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はじめに 

欧州連合（以下「EU」）では共通農業政策（以下「CAP」）の下、各国事情に応じた様々な政策・制度

が展開されている。EU の農業政策・制度は、我が国の農業政策の立案に当たって、比較対象としてい

るところであり、我が国関係者からの関心も高く、その動向について継続的に調査・分析を行う必要が

ある。特に、現行 CAP は 2020 年までが期限であり、欧州委員会は次期 CAP（2021 年～2027 年）に

ついて、今後、これまで以上に議論が進められる見込みである。また、英国が EU を離脱する影響につ

いても注目が集まっており、その動向について注視していくことが肝要である。さらに、次期 CAP 検

討に当たっては、各加盟国においても、生乳生産割当制度（以下「MMB 及び生乳クォータ制度」又は

「生乳クォータ制度」）の廃止後の対策やフランスの「農業分野における商業関係の均衡と健康で持続

可能な食料のための法律（以下「Egalim 法」）」等、農業政策・制度の見直しが進められている。 

本事業は、次期 CAP の検討状況、また英国の EU 離脱後の影響、MMB 及び生乳クォータ制度廃止

後における欧州内の牛乳・乳製品の需給・貿易動向、フランスの Egalim 法の動向について調査・分析

を行うことにより、我が国の農業政策に係る立案業務にも資することを目的とする。この実現に資する

調査を実施するため、政府機関、業界団体のウェブサイト等の公開情報の調査や文献調査、及び現地の

政府関係機関や農業団体等に対する現地調査を実施するとともに、関係分野の専門家・有識者を中心に

構成される欧州の農業政策・制度の動向分析に関する検討委員会を 3 回開催し、学術的、専門的な意見

を踏まえながら、調査結果の取りまとめ及び分析を行った。 

 

※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、みずほ情報総研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。 

 

 

 

 

検討委員会委員（五十音順、敬称略） 

石井 圭一 東北大学大学院農学研究科資源環境経済学講座 准教授 

和泉 真理 一般社団法人日本協同組合連携機構基礎研究部 客員研究員 

市田 知子 明治大学農学部食料環境政策学科 専任教授 

平澤 明彦 株式会社農林中金総合研究所基礎研究部 部長 
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現地調査実績 

 

実施期間： 2019 年 11 月 24 日から 12 月 8 日（移動日を含む） 

 

訪問先： 

 （英国） 

全英農業者連盟（National Farmers Union: NFU） 

英国小売協会（British Retail Consortium: BRC） 

英国食品・飲料連盟（Food and Drink Federation: FDF） 

Dairy UK 

有機牛乳供給者協同組合（OMSCo） 

 

 （ベルギー） 

欧州委員会農業・農村開発総局（DG AGRI） 

欧州議会農業委員会（COMAGRI）事務局 

欧州農業組織委員会・欧州農業共同組合委員会（Copa-Cogeca） 

欧州食品飲料産業連盟（Food Drink Europe） 

欧州酪農委員会（European Milk Board：EMB） 

欧州乳製品輸出入・販売業者連合（Eucolait） 

欧州肉取引組合（European Livestock and Meat Trades Union：UECBV) 

 

（フランス） 

フランス農業・食料省 

農業経営者連盟（Fédération nationale des exploitants agricoles ：FNSEA) 

フランス農業会議所（APCA） 

畜産研究所（Institute de l’Elevage：Idele） 

民間企業（※電話インタビュー） 

 

（スイス） 

小規模農家協会（Kleinbauern-Vereinigung VKMB） 

スイス農民連盟（Swiss Farmers’ Union: SFU） 

IP Milk 

スイス生乳生産者連盟（Milchproduzenten：SMP/ Producteurs de Lait：PSL） 

中央東部搾乳農家連盟（Vereinigte Milchbauern Mitte-Ost: VMMO） 

アッペンツェル・アウサーローデン準州チーズ工場 

ザンクト・ガレン州農家（2 件） 
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図表：現地調査訪問地 

  

英国
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1. 次期 CAP（2021 年～2027 年）の検討状況 

※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。 

 

EU 加盟国が実施する農業政策の大枠を定めている共通農業政策（Common Agricultural Policy、以

下「CAP」）は、2013 年 CAP 改革によって大きく見直しが行われ、EU の財源管理手法である多年度財

政枠組（Multiannual Financial Framework、以下「MFF」）に基づき、2014 年から 2020 年の 7 年間

にわたり実施されている。 

欧州委員会が 2018 年 6 月 1 日に公表した次期 CAP 改革案には、グリーニングの見直しや、直接支

払のさらなる平準化・再分配といった 2013 年改革の路線を踏襲するとともに、加盟国の裁量を拡大し、

成果重視の仕組を導入して政策目標の実現手段を改善しようとする動きがみられる。特に、新たな改革

要素であるデリバリモデルによって、加盟国への分権化を通じて加盟国と直接支払制度の多様化に対応

し、成果主義の仕組みが質を担保するような新たな取組が CAP の共通政策としての性格にどのような

影響を及ぼすのかが注目される。 

 

 

次期 CAP の概要 

欧州委員会は、次期 CAP では、直接支払制度と農村振興政策の 2 つの柱を継続すると共に、加盟国

の裁量を拡大し、環境に重点を置いた持続可能な農業経営への支援を行うとしている。 

次期 CAP 案における優先事項は以下のとおり。 

① 環境・気候変動対策への重点化（環境的側面） 

② 持続可能な農業経営への移行に対する支援（経済的側面） 

③ 活気ある農村地域の発展に対する支援（社会的側面） 

 

次期 CAP は 2021 年から実施される予定であったが、交渉プロセスの遅れからスケジュールどおり

の実施が危ぶまれており、このままでは 2022 年又は 2023 年までずれ込む可能性がある。本遅延の最

大の要因は英国離脱の不透明性であり、次期EU予算の決定に影響を与えている。こうした遅れに備え、

欧州委員会は、2019 年 10 月に移行措置案（COM(2019)581final, COM(2019)580final）を発表した。 

なお、欧州議会では2019年5月の選挙後に新たな会期が始まったが、欧州議会農業委員会（COMAGRI）

の議員は、選挙前の議会の立場に基づき作業を進める旨合意していた。その後、COMAGRI は、2019 年

12 月 5 日に CAP 改革 3 法案に関する農業委員会報告（2019 年 4 月）のうち、相当数の主要な条文を

再検討することに合意した。 

このうち、COMAGRI 及び欧州議会環境委員会（COMENVI）の共管規定（CAP 戦略計画規則の一

部）では、永年草地、一般目的（環境及び気候に関する措置）、特定目的（気候変動の緩和、持続可能な

発展、生物多様性、青年農業者、雇用及び結束、食品及び健康に関する社会的な要請）、直接支払受給者

の満たすべき環境保全等の各種要件であるコンディショナリティ（Conditionality）（原則、対象範囲及
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び GAEC）等が対象とされた。 

また、直接支払では、エコ・スキーム及び果実・野菜等に関する部門別支援措置に関係する主要な条

項が対象とされた。 

さらに、農村振興政策では、環境、気候及びその他の管理に関する取組、自然又はその他の地域特有

の制約、特定の義務的要件に起因する地域特有の不利な立場等が対象とされた。 

一方、COMAGRI 専管規定では、農業者以外による直接支払の受給を防ぐため、農業従事の程度等を

考慮して直接支払の対象とすべき農業者の範疇（active farmer/genuine farmer）の定義等が対象とさ

れた。また、直接支払に関する条項は、再検討の対象とされていないが、農村振興政策のリスク管理等

が対象とされた。 

また、横断的規則及び CMO 規則等改正規則の一部規定も再検討の対象とされた。 

欧州委員会の規則案に対する欧州議会の修正提案を作成する担当議員（ラポラトゥール（報告者））及

び影のラポラトゥールが、各政治会派が修正を直接本会議に上程する目的で、できるだけ幅広いコンセ

ンサスを見い出すため引き続き作業を続ける権限を与えられた。なお、COMENVI のラポラトゥール

は、CAP 戦略計画規則に関する会合に引き続き招待される。 

各会派の代表者は、（2020 年夏（独議長国の下で）3 者協議に入る前の）2020 年 6 月の本会議採択を

目指すつもりであることを確認した1。 

 

 

5 年に一度の欧州議会選挙が 2019 年 5 月 23 日から 26 日まで EU の各加盟国において実施された。

同議会選挙の結果を受け、新たな人事が公表されたところ、2019 年 12 月 1 日に就任したウルズラ・フ

ォン・デア・ライエン新欧州委員会委員長（EPP（中道右派）ドイツ選出）の主な優先政策課題は、環

境、地域格差、若者等、環境派及び左派を意識した内容となっている： 

 欧州グリーン・ディールの策定、及び欧州気候法の策定 

 持続可能投資の促進により今後 10 年間で 1 兆ユーロの関連投資の実施 

 EU 域内における中小企業に対する資金調達の拡充、関連規制の撤廃 

 産業分野、地域に応じた所得水準の適正化 

 若者の失業問題への対策 

 適切な移民問題への対策 

 英国の EU 離脱問題への対策 

 

 

  

                                                   
1 欧州議会農業委員会（COMAGRI）の 2019年 12月 5日分議事録（PE644.947v2-00）及び 2019年 12月 6日付 AGRA 

FACTS 参照 
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欧州グリーン・ディール（European Green Deal）2 

2019 年 12 月に欧州委員会はフォン・デア・ライエン新委員長の最優先課題である欧州グリーン・デ

ィールの概要案を公表した。本政策はすべての社会の持続可能性について言及しており、農業において

も環境保護、生物多様性の保全等が関係してくる。 

欧州グリーン・ディールに関する欧州委員会のコミュニケーション文書（2019 年 12 月 11 日、COM

（2019）640）の農業関係部分の概要 

① 欧州委員会は、公正、健康的及び環境に優しい食料システム「農場から食卓へ（Farm-to-Fork）」

戦略を 2020 年春に公表する。 

② CAP について、欧州委員会は、CAP 全予算の 40％以上を気候変動対策に充当するという 2018

年の欧州委員会提案の野心的目標の水準以上を達成するため、欧州議会及び理事会と協議する。

また、欧州委員会は、加盟国の CAP 戦略計画がその当初から欧州グリーン・ディール及び Farm-

to-Fork 戦略の野心的目標を十分に反映するよう加盟国等と取り組む。 

③ この戦略計画が厳格な気候・環境基準により評価されることを確保する。この戦略計画は、精密

農業、有機農業、アグロ・エコロジー、動物福祉等の持続可能な農業慣行の使用を導くべきもの

である。戦略計画はまた、化学農薬の使用及びリスク並びに肥料及び抗菌剤の利用を顕著に削減

するための野心的目標をより高い水準で反映させる必要がある。 

 

また、欧州グリーン・ディールは社会も含めた気候変動への対応（洪水、森林火災への対応含む）を

求めている。特に、農林水産業に影響のあるのは、以下の排出削減と、生産から消費までのサプライチ

ェーンに係る Farm-to-Fork 戦略についてである。 

 

１） 排出削減目標 

温暖化ガスの排出削減に関し、2020 年 3 月までに欧州初の「気候法」案を提出し、排出量を遅

くとも 2050 年までに実質ゼロにする目標を定める。それに伴い、2021 年 6 月までには、ア）排

出量取引制度（ETS）及び、イ）土地利用・土地利用変化・林業（LULUCF）規則を必要に応じ

て見直す予定である。 

 

ア）ETS に関し、農業部門では 2018 年以降、輸送・建物・廃棄物管理と共に非 ETS 部門とし

て一括して 2030 年までの削減目標（2005 年比 30％）が課されている。輸送や建物が新たに ETS

に含まれると、農業は数少ない非 ETS 部門の一つとして残されることになり、新たな非 ETS 部

門の削減目標も改めて必要になると考えられる。 

 

イ）現在の LULUCF 規則は、排出量・吸収量の算定方法を定め、各国の森林、耕地、草地、湿

地等の排出量が吸収量を上回ってはならないとしているが、見直しにより農林業部門にも影響が

生じる可能性がある。なお、既存制度では、農林業は食料安全保障や生物多様性等多面的な政策

目的に関わっていることから温暖化緩和に貢献する余地は比較的限られているとみなされ、非

ETS部門における排出削減目標の設定にもその点が考慮されている。また、吸収量が排出量を上

                                                   
2 本項は平澤明彦（2020）「欧州グリーンディールと農林水産業」『農中総研 調査と情報（第 76号）pp.20-21』を参照した。 
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回る場合は、その超過分を ETS 対象部門の目標未達成分と相殺するために一定の範囲内で用い

ることができる。 

 

２） 農場から食卓へ（Farm-to-Fork）戦略 

農業生産から消費までのサプライチェーンに関し、公正で健康的で環境に配慮したものにするた

め、農場から食卓へ（Farm-to-Fork）戦略を 2021 年春に提出し、広範なステークホルダーとの

議論を開始する予定である。特に CAP は、次期中期財政計画（MFF）において予算の約 40％を

気候対策に貢献するように要求されており、Farm-to-Fork 戦略の重要な手段として位置付けら

れている3。 

 

次期 CAP の開始が 2022 年以降に遅れることが見込まれることから、各加盟国が策定する CAP 戦略

計画に欧州グリーン・ディールと Farm-to-Fork 戦略の目標を反映させることが期待される。また、

Farm-to-Fork 以外の分野では、2020 年 3 月に生物多様性戦略を提出し、それに基づく EU 森林戦略を

策定し、効果的な造林と森林保全・回復を目指すとしている。 

欧州委員会は、2020 年 3 月 4 日に欧州グリーン・ディールの核となる欧州気候法（European Climate 

Law）案4（規則(EU) 2018/1999 の改正）を発表した。また、同日には、将来の気候対策に関する行動

設計や情報共有、課題解決策のモデル等について、市民と利害関係者の声を集約することを目的とした、

将来的に策定するイニシアチブ「欧州気候協約（European Climate Pact）」に対するパブリック・コン

サルテーションの公募5も開始しており（2020 年 5 月 27 日締切）、今後の議論が注目される。 

欧州グリーン・ディール、特に Farm-to-Fork 戦略は農業との幅広い関わりがある。また、これらを

農家レベルでどのように実施していくかも検討しなくてはならない。実施の影響を見極めるためにも、

施策の具体化が待たれる。 

 

次期 MFF 案では、直接支払予算を概ね維持しつつ、農村振興政策の EU 予算を大きく削減し、加盟

国の財政負担を増やしている。これは、農場段階の給付額を安定させる効果があり、影響評価と協議結

果を踏まえたものである。また、2009 年の危機の際に EU の支出割合を引き上げた分を戻す意味合い

もある。 

次期 MFF における CAP 予算に関し、欧州委員会提案では、現行の 1%から 1.1％への引上げとなっ

ていた。これまでの理事会における加盟国の交渉経過では、約 120 億ユーロ減額し、GNI の 1.07%が議

長国から提案されていた。しかし、2020 年 2 月 20 日及び 21 日の特別欧州理事会（首脳会議）では、

合意には至らなかった。なお、CAP 改革はこれまでも予算によって動向が左右された歴史がある。1992

年の最初の改革では支出増加が問題となり、2000 年代初頭は新加盟国問題が大きく取り上げられた。 

                                                   
3 ただし、CAP が農業総局（DG AGRI）の管轄であるのに対し、農場から食卓へ（Farm-to-Fork）戦略の主管部署は保健衛生・

食品安全総局（DG SANTE）である。 
4 European Commission, “European Commission, “Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND 

OF THE COUNCIL establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 

(European Climate Law)”: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-proposal-regulation-european-climate-law-march-

2020_en.pdf 

5 European Commission, “EU climate action and the European Green Deal: European Climate Pact”: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-proposal-regulation-european-climate-law-march-2020_en.pdf 
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欧州委員会は 2017 年 11 月 29 日に次期 CAP 改革に関する基本方針である「食料と農業の未来（The 

Future of Food and Farming）」 を公表し、補完性原則（subsidiarity）を根拠として加盟国へ多くの権

限を委ねる方針を打ち出した。 

この新しいシステム下では、プロの農家に何をすべきか、コンディショナリティ等の要件を充足する

以上に指図することは適切ではなく、加盟国に裁量を与え、加盟国が自主的に政策を計画・実施し、農

家にインセンティブを与えて変化を促進することを期待している。したがって、それを実現するため、

ルールは可能な限り実践に即したものとなっている。裁量拡大に当たり、補完性原則（subsidiarity）の

コンセプトを援用し、上位目標は EU レベルで規則化し、何を加盟国レベル、EU レベルで実施すべきか

といった議論が行われた。 

加盟国の多様性を尊重することは重要な要素である。28 加盟国の農業は多種多様であり、EU レベル

ですべてを管理することは難しく、補完性原則を適用することが必要であった。また、CAP には多くの

実施項目があり、複雑であるため、以前から加盟国は簡素なルールを求めていた。例外や免除の規定を

多用すると複雑化してしまうおそれがあるが、現場の現実的な状況に近しい決定を行うほど、複雑性は

緩和されると期待されている。また、EU レベルだけではなく、加盟国が自身で政策を計画・実施する際

にも簡素化が求められている。 

 

ホーガン前農業担当欧州委員が 5 年前に就任して以降、CAP の簡素化が大きな課題であり、欧州委

員会独自の構想として生まれたのがデリバリモデルであった。当初、政策の細部から簡素化を始めよう

としたが（例：直接支払におけるデジタル化、市場管理制度における諸制度の統廃合等）、それでは根本

的な簡素化には繋がらないため、政策の建て付けから見直す必要があった。 

 

今回の CAP 改革の大きな焦点は「柔軟性（flexibility）」と「簡素化（simplification）」であり、前回

の CAP 改革との大きな違いは「デリバリモデル」の導入である。これにより、行政負荷が EU から加

盟国に移るとみられる。なお、加盟国側からも当初から常に裁量拡大を期待する声があったが、欧州委

員会の思惑とは異なっている。加盟国は、基準設定も統制も欧州委員会に任せ、その中で裁量を持つこ

とを望んでいた。他方、欧州委員会の案は、EU レベルで目標を決定し、実施の詳細や統制等について

は加盟国の裁量に委ねるというものであった。 
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図表 1-1：デリバリモデルのプロセス 

出所：欧州委員会農業総局（DG AGRI）提供資料よりみずほ情報総研作成 

 

デリバリモデルの案が欧州議会に提案された当初、議会の反応は否定的であった。デリバリモデルが

本当に簡素化を実現するのか、また、加盟国が実際に実施するキャパシティがあるのか、再国別化に繋

がるのではないかと懸念された。しかしながら、欧州委員会の提出した規則案を却下する場合は、交渉

に際して代案が必要となるため、規則案を却下することは現実的ではなかった。 

修正の多くは、再国別化に繋がらないようにすることを目的にしている。また、加盟国による規制の

枠組が加盟国間の平等な競争条件を損なわないようにする必要がある。 

なお、妥協案が合意された後、加盟国がスムーズに実施できるのかという点も懸念される。例えば、

ベルギーやドイツのように国内に多様性のある国で 1つの戦略計画で事足りるのかという疑問が出てく

る。欧州委員会の提案は、各加盟国が一つの戦略計画を作成するよう求めているが、ドイツは連邦制で

あり、州に農政の権限があるため、憲法上の問題が発生するおそれがある。 

 

次期 MFF 提案（COM(2018)321final）は、政策部門を限定せず実績（performance）の重視を求め

ている。すなわち目標（objectives）の明確化と実績指標（performance indicators）の利用、成果（results）

の監視と計測である。欧州委員会のすべての部門に実績重視の考えが適用される予定だが、その中にあ

っても農業部門の取り入れ方は先進的である。 

農業以外の政策部門では、実績の指標が１種類のみである。それに対し、CAP では複数の種類の指標

を設ける。7 年間の実績として測られるインパクト指標（impact indicator）は、農業を直接表すもので

はなく、農業以外の要因も影響する。そこで、加盟国の施策をより直接的に反映する成果指標（result 

indicator）も併用する。加盟国は成果指標について年毎の目標を設定し、行動計画（action plan）に盛

EU特定目標

共通指標の設定

支援措置に係る類型の大枠

EU

加盟国のCAP計画におけるニーズの特定

自国のニーズに応じた独自のCAP支援措置

実施／目標に向けた進捗

加盟国
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り込む。 

CAP 戦略計画規則案の立案時にアイデアを集約して作成された表が、同規則案の付属文書 I（インパ

クト指標、成果指標、アウトプット指標（outuput indicator）の一覧表）として掲載されている。同表

を用いて理事会等の他組織とも活発に議論がなされた。 

本枠組は、目標と監視を確かなものにする手段である。例えば、年間４百億ユーロの直接支払の具体

的な活動及び成果を明確にし、目標と対比して成果が明確にわかるようにしたいと欧州委員会は考えて

いる。 

欧州委員会による次期CAP案では、助成受給者等の具体的な適格基準を加盟国が定めることになる。

また、指標の開発も重要であり、生物多様性等について最良の測定方法等が検討されている。中でも景

観の指標化は困難であり、衛星画像データの活用も含め検討されている。このデータ活用については、

欧州委員会の共同研究センター（JRC）が取り組んでいるが、10 年といった長い時間はかけられないた

め、200 ほどある農村振興の指標を半分程度に減らすことができないか検討している。 

 

 

加盟国の裁量拡大の一環として、欧州委員会による次期 CAP 案では、各加盟国が 2 つの柱を含む包

括的な CAP 戦略計画を策定し、欧州委員会の承認を得る方式をとる。同計画では、共通指標（下図参

照）を用いて毎年の進捗管理を行うとしている。したがって、具体的指標については、目的に適合し、

適用が容易であることを確保するため、更なる検討が必要とされている。 

 

 

図表 1-2：共通指標の設定 

出所：DG AGRI 提供資料よりみずほ情報総研作成 

 

 

共通指標の設定

実施 政策評価

アウトプット指標 成果指標 インパクト指標

1つの成果がいくつか
のインパクトを生み
出す可能性があります

アウトプットでは各活動を
1つとカウントしますが、
1つの活動がいくつかの成果
を生み出す可能性もあります

CAP保証

活動に対して数値を与える。

支出をアウトプットに結び付け
る目的を提供する。

年次パフォーマンスクリアラン
スのために使用される。

年次報告

CAP戦略計画の管理

活動に対して目的を与える。

（承認された支援措置に関連す
る）目標値を設定するために使
用される。また、当該目標値に
向けた実施状況を監視するため
に使用される。
（年次パフォーマンスレビュー）

CAP政策のパフォーマンス

CAP特定目的に関連してパ

フォーマンスを評価することに
貢献する。
（中間及び事後評価）
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直接支払と農村振興が CAP 戦略計画で一本化した背景には、2 つの柱に分かれた CAP の政策を一つ

の政策にまとめようとする流れがあった。これまで、2 つの柱は政策や施策が異なっていたが、今後は

目標・政策・施策が一つになる。なお、透明性の観点から誰が資金を得るか、横断的に示す必要がある。 

他方、政治的な理由から、2 つの柱にそれぞれ財源を供給する欧州農業保証基金（EAGF）と欧州農

業農村振興基金（EAFRD）は両方維持する必要がある。そのため、ルールと計画は一つにするものの、

柱は 2 つのまま残されることとなった。ほとんどの加盟国はこれを了承しているが、どちらから資金を

得るべきか迷うことは避けなければならない。 

欧州委員会におけるルール作りにおいても、部門横断的な変化が起きている。特に環境分野について

は、第二の柱に関係する事項が多いものの、予算は第一の柱からが多い。例えば、輪作の促進等で連携

が必要であり、2 つの柱を結びつけるために、グリーン・アーキテクチャが誕生した。 
 

気候・環境に関する各加盟国の野心的な目標水準を担保する手段は、①現行の水準が最低限度、②各

国の環境法制、③欧州委員会による評価 であり、欧州委員会は加盟国に対し、真剣な施策を要請する姿

勢である。なお、CAP 戦略規則案にある 9 つの CAP 個別目標は審議の過程で大部分が維持されると見

込まれている。 

 
 

有機農地面積は年々拡大しており、かつ、EU を含む世界有機農産品市場も拡大傾向にある。2018 年

の EU における有機農業の取組面積は、EU の総利用農地の 7.5％に当たる 1,340 万ヘクタールに増加

した（2012 年比 34％増）（2020 年 1 月 EU 統計局（Eurostat）発表）。しかし、有機農産品市場につい

ては供給が追いつかず、需要過多の状況にある。 

 

図表 1-3：欧州における有機栽培面積シェア（2018 年） 

順位 国名 農地総面積
（UAA）に 

占める有機農地の
割合（%） 

順位 国名 農地総面積
（UAA）に 

占める有機農地の
割合（%） 

1 オーストリア 24.1 16 クロアチア 6.9 

2 エストニア 20.6 17 ベルギー 6.6 

3 スウェーデン 20.3 18 ポルトガル 5.9 

4 イタリア 15.2 19 キプロス 4.6 

5 チェコ 14.8 20 ルクセンブルク 4.4 

6 ラトビア 14.5 21 ハンガリー 3.9 

7 フィンランド 13.1 22 ポーランド 3.3 

8 スロヴェニア 10.0 23 オランダ 3.2 

9 スロヴァキア 9.9 24 英国 2.6 

10 デンマーク 9.8 24 アイルランド 2.6 

11 ギリシャ 9.3 24 ブルガリア 2.6 

11 スペイン 9.3 27 ルーマニア 2.4 

13 リトアニア 8.1 28 マルタ 0.4 

- EU 平均 7.5 - スイス 15.4 

14 ドイツ 7.3 - ノルウェー 4.7 

15 フランス 7.0 - アイスランド 0.4 

出所：Eurostat “Organic Farming statistics”（2020 年 1 月更新）からみずほ情報総研作成 
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これまでの EU における有機関連規則に関する制定の流れは下表のとおり。 

 

図表 1-4：EU における有機関連規則制定の流れ6 

1991 年 EU 有機農業規則（No. 2092/91） 

1999 年 コーデックス有機ガイドライン（CODEX 1999） 

1999 年 EU 有機規則に家畜生産に関する規則を追加（EU 1999） 

2007 年 EU 有機規則の改正（EC No 834/2007） 

2008 年 EU 有機施行規則、EU 有機製品輸入規則（EC No 889/2008 及び No 1235/2008） 

2012 年 欧州委員会が EU 有機規則の課題に関する報告書を欧州議会及び 

欧州理事会に提出（European Commission 2012）、改正作業の開始 

2014 年 有機規則の改正原案を公表（European Commission 2014） 

2018 年 5 月 新有機規則（EU 2018/848）公布 

2021年 1月 1日 新 EU 有機規則の施行 

 

2020 年 1 月現在、EU における有機の認定、管理、流通は以下の 3 つの規則によって定められてい

る。なお、現行の欧州理事会規則（EC）No 834/2007 は、2021 年 1 月 1 日から施行される新有機農業

規則（(EU)2018/848）により廃止される。 

 

① 欧州理事会規則（EC）No 834/20077：有機生産と有機製品の表示に関する基本ルール 

② 欧州委員会規則（EC）No 889/20088：（EC）No 834/2007 における有機製品の生産、表示、行政

管理方法の詳細について定める規則 

③ 欧州委員会規則（EC）No 1235/20089：（EC）No 834/2007 における EU 域外からの有機製品の

輸入の詳細について定める規則 

 

欧州委員会は、新有機農業規則（EU 2018/848）において、非認可・禁止農薬の残留上限値、施設栽

培、種子、慣行農業との混合経営、第三国輸入の有機認証等を改定する。 

  

                                                   
6 本図表の作成に当たり、大山利夫「農林水産政策研究所セミナー EU の有機食品市場の動向と有機農業振興のための戦略：欧州

諸国における有機食品市場の動向と EU 有機規則（2019年 7月 26日）

（https://www.maff.go.jp/primaff/koho/seminar/2019/attach/pdf/190726_03.pdf）」を参照した。 

7 （EC）No 834/2007: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32007R0834 

8 （EC）No 889/2008: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32008R0889 
9 （EC）No 1235/2008: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32008R1235 
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同規則の主な変更点10は以下のとおり。 

 

 目的と原則 

 短い配送チャンネル、地域的な生産の推奨を追加 

 土壌に関連した生産概念を強化（生きた土壌で生産されなければならない） 

 適用対象製品の拡大（ワイン等の追加） 

 家畜飼料の地元生産原則の強化 

（現行：反芻家畜 60%、豚・家禽 20%→2023 年以降：それぞれ 70%、30%へ引き上げ） 

 遺伝的多様性、不均一性の高い植物繁殖体（種子、苗等）の使用 

 グループ認証の導入 

 

なお、レストラン、食堂等は有機規則の範囲外となるが、各加盟国や民間の基準を独自に適用するこ

とは可能である。 

 

COMENVI は、食品の品質管理と有機農業製品の安全性を守るため、「食品品質管理及び有機製品の

安全性のためのメカニズム」という 200 万ユーロのパイロットプロジェクトを提案。本提案が

COMENVI で承認されれば、欧州議会の予算委員会への本報告に盛り込まれる11。 

 

GMO の生産については、スペインとポルトガルにおいてのみ栽培される状況（2017 年時点）であり、

EU における栽培国は減少傾向にある。商品化された GMO の表示は、規則 No.1830/2003 の下、流通

記録の 5 年間保持、表示義務が課せられる。 

GMO の安全性審査は、指令 2001/18/EC に基づき確認されている。EU における GMO の栽培禁止

措置（モラトリアム）や安全性認可の滞りについて、認可のスピードを高めることが求められている。 

環境放出指令の改定で GMO の栽培可否を加盟国で個別に判断できるようになったが、栽培だけでな

く食品（・飼料）流通も個別判断の対象となるか等が争点となっている。 

欧州食品安全機関（EFSA）は、米国企業モンサント社の GMO 大豆及び GMO とうもろこしについ

て、人体、動物並びに環境に対する潜在的影響が従来種と同等に安全であるとの見解を示した12。 

欧州議会では、緑の党グループ（Greens）等、環境政党系議員が、欧州委員会が提案した特定の除草

耐性形質を持つ 3 件の GMO の輸入に反対する意思を示している。また、欧州議会は、GMO に関する

36 の異議申し立てを行ったが、欧州委員会はこれらを無視したと非難している。他方、最大会派の EPP

の議員は、EFSA の勧告に基づいた欧州委員会の決定を支持し、当該 GMO が従来の作物よりも有害で

あることを科学的に証明するものはないと主張し、意見が割れている13。 

その後、欧州議会本会議においても、欧州委員会の認可に反対する決議が大差で可決された。しかし

                                                   
10 大山利夫「農林水産政策研究所セミナー EU の有機食品市場の動向と有機農業振興のための戦略：欧州諸国における有機食品

市場の動向と EU 有機規則（2019年 7月 26日）（https://www.maff.go.jp/primaff/koho/seminar/2019/attach/pdf/190726_03.pdf）」

参照。 
11 2019 年 9月 3日付 IEG Policy 参照 
12 2019 年 7月 12日付 AGRA FACTS 参照 
13 2019 年 9月 26日付 AGRA FACTS 参照 



□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） 

 

- 15 - 

 

ながら、この決議は、欧州委員会の権限を法的に拘束できるものではない。また、加盟国においても、

特定多数決による反対が成立しなかった。欧州委員会は、EFSA の安全性評価を含む必要な認可手続を

対象 GMO 作物が終えたことから、法的に輸入を認可しなければならず、2019 年 11 月 28 日に認可を

行っている14。 

 

2020 年 1 月 29 日に公表された欧州委員会の 2020 年ワーク・プログラムにおいて、遺伝子組換え等

に関して 2 件の法規案が取り上げられている。まず、加盟国がその領域において遺伝子組換え食品及び

飼料の使用を制限し又は禁止する可能性に関して遺伝子組換え食品及び飼料に関する規則（ (EC)No 

1829/2003）を改正する規則案（COM(2015)177 final）については、欧州委員会が 2015 年 4 月 22 日 

に提案していた。しかしながら、2015 年 10 月 30 日の欧州議会本会議は大差をもってこれを否決す

るとともに、欧州委員会に対してその提案を撤回するよう求めていた。今般、欧州委員会は、2020 年ワ

ーク・プログラムにおいて、この規則案を 2020 年の立法過程において優先配慮すべき法案の一つとし

て定めた。 

一方、欧州委員会は、家畜のクローニング及び農業目的の再生産に関する指令案（COM(2013)892 final）

を 2013 年 12 月 18 日に公表したが、欧州議会本会議は、2015 年 9 月 8 日に修正案を採択していた。

欧州委員会は、2020 年のワーク・プログラムにおいて、2015 年以来共同立法者による進展がなされず、

今後の進展が見込めないことを理由に本指令案を撤回することを表明した15。 

 

2018 年 7 月、欧州司法裁判所（ECJ）は、ゲノム編集等の新しい植物育種技術（NPBT）が EU の 

GMO の環境への放出に関する指令（2001/18/EC）を遵守しなければならないと判示した。 

2019 年 11 月、理事会は、欧州委員会に対して、NPBT の法的位置付け及び ECJ 判決の影響を明確

化する研究を公表するよう要請した。理事会はまた、欧州委員会に対し、当該報告の所見の観点から適

切であれば、本分野における新たな提案を提出するよう求めた。これに対し、欧州委員会は、NPBT に

関する規制を更新するオプションを概説する、当該研究を 2021 年 4 月に公表する計画である16。 

  

                                                   
14 2019年 9月 27日付、11月 29 日付 AGRA FACTS 参照 
15 欧州委員会 2020年ワーク・プログラム等参照 
16 2019年 12月 10日付 IEG Policy 参照 
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参考資料：Council of the European Union Brussels, 10 December 2019 (OR. en) 14983/19 

 
 EU理事会提案（2019年12月時点での検討状況） 今後の論点 

CAP戦略計画（CAP Strategic Plan）規則  

新たな 

デリバリ 

モ デ ル

(NDM) 

実績（performance） 

評価 

・ 原則的にコンプライアンスから成果ベースのシステムへの移

行に対し、加盟国は幅広く支持。 

・ 特にパフォーマンス・クリアランスを目的とした年次パフォ

ーマンス報告に含まれるべき定量的情報に関し、NDM の実

施に関する加盟国の懸念に対応するよう修正。 

・ 行政上の負担、正当化理由の必要性及び資金を失うリスクを

軽減するため、特に、面積又は家畜飼育数に基づかない支

援措置の特異性に規定を適合させるよう修正。 

・ 実際の助成単価が、計画上の助成単価から逸脱する可能性を

減少させ、加盟国が資金提供の削減又は停止のリスクを冒し

つつ、正当化理由を提供しなければならない事例数を減らす

ことを目指すよう修正。 

・ 新たなシステムの円滑な実施及び EU 資金の適

正な使用の両方を確保するため、同テーマに関

する更なる作業が必要。 

・ CAP 戦略計画及び年次パフォーマンス報告の

詳細な内容並びにマイルストーン及びパフォー

マンス・レビューの頻度についても、更なる検

討が必要。 

 

 

資金提供の柔軟性 

(financial 

flexibility） 

・ さまざまな支援措置に留保されるべき資金を事前に計画する

ことの困難性に対抗するとともに、過剰及び過小執行の事例

が起こりうることに対処するため、資金提供の柔軟性を向上。 

・ 例えば、特に、エコ・スキーム等の新規スキーム及び青年農

業者スキームの第一の柱に関し、加盟国が最高助成単価だけ

でなく最低助成単価も設定できるように修正。これにより、

それらが想定よりも成功していることが判明した場合、直接

支払の助成単価を低くし、残った資金を新規スキームに使用

可能。 

・ CAP 戦略計画を修正することなく、加盟国が支援措置間で資

金を移転する可能性及び限度を明確に記載するよう修正。 

・ 特定の条件下で、特に使用額が想定よりも高い場合及び他の

直接支払から資金を移すことができない場合、助成単価が最

低金額を下回ることができるよう修正。 

・ これらの修正案は広く歓迎されたが、特に当初

計画されたもの以外の支援措置のために資金を

使用する可能性及び助成単価の変動が許容され

る支援措置に関し、更なる作業が必要。 
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 指標（indicators） 

・ 理事会の作業部会（WP HAQ）及び欧州委員会のCAP 

監視・評価に関する専門家グループの双方における指標に関

する詳細な議論の結果、加盟国の立場の理解が進み、これに

より、議長国は欧州委員会の提案を明確にし、加盟国の見解

と更に整合させることが可能となった。欧州委員会はWP 

HAQに対し、その専門家グループで行われた作業について

情報を提供し、議長国は規則案の附属書Iを改善するための

技術的な提案を理解。 

・ 指標が目的に適合し、適用しやすいことを確保

するため、WP HAQ及び欧州委員会専門家グ

ループ間の作業の調整を含む、更なる作業が必

要。 

 

環境・ 

気候対策 

環境及び気候対策の

側面（概観） 

・ 加盟国は、以下を条件として、現在の期間と比較してより高

い環境及び気候に関する野心的目標に原則として賛成。 

i） 将来の CAP に関する適切な財政資源が利用可能である 

ii） 特に環境基準の遵守に関する統制に関し、行政上の負担

を最小限に抑える 

iii） グリーン・アーキテクチャについて、地域及び地域のニ

ーズに適応させるために十分な柔軟性が確保される 

・ MFFの合意が達成され次第、同テーマに関す

る更なる議論が必要。 

 

コンディショナリテ

ィ（conditionality） 

システム 

・ 附属書 III の良好な農業及び土地の環境条件に関する特定の

基準（GAEC 基準）（特に GAEC 基準 1、2、7、8 及び 9）を

明確に記述するよう修正。 

・ 同じく附属書 III の家畜の識別と登録に関連する法定管理要

件（SMR）の削除の可能性。 

・ 養分に関する農場助言ツール（FaST）、当初は GAEC 基準 5

として欧州委員会の提案に含まれていたが、同基準から削除

され、第 13 条（「農場助言サービス」）に移動。 

 

・ GAEC 基準 9 の範囲及びその条件については、

更なる作業が必要。「適格なヘクタール」の定義

に影響。 

・ 家畜の識別と登録に関連する法定管理要件

（SMR）の問題については、主に、当該要件の

軽微な不遵守の後の行政上の制裁措置が農業者

に課す影響及び当該要件の統制の加盟国行政に

対する負担の観点で、加盟国の見解は異なる。 

・ 加盟国は、FaSTの代替として、既に実施され

ている他のツールを使用する可能性を歓迎した

が、ほとんどの加盟国は、FaSTに関する第13

条の規定の詳細度を下げることを依然要求。 

小規模農業者に 

対するコンディショ

ナリティの適用 

・ 小規模農業者に対し、コンディショナリティに関連する統制

及び制裁措置を完全に免除するという若干数の加盟国の提案

について加盟国の見解は分かれた。 

・ 簡素化のために統制及び比例した行政上の制裁措置のより軽

いシステムを規定する必要性については幅広く合意。 

・ より軽いシステムのオプションは、将来の政策

の環境及び気候に関する野心的目標を損なうこ

となく適切な妥協の根拠を提供する可能性があ

るため、更に考慮されるべき。 
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エコ・スキーム 

・ エコ・スキームによって提供される可能性に対して加盟国は

幅広く関心を示す。 

・ ヘクタール毎だけでなく家畜単位毎にも支援を提供し、取引

費用を対象とすることができるという修正案は、加盟国に十

分に受け入れられた。 

・ 義務的とするか任意的とするかについて、加盟

国は依然として意見に相違。 

・ 新規措置を事前に計画することの困難性。農業

者によるエコ・スキームの過剰な（又は不十分

な）使用額が資金の損失に繋がるおそれ。 

環境・気候関連支出 

・ EAFRDの下で環境及び気候関連支出を 30％以上とするとい

う欧州委員会規則案を、CAP 戦略計画の予算全体の単一の割

合又は固定金額に置き換えるよう議長国によって修正（なお、

果物及び野菜の部門別支援措置のための留保は維持）。 

・ この提案は、より高い環境に関する野心的目標を確保すると

同時に、加盟国がさまざまな支援措置においてそれを実現す

る方法の柔軟性を高めることが目的。 

・ ほとんどの加盟国は、このアプローチを議論の適切な基礎と

みなし歓迎。 

・ 一方、一部の加盟国は、立場を留保し、又は最終的な見解を

決定する前に更に情報を提供するよう要求。 

・ 議長国は、この考えを更に探求し、実施可能に

するため技術的な作業に専念すべきとの考え。 

・ 実際の割合（又は固定金額）は、次期 MFF に

ついての合意が達成された場合にのみ設定可

能。 

・ 単一の割合又は固定金額にカウントする支援措

置のリストに環境及び気候に関する目的を適切

に対象とする支援措置のみが含まれるようにす

る方法並びに当該割合又は固定金額の資金が確

実に満たされるようにする方法を検討する。 

その他の 

要素 

定義 

 

・ 最も議論された定義は「真の農業者（genuine farmer）」について。（欧州委員会提案の義務的な適用から）任意的

な適用に変更し、客観的かつ非差別的な基準に基づいて真の農業者の概念を加盟国に完全に決定させるよう修正。 

・ 永年草地について、（欧州委員会提案を修正して）オムニバス規則に基づく現行規則のアプローチを維持。  

・ 適格なヘクタールについて、農業活動が損なわれないことを条件として、GAEC 基準 9 の対象とされる景観的特徴

又は非生産的特徴、エコ・スキームの対象とされる地域等の環境に有益な特定の地域を含めるようその対象範囲を

拡張するよう修正。 

直接支払の形式での

支援措置の類型 

・ 青年農業者の支払いに関し、青年農業者毎に最大ヘクタールを設定する柔軟性を加盟国に与えるよう修正。 

・ カップル所得支援に関し、加盟国の意見が分かれているため、現在のテキストはバランスが取れていると判断。 

特定の部門別の支援

措置の類型 

・ 附属書において、「その他の部門」に対する支援措置の対象と

なる部門の限定リストを記載。 

・ その他の部門（第 60a 条）の下での協力の形態の範囲につい

て、生産者組織としてまだ認証されていない生産者団体又は

協同組合を支援する代替アプローチを議長国から提案。 

・ 左記代替アプローチは、大半の加盟国から支持

を得ており、更に検討を深める価値がある。 

・ 果物及び野菜の部門の支援措置の下、環境及び

気候に関する目的に限定される支援の割合を現

在議論中。 
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農村振興のための 

支援措置の類型 

・ 特定の環境、気候、及びその他の管理取組の下、ヘクタール

以外の単位を援用する可能性、及び青年農業者及び農村ビジ

ネスの立ち上げの支援に加え、小規模農場の発展に関する修

正は、ほとんどの加盟国が歓迎。 

・ その他の要素、特に、投資に関する支援の度合

い、（投資における）土地購入に関する例外及

び灌漑への投資については、更に議論が必要。 

 

行政上の諸要素 

(administrative 

elements） 

・ 地域の管理当局をCAP戦略計画の準備及び実施に関与させ

たいと考えている分権化された加盟国の懸念に対応するた

め、CAP戦略計画のガバナンス構造について修正。 

・ CAP戦略計画の適切なガバナンスを確保する

ため、これらの要素について更に作業が必要に

なる可能性。 

 

金融手段（Financial 

instruments） 

・ 共通規定規則（CPR）及び InvestEU 規則に導入された変更

との整合性を確保するため、金融手段に関する規定を更新。 

・ CPR が十分に確定し次第、当該規定の再検討が

必要。 

横断的規則（Horizontal Regulation）  

横断的規則案（概観） 

・ フィンランド議長国の間、特に以下の問題を検討。 

 単一監査アプローチ及び欧州委員会による調査 

（第 46 条及び第 47 条）。 

 取引の精査（第 74-83 条）。 

 新たなデリバリモデルにおける面積又は家畜飼育数に

基づかない支援措置。 

 新たなデリバリモデルにおける年次クリアランス・パ

ッケージ及び年次パフォーマンス・クリアランス。 

 新たなデリバリモデルに関連する条項（第 8 条、第

38〜40 条、第 52 条） 及び 

 適合性手続（第 53 条）。 

・ 議長国はすべての修正案を反映した横断的規則案の議長国テ

キスト（14465/19）をまとめた。主要な課題及び加盟国の

立場を説明する冒頭メモが付されているこのテキストについ

て、加盟国は一般的に歓迎。 

・ 加盟国は、横断的規則に対応する規定に関する

CAP 戦略計画規則における関連条項の最終的

な規定振りの結果が検討される場合、及び横断

的規則に関する合意が 2020 年以降の 3 つの

CAP 規則案の全体合意の一部となることを条

件として、MFF に関する合意が確立された後に

のみテキストに関する最終的な立場をとること

ができるという理解の下、欧州委員会の提案に

対するこれらの修正に幅広く同意。 

 

新たなデリバリモデルの文脈に 

関連する新規定 

・ 主に年次クリアランス・パッケージの内容及び年次パフォー

マンス・クリアランスの手続を議論。 

・ 支払いの停止に関する第 38条及び第 39条並びに年次パフォ

ーマンス・クリアランスに関する第 52 条を修正。 

 

・ 一部の加盟国は、支払機関及び調整機関に関す

る第8条、ガバナンスシステムの不備に関連す

る支払いの停止に関する第40条並びに適合性

手続に関する第53条は、CAP戦略計画規則に

おけるNDMに関連した条文に関する議論が完

結され次第、更なる検討が必要になる可能性。 
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単一の監査アプローチ（第46条） 

（single audit approach） 

・ 一部の加盟国は、認証機関の作業から保証を取得するという

欧州委員会のコミットメント並びにこれが一般的に行政及び

受給者の両方にとって行政上の負担とみなされている現在の

状況と比較して、実際にどのように加盟国において欧州委員

会により実施される調査（第47条）の制限に繋がるかに関

し、単一の監査アプローチが規則においてより明確に立案さ

れることを依然要求。 

・ 単一の監査アプローチを実施することの重要性

は、一部の加盟国が示唆したように、今後、規

則の前文（Recital）又は欧州委員会の声明に

おいて反映される予定。 

 

取引の精査（第74〜83条） 

・ 多数の加盟国の簡素化を達成したいという意向を、これと同

数の加盟国の商業文書や相互援助を含む適切な統制環境を確

保する基本的な法規における規定を維持したいという要求を

尊重し、反映させるために大幅に修正。 

・ 現在のテキストは、加盟国のコスト及び行政負担を可能な限

り最小限に抑えることを目指しており、完全な削除及び欧州

委員会が提案した規定維持との間の妥協と見なされるべき。 

・ 一部の加盟国は依然として、当該精査に関して

更に簡素化を求めたい意向。 

統合管理統制システム（IACS）（第

63〜73条） 

・ IACSに関する変更は、主にテキストにおいて更なる明確化

を提供することを意図。 

・ IACSのさまざまな要素（第64条）及び農産物

の識別システム（第66条）に関し、更に検討

の可能性。 

コ ン デ ィ シ ョ ナ リ テ ィ

（Conditionality）に関連した 

統制システム及び制裁措置 

（第84〜87条） 

・ コンディショナリティのルールに違反した場合の制裁金の計

算に関する第 86 条において、目標の達成及び再発に対する

不遵守の結果に応じて制裁金の段階的変化を可能にするため

の修正を導入。同変更により、コンディショナリティの早期

警告システムを削除。 

・ コンディショナリティに関連した統制システム（第 84 条）及

び制裁措置（第 85 条）について、小規模農業者の免除の可能

性の問題について、加盟国は依然として見解が分かれている。 

・ コンディショナリティに関連した統制システム

（第 84 条）及び制裁措置（第 85 条）は、制裁

措置の適用及び計算（第 86 条（2a））並びに「重

要ではない結果」の概念と同様に、更なる検討

が必要になる可能性。 

支払機関及び調整機関（第8条） 

(paying agency) 

・ 第8条は、認定された支払機関の数を制限する義務からの一

般的な免除を提案する追加テキストに関係する。なお、この

テキストは法制上の理由から適切ではない。 

・ 更なる検討が必要。 

欧州委員会の権限 

（第45条及び第50条） 

・ 第45条及び第50条において、及びEUの運営に関する条約

（TFEU）第290条において要求されているように、欧州委

員会の権限付与の目的、内容、範囲及び期間には、現在よ

りも具体的な枠組が必要。 

・ 更なる検討が必要。 
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MFF関連の問題 

・ 以下の MFF 関連の問題（いわゆる括弧付きテキスト）は、MFF の特別作業部会の権限下にあるため、農相理事会

側によって再作成されていないことに留意。 

 農業準備金に関する第 14 条。 

 財政規律に関する第 15 条（第 15 条（1）に追加された 2,000 ユーロの基準を含む。） 

 資金提供前の取り決めに関する第 29 条 及び 

 CAP 戦略計画の自動デコミットメントに関する第 32 条。 

CMO規則等の改正規則 

CMO規則等の改正規則（概観） 
・ ほとんどの加盟国は、改正規則のテキストは概ね確定しているという評価に同意。 

・ 一部の加盟国は、欧州委員会提案に含まれていない問題（例えば、公的介入）に議論を拡大することを希望。 

ワインのラベリング 

・ 議長国は現行の CMO 規則（(EU)1308/2013）の関連規定を

次のように改正。 

 ルールに適合していないラベルが訂正された場合にはワイ

ンを市場に戻すことができることを明確にするため前文

（Recital）19a に記述を追加しつつ、第 90 条（0a）に規

則 1306/2013 の第 89 条（1）に記載されている規定振りを

戻すこと。 及び 

 第 119 条のラベリングのルールにおいて、電子的手段によ

って成分のリストを参照可能にするオプションはアレルゲ

ンに適用されず、同リストを参照する消費者はそのデータ

を収集又は追跡してはならず、マーケティング資料の対象

とすべきではないことを明確にする。 

 既存のワイン在庫について第 6 条に移行ルールを追加する

こと。 

・ 加盟国はフィンランド議長国のテキストを広く歓迎。加盟国

の大半は、ワインのラベリングの問題に関して提案されたす

べての修正の受け入れが可能となる予定。 

・ 一部の加盟国は、特に生産者組織の役割、市場

条項の下でのセーフティネット（例：市場の混

乱に対処するための措置）及び学校スキームに

関する予算枠について高い関心。これらの問題

については、欧州議会の立場がより明確になり

次第、2020年に議論が必要となる予定。 
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第一の柱 

欧州委員会の提案によれば、直接支払額の算定は現行 CAP と同様に面積基準で決定され、各施策に

おける基本原則は継続される見込みだが、中小規模農家及び青年農業者への支援をより重視している。

また、現行 CAP との最大の相違点は加盟国が実施する施策の管理運営方法である。次期 CAP では、

EU が加盟国の管理をするのではなく、加盟国が前述の CAP 戦略計画を策定し、事前に欧州委員会の承

認を得る方式となる。 

第一の柱の直接支払の種類別構成は以下のとおり。 

 基礎支払 

 エコ・スキーム 

 青年農業者支払 

 再分配支払 

 小規模農業者支援 

 カップル支払 

 

COMAGRI は、2019 年 4 月 2 日に、直接支払と農村振興政策をカバーする CAP 戦略計画規則に関

する共通の立場（common position）を採択した。加盟国は新たなエコ・スキームにおいて、現行のグ

リーニング制度の 30%よりは低くなるものの、直接支払予算の 20%を確保するという案を提示してい

る17。また、基礎的所得支持及び補足的再分配所得支持の合計を直接支払予算の 60％以上とする等の特

定の支援措置のために資金を留保する規定の追加を行っている18。 

さらに、直接支払については、欧州委員会提案のとおり支払いの削減及びキャッピングが加盟国にと

って義務的であることが維持されたが、受給対象農業者（genuine farmer）の定義及び補足的再分配所

得支持の条件は、欧州委員会提案より緩和された。また、基本的な規定（例：定義、補足的青年農業者

所得支持、補足的再分配支持、小規模農業者、カップル支援）については、より詳細な規定に改正して

いる19。 

 

加盟国内の平準化に関し、COMAGRI は、欧州委員会提案にはなかった「2027 年までにすべての支

払い受給権が基礎的所得支持の平均計画単価の 100％の価値を有することとする」という改正案を決議

した。一方、理事会の検討は欧州委員会提案を踏襲していることから、今後の論点となることが想定さ

れる。また、直接支払の加盟国間平準化は、東欧の加盟国が従来から強く主張していることに加え、欧

州委員会の新農業担当委員（ポーランド選出）の関心も高い。 

 

 

CAP の市場施策（国境措置、価格支持、輸出措置等）に関し、制度設立当初は農産物価格を相対的に

                                                   
17 2019 年 9月 19日付 IEG Policy 参照 
18 CAP 戦略計画規則案第 86条に対する COMAGRIの修正案（PE627.760v3-00） 
19 CAP 戦略計画規則案第 15条、第 4条(1)(d)、第 26条、第 3条、第 4条、第 27条、第 26条、第 25 条、第 29条-第 33条に対

する COMAGRIの修正案（A8-0200/2019） 
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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、累次の改革を経て、近年の厳しい財政状況

の下、市場管理制度の役割は縮小しており、価格の大幅な下落時等のセーフティネット等という限定的

な位置付けとなっている。 

市場施策は共通市場機構（CMO）に基づき運用されているが、単一 CMO には約 200 の実施規則が

あり、制度のルール数と複雑性が問題視されていたことから、40 の委任規則と実施規則にまとめ、簡素

化する取組を行った。次期 CAP 改革における CMO の改革は見直し（reform）というよりは整理

（cleaning）に近く、規定の修正は、輸出補助金規定の削除、ワインのラベルと品種等についてである。 

なお、農家の交渉力強化に関しては、2019 年 3 月に「食品のフードサプライ・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（EU(2019/633)）」が成立している。 

 

2019 年 4 月から施行された不公正な取引慣行（UTP）指令（Directive (EU) 2019/63320）について

は、欧州議会が積極的な役割を果たしている。欧州議会はミルクパッケージが導入された 2010 年頃か

ら、長期間要請しており、ステークホルダーと共に取り組んでいた。こうした欧州議会の主張に理事会

が同意し、欧州委員会も前向きになったことから実現したとされる。 

 

UTP 指令に関する今後のスケジュール 

2021 年 5 月 1 日：加盟国における国内法化 

2021 年 11 月 1 日：加盟国法の適用 

2022 年 5 月 1 日：既存の契約に対する適用 

2025 年：評価 

 

図表 1-5：不公正な取引慣行に関する指令の内容 

＜不公正な取引慣行に関する指令（Directive （EU）2019/633）（2019 年 4 月 30 日発効）＞ 

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 指定執行機関（Designated enforcement authorities）   

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 enforcement authorities）  

7 条 裁判外紛争解決（Alternative dispute resolution）   

8 条 執行機関間の協力（Cooperation among enforcement authorities）  

9 条 加盟国の国内規則（National rules）     

10 条 報告（Reporting）      

11 条 委員会手続（Committee procedure）    

12 条 評価（Evaluation）      

13 条 国内法化（Transposition）     

14 条 施行（Entry into force）     

15 条 指令の実施主体（Addressees）         

※赤字部分は、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）への追加条項 

出所：Directive（EU）2019/633 よりみずほ情報総研作成 

                                                   
20 DIRECTIVE (EU) 2019/633 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 April 2019 on unfair 

trading practices in business-to-business relationships in the agricultural and food supply chain, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0633&from=EN 
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なお、UTP の議論は、酪農部門において生産者と流通業者との力関係が著しく不公平であるという問

題意識から始まっているが、2015 年の生乳クォータ制度廃止が UTP に直接影響したとは言い難い。 

UTP 指令の制定に向け、欧州議会は禁止すべき取引慣行に関するリストの作成の他、EU 理事会と共

にすべてのサプライチェーン関係者と協議を行った。大手流通業者を協議から外してしまうとサプライ

チェーンが欠けるため、すべての関係者と協議することが必要だったが、利害関係者間での交渉は難航

した。 

 

EU レベルでは、2016 年以降の対策（オムニバス規則（(EU) 2017/2393）、2018 年の UTP 指令）に

より既に対応がなされていることから、今後は UTP 指令に基づき、各加盟国での対応に委ねられる。 

UTP 指令は、サプライチェーンの川上にいる農家や中小企業等、交渉において弱い立場となる関係者

が権限の強い相手（サプライチェーンの川下）と対等に交渉できるようにするものである。最低限の事

項を規制しており、明確に不公正な 16 種類の取引慣行を禁止している。なお、禁止事項には、完全禁

止（黒）のものと当事者間に合意が無い限り禁止（灰色）のものがある。 

指令の効果については、2019 年 11 月時点において、加盟国の法制化に関する 1 回目（1 か国目）の

技術的会合（technical meeting）を開催したところであり、現時点で効果を測ることは困難である。今

後の動向が注目される。 

 

UTP 指令との対応関係（国内法化（transposition）の動向等）は加盟国によって異なる。EU 指令の発

令以前から法律を整備している国も多く、また EU 指令よりも厳しい規制を課している国もある。例え

ば、北部ヨーロッパの国の市場は競争主義的であるのに対し、南部ヨーロッパの国の市場は保護主義的

であることが多い。 

2019 年 11 月時点で、20 の加盟国が国内法を制定している21。なお、UTP 指令の影響評価書に各国

法制のレビューが掲載されている。各加盟国の実施状況は以下のとおり。 

 スペイン、フランス：強力な国内法を制定 

 英国：強力だが規則強化よりもモニタリングの枠組によって管理 

 ベルギー：限定的な法令 

（※ほとんどの加盟国が英国とベルギーの中間） 

 

市場観測（Market Observatory）は欧州委員会の発意によるものであり、法的基礎はなく、6 つの部

門（酪農、食肉、砂糖、穀物、果実と野菜、ワイン）について設置されている。アイデアは 2016 年に

最終報告書を提出した外部有識者による農業市場タスクフォース（Agricultural Markets Task force）

に由来し、欧州委員会が市場価格情報を参照できるように、データを収集することを提言22した。なお、

フランスとスペインは自身で独自の市場観測システムを有している。 

市場の透明性は経済的情報によってもたらされることが期待されるが、現状では市場参加者の間で情

                                                   
21 現地ヒアリング調査より 
22 European Commission, Press corner, “Agricultural Markets Task Force Presents Recommendations on farmers in the food 

supply chain” :https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_16_3658 
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報の格差が生じている。そうした状況を是正し、サプライチェーン上の関係者間の信頼を取り戻すこと

によって、取引費用の節約とマージンの明確化、効率の向上が期待される。 

市場観測の効果を数値化することは困難であるが、市場に与える影響は大きいとされる。なお、欧州

農業組織委員会・欧州農業共同組合委員会（Copa-Cogeca）は、経済的情報が得られないことによって

生じる損失額を４百億ユーロと試算しているが、1 兆 6 千億ユーロの市場規模全体と比較すると一部に

過ぎない。 

市場の透明性に関連する欧州委員会によるデータの収集については、CMO 規則第 223 条が根拠規定

となる。本条に基づき、欧州委員会は情報及び文書の欧州委員会への通知に関する欧州委員会実施規則

（(EU)2017/1185）を制定した。同実施規則に基づき、欧州委員会は生産者価格等を収集することが可

能となっている。 

2019 年 3 月 22 日、欧州議会、理事会及び欧州委員会は、共同声明（ST 7607 2019 ADD 1 REV 1, 

22.3.2019, p. 1.）を発表し、農業及び食料市場の透明性は、有効に機能する農業及び食料供給チェーン

の主要な要素であることから、欧州委員会は、EU レベルの市場の透明性を向上させるための作業を継

続するよう奨励された。また、この作業にはEUの市場観測の強化等を含むことができるとされている。 

このような状況の中、2019 年 5 月 22 日、既に措置されている不公正な取引慣行の禁止や、生産者組

織の改善に加え、食料供給チェーンにおける公正性を改善するための 3 番目の要素が提案された。欧州

委員会は、上記実施規則（(EU)2017/1185）を改正する欧州委員会実施規則案を公表し、対象品目の追

加等（加工品の追加を含む。）、流通過程の購入価格、把握対象数量の追加等の改正を行う。同規則は 2019

年 10 月 1 日制定され（(EU)2019/1746）、2021 年 1 月 1 日から適用される予定である23。 

 

 

現行 CAP からの変更点 

これまでのクロス・コンプライアンスには、優良な農業慣行、動物福祉等が含まれていた。2013 年の

CAP 改革では、グリーニングでも環境要件を定めていたが、現場の現実にそぐわないため（期待された

程の支払実績がない、事務手続が複雑等）、各方面からの批判が相次いだ。また、農家からも不満の声が

上がり、要件を満たしても実質が伴わない「グリーン・ウォッシュ」と批判された。そこで、今回の CAP

改革では、欧州委員会提案において、グリーニング支払の要素を、第一の柱と第二の柱における関係支

援措置に共通の受給要件である義務的取組要件コンディショナリティ（conditionality）に組み込むこと

とした。また、気候変動・環境スキームとして「エコ・スキーム」を新設し、現行 CAP のクロス・コン

プライアンスについては、義務的取組要件に統合されたことから、次期 CAP の環境要件は強化された。 

 

欧州グリーン・ディールとの関係性 

欧州グリーン・ディール（European Green Deal）は、フォン・デア・ライエン新欧州委員会委員長

                                                   
23 欧州委員会プレスリリース Fairness in the food supply chain: Commission proposes to increase price transparency （2019年5

月22日、IP/19/2629）、欧州委員会 DGAGRI Market Transparency in the food supply chain(CDG Animal Products: Beef & Veal

資料、2019年10月1日)、欧州委員会 DGAGRI Market Transparency in the food supply chain(CDG Animal Products: Pigmeat資

料、2019年11月14日) 
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が打ち出した野心的目標を持つ環境・気候変動対策文書である。欧州グリーン・ディールは、次期 CAP

の新しいデリバリモデル、特に CAP 戦略計画に影響する。例えば、輸送部門や農業部門を対象とした

温暖化ガス排出削減に係る努力分担（effort sharing）規則（2021 年 6 月に提案予定）は、CAP 戦略計

画における施策の必要性評価に影響すると考えられる。なお、CAP 戦略計画の内容に盛り込まれる支援

戦略において、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）

は、特に欧州グリーン・ディールの影響を受けると想定される。 

グリーン・アーキテクチャと欧州グリーン・ディールの相違点について以下に示す。 

 

図表 1-6：グリーン・アーキテクチャと欧州グリーン・ディールの相違点 

グリーン・アーキテクチャ 欧州グリーン・ディール 

 環境・気候変動対策 

 実務者レベル 

 欧州議会は本会議で審議の上、 

採択を予定 

 社会、経済も含む環境・ 

気候変動対策 

 政策決定者レベル 

 新規提案 

出所：現地ヒアリング調査からみずほ情報総研作成 

 

現行のグリーニングと新たなコンディショナリティ 

次期 CAP では、コンプライアンスから実績（performance）ベースの評価が重視されるようになる

が、同変更については欧州委員会と加盟国の間で議論があった。この議論の中で、当初、環境重点用地

（Ecological Focus Area：EFA）は良いアイデアとされたが、実務者レベルでは複雑であると反対された。

その際、窒素作物が盛り込まれたことが問題となった。例えば、土壌保全に関し、規則では微細な項目

に見えるものの、実際に圃場では大変な労力を伴う作業が発生する可能性があった。 

 

作物多様化（crop diversification）と、欧州委員会の次期 CAP 案 GAEC8 における輪作（crop rotation）

では、輪作（crop rotation）の方が環境に優しいとする意見もある。しかし、輪作は複数年にわたるため、

単年度の支払いでは対応が不可能である点が問題視された。なお、欧州委員会は輪作に関するより良い

統制手法（control tool）があると認識しており、実際にスイスでは輪作（crop rotation）の要件を課して

いる。 

 

グリーン・アーキテクチャでは、加盟国は CAP 戦略計画において、具体的にコンディショナリティ

（Conditionality）について言及しなくてはならない。例えば、現行 CAP の下では、ある加盟国は土壌

浸食について実効的な措置を取っておらず、欧州委員会には事前に効果的な対策を取らせる権限がなか

った。新システムでは、土壌浸食を防ぐための具体的対策を出さない限り計画を承認しないという措置

を講じることが可能となる。 

 

永年草地（Permanent grassland） 

現行のグリーニングと新たなコンディショナリティ（Conditionality）の相違について、現在は維持

すべき永年草地（Permanent grassland）の割合（ratio of permanent grassland）が 95％であるのに

対し、欧州委員会提案では次期 CAP 案の GAEC 1 で割合を明示していない。永年草地については、欧
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州委員会が移譲された権限（委任規則）により、割合を 95％に設定することも可能だが、加盟国から条

件を提示することが期待される。 

欧州委員会は、永年草地の維持率を高くしたいと考えているようであるが、現状の定義（5 年間以上

継続した草地）では、農家が 5 年目に（草地から転換して）作付する可能性が残される。他方、加盟国

毎の事情がある中で農家の土地利用の自由を一律に制限することも憚られるとの認識から、各加盟国の

現状に見合うよう、加盟国と農家に実際の運用については裁量を残すものと考えられる。 

 

環境重点用地（Ecological Focus Area: EFA） 

現行 CAP では、環境重点用地（Ecological Focus Area：EFA）の割合は 5％であるが、欧州委員会は、

次期 CAP 提案の GAEC 9 のうち「非生産的な特徴又は地域に充てられる最低割合」では、具体的な割合

を明示していない。これは、環境重点用地について、加盟国には割合に縛られることなく該当するエリ

アを保護すべきと考えていることが理由として挙げられる。もし、以前のように割合を設定すると、「タ

ンパク質作物を 5％作れば目標達成」と解釈する加盟国が現れる可能性が生じる。 

環境重点用地は小川、岩、生垣、林等の他、タンパク質作物も含む多様なものであるため、その定義

についての疑問も呈されている。したがって、加盟国は環境重点用地の適切な定義付けを行うことも要

求される。また、炭素貯蔵については、すべての加盟国が提案すると予想されるが、加盟国が提示する

環境重点用地をどのように評価するかもまた課題であり、今後の議論を要する。 

 

多面的機能（Multi-functionality） 

COM(2017)713final（The Future of Food and Farming）は多面的機能（Multi-functionality of EU agricultural 

and food systems）に言及している。近年、CAP に関する文書は、多面的機能（multi-functionality）の代

わりに公共財（public goods）を使用するケースが増加している。 

ちなみに、多面的機能という用語は以前からあったわけではない。農家が同時に複数の活動をするこ

とは珍しいことではなく、制度として同時並行的に様々な活動をすることを奨励する直接支払を導入す

る際、新たに使用されるようになったと推測される。農家の活動は社会的・地域的貢献をするものもあ

り、1 つの機能に限定されない。食料安全保障も公共財とされることもあるため、広義的に公共財は多

面的機能に含まれるともいえる。 

多面的機能（multi-functionality）が使用されなくなった反面、最近では公共財（public goods）や持続

可能性（sustainability）が頻繁に使用されるようになってきている。特に持続可能性（sustainability）

は、国連の SDGs に関連することから、欧州グリーン・ディールでも頻繁に使用されるキーワードとな

っている。 

 

次期 CAP における加盟国の裁量拡大に伴い、CAP に含まれる環境関連規定について一定レベルの水

準を担保するため、環境部門が権限を持つべきとの主張があった。そこで、環境関連規定について、欧

州議会環境委員会（COMENVI）が関連委員会に指定され、CAP 改革（欧州委員会規則案に対する欧州

議会の修正案立案）について COMAGRI と権限を共有するようになった（shared competence）。ただし、

CAP は COMAGRI の政策であり、現在も COMAGRI の方が主導的立場にある。他方、近年の環境重視

の傾向から、COMENVI は発言力の強い委員会であり、その動向には COMAGRI だけではなく、他の欧
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州議会委員会（輸送委員会、産業委員会、研究委員会、域内市場委員会等）も影響を受けている24。 

 

CAP 戦略計画規則案については、同じ会派に属する COMAGRI と COMENVI の報告担当議員（ラポ

ラトゥール（報告者））間で議論されている。2019 年 5 月の欧州議会選挙前に修正案を議論するに当た

り、COMAGRI 内の調整だけでも日数がひっ迫していた状況下ではあったが、COMAGRI は選挙前に

COMENVI との会合を 3 回行った。しかし、COMENVI は更なる交渉が必要としている。なお、COMAGRI

には COMENVI と重複するメンバーが存在しており、COMAGRI の検討内容について知見のあるメンバ

ーもいる。ただし、両委員会が合意し、欧州委員会、理事会等の他の EU 機関間との交渉段階に入れば、

両委員会ともに議会案を守る姿勢となる。 

 

環境系政党の影響に関連して、2019 年 7 月の特別欧州理事会において、欧州緑の党・欧州自由連盟

（GREENS／EFA）の EU 機構運営及び人事へ参画することの重要性に言及したトゥスク EU 大統領の

声明が発表された。このことから、欧州緑の党が EU の意思決定に強い影響力を及ぼす可能性が考えら

れる。また、2019 年 9 月の非公式農相会合には著名な環境団体である欧州環境事務局（EEB）が環境

NGO として初めて招待され、気候変動対策には CAP を核とする組織的行動が必要だと述べており、今

後も CAP における環境系団体の動向には注視が必要である。 

 

 

第二の柱 

リスク管理政策に関し、所得安定化手段は相互基金に統合される。また、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となる。 

CAP による所得安定化策は農業者の直前数年間の年間所得の 30%以上を損失した場合と定められて

いることから、普及には大きなハードルとなっていたが、2018 年には支援発動下限を 20%に引き下げ

た。また、全部門の農業者に対する所得安定化手段に加え、2018 年に新たに、特定部門の農業者に対す

る所得安定化手段を導入したことは大きな変化といえる。 

欧州委員会提案では、リスク管理ツールに関する支払いは、加盟国に実施義務を課しているが、理事

会及び欧州議会の現在の議論では、現行どおり任意的実施と修正されている。 

また、第一の柱の部門別支援措置において、現行では、ワイン及び果実・野菜部門に関し、収穫保険

及び相互基金が定められているが、欧州委員会提案では、ワイン及び果実・野菜部門に加え、新たに「そ

の他の部門」にも収穫保険が定められた。 

これに対し、理事会及び欧州議会の議論では、オリーブ油・オリーブ部門等にも対象を拡大する修正

が行われている。 

 

 

                                                   
24 現地ヒアリング調査より 
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農村振興政策と構造投資基金の関係について、次期 CAP 改革では、農村振興政策は共通規定規則

（Common Provisions Regulation）から外される。これは、第一の柱と第二の柱に共通のアプローチを行

うことを目的として、それぞれの柱の基金（第一の柱（EAGF）と第二の柱（EAGRD））を整理し直す必

要があったためと考えられる。 

 

現行 CAP では独立した条項である農業環境・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、欧州委員会提案では環境・気候等管理約束の 1 条となる。 

CAP の第二の柱である農村振興プログラムでは、規則や手続きの複雑さが以前から批判されており、

次期 CAP では各種規制手続きの負担軽減を進めることが予定されている。 

 

欧州の農業経営者のうち、35 歳以下は 6.5%のみである一方、55 歳以上が半分強を占めている。次期

CAP では、青年農業者の参入を促進するため、複雑な手続きや要件等の簡素化と近代化にも重点を置い

ている。 

欧州委員会による次期 CAP 案では、青年農業者育成及び農業者高齢化対策のうち、課税や土地に関

する政策は加盟国の管轄であり、欧州委員会は加盟国の対応を促すに留まる： 

 加盟国は、世代交代のための戦略について、土地へのアクセス、貸付信用と知識、及び課税と資

産移転に関する国内規則をカバーする政策を策定 

 EU と加盟国間の政策の一貫性を改善する観点から、国レベルでの政策との相互作用を含む、明

確で一貫した支援方法を策定 

 第一の柱予算から最低 2%を青年農業者への支援に特化した支援強化に充当 

（追加的な所得支援（第一の柱）及び／又は一時金（第二の柱）） 

 農場の継承を奨励するための世代間パートナーシップを構築 

 金融手段へのアクセスを促進 

 

なお、次期 CAP では、農村における世代交代は加盟国が主体となって行うべきとしている。 

2019 年 4 月 29 日、欧州委員会は、欧州投資銀行（EIB）と共同実施している若手農業者構想（Young 

Farmers’ initiative）の一環として、EU の特に青年農業者を対象とした 10 億ユーロの融資パッケージ

（総額 20 億ユーロ。うち 10%以上を青年農業者向けとする。）を発表した。同プログラムは、数か月間

の猶予期間を設ける等、柔軟に農業部門の価格変動に対応する設計である。また、このプログラムは、

その後 6 か月以内に 95％が約定されており、EIB は EU の構造基金と組み合わせて青年農業者向けの

融資プログラムを別途開始することを検討している25。 

 

  

                                                   
25 2019 年 12月 13日付 IEG Policy 記事、2019年 12月 12日付 欧州委員会ウェブサイト News 参照 



□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） 

 

- 31 - 

 

次期 CAP 予算 

CAP 改革は、原則として EU の中期予算である多年度財政枠組（MFF）の枠組の中で策定・実施さ

れている。MFF は近年では 7 年毎に策定され、現在は 2021～2027 年の次期 EU 中期予算と同じ時期

に実施される次期 CAP 案を審議中である。 

 

次期 MFF における最大の問題は、英国の EU 離脱に係る動向である。英国は EU 財政における主要

な純拠出国の一つであり、英国の EU 離脱によって EU の歳入不足が発生する。 

他方、英国の EU 離脱の有無に関わらず、気候変動等の持続可能性への対応、移民問題、テロ対策、

若者を中心とする失業問題等、今日の EU には対応しなければならない問題が山積している。また、デ

ジタル経済、人的資本、小規模企業、イノベーションといった優先分野への対応も求められており、農

業部門の予算が減額することは避けられない。 

このような動きを受け、欧州委員会は加盟国拠出金の増額、予算の重点配分、効率化を考慮し、各加

盟国の拠出率を GNI の 1%から 1.11%に引き上げるよう提案している。 

 

欧州委員会は、次期 CAP 予算について、前期比で 5%削減することを提案している。MFF に占める

CAP の構成比は、2014～2020 年に 37.8%であったが、次期 CAP 予算（2021～2027 年）は 28.5%とな

る。このような状況において、EU 予算全体の効率性と効果性の向上が重要となることから、すべての

プログラムについて実績（performance）を重視し、目標の明確化と実績指標の設定によって、成果（results）

の監視と必要に応じた変更を容易にするとしている。なお、欧州委員会の提案では、第二の柱では加盟

国負担分を引き上げることにより、農家への支援水準を引き下げないようにすることになっており、こ

の面から加盟国の負担は増大すると考えられる。 

 

 

図表 1-7：CAP 予算の推移 

出所：DG AGRI 提供資料よりみずほ情報総研作成 

 

輸出補助金

デカップル支払い
農村振興（環境／気候変動）

第二の柱（2021年～2027年提案）

その他、市場管理

直接支払い

農村開発（その他施策）
現行CAP（英国を除く）

カップル支払い

グリーン支払い

第一の柱（2021年～2027年提案、市場管理除く）
EUのGDPに占めるCAP予算の割合
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英国の EU 離脱により、EU の予算が減額するが、英国の離脱の有無に関わらず、移民問題、テロ対

策、環境対策、思考の再国別化（グローバリゼーションの反動）等、今日の EU には対応しなければな

らない問題が山積しており、農業部門の予算の減額は避けられない。 

したがって、英国の EU 離脱による CAP への影響はあるものの、部分的であり限定的といえる。地

政学的変化が起きており、防衛や治安（security）、研究、社会等の施策を拡大するため、MFF におい

て大きな費目である CAP 予算には以前から圧力がかかっていた。なお、英国の EU 離脱が決定する前

は、加盟国の EU への拠出額を増やし、CAP 予算の名目額を維持するとの議論もあったが、純拠出国の

英国が抜け、全体予算が減少する状況下では不可能である。 

 

欧州委員会は 2019 年末までの予算案合意を目指していたが、次期 MFF について、多くの加盟国や

欧州議会並びに農業関係団体が予算削減を批判しており、合意には至っていない。また、英国の EU 離

脱の方向性も不透明であり、域内の経済大国であるドイツが予算案に懸念を示したことで事態がさらに

膠着化している可能性がある。 

次期予算案の合意の遅れが農家への補助金の支払や支援策の実施に支障をきたし、農家の国際競争力

の低下や環境対策への遅れを招く可能性も危惧されることから、欧州委員会は、2020 年の早い段階で

次期 CAP 案に合意することを望んでいた。また、次期 CAP 予算がインフレの進行や英国の EU 離脱の

影響で 12～15%の減額になる可能性があるとして、予算案の早期合意を促していた26。他方、EU 理事

会は明確な予算についてのビジョン（MFF の合意）が見えなければ次期 CAP 案に合意できないとして

いる27。 

なお、ドイツは英国の EU 離脱により各加盟国の負担増を危惧し、EU27 加盟国（英国を除く）の GNI

の 1.11%に当たる次期 CAP 予算を 1%に抑えるべきと主張した。この立場は、自国の受給よりも EU へ

の支払が多いスウェーデンやオランダも支持している。他方、アイルランド、ポーランド、フランス等

多数の加盟国は CAP 予算の減額に反対の立場である28。 

 

2019 年 12 月 5 日、議長国であったフィンランドは、多年度財政枠組（MFF）の数字入り交渉草案文

書（Negotiating Box with figures）（14518/19 REV 1）を公表した。2021 年－2027 年の期間の EU 予

算は、EU 全 27 加盟国の国民総所得（GNI）の 1.07％である 1 兆 873 億ユーロ（締結予算、実質価格。

以下同じ。））とすることとされている。これは、欧州委員会の提案において見込まれていたGNIの1.11％

及び欧州議会が主張していた 1.3％を下回るものであった。 

なお、現行の 2014 年－2020 年の EU 全 28 加盟国の EU 予算は、EU 域内の GNI のちょうど 1％で

あり、離脱した英国を除く EU 全 27 加盟国の GNI の 1.13％となっている。 

これを受けて 2019 年 12 月 12 日に行われた欧州理事会（首脳会議）において、この交渉草案文書を

                                                   
26 2019 年 9月 20日付 IEG Policy 参照 
27 2019 年 9月 20日付 IEG Policy 参照 
28 2019年 9月 24日付 IEG Policy 参照 
29 2019 年 12月 5日付 IEG Policy、2019年 12月 4日付 AGRA FACTS 参照 
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踏まえ、EU の長期予算に関する議論が行われた。欧州理事会は、新たな MFF が気候対策に顕著に貢

献するであろうことを強調した。結論として、EU 首脳は、シャルル・ミシェル EU 大統領に対して、

最終合意に到達する目的をもって交渉を前進させるよう求めた。その後、2020 年 2 月 20 日に開催され

た特別欧州理事会において MFF についての議論が行われたが、合意には至らなかった。 

 

 また、この交渉草案文書において、2020 年－2027 年の CAP 予算は、欧州委員会提案の 3242.8 億ユ

ーロから 3342.8 億ユーロに増額されている。MFF 全体に占める CAP 予算のシェアは、欧州委員会提

案よりわずかに上昇している（28.5％→30.7％）。項目別にみると、第一の柱（直接支払及び市場措置）

は、欧州委員会提案と同額の 2,542.5 億ユーロが維持されている。また、第二の柱（農村振興措置）は

800.4 億ユーロと、欧州委員会提案と比較して 100 億ユーロ増額されている。 

 

 

次期 CAP 改革プロセスの今後の見通し 

次期 MFF が確定しない限り、次期 CAP 案を確定させることは困難である。欧州委員会としては、

2020 年前半（議長国：クロアチア）には確定させたいが、2020 年後半（議長国：ドイツ）になるので

はないかと予想している。 

2020 年 1 月以降、欧州議会の農業委員会（COMAGRI）と環境委員会（COMENVI）は共に次期 CAP

の 3 規則案に追加の修正が必要か協議しているが、2019 年 5 月の選挙で欧州議会が様変わりし、環境系

の政党が議席を伸ばした。新しい欧州議会は、基本的に前の議会の方針を引き継ぐが、具体的にどのよ

うな修正案を出すかは未知数である。なお、今回の選挙で議員の 60％が入れ替わっていることから、

CAP への知見を持たない議員も含まれている。 

欧州議会では、内部の協議を経て、2020 年 3 月末頃までには新たな修正草案を決定して本会議に提

出する見込みである。COMAGRI 単独、あるいは COMENVI との共同合意案になると考えられる。ま

だ具体的な争点は不明であるが、COMAGRI と COMENVI 間で調整しなくてはならない項目があるた

め、その調整に 3～4 か月はかかるものと想定される。また、2020 年 7 月後半～8 月は夏期休暇で議会

が休会するため、欧州議会、理事会及び欧州委員会による 3 機関協議はその後になる見込みであり、確

定はドイツが議長国となる 2020 年後半と予想される。 

 

欧州委員会提案において、CAP 戦略計画は 2021 年 1 月 1 日に開始することとされているが、現在の

CAP 改革の検討状況からみて、これは不可能と考えられる。このため、現行ルールに基づく CAP によ

る支援が確保されるよう 2021 年を移行期間とし、2 本の規則案からなる移行パッケージが、2019 年 10

月 31 日に欧州委員会から提案された。 

柔軟性規則案（(COM(2019)580final)は、CAP の第二の柱から第一の柱への移転に関する規定を定め

る等、CAP による支援の継続のための技術的な内容を規定する規則案である。この規則案は、2019 年

12 月に欧州議会により承認され、2020 年 1 月の農相理事会において承認された。 

もう一つの移行規則案（(COM(2019)581final)は、現行ルールの下で 2021 年における２つの柱によ
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る CAP の支援を継続するとともに、CAP 戦略計画への移行を容易化するための規則案であり、欧州委

員会は 2020 年夏頃の採択を想定している。 

CAP 移行パッケージには、懸念される課題もある。2013 年 CAP 改革の際の移行案は、詳細まで決ま

っていたため、移行がスムーズであった。今回の CAP 改革は、英国の EU 離脱に影響された MFF 交

渉の遅れ等、これまでにない事情が重なっており、通常とは異なる様相を呈している。 

通常、移行規則の策定は比較的簡単であるが、3 機関協議を 3～4 回行うため、早くとも手続きに 5～

6 か月は必要となる。今回は次期 CAP 改革の内容が定まらないうちに移行規則を決定しようとしてい

る上に、次期 CAP の要素が移行案に含まれるため、大変複雑化している。加盟国は、実施のために行

政機構（administrative structure）を変更する必要があるが、国による差異が生じる可能性がある。例

えば、フランスは可能であってもブルガリアは対応できないといった状況も起こり得ることから、その

実施に 2～3 年必要となる可能性もある。 

したがって、移行規則の対象期間は 1 年では足りず、2～3 年はかかるのではないかとの予想もある。

さらに、次期 CAP は 2021 年からは新しい MFF の下で実施されることになっており、MFF が確定し

ていないことが懸念される。予算を確保せずにプログラムを策定することは不可能であり、政治的リー

ダーの決定が必須となる。 

2020 年 3 月末までに MFF が確定し、5 月に最終版が発表され、6 月の理事会で承認されるというス

ケジュールが理想的ではあるが、現状では困難と予想される。夏期休暇明けに首脳が決定する場合、2020

年９月ないし 10 月になる可能性もある。しかし、欧州グリーン・ディールに代表される環境的移行

（ecological transition）の早期実施のためにも、改革案の内容は早期に合意する必要がある。 

 

図表 1-8：CAP 移行パッケージ 

 柔軟性規則 

（Flexibility Regulation） 

移行規則 

（Transitional Regulation） 

目的 
2020 年度の CAP 支援の継続 

（会計年度：2021 年） 

2021 年度における 2 つの柱の下での 

CAP 支援の継続 

承認 

期限 
2019 年末まで 2020 年夏まで 

内容 

・ 技術的内容 

・ 2020 年の農村振興から直接支払への柔軟

性：2 つの柱間の移転割合を現行の最大割

合と農村振興予算（MFF に関する欧州委

員会提案）に基づく最大絶対値によって置

き換え(2020年の 2つの柱間の柔軟性が規

定された修正規則(EU)2019/288 の改正) 

・ 2020 年の任意のカップル支払い（VCS）

に関し、決定の見直しの可能性もあるが、

柱間の柔軟性の判断に合わせるために必

要な範囲に限定 

・ 次期 CAP へのスムーズな移行のための規

定 

・ 2021 年における 2 つの柱と現行規則下で

の CAP 支援の継続 

 移行年である 2021 年に限定 

 2021 年の予算額の更新（直接支払、

農村振興、セクター別支援プログラ

ム、EU 外部地域、エーゲ海の小諸島） 

 2021 年の支援継続に向けたルールの

適応 

・ 次期 CAP へのスムーズな移行 

 セクター別支援プログラムに関する

期間調整 

 従前のプログラム実施期間からの支

出を CAP 戦略計画へ繰越 

出所：欧州委員会"CAP Transitionary Measures Regulations-2019.11.05"からみずほ情報総研作成 
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欧州委員会提案 
（2018 年 6 月） 

理事会検討状況 
（2019 年 12 月） 

欧州議会農業委員会報告 
（2019 年 4 月） 

欧州議会農業委員会の 
再検討項目案 

（2019 年 12 月） 

１．直接支払 

加盟国の義務 

  

 支払いの削減 

（6 万ユーロ以上）及び 

上限設定（10 万ユーロ） 

 

 再分配所得支持の適用 

 

 

 真 の 農 業 者 （ genuine 

farmer）の定義は、EU レ

ベルでの大枠設定に基づき

CAP 戦略計画で具体的に

規定 

・  内容の修正 （ watered 

down） 

 支払いの削減及び上限設定

の任意化 

 

 

 再分配所得支持の適用の 

任意化 

 

 真の農業者の定義を加盟国

が決定しその使用も任意化 

・ 義務的要素の維持 

 支払いの上限設定のみ（10

万ユーロ）（ただし、控除対

象に青年農業者所得支持及

びエコ・スキームが追加） 

 再分配所得支持の適用 

（ただし、内容は修正） 

 

 営農実体のある農業者

（active farmer）（ただし、

内容は修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 営農実体のある農業者又は

真の農業者の定義 

（SPR 第 4 条(1)(d)、専管） 

定  義 

  

 永年草地（現行より厳格化） 

 

 

 適格ヘクタール（現行をほ

ぼ踏襲） 

・ 規定の微調整 

 永年草地（オムニバス規則

による現行アプローチを維

持） 

 適格ヘクタール 

（対象範囲を拡張） 

・ 規定の詳細化 

 永年草地 

 

 

 適格ヘクタール 

 

・ 永年放牧地 

（SPR 第 4 条(1)(b)(ⅲ)、共管） 

 

国内平準化 
 基礎的所得支持の計画平均

単価の 75％以上 

 同 左  完全な国内平準化 
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再分配所得支持 

 支援単価は加盟国が決定

（ただし、加盟国の直接支

払の平均単価以下） 

 

 対象面積の上限は加盟国が

決定 

 同 左（ただし、地方毎の決

定も認容） 

 

 

 同 左 

 支援単価は加盟国が決定

（ただし、基礎的所得支持

の 65％以下。地方毎の決定

も認容） 

 欧州委員会提案と同じ（た

だし、加盟国（又は地方毎

の）平均経営規模が上限） 

 

小規模農業者支払い 

 支援の上限は加盟国が決定 

 コンディショナリティ・ル

ールを適用 

 同 左  

 コンディショナリティ・ル

ールを適用（ただしより軽

い統制及び制裁制度を規

定） 

 1,250 ユーロが上限 

 コンディショナリティ・ル

ールを適用（ただし、簡素

化された調査を適用可能） 

 

青年農業者所得支持 

 適格ヘクタール当たりの支

払い（ヘクタール数の制限

はない。） 

 １青年農業者当たりの最大

ヘクタール数設定を認容 

 加盟国の農場の平均規模が

上限 

 

カップル所得支持 

 対象に非食用作物を追加 

 生産制限的なスキームであ

ること（オムニバス規則に

より現行規定に追加）は 

規定せず 等 

 

 

（加盟国の見解は様々） 

 非食用作物は対象から除外 

 生産制限的なスキームであ

ることを規定 

 

 

部門別の支援措置の 

類型 

 その他の部門を対象に追加  同 左 

 

 その他 

 同 左 

 

 その他 

・ 部門別の支援措置の類型 

（目的等） 

（SPR 第 42 条、第 43 条、第 51

条、第 54 条、第 55 条、第 56

条、第 59 条及び第 60 条、共管）  
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資金の留保 

 青年農業者所得支持及び青

年農業者定着支援（第二の

柱）に直接支払予算の 2％

以上を留保 

 

 青年農業者所得支持及び/

又は青年農業者定着支援

（第二の柱）に直接支払予

算の 2％以上を留保 

 青年農業者所得支持に直接

支払予算の 2％以上を留保 

 

 

 基礎的所得支持及び再分配

所得支持に直接支払予算の

60％以上を留保 

 再分配所得支持に直接支払

予算の 5％以上を留保 

 エコ・スキームに直接支払

予算の 20％以上を留保 

 

 

 

 

・ 資金の留保 

（SPR第 86条（第 2項を除く。）

専管） 

２．コンディショナリティ及びエコ・スキーム 

コンディショナリティ 

 

 

 

 

 

 

 

 適用対象は、第一の柱の直

接支払及び第二の柱の環

境、気候及びその他の管理

取組、自然又は他の地域特

有の制約、及び特定の義務

的要件に起因する地域特有

の不利益な立場支払 

・ 野心的目標の水準に関し意

見が相違 

 GAEC9（非生産的な特徴に

関する地域の最低割合） 

等 

 

 同 左 

 

 

 GAEC 及び SMR の一部

は、内容の後退又はエコ・

スキームに移転 

 

 部門別の支援措置の類型等

の他の支援措置も適用対象

に追加 

 

 

 

 

 

・ コンディショナリティ 

（原則、対象範囲、GAEC） 

（SPR 第 11 条及び第 12 条、 

共管） 

エコ・スキーム 

 加盟国の実施は義務 

 

 支援対象は気候及び環境に

関するスキーム 

 

 適格ヘクタールによる支援 

（加盟国の実施義務については

見解が相違） 

 同 左 

 

 

 家畜単位による支援も認容 

 

 資金提供の柔軟性を向上 

 

 加盟国の実施は義務。（義務

的要素の追加により加盟国

の裁量は減少） 

 動物福祉に関するスキーム

も支援対象に追加 

 適格ヘクタールによる支援 

 

 

 

・ エコ・スキーム 

（SPR 第 28 条、共管） 
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３．農村振興政策 

支援措置の類型 
     農村地域における女性及び

デジタル技術の定着を追加 

・ 支援措置の類型 

（SPR 第 64 条、共管） 

環境、気候及び 

その他の管理取組 

 ヘクタール当たりの支援 

 

 追加コスト及び逸失利益を

補償する支払い 

 ヘクタール以外の単位の適

用も認容 

 左の支払いにインセンティ

ブ要素も考慮 

 ヘクタール以外の単位の適

用も認容 

 インセンティブ支払も提供 

 

・ 環境、気候及びその他の管

理取組 

（SPR 第 65 条、共管） 

特定の義務的要件に起因

する地域特有の不利益な

立場 

 
 大きな修正はない  大きな修正はない ・ 特定の義務的要件に起因す

る地域特有の不利益な立場 

（SPR 第 67 条、共管） 

自然又は他の 

地域特有の制約 

 追加コスト及び逸失利益を

補償する支払い 

 同 左  インセンティブ支払いも認

容 

・ 自然又は他の地域特有の制

約 （SPR 第 66 条、共管） 

投  資 

 ネガティブ・リスト 

  

 ネガティブ・リスト（土地

の購入及び灌漑への投資は

議論が必要） 

 

 

 支援の度合いに関する議論

が必要 

 ネガティブ・リストを拡張 

 

 

 事前の環境アセスメントを

導入 

  

 

青年農業者の定着・ 

農村事業の立上げ 

 
 小規模農場の発展を支援対

象に追加 

 新規農業者の定着を支援対

象に追加 

  

リスク管理ツール 
 加盟国の実施は義務  加盟国の実施を任意化  加盟国の実施を任意化 ・ リスク管理ツール 

（SPR 第 70 条、専管） 

協  力 
 原則として最大７年間に 

支援を制限 

 同 左  同 左 ・ 協力（支援の制限） 

（SPR 第 71 条(8)、共管） 
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環境・気候関連措置 

に対する資金の留保 

 EAFRDの30％以上を留保

（ただし、自然又は他の地

域特有の制約に関する支払

は含めない。） 

 EAFRDの30％以上の留保

に 代 え 、 EAGF 及 び

EAFRD を通じた留保を導

入する 

修正を提案 

（実現メカニズムが論点） 

 EAFRDの30％以上を留保

（自然又は他の地域特有の

制約に関する支払（最大

40％）を含める。） 

 

 環境・気候関連以外も支援

対象に追加 

・ 環境・気候関連措置に 

対する資金の留保 

（SPR 第 86 条(2)、共管） 

 

４．新たなデリバリモデル  

目的規定 

 
 

 

 環境関係等の内容を 

詳細追加 

・ 一般目的（環境・気候関連

措置）（SPR 第５条、共管） 

・ 特定目的（気候変動緩和、

持続可能な発展、生物多様

性、青年農業者、雇用・結

束、食品及び健康に関する

社会的要請）（SPR 第 6 条、

共管） 

気候関連支出の追跡 

 目標値は未記載（欧州委員

会は CAP の 40％を想定

（前文（Recital）(52)） 

 目標値は未記載  目標値は未記載 ・ 気候関連支出の追跡 

（第 87 条、共管） 

2 つの 

柱間の 

柔軟性 

第一の柱から

第二の柱への

移転 

 現行と同様に第二の柱の予

算の 15％までを移転可能 

 

 

 環境及び気候に関連した特

定目的に対処する支援措置

に使用する場合には、第一

の柱の予算の 15％までを

追加可能 

 青年農業者の定着に関する

支援措置に使用する場合に

は、第一の柱の予算の 2％

までを追加可能 

 同 左 

 

 

 

 同 左 

 

 

 

 

 同 左 

 現行と同様に第一の柱の予

算の 15％までを移転可能

（農業環境関連の支援措置

に使用が条件） 

 削 除 

 

 

 

 

 削 除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 第一の柱と第二の柱の間の

柔軟性（SPR 第 90 条、 

専管） 
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第二の柱から

第一の柱への

移転 

 現行と同様に第二の柱の予

算の 15％までを移転可能 

 同 左  第二の柱の予算の 5％（４

か国については 15％）まで

を移転可能（エコ・スキー

ムに使用が条件） 

CAP 

戦略 

計画 

環境・気候に

関する野心的

目標の向上   

 環境及び気候に関する特定

目的達成のための資金投入

を現行期間より増大するこ

とを目指す 

 原則として、欧州委員会提

案に賛成 

 環境及び気候に関連する特

定目的達成のための予算の

割合を現行期間より増大す

ることを目指す 

・ 環境及び気候に関する野心

的目標の向上（SPR 第 92

条、共管） 

支援措置の 

戦略 

 グリーン・アーキテクチャ

に関する概観及び説明 

 同 左  同 左 ・ 支援措置の戦略（SPR第 97

条(2)(a)及び(b)、共管） 

マイル 

ストーン 

 目標値の内訳として毎年分

（第 100 条(1)） 

 「毎年」を削除  適切な場合に複数年も認容 
 

CAP 戦略計画

の承認 

 加盟国は計画案を 2020 年

1 月 1 日までに欧州委員会

に提出 

 加盟国は計画案を 202ｘ年

1 月 1 日までに欧州委員会

に提出 

 加盟国は計画案を本規則施

行後 n+1 年 1 月 1 日まで

に欧州委員会に提出 

・ CAP 戦略計画の承認（SPR

第 106 条、専管） 

監視委員会 

 CAP 戦略計画案に対する

意見表明 

 削 除  削 除 ・ CAP 戦略計画案に対する

意見表明（SPR 第 111 条

(4)(a)、専管） 

パフォーマンス報告 

（SPR 第 121 条） 

 毎年の報告は、2 月 15 日が

期限 

 地域又は動物に基づかない

支援措置に関する報告に特

別の規定はない 

 成果指標に関する報告がマ

イルストーンから 25％以

上乖離する場合、欧州委員

会は行動計画の提出を求め

ることができる 

 同 左（ただし、HZR 第 8

条(3)に規定） 

 地域又は動物に基づかない

支援措置に関する報告に関

する特別の規定を追加 

 行動計画の提出が求められ

る乖離の水準を緩和 

 2 年毎の４月 15 日が期限

（HZR 第 8 条(3a)) 

 地域又は動物に基づかない

支援措置に関する報告に関

する特別の規定はない 

 成果指標に関する報告がマ

イルストーンから 25％以

上乖離する場合、欧州委員

会は行動計画の提出を求め

ることができる 

 

パフォーマンス・ 

レビュー 

（SPR 第 122 条） 

 年次レビュー会合  年次レビュー会合 

 

 パフォーマンス・レビュー

の頻度等が論点 

 

 レビュー会合 

（「年次」を削除） 
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パフォーマンス・ボーナス 

 環境及び気候に関する 

パフォーマンスに対する 

インセンティブ制度 

 削 除  削 除 ・ パフォーマンス・ボーナス

（SPR 第 123 条、 

・ 第 124 条、共管） 

支払いの停止 

 単年度（HZR 第 38 条）及

び複数年度（HZR 第 39 条）

の監視関連 

 ガバナンスの不備関連

（HZR 第 40 条） 

 

 

 修正あり 

 

 

 修正あり 

 

・ 支払いの停止 

（HZR 第 38 条、第 39 条、

第 40 条、専管） 

パフォーマンス・ 

クリアランス 

 年次パフォーマンス・ 

クリアランス 

 年次パフォーマンス・ 

クリアランス 

 年次財政決算と統合し、 

年次決算に 

・ 年次財政決算 

・ （HZR 第 51 条） 

・ 年次パフォーマンス・クリ

アランス（HZR 第 52 条） 

ともに専管 

適合性手続 

（HZR 第 53 条） 

・ 原則的にコンプライアンス

からパフォーマンスベース

のシステムに移行 

 

 加盟国のガバナンス制度の

機能の重大な欠陥の場合に

限り適用 

  

  

 

 

 

 同 左 

  

・ コンプライアンスに関する

規定も追加（再国別化のリ

スクの懸念から EU レベル

の要件を追加） 

 同 左 

 

 条件不遵守に対する受給者

からの回収を追加（第 53a

条、新設） 

 

 

 

 

・ 適合性手続（HZR 第 53 条） 

 
 

注：CAPR：CAP 戦略規則案、HZR：横断的規則案、共管：農業委員会及び環境委員会の共管、専管：農業委員会の専管 

資料： 欧州委員会 DG AGRI State of play of CAP reform （2020 年 2 月 7 日、CDG-Rural Development 資料） 

     ポスト 2020CAP 改革パッケージ理事会議長国進捗報告(14983/19) 

     欧州委員会 CAP 戦略計画規則案(COM(2018)392final)、横断的規則案(COM(2018)393final) 

     理事会 CAP 戦略計画規則案に関する議長国修正案（10103/19、14824/19） 

     理事会 横断的規則案に関する議長国修正案（10135/19、14465/19） 

     欧州議会農業委員会 CAP 戦略計画規則案に関する報告(A8-0200/2019) 

     欧州議会農業委員会 横断的規則案に関する報告(A8-0199/2019) 

     欧州議会農業委員会 2019 年 12 月 5 日議事録（PE644.947v02-00)       等を参考に作成
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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 



□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） 

 

- 50 - 

 

 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 
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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 



□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） 

 

- 57 - 

 

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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3. MMB 及び生乳クォータ制度廃止後における欧州内の牛乳・乳製品の需

給・貿易動向 

※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。 

 

生乳クォータ制度廃止の背景49 

EU では、1984 年以来、CAP の施策の一つとして、生乳の生産調整である「生乳生産割当制度（以

下「生乳クォータ制度」）」を実施してきたが、2015 年 3 月をもって終了を迎えた。生乳クォータ制度

は、乳製品の構造的過剰を背景とし、牛乳、バター、粉乳について、高価格で生産し、低コストで在庫

管理することを目的に設立された。制度の骨子としては、まず毎年度の生乳クォータ（生乳の生産（出

荷）可能量）を各加盟国に配分する。次に、生乳クォータは生産者又は加工業者に配分される。これは

各国の生乳流通構造によって異なる。なお、各加盟国レベルで年度の終わりまでに生乳生産量が生乳ク

ォータ量を超過した場合は課徴金が発生し、生産者が超過量に応じた課徴金を負担した。 

その後、2000 年代までの CAP 改革の動向50に加え、世界的乳製品需要の高まりによる国際価格の高

騰（2007 年）を受け、生乳クォータ制度は廃止へと向かう。農家は、EU からの支払に依存するのでは

なく、市場の需給動向に反応して戦略を立てることが求められるようになった。 

生乳クォータ制度は、EU の価格が国際市場価格よりも高いことを保障し、需給を操作して EU 産乳

製品の価格を管理することにより、農家の出荷価格を安定させることを目的としていた。最も重要な要

素は輸出補助金であり、国内外での価格差を補填することで国際市場価格を下げ、EU は生産された乳

製品の 10%を輸出していた。 

 

図表 3-1：生乳クォータ制度廃止前の CAP による酪農部門の市場管理ツール 

供給側のツール 需要側のツール 

 生乳クォータ制度 

 輸入関税 

 民間企業への備蓄補助 

 政府介入による買取 

 消費補助 

（カゼイン用スキムミルク、子牛飼料、

菓子用バター、学校給食用牛乳） 

 政府介入による販売（バターと粉乳） 

 輸出補助 

出所：Dairy UK 提供資料よりみずほ情報総研作成 

 

1990 年代に入り、GATT ウルグアイ・ラウンドにおいて EU による輸出補助金に制限が設けられた。

さらに、2001 年 11 月、WTO ドーハ・ラウンドが始まり、すべての輸出補助金の撤廃が求められたが、

                                                   
49 本項は亀岡絋平（2015）「農林水産省 平成 26年度海外農業・貿易事情調査分析事業（欧州）報告書、第 II部 EU 生乳生産

割当の廃止（2015年 3月末）後の酪農政策」及び、亀岡絋平（2015）「EU 生乳クォータ制度の廃止と対応策-30年間続いた生産調整

の終焉-」『農林金融 2015・9』pp.19-31 を参照した。 

50 亀岡絋平（2003）は、廃止の背景として①ヘルス・チェックの提起といった CAP 全体の方向性との整合性、②生乳クォータ制

度の乳価維持機能の低下、③制度運用に係る行政コストの負担感を挙げている。本事業の現地調査においても、欧州委員会の農業にお

ける市場政策は、公的介入よりも市場によって適切な価格を確保する方向へとシフトしていったという話が聞かれた。 
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EU の乳製品価格を国際市場価格と一致させるため、EU は乳製品部門について CAP を改革する必要が

あった。これを受け、新たに導入された施策は以下のとおり。 

 

 介入価格の段階的引き下げ 

 段階的なクォータの増加（価格によって供給を管理） 

 輸出補助金の削減 

 農家への補償的直接支払の段階的導入（農地面積ベース、生産からはデカップルされた） 

 

こうした動きを受け、1992 年頃から欧州委員会の公的介入が減少していき、2003 年に生乳クォータ

制度の廃止が決定した。 

生乳クォータ制度廃止に向け、事前の体制づくりとして、EU は、EU 規則 1308/201351に基づき、以下

の酪農部門強化施策に取り組んだ。これらの取組は、生産者と加工業者との交渉力格差を是正しつつ、

酪農部門の関係を再構築し、全体として調和を図ることを目的としていた。 

 

① 生産者と加工業者の間の契約関係の強化： 

両者の契約締結に当たっては、契約の締結方法（出荷に先立ち、書面で行う）や盛り込むべき事

項（価格、価格の算出方法、生乳量、出荷時期、契約期間、支払期間、生乳の集荷又は出荷に関

する各種取決め、不可抗力が発生した際に適用される諸規定）が義務付けられる（EU 規則

1308/2013 第 148 条 2 項）。なお、出荷先が生産者を基盤とする協同組合であり同等の規定を有

する場合は適用されない（同規則 第 148 条 3 項）。 

② 生産者の交渉力の強化： 

買い手の権限が強い EU の生乳取引において、生産者の交渉力強化のために生産者の組織化を促

進する。EU 規則 261/2012 によって酪農部門における生産者組織の規定が初めて設けられ、EU

規則 1308/2013 第 152 条第 3 項は生乳部門において、加盟国が承認すべき生産者組織の諸条件と

して、1) 生産者の発意によって結成されること、2) 生産の計画化と需要との合致、供給の集中・

販売、生産コストの合理化・生産者価格の安定化のうち一つ以上の目的を追求する組織であるこ

とを定めている。 

③ 両者を横断した組織の設立： 

生産者と加工・流通部門にまたがる横断的な組織として、垂直部門間組織（ inter-branch 

organisation）の組成により、サプライチェーンの川下にいる加工・流通に至るまでの連携を実

現し、酪農部門全体としての市場適応力を高める（生乳以外：第 157 条第 3 項、生乳：同第 3 項）。 

④ 市況状況の透明性向上： 

クォータ制度廃止に伴い、輸出を前提とする生産量増加が見込まれることから、域内市場に加え

て国際市場の動向を把握する必要性が生じた。そこで、酪農部門における市況に関する統計情報

に関し、生産から加工・流通まで広く共有するため、欧州委員会は、牛乳・乳製品市場観測サイ

ト（Milk Market Observatory: MMO）というウェブサイトを 2014 年 4 月に開設した。 

 

                                                   
51 Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 : https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1308 
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不安定な市場である酪農市場において、農家の生産コストをカバーする乳価を設定することは極めて

重要である。投資資金は生産コストの一部である。ただし、銀行の信用照会において、小規模農家は不

利な立場に置かれることが多く、借り入れが困難であることがある。 

また、生産拡大に合わせた輸出拡大は重要な焦点であるが、EU の生乳は世界価格に比較すると価格

が高く、競争力が低い。例えば、メルコスールの国々に比べ、EU は農薬の規制が厳しく、生産コスト

がかさむため、価格の下げ幅には限界があり、公的な支援が必要となる。 

 

生乳クォータ制度の廃止は欧州委員会によって決定され、2015 年に生産調整が廃止された。 

まず、2010 年に「ミルクパッケージ」が始まり、書面による契約の義務付け等、生産者の交渉力を強

化する措置が取られたが、価格と量をあらかじめ設定することは市場の需給の現実に合わない部分もあ

り、完全に義務化されることはなかった。なお、生産者の組織化については進展がみられ、EU 加盟国は

生産者団体（PO）の設立を認めることが義務化された。 

 

2010 年頃から世界の牛乳需要が高まるとの予測から、少しずつ生産を増加させる動きがみられる加

盟国もあり、特にオランダ、ドイツ、アイルランド、デンマーク等、北部ヨーロッパで生産が増加した。

なお、生乳クォータ制度廃止を主張してきたのもこうした北部ヨーロッパ諸国が中心であった。 

2015 年まですべての EU 加盟国で生乳クォータ制度が実施されていたが、加盟国によって制度導入の

立場は異なっていた。例えば、制度導入当初、アイルランドとフランスは導入に反対の立場であった。

その後もアイルランドは終始反対の立場であったが、フランスは比較的効率的な管理体制が構築できた

ため、生乳クォータ制度廃止の有無を議論する場では制度廃止に反対する立場に転じた。 

 

2016 年には自主的に生産量を削減する農家を支援する「EU Voluntary Milk Reduction Scheme」が始ま

り、英国、オランダ、アイルランド、フランス、ドイツ等の北部ヨーロッパの国々を中心に同制度を利

用した。同制度は、危機的状況に対応するものだが、指標自体は常に変動している。 

 

図表 3-2：欧州酪農にとってのマイルストーン 

年代 出来事 

1962 年 CAP 誕生 

1984 年 構造的余剰に対処するための生乳クォータ制度の導入 

1990 年 品質重視の傾向の高まり（例：地理的表示（GI）制度） 

2003 年 市場支援から生産者支援への転換 

2010 年 酪農サプライチェーンにおける生産者の立場を改善するための措置 

2013 年 CAP 改革、輸出補助金の完全廃止 

2014 年 市場の透明性を高めるため、牛乳・乳製品市場観測サイト 

（MMO: Milk Market Observatory）の設置 

2015 年 生乳クォータ制度廃止、乳量微増（5%） 

2017 年～ 次期 CAP 改革 

出所：Eucolait 提供資料よりみずほ情報総研作成 
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英国においても、生乳クォータ制度廃止に先駆けて生産者の組織化（PO の設置）が進められた。PO

は、生産者が民間の加工業者と価格交渉を行うための組織であり、PO は生乳の所有権を持たない。英国

では、牛乳供給の最大三分の一を PO が管理している。 

2015 年の生乳クォータ制度廃止後、2016 年に EU 離脱が決定した英国においては、懸念されるリスク

が他の EU 諸国とは若干異なる。現地ヒアリングにおいて聞かれた英国の酪農業界の懸念とは、①ロシ

アへの禁輸措置、②英国の EU 離脱（特に合意なき離脱）に係るリスクであった。 

 

 

スイスの農産物の生産調整が次々と廃止される中、生乳が最後の砦となるのではないかと捉えられて

いた。しかし、EU が 2015 年に生乳クォータ制度を廃止することが明らかとなったことから、スイス

が生産調整を続けたとしてもスイス産チーズの価格が下落するおそれがあった。スイス産チーズは三分

の一が輸出されており、スイスの農産物で最も競争力がある産品である。チョコレートやコーヒーも重

要な産品ではあるが、原料を輸入して加工するものであるため、競争力は高くない。したがって、チー

ズの競争力を守るためにも生乳クォータ制度廃止は必要であった。スイス農民連盟（SFU）は、結果と

して EU に先んじて生乳クォータ制度を廃止したことは成功であったと認識している52。 

 

生乳クォータ制度廃止には多くの摩擦があり、当初の想定よりも調整は難航した。国内の農家は、維

持派と廃止派に分かれたが、廃止派が多数派であった。なお、維持派は中山間地農家に多く、廃止派は

規模拡大を希望する平地農家に多かった。 

2008 年には生産者が大手小売の Coop 社や Migros 社の前でデモを行い、生乳クォータ制度の再導入

を国会に要求した。なお、2009 年頃から乳価が下落した際には、生乳クォータ制度廃止派、維持派両方

の生産者がデモに参加している。生産者が Coop 社や Migros 社の前でデモを行った理由は、生産者が

小売業者から価格に対する圧力を受けているためである。スイスでは、乳製品の販売に係る量や価格は

小売業者が決定しており、生産者は契約を守らなければ翌年度の取引ができなくなるおそれがあるため、

権限が弱い。なお、2019 年現在、生乳クォータ制度廃止後の混乱は落ち着いているが、毎年のように生

乳クォータ制度の再導入を提言するグループや議員は存在する。 

制度廃止については関係者間で意見が分かれたが、 ①生乳価格を高水準に維持すること、②生産者

と加工業者のバランス保持、③政治的、消費者的視点から受け入れられる農業の推進 については共通

の認識として存在した。 

なお、生乳クォータの取引が許可されて以降、生乳クォータを売買又は貸与することで利益を得る農

家がいたため、何もしなくても利益を得られる農家（「ソファに横たわる搾乳者」）として都市住民を中

心に批判されていた。 

 

                                                   
52 現地ヒアリング調査より 
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スイスの農業政策は 4 年毎に改正されており、生乳クォータ制度の廃止は 2007 年～2011 年計画の中

で決定された。 

2009 年の廃止に先立ち、2006 年には生乳クォータ制度からの早期離脱を可能にする「生乳クォータ

離脱令（Verordnung über den Ausstieg aus der Milchkontingentierung: VAMK53」が発表された。 

2006 年から 2009 年の間、農家間での乳量割当の売買に関する規定が変更され、各地域で誕生した生

産者組織及び生産者・乳業組織の範囲内で生乳が取引された。中には、2 フラン／kg で他の農家に割当

を販売しつつ、自らは（出荷しなくなった生乳により）子牛を飼育して二重に収入を得る農家もいた。

スイス政府は、クォータを廃止する前にもっと多くの生産者が組織化されて生産者組織の乳量が増加す

るのではないかと考えたが、中山間地と平地の対立、生産量を増加する場合、具体的に量をどのように

設定するか、価格はどうするか、販路はどうするか等について意見が対立したため、政府の思惑どおり

には増加しなかった。 

 

2009 年 5 月 1 日の完全撤廃を前に、サプライチェーン上のすべての関係者にとって最適な経済活動

を生み出すための横断的組織が必要となり、生産者、加工業者、流通業者、小売業者等も含めた業際団

体「IP（Interprofessional Professionalism） Milk」が設立された。業種横断的な業際団体を設立した

理由は、生産者の組織化に当たり、販売・加工側の意見を取り入れなければ、生産者組織が決定する乳

価が無視される可能性があり、そのような事態になれば生産者自身も組織から脱退するおそれがあった

ためである。基本的に生産者は高価格で生乳を販売したい一方、加工業者は低価格で生乳を買い取りた

いという対立があり、IP Milk は両者を仲介する存在として機能している。 

 

IP Milk の設立に当たり、理事会の構成や議席の割当が難航し、2～3 年をかけて調整が行われた。な

お、IP Milk に加入していない一部の生産者もそれぞれグループを結成しており、横の連絡は取り合っ

ている例がある。 

スイスでは、言語圏によって文化やメンタリティが異なっている。例えば、フランス語圏は中央集権

的で計画経済を指向するため、生乳クォータ制度との親和性が高い。他方、ドイツ語圏は地方分権的で

自由主義経済を指向するため、現行システムとの親和性が高い。こうした違いは各地域の生産者組織、

加工業者にも表れており、組織間連携が必要である一方、調整が難しい面もある 

 

スイス二大小売の一つ、Migros 社は IP Milk を脱退したものの、用途区分別乳価やスイスミルク・グ

リーンと類似の取組を行っている。近年、ドイツ系ディスカウントスーパーのリドル（Lidle）社やアル

ディ（ALDI）社が IP Milk に加盟したことで Migros 社も再加盟を検討するのではないかと期待されて

いる。なお、スイスの法令により、IP Milk やスイスの生産者団体である SMP に加盟していない企業

や農業者も賦課金等については IP Milk の決定に従わなければならない。 

 

                                                   
53 Verordnung über den Ausstieg aus der Milchkontingentierung (VAMK), https://www.admin.ch/opc/de/classified-

compilation/20042150/200501010000/916.350.4.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） 

 

- 66 - 

 

 

図表 3-3：スイスの酪農市場の仕組み 

出所：SFU 提供資料からみずほ情報総研作成 

 

スイスミルク（SMP／PSL）
生産者の利益を代表し、

マーケティングや市場の透明性向上
を促進する

乳製品組合、生産者組織、生産・加工者組織
地域レベルでメンバーの利益を代表する

生乳生産者
年間330万トンの生乳を生産。

共通の利益を持ちつつ、互いに競争相手でもある

39組織

23,490
農家

生乳価格報告：

各農家は月ごとの精算書を秘密裏
にSMPに報告する。SMPはそのデー

タを元に価格をモニターすることで
市場の透明性を向上させ、生産者
の交渉力を強化する

A価格：71ラッペン／kg* B価格：64.7ラッペン／kg* C価格：44.1ラッペン／kg*

チーズ加工業者

通常、組合によって組織
される（農家による雇用
または店子として自営）

530農家
乳製品加工業者と流通業者

スイスには約23,000軒の生産者がいるが、
加工業者は少ない。4大加工業者、
「Emmi社」、「Cremo社」、「Hochdorf社」、
「Elsa社（Migros社系列）」が乳製品部門
の75％以上のシェアを占めている

マーケット・リーダー（4社）

生乳

支払

支払 支払

生乳 乳製品

生乳購入者・販売者間の交渉においてガイドライン
となる乳価指標を設定する

IP Milk

理事会は10名の生乳生産者と10名の乳製品、
流通業者、チーズ生産者によって構成

販売されたABC乳価の生乳量を報告
乳製品に加工された

ABC価格の
各生乳量を報告

流通および輸出向
乳製品

IP Milkの理事会は4半期ごとに指標価格を設定する。この価格は、これ
までの乳価および生産コストの推移と将来の市場評価に基づく。

保護された国内市場向けの乳製品及び原材料価格の補償を伴う製品
（販売手当等）

輸出用の粉乳や国内市場向けのバター製造に使用される1kgあたりの
生乳の原料価格に基づく。価格はIP Milkが毎月計算する。

国境保護のない乳製品用生乳

*2014年2月時点

輸出用の粉乳およびバターに加工するために使用される1kgあたりの
生乳の原料価格に基づく。価格はIP Milkが毎月計算する。

世界市場向け輸出用生乳

飲料用 チーズ用 産業チーズ用飲料用・入院料用 粉乳用 バター用

EU域外への輸出EUへの輸出スイス国内での販売

EUへのチーズ輸出
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生乳の流通体制及び流通形態の変化 

EU では、年間 1 億 6 千万トンの生乳が生産され、生産量は増加傾向にある。生乳の三分の一が EU

域内で取引され、乳製品の 12%（年間 150 億ユーロ）が輸出される。その一方で、欧州は乳製品の世界

最大の輸入者でもある。 

2019 年の欧州委員会の短期見通しによると、EU における乳製品需要は継続し、生乳生産が増加する

見込みである。英国の EU 離脱及び米国の報復関税により需要面では不確実性が残るものの、世界の乳

製品需給は均衡状態である。 

生産者と加工業者との価格交渉において、欧州における生乳の流通体制及び流通形態は国・地域によ

り異なるが、生乳クォータ制度の廃止により、取引量に制限がなくなり、取引量も考慮されるようにな

ったと考えられる54。 

また、EU では生産者組合系列の加工業者は組合生産者が生産した生乳を全量買い取ることが定めら

れている一方、民間企業にその責務はない。そのため、国毎に異なる組合系列と民間企業の割合が生乳

引取価格に影響を与える可能性も考えられる。 

 

MMB 及び生乳クォータ制度廃止後の英国における生乳の流通経路を下図に示す。 

 

 

図表 3-4：英国の酪農部門のサプライチェーン 

出所：Dairy UK 提供資料 

                                                   
54 平成 26年度海外農業・貿易事情調査分析事業（欧州）報告書 

農家 乳業者 企業顧客 消費者

英国

EU

EU域外

家畜用

生産者の
99%

1%

生産者
団体
5%

供給
団体
？

民間

乳業者
64%

組合
36%

小売業者
70%

加工業者
ケータリング16%

輸出 11%

農家から消費者へ直販

戸別販売 3%
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英国の乳製品製造では、原料のすべてを国内調達しているわけではなく、輸入することもある。チー

ズは付加価値が高いため、酪農業界では、チーズ加工に力を入れている。 

生乳の流通に関し、生産者の販売形態を下表に示す。 

英国の酪農市場では、「小売業者連携契約システム（Retailer-aligned contract）55」が増加している。

マークス＆スペンサー、ウェイトローズ、Coop、Tesco 等の大手小売業者は同システムを採用している。

英国の小売業界は 5～6 社のスーパーマーケットの寡占市場となっており、小売の権限が強い中、いか

にして農家へ利益を還元するかが課題である。 

 

図表 3-5：英国における生産者と販売形態 

組織全体の販売 個人販売 

 協同組合（Arla、OMSCo、First Milk 等） 

 DPO（Dairy Crest Direct） 

 スーパーマーケット連携契約（売上の 10%） 

 加工業者/牛乳の購入者への直接販売 

（例:Muller non-aligned, 

Crediton Dairies,Barber’s,Wykes） 

出所：Dairy UK へのヒアリング調査からみずほ情報総研作成 

 

有機牛乳に関し、英国で生産される牛乳のうち、有機に当たるものは 3％である。英国の有機牛乳供

給の 65%を管理しているのは有機牛乳供給者協同組合（OMSCo）である。なお、同じく業界団体であ

る、Dairy UK は有機牛乳を含む英国で生産されるすべての牛乳をカバーしている。1990 年代から有機

農業の牛乳が増加し始め、現在は英国政府による支援も受けながら、農家に有機牛乳の生産を促進して

いる。英国の有機牛乳の主な競争相手はスウェーデンとドイツである。輸出先市場としては、世界最大

の有機大国である米国が最大であるが、EU とは異なる有機の基準を用いている。英国の EU 離脱に当

たり、有機牛乳の業界団体では、米国市場に合う適切な基準を確立したいと考えている。 

 

フランスの酪農市場は、関税よりもフランス産乳製品であるというブランド力によって保護されてい

るとの認識が強い。そのため、輸入品との競争の影響が小さく、加工業者にとっては適切なマージンが

とれる市場であるとされる。乳製品の中でも特に保護されているのはバター、ヨーグルト、チーズ、デ

ザート用乳製品である。他方、食品産業に使用される乳製品は輸入品との競争に晒されている。 

フランスの食品小売はフランス企業 5 社（ルクレール社、カジノ社、アンテルマルシェ社、システム

U 社、カルフール社）、ドイツ企業 1 社（リドル社）の計 6 社の流通業者が 90％のシェアを占める寡占

状態にある。流通業者の集約化が進んでいるため、加工業者から流通業者に対する高い競争原理が働い

ている。そのため、保護されている市場ではあるが、生産者の販売価格は決して高くない。また、近年

では流通業者間の競争だけではなく、E コマースとの競争も加速している。さらに、消費者の購買意欲

も横ばいであるため、生乳価格は上がらず、生産者にとっては不利な状況が続いている。 

 

流通業者が取扱う生乳・乳製品は、主にナショナル・ブランド（une marque nationale）と自社のプ

                                                   
55 主要小売業者が、生乳生産量の低下に対応して供給の安全性を高めるための戦略として策定したもの。大部分の主要小売業者が

何らかの形で調整乳プールを運営していることから、この戦略はより広く普及している。調整されたミルクプールの一部として供給者

に提供される様々な利益は、一般的に小売業者の社会的責任戦略と整合している。（みずほ情報総研） 
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ライベート・ブランド（une marque de distributeur：MDD）の二種類に分類される。ナショナル・ブ

ランドと MDD の主な違いは以下のとおり。 

 

図表 3-6：フランスの流通業者が取扱う生乳・乳製品のブランド分類 

ナショナル・ブランド 

（une marque nationale） 

 フランス国内の主要な流通チェーンで見られるブランド 

 多くのナショナル・ブランドは実際には国際的に流通してい

るインターナショナル・ブランドでもある（例：ヌテラ等） 

 新商品が最初はナショナル・ブランドとして販売され、売れ

筋になればMDDとしてパッケージを変えて販売されるケー

スもある 

プライベート・ブランド

（MDD） 

 流通・小売業者によって作成・所有されるブランド 

 独立系製造業者、又はブランド製品の子会社によって需要に

応じて製造される製品 

 一般的にナショナル・ブランドよりも価格が低い 

 飲用牛乳、クリーム等の加工過程の少ない基本的な商品が多

く、チーズのように手間が掛かる価格の高い商品は少ない 

出所：Idele へのヒアリング調査からみずほ情報総研作成 

 

例えば、ダノン社は MDD のみ製造している56が、ラクタリス社はナショナル・ブランドも MDD も

両方製造している。なお、全く同一の製品であってもナショナル・ブランドと MDD では価格が異なる

場合がある。 

ナショナル・ブランドと MDD の割合については、過去のデータではあるが、MDD が 25～50%を占

める。以前、規制によってナショナル・ブランドが増加したものの、フランス新農業・食品法（Egalim

法）（「４．フランス新農業・食品法の動向」において後述）の施行により、最近では同法の適用外とな

る MDDが乳業者から再注目されている。 

 

スイスは草地が多いため、乳牛、肉牛、ヤギが多く飼育されている。酪農地域は、中山間地と平地に

分けられる。アルプス側の中山間地は生産コストが高く、技術が必要とされるエリアである。地理的環

境が厳しいスイスでは、他の欧州諸国のように平地で大規模に牛を飼育することができないため、より

高品質な製品作りを目指さなければならない。 

そのため、濃厚飼料やサイレージ飼料を用いない牧草飼育（サイレージ・フリー）の増加を推奨して

いる57が、平地の少ないスイスではアイルランドのように 100 頭近くの乳牛を同時に放牧することは困

難である。山間部の小規模農家では小屋に牧草を運ぶこともあるが、高地に行くほどそれが難しくなる。 

狭い土地で少量の牛を飼育すると、一頭当たりの搾乳量を増やすために栄養価の高い飼料が必要とな

るが、環境保全の観点からは推奨されない。環境保全を重視した農法に変えるためには、乳牛の繁殖・

飼育方法から見直すことが必要になる。 

 

                                                   
56 ダノン社の製品は主要な流通チェーンで販売されていることから、ナショナル・ブランドに分類されることもある（みずほ情報

総研） 
57 牧草飼育乳（サイレージ・フリー）の場合は 3 ラッペン／リットルが追加される。 
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スイスの酪農は山間部に行くほど、また、傾斜が急であるほど直接支払が増額する。直接支払の平均

は収入の 50％ほどだが、急傾斜地の農家であれば、収入の 70～80％は直接支払で構成される。ちなみ

に、スイスでは肉牛部門の方が酪農部門よりも直接支払への依存度が高い。 

 

スイスで生産される生乳の 40％以上がチーズ加工に使用されている。スイスを代表するチーズであ

るグリュイエールチーズは中央・西部、アッペンツェルチーズは東部が中心となって生産される。スイ

スのブランド・チーズはほぼ生乳から作られており、大規模加工業者ではなく、小規模工場が中心とな

って加工している。昔は多くが農村のチーズ工房で加工されていたが、今日では減少している。なお、

現在でも牧草飼育乳（サイレージ・フリー）は、主に農村単位で加工される。 

スイスの加工業者・乳業者には農業者が関わっているものがある。例えば、大手加工業者である Emmi

社と Cremo 社は 100 年以上前から農家主体で運営されていたが、組合ではなく株式会社である。Emmi

社の株式を多く所有しているのは、チューリッヒを含む地域を統括する搾乳農家協会の ZMP である。

同社が使用する生乳は飼料飼育乳であり、スイスでは珍しいモッツァレラ等のソフトチーズも製造して

いる。Cremo 社はスイス西部のフライブルグ州を拠点に展開を始め、同地域の小規模加工業者も資本参

加している。同社が使用する生乳は（濃厚ないしサイレージ）牧草飼育乳も含まれる。他方、ELZA 社

は大手小売の Migros 社が所有しており、経営に関して農家の関わりはない。 

 

 

生乳クォータ制度廃止後の EU・スイスの酪農業界の動向分析 

欧州では、生産調整制度である生乳クォータ制度廃止（スイスは 2009 年、EU は 2015 年）後、生産

者の自由意志による生乳生産が行われている。生乳クォータ制度廃止後の各国の状況は一様ではなく、

山間部等の条件不利地が多い国、北海沿岸や大規模集約化が進んでいる国等、異なる様相を呈している。 

 

生乳クォータ制度廃止後の動向として、生産者は販路を確保しないままの生産拡大には慎重だが、高

付加価値化やビジネス・チャンス拡大を目指す加工業者は生産者に比べ楽観的である。実際に制度廃止

により、より多くの生乳を集乳し、追加的な生産ができるようになった企業も存在する。 

乳業者の業界団体である、欧州乳製品輸出入・販売者連合（Eucolait）は、価格のリスクに対し、人

為的に高い価格を設定しても上手くいくとは限らず、生乳クォータ制度廃止は正しい選択であったと述

べている58。他方、欧州酪農委員会（EMB）は、生産者側の視点に立っており、生乳クォータ制度廃止

後、余剰分の生乳価格が下落しているとして、農家への支援の必要性を訴えている。 

生乳クォータ制度廃止後の加盟国毎の違いとして、例えば、フランス、ドイツの生産量は大幅には伸

びておらず安定しているが、アイルランド、ポーランド等は成長を続けている。オランダは農業の効率

化が進んでいるものの、気候変動対策が生産の成長にストップをかけている。なお、加盟国の中には、

生乳クォータ制度に近い生産システムを維持しているところもある。 

EU 全体として小規模農家の数は減少しており、農家一軒当たりの農地と生産量は増加しているが、

                                                   
58 現地ヒアリング調査より 
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農家の高齢化等も進んでおり、生乳クォータ制度廃止の影響だけではないと推察される。 

 

MMB 下の酪農業界 

英国では、MMB の時代には、国内で生産される生乳はすべて MMB が買い取っていた。MMB は全

国に 5 つ（イングランド及びウェールズで 1 つ、スコットランドに 3 つ、北アイルランドに 1 つ）存在

し、イングランド及びウェールズ、北アイルランドの MMB は、ある程度の加工能力も有していた。 

MMB は、各地域の酪農場で生産された牛乳を回収する法的権限を有しており、農家からの牛乳の回

収と加工業者への流通にも責任を負っていた。MMB は生乳を農家から回収し、加工業者に販売する役

割を担っていた。各 MMB は、それぞれの地域のすべての農家に対し、バターの脂肪分とタンパク質の

割合当たりの一律化した価格を支払っていた。 

MMB が加工業者に請求する価格は、生乳の最終用途に基づいており、液体飲用乳の生乳は高価格に

設定されていた。一方、チーズやバターに使用される生乳価格は、製品の市場における利益と直接結び

ついていた。液体飲用乳の価格は市場で許容されており、さらに EU の価格に合わせなければならない

低温殺菌された新鮮な飲用乳の輸入がなかったため、バターやチーズの利益を大幅に上回るプレミアム

が付く可能性が高いものであった。 

 

MMB 廃止後の酪農業界 

1994 年に MMB が廃止されると、MMB は任意組合（voluntary co-op）へと転換された。農家は後

任となった任意組合へ納入を続けるか、加工業者と直接契約を結ぶかを選択することが可能となった。

なお、イングランド及びウェールズの MMB は加工能力を手放している。 

MMB 廃止直後、イングランド及びウェールズの MMB は、ミルク・マーク（Milk Marque）という

同地域の農家の 70%が参加する組合を立ち上げた。その後、ミルク・マークは加工への投資に対する競

争監視当局からの制約を避けるため、さらに 3 つの組合に分離した。これら三つの組合のうち、一つは

失敗し（Dairy Farmers of Britain）、一つは Arla に統合され（MilkLink）、一つは現在も活動を継続し

ている（First Milk）。 

全体として規制緩和が英国市場にもたらした効果とは、最終消費価格の設定を廃止し、すべての生乳

価格が商品市場のトレンドを反映させたことである。 

 

生産者団体の変化 

生産者団体（Supply Group）は、個別の民間加工業者に生乳を供給する農家を代表するため、加工業

者又は農家のいずれかによって組織された。生産者団体は、民間加工業者のみと取引をしており、組合

（co-op）とは関わりがない。生産者団体には様々な形式があり、法的根拠を持つものも持たないものも

いる。法的根拠を持つものの中には、組合（co-op）に含まれるものもある。 

生産者団体は、農家と加工業者が生産基準、市場の発展、さらには牛乳の価格設定まで含む様々な問

題について対話する手段を提供している。すべての場合において、契約は農業者と加工業者の間で締結

されるため、生産者団体自身が農家から生乳を購入して加工業者に販売することはない。なお、生産者

団体が組合又は生産者組織（Producer Organisation、以下「PO」）として登録されている場合に限り、

加工業者と生乳価格を交渉することが合法的に可能となる。PO となるためには、生産者団体が法的な
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身分を取得し、政府機関に登録する必要がある。現在、英国に存在する PO は一つのみである。 

 

農家の変化 

2001 年 11 月、WTO ドーハ・ラウンドが始まり、すべての輸出補助金の撤廃が求められた際、英国

では規制緩和による価格リスクを農家が被ったことから、価格の不安定性が高まった。また、英国産生

乳の顧客間で供給の安定性を懸念する声が高まったことが、調整された生乳サプライチェーンの構築に

繋がったと考えられる。 

生乳クォータ制度廃止前後のEU及び英国における生乳小売価格及び生産者買取価格の推移を次図に

示す。 

 

 

図表 3-7：EU 及び英国における生乳小売価格及び生産者買取価格の推移 

出所：Dairy UK 提供資料より 

 

生乳クォータ制度が廃止された後、英国における乳価が下落し、英国全体では、廃止後わずか 1 年の

間に小規模農家を中心に 10％の農家が廃業した。現在、多くの英国の農家が世界の商品市場のトレンド

に晒されている。製品のマージンは加工段階で上乗せされるため、農家へのリターンはほとんどない状

態である。加工業者は、第三者の協力（顧客、銀行、先物市場）を得た時のみ価格リスクを共有するが、

価格変動のリスクに晒されている農家への還元が必要である。 

 

生乳クォータ制度廃止後の酪農業界 

フランス政府は、2015 年の生乳クォータ制度廃止前に、特に組合以外の生乳の回収業者に対し、生産

者との契約を義務化した。政府は、契約化により生乳クォータ制度廃止後も農家が販路を確保できると

考えたが、実際には加工業者が契約で定めた量しか生産できないことから、農家に生産量を決定する自

由はなかった。 
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2015 年 4 月 1 日に生乳クォータ制度が廃止され、EU では生産量が増加した。他方、ニュージーラン

ドと米国も生産増となったため、世界的に需要を上回る供給となった。中国では特に粉乳の輸入量が増

加したが、世界的には供給が需要を上回る状況が続き、生乳クォータ制度廃止後の 4 年間にわたり生乳

価格は下落し、フランスの農家には厳しい状況が続いた。さらに、生乳クォータ制度を廃止した時期に

ウクライナに関するロシアへの制裁措置が重なった。チーズを中心とする乳製品の主要な輸出先であっ

たロシアへの製品輸出ができなくなり、酪農業界に打撃を与えた。 

フランスでは、生産コストが 330～350 ユーロ／1000 リットルであるところ、生乳価格が 270 ユー

ロ／1000 リットルに落ち込み、多くの農家が廃業した。この間、乳牛を売却し牛肉として販売した農家

が増加したため、大量の牛肉が市場に流通し、牛肉価格が下落している。ただし、国毎に状況は異なっ

ており、例えば、アイルランドは生産コストが低いため影響は少なく、反対にフランスは全体的に生産

コストが高く、価格の下落に対するショックが大きかったといえる。2019 年現在、世界的な需要が上が

り、生乳価格は 340～350 ユーロを推移している。 

 

EU はこうした動きには反応せず、価格を動かさなかった。約 40 万トンの粉乳が在庫となり、民間企

業への補助金も付けられたが、農家には還元されていない。フランスでは、加工業者が市場において強

い権限を持っており、例えば、大手加工業者であるラクタリス社の買取価格はデンマーク、オランダ、

ニュージーランドの組合の買取価格よりも低い。こうした生産者と加工業者との不公平な商取引慣行へ

の是正要求が 2018 年の Egalim 法成立の背景となっている。 

 

酪農特化の進捗 

フランスでは、生乳クォータ制度が土地・地域に強く結びついていたため、他の欧州諸国ほど条件有

利地への酪農特化が進まなかった。しかし、2015 年以降は条件有利地への移行がみられるようになっ

ている。例えば、大西洋に面したフランス西部（ノルマンディー、ブルターニュ等）は、飼料となると

うもろこしの生産量、労働力、小規模農家が多いことから酪農特化が進んでいる。また、付加価値の高

い原産地保証制度を利用した製品を製造する山岳地帯（ジュラ、サヴォワ等）の他、中央山地にもその

傾向はみられる。一方、パリ周辺の穀倉地帯の他、農家の密度が低いフランス南西部と南東部は、西部

よりも条件が不利である。また、フランス南部は 1980 年以前から生産量、販路共に縮小傾向にある。 

 

生産量と輸出 

生乳クォータ制度廃止後、年間 4～5%の農家が廃業している一方、廃業した農地を統合することで農

家 1 軒当たりの生産量は 2%以上増加しているが、フランス全体の生産量は微増に留まっている。 

フランスの生産量は消費量を上回っているため、余剰分は輸出されているが、輸出量自体は減少して

いる。主な原因として生産量が増加していないこと、内需が増加していることが考えられる。なお、輸

出市場において、フランスの欧州市場のシェアは下がっているが、世界市場のシェアは上がっており、

EU 域外の第三国への輸出が拡大している。 

生乳クォータ制度廃止の移行期において、欧州委員会は生産量について、年間 1%までの増加を認め

ていた。なお、アイルランド、デンマーク、オランダ、ドイツは規定の課徴金を支払い、1%を超える増

産を行っていた。他方、フランスは価格の安定のため、1%を少し下回る程度の増加に留めていた。 
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フランスの加工業者の特徴 

生乳クォータ制度廃止後もフランスの生産量は増加していない。北部ヨーロッパのアイルランド、デ

ンマーク、ドイツ等はフランスよりも生産コストが低く、生産増加が容易であると考えられる。生産が

増加すれば、販売価格を下げて販路を拡大させることが期待できるが、生産コストが高いフランスでは

農家への負担が大きく、北部ヨーロッパのような増加は見込めないとされる。また、フランスの民間の

生乳回収業者が生産増加を望んでおらず、生産量をコントロールしているため、フランスの生産量が大

幅に増加していないと考えられる。 

生産が増加傾向にある北部ヨーロッパでは組合が支配的（例：オランダ：90%、アイルランド：ほぼ

全量）であるのに対し、フランスの生乳回収・加工業者は組合と民間企業が半々であり、民間企業の影

響力が大きい。フランスの民間加工業者の特徴について、下表に示す。なお、2015 年～2019 年の間、

民間の加工業者の生産量が微減した一方で、組合の生産量は増加している59。 

 

図表 3-8：フランスの民間加工業者 

大企業グループ 

（ダノン、ラクタリス等） 

 積極的に国外に投資・進出している 

 現地で販売している商品は必ずしも国内製造したものではない 

 大企業は国外生産を増加させており、製造する製品のうち国内

生産は全体の 1/4 程度 

 （例：ラクタリス社は世界 60～70 か国に進出しているが、世界

全体の生産量 200 億 L のうち、フランス国産は 50 億 L） 

中小企業 

 特異化した製品を製造 

 市場におけるシェア率は横ばい 

 生産量を増加する必要性がない 

出所：Idele へのヒアリング調査からみずほ情報総研作成 

 

 

加工業者と酪農組合 

生産農家は民間の加工業者と年間契約を結んでおり、月毎又は四半期毎の納入量と価格が決まってい

る。契約量に達すると、買取られない、又は課徴金を支払わなくてはならないが、酪農組合の場合は余

剰分も買い取らなくてはならない。一般的に、民間加工業者と比較して組合は生産者との関係は緩やか

だが、生乳クォータ制度廃止後、生乳価格が下がらないように組合の集乳量を販路にあわせて調整する

ようになり、組合も民間加工業者寄りの対応となりつつある。 

北部ヨーロッパ諸国の酪農組合は世界市場におけるパフォーマンス向上に成功しているが、フランス

の酪農組合のパフォーマンスは決して高くない。酪農組合は一部の利益を組合員に還元しなければなら

ないが、食品産業という文脈では、組合は民間企業ほどには効率化が進んでおらず、競争力の低下から

生乳の買取価格が下がるおそれがある。 

酪農組合は以下のとおり、二種類の生乳の価格区分を使用している。それぞれの乳価区分をどのよう

に使用するかは地域によって異なるが、A 価格、B 価格の生乳を共に加工し、販路を拡大させるケース

が全国的に増えている。しかし、前述のとおり、フランス南部では生産量、販路共に縮小傾向にある。 

 

 

                                                   
59 現地ヒアリング調査より 
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図表 3-9：酪農組合の乳価区分 

A 価格 生乳クォータ制度廃止前から高めの価格設定 

B 価格 コモディティ（粉乳、バター）の相場で決定 

出所：Idele へのヒアリング調査からみずほ情報総研作成 

 

なお、民間加工業者も酪農組合の価格基準を用いる場合がある。したがって、今後、酪農組合が商品

開発等によって営業を強化し、効率性を向上させ、買取価格を上げることができれば、民間加工業者の

価格も全体として上げることが可能になると期待される。 

 

 

生乳クォータ制度の廃止は 2003 年の議会で決定したが、生乳クォータ制度廃止に向け、政府は民間

主導の輸出主導産品について議論し、イタリア等の価格の低い市場でも競争力を持てるよう、チーズの

域外輸出に多額の補助金を設けた（年間約 10 億フラン）。 

乳価の急激な下落を避けるため、2006 年に移行期が始まった。2009 年の生乳クォータ制度廃止とと

もに生産過剰と乳価の下落が生じている。統計上の生産量は制度廃止前後でほぼ変化がないが、制度廃

止後に大規模経営化、農地売却が進んだことにより農家数は減少した。 

生乳クォータ制度が廃止され、政府の規制がなくなったことで生産量と乳価の決定は民間でなされる

ようになったものの、廃止後も政府からの支援は多い。例えば、生産者から生乳を買い取る際に契約を

締結することが義務化されており、契約プロセスを監督するのは政府である。 

生乳クォータ制度廃止前、生産量と価格はスイス政府が全国的な生産者団体である、スイス生乳生産

者連盟（SMP）の意見を反映して決定していたが、現在では各地域の生産者団体等が乳業と交渉して乳

価を決定しており、10～15 ラッペン（スイスフランの百分の１。セント）／リットル程の差異が生じて

いる。これらの平均が国の数値として公表される。 

なお、産地では、小売価格は常に上昇しているのに農家価格は低下することが多いとして、公正な乳

価が必要だとする声がある。 

 

生乳クォータ制度廃止後、多くの村のチーズ工場が閉鎖し、生産者は遠くの工場へ納入するようにな

り、輸送コストがかかるようになった。農家は乳牛の数を増やして生産量を増加させている等して対応

している。 

また、EU とのチーズ自由化により、現在は多種多様なチーズを店頭で見られるようになった。 

スイスのチーズは「ブランド・チーズ」（グリュイエールチーズ、アッペンツェルチーズ等知名度の高

い銘柄のチーズ）と「タウン・チーズ」（工業用、無銘柄のチーズ）に分類される。なお、ブランド・チ

ーズ用の生乳の買取量は現在も昔の生乳クォータ制度の割当を準用しているところが多い。 

 

生乳クォータ制度廃止後、生産が増加して価格が下がる状態が続き、生産規模を拡大した農家も困難

な状況が続いた。生乳クォータ制度廃止後、離農する農家の牛や土地は近隣の農家に分割して売却60さ

                                                   

60 離農を減らすため、都市住民を招致することもある。基本的にスイスで農地を所有できるのは農家であり、企業による農地の買取は
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れた（土地が広いほど政府からの補助額が多くなる）。 

生産者にとっても加工業者にとっても競争力をいかに上げるかが課題となり、様々な取組を行ってい

る。例えば、牧草飼育乳（サイレージ・フリー）にも取り組んでいる。 

 

生乳クォータ制度の廃止に向けて全国統一の生産者による販売組織を作り、生産調整を担わせること

を目標としていたが、実際には各地域で 60 以上の団体が生まれた。その後、合併等が進み、現在では約

50 団体が活動している。団体の大きさには差があり、大規模な団体で全国生産量の 22％を占める。多

数の組織が乱立した背景としては、スイスでは伝統的に地域毎に物事を決める習慣があり、特に中山間

地では他地域の者を入れること、平地の農家の意見を取り入れることに抵抗があったことが挙げられる。

乳業団体が生産者を招いて設立された団体（PMO）もある。 

2006 年～2009 年の移行期には、前述の 60 団体の各団体内でクォータの売買が行われていたが、2009

年に他地域との間での売買が可能となったとの証言もある。 

 

前述のとおり、生乳クォータ制度廃止前の生産量と価格は、スイス政府が SMP の意見を反映して決

定していた。生乳クォータ制度の運営に関与する自助組織が生産者団体、協同組合（集乳するための組

織等）と併せて全国に 20 程度存在した。生乳クォータ制度の廃止後も一部の協同組合は残存している

が、変容したものもある。例えば、中央東部搾乳農家連盟（VMMO）のように集乳も売買もせず、メン

バーに情報を共有するのみのものもある。また、生産者同士の仲介、ロビー活動や広報活動のみ行うも

の、農村の小規模なチーズ工場で組合がチーズを製造するもの、諮問機関的な農業者団体になっている

ものもある。 

 

なお、酪農協は集乳をしなくなり、その一部を担うために、牛乳を集荷する専門の組合「Mooh Swiss」

が農家によって組織された。なお、Mooh Swiss は集乳するのみで加工は行わない。生乳の輸送費につい

ては、組合組織が支援しており、集乳に特化して組織された Mooh Swiss も協同組合である。 

 

生乳クォータ制度の廃止に当たり、価格を監督する業際団体（IP Milk）を設立する必要があった。そ

の設立にはスイス農民連盟（SFU）が深く関わっている。業際団体を設立するに当たり、農家あるいは

農家と乳業・小売の意見が一致せず、対立が絶えなかったため、当時の SFU の会長が SFU 内に事務局

を設置した。これが IP Milk の前身となった。現在、IP Milk は独立した組織であるが、SFU の職員が

一名出向している。最近は酪農市場が安定しているため、関係者間に目立った対立はない。 

 

IP Milk は生乳への賦課金を財源として、以下の 2 種類の基金を創設している。 

 調整（Regulierung）：過剰バター等の輸出に対応 

 原料乳補填（Rohstoffverbilligung）：加工食品の輸出に対応。他国よりも価格の高いスイス産乳

製品（粉乳等）を加工食品の原料として使用できるよう内外価格差を補填するための助成金。チ

ョコレート法（後述）の廃止に対応する措置 

                                                   

禁止されている。ただし、企業が農家の単独経営、又は共同経営であれば可能。 
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生乳クォータ制度廃止前後のスイスにおける生乳生産者及び生乳生産量の推移を下図に示す。グラフ

からもわかるとおり、生乳クォータ制度廃止後、多くが生産者廃業し、そのほとんどが小規模農家であ

った。また、手間のかかる生乳販売をやめ、肥育と繁殖に切り替える農家が増加した。 

 

 

図表 3-10：スイスにおける生乳生産者数及び生乳生産量の推移 

出所：SFU 提供資料からみずほ情報総研作成 

 

生乳クォータ制度廃止後の農家の対応は様々である。農家の中には、大規模化を目指す者もあれば、

生産量は増加させず、高品質化を目指す者もある。また、山間部のサン・モリッツのような場所では、

ロッジを貸し出す等、多角的な経営を行う農家もあるが、多角経営に対するストレスを感じる農家もあ

る。 

下図は、生乳クォータ制度廃止前後のスイスにおける農家の所得の変遷を示したものである。一世帯

当たりの所得は上下しているが、家族労働者一人当たりの年間所得は上昇傾向にあることから、労働人

口当たりの効率化が図られていると推測される。例えば、生乳クォータ制度廃止の前後に動物福祉法が

厳格化したことから、これまでの牛舎が使用できなくなった農家の中には、これを契機に運動場や機械

を導入する等の投資を行い、生産量と頭数を増やす農家もある。クォータ廃止前に比べると現在の方が

農家は自立して市場指向となっており、ビジネス拡大のチャンスがあるとも考えられる。 

 

Source: TSM Treuhand GmbH, DB Milch
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図表 3-11：スイスにおける農家の所得の変遷 

出所：SFU 提供資料からみずほ情報総研作成 

 

クォータ制度が廃止されたことで、生産量、加工量と価格が不確実で不確定なものとなった。クォー

タ廃止後は民間組織である業際団体（IP Milk）が生産調整を担うことになっていた。IP Milk は、国に

代わって民間で量と価格を交渉し監督するための団体として設置された。IP Milk には、全国及び地方

レベルの生産者団体、加工業者、小売事業者等が加入しており、酪農及び乳業の発展のためのプロモー

ション、付加価値の創造、輸出促進等のために活動するサプライチェーンの川上から川下まで垂直的に

連携した団体である。 

しかし、政府の規制が無い中、乳価の下落に伴い生産を抑制しようとしても、移行期間中に生産量を

増やした農家等、ルールを守らず減産に応じない生産者が現れたため、民間だけで生産量をコントロー

ルすることは困難であった。 

そこで、2009 年の乳価下落を受け、2011 年 1 月から、生乳市場の安定化を図るため、IP Milk は毎

月、用途区分別の指標乳価を決定し、それに基づき生産者と加工業者の間で取引乳価を決定することと

なった。 

用途区分別乳価（A、B、C の３区分）は、すべての搾乳農家から生乳を回収できるよう設置されたシ

ステムであり、加工業者（乳業者）の発案である。生産量のほとんどは用途区分 A 又は B に振り分けら

れる。C は生産過剰分の生乳を買取るために設定されるものであり、生産が不調となった 2019 年は該

当がない。用途区分別乳価価格の基準は 3 か月毎に更新される。各価格の生乳の使途は以下のとおり。 
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図表 3-12：用途区分別乳価の分類 

A 価格 国内消費向。チーズ加工等。全体の 8 割に当たる 

B 価格 EU 域内向。飲用乳、ヨーグルト、ミルクドリンク（カフェラテ等）、

大量生産されるチーズ等。全体の 2 割に当たる 

C 価格 世界市場（EU 以外）。バター、粉乳等。2019 年は、C ミルクに当

たる生産はない61 

出所：現地ヒアリング調査からみずほ情報総研作成 

 

用途区分別乳価を導入した意義は、生産者と加工業者間の契約において、基準価格となる指標を盛り

込むことにあった。年間の乳量と価格は契約締結時に明示されていなければならないが、具体的な金額

を表記する必要はなく、価格の算出方法・根拠を示していればよい。大抵の契約では、「交渉により決定」

や「標準価格（SMP の算出方法を使用）を基準として決定」等と記載されている。 

生産者と加工業者の契約における価格を交渉で決定する際、個々の農家ではなく、生産者団体が加工

業者と 3 か月間の乳価について交渉する。なお、生産者団体間で情報を共有することもあり、スイス政

府は、生産者団体間の横の繋がりを強化することで生産者の交渉力を上げようとしているという。 

 

加工業者は、生産者に対し、毎月、必要量を伝達する。生産者との契約における量、価格、使用法を

監督するのが IP Milk である。契約の際、生産者は A 乳価、B 乳価に分けて納入量を決定するのではな

く、全体量のみ定め、毎月末に加工業者が生産者に当該月の各乳価の生乳量を通知する。なお、各乳価

の乳量は固定ではなく、変動する可能性がある。月末になるまで各乳価の量がわからないことから、生

産者が収入の見通しを立てることが難しく、用途区分別乳価は透明性が高いとは言えず、生産者には不

評である。ただし、生産したすべての生乳が回収されるというメリットはある。 

 

地域や農家によってはクォータ制度時代の割当枠をそのまま A 区分の乳量やブランド・チーズ向け生

乳の乳量に準用している62。その場合、基本的に A 乳価の乳量は、廃止されたクォータの割当乳量と同

じである。この納入量を超過すると超過分について B 乳価、C 乳価が支払われる。ただし、牛乳の質（脂

肪、たんぱく質）が基準以下の場合、減額される可能性もある。 

用途区分別乳価は工業・工場向きのコンセプトであり、農家の間では大きく意識はされていない。全

く同じ品質の牛乳が異なるカテゴリに分けられることもあり、用途区分別の基準や量がどのように決定

するかは明確ではなく、その意味でも用途区分別乳価は透明性が低いといわれる。 

 

グリュイエールチーズ、エメンタールチーズ等、チーズの製造用生乳は乳価が高く63、加工業者の中

でもチーズ加工業者は農家への支払が多い。他方、チーズ市場は需要が変化しやすく、安定的に販売す

ることが困難であるため、チーズを製造しない時は生乳を他の用途区分で安く販売することになる。 

アッペンツェルチーズの産地である東部スイスでは、当チーズのブランド団体が各工場に生産量を割

り当てるとともに、原料生乳の全体的な乳価交渉も組織している。チーズ工場がアッペンツェルチーズ

                                                   
61 2017～2018年はバターが過剰に余り、世界市場に低い価格で販売された（現地ヒアリング調査より）。 
62 アッペンツェルチーズチーズ、グリュイエールチーズ等のブランド・チーズはクォータ制度の割当を現在も使用しているケース

が多い（現地ヒアリング調査より）。 

63 例えば、スイス東部のアッペンツェルチーズの場合、チーズ用生乳価格が 64～84 ラッペン／リットルであるのに対し、飲用乳

は 52～55 ラッペン／リットルである（現地ヒアリング調査より）。 
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を作るために農家から買い取る乳量は、必要な量が直近の 10～15 年間変わっていないため、クォータ

制度時代に納入してきた量を継続している場合が多い。過剰生産してしまうと価格が下がるので、農家

も積極的に増産しない。スイス東部のある農家では、近隣の約 20 軒の生乳生産農家とともにチーズ工

場等の販売先と交渉して乳価を決定している。納入量について制限はないが、契約時に年間の納入量を

あらかじめ通知しておかなければならない。なお、納入量の±5％までは許容範囲内であるが、万が一、

納入量が目標を下回る場合は事前に通告しておかなければ課徴金を課される。 

この文脈において、用途区分別乳価はこれまでのクォータ制度の置換といえる。用途区分別乳価は生

産量を抑制する役割もあるが、世界的な牛乳市場の自由化に備え、農家に市場の現実を知らせる必要が

あったため設置された。C 乳価が設定されることで、農家はすべての牛乳を買い取ってもらえる一方、

加工業者にとっては原料を安価で調達することが可能となる。 

スイス東部の名産であるアッペンツェルチーズ用生乳の場合、生乳クォータ制度廃止前後の価格（ク

ォータ制度廃止後は A 乳価に区分）は以下のように推移した。 

 

図表 3-13：アッペンツェルチーズ用乳価の変化（ザンクト・ガレン州） 

生乳クォータ制度廃止前 1 フラン／リットル 

生乳クォータ制度廃止直後 20 ラッペン／リットル 

現在（2019 年 12 月） 64～84 ラッペン／リットル 

出所：農家へのヒアリング調査からみずほ情報総研作成 

 

スイスの乳業のカレンダーは 5 月 1 日に始まり、乳価交渉は毎年春に行われる。乳価交渉において重

要な役割を果たすのが、生産者・酪農加工業者組織（PMO）と生産者組織（PO）である。なお、全国

的な生乳生産者組織である、スイス生乳生産者連盟（SMP）は乳業者と直接交渉をするのではなく、補

助的立場から生産者にアドバイスをしている。 

現在の乳価は PMO や PO 毎に生産者と加工業者の交渉によって決定される。PMO も PO も農家の

受け取る乳価はほぼ同じだが、納入量には差がある。量を決定する際、大規模な加工業者は備蓄能力が

高いため、多めに集乳することが可能である。 

 

生乳クォータ制度が廃止された後の自由化に備えるため、生産者が生産量と価格を決められるように

2006 年に始まった 3 年間の移行期間中に生産者の組織化が進められた64。そこで組織されたのが、PMO

と POである。生乳クォータ制度廃止当時、POと PMO 併せて 36 組織あったが、現在は統廃合を経て

20 程存在する。特に POが合併により減少している65。 

 

PMOと POに分かれたことにより、PMO の生産者は加工業者の強い影響下にあるため、加工業者寄

りの考え方となり、生産者だけからなる PO の生産者と考え方の相異が生じているとの指摘がある。

PMO は生産量を増やすことで、収入向上を指向する例も多かったが、乳価が下がったため期待した程

の効果はなかった。一方、PO は生産量を拡大せず、現状維持を指向する傾向にあった。なお、両者と

                                                   
64 PO 又は PMO を設立し、輸出等追加的な需要を確保すればそれに応じてクォータを上回る乳量の生産が認められた（クォータ

制度からの早期離脱）。 
65 PMO と PO の大体の構成比率は PMO：PO＝17：3 
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も生産量は上がったが、価格は下がっている。 

PO は競争力向上のため、高級品を開発する等、革新的な高付加価値化に取り組んでいる。このよう

に、生産者が市場のニーズを考慮した取組をしようとする動きは生乳クォータ制度下では見られず、生

乳クォータ制度廃止後に見られるようになった新たな動きである。 

PMOと POの主な相違点は以下のとおり。 

 

図表 3-14：PMO と PO の主な相違点 

 目的 特徴 価格の決め方 

生産者・酪農

加工業者組

織（PMO） 

生産量増に 

よる収入 

向上 

 生産者だけでなく加工業者を

含む。乳価を交渉・決定する 

 加工業者から生産者を招き結

成 

 スイスの全生産量の 8 割 

 東部スイスでは規模が小さい 

（1 工場に農家数軒） 

 中部・西部スイスでは規模が

大きい 

（1 工場に農家 100 軒以上） 

 加工業者主導 

 価格は自由市場に基づくが、

IP Milk の基準価格を参照 

する 

生産者組織

（PO） 

現状維持  生産者組織。5～10 団体が存

在する。メンバーは約 50 名。

生乳の販売先となる加工業者

を決定する 

 生産者がリスクを負う 

 起業家意識が強い（高付加価

値製品の開発等） 

 生産者主導 

 3 か月毎に交渉し、量と 

価格を決定 

 売り手によって価格は異なる 

出所：ヒアリング調査からみずほ情報総研作成 

 

スイスの乳製品は国内需要に対し 140％の生産があるため、余剰分は輸出される。チーズを中心とす

る輸出拡大について、一般的に農家より加工業者の方が関心は高い。生乳クォータ制度廃止は輸出拡大

のチャンスであるが、国際酪農市場は変動が大きく困難な市場である。また、高品質チーズは輸出拡大

が期待されるが、産業用チーズのように量を捌けるわけではない。 

スイスへのチーズの輸入も増加しているが、スイスチーズはハードチーズ、輸入チーズはソフトチー

ズと棲み分けができているため、大きな脅威とは捉えられていない。チーズ自由化によって、店頭に並

ぶチーズの種類が増え、多様性が出てきたことから、スイス国内のチーズ需要・消費量が増加した66。

また、スイス人の食生活も変化し、ソフトチーズ（モッツァレラ、ブリ、カマンベール等）の他、カッ

テージチーズに香辛料をかけてパンに塗るスタイル等が定着しつつある。 

輸入が輸出を上回るようになる可能性については、以前から心配されているものの、まだ現実には起

きていない。チーズの消費増と人口増（年間 5～10 万人）の影響もあり、生乳加工量は 10％増加して

いる。 

 

また、スイス政府は国内の乳製品のうち、生乳、ヨーグルト等の輸入には国境保護措置として関税を

                                                   
66 17kg から 21kg に増加。ただし、ハードチーズは乾燥が進んでいるが、ソフトチーズは水分が多いため重量がある。 
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課している。一方、チーズは対 EU 関税が廃止されており、対策のためチーズ原料用の生乳には国境保

護の代わりに政府の助成金がある。50 ラッペン／リットルであり、サイレージ飼料を用いない（サイレ

ージ・フリー）場合はさらに 3 ラッペン／リットル追加される。サイレージ不使用生乳の助成金はかつ

て Emmi 社やネスレ社が受け取っていたが、農家へ支払うように変更されている。 

エメンタールチーズはスイスの代表的なチーズだが、原産地保護名称（AOP）として登録されておら

ず、欧州全土で生産されており、コンシューマー（廉価）製品となってしまっており、高付加価値化が

課題である。例えば、一部地域では洞窟でチーズを熟成させて差別化を図っている。 

 

 

図表 3-15：スイスにおけるチーズの輸出入量及び金額 

出所：SFU 提供資料からみずほ情報総研作成 

 

Source: Federal Customs Administration (ECC)

スイスにおけるチーズの輸出入量及び金額
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図表 3-16：スイスチーズの輸出先（2018 年） 

出所：SFU 提供資料からみずほ情報総研作成 

 

かつてスイスでは、品質を考慮せず、生産を拡大させてきたことから、1990 年代から環境要件と直接

支払を結び付け、環境への配慮を図ってきった歴史がある。2019 年秋の選挙では、環境系政党が勝利

し、農業・酪農においても気候変動、環境対策への要求は高まっている。酪農では特に生物多様性が重

要である。 

 

スイスでは、食品輸出業者への補助金について規定する、農産品の輸入・輸出に関する連邦法（通称

「チョコレート法」）に基づき輸出補助（原料用の生乳と穀物に関する加工業者に対する助成、特にチョ

コレート用の粉乳）を行っていたが、将来的に輸出補助金を全面的に禁止する WTO の農業協定に則り、

2019 年 1 月 1 日に廃止された。 

そこで、スイス政府は自国の輸出競争力を保つため、WTO の農業協定に違反することなく、自国の農

業と加工業者を保護するための代替策を模索した。その結果、現在は政府が一旦農家へ補助金を交付し、

IP Milk が農家に賦課金を課して回収し、加工業者へ分配するという新たなルートができている。このル

ートでは、政府がまずすべての生乳を対象として農家に 4.5 ラッペン／リットルの助成を行う。予算は

従来と同じ１億フラン程度である。農家は IP Milk に最高 4.5 ラッペンを支払い、IP Milk はそれを加工

業者に分配する。農家から IP Milk への支払いは市況の良い時は引下げられ、現在は 3.5 ないし 3.6 ラッ

ペンとなっている。なお、一旦農家へ支出して以降の補助金の使途については、民間の取組であり、政

府は関与していない。 

 

Source: Federal Customs Administration (ECC)

2018年の輸出量：68,331トン（加工されたチーズを除く）

その他：19%

オーストリア：5%

フランス：7%

米国：12%

イタリア：17%

ドイツ：40%
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全国的な生乳生産者組織である、スイス生乳生産者連盟（SMP）（ドイツ語。フランス語は PSL）は

スイス産牛乳・乳製品を対外的にプロモーションしており、その際にブランド名として「スイスミルク

（Swissmilk）」を用いている。 

SMP の活動費は 55%が農家から、21%が政府から、24%がサービス料金で構成されており、支出の

83％はスイスミルクのプロモーション費用、17％は運営費となっている。農家は 0.895 ラッペン／リッ

トルを SMP に支払っている。なお、SMP に属さない生産者についても支払が義務付けられている。 

 

2018 年、持続性のある牛乳販売についての規則が SMP で可決された。これを受け、2019 年 9 月 1

日から、スイスにおける持続可能な酪農のための酪農部門規格「スイスミルク・グリーン（Swissmilk 

Green）」が導入された。 

業界関係者がスイス酪農の将来を検討した結果、乳製品の市場と貿易が自由化される中で付加価値を

生み出すにはスイスブランドの意味を定義して広く発信する必要があるとの結論に達したためである。

スイスはもともと持続可能性と動物福祉に配慮した酪農を行っているが、近隣諸国も同じ方向へと向か

っており、スイスはその水準の高さをわかりやすく示す必要に迫られているといえよう。 

 

SMP は、2019 年 9 月 1 日から、民間主導の取組として、持続可能な生産と加工、地産と鮮度、近接

性と高品質を満たした乳製品にスイスミルク・グリーンの規格マーク（ロゴ）を貼付することを決定し

た。なお、スイスミルク・グリーンのアイデアやプログラムは SMP が考案し、ブランド、ロゴも SMP

が権利者となっている。 

 

 

図 3-17：スイスミルク・グリーンのロゴ67 

出所：スイスミルクのウェブサイト 

 

スイスミルク・グリーンの規格マーク（ロゴ）を貼付するためには、以下のとおり、10 の基本要件及

び 2 つの追加要件を生産者が満たす必要がある。 

 

 

 

 

 

                                                   
67 スイスミルク・グリーンのレベルの緑色は「持続可能な生産」、赤色は「スイス」を表現している。 
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図表 3-18：スイスミルク・グリーンの要件 

基本要件 追加要件（以下から 2 つ） 

 動物福祉への配慮に関する要件（5 つ） 

 飼料への配慮に関する要件（2 つ） 

 その他の要件（3 つ） 

 BTS 及び RAUS の両プログラムの要件が

満たされていること 

 医師の処方を受けて家畜が抗生物質治療

を受けていること 

 家畜が補完療法による治療を受けている

こと 

 労働者の社会保障の充実 

 従業員教育の実施 

 経営者及び従業員の農業実習参加 

 青少年育成のための学校行事の実施 

出所：スイスミルクのウェブサイト68からみずほ情報総研作成 

 

スイスミルク・グリーンは社会や消費者の期待を反映しており、同プロジェクトの 10 の基本要件は

5 つの動物福祉、2 つの飼料、3 つの追加要件で構成される。スイスミルク・グリーンの要件は、これま

で要求されてきた事項をまとめたものになっているため、農家が適用することは難しくはない。例えば、

妊娠牛のと畜禁止は 2 年前から実施されており（違反は 100 フランの罰金）、1 か月の内 13 日間は屋

外で運動させる、医師の処方無しでの乳牛への抗生物質投与規制は大部分の農家が既に実施している。

また、生物多様性促進用地として、農用地の 7%を確保するという要件も、既存の直接支払における環

境サービス要件として69大部分の農家が既に適用しているため、難易度は低い。他方、こうした条件を

満たしている生乳生産農家は全体の 8 割程度であり、残りの 2 割をスイスミルク・グリーンによって底

上げしようとしている。また、スイスミルク・グリーンの実施は農家の任意であって義務ではないが、

数年以内にスイスミルク・グリーンの要件を満たさなければ出荷ができなくなる可能性があるため、農

家は取り組まざるを得ないと想定される。 

 

スイスミルク・グリーンでは、要件を満たす農家に対し、3 ラッペン／リットルが支払われる仕組み

になっており、2019 年 8 月 13 日にスイスのすべての乳業販売者がスイスミルク・グリーン憲章に署名

している。 

実際のスイスミルク・グリーンの支払運用については、加工業者に一任されている。スイスの主要な

16 加工業者のうち、11 業者は既に支払を開始しており（2019 年 12 月時点）、3 業者は導入途中にあり、

その他は動向が不明である。また、大手小売である Migros 社は IP Milk に加盟していない点もスイス

ミルク・グリーンの実施においての懸念点である。 

SFU が 2019 年に発表したコミュニケでは、3 ラッペンの生産者への支払が全国的に浸透していない

点が指摘されているが、現状スイス国内には余剰生乳（C 乳価）がなく、乳価が世界的に上昇傾向にあ

るので、加工業者も支払に応じるだろうと期待している。 

スイスミルク・グリーンは 2019 年 9 月 1 日に始まったばかりであるため、現状における影響の程度

は不明だが、2020 年春以降にその効果が表れると期待される。 

                                                   

68 La durabilité sur le devant de la scène: https://www.swissmilk.ch/fr/le-lait-suisse/swissmilk-green/la-durabilite-sur-le-devant-de-la-scene/  
69 平澤明彦（2018）「直接支払制度の国際比較」『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』, 199-237頁, 3月, 三菱 UFJリサーチ&コンサルティング株式会社

https://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokusei/kaigai_nogyo/k_syokuryo/attach/pdf/itaku29-3.pdf 
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スイスでは、農家に対し、季節手当、持続可能性を評価した手当が支払われるが、いつ、どのように

支払を受けることができるかが明確化されていないという点において、そもそも牛乳市場は透明性が低

い。また、大手小売である Migros 社は IP Milk に加盟していない点も懸念される 

 

スイスミルク・グリーンのラベルはまだ一般に浸透しておらず、加工業者も商品に貼付していない。

また、スイスでは既に牧草飼育乳、A2 牛乳70等、様々な種類の付加価値化が進んでいるため、消費者へ

の PR が必要である。今後、SMP はスイスミルク・グリーンのプロモーション（SNS、テレビ CM 等）

を行う予定である。また、SMP のレシピサイトは国内最大級のアクセス数を誇っており、同サイトにお

いて牛乳を使用したレシピを紹介していく。近年、若者の間でビーガンが広がっており、牛乳を忌避す

る動きがあるため、正しい牛乳の知識を広めたいと酪農団体は考えている。 

 

2019 年からスイスミルク・グリーン（後述）が導入されたことで農家の受け取る乳代にかかる賦課金

や助成金の項目が増え、ますます見通しが悪くなったという意見もある。スイスでは、農家に対し、季

節手当、持続可能性を評価した手当が支払われるが、いつ、どのように支払を受けることができるかが

明確化されていないという点において、そもそも牛乳市場は透明性が低い。 

なお、2019 年は 9 月から A 乳価が上昇しているが、スイスミルク・グリーンによる上乗せ（3 ラッ

ペン／リットル）が影響していると考えられる。 

穀物部門も同様の取組を始めている他、政府はそれ以外の主要部門（果物、野菜、食肉等）について

も取組を働きかけている。 

 

 

                                                   
70 A2 牛乳：牛乳に含まれるタンパク質の１つ「βカゼイン」には遺伝子の違いにより「A1」と「A2」の２種類があるとされ、β

カゼインの A2のみを含むものを A2 牛乳と呼ぶ。A2牛乳は、子供の自閉症や成人の統合失調症、糖尿病、心疾患を防ぐと言われてお

り、欧米の一部消費者の間では一定のプレミアムを有する製品となっている。一方、欧州食品安全機関（EFSA）はこうした見解につ

いて、十分な科学的な証拠はないとしている（竹谷亮佑（平成 30年 3 月 5日）2018年：海外情報、農畜産業振興機構（alic）：

https://www.alic.go.jp/chosa-c/joho01_002157.html）。 



□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） 

 

- 87 - 

 

EU の酪農業界は EU 域外も含め、輸出拡大を目指しているが、国・企業によってターゲットは異な

る。日本、韓国は最も成長速度が速い市場である。地理的・歴史的に中東と北アフリカも重要である。

サブサハラアフリカについては、人口、所得共に急成長しているが、政治的リスクが高いことが貿易関

係における懸念点である。 

 

青年の就農をいかに増やすかが課題である。英国の土地所有制度が、新規の青年農業者の就農を困難

にしており、資金不足と土地不足が課題であると認識されている。 

 

以前はじゃがいも農家や養鶏農家が兼業で乳牛も飼育していたが、生乳クォータ制度が廃止されて 10

年が経過し、乳牛専門（ホルスタイン）、肥育専門（アンガス、リムーザン）等、農家の専門化が進んで

いる。 

農家の廃業については、今後も毎年 1～2％の離農があり、大規模農家が増え、小規模農家は副業とし

て牛や豚を飼育するようになると考えられる。また、前述のような専門化も進行すると想定される。平

地の場合、大規模化するか離農するかの二択となる。高齢化や後継者不足も課題であり、農業を魅力的

なものにしなければ青年農業者の定着は望めない。農業志望の青年農業者の中は、専門の教育を受け、

管理の効率化（飼料、畜舎環境改善）に取り組んでいる者もいる。 

地域支援型農業（Community Supported Agriculture: CSA）の事例もあり、こうした取組を促進す

ることが必要である。特にアルプス地方は農業・酪農が困難な地域であり、一部では、アグリツーリズ

ムのような新しい動きも出てきている。。 

製品を消費者に直接販売する農家も増えているが、直売所で製品を販売する場合は手間とコストがか

かるため、一部にとどまっている。また、野菜とは異なり、生乳を直接販売することは難しいため、直

接販売している場合も少量のみである。また、効率化のため、搾乳ロボットの導入等を行っている農家

もある。 

 

図表 3-19：スイスの酪農政策を巡る情勢の評価（IP Milk による） 

項目 IP Milk の評価 

直接支払 〇 現状維持を見込む、楽観的 

販売手当 △ 
国際的視点では、WTO、EU は好ましく思っていないので、 

不確実 

国境保護措置 × さらに縮小すると見込まれる 

社会からの受容 △ 

十分な注意が必要。農業はロビー活動が奏功して政治家との

関係が良く、支援も手厚い。他方、ドイツより牛乳価格が 

高く、消費者から厳しくみられる懸念あり 

国際的な貿易関係 × 
メルコスールとの FTA 交渉等、輸入自由化とその影響は 

避けられない 

出所：IP Milk の提供資料よりみずほ情報総研作成 
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乳製品価格下落時の EU・スイスの対応 

欧州委員会は、生乳クォータ制度廃止直後、2015 年 9 月から 2016 年 7 月までの間に緊急酪農家支援

策を 3 回発表している。2015 年 9 月に発表された支援策では、保管に係る費用の支援（Private Stock 

Aid ：PSA）によって、脱脂粉乳（SMP）・バター・チーズを対象として、市場に流通する製品を減ら

し、製品価格の安定化を図った。 

2012 年 10 月から単一共通市場政策に適用されたミルクパッケージ規則により、加盟国の判断によ

り、農家と酪農加工業者との間に書面による契約を義務付けること等が可能となった。なお、2016 年

11 月の評価報告書では、生産者団体の設立は生産者の交渉力を向上させ、生産者の地位向上に繋がると

して、その利点を広める必要性が指摘されている。 

2013 年から 2014 年初めまで、中国等による乳製品の需要が増加した影響で、乳価が高騰し、生産が

増加した。しかし、2014 年 8 月にロシアが EU 産農産品の輸入を規制したことにより、逆に乳製品の

供給過多となり、2016 年 7 月には 25.7 セント／リットルまで下落したことを受け、以下の施策が講じ

られた： 

 介入買い入れ：バターと脱脂粉乳（SMP）を対象に公的買入価格（バターは221.75ユーロ／100kg、

SMP は 169.80 ユーロ／100kg）を下回った際に、該当する加盟国政府が公的買入価格で買い入

れ（毎年 3 月 1 日～9 月 30 日の期間で実施され、バターは実施実績なし。SMP は 2018 年度ま

で実施された。なお、SMP は 2019 年 6 月 18 日にすべての在庫を売却。2019 年は実施なし） 

 民間保管補助（PSA）：欧州委員会が需給動向を見極め、期限を定めて実施するもの。バター、

SMP、チーズの保管にかかる費用の一部を支援することによって、民間企業に一定期間の乳製品

の保管を促し、市場に流通する製品を減らし、製品価格の安定化を図るもの（2014 年 9 月から、

バターとチーズは 2016 年 9 月まで、SMP は 2017 年 2 月まで実施。2019 年現在実施なし） 

 緊急支援策：2016 年 7 月 18 日に、生乳出荷削減奨励事業（150 百万ユーロ）、条件付調整援助

（350 百万米ドル）等を含む施策を公表した。「生乳出荷削減奨励事業」では、生乳出荷量を前年

より減少させた生産者に対し、0.14 ユーロ／kg の奨励金を交付（2016 年 10 月～2017 年 1 月に

実施） 
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生産者団体・加工業者・小売事業者が加入する乳業団体である IP Milk が指標乳価を毎月設定してお

り、取引価格を決める際の基準となっている。また、生産者と加工業者の取引には、1 年以上の取引を

定めた生乳購入契約の締結が必須となっている。 

スイス政府は、国内乳業保護のため、脱脂粉乳（SMP）やヨーグルト（ホワイトラインと呼ばれる）

に高い関税をかけ（2017 年現在）、高い国内価格を維持している。チーズについては EU との貿易自由

化にともなう価格下落への対応として原料乳への助成金を支払っている。加えて各種の直接支払による

支援も実施するとともに、高付加価値化による乳製品の差別化を目指している。 

他方、政府は 2015 年 12 月の WTO 閣僚会議の決議（輸出補助金の禁止）に基づき、加工食品（ミル

クチョコレート等）の原料乳に対する内外価格差補填を 2020 年末までに廃止する見込みである。その

代替措置として政府は農家に直接助成し、IP Milk が農家から賦課金を集めて民間の輸出助成基金を設

置している。 

生産過剰による乳価の下落時には需給調整のためバターの在庫が拡大する。IP Milk は過剰バターを

輸出するために農家からの賦課金等を財源とする民間の輸出助成金を設置している。 

 

 

図表 3-20：スイスにおける生乳流通量及び乳価の変遷 

出所：SFU 提供資料よりみずほ情報総研作成 

  

Sources: Federal Office for Agriculture (FOAG), market monitoring; TSM Treuhand GmbH
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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 



□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） 

 

- 99 - 

 

 

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 



□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） 

 

- 101 - 

 

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。 
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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。 

 

 



□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） 

 

- 104 - 

 

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 

 

 

  



□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） 

 

- 110 - 

 

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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