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WTO 適応型 CAP に向けた改革の進展 

 
１ 2003-2006 年の CAP 改革とその実態 

 
１） 概況 

2003 年 6 月の CAP 改革は、1992 年および 1999 年の改革で実施された価格支持から直

接支払への移行を踏まえ、WTO ルール適合的なデカップリングの導入を基本とする改革を

実現した。それは、CAP の共通市場組織制度のもとで直接支払いが実施される諸部門（デ

ュラム小麦、蛋白作物、米、ナッツ、エネルギー作物、澱粉用馬鈴薯、牛乳、種子、耕種

作物、羊・山羊肉、牛肉、グレイン豆類）を対象に、部門横断的な直接支払いを導入する

とともに、価格の引き下げや市場介入の軽減など、大幅な改革を実施するものであった1。 
この 2003 年の改革は「第 1 の波」と呼ばれるが、すぐ続いて「第 2 の波」がやってくる。

欧州委員会は、2003 年秋には「第 1 の波」につづいて、タバコ、オリーブ油、綿花、砂糖、

ホップの諸部門についての改革構想を発表した。これらのうち、砂糖を除く諸部門につい

ては、2004 年春に改革についての合意が成立した。これが「第 2 の波」と呼ばれ、ホップ

以外は地中海産品である。 
「第２の波」に乗りおくれた砂糖部門の改革は、対外的にも対内的にも利害関係が複雑

に錯綜し、合意形成が遅れて、ようやく 2005 年 11 月に合意に達した。法的には、2006 年

2 月の理事会規則で実現したので、ここでは「2006 年の改革」とよぶ。新砂糖政策の内容

は、第 2 章で紹介、検討されている。 
砂糖改革の後、残された部門別改革としては、ワイン部門と果実･野菜部門のそれが重要

である。2006 年に、欧州委員会はすでに改革構想を提示しており、2007 年には合意を目指

して交渉が本格化すると見られている。これら両部門の改革構想の内容は後に検討される。 
2003-2006 年の部門別政策の改革は、部門横断的直接支払いの方式および水準について

加盟国および地域の特性ができるだけ反映されるように工夫がなされた。直接支払いの中

心をなす単一支払制度（SPS；Single Payment Scheme）2は、基本モデルとして歴史モデ

ルと地域モデルをもち、さらに両者を組み合わせた混合モデルも可能である。加盟国は、

国または地域レベルで、１つのモデルを選択する。さらに、単一支払いと並んで、多かれ

少なかれ生産にリンクした従来型の支払い制度が、EU 規則で定められる一定の条件のもと

で残存できる。この部分的適用の制度において、加盟国は、部門ごとに生産リンク型支払

                                                  
1 是永東彦「2003 年 CAP 改革」『平成 15 年度海外情報分析事業・欧州アフリカ地域』国

際農業交流・食糧支援基金を参照。 
2 “SPS”は、欧州委員会および英国等の農政当局の公式文書で使用されている正式の略号で

あるが、英語圏のジャーナリズムなどでは、SFP（Single Farm Payment）が多用されて

いる。EU 法制では農業部門の単一支払制度として SPS のほかに SAPS(Single Area 
Payment Scheme、単一面積支払制度)があり、しばしば無定義に使われる SFP が SAPS
を含む場合のあることに注意する必要があろう。 
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とその水準を選択する。 
こうして CAP の直接支払いは、国・地域や部門により、様々に異なる形の方式が採用さ

れ、その複雑･多様な仕組みは「アラカルト」（à la carte）型の制度と呼ばれたりもするほ

どである。2003 年 6 月合意のこの単一支払い制度は、ようやく 2006 年から、旧加盟国全

体で実施され始めたので、「アラカルト」的といわれる CAP の実態を検討しよう。 
 

２） アラカルト型 CAP の実態 

 
（１）単一支払い（SPS）制度に関する加盟国の選択 

 
（ア）歴史モデル、地域モデル、混合モデル 

SPS の一般方式は、本来、「歴史モデル」と呼ばれるものである。農業者の単一支払いの

受給権と受給金額は、基準期間（2000-2002 年）における所定の部門別支払いの受給と受

給金額という歴史的実績に基づき決定される。「地域モデル」は、加盟国が定めた地域（行

政単位やゾーニングなど）における配分予算額を農用地面積で除した平均受給額にもとづ

き、有資格農業者の面積規模を反映する形で、その受給額が決定される。それは、地域ご

とに農業者の受給権とそれに応じた配分予算をプールして、平均原理でこれを分配するも

のであり、各農業者の歴史的実績とは無関係である。歴史モデルの要素と地域モデルの要

素を組み合わせた「混合モデル」は、双方の比率がある水準で固定される「静態モデル」

と、その比率が変化する「動態モデル」（通常、歴史モデルの比率が漸減し、最終的に地域

モデルの比率が 100％に達する）とを含む。 
加盟国の選択結果は、表１に示される。ドイツ、北欧諸国、英国（イングランド、北ア

イルランド）において混合モデルが選択され、しかも「動態モデル」への選好が強いこと

が目につく。これら諸国は、最終的には「地域モデル」を志向しているといえる。これに

対して、フランス、ベネルクス、南欧諸国は歴史モデルへの選好が強い。英国でも、スコ

ットランドとウエールスでは、歴史モデルが選択された。ともあれ、一般方式としての歴

史モデルがかなりの主要国で実施されなかったことは、最終的なモデルの選択が将来に残

されていることを意味しよう。 
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表 1 加盟国による単一支払い制度の選択 
  開始年 モデル 地域的適用 

ｵｰｽﾄﾘｱ 2005 歴史   

ﾍﾞﾙｷﾞｰ 2005 歴史 北部、南部 

ﾃﾞﾝﾏｰｸ 2005 混合（静態）   

ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ 2006 混合（動態）   

ﾌﾗﾝｽ 2006 歴史   

ﾄﾞｲﾂ 2005 混合（動態） 州 

ｷﾞﾘｼｬ 2006 歴史   

ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ 2005 歴史   

ｲﾀﾘｰ 2005 歴史   

ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ 2005 混合（静態）   

ｵﾗﾝﾀﾞ 2006 歴史   

ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 2005 歴史   

ｽﾍﾟｲﾝ 2006 歴史   

ｽｴｰﾃﾞﾝ 2005 混合（静態） ５地域 

英国 2005 混合(動態、静態）、歴史 ６地域 

出典：欧州委員会ホームページ 

備考：「歴史」モデルは基準期間の実績に基づく一般方式。 

「混合」モデルは歴史モデルと地域モデル(一律支払方式)との混合方式。 

「混合(動態）」は、将来的に地域モデルに移行する方式。 

 
（イ）部分的適用の選択と生産リンク型支払いの残存 

CAP 直接支払いの根拠法典である理事会規則第 1782－2003 号は、SPS 方式の部分的適

用のために、耕種（第 66 条）、羊･山羊（第 67 条）、牛肉（第 68 条）、ホップ（第 68a 条）、

特定タイプ営農3（第 69 条）の部門別支払いの一定比率を留保して、生産リンク型の支払に

振り向けることができる旨を定めている。 
この規定による部分的適用を選択する国がどの程度見られるかは、別表１（P17）に示さ

れる。旧加盟国で部分的適用を全く実施しないのは、アイルランド、英国（スコットラン

ドは第 69 条を適用）、ルクセンブルグである。他方、最も広範に部分的適用を選択したの

は、フランスや南欧諸国である。北欧、ベネルックス、ドイツは、畜産やホップなど限ら

れた部門でこれを実施している。 
これらの生産リンク型の支払が 2006 年において、どの程度の額であるかは、別表２（P18）

                                                  
3 第 69 条は、環境保全および高品質生産のため重要な特定タイプの農業に対する追加支払

であるが、規則上は部分的適用の範疇に含められている。これらの支払は、部門リンク型

であることも注目される（別表２を参照）。 
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に示される。委員会規則により国別、部門別に多数の予算枠が決定される仕組みがとられ、

生産リンク型直接支払いは加盟国ごとに多様な選択がなされていることをそこに見ること

ができよう。最も多数の予算枠を有するのは、フランス、スペイン、ポルトガルであり、

金額では、フランスをトップに、スペインがこれに続いている。 
 

表２ 国別に見た直接支払いの構成（2006 年）  (単位:1000 ﾕｰﾛ) 

  国別財政 ﾃﾞｶｯﾌﾟﾙ型 生産リンク型直接支払い 参考 

  枠組み(a) 直接支払(b) 66-68 条支払い 69 条支払い (b/a) 

ﾍﾞﾙｷﾞｰ 580,376 475,641 103,337 0 82% 

ﾃﾞﾝﾏｰｸ 1,015,479 981,539 33,940 0 97% 

ﾄﾞｲﾂ 5,647,175 5,644,898 2,277 0 100% 

ｷﾞﾘｼｬ 2,143,603 2,041,887 0 100,316 95% 

ｽﾍﾟｲﾝ 4,635,365 3,529,453 988,877 106,664 76% 

ﾌﾗﾝｽ 8,236,045 6,060,555 2,170,127 0 74% 

ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ 1,335,311 1,335,311 0 0 100% 

ｲﾀﾘｰ 3,791,893 3,593,132 0 185,440 95% 

ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ 36,602 36,602 0 0 100% 

ｵﾗﾝﾀﾞ 428,329 325,103 102,500 0 76% 

ｵｰｽﾄﾘｱ 633,577 540,440 93,137 0 85% 

ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 504,287 365,645 127,213 10,991 73% 

ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ 561,956 519,628 25,220 15,958 92% 

ｽｴｰﾃﾞﾝ 670,917 630,451 37,446 3,020 94% 

英国 3,944,745 3,914,945 0 29,800 99% 

合計 34,165,660 29,995,230 3,684,074 452,189 88% 

出典：Commission Regulation No.1156/2006 of 28 July 2006. OJ L208, 29.7.2006 

 
2006 年の直接支払の総額を、生産リンク型とデカップル型に区別すれば、表２のとおり

である。EU15 カ国全体では、デカップル型支払が 88％を占めるが、国による差異がかな

り大きい。ドイツ、英国、アイルランド、北欧諸国などで、デカップル型が 90％から 100％
を占めるが、フランス、ポルトガル、スペイン、オランダなどではその比率は 70-80％程度

にとどまる。支払額の面でも、生産リンク型が一部の諸国を中心に重要な地位を占めてい

ることがわかる。 
 

（２）新規加盟国における直接支払いの実態 
2004 年 5 月に EU 加盟を実現した新規加盟 10 カ国では、2003 年改革の実施過程はかな

り複雑である。加盟交渉が 2003 年改革の決定前の段階で行われたことを反映して、直接支
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払いの方式は、マルタとスロヴェニアが旧加盟国の従来方式に等しい部門別直接支払いを

認められたほかは、新規加盟国のみに適用される単一面積支払（SAPS）の適用が決定され

ていた。そして、国ごとに若干異なる数年の過渡期間をへて、新規加盟国すべてが、EU 一

般法としての SPS 方式を採用することとなる。 
 

表 3  新規加盟国の直接支払いの構成（2006 年） 

（単位：１０００ユーロ） 

  国別財政 デカップル型 生産リンク型 

  枠組み(a) SAPS(b) 
暫定制度

(c) 
砂糖支払(d)

チェコ 294,551 310,457 0 19,130

エストニア 27,300 35,150 0 0

キプロス 12,500 17,236 0 0

ラトヴィア 43,819 48,429 0 4,219

リトアニア 113,847 128,534 0 6,547

ハンガリー 446,305 445,499 0 26,105

マルタ 830 0 830 0

ポーランド 980,835 997,483 0 99,135

スロヴェニア 44,184 0 44,184 0

スロヴァキア 127,213 128,640 0 11,813

合計 2,091,384 2,111,428 45,014 166,949

出典：委員会規則第 1156/2006 号 

備考：(a)理事会規則第 71ｃ条の国別枠組み、(b)単一面積支払い、 

(c)理事会規則第 71 条、(d)理事会規則第 143ba 条（分離砂糖支払い） 

 
こうした中で、2006 年の予算枠を示す表３は、極めて過渡的な状況を反映する。マルタ

とスロヴェニアは、暫定的な部門別の支払があるが、やがては SPS を採用する。その他の

国は、部門横断的でデカップル型に相当する SAPS を実施中であるが、やがては SPS へと

移行する4。 
しかし、注目すべきは、旧加盟国に比して、新規加盟国のほうが、生産リンク型支払の

比率が低いことである。そして、将来、SPS に移行した段階でも、歴史モデルの選択はあ

りえず、地域モデルが適用されることとなる。 

                                                  
4 表３において、若干の国は SAPS の額が財政枠を上回るが、それは過渡期間における特別措

置（他の EU 財源や自国財源など）のためと思われる。拙稿「拡大 EU の農業と農業政策―現

状と課題」『平成 17 年度欧州アフリカ地域食料農業情報報告書』国際農業交流・食糧支援基金、

18-21 頁を参照。表３における分離砂糖支払は加盟国の選択で適用される暫定的な（3 年間）生産リン

ク型支払（第 2 章を参照）。 
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なお、以上のような SPS のアラカルト的な状況が将来的にどのような意義をもつかを考

える場合、いわゆるヘルス・チェック条項（理事会規則第 1782－2003 号第 64 条 3 項）の

存在が注目される。すなわち、欧州委員会は、全加盟国における SPS の実施後 2 年以内に、

遅くとも 2009 年末までに、その成果と問題点についての報告を理事会に提出する旨が定め

られている。次に検討する CAP 簡素化の取り組みの中で、SPS の部分的適用について行政

コストの評価が行われようとしており、今後、アラカルト的状況への対応が課題となろう。 
 
 

２ CAP 簡素化に関する欧州委員会構想 

 
１） 背景 

共通農業政策（CAP）のいわゆる第１ピラー（価格市場政策）は、1960 年代の発足以来、

部門（産品群）別の理事会規則に基づき法制化され、各部門は基本規則の外にしばしば副

次的規則を含み、複雑な法制度となっている。現在、部門数は 20 数部門におよぶとともに、

EU 法に基づくほかに加盟国の法令を通じて施行されるために、その法体系の複雑性とそれ

による不透明性は極めて顕著である。こうして、CAP を簡素化し、その透明性を高める必

要性は、既に 1990 年代から CAP 改革の課題とされてきたが、見るべき効果がなかったと

いうのが実情である。 
しかし、EU 拡大過程における新規加盟国の行政能力の限界、いわゆるリスボン戦略

（Lisbon Strategy）による「成長と雇用」に向けた共同体政策の見直しの必要性、2003 年

CAP 改革の成功による改革機運の高まりなどを背景に、2003 年頃から CAP 簡素化に向け

た新たな取り組みが精力的に行われ始めた。そのための最初の基本的文書が 2005 年 10 月

の欧州委員会報告「CAP の簡素化および法制改善に関する報告」5であったが、その１年後

の 2006 年 10 月に、これに沿った具体化の構想案が委員会農業総局のワーキング・ペーパ

ー「CAP 簡素化：行動計画」6によって提示された。両文書は一体をなしており、そこに示

された欧州委員会の構想を簡単に紹介しよう。 
 

２） 欧州委員会の CAP 簡素化構想 

 
（１） 簡素化の目的 

上記委員会報告によれば、CAP 簡素化の目的は、「不必要な負担」を明らかにし、除去す

ることにあるとされる。それには、次の２つのタイプの簡素化が含まれる。 

                                                  
5 European Commission, “Communication on Simplification and Better Regulation for 
the Common Agricultural Policy”, COM(2005)509 final,19.10.2005  
6 European Commission, “Simplification of the Common Agricultural Policy. Action 
Plan”. DG Agriculture and Rural Development Working Paper, October 2006. 
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 技術的簡素化（政策の枠組みは不変のまま）：政策の基本方向は変更せずに、手法の合

理化、費用・便益関係の改善、目的達成の効率化などを目的として、法的枠組み、行

政手続き、および管理メカニズムに改正を加える。 
 政策的簡素化：農業支持および農村開発の諸手段を改善し、政策の複雑さを軽減する。

主に政策効果の評価により「簡素化の意義を有する政策の発展」をもたらす。 
 

（２） 簡素化の諸側面とこれまでの成果 
委員会報告は、従来の簡素化の取り組みを整理し、水平的措置と政策的措置に区別する。

水平的措置としては、農業法令の見直し、加盟国援助に関する規律強化、加盟国の報告義

務などの改善が含まれ、政策的措置としては、2003 年 CAP 改革（デカップリングは直接

支払いの簡素化の効果あり）、新規加盟国に対する単一面積支払い制度（SAPS）の導入、

農村開発政策、CAP 財政制度などが実施されたことを指摘する。また、委員会による新政

策の提案に際して、政策効果の評価が実施されたことを簡素化努力の一部として指摘して

いる。 
 

（３） 2006 年 10 月の「行動計画」案 
農業総局がとりまとめた行動計画には、加盟国等から提案のあった具体的な簡素化措置

20 件を提示している。それらは、輸出入手続き、補助金の手続きや形式的条件などの広範

な改正案からなるが、ここでは立ち入らない。 
より注目されるのは、すでに 2005 年 10 月の委員会報告にも提起されていた CAP の枠組

みに関する簡素化構想である。その中で技術的簡素化に属するものとして提示された次の

２つの構想は、特に重要であろう。 
 水平的な単一共通市場組織（Single CMO）の制定：2003 年 CAP 改革がすべての直接

支払いを単一支払い制度に統合したのと同様に、21 の部門別共通市場組織を水平的な

単一共通市場組織規則のもとに包摂する構想である。現在、改革案が委員会によって

提案されているワインと果実・野菜の両部門は、改革後において水平的な単一共通市

場組織規則に統合される予定である。この規則案の策定過程において、現存の部門別

市場規則についての見直し（クリーニング）が行われるとともに、競争規則や加盟国

援助に関する水平的ルールがそこに統合される。 
 農業者のための行政費用の削減： CAP 関連措置により農業者が負担するコストを軽減

する必要がある。このために、2006 年６月に、欧州委員会は 2003 年改革による単一

支払い制度に関連する農業者の行政費用負担を計測する研究プログラムを開始し、

2007 年半ばにその研究結果が明らかになる。フランス、イタリア、アイルランド、デ

ンマーク、ドイツが対象とされ、部分的デカップリングや地域的方式などを含む単一

支払い制度の多様性に応じた行政コストの違いが明らかにされるであろう。こうした

分析を通じて、アラカルト型と呼ばれる現行の単一支払制度の将来的な改正が準備さ
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れるものと思われる。 
 

３）単一の「共通農業市場組織」の制定に関する提案7 
 

（１） 経緯 
上記の行動計画案は、10 月 3－4 日にブリュッセルで開催された欧州委員会主催の「CAP

簡素化会議」（政府代表、職能団体代表、学識経験者などを含む専門家レベルの検討会）で

検討され、さらに 10 月の農業閣僚理事会で審議、了承された。こうした経緯をふまえて、

12 月 18 日、欧州委員会は、既存の 21 部門の共通市場組織を統合する単一共通市場組織規

則に関する正式提案を行った。同提案は、12 月 19―21 日の農相理事会で欧州委員会のフ

ィシャー・ボエル農業担当委員から趣旨説明が行われたが、理事会としては提案をテイク・

ノートするにとどまり、審議は 2007 年に入って行われる。欧州委員会の方針としては、2007
年内に農相理事会での合意を得て、2008 年初頭から実施に移したいということである。 
 

（２） 提案のポイント 
提案の最大の特徴は、表４に示される 21 部門の共通市場組織が全農業部門を対象とする

単一の共通市場組織に統合されることにある。35 本の現行規則が廃止され、そこに含まれ

る 600 以上の条文が新規則では水平的（部門横断的）に再編、整理され、198 条に削減さ

れる。新規則案の構成は、表５に示される通りである。具体的には、総則、域内市場（市

場介入、民間在庫、生産制限、部門別援助、基準・規格等）、域外貿易（輸入、輸出）、競

争規則・国家援助、個別部門特別規定、通則（市場混乱時の緊急措置、通報・報告、管理

委員会）などの項目にそって体系化される。 
注目される点は、単一規則の制定は「技術的な」簡素化にとどまるとされていることで

ある。換言すれば、単一市場組織規則の制定は、従来の諸規則にもとづく政策内容の変更

を意味しない（過去における規則制定に際して理事会がとった政治的決定を変更しない）

ものとされる。かかるものとして、それは次の３つの意義をもつといわれる。 
 

① CAP を律する条文数を大幅に削減し、法体系を簡素化する。 
② CAP の手段・施策について調和化と一般法化（メインストリーミング）を促す。 
③ CAP の法体系を透明化し、関係者にとって理解度を向上させる。 
 
 

                                                  
7 European Commission, “Proposal for a Council Regulation establishing a common 
organization of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural 
products”,COM(2006)822final, 18.12.2006; Do.”Single Common Market Organisation:21 
market organizations under one legislative roof”MEMO/06/497,18.12.2006. 
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（３） 意義と問題点 
単一共通市場組織規則が成立すれば、CAP の法制は、直接支払い規則（1783/2003）、農

村振興規則(1698/2005)、CAP 財政規則（1290/2005）を加えた、全体で４つの理事会・欧

州議会規則によって管轄され、従来に比して簡潔な姿をとることになる。それは複雑で難

解という CAP のイメージを大きく変えることは確かであろう。 
単一共通市場組織規則の制定は、法的には技術的性格の改正という意味を持つとしても、

より広い CAP 簡素化の視点からは、次のような問題点が存在する。技術的な簡素化の推進

は、新たな CAP 改革（政策的改正）のための準備作業という意味を、客観的には持ってい

ることである。農業界や加盟国の一部は既にこの点への危惧を表明している。しかしなが

ら、欧州の農業者の大勢は、現行の CAP システムの複雑性と行政コストに直面して、その

簡素化を要求している。ほとんどすべての加盟国は、簡素化への取り組みを支持せざるを

得ないであろう。 
その反面で、CAP は欧州農業の多様性と政策課題の複雑性を反映して、本質的に複雑な

性格を持たざるを得ないこと、したがって簡素化自体には限界があることが、若干の論者

たちによって指摘されている。 
 
表４ 単一共同市場組織に含まれるべき現行共同市場組織 21 部門 
1. 生きた樹木その他の植物、球根、根茎、

切花等 
2. その他の農産物 
3. 豚肉 
4. 鶏卵 
5. 家禽肉 
6. タバコ 
7. 牛肉・子牛肉 
8. 牛乳・乳製品 
9. 羊肉・山羊肉 
10. 亜麻・麻 

11. 穀物 
12. 米 
13. 乾燥飼料 
14. オリーヴ・オイル 
15. 種子 
16. ホップ 
17. 砂糖 
18. バナナ 
19. 生鮮果物・野菜 
20. 加工果物・野菜 
21. ワイン 

出典：COM(2006)822final, 18.12.2006 
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表５ 共通農業市場組織を樹立する理事会規則案（2006 年 12 月提案）の法体系 
第１部 総則（対象、定義、販売年度等） 
第２部 域内市場 
タイトル１：市場介入 

第１章：公的介入および民間在庫 
第２章：特別介入措置 
第３章：生産制限措置 
第４章：援助制度 

タイトル２：販売および生産に関する規則 
第１章：流通規格 
第２章：生産条件 

第３部 域外との貿易 
第１章：通則 
第２章：輸入 
第３章：輸出 

第４部 競争規則 
第１章：企業に適用される規則 
第２章：国家援助に関する規則 

第５部 個別部門に関する特別規定（牛乳・乳製品部門の販売促進賦課金、乾燥牧草部門お

よび養蜂部門に関する欧州委員会報告、ホップ部門における契約の登録、域内市場

の価格激変時における穀物等８部門に関する緊急措置、世界市場の価格高騰時にお

ける穀物等４部門に関する緊急措置、エチル・アルコール部門における加盟国の欧

州委員会への通報義務） 
第６部 通則（財政、緊急措置、通報、報告、管理委員会等） 
第７部 実施、過渡的および最終的規則 
出典：COM(2006)822final, 18.12.2006. 

 
 
３ 残された部門別改革の課題 

 
１） ワイン政策の改革構想 

 
（１） 背景 

2006 年６月 22 日、欧州委員会は、共通ワイン政策の改革に関する報告書を発表した8。

法形式の正式提案は 2007 年に公表される予定であるが、すでに具体的な改革構想が提示さ

れているので、ここではその内容を簡単に紹介し検討する。 
                                                  
8 Communication from the Commission, ”Towards a sustainable European wine 
sector ”,COM(2006)319 final and “Impact Assessment”, Commission Staff Working 
Document, SEC(2006)770. 



－29－ 

EU は世界最大のワイン生産地域であり、ワイン部門は南欧および西欧を中心に農業にお

いて重要な地位を占めている。しかし、近年、南北アメリカやオセアニアが新興生産地域

として発展し、世界市場における激しい競争の中で EU ワインの競争力と地位が脅かされ

ている。EU 域内では、ワインの消費の減少、輸出の停滞、輸入の増加がみられ、過剰生産

能力が問題視されている。高品質ワインのごく限られた生産地帯は例外として、特に中・

低品質ワインの生産地帯を中心に、EU ワイン部門は厳しい経済危機に見舞われるとともに、

従来の共通ワイン政策はかかる危機を克服することができない状況にある。 
共通ワイン政策は 1962 年に発足したが、当初は共通市場組織制度を欠いており、ようや

く 1970 年にこれが制定された。その後様々な修正を加えられ、最近ではきわめて複雑な仕

組みとなっている。まず、品質・表示政策が基底的な役割を持ち、「特定産地の高品質ワイ

ン」とその他の中・低品質ワインを広く含む「テーブル・ワイン」に大別される。そして、

高品質ワイン部門は自由な市場メカニズムに委ねられる一方、テーブル・ワイン部門には、

ＣＡＰを特徴づける保護主義的な価格市場政策が適用された。価格支持、民間在庫助成、

過剰処理（過剰ワインのアルコール化）などの価格政策や可変的国境調整（最低輸入価格

規制、輸出補助金など）が実施された。さらに、テーブル・ワイン部門でみられる構造的

な過剰傾向に対処するため、非収益的なワイン産地における廃園の奨励や植株権(planting 
rights)制度による新規造園の制限などの生産・構造調整政策が推進された。 

しかし、こうしたワイン政策は、世界市場におけるＥＵワインの相対的な競争力を弱め、

ウルグアイラウンド農業合意による関税化の影響もあり、輸入増加と輸出停滞を招き、域

内の過剰問題を深刻にしている。また、新興諸国によるいわゆるセパージュ・ワイン（ブ

ドウ樹種表示ワイン）が世界市場で躍進するなかで、ＥＵの産地（テロワール）呼称ワイ

ンが十分に対抗できていないという問題が指摘され、品質・表示制度までを含む競争力の

強化が課題となっている。 
 

（２） 改革の目的と方向 
欧州委員会は、改革の目的として、次の 3 点を掲げている。 

① 競争力の強化：EU ワイン生産者の競争力を増強し、世界の中で最良とされる EU の高

品質ワインの名声を強化し、EU および世界において喪失した市場を回復するとともに

新規市場を獲得すること。 
② 制度の改革：明瞭かつ単純なルールに基づくワイン制度、および、需給均衡の確保を

可能とする効果的なルールを確立すること。 
③ 社会的、環境的配慮：欧州が有するワイン生産の最良の伝統を維持し、多くの農村地

域の社会組織（social fabric; tissu social）を強化し、環境保全型の生産を確保するワ

イン制度を確立すること。 
ついで、こうした経済性、効率性、社会･環境的側面の配慮という多面的な目的を追求す

べく、次の４つのシナリオが比較検討され、改革の方向についての選択がなされる。 
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① 第 1 案：若干の修正を伴う現状維持 
② 第 2 案：CAP 改革ラインに沿った改革 
③ 第 3 案：ワイン市場の完全な規制撤廃 
④ 第 4 案：抜本的改革 
欧州委員会は、これらシナリオを検討し、抜本的改革をめざす第 4 案を選択する。第 1

案は持続性のある解決策ではないこと、第 2 案はワイン部門の特殊性を充分に配慮できな

いこと、第 3 案は社会・環境的側面を充分に配慮できないことが、難点とされる。 
 

（３） 改革の構想と具体化 
抜本的改革のための主要措置は次のような内容が考えられている。 
 市場管理措置（過剰生産物の蒸留措置、民間在庫助成、ブドウ果汁助成など）を廃止 
 ワイン生産加盟国のワイン対策（経営安定政策を含む）のための財政制度として国別

財政枠組みを制定 
 ワイン部門の構造調整および農村振興のための国別プログラムを制定 
 品質・表示・規格制度の改善（透明化、簡素化、効率性向上） 
 WTO 適合性の確保（支持方式のデカップル化、輸入品への WTO ルール適用） 
2006 年６月の欧州委員会報告は、以上の諸措置を含む抜本的改革を１段階で実施するか

（Ａ方式）、それとも２段階で実施するか（Ｂ方式）、２つの可能性を提示しつつ、その選

択はその後の検討に委ねられている。Ｂ方式は、抜本的改革を若干の時間的余裕をもって

行い、2006 年の砂糖政策の改革に類似の形がとられる。 
その特徴は、暫定的に構造調整政策（廃園奨励措置）を活用することにある。これによ

り、第１段階で市場均衡の回復を効果的に実現し、第２段階で競争力の改善（植株権の廃

止を含む）を目指す。構造調整政策で活用される植株権に関する制限措置は、2013 年まで

延長され、この時点で廃止される。競争力が最も弱い生産者は、植株権を売却するよう強

いインセンテイヴが供与されるとともに、その後、植株権の費用が低下するとともに、競

争力のある生産者は、経営としての競争力を増強することが期待される。廃園奨励金の水

準は、当初において高水準に設定され、次第に逓減する形をとる。こうした旧制度の政策

手段を暫定的に活用して構造調整を進め、５年間で 40 万ヘクタールの廃園を実施する。そ

のための援助予算は最大で 24 億ユーロと見積もられている。 
 

（４） 展望 
以上のようなワイン政策改革に関する欧州委員会の構想は、いまだ最終的な提案ではな

く、まもなく公表される予定の正式提案をまって評価すべきものである。しかし、そこに

示された改革の必要性と改革の方向は、ＥＵレベルでコンセンサスが得られる可能性が高

いと思われる。こうして大きな節目に立つＥＵワイン政策の将来への課題として、最後に

次の点を指摘したい。 
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第１に、ＥＵワイン部門の抱える過剰生産能力の行方である。市場管理のための様々な

介入措置が撤廃され、廃園の奨励と造園の制限という非価格的生産調整さらに生産転換を

促進する構造調整が推進されることによって、中・低質ワインの生産削減が現実のものと

なるかもしれない。それは市場原理にもとづく需給均衡の達成を可能とするであろう。し

かし、対外的な国境調整には限界があり、新興生産国などからのワインの輸入増大傾向は

持続する一方、ＥＵワインの輸出の増大は、いまや輸出補助金なしに生産コストを反映す

る価格競争力に大きくかかることになろう。それはＥＵがワインの純輸入国に移行する可

能性をはらんでおり、世界のワイン大国（地域）の行方が注目されるのである。 
第２に、ＥＵのワイン品質・表示政策が、従来のように南欧諸国に由来する産地表示制

度（テロワール・ワイン）をモデルとするものから多様化されて、新興生産国のブランド

表示制度（セパージュ・ワイン）をも容認する方向に進もうとしていることである。欧州

委員会の本報告にも、EU におけるセパージュ・ワインの容認の方向が示唆されている。フ

ランスのような産地表示の伝統が強い国でも、例えば中質 AOC ワインの産地などは、十分

な名声と競争力をもつに到っていない場合がみられる。そして、経済のグローバル化の中

で、テロワール・ワインがセパージュ・ワインに対抗できるかが議論されている。長期的

視点から、EU において両タイプのワインが並存する関係が如何にして生まれるかが注目さ

れよう。 
第３に、砂糖政策と同様にワイン政策に組み込まれる構造調整政策や農村振興政策が具

体的にどのように組み立てられ、期待される経済的、環境的、社会的役割を十分に果たす

ことができるかどうか、大いに注目されるところである。WTO 適応型の農政改革において

は、市場原理に傾斜する EU 農政当局のもとで、加盟国および地域レベルの農政主体の力

量がきわめて重要である。砂糖、地中海型産品、ワイン、そして次に見る果実･野菜などの

諸部門における改革の行方は、構造調整政策や農村振興政策を活用する地域農業戦略の役

割に大きくかかっている。 
 
 

２）果実・野菜政策の改革構想 

 
（１） 経緯 

EU 果実・野菜部門の共通市場組織は、EU６ヵ国時代の末期、1972 年に発足したが、そ

れは強固な支持制度を確立した他部門と異なり、規格制度による域内流通の円滑化（国際

規格に適応した EU 規格の推進）および生産者組織による市場組織化（生産者の組織化、

出荷調整、価格暴落時の市場介入など）に重点を置くものであった。それは、季節性が強

く、貯蔵が困難で、市場問題は短期的ないし地域的な性格をもつという当該部門の特殊性

から説明された。 
しかし、主要品目については、当初から可変的な国境調整措置が適用された。特に、輸
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入については、共通関税の外に、「基準価格」（最低価格制）を制定し、輸入価格がこれを

下回る場合、「相殺関税」を課す方式が導入された。その後、ウルグアイ・ラウンド農業合

意で関税化を実施し、それとともに対外保護機能が軽減され、域外輸入がかなりの速度で

増加しはじめる。 
法的には 1996 年制定の２つの理事会規則9に立脚する現行制度は、以上のような基本的

特色を維持しているが、近年における WTO 交渉の進展や 2003 年以後の CAP のデカップ

ル化の路線のもとで、新たな改革が課題となっている。注目すべきは、果実･野菜部門の改

革は、農業保護水準の引き下げや支持方式のデカップル化だけでなく、構造問題（未組織

の零細生産者の存在）、環境汚染、食の安全性、栄養改善などの問題への対応、さらに政策

手段の簡素化の課題まで含めた総合的な検討が進められていることである。 
欧州委員会は、2004 年８月の「果実・野菜部門における共通市場組織の簡素化に関する

報告」10とその後の検討に基づき、2006 年５月に「共通市場組織の改革に向けた協議文書」

11を発表した。これに基づく協議を踏まえて、欧州委員会は改革案を提出する予定である。 
 

（２） 改革の目的と協議事項 
（ア）目的 
果実･野菜部門における共通市場組織の改革について、「協議文書」は、次のような広範

な改革目的を提起している。 
 生産・流通･加工を通じる付加価値配分の改善（流通･加工部門における集中化傾向に

対処し、生産部門への配分を改善）。 
 共通市場組織における構造施策と農村振興政策における構造施策との一貫性の確保。 
 共通市場組織の手段を 2003 年 CAP 改革のアプローチに接近させること（デカップル

型直接支払いの方向を追求）。 
 短期的な経済危機の克服に寄与すること。 
 果実･野菜の消費拡大を通じて欧州人の健康増進のための栄養改善に寄与すること。 
 共通市場組織の環境施策、改革後の CAP システムおよび CAP の第 2 ピラー（農村振

興政策）の間の一貫性を強化すること。 
 共通市場政策の環境政策は果実･野菜の生産･流通上の主要問題を対象とすること。 
 流通規格を簡素化し、品質と持続的発展の促進を目指すこと。 
 生産･流通･加工過程における異部門関係と協力についての監視体制を改善すること。 

                                                  
9 果実・野菜部門を対象とする第 2200/96 号および加工果実・野菜部門を対象とする第

2201/96 号(1996 年 10 月 28 日付け)。 
10 “Report from the Commission on the simplification of the common market 
organization in fruit and vegetables”,COM(2004)549 final. 
11 “Towards a reform of the common market organization for the fresh and processed 
fruit and vegetables sectors”, Consultation document, 18 May 2006,European 
Commission. 



－33－ 

 
（イ）協議事項 
以上のように、2006 年半ばの協議段階では、欧州委員会は改革目的を十分に絞り込むに

到っていないように窺われる。しかしながら、次のような事項について、政策選択のため

の複数のシナリオを提示して、議論の深化を呼びかけている。 
 供給サイドの組織化（生産者団体の役割強化など）：生産者団体の役割強化の方向に立

ちながら、組織化率が国や部門により大きく異なる現実にどう対処するかなど。 
 WTO ルールの遵守：現状維持、デカップリング、面積リンク型援助の 3 つのシナリオ

を提示。 
 短期的経済危機への対応：現状維持のシナリオのほか、WTO 適応型の所得補償・過剰

処理の方式や保険制度の活用などを加えるシナリオを提示。 
 規格の単純化：現状維持（透明化などの改善を含む）、簡素化、共同管理（公共および

民間の共生）、撤廃などのシナリオを提示。 
 消費の促進：欧州行動計画の策定など。 
 環境保護：現状維持（有機農業や産直など待遇改善を含む）グリーン・クオータ（一

定比率の事業資金を環境保護に充当することを義務化）、クロス・コンプライアンスの

シナリオの提示。 
 

（３） 展望 
2007 年初頭に予定される欧州委員会の改革提案によって、改革の重点が絞り込まれるも

のと予想される。しかし、いずれにしろ、果樹･野菜部門は、膨大な品目数を抱え、経済的

重要性は国や地域により多様であり、EU の「補完性原理」に大きく依存した地域戦略が重

要な役割をもつであろう。そこには、生産者団体がこれまでの伝統を引き継ぎつつ大きな

役割を担うとともに、地域・社会・環境という多面的な政策システムの改善･強化が目指さ

れている。その中で、WTO 交渉との関連で農業保護の削減と支持方式の改善が目指される

が、この点は WTO 交渉の行方にも大きくかかっている。 
 
 
４ 結論―WTO 適応型 CAP 改革の行方 

 
共通農業政策（CAP）の“ビッグ・バン”12と評される 2003 年改革は、ようやく 2006

年から全加盟国で実施に移された。しかし、困難な交渉の末の政治的妥協を反映して、そ

こには先に見たようなアラカルト的な CAP の姿が現れている。この現状は、将来的にどの

                                                  
12 このような表現は、Olivier de Gasquet, Notre agriculture Nouvelle Pac Nouveaux 
Enjoux, Vuibert,2006,pp.233-270 による。 
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ような意義をもつのであろうか。 
大きく２つの見方が対立している。悲観的論者は、アラカルト的状況の先に、CAP の「再

国家化」、そして単一農業市場の形骸化と解体を予想する。楽観的論者は、部分的デカップ

リングがやがては廃止され、完全にデカップルされた単一支払い制度の確立を期待を込め

て予想する。 
この楽観論者のシナリオは、すでに CAP 改革プロセスの中で、種が播かれていることを

想起しよう。第１に、直接支払いに関する理事会規則（第 64 条 3 項）には、全加盟国にお

ける SPS の実施後 2 年以内に、遅くとも 2009 年末までに、欧州委員会はその成果と問題

点についての報告を理事会に提出する旨が定められている（いわゆるヘルス・チェック条

項）。第２に、2007―2013 年の財政枠組みについては、その「中間見直し」の条項が盛り

込まれている。2003 年改革自体が、2000-2006 年財政枠組みの中間見直しによって生まれ

たのであった。第３に、欧州委員会は、CAP 簡素化への取り組みの中で、SPS の部分的適

用について行政コストの評価プログラムをすでに開始している。これは、部分的デカップ

リングの問題点を明らかにし、アラカルト的状況の打開の必要性を提示する公算が大きい

と思われる。 
しかし、こうした WTO 適応型 CAP の完成のシナリオは、EU 内部における大きな抵抗

なしには実現しないであろう。東欧への拡大のプロセスで、統合の深化への力に陰りの見

える昨今の EU が、順調にコンセンサスを達成できるか、予断を許さないところであろう。

いまや、EU 諸国では、2013 年以降の CAP のあり方が議論され始めている。WTO 体制下

のますます厳しい農業ルールのもとで、2013-2020 年を対象とする EU の次期財政枠組み

は、農業財政をさらに削減させざるを得ないとみられている。2003 年の“ビッグ・バン”

で開始された WTO 適応型 CAP を目指す改革過程の行方は、こうした長期的視点から展望

する必要があろう。 
 


