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１．はじめに
　EUにおいて有機農業が徐々に拡大している。そ
の要因はどこにあるのか。本研究委託事業では、
EU諸国でこれまで推進された有機農業政策を参照
し、我が国の有機農業の推進に貢献する政策的な示
唆の抽出を行った。「日本人は『環境にいい』では
買わないぞ。単に欧州の移植や真似では有機は広が
らない。」と、故・原洋之介 東京大学名誉教授から
冒頭で重い宿題をいただいた。それから約２年半に
及ぶ調査期間中、EUでは2020年に「農場から食卓
まで戦略」が策定され、我が国では2021年に「みど
りの食料システム戦略」が決定され、有機を取り巻
く状況は変化した。結果、EU及び我が国の有機農
業政策についてタイムリーな調査や議論をする機会
に恵まれた。同時に、新型コロナウィルスの感染拡
大という想定外の事態の中、EU諸国及び、我が国
での調査内容の多くをオンラインで実施するという
調査方法の変更にも直面した。このような調査の結
果について報告書を基に以下で述べていきたい。

２．EU諸国の有機関連政策・制度のリスト化
　現在のEU調査対象国の有機農業政策の最大の特
徴は、アクションプランの採用である。アクション
プランでは、高い有機農業面積シェア目標を設定、
それを実現するために、有機農業技術の研究・普及、
マーケット整備、消費者の啓発という川上・川下を
対象とした総合的な政策の柔軟な推進を目指してい
る。農家への直接支払いは、有機農業はEUの共通農
業政策での第二の柱（農村振興）の「グリーニング支
払い」の一部であり、農村開発計画予算を含めてメ
ンバー国の中央・地方政策の裁量による支援の対象
にもなっている。これらの川上・川下を対象とした
総合的な支援への政策的な展開は、アジェンダ2000
の政策改革、それに基づく共通農業政策の改革が深
く関与している。この政策展開により、政策の時系
列類型が川上・川下のそれぞれで基盤となる政策に
よって推進された初期型から中期型へ変化した。
　近年では、環境問題（生物多様性の減少や気候変
動等）を背景としてさらに高い有機面積シェア目標

が設定され、それを実現するための政策として公共
調達、人の雇用を含むモデル地域、自治体間ネット
ワークが導入されている。EUの最新の政策として
は、欧州グリーンディールの一環である農場から食
卓まで戦略の策定があり、有機農業の農地面積シェ
アを最低25％にする目標の達成を目指している。

３．EUにおける有機産品・食品の供給側
の参入条件の解明

　2019年度に、EUの調査対象４か国の生産者の側
から有機農業拡大の要因を探るべく、酪農・畜産物、
野菜、果樹等の生産者に聞取りを行った。その他に
イタリアにおける生産者を含む組織による有機農業
振興、フランスにおける有機認証の運用等について
の調査も実施した。生産者が有機農業に参入する条
件としては、有機認証に対する価格へのプレミアム

（オーストリアの小麦で16－17％）の獲得、低価格で
の販売を防ぐための販路の確保が挙げられる。その
ため、信頼を得ている近隣の消費者に直販するケー
スが多い。一方、スーパーマーケットでの販売は有
機農産物の低価格化の不安を引き起すが、ドイツで
は過度の低価格を押さえる契約をスーパーと有機の
農業団体が結ぶことで生産者の負担を軽減してい
た。消費者に対する研究では信頼度の高い認証に対
して支払意思額が高まる傾向があるという調査結果
もあり、ドイツ国内の厳格な有機農業団体を介した
スーパーの参入は生産者、スーパーの双方にとって
プラスとなる流通の拡大方法であったと推察される。
一方で、地域認証や製品の質が重視されるワインや
チーズでは必ずしも有機認証が価格プレミアムを産
み出さないなど、品目による差も見られた。また、有
機認証は、費用や書類作成の負担から、小規模で労
働力不足の生産者には取得が困難だと推察された。
　EUにおける主要な補助として、転換・維持払い
が挙げられ、利用農地に対する有機農業面積シェア
が急増している現在でも、品目を問わず有効な政策
になっている。牛舎や加工所の建設に対しては投資
補助が活用されていた。現在、気候変動、生物多様
性保全に対応した取組への支払いも一層行われるべ

有機農産物及び食品の生産振興の諸条件の解明：� �
EUの分析と我が国への示唆
研究総括者　国立大学法人　東海国立大学機構 名古屋大学大学院　環境学研究科　教授 香坂　玲

　農林水産政策研究所では、新たな視点や長期的な視野に立った政策研究を推進するため、大学、シン
クタンク等の研究機関の幅広い知見を活用した提案公募型の研究委託事業を行っています。
　今回は、その中から「世界の有機食品市場の動向を踏まえた我が国の有機食品市場の見通しに関する
研究」に取り組んだ研究課題について、その概要を紹介します。

No.103 2021.9 －10－



きだという主張も存在する。

４．EUと比較した我が国の有機産品・食
品の供給側の参入条件の解明

　有機産品及び食品の生産拡大に必要な我が国特有
の諸条件を解明するために、品目（酪農・畜産物・
米・野菜から各一品）、茶の輸出振興、学校給食等
の政策分野について、関連する地域においてオンラ
インを含む聞取り調査を実施した。生産者への聞取
りでは、生産拡大への課題としては、除草などでの
労働力確保、収量の安定化が挙げられた。新規就農
者にとっては技術習得及び販路と収益の確保が課題
となっている。一方で、有機農産物の流通の拡大に
伴って、生産開始後間もない早い段階から大手流通
に出荷する生産者が出現している。
　大都市圏の政令市においては、消費者を対象とし
た川下を支援する政策への関心が比較的高かった。
　消費者についての既存研究は有機農産物の支払意
思額の算出が中心であり、流通拡大、消費者の環境
への意識を反映した提案を可能にする研究が望まれ
る。有機茶、有機酒が輸出産品として注目されてい
るが、有機茶は生産拡大に伴う供給過剰、有機酒は
原料の有機米の高価格を価格に転嫁しにくくなって
いるという課題を抱えていた。

５．我が国の有機産品・食品の生産振興の
諸条件を踏まえた普及策の提言

　EUにおける有機農業政策は、2000年代中盤より、
EU、国、州、都市・地方の各領域において川上・
川下両方を対象として多様・多層的に展開されてい
る。我が国の近年の有機農業政策も総合的でメ
ニューの充実が図られてきている。これらの政策の
知名度向上が重要となる。このような政策的な状況
における示唆としては、（１）川上・川下をつなげ
るコーディネーター等の人的資本を投入するネット
ワーク化の積極的な運用、（２）生産技術の向上及
び、政策効果を実証する科学的エビデンスの収集を
目的とする研究開発の推進、（３）持続的な有機農
業の拡大を支援するための認証の改善が挙げられ
る。EUにおける有機農業政策の発展段階を参照し
た政策提案においても、技術普及及び研究開発が政
策的示唆としてまず挙げられる。消費者の有機農産
物に対する認識、アクセスを向上させる政策も必要
となる。また、消費者の環境に対する規範意識が向
上することにより、有機農産物の消費を拡大させる
可能性もある。さらに、EUでの農場から食卓まで
戦略の推進など最新のグローバルな政策環境の変化
に対応する政策立案、運用、研究が求められる。

６．関連する業績
　本研究委託事業より、関連図書及び、論文を発表
した。『有機農業で変わる食と暮らし』は、独・仏・

墺での調査結果から、我が国における有機農業振興
に貢献すると推察される特徴的な政策や取組を紹介
した一般向けの図書である［１］。EUでの有機農業政
策の調査に関連して、政策の展開と農業環境政策の
補完性［２］、仏における有機認証の歴史的展開と現
状［３］に関する論文を発表した。また、仏を中心に
EUにおけるコロナ禍での食料品の購入動向、政策
的な対応［４］、仏の農業経営継承［５］についての結果も
発表している。
　我が国における有機農業振興に関連しては、政令
市の推進の現状［６］、有機日本酒生産［７］に関する調査
結果、及び、有機農業の歴史的な発展のレビュー［８］

についての論文を発表した。
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