダにおけるチェックオフ制度 .............................................................................85 

4.1 チェックオフ制度の概要 ................................................................................................................................ 85 

4.2 豚肉チェックオフ制度（提案書概要） ....................................................................................................... 96 

5 まとめ ............................................................................................................................ 101 

5.1 チェックオフ制度の比較 ............................................................................................................................. 101 

5.2 他国の事例にみられるチェックオフの長所・短所等 ........................................................................... 109 

添付資料 ............................................................................................................................... 111 

 



 

 

平成３０年度    豚肉チェックオフ制度に関する海外調査委託事業 

プロマー・コンサルティング 

図 
図 1 チェックオフ･プログラム設立方法の変遷 ....................................................................................................................................................... 10 
図 2 AMS内のチェックオフ・プログラム監督体制図 .......................................................................................................................................... 16 
図 3 チェックオフ・プログラム開始までの手順 ..................................................................................................................................................... 18 
図 4 チェックオフ・プログラムに関わる団体の図式 ............................................................................................................................................. 33 
図 5 役員会の組織図 ....................................................................................................................................................................................................... 34 
図 6 賦課金の割合に応じた代表者の数 ...................................................................................................................................................................... 35 
図 7 代表者ごとのシェア数の計算方式（2019年） ............................................................................................................................................. 36 
図 8 賦課金の内容 ........................................................................................................................................................................................................... 38 
図 9 The Other White Meat のロゴ ........................................................................................................................................................................ 40 
図 10 牛肉チェックオフ・プログラムの仕組み....................................................................................................................................................... 51 
図 11 2017 年度チェックオフ事業運用費内訳 ....................................................................................................................................................... 53 
図 12 乳製品チェックオフ・プログラムの賦課金の流れ ...................................................................................................................................... 57 
図 13 DMI チェックオフ・プログラム内訳 .............................................................................................................................................................. 58 
図 14 マッシュルーム・チェックオフ・プログラムの賦課金の流れ ................................................................................................................. 62 
図 15 マッシュルーム・チェックオフ・プログラム 2017年度予算 ................................................................................................................ 63 
図 16 英国におけるチェックオフ機関設立の経緯 .................................................................................................................................................. 67 
図 17 2017/18 年度の収入割合 ................................................................................................................................................................................. 71 
図 18 2017/18 年度の支出割合 ................................................................................................................................................................................. 72 
図 19 賦課金納付者の満足度調査（10段階） ........................................................................................................................................................ 74 
図 20 カナダにおけるチェックオフ機関設立の経緯 .............................................................................................................................................. 87 
図 21  PRA（チェックオフ機関）新設のための手順 .............................................................................................................................................. 91 
図 22 カナダ産肉用牛の賦課金集金方法 ................................................................................................................................................................... 93 
図 23  チェックオフ・エージェンシーの支出割合 .................................................................................................................................................. 94 

 

表 

表 1 インタビュー先一覧 ................................................................................................................................................................................................. 8 
表 2 実施中のチェックオフ・プログラム、設立年と根拠法の一覧 .................................................................................................................... 11 
表 3 農産品振興・研究・情報法の構成 ...................................................................................................................................................................... 12 
表 4 2016年の品目別チェックオフ資金額（百万米ドル） ................................................................................................................................. 14 
表 5 AMS内のチェックオフ・プログラムの分類 .................................................................................................................................................. 15 
表 6 米国における賦課金のレート一覧 ...................................................................................................................................................................... 20 
表 7 チェックオフ資金を用いて行うことが認められている政策関連活動 ....................................................................................................... 22 
表 8 チェックオフ制度をめぐる主な訴訟事例とその判決 .................................................................................................................................... 24 
表 9 豚肉チェックオフ・プログラムの推移 ............................................................................................................................................................. 30 
表 10 NPPDB 及びNPBの業務内容 ......................................................................................................................................................................... 37 
表 11  チェックオフ資金の使途内訳（2018 年、百万米ドル） .......................................................................................................................... 40 
表 12 2017 年度米国豚肉ボードの予算割り当て ................................................................................................................................................... 42 
表 13 CBB代表者選出方法 .......................................................................................................................................................................................... 48 
表 14 米国牛肉チェックオフ資金（米ドル） ........................................................................................................................................................... 52 
表 15 米国牛肉チェックオフ・プログラム事業支出内訳 ...................................................................................................................................... 52 
表 16 乳製品チェックオフ役員の地理的分布 ........................................................................................................................................................... 56 
表 17  米国乳製品チェックオフ・プログラム事業支出内訳（千米ドル） ......................................................................................................... 58 
表 18 マッシュルーム・チェックオフ役員の地理的分布 ...................................................................................................................................... 61 
表 19 マッシュルーム・チェックオフ・プログラム予算内訳（千米ドル）..................................................................................................... 63 
表 20  AHDB 命令の構成 ............................................................................................................................................................................................... 68 
表 21 英国におけるチェックオフレート ................................................................................................................................................................... 70 
表 22 農作物別のチェックオフ徴収金額の推移（1,000 英ポンド）................................................................................................................. 71 
表 23 チェックオフ・プログラム存続に関するレファレンダム要求に必要な各セクターの人数推測値 ................................................... 73 
表 24 AHDBポークチェックオフの収入および歳出（2014-2018、単位：1,000英ポンド） ............................................................... 76 
表 25  AHDB 牛肉・ラムのチェックオフの収入及び歳出の推移（1,000 英ポンド） .................................................................................. 80 
表 26  AHDB 乳製品のチェックオフの収入及び歳出の推移（1,000英ポンド） ........................................................................................... 82 
表 27  AHDB 園芸のチェックオフの収入及び歳出の推移（1,000英ポンド） ............................................................................................... 84 
表 28 農産物エージェンシー法の構成 ....................................................................................................................................................................... 89 
表 29 2018/2019 州別チェックオフ用賦課金及びその使途割合 .................................................................................................................... 92 



 

 

平成３０年度    豚肉チェックオフ制度に関する海外調査委託事業 

プロマー・コンサルティング 

表 30 輸入牛肉に対する賦課金額一覧 ....................................................................................................................................................................... 93 
表 31 賦課金による徴収金の推移 ............................................................................................................................................................................... 94 
表 32 チェックオフ・エージェンシー役員の内訳 .................................................................................................................................................. 95 
表 33 賦課金の対象となる輸入品目一覧 ................................................................................................................................................................... 98 
表 34 各国チェックオフ制度の比較 ........................................................................................................................................................................ 102 
表 35  3 カ国豚肉チェックオフ・プログラムの比較 ............................................................................................................................................ 105 
表 36 その他 3品目のチェックオフ・プログラム比較 ...................................................................................................................................... 107 
  



 

 

平成３０年度    豚肉チェックオフ制度に関する海外調査委託事業 

プロマー・コンサルティング 

注） 

 

 

 

[本事業担当者] 
プロマー・コンサルティング 

吉田 里絵   常務取締役  責任者兼調査マネジャー 

カルデナス イバン  シニアコンサルタント 事業調査マネジャー 

神山 友宏   リサーチアナリスト  調査マネジャー（補佐） 

林田 淳子   アナリスト  調査員 

櫻本 真帆   アナリスト  調査員 

上間 茉莉      リサーチアナリスト  調査員 

ユアン ガオ   リサーチアナリスト  調査員 

 

Tuttle Taylor & Heron      海外調査カウンターパート（米国） 

Agri-food and Bioenergy Consulting Ltd.   海外調査カウンターパート（英国） 
  
 

 

 本事業は、農林水産省の委託により、プロマー・コンサルティングが実施したものであり、本報告書の
執筆の責任はプロマー・コンサルティングにある。 



 

 

平成３０年度    豚肉チェックオフ制度に関する海外調査委託事業 

プロマー・コンサルティング 

換算レート 
換算レートは特に注記の無い限り以下を使用した。 
なお、本文中のドルは特に注記の無い限り米ドルを指す。 
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2016 108.7 0.74 1.33 
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出所）JETRO  
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1  序章 

1.1 調査目的 

平成 30 年度豚肉チェックオフ制度に関する海外調査委託事業は、平成 28 年 11 月に制定された農業競

争力強化プログラム1に定められた「6 チェックオフ導入の検討」の着実な実施に向け、既に豚肉に対す

るチェックオフ制度（以下「豚肉チェックオフ制度」という。）を導入している先進国を対象に法制化まで

の経緯や制度運営の現状等を把握し、我が国において国産豚肉に対するチェックオフ制度を法制化する際

に検討の材料とすることを目的とする。 

1.2 調査内容 

上記の調査目的を踏まえ、本事業では以下の 3 か国のチェックオフ制度について調査し、さらに単独の

作物のチェックオフ・プログラムについても情報及び現状を整理した。 

上述の国におけるチェックオフ制度について、背景及び概略をまとめた。現地調査については対面式で

のインタビューを行い、他の対象国は電話やメールにてインタビューを行った。豚肉に関し、英国は、米

国と同様、既にチェックオフ制度を実施している点、さらに、我が国と同様島国であり、かつ自給率が 50%

程度である点を考慮し、調査を行った。カナダでは、豚肉チェックオフはまだ法制化されていないものの、

公聴会を終え、チェックオフ制度の導入に向けまさに動いているところであり、チェックオフ制度の法制

化までの経緯や付随する問題点・課題の調査ができると考え、調査対象国に加えた。 

米国及び英国における他の品目の選定理由は以下の通りである。まず牛肉は豚肉と同様に畜産業であり、

かつ米国ではチェックオフ・プログラムが設立された年は豚肉と同じであるため、比較対象として選定し

た。また、米国におけるチェックオフ・プログラムの中で乳製品は 大の規模を有しており、そのプログ

ラム内容も多岐にわたるため、今後のプロモーション実施の際の参考となる事を考慮し、調査を実施した。

後のマッシュルームは、過去に生産者からの訴訟により廃止になった経緯があり、チェックオフ・プロ

グラムと法律の関係及び運営上の課題等について参考になる情報があるため、調査対象品目に加えた。英

                                                      
1  http://www.maff.go.jp/j/kanbo/nougyo_kyousou_ryoku/  

米国 

豚肉 （現地調査を実施） 

牛肉、乳製品、マッシュルーム 

 

英国 

豚肉 

牛肉、乳製品、園芸作物（マッシュルーム含む） 

 

カナダ 

豚肉 
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国の場合もこれらの 3 品目の状況を調べることにより、国ごとの特徴を明らかにするため、同様の調査を

実施した。 

具体的な調査項目は以下の通りとした： 

ア. 豚肉チェックオフ制度の法律の立案・成立過程 

イ. 豚肉チェックオフ制度の法律と憲法上の諸規定（財産権、思想・良心の自由等）との整合性 

ウ. 豚肉以外の品目のチェックオフ制度の法律との違い（内容及び運用方法） 

エ. チェックオフ制度の法律運用（法律の適用免除・継続・廃止）に係る過去の訴訟事例 

オ. 豚肉チェックオフ制度の法律制定までの生産者の活動 

カ. 養豚生産者の合意確認手法 

キ. 豚肉チェックオフ制度に対する生産者の評価（制度制定から現在まで） 

ク. 豚肉チェックオフ資金を活用した消費拡大活動の内容とその効果（効果測定方法を含む） 

ケ. 消費拡大活動以外の豚肉チェックオフ資金の活用実績の内容とその効果（効果測定方法を含む） 

コ. 事業計画策定機関のメンバーの選出方法 

サ. 豚肉チェックオフ資金の管理体制及び運用方法（徴収も含む） 

シ. 豚肉チェックオフ制度における事業計画の策定方法 

ス. 豚肉チェックオフ資金運用の監査方法 

1.3 調査方法 

本事業を 8 月から 12 月までの間に、下記の 4 段階に分けて実施した。効率的な調査を行うため、経験

豊富な現地カウンターパートを活用した。 

① 米国における豚肉ほか 3 品目、英国における豚肉ほか３品目、及びカナダにおける豚肉のチェッ

クオフ制度についての情報収集、国内でのヒアリング 

② 検討会の設置 

③ 米国における豚肉チェックオフ制度に関する現地調査の実施 

④ 収集した情報のとりまとめ、提出 

 

① 米国における豚肉およびその他３品目、英国における豚肉及びその他３品目、及びカナダにおける
豚肉のチェックオフ制度に関する国内での情報収集 

事業の実施中は継続して関連する様々な情報の収集を行った。また事前情報収集では、現地調査の訪問

先の選別を行った。資料及び事前の電話等による関係機関等への聞き取り等を行い、少ないヒアリング数

で高い効果が得られた。事前情報収集の対象とした項目のうち、統計資料が作成されていないもの（特に

今後の政策動向や豚肉産業の関心事項等）については、現地調査でフォローした。 

主な情報収集先 

以下の機関・団体の出版物及びホームページから主に情報収集を行った。 
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機関・団体 収集先 

米国 

米国農務省 https://www.usda.gov/ 

農業マーケティング局 https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/research-promotion 

全米豚肉ボード https://www.pork.org/ 

米国豚肉生産者協議会 http://nppc.org/ 

牛肉販売促進及び研究ボード https://www.beefboard.org/ 

全国肉牛生産者牛肉協会 http://www.beefusa.org/ 

米国食肉輸出連合会 https://www.usmef.org/ 

DMI 社 https://www.dairy.org 

マッシュルーム協会 https://www.mushroomcouncil.com/ 

米国会計検査院 https://www.gao.gov/ 

米国議会調査局 http://www.loc.gov/crsinfo/ 

アイオワ州立大学 https://www.iastate.edu/ 

英国 

環境・食料・農村地域省 
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food- 

rural-affairs 

農業園芸開発公社 https://ahdb.org.uk/ 

全英農業者連盟 https://www.nfuonline.com 

英国動植物検疫庁 https://www.gov.uk/government/organisations/animal-and-plant-health-agency 

MLC サービス社 http://www.mlcsl.co.uk/ 

園芸作物取引業者協会 https://hta.org.uk/ 

カナダ 

農業農産食料省 http://www.agr.gc.ca/ 

カナダ農産物審議会 http://fpcc-cpac.gc.ca/index.php/en-GB/ 

カナダ肉用牛生産者協会 http://www.cattle.ca/ 

カナダビーフ・チェックオ

フ・エージェンシー 

https://canadabeef.ca/national-check-off/ 

カナダポーク協議会 https://www.cpc-ccp.com/ 

カナダ食肉産業審議会 https://cmc-cvc.com/ 

 

その他の情報収集先 

調査対象国の主要新聞・雑誌等からも情報収集を行った。特に、米国等におけるチェックオフ制度の法

整備及びこれまでの経緯について書かれている以下の文献を参考資料として、報告書に反映した。 

 

 農業と経済：「米国の農産物チェックオフ制度―概要と実態、日本への示唆」平澤 明彦、2017 年 10

月 

 日本養豚協会：「ポーク・ストーリー -アメリカのチェックオフの歴史-」連載、1999 年 5～12 月号 

 養豚チェックオフ協議会：「養豚チェックオフ通信」 

 農畜産業振興機構：「海外における生産者が主体的に行う販売促進活動（チェックオフ制度等）の把

握のための調査結果」平成 27 年度 国産農林水産物・食品への理解増進事業（生産者などが主体的に

需要拡大に取り組む仕組みを検討するための調査業務）報告書、第 III 部、2016 
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 Geoffrey S. Becker, “Federal Farm Promotion (“Check-Off”) Programs” CRS Report for Congress, 

Order Code 95-353, 2008 

 弊社が過去に行った調査事業報告書：「平成 23 年度輸出倍増リード事業のうち主要輸出国の輸出促進

体制調査報告書」農林水産省委託事業、2012 

 

② 検討会の設置 

検討会の構成員は以下の通りである。なお、本事業は我が国における豚肉のチェックオフ制度を調査す

る事業であることを鑑み、一般社団法人日本養豚協会にアドバイザー役として協力して頂き、情報収集・

調査の効率化を図った。 

委員：  

 京都大学 名誉教授     矢野 秀雄 氏※ 

株式会社 農林中金総合研究所 基礎研究部 部長  平澤 明彦 氏 

公益社団法人 畜産近代化リース協会 理事   塩田 忠 氏※ 

一般社団法人 愛知県養豚協会    山口 雅敏 氏※ 

有限会社 横山養豚 代表取締役    横山 清 氏※ 

グローバルピッグファーム株式会社 常務取締役  髙橋 弘 氏※ 

アドバイザー： 

 一般社団法人 日本養豚協会 専務理事   小礒 孝 氏※ 

オブザーバー： 

養豚チェックオフ協議会 事務局    海老原 達之 氏 

※養豚チェックオフ協議会構成員 

 

調査・分析のとりまとめにあたり、有識者との検討会を、現地調査の前後 2 回開催した（9 月 18 日及び

11 月 14 日）。検討会における検討内容は調査内容に沿って、以下のものであった。検討委員会開催後に議

事概要を作成し、検討会の参加者及び農林水産省に提出した。 

 

③ 現地調査の実施 

現地調査では、二次データで得ることが出来ない情報を中心にヒアリング調査を行った。現地調査は 10

月 7 日から 13 日の 7 日間（実働日数は 4 日間）で 23 人のインタビューを実施した。調査対象地域は、首

都のワシントン及び豚肉ボード等の関連機関が本部を構えるアイオワ州を選定した。 

まず、アイオワ州において、米国豚肉ボード、米国豚肉生産者協議会、アイオワ州立大学等へのヒアリ

ング調査を行い、事前調査で得た資料を基に豚肉チェックオフ制度の概要、運用方法、実施状況や新しい

動きについて把握した。 

次に、ワシントンで農務省農業マーケティング局及び専門家等に対してヒアリングを実施した。ヒアリ

ング先は以下のとおりである。全体で 11 件のヒアリングを行った。 
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表 1 インタビュー先一覧 
機関名 ヒアリング日 

米国豚肉ボード 10 月 8日 
米国豚肉生産者協議会 10 月 8日 

Urbandale Fareway Store 10 月 8日 

アイオワ州立大学 10 月 9日 

Fareway Meat & Grocery  10 月 9日 

アイオワ州立大学内アイオワ養豚産業センター 10 月 9日 

生産者 10 月 9日 

専門誌編集者 10 月 9日 
米国農務省農業マーケティング局 10 月 10日 
農産物専門家 10 月 10日 

米国会計監査院 10 月 10日 

 

④ 収集した情報のとりまとめ、提出 

現地調査の情報、検討会の指摘及び追加の文献調査等の結果を盛り込んだ 終報告書案を農林水産省及

び検討会員に提出し、コメント及び指摘を反映した 終報告書は 12 月 21 日に農林水産省に提出した。 
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2 米国におけるチェックオフ制度 

2.1 チェックオフ制度の概要 

チェックオフ制度とは、特定の農産物について生産者から拠出金を集め、市場拡大や販売促進、調査研

究を実施する仕組みである2。チェックオフ制度の特徴として挙げられるのは、①生産者等が強制的に賦課

金を支払う点及び②チェックオフ･プログラムの下で実施されるプロモーション活動は「ジェネリック（品

目一般）」なものでなければならない点である。 

業界全体からの合意を得た業界団体は米国農務省(USDA)にチェックオフ・プログラムの申請を行う。

チェックオフ制度の具体的な運用規定は業界のニーズや実情に合わせて申請団体により作られ、農務省は

その内容を審査し認可する、業界主導の制度である点がもう一つの特徴であるといえる。 

1996 年までチェックオフ制度設立のために新法の成立が必要であったが、1996 年の農産品振興・研究・

情報法3制定以降、チェックオフ制度の設立権限は USDA に移転した。同法では、チェックオフ制度の運

営や設立に関する基本的な枠組みが記載されており、同法の下で設立したチェックオフ制度はみなこの枠

組みに従っている。 

なお、本書では「チェックオフ制度」は仕組み全体の概念を指し、「チェックオフ・プログラム」は、各

生産者団体が「チェックオフ制度」に基づいて設立し、実施している施策の内容や運用規定などを含む実

際の仕組み自体を指す。 

 チェックオフ制度の歴史 

① チェックオフ制度の起源 

米国におけるチェックオフの起源は 1930 年代までさかのぼる。当初は全国レベルではなく州ごとに実

施されていた。世界大恐慌と重なるその時期は、米国全土で農業、産業、観光など国内資源を利用した収

益増加の可能性が模索されていた。州政府協議会4の報告によれば、「1939 年までに、デラウェア州を除く

全州において、農産物の魅力を宣伝するための法規定が設定」されていた。 

現在でも、州レベルでのチェックオフ・プログラムは数百件に及び、米国の生産者 10 人のうち 9 人は

全国又は州レベルの何らかのチェックオフ・プログラムの賦課金を支払っていると言われている5。 

② 全国規模の展開への動き 

世界大恐慌の農業への影響に対応するため、米国政府が 1933 年にニューディール政策を打ち出し、そ

の下で農産物の価格支持制度が導入された。しかし、その後、同制度は過剰な政府介入であるとの批判が

あり、アイゼンハワー大統領の下で保守的な農務長官であったエズラ・タフト・ベンソン氏は価格支持制

度により「農業が社会主義に向かって」いると指摘し、農業への政府介入は「自発性を弱めている」と非

                                                      
2  平澤明彦、「米国の農産物チェックオフ制度－概要と実態、日本への示唆」、農業と経済、2017 年 10月  臨時増刊号 
3  Commodity Promotion, Research and Information Act of 1996 
4  Council of State Governments: 1940 
5  Milov, S. “Promoting Agriculture: Farmers, the State, and Checkoff Marketing, 1935‐2005”, Business History Reviews, 90(3), 
2016 



 
 

10 
 

 

平成３０年度    豚肉チェックオフ制度に関する海外調査委託事業 

プロマー・コンサルティング 

難したが、政策の転換に至らなかった6。 

同じ 1950 年代に民主党は議会で公聴会を開き、長期的な農業政策に関する展望を示し、チェックオフ

制度の導入についても触れた。生産量を減らすことにより価格の安定化を図る価格支持制度とは異なり、

チェックオフ制度では消費を増やすことが価格安定化に寄与するものであるとして、価格支持制度の代替

や補完をする可能性を持つと評価された。生産削減より消費拡大への政策転換について、生産者もまた賛

成であり、チェックオフ制度の導入を求める声が目立った。 

1957 年及び 1958 年、米国連邦議会は食肉の販売促進プログラムの資金繰りを目的とした、家畜に対す

る全国レベルのチェックオフ・プログラムを認可するための法律制定を検討した。法制化を支持する人は、

チェックオフ資金を使った生産者の主体的な取り組みが販売拡大に貢献すると考えた。 

全国レベルの義務的なチェックオフ制度が初めて導入されたのは綿花であり、その内容を定める綿花研

究・販売促進法は 1966 年に可決された。さらに、1996 年には農産品振興・研究・情報法が制定され、同

法の下でチェックオフ･プログラムを設立することが可能となった。 

 チェックオフ制度の法律制定 

前述のとおり、チェックオフ制度自体は 1930 年代までさかのぼり、州単位で実施されていた。しかし、

これらは必ずしも強制的な賦課金制度ではなかった。1960 年代には綿花を皮切りに全国レベルのチェック

オフ･プログラムが設立され、生産者は義務的に賦課金を支払うことが定められた。1996 年には農産品振

興・研究・情報法が制定され、チェックオフ・プログラムの数が増加した。 

農産品振興・研究・情報法が制定される前、各農産物の団体がチェックオフ・プログラムを全国的に進

めるために独立した一つの法律が制定される必要があった。その際、法案が連邦議会の審議及び投票を経

なければならない一方、チェックオフ･プログラムの規定や要件を独自に規定することが出来るという利点

がある7。一方、農産品振興・研究・情報法の下で設立されるチェックオフ・プログラムの場合、議会の審

議を経ることなく設立の権限は米国農務省（USDA）に委ねられるものの、プログラムの基本的な枠組み

は農産品振興・研究・情報法に従わなければならない。 

図 1 チェックオフ･プログラム設立方法の変遷 

 
 出所）プロマー・コンサルティング 

                                                      
6  Edward Lotterman, “Farm Bills and Farmers: The effects of subsidies over time – An analysis of over 60 years of agriculture 
legislation (https://www.minneapolisfed.org/publications/the‐region/farm‐bills‐and‐farmers‐the‐effects‐of‐subsidies‐over‐time) 
7  例えば、鶏卵のチェックオフ法では、ボードの構成員に消費者代表を加えることを定めている。 
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現在実施されている 22 件のチェックオフ・プログラムのうち 10 件は同法制定前から実施されているも

のであり、個別の法律が制定されている。農産品振興・研究・情報法が成立した 1996 年以降に設立され

た 12 件のチェックオフ・プログラムのうち、10 件は同法に基づいたものであり、2 件（ハス・アボカド

及びポップコーン）は独立した法律の下で設立された。なお、同法に基づくか個別のチェックオフ法を制

定するかは、各業界が選択することとなっている8。 

③ 農産品振興・研究・情報法 

1996 年に成立した同法により、連邦議会がチェックオフ･プログラムの設立権限を USDA に委譲した。

具体的には、USDA が特定品目の業界団体からの申請に基づき、審査の後「命令（order）」を発出するこ

とにより、チェックオフ・プログラムが施行される。同法はチェックオフ・プログラム設立のための基本

的な枠組みを定めており、同法の下で設立されるチェックオフ･プログラムは同枠組みに従って運営される

                                                      
8  https://www.usda.gov/oig/webdocs/01099‐0032‐Hy.pdf 

対象品目 設立年 根拠法 

綿花 1966 綿花研究・振興法 
ばれいしょ 1972 ばれいしょ研究・振興法 

鶏卵 1976 鶏卵研究・消費者情報法 

乳製品 1984 乳製品安定化法 

牛肉 1986 1985 年牛肉振興・研究法 

豚肉 1986 1985 年豚肉振興・研究・消費者情報法 

すいか 1989 すいか研究・振興法 

大豆 1991 大豆振興・研究・消費者情報法 

牛乳 1993 1990 年飲用牛乳振興法 

マッシュルーム 1993 1990 年マッシュルーム振興・研究・消費者情報法 

ポップコーン 1997 ポップコーン振興・研究・消費者情報法 

落花生 1999 1996 年農産品振興・研究・情報法 

ブルーベリー 2000 1996 年農産品振興・研究・情報法 

ハス・アボカド 2002 2000 年ハス・アボカド振興・研究・情報法 

ラム肉 2002 1996 年農産品振興・研究・情報法 

マンゴー 2004 1996 年農産品振興・研究・情報法 

はちみつ 2008 1996 年農産品振興・研究・情報法 
ソルガム 2008 1996 年農産品振興・研究・情報法 

軟質木材 2011 1996 年農産品振興・研究・情報法 

加工ラスプベリー 2012 1996 年農産品振興・研究・情報法 

クリスマスツリー 2014 1996 年農産品振興・研究・情報法 

紙・包装資材 2014 1996 年農産品振興・研究・情報法 

出所）GAO, “ Agricultural Promotion Programs ‒ USDA could build on existing efforts to further 
strengthen its oversight” November 2017 

表 2 実施中のチェックオフ・プログラム、設立年と根拠法の一覧 



 
 

12 
 

 

平成３０年度    豚肉チェックオフ制度に関する海外調査委託事業 

プロマー・コンサルティング 

ことになる。そのため、農産品振興・研究・情報法は「ジェネリック法」と呼ばれることがある9。同法の

成立以降、ほとんどのチェックオフ・プログラムはこの法の下で設立されていることから、ここでは同法

について説明する。 

同法の目的は、特定品目の「ジェネリック（品目一般）」な販売促進、研究及び情報に関する活動を通じ

て以下の 4 点を達成する事である10： 

ア. 市場におけるジェネリックな特定品目の地位強化 

イ. 特定品目の有する国内外市場の維持または拡大 

ウ. 特定品目のための新たな市場または新たな用途の開拓 

エ. 生産者の目的達成のための支援 

これらの目的を達成するための資金は生産者や輸入業者等の流通業者から販売額の一部を差し引くこと

により調達し、業界関係者等で構成されるボードがこれを運営する。一方、ボードの構成員の任命権は農

務長官にあり、さらにボードの行う活動を監督する機関として USDA 内の農業マーケティング局（AMS）

が定められている11。農産品振興・研究・情報法の下で設立されたチェックオフ･プログラム以外のプログ

ラムについても AMS が監督機関として機能する。 

農産品振興・研究・情報法は 1996 年の農業法（Farm Bill）の一部として成立しており、同法の第 5 部

（TITLE V）の「農業販売促進12」に記載されている。同法は 15 条からなっており、チェックオフ･プロ

グラムを設立する際の要件を定めている。 

新しくチェックオフ・プログラムを設立するにあたり、USDA は命令を発出しなければならない。その

ためには、チェックオフ・プログラムを設立したい業界団体からの申請が必要である。申請する団体は①

特定品目の生産者、②特定品目の第一次取扱者（firsthandler13）またはその流通チェーンに関わる関係者、

及び③賦課金の対象となる輸入品目の輸入業者に限られる（同法第 514 条）。 

第 515 条では命令に含まれなければならない必要項目として以下の通り定められている： 

 

                                                      
9  USDA, “Guidelines for AMS oversight of commodity research and promotion programs”, September 2015 
10  Commodity Promotion, Research, and Information Act of 1996, SEC. 512 
11  なお、委員会が海外で行う活動については海外農業局（FAS）が監督する。 
12  Agricultural Promotion (https://www.congress.gov/104/plaws/publ127/PLAW‐104publ127.pdf)  
13  第一次取扱者とは、特定の農産物を生産者から 初に販売目的で購入した者を指す。ただし、生産者が消費者に直

接販売した場合、第一次取扱者は生産者となる（同法第 513条） 

第511条 法の短縮名 第519条 命令申請または見直し 
第512条 意義及び目的 第520条 強制執行 
第513条 定義 第521条 監査及び召喚権限 
第514条 命令発出 第522条 停止または廃止 
第515条 命令に含まれる必要項目 第523条 命令の修正 
第516条 命令に含まれる任意項目 第524条 他法との関連 
第517条 賦課金 第525条 規定 
第518条 レファレンダム（信任投票）   
出所）Federal Agriculture Improvement and Reform Act of 1996 

表 3 農産品振興・研究・情報法の構成 
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ア. ボードに関する規定 

i. その設立 

当該品目の振興・研究・情報法及び命令に記載されるプログラムを運用するボード

が設立されなければならない旨記載。 

ii. ボードの委員数 

農務長官と申請団体が協議して決めた委員の数。 

iii. 任命方法 

農務長官が任命する権限がある旨を明記する。賦課金の対象となる者から選ばれる

が、農務長官の判断で一般公衆から委員を任命することも可能。 

iv. 選出方法 

命令で規定された方法で選出された者から農務長官が任命。 

v. 地理的分配 

ボードは当該品目の国内生産及び輸入の量又は額の分布を反映しなければならない。 

vi. 委員の分配修正規定 

委員の地理的配分を 3-5 年ごとに改訂しなければならない。 

vii. 会合及び空席が生じた際の通報 

ボード会合が開催される場合は必ず AMS に通知しなければならない。 

viii. 任期（再選の可否などを含む） 

ボードの委員の任期は 3 年と規定、再選は 1 度のみ可能。 

ix. 報酬（旅費等） 

委員は無報酬だが、ボードが認めれば日当または旅費の支払いは可能。 

イ. ボードの権限 

ウ. 禁止事項 

エ. 活動及び予算 

オ. 契約関係 

カ. ボードの記録（監査を含む） 

キ. 定期的な評価作業 

ク. 関係者（生産者等）に関する記録及び会計記録 

さらに、必要項目ではないものの、必要に応じて以下の項目は任意で定めることが可能である： 

ア. 例外事項（零細生産者の賦課金支払い免除等の規定） 

イ. 賦課金が一律でない場合の規定 

ウ. 活動内容の詳細（振興・研究・情報法の範囲内であることを明記） 

エ. 積立金 

オ. 控除（州チェックオフ・プログラムがある場合や生産者組合の場合等） 

カ. 輸入品への賦課金 

チェックオフ資金の支払い対象となっている者は、命令内容の見直しを申請することが出来る（第 519

条）。申請先は農務長官であり、農務長官は申請者からの説明を受けた後、命令を見直すかどうかを決定す

る。農務長官の決定に不服がある場合は、決定から 20 日以内に地区裁判所にてその旨を申し立てること

が出来る。 

また、命令で決められた内容に従わない場合は農務長官が地区裁判所にて民事訴訟を行うことが出来る。

違反の対象者に対して農務長官が書面にて通知を行い、履行されない場合は司法長官(Attorney General)

を通じて法的手続きが採られる。なお、実際には、違反者に対してチェックオフ・ボードがまず働き掛け
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を行うことが前提であり、それでも履行されない場合のみ農務省が介入する。これまで裁判まで至った事

例は非常に少ない。 

チェックオフ・プログラム設立のための具体的な手続き及び賦課金やレファレンダム等の詳細規定につ

いては、次章の運用の部分で説明している。 

 チェックオフ制度の運用 

米国におけるチェックオフ・プログラムには、州レベルのものと全国レベルのものがあり、対象となる

商品は数百種類ある。全国レベルで運用されている農産品には豚肉、牛肉、乳製品、クリスマスツリー等

22 品目があり、基本的な仕組みは「生産者が販売する 1 単位ごとに強制的に賦課金を支払う」ことである。

賦課金は、生産者の委員からなるボードに集められ、販売促進や研究活動に使用される。品目の生産や取

扱高の規模によって集金される金額が異なり、2016 年では 小のチェックオフ・ボードはポップコーン

（600 万米ドル）であった一方、 大は乳製品で、賦課金総額は 3.3 億米ドルに達した。同年の 22 品目の

チェックオフ資金総額は 8.9 億米ドルであった。 

これらチェックオフ・ボードの活動を監督するのは前述の AMS である。AMS はチェックオフ・ボード

監督の他に、穀物調達プログラム、穀物検査業務、有機認証プログラム、保管・倉庫検査業務等を所掌と

している14。 

農産品振興・研究・情報法の第 515 条に記載されているが、AMS の監督業務にかかるコストはチェッ

クオフ・ボードから拠出されなければならない。監督業務コストは年間事業計画及び予算の審査、契約関

係の確認または広告などの内容審査などと多岐にわたる15。 

                                                      
14  https://www.ams.usda.gov/about‐ams 
15  GAO, “Agricultural Promotion Programs – USDA could build on existing efforts to further strengthen its oversight” November 
2017 

品目 賦課金額 品目 賦課金額 

乳製品 332.1 落花生 9.6 

牛乳 94.8 ソルガム 9.4 
大豆 89.5 ブルーベリー 7.9 
綿花 74.1 マンゴー 7.4 

豚肉 70.3 はちみつ 6.7 

ハス・アボカド 54.7 マッシュルーム 5 
牛肉 39.1 すいか 3.5 

紙・包装資材 24.3 ラム肉 2.4 

鶏卵 23.6 クリスマスツリー 1.7 
ばれいしょ 14 ラズベリー 1.6 

軟質木材 13.2 ポップコーン 0.6 
  総額 885.5 

出所）GAO, “ Agricultural Promotion Programs ‒ USDA could build on existing efforts to further strengthen 
its oversight” November 2017 をもとにプロマー・コンサルティング編集 

表 4 2016 年の品目別チェックオフ資金額（百万米ドル） 
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AMS の具体的な監督内容は大きく分けて以下の 5 項目と規定されている。 

ア. 委員の任命 

イ. 事業計画及び予算の承認 

ウ. 財務・会計活動の確認 

エ. 契約関係の確認 

オ. 広報活動 

AMS では特にボードの運営は法律及び命令に沿ったものであるかどうかという点及び、事業内容（調

査研究およびプロモーション）がロビー活動に当たらないか、そして広報内容は他品目の誤った内容を伝

えていないか、または誹謗していないかを確認している。また、生産者等からの指摘があった場合に、ボ

ードから資料を取り寄せる等して事実確認を行うこともある。また、法律で定められているものではない

が、ボード内または業界内で問題発生した場合に AMS が問題解決のためのアドバイスや調整を行うこと

もある。 

AMS は 12 の部門（Program）に分かれており、有機部門、穀物調達、科学技術や情報技術部門の他に、

品目別の部門が４つある。これらの 4 部門の中の研究・振興課（Research & Promotion Division）がチ

ェックオフ・プログラムを監督している。各部門の研究・振興課では、チェックオフ・プログラムの日々

の活動は法律に沿って行われているかどうかを確認する「マーケティング・スペシャリスト」が置かれる。

マーケティング・スペシャリストはまた、3 年ごとにチェックオフ・ボードの運営評価作業も実施する。

これは、ボードが命令にある規定及び AMS の手続きを適切に従って運営されているかどうかを確認する

作業である16。それ以外に会計部分の検査を行う者や予算の検査を行うスペシャリストが各分野に置かれ

ている。 

 

表 5 AMS 内のチェックオフ・プログラムの分類 
部門 対象品目 

綿花及びたばこ17 綿花 
乳製品 乳製品、牛乳 
畜産、養鶏及び油糧種子 牛肉、鶏卵、ラム肉、豚肉、ソルガム、大豆 
特別作物 クリスマスツリー、ハス・アボカド、ブルーベリー、はちみ

つ、マンゴー、マッシュルーム、紙・包装資材、落花生、ポ
ップコーン、ばれいしょ、ラズベリー、軟質木材、すいか 

出所）GAO, “ Agricultural Promotion Programs ‒ USDA could build on existing efforts to further strengthen its oversight” 
November 2017をもとにプロマー・コンサルティング編集 

各部門の研究・振興課長（Director）と AMS の局長室が四半期ごとに集まる「研究・振興委員会」で

は、各チェックオフ･プログラムの活動内容について情報共有が行われる。AMS 内で約 30 人のスタッフ

がチェックオフの監督業務に従事しており、豚肉のチェックオフ・プログラムを監督する畜産・養鶏及び

油糧種子部門の振研究・振興課は 6 人体制である。 

 

 

                                                      
16  https://www.gao.gov/assets/690/688519.pdf p. 8 
17  部門は「綿花及びたばこ」だが、チェックオフ・プログラムは綿花のみである。 
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図 2 AMS 内のチェックオフ・プログラム監督体制図 

 

出所）GAO, “ Agricultural Promotion Programs ‒ USDA could build on existing efforts to further strengthen its oversight” 
November 2017を基にプロマー・コンサルティング作成 

以下では、チェックオフ・プログラムの運用に関わる詳細規定や内容について説明する。 

① チェックオフ・ボード設立の要件 

チェックオフ・プログラムを開始する際は、まず、当該農産物の生産者からなるボードを設置する必要

がある。委員は業界から選出され、農務長官が任命する。USDA は、委員について以下の方針を掲げてい

る。 

 人種、皮膚の色、宗教、出身国、年齢、性別、性的指向、障害、配偶者の有無、家族構成、

政治信念、親の社会的地位、生活保護の支給有無等に基づくことなく、全ての人にオープン

であること 

 女性、マイノリティー、障害者を含め、チェックオフ･プログラムにある多様性を反映させ

ること 

 また、ボード設置に関して、次のように定めている18。 

ア.  委員の数 

各ボードは、農務長官とその農産物の業界が話し合って決めた人数を含むこととしている。また、農務

長官は、委員の代理を立てることが可能である。農務長官は、委員（及び代理）を当該農産物の生産者、

第一次取扱者、その他関係者からふさわしいものの中から任命する。輸入品が賦課金の対象である場合は、

農務長官は輸入業者からも委員を任命し、さらに代理がいる場合には代理としても任命する。また、一般

人から任命することも可能である。 

また、委員の任命に当たっては、ボードが当該農産物の産業を公正で公平なものとするために、米国に

おける当該生産物の地理的分布及び米国に輸入された当該生産物の量または額を反映させなければならな

い。3 から 5 年に 1 度、対象となる農産品の米国内の地理的分布及び輸入量又は価格を再調査しなければ

ならない。調査の結果、委員の再構成をする必要がある場合には、農務長官に対し提示しなければならな

い。 

委員の任期は 3 年である。また、再選は 2 期までとし、連続して 3 期以上の再選は不可能であるが、農

                                                      
18  Commodity Promotion, Research, and Information Act of 1996, Sec. 515 
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務長官が後任の委員を任命するまでは委員を継続しなければならない。委員の空席が出た際は、関連業界

へ通知し、法に従って委員を決定しなければならない。また、報償は支給されない。旅費については、ボ

ードで認められた場合には、合理的な旅費（日当または自宅や職場から生じた実費）については建て替え

た上で支払われる。 

イ. ボードの権限 

同法では、ボードの権限及び義務について、（1）命令の遵守及び賦課金の徴収、（2）機能するために必

要な細則等の農務長官への提出、（3）会合の開催、議長の決定、ボードの開催、（4）事務職員等の雇用、

（5）包括的広報活動、調査、情報提供活動の実施、（6）会計年度ごとに賦課金の額・レート案の農務長

官への提出、（7）必要に応じて、ボード業務開始のための資金の借入れ、（8）事業実施のための諸契約や

取り決めの締結、（9）賦課金から活動資金の支払い、（10）活動報告の作成及び農務長官への提出、（11）

命令違反に関する告発、調査及び農務長官への報告、（12）命令修正案の提出などが記されている。 

ウ. 禁止事項 

同法では、行政及び政府の活動、または政策に影響を与える活動への賦課金の使用（命令修正案を農務

長官へ提出する行為を除く）、他の農業作物について誤っている、または誤解を招く恐れのある活動や他作

物を誹謗する活動の実施を禁じている。 

エ. 活動及び予算 

包括的促進、調査、情報活動の実施にかかる予算は、年度が開始する前に予算案を農務長官に提出し承

認を受ける必要がある。なお、ボード設置から 3 年経過した後は、賦課金及びその他収入の 15％以上を運

営費として支出することはできなくなる。 

② チェックオフ・プログラムの申請手続き 

特定作物の業界団体等がチェックオフ･プログラムを実施する場合には、業界内で調整を行い、チェック

オフ･プログラムで何を目指し、誰を対象に賦課金を課し、どれくらいの賦課金を設定し、得た資金でどう

いった活動を行うかなどについて合意を形成しなければならない。業界内の合意とは具体的に、州協会ま

たは生産者協会、輸入業者協会、パッカーまたは他の関連事業者からの支持表明書の提出等を指す。 

合意形成に至った後、USDA に対して提案書の提出が必要となる。提案書には以下の事項が記述されて

いなければならないとしている19。 

ア. 業界の分析（生産量、生産額、地理的分布、輸入等に関する情報を含む） 

イ. 申請するチェックオフ・プログラムの妥当性（販売量の減少や価格低下など現在業界が抱え

ている問題点の記述、チェックオフ・プログラムを実施することが問題解決にどのように資

するのか、どのような選択肢がありなぜ他方が否決されたのか、プログラムの事務管理費用

を差し引いた後の額がプログラム実行に十分な資金か、残っている資金でプログラムを効果

的に実施できるのか等） 

ウ. チェックオフ･プログラムを通じて達成したい目的 

エ. 小規模農家に与える影響 

オ. 業界の十分な支持を受けているかどうか 

                                                      
19  USDA/AMSホームページ”How to Propose a New R&P Program” 

（https://www.ams.usda.gov/rules‐regulations/research‐promotion/how‐to‐propose）  
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カ. 発出する命令の草案（全体的な内容、ボード、プログラム、計画、賦課金、費用、報告方法、

事前レファレンダム手順など詳細に述べたもの） 

提案書を提出すると USDA が提案書を審査し、同提案書を元に命令案を連邦官報20に掲載する。命令案

の廃止や修正等に関する意見を募集する機会が設けられる（パブリックコメント）。それ以外に USDA は

公聴会を開催することもできる。 

命令案に対するコメントがあった場合、USDA がこれを確認する。命令案に反映すべきコメントがある

と USDA が判断した場合、それを 終命令（final order）に反映させる。この結果、チェックオフ・プロ

グラムの実施は業界に恩恵をもたらし、農産品振興・研究・情報法の目的に沿ったものであると判断した

場合は、以下の手続きを行う： 

ア. 事前レファレンダム（信任投票）を選択した場合、 終命令案が提示され、同案に対するレ

ファレンダムが実施される。レファレンダムで業界から承認を得られた場合、プログラムの

実施を示す 終命令が発行される。 

イ. 事後レファレンダムを選択した場合（要求レファレンダム）、プログラムの実施を示す 終

命令がその時発行される。 

ボード設立総会で、ボードはチェックオフ・プログラムの細則、職員、事務所の所在地、賦課金の徴収

方法とその報告書の形式と手順、賦課金の推奨レート（金額が命令に記載されていない場合）、予算及び活

動計画等について協議を行う。賦課金の金額、予算及び活動計画は審査及び承認のため USDA に提出しな

ければならない。賦課金の金額が命令にあらかじめに記載されていない場合は、賦課金徴収が始まる前に

細則を制定する必要がある。 

農務長官が賦課金の金額、予算及び活動計画を承認すると、チェックオフ･プログラムが運用可能となり、

賦課金の徴収を開始できる。 

図 3 チェックオフ・プログラム開始までの手順 

 
出所）農産品振興・研究・情報法を元にプロマー・コンサルティング作成 

                                                      
20  Federal Register 
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③ レファレンダム（信任投票）に関する規定 

ア. 事前レファレンダム（initial referenda） 

業界関係者がチェックオフ・プログラムの設立を認めるか否かに関する信任投票である。この 初の投

票を実施するのは農務長官である。投票に参加できるのは、該当する農産物の生産者及び販売者、並びに

輸入業者である。 

イ. 要求レファレンダム（required referenda）または事後レファレンダム 

業界関係者がチェックオフ・プログラムの存続を希望するか判断するため、農務長官がレファレンダム

を実施することができ、実施時期は賦課金の初回徴収が行われてから 3 年以内と定められている。ただし、

上述（１）の事前レファレンダムを実施している場合には、この要求レファレンダムを実施する必要はな

い。 

ウ. その他のレファレンダム（subsequent referenda, other referenda） 

上記以外の信任投票を行うための条件として、①チェックオフ･プログラム開始後 7 年以内の場合、②

ボードからの請求を受けたとき、または③有権者のうち 10％以上がレファレンダムの開催を求めたとき、

農務長官は、生産者等業界関係者がチェックオフ・プログラムの存続を希望するか判断するためにレファ

レンダムを実施しなければならない。 

いずれのレファレンダムにおいて投票結果は以下の条件のいずれかの過半数で決定される（条件は選択

可能である）： 

i. 投票した者の過半数の場合 

ii. 賛成した者の当該農産物生産量の合計が過半数の場合 

iii. 賛成した者が投票者数の過半数を占め、なおかつ当該農産物生産量の合計が過半数の場合 

前述のとおり、チェックオフ・プログラム発足に関するレファレンダムは事前（プログラム開始前）ま

たは事後（プログラム開始後 3 年以内）のいずれかを選択することが出来る。事前レファレンダムの場合

は、事業活動の実態が把握しにくく、またはプログラムの概念に対して信任を行うというデメリットがあ

る一方、プログラムが始まってから投票を実施する事後レファレンダムの場合、生産者がプログラムの内

容とその成果を見て判断することが出来るが投票率が低いとの指摘がある。農産品振興・研究・情報法が

成立する 1996 年以前のチェックオフ・プログラムの多くは事前レファレンダムのみ規定していた経緯が

あり、事業開始前から投票で否決された事例がある（牛肉等）。 

④ 賦課金の徴収方法21 

同法では、賦課金の徴収を義務付けている。賦課金は生産者の販売価格から天引きされる。賦課金の対

象は、米国内で生産及び売買される農産品については「 初に販売目的で購入した者」が、また、米国に

輸入される農産品については輸入業者が、それぞれボードに支払うことと定められている。輸入品に対す

る賦課金を課す場合は、国内生産品と同等または相応のレートとなることが求められる。 

課金単位は、販売金額ベースのものと販売数量ベースのものとがある。徴収金額はほとんどの場合、対

象となる農産物の価格の 1%以下に設定されており、賦課回数は原則 1 単位につき 1 度である。賦課金の

額または率については、ボードが農務長官へ提出し許可された額または率（複数も可）を使用する。賦課

金の未払いについては、期日に間に合わなければ利子をつけること、また、利率については農務長官が決

                                                      
21  Commodity Promotion, Research, and Information Act of 1996, Sec. 517,   
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定するとされており、罰則規定が設けられている。また、納付者からボードへの送金方法や回数は各プロ

グラムが定めることが出来る。 

なお、農産品振興・研究・情報法が出来る前に設立された大豆のチェックオフ・プログラムの場合、生

産者からの申し出があれば、条件付きだが賦課金の払い戻しが可能となっている22。 

 

表 6 米国における賦課金のレート一覧 
項目 金額 

豚肉 販売額 100米ドルあたり0.40 米ドル 
鶏卵 30 ダースあたり10米セント 
ラム肉 生産者：1パウンドあたり0.007 米ドル 

第一次取扱者：1頭あたり0.42 米ドル 
牛肉 1 頭あたり 1米ドル 
クリスマスツリー 1 本の切り倒しにつき0.15 米ドル 

ただし、生産及び輸入が年間500本未満の場合は免除 
綿花  1 ベールあたり1米ドル 
飲用乳  1 ハンドレッドウェイトあたり0.20 米ドル 
ハス・アボカド 1 パウンドあたり0.025 米ドル（国産・輸入） 
ブルーベリー 1 トンあたり18米ドル（国産・輸入） 
マッシュルーム 1 パウンドあたり0.0055米ドル（国産・輸入） 
乳製品 国産乳：1ハンドレッドウェイトあたり0.15 米ドル 

輸入乳製品：1ハンドレッドウェイトあたり0.075 米ドル 
はちみつ 1 パウンドあたり0.015 米ドル 
マンゴー 1 パウンドあたり0.0075米ドル（国産・輸入） 
落花生 生産額の 1% 
ばれいしょ 1 ハンドレットウェイトあたり0.03 米ドル（国産・輸入） 

（生産 5エーカー以下の生産者は対象外） 
ラズベリー 1 パウンドあたり0.01 米ドル 
すいか 1 ハンドレッドウェイトあたり0.06 米ドル（国産・輸入。国

産については、生産者及び業者が0.03 米ドルずつ負担） 
紙・包装資材 1 ショートトンあたり0.35 米ドル（国産・輸入） 
ポップコーン 1 ハンドレッドウェイトあたり0.06 米ドル 
軟質木材 1,000 ボードフィートあたり0.35 米ドル 
ソルガム グレーンソルガム：市場価格の0.6％ 

飼料・サイレージ・干し草：市場価格の0.35% 
大豆 市場価格の0.5% 

出所）USDA/AMSホームページからプロマー・コンサルティング作成 

⑤ 賦課金の免除 

2004 年から有機（オーガニック）または完全有機で生産、取扱い、販売、加工、製造、育成する場合は、

賦課金の支払いを免除される23。 

                                                      
22  https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE‐2010‐title7/pdf/USCODE‐2010‐title7‐chap92.pdf 
23  https://www.ams.usda.gov/rules‐regulations/research‐promotion/pork 
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⑥ 賦課金の用途 

チェックオフ資金の使途は幅広い活動に対して利用されているが、これら活動の目的は、対象としてい

る産品の消費拡大及び生産力向上のための研究支援とされている。また、チェックオフ資金を使用してプ

ロジェクトを実施する際は、農務長官の承認を得る必要があり、定期的に評価作業を行うことが義務付け

られている。事業活動を実施するにあたり、ボードは生産者団体に業務を委託することが可能である。 

ア. 消費拡大 

米国のチェックオフを利用した消費拡大では、「ジェネリック（品目一般）」な販売促進活動のみ許可し

ており、特定のブランドの販売促進は禁止である。「ジェネリック」な販売促進で伝えられるのは、特定の

産物やその基本的な特徴についての情報であり、特定の品種、農場または生産者を誇張して宣伝してはな

らないとされている。これは、個々のブランドの宣伝をするよりも包括的な宣伝をする方が市場の拡大に

つながるのみならず、大規模な宣伝が困難な個人経営農家や小規模農家にも利益をもたらすとの考えから

である24。チェックオフ･プログラムではジェネリックな販売促進のみ認められているため、多様性に富み、

複雑な特徴を持つ農産物の場合には、宣伝の方針を調整するのに時間がかかる。 

他方で、AMS によれば、認証制度のある特定の品目（例：認証付きアンガス種牛肉）の広報活動が可

能であるが、それはケースバイケース及び各チェックオフ・プログラムの細則内容による。 

また、多くのチェックオフ･プログラムではロゴを作っており、宣伝内容やターゲット層は広告代理店等

と協力して作り上げている。 

販売促進は国内外の市場に対して行っても良く、農産物によっては輸出促進機関が別途存在する場合、

資金を委託したり、または共同でプロモーション活動を行ったりすることで、相乗効果を狙う場合も見ら

れる。ほかの団体やプログラムと共同で行う 大のメリットは、投資資金のレバレッジ効果であり、輸出

品目であるソルガム、大豆、牛肉または豚肉等の農産物の場合に見られる。ソルガムのチェックオフ・ボ

ードは米国穀物協会25、牛肉及び豚肉のチェックオフ・ボードは米国食肉輸出連合会26にそれぞれ販売促進

資金の一部を提供している。さらに、これらの輸出団体は、USDA の別のプログラム27から資金を得てお

り、大規模に海外市場の開拓活動を行っている。 

イ. 調査研究 

調査研究は、「農作物のイメージ、望ましさ、使途、市場性、生産性、商品開発及び品質を向上させるた

めの試験、研究、分析」と定義されている28。消費拡大のプログラムと同様、調査研究活動においても、

ほかの機関との連携による相乗効果の向上を狙う取り組みがみられる。調査研究資金を使い、大学と共同

で研究プロジェクトを実施したり、または公的の研究機関の特定のプログラムを支援したりする活動がみ

られる。 

なお、農産品振興・研究・情報法以前のチェックオフ・プログラムの場合の「調査研究」の定義が異な

る場合がある。例えば、牛肉の場合、生産に関する調査研究はチェックオフ・プログラムの対象になって

いない。 

また、既に述べているとおり、チェックオフで得られる資金の利用が禁止されている活動として政治活

動が明記されており、AMS がその点を監督している。AMS がチェックオフ・ボードに対して配布してい

                                                      
24  7U.S.C. Code  §7411 
25  US Grains Council 
26  US Meat Export Federation 
27  市場アクセスプログラム（MAP）、新興市場プログラム（EMP）または海外市場開拓プログラム(FMDP)。 
28  Commodity Promotion, Research, and Information Act of 1996, SEC. 513 (13) 
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る「農産品振興・研究・情報プログラムの AMS 監督ガイドライン29」では、特に「政府の政策(Government 

Policy)」に関わる活動の規定を詳細に示している。 

⑦ チェックオフ活動及び資金運用の監査 

チェックオフ・ボードはチェックオフ･プログラムで行われる活動の記録を取り、農務長官に提出しなけ

ればならない。また、資金運用については、毎年度末に独立監査人による監査を受け、監査報告書を農務

長官に提出することが義務付けられている。 

⑧ 停止または廃止 

チェックオフ･プログラムの停止（suspension）または廃止（termination）について記載している第 522

条では、農務長官が同プログラムを停止または廃止する権限を有していると明記されている。農務長官が

その判断をするための条件が 2 つ定められている。一つは同プログラムが農産品振興・研究・情報法の目

的に寄与する意図がないと農務長官が判断した時であり、もう一つは信任投票により同プログラムは信任

投票した者にとって恩恵を与えないと農務長官が判断したときである。信任投票の結果、命令が否決され

た場合、否決された日から 180 日以内に農務長官が賦課金の徴収を停止または廃止し、速やかに活動を終

了させなければならないと定められている。停止または廃止にするかについては特に規定はなく、農務長

官が判断する。なお、これまで停止になったチェックオフ・プログラムはなく、信任投票の結果を受け農

務長官が廃止を命じたプログラムは豚肉チェックオフを含めて複数あるが、その後規定の変更などが行わ

れ、存続しているものもある。 

なお、チェックオフ・プログラムが廃止になった場合、残った資金を既存プログラムに充ててなくなる

まで消化される。 

                                                      
29  AMS, “Guidelines for AMS oversight of commodity research and promotion programs” Appendix 2 September, 2015 

認められる活動 認められない活動 

研究及び販売促進プログラムに関する規制変更への働き
かけ 

法規制への働きかけ 

連邦政府、州政府または地方政府の当局者に対する情報の
提供。ただし、中立なものとし、具体的な行動方針を述べ
てはならない。 

法規制に関する国民の意見に影響を与えようとすること 

連邦政府、州政府または地方政府の当局者に対する研究結
果の報告。ただし、行動方針が含まれてはならない。 

連邦政府、州政府または地方政府の立法機関の職員と接触
し法律に影響を及ぼそうとすること 

連邦規定に関する意見の提供。ただし、同意見は純粋に事
実に基づいたものであり、連邦規定への非難や、行動方針
の擁護するものではならない。 

法律策定や、政府の行動や政策に関わる連邦政府、州政府
または立法政府の役人に影響を及ぼそうとすること 

 
既存の政策または規制に変更をもたらすための行動をとる
こと（法律、命令、規制で認められているものを除く）  
提案された政策及び規制の結果に影響を及ぼす行動をとる
こと（法律、命令、規制で認められているものを除く） 

出典）USDA/AMS “Guidelines for AMS Oversight of Commodity Research and Promotion Programs” Appendix 2 からプロマ
ー・コンサルティング作成 

表 7 チェックオフ資金を用いて行うことが認められている政策関連活動 



 
 

23 
 

 

平成３０年度    豚肉チェックオフ制度に関する海外調査委託事業 

プロマー・コンサルティング 

 チェックオフ制度の評価 

チェックオフ・プログラムの経済的評価について、1996 年の農業法では、 低 5 年に 1 度実施しなけ

ればならないと定められている。また、その報告書を、賦課金を支払うものへの配布及び USDA/AMS へ

提出することが義務付けられている30。チェックオフ・プログラムの評価は経済的な観点から、活動によ

って得られた成果は支出に見合う価値があるか、また、資金は目標達成のために効果的に使われているか

を示すものであり、チェックオフ・プログラムが上手く機能していることを表す材料として使われる。 

経済評価の分析を行うのは独立した大学教授または研究者等である。分析は計量経済モデルを使って、

①信頼性のある手法を用いて、②関係者の便益について分析し、③その結果を専門的でない方法で説明し

ていることが求められる一方で、具体的な手法や用いる指数やデータに関する統一した方針はない 。 

これまでのチェックオフ･プログラムが提出している経済的評価の報告書では、投資した資金に対する利

益を表す指標として費用便益比率（BCR）または投資利益率（ROI）が用いられている。しかし、この指

標を導き出すために計算されるシミュレーションの変数（例：生産量、輸出入量、価格、消費動向、競合

作物の生産動向、政策の変動等）に関する規定がないため、農産物によって内容や変数の数などが異なる

と報告されている。その背景にあるのは、各農産物の事情が異なる点や、チェックオフ・ボードが評価作

業に使える予算が定まっていないからであるといわれている。つまり、評価作業に予算を比較的多く投入

したチェックオフ・プログラムでは、より詳細な経済分析が行われている一方、予算規模が小さいプログ

ラムでは、計算に用いられる変数やデータが少ない傾向がある。 

 チェックオフ制度と憲法の関係 

チェックオフ制度の一つの特徴として、包括的（ジェネリック）な宣伝の実施がある。包括的な宣伝と

は、特定のブランドを宣伝するのではなく産業全体を宣伝することで農産品等の販売促進を狙うマーケテ

ィング手法であり、米国全土で約 10 億米ドルの規模と言われている。この「包括的な宣伝」と米国憲法

修正第一条の「言論の自由」との関係は絶えず議論を呼んでいる。チェックオフ・プログラムにより、生

産者は自分が支持していない言論（宣伝内容）のために資金を強制的に支払わされているとする主張であ

る31。こうした訴訟問題は農作物関連では特に 1990 年代から注目され、数多くのチェックオフ・プログラ

ムが訴訟の対象となっている32。 

包括的な宣伝に関する訴訟で、確認できた中で も古いものは 1997 年に果物生産業者の Wileman 

Brothers がカリフォルニア州で実施されている果実のマーケティングオーダーに対して起こしたもので

ある。マーケティングオーダーとは、チェックオフ制度と同様、特定品目のための研究及びプロモーショ

ンのために強制的に賦課金を課す制度であるが、資金はそれのみでなく、業界内の事情に即した様々な規

格や規制の統一、生産調整や維持等と幅広く使われている33。同訴訟では、賦課金を用いて包括的な宣伝

を強制することは言論の自由を侵していると Wileman Brothers が主張したが、「賦課金を使った宣伝が、

生産者の収益を上げるために生産者個人の権利よりも優先して長らく行ってきた広範な経済政策の一部」

であり、マーケティングオーダーの下では生産者は特定の言論や政治的な立場を強制されていないとする

政府の主張を認める形で、連邦 高裁判所はチェックオフ・プログラムで包括的な宣伝を行うことは合憲

                                                      
30  Title V – Agricultural Promotion, Subtitle A – Commodity Promotion and Evaluation, Sec. 501. Commodity Promotion and 
Evaluation 
31  http://nationalaglawcenter.org/overview/checkoff/ 
32  John M. Crespi and Roger A. McEowen, “The Constitutionality of Generic Advertising Checkoff Programs”, CHOICES 2nd 
Quarter 21 (2) , 2006 
33  https://www.ams.usda.gov/rules‐regulations/moa 
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であるとの判決がなされた34。 

一方、2001 年にはマッシュルームのチェックオフ・プログラムについてユナイテッド･フーズ社が訴訟

を起こしており、地区裁判所でも 高裁判所でも違憲との判決が出されている。マッシュルーム・チェッ

クオフ・プログラムの包括的な宣伝は 1997 年の上述の果物のマーケティングオーダーのような広範なプ

ログラムに付随するものであるとはみなされず、むしろ制度自体の中核であるとみなされた。そのため、

チェックオフ・プログラムの賦課金を利用した包括的なマーケティングは表現の自由を侵しているとして、

違憲との判決がなされた。 

これを機に、同様の主張を以って、他のチェックオフ・プログラムに対する訴訟が起こされるようにな

った。2001 年には Livestock Marketing Association が牛肉のチェックオフ・プログラムに対して、上記

のマッシュルームと同様の主張で訴訟を起こした。地区裁判所でも、控訴裁判所でも原告側の主張が支持

され、 終的な判決は 高裁判所に委ねられた。同年には豚肉、2004 年には乳製品のチェックオフ・プロ

グラムもまた、生産者などから訴えられ、いずれも控訴裁判所で違憲との判決がなされた。 

2005 年に 高裁判所は牛肉チェックオフ・プログラムの包括的な宣伝は合憲であるという判決を出した。

同訴訟では、「包括的な宣伝」は他の形態の宣伝とは異なり、また「強制されたスピーチ（compelled speech）」

ではないとし、「政府のスピーチ」の伝達に使われる税金のようなものであるとの解釈のもと、米国憲法修

正第一条の個人の言論の自由を侵すものではないとして合憲との判決がなされた3536。チェックオフ・プロ

グラムで発信される広告のメッセージは政府が監督しており、プロモーションに使われる一語一句につい

て農務長官の承認を得ているため、 初から 後まで連邦政府が定めているものであるとの解釈であった。

このような解釈は新しく、 高裁判所の判事は「我々はこれまで、政府主導による強制的な補助金を使っ

た政府のスピーチが修正第一条に与える影響を考慮したことがなかった」と述べている37。 

この判決を受け、それまでのチェックオフ制度に関する論争には一応の区切りがつくこととなり、他の

チェックオフ・プログラムも合憲であるとの判決がなされることとなった。 

 

表 8 チェックオフ制度をめぐる主な訴訟事例とその判決 

年 訴訟事例 裁判所の判決及び解釈 
1997年  

Wileman Brothers  対 果実マーケテ
ィングオーダー 

合憲 
賦課金はより広範な経済政策に使われており、宣伝
は付随的なものであり、言論の自由を侵害しない 

2001年  
ユナイテッド・フーズ 対 マッシュル
ーム・チェックオフ 

 
違憲 
チェックオフ制度の下では、賦課金の主要な用途は
プロモーションであり、個人の言論の自由を侵害 

2005年  
Livestock Marketing Association 
対 牛肉チェックオフ 

 
合憲 
強制的な賦課金は税金と同様である。宣言の内容は
政府が監督しており「政府のスピーチ」である 

2005 ‒ 
2018 年 

 
その他のチェックオフ・プログラム（豚
肉、乳製品等） 

 
上記の合憲事例と同様の判決がなされる 

出所）John Crespi, “Are Marketing Orders and Checkoffs in Legal Trouble Again?”等を元にプロマー・コンサルティング編集 

                                                      
34  Sarah Milov, “Promoting Agriculture: Farmers, the State, and Checkoff Marketing, 1935‐2005,” Business History Review 90 
(Autumn 2016): 505‐536 
35  “Justices Say All Ranchers Must Help Pay for Federal Ads” The New York Times, 2005年 5月 24日、
https://www.nytimes.com/2005/05/24/politics/justices‐say‐all‐ranchers‐must‐help‐pay‐for‐federal‐ads.html 
36  John M. Crespi, “Are Marketing Orders and Checkoffs in Legal Trouble Again?”, 2018 
37  John M. Crespi and Roger A. McEowen, “The Constitutionality of Generic Advertising Checkoff Programs”, CHOICES 2nd 
Quarter 21 (2) , 2006 
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生産者から強制的に賦課金を徴収するチェックオフまたはマーケティングオーダーに関わる訴訟事例の

多くは上記の言論の自由と関連するが、財産権との関係で争われた事例もある。レーズンのマーケティン

グオーダーを運営する「レーズン管理委員会（RAC）」は価格の安定化を目的に、生産者に一定の生産量

を無償で RAC に提出する指示を出している。2002 年、この指示に対してカリフォルニアの一生産者がレ

ーズンを提供することを拒否した。その結果、USDA は RAC に代わり罰金を科した。カリフォルニアの

生産者が個人の財産であるレーズンを無料で強制的に提供させられようとしたことは米国憲法修正第 5 条

に違反するとして、USDA に対して訴訟を起こした。地区裁判所は USDA の主張を支持したが、 高裁

判所では、正当な賠償無しに私有財産を公共の用途のために徴収されることはないとする修正第 5 条に従

い、USDA に賠償金の支払いを命じた。 

 チェックオフ制度の利益と課題 

法律により賦課金を強制的に支払うチェックオフ制度は、その制度自体及び手法について多くの課題を

抱えている。今事業において行った現地調査では、関係者から具体的な課題を明らかにすることが出来た。

本項では、米国のチェックオフ制度による利益について述べる一方で、日本におけるチェックオフ制度導

入にかかる検討に資するため、課題を中心的に説明する。 

米国のチェックオフ制度における利益として、まず関係者全員で負担を等しく負う点が挙げられる。法

制化前、多くの業界がフリーライダー問題による収入の不安定性が課題であったが、チェックオフ・プロ

グラム開始後、この課題が解消された。また、業界ごとに抱えていた課題への解決に一定の貢献があった

といえる。全国レベルでプロモーションを行うことにより、消費拡大が図られたことも重要だが、一生産

者の努力で得ることが難しかった輸出拡大が、特に生産者の間では評価が高い。また、消費者教育も可能

となり、近年課題となっている環境問題及びアニマル・ウェルフェア（例：抗生物質の使用等）といった

横断的な課題への業界としての立場の情報発信が、チェックオフ事業の一部として実施されている。調査

研究の活動についても、チェックオフ・プログラムの貢献が大きい。本書の 3.1 及び 4.1 において詳述す

るが、チェックオフ資金で実施される調査が業界全体の発展に役に立っている。商品の生産性向上や、消

費者の求める品質の実現、病害虫のモニタリング及び情報発信、さらに疾病の根絶のための調査研究等が

挙げられる。米国会計検査院（GAO）が行った調査によれば、2016 年の全てのチェックオフ・プログラ

ムの費用対効果は 2.14 – 17.4 倍であった。 

訴訟問題といった課題を抱えているものの、チェックオフ・プログラムが長年にわたって存続し、また

各プログラムが独自で実施している生産者意識調査では制度存続への賛成が大半を占めていることから、

業界全体からの支持を得られているといえる。 

他方、設立当時に想定されていなかった課題が指摘されている。これらは制度自体に対するものと、運

用方法に対するものの二つがある。制度自体については、「ジェネリック」の広報活動が 大の問題点とし

て挙げられる。前述の訴訟問題からわかるように、ジェネリックな広報活動に不満を持つ生産者がいる。

一般的な作物との差別を図りたい大規模及び小規模農家の両方からの批判が多い。消費者のニーズが多様

化している現在では、一般的な商品のプロモーションは必ずしも生産者の販売拡大または付加価値化につ

ながらない。独自ブランドを手掛ける大手企業、または無農薬や抗生物質を使わない生産方法をアピール

したい小規模生産者にとって、チェックオフ制度が魅力的に映らない。 

また、既存の生産者団体とチェックオフ・ボードの関係性について批判する声が多い。法律には業界団

体との関係性については細かい規定がないため、品目によって両者はほぼ一体化している場合がある。綿

花チェックオフの場合、国内事業は全て全米綿花生産輸入業者が行い、牛肉の場合は事業の 75%は生産者

団体である全国肉牛生産者牛肉協会が受託している。さらに、効率性を高めるために、チェックオフ・ボ
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ードと生産者団体がオフィスやスタッフを共有する場合もあり、役員が重複する事例もみられる。 

さらに、AMS の監督業務の拡大が挙げられる。AMS はチェックオフ・ボードが発信する全ての内容を

審査しなければならないが、近年では SNS 等のソーシャルメディアでの広報が増えているため、AMS ス

タッフの業務が大きく増えている。スピードが問われるソーシャルメディア広告において、AMS の人的

不足が課題となる。しかし、AMS 内の要員の増加を行うためにはチェックオフ・ボードの承認が必要で

あり、実現が難しい。 

運用方法について指摘されるのは契約関係である。チェックオフ・ボードと委託先の契約関係は AMS

審査の対象となるが、その再委託は審査の対象外である。そのため、再委託先にロビー団体のスタッフを

雇用した事例が過去にあった。同様に、チェックオフ・ボードから各州の生産者団体に流れる資金の使途

についても委員会が審査することとなっており、AMS の審査対象外である。 

また、定期的に行われる経済的評価の結果を疑問視する関係者が多い。前述の通り、経済的評価の基準

が定まっていないことが要因の一つであり、品目によってその手法が異なる。また、ピアレビューが求め

られていない点も、信憑性の低さに影響している。事実、22 のチェックオフ・プログラムのうち、経済的

評価がマイナスであったプログラムは 1 つのみであった。評価報告書の活用方法も不明確であり、USDA

からの指摘があったにも関わらず、結果を公表しなかった事例もあった。 

後に、チェックオフ制度の存続を問うレファレンダムの投票率の低さが指摘されている。「調査疲れ」

ともいえるこの現象では、業界全体の総意が把握しにくい。ソルガム・チェックオフの場合、存続に関す

るレファレンダムでは生産者 3 万人のうち、1,000 人が投票し、その 50%（全体のわずか 1.7%）の賛成を

得て存続が決まった。 
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（参考）有機農産物のチェックオフ・プログラム設立申請書の事例 

全米有機農産物取引協会（ATO）が 2015 年 5 月に USDA に対して、有機農産物（輸入を含む）に関

するチェックオフ・プログラム設立のための申請書を提出した。申請の構成は 6 部からなっており、概

要は以下の通りとなっている： 

I. 業界分析 

 米国における歴史、国内市場、国内生産、地理分布、国際貿易、世界市場について説明。 

II. チェックオフ・プログラム発足の正当性 

この部では業界が抱えている課題、これまでの取組、及びチェックオフ・プログラムを設立する意義、

そして事業規模、管理費コストなどについて説明されている。有機農産物は急成長しているため供給不

足に直面している点。また、害虫の発生で有機リンゴの生産及び栽培面積が過去に激減した経緯があり、

病害虫の管理が大きな課題となっている点。さらに、消費者の「有機」に対する認識があいまいであり、

市場に混乱が起きている点が説明されている。これらの 3 つの課題に対応するため、国内・輸入品に対

する義務的な賦課金の設定（チェックオフ・プログラムの発足）が必要であるとの結論になっている。 

III. 目的 

チェックオフ・プログラムの設立目的は「有機農産物に関するプロモーション及び業界が抱える課題

を解決するための研究」となっている。当面の目標は「消費者向けに「有機」の意味と効用を教え、害

虫や雑草等の課題解決のための研究、及び情報・技術の提供を通じて新規有機就農者を増やすことであ

る」としている。 

IV. 小規模生産者 

新しく設立されるチェックオフ・プログラムでは、年間の総売上高が 25 万ドル以下の生産者の場合、

賦課金支払いを任意にする規定が設けられている。 

V. 業界からの支援 

ATO は 2012 年から 2013 年にかけて、6 つのオンラインセミナー、3 つの検討会及び 20 の集会を実

施し、チェックオフ設立の必要性について業界内で検討を重ねた。ATO はまた、2014 年から 2015 年の

間、州生産者団体との意見交換会、見本市での情報の提供も行った。さらに、2014 年には 2 回の意識調

査を実施した。USDA が保有する有機認定生産者リストを用いて、ATO に加盟していない生産者を含め

て、合計 17,500 人に対してダイレクトメール及びハガキによる情報提供、その後 3,700 人に対する電話

インタビューを行った。その結果、設立に賛成している者は、反対者の 2 倍多かったことがわかった。 

VI. 命令の案 

官報に掲載する予定の命令案が記載されている。 

 

 

出所）Organic trade Association Proposal  

https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/OTAOrganicCheckoffApplicationUSDA_Combined.pdf 
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2.2 豚肉チェックオフ制度の概要 

 豚肉チェックオフ設立の経緯 

1950 年代半ば、米国では豚価の急落により豚肉業界は低迷期を迎えていた。1954 年には、シカゴで「州

の養豚協会を全国規模の組織に拡大させる可能性を話し合うため」の会合を開催し、9 月 16 日には「米国

養豚生産者協議会（NSGC）38」が設立され39、1964 年には名称を「米国豚肉生産者協議会（NPPC）40」

に変更した。 

当時の豚肉業界は「No money, no staff, real needs（資金もスタッフもない中で現実的な課題がある）」

状況にあった41。鶏肉や牛肉に比べ、消費者の間で豚肉のイメージが良くなく、消費量も少なかった。ま

た、業界としての統一された見解が存在せず、市場及び政府に対する情報発信の手段がなく、さらに疾病

への対策についても連携した体制がなかったことから、効果的な調査体制と生産者への教育活動が必要で

あった。特に当時流行した豚コレラ42、そして 70 年代のオーエスキー病の発生43が、業界及び政府を動か

した大きな要因の一つである。 

1966 年、イリノイ州モリーンで 11 州の 90 人の養豚生産者が集まりモリーン・ミーティングが開催さ

れた。同会合では、「ゲット・レディー基金」の創設が提案され、問題解決に向けた賦課金の使途について

は、生産者からの直接投票で決定し、生産者 5 万人の意見を集めること、NPPC の常任の事務局長を雇用

し、宣伝や調査研究のための資金として 4 万米ドルの「ゲット・レディー基金」を募ることが決定された

44。同年、イリノイ州で年次大会を開催した際に投票を実施した。このモリーン・ミーティングの決定事

項はのちのチェックオフ・プログラムの発足につながる動きとなり、発足人の 90 人はのちに「モリーン

の 90 人45」と呼ばれるようになった。 

常任のスタッフと活動資金を得た NPPC は、消費者が求めるようになっていた脂肪の少ない赤肉（lean 

meat）の生産開発に取り組んだ。また、プロモーションが豚肉の需要の拡大につながることを考えた NPPC

は、政府に、販売額の一部を宣伝活用に使える方策を求め始めた。1967 年に NPPC はイリノイ州および

アイオワ州の 6 地区において任意のチェックオフ・プログラムを実施した46。同制度は他州でも支持を得

て、1968 年までに 16 州で実施された。1970 年には、NPPC の会員は 40,000 人に達し、予算は 100 万米

ドルを超えるまでになった。宣伝と調査研究の必要性が高まったことを受け、チェックオフ・プログラム

の賦課金はその後、豚 1 頭あたり 5 米セントから 10 米セントに引き上げられた。 

80 年代になり豚肉の価格が下がり、さらに海外から安価な豚肉の輸入が増えた47。それとともに、参加

                                                      
38  National Swine Growers Council 
39  1940年代には「米国養豚生産者協会」の設立を考えていたものの、アイオワ州が不参加となったため、全国組織の

計画が頓挫している。 
40  National Pork Producers Council 
41  NPB 提供資料より。 
42  https://www.ars.usda.gov/oc/timeline/cholera/ 
43  https://www.aasv.org/documents/pseudorabiesreport.pdf 
44  NPB ホームページ（https://www.porkcdn.com/sites/porkorg/library/2016/09/pork_checkoff_history.jpg） 
45  “The Moline 90” 
46  養豚生産者の利益のために 5セントを出し合う運動から  “Nickels for Profit Checkoff”  と呼ばれた（nickel=5 セント）。 
47  USDA Office of Inspector General – Audit, “Agricultural Marketing Service Controls over Pork Checkoff Funds, Evaluation 
Report No. 01801‐1‐KC”, March 1999 
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率は 55-60%にとどまり48、任意で行われていたチェックオフ・プログラムには限界がみられるようになっ

た。豚肉の競争力強化のため49、任意チェックオフ・プログラムから強制的なチェックオフ・プログラム

への移行を政府に働きかける「100％の生産者タスクフォース」が組織された。その結果、1985 年の農業

法の中に豚肉振興・研究・消費者情報法50（通称「ポーク法51」）が制定され、資金を徴収及び運用する NPB52

が設立された。1986 年から賦課金の徴収が始まり、1988 年 9 月の事後レファレンダムにて 79%の賛成を

得た。米国豚肉ボードの設立をもって、養豚生産者および輸入業者全てに賦課金の支払いが義務付けられ

るようになった。 初の賦課金レートは販売額 100 米ドルに対して 25 米セントと定められ、その後段階

的に引き上げられ、現在では 40 米セントとなっている。 

賦課金を強制的に徴収することによる利点は以下の 3 点があると米国豚肉ボードが説明している53： 

ア. 十分な資金の確保： 業界が直面する課題に対して、十分な資金で対処することが可能とな

る。重要な課題とは、商品のイメージ、品質、国内外市場、食の安全及び調査研究等を指す。 

イ. 全員が負担することで、恩恵が大きくなる：これまで一部の人が負担していた任意のチェッ

クオフ・プログラムで得ていた利益は、全員の負担により、より大きくなる。 

ウ. 監督制度：強制的なチェックオフ制度は USDA の監督下にあり、効率的な運用が可能とな

る。他方で、生産者は代議員や豚肉ボードの役員を通じて参画する権利を得ており、業界の

発展に発言権を持つことが出来る。 

強制的な賦課金で行われた全国的なプロモーションは 1987 年から始まり、それが「豚肉はもう一つの

白身肉（The Other White Meat）」ブランドを通じたキャンペーンである。また、流行していたオーエス

キー病に対する米国農務省動植物検疫局（APHIS）主導の撲滅キャンペーンの中で、州・郡及び生産者向

けの情報発信や指導といった普及事業（エクステンションサービス）の費用にチェックオフ資金の一部が

使われた54。さらに、品質向上のため、チェックオフ・プログラムの資金を得た「豚肉品質保証プログラ

ム（PQA）」が発足し、豚の飼育及びと畜の際のマネジメント面の教育が生産者向けに行われるようにな

った。事業の拡大を受け、チェックオフ・プログラムは様々な研究活動やプロモーション活動を行うよう

になった。 

なお、NPB の生みの親ともいえる NPPC との関係は複雑な変遷を辿っている。チェックオフ・プログ

ラムの設立当初、ボードの骨組みや代表者が定まるまでの数年は NPPC がチェックオフ資金を運用してい

た。NPB が発足してからも事務所を NPPC と共同にしたり、またプログラムの計画と実施や事務管理の

委託先を NPPC にしたりと、多く面で NPPC の業務との境界線が不透明であった時期が 1999 年まで長く

続いた55。後述する訴訟問題や USDA の監査を受け、2001 年から NPB と NPPC の事務所が分かれ、各

自でスタッフを抱え、業務の分担が行われるようになった。NPB は豚肉の研究及びプロモーションを行う

団体となり、他方の NPPC は会員から任意で徴収している会費で政策提言やロビー活動等に専念している

56。 

しかし、後述するように、いまでも NPB から NPPC への資金やその他のリソースの流れがあり、市民

                                                      
48  National Pork Board, 2018 National Pork Industry Forum. 
49  Beach et al. “An Economic Analysis of the Effectiveness of the Pork Checkoff Program Final Report” 2007年 2月。 
50  Research and Consumer Information Act of 1985 
51  Pork Act 
52  National Pork Board 
53  National Pork Board, 2018 National Pork Industry Forum. 
54  https://www.aasv.org/documents/pseudorabiesreport.pdf 
55  USDA Office of Inspector General – Audit, “Agricultural Marketing Service Controls over Pork Checkoff Funds, Evaluation 
Report No. 01801‐1‐KC”, March 1999 
56  http://porkgateway.org/wp‐content/uploads/2015/07/quick‐facts‐book1.pdf 
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団体等から訴訟の対象となっている57。 

 

表 9 豚肉チェックオフ・プログラムの推移 

年 出来事 

1954 米国養豚生産者協議会（NSGC）設立 

1964 NSGCは米国豚肉生産者協議会（NPPC）に名前を変更 

1966 モリーン・ミーティングにて「ゲット・レディー基金」及び任意のチェックオフ・プログラムの発足が決定 

1967 NPPCはイリノイ州およびアイオワ州の6地区において任意のチェックオフ・プログラムを実施 

1968 
豚肉 1頭に付き 5米セントを出し合う「Nickels for Profit Checkoff」のチェックオフ・プログラムを全
国的に実施 

1977 賦課金を 10米セントに引き上げ 

1978 豚コレラ撲滅に成功 

1985 研究・消費者情報法（通称「ポーク法」）が制定、強制的な賦課金制度に移行 

1986 賦課金は販売額100米ドルに対して25米セントから開始 

1987 「豚肉はもう一つの白身肉（The Other White Meat）」の全国キャンペーンを開始 

1989 「豚肉品質保証プログラム（PQA）」が発足 

1991 賦課金を 35米セントに引き上げ 

1995 米国は 40年以上ぶりに豚肉の輸出国に転じる 

1995 賦課金を 45米セントに引き上げ 

2000 チェックオフ・プログラムの是非に関するリファレンダム実施、反対多数を受け、農務長官が廃止を決定 

2001 政権交代。新農務長官がチェックオフ・プログラムの存続を決定、一部の原告側と和解 

2001 チェックオフ・プログラムと言論の自由に関する訴訟問題で、地区裁判所にて違憲の判決が出る 

2001 
USDAとの間で運用方法に関する合意。NPPCとは別に新事務所を構え、スタッフを雇用し、以後プログラ
ムの運用を単独で行う。 

2002 賦課金を 40米セントに引き下げ 

2005 オーエスキー病撲滅に成功 

2005 2001 年の訴訟に対して、最高裁判所にて合憲の判決が出る 

2005 米国は世界最大の豚肉輸出国になる 
出所）http://porkgateway.org/wp-content/uploads/2015/07/quick-facts-book1.pdf 等を基にプロマー・コンサルティング
編集 

  

                                                      
57  http://nppc.org/nppc‐statement‐on‐pork‐the‐other‐white‐meat‐ruling/ 
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  関連法令 

豚肉振興・研究・消費者情報法58は 1985 年の農業法の一部として成立した。同法は豚肉販売促進及び研

究プログラム（豚肉チェックオフ・プログラム）の目的とチェックオフ・プログラムの大枠を定めている。

なお、同制度の下で実施されるプログラムの運用や、運用団体の役割と権限、及び制度の具体的な規定等

は 1986 年に制定された豚肉販売促進及び研究命令59で取り決められている。内容は 2.1.で説明した農産品

振興・研究・情報法と枠組みが同じであり、詳細な規定は異なる部分が一部ある程度である。具体的な規

則などについては運用方法の項目で説明している。 

① 制度の妥当性と目的 

米国議会は、「豚肉は米国国民にとって基礎食品」であり、また、「養豚産業は米国経済にとって重要な

産業である」と定めている60。また、「チェックオフ・プログラムを設立し、既存市場の維持及び拡大を図

ることは米国養豚産業従事者及び関連する労働者の生活を保護し、米国経済にも利益を生む」とも記載さ

れている61。このような背景のもと、豚肉振興・研究・消費者情報法が制定された。 

前述の通り、豚肉業界は喫緊の課題を抱えていたものの、それに対処するためには任意の賦課金制度で

は十分ではなく、全国的かつ強制的な賦課金の設定が必要であった。チェックオフ・プログラム設立にあ

たり、生産者団体である NPPC は主導役となったが、既に独自のチェックオフ・プログラムを実施してい

た州との連携が必要であった。特に、州法により州内生産者に義務的に賦課金を課していた 8 州の生産者

団体に対して、集金方法法等で州法と連邦法の整合性が取れるように調整が行われた。 

② 他の法律及び憲法との整合性 

 豚肉チェックオフ・プログラム存続の是非をめぐるレファレンダムや訴訟が起きている。主なものとし

ては、1998 年に CFF という団体が起こしたものがある。1998 年に「家族経営農場のための運動（CFF）
62」は豚肉チェックオフ・プログラムを廃止させるためレファレンダムを要求し、2000 年の 8 月から 9 月

にかけて USDA 主導で投票が行われた。30,000 軒を超える豚肉業者が投票し、そのうち 53％が強制的な

チェックオフ・プログラムに反対した。2001 年 1 月には同投票結果を受け、当時のグリックマン農務長

官が同プログラムの廃止を命じた63。 

しかし、2001 年 1 月に政権交代があり、共和党出身のヴェネマン・アン農務長官が就任すると、チェ

ックオフ・プログラムの廃止を撤回し、存続を決定した。ヴェネマン農務長官は訴訟を起こした一部の生

産者と交渉し、豚肉ボードの運用を変更する事に合意し、チェックオフ・プログラムを存続させることに

した。 

これを受け、CFF は「投票結果に従わないことは違憲である」として同年に訴訟を起こしたが、のちに

地区裁判所で訴えが却下された。さらに、2001 年のマッシュルーム・チェックオフに対する訴訟で言論の

自由の観点から違憲との判決がなされたことを受け、CFF はマッシュルームの事例と同様の主張を追加し

た。 
                                                      
58  Pork Promotion, Research, and Consumer Information Act of 1985 
59  Pork Promotion, Research, and Consumer Information Order 
60  7 U.S. Code § 4801 
61  同上 
62  Campaign for Family Farms。豚肉業界の企業買収の阻止や自営養豚業者を支援する政策作りを行う農家及び農村事業

体で組織されている。メンバーは、Missouri Rural Crisis Center、Iowa Citizens for Community Improvement、Land Stewardship 

Project、Illinois Stewardship Alliance。ちなみに、農家訴訟集団（Farmers Legal Action Group）は、豚肉チェックオフ制度

に対し訴訟を起こす際に CFF を弁護する。 
63  “Pork Checkoff is Unconstitutional!” http://www.inmotionmagazine.com/ra02/checkvic.html  
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この訴訟の主張はチェックオフ制度が言論の自由を侵害しているというものであった。しかし、その前

のレファレンダムと同様、その背景にあるとされるのは 80 年代以降に起きた豚肉業界の変化である64。チ

ェックオフ・プログラムが設立された 80 年代半ばから訴訟が起きた 2000 年までの間、豚肉の生産者数が

50 万戸から 7.5 万戸に激減した半面、企業の巨大化に伴い飼育頭数はあまり変わらなかった。また、契約

生産が普及し（38%から 83%への上昇）、パッカーの力が大きくなり、独立系の家族経営生産者の交渉力

が小さくなっていた。そうした変化に追い打ちをかけるように、1998/99 年に過剰生産による豚価の歴史

的な暴落が起こり、多くの小規模家族経営の生産者が廃業に追い込まれた。当時は NPB の運用に NPPC

が大きく関わっていたこともあり、家族経営の生産者にとって、チェックオフ・プログラムの資金は大手

企業やパッカーのために使われているとのイメージがあり、制度の存続に反対の声が多かった。そのため、

地区及び控訴裁判所は判決において、被告側（CFF 及び CFF に代表される豚肉生産者）が義務的なチェ

ックオフ制度に対する「素直な哲学的、政治的かつ商業的」な異論を有していることを認め、チェックオ

フ制度は被告側の信条や農業のあるべき姿に対する考えと相いれない農業を支えているとした。自分たち

の存在を脅かすような制度を、自分たちの資金で支えていることになっているという主張を支持した。被

告側は具体的には以下の点について、言論の自由が認められていないと主張した。 

ア. ジェネリックなプロモーションを行うことにより、独立系家族経営者が飼育する豚の違いを

差別化していない。 

イ. ジェネリックなプロモーションの下では、独立系家族経営者が反対する工業化された生産体

系を促している。 

ウ. 独立系家族経営者によれば、「豚肉はもう一つの白身肉」というスローガンは不健康且つ非人

間的な方法で生産された豚肉の需要喚起を促そうとしている。 

エ. ジェネリックなプロモーションの販売促進の対象は豚肉（pork）であり、独立系家族経営者

の販売する肥育豚（hog）ではないため、独立系家族経営者がチェックオフ・プログラムから

利益を得ていない。 

その他、チェックオフの主活動である「研究」及び「生産者への情報」に対する反対の姿勢も述べられ

ている。 

オ. 「教育」は大手企業に従事する従事者向けであり、家族経営を行っている生産者向けではな

い。 

カ. 「研究」は工業化された生産現場向けの研究であり（例：常用量以下の抗生物質使用に関す

る研究等）、家族経営の生産者とは相いれない。 

2002 年 10 月 25 日、ミシガン州の連邦裁判所は、豚肉チェックオフ・プログラムを「違憲で腐敗して

いる」とし、同制度を終了させるよう命じた65。 

しかし、本稿 2.1.5.のとおり、2005 年に牛肉チェックオフが合憲であるとの 高裁判所の判決がなされ

たことを受け、同じ 高裁において豚肉チェックオフ・プログラムも「政府のスピーチ」である点が認め

られ、存続することとなった。この判決以降、後で述べるロゴの著作権問題以外に豚肉のチェックオフに

対する訴訟問題は下火になった。 

                                                      
64  www.flaginc.org/wp‐content/uploads/2013/03/20040419_CFFoppositionBrief.pdf 
65  同上. 
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 運用方法 

賦課金を徴収し、チェックオフのプログラムを運用するのは NPB である。NPB の活動を監督しその年

間予算を決定するのは、15 名からなる NPB の役員会（NPB Directors）である。役員会の役員を選ぶの

は 174 名の代表者（delegate）であり、彼らは各州の生産者協会等から選出される。 なお、これらの役

員及び代表者は選挙によって選ばれるものの、その任命権は農務長官にある。 

 

出所）プロマー・コンサルティング作成 

① 全米豚肉ボード及び役員会 

NPB の法的な位置づけは議会割当予算外連邦機関66(NAFI)と呼ばれる、準政府機関である。USDA に

より設置された機関だが、政府から直接予算の割り当てを受けておらず、職員も公務員ではなく、また議

会に対して公的に報告する義務がない67。 

NPB は、チェックオフ・プログラム運営団体である。これを監督する役員会は 15 人の役員（Directors）

からなる。NPB は賦課金の徴収、毎年度のチェックオフ･プログラム予算案の作成、プログラムの運営及

び各州への予算分配等を管理・実行している。具体的なプログラムについては後述する。 

予算案は農務長官によって承認されなければならない。NPB は年に 1 回会合を開催し、チェックオフ・

プログラムを利用した国内における養豚業界が直面する問題解決などが議題となる。 

役員会は、12 州以上を代表する生産者または農務長官に任命された輸入業者の合計 15 名からなる。役

員の任期は通常 3 年であり、連続する 2 期まで務めることが可能である。役員は全米豚肉生産者代表総会

が指名する。役員会は NPB の実施するプログラムを監督し、USDA への報告等を行っている。役員会の

中に執行役員会があり、会長及び副会長、会計及び前回の会長の 4 名からなる。執行役員会は 高決定機

関である。副会長はさらに管理委員会を指導し、会計は財務委員会を指導し、NPB の運用の監督にあたっ

                                                      
66  Non Appropiated Federal Instrumentality 
67  http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2011fy/E001352.pdf 

図 4 チェックオフ・プログラムに関わる団体の図式 
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ている。前会長は選挙委員会の長となり、次期役員の選定やその選挙に関する業務を請け負う。 

図 5 役員会の組織図 

 
  出所）プロマー・コンサルティング作成 

NPB のスタッフは 60-70 名いる。その多くは NPPC から移管されたものである。 

② 全米豚肉生産者代表総会 

全米豚肉生産者代表総会（NPPDB）68は、全米養豚生産者と関連業者の代表者からなり、各州の養豚協

会またはそれに匹敵する団体及び輸入業者から選出される代表者によって構成されている。年に 1 回「全

米豚肉業界フォーラム69」と呼ばれる総会が行われる。 

代表者の数は納付した賦課金の総額に対する割合で決定され、各州からは 2 名以上 30 名以下の会員が

選出される仕組みとなっている。代表者の数が も多い州はアイオワ州の 30 名である。 

また、選挙において各代表者が持っている発言力（シェア）は前年に納付した賦課金の総額によって決

定される。賦課金 1,000 米ドルあたり 1 シェアの枠が与えられ、その総額をその州の代表者の数で割った

ものが、各代表者のシェアとなる。例えば、アラスカ州とコロラド州の 2018 年に納める賦課金の割合は

それぞれ 0.0002%と 0.6527%であるため、いずれも代表者の数が二人となるが、納付金額はアラスカ州で

は 200 米ドルであるのに対し、コロラド州は 47.8 万米ドルであるため、それぞれの州のシェアは 1 と 478

となり、代表者一人当たりのシェアは前者では 0.5、後者では 239 シェアと大きく異なる。 

選挙の際やそのほかの投票の際、シェアの数がカウントされるため、シェアの数の多い生産者または州

に大きな発言力があるといえる。 

 

                                                      
68  National Pork Producers Delegate Body 
69  National Pork Industry Forum 
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図 6 賦課金の割合に応じた代表者の数 

 
出所）National Pork Board, 2018 National Pork Industry Forum. 
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図 7 代表者ごとのシェア数の計算方式（2019 年） 

 
出所）National Pork Board, 2018 National Pork Industry Forum. 

生産者代表団はまた、NPB 役員の指名の他、賦課金の額・レート及び各州への賦課金の分配金を決定す

る。NPPDB は豚肉及び豚肉製品の生産者及び輸入業者の中から、農務長官から任命されたものがメンバ

ーとなる。生産者代表の指名は選挙を経て、または農務長官が定める方法で、選出した後に農務長官へ提

出される。提出された生産者代表者候補は公告され、新聞等に掲載される。 

選挙は NPB が実施し、実施時期も決定する。該当する州に住む生産者が候補者として登録される。投

票者はその州に住む生産者で賦課金を全て払っており、賦課金の返還を求めていないものとする。輸入業

者の代表者は農務長官が任命する。また、任期は原則 1 年である。 
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出所） Pork Promotion, Research, and Consumer Information Order, §1230.39 及び§1230.58 からプロマー・コンサルティング作成

NPPDB NPB 

毎年会合開催 最低 1年に 1回会合開催及び役員選挙 

賦課金レートの提言 プロジェクトの管理、経営、開発 

各州への還元率 直接または契約を通じて各条項を管理 

NPB 役員指名 ボードなどが管理するプロジェクトの開発及び承認手続き 

 会計報告及び各州組織がプログラムを実行する際の農務長官の承認手続き 

 

農務長官の承認を得て、プログラム開発にむけて契約し、チェックオフ・プログラムにある活動を実施する、また、その全ての支払いを、賦課金を用いて行う。 

契約または合意については、（１）契約当事者は、計画書と予算を明記したものを一緒に開発し、ボードへ提出し、（２）農務長官の承認を得る必要がある。また、

（３）契約当事者は、支出等の正確な記録を付けておき、一定の間隔で及び農務長官またはボードの求めがある場合には、報告書を作りボードに提出しなければなら

ない。 

 必要に応じて、職員を雇う 

 プログラム等を通じて生産者、州団体に情報を提供したり連絡を取ったりする 

 ボードメンバーの委員会やサブ委員会を選択し、事業に関するルールや規則を承認する 

 計画やプロジェクトの開発を補助するためにボードメンバー以外のものでなる諮問委員会を設置し、見合った報酬を支払う 

 チェックオフ・プログラムを発効させるために必要な規則や制限を規定する 

 チェックオフ・プログラムの変更を農務長官に提言する 

 
農務長官の承認を得て、計画やプロジェクトに準じた払戻しがあるまでの間、賦課金の徴収を通じた基金を用いて、米国の債権、州または行政的小区域の一般的な債

権において、利付預金口座または連邦準備制度のメンバーである銀行のデポジットの証明書、あるいは米国が完全に保証した債権した形で、投資すること 

 農務長官が監査できるよう本や記録を管理し、農務長官から指示があった場合に提出すること。そして全ての基金の出入が分かるように適切な財務計算をすること 

 最低限 1 年に 1度、活動記録及び会計記録を作成し、公開するとともに生産者及び輸入業者に公表する 

 年度末または農務長官が指示するときに、公認会計士による財務諸表の監査を受け、監査報告書を農務長官へ提出する 

 本条項の違反行為について農務長官から告発を受けた場合、調査をし、農務長官へ報告すること 

 農務長官の求めに応じ、本条項にある報告書を提出する 

 市場で豚産業の立場を強めることを目的とした販売促進、研究、消費者情報に関するプログラムを効果的に協調して実施すること 

  

表 10 NPPDB 及び NPB の業務内容 
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③ 賦課金 

賦課金の対象となるのは以下の 3 カテゴリーの豚である。 

ア. 繁殖用豚（seedstock）：繁殖用に販売される雄または雌豚。繁殖期間が終わり、廃豚として

と畜用に販売される場合は「と畜用豚」のカテゴリーに移行する。 

イ. 肥育用豚（feeder pig）：販売から 30 日以内はと畜されない肥育用の豚。肥育期間後にと畜

用として販売される場合は「と畜用豚」のカテゴリーに移行する。 

ウ. と畜用豚（market hog）：販売から 30 日以内にと畜される雄または雌豚。 

豚を販売する場合（カテゴリーを移行する場合）、その 初の販売時に 1 回のみ賦課金が発生し、購入

者が購入金額から賦課金を差し引くことになっている。 

例えば、繁殖用豚は繁殖用に再度販売された際、賦課金が発生しないが、と畜用に販売された場合は「と

畜用豚」のカテゴリーに移行し、賦課金が発生する。肥育用豚も同様で、肥育用に再度販売された場合は

賦課金が発生しないが、と畜用に販売された際「と畜用豚」のカテゴリーに移行し、賦課金が発生する70。

なお、肥育及びと畜を一貫して行っている企業の場合は、と畜の際にのみ賦課金を支払う。輸入業者に関

しては、豚、豚肉及び豚肉製品を輸入する場合は、賦課金の対象である（他と同様、1 度のみ）。 

生産者から肥育用豚またはと畜用豚を購入する場合は、生産者から賦課金を徴収し、毎月ボードへ送金

しなければならない。また、委託販売、オークション、家畜市場のような豚の販売を取り次ぐ者を購入者

とみなすこととし、賦課金の徴収等を行う必要がある。生産者自らがと畜する場合は、生産者がボードへ

直接払う。 

  出所）プロマー・コンサルティング作成 

また、賦課金のレートは 2018 年現在では 0.4％（100 米ドルにつき 40 セント）となっている。このレ

                                                      
70  NPB, “Instructions for Remittance of 100% Legislative Checkoff” 

図 8 賦課金の内容 
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ートについては NPPDB の決定により増やすことができる。 

輸入品への課税は設立当初から規定されており、輸入業者からの反対意見は特にない。輸入量が少ない

事と、賦課金の割合は国内生産品と同等である点がその理由であると考えられる。 

④ 有機肥育豚に対する賦課金 

 有機肥育または完全有機肥育の豚を生産、取扱い、販売、加工、製造、肥育する場合は、賦課金の支払

いを免除される71。 

⑤ 賦課金の用途 

賦課金はボードに集められた後、以下 3 項目への使途分が差し引かれる。 

ア. 各州生産者団体への分配金：これは各州の過去 3 年の飼育頭数の平均に応じて算出される。

飼育頭数が少ない州では分配金の割合が高く、飼育頭数の多い州では低い設定となっている。

分配率は少ない州（アイオワ等）の 16.5%から、高い州（アラスカ等）の 39%と幅がある

が、平均では賦課金の約 20%は各州の生産者団体へと分配されている72。 

イ. 豚肉健康情報センター（SHIC）への資金：2013 年の豚流行性下痢（PED）の発生を受け、

海外主要国の疾病状況及び米国への影響をモニタリングする必要性から NPB が 2015 年に

SHIC を設立した。SHIC は養豚に関する国内外疾病のモニタリング及び情報発信も行い、

NPB、NPPC、米国豚肉獣医協会、食品安全センター及び農務省動植物検疫センター等と緊

密に連携している。NPB は毎年運用資金として 150 万米ドルを出資している。 

ウ. 事務管理費等：これは NPB のスタッフの給与、各種保険や機材購入等が含まれている。そ

の他に Central Services と呼ばれる、生産者代表団の総会や NPB 会議の費用といたコスト

もここに含まれる。 

また、別途費用として、NPB は NPPC に対して「豚肉はもう一つの白身肉（The Other White Meat）」

ブランドの版権を支払っている。同ブランドは NPPC 所有のものであったが、2006 年に NPB に 3,600

万米ドルで売却している73。その金額に利子を加えた約 300 万米ドルを NPB が毎年 NPPC に支払ってい

る74。  

                                                      
71  https://www.ams.usda.gov/rules‐regulations/research‐promotion/pork  
72  州の生産者団体に流れるチェックオフ資金の用途は、NPB と同様に販売促進、調査研究および情報に限定される。

州生産者協会の事業内容を監督するのは NPB であり、AMS ではない。 
73  http://nppc.org/nppc‐statement‐on‐pork‐the‐other‐white‐meat‐ruling/ 
74  National Pork Board, 2018 National Pork Industry Forum 
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上記 3 項目を差し引いた金額が NPB の実際の活動に充てられる金額となる。2018 年の実績は下記の通

りである。 

 

表 11  チェックオフ資金の使途内訳（2018 年、百万米ドル） 
チェックオフの徴収金額 73.2 
貯金 5.0 
投資分、利子等 0.5 
手元総資金 78.7 
各州への分配 (14.0) 
SHIC への資金 (1.5) 
事務管理費（Central Services を含む） (18.1) 
「豚肉はもう一つの白身肉」ブランドの購入費用（NPPC） (3.0) 
2018 年のチェックオフ・プログラム資金 42.1 

  出所）National Pork Board, 2018 National Pork Industry Forum 

上記のチェックオフ・プログラム資金を元に NPB が実際の各種プログラムを実施している。賦課金を

使ったプログラムは大きく分けて次のとおりである75。 

エ. 国内外の販売促進 

チェックオフ資金を用いた販売促進は、消費者、小売、外食を

通じて国内の豚肉の販売量を増やすことを目的としている。また、

海外の販売促進事業では、米国食肉輸出連合会（USMEF）等の

他輸出団体と協力して、米国産豚肉の輸出を促進している。 

豚肉チェックオフ・プログラムでは、特に、「豚肉はもう一つの

白身肉（The Other White Meat）」ブランドを通じたキャンペー

ンを展開している。これは、豚肉には脂質が多いという評判を覆

し、豚肉の需要増加を狙ったものである。同キャンペーンは、豚

肉が美味しく、用途が広く、栄養価の高い肉で、どんな食事にも

あうことを多くの人に知ってもらうべく立ち上げたキャンペーン

となっている。 

なお、近年のトレンドに鑑みて、NPB はテレビ広告からインターネットへの公告にシフトしている。現

在ではテレビコマーシャルを行わずに、グーグルと提携し、豚肉消費への感度性の高い消費者向けのオン

ライン広告を打ち出している。「豚肉」等のキーワード検索だけではなく、「庭」と「グリル料理」の組み

合わせで検索する消費者に対して NPB が提携している豚肉料理のウェブサイトの公告が表示されるよう

な仕組みとなっている。ユーチューバーのビデオへの広告といったオンラインマーケティングに対して

NPB は 150 万米ドルを投じている。 

なお、NPB は現在では消費者向けの販売促進より BtoB といった事業者向けの販売促進に力を入れてい

る。販売促進の事例として大手小売店のコストコとの連携事例がある。コストコで豚肉を購入した消費者

は、牛肉や鶏肉を購入した消費者より 1 回の買い物額が高かったことを明らかにしたあと、この分析結果

を他の小売店チェーンに説明し、豚肉の取り扱いの拡大を促している。 

 

                                                      
75  National Pork Board: https://www.pork.org/about/   

 

出典）全米豚肉ボードホームページ 

図 9 The Other White Meat のロゴ 
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オ. 調査研究 

チェックオフ資金を用いた調査は、競争が生じている食肉市場でより高品質でより収益性のある製品を

開発することを目的とし、豚肉の生産、加工、人間に対する栄養に関するすべての分野を対象としている。

調査資金は生産者向けに、動物の福祉、環境や生産に関する研究に利用される。また、豚肉の消費者の増

加に伴い、新しい豚肉生産者の発掘にも使われている。 

豚肉業界の必要性に合わせて調査の対象が選ばれる。過去の豚コレラやオーエスキー病の発生のように、

流行した疾病等に関する情報収集と発信が重要な対象だが、生産場面での効率化向上についても調査を行

う。一例としては、成豚を移送する際の温度、タイミング、ベストプラクティスに関する調査が過去に行

われたことがある。NPB はアイオワ州立大学と大手生産者の PIC と協力し、データ収集からベストプラ

クティスの抽出、そして生産者への技術移転といった段階まで行われ、NPB の資金によって賄われた。 

疾病発生の場合、情報収集と対策が迅速に行われなければならないことから、NPB のチェックオフ資金

が初期段階において有効に活用できる。2006 年に発生した豚サーコウィルスや 2013 年の豚流行性下痢等

の場合、初期の情報収集は NPB の予算で行われ、USDA 及び生産者への情報発信もチェックオフ資金で

行われた。 

カ. 生産者教育 

生産者教育は技術的な指導から、業界全体の動向や課題または疾病に関する情報提供など、幅広い。チ

ェックオフ資金を使った普及事業（エクステンションサービス）は重要な役割を担っている。大学などの

研究機関に委託し、生産者からの情報収集や生産者向けのセミナーやトレーニングが行われている。これ

らのプロジェクトは NPB 内で決定され、公募の形で、研究機関からの提案書を比較し事業を決定する。

養豚関連の調査実績が豊富なアイオワ州立大学は NPB のみならず、アイオワ州の生産者団体からも同様

の事業を毎年複数受託している。 

エクステンションサービスの一例としては、アニマル・ウェルフェア及び飼料の安全保障に関する監査

基準の統一化76が挙げられる。生産者に対する監査基準はこれまでパッカーごとに異なっていたが、NPB

ではパッカーと協議の上、基準が統一された。アイオワ州の生産者協会はチェックオフ資金を使い、アイ

オワ州立大学に委託し、生産者への統一基準の普及と書式の記入方法等の説明が行われた。なお、研究調

査のプロジェクト期間の大半は 1 年未満だが、長期的な観察が必要な複数年プロジェクトもある。 

キ. 消費者教育 

フードエディター、シェフ、ジャーナリスト、その他食事のトレンドに影響を与える人たちに対して、

豚肉業界の情報を定期的に提供している。また、健康の専門家、登録栄養士、教師等に対しては、豚肉が

なぜ健康にいいのかを伝えている。 

具体的な事例としては小学校に出向いて、豚肉の栄養や生産体制について説明している。また、NPB 内

に栄養のスタッフがおり、栄養士向けに豚肉の栄養面の説明やと畜場への視察ツアーも実施されている。 

また、近年では環境との調和性、維持可能性、アニマル・ウェルフェアといった側面からの批判や指摘

に対応するため、NPB では「安全な豚肉供給プラン」を打ち出し、養豚の状況や抗生物質の使用状況、環

境への取り組みを行っている。それと同様に、「We care」という教師を対象としたプログラムも実施して

いる。同プログラムを通じて、安全な食事、動物の福祉、公衆衛生、安全な職場、倫理原理、地域の生活

の質向上を目指し、消費者の信頼を得ることを目的としている。 

                                                      
76  Common Swine Industry Audit.  施設の状況、家畜ケアの状況、記録の保存、輸送状況等の項目が統一化され、認定さ

れた監査員により点数化される。http://www.iowapork.org/wp‐content/uploads/2012/10/Headlines_Summer_2015.pdf 
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出所）NPB Audited Financial Statement and Compliance Report, 2017 
(https://www.pork.org/wp-content/uploads/2018/09/National-Pork-Board-with-Compliance-12-31-17-Audit.pdf) 

⑥ 賦課金を使えないもの 

連邦法で規定されているのと同様、賦課金の使途に禁止事項が設けられており、ロビー活動や政治に働

きかける行為や、豚肉製品や競合製品に間違った印象を与える行為に利用してはならないとしている。 

なお、ボードから賦課金を受ける機関は公認会計士の検査を受けた財務諸表をボードに提出することが

義務付けられている。 

⑦ 年間計画の策定 

6 月頃に次年度の収入予測に基づき年間計画が策定される。NPB の設定している 3 つの目的（消費者の

信頼獲得、維持可能な生産体制、需要拡大）に基づき、具体的な目標が決められる。それぞれの目標を達

成するための審議委員会（例：アニマル・ウェルフェア、維持可能性、国際市場等）が設置される。現在

では常設の審議委員会は 9 つあり、必要に応じて臨時のタスクフォースも設定する。審議会のメンバーは

生産者であり、特別顧問として大学教授などの専門家が置かれる。夏に各審議委員会で予算配分を元に優

先順位の高いプログラムが選定され、9 月頃に NPB ボードに推薦する。NPB ボードでは 11 月までに実

施するプログラムを決定し、AMS に報告する。AMS では、決定されたプログラムは法律に準じているど

うかを審査し、12 月までにその承認を行う。プログラムの実施は翌年の 1 月から開始される。 

⑧ レファレンダム 

法律では、全米豚肉チェックオフ・プログラムの開始から 24 か月以内にレファレンダムを実行するよ

う定められており77、制度開始から 24 か月後に開催された。結果は、投票者の 3/4 が存続を希望していた

ため、存続が決定された78。 

レファレンダムの投票資格は、個人生産者で自分の名前で 1 頭以上の豚を所有・販売しているもの、ま

た、会社等の生産者は、1 頭以上の豚を所有・販売しているものは会社等単位で投票できるとしている。

家族等グループ経営については、そのグループで 1 票とする（登録するのは誰でも構わない）が、その内

                                                      
77  SEC. 1622. 
78  過半数が同意していれば存続可能である（同上.）。 

項目 金額（千米ドル） 
各州への分配金 14,764 
国内外市場開拓 26,304 

調査研究 10,135 
生産者教育 4,198 

消費者教育 4,058 
管理費等 6,959 
利子支払い 1,277 

合計 67,695 

表 12 2017 年度米国豚肉ボードの予算割り当て 
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の誰かが自分の名前で 1 頭以上の豚を販売した場合は個人生産者として 1 票とする。また、豚肉や豚肉製

品を輸入するものも投票でき、家族、パートナーシップ、会社等の場合は団体ごとに 1 票とするが、その

内の誰かが自分の名前で 1 頭以上の豚または豚肉商品を輸入した場合は個人生産者として 1 票とする。 

また、代理投票は原則認められていないが、企業生産や輸入業の従業員、後見人、管理人、執行者、生

産者または輸入業者の財産の管理者、または投票資格のある生産者や輸入者の公認の代表者は代理として

投票することができる。代理投票するものは代理投票を認められていることを明示しなければならない。 

⑨ 全米豚肉生産者協議会（NPPC） 

 豚肉チェックオフの申請者でもある NPPC（NSGC の後継）は、養豚業界の生産者団体である。法的

な位置づけは内国歳入法第 501 条 C 項 3 号に基づく、課税を免除される非営利団体である。NPPC は 42

の州組織を代表する 15 名の委員から構成されている。NPB とは緊密に協力している79。棲み分けとして

は、NPB が販売促進、消費者教育、調査事業を担当する一方、NPPC は養豚業に影響を与えうる公共政

策について取り組んでいる80。さらに、NPPC は豚肉生産者を支援する連邦議員や候補者の教育や支援に

専念する独自の政治行動委員会である PorkPAC を運営している。 

1999 年に USDA が行った監査報告書によれば、NPB と NPPC の棲み分けはそれまではっきりとして

いなかったようである。NPB が設立される前から、NPPC は調査や広報活動を行っていた経緯から、NPPC

のノウハウを活用する観点から、チェックオフ・プログラムの多くは NPPC に委託されていた。また、事

務所やスタッフ、会計業務等は NPPC と共有し、NPB 自前のスタッフは 2-3 人程度であった。 

しかし、2000 年前後の訴訟問題を受け、USDA は NPB と NPPC の役割の明確化と業務の分離を行っ

た。その結果、2001 年以降、事務所やスタッフ、予算の計画や会計手続き等の運用上の部分の分離が行わ

れ、現在では両者は別の建物におり、スタッフや事務関連業務は分かれている。 

しかし、NPB は NPPC から引き継いでいる部分は残っており、「豚肉はもう一つの白身肉（The Other 

White Meat）」のブランドはその一つである。同ブランドは 2006 年に NPB に販売され、NPB から毎年

その売却費用を受け取っているものの、市民団体からの訴えにより、NPPC の販売金額（3,500 万米ドル）

は膨張された金額であるとして、2018 年 2 月の判決によりその支払いが差し止められている81。その他に、

NPB のオフィスがある建物は NPPC の所有であり、NPB が毎年賃料を NPPC に支払っている。 

  評価過程 

同報告書の内容に関しては、パブリック･ローでは、「効果について評価」しなければならないとし、詳

細を定めていないが、たいていはチェックオフ	

制度を実施した結果、販売量の変化、価格の変化、市場シェアの変化、産業全体の利益の変化、消費者

の認知度の変化などをもとに「効果」が測定され、記載されていることが多い。一方、販売促進や消費者

への認知度が上昇したとしても、それが真にプログラムの結果なのか、それともほかの要因が大きく関係

しているのかを分析することは難しい82。また、これらの評価は、販売量や価格の変化など「小売業」レ

ベルで判断されているものが多いため、生産者側が「自分の払った賦課金から、自分は何を得ているのか」

                                                      
79  全米豚肉生産者協議会ホームページ（http://nppc.org/about‐us/） 
80  NPB ホームページ（https://www.porkcdn.com/sites/porkorg/library/2016/09/pork_checkoff_history.pdf） 
81  nppc.org/nppc‐statement‐on‐pork‐the‐other‐white‐meat‐ruling/ 
82  Williams and Capps (2006) “Measuring the Effectiveness of Checkoff Programs” 
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について感じることができないことが多く83、ひいては、チェックオフ存続の是非を問うレファレンダム

実施を希望する声の高まりに繋がると考えられる。	

豚肉チェックオフ・プログラムの評価についても、これまで、同様の報告書が公表されている。これら

の評価では、その多くが、チェックオフ・プログラムについて肯定的な結果を述べている。 

 課題及び直近の動き 

チェックオフ・プログラムが抱えている課題として関係者の間で指摘されていたのは社会の変化への対

応である。豚肉チェックオフが設立された頃は、消費拡大と生産性向上が主要な目的であった。国内外で

のプロモーション活動及び生産性向上のための調査研究、研究機関と連携した効果的なエクステンション

サービス等を通じて米国の養豚業界は輸入国から世界 大の輸出国へと変貌遂げたことに鑑みて、当初の

目的はある程度達成されたといえる。 

また、チェックオフ・プログラムに対する生産者の支持も高い。NPB が毎年独自で生産者向けにアンケ

ートを実施しているが、これによれば、2017 年に 9 割の生産者がチェックオフ・プログラムを支持して

いた84。一生産者では出来ない輸出拡大の成果も評価されている。 

他方で、豚肉の消費が市民権を得た現在では、環境への対応やアニマル・ウェルフェアに対する批判が

高まっている。これらの課題に対して、NPB は消費者教育や生産者教育などを通じて対応しているが、近

年の訴訟問題などを見ても、後手に回っている印象がある。ジェネリックなプロモーションに対する批判

は関係者から聞かなかったが、多様化された現代社会において従来のやり方では消費拡大が難しいとの意

見があった。 

さらに、2001 年の NPB と NPPC の業務分離により、両者の業務が非効率的にあったとの声も聞かれ

た。ノウハウと知識を持っている NPPC への委託が出来なくなった NPB は試行錯誤で業務を行っている

一方、ノウハウや実績が豊富な NPPC に資金が流れてなくなった。 

また、チェックオフ収入の不安定も一つの課題として挙がっている85。徴収される賦課金の増減に も

影響を与えるのは①市場価格、②販売される豚の重量及び③販売される豚の頭数である。これらの 3 つの

変数の予測を立てながら、NPB では次年度の予算編成を行っている。また、リスクをヘッジする意味でも、

チェックオフ・プログラムでは、ある一定の資金の繰り越しが認められている。NPB では、向こう 3 年

の予測を立てながら、プログラムの編成を行っており、不測の事態が発生した際に繰越金を充て、プログ

ラムの連続性を確保している。 

その他に、賦課金に関する支払い方法についても課題が残されている。現行の規定では賦課金を NPB

に送金するのは買取り業者である。と畜用豚が対象の場合、と畜業者が賦課金を集金し NPB に送ること

になるが、と畜業者の数が限られており、なおかつ販売は一度のみであるため、大きな混乱が起きない。

しかし、肥育用豚の場合、中間業者または大規模な肥育業者が小規模肥育業者から養豚を購入し、さらに

転売をしたりする場合、仲介する業者が複数にまたがると送金が行われない事例が発生している86。これ

らの未払いを防ぐため、USDA では賦課金の送金を販売業者（第一次生産者）が代わりに行うことを認め

る修正を連邦官報に掲載している。 

  

                                                      
83  同上. 
84  NPB 提供資料 
85  National Pork Board, 2018 National Pork Industry Forum 
86  USDA/AMS, 7 CFR Part 1230, No. LS‐98‐007. Feb,2000 
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2.3 その他 3 品目のチェックオフ制度 

 牛肉 

① 設立経緯 

牛肉チェックオフ・プログラムは、1985 年の「牛肉振興・研究法87」を基盤とし、「牛肉振興・研究命

令88」の制定、並びに生産者からの投票により 1988 年に実施開始となった。それまでは、各州の牛肉生産

者協会が任意で賦課金を課し、州内のプロモーション等に資金を充てていた。その後、全国レベルでのプ

ログラムを実施するための団体として、「牛肉協議会89」が設立された。 

チェックオフ・プログラムの設立に至った経緯として、健康志向の高い消費者の増加による赤肉（レッ

ドミート）の消費減少が背景にある。1984 年のニューヨークタイムズ紙の記事では、健康志向の高まりか

ら米国国民の食生活に変化が見られ、1974 年の 1 人あたりの年間牛肉消費量は 115.7 パウンド（約 53kg）

だったのに対し、1982 年には 105（約 48kg）まで減少したと伝えている90 。この事態を重く見た全米肉

牛生産者協会（現在の全国肉牛生産者牛肉協会、NCBA）は 1970 年後半から、チェックオフ・プログラ

ム設立のための議員などへの働きかけを行った。 

働き掛けの結果、1976 年 5 月に第 1 回目の法案が議会で可決された。しかし、1977 年に行われた投票

で賛成派は 57%にとどまり、設立開始のために必要であった 2/3 を下回ったため、設立が叶わなかった。

その後、1978 年の法案では、投票において必要な賛成割合を 2/3 から 50%以上と変更して、再度可決さ

れた。しかし、翌年に実施された投票では賛成派は 35%のみであった。生産者及び州の生産者団体等との

話し合いにより、チェックオフ・プログラムの内容が複雑でわかりにくかったこと、そして既存の体制を

無視したことが低い支持率の原因であったことがわかった91。 

その結果、これまでの法案に多くの修正が行われた。役員の選出方法は「地域に限らず、生産者団体か

ら選出される」方式から、「各州の認定された生産者協会から」選出される方式へと変更になり、賦課金は

「成牛価格の 1%の半分を超えてはならず、賦課金は直接全国のチェックオフ・ボードに送金しなければ

ならない」という規定から「牛１頭当たり 1 米ドルに設定し、各州の生産者協会が集金を行う。また、集

められた賦課金の半分は州に残る」という規定に変わった92。これらの修正を含む新しい法案は 1985 年に

可決された後、1988 年に 79%の賛成を得た。 

② 関連法令 

牛肉振興・研究法は 1985 年の農業法の一部として成立した。同法は牛肉販売促進及び研究プログラム

（牛肉チェックオフ・プログラム）の目的とチェックオフ・プログラムの大枠を定めている。なお、同制

度の下で実施されるプログラムの運用や、運用団体の役割と権限、及び制度の具体的な規定等は 1986 年

に制定された牛肉振興・研究命令で取り決められている。 

牛肉チェックオフ・プログラムの設立にあたり、牛肉振興・研究法では米国議会の調査結果と設立の意

                                                      
87  Beef Promotion and Research Act 
88  Beef Promotion and Research Order 
89  Beef Industry Council 
90  Health Food and The Change in Eating Habits  
91  http://www.beefusa.org/CMDocs/BeefUSA/Federation/Federation%20History.pdf 
92  https://www.beefboard.org/member‐toolkit/files/Presentations/History%20of%20the%20Beef%20Checkoff%200811.pdf 
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義に関して明記している。牛肉及び牛肉製品は米国国民の基礎食品の一つであり、国民の食生活に欠かせ

ない食材である。牛肉及び牛肉製品の生産は米国経済において重要な役割を果たしており、牛肉産業の維

持及び拡大は生産者及び関連業者のみならず米国経済にとっても極めて重要なため、全米及び州レベルで

の販売促進活動、研究、及び消費者教育を実施する団体の設立が必須であると謳っている。 

ア. 牛肉振興・研究命令の発効93 

牛肉振興・研究命令の発効において、関連団体等から規則内容に関する提案書が提出され、生産者の意

見を仰ぐパグリックコメントの期間が設けられた。その後、農務長官により規則案が公布され 120 日以内

に規則発効となる。 

イ. 牛肉販売促進及び研究ボードの設置94 

牛肉販売促進及び研究ボード95（以下 CBB）は牛肉チェックオフ・プログラムの運用団体として設置さ

れており、チェックオフ・プログラムの予算決定、運営委員会96役員の選出、チェックオフ・プログラム

実施に関する規則の制定、及び規則改正案の作成等の役割を担っている97。また、違反行為があった場合

の調査及び審議も CBB によって行なわれる。同ボード役員は各州の認定生産者協会及び輸入業者から構

成されている。役員選出方法等は下記の「運用」にて説明している。 

CBB にはチェックオフ・プログラムの事業計画を行なう牛肉販売促進運営委員会があり、同運営委員会

は毎年度予算の作成、販売促進活動、研究、消費者・業界情報、及び海外市場開拓等の事業計画を行なっ

ている 。20 名の委員から構成されており、そのうち 10 名は CBB より、残る 10 名は米国 45 州の認定生

産者協会から構成される州牛肉協議会98より選出される。CBB 役員及び運営委員会委員に対する給料等は

あてがわれておらず、任期期間中は無報酬で務めなければならないものの、交通費等の諸経費の払い戻し

は認められている。 

牛肉振興・研究法はチェックオフ資金を原資とする事業活動の委託を認めており、実際の販売促進活動、

研究、及び栄養教育等は全米レベルの業界の非営利団体99によって実施されなければならない。事業活動

の実施にあたり、委託先団体は予算を作成、運営委員会に提出後、農務長官の承認を受けることが義務付

けられている。 

ウ. 州レベルの認定牛肉生産者協会（Qualified State Beef Councils）の認可100  

州レベルの牛肉生産者協会は各州のチェックオフ資金を収集し、その内の半分を CBB に納める役割を

果たしている。現在では 45 州に 1 協会があり、農務長官の認可を受けなければならない。認可にあたっ

て、州レベルの牛肉生産者協会はそのメンバーの大多数が牛肉生産者であり、米国牛肉産業において一定

の生産量があること、協会設立目的が畜産経営基盤の強化と促進であること等が定められている。州の生

産者協会はまた、チェックオフ資金の 50％を自州の調査・プロモーション活動のために使うことが出来る。 

エ. 州牛肉生産者協会連盟（Federation of State Beef Councils） 

全米に 45 ある州の生産者協会を束ねる全国団体である。CBB 役員の選出や州ごとの販売促進活動の実

施等、牛肉チェックオフ・プログラムの実施において重要な役割を果たしている。チェックオフ・プログ

                                                      
93  牛肉販売促進及び研究法 第 3節 
94  同法 第 4節 
95  Cattlemen’s Beef Promotion and Research Board 
96  The Beef Promotion Operating Committee 
97  https://www.beefboard.org/committee/operating‐committee  
98  Federation of State Beef Councils 
99  National nonprofit industry‐governed organizations 
100  牛肉販売促進及び研究法 第 6節 
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ラムが発足する前、任意で集めた資金を管理・運用していたのは「牛肉協議会」だが、同プログラム設立

後には同協議会内に州生産者協会連盟が運用するようになった。1996 年に牛肉協議会が全国肉牛生産者牛

肉協会（NCBA）と合併し、州生産者協会連盟は NCBA のチェックオフ部門に組み込まれた。 

オ. 信任投票（レファレンダム） 101 

チェックオフ・プログラムの導入または継続は、生産者による全体投票によって決定される。第 1 回目

の全体投票は、牛肉振興・研究規則の発効後 22 ヶ月以内に開催され、チェックオフ・プログラムの本格

的な導入を生産者に問いかける場となる。CBB102によれば、1988 年に行われた事前投票では 79%にのぼ

る生産者がチェックオフ・プログラムに賛同し制度の本格的な導入・実施が決定された。その後の全体投

票の開催については、生産者の 10%以上から要請がある場合に行なわれる決まりとなっている。一定期間

内103に牛肉及び牛肉製品の生産に従事した者のみ投票の要請と実際の投票に参加できる。制度の廃止が決

定した場合、農務長官は 6 ヶ月以内に賦課金の収集を停止する。 

カ. 牛肉チェックオフに関する訴訟事例 

2005 年、米国 高裁は牛肉チェックオフ・プログラムを違憲とする下級裁判所の判断を覆し、農務省に

よる牛肉チェックオフ・プログラムの継続を支持した。原告である畜産マーケティング協会（Livestock 

Marketing Association）は牛肉生産者団体を代表する協会であり、2001 年に違憲となったマッシュルー

ム制度と同様、牛肉チェックオフ・プログラムも米国憲法修正第 1 条の表現の自由に反するとして提訴し

ていた。 

高裁ではチェックオフ事業のジェネリック広告は政府によるスピーチ（Governmental Speech）か否

かが焦点となった。チェックオフ資金を原資とする広告が政府によるスピーチとなれば個人の表現の自由

を保障する憲法第 1 条は適用されないためである。原告側は 1）牛肉チェックオフ・プログラムの一般的

な広告は政府機関ではない事業団体によって実施されていること、2）同制度は米国国民全体からではな

く、牛肉生産者及び輸入業者のみから徴収されていること、3）一般的な広告は政府ではなく米国牛肉生

産者がスポンサーであると宣伝していることの 3 点から、牛肉チェックオフ・プログラムの一般的な広告

は政府によるスピーチではないと主張した 104。 

原告側の主張に対し、 高裁は 1）チェックオフ事業団体は連邦法に基づき承認されているため政府関

連機関と捉えることができること、2）特定のグループのみ徴収が課されている場合でも、個人は政府に

よるスピーチに対し憲法修正第 1 条を根拠に賦課金の支払いを拒むことはできないこと、3）一般的な牛

肉広告の一部のみ牛肉生産者として宣伝しており、特定の民間団体を宣伝しているわけではなく政府関連

団体としても捉えることができると論じ、牛肉チェックオフ・プログラムの一般的な広告は政府によるス

ピーチと判断できると結論付けた105 。 

チェックオフ制度は政府のスピーチであり米国憲法第 1 条が適用されないとした 高裁の判断は、審議

中であった豚肉チェックオフ・プログラムの違憲性についても影響を与えた。 

 

                                                      
101  牛肉販売促進及び研究法 第 7節 
102  https://www.beefboard.org/about/whoweare.asp  
103  その期間については、農務長官が定めることとするとの未記載。

（https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/Beef%20Act.pdf） 
104  Understanding the Federal Commodity Checkoff Program 
105  同上 
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③ 運用 

ア. 代表者の選出106 

上述の通り、牛肉チェックオフ・プログラムの賦課金の徴収の監督、予算の決定、州レベル認定プログ

ラムの承認、及び運営委員会の役員選出等は CBB の役割となっている。CBB は州及び地区レベルの牛肉

生産者協会及び輸入業者から選ばれた 98 名で構成されている107。選出される代表者数は各州または地区

の牛の頭数によって決められ、生体牛 50 万頭（または生体牛換算）あたりに 1 名、100 万頭以上になる

と追加で 1 名選出することができる。これは輸入業者に関しても同じである。なお、頭数が 50 万頭以下

の州はグループごとにまとめられ代表者を選出している（第 33～37 地区）。 

現在、米国の 37 地区及び輸入業者で構成される特別枠 1 区の合計 38 地区から代表者が選出されてい

る。2017 年現在の地区別代表者数は下記の表に示されている。 

 

表 13 CBB 代表者選出方法 

州/地区 頭数（単位：1,000 頭） 役員数 

第 1地区（アリゾナ州） 900 1 

第 2地区（アーカンソー州） 1,660 2 

第 3地区（コロラド州） 2,600 3 

第 4地区（フロリダ州） 1,680 2 

第 5地区（アイダホ州） 2,307 2 

第 6地区（イリノイ州） 1,143 1 

第 7地区（インディアナ州） 873 1 

第 8地区（アイオワ州） 3,867 4 

第 9地区（カンザス州） 5,983 6 

第 10 地区（ケンタッキー州） 2,110 2 

第 11 地区（ルイジアナ州） 787 1 

第 12 地区（ミシガン州） 1,133 1 

第 13 地区（ミネソタ州） 2,347 2 

第 14地区（ミシシッピ州） 923 1 

第 15 地区（ミズーリ州） 3,983 3 

第 16 地区（モンタナ州） 2,567 3 

第 17 地区（ネブラスカ州） 6,317 6 

第 18 地区（ニューメキシコ州） 1,340 1 

第 19 地区（ニューヨーク州） 1,450 1 

第 20 地区（ノース・カロライナ州） 803 1 

第 21 地区（ノース・ダコタ州） 1,697 2 

第 22 地区（オハイオ州） 1,243 1 

第 23 地区（オクラホマ州） 4,567 5 

第 24地区（オレゴン州） 1,300 1 

第 25 地区（ペンシルバニア州） 1,580 2 

第 26 地区（サウス・ダコタ州） 3,783 4 

第 27 地区（テネシー州） 1,770 2 

第 28 地区（テキサス州） 11,500 12 

第 29 地区（ユタ州） 807 1 

                                                      
106  牛肉販売促進及び研究法 第 5節 
107  CBB は 2~3年おきに各州の牛の頭数を集計し、役員数を変更している。 
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第30地区（バージニア州） 1,487 1 

第 31 地区（ウィスコンシン州） 3,467 3 

第 32 地区（ワイオミング州） 1,293 1 

第 33 地区（ノース・ウェスト）  

1 

  アラスカ州 10 

  ハワイ州 135 

  ワシントン州 1,137 

  合計 1,282 

第 34地区（ノース・イースト）  

1 

  コネチカット州 48 

  デラウェア州 16 

  メイン州 84 

  マサチューセッツ州 38 

  ニューハンプシャー州 32 

  ニュージャージー州 28 

  ロードアイランド州 5 

  ヴァーモント州 260 

  合計 511 

第 35 地区（中部アトランティック）  

1 
  メリーランド州 186 

  ウェスト・バージニア州 382 

  合計 567 

第 36 地区（サウスイースト）  

3 

  アラバマ州 1,240 

  ジョージア州 1,057 

  サウス・カロライナ州 337 

  合計 2,633 

第 37 地区（サウスウェスト）  

6 
  カリフォルニア州 5,183 

  ネバタ州 442 

  合計 5,625 

第 38 地区（輸入業者） 6,949 7 
出所）Beef Promotion and Research Order よりプロマー・コンサルティング編集 

イ. 賦課金108 

牛肉チェックオフ・プログラムでは、乳用、肉用を区別せず畜牛を飼育する農家を「生産者」と定義し

ているため乳用牛を飼育する酪農家も賦課金を支払う必要がある。そのため、酪農家は牛肉チェックオフ

と後述する乳製品チェックオフの 2 つの制度に賦課金を納める必要がある。輸入業者は生体牛、牛肉、及

び牛肉製品を輸入する業者と定めているため、飲用乳及び乳製品の輸入業者は含まれていない 

牛肉のチェックオフ・プログラムにおいて、賦課金の徴収は生体牛 1 頭に対し 1 米ドルと決められてい

る。乳用、肉用、または成牛、子牛といった区別はないため、1 頭の牛に対し複数回徴収されることもあ

る。輸入業者も同様に生体牛換算で 1 頭につき 1 米ドルの支払いが義務付けられている。州レベルの牛肉

生産者協会は徴収した 1 米ドルのうち 50 米セント以下を各州の販売促進活動に充てることが可能である

                                                      
108  牛肉販売促進及び研究規則 1260.172 
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が、州レベルの協会が存在しない地区や輸入業者から徴収された賦課金は全米レベルの販売促進活動資金

となる。なお、オーガニックビーフ109の生産または輸入を行なう畜産農家及び輸入業者は賦課金の支払い

を免除されている110。賦課金の免除には、農務省によってオーガニック生産者認定を取得し、CBB または

州レベルの生産協会に免除申請を行なうことが義務付けられている。 

各チェックオフ・プログラムの事業計画は CBB の運営委員会によって行なわれ、実際の調査研究、販

売促進活動やマーケティング、輸出プロモーション等は委託先の業界の非営利団体によって実施される。

これは、牛肉関連の知識を有する団体にプログラムの委託を行った方が効率的であるという観点から、牛

肉振興・研究法に決められている。 

業界の非営利団体とは具体的には NCBA、USMEF、全米畜産業者協会（NLPA）等を指す。CBB によ

れば、対象となる団体は 100 以上あるものの、NCBA が大半のプログラムの受注先となっており、このこ

とが批判の対象となっている111。NCBA は設立当初、ロビー活動などの政策提言機関としての役割を果た

してきたが、チェックオフ・プログラムが発足してから CBB からも事業委託を受けるようになった。さ

らに 1996 年に、牛肉協議会と合併したため、より多くのプログラムを実施できるようになった。従来の

政策提言機能とチェックオフの機能を区別するため、NCBA 内は二つの独立した部門（政策提言部門とチ

ェックオフ部門）があり、チェックオフ関連の事業運営や会計はチェックオフ部門が独自で行っている。 

 

  

                                                      
109  有機栽培の飼料や牧草で育成されている、または放牧されている牛。 
110  牛肉販売促進及び研究規則 1260.302 
111  https://www.beefboard.org/uDocs/2rolesofcbbandncba.pdf 
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出所）CBB 

*州レベルの生産者協会が存在しない州から徴集された賦課金は直接 CBB に納められる。CBB は生産者の要請などに応じて同州で
のプロモーション活動及び販促品の政策・配布を行う。 

ウ. チェックオフ資金 

CBB の年次報告書によれば、2017 年の牛肉チェックオフ資金は約 4,106 万米ドルであった。チェック

オフ事業運用費は 3,972 万米ドルであり、そのうち研究への支出が も多く（全体の 23%）、次に海外市

場マーケティングが全体の 21%を占めた。国内消費者への販売促進活動及び消費者情報プログラムへの支

出も各 20％を占めるなど、これら 4 つの事業が全体の 87%を占めている。 

研究プログラムは、牛肉の安全性、栄養価、品質、市場調査、及び畜産生産（特に牛肉）の持続性等に

関して実施されている。米国では畜産生産工程で排出される二酸化炭素等の問題性が指摘され、食肉を生

産することによる環境への影響が懸念されている。これらの懸念に対し、CBB は畜産生産の持続性に関す

畜産・酪農生産者* 

（肉用、乳用、及び肉用子牛） 

生体牛１頭あたり１米ドル 

輸入業者 

生体牛１頭換算あたり１米ドル 

州レベルの認定生産者協会 
牛肉チェックオフ・ボード 

（CBB） 

州牛肉協議会連盟 

（NCBA チェックオフ部門） 
牛肉販売促進運営委員会 

州レベルの販売促進活動 
全米レベルの販売促進活動 

50 米セント 

50 米セント 

全米及び州レベルでのチェックオフ事業 

• 販売促進活動 

•  研究 

•  海外市場マーケティング 

• 消費者及び業界情報等 

役員選出 

役員選出 

図 10 牛肉チェックオフ・プログラムの仕組み 
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る研究を続けており、現代の生産効率性の上昇及び水や土地等の資源利用の効率化の調査を実施している

112。なお、牛肉振興・研究法では「研究」とは市場開拓の効果を測定する調査や、牛肉の栄養価に関する

研究や新商品開発に関する研究に限定されており、特定の畜牛（例：仔牛等）の生産性向上等に関する研

究はチェックオフ資金で行うことが出来ない。これらの研究は他機関（NCBA）が任意で行っている。 

国内消費者向け牛肉販売促進活動においては、牛肉プロモーション専用の消費者向けウェブサイトを立

ち上げ、「Beef: It’s What’s for Dinner」のジェネリック広告のもと牛肉を使用したレシピの提供や栄養価

と効能、生産者を紹介するビデオを配信している。CBB はまた、SNS を利用した消費者や業界関係者へ

の広報を積極的に行なっており、チェックオフ公式 Facebook ページで情報提供や生中継ビデオの配信を

実施し消費者との幅広いコミュニケーションを可能にしている113。2017 年には中国への米国産牛肉の輸出

が解禁になったことから、CBB は中国市場へのマーケティング活動に今後注力していくと見込まれる。 

表 14 米国牛肉チェックオフ資金（米ドル） 

 2016 年 2017 年 
賦課金 $39,114,755 $40,956,265 
利子 $109,324 $110,656 
その他 $35,982 $18,981 
合計 $39,260,261 ＄41,055,902 

        出所）CBB 

表 15 米国牛肉チェックオフ・プログラム事業支出内訳 

プログラム運用費用 2016 年 2017 年 
研究 $9,755,701 $9,102,863 
海外市場マーケティング $8,123,678 $8,140,797 
販売促進活動 $7,483,378 $7,871,078 
消費者情報 $7,279,544 $7,913,258 
業界情報 $3,054,637 $4,180,808 
生産者コミュニケーション $1,460,199 $1,498,613 
事業計画 $265,182 $292,090 
事業評価 $203,164 $202,832 
合計 $37,625,483 $39,202,339 

その他 2016 年 2017 年 
事務管理費 $1,746,258 $1,796,725 
USDA監督費 $349,024 $465,853 
総計 $39,720,765 $41,464,917 

 出所）CBB 

 

                                                      
112  https://www.beefresearch.org/beefsustainabilityresearch.aspx  
113  CBB、 2017年年次報告書 
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図 11 2017 年度チェックオフ事業運用費内訳 

       
出所）CBBデータを基にプロマー・コンサルティング編集 

なお、チェックオフ・プログラムを運営する CBB の事務管理費はチェックオフ資金の 5%以内でなけれ

ばならない。CBB では、チェックオフ資金の有効な使い方を行うために、NCBA と事務・会計サービス

契約を結んでいる。CBB は NCBA 内に事務所を借りており、事務及び会計の業務は NCBA に委託してい

る。NCBA はまた、チェックオフ資金の主要な委託先であるだけでなく、チェックオフ運営委員会の半分

の委員を決定する「州牛肉生産者協会連盟」を自前のチェックオフ部門に組み込んでおり、さらに CBB

と業務・会計にサービス提供を行っていることから、NCBA とチェックオフ・プログラムの関係性に疑問

を抱く声がある。 

④ 評価 

2014 年、コーネル大学の Harry M. Kaiser 教授によって牛肉チェックオフ資金制度を原資とする販売

促進活動の経済効果に関する調査が実施された。同調査では 1）チェックオフ・プログラムが存在しない

場合の国内及び海外市場における牛肉の需要と 2）牛肉のプロモーション及びマーケティング活動におけ

る生産者へのメリットの 2 点が取り上げられ、2006 年から 2013 年のデータを用い、牛肉及び競合品（鶏

肉、豚肉等）の需要、価格、消費者の収入、為替及び輸出先国の経済状況等の観点から分析が行なわれた114。 

調査結果では、プロモーション及びマーケティング活動によって 2006 年～2013 年期間における国内の

牛肉需要は同活動が実施されなかった場合と比較し 11.3％（157 億パウンド115）増えており、特に、海外

市場におけるマーケティング及び牛肉の研究プログラムへの拠出はそれぞれ 6.4%及び 3%の需要増に貢献

していることが明らかになった。また、費用便益分析（Benefit-Cost Analysis）では、1 米ドルあたりの

チェックオフ・プログラムへの投資に対し、11.20 米ドルの利益が還元されていることが報告された116。 

CBB は独自に生産者のチェックオフに対する意識調査も実施しており、2018 年に行なわれた 新の調

査では 4 人中 3 人の生産者がチェックオフ・プログラムに賛同していると発表した117。USDA によって

2012 年に行なわれた調査を基に 804 名の生産者サンプルを抽出し、チェックオフ・プログラムに対する

                                                      
114  An Economic Analysis of the Cattlemen’s Beef Promotion and Research Board Demand‐Enhancing Programs 
115  約 71 億 kg 
116  同上 
117  https://www.beefboard.org/library/files/PAS/Aspen%20‐%20Beefmemo18_1.pdf  
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合計：39,202,339 米ドル 



 
 

54 
 

 

平成３０年度    豚肉チェックオフ制度に関する海外調査委託事業 

プロマー・コンサルティング 

理解度及び賛否に関してインタビューが行なわれた。直近 5 年の調査では、69%～78%の生産者がチェッ

クオフ・プログラムに賛同しており、過去 10 年の賛同率は平均で 60%～70％台と高く推移している。同

制度に反対または不安を持つ生産者に関しては、チェックオフ・プログラムに関する情報や理解が比較的

浅いことが明らかとなった118。なお、USDA は米国の生産戸数は約 91 万戸（2012 年当時）と発表してい

る119。 

 乳製品 

① 設立経緯 

乳製品業界全体の活動は 1915 年からあり、本格的に州・地方レベルの乳業協会と連携しプロモーショ

ン活動が行われるようになったのは 1970 年の乳業協会連合120（UDIA）が誕生してからである。UDIA は

当時、任意による資金の運用を行っていた121。 

乳製品のチェックオフ・プログラムは 1984 年に乳製品安定化法122の一部として制定された。当時、過

剰供給により生乳の価格が落ち込み、米国政府によって供給管理制度が敷かれていた123 。乳製品チェック

オフ・プログラムの設立の背景には、全米レベルでの販売促進活動を実施し消費拡大を目指す狙いがあっ

た。なお、乳製品とは別に飲用牛乳には独自のチェックオフ・プログラムが存在する。飲用牛乳チェック

オフ・プログラムは飲用牛乳振興法124及び飲用牛乳振興・研究命令125に基づき運用されており、賦課金は

毎月 300 万パウンド（約 136 万キロ）以上の飲用牛乳を生産する製造業者から徴収されている。本項では、

乳製品チェックオフ・プログラムのみ取り上げる。 

② 関連法令 

乳製品安定化法は 1983 年米国議会によって承認され、乳製品チェックオフ・プログラムの設立が可能

となった。同法はチェックオフ・プログラム設立を認め、米国農務省によって策定された乳製品振興・研

究命令126の土台となった法律である。 

乳製品安定化法には米国における乳製品及び酪農産業の重要性について米国議会の調査結果がまとめら

れており、乳製品は米国国民の日常生活において必要な基礎食品であること、乳製品及び酪農産業は米国

経済において重要な産業のひとつであること等が明記されている127。乳製品チェックオフ・プログラムの

設立は、販売促進活動を実施することにより酪農及び乳製品産業の維持と拡大及び新規市場への参入を支

えることを目的としている128。 

ア. 乳製品振興・研究命令の制定129 

乳製品振興・研究命令は、生産者及びチェックオフ・プログラム対象者から提出された提案書を基に策

                                                      
118  同上 
119  http://www.beefusa.org/beefindustrystatistics.aspx  
120  2015 Dairy Report to Congress 
121  https://www.dairy.org/about‐dmi/history 
122  Dairy Production Stabilization Act of 1983 
123  Ellensburg Daily Report ‐ Aug 23, 1982 
124  Fluid Milk Promotion Act of 1990 
125  Fluid Milk Promotion and Research Order 
126  Dairy Promotion and Research Order 
127  酪農生産安定法 第 4501節 (a) 
128  同法 第 4501節 (b) 
129  同法 第 4503節 
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定され、一定期間のパブリックコメントを設けた後、農務長官によって発効された。本格的な制度導入の

是非を問う事前投票は 1985 年 9 月 30 日以降 60 日以内に開催されることが義務付けられていた。また、

同規則の施行においては、国際貿易法に遵守するため米国輸出関連団体との協議を設けることを定めてい

る。 

イ. 乳製品販売促進及び研究ボードの設立130 

乳製品チェックオフ・プログラムの運用及び管理団体として、同法は乳製品販売促進及び研究ボード131

（NDB）の設置を定めている。NDB 役員は複数の州をまとめた地区を代表する酪農生産者と輸入乳製品

を代表する輸入業者によって構成され、役員は農務長官から任命を受けた地域団体から選出されなければ

ならない。役員の任期は 3 年であり、再選は 1 回のみ可能である。任期期間中無報酬で NDB に務めるこ

ととなる。なお、業務執行のために生じた諸経費などは NDB によって払い戻しされる。 

NDB の主な役割及び権限は、1）飲用牛乳及び乳製品の販売促進活動、研究、及び栄養教育に関するプ

ログラムの計画、予算決定、及び評価、2）乳製品販売促進及び研究命令に基づくチェックオフ・プログ

ラムの運用、3）命令違反等の調査実施と USDA への報告、4）農務長官に対し命令修正案の提示、及び

軍事関係者や発展途上国国民の飲用牛乳・乳製品の消費拡大に繋がる研究を提案することである。 

チェックオフ資金によって運用される販売促進活動、研究及び栄養教育プログラム計画は NDB によっ

て作成され農務長官の承認を受ける。チェックオフ・プログラムの予算案は NDB によって作成されるが、

予算の使い道として国内同様国外への輸出促進活動を許可しているほか、特定の活動や研究に関しては第

3 者への委託も認めている。 

ウ. 地域レベルの乳製品団体の認可132 

乳製品チェックオフ・プログラム運用のため、酪農生産者及び輸入業者による賦課金の支払いが義務付

けられているが、生産者及び輸入業者が地域レベルでの乳製品販売促進団体に所属していると認められる

場合は、賦課金の一部を地域団体の認定プログラムに納付することが認められている。これら地域レベル

の団体が農務長官の承認を受ける際には、団体登録メンバーの大多数が酪農生産者であること、団体の活

動目的が飲用牛乳または乳製品の消費拡大や栄養教育の普及等でなければならない。詳細は下記の「運用」

にて詳述している。 

エ. 全体投票（レファレンダム）の実施133 

事前の全体投票は、乳製品販売促進及び研究命令の発効後チェックオフ・プログラムの本格的な導入を

問うため実施される。しかしながら、実施後の投票開催には賦課金を支払う酪農生産者及び輸入業者全体

の 10%以上の要請がなければならない134。乳製品チェックオフ・プログラムの廃止には過半数以上の票が

必要であり、制度の廃止決定後、6 ヶ月以内に賦課金の収集が停止される。 

賦課金を支払う酪農生産者または輸入業者がチェックオフ・プログラムの規則を法律または憲法違反と

みなす場合は農務長官へ審査申請の要請が可能である。申請者は公聴会で一定の規則の修正を求めること

ができるが、審査結果に不服を唱える場合は訴訟の提起が可能である。 

 

                                                      
130  同法 第 4504節 
131  National Dairy Promotion and Research Board 
132  酪農生産安定法 第 4505節 
133  同法 第 4506節 
134  レファレンダムの公正性を高めるため、投票権限を持つ生産者に一定の規則を設けており、農務長官が定める一定

期間内に飲用牛乳及び乳製品の生産または輸入に携わった者のみ投票権が与えられる。 
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オ. 年次報告書の提出135 

酪農生産安定法では乳製品チェックオフ・プログラムに関する年次報告の提出が義務付けられている。

同制度の資金によって実施された販売促進プログラムや研究プログラムに関する活動内容、財務諸表及び

第 3 者によるプログラム評価についてまとめ農務長官から米国議会へ提出されなければならない。 

③ 運用 

乳製品チェックオフ・プログラムは全米及び地域レベルの 2 段階で販売促進及び研究開発プログラムを

実施している。全米レベルの運用は、乳製品生産安定化法に基づき NDB によって行なわれる。NDB は予

算の承認、プログラムの計画作成及び運営プログラムのモニタリングと評価を行なっている。NDB は 37

名の役員から構成され、36 名は米国 12 地区を代表する酪農家から、残る 1 名は輸入業者を代表する特別

地区から選出される。選出地域及び選出数は下記の表に示している。 

 

表 16 乳製品チェックオフ役員の地理的分布 

地区名 定義 選出数 

第 1 地区 アラスカ州、オレゴン州、及びワシントン州 2名 

第 2 地区 カリフォルニア州及びハワイ州 7名 

第 3 地区 アリゾナ州、コロラド州、モンタナ州、ネバタ州、ユタ州、及びワイオミング州 2名 

第 4 地区 アーカンソー州、カンザス州、ニューメキシコ州、オクラホマ州、及びテキサス州 4名 

第 5 地区 ミネソタ州、ノース・ダコタ州、及びサウス・ダコタ州 2名 

第 6 地区 ウィスコンシン州 5名 

第 7 地区 イリノイ州、アイオワ州、ミズーリ州、及びネブラスカ州 2名 

第 8 地区 アイダホ州 2名 

第 9 地区 インディアナ州、ミシガン州、オハイオ、及び西ヴァージニア州 3名 

第 10 地区 アラバマ州、ワシントンD.C.、フロリダ州、ジョージア州、ケンタッキー州、ルイ

ジアナ州、ミシシッピ州、ノース・カロライナ州、プエルトリコ、サウス・カロライ

ナ州、テネシー州、及びヴァージニア州 

2名 

第 11 地区 デルウェア州、メリーランド州、ニュージャージー州、及びペンシルバニア州 2名 

第 12 地区 コネチカット州、メイン州、マサチューセッツ州、ニューハンプシャー州、ニューヨ

ーク州、ロードアイランド州、及びヴァーモント州 

3名 

特別枠（第 13 地区） 輸入業者 1名 
出所）https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/Dairy%20Order%202016.pdf 

地域レベルでの消費拡大及び研究開発プログラムは各地域、州、または輸入業者別に実施されており、

米国農務長官によって承認された認定プログラム（Qualified Program）として運営されている。米国農

務省レポートによれば、2015 年には 65 の認定プログラムが存在し、チェックオフ資金をもとに活動を行

なっている。また、全米の業界団体である UDIA は NDB と共同で全米レベルの販売促進活動と研究プロ

グラムの事業計画を監督している。 

実際の全米規模の販売促進活動及び研究開発事業は NDB と UDIA によって設立された乳製品マネジメ

ント会社（DMI136）によって実施されている。同社はチェックオフ資金により運営されているが、NDB

が全米レベルで収集したチェックオフ資金とUDIAが地域レベルで収集したチェックオフ資金の一部から

成り立っている137。 

                                                      
135  乳製品販売促進及び研究法 第 4514節 （2） 
136  Dairy Management Inc 
137  https://www.dairy.org/about‐dmi  
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ア. 賦課金 

乳製品チェックオフ・プログラムは生乳生産者及び輸入業者に対し生乳 100（または生乳換算）パウン

ドあたり 15 米セント及び 7.5 米セントの支払いをそれぞれに義務づけている。乳製品安定化法に基づき、

生産者が納付した 15 米セントのうち、10 米セントまでが地域の認定された団体（例：州の生産者団体等）

に納めることが出来る。輸入業者も同様に、国内の認定された輸入業者団体（例：全米チーズ輸入業者協

会等）に賦課金 7.5 米セントのうち、2.5 米セント分まで納めることが出来る。これにより、地域または

輸入業者レベルでの販売促進活動を促進する仕組みとなっている。米国農務省によれば、2015 年度に NDB

へ納付された賦課金は生乳（または生乳換算）100 パウンドあたり 5.32 米セントであった138。なお、牛肉

と同様、オーガニック認定を取得した乳製品に関しては生産者及び輸入業者の賦課金の支払いは免除され

ている。 

DMI の予算報告によれば、2016 年度予算額は 2 億 2820 万米ドル、そのうち 1 億 1660 万米ドルは NDB

予算より、1 億 1160 万米ドルは UDIA 予算より拠出された。 

出所）DMI、ALIC の資料を基にプロマー・コンサルティング作成  
*輸入業者が認定された団体（例：全米チーズ輸入業者協会）に所属している場合、所属先の団体に生乳 100 パウンド あたり 2.5
米セント納入することができる。**UDIA は NDBと共同しDMI 社に拠出し全米及び州レベルの販売促進活動を行なっている。 

イ. チェックオフ資金 

販売促進活動の一環として DMI は大手食品企業等と提携しており、ドミノピザ社やマクドナルド社、

ピザハット社等とプロモーション活動を実施している。ドミノピザ社は従来のピザより 4 割多くチーズを

使用した商品の販売139や学校のランチメニューとして焼きたてピザを提供している140。また、DMI はマク

ドナルド社と提携し、これまでハンバーガーに使用されていたマーガリンをバターに変えることに成功し

ている。この変更は競合社にも影響し、バーガーキング社やボブ・エバンズ社等もバターの使用を検討ま

                                                      
138  2015 Dairy Report to Congress 
139  https://www.progressivedairy.com/news/organizations/why‐the‐dairy‐checkoff‐partnered‐with‐domino‐s  
140  DMI Annual Report 2016 
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統合マーケティングプラン 

(DMI 社） 

地域特別 

販売促進 
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10 米セント 5 米セント 

図 12 乳製品チェックオフ・プログラムの賦課金の流れ 
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たは開始している141。 

その他、乳製品チェックオフ・プログラムの研究プログラムを実施する全米乳製品協会（National Dairy 

Council）は栄養教育プログラムである Fuel Up to Play 60 を推進している。米国における子供の肥満問

題を解決するため低脂肪または無脂肪乳製品のプロモーション及びバランスの取れた食生活の指導を実施

している142。また、生産者レベルにおいては牛肉と同様に酪農が与える環境への負担や産業の持続性につ

いてセミナーの開催等を行なっている143。 

 

表 17  米国乳製品チェックオフ・プログラム事業支出内訳（千米ドル） 

  2016 年 
消費者向けコミュニケーションプログラム 64,900 
子供向け販売促進プログラム 45,800 
グローバルイノベーションパートナーズ 45,200 
栄養教育プログラム 22,700 
輸出促進プログラム 20,400 
研究及び持続性畜産業プログラム 19,400 
産業ナレッジ 6,100 
諸費 3,700 
合計 228,200 

 出所）DMI 2016 Annual Report 

 

図 13 DMI チェックオフ・プログラム内訳 

 

 出所）DMI 2016 Annual Report 

                                                      
141  同上 
142  2015 Dairy Report to Congress 
143  DMI Annual Report 2016 
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④ 評価 

1993年に実施された全体投票では酪農生産者の71％がチェックオフ・プログラム継続に賛成している144。

2015 年にテキサス A&M 大学によって実施された計量経済分析では、チェックオフ・プログラムによる販

売促進活動が飲用牛乳及び乳製品の需要維持・拡大に有効的であり、特にチーズ及びバターの需要拡大に

大きく貢献していることが明らかになった145。 

同調査は、1995 年から 2005 年までの飲用牛乳及び乳製品の需要動向データと販売促進活動に拠出され

たチェックオフ資金を費用便益分析（Benefit-Cost Analysis）に基づき分析している。調査結果によれば、

生産者及び輸入業者が支払う賦課金 1 米ドルあたり 4.97 米ドルの投資利益が全乳製品に見込まれ、飲用牛

乳においては、1 米ドルあたり 2.99 米ドル、チーズにおいては 7.22 米ドル、バターにおいては 32.06 米

ドル、乳製品の輸出に関しては 5.59 米ドルの投資利益があると報告している。 

 マッシュルーム 

① 設立経緯 

米国農務省経済リサーチサービス146の 2003 年調査によれば、1985 年～1995 年の生鮮マッシュルーム

消費量は 1 人あたり 1.78 パウンド（約 0.8 キロ）から 2.02 パウンド（約 0.9 キロ）と増加傾向を見せて

いる147。マッシュルーム・チェックオフ・プログラムの導入は、販売促進活動に注力し需要の増加を目指

そうとした生産者の意図があった。 

② 関連法令 

1990 年、マッシュルーム振興・研究・消費者情報法148は、マッシュルームの販売強化及びマッシュルー

ム産業の維持・拡大、新規市場への参入を目的に成立した。同法に基づきマッシュルーム振興・研究・消

費者情報命令149が制定され、生産者や関連業者を交えたパブリックコメント及び全体投票を経て 1993 年

にチェックオフ・プログラム設立となった150。同年にはチェックオフ・プログラム実施にむけて米国マッ

シュルーム協会151が設立された。 

マッシュルーム・チェックオフ・プログラムの設立にあたり、マッシュルーム振興・研究・消費者情報

法は、その理論付けとして米国議会による調査結果をまとめている。調査結果によれば、マッシュルーム

は米国国民の食生活における貴重な食材であり、マッシュルーム生産によって生み出される雇用創出及び

経済効果は米国農業経済において重要な役割を果たすとしている152。 

同法はマッシュルームの振興及びその活動に係る運営団体の設置、チェックオフ・プログラムの実施及

び全体投票に関して定めているものの、米国憲法のもと、チェックオフ・プログラムの実施によって各生

産者の生産量を制限または管理してはならないと明記している153。  

                                                      
144  https://www.dairy.org/about‐dmi/history  
145  2015 Dairy Report to Congress 
146  USDA Economic Research Service 
147  米国農務省経済リサーチサービス、「Factors Affecting U.S. Mushroom Consumption」 
148  The Mushroom Promotion, Research, and Consumer Information 
149  Mushroom Promotion, Research and Consumer Information Order 
150  https://web.archive.org/web/20140903153509/http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/FVResearchandPromotionMushrooms  
151  The Mushroom Council 
152  マッシュルーム振興・研究・消費者情報法 第 6101節  (a) 
153  同法 第 6101節  (c)   
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ア. マッシュルーム振興・研究・消費者情報規則の発効154 

規則の策定には、マッシュルーム生産者、輸入業者、取り扱い業者による提案書を取りまとめ、パブリ

ックコメントを実施し関係者からの意見を募集する。全体投票によって命令発効に過半数以上の賛同が得

られると 180 日以内にチェックオフ・プログラムが開始される。 

イ. マッシュルーム協会の設置155 

チェックオフ・プログラムの運用のため、マッシュルーム協会を設置し、協会役員メンバーは 4 名以上

9 名以内と定められている。役員の選出はマッシュルーム振興・研究・消費者情報命令に基づき 3 地区か

ら生産者が選出され、輸入業者は特別枠の 1 地区から選ばれる仕組みとなっている。各役員の任期は 3 年

であり、無報酬で務めることとなるが、任期期間中の諸経費等は協会に請求することができる。役員選出

方法や規定は書きの「運用」にて説明している。 

ウ. 事業の実施156 

マッシュルーム協会はチェックオフ・プログラムの予算決定、制度の実施と監督及び農務長官への報告

の役割を担っており、実際のプロモーションやマーケティング等は委託事業先またはマッシュルーム生産

者団体によって実施されている。 

エ. 全体投票（レファレンダム）157 

マッシュルーム・チェックオフ・プログラムの運用またはプログラムの継続は全体投票によって決定さ

れる。 マッシュルームのチェックオフ法は生産者及び輸入業者の 3 割以上の要請で全体投票を実施する

ことを定めており、過半数の支持を得るとチェックオフ・プログラムの廃止または一部プログラムの廃止

が決定される。なお、全体投票における過半数の支持とは、支持派生産者及び輸入業者のマッシュルーム

年間平均生産量及び輸入量が投票者全員の年間平均生産量及び輸入量の 50%を超えた場合を意味する。な

お、マッシュルーム・チェックオフ・プログラムは 100％オーガニックマッシュルームを対象外としてお

り、100％オーガニックマッシュルームの生産、加工、取り扱いまたは輸入関連業者は賦課金の支払いは

免除されている。この場合、オーガニックマッシュルーム関連業者は米国オーガニックプログラムに認定

され、かつ協会によって免除を許可されなければならない。また、同法は生鮮マッシュルームのみを対象

としているため、加工用（マリネ、缶詰、乾燥、冷凍、加熱、塩漬け用等）マッシュルーム及び輸出向け

マッシュルームも対象外としており、輸出及び加工用マッシュルーム生産関連業者も制度への賦課金の支

払いを免除されている。 

オ. マッシュルーム・チェックオフ・プログラムに関する訴訟事例 

1999 年、マッシュルーム取り扱い業者であるユナイテッド・フーズ社 (United Foods, Inc.) はマッ

シュルーム振興・研究・消費者情報法の違憲性を指摘し米国農務省を提訴した。同社はマッシュルーム販

売促進活動の一環であるジェネリック広告に賛同しておらず、強制的な賦課金の支払いは米国憲法米国憲

法修正第 1 条表現の自由に反すると主張した。 

同社に対し、農務省はマッシュルーム・チェックオフ・プログラムの合憲を主張、その根拠としてカリ

フォルニア州における果実マーケティングオーダーを挙げた。米国 高裁は 1997 年にカリフォルニア州

果実マーケティングオーダーに対し合憲の判断を下している158。しかしながら、米国裁判所はマッシュル

                                                      
154  マッシュルーム振興・情報・消費者情報法 第 6103節 
155  同法 第 6104節 (b) 
156  同法 第 6104節 (d) 
157  同法 第 6105節 
158  本書 2.1.5を参照。 



 
 

61 
 

 

平成３０年度    豚肉チェックオフ制度に関する海外調査委託事業 

プロマー・コンサルティング 

ーム・チェックオフ・プログラムを違憲と判断、ユナイテッド･フーズ社の訴えが支持される結果となった。

米国 高裁は同制度を違憲とした理由として、同制度によって集金されたチェックオフ資金はジェネリッ

ク広告への拠出が主な目的であることを指摘し、販売促進活動以外にも果実の生産や出荷に関する規制を

定めている果実マーケティングオーダーとは異なり、プロモーション目的のみに強制的に賦課金を徴収す

ることは米国憲法修正第 1 条の表現の自由の保障に反すると判断した159。 

違憲の判決を受けて、マッシュルーム協会は賦課金のレートを下げ、販売促進活動以外のプログラム（マ

ッシュルームの健康及び栄養面に関する調査等）を策定し多岐に渡る活動を開始した160。 

③ 運用 

上述の通り、マッシュルーム・チェックオフ・プログラムはマッシュルーム協会によって運用されてお

り、同協会は、販売促進活動及び研究に関するプログラム全体の予算決定と管理を行なっている。同協会

役員はマッシュルームの年間平均生産量が 5000 万パウンド以上の地区から 1 名選出される。生産量によ

って各地区は追加の役員を選出することができ、現在、3 地区から生産者を代表する 8 名の役員が選出さ

れている。輸入業者は特別枠として 1 地区を与えられており、計 9 名の役員で構成されている。選出地区

の定義と選出人数は下記の表に示されている。 

 

表 18 マッシュルーム・チェックオフ役員の地理的分布 
地区名 定義 選出人数 

第 1地区 カリフォルニア州及びペンシルバニア州を除く他の地域・州（ワシントン D.C.及び
プエルトリコを含む） 

2名 

第 2地区 ペンシルバニア州 4名 
第 3地区 カリフォルニア州 2名 
特別枠（第 4地区） 輸入業者（米国のマッシュルーム総輸入量が 5000万パウンド以上の場合） 1名 

出所）マッシュルーム販売促進、研究及び消費者情報命令よりプロマー・コンサルティング作成 

ア. 賦課金 

賦課金は年間平均生産量または輸入量が 50 万パウンドの生産者および輸入業者から収集される。マッ

シュルーム振興・研究・消費者情報法施行当初、賦課金は 1 パウンドあたり 0.25 米セント以下、2 年目は

0.333 米セント以下、3 年目は 0.5 米セント以下、4 年目以降は 1 米セント以下と定められていた。現在、

マッシュルーム協会はマッシュルーム 1 パウンドあたり 0.0055 米セントの賦課金の支払いを義務付けて

いる。米国農務省 AMS によれば、2016 年のマッシュルーム協会の予算は 510 万米ドル、その内 450 万

米ドルを国内の生鮮マッシュルーム生産者から、62.5万米ドルを輸入業者から徴集したと発表している161。

なお、牛肉チェックオフ・プログラムや乳製品チェックオフ・プログラムとは異なり、マッシュルーム・

チェックオフ・プログラムにはプログラムの実施活動を行なう特定の団体が存在しない。 

 

 

 

 

                                                      
159  GOVERNMENT SPEECH. IT’S WHAT’S FOR DINNER: NAVIGATING FIRST AMENDMENT ASSERTIONS AND GENERIC 
COMMERCIAL ADVERTISEMENTS FUNDED BY CHECKOFF SUBSIDIES 
160  http://www.nodpa.com/checkoff_2008%20report%20on%20check%20off%20programs.pdf 
161  https://www.ams.usda.gov/rules‐regulations/research‐promotion/mushroom  
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出所）プロマー・コンサルティング編集 

イ. チェックオフ資金 

マッシュルーム販売促進活動として、マッシュルーム協会は様々な活動を実施しており、料理研究家と

のコラボレーションによるマッシュルームレシピの開発や、小売店との連携による品質保証活動、マッシ

ュルームに関する普及活動のためのパンフレット配布などを実施している162。中でも、同協会は「ブレン

ド」（The BLEND）と呼ばれるジェネリック広告のプロモーション活動に注力しており、学校給食やハン

バーガーチェーン、レストランと協力しマッシュルーム入りのハンバーガーを推進している163。ハンバー

ガーのパティにマッシュルームを混ぜ込むことで、よりヘルシーで栄養価の高いハンバーガーが楽しめ、

なおかつ環境への負担を軽減できると消費者へアピールしている164。なお、2017 年のプログラム予算は下

記に示している。 

過去の 高裁の違憲判決を受け、マッシュルームのチェックオフ・プログラムは産業情報の提供や栄養

研究といったプロモーション以外の内容も見られる。また、それまで主な委託先であった業界団体の米国

マッシュルーム研究所への委託も減少したようである。 

   

                                                      
162  http://www.mushroomcouncil.org/about‐the‐mushroom‐council  
163http://www.theproducenews.com/the‐produce‐news‐today‐s‐headlines/24673‐convenience‐will‐bowl‐over‐consumers‐this‐
mushroom‐month  
164  https://blenditarian.com/theblend.php  

生産者及び輸入業者 

（1 パウンドあたり 0.0055 米ドル） 

マッシュルーム協会 

全米レベルでのチェックオフ事業 

• 販売促進活動 
• 栄養教育 
• 研究等 

図 14 マッシュルーム・チェックオフ・プログラムの賦課金
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表 19 マッシュルーム・チェックオフ・プログラム予算内訳（千米ドル） 

 2017 年予算 
外食販売促進・開発 1,710 
消費者販売促進及び教育活動 1,108 
学校プログラム 373 
産業情報及びプロモーション計画 590 
栄養研究及びコミュニケーション 495 
小売販売促進及び研究 450 
積立金 375 
諸経費 299 
USDA関連費 188 
マーケティングリサーチ及び評価 101 
持続可能性に関する調査等 85 
危機管理費 10 
合計 5,111 

出所）マッシュルーム協会（http://www.mushroomcouncil.org/wp-content/uploads/2012/02/2017-Budget-Summary.pdf） 

 

図 15 マッシュルーム・チェックオフ・プログラム 2017 年度予算 

 
出所）マッシュルーム協会 

④ 評価 

チェックオフ・プログラムによって実施される販売促進活動の経済効果に関して、マッシュルーム協会

は定期的に計量経済分析を行い同制度の投資利益率を調査している。2016 年にはアリゾナ州立大学アグリ

ビジネススクールによって調査が実施された165。同調査では小売及び食品産業における投資利益率（ROI）

を 6 つの需要引き上げ要素（価格、プライス・プロモーション、小売店へのマーケティング、消費者及び

                                                      
165  http://www.mushroomcouncil.org/wp‐content/uploads/2018/04/Mushroom‐Council‐Econometic‐Report_11_10_2016.pdf 
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栄養に関するマーケティング、食品業界へのマーケティング、デジタル・マーケティング）から分析して

いる。調査結果では、マッシュルーム協会が実施する販売促進活動は短期的な投資利益が減少するプログ

ラムがいくつかあるものの、長期的な投資利益は全活動において見込めることが明らかになった166。 

しかしながら、同調査は販売促進活動における平均的な投資利益率を分析しており、生産者の規模によ

って投資利益率は異なるとしている167。 

  

                                                      
166  Returns to Mushroom Council Promotion 
167  同上 
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3 英国におけるチェックオフ制度 

3.1 チェックオフ制度の概要 

 チェックオフ制度の歴史 

① チェックオフ制度の起源 

現在では、法律に則りチェックオフ制度の対象となっている農産物は 6 つに分類される。それらは①牛

乳、②豚肉、③牛肉及びラム肉、④園芸、⑤ばれいしょ、及び⑥穀物・油糧種子である。これらを束ねる

機関は英国農業園芸開発公社（AHDB）168である。しかし、これまでの経緯を見てみると、各品目はバラ

バラに存在し、分類が異なったり、途中で他農産物と合併または分割したりと、複雑な変遷をたどってい

る169。 

英国におけるチェックオフ制度の歴史は 100 年以上前にさかのぼる。生産者を代表して組織される団体

は、第一次世界大戦後の乳製品業界が 初であるといわれている。この時期には乳製品加工業者の規模が

大きくなってきたため、一人の酪農家が単独で適正価格を維持し、収入を増やすことが出来なくなってい

た。そのため、政府の支援による解決策が模索され、1930 年代に制定された農業マーケティング法170によ

り、各地方171で牛乳のマーケティングボードが設立された。同法の下では、牛乳マーケティングボードは

酪農家から賦課金を徴収する代わりに、酪農家の牛乳に対して責任を持ち、さらに牛乳の販売を行ってい

た。牛乳の販売を通じて得られた収益は共同の利益として扱われ、その収益はボードに運んだ牛乳の量に

応じて酪農家へ分配された。1994 年には各地にあった牛乳マーケティングボードが廃止となり、これらの

役割を一手に担う全国的な組織団体として「牛乳開発委員会172」が設立され、包括的な販売促進活動を行

った。 

豚肉のチェックオフ制度が実施されたのは 1950 年代半ばである。この頃は豚肉産業向けの政府の支援

が大幅に削減された時期であり、生産性向上のための技術革新が急務であった。これを受け、1957 年に制

定された「農業法173」の中に、養豚業界全体に技術改善をもたらすための「養豚業開発公社（PIDA174）」

が設立された。同公社は生産者から徴収した賦課金によって運営され、豚の健康と栄養を含む畜産全般に

関する研究を行った。養豚業開発公社は、1967 年に改正された農業法の下、「食肉・畜産委員会（MLC175）」

に改組され、牛肉及びヒツジ肉と一緒になった。同委員会の目的は、消費者の関心を考慮しつつ英国内の

畜産業（牛、ヒツジ及び豚）を改善することであった。 

園芸分野は 80 年代まで政府からの助成金により研究開発を行っていたが、80 年代中ごろになり、政府

からの資金が打ち切りになるとともに、賦課金を課すチェックオフ制度への改組が政府で決定された。園

                                                      
168  Agriculture and Horticulture Development Board  
169  Rosemary Radecliffe, “Review of the Agricultural and Horticultural Levy Bodies, Final Report”, October 2005 
(http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20061006120000/http://www.defra.gov.uk/corporate/consult/levy‐bodies/consultat
ion.pdf) 
170  Agricultural Marketing Act 
171  イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランド 
172  Milk Development Council 
173  Agriculture Act 
174  Pig Industry Development Authority 
175  Meat and Livestock Commission 
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芸分野の 初のチェックオフ機関である「園芸開発ボード」は 1986 年に設立された。さらに 1989 年から

活動していたリンゴ及び梨のチェックオフ機関は 2003 年に園芸開発委員会に組み込まれた。 

ばれいしょの 初のチェックオフ機関である「ばれいしょマーケティングボード」は 1997 年に「ばれ

いしょ産業開発委員会176」へと名前を変え、賦課金を主に研究開発に充てている。 

穀物油糧種子を束ねる「国産穀物公社177」は 1965 年の穀物マーケティング法により設立され、賦課金

の徴収と研究開発への投資を開始した。当時は小麦、大麦、オート麦及びトウモロコシ等のみが対象であ

り、1989 年になたね、亜麻、大豆等の油糧種子が加わった。 

これら５農産物のうち、牛乳、園芸及びばれいしょの初期のチェックオフ機関は 1947 年に制定された

「産業及び組織開発法178」を根拠法にしている。この法律は第二次世界大戦中から考えられていたもので

あり、基本的には新しい産業の委員会設立を許可し、幅広い分野にわたる産業の効率性を上げることを目

的としたものであったが、実際にはほとんど成果を出すことはなかった。 

その後、各団体は別々に各業界の賦課金で運営されていたが、より効率的でなおかつ、重複するコスト

を削減する目的で、５団体を束ねる機関の設立に関する案が議論されるようになった。2006 年に「自然環

境及び農村地域法179」が制定されたことを受け、2008 年には、AHDB が設立され、上述の 5 つの団体（牛

乳開発委員会、食肉・家畜委員会、園芸開発委員会、ばれいしょマーケティング委員会、国産穀物公社）

がこれに合流した。現在では食肉は豚肉と牛肉・ラム肉に分かれ、AHDB 内ではチェックオフの対象とな

っている農産物を 6 つ（①牛乳、②豚肉、③牛肉及びラム肉、④園芸、⑤ばれいしょ、及び⑥穀物・油糧

種子）に分類し、それぞれ別ボード、別会計としてチェックオフ･プログラムを運用している。 

  

                                                      
176  Potato Industry Development Council 
177  Home‐Grown Cereals Authority 
178  Industrial and Organization Development Act 1947 
179  Natural Environment and Rural Communities Act 2006 
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 チェックオフ制度の法律制定 

5 つの大きな個別団体を管理するために一つの団体を設立することになった背景についてはいくつかの

要因が指摘されている。外的要因として挙げられるのはグローバル化の影響及び英国の EU への加盟に伴

う共通農業政策（CAP180）の適用とその後の生産補助金の打ち切りである181。自由貿易による安価な輸入

品が増えた半面、EU が敷く補助金の打ち切り、環境対策や規制強化により国産品の競争力が低下した。

特に、小規模生産者が多く自給率が相対的に低い英国の農業部門にとって、これが大きな課題となった。

                                                      
180  Common Agricultural Policy 
181  Rosemary Radecliffe, “Review of the Agricultural and Horticultural Levy Bodies, Final Report”, October 2005 
(http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20061006120000/http://www.defra.gov.uk/corporate/consult/levy‐bodies/consultat
ion.pdf) 

 
出所）Rosemary Radecliffe, “Review of the Agricultural and Horticultural Levy Bodies, Final Report”, October 2005を基にプロマ

ー・コンサルティング編集 

1947年 産業及び組織開発法

2006年 ⾃然環境及び農村地域法

⽜乳 豚⾁ ⽜⾁・ラム⾁ 園芸 ばれいしょ 穀物・油糧種⼦

各地に⽜乳マーケティング委員会
（1930−50年代に設⽴）

⽜乳開発委員会
（1995年設⽴）

養豚業開発公社
（1957年設⽴）

⾷⾁・家畜委員会
（1967年設⽴）

園芸開発委員会
（1986年設⽴）

リンゴ・梨研究委員会
（1989）

ばれいしょマーケティング委員会

ばれいしょ産業開発委員会
（1997年設⽴）

国産穀物公社
（1965年設⽴）

油糧種⼦に適⽤拡⼤
（1989年）

英国農業園芸開発公社（AHDB）
2008年設⽴

合流
（2003年）

6つの部⾨

⽜乳 ⽜⾁・ラム⾁ ばれいしょ
豚⾁ 園芸 穀物・油糧種⼦

図 16 英国におけるチェックオフ機関設立の経緯 
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そのためか、これらの団体のチェックオフ資金は主に生産性向上や効率性の向上といった研究開発に向け

られている点が興味深い。 

政府からの補助金が期待できず、チェックオフ基金を効率的に運用するために、5 団体を一本化して共

通する「バックオフィスコスト（事務管理費等）」を削減することが自然の動きであるといえる。 

以下では、英国のチェックオフ制度を規定している「自然環境及び農村地域法」及び「英国農業園芸開

発公社命令」について説明する。 

① 「自然環境及び農村地域法」及び「英国農業園芸開発公社命令」 

上述のとおり、政府が AHDB を設立するための 初の法制度は 2006 年に制定された「自然環境及び農

村地域法」である182。これは、2004 年に公表された農村開発戦略の主要部分を実行するための具体的な施

策を示している。同法は、地方環境、自然保護、水路などに関連する様々な団体の設置やその団体の役割、

機能及び支配の及ぶ範囲等の決定など幅広い内容を決めている。2008 年に省令として発布された「英国農

業園芸開発公社命令」は AHDB の運用規定等を定めている。 

 

AHDB 命令の第 2 条には、法の適用範囲を以下の 6 品目と地域に限定している183： 

 イングランド内の牛肉及びラム肉業界 

 イングランド内の豚肉業界 

 グレート・ブリテン内のばれいしょ業界 

 グレート・ブリテン内の園芸業界 

 グレート・ブリテン内の牛乳業界 

 英国（連合王国）内の穀物及び油糧種子業界 

なお、これらの農産物の生産のみでなく、ばれいしょの場合は加工工程も適用範囲であり、賦課金を支

払う義務を負う場合がある。 

                                                      
182  AHDB の創設に関連する主要な法律は、同法第 2章である（参考：http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/16/note

s/division/6/12/2)。同章は、AHDB の設置を政府に求め、AHDB の役割を定義するものとなっている(参考：http://www.l

egislation.gov.uk/ukpga/2006/16/contents)。  
183  「英国（連合王国）」はイングランド、ウェールズ、スコットランド及び北アイルランドの 4カ国の連合を指し、

「グレート・ブリテン」はイングランド、ウェールズ及びスコットランドの 3か国からなる。 

第1条 法の名称、開始 第 10条 権限 
第 2条 法の範囲 第 11条 信任投票 
第 3条 AHDB設立 第 12条 投票権 
第 4条 AHDB構成 第 13条 報告・会計 

第 5条 6 ボードの子会社 第 14条 AHDBによる情報提
供 

第 6条 賦課金 第 15条 AHDBへの情報提供 
第 7条 賦課金延滞時の概算 第 16条 罰則、訴訟 
第 8条 サービス料金 第 17条 既存 6団体の解散 
第 9条 積立金等 第 18条 廃止等 

出典）The Agriculture and Horticulture Development Board Order を基に
プロマー・コンサルティング作成 

表 20  AHDB 命令の構成 
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② AHDB の設立 

自然環境及び農村地域法第 2 条及び AHDB 命令の第 3 条によれば、AHDB の設立目的は以下の 4 点で

ある： 

ア. 農業184及び関連業界185における効率性や生産性の向上 

イ. 農業及び関連業界における販売状況の改善 

ウ. 農業及び関連業界の一般社会に対して提供するサービス186の改善または開発 

エ. 農業及び関連業界の持続可能な開発に寄与する方法の改善 

上記目的の具体的な活動内容は主に以下のものとなっている187： 

ア. 科学研究の促進及び実施 

イ. 農産物の生産及び販売の促進 

ウ. 製品の証明 

エ. 輸出開発 

オ. 教育及びトレーニング 

AHDB はロビー活動を行うことが出来ない。政府や議会などに対しては、要求があればアドバイスまた

は情報の提供を行うことが出来るが、生産者または加工業者を代表して政策提言を行うことが出来ない。

英国において業界を代表して、政府に対して政策提言を行っているのはそれぞれの生産者団体であり、穀

物の場合は全英農業者連盟（NFU）、豚肉及び牛肉などの場合は全英食肉加工業者協会（BMPA）、牛乳ボ

ードはデイリーUK、園芸作物の場合は園芸作物取引業者協会(HTA)がある。 

③ 政府の役割 

AHDB は環境・食料・農村地域省（Defra）に関連する「政府外公的機関（NDPB188）」と定められてお

り、Defra と連携して運用されている。英国農業園芸開発公社命令によれば、AHDB は必要と判断した場

合、同公社が行う上記活動の権限を傘下企業または団体に委譲することが出来る（第 5 条）。 

さらに、AHDB は対象農産品に対して賦課金を課すことが出来る（第 6 条）。賦課金の用途は①上記で

記載している AHDB の目的及び活動を達成・実行するためのコスト、②事務管理費、③積立金用、と定

められている。賦課金のレートは AHDB が決めることができ、傘下企業等にその集金を委託することが

可能である。また、第 6 条の 6 項によれば、特定の農産物で徴収した賦課金は同じ農産物の活動に充てな

ければいけないことになっている189。 

AHDB はチェックオフ基金の支出、賦課金レートの決定、6 ボード（牛肉及びラム肉、豚肉、牛乳、園

芸、ばれいしょ、穀物及び油糧種子）の活動の監視を行い、各ボードが関連する分野の範疇にあることを

確認する責任がある。各ボードは、賦課金の支出、チェックオフ・プログラムの実施、賦課金レートの変

                                                      
184  「サービス」には、環境サービス及び教育サービスを含む 
185  「農業」には、園芸、果物生産、種生産、酪農業、家畜生産を含み、また、放牧、牧草地、ヤナギ（osier：籠を作

る植物など）の土地、マーケットガーデン、生育場のような土地に関連するものも含む。 
186   
187  https://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/576/pdfs/uksi_20080576_en.pdf 
188  Non‐Departmental Public Body 
189  ただし例外が存在する。例えば、AHDB が Defraと共同出資し、中国に農務アタッシェを派遣している。同アタッ

シェは英国産農産物の輸出促進を行う役割を担っており、AHDB 内の各ボードから共同で資金が拠出されている。 
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更の提案及び賦課金拠出者と密に連絡を取ることが求められている。 

AHDB の委員は 10 名である。構成は各ボードの議長 6 名と独立したメンバー4 名からなっており、

AHDB の議長はこの 10 名の中から選出される。すべてのメンバーは農業大臣が任命する190。他方、各ボ

ードは 6 人のメンバーからなっている。メンバーは賦課金支払いの対象となっている生産者及び加工業者

で構成される。これらのメンバーについては AHDB が任命権を有している。 

なお、各ボードのメンバーは AHDB が実施する活動を監督する役割を果たしている。賦課金の使い方

についての提言も行う。過去には、AHDB が行っていた牛乳のプロモーション活動が不十分であるとして、

酪農協会が牛乳ボードのメンバーを通じて主張し、その後 AHDB 主導のジェネリックなプロモーション

活動「Love Dairy」が展開されるようになった。 

④ 検査及び報告書 

AHDB の会計年度は 4 月 1 日から翌 3 月 31 日までである。AHDB は毎年会計報告書を作成し、農業省

及びスコットランド、ウェールズ及び北アイルランドの政府に送付しなければならない。AHDB の会計検

査を実施する政府機関は、英国会計検査委員（C&AG191）である192。会計検査業務は法定監査に限られて

おり、監査以外の業務について料金が支払われることはない。 

以下では、具体的なチェックオフ･プログラムの運用方法や規定について説明する。 

 チェックオフ制度の運用 

① チェックオフの規則 

2008 年、チェックオフの対象である農産物については AHDB の設立を以ってすべてのチェックオフ・

ボードが統合され、下記のとおり共通した規則が制定された。AHDB は豚肉、牛肉、ラム肉、牛乳、園芸、

ばれいしょ、穀物及び油糧種子の 8 種類の農作物に賦課金を課している。 

                                                      
190  イングランドの肉を扱う団体のみ除く 
191  Comptroller and Auditor General 
192  AHDB のほか、その完全子会社である「肉と家畜の商業サービス有限会社（Meat & Livestock Commercial Services 

Limited: MLCSL、肉の分類や価格評価に必要な情報提供を主な役割とする機関）」の会計検査業務も実施する。なお、2018

年 3月現在、AHDB は MLCSL の売却を交渉している。 

牛肉及びラム肉 豚肉 1 頭あたり 

牛（除：子牛） 1 頭あたり 生産者 0.85 英ポンド 

 生産者 4.05 英ポンド  と畜業者・生きた豚の輸出業者 0.20 英ポンド 

 と畜業者・生きた牛の輸出業者 1.35 英ポンド 牛乳 1L あたり 

子牛 1 頭あたり  購入業者・直売業者 0.060 英ペンス 

 生産者 0.08 英ポンド 穀類、油糧種子 1t あたり 

 と畜業者・生きた子牛の輸出業者 0.08 英ポンド  穀類栽培者 46.00 英ペンス 

ラム 1 頭あたり  穀類購入業者 3.80 英ペンス 

 生産者 0.60 英ポンド  穀類生産者（一般消費、工業用） 9.50 英ペンス 

 と畜業者・生きた羊の輸出業者 0.20 英ポンド  穀類生産者（飼料用） 4.60 英ペンス 

園芸 販売額のうち  油糧種子 75.00 英ペンス 

  製品 0.5 ％ ばれいしょ  

 きのこ種菌 1L あたり  栽培者 1haあたり42.62 英ポンド 

  ハラタケ属 8.0 ％  購入者（加工業者） 1t あたり 0.1858 英ポンド 

  その他 2.0 ％   

出典：農業園芸開発公社（AHDB）資料を基にプロマー・コンサルティング作成 

表 21 英国におけるチェックオフレート 
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賦課金の対象は生産者のみでなく、と畜業者や生体輸出業者も含まれる。食肉の場合は、と畜業者が生

産者分とと畜業者分の賦課金を販売額から差し引き、AHDB に支払わなければならない。過去 3 年のチェ

ックオフの徴収金額を見てみると、総額は 6,000 万英ポンドに達し、順調に推移している。牛肉・ラム肉

及び穀物・油糧種子の徴収金額が大きく、2 品目で約半分を占める。 

 

表 22 農作物別のチェックオフ徴収金額の推移（1,000 英ポンド） 
農作物 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

牛肉・ラム肉 15,889 16,305 16,706 
穀物・油糧種子 12,856 12,361 12,712 
牛乳 7,554 7,188 7,675 
園芸 7,237 8,396 7,878 
豚肉 9,473 9,121 9,189 
ばれいしょ 5,687 5,810 6,147 

合計 58,696 59,181 60,307 
 出所）AHDB各年報告書よりプロマー・コンサルティング編集 年度は 4月 1日～翌 3月 31日 

輸入品は賦課金の対象外である。ただし、生きた家畜が輸入され、国内で飼養された後にと畜される場

合は、国内家畜と同様に扱われ、賦課金の対象となる。輸入品に対する賦課金は、輸入税としてみなされ

るおそれがあり、貿易障壁となり、EU では違法なものとして見られる可能性があるため、対象外とされ

ている。 

② 賦課金の用途 

新の年次報告書によれば、AHDB の収入のうち、賦課金は 85%を占めている。また、牛肉やばれいし

ょなどの品目に対する EU からの補助金も少額ながらある193。 

他方、チェックオフで得た資金の用途についてみてみると、調査研究が も大きな割合を占める。前述

したとおり、AHDB 設立前からのチェックオフ団体の主な活動は研究開発・技術移転であり、生産性向上

といった課題を抱える英国の状況が見て取れる。他方、国内市場でのプロモーション（貿易開発）は全体

                                                      
193  2017/18年度は約 100万英ポンド。 

 
出典）AHDB 2017/18 年度年次報告書を基にプロマー・コンサルティング作成 

賦課金

85%

手数料、補助金

7%

商業サービスに

よる収益

7%

EU補助金

1%

図 17 2017/18 年度の収入割合 
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の 15％と比較的大きく、豚肉と牛肉が も多い。輸出開発は 9%を占め、そのうち牛肉が全体の 7 割であ

り、英国のチェックオフ対象の農産品目は国内向けの品目が多いことが伺える。 

なお、AHDB が行うプロモーション活動は、肉そのものまたは特別なカット等に関するジェネリックな

広報に限定される。消費者向けのウェブサイトも運用している194。他方で、地域ブランドの支援も行われ

る。具体的には EU の地理的表示保護（PGI）を受けているイングランドの「ウェスト・カウントリー・

ビーフ」及び「ウェストカウントリー・ラム」は、AHDB からイベント開催の支援を受けており、スコッ

トランド及びウェールズの同類の地域ブランドについても AHDB からの支援がある。他方で、小売業者

が独自ブランドでプロモーションしている活動について、AHDB は支援を行っていない。AHDB の活動

内容は消費者または小売業者向けに原料となる商品の販売促進であり、特定の小売業者の販売促進は対象

外となる。 

③ 信任投票（レファレンダム） 

2008 年に制定された AHDB 命令では、チェックオフ・プログラムの存続に関するレファレンダム（信

任投票）について、いずれかのボードで投票権のある者のうち 5％以上が 90 日内に請求する場合にはレフ

ァレンダムを開催しなければならないと定められている。レファレンダム実施後、AHDB は投票結果を賦

課金について決定権を持つ管轄省に速やかに提出しなければならないが、管轄省は投票結果に従う必要は

ないとされている。AHDB は、2016 年時点における各セクターの「5％」推測値を、次表のとおり算出し

ている。 

  

                                                      
194  www.simplybeefandlamb.co.uk 

 
出典）AHDB 2017/18 年度年次報告書を基にプロマー・コンサルティング作成 

賦課金集金事務費
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調査、開発、知識交換

38%

貿易開発
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輸出開発
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サプライチェーン統合

1%
マーケット・

インテリジェンス
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賦課金納付者との

やりとり

7%

デジタル関連

2%

支援等

11%

商業サービス
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図 18 2017/18 年度の支出割合 
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表 23 チェックオフ・プログラム存続に関するレファレンダム要求に必要な各セクターの人数推測値 

農産物 
5%に相当する生産者

数 

豚 1,080 
牛 2,020 
園芸 70 
牛乳 590 
羊 2,230 
穀物 2,310 
ばれいしょ 1,256 
油種 770 

   出所）AHDB Annual Report for 2017/18 

英国ではこれまで、チェックオフ・プログラムの存続に関するレファレンダムは請求されたことがない。

過去には、2012 年 4 月に一人の生産者がレファレンダムを請求したことがあり、同年 6 月には 9 人にな

った。2017 年にもまた、5 人の生産者（4 人は園芸作物生産者、1 人は羊肉生産者）からの請求があった

が、必要な 5%に満たなかったため、投票が実施されていない。 

また、賦課金の支払いに対する訴訟も行われたことがない。さらに、英国には成文憲法が存在せず、複

数の判例の蓄積や慣習等に委ねられているため、法律として成文化している AHDB のチェックオフ・プ

ログラムの内容に対して、どの法律を根拠に訴訟を起こすか判断することは難しい。 

 チェックオフ制度の評価 

AHDB の活動はあらゆる方法で評価される。2017/18 年度の会計報告にあるとおり、AHDB は業績評価

を以下のとおり実施するとしている。 

まず、AHDB は 50,000 英ポンド以上の賦課金を使う予定の全ての活動を「投資検査195」を通じて検査

し、AHDB の戦略に適したプログラムか否か、支出した賦課金額に見合う価値が生じているのかを確認し

ている。また、2019 年 7 月までに現在実施されている全てのプログラムも「投資検査」を通じ同様の項

目について検査する予定である196。 

また、チェックオフ･プログラムの効果を測定するため、AHDB はさらに厳密でボトムアップの評価プ

ログラムを導入した。AHDB の正式な評価プロセスは横断的であり、2018/19 年度からは毎年評価概要を

作成し、3 年に 1 度業績報告書を作成している。 

さらに、AHDB は賦課金納付者を対象に毎年満足度調査を行い、AHDB の認知度を確認している。こ

の調査の結果及び翌年度の目標は AHDB の年間報告書に記載される（下図は満足度調査の結果）。 

                                                      
195  Investment Test 
196  AHDB Annual Report and Accounts 2017/18: 10 
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AHDB に対する満足度を測る以外に、満足度調査では AHDB が発信している情報について知っている

かどうかも問われ、AHDB では 90%の認知度を目指している（2017 年の調査では牛乳及び豚肉の生産者

の間では認知度は 89%であった）。また、AHDB が提供しているツールやサービスを使って生産方法を変

えたかどうかの設問に対して、変えたと答えた生産者はAHDBの目標である70%より低い57%であった。 

 チェックオフ制度が抱えている課題 

英国ではチェックオフ・プログラムを実施する機関は AHDB 一つのみである。6 つのボードを通じて、

生産者の声や意見がプログラムの内容に反映される仕組みとなっている。AHDB ではプロモーションの内

容に関する規定が存在しないため、一品目（例：牛肉）のプロモーションが他品目（例：豚肉）の販売状

況に影響を与える恐れについての指摘がある。しかし、現実には、ボード間での連携がみられる。一例と

して、食肉２ボードに対して赤身肉の栄養に関する同一の情報が与えられる、整合性のあるメッセージが

発信されている。 

また、ADHB は外的要因としてブレグジットを 大の課題として見ている197。ブレグジット交渉の不透

明性や EU からの補助金の打ち切り、輸出の減少といったリスクがあり、AHDB ではブレグジットの影響

に関連する調査を行い、それを生産者に情報発信している。これまで蓄積された調査研究の成果を技術移

転によって普及させ、さらに、EU 以外への輸出拡大を狙い、近年では AHDB は輸出促進に力を入れてい

る。 

                                                      
197 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/724930/ahdb‐annual‐repor
t‐2017‐18‐web.pdf 

 

出所）AHDB2017/18 年度年次報告書からプロマー・コンサルティング作成 
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図 19 賦課金納付者の満足度調査（10 段階） 
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3.2 豚肉チェックオフ制度の概要 

 チェックオフ設立の経緯 

2.2 で説明されている通り、英国における豚肉チェックオフ・プログラムは豚肉の生産性向上を目的に

1950 年代に作られ、1960 年代には「食肉・家畜委員会198（MLC）」に引き継がれた。同委員会は 1967

年に施行された英国農業法の下で創設され、AHDB の前身である。MLC は英国畜産業の効率性向上が目

的であり、その活動内容は一連の技術サービスの提供、科学研究の委託、市場情報の提供、製品プロモー

ション等、広範囲にわたった。 

設立以降、MLC は集金から業務執行までを一貫して行う組織として運営されていたが、1990 年代後半

となり豚肉業界が低迷期にあったことから、豚肉のチェックオフ資金をより自主的に使用できるようにす

るために MLC 内に英国豚産業委員会（BPEX）199が作られた。BPEX は豚肉業向けのチェックオフ資金

の執行業務を担った。その後、英国全体で地方政府に農業政策の権限が移譲されたのに伴い、チェックオ

フ資金を自主的に取り扱えるように、各地方に BPEX のような団体が作られた。スコットランドには「高

品質肉スコットランド（QMS）200」、そしてウェールズには「食肉販売促進ウェールズ（HCC）201」とい

う独立団体が設立された。豚肉以外でも牛肉及びラム肉においても、前述の豚産業委員会の他に英国ビー

フ・ラム委員会（EBLEX）202が創設されることとなり、これが現在の AHDB ビーフ・ラムボードへと引

き継がれた。 

執行業務団体の創設、そして各地方への権限移譲の結果、MLC の役割は、大臣からの権限を受け賦課

金の集金と各地方団体203への送金にほぼ限定された。各団体は資金の使途について自主的に決めることが

出来、一定の金額を MLC に支払うことにより、MLC から様々なサービスを受けることが出来た。MLC

がこれらの団体に提供しているのは主に市場情報や統計データ、政策情報等であり、各団体と提携し研究

開発や技術指導等も行っていた。各地方のニーズが異なるため、それぞれの団体と連携して行われる研究

調査の内容も異なる。例えば、MLC は英国の BPEX とは豚の飼料及び健康管理に関する調査を行った一

方、ウェールズの HCC とはヒツジの品種改良や疾病への体制に関する調査を行った。 

MLC は特に、BSE 等の疾病管理に関する情報発信の役割を担った。それ以外に、食肉業界の情報交換

の場としてのフォーラムの開催なども MLC の役割の一つとなった。 

  関連法令 

AHDB とその傘下ボードの設立に関する根拠法は 2006 年の「自然環境と農村地域法」である。それま

で英国豚肉のチェックオフ資金を集金、管理していた MLC に代わり、AHDB の豚肉ボード（AHDB ポー

ク）がその役割を担うこととなった。AHDB ポークに関する詳細（構成、目的、機能、権限など）は 2008

年の「農業園芸開発委員会命令」に記載されている。この法律の詳細は、2.2 にて説明している。 

                                                      
198  Meat and Livestock Commission 
199  British Pig Industry Executive 
200  Quality Meat Scotland 
201  Meat Promotion Wales 
202  English Beef and Lamb Executive 
203  英国、スコットランド、ウェールズ及び北アイルランド。 
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 運用方法 

赤身肉（牛、豚及びラム）に対する賦課金は 2 つの部分で構成される。生産者賦課金及びと畜業者・輸

出業者賦課金である。生産者賦課金はと畜業者及び輸出業者によって収集され、AHDB に支払われる。賦

課金はと畜または輸出された動物の頭数で計算され、これらの詳細は週ベース204で AHDB に通知される。

と畜または輸出頭数の通知を受け取ると、AHDB は賦課金を計算し、支払請求書を発行する。 

 2017/18 年及び 2018/19 年（4 月 1 日〜3 月 31 日）には、英国の養豚業者に対する AHDB の賦課金

率は１頭当り 0.60 英ポンドに、また、と畜業者・輸出業者に対しては 1 頭あたり 0.20 英ポンドとなった。 

2017/18 年度の生産者平均生産コストは 4 四半期 2018 年 3 月 31 日までで、1 頭当たり 118.25 英ポンド

となった。 したがって、生産者賦課金はこの期間の平均生産原価の 0.507％に相当する。 

 AHDB ポーク（当時は BPEX）立ち上げの前、そして口蹄疫発生の後、豚肉産業は相当な経済的圧力

を受けており、「復活への道（Road to Recovery）」と呼ばれる復活戦略を打ち出した。この戦略は 2008/09

年度まで継続し、以下の 2 つの主要な戦略目標に焦点が当てられた： 

ア. サプライチェーン全体で英国の豚肉、豚肉製品及び豚の価値を向上する 

イ. EU の主要競合国と比べコスト競争力を強化する 

これらの戦略目標は、下記 4 つの主要な領域を通じて実行された。 

ア. 品質標準マーク（QSM）の付いた豚肉および豚肉製品に対する需要の増大 

イ. プラクティス改善を通じたサプライチェーンの効率向上 

ウ. 政府と EU の関係強化 

エ. 質の高い市場情報及び分析の提供 

下の表は、AHDB ポークの収入と支出に関する 2018 年までの 5 年間のデータである。収入の大半はチ

ェックオフ資金から得られているものの、手数料、助成金、商業サービスも多くの部分を占めている。支

出面では、研究開発と知識移転に多く割り当てられている一方、国内外の販売促進が支出の 40％を占め、

も大きな割合を占めていることが分かった。 

  

表 24 AHDB ポークチェックオフの収入および歳出（2014-2018、単位：1,000 英ポンド） 
年 2014 2015 2016 2017 2018 

賦課金収入 8,735 11,035 11,359 9,121 9,189 
賦課金外収入      

手数料、補助金 651 502 441 400 420 
EU 補助金    480 2 

商業サービス 1,459 1,510 1,445 1,438 1,548 
収入計 10,845 13,047 13,245 11,439 11,159 
賦課金集金手数料 160 168 172 166 140 
コア戦略支出      

研究開発、知識移転 2,690 2,599 2,797 2,491  2,454 
国内貿易開発 3,231 3,001 4,402 2,755 4,132 
 輸出市場開発 543 482 578 817 834 

 サプライチェーンマネジメント 270    10 
マーケット情報 681 736 813 716 662 

  生産者コミュニケーション 512  572 608 527 698 
                                                      
204  月曜日から日曜日までの屠畜・輸出頭数を、翌週の水曜日までに AHDB に通知しなければならない。現在では通知

はオンラインで行うことも可能である。（https://ahdb.org.uk/levy‐information） 
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  デジタル関連    157 325 
  支援サービス等 1032   872 915 988 1,118 
  商業サービス 1,487 1,495 1,461 1,459 1,512 

コア戦略支出計 10,446 9,757 11,574 9,910 11,745 
  年金サービス 400 333 367 367 333 
支出計 11,006 10,258 12,113 10,443 12,218 

出所）AHDB 

 評価過程 

AHDB内の各ボードの活動は、2.2.4で説明したAHDBの総合評価プログラムの一部として評価される。 

 課題及び直近の動き 

① 2016-2019 年戦略計画 

2016 年、AHDB ポークは 2016 - 2019 年の戦略計画を策定した。この計画の目的と成果は以下のとお

りである。 

 

ア. 競争力向上（「ギャップを縮める」）： 

i. 地域スタッフを活用し、現場の生産状況を確認し行動計画を作成 

ii. 競合国におけるベストプラクティスを見学するためのスタディツアー開催 

iii. 技術革新の影響を測定し、トライアルを行うための新しい試験農場205の設立 

iv. ビジネスの意思決定を支援するための高品質な市場情報と分析の発信 

イ. 環境保護： 

i. 特に建物の設計と管理に関して、環境への影響を減らすための専門家の助言と技術サポート

の提供 

ii. 業界に代わって規制当局および政策立案者と連携 

ウ. アニマル・ウェルフェアの向上： 

i. 結果に基づく福祉を実施するための措置を通じた「本当の福祉」の推進 

ii. 新たな福祉基準や法制度に関する業界への助言 

エ. 安全で追跡可能な食糧の提供： 

i. 食品基準局(FSA)を通じてと畜場から農場への豚の健康情報の効率的な提供 

ii. 潜在的な人畜共通伝染病および抗生物質の責任ある使用を含む、食品安全管理に関する豚の

健康と福祉協議会を通じた作業 
                                                      
205  Focus Farm、各地にある試験協力農場である。土壌の分析から飼料、生産性等のあらゆる指標を測定し、ベンチマ

ークとして情報が公表されるプログラムもある。 
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iii. 新種の疾病発生の脅威管理 

iv. SIRA（安定同位体参照分析）を使用した、豚肉および豚肉製品供給チェーンの追跡可能性の

向上 

オ. 販売拡大： 

i. モダンで多用途に使うことができておいしい食材としての豚肉の総合プロモーションを通じ

た、英国消費者の間における豚肉イメージの活性化 

ii. 環境に配慮した方法で製造された、健康でバランスの取れた食事の重要な部分とする豚肉の

促進 

iii. 既存の輸出市場における豚肉需要の促進と市場開拓のための政府との協力 

② これまでの達成状況 

2016 年に策定された上記目標のこれまでの達成状況は以下の通りある； 

ア. 2016/17 年には、豚肉産業のための 初の優良農場プログラムが開始した。イングランド北

東部のプレストン近郊に位置する試験協力農場は生産者及び協力企業に開かれ、業界の共通

する課題の特定及び試験実施に用いられている。試験の成果が確認された後、共有される予

定である。 

イ. 抗菌薬使用量の測定とその削減：豚に関する医薬品の使用及び管理のオンラインツール（薬

品電子ブック eMB）は、2016 年 5 月に養豚養鶏見本市で発売され、着実に利用されている。 

2017 年 3 月 31 日の報告では、利用率は 60％を占めていた。 eMB の使用は、2017 年の「英

国レッドトラクター」という品質保証認証制度に追加され、今後の豚業界の抗生物質への依

存度の記録、測定及び依存を減らす一助となる貴重な方法である。 

ウ. EU 地域以外への輸出：非 EU 市場との貿易は引き続き 優先事項である。2013 年から 2016

年の 3 年間で、豚肉および牛肉の輸出は 76％増加した（年間 52 百万英ポンドの増加）。 

エ. 国際協力：Horizon 2020 からの資金調達は、13 のヨーロッパ諸国からの AHDB を含む 19

団体のコンソーシアムによる画期的な共同プロジェクトである EUPiG Innovation Group の

ために確保された。プロジェクトの目的は、各加盟国のベストプラクティスとイノベーショ

ンの例を特定し、豚産業全体を通じて進歩を促進するために知識の共有を促進することであ

る。AHDB ポークは、4 年間活動し、2 百万ユーロのプロジェクトを管理する責任を負った。 

オ. 豚の疾病管理：豚流行性下痢（PED）が発生したときのための準備が改善された。2015 年

12 月から、PED はイングランドでは報告義務のある病気となり、豚の飼養者と獣医は、病気

の疑いについて英国動植物検疫庁（APHA）に通知することが法的に求められた。APHA は

また、法律に基づき疑義のある事例及び確認事例について AHDB ポークに知らせることが出

来る。報告を受けた AHDB は病気の発生した農家への適切なガイダンスを行い、必要に応じ

て追跡及び危険にさらされている関係者に注意を呼びかけることが出来る。 
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3.3 その他 3 品目のチェックオフ制度 

 牛肉 

① チェックオフ設立の経緯 

牛肉のチェックオフ・プログラムを監督する機関は AHDB 内のビーフ・ラムボードである。AHDB の

設立経緯については本書 2.2.1、牛肉・ラムボードを含む各ボードの設立経緯については 3.2.1 にて説明し

ている。 

② 関連法令 

AHDB とその傘下ボードの設立に関する根拠法は 2006 年の「自然環境と農村地域法」である。AHDB

の前身は MLC）であり、豚肉のチェックオフ・ボードと一体となって事業が運営されていた。豚肉ボー

ドと同様、AHDB ビーフ・ラムボードに関する詳細（構成、目的、機能、権限など）は 2008 年の AHDB

に記載されている。この法律の詳細は、2.2.2 にて説明している。 

③ 運用方法 

豚肉の場合と同様、牛及びラムに対する賦課金は 2 つの部分で構成される。生産者賦課金及びと畜業者・

輸出業者賦課金である。生産者賦課金はと畜業者及び輸出業者によって収集され、AHDB に支払われる。

賦課金はと畜または輸出された動物の頭数で計算され、これらの詳細は週ベースで AHDB に通知される。

と畜または輸出頭数の通知を受け取ると、AHDB は賦課金を計算し、支払請求書を発行する。 

 2017/18 年及び 2018/19 年（4 月 1 日〜3 月 31 日）には、英国の牛・ラム生産者に対する AHDB の

賦課金率は１頭当り 4.05 英ポンドに、また、と畜業者・輸出業者に対しては 1 頭あたり 1.35 英ポンドと

なった。子牛については、生産者の場合 1 頭あたり 0.08 英ポンド、と畜業者・輸出業者の場合についても

0.08 英ポンドである。 

一般的に、英国の牛肉生産体制は分業化が進んでおり、仔牛の繁殖、飼養や肥育は異なる生産者が行う

ことが多い。牧草地で過ごした後、通常、牛は、「 終ユニット」に移され、牛舎に収容されたりと畜に向

けて肥育されたりして、約 6 か月間を過ごす。この複雑な生産方法を考慮すると、牛の生産コストの平均

を見積もることは不可能であるが、2015 年 1 月から 2018 年 1 月までの英国における牛肉の農家売渡し価

格が 1kg あたり 362.8 英ペンスに達し、また、と畜された雄の子牛の平均体重が約 365 kg であることか

ら、生産者が支払う 4.05 英ポンドの賦課金は販売価格の約 1.1％であるといえる。 

下の表は、AHDB 牛肉・ラムボードの収入と支出に関する 2018 年までの 5 年間のデータである。2018

年の賦課金収入額は牛だけで 860 万英ポンドであり、全体の 52％を占めた。収入の大半は賦課金から得

られているものの、手数料、助成金、商業サービスも多くの部分を占めている。支出面では、研究開発と

知識移転に多く割り当てられている一方、国内外の販売促進への支出がさらに大きいことがわかる。Brexit

の潜在的影響を考慮すると、牛肉の国内販売促進から輸出促進へとプロモーションの対象がシフトしてい

ることが伺える。 
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表 25  AHDB牛肉・ラムのチェックオフの収入及び歳出の推移（1,000 英ポンド） 
年 2014 2015 2016 2017 2018 

賦課金の収入 15,375 15,773 15,889 16,305 16,706 
賦課金以外の収入      

手数料及び助成金 1,785 2,094 1,572 1,449 1,412 
EU 助成金   370 441 509 

商業サービス 2,917 3,020 2,891 2877 3,095 
収入合計 20,077 20,887 20,722 21,072 21,722 
賦課金集金費用 279 281 293 317 316 
コア戦略支出      

研究開発、知識移転 3,102 3,633 3,006 3,482 3,883 
国内貿易開発 5,317 5,388 5,518 5,059 3,046 
 輸出市場開発 3,374 3,468 4,005 4,703 4,613 

 サプライチェーンマネジメント 851 881 743 319 339 
マーケット情報 1,730 1,690 1,695 1,323 1,104 

  生産者コミュニケーション 623 600 636 443 1,078 
  デジタル関連    391 354 

  支援サービス等 1,226 1,057 1,386 1,479 1,678 
  商業サービス 2,974 2,990 2,921 2,920 3,025 

コア戦略支出合計 19,198 19,707 19,910 20,119 19,120 
  年金サービス 800 667 733 733 667 
歳出計 20,277 20,655 20,936 21,169 20,103 

出所）AHDB  

ここ数年における AHDB の牛肉戦略の成功例は以下のとおりである： 

ア. 牛肉分野の競争力向上：2017/18 年に 150 万英ポンドの新規プロジェクトが開始された。こ

れは牛肉生産の主要な２分野に焦点を充てている。一つ目は、仔牛の健康改善及び疾病等に

よる損失の削減であり、二つ目は飼料利用の効率化である。この「牛肉の知識に関するパー

トナーシップ」プログラムは 5 年にわたり、研究者と産業界が共同で焦点を絞り、商業的に

関連した革新的な研究と知見交換が行われる。 

イ. 病気の根絶（BVD フリー・スキーム）：AHDB が開始した業界全体を巻き込むこのイニシア

チブは、英国から牛ウイルス性下痢（BVD）のウイルスを根絶することを目指している。2016

年 7 月の開始以来、960 以上の農場が同スキームに登録しており、英国の牛 23,000 頭の BVD

検査結果が、全国の BVDFree データベースにアップロードされている。 

ウ. 牛肉輸出の付加価値化：枝肉ではなく、付加価値の高い部分肉の 2015 年の輸出量は 86,000

トンであり、牛肉輸出の 86%を占めたが、2014 年の 75％（84,448 トン）から増加している。

これは、付加価値の高い部分肉を輸出することで、サプライチェーン全体の収入向上を図る

戦略の結果である。また、輸出統計によると、牛の副産物にあたるぞう物の 2015 年の輸出は

2014 年と比べると 8.1％増加し、非 EU 市場では 26％の増加となった。 

④ 評価 

AHDB 内の各ボードの活動は、上記 2.2.4 で説明した AHDB の総合評価プログラムの一部として評価

される。 
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 乳製品 

① 設立経緯 

1930 年代に制定された農業マーケティング法により、各地方で牛乳のマーケティングボードが設立され、

各ボードは主に酪農家から生乳を購入し、乳製品加工業者に販売していた。1994 年に牛乳マーケティング

ボードが廃止となり、一括購入制度がなくなり、さらにボードが行っていた生乳検査及び人工授精といっ

た一部のサービスは民間企業に移管された。他方で、ボードが他にも行っていた研究のための資金提供、

生産改良、品種改良、市場情報の収集と提供等は廃止または移管すべきではないとの意見が多かった。そ

のため、協議を経て、1995 年に「牛乳開発ボード」が設立された。当初は、研究開発及び市場情報と統計

の収集と提供を目的としていた。しかし、2000 年にはミルクの販売促進を行えるように権限が拡張された。

なお、牛乳開発ボードの使命は、「変化する世界で利益を向上させるため、酪農家に機会、洞察力、専門知

識を提供すること」であった。 

② 関連法令 

AHDB とその傘下ボードの設立に関する根拠法は 2006 年の「自然環境と農村地域法」である。乳製品

の場合、牛乳開発ボードの後身は AHDB 内の乳製品ボードである。AHDB 乳製品ボードに関する詳細（構

成、目的、機能、権限など）は 2008 年の AHDB 命令に記載されている。この法律の詳細は、2.2.2 にて

説明している。 

③ 運用 

生産者から生乳を購入した者が AHDB に賦課金を支払う事となっており、賦課金は購入者が生産者に

支払った価格から差し引くことになっている。他方、自前で生乳を消費者に直接販売する業者もまた賦課

金を支払わなければならない。生乳の購入者は毎月末に、その月に購入した生乳の量を AHDB に通知す

る。生乳を直接販売する生産者は前年の4月1日から3月31日までの自家生産量を5月14日までにAHDB

に通知する必要がある206。AHDB はそれぞれに請求書を送り、支払いが行われる。 

2017/18 年及び 2018/19 年（4 月 1 日〜翌 3 月 31 日）に、英国の生乳の購入者及び直接販売者に対す

る賦課金率は、1 リットルあたり 0.60 英ポンドとなった。Defra（環境・食料・農村地域省）の酪農にお

ける平均出荷価格とは、その月に購入されたすべての生乳について支払われた平均価格を表しており、ま

た、イングランド、ウェールズ、北アイルランド、スコットランドで購入された生乳の総量と総額に関す

る情報から計算した加重平均である。これは英国で購入された全生乳の約 90％を網羅している。 2018 年

8 月時点の英国における 5 年間平均価格は 1 リットル当たり 27.83 英ポンドであったため、2018/19 年の

賦課金は生乳の平均販売価格の 2.2％を占めることとなる。 

下の表は、AHDB 乳製品の収入と支出に関する 2018 年までの 5 年間のデータである。収入の大半は賦

課金から得られているものの、手数料、助成金、商業サービスも多くの部分を占めている。支出面では、

研究開発と知識移転に多く割り当てられているが、国内外での販売促進の予算が急激に増加していること

がわかる。 

 

 

 

                                                      
206  オンラインでの通知も可能である。（https://ahdb.org.uk/levy‐information） 



 
 

82 
 

 

平成３０年度    豚肉チェックオフ制度に関する海外調査委託事業 

プロマー・コンサルティング 

表 26  AHDB乳製品のチェックオフの収入及び歳出の推移（1,000 英ポンド） 
年 2014 2015 2016 2017 2018 

賦課金の収入 6,962 7,373 7,554 7,188 7,675 
賦課金以外の収入      

手数料及び助成金 1,015 603 713 475 1,356 
EU 助成金    13 2 

商業サービス      
収入合計 7,977 7,976 8,267 7,676 9,033 
賦課金集金費用 47 34 32 32 39 
コア戦略支出      

研究開発、知識移転 5,119 4,884 4,925 3,843 4,033 
国内貿易開発 253 426 309 494 1,556 
 輸出市場開発   10 181 333 

 サプライチェーンマネジメント      
マーケット情報 1,053 666 639 569 733 

  生産者コミュニケーション 948 938 830 616 801 
  デジタル関連    160 191 

  支援サービス等 1,307 1,223 1,158 1,005 1,108 
  商業サービス      

コア戦略支出合計 8,680 8,137 7,871 6,868 8,755 
  年金サービス      
歳出計 8,727 8,171 7,903 6,900 8,794 

出所）AHDB  

ここ数年における AHDB の乳製品戦略の成功例は以下のとおりである： 

ア. 乳製品分野の競争力向上：乳腺炎は酪農家にとって非常にコストがかかるため AHDB の優先

分野となっている。AHDB 乳製品ボードが実施している「乳腺炎対策プラン」を導入した 100

以上の群れから採集されたデータによれば、1つの農場（約 213頭）の純収益は 3年間で 29,459

英ポンド（牛 1 頭あたり 138.31 英ポンド）となった。つまり、このプランを導入することで、

乳腺炎の発生率が低減し、そして抗生物質の使用量も抑制されるため、800 頭の群れの場合、

年間約 57,000 英ポンドの節約が可能となっている。 

イ. 「子牛から分娩まで」イニシアチブ：北部の Aberdeen 市から南部の Penzance 市に至る 12

の農場に同イニシアチブが実施されている。繁殖牛飼育の技術及び財務的なパフォーマンス

に重点が置かれ、各農場で雌牛は出生から追跡され、各牧場で搾乳できるようになるまで、

その発達や進展が記録される。このイニシアチブの期間は 2 年だが、貴重な成果が得られる

見込みである。 

ウ. 牛結核情報ハブ：牛結核情報ハブは、AHDB が主導して全業界を挙げて作り出されたウェブ

サイトである。これは、肉用牛生産者及び酪農家に対して、牛結核に関する情報及び具体的

な支援等を提供する情報発信の拠点となっている。牛のバイオセキュリティからその取引ま

で、あらゆる情報やリンク等が納められている。ウェブサイトは AHDB が開発し、Defra、

動植物検疫庁、全国農業者組合、英国牛獣医士協会などから資金が拠出されている。 

④ 評価 

AHDB 内の各ボードの活動は、上記 2.2.4 で説明した AHDB の総合評価プログラムの一部として評価

される。 
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 園芸（マッシュルーム） 

① 設立経緯 

園芸作物農家を支援するためにチェックオフ・プログラムを設立するという主張が、80 年代に全英農業

者連盟（NFU）を中心に広がり、1986 年に「園芸開発委員会」が設立された。 

② 関連法令 

AHDB とその傘下ボードの設立に関する根拠法は 2006 年の「自然環境と農村地域法」である。園芸作

物の場合、園芸開発委員会は AHDB 内の園芸ボードに引き継がれた。AHDB 園芸ボードに関する詳細（構

成、目的、機能、権限など）は 2008 年の AHDB 命令に記載されている。この法律の詳細は、2.2.2 にて

説明している。 

③ 運用 

賦課金は、路地栽培された野菜（ジャガイモを除く）、果物、花や球根、耐寒性のあるものや苗床、保護

された作物やハーブについて課される。支払い対象者はこれらの作物の栽培者であり、作物を冷蔵、冷凍、

缶詰、加工等して販売した場合においても、支払い義務が残る。3 月 31 日に終了する年度において、栽培

者の会計年度中に行われた売上高207が 6 万英ポンド以上であれば、賦課金の対象となる。キノコを除き、

賦課金額は調整済売上高を元に計算される。栽培者は指定の書式を記入し、毎年 6 月 30 日までに AHDB

に通知する。AHDB がその後請求書を送り、支払いが行われる。 

キノコの賦課金額の基準は、キノコの菌糸またはキノコ菌糸を使ったり売ったりした際のコンポストの

量（単位：リットル）に基づく。賦課金は、4 月 1 日～翌 3 月 31 日までに、キノコ菌糸やそれを含むコ

ンポストを 700 リットル以上購入した場合に支払い義務が発生する。賦課金は請求書払いまたは 4 回払い

（7 月、9 月、12 月、3 月）で口座引き落としで支払う。 

2017/18 年及び 2018/19 年（4 月 1 日〜翌 3 月 31 日）に、キノコ類を除く園芸作物の栽培者に対する

賦課金率は売上高の 0.5％である。キノコ生産者の場合、アガリクスのキノコ菌糸については 1 リットル

あたり 0.08英ポンドで、アガリクス以外のキノコ菌糸については 1リットルあたり 0.02英ポンドである。

園芸作物に関わる生産コストは広範囲にわたり、生産コストに占める賦課金の割合を正確に見積もること

は困難である。園芸ボードの平均農家所得（純利益）は 2016/17 年に 43,800 英ポンドであり、これを基

準とすると、1 農家が納める賦課金額は約 219 英ポンドとなる。 

下の表は、AHDB 園芸の収入と支出に関する 2018 年までの 5 年間のデータである。収入の大半は賦課

金から得られており、手数料及び助成金は少額ながら受け取っている。支出面では、研究開発と知識移転

に多く割り当てられているが、国内外での販売促進の予算が近年増えていることがわかる。 

 

 

 

                                                      
207  調整済売上高(Adjusted sales)。純売上高から包装資材コスト、加工コスト、保管コスト等を差し引いた金額。

（https://projectblue.blob.core.windows.net/media/Default/About%20AHDB/Levy%20information/Returns%20forms/Hort%20L

evy%20Return%20no%20AccBox.pdf） 
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表 27  AHDB園芸のチェックオフの収入及び歳出の推移（1,000英ポンド） 
年 2014 2015 2016 2017 2018 

賦課金の収入 6,539 6,872 7,237 8,396 7,878 
賦課金以外の収入      
手数料及び助成金 535 556 355 363 607 
EU 助成金      
商業サービス      
収入合計 7,074 7,428 7,592 8,759 8,485 
賦課金集金費用 79 102 114 113 179 
コア戦略支出      

  R&D、知識移転 4,208 5,148 6,659 6,199 6,216 
  貿易発展    38 64 
  輸出発展   10 10 22 

サプライチェーンマネジメント      
市場インテリジェンス 45 51 15 68 112 

  賦課金支払い者のやりとり 1,285 1,348 1,116 608 690 
  デジタル・クリエイティブ    71 191 

  支援その他 847 751 737 824 943 
  商業サービス      

コア戦略支出合計 6,385 7,298 8,537 7,818 8,238 
  年金サービス      

歳出計 6,464 7,400 8,651 7,931 8,417 

出所）AHDB  

ここ数年における AHDB の園芸戦略の成功例は以下のとおりである： 

ア. 主な活動は、4 年にわたる新防除剤の試験研究プログラムである。SCEPTREplus と呼ばれ

るこの研究プロジェクトを通して、6 つの園芸作物における健康状態改善のための防除剤に関

する新たな情報が獲得できると期待されている。この 4 年間のプログラムは、新しく設定さ

れた 2017 年―2020 年の園芸戦略で優先事項として特定された病害虫を対象とし、減少傾向

にある使用可能な防除剤の状況を改善することを目指している。 

イ. 根コブ病検査の実施：根コブ病検査に関するプロトコルが AHDB 園芸によってはじめに開示

された。この病気の初めてとなる商業的検査の実施に関心を示した研究所は 2016 年 3 月から

サービスを栽培者に提供開始した。 

ウ. 植物防除の強化：AHDB は、園芸産業にとって効果的な防除剤を引き続き使えるようにする

ため、規制当局から 96 件の少量使用許可延長を確保した。 

エ. 園芸における光利用：光へのアクセスはすべての作物の生長にとって基礎となるものである。

2016 年 1 月の園芸ワークショップでは、生産者や技術者に対して、AHDB の資金提供を受

けた研究や世界各地からの 新の光利用状況について発表が行われた。それは、LED のよう

な 新の人工光利用だけではなく、スペクトル組成を変更する構造物の被覆加工を含む新し

い技術が披露された。 

④ 評価 

AHDB 内の各ボードの活動は、上記 2.2.4 で説明した AHDB の総合評価プログラムの一部として評価

される。  
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4 カナダにおけるチェックオフ制度 

4.1 チェックオフ制度の概要 

カナダのチェックオフ制度は 1993 年に整備された。それまで各州で供給管理を行っていたマーケティ

ングボードを全国レベルで管理する必要性が生じたことから、農産物ごとの全国的な流通、プロモーショ

ン及び研究を行う機関が作られた。さらにその機関を監督する組織（カナダ農産物審議会）も設立された。

1993 年になり、供給管理を行うことなくプロモーション及び研究のみを行うチェックオフ機関の設立が可

能となり、現在では牛肉業界のみがチェックオフ機関（「カナダビーフ・チェックオフ・エージェンシー」）

を有している。カナダでは全国的なチェックオフ機関が課す賦課金の他、各州の生産者団体が独自の賦課

金も課しており、さらに、チェックオフ機関が行うプログラムによっては、連邦政府や州政府からの資金

も拠出される場合がある点が特徴であるといえる。 

以下では、チェックオフ制度が確立されるまでの経緯及びその法的な枠組み、牛肉の場合の実際の運用

等について説明する。 

 チェックオフ制度の歴史 

カナダのチェックオフ･プログラムを監督しているのはカナダ農産物審議会（FPCC）208である。FPCC

の前身は全国農産物マーケティング審議会（NFPMC）209であり、その設立は 1972 年にさかのぼる。

NFPMC の設立前には、各州が独自の品目ごとの物流通機関（マーケティングボード）を有し、州内の流

通や生産等を監督していた210。 

1972 年以前には、連邦レベルで需給調整が行われていた品目は小麦とミルクのみ211であり、それ以外の

品目については各州が独自に作ったマーケティングボードが監督していた。各州のマーケティングボード

は州内の需給調整や生産者価格の決定などの供給管理を行っていたが、1960 年以降、州をまたがる貿易が

増え、これに生産過剰が重なり、州間紛争が発生するようになった。そのもっとも象徴的なものは「鶏肉・

鶏卵戦争（Chicken - Egg War）」である。オンタリオ州における鶏卵、そしてケベック州における鶏肉の

過剰生産が起こり、両州が余剰分を州外に市場価格より安く販売しようとした一方で、他州の品目流入を

制限したのである。他州も同様の制限措置を採ったため、鶏肉及び鶏卵の州間貿易が混乱した。こうした

事態が背景にあり、連邦政府レベルでの調整機能が求められるようになった212。 

その結果、1972 年に農産物マーケティングエージェンシー法（FPMAA ）が制定された。FPMAA の

下で、品目ごとに全国レベルでのマーケティングボードが作られ、生産管理及び国際貿易や州間取引を規

制することになり、その監督機関として NFPMC が設置された。 

マーケティングエージェンシー法の法制化の過程で課題となったのは①連邦政府の権限、②全国レベル

のマーケティングボード及び NFPMC の地理的公平性の確保、そして②各ボード及び NFPMC への生産

                                                      
208  Farm Products Council of Canada 
209  National Farm Products Marketing Council 
210  http://fpcc‐cpac.gc.ca/index.php/en‐GB/history 
211  小麦ボード及びカナダ酪農委員会 
212  「平成 25年度海外農業・貿易事情調査分析事業（米州）」農林水産省

（http://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokusei/kaigai_nogyo/k_syokuryo/pdf/h25america‐ca.pdf） 
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者の参加であった。 

これらの問題に対する解決策としてマーケティングエージェンシー法が制定された。これによれば、監

督機関である NFPMC への選任及び任命権はカナダ総督213が有することになったものの、NFPMC の会長

及び副会長のいずれかは現役の生産者でなければならないことになり、さらに NFPMC の役員の出身は必

ず 10 州のバランスのとったものでなければならない。 

各品目の全国レベルのマーケティングボードにあたり、各州で投票が実施され、過半数の賛成票を得な

ければ設立が出来ないことになった。ボードの構成員についても半数以上は生産者と規定された。 

生産枠を通じた供給管理の体制については、法律制定時には鶏卵を扱うマーケティングボードのみその

権限が与えられ、それ以外の品目については、生産枠を設定する場合はマーケティングエージェンシー法

の修正により追加することになった。これにより、供給管理体制に反対していた牛肉及び豚肉団体は対象

外となった。マーケティングエージェンシー法の設立以降、4 つの品目においてマーケティングボードが

設立されている： 

ア. カナダ鶏卵生産者協会（EFC）214    1972 年設立 

イ. カナダ七面鳥生産者協会（TFC）215    1974 年設立 

ウ. カナダ鶏肉生産者協会（CFC）216    1978 年設立 

エ. カナダ種卵生産者協会（CHEP）217    1986 年設立 

これらの団体の主目的は供給管理である一方、生産者からの賦課金の徴収も認められ、業界内の規定や

規則を制定し、そして需要喚起のためのプロモーション活動も行うことが出来る。 

FPMAA を受け継いだのは農産物エージェンシー法（FPAA）であり、1985 年に制定された。それに伴

い、NFPMC は FPCC へと名前が改められた。1993 年の法改正で、これまでのマーケティングボードの

他にプロモーション及び研究のみ行う全国レベルの機関の設立も可能となり、FPCC がその監督機関とな

った。この背景には、義務的な賦課金により、全国的にジェネリックなプロモーション活動をするための

枠組みを求める声があったからである218。FPCC の役割は、上記プロモーション研究機関（PRA）219の設

立に係る手続き及び支援、そして設立された PRA の運営の監督である。PRA の設立は FPAA 内のカナダ

総督の宣言220により発効する。PRA は生産者及び輸入業者等から賦課金を徴収することが可能であり、一

つまたは複数の品目の全国レベルでのプロモーション及び研究活動を実施することが出来る。他方で、前

述のマーケティングボードと異なり、PRA は生産枠を設定することが出来ない。また、ロビー活動を行う

ことが出来ず、さらにロビー活動を行うプログラムへの出資も禁止されている221。現在では牛肉の PRA

のみが設立されている。 

ア. カナダ牛肉研究市場開拓及びプロモーションエージェンシー222 

（「カナダビーフ・チェックオフ・エージェンシー」）  2002 年設立 

                                                      
213  Governor in Council 
214  Egg Farmers of Canada 
215  Turkey Farmers of Canada 
216  Chicken Farmers of Canada 
217  Canadian Hatching Egg Producers 
218  www.fpcc‐cpac.gc.ca/images/PDF/WEB_FPCC_StrategicPlan_Eng_Final_May_28_2015.pdf 
219  Promotion and Research Agency 
220  proclamation 
221  http://beefstrategy.com/producer‐check‐offs.php 
222  The Canadian Beef Cattle Research Market Development and Promotion Agency, “Canadian Beef Check‐Off Agency” 
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出所）プロマー・コンサルティング 

① カナダビーフ・チェックオフ・エージェンシー（NCOA） 

2018 年 8 月現在、カナダにおける PRA はカナダ牛肉研究市場開拓及びプロモーションエージェンシー、

通称「カナダビーフ・チェックオフ・エージェンシー」と呼ばれる。同機関の設立は 2002 年と 近のも

のであるが、それまでの経緯や歴史が 1970 年までさかのぼる。全国の生産者組織であるカナダ肉用牛生

1930年〜60年代 各州が独⾃のマーケティングボードを設⽴
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マーケティング
ボード
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規則の制定
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供給管理
規則の制定
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1972年農産物マーケティングエージェンシー法（FPMAA）制定後

1993年農産物エージェンシー法（FPAA）改正後

全国農産物マーケティング審議会
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全国レベルの供給管理（⽣産枠等）
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図 20 カナダにおけるチェックオフ機関設立の経緯 
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産者協会223は 1973 年に「ビーフ・インフォメーションセンター」を設立し、国内消費者向けの情報提供

や教育機関としての機能を果たしていた。同センターは主に消費者の関心事項に対する情報の提供を行い、

カナダ産牛肉の広報活動も担っていた。 

また、輸出に焦点を置いた輸出促進機関として、牛肉の輸出業者が 1989 年に「カナダ牛肉輸出連盟224」

を設立した。同機関はカナダ及び米国以外の有力な輸出市場を特定し、カナダ産牛肉のプロモーション活

動を行っていた。 

さらに、2002 年に前述の FPAA の下でカナダビーフのチェックオフ・エージェンシーが設立され、全

国レベルでの賦課金の徴収及び国内外におけるプロモーション、研究調査をする団体として発足した。賦

課金は販売される肉用牛 1 頭に付き 1 カナダドルであった。賦課金の徴収に関する細かい規定及びチェッ

クオフ・エージェンシーとしての規則は 2009 年に定められた225。 

上記の 3 つの機関が 2011 年まで並行して運営していたが、3 つの機関（「ビーフイ・インフォメーショ

ンセンター」、「カナダ牛肉輸出連盟」及び「チェックオフ・エージェンシー」）の合併が行われた。新しく

出来た機関の名称は「カナダビーフ226」となり、3 つの機関の役割を継承し、研究、市場開拓及びプロモ

ーションのための資金として生産者及び輸入業者から賦課金を徴収し、これを運用している。 

設立宣言文によれば、チェックオフ・エージェンシーは毎年に一年詳細な活動計画を FPCC に提出する

ことになっている。さらに、エージェンシーと全国の生産者組織であるカナダ肉用牛生産者協会、各州の

畜牛協会、カナダ食肉審議会及びカナダ輸出入業者協会と連携調整を行うことが定められている227。 

2011 年に発足したカナダビーフは翌年の 2012 年に初めて新組織の方針及び今後の 3 年計画を発表した。

2016 年にはチェックオフ・プログラムの管理に専念する「ゼネラルマネジャー」の新しいポストを創設し

た228。 

② その他の品目 

前述の牛肉の他に、PRA として、チェックオフのプログラム設立を申請している団体が複数ある。手続

きはカナダ農産物審議会において行っているものの、設立までは至っていない。カナダ農産物審議会のウ

ェブサイトによれば、これまで申請した団体は下記の通りである。豚肉については次章で説明する。 

ア. 雌鶏                                        

カナダ雌鶏生産者協会     2012 年申請 

イ. ラスプベリー                                     

ブリティッシュコロンビア・ラスプベリー産業開発審議会 2013 年申請 

ウ. イチゴ                                        

ケベック・イチゴ及びラスプベリー生産者協会  2013 年申請 

エ. 豚肉                                        

カナダ豚肉協議会      2015 年申請 

オ. 麻                                     

                                                      
223  Canadian Cattlemen’s Association 
224  Canada Beef Export Federation 
225  Beef Cattle Research, Market Development and Promotion Levies Orders, 2009 
226  Canada Beef 
227  http://laws‐lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR‐2002‐48/FullText.html 
228  https://canadabeef.ca/wp‐content/uploads/2017/03/3140‐CANBEEF‐media‐kit‐2016.10.04‐web.pdf 
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工業用麻生産者協会 PRA 委員会    2017 年申請 

カ. 大麦                                     

カナダ大麦審議会      2017 年申請 

 チェックオフ制度の法律制定 

チェックオフ機関の設立及び運用について規定しているのは 1993 年に改正された FPAA の第 III 部で

ある229。FPAA は 3 つの部門からなっており、第 I 部は監督機関である FPCC に関する規定が書いてあり、

第 II 部には供給管理機関であるマーケティングエージェンシーについて定めている。第 III 部には PRA

の設立条件等が記載されている230。 

 

表 28 農産物エージェンシー法の構成 

部 条 規定内容 

第 I 部 第 3条～15条 カナダ農産物協議会に関する規定 

第 II 部 第 16 条～38条 マーケティングエージェンシーに関する規定 

（一部 PRAにも適用） 

第 III 部 第 39 条～46条 プロモーション研究機関（PRA）に関する規定 

出所）http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/F-4/index.html#docCont 

PRA のボード役員の条件（生産者が半分以上でないといけない等）、職員の雇用、監査、検査官の受け

入れ等に関する規定は第 II 部のマーケティングエージェンシーと同様である。 

FPAA の第 III 部第 39 条には、一つまたは複数の農産物を管轄するプロモーション研究機関を設立する

場合は、カナダ総督の宣言が必要である。牛肉の場合は法規（Regulation）という形で制定されている231。

第 44 条には PRA の目的が記されており、これによれば、PRA は「規制される農産物の産業をより強く、

効率的及び競争的になるための促進を行う」機関として規定されている。これらの目的を満たすため、PRA

は農産物の生産及び流通を促進し、さらに調査・研究活動を行うことが出来る。これには消費促進の他に

品質や品種の改善、または広報活動も含まれている。 

さらに、PRA の設立には対象となる農産物の生産者及び輸入業者等の過半数の賛成がなければならない。

これに達するために、総督は FPCC を通じて各州の生産者団体や輸入業者団体等に依頼し、投票を行うこ

とが定められている（第 39 条の 2）。 

エージェンシーの解散については 38 条に記載されており、解散の権限はカナダ総督にあると定められ

ている。その場合は、カナダ総督が官報に宣言文を公布した 90 日目以降に解散が有効となる。 

 チェックオフ制度の運用 

前述の設立宣言文に従い、PRA はマーケティング及び研究調査などの活動のための賦課金を生産者や輸

入業者、その他の関連事業者等から徴収することが出来る。PRA では、チェックオフの賦課金を、各州の

                                                      
229  http://fpcc‐cpac.gc.ca/index.php/en‐GB/the‐promotion‐research/faq 
230  http://bccoga.ca/wp‐content/uploads/Pellerin‐Jan‐2012.pdf  
231  SOR/2002‐48 http://laws‐lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR‐2002‐48/FullText.html 
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マーケティングボード等（牛肉の場合は生産者協会）が徴収する形をとっている。各州で集められた賦課

金はその後、PRA に送金される。チェックオフ機関の目的は①国内外の販売促進活動、及び②生産性の向

上に寄与する調査研究活動となっている。 

賦課金の額は基本的に統一されているものの、各州との間の調整を通じて決定される。生産者はチェッ

クオフの賦課金の他に、各州の生産者協会が設定する州内の賦課金等も合わせて支払うことになっている。

さらに、PRA は各州と調整し、収める賦課金の使途割合についても決定することが出来る。以下では、チ

ェックオフ・プログラムの実際に運用について説明するが、現在運用されているチェックオフ･プログラム

は牛肉のみであるため、賦課金額以降は牛肉の場合について述べている。 

① 申請手続き 

新しい PRA を設立するためにはまず申請する団体が業界内の合意形成を行わなければならない。その

ためには根拠法である FPAA の内容を理解し、FPCC から具体的な申請手続きや合意形成に関する段階等

を確認する必要がある。業界というのは全ての州における生産者のみならず、輸入業者や小売業者、また

は加工業者の団体などを含むとされる。また、行政側への働きかけとして、FPCC の他に各州にある監督

機関や州政府に対しても、申請の動機について説明を行う必要があり、全体的な合意を得ることが重要で

ある。申請書類は FPCC に提出した後、FPCC がこの内容の精査に入る。FPCC はまず新 PRA 設立に関

する検討委員会を作り、この委員会が内容の精査及び業界関係者への意思確認を行う。具体的には公聴会

の開催及びウェブサイトを通じたパブリックコメントの募集を指す。これらの意見等を元に、検討委員会

は FPCC の役員に対して提言書を作成する。この提言書にはこれまでの経緯及び意見等も掲載し、設立の

是非に関する提言が含まれている。検討委員会の提言を元に FPCC の役員が大臣宛ての提言書をまとめ、

提出する。大臣の判断により PRA 設立の是非が決定される。設立が可決された場合、FPCC は法的及び

税制面での合憲性について各機関に照会し、官報に掲載される宣言文の作成を行う。カナダ総督による宣

言文の交付を以って、正式に PRA が設立される。その後、新しく設立された PRA が詳細の運用規定やル

ール等を策定し、運用を開始する。PRA との連絡を緊密に行うことが求められており、さらに 1 年に 1

回年間報告書を提出する義務を負う。また、運用開始から 5 年目に FPCC が PRA の評価作業を行うこと

になっている。申請手続きに関する具体的な手順について FPCC が次図の通りまとめている。 
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出所）FPCC（http://fpcc-cpac.gc.ca/images/PRA/PRA%20PROCESS%20DIAGRAM17JUNE2015.pdf）を元にプロマー・コンサルティン
グ編集 

申請者が、PRAによって対象品⽬のどういっ
たニーズが満たされるかを分析

申請者がPRAに関する法律を読み、FPCC及
び関係者と調整

申請者（またはコンサルタント）がFPCC宛て
の申請書を作成

FPCCに申請書を提出

FPCC会⻑がFPCC内に検討委員会を設置し、
申請者に申請動機について聴取

検討委員会が事実確認を⾏い、FPCC役員に対
して提⾔書を提出

FPCC役員が⼤⾂宛ての提⾔書を作成、提出

⼤⾂がPRA設⽴の是⾮を決定

FPCCのウェブサイトを通じて
パブリックコメントを募集 公聴会を開催

申請者は業界全体の合意を得るため、⽣産者、
輸⼊業者、加⼯業者、⼩売業者等と調整

申請者は各州の⽣産者ボード及び州政府など
と調整を⾏い、⾏政機関の⽀援を得る

可決 否決

宣⾔⽂案の作成、法務及び財務委員会
がレビュー

カナダ総督がPRAの新設に関する
宣⾔を交付

PRAが運⽤、委員会に関する構成や規定、
ルール等を策定

PRAがFPCCと緊密に連絡を取り、⼤⾂及び
FPCCに対して毎年年間報告書を提出

FPCCが設⽴後5年⽬にPRAの評価作業を実施

PRAが随時PRAの活動を監督し、必要
に応じて⼤⾂に提⾔を⾏う

申請者/PRA側の取り組み

FPCC/政府側の取り組み

図 21  PRA（チェックオフ機関）新設のための手順 
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② 牛肉のチェックオフ機関の場合 

ア. 賦課金額及び徴収方法 

牛肉のチェックオフ機関の年度は 4 月 1 日～翌 3 月 31 日となっている232。2002 年に正式に発足したカ

ナダビーフのチェックオフ機関（エージェンシー）の賦課金は肉用牛 1 頭に付き 1 カナダドルであった。

2014 年 1 月より輸入される肉用牛及び牛肉についても同様の賦課金が課されることになった（牛肉の場

合は枝肉相当分に応じた賦課金となっている）。その後、2015 年 9 月よりエージェンシーは賦課金額を 2.5

カナダドルに引き上げることを決定し、各州との調整の結果、段階的に引き上げられている。2018/2019

期では、9 州の内 7 州は 2.5 カナダドルの賦課金となっている。さらに、各州で徴収される賦課金の使途

についても、エージェンシーが各州の生産者協会と調整の上決定される。過去 5 年の平均で見てみると賦

課金の約 7 割はプロモーションに向けられ、その残りは研究調査等に充てられている。 

 

表 29 2018/2019 州別チェックオフ用賦課金及びその使途割合 

州 
賦課金額 

（1 頭に付き） 

プロモーション用 

割合 
研究調査用割合 

その他の活動用

割合 

州内の特定活動

割合 

ブリティッシュ・コロンビア 2.50 72% 25% 3% 0% 

アルバータ 2.50 50% 44% 6% 0% 

サスカチュワン 2.50 65% 30% 5% 0% 

マニトバ 2.50 67.5% 23% 3% 6.5% 

オンタリオ 1.00 17.4% 30.6% 0% 52% 

ケベック 1.00 0% 0% 0% 100% 

ニュー・ブランズウィック 2.50 30% 30% 0% 40% 

ノバスコシア 2.50 30% 30% 0% 40% 

プリンス・エドワード島 2.50 30% 30% 0% 40% 

輸入分（1 頭に相当分） 1.00 100% 0% 0% 0% 
出所）https://canadabeef.ca/wp-content/uploads/2018/08/Check-Off-Import-Evaluation-July-2018-Fact-Sheet.pdf を
基にプロマー・コンサルティング編集 

チェックオフ・エージェンシーは輸入分も含めて、今後賦課金額を 2.5 カナダドルに引き上げることを

目指している。 

賦課金の徴収方法は決められており、肉用牛が販売される際に生産者が販売額から賦課金相当分を収め

る形となる。しかし、実際に賦課金を徴収するのは買い取り業者であり、肥育業者とと畜業者が同じであ

る場合、と畜の際に賦課金が発生する。また、買い取り業者（または卸業者）が買い取り後 7 日間以降に

牛を販売した場合、賦課金が再度かかる仕組みとなっている。 

買い取り業者またはと畜業者が毎月、管轄の州の生産者協会に賦課金を送金する。その際は、連邦レベ

ルの賦課金の他に、各州の独自の賦課金（「サービス料」233）、それに各州の販売税が加算された金額が送

られる。州によっては、生産者協会及び買い取り業者の賦課金集金の事務手数料として一定の金額を取る

ことを認めている（例：アルバータ州は 1 頭に付き生産者協会は 0.02 カナダドル、買い取り業者が 0.05

カナダドルを、事務手数料として賦課金から差し引く）。 

 

                                                      
232  https://canadabeef.ca/wp‐content/uploads/2018/08/2017‐18‐AR‐WEB‐EN‐2.pdf 
233  州によっては、州の賦課金またはサービス料は、生産者の申請により返金することが可能である。 
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図 22 カナダ産肉用牛の賦課金集金方法 

 
出所）プロマー・コンサルティング 

2014 年から徴収が始まった輸入分については、生きた牛の場合は 1 頭に付き 1 カナダドルが課せられ、

牛肉の場合は、それに相当する賦課金が設定されている。対象となる牛肉は関税番号により細かく定めら

れており、輸入業者が輸入した量に応じてエージェンシーに納めることになっている234。 

 

表 30 輸入牛肉に対する賦課金額一覧 

関税番号 品目名 賦課金の幅（カナダドル/kg） 

0201.10 生鮮牛肉（枝肉及び半丸枝肉） 0.00379102 ‒ 0.01459542 

0201.20 生鮮牛肉（その他骨付き肉） 0.00379102 ‒ 0.00530743 

0201.30 生鮮牛肉（骨付きでない肉） 0.00379102 ‒ 0.00530743 

0202.10 冷凍牛肉（枝肉及び半丸枝肉） 0.00379102 ‒ 0.01459542 

0202.20 冷凍牛肉（その他骨付き肉） 0.00379102 

0202.30 冷凍牛肉（骨付きでない肉） 0.00379102 ‒ 0.00530743 

0206 牛のくず肉 0.00379102 

0210.20 牛肉（塩蔵、塩水付け、乾燥または燻製） 0.00615701 

1602.50 調整又は保存に適する処理をした牛肉 0.00663428 ‒ 0.00720293 
出所）http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2016-236/page-4.html#docCont を基にプロマー・コンサルティ
ング編集 

チェックオフ基金で得られた金額は平均で約 840 万カナダドル（輸入分含む）だが、近年の賦課金の引

き上げにより、集金額が増加している。2018/2019 期ではチェックオフ基金により得られる金額は 1,531

万カナダドルにのぼると見込まれている。 

  

                                                      
234  http://laws‐lois.justice.gc.ca/PDF/SOR‐2016‐236.pdf 
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表 31 賦課金による徴収金の推移 
         単位：千カナダドル 

年度（4 月～翌 3 月） 国内分 輸入分 合計※ 

2014/2015 7,665 912 8,652 

2015/2016 6,804 918 7,805 

2016/2017 7,343 938 8,356 

2017/2018 7,701 948 8,727 

2018/2019（見込み） 14,410 900 15,310 
 出所）チェックオフ・エージェンシー各年報告書  ※その他、利子等雑収入を含む 

イ. 資金の用途 

賦課金により得られた資金を以下の 5 つの活動に使われている。 

i. 国内外プロモーション 

ii. 研究調査 

iii. 州内の特定活動 

iv. その他の活動（市民・業界関係者とのエンゲージメント・プログラム） 

v. 事務管理費 

エージェンシーが行う活動には上記のチェックオ

フの資金が使われるが、特定の活動及びプログラム

の場合、業界団体、州政府や州の生産者協会、そし

て連邦政府からの資金が充てられることがある。

2017/2018 期のチェックオフ以外の収入は約 350 万

カナダドルであった。 

新の報告書である 2017/2018 年度によれば、同

年度の場合、支出の も大きな割合を占めた活動は

国内外プロモーションであり、全体の 76%を占めた。

研究調査は 10%、州内の特定活動は 9%、事務管理

費（役員の給与を含む）は 4%であった。 

も大きな割合を占める国内外プロモーションは、

「Canada Beef」というブランドの元で展開されて

いる。Canada Beef はカナダ産牛肉のブランド構築

を主な目標にしており、国内市場では、大手外食や小売店と連携し、カナダ産牛肉の広報活動を行うとと

もに、カナダのフットボール連盟と連携し、ブランドの認知度向上に努めている。海外市場についても注

力しており、特に北米、中南米、アジア及び新興国に注目し、それぞれの市場での広報活動を行っている。

これらの活動の資金の大半はチェックオフ基金から拠出されているが、プログラムによっては、連邦政府

からの資金も投入されている。 

なお、輸入分の徴収金は国内のプロモーションにのみ使われている。輸入業者から徴収された資金は牛

肉の栄養や料理開発といったジェネリックな情報を消費者向けに発信する「thinkbeef.ca」という活動に

使われ、他のプログラムに使われることはない。 

 

出所）チェックオフ・エージェンシー 2018 年報告書 

国内外プロモーション
76%

研究調査
10%

州内の特定活動
9%

その他の活動
1%

事務管理費
4%

図 23  チェックオフ・エージェンシーの支出割合 
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研究調査活動を主に担っているのは肉用牛研究審議会（BCRC）235である。BCRC はカナダ肉用牛生産

者協会が立ち上げた機関であり、チェックオフ・エージェンシーが設立される前から活動していた。主な

収入源はチェックオフの賦課金だが、それ以外に連邦政府や州政府、州の生産者協会等から資金を得て、

研究活動を行っている。「カナダ牛肉産業科学クラスター」を通じて、1：3 の割合で、連邦政府や州政府

から 5 年間の研究プログラムの資金を得ている236。BCRC では業界が重要と定めている分野における研究

調査を実施しており、その主なものは環境、飼料、技術移転、食品安全、効率性及びアニマル・ウェルフ

ェアである。 

州内の特定活動とは、特定の州で行われる研究調査活動にチェックオフの資金を使う場合を指す。具体

的にはマニトバ州やオンタリオ州等 6 州が州内で実施している大学との共同研究、ハンバーガー消費増加

キャンペーンやトレーニング等を含む。これらの取り組みは全国の牛肉産業の生産性向上、競争力強化又

は需要拡大に寄与することからチェックオフの資金が使われている。 

その他の活動として、2016 年から始まった「市民・業界関係者とのエンゲージメント・プログラム」で

は、チェックオフ・エージェンシーがカナダ肉用牛生産者協会（CCA）に委託し、州または全国の畜産業

界が抱える共通の課題への対処策に充てられる。例として挙げられる課題は環境問題、成長ホルモン、ハ

ラル認証、牛肉とガンに関する関連性等と幅広く、業界のネットワーク化を通じて、一つのメッセージを

形成し、発信することを目的としている。なお、チェックオフ資金で賄われるこのプログラムは CCA の

ロビー活動に使われてはならないことになっている。 

事務管理費はボード役員の給与のほか、チェックオフ運営スタッフの人件費などを含む。 

ウ. 組織構成 

チェックオフ・エージェンシーの役員ボードは 16 名で構成されている。そのうち、10 名は各州の生産

者団体から選出され、残り 6 名の内 4 名はカナダ食肉産業審議会（CMC）237、1 名はカナダ輸出入協会、

１名は小売・外食業界から選出される。生産者の場合は各州の生産者団体が代表を選出し、CMC 及びカ

ナダ輸出入協会の場合もそれぞれの団体からの選出であり、小売り・外食業界出身の役員については、年

次総会にて選出される。 

 

表 32 チェックオフ・エージェンシー役員の内訳 

出身 人数 

各州生産者団体から 1 名（アルバート州の場合は 2 名） 10 

カナダ食肉産業審議会（CMC） 4 

カナダ輸出入協会 1 

小売・外食業界 1 

合計 16 
出所）Canadabeef.ca 

                                                      
235  Beef Cattle Research Council 
236  2013‐2018年の 5年で、BCRC 予算 2,000万カナダドルのうち、500万ドルはチェックオフ資金、1,400万ドルはカナ

ダ農業食糧省（AAFC）、150万ドルは州政府からの拠出金であった

（https://canadabeef.ca/wp‐content/uploads/2017/08/3339%20CBCR%20Annual%20Report%202017%20ENG%20FREV.pdf）。 
237  Canada Meat Council.  国内の食肉パッカー、加工業者及び関連機材メーカーからなる業界団体。 
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 チェックオフ制度の評価 

チェックオフ・エージェンシーは非営利団体との位置づけとなるため、所得税は免除される。また、同

団体は税法上の「非営利団体」の会計基準に従わなければならない238。毎年提出する会計報告書は会計事

務所に委託している（2014 – 2016 年は MNP、2017-2018 年は KPMG 社）。 

年次報告書については、会計年度終了後 3 か月以内に FPCC に提出しなければならないと農産物エージ

ェンシー法に規定されている。 

チェックオフ・エージェンシーはこれまで 2 回（2010 年及び 2016 年）にわたりチェックオフ資金の経

済的利益を分析している。第１回目は 2005/06～2007/08 年期、2 回目は 2011/12～2013/14 年期をそれぞ

れカバーしている。第 2 回目の分析はアルバータ大学経済学部の James Rude 教授等が行った。教授の選

定はチェックオフ・エージェンシーが行い、カナダ肉用牛生産者協会（CCA）の経済分析部門である Canfax 

Research Services（CRS）が分析作業を監督した239。分析には計量経済モデルが用いられ、特に費用便益

比率（BCR）が指標として用いられている。複数の変数（輸入量、価格、生産量、需要等）を用いて、様々

なシナリオを元に、投資したチェックオフの資金を投資しなかった場合に比べて、生産者にどれだけの利

益（便益）をもたらしたのかを図る240。 

分析の結果、2011/12-2013/14 期の費用便益比率は 1:14 となっている。つまり、チェックオフで投じた

１カナダドルは生産者にとって 14 カナダドルの利益につながったことを示している。さらにプログラム

ごとに分けてみると、プロモーション部門の CBR は 1:13.5 カナダドル、研究調査部門は 1:34.5 カナダド

ルとなっている241。 

 

4.2 豚肉チェックオフ制度（提案書概要） 

カナダ養豚業界の業界団体であるカナダポーク協議会242はカナダにおけるチェックオフ・プログラムの

発足を目指し、2015 年 7 月に FPCC 宛てに申請書を提出した243。FPCC 内で検討委員会が開かれ、意見

聴取等が行われた後、2016 年 4 月に委員会の報告書が公表され、FPCC 及び大臣に提出されている。な

お、2018 年 11 月現在、チェックオフ・プログラムは制定されていない。  

申請書は FPAA の第 III 部に該当する PRA の設立であり、以下の 3 点がチェックオフ・プログラム設

立の目的とされている： 

  

ア. カナダ市場における豚肉製品の消費拡大 

イ. カナダ産豚肉の海外市場のさらなる開拓 

ウ. 科学技術イニシアチブまたは市場調査実施の支援  

                                                      
238  年次報告書内の会計報告書による。 
239  http://www.beefresearch.ca/files/pdf/NCO_QnA_July_2016_FINAL.pdf 
240  同上。 
241  http://canadabeef.ca/wp‐content/uploads/2016/08/NCO‐Full‐Report‐2016‐FINAL.pdf 
242  Canada Pork Council 
243  http://fpcc‐cpac.gc.ca/images/Pork/Web%20version%20CANADIAN%20PORK%20PRA.Application.pdf 
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 チェックオフ設立の経緯 

カナダのほとんどの州には養豚業界が存在し、全国の業界組織はカナダポーク協議会（CPC）である。

カナダポーク協議会は 1966 年 7 月に設立され、現在 9 州の団体244で構成される。CPC は各州団体の調整

役であるとともに、連邦政府への政策提案機関となっており、カナダ食肉産業審議会（CMC）とともに、

他国との通商交渉の際のカナダ政府への情報提供機関となっている。 

他方、豚肉関連のプロモーション機関は「カナダ・ポーク・インタナーショナル（CPI）」である。同機

関は 1991 年に設立された輸出促進機関であり、カナダポーク協議会及び、加工業者が加盟しているカナ

ダ食肉協会が共同で運営し、商社やパッカー等も加盟している。現在では、国内のみならず、国外向けの

プロモーション活動（通称「カナダポーク・プログラム」）も 2014 年から行っており、一定の生産条件を

クリアした生産者向けに「カナダポーク認証（Verified Canadian Pork）」のロゴを与えている。各州団体

及び民間企業も出資して、様々な広報活動を行っている。 

研究活動は養豚イノベーション研究所（SIP245）が主に実施している。SIP は各州生産者団体及び政府

からの出資を受け、研究活動を行っている。各州生産者団体が設定している賦課金のうち、1 頭当たり 2.5

カナダセントはカナダポーク協議会を通じて SIP に充てられている。 

2015 年にカナダポーク協議会が FPCC 宛てに提出した PRA 設立に関する申請書には、設立に向けた背

景が大きく分けて二つあると説明されている。 

ア. 現状では、一部の州で強制的な賦課金が課され、その資金は調査・プロモーション及び市場

開拓に使われている。しかし、その金額は州毎に異なっており、さらに州金額が減少傾向に

ある。均一の賦課金制度を敷き、それを効率的に集金できる仕組みが必要である。 

イ. 輸入される豚肉に対する賦課金がなく、基金への貢献がない。米国の事例では、輸入品に対

する賦課金は総集金の 4%に相当し、賦課金を課せば、より多くの活動資金が得られる。 

これまで（2015 年時点）は、各州が賦課金を元に様々な活動を行っており、全国レベルでもプロモーシ

ョン、市場開拓及び調査活動が行われている。これらの活動は一定の成果を上げており、豚肉の認知度が

上がっていると、カナダポーク協議会が主張している。他方で、賦課金の金額が異なり、また集金は各州

レベルで行われているため、より統一された仕組みを作り、戦略的なプログラム策定が必要性を協議会が

指摘している。 

PRA 設立申請にあたり、カナダポーク協議会は全国及び各州レベルの担当機関（FPCC 及び各州当局）

に説明を行った。そのため、カナダポーク協議会を構成する 9 つの州団体が連携した。各州団体が申請書

策定に関わっており、PRA 設立の要請は業界全体の一致した見解である旨が申請書に説明されている。 さ

らに、輸入業者については、CMC 及び CPI を通じて協議され、両団体からの支持も得た。 

なお申請書では、賦課金レートは 1 頭当たり 75 カナダセントと設定されている。 

  関連法令 

PRA 設立の申請書は FPAA の第 III 部に準じている。これによれば、PRA はカナダ総督の宣言を以っ

                                                      
244  ブリティッシュ・コロンビア州、アルバータ州、サスカチュワン州、マニトバ州、オンタリオ州、ケベック州、ニ

ュー・ブランズウィック州、プリンス・エドワード島州及びノバスコシア州。ニューファンドランド・ラブラドール

州は養豚業が少なく、また生産者団体が存在しない。 
245  Swine Innovation Porc 
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て設立されるが、その前提条件としては、投票を通じて賦課金の対象となる事業者（この場合は生産者及

び輸入業者）の過半数の賛成票が必要である。  

また、FPAA の第 42 条によれば新しく設立される PRA の活動範囲は以下のものとなる： 

ア. FPCC の承認を得て、プロモーション及び調査計画の策定 

イ. 活動目的を達成するための規則及び規定の策定 

ウ. 国内で生産または輸入された豚肉に対する賦課金の徴収 

 運用方法 

PRA が設立された場合、申請者である CPC は、役員ボードが発足するところまで緊密に関わることと

しており、PRA の役員ボードが選出され、独立して運用できるようになれば、CPC は PRA と分かれるこ

とになる246。その期間は 12-18 ヵ月とみている。 

① 賦課金の徴収 

賦課金の対象となるのは国内の認定施設でと畜される成豚、及び輸入される成豚と豚肉製品である。 

ア. 国産豚肉 

現在では、州毎に課せられる賦課金レートが異なり、なおかつ全国レベルの活動に充てられる割合は各

州により異なる。さらに、州の団体が対象とする取引が異なる（例：州内取引のみ）ため、全国的な活動

を行うための仕組みが効率的ではない。他方で、各州の集金方法が既に確立しており、確実な集金が出来

る体制が整っている。 

PRA が設立された場合、各州から全国レベルの活動向けに 75 カナダセントの賦課金が課される一方で、

州の裁量により上乗せすることが可能である。集金機関はこれまで同様に各州の団体が行う。さらに、PRA

設立により、賦課金の対象となる商品（と畜用の成豚及び輸入豚肉）が統一される。 

イ. 輸入豚肉 

重量または金額にかかわらず、輸入される全ての豚肉製品に対して、1 頭につき 75 カナダセント、また

はその重量等に相当する賦課金が課される。なお、実務的な負担や効率性に鑑みて、一定の金額以上の輸

入品にのみ賦課金を課すといった規定も想定されると、申請書に記載されている。賦課金の詳しい分類は

下記の通りである。 

表 33 賦課金の対象となる輸入品目一覧 

関税番号 品目名 

0203.11 枝肉（生鮮及び冷蔵） 

0203.12 骨付きモモ及び肩肉（生鮮及び冷蔵） 

0203.19 その他（生鮮及び冷蔵） 

0203.21 枝肉（冷凍） 

0203.22 骨付きモモ及び肩肉（冷凍） 

0203.29 その他（冷凍） 

0206.30 くず肉（生鮮及び冷凍） 

                                                      
246  http://publications.gc.ca/collections/collection_2017/cpac‐fpcc/A99‐1‐11‐2016‐eng.pdf 
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0206.41 肝臓（冷凍） 

0206.49 その他くず肉（冷凍） 

0209.00 脂肪（乾燥または燻製）） 

0209.10 脂肪（塩蔵） 

0210.11 骨付きモモ及び肩肉（乾燥または燻製） 

0210.12 ばら肉（乾燥または燻製） 

0210.19 その他（塩蔵、乾燥または燻製） 

0504.00 ソーセージケーシング用の腸 

1501.00 豚脂 

1501.10 ラード 

1501.20 その他の豚脂 

1601.00 ソーセージ 

1602.41 モモ肉ハム及びベーコン 

1602.42 肩肉ハム及びベーコン 

1602.49 その他豚肉調製品 
出所）http://fpcc-cpac.gc.ca/images/Pork/Web%20version%20CANADIAN%20PORK%20PRA.Application.pdf 

輸入業者が PRA 賦課金を納付することとしている。現在牛肉のチェックオフ機関が行っているのと同

様の仕組みを用い PRA はカナダの農業省を通じて、国境サービス庁（CBSA）から輸入データを受け取り、

データを元に各輸入業者に請求書を送付する。支払いは月ごとまたは四半期ごとに行われる。 

② 役員ボード 

新しく設立される PRA の役員ボードの構成は、各州の生産量に応じる。役員数は合計で 11 名となり、

生産量の多いケベック、オンタリオ及びマニトバ州は各 2 名、ブリティッシュ・コロンビア州、アルバー

タ州及びサスカチュワン州はそれぞれ 1 名、残り 3 州は合計で 1 名を選出する。輸入品からの賦課金は全

体の約 11%になると見積もられていることから、輸入業者の代表として 1 名の役員が選出される。 

各州の団体が PRAに対して役員ボードの候補者を推薦する。輸入業者の場合は PRAが直接打診を行う。

任期は 1 年で、選出した団体はいつでも代表を解任することが出来る。役員ボードが、11 名のメンバーか

ら会長及び会計役員を選出する。 

なお、PRA が設立されれば、暫定的な役員ボードが立ち上げられ、正式な役員ボードの設立に取り掛か

る。その期間は 6-9 か月間程度が見積もられる。役員ボードはカナダポーク協議会とは異なるメンバーで

あり、協議会とは独立して運営される。 

③ 活動内容 

賦課金で得られた資金の活用に関してはプロモーション活動は CPI に、研究活動は養豚イノベーション

研究所にそれぞれ委託される。各州の生産者団体が行う活動の内容は各団体から報告を受け、重複がない

ように PRA が調整を行う。活動の内容は役員ボードが決め、FPCC の承認を受け決定される。集められ

た資金の金額、活動の緊急性及び他団体などからの共同出資（例：政府団体、官民パートナーシップ事業

等）の可能性等が考慮され、役員ボードの中で活動が決定される。なお、申請書に「プロモーション」及

び「研究」活動の詳細について、以下のように説明されている。 

ア. 「プロモーション」は、ジェネリックな広告、ブランド開発、市場開発、広報活動及びイベ

ント開催、消費者教育及び認知度向上、 新のソーシャルメディア活用または開発、研究活

動で得られた知見の生産者への普及、生産者からのフィードバックを指す。具体的には、テ
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レビコマーシャルやインターネット広告、部位ごとの料理やレシピの紹介、国内外の主要な

見本市への出展、海外有力バイヤーの招聘、マーケット情報の発信等が挙げられる。タイム

リーかつ効果的なプロモーションツールとして、CPC はソーシャルメディアの活用を上げ

ている。 

イ. 「研究」は二つに分かれ、一つ目は科学技術面での研究、二つ目は年間計画策定のための研

究（調査）を指す。前者は豚肉の販売力強化に資する研究である。カナダ産豚肉の品質、安

全性、環境との調和性やアニマル・ウェルフェア等の面での利点を消費者に認知させるため

の研究も含まれ、その他に飼料配合、品種開発、疾病予防及び管理、品質保証イニシアチブ

等も活動内容の一部である。カナダ養豚業界が現在行っている養豚イノベーションプログラ

ム等と連携し、チェックオフ資金を使って現場へのエクステンションプログラムを拡充する

ことが提案されている。 

二つ目の研究は、年間計画を策定するにあたり、消費者の嗜好性や認知度拡大の障害となりうるものを

把握するために行う調査研究を指す。海外市場もその対象となりうる。 

 課題及び直近の動き 

CPC からの申請書を受け、FPCC は FPAA に従い内部検討委員会を設置し、公聴会の開催及びウェブ

サイトを通じたパブリックコメントの募集を行なった。具体的には 2015 年 10 月付の官報に申請書及び公

聴会の情報を掲載し、さらに全国又は地方新聞、業界紙などにも同様の情報を掲載した。公聴会は 2 回行

われ、2016 年 1 月にはアルバータ州、翌 2 月にはケベック州でそれぞれ催された。提出された意見は 16

件であった。 

公聴会及びパブリックコメントの中で出された疑問点及び反対意見は、申請書作成の段階で豚肉の輸入

業者については全員が取り込まれていない点等であった。カナダ食肉協会に加盟している輸入加工業者は

いるものの、加工を行わない輸入業者が加盟している他の業界団体への事前説明がなかったと指摘されて

いる。さらに、役員ボードの輸入業者の代表の選出方法が不明瞭であるとの意見もあった。カナダ小売協

会及びペットフード協会が反対の意見を提出し、賦課金の設定は小売価格の上昇を招く恐れがある点、そ

してペットフード用の豚肉製品が除外されていない点を指摘している。 

これらの意見等をまとめた報告書は 2016 年 4 月に FPCC 及び大臣に提出された。2017 年 1 月に FPCC

は、豚肉業界のイニシアチブを評価するコメントをホームページに掲載したものの、2018 年 11 月現在、

PRA の設立までには至っていない。  
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5 まとめ 

5.1 チェックオフ制度の比較 

今次調査の対象国である米国、英国及びカナダのチェックオフ制度の比較表は次頁に掲載している。さ

らに、豚肉やそれ以外の品目の比較表も掲載している。 

チェックオフ制度の概要についてみてみると、いずれの国も根拠法を補う形で、チェックオフ・プログ

ラムの詳細を規定する命令（order）を発出している。管轄機関は米国及び英国はともに農林水産省に相当

する中央官庁である反面、カナダの場合はマーケティングエージェンシーを監督する FPCC が担当してい

る。 

チェックオフ制度の成り立ちについてもそれぞれの国が特徴を持っている。米国ではチェックオフ制度

が民間企業または団体の自主的な取り組みが全国レベルに発展し、国の政策がこれを後押した形から始ま

った一方、英国では英政府または EU からの補助金の減少に伴い、それまで品目別に活動していたチェッ

クオフ機関を一つの公社（AHDB）に統合された。カナダでは、州毎でバラバラに機能していたチェック

オフ・プログラムを調整し、そして州間・海外貿易を促進するために新たな団体が作られた点が特徴であ

る。 

そのため、新たなチェックオフのプログラムを設立する場合、米国では申請団体と他の団体等の合意の

確認が必要であり、カナダでは特に各州政府や監督機関への説明が求められる。英国においては、産業か

らの新たなチェックオフ・プログラムの設立申請は現行法では出来ない。 

現在では米国において全国レベルで実施されているチェックオフ・プログラムは 22 件あり、州レベル

のチェックオフ・プログラム、そしてマーケティングオーダーを合わせると非常に大きな数となる。他方

の英国では、強制的な賦課金の徴収を実施しているのは AHDB の中にある 6 品目のみである。カナダで

はプロモーションと研究に特化したチェックオフ・プログラムは牛肉のみであり、生産枠の設定などの供

給管理機能を持つマーケティングボードは 4 件ある。豚肉団体はチェックオフ・プログラム創設のための

申請をしたものの、まだ設立に至っていない。 

チェックオフ資金の用途において、米国とカナダでは州の生産者団体が大きな影響力を持っており、米

国では賦課金の一部を州に分配する事例があり、カナダでは州の生産者団体が、自州で集めた資金の用途

を PRA（プロモーション研究機関）に指定する権限を持っている。英国では生産者団体がボードに参加し

ているものの AHDB の権限が大きいとの感がある。活動内容は 3 国とも共通してプロモーション及び調

査研究が挙げられる。その一方で、消費者向けの情報発信活動も米国の牛肉や乳製品のチェックオフで大

きなウェイトを占める。他方の英国では、マッシュルームのように生産性向上といった研究開発に重きが

置かれる傾向がある。 

ジェネリックなプロモーションという点で 3 カ国とも共通しているが、具体的な品目を見てみると、英

国の場合はある程度のプロモーションが認められていることがわかる。 

それ以外に、レファレンダムの実施条件やプログラム終了のための要件に関する規定は米国の農産品振

興・研究・情報法で細かく規定されている反面、英国及びカナダの場合は具体的な条件の記載がなく、管

轄機関の判断に委ねられている。 
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表 34 各国チェックオフ制度の比較 

  米国 英国 カナダ 

根拠法 農産品振興・研究・情報法 

(Commodity Promotion, Research and Information Act) 

自然環境及び農村地域法 

（Natural Environment and Rural Communities Act） 

 農産物エージェンシー法 

（Farm Products Agencies Act） 

詳細規定 命令（order）に記載 農業園芸開発公社(AHDB)命令に記載  命令（order）に記載 

管轄機関 米農務省農業マーケティング局（AMS) 環境・食料・農村地域省（Defra）  カナダ農産物審議会（FPCC） 

申請者条件 以下の 3 点のいずれかの業界団体： 

① 特定品目の生産者 

② 特定品目の第一次取扱者（Firsthandler）またはその流通チェ

ーンに関わる関係者 

③ 賦課金の対象となる輸入品目の輸入業者 

申請の際、州及び関係者団体からの合意書を提出する必要がある 

AHDB 命令にて 6品目と地域が限定されている 申請する団体が業界内の合意形成を行わなければならず、

FPCC の他に各州にある監督機関や州政府に対しても、申請の

動機について説明を行う必要がある。 

チェックオフ・プログラム数 22  6  １ 

活動内容 ・消費拡大（原則ジェネリックな販売促進活動のみ）。 

・調査研究（商品開発や品質向上等のための試験、研究、分析） 

・農業及び関連業界における効率性や生産性の向上 

・農業及び関連業界における販売状況の改善 

・農業及び関連業界の一般社会に対して提供するサービス

の改善または開発 

・農業の持続可能な開発に寄与する方法の改善 

農産物の生産及び流通を促進し、さらに調査・研究活動を行う

ことが出来る。これには消費促進の他に品質や品種の改善、ま

たは広報活動も含まれている 

禁止事項 ・行政及び政府の活動、または政策に影響を与える活動（ロビー活

動）。 

・他の農業作物についての誤った、または誤解を招く恐れのある活

動や誹謗する活動 

・ロビー活動を行うことが出来ない。 

・生産者または加工業者を代表して政策提言を行うことが

出来ない。 

・ロビー活動を行うことが出来ない。 

チェックオフ運用機関 オーダーの下で新たに設立されるチェックオフ委員会（ボード） 英国農業園芸開発公社（AHDB）内のボード プロモーション研究機関（PRA） 

運用機関構成員の内訳 賦課金の対象となる者から選出。選出方法は業界が決定、推薦し、

農務長官が任命する 

メンバーは賦課金支払いの対象となっている生産者及び

加工業者で構成され、AHDB が任命権を有する 

3 名以上 16 名以下、生産者が半分以上でないといけない。 

賦課金の設定権限 チェックオフ委員会が決定し、農務長官の承認を得る AHDB PRA が決定、各州が承認 

輸入品の取り扱い 賦課金の対象となりうる（品目による） 対象外 対象（牛肉の場合） 

例外の取り扱い 有機農産品は対象外 品目により例外有り 無し（牛肉の場合） 

信任投票の有無 有 有 明記無し 



 
 

103 
 

 

平成３０年度    豚肉チェックオフ制度に関する海外調査委託事業 

プロマー・コンサルティング 

条件 設立時（いずれか選択可能） 

 - 事前レファレンダム：設立前に実施 

 - 事後レファレンダム：設立後 3 年以内に実施 

 

その他： 

 - 7 年以内の場合、 

 - 委員会から請求受けた時 

 - 有権者の内 10%以上が実施を求めた時 

・ボードで投票権のある者のうち 5％以上が 90 日内に請

求する場合。 

・カナダ総督が必要と判断した時に実施 

チェックオフ・プログラムの終

了条件 

次のいずれかの時： 

① 同プログラムが法の目的に寄与する意図がないと飲む長官が

判断した時、 

② 信任投票により同プログラムは信任投票した者にとって恩恵

を与えないと農務長官が判断した時。 

AHDB が判断する カナダ総督が決定する 

出所）米国：http://www.nodpa.com/checkoff_Generic%20regulations%20on%20check-off.pdf 
   英国：https://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/576/contents/made 
   カナダ：https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/F-4/ 
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豚肉のチェックオフを既に導入しているのは米国と英国であり、カナダは審議中であり、まだ設立が決

定されていない。チェックオフ資金の運用機関として米国では生産者や輸入業者の代表からなる米国豚肉

ボード（NPB）が命令に従い新たに設立された一方で、英国では AHDB 内の豚肉ボードが担っている。 

設立の経緯をみてみると、米国では疾病の流行の他、豚肉の消費減少とイメージの悪化という「共通し

た課題」があり、さらに任意で行われていたプログラムではフリーライダーが問題となり、参加率が頭打

ちになっていたことが背景にある。英国ではチェックオフ資金は主に市場や疾病に関する情報の発信や業

界の情報交換に使われ、さらに EU 産の輸入肉に対する競争力強化のための技術開発に主眼が置かれてき

た。 

賦課金のレートは米国で販売額に対して課されるのに対して、英国では 1 頭当たりの賦課金が定額であ

る。カナダの案も同様である。米国の豚肉チェックオフは豚価の上下に対して変動するというリスクを負

うものの、反対に 2014 年の PED が発生した時のように、豚価が高騰すると集金する金額も飛躍的に増え

る可能性がある。輸入品に対する扱いも両国で異なり、米国では賦課金が課される一方、英国では課され

ない。 

チェックオフ資金を比較すると、米国の規模の大きさが目立つ。英国の資金を米ドルに換算247すると約

11.8 百万米ドルとなり、米国の 73.2 百万米ドルの 16%程度である。その潤沢な資金を使い、NPB は海外

の疾病をモニタリングする機関を設立し、さらに技術開発の迅速な伝達を可能にするエクステンションサ

ービスを行っている。さらに、各州にある生産者団体への分配金はチェックオフ資金の 2 割に相当する大

きな割合を占める。他方の英国では、これまで生産性向上のための技術開発が主な取り組みだったが、

BREXIT を受け、海外市場及び国内市場向けのプロモーション活動に重点を移している。なお、いずれの

チェックオフ・プログラムの中にトレサビリティ―、環境保護及びアニマル・ウェルフェアといった項目

があり、近年の消費者や市民団体に対する対応の一つであると考えられる（特に米国）。 

チェックオフ運用団体と生産者団体との関係は両国の間で大きく異なる。英国では NFU（生産者）や

BMPA（パッカー）の代表は豚肉ボードに参加しているものの、AHDB が主体的にプログラムを計画実施

している。そのため、両団体と AHDB で資金及び財産を共有するということはなく、資金の流れがない。

米国の場合、NPB は設立当初から NPPC のリソースを使いチェックオフ・プログラムを運用し、さらに

NPPC は NPB の 大の委託先となる等、資金の流れが多い。なお、訴訟及びレファレンダムの結果を受

け、現在では NPB と NPPC の業務が分かれている。 

カナダの場合、CPC は既に自主的なチェックオフ・プログラムを全国レベルで実施しているが、州毎で

賦課金のレートが異なり、さらに輸入品に対する賦課金の支払い義務がないことが課題であるとして、義

務的なチェックオフ・プログラムの設立を申請している。 

                                                      
247  1 GBP = 1.28 USD 
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表 35  3 カ国豚肉チェックオフ・プログラムの比較 

   米国  英国  カナダ（案） 

根拠法  豚肉研究・消費者情報法 

(Pork Research and Consumer Information Act of 1985) 

自然環境及び農村地域法 

（Natural Environment and Rural Communities Act） 

農産物エージェンシー法 

（Farm Products Agencies Act） 

詳細規定  豚肉研究・消費者情報命令に記載 農業園芸開発公社(AHDB)命令に記載 命令（order）に記載 

チェックオフ運用機関  米国豚肉ボード（NPB） AHDB 内豚肉ボード 豚肉プロモーション研究機関（PRA） 

賦課金レート  販売額 100 米ドルに対して 40 米セント。3 カテゴリー（繁殖用、

肥育用、と畜用）の豚を販売した際に賦課金が発生。 

（出生からと畜まで一貫生産する場合、1個体につきと畜時のみ徴

収） 

・養豚業者は１頭当り 0.60 英ポンド 

・と畜業者・輸出業者は 1頭あたり 0.20 ポンド 

１頭に付き 75 カナダセント 

輸入品の取り扱い  対象 対象外 対象 

例外の取り扱い  有機豚 無し 無し 

チェックオフ資金  73.2 百万米ドル（2018 年） 9.2 百万英ポンド（2018 年） 15.7 百万カナダドル（予定） 

主な活動の割合  ・国内外市場開拓  38.9% 

・各州への分配金  21.8% 

・調査研究     15.0% 

・事務管理費    10.3% 

・その他      14.0% 

・国内市場開発    33.8% 

・研究開発・知識移転 20.1% 

・商業サービス    12.4% 

・輸出市場開発     6.8% 

・その他       26.9% 

- 

 

関連団体との関係  ・各州生産者団体に対してチェックオフ資金の約 20%を分配 

・米国豚肉生産者協議会（NPPC）に委託業務を行わないが、NPPC

に対してプロモーションロゴの購入費及び事務所の賃料を毎年支

払う。 

・他チェックオフ・ボードと事務所等のバックオフィス費

用を共有 

・NFU、BMPA 等の協会は豚肉ボードに参加 

・カナダポーク協議会は申請者であり、設立当初（12-18 ヵ月）

は PRA の機能し、その後分離する予定。 

出所）米国：https://www.porkcdn.com/sites/all/files/documents/AboutUs/porkact.pdf 
   英国：https://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/576/article/10/made 
   カナダ：http://fpcc-cpac.gc.ca/images/Pork/Pork_PRA_Panel_Report_Final_ENG.pdf 
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下表では、今次の委託事業で調査した 3 品目（牛肉、乳製品及びマッシュルーム）のチェックオフ・プ

ログラムを比較している。いずれの品目も 1996 年の農産品振興・研究・情報法が設立される前に制定さ

れたものである。しかし、これらの法律においても、有機認定を受けた品目は賦課金の対象外となってい

る。 

英国ではいずれの品目も AHDB の中のボードが運営しており、バックオフィス費用の軽減が図られて

いる。また、生産者団体とはボードの中で関係があるものの、業務や資金の流れは分離されている（AHDB

は生産者や業界の代表として活動してはいけないと規定されている）。 

米国の場合、牛肉及び乳製品のチェックオフ・プログラムは「生みの親」である生産者団体と密接にか

かわっている。牛肉の場合 NCBA は CBB の 大の委託先であり、事務・会計サービスの契約を結んでい

る状況にある。乳製品においては、チェックオフ・ボードと生産者団体のUDIAが共同で設立した会社(DMI

社)がチェックオフ・プログラムの委託先となっている。マッシュルームの場合においても前まで同様の関

係性であった。 

生産者団体とチェックオフボードの関係、そしてプロモーション活動の内容に対して、生産者からの批

判が 2000 年前後に高まり、いずれのボードも訴えられている。マッシュルーム・チェックオフの場合は

高裁において敗訴した経緯がある。現在ではプロモーションのみでなく、研究調査や消費者教育活動と

いった幅広い事業を行っている。 

また、州の生産者団体との関係も品目ごとに異なる。牛肉の場合、州生産者団体が 大で賦課金の半分

を受け取ることが出来る一方、乳製品の場合は生産者がチェックオフボード以外に任意の認定団体（主に

州生産者団体）に賦課金の一部を直接納付することが出来る。 
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表 36 その他 3 品目のチェックオフ・プログラム比較 

 米国 英国 

品目 牛肉 乳製品 マッシュルーム 牛肉 乳製品 マッシュルーム 

根拠法 牛肉振興・研究法 乳製品安定化法 マッシュルーム振興・研究・消費者

情報法 

自然環境及び農村地域法 自然環境及び農村地域法 自然環境及び農村地域法 

詳細規定 牛肉振興・研究命令 乳製品販売促進及び研究命令 マッシュルーム振興・研究・消費者

情報命令 

農業園芸開発公社命令 農業園芸開発公社命令 農業園芸開発公社命令 

チェックオフ運用機関 牛肉販売促進及び研究ボー

ド 

乳製品販売促進及び研究ボード マッシュルーム協会 AHDB 内牛肉・ラムボード AHDB 内乳製品ボード AHDB 内園芸ボード 

賦課金レート 生体牛 1 米ドル/頭（その内、

0.5 米ドルまで各州生産者団

体に納付可能） 

生乳生産者：生乳 100 パウンドあ

たり 15 米セント 

輸入業者：生乳 100 パウンドあた

り 7.5 米セント 

マッシュルーム 1 パウンドあたり

0.0055 米ドル 

・養豚業者： 

        4.05 英ポンド/頭 

 

・と畜・輸出業者： 

        1.35 英ポンド/頭 

・0.60 英ポンド/リットル ・アガリクス： 

  0.08 英ポンド/リットル 

・アガリクス以外： 

  0.02 英ポンド/リットル 

輸入品の取り扱い 対象 対象 対象 対象外 対象外 対象外 

例外の取り扱い 有機牛 有機の乳製品 ・有機マッシュルーム 

・年間平均生産量または輸入量が 50

万パウンド以下の生産及び輸入業

者 

・加工用、輸出用マッシュルーム 

無し 無し キノコ菌糸やそれを含むコ

ンポストを 700 リットル以

下購入した場合 

チェックオフ資金 41.0 百万米ドル（2017 年） 228.2 百万米ドル（2016 年） 5.1 百万米ドル（2016） 16.7 百万英ポンド（2018 年） 7.7 百万英ポンド（2018 年） 7.9 百万英ポンド（2018 年）

（園芸作物全体） 

主な活動の割合 ・調査研究    22.0% 

・海外市場開拓  19.6% 

・消費者情報   19.1% 

・販売促進活動  19.0% 

・その他     20.4% 

・消費者向けプログラム 28.4% 

・子供向け販売促進   20.1% 

・イノベーション    19.8% 

・栄養教育        9.9% 

・その他        21.7% 

・外食販売促進・開発   33.5% 

・消費者販売促進及び教育活動   

21.7% 

・産業情報及び計画    11.5% 

・栄養研究及びコミュニケーション  

9.7% 

・その他         23.6% 

・輸出市場開発  22.9% 

・研究開発・知識移転 

   19.3% 

・国内市場開発   15.2% 

・商業サービス   15.0% 

・その他      27.5% 

・研究開発・知識移転 

45.9% 

・国内市場開発  17.7% 

・支援サービス  12.6% 

・生産者コミュニケーション 

9.1% 

・その他     14.7% 

・研究開発・知識移転 

                   73.9% 

・支援サービス     11.2% 

・生産者コミュニケーション 

                    8.2% 

・デジタル関連    2.3% 

・その他      0.5% 

関連団体との関係 ・州生産者団体は最大で 50 ・各州の認定団体及び輸入業者協 ・業界団体である米国マッシュルーム ・他ボードと事務所等のバッ ・他ボードと事務所等のバック ・他ボードと事務所等のバ
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米セント/頭を受取可能。 

・全国肉牛生産者牛肉協会

（NCBA）は最大の委託先で、

ボード構成員選出に影響力

があり、CBB と事務・会計契

約を結んでいる。 

会等への納付可（生産者の場合最

大 10 米セント、輸入業者は最大

2.5 米セント）。 

・乳業協会連合（UDIA）と共同で

DMI 社を設立、全米規模のプロモ

ーション活動等を実施。 

研究所に一部の業務を委託していた クオフィス費用を共有 

・NFU、BMPA 等の協会は牛

肉・ラムボードに参加 

オフィス費用を共有 

・生産者団体のデイリーUK は

乳製品ボードに参加 

ックオフィス費用を共有 

・NFU の協会は豚肉ボードに参

加 
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5.2 他国の事例にみられるチェックオフの長所・短所等 

本書において 3 か国のチェックオフ制度、そして合計で 10 品目の調査を行った。この中から見えてき

たチェックオフ制度の長所と短所を記す。まずはチェックオフ制度の長所について説明し、そのあと設立

する際に留意しなければならない事項またはチェックオフ制度の短所について説明する。 後には、設立

された後に発生する課題や留意すべき事項等について述べる。 

 チェックオフ制度の長所 

調査した 3 か国のチェックオフ制度の内容と背景が異なるものの、生産者から強制的に賦課金を課し、

その資金でジェネリックなプロモーション及び調査研究を行う点で共通している。3 か国の事例から、チ

ェックオフ制度を導入するメリットは以下の 4 点があると考えられる： 

① 安定した収入（フリーライダー問題の解消、収入拡大等） 

② 生産者自らの課題解決（疾病関連、普及事業、共通した意見の発信等） 

③ 販売拡大（特に一生産者ではできない輸出拡大等） 

④ 監視体制（行政機関の監視、バックアップ支援体制等） 

チェックオフ制度を導入することで、任意の集金制度のもとで発生するフリーライダーの問題が解消さ

れるだけでなく、生産者全員が負担することにより、プロモーション及び調査活動を行うための資金が増

えるという利点がある。また、チェックオフ・プログラムの策定と実施に関わることにより、生産者が抱

えている課題を自ら解決する取り組みが行われる。その課題は消費拡大または疾病撲滅と品目により異な

るが、業界として対処できるという可能性が大きくなる。 後の長所としては、政府からの監視があるた

め、資金の流れの透明性が図れるという点が挙げられる。 

 設立時の留意事項等 

チェックオフ・プログラムを導入することになれば、申請書の提出が必要であり、なぜ強制的な賦課金

の徴収が必要か、チェックオフ資金の使途についての具体的な計画などが求められる。米国の場合、AMS

がチェックオフ・プログラムを設立する際のガイドラインを作成しており、同ガイドラインを添付資料と

して本書に附している。今次調査したチェックオフ・プログラムの中から見えてきた留意事項や課題は以

下の 5 点である： 

① 共通した具体的な課題の抽出（例：疾病調査モニタリング、イメージの向上、輸出拡大等） 

② 課題解決のための具体的なプラン（例：普及事業、認知拡大のためのロゴ作成等） 

③ 合意形成（賦課金の対象となる生産者・団体からの支持レター等） 

④ 例外事項（有機、輸入品等） 

⑤ 政府の関与度合い（監督責任の範囲等） 

米国及びカナダにおいて、チェックオフボードを設立する際に業界内の合意が前提となる。米国の豚肉

チェックオフの場合「資金もスタッフもない中で現実的な課題がある（no money, no staff, real needs）」

状況から始まったが、オーエスキー病の発生、豚肉に対する悪いイメージ、そして低い消費量という課題



 
 

110 
 

 

平成３０年度    豚肉チェックオフ制度に関する海外調査委託事業 

プロマー・コンサルティング 

が生産者全員にとって共通していた。チェックオフ資金を使って米国の豚肉業界は、消費者の求める赤肉

の生産開発や「豚肉はもう一つの白身肉（The Other White Meat）」ブランドのキャンペーンを打ち出し、

消費拡大、生産拡大、そして輸出拡大を成し遂げることが出来た。この事例から、共通した課題の抽出と

それに対処するための具体的なプランを描くことが重要であることがわかる。 

また、設立する際に要求されるレファレンダムで賛成多数を得るための合意形成も重要である。米国の

牛肉チェックオフの場合、申請団体であった NCBA が作った法案が 2 回否決されている。関係者との話

し合いの結果、チェックオフボードの中での州生産団体の役割を強化したら、3 回目のレファレンダムで

法案が通った。 

また、米国の場合は有機食品が全てのチェックオフ・プログラムにおいて例外事項として扱われている

が、英国及びカナダは違う。また、輸入品に対する賦課金の徴収は米国及びカナダで見られる一方、英国

では対象外となっている。特に、輸入品への賦課金の義務化は輸入業者のボードへの参加につながること

から、その扱いについて留意する必要があると考えられる。 

3 か国の比較の節で述べたが、政府の関与度合いは国により異なる。米国では AMS は監督機関である

ものの、チェックオフ・プログラムの策定や実施はボードが行う。他方の英国では半政府機関である AHDB

がチェックオフ・プログラムの計画と実施する役割を担っている。また、2.1.6.で記述したとおり、政府機

関の監督範囲を定めることも重要である。 

 運用時の留意事項等 

チェックオフ・プログラムを運用する際、留意しなければならない事項は以下の 5 点であると考えられ

る： 

① 生産者団体との関係（委託方法、役員、相乗効果、バックオフィスコスト等） 

② 地方団体との関係（監視体制、活動内容等） 

③ 生産者との関係（フィードバック、支持確認方法等） 

④ 評価の明瞭化（透明性、わかりやすさ、信頼性の確保等） 

⑤ ブランドのプロモーション（ジェネリックのみで良いか等） 

これまで見てきた通り、ボードと生産者団体の関係は米国の場合批判の対象とされる場合がある。他方、

生産者団体が有するノウハウや実績を活用し、さらに「バックオフィス」費用を共有するボードもある。

乳製品の場合、チェックオフボードと生産者団体が共同で企業を設立し、チェックオフ資金の受け皿とな

り、プログラムの実施を行っている。英国の場合は、生産者団体はボードの一員として参加している。 

地方団体との関係も考慮しなければならない。米国牛肉の場合、州の生産者団体が賦課金を集め、その

半分を自州の活動用に使うことが出来る。カナダの牛肉では、各州がチェックオフ資金の用途をボードに

指定することが出来る一方、英国の場合賦課金は全て AHDB のボードに行く仕組みとなっている。 

また、2.1.6 で見た通り、チェックオフ・ボードの経済評価は義務であるものの、その基準が定まってお

らず、信憑性が総じて低い。生産者に対して透明性のある評価基準を定めることも重要である。 

ブランドプロモーションはチェックオフ・プログラムの下で原則的にできない事となっているが、英国

や米国の牛肉の場合を見ても、認証を得たもののプロモーションを行うことが可能である。米国の訴訟事

例で見てきた通り、ジェネリックな広告に対する否定的な声に対して、どのように対応するかを考えるこ

とも重要である。 
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添付資料 
 

 

 

米国 

1996 年 農産品振興・研究・情報法 

USDA/AMS のチェックオフ・プログラム監督ガイドライン 

1985 年豚肉研究・消費者情報法 

豚肉研究・消費者情報命令 

 
 
 

英国 

農業園芸開発公社命令 
 
 
 

カナダ 

農産物エージェンシー法 


