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はじめに 
 
本報告書は、「平成 30 年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業（欧州の農業政策・制度の動向

分析）」の調査結果を取りまとめたものである。 
本事業の目的は、我が国と関係の深い国・地域、及び我が国と経済連携協定（EPA）/自由貿易協定（FTA）

交渉が進展する可能性のある国・地域における主要穀物の生産・在庫といった食料をめぐる状況、直接

所得補償・価格支持政策といった農業政策、農業事情・農産物貿易の動向、海外からの農業投資に係る

環境及び状況等について調査・分析を行うものである。 
本報告書作成に当たっては、学術的な論文を作成するのではなく、日々の政策立案業務に利用できる

ような実務的な情報収集・分析を行うことを重視している。また、多様なニュース・リソースを利用し

て、関連情報を収集・分析を行っている。 
本報告書の構成は次のとおりである。第 1 章では現行 CAP の実施状況と課題として、主にオムニバ

ス規則による現行制度の改正点について整理を行っている。第 2 章では次期 CAP の検討状況として、

2018 年に公表された 2021-2027 年の多年度財政枠組み（MFF）や次期 CAP 案に基づき、現在明らかに

なっている主要な動向について情報を収集し、整理を行っている。 
続く第 3 章ではスイスの「農業政策 2018-2021」の具体的内容として、主に直接支払制度の 新動向

と運用実態について整理したとともに、「農業政策 2022-2025」における直接支払制度の見通しについて

整理した。第 4 章では英国のＥＵ離脱を巡る動向及びその背景にある英国・EU 双方の交渉態度を整理

するとともに、EU 離脱後の英国の農業政策について、可能な範囲で見通しを示している。 後の第 5 章

ではノルウェーの農林水産業等実態調査として、ノルウェーの経済全般及び農林水産業概要、農林水産

業政策及び貿易政策、第三国との FTA の概要についてまとめている。 
調査を実施するにあたり、有識者による検討委員会を設立し、合計 3 回の検討会を開催したほか、2018

年 11 月にスイス・ベルギーにて現地調査を実施した。検討委員会での有識者の議論と調査結果をもと

に三菱 UFJ リサーチ&コンサルティングが報告書の執筆を担当した。 
 
※注意事項 
本事業は、農林水産省大臣官房国際部の委託により、三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社が

実施したものであり、本報告書の内容は農林水産省の見解を示すものではありません。 
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1. 現行 CAP（2014～2020 年）の実施状況と課題 

 
現在、EU で実施されている共通農業政策（Common Agricultural Policy、以下 CAP）は 2013 年改革に

よって方針が策定され、EU の財源管理手法である多年度財政枠組み（Multiannual Financial Framework: 
MFF）に基づき、2014 年から 2020 年の 7 年間に渡って実施されている。 

2013 年の CAP 改革では、第一の柱の直接支払制度が大幅に改革され、グリーニング支払を新設する

とともに、単一支払は基礎支払に上乗せされた目的別支払に変更され、受給額は過去実績方式が原則廃

止、加盟国・目的別支払・受益者に応じて算定されるようになった。この背景には、厳しい財政難にあ

る EU 予算の中で巨額の農業予算の確保（維持）を正当化するために、CAP 予算の約 70%を占める直接

支払に農業の多面的機能の役割を反映させる目的があったが、反面で加盟国と農業者に多大な事務負担

を負わせることとなった。また、第二の柱の農村振興プログラムの策定が欧州構造投資基金（European 
Structural and Investment Fund: ESIF）に統合されたことで規制や手続きが複雑になったことは一部の加盟

国に不満を招いた。 
このことから、現行 CAP の横断的な課題として制度の過度の複雑化が挙げられ、そのため次期 CAP

改革を待たずに漸進的に累次の簡素化手続が進められている。 
  

1.1. オムニバス規則による制度改正 

 現行 CAP における各制度の簡素化の一環として、欧州委員会は多年度財政枠組み（MFF）のレビュー

パッケージの一部として 2016 年 9 月にオムニバス規則（Omnibus regulation）を公表した。オムニバス

規則に基づく現行 CAP の現行制度の簡素化は以下の 4 つの政策分野で 2018 年 1 月 1 日から実施されて

いる（Regulation (EU) 2017/2393）。 
オムニバス規則の実施による簡素化は、管理コストの削減と加盟国の裁量拡大を目的とするものであ

る。2018 年 11 月に実施したブリュッセルでの現地ヒアリングによれば、現行 CAP 内でのオムニバス規

則による制度改正は非常に多岐に渡っており、原則的に 2020 年までの現行 CAP の期間内ではこれ以上

の規則の変更は予定されていないという。 
 

(1) 直接支払制度 

制度改正ではグリーニング支払の３要件に関連する事項等で要件の簡素化や加盟国に対する裁量の

拡大が図られた。また、営農実体のある農業者の判定方法を緩和する等、加盟国にとって従来過大であ

った管理コストの軽減が進められている。 
 

① 永年草地の定義 

加盟国は任意で以下の事柄を決めることができる： 
 一時的草地が永年草地となることを防ぐため、あるいは永年草地を耕地に転換するための基準として

「耕起」を適用（+「アムネスティ」条項）すること。 

 （その領域の全部又は一部において）牧草及びその他飼料用草本が優勢であることを条件に、動物用

の飼料を生産するが動物によって直接食されない低木又は樹木も定義に含めること。 

 （その領域の全部又は一部において）牧草及びその他飼料用草本が優勢ではない又は存在しないが放

牧可能な土地も定義に含めること。 

 

② 営農実体のある農業者 

加盟国は、営農実体のある農業者の判定方法として、以下の 3 つのオプションを用いることができる： 
・ ネガティブリストに該当する申請者に対して、営農実態のある農業者と見なすために 1 つまたは 2

つのみの基準を適用する。 
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・ ネガティブリストの適用の中止。 

・ 加盟国の財務又は社会保障の登録簿に農業活動が登録されていない農業者を直接支払の受給適格か

ら除外する。 

 

③ グリーニング支払 

 作付品目の多様化：簡素化と既存の減免範囲の拡大 

 水稲の栽培が耕地面積の 75%以上：2 作物又は 3 作物の作付は義務であるが、主たる作物の面

積を 75％以下に設定する要件等は適用されない。 

 マメ科作物の栽培が耕地面積の 75%以上: 作付品目の多様化要件の免除。 

 採草地、水稲栽培又は永年草地が耕地面積等の 75％以上を占める場合：それ以外の耕地面積（既

往制度では上限 30ha 以下）を問わず、作付品目の多様化要件は完全に免除される。 

 スペルト小麦: 同じ小麦属に属する他の小麦とは別の作物とみなす。 

 環境重点用地：簡素化と既存の免除範囲の拡大 

 採草地、休閑地、マメ科作物栽培、水稲栽培又は永年草地が耕地面積等の 75％以上を占める場

合：それ以外の耕地面積（既往制度では上限 30ha 以下）を問わず、環境重点用地の要件は完全

に免除される。 

 新たな環境重点用地の種類と加重係数 

 ススキ（Miscanthus）及びツキヌキオグルマ（Silphium perfolitum）。加重係数は 0.7。 

 蜜源植物（Melliferous plant）で覆われた休耕地。加重係数は 1.5。 

 窒素固定作物と短期輪作の雑木林の加重係数の引き上げ（それぞれ 1.0 と 0.5）。 

 

④ 青年農業者支払 

・ 青年農業者支払は、農場設立から 5 年以内の申請に限り、提出日から 5 年間支払を保障される。 

 既に青年農業者支払を受給している農業者に対しても 5 年の支給期間（改正前は 5 年以内で、

経営の立上げ～申請提出の期間は対象外）が今後は適用される。 

 ただし、2010-2013 年に農場を設立した青年農業者に対しては、（従来どおり）支給期間を 5

年以内で、経営の立上げ～申請提出の期間を対象外とすることができる。 

・ 改正前は青年農業者支払の支給金額は、農業者の支払受給権の数に当該農業者の所有又は借入れの支

払受給権の平均価額の 25％を乗じて算出していたが、改正後は支払受給権価額の 25～50％を乗じ

て算出し、支給額を増額できるようになる。 

 

⑤ カップル支払 

 カップル支払は、関係する部門又は地域における現在の生産水準を維持するインセンティブを創出す

るために必要な限りでのみ与えられる制度であったが、改正によりその規定が廃止され、以下の原則

が新たに記載された。 



 

3 
 
 

 カップル支払は、一定の地域及び生産量又は一定の頭数に基づく生産制限的なスキームである

こと。 

 カップル支払は、支援措置ごとの予算上限を尊重するスキームであること。 

 加盟国にカップル支払の毎年の見直しを認める。 

 構造的な市場不均衡に晒される農業部門に対して過去の生産単位に基づくカップル支払の支払いを

加盟国が 2020 年まで継続できるようにするため、欧州委員会に対して当該委任立法を採択するため

の権限を付与。 

 

⑥ その他の修正 

・ 直接支払の高額受給の減額の決定に関して、加盟国が毎年見直しを行うことを明示的に認める。 

・ 加盟国による柱間の財源移転に関する決定について、2018 年 8 月 1 日まで再度の見直しを認める。 

・ 土地放棄の防止と特定の不利益を被った農家への補償に関する財政措置のため、加盟国に対して準備

金を補充するための仕組みである基礎支払の比例的削減（linear reduction）の利用を認める。 

・ 加盟国は予算枠に余裕がある場合、単一面積支払スキームの毎年の国別上限の計算に当たり直接支払

の総額からグリーニング支払分を控除した金額の 3％以内を上乗せすることができる。 

 

(2) 市場管理制度 

制度改正を通じて、フードサプライチェーン上における農業者や生産者組織のポジションの強化が図

られている。 
 

① 果物・野菜 

・ 生産者組織から他の生産者組織へのコーチングを適格な活動として導入。 

・ 相互基金への増資と、果物・野菜市場の多様化・集約化にかかる販売促進・コミュニケーションを、

果物・野菜の生産者組織に対する危機予防・管理施策として適格にする。 

・ 生産者組織の組織化の度合いが EU 平均を大幅に下回る加盟国に対して、該当組織への国の追加的な

財政支援を認める新制度の導入。 

 

② ワイン 

・ 地理的表示を伴うワイン用ぶどう作付許可規則を、地理的表示を伴う蒸溜酒生産に適したワインにも

適用。 

・ 補糖（enrichment）が行われていない PDO（原産地呼称保護）ワインと同様に、新たに、一部濃縮

プロセスによって補糖された PDO（原産地呼称保護）ワインも合計アルコール度数が 15%を超えて

もよいとする。 

・ 通常認められている補糖によるアルコール度数の 0.5%までの引き上げは、加盟国が自ら決定し、欧

州委員会には通知するのみで良い。 
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③ その他 

・ 強化された生産者組織：構成員の活動を真に統合する生産者組織及び生産者組織協会の販売及び生産

計画活動に関して競争ルールを明示的に適用除外とする（CMO 規則 152 条）。 

・ 生産者組織に対する横断的アプローチ：オリーブ油、作物、牛肉/仔牛肉の生産者組織に対する品目

別特別条項の削除。 

・ 農業者及び農業団体：欧州委員会に対して CMO 規則 209 条（CAP の目的規定との整合を条件とし

てカルテル禁止の適用から除外）の適用に関する意見を求める権利（CMO 規則 209 条）。 

・ 緊急時カルテル：協同組合等への対象拡大と緊急時カルテルの 終手段的な性質の削除（CMO 規則

222 条）。 

・ 契約化：取引先が中小企業ではない限り、農業者が書面による契約を求める権利（CMO 規則 148 条、

168 条）。 

・ 価値共有メカニズム：契約時の集団交渉にかかる既存の条項を砂糖部門以外でも利用可能とする

（CMO 規則 172 条（a））。 

・ 部門間組織の目的の追加： 

 標準的な価値共有条項の策定。 

 動物衛生、植物防除及び環境に関するリスクからの保護（CMO 規則 157 条）。 

  

(3) 農村振興政策 

制度改正によって、加盟国の農村振興プログラムの運用上の行政負荷の削減、また、リスク管理政策

や民間資金活用にかかる金融的手段といった近年の CAP での新しい概念の施策活用が進められている。

他方で、リスク管理対策の改正による特定部門の農業者に対する発動下限 20％の所得安定化手段の導入

は、WTO ルール上の黄色の政策の新設と見做されるおそれがあり、動向は今後も注視が必要である。 
 

① 行政負荷の削減 

・ 簡素化コストオプション（SCO: Simplified Cost Options）：助成が標準コスト・追加コスト及び

逸失利益に基づく場合、独立機関による計算の実施義務又は計算の妥当性を確認する義務（農村振

興規則 62 条(2)、21 条(1)、28 条、31 条及び 34 条のみ） 

・ 加盟国が支援措置の選択の基準について監視委員会に諮問する時期を、現行の「農村振興プログラ

ムの承認後 4 月以内」から「提案の招請の公表前」に改正（農村振興規則 74 条(a)） 

・ （自然災害の復旧等）支援措置の性格上選択の基準を定めることができない例外的な場合は、他の

選択方法を定めることができる（農村振興規則 49 条）。 

・ 報告件数の削減：（例）監督機関は欧州委員会に対する年に 2 回の資金調達に関する関連指標デー

タの提出義務を負わずに済むようになった（農村振興規則 66 条(1)b）。リスク管理政策に特化し

た報告も廃止される。 

 

② リスク管理政策 

・ 保険：ツールの支援発動下限を年平均生産量の 30%から 20%に引き下げ（農村振興規則 37 条）。 
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・ 支援対象として、相互基金の基金への年次支払い及び相互基金の立上げ時の資本金を追加（相互基金

（農村振興規則 38 条）、全部門の農業者に対する所得安定化手段の適用（農村振興規則 39 条）。 

・ 全部門の農業者に対する所得安定化手段に加え、新たに、特定部門の農業者に対する所得安定化手段

を導入。相互基金への財政的支援。年平均所得を 20％以上下回った場合に農業者に補償（農村振興

規則 39a 条）。 

・ 経済的損失の補償水準を 大 65%から 70%に引き上げ。 

・ 所得安定化手段：新たに、所得の計算に指標を用いることができる（農村振興規則 39 条、39a 条）。 

・ リスク管理政策に固有の報告を廃止（農村振興規則 36 条 5 項）。 

 

③ 選定基準と適格基準（Selection and Eligibility Criteria） 

・ 自然災害、大惨事、社会経済情勢の急激かつ重大な変化等によって緊急措置が求められる場合、（農

村振興プログラムの改正前であっても）当該事象が発生した日から支出が認められる（農村振興規則

60 条 1 項）。 

・ 緊急措置に関する投資：加盟国は当該事象発生後に受益者が要した支出が適格であることを農村振興

プログラムにおいて規定できる（農村振興規則 60 条 2 項）。 

・ 金融的手段：運転資金は適格な支出と認められる。 

 

④ 金融的手段 

・ 金融的手段が使用される場合の適格性ルールの緩和：（例）物的資産への投資：投入物は、EU の機

能に関する条約（TFEU）付属書Ⅰの対象ではない産品でもよい。 

・ 規則改正前は、運転資金を 20 万ユーロ以内で適格支出とすることができたが、改正後は、投資に関

する適格支出の総額の 30％以内の支援も可能に（どちらか高い方）。 

・ 欧州戦略投資基金（EFSI）を通じた金融的手段は拠出率 100%の融資とする。 

・ 契約の直接審査を通じて公営銀行/機関に対して実施業務を委託することができる。 

 

⑤ その他 

・ グリーニング支払に関する二重給付の問題を回避するために、加盟国は受益者に対して関連する支払

のまとめ払いを適用することができる。 

・ 自然等制約地域支払の対象地域の設定期限を、改正前の 2018 年から 2019 年に 1 年延長。 

・ 品質スキーム支援は、農業者等の品質スキームへの新規参加のみを対象としていたが、改正後は、農

業者等の品質スキームへの申請前 5 年間以内に参加したものも対象とする。また、支払継続期間は

長 5 年間であるが、品質スキームへの当初参加から申請までの期間は差し引かれる。 

・ 青年農業者支援に関するルールの簡素化：経営の立ち上げは法的形態を問わず、単独または共同で行

うことができ、支援の申請は経営の立ち上げから遅くとも 24 月以内に提出しなければならない。 
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(4) 横断的規則 

 制度改正によって行政手続きの簡素化が図られている。2017 年に欧州議会で重要論点として挙げられ

た「50/50 ルール1」の撤廃の有無については、現行 CAP の期間内では改正が行われず、次期 CAP での

検討事項とされている。 
 

 財政規律の簡素化（多年度財政枠組み（MFF）で定められた CAP 予算の上限枠を超えないようにし、

また不測事態準備金を措置するための直接支払の減額は欧州委員会が単独で実施できるようになっ

た）。 

 50/50 ルールは改正されないままである。 

 加盟国が受給者から回収を求めないことができる金額（利子を含まない）の上限を 150 ユーロから

250 ユーロに引上げ。 

 公共調達ルールが遵守されない場合の支払減額には比例原則が適用される。 

 小規模農地及び小規模農家について、直接支払を申請しない場合の申告免除のためのデミニミスを適

用。 

 面積/動物単位の支払に関連する農村振興の施策の支払期限を 2019 暦年に延期し、当該措置への前

払いを 10 月 16 日より前に可能とする。 

 

1.2. 市場管理制度の見直し（フードサプライチェーン新法による農家の交渉力強化等） 

従来、EU は CAP の第一の柱による市場施策（国境措置、価格支持、輸出措置等）を通じて、農産物

価格を相対的に高水準に保つことで生産者を手厚く保護してきた。しかし、近年の厳しい財政状況下で

市場管理制度の役割は縮小し、他方で、市場では巨大化した川下に対して川上が零細なままであるため、

生産者は価格交渉力が弱いままに不公平を蒙る状況にある。 
EU のフードサプライチェーンを構成する主体を概括すると、約 1,100 万戸の農家が農産物を生産し、

その農産物は約 30 万の卸業者を経て 280 万の小売業者に販売される。そして 終的に 5 億人の消費者

に食品として供給されることとなる。フードサプライチェーンの構成を特徴づける点として、川下側

（卸・小売り）の主体の集中度は川上側（農家）に比べて極めて高く、2012 年の欧州委員会実施の調査

では EU の食品産業における上位 5 社の市場シェアは 14 の加盟国の平均で 56%であった。他方で農業

部門では上位 5 社の市場シェアは、2010 年の平均では 0.19%であった（この時、ドイツは 0.4%、エスト

ニアは 9%であった）2。川下側の卸・小売り企業の主体が集中して巨大化することは、依然零細な川下

側の個々の農家に対して、売買契約時に優越的な地位を与える。そうした強い交渉力が濫用された場合

にフードサプライチェーン上で不公正な取引慣行を生じさせる。 
  

                                                        
1 50/50 ルールとは農家への過度または不正な支払いが 4 年以内に解決しなかった場合（訴訟が続く場合には 8 年以

内）に逸失金額の 50％を加盟国が負担するが、残りの 50％は EU が負担するルールを指す。 
2 European Commission“The Food Supply Chain”（2017 年 8 月） 
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図表 1 フードサプライチェーンに関する近年のＥＵの取組 
年月 内容 

2013 年 1 月 
食品業界を中心とした 7 団体による自主的枠組「サプライチェーン・イニシアティ

ブ（SCI）」が設立 

2016 年 11 月 
農産品マーケットタスクフォース（AMTF）によるレポート「サプライチェーンに

おける生産者の地位向上（Improving Market Outcomes: Enhancing the Position of 
Farmers in the Supply Chain）」が公表 

2017 年 6 月 
欧州委員会が食品サプライチェーンに関する価格監視ツールを公開（牛乳、肉、

砂糖、穀物を対象） 

2017 年後半 
農家・食品産業関係者等を対象としたフードサプライチェーンに関するパブリッ

ク・コンサルテーションを実施 

2018 年 4 月 
欧州委員会が欧州議会、農相理事会に対して不公正な取引慣行に関する指令案を提

出 

2018 年 10 月 
理事会側は、農業特別委員会（SCA）において、欧州委員会による指令案に対する

理事会の交渉ポジションに合意 

2018年 10月 25日 
同日、欧州議会本会議が農業委員会の報告に基づき交渉入りを決定し、欧州委員会、

農相理事会、欧州議会農業委員会による三者協議（trilogue）が開始 
2018年 12月 19日 三者協議（trilogue）が合意 
2019 年 1 月 14 日 加盟国による農業特別委員会において新指令案を承認 
2019 年 1 月 23 日 欧州議会農業委員会において新指令案を承認 
2019 年 3 月 農相理事会及び欧州議会による指令の採択（見込み） 
2021 年（見込み） 指令施行後 24 月以内に、加盟国は指令を国内法化し、その 6 か月以内に適用 
2023 年（見込み） レビューの実施予定 

出所：欧州委員会、欧州議会、IEG Policy 等各種資料より作成 

 
EU では小売り業者による生産者への不公正な取引慣行（Unfair Trading Practices :UTPs）の問題が従来

から指摘されており、不公正な取引慣行への規制は今回の EU レベルの立案前から 20 を超える加盟国

で独自の規制や（生産者団体・流通団体等の）自主的なルールの設定がされてきた。しかしながら、そ

れらは国境を越える農産物取引については十分な効力を発揮してこなかった。それが今回 EU レベルで

「食品のサプライチェーンにおける事業者間の不公正な取引慣行に関する指令案（COM（2018/173)」が

立案されたことで、各国の規制が補完・強化されることとなった。 
 

(1) 不公正な取引慣行に関する指令案の内容 

＜2018年4月12日付 不公正な取引慣行に関する指令案（COM(2018) 173 final）＞ 
1条 主題及び範囲（Subject matter and scope） 
2条 定義（Definitions） 
3条 不公正な取引慣行の禁止（Prohibition of unfair trading practices） 
4条 指定施行機関（Designated enforcement authority） 
5条 苦情申し立て及び秘密保持（Complaints and confidentiality） 
6条 執行機関による権限（Powers of the enforcement authority） 
7条 執行機関間の協力（Cooperation between enforcement authorities） 
8条 国内規制（National rules） 
9条 加盟国による報告（Reporting by Member States） 

10条 委員会手続（Committee procedure） 
11条 評価（Evaluation） 
12条 国内法化（Transposition） 
13条 施行（Entry into force） 
14条 指令の実施主体（Addressees） 
 
この新たな指令案では、EU 機能条約（Treaty on the Functioning of European Union）43 条（農業）を根

拠規定とする。新指令案が EU 内で禁止する不公正な取引慣行は 3 条で規定されており、農産物取引で
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特に影響力のある以下の 8 つの不公正な取引慣行が列挙されている。 
 
① 生鮮農産物・食品の取引時の支払遅延 

② 買い手による一方的な契約変更 

③ 生鮮農産物の契約直前の注文取消 

④ 買い手の施設で生じた生産者の過失によらない食品の廃棄に対して、生産者が支払いを行うこと 

また、当事者間の合意が不明確・曖昧である場合には、以下の不公正な取引慣行も新指令案の禁止の

対象となる。 
 
⑤ バイヤーが売れ残った食料品を生産者に返却すること 

⑥ バイヤーが食料品を取扱う条件として支払を生産者に課すこと 

⑦ バイヤーが販売促進の費用を生産者に負担させること 

⑧ バイヤーがマーケティングの費用を生産者に負担させること 

上記以外の不公正な取引慣行についても、加盟国が追加的に国内法を通じて規制することは妨げられ

ない3。 
 その他の新指令案の特徴として、EU 域外の生産者／バイヤーにも新指令は適用されることが挙げら

れる。その理由は、新指令案が EU 域内の生産者のみを保護した場合、EU 域内のバイヤーが保護対象外

となる域外の生産者と取引をした方が良いインセンティブを与えてしまうためである。また、保護する

取引の対象に水産品も含めること、既存の自主的枠組である「サプライチェーン・イニシアティブ（SCI）」
と違い、新指令に基づき加盟国は罰則を設けることができる等の点も挙げられる。 
 

(2) パブリック・コンサルテーション／インパクト・アセスメントの結果概要 

EU では 2017 年 8 月 25 日から 11 月 17 日にかけて幅広く EU 市民に向けてフードサプライチェーン

に関するパブリック・コンサルテーションを実施している（参加者は 1,432 人、その内農業者は 570 人）。

パブリック・コンサルテーションの結果の要約は次のようなものである4。 

a) 問題の定義 

・回答者の 90％が市場に不公正な取引慣行が存在する（または部分的に存在する）

ことに同意。 
・フードサプライチェーン上の不公正な取引慣行の発生頻度について、回答者の87%

が定期的に（または非常に定期的に）発生していると回答。 

b) 対応の必要性 

・回答者の 95％が不公正な取引慣行の解消のために対応（または部分的な対応）を

行う必要があることに同意。 
・回答者の 87%が問題に対しては EU が対処すべきと考えており（その内、加盟国と

の連携を伴う対処の必要：58%、EU 単独での対処の必要：29%）、8%が加盟国が単

独で対処すべきと回答し、4%が自主的枠組「サプライチェーン・イニシアティブ

（SCI）」を通じて対処すべきと回答した。 
・回答者の75%が自主的枠組「サプライチェーン・イニシアティブ（SCI）」を通じた

不公正な取引慣行への対処に同意（また一部同意）しないと答え、22%が同意（ま

たは一部同意）すると答えた。 

c) 規則の施行 

・EU におけるフードサプライチェーン新法の施行において、回答者の 92%が 低限

の基準の導入に同意（または一部合意）した。 
・規則の施行における重要な要素として、回答者の 94%が「調査と結果の透明性」、

93%が「規則に違反した場合の罰金の可能性」、92%が「苦情の集団的申し立ての可

能性」、89%が「秘密裡の苦情申し立ての受理取扱い能力」、89%が「監督機関の指

                                                        
3 多くの加盟国において既存の国内規制法が存在するため、規制の厳しい国では新たな制度導入の追加費用は少ないと

みられる。 
4 European Commission“COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT STAKEHOLDER CONSULTATION - 
SYNOPSIS REPORT”（2018 年 4 月） 
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定」、73%が「自主的調査の実施能力」、及び 36%が「その他要素」を挙げている。

（注）パーセンテージは各設問の回答者数に基づく。 
 
他方で、EU では 2017 年 11 月 6 日から 12 月 10 日まで農家・食品産業関係者等を対象としたパブリ

ック・コンサルテーションも実施している。参加者は 122 人で、回答者の属性は農業が 35%、加工業が

48%、小売業が 10%、卸売業が 4%であった（残りの回答は未分類）。規模別では 70％の回答者が中小企

業である。 
この中で、バイヤー側企業の 54%と生産者側企業の 89%が商取引上の支払遅延の発生を指摘してい

る。また、生産者側企業の 30%が要請に応じて書面での契約を拒否されたことがあると回答している。

生産者側企業の 60%は不公正な取引慣行に関係するする費用は事業の年間売上高の 0.5%以上を占める

と述べている。バイヤー企業の 44%はコンプライアンスコストを「高いまたは中程度」と考えている。 
 

2017 年 7 月に EU の不公正な取引慣行に関する 初のインパクト・アセスメントが公表された後、

終的な分析結果は新指令案と共に 2018 年 4 月 12 日に公表された5。インパクト・アセスメントの分析結

果の要旨は以下のとおりである。 
要旨 

フードサプライチェーンの向上イニシアティブに係るインパクト・アセスメント－不公正な取引慣行 

Ａ. 処置の必要性 

何が問題とされているのか、なぜＥＵレベルの問題となっているのか 

フードサプライチェーンにおける事業者間の交渉力は異なり、より弱い当事者(例：農業者)は不公正な取

引慣行の被害者となりうる。他方で不公正な取引慣行に関する国内制度は様々であり、加盟国間の調整は

ほとんどなされていない。このことは、いくつかの加盟国内の事業者に十分な保護を与えず、また加盟国

間のビジネス環境を不統一なものとし、国境を越えた貿易に不確実性を生み出す。 

何を達成すべきか 

不公正な取引慣行に対処することで公平な競争環境の実現に貢献し、不公正な取引慣行に直面する事業者

の救済を可能にする。このことはＣＡＰの目的である農業従事者の公平な生活水準の実現、零細事業者の

高い回復力、フードサプライチェーンがより良く機能することに貢献する。 

ＥＵレベルで対応することの付加価値は何か(補完性)  

ＥＵとして問題に対応することで、 低限の共通枠組みの提供が可能となり、不公正な取引慣行に対する

保護を改善し、フードサプライチェーンへの影響を低減させる。また、農業コミュニティの公正な生活水

準(ＥＵ機能条約 39 条)にも貢献し、ベストプラクティスに関する加盟国間の調和と交流にも資すること

ができる。 

Ｂ. 解決策 

目標達成のために必要な取組は何か。望ましい取組はあるか 

解決策は、規則の一致の度合い、不公正な取引慣行の禁止の範囲、対象製品、対象事業者、施行、加盟国

間の協調といった観点から分類される。望ましい取組：不公正な取引慣行に関する規則の一部調和、農産

物及び加工品を対象とすること、中小企業の保護、強制措置に関する 低要件の設定、ＥＵレベルの執行

メカニズムの導入。 

関係者間の問題への認識の違い 

パブリック・コンサルテーションで回答した関係者の多くは、ＥＵによる問題への対応、規則の施行を強

く支持している。他方で、(大手)小売業者は不公正な取引慣行が幅広く発生していることを認めておらず、

またＥＵによる措置に反対している。 

Ｃ. 望ましい取組のインパクト 

望ましい取組を行うことの利点は何か 

小規模事業者はフードサプライチェーン新法による保護の恩恵を受け、事業の効率性が向上する。この結

果は社会にとってポジティブな社会・経済的インパクトをもたらす。 

望ましい取組をとった場合の費用について 

企業のコンプライアンスコストは大きくならないと予測される。社会・環境的なインパクトは中立もしく

はプラスが予想されが、国の行政コストはかかる見込みである。 

中小企業と競争力へのインパクト 

中小企業の保護が進み、全体的な競争力が高まることが期待される。 

                                                        
5 European Commission“COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Initiative to 
improve the food supply chain (unfair trading practices)”（2018 年 4 月） 
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加盟国予算と行政に大きな影響はあるか 

加盟国の多くは既に不公正な取引慣行に関する自主的な規則を導入しているため、管理コストの増大は抑

えられる。 

その他の重要なインパクトはあるか 

新法は第三国のサプライヤーも対象とする。 

比例原則 

不公正な取引慣行による被害が も大きい中小企業と加盟国が国内法で救済できない地域を新法の主たる

支援対象とすることで、費用の発生を 小限に抑えられる見込みである。また、加盟国は国内規則を維持

し、フードサプライチェーン新法の範囲を超えて立法することも可能である。 

Ｄ. フォローアップ 

政策のレビュー時期 

加盟国の報告書に基づき、政策はアドホック専門家グループによって毎年モニタリングされる。また、2022

年に全面的なレビューを実施する6。 

 

(3) 指令成立に向けた動き 

2018 年 12 月 19 日、欧州理事会、欧州議会及び欧州委員会は、不公正な取引慣行指令案について、暫

定的な政治的合意に達した。欧州議会側は、中小事業者より大きいアグリ・フード事業者（売上高 3 億

5 千万ユーロ未満）へ対象範囲を拡大するとともに、不公正な取引慣行のリストを拡大する等の重要な

修正を達成した。これを受けて、欧州理事会側は、2019 年 1 月 14 日、特別農業委員会で不公正な取引

慣行指令案の三者暫定合意を承認した。また、欧州議会側は、1 月 23 日、農業委員会で同暫定合意につ

いて採択し、今後は、指令の条文案が、3 月中旬の本会議で採択のために提出される予定である。 
欧州委員会による現時点の情報によれば、三者暫定合意で拡大された不公正な取引慣行のリストは以

下のとおりである。 
 
【いかなる状況でも禁止】 
１．生鮮農産物及び食品について請求書受領の月末（又は指定日）から 30 日以内に支払わないこと 
２．その他の農産物・食品について請求書受領の月末（又は指定日）から 60 日以内に支払わないこと 
３．生鮮農産物・食品の契約直前の注目取消 
４．買い手による一方的な契約変更 
５．特定の取引に関連していない資金の請求 
６．数量減少及び品質悪化のリスクを売り手に転嫁すること 
７．売り手からの要請に対して買い手が供給の合意事項について文書による確認を拒否すること 
８．取引に関わる秘密情報の買い手による悪用 
９．買い手による商売上の報復 
10．消費者の苦情を審査するコストを売り手に転嫁 
 
【当事者が事前に明確・明瞭に合意していない場合に禁止】 
11．売れ残った食品を返品すること 
12．保管、展示及び商品一覧に対する売り手の支払い 
13．販売促進に対する売り手の支払い 
14．マーケティングに対する売り手の支払い 
15．広告に対する売り手の支払い 
16．買い手の店舗店員に対する支払い  

 

(4) 関連データ 

図表 2 では、ＥＵのフードサプライチェーンが生み出す付加価値総額の内、農業部門が占める割合が

も低く、2009 年を除き、約 25%にとどまっていることの他、農業部門の付加価値額が 2014 年以降減

少していることを示している。加工食品の消費者からの需要の増加に伴い、農業部門に比べて、食品小

売り・食品サービス部門と食品加工、飲料、タバコ産業の付加価値額は拡大している。 

                                                        
6 インパクト・アセスメントが公表された 2018 年 4 月以降、全面的なレビューは 2022 年から 2023 年に一年遅らせる

見込みとなっている。 
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図表 2 EU のフードサプライチェーンにおける流通段階別の付加価値総額 

 
出所：European Commission“The Food Supply Chain”Figure 3: Distribution of gross value added per 

food supply stage in the EU（2017 年 8 月）より作成 

図表 3 では 2007 年以降、食料の消費者物価指数が全体の物価指数よりも速いペースで上昇し、イン

フレの押し上げ要因となっていることが分かる。この背景には、世界的な食品需要の増加、（希少天然資

源や土地の問題に関連した）農業部門の生産性向上の減速、投入材の価格上昇、エネルギー等の他部門

の価格動向との関連性等が挙げられる。 
 

図表 3  EU28 か国における食品と全ての製品の消費者物価指数の推移 
 

 
出所：European Commission“The Food Supply Chain” Figure 4: Consumer price index for food and all 

items in the EU-28（2017 年 8 月）より作成 

 
図表 4 では EU における流通段階別の売買価格の推移から、非対称価格伝達と知られる現象を示して

いる。つまり、特定の食品（例：小麦からパン、油脂からバター等）の消費者価格は原材料価格の増加

を反映してある程度増加する傾向であるが、原材料価格が下落した場合、消費者価格は殆ど下落しない

傾向にある。 
 



 

12 
 
 

図表 4 EU28 か国における流通段階別の売買価格の推移（2007-2017 年 3 月） 

 
出所：European Commission“The Food Supply Chain” Figure 5: Food supply chain index for EU-28 

(2007-March 2017)（2017 年 8 月）より作成 
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2. 次期 CAP 案（2021 年～）の検討状況 

2.1. 次期 EU 予算案に基づく次期 CAP 予算 

2018 年 5 月 2 日、欧州委員会は 2021-2027 年の EU 予算案である多年度財政枠組み（MFF）を公開し

た。欧州委員会は新たな多年度財政枠組み（MFF）の構成により、EU 予算の優先事項及び個別部門の予

算の拠出の方法に関して透明性が大きく改善したと説明している。公開された予算案によると、まず

EU27 か国の 2021-2027 年の全体 EU 予算は 1 兆 2794 億ユーロ（締結予算（commitment appropriation）、
名目価格7）となっており、域内の国民総所得（GNI）の 1.11％8を占めている。このうち次期 CAP 予算

案は全体の 28.5％の約 3,650 億ユーロとなっている。次期 CAP 予算案の内訳は第一の柱（直接支払及び

市場措置）に 2,862 億ユーロ、第二の柱（農村振興）に 788 億ユーロが割り当てられている。 

図表 5 次期 CAP の毎年の予算額の推移（百万ユーロ、名目価格） 
 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 2027 年 7 年間合計

第一の柱 40,300 40,527 40,791 40,931 41,072 41,214 41,357 286,195

第二の柱 11,259 11,259 11,259 11,259 11,259 11,259 11,259 78,811

CAP 全体 51,559 51,786 52,050 52,190 52,331 52,473 52,616 365,006

出所：2018 年 5 月 2 日付 Agra Fact より作成 

 発表された次期 CAP 予算は現行 CAP 予算（2020 年の総予算割当額から英国分を控除した額×7 年）

と比較した場合に、全体予算で約５％の穏やかな減少となり、このうち第一の柱については約１％の減

少となっているが、第二の柱については約 15％の減少となっている。一方で次期多年度財政枠組み（MFF）
の予算全体を見てみると、テロ対策や移民対策のために対前期で 11％の増加となっており、この違いに

ついて一部加盟国が不満を抱いているとされる。 
なお、第二の柱（農村振興）については、EU と加盟国の間で予算負担の再調整も提案されており、欧

州構造投資基金（ESIF）で見込まれていることと同様に、加盟国の共同負担割合の増加によって、欧州

の農村地域への公的援助は概ね現状と変わらないままであるとされている。 

図表 6  EU 予算の規模（GNI 対比） 

 
出所：European Commission“EU BUDGET FOR THE FUTURE”（2018 年 5 月） 

                                                        
7 物価上昇を考慮に入れた価格 
8 他方、欧州委員会は、加盟国の分担拠出金を主たる財源とする「支払い予算（payment appropriation）」を、1 兆

2463 億ユーロ（域内の GNI 比 1.08％）としている。なお、この額に剰余金（margin available）を加えた、独自財源

（Own Resources）の GNI 比は、1.29％となっている（現行は、1.20％）。 
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 さらに次期 CAP 予算案における直接支払の加盟国別の配分額を見てみると図表 7 のとおりとなる。 

図表 7 次期 CAP（2021-2027 年）の加盟国別の予算配分（百万ユーロ、名目価格） 

国名 直接支払額 
現行 CAP（2014-2020）の直接支払

予算との増減比較 

ベルギー 3,399 -3.90% 

ブルガリア 5,553 -0.70% 

チェコ 5,872 -3.90% 

デンマーク 5,923 -3.90% 

ドイツ 33,762 -3.90% 

エストニア 1,243 4.90% 

アイルランド 8,148 -3.90% 

ギリシャ 14,256 -3.90% 

スペイン 33,481 -3.50% 

フランス 50,035 -3.90% 

クロアチア 2,489 -2.90% 

イタリア 24,921 -3.90% 

キプロス 327 -3.90% 

ラトビア 2,219 4.70% 

リトアニア 3,771 4.20% 

ルクセンブルグ 225 -3.90% 

ハンガリー 8,538 -3.90% 

マルタ 32 -3.90% 

オランダ 4,927 -3.90% 

オーストリア 4,654 -3.90% 

ポーランド 21,239 -0.90% 

ポルトガル 4,214 0.40% 

ルーマニア 13,372 0.40% 

スロベニア 903 -3.90% 

スロバキア 2,753 -0.30% 

フィンランド 3,567 -2.90% 

スウェーデン 4,713 -3.80% 

出所：2018 年 5 月 2 日付 Agra Fact より作成 

 直接支払額について、現行 CAP と次期 CAP のそれぞれ 7 年間の期間内の予算の増減を見てみると、

次期 CAP では 19 か国において 2.9％-3.9％の減少が見られる他、3 か国については僅かな減少が見られ

る。他方で、エストニア、ラトビア、リトアニア、ポルトガル、ルーマニアの 5 か国は配分予算の増額

が見られた9。 
図表 7 でエストニア等の直接支払予算がプラスになった国々は、EU の加盟国間の直接支払額の平準

化（External Convergence）の取組の中で支払額が少なかった国々であると考えられる。バルト三国の現

行の直接支払額は調整を経ても元々一番低かったため、次期 CAP では加盟国間の直接支払の予算配分

の平準化を通じてさらに財源を増やす方向で進んでいる。 
１ha 当たり直接支払額が EU（27 カ国）平均の 90％を下回る国は、次期 CAP ではその差が２分の１

まで近づくように６年かけて増額される。 
 
                                                        
9 直接支払（綿花を含む）については、2020 年の割当枠は、前期間より 3.9% （注：クロアチアは段階的導入）一律

減少となる。平準化の恩恵を受けない加盟国は、その後、毎年の割当額は安定的である。平準化の恩恵を受ける加盟国

は、2021 暦年（2022 年度）から 6 段階で割当額が増加する。 
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図表 8 次期 CAP における加盟国間の１ヘクタール当たりの直接支払額の分布と平準化 

 
出所：欧州委員会農業総局提供資料 

欧州委員会が示した上記の次期 CAP 予算案に対しては、報道によると EU の農業関係者、加盟国から

の猛烈な批判が寄せられている。フランス、デンマーク、スウェーデンの農業団体は EU27 加盟国の GNI
負担率を 1.1％より増大させることを要求している他（2018 年 5 月 14 日付 IEG Policy）、欧州農業組織

委員会・欧州農業共同組合委員会（Copa-Cogeca）も農家所得が他の経済部門に比べて大きく下回ってい

ることを理由に次期 CAP 予算の削減に対して「強い失望」を表明した。また、欧州議会農業委員会も提

案された予算案は農家にとって不公平なもので差し戻されるべきとしており、加盟国のフランスにいた

っては農業大臣の Stéphane Travert が欧州委員会の予算案に対して“drastic, blind & simply unthinkable”
や“unacceptable proposal”といった強い表現で非難をしている（2018 年 5 月 2 日付 Agra Fact）。 
 予算案が公開された 5 月以降も、5 月 30 日の欧州議会本会議での CAP 予算削減等に関する反対決議、

6 月 1 日の複数６か国（仏、西、フィンランド、ギリシャ、アイルランド、ポルトガル）農業大臣によ

る CAP 予算規模維持に関する共同声明等の反応が続いている。11 月 14 日に欧州議会で採択された報告

書によれば、欧州委員会が提案した次期 CAP の予算削減案では多くの農家の活動に対して深刻な影響

を与えるとして、予算削減に反対する立場を表明している。そして、報告書の中では EU 予算は欧州委

員会が提案する域内の国民総所得（GNI）の 1.14％だけでは今後 EU が政治的コミットメントを果たし、

重要な課題に対応するには不十分として 1.3％に引き上げる必要があることを確認している。また、欧

州議会農業委員会）は報告書の中で EU が農業分野で直面する課題に対応するには予算の削減よりも増

額が必要であることを主張している（2018 年 11 月 14 日付 IEG Policy）。 
 
※Horizon Europe 研究プログラムからの支援 

 
EU では 2021 年から 2027 年の 7 年間を対象に全体予算 1,000 億ユーロの Horizon Europe 研究プログ

ラムが開始される予定であり、その中で CAP 予算とは別に総額 100 億ユーロが食料、農業、農村振興及

びバイオエコノミーにおける研究及びイノベーションに対して、利用可能となる。 
Horizon Europe は「オープンサイエンス」、「グローバルチャレンジ・産業競争力」、「オープンイノベ

ーション」の三つの柱から構成され、EU の科学技術基盤の強化、欧州のイノベーション・競争力・雇用

の推進、EU 市民の優先課題の実現と社会経済モデル・価値を持続させることを目的とする。 
食料、農業、農村振興及びバイオエコノミーにおける研究及びイノベーションの予算は三つの柱の中

で「グローバルチャレンジ・産業競争力」から利用可能であり、SDGs を含むこれからの社会的課題の

解決において重要な領域と目されている。 
 



 

16 
 
 

図表 9 グローバルチャレンジ・産業競争力のクラスター内訳10 
クラスター 予算額 

健康 77 億ユーロ 

社会包摂と保護 28 億ユーロ 

デジタルと産業 150 億ユーロ 

気候変動、エネルギー、モビリティ 150 億ユーロ 

食料、自然資源 100 億ユーロ 

共同研究センター（Joint Research Centre） 

＊独立した科学的エビデンスと技術支援によって、政策サイク

ル全体のＥＵの政策を支援 

220 億ユーロ 

 
 クラスターを利用した取組は共同プロジェクトによって実施され、少なくとも 3 つの独立した法人か

ら構成されるコンソーシアムであって、そのうち少なくとも 1 つの法人が加盟国内で設立されたもので

なくてはならない。事業の提案は競争的な公募によって受け付けられる。 
 

2.2. 次期 CAP 案の概要  

 欧州委員会が 2018 年 6 月 1 日に公開した次期 CAP 案（legisilative proposal：関連規則 COM（2018）
392, 393, 394 等※）と共に公表された資料によると次期 CAP の全体像は図表 8 のとおりとなる。前年 11
月 29日に公表された次期CAP改革に関する基本方針「食料と農業の未来」（The Future of Food and Farming）
で示されたとおり、次期 CAP では現在の基本的な枠組を維持しつつ、加盟国に対してより権限と責任

を委譲する方針を打ち出している。これにより、加盟国の裁量は拡大し、 小限の EU としての共通ル

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

きるようになる（tailor made schemes）。その代わりに、EU からの予算配分にあたって加盟国の施策実施

の説明責任も拡大する見込みである。加盟国は施策実施にあたっては独自の戦略計画を策定し、欧州委

員会がそれを審査・承認することとなる。 
 
（※）CAP 関連 EU 規則(regulation)新旧対照表 

 現行規則 改正 新 CAP 案 
 
農村振興・直接支

払等 

農村振興:No.1305/2013 
 

直接支払:No.1307/2013 

廃止 
   →新設 
廃止 

 
戦略計画:COM(2018)392 

横断的規則 No.1306/2013 廃止 → 新設 COM(2018)393 

共通市場機構等 No.1308/2013 等 一部改正 COM(2018)394 

   （注）2018 年 6 月 1 日現在 
 

                                                        
10 European Commision“Commission proposal for Horizon Europe, THE NEXT EU RESEARCH & 
INNOVATION PROGRAMME (2021–2027)”（2018 年 6 月）より作成 
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図表 10 次期 CAP（2021-2027）の全体像 

 
出所：European Commission“EU BUDGET:THE CAP AFTER 2020”（2018 年 6 月）より作成 

次期 CAP 案では９つの特定目的が掲げられており、それぞれ経済的側面、環境的側面、社会的側面

の３種類に分類することができる。 

図表 11 次期 CAP（2021-2027）の９つの特定目的の分類 
経済的側面 環境的側面 社会的側面 

（１）食料安全保障強化のため、EU 全

域にわたり存続可能な農家の所得と

レジリエンスに対する支援 

（４）気候変動の緩和及び適応、持続

可能エネルギーへの貢献 

（７）農村に青年農業者を呼び寄せ、

農村地域における事業発展の促進の

促進 

（２）研究、テクノロジー、デジタル

化により焦点を当てた市場指向性の

向上、競争力の増大 

（５）持続的開発と水、土壌、大気等

の自然資源の効率的管理の促進 

（８）バイオエコノミー、持続可能な

林業を含む農村における雇用、成長、

社会包摂、地域振興の促進 

（３）バリューチェーン上の農家の地

位向上 

（６）生物多様性の保護、生態系サー

ビスの強化、生息地・景観の保全への

貢献 

（９）EU 農業の食品と健康に関する

社会的要請への対応の向上（安全で、

栄養価が高く、持続可能な食品と動物

福祉の問題を含む） 

出所：CAP 戦略計画規則案(COM(2018)392) Article6-1 より作成 
（注）このほかに、CAP の分野横断的な目的として、持続可能性、現代化、簡素化が規定されている。 
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現行 CAP と次期 CAP 案を比べると、次期 CAP 案においても第一の柱（直接支払、市場措置）と第

二の柱（農村振興）の 2 本柱から成る既存の主要体系に大きな変更は見られない11。また、個別施策に

おいても直接支払の支払額の算定は引き続き面積基準で決定される等、各施策における基本原則は継

続される見込みである。 
両 CAP の も大きな違いは加盟国が実施する施策の管理運営方式（new delivery model）である。現

行 CAP では、第一の柱の直接支払は中央集権的（one-size-fits-all）に EU が加盟国の施策運営を細かく

管理しており、第二の柱の施策も EU が用意したプログラムから加盟国が実施施策を選択し、欧州委員

会がそれを承認する仕組みを取っている。次期 CAP 案では、各加盟国は CAP の 9 つの目的に沿いつつ

も、加盟国固有の事情に応じて第一の柱と第二の柱の両方を含む包括的な CAP 戦略計画（CAP 
Strategic Plan）を策定し、事前に欧州委員会の承認を得る方式をとる。加盟国による計画の策定は義務

であり、加盟国が計画を策定しない、もしくは不十分な計画しか策定しなかった場合には財源の交付

が留保される場合もあり得る。CAP 戦略計画が含む広範な事項の中には、加盟国レベルで直接支払の

受給資格の基準を決定する等、加盟国に委ねられる裁量は現行 CAP よりも大きい（tailor made 
scheme）。 
 

(1) CAP 戦略計画（CAP Strategic Plan） 

次期 CAP 案の中において CAP 戦略計画に関する事項は CAP 戦略計画規則案（COM(2018)392）の第

５編で列挙されている。各加盟国は共通の指標を用いて、毎年の進捗報告を行わなくてはならない。

加盟国の目標達成を評価する指標のセットが CAP 戦略計画規則案付録３に列挙されている。しかしな

がら、欧州議会農業委員会が 2018 年 10 月に公開した委託調査レポートによれば、加盟国の目標達成

を評価する指標について欧州委員会は具体案を示しておらず12、重要な論点として今後の議論が予想さ

れるとしている。レポートでは、特に加盟国が設定した目標の達成状況を評価するプロセスは定量化

されたものでなくてはならないとしている。 
 

① CAP 戦略計画の内容 

 各加盟国は第一の柱と第二の柱の両方を含む一つの CAP 戦略計画を作成する。加盟国は以下の内容

を含む CAP 戦略計画を作成し、欧州委員会に提出をする。 
 

・ ニーズの評価 

・ 支援戦略（特に対象となる義務的事項：グリーン・アーキテクチャ（環境及び気候変動に関する構成）、

青年農業者、リスク管理政策） 

・ CAP 戦略計画の中で明記されている直接支払、部門別支援措置、農村振興政策に関する事項 

・ 目標と財務計画 

・ 管理と調整システム 

・ CAP の近代化を進める要素 

・ 簡素化及び受益者のための行政負担の軽減に関する要素 

 提出された各加盟国の CAP 戦略計画は実際の運用までに以下のプロセスを踏まえる。 
 

② 承認 

・ 評価基準：計画の完全性、EU 法の一般原則、CAP 戦略計画規則及び横断的規則との整合性等 

                                                        
11 次期 CAP における第一の柱と第二の柱の個別の施策は次期 CAP 法案の第３編で定義、要件等が記載されている。 
12 European Parliament“Research for AGRI Committee – The CAP beyond 2020: appraisal of the EC legislative 
proposals,STUDY Requested by the AGRI committee”pp.19-21 （2018 年 10 月） 
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・ CAP 戦略計画は、加盟国からの提出後 8 月以内に欧州委員会が承認（ただし、欧州委員会からの所

見の送付後加盟国が回答するまでの期間を除く） 

・ 一部計画の承認申請の可能性 

③ 修正 

・ 加盟国からの修正申請には、十分に正当化できる事情が必要 

・ 欧州委員会の所見の十分な考慮を条件に 3 か月以内に承認 

・ 修正申請の機会は毎年 1 回 

④  参画: 

・ CAP 計画に地域レベルの要素を含むことは可能であるが、加盟国は全体の一貫性（coherence and 

consistency）を保つ必要がある 

・ CAP 計画作成への関与: 

 関係する公的機関 

 経済・社会的パートナー及び市民社会を代表する関係機関 

 社会包摂、基本的権利、ジェンダー平等及び無差別に取り組む関係機関 

・ 環境及び気候変動に関連する権限を有する当局は、計画内の関連部分の作成に効果的に関与しなけれ

ばならない 

 

(2) 柱間の財源移転 

図表 12 柱間の財源移転（現行 CAP／次期 CAP） 
現行 CAP（2014-2020） 次期 CAP（2021-2027） 

・全ての加盟国は第一の柱と第二の柱の予算額の移転を

大15%まで行うことができる。 

 

・直接支払の面積単価がEU平均の90％未満の国について

は、第二の柱から第一の柱への移転を25％まで認められ

る。 

・全ての加盟国は第一の柱と第二の柱の予算額の移転を

大15%まで行うことができる。 

 

・上記に加えて、環境及び気候変動対策を目的として、

第一の柱から第二の柱への予算額の移転を 大15%まで行

うことができる（青年農業者対策を目的とした場合は

大2%）。 

出所：農林水産省「平成２９年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業」（2018 年 3 月）、IEG 
Policy “Reform of the Common Agricultural Policy”（2018 年 6 月）、欧州委員会等各種資料より作成 

 

2.3. 第一の柱の直接支払制度の見直し（直接支払制度の柔軟化、グリーニングの見直しに

ついて等） 

(1) 直接支払制度の柔軟化 

CAP における直接支払制度は、農業部門と他部門との所得ギャップを補填し、農家の生計を支える重

要なセーフティーネットを担う。現行 CAP の直接支払制度は EU 全農地のおよそ 90％、約 700 万世帯

の農家を対象としており、CAP 予算の約 70%を占める も重要な施策として位置付けられる。 
欧州委員会は、次期 CAP 改革に関する基本方針「食料と農業の未来」での分析において、農業所得安

定のための直接支払制度の役割を評価しつつも、全農家の半数以上を占める小規模農家が給付を真に必

要としながらも十分に支援を受け取っていない現状は不公平と指摘している。 
2018 年 6 月 1 日に公表された欧州委員会提案においても、次期 CAP の直接支払では支援を必要とす
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る中小規模の農家及び青年農業者に対する支援を特に重視している。改正のポイントは以下のとおりで

ある。 
 
 第一の柱の全ての直接支払について、1 農家当たりの受給上限額の設定義務付け（60,000 ユーロ以

上から累進的に減額／100,000 ユーロを超えた場合に受給上限） 

 加盟国は中小規模の農家に対してはより高い水準の支援を行う必要がある 

 加盟国は直接支払予算の 2％以上を第一の柱の青年農業者支払及び第二の柱の青年農業者の定着支

援に割当。青年農業者の定着支援に関しては、 大 100,000 ユーロまで支援 

 加盟国は真に農業を営む者（genuine farmer）に対してのみ所得支援を行わなければならない 

 経済、社会ないし環境上の理由からとりわけ重要で、かつ明らかな困難な下にある特定品目に関して

は、引き続きカップル支払の助成対象とする 

 

図表 13 次期 CAP 案における直接支払制度の全体像 

 
出所：欧州委員会提供資料より作成 

 
  

義
務
的
取
組
要
件
の
遵

守
•環

境
・

気
候
変
動
等
の
関
連

要
件

持続可能性のための基礎所得支持

• 支払い受給権に基づき支援を与える場合には、
⁃ 加盟国内の支払い受給権価格の平準化（2026

年度までに全ての支払い受給権価格が、計画
平均単価の75％以上）

⁃ 加盟国は支払い受給権価格の上限を設定

• 加盟国が支払い受給権に基づく支払を決定
しない場合には、基礎的所得支持は、ヘク
タール当たり統一支払率で支払われる。た
だし、類似した社会経済的又は作物栽培条
の条件にある地域ごとに支払い単価に格差
を付けることができる

• 最低限の要件（農地面積等）

• 面積に対する追加助成
• 当該国平均面積規模を超えない農地
• 大規模農家から中小規模農家への再分

配施策

• 加盟国は、1ヘクタール当たりの支払額又は
面積範囲に応じた異なる支払額を設定する。
同様に、再分配支払の対象となる上限面積
を決定する

青年農業者向け追加的な所得支援

• 初めて経営を立ち上げ、基礎的所得支援
の支払受給権を有する青年農業者に対す
る追加的な所得支援

• 義務的取組を超えた気候変動・環境対策に資
する取組を行う農家を支援・奨励するもの

• 要件と支払額は加盟国が決められる

小規模農業者へのま

とめ払い

• 加盟国は（加盟国
自身が定義する）
小規模農業者に対
して、第一の柱の
全ての直接支払に
代わって「まとめ
払い」を行うこと
ができる

• 選択は農業者の任
意

カップル所得支持

• 現行期間の対象品目は次期CAPでも維持（併せて、非食品のバイオ燃料/バイオマス作物の品
目も新たに対象に追加）

• ・直接支払の最大10%までを財源割当て、追加でたんぱく質作物に2%の財源割当て見込み

エコ・スキーム

1農家当たりの受給上限額の設定義務付け
（60,000ユーロ以上から累進的に減額／
100,000ユーロを超えた場合に受給上限）

持続可能性のための補足的な再分配所得支持

右の定義は加盟国が特定を行う：真に農業を営む者、青年農業者、 農業活動、適格面積 、農用地（耕地、
永年作物地 、永年草地）



 

21 
 
 

(2) 第一の柱の直接支払の種類別構成（※支払名称の日本語訳は現行 CAP に基づく） 

① 基礎支払（現行 CAP：Basic payment scheme、次期 CAP 案：Basic income support for 
sustainability） 

図表 14 受給資格、支払い方式、高額受給の減額措置（現行 CAP／次期 CAP 案） 
現行 CAP（2014-2020） 次期 CAP（2021-2027） 

・直接支払の受給要件として「営農実体のある農業者

（Active Farmer）」であることが必要であり、条件はEU

全体の直接支払規則で規定。 低限の活動を行うことに

加え、業種の制限も実施。 

・農業者が「真に農業を営む者（Genuine Farmer）」で

あるかは、加盟国がCAP戦略計画の中で定義を行う。 

 

・兼業農業者（農業に主に従事しているが、同時に非農

業活動にも従事）は支払い対象からは除外されない。 

・適格面積に応じたデカップルされた支払が毎年行われ

る。 

 

・地域レベルでこの制度を適用する場合、地域の作物栽

培上及び社会経済的特徴等の客観的非差別的な基準に従

って、適用地域を定める。 

・適格面積に応じたデカップルされた支払が毎年行われ

る形態をとる（予定）。 

 

・類似した社会経済的又は作物栽培上の条件にある地域

ごとに支払い単価に格差を付けることができる。 

・現行 CAP（2014-2020）受給額は前 CAP（2007-2013）の

支払実績に基づく。 

・受給額は現行CAP（2014-2020）における制度の以下の

どちらかの支払実績に基づく：  

a)基礎支払とグリーニング支払の合計支払額 

b) 単一面積支払額 

・基礎支払の高額受給者は、1農家当たり15万ユーロ超過

部分の5%以上を減額される。減額措置は基礎支払（もし

くは単一面積支払）にのみ適用され、グリーニング支払

には適用されない。 

 

・15万ユーロ超過部分の減額率は加盟国が5%から100%の

間で選択できる。現行CAPでは、原則どおり15万ユーロ超

過部分の5％減額のみを適用する国が15か国ある一方、そ

れよりも厳しい減額措置を導入する国が9か国、逆に減額

を行わない国が5か国である。 

 

・加盟国は再分配支払を導入することで、減額措置の導

入義務を免れることができる。 

加盟国は1農家当たりで第一の柱の全ての直接支払の受取

額が6万ユーロ以上の場合は、以下のような減額措置を適

用する義務がある： 

 

・6万～7万 5 千ユーロ：25%以上の減額 

・7万 5千～9 万ユーロ：50%以上の減額 

・9万～10 万ユーロ：75%以上の減額 

・10 万ユーロ超過部分：100%までの減額 

 

加盟国は減額措置の政策目的に照らし、対象の直接支払

額からは給与、その他の直接・間接人件費分を控除しな

くてはいけない。 

 

・減額措置で生じた財源は補足的再分配スキームや他の

デカップル支払、農村振興施策に供される 

出所：農林水産省「平成２９年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業」（2018 年 3 月）、IEG 
Policy “Reform of the Common Agricultural Policy”（2018 年 6 月）、欧州委員会等各種資料より作成 

 現行 CAP で中東欧諸国を中心に 11 の加盟国で採用されている単一面積支払は次期 CAP 案の中では

条文が設けられていない。 
 

② グリーニング支払（現行）及びエコ・スキーム（次期 CAP 案）の比較（現行 CAP：Greening payment、
次期 CAP 案：Schemes for the climate and the environment に変更） 

図表 15 グリーニング支払（現行）及びエコ・スキーム（次期 CAP 案）の比較 
現行 CAP（2014-2020） 次期 CAP（2021-2027） 

・気候変動対策と環境保全に資すると認められる農業活

動に対して支払われるEU共通要件に基づく助成。加盟国

は第一の柱の直接支払予算の30%を用いる。 

 

・気候と環境に有益な３種類の取組要件（作付品目の多

様化、永年草地の維持、環境重点用地の設定）が課され

る。 

 

・３種類の取組要件の代わりに、同等以上の気候変動対

策と環境保全に資する取組は「同等措置」として認めら

・次期CAPではグリーニング支払は実施されない。ただ

し、グリーニングの中の 重要な要素は第一の柱の直接

支払及び第二の柱の環境に関する3種類の支払の受給要件

である義務的取組要件（Conditionality）に取り入れら

れる。 

 

・加盟国は農家にとって任意参加となる気候変動・環境

スキーム（エコ・スキーム） を新たに設けるものとさ

れる。この支援措置は、第二の柱の「環境・気候等管理

約束支払」とは異なるものでなければならない。 
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れる。 

 

 

・この支援は、義務的取組要件の要件及び通常の農地の

維持を超える取組に対してのみ与えられる。 

 

・支払は適格面積に基づく年間払いとして、以下のどち

らかの形態で行う： 

－基礎所得支持の上乗せ分 

－第二の柱の「環境・気候及びその他の管理の約束」の追

加的費用及び逸失利益の全て又は一部の補償支払 

出所： 農林水産省「平成２９年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業」（2018 年 3 月）、IEG 
Policy “Reform of the Common Agricultural Policy”（2018 年 6 月）、欧州委員会等各種資料より作成 

③ 青年農業者支払（現行CAP：Young farmer payment、次期CAP案：Complementary income support 
for young farmers） 

図表 16 現行 CAP／次期 CAP 案における青年農業者支払 
現行 CAP（2014-2020） 次期 CAP（2021-2027） 

・加盟国は青年農業者支払の実施義務がある。40歳以下

の初めて経営を立ち上げた農業者に対して、当該個別農

業者ないし当該国における直接支払の平均面積単価の

25％を基礎支払に上乗せする（特別の事情の場合は 大

50%）。 

 

 

・ 長で経営開始から5年間にわたり助成を行う（経営開

始から5年後までに支払は終了）。 

 

・直接支払の割当額の 大2%まで割当て。 

 

 

・受給可能面積の上限は 25ha から 90ha の間で加盟国が

定める。 

・初めて経営を立ち上げ、基礎的所得支援の支払受給権

を有する青年農業者に対して追加的な所得支援を与える

ことができる（任意支払）。なお、「青年農業者」の定

義は、年齢制限（40歳以下）、農業経営体の長であるこ

とを条件とし、適切な訓練・必要な技術の条件を 低限

含む方法で加盟国が定める。また、単価の上限の定めは

ない。 

 

・支援の年数を制限する定めはない。 

 

・青年農業者向け追加的な所得支援のために直接支払の

割当額の２％以上を留保する。また、この留保額は第二

の柱の青年農業者の定着の支援にも使用できる。 

 

・受給可能面積の上限の定めはない 

出所：農林水産省「平成２９年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業」（2018 年 3 月）、IEG 
Policy “Reform of the Common Agricultural Policy”（2018 年 6 月）、欧州委員会等各種資料より作成 

④ 自然等制約地域支払（現行 CAP：Areas with natural constraints、次期 CAP 案：記載無し） 

図表 17 現行 CAP／次期 CAP 案における自然等制約地域支払 
現行 CAP（2014-2020） 次期 CAP（2021-2027） 

・加盟国は任意で直接支払の割当額の中で 大5%まで自

然等制約地域支払に充てることができた。 

・現行 CAP で自然等制約地域支払を採用したのは 2 か国

のみ。 

・次期 CAP では自然等制約地域支払は第二の柱でのみ扱

い、第一の柱の中では扱わない。 

出所：農林水産省「平成２９年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業」（2018 年 3 月）、IEG 
Policy “Reform of the Common Agricultural Policy”（2018 年 6 月）、欧州委員会等各種資料より作成 
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⑤ 再分配支払（現行 CAP：Redistributive payment、次期 CAP 案：Complementary redistributive 
income support for sustainability） 

図表 18 現行 CAP／次期 CAP 案における再分配支払 
現行 CAP（2014-2020） 次期 CAP（2021-2027） 

・各農場の農地の内、加盟国が定める一定以下の面積

（上限は30haあるいは当該国平均面積規模の大きな方、

その範囲内で全国一律の階層分けも可能）に対する追加

助成。 

 

・面積単価は直接支払の国・地域内平均面積単価の65％

以下で各国が定める。 

・適格面積に応じた年間デカップル支払を通じた大規模

農家から小規模農家への再分配施策。 

 

・加盟国は、1 ヘクタール当たりの支払額又は面積範囲に

応じた異なる支払額を設定する。同様に、再分配支払の対

象となる上限面積を決定する。 

出所：農林水産省「平成２９年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業」（2018 年 3 月）、IEG 
Policy “Reform of the Common Agricultural Policy”（2018 年 6 月）、欧州委員会等各種資料より作成 

⑥ 小規模農業者支払（現行 CAP：Small farmers scheme、次期 CAP 案：Round sum payment for 
small farmers） 

図表 19 現行 CAP／次期 CAP 案における小規模農業者支払 
現行 CAP（2014-2020） 次期 CAP（2021-2027） 

・加盟国は、行政事務の負担軽減のため、小規模農業者を

対象に、他の各種直接支払すべてを代替する簡易な制度を

実施できる（当制度を選択した農業者は、第一の柱の当制

度以外の直接支払を受給できなくなる）。 

 

・当制度を選択した農業者は、クロス・コンプライアンス、

グリーニングの義務が免除される。 

 

・給付額は各国が算出する一定額であるが、 低 500 ﾕｰﾛ

（特例あり）、 高 1,250 ﾕｰﾛの限度額が定められている。

 

・本制度の総コストは、第一の柱の直接支払の割当額の

10％以内 

 

 

・加盟国は（加盟国自身が定義する）小規模農業者に対

して、第1の柱の全ての直接支払に代わって「まとめ払

い」を行うことができる。 

 

・本制度を選択した農業者には、義務的取組要件のルー

ルが適用される。 

 

・給付額の上限・下限の定めはない（なお、加盟国は、

別途、デカップル直接支払いを受給する 低要件とし

て、面積の 低基準を定めることとされている）。 

 

・使用できる予算の上限の定めはない。 

出所：農林水産省「平成２９年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業」（2018 年 3 月）、IEG 
Policy “Reform of the Common Agricultural Policy”（2018 年 6 月）、欧州委員会等各種資料より作成 

⑦ カップル支払（現行 CAP：Voluntary coupled support、次期 CAP 案：Coupled income support） 

図表 20 現行 CAP／次期 CAP におけるカップル支払 
現行 CAP（2014-2020） 次期 CAP（2021-2027） 

・カップル支払はタバコを除くほぼ全てのCAP品目をカバ

ー。 

 

・原則、第一の柱の直接支払の予算枠の 大8％までカッ

プル支払に財源割当てが可能、特例で13％以内。更に特

例で13％以上も可能。追加でたんぱく質作物に2%の財源

割当てが可能。 

 

・オムニバス規則により、カップル支払の受給者が構造

的な市場の不均衡により被害を受けることを回避するた

めの措置について、規定が追加。 

 

綿花に対する作物特定支払は別途扱い。 

・現行期間の対象品目は次期CAPでも維持。併せて、非食

品のバイオ燃料/バイオマス作物の品目も新たに対象に追

加。 

 

・直接支払の 大10%までを財源割当て。特例で現行期間

に13％以上を使用した加盟国は、10％以上も可能。追加

でたんぱく質作物に2%の財源割当てがされる見込み。 

 

・この支払の受給者が構造的な市場の不均衡により被害

を受けることを回避するための措置について規定。 

 

・綿花に対する作物特定支払は別途扱い。 

出所：農林水産省「平成２９年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業」（2018 年 3 月）、IEG 
Policy “Reform of the Common Agricultural Policy”（2018 年 6 月）、欧州委員会等各種資料より作成 



 

24 
 
 

 
現行 CAP では共通市場機構規則（EU）No1308/2013 で規定されていた部門別支援措置は、次期 CAP

案では直接支払や農村振興政策と同じ CAP 戦略計画規則案に部門別の支援措置の類型として移動して

いる。 
果物・野菜部門及び養蜂部門における部門別の支援措置の類型は、全加盟国において義務的である。

また、ワイン部門については、16 の加盟国で義務的である。 
加盟国は、ホップ部門、オリーブ油・オリーブ部門について支援措置の類型を選択することができる。 
生産者組織及び運営プログラム（例：果物・野菜部門、オリーブ油部門）、又は加盟国のプログラム

（例：養蜂部門、ワイン部門）により実施されている。 
オムニバス規則により、果物・野菜部門及びワイン部門で運用改善が行われた。 
今回の欧州委員会の CAP 改革案においては、新たに、「その他部門」が支援措置の対象に追加され、

直接支払の国別割当額の 3％以内の支援が可能とされている。また、果物・野菜部門及びワイン部門に

おける環境・気候変動対策の強化、養蜂部門の支援措置の義務化（現行期間では任意）も行われている。 
 

(3) グリーニングの見直しについて 

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

化するため、直接支払予算の中に農業の多面的機能の役割を反映したグリーニング支払が導入された。

そのため、現行 CAP では農家はグリーニング支払を受給するために従来のクロス・コンプライアンス

に加え、さらにそれを上回る環境要件（作付品目の多様化、環境重点用地の設定、永年草地維持）の遵

守が義務づけられていた。 
しかし、グリーニング導入以後の欧州委員会の肯定的なレビューとは裏腹に、欧州委員会以外の機関

からはグリーニングの環境効果に対して厳しい批判が寄せられた。欧州会計検査院（ECA）は 2017 年

12 月に公開した報告書13の中で、「グリーニング支払が今後の CAP における環境保護・気候変動対策に

貢献する可能性は低いとして、グリーニングの存在が CAP の中での直接支払予算の確保の正当化には

繋がらない」と結論付けた他、2017 年 11 月には著名な環境団体である Bird Life や EEB 等が連名でグ

リーニングを含む現行 CAP の問題点を指摘するレポート14を公開している。 
上記のようなグリーニングに対する批判もあり、欧州委員会は次期 CAP 改革ではグリーニングを廃

止することを決定し、現行 CAP で柱間をまたがるクロス・コンプライアンス、グリーニング支払、第二

の柱の農業環境・気候支払の 3 つの仕組みを包括的に統合し、直接支払の受給要件としての義務的部分

と加盟国の任意参加部分を二段階に分けた新たな仕組みに置き換えるとしている。上乗せされる加盟国

の任意参加の部分には施策の裁量が与えられ、農家は達成した環境目標に応じた支払額を受給できると

している。2018 年 6 月 1 日に欧州委員会より示された次期 CAP 案における新たな環境支払のモデル案

は次のとおりである。 

                                                        
13 European Court of Auditors“Greening: a more complex income support scheme, not yet environmentally 
effective”（2017 年 12 月） 
14 Bird Life、EEB 等“Advocating for sustainable agriculture”（2017 年 11 月） 
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図表 21 次期 CAP における環境及び気候変動施策の概要 

 
出所：European Commission“EU BUDGET:THE CAP AFTER 2020”（2018 年 6 月）より作成 

現行 CAP と次期 CAP 案の環境支払の重要な違いは、次期 CAP 案では欧州委員会が詳細な管理規則

を EU 全体に適用しない点である。加盟国による義務的取組部分を超えた環境取組については、加盟国

の CAP 戦略計画の中で自国の地域条件を考慮した実施が求められることとなる。 

図表 22 現行 CAP／次期 CAP 案における環境支払の構造の変化 

 
出所：欧州委員会提供資料より作成 

 
次期 CAP 案ではグリーニングは廃止され、クロス・コンプライアンスは新たな「義務的取組要件」

（Conditionality）に統合されるが、CAP の環境要件は弱まるよりもむしろ強化される見込みである。
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薄く広く農家が参加するグリーニングの特徴は義務的取組要件に引き継がれ、特別な直接支払の対象

となるより高度な取組への参加は選択制となる。 
次期 CAP 案における義務的取組要件は従来のクロス・コンプライアンスと同様に環境、食品安全、

動物福祉等に関する SMRs（Statutory Managemen Requirements：法定管理要件）と土地の良好な農業・

環境状態の基準に関する GAEC（Good Agricultural and Environmental Condition：良好な農業・ 環境条

件）の二つの内容を統合・整理したものだが、遵守項目は増えている。 
 

図表 23 次期 CAP 案における義務的取組要件の内容 

 
出所：欧州委員会提供資料より作成 

図表 24 現行 CAP／次期 CAP 案における共通の遵守事項 
現行 CAP（2014-2020） 次期 CAP（2021-2027） 

※以下はクロス・コンプライアンスの実施に関する事項 

 

・既存のEU規制（環境、食品安全、動物福祉等の13の

SMRs）及び各加盟国が定めるGAEC（土地の良好な農業・

環境状態の基準）の中で全農家・農地に遵守を求める

低限の基準。 

 

・対象となる支援措置は、第一の柱の直接支払（一部を

除く。）第二の柱の農業環境・気候支払、Natura2000及

び水枠組み指令支払い、有機農業支払、自然等制約地域

支払及び動物福祉支払等。 

 

 

・加盟国は農家のクロス・コンプライアンスの遵守状況を

監督し、基準を満たさない農家に対しては罰則を適用す

る。 

 

・過失による不遵守の場合は、原則３％の行政上の罰金。

 

・上記の行政上の罰金については、加盟国はその 25％を

保持することができる。 

※次期CAPではクロス・コンプライアンスは無くなり、義

務的取組要件に置き換え。 

 

・農家は「第一の柱の直接支払又は第二の柱の環境・気

候等支払、自然又はその他の地域特有の制約支払、特定

の義務的要件に起因する地域特有の不利な立場に対する

支払」の受給のために、16のSMRsと8つのGAECからなる義

務的取組要件を遵守しなくてはならない。 

 

・「早期警告」システムにより、農家には軽度のコンプ

ライアンス違反が通知される（罰則は適用されない）。

ただし、同様の違反が以前にも通知されていた場合はそ

の限りではない。 

 

・過失によるコンプライアンス違反の場合、農家は総受

給額の3％の行政上の罰金を受ける。 

 

・再度違反や故意のコンプライアンス違反に対しては高

度の罰則が適用される（故意による場合には、 大100％

の単年・複数年の減額も可能）。 

 

・上記の行政上の罰金については、加盟国はその 20％を

保持することができる。 

出所：農林水産省「平成２９年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業」（2018 年 3 月）、IEG 
Policy “Reform of the Common Agricultural Policy”（2018 年 6 月）、欧州委員会等各種資料より作成 
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2.4. 第二の柱の種類別施策 

 次期 CAP 案における第二の柱の農村振興政策の主要な変化は、第一に柱内の全体構造、施策の運用

方法の変化である。現行 CAP では６つの「EU の優先事項」である①知識移転・革新、②競争力、③

フードチェーン・動物福祉・リスク管理、④生態系、⑤資源効率、⑥雇用と経済振興、が設定され、

その中で EU 域内で 118 の農村振興プログラムが存在していたが、次期 CAP 案では 8 つの大きな施策

領域が設定され、その先の細かな施策の運用は CAP 戦略計画の中で各々の加盟国に委ねられる。個別

施策の目的等の重要な要素の変化は見られない。 

図表 25 農村振興政策の構造（現行 CAP／次期 CAP 案） 
現行 CAP（2014-2020） 次期 CAP（2021-2027） 

【６つの「EUの優先事項」 

・知識移転・革新 

・競争力 

・フードチェーン・動物福祉・リスク管理 

・生態系 

・資源効率 

・雇用と経済振興 

【8つの主要施策領域】  

・環境、気候等管理約束 

・自然ないしその他制約のある地域 

・一定の義務的要件遵守により特定の損失を被る地域 

・投資 

・青年農業者の定着及び農村の事業の立上げ 

・リスク管理ツール 

・協同 

・知識移転・情報活動 

出所：平澤「EU の農村振興政策─2014～2020 年の新たな枠組み─」『農林金融 2015・9』農林中金総

合研究所、IEG Policy Reform of the Common Agricultural Policy（2018 年 6 月）より作成 

 もう一つの次期 CAP 案における農村振興政策の変化は、第二の柱の中で環境と気候変動対策に特別

に焦点を当てていることである。欧州委員会は次期 CAP 案において、加盟国に対して第二の柱の財源

（欧州農業農村振興基金による支出）の 30%以上を環境及び気候に関連する特定目的に対処する支援

措置（自然又は他の地域特有の制約に関する支援措置を除く）のために留保するとしている。 
既出のとおり、第一の柱から第二の柱への 15%の財源の全てが環境及び気候変動対策を目的とした

ものならば、 大 30%までの移転が認められている。欧州委員会の第二の柱における環境、気候変

動、その他管理取組の重視がうかがえる。 
また、第二の柱の支援措置に関して、全般的に EU の財政負担率が現行期間より低下している中で、

環境・気候等管理約束、環境及び気候に関連する特定目的に関連した非生産的投資については、特例

として、EU の負担率が 80％と高水準になっている。 
 

図表 26 次期 CAP 案における農村振興政策の構造 

施策 内容 

CAP 戦略計画にお

ける実施の義務付

け 

第二の柱予算に

占める割合 

通常の EAFRD の

協調融資割合 

環境・気候等管理約

束（65 条） 

環境、気候を始めとする CAP の

９つの特定目的を達成するため

に有益と考えられる農業者等の

自発的な管理取組に対する補償

的な支払 

有り（農業・環

境・気候の取組に

限る） 

30％以上（第二

の柱における他

の環境・気候に

関する CAP の９

つの特定目的に

対処する支援措

置との合計とし

て） 

80% 

自然ないしその他制

約のある地域（66

条） 

自然ないしその他制約のある地

域（定義は現行 CAP と同じ）の

真に農業を営む者への補償的な

土地面積支払 

無し 規定無し 65% 

一定の義務的要件に

よる地域固有の不利

益（67 条） 

Natura2000（生息地保護）と河

川管理の制約の下にある農業者

等への補償的な土地面積支払 

無し 

30％以上（第二

の柱における他

の環境・気候に

関する CAP の９

つの特定目的に

80% 
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施策 内容 

CAP 戦略計画にお

ける実施の義務付

け 

第二の柱予算に

占める割合 

通常の EAFRD の

協調融資割合 

対処する支援措

置との合計とし

て） 

投資（68 条） 

CAP の９つの特定目的の達成に

貢献する有形資産投資又は無形

資産投資に支援（不適格とされ

るものを除く）。支援率は適格コ

ストの 75％までである（特例あ

り） 

無し 規定無し 

80％（環境・気

候に関連する非

生産的投資）、

70％（海外領土

等）、43％（上

記以外） 

青年農業者の定着及

び農村の事業の立上

げ（69 条） 

青年農業者の定着及び農村の事

業の立上げに対する 大 10 万ユ

ーロまでの一時金支払 

無し 規定無し 

海外領土等：

70% 

それ以外の地

域：43% 

リスク管理ツール

（70 条） 

平均年間生産又は収入の 20%以

上の損失を補償するための保険

又は相互基金の保険料に対する

資金供与。支援は費用の 大

70%までである 

有り 規定無し 

海外領土等：

70% 

それ以外の地

域：43% 

協同（71 条） 
EIP-AGRI 及び LEADER の準備・

支援並びに品質スキーム、生産

者組織等の奨励等の協力に支援

無し 

5％以上

（LEADER に限

る） 

80％（EIP 及び

LEADER）、70％

（海外領土

等）、43％（上

記以外） 

知識移転・情報活動

（72 条） 

イノベーションの普及、訓練や

助言へのアクセス、知識と情報

の普及といった活動の促進のた

めの活動費用を 大 75%まで補

助。また、農業助言サービス

（FAS）の設立の場合には、 大

20 万ユーロまで支援可能 

無し 規定無し 

海外領土等：

70% 

それ以外の地

域：43% 

出所：農林水産省「平成２９年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業」（2018 年 3 月）、IEG 
Policy “Reform of the Common Agricultural Policy”（2018 年 6 月）、欧州委員会等各種資料より作成 

(1) （価格変動や天災等に対する）リスク管理政策（所得安定化策の見直し等） 

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

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

がなされた。現行 CAP では次のとおり、保険・相互基金・全部門の農業者に対する所得安定化手段・

特定部門の農業者に対する所得安定化手段の 4 つのツールから構成される15。現行 CAP の中では 28 か

国中 13 か国の加盟国でリスク管理政策が導入されており、118 の農村振興プログラム中、13 のプログ

ラムで実施がされている。 
 

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

的損失に対応する農業保険の保険料に対して財政支援を行うもの（36 条）。 
平均年間生産量（3 年間平均値あるいは 5 年間のうち 高・ 低の年を除いた 3 年平均値）の 20%を超

える分の経済的損失が補償の対象となる（37 条）。 
 
②相互基金（Mutual funds） 
天候不順・動植物疾病の発生・害虫のまん延・環境事象によって生じた農家の経済的損失16に対応する

                                                        
15 農村振興規則 36 条- 39a 条（（EU)No1305/2013)及び、農林水産省「平成 26 年度海外農業・貿易事情分析事業（欧州）

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

る。相互基金は保険会社が商品化していないリスクで、例えば植物の病気等を対象としている。 
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相互基金に対して財政支援を行うもの（36 条）。  
平均年間生産量（3 年間平均値あるいは 5 年間のうち 高・ 低の年を除いた 3 年平均値）の 30%を超

える分の経済的損失が補償の対象となる（38 条） 
 
③全部門の農業者に対する所得安定化手段（Income stabilisation tool） 
所得が大幅に減少した農家へ補償を提供する所得安定化策（相互基金の形態をとる）に対して、財政支

援を行うもの（36 条）。現行制度では、補償は個々の農業者の年間所得が直前数年間の水準（3 年間平均

値あるいは 5 年間のうち 高・ 低の年を除いた 3 年平均値）を 30％以上下回った場合に支払われ、補

償の水準は所得減少額の 7 割未満である（39 条）。 
 
④特定部門の農業者に対する所得安定化手段（Sectorial Income stabilisation tool） 
特定の農業部門を対象とした所得安定化手段である（36 条）。ツールの行使にあたっては正当な理由が

あることを示す必要がある。対象部門の農業者の年間所得が直前数年間の水準（3 年間平均値あるいは

5 年間のうち 高・ 低の年を除いた 3 年平均値）を 20％以上下回った場合に支払われ、補償の水準は

所得減少額の 7 割未満である（39a 条）。 
（注）条文番号は現行 CAP の農村振興規則に基づく。 
 

CAP 戦略計画規則案の中の条文を見てみると、次期 CAP ではリスク管理政策の項目は現行 CAP の農

村振興規則と比べて簡素化したと言える。所得安定化手段は相互基金に統合され、現行の農村振興規則

の中で列挙していた補償対象のリスクの種類は、生産リスクに加え収入リスクも包括的に規定する形態

をとっている。簡素化により制度の柔軟性を高め、より加盟国のニーズに即した支援を行えるようにす

ることを目的としている。 

図表 27 リスク管理政策の枠組の変化 
 現行 CAP（2014-2020） 次期 CAP（2021-2027） 

直接支払 － － 

市場措置（品

目別支援措

置） 

共通市場機構（果物・野菜、ワイン）: 

① 保険 
② 相互基金 

共通市場機構（果物・野菜、ワイン）: 

① 保険 

② 相互基金 

農村振興政策 

1. 農村振興規則 18 条 

2. 農村振興規則 36–39a 条 

① 保険 

② 相互基金 

③ 所得安定化策 

④ 品目別の所得安定策 

1. CAP 戦略計画規則案 68 条 

2. CAP 戦略計画規則案 70 条 

① 保険 

② 相互基金 

 
CAP 戦略計画規則案 70 条によれば、次期 CAP では加盟国による第二の柱におけるリスク管理政策の

実施は義務的事項となる。また、加盟国は特に保険スキームと相互基金に対して財政的貢献を行うこと

ができる。 
 保険スキームと相互基金を通じて年間生産または年間収入の平均17の 20%以上の分の経済的損失を補

償するには、加盟国は以下を定めなくてはならない。 
 

・ 適格な保険スキーム及び相互基金の種類及び補償範囲 

・ 損失の計算方法及び支援の発動要件 

・ 相互基金の設立と管理に関する規則 

図表 28 現行 CAP／次期 CAP 案におけるリスク管理政策 
現行 CAP（2014-2020） 次期 CAP（2021-2027） 

・リスク管理政策は第二の柱の下で保険・相互基金・全

部門の農業者に対する所得安定化手段の3つのツールから

・リスク管理政策は第二の柱の下で利用可能で、CAP戦略

計画の中においては実施が義務的事項である。 

                                                        
17 3 年間平均値あるいは 5 年間のうち 高・ 低の年を除いた 3 年平均値 
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構成される 

 

・所得安定化手段は 2018 年 1 月 1日から発動下限 20％の

特定部門の農業者に対する所得安定化手段が新たに導入

された。 

 

・対象となる生産又は収入の損失は、20％又は 30％以上

を補償。 

 

・加盟国は適格費用の 70％まで支援。 

 

・加盟国は、特に以下の支援を提供できる： 

－保険スキームのための保険料支払の財政的貢献 

－基金設立コストを含む相互基金への財政的貢献 

 

・生産又は収入の損失は20%以上を補償。 

・加盟国は適格費用の 70%まで支援。 

出所：農林水産省「平成２９年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業」（2018 年 3 月）、IEG 
Policy “Reform of the Common Agricultural Policy”（2018 年 6 月）、欧州委員会等各種資料より作成 

  

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

① 農業環境政策 

現在は、農業環境・気候、有機農業、森林環境・気候サービス及び森林保全、動物福祉がそれぞれ独

立した条となっているが、欧州委員会提案では、「環境・気候等管理約束」の 1 条となっている。このう

ち、農業環境、気候に関する約束については、加盟国はその CAP 戦略計画に必ず含めるものとされてい

る。 

図表 29 第一の柱と第二の柱の環境支払の二重給付回避のための措置 
現行 CAP（2014-2020） 次期 CAP（2021-2027） 

第一の柱のグリーニング支払と第二の柱の農業環境・気候

支払の取組で重複する部分については、農業環境・気候支

払から必要額を減額。 

第二の柱で行われる環境取組は第一の柱の取組と異なる

ものでなくてはならない。そのため、CAP戦略計画の下で

は二重給付の問題は生じない見込みである。 

出所：農林水産省「平成２９年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業」（2018 年 3 月）、IEG 
Policy “Reform of the Common Agricultural Policy”（2018 年 6 月）、欧州委員会等各種資料より作成 

 

② 自然条件不利地域対策 

現在は、第二の柱の自然等制約地域支払に加え、第一の柱にも自然制約地域支払が存在するが、欧州

委提案では、第二の柱の自然制約等地域支払いのみが引き続き存在する。なお、2018 年に設定されたこ

の支払の適格地域は、引き続き今後の支払にも適用される。 
 

③ 青年農業者育成対策 

 第二の柱の青年農業者の定着については、欧州委員会提案では、EU レベルの受給要件の大幅な削減

が行われる。現在は、要件が 15 あるが、今後は、訓練の要件、青年農業者の上限年齢、事業計画の提

出、経営体の長としての要件、一括払い（ 大 10 万ユーロ）について、加盟国が設定することのみが

義務付けられる。加盟国が自国の青年農業者のニーズに応じて、EU レベルで今後は必須とされない要

件の内、（もし必要があれば）どの要件が重要と考えられるかを決定することができるようになる。 
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2.5. 改革プロセスの今後の見通し 

 現在進められている次期 CAP（2021-2027）改革プロセスと前回の 2013 年改革とで大きく違う点は、

欧州委員会が法案を提出（2018 年 6 月）してから欧州議会選挙（2019 年 5 月）までの期間が短いこと、

そしてブレグジットの影響で EU 予算の多年次財政枠組（MFF）の合意が難しい点である。 

図表 30 改革プロセスの今後の見通し 
年月 内容 

2019 年 2 月 14 日 
欧州議会環境委員会（CAP 戦略計画規則案（COM(2018)392）に

対する連携委員会としての意見を採択） 

2019 年 2 月 19 日 

欧州議会農業委員会（①CAP 改革案について 4月当初までは同

委員会で採択しないこと、②選挙後の新しい欧州議会が CAP 改

革案について欧州議会としての 終決定を行うことを各会派の

代表者が決定） 

2019 年 3 月 18 日 
農相理事会（議長国が加盟国の意見を踏まえた CAP 改革の合意

案を提出予定） 

2019 年 4 月上旬  欧州議会農業委員会（CAP 改革案について採決予定） 

2019 年 5 月 23-26 日 欧州議会選挙 

2019 年 6 月以降 欧州議会（CAP 改革案について採決） 

2019 年 6 月 
欧州理事会（多年度財政枠組み（MFF）の交渉文書を提出予

定） 

2019 年 6 月末 
農相理事会（CAP 改革案について加盟国間で部分的暫定合意を

目指す） 

2019 年秋 
欧州理事会（加盟国の首脳間で多年度財政枠組み（MFF）に合

意を目指す） 

2019 年 11 月 欧州委員会の新体制発足 

2021-2027 年 次期 CAP の実施期間（欧州委提案） 

 
多年度財政枠組み（MFF）に関しては、2018 年 12 月 13 日の欧州理事会において、2019 年秋の欧

州理事会において合意に達するため、交渉を続けるよう次期議長国に求めており、当初の 2019 年春

頃の合意予定からは遅延している。そのため、現実的には 2021 年からの次期 CAP 開始は難しく、

現行 CAP と次期 CAP の間で移行期間が設定されることも予測され、今後も EU の動向は注視してい

く必要がある。 
 

2.6. 欧州議会における環境委員会の「関連委員会」指定について 

2009 年のリスボン条約発効によって共同決定手続（co-decision procedure）の適用範囲が拡大したこ

とから、欧州議会は前回の 2013 年改革から CAP の政策決定プロセスに対する主たる関与者（co-
decision）となった。その中で今回の CAP 改革規則案に関して、欧州議会の環境委員会（COMENVI）
が「関連委員会」（associated committee）としての権限を獲得し、農業委員会（COMAGRI）と共に次期

CAP 改革の法案審議のプロセスに関与する度合いが増したことは注目に値する出来事と言える。 
 環境委員会が関連委員会として初めて指定された背景には、近年の CAP における環境要素の重視

の流れから、防除資材、肥料の利用、水質、空気汚染、土壌汚染等の具体的な項目において環境委員

会の意見が考慮される必要が高まったためである。環境委員会は関連委員会として CAP の中の環境関

連項目についての排他的権限（exclusive competence）を要求したが、農業委員会の同意を得られず、

終的に共有権限（shared competence）が与えられるに至った。 
以上のことは、欧州議会での CAP 改革の審議において主管は引き続き農業委員会にあるが、環境委

員会は関連委員会として、環境委員会としての修正案が農業委員会に拒否された場合に、環境委員会

としての修正案を直接本会議に提案できるようになったことを意味する。CAP に関する環境委員会の

権限の度合いが将来的にどのようになっていくかは現時点で予測は難しい。ただし、2019 年末から

2020 年の間に明らかになる予定の次期 CAP 法案の 終合意文書を確認することで、環境委員会の意向

がどの程度受け入れられたかを知ることができ、それにより今後の CAP における環境部門の影響を度

合い測ることができるだろう。  
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2.7. 別添 

参考資料：2018 年 6 月 1 日に公開された CAP 戦略計画規則案(COM(2018)392)全条文18目次 
 
第１編 主題と範囲、適用条項、定義（SUBJECT MATTER AND SCOPE, APPLICABLE PROVISIONS 
AND DEFINITIONS） 

  

1 条 主題と範囲（Subject matter and scope） 

2 条 適用条項（Applicable provisions） 

3 条 定義（Definitions） 

4 条 CAP 戦略計画で使われる用語の定義

（Definitions to be formulated in the CAP 

Strategic Plans） 

 
第２編 目的及び指標（OBJECTIVES AND INDICATORS） 

  

5 条 一般的な目的（General objectives） 

6 条 特定の目的（Specific objectives） 

7 条 指標（Indicators） 

 
第３編 共通要件及び介入の種類（COMMON REQUIREMENTS AND TYPES OF 
INTERVENTIONS） 

１章 共通要件

（COMMON 

REQUIREMENTS） 

セクション 1 一般

原則（GENERAL 

PRINCIPLES） 

  

8 条 介入の選択（Selection of 

interventions） 

9 条 一般原則（General principles） 

10 条 WTO 国内支持（WTO domestic support） 

セクション 2 義務

的取組要件

（CONDITIONALITY） 

  

11 条 原則及び範囲（Principle and scope） 

12 条 良好な農業・環境条件に関する加盟国の

義務（Obligations of Member States relating 

to good agricultural and environmental 

condition） 

セクション 3 農家

アドバイザリー・サ

ービス（FARM 

ADVISORY 

SERVICES） 

  
13 条 農家アドバイザリー・サービス（Farm 

advisory services） 

２章 直接支払に

おける介入の種類

（TYPES OF 

INTERVENTIONS IN 

THE FORM OF 

DIRECT 

PAYMENTS） 

セクション 1 各種

直接支払及び減額

（TYPES OF 

INTERVENTIONS AND 

REDUCTION） 

  

14 条 直接支払の介入タイプ（Types of 

interventions in the form of direct 

payments） 

15 条 支払の減額（Reduction of payments） 

セクション 2 デカ

ップル支払

（DECOUPLED DIRECT 

PAYMENTS） 

サブセクション 1 

一般条項（GENERAL 

PROVISIONS） 

16 条 デカップル支払の 低受給要件（Minimum 

requirements for receiving decoupled direct 

payments） 

サブセクション 2 

持続可能性のための

基礎所得支持

（BASIC INCOME 

SUPPORT FOR 

SUSTAINABILITY） 

17 条 通則（General rules） 

18 条 1 ヘクタール当たりの支払額（Amount of 

support per hectare） 

19 条 受給資格（Payment entitlements） 

20 条 支払の受給額と平準化の算定（Value of 

payment entitlements and convergence） 

21 条 実効的な支払受給資格（Activation of 

payment entitlements） 

22 条 受給額支払のための加盟国の準備金

（Reserves for payment entitlements） 

23 条 委任権限（Delegated powers） 

24 条 受給資格の譲渡（Transfers of payment 

entitlements） 

                                                        
18 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, COM(2018) 392 final（2018
年 6 月）  
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25 条 小規模農業者へのまとめ払い（Round sum 

payment for small farmers） 

サブセクション 3 

補足的所得支持

（COMPLEMENTARY 

INCOME SUPPORT） 

26 条 持続可能性のための補足的な再分配所得

支持（Complementary redistributive income 

support for sustainability） 

27 条 青年農業者向け補足的所得支持

（Complementary income support for young 

farmers） 

サブセクション 4 

気候変動・環境スキ

ーム（SCHEMES FOR 

THE CLIMATE AND 

THE ENVIRONMENT） 

28 条 気候変動・環境スキーム（Schemes for 

the climate and the environment） 

セクション 3 カッ

プル支払（COUPLED 

DIRECT PAYMENTS） 

サブセクション 1 

カップル所得支持

（COUPLED INCOME 

SUPPORT） 

29 条 通則（General rules） 

30 条 範囲（Scope） 

31 条 受給資格（Eligibility） 

32 条 カップル所得支持の対象部門の受益者が

市場の構造的不均衡の影響を避けるための措置

（Measures to avoid beneficiaries of coupled 

income support suffering from structural 

market imbalances in a sector） 

33 条 油糧種子に関する欧州経済共同体（EEC）

と米国との間の MoU の実施（Implementation of 

the Memorandum of Understanding between the 

European Economic Community and the United 

States of America on oilseeds） 

サブセクション 2 

綿花向け作物特定支

払（CROP-SPECIFIC 

PAYMENT FOR 

COTTON） 

34 条 範囲（Scope） 

35 条 通則（General rules） 

36 条 ベース面積、固定生産量、参照支払額

（Base areas, fixed yields and reference 

amounts） 

37 条 認可職業間連合組織（Approved 

interbranch organisations） 

38 条 支払の供与（Granting of the payment） 

３章 市場措置に

おける介入部門

（SECTORAL TYPES 

OF 

INTERVENTIONS） 

セクション 1 一般

条項（GENERAL 

PROVISIONS） 

  

39 条 範囲（Scope） 

40 条 介入の義務的及び選択的部門（Mandatory 

and optional sectoral types of 

interventions） 

41 条 各部門への介入における追加的要件に関

する委員会の委任権限（Delegated powers for 

additional requirements for sectoral types 

of interventions） 

セクション 2 果

物・野菜部門（THE 

FRUIT AND 

VEGETABLES 

SECTOR） 

  

42 条 果物・野菜部門における支援目的

（Objectives in the fruit and vegetables 

sector） 

43 条 果物・野菜部門における支援対象取組

（Types of intervention in the fruit and 

vegetables sector） 

44 条 運用プログラム（Operational 

programs） 

45 条 運用資金（Operational funds） 

46 条 果物・野菜部門に対する EU からの資金援

助（Union financial assistance to the fruit 

and vegetables sector） 

47 条 加盟国からの資金援助（National 

financial assistance） 

セクション 3 養蜂

部門（THE 
  

48 条 養蜂部門における支援目的（Objectives 

in apiculture sector） 
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APICULTURE 

SECTOR） 

49 条 養蜂部門における支援対象取組（Types 

of intervention in the apiculture sector and 

the Union financial assistance） 

50 条 委任権限（Delegated powers） 

セクション 4 ワイ

ン部門（THE WINE 

SECTOR） 

  

51 条 ワイン部門における支援目的

（Objectives in the wine sector） 

52 条 ワイン部門における支援対象取組（Types 

of intervention in the wine sector） 

53 条 ワイン部門に対する EU からの資金援助

（Union financial assistance to the wine 

sector） 

54 条 ワイン部門に対する EU からの資金援助に

関する特別規則（Specific rules on Union 

financial assistance to the wine sector） 

セクション 5 ホッ

プ部門（THE HOPS 

SECTOR） 

  

55 条 ホップ部門における支援対象取組

（Objectives and types of intervention in 

the hops sector） 

セクション 6 オリ

ーブ油部門（THE 

OLIVE OIL AND 

TABLE OLIVES 

SECTOR） 

  

56 条 オリーブ油部門における支援目的

（Objectives in the olive oil and table 

olives sector） 

57 条 オリーブ油部門における支援対象取組

（Types of intervention and their 

implementation in the olive oil and table 

olives sector） 

58 条 EU からの資金援助（Union financial 

assistance） 

セクション 7 その

他部門（OTHER 

SECTORS） 

  

59 条 その他部門における支援対象取組

（Objectives in other sectors） 

60 条 その他部門における支援対象取組（Types 

of intervention） 

61 条 運用プログラム（Operational 

programs） 

62 条 運用基金（Operational funds） 

63 条 EU からの資金援助（Union financial 

assistance） 

４章 農村振興に

おける介入の種類

（TYPES OF 

INTERVENTIONS 

FOR RURAL 

DEVELOPMENT） 

セクション 1 介入

の種類（TYPES OF 

INTERVENTIONS） 

  

64 条 農村振興に関する介入の種類（Types of 

interventions for rural development） 

65 条 環境、気候等管理約束（Environmental, 

climate and other management commitments） 

66 条 自然ないしその他制約のある地域

（Natural or other area-specific 

constraints） 

67 条 一定の義務的要件による地域固有の不利

益（Area-specific disadvantages resulting 

from certain mandatory requirements） 

68 条 投資（Investments） 

69 条 青年農業者の定着及び農村の事業の立上

げ（Installation of young farmers and rural 

business start-up） 

70 条 リスク管理ツール（Risk management 

tools） 

71 条 協同（Cooperation） 

72 条 知識移転・情報活動（Knowledge 

exchange and information） 

セクション 2 複数

種類の介入に適用さ

れる要素（Elements 

applying to 

several types of 

  

73 条 運用の選択（Selection of operations） 

74 条 金融的手段に関する通則（General rules 

for financial instruments） 

75 条 インベスト EU を通じた（又は組み合わせ

た）欧州農業農村振興基金（EAFRD）の利用（Use 
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interventions） of the EAFRD delivered through or combined 

with InvestEU） 

76 条 支払額の計算の十分な精査（Adequacy 

and accuracy of payment calculation） 

77 条 簡素化コストオプション（Simplified 

Cost Options） 

78 条 農村振興の各種介入における追加的要件

に関する委員会の委任権限（Delegated powers 

for additional requirements for types of 

interventions for rural development） 

  
第４編 財政条項（FINANCIAL PROVISIONS） 

  

79 条 欧州農業保証基金（EAGF）及び欧州農業農

村振興基金（EAFRD）による支出（EAGF and EAFRD 

expenditure） 

80 条 支出の受給要件（Eligibility of 

expenditure） 

81 条 各種直接支払における予算割合

（Financial allocations for types of 

interventions in the form of direct 

payments） 

82 条 市場措置における特定部門の予算割合

（Financial allocations for certain sectoral 

types of interventions） 

83 条 農村振興における各施策の予算割合

（Financial allocations for types of 

interventions for rural development） 

84 条 欧州農業農村振興基金（EAFRD）の負担額

（EAFRD contribution） 

85 条 欧州農業農村振興基金（EAFRD）の負担率

（EAFRD contribution rates） 

86 条 予算の 低及び 大割合（Minimum and 

maximum financial allocations） 

87 条 気候変動関連施策への支出額のトラッキン

グ（Tracking climate expenditure） 

88 条 参考予算配分（Indicative financial 

allocations） 

89 条 各支払の予算額の差異（Variation of the 

unit amount） 

90 条 直接支払と欧州農業農村振興基金

（EAFRD）の予算間の移転の柔軟性（Flexibility 

between direct payments allocations and EAFRD 

allocations） 

第５編 CAP 戦略計画（CAP STRATEGIC PLAN） 

１章 一般要件

（GENERAL 

REQUIREMENTS） 

  

91 条 CAP 戦略計画（CAP Strategic Plans） 

92 条 環境及び気候変動に関する野心的目標

（Increased ambition with regard to 

environmental- and climate-related 

objectives） 

93 条 CAP 戦略計画の構造（CAP Strategic Plan 

architecture） 

94 条 手続き要件（Procedural requirements） 

２章 CAP 戦略計

画の内容

（CONTENT OF THE 

CAP STRATEGIC 

PLAN） 

  

95 条 CAP 戦略計画が含む項目（Content for the 

CAP Strategic Plans） 

96 条 ニーズ評価（Assessment of needs） 

97 条 介入戦略（Intervention strategy） 

98 条 複数の介入に共通する要素（Elements 

common to several interventions） 

99 条 介入（Interventions） 
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100 条 ターゲット目標と財政計画（Target and 

financial plans） 

101 条 管理及び調整システム（Governance and 

coordination systems） 

102 条 近代化（Modernisation） 

103 条 添付資料（Annexes） 

104 条 CAP 戦略計画における委員会の委任権限

（Delegated powers for the content of the CAP 

Strategic Plan） 

105 条 CAP 戦略計画における委員会の実施権限

（Implementing powers for the content of the 

CAP Strategic Plan） 

３章 CAP 戦略計

画の承認及び修正

（APPROVAL AND 

AMENDMENT OF THE 

CAP STRATEGIC 

PLAN） 

  

106 条 CAP 戦略計画の承認（Approval of the 

CAP Strategic Plan） 

107 条 CAP 戦略計画の修正（Amendment of the 

CAP Strategic Plan） 

108 条 委員会による処置期間の計算

（Calculation of time limits for Commission 

actions） 

109 条 委任権限（Delegated powers） 

 

第６編 調整及び管理（COORDINATION AND GOVERNANCE） 

  

110 条 監督機関（Managing Authority） 

111 条 モニタリング委員会（Monitoring 

Committee） 

112 条 加盟国イニシアティブへの技術的支援

（Technical assistance at the initiative of 

the Member States） 

113 条 共通農業政策に関する国及び EU ネットワ

ーク（European and national Common 

Agricultural Policy Networks） 

114 条 欧州革新パートナーシップ-農業の生産性

と持続可能性-（European Innovation 

Partnership for Agricultural Productivity and 

Sustainability） 

 

第７編 モニタリング、報告、評価（MONITORING, REPORTING AND EVALUATION） 

１章 実績フレー

ムワーク

（PERFORMANCE 

FRAMEWORK） 

  

115 条 実績フレームワークの制定

（Establishment of the performance 

framework） 

116 条 実績フレームワークの目的（Objectives 

of the performance framework） 

117 条 電子情報システム（Electronic 

information system） 

118 条 情報提供（Provision of information） 

119 条 モニタリング手続（Monitoring 

procedures） 

120 条 実績フレームワークにおける委員会の実

施権限（Implementing powers for the 

performance framework） 

２章 年間実績報

告書（ANNUAL 

PERFORMANCE 

REPORTS） 

  

121 条 年間実績報告書（Annual performance 

reports） 

122 条 年間レビュー会合（Annual review 

meetings） 

３章 環境及び気

候変動に関する優

れた取組へのイン

センティブ制度

（INCENTIVE 

  123 条 実績ボーナス（Performance bonus） 
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SYSTEM FOR GOOD 

ENVIRONMENTAL 

AND 

CLIMATE 

PERFORMANCE） 

124 条 実績ボーナスの帰属（Attribution of 

the performance bonus） 

４章 CAP 戦略計

画の評価（CAP 

STRATEGIC PLAN 

EVALUATION） 

  

125 条 事前評価（Ex-ante evaluations） 

126 条 CAP 戦略計画の実施期間中及び事後の評価

（Evaluation of CAP Strategic Plans during 

the implementation period and ex post） 

５章 委員会によ

る実績評価

（PERFORMANCE 

ASSESSMENT BY 

THE COMMISSION） 

  

127 条 実績評価（Performance assessment and 

evaluation） 

128 条 コアセット指標に基づく報告（Reporting 

based on a core set of indicators） 

129 条 一般条項（General provisions） 

 

第８編 競争的条項（COMPETITION PROVISIONS） 

  

130 条 事業に適用されるルール（Rules 

applying to undertakings） 

131 条 国家補助（State aid） 

132 条 加盟国による追加的資金供給

（Additional national financing） 

133 条 加盟国の財政措置（National fiscal 

measures） 

 

第９編 一般及び 終条項（GENERAL AND FINAL PROVISIONS） 

１章 一般条項

（GENERAL 

PROVISIONS） 

  

134 条 特定の問題を解決するための委員会の措

置（Measures to resolve specific problems） 

135 条 EU 外部地域及びエーゲ海小諸島への適用

（Application to the outermost regions and 

the smaller Aegean islands） 

２章 情報シス

テム及び個人情

報の保護

（INFORMATION 

SYSTEM AND 

PROTECTION OF 

PERSONAL 

DATA） 

  

136 条 情報及び文書の取り扱い（Exchange of 

information and documents） 

137 条 個人情報の取り扱い及び保護

（Processing and protection of personal 

data） 

３章 委任権限

及び実施条項

（DELEGATIONS 

OF POWER AND 

IMPLEMENTING 

PROVISIONS） 

  

138 条 委任の行使（Exercise of delegation） 

139 条 委員会による手続き（Committee 

procedure） 

４章 終条項

（FINAL 

PROVISIONS） 

  

140 条 旧規則の廃止（Repeals） 

141 条 旧規則への経過措置（Transitional 

measures） 

142 条 本規則の発行と適用（Entry into force 

and application） 
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3. スイスの「農業政策 2018-2021」の具体的内容（直接支払制度及び現行

「農業政策 2014-2017」との変更点を中心に） 

 

3.1. スイス農業の概要と特徴 

(1) 地理的特徴 

スイスは山岳地域が多く、先進国で条件の不利な農業環境を有することから我が国の農業とよく比較

の対象とされる国の一つである。また、EU に加盟していないことから、直接支払等を中心とした独自

の農業政策を展開していることが特徴である。 
スイスの国土面積は 413 万 ha で、うち農用地面積は 152 万 ha である。耕地面積が国土に占める割合

は日本と同程度であるが、草地割合が遥かに大きく、放牧中心の山岳農業が広くみられることに特徴づ

けられる。スイスは主に 3 つの地域に分類でき、スイス南部に位置し平均標高 1,700m の「アルプス山

脈地方」、平均標高 580m の「中部平原地方」、フランスとの国境の「ジュラ山脈地方」から構成される。

国土の約 4 割は海抜 1,300m を超え、条件不利地域が多いことから、農業生産における競争力は低いと

される。 
 

図表 31 スイスにおける３つの地域 

 ジュラ山脈地方（Jura）  中部平原地方（Plateau） アルプス山脈地方（Alps） 
出所：Office fédéral de l'environnement 
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図表 32 スイスにおける国土面積及び農地面積（2014 年） 

 
スイス 日本 
面積（万

ha） 
比率（％）

面積（万

ha） 
比率（％） 

国 土 全 体 413 100 3780 100 
農 用 地 152 36.8 452 12 
耕地(除く永年作物) 40 9.8 422 11.2 
永年作物地 3 0.7 30 0.8 
永年採草・放牧地 110 26.6 - - 

出所：FAO 

 

(2) 農業生産物・貿易 

スイスにおける主な農畜産物は、てん菜、小麦、ばれいしょ、りんご、ぶどう、生乳、牛肉、豚肉、

鶏肉等である。主な輸出品は、コーヒー豆（煎）、清涼飲料水、調製食料品、チョコレート製品、チーズ

（牛）等である。EU との農産品貿易においては、多くの国との間で貿易赤字となっている。品目別に見

ると、植物性生産品、タバコ、乳製品等は純輸出国であるが、その他多くの品目で純輸入国となってい

る。 
食料自給率については、酪農が盛んなことから、動物性食品の食料自給率はほぼ 100%付近で推移し

ているが、総合自給率は 50%程度である。 
 

図表 33 スイスにおける主要な農作物の生産量（千トン） 

  2014 2015 2016 

てんさい 1,924 1,356 1,277 

小麦 551 527 387 

じゃがいも 504 389 374 

リンゴ 231 213 226 

大麦 201 198 159 

大豆 169 113 144 

ぶどう 118 108 136 

出所：FAO 

 

図表 34 スイスにおける主要な畜産物の生産量（千トン） 

  2014 2015 2016 

牛乳 4,067 4,043 3,957 

豚肉 242 241 239 

牛肉 144 142 144 

鶏肉 83 85 89 

卵 52 55 56 

生乳（山羊） 23 22 22 

生乳（羊） 6 6 6 

出所：FAO 
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図表 35 主要な輸出品目（2016 年） 
輸出 輸入 

量（千トン） 金額（百万 US ドル） 量（千トン） 金額（百万 US ドル） 

清涼飲料水 828 コーヒー豆（煎） 2,051 小麦 485 ワイン 1,071

調製食料品 160 清涼飲料水 1,894 水、氷等 411 粗製生産品 699

チョコレート製品 107 調製食料品 865 麦わら 302 調製食料品 607

ペットフード 89 チョコレート製品 802 大豆かす  276 コーヒー豆（生豆） 596

ホエイ 75 チーズ（牛） 583 清涼飲料水 271 ペストリー 407
出所：FAO 

図表 36 対 EU 農産品貿易における貿易収支（2017 年） 

 
出所：Rapport Agricole 2018 
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図表 37 農産品貿易における貿易収支（2017 年） 

 
出所：Rapport Agricole 2018 

 

図表 38 スイスにおける食料自給率の推移 

 
出所：Rapport Agricole (2017)より作成 
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3.2. 過去の農政改革 

 

(1) これまでの農政改革の展開 

スイスでは、GATT ウルグアイ・ラウンド農業交渉における例外的農業保護の放棄や欧州統合に向け

た情勢等を背景として、1990 年代前半以降農政改革が進められている。農政改革の基本的な方向性とし

て、直接支払による所得支持や、市場指向、多面的機能の強調などが挙げられるが、価格支持の廃止（2002
年）や早い時期の生乳生産調整廃止（2009 年）など、EU 以上に市場指向を徹底する面や、多面的機能

を重視する点が特徴である19。 
直近の「農業政策 2014-17」では、直接支払制度の枠組みの大きな改革が行われ、より環境面や食料安

全保障への貢献を意識した直接支払へと転換がなされた。従来の頭数支払や一般面積支払が廃止され、

新たな面積支払（供給保障支払と農業景観支払）へ置き換わることで、直接支払制度の所得支持として

の性格が薄れ、より多面的機能や食料安全保障等の側面を重視した制度へと転換されたと言える。 

図表 39 農政改革の展開 
年 農業政策 主な変更点 
1992 1999 年までの

農業政策 
（第一段階） 

生産と切り離した直接支払の導入による価格政策と所得政策の分離。 
1996 憲法改正により（現行の）連邦憲法第 104 条が追加。この条項では、農

業における持続可能で市場主義的な生産を通じて、食料供給の確保、天

然資源の保全、農村景観の維持と国土の地方分散的利用を進めること

を規定。 
1999 農業政策 2002 

（第二段階） 
価格保証と販路の保証の廃止。直接支払の条件として環境便益要件の

導入。 
2004 農業政策 2007 

（第三段階） 
2009 年までの生乳生産割当量の段階的廃止と、減量で輸入する権利を

付与する肉の輸入割当のための入札の導入。 
2007 農業政策 2011

（第四段階） 
主要農産物の輸出補助金の廃止、直接支払で市場を支援するための財

源の再配分、パン用穀物および飼料に対する関税の引き下げ。 
2014 農業政策 2014-

17 
（第五段階） 

直接支払と憲法 104 条の目的との合致性の改善、品質戦略を実施する

ための手段の整理。 

出所：Conseil federal (2017) “Vue d’ensemble du développement à moyen terme de la politique agricole” 
p16 に、農業政策の対応を追加 
注：本来、農業政策 2011 の後は農業政策 2015 が立案されるはずであったが、実際には見送られ、その

間 2012 年と 2013 年については農業政策 2011 の施策と予算がほぼそのまま継続された。 
平澤 （2013）20によると、その直接的な理由は、４年毎の選挙時期との同期をずらして政策への政治的

な影響を減じることが目的であった。 

 

                                                        
19 平成２９年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業（ＥＵの農業政策・制度の動向分析及び関連セミナー開催支

援）報告書 p130 
20 平澤（2013）”平成 24 年度海外農業情報調査分析事業（欧州）報告書 第 II 部 スイスの「農業政策 2011」に基づ

く政策実施状況および次期「農業政策 2014-2017」の展開方向” pⅡ-15 
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図表 40 スイスにおける農業政策の展開 

 

(2) 2014-17 の実施状況 

現在の農業政策の評価のための基準枠組みは、「農業政策 2014-2017」の教書で定められている。2016
年 5 月 18 日に公表された「2018 年から 2021 年までの農業財源に関する連邦令」の教書21によれば、こ

れらの目標は 2021 年までは依然として有効としている。 
「農業政策 2014-17」の目標値は、いくつかの分野においては順調に達成されている。農業所得や、カ

ロリー生産量は目標水準に維持され、環境関係や動物福祉プログラムへの参加が増加している22。 
一方で、いくつかの分野については改善の余地がある状況である。例えば、窒素・リン等の資源効率

をさらに改善する必要があるほか、農地面積の減少をさらに抑制する必要がある。 

図表 41 農業政策 2014-17 の目標値と達成状況 
区分 目標 2007/09 時点 2021 年の目標 現状 

経済 
労働生産性 

年間 2.1%の増加

(00/02 年～08/10 年）

年間 2.1%の増加 
(08/10～19/21 年） 

年間 1.3%の増加

(08/10～14/16 年）

資本の更新 30 年 30 年 27 年

社会的側面 部門別労働収入 年間 0.7%減少 年間 0.5%減少未満 年間 0.8%増加

供給安全性 

総生産 23,000TJ 23,300TJ 23,315TJ

純生産 20,700TJ 21,300TJ 20,399TJ

農地面積 年間 1900ha 減少
年間 1000ha 未満の減

少 
年間 1097ha 減少

天然資源/生態 

窒素収率 28% 33% 31%

リン効率 60% 68% 60%

アンモニア排出量 48,700tN 41,000tN 47,700tN

SPB 面積（平野地） 60,000ha 65,000ha 75,613ha

SPB の質 
SPB の 36％がネットワー

ク化、27％が高品質（レベ

ル２）

SPB の 50％がネットワ

ーク化、40％が高品質

（レベル２） 

SPB の 74％がネットワ

ーク化、37％が高品質

（レベル２）

農村景観 高山圏の農地面積 1,400ha 減少
森林成長による農地面

積損失を 20%削減 
N/A

動物福祉 SRPA 参加率 72% 80% 76%

出所： Conseil federal (2017) “Vue d’ensemble du développement à moyen terme de la politique agricole” 
pp.16-17 
注：SPB: 生物多様性推進地域、SRPA：動物を定期的に屋外に出すことに対する直接支払 

 
 

                                                        
21 16.038 Message concernant un arrêté fédéral sur les moyens financiers destinés à l’agriculture pour les années 
2018 à 2021 du 18 mai 2016 
22 Conseil federal (2017) “Vue d’ensemble du développement à moyen terme de la politique agricole” p4 
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3.3. 「農業政策 2018-21」の具体的内容 

(1) 概要 

「農業政策 2018-2021」では大きな政策枠組みの転換は行われず、「農業政策 2014-17」をほぼそのま

ま継続することとなっている。スイス連邦参事会は、2018-2021 年については「農業政策 2014-2017」の

法令を基礎とすることとし、議会に「農業政策 2018-2021」の教書を提出せず、代わりに農業財政枠のみ

の教書を提出した23。 
2017 年 3 月、議会は「農業政策 2018-2021」の農業財政枠を採択した24。3 つの財政枠の合計金額は、

2014-17 年より 1.7%少ない。これは主に 2017-2019 年の安定化計画の枠組みで決定された「生産拠点と

社会措置の改善」に含まれる投資援助削減によるもので、市場支援（生産と販売）と直接支払に関して

は、財政枠は 2014-2017 年の水準にとどまった。 
 

図表 42 農業政策 2018-21 における財政枠 

財政枠 
農業政策 
2014-2017 

（百万フラン）

農業政策 
2018-2021 

（百万フラン）
差分 

生産基盤改善・社会施策 798 563 -235 -29.5% 

市場支援（生産と販売） 1,776 1,747 9 0.5% 

直接支払 11,256 11,250 -6 -0.1% 

合計 13,830 13,560 -232 -1.7% 

出所：連邦農業庁ウェブサイト<https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/politik/agrarpolitik/ap-18-21.html> 

 

(2) 直接支払 

① 枠組み 

スイスでは、農業の多面的機能の役割が国民から広く支持されてきたことを背景として、直接支払中

心の農業政策が推進されており、農業純所得（3,073 百万フラン（2016 年））に占める直接支払の割合は

90%以上に上る 23。 
2014 年以降の農業政策における直接支払の大枠としては、「耕作景観支払」、「供給保障支払」、「生物

多様性支払」、「景観の質への支払」、「生産体系支払」、「資源効率支払」、「移行支払」があるが、「農業政

策 2018-21」の財政枠においても大区分に変更はなく、2018 年以降も現行の直接支払が継続される。こ

のうち、移行支払は、2014 年に直接支払の枠組みの転換を図ったことによる影響緩和のための支払であ

り、毎年額が削減される予定である。 

                                                        
23 「平成２９年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業（ＥＵの農業政策・制度の動向分析及び関連セミナー開催

支援）報告書」 
24 Conseil federal (2017)  “Arrêté federal sur les moyens financiers destinés à l’agriculture pour les années 2018 à 
2021” 
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図表 43 農業政策 2018-21 における財政枠（直接支払分） 

 
注：2016 年時点の教書における財政枠予定であり、その後直接支払に割り当てられる財政枠は増加した

ため、実際の配分額とは異なる。 
出所：Conseil federal (2016) “Message concernant un arrêté fédéral sur les moyens financiers destinés à 
l’agriculture pour les années 2018 à 2021” を基に作成 

図表 44 スイスにおける直接支払の構造 

 
出所：連邦農業庁ウェブサイト

<https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/direktzahlungen.html>を基に作成。和訳は「平成２

９年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業（ＥＵの農業政策・制度の動向分析及び関連セミナー

開催支援）報告書」p131 による。 

 
直接支払の詳細を定めた「直接支払令」は頻繁に改定されており、支払区分や受給要件、受給額等が

変更されている。2017 年には「資源効率支払」の新しい支払区分として「農薬散布機の洗浄機能導入に

対する支払」「養豚における窒素飼料削減への支払」「特定化学製品の使用削減への支払」が新設された。

これらの直接支払は 2018 年から支給が開始されている。 
また、2018 年には「資源効率支払」に「除草剤を使用しない生産への支払」を新設されており、2019

年より支払が開始されている。「資源効率支払」は新技術の普及を目的として期限付きで支払が行われ

ることから、今後も区分に増減が予測される。 
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各種直接支払の概要は以下に示す通りである。 

図表 45 直接支払の種類と概要 
大区分 小区分 概要 

農業景観支払 

開放景観維持支払 
 条件不利な地帯で農地の開けた景観を維持するための面積支払。丘陵・

山岳地帯の農地が対象 

傾斜地支払 
 傾斜のある農地への面積払い。傾斜率に応じて単価が変わり、農場内で

傾斜のある部分のみが対象 

急傾斜地支払 
 急傾斜地（傾斜率 35％以上）が農場の農地の 30％以上を占める場合の追

加的な面積支払 

ワインブドウ傾斜地支払  ワインブドウを栽培する傾斜地、階段耕作地（段々畑）に対する面積支払。

高山放牧地支払  高山放牧地で通年経営する農場に対して支払われる。 

夏季山岳放牧支払 
 草食家畜の夏季山岳放牧に対して、その経営と当該放牧地を維持するた

めに支払われる 

供給保障支払 

基礎支払 
 食料生産能力の保全を期待して支払われ、ほとんどの農地が受給対象と

なっている。 

生産条件不利支払  丘陵・山岳地帯に対する追加の面積支払。 

畑作地・永年作物支払 
 畑作地・永年作物作付地への追加面積払い。生産熱量が大きく、供給保

障のために優遇される。 

生物多様性支払 

生物多様性の質に対する

支払 
 生物種と自然生息地の多様性を促進するために各種の生物多様性促進

用地に対して支払われる 

ネットワーク支払  州のネットワーク要件を満たした生物多様性促進用地に対して支払われる

景観の質に対す

る支払 
- 

 景観にかかる地域のニーズや文化的価値を考慮した新型の直接支払。内

容・単価は州が定める。 

生産方式支払 

有機農業支払  当該農場全体が有機農業令の規定に従っている場合に支払われる。 

粗放生産支払（穀物、ヒマ

ワリ、豆類、菜種） 
 穀物、ヒマワリ、豆類、菜種の粗放的な生産に対する面積支払（農薬使用

の削減を奨励） 

牧草による牛乳・食肉生産

への支払 
 飼料の大部分を草地に依存した環境親和的な牛乳・食肉生産に対する支

払 

動物福祉支払 
 所定の種類の家畜すべてが規定を上回る高度な動物福祉の要件を満た

す農場に対する支払 

資源効率支払 

肥料排出を削減する散布

技術に対する支払 
 大気中へのアンモニア排出を削減できる肥料散布技術の利用に対する面

積支払 

土壌保全的な耕起法に対

する支払 
 不耕起播種など土壌への影響の少ない所定の耕作方法の利用に対する

面積支払 

農薬の精密施用技術の利

用に対する支払 
 所定の条件を満たす農薬散布機の取得に対する支払 

農薬散布機の洗浄機能導

入に対する支払
※1

 
 農薬散布機による水質汚染を防ぐために設計された内蔵式洗浄機能の導

入に対する支払 

養豚における窒素飼料削

減への支払
※1

 
 低窒素飼料を用いて給餌を行い、蛋白質節約と窒素廃棄物削減に寄与す

る養豚への支払 

特定化学製品の使用削減

への支払
※1

 
 除草剤等の使用を控えた果樹、ブドウ栽培、てんさい栽培の生産に対する

面積支払 

除草剤を使用しない生産

への支払
※2

 
 除草剤を使用しない農業生産に対する支払 

移行支払 - 
 2013 年以前における所得支持政策からの移行措置。2021 年まで継続され

る見込みで、毎年額は削減。 

出所：OFAG (2018) “Consultation Train d’ordonnances agricoles 2018”および OFAG (2018) “Paiements 
directs aux exploitations suisses à l’année”より作成 
注：※1 は 2017 年に新設され、2018 年から開始。※2 は 2019 年 1 月より施行。 
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以下、順に個別の直接支払の受給条件、受給額を整理する。 
 

② 受給の基礎的要件25 

1) 経営者 

 経営者はスイス国籍を持ち、自分の農場を自らの責任で管理する農家でなくてはならず、連邦の認

可を受けた農業職業訓練の第一段階ないしそれに相当する訓練を経ている必要がある。 

 スイスに本部を持つ法人、州および基礎自治体は、生物多様性支払と景観の質に対する支払を受け

ることが可能である。 

 「 大家畜飼育数に関する規則」（RS 916.344）で設定された限度を超えた家畜数を保有する事業者

は、直接支払を受けられない。ただし有限会社（Société à responsabilité limitée: SARL）および株式会

社（Société anonyme: SA）には例外的な規定が設けられている。 

 直接支払は応募に応じて割り当てられる。直接支払の応募は、1 月 15 日から 3 月 15 日までの間に、

個人の場合は自宅の所在する州の指定機関に、法人の場合は法人が設立されている所在する州の指

定機関に対して行う必要がある。  

 「生物多様性支払」、「生産方式支払」、「資源効率支払」への申請は、支払年の 8 月 31 日までに提出

する必要がある。 

 保育園として開発された土地や、森林保育や観賞用の植物、クリスマスツリー、麻（chanvre）、温室

に使用される土地を除き、農用地は直接支払の対象となり得る。 

 伝統的に国境地域で利用している土地については、「供給保障支払」の「基礎支払」と「畑作地・永

年作物支払」にのみ受給資格がある。 EU から直接支払が行われた場合は、それに応じて支払額が

減額される。 

2) PER（環境サービス要件） 

 動物保護令の遵守 

 肥料収支の均衡（窒素およびリン肥料の誤差は 10％以内とする） 

 生物多様性促進地域を農用地の 7％確保する。（特別作物の場合は農用地の 3.5％） 

 自然・景観保護法による指定区域での規定を順守する 

 3 ヘクタール以上の農場では定期的な輪作を実施する。 

 適切な土壌保全。8 月 31 日以前の収穫後はインタークロップ、緑肥、または秋作物により土壌を被

覆する。また土壌の侵食を防止する。 

 農薬の目的を絞った選択と使用。発芽前除草剤、顆粒剤および殺虫剤の使用制限。穀類作物に発芽

前除草剤を使用する場合には未散布も残すこと。少なくとも 4 年ごとに散布試験を実施。 

                                                        
25 本項は 2018 年 10 月時点の直接支払令(Ordonnance sur les paiements directs versés dans 
l’agriculture(Ordonnance sur les paiements directs, OPD))および連邦農業庁ウェブサイトの内容によった。なお和訳

は平澤（2017）「平成２９年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業（ＥＵの農業政策・制度の動向分析及び関連

セミナー開催支援）報告書」を参考とした。 
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3) 労働力に関する条件 

 農場の 低規模要件は 0.20 標準労働力単位（UMOS）。 

 農業経営者は、65 歳未満でなくてはならない。 

 1 標準労働力当たりの直接支払の上限額は 7 万フラン。ただしネットワーク支払、景観の質に対す

る支払、資源効率支払、移行支払はこの上限額に含まれない。 

 労働力の 50％は、農家内の労働者（家族労働および雇用労働）を使用する必要がある。 

 水、環境、自然及び景観の保護に関する法律が順守されなかった場合には、直接支払は削減又は支

給停止される。 

 

③ 各種直接支払金額・受給条件26 

1) 農業景観支払 

 農業景観支払は、条件不利地域における直接支払のほか、高山放牧地を対象とした支払が設けられ

ており、供給保障支払と併せて現行の直接支払制度における基礎をなす支払区分である。 
各支払区分の支払単価および受給条件等は以下に示す通りである。なお、急傾斜地支払は急傾斜地（傾

斜率 35%以上）が占める面積割合に応じて、支払単価が連続的に変化するようになっており、支払単価

は以下の式で決定される。 
 

面積単価 ＝ 100 ＋ （900／70）×（急傾斜地の割合－ 30％） 

                                                        
26 本項は 2018 年 10 月時点の直接支払令(Ordonnance sur les paiements directs versés dans 
l’agriculture(Ordonnance sur les paiements directs, OPD))および連邦農業庁ウェブサイトの内容によった。なお和訳

は平澤（2017）「平成２９年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業（ＥＵの農業政策・制度の動向分析及び関連

セミナー開催支援）報告書」を参考とした。 
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図表 46 農業景観支払の単価および受給条件等 
支払の
種類 

支払区分 金額 単位 条件・概要等 

開放景
観維持
支払 

丘陵 100 

フラン／
ha 

・開放景観維持支払は、地帯区分ごとに支払金額が異なる。  
・平原地帯、生垣、雑木林（bosquets champêtres）と木の生えた土手
（berges boisées）は対象外。 
・森林拡大防止のために土地を利用する必要がある。 

山岳 I 230 
山岳Ⅱ 320 
山岳Ⅲ 380 
山岳Ⅳ 390 

傾斜地
支払 

傾斜率 18～35％ 410 

フラン／
ha 

・1 区画の最低面積は 1a 
·農場あたりの最低所要面積は 50a 
・永年放牧地、ワインブドウ区域、生垣、雑木林（bosquets champêtres）
と木の生えた土手（berges boisées）は対象外 

傾斜率 35%超～
50％ 

700 

傾斜率 50％超 1,000 

急傾斜
地支払 

急傾斜地面積が
30% 

100 
フラン／
ha 

・急傾斜地（傾斜率 35%以上）の面積が 30％未満の場合支払われな
い。 
・永年放牧地、ワインブドウ区域、生垣、雑木林（bosquets champêtres）
と木の生えた土手（berges boisées）は対象外 

急傾斜地面積が
100% 

1,000 

ワインブ
ドウ傾斜
地支払 

傾斜率 30~50% 1,500 

フラン／
ha 

・1 区画の最低面積は 1a 
·農場あたりの最低所要面積は 10a 
·階段耕作地の場合は総面積が 1ha 以上必要 
・擁壁の高さは 1m 以上、間隔は最大 30m で、コンクリート壁以外の
一般的な材質を用いる必要あり。 

傾斜率 50%超 3,000 

傾斜率 30％超の
自然地形の上に作
られた階段耕作地

5,000 

高山放
牧地支
払 

  370 
フラン
/PN 

・夏季放牧農場（exploitations d’estivage）および国境地域の認定を受
けた夏季共有放牧地が支払対象。 
・乳牛 1 頭に相当する家畜（UGBFG）を 100 日間放牧するのに必要な
高山放牧地である PN（pâquier normal）を単位として支払われる 
・水牛と鹿は対象外 

夏季山
岳放牧
支払 

乳牛または搾乳用
の羊・山羊への追
加支払27 

40 

フラン
/PN 

・夏季放牧農場（exploitations d’estivage）および国境地域の認定を受
けた夏季共有放牧地が支払対象。 
・または UGBFG を 100 日間放牧するのに必要な高山放牧地である
PN（pâquier normal）を単位として支払われる 
・水牛と鹿は対象外 
・乳牛または搾乳用の羊・山羊への支払は 56～100 日間の伝統的な
夏季山岳放牧が対象 

粗飼料を食べるそ
の他の家畜 

400 

非搾乳用の羊。羊
番による常時監
視、または群れの
保護を伴う輪換放
牧 

400 

非搾乳用の羊。輪
換放牧 

320 

非搾乳用の羊。そ
の他の放牧 

120 

出所：OFAG (2018) “Aperçu : Paiements directs aux exploitations suisses à l’année”、OFAG（2018）
“Aperçu : Paiements directs versés aux exploitations d’estivage et de pâturages communautaires” およ

び連邦農業庁ウェブサイトより作成 

2) 供給保障支払 

供給保障支払は、食料生産能力の維持により国民を支えることを意図している。生産能力を維持する

ことを目的とした基本的な支払に加えて、生産条件不利支払と畑作地・永年作物支払が設けられている。 
各支払区分の支払単価および受給条件等は以下に示す通りである。 

 

                                                        
27 2018 年までは UGB 単位で支払が行われていたが、2019 年からは PN 単位での支払へと改められた。 
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図表 47 供給保障支払の単価および受給条件等 
支払の種
類 

支払区分 金額 単位 条件・概要等 

基礎支払 

一般農地 900

フラン
／ha

・永年草地については最低限の家畜負荷が条件として課され
る。最低限の家畜負荷は地帯別に定められており、条件不利
な地帯ほど値が低く設定されている。 
・食料としての利用を目的としていない作物の作付地は対象外
・生物多様性促進用地の場合、永年草地の最低家畜負荷基準
は通常の 30％が適用される。 
・要件を満たす農場規模が 60ha 以上となると支払単価は減少
し、140ha を超えた分については支払対象外となる。 

生物多様性促進用地（SPB）
のうち永年草地 

450

生産条件
不利支払 

丘陵 240

フラン
／ha

・地帯区分ごとに支払金額が異なる。  
・基礎支払と同様に最低限の家畜負荷が条件として支払われ
る 

山岳 I 300

山岳Ⅱ 320

山岳Ⅲ 340

山岳Ⅳ 360

畑作地・
永年作物
支払 

  400
フラン
/ha 

・食料としての利用を目的としていない作物の作付地は対象外

出所：OFAG (2017) “Aperçu : Paiements directs aux exploitations suisses à l’année”および連邦農業庁ウ

ェブサイトより作成 

 

3) 生物多様性支払 

 生物多様性の保全や自然の生息地の維持を促進することを目的とした支払である。生物多様性の質

に対する支払と、ネットワーク支払が設けられている。生物多様性の質に対する支払は、連邦が全額費

用を負担するが、ネットワーク支払については、連邦は 大額の 90％を負担し、残りの費用は州、基礎

自治体、または民間事業者から提供されることとなっている。 
ネットワーク支払は、州のネットワーキング要件を満たす生物多様性促進地に支払われる。生物多様

性への支払は２段階で支払われ、より高い条件を満たすと第２段階の支払まで受給可能となっている。 
各支払区分の支払単価および受給条件等は以下に示す通りである。 
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図表 48 生物多様性支払の単価および受給条件等 

支払の種類 支払の区分 単位 

生物多様性の質に
対する支払 ネットワーク支

払 
第一 第二 

粗放的採草地 

平原 

フラン
/ha 

1,080 1,920 1,000

丘陵 860 1,840 1,000

山岳ⅠⅡ 500 1,700 1,000

山岳ⅢⅣ 450 1,100 1,000

粗放的な採草に用いられる湿地 

平原 1,440 2,060 1,000

丘陵 1,220 1,980 1,000

山岳ⅠⅡ 860 1,840 1,000

山岳ⅢⅣ 680 1,770 1,000

非集約的採草地 
平原、丘陵、山岳ⅠⅡ 450 1,200 1,000

山岳ⅢⅣ 450 1,000 1,000

粗放的放牧地/木のある放牧地   450 700 500

水路沿いの採草地 450   1,000

生垣・雑木林（bosquets champêtres）・木の生えた土
手（berges boisées） 

  
2,160 

2,840 1,000

野生種の花を播種した休閑地（jachères florales）   3,800   1,000

輪作休閑地   3,300   1,000

農地における多年生植物境界（ourlet）   3,300   1,000

粗放的耕作による作物境界線   2,300   1,000

授粉媒介者およびその他の有用生物のために花
を播種した地片 

  2,500 
    

自然の生物多様性を有するワインブドウ作付地     1,100 1,000

幹を高く仕立てた果樹   
フラン/

木 

13.5 31.5 5

胡桃の木   13.5 16.5 5

敷地内に適合した国内種の樹木       5

地域特有の生物多様性促進地   フラン
/ha 

    1,000

出所：OFAG (2017) “Aperçu : Paiements directs aux exploitations suisses à l’année”および連邦農業庁ウ

ェブサイトより作成 

 

4) 景観の質に対する支払 

景観の質に対する支払は、景観の広がりや生物生息地の多様性（ネットワーキングへの貢献）の維持

だけでなく、森林の維持や山地での畑作など、景観に関わる地域のニーズや文化的価値を考慮に入れる

ことを目的とした直接支払である。 
景観の質に対する支払は、多様な耕地景観の保存、促進、開発のためのプロジェクトを実施した農家

に与えられる。支払額は、州ごとに設定され、一つのプロジェクトあたり連邦政府から以下の金額の

大 90％が補助される。 
 360 フラン/ ha 
 240 フラン/PN 
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5) 生産方式に対する支払 

望ましい生産方式を促進するための直接支払である。有機農業支払と、粗放生産支払、牧草による牛

乳・食肉生産、動物福祉に関する支払が設けられている。 
動物福祉に関する支払は、所定の種類の家畜すべてが動物福祉の要件を満たす農場に対する支払であ

り、家畜ごとに定められた大家畜単位（UGB）に基づき支払われる。動物にとりわけ配慮した厩舎シス

テムに対する支払（SST）と、動物を定期的に屋外に出すことに対する支払（SRPA）に分かれており、

それぞれ家畜の種類に応じて支払額が異なっている。 
各支払区分の支払単価および受給条件等は以下に示す通りである。 
 

図表 49 生産方式に対する支払の単価および受給条件等 

支払の種類 支払区分 金額 単位 条件・概要等 

有機農業支払 

特別作物 
（ブドウ、ホップ、果物、ベ
リー、野菜、タバコ、薬
用・香料用植物、キノコ） 

1,600
フラン
／ha

・当該農場全体が有機農業令の規定に従うこと 

それ以外の畑作地 1,200

それ以外の対象農地 200

粗放生産支払   400
フラン
／ha

・穀物、ヒマワリ、豆類、菜種の粗放的な生産に対する面積支
払 
・各種薬品（成長調整剤、殺菌剤、自然防御能に対する化学
合成促進剤、殺虫剤）を使用しないこと 
・種実が熟してから収穫を行うこと 

牧草による牛
乳・食肉生産へ
の支払 

  200
フラン
／ha

・農場における粗飼料食家畜の年間飼料消費のうち、所定の
基礎的飼料が乾物換算で 90％以上を占めることと、そのうち
採草地と放牧地由来の飼料が一定（平原で乾物の 75％、山
地で乾物の 85％）以上の割合を占めること 
・最低限の家畜負荷が条件として課される 

出所：OFAG (2017) “Aperçu : Paiements directs aux exploitations suisses à l’année”および連邦農業庁ウ

ェブサイトより作成 
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図表 50 動物福祉に関する支払の単価 

 
出所：OFAG (2017) “Aperçu : Paiements directs aux exploitations suisses à l’année” 

 

6) 資源効率支払 

資源効率支払は、新たな技術導入などを促進する目的で時限的に設けられている直接支払制度である。

2018 年には「資源効率支払」に「除草剤を使用しない生産への支払」を新設することが決定した。 
「土壌保全的な耕起法に対する支払」および「農薬の精密施用技術の利用に対する支払」については、

当初 2019 年までの実施を予定していたが、2018 年の直接支払令改正により、2021 年まで延長されるこ

とが決まった。また、「土壌保全的な耕起法に対する支払」の「除草剤不使用による加算」の支払額は、

400 フラン/ha から 200 フラン/ha に減額されている。 
各支払区分の支払単価および受給条件等は以下に示す通りである。 
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図表 51 資源効率支払の単価および受給条件等 
支払の種類 支払区分 金額 単位 条件・概要等 
排出を削減する
散布技術に対
する支払 

  30
フラン
／ha

・特定の種類の散布機や注入機の使用等が対象 
・同じ土地について年 4 回まで（冬季の 11 月 15 日から
2 月 15 日を除く）の施用が支払対象 

土壌保全的な
耕起法に対する
支払 

不耕起 250
フラン
／ha

・適切な輪作や品種の選定、圃場の残渣除去が必要 
・耕起や除草剤の施用に対する制限あり 

部分耕起 200
浅耕 150
除草剤不使用による加算 200

農薬の精密施
用技術の利用
に対する支払 

農薬散布のための付加的
装置 

取得費用
の 75%

-  

・特定の農薬散布機の取得にのみ補助 
・農薬散布のための付加的装置への最大補助額は 170
フラン 
・ 水平方向に調整可能な散布機は最大 6,000 フランの
補助、その他の補助対象散布機への最大補助額は
10,000 フラン 

多年生作物に使用される散
布機 

取得費用
の 25%

農薬散布機の
洗浄機能導入
に対する支払 

  
取得費用

の 50%
-  

・農薬散布機による水質汚染を防ぐために設計された内
蔵式洗浄機能の導入に対する支払である。 
・補助上限額は 2,000 フラン 

養豚における窒
素飼料削減へ
の支払 

   35
フラン
／
UGB 

・窒素量の少ない飼料を用いて給餌を行い、蛋白質節約
と窒素排出量に寄与する養豚への支払 

特定化学製品
の使用削減へ

の支払 

果樹園の除草剤の削減（部
分的不使用） 

200

フラン
／ha

・果樹栽培、ブドウ栽培、てんさい栽培の生産において、
2017 年に公表された特定の化学製品（特定の危険性を
伴う可能性のある除草剤、殺虫剤またはダニ駆除剤等）
の使用を控えることに対する面積支払 

果樹園の除草剤の削減（完
全不使用） 

600

果樹園の殺菌剤の削減 200
ブドウ農園の除草剤の削減
（部分的不使用） 

200

ブドウ農園の除草剤の削減
（完全不使用） 

600

ブドウ農園の殺菌剤の削減
（部分的不使用） 

200

ブドウ農園の殺菌剤の削減
（完全不使用） 

300

てんさい農地の除草剤の削
減（４葉期からの機械除草） 

200

てんさい農地の除草剤の削
減（播種からの機械除草） 

400

てんさい農地の除草剤の削
減（除草剤の完全不使用） 

800

てんさい農地の殺虫剤と殺
菌剤の削減 

400

除草剤を使用し
ない生産への支

払 
 250

フラン
／ha

・生物多様性促進用地は対象外 
・主な作物がてんさいの場合は対象外 
・有機農業への直接支払対象となる農地は対象外 

出所：OFAG (2018) “Aperçu : Paiements directs aux exploitations suisses à l’année”および連邦農業庁ウ

ェブサイトより作成 
注：「除草剤を使用しない生産への支払」は 2019 年 1 月より施行 
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図表 52 資源効率支払の実施スケジュール 

 
出所：OFAG (2018) “Aperçu : Paiements directs aux exploitations suisses à l’année”、連邦農業庁ウェブ

サイトおよび直接支払令（最終改訂 2019 年 1 月）より作成 

7) 移行支払 

 移行支払は、2014 年に直接支払の枠組みが刷新されたことを背景に、2013 年以前における所得支

持政策からの移行措置として設けられている。支払は 2021 年まで継続される見込みである。 
受給額は、2013 年以前の直接支払制度（所得支持）から新制度における農業景観支払と供給保障支払

を差し引いた金額に、年ごとに設定される係数をかけて算出される。 

 図表 53 移行支払の係数 
 係数 

 2014 0.4724 
 2015 0.2796 
 2016 0.2619 
 2017 0.2116 
 2018 0.1918

出所：OFAG (2018) “Aperçu : Paiements directs aux exploitations suisses à l’année”  

  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
排出を削減する散布技術に対する⽀払
⼟壌保全的な耕起法に対する⽀払 ⇒ 延⻑
農薬の精密施⽤技術の利⽤に対する⽀払 ⇒ 延⻑
農薬散布機の洗浄機能導⼊に対する⽀払
養豚における窒素飼料削減への⽀払
特定化学製品の使⽤削減への⽀払
除草剤を使⽤しない⽣産への⽀払
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(3) 直接支払の運用実態 

① モニタリングや運用面について 

 
農業政策の実施に係る連邦および州政府の役割分担としては、基本的に連邦が方針を定め州がその実

行を担っている。具体的には、連邦が農業関連法や農業政策の立案やそれに伴う調査を行っており、そ

れに基づいて州政府が農業者に対する研修や各種の支援および管理を行う。一部細かな対応が要求され

る管理業務に関しては基礎自治体（コミュニティ/ゲマインデ）が州政府と農業者の間に入るが、基本的

に政策実行の責任は州が引き受ける。 
 

図表 54 農業政策の実施に係るおよび州政府の役割分担 

 
出所：グラウビュンデン州政府提供資料 

 
直接支払制度の実施についても同様に州政府が担う。スイスでは、複雑な直接支払制度が適切に機能

しており、複数の直接支払がバランスよく活用されているが、制度の運用面では州政府が大きな役割を

担っている。州政府は、区画番号を有する各農場区域について、基礎自治体ごとに、経営者の名前、支

払対象となる地域の範囲および支払の種類を示すリストを作成する。州は、このリストが確実に更新さ

れるように管理することとなっている28。また、各州では、連邦農業庁が傾斜に関する電子データセッ

トの作成、定期的更新を行い、それに基づいて各州が農場の傾斜面積の計算などは行うこととなってい

る29。 
直接支払制度の実施に係る細かな運用方法についても各州が決定する。ただし運用方法に関して州レ

ベルの条例等の規定があるわけではなく、基本的には直接支払令に記載された内容に基づく。原則とし

ては州がモニタリングを担うが、州政府が直接行う場合のほか、州政府から農業団体に委託されている

場合がある。例えば、ベルン州ではモニタリングを委託せず州自ら実施しているが、ザンクトガレン州

など一部の州では農業団体に委託されている。委託を行う場合、その組織は独立して活動するため、利

益相反の可能性については問題ないとされる30。農業団体等への委託の利点としては、取引費用の節減

と細かな情報収集に繋がることがあると考えられる。 
 

                                                        
28 直接支払令（OPD）43 条 5 項 
29 直接支払令（OPD）43 条 4 項 
30 現地州政府ヒアリング 
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図表 55 直接支払の管理・モニタリングの役割分担 

 
 
 
グラウビュンデン州では、州の農業局から与えられる資格を保有する 18 人の農業者が、管理・モニ

タリングを行っている。居住している地域と異なる地域の農家のモニタリングを行うことで、利益相

反が起こらないようにしている。 
 
 
また、農家が直接支払の申請等を行う際、基礎自治体が支援を行っている31。支援の具体的内容とし

ては、各農家からの申請に関する電話での問い合わせに対応することなどである。州政府では、連絡担

当者を各基礎自治体に配置しており、連絡担当者が答えられない質問が州政府には寄せられる。農家へ

の支援は、農業学校の普及員などが兼業的に行っている場合もある。直接支払令には、基礎自治体の役

割については明確に記載されていないことから、各州政府の責任のもとで基礎自治体に業務が切り分け

られ、直接支払の実際の運用を助けているとみられる。そのため、基礎自治体が担う役割は州ごとに多

少の差異があると考えられる。 
 
2018 年夏に欧州を襲った熱波により多くの農家が影響を受けていることから、スイス連邦政府では、

輸入家畜飼料の関税削減や、農家への無利子のローン提供などの対応を行っているほか、スイス内の多

くの州が直接支払の要件を緩和している32。このように、各州の裁量によって柔軟な対応が可能な直接

支払の運用体制になっている。 
 

② 政策転換時の情報伝達や対応について 

政策変更時の情報伝達は州政府の役割である。新たな政策が施行される際は、主に各州による農業普

及事業や、各州の農業学校、農業職業訓練制度等を通じて情報伝達が行われる。そのほか、州から各農

業者へのメール配布や、インターネット上でも情報を提供するほか、新聞でも情報伝達する。 
直接支払等の政策変更時には、各州農業学校の普及員が農家に対して変更事項に関するグループ研修

を行っている。グループ研修の際には、政策変更時の義務が教えられ、申請可能な直接支払について教

                                                        
31 現地州政府ヒアリング 
32 IEG Policy “Switzerland latest country to provide aid to struggling farmers” 07 Aug 2018 
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えられる（ただし強制的に申請させることない）。基本的には州政府経由で情報伝達が行われ、民間のコ

ンサルティング会社等が間に入り政策変更に関する情報提供を行う例は少ない33。そのほか、政策の実

施に際しては、農業組織も広く活躍している。たとえば、各地方に配置されたスイス農民連盟の支所か

ら新たな政策に対する情報提供が行われている。 
スイスでは、直接支払の受給要件として職業訓練農業学校で教育を受けていること（もしくはそれに

相当する資格を有していること）が求められる。そのため、農業学校で構築された農家同士の横のつな

がりが強く、新たな直接支払等の制度が施行される際も、どの直接支払に申請を行うか等の相談がなさ

れ、情報交換が活発に行われる。これにより、政策の大幅な変更が行われた際にも、スムーズな移行が

実現できていると考えられる。 
実際に 2014 年の制度移行時は、農家による新制度の利用は予想よりも早く進んだとのことである。

連邦では、農家が従前の直接支払制度における区分と近い直接支払区分へ移行するだろうと予測してい

たが、実際にほぼ予測通りとなったようである34。 
一方で、政策の転換時は州政府に対して大きな負荷がかかっているとみられる。直接支払等の農業政

策の確実な実施は、州政府にその義務と責任があることから、その情報を各農家に伝達することが州政

府としては負担となっている。 
 
州としては、農政改革のたびに政策に合わせ運用を変えるため労力を要する。特に、2022 年以降は

州単位の裁量で実施する直接支払が一つの大きなカテゴリにまとめられ、懸念事項である。 
出所：州政府ヒアリング 
 

③ 直接支払額決定のための情報システムについて 

スイスでは、各農家が直接支払に関連するデータを入力する際や、政府が直接支払額を決定する際に

利用するための情報システムがインフラとして整備されている。 
農業に関連する情報システムとしては、様々な種類のデータベースやアプリケーションが存在してい

るが、一般農家や政府が利用しやすいよう、複数のシステムを一括して利用および参照するためのゲー

トウェイとして、Agate（英：エーゲイト、独：アーガーテ）と呼ばれるポータルサイトが用意されてい

る。Agate を通じて農業者はデータの入力や利用が可能である。例えば生乳生産量・品質や、家畜の位

置（履歴）を閲覧可能である。Agate へのアクセス権は、農家や政府にのみ付与されている。 
農業者は Agate を通じた各種システムを利用し、以下に示すような作業を行う。 

 州のシステムに直接支払の申請を行う。 
 肥料、堆肥などの供給や移動を HODUFLU で管理する。 
 動物売買データベース（BDTA）で家畜の取引に関する情報を伝達する。 

HODUFLU35は、農場の肥料の流れを簡単かつ調和のとれた形で管理できる Web アプリケーションで

ある。農場レベルおよび州間での農場の肥料の輸送の透明な表現が可能で、 
肥料等のすべての配達は HODUFLU に入力され、HODUFLU で入力および確認された出荷伝票は、

PER 要件の充足を判断する際にも考慮される。  

                                                        
33 現地ヒアリング 
34 現地ヒアリング 
35 https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/politik/datenmanagement/agate/hoduflu.html 
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図表 56 各種データベースとデータ利用の流れ 

 
出所：連邦農業庁ウェブサイト<https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/politik/datenmanagement.html> 

 
直接支払の申請や関連するデータの入力は、農家が州のシステムにて行う。職業訓練農業学校で、情

報システムへのデータの入力方法についても教わっていることから、農業者はシステムの利用・入力方

法を把握している。また、現在はデータの入力や GIS の使用方法に関するチュートリアル動画がウェブ

上で公開されており、農業者はこれを参考にできる。PC の利用に不慣れな農業者は、データ入力を友人

や家族に任せるケースも多い36。 
データの入力は農業者にとって負担となるが、直接支払が受給できるため、農業者は忘れずに入力し

ている。基本的にデータ入力は電子システム上で行われるが、紙を用いた申請も認められている37。た

だし、紙を使用する場合には電子システムを使わない理由を記載しなければならず、連邦としては極力

電子化を極力進めたい意向がうかがえる。 
 
州の農業情報システムは、各州が個別に用意しているわけではなく、コスト削減のため複数の州が共

同で同じシステムを利用している。26 州全体で 5 つのシステムが利用されている。 
 

                                                        
36 現地ヒアリング 
37 https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/politik/datenmanagement.html 
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図表 57 州別に利用されているデータベース 

 
出所：連邦農業庁ウェブサイト

<https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/politik/datenmanagement/agate.html> 

 
州のシステムによって、直接支払額の計算に必要となる傾斜角度や面積などのデータも GIS 上で整備

されており、複数のレイヤーをシステム上で重ね合わせて各農家の受給金額は算出される。これにより、

農業者は自分の農場のどの区分がどの支払を受給できるか把握可能となっている。傾斜角度は、上空か

らの写真と地上からの情報を組み合わせて土地の断面図が作られて計測され、直接支払の傾斜地支払に

対応する 3 分類（18%～30%、30%～50%、50%以上）に大きく分かれてデータが整理されている。 

図表 58 スイス国内の傾斜度 

 
出所：連邦農業庁ウェブサイト

<https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/politik/datenmanagement/geografisches-informationssystem-
gis/download-geodaten.html>  
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直接支払令（OPD）114 条には、「連邦農業庁は、農場当りの直接支払額を計算するための Web アプリ

ケーションを提供する」とあり、直接支払の規定上は、連邦農業局が各種のデータを管理して州に提供

することとなっているが、地理情報システムへ登録する各種データの収集については連邦と州が役割分

担により整備している。データの収集や登録に関する詳細な取り決めは、農業情報システム令

（919.117.71 OSIAgr）にて明記されている。 
具体的には、利用農地の内容（利用面積、階段状農地の葡萄、生物多様性促進用地、夏季放牧地など）

については州が毎年取得して州の地理情報システムに入力し、12月31日までに連邦農業庁に転送する。

ただし取得は農業者、自治体、適当な団体に委嘱できる。農地の境界、傾斜地、農業法の実施に必要な

その他の地理情報（気候、土壌、産地呼称、浸食リスク、その他）については連邦が定期的に取得する

こととなっている。 
 
直接支払令（OPD 910.13）113 条：地理データの入力 
州は、地理情報令（RS 510.620）の施行日から 2017 年 6 月 1 日までに、州の地理情報システムに、農場

ごとの直接支払額を計算する目的で、その面積と用途、その他の必要事項を登録する。 
 
農業法（910.1 LAgr） 
165e 条：地理情報システム 
1. 連邦農業庁は、同法で規定される連邦および州の業務実施の支援を目的として地理情報システムを管

理する。 
2. 情報システムには、農地や土地利用に関するデータ、および空間参照を使用して業務を実行するため

のその他のデータが含まれる。 
3. データへのアクセスおよび利用は、2007 年 10 月 5 日の地理情報法（LGeo 510.62）の規定に基づく。
 
178 条：州 第 5 項 
直接支払制度の実施のために、州は決められたデータを使用し、農地や土地利用およびその他の必要なデ

ータを第 165e 条に規定されている地理情報システムに記録し、これらのデータを使用して各農場の直接支

払額を計算する 。 
 
 
農業情報システム令（919.117.71 OSIAgr） 
セクション 4：地理情報システム  
第 10 条：データ  
地理情報システム（GIS）には、次の地理データが含まれる。  

a. 附属書 3 の 1 に示す地理データに従った、農地境界および傾斜の地理データ。 
b. 農作物およびぶどう畑の地理データは、附属書 3 の 2 の地理データに従って登録される。   
c. 附属書 3 の 3 に従う、農業法の執行を支援するためのその他の地理データ。  

第 11 条：データの収集  
1. 連邦農業庁は、第 10 条 a および c に規定するデータを定期的に入手する。  
2. 州は、毎年第 10 条 b に規定するデータを入手する。  
3. 州は、データの保護が確保されていることを条件に、第 10 条 b に規定するデータの収集を農業者

および自治体または適切な組織に委任することができる。  
第 12 条：データの収集と伝送  

1. 州は、地理情報システムの第 10 条 b に従って地理データを収集および整理する。  
2. 州は支払年の 12 月 31 日までに、 終的な地理データを連邦農業庁に送信する。  
3. データは、利用可能な地理データモデルに基づくことが求められ、連邦農業庁の技術的要求に従っ

て送信される。 
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図表 59 地理データセットとデータ収集の主体の対応 

No 
地理情報令38附属書
1 に記載の地理デー
タ 

No  地理データセット  データ収集の主体 

149  農業生産の地籍  149.1  農地の境界 連邦 

151  ワインの地籍  151.1  ブドウ栽培の地籍 州 

152  傾斜地  
152.1  傾斜地  連邦 

152.2  傾斜ブドウ畑  連邦 

153  耕作農地  

153.1  土地利用  州 

153.2  階段状のブドウ栽培地の周囲長  州 

153.3  生物多様性促進用地（品質レベル II） 州 

153.4  
生物多様性促進用地（ネットワーキン
グ）  

州 

153.5  
農地の外周長と夏季山岳放牧地の面
積  

州 

153.6  経営単位 州 

153.8  景観の質に関する要素 州 

出所：連邦農業庁ウェブサイト

<https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/politik/datenmanagement/geografisches-informationssystem-
gis/minimale-geodatenmodelle.html>および農業情報システム令（OSIAgr）より作成 

図表 60 州の農業情報システムの利用イメージ 
 

 

 
出所：ベルン州農業局提供資料 

                                                        
38 農業情報システム令では、地理情報令（510.620 OGéo）を根拠法令として作られる傾斜地などのデータが参照され

ている。 
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そのほか、農業・農村開発協会(AGRIDEA）が、「Focus AP-PA」というウェブサイトを運営しており、

農業政策に関する情報提供を行っている。こうした情報が運用上は利用されているものと考えられる。

特に、直接支払については、面積などの情報を入力することで計算が可能なソフト（excel）を提供して

おり、これが運用上は利用されていると考えられる。 

図表 61 直接支払額計算シート 

 
出所： Focus AP-PA ウェブサイト 
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3.4. 次期農政改革に向けた近年の動き 

(1) 憲法改正（食料安全保障に関する条項の追加）39 

① 経緯 

2017 年 9 月 24 日、憲法を改正し食料安全保障の条項（104a 条）を追加することが国民投票により決

定した。改正案は多くのスイス国民から支持され、賛成の割合は 78.7％に達した。 
新たに追加された憲法 104a 条は、国が促進すべき事項を定めており、農地など農業生産基盤を保全

すること、効率的な資源利用、市場指向、持続可能な農業発展のための貿易などが含まれている。憲法

に食料安全保障の条項が明記されるのは、主要国では初めてのこととされる。 
 

図表 62 憲法改正の内容 

 
（出所）連邦参事会ウェブサイト 
<https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a104> 

この憲法改正は、2014 年 7 月に農業団体が国民発議「食料安全保障のために」を提案したことが発端

となったが、結果的に改正案は 2 度変更され、当初提案から 3 年を経て改正が決定した。当初案では、

農地の喪失抑制と品質戦略に係る施策を求める内容となっていたが、農業生産のみでなく、農産食品部

門や貿易、消費等の視点が抜けていたことから、より包括的な内容の対案が提案された。 

図表 63 憲法改正の経緯 
年月日 改正経緯 
2014 年 7 月 8 日 農業団体が国民発議「食料安全保障のために」を提出。（農地の喪失抑制と品質戦略

にかかる施策を求める内容） 
2015 年 6 月 24 日 連邦参事会がより包括的な内容の対案を示す。しかし十分な支持が得られず、連邦参

事会が議会に対し、国民発議の否決を国民および州に勧告することを提案 
2016 年 3 月 9 日 国民議会（下院）は国民発議の支持を決定（賛成 91、反対 83、棄権 19）。 
2016 年 11 月 3 全州議会（上院）の経済・税制委員会がより広範な合意が得られる改正案に向けた検

討を重ね、独自の対案を採択。 
2017 年 3 月 14 日 国民議会が同対案を圧倒的多数で支持（賛成 173、反対 7、棄権 11） 
2017 年 4 月 12 日 連邦参事会が国民投票の実施を決定（9 月 24 日） 
2017 年 9 月 24 日 国民投票の実施。投票率 46%、賛成 78.7%で、かつ全ての州で 3 分の 2 以上の賛成

票割合となる。 
出所：平澤（2017）「食料の安定供給確保目指し憲法改正＝スイスの食料安全保障とは（上）＝」『Agrio』, 
(185), 12 月 5 日, pp.2-3.および平澤（2017）「熟議により国民的合意を形成＝スイスの食料安全保障と

は（下）＝」『Agrio』, (187), 12 月 9 日, pp.13-14. より作成 

② 憲法改正の影響 

連邦議会は、2017 年 11 月に連邦参事会が提出した「農業政策の中期的発展に向けた概要」を受け、

2018 年 6 月、食料安全保障に関する憲法改正を次期農政改革の内容に盛り込むことを要求した。 

                                                        
39 本項は平澤明彦（2017）「食料の安定供給確保目指し憲法改正＝スイスの食料安全保障とは（上）＝」『Agrio』, 
(185), 12 月 5 日, pp.2-3.および平澤明彦（2017）「熟議により国民的合意を形成＝スイスの食料安全保障とは（下）

＝」『Agrio』, (187), 12 月 9 日, pp.13-14. を参照した。 

104a 条 食料安全保障 
国民の食糧供給を確保するために、連邦は以下を促進する。 

a. 農業生産の基盤、特に農地の保全 
b. 地域の条件に適合し、効率的に資源を利用した食料生産 
c. 市場の要求を満たす農業および農産食品部門 
d. 農業および農産食品部門の持続可能な発展に貢献する貿易 
e. 資源を節約する食料利用 
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これを受け、連邦参事会は 2018 年 9 月、「農業政策の中期的発展に向けた概要」の補足文書40を発表

し、その中で食料安全保障に関する憲法改正で追加された事項について、今後の政策における対応を記

載した。以下にその対応を示す。 
 

1) 農業生産の基盤、特に農地の保全 

農業生産の基盤となる農地の保全については、連邦レベルで対応可能な手段としては、主に土地利用

計画の策定にあり、実際の保全を担うのは各州である41。スイスでは、SDA（surfaces d'assolement）と呼

ばれる良質な農地を規定42によって保護し、国内の食料供給を確保するための農地として位置付けてい

る。同規定では、SDA の少なくとも 438,460 ヘクタールを維持することを目指しており、各州は、1992
年に連邦参事会が設定した割当量の維持を保証することが求められている43。SDA 保護のための更なる

措置は、同規定の改訂の枠組みの中で検討が継続されることとなっている。 
なお、スイス全土における SDA を特定、マッピング、定量化する手法として、2015 年に地理データ

モデルが開発、施行された。 

図表 64 州別の SDA の分布 

 
出所：OFAG ウェブサイト”Surfaces d’assolement” 

 
また、直接支払における環境サービス要件（PER）などの政策は、農業生態系に影響を与え得るとし、

農業政策 2022（農政 22+）におけるこれら施策の開発は、生態系にプラスの影響を与えるはずであると

している。農政 22+における具体的施策として、農業投資の支援（例えば、環境への負の影響を減らす

革新的技術への支援）、研究（例：イノベーションの推進）、植物育種（持続可能性志向）などが挙げら

れるとしている44。 
現行の直接支払の枠組みにおいても PER は設けられているが、憲法改正を受け、今後要件の見直しな

どが行われる可能性があると考えられる。2018 年の農業関連規則の改定においては、更なる PER の発

展に向けた試験の目的であれば、連邦農業庁の認可のもと、PER の現行要件を逸脱する要件を設けるこ

とを認める法案が提出されている45。その場合、実験的に設ける要件は少なくとも現行要件と生態学的

に同等であり、科学的な裏付けがあることが条件とされている。 

                                                        
40 Conseil federal (2018) “Rapport complémentaire à la Vue d’ensemble du développement à moyen terme de la 
politique agricole” 
41 中長期補足資料 
42 SDA セクター計画（FF 1992 II 1616）。1992 年に連邦参事会で採択された。 
43 https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-et-amenagement-du-territoire/bases-et-donnees/faits-et-
chiffres/surfaces-d_assolement.html 
44 Conseil federal (2018) “Rapport complémentaire à la Vue d’ensemble du développement à moyen terme de la 
politique agricole” 
45 Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) 
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2) 地域の条件に適合し、効率的に資源を利用した食料生産 

連邦参事会は、国内食料生産は、食料安全保障の重要な柱であり、特に地方の状況に農業を適応させ

ることは、生態系への負荷増大を防ぐとしている。これを踏まえ、農政 22 +では、地域全体の戦略を備

えた地域適応農業が促進される予定である。土壌、水、栄養素などの利用可能な資源は効果的に使用す

べきである。  
また農政 22 +では、PER を強化する方向性ではなく、農業経営者個々の責任の増大を通じて、より持

続可能な生産を目指している。 
 

3) 市場の要求を満たす農業および農産食品部門 

市場の要求という概念はすでに憲法 104 条（農業）に含まれているが、憲法 104 条 a（食料安全保障）

で追加された市場の要求に関する文言は、農業だけでなく農業食品部門全体を指すとしている。 
ここで「市場の要求を満たす」とは、農業部門と農産食品部門が国によって導かれるのではなく、消

費者の期待を満たす市場を自ら形成していくことを意味している。すなわち、農業および農産食品関係

のプレイヤーが、スイスの高品質な農産品に対する国内外の潜在需要を取り込んでいくことを目指して

おり、農政 22 +ではそれを後押しするような施策展開を行う方針である。具体的には、コストの削減や、

付加価値の増大、品質差別化を掲げており、これにより国内外の需要を取り込むための有利な状況を整

備する方針である。 
特に、国内外での成功を収めるには、農業部門と農業食品部門に共通の品質戦略を採用させることが

重要だとしている。スイスの製品は、国内外における低価格帯の競合とは差別化可能であるとし、高品

質路線のセグメント、特に成長の激しい国でのポジショニングに焦点を当てることで、購買力が着実に

向上している市場を取り込む方針である。 
ただし「品質戦略」は、2010 年に発表された長期戦略「2025 年の農業と食品部門」で既に掲げられて

おり、農業政策 2014-2017 においても具体施策の一つとして「品質戦略の強化」が打ち出されていた。

農政 22+の方向性を記載した「農業政策の中期的の発展の概要」では、農政 22+の「市場」軸における

目標の一つとして品質戦略に関する記述もあるが、憲法改正を受けて品質戦略を強化するというよりは、

既存の方向性を踏襲するに留まると考えられる。 
 
スイスの「農業と食品産業の品質戦略」は、新たな差別化の道を切り開き、業界のプレイヤーにとって

の機会となる。品質に関する付加価値は、まずは市場によって補償されるべきであり、政府はそれを効率

的な手段で支援する（例えば、特別な生産方法の表示、原産地表示、山岳/高山ラベルなど）。 
出所：スイス連邦参事会「農業政策の中期的の発展の概要」p62 

 
また、国内生産保護のための現行の輸入割当制度は、輸入業者の競争を歪め、また管理上の費用も余

分に要するとして問題視している。輸入割当は、市場価格上昇による消費者支出増加を招くことから、

農政 22+の議会前協議では、国内生産保護のための輸入割当に関して議論が行われる予定である。同様

に、市場指向の障害となる特定支援について議論が行われる予定である。例えば乳製品部門では、牛乳

価格への支援は、品質戦略、すなわち高価値乳製品（生乳チーズ専門品）の生産を促す方向に転換して

いく必要があるとしている。 
 

4) 農業および農産食品部門の持続可能な発展に貢献する貿易 

スイスは、機械、燃料、種子、肥料などの農業生産要素や食料を輸入に依存しており、また特定の農

産物（乳製品や加工品）は輸出していることから、良好な対外貿易関係は、食料安全保障にとって不可

欠である。農政 22 +には、2022 年からスイスで実施される農業政策が含まれているが、農政 22＋の教

書には自由貿易協定や経済連携協定に関する内容は含まれず、これらは通常農政 22+の教書とは別途に

議会で承認される。 
憲法第 104a 条は、農業部門の持続可能な発展に寄与する貿易関係を構築するための条件を検討する

ことを連邦に要求している。スイスとしては、食料品と農業生産要素の輸入は、スイスの農業と食品セ

クターの持続可能な発展に貢献することから、国際貿易における持続可能な開発の原則を特に重視して
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いる。生産要素（肥料、機械、飼料など）の輸入は、国内農業の生産性の向上を通じてスイスの農産物

の輸出増加と経済発展に寄与し、食料の輸入は、スイスの農業生態系への負担を軽減する。持続可能な

貿易関係に向けた条件検討に際しては、国際貿易法の遵守や、持続可能な開発目標（SDGs）などを考慮

する方針である。 
 

5) 資源を節約する食料利用 

食料資源の消費は、食品廃棄物の量を減らすか、生産や加工中に失われた食料の量を減らし、これら

の食料を得るために使用される天然資源を減らすことによって改善することができるとしており、この

改善に向けた取り組みを進める方針である。 
農業法では食品廃棄物への対策の余地は限られているが、グリーン経済行動計画を通じた食品廃棄物

の削減と、天然資源を節約する食料生産を通じて、政府は取組を進めている。また、消費者への普及啓

発を通じてより多くの人々にこの問題を認識させる方針である。 
 

(2) 農業に関するその他の国民発議（イニシアティブ）の動き 

① 食料主権、公正な食品に関するイニシアティブ 

2018 年 9 月 23 日、農業・食料政策に関わる 2 つの国民発議（イニシアティブ）「食料主権のために」

と「フェアフードイニシアティブ」に係る国民投票が行われたが、ともに反対多数で否決された。 
「食糧主権のために」は、農業組合「ユニテール」が発起し、2016 年に 108,680 の有効な署名を集

め提出された。このイニシアティブでは、スイス連邦憲法に食料主権に関する条項を新しく加えること

を求めており、国内の農業生産の持続的発展や安全な食料の供給を求める内容となっている。 

図表 65 イニシアティブ「食料主権のために」で提案された憲法改正の内容 
1. 食料主権を実現するために、政府は収益性の高く多様な国内農業を支持し、健康的な食料を提供する

ことで、社会的・生態的側面に対する国民の期待に応える。 
2. 国産の食料や国産飼料の供給が 優先であり、その生産が天然資源を節約することを保証する。 
3. 以下の効果的措置を講じる。 

a. 農業における担い手の増加と構造の多様性を奨励する。 
b. 農業生産可能な耕地、特に輪作可能な耕地を量と質の両面で保持する。 
c. 農業者による種子の使用、増加、取引、販売の権利を保証する。 

4. ゲノム編集などの新技術による動植物および遺伝子組み換え作物の農業における使用を禁止する。 
5. 以下の施策を実行する。 

a. 農業生産と国民のニーズとの間の妥当性を確保することを目指す農家組織の創設を支援する。 
b. 市場における透明性を保証し、各部門の公正価格の決定を支持する。 
c. 農家と消費者の間の直接的な売買および、地域の加工、貯蔵、販売の構造を強化する。 

6. 農業従業員の労働条件に特に注意を払い、連邦レベルで調和させる。 
7. 国内農業を維持し発展させるために、輸入農産物や食料品の関税を課し、輸入量を規制する。 
8. スイスの社会および環境基準に沿った生産を促進するために、輸入農産物およびこれらの基準に準拠

していない食料品に関税を課し、輸入を禁止することを検討する。 
9. 農産物や食料品の輸出には補助金を与えない。 
10. 国産および輸入食品の生産および加工の条件に関する国民への情報提供および認識向上を保証し、 

国際基準にかかわらず、国内的な品質基準を設定できることとする。 

出所：Conseil fédéral (2017) “Message relatif à l’initiative populaire - Pour la souveraineté alimentaire. 
L’agriculture nous concerne toutes et tous “ 

連邦参事会は 2017 年 2 月 15 日に発行した教書46で、新たな憲法規定は不必要であり、イニシアティ

ブに反対する姿勢を示した。2017 年の食料安全保障に関する国民投票が賛成多数によって可決され、憲

法改正されたことによって、既に必要な措置の検討が進められていること、また、このイニシアティブ

を受け入れることは、国家介入の強化と関税の引き上げを意味することとなり、消費者負担と州の予算

                                                        
46 Conseil fédéral (2017) “Message relatif à l’initiative populaire - Pour la souveraineté alimentaire. L’agriculture 
nous concerne toutes et tous - ” 
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の負担の両方が上昇することになると反対していた。さらに、スイスの品質基準を満たさない特定の製

品の輸入を禁止することは国際貿易上難しいとしている。 
「公正な食品を求めるイニシアティブ」は左派の環境政党である緑の党によって立ち上げられた。こ

のイニシアティブも、憲法 104 条に「食料品」に関する条項を新たに追加することを求めており、より

公正で動物や環境に配慮した食料生産の推進を求める内容であった47。 
両イニシアティブは 8 月時点では 3 分の 2 以上の支持を集めたものの、 終的な投票結果は「フェア

フードイニシアティブ」が反対 61.3％、「食料主権イニシアティブ」が反対 68.4％で否決された48。 
スイス西部のジュネーブ、ヌーシャテル、ヴォー、ジュラの４州を除くすべての州で反対票が多数と

なり、可決に必要な州の過半数は得られなかった。 
 

図表 66 イニシアティブ「食料主権のために」の国民投票結果（州別賛成比率） 

 
出所：連邦議会ウェブサイト

（https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/votations/20180923/volksinitiative--fuer-
ernaehrungssouveraenitaet-die-landwirtscha.html） 

② 農薬使用削減のためのイニシアティブ 

2018 年 5 月 25 日、化学合成農薬の使用禁止を求めるイニシアティブ「化学合成農薬のないスイスの

ために」が提出された。 
同イニシアティブは、憲法 74 条（環境保護）の改正を求めるものであり、以下の文言を追加すること

を求めている。 
 
憲法 74 条（環境保護） 

2. 農業生産、農産物加工および領域維持における合成農薬の使用を禁止する。また、合成農薬

を含む食料品の商業目的の輸入および合成農薬の使用のための輸入を禁止する。49 
出所：連邦内閣事務局（Chancellerie fédérale ）ウェブサイト 

 

                                                        
47 https://www.bk.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis452t.html 
48 JETRO「農業改革促す 2 つの発議、国民投票で否決」

https://www.jetro.go.jp/biznews/2018/10/d5b6cf35b4a8ff70.html 
49 連邦内閣事務局（Chancellerie fédérale ）ウェブサイト（https://www.bk.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis455.html） 
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また、2018 年 1 月 18 日、「全ての人に綺麗な水を」イニシアティブが提出された。同イニシアティブ

は、憲法 104 条（農業）の改正を求めるものであり、政府の直接支払は、農薬や抗生物質を使用しない

農家に限るとする内容が提案されている。50 
憲法 104 条（農業） 

1. 連邦は、持続可能で市場志向な農業生産政策によって、農業が以下に大きく貢献することを保証

する。 
a. 健康的な食料と清潔な飲料水の国民への供給の保障 

3. 農業が多面的機能を発揮できるよう対策を設計する。実施事項と義務は次のとおり。 
a. 農家が、生物多様性の保全、農薬を使用しない生産、農場で生産された飼料で育てられた動

物の数などの環境要件を満たしていることを条件に、提供される環境サービスに対して公平

な料金を支払うため農家の収入を直接支払で補う。 
e. 本項 a、g および第 1 項に整合する農業を推進する内容である限り、農業研究、研修および

投資支援を促進することができる。  
g. 家畜に予防抗生物質を投与する農場や、抗生物質の定期的投与を必要とする生産方法を採用

する農場を直接支払の対象から除外する。 
4. この目的のために、特定目的の農業財源と連邦の一般財源を用いて、関連する条項の実施とその

効果のモニタリングを行い、定期的にその結果を一般国民に知らせる。 
出所：連邦内閣事務局（Chancellerie fédérale ）ウェブサイト 

これらのイニシアティブは、今後連邦参事会の教書承認と議会承認を経て、2020 年から 2021 年にか

けて国民投票が実施される予定である。 
 

(3) 2022 年以降に向けたスイス農政改革の動向 

① 農業政策の中期的発展の概要 

2017 年 11 月、スイス連邦参事会は 2022 年以降の農業政策に関する議論の素案となる文書「農業政策

の中期的発展の概要」を公表した。この文書には 2022 年以降の農業政策における連邦参事会の方針を

初めとする中期的な戦略が記載されている。 
本文書では、スイスにおける農業政策の中期的発展に向けた二要素として、①国際的な市場自由化へ

の対応と、②農業競争力の向上を掲げている。一つ目の要素としては、自由貿易協定を通じて、スイス

と国際農業市場のより深い連携を目指すと同時に、スイスの農業文化や食品産業に対する圧力をコント

ロールすることに焦点があてられている。二つ目の要素としては、スイスの農業・食品部門が、関税に

よる保護の変化によらず、国内外の市場において高品質で、資源効率が高く、社会的に要求される食品

を提供するための戦略を示している。 

図表 67 二要素戦略 

 
出所：Conseil federal (2017) “Vue d’ensemble du développement à moyen terme de la politique agricole”
を基に作成 

                                                        
50 連邦内閣事務局（Chancellerie fédérale ）ウェブサイト（https://www.bk.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis473t.html） 
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この報告書は、以下の議会の要請に対応する形で策定されている。 

2014-2017 農業政策の効果と費用 
14.3894 von Siebenthal：農業政策 2014-2017 の文脈で達成された効果と目的の再検討 

連邦参事会は、農業政策 2014-2017 年の影響が、生態学的、経済的、社会的な観点からどのよ

うに特定され、利用され、公表されているかを報告する責任を負う。また、教書に記載されている

目標に関連する結果を公表する。 
14.3991 de Buman：農業政策 2014-2017 の実施と運用コスト 

連邦参事会は、農業政策 2014-2017 の実施に必要な実施コストについて、連邦および州レベル

で詳細な報告書を提出する責任がある。（特定の補助を受けるために農家が追加的に負担する必要

がある支出額と、これらの補助金の一部に関連する追加的支出を知ることも必要である。） 
14.3537 Noser：農業生産の競争力と収量、および農業のための公的資金の使用に関する報告 

連邦参事会は、農業部門の長期的な競争力、農地の保全実績、およびその保全システム、農業で

使用される生産要素の効率性を評価する報告書の提出を担当し、これらの側面の改善すべき点を

示す責任を負う。 
17.3401 Müller Damian：スイスの農業は未来のために準備されていなければならない 

連邦参事会は、スイスの農業政策の改善や 適化、将来のスイスの開発戦略について、将来の農

業の役割に関する報告書を作成する責任を負う。さらに、報告書には、農業およびその環境に対す

る直接的および間接的支援の手段、ならびにスイス全体および州別に農業部門の経済的重要性に

関する情報が示されるべきである。 
 

客観的な農業政策 
14.3618 Aebi Andreas：対策ではなく目的に基づく農業政策を。農民は解決策の一部であり、問題

ではない。 
連邦参事会は、農業政策の対策ではなく、目的に基づいた農場レベルでの実施を可能にするシス

テムの条件を整える方法を報告書に提示する責任がある。それは実績に基づき慎重かつ入念に行

われることが保証されなければならない。このアプローチはまた、持続可能な開発の 3 つの軸を

十分に考慮に入れる必要がある。 
 

農業政策の簡素化、行政負担の軽減 
14.3514 Knecht：農業政策 2018-2021 では、行政の過剰官僚制と人員削減を計画する。 

連邦参事会は、農業政策 2018-2021 を見据えて、要件を簡素化し、それによって人件費を削減

する計画を発表する責任がある。 
14.4046 Keller-Sutter：農業における行政手続きの簡素化 

将来の農業政策を考慮して、連邦参事会は、農業政策 2014-2017 によりどの目的と効果が目標

とされ達成されたのか、そしてどの分野が不足しているのか示す必要がある。さらに、行政手続き

の負担を軽減するために、実施すべき作業はどの程度必要か示す必要がある。 
14.4098 Müller Walter：農業政策においては管理上の負担を大幅に軽減する 

連邦参事会は、すべてのステークホルダー（連邦、州、市町村、農業者）の農業政策の管理上の

負担を大幅に軽減する責任がある。取られた措置とその結果は、毎年の農業報告書に掲載すべきで

ある。 
出所：Conseil federal (2017) “Vue d’ensemble du développement à moyen terme de la politique agricole” 
PP.7-8 
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「農業政策 2022-25（農政 22+）」では、「市場」、「環境/天然資源」、「農場/事業開発（社会的側面を含

む）」の 3 軸を政策の中心に据える方針である。それぞれの軸に対して、さらに 6 つの優先分野が設定

されており、これをベースに農政 22+における具体施策の検討が進むと考えられる。 
 

 

図表 68 農政 22+における 3 つの政策軸 

 
出所：Conseil federal (2017) “Vue d’ensemble du développement à moyen terme de la politique agricole”
を基に作成 

図表 69 農政 22+における市場軸の優先施策 

 
出所：Conseil federal (2017) “Vue d’ensemble du développement à moyen terme de la politique agricole”
を基に作成 
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図表 70 農政 22+における農場/事業開発軸の優先施策 

 
出所：Conseil federal (2017) “Vue d’ensemble du développement à moyen terme de la politique agricole”
を基に作成 

図表 71 農政 22+における環境/天然資源軸の優先施策 

 
出所：Conseil federal (2017) “Vue d’ensemble du développement à moyen terme de la politique agricole”
を基に作成 
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② 農政 22+における個別の優先軸 

「農業政策の中期的発展の概要」では、具体施策までは落とし込まれていないが、2022 年以降の農

業政策の方向性が記載されている。以下では同文書において農政 22+における優先事項として掲げられ

た 3 軸 18 項目のうち、直接支払に関連する部分について取り上げる。 
 

1) 農業経営者の個人的責任（農場／事業開発軸） 

農業政策における詳細な規定（直接支払、PER、支援プログラムで要求される基準など）は、経営者を制

限するが、経営者の責任はこれら規定の遵守に限定されているため、常に望ましい結果が実現されるとは

限らない。これは、目標の達成へのリスクや責任を負うことがないという利点がある一方、規制は経営者

の経営の自由を制限している。農政 22 +では、農業経営者は目標を達成するための責任が割り当てられ、

より自由な経営ができることを目指す。 
今後の要検討事項は以下の通りである。 

 現行の規則は、結果重視型の施策に置き換えることができるか。 
 現行の厳格な規則（特に直接支払とそれに付随する条件）のもとで、どのような代替的なアプローチ

（競争的手続や継続的改善プログラムなど）が存在するか。 
出所：Conseil federal (2017) “Vue d’ensemble du développement à moyen terme de la politique agricole” 

 

2) 多様化した事業とビジネスモデル（農場／事業開発軸） 

 スイスの農業は、様々な農場の種類やビジネスモデルによって特徴付けられ、その多様性により、農業

は期待されるサービスを提供することができる。しかし、スイスの物価は高く、農業は中間投入、投資、

外部要因に対して高い費用を支払わなければならない。また、困難な気候や地形条件にも対処する必要が

ある。その結果、海外と比較して競争上の不利益が生じる。 
よりオープンな市場では、事業の専門化（規模の経済化）に対する圧力が高まり、農業生産の多様性は低

下する傾向にある。国民は多様な農業を望んでおり、農家の種類とビジネスモデルの多様性を促進するた

めに、以下の 2 つの選択肢を施策レベルで検討すべきである： 
 直接支払による望ましいサービスへの具体的かつ直接的な支援。 
 一様な農業生産への圧力を緩和するための、他の国と比較して不利なコスト環境を補う社会的支払。

出所：Conseil federal (2017) “Vue d’ensemble du développement à moyen terme de la politique agricole” 

3) 生物多様性（環境/天然資源軸） 

農業システムの性能は、それ自身の生物多様性に依存するが、他の生態系の生物多様性にも依存する。

農業生態系の多様性は、ビオトープ、耕作された野生植物を特徴とする、地域化された景観と栽培された

景観が組み合わされた結果である。 
地域自然条件に適応した様々な種類の生産が、多様な種のビオトープや国内固有の動植物や耕作地に特

徴づけられる今日の景観を生み出してきた。農業生態系の多様性はこれらの結果生み出されてきたもので

ある。この多様性は、生態系の活力と適応力にとって不可欠である。生態系の質と機能を維持し、それら

を利用できるようにするためには、様々なビオトープの保全や創出が不可欠である。同じように、できる

だけ多様な生産システムを促進するために、幅広い品種を維持し、それら品種の発展を促進することが重

要である。 
特にこの分野では、直接支払にリンクした農業政策を展開する必要がある。現在実施中の直接支払は、

全体的にレビューされ、 新の知見を反映させなければならない。支援の効率を向上させるために、競争

入札による補助金供与など、他の財政的インセンティブを考慮することもできる。また、農業生態系の自

然条件、適応生産の方法、生物多様性の機能的性質などの観点から、農業生態系を活用するためにどのよ

うな技術が使用されるべきか検討する必要がある。地域固有の潜在性を保全し、さらに合理的に活用する

ことを目的として、生態サービス要件を確立していくことができる。 
出所：Conseil federal (2017) “Vue d’ensemble du développement à moyen terme de la politique agricole” 
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4) 農地の保全（環境/天然資源軸） 

農業生産のための不可欠な資源である耕地は、量と質の面における保護をより促進させなければならな

い。土壌の喪失の主な原因は建設活動である。今日まで、土壌に関する情報不足とステークホルダーの認

識不足により、インフラ建設計画などは、土壌保全の問題を考慮していない。土壌の質は特に、圧縮、侵

食、生物多様性の減少、炭素損失などの影響を受けるため、土壌の質を維持するには、農業生産システム

を適応させる必要がある。 
農地を保全するための方法の多くは、土地計画の分野にある。空間計画に関する規則改訂の第 2 段階の

一環として、土壌保全の観点から、明示的な建設地域以外の建物の規制を見直す必要がある。輪作面積計

画（SD SDA）の改訂の一環として、SDA の保護促進のための措置が求められる。土壌の品質を維持した

生産方式を促進する手法としては、すでに必要な手段が存在する（直接支払における環境サービス要件

（PER））。これらは、過去数年の直接支払の経験を考慮して、さらに発展されなければならない。 
出所：Conseil federal (2017) “Vue d’ensemble du développement à moyen terme de la politique agricole” 

③ 今後のスケジュール 

2018 年 6 月、国民議会（Conseil National）は、「農業政策の中期的発展の概要」に対する主なコメント

として、連邦参事会に対して特に以下の 4 点を求めた。 
 次期農政改革の基礎となる現在の農業政策の正確な評価 
 今後の農業政策の改革は、国際的要素とは切り離して検討すべきである 
 農業政策の改革は、食料安全保障に関する連邦憲法 104a 条を考慮して検討すべきである 
 次期農業政策の実施に向けた今後のスケジュールは、農業に関する各種のイニシアティブの結果を

考慮して調整すべきである。 
 
連邦参事会はこれを受け、「農業政策の中期的発展の概要」の補足資料として、上記の 4 点の指摘へ

の対応を整理した文書を公表した。 

図表 72 農政 22+発効に向けた今後のスケジュール 

 
出所：Conseil federal (2018) “Rapport complémentaire à la Vue d’ensemble du développement à moyen 
terme de la politique agricole”  
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(4) 農業政策 2022-2025 の協議文書 

2018 年 11 月、連邦農業庁より次期改革（農業政策 2022-2025（農政 22+））の協議文書が公表された。

今後、2019 年 3 月まで各関係者の意見を収集し、寄せられた意見を踏まえ 終的に議会にて教書が承認

される予定である。 
 

① 2022 年以降の予算配分 

協議文書の公表と同時に、「農政 22+」における農業財政枠（案）についても公表された。3 つの財政

枠の合計金額は、13,915 百万スイスフランとなっており、2018-21 年より 2.6%大きい。これは主に「市

場支援（生産と販売）」の領域における予算増によるものである。直接支払に関しては、財政枠は 2018-
2021 年の水準と同程度で維持することが提案された。 
 

図表 73 農業政策 2022-25 における財政枠（案） 

財政枠 
農業政策 
2018-2021 

（百万フラン）

農業政策 
2022-2025 

（百万フラン）
差分 

生産基盤改善・社会施策 563 536 -27 -4.8% 

市場支援（生産と販売） 1,747 2,127 380 21.8% 

直接支払 11,250 11,252 2 0.0% 

合計 13,560 13,915 355 2.6% 

出所：連邦農業庁「Arrêté federal sur les moyens financiers destinés à l’agriculture pour les années 2022 
à 2025」 

 

② 直接支払 

1) 枠組み 

「農業政策 2022-25」における直接支払は、これまでの枠組みから若干組み替えることが提案されて

いる。具体的には、大区分として新たに「地域固有農業への支払」が追加され、地方の特性等を考慮し

た直接支払が、この区分のもと集約される見込みである。 
また、直接支払の数が多く、煩雑となっていたことを背景に、一部の直接支払が廃止・統合され、よ

り簡素化されることが提案されている。 
区分の組み換えや直接支払額は見直されるが、合計の予算自体は変わらないため、農家が受け取る平

均的な金額も大きくは変わらない見込みである。ただし、経営の形態等に応じて個別の農家レベルでは、

2021 年以前と 2022 年以降で受給額が大きく異なる可能性もあると考えられる。こうした農家への時限

的な対応として、2014 年の政策転換時と同様、旧制度と新制度下における受給額の差分を緩和するため

の移行支払が支払われる予定である。 
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図表 74 「農業政策 2022-25」における直接支払の枠組みと現行枠組みの比較 

 
  

有機農業⽀払い
粗放⽣産⽀払い

牧草による⽜乳・⾷⾁⽣産（PLVH）への⽀払い

動物福祉⽀払い

⽣産⽅式⽀払い

PLVHへの追加⽀払い
動物の健康への⽀払い

環境にやさしい畑作物への⽀払い
特別な作物への⽀払い

農業景観⽀払い

移⾏⽀払い

開放景観維持⽀払い
傾斜地⽀払い
急傾斜地⽀払い

ワインブドウ傾斜地⽀払い
⾼⼭放牧地⽀払い
夏季⼭岳放牧⽀払い

基礎⽀払い
⽣産条件不利⽀払い
畑作地・永年作物⽀払い

景観の質に対する⽀払い

供給保障⽀払い

⽣物多様性の質に対する⽀払い
ネットワーク⽀払い

⽣物多様性⽀払い

有機農業⽀払い
粗放⽣産⽀払い

牧草による⽜乳・⾷⾁⽣産（PLVH）への⽀払い

動物福祉⽀払い

⽣産⽅式⽀払い

肥料排出を削減する散布技術に対する⽀払い
⼟壌保全的な耕起法に対する⽀払い
農薬の精密施⽤技術の利⽤に対する⽀払い
農薬散布機の洗浄機能導⼊に対する⽀払
養豚における⼆段階飼料供与への⽀払い

植物検疫製品の削減への⽀払い
除草剤を使⽤しない⽣産への⽀払い

資源効率⽀払い

農業景観⽀払い

移⾏⽀払い

傾斜地⽀払い
ワインブドウ傾斜地⽀払い
⾼⼭放牧地⽀払い
夏季⼭岳放牧⽀払い

経営体⽀払い
地帯別⽀払い

畑作地・永年作物⽀払い

地域固有農業への⽀払い

供給保障⽀払い

⽣物多様性の質に対する⽀払い
⽣物多様性⽀払い

ネットワーク⽀払い
景観の質に対する⽀払い

廃⽌

廃⽌

廃⽌

新設
新設

新設
新設
新設
新設

＜現⾏の直接⽀払いの枠組み＞ ＜2022年以降の直接⽀払いの枠組み＞

新設

特定化学製品の使⽤削減への⽀払い
養豚における窒素飼料削減への⽀払い



 

77 
 
 

図表 75 「農業政策 2022-25」における直接支払の金額案と現行金額の比較 

支払の種類 支払区分 金額（現行） 金額案(2022
以降) 単位 

農業景観支払 

開放景観維持支払 

丘陵 100

廃止 フラン／ha
山岳 I 230
山岳Ⅱ 320
山岳Ⅲ 380
山岳Ⅳ 390

傾斜地支払 
傾斜率 18～35％ 410 410 

フラン／ha傾斜率 35%超～50％ 700 770 
傾斜率 50％超 1,000 1,300 

急傾斜地支払 
急傾斜地面積が 30% 100

廃止 フラン／ha
急傾斜地面積が 100% 1,000

ワインブドウ傾斜
地支払 

傾斜率 30~50% 1,500 1,500 

フラン／ha
傾斜率 50%超 3,000 3,000 
傾斜率 30％超の自然地形の上
に作られた階段耕作地 5,000 5,000 

高山放牧地支払   370 370 フラン/PN

夏季山岳放牧支払 

乳牛または搾乳用の羊・山羊
への追加支払

40 40 

フラン/PN

粗飼料を食べるその他の家畜 400 400 
非搾乳用の羊。羊番による常
時監視、または群れの保護を
伴う輪換放牧

400 400 

非搾乳用の羊。輪換放牧 320 320 
非搾乳用の羊。その他の放牧 120 120 

供給保障支払 
基礎支払 

一般農地 900
廃止 フラン／ha生物多様性促進用地（SPB）の

うち永年草地
450

経営体支払  - 4,450 
フラン／
経営体

生産条件不利支払 
（地帯別支払） 

平原 0 275 

フラン／ha

丘陵 240 615 
山岳 I 300 805 
山岳Ⅱ 320 915 
山岳Ⅲ 340 995 
山岳Ⅳ 360 1,025 

畑作地・永年作物
支払   400 600 フラン/ha 

生物多様性支払 生物多様性の質に
対する支払  （各種） 継続  

ネットワーク支払  （各種） 統合（これま
での支払額の

1.28 倍） 
 景観の質に対する

支払 
  （各種）

生産方式支払 

有機農業支払 

特別作物 
（ブドウ、ホップ、果物、ベリー、
野菜、タバコ、薬用・香料用植
物、キノコ）

1,600 1,600 
フラン／ha

それ以外の畑作地 1,200 1,200 
それ以外の対象農地 200 200 

粗放生産支払   400 400 フラン／ha
牧草による牛乳・
食肉生産への支払
（PLVH）

  200 200 フラン／ha

動物福祉支払  （各種） 継続 
PLVH への追加支
払 

 - 110 フラン／
UGBFG

動物の健康への支
払  - 40 フラン／

UGB
環境にやさしい畑
作物への支払  - 1,300 フラン／ha

特別な作物への支
払 

 - 350 フラン／ha

資源効率支払   （各種） 廃止 
出所：連邦農業庁(2019) “Effets de la Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) sur les paiements directs 
en faveur des Exploitations” 
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図表 76 「農業政策 2022-25」と現行制度における直接支払の金額の比較シミュレーション 

 
出所：連邦農業庁(2019) “Effets de la Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) sur les paiements directs 
en faveur des Exploitations” 

 

2) 受給条件 

2022 年以降の直接支払の受給条件は、これまでの内容を基本的には踏襲しながら、一部において変更
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が加えられている。 
まず、農場で働く配偶者に対する適切な社会保障を提供することが要件として新たに加えられた。背

景として、2016 年に連邦参事会に提出された報告書 "Women in Agriculture"（2016）において、農業に従

事する女性の社会保障が不十分であることに焦点が当たり、これを是正することが求められていた。社

会保障は、農場で継続的に働き、自らが十分な収入を得ていない配偶者に適用され、経営者は退職金や

所得保障を用意することが求められる。 
また、直接支払を受給するために、より高度な農業職業訓練を修了していることが求められる見込み

である。現在も、農業経営者は農業職業訓練の第一段階ないしそれに相当する資格を有している必要が

あるが、2022 年以降には農業職業訓練の専門試験に合格していることが求められる。これは、農業経営

が複雑化する中で取られた措置である。ただし、この要件は新規事業者または直接支払の新規受益者に

のみ適用され、すでに直接支払を受けている農家は、権利を維持される。 
直接支払額の上限値として、1 標準労働力あたり 70,000 フランと設定されていたが、これが撤廃され、

代わりに 1 農場あたりの受給額の限度額として 250,000 フランが設定される見込みである。 
 

図表 77 「農業政策 2022-25」と現行制度の直接支払受給要件の比較 
現行政策 農業政策 22+ 
 農場として土地が利用されていること 

 
 PER（環境サービス要件） 
 水、環境、動物の保護に関する農業関連法規の

遵守 
 農業職業訓練を受けていること。 

 
 

 農業経営者は、65 歳未満でなくてはならない 
 農場の最低規模要件は 0.20 標準労働力単位

（UMOS） 
 労働力の 50％は、農家内の労働者（家族労働お

よび雇用労働）を使用する必要がある。 
 1 標準労働力当たりの直接支払の上限額は 7 万

フラン。 
 供給保障支払の基礎支払は一定面積規模以上

において減額 
 生物多様性支払の生物多様性の質に対する支

払（品質レベル I）は農地の最大 50％まで支払わ
れる 

 移行支払の受給には収入の制限が設けられる。 

 農場として土地が利用されていること 
 農場で働く配偶者個人のための適切な社会保障
 PER（環境サービス要件）（修正） 
 水、環境、動物の保護、および LPN51の規定に関

する農業関連法規の遵守 
 農業職業訓練を受けていること。（新規就農者に

ついては少なくとも農業職業訓練の専門試験の
合格が必要） 

 農業経営者は、65 歳未満でなくてはならない 
 農場の最低規模要件は 0.20 標準労働力単位

（UMOS） 
 労働力の 50％は、農家内の労働者（家族労働お

よび雇用労働）を使用する必要がある。 
 （削除） 

 
 （削除） 

 
 （削除） 

 
 

 農場ごとの受給額の総額や、直接支払の種類ご
との受給額に制限を設ける可能性 

出所：連邦農業庁（2018）“Consultation relative à la Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) Rapport 
explicatif" 3.1.3 章 

 
PER については、農業法において細かな文言を改めたほか、いくつかの条項が加えられた。 
具体的には、特定の地域に固有の要件を設定するための規定が明示的に含まれるようになった。これ

により、地域の状況や農地の特殊性を考慮して受給要件を定めることが可能となる。 
また、水の保護に関する法律（814.20）の規定への準拠が求められることとなった。実施上の負担を

少なくするため、同法の基準に従って管理が行われる予定である。これは、動物福祉法の順守が受給要

件として求められていることと似ている。この変更は、清潔な飲料水のための国民発議（イニシアティ

ブ）に代わるものとして提案された行動計画の一部である。 
 

図表 78 「農業政策 2022-25」と現行制度の直接支払受給における環境サービス要件（PER）の比

                                                        
51 LPN：自然と景観の保護に関する連邦法 
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較 
現行政策 農業政策 22+ 
農業法第 70a 条第 2 項 
 以下は環境サービス要件（PER）の一部である。 

a. 家畜にとって適当な条件下での飼育 

b. バランスの取れた肥料の使用 

c. 生物多様性のための用地シェアの十分な確保 

d. 自然と文化遺産に関する 1966 年 7 月 1 日の連邦

法の条項に基づく国益の目録に含まれる物の規制

使用 

e. 定期的な輪作 

f. 適切な土壌保護 

g. 植物保護製品の的確な選択と使用 

 

 
 
農業法第 70a 条第 3 項 
連邦は、 
a. PER の具体的要件を設定する。 

農業法第 70a 条第 2 項 
 環境サービス要件（PER）は以下の要素を含む。 

a. 家畜にとって適当な条件下での飼育 

b. 栄養素の損失を許容範囲内に収める 

c. 生物多様性の十分な推進 

d. 自然と文化遺産に関する 1966 年 7 月 1 日の連邦

法の条項に基づく国益の目録に含まれる物の規制

使用 

e. 定期的な輪作 

f. 適切な土壌保護 

g. 環境を尊重する植物保護 

h. 特定地域における生態系保護のための特定要件 

i. 水の保護に関する法律の特定の要件への準拠 

農業法第 70a 条第 3 項 
連邦は、 
a. 生態系の回復力を考慮しながら、必要な PER を具

体化する。 

出所：連邦農業庁（2018）“Consultation relative à la Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) Rapport 
explicatif" 3.1.3 章 

 

3) 個別の直接支払 

a) 農業景観支払及び供給保障支払 

2022 年以降の直接支払においては、もともと 6 つの区分から構成されていた農業景観支払のうち、

「急傾斜地支払」と「開放景観維持支払」が廃止され、4 つの区分に改められる予定である。これによ

り、制度を単純化しながら、これまでと同様に予算を条件不利地域へ配分することが期待される。 
従来、農業景観支払の「開放景観維持支払」と、供給保障支払の「生産条件不利支払」は、いずれも

地帯区分（平原、丘陵、山岳Ⅰ、山岳Ⅱ、山岳Ⅲ、山岳Ⅳ）を基準として支払額が決定されていたこと

から、これが供給保障支払の「地帯別支払」として一本化されると考えられる。「急傾斜地支払」につい

ては、同区分に割り振られていた予算（約 1200 万 fr./年）は 35％以上の傾斜地への支払として、2022 年

以降は分配される予定である。 
また、供給保障支払については、 大の支払額を占めていた「基礎支払」（900fr. /ha）が廃止され、代

わりに「経営体支払」（Contribution à l’exploitation）が導入されることとなった。従来の面積当たりの支

払から農業経営体あたりの支払とすることで、単に広い農地を保有していることに対して直接支払が提

供されるのではなく、小規模であっても農業経営を行うことに対して直接支払が提供されることとなる。

これにより、広い農地を保有していない小規模な農家も経営を維持しやすくなり、結果的にスイス国内

で多様な農業生産活動が維持されることを意図していると考えられる。 
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図表 79 「農業政策 2022-25」と現行制度の農業景観支払および供給保障支払の枠組み比較 
現行政策 農業政策 22+ 
農業景観支払 
 傾斜地支払 

 急傾斜地支払 

 ワインブドウ傾斜地支払 

 高山放牧地支払 

 夏季山岳放牧支払 

 開放景観維持支払 

供給保障支払 
 基礎支払 

 生産条件不利支払 

 畑作地・永年作物支払 

農業景観支払 
 傾斜地支払 

 （廃止） 

 ワインブドウ傾斜地支払 

 高山放牧地支払 

 夏季山岳放牧支払 

 （廃止） 

供給保障支払 
 経営体支払 

 地帯別支払 

 畑作地・永年作物支払 

出所：連邦農業庁（2018）“Consultation relative à la Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) Rapport 
explicatif" 3.1.3 章 

b) 生物多様性支払 

 生物多様性支払は、現在は大きく分けて「生物多様性の質に対する支払」と「ネットワーキング支払」

の区分があるが、2022 年以降、「ネットワーキング支払」については、「地域支払」の区分へと再編成さ

れることが見込まれる。 
 

c) 生産方式支払及び資源効率支払 

生産方式支払は、現行の支払区分については原則維持されたまま、さらに対象が拡大される予定であ

る。特に、植物保護、土壌肥沃度、栄養素、機能的生物多様性、気候（CO2）を主要な対策分野として

定めており、それに対応する直接支払として、「環境にやさしい畑作物への支払」、「環境を保護する野

菜、樹木、ブドウ栽培への支払」、「持続可能な牛乳と食肉の生産」、「動物の環境への配慮」が新たに設

けられる。 
 

図表 80 「農業政策 2022-25」の生産方式支払において新設される支払区分およびその目的の対応 

新たな 

直接支払 

環境にやさしい畑

作物 

環境を保護する野菜、樹

木、ブドウ栽培 

持続可能な牛乳と食肉の生

産 

動物の健康への配慮に対す

る支払 

目的 
   

植物保護 ○ ○ ○ 

土壌肥沃度 ○ ○  

栄養素 ○  ○ 

機能的生物多様性 ○ ○  

気候 ○ ○ ○ 

出所：連邦農業庁（2018）“Consultation relative à la Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) Rapport 
explicatif" 3.1.3 章 
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資源効率支払は、2021 年までの時限的な措置として、新技術の導入を目的として支払が行われていた

が、考え方等などは新たな生産方式支払や PER の一部として移行することとなる。 
 

図表 81 「農業政策 2022-25」と現行制度の生産方式支払および資源効率支払の枠組み比較 

現行政策 農業政策22+ 

生産方式

支払 
粗放生産支払 以下に移行する。 

 - 環境にやさしい畑作物への支払 

 - 環境を保護する野菜、樹木、ブドウ

栽培への支払 

資源効

率支払 
土壌保全的な耕起法に対する支払 

除草剤を使用しない生産への支払 

特定化学製品の使用削減への支払 

生産方

式支払 
牧草による牛乳・食肉生産への支払 牧草による牛乳・食肉生産への支払（持

続可能性の側面を強化） 

資源効

率支払 
排出を削減する散布技術に対する支払 空気保護令（OPair）への統合 

農薬の精密施用技術の利用に対する支払 PERの要件：環境にやさしい植物の

保護 農薬散布機の洗浄機能導入に対する支払 

養豚における窒素飼料削減への支払 PERの要件：栄養素の損失の制限 

動物福祉支払 動物の健康への配慮に対する支払 

出所：連邦農業庁（2018）“Consultation relative à la Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) Rapport 
explicatif" 3.1.3 章 

 

d) 地域固有農業への支払 

2022 年以降の直接支払の大区分のひとつとして、新たに「地域固有農業への支払」が提案されている。

これにより、地域固有の目的を持つ直接支払がまとめられる。 
具体的には、もともとは異なる種類の直接支払に区分されていた、「景観の質に対する支払」および生

物多様性支払の「ネットワーク支払」が、この区分のもとで整理される。この変更に伴い、2022 年以降

の農業法に第 76 条 a に新たな条項が追加されることが提案されている。 
 
農業法第 76a 条 地域固有農業への支払（新規） 
1. 地域に特有の農業を推進するために、連邦は以下に対して直接支払を行う。 

a. 生物多様性促進用地のネットワーキング 

b. 多様な耕作地の振興、保存および開発。 

c. 生産手段の効率的な利用を促進するために、持続可能な形でかつ生態系の回復力に適応しながら、

土壌、水、空気などの資源を使用する。 

2. 連邦は、連邦によって承認された地域農業戦略がある場合、1 ヘクタール当たりの財源または通常の

用料を州に提供する。 

3. 連邦は直接支払額の 大 70％を負担する。州は残りの支払額を負担する。 

出所：連邦農業庁（2019）改正農業法（案） 

e) 移行支払 

 現行の直接支払額（2021 年まで継続）と、2022 年以降の支払額の差分を小さくするため、2014 年の

政策転換時と同様、移行支払が提供される。 
  



 

83 
 
 

4. 英国のＥＵ離脱を巡る動向 

4.1. 英国と EU の離脱交渉を巡る動向 

(1) 英国の EU 離脱交渉の状況（2019 年 3 月初旬時点） 

 2019 年 3 月 29 日を期限とする英国の EU 離脱をめぐる英国・EU 間の交渉は、2018 年 11 月に双方が

離脱協定案に合意したものの、2019 年 1 月に英国議会下院において EU 離脱協定案が歴史的大差で否決

された。英国から交渉期限延長の申請があった場合、EU 側は延長に前向きとの情報もあったが、メイ

首相はその可能性を否定し EU との離脱協定再交渉に臨むも、EU は再交渉を拒否する意向を明らかに

した52。離脱に際して離脱協定や将来関係に関する合意が存在しない「ノーディール・ブレグジット」

のリスクが指摘される一方、テリーザ・メイ首相が離脱交渉期間延長の是非を議会で問う可能性を表明

するなど53、迫る交渉期限を前に状況の不確実性が増している。 
 
 英国の EU 離脱に関する協定（離脱協定）案は、英国・EU 間の将来関係枠組みに関する政治宣言とと

もに 2018 年 11 月に EU 首脳会議である欧州理事会の特別会合において承認された。離脱協定は英国の

EU からの離脱条件を定める国際条約であり、批准・発効により法的拘束力を持つが、英国・EU 間の将

来関係の範囲・条件を定めた政治宣言はそれ自体に法的拘束力はなく、離脱後に国際条約として合意さ

れることで法的拘束力を持つ54。 
 
これまでの離脱協定の交渉において、 大の焦点となってきたのはアイルランド・北アイルランド間

の国境問題である。英国と EU による離脱協定案の合意に先立つ 2017 年 12 月、双方は離脱協定に関す

る基本合意内容をまとめており、北アイルランド・アイルランド国境おける、物理的設備や関連する各

種検査・コントロールを含むハードな国境（ハードボーダー）は回避することを確認している。ハード

ボーダー回避は、いかなる将来の取り決めにおいても遵守しなければならないとされている55。 
 
離脱協定では、2020 年 12 月 31 日の移行期間終了までに双方が将来関係に関わる協定に合意できない

場合、離脱協定の一部である「アイルランド・北アイルランドに関する議定書」に従い、国境問題に関

する安全策（バックストップ）が発動する。その内容は、EU は移行期間が終了する 2020 年末から、「（通

商協定を含む）将来関係に関わる協定」が発効するまでの期間について、「EU・英国共通関税地域」を

創設し、水産品を除く全ての商品について適用する。これは、英国全土が移行期間終了後も EU の関税

領域56に留まることで、域外に対して共通の関税と通商政策を適用し、域内では北アイルランドとグレ

ートブリテン島間での関税、数量割当、原産地規則に係る通関手続きを回避するものである57。 

                                                        
52 CNN「メイ英首相、離脱協定めぐりＥＵと再交渉へ ＥＵ側は拒否の構え」2019 年 1 月 30 日、

https://www.cnn.co.jp/world/35131991-2.html、2019 年 2 月 23 日アクセス; Bloomberg「ＥＵは英国の離脱期限延長に

前向き、今年半ば以降も－外交関係者」2019 年 1 月 17 日、https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2019-01-
16/PLFRM76JTSE801、2019 年 2 月 23 日アクセス。 
53 BBC「合意なしブレグジットと離脱延期の是非を議会採決へ＝メイ英首相」2019 年 2 月 27 日、

https://www.bbc.com/japanese/47381608、2019 年 3 月 4 日アクセス。 
54 庄司克宏「Brexit の諸問題・19－離脱協定と英 EU 将来関係政治宣言－」『貿易と関税』第 67 巻第 1 号、41 頁、

2019 年 1 月。 
55 The negotiators of the European Union and the United Kingdome Government, “Joint report from the 
negotiators of the European Union and the United Kingdom Government on progress during phase 1 of 
negotiations under Article 50 TEU on the United Kingdom's orderly withdrawal from the European Union”, 
December 8, 2017, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/joint_report.pdf, accessed October 15, 
2018. 
56 英 EU 関税領域は「関税同盟」に当たる（庄司克宏「Brexit の諸問題・19－離脱協定と英 EU 将来関係政治宣言

－」『貿易と関税』第 67 巻第 1 号、45 頁、2019 年 1 月）。 
57 さらに、EU が制限する物品が、北アイルランドから流入することを防ぐ検査（あるいはその逆）を回避するため、

北アイルランドでは、工業製品、環境、農産品などに関して EU 規制を適用し、通関手続きは EU 関税法典（UCC）に

従うとした。北アイルランドとグレートブリテン島間の検査は、工業製品については、一部の例外を除き、英国当局に

よる市場査察か事業者の敷地内での検査のかたちで行う。動物由来製品と生きた動物については、アイルランド島が単

一検疫区域にあることから、現在も空港・港湾で検査が行われていることを土台に、検査の割合を拡大する（現在は

10％程度）。このほか、単一関税区域において公正な競争を担保するため、英国は環境、労働、補助金などについて、

原則 EU の規定を適用する（「欧州委、ブレグジット交渉の妥結を発表」『ビジネス短信』2018 年 11 月 15 日;「ブレグ

ジット離脱協定の『バックストップ』は英・EU の折衷案」『ビジネス短信』2018 年 11 月 15 日）。 
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この「アイルランド・北アイルランドに関する議定書」は、英国・EU 間の将来関係に関わる協定が実

現しない限り、また EU が停止に同意しない限り、適用され続ける。その場合、同議定書により、英国

は自国で適用される関税率及び規則を EU 共通関税に調和させる必要があるため、英国が独自の通商政

策を追求し、第三国との通商関係を形成する自由は著しく制限されることとなる。なお、移行期間の終

了は、2020 年 7 月 1 日より前に英国が EU に要請すれば、一定期間延長可能となっている58。 
こうした内容から、英国の主権回復を志向する議員らの反発が強く59、離脱協定案の英国内での批准

の目途は立っていない。離脱協定の批准・発効が 2019 年 3 月 29 日までになされない場合、EU として

締結している通商協定は英国に適用されなくなるため、2 月 1 日に発効した日 EU 経済連携協定は、英

国への適用は 3 月 29 日までとなる60。 
 

図表 82 英国の EU 離脱で想定されるシナリオ 
 

 
出所：庄司克宏「Brexit の諸問題・19－離脱協定と英 EU 将来関係政治宣言－」『貿易と関税』第 67 巻第

1 号、41-44 頁、2019 年 1 月 に基づき MURC 作成。 

【参考】英国の EU 離脱交渉におけるアイルランド・北アイルランド問題の重要性 
 
アイルランドは、北大西洋のアイルランド島にある国で、人口約 480 万のうち約 80%がカトリック

教徒である。12 世紀にイングランド王国により植民地支配が開始され、以降 8 世紀以上にわたりその

支配が続くこととなった。1922 年には英連邦内の自治領「アイルランド自由国」として独立した際、

プロテスタント入植者が多かった北部 6 県は英国領に留まり、これ現在の北アイルランドとなってい

る（その後 1949 年、「アイルランド自由国」は「アイルランド共和国」となった）。北アイルランドの

帰属に関する、カトリック系を中心とするアイルランド再統一派（ナショナリスト）と多数派であっ

たプロテスタント系を中心とする英国残留派（ユニオニスト）との争いは、「トラブル（Troubles）」と

して知られる数十年にわたる政治的混乱や武装闘争となり、3,600 人以上が犠牲となった61。 
北アイルランドに係る和平合意（ベルファスト合意）は 1998 年に英国とアイルランドの間で成立

したが、これには 1973 年に英国、北アイルランドがともに EU 加盟国となり、EU の統合深化による

1992 年の単一市場完成で人・物の移動が自由になったことで、英国・アイルランドの統合も進んだ62

ことが背景として挙げられる。ベルファスト合意では、英国とアイルランドは北アイルランドの領有

                                                        
58 庄司克宏「Brexit の諸問題・19－離脱協定と英 EU 将来関係政治宣言－」『貿易と関税』第 67 巻第 1 号、44-45
頁、2019 年 1 月 
59 産経新聞「【新欧州分析】ＥＵにほしい柔軟性 離脱延期を探る動きも」2019 年 1 月 14 日

https://www.sankei.com/world/news/190114/wor1901140001-n3.html、2019 年 2 月 23 日アクセス。 
60 「ノー・ディールの場合、日 EU・EPA の英国への適用は 3 月 29 日まで」『ビジネス短信』2019 年 2 月 5 日。 
61 外務省「アイルランドという国－日・アイルランド外交関係樹立 60 周年」2017 年 5 月 30 日、

https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/wakaru/topics/vol155/index.html、2019 年 2 月 15 日; 外務省「 
アイルランド（Ireland） 基礎データ」2018 年 11 月 12 日、

https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/ireland/data.html#section1、2019 年 2 月 15 日アクセス; Amanda Sloat, 
“Explaining Brexit and the Northern Ireland question”,October 15, 2018, https://www.brookings.edu/blog/order-
from-chaos/2018/10/15/explaining-brexit-and-the-northern-ireland-question, accessed February 15, 2019. 
62 アイルランド・北アイルランド間では、現在、医療や環境、運輸、電力など多くの分野で日常的な協力関係にあり、

年間に延べ 1 億 1,000 万人が国境を通過し、毎日 1 万 4,800 人が通勤・通学で往来している（EU MAG「EU・英国間

の脱退協定案について教えてください」2019 年 1 月 25 日、http://eumag.jp/questions/f0119、2019 年 2 月 23 日アク

セス）。 

2019年3月29日
英国のEU離脱

2020年12月31日
移行期間終了

【移行期間】
• 英国は関税同盟・単一市場に残留
• 原則として全てのEU法が英国に継続適用
• 英国・EUの将来的関係に関する交渉
 将来関係協定が発効 ⇒ 新たな英国・EUの通商関係
 将来関係協定が発効しない⇒ バックストップ発動

【新たな英国・EUの通商関係】
• 離脱協定・将来関係協定に従う
• ハードボーダーの回避が必須

【交渉期間】
• 離脱協定が批准・発効
⇒ 移行期間へ
• 離脱協定が批准・発効しない
⇒移行期間で英国はEUの第三国に

【バックストップ発動】
• 英国・EU関税領域創設（英国全土が

実質的にEU関税地域に留まる）



 

85 
 
 

権を主張しないこと、将来の帰属は北アイルランド住民の意志に委ねることが定められている。しか

し、英国の EU 離脱は、人々に英国政府かアイルランド政府かを選ばせることにつながり、彼らを再

びナショナリストとユニオニストの両極に連れ戻し、和平が逆戻りするのではとの不安が高まってい

る63。こうした背景から、分断を鮮明化させるアイルランドと北アイルランド間のハードボーダーは、

英国だけでなく EU にとっても政治的に受け入れ難いものとなっている。 
一方で、EU 離脱は英国が EU の単一市場・関税同盟から離脱することである。現時点では英国も

アイルランドも EU の単一市場・関税同盟に属し、税関検査は行われてない。しかし英国の EU 離脱

によりアイルランドと北アイルランドが別々の関税・規制体系となれば、往来する製品は国境で検査

を受ける必要が発生する64。双方ともに厳格な国境管理を望まない経緯はは上述のとおりであり、こ

うした事情がアイルランド・北アイルランド国境問題を英国の EU 離脱における 大の争点としてい

る。 
 

(2) 英国の EU 離脱交渉の概要 

2017 年 3 月 29 日、英国政府は EU 離脱通告を欧州理事会に対して行い、英国の EU からの離脱交渉

期間が始まった。加盟国の EU 離脱に関する事項は EU 条約第 50 条に定められており、離脱交渉期間は

通告から 2 年以内（2019 年 3 月 29 日まで）と定められている。但し、欧州議会や英国側の離脱協定案

承認といった協定の批准手続きがあるため、実質の交渉期間は 18 か月程度と想定されている65。 
 

2017 年 12 月 15 日、離脱交渉の第 1 段階とされていた①双方市民の権利保障、②北アイルランドとア

イルランドとの国境問題、③英国側の財政問題（対 EU 債務額の明確化等）、④その他離脱に関する事項

について欧州理事会は「十分な進捗」を認定し、交渉は EU・英国の貿易面を含めた将来関係に関する事

前協議や、混乱を回避する目的で設けられる「移行期間（transition period）」に関する協議を行う第 2 段

階へと進んだ66。 
 
 2018 年 3 月 19 日には、EU と英国は離脱に向けた協定案の大枠合意に達した。移行期間については、

英国離脱後から 2020 年 12 月末の約 21 か月とされた。この期間中、英国は EU 単一市場や関税同盟に留

まり、出入国管理や司法権についても EU 規制の遵守が義務付けられる一方、英国は EU の新たな政策

決定に参加できないとされた67。但し、後述のとおり EU は英国離脱交渉に関して「全てが合意される

まで、何にも合意されていない」との態度を交渉原則としており、移行期間の設定についても EU 離脱

協定全体の 終合意が前提条件となる。 
 

図表 83 英国の EU 離脱交渉スケジュール 
2016 年 6 月 23 日 英国での EU 離脱の是非を問う国民投票 
2017 年 3 月 29 日 英国による離脱の通告 
2017 年 6 月 19 日 交渉開始 
2017 年 12 月 15 日 欧州理事会が交渉第 1 段階における十分な進捗を認定 

                                                        
63 Amanda Sloat, “Explaining Brexit and the Northern Ireland question”,October 15, 2018, 
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/10/15/explaining-brexit-and-the-northern-ireland-question, 
accessed February 15, 2019; Northern Ireland Office, “The Belfast Agreement”, April 10, 1998, 
https://www.gov.uk/government/publications/the-belfast-agreement, accessed February 15, 2019. 
64 BBC「【Q&A】 北アイルランド国境をめぐる「バックストップ」を解説」2018 年 12 月 14 日、

https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-46562679、2019 年 2 月 23 日アクセス。 
65 European Commission, “Article 50 of the Treaty on European Union – Q&A”, March 29, 2017, http://europa.eu/rapid/press-
release_MEMO-17-648_en.htm, accessed October 10, 2018; European Commission, “Introductory comments by Michel Barnier”, 
December 6, 2016, https://ec.europa.eu/info/news/introductory-comments-michel-barnier-2016-dec-06_en, accessed October 10, 
2018. 
66 European Union Newsroom, “Highlights- Brexit”, last update February 18, 2018, 
https://europa.eu/newsroom/highlights/special-coverage/brexit_en, accessed May 28, 2018; 「欧州理事会、ブレグジ

ット交渉第 2 段階移行のガイドライン採択－欧州産業界は広がる不透明感に懸念－」『ビジネス短信』2017 年 12 月 18
日; 「EU 理事会、英離脱に伴う移行期間に係る交渉指令採択－政策決定に参画できず、法律は順守－」『ビジネス短

信』2018 年 2 月 1 日。 
67 三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング「EU と英国は離脱条約案で大枠合意」2018 年 3 月 26 日、

http://www.murc.jp/thinktank/economy/analysis/research/report_180326.pdf、2018 年 10 月 10 日アクセス。 
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2018 年 2 月 9 日 第 2 段階に移行してからの初交渉 
2018 年 3 月 19 日 EU・英国が離脱協定案に大枠合意 
2018 年 11 月 25 日 欧州理事会が離脱協定案を承認 
2019 年 1 月 15 日 英国議会下院が離脱協定案を否決 
2019 年 3 月 29 日 英国、EU の加盟国でなくなる 

出 所 ： European Council, “Brexit”, last revised February 20, 2019, 
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-uk-after-referendum, accessed February 23, 2019; 庄司

克宏「Brexit の諸問題・1－イギリスの EU 離脱交渉とそのゆくえ－」『貿易と関税』第 65 巻第 4 号、8-
9 頁、2017 年 4 月。 

(3) EU の交渉態度 

 欧州理事会は初回交渉に先立つ 2017 年 4 月に交渉方針を採択している68。この文書では、交渉全体に

係る中核的原則として次の 3 項目を挙げている。 

図表 84 EU の英国離脱交渉における中核的原則 
中核的原則 内容 

権利・義務のバラ

ンスと公平な競争

条件の確保 

 加盟国と同等の義務を負わない非加盟国は、加盟国と同等の権利やメリット

を享受することはない。 
 公平な競争条件を確保しなければならない（国家補助や税制、環境基準等に

関して）。 
 単一市場の統合性を保つため、セクター別アプローチによる市場参加は認め

ない。 
 EU 単一市場における 4 つの自由（人・物・サービス・資本の移動の自由）

は不可分であり、いいとこ取りは不可能である。 

透明性確保と単一

パッケージとして

の交渉 

 交渉は単一パッケージとして扱われる。全てに合意されるまでは何にも合意

されず（nothing is agreed until everything is agreed）、交渉事項を個別に決着

させることはできない。 
 EU は統一された立場で、交渉指針及びそれに基づく交渉指令に定めるチャ

ンネルを通じてのみ交渉する。 
 加盟国が個別に英国と EU 離脱に関する事項を交渉することはない。 

中核的原則の適用  上記の中核的原則は離脱交渉に等しく適用され、その対象は将来関係の枠組

みに関する予備的・準備的議論や移行措置も含む。 

出所：European Council, “GUIDELINES FOLLOWING THE UNITED KINGDOM'S NOTIFICATION 
UNDER ARTICLE 50 TEU” , April 29, 2017, https://www.consilium.europa.eu/media/21763/29-euco-
art50-guidelinesen.pdf, accessed October 15, 2018; 庄司克宏「Brexit の諸問題・3－EU 交渉指針のシナ

リオ－」『貿易と関税』第 65 巻第 6 号 2-4 頁、2017 年 6 月。表左列の中核的原則の見出し名は、内容

に基づき三菱 UFJ リサーチ&コンサルティングが付した。 

この交渉方針で EU は一貫しており、例えば欧州委員会のミッシェル・バルニエ首席交渉官が 2018 年

1 月に行ったスピーチで英国との将来関係に触れた際には、権利・義務のバランスについて次のように

述べている69。 
 
 英国が望む「人の移動自由の除外」、「国際協定を交渉する自立性の回復」、「欧州司法裁判所の管轄

権拒否」は、それぞれ「単一市場離脱」、「関税同盟離脱」、「EU 共通ルールの適用不可」を意味す

る。 

                                                        
68 EU は、欧州理事会が提供するガイドラインに基づき交渉・協定を行うとされている（European Union “Access to 
European Union Law”, June 7 2016, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2016:202:TOC, accessed October 10, 
2018）。 
69 European Commission, “Speech by Michel Barnier at the Trends Manager of the Year 2017 event”, January 9, 
2018, http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-85_en.htm, accessed May 28, 2018. 
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 従って、選択可能な将来関係のモデルは自由貿易協定のみとなる。しかし、野心的な協定であって

も単一市場・関税同盟と同等のメリットをもたらすことはない。 
 

2018 年 3 月に欧州理事会ドナルド・トゥスク議長が行ったスピーチでも、英国との将来関係は権利・

義務のバランスと単一市場の一体性という二つの基準をクリアしなければならないと、交渉方針に沿っ

た考えを示している70。 
 

(4) 英国の交渉態度 

英国のテリーザ・メイ首相は 2018 年 3 月 2 日、EU との将来的な経済的パートナーシップに関するス

ピーチを行い、貿易・経済分野の英国・EU 間の将来関係の取り決めに関する交渉目標を明らかにして

いる。メイ首相は英国が単一市場と関税同盟から離脱するとしており、そのうえで物品貿易については

関税や数量制限を撤廃し、可能な限り摩擦の少ない貿易を実現するという交渉戦略の原則を示している
71。メイ首相は、交渉における英国の譲れない一線として次の 4 項目を維持しつつ、単一市場と関税同

盟に可能な限り近い自由貿易協定を達成しようとしている72。 
 
 人の移動の自由の除外 
 EU 司法裁判所の管轄の排除 
 EU 財政への義務的分担の拒否 
 独自の通商政策を追求する自由 

先に示した EU の交渉態度を合わせ、EU と英国の交渉目的と譲れない一線は次のようにまとめられ

る。 

図表 EU・英国の交渉目的と譲れない一線 
 EU 英国 
交渉目的  バランスのとれた野心的・包括的な FTA

により英国と親密な関係を築く。 
 アイルランドにおけるハードボーダー73

を回避する。 

 単一市場・関税同盟に属さないが、可能な

限り摩擦の少ない物品・サービス貿易を実

現する。 
 アイルランドとの物理的国境を回避する。

譲 れ な い

一線 
 単一市場の一体性の維持 
 競争、国家援助、税制、社会政策、環境基

準などで公平な競争条件を確保 
 EU 法秩序と政策決定の自立性の維持 
 EU の金融安定をその規制・監督体制と基

準により保全 
 英国が EU 離脱の結果として EU 加盟国よ

り有利な条件を得ることがないようにす

る 
 他の第三国との関係における混乱防止 

 人の移動の自由の除外 
 EU 司法裁判所の管轄の排除 
 EU 財政への義務的分担の拒否 
 独自の通商政策を追求する自由 

                                                        
70 European Council, “Statement by President Donald Tusk on the draft guidelines on the framework for the future 
relationship with the UK”, March 7, 2018, http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-
releases/2018/03/07/statement-by-president-donald-tusk-on-the-draft-guidelines-on-the-framework-for-the-future-
relationship-with-the-uk/, accessed May 28, 2018 
71 Prime Minister's Office, 10 Downing Street and The Rt Hon Theresa May MP, “PM speech on our future 
economic partnership with the European Union”, March 2, 2018, https://www.gov.uk/government/speeches/pm-
speech-on-our-future-economic-partnership-with-the-european-union, accessed October 15, 2018.  
72 庄司克宏「Brexit の諸問題・12－英 EU 将来関係取り決めの展望」『貿易と関税』第 66 巻第 4 号 56 頁、2018 年 4
月。 
73 離脱協定草案では、ハードボーダーは物理的設備や各種検査・コントロールを含むものとして説明されている。 
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出所：Joe Owen, Alex Satojanovic, and Jill Rutter, “Trade after Brexit: Options for the UK’s relationship 
with the EU”, Institute for Government, December 18, 2017, p.41, 
https://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/IFGJ5896-Brexit-Report-
171214-final_0.pdf, accessed October 15, 2018; 庄司克宏「Brexit の諸問題・11 イギリスの EU 離脱後

における EU 単一市場と金融サービス貿易－単一パスポートのゆくえ－（3）FTA 間最恵国待遇と一般的

適用除外」『貿易と関税』第 66 巻第 3 号 26 頁、2018 年 3 月。 

 

(5) 交渉の経過 

① 英国による EU との将来関係白書 

 2018 年 7 月 6 日、メイ首相はロンドン郊外チェッカーズの公式別邸に閣僚を招集して特別閣議を行

い、EU との貿易関係で、EU 加盟により近い形での「ソフトな EU 離脱」74に舵を切ることを決定し、

その内容はイギリス政府声明として公表された。同月 12 日には決定の詳細を含む「英国・EU 間の将来

関係」と題した白書（以降、EU 離脱白書）を発表した75。この EU 離脱白書は、要約・結論の他、次の

4 章で構成されている。 
 

第一章 経済パートナーシップ（Economic partnership） 
第二章 安全保障パートナーシップ（Security partnership） 
第三章 分野横断的その他の協力（Cross-cutting and other cooperation） 
第四章 制度取り決め（Institutional arrangements） 

 
注目される点は、第一章の「経済パートナーシップ」の一部として提案されている「自由貿易地域の

創設と共通ルールブックの導入」と「円滑化された通関手続きの段階的導入」、同じく第一章の「物品貿

易」のうち農産品、食品、水産品貿易、そして「人の移動に関する枠組み（framework for mobility）」に

関する部分だろう。 

図表 85 英国の経済パートナーシップ提案（一部抜粋） 
提案 内容 

自由貿易地域

の創設と共通

ルールブック

の導入 

 新たな自由貿易地域を設立し、農産品を含む全ての財に共通のルールブック

を策定する。 
 ルールブックは、国境での摩擦のない貿易に必要なルールのみを含む。 
 英国は、関連する EU ルールに英国ルールを調和させることを約束する。 

円滑化された

通関手続きの

段階的導入 

 英国・EU 間での通関手続きが不要となるような、一つの関税領域であるか

のような「円滑化された通関手続き」を段階的に導入する。 
 英国国境に商品が到着した際、 終仕向け地が英国か EU か明らかな場合

（主に 終財）、英国向けであれば英国関税を、EU 向けであれば EU 関税

を課す。 
 仕向け地が不明の場合（主に中間財）、高い方の関税を払う（払い過ぎの場

合は後日差額の返還請求が可能）。 

農産品、食品、

水産品に関す

る貿易 

 農産品・食品・水産品に適用されるルールは、3 つに分類できる。 
‐国境でのチェックが必要なルール（例：衛生植物検疫） 
‐国境でのチェックが不要なルール（例：食品表示など取引に関するルール）

‐国内生産に関するルール（CAP、CFP（共通漁業政策）） 

                                                        
74 庄司によると「『ハードな EU 離脱』は、経済的利益よりも国家主権の回復を 優先する立場である（離脱後の EU
との貿易取り決めに合意できなくとも、WTO ルールでよしとする）。これに対して『ソフトな EU 離脱』は、経済的利

益を重視して EU 加盟により近い形で離脱する融和的なスタンスをとる（できる限り単一市場にとどまる形を選好す

る）。」（庄司克宏「Brexit の諸問題・1 ‐イギリスの EU 離脱交渉とそのゆくえ‐」『貿易と関税』第 65 巻第 4 号 11-
12 頁、2017 年 4 月）。 
75 庄司克宏「Brexit の諸問題・15 英 EU 自由貿易地域と離脱協定」『貿易と関税』第 66 巻第 8 号 74 頁、2018 年 8
月。 
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 共通のルールブックは、国境でのチェックが必要なルールのみを含む。 
 英国は CAP、CFP を離脱する。 
 TRIPS 協定に整合した新たな地理的表示（GI）スキームを作る。 

人の移動に関

する枠組み 
 人の移動の自由を終了させる。 
 EU 及びその他地域の人々による英国での就労申請方法などを、移民に関す

る取り決めで将来的に定める。 

出所：HM Government, “The Future Relationship between the United Kingdom and the European Union”, 
July 12, 2018, 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/7252
88/The_future_relationship_between_the_United_Kingdom_and_the_European_Union.pdf, accessed 
October 15, 2018. 

この EU 離脱白書において、物品貿易については EU 単一市場に事実上留まることや、EU 司法裁判所

の一定の役割承認、EU との協力においての一定の財政的拠出などが記載されており、英国は交渉にお

ける譲れない一線を譲歩しているとも指摘されている76。しかしながら、この経済パートナーシップ提

案は、2018 年 9 月にオーストリアのザルツブルグで行われた非公式首脳会議の後、単一市場を脅かす恐

れがあり、機能しないと EU が否定している77。 
 
 2018 年 10 月 17-18 日に行われた欧州理事会ではメイ首相が英国政府の考えを説明したものの、EU は

前向きな精神で交渉を継続したいとし、交渉の進展が不十分であるとの見方を示した。欧州理事会後、

EU・英国とも、2020 年末までとされている移行期間の可能性を示唆した78。 
 

② 北アイルランド・アイルランドの国境 

 EU と英国による離脱協定案の合意に先立つ 2017 年 12 月、EU と英国は離脱協定に関する基本合意内

容をまとめ、共同レポートを発表している。レポートでは、英国が北アイルランド・アイルランド国境

に、物理的設備や関連する各種検査・コントロールを含むハードな国境を回避することを再確認してお

り、いかなる将来の取り決めも、この要件と両立しなければならないとされている79。 
 

2018年 3月にEU・英国が合意した離脱協定案は、ハードな国境を避けるための安全策（backstop solution）
が離脱協定の一部として合意されなければならないと明記している。EU は北アイルランド国境問題を

解決するために離脱協定案に「アイルランド・北アイルランド議定書」を附属させており、その中でハ

ードな国境を回避するため80「共通規制領域（a common regulatory area）」の創設を提案している。この

                                                        
76 庄司克宏「Brexit の諸問題・15 英 EU 自由貿易地域と離脱協定」『貿易と関税』第 66 巻第 8 号 75-76 頁、2018 年

8 月。 
77 European Council, “Remarks by President Donald Tusk after the Salzburg informal summit”, September 20, 
2018, https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/09/20/remarks-by-president-donald-tusk-after-
the-salzburg-informal-summit, accessed October 15, 2018. 
78 Council of the EU, “Remarks by President Donald Tusk after the European Council meetings on 17 and 18 
October 2018”, October 18, 2018, https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/10/18/remarks-by-
president-donald-tusk-after-the-european-council-meetings-on-17-and-18-october-2018/pdf, accessed October 26, 
2018; 「EU、移行期間延長も視野にブレグジット交渉継続」『ビジネス短信』2018 年 10 月 19 日; 「メイ首相、ブレグ

ジット後の移行期間延長の可能性を示唆」『ビジネス短信』2018 年 10 月 19 日。 
79 The negotiators of the European Union and the United Kingdome Government, “Joint report from the 
negotiators of the European Union and the United Kingdom Government on progress during phase 1 of 
negotiations under Article 50 TEU on the United Kingdom's orderly withdrawal from the European Union”, 
December 8, 2017, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/joint_report.pdf, accessed October 15, 
2018. 
80 庄司によると、ハードな国境を回避するためのオプションは 3 つ存在する。第 1 は EU と英国の全体的関係を通じて

問題を解決すること、第 2 は英国が特別な解決策を用意すること、第 3 は、アイルランド島全体の経済を支える域内単

一市場及び関税同盟のルールとの完全な整合性を維持することである（庄司克宏「Brexit の諸問題・12 英 EU 将来関

係取り決めの展望」『貿易と関税』第 66 巻第 4 号 54 頁、2018 年 4 月）。共通規制領域は、第 1、第 2 のオプションが

達成されない場合の第 3 のオプションとして示されている（庄司克宏「Brexit の諸問題・13 『共通規制領域』と『ジ

ャージー方式』‐関税同盟および物の自由移動に関する単一市場」『貿易と関税』第 66 巻第 5 号 60 頁、2018 年 5
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領域は EU と北アイルランドから構成され、以下の 6 つの特徴を有している81。 
 
 EU と北アイルランドにまたがるものとして定義され、北アイルランドは EU の関税領域の一部と

して位置づけられる。 
 EU の単一市場・関税同盟と同様、EU と北アイルランドの間では関税・課徴金・数量制限・非関税

障壁・差別的内国税がすべて原則として禁止される。 
 EU の関税法及びその他の関連法令については、EU と英国の税関当局が共同で税関コントロールを

行う。 
 付加価値税・物品税、衛生・植物防疫、農漁業産品の生産・取引、環境保護などに関する EU 法規

定が、北アイルランドに適用される。 
 アイルランド・北アイルランド議定書は、共通規制領域の関連規定が定める取り決めに従い、かつ

EU 法を完全に尊重して、南北アイルランド協力の継続に必要な条件を維持するために実施され、

適用される。 
 EU 諸機関（欧州委員会、閣僚理事会、欧州議会、欧州司法裁判所など）および補助機関は、共通規

制領域に関して、EU 法により付与される権限を有する。特に、欧州司法裁判所は、EU 基本条約に

規定される管轄権を有する。 

 この共通規制領域についてメイ首相は、英国の共通市場を分断するもので受け入れられないとしてい

る82。英国は対案として、北アイルランド国境問題に関する他の解決策が見つかるまで、2021 年末を想

定して、英国全土が EU の関税同盟に参加するという次の「暫定税関取り決め」案を 2018 年 6 月に示し

ている83。 
 
 EU・英国間で、関税、数量制限、原産地規則、申告を含む税関手続きを撤廃する。 
 英国は EU の共通通商政策の適用範囲外にあるが、暫定税関取り決めが機能するために必要とされ

る場合は除く。英国は他の諸国と自由貿易協定を交渉、署名、批准することができ、暫定税関取り

決めの機能に影響を及ぼさない要素は実施することもできる。英国は、EU の自由貿易協定に定め

られた特恵的関税率を適用することにより、引き続きそれらの協定から経済的利益を確保する。 
 EU・英国間で 終的な解決策が合意されれば、それが暫定税関取り決めにとって代わる。 
 暫定税関取り決めは離脱協定に規定される。 終的な税関取り決めは、EU・英国間の将来関係枠組

みに定められる。 
 この暫定税関取り決めの提案は、英国の目標とする点を述べ、可能なオプションを概観しているに

とどまり、今後 EU との間で議論を深める必要がある。 

③ 合意なき EU 離脱に備えるためのガイダンス 

2018 年 8 月から、英国政府は合意なき EU 離脱に備えるための一連のガイダンスの発表を開始した。

ガイダンスは「農業」や「輸出入」、「製品表示と安全」などの大項目に分類され、その下に項目ごとの

ガイダンスが示されており、その項目数は 100 を上回る。合意なき EU 離脱とは、離脱協定の合意と EU・
英国間の将来関係に関する枠組みがない状態で 2019 年 3 月 29 日に英国が EU を離脱し第三国になるこ

                                                        
月）。 
81 庄司克宏「Brexit の諸問題・15 英 EU 自由貿易地域と離脱協定」『貿易と関税』第 66 巻第 8 号 72-73 頁、2018 年

8 月; European Commission, Task Force for the Preparation and Conduct 
of the Negotiations with the United Kingdom under Article 50 TEU, “Draft Agreement on the withdrawal of the 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy 
Community highlighting the progress made (coloured version) in the negotiation round with the UK of 16-19 March 
2018”, March 19, 2018, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf, 
accessed October 15, 2018. 
82庄司克宏「Brexit の諸問題・13 『共通規制領域』と『ジャージー方式』‐関税同盟および物の自由移動に関する単

一市場」『貿易と関税』第 66 巻第 5 号 61 頁、2018 年 5 月）; BBC NEWS, “In full: Theresa May's speech on future 
UK-EU relations”, March 2, 2018, https://www.bbc.com/news/uk-politics-43256183, accessed October 15, 2018. 
83 庄司克宏「Brexit の諸問題・15 英 EU 自由貿易地域と離脱協定」『貿易と関税』第 66 巻第 8 号 73 頁、2018 年 8
月; Cabinet Office, “Technical note on temporary customs arrangement”, June 7, 2018, 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/714656/Technical
_note_temporary_customs_arrangement.pdf, accessed October 15, 2018. 
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ととされている84。この場合、合意済みの移行期間も適用されないことになる。大項目の一覧は次のと

おりである85。 
 
 概要 Overview 
 EU 財政によるプログラムへの申請 Applying for EU-funded programmes 
 運輸関係 Driving and transport 
 農業・漁業 Farming and fishing 
 民事訴訟 Handling civil legal cases 
 輸出入 Importing and exporting 
 製品表示・製品安全 Labelling products and making them safe 
 ビジネス関連規制 Meeting business regulations 
 金融サービス・税制 Money and tax 
 個人データと消費者の権利 Personal data and consumer rights 
 環境保護 Protecting the environment 
 エネルギー規制 Regulating energy 
 医薬品・医療機器規制 Regulating medicines and medical equipment 
 獣医薬規制 Regulating veterinary medicines 
 制裁措置 Sanctions 
 衛星・宇宙 Satellites and space 
 海事 Seafaring 
 国家援助 State aid 
 英国・EU 間の往来 Travelling between the UK and the EU 
 労働者の権利 Workplace rights 

 
 
農業政策や農産品・食品製造・貿易に関連の深いガイダンスの内容は以下のようになっている。 

図表 86 合意なき EU 離脱に備えるためのガイダンス（一部抜粋）  
大項目 項目 内容 

概要 
 

合意なき EU
離脱に向け

た英国政府

の準備 

 EU 離脱法（the European Union (Withdrawal) Act 2018）が成立し

ており、離脱交渉結果に関わらず、有効に機能する法令集が確

保されている。 
 合意なき離脱に対する準備では安定性の優先しており、EU 離

脱法により EU 離脱前後で同じ法令・規則が適用される。その

後合意された変更が加えられていく。 

EU 財政によ

るプログラ

ムへの申請 
 
 

EU 財政プロ

グラムに対

する政府保

証 

 2018 年 7 月に英国財務省が書面で次の約束をしている。 
‐2014 年～2020 年の多年次財政枠組みにおける欧州構造投資基

金への全額拠出 
‐英国の慈善団体・企業・大学などが 2020 年末までに EU 財政に

よるプログラムからの資金を獲得した場合、当該プロジェクト終

了まで英国の団体が資金を受け取る 
‐2020 年までの CAP 第一の柱への現行水準の資金拠出 

農業・漁業 
 

農業支払  EU 離脱法により、現在適用されている EU 法をそのまま離脱

後も引き継ぎ、支払いを継続できるようにする。 

                                                        
84 Department for Exiting the European Union, “UK government's preparations for a 'no deal' scenario”, August 24, 
2018, https://www.gov.uk/government/publications/uk-governments-preparations-for-a-no-deal-scenario/uk-
governments-preparations-for-a-no-deal-scenario, accessed October 15, 2018. 
85 Department for Exiting the European Union , “How to prepare if the UK leaves the EU with no deal”, last 
update October 12, 2018, https://www.gov.uk/government/collections/how-to-prepare-if-the-uk-leaves-the-eu-with-
no-deal#overview, accessed October 26, 2018. 
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 英国政府は現行議会会期末（2022 年想定）まで現行水準と同じ

規模の農業支援を約束しており、これには CAP の第一の柱・

第二の柱による支援も含まれる。これは英国全体に適用され

る。 
 支援受給にあたっては、現在と同じ基準を満たさなければなら

ない。これらのルールは、英国環境・食料・農村地域省や英国

の各構成国が新たな農業政策を導入するまで継続する。 

農業・漁業 
 

農村振興  CAP 第二の柱の農村振興プログラムに基づいて 2020 年末まで

に合意されたプロジェクトの支払いは、英国政府が保証する

（2019 年 3 月より後の支払い予定分は、プロジェクト終了ま

で英国政府が支払う）。 

農業・漁業 
 

殺虫剤規制  英国は独自の植物保護製品（殺虫剤）の管理体制を作る。全て

の製品の承認申請を英国体制のもとで行う。 
 EU 離脱法により、2 つの直接的に関連する EU 規則を国内法に

引き継ぐが、技術的修正を行う立法を用意している。 
 申請フォーマットと必要データは現行と同じだが、英国の管理

体制のもとで検討される。 
 EU の承認を得るには、別途 EU への申請が必要である。 

農業・漁業 
 

家畜飼育  英国が認証する純血種の家畜は、EU 側で同様の認証を受ける

ことはできない（現在は自動的に認証される）。EU は第三国

で特定の条件を満たした育種団体のリストを作成しており、

EU 離脱後、英国の畜産業者は第三国の団体としてその条件を

満たす必要がある。 

輸出入 EU との貿易  英国・EU 間の物の移動は、EU 域外との移動と同じように輸入

申告・輸出申告が必要となる。 
 英国から EU への物の移動の場合、EU は域外国を扱うのと同

様に関税を課すほか、関連ルールを適用する。 

輸出入 遺伝子組換

え食品と動

物用飼料製

品の輸出 

 遺伝子組換え食品・動物用飼料製品を EU と貿易するには、EU
または EEA 域内に企業を置くか、EU または EEA 域内に代理

店を置く必要がある。 

輸出入 動物・動物製

品の輸出 
 全ての動物製品・生きている動物の英国から EU への輸出に、

獣医等の署名付き輸出衛生証明（EHC: Export Health Certificate）
が必要となる。 

 必要な EHC の数の増加に備え、申請プロセスの簡素化や承認

キャパシティの確保を行っている。 
 EU は輸送許可（Transporter Authorisation: 生きた脊椎動物を EU
内もしくは EU 加盟国・第三国間で 65 キロ以上輸送する際に

必要な許可86）等英国発行の証明を受け付けなくなる。生きた

動物を EU で輸送する業者は EU 加盟国内に代理人を置き、関

連当局から必要な許可を得なければならない。 

輸出入 動物・動物製

品の輸入 
 EU 離脱以降、英国は TRACES（EU が運営している動物トレー

サビリティ管理システム）へのアクセスができないため、代替

                                                        
86 Department for Environment, Food & Rural Affairs, “Animal welfare”, December 7, 2017, 
https://www.gov.uk/guidance/animal-welfare#animal-welfare-during-transport, accessed October 29, 2018.  
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輸入許可通知システムを開発中である。TRACES 利用者は、

2019 年 3 月に先立ち、新システムの利用を開始しなければな

らない。 
 高水準の食の安全性を維持するため、英国は EU からの高リス

ク食品・飼料の輸入者に食品基準庁への事前通知を要求する。

輸出入 既存の自由

貿易協定 
 離脱日以降、出来るだけ早期に英国-第三国間の二国間貿易協

定の発効を目指す。それらの協定は、技術的に必要な変更以外、

EU の既存協定と同じ優遇効果を持つ予定である。そのような

協定が存在しない場合、貿易は WTO の 恵国待遇により行わ

れる。 
 新たな二国間貿易協定は、同一もしくは実質的に同じ効果をも

たらすことを目指すが、優遇措置の提供について変更が起こり

うる（英国と EU とは別にカウントされるようになり、各協定

がそれぞれ原産地比率を定めるなど）。そのような変更は 小

限に留める考えだが、貿易パートナーとの交渉結果による。 

製品表示・安

全 
遺伝子組換

え作物の開

発 

 EU 離脱法により現行の EU 規則の適用を継続する。英国での

遺伝子組換え作物の放出は事前の許可が必要であり、安全面で

の懸念がない場合のみ許可される。 
 の遺伝子組換え作物の取引に関するリスクアセスメントは、

EU ではなく英国が行うが、同じプロセスが適用される。 

製品表示・安

全 
有機食品の

生産・加工 
 英国は食品の製造と表示に関する高い基準を維持する。 
 英国の有機食品に関する監督機関は、引き続き英国内の流通に

関し有機作物・食品生産者を認証する。 
 現在 EU と同等の有機生産ルールを持つと EU が認めている国

（米国、カナダ、日本、韓国など）につき、英国はその認証を

引き継ぐ。 
 EU の有機作物・食品も引き続き受け入れる。 
 在庫が尽きるまでの猶予期間はあり得るが、英国の有機作物・

食品生産者は EU の有機ロゴを使えない（英国監督機関のロゴ

を使うことになる）。 
 EU が英国での活動を認めた監督機関の有機認証を受けた場合

にのみ、英国から EU への輸出が可能である。英国の監督機関

は第三国になってからのみ EU への申請が可能であり、承認は

9 カ月を要するため、迅速化のための代替アプローチを模索中

である。 
 有機作物・食品に関する規則は、英国国内法化に必要な変更の

みが加えられ、実質的な政策変更は行わない。 

製品表示・製

品安全 
食品の製造

と表示 
 離脱直後は、EU 離脱法により EU 現行規則が適用される。 
 「EU」という原産地表示は利用できなくなる。 
 2020 年 4 月以降、EU では主要な原材料の原産地表示が要求さ

れる。英国でも同様のルールが適切か検討する。 
 英国市場では、製造責任者の EU の住所表示だけでは不十分で

あり、英国の住所も必要である（同様に英国住所だけでは EU
市場で不十分となる）。 

 天然ミネラルウォーターの EU での流通は、EU 規則が定める

ルールに従い各国が認証を行っている。天然ミネラルウォータ
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ーの製造者は、英国が EU の第三国になった後、EU 加盟国へ

の申請を通じて認証を得る必要がある。 
 これらの論点は全てパブリックコンサルテーションの対象と

なる。 

出所：Department for Exiting the European Union , “How to prepare if the UK leaves the EU with no deal”, 
last update October 12, 2018, https://www.gov.uk/government/collections/how-to-prepare-if-the-uk-
leaves-the-eu-with-no-deal#overview, accessed October 26, 2018. 
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4.2. EU 離脱に伴う英国の農業政策・貿易政策の方向性 

(1) 農業政策の方向性概要 

※本項では主にイングランドの農業政策を扱う。英国の他の構成国が明示的に示されない限り、イング

ランドに関する記述である。 
 

① 英国環境・食料・農村地域省による農業法案・政策ステートメント 

 英国環境・食料・農村地域省（DEFRA:Department for Environment Food and Rural Affairs）87は 2018 年

9 月、EU 離脱後の農業政策を示す農業法案（Agriculture Bill）を公表した。2019 年 3 月現在、下院での

審議が進められている。英国は 1973 年に欧州経済共同体（EEC）に加盟して以来 CAP のもと農業政策

を進めてきた。今回の法案は、第二次世界大戦後、食糧増産を目指していた時代の 1947 年農業法以来、

70 年以上ぶりとなる英国の農業法案であり、英国政府は国内農業政策を根本的に変革する歴史的機会と

して捉えている88。 
 
 法案は CAP アプローチから離脱するため必要な権限を大臣に与えるものであり、法案本文はイング

ランドにのみ適用される。しかし、法案別表 3 及び別表 4 が、ウェールズの大臣及び北アイルランド農

業・環境・農村省にも類似の権限を与えている。特化してスコットランドを扱った条文は存在しないが、

英国全土に適用される条文の対象には含まれる。 
 
法案は第一部から第九部までの本文と別表から成り、概要は次のとおりである89。 

図表 87 農業法案概要  
第一部  土地管理を通じた大気質・水質などの公共財創出や農業の生産性向上

に対する財務支援の権限を与える（公的資金を公共財に用いる）90。 

第二部  公的資金を公共財に用いる仕組み導入のため、直接支払を漸減・廃止す

る。 
 2021 年からの 7 年間を農業に関する移行期間とし、2027 年より後には

直接支払は行わない。 
 基礎支払を漸減・廃止する代わりに、その支払要件から農業を行ってい

ることを切り離す（delink）。農業を要件としないこの切り離し支払以

降、基礎支払を受けることはできない。一括受け取りが可能であり、農

家の投資、事業多様化、離農を可能にする。 

第三部  大臣は、農産物・食品サプライチェーンに関する活動に影響を持つ人・

組織に対して、情報提供を要求できる（一般家庭の消費者は除く）。 

第四部  例外的市場環境における農産品市場への介入のあり方を作り変える。 

                                                        
87 Defra の直接の管轄はイングランドのみである。但し Defra はウェールズ、スコットランド、北アイルランドと密接

に協力するとともに、対 EU など国際的交渉を主導している（Department for Environment, Food and Rural Affairs, 
“About Us”, https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs/about, 
accessed May 28, 2018.）。 
88 House of Commons Library, “The Agriculture Bill”, October 25, 2018, 
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8405, accessed February 8, 2019.  
89  上述のとおり、法案本文はイングランドに適用される内容である。要約を示してない第八部はウェールズと北アイル

ランドに関する記述であり 、北アイルランドにも農業法案の規定が適用される。ウェールズについては第一部から第五

部までほぼ同様の内容でウェールズの大臣に権限が与えられている（Office of the Secretary of State for Wales and The 
Rt Hon Alun Cairns MP, “Landmark Agriculture Bill to deliver a green Brexit”, September 12, 2018,  
https://www.gov.uk/government/news/landmark-agriculture-bill-to-deliver-a-green-brexit--2, accessed October 15, 
2018; Andrew Forgrave, “Agriculture Bill to give Welsh ministers ‘significant’ new powers”, DAILY POST, 
September 12, 2018, https://www.dailypost.co.uk/news/local-news/agriculture-bill-give-welsh-ministers-15140167, 
accessed October 15, 2018.）。第九部は 終条項である。 
90 法案の記述の多くは公共財創出に割かれている。公共財創出と生産性向上は同列でなく、前者に重きが置かれてい

る。 
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第五部  農産品（およびそれに関する消費者向け情報）の基準を設定し近代化す

る。 

第六部  サプライチェーンにおける食料品生産者の立場を強化する。EU におけ

る生産者組織（Producer Organizations）のルールをイングランドでも導

入するなどの措置を含む。 

第七部  WTO 農業協定の遵守を確かなものとする。 

出 所 ： House of Commons Library, “The Agriculture Bill”, October 25, 2018, 
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8405, accessed February 8, 
2019. 

この農業法案に基づいた農業政策の全体像については、法案に次いで発表された政策ステートメント

（Policy Statement）からある程度の把握が可能である。それによると、新たな農業法案において公的資

金による支援の対象となる公共財は、野生動物の居住区域や洪水防止、空気質・水質の向上、土壌、植

物、気候変動緩和につながる活動などであり、こうした公共財を創出する「環境土地管理（ELM: 
Environmental Land Management）」に収入を発生させる仕組みが新たな農業政策の基礎となる。これと同

時に、農業法案は農家の生産性向上を支援するため、研究・開発への投資を行い、農家による新たな調

査プロジェクトに資金を提供する。 
 
また、新たな農業法のもと、農家が生産した農産物に対して適正な対価を受け取れるようにするため、

サプライチェーンにおける不公正な取引慣行を防止する、農業政策の改革を通じて、動植物の健全性に

関する高度な基準を維持し、公的資金により農家が規制で定める基準を超えて動物福祉に貢献できる仕

組みを構築する、さらに収集した情報に基づきサプライチェーンの透明性を確保し、食料生産者が市場

からのサインに効果的に対応し、農場出荷価格の交渉時の立場強化に貢献する、といった内容が示され

ている91。 
 
直接支払の漸減・廃止は、こうした新たな農業政策のための財源を作るものとして位置づけられる。

直接支払の 2021 年における削減率の上限は次のとおりである。受け取る金額が高いほど削減率が高く

なっているが、Defra が CAP の第一の柱のもと、直接支払が豊かな人を手厚く支援していると批判的に

捉えている92ことの反映であろう。 
 

図表 88 2021 年の直接支払削減額の上限  
直接支払額 削減率 

30,000 ユーロまで 5% 

30,000 ユーロ～50,000 ユーロ 10% 

50,000 ユーロ～150,000 ユーロ 20% 

150,000 以上 25% 
出 所 ： House of Commons Library, “The Agriculture Bill”, October 25, 2018, 
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8405, accessed February 8, 
2019. 40,000 ユーロを受け取っている場合、30,000 ユーロまでは 5%の削減率が、残りの 10,000 ユー

ロは 10%の削減率が適用される。削減率の境界の金額（50,000 ユーロなど）に適用される削減率が明ら

かでないが、出所資料のまま記載している。 

② 政策ステートメントの特徴 

農業法案が審議中であることから、2019 年 3 月の時点でイングランドの将来の農業政策の詳細は明ら

かでないものの、政策ステートメントからは一定の特徴や注目点を把握することができる。 

                                                        
91 House of Commons Library, “The Agriculture Bill”, October 25, 2018, 
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8405, accessed February 8, 2019. 
92 Defra, “Agricultural Bill: Analysis and Economic Rationales for Government Intervention”, September 13, 
https://www.gov.uk/government/publications/the-future-for-food-farming-and-the-environment-policy-statement-
2018, accessed February 8, 2019. 
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まず、新たな農業政策は環境に対する実際の成果（結果）を重視したものとなる点である。環境土地

管理の計画は、農家や土地管理者が各自の事情に合わせて立案可能とされるが、それは 善の結果をも

たらす慣行（ベストプラクティス）に基づいている必要があるとされている。そして、農家・土地管理

者は二種類の財・サービスを提供する存在として捉えられている。一つは農産品、もう一つは社会が基

盤としている環境サービスであり、後者は政府支出による支援を受けるとされる。これは、環境土地管

理に対する支払いの意味合いは、所有土地面積に応じた所得補償としての側面より、政府（公的資金）

による公共財の購入である側面が強いと示唆するものである。 
 
もちろん、現在の CAP 第一の柱による直接支払の対象と、新たな環境土地管理に対する支払いの対

象が全く異なるということではない。一例として、高地における農家は直接支払への依存度が高いが、

その土地管理者としての役割は新たな環境土地管理の仕組みにおいても報酬に値するとされている。今

後、支援対象となる環境土地管理の範囲が具体化されていくと想定されるが、その議論の動向は注目を

要する。 
 
政策ステートメントによると、新たな環境土地管理の仕組みは、農家・土地管理者が政府と環境土地

管理に関する数年間の契約を結び、農家が提供する環境面での便益（市場では売買できないもの）を明

らかにしたうえで、それに対して公的資金を支払うというものである。契約は農家・土地管理者が作成

した計画に基づくため、内容に柔軟性を持つが、その計画はガイドラインと専門家のアドバイスに従う

こととされている。ガイダンスの範囲や公表時期、専門家とはどのような組織・人物かについては現時

点では示されていないが、今後業界団体との議論を通じたこれらの取りまとめが進むと想定されるため、

その動向を注視する必要があるだろう。 
 
次に、各種政策は、農業に関する移行期間における小規模な試験的導入やパイロット事業を経て、広

く全国に展開されるスケジュールとなっている。そのため、現時点では大枠のみ示されている政策の中

で、どのようなパイロット事業が行われ、パイロットに対しどのような評価がなされるかが注目される。

環境土地管理の仕組みは 2025 年以降に完成した形での運用開始が想定されており、それまでの期間を

かけて環境土地管理の詳細が定められていく。 
 
例えば、規制の 低基準を超える動物の福祉向上について、市場で十分に評価されない場合には公的

資金による支援スキームを作るとしているが、一方では消費者の購入意欲も活用する考えも示されてお

り93、どの水準まで公的資金で実現するかは明らかとなっていない。また、農家の生産性を向上するた

めの研究・開発についても、産学（生産者・研究者）連携といった手法を用いる考えなどが示されてい

るが、具体的な研究分野は示されていない。以下のタイムラインに従って環境土地管理の仕組みの導入

が進められるため、特に 2021 年以降とされている環境土地管理のパイロット事業の内容は注目すべき

ポイントとなる。 
 
後に、イングランドの農業政策は市場機能の活用を図る市場志向型の政策になると考えられる。こ

の点は、農業法案や政策ステートメントに先立ち 2018 年 2 月に Defra が公表した農業政策に関する提

案（後述のコマンドペーパー）のリスク管理に関する項目で示唆されている。この報告書は、農業収入

は年による変動が大きいものの、リスク管理に対する補助金は市場を歪めるとして否定的に捉え、リス

ク耐性を高める 高の手法は生産性の向上であり、その他には先物・オプションといった市場ベースの

手法が利用可能であるとしている94。一方で、データの活用・透明性に関する施策では政府の役割があ

るとしている。農業法案においては、サプライチェーンの透明性を高め、農家の市場に対する効果的な

反応を可能にするという位置づけで、農産品に関するサプライチェーン参加者に大臣が情報提供を要求

できるという内容が含まれている。新しい農業政策の基礎となる環境土地管理の正当性は、環境に悪影

響を及ぼす市場の失敗（負の外部性）の是正にあたると説明されており95、この説明からもイングラン

                                                        
93 明確には示されていないが、動物福祉を付加価値として高価格化することを意図していると思われる。 
94 Department for Environment, Food and Rural Affairs, “Health and Harmony: the future for food, farming and 
the environment in a Green Brexit”, February 2018, 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/684003/future-
farming-environment-consult-document.pdf, accessed May 28, 2018. 
95 Defra, “Agriculture Bill: Analysis and Economic Rationales for Government Intervention”, September 2018, p.16.  
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ドの農業政策が市場機能を活用しようとする意図が窺える。 
 

図表 89 農業法案の導入タイムライン概要 
年 CAP 新たな取り組み 移行支援 

2019 年  直接支払は現行どおり継

続。可能な部分での簡素

化は行う。 
 現 行 の 農 業 環 境 支 払

（ Countryside 
Stewardship）の新たな契

約が可能。高度事業は延

長可能96。 

 環境・土地管理の試行。  

2020 年  直接支払を更に簡素化。

 現行の農業環境支払の新

たな契約が可能。高度事

業は延長可能。 

 環境・土地管理の試行。

 動物福祉に関する高い基

準が定められ、動物の健

康・福祉に関する関連業

界の役割に合意する。 

 

2021 年  直接支払の削減初年度。

 現行農業環境支払の新た

な契約が可能（但し契約

数は環境土地管理プログ

ラムによる）。高度事業

は延長可能。 

 環境・土地管理の試行、

及び 初のパイロット事

業。 
 動物の健康・福祉に関す

るパイロット事業開始、

動物の健康に関する政府

介入につき関連業界との

合意。 
 研究開発・イノベーショ

ンへのターゲットを絞っ

た投資。 

農家がリスク管理、生産性

改善、公共財への貢献を行

う能力を向上させるため、

以下を含む支援を提供。 

 公共財に資する農場設備

・技術への投資。 
 新規参入支援。 
 植物の害虫・病気予防。

 政府と土地管理者の新た

な関係を支援するための

新たな取り組み。 

2022-2024
年 

 直接支払の累進的削減の

継続。 
 現行農業環境支払の 後

の新たな契約が可能（但

し契約数は環境土地管理

プログラムによる）。高

度事業は延長可能。 

 環境・土地管理の試行、

パイロット事業。 
 動物の健康・福祉に関す

るパイロット事業の継続

 研究開発・イノベーショ

ンへのターゲットを絞っ

た投資。 
2025 年  直接支払の累進的削減の

継続。 
 環境土地管理の準備完了

・運用。 
 動物の健康・福祉充実施

策の準備完了・運用。 
 研究開発・イノベーショ

ンへのターゲットを絞っ

た投資。 

2026 年  

2027 年  7 年間の移行期間の終了

（直接支払の 終年）。

2028 年以

降 
 直接支払いの廃止。  

                                                        
96 現行農業環境支払（Countryside Stewardship）の詳細については、三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社

『平成２９年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業（ＥＵの農業政策・制度の動向分析及び関連セミナー開催支

援）報告書』（2018 年 3 月）11 頁参照。同報告書によると「イングランドは現行の農村振興計画の導入とともに、新し

い農業環境支払である Countryside Stewardship を、前計画における農業環境支払である Environmental 
Stewardship に替えて導入した。（中略）Higher-Tier（高度事業）は、環境上 も重要な場所において、生息地の再

生、森林の再生、優先保護生物のための特別の取り組み等複雑な事業を行う」。 
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出 所 ： Defra, “Policy statement – timeline”, September 13, 2018, available at 
https://www.gov.uk/government/publications/the-future-for-food-farming-and-the-environment-policy-
statement-2018, accessed February 8, 2019. 

 

③ 環境・食料・農村地域省による政策提案 

2018 年 2 月、Defra は EU 離脱を想定した将来の農業政策に関する提案をまとめた報告書（コマンド

ペーパー）97を発表し、広く意見を募るコンサルテーションを実施した。このコマンドペーパーやそれ

に基づくコンサルテーションが農業法案や政策ステートメントの基となっている。コマンドペーパーは

CAP には欠陥があり、EU 離脱は抜本改革の機会であるとしている。その上で、直接支払を一定期間後

に廃止する、環境保全を土台とした農業政策を志向するといった、農業法案に引き継がれる骨子が示さ

れている。この他、以下の方向性が示された。 
 

 現行 CAP と同じ金額規模の農業支援を、現行議会中98は継続する。 
 EU 離脱後、農業分野においても移行期間を設定する。この期間中、イングランド99において直接支

払を漸減させ、減額分は新たな環境・土地管理のパイロットプログラムに充てる。 
 農業分野の移行期間終了後は、イングランドの直接支払を廃止し、環境・土地管理を新たな農業政

策の土台とする。 
 その他、政府は動植物衛生、動物福祉、地方の強靭性向上、生産性向上などの分野で役割を果たす。 
 高の基準に基づいた製品を英国市場・輸出市場に供給する。 
 大学卒業生などの熟練国内労働力の農業セクターへの参加を促す。 

 なお、コマンドペーパーは前文・付属文書を除くと以下の構成となっている100。 

図表 90 英国農業政策提案（一部抜粋）  
大項目 項目 概要 

要約 

1. 農業: 変革の必要性 

 CAP は欠陥のある政策である。 
 土地に紐づいた補助金は生産性向上の意欲を削ぐ。環

境改善の取組みも、CAP の官僚的構造に阻害され限定

的である。 

イングラン 2. CAP における変革 
 基礎支払・農業環境支払（Countryside Stewardship）の手

続き面の負担軽減を行う。 

                                                        
97 Department for Environment, Food and Rural Affairs, “Health and Harmony: the future for food, farming and 
the environment in a Green Brexit”, February 2018, 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/684003/future-
farming-environment-consult-document.pdf, accessed May 28, 2018. この報告書の冒頭には、女王陛下の命

（Command of Her Majesty）に基づき作成・議会に提出すると記されており、この類の文書はコマンドペーパーと通

称される。 
98 英国の議会期は議会の存続期間であり、通常 5 年以内に解散、総選挙となる（国立国会図書館調査及び立法考査局

「主要国の議会制度」2010 年 3 月、http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/document/2010/200901b.pdf、2018 年 5
月 28 日アクセス）。次期総選挙は 2022 年に予定されている（「メイ英首相 早期退陣否定 22 年総選挙、戦う意思示

す」『毎日新聞』2017 年 9 月 1 日）。 
99 報告書を発表した Defra の直接の管轄はイングランドのみである。但し Defra はウェールズ、スコットランド、北ア

イルランドと密接に協力するとともに、対 EU など国際的交渉を主導している（Department for Environment, Food 
and Rural Affairs, “About Us”, https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-
rural-affairs/about, accessed May 28, 2018.）。報告書の内容について、Defra は英国全体で機能しうるものだが、権限

移譲により各構成国がそれぞれの優先順位を決める権限を有するとしている。また、必要な際には共通の枠組みを作る

としている。 
100 箇条書きで示した各項目の内容は例示であり、項目の記述を網羅したものではない。 
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ドにおける

CAP 離脱 

3. 農業分野における

移行期間 

 2019 年のイングランドにおける基礎支払は現行通りと

する。 
 数年間の「農業分野における移行期間」中は、基礎支払

の高額受給者を初めに減額する。減額分は、将来の環

境・土地管理スキームの試行に充てる。 
 「農業分野における移行期間」後は、イングランドでの

直接支払を廃止する。 

4. 農業の明るい未来 

 農業生産者に収益性向上のための新技術投資を促す。 
 徒弟制度101を変革・拡大する。徒弟制度における雇用者

を教育機関と連携させ、熟練労働力を育成する。 

イングラン

ドにおける

新農業政策

の導入 

5. 公的資金を公共財

に 

 環境保護は卓越した公共財であり、土壌、水質、空気、

生物多様性、気候変動緩和、自然の美しさが含まれる。

 新たな政策は、環境に加え「動植物の健康（動物福祉）」、

「生産性と競争力」、「農村の強靭性・伝統的農業・高地

の景観の保全、」「田園地方へのアクセス」の実現・改善

も対象に含む。 

6. 環境を改善する 
 環境改善のために複数年に亘る継続的な支援を行う。 
 簡素な申請プロセスとする。 

7. 動物に対する責任

を果たす 

 動物福祉は農業政策の対象となる公共財である。 
 動物の風土病減少を目指す。 

8. 農村コミュニティ・

遠隔地農業への支

援 

 物理的アクセスやインターネットアクセスなど、遠隔

地特有の課題への対応を支援する。 

9. 規制慣行の変革 
 「汚染者負担の原則」を反映した規制・基準の土台を維

持し、新たな土地管理制度の基礎とする。 

10. リスク管理と強靭

性 

 農業収入は年による変動が大きいが、強靭性を高める

良の方法は生産性の改善である。 
 リスク管理に対する政府補助金は市場を歪める。代わ

りに先物・オプションといった市場ベースの手法が利

用可能である。 
 データの利用可能性については政府が果たす役割があ

り得る。 

11. 作物、植物、蜂の健

康保護 

 病害虫発生による損害の減少を目指す。 
 EU 離脱により、強力なバイオセキュリティ基準を策定

できる。 

12. サプライチェーン

における公平性の

確保 

 透明性のあるサプライチェーンの構築を目指す。 
 農家は概して小規模であるため、そうした生産者が協

力して交渉力を得るための生産者団体に対する特権的

地位（競争法における例外措置など）を継続する。 

新農業政策

の枠組み 
13. 権限移譲： 一貫性

と柔軟性の維持 

 英国全体で共通のアプローチが必要な際は、構成国と

の緊密な協力を継続する。 

14. 貿易  EU は農産品分野で 大の貿易相手である。 

                                                        
101 報告書中の原語は apprenticeships。労働政策研究・研修機構によると「イギリスでは就職前の若年者を対象とした

職業教育訓練が重視されている。中心となる徒弟制度は、事業主の下で働きながら訓練を受け、政府が示す認定基準 に
沿って資格授与機関の認定を受けた教育訓練プロバイダーで資格取得やスキル習得などを目指すもの。」（労働政策研

究・研修機構「イギリスの公共職業教育訓練—企業の技能ニーズを重視」2009 年 6 月、

http://www.jil.go.jp/foreign/labor_system/2009_6/england.html、2018 年 5 月 29 日アクセス。） 
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 政府は大胆かつ野望的な経済的パートナーシップを含

む EU との特別な関係確保に専心する。 

15. 立法: 農業法案 

 コマンドペーパーに示された政策目標のため、食料・農

村地域省が EU 離脱後の農業政策を実施する根拠とな

る農業法案（an Agriculture Bill）を導入する。 
 出所：Department for Environment, Food and Rural Affairs, “Health and Harmony: the future for food, 
farming and the environment in a Green Brexit”, February 2018, 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/6840
03/future-farming-environment-consult-document.pdf, accessed October 15, 2018. 

④ 【参考】農業法案の詳細 

農業法案は CAP アプローチから離脱するため必要な権限を大臣に与えるものであり、法案本文はイ

ングランドにのみ適用される。しかし、法案別表 3 及び別表 4 が、ウェールズの大臣及び北アイルラン

ド農業・環境・農村省にも類似の権限を与えている。特化してスコットランドを扱った条文は存在しな

いが、英国全土に適用される条文の対象には含まれる。 
 
第一部「新しい財務支援の権限」は、新たな農業政策の要となる部分であり、環境保全・改善及び生

産性の向上に対しての支援を政策の土台とする方向性が示されている。ここには、2018 年 2 月に環境・

食料・農村地域省が公表した農業政策提案（コマンドペーパー）102に示された環境保全を土台とする考

えが引き継がれている103。新たな政策の支援対象には、動植物の健康保護も含まれている。生産性向上

も支援対象となっているが、記述の多くは環境保全を中心とした公共財への支援となっており、力点は

コマンドペーパーや政策ステートメントでも示されている公的資金を公共財に用いる仕組みに置かれ

ている。 
 
第二部第一章「直接支払」は、基礎支払制度（Basic Payment Scheme）に基づく直接支払の段階的廃止

が定められている。2018 年 2 月公表のコマンドペーパーにおける農業政策提案では期間が未定であった

「農業における移行期間（agricultural transition period）」は 2021 年から 2028 年までの 7 年間とされ、こ

の期間を通じて直接支払が漸減・廃止される。なお、2019 年・2020 年における直接支払いは、現行制度

をベースとし、可能な部分での簡素化を進めつつ継続される104。 
 
第二部第二章「その他の財務的支援（法律の修正）」は、CAP 関連法の効力停止や簡素化・改善を目

的として、大臣がそれら関連法を修正する権限が示されており、その対象となる分野として果物・野菜

生産者組織への援助と農村振興が挙げられている。 
 
 ここまでが、新たな農業政策の土台と CAP に対する主要な変更点を示しているという観点から、農

業法案の重要部分といえるだろう。以降、第三部は、大臣が農産品・食品のサプライチェーンに関する

情報提供をサプライチェーン参加者に要求できる権限を、第四部は例外的な市場環境下での生産者の所

得に対する負の影響に対し大臣が財務支援を行う権限を、第五部では農産品・食品に関する等級分類や

包装・ラベリングなどの基準を定める権限が記述されている。第六部は、サプライチェーンの公平性の

ため、生産者組織の設立や、生産者からの直接の購入者が従うべき義務を大臣が定める権限などが示さ

れている。第七部では、WTO 農業協定遵守のため、大臣が規則を定める権限を規定している。 
 

                                                        
102 Department for Environment, Food and Rural Affairs, “Health and Harmony: the future for food, farming and 
the environment in a Green Brexit”, February 2018, 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/684003/future-
farming-environment-consult-document.pdf, accessed October 15, 2018. 
103 コマンドペーパーではこうした環境保全に関する政策を新たな政策を「新たな土地・環境管理システム（a new 
environmental land management system）」と表現している。農業法案にこの表現は登場しないが、一部報道などでは

農業法案の環境保全・管理政策を”environmental land management system”と称している。 
104 Department for Environment, Food and Rural Affairs, “Health and harmony: the future for food, farming and 
the environment in a green brexit - policy statement Timeline”, September 2018, 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/740694/future-
farming-policy-statement-timeline.pdf, accessed October 15, 2018. 



 

102 
 
 

第八部はウェールズと北アイルランドへの適用関する記述である。105スコットランドは農業法案に含

まれることを拒否したため106、スコットランドの農業政策を定めた独立の項目はない。スコットランド

は WTO 協定遵守を定めた農業法案の項目がスコットランドの政策を制約する一方的な権限となる可能

性などを指摘し、法案を批判している107。 

図表 91 英国農業法案（一部抜粋）  
部・章 節 概要 

第一部 

新しい財務

支援の権限 

1. 大臣の財務支援権

限 

 大臣は以下の目的で財務支援を与えることができる。 
‐環境を保全・改善するやり方での土地・水の管理 
‐農村・農場・森林地帯へのアクセスの支援 
‐文化遺産・自然遺産を維持・回復・改善するやり方での土地・

水の管理 
‐気候変動の緩和・適応 
‐環境に関する危機の削減・防止、危機からの保護 
‐家畜の健康・福祉の保護・改善 
‐植物の健康の保護・改善 
 大臣は、農業・園芸・林業の生産性向上のために財務支援を与

えることができる。 

2. 財務支援の形態、条

件、委任、情報開示 

 財務支援は、補助金、融資、保証の他、いかなる形態もとりう

る。 
 財務支援は、大臣が適切とする条件のもと与えることができ

る。 
 大臣は財務支援を与える機能を委任することができる。 
 大臣は財務支援に関する情報開示（受給者、受給額、支給の目

的等）を要求する規定を作ることができる。 

3. 財務支援のチェッ

ク、コンプライアン

ス、モニタリング 

 大臣は、以下に関する規定を作ることができる。 
‐財務支援の要件遵守や支援結果の確認 
‐コンプライアンスの強制執行 
‐支援の目的が達成されたかのモニタリング 

第二部 

第一章 

直接支払 

 

4. 直接支払の意味 

 直接支払とは、以下を意味する 
‐基礎支払制度に基づく支払い（グリーン支払・青年農業者支

援を含むかどうかを問わない） 
‐「切り離し支払（delinked payment）108」 

5. イングランドの農業

における移行期間 

 農業における移行期間は 2021 年からの 7 年間とする。 
 大臣は移行期間を複数回延長することができる（但し移行期間

終了後は不可）。 
6. 基礎支払制度にかか

る法律を修正する権

限 

 大臣は、イングランド内での運用期間内において、基礎支払制

度に関する法律を簡素化・改善する目的で修正することができ

る。 

7. 直接支払と「切り離

し支払い」の段階的

終了の権限 

 大臣は、以下に関する規定を作ることができる。 
‐農業における移行期間の一部もしくは全部を通じた直接支

払いの段階的終了 
‐直接支払を終了する代わりに行われる「切り離し支払」 

                                                        
105 具体的内容は、それぞれ農業法案中の別表 3（ウェールズ）、別表 4（北アイルランド）に記載されている。それぞ

れの別表が、ウェールズの大臣及び北アイルランド農業・環境・農村省に農業法案本文と類似の権限を与えている 
106 Simon Johnson, “SNP ministers 'leaving farmers in the dark' by refusing to include Scotland in Brexit 
Agriculture Bill”, The Telegraph, September 11, 2018, https://www.telegraph.co.uk/politics/2018/09/11/snp-
ministers-leaving-farmers-dark-refusing-include-scotland, accessed October 15, 2018.   
107 BBC News, “Agriculture bill 'a missed opportunity', Scots ministers say”, September 13, 2018, 
https://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-45498014, accessed October 15, 2018. 
108 切り離し支払（delinked payment）とは、生産数量や土地面積に関わらず、農業を行わなかったとしても支給され

る支払で、移行期間における直接支払廃止への対応支援とされる。受給者が離農補助金（exit grant）と位置付けるこ

とも想定されている（Defra, “Moving away from Direct Payments”, September 2018, p45, available at 
https://www.gov.uk/government/publications/the-future-for-food-farming-and-the-environment-policy-statement-
2018, accessed January 7, 2019.）。 
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 「切り離し支払」が行われる年度以降、基礎支払制度による支

払いは行われない。 

8. 直接支払の終了 
 農業における移行期間終了後、基礎支払制度による直接支払い

は行われない。 
第二部 
第二章 
その他の財

務支援（イン

グランド立

法の修正） 

9. 農家等への支払に関

する一般条項 

 大臣は、CAP の財政・管理・モニタリングに関し引き継がれる

EU 法を修正することができる。 
 修正は、上記法の効力停止もしくは簡素化・改善を目的とする

場合にのみ可能である。 
 「CAP の財政、管理、モニタリングに関し引き継がれる EU 法」

は、欧州議会理事会規則 1306/2013 や、同規則に基づく法を含

む。 

10. 果物・野菜生産者組

織への援助 

 大臣は、効力停止を目的として、以下の EU 法を修正すること

ができる。 
‐果物・野菜農家団体への援助を規定した CMO 規則 32 条か

ら 38 条 
‐CMO 規則を補完する欧州委員会委任規則 2017/891 の野菜・

果物セクターに関する部分 
‐CMO 規則の適用ルールを定めた理事会実施規則（Council 

Implementing Regulation）2017/892 の野菜・果物セクターに関

する部分 

11. 農村振興支援 

 大臣は、農村振興支援に関し引き継がれる EU 法を変更するこ

とができる。 
 修正は、上記法の効力停止もしくは簡素化・改善を目的とする

場合にのみ可能である。 
 「農村振興支援に関し引き継がれる EU 法」は、欧州議会・理

事会規則（EU）1305/2013、1310/2013 等を含む。 
第三部 
データの収

集・共有 

12. 農産物・食品サプラ

イチェーン： 情報提

供要求 

 大臣は、農産物・食品サプライチェーンの構成者や密接な関与

者に、サプライチェーンでの活動に関する情報提供を要求でき

る。また要求する規則を制定することができる。 

13. 農産物・食品サプラ

イチェーンの意味 

 農産物・食品サプライチェーン構成者は以下を含む。 
‐消費者 
‐農業従事者、自然からの採集者 
‐農業従事者、自然からの採集者と消費者の間のサプライチェ

ーンに含まれる者 
 農産物・食品サプライチェーンの密接な関与者は以下を含む。

‐種子・種苗・資材・飼料・農薬・殺虫剤・薬品などの農業用品

の提供者 
‐サプライチェーンに関わる動植物の健康に関するサービス提

供者、 
‐食料・飲料の安全性・品質に関するサービス提供者 
‐これらを代表する団体 

14. 情報要求時の目的の

明確化 

 情報提供の要求は、情報利用の目的を明確にしなければならな

い。目的は次の項目に該当しなければならいない。 
‐生産性向上、リスク管理、市場の不確実性管理の支援 
‐サプライチェーンにおける透明性・公平性の向上 
‐動物の健康及びトレーサビリティの向上 
‐植物の健康 
‐サプライチェーンからの廃棄物・環境負荷の低減 
‐サプライチェーンに関連する市場のモニタリング・分析 
‐サプライチェーン、動植物・土壌の健全性、食品の安全性、廃

棄物、環境保護に関する公権力の機能 

15. 情報提供とその利用

制限 

 提供情報は、利用目的に沿ってのみ利用される。 
 情報提供の要求に際しては、以下を明確にしなければならな

い。 
‐いつどこで情報が提供されるか 
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‐情報になされる処理・加工の方法 
‐情報が開示される形態 

16. 情報要求の執行 
 大臣は、セクション 12（農産物・食品サプライチェーン： 情
報提供要求）で定められた要求を執行する規定を作ることがで

きる。 
第四部 農

産品市場へ

の介入 
17. 例外的市場環境の宣

言 

 大臣が例外的市場環境を認めた場合、セクション 18（例外的

市況時の大臣の権限）で定める権限を行使することができる。

 例外的市場環境とは、農産品市場に混乱もしくは混乱のおそれ

があり、それらが農産品価格を通じて生産者に重大な負の影響

を及ぼしている、もしくは及ぼすと思われる場合である。 

18. 例外的市況時の大臣

の権限 

 大臣は、例外的市場環境により所得に負の影響を受けている、

もしくは受けると思われる生産者に財政支援を与えることが

できる。 
 大臣は、公的市場介入・私的在庫補助に関し引き継がれる EU
法のもとで与えられている権限を行使することができる。 

 「公的市場介入・私的在庫補助に関し引き継がれる EU 法」と

は、CMO 規則第 8 条～第 18 条等である。 

19. 例外的市場環境時に

関連する修正 

 大臣は、公的市場介入・私的在庫補助に関し引き継がれる EU
法を、次の目的で変更することができる。 

‐上記法の効力停止 
‐例外的市場環境時以外での運用の変更 

第五部 マ

ーケティン

グ基準・屠体

（解体した

食肉）の分類 20. マーケティング基

準・屠体（解体した食

肉）の分類 

 大臣は、別表 1 に記載があり、イングランドで取引される製品
109が従うべき基準を定める規定をつくることができる。 

 基準は、以下を含みうる。 
‐等級分けの基準 
‐動植物の品種 
‐ラベリング、包装 
‐農法・製法の種類 
‐特定の物質や慣行に対する制限 等 

21. ワインに関しセクシ

ョン 20 を再修正す

る権限 

 大臣は、CMO 規則の附属文書 7 を修正することができる。 

第六部 
生産者組織

とサプライ

チェーンの

公平性 

22. 生産者組織：認定の

ための申請 

 以下の条件を満たす生産者組織は、認定生産者組織となるため

大臣に申請をすることができる。 
‐メンバーが同一の農業セクターに所属していること 
‐メンバーのイニシアチブによって形成された組織であること 
‐ 低メンバー数、 低生産量を満たしていること 
‐メンバーを代表して特定の活動を行うこと 
‐禁止活動に従事しないこと 等 

23. 生産者組織：競争の

免除 
 認定生産者組織は、競争をゆがめ得る協定の禁止（1998 年競

争法）を免除される。 
24. セクション 22、23 に

関する規則 
 大臣は、セクション 22（生産者組織：認定のための申請）の申

請を認定に関する機能などを委任することができる。 

25. 農産品の公平な扱い 

 生産者からの 初の（直接の）購入者（first purchaser）による

契約上の公平な扱いを促進するため、大臣は規則を作ることが

できる。 
 規則は、 初の購入者に次のような契約における義務を課す。

‐書面での契約 
‐契約に特定の項目を含める、または含めない義務 

                                                        
109 牛乳・乳製品、食肉、卵、野菜・果物、バナナ、ホップ、ワイン、オリーブ、植物など。 
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 特定の項目の例は次のとおり。 
‐購入対象の数量・品質 
‐納期など 
‐価格決めのメカニズム 
‐支払い方法 
‐契約の排他性 
‐契約の期間と終了 

第 七 部 

WTO 農業協

定 
26. WTO 農業協定 

 大臣は、英国の WTO 農業協定の遵守を確かにするため、規則

をつくることができる。 

出 所 ： UK Parliament, “Bill 266 2017-19, as introduced ”, September 12, 2018, 
https://publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/2017-2019/0266/cbill_2017-20190266_en_1.htm, 
accessed October 15, 2018. 

 

(2) EU 離脱に伴う論点 

前項で述べた通り、イングランドの農業政策の具体的内容は本報告書執筆時点では明らかではない。

英国下院図書館による英国の将来の農業政策を扱った議員向けブリーフィングペーパー110では、新たな

農業政策に関する主要な問題を次のように挙げおり、これらが今後注目すべきポイントになるだろう。 
 
 英国農業政策の CAP からの離脱英国政府による資金援助の規模、および英国構成国への配分 /農業

支援の権限移譲、及び委譲された各国での管理 
 新たな労働政策・貿易政策が、起こりうる農業支援の変更とともに、農業にどのような影響を与え

るか 
 食品の安全性や動植物の健康などに関する規制が、現行の EU 規制とどの程度変わるか 

 以下では、農業法案や政策ステートメントでカバーされている CAP からの離脱を除くこれらのポイ

ントの論点を述べる。 
 

① EU からの権限返還に伴う英国内での権限移譲・予算分配 

英国が委譲し現在 EU が行使している権限を EU 離脱に伴い英国が取り戻すことになる。しかし、EU
に対する委譲がなければ、英国の各構成国に委譲されていたであろう権限が、EU 離脱後英国政府及び

各構成国によってどのように管理されるかは明らかとなっていない。英国市場内でのビジネスに新たな

障壁が発生することや、構成国間での不公平な競争を防ぐため、英国及び各構成国は EU の枠組みに代

わる英国全土をカバーする合意の必要性を認識している111。 
 
 英国内での調整を促進する仕組みとしては、英国政府と各構成国の代表で構成される合同閣僚委員会

（JMC: Joint Ministerial Committee）が存在する112。JMC はその声明の中で、現在 EU 法により統治され

ているが、そうでなければ各構成国の行政・立法の管轄に属する政策分野について、英国もしくはグレ

ートブリテンに共通するアプローチや統治手法のフレームワークを設けるとしている。フレームワーク

には政策分野によって、共通の目標、基準の上下限や相互認証などが含まれるとしている113。 
                                                        
110 House of Commons Library, “Brexit: Future UK Agriculture Policy”, September 11, 2018, 
http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-8218/CBP-8218.pdf, accessed February 25, 2019. 
111 Institute for Government, “Devolution after Brexit”, April 2018, p.3, 
https://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/IFGJ6070-Devoution-After-Brexit-
180413-FINAL-WEB.pdf, accessed February 25, 2019. 
112 但し、英国が EU 加盟国であることを前提とした機構であるため、EU 離脱を想定しどのような協力が可能か見直す

必要があると指摘されている。（Institute for Government, “Devolution after Brexit”, April 2018, pp.19-20, 
https://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/IFGJ6070-Devoution-After-Brexit-
180413-FINAL-WEB.pdf, accessed February 25, 2019. 
113 Joint Ministerial Committee (EU negotiations), “Joint Ministerial Committee communiqué: 16 October 2017”, 
October 16, 2017, https://www.gov.uk/government/publications/joint-ministerial-committee-communique-16-october-
201718136, accessed February 25, 2018. 
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 こうしたフレームワークの必要性に関する合意がある一方、EU から英国に返還される権限について、

各構成国はそれらが直接的に自国へ返還されることを望んでいるが、英国政府は、継続性・確実性担保

のため、更なる決定がなされるまでの間、原則的に一旦英国政府へ戻ることを希望しており114、立場は

一致していない。 
 
 政策分野は、「措置は不要（政策の完全な相違があってもリスクがない政策分野）」、「非立法措置によ

る合意が必要（協力が望ましいが政策の相違が重大なリスクをもたらさない政策分野）」、「拘束力のあ

る立法によるフレームワークが必要（英国における規制の一貫性を確保する必要がある政策分野）」の

三分野に分類できる。そのうち立法によるフレームワークを必要とする農業関連の分野の一例として、

以下が挙げられている115。 
 
 遺伝子組換え食品の開発・販売 
 有機農業 
 動物の健康とトレーサビリティ 
 農薬を含む化学物質規制 
 食品表示 

 EU 離脱後の予算分配については、 も政治的にセンシティブなイシューとされている。2017 年度の

英国に対する CAP 予算は約 39 億ユーロであった。各構成国は、現行の予算規模を維持し、且つ自らの

政策的優先事項を追求する自由を確保することを望んでいる。英国政府は、予算に関する政治的議論を

避け、EU 離脱後に新たな通商協定に注力するだろうと指摘されている。英国の EU 離脱後の農業予算

の分配は、離脱前年の各構成国への分配を再現するものと予想されている（CAP 予算の配分比率の見直

しは、これまでのところ行われていない）116。 

図表 92 英国の CAP 予算の総括表（単位：百万ユーロ） 

      2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度

英国全体 第一の柱 3,234 3,150 3,121 3,171

  第二の柱 1,065 959 806 803

   うち EAFRD から 798 709 641 542

   うち共同支出分 267 250 165 261

  英国計 4,299 4,109 3,927 3,974

イングランド 第一の柱 2,048 2,026 2,018 2,069

  第二の柱 666 507 608 456

   うち EAFRD から 563 460 529 374

   うち共同支出分 103 47 79 82

  イングランド計 2,714 2,533 2,626 2,525

ウェールズ 第一の柱 301 269 260 268

  第二の柱 112 98 78 88

   うち EAFRD から 54 49 52 63

                                                        
114 Institute for Government, “Devolution after Brexit”, April 2018, p.3. 
https://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/IFGJ6070-Devoution-After-Brexit-
180413-FINAL-WEB.pdf, accessed February 25, 2019. 
115 Institute for Government, “Devolution after Brexit”, April 2018, pp.11, 44-46, 
https://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/IFGJ6070-Devoution-After-Brexit-
180413-FINAL-WEB.pdf, accessed February 25, 2019. 
116 Institute for Government, “Devolution after Brexit”, April 2018, pp.15-16, 
https://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/IFGJ6070-Devoution-After-Brexit-
180413-FINAL-WEB.pdf, accessed February 25, 2019. 
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   うち共同支出分 58 49 26 25

  ウェールズ計 413 367 338 356

スコットランド 第一の柱 566 534 522 507

  第二の柱 191 265 62 225

   うち EAFRD から 119 150 26 89

   うち共同支出分 72 115 36 136

  スコットランド計 757 799 584 732

北アイルランド 第一の柱 319 321 321 327

  第二の柱 96 89 58 34

   うち EAFRD から 62 50 34 16

   うち共同支出分 34 39 24 18

  北アイルランド計 415 410 379 361
出所：Defra, “Agriculture in the United Kingdom 2017”, p.79. 

 
分配手法には 2 種類の選択肢があるとされている。一つは農業予算を、英国政府から各構成国へのブ

ロックグラント（一括補助金。各構成国予算の多くを占める。補助金が決定された後は、各国政府が使

途を決定できる117）に含めることである。この場合、一括補助金の使途は各構成国の優先順位に委ねら

れるため、構成国に自主性・柔軟性が与えられる。しかし一括補助金の額は、「バーネットの公式118」に

基づき、イングランドにおける公共支出の増減に伴い、一定の比率で増減するという影響を受ける。も

う一つは、現行との変化を極力抑えた農業予算を各構成国に割り当てることである。この場合、バーネ

ットの公式の制約は受けない一方、農業政策と他政策分野間の予算配分の決定は英国政府が責任を持つ

こととなる119。 

② 農業分野における労働力確保 

 英国の農業部門は、農業労働の季節性に加え、英国内での失業率低下を背景として近年外国人労働に

対する依存を高めている。農業部門及び食品加工部門における外国人労働の概況は次のように推計され

ている120。 
 
 約 2 万 7,000 人の EU 加盟国国民（英国以外）が農業部門で就労。同部門の被雇用者の 8%を占める

（2016 年）121。 
 約 11 万 6,000 人の EU 加盟国国民（英国以外）が食品加工部門で就労。同部門の被雇用者の 33%を

占める（2016 年）。 
                                                        
117 HM Treasury, “Block Grant Transparency: December 2017 publication”, December 2017, p2,  
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/669611/Block_gra
nt_transparency_web.pdf, accessed February 23, 2019. 
118 バーネット・フォーミュラでは、イングランドの公共支出の増減に対する構成国の公共支出の増減比率を定めてい

る（Institute for Government, “Devolution after Brexit”, April 2018, p.17, 
https://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/IFGJ6070-Devoution-After-Brexit-
180413-FINAL-WEB.pdf, accessed February 25, 2019; 田中嘉彦、山岡規雄「諸外国における地方分権改革 ―欧州主

要国の憲法改正事例―」2005 年 1 月、

http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/document/2006/200601/20060109.pdf、2019 年 2 月 25 日）。 
 
119 Institute for Government, “Devolution after Brexit”, April 2018, p.17, 
https://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/IFGJ6070-Devoution-After-Brexit-
180413-FINAL-WEB.pdf, accessed February 25, 2019. 
120 Terry McGuinness and Gabrielle Garton Grimwood, “Migrant workers in agriculture”, July 4, 2017, pp.5-6, 
http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-7987/CBP-7987.pdf, accessed October 4, 2018. 
121 英国統計局（Office for National Statistics）による公式の雇用統計だが、英国に短期間しか居住しない労働者はあ

まり把握されておらず、短期労働者・季節労働者の数を過少推計している可能性が指摘されている（Terry McGuinness 
and Gabrielle Garton Grimwood, “Migrant workers in agriculture”, July 4, 2017, p.5, 
http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-7987/CBP-7987.pdf, accessed October 4, 2018）。 
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 ピーク期にはさらに 7 万 5,000 人強が収穫を手伝っており、うち 98%が EU 出身者（英国以外）で

ある。 
 乳製品加工では労働力の約 11%、養鶏場では約 40%、卵のパッキングでは約 50%、食肉加工では約

63%を EU 出身者（英国以外）により賄っている。食肉加工では、特に中欧・東欧出身者が多い。 

このように英国農業・食品加工部門は EU 加盟国国民を重要な労働力源としている。英国政府の諮問

機関である移住助言委員会（MAC: the Migration Advisory Committee）は、移行期間終了後の移民政策策

定のための資料として、欧州経済領域からの移民に関する報告書を 2018 年 9 月に公表しており、その

中で以下の報告を行っている122。 
 

 非熟練労働に関しては、就労関連の移民スキームの必要はない。但し、2013 年に終了した季節農業

労働者制度123（SAWS: Seasonal Agricultural Workers’ Scheme）は例外である可能性がある。 
 季節農業労働者は 99%が EU 加盟国出身であり、この労働力が英国居住者の労働市場から得られる

とは考え難い。 
 もし季節農業労働者制度のようなスキームが無ければ、短期的には農業分野でのビジネス縮小や倒

産があり得るが、これは 2004 年以降の新加盟国124からの労働力を利用した成長トレンドの反転で

ある。 
 季節農業労働者制度のようなスキームが存在しないことは、農業部門にとっては悪影響があるが、

農業部門は英国全体から見れば低賃金・低生産性の小さな部門であり、経済に対して破滅的な影響

は見込まれない。 
 もし季節農業労働に関する移民スキームを設けるのであれば、目的外に利用されてはならない。ま

た、農業部門が生産性向上の必要性から逃れるためにスキームを利用する可能性がある。 
 新たに発表されたパイロットスキーム125は適切に評価されるべきであり、農業部門が非熟練移民労

働に恒久的にアクセスできる安易な選択肢となってはならない。 

英国政府が 2018 年 7 月に発表した「英国・EU 間の将来関係（EU 離脱白書）」は、英国全土で機能す

る移民に関する取り決めを将来的に設計するとしているが、その内容は具体的に示されていない。EU 離

                                                        
122 Migration Advisory Committee, “EEA migrant in the UK: Final report”, September 2018, 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/741926/Final_EE
A_report.PDF, accessed October 15, 2018. 
123 内山によると「SAWS は、イギリス国内の農業経営者が季節労働を行うための非熟練労働力を海外から確保するこ

とを目的とする。（中略）古くは第 2 次大戦中の労働力確保を目的に導入された。（中略）SAWS は、労働者側の参加資

格の点で、近年大きな変更が加えられている。2006 年までは主に学生を対象にしたものであった。この参加資格は、

2008 年から大きく変更されている。新たな参加資格は、第一の年齢要件は同様であるが、それ以外の条件は全て撤廃

され、代わりに『ルーマニアもしくはブルガリア国籍の者』となった。すなわち、従来の学生を対象とした制度から、

旧東欧の 2 カ国からの短期労働者受入制度へとその内実を大きく変容させた。これら 2 カ国は 2007 年 1 月に EU に
加盟した。イギリスでは、2004 年に東欧諸国が EU に加盟した際、想定以上の移住者により労働市場に混乱を引き起

こしたことから、上記 2 カ国の加盟に際しては 2004 年のような問題を避けるため、2 カ国向けの労働許可プログラム

を整備した。その一環として、SAWS も上記の制度へと変更された」（内山智裕「イギリスにおける外国人季節農業雇

用の制度変化と課題」『農林業問題研究』第 178 号、105-106 頁、2010 年 6 月）。 
124 キプロス、チェコ、エストニア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、マルタ、ポーランド、スロバキア、スロベ

ニア（2004 年）ブルガリア、ルーマニア（2007 年）、クロアチア（2013 年）。（Migration Advisory Committee, “EEA 
migrant in the UK: Final report”, September 2018, p132, 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/741926/Final_EE
A_report.PDF, accessed October 15, 2018. 加盟年次情報は外務省「EU 加盟国と第 6 次拡大」2013 年 7 月 22 日、

https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/page22_000083.html、2018 年 10 月 15 日アクセス）。 
125 2018 年 9 月に環境・食料・農村地域省と内務省が、ピーク期の労働力不足の緩和のため、果物・野菜農家が移民労

働者を 6 か月間雇用できるようにするパイロットスキームを発表した。EU 加盟国外からの労働者を対象とし、規模は

毎年 2,500 人、期間は 2019 年春季から 2020 年 12 月までである（Department for Environment, Food & Rural 
Affairs, “New pilot scheme to bring 2,500 seasonal workers to UK farms”, September 6, 2018, 
https://deframedia.blog.gov.uk/2018/09/06/new-pilot-scheme-to-bring-2500-seasonal-workers-to-uk-farms, accessed 
October 15, 2018;   
Department for Environment, Food & Rural Affairs, Home Office, and The Rt Hon Michael Gove MP, “New pilot 
scheme to bring 2,500 seasonal workers to UK farms”, September 6, 2018,  
https://www.gov.uk/government/news/new-pilot-scheme-to-bring-2500-seasonal-workers-to-uk-farms, accessed 
October 15, 2018）。 
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脱白書が重要な根拠資料と言及126している MAC の上述の報告書は、ピーク期に果物・野菜農家が移民

労働者を 6 か月間雇用できるとしたパイロットスキームは適切に評価されるべきと慎重な見方を示して

いるが、マイケル・ゴーヴ環境・食料・農村地域大臣は 2018 年 1 月、オックスフォード農業会議でスピ

ーチを行った際、柔軟な移民政策を実施するだけでなく、EU 離脱に際して農業分野の季節労働者への

アクセスが確保される必要性に言及している127。 
 

③ 食品に関する表示・基準 

コマンドペーパーでは、 高の基準に基づいた製品を英国市場・輸出市場に提供するとしている128。

メイ首相が 2018 年 3 月 2 日に行ったスピーチでは、EU 離脱後の英国における食品関連基準は少なくと

も EU 基準のレベル（もしくはそれ以上）になるだろうとしている。同スピーチでは、農産品・食品に

特化した文脈ではないが、物（goods）全般について、規制基準は当面 EU と実質的に同等となるとも述

べている129。一方で、ゴーブ大臣のスピーチでは、食品表示については新たなアプローチを開発すると

しているものの、詳細は語られていない130。具体的な食品表示・基準などに関するルール作りは引き続

き注視が必要である。 
 

(3) 貿易政策 

EU 離脱交渉を通じて、英国が EU との可能な限り摩擦の少ない物品・サービス貿易を望んでいるこ

とは示されているが、離脱協定批准の見通しが不透明な中、将来的に英国がどのような貿易政策を行っ

ていくかの方向性は明らかとなっていない。 
 
ここでは、英国下院のビジネス・エネルギー・産業戦略委員会が 2018 年 4 月に公表した報告書で示

している、EU 離脱が英国の食品・飲料セクターに与える影響を紹介する。報告書は、食品・飲料製品は

効率化のために EU 内の複数国で加工を繰り返しているが、特にアイルランドとの国境が重要であり、

わずかな非関税障壁の発生であっても中小企業にとっては深刻な影響を与えるとしている131。総じて現

状維持を強く望み、EU 離脱後の変化を 小限にとどめるよう、また変化があるのであれば早期に明確

にするよう要望する内容となっている。 

図表 93 EU 離脱の食品・飲料セクターに対する影響に関する英国下院報告書（一部抜粋） 
項目 概要 

1. 要約・導入 

 加工食品・飲料セクターの成功は EU 単一市場・関税同盟に強く依存している。

WTO ルールへの回帰はセクターに壊滅的な影響をもたらすため、必ず回避し

なければならない。 
 国境を越えて構築されたジャストインタイムのサプライチェーンに追加的時

間・手続きが必要となれば、英国の競争力に悪影響を及ぼす。特にアイルラン

                                                        
126 HM Government, “The Future Relationship between the United Kingdom and the European Union”, July 12, 
2018, p32, 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/725288/The_futur
e_relationship_between_the_United_Kingdom_and_the_European_Union.pdf, accessed October 15, 2018. 
127 Michael Gove, “Farming for the next generation”, January 5, 2018, 
https://www.gov.uk/government/speeches/farming-for-the-next-generation, accessed June 4, 2018. 
128 Department for Environment, Food and Rural Affairs, “Health and Harmony: the future for food, farming and 
the environment in a Green Brexit”, February 2018, 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/684003/future-
farming-environment-consult-document.pdf, accessed May 28, 2018. 
129 The UK government, “PM speech on our future economic partnership with the European Union”, March 2, 
2018, https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-on-our-future-economic-partnership-with-the-european-
union, accessed June 4, 2018. 
130 Michael Gove, “ Farming for the next generation”, January 5, 2018, 
https://www.gov.uk/government/speeches/farming-for-the-next-generation, accessed June 4, 2018. 
131 House of Commons, Business, Energy and Industrial Strategy Committee, “The impact of Brexit on the 
processed food and drink sector”, April 22, 2018, 
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmbeis/1461/1461.pdf, accessed June 4, 2018. 
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ドと英国の国境は、両国間でのセクターの統合度の高さを考慮すると特に懸念

である。 
 食品関連の規制は、対 EU 輸出に有利であると考えられることから、EU と一

貫性を維持することが望ましい。 
 EU 以外の市場おける成長機会は、EU の既存貿易協定の再現なしには得るこ

とができない。政府の優先課題は EU 離脱後も既存の貿易協定を確保すること

である。 
 加工食品・飲料セクターは EU からの単純労働力・熟練労働に依存しており、

政府はセクターがこれらの労働力にアクセスできるよう移民に関する取り決

めを模索する必要がある。 
 研究開発は EU からの労働力、資金、施設からメリットを得ている。政府は EU
との共同研究開発プログラムの維持を目指すべきである。 

2. 関税障壁 

 現在は無関税・ 小限の非関税障壁で EU への輸出が可能であるが、現状に近

い自由貿易協定に合意できない場合、関税及び税関手続きが発生する。 
 WTO ルールへの回帰は破滅的影響をもたらす。サプライチェーン全体に亘っ

てコスト増を招き、特に小規模サプライヤーには関税、手続きに要する時間の

影響は厳しい。英国の加工食品輸出上位のチョコレート、チーズ、牛肉・豚肉

製品、ソフトドリンクの競争力に大きな影響が出るだろう。 
 EU 離脱は、EU 以外から安価な製品を輸入する機会ではあるが、輸入品への関

税撤廃は英国農業セクターに深刻な影響をもたらす上、消費者が得られる価格

のメリットは限定的である。 

3. 非関税障壁 

 ある政府試算では、非関税障壁は 17%の関税に相当する影響をもたらす。 
 在庫レベル増加によるコスト増、通関手続きの遅れによる食品廃棄、EU 表示

基準からの離脱により生じる障壁などが懸念される。 
 加工食品・飲料セクターはアイルランドと深い統合関係にあるため、アイルラ

ンド・北アイルランド間の国境における非関税障壁が強く懸念される。 
 現在の関税同盟から離脱するなら、追加的検査、遅れ、コストの発生は不可避

である。 

4. 規制の一貫性 

 EU は、地理的表示や食品安全基準、食品表示の統一などを通じ英国食品セク

ターに良い影響を与えている。EU 規制からの乖離は非関税障壁となり、EU と

英国向けで別の製品を作る必要が生じうる。 
 食品安全や環境・動物福祉に関する基準を緩和することは英国の消費者が受け

入れないだろう。 
 EU 規制からの乖離は既存規制の改善の機会でもあり得るが、英国企業・消費

者を利する場合にのみに限定されるべきである。 

5. 移行措置 

 2020 年 12 月までの移行期間の導入は、EU 離脱直後の急激な規制や関税の変

化を避ける手段として歓迎できる。しかしながら、EU 離脱後約 21 か月間とい

う期間は短く、期間内に離脱後のシステムに企業が適応していくのは困難だろ

う。 

6. 貿易機会 

 英国の食品・非アルコール飲料の輸出の 94%、輸入の 97%は相手が EU もしく

は EU との貿易協定交渉済み・交渉中の国々である。英国は EU と貿易協定を

出来る限り早く交渉し、また非 EU の国々とは EU が有している協定を英国と

も結ぶべきである。 
 Food and Drink Federation (FDF)は、貿易協定を結ぶ優先的相手国として韓国、

カナダ、南アフリカ、メキシコ、ノルウェーを挙げている。これらは EU との

貿易協定を通じた英国の輸出先（非 EU）の上位 5 ヵ国である。 
 非 EU 国との貿易交渉において、既存の製品基準を下げるべきではないとの意

見が強い。 

7. 労働スキル 
 加工食品・飲料セクターは約 40 万人を雇用しており、そのうち約 11 万 7,000
人が EU 加盟国市民である。その 19 パーセントは熟練労働者である。特に加

工食品・飲料セクターは、後に加盟したブルガリア、クロアチア、チェコ、エ
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ストニア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、マルタ、ルーマニア、スロバ

キア、スロベニアに依存している。 
 政府は、EU 離脱後の必要な労働スキルへの迅速なアクセスを確保すべきであ

る。 

8. 研究開発 

 英国は世界クラスの食品・飲料研究機関を有しており、多数の EU 加盟国市民

を雇用し、EU の研究開発施設・設備を利用している機関もある。英国におけ

る食品・飲料の研究開発は英国と EU 両方の公的・民間資金を用いている。 
 移行期間において、意思決定への参加は制限されるが、英国が EU 機関のメン

バーに留まれる措置を歓迎する。しかし、EU 離脱後の英国食品基準庁（FSA: 
Food Safte Agency）と欧州食品安全機関（EFSA: European Food Safety Agency）
との関係、及び英国の EFSA への参加は不透明である。 
 メイ首相の EU 機関のメンバーに何らかの形で留まるという狙いは歓迎する。

EFSA に対しどのような形式での関与を EU が許容するか、また EFSA と FSA
の将来関係の明確化を望む。 

9. 結論 
 食品・飲料セクターにとって WTO 関税への回帰は受け入れがたい。 
 英国企業は EU との将来関係に関する明確さ、確実さを何よりも求めている。

出所：House of Commons, Business, Energy and Industrial Strategy Committee, “The impact of Brexit on 
the processed food and drink sector  Seventh Report of Session 2017-19”, April 22, 2018, 
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmbeis/381/381.pdf, accessed June 4, 2018. 
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5. ノルウェーの農林水産業等実態調査 

 
ノルウェーの農林水産業等実態に関して、以下の点を中心に調査・分析を実施する。 
 
① ノルウェーの経済全般及び農林水産業概要（GDP、生産・貿易データ等） 
② ノルウェーの農林水産業政策（補助金等）及び貿易政策（関税等） 
③ノルウェーと第三国との FTA（既結、交渉中、交渉予定）の概要 
 

5.1. ノルウェーの経済全般及び農林水産業概要 

 

(1) 経済全般 

ノルウェー経済は、2000 年代後半から、リーマンショックによる一時的な落ち込はあったものの、順

調に拡大を続け、2013 年には GDP5,235 億ドル、一人当り GDP は 10 万 3,000 ドルと過去 高に達した

が、その後後退局面に入っている。その要因は経済の主たる牽引役である石油産業の原油価格下落にと

もなう停滞である。他方、GDP に占める割合では、サービス産業が 66％に達し（2016 年）、30％以上を

占めてきた石油・ガスを含む鉱業・建設業は 24％に低下している。農林水産業は 1～2％と低い水準で

推移している。 

図表 94 GDP と成長率の推移 

 
出所：World Bank, World Development Indicators より作成 

図表 95 産業別 GDP シェアの推移 

 
出所：World Bank, World Development Indicators より作成 
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(2) 農林水産業概要 

①  農地及び農家数 

ノルウェーの国土面積（島嶼部を含む）は日本とほぼ同じであるが、国土の大半がスカンジナビア山

脈に覆われており、農用地は国土面積の 3％で南部に集中している。北部は北極圏に位置し、西岸一帯

は複雑に入り組んだ海岸線が続くフィヨルド地帯である132。 
 

図表 96 ノルウェー地図 図表 97 ノルウェー国土図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
132 農林水産省「ノルウェーの農林水産業概況」2017 年 9 月。

http://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokusei/kaigai_nogyo/k_gaikyo/attach/pdf/nrw-3.pdf  

出所：外務省 

出所：Statistics Norway, This is Norway 
2017
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図表 98 農地の状況（2014 年） 
  （単位：万 ha、％） 

 ノルウェー 日本 
面積 比率 面積 比率 

国土全体 3,852 100.0 3,780 100.0

 農用地 99 2.6 452 12.0

   耕地（除く永年作物） 81 2.1 422 11.2

   永年作物地 0.5 0.01 30 0.8

   永年採草・放牧地 18 0.5 - -
   出所：農林水産省「ノルウェーの農林水産業概況」2017 年 9 月（原資料は FAO 統計） 
 

農業（畜産を含む）においては、農家数（agricultural holdings）の減少傾向が続いており、1949 年から

2016 年の間に約 1／5 に減少した。2017 年の農家数も 40,269 戸と前年比 2.1％の減少となっている。他

方、農家当りの農用地面積は増加傾向にある。 

図表 99 農家数と農家当り農用地面積の推移 

 
出所：Statistics Norway, This is Norway 2017 

図表 100 農家数及び農家当り農用地面積（2017 年） 
 

 2017 
増減（％） 

2016 - 17 2007 - 17 
農家数（戸） 40,269 -2.1 -19.4 

個人 38,216 -2.1 -18.6 
法人 2,053 -1.5 -31.5 

農家当り農用地面積（1,000 ㎡） 244.4 2.2 18.2 
出所：Statistics Norway 

 

② GDP 

ノルウェーの農林水産業（GDP）は、農林業が 200 億 NOK（ノルウェー・クローネ）133未満のレベル

で推移しているのに対して、水産業が近年大きく伸長し、2016 年には 500 億 NOK と農林業の 2.6 倍の

規模に拡大している。もともと、ノルウェーは世界有数の漁獲国であったが、近年は大規模な養殖業が

沿岸各地に発展し、特にアトランティック・サーモンでは世界第 1 位の生産国となっている134。 

                                                        
133 １NOK=0.119USD（2016 年平均、IMF データ）。200 億 NOK は約 23.8 億 USD。 
134 Statistics Norway, This is Norway 2017, 37 頁。 

(10 アール) 



 

115 
 
 

図表 101 産業別 GDP（農林水産業）の推移 

 
出所：Statistics Norway より作成 

 

③ 農畜産業 

農業生産については、長期的にジャガイモから穀類及び飼料へのシフトが進んでいる。ジャガイモと

主要な穀類（小麦、大麦、オート麦）の近年の生産量は、ジャガイモが 30～40 万トン、大麦が 50～60
万トン、オート麦が 22～35 万トン概ね安定しているのに対して、小麦は 20～50 万トンとやや変動が大

きい。 

図表 102 農業生産の推移 

 
出所：Statistics Norway, This is Norway 2017 
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図表 103 主要農作物の生産量の推移 

 
出所：FAOSTAT より作成 

 
 畜産については、牛、豚の飼育数が 80～90 万頭であるのに対して、羊の飼育数が 250 万頭近くに達

している。また、鶏は 1,200～1,600 万羽が飼育されている。 

図表 104 主要家畜数の推移 

 
出所：FAOSTAT より作成 

 

④ 水産業 

 水産業については、従事者数が長期的に減少を続けているのに対して、漁獲量は変動はあるもの

の、2000 年以降 200～260 万トンを維持しており、加えて前述のように養殖が大きく伸長している。水

産養殖業では 1990 年以降、買収・合併により企業数が 1999 年の 467 から 2015 年には 160 まで減少

し、現在は 10 社の大手企業で全生産量の 70％を占めるに至っている。また、生産量は養殖が開始され

た 1970 年代の 1,000 トン未満から 2016 年には 1,300 万トンに達し、世界第 6 位の生産国となった135。

水産養殖業ではサーモンとニジマスが主要魚種であるが、近年は販売量の 90％以上をサーモンが占め

る。 
ノルウェーのサーモン養殖産業は、世界的に進展する水産業における「インテグレーション」（事業

の垂直的な統合）の代表的事例と位置付けられており、近年、我が国においても研究・視察の対象と

されることが多い136。添 

                                                        
135 Statistics Norway, This is Norway 2017, 37 頁。 
136 例えば、廣田将仁・金子貴臣（国立研究開発法人水産研究・教育機構）「ノルウェーのグローバル・インテグレーシ
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図表 105 漁業従事者数の推移 

 

図表 106 漁獲量の推移 

出所：Statistics Norway, This is Norway 2017 
 

図表 107 養殖魚（サーモン及びニジマス）の

販売額の推移 

 

図表 108 漁業及び養殖業の出荷額の推移 

出所：Statistics Norway, This is Norway 2017

                                                        
ョンの展開－ノルウェー資本の拡大―」『水産振興』第 597 号、2017 年 9 月、高井透他「水産養殖ビジネスへのビジネ

スモデルとイノベーションの応用可能性に関する研究」2015～18 年科研費プロジェクト。 
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図表 109 養殖魚の販売量の推移 

 
出所：Statistics Norway より作成 

 
 

⑤ 貿易 

ノルウェーの貿易収支は一貫して輸出超過であるが、近年、黒字幅は縮小しつつある。ノルウェー

の主要輸出品目は原油・天然ガスであり、輸出額の 50％近くを占める。また、水産物、食品もシェア

は少ないながら主要輸出品目となっている。他方、輸入品目は工業製品が殆どであるが、食品や農産

物も僅かながら輸入されている。  

図表 110 輸出入・貿易収支の推移 

 
出所：在ノルウェー日本大使館「ノルウェー経済概況」2017 年 2 月 

図表 111 品目別輸出入シェア（2017 年、％） 
【輸出】 【輸入】 

出所：Statistics Norway より作成 
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サーモン（生鮮・冷蔵及び冷凍）の輸出に着目すると、生鮮・冷蔵品を主体に輸出量を拡大してい

る。また、輸出単価についても上昇傾向にある。 
 

図表 112 サーモン輸出の推移 

 
出所：Statistics Norway より作成 

 
ノルウェーの主要な貿易相手は輸出入とも EU であり、60％以上を占める。その他では北米が輸出入

とも 8～9％を占め、中国が輸入の 10％を占める。日本は輸出入とも 2％を占めるに過ぎない。 

図表 113 地域別輸出入シェア（2017 年、%） 
【輸出】 

 

【輸入】 

 
 
 ノルウェーの EU との貿易額の推移は下図のとおりである。一貫して EU 側の輸入超過が続いてい

る。ノルウェーの輸入額は概ね 500 億ユーロ程度で一定しているが、輸出額は 600 億から 1,000 億ユー

ロの間で変動している。 
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図表 114 EU とノルウェーの財貿易額の推移 
（単位：10 億ユーロ） 

 
出所：Eurostat, Statistics Explained: Norway-EU - international trade in goods statistics 

 
 輸出入の財グループ別構成は 2008 年からほぼ変わっておらず、ノルウェーの EU に対する輸出はエ

ネルギーが太宗を占め、EU からノルウェーの輸出は機械や自動車、その他の製造品が太宗を占めてい

る。 

図表 115 EU とノルウェーの財グループ別貿易額の内訳（2008 年、2017 年） 
（単位：10 億ユーロ） 

 

 
出所：Eurostat, Statistics Explained: Norway-EU - international trade in goods statistics 

 
 農産物・食料品貿易に限定すると、主に EU 側の輸出額の増加を主な要因として、全体の貿易額は拡

大している。直近（2017 年）の品目別内訳をみると、EU からノルウェーへの輸出ではパスタやワイ

ン、タバコ、チョコレート等の加工品の他、野菜や果実等の生鮮品も一定の割合を占めている。他

EU のノルウェーからの輸入

EU のノルウェーへの輸出
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方、ノルウェーからの輸出では、油粕や皮革材料といった飼料・工業用の原材料が 26％を占め、その

他植物油や調製食料品、チョコレート等の加工食品が主要な品目となっている。 

図表 116 EU とノルウェーの農産物・食料品貿易額の推移 

 
出所：European Commission, Agri-food Trade Statistical Factsheet: Europan Union – Norway, 19.03.2018 

 

図表 117 EU とノルウェーの農産物・食料品貿易の内訳（2017 年） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【EU からノルウェーへの輸出】 

EU のノルウェーへの輸出

EU のノルウェーからの輸入

総額 44.9 億ユーロ
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出所：European Commission, Agri-food Trade Statistical Factsheet: Europan Union – Norway, 19.03.2018 

 
 日本との貿易については、2014 年から 2015 年にかけて貿易額が 36 億ドルから 30 億ドルに減少した

が、その後 30 億ドル程度を維持している。ノルウェー側の輸入超過が続いているが、2018 年はその差

が 2 憶ドル程度にまで縮小した。 
 

図表 118 ノルウェーと日本の貿易額の推移 
（単位：100 万ドル） 

 
出所：ITC, Trade Map-Trade Competitiveness Map より作成 

 
 輸出入の内訳をみると、ノルウェーから日本への輸出については、水産物（サーモン）と鉱物性燃

料（石油等）で 50％以上を占めている。他方、日本からノルウェーの輸出については、自動車、原子

炉関係、鉄鋼製品、電気機器等工業製品が殆どである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【ノルウェーから EU への輸出】 

総額 5.8 億ユーロ
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図表 119 ノルウェーと日本の貿易額の内訳（2018 年） 
 

所：ITC, Trade Map-Trade Competitiveness Map より作成 
 
 

5.2. ノルウェーの農林水産業政策（補助金等）及び貿易政策（関税等） 

 

(1) 農林水産業政策 

ノルウェーの農林水産業政策は、農林業については農業食糧省（Ministry of Agriculture and Food、特

にノルウェー農業庁（Norwegian Agriculture Agency: NAA））が、水産業政策については貿易産業漁業省

（Ministry of Trade, Industry and Fisheries）の水産総局（Directorate of Fisheries）が所管している。NAA
は天然資源多様性の保護と農林業における価値の増大を使命として、アグリビジネスの利益創出や農

村コミュニティの持続的発展、文化遺産的ランドスケープの保全に係る施策と規制、さらに農産品と

食品輸入に関する諸施策の実施に当たっている。 
 

① 農林業政策 

1） 概要137 

ノルウェー農業・食料政策の基本的な目的は、食料安全保障、ノルウェー全土での生産、付加価値の

向上、及び温室効果ガス排出の少ない持続的な農業、である。食料安全保障においては、植物及び動物

の健康を高いレベルで継続的に保護することが重要な要素とされている138。ノルウェー全土における生

産に関しては、農業生産にとって厳しい条件にある土地での生産について、農場運営に関する全ての資

源（アグロツーリズム、森林開発、生物多様性、景観保護等）を動員することが前提とされている。 
ノルウェー政府は国内特産食品の開発ポテンシャルを見込んでおり、現在、年間 48 億 NOK の売上を

2025 年までに 100 億 NOK に拡大することを奨励している。また、農業はノルウェー経済における「グ

リーン・シフト」の一部とされており、人間活動による環境負荷を低減しつつ、将来的な食料生産を人

口増加と同様のペース（今後 20 年間で 20％増加）で拡大するという国家目標及び国際的約束を実現す

ることが企図されている。 
ノルウェー政府は、農業政策の主要なパラメーター（特定農産物の価格、国家補助の形態とレベル、

福祉プログラム及びその他の実施問題）の決定にあたって、全国的な二つの農民組織、すなわち、ノル

ウェー農民組合（Norges Bondelag）及びノルウェー農民・小農連合（Norsk Bonde - og Småbrukarlag）と

                                                        
137 WTO, “Trae Policy Review-Report by the Secretariat-Norway”, April 2018.に基づく。 
138 「2016－2017 年白書」（Meld. St.11 (2016-2017)）によれば、食料安全保障については、この他に農業生産性向上

のための施策や規制緩和、とりわけ生産上限の撤廃と補助金レートの調整を通じた構造的変革を優先するとしている。 

【ノルウェーから日本への輸出】 【日本からノルウェーへの輸出】 

総額 16.4 億ドル総額 14.5 億ドル 
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毎年交渉を行い、「農業協定」（Avtaleverket for jordbruket）を締結する139140141。協定は政府と上述の 2 組

織の 3 者合意を基本としているが、何等かの理由で一方の組織の合意が得られない場合は他方の組織と

の合意により協定を締結する。さらに、両組織とも合意が得られない場合は、議会の承認を得て基本的

なパラメーター（全般的な予算と市場価格の変更）を設定し、詳細は各組織に委ねられる。 
特定の肉（牛肉、羊肉、豚肉及び鶏肉）と乳製品及び穀類、野菜、果実等の国内価格については、1936

年の市場取引法（Omsetningsloven）により規定される他、ノルウェー農業取引委員会（Omsetningsrådet）
が主要な国産農産物の需給バランスを調整している。その目的は、生産者価格の安定、市場の安定、全

ての地域市場への比較的統一された価格での安定的な農産物の提供、さらに、農家が農業協定で設定さ

れた目標価格で販売することを確実にすること、とされている。なお、牛肉、羊肉、仔羊肉及び卵の目

標価格は 2009 年及び 2013 年に廃止され、主要生産組合が 6 カ月毎に発表する「計画平均卸売価格」に

従うシステムに移行している。また、鶏肉についても目標価格は 2007 年に廃止されている。 
農業協定により合意された農業関連支出の予算額内訳（2017 年、2018 年）は次表のとおりである。予

算項目上は、特別運営支出、農業開発基金、市場規制、代替補助金等、価格補助金、直接補助金、開発

対策、福利厚生措置に分類されるが、以下ではむしろこれらの支給規則等に係る政府文書における分類

に従い、生産補助金、価格補助金（市場規制を含む）、農業開発基金、開発対策、環境プログラム、福利

厚生措置、その他について、詳述する。 

図表 120 農業関連支出予算額（2017 年、2018 年） 
単位：1,000NOK 

項目  2017 年 増減 2018 年 
21 特別運営支出 21,500 -4,000 17,500
50 農業開発基金 1,148,053 -24,500 1,123,553

70.11 準備施策 24,400 0 24,400
70.12 価格安定補助金等 252,700 2,709 255,409
70.13 ジャガイモ酒及び片栗粉補助金 38,000 0 38,000

70 市場規制 315,100 2,709 317,809

71 代替補助金等 43,000 0 43,000

73. 11 ノルウェー産ウール補助金 132,720 0 132,720
73.13 牛乳価格補助金 610,500 17,900 628,400
73.15 肉価格補助金 1,410,100 -8,300 1,401,800
73.16 卵に対する地域補助金 3,234 0 3,234
73.17 果実、ベリー及び野菜に対する地域補助金 87,100 14,500 101,600
73.18 出荷補助金 345,681 0 345,681
73.19 穀物価格補助金 651,200 0 651,200
73.20 食用穀物補助金 58,000 9,600 67,600

73 価格補助金（推計） 3,298,535 33,700 3,332,235

74.11 牛乳生産・運営補助金 1,373,400 195,800 1,569,200
74.14 畜産補助金 2,182,010 97,000 2,279,010
74.16 放牧補助金 854,500 62,000 916,500
74.17 農地及び文化景観補助金 3,025,900 21,500 3,047,400
74.19 地域環境プログラム 422,400 13,137 435,537
74.20 有機農業補助金 107,200 6,400 113,600

74 直接補助金 7,965,410 395,837 8,361,247

77.11 畜産等補助金 83,300 -1,000 82,300
77.12 育種補助金 13,720 2,000 15,720

                                                        
139 ノルウェー農民組合（Norges Bondelag）は、1896 年にその前身（NorskFarmersförbund）が設立され、現在

63,000 人以上のメンバーを擁するノルウェー 大の農業組織組織である。他方、ノルウェー農民・小農連合（Norsk 
Bonde - og Småbrukarlag）は、1913 年に設立された小規模農家主体の農業組織であり、メンバー数約 7,000 人。 
140 個々の補助金の目的や給付条件、給付範囲等の基本事項は、1995 年「土地法」（Lov om jord (jodlova)）に基づき、

農業食糧省が発行する規則（Forskrift）によって予備的に規定されている。 
141 ノルウェー農業協定に見られるこのような策定方法は、北欧諸国に共通する政治システムである「ネオ・コーポラ

ティズム」が背景にあるものと思われる。 
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77.13 コンサルティング補助金 84,500 4,000 88,500
77.15 品質向上及び促進補助金 51,860 4,500 56,360
77.17 フルーツストック補助金 13,000 1,000 14,000

77 開発対策 246,380 10,500 256,880

78.11 休暇・余暇補助金 1,167,019 -20,019 1,147,000
78.12 病気離脱補助金 158,400 -5,100 153,300
78.14 疾病給付補助金 73,000 -3,700 69,300
78.15 農業福祉補助金 63,000 0 63,000
78.16 早期退職補助金 80,535 -8,335 72,200

78 福利厚生措置 1,541,954 -37,154 1,504,800

合 計 14,579,932 377,092 14,957,024
出所： JORDBRUKSAVTALE 2017-2018 

 
2） 生産補助金 

生産補助金の目的は、「活発で持続的な農業に資する」こととされ、補助金額は面積ないし動物一頭当

たりで計算される。 
生産補助金は以下のスキームにより構成される。 
 
 

図表 121 生産補助金スキームと予算額（2017 年、2018 年） 
単位：100 万 NOK 

スキーム 2017 年度予算 2018 年度予算

農地及び文化景観に対する補助金 3,026 3,047

家畜に対する補助金 2,171 2,265

放牧に対する補助金 418 337

田園地域における放牧に対する補助金 221 278

牛乳生産に対する補助金 1,152 1,291

特別な牛肉及び仔牛生産に対する補助金 221 278 

家畜の保護繁殖に対する補助金 11 14

有機農業に対する補助金 39 46

有機畜産に対する補助金 68 68

果実、ベリー及び温室栽培野菜に対する地域補助金 87 100

北部地域におけるジャガイモ生産に対する地域補助金 4 4
   出所：NAA ウェブサイト 

（https://www.landbruksdirektoratet.no/no/tilskuddsbase/undersider/mer-om-de-enkelte-tilskuddsordningene--51298） 
 
補助金申請者は、まず以下の要件を満たす必要がある。 

 
 ・当該地域において申請期日前に電子登録を行っていること（登録番号を取得） 
 ・一か所ないしそれ以上の所有農地において農業生産を行っていること（ただし養蜂のみを行ってい

る農家については同条件は免除） 
 
 2008 年から 2017 年の生産補助金受給企業数の推移は以下のとおりである。2017 年以降、補助金の支

給回数がそれまでの年 2 回から 1 回に変更されたため、2016 年までの数値と比較することはできない

が、2008 年から 2016 年の間は平均して年 1.8％のペースで件数が減少している。これは概ね農家（経営

体）数の減少によるものと推測される。 
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図表 122 生産補助金受給経営体数の推移 

 
         出所：NAA ウェブサイト（https://www.landbruksdirektoratet.no/no/statistikk/utvikling/jordbruksforetak）  
  
「農業における生産補助金及び還付金に関する規則」（Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i 
jordbruket、2015 年 6 月 1 日発行、2017 年 4 月改定）、「同規則に関するコメント」（Rundskriv 2018-05、
2018 年 2 月 28 日）、及び「2017－2018 農業協定」（JORDBRUKSAVTALE 2017-2018、2017 年 1 月 29 日）

によると、上記補助金の内容、金額等は以下のとおりである。 
 
i) 農地及び文化景観に対する補助金、有機農業に対する補助金 

永年作物が栽培され、農業者（経営体）が農業協定に明記された期間に「積極的な活動」を行ってい

る農地に対して支給される。加えて、2017 年 3 月 18 日の有機農業生産等に関する規則（エコロジー規

則）に示された要求事項に従って有機農業を行う農地に対しても、追加的な補助金が支給される。他方、

当該農地の文化景観に負の影響を与える行為がなされた場合や、年間を通じて水流の確保された水路に

対して植生区域が確保されていない場合、補助金は支給されない。 
また、「積極的な活動」とは、整地、施肥、播種、防疫、柵の設置、収穫といった一連の農作業や農作

物の販売、加工等を指し、企業が当該農地で新たに牧畜を開始する場合には、家畜の頭数と共にその旨

を直ちに自治体に通知しなければならない。 
補助金額の決定に当たって、農地は地図データによる国家標準に従って７区域に分類される。作物と

区域によって決定される補助金額（2017－2018 農業協定に基づく 終決定額）は以下のとおりである。 

図表 123 農地及び文化景観に対する補助金額 
 申請期日 NOK/ha 

文化景観 2017/10/15 155 
  区域（ゾーン） 

作物グループ  1 2 3 4 5 6 7 

飼料 

2017/10/15 

0 0 85 105 240 270 316 
穀物 165 225 260 247 
ジャガイモ 80 930 
野菜 550 1,550 
果実 700 1,450 
ベリー 1,000 1,450 

注：１ヘクタール未満の土地は適用不可 
出所：Landbruksdirektoratet, “Endelige satser for beregning av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie 
og fritid, Søknadsomgangen 2017” 
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図表 124 区域（ゾーン）区分 

 
出所：Veilede til SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD OG TILSKUDD TIL AVLØSNING VED FERIE OG FRITID, 
SØKNAD 2018 
 

地理的な相違に基づく補助金支給の目的は、生産コストと所得機会の地理による相違に起因する所得

格差を平準化することにあるとされている142。 
有機農業に対する補助金額は以下のとおりである。 

図表 125 有機農業に対する補助金額 
作物グループ 申請期日 NOK/ha 

果実、ベリー等 1） 

2017/10/15 

1,500 
野菜 1） 1,500 
ジャガイモ 1） 600 
穀物 1） 325 
牧草 2） 25 
粗飼料 1）3） 25 

緑肥 500 
注：1）2 年目を含む（果実、ベリーについては 3 年目も可。 

   2）0.6 の係数により標準化 
   3）除草のための休耕地を含む 

出所：Landbruksdirektoratet, “Endelige satser for beregning av produksjonstilskudd og tilskudd til 
avløsning ved ferie og fritid, Søknadsomgangen 2017” 

 
通常農地及び文化景観農地に対する有機農業補助金の追加支給は、以下の条件において行われる。 

 
                                                        
142 Landbruksdirektoratet, Meld. St. 11 (2016-2017) Endring og utvikling— En fremtidsrettet jordbruksproduksjon 
(https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-11-20162017/id2523121/sec3)  
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 ・有機農業地域における緑肥生産：有機農業地域の 1/3 までを緑肥生産に充てる 
 ・2 年目における緑肥生産面積：2 年目においては 1/3 を緑肥生産に、残る 2/3 を通常の農作物生産に

充てる 
 ・同一地域における緑肥生産に対する補助金支給は 3 年毎を上限とする。 
 
ii) 畜産に対する補助金 

畜産に対する補助金の目的は、畜産部門における生産や利用レベルの相違に起因する収入の格差を平

準化することにある。補助金支給にあたっては、申請者が家畜の飼育を責任をもって行っているか、畜

産によって誰が支出を負担し、収入を得ているかが審査の対象となる。例えば、家畜を生体のまま業者

（バイヤー）に販売する場合、買取業者も補助対象となるが、屠畜のために販売する場合は売手のみが

補助金受給資格を得る。 
畜産に対する補助金は概ね以下の 6 種に区分され、各々における補助金受給のための条件（「通常の

農業生産（vanlig jordbruksproduksjon）」）も以下のように異なる。 
 

(ア) 乳牛 

牛乳の年間生産量が全国平均の半分以上であること。ただし、有機酪農や伝統種保存のための飼

育を行っている場合、受給資格の判断は有機生産量や伝統種の保存頭数等によって行われる。また、

牛乳の加工農家が販売によって高い収入を得ている場合、牛乳生産量が規定量に達しなくとも補助

金受給資格を得ることが可能である。 
 
(イ) 肉牛（ammeku）及びその他の牛 

補助金額は屠畜頭数、生体販売頭数によって算定されるが、飼育頭数との整合性が求められる。 
 

(ウ) 乳牛及び肉牛 

申請者が乳牛及び肉牛の両方の使途のために畜牛を行っており、乳牛に対する補助金受給に必要

な牛乳の年間生産量に満たない場合でも、平均的な牛乳生産年数よりも長期間飼育を行う場合は、

受給資格を満たすことができる。 
 

(エ) 乳用山羊 

一時的な病気や有機生産等の特殊な事例を除いて、山羊乳の生産量が地域平均の半分未満である

場合は「通常の農業生産」を行っているとは見なされ難い。 
 

(オ) 羊 

屠畜頭数、毛皮・皮革の販売量、生体販売数によって補助金額が算定される。肉牛と同様に、こ

れらの販売頭数と飼育頭数が整合しているか否かが総合的に判断される。また、「通常の農業生産」

と判断されるためには、出生率が全国平均を大きく下回っていないこと、屠畜時の重量が平均の

70％以上であることが必要である。 
 

(カ) 食肉生産（新規） 

申請者が新たに食肉生産を開始した場合、適切な期間内に生産量を増加させる現実的な計画を有

していることが必要である。 
 
畜産に対する補助金額（2017－2018 農業協定に基づく 終決定額）は以下のとおりである。 
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図表 126 畜産に対する補助金額 

家畜種類 申請期日 家畜頭数 NOK(頭/年) 適格頭数 

乳牛 

2017/10/15

1-16
17-25
26-50

51-

4,168 
2,022 

976 
780 

340,100

肉牛 1-50
51-

3,880 
780 

その他の牛 全て 780 648,100

乳用山羊 1-125
126-

1,462 
538 

61,100

羊／山羊 2017/5/15 
1-126

127-
868 
194 

1,053,300

繁殖豚 
- Jæren 
- Nordland, Troms & Finnmark 
- その他 

2017/5/15 
及び 

2017/10/15

1-35
1-35
1-35

 
350 
776 
498 

64,800

肥育豚 
- Jæren 
- その他 

2017/10/15 
1-1,400
1-1,400

 
10 
14 

1,190,000

産卵鶏及びアヒル、七面鳥、ガチョウ

等の繁殖鳥 
- Nordland, Troms & Finnmark 
- その他 
- 全国 

2017/5/15 
及び 

2017/10/15

1-1,000
1-1,000

1,001-5,000

 
 

24 
10 
10 

産卵鶏
3,623,900

ミツバチ 2017/10/15 全て 473 

1 歳以上の鹿 2017/10/15 全て 287 
出所：Landbruksdirektoratet, “Endelige satser for beregning av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og 
fritid, Søknadsomgangen 2017”及び JORDBRUKSAVTALE 2017-2018 

 

iii) 牛乳生産に対する補助金 

牛乳生産に対する運転補助金の目的は、牛乳生産における経済の強化と、生産企業間の規模や地域の

違いによる収益性の格差を平準化することにあるとされている。補助金申請者は乳牛を保有し、牛乳生

産設備を運営し、牛乳の生産割当規則（2011 年 12 月 23 日第 1502 号）に従って生産割当を取得してい

なければならない。 
牛乳及び山羊乳生産に対する補助金額（2017－2018 農業協定に基づく 終決定額）は以下のとおりで

ある。 

図表 127 牛乳生産に対する補助金額 

農地補助金

区域 
申請期日 

NOK（社／年） 
1 社当り乳牛保有頭数 

5 頭以上 4 頭 3 頭 2 頭 1 頭 
ゾーン 2 
ゾーン 1-3-4 
ゾーン 5  
ゾーン 6-7 

2017/5/15 
及び 

2017/10/15 

135,050
144,050
156,050
164,050

108,040
115,240
124,840
131,240

81,030
86,430
93,630
98,430

54,020 
57,620 
62,420 
65,620 

27,010
28,810
31,210
32,810

出所：Landbruksdirektoratet, “Endelige satser for beregning av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og 
fritid, Søknadsomgangen 2017” 
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図表 128 山羊乳に対する補助金額 
 

申請期日 
27 頭以上の山羊を保有して

いる場合（1 社当り年額） 
保有頭数 27 頭未満の場合の

減額（頭／年） 

山羊乳 
2017/5/15 

及び 
2017/10/15 

164,050 6,076

出所：Landbruksdirektoratet, “Endelige satser for beregning av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og 
fritid, Søknadsomgangen 2017” 
 
申請者が牛乳と山羊乳の両方を生産している場合、山羊の保有頭数が 27 頭以上であれば山羊の保有

頭数に基づいて補助金額を計算し、27 頭未満であれば山羊と乳牛の各々の頭数に基づいて補助金額を計

算する。 
 
i) 特別な牛肉及び仔牛生産に対する補助金 

本補助金の目的は高品質の牛肉の生産をより促進することにある。申請経営体は母乳で育てられた肉

牛を 6 頭以上保有しなければならない。 
申請経営体が牛肉生産のみを行っている場合、肉牛の品種は問わないが、牛乳生産も行っている場合

は、保有する肉牛の 50％以上は次の品種でなければならない：Hereford, Charolais, Aberdeen Angus, 
Limousin, Kjøttsimmental, Blonde d´Aquitaine, Highland Cattle, Dexter, Piemontese, Galloway, Salers, Wagyu. 
特別な牛肉及び仔牛生産に対する補助金額（2017－2018 農業協定に基づく 終決定額）は以下のとお

りである。 

図表 129 特別な牛肉及び仔牛生産に対する補助金額 
農地補助金

区域 
申請期日 

40 頭以上の肉牛を保有して

いる場合（1 社当り年額） 
6 頭以上 40 頭未満の肉牛を保

有している場合（同左） 
ゾーン 1-4 
ゾーン 5-7 

2017/5/15 及び 
2017/10/15 

131,280
145,280

3,282
2,632

出所：Landbruksdirektoratet, “Endelige satser for beregning av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og 
fritid, Søknadsomgangen 2017” 
 

ii) 有機畜産に対する補助金 

有機畜産に対する補助金の目的は、有機農業生産の拡大を促進することにある。補助金申請経営体は、

前提条件としてノルウェーにおける有機農業認証団体である Debio の提供する有機農業管理システムに

加入ないし加入申請を行っており、2017 年 3 月 18 日の有機農業生産等に関する規則（エコロジー規則）

に基づいて有機畜産を行っていること、もしくは有機畜産への移行を開始していることが必要とされる。 
有機畜産に対する補助金額（2017－2018 農業協定に基づく 終決定額）は以下のとおりである。 

図表 130 有機畜産に対する補助金額 
家畜種類 申請期日 NOK（頭／年） 

乳牛 
肉牛 
その他の牛 

2017/5/15 
及び 

2017/10/15 

3,000 
2,200 

700 

羊及び乳用羊 
食用山羊 2017/5/15 

397 
250 

乳用山羊 
繁殖豚 

2017/5/15 及び 
2017/10/15 

250 
502 

食用豚 2017/10/15 300 
出所：Landbruksdirektoratet, “Endelige satser for beregning av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og 
fritid, Søknadsomgangen 2017” 
 

iii) 放牧に対する補助金 

牧草地や田園地域における放牧に対する補助金は、同様の取組みを促進し、文化景観の維持や優れた
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資源の活用を促すことに資するとされている。 
牧草地における放牧に対する補助金を受給するためには、ゾーン 5 及び 6 においては 12 週間以上、

ゾーン 1～4 においては 16 週間以上、家畜を牧草地で放牧しなければならない。田園地域に対する補助

金については、5 週間以上の同地域での放牧が義務付けられている。 
また、家畜が採る粗飼料については、その半分以上が放牧される牧草地や田園地域から賄われなけれ

ばならない。 
牧草地及び田園地域における放牧に対する補助金額（2017－2018 農業協定に基づく 終決定額）は以

下のとおりである。 

図表 131 放牧に対する補助金額 
牧草地 

家畜種類 申請期日 対象 NOK（頭／年）

羊・仔羊、山羊・仔山羊、アルパカ 
牛、鹿、馬、ラマ 

2017/10/15 全て 
40

350

田園地域 

家畜種類 申請期日 対象 NOK（頭／年）

牛及び馬 
山羊及び仔山羊 
羊及び仔羊 

2017/5/15 
及び 

2017/10/15 
全て 

628
185
185

出所：Landbruksdirektoratet, “Endelige satser for beregning av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og 
fritid, Søknadsomgangen 2017” 
 
iv) 家畜の保護繁殖に対する補助金 

家畜の保護繁殖に対する補助金の目的は、農家による家畜遺伝子の保護・利用促進と家畜数の増加に

ある。本補助金の対象となる家畜の種類・条件は下記のとおりである。 
 
(ア) 牛 

少なくとも 7/8 が以下の品種であること。sidet trønder- og nordlandsfe, østlandsk rødkolle, dølafe, vestlandsk 
raudkolle, vestlandsk fjordfe もしくは telemarkfe。牝牛については生後 16 カ月以上、牡牛については生後

12 か月以上であることを条件とし、同一品種について 2 頭の牡牛まで補助金対象となる。 
 

(イ) 羊 

以下の品種であること。blæset, dala, fuglestadbrogete, gammelnorsk spæl, grå trønder, rygja，steigar。また、

申請の前年もしくはそれ以前に生まれていること。 
 

(ウ) 山羊 

Kygeita（沿岸山羊）品種の仔山羊であること。 
  

(エ) 馬 

以下品種の 3 歳以下であること。dølahest, fjordhest, nordlandshest，lyngshest。 
 

家畜の保護繁殖に対する補助金額（2017－2018 農業協定に基づく 終決定額）は以下のとおりである。 
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図表 132 家畜の保護繁殖に対する補助金額 
家畜種類 申請期日 NOK（頭／年）

牛 
羊 
山羊 
馬 

2017/10/15 

3,000 
230 
530 

1,030 

出所：Landbruksdirektoratet, “Endelige satser for beregning av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og 
fritid, Søknadsomgangen 2017” 
 

v) 野菜及びジャガイモ生産に対する補助金 

野菜及びジャガイモ生産に対する補助金は以下の 2 種類のスキームからなる。 
 
 1）果実、ベリー、温室栽培野菜及び露地栽培のレタスに対する地域補助金 
 2）北部地域における食用ジャガイモ生産に対する地域補助金 
 
本補助金の目的は、野菜部門における農家の収入向上と生産地域の拡大にある。補助金は生産品質の

向上と生産回転率の向上を促すとされている。補助の対象となる作物は人間の消費用か加工用に限られ、

飼料用や廃棄されるものは補助の対象とらない。また、補助要件として、申請年の 1 月 1 日から 12 月

31 日までの間に、農業省の承認を受けた果実店、卸売業者や缶詰製造業者、ジャガイモの販売組織等に

販売された作物であることが必要である。生産者が自ら加工を行う場合、補助金を受給するためには、

当該加工設備が上記の販売代理店として承認されなければならない。また、補助金受給に必要な作物の

販売量の下限が以下のとおり規定されている。 

図表 133 果実、ベリー及びハウス野菜に対する補助金受給に係る販売量下限 
作物 最小量 

果実及びプレス果実 
ベリー 
トマト及びキュウリ 
レタス 

2,000kg 
1,000kg 
2,000kg 
5,000 個 

出所： JORDBRUKSAVTALE 2017-2018 

野菜及びジャガイモ生産に対する補助金額（2017－2018 農業協定に基づく 終決定額）は以下のとお

りである。 

図表 134 野菜及びジャガイモ生産に対する補助金額 
 2017 年 NOK／kg 増減 2018 年 NOK/kg 

ジャガイモ、北部ノルウェー 1.30 0.00 1.30
 

 1 社当り上限 2017 年 NOK/kg・個 増減 2018 年 NOK/kg・個

リンゴ、梨、プラム、

チェリー 上限なし    

ゾーン 1 
ゾーン 2-4 
ゾーン 5 

 

1.72
2.40
5.22

0.15
0.35
1.25

1.97
2.75
6.47

スイート・チェリー 
ゾーン 1 
ゾーン 2-4 
ゾーン 5  

2.69
3.35
6.20

0.15
0.35
1.25

2.84
3.70
7.45

プレス果実 1.97 0.60 2.57

ベリー 
ゾーン 1-3  1.47 0.10 1.57
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ゾーン 4-5 
ゾーン 6-7 

3.56
5.67

1.20
0.00

4.76
5.67

トマト 
103,400kg ゾーン 1-3 

ゾーン 4-7 
1.40
2.76

0.00
0.00

1.40
2.76

キュウリ 
151,800kg ゾーン 1-3 

ゾーン 4-7 
0.85
1.64

0.00
0.00

0.85
1.64

レタス 
220,000 個 ゾーン 1-3 

ゾーン 4-7 
0.55
1.04

0.00
0.00

0.55
1.04

出所：Landbruksdirektoratet, “Endelige satser for beregning av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og 
fritid, Søknadsomgangen 2017” 
 

3) 市場規制と価格補助金 

i) 市場規制 

日々の市場規制はノルウェーにおける三つの代表的な生産組合、すなわち Tine SA（乳製品）、Natura
（肉・卵）、及び Norske Felleskjøp BA（穀物）を市場規制機関として実施されている。市場規制は、(i) 
市場規制機関が全ての生産物を受け入れること、(ii) 全ての加工業者に対して無差別に規制義務を課す

こと、(iii) 全ての関係者に対して市場情報を無差別に提供すること、の三つの義務に基づいている143。 
市場規制の主要な方法は下表のとおりである。具体的な需給バランスの調整方法としては、下表に示

される関税引下げの他、肉類については一時的な在庫の積み増しや早期の屠畜、卵については産業利用

のための加工ないし雌鶏の繰上げ屠殺、穀物・ジャガイモ・リンゴについては飼料や産業利用への転用

が行われる。山羊乳については、チーズや飼料との混合や冷凍カード（凝乳）の輸出によって構造的に

過剰生産となっており、生産割当の撤廃も議論されている。チーズ、バター、豚肉、及び加工農産品に

ついては輸出を通じた市場調整も限定的に実施されているが、2015 年 12 月の WTO 閣僚会議における

ナイロビ・パッケージの採択により、2020 年末までに廃止されることになっている144。 

図表 135 市場規制のオプション 

目標価格 ボリューム・モデル 参照価格 

 目標価格を農業協定にて設定。 
 市場規制機関が市場において目

標価格が達成されていることを

保証。 
 目標価格が高すぎる場合は翌年

低めに調整。 
 市場価格が 2 週間連続で上限価

格145を上回る場合、ノルウェー

農業庁が関税を引下げ。 
 牛乳、穀物、豚肉、ジャガイモ、

リンゴ及び 10 種の野菜に適用。 

 農業協定によって目標価格は設

定されないが、市場規制機関が

6 カ月毎に計画平均卸売価格を

発表。 
 在庫には上限が課せられる。 
 輸出は例外的に可能（ただし

2021 年以降は不可）。 
 市場価格が 2 週間連続で上限価

格 を上回る場合、目標価格と同

様に関税を引下げ。 
 牛肉、山羊/羊及び卵に適用。 

 市場規制、義務的受入、供給規

定いずれもなし。 
 市場調整、生産規制は行われな

い。 
 輸入関税額を決定するため、前

年に基づき参照価格（卸売価格）

を設定。 
 市場価格が 2 週間連続で上限価

格 を上回る場合、目標価格と同

様に関税を引下げ。 
 鶏肉に適用（「チキン・モデル」

として知られる）。 
出所： WTO, “Trae Policy Review-Report by the Secretariat-Norway”, Norges Bondelag, Jordbruksoppgjøret 2017、及び
JORDBRUKSAVTALE 2017-2018 
 

ii) 価格補助金 

 目標価格維持のために、上述の需給調整に加えて、需給調整税の徴収や政府による補助金支出が行わ

                                                        
143 WTO, “Trae Policy Review-Report by the Secretariat-Norway”, April 2018. 
144 同上。 
145 2017－2018 農業協定によれば、上限価格は、牛乳で目標価格＋5％、豚肉・穀物で同＋10％、ジャガイモ及び野

菜・果実で同＋12％、ボリューム・モデル適用品目については計画平均卸売価格＋10％となっている。 
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れている。前者は穀物等に対して、後者は蒸留酒や片栗粉の製造に用いるジャガイモ、穀物及びその他

の加工用原材料に適用される146。 

図表 136 ジャガイモ生産（蒸留酒及び片栗粉用）対する価格補助金額 

品目 
2017 年 

NOK／ℓ・kg 
増減 

2018 年 
NOK／ℓ・kg 

ジャガイモ蒸留酒 9.50 0.0 9.50
片栗粉 3.50 0.0 3.50

出所： JORDBRUKSAVTALE 2017-2018 
 
 乳製品部門においては生乳に対する生産割当が実施されている。2016 年の生乳生産については 16 億

3,200 万リットルの割当が課されたが、実際の流通量は 15 億 4,320 万リットルであった。生乳に関する

需給調整の今一つの方法が価格平均化スキームである。これは生乳生産者の立地や用途に関わらず一律

の価格を保証するものであるが、実際には、生乳とクリームは課税され、バターやチーズ、粉ミルク等

の加工品については補助金が支給される。本スキームは、農場から乳製品販売所への輸送コスト、北部

ノルウェーにおける流通コスト、さらにノルウェー国内の学校に対する配送手数料に対する助成にも用

いられるとともに、Jarlsberg 等の固形チーズの輸出補助金に対しても使用される147。 
 価格平均スキームにおける乳製品に対する補助金額は、以下のとおり種類別に細かく規定されている。 
 

図表 137 価格平均スキームにおける乳製品に対する補助金額 
 手数料/補助金額* 

(2018年 7月 1日～)
NOK/ℓ 

価格グループ 1（酸味液体食料品） 0.00
価格グループ 2（無香味液体食料品） 1.94
価格グループ 3（甘風味液体食料品） 0.00
価格グループ 4（ホエイ(乳清)チーズを除くフレッシュチーズ） 0.00
価格グループ 5（熟成チーズとホエイチーズ食料品） -0.27
価格グループ 6（山羊乳製品） -0.27
価格グループ 7（粉ミルクとカゼイン） -0.90
価格グループ 8（液体乳製品） -0.91
価格グループ 9（産業用ホエイチーズを除くフレッシュチーズ） -0.91

価格グループ 10（産業用熟成チーズとホエイチーズ製品） -1.02
価格グループ 11（産業用山羊乳製品） -0.91
価格グループ 12（ブランド輸出用チーズ及び山羊乳製品）   -0.82
副産物グループ 1（クリーム製食料品） 13.57
副産物グループ 2（バター食料品） -3.78
副産物グループ 3（産業用バター製品） -6.17
副産物グループ 4（ホエイチーズ食料品） 2.22
副産物グループ 5（産業用ホエイチーズ製品） 2.22
副産物グループ 6（バター添加製品） 0.00

    *正数は手数料、負数は補助金。 
出所：Landbruksdirektoratet, “Endring i forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for 
produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør”, 15.06. 2018. (https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-
marked/melk/prisutjevning/_attachment/70394?_ts=164039dbeb8&download=true)  
 

4) 農業開発基金 

農業開発基金（Landbrukets utviklingsfond : LUF)による助成は、農業協定に基づき、農林業に係る投資、

研究開発、環境・気候変動対策、有機農業等広範な活動に対して行われる。2017－18 年の予算内訳（概

要）は以下のとおりである。 

                                                        
146 WTO, “Trae Policy Review-Report by the Secretariat-Norway”, April 2018. 
147 同上。 
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図表 138 農業開発基金交付金枠組みの概要 
（単位：100 万 NOK） 

 2017 年 2018 年 増減 

投資及び開発のためのビジネス志向基金 574.50 634.50 60.00 

調査及び円滑化 48.00 50.00 2.00 

農業における採用と専門知識の向上 
 ナショナル・トレーニング対策（KIL 基金） 
 採用と昇進のための地域交付金 
 成人農業全国モデル 

 
6.00 

20.00 
0.00 

 
6.00 

14.00 
11.00 

 
0.00 

-6.00 
11.00 

研究開発 53.00 55.00 2.00 

Matmerk（ノルウェー食品ブランド化基金） 52.00 55.00 3.00 

開発プログラム 90.00 102.50 12.50 

再生エネルギーのための価値創造プログラム 
（バイオエネルギー・プログラム等） 

67.00 
 

67.00 0.00 

林業 214.00 222.00 8.00 

紛争予防手段、農業/トナカイ畜産対策 1.50 1.50 0.00 

動物福祉プログラム 0.00 2.00 2.00 

文化的景観施策 8.00 8.00 0.00 

特別環境対策（SMIL） 95.00 95.00 0.00 

排水 58.00 58.00 0.00 

放牧投資支援 10.00 13.00 3.00 

気候及び環境プログラム 18.00 20.00 2.00 

バイオガス 1.00 2.00 1.00 

世界遺産及び旧農地支援 9.50 13.50 4.00 

有機農業開発施策 30.00 31.00 1.00 

補助金合計 1,355.50 1,461.00 105.50 

利子補給支払い 30.00 38.00 8.00 

合計 1,385.50 1,499.00 113.50 
出所： JORDBRUKSAVTALE 2017-2018 
 

5) 開発対策 

開発対策には、以下のとおり、畜産に係る諸費用や育種に対する補助金、プラント材料の品質改善や

販売促進のための開発企業・大学に対する補助金等がある。 

図表 139 畜産補助金（左）と育種補助金（右） 
（単位：100 万 NOK） 

 2017 年 2018 年  2017 年 2018 年 
講習参加補助 24.60 24.60 育種 10.02 12.02
獣医往診補助 44.50 43.50 穀物種子の貯蔵 3.70 3.70

ブリーダーに対する補助 14.20 14.20 合計 13.72 1.72

合計 83.30 82.30    
出所： JORDBRUKSAVTALE 2017-2018 
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図表 140 品質改善及び販売促進補助金 
（単位：100 万 NOK） 

 2017 年 2018 年 
プラント材料開発－Sagaplant 社 10.00 10.00 
プラント材料開発－NMBU* 1.00 1.00 
プラント材料開発－Graminor 社 22.46 24.96 
プラント材料開発《プレブリーディング》 1.90 2.40 
ジャガイモ品質対策 7.50 9.00 
農薬行動計画 9.00 9.00 

合計 51.86 56.36 
         *NMBU: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet（ノルウェー生命科学大学） 
     出所： JORDBRUKSAVTALE 2017-2018 
 

6) 環境プログラム 

 「国家環境計画」にもとづき、各自治体（県）の首長（県知事）が地域環境プログラムを作成し、各々

の優先環境課題に沿った環境施策と補助金額を決定する。各自治体（県）に割り当てられた 20118 年の

地域環境プログラム予算は以下のとおりである。 

図表 141 2018 年地域環境プログラム県別予算割当 
（単位：100 万 NOK） 

県 予算 

Østfold 41.7
Oslo og Akershus 51.7
Hedmark 42.9
Oppland 54.0
Buskerud 22.7
Vestfold 17.4
Telemark 11.5
Aust-Agder 4.3
Vest-Agder 6.5
Rogaland 32.5
Hordaland 20.3
Sogn og Fjordane 24.1
Møre og Romsdal 17.6
Sør-Trøndelag 25.9
Nord-Trøndelag 30.0
Nordland 19.7
Troms 9.4
Finnmark 3.3

合計 435.5
出所： JORDBRUKSAVTALE 2017-2018 

 
 環境プログラムは、水及び空気の汚染低減、文化景観及び文化遺産の保護、野外活動の促進、及び生

物多様性の確保、の 4 つ目標とするものであり、その実現に向けた施策は以下の 7 分野に設定されてい

る148。 
 
  -文化景観 -生物多様性 -文化遺産及びモニュメント -野外生活とアクセシビリティ 
 -水路及び海岸への流出 -大気排出 -農薬  
 
 地域環境プログラムは、NGO、自治体（県）、及び県議会が参加するオープンなプロセスを通じて策

定され、4 年毎に更新される。自治体（県）は同期間毎に支援スキームを設計するが、それらは予め国

が定めたメニューの枠内で設計することによって、自治体（県）の枠を超えて調和のとれものとなるこ

とが期待されている。 
                                                        
148 Landbruksdirektoratet, Om regionale miljøtilskudd (https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-
okologisk/regionalt-miljotilskudd/om-regionale-miljotilskudd#om-ordningen)  
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7) 福利厚生措置 

i) 休暇及び余暇の償還のための補助金 

本補助金は、畜産企業が休暇や余暇を取得するために雇用した労働力に対する支出を還付するもので

ある。申請企業は登録された家畜の頭数に基づき、実際の支出の範囲内で補助金を受給することができ

る。 
本補助金を受給するための資格要件として以下 3 つの基礎的条件が規定されている。 
 
 ・補助金申請年に家畜を使役、屠畜、もしくは売却していること 
 ・当該申請年に（休暇・余暇の取得のための）支出を行っていること 
 ・（休暇・余暇取得のために）利用したサービスが企業の畜産活動に関わるものであること 
 
また、上記支出の 低金額は 5,000NOK、受給できる補助金の 高額は 74,200NOK である。休暇及び

余暇の償還のため補助金額（2017－2018 農業協定に基づく 終決定額）は以下のとおりである。 

図表 142 休暇及び余暇の償還のための補助金額 
家畜種類 NOK／頭 

乳牛 
肉牛 
その他の牛 
羊及び食用羊 
繁殖豚 
肥育豚 
産卵鶏及びアヒル、七面鳥、ガチョウ等の繁殖鳥 
馬（全種類） 
繁殖兎 
ガチョウ、七面鳥、アヒル 
生体販売用の鶏、七面鳥 
ブロイラー 
有機鶏 
キツネ 
ミンク 
鹿（全種類） 

3,557 
982 
593 
820 
408 

1,173 
40 

10.3 
1,173 

292 
3.59 
3.59 
0.44 
1.71 
322 
94 

399 

出所：Landbruksdirektoratet, “Endelige satser for beregning av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og 
fritid, Søknadsomgangen 2017” 
 

ii) 病気及び出産等の場合における償還のための補助金 

本補助金は、畜産や園芸に従事する企業の従業員が病気や出産等で就業できない場合に企業に交付さ

れる補助金である。補助金額（1 日当り上限単価）は飼育・生産する家畜や農作物の種類と飼育・生産

量によって異なり、下記の単価を飼育・生産量に乗じて算出されるベース金額（下図表 61 により算出

し、同 62 の左欄に適用する）と、温室面積の規模に応じて決定される。従って、ベース金額が 5,000NOK
以上であることが本補助金受給の要件となる。 
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図表 143 企業に対する 1 日当り補助金額の算定のための単価 
家畜種類 NOK／頭 

乳牛 
肉牛 
その他の牛 
羊及び食用羊 
繁殖豚 
肥育豚（生後 14 週間以上のもの及び 50kg 以上のもの） 
産卵鶏及びアヒル、七面鳥、ガチョウ等の繁殖鳥 
ブロイラー 
有機鶏 
肥育七面鳥（生後 28 週間以内） 
肥育山羊 
肥育アヒル 
生体販売用の鶏 
生体販売用の七面鳥 
馬（全種類） 
繁殖兎 
キツネ 
ミンク 
鹿（全種類） 

3,557 
982 
593 
820 
408 

1,173 
128 

10.3 
3.08 
6.84 
8.26 
3.59 

19.85 
8.26 
8.26 

1,173 
292 
322 
94 

399 

農作物 NOK/ha 
トウモロコシ 
ジャガイモ 
果実及びベリー 
野菜及びその他の植物 

48 
220 
960 
540 

蜂蜜 NOK/bifolk 
ミツバチ 150 

出所： JORDBRUKSAVTALE 2017-2018 

図表 144 企業に対する 1 日当り補助金額上限単価 
家畜、農作物生産及び養蜂に対

する補助金額、NOK 
温室栽培における温室

面積、㎡ 
1 日当り上限単価、

NOK 
5,000 – 12,000 

12,001 – 18,000 
18,001 – 24,000 
24,001 – 30,000 

>30,000 

285 – 714 
715 – 1,071 

1,072 – 1,429 
1,430 – 1,786 

>1,786

528 
767 

1,027 
1,286 
1,555 

出所： JORDBRUKSAVTALE 2017-2018 
 

8) その他（農産加工品（RÅK）スキーム） 

 ノルウェー国内で生産された農産物を原材料とする農産加工品の生産販売を促進する制度として、

RÅK 補助金が設けられている。同補助金の目的は、ノルウェー産農産物原料の国外原材料との価格差

（多くの場合、ノルウェー産の方が高い）を、加工業者に対して補償することにある。 
 補助の対象となる原材料及び加工品と補助金額は「農産加工品のための農産物価格均衡化に係る規則」

（Forskrift om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer）（2010 年 1 月 1 日施行）の付属文書に詳

しく示されているが149、原材料としては乳製品、卵、穀物、ジャガイモ及び肉が、加工品としてはこれ

らを用いた広範な品目（8 桁関税分類で 47 品目）が指定されており、国内市場及び海外市場で販売され

る加工品の双方について補助金が支給される。 
価格補助金には、一つの原材料について、販売先が国内外の市場に関わらず適用される価格減額補助

金（PNS）と輸出製品に適用される輸出払戻金（XR）の 2 種類があり、ほとんどの品目について両方の

補助金を申請することが可能とされているが、適用される品目の範囲は PNS よりも XR の方がやや広

                                                        
149 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-10-636#KAPITTEL_1  
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い。補助金額は も低い豚肉で NOK0.70/kg（PNS）、 も高い卵黄パウダーで NOK80.20/kg（XR、ただ

し PNS の補助を受けない場合）となっている。なお、輸出向け品目に対する補助金（XR）は、前述の

通り 2020 年末をもって廃止される150。 
 

② 水産業政策 

水産業に関しては、水産総局が水産資源の管理と養殖管理の観点から諸々の施策や規制を行っている。

この中で、補助金もしくは金銭的なインセンティブや補償を含むものとしては、例えば以下のようなも

のがある151。 
 

  -  漁獲可能なサイズ以下の魚の保護と不要な漁獲を 小化するための「投棄禁止パッケージ

（Discard Ban Package）」 
 
 同規制においては、不法な魚の投棄に対して、漁船 1 隻当たり 15～25,000NOK の罰金が科される他、

同船の所有企業に対して 大 15 万 NOK の罰金が科される。他方、意図せずして捕獲した規定サイズ以

下の魚を水揚げし販売した場合、当該売上は組合に留保され、その 20％が一種の手間賃として漁師に還

元される。残る 80％は組合の漁業規制に係る業務等に使用することが認められている152。この他に、漁

業者に対する燃料税の免除や条件不利地域への所得保障、海獣対策助成等も実施されている模様である。 
 

(2) 貿易政策 

 
ノルウェーにおいて、農産物の輸入管理は国内生産物の市場を確保するための中心点な手段と位置付

けられている。農産物の輸入管理の対象は。基礎的農産品（basic agri-products）と、加工農産品（processed 
agri-products (PAPs)）の二つに大別されている153。 
 基礎的農産物に対する輸入管理は、NAA による「行政的関税削減」（一般関税削減及び個別的関税削

減）と、関税割当による関税削減ないし免税によって実施されている。この他、途上国からの輸入に対

する一般特恵関税制度（GSP）も適用される。 
 加工農産品（PAPs）に対する輸入管理、すなわち関税削減はノルウェーが締結している貿易協定に基

づいて実施される。また、ノルウェー国内で生産される果実、ベリー、及び野菜の加工促進のために、

加工産業向けに個別的な関税削減及び免税措置も導入されている。 
 ノルウェーの主要な農産物・加工農産品の関税率は以下の通りである。高関税率の品目は少ないが、

FTA 等によって低関税ないし無税の関税割当が提供される場合がある。中関税率品目は主に農産加工品、

低関税率ないし無税品目はノルウェーで生産されていない品目である154。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
150 Landbruksdirektoratet, Om RÅK-tilskudd (https://www.landbruksdirektoratet.no/no/internasjonal-handel/rak-
tilskudd/om-rak-tilskudd/om-r%C3%A5k-tilskudd#hva-er-raak-tilskudd-)  
151 Directorate of Fisheries ウェブサイト（ https://www.fiskeridir.no/English/Fisheries/Norwegian-Fisheries-
Management/Norwegian-efforts-to-improve-fisheries-exploitation-patterns）  
152 Peter Gullestad, “The “Discard Ban Package” – Norwagian experiences in efforts to improve fisheries 
exploitation patterns”,  2013. 
153 NAA ウェブサイト（https://www.landbruksdirektoratet.no/en/trade/import-regime ） 
154 Government.no, Import tariffs for agricultural products (https://www.regjeringen.no/en/topics/food-fisheries-
and-agriculture/jordbruk/innsikt/handel-med-jordbruksprodukt/importvernet-for-jordbruksvarer/id2364459/)  
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図表 145 主要な農産物・加工農産品の関税率 
（単位：NOK） 

高関税率 中関税率 低関税率／無税 
肉 12.78-144.26/kg 

344-429%/kg 
チョコレート 2.72-7.69/kg ビール、ソーダ 0

ミルク 388-443%/kg 菓子 1.44-6.71/kg コーヒー、茶 0

チーズ 24.68-27.15/kg ピザ 10.26-29.35/kg 砂糖 0-1.41/kg

種子 12.25-29.06/kg ジャガイモ 1.12-2.17/kg 米 0-1.74/kg
  トマト 0-12.21/kg トウモロコシ 0-1.78/kg
  キュウリ 0-7.74/kg バナナ 0
  りんご 0-4.83/kg オレンジ 0-1.74/kg
    ペットフード 0
    香料用等植物

及びその部分 
0

出所： Government.no, Import tariffs for agricultural products 及び Norwagian Customs Tariff 2018 より作成。 
 
 ノルウェーは 1972 年と 94 年の国民投票でいずれも EU 加盟を否決しており、EU 非加盟国である。

94 年の投票後は EU 加盟に関する具体的な議論は行われていない。その理由は、経済的繁栄を享受して

いる中で、EU 加盟により得られる利益に対して国見世論が懐疑的であること、EU 加盟による自国農業

及び漁業への影響に対する懸念等であるとされ、世論は概ね EU 加盟賛成 3 割、反対 7 割で推移してい

る155。 
他方、ノルウェーは EU との間で欧州経済領域（EEA）協定を締結しており、このため競争法、社会

政策、消費者保護、環境や国家援助、政府調達等において、EU ルールとの高次の調整を行ってきた。し

かし、農水産品は EEA 協定に含まれないため、ノルウェーと EU は 1993 年の EEA 協定締結後、EEA 第

19 条に基づき、2 次にわたって農水産品に関する関税引き下げ交渉を行い、その結果、2012 年 1 月よ

り、非センシティブ品目について相互に関税を撤廃するとともに、新たな関税割当が設定された。また、

ノルウェーはいくつかのセンシティブ品目について EU 側の関税削減を獲得している156。さらに、2017
年 4 月には、オリーブや飼料用トウモロコシ、ベリー、ペリエやサイダー等を含む 36 のタリフライン

について相互に関税を撤廃し、ノルウェーは肉や乳製品、穀物、野菜、観用植物等について EU に対す

る関税割当を拡大すること（肉について 1,600 トン、乳製品について 1,200 トン（チーズ）を追加）、EU
側もノルウェーに対して、各種鶏肉、保存肉及び内蔵、乳製品等の関税割当を新たに 700 トン提供する

ことが合意された157。 
  また、EEA を補完する第三議定書（Protcol 3: Concerning products referred to in Article 8(3)(B) of the 
Agreement）によって、農産加工品貿易における EU の関税率とノルウェー及びアイスランドの関税率が

規定されている。EU 側の関税は、多くの品目について無税であるが、ペクチン類、マーガリン、スウィ

ート・コーン、ジャム類、調理済食品、エタノール及び蒸留酒、ビネガー、タバコ、香料、カゼイン類

は課税対象となっている。他方、ノルウェーにおいては、乳製品、卵、穀物、ジャガイモ及び肉等の RÅK
補助金対象品目に加えて、冷凍ラズベリー等の果実を原材料として使用した農産加工品の関税率が記載

されている158。 
 第三議定書は、また、EU 及びノルウェーの双方が、当議定書に記載されている品目について、世界

価格との差額を補償するために、払戻金や補助金を支給することを容認している（第 3 条）。 
 この他、農水産物の貿易戦略としては、貿易産業漁業省が「輸出及び国際化戦略（Strategy for Export 
and Internationalisation）」（2017）を発表しており、この中に農水産物の輸出促進に係る施策がいくつか含

まれている159。 

                                                        
155 外務省「ノルウェー王国基礎データ」（https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/norway/data.html#section2） 
156 European Commission, “Norway: Bilateral relations in agriculture”, last update November 2014.  
157 European Commission, “EU and Norway conclude negotiations to enhance trade of agriculutural products”, 7 
april 2017 (https://ec.europa.eu/info/news/eu-and-norway-conclude-negotiations-enhance-trade-agricultural-
products-2017-apr-07_en)  
158 -EEA Agreement- Protocol 3: Concerning products referred to in Article 8(3)(B) of the Agreement, 6.12.2018. 
159 例えば、高品質農産物の輸出促進、農産物輸出志向の高い企業の支援（海外訪問団への参加等）、FTA の締結もしく

は更新による市場アクセスの改善、農業と食品産業の持続的なグローバル・サプライチェーンの強化、水産業の強化推

進等 



 

141 
 
 

さらに、ノルウェー水産省管轄下の団体であるノルウェー水産物審議会（Norwagian Seafood Council: 
NSC）は、ノルウェー国内及び世界においてノルウェー水産物に対する関心と意識の向上を図ることを

目的として、ノルウェー国内においては輸出業者の認可・登録からノルウェー水産業界に対しての情報

提供を行うと共に、日本を含む世界 20 カ国以上で活動を展開し、ノルウェー水産物のジョイント・マ

ーケティングを実施している160。 
 
 

5.3. ノルウェーと第三国との FTA（既結、交渉中、交渉予定）の概要 

(1) 概況 

2016 年 6 月末の時点で、ノルウェーは 40 カ国と 29 の二国間 FTA を締結しており（EEA、共同協力

宣言（Joint Declaration of Cooperation）を含む）、12 カ国・地域と交渉中である161。また 29 の FTA のう

ち 27 の FTA は欧州自由貿易地域（EFTA: European Free Trade Association）として締結したものである。 

図表 146 FTA 締結状況 

 
出所：ノルウェー政府ウェブサイト 

 

図表 147  EFTA・ノルウェーの締結済・交渉中 FTA 等 
EFTA 締結済 FTA 欧州 

アルバニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ジョージア、マケドニア、モンテ

ネグロ、セルビア、トルコ、ウクライナ 
米州 
カナダ、中米諸国（コスタリカ、グアテマラ、パナマ）、チリ、コロンビア、

エクアドル、メキシコ、ペルー 
アフリカ・中東 
エジプト、湾岸協力会議（GCC）、イスラエル、ヨルダン、レバノン、モロ

ッコ、パレスチナ、南アフリカ税関連盟（SACU）、チュニジア 
アジア・太平洋 
フィリピン、シンガポール、韓国、香港 

                                                        
160 NSC 日本事務所ウェブサイト（https://seafoodfromnorway.jp/articles/ノルウェー水産物審議会とは/） 
161 ノルウェー政府ウェブサイト（ https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/handel/nfd---
innsiktsartikler/frihandelsavtaler/partner-land/id438843/ ） 
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共同協力宣言 モルドバ、モーリシャス、ナイジェリア、モンゴル、ミャンマー、パキスタ

ン 
交渉中 FTA メルコスール、インド、マレーシア、インドネシア、ベトナム 
交 渉 中 断 中
FTA 

アルジェリア、ロシア・ベラルーシ・カザフスタン、ホンジュラス、タイ

ノルウ

ェー 
締結済 FTA フェロー諸島、グリーンランド 
交渉中 中国 

出所：EFTA, “Free Trade Agreements and Trade Relations by Country”, http://www.efta.int/free-trade/free-
trade-agreements; ノ ル ウ ェ ー 政 府 , “ Norges frihandelsavtaler ” , 
https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/handel/nfd---innsiktsartikler/frihandelsavtaler/partner-
land/id438843, accessed September 7, 2018. 

EFTA は、現在ではノルウェー、スイス、アイスランド、リヒテンシュタインの 4 か国が加盟する政

府間機構である。欧州経済共同体に参加しなかった英国を中心とする 7 か国（英国、オーストリア、デ

ンマーク、ノルウェー、ポルトガル、スウェーデン、スイス）により 1960 年に設立された162。 
EFTA は域内の貿易障壁を撤廃した自由貿易地域である。域内では鉱工業品の関税は撤廃され、農産

品の関税は二国間協定に基づいて一部が撤廃されている。EFTA を単位として第三国と FTA を結ぶ方式

を多く用いており、ノルウェーにおいてもこれが大半を占めている。この方式の場合、FTA で統一的に

カバーされるのは鉱工業品や加工農産品に限られており、一次農産品の扱いは EFTA 各国が個別に締結

する協定に定められている163。 
 

(2) EFTA-韓国 FTA の概要 

ここではノルウェーが EFTA を通じて締結している韓国との FTA を概観する。韓国は EU と FTA を

締結している点や、米が重要品目である点などの日本との類似性を考慮すると、ノルウェーが FTA を締

結している相手国の中で日本が示唆を得やすい事例だと考えられる。 
 
EFTA は 2005 年 12 月に韓国との FTA164（以降、「EFTA-韓国 FTA」とするが、本節内では「FTA」と

省略する場合がある）に署名した。この FTA は、2006 年 9 月に発効した。構成は以下のように物品・

サービス貿易、政府調達、競争政策、知的財産などを含んでいる。 
 

前文  
第 1 章 一般規則（General Provisions） 
第 2 章 物品貿易（Trade in Goods） 
第 3 章 サービス貿易（Trade in Services） 
第 4 章 金融サービス（Financial Services） 
第 5 章 競争政策（Competition） 
第 6 章 政府調達（Government Procurement） 
第 7 章 知的財産（Intellectual Property） 
第 8 章 運営制度規程（Insutititional Provisions） 
第 9 章 紛争解決（Dispute Settlement） 
第 10 章 終条項（Final Provisions） 

   
しかしながら、第 2 章の物品貿易の対象は HS コード第 25 類～第 97 類となっており、多くの農林水

産物、食料、飲料をカバーする HS コード第 1 類～第 24 類は対象外とされている165。そのうえで、加工

                                                        
162 EFTA, “The European Free Trade Association”, data unspecified, https://www.efta.int/about-efta/european-free-
trade-association, accessed February 8, 2019.  
163 平澤明彦「スイス農業政策の EU 対応‐EFTA から農産品 FTA まで‐」『農林金融』2007 年 7 月、46 頁; 作山巧

「スイスの FTA 戦略から学ぶもの」『農林水産政策研究所レビュー』2009 年 1 月、37 頁。 
164 EFTA・韓国いずれの公的 HP にも、この協定を FTA とする表現が見られるため、本報告書中でもその表記に倣っ

ているが、内容面ではより幅広い経済関係の強化を図る EPA（経済連携協定）と解することができる。 
165 さらに、協定の附属文書Ⅲで第 25 類～第 97 類の中からも除外品目を指定している。除外品目は国により異なる

が、一例を挙げるならば、牛乳に含まれるたんぱく質の一種であるカゼイン（第 35 類）は 4 か国（ノルウェー、リヒ
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農産品（PAPs）については附属文書Ⅳで、水産品については附属文書Ⅴで取り決め内容を定めている。

そして、その他の基礎的農産物、すなわち HS コード第 1 類～第 24 類から、附属文書Ⅳ・Ⅴで定める加

工食品と水産品を除いたものは、それぞれの加盟国が韓国との二国間協定により定めることとなってい

る。 

図表 148  EFTA-韓国 FTA における農林水産物・食料・飲料の扱い 
文書 内容 

第 2 章 
物品貿易について定める。対象は HS コード第 25 類～第

97 類166。 

附属文書Ⅳ 
加工農産品について定める。EFTA は該当品目につき EU と

同等もしくはそれ以上の優遇措置を与えることを約束。 

附属文書Ⅴ 
水産品について定める。EFTA は該当品目につき関税即時

撤廃を約束。 
EFTA 加盟国ごとの韓国と

の二国間協定 
基礎的農産物（HS コード第 1 類～第 24 類のうち、附属文

書Ⅳ・Ⅴに記載がないもの）の貿易について定める。 
出所：.EFTA, “EFTA-Korea Free Trade Agreement”, “Annex IV Processed Agricultural Products”, “Annex 
V Fish and Other Marine Products”, “Bilateral Agreements on Agriculture Norway-Korea”, available at 
http://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/korea, accessed Septebmer 7, 2018.  

 
農産物・水産物に関するノルウェー・韓国間の取り決め内容を見ると、以下のような特徴を指摘でき

る167。 
 
韓国側 
 主な除外品目はコメ、肉類、酪農製品であるが、羊肉、ヨーグルト・チーズなどの品目で一定の

譲歩を行っている。 
 肉類については、関税削減対象となっている品目数は第 2 類（肉及び食用のくず肉）で 14％、第

16 類（肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の調製品）で 0％である。

羊肉については、発効時に関税を 22.5%から 11.3%に約半減する。 
 酪農品では、関税削減対象となっている品目数は第 4 類（酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の

類に該当しない食用の動物性生産品）の 10％である。ヨーグルトは発効時に 36％から 28.8％に、

チーズのうち「その他チーズ」は 36％から 21.6％に関税を削減する。 
 水産物については、EFTA が第 3 類（魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物）

の関税撤廃を行うのに対し、韓国は第 3 類品目数の約半数にあたる 216 品目で、関税割当、削減

期間の設定（3 年～10 年）、または発効後 7 年以内に関税削減につき協議する（発効時には関税

削減を約束しない）といった措置を設けている。 

 
 
 

                                                        
テンシュタイン、スイス、韓国）が除外品目に指定している。 
166 物品貿易の関税削減スケジュールは、双方とも協定発効時の撤廃が基本となっているが、韓国側は 4 グループに分

けて撤廃期間や関税撤廃を約束しない品目を設定している（①B1: 発効時に基本税率の 75％に削減。毎年漸減後、

2009 年 1 月 1 日に撤廃。②B2: 発効時に基本税率の 83％に削減。毎年漸減後、2011 年 1 月 1 日に撤廃。③B3: 発効

時に基本税率の 87％に削減。毎年漸減後、2013 年 1 月 1 日に撤廃。④R: 発効から 3 年以内に加盟国代表からなる

Joint Committee にて関税撤廃について協議。その後、必要があれば 2 年間の期間をおいて協議継続。その間、韓国は

EFTA 参加国に対し FTA に基づく特恵措置を適用する）。 
167 EFTA-韓国 FTA 及び基礎的農産物に関するノルウェー・韓国の二国間協定の締結・発行当時の関税品目体系のバー

ジョンは HS02 であるが、以下の記述においては Comtrade で情報が利用可能な HS12 の品目数を用いた。加工農産品

の EFTA 関税削減品目については、EFTA, “Duties applied on processed agriculture products originated in the 
European Union, when imported into Norway – 2014. Examples included”, January 24, 2014, 
http://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/free-trade-relations/protocols-and-
annexes/26337v6Norwegian%20information%20on%20processed%20agricultural%20products.pdf, accessed 
September 7, 2018.を参考にした。 
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ノルウェー側 
 2016 年の MFN 実行税率は農産品単純平均で約 40％、うち動物製品は 118.0%（無関税品目は

13.3%）、酪農品は 120.9%（同 0%）となっている。 
 韓国との協定においても、酪農品ではヨーグルトの一部品目について EEA と同様に MFN 実効税

率をおおよそ半減させた以外は除外されており、肉類についても除外品目となっている（第 2類、

第 16 類の関税削減対象品目はいずれも 1%程度）。 
 一方、第 6 類（生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品並びに切

花及び装飾用の葉）、第 7 類（食用の野菜、根及び塊茎）、第 8 類（食用の果実及びナット、か

んきつ類の果皮並びにメロンの皮）、及び第 20 類（野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製

品）については、二国間協定に基づき一定の関税削減を行っている。第 7 類では品目数の約半数

にあたる 73 品目が、第 8 類では約 6 割にあたる 77 品目が二国間協定に基づき関税撤廃となって

いる。 
 水産物については、第 3 類の全てを含む品目について発効時に関税撤廃168を行っている。 

これらの取り決めにより二国間の貿易に影響が出たと推測されるのは、ノルウェーの韓国に対する水

産物の輸出増加である。ノルウェーの水産物輸出全体として増加傾向にある中で、韓国向け輸出の全体

に占める割合は増加しており、また、韓国から見た水産物の輸入相手の順位（輸入額順）でも、ノルウ

ェーは FTA 発効前（2005 年）の 9 位から、2017 年には 4 位へと存在感を増している。韓国側の関税削

減が一定程度この結果に寄与していると考えることができるだろう。一方、韓国にとっては初の先進国

との FTA であり、南米・アジアに次ぐ欧州市場への橋頭堡としての意味合いを持つとの指摘がある169。 
 

図表 149  ノルウェーの韓国向け水産物の輸出額及び輸出額に占める韓国の割合（百万ドル・％） 

 
出所：UN Comtrade Database（https://comtrade.un.org/data、2018 年 9 月 7 日アクセス）より、ノルウ

ェーの HS 第 3 類の輸出額を抽出し作成。 

 
 
 
 
 

                                                        
168 スイス、リヒテンシュタインは一部除外品目を設けている。 
169 奥田聡「付録 1-韓国が関わるその他の FTA 付録 2-韓米 FTA の短期的影響測定に関する補論」『韓米 FTA‐韓国対

外経済政策の新たな展開』2007 年、89 頁。 
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図表 150  韓国の主な水産物輸入相手（金額上位 10 位まで、百万ドル） 
輸入額 
順位 

貿易相手 
輸入額 

（2005 年） 
貿易相手 

輸入額 
（2017 年） 

1 中国 823 中国 1,026 
2 ロシア 275 ロシア 860 
3 日本 161 ベトナム 560 
4 米国 140 ノルウェー 333 
5 ベトナム 130 米国 228 
6 タイ 102 日本 131 
7 その他アジア 61 その他台湾 105 
8 カナダ 38 チリ 102 
9 ノルウェー 29 タイ 99 

10 インドネシア 26 カナダ 98 
出所：UN Comtrade Database（https://comtrade.un.org/data、2018 年 9 月 7 日アクセス）より、韓国の

HS 第 3 類の輸入額を抽出し作成。 


