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第４章 EUの共通農業政策（CAP）の変遷における

政策的要因等の検討 
―農産物貿易政策を中心に― 

羽村 康弘 

 

１．はじめに 

 

このレポートでは，EU の共通農業政策（以下，CAP という）の変遷について，農産物貿

易政策を中心に，政策に影響を与えた域内外の要因を食料安全保障の視点も踏まえて検討

する。日本において農業経済学の視点からの CAP の分析例は多いが，国際政治学の視点か

らのレポートは少ない。このレポートでは主として国際政治学の視点から検討する。特に制

度等の概要及び歴史的経緯などの大きな流れの把握に注力した。 

このレポートにおいて EU と記載している場合は，特にコメントしない限り，EEC

（European Economic Community, 欧州経済共同体），EC（European Community, 欧州

共同体），EU（European Union, 欧州連合）の総称である(1)。 

 

２．EUの農産物貿易を巡る状況 

 

（１）EUの農産物貿易の概況 

 

最初に EU の農産物貿易の状況を概観する(2)。 

EU は，現在では農産物について世界最大の輸入地域であり，かつ世界最大の輸出地域で

ある。現在の EU の農産物貿易は，貿易相手地域によって EU からの輸出が多い地域，EU

の輸入が多い地域とばらつきがあるが，全体としてみると輸出と輸入のバランスが取れて

いる（第 1 図参照）。 

しかしながら，かつてはそうではなく，1960 年代においては，輸入が輸出の二倍以上で

あった（第 2 図参照）。 
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第１図 近年の EUの農産物貿易① 

資料：European Commission, The European Union explained: Agriculture(2017, p15). 

 

単位：1,000 ドル 

 

第２図 1960年代の EUの農産物貿易 

資料：USDA(1969)をもとに筆者作成. 
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（２）EUの各国との貿易協定等締結概況 

 

EU は，基本的には WTO という多国間の場を通じての自由貿易体制(3)の維持・促進が重

要との立場をとっており，最近では WTO の改革提案を日米等と共同で提出しているが，二

国間や地域間での FTA の締結にも熱心である(4)。 

世界各国・地域で締結される FTA の数は，1986 年に EU において単一欧州議定書（Single 

European Act）が調印され，また 1992 年に北米において北米自由貿易協定（North 

American Free Trade Agreement, NAFTA）が調印された時期以降大幅に増えていくが，

EU が交渉を開始し，締結する FTA も 1990 年中頃より増え始め，2000 年以降急激に増え

ている。EU は，2018 年 12 月時点で，41 の国・地域と FTA を締結し，14 の国・地域と

FTA を交渉中（中断中のもの等を含む）である(5)。ちなみに，日本は 17 の国・地域と FTA

を締結し，七つの国・地域と交渉中（中断中のもの等を含む）である。 

ただし，EU と米国，メルコスールやアセアンなど農業国・地域との FTA の交渉は進展

していない。例えば EU とメルコスールとの FTA については，交渉開始後 20 年以上にも

なるがまだ合意に至っていない。 

 

３．EUと CAP 

 

（１）EUとは 

 

まずは，このような貿易の管理及び貿易に係る協定の主体としての EU の性格について

述べる。 

EU については，主権国家である加盟国で構成される国際機関として見られることもある

一方で，加盟国を代表して国際貿易交渉を行う一つの国家と見られることもある。WTO に

おける貿易交渉会議においても，EU 加盟国の代表がずらっと並んで出席しているものの発

言するのは専ら EU の代表というように（EU は貿易交渉においては”Single-Voice”で対応

するとよく言われる），他の国や他の地域ではあまり例のない光景が見られる。EU とはど

のような主体なのだろうか。 

EU の性格については，これまで様々な議論がなされてきたところである。 

地域統合一般については，1962 年にベラ・バラッサが，第 1 表のような諸段階を提示し

た。 
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第１表 バラッサによる経済統合の諸段階 

①自由貿易地域  （域内の関税及び数量制限撤廃） 

②関税同盟    （域外との関税の共通化） 

③共通市場    （資本や労働などの生産要素の移動に関する制限撤廃） 

④経済同盟    （経済政策の調整） 

⑤経済統合の完成 （金融政策，財政政策，社会政策及び景気政策の統一及び超国家的な当

局の設置） 

資料：Balassa (1963)をもとに筆者作成. 

 

EU は， EEC 発足以降，時期によって統合進展のスピードは随分違うものの，内容的に

は経済統合，通貨統合，外交や安全保障の共通化等へと，組織的には EC，EU へと，徐々

に統合の段階を高めてきた。現状は，バラッサの分類によれば第四段階の経済同盟と第五段

階の経済統合の中間段階にあるとも言われている（岩田 (2015) , 5 頁）。 

 バラッサも経済統合の完成段階において超国家的な当局の設置を求めているが，現段階

における EU の組織的性格については，見解が分かれている。EU の組織についての見方を

二つに分類すると，一つは，EU はまだ加盟国間の政府間関係が主たるものであるとする捉

え方であり，もう一つは，EU は国家あるいは擬似国家となっていると捉える見方である。

折衷的に「政府間組織でもなく国家でもない，広範な領域にわたってグローバルに活動する

混成的な存在(hybrid entity)」とする見解もある（例えば辰巳 (2013)）。 

EU という巨大な組織のどの部門に着目するかによって EU の組織についての理解も変

わってくると思われる(6)。本稿の主な検討対象である貿易政策についても EU 加盟国との徹

底的な議論及び調整が行われているのであり，国際政治学では EU の貿易交渉は，国内調

整，EU 域内の調整及び外国との調整という三段階の調整が必要な「three-level-game」と

言われるが（Davis (2003) , p. 20-22），最終的に国際交渉の場では EU の代表者が”Single 

Voice”として国際会議で発言することからも分かるように，一つの国家としての性格が強い。

農業貿易政策については，一つの連邦国家に近いとも言われる（Davis (2003) , p. 232）。 

そもそも EU の物品貿易の交渉権限を欧州委員会（EC）が排他的に有することについて

は判例法上確立していたが(7)，2009 年に発効したリスボン条約においてそれが明示的に規

定された。 

 

（２）CAPについて 

 

1990 年代以降数々の改革がなされた CAP であるが，当初の CAP は，1980 年代末まで

本質的に変わらなかった。基本的な構造は，農産物について，域内においては保証価格に基

づき農家へ市場価格支持を提供し，一方域外に対しては輸入課徴金を課するとともに域内

からの輸出に対して輸出補助金を提供するものであった。簡単に図示すると第 3 図のよう

になる。 
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第３図 初期の CAPの価格所得政策の仕組み 

資料：勝又他 農林水産政策研究所（2016） 「EU の新共通農業政策(CAP)改革の概要と実施状況(2016 年
5 月 26 日研究成果報告会)」より転載. 

 

なお，EU 域内の農産物価格は国際価格より高い場合が通例であり，したがって CAP に

ついては，特に当初の CAP についてはその輸入制限的な性格が注目を浴びてきたが，国際

価格が EU 域内の農産物価格を上回った時には，逆に輸出税がかけられることになる。こ

れにより CAP は輸出制限的な性格を帯びることになることに注意が必要である。このこと

については，11 頁の食料安全保障の項目でもう少し詳しく述べたい。 

 

４．EUの統合と CAP の形成 

 

CAP は長い間 EU の唯一の共通政策であり，欧州統合の骨格とか象徴とも称されてきた。

しかしながら，CAP が EU の政治・行政全体に占める相対的な重要性は変化しており，1990

年代に入って EU の統合が大きく進む中で，CAP は欧州統合の中核的政策から外れ始めた

（豊 (2016)）。 

 このような CAP の EU 政策全体の中における位置付けや，農業以外の他分野からの影

響，あるいは他分野への影響について，CAP 成立当初に遡って検討する。 

 

（１）ローマ条約 

 

まずは，欧州統合のプロセス及びその中における CAP の位置付け等について簡単に見て

おきたい。 

第二次世界大戦後，復興と和解のための欧州統合の政治的プロセスは，エネルギーの分野

で，1951 年の欧州石炭鉄鋼共同体（European Coal and Steel Community, ECSC）の設立

から始まった。続いて軍事分野で，欧州防衛共同体（European Defence Community, EDC）

が検討されたが，これはフランスの反対で現実されず，次に統合が検討されたのは農業分野

を含む経済分野であった。1957 年に調印されたローマ条約で，EEC の設立が合意される，

CAP はこのローマ条約において，その基本的な目的や方向性が規定された。CAP は，EU
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統合の最初期からその基本的な構成要素として位置付けられていたことになる。 

 

１）EECの目的等 

ローマ条約では，EEC の「原則(Principles)」を規定する第 1 部の第 2 条において，EEC

の目標を達成する方策として共通市場の設立と加盟国の経済政策を徐々に近づけることを

挙げた上で，同部第 3 条において，共同体の活動として， 

① 域内の関税・輸入及び輸出制限の撤廃， 

② 域外共通関税の設定， 

③ 人，サービス，資本などの移動に関する制限撤廃， 

④ 共通運輸政策とともに CAP の開始， 

を挙げている。 

これら各活動については，第 1 表のバラッサの分類に照らし合わせてみると，①が「自由

貿易地域」，②が「関税同盟」，③が「共通市場」，④が「経済同盟」に近いのではないかと

考えられる。ただし，①は輸出に係る制限撤廃まで含むことから，主として輸入制限につい

て規定する一般的な自由貿易協定より一歩進んだ「自由貿易地域プラス」であると考えられ

る。一方で，④はローマ条約発効の時点では対象分野が運輸や農業に限られることから「経

済同盟マイナス」であると考えられる。 

 

２）CAPの目標等 

「共同体の基礎(Bases of Community)」を規定するローマ条約第 2 部においては，特に

「農業」に係る章を，「自由な物の移動」「自由な人，サービス，資本の移動」「運輸」に係

る章とともに設けて規定している。 

具体的には，同章の第 39 条において，CAP の目的として， 

① 農業の生産性を向上させること， 

② ①によって，特に各農家の収入を増加させることで農家の適正な生活水準を保障する

こと， 

③ 市場を安定させること， 

④ 安定的な供給を保障すること， 

⑤ 消費者に適切な価格での供給を保障すること， 

を定めている。 

同時期の 1961 年に制定された日本の農業基本法と比べると，CAP は生産性の向上（①）

と農家の収入の増加（②）との間に明確に関係性を持たせて生産性の向上により農家の収入

を増加させるというニュアンスの表現になっていること，更には消費者に適切な価格での

供給を保証することを定めるなど消費者の視点が明示的に入っていることが特徴的である。 

 

（２）CAP三原則 

これらの目的を達成するための具体的な政策として，1960 年代初めに次の CAP の三原
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則が形作られた（European Communities Commission(1975)）。 

① 単一の市場を創設して共通価格を維持すること（Market unity, 域内で農産物が自由に

移動できるようにすること）， 

② 域内産品優先（Community preference, 域内の農産物は域外のものより優遇されると

いうこと）， 

③ 共通財政（Financial solidarity, CAP の財源は EU の共通財源で賄われるということ） 

この後の CAP の歴史は，上記三原則が徐々に崩れていく過程でもあるが，詳細は 21 頁

で述べる。 

 

（３）CAPが EU統合プロセスの最初期から共通政策として実施された事情 

 

EU では，各加盟国の立地条件を反映した多種多様な農業生産が行われている。生産対象

のみならず，生産主体（農業構造）もまた不均一である（松田（2011））。したがって，その

農業政策も各国ごとの差異が大きく，共通政策の形成には他の分野以上の困難が伴う(8)。 

実際に，CAP 生成時において，例えばオランダは畜産国なので安価な飼料を求めており，

CAP の価格所得政策による高い域内価格に反対した（David (2015)，p.9）。 

なぜ CAP は，第二次世界大戦後の復興と和解のための欧州統合の政治的プロセスの最初

期から検討され，最終的に各国は自国の農政遂行権を放棄したのだろうか。この点は，その

後のCAPの変化，更には今後の CAP を考える上で有益な視点を提供すると思われるので，

本項では主としてこの点について検討してみたい。 

 

１）域内の事情 

まずは，EU 域内の政治的事情から見ていきたい。 

一般的に「通説」としてよく紹介される見解は，工業製品の輸出を増やしたいドイツと，

農産品の輸出を増やしたいフランスの利害が合致したというものである。ドイツ・フランス

間に「great grain deal」があったとも表現される。実際に，フランスは EU 市場における

穀物や生乳の市場シェアを拡大している（第 2 表参照）。 

 

第２表 フランス農産物の域内市場シェアの拡大 

 

資料：Noort（2011,  p194, Table 9.3）. 
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しかし，この「通説」に対しては，そもそもフランスがかつて穀物輸出について大きな利

害を有していたかどうか疑問も呈されている（Noort (2011) , p.198）(9)。 

一方で，ドイツが工業製品の輸出のために自国の農家を犠牲にしたということについて

も疑問が呈されている。ドイツは農家を犠牲にする意思はなく，ドイツが求めた高い価格支

持を他国が認めたので CAP を受け入れたという考え方であり（Davis (2003, p. 237)），こ

の考え方によればドイツは自国の農産品を取引材料としては使っていないということにな

る。 

他の説としては，フランスとドイツは農産物価格についてはほとんど同一線上に並んで

いたのであり，ドイツ，フランス両国は EU の工業製品の市場を目指し，オランダが EU の

農産物の市場を目指していたという見解も提示されている（渡辺 (1994) , p. 30）。 

なお，域内の各国間の事情はどうであれ，各国内においては，経済成長の過程では農業分

野の資源を他分野に移すという改革を行わざるを得ないという事情がある。各国政府は，

「その改革にあたって生じる軋轢を国内的対立の温床とするよりは，むしろブリュッセル

に持ち込んで，各国間で利害対立する経済的･政治的問題として調整する方が国内の政治的

安定化を図るための得策としたからに他ならない」という見解（渡辺 (1994), p. 72）にも

説得力がある。実際に，CAP は加盟国内の相対立する利害関係者間の政治対立から農業政

策を隔離するのに役立った（Rieger (2005)）。 

以上，とても「通説」が存在するとは言えないような状況であるが，いずれにせよ，欧州

内の農業上の課題等の経済上の課題を解決するためにCAP という手段が採用されたという

よりは，欧州統合という大きな政治的な課題が先にあって，それを実現するために CAP と

いう政策も一つの重要な手段として援用されたという説明も成り立ち得る。 

 

２）対外的な事情 

欧州各国の意図がどうであれ，その地域統合は，域内外で関税や数量制限について扱いを

異にするのであり，第二次世界大戦後のブレトン・ウッズ体制下における内外無差別の原則

に反するブロック経済化の要素があることから，米国等各国は批判的に厳しい目を向けた。 

こと農業分野に関していえば，ウェーバーを獲得した米国に農業保護の面で対抗するた

めに GATT24 条の関税同盟の手段を援用したという見解（豊 (2016), p.13）は興味深い。

ただ，米国は 1951 年にウェーバーを獲得済みであるため，GATT の場で欧州の統合に反対

することは可能であった。 

米国が正面から反対しなかった理由の一つとして，農業分野を含む経済分野以外の政治

的な状況を踏まえた配慮が大きく働いたことが考えられる。例えば，米国から見ると欧州の

統合は，共産主義が西ヨーロッパへ拡大しないようにする防波堤であった。また，そもそも

米国は当時欧州にマーシャルプランを提供し復興を手助けしていたのであり，米国の経済

力からすれば，EU の地域統合は大きな問題ではなかった（Davis (2012), p.12）。 

ただし，米国も無条件で欧州統合を認めたわけではなく，油糧種子を EU に輸出する際の

関税無税化を勝ち取っている。これは食料輸入地域であった当時の EU にとっては大きな
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問題ではなかったが，後に食料過剰状態になると大きな問題になり，GATT・ウルグアイ・

ラウンドにおいて，EU が「リバランシング問題」(10)と称して再提起することになる。 

 

（４）CAPの形成にあたっての政治的事情の重要性 

 

以上，CAP の形成について，欧州統合のプロセスやその中における CAP の位置付け，

CAP が EU 統合プロセスの最初期から共通政策として実施された事情等について，主とし

て政策的な視点から見てきた。 

経済的な視点からは，CAP の形成にあたっては，第二次世界大戦時及びその直後の欧州

地域の食料不足の経験からくる域内の農業の生産性向上，安定的な供給の確保の必要性と

いった事情について言及されることがある。日本において第二次世界大戦中及び終戦直後

の食料危機の経験が長く国民の記憶に残ったように，欧州においても食料不足の経験が

CAP の形成に影響を与えたとする考え方がある。しかしながら，1958 年の活動を報告する

EEC 最初の白書において，当時既に，CAP に関して将来における過剰農産物の処理に係る

困難さに対する懸念が記述されている（European Economic Community Commission 

(1958), p.70）。食料不足への対応という側面は，第二次世界大戦直後の欧州各国個別の農業

政策に対してはともかく，各国横断的な政策である CAP の形成に対しては，最も大きな影

響を及ぼしたとまでは言えない。 

むしろ CAP の形成にあたっては，域内及び対外的な政治的事情がより大きな影響を及ぼ

した。「農業支持及び保護制度の違いや単一価格を設定するために必要な調整の困難さを考

えると，共通市場レジームが導入されたのは，強い政治的なコミットメントがあってこそ可

能な驚くべき成果であった」（Harvey (2015), p. 9）のであり，CAP の導入は，欧州の第二

次世界大戦後の再建と和解のための政治的な必要性に基づくものであった。 

 

５．EUにおける農産物需給状況などその後の状況の変化 

 

この節では，CAP の成立を受けたその後の EU における農産物需給状況の変化を見てい

きたい。 

大きな流れは，戦中・戦後の食料不足状態を引きずった食料輸入地域の状態から，CAP 政

策による生産刺激を経て，1980 年代には生産過剰状態による食料輸出地域に変化し，財政

負担が増えるのみならず輸出により米国等と軋轢が生じ，貿易面のみならず外交全般にお

ける外圧を受けるというものになる。 

 

（１）農産物の生産等の状況 

 

CAP の導入後，農業産出量は最初の 10 年で 30％増加した（Davis (2003), p. 229）。一

方，消費量は産出ほど急速には増えず，結局，生産過剰状態になることになった。 
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なお，上記のとおり，1958 年の活動を報告する EEC の白書においては，CAP に関して

将来における過剰農産物の処理に係る困難さに対する懸念が記述されているが，それだけ

でなく，過剰農産物が輸出された場合の対外関係に配慮する必要があるとも述べられてい

る。加盟国が増加した影響も考えられるので，CAP のみに起因するとは限らないものの，

そこで懸念されたとおりの状況が現出することになった。 

 

（２）農産物の（域内及び域外との）貿易の状況 

 

第 4 図に示されるように，1990 年代初めまで EU の主要農産物の自給率はおおむね上昇

傾向にあった。 

 

第４図 EU の自給率 

資料：USDA, The European Union's Common Agricultural Policy: Pressures for Change (1999, Figure 2). 

 

また，過剰に生産された農産物については，（可変課徴金等で）事実上の輸出補助金を付

けた輸出が行われたこともあり，小麦を例にとると，第 5 図のとおり，世界貿易に占める

EU 産の小麦のシェアは増大し続けることとなった。 

 

 

第５図 EU産，米国産等の小麦の世界貿易に占める割合（％） 

資料：USDA, The European Union's Common Agricultural Policy: Pressures for Change (1999, Fiture1). 

牛肉 

 

鶏肉 

 

雑穀 

 

バター 

 
小麦 

 

豚肉 
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（３）食料安全保障について 

 

自給率について言及したので，ここで，日本の農政及び貿易政策において関心の高い「食

料安全保障」の視点から簡単に EU の農産物需給状況を見てみたい（この項については，

1990 年代以降，数々の CAP 改革が行われた後の状況を含めて検討したい。）。なお，「食料

安全保障」の定義については，時期によって変わってきているが，近年は供給面だけでなく

需要面，それも途上国を念頭に個人レベルの食料へのアクセスにも着目するものに変わっ

てきている。EU のウェブサイトでは，「食料安全保障とは，人々が，健康的な生活を送る

ため，十分な量の安全で滋養のある，栄養上の必要性及び嗜好に合った滋養のある食料に物

理的にも経済的にも何時でもアクセスできる状態(11)」と説明されており，これは FAO によ

る現行の定義とほぼ同じである。本レポートでは供給量に着目する(12)。 

食料安全保障対策は，通常，①国内生産，②備蓄，③安定的な輸入の三本柱で構成される。 

EU についてこの三点を見てみると， 

①国内生産については，CAP によって大きく伸びて，余剰を補助金付きで輸出するまで

になった。更には，元々農業国であった東欧諸国への EU の拡大に伴い，量的にも種類的に

も増強されることになった。 

②備蓄については，財政負担が域内で問題にされるほど積みあがった。 

③安定的な輸入（移入）については，EU 自体が大きく拡大したこと，特に農業国である

東ヨーロッパの国が加盟したことにより大きく改善された。また，EU は，域内の貿易に関

しては，一般的な自由貿易協定より一歩踏み込んで輸出規制の導入を禁止しており，EU の

拡大に伴い多種多様な食料が賄えるようになった域内からは輸出規制を心配することなく

供給を得ることができる仕組みとなっている。 

以上，食料安全保障に関しては，いわば「集団的安全保障」的な制度が備えられている(13)。 

なお，食料は，価格は長期平均値より低迷する時期が高騰する時期より多いこともあり，

価格低迷期の国内農業の保護政策の方に注意が集まりがちであるが，価格が高騰する時に

は農産物輸出国が輸出規制を行い穀物市場が混乱することになる。CAP についても，価格

低迷期における域内農業の保護政策に注目が集まりがちであるが，価格高騰時には域外へ

の輸出に対して輸出規制をかけ国内供給を優先することができる仕組みとなっている。 

国連食糧農業機関（FAO）が作成した食品価格指標（第 6 図）では，米国の大豆禁輸等に

より日本でも混乱が生じた 1973 年前後及び途上国を中心に死者が出るような暴動も発生

した 2007 年～2012 年の他，相対的には緩やかではあるが 1996 年前後にも食料価格の高

騰が見られる。 

EU の CAP においては，価格が高騰した 1970 年代半ば及び 1996 年において，域内の食

料価格高騰を防ぐため，可変課徴金制度が逆に輸出税に転化され域内農産物を国際市場で

処分する際に輸出税が課されたところである。 

以上，CAP は，「食料安全保障」の視点からは，当初意図しないものであったとしても，

それを大きく改善する仕組みであったと言える。 
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第６図 FAOの食品価格指標 

資料：FAO Food Price Index（http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/ (2019 年

1 月 31 日アクセス)）. 

注 1) 穀物（小麦，トウモロコシ及びコメ），乳製品（バター，全脂粉乳，脱脂粉乳及びチーズ），肉

類（鶏肉，豚肉，牛肉及び羊肉），砂糖及び植物油（大豆油，ヒマワリ油，菜種油，落花生

油，綿実油，椰子類油，亜麻油及びひまし油）の価格について 2002 年～2004 年の加重平均値

を 100 としたもの. 

2) 実質価格は世界銀行の Manufactures Unit Value Index を使って名目価格から物価変動の影響

を除いたもの. 

 

６．CAP改革① ～ マクシャリー改革 

 

（１）CAP改革概説（マクシャリー改革以後を含めて） 

 

EU は，1990 年代初めから大きな CAP 改革を矢継ぎ早に行った。 

1990 年代初め以降の CAP 改革の概要を，本レポートの記述に関連のある項目を中心に

まとめると以下のとおりである。 

成立以後，本質的には変更のなかった CAP がこの時期以降大きく変貌していった理由を

明らかにするため，本章では，マクシャリー改革の背景について，域内の情勢と対外的な事

情に分けて検討する。 

  

名目価格 

 

実質価格 

 

実質価格 

 

名目価格 
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第３表 CAP 改革の概要 

○マクシャリー改革（1992） 

・支持価格大幅引き下げ 

・生産調整及び直接支払い導入 

○アジェンダ 2000 改革（1999） 

 ・支持価格の更なる引き下げ 

 ・引き下げ分の一部を農地面積割の直接支払いに 

 ・農村振興政策を第二の柱へ 

 ・CAP の環境政策との関連付け（「グリーン化」）の始まり 

○フィシュラー改革（2003） 

 ・直接支払いの大部分をデカップル化 

 ・直接支払い財源の一部を義務的に農村振興政策（第二の柱）へ 

○ヘルスチェック改革（2008） 

 ・制度の合理化・簡素化 

・直接支払い（第一の柱）のグリーン化 

・各加盟国の裁量の拡大 

 資料：筆者作成. 

 

（２）域内の事情 

 

まずは，EU 域内の事情に関して，財政負担の増大及び農業以外の他部門からの圧力につ

いて見ていきたい。 

 

１）財政負担の増大 

CAP 予算が EU 予算全体に占める割合は，1980 年代において 70％前後と非常に大きい

ばかりでなく，絶対額も増加する傾向にあった（第 7 図参照）。 

当時，CAP は，域内の自由貿易のもたらす経済的メリットを農業保護のコストの方が上

回るという批判を受けた（Noort (2011) , p.196）。 

財政負担の問題は，EU 拡大のプロセスが進行することにより更に増幅された。1981 年

にギリシャが加盟し，1986 年には農業生産が多いスペインやポルトガルが加盟し，更には

1990 年には東西ドイツの統一により農業生産の多い旧東ドイツ地域が EU に編入されると，

これらの農業生産が多い国々に対しても CAP を適用する必要が生じるとともに，EU 地域

間の社会的，経済的差異を減らすための「結束政策」（Cohesion Policy）に対する支出を捻

出する必要も生じた。なお，「結束政策」とは EU の中心的政策となる富の再配分政策であ

り，1987 年に発効した単一欧州議定書（Single European Act）において正式に条約上の根

拠が与えられ，以後本格的に実施されていった政策である。 

財政規律のため，1988 年以降，中期財政計画が策定されるようになった。5 年から 7 年

の期間で作成されるこの中期財政計画においては，収入と支出のバランスをとり，特に CAP

の予算の膨張を防ぐため，予算をいくつかの異なる項目に分けて，その分類ごとに毎年の支

出上限を設けることとされた。 
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第７図 EUの全財政支出に占める CAP財政支出の割合等 
資料：European Commission, The CAP expenditure in the total EU expenditure (2018). 

注. 2011 年の物価水準で計算したもの. 

 

なお，CAP への財政支出が厳しい目で見られるようになった理由の一つに，CAP の財源

が大きく変わっていったこともある。関税収入などの農業部門にかかる独自財源から加盟

国の付加価値税の一定割合，更には国民総所得（GNI：Gross National Income）の一定割

合といった，農業部門以外へも支出される一般財源に移行したため（第 8 図参照），支出の

必要性についてより強い説明責任が求められることとなった。 

 

 
第８図 EUの財政収入源 (1958-2008) 

資料：European Commission 委託調査, Financing of the European Union Budget (2008, Figure 3.1).  

その他及び前年からの繰越 

 

各加盟国国民総所得の一定割合 

 
各加盟国付加価値税の一定割合 

 
関税及び砂糖課税 

 

各加盟国からの拠出金 

 

 

単位：EU の国民総所得に占める割合 
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２）他部門からの圧力 

例えばドイツの工業部門は，戦後の GATT 体制によって利益を得てきており，更なる自

由化に対する期待も大きかった。したがって，GATT ウルグアイ・ラウンドにおける農業交

渉が停滞することにより GATT ウルグアイ・ラウンド交渉全体が停止すること，更には

GATT ウルグアイ・ラウンドが失敗することにより工業部門で外国より報復を受けること

を恐れていた。そのため鉱業部門は農業部門から反発を受けることを恐れ表立った意見の

表明はしなかったが（Davis (2012), p. 250），工業品の輸出の利益を代表する団体が，当時

のコール首相に対してフランスを説得するように圧力をかけたと言われている（Daugbjerg 

(2017)）。 

 

（３）対外的な事情 

 

11 頁で見たように CAP によって過剰に生産された主要穀物等は，輸出補助金を付けて

輸出されることになり，米国，ケアンズ・グループなどそれまでの主要穀物等輸出国のシェ

アを奪った（第 5 図参照）。この EU の補助金付き輸出攻勢を受けて，米国も輸出促進政策

を打ち出すなどの対抗策を打ち出し，GATT ウルグアイ・ラウンドの最終段階においては，

EU と米国の関係は「農業戦争」の様相を呈した。 

この「農業戦争」は，貿易関係全体に悪影響を及ぼすだけでなく，軍事的な安全保障（以

下，「安全保障」という）にまで悪影響を及ぼし，欧州の安全保障と安定にも悪影響を及ぼ

す事態となった。なお，1989 年 11 月のベルリンの壁崩壊に象徴されるような東西の緊張

の緩和による EU と米国の「共通の敵」の後退も EU と米国間の関係の悪化に拍車をかけ

た。 

米国ブッシュ（父）政権のクェール副大統領が 1992 年 2 月にミュンヘンで開催された安

全保障に係る会議(Wehrkunde defense studies conference)で行った演説が話題になった。

クェール副大統領は，この会議において，「大西洋間の安全保障関係で最も大きな課題は農

業補助金になった。GATT ウルグアイ・ラウンドは，欧州の安全保障，米国の安全保障，そ

してアジアの安全保障にとって非常に重要」と演説した(14)。つまり，農業交渉が失敗すると

平和への障害となるとのメッセージを欧州に伝えたことになる。 

元来が第二次世界大戦後の独仏の融和をはじめとする加盟国間の戦争の回避という安全

保障目的を持って営々と努力されてきた欧州の統合及びその象徴であるはず CAP が，反対

に安全保障関係に深刻な悪影響を与えてしまうのではないかということが当時の欧州にお

いては危惧されていた。 

 

（４）CAP改革へ 

 

上記のとおり CAP は，EU の財政に膨大な負担を生じさせるなど EU 域内において多大

なコストをかけるだけでなく，対外的にも「農業戦争」を引き起こし，欧州の安全保障にも



第 4 章 EU の共通農業政策（CAP）の変遷における政策的要因等の検討―農産物貿易政策を中心に―（羽村） 

- 16 - 

 

悪影響を及ぼすなど大きなコストを伴うものであった。 

これらの様々なコストは，経済成長率が高く，第二次世界大戦後の独仏等の和解，東西国

際関係の緊張への備え，EU の統合の象徴としての CAP など，政治面でのメリットが相当

大きい場合はそれほど問題にされず受け入れられてきたが，経済成長率が低下し，政治面で

のメリットが減少するに従って批判も大きくなっていった（Noort (2011), p.196）。ついに

は，CAP は EU 統合の象徴というより，統合の障害とまで認識されるようになった（Harvey 

(2015), p.13）ことから，大胆な改革に繋がった。1992 年に行われたマクシャリー改革にお

いては，財政負担を軽減するため支持価格を大幅引き下げることになった。これによる所得

減少分を補償するため直接支払いを導入したことから少なくとも当面は財政負担が下がる

ことはなかったが，この直接支払いについては生産調整を要件としたことで余剰農産物の

生産は抑えられることになり，ひいては余剰農産物の海外への輸出圧力は減ることになっ

た。これらの改革により，一時期は米国との間の NATO 等による安全保障にまで悪影響を

及ぼすほどであった関係悪化が緩和された。 

なお，1993 年に決着した GATT ウルグアイ・ラウンドにおいては，この生産調整という

条件付の直接支払いは貿易歪曲効果がないと分類される「緑の政策」には当てはまらないも

のの，貿易に与える影響は小さいとして「黄の政策」とは区別して「青の政策」と分類され

ることになり，削減対象からは除外された。 

 

７．CAP改革② ～ アジェンダ 2000改革以降 

 

（１）マクシャリー改革の評価及びその後 

 

マクシャリー改革は 1980 年代までの改革に比べ大規模なものであったが，それでも，「青

の政策」という貿易歪曲効果が残る政策を残し，また，直接支払いで農家収入を補うことで

財政負担は減らないなど，まだ根本的なものではなく穏健なものであった。こういった穏健

な改革をもたらした原因の一つに，加盟国の拒否権行使の可能性をもたらしうる EU の性

格，すなわち 4 頁で述べた EU が「政府間組織でもなく国家でもない，広範な領域にわた

ってグローバルに活動する混成的な存在(hybrid entity)」であることが影響している。 

そもそも EU の意思決定機関として重要な位置を占めてきた EU 理事会の意思決定方式

について，1957 年のローマ条約は特定多数決方式(qualified majority voting) (15)を規定し

ているが，1966 年に CAP の改革も関係する改革との関連で，フランスの強い抵抗により，

加盟国にとって非常に重要な議題については全会一致を求める決定（「ルクセンブルクの妥

協」）がなされた。これにより，加盟国は EU の政策案に対して事実上の拒否権を持つこと

になり，EU による CAP 改革を含む各種政策改革に大きな制約がかかることになっていた。

ただ，1987 年になって，単一欧州議定書の規定に基づき特定多数決方式が活用しやすくな

ったことで，各種改革が進みやすくなり，EU 理事会において実際に特定多数決方式が使わ

れる案件も増えていった。 
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しかしながら，加盟国による拒否権を援用する可能性が捨て去られたわけではなく，また，

CAP や CAP に係る貿易政策については，EU 理事会の検討に付される前段階の欧州委員会

での政策形成のプロセス(16)等において，急進的な改革に対して拒否権を発動するポイント

が多かったとされる（Daugbjerg (1999)）。このことが，CAP や CAP に係る貿易政策につ

いての比較的穏健な改革に繋がったと考えられる。 

ただ，マクシャリー改革の後も，アジェンダ 2000，フィシュラー改革，ヘルスチェック

と矢継ぎ早に改革が行われていった。以下，この章では，これらマクシャリー改革後の改革

が行われた背景を見ていきたい。 

 

（２）対外的な事情 

 

対外的には，GATT ウルグアイ・ラウンドのビルトインアジェンダに基づいて 2001 年か

ら開始された WTO ドーハ・ラウンドへの対応の必要性が挙げられる。 

WTO ドーハ・ラウンドにおいて，EU は，米国やケアンズ・グループより生産調整付き

の直接支払いの貿易歪曲効果を指摘され，「青の政策」の廃止及びこれまで「青の政策」に

分類されてきた補助を削減対象に含めるようにとの圧力を受けた。この直接支払いを正当

化する必要性に迫られた EU は，当初日本等とともに農業の多面的機能（multifunctionality）

のためのこれら農業補助の維持の必要性を主張したが，米国やケアンズ・グループから農業

保護の隠れ蓑であるとの強い反発を受けた。 

こうした状況下で EU は，直接支払いを品目の生産とデカップルさせて「青の政策」から

「緑の政策」に移行させることで CAP の補助水準を維持することを目指すことに戦略を転

換することになる。 

WTO においてデカップルされた直接支払いが「緑の政策」として削減対象から外れるこ

とが受け入れられることが分かると，EU は多面的機能の概念を対外的に主張し続けること

への熱意を急速に失い，EU 内における政策論議から消えていった（Potter (2015), p.117）。

（なお，この概念は域内では，デカップルされた直接支払い予算の獲得理由としては使い続

けられることになる。） 

 

（３）域内の事情 

 

１）CAPの比重の変化 

CAP は EU 統合の最初期から導入されている歴史と伝統のある政策であり，また，統合

の深化がなかなか進まない中で CAP は長い間 EU の中で唯一の共通政策であったことか

ら，EU 統合の象徴とか柱とか骨格とも称されてきた。 

しかしながら，1990 年代に入って EU の統合が農業以外の分野でも大きく前進するよう

になると，CAP は欧州統合の中核から外れ始める（豊 (2016)）。 

1992 年にはマーストリヒト条約が署名され， 
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・共通外交安全保障政策の樹立 

・通貨連合への基礎固め 

・結束基金（貧しい加盟国のインフラ投資）の導入 

などが決定された。 

それまで，EU は，限られた分野についての経済面での統合であったものが，経済面では

金融など財政分野の統合へも踏み込むようになり，更には外交や安全保障分野など政治面

へも乗り出すことになった。これにより，CAP は引き続き EU 予算の多くを占めるなど存

在感は依然として大きかったが，もはや統合の象徴とまでは言えなくなり，政策の重心は他

分野に移行していった。 

 
２）EUの中東欧への拡大と財政負担 

 

EU の統合が経済面のみならず外交，軍事など政治面でも進むことで縦に深化する一方で，

EU は加盟国を中東欧へ横へ広げるという新たな課題に取り組むことになる。EU の中東欧

諸国への拡大については，1994年から 1996年にかけて中東欧諸国から加盟申請が行われ，

2004 年にキプロス，チェコ，エストニア，ハンガリー，ラトビア，リトアニア，マルタ，

ポーランド，スロバキア，スロベニアの 10 か国が，2007 年にはブルガリアとルーマニアの

2 か国が EU に加盟を認められた。 

これらの中東欧諸国は，EEC 設立の際の当初の国々や，その後の 1970 年代に加盟した

国（デンマーク，アイルランド，イギリス），1980 年代に加盟した国（ギリシャ，ポルトガ

ル，スペイン），1990 年代に加盟した国（オーストリア，フィンランド，スウェーデン）に

比較して経済の発展が遅れている国が多かったため，経済格差の是正のための「結束政策」

がこれまで以上に重要になってきた。 

予算面でも，「結束政策」のための出費が最優先事項となり，農業への出費は抑えられて

いくことになる（第 4 表参照）。 

 

第４表 結束政策及び CAPの EU予算に占める割合（％） 

 

資料：House of Lords, UK Parliament, The Future of EU Regional Policy (2008, Table 3). 
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なお，直接支払い等の農業補助金の支払いについて，2004 年より前に加盟した既存の加

盟国に対しては全額支給されていたが，2004 年以降に新たに加盟した国に対しては，一時

期に加盟する国数が多いばかりではなくこれらの国においては農業が経済全体に占める割

合が高いことから，西側の農業地域（とりわけフランス，スペイン）への打撃やドイツなど

補助金負担国の不満を和らげるため，加盟後直ぐに全額支給することは見送られ漸進的に

支払額を増加させていくことになった。こういった取り扱いに対しては，新規加盟国サイド

からは，移行期間中は「二級市民」扱いされるとして，農民層からの強い反発が生まれた。

その後も中東欧諸国のワインやフォアグラの扱いを巡って既存の加盟国との間で軋轢が生

じ，こういった経緯からも EU 懐疑派が成長することになった（羽場 (2016), 266 頁）。な

お，現在に至っても，バルト三国などでは既存の加盟国と新たに加盟した国の支給が同一に

なるという約束が達成されておらず，また達成される見込みはないとして，現在の 2020 年

からの次期 CAP 検討プロセスにおいてこれらの国が強く反発している。 

 

（４）CAP改革第二段へ 

 

上記のとおり，対外的には，マクシャリー改革後は，1990 年代初頭の「農業戦争」と言

われるほどの状況ではないにしろ，EU は引き続き米国やケアンズ・グループ等の農産物輸

出国との間に軋轢を生じており，WTO ドーハ・ラウンドを乗り切るための CAP の改革が

求められていた。 

一方で，マクシャリー改革においては CAP 予算の増加は抑制されたにせよ減らすことが

できず，更に EU 加盟国の拡大という新たな政治課題のために新たな財政支出が必要にな

ってきており，既に EU の統合の中核から外れ政治面でのメリットが小さくなっていた

CAP 予算への削減圧力は大きかった。このような内外の事情が 2000 年代の CAP 改革第二

段，特にマクシャリー改革に次ぐ大規模な改革である 2003 年のフィシュラー改革に繋がっ

ていった。 

具体的には，米国やケアンズ・グループ等の批判を念頭に，WTO ドーハ・ラウンドを乗

り切るため直接支払いの大部分をデカップル化し，貿易歪曲効果を WTO で「緑の政策」と

して認められるまで小さくした。加盟国の拡大もあり CAP 予算の絶対額が減ることはなか

ったが，EU 拡大等により結束政策等他分野への財政支出が増える中で CAP 予算が EU 予

算に占める割合は相対的に減少していった。 

なお，抑制されてきているとは言うものの，生産活動と直接関係のない形で公的助成をす

ることは他産業部門ではあまり例が見られないことであり，このための財源を正当化する

ためには何らかの理由付けが必要である。EU は対外的には使うことのなくなった農業の多

面的機能の概念を域内で活用し，農村振興政策を第二の柱として打ち立てるとともに，財源

を第一の柱の直接支払いから徐々に移転することになる。また，直接支払い自体についても

環境の維持・保護との関連性を深めるように仕向けていった（「グリーン化」）。 
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８．今後の論点など － まとめに代えて 

 

この節では，第 1 項で設立当初の CAP と現状の CAP を簡単に比較した上で，第 2 項以

降は，CAP の 2013 年の改革や今後の方向性を検討するに当たって現時点で注意が必要で

あると考える項目を，域内の事情と対外的な事情に分けて列挙する。 

 

（１）CAPの現状 

 

2013 年の改革において，CAP 予算が，初めて減少することになった（Harvey (2015), 

p.22）。また，様々な施策が任意化され，要件が緩和されるなど，政策の内容・実施が加盟

国の決定に委ねられる範囲が広がった。 

CAP は 1990 年代以降大きな改革が数々行われるなど絶え間ない変化を続けており，今

日の CAP は設立当初の CAP とはほとんど共通点のないものになってしまった（Roederer-

Rynning (2015)）。7 頁で言及した CAP の三原則に照らし合わせて CAP の変化及び現状を

見てみると， 

①単一の市場を創設して共通価格を維持することについては，既に 1960 年代末より加盟国

間の為替レートの変動に対処するための通貨変動調整金制度（MAC）が導入され，共通

とは言えなくなっていき， 

②域内産品優先については，1990 年代初めに合意された GATT ウルグアイ・ラウンド等を

経て高関税が削減されて域内優先のレベルが下がっていき， 

③共通財政についても，2000 年代，新規加盟国については異なる取り扱いがなされるよう

になるとともに，第二の柱（地域振興）等について加盟国の裁量が大きくなるに従って，

共通とは言えなくなっていった。 

このように CAP の三原則に照らし合わせても今日の CAP は設立当初の CAP と大きく異

なったものになっている。 

 ところで，8 頁において，EU 統合の最初に CAP が選択された背景事情についての「通

説」として，工業製品の輸出を増やしたいドイツと農産品の輸出を増やしたいフランスの利

害が合致したと考えているとの見解を紹介した。この工業品の輸出と農産物の輸出の間の

取引という見方を EU が中東欧諸国に拡大してきた現在に当てはめてみると，今日のフラ

ンスは 1957 年におけるドイツと同じ立場にあり，フランスは中東欧諸国に対して工業品を

輸出する利害を持つ一方で今日の中東欧諸国はフランスに農産品を輸出する利害を持って

いるとも考えられる。したがって，フランスは中東欧諸国に対し農産品市場を提供し中東欧

諸国に発展する機会を与えるべきではないかとの考え方も論理的にはありうる（Noort 

(2011) p. 198）。 

しかしながら，フランスにおいては現在，中東欧諸国の安い農産品に反発したフランスの

農民が最近の黄色のベストデモに参加しているという状況であり，フランスがその工業品

を輸出するためにその農産物市場を中東欧諸国に明け渡すことは実際の政策としては容易
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に想像できないことである。1950 年代末から 1960 年代にかけての CAP 形成時における，

復興と和解のための「政治的なコミットメント（10 頁参照）」の強さが改めて印象付けられ

る。 

 

（２）対外的な事情 

 

１）EUの自由貿易体制を守るべきという意志 

WTO ドーハ・ラウンド交渉が停止した 2008 年以降，EU は WTO 交渉に対して配慮す

る必要性が少なくなった。2013 年の改革では WTO ドーハ・ラウンドにほとんど配慮せず，

域内への配慮が優先した（Daugbjerg (2017)）。 

WTO に関しては，WTO ドーハ・ラウンド交渉の停滞で新たな貿易規範を作ることが困

難になってきているだけでなく，既存の WTO 規範の執行自体がスムーズに行きにくくな

ってきている。特に，上級委員の任命に関して米国の同意が得られないことによって上級委

員会が必要最小限の人員を満たさなくなり，国際紛争の解決に大きな役割を果たしてきた

紛争解決制度が機能停止に陥る恐れも出てきている。そもそも米国のトランプ政権は WTO

脱退を検討していることも否定していない。 

しかしながら EU は，少なくとも既存の WTO 規範の執行を維持していくことには非常

に熱心であり，関心国と連携して WTO 改革提案を提起している。また EU は，補完的に二

国間や地域間貿易規範に関して，米国，メルコスールやアセアンなど農業国・地域との自由

貿易協定は進展していないものの, 自由貿易体制の維持のために日本等と熱心に自由貿易

協定締結に取り組んできている。EU としては，これら自由貿易体制を維持するために必要

な域内の改革については以前ほどではないにしろ熱心に取り組んでいくであろう。 

 

２）EUと米国の trans-Atlanticな関係の変化 

16 頁において，EU がマクシャリー改革を断行する一つの大きな要因に GATT ウルグア

イ・ラウンド最終局面で米国からの安全保障面での外圧があったと述べた。この外圧が効果

的であった背景には，EU と米国やカナダとの間に政治，経済，軍事における確固とした協

調関係（Atlanticism（汎大西洋主義）と呼ばれることもある）が存在していた（Wolfe (1993)）。

しかしながら，特にトランプ政権の成立以降，この協調関係が壊れかかっているとの指摘も

多くなっている（Korteweg(2017), Financial Times 2019 年 1 月 31 日 "America’s policy 

on Europe take a nationalist turn”, Financial Times 2019 年 2 月 18 日 "Angry words in 

Munich speak to fraying Atlanticism”など）。この協調関係が希薄化すると，EU にとっ

ては農産物の貿易政策の面でも米国等からの要求・要請に応じる必要性が低下するであろ

う。 
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（３）域内の事情 

 

１）EU行政における CAPの比重の更なる低下 

EU は，経済政策分野で統合を深化させるとともに，欧州対外活動庁（European External 

Action Service, EEAS）など外交，安全保障，防衛の領域においても独自のアイデンティテ

ィを形成しつつある（辰巳 (2013)）。さらに，実現可能性はともかくとして，ユーロ圏共通

予算や欧州軍までも提言されている。 

これらの分野で統合が進むと，統合の象徴としての CAP の意義はますます低下し，予算

面での配慮も少なくなっていくであろう。 

 

２）CAPの再国別化（renationalization） 

EU 拡大により域内の農業・農村の多様性が増したことも踏まえ，CAP の「非共通部分」

が拡大し，CAP の「再国別化（renationalization）(17)」が進んでいる（豊 (2016)）。 

フィシュラー改革においては直接支払いのデカップル化という大胆な改革が行われた

が，一方では，改革の見返りの形で，加盟国に対し政策の執行に際しての柔軟性を与えて

いる（Daugbjerg (2017), p.494）。特に第二の柱（地域振興）等については財政面でも執行

面でも各加盟国の裁量の幅が大きくなってきている。さらに，2013 年のチョロス改革の大

きな特徴は加盟国の裁量の拡大だと言われている（Harvey (2015), p.25）。 

4 頁において，EU の組織に関して，貿易政策については一つの（連邦）国家としての性

格が強いと述べたが，国境政策としての貿易政策について見ると，4 頁で言及したバラッサ

の分類における第一段階の自由貿易地域や第二段階の関税同盟等，域外との国境政策のレ

ベルでの政策は，EU 統合の基盤であり，少なくとも当面は引き続き EU が加盟国を代表し

て”Single-Voice”として対応していくことになると考えられる。2009 年に発効したリスボ

ン条約においても EU が WTO を含む通商協定の交渉を行うと明示的に規定されたことは

既に述べたとおりである。 

しかしながら，GATT ウルグアイ・ラウンド交渉時や WTO ドーハ・ラウンドが開始され

た当時と比べ EU 加盟国の農業生産や農業構造における多様性が高まっており，農業政策

について上記のとおり「非共通部分」が拡大し「再国別化」が進んできている。ただし、CAP

の共通財政等を維持することは，域内農産品市場における平等な競争の場(level-playing 

field)を維持する上でも重要である（Skogstad & Verdun (2012)）。今後「非共通部分」の拡

大や「再国別化」が進むと，域内の平等が，競争の場が阻害され，ひいては域外との国境政

策としての貿易政策の形成過程においても加盟国から異論が出るなど影響を及ぼす可能性

もある。 

 

３）EUにおける遠心力 

成立以来，ペースの緩急はあるものの，統合の深化，拡大の歩みを続けてきた EU である

が，このところ移民・難民問題，ポピュリズム問題，イギリスの EU からの離脱（ブレグジ
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ット）問題，そもそも EU 組織という選挙の洗礼を受けない官僚組織への反発（「democratic-

deficit」と表現される）問題等により統合に遠心力が働く場面が増えてきている。これらの

問題を巡る EU 内の対立構造には，比較的経済力の強い北部の国々とそうではない南部の

国々との間の対立，当初からの EU の構成メンバーの国々や早い時期に EU に加盟した西

部の国々と最近 EU に加盟した東部の国々の間の対立があるが，これに加えて，最近では

北部でかつ西部に属すると言われている国の内部においても経済格差による対立が都市部

と地方の間で目立ってきている。移民・難民問題を大きな契機とする各加盟国におけるポピ

ュリズムの背景には経済的な不平等への不満が存在しており（遠藤(2019)），フランスの黄

色いベスト運動にも地方における公共サービスの低下など地方の下層化を問題視する中間

層が参加している（朝日新聞(2019)など）と言われている。 

格差是正については，第一義的には「結束政策」で対応することになると思われるが，日

本と同様，「地方」と「農村」は地域として重なっていることが多く，例えばフランスにお

ける黄色いベスト運動に参加している農民も多い。CAP には富の再分配（redistribution）

の側面もあるとされており，格差是正対策という面で CAP が今後どのように位置付けられ

ていくことになるのかについては興味深い。10 頁において，「CAP の導入は，欧州の第二

次世界大戦後の再建と和解の政治的な必要性に基づくものであった」と述べたが，CAP が

改めて EU 域内及び各加盟国国内の和解に果たす役割にも注目したい。 

 

単位：百万ユーロ 

 

第９図 EU加盟国と EU間の財政移転(2017年) 

資料：European Commission, EU Budget 2017 Financial Report(2018)をもとに筆者作成. 
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なお，格差是正のためにも財源が必要であり，第 9 図のように財政移転が行われている。

2017 年において，イギリスは EU への財政貢献という点では EU 加盟国の中で二番目とな

っており，イギリスの EU からの離脱「ブレグジット」については，イギリスの財政負担の

穴埋めをどうするかという問題にも注意が必要である。イギリスが抜けて財政の移転元と

なる国が減ると，ドイツだけでは支え切れず，負担の増す先進国が不満を持つであろう。 

 

４）欧州議会の存在感 

17 頁において，EU の意思決定方式の変更が CAP 改革にもある程度影響を及ぼしたこと

に言及したが，リスボン条約によって権限が拡大された欧州議会が CAP についてどのよう

な動きをするのかについて注意が必要である。 

2009 年にリスボン条約が発効する以前の EU の予算は，欧州委員会の提案に基づき閣僚

理事会が予算案を作成・合意し，欧州議会の承認を得て決定されていた。その際，CAP の

直接支払いなど「義務的支出」は閣僚理事会，地域政策に係る支出など「非義務的支出」は

欧州議会が最終決定権を握っていた。この区別がリスボン条約により廃止され，欧州議会と

閣僚理事会がすべての予算につき共同で決定することになり，義務的支出についても欧州

議会が決定権を持つようになった。 

貿易政策についても，これまでは欧州委員会が中心に動いてきたが，欧州議会も深く関わ

るようになった。例えば，リスボン条約により国際条約の承認については原則としてすべて

欧州議会の同意が必要となるため，これまで欧州議会の同意が必要でなかった FTA の締結

についても欧州議会の同意が必要になった。 

本年 5 月の欧州議会議員選挙の行方について関心が集まっているが，この結果が CAP や

農業貿易政策にどのような影響を及ぼすことになるのか注意する必要がある。 

 

５）「食料安全保障」概念の復活？ 

 

最後に，11 頁で扱った EU の「食料安全保障」について言及しておきたい。CAP は，「食

料安全保障」の視点からは，当初意図しないものであったとしても，それを改善する仕組み

であったと述べたところであるが，このように EU は「食料安全保障」の状態が日本に比べ

て良い状態であった。 

にもかかわらず 2010 年に EU 委員会から出された「2020 年に向けた共通農業政(The 

CAP towards 2020)」という文書においては，CAP を EU として取り組む強い共通政策と

して存続すべきだとした上で，CAP がめざすべき三つの課題の一つとして「食料安全保障」

が筆頭に掲げられている。この文書は 2007 年～2012 年の世界的な農産物価格高騰の影響

を大きく受けたのではないかと考えられ，また域内の食料安全保障の改善のためというよ

り途上国を含めた世界の食料安全保障への貢献という観点で言及されているが，2017 年に

EU 委員会から出された「食料と農業の未来(The Future of Food and Farming)」において

も引き続き「食料安全保障」に言及がなされている。 
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 CAP 予算を確保するための方便という捉え方もある（Daugbjerg（2017）, p.498）が，

今後の「食料安全保障」概念の扱いについては注視していく必要がある。 

2014 年から 2020 年の現行の中期財政計画策定にあわせて行われた 2013 年のチョロス

改革や，2021 年からの次期中期財政計画において CAP がどのような仕組みになるのかと

いった今後の方向性についてとも合わせ，来年度以降の課題としたい。 
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注(1) EU はここで言及しているように EEC，EC，EU と大きく組織形態を変えただけでなく，構成国についても，当

初の六か国，イギリスを含む EFTA 諸国，南欧諸国，さらに旧東欧諸国と EU や CAP に求めるものが異なる国が加

盟していったという経緯がある。本来であれば，これら時期を違えた加盟国ごとの分析が望ましいと思われるが，本

年度については時間の制約もあり，今後の課題としたい。 

(2) ここで検討の対象としている「農産物貿易」とは，EU 作成の資料で一般的に使われている”Agricultural trade”

又は”Agri-food trade”であり，飲料や加工調製品を含んでいる。なお，第 1 図及び第 2 図で扱う品目はほぼ同じ品

目を対象としているが，第 1 図では対象地域が全世界ではなく限定されていること，第 1 図の数字は HS コードを使

って対象を限定しているが，第 2 図は当時の SITC コードを使っていること，第 1 図は貨幣単位がユーロであるが第

2 図は貨幣単位がドルであることなど厳格に同じ土俵で比較を行ったものではない。なお，第 1 図の数字は 2013-

2015 年の平均である。ここで各図を挙げた趣旨は，時期を大きく隔てた EU の農産物貿易の変化，特に輸出と輸入

の大小の変化の傾向を見ることであり，資料の制約もあり厳密に整合性を図ったものではないことをご容赦願いた

い。 

(3) このレポートにおいて「自由貿易体制」とは 1948 年に発足した GATT（General Agreement on Tariffs and 

Trade：関税及び貿易に関する一般協定）及びこの GATT を引き継ぎ，1995 年に発足した WTO（World Trade 

Organization）が目指している体制のことを指す。なお，「自由貿易」の概念については，国際政治学において「埋

め込まれた自由主義(embedded liberalism)」概念とも関連して，そもそも第二次世界大戦後のブレトン・ウッズ体

制下の GATT が「自由貿易」を目指していたかどうか等興味深い議論が展開されている。 

(4) European Commission（2016）では「WTO を通じての貿易自由化のプロセスが EU の貿易政策の中心であり続け

る・・・（しかしながら）EU は多国間の場で困難に遭遇したと認識している。この限りにおいて EU は二国間，地

域間及び複数国間で関係国との貿易交渉の窓口を明け開けている」と記述されている。 

(5) 件数は，日本貿易振興機構(JETRO)（2018）に基づく。なお，EU 自体も FTA と言えるがここでは除いている。 

(6) 「群盲象をなでる」状態と表現されることもある（Puchala（1972）） 

(7)  例えば，GATT ウルグアイ・ラウンド合意の批准に際して加盟国は EC の交渉権限について異議を申し立てた

が，欧州司法裁判所(European Court of Justice)はモノの貿易に関して EU が排他的権限を持っていることを確認し

た（Davis（2003））。 

(8)  地域及び時期は異なるが，2000 年代に検討された東アジア共同体構想においても農業政策の樹立の可能性が検討

されたことがある。しかしながら，相互の関税を引き下げ，農業政策を共通化していくことについては，課題が山積

していて（進藤・豊田・鈴木 (2007)）とても将来像を具体的に描けるような状態ではない。EU の場合において

も，同様に，相互の関税を引き下げ，農業政策を共通化していくことについては，非常に大きな困難を伴ったであろ

うことは容易に想像される。 

(9) Noort (2011)が引用する Harvey(1982) においては，例えば，1979 年段階では，農家の収入レベルに対する各加盟

国の利害の強さを，1 人当たりの農業収入を他産業と比較した割合で比較してみると，ドイツが 1 番目であるのに対

しフランスは 3 番目であること，また，この農家の収入レベル対する CAP による効果を，CAP によって生み出され

る付加価値で比較してみると，これもドイツが 1 番目であるのに対しフランスが 7 番目であると分析されている。 

(10) 篠原(2000)，第 1 章第 4 節を参照されたい。 

(11)  European Commission，https://ec.europa.eu/agriculture/glossary_en#common-agricultural-policy (20190131

アクセス) 

(12)  現在の EU 及び FAO の「食料安全保障」の定義では，量的な側面に加えて，「安全」性や「嗜好」など質的な側

面にも踏み込んでいるが，本レポートでは量的な側面に限定して論じることとしたい。 

(13)  坪田(2007)では，「西ヨーロッパ諸国のフードセキュリティ政策は，意図したかどうかは別として，結果的には

EU の共通農業政策を柱として集団としての生産力を高め，リスクを分散し，危機に共同で対処するという方向に動

いていると見てよいであろう。」としている。軍事的な安全保障分野で使われる「集団的安全保障」概念等との比較

等については今後の課題としたい。 

(14)  Financial Times 1992 年 10 月 2 日 "Quayle Warns EC on Gatt Talks: Failure to Liberalise Trade Could 

Encourage America to Pull Out of Nato" 

(15)  人口等を勘案して構成国に異なる票数を割り当て，全体として一定数以上の賛成票が得られることを要件とする

特別の多数決の方式。具体的に，何をもって特定多数とするかについては常に議論の対象となってきた。 

(16) CAP に係る政策形成のプロセスについては，アルリンド・クーニャ＆アラン・スウィンバンク著，市田知子・和

泉真理・平澤明彦訳（2014）第 4 章など参考にされたい。 

(17) 一般的に，農政遂行の責務を加盟国に戻すことについて使われる表現であるが，具体的な内容については議論あ

り（Burrell, Alison (2012), p.19）。 
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