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中・東欧諸国のＥＵ加盟準備～農業分野で遅れ 

 

 

はじめに 

 

 本稿は第１章「加盟予定国の準備状況に対するEUの評価」と第２章「2003年CAP改革とコペン

ハーゲン合意の調整」で構成されている。第１章では中・東欧加盟予定国のうちポーランド、ハン

ガリー、チェコの３カ国を取り上げ、農業分野での準備の進捗状況とそれに対するEUの評価を概観

した。また、第２章では、2003年のEU・CAP改革とコペンハーゲンでの農業交渉合意との整合性を

めざした欧州委員会の提案を取り上げた。 

 

１．加盟予定国の準備状況に対するEUの評価 

 

 (1) 農業分野で深刻な遅れ 

 EUの欧州委員会は2003年11月５日、EU加盟予定国の加盟準備状況に関する詳細なモニタリン

グ・レポートを発表した。報告書は2004年５月にEU加盟が予定されている10ヵ国についてアキ・コ

ミュノテール（EUが基本条約に基づいて積み上げてきた法体系の総体）を網羅する29分野について

加盟準備の進捗状況を評価したものであるが、加盟予定10カ国のほとんどすべてにおいて、特に農

業分野の準備で深刻な遅れが出ていると指摘している。特にEU加盟予定国の中で最大の農業国であ

るポーランドの「深刻な遅れ」に対して大きな懸念を示しているのが注目される。 

 報告書によれば、農業部門には多くの関連規則があり、その多くは農業に直接適用される。効率

的な行政組織によるこれらの規則の適切な適用と効率的な実施は、共通農業政策が機能するうえで

必須の要件であるとしている。これらには「横断的な項目」に含まれる支払機関や統合管理コント

ロールシステム（IACS）といった管理システムの立ち上げ・機能向上や農村開発プログラムの実施

能力などが含まれる。また加盟予定国は、穀物等の農産物、果実・野菜、食肉といった共通農業政

策対象品目について共通市場組織に統合されている必要がある。また域内市場における家畜の健康

や食品安全にとって必要な家畜衛生部門の規則や、種子の品質、有害有機物といった問題を含む植

物衛生についてもEU規則への適合がなされていなくてはならないとしている。 

 しかし、欧州委員会は、加盟予定国が2004年５月までに遅れに対して適切な対処をしなかった場

合、共通農業政策（CAP）の資金が一部の新規加盟国に予定どおりに配分されなかったり、農産物・

食品がEU市場へ輸出出来なかったりするリスクはあるものの、EUの拡大自体は予定どおりに進む

であろうとしている。 

 以下、中・東欧加盟予定８カ国のうちポーランド、ハンガリー、チェコの主要3カ国を取り上げ、

農業、食品、農村開発部門について報告書に示された指摘事項を概観してみよう。 
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 (2) 各国別の評価 

【ポーランド】 

 欧州委員会は報告書の中で、ポーランドの農業部門の準備状況について次のような点を指摘し

ている。 

 横断的な項目 

 ポーランドの場合、支払い機関の分野では、農業構造改善近代化庁（ARMA）が農村開発プロ

グラムやIACSを含む直接支払いを担当することになる。また農業市場庁（AMA）が市場メカニズ

ムに責任を持つことになる。これら２つの機関はまず財務省によって認可される必要がある。こ

の分野での準備は特に財務管理やコンピューターによる会計システムを確立するとともに、新規

職員の採用と研修を加速させる必要がある。 

 IACSについては、機能するIACSがまだ確立されておらず、深刻なリスクが存在する。これは適

切なITシステムを使って各種の職務を実施する職員を新規採用し研修することが困難なことが原

因となっている。また土地台帳に基づく基本的な土地利用情報に誤りが含まれていること、多く

の圃場のデータが古いことも障害となっている。 

 AMAは貿易制度の運営に責任を持つことになっており、関連業務は税関サービスの責任のもと

で行われることになっている。また農産物・食品商業品質監督局が輸出農産物や食品の品質を監

督することになっている。この分野でも関連法規の採択が必要である。また特に輸出払い戻し金

のモニタリングシステムや上記3機関（AMA、税関、農産物・食品商業品質監督局）の間の意思

疎通をスムーズにするための管理機構の構築を加速する必要がある。 

 品質管理政策に関しては、ポーランドはまだEUの農産食品の原産地表示規則（Gis）や地域産

地名の保護を定めた原産地名保護規則（PDOｓ）などの表示に関する規則を採択していない。ま

た、ポーランドの優良食品プログラムは、EU加盟までにEUの要求水準に適合したものになって

いなければならない。また、ポーランドの有機農業法はまだアキに完全に適合したものになって

いない。有機農産物の検査機能を強化するとともに、認証機関を公的なものにする必要がある。 

 農家会計データネットワーク（FADN）の担当機関は農業・食品経済研究所である。すでにFADN

を実施する地域は決まっており、農家からのデータの収集も次第に拡大してきている。今後必要

とされるのは全国委員会の設立である。 

 農業分野におけるポーランドの国家補助金はEU加盟時までにアキに適合するようにする必要

がある。農家に対する直接支払いについては、ポーランドは加盟初年度から単一農地面積支払い

スキーム（SAPS）を適用することを決定した。 

 また、より一般的な問題点として、ポーランドでは収賄の比率が高く、収賄は公共行政のほと

んどの分野で見られることも問題である。さらに、非効率な国有企業の民営化についても加速す

る必要がある。 

 共通市場組織 

 AMAは農産物の共通市場組織（CMO）の実施に責任を有している。またARMAは乾燥飼料に関
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連する直接支払いを所管している。すべての主要な穀物のための介入センターのリストはすでに

整っている。タバコやホップについてもこれまでの準備の進展が継続されれば、加盟時にアキを

実施することは可能と見られる。ただし、AMAやARMAの組織構造をより現実に適合したものに

する必要がある。 

 砂糖部門の法的な基盤はよく整っているが、完全にアキに適合するには更なる規則が採択され

る必要がある。AMAは砂糖の共通市場組織を所管しているが、実際の業務は農業品質監督局に委

託されている。農業品質監督局への委託業務には、各種の貿易メカニズムの手続きも含まれてい

る。砂糖の生産割当てシステムは整えられているが、アキとの完全な調和が必要である。 

 果実・野菜の販売基準の実施に関する法律や生産者組織の設立に関する実施法は整えられてい

る。しかし、販売基準については国内市場での適用を厳密に行う必要があり、輸出段階での検査

の実施も必要である。生産者組織の設立は引き続き促進する必要があり、市場出荷価格の報告メ

カニズムの確立も必要である。 

 ワインとアルコールの分野では、ワインの共通市場組織がまだ不完全なままである。スピリッ

ツの品質基準は部分的にアキの要求水準に合致している。特にワインやその他のアルコール飲料

（スピリッツ）の産地名の保護に関して、アキを実施するための完全な準備を行わなければなら

ない。 

 AMAは牛乳生産割当てシステムの実施の所管機関であり、牛乳部門の介入買い付け、輸出入業

務も担当している。AMAの組織・機構は牛乳の生産割当てを管理するためにかなり強化された。

総じて、牛乳の生産割当てシステムを実施するための準備は順調な進展を示している。しかし、

直接販売者の認定とコントロール、地方事務所の適切な人材配置といったいくつかの重要な課題

も残されている。 

 牛肉、羊肉、豚肉についての解体の分類や価格報告、および牛肉の表示に関する実施規則は

まだ採択されていない。解体牛の分類スキームを導入し、コントロールする正確な方法はまだ確

立されておらず、EUの解体牛の分類スキームを実施するためのスケジュールで遅れをとっている。 

 卵および家禽肉については関連法が採択されないままとなっている。ポーランドが加盟時まで

に機能するシステムを確立するためには、販売基準、価格報告、生産統計の報告などのための管

理組織の面で更なる努力が要請される。 

 農村開発 

 農村開発計画（Rural Development Plan；RDP）のための実施法はまだ採択されていない。農業

農村発展省は農村開発計画の監督官庁に指定されており、ARMAは実施機関であると同時に支払

い機関でもある。ポーランドは欧州委員会に非公式に農村開発計画案を提出したが、2004年１月

１日から農村開発予算である農業指導保証基金の保証部門から資金を受け取るためには、より一

層の努力が必要である。特に農村開発対策の管理と実施のための管理能力が強化されなければな

らない。 

 林業に関しては、農地の林地への転換に関する法律が必ずしも完全にアキに見合うものとなっ
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ておらず、修正する必要がある。 

 家畜衛生および植物衛生関連 

 家畜衛生の分野では４つの基本的な法律の制定に関し重大な懸念がある。これらの基礎的な家

畜衛生関連法が採択され、実施されてはじめて、ポーランドは加盟国に要求された事項の多くを

満たすことができるようになる。 

 家畜の「伝染性スポンジ状脳疾患症」（transmissible spongiform encephalopathies；TSEs）や家畜

副産物に関する法律の整備は部分的に達成されている。しかし、TSEに対する監視は、特に伝染

の可能性のある家畜のチェックという点でさらなる改善が必要である。病死した家畜の回収シス

テムはまだ確立していないし、廃棄された家畜の処理工場もさらなる改善が必要である。 

 域内市場における家畜衛生コントロール体制の確立については、特に法的な整備を加速させる

とともに、原産地や輸送途上における任意の場所、さらに仕向け先地における検査体制を強化す

る必要がある。ポーランドは家畜の認定と登録に関するアキの主要部分をすでに受け入れている。

牛の登録についても完了間近である。しかし、牛のデータベースを改善するための一層の努力が

必要である。家畜衛生検査の財政的な裏付けを保証する法律もまだ採択されていない。第三国か

らの輸入家畜の衛生検査に関する法律は最近採択されたが、輸入家畜に対する規則のアキへの適

応は完成に向けた努力を引き続き行う必要がある。また、ポーランドから提案された7つの国境

家畜検査所がEU加盟時までにEU基準に合致するためにはさらなる努力が必要である。 

 家畜伝染病対策については、口蹄疫、豚コレラ、ニューカッスル病および鶏インフルエンザに

関しては国家緊急事態計画が策定されている。また、ポーランドは非公式参加ではあるが、家畜

伝染病通告システム（Animal Disease Notification System；ADNS）に加盟している。 

 公衆衛生 

 国民の健康保護に関する法律は部分的に整えられているが、改正が必要である。この分野にお

ける新しい枠組み法を制定することが緊急に必要である。特定の食肉加工工場については2007年

末まで、酪農製品工場および生乳の品質については2006年末まで、暫定措置が認められている。

これらの工場の製品は国内販売のみに制限されている。しかし、乳製品加工工場や所管官庁は品

質基準を満たした生乳の流通チャネルをまだ整えていない。ポーランドは、EU加盟後も引き続き

営業する食品加工工場はすべてアキの要件を満たすということをコミットしており、かなりの数

の食品加工工場がEU加盟時までにEUの要求水準を満たせないという可能性が極めて高い。 

 動物から人に伝染する病気と一般的な伝染病対策に関するアキは部分的に取り入れられてい

る。しかし、その他の病気の監視プログラムはEUの要求水準を満たしていない。 

 動物福祉の分野では引き続きアキに適合するよう努力するが必要である。ポーランドは特定農

家の産卵鶏の飼育条件に関する2009年末までの暫定措置が認められている。 

 植物衛生法の分野では、植物保護に関する法案がまだ審議中である。その結果、有害有機物に

関するアキはまだ実施されていない。懸念されるのは、ポーランドが加盟時までにEUの現加盟国

で達成されているトマトの生産のための植物衛生上の保証のレベルを達成できない可能性があ
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ることである。植物保護製品（殺虫剤、殺菌剤等）に関するアキもまだ取り入れられていない。

特定の植物保護製品の販売については2006年末までの暫定措置がポーランドに認められている。

種子や繁殖物質の品質に関しては、新種子法が採択されたが、実施法は未採択のままである。 

 食品安全に関しては、厚生省が全般的な調整をし、首席衛生監督官が補佐するという行政管理

機構が整備されている。これに加えて、農業農村発展省は3人の首席監督官、すなわち首席家畜

衛生監督官、首席植物保護・種子サービス監督官、農産物・食品販売品質監督官を統括している。

さらに競争および消費者保護事務所が貿易監督官とともに、食品安全分野における様々なレベル

でのコントロール活動を実施している。しかし監督官の数が多いことは、調整の問題を引き起こ

す可能性があり、懸念材料となっている。 

 

表１ ポーランドの加盟準備に対する欧州委員会の評価 
 

準備の 
進捗度 

項  目 

A 

 

・横断的な項目；品質管理政策、有機農業、農家会計データネットワーク（FADN）

および国家補助金 

・共通市場組織（以下の項目）；穀物等の農作物、砂糖、果実・野菜、ワイン、

羊肉および豚肉 

・家畜衛生；家畜伝染病対策、家畜飼育技術 

B 

 

 

・貿易メカニズム

・共通市場組織（以下の品目）；牛乳、牛肉および卵・家禽肉 

・農村開発 

・家畜衛生；域内市場における家畜衛生コントロールシステム（家畜の移動コン

トロールを除く）、生きた動物および畜産品の貿易、動物福祉、動物栄養 

・植物衛生（馬鈴薯伝染病を除く） 

C 

 

 

・支払い機関の立ち上げ 

・統合管理コントロールシステム（IACS） 

・家畜衛生；4つの基本的な家畜衛生法の採択と施行、狂牛病および廃棄家畜の

処理（収集システムと処理工場）、家畜移動コントロール 

・植物衛生；有害植物有機物の処理（馬鈴薯伝染病対策） 

・公衆衛生；食品加工施設の改善 

注）A＝基本的にEU基準を満たしている分野（現在の水準を維持すれば、加盟時のアキ実施が可

能な分野） 

B＝部分的にEU基準を満たしている分野 

C＝準備状況に重大な懸念がある分野（早急な是正措置がとられなければ、加盟時にアキ

の実施が困難な分野） 

（資料）Comprehensive monitoring report on the Poland’s preparations for membershipより作成 

 

【ハンガリー】 

 欧州委員会の報告書によれば、中欧の農業大国の一つであるハンガリーも、公衆衛生、支払い

機関、農村開発の面で準備の完成までに多くの課題を残している。報告書は、これらの分野で「深

刻な懸念」が見られるとしたうえで、「早急な是正措置がとられなかった場合、ハンガリーは EU
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加盟後これらの分野でアキを実施できないといった事態になろう」と述べている。 

 EU15カ国との加盟協定においてハンガリーは、特定の生産能力の高い食肉加工施設については

2007年まではEU基準に合致しなくても国内市場にだけは販売できるという暫定措置が認められ

た。こうした暫定措置を必要とする食肉加工企業の数はEU加盟時に「かなり」の数にのぼると見

られる。この分野では、食肉加工工場やその他の公衆衛生問題に関する規則がEU基準に適合され

る必要があり、「緊急に強化された管理能力」によってコントロールされる必要がある。 

 ハンガリーの第２の課題は完全に機能する支払い機関の設立が遅れていることである。ハンガ

リー農業に支払われることになる巨額の資金を管理するためには必須の支払い機関はいまだ形

成過程にあり、開発されたITシステム、適切な管理手続きが不足しており、訓練された職員の補

充も不十分である。支払い機関の遅れとともに、IACSの立ち上げも「深刻な遅れ」が見られる。

IACSの立ち上げの遅れは、ハンガリーがEU加盟時までに機能するシステムをつくり上げることが

できるのかという「重大な懸念」を引き起こしている。 

 また、ハンガリー政府は、調整能力の弱さ、責任の所在の不明確さによって農村開発プログラ

ムを実施するための準備で大幅な遅れをとっている。 

 上記の諸分野に比べると、その他の問題分野は緊急性と深刻さの程度は低いが、準備の遅れは、

特定農産物の共通市場組織、家畜衛生・植物衛生規則、貿易メカニズムなど幅広い分野に及んで

いる。 

 

表２ ハンガリーの加盟準備に対する欧州委員会の評価 
 

準備の 
進捗度 

項  目 

A ・横断的な項目；品質管理政策、有機農業、農家会計データネットワーク（FADN）

および国家補助金 

・共同市場組織（以下の品目）；穀物等の農作物、果実・野菜、牛乳、牛肉、羊肉

および豚肉、卵・家禽肉 

・家畜衛生；家畜伝染病対策、生きた動物および畜産物の貿易、動物福祉、家畜

飼育技術、家畜栄養 

B ・貿易メカニズム

・共通市場組織（以下の品目）；ワイン、砂糖 

・家畜衛生；狂牛病および家畜廃棄物の処理（処理工場の改善）、域内市場向け家

畜衛生コントロールシステム（家畜認定および輸入コントロール） 

・植物衛生；農薬の最大残存基準のみ 

C ・支払い機関の立ち上げ 

・統合管理コントロールシステム（IACS） 

・農村開発

・公衆衛生；食品加工施設の改善 

注） A、B、Cの分類は表１と同じ。 

（資料）Comprehensive monitoring report on the Hungary’s preparations for membershipより作成 
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【チェコ】 

 他の加盟予定国と同様、チェコの場合も最大の懸念は公衆衛生、特に食品加工施設の改善であ

る。報告書は「もし是正措置が早急にとられなかった場合は、加盟時にこの分野でアキを実施す

ることができないであろう」と述べている。 

 一部の牛肉、家禽肉、卵および乳製品加工工場は、EU基準を満たさない場合であっても、2006

年末までは国内市場への販売向けに製品をつくり続けることが認められるが、その他のすべての

加工工場は2004年５月までにEU基準を満たすようになっている必要があり、多くの加工工場が期

限内にEU基準を満たすことは困難と見られる。 

 さらにチェコ政府が加盟後も維持したいとしている唯一の国境家畜検査所についても適切な

改善措置をとる必要がある。 

 その他の分野については、「部分的にEU基準を満たしている」と評価された。 

 支払い機関を立ち上げ、適切に運営するための準備期間は、ITと組織の面でかなりきつくなっ

ているように見える。また、IACSの確立についても「かなりの努力」が必要である。また、一部

の共通市場組織、家畜衛生・植物衛生措置についても注意が必要である。 

 

表３ チェコの加盟準備に対する欧州委員会の評価 

 

準備の
進捗度 

項  目 

A ・横断的な項目；品質政策、有機農業、農家会計データネットワーク（FADN）お

よび国家補助金 

・共同市場組織（以下の項目）；穀物等の農作物、果実・野菜、牛乳、羊肉および

豚肉、卵および家禽肉 

・農村開発

・家畜衛生；家畜伝染病コントロール対策 

B ・支払い機関の立ち上げ 

・統合管理コントロールシステム（IACS） 

・貿易メカニズム

・共同市場組織（以下の品目）；砂糖、ワイン、牛肉 

・家畜衛生；狂牛病・家畜廃棄物対策、域内市場向け家畜衛生コントロールシス

テム、生きた動物および畜産品の貿易、動物福祉、動物栄養 

・植物衛生

C ・公衆衛生；食品加工施設の改善 

   注）A、B、Cの分類は表1と同じ。 

 （資料）Comprehensive monitoring report on the Czech Republic’s preparations for membershipより

作成 

 

 －8－



 (3) 問われるEU拡大と統合深化の調和 

 中・東欧主要３カ国の農業分野における加盟準備状況についての欧州委員会の評価は以上のとお

りであるが、上記主要３カ国を含めたいずれの国についても程度の差こそあれ、準備の遅れが指摘

されているのは次の３点である。 

 まずどの加盟予定国においても深刻な遅れが出ていると指摘されているのが、「統合管理コント

ロールシステム（Integrated Administration and Control System；IACS）」の構築問題である。 

「統合管理コントロールシステム」というのは、現EU加盟国で行われている共通農業政策（CAP）

を実施するうえでの基礎となっているもので、個別農家ごとに農地面積、作物別の作付面積、飼育

家畜の種類と種類別の飼育頭数などを把握し、基本台帳として整備したもので、CAPによる農家に

対する直接支払い、休耕地面積の決定、牛乳・砂糖などの生産割当て等を実施する場合、すべてこ

のIACSに基づいて実施されている。 

 従って、このIACSが新規加盟国においても確立されていないと、加盟予定国が予定どおりEUに加

盟したとしても、共通農業政策を実施することは事実上できないということになる。このIACSは各

農家の膨大なデータを管理する必要があることから、当然コンピューターによるデータベースの構

築が必要となるが、加盟予定国においては特にデータベース構築に際してのIT技術の遅れ、IACS構

築を担当する機関における職員不足、人材不足などがIACSを構築するうえで大きな問題点になって

いると報告書では指摘している。 

 また、IACSの構築がスムーズに行われるためには、そのベースとなる土地台帳が完備しているこ

とが重要であるが、中・東欧諸国においては土地台帳が完備しておらず、土地台帳の不備もIACSを

構築する上での大きな障害としてこれまでから指摘されてきた。中・東欧諸国においては第二次世

界大戦後の社会主義政権時代に、社会主義政権下でも土地の個人所有に比較的寛容で黙認されてき

たポーランドを除き、個人の所有地は次々と接収されて大規模な国有農場に姿を変えていった。1989

年の体制転換後、国有農場は解体し国有農場の土地は原則として元の所有者に返還されていったが、

40年に及ぶ社会主義政権時代の後遺症は大きく、元の所有者がわからない、土地の境界線があいま

いになったといった様々な問題点が浮上し、完全な土地台帳を作成することが困難な状況が続いて

いた。社会主義政権下で土地の個人所有に比較的寛容であったポーランドについてさえ、報告書は、

「機能するIACSが確立されていないことが深刻なリスク」と指摘したうえで、問題点として「職員

数の不足」「IT技術の遅れ」と並んで「土地登録が十分に整っていない」点を挙げている。 

 次に、ほぼどの加盟予定国にも共通して「遅れ」が指摘されているのは、「支払い機関（Paying 

Agency）」の立ち上げと機能改善である。「支払い機関」というのは共通農業政策により実施される

農家に対する直接支払いや農村開発計画のための構造基金からの資金をEUから受け取り、各農家に

支払う機関のことである。「支払い機関」は資金面の受け渡しの窓口となる機関であり、EUの共通

農業政策が機能するためには、機能する「支払い機関」の確立が必須の条件となる。従って、「支払

い機関」が十分に機能しないままEUに加盟したとしても、EUから共通農業政策関連の資金や農業

改善資金を受け取れないし、自国の農家に支払うこともできないということになる。 
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 「遅れ」が指摘されている第３の分野は、食品加工工場における食品衛生管理問題である。この

問題に対するEUの基本的スタンスは、新規加盟国の食品衛生管理がEUの定める食品衛生管理水準

に達していない場合は、EU加盟後は国内販売もできないし、EU域内への輸出もできないというも

のだった。 

 しかし、こうしたEUの厳しい対応は、加盟予定国の食品加工工場に深刻な影響を及ぼすことが懸

念されたことから、加盟予定国はEU加盟交渉において暫定措置を設けるよう粘り強い交渉を続けて

きた。その結果、加盟予定国によるEUの農業関連アキ・コミュノテールへの適合までの暫定措置と

して次のような点が合意された。 

① 特定の食品加工施設に関し、EUの食品衛生基準等に完全に適合するまでの一定期間（食肉加

工については2007年末まで、乳製品、生乳については2006年末まで）、輸出は出来ないが国内

販売は認めるという暫定措置を認める（暫定措置の対象として認められる食品加工施設の数は、

チェコ52、ハンガリー44、ラトビア117、リトアニア20、ポーランド485、スロバキア2）。 

② 暫定措置対象外のすべての食品加工工場はEUの定める規定に完全に合致したものでなけれ

ばならず、その製品はEU市場に自由に流通することができる。 

 しかし、合意事項の２点目は裏を返せば、暫定措置対象外の食品加工工場は、EU加盟時までにEU

の規定に完全に合致しなければ、国内販売も輸出もできないということであり、その多くが廃業に

追い込まれることを意味する。 

 ちなみに、ポーランド農業農村発展省発行の資料“Agriculture and food economy in Poland、

September 2002”によって、ポーランドの食品加工産業の現状を見ると、2001年においては、食品

産業の従業員は全製造業従業員の15.6％、全産業の従業員の８％を占めるなど、食品産業はポーラ

ンドの産業の中では規模が大きく重要な産業となっている。食品加工企業の数は3万であるが、その

うち従業員50人以上の加工企業は1,523にとどまり、大部分が零細企業である。また、ポーランドの

食品産業の生産性はEU諸国と比べると低く、従業員１人当たりの労働生産性と1企業当たりの売上

高はEUの半分以下の水準にとどまっている。このようにポーランドの食品産業は零細企業が多く、

生産性も低いことから、一部企業についてはアキ・コミュノテールへの適合までに暫定期間が設け

られるとはいえ、暫定措置対象外の多くの企業はEU加盟によって廃業に追い込まれるなど、大きな

影響を受けることが予想される。 

 以上が、欧州委員会の加盟準備に関する報告書に盛り込まれた、農業分野で「深刻な遅れ」が指

摘されている主な項目であるが、上記項目以外にも、報告書は、家畜衛生（狂牛病対策、域内市場

向け家畜衛生コントロール、狂牛病対策、国境コントロール、動物福祉）、植物衛生などの面での遅

れも指摘している。 

 

 しかし、欧州委員会は報告書の中で、農業を含む全分野で「深刻な問題」として指摘した項目は

約39項目（全項目の3％）であり、2004年５月１日の加盟に支障をきたすことはないとしている。し

かし、項目数の上では「深刻な問題」は約3％と極めて小さいとはいえ、問題が共通農業政策実施の
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根幹にかかわる問題が多いだけに、準備の進捗状況次第では今後の加盟予定国の経済に深刻な影響

を及ぼすことも予想される。 

 EU加盟予定国では、2004年５月１日までに加盟準備に全力を尽くすとしているものの、ポーラン

ドの在ブリュッセルEU代表部などでは、対応の遅れから、EU加盟後にEUから「セーフガード」が

発動される恐れが残っていることを否定していない（ジェトロ「通商弘報」、2003年12月１日付）。

仮に加盟時までに加盟準備が完全に整わず、新規加盟国で共通農業政策が一時的にせよ実施できな

い事態になれば、形の上では統合が行われたものの、実質的には一部の分野を積み残したまま統合

が見切り発車をするということになる。中・東欧諸国のEU加盟はまさに「拡大」と「統合の深化」

の調和が問われる最初のケースということができるかもしれない。 

 

２．2003年CAP改革とコペンハーゲン合意の調整 

 

 (1) 欧州委員会提案の目的 

 欧州委員会は2003年10月27日、2003年のEU・CAP改革と2002年12月のコペンハーゲンの農業交渉

の合意という２つのパッケージを調整することを狙いとした提案を発表した。これはコペンハーゲ

ンEU加盟交渉合意パッケージの基本的な性格と原則を維持するとともに、CAP改革の諸要素が、コ

ペンハーゲン合意に累を及ぼさない範囲でEU15カ国と同様、新規加盟国にも適用されるようになる

ことを目指したものである。欧州委員会によれば、これによりCAP改革への新規加盟国のスムーズ

で迅速な統合が可能になるとしている。 

 この欧州委員会提案に対して、フィシュラー欧州委員会農業担当委員は、次のようにコメントし

ている。コペンハーゲンの農業交渉において加盟候補国は各国の農家や地方共同体に利益をもたら

すような公正な扱いを受けたが、今回の欧州委員会提案は、加盟条件が維持され、加盟交渉パケー

ジの基本的な性格や原則は何ら変更されないことを確実なものにするものである。 

 

 (2) 乳製品等に対する直接支払いの段階的引き上げ 

 同提案の中で、欧州委員会は、まず2002年12月の農業交渉において確定していなかった乳製品、

エネルギー作物、ナッツ類に対する直接支払いについても、直接支払い金額の支払いを2004/05年

25％、2005/06年30％、2006/07年35％というふうに段階的に増やしていくことを提案した。これら

作物に対する新規の支援を段階的引き上げ方式で行うという文言は加盟条約を採択する法律の中に

盛り込まれ、これは、欧州議会の意見を聴取した後、農相閣僚理事会で全会一致で採択されること

になる。 

 

 (3) 2008年までのSAPSを提案 

 欧州委員会は、新規加盟国に対して、加盟国が利益があると判断した場合、直接支払いに2008年

まで農地面積をベースとした単一農地面積支払いスキーム（SAPS）を採用することができると提案
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した。SAPSのもとにおいては、農家は個別の農産物の生産水準に応じてEUの補助金を受け取る代

わりに、農地面積をベースとし、各国別にヘクタール当たりで計算された金額を補助金として受け

取ることになる。欧州委員会の提案に対してマルタとスロベニアを除くすべての加盟予定国がSAPS

を受け入れることをすでに決定している。旧方式の直接支払い方法が適用されるマルタとスロベニ

アにおいては、2006年まではコペンハーゲンの農業交渉で合意された国家予算による積み増しが可

能であり、その他の国においては2008年までSAPSスキームによる支払いが適用される。さらに2005

年から新しい形の単一農家支払いスキーム（Single Payment Scheme；SPS）が始まる。 

 

表4 EU25カ国に対する単一農家支払いの国別シーリング 

（単位；100万ユーロ） 

加盟国 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ベルギー 408.0 408.0 525.0 525.0 525.0 525.0 525.0 525.0 525.0

オランダ 386.0 386.0 779.0 779.0 779.0 779.0 779.0 779.0 779.0

ルクセンブルク 26.0 26.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0

ドイツ 4,479.0 4,479.0 5,468.0 5,468.0 5,468.0 5,468.0 5,468.0 5,468.0 5,468.0

フランス 7,199.0 7,195.0 8,055.0 8,055.0 8,055.0 8,055.0 8,055.0 8,055.0 8,055.0

英国 3,350.0 3,350.0 3,680.0 3,680.0 3,680.0 3,680.0 3,680.0 3,680.0 3,680.0

アイルランド 1,131.0 1,131.0 1,317.0 1,317.0 1,317.0 1,317.0 1,317.0 1,317.0 1,317.0

イタリア 2,539.0 2,530.0 2,882.0 2,882.0 2,882.0 2,882.0 2,882.0 2,882.0 2,882.0

ギリシャ 837.9 834.0 856.0 856.0 856.0 856.0 856.0 856.0 856.0

スペイン 3,207.0 3,203.0 3,401.0 3,401.0 3,401.0 3,401.0 3,401.0 3,401.0 3,401.0

ポルトガル 450.0 450.0 516.0 516.0 516.0 516.0 516.0 516.0 516.0

オーストリア 613.0 613.0 711.0 711.0 711.0 711.0 711.0 711.0 711.0

スウェーデン 612.0 612.0 729.0 729.0 729.0 729.0 729.0 729.0 729.0

デンマーク 838.0 838.0 996.0 996.0 996.0 996.0 996.0 996.0 996.0

フィンランド 467.0 467.0 552.0 552.0 552.0 552.0 552.0 552.0 552.0

エストニア 23.4 27.3 40.4 50.5 60.5 70.6 80.7 90.8 100.9

ラトビア 33.9 39.6 55.6 69.5 83.4 97.3 111.2 125.1 139.0

リトアニア 92.0 107.3 146.9 183.6 220.3 257.0 293.7 330.4 367.1

ポーランド 724.3 845.0 1,098.8 1,373.4 1,648.0 1,922.5 2,197.1 2,471.7 2,746.3

ハンガリー 350.8 408.7 495.1 618.5 741.9 865.2 988.6 1,111.9 1,235.3

チェコ 227.9 265.7 342.4 427.8 513.2 598.5 683.9 769.3 854.6

スロバキア 97.6 113.6 144.5 180.5 216.6 252.6 288.6 324.6 360.6

スロベニア 35.3 41.4 55.5 69.4 82.3 97.2 111.0 124.9 138.8

キプロス 8.9 10.4 13.9 17.4 20.9 24.4 27.8 31.3 34.8

マルタ 0.67 0.78 1.59 1.99 2.38 2.78 3.18 3.57 3.97

   注；新規加盟国の数字は国家予算による上乗せを含まない。 

 （出所）AgraFood East Europe, No254, November 2003 

 

 (4) 調整に対する支援 

 新規加盟国もEU15カ国と同様、CAP改革によって導入された新たな基準を尊重することによって

発生するコストのためにEUからの財政的な支援を得ることができる。 
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 これは、2003年初めに合意された新しい農村開発規則の下に分類される対策であり、加盟条約の

共同体基準への適合という項目のなかの同種の条項と置き換えられるものである。 

 

 (5) 地域別デカプリングの義務化 

 欧州委員会の提案に盛り込まれたもうひとつの重要な点は2003年CAP改革に関する規則（10月21

日付Official Journalで交付）をEU拡大の実態に合わせることである。 

 これは、欧州議会の意見聴取なしで、閣僚理事会での特定多数決で採択される規則という形で法

律になる。 

 この提案のキーポイントは、新規加盟国は、SAPSから離れた後は、EUの完全単一支払いスキー

ムの中でデカプリングの「地域」版を採択することが義務付けられることである。これに対してEU15

カ国の場合は、地域的な支払いスキームはオプションになる。同規則によれば、（加盟交渉で交渉さ

れたような全国ベースでの農家支援計画は、（今後定義付けされる目標基準をベースにして）地域的

な農家支援計画に分割されることになる。この地域的な農家支援計画は各地域の中で適切な農地面

積に細分され、各農家は経営する農地面積に応じて補助金を受け取ることになる。 

 欧州委員会の考えによれば、新規加盟国はEU15カ国と異なり、2000～2002年の参考期間にCAP支

援を受けてこなかったので、EU15で使われているような標準的なデカップリングモデルを利用する

ことができず、そのため、標準農家をベースとした「歴史的な」アプローチのもとで支援の適格性

を確立することは不可能である。しかし、地域差を考慮に入れたSPSの下では、新規加盟国は「地

域的」なオプションを取り入れることによって現加盟国と同じベースで部分的なデカプリングを適

用することができるようになる。また新規加盟国は、現加盟国と同様、国家シーリング内から10％

を積み立てて「全国計画」を創設することによって特定部門に予算を振り向けることができる。ま

た新規加盟国は国に対する支援額のシーリングから3％の範囲内で国家支援支払いリザーブを創設

することも可能である。 
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