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EUにおける牛肉貿易と輸入管理制度

大呂興平*

1 .は じめに

2014年 6月，日本から EUへの牛肉輸出が開始さ

れた。 EUは加盟国 28カ国，人口 5億人であり，

GDPでは世界最大規模の経済圏を形成している。しか

も， EUは牛肉消費をめぐる長い歴史と多様な食文化

を有し，その消費量も米国，ブラジルに次ぐ規模にあ

るため，和牛の輸出先として大きな期待を集めている。

EUの牛肉部門に関しては，ある一時点での需給

や生産・消費の動向に関する事例報告はあるものの，

それら個別の事象の背後にある， EUの牛肉貿易の

構造やその制度的基盤を術轍するような研究は少

ない。日欧の牛肉貿易をめぐっては，近年まで EU

から日本への輸入も，日本から EUへの輸出も，両

地域の BSEの発生により停止されており，またそ

れ以前も貿易量は微々たるものであった。このため，

EUの牛肉貿易については日本圏内で関心を集める

ことが少なかったのである。本稿では， EUの牛肉

貿易について，背後にある世界の牛肉貿易や経済

的・制度的条件を読み取り，その全体像を説明した

い。そのうえで， 日本の牛肉輸出について若干の

考察を試みたい。

以下，本稿では 2節において， EUの牛肉貿易を

世界の牛肉貿易とそれをめぐる国際政治の中に位

置付ける。そのうえで 3節で， EUにおける牛肉の

輸入管理制度を説明し， 4節では EU域内における

牛肉貿易を，各国の生産・消費構造を踏まえて概観

したい。

2. 世界の牛肉貿易と EU

欧米諸国における牛肉の重要性

牛肉は日本人が思っている以上に，欧米諸国に

とって政治経済上重要な農産物である。欧州には牧

畜の長い歴史があり，牛は地域の社会や土地利用と

強く結びついてきた。欧州では牧草地や放牧地が農

地利用の大半を占めているし，アルプスの山麓やス

コットランドの放牧風景からイメージされるよう

・大分大学経済学部地域システム学科 (Kohei Oro) 

に，肉牛生産は穀物生産が困難な山岳地帯や丘陵部

など，いわゆる条件不利地域においても成立してい

る。つまり，欧州|において肉用牛は，国土保全や地

域社会の維持とも深く結びついた土地利用型農業

部門であり，その点で日本でいうところのコメと同

じような役割を果たしている。

他方，北米や南米，オーストラリア(以下，豪州)

といった新大陸諸国でも，牛は欧州、|からの入植・開

拓とその後の経済発展に不可欠な役割を果たした。

19世紀後半の有刺鉄線や冷凍船の発明とともに，牛

肉はきわめて重要な輸出品目となり，新大陸諸国に

おける国家経済の発展に大きく寄与した。これらの

国々では牛肉が食料消費の中心でもある。国民 1人

当たり年間牛肉消費量は 40kg前後で，アルゼンチ

ンにいたっては 55kgに及ぶ。日本人のコメの年間

消費量が 54kgであることを考えると，新大陸諸国

にとって牛肉は，消費面でも日本のコメに匹敵する

比重を持つ品目と言える。

牛肉は早くも 19世紀には国際貿易の表舞台に登

場し，広大な土地に恵まれて牛肉生産に比較優位が

あった新大陸諸国から，産業化を遂げて都市部の労

働者が急増していた西欧(特にイギリス)へと牛肉

が大量に輸出されるようになった。

第2次世界大戦後は，西欧に代わって米国を基軸

とした貿易体制が成立する。米国では牛肉の生産力

が大幅に増強されて輸出余力が増大し，西欧諸国で

も同様に生産力が増大して 1980年代には牛肉輸出

地域に転じた。もっとも，価格競争力の面では西欧

諸国は米国に対して劣るし，米国も南米や豪州に対

しては劣る。各国は自国の生産を保護しつつも他国

には輸出したいという強し、動機を持ち，そうした動

機のもとに，牛肉の輸出入をめぐる複雑な国際ルー

ノレが形成されてきた。世界の牛肉貿易とそれをめぐ

る各国の対応は，口蹄疫や成長ホルモン牛肉をめぐ

る紛争， BSE問題など頻繁に国家間の対立の姐上に

のぼり，政治的にきわめて重要な案件となってきた。

ここでは，こうした世界の牛肉貿易とその背後に
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表 1 牛肉貿易をめぐる主要地域の概況

国民1人当たり 国民1人当たり牛肉生産量牛肉消費量 人口(A)ー(B) 年間消費量 農地面積(万トン)(A) (万トン)(B) (A)!(B) (億人)
(kg) (10a) 

EU (力日盟28ヶ国) 798 806 

北米(米国・カナダ) 1，314 1，268 

南米 (ブ、フジル・アルゼンチン) 1，153 994 

豪州・ニュージーランド 273 113 

日本・韓国 78 188 

資料:FAOSTAT

注:本文注 1)も参照されたい。

あった国際政治を術轍し，その中に現在の EUの牛

肉貿易を位置付けてみたい。

牛肉貿易をめぐる主要国

まず，牛肉の国際貿易をめぐる主要なプレイヤー

を確認しておこう。表 lでは， EU，北米，南米，

豪州・ニュージーランド(以下， NZ)，日本・韓国

について，牛肉の生産・消費の概要を示したもので

ある 1¥(生産量)-;-(消費量)は牛肉の自給率， (生

産量)一(消費量)は純輸出(輸入)量と近似する。ま

た， 1人当たり農地面積は農業の集約度を示すとと

もに，ごく大まかには肉牛部門の競争力を示す。以

下では，表 1を見ながら，各地域の特徴を示してい

きたい。

北米は，牛肉の生産量も消費量も世界最大である。

とりわけ米国は，世界の政治経済において強力なパ

ワーを持つ覇権国家であり，国際貿易の秩序形成に

大きな影響力を持っている。米国は南米や豪州から

の輸入を制限しつつも，日本や韓国といった新興市

場には牛肉の市場開放を強く迫ってきた。また，第

2次世界大戦後，世界的に牛肉消費が拡大したのは，

マクド、ナルドのハンバーガーに象徴される米国的

食生活の浸透によるところも大きい。北米は穀物の

生産力が高く余剰を抱えてきたため，フィードロッ

トでトウモロコシや大麦を効率的に多給して肥育

する穀物肥育(グレインフェッド)が，牛肉の主要な

生産形態となってきた。

1)北米は米固とカナダ，南米はブラジルとアルゼンチンについて

合算した。当然ながら，こうした区分には，域内に国による違

いを抱えている。しかし，ここでは世界の牛肉貿易を大局的に

把握するためにそうした違いは捨象した。また，一定の牛肉需

要があるロシア，中東も省略した。なお，近年，経済的に台頭

著しい中国は，牛肉需給がほぼ均衡しており，国際貿易に大き

なインパクトを与える存在にはまだなっていない。

0.99 9 5.1 15.9 3.7 

1.04 45 3.5 36.3 13.6 

1.16 159 2.4 41.8 17.8 

2.41 160 0.3 41.7 155.1 

0.42 -110 1.8 10.7 0.4 

南米および豪州・ NZは，牛肉の生産量が消費量

を大幅に上回っており，ともに世界最大規模の牛肉

輸出地域となっている。中でも，豪州・ NZでは人

口が少ないため圏内市場が狭隆で，生産量が消費量

の2.4倍に達する輸出依存型の貿易構造となってい

る。南米および豪州 .NZの強みは，新大陸諸国ゆ

えに広大な草地が存在しており，牛肉の低コスト生

産が可能である点にある。表 1のように両地域では

1人当たり農地面積が大きく，とくに豪州・ NZで

突出して大きい。このため，両地域は広大な草地を

利用した牧草肥育(グラスフェッド)が中心であり，

基本的に低価格の牛肉輸出に競争力を持つ。ただし，

南米は口蹄疫の非清浄国であり輸出先が限られて

いる。対照的に，豪州・ NZは，その隔絶性ゆえに，

口蹄疫や BSEをはじめとした家畜伝染病がなく，

牛肉輸出上，有利な条件がある。

こうした新大陸諸国に対して， EUでは牛肉の需

給がほぼ均衡している。 EUは l人当たり農地面積

が小さく，新大陸諸国に対する価格競争力に乏しい。

それでもこれまでEUが需給を均衡させてきたのは，

後述する，過去から実施されてきた肉牛および酪農

部門に対する価格支持政策や輸出補助金といった

生産刺激的政策の役割が大きい 2)。これらの政策を

背景に肉牛の増産が続き， EUでは 1980年代から

1990年代にかけて，牛肉の純輸出地域となっていた。

もっとも，生産刺激的政策は WTO体制移行後に削

減され，また， EU域内で BSEが発生したことによ

り， 2000年代以降は域内の生産量と消費量がほぼ均

衡して推移している。

2)EUでは肉用牛生産の約7割を酪農経営から生産される乳用種に

依存しているため，乳牛に対する生産刺激的政策も，牛肉増産

につながる側面を持っている。
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図 1 世界の牛肉貿易の流れ

資料 FAOSTAT(2011年)

注:1万トン未満は記載していない。

日本 ・韓国は，牛肉の生産量が消費量を大幅に下

回っており，世界最大の純輸入地域となっている。

l人当たり土地面積もきわめて狭小であり，牛肉は

価格競争力に乏しい。とりわけ日本では，歴史的に

は牛肉消費量はわずかで、あったが，第 2次大戦後の

高度経済成長とともに巨大な市場として浮上し，米

国の輸入自 由化圧力に屈して市場開放が進んだ

1980年代末より ，その牛肉輸入量および消費量が

急増 した。

世界の牛肉貿易と国際政治

これらの主要地域間で，牛肉はどのように輸出入

されているのであろうか。図 1は，世界の牛肉貿易

の流れを示したものである。現在の牛肉貿易では，

①環太平洋圏に，豪州|・NZから日韓および米国へ，

米国から日韓へという大きな流れがあり，②大西洋

圏に，南米から EU，アフリカ，中東へという大き

な流れがある。 一方，南米から北米や日韓へ，ある

いは北米から EUへといった貿易量はきわめて小さ

い。 このことは，世界の牛肉貿易は単なる価格競争

力や近接性だけで決まっているものではない

各国による貿易障壁が存在していることを示唆し

ている。

世界の牛肉貿易を大きく規定している要素とし

て，まず，口蹄疫をめぐる国際協約がある。 口蹄疫

は感染力が強く畜産業に甚大な損害を与える こと

から，牛肉貿易においては，口蹄疫が発生していな

い国(清浄国)は，非清浄固ないしワクチン接種清浄

国3)からの輸入を制限できるという国際協約がある。

南米は今でも口蹄疫を制圧できていないし， EUで

も一部の国でワクチン接種に依らない清浄化が

1990年代初頭までずれ込んだ。このため，主要地域

聞の牛肉貿易としては，①清浄国である北米や豪

州.NZ，日韓の中で貿易が行われてきた一方で，

それとは分断されて，②南米から EUへの貿易が行

われてきた。口蹄疫をめぐる国際協定は，世界最大

規模の牛肉輸出地域である南米にとってきわめて

大きな貿易障壁となっている。

北米から EUへは，1988年の EUによる成長ホル

モン使用牛肉の輸入禁止措置が，重大な貿易障壁と

なっていた。この禁止措置をめぐって北米(米国 ・

カナダ)と EUは激しく対立し，北米による WTOへ

の提訴や報復関税措置などを経て，2009年にようや

く一応の終結をみた。もっとも，この紛争解決は

EUがホルモン使用牛肉の輸入自体を緩和するので

はなく，穀物肥育牛肉に対する無税輸入枠を設ける

ことで、実現されたもので、あった。前述のように，北米

では穀物肥育牛肉が大量生産されているのに対し，

3)ワクチンを接種して口蹄疫の清浄化が実現されている地域のこ

と。その後も一定期間，口蹄疫が発生しなければ，清浄国に認

定される。
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南米では牧草肥育がほとんどである。ホノレモン牛肉

の安全性やそれに基づく障壁の妥当性といった議

論よりも，ライバノレの南米には参入困難な穀物肥育

牛肉について無税輸入枠を新設するという，北米，

とくに米国の実利を露骨に反映した政治決着がな

されたのであるべ

BSEも輸出を規定する大きな要素である。 EU，

とくにイギリスからの牛肉輸入は 1990年代に BSE

が深刻化するとともに世界各国で長らく禁止され

てきたし， 2003年の米国の BSE発生により日本や

韓国が米国産牛肉の輸入に厳格な防疫衛生条件を

科し，これが厳しい対立を招いたことも記憶に新

しい。

以上のような防疫衛生上の国際ルール以外にも，

各国は産業の保護を目的にさまざまな貿易障壁や

輸出補助金，国際協約を設けてきた。 EUの場合，

かつては共通農業政策において，域外から輸入され

る牛肉には域内価格に連動する高い課徴金を科し，

域内価格の下落を防ぐ仕組みが採用されていた。

もっとも，こうした価格支持政策は増産を促し，余

剰農産物問題を引き起こす。 EUは 1980年代には，

牛肉の純輸出地域へと転じたが，新大陸諸国に対し

ては牛肉の国際競争力に劣るため，巨額の輸出補助

金を投じて牛肉を域外へと低価格で輸出せざるを

得なかった。こうしたダンピング輸出は新大陸諸国

の反発を招き，対立の末にさまざまな国際協約が締

結されていた。例えば，過去に EUから日韓への牛

肉輸出が限られていたのは， 1985年に豪州、!と EUで

取り交わされたアンドリーセン協約の存在があっ

たとされる。この協約では， EUは東アジア市場に

輸出補助金付きでは牛肉を輸出しないことが確約

されており，この協約はその後も米国やNZも交え

て更新されていた。もっとも， 1990年代半ば以降は，

WTO体制への移行とともに輸出補助金やさまざま

な国際協約が廃止され， EUで輸入牛肉に科せられ

ていた高額の課徴金も関税に置き換わっている。し

かし，その後も， EUはもとより北米でも単純な関

税制度には移行せず，実質的には牛肉の輸入量を制

限できる複雑な関税制度が採用されている。

このように，現在の牛肉貿易は，各国が自らの利

益を求めて相互に駆け引きを繰り返した帰結，すな

4)ホルモン牛肉紛争の概要と紛争解決過程における問題点につい

ては，岩田 (2010)に詳しい。

わち国際政治の産物でもある。もちろん，こうした

貿易秩序も時間とともに変化してし、く。南米の口蹄

疫は徐々にではあるが制圧されてきたし， WTO体

制以降，貿易ルーノレも大きく変化している。市場開

放を求める二国間交渉も進んでおり，新しい輸入枠

も設けられている。次節では，現在の EUの牛肉の

輸入管理制度について詳しく見ていきたい。

3. EUにおける牛肉輸入管理制度

複雑な関税割当制度

1990年代半ば以降， WTO体制への移行とともに

EUでは輸出補助金が削減され，輸入牛肉に科せら

れていた高額の課徴金も関税に置き換わった。ただ

い単純な関税には移行せず，複雑な関税割当制度

が採用されてきた。それは，ある一定の数量(輸入

枠(クオータ:Quota))までは無税ないし低率の関税

を適用し(一次関税)，その数量を超えるものには高

率の関税(二次関税)を課すものであり，また，そう

した輸入枠を特定の国や地域に割り当てるという

制度である。

例えば現在， EUはブラジルからの高品質牛肉の

輸入に l万トンの輸入枠を与えている。この枠内で

あれば，一定の条件を満たした「高品質牛肉Jには，

I万トンを上限に 20%の低関税が適用される。とこ

ろが，この上限を超えると，通常の関税率，すなわ

ち 12.8%の関税と，品目に応じてトン当たり

1， 414~3， 041ユーロの関税が科せられる。仮に 1kg

当たり 5ユーロの冷凍部分肉を 1トン(=5千ユー

ロ)輸入する場合，輸入枠内であれば20%の関税，

すなわち l千ユーロの関税であるのが，輸入枠外に

なると 12.8%のほかに骨なし冷凍牛肉としてトン

当たり 3041ユーロが適用されるため， 5000 x O. 128 

+3041，すなわち 3，674ユーロの関税が科せられ，

実質的な関税率は 73.6%に跳ね上がる。加えて，こ

の「高品質牛肉jの定義にも，厳しい条件が科され

ている。ブラジル産牛肉の場合，この l万トンの低

関税枠のうち 3割弱しか利用できておらず，多くは

この関税枠を通さずに枠外の高関税率で輸入され

ている。その主な原因は，ブラジルの肥育仕上げの

方法が EUの求める「高品質牛肉」の基準を満たさ

ないためであるという。このように， WTO体制後

のEUは，複雑な関税割当制度を張り巡らせ，各国

からの牛肉輸入を制限してきた。
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表 2 EUの牛肉輸入枠 (2013年 7月時点)
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カテゴリー 輸入枠 総害IJ当量 枠内
税率

両品質牛肉 ①両品質牛肉枠 67，250t 20% 

(冷蔵・冷凍)(ヒルトン枠)

②両品質牛肉枠 48，200t 。%
(穀物肥育牛肉枠)

冷凍牛肉 ③加工用牛肉枠 A製品:50，000t 20% 

B製品:13，703t 20% 

+従量税

④GATT冷凍牛肉枠 53，000t 20% 

⑤シンスカート枠 1，500t 4% 

(Thin skirt:ノ、ラミ)

FTA.EPA枠 ⑥対チリFTA枠 1，950t 0% 

⑦対ACP諸国枠 無制限 。%

近隣諸国枠 ③旧ユーゴ、枠 22，525t 80%の

割関税引

⑨スイス枠 1，200t 。%

⑩モルドバ枠 5，100t 。%

資料:UECBV資料， EU公示， MLA資料等をもとに筆者作成。

輸入枠は多岐にわたり複雑である。表2の一覧は，

現在 EUが牛肉輸入に適用している輸入枠を整理し

たものである。 EUの輸入枠を筆者なりに分類する

と， 1)高品質牛肉， 2)冷凍牛肉， 3)FTA. EPA枠，

4)近隣諸国枠に大別できる。これらの枠外では，

12.8%の関税に加えて，部位や冷蔵・冷凍といった

区分に応じてトン当たり 1，414~3， 041ユーロの

従量関税が科せられる。本稿では，日本の和牛輸出

にも関わり，また EUの牛肉輸入の将来を展望する

うえでも重要な，高品質牛肉および FTA.EPA枠に

注目して詳しく見ていきたい。

国別内訳 備考

アノレゼ、ンチン 30，000t 1979年創設，当初は10，000t。

米国・カナダ 11 ，500t 基準を満たす骨なし牛肉のみ。

ブラジル 10，000t 
ある国が輸入枠を満たさなくて

も他国はそれを補填できない。
ウノレグアイ 6，300t 

オーストラリア 7，150t 

ニュージーランド 1，300t 

パラグ、アイ 1，000t 

以下の国に付与。国別上限なし。 2009年創設。穀物肥育牛肉に

米国，カナダ、，オーストラリア 限定。当初は20，000t。

ウルグアイ。
四半期ごとに先着順。

衛生条件を満たしたすべての国 加工向け，冷凍かつ骨なしの

み。 B製品への特別税はトン当

たり994.5~2138 .4ユーロ。

衛生条件を満たしたすべての国 冷凍の骨有り，骨なし。

アルゼンチン 700t 冷凍

アルゼンチン以外の国 800t 

チリ 1，950t FTA発効により2004年創設，

当字刀は1.050tn

以下の国に付与 1975年にAPC(アフリカ・太平

ボツワナ，ナミビア， 洋・カリブ)諸国とEU間で結ば

スワジランド，ジンバブ、エ
れたロメ協定を前身とする。

クロアチア 9，400t 

ボスニア・へ/レツェゴピナ 1，500t 

マケドニア 1，650t 

セルピア 8，700t 

モンテネグロ 800t 

コソボ 475t 

スイス 1，200t 

モルドバ 5，100t 

高品質牛肉の輸入枠

まず，高品質牛肉の輸入枠においては，いわゆる

ヒルトン枠(①)と，穀物肥育牛肉枠(②)がある。①

は， 1979年の GATT東京ラウンドにおいて，当時

のヒルトンホテルでこの輸入枠の創設が合意され

たことからヒルトン枠と呼ばれている。枠内では

20%の関税が適用され， EUは表 2に示した新大陸

の牛肉輸出国に対して輸入枠を配分してきた。創設

時の輸入枠は 1万トンであったが， EU加盟国の拡

大とともに次第に数量が拡大されており，現在では

7万トン弱に達している。
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表3 EUの高品質牛肉輸入枠の利用実績 (2012/2013年度) 表4 EUと牛肉貿易主要国との
FTAの進捗状況

輸入枠れ)枠内での輸入実績(t) 枠の使用率

①ヒノレトン枠 67，250 41，757 

うち， 米国/カナダ、 11，500 432 

アルゼンチン 30，000 24，336 

ブラジノレ 10，000 2，978 

ウノレグ、アイ 6，300 6，289 

パラグアイ 1，000 。
オーストラリア 7，150 6，441 

ニュージーランド 1，300 1，281 

②穀物肥育牛肉枠 48，200 32，362 

両級品質牛肉枠計(①+②) 115，450 74，119 

資料:MLA資料をもとに筆者作成。
注本文注 5)資料も参照されたい。

これに対して②は， 2009年に，北米とのホルモン

牛肉問題の妥結のために新設された，関税率ゼロの

輸入枠である。この輸入枠には国別の割当はないも

のの，穀物肥育牛肉に限って適用されるため，北米

に有利にはたらく(北米の競合相手である南米は事

実上排除される)ものであり，北米の強い政治的意

思が働いて設立されたものと見られている。

ただし，これらの輸入枠はフルには利用されては

いなし、。表 3で 2012/2013年度の枠の輸入実績を見

ると，ヒルトン枠の使用率はウルグアイやNZはほ

ぼ 100%に達しているが，アルゼンチンは 80%，ブ

ラジルは 20%にとどまるし，米国/カナダに至って

は4%に満たない。また，穀物肥育牛肉枠の使用率

も67%にとどまる 5)。使用率の低さの一因は，輸入

枠利用の条件の厳しさにある。例えば，米国からの

牛肉輸出には，認可を受けた農場やフィードロット，

食肉処理場，冷蔵冷凍施設を経た牛肉のみが EUに

輸出できることや，一般の牛肉と成長ホルモン剤不

使用の牛肉とが隔離されること，ホルモン剤不使用

の検査結果が輸出証明に添付されることなど，成長

ホルモン剤不使用のためのプログラムが義務づけ

られている。これらの条件を満たすにはかなりのコ

ストがかかることから，輸出枠が十分に利用されて

こなかった 6)。また，ブラジルからの牛肉も，高品

質牛肉枠の基準が同国にとっては厳しすぎるため，

5)穀物肥育牛肉枠については，その枠の消化実績が国別には公表

されていない。

6)近年のヒルトン枠の使用率の低さは，より関税率の低い穀物肥

育牛肉枠の新設にも原因があるとされる。

62.1 % 

3.8% 

81.1 % 

29.8% 

99.8% 

0.0% 

90.1 % 

98.5% 

67.1 % 

64.2% 

・交渉中 交渉開始年

メルコスーノレ
(南米南部共同市場)

米国

日本

-締結したが未発効

カナダ‘

-発効済み

2000 

2013 

2013 

締結年

2013 

発効年

チリ 2003 

韓国 2011 

注:チリおよび表 lの牛肉主要国のみを
取り上げた。

ほとんどが枠外で輸入されている。このように，無

税枠の拡大がそのまま EUの牛肉の輸入増大につな

がるとは限らない点には注意が必要である。

FTA' EPA輸入枠

他方， FTA・EPA枠は， EUによる二国間交渉の

結果として創設されたものである。⑦は，ボツワナ

やナミピアといった|日植民地国に対する優遇が意

図されたものであるが， EUの牛肉貿易において今

後重要性を増すのは，⑥のチリに対して創設された

ような，牛肉貿易主要国間の FTA無税枠である。

チリとは 2004年の FTA発効に伴い 1，050トンの牛

肉無税輸入枠が創設され，現在はそれが 1，950トン

まで広げられている。さらに，まだ発効してはいな

いものの， EUは 2013年，カナダとも FTAの締結

で基本合意した。 EUとカナダは 2009年に交渉を開

始し，牛肉や乳製品で意見が対立して一時は腰着し

たものの，最終的には 64，950 トンという，これま

でのヒルトン枠(①)の国別割当を大幅に上回る輸

入枠が認められたと報じられている 7)。他方で， EU 

は国を特定しない輸入枠で、あった穀物肥育牛肉枠

(②)から 3，200トンを削減する見込みとされる。今

後， EUでは米国など，主要牛肉輸出国との FTA交

渉が日程に上っており(表 4)，こうした FTA締結の

動きは， EUの牛肉輸入管理制度全体にも大きな影

響を与えていくものと考えられる。

7)MLA公式ホームページ(http://www.mla ∞m. au/ Prices-and-

markets/Market-news/EU-Canada-FTA-negotiations-concluded 

2014年 10月2日閲覧)。
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現在，日本の和牛は，上述の高品質牛肉枠も FTA

輸入枠も適用されることなく，枠外の関税率で輸出さ

れている。すなわち，日本から輸出される全ての和牛

に対して 12.8%のほかに骨なし冷凍牛肉としてトン

当たり 3，041ユーロとしづ高率関税が適用されている。

これに対して“wa助ru"の最大の輸出国である豪州で

はB) 関税率ゼロの②穀物肥育牛肉枠が適用されてい

るし，また， EUで、豪州、|に次く会輸出実績を持っと見ら

れるチリ産の“wa訂正'も FTAで関税率ゼロであり，

関税率の面で不利な競争条件に置かれている。

日本と EUの間でFTAが締結されるにはかなりの

時間を要するだろうから，日本の牛肉に低関税を適

用させるには，まずは，高品質牛肉の輸入枠を得る

のが現実的対応であろう。このうち，①ヒルトン枠

はEU加盟国が増える時にのみ拡大されており，ま

た，特定の国に対して枠が拡大されるにはかなりの

交渉が必要となる。最も早急に獲得しやすいと考え

られるのが，②穀物肥育牛肉枠である。ただし，EU 

とカナダの FTA締結に伴い穀物肥育牛肉枠が削減

されたように，この輸入枠も FTAの進展とともに

縮小される可能性はある。牛肉輸出の低関税枠獲得

には，これらの動きを注視した日本政府の働きかけ

が重要となっている。

4. EU域内に おける牛肉貿易

活発な域内貿易

域外に対しては厳しい保護貿易を維持してきた

EUであるが，他方で，域内では牛肉がきわめて活

発に流通している。表 5および表 6は，それぞれ世

界の牛肉輸出量，輸入量の上位 10ヶ国を示したも

のである。輸入量では，米国，ロシア，日本に次い

でイタリアが 4位に位置し，オランダ， ドイツ，フ

ランスがこれに続くし，輸出量では，オランダが 4

位であり，ドイツ，アイノレランド，フランスが続く。

もっとも，これらの EU諸国における牛肉の輸出入

の大半は EU域内で行われたものである。例えば，

イタリアの牛肉輸入量 42.9万トンの 91%に相当す

る 38.5万トンは，他の EU諸国から輸入されてい

た。イタリアの輸入相手国はフランス，オランダ，

ドイツといった EU諸国が上位を独占し，域外から

8)豪州における“wagyu"とその生産実態については，大呂(2013)

を参照されたい。また.EUにおける海外産“wag戸"の流通に

ついては，中央畜産会(2014)に整理されている。

表5 牛肉輸入量の上位 10ヶ国
(2011年，単位 :万トン)

l 米国 65.6 

2 ロシア 60.4 

3 日本 51.7 

4 イタリア 42.9 

5 オランダ 35.0 

6 ドイツ 32.4 

7 韓国 30.8 

8 フランス 28.8 

9 チリ 26.5 

10 中国 24.5 

資料・FAOSTAT

注:EU諸国には網掛けした。

表6 牛肉輸出量の上位 10ヶ国
(2011年，単位・万トン)

l 豪州 90.7 

2 米国 88.4 

3 ブラジノレ 82.0 

4 オランダ 40.3 

5 ドイツ 38.2 

6 アイノレランド 33.7 

7 カナダ 30.2 

8 ニュージーランド 28.5 

9 フランス 28.1 

10 ポーランド 26.5 

資車斗 FAOSTAT

注:EU諸国には網掛けした。

は8位にブラジルが現れるのみである。 2節で見た

ように， EU全体としては需給がほぼ均衡している

が，その域内では環太平洋圏，大西洋圏を大幅に上

回る大量の牛肉が流通しているのである。

図2は， EU域内の牛肉貿易を示したものである。

アイノレランドからイギリスへの大きな牛肉の流れ

とともに，フランス ・オランダ ・ドイツからイタリ

アへ，フランスからギリシャへといった北から南へ

の牛肉の流れが目立つ。他方で， フランスやドイツ，

オランダの間では輸出量も輸入量も大きく，相互が

貿易で強く結ぼれている。もっとも，ここで示した

のは 3万トン以上の大きな国の流れである。 EUの

中では，フランス，イタリア，イギリス， ドイツ，

スペインの 5ヶ国が EUの牛肉消費量の 70%を占め

ており(表 7)，図 2でもこれらの国の貿易が殊更に

強調されるが。それ以外の小国間で、も牛肉貿易をめ

く守って強い結びつきがある。
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表 7 EU主要国の牛肉消費量および生産量

消費量 生産量 生産量
(万トン) (万トン)/消費量

フランス 161.2 156.6 97% 

イタリア 130.8 101.1 77% 

イギリス 117.6 93.6 80% 

ドイツ 111.3 117.0 105% 

スペイン 60.6 60.4 100。ん

オランダ 25.0 38.2 153% 

スウェーデン 22.9 13.3 58% 

ギリシャ 21.6 7.9 37% 

ポルトガル 18.0 9.6 53% 

ベルギー 17.8 27.2 153% 

デンマーク 16.5 13.4 81 % 

オーストリア 14.6 22.2 152% 

アイノレランド 10.4 54.6 527% 

フィンランド 10.2 8.4 82% 

EU28カ国 797目6 806.1 101 % 

資料 FAOSTAT(2011年)
牛肉の貿易 (万トン) 注・子牛を含む。消費量の)1慎に並べた。

-圃・
図 2 EU域内の牛肉貿易

資料:France AgriMer d'apres Douanes (2011) 

注.きわめて煩雑になるため， 3万トン未満は掲載しなかった。

域内貿易の背後にある生産 ・消費構造

こうした牛肉貿易は，各国では圏内の牛肉の生産

および消費に量的 ・質的なギャップがあり，これを

埋め合わせるために生じていると見ることができ

る。各国の生産には，気象条件や地形，土壌条件と

いった生態環境とそうした環境下で歴史的に成立

してきた生産構造が，消費にはその国の人々が歴史

的に形成してきた曙好が反映されている。以下では

ごく簡単に，域内貿易をもたらしている域内の生

産 ・消費のありょうを見ておこう 9)。

各国の生産面を規定する要素として，まず，気象

条件の違いがある。地中海性気候である地中海沿岸

は夏季の降雨に乏しく牧草の生育に適さないため，

生産力が低い。イタリアやポルトガル，ギリシャと

いった南欧諸国が牛肉の輸入超過であるのは(表 7)， 

こうした背景がある。これに対して西岸海洋性気候

である中欧以北は，温和で適度な降雨があり牧草の

生育に適している。

地形や土壌も生産を規定する大きな要素である。

平坦地で肥沃な土地は耕種農業にも適するため，畜

産部門の成立のためには穀物生産に匹敵する収益

性が必要となる。そのためには集約的な酪農が畜産

部門の中心となり，オランダやドイツ，フランス中

北部では，肉牛生産も酪農の副産物を利用した子牛

肉や若齢肥育牛肉の生産が主体となる。特にオラン

ダでは子牛肉生産がきわめて盛んで，域外への輸出

が多い。これに対して，.fr陵地や山岳地帯の痩せた

土地の場合，耕種部門の展開は限られ，放牧を主体

とした粗放的な肉用牛生産が比較優位を持つ。荒涼

とした丘陵地に牧草地が広がるアイノレランドやイ

ギリスの中北部では，草地主体型の肉用牛生産が行

われて牛肉の輸出余力が大きい。また，フランスや

イタリアの山岳地帯では肉専用種が飼養されてお

り，例えばフランスのシヤロ レーやリムジン，サ

レール，イタリアのキアニーナやピエモンテーゼな

ど，地域名を冠した肉専用種が生産されている。

9)EU域内の肉牛の生産・消費については，新山ほか(1999)に詳し

し、
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山羊・羊肉消費面でも，域内に

は大きなバラエティ ー

がある。図 3はEU加盟

国の l人当たりの年間

食肉消費量を，牛肉消

費量が多い順に並べた

ものである。食肉の消

費構成を見ると，年間

の l人当たり牛肉消費

が 2.4kgのポーランド

から， 29.7kgのルクセ

ンブ、ルグPまで 10倍以上

の差がある(図 3)。東欧

の旧社会主義圏の国々

はほとんどが 10kg未満

であるのに対して，西

欧諸国では全般に牛肉

消費量が多く，とりわ

け，フランス，イタリ

アに加えて，デ、ンマー

クやスウェーデン，ア

イルランドなど欧州l北

部の国々では20kgを超

える。こうした地域差

は， 一つには東欧諸国

と西欧諸国との所得格

差が関係しているが，

食文化の影響も大きい。
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図3 EU加盟国の l人当たりの年間食肉消費'量
資料 :FAOSTAT (2011年)

フランスとドイツでは l人当たり GDPはほぼ同水

準であるが，牛肉消費量ではフランスが 25.4kgで

あるのに対してドイツでは 13.4kgと，2倍近い差が

ある。

また同じ牛肉でも，好みの畜種や部位，調理方法

などは地域間で異なる。例えば，フランスやイタリ

アでは子牛肉が料理に多用されるため，オランダや

ドイツから子牛肉が大量に輸入されている。また，

欧州の北部や中部では赤身の濃い肉色が好まれる

のに対して，南欧では薄い赤色の肉が好まれるため，

赤身が不足する若齢肥育牛肉はフランスからイタ

リアへ輸出されている。このように EUでは，域内

において牛肉がきわめて複雑かつ活発に流通して

おり ，それらを通じて，域内の多様な生産形態と ，

多様な食文化が支えられていると言える。

5. おわりに

本稿では， EUにおける牛肉貿易と，その背後に

ある世界の牛肉貿易や制度的条件， EU域内の生

産 ・消費構造について節目敢してきた。

EUにとって牛肉は，その国土保全や農村社会の

維持にとっても，食文化における重要性という意味

でも，日本でいうところのコメと同じような役割を

果たすきわめて重要な品目である。しかし， EUの

牛肉は新大陸諸国に対して価格競争力で大幅に劣

る。こうしたなか， EUでは牛肉輸入をめぐる防疫

衛生上の諸条件や関税割当制度を通じて，域外に対

して事実上高い水準での保護貿易を続けてきたの

に加えて，直接支払い制度や各種補助金を通じて

域内の牛肉生産を支えてきた。他方， EU域内では
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無関税の条件のもと環太平洋圏，大西洋圏を大幅に

上回る大量の牛肉が流通している。

このような域外に対する保護貿易と域内での自

由貿易，言うならば経済のブロック化を通じて， EU 

は牛肉の自給と域内の多様な牛肉消費を両立させ

てきた。 EUの牛肉生産量は，生産刺激的な政策が

抑制された 1990年代以降には漸減したものの， 2000

年代に入ると安定的に推移し，近年では自給率もほぼ

100%と需給が均衡を保っている。今後も EUではFTA

の締結等を通じて全般には市場開放が進んでいく

ことは間違いない。しかし，牛肉部門については，

今後も域内への影響を慎重に見極めながら輸入管

理制度が設計されていくものと思われる。

EUで築かれてきた牛肉の輸入管理制度は，現在

の日本の牛肉輸出にとっても障壁となっている。と

りわけ，豪州やチリといった“wa訂正'輸出国が既

に低関税の輸出枠を得ているなかで，日本の和牛輸

出は相対的に不利な条件に置かれており，低関税枠

の獲得は日本の和牛輸出にとって喫緊の課題であ

る。筆者はそうした国際交渉の進捗やそのゆくえに

ついて具体的に議論できるだけの情報を持たない。

しかし，世界の牛肉貿易の構図を踏まえると，日本が

牛肉輸出をめぐり EUと特恵的関係を結ぶのはそれほ

ど難しくないように思われる。というのも， 日本と

EUはともに牛肉に価格競争力を持たず，互いの牛肉

生産を圧迫することなく，むしろ双方の食文化を豊か

にするかたちで，高品質の牛肉を少量ずつ輸出入する

といった貿易関係を結びやすいからである。

2014年 6月の輸出解禁後，日本の和牛は EU市場

において一般の牛肉の 10倍にも及ぶ突出した価格

で販売されており，和牛は既存の牛肉の価格体系や

消費噌好からは一線を画した超高級品として，域内産

の牛肉とは完全な市場の棲み分けができている 10)。

また，和牛の販売量はごく少量であり，量的にEUの

牛肉生産を脅かすものでもない。加えて， EUでは

既に豪州産やチリ産の“wagyu"が高級品としての

地位を確立しており，消費者にも「本物」としての

日本の和牛が手に入ることの期待は高い。むしろ，

10) “wagyu"も含めた欧州の牛肉流通の実態については，大臣

(2014a) ，大呂 (2014b)を参照されたい。また， 2014年の EUへ

の牛肉輸出実績(スイス，モナコを含む)は，輸出解禁以降，毎

月 5~10 トンで推移しており，年間で 50 トンを超えることは

ない見込みである。

日本の和牛輸出は， EUの多様で上質な食文化の実

現に寄与するものとして歓迎されている。

他方， EUから日本へは 2013年 2月に，フランス

およびオランダからの牛肉輸入が解禁されたが，

EU産牛肉は日本市場で米国産や豪州産に対する価

格競争力を持たないため，子牛肉のような特徴ある

高級食材が少量輸入されるにとどまっている。 2013

年実績では，フランスから輸入された冷蔵牛肉は他

国からの牛肉よりも 3倍以上高価であり，そのほと

んどが，空輸された子牛肉であったとされる 100輸

入量も 57 トンとわずかであり， 日本の圏内生産に

影響を与えるものではなく，むしろ子牛肉は希少な

高級食材として日本の豊かな食生活に寄与してい

る。こうした構図は，日本の EUへの和牛輸出と全

く同じである。 EUにとって， 日本の牛肉に対する

輸入障壁の撤廃は，価格競争力を持つ新大陸諸国が

それを求めるよりも，はるかに抵抗が少なく理解が

得られやすいはずである。

牛肉に限らず，日本と EUには高級食材を少量ず

つ輸出しあうかたちでの貿易を広げやすい条件が

ある。土地が狭小な EUと日本では，程度の差こそ

あれ，農産物の価格競争力が新大陸諸国に対して大

幅に劣っている点で共通している。域内に豊かで多

様な食文化と，伝統的な農業生産を抱える先進国で

あるという面でも共通点が多い。 EUへの和牛輸出

とそれをめぐる貿易交渉は，今後の EUへの農産物

輸出，ひいては両地域聞の農産物貿易のあり方を展

望するうえでも重要な試金石といえよう。
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