
－1－ 

EU 共通砂糖政策の改革とその影響 

 
東京農業大学国際食料情報学部教授 

是永 東彦 
 

頁 
１ 2006 年砂糖改革の重要性 ·········································· 3 

 
 
２ 2006 年改革の内容 ················································ 4 

１） 改革後の砂糖部門共通市場組織 

２） 砂糖部門における直接支払いの導入 

３） 砂糖部門における暫定的構造調整制度の実施 

 
 
３ 改革の経済効果···················································11 

１） 域内砂糖部門への経済効果の国別差異 

２） EU の砂糖需給関係への影響―輸出国から輸入国への移行 

 
 
４ 結びー改革後の残された課題 ·······································15 

 
 



－2－ 

うらじろ 
 
 



－3－ 

EU 共通砂糖政策の改革とその影響 

 
 
１ 2006 年砂糖改革の重要性 

 
周知のとおり、1992 年と 1999 年の改革によって、価格支持から直接支払いへと転換し

た共通農業政策（ＣＡＰ）は、2003 年の改革によって、「生産から切り離された」（デカッ

プリング）支持制度へと、いま一度大きく方向転換を始めた。それは、1990 年代の改革に

比して、差し迫った WTO 農業交渉への対応と EU 農業の価格競争力の強化という目標を明

確に意識し、WTO 適合型農政を追求する改革過程ということができる。 
この過程は、EU 農業の中核をなす穀物、畜産などを主対象とした 2003 年改革を第１波

とすれば、2004 年には地中海型農産物を主体とした第２波の改革（タバコ、コットン、オ

リーブ油、ホップを対象）が実現した後、2005 年 11 月に閣僚理事会で政治合意が達成さ

れた共通砂糖政策の改革へと続いた（新理事会規則の採択は 2006 年 2 月であったので、以

下では「2006 年改革」とよぶ）。そして、2007 年には、砂糖と同様に、長期間、改革から

取り残されてきたワイン部門と果実・野菜部門の改革が準備されつつある。 
こうした 2007 年の改革が計画通りに実現すれば、将来おそらく、2003～2007 年は、1992

～1999 年の過渡的改革期間を経て、WTO 適応的な農政システムを EU の全農業部門にわ

たり樹立した画期的な時期として欧州農政史に位置づけられであろう。それは、1960 年代

の創出期 CAP に代表された旧型欧州モデルとは異なる新型欧州モデルとして、価格支持で

はなくデカップリング型の直接支払いを基軸とし、農業の多面的機能（地域・社会・環境

機能）の支援をあわせ目指す農業・農村政策体系を完成するものとして特徴づけられよう。 
しかし、砂糖政策の改革は、かかる CAP 改革のプロセスにおいて、価格引下げ、デカッ

プリング型直接支払いと並んで、構造的な過剰問題に対処すべく暫定的構造調整政策が重

要性を与えられたという特殊性をもっている。生産割当制を存続させつつ構造調整援助に

よって需給均衡を実現する手法は、2007 年に予定されるワイン政策の改革でも導入されよ

うとしている。振り返れば、2003 年における牛乳部門も、生産割当制の廃止ではなく、少

なくとも中期的な視点から、その存続が選択された。CAP において、非価格的な生産調整

政策が長い間行われてきた砂糖、ワイン、牛乳などの部門は、地域農業レベルにおける多

面的機能の確保の必要性と相まって、生産割当の地域間および国際間の移動という改革が

とりわけ実現困難である。注目すべきは、生産調整政策は、EU 域内における比較優位原則

の貫徹を、地域主義的視点から抑制する効果を有し、その意味において、比較劣位地域に

おける農業の多面的機能を確保する手段として積極的な評価と関心が払われている。かか

る生産調整政策の存続にもとづきつつ構造調整援助によって需給均衡を実現する新政策が、

新たな欧州農政モデルの重要な一要素として 終的に生き残るかはともかく、少なくとも

中期的には重要な役割をもつであろう。 
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穀物・畜産のような地域的生産配置に無関心でありうる部門とは異なる砂糖部門の新政

策を検討することは、地域農政システムの視点から有意義と考えられる。 

 
 
２ 2006 年改革の内容 

 
共通砂糖政策は、1968 年の制定から 2006 年改革まで、重要な改革がほとんど行われて

こなかった。この旧制度がかくも強い生命力を持つことができたのは何故であろうか。そ

れは砂糖制度の基本的な仕組みからある程度説明することができる。 
旧制度は、一方において、CAP の一般的特色である可変的国境措置（輸入・輸出両面で

の課徴金と払戻金）と域内市場介入制度をもち、激変する世界市場において効果的に域内

市場を安定化する手段を供えていた。他方において、当初は例外的とも言われた特殊性、

すなわち、非価格的生産調整措置（生産割当）と過剰処理のための財政措置（生産者課徴

金）を有していたことも、旧制度を強固にする意味を持った。これによって、EU 砂糖部門

は、西欧におけるビートを含む畑作システムの伝統的地域性を反映する形で効果的に生産

調整機能を果たすとともに、割当外の過剰生産部分を域外に輸出する財政システムを活用

することができた。こうした砂糖制度は、ロメ協定、ついでコトヌー協定に基づき、ACP
諸国などへの経済協力（特恵的輸入枠の設定、域内支持価格の輸出国への保証など）の機

能をも併せ持つことにより、国際的な支持を獲得することができた。 
しかしながら、WTO農業交渉の進展とEUの拡大を背景とするCAP改革の流れの中で、

砂糖政策も改革を免れることができなかった。対外的には、WTO 紛争処理手続きを通じる

国際ルールの厳格な適用、後発途上国に対して無税・無枠の輸入を保証する EBA 制度の導

入、WTO ルールのもとでの ACP 特恵に対する制約の強化などが、旧制度の国境措置、財

政システム、高水準の価格支持に改革を迫った。対内的には、EU 拡大によって、西欧にお

けるビート生産の伝統的地域性を尊重する旧制度への信頼性が次第に崩れるとともに、フ

ランス・パリ盆地に代表されるビートを含む集約的畑作地帯における環境汚染問題なども

旧制度への批判を呼び起こした。そして、2003 年 6 月の CAP 改革により、主要畑作部門

においてデカップリングが実施されるとともに、旧制度の外堀は完全に埋められたのであ

る。EU における普通畑作地帯のビートを含む輪作体系の下では、ビートだけをデカップリ

ングから除外することは、他の耕種生産からビート生産（割当外生産）への転換を過度に

促進し、砂糖の過剰生産を激化すると考えられた1。 

                                                  
1 フランスの INRAによる 2003年CAP改革の経済効果分析は、「共通砂糖政策の改革なし」

のシナリオの場合、ビートの割当外生産（C 砂糖）の激増（17.8％）を示していた（J.-P.Butaut 
et al.,”La réforme de la Politique agricole commune de juin2003: Que peut-on attendre 
du découplage de la politique de soutien des revenus ?” Seminaire Fourgeaud du 9 mars 
2005）。  
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１）改革後の砂糖部門共通市場組織 

 
EU 共通砂糖政策の改革は、共通市場組織、直接支払い、暫定構造調整制度を対象とする

次の３つ理事会規則の制定によって行われた。 
 砂糖部門共通市場組織に関する理事会規則（第 318/2006 号） 
 直接支払制度の改正に関する理事会規則（第 319/2006 号） 
 製糖業の構造調整に関する暫定制度を制定する理事会規則（第 320/2006 号） 

 
（１）域内市場制度 

 
ア．価格制度と支持価格の引き下げ（表１） 

 
従来の共通砂糖市場における価格支持の基本であった砂糖（白糖および粗糖）の「介入

価格」（介入買入れを行う価格で、 低保証価格の機能をもつ）は、より弾力的な価格支持

の仕組みの中でいわゆるセイフティ・ネットとして機能し、多分に裁量的に適用される「基

準価格」に代替された。 
それと同時に、支持価格の 4 年間にわたる引き下げが行われる。基準価格で示される価

格支持の水準は、2006/07 年度から 2009/10 年度にかけての 4 年間で、36％引き下げられ   
る。ビートの 低価格は 39.5％の引き下げが行われる。 
このような大幅な価格の引き下げによるビート栽培農業者の所得減少を部分的に補償す

るために、後述のように、デカップルされた（生産から切り離された）形の直接支払いが

導入される。補償の水準は所得減少の約 64％に相当するといわれる2。 
 
表１ 砂糖部門支持価格の引き下げ（トンあたりユーロ） 
 （参考）(a) 

2005/06 年度 

2006/07 

年度 

2007/08 

年度 

2008/09 

年度 

2009/10 

年度 

白糖の基準価格 631.9 631.9 631.9 541.5 404.4 

粗糖の基準価格 532.7 496.8 496.8 448.8 335.2 

ビート最低価格 43.63 32.86 29.78 27.83 26.29 

出典：理事会規則第 318/2006 号および欧州委員会提案から作成。 

注(a):2005/06 年度は、白糖および粗糖の介入価格、EU15 カ国ビート 低価格の平均。 

 
 

                                                  
2 この補償支払い額は、フランス本土の場合、ha あたり、2006 年 396.4 ユーロ、2007 年

以降 708.4 ユーロに達すると推定されている（フランス農業省）。 
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イ．職能間取り決めの役割 
砂糖ビートおよびさとうきびの買い付け条件は、域内生産者と域内製糖企業との間の職

能間取り決めによって管理される。砂糖ビートの出荷契約においては、それにより生産さ

れる砂糖数量が割当内の砂糖か、または割当外の砂糖であるかの区別がなされなければな

らない。職能間取り決めが存在しない場合、加盟国が必要な措置をとる。 
 
ウ．生産割当制度 
 
（ア）新たな割当制度 

従来の砂糖の A 割当と B 割当が統合され、次のような形で、生産割当制が実施される。 
 国別割当と加盟国による製糖企業への割当の決定：砂糖、異性化糖およびイヌリン・

シロップに関する国（および地域）別の生産割当が定められる（規則別表３）。加盟国

はそれら産品を生産する各企業に単一の生産割当（2005/06 年度の A 割当と B 割当の

合計に等しい数量）を与える。 
 追加割当の供与：遅くとも 2007 年 9 月 30 日までに、製糖企業は加盟国に対して、砂

糖の追加割当を請求することができる。これに基づき、加盟国は追加割当を決定し、

トンあたり 730 ユーロの一律課徴金を徴収する。異性化糖については、2006/07 年度

に EU 全体で 10 万トンの追加割当を行い、さらに、2007/08 年度および 2008/09 年度

にそれぞれ 10 万トンずつを追加する。 
 2010 年の割当量削減のための調整：欧州委員会は、2010 年 2 月末に、その間におけ

る構造調整の成果を考慮に入れて、砂糖、異性化糖およびイヌリン・シロップの現存

割当量の削減に要する共通比率を定める。これに基づき、加盟国は各企業に供与され

る割当量を調整する。 
 割当量の削減と移動に関する加盟国の権限：加盟国は、企業に供与された割当量を削

減し、及び、定められた条件に従って、企業間における割当の移動を行うことができ

る。 
 
（イ）割当外の生産の可能性と余剰課徴金 

 
割当量を超えて生産される砂糖、異性化糖およびイヌリン・シロップは、バイオ・エタ

ノール、アルコール、ラム酒およびある種の医薬品などの製造、次期販売年度への繰越、

輸出（国際協定にもとづく約束の遵守の範囲内）に当てることができる。 
その他の余剰生産物には、余剰課徴金が賦課される。それは加盟国により徴収される。

その金額は、余剰生産物の滞積を回避するために十分に高い水準でなければならない。な

お、欧州委員会規則第 967/2006 号は、余剰課徴金の水準を 500 ユーロ／トンと決定した。 
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エ．民間在庫助成を中心とする市場管理 
 
（ア）生産負担金（production charge）の徴収 

砂糖、異性化糖およびイヌリン・シロップの生産者に供与される生産割当について、

2007/08 年度から、生産負担金を賦課する。それは加盟国により徴収される。 
その金額は、砂糖およびイヌリン・シロップの割当の場合トンあたり 12 ユーロ、異性化

糖の場合はその 50％とする。 
 
（イ）製糖業者の認定と市場情報の収集 
砂糖、異性化糖およびイヌリン・シロップの生産者または加工業者について、加盟国は

認定を行う（生産能力、情報提供約束にもとづき）。 
認定事業者は、加盟国に対して、市場管理に要する情報（集荷契約の締結されたビート

およびさとうきびの数量、推定製糖比率、砂糖ビート・さとうきび・粗糖の集荷量の見積

もりおよび実績、砂糖の生産・在庫量、白糖の販売量および価格等の諸条件）を提供する。 
 
（ウ）民間在庫助成および市場介入 

砂糖の市場価格が代表的期間、基準価格を下回る時は、砂糖生産割当を受けている製糖

業者に対して、白糖の民間在庫のための助成を行うことができる。 
2009/10 年度までの間、加盟国の指名する介入機関は、各年 60 万トンを限度として、白

糖または粗糖（砂糖生産割当に基づき、域内産ビートまたはさとうきびから生産されたも

のに限定）の買い入れを行う。介入機関は、在庫を基準価格を上回る価格で売却すること

ができる。 
基準価格に近い価格水準において市場の構造的均衡を確保するために、砂糖、異性化糖

およびイヌリン・シロップの割当量の一定比率を、次の販売年度のはじめまでの期間、市

場から引き上げる措置をとることができる。その場合、当該砂糖数量は生産割当を享受す

る企業により保管される。 
 

（２）域外貿易制度 
 
ア．輸入制度 

 輸入関税の一般制度：砂糖規則の対象品目の輸入には、共通関税の輸入税率が適用さ

れる。ただし、域内市場の供給確保のために、欧州委員会は、輸入税率の適用を全体

的または部分的に停止することができる。 
 緊急事態における輸入管理としての追加関税：砂糖規則の対象品目の輸入には、追加

関税が適用されることがある（WTO に通報された水準以下の価格による輸入、域内市

場への悪影響がある年度における輸入数量の急増などの場合）。 
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 関税割当の適用：国際協定または理事会法令にもとづき、砂糖規則の対象品目の輸入

に、関税割当が適用されることがある。関税割当は、加盟国との協議手続きに従い、

欧州委員会によって管理され、関連事業者間の差別を回避する形で実施される。 
 精製用砂糖の伝統的供給諸国に対する輸入枠の設定：伝統的供給源（ACP 諸国、イン

ド、バルカン諸国など）からの輸入を確保するために、年度あたり白糖ベースで、179
万 6351 トンの輸入枠が設定される。伝統的供給枠は、2006/07 年度、2008/09 年度お

よび 2009/10 年度において若干の調整が行われ、フランス（30 万トン）、ポルトガル（29
万トン）、スロヴェニア（２万トン）、フィンランド（６万トン）、英国（113 万トン）、

イタリア（10 万トン）に配分される。 
 特定輸出国に対する保証価格：砂糖プロトコールにもとづく ACP 諸国からの輸入砂糖

に適用される保証価格は、LDC（後発途上諸国）から輸入される粗糖および白糖にも

適用される（理事会規則第 980/2005 号第 12 および 13 条）。 
 
イ．輸出制度 

 輸出払い戻し（輸出補助金制度）：国際協定を遵守しつつ、世界市場における砂糖価格

にもとづき砂糖の輸出を可能にするため必要な限度において、世界市場価格と EU 価

格との差額を、輸出払い戻しにより補償することができる。 
 緊急事態における輸出制限：世界市場における価格の上昇が EU 市場における供給を

混乱させ、または混乱させる恐れがあり、かつ、かかる事態が継続するか、継続する

恐れのある場合、適当な対応措置をとることができる。 
 市場における混乱への対応措置：EU 市場における価格の変動が顕著で、本規則による

措置がとられた後も、混乱が続くか、続く恐れがある場合、必要とされる追加措置を

取ることができる。 
 
 

２）砂糖部門における直接支払いの導入 

 
（１）砂糖部門直接支払いの単一支払い制度への統合 

 
砂糖市場規則の改正による支持価格の大幅な引き下げが実施され、これに伴う所得の損

失を補償するため、所得支持を増額する必要がある。その場合、近年の CAP 改革の基本方

針に沿って、デカップリング型の単一支払い方式を適用する。すなわち、ビート、さとう

きび、チコリー（砂糖およびイヌリン・シロップ用）の栽培農業者に対する補償支払いを、

デカップル化し、単一支払制度に統合する。 
 
このために、加盟国は、各農業者の基準額に含まれる額を、次の基準に基づき決定する
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（理事会規則付表 VII,K）。 
① 出荷契約の対象となった砂糖ビート、さとうきびおよびチコリーの数量 
② 生産された砂糖およびイヌリン・シロップの数量 
③ 出荷契約の対象とされた砂糖ビート、さとうきびおよびチコリーの平均収穫面積 

 
なお、代表的期間は 2000/01 年度から 2006/07 年度までの内から、加盟国が１ないし２

年度を選ぶ（新規加盟国は 2004/05 年度以降から選ぶ）。 
 

（２）単一支払制度以外の生産リンク型の直接支払い 
 
理事会規則は、基本となる単一支払い方式のほかに、次のような生産リンク型の支払い

を認めていることにも注目しよう。これらは、特別に困難な問題に直面する地域や過渡期

間において、主に加盟国の主導により、地域的あるいは過渡的な農業支援などを適切に実

施する可能性を提供するからである。 
 暫定砂糖支払い（規則第 1783/2003 号第 4 部第 10e 章）：2006 年については、単一支

払いへの統合ではなく、暫定的砂糖支払いを実施することができる。 
 分離砂糖支払い（規則第 1783/2003 号第 143ba 条）：新規加盟国は、2008 年までの期

間、単一面積支払いの受益農業者に対して、分離された砂糖支払いを選択することが

できる。 
 製糖業構造調整暫定措置の重点実施諸国における農業者への支援（規則第４部第 10f

章）：製糖業構造調整暫定措置を砂糖生産割当の５０％以上について実施する加盟国に

おいて、構造調整過程の衝撃を緩和するために、砂糖ビートおよびさとうきびの生産

者に援助を供与することができる（ 高５年間）。援助額は、加盟国ごとの生産割当あ

たりシーリング額の５０％とされる。 
 特別タイプの農業および高品質生産のための任意支払い（規則第 1783/2003 号第 69

条）：予算枠の 10％以内を留保して、特定タイプの農業者への支援に充てることができ

る。 
 

３）砂糖部門における暫定的構造調整制度の実施 

 
EU 砂糖部門には、従来の保護政策の遺産として構造的な過剰生産能力が存在し、この困

難な構造問題を解決して長期的な需給均衡を実現するためには、暫定的な構造調整政策の

実施が望ましいと、欧州委員会は判断した。その政策手法は、生産割当制度を直ちに廃止

するのではなく、むしろ、その存続のもとで、生産削減のための経済的インセンテイヴを

供与するとともに、急激な生産削減地域では、社会・環境的側面への配慮を加えた構造調

整措置を推進し、かかる調整プロセスを通じて 終的に需給均衡を達成しようとするもの
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である。砂糖政策の改革で採用されたかかる手法は、今後、ワイン部門などにも適用され

ようとしており、EU 農政の新たな政策手法として注目されるところである。 
 

（１）財政制度としての暫定構造調整基金 
暫定構造調整措置の経費をまかなう財政制度として「暫定構造調整基金」が制定される。

それは「欧州農業保証基金」の一部として管理される（EU 財政法上、委託収入”assigned 
revenue”）。 
同基金の財源として、砂糖、異性化糖およびイヌリン・シロップの生産者から暫定構造

調整負担金（temporary restructuring amount）を徴収する。その額は、砂糖およびイヌ

リン・シロップの場合、割当トンあたり、2006/07 年度 126.4 ユーロ、2007/08 年度 173.8
ユーロ、2008/09 年度 113.3 ユーロとし、異性化糖の場合はその 50％に相当する額とする。 
 

（２）製糖業者および農業者への構造調整援助 
 構造調整援助の目的：生産性が も低い製糖業者が生産を停止し、割当を放棄するよ

うに、経済的インセンテイヴを供与する。その場合、廃業による社会的、環境的側面

に関する約束の履行を確保する。4 年間の構造調整援助を通じて、域内市場の均衡達成

に必要な生産の削減を実現する。 
 農業者等への援助：構造調整援助の一部は、製糖工場の閉鎖により砂糖ビート、さと

うきびおよびチコリーの生産を停止しなければならない農業者、並びにこれら農業者

と取引のあった機械サービス業者に対しても、工場閉鎖による損失（特に専用機械の

投資価値の損失）の補償に充当される。 
 加盟国による援助供与の決定：構造調整援助を供与する決定は、加盟国が行う。生産

割当てを放棄する用意のある製糖業者は、加盟国に対して、構造調整計画

（restructuring plan）を伴う申請を提出する。この計画には、援助の決定に必要な関

連する技術的、社会的、環境的、資金的な情報が含まれる。加盟国は、提出された案

件について、社会的、環境的要件を課することができる。 
 構造調整援助額の水準：完全廃業の製糖業者には、放棄する砂糖割当トンあたり、当

初 730 ユーロの援助が供与されるが、廃業時期の遅延とともに援助額が逓減される。

また、廃業の条件（施設の部分廃棄、割当の部分放棄など）に応じて、援助額の差別

化がなされている（表２参照）。援助額の少なくとも 10％は、砂糖ビート、さとうきび

およびチコリーの栽培農業者等への援助に充当される。 
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表２ 構造調整援助額（放棄する砂糖割当量トンあたりユーロ） 
 割当全部放棄・生産

施設全部廃止の場合

割当全部放棄・生産

施設部分廃棄の場合

割当一部放棄・生産施設は

精製に不使用の場合 

2006/07 年度 730.00 547.50 255.50 

2007/08 年度 730.00 547.50 255.50 

2008/09 年度 625.00 468.75 218.75 

2009/10 年度 520.00 390.00 182.00 

出典：理事会規則第 320/2006 号第 3 条から作成。 

 
（３）多様化援助 

 
構造調整過程の影響が大きい地域において、砂糖ビートおよびさとうきび並びに砂糖の

生産に代替する生産部門の発達を奨励する必要がある場合、加盟国は、構造調整基金から

の財源の一部を多様化措置に充当することができる。 
 援助額：各加盟国における多様化援助の総額は、放棄される砂糖割当トンあたり、

2006/07 年度および 2007/08 年度は 109.5 ユーロ、2008/09 年度は 93.8ユーロ、2009/10
年度は 78 ユーロをベースに定められる。この援助額は、砂糖割当の放棄比率が 50-75％
に達した国では 50%増額され、放棄比率 75-99%では 75%の増額、放棄比率 100%では

100%の増額が認められる。 
 多様化措置は、EU 農村振興政策に類似の措置からなり、国別構造調整計画(national 

restructuring programs)によって定められる。 
 フルタイム粗糖精製業者への暫定援助：EU 製糖業における構造調整への適応を可能に

するために、フルタイム粗糖精製業者（full-time refiners）に対する暫定援助（2006/07
―2009/10 年度）が供与される。援助総額 150 百万ユーロ（国別配分は英国 94.3、ポ

ルトガル 24.4、フィンランド 5、フランス 24.8、スロヴェニア 1.5）。 
 
 
３ 改革の経済効果 

 
１） 域内砂糖部門への経済効果の国別差異 

 
砂糖政策の改革の影響はビートの生産と加工の２つのレベルで考えなければならない。

ビート生産者にとって、砂糖価格が下落する場合における 大利益の追求は、ビートのト

ン当たり生産費の削減か、または、代替作物の ha あたりマージンがより大であれば、ビー

トから代替作物への転換という形をとろう。加工業者にとっては、砂糖価格下落への対応
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は、加工費用の削減か、または原料費の削減という方向に向かい、加工活動のマージンが

マイナスとなれば、加工業者は事業を停止せざるをえない。ビートはバルキーな産品で輸

送費が相対的に高いので、加工業者の廃業は当該地域におけるビート生産の存続を困難に

するかもしれない。ビートの生産と加工は相互に依存しあっており、双方を含めた全体的

な収益性の確保が重要である。 
 
EU 諸国におけるビート生産の比較収益性の分析が、欧州委員会作業グループによって試

みられた。それは EU の経営簿記調査（FADN）データにもとづき、農場レベルのビートの

損益分岐価格3（break-even price）を推定する方法で行われ、その結果を将来のビート

低価格の水準とみなされるトンあたり 25 ユーロの水準を基準に整理すると、表３のように

なる。フランス、ドイツ、オランダ、デンマークで、それは 25 ユーロに近く、これら諸国

のビート生産が も競争力がある一方、北欧や南欧でそれは 40 ユーロ前後と高く、競争力

が低いことがうかがわれる。なお、英国では技術変化の可能性、スエーデンでは穀物乾燥

補助金の動向が大きく作用し、オーストリアでは統計の信頼性が低く（サンプル数が過小）、

これら諸国では価格引き下げ効果が不明瞭とされている。 
 

表３ EU 加盟国における砂糖ビートの平均損益分岐価格（2000－2001 年） 

（単位：トンあたりユーロ） 

25 ユーロを大幅に上回る諸国 価格引き下げ効果が 

不明瞭な諸国 

25 ユーロ程度の諸国 

フィンランド：44 英国：40 ﾍﾞﾙｷﾞｰ・ｵﾗﾝﾀﾞ：30 

ギリシャ：34 オーストリア：40 デンマーク：25 

イタリー：42 スエーデン：34 フランス：26 

スペイン：36  ドイツ：30 

出典：European Commission, Reforming the European Union’s sugar policy Update of 

Impact assessement, Commission Staff Working Document COM(2005)263. 

 
欧州委員会作業グル－プは、ビート生産と加工の費用を区別した比較をも試み、次のよ

うな国別序列を指摘している。 
 フランス：ビート生産と加工の双方で相対的に競争力がある。 
 ベルギー：ビート生産は競争力があるが、加工は EU 平均以下の競争力しかない。 
 スエーデン、フィンランド：加工は十分に競争力があるが、ビート生産の競争力は EU

平均以下である。 

                                                  
3 この価格以下では、ビートの収益性が他の代替作物（各種穀物や油糧種子）のそれを下回

り、生産者はビートから代替作物へ転換し始める。 
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 ギリシャ：ビート生産も加工も、平均以下の競争力しかない。 
 
さらに、欧州委員会作業グループは、加盟国と諸地域におけるビートの生産と加工を含

めた砂糖の損益分岐価格の推計に基づき、価格低下に対する砂糖部門の抵抗力の差異を次

のように推論した。 
 砂糖価格が 550 ユーロ（トンあたり）に低下すると、まず南および北イタリアでビー

ト生産が危機に瀕する。 
 500 ユーロ以下の価格では、アイルランド、ポルトガル、中部イタリア、ギリシャ、南

部スペインの一部で、砂糖生産は収益性が低下し、生産低下が生じる可能性がある。 
 価格がさらに低下して、例えば 400 ユーロ以下となれば、北スペインやデンマークで、

ビート生産の収益性が失われ生産が低下し始め、やがては、オランダ、南スペイン、

ドイツの一部なども生産の減退が始まる。 
 推定損益分岐点が 300-350 ユーロと 低である地域は、フランスの諸地域（イル・ド・

フランス、サントル、ブルゴーニュ、東部、中東部、ノール、ノルマンディ、シャン

パーニュ＝アルデーヌ）、ドイツの諸地域（バイエルン、バーデン＝ヴュルテンブルグ、

ザールランド）とされ、EU 内で競争力が も強いとされている。 
 
拡大 EU の 25 カ国についても、ビートの生産と加工を含めた砂糖産業の収益性水準の比

較検討が試みられ、委員会提案の砂糖価格（386 ユーロ/トン）に対する費用価格の比較に

もとづき、次の３つのグループに区分している。 
 砂糖生産が激減するか消滅するグループ：ギリシャ、アイルランド、イタリー、ポル

トガル。EU25 カ国の生産の９％を占める（2003/04 年度）。 
 中間グループ：チェコ、スペイン、デンマーク、ラトヴィア、リトアニア、ハンガリ

ー、スロヴァキア、スロヴェニア、フィンランド。EU 生産の 17％。 
 砂糖生産の減少が限られるか、見られないグループ：オーストリア、ベルギー、フラ

ンス、ドイツ、オランダ、ポーランド、スウェーデン、英国。EU 生産の 73％。 
 
２） EU の砂糖需給関係への影響―輸出国から輸入国への移行 

 
欧州委員会は、2005 年 6 月、 終段階の改革提案について経済効果の分析結果を提示し

た4。その改革提案は、砂糖基準価格を 385.5 ユーロ/トンまで引き下げるなど、 終的な合

意内容に比してかなり厳しいものであったが、その経済効果は表４のように推定された。 
これによれば、支持価格の引き下げ、構造調整援助、輸出補助金の大幅削減などにより、

                                                  
4 EU Commission,Reforming the EU sugar policy.Update of impact assesement 
SEC(2003)1022. Conission Staff Working Document, COM(2005)263final. 
Brussel,22.6.2005. 
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域内生産は 1970 万トンから 1220 万トンへと 750 万トン減少し、域内消費 1600 万トンに

対して、自給率は 76％となる。域外輸出が 310 万トンから 40 万トンに低下する一方、輸

入が 230 万トンから 390 万トンへと増大して、EU は純輸入国へと移行する姿が示されて

いた。 
その後、2005 年 11 月に閣僚理事会で政治的妥協により 終な合意がみられたが、これ

にもとづく新規則では、価格引下げ幅が緩和され（385.5 ﾕｰﾛから 404.4 ﾕｰﾛへ）、また、直

接支払いには、競争力の弱い限界的生産地域への生産リンク型援助が導入された。こうし

て、改革の減産効果は、上記の委員会の分析に比して、より緩和されたものとなるとの推

計がフランス国立農業研究所（INRA）の研究5によって提示されている（生産減少効果は

EU15 カ国で 270 万トン）。 
 

表４ 委員会提案（2005 年 6 月）の経済効果 

  基準年 2012/13 年度 

白糖価格（ﾕｰﾛ/ﾄﾝ） 631.9 385.5 

消費量 15.9 16 

生産割当 17.4 [17.4] 

割当内生産 16.7 12.2 

割当外生産 3 0 

生産量 19.7 12.2 

輸入量 2.3 3.9 

輸出量 3.1 0.4 

出典：欧州委員会 COM(2005)263final. 

備考：EU25 カ国を対象。単位は 100 万トン。 

 
欧州委員会による輸入増加の見通しは、多くの未知数を含むものであることを指摘する

必要があろう。その内訳は、砂糖プロトコールにもとづく ACP 諸国およびインドからの輸

入が 130万トン、バルカン諸国からのそれが 30万トンで、ともに横ばいであるのに対して、

EBA 制度による LDC（後発途上国）からの輸入が 20 万トンから 220 万トンへと大幅に増

加する。しかし、LDC 輸入がこの程度にとどまるかどうか、欧州諸国では少なからず懸念

がもたれている。2009 年から関税割当が撤廃され、無税・無枠の完全自由貿易が実施され

ることになっているが、その場合に輸入がどの程度まで増加するかは、LDC 諸国の供給能

力と EU 砂糖市場の保護率（内外価格差）とに大きく依存する。LDC 全体（50 カ国）の粗

糖生産は約 260 万トン、消費量は約 340 万トン、従って全体としては純輸入国の地位にあ

                                                  
5 A.Gohin and J.-Ch.Buteau, “WTO Discipline and the CAP:The constraints on the EU 
Sugar Sector”. TradeAG Working Paper 2006/01. 
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る（約 70 万トンの純輸入）。しかし、LDC の対 EU 輸出のためには、LDC が純輸出国であ

る必要はないのであり、輸出される商品砂糖が実際に当該 LDC 原産である証明があれば十

分である。EU 市場の内外価格差が相当程度あれば、LDC は、自国生産物を割高な EU 価

格で輸出し、消費分を割安な国際価格で輸入するという行動様式を取るわけである6。 
しかし、2005 年 12 月の WTO 閣僚会議では、EU の輸出補助金の 2013 年での全廃が事

実上決定されたという新たな条件が追加された。上記 INRA の分析は、これが域内需給関

係を緩和させ、市場価格の引き下げ要因として作用するとみなしていることが注目される。

ともあれ、WTO 体制下、輸出補助金の全廃と階層方式による輸入関税の大幅引き下げのも

とで、2006 年改革を通じて、EU が砂糖の純輸入国へと移行するであろう。このことは、

著名な米国の研究機関 FAPRI の需給見通し7によっても裏打ちされる（図１参照）。2006
年改革は、EU 砂糖部門にとって、共通砂糖政策の制定前の 1950－60 年代の純輸入地域の

状況への復帰という巨大な歴史的意義を有することになろう。 
 

図1　EU砂糖の需給見通し(FAPRI)
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４ 結びー改革後の残された課題 

 
2005 年 12 月の香港閣僚会議で、2013 年以降における輸出補助金の全廃を EU が事実上

受け入れた以上、EBA 制度による後発途上国からの砂糖輸入の増加は、域内生産の削減を

                                                  
6 A.Matthew and J.Gallezot, “ The role of EBA in the political economy of CAP reform” 
TradeAG Working Paper 2006/09 
7 “FAPRI 2006 US and World Agricultural Outlook”, FAPRI Saff Report 06-FRS 1, 
January 2006, Food and Agricultural Policy Research Institute, USA. 
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要請することになる。EBA 制度による無税・無枠輸入の実施（2009 年）、域内生産の削減

率の決定（2010 年）、輸出補助金の全廃約束の遵守（2013 年）という政策プロセスを順調

に乗り切ることが今後の 大の課題であろう。それが 2006 年の改革だけで十分だという保

証はまったくないのであり、世界市場からの輸入圧力のもとに進む可能性のある砂糖自給

率の長期的な減少傾向を如何に阻止するかが課題となるかもしれない。 
EU 砂糖制度改正により影響を受ける ACP 諸国への支援措置を定める欧州議会及び理事

会規則（第 266/2006 号）が制定され、EU は貿易および援助の両面から ACP 砂糖部門を

支援する方針を明確にした。貿易面では、コトヌー協定にもとづく EPA 交渉のなかで、後

発途上国(LDC)に属さないＡＣＰ諸国への特恵的待遇の供与が特に重要な課題となろう。援

助面では、ACP 諸国の中の競争力の弱い砂糖部門の再編と転換への支援が特に重要な課題

であろう。 
国際社会における EU-ACP 関係の重要性は大きく、WTO においても、ACP 諸国の加盟

が近年進んだため、その影響力は大きくなっている。2007 年からＥＵが 27 カ国に拡大さ

れ、すでに 77 カ国を数える ACP と合計すれば、優に 100 カ国を超える。EU が WTO に

おいて ACP 諸国の支援を獲得すべく様々な形で働きかけていることは、しばしば指摘され

るところである。EU と ACP を包むこの広大なユーロ・アフリカ地域における南北関係は、

かつての植民地時代の遺産を抱えつつも、その再編・強化が EU の重要な世界戦略の課題

として認識されている。こうした背景の下、コトヌー協定にもとづき推進されつつある ACP
各地域と EU との経済連携協定（EPA）の推進が、CAP 改革による ACP 農業へのマイナ

ス効果にどのような解決策を与えることができるか、見守る必要があろう。 
 


