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2. 英国の EU 離脱後の影響 

※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。 

 

英国と EU 離脱交渉の動向 

英国議会において、離脱協定案への合意が当初予定されていた 2019 年 3 月 29 日の EU 離脱日に間

に合わなかったため、4 月 11 日に特別欧州理事会は、最長 2019 年 10 月 31 日まで批准のための期間を

再延長することを承認した。同延長に伴い、英国政府は 5 月 23 日に欧州議会選挙を実施し、EU 離脱

を強く主張する新党のブレグジット党が 29 議席を獲得し首位となった。 

2019 年 6 月 7 日にはテリーザ・メイ首相が辞任し、ボリス・ジョンソン元外相が 7 月 24 日に首相に

就任した。9 月 9 日、英国の EU 離脱延期法が成立し、10 月 31 日に合意なき離脱となる懸念は先送り

となった。同法は、4 月の離脱延期法案採決と同じく、離脱延期を法的に義務付けるものであり、EU と

の交渉期限は、欧州理事会の翌日 10 月 19 日に設定され、新たな離脱期限は、2020 年 1 月 31 日となっ

た。その後、10 月 17 日、離脱協定案に関し、ジョンソン首相は移行期間終了後も北アイルランドとア

イルランド間の国境管理を回避する離脱協定案の付属書（バックストップ）の代替案をEUと合意した。 

2019 年 10 月 29 日、英国下院は政府が提出した下院議員選挙を求める法案を可決し、翌 30 日に上院

審議を経て、総選挙が行われることが決定した。これにより、EU 離脱法案の採決は選挙後に持ち越さ

れることとなった。下院は 11 月 6 日に解散し、12 月 12 日、英国下院の総選挙の投票が行われ、与党

である保守党が半数を大きく上回る議席を確保した。同党の勝利をもって、最大の争点としてきた英国

の EU 離脱が 2020 年 1 月 31 日に実現することがほぼ確定した。 

2019 年 12 月 13 日に開催された EU 首脳会議において、欧州理事会は英国での下院総選挙の結果を

踏まえ、英国の EU 離脱問題に対する EU 側の基本姿勢を明らかにする文書30を採択した。欧州理事会

は、EU・英国間で合意された離脱協定案に基づく秩序ある離脱の実現を目指し、同協定案の迅速な批准

と効果的な実施を求めた。その上で、離脱協定案とともに合意された政治宣言案や EU のガイドライン

に基づく EU・英国の将来関係を可能な限り緊密なかたちで構築すると表明した。 

欧州理事会はまた、欧州委員会に対し、英国の EU 離脱後、直ちに EU・英国の将来関係に関する包

括的な交渉権限付託（マンデート）の指令案を EU 理事会（一般問題理事会）に提出することを要請し

た。なお、欧州理事会は、欧州委員会に対し、ミシェル・バルニエ首席交渉官を（EU・英国の）将来関

係の交渉責任者として改めて指名し、これまでのブレグジット交渉と同様に EU 加盟国に対する情報開

示等の透明性に配慮した交渉を進めるべきとしている31。 

 

年が明け、2020 年 1 月 23 日、英国の EU 離脱に必要となる EU 離脱協定法がエリザベス女王の裁可

                                                   
30 European Council, “European Council (Art. 50) meeting (13 December 2019)– Conclusions”: 

https://www.consilium.europa.eu/media/41796/13-euco-art50-conclusions-en.pdf 

31 JETRO ビジネス短信「欧州理事会、英国との将来関係をめぐる交渉準備の着手を欧州委に要請」：

https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/12/5f54d4f67cc74e9b.html 
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を得て成立した。同法には、2019 年 10 月に EU と合意した離脱協定案の議会承認を義務付ける 2018

年 EU 離脱法の規定を無効にする規定が含まれており、ボリス・ジョンソン首相が翌 24 日に EU 離脱

協定案に署名したため、英国の批准手続きは完了した。 

EU 離脱協定法案は 1 月 9 日に下院を通過したが、翌週から審議を始めた上院は 1 月 20 日と 21 日

に、在英 EU 市民の永住権保障、英国の下級裁判所による EU 法からの逸脱の制限、子ども難民とその

保護者の家族再統合、英国議会の権限と地方分権の整合性、という 5 点に関する修正動議を、政府の意

向に反して可決した。これに対し、22 日、与党・保守党が数に勝る下院は、上院の各修正点を無効にす

る政府の動議 5 つをすべて大差で可決した。上院は慣例に従い、下院での採決結果を受け入れ、同法案

は政府が 2019 年 12 月に提出した内容のまま法制化された32。 

2020 年 1 月 29 日、欧州議会本会議は EU・英国間で合意された英国の EU 離脱協定法を賛成多数で

承認33した。欧州議会のダビド＝マリア・サッソーリ議長は、今回の採決結果を踏まえて EU・英国の将

来関係の在り方が問われる難しい状況が想定されるとコメントし、EU として英国の EU 離脱以降の状

況を楽観していない姿勢を示している。 

なお、離脱協定自体は、英国での批准手続きが既に完了しているため、1 月 30 日の EU 理事会（閣僚

理事会）における特定多数決方式による最終採決を経て発効した。これにより、英国は 2020 年 1 月 31

日（英国時間午後 11 時）に EU から離脱し、翌 2 月 1 日から移行期間に入っている。 

 

  

                                                   
32 2020 年 1月 24日付 JETRO ビジネス短信、https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/01/5a709665788e3d98.html 
33 European Parliament, News, “Brexit deal approved by the European Parliament”: 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200128IPR71204/brexit-deal-approved-by-the-european-parliament 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200128IPR71204/brexit-deal-approved-by-the-european-parliament
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200128IPR71204/brexit-deal-approved-by-the-european-parliament
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図表 2-1：英国の EU 離脱交渉の流れ（2019 年以降） 

  日付 英国 EU 

2019 年 

1 月 15 日 下院が離脱協定案を否決   

3 月 14 日 
2019 年 3 月 29 日の離脱日の延長

を可決 
  

3 月 20 日 
2019 年 6 月 30 日までの延長を 

要請 
  

3 月 29 日 
下院が離脱協定案を否決、 

EU 離脱日は 4 月 12 日に延長 
  

4 月 10 日   
最長 2019 年 10 月 31 日までの 

離脱日の延長に合意 

5 月 23 日

～26 日 
欧州議会選挙 

6 月 7 日 メイ首相が辞任を表明   

7 月 24 日 ジョンソン新首相が就任   

9 月 9 日 

2019 年 10 月 19 日までに離脱協

定を承認しない場合、議会が合意

なき離脱を承認しない限り首相が

離脱延期要請を EU に提出するこ

とを義務付ける法律が成立 

  

10 月 17 日 新たな離脱協定案及び政治宣言案に合意 

10 月 19 日 

下院で EU 離脱協定法案が成立す

るまでは採決を保留する動議が可

決し、採決を先送り 

  

10 月 22 日 

下院で EU 離脱協定法案を第二読

会で可決したものの、10 月 31 日

の離脱を目指す下院審議日程案を

否決 

  

10 月 29 日 下院総選挙実施に係る法案可決 

EU 離脱日の延期要請を書面で承

認し、離脱日を最長 2020 年 1 月

末まで延期 

12 月 12 日 
総選挙実施。ジョンソン首相率い

る保守党が勝利 
  

2020 年 

1 月 23 日 

EU 離脱協定法が成立したことに

より英国議会での離脱協定案の承

認を省略 

  

1 月 24 日 英国、欧州理事会、欧州委員会が EU 離脱協定案に署名 

1 月 29 日   欧州議会が離脱協定案を承認 

1 月 30 日   EU 理事会が離脱協定案を承認 

1 月 31 日 英国が EU を離脱（英国時間午後 11 時） 

2 月 1 日 移行期間の開始（2020 年 12 月 31 日まで） 
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2020 年 1 月 31 日に英国が EU を離脱したことに伴い、移行期間が 2020 年 2 月 1 日に始まり、同年

12 月末に終了する予定である。EU・英国間の通商協定を含む将来関係についての合意を 2021 年 1 月

1 日に発効させるためには、双方の合意を移行期間の終了期日までに締結する必要がある。なお、移行

期間は 1 年又は 2 年の延期が可能だが、現状、英国は移行期間を延長しない方針である。 

 

 

図表 2-2：今後の英国と EU との交渉の流れ 

 

2020 年 1 月 24 日、欧州理事会のシャルル・ミシェル常任議長と欧州委員会のウルズラ・フォン・デ

ア・ライエン委員長は英国の EU 離脱に係る協定に署名した。また、欧州委員会は同日、「2020 年 1 月

31 日の英国の EU 離脱に関わる質問と回答34」を発表し、移行期間を含め、ブレグジット以降に想定さ

れる状況と、その留意点等を明らかにした。同文書の主な内容は以下のとおり。 

 

 

 

                                                   
34 European Commission, “Questions and Answers on the United Kingdom's withdrawal from the European Union on 31 

January 2020”: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_104 

2020年2月1日 移行期間の開始（2020年12月31日まで）

2020年2月以降

• 英国は「将来関係の枠組み」に沿った交渉目標を設定
• 欧州委員会は、将来関係に関する包括的な
交渉権限（マンデー ト）指令案を採択

• 3月2日 交渉開始

2020年6月30日 英国の移行期間延長申請期限

延長あり 延長なし

貿易協定に合意した場合

英国とEUの新たな
貿易関係の開始

貿易協定に合意できない場合

移行期間終了
従来の貿易関係解消

2020年12月31日 移行期間終了最長2022年末 移行期間終了
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図表 2-3：移行期間中の主な留意点 

移行期間 
2020 年 2 月 1 日から同年 12 月 31 日まで。離脱協定によると、7 月 1 日まで

に双方で合意・決定すれば移行期間は 1 回に限り、1 年又は 2 年延長が可能 

国際協定の締結 
英国は移行期間中に適用しないことを条件に、第三国や国際機関と国際協定を

締結することが可能 

上市された商品 

移行期間の終了以前に上市された商品であれば、EU 単一市場・英国市場での

最終消費者に到達するまでの流通は、商品の変更やラベル貼り換えの必要なし

に 2 つの市場を自由に流通させることが可能。ただし、生きた動物や動物由来

食品等については、例外的に移行期間終了時点から、国境における輸入及び衛

生管理に関する締約国の法令を遵守 

物品の移動（税関） 

通関対応や付加価値税（VAT）・物品税については、英国の EU 関税同盟から

の離脱以前に移動を開始した商品は、EU 規則に基づきその移動を完了するこ

とを認める。VAT の報告義務や払戻等の権利・義務に関しては、移行期間以前

に開始された越境取引は移行期間終了後も EU 規則を引き続き適用 

地理的表示（GI） 
英国の離脱に当たり、これらの知的財産権は喪失せず、英国原産の名称を付し

た地理的表示（例：ウェールズのラム）にも適用 

EU への拠出金 

英国は EU 加盟国であった間に負担していた EU 予算（プログラムの終了に

関連する移行期間終了後の支払を含む、2014－2020 年の多年度財政枠組

（MFF））、欧州投資銀行、欧州中央銀行、トルコのための難民ファシリティ、

EU 信託基金、理事会機関、並びに欧州開発基金に関する資金供与を分担 

次期 MFF 

移行期間を延長する場合、英国は 2021 年からの次期 MFF の目的上、第三国

として取り扱われることになるが、移行期間の延長には、英国から EU 予算へ

の財政的貢献が必要である。これは離脱協定のガバナンスのために設置される

合同委員会が決定しなければならない。移行期間の延長中、英国は単一市場に

引き続き参加し、利益を享受することが可能 

出所：欧州委員会ウェブサイト35からみずほ情報総研作成 

 

 

英国の EU 離脱に関し、農業団体にとっての関心は、1) 貿易政策、2) 規制制度の見直し である。貿

易政策については、動物福祉や市場生産性が盛り込まれていくことが想定される。規制制度の見直しに

関し、将来的に英国と EU の貿易関係に与える影響の程度、また、農家がどのように変化に対応してい

くかが焦点となる。 

英国の農家の最大の輸出市場は EU である。EU との関係においては、貿易関係の維持と労働力の確

保が目下の課題である。なお、EU 離脱に伴い、EU 域外諸国との貿易関係の構築も重視している。これ

まで、EU 域外では同じ英語圏である米国が主な貿易相手であったが、今後はアジア、北アフリカ、中東

等との関係構築も図らなければならないと想定している。 

EU 離脱後の農業政策については、2021 年以降の農業支払、及び支払条件（作物基準、面積基準等）

の他、品質基準の詳細が未だ定まっておらず、農業団体は政府が提案した一年間の移行期間は十分では

ないと考えている。 

 

                                                   
35 European Commission, “Questions and Answers on the United Kingdom's withdrawal from the European Union on 31 

January 2020”: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_104 
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多くの英国の小売企業にとって、英国の EU 離脱はコストも小売価格も上昇するため、チャンスでは

なくリスクと捉えられている。特に EU 離脱による労働者不足は小売業界では深刻である。未熟練農業

従事者の確保が必要であるため、今後、政府が移民を制限するために高額な最低賃金の閾値を設定する

と雇用が困難になるおそれがある（特に北アイルランドの賃金は低い）。しかし、移民問題は EU 離脱

の契機となった課題なので、政府や世論を説得することは困難であるとも予想される。小売業者の業界

団体では、オーストラリアの雇用システムが参考になるとの意見も出ている。 

北アイルランド、英国、EU の 3 者間で取引される製品について、英国政府は、流通経路や状況に応

じて異なる「衛生と植物防疫のための措置（SPS）」や付加価値税（VAT）を導入する予定だが、一つの

国がいくつもの課税システムを持つこと自体が異例といえる状況である。 

 

なお、離脱後の移行期間（最大 48 か月、最短 11 か月）を超過すべきではないとの立場から、英国の

小売業界は、移行期間中に英国政府及び欧州委員会に対し、早期に高次の合意（higher level alignment）

をするよう働きかけている。 

 

英国の食品・飲料業界の業界団体は、2016 年に英国の EU 離脱が決定した段階で業界の優先事項と

して、離脱後の貿易政策について、労働者の確保、ゼロ関税・VAT 優遇等に関し、英国政府へ意見を具

申した。なお、業界として直面している課題と優先事項は 2019 年現在もほぼ変化していない。 

特に重要視しているのは、労働者の確保である。英国の食品・飲料業界の労働者の 30％は EU 域内か

ら来ており、特定のスキルを持つ労働者（食品科学者、食品技術者、香料調合師等）をすべて国内で雇

用することは不可能である。 

また、重要な市場へのアクセスを確保することも必要である。特に輸出入の 60～70％を占める EU と

の貿易関係を業界は重要している。食品のほとんどは商品生命が短く（short shelf life）、輸送時間が短

い EU 市場への輸出が減少すると代替市場を探すことが困難となるため、EU との貿易関係を特に重視

している。 

北アイルランド、英国本島、アイルランド間の独特な商業関係についても、考慮が必要と考えている。

中でも、牛肉や乳製品は、英国とアイルランドの間を頻繁に往来して加工されるため、牛肉部門や生乳

部門の安定性も維持されなければならないとしている。 
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EU 離脱以後の英国の農業政策・貿易政策 

※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。 

 

2018 年 1 月に英国政府は環境関連の各分野における長期目標を定めた「緑の未来：環境を改善する

ための 25 年計画（25 年間の環境計画）」を発表した。同計画は、農地の環境保全策を立案する上で上位

計画と認識されており、財務省の予算配分も今後は同計画の優先事項に沿って行われる見込みである。 

計画では、①きれいな空気、②きれいで十分な水、③植物及び野生生物の繁栄、④自然災害リスクの

軽減、⑤自然からの資源の持続的で効率的な利用、⑥自然環境の美しさ・価値・関わりの増進を優先 6

項目としている。農業に関わるものとして、「新たな土地管理政策の導入」、「2030 年までの持続的な土

壌管理の達成」、「イングランドの森林面積を 2060 年までに 12%拡大するように植林を促進」等の政策

が掲げられている。 

同計画の目標達成に向け、英国環境・食料・農村地域省（Defra）は 2018 年 12 月 19 日に環境法制

を包括的に規定するための「環境法案（Environment Bill）」を発表した。同法案では、①大気、②野生

生物、③水、④廃棄物の 4 つの主要分野を中心に、環境法制の原則、政府の環境担当部局の設置等を定

め、EU 離脱後の環境行政の一元化を目指している。 

2019 年 10 月、Defra は以下の内容について同法案に関する政策ステートメント（Policy Statement）

を発表した。農家に関連するものとしては、以下の項目が挙げられる。特に、水管理に関し、1991 年の

土地排水法を改正し、域内排水委員会（IDB）の地域の水位管理及び洪水リスク管理に必要なコストに

ついては、農地所有者は排水率に応じて、地方自治体は特別税から負担することが言及された。 

 

 環境のための新しい政策枠組の創設 

 法的拘束力のあるターゲット枠組の創設 

 空気質の改善 

 水道サービスの安全性の確保 

 緑地の拡大 

 化学物質に関する法律（REACH）の改正 

 

なお、同法案は、2019 年 10 月には議会に提出されたが、同年 12 月の総選挙によって審議が延期さ

れていた。その後、EU からの離脱前日である 2020 年 1 月 30 日に、10 月の読会からさらに 2 つの新

たなコミットメントを加えた案が議会に再提出された。同法案は、環境改善計画及び環境目標設定プロ

セスにおいて検討され、いずれも法律に明記される。今後、法案は下院と上院を通過した後、女王の承

認を得る必要がある36。なお、同法案の新たなコミットメントは、以下のとおり。 

 

                                                   
36 2020 年 1月 30日付 英国政府ウェブサイト：https://www.gov.uk/government/news/environment-bill-sets-out-vision-for-a-

greener-future 
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 汚染プラスチック廃棄物の開発途上国（OECD 加盟国以外）への輸出を阻止する権限を付与 

 環境保護法制の進展に遅れないようにするため、環境に関する国際法制の重要な進展を 2 年

に一度報告する。環境に関する国際的な法規制の動向については、2 年毎に報告書を公表し、

その結果を環境改善計画や環境目標設定のプロセスに反映させる 

 

2017 年 6 月、英国政府は離脱後に英国新農業法（Agriculture Bill38）を制定することを公表した。

同農業法案で重要となるのは、第 1 部第 1 項の財政支援の権限と第 2 部第 1 章の現行の直接支払の段階

的廃止についてである。 

財政支援の権限については、まず以下の 7 項目、及びこれらに関連する事項に対し、財政支援を行う

ことができるとしている。 

 

① 環境を保全し増進するような土地や水の管理 

② 農村、農地、林地への人々のアクセスとそこで楽しむことを支援し、環境についての理解を深め

ること 

③ 文化的遺産や自然的遺産を維持、復旧、増進させるような土地や水の管理 

④ 気象変動からの影響の緩和 

⑤ 環境からの災害を予防し、小さくし、防御すること 

⑥ 家畜の健康や福祉の保全と増進 

⑦ 植物の健康の保全と増進 

 

英国政府は、2020 年までは現行水準の農業支払いを行うとしているが、2021 年から 2028 年までの

7 年間を農業における移行期間と設定し、同期間中に直接支払を段階的に減額して廃止し、環境的土地

管理方策（ELM／ELMS）へ移行するとの方向性が提案されている。 

EU 離脱後の英国の農業環境政策の方向に関しては、「グリーン・ブレグジット（緑のブレグジット）」

というキーワードの下、環境施策を強化する予定である。 

2018 年 1 月に前述の 25 年間の環境計画が公表され、2018 年 2 月には農業政策についての提案文書

「健康と調和」が公表され、パブリック・コメントが開始された。2018 年 9 月、新農業法案が公表さ

れ、離脱後の農業政策枠組が発表された。同法案では、財政支援の権限、現行 CAP の直接支払の段階

的廃止を規定しており、農業部門の公的支援については、「公的資金は公共財へ」との方針が示されてい

る。 

 

2019 年 9 月、Defra のテレーザ・ビリアーズ国務大臣は、英国の EU 離脱に係る諸手続きの遅れを

懸念し、同期の議会において新英国農業法の立法手続きを進め、遅くとも 2020 年夏までには可決しな

ければならないと警告した。なお、Defra は合意なき離脱に備え、137 の行政委任立法（Statutory 

                                                   
37 本項は、和泉真理（2019）「ブレクジットと英国農政, pp.56-58」（JCA 研究ブックレット No.25）を参照した。 
38 House of Commons Library, ”Agriculture Bill 2019-2020, Briefing Paper”, 10 February 2020: 

file:///C:/Users/1730959/Downloads/CBP-8702.pdf 
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Instrument）を準備し、この時点で 126 の行政委任立法が成立させていた39。 

Defra は、「公的資金は公共財へ」に基づいた新しい体制を打ち出す一方、英国議会閉会まで農家支援

の財政を確保しつつ、CAP 政策として 2020 年末までに承認されたプロジェクトへの支出も確保すると

している40。 

 

2019 年 6 月、英国会計検査院（NAO）は、Defra の英国新農業法案（Agriculture Bill）等、将来的

な農業・農村開発に係る政策に関する早期レビュー報告書を発表し、Defra に対し以下の提案を行った。 

 新しい枠組に対する農家の反応を見ながらの変更が可能となるよう、柔軟性を持った現実的な時

間軸で計画を策定する 

 2021 年のパイロットプロジェクトに関し、デジタルインフラの整備と農家が事業計画を準備す

るために十分な時間を確保できるよう、政府は期待される成果及び支払制度について時宜を得た

決定を行う 

 環境土地管理制度（Environmental Land Management System：ELM／ELMS）の実証実験（Test 

and Trial）に関し、個々の農家の同制度への参加意思及び能力を測るため、幅広い層の農家と土

地管理者を含める 

 ELMS の設計と開発を正当化するため、同制度を採用する基準を定め、また、達成されない場合

の代替措置について検討する  

 

なお、2019 年 12 月 12 日の総選挙後、2020 年 1 月 31 日の EU 離脱がほぼ確定したことを受け、英

国新農業法案は英国下院に提出され、2020 年 1 月 16 日に第一読会、2 月 3 日に第二読会が行われた。 

 

2020 年 2 月 25 日、Defra は英国新農業法についての文書「Farming for the future: Policy and 

progress update41」及び、ELMS に関する文書「Environmental Land Management: Policy discussion 

document42」を発表した。同時に ELMSに関するパブリック・コメントの募集を開始し、2020 年 5 月

5 日まで意見を募る予定である。 

 

英国の直接支払は 2027 年末までに終了する予定である。現行 CAP 下での直接支払は、面積ベースだ

が、2028 年以降は新しい環境土地管理制度（ELM）や新技術の導入に焦点を当て、農家を支援してい

く。なお、英国の CAP 制度の下の予算は年間約 35 億ポンドであったが、英国政府は新制度下において

も、現行の予算額を農家に保証すると公約している43。 

また、英国政府は、2040 年までに農業におけるゼロ・エミッション、2050 年までに経済におけるゼ

                                                   
39 2019 年 9月 10日付 IEG Policy 参照 
40 2019 年 9月 23日付 IEG Policy 参照 
41Department for Environment Food & Rural Affairs, “Farming for the future: Policy and progress update February 2020”：

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/868041/future-farming-policy-

update1.pdf 
42Department for Environment Food & Rural Affairs, “Environmental Land Management: Policy discussion document”: 

https://consult.defra.gov.uk/elm/elmpolicyconsultation/supporting_documents/elmdiscussiondocument20200225a%20002.pdf 
43 House of Commons Library, ”Agriculture Bill 2019-2020, Briefing Paper”, 10 February 2020: 

file:///C:/Users/1730959/Downloads/CBP-8702.pdf 
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ロ・エミッション達成を目標として掲げていることから、知識の交換によって生産性を向上させ、農業

におけるゼロ・エミッションを目指している。 

EU 離脱後の英国の環境支払、直接支払、市場政策については、次期 CAP 改革と類似する点もある

が、全く異なるものと考える必要があるだろう。 

 

 

図表 2-4：直接支払の段階的に廃止による資金の流れ 

出所: 英国会計検査院（NAO）, analysis of Future Farming and Countryside Programme policy statement 

and timeline からみずほ情報総研作成 

 

EU 離脱後の農業支援策は、ELMS 事業が主体となる。「公的資金は公共財へ」を具体化するための

25 年間の環境計画に記載された新たな土地管理制度であり、EU 離脱後の農業支援策の主要政策となる

ELMS 事業がどのようなものになるかは、英国の農業、環境分野の関係者にとっての大きな関心事であ

る。 

ELMS 事業は、直接支払の廃止に伴い、以下のような日程での実施が検討されている。ただし、EU

離脱に係る移行期間や新農業法の制定の日程に伴い、変更される可能性がある。 

 

図表 2-5：ELMS 事業のスケジュール 

2019 年～2024 年 実証（Test & Traial）期間 

2021 年～2024 年 パイロット事業の期間 

2024 年～2028 年 ELMS 事業の完全実施 
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現在進められている Test & Trial は、ELMS事業に含まれることが予想される個々の事項を確認する

過程である。例えば、結果に基づく支払いや土地管理計画（Land Management Plan）をどのように作

成するかといった事業に盛り込まれることが予想される個別の要素について、実例から検証する。この

過程の実施主体として、英国を代表する環境保全団体である、ナショナル・トラスト（National Trust）、

王立鳥類保護協会（RSPB）等が提案を行っている。 

2016 年、EU からの資金援助により、ナチュラルイングランド（NE）はヨークシャーデールズ国立

公園局（YDNPA）と協力し、ノーフォーク／サフォーク及びヨークシャーデールズの 2 地域において

「結果ベースの農業環境支払スキーム（RBAPS）」のパイロット事業を実施した（2016 年～2018 年ま

での 3 年間）。2019 年 10 月 9 日、同事業の最終報告書が発表され、本スキームには大きな可能性があ

るとして、Defra の資金援助により、同事業は Test & Trial の一環として 2021 年 3 月まで継続する。 

 

ELMS 事業のこれまでの Test & Trial について、現状は現地支払率（local payment rate）を採用し

ているが、今後、全国で適用される普遍的なモデルとすべきである。Defra は、まだ具体的実施内容を

明らかにしておらず、現地支払率の計算方法も定まっていない。なお、結果に基づく支払（result based 

payment）については、直接支払とは全く異なるものとなっており、野心的（ambitious）というよりは

急進的（radical）といえる。 

ELMS 事業の実施において、農家や地方政府が新しいシステムに適応できるかという点については、

様々な新しい規準ができることから、調整が複雑化することが予想される。農家にとってわかりやすく

汎用的な基準を設定し、農家を組織化する等して対応していくことが必要である。もし農家に資金があ

れば、事務作業のためにコンサルタントを雇用することも可能だが、大きな負担となる。なお、Test & 

Trial では、事務作業の簡素化という観点も評価される。将来的にはデジタルマッピングの導入等の電

子化によって事務処理の負担を軽減させることを視野に入れている。 

 

英国において、土壌は水や空気と比較し、これまであまり関心が払われて来なかったが、英国議会に

おいて、土壌についての報告書44が 2016 年に発表され、25 年間の環境計画においては、2030 年までに

持続的な土壌管理を達成するという事項に繋がっている。 

現時点において、イングランドの土壌管理政策は、ほとんどがピート保全対策である。イングランド

のピートの大部分は湿地帯であるフェン（Fen）等の平地に存在し、良好な農地として農業生産に使用

されている他、水質保全や洪水防止等の役割も果たしている。しかし、このままでは 30～60 年でこれ

らのピートは失われ、ピート損失に伴う CO2 排出量の増加も懸念されていることから、イングランド

政府は土壌対策としてピート土壌の利用規制を考えている。同時に、一般市民への問題意識を高めるた

め、現在はほぼ輸入に依存している園芸用ピートの利用も 2020 年までに禁止する動きもある。他方、

生産性の高いピート地帯では、農地利用と農地利用をやめる中間的な手法を模索する等、今後の規制に

ついて議論が続いている。 

なお、5 年以上の草地は永年草地と認識される等、土地利用はより厳格化していく見込みである。 

                                                   
44 House of Commons Environmental Audit Committee (2016) “Soil Health: First Report of Session 2016-2017”: 

https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmenvaud/180/180.pdf 



□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） 

 

- 54 - 

 

英国では 2020 年 12 月 31 日までは移行期間となることから、移行期間終了までに、EU をはじめ EU

域外の第三国との貿易協定（FTA）を締結・発効できるかどうかが焦点となる。移行期間については、

英国と EU の間で 2020 年 6 月 30 日までに合意が形成されれば 1 年又は 2 年の延期が可能であるが、

英国政府は基本的に移行期間を延長しない方針である。 

フォン・デア・ライエン欧州委員会委員長は、政治宣言の枠組に基づき、英国との交渉を進めるもの

の、優先順位付けが必要と主張している。また、移行期間を延長せずに 2020 年末までに英国と EU の

新たな関係に関するすべての面で合意することを期待すべきでないとしており、11 か月の移行期間は

不十分と考えている。なお、バルニエ主席交渉官は、2020 年の交渉においては、以下の 3 項目に集中

すべきと表明している45。 

 

 英国と EU 間の協働を可能にする新たな基盤の構築 

 英国と EU 間の極めて緊密な安全保障体制の構築 

 英国と EU 間の公正な競争環境を前提とする経済関係の構築 

 

一方、英国政府としては、EU 単一市場、関税同盟からの離脱を望んでいる。また、EU 法の適用を廃

止し、英国法を適用していくが、当面は EU 法に基づき対応していく予定である。 

 

小売業界 

1）業界団体としての優先項目 

EU 離脱後の貿易政策に関し、小売業界では、①スムーズな移行と②ゼロ関税の実現が最大の焦点と

考えている。現在のサプライチェーンを維持するため、小売の業界団体は、英国政府に対し、高次の合

意（higher level alignment）において、将来の EU との貿易関係の詳細（例：VAT、衛生と植物防疫の

ための措置（SPS））を早期に決定するよう求めている。 

EU 離脱後の新たな協定文書に関し、EU との交渉に並行して日本、米国、オーストラリア、ニュー

ジーランド、「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定（CPTPP）」との交渉の準備

が進んでいる。CPTTP に関しては農産品基準の背景に米国がいることから、英国内では警戒感が強く、

業界団体は二国間合意になるのではないかと予想している。なお、農業団体や食品・飲料業界は米国と

の交渉において、競合相手となる懸念から、小売業界よりも敵対的になる傾向がある。 

協定に合意した後は、制度を実効的に実施するメカニズムの構築がポイントとなる。この点について

は、様々な部門の関係者が集まり、2020 年 1 月の離脱に向けて協議を行い、政府に対し働きかけてい

る。 

 

 

 

                                                   
45 欧州委員会プレスリリース：https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_13 



□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） 

 

- 55 - 

 

2）EU との関係について 

英国の小売業界にとって最も優先度が高い地域は、輸入食品の 79％を占める EU である。EU との貿

易協定については、欧州委員会の通商総局（DG Trade）との協議を行っている。なお、新しい貿易担当

委員であるフィル・ホーガン氏はアイルランド出身であり、また前農業担当委員であることから、食品

貿易に関し、英国は親密なコンタクトを持っているといえる。 

英国政府は、EU との貿易に関し、国境における税関、検疫等の詳細について発表していない。政府

は国の主権を取り戻すことに重きを置いているが、業界団体としては、現実にビジネスに必要となる諸

制度の整備にはまだ向き合えていない印象を持っている。 

ちなみに、2019 年 11 月に発効した EU・シンガポール FTA は、シンガポール製品の EU 市場へのア

クセスへの保証等の面で、英国の EU 離脱後の貿易交渉の参考になるという意見もある。 

 

食品・飲料業界 

1）業界団体としての優先項目 

英国政府が重視する EU 以外の貿易相手国は、政治的状況によって変動するものの、食品・飲料業界

は、米国、日本、インド、中国、湾岸諸国を重要国と捉えている。同じ英語圏であるオーストラリア、

ニュージーランド、米国とは早期から貿易交渉を行っているが、米国とオーストラリアは安価な牛肉を

大量に生産するため、英国にとっては脅威でもある。 

現在、EU からの物流の要であるフォークストン港（Folkestone）には税関・検疫機能がないため、

離脱後にどのように物流を検査するかが課題となる。他方、アジア、南米等の第三国からの荷揚港であ

るフェリックストウ港（Felixstowe）は既に税関・検疫機能を備えているため、第三国からの輸入手続

に関しては特に影響は生じないと業界団体は予想している。 

 

2）EU との関係について 

EU との関係における最善のシナリオは、EU との貿易関係を現状維持し、さらに国際市場への門戸

を拡大させることである。英国の食品・飲料業界は輸出拡大を目指す一方、基準を満たせば輸入も拡大

させたいと考えている。他方、国内の名産品を保護するため、EU の地理的表示（GI）制度を代替する

制度の整備が必要である。 
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英国農業・食品分野における影響 

EU 単一市場から離脱することにより、検疫、地理的表示（GI）保護制度、食品表示、動物福祉、バ

イオテクノロジー等に関する規制・基準の同等性認証等が新たに必要となる。また、EU 単一市場から

離脱することにより、EU 域内（アイルランドも含む）で構築されたサプライチェーンやフードバリュ

ーチェーンにも関税、認証等の問題が影響を与える可能性がある。 

 

英国における現在の未熟練農業従事者は、EU 新規加盟国（ブルガリア、ルーマニア等）からの季節

労働者が 8 万人程度と見込まれている（2018 年 3 月現在）。したがって、EU 離脱によって農業に係る

労働力の確保が困難になることが懸念されている46。 

農業団体によると、2019 年 1 月～8 月にかけ、季節労働者の 10%に当たる 3,602 の農場のポストが

埋まっておらず、8 月だけで 17.6%の労働力不足が生じ、10 月にかけてさらに増加すると予測されてい

た。特に果実と野菜セクターは東欧からの労働者に依存しており、一部の農場では農産物が未収穫のま

まとなっている。 

 

2019 年 3 月、英国政府は農業季節労働者のためのパイロットプロジェクトを立ち上げ、非 EU 圏か

ら 2,500 人の労働者を募集したが、農業団体は 2020 年までに 7 万人が必要であると主張し、プロジェ

クトの拡大を求めている。これに対し、Defra は、英国が EU との合意に達するかどうかに関わらず、

EU 市民は 2019 年～2020 年までは就労のために英国に留まることが可能としている。また、英国政府

は、2020 年末までに入国したすべての EU、欧州経済領域（EEA）及びスイスの国民に 3 年間の暫定的

滞在を許可するとしているため、英国の農家は、2020 年末までは EU 諸国から農業労働者を募集する

ことが可能となった47。 

 

 

1）業界への影響 

英国の農産物は多くを輸入に依存している（例：冬季のトマトは 70～90％が EU からの輸入）。米国

等、EU 域外から調達することも可能だが、費用対効果の観点から現実的ではないとされている。また、

農産品の輸送時間の増加はコスト増加に繋がることが懸念される。 

小売業界にとって、対外貿易で重要な港は、フランスのカレーと結ばれているフォークストン

（Folkestone）である。英国で消費される食品の 10％が同港から輸入されている。EU からの生鮮食品

は、夜間に EU 側の生産地を出発し、検疫を受けることなく翌朝には英国の市場で販売される。離脱後、

もし国境において検疫を実施すると物流が滞り、農産物・食品の品質保持が困難となることから、物理

                                                   
46 2019 年 6月 3日付 IEG Policy 参照 

47 2019 年 10月 10日付 IEG Policy 参照 
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的な検疫は避けたいと業界団体は考えている。 

食品製造業は英国経済にとって重要な分野である。英国の食品は輸出も多いが、輸入も多く、すべて

を自給することは不可能である。したがって、特定の部門（食品含む）の製品について、物の移動の自

由を保証する部門別取決（Sectoral arrangement）を行うよう政府に対し働きかけている。 

 

2）業界としての対応 

英国の小売業界は、2019 年 11 月に政府に対し、マーケティング、関税、VAT、検疫等の法制化を求

める事項のリストを作成し、提出した。また、国境におけるトラブルを回避するための関税ロードマッ

プも作成している。 

業界団体のメンバー企業は、備蓄・サプライチェーンの見直し、生産の効率化によって英国の EU 離

脱に対応しようとしている。 

 

1）業界への影響 

食品の安全性の確保、基準の設定について、現行の英国規則の 90％は EU 規則に由来する。EU に 45

年以上加盟していたことから、自国の規則が著しく減少しており、これら規則を即時に英国独自のもの

に変えることは現実的ではないため、EU 規則をそのまま英国の規則として準用する（Lift and Leave）

ことを業界団体は検討している。また、EU 規則を準用することにより、EU との貿易関係がスムーズ

に続くことも期待している。他方、英国政府は、環境要件を EU よりも厳格に設定したいと考えており、

食品貿易にも影響を与えると考えられる。 

食品の安全基準に関し、英国政府は段階的に EU 基準から英国基準に変えていくつもりではあるが、

EU 基準との間に乖離が生じれば EU との貿易は困難になる。例えば、多くの EU 加盟国の消費者から

敬遠される GMO は、大部分の英国の生産者・加工業者にとっても歓迎されないと考えられる。 

品質表示ラベルについては、英国独自のものが推奨される。例えば、有機製品にはこれまで EU のラ

ベルを使用していたが、今後は英国ラベルを使用しなくてはならないため、加工業者は製品のパッケー

ジを変更しなければならず、追加の生産コストが発生する。 

英国の消費者は、様々な基準が EU 基準よりも低下することを望んでいないが、EU からの離脱によ

って基準がより多層化・複雑化する中、双方が満足するような調整を行うことは困難である。例えば、

英国では動物福祉への関心が高まっており、他国よりも高い条件（例：平飼いの鶏肉、卵等）を設けて

いるが、WTO のルールでは、動物福祉の条件を満たしていないことを理由に輸入を禁止することはで

きないと考えられる。 

なお、関税の上昇分について、業界団体は消費者価格の上昇によって対応することを想定している。 

 

2）業界としての対応 

英国の食品・飲料業界は、2017 年に食品・飲料業界に与える輸出入の影響について政府に報告書を提

出したが、現状では離脱後にどのような規則ができ、影響が出るかは未知数である。食品・飲料業界は

現状維持を望んでおり、政府との対話を進めている。なお、政策対話においては、誰と対話するかが重

要であると考えている。例えば、同じ英国政府であっても Defra と英国国際通商省（DIT）の間には環

境保護と貿易促進という異なるコンセプトの下で対立が見られる。 
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業界団体のメンバー企業は、英国の EU 離脱に備えてサプライチェーン見直し（輸出先、輸入先、原

料調達先等）等の対策を進めており、いくつかの企業は EU 関税の恩恵を受けるため、製造ラインの一

部を EU に移す等の対応をしている。また、EU 基準が適用されなくなることによる課題をリストアッ

プしており、有機製品、牛肉（特にひき肉）等で問題が認識されている。 

英国国内だけではなく、ビジネスパートナーとなる第三国の企業・関係者に対しても情報発信をして

いる。例えば、日本企業がロッテルダムで荷揚げし、パリ経由で英国に輸送する際、パリ側で手続きが

確立していなければ混乱が生じることが予想される。 

 

EU 

英国の酪農部門は 80％が自給であり、チェダーチーズ（200 ユーロ／トン）をはじめとするチーズの

重要な輸出国である。今後の貿易協定の動向によって、輸出の多様化等で対応を迫られると考えられる。 

現在、酪農部門に英国の EU 離脱の影響は見られないが、今後の見通しは立っていない。欧州乳製品

輸出入・販売者連合（Eucolait）等の広域的な欧州の業界団体に英国もメンバーとして登録されており、

EU 側のメンバーと協議を重ねている。アイルランド及び北アイルランドの加工業者も英国の EU 離脱

の準備を進めているが、英国、アイルランド、EU 間での貿易については、密接な流通体制が存在する

ことから、緩和的措置が必須と考えている。 

 

英国 

英国の酪農業界において、2019 年 11 月時点で EU 離脱に関する特段の影響はなく、2020 年 1 月 31

日の離脱まで影響の予測は困難だが、酪農にとっては新鮮な生乳輸送体制を確保することが優先事項で

ある。業界団体としては、二国間関係を重視し、輸出を継続したいと考えている。 

酪農業界において、二国間関係を協議する際、広く貿易関係を含め、プラットフォームとなる品質基

準を設定し、手順を確立しておくことが必要である。特に英国の酪農業界にとって、EU との関係は重

要である。英国から EU へは 1,400～1,500 万リットルの生乳が輸出されている。関税についての合意

が成されなければ価格下落の可能性があるため、広範な合意を取り付ける必要がある。また、英国の EU

離脱に係る準備においては、粉乳も重要である。近年、英国の粉乳をオーストラリアにおいて加工し、

中国に輸出するケースが増えている。 

 

有機牛乳については、重要な取引相手である米国48の基準に合わせる必要がある。有機に関しては米

国の基準は英国よりも厳しい。他方、動物福祉については英国の方が厳格である（さらに、EU 標準よ

りも英国は厳格）。米国農務省（USDA）に対しては、英国との対等な認証を望んでいる。 

対 EU については、個別に 27 か国と合意を取り付ける必要があるが、有機農業基準は現行の基準を

そのまま準用することが可能である。現行の英国の有機農業基準は EU の基準である。現在、離脱後に

おける合意された新たな有機農業基準はない。英国の EU 離脱によって EU の基準から離れるため、

Defra は新たな品質基準の整備に取りかかっている。Defra に対しては、英国農産品の認証制度の整備

だけではなく、適切な保護措置が必要と考えている。 

                                                   
48 現地ヒアリング調査によると、英国のチーズ、バター等乳製品の 10%が米国に輸出されており、最大の市場となっている。 
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ビジネスに与える影響の程度については、基準が決まらない限り予測することは不可能である。 

東欧諸国からの労働者が不足することは酪農においても課題である。他方、家畜の病気を防ぎ、食の

安全を確保するという意味では、国境管理は厳格に行われなければならない。なお、英国は過去に家畜

の安全性に関する問題があったことから（狂牛病等）、トレーサビリティについては比較的整備されて

いる。 
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