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4. フランス新農業・食品法の動向 

※本項では、特に断らない限り現地調査での有識者からの聞取りによる記述である。 

 

法の成立背景及び実施状況 

2010 年に施行された「農業近代化法」において、農産物価格の乱高下を回避し、生産者に公正な報酬

を与えるために特定分野（牛乳、山羊乳、生鮮果樹野菜分野）での農業生産者と買い手との販売契約を

義務化した。しかし、実際には契約化が進まず、また罰則も無いために実効性が疑問視されていた。 

生産者と買い手との不平等な力関係を批判する世論を受け、2017 年に発足したマクロン政権は、主

要政策の一つに農業者の所得向上を掲げ、所得向上が改善しなかった原因として、付加価値がサプライ

チェーンの川上にいる農業者に適正に還元されてこなかったことを理由として挙げた。 

これを受け、同年 7 月以降、選挙公約であった農業団体、量販店等、農業・食品関係者が参加した「食

料全体会議（États généraux de l’alimentation）」を開催した。同会議の内容が取りまとめられ、2018

年 1 月 31 日に新農業・食品法の法案が提出された。 

2018 年 5 月には、フランス下院（国民議会）で第 1 回目の審議が行われ、同年 10 月、法案修正を経

て再審議が行われた。同年 11 月 1 日、「フランス新農業・食品法71（以下「Egalim 法」）」として公布さ

れた。 

 

法案の問題提起の根底には、フランスの食品サプライチェーンにおいて、農家・生産者への圧力が大

きく、所得が減少する傾向にあったことが挙げられる。例えば、小売業者の店舗の特売期間中に消費者

の目に付きやすい位置に商品を置き、広告に掲載してもらうことで量が捌けることから、交換条件とし

てディスカウントに合意する生産者が存在する。 

特にフランスの小売業界は、6 社の大手スーパーマーケットが食品小売の 90%以上のシェアを占める

寡占市場となっており、小売の権限が強い。牛肉・豚肉部門に至っては 50～70%が 1 社の大規模加工業

者に寡占されている。こうしたフランスの食品流通システムが加工業者・流通業者に絶大な力を与え、

生産農家へ圧力をかけることで生産者が得るべき利益が減少しているとの認識があった。これを是正す

るため、流通業者間の価格競争を法により規制することへの必要性に関する議論が高まったことが

Egalim 法成立の背景となっている。 

 

フランスでは、UTP は国内法には転換されていないが、UTP 指令を欧州レベルで擁護してきた。な

お、フランスの生産者に対する保護は EU 指令の先を行くものであると関係者は認識している。 

他方、EU 指令であれば、フランス国外で活動する自国企業や組織（カルフール社、ルクレール社と

                                                   
71 正式名称は「農業及び食料分野における商業関係の均衡並びに健康で持続可能で誰もがアクセスできる食料のための法律（La 

loi n° 2018-938 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, 

durable et accessible à tous）」である。 
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いった大手小売業者による中央購買組織（Centre d’Achat）等）にも同一ルールが適用されるので、農

家にとってもメリットはある。 

現在、フランスでは、UTP 指令の内容の一部は国内法化以前に適用されているが、法制化が待たれる

ものもある。例えば、既存の法であっても新たな指令に対し、適切ではない部分も出てくるため、そう

した箇所については修正が必要となる。 

 

 

2019 年 4 月 24 日の閣議において、フランス農業大臣は Egalim 法に関連し、農家の収入是正と農薬

使用削減を目的として、①農薬の販売活動と助言体制の分離、②農業協同組合の管理強化、③過度の低

価格について、3 つのオルドナンス（委任立法）を説明した72。同日、これらのオルドナンスが制定され

た。 

2019 年 6 月 5 日、フランス上院（元老院）の経済委員会（Commission des Affaires économiques）

において、フランス新農業・食品法施行のための会合が開かれ、生産者団体を含め具体的な実施策につ

いて議論された。 

 

Egalim 法は食料全体会議の議論を基に制定されているため、「農業」というよりは「食品」に関する

法である。幅広い世論が注目しており、特に、農家への適切な報酬の確保と品質に焦点が置かれ、議論

を重ねている。しかし、原産地や生産コストの適切性が十分に考慮されているとは言い難い。 

同法の最も重要なコンセプトは、サプライチェーンの川下の流通業者の数値をベースとして生産農家

の所得を決定するのではなく、川上の農家の生産コストをベースとして、流通業者に対する価格競争ロ

ジックを逆転させることである。そのため、同法の作成過程において、サプライチェーンのすべての関

係者との協議を重ね、コンセンサスを得たが、法律の施行後に必ずしも流通業者がルールに沿ってビジ

ネスを行っているとは限らない。 

 

 

法の具体的内容 

Egalim 法は主に以下のテーマにより構成される。 

① 農業生産者と取引相手との適正な商業関係：適切な付加価値の再分配による生産者への相応の収

入の確保、不当廉売の禁止 

② 食品の品質・地産地消：産品の衛生面、環境面及び栄養面における条件の改善の他、農薬使用の

削減やフードロス対策も含まれる 

③ 動物福祉の強化 

④ 健康に寄与し、信頼性及び持続可能性の高い産品の促進 

⑤ 食料分野におけるプラスチックの使用の減少 

 

 

                                                   
72 2019 年 4月 24日付 フランス農業・食料省プレスリリース参照 
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Egalim 法の構成を下表に示す。 

図表 4-1：Egalim 法の構成 

第一編 農業及び食料分野における商業関係の均衡を改善するための規定 
第 1 条～ 

第 23 条 

第二編 

健康的、高品質、持続可能性な食

品への 

すべての人のアクセス可能性及

び動物福祉の尊重を推進するた

めの措置 

第一章 健康な食品へのアクセス 
第 24 条～

第 66 条 

第二章 動物福祉の尊重 
第 67 条～

第 73 条 

第三章 
すべての人の持続可能な食

品へのアクセス強化 

第 74 条～

第 92 条 

第三編 農業分野における簡素化のための措置 
第 93 条～

第 95 条 

第四編 移行規定及び最終規定 
第 96 条～

第 98 条 

出所：Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur 

agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous73 

 

このうち、農業生産者と取引相手との適正な商業関係については、生産コストをベースとした価格形

成を目指し、毎年 6 月頃に発表される、製品の価格及びマージンの形成観測（OFPM）価格を参考に、

農業団体や加工・流通業界に呼びかけ、生産費や価格の指標を作成するように要求している。 

食品の品質・地産地消に関しては、2022 年までに団体食堂における食事の 50%以上を有機農業、環

境に配慮した産品等を使用し、全体の 20％以上を有機農産物の割合とすることの他、2021 年 7 月 1 日

からフードロス削減のためにレストランにおいて持ち帰りバッグを義務化すること等が盛り込まれて

いる。 

 

 

2019 年 4 月 24 日の閣議において、フランス経済・財務大臣も Egalim 法に基づき、①過度の低価格

への責任ある対応、②大規模小売業者の生産者等、売り手との関係における不当な対応（競争制限的慣

行その他の禁止行為）を制裁する担当大臣の権限の強化に関する商法の改正を含む 2 つのオルドナンス

を説明した。なお、②のオルドナンスにおいては、①著しい不均衡、②一方的な優越的地位、③突然の

商業関係の断絶に関する簡素化及び強化が主な内容となっている74。 

 

なお、2019 年 9 月 25 日、フランス議会下院の「サプライヤーとの商業関係における大規模小売業者

と業界の状況及び慣行に関する調査委員会」は、Egalim 法の施行後 6 ヶ月間の大規模小売業者とサプ

ライヤー（農家、食品加工業）の動向に関する調査報告書を発表した。同報告書では、Egalim 法は生産

者と取引相手との商業関係の適正化についてある程度の効果を上げているものの、十分効果的に機能し

                                                   
73 “Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et 

une alimentation saine, durable et accessible à tous”: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=702D1C4C41DBFB79B23245B3C2C59A06.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTE

XT000037547946&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037547943 

74 2019 年 4月 24日付 フランス農業・食料省プレスリリース参照 
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ていないとして、41 の追加的な提案を行っている。 

 

フランスでは、1996 年に、再販価格の水準（最低保障価格：SPR）を導入し、商品の供給者から購入

した価格を下回る価格での製品の販売を禁止している。食料全体会議での議論の結果、現在の基準価格

（購入価格）では、流通業者にとって不可避のコスト（物流コスト、人件費、輸送費等）をカバーする

ことは不可能との結論に至っている。そのため、Egalim 法による措置によって、今後 2 年間は試行的

に当該基準価格を 1 割引き上げることにより、付加価値の創造を促進し、サプライチェーンの川上から

川下まで付加価値を公正に分配することとしている。なお、同法は食料品のみを対象としている。 

 

Egalim 法では、流通段階における安売り競争に一定の歯止めをかける効果も期待されている。これ

は、不当な廉価で産品を販売することによって付加価値を逸失し、農産物の適正価格に対する消費者間

の水準の喪失に繋がることが懸念されるためである。 

同法では、食品の値引きの水準は、価格ベースで 34％、量ベースで 25％以下に制限される。したが

って、例えば、1 つの商品を購入すれば、1 つの同一商品が無料という販売促進は許容されないことに

なる。この対策は 2 年間の試行期間を設けており、不当廉売抑制のための監視装置として位置付けられ

ている。 

 

指標の作成について 

Egalim 法は、価格設定の際は生産者の生産コストを反映させるべきとの要求に従い、サプライチェ

ーンのすべての関係者との協議を経て成立した。その際、生産コストの指標となる情報をどのように取

得し、データを提供するかという点についても議論された。 

生産者と流通業者が契約を締結する際には、価格について言及する必要があるが、その価格を決定す

る際に「参照可能な指標」が存在する。 

この指標は政府によって設定されるものではない。というのも、もし政府が市場価格を決定すれば

CAP 等、EU の規則に違反することになり、政府として公式に指標を示すことはできないためである。

また、すべての農産物に関し、政府が農家の生産コストの最低基準を示すと、それが基準値となってし

まうため、そのような事態も避ける必要がある。同様の理由から、政府系機関である生産者マージン観

測（OFPM）（後述）もすべての農産品についての基本的な価格を示すことはできるが、基準となる価格

を示すことはできない。 

そこで、各部門の業際団体（interprofession）が生産に関わるコストや価格を各関係者に提示してお

り、それが各部門の指標となる。ただし、それらの価格はあくまでも参考情報であり、使用することは

義務ではない。義務化すると競争法に抵触するおそれがあるためである。 

なお、固定価格ではないが、政府が相場を示すことはある。例えば、穀物価格については、ルーアン

港の相場を基に、年間の需要と供給に沿って相場が示されている。また、農業会議所（APCA）も指標

を有しており、地域によっては、当該地域の農業会議所が生産コスト等をウェブサイト上で公開してい

る。 
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参照可能な指標は業際団体（interprofession）作成し、市場価格と生産コスト（作成しない団体もあ

る）を発表する。指標は、地域毎に作成されることもあるが、基本的に全国価格となっている。参照可

能な指標は品目別（ブロッコリー、セロリ等）に存在し、各業界の業際団体（interprofession）と技術

研究所が、部門毎に典型的な農家を調査し、適宜修正を加えながら平均的な指標を作成する。 

なお、一部の加工業者・流通業者が指標を認めないケースがある他、契約自体が有効であっても、指

標が反映されていないケースもある。加工業者・流通業者が指標を拒否する場合、生産者は調停官

（mediateur）を通じて不服申立てができるが、その際の証明は農家自身で行う必要があり、事務作業

に 3～4 か月を要する。月毎に売り捌かなくてはならない農産品を抱える農家にとっては現実的ではな

く、加工業者・流通業者が提示する価格で販売せざるを得ない状況にある。 

 

指標の種類について 

フランス農業・食料省が業際団体の提示する指標をリスト化してはどうかという意見もあるが、前述

のとおり、政府が指標を示すとその指標を参照指標として遵守することが義務化するおそれがあるため、

政府はリストを作成していない。農業・食料省はあくまでも競争市場の警察としての役割を担っている

と認識しており、すべての指標の種類や数を把握していない。 

 

指標の品目 

生乳、牛肉、穀物、野菜等、主要な品目についての指標が存在するが、伝統的な農法で栽培されたも

のに限るため、有機農法についての指標は存在しない。有機農法については、既に固定価格が存在する

ことが多く、指標を設定することは困難である。 

他方、2019 年頃から有機農法についての指標を出そうという動きもある。指標の設定に当たり、必要

なデータの種類、価格の決定方法、有機農産品への適用方法については様々な議論がある。 

 

指標の適用について 

サプライチェーン上の契約における金額について、契約当事者が合意していれば、生産コストや業際

団体の参照指標を考慮する必要はない。もし金額が合意に至らないのであれば、生産コストや市場価格

を参考にすることもあるが、価格決定の方法に定まったルールはない。しかし、契約書には、価格を決

定する際に用いる指標について必ず言及しなければならないため、生産コストや市場価格が不明である

場合は業際団体の参照指標を参考にする場合が多い。 

 

もし、契約上の価格に不服である、価格が著しく生産者に不公平である等の場合は調停官（mediateur）

に相談することが可能である。調停官は生産コストや市場価格に鑑み、価格の公平性を判断する。 

Egalim 法制定前は、流通業者や加工業者から契約条件を提示されてきたが、同法では、新たに生産

者側から契約の価格を提示することができるようにした。生産者が示す価格が不服である場合、相手方

は書面にて不服の理由を示さなければならない。また、交渉がまとまらなければ、調停官に相談するこ

とも可能である。 
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なお、価格設定の際、指標が機能している部門と機能していない部門が現れ始めている。指標が機能

している部門とそうではない部門の例を下表に示す。 

 

 

図表 4-2：指標が機能している部門と機能していない部門 

機能している部門 牛乳 

 2015 年のクォータ制度廃止後、契約のあり方に関する

分析を実施 

 Egalim 法制定前から生産コストとマージンを考慮した

指標を設定 

 牛乳の加工業者は組合と民間企業が半々であり、民間の

不公正な商取引がマスコミに取り上げられ、世論のバッ

シングに遭ったことから、指標を受け入れやすい背景が

あった 

機能していない部門 食肉 

 と畜・加工の 70%を一社が独占 

 指標を拒否した場合、組合や生産者団体は他に牛を処理

する先が無く交渉が難航するおそれ 

出所：APCA へのヒアリング調査よりみずほ情報総研作成 

 

指標が機能している部門として、牛乳が挙げられる。酪農部門については、公益団体である、全国酪

農経済センター（CNIEL）がフランスの業際団体として Egalim 法施行前から指標を出していた。同団

体は、生乳の他にも、チーズ、バター、粉乳の指標を提示している。 

他の部門においても、牛乳をモデルに指標を設定すべきという議論があるが、部門毎に状況が異なる

ため、そのまま応用することは現実的ではない。 

Egalim 法は全作物を対象としているが、特に重視されたのは、生乳と畜産（牛肉、豚肉）である。ま

た、野菜・果実のディスカウントも多くみられる（例：リンゴ 1 ユーロ／kg）ことから、立案者によっ

て同部門も対象となった。他方、指標設定がこれまでの取引形態と合わない部門もある。例えば、穀物

は先物市場・商品市場に基づく契約で取引が行われるため、Egalim 法の一定の方法にはそぐわないと

の意見もあり、現在も穀物部門では議論が継続している。 

 

指標の決定方法は、酪農部門の場合、まず CNIEL が酪農家に広いネットワークを持つフランスの畜

産研究所（Idele）に調査協力を依頼する。Idele は、自身の調査分析ツールを用いて酪農家の経理情報

から原価を考慮し、農業経営者が最低賃金の 2 倍の金額を得られるように適切な価格を算出する。その

後、CNIEL は欧州委員会に対し、算出された価格が合法で問題がないかを確認し、指標を確定する。な

お、生産コストについては、平野部、山岳部、有機の 3 種類の指標があり、それぞれに価格推定額を決

定している。 

ただし、消費者販売価格のようなマクロデータや農家の支出（農地のコスト、飼料コスト等）の指標

は入手可能だが、実際の契約における個々の価格を把握することは困難である。 
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調停官（mediateur）は複数の官僚によって構成されている。各構成員の得意分野は存在するが、部

門毎に専門が分かれているわけではない。 

生産者は加工業者との合意がみられない場合、調停官に相談することができる。調停官は生産者と加

工業者間の合意を図るよう調停することで、Egalim 法の規定遵守を促進することが期待されている。 

調停官システムを最も利用しているのは酪農部門といわれる。生乳は月毎のスポット市場で価格が決

まるため、関係者間で意見の相違が生じやすいことが理由として挙げられる。例えば、2019 年にフラン

ス最大手の乳業者であるラクタリス社と同社に生乳を納入している 15 の生産者団体で構成される

UNELLは価格交渉において合意に至ることができなかったため、調停官に依頼して妥協点を見出した。 

調停官による調停プロセスの流れを下図に示す。 

 

 

図表 4-3：調停官の調停プロセス 

出所：フランス農業・食料省ウェブサイト75からみずほ情報総研作成 

生産者マージン観測（OFPM）は、2010 年に農業・食料省によって、基本的な農産品について、生産

コスト、産業価格、消費者価格、流通コスト等のサプライチェーン上の付加価値を分析するために設置

された。分析結果については、毎年 4 月又は 5 月に価格に関する報告書を議会に提出している。 

独自の分析手法を持つため、OFPM が参照可能な指標を提示する最も適切な機関ではないかという意

見もあるが、公的機関が指標を提示すると、それがあらゆる契約のベースとなってしまうおそれがある

ため、政府としては公式な指標を発表していない。 

なお、OFPM は公的機関であり、指導的な立場にあるため、流通業者や生産者の業界団体に対し、マ

ージンやコストに係る価格を提示するよう求めることもある。 

                                                   
75 フランス農業・食料省” La médiation des relations commerciales agricoles de l’amont agricole à l’aval alimentaire”: 

file:///C:/Users/1730959/Downloads/190531_plaquette_mediateur%20(1).pdf 

1. 申請受付 申請者からの情報提供 申請から数日以内

2. 許容性分析 資料収集、申請者との二者面談により申請の許容性を分析
申請受領確認後

15日以内

3. 指示 各当事者との意見交換、補足資料の収集
申請受領後
1か月以内

4. 調停の正式化
申請者の最終証拠の受領に係る正式な合意を
両当事者に対し要請

5. 調停官の仲介
調停官の仲介の下、友好的な合意に達するための
当事者間交渉（※）

最終書類受領後
2か月以内

6. 結論
調停解決または（合意が得られなければ）調停官の
意見・勧告

※生産者と流通業者間の場合：調停官が派遣される内部調停
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Egalim 法では、2022 年 1 月 1 日までに団体食堂における食事の 50%以上に高品質で持続可能な製

品を使用し、20％以上に有機製品を使用するよう促進している。団体食堂はフランス人の食事に欠かせ

ない存在である。フランスには約 8 万の団体食堂があり、毎年 30 億食以上の食事が提供され、毎日 700

万人以上のフランス人が保育園、学校、大学、保健施設、社会・医療・社会施設、刑務所、官公庁等の

団体食堂で少なくとも一度は食事をしている76。そのため、Egalim 法の施行に当たり、団体食堂との連

携は非常に重要である。 

フランス全国の団体食堂が実施する内容及びスケジュールは以下のとおり。 

 

 

図表 4-4：食品の品質・地産地消に関し団体食堂が実施する内容 

出所："LES MESURES DE LA LOI EGALIM CONCERNANT LA RESTAURATION COLLECTIVE"（フラン

ス農業・食料省、2020 年 1 月） 

 

                                                   
76 2020 年 2月 25日付 フランス農業・食料省プレスリリース参照 
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図表 4-5：食品の品質・地産地消に関し団体食堂が実施するスケジュール 

出所："LES MESURES DE LA LOI EGALIM CONCERNANT LA RESTAURATION COLLECTIVE"（フラン

ス農業・食料省、2020 年 1 月） 

 

全国公共団体食堂評議会（CNRC）は、2022 年 1 月 1 日までに公共団体食堂における食事の 50%以

上を有機農業、環境に配慮した産品を使用し、全体の 20％以上を有機農産物とするため、関係者や地方

公共団体に対し、全国規模での指導及びモニタリング体制を確立すると発表している。なお、この試み

はフランス国立食品審議会（CNA）が協議する、全国食品プログラム（PNA）においても重要な焦点と

なる77。 

 

 

 

                                                   
77 2019 年 4月 25日付 フランス農業・食料省プレスリリース参照 
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2008 年、フランス政府は経済的に効率的な農業を維持しつつ、2018 年までに化学農薬（植物病虫害

防除剤）の使用を 50％削減することを目標として、エコフィト（Ecophyto）計画を開始した。その後、

政府は計画の見直しを行い、2015 年から 2020 年に 25%、2025 年までには 50%の削減を目標とした、

エコフィト計画 II を策定し、代替農法の研究やイノベーションを強化する等、農薬削減の取組を継続さ

せている。 

Egalim 法もまた農薬の使用について定めている（第 83 条）。同条ではまず、ネオニコチノイドにつ

いて、その使用禁止を規定するとともに、その適用手続についてはデクレ（décret、行政命令）に委ね

ている。 

また、2020 年 1 月 1 日から、住居に隣接する地域の近隣及び住居に隣接する娯楽目的の非居住地域

における農薬の使用は、生物的防除製品及び低リスク物質等のみで構成される製品を除き、住民を保護

するための措置を条件とすることも規定している。当該措置は、使用される散布技術等を考慮に入れる

とともに、地形、健康等の状況に適合されるものとする。農薬使用者は、近隣の住民又はその代表者と

相談した後、コミットメントの憲章において当該措置を正式なものとする。当該措置が実施されていな

い場合、又は公衆衛生のために、行政当局は、農薬の使用を制限又は禁止することができる。なお、こ

れらの適用条件については、デクレに委ねられる。 

同法は遠隔操作航空機による農薬の散布実験を行うことについても言及している（第 82 条）。この実

験は農薬散布に係る事故のリスクを最小限にするためのものであり、2021 年 10 月末までに終了する予

定である。実験結果については、フランス食品環境労働衛生安全庁（ANSES）が評価する78。 

 

農薬の使用について、2019 年 6 月 27 日、ワーキンググループが開催され、政府は人家近辺における

農薬の使用に関し、最低限の非使用ゾーン、散布器の種類、住民への事前通告を行うこと等に言及した

案を発表した。本案では、住宅地だけでなく、学校、保育園、病院、養護老人ホーム等への特別な配慮

の他、水源への配慮等も含まれている79。 

 

2020 年 1 月に農薬使用に関する憲章の作成に関する法令が施行される予定であることにあわせ、県

（département）レベルでの農家、住民、政治家等を交えた対話を実施した。エリザベット・ボルヌ環

境連帯移行大臣、アニエス・ビュサン連帯・保健大臣、ギヨーム農業・食料大臣の 3 閣僚は 2019 年 9

月 9 日～10 月 1 日までパブリック・コンサルテーションを設け、一般からも農薬使用に関する意見を

募集した。憲章策定の準備段階として、政府は ANSES に意見を求め、2019 年 6 月 14 日に発表された

意見書では、農薬の製品、農作物、噴射機の種類によって、家屋と農地の距離を提示した。ANSES は、

危険度の高い農薬について、最低 10 メートル、果樹等の背丈が高い作物は 10 メートル、穀物等の背丈

が低い作物は 5 メートルの距離を取るべきと提言している。なお、家屋と農地の距離については、各県

毎に地域の事情を勘案して設定することとなっている80。 

                                                   
78 2019 年 6月 26日付 フランス農業・食料省プレスリリース参照 
79 2019 年 6月 28日付 フランス農業・食料省プレスリリース参照 
80 2019 年 9月 7日付 フランス農業・食料省プレスリリース参照 
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その後、住宅の近辺での農薬製品の使用を規制する憲章を規定するとともに、遵守されるべき最低安

全距離を規定するデクレ（décret）及びアレテ（arrêté、行政命令）が、2019 年 12 月 27 日、制定され

た。今後、政府は 2020 年において脆弱な人々のための場所（学校、保育所、幼稚園、高齢者、病院、

障害者施設等）を保護するために既存の規定を強化することに焦点を当てる。また、政府は Labbé 法81

による禁止の対象となっていないすべての居住地域、特に一般に開放されているマンションやキャンプ

場、ホテル、運動場等における農薬の使用を撤廃するという大きな目標を確認した。これらの規定はま

た、2009 年に計画が開始されて以来、70%減少している非農業用農薬の使用削減を継続することを可能

にするものである。これらの新たな禁止措置の発効日を特定するために、利害関係者間の協議が 2020

年の第一四半期中に開始される82。 

 

農薬使用に関する動向の透明性を確保するため、フランス政府は毎年上半期に計画を監視するための

指標を公表することにコミットした。この指標は、毎年下半期に整理されるものである。例えば、2019

年のデータは 2020 年上半期末から利用可能となる。また、地域別販売データは、オンラインで閲覧可

能となる。上記 3 大臣は、ANSES、フランス国立農学・食料・環境研究所（INRAE83）及びフランス

環境省下の生物多様局（OFB）に対し、監視指標の明確かつ強固な解釈を確保するとともに、計画の全

部又は一部を評価し、必要に応じて農薬の削減政策を強化する計画の改正を提案するため、農薬削減国

家計画に関する戦略方針策定・進捗管理委員会（COS）に対し、科学技術委員会を設置するよう指示し

た。 

 

マクロン大統領の公約に従い、フランス政府は、2020 年末までにグリホサートの使用を非化学的な

代替農法等が存在する場合には禁止する目標を設定している84。 

ANSES が認可した製品の数は、2018 年末の 190 件から 2020 年は 29 件に減少している。INRAE の

推定によると、ワイン栽培における機械による除草の平均追加コストは約 250 ユーロ/ha で、これは総

営業余剰（EBE）平均 7%に相当し、地域や栽培形態によって EBE の 5～11.5%の間で変動する。グリ

ホサート除去による経済的影響は、他の部門についても評価される。これに基づき、遅くとも 2020 年

末までに、ANSES は、非化学的な代替農法等が経済的かつ実務的に利用可能になり次第、グリホサー

トを含有する残りの 29 製品の販売承認を取り消す予定である。 

また、政府は、農薬使用削減のために毎年約 4 億ユーロ（2020 年から 2 億 5,000 万ユーロ増加）を

拠出し、うち 2 億ユーロを有機農業への転換に充てる。また、高性能な農薬散布機器への投資を目的と

したワイン栽培、樹木栽培及び、野菜栽培を支援するため、2,500 万ユーロのプロジェクトの申請受付

                                                   
81 LOI n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire 

national が正式名称であり、2017年 1月 1日から順次施行されている。 
82 2020 年 1月 20日付 フランス農業・食料省プレスリリース参照 
83 INRAE（Institut national de recherche en agriculture, alimentation et environnement ）：2020年 1月 1日から国立農学研究

所（INRA）と国立環境・農業科学技術研究所（IRSTEA）が合併し創設された国立の研究機関。 

84 EU は、2017年 11月にグリホサートの使用認可を特定多数決により更に 5年更新したが、フランス等は更新に反対していた。

マクロン大統領は、同月、フランス政府に対して、グリホサートの使用を、代替策が確保され次第すぐに、遅くとも 3年以内に、禁止

するためあらゆる必要な措置をとるよう求めていた。これを受けて、フランス政府は、2018年 6月 22日、グリホサートの「出口」に

関する行動計画を公表した。この行動計画は、農業者が解決策のないまま取り残されないことを明記しつつ、3年以内に主要な使用を

終了し、5年以内にすべての使用を終了する目標を設定している。 



□平成 31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） 

 

- 102 - 

 

が 2020 年初から開始されている。 

 

Egalim 法の下、生物的防除方法の効果的な利用に関する国家戦略に関するパブリック・コンサルテ

ーション、及び 5 年に 2 回の頻度で実施される勧告の要件を定める政令案（すべての農業者に 2021 年

1 月 1 日から義務化される予定）に関するパブリック・コンサルテーションが 2020 年前半に開始。フ

ランス政府は、こうした一連の課題解決の手法を欧州レベルに適用させることを望んでいる85。 

 

 

関係業界への影響 

農業生産者の収入の回復に関するオルドナンスが 2019 年 4 月に発出されたところであり、その効果

は現時点では明らかとなっていない。2020 年度の価格に関する年次交渉が Egalim 法制定後、初の契約

となるため、交渉が終了する同年春頃には同法の影響や効果が現れるものと期待されている。 

2020 年の年次交渉は 2019 年 9 月に開始したが、9 月～10 月はほとんどの部門で交渉がまとまらず、

Egalim 法の定めにより、調停官に持ち込まれたとされる。 

他方、価格の傾向が変化したとしても、それが Egalim 法の効果であるのか、国際価格の影響である

のか、又は市場動向の変化でるのかどうかを見極めることは非常に困難である。例えば、農業は様々な

要因（グローバル化、天候、農作物の病気等）からの影響を受けている。2018 年と 2019 年の天候は良

好であったとは言い難く、2020 年の価格が同法の影響であるかどうかは判断が難しい。したがって、同

法の効果が現れるのは 2021 年頃と想定する関係者もいる。 

 

Egalim 法の効果について、2019 年 12 月時点では農家の収入と経営状況に改善は見られず、同法は

農家向けに機能していないと農業団体等は感じているようである。実際、2019 年 11 月に農家への待遇

改善や農業が環境負荷を与えているとの批判への抗議から、パリにおいて大規模な農家の抗議活動が行

われた。 

多くの農家は農薬のラウンドアップ（グリホサート）を使用しており、政府が禁止することでフラン

ス産の農産品の競争力の低下を懸念し反対している。また、フランス政府がメルコスール等、外国と FTA

を結ぶと農産物の大量輸入が可能になり、フランスの農業に打撃を与えかねないと懸念している。 

なお、生乳部門と牛肉部門では良い影響が現れ始めている。例えば、生乳部門では、2019 年 4 月 1 日

までにすべての契約に指標を含むことが決められた。 

 

フランスでは価格交渉を毎年 9 月頃に開始し、翌年 3 月 1 日に終了することが法律で定められてい

る。前述のとおり、Egalim 法の影響は、2019 年 9 月に始まった価格交渉において、早ければ 2020 年

春頃に現れると期待されているが、生産コストはまず食品加工業者に反映されるため、サプライチェー

ンの川下にいる流通・小売が生産コストを価格に適切に反映しているかどうかを判断することもまた困

                                                   
85 2020 年 1月 7日付 フランス農業・食料省プレスリリース参照 
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難である。 

価格交渉は 2 段階に分かれる。なお、第一段階と第二段階は同時並行で行われることもあるが、すべ

ての交渉は 3 月 1 日までに終了する。ただし、これは未加工の農産品に関する交渉であり、加工食品や

プライベート・ブランドは除外される。 

 第一段階：生産者と加工業者間の交渉（業際団体、農業団体、加工業者が交渉） 

 第二段階：加工業者と流通業者間の交渉 

 

Egalim 法の観点では、価格は生産者側から築かねばならないとあるが、実際の交渉において当事者

がどのように動くかは未知数である。フランスの農業経営者連盟（FNSEA）は、生産者を尊重する動き

はあるものの、法律の目標とは程遠いのが現実であるとの認識を持っている。 

フランスの小売業界は権限が強く、数千の企業がメンバーとなっている 4 つ中央購買組織（Centre 

d’achat）が中心となっており、農業者は軽視されてきた。これまでの不公平な商取引関係を再構築する

ことは、商慣習・文化的を大きく転換することになるため、時間を要すると考えられる。 
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Egalim 法では、取扱商品の 25％につき、34％以上の値引きを禁止したことから、これまでディスカ

ウントを主な販売戦略としてきた小売業者の中には売上げが下落している業者もおり、販路拡大や輸出

拡大に向かう業者もいる。全体的に不当廉売の閾値は遵守されているが、小売業者は同法の規定に抵触

しない方法で様々なディスカウントを行うようになっている（例：これまでは同一商品を 2 つ買うと 1

つ無料であったが、同一ではない商品を 2 つ買うと 1 つ無料にする、炭酸入ミネラルウォーター2 本で

1 本無料は違法だが、炭酸入ミネラルウォーター＆炭酸無ミネラルウォーターで 1 本無料は違法ではな

い（次図参照））。 

 

 

図表 4-6：不当廉売に対し大型小売店で確認されている回避方法 

出所：フランス上院（元老院）報告書”Rapport d’information de M. Daniel GREMILLET, M. Michel RAISON 

et Mme Anne-Catherine LOISIER au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 30 

octobre 2019 Rapport n° 89 (2019-2020) （2019 年 10 月 30 日）” よりみずほ情報総研作成 

 

すべての食料品が値引き制限の対象だが、流通業界では値引きは常習化しており、行政当局も罰則が

あるにもかかわらず適用を緩くしているとの声もある。 

同法の目的は明確ではあるが、価格交渉の鍵は未だ流通業者にあり、流通システムのロジックを逆転

させるには困難が多い。 

不当廉売の禁止が遵守されているかという点について、フランス議会の上院（元老院）・下院（国民議

会）の委員会が調査を実施している。議会の委員会は小売業者に対し、情報提供を求めることが可能で

ある。その他、国が設置した機関が調査をすることもある。例えば、国が設立した OFPM は価格調査に

ついての報告書を発表する際、サプライチェーンの川上から川下までの関係者を集め、研究成果を共有

している。なお、フランス農業会議所（ACPA）は市況の調査を行っているが、業者に情報提供を求め

る権限はない。 

 

Egalim法施行後、不当廉売への規制に対し大型小売店で見られるようになった回避方法

以前 現在

１つ購入すると
全く同じ商品を
無料で提供

5ユーロで購入すると
次回から全く同じ商品を

2ユーロ値引き

１つ購入すると
類似する商品を
無料で提供

5ユーロ分を購入すると
類似する商品を
2ユーロ値引き

炭酸
ジュース

ジュース
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近年、消費者価格は下降傾向にあったが、2019 年 12 月の発表によると、0.3%上昇した。生鮮食品に

至っては 1.5%上昇している。これは Egalim 法の効果と考えられている。特に不当廉売への対応が影響

したと考えられる。同法によって、不当廉売の閾値が上がり、ディスカウント販売が制限されたことに

より、デフレの連鎖を脱したとみられており、公的政策の初めての勝利との声もある。 

これまで、単に食料品の価格が下がるだけではなく、物価指数に比較して食料品の下降度が大きかっ

たが、同法により価格下落に歯止めがかかり、価格破壊が回避された。 

消費者価格が上昇している一方、農産物販売価格が変化していないという意見もある。その場合、小

売が利益を上げている可能性がある他、加工業者も一部恩恵に預かっているとも考えられる。 

 

一般的な商取引の対象である、ナショナル・ブランド（une marque nationale / une grande marque）

と大手小売業者等による独自のプライベート・ブランド（une marque de distributeur（MDD））では

傾向に違いがある。ナショナル・ブランドはマージンが上乗せされ、価格も上昇したが、MDD はナシ

ョナル・ブランドが上昇した分、小売業者が市場シェアを失わないために自社ブランド製品の原料を供

給する農家に価格を下げさせたといわれている。例えば、チーズ価格は全体では 6%上昇したが、MDD

の価格は下がっている。 

 

基本的に世論は物価上昇を歓迎しないが、一般の支払価格に Egalim 法がどれほどの影響を与えたか

については、専門家であっても研究しなければわからないため、一般消費者にはまず理解されていない

ものとみられる。例えば、前述のとおりナショナル・ブランドの価格が上昇している一方、MDD 価格

は下落したため、両方の商品が並んでいる店頭において消費者は全体としての価格上昇には気付きにく

い。一部の小売業者は Egalim 法によって物価が上がることを非難したが、事例として挙げた食品が日

常的なものではなかったことから、世論への影響はなかった。 

 

Egalim 法の規制により国産品の価格が上昇する場合、競争力の低下に繋がる可能性も懸念される。

しかし、現地ヒアリングによると、既にある程度のブランドとして確立しているフランス産品の競争力

が同法によって変わることはないと関係者は認識していた。なお、フランスへの輸入品も同法の対象で

あるが、輸出品は適用外である。 

なお、フランスへの輸入元国が同法の影響を受けるかという点に関し、輸入品は流通段階で価格を上

乗せされるため、輸入元国の生産者が影響を受けることはない。 

 

フランスの国内世論は農家の所得が低いことを問題視しており、ある程度の価格帯であれば国産品を

指向するようになってきているため、小売が安価な輸入品に大幅に偏るおそれは低いと認識されている。 

なお、フランス国産の農産品価格が上昇することで消費者が輸入品に流れるおそれがあるかという点

については、食料全体会議においても議論されている。しかし、Egalim 法施行後も店頭に並ぶ商品の

80～90%はフランス産で構成されており、設備や品質の観点からもすぐに輸入品に代替されることはな

いと考えられる。なお、フランスで生産されていない製品については、国内事業者との競争が発生しな

いため、問題視されていない。 
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将来的な課題については、長期的な予測が立てられていないため不透明である。食品加工業者の中に

は、使用する原材料（例：パティスリー製品におけるバター等）について、国産品が高価であるため、

ドイツ製やオランダ製等を使用しているところもある。 

 

 

Egalim 法は、フランスにおける公共団体食堂での有機農業、環境に配慮した産品等の割合を 2022 年

1 月 1 日までに 50％以上にすることを定めている。2019 年 7 月 11 日、フランス農業・食料省は、EU

の共通市場機構規則（(EU)No 1308/2013）第 22 条及び第 23 条に規定されている学校スキームを活用

し、学校給食で使用する果実、野菜、生乳及び乳製品を有機農業で生産された、又は地理的表示（GI）

を有する農産物であること等を示す、品質と産地の識別マーク（SIQO）を与えられたものに対し、補助

を行うことを発表した。従来、EU の CAP では果実と生乳を学校に供給するプログラムを EU 広域で

実施しており、2016／2017 年度からは野菜と乳製品を補助対象に追加している86。 

2019 年 7 月 11 日、オーガニック農業全国評議会（CNAB）は、2018 年のフランスにおけるオーガ

ニック農業分野に関する報告会を開催し、公共団体食堂における有機農業産品を使用する割合が 2017

年に比較して 27％増加しており、これは Egalim が成立したことによる影響が大きいと発表した87。ま

た、フードロスの削減と循環型経済の促進のためには、以下の項目についての実施を促進することが必

要と述べている。 

 公共団体食堂及び食品産業はフードロスを削減するために食品を寄付 

 店内で消費されない食品又は飲料について、再使用又は再利用可能な容器を用意88 

 

 

フランスでは、2016 年 2 月 11 日に食品廃棄物削減に関する法律89（以下「2016 年法」又は「ギャロ

ット（Garot）法」が公布された90。同法では、店舗面積が 400 平方メートルを超える大型小売店を対象

として、賞味期限切れ等の理由による商品廃棄を禁止し、事前に契約した市民団体に寄付するか、肥料

や飼料として再利用することが義務付けられ、違反した場合には罰金が科せられるようになっている。

従来、売れ残りの食品は、路上生活者が食べないように薬品をかけて処理してから廃棄する等の措置が

取られていた。これに対し、同法は事業者が食品を廃棄するよりも寄付する方が有利になる枠組を与え

たといえる。 

フードロス対策の主なターゲットは流通業者、消費者、公共団体食堂、レストラン等外食産業である

ため、生産者はメインターゲットではないが、生産者団体にもフードロス対策に取り組む動きがみられ

る。例えば、FNSEA は NPO「SOLAAL」を立ち上げ、慈善団体へ寄付するシステムを構築している。 

                                                   
86 2019 年 7月 11日付 フランス農業・食料省プレスリリース参照 
87 2019 年 7月 11日付 フランス農業・食料省プレスリリース参照 
88 2019 年 7月 9日付 フランス農業・食料省プレスリリース参照 
89 LOI n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire (1)

〈https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032036289&categorieLien=id〉 
90 2016 年法の概説については、岩波裕子（2019）「フランス・イタリアの食品ロス削減法：2016年法の成果と課題」

〈https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2019pdf/20191001003s.pdf〉を参照した。 
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2019 年 10 月 22 日、Egalim 法に基づき、フードロスに関するオルドナンスが公布された。同オルド

ナンスは、2016 年法の規定を団体食堂及びアグリビジネスの分野に拡大することを目的としている。

同オルドナンスの公布から 1 年後の 2020 年 10 月 22 日からは、一日 3000 食以上の食事を提供する団

体食堂と年商 5,000 万ユーロを超えるアグリビジネス事業者は、食料援助団体に対し、まだ食べられる

売れ残り商品を提供する協定を締結するよう義務付けられる。また、当該分野の事業者は、2020 年 1 月

以降、食品廃棄への対応についてのコミットメントを公表しなければならないとされる。 

 

また、フランスの全国公共団体食堂評議会（CNRC）は、公共団体食堂への供給とフードロス対策の

ため、環境・エネルギー管理庁（ADEM）が主導する循環経済と廃棄物管理の最適化ためのオンライン

ツールである「Optigede」を通じ、経験を共有するとともに実践的ツールと方法論的ツールを提供する

よう提案している91。 

 

 

2019 年 9 月 12 日、フランス環境連帯移行省、連帯保健省及び農業・食料省は、フルピラジフロン

（Flupyradifurone）とスルホキサフロル（Sulfoxaflor）の 2 種類のネオニコチノイド系殺虫剤の使用

を 2019 年末までで禁止すると発表した。フランスにおける主な販売元の Corteva AgriScience 社（米

国）は、使用している物質はネオニコチノイドではなく、正しい使用法であれば安全であり、フランス

政府の発言は科学的データに基づかない一方的で不当な国家的措置であると反対の立場である92。これ

ら 2 薬剤の使用禁止のためのデクレ（n 2019-1519）は、2019 年 12 月 31 日官報に掲載され、翌日の

2020 年 1 月 1 日から施行された。 

また、農家の中には農薬使用を禁止される中、当該農薬を使用している他国の農産品と闘うのは不公

平との声がある。現在、フランスの多くの農家は農薬のラウンドアップ（グリホサート）を使用してお

り、政府が禁止することでフランス産の農産品の競争力が低下することを懸念し、反対している。 

 

 

2019 年 12 月現在、Egalim 法の酪農部門への影響はまだみられない。同法では、生産者団体・組織

が買取条件を加工業者と交渉する際、生産コストを考慮した価格設定にすべきとしているが、法律と現

実の運用の間には乖離があり、実施が困難であるのが現状である。 

その背景には、流通業者が不当廉売やディスカウント販売制限の回避方法を見出していることが挙げ

られる。流通業者はあくまでもナショナル・ブランドにのみマージンを上乗せし、自社のプライベート・

ブランド（MDD）は Egalim 法の適用外となっている。なお、MDD であっても、実際の中身はナショ

ナル・ブランドと同じ加工業者の製品であるケースもある。したがって、Egalim 法は契約化や調停官

の利用等の良い影響もある一方、MDD が同法の逃げ道として乳業者に再注目され、価格の下落が起き

ており、加工におけるマージンが下がっている。 

また、ビジネスにおける商取引は守秘の範疇にあるため、契約内容の公開は義務ではなく、Egalim 法

                                                   
91 2019 年 10月 22日付 フランス農業・食料省プレスリリース参照 

92 2019 年 9月 13日付 IEG Policy 参照 
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の遵守事項が個々の契約に含まれているか否かを確認することは困難である。 

さらに、Egalim 法は酪農部門の 50%の生産量しかカバーしていないとされる。同法の対象はフラン

ス国内において、一般消費者のために加工・販売される生乳に限定されている。したがって、最終的な

製品が EU 諸国や世界市場で販売されるものについては対象外となる。また、食品産業に使用される粉

乳等の他、学校給食も対象外となっている。 

生産者は同法がすべての生産量をカバーすることを望んでいるが、加工業者は可能な限り適用を少な

くすることを望んでいる。生産コストをベースに生産者に支払をすることは短期的には生産者のメリッ

トとなるが、すべての生産量をカバーすると、フランスの乳製品価格が上昇して競争力が下がり、生産

量も下がってしまう可能性もあるため、見極めが重要である。 

なお、全国ラクタリス酪農経営連合（UNELL）とフランスの大手乳業メーカー、ラクタリス社は、Egalim

法における適正な商業関係の構築のため、生産コストを生乳価格に含めることに合意した93。本合意に

は、9 つの生産者組織（OP）に所属する約 4,000 の生産者が関わっており、生産段階におけるコストが

生乳価格に含まれる動きは国内初となる。生産コストについては、生乳の垂直的業種組織（全国酪農経

済業種委員会（CNIEL））が発表する価格データ等を参考に年次交渉の前に毎年レビューを行うとしてい

る。 

 

 

  

                                                   
93 2019 年 9月 12日付 フランス農業・食料省プレスリリース参照 
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フランスの現地企業に Egalim 法についてヒアリングを実施したところ、現地の食品製造業者（A 社）

は、Egalim 法への期待や現状について次のように述べた。 

フランスでは、食品小売業は約 7 割を 4 社のシェアで占めており、小売の権限が強い。実際、A 社も

食品加工業者として、小売業者からの圧力を感じており、Egalim 法に期待していた。しかし、同法施行

後も取引価格に変化はなく、同法によって商取引が改善された実感はない。 

また、原料調達に関し、Egalim 法よりも 20~30 年前から農家と公平な取引をするよう取り組んでい

たため、農家との関係への影響は感じていない。 

フードロス対策については、同法実施前から印刷ミス、期限ミスのある食品を慈善団体である Food 

Bank へ寄付していた。なお、小売は 3 年前から慈善団体への提供を行っている。 

また、同社は食品製造業者という立場から、Egalim 法をビジネス・チャンスと捉えている。公共団体

食堂での地元産／有機食品の 20%、週 1 回のベジタリアンメニューの提供等に同社の商品を使用しても

らえるよう営業している。現場の公共団体食堂（学校、病院等）は同法の存在を認識はしているが、具

体的な対策を実施しているところはまだ少なく、民間企業側から働きかけている状況である。 

 

図表 4-7：現地企業 A 社（食品製造業）による Egalim 法の実施状況への評価 

法の目的・内容 実施状況 

農家・中小企業の 

保護 

商取引に関する農業者の経済的 

利益の保護（特に対小売業者） 

☓ 

（農家は抗議活動を

展開） 

地産地消の推進 △ 

有機栽培食品の普及促進 △ 

地球を守る 

農薬使用を規制することによる 

持続可能な農業の保護 
☓ 

食堂、店舗等におけるプラスチックの使用

制限 
△ 

フードロスの削減 △ 

人を守る 

すべての人に安全・健康・栄養・ 

品質の高い食品を推進 
△ 

団体公共食堂におけるベジタリアンの推進 △ 

出所：現地ヒアリング調査よりみずほ情報総研作成 
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課題と展望 

Egalim 法では、生産コストをベースに販売価格を決め、契約化することを目指している。しかし、同

法は 2018 年 11 月から施行されたため、2018 年 9 月に開始した 2019 年度の価格に関する年次交渉に間

に合わず、2019 年の価格に反映させることができなかった。したがって、2020 年以降の年次交渉におい

て同法の効果が期待されるものの、交渉が難航している部門もあり、すべての農産品に反映されるかど

うかについては未知数である。 

また、生産者への還元も課題として残されている。民間の加工業者は利益を自社のものと考えている

ため、生産者への利益の還元を確保することも困難である。さらに、Egalim 法制定後、同法の適用外と

なる MDD 商品を増やし、マージンを確保している大企業は利益を上げているが、それをどのように農

家に還元するかは明らかになっていない。 

生産者団体等は、時間をかければ同法の目的が達成されると期待しているが、そのためには、以下の

ような項目において、厳格な罰則を流通業者に下す等、フランス政府からの強いメッセージが必要とさ

れている。 

 同法が定めるすべての項目において、規定を遵守させること 

 小売との販売契約において、生産コストを考慮すること 

 様々なディスカウントに関する規定を適用すること 

 

 

2019 年 10 月、フランスの下院（国民議会）と上院（元老院）が相次いで Egalim 法の実施状況に関

する報告書を提出し、Egalim 法の修正を求めている。なお、フランス農業・食料省へのヒアリング調査

によると、政府は現時点で評価を出す予定はなく、同法の影響についてのレポートを 2020 年 10 月頃に

発表するとしている。また、フランス農業・食料省は、生産者、加工業者の代表の他、フランス経済省

と連携してサプライチェーンの川下である流通業者の代表とも定期的に協議を重ねている。 

同法の目的達成のためには、生産者が組織化することにより、価格交渉においてより強い立場に立つ

ことが重要とされており、国内のいくつかの生産者団体は統廃合等により組織力強化に努めている。 

現在、OFPM がサプライチェーン上でのマージンについての分析を進めている。2021 年にはこのマ

ージンの分析結果に基づき、同法の効果が明らかとなることが期待されている。 

Egalim 法はあくまでもツールである。政府はツールを作り、使用法を示す役割を担っていると認識

している。このツールの使用の有無、及び使用方法については、各関係者の判断に委ねられている。
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