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本事業の背景・目的
背景

• 日本国内の食市場は、人口減少と高齢化に伴い縮小していくことが予想される一方、安全・安心など高付加価値食品への需要が拡大している。したがって、
日本の食産業が継続的に発展していくためには、国内需要だけでなく海外需要を獲得していくことが必要である。

• 農林水産省は、2014年に海外展開に取り組む企業・団体等からなる「グローバル・フードバリューチェーン（以下「GFVC」）推進官民協議会」を設置した。
2019年12 月には、今後5年間の取組方針である「GFVC 構築推進プラン」を策定した。

• 2019年から2021年にかけ、COVID-19 の世界的な感染拡大により、各国のFVC は大きな影響を受け混乱が発生した。COVID-19 により顕在化した課題
に対処するため、今後、世界的なFVC の再構築が予想される。

目的

• 世界的なFVC の再構築において、他国企業に市場を占有される前に、日本の「強み」である様々な食関連の技術・ノウハウの導入を推進し、食産業の海外
展開を維持・拡大していくことが重要である。

• したがって、本委託事業では、GFVC 推進官民協議会の活動の一環として、欧州、中国、中東において、下図のとおりCOVID-19に関する影響分析調査を
実施し、 COVID-19に伴うFVC の再構築の中で我が国食産業の海外展開を推進することを目的とする。

日本の食産業の海外展開支援
日本の技術やノウハウを活用したFVC構築

①各国・地域ごとの企業進出等を踏まえた企業支援
の重点化

②複数企業が連携した海外展開の推進

（企業コンソーシアム形成）

③地方企業の進出促進

④輸出と投資の一体的促進

⑤スマート農業技術の海外展開

GFVC構築推進プラン

FVC の再構築の中で
日本の食産業の
海外展開を推進

海外のCOVID-19影響分析調査を通じた
日本の食産業の海外展開に資する提案

①COVID-19 による食市場・物流への影響と今後の見
通し調査

②顕在化したFVC の課題調査

③現地FVC 再構築に向けた最新動向調査

④FVC 再構築検討のためのTV 会議の実施

⑤我が国の技術・ノウハウを活用したFVC 再構築の
検討

本委託事業の内容

1章 はじめに
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調査対象地域の選定①

日本との関係上、 GFVCの文脈で重要な調査対象地（欧州、中国、中東）におけるビジネス機会を探る

• これまでのGFVCの取組やその成果、報告等を踏まえると、各国・地域によって日本の民間企業の進出状況、現地のFVCの発展段階及び
それに基づく課題は大きく異なっている。

• 日本の食産業の海外展開を更に促進していくためには、これらの状況をより詳細に把握・分析し、各対象国・地域の実態にあわせ、以下の
ような取組を実施していくことが重要である。

 欧州：多くの日本企業が進出済み、かつFVCも発展している地域

 GFVCの取組の枠外であったが、進出している日本企業数も多く、また日本食への関心が年々高まっていることから、日
本食材・農産物の輸出先として、また日本企業の現地展開先として有力

 ただし、日本からの距離が遠く、日本食材の流通網が限定されることから、外食を中心に販路開拓にあたっての品目や
ターゲット層等を明確化し、小売り・外食の業者向けの販売促進と併せて消費者向けのプロモーションが必要

 中国：多くの日本企業が進出済みの地域

 外食・中食や、健康食品、高齢者向け食品等の発展への対応が課題

 既に多くの日本企業が進出しており、事業の安定化・より一層の発展のための強固なビジネス環境の構築に向け、日本
型の生産システム等の普及推進（日本式の農業生産管理技術、高度な食関連技術の普及と、それらの運用に必要な人
材の育成等）が必要

 中東： 市場ポテンシャルに比べ日本企業進出が進んでいない地域

 富裕層をターゲットにした小売・外食の進出・輸出促進が課題

 複数企業が連携した事業展開等、企業の進出促進が必要

• このような調査対象国・地域ごとの実態に基づき、民間企業の事業展開に有効な取組を定め、国・地域別に課題解決に繋がる具体的な事
業構想について検討し、日本の食産業の海外展開の促進に資する事業案を提案した。

1章 はじめに
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 欧州は、日本からの距離が遠く、日本食材の流通網が限定されることから、外食を中心に販路開拓にあたっての品目やターゲット層等を明確
化し、小売り・外食の業者向けの販売促進と併せて消費者向けのプロモーションが必要な地域である。他方、今回のCOVID-19の影響により、
中食・内食需要が高まっていることから、それらのビジネス機会についても検討した。

 本事業の対象である中国は、 「グローバル・フードバリューチェーン（GFVC）構築推進プラン」において、既に多くの日本企業が進出しており、
事業の安定化・より一層の発展のための強固なビジネス環境の構築に向け、日本型の生産システム等の普及推進（日本式の農業生産管理技
術、高度な食関連技術の普及と、それらの運用に必要な人材の育成等）が必要な地域とされている。

 中東は、進出している日本企業が少なく、富裕層をターゲットにした小売・外食の進出・輸出促進が課題であり、複数企業が連携した事業展開
等、企業の進出促進が必要な地域である。

 以上のような各国・地域の状況に鑑み、民間企業の事業展開に有効かつ、課題解決に繋がる具体的な事業構想について検討した。

1章 はじめに

調査対象地域の選定②
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事業構想案の策定

COVID-19の影響をマクロ的視点とミクロ的視点から調査・分析し、日本の食産業の海外展開に資する構想を策定

• 日本の飲食料市場規模が人口減少や高齢化の進展により縮小する見込みである一方、世界では高い経済成長により増加する中間層・富
裕層等の食生活の変化に伴い、「新鮮」、「安全・安心」、「高品質」等高付加価値な食品への需要は世界的に高まっている。したがって、日
本の食産業にとって、FVC構築への参画は、先進性・利便性の高い日本型食品流通システム、環境負荷軽減等、日本の「強み」である様々
な食関連の技術・ノウハウを活かしつつ、巨大な市場を獲得する可能性のある大きなビジネス機会である。

• 本事業では、調査対象国・地域でのCOVID-19によるFVCへの影響を情報収集・分析するとともに、現地企業や政府関係者へのインタ
ビューのほか我が国の民間企業も参加したTV会議等を実施し、現地の最新動向やニーズを把握し、FVC再構築の中で我が国の技術やノ
ウハウ等の導入可能性を検討した。

• なお、今般のCOVID-19禍において、世界中で甚大な人的・経済的被害が発生している。農業部門においても、主要輸出市場が国境を閉鎖
し、海外からの季節労働者が不足し、グローバルな供給網が止まり、消費マインドが停滞する等、全般的に農業・食産業が減速した。
COVID-19の影響は、最大限効率性を重視して構築してきた経済・社会システムの脆弱性を露呈したといえ、With／afterコロナでは、サプラ
イチェーンや消費構造に大きな変化が起こることが予測される。

• このような状況下における大胆な変化の可能性に留意しながら、調査対象国・地域におけるFVCが、COVID-19によってどのような影響を受
け、課題が生まれ、FVC再構築のためにどのような動きがあるのか、また、実施にあたりどのような影響が出るのかを見極め、これらの課題
解決に資するような日本の様々な食関連の技術・ノウハウを通じ、ビジネス機会について検討した。

1章 はじめに
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調査全体のフレーム

• 本事業では、FVCの各段階ごとに、以下の項目にフォーカスを当てた情報収集を行い、各情報を整理・分析することにより、日本の食産業の強みを活か
せる事業構想を検討した。

• 企業数／従業員数
• 食品等の輸送量
• 食品等の輸送手段
• 食品等の輸出先

• 企業数／従業員数
• 食品の消費量・種類
• 飲食店の売上

• 食のスタイル（内食・中食）の
変化

• 農家数／農業従事者数
• 農産物の生産量・収穫量
• 農産物の輸出入量
• 農産物の輸出入先

• 企業数／従業員数
• 加工食品等の生産量
• 加工食品等の輸出入量
• 加工食品等の輸出先

生産 製造・加工 物流・販売 消費

影響と見通し

• 労働力不足
• 配送の遅れ
• 取扱量・在庫の減少
• 価格の高騰

• 労働力不足
• 販売量の減少
• 販売価格の高騰

• 健康・安心・安全志向の高ま
り

• 労働力不足
• 収穫期の遅れ
• 収穫量の減少
• 価格の高騰
• 輸入量の増加

• 労働力不足
• 生産量の減少
• 輸出入の不安定化
• 食料品の不足
• 価格の高騰

課題の整理

• 機械化・自動化の加速
• 新たな労働者の確保
• 新たな輸出手段へのシフト
• 価格の抑制、安定化

• 機械化・自動化の加速
• 新たな労働者の確保
• 新たな販売方法へのシフト
• 価格の抑制、安定化

• 機械化・自動化の加速
• 新たな労働者の確保
• 新たな輸出入先の開拓
• 価格の抑制、安定化

• 機械化・自動化の加速
• 新たな労働者の確保
• 新たな輸出入先へのシフト
• 加工食品の輸入拡大
• 価格の抑制、安定化

対策の検討

• 宅配・越境EC
• 低温物流網の構築
• 物流のスマート化、非接触化

• 簡便志向食品（冷食、フリー
ズドライ等）の販売拡大

• 健康志向食品（低カロリー、
低脂質等）の販売拡大

• 本格志向（こだわりの内食）

• 日本の農産物の輸出拡大 • 調達ポートフォリオの構築

• 簡便即食食品（冷食、フリー
ズドライ等）の生産・輸出

• 健康志向食品（低カロリー、
低脂質等）の生産・輸出

事業構想の検討

仕様書６（１）

仕様書６（２）

仕様書６（３）

仕様書６（５）

COVID-19の影響による社会の変化と課題の整理
【サプライチェーン】
• グローバルサプライチェーンの分散化、強靭化と管理高度化
• 地産地消の動き拡大（コンパクト化）
• 食の安全保障等の重要な財の国内回帰・国内調達

【消費構造】
• オンライン消費の更なる拡大
• 保健衛生面の安全・安心への配慮要求

【デジタル化】
• 在宅勤務の定着、働き方の柔軟化
• ECの一層の拡大
• IT／ロボットを利用した生産の更なる拡大 など

COVID-19の
世界的流行

日本の「強み」である食関連の技術・ノウハウ

• 高度な農業生産・食品製造・流通システム
• 高品質コールドチェーン

• 先進性・利便性の高い日本型食品流通システム
• 環境負荷軽減 など

1章 はじめに

目次：2-1, 3-1, 4-1

目次：2-2, 3-2, 4-2

目次：2-4, 3-4, 4-4

目次：2-4, 3-4, 4-4
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2章 欧州

調査実施要領

• 本事業において、欧州については、文献調査による情報収集の他、特に我が国の食産業の海外展開を検討する上で重要と考えられる情報について、関連する現地
団体・企業・関係者等へのインタビュー等を以下の要領で実施した。なお、インタビューはCOVID-19感染拡大の状況に鑑み、TV 会議システムで実施した。

国 種別 FVC 機関 概要 聞き取り事項
TV会議への

参加

EU

組合組織 生産
欧州農業組織委員会・欧州農業協
同組合委員会（Copa-Cogeca）

欧州最大の農業利益団体であり、
農業政策分野への提言が主要活
動の一つ

EU全体のCOVID-19の影響、
日本の農産品・食品輸出について

業界団体 加工
欧州食品飲料産業連盟
（FoodDrinkEurope）

欧州の食品・飲料の業界団体から
構成される組織

EU全体のCOVID-19の影響、
日本の農産品・食品輸出について

〇

ドイツ

組合組織 生産 ドイツ農民連盟（DBV） 農民組合組織
ドイツのCOVID-19の影響、
日本の農産品・食品輸出について

民間企業 卸・小売 B社 青果（果物中心）の卸売業者
ドイツのCOVID-19の影響、
日本の農産品・食品輸出について

〇

民間企業 卸・小売 C社
フランクフルト卸売市場を拠点とし
た青果卸売業者

ドイツのCOVID-19の影響、
日本の農産品・食品輸出について

民間企業 卸・小売 D社
ミュンヘンに高級デリ（小売）、ドイ
ツ数か所で高級レストランを展開

ドイツのCOVID-19の影響、
日本の農産品・食品輸出について

〇

フランス

組合組織 生産 フランス小麦生産者協会（AGPB） フランスの小麦生産者一般協会
フランスのCOVID-19の影響、
日本の農産品・食品輸出について

民間組織 卸・小売 E社
世界最大の生鮮食品市場ランジス
卸市場の運営会社

フランスのCOVID-19の影響、
日本の農産品・食品輸出について

民間企業 卸・小売 F社
ランジス卸市場を拠点とした高級
シーフードの卸売業者

フランスのCOVID-19の影響、
日本の農産品・食品輸出について

〇

英国 業界団体 加工 英国食品・飲料連盟（FDF）
英国の食品・飲料の業界団体から
構成される組織

英国のCOVID-19の影響、
日本の農産品・食品輸出について

〇

 ヒアリング実施先一覧
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生産

製造・加工

流通

消費

共通課題

COVID-19 による影響と見通し
 当初、物流の混乱や労働力不足等のロックダウンによる影響があったものの、短期間で回復
 従前から消費者の環境・気候変動への意識が高まっており、持続可能な農業・食産業が長期的課題

近年のトレンド COVID-19による影響

• CO2排出削減等、環境的観点から農業・畜産業に対する批判
• 動物福祉、原産地表示への関心の高まり
• 農薬削減、有機農地の拡大

• 感染拡大当初の国境封鎖による労働力不足、特に野菜セクター
で深刻

• ロックダウン中も事業継続していた農業への支援は限定的

• プラスチック削減
• 食品ロスの削減

• パンデミック初期の物流の混乱、包装資材の不足

• 地産地消やショートバリューチェーンへの関心が増加
• ECの成長

• 感染拡大当初は混乱が生じたが、その後状況は改善し、現在は
影響がない

• 食品・飲料のオンライン需要が増しており、ECが急速に整備
• 旅客減少に伴う航空機の便数削減から、食品の輸送にも影響

• 単一市場であるEUでは、EU域内品と国産品の差はほとんどない
• 小売の売上は堅調
• 持続可能性への取り組みを評価基準として、商品を選択
• 有機製品、代替肉、ビーガン等の嗜好の高まり

• 価格へのCOVID-19感染拡大の影響は限定的
• レストランの閉鎖等による高付加価値商品の不振
• 外食需要は戻ると期待されるが、今後の見通しは不明
• 消費者は買い物の頻度を減らし、家庭で調理する機会が増加
• 食品宅配や調理済み食品の需要が増加

• 環境・気候変動への対応
• 英国のEU離脱に伴う不透明性

• 国境閉鎖による移民等の労働力不足
• 感染症対策のためのコスト増加

COVID-19による影響と見通し 概観
2章 欧州 2-1. COVID-19による食市場・物流への影響と今後の見通し

影響と
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2章 欧州 2-1. COVID-19による食市場・物流への影響と今後の見通し

COVID-19の概況 感染者数

出所：WHO、JETRO等公開情報よりみずほ情報総研作成※新規感染者動向における欧州とは、WHOが定義する欧州53か国を指す。

• 本調査では、欧州全体、フランス及びドイツの感染者数動向を時系列的に分析した。2020年3月下旬から4月にかけて欧州で「第１波」が発生し、最大感染
者数は約26万人を記録した。その後、一旦は感染状況が落ち着いたものの、8月の夏季休暇明けから再び増加し「第2波」に見舞われた。

• 感染者数は第1波よりもはるかに多く、最大では11月上旬に200万人を突破した。その後は下降傾向にあるものの、2月15日時点の感染者は約97万人であ
り依然非常に多い。

• フランス及びドイツでも第2波において感染者数が急増し、フランスでは11月上旬に最大38万人を記録した。ドイツはフランス程深刻ではないものの、2月15
日時点で感染者数は約5万人であり、高止まりの状態である。

影響と
見通し

課題の整理 対策の検討 事業構想
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2章 欧州 2-1. COVID-19による食市場・物流への影響と今後の見通し

渡航／入国制限（2020年7月～2021年2月までの状況）

渡航/入国制限状況

【EU】
• （7月15日）欧州委員会は日本を含む11か国の在住者からの渡航制限を段階的に解除する"Re-open EU"を開始。
• （9月4日）欧州委員会はCOVID-19対策としてEU加盟国が入国制限措置を導入する場合に採用すべき共通の基準を提案。
• （10月14日）EU理事会は加盟国が入国制限措置を導入する場合に採用するべき共通基準を定めた勧告を採択。
• （12月22日）英国においてCOVID-19の変異種が蔓延している状況を勘案し、欧州委員会は同国への往来を控えることを推奨する勧告を採択した。また、2021年1月

1日に英国の移行期間が終了し、英国はEU域外となるため、同日以降は英国からEUへの入域は原則認めない方針である。一方、貨物輸送に関しては、物流の維
持のために入域制限を行うべきではないとした。

• （1月25日）欧州委員会はCOVID-19およびその変異種の感染拡大を受けて、加盟国間での移動の自由を制限する勧告をEU理事会に提案した。あらゆる不要不急
の旅行の自粛、加えて特に感染状況が深刻な地域からの渡航に対して強く自粛を求め、同地域からの入国者に対して到着前の検査および入国後の自主隔離の
義務化といったより厳格な制限措置の導入を各加盟国に対して求めている。

• （1月25日）欧州委員会はCOVID-19変異種の感染拡大の懸念に対応し、EU域外国からの入域制限に関する新たな勧告をEU理事会に提案した。これまで日本は入
域制限措置の解除対象国であったが、本提案が採択された場合、PCR検査の陰性結果証明書の提出義務化、変異種が確認された国の場合に最大14日間の自主
隔離や接触者追跡、渡航者位置特定フォーム(Passenger Locator Form)の提出義務化の追加措置の実施が各加盟国に求められる。

【ドイツ】
• 日本からのドイツ入国にあたっての入国制限措置は継続される一方、ドイツ国籍者等の「重要な渡航理由」を有していれば入国可能。
• （12月21日）ドイツ連邦保健省は、COVID-19の変異種の蔓延を防ぐため、英国及び南アフリカ共和国からの列車、バス、船、航空機による輸送を一般的に禁止する

新たな政令を発表（ただし貨物等を除く）。同措置は2021年1月6日まで適用。
• （1月1日）ドイツ連邦政府は日本に対する入国制限措置を解除する旨を発表。1月1日より、日本からの渡航者（短期渡航者、長期滞在者）は、従前どおり（事前の滞

在許可取得や出張理由書等を準備することなく）ドイツに入国することが可能。また、入国後の10日間の自宅隔離も日本は免除されている。
• （2月2日）EU理事会勧告を受けて、ドイツ連邦政府は日本を入国制限解除対象国から除外すると発表した。連邦政府が認める「重要な渡航理由」に該当する場合を

除いて、日本からのドイツ入国は認められない。
【フランス】
• （7月1日）日本を含む10の欧州域外諸国からフランスに入国するものに対し、入国制限を解除。「国際移動適用除外証明書」及び「新型コロナウイルスの症状がな

い旨の宣誓書」の携行や14日間の自主隔離が不要。他方、その他の国からの入国は原則禁止。
• （1月）COVID-19変異種が猛威を振るう英国との国境封鎖措置は継続しており、特例により英国からフランスに入国する場合は陰性証明書の提示が求められる。
• （1月29日）COVID-19変異株に対する懸念の高まりから、フランス政府はEU域外からフランスへの入国とフランスから域外への渡航は、医療上の「やむを得ない理

由」がある場合を除き原則禁止された。「やむを得ない理由」は、搭乗時に提出する国際移動特例証明書に記入が求められる。また、例えば直系家族の告別式に
出席する場合は死亡届など、それぞれの理由を証明する書類の提出も必要。

出所：WHO、JETRO等公開情報よりみずほ情報総研作成

影響と
見通し

課題の整理 対策の検討 事業構想
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2章 欧州 2-1. COVID-19による食市場・物流への影響と今後の見通し

規制緩和の動き（2020年6月～2021年2月までの状況）

各種制限の緩和の動き

出所：WHO、JETRO等公開情報よりみずほ情報総研作成

【EU】
• （8月17日）スイス・ジュネーブ州はイベント、レストランなどの衛生措置を再強化した。
• （9月9日）COVID-19感染が再び急拡大しつつある中、英国政府は9月9日、イングランドで行動規制などの措置を再強化することを発表した。
• （10月）COVID-19再拡大を受けて、スペイン、チェコ、スイス、オランダ、ベルギー、英国において行動規制やロックダウン等の措置を導入。
• （11月）COVID-19が再び蔓延する中、ベルギー、スイス、オーストリア、ハンガリー、チェコ、イタリア、ポルトガル等の各国において非常事態宣言、ロックダウン等

が発令。
• （3月）ハンガリー、スイスにおいて行動規制やロックダウンの段階的な緩和が言及されている。
【ドイツ】
• （9月4日）COVID-19感染拡大後の初の完全来訪型見本市が開幕。
• （10月28日）一部業種のみを対象としたロックダウンを再導入、また閉鎖対象の事業者に対する支援策を打ち出した。同制限措置は12月20日まで延長される。
• （11月2日）メルケル首相はロックダウンの再導入を発表
• （12月1日）私的な集まりは最大5人までに制限（満14歳以下を除く）。公共空間、屋内の空間、職場ではマスクを着用しなければならない。なお、クリスマス期間中

（12月23日～2021年1月1日）は特別措置として、屋内及び屋外における集まりの最大人数は最大10人までに拡大される。
• （12月16日）11月2日より全土で導入されている追加制限措置（部分ロックダウン）が強化された。食料品や生活必需品を除く小売店の閉鎖、飲食店の営業の制限

等の措置の厳格化、及びクリスマス期間や大晦日と元旦の特例措置等が定められている。
• （2月10日）ドイツのアンゲラ・メルケル首相は、各州首相と新型コロナウイルス感染拡大抑制策について協議し、2月14日までの行動制限措置を3月7日まで再延長

することに合意したものの、以下については緩和される。①感染予防措置を講じた上での美容院・理髪店の再開、②感染拡大が抑制されている州における小売業
（20平方メートル当たり1人の顧客に制限）、博物館や美術館、身体の接触を伴うサービス業の再開、③文化施設、飲食店、宿泊施設等の再開について、連邦政府
と州政府が再開を調整。メルケル首相と各州政府は、3月3日に再度の協議を行う予定。

【フランス】
• （6月15日）イル＝ド＝フランス地域圏のカフェやレストラン再開、欧州内の移動可能等の制限緩和をマクロン大統領が発表。
• （9月23日）感染者数の増加を受け、新たな対応策を発表し、2週間をめどに実施予定。
• （10月17日）イル＝ド＝フランス地域圏及び8つの都市圏において夜間外出禁止令を発表
• （10月30日）1か月間のロックダウンが再導入。移動制限措置が導入されており、特例外出証明書を不携帯での外出は罰金の対象となる。
• （11月14日）衛生緊急事態宣言の延長に関する法律が成立し、同宣言は2021年2月16日まで延長。
• （12月10日）10月30日より再導入した移動制限措置（再ロックダウン）について、緩和・解除を3段階で進める方針が示されているが、カステックス首相は、国内の状

況が期待していたほど改善していないことから、12月15日に予定していた文化施設の規制緩和の延期、夜間外出禁止令の導入を発表した。
• （1月31日）フランス政府は感染者数が高止まりしていることを背景に、行動規制を強化している。現行の午後6時から翌午前6時までの夜間外出禁止措置を継続し

つつ、追加規制として、非食品系の大型小売店の営業を31日から禁止した。中小規模の小売店については、店舗内の人口密度を制限することが義務付けられて
いる。他方、移動制限措置は再導入されていない。

影響と
見通し
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 2020年Q1のEUの食品・飲料業の業績はおおむね好調であり、生産高（0.4%）、売上高（2.8%）は、前四半期と比較して微増し、製造業全体と比較して生産
高(0.2%対-4.9% (2019年Q1比))、売上高 (5.4%対-4.7% (2019年Q1比））ともに上回った。また、2020年Q1の食品・飲料の輸出総額は355億ユーロ (前年
比:+4.1%)となり、貿易収支は155億ユーロの黒字(前年比:+8%)となった。

 輸出品目のうち、シェアが最も大きい上位5品目（肉加工品、乳製品、ワイン、果物・野菜加工品、ココア・チョコレート・菓子)の2020年Q1の輸出額は178億
ユーロに達した。一方、食品・飲料の輸入額も200億ユーロ(前年比:+1.2%)で増加している。

 他方、欧州でCOVID-19感染者が増加し始めたのはQ2以降となるため、COVID-19による影響については、今後発表されるQ2以降のデータに着目する必要
がある。

 
食品・飲料の貿易額の推移（EU）（2020年第1四半期まで）

出所：FoodDrinkEurope

単位：
10億ユーロ 輸出額

輸入額

貿易収支

食品・飲料業の生産指数・売上高指数（EU）（2020年第1四半期まで）

2019 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2020 Q1 前年比

生産指数 105.3 105.2 105.2 105.1 105.5

増減率（%） 1.1 -0.1 0.0 -0.1 0.4 0.2

売上高指数 109.8 111.1 111.3 112.5 115.7

増減率（%） 1.4 1.2 0.2 1.1 2.8 5.4

出所：各国農業省ウェブサイト、Eurostat、JETRO等公開情報よりみずほ情報総研作成
※EUとは、EU加盟国27か国を指す（英国を除く）。

物流への影響

消費者マインド

【EU】
• 2020年Q１の食品小売業の売上高は前四半期比3.5%増、前年比4.3%増で全体的な小

売取引量の減少（ ▲0.7% ）を上回った。
• EUの食品・飲料業は、域内で生産される農産品の約70%を原料として調達しており、

COVID-19の影響による食品・飲料製造業の稼働率低下は農業従事者にも影響を与え
る可能性がある。

【ドイツ】
• 国内において物流は正常に機能している。
• 港湾は正常に機能しているが、海上輸送船において欠便や運航頻度の減少が生じて

いるため、積載率が高まっている。
【フランス】
• 輸送能力が減少しているものの、航空運送は正常に機能している。
• 海上運送において、混乱や遅延は限定的。コンテナ等の不足も改善している。
• 税関は通常通りの営業時間で運営されている。

【EU】
• 8月5日、 EU統計局(Eurostat)はEU27か国とユーロ圏の6月の小売り部門の取引高に

ついて、欧州でCOVID-19の拡大が始まる以前の2月の水準に回復したと発表。品目
別で見ると、食品・飲料・たばこは1.3%減と、COVID-19危機以前の水準にほぼ回復し
た。

【ドイツ】
• 5月29日、ドイツ連邦食糧・農業省（BMEL）は、COVID-19がドイツ人の食生活に与えた

影響に関するアンケート調査結果を発表した。同調査によると、より多くの消費者が自
宅で調理をする傾向が強まり、若い世代を中心に以前よりも加工食品の摂取が減少。
また、サプライチェーンの短い地産地消を重視する傾向が高まっており、特に、青果、
乳製品・卵、パン、肉・ソーセージなどでこの傾向が強い。また、健康志向（健康的・低
カロリー）や環境・動物福祉を重視する消費者も増加している。

2章 欧州 2-1. COVID-19による食市場・物流への影響と今後の見通し
影響と
見通し

課題の整理 対策の検討 事業構想
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 2020年Q2のEUの食品・飲料業の業績は、生産高(-9.6%)、売上高(-10.1%)と全四半期と比較して大幅に減速したものの、製造業全体と比較して生産高(-
9.1%対-20.7% (2019年Q2比)) 、売上高 (-6.6%対-22.9% (2019年Q2比））ともに上回った。また、2020年Q2の食品・飲料の輸出総額は340億ユーロ (前年比:-
1.4%)となり、貿易収支は152億ユーロの黒字(前年比:+3.7%)となった。

 輸出品目のうち、シェアが最も大きい上位5品目（肉加工品、乳製品、ワイン、果物・野菜加工品、油脂)の2020年Q2の輸出額は169億ユーロに達した。一
方、食品・飲料の輸入額も188億ユーロ(前年比:-5.1%)で減少している。

食品・飲料の貿易額の推移（EU）（2020年第2四半期まで）

出所：FoodDrinkEurope

食品・飲料業の生産指数・売上高指数（EU）（2020年第2四半期まで）

出所：各国農業省ウェブサイト、Eurostat、JETRO等公開情報よりみずほ情報総研作成
※EUとは、EU加盟国27か国を指す（英国を除く）。

輸出額

輸入額

貿易収支

2019 
Q2

2019 
Q3

2019 
Q4

2020 
Q1

2020 
Q2

前年
比

生産指数 105.6 104.9 105.0 106.2 96.0

増減率（%） 0.3 -0.7 0.1 1.1 -9.6 -9.1

売上高指数 111.2 111.3 112.5 115.6 103.9

増減率（%） 1.4 0.1 1.1 2.8 -10.1 -6.6

単位：
10億ユーロ

物流への影響

【EU】
• 10月12日、欧州産業連盟はEUのFTA運用について提言を発表した。COVID-19下、

サプライチェーン多様化の必要性、FTA活用における原産地証明にかかる手続き
負担の軽減などの必要性を提言した。

• 欧州委員会は10月28日、通関手続きの合理化とデジタル化を推し進める「通関手
続き一元化（シングルウインドー）規則案」を公表した。ただし、今後10年間といった
長い期間をかけて徐々に実施していくべきとされている。

• （12月）英国のEU離脱（ブレグジット）に伴う移行期間の終了（2020年末）を考慮し
た在庫の積み増し、新型コロナウイルス感染症対策に伴う港の処理能力の低下や
医療防護具（PPE）の輸入増、小売業者のクリスマス商戦による消費財の輸入増な
どの要因から、港湾等の混雑による物流の遅れが発生している。初めは国内最大
のコンテナ港であるイングランド東部フェリックストー港で発生していたが、その後
南部サウサンプトン港と南東部エセックス州のロンドン・ゲートウェイ港でも混乱が
発生した。

• （12月20日）COVID-19による個人需要の増加と、英国のEU離脱の対策としての在
庫の積増しから、欧州向けの貨物輸送の需要が急増しており、中国／東アジアか
ら欧州北部への40フィート（約12メートル）コンテナ1個当たりの価格は10月下旬か
ら2倍以上に高騰し、12月20日時点で4,434米ドルである。

【フランス】
• （12月21日）12月21日午前0時より24時間、英国との交通を全面的に遮断した。貨

物輸送車両も対象となるため、英仏海峡フランス政府の措置が物流混乱に拍車を
かけることを強く懸念している。

• （12月23日）フランス政府は12月23日午前0時に英国からの入国禁止措置を緩和し
たことにより両国間の物流が再開した。運転手にはPCR検査またトンネルの英国
側フォークストン・ターミナルやドーバー港は閉鎖されており、関係者らは今回は抗
原検査による陰性証明が求められる。

影響と
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 （2月1日）EUの食品・飲料業の生産者団体であるFoodDrinkEuropeが公開した2020年第3四半期についてのレポートによれば、2020年Q3のEUの食品・飲
料業の業績は、生産高(+8.2%)、売上高(+5.9%)と前四半期と比較して部分的に回復した。製造業全体と比較して生産高(-0.4%対-5.9% (2019年Q3比)) 、売
上高 (-1.1%対-7.7% (2019年Q2比))と昨年同四半期からの下落幅は小さい。また、2020年Q3の食品・飲料の輸出総額は365億ユーロ (前年比:-0.4%)となり、
貿易収支は174億ユーロの黒字(前年比:+6.0%)となった。

 2020年Q3のEUの全産業の雇用状況は前四半期と比較して悪化(-0.7%)した一方、食品・飲料業の雇用状況はわずかに改善した(+0.2%)。昨年同四半期と
比較すると、食品・飲料業の雇用情勢は悪化しているものの全産業と比較すると下落幅は小さい(それぞれ-1.2%、-2.2%、-2.8% (2019年Q3比))。

食品・飲料の貿易額の推移（EU）（2020年第3四半期）

出所：FoodDrinkEurope

食品・飲料業の生産指数・売上高指数（EU）（2020年第3四半期）

出所：各国農業省ウェブサイト、Eurostat、JETRO等公開情報よりみずほ情報総研作成
※EUとは、EU加盟国27か国を指す（英国を除く）。

2019 
Q3

2019 
Q4

2020 
Q1

2020 
Q2

2020 
Q3

前年比

生産指数 105.0 105.1 106.1 96.7 104.6

増減率（%） -0.7 0.1 1.0 -8.9 8.2 -5.9

売上高指数 111.2 112.5 115.6 103.9 110.0

増減率（%） -0.1 1.2 2.8 -10.1 5.9 -1.1
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2章 欧州 2-1. COVID-19による食市場・物流への影響と今後の見通し

貿易動向、物流への影響等③



出所：各国農業省ウェブサイト、Eurostat、JETRO等公開情報よりみずほ情報総研作成

物流への影響 消費者マインド

【EU】
• ベルギーの食品産業界では、英国のEU離脱に伴う移行期間終了に関して、通

関手続き等の発生によるコスト増加を懸念する声が上がっている。1月1日付の
フラマン語系ニュースVRTによれば、ベルギー西部ゲント近郊のチョコレートメー
カー、クリンへルは英国向けの製品について、通関手続き用の書類作成等必要
な手続きが増えるほか、通関のため輸送時間も増え、さらに運転手が税関審査
に対応する場合も予想され、手続きや輸送が複雑になることからコストの増加は
避けられず、最終的な製品価格は約15％上昇すると見積もっている。

• 英国の生産者団体であるNational Pig Associationは、同国のEU離脱による単一
市場および関税同盟からの脱退により、豚および豚肉のEUへの輸出における
官僚的手続きが大幅に増加し、ドーバーやカレー等の物流拠点において遅延が
生じているという。具体的には、税関において獣医が複数の書類に押印する作
業、検査官が豚肉製品のラベルを確認する作業等が挙げられる。

• 英国・グレートブリテン島から北アイルランドへの物流では、通関手続きにより、
野菜や冷蔵肉など生鮮食品の出荷について大幅な遅延が発生している。物流
の混乱を避け、同地域向けに一部商品の販売を停止、もしくは今後停止を検討
する小売事業者もみられており、北アイルランドでこれらの商品の不足が頻発し
ている。大陸側との物流では、漁業関係者への影響が目立つ。大量の書類や貨
物検品などの煩雑さから輸出の遅延が深刻化し、損失が生じているという。

【フランス】
• 英国のEU離脱（ブレグジット）に伴う移行期間終了後、英国・フランス間の物流に

今のところ大きな混乱はなく、英仏海峡トンネルを管理運営するゲットリンクによ
れば、2020年12月31日～2021年1月1日に約200台のトラックが税関を問題なく
通過した。1月1日から稼働した、オンラインで税関審査を行う新たなシステム
「ラ・フロンティエール・アンテリジェント」が正常に機能していることが大きい。こ
れは、出発前に事前申請された積み荷について、税関が輸送中にリスク分析し、
一部のトラックのみを「ピット・ストップ」と呼ばれる検査所でチェックするという仕
組み。実際に積み荷の検査が必要だと判断された場合は1時間ほど時間を要す
るが、通常の審査は5～10分で完了する。

【ドイツ】
• ドイツ連邦政府の報道によれば、2020年における有機食品の販売額は前年度

比で17%増加し、約€140億に達した。同報道では、COVID-19のパンデミックの中
で、より健康で持続的な食品に消費者の意識が向いていることがこのトレンドの
要因である。また、ドイツ連邦食料・農業大臣のJulia Klöcknerによれば、この有
機食品市場の伸長は、政府が振興している有機ラベリング制度により、消費者
の間で有機食品に対する信頼性が増していることに起因するという。

影響と
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2章 欧州 2-1. COVID-19による食市場・物流への影響と今後の見通し

物流への影響、消費者マインド（EU、ドイツ、フランス）



出所：各国農業省ウェブサイト、Eurostat、JETRO等公開情報よりみずほ情報総研作成

物流への影響

• FranceAgriMer（フランス食料農業漁業省の政策実施機関）は、2020年2月～7月
までのフランスにおけるCOVID-19が食品消費動向にどのような影響を与えたか
についての報告書を発表。ロックダウン直前の第11週と第12週にかけ(3/9～17)、
長期保存食品（パスタ等）の大量購入と在庫不足への恐れから買い占めが起き
た。ロックダウン中の売上も前年比で増加しており、同期間中売上を伸ばした象
徴的な食品は小麦粉である。

• FranceAgriMerによると、ロックダウン直前には長期保存できる食品の買い占め
が起きたものの、ロックダウン中もフランス人は生鮮食品を継続して購入していた。
ただし、同じ品目でも個人商店やマルシェ等の対面式での販売が落ち込んだも
のもある。また、日用品の購入頻度にも変化があり、COVID-19の前後では、週1
回以上の割合が増え、頻繁に食品を購入しない人の割合が増加している。

影響と
見通し

課題の整理 対策の検討 事業構想

19

2章 欧州 2-1. COVID-19による食市場・物流への影響と今後の見通し

物流への影響 フランス



出所：各国農業省ウェブサイト、Eurostat、JETRO等公開情報よりみずほ情報総研作成

消費者マインド

【ドイツ】
• アメリカ農業省(USDA)によれば、COVID-19によってドイツの外食産業において構

造変化が生じており、以下の５つの傾向があるという。①宅配サービスの重要性が
増加、②チェーンレストランがデジタル化に投資（顧客向けアプリケーション等）、③
調理場の自動化と人員削減、④チェーンレストランの値上げと技術開発、導入への
投資、⑤この構造変化の中で、小規模、独立事業者が乗り遅れる懸念がある。

• （10月30日）ドイツ連邦統計局は、2020年第3四半期のGDP成長率の速報値を発表。
前期比で8.2％増、前年同期比で4.2%減（季節調整済み）と大幅伸長した。成長の要
因は、個人消費、設備投資、輸出の増加によるもの。

【EU】
• 2020年10月の失業はEUで横ばいの7.6%であった。10月のEU27国の失業者数は

1,623万6,000人で、前月比9万1,000人減である一方、若年層の失業者数は前月
比で4万6,000人の増加。なお、ユーロスタットによれば、COVID-19に関連した制
限措置を受けて、失業手当の申請件数が急激に増加している。

• EU統計局（ユーロスタット）によれば、EUの実質GDP成長率はCOVID-19にかか
る制限措置により大きく落込んだ第2四半期（4-6月）から大きく回復し、前期比
11.5%、個人消費は前期比13.2%増となった。ただし、前年同期比ではマイナス4.2%
であり、COVID-19感染拡大前の水準には戻っていない。

＜欧州委員会による消費動向調査＞
• 欧州委員会は、2020年8月～9月にかけて実施した、食品に関する消費動向調査

の結果を12月に発表した（次図）。同調査は、EU加盟国全体で行われた27,000件
以上のインタビューに基づいており、食品を購入する際に最も重要な3つの特性
をそれぞれ選択するよう求め、ほとんどの回答者が味 (45%) 、食品の安全性
(42%) 、コスト (40%) を選択した。これらの要因は、持続可能性と健康よりも高く評
価されたが、回答者の3分の1は、食品の原産地 (34%) と栄養表示 (33%) が購入
を行う際に依然として重要な要因であると述べている。欧州委員会は、欧州の消
費者をより持続可能で健康的な食生活に移行させることを大きな目標としている
が、同調査では、コスト、食品の起源、栄養が追求すべき有用な要因であること
を示した。

• また、上記調査において、回答者に持続可能な食品とは何かを尋ねたところ、10
人に3人が手頃な価格が最も重要な要因であり、栄養 (41%) と農薬の使用がほと
んどないか全くない (32%) に続いた。ほぼ4分の1が「地産地消やショート・サプラ
イ・チェーン」 (24%) を持続可能な食品の重要な特性と考えている一方で、わずか
5人に1人が「環境や気候への影響が少ないこと」 (22%) を挙げている。

• 調査対象者の半数近くが、健康的で持続可能な食品が手頃な価格で手に入り
(49%) 、普段買い物をする場所でそのような選択肢があること (45%) が、持続可
能な食事を取り入れるのに役立つだろうと述べた。また、10人中8人以上の回答
者が、最も健康的で持続可能な食品を選ぶのに食品表示（ロゴ）が役立つと考え
ていた (85%) 。

• COVID-19危機の後、EUの消費者の間で、健康や食の安全、農産物の地産地消
に重点が置かれるようになってきている点が本報告書にも反映される形となった。

味

食の安全性

コスト

食品の原産地

栄養表示

消費期限の長さ

その他

わからない

環境・気候変動への影響（カーボン・フットプリント等）

倫理的・宗教的事由（動物福祉等）

便利さ（調理済等）

最低限の加工

出所：欧州委員会HPより
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2章 欧州 2-1. COVID-19による食市場・物流への影響と今後の見通し

消費者マインド EU



出所：各国農業省ウェブサイト、Eurostat、JETRO等公開情報よりみずほ情報総研作成

消費者マインド

【フランス】
• FranceAgriMer（フランス食料農業漁業省の政策実施機関）は、2020年2月～7月

にかけ、フランスにおけるCOVID-19が食品消費動向にどのような影響を与えた
かについての報告書を発表。それによると、COVID-19の影響で仕事よりも家庭
を優先する人が増え、全体の60%は消費の傾向が変化したと回答。全体の69%が、
現在の経済・健康危機は、より責任ある製品(地産地消、オーガニック、生産者に
公正、未包装等)へ消費パターンを変化させる必要があるとしている。

• COVID-19のロックダウンの前後で「高品質」食品の定義について調査したところ
（下図）、食品購入時に「環境に配慮・生産者に公正」、「健康に良い」ものを優先
する消費者が増加し、反対に「美味しさ」を優先させる消費者が減少した。

• また、COVID-19がフランスの食料消費にどのような影響を与えるかについて、以
下の5つのシナリオ分析に基づく報告書を発表した。

 危機後（経済優先）：経済回復最優先になれば環境問題が後退。ファス
トフード、スナック、家庭外支出等が増加。地元の製品、有機等は価格
が手ごろであれば購入。

 管理された食品：ECとテレワークが一般的になるにつれ、巨大スーパー
や集団食堂が閉鎖。都市富裕層は豊富な食のサービスを享受し、中流
層以下は低価格製品へ依存。

 国産品重視：経済危機と健康不安から消費者はより高品質な食品を志
向。フランス政府は消費者の需要に応えるため、基準を満たさない食品
の輸入を制限。

 グリーンへの熱意：健康や環境に配慮した食品への要求が高まり、動物
性タンパク質の摂取が減少する。他方、食品価格も上昇し、低所得者層
の反発を招く。

 食品の脆弱性：2020年秋の2回目のロックダウンでは公的介入が制限さ
れ、経済的困難と国際貿易の減速が食料不足を引き起こし、消費者は
価格をより重視するようになる。
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2章 欧州 2-1. COVID-19による食市場・物流への影響と今後の見通し

消費者マインド フランス



出所：オンライン・ヒアリングよりみずほ情報総研作成

生産への影響①

欧州 ドイツ フランス

COVID-19の
影響

• 農業セクターの強靭さは多様性によって維持されている。COVID-19の
影響として、農業の回復力が注目されており、各国の政府はフードサプ
ライチェーンへのリスクを放置せず、対処しようとしている。

• ドイツの農家や農業全体としては大きな影響は受けていない。
その後、状況は改善し、2020年4月から夏にかけて影響は限定
的だった。現在、第2波に見舞われているが、第1波の経験から
適切に状況に対処できている。

• 最初のパンデミック発生後2-3週間物流の乱れが生じたが、農
業に大きな影響を与えなかった。

• 今年の国際的な穀物市場は、COVID-19ではなく環境から強い
影響を受けた。

• ロシア、ウクライナ、アルゼンチン等の主要な穀物生産国にお
ける不作により国際的な供給量はわずかに減少した。

• オーストラリアは豊作であったが、生産量が少ないため減少分
を補完するには至らなかった。従って、大豆を含む穀物価格は
上昇した。また、ロシアの禁輸措置やアルゼンチンの輸出税も
価格上昇に寄与した。COVID-19の影響は大きくない。

セクターへの
影響

• 最も大きく影響を受けたのはホテルやレストラン産業であり、売上げが
大幅に減少した。

• ブリュッセルでは、小麦粉や穀物、大きいサイズである1.5kgの包装材
が不足した。小麦生産者によれば、小麦の在庫はあるが包装材が不
足し、小売店での品切れが発生した。小麦粉や卵、イーストに関し、パ
ンデミック当初では購入量に制限が課された。家庭での調理やパン作
りに必要な材料はしばしば不足した。

• 高付加価値であるケータリング産業は不調だが、卵、イースト、牛乳や
小麦粉などの基礎食品の売れ行きは好調。

• COVID-19が与える影響はセクター毎に異なり、畜産や花産業は危機的
状況である。花きと観葉植物は大きな影響を受けた。屋外イベントが自
粛されているからである。特に切り花への影響は大きい。ただし、人々
が自宅でデコレーションを行う機会が増えていることから、園芸の需要
は増加している。

• 食肉産業は、豚コレラの影響も受けており、国際的に消費者の嗜好が
変化している。

• 乳製品市場は、豚肉市場ほど深刻な影響は受けていないもの
の、以前と比較して消費量は下落
レストランが閉鎖していることから、野菜や果物の消費量が増
加し、肉の消費量が減少している。
レストランが閉鎖し、外食の機会が減ったことでフライドポテト
の消費が落ち、ジャガイモの消費量が大きく減少

• 包装材の不足が問題となった。これは原料の不足ではなく、
COVID-19によって需要が変化したことが原因である。フランス
には包装材製造のための十分な設備が備えられているが、自
宅で食品が消費される機会が増加したため、以前より大きな包
材が必要となった。例えば、以前パスタは250gで販売されるこ
とが一般的だったが、現在は1kgが一般的である。製造業者は
より大きな包装材の製造に対応する必要があったため、2週間
程度、一時的に不足が生じた。

• 大麦において間接的な影響が見られた。ビールの消費が落ち
込んだことにより、麦芽の需要が減少、これに伴い大麦の需要
も減少した。ただしこの現象はパンデミック初期においてのみ
見られた。

流通

• 2020年春の感染拡大当初は、ブリュッセルの都市部において、2020年
3月に食料の買いだめが発生した。

• 食品市場は次第にCOVID-19前の状態に戻っている。
食品業界においては、機械を修理するエンジニアが移動を制限された
ことによるリスクが発生した。
ただし、欧州委員会が明確なガイドラインを示したため、混乱は解消し
モノやサービスは再び自由に往来するようになった。

• 2020年春の感染拡大の初期は、物流のためのトラックや人の
移動制限があった。
労働力確保のため、政府との交渉を行ったが、国境を開放す
るにあたり、ドイツ連邦内務省の説得が困難であった。
その間、季節労働者を確保するため、2～3週間はチャーター便
を用意して対応にあたった。

• フランスでは、特に生産地から輸出港まで、生産地から製造地
までの物流費が上昇した。

• フランスでは、水路で輸送される穀物は全体の20％であり、そ
の他の大部分はトラックによって陸路で輸送されるため大きく
影響を受けた。

• 最初のパンデミックでは、復路で運搬する貨物を見つけられな
いトラックが多かったことから輸送費が高騰した。この価格高騰
は運送業者が吸収したため、生産者の引き渡し価格に変化は
なかった。数か月後、物流網が再整備され、運送業者が適応し
たことから物流費の問題は解消された。また、パンデミック当初
数週間は、トラック運転手が利用できるレストランやトイレに問
題があったことから、トラック運転手は業務に消極的だった。そ
こで、トラック運転手のためにレストランやトイレが整備された。

ヒアリング調査結果
影響と
見通し

課題の整理 対策の検討 事業構想

 パンデミック初期の物流の混乱、包装資材の不足
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生産への影響②

欧州 ドイツ フランス

労働力

• パンデミック初期は、国境が封鎖される等、移動制限によって季節労働
者の不足が発生し、農業は短期的に混乱した。

• EU外からの移動に加えて、EU内での移動も制限され、特に欧州中央部
で規制は厳格であった。

• EUの農業―食品産業はスペイン、イタリア、ポルトガル、スロベニア、北
アフリカからの労働者に依存しており、国境を越えて移動することが困
難であった

• 春作物の収穫や夏・秋作物の播種のため、労働力が必要な時
期だったが、イタリア、北アフリカ、ウクライナから季節労働者
が入国できなかった。

• 最初のパンデミックの後、国境を越えた移動が制限されたため、
季節労働者を受け入れることができなかったため、農業、特に
果物や野菜はCOVID-19から大きく影響を受けた。

• 例年収穫時期に訪れる北アフリカや黒海沿岸各国からの季節
労働者が、国境閉鎖のために訪れることができなかったことか
らも影響を受けた。

価格

• 基礎食品は価格に大きな影響はなく、安定している。
• 食品の消費量が減少する中で価格上昇は発生していない。

他方、EU単一市場において、環境ラベリング制度の適用等により生産
コストは増加しているものの、その影響を除いても生産コストは増加し
ている。

• レストランの閉鎖等により、肉や野菜等の高付加価値商品の市場を
失っている。切り花も同様である。

• 経済はマイナスの影響を受けているが、特に支援は受けていない。

• 影響は限定的であったため、フランス農家の販売価格は影響
を受けていない。また、2020年6月頃まで国際的な穀物価格は
COVID-19の影響を受けて下落した。これは消費者心理を反映
したものと考えられる。

• 食品関連業者は、需要の減少と供給の水準に頭を悩まされて
いるが、2018年の価格上昇と比較して2020年は平年通りだっ
た。

• 2020年の夏頃まで小幅な値動きで推移し、米や小麦価格はわ
ずかに上昇、とうもろこし価格はわずかに減少した。

• 夏の収穫以降、穀物価格は上昇し始めたが、これは需要増加
が要因である。

農家の収入

• EUの商品経済の内10-15%をレストランやケータリングが占めているが、
特に野菜、ワイン、肉製品は大きく減少している。この10-15％の大部分
は、ワインやステーキなどの高付加価値製品である。

• 牛肉全体の約8％はステーキなどに用いられる高価な部位であり、牛
肉の価格全体の約30％を占める。これが販売できない、または価格を
下げざるを得ない事により、間接的に生産者の収入に影響を及ぼす。

• 日本の和牛が欧州で販売されている場合、同様の影響を受けるだろう。

• 豚肉市場では価格が下落したことにより、業者の収入は減少し
た。

• 乳製品の価格は安定していたので、影響は限定的。
• 穀物については特に報告を受けていないので、大きな影響を

ない。
• 春に収穫されるアスパラガスやイチゴは、前述の労働力不足に

より影響を受けた。

• 食品価格や生産者の収入に問題はあったが、COVID-19の影響
ではない。

出所：オンライン・ヒアリングよりみずほ情報総研作成

影響と
見通し

課題の整理 対策の検討 事業構想

 感染拡大当初の国境封鎖による労働力不足、特に野菜セクターで深刻
 レストランの閉鎖等による高付加価値商品の不振
 価格へのCOVID-19感染拡大の影響は限定的
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欧州 ドイツ フランス

EUの対応策

• 食品業界では、機械を修理するエンジニアが移動を制限されたことに
よるリスクが発生した。ただし、欧州委員会が明確なガイドラインを示し
たため、混乱は解消しモノやサービスは再び自由に往来するようになっ
た。

• 昨年12月にEUは今後7年間の予算を決定したが、農業への支出額は
削減された。

• EUの復興プランが、2021年から実行される。約7,500億ユーロの復興プ
ランは、農業―食品産業の復興に大きく貢献するだろう。デジタル産業
やデータ共有に現在取り組んでおり、EUの農業に大きな恩恵をもたら
すと期待。

• 農業セクターを成長を加速させるためには、合理化、市場志向の製品
製造、動物福祉等の消費者の嗜好に合わせた生産が必要であるが、
課題はまだ多い。

• これまでEUから農家への補助金が少ないと認識していたが、
最近は増加している。

• 以前は補助額が€20,000～25,000だったが、上限が€125,000ま
で引き上げられた。これは、共通農業政策（CAP）由来の補助金
が含まれている 。

• 民間企業が在庫の積増しを行う際に費用を援助したり、公的機
関が市場から食品を買い入れて保管。後者より前者の方が効
率的と考えている。

• 欧州委員会（EC）の支援策は野菜や果物の生産者を主な対象
にしているため、穀物生産者はその恩恵を受けていない。
野菜や果物は、2020年春のパンデミックと収穫・出荷の時期が
重なったため、物流の乱れの影響を受けた。ECの支援措置は
これらの被害を受けた野菜・果物生産者の対象としたものであ
る。

• EUの財政緩和、物流問題解消のためのグリーンレーン等全産
業を対象とした措置は、穀物生産者も恩恵を受けた。今年度の
穀物生産における問題は干ばつだった。フランスを含む欧州全
体で単収が低下した。加えて、2020年の春にはアブラムシの蔓
延が問題となった。殺虫剤の使用は禁止されているため農家
は対策をとることができず、酵母、ビート、穀物がモザイク病と
呼ばれるアブラムシ起源の病気に苦しんだ。

国の対応策
• ベルギーやオランダは合計8,500万ユーロの支援策を行っているが、特

に深刻な被害を受けた産業が対象であり、農業はその恩恵を受けてい
ない。

• ドイツ連邦政府には、生産額が30％以上低下した場合に補助
金が給付する制度があり、豚肉は価格が40%下落していること
から生産者は支援を受けた。

• 一方、他の農産物生産者は、減少額が30％に達していないた
め、援助を受けられていない。

• COVID-19のロックダウン下においても、農業セクターは食料供
給のために事業を継続しており、全体として売上高は大きく減
少しておらず、今後も新たな援助を受けることは難しい。

• 各加盟国は世論を反映した対策を行っている。その一つは産
業自治権を取り戻すことであり、フランス政府はいくつかの増
強が必要な産業（マスクの製造等）を戦略的産業に指定し、投
資している。

• 包装材や家畜飼料はこの戦略的産業に指定されていないので、
輸入への依存度はそれほど高くないと考えられる。

• 2020年10月にフランス政府は干ばつとアブラムシの被害を受
けた農家を支援を表明。政府の支援策は以下の5つである。ま
たビート生産者に対しては、ネオニコチノイド殺虫剤の一時的
な使用許可も与えられた。

①Social Contribution（社会保険料？）の免除、
②カバークロップ（被覆作物）に関する規制の緩和、
③共通農業政策(CAP)による農家への支払いの早期実
施、
④農地に対する税金の免除、
⑤銀行から農家への貸付における政府からの支援。

今後の見通し
• 長期的な影響としては、栽培される農産物が需要の変化に対応して変

化すると考えられる。現時点で影響を評価することは難しい。
• レストランが営業を再開すれば肉の消費量も増加すると考えら

れるため、影響は一時的なものと考えている。

• ローカルな食品は一般的に高価であるものの、品質において
差別化されている。この傾向は、COVID-19以前から存在するも
のであり、今後も持続するだろう。

出所：オンライン・ヒアリングよりみずほ情報総研作成

影響と
見通し

課題の整理 対策の検討 事業構想

生産への影響③
 EUや各国政府からの支援はあるものの、ロックダウン中も事業継続していた農業への支援は限定的
 ロックダウンが解除されれば外食需要は戻ると期待されるが、今後の見通しは不明
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加工への影響①

出所：オンライン・ヒアリングよりみずほ情報総研作成

EU 英国

COVID-19の影響
• 生産性は小幅に下落しているものの、スーパーマーケットは営業を継続しており、人々は食品を

食べ続けているため影響は限定的。

• 新型コロナウイルスは食品・飲料産業に長期間、大きな影響を与えており、この様な事象は初め
てである。

• 食品製造業者が抱える問題は、需要の変化を前もって把握できない事である。クリスマスの時
期はレストラン等のサービス業は営業していたが、それらに対して供給することに苦慮した。

セクターへの影響
• じゃがいもについては、現在閉鎖を余儀なくされているHORECA産業（ホテル、レストラン、ケータ

リング）で主に消費される製品であることからCOVID-19の直接的な影響を受けている。
• オリーブオイルは米国との関税問題により強く影響をうけている。

• 企業の多くは、小売店だけでなく学校や病院、航空企業、食堂や収容所等にも供給している。こ
れらの多くは新型コロナウイルス発生以降閉鎖されていることから、食品の需要も大きく減少し
ている。

• 例えば、学校の閉鎖により牛乳の需要は激減している。これらに供給していた商品は容量が大
きいため、小売店にそのまま販売することはできない。このような商品の一部は小売店向けに転
換することはできたものの、多くの食品・飲料業界は被害を受けた。

• 青果や肉の配達需要は英国で急増しており、毎週それらを顧客に配達する事業を営む企業は
急成長している。

• 食品・飲料のオンライン事業も需要が増しており、ウェブサイトが急速に整備されている。

流通

• EUは国連や国際的な農産物、食品の機関に対して、COVID-19禍においても国際貿易を維持す
る必要があるとの発言を続けている。EUは第三国から農産物・食料の十分な供給をうけている
が、一部の第三国は過剰に反応し国境を閉ざしており、これはCOVID-19によるパニックを不必要
に増幅させている。

• 第三国に農産物や食品を輸出する際に大きな影響はない。1回目のパンデミックの初期におい
ては、第三国からの労働力や原材料の調達に依存している産業において懸念が発生した。しか
し、そのような懸念が顕在化することはなく、現在問題は発生していない。

• 物流の混乱も見られ、ある港では缶詰食品が3週間ほど輸送できなかった。
• 混乱は海外でも見受けられ、例えばインドでは税関が閉鎖されたため、書類を作成できず商品

の輸出入ができなかった。
• 最近では、英国のケントにおいても物流の問題が発生した
• 。フランス等の周辺国が物流運搬業者に対して国境を閉鎖したため、物流トラックがケントで足

止めされた。空輸貨物に関しては、飛行機の便数は回復してきているものの、まだ便数が少な
いことから需要超過である。

在庫について

• COVID-19初期において、一定の農産物においては在庫超過により、食品ロスが発生した。
• 肉製品において、特に高品質で通常レストランに卸される肉は、より安価で小売店に卸さざるを

得ず、食品ロスも発生した。
• 牛乳も同様であった。チーズでも過剰供給となり、食品ロスが発生した。
• 現在は企業が状況に適切に対応できているため、その様な問題は特にない。

• 新型コロナウイルス発生直後、企業の一部は大きな影響を受けた。
• 英国において当初見られたのは、消費者による食料品の買い占め、特にパスタ、米、缶詰食品、

冷凍食品等の長期保存可能な食品において発生した。
• 果物や野菜などの青果類も早々に売り切れた。一般的に食品製造業者は3週間分の製品を備

蓄しているが、たった2日でその備蓄がなくなってしまった。

労働力

• 最初のパンデミックはいくつかの農産物の収穫期に発生し、東欧からの季節労働者が国境を超
えることができなかったため、農家への影響は甚大だった。80,000人もの季節労働者が国境を
超えることができなかったので、ドイツやフランス等の加盟国は、対応策に強いられた。

• 国境の閉鎖による労働力不足は、下流の加工業や食品生産業にも影響を与えた。食品生産業
では、包装材や製造機械等のエンジニアがEU内を移動することが困難だった。ただし、各企業
が適切に対応しているため、これまでは工場閉鎖等の問題に発展していない。

• 2021年1月現在、労働力不足は発生していない。一方で、レストラン産業は、各国のロックダウン
政策により深刻な被害を受けている。

• 企業の一部は季節労働者の雇用に苦戦しており、例えばクリスマス等の時期は人手不足となっ
ている。

影響と
見通し

課題の整理 対策の検討 事業構想

 第三国に農産物や食品を輸出する際に大きな影響はない
 感染拡大当初の労働力不足は食品加工業へも影響を与えたものの、その後状況は改善
 食品・飲料のオンライン事業も需要が増しており、ウェブサイトが急速に整備されている

25

2章 欧州 2-1. COVID-19による食市場・物流への影響と今後の見通し

ヒアリング調査結果



加工への影響②

出所：オンライン・ヒアリングよりみずほ情報総研作成

EU 英国

価格

• 価格は大きく変動、上昇している。昨年の上旬は取引量と生産量が減少したが、他の産業と比
べるとその影響は軽度であった。しかし、第3四半期は回復の兆しを見せており、取引量に関し
てはCOVID-19前の水準に近くなっている。

• 昨年第1四半期はコンテナの遅延により物流コストが上昇した。これにより、農家における在庫
量の上昇や消費者への供給の遅れが発生したとの事例がある。

• 食品製造業の中には、わずかな通知期間で契約が打ち切られた企業もあった。この様な状況の
中、食品価格は現在高く、小売店は長期保存可能な食品に注力している。

• 飲食に関するサービス業は苦戦していることから、食品製造業者の販売価格も下落している。レ
ストランで食事ができないことから、自宅向けの高級食材の需要は増している。

政府の対応策

• EUレベルで市場介入、在庫積み増しを行う民間企業への補助が行われているが、これらは農業
内のセクター単位で行われており、各セクターの生産者団体がこれに介入している。一方、CAP
予算は少額に制限されてしまっているため、ECに予算拡大を要求している。
欧州委員会（EC）は2020年、7,500億円規模の欧州回復計画を発表し、パンデミックにより影響を
受けた加盟国の産業復興を支援することを発表した。ただし、各加盟国の裁量で各産業に配分
する割合を決定することができるため、農業や食品産業に配分される割合を業界団体はコント
ロールすることはできず、受給するためには適切な条件を満たす必要がある。

• EU内において国境が閉鎖され物流が遅延していた際、ECが迅速に対応しグリーンレーンを設置
したことは評価される。大型トラックが短時間で国境を通過できるようになり、物流が大きく促進
された。

• EU外との物流に関しては、EUは通関業務を電子化することで効率化しようとしている。
• 港湾において、労働力不足により遅延が発生しているが、国際貿易を維持するために最善が尽

くされなければならない。特に食品を輸入品に大きく依存している国々は、輸出を停止している
国から大きな影響を受ける。

• 英国のEU離脱直前の2020年12月、英国において変異種が発生したことによりフランスが同国へ
の国境を封鎖した。これに対して、英国との物流を維持するための大型トラック運転手に対する
検疫の例外的措置について加盟国の間で議論が行われた。

• 最初のパンデミックの際、ECは多様な利害関係者と意見交換を行った。ECは次に起こり得る健
康に対する災害や自然災害等の危機に対応できるよう、ネットワーク構築に既に取り組んでい
る。これにより、次回はより迅速に意見交換を行い、効果的に問題に対処することができると期
待される。

• 英国においては、Defra及び保健省が新型ウイルスに対応しており、加えてPublic Health 
Englandがパンデミックを、Food Standards Agencyが食料安全とそれに関する規制を主に担当し
ている。

• 新型コロナウイルス発生に関連して、企業が雇用を維持する際に従業員の給与の一部の政府
が負担する制度があるが、この制度は制定されるまでに時間がかかったため何度か停止されて
いる。

• 政府は民間企業向けのローンを提供しているが、食品・飲料業の企業には負債を抱えたくない
ことからあまり利用されていない。包装材を製造する企業や物流企業に対して支援は行われて
いない。

• 英国政府の「Eat Out to Help Out」政策は様々な評価があった。当政策により感染が拡大したと
の批判がある一方、サービス業では当政策によって事業を存続できているレストランがあるとの
意見もある。

• 英国政府は食品製造業の海外進出を推奨しており、輸出展に出展する企業に対する支援を
行っている。

• 業界団体の海外輸出の最近のターゲットとしては市場としてはインド、製品としては健康食品が
挙げられる。アイルランドにはIrish food and drinkの様な食品製造業の輸出促進を担う機関があ
るが、英国では以前と比べて減少している。

• 国際貿易省等は輸出協会(export organization)を運営しており、海外進出促進はSantander bank
の様な民間企業が役割を担っている。

今後の見通し
• COVID-19により、多くの消費者は収入が減少、または失業している。これにより食品の購買力が

減少することから、この長期的な傾向が消費者の食習慣にどのような影響をあたえるか注視す
る必要がある。

• サービス産業に対して供給していた企業は、新型コロナウイルス収束後、小売店舗等に流れた
顧客や需要を取り戻す必要があるが、容易ではないと予想される。

• 新型コロナウイルス収束後も、人々は家庭で食事をとるかどうかを正確に予測することは難しい。
2020年の夏に政府のキャンペーンにより多くの人々がレストランに戻った様に思われたが、実際
は50％の人々は新型コロナウイルス発生後外食をしていなかった。給与が減少した人や失業し
た人も多いことを勘案すると、全ての人々がレストランにすぐに戻るとは考えにくい。

影響と
見通し

課題の整理 対策の検討 事業構想

 飲食業が苦戦していることから、食品製造業者の販売価格も下落。一方、自宅向けの高級食材の需要は増加
 COVID-19により、多くの消費者は収入が減少、または失業したため、今後の食品の購買力の変化を注視する必要がある
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ヒアリング調査結果



卸・小売への影響①（ドイツ その１）

出所：オンライン・ヒアリングよりみずほ情報総研作成

ドイツ

青果卸（ハンブルク） 青果卸（フランクフルト） 高級デリ小売（ミュンヘン）

COVID-19の影響

• 第１波と第２波の影響は分けて考えるべきである。2020年3～4
月にかけて起こった最初のロックダウンは、これまでに経験し
たことのないものだったため、現在の第２波のロックダウンとは
異なる。

• 第１波において、人々は長期間保存可能な食品を買い占めた。
長期間保存不可能な野菜や果物の需要に影響があった。この
ように初期において需要の急増がおこり、地域によっては販売
量が100%以上上昇した。レストランは封鎖を余儀なくされたた
め、大きな影響を受けた。その後、レストランが再開し人々が
外出し始めたために食品の消費量は急落した。パンデミックの
初期には、不確定な要素が多分にあった。また、最初のパン
デミックにおいては人々の行動には多くの制限があった。

• ２回目のロックダウンでは状況は異なっていた。事前に準備す
ることができたため、レストランやケータリングで消費される農
産物は負の影響を受けたものの、他の農産物は平常通りだっ
た。家庭でより調理するようになり、買い物の頻度を減らすた
め、週２回程度、大規模な小売店で買い物を済ませるように
なった。大規模小売店の売上げは50%上昇しており、これは過
去５０年間見られなかった現象である。

• 最初のロックダウン終了後は、学校が再開し夏休みも授業が
続いたため、学校食堂の需要は安定していた。

• ホテル産業では、フランクフルトは国際空港を有し、多くの企業
活動において利用されている都市であるが、経済全体が停止
していたため、大きな影響を受けている。ホテルは空室が多く、
飛行機の運行状況は昨年の10-15%程度と低い。

• 食堂向けの食品の需要も低く、企業は出張費を削減しようとし
ていることから、しばらく需要は戻らないと考えられる。

• 大企業の中にはオフィスをまた貸ししているものもある。ある
企業では、食堂の売り上げは20%程減少している。

• 店舗や食品事業において衛生管理対策の対応に迫られてい
る。ロックダウン中、デリカエッセン店舗、スーパーマーケット、
薬局のみが営業しており、食品事業は停止している。

• 州政府により対応が異なるが、来場顧客数の制限、買い物か
ごの毎回の清掃を実施しなければならない。食品に触れるた
びに手を洗い、店舗内ではレストランであってもマスク着用が
義務付けられる。職員はより厳格な対応が必要で、店舗や輸
送時には医療用のFFP2マスクの着用が必要である。こうした備
品、買い物かご洗浄に必要な追加的な人件費等によるコスト
上昇が経営に大きな影響を与えている。

• また、通常顧客に対して1対1の接客を実施している店舗につ
いては、COVID-19感染対策のため顧客ともソーシャルディスタ
ンスを保った接客を行わざるを得なくなっている。

• 第1波において、米、パスタ、調味料、トイレットペーパー等で
買い占めが発生したが、第2波においては見られなかった。

• 消費者は、食品をより家庭で消費するようになり、デリカテッセ
ンにおける売上げは50％以上増加した。

• 販売する製品にもよるが、ミュンヘン周辺の小規模デリカテッ
セン店舗では、売上げが30－50％上昇している。

セクターへの影響

• 取り扱う主要な製品の内、バナナの需要は比較的安定してい
たが、商品によっては影響を受けた。アスパラガスは主にレス
トランで消費されるため、外食が閉鎖されたために需要が落ち
込んだ。

• 小売業の売り上げは増加しており、業者によっては50%程増加
している。小売業はCOVID-19禍においても閉鎖する必要がな
かったことが要因である。

• 大規模のディスカウント小売店は最初のロックダウンがあった
3～4月、人々が在宅勤務にシフトしたことにより、売上げが上
昇。中小規模の小売業者（非ドイツ国籍）もディスカウント小売
店と同様業績は好調だった。

• 消費者は近所にある中小規模の小売業者からローカルな食
品を購入したので、平年と比較して売上げが10-20%上昇した。
例年の様に夏や冬の長期休暇で海外旅行ができなかったこと
も、中小規模の小売業者が好調であった一因と考えられる。

• フランクフルトが属するライン＝マイン地方では、銀行や保険
会社等の本社が所在しているが、これらの従業員は在宅勤務
に切り替えているため社員食堂は利用されていない。需要は
以前の1/10に減少し、小さな飲食店は従業員数を削減したり
廃業したりしている。

影響と
見通し

課題の整理 対策の検討 事業構想

 大規模、中小規模に関わらず、小売の売上は好調
 消費者は買い物の頻度を減らし、家庭で調理する機会が増加した
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ヒアリング調査結果



卸・小売への影響②（ドイツ その２）

出所：オンライン・ヒアリングよりみずほ情報総研作成

ドイツ

青果卸（ハンブルク） 青果卸（フランクフルト） 高級デリ小売（ミュンヘン）

流通

• ロックダウン後最初の2週間は、トラックは国境を通過で
きず、人々の移動も阻害された。その後ECは商品の自
由な移動を支援したことで、この問題は解決された。そ
の後、変異種が発生したことから、特に英国からの移動
が制限されている。他加盟国は、もし自国で変異種が
発見されれば、トラックの運転手が国境を超える際に検
疫を受けることを求められるため、この規制が自国に及
ぶことを恐れている。

• 英国のEU離脱に伴う混乱も発生している。EUから英国
へは従前通り輸出できるものの、英国からEUへの輸出
はより煩雑になった。多くの輸送業者は、変異種の影響
により英国行きのトラックが予定通り往来できていない
ことを懸念し、英国との取引をためらっている。これは、
特に生鮮食品を扱っている業種にとっての影響が大き
い。

• 2020年3月頃に国境が閉鎖されたため、国境付近でト
ラックが渋滞したが、その後解消された。

• イタリア北部のTirol地域からリンゴを輸入した際、一時
的に遅延が発生した。
オレンジ、マンダリンオレンジ、グレープフルーツ、レモ
ン、野菜等を冬季にスペインの業者から購入しているが、
COVID-19による検疫措置により業務効率が低下してい
る。例えば包装工場では、従業員同士の物理的距離を
確保するために人員が減らされている。農産物の収穫
を行う従業員は農場までバスで移動することが多いが、
検疫措置によりバスの乗員数に制限が課されており、
これが経営者の負担になっている。このような背景から
納品の遅れはあったものの、その他の点において我々
は被害を受けていない。

• ペルーからマンゴー、タイからレモングラス等、輸入代
理店を通して輸入しているものは大きく影響を受けた。
パンデミック発生当時、航空機は主に医療器具のため
に利用されたため、食品や野菜を輸送することができな
かった。

• 現在も航空機の運航便数は減少しており、また日程変
更されることも多いため、柔軟な対応が求められている。

• 2020年春の第1波において特に影響が大きかったフラ
ンス、イタリアとの物流に問題が発生し、特にフランスの
チーズの調達が困難となった。

• 第1波の発生後2～4週間は他産地の製品で代替するこ
とができたものの、その後約1か月は困難だった。一方、
2020年秋以降の第2波では、事前に準備できたため大
きな問題は発生しなかった。

• コンテナ価格が平時の2倍以上となっている等物流に問
題があるため、アジアからの調達は難しい状況である。
ただし、アジアから調達しているものは瓶や包装材等限
定的なので、影響は大きくない。

• 多くの魚介類が必要であるが、フランス最大のRungis市
場から調達できると期待している。Rungis市場は、第2
波中は問題はないが、第1波の頃は乳製品の調達が困
難であった。

• 現在物流に問題は発生しておらず、信頼できる業者を
利用してパリのRungis市場から、週4回高速道路を利用
してトラックで商品を輸送している。

労働力
• ドイツ、フランス、スペインについて、季節労働者が訪れ

ることができなかったため、春に収穫を迎えるアスパラ
ガスやいちごには大きな影響があった。

• 包装工場では、従業員同士の物理的距離を確保する
ために人員が減らされている。

• 農産物の収穫を行う従業員は農場までバスで移動する
ことが多いが、検疫措置によりバスの乗員数に制限が
課されており、これが経営者の負担になっている。

• このような労働者は東欧やアフリカ東部からの季節労
働者が多く、その中には収穫作業に従事せず帰国した
者もいる。

影響と
見通し

課題の整理 対策の検討 事業構想

 工場では、季節労働者の確保や従業員同士の物理的距離を確保するためのコスト上昇が影響
 旅客減少に伴う航空機の便数削減から、食品の輸送にも影響
 英国については、変異種の発生とEU離脱の影響が重なり、取引に影響が出ているものもある
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ヒアリング調査結果



出所：オンライン・ヒアリングよりみずほ情報総研作成

ドイツ

青果卸（ハンブルク） 青果卸（フランクフルト） 高級デリ小売（ミュンヘン）

価格

• 最初のロックダウンでは、需要が急増し物流が滞っていたこと
から、数週間価格は突然上昇し、入手不可能な商品もあった。

• 収穫期を迎えた農産物は、平年通り収穫作業を行うことができ
なかった。

• ２回目のロックダウンでは、消費者はより冷静に対処すること
ができたものの、特定の地域・製品は、輸送費に高騰により価
格が上昇した。

• 航空輸送費に関して、第１波時には多くの飛行機がキャンセ
ルされたことから、平常時の約３倍に上昇した。輸送費上昇を
価格に転嫁することが難しい商品は航空輸送できなくなった。

• 多くの花屋が閉鎖されているため、花き産業は壊滅的な被害
を受けており、輸入量も減少している。

• 第２波においては、冷蔵輸送の輸送能力がひっ迫している。そ
の理由は、多くの冷蔵品を輸入している中国が規制を課したこ
とにより、冷蔵製品は密閉され、コンテナは毎回清掃される必
要が発生し、手続き時間が増加したためである。世界中のサ
プライチェーン全体に影響が及んでおり、商品によるものの、
季節的な商品は大きな影響を受けている。

• ドイツ国民は価格に非常に敏感であり、ディスカウントスー
パーの売り上げは全体の50％を占める。小売業者間の価格
競争は熾烈であり、ドイツの食品は比較的安い。ただし、ディ
スカウントスーパーだけでなく、伝統的なスーパーマーケットの
売り上げも多く、品数が多いことから人気がある。

• 消費者は安価で豊富な選択肢がある小売店舗を好む。これは
COVID-19発生前からの傾向である。2020年の売り上げ実績は
良かったものの、価格競争は熾烈であった。

• 多くのサプライヤーは検疫措置への対応を強いられていること
から価格は上昇している。

• スペインからドイツへ輸送されるトラックは満載だが、復路は空
きがあることから物流費が上昇している。

• トラックの運転手は、入国72時間以内に検査で陰性を証明、
及び入国時にオンライン申請を行う必要があり、これが国境で
の渋滞を引き起こしている。ただし、陰性証明があれば申請を
拒否されることはない。

• COVID-19に由来する価格の変動はない。
• 港湾業務の制限等物流の乱れ等により物流コストが増加し、

出荷の遅延や出荷の不採算性が生じている可能性について、
英国から多く調達していないため、大きな影響は受けていない。

• 英国との税関は煩雑になっているものの、これまでに英国産
品の価格上昇は発生していないが、今後発生しうると考えてい
る。

影響と
見通し

課題の整理 対策の検討 事業構想

卸・小売への影響③（ドイツ その３）

 第1波では航空輸送費が約3倍に増加、第2波では冷蔵輸送のキャパシティがひっ迫
 COVID-19感染拡大対策としての検疫措置に対応するためのコストが発生
 2020年の小売売上は好調だったものの、価格競争は厳しかった
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ヒアリング調査結果



出所：オンライン・ヒアリングよりみずほ情報総研作成

ドイツ

青果卸（ハンブルク） 青果卸（フランクフルト） 高級デリ小売（ミュンヘン）

国の対応策

• ドイツ連邦政府は「Kurzarbeit」という制度において、短時間労
働を導入する企業を支援している。例えば、労働時間を削減し
ている労働者に対して60％の給料を支払うとすると、残りの
40％の内の4割、即ち全体の16％を政府が労働者に支給する。
元々この制度は、2008-2009年の金融危機の際に主に自動車
産業に対して行われた措置だが、現在は主にイベント産業や
ケータリング産業が支援対象となっている。

• ケータリング産業に属する企業にとっては、非常に効果的であ
る。政府の目的は雇用を維持する企業の負担を軽減すること
である。

• 加えて、別の支援制度では売り上げ減少額に応じて政府から
支援金が給付される。レストランは売上げの70－75％を受給し
ている。

• 2020年6月まで、政府は中小企業に10,000ユーロを一度に限り
支給していたが、その時はほとんど制限がなかった。しかし現
在、企業は税理士により詳細な応募用紙の記載を依頼する必
要があり、その税理士は代理人として政府に申請する。この制
度により、正しく申請されていることが保証され、また不正受給
の防止にも繋がった。

• ドイツは連邦制であるため、州レベルで対策が講じられている。
パンデミック発生当初では、各州政府が支援策を発表していた。
しかし、支援額は損害を補填するのに十分ではない。全産業
に適用されている、有効な支援策は’KurzArbeit’であり、企業
が労働者の労働時間を半減させることで、その企業は労働者
の給与の半分のみを支払い、もう半分を政府が負担する制度
である。

• その他、企業に対して約束された政府からの金銭的な援助は
未だ実現されていない。ドイツでは、最初に連邦政府が方針を
決定し、その後各州政府がその方針に従うかどうか決定する。

• 多くの企業は支援を受けられていない。支援が行われる際、ま
ずは政府が長期間かけて申請用ウェブサイトを立ち上げ、そ
の後企業は申請するかどうか決定する。企業がその確認をし
て、申請用紙を記入するのに2～3か月が必要である。さらに、
政府からの要求条件を満たして支払が決定されるまでに更に
長時間が必要である。取引量や従業員数が基準を上回れば
申請は却下されるため、主な支援対象は中小企業である。

• ただし中小企業であっても、支援金が支給された後に取引量
等が基準を超過していることが判明すれば、後から返却の義
務が発生するため申請をためらう中小企業は多い。

今後の見通し

• COVID-19収束後、人々はレストランで外食するようになるかど
うか予想することは難しい。人々の収入の変化にも影響される
だろう。

• COVID-19のワクチン接種が開始されても、多くの人々は毎週2
～3日在宅勤務を継続すると考えらえるので、食堂の利用は平
均の50％程度にまでしか戻らないだろう。従って、食堂業者は、
従業員の削減、持ち帰り容器の導入等、新しい事業形態へと
適応する必要がある。

• COVID-19発生前、食堂業界は人材不足に悩まされていたが、
現在は逆に人余りの状態になっている。

• ホテル産業は、顧客が減少している中で事業を継続することを
強いられている。あるレストランはケータリング企業にキッチン
を貸し出している。

• COVID-19前に回復するまでには6～12か月を要すると見込ま
れており、ホテルやレストラン産業の戦略が問われている。

• 変化はCOVID-19収束後も継続するだろう。
• 2020年夏頃、第１波によるロックダウンが解除された頃、多く

の人がレストランを訪れ食事をした。第２波による行動制限中
の現在においても、多くの人々はレストランで食事をしたいと
思っている。

• 一方、多くの消費者はこのロックダウン中に調理済み食品を購
入する便利さに気づいた。

• 今後、食品宅配や調理済み食品の便利さを人々周知させる戦
略を準備している。

• 最近外食する人も増加している一方、感染を恐れて家庭のみ
で食品を消費している人も多いことから、これらの需要も持続
するだろう。

影響と
見通し

課題の整理 対策の検討 事業構想

卸・小売への影響④（ドイツ その４）
 多くの消費者はこのロックダウン中に食品宅配や調理済み食品を購入する便利さに気付き、ポストコロナもこの傾向は継続
 外食産業がCOVID-19前に回復するまでには6～12か月を要すると見込まれる
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2章 欧州 2-1. COVID-19による食市場・物流への影響と今後の見通し

ヒアリング調査結果



卸・小売への影響⑤（フランス その１）

出所：オンライン・ヒアリングよりみずほ情報総研作成

フランス

卸売市場の運営会社 魚介類卸

COVID-19の影響

• ランジス卸売市場は魚介類、肉類、野菜や果物、乳製品、花などの多様な製品を取り扱
う世界最大の市場である。ランジス卸売市場は大規模であるため、COVID-19から大きな
影響は受けておらず、取引量も大きく減少していない。ただし、大きな影響を受けている
企業もあり、マーケットシェアは変化している。

• 全体としては、取引量はCOVID-19前から変化なし。

• 2020年3月に政府は物流機能を制限したため、4～5週間は混乱が発生した。しかしその
後は平常通りに戻ったため、現在サプライチェーンは問題を抱えていない。

• 有機製品のオペレーションに関しては、厳格な基準を有しているため、COVID-19の影響を
受けていない。

• いくつか生産施設を閉鎖しているものの、事業を行う上で問題はない。
• ドイツ、英国、フランスは食品安全基準を更に厳格化すると予想される。

セクターへの影響

• 大規模なレストランやホテル、ロックダウンの影響を受けた小売店は大きな被害を被った。
レストランは閉鎖されているものの、その代わり人々は自宅で食品を消費するため影響
は小さい。

• 加えて、より自国産のものが消費されるようになった。
• ランジス卸売市場には約1,200もの業者がいるが、主な顧客がレストランである業者は大

きな被害を被っている一方で、主な顧客が小売店である業者は売り上げが増加している。
• フランスやパリは観光に大きく依存しているため、最初のロックダウンの期間である2020

年3～5月は、人の移動が制限され、観光業を含むサービス業に大きな影響があった。
• 2021年1月現在、状況はより複雑であり、人々はEU内で旅行をするがパリ等の大都市は

避けている状況である。
• 美術館やレストランは閉鎖されているため、パリの観光業は未だ大きな影響を受けている。

流通

• ランジス卸売市場では在庫を持っていない。フランスでは魚介類は一般的にレストランで
消費されるため、レストランの閉鎖に伴い魚介類の消費量が減少した。しかし、数週間経
過するとサプライチェーンを構成する各業者が適応し、魚介類の取引量を減少させたた
め、現在その影響は小さい。

• マダガスカルから有機エビを輸入しており、最初の4～5週間にわずかな納期遅延が発生
した。

• 他の輸入物は、（豊洲市場の様に）市場を見て仕入れるものを決定するため、サプライ
チェーンに被害を受けていない。

影響と
見通し

課題の整理 対策の検討 事業構想

 フランスやパリは観光に大きく依存しており、ロックダウンによって観光業を含むサービス業へ大きな影響
 業界努力により、食品の流通へのCOVID-19感染拡大の影響は限定的
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2章 欧州 2-1. COVID-19による食市場・物流への影響と今後の見通し

ヒアリング調査結果



卸・小売への影響⑥（フランス その２）

出所：オンライン・ヒアリングよりみずほ情報総研作成

フランス

卸売市場の運営会社 魚介類卸

価格
• COVID-19初期においては、物流が混乱したため、主にマンゴー等熱帯・亜熱帯地域から

輸入される食品の価格が急騰した。
• 現在の影響は小さい。

EUの対応策

• COVID-19初期において各加盟国が国境を封鎖し物流が混乱したことから、欧州委員会
（EC）は「グリーンレーン」を設置し、同政策は効果的だった。

• 当初、いくつかの加盟国が独自の判断で国境を閉鎖したが、ECが介入し、国境を再び開
くことに成功したので、それ以降影響はないと考えられる。

国の対応策
• ロックダウンによりレストラン、カフェ、ホテル、公共交通機関が大きな被害を受けている。
• スーパーマーケットや小規模小売店への影響は限定的で、取引高が上昇した企業もある。

従って、政府からの支援はほとんど受けていない。

今後の見通し

• ポストコロナでは、人々は再びレストランを利用するようになるだろう。
• 2020年6月の最初のロックダウンが終了した頃、人々はレストランを利用して食事を楽し

んだ。
• フランス人にとってレストランでの食事は文化の一部である。
• ただし、（オランダ程ではないものの）フランスでも在宅勤務は広まっており、COVID-19後

も継続すると考えられるため、多少の影響はあると考えられる。

• 有機志向のトレンドはCOVID-19後も継続するだけでなく、さらに成長するだろう。
• 日本において有機食品が浸透することも時間の問題である。有機食品産業に関心のある

日本企業がいれば、喜んで経験を共有する。
• COVID-19によって、「オーガニック（有機食品）」は一時の流行ではなく基盤となった。例え

ば、南アフリカ共和国では、COVID-19によって有機海産物が初めて販売された。

影響と
見通し

課題の整理 対策の検討 事業構想

 パンデミック当初は物流に混乱があったものの、その後は回復
 小売業へのCOVID-19感染拡大の影響は限定的
 ポストコロナでは、フランス人は再びレストランを利用するようになるが、在宅勤務も広まっており、この動きは継続すると予想される
 COVID-19によって、有機食品は一時の流行ではなく基盤となった
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ヒアリング調査結果



民間企業・食品企業の課題① EU

2章 欧州 2-2. COVID-19により顕在化したFVCの課題及び 現地FVC再構築に向けた最新動向調査

民間企業・食品企業の課題

EU

【9月】
 2020年Q1におけるEUの輸出は、昨年同時期比4%増の355億ユーロ、輸入は1%増の200億ユーロ、貿易収支は8%増の155億ユーロであった。ただし、同データはCOVID-

19の規制強化が実施される以前のデータであるため、COVID-19の影響については今後の動向への注意が必要。
 2020年Q1におけるEUからの輸出額が増加した国・地域は、中国、米国、ウクライナ、製品としては、肉製品、乳製品、飲料製品などが挙げられる。反対に輸出額が減少

した国・地域は、英国、香港、レバノン。製品は、ワイン、スピリット、砂糖など。EUへの輸入額が増加した国・地域は、インドネシア、トルコ、ウクライナ、製品としては、油
脂類、加工済み野菜及び果物、魚製品が挙げられる。輸入額が減少した国・地域は、英国、米国、ブラジル。製品は、スピリット、肉製品、穀粉など。

【10月】
 EU統計局（Eurostat）によると、民間企業への公的な資金援助のため、失業者は少ないものの、EU全体で数百万もの労働者が一時雇止め、及び労働時間削減の影響

を受けている。食品、ホテル産業等に多い低賃金労働者は、他の所得層と比較して一時雇止めを受ける可能性がより高い。
【11月】
 EU統計局によると、民間企業への公的な資金援助のため、失業者は少ないものの、EU全体で数百万もの労働者が一時雇止め、及び労働時間削減の影響を受けてい

る。食品、ホテル産業等に多い低賃金労働者は、他の所得層と比較して一時雇止めを受ける可能性がより高い。
 ドイツ、フランス、英国（イングランド）において実施されているロックダウンに関し、FVCに関わる主な業種の各種規制は以下のとおり。

ドイツ フランス 英国（イングランド）

期間 2020年11月2日～12月20日 2020年10月30日～2021年1月20日 2020年11月5日～12月2日

通勤 原則、テレワークを要請 テレワーク優先だが、不可能な場合（工場、工事現場、農
業等）は継続

原則、テレワークだが、自宅で仕事ができない場合、勤務
継続

学校 大学含め通学可 小～高はマスク着用の上、通学、大学はオンラインのみ
（実習除く）

大学含め通学可

食料品店 営業 営業 営業

レストラン テイクアウトのみ テイクアウトのみ（パリ市は夜間営業（午後10時～翌6時）
禁止）

テイクアウトのみ

バー・パブ テイクアウトのみ テイクアウトのみ 閉鎖（テイクアウトも不可）

ホテル 観光目的以外は宿泊可 ビジネスのみ宿泊可 ビジネスのみ宿泊可

商店（食料品以
外）

営業 閉鎖（ただし感染状況に応じて段階的に緩和） 閉鎖

影響と
見通し

課題の整理 対策の検討 事業構想
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民間企業・食品企業の課題

EU

【12月】
 食品・飲料の生産者団体であるFoodDrinkEurope等は、英国のEU離脱（ブレグジット）の最終交渉の前に、EUと英国の将来の関係について、農業・食品部門の雇用の

維持や、関税・関税割当てのない貿易協定の締結等の声明を発表した。加えて、ブレグジッド実現後の貿易ルールを速やかに明らかにすること、円滑な移行に向けた
農業・食品分野の支援等の緊急要望が挙げられた。

 英国大手小売業のSainsburyの広報によれば、英国とフランスの物流の問題が解消されない場合、野菜や果物等の生鮮食品が数日中に英国内で不足する懸念があ
る。冬季の英国では、これらの生鮮食品の大半は欧州大陸からの輸入に依存している。

【1月】
 欧州食品安全機関(EFSA)は1月13日、「新規食品(Novel Food)」として、乾燥イエロー・ミールワーム（チャイロコメノゴミムシダマシの幼虫）について、製造事業者が提案

する使用方法や容量を守る限り、食品として安全性に問題はないとする評価報告書を公表した。今後、欧州委員会による審議を経て販売認可が下りると、新規食品規
則により、乾燥イエロー・ミールワームを原料とする食品をEU全域で販売することが可能となる。

 欧州委員会のWojciechowski 農業担当委員の1月25日の発言によると、欧州委員会は豚肉の貯蓄を行う民間業者に対して支援を行う可能性がある。欧州において、
COVID-19感染拡大にともなう外食産業の停滞による豚肉の需要量減少等の要因により、豚肉の価格は大きく下落している。

 2020年1-10月におけるEUの農産物、食料品の貿易量はわずかに上昇して、輸出は€1,518億（前年同期比0.5%増）、輸入は€1,020億（前年同期比1.3%増）であった。豚
肉、小麦、ペットフード、菜種油において輸出量が増加し、反対にアルコール、特にワインの輸出量が減少した。輸出増加をけん引したのは中国への輸出であり、豚肉、
小麦、乳児食の需要増加により€30.9億を輸出した。サウジアラビア、スイス、アルジェリアへの輸出量も増加した。主な輸入先はカナダ（€7,130万）であり、菜種、小麦
を主に輸入している。

影響と
見通し

課題の整理 対策の検討 事業構想
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民間企業・食品企業の課題② EU

2章 欧州 2-2. COVID-19により顕在化したFVCの課題及び 現地FVC再構築に向けた最新動向調査



民間企業・食品企業の課題

ドイツ

【9月】
 2020年5月6日～20日、日本貿易振興機構（JETRO）はドイツ各地日本商工会議所、日本法人会、日本人会法人部、在外公館等の協力を得て、アンケート調査（238社

回答）を実施。同結果によると、売上は例年の水準と比べ81％が「大きく落ち込んでいる」又は「多少落ち込みがある」と回答。
欧州委員会の提案に基づくドイツへのEU・EFTA・英国外からの入国制限や、ドイツ政府によるシェンゲン圏内の暫定的国境管理、国内でのビザ発行の制限等による業

務への影響は、68％の企業が影響を受けたと回答。具体的には、「出張制限に伴うビジネス機会の喪失」、「既存顧客へのサービス提供困難」、「人事異動凍結など管
理運営上の影響」を挙げる企業が多かった。また、物流業務への影響は41％の企業に影響があり、「遅延」や「物流コスト高騰」等を挙げる企業が多かった。

別途JETROが実施したヒアリングによると、自動車産業では、生産が回復してきている一方、国内外での需要面での回復が見通せないとの見方を示す企業が多かった。
 COVID-19による入国規制の影響で、企業にとっては人事異動が実施できない状況が続くほか、後任が着任せず事業に影響が出ている事例がみられる。また技術者が

派遣できず、産業機械のメンテナンス等が滞るケースなどがみられる。
 COVID-19の影響により、ドイツ国内で行われる有力な見本市やカンファレンスが中止・延期され、PRや情報収集の機会が失われた。2020年後半から徐々に開催が予

定されるものもあるが、出展や参加に関してハードルがあるほか、期待する成果が得られるかは不明である。
【12月】
 ドイツ商工会議所連合会（DIHK）が11/17-20に実施した調査によると、ドイツ企業の約7割（外食・宿泊産業は93%)が「（前年に比べ）2020年の売り上げが減少する」と予

測。売り上げ減少の理由としては、「需要減少」（51％）や「注文のキャンセル」（29％）、「事業の停止」（26％）が挙げられた。連邦政府は今回導入された部分的なロック
ダウンにより、閉鎖等大きな影響を受ける事業者への支援策として「11月緊急支援(Novemberhilfe)」を講じており、一定の上限額の下、前年同月の売上高の75%相当が
給付型つなぎ資金として支給される。

【1月】
 ドイツ連邦政府は1月20日、「容器包装廃棄物法」の改正法案を閣議決定した。これにより、レストラン、ビストロ、カフェ、ケータリング業者がテイクアウト用の食事や飲料

を提供する際に、2023年からは顧客に対し、再利用可能な陽気で提供する選択肢を設けることが義務付けられる。なお、使い捨て容器での提供も引き続き可能だが、
これは再利用可能な容器で提供するより安価であってはならない。さらに、使い捨てペットボトルについて、2025年からは再生プラスチックの利用割合を最低25%、2030
年からは最低30%含めることを義務付ける。

【2月】
 （2月17日）ドイツ連邦統計局は、2020年のドイツにおける実質賃金（ボーナスを含む支給総額）が前年比1.0％減少したと発表した（暫定統計）。なお、実質賃金の減少

は7年ぶりである。COVID-19感染拡大の影響で事業活動が低迷し、操業短縮制度の積極活用で時短が増えたことが影響と考えられる。また、2020年の名目賃金も
0.6％低下し、統計を取り始めた2007年以降で初めて前年を下回った。なお、名目賃金が下がる一方、消費者物価は0.5％上昇したため、実質賃金の低下につながった
と分析される。

 （2月19日）ドイツ連邦統計局は、2020年の宿泊・飲食サービス業（年間売上高15万ユーロ以上の企業）の売上高が、前年比で名目36.6％減少し、価格調整済み実質で
は39.0％減少したと発表した（暫定統計）。このうち宿泊業の売上高は実質45.8％、飲食サービス業は35.0％それぞれ落ち込んだ。

 この減少は、COVID-19感染症対策として2020年春（第一波）と秋（第二波）に発動されたロックダウンにより、宿泊業者はビジネス目的以外の客を受け入れられず、飲
食サービス業者は店内飲食が禁止され、テイクアウトのみの営業となったことが影響していると考えられる。

 ドイツ宿泊業・飲食サービス業連盟（DEHOGA）の調査によると、会員企業の75.7％が業務継続が困難であり、24.9％は既に廃業を具体的に検討していると回答してい
る。この他、関連産業である飲料や食品の製造業者、卸売業者、クリーニング業者などの売り上げも減少していると述べている。

影響と
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2章 欧州 2-2. COVID-19により顕在化したFVCの課題及び 現地FVC再構築に向けた最新動向調査



民間企業・食品企業の課題

フランス

【9月】
 フランスの日系製造業のうち化学・医薬品関連系は多くの企業でフル稼働状況である一方、機械・組立系は自動車・航空宇宙向けなどの販売先企業が依然として低稼

働または本格稼働に至らないとしている企業が多い。
 企業の働き方については、制限緩和の第3段階にあたる6月22日以降、駐在員のテレワークを減らす企業が増え、さらに7月11日の衛生緊急事態宣言の解除以降、さ

らにテレワーク比率を下げる企業が増えている。
 飲食業では、6月2日の緩和第2段階以降、パリ市内のレストランなどではテラス席のみの再開、さらに6月22日からは全面解禁となり、多くの日系・日本人起業レストラ

ンが再開するも、観光客が少ないため客足は伸び悩んでいる。
 JETROが実施した調査によると、フランスの多くの日系企業では、2020年春以降の人事異動による新規赴任者のタイミングを計っていたが、7月からの欧州域外からの

入国規制緩和を受け、早いケースで７、８月に赴任を再開した企業の例も見られた。９月には更に増える見込みである一方、一時退避で帰国した駐在員のほとんどは、
既にフランスに帰還しており、また駐在員家族も、9月の新学期開始に備え、8月中に帰還すると回答するが多かった。

 9月1日からの職場におけるマスク着用義務化や再度のテレワーク実施推奨を受け、テレワーク比率を高めるとしている企業が増加している。
【1月】
 フランスの食品関連のIT企業や市民団体が共同で1月7日、食品の環境負荷を表示する「エコ・スコア」の導入開始を発表した。本スコアでは、環境負荷について5段階

評価のラベルを食品に表示し分かりやすく明確な情報を消費者に提供することで、消費者が環境に配慮した製品を購入するよう促すとともに、食品メーカーに対し、環
境により配慮した製品づくりを求めることを目的にしている。栄養価や添加物の情報を約1,500万人に提供するアプリのユカ（Yuka）や、食品のオンライン・クラウドソーシ
ング・データベースのオープン・フード・ファクツ（Open Food Facts）、月間アクセス数が約2,000万回のレシピ紹介サイトのマルミトン（Marmiton）、有機食品のオンライン
販売を行うラ・フルシュ（La Fourche）等が共同で立ち上げた。

 1月7日、フランス農業大臣Julien Denormandieは同国でのH5N8鳥インフルエンザの蔓延を受けて、感染拡大防止措置をさらに実施すると発言した。同国では1月6日に、
感染拡大防止のために600,000羽のアヒル等の家禽が処分されている。フランス鶏肉の一大輸入国である中国は、この状況を鑑みてフランスからの輸入を一時停止し
ており、同国の貿易にも影響を与えている。
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政策動向

EU 

品目 認められた例外的措置 適用期間

生乳・乳製品（Milk and Milk products） • 生乳生産量の調整 • 2020年4月1日から6か月

加工用ジャガイモ（Potatoes for processing） • 市場からの撤退及び自由な流通、転用及び加工、備蓄、共同販促並びに暫定的な計画生産 • 本規則の発効日 （5月5日） から6か月

生きている樹木・花き（Live plants and flowers） • 市場からの撤退と自由な流通、共同販促、暫定的な計画生産 • 本規則の発効日 （5月5日）から6か月

【9月】
 COVID-19危機に対し、EUは3月中旬頃から経済支援策を開始し、各方面での緊急の施策・対策を打ち出した。雇用や事業を守るためのEUの経済支援策は、以下の

3つのセーフティネットから構成される（総額5,400億ユーロ）。
 欧州投資銀行（EIB）の支援：企業の保護
 欧州安定メカニズム（European Stability Mechanism：ESM）の支援：国家予算の保護
 欧州委員会が運用する一時的助成金：雇用と労働者の保護（後述の「SURE」が該当）

 3月16日、欧州委員会は、経済活動の継続性の確保に重要な輸送について、特に食品や医薬品、医療機器などの必需品のサプライチェーン確保の観点から、当該
貨物の輸送についての優先レーン（グリーン・レーン）を国境に導入するよう加盟国に求めた。

 3月30日、欧州委員会は、季節労働者の国境を越えた往来が持続的なサプライチェーンを促進するために不可欠であるとするガイダンスを発表。
 3月31日、欧州委員会は、学校給食用の果実、野菜、牛乳事業に2億5000万ユーロを各加盟国に配賦すると決定した。これにより、COVID-19による休校で供給されな

かった果実、野菜、牛乳・乳製品についても支払いを行うことが可能となった。
 4月16日、欧州委員会は、農業部門へのキャッシュフローを増加させるため、以下の緊急措置を発表した。

 農家への支払の前払金の増額：EUの共通農業政策（CAP）のうち、農業者の収入保障として実施している直接支払いの前払金を現行の50%から70%へ、条
件不利地などを講じている農村振興政策の前払金を同じく75%から85%へと増額した。生産者は、10月中旬から前払金を受け取ることができるようになる。

 現地確認の軽減：本来、加盟国は生産者の補助金受給要件が満たされているかを確認する必要があるが、現状に鑑み、生産者と検査官の物理的接触を
最小限に抑え、管理負担を軽減させる。現地確認に係るCAP予算の抽出率も5%から3%へと減らす。なお、現地確認については、農場訪問の代わりに、衛星
画像の活用等、テクノロジーの活用も推奨する。

 5月4日、欧州委員会は、共通農業政策（CAP）と単一共通市場政策（CMO）のスキーム下において利用可能な支援に基づき、EUの食料・農業部門を支援するための
一連の措置を発表した。主な施策は以下のとおり。

 民間在庫補助 (PSA: Private Storage Aid) ：PSAは、EUが特定の製品の一定期間の保管費用を支払うことにより、民間事業者を支援することを可能にする
もので、供給を調整することでCOVID-19危機に伴う消費者需要の変化に対応する目的とする。なお、在庫として申請する製品はEU産であることが条件とな
る。対象となる品目は、脱脂粉乳、バター、チーズ、牛肉、羊・ヤギ肉など。

 ワイン部門支援策：EUでは、ブドウの植栽が制限されているが、2020年にブドウ畑を拡張することができなかった、または拡張を望まなかったワイン生産者
に対し、2020年に失効する植栽・再植栽許可の有効期間の延長が認められる。また、ワイン部門を支援するための「国別援助プログラム (NSP)」（現行は
2019～2023年） の柔軟な運用が可能となり、各加盟国は、NSPに暫定的な新しい措置を含めることが認められる（例：ブドウの収穫量制限、副産物の蒸留、
在庫のための支援など）。

 EU競争法の適用除外措置：以下の品目について、EU競争法の例外的措置を認めた。
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