
カナダ農業政策の現状と問題― 

ＣＡＩＳＰを中心に 
 

新潟大学経済学部 教授 

小沢 健二 

 

はじめに ......................................................................................................................................................2 

１ ＡＰＦ、ＣＡＩＳＰの実施に向けた動き ......................................................................................2 

1) 実施協定の締結状況......................................................................................................................2 

2) 実施協定の内容 .............................................................................................................................3 

２ カナダ農業所得安定化計画（ＣＡＩＳＰ）の仕組みと特徴 ......................................................4 

1) リスク管理計画としてのＣＡＩＳＰの政策的理念、構想 ......................................................4 

2) ＣＡＩＳＰの仕組みと特徴..........................................................................................................5 

3) ＣＡＩＳＰのもとでの生産者負担、政府支払いの例示 ..........................................................7 

３ ＣＡＩＳＰの運用上の工夫とその問題 ........................................................................................11 

1) ＣＡＩＳＰ運用上の工夫............................................................................................................11 

2) 予想される諸問題........................................................................................................................12 

3) ＮＩＳＡ勘定の停止・閉鎖........................................................................................................13 

４ ＣＡＩＳＰをめぐる不確定条件など ............................................................................................14 

おわりに ....................................................................................................................................................15 

 

 

 －1－



カナダ農業政策の現状と問題―ＣＡＩＳＰを中心に 

小沢 委員 

 

はじめに 
 

2002年度に、農業政策構想（Agricultural Policy Framework =ＡＰＦ）が策定され、２１世

紀前半のカナダの農政改革に向けた第一歩が踏み出された。ＡＰＦは、科学、更新、環境、

食品の安全性・品質、およびリスク管理の５つのキ－タ－ムのもとに、２１世紀前半のカ

ナダ農業政策の枠組みを提起したものである。もっとも、2002年度にはＡＰＦは政策構想
としての理念提唱の域にとどまった。2003年度はＡＰＦの実施に向けて、施策の内実を定
め、実施体制を構築、整備する初年度に相当したのである。 

 

 なかでも、新しいリスク管理計画はＡＰＦの中心に位置するため、その策定、実施が最

大の懸案をなしている。新しいリスク管理計画としては、ＮＩＳＡとＣＦＩＰとを統合さ

せること自体は2002年度内に確定していた。しかし、統合の具体的な仕組みをどうするか
が課題とされ、水面下の折衝が関係者間で続けられていた。こうした経緯を経て、カナダ

農業所得安定化計画（Canadian Agricultural Income Stabilization Program=ＣＡＩＳＰ）が策定

されたのである。カナダの農業セイフティネット計画は独自性を有するゆえに、これまで

も国内外で注目を浴びてきた。ＣＡＩＳＰも新しい工夫を施しており、今後、内外の関心

を集めることが予想される。 

 

 それゆえ、小稿ではＣＡＩＳＰの特質と問題を中心に紹介する。その前提として、ＡＰ

Ｆ、ＣＡＩＳＰの実施に向けた連邦、州間の調整がいかに進捗しているかにも触れねばな

らない。ＣＡＩＳＰをめぐる問題もここに関わるからである。 

 

１ ＡＰＦ、ＣＡＩＳＰの実施に向けた動き 
 

1) 実施協定の締結状況 

 

カナダの農業政策の立案、実施は、連邦と州との共同所管事項である。このため、ＡＰ

Ｆ、ＣＡＩＳＰの実施には、連邦政府と州政府との協議、それによる合意形成が必要とさ

れる。とくに、ＡＰＦは２１世紀前半のカナダ農業政策の基本方向を提示するだけに、綿

密な手順が要請される。まず、ＡＰＦ実施に向けて連邦政府と各々の州政府間で政策枠組

協定(Agricultural Policy Framework Agreement)が締結される。これを通して、ＡＰＦの政策構

想、政策の大枠に関する連邦政府と当該州政府との合意が図られる。 
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政策枠組協定は、2003年３月末までにケベック州を除く全ての州との間で締結された。
これを受けて、実施協定(Implementation Agreement) の協議が開始された。実施協定は、Ａ

ＰＦのそれぞれの目標に即した施策の内容を定め、同時にその実施にあたっての連邦、州

政府の責任分担を明記したものである。それは2003年４月１日に遡って発効し、2008年３

月31日までの６年間を有効期限とする。要するに、実施協定は各々の州で実施されるＡＰ

Ｆの内実を定めるものである。ＣＡＩＳＰの実施に関しても、連邦と州政府の権限、責任

体制の明確化が要請されるだけに、実施協定はＡＰＦ、ＣＡＩＳＰの実施の鍵をなしてい

る。 

 

  実施協定の締結は、2003年５月12日のニュ－ファウンドランド州を皮切りに、６月４日
までにアルバ－タ、Ｂ．Ｃ．および東部大西洋岸諸州を含む、過半の州の間で完了した。

さらに９月11日にマニトバ州、12月11日にオンタリオ州との間で協定が締結され、オンタ

リオ州との協定成立によりＣＡＩＳＰの実施体制が公式に整ったのである。ＣＡＩＳＰの

発効要件は、３分の２以上の州の参加とカナダの農業産出高(1) の５０％以上をカバ－しな

ければならない。カナダ農業に占める産出額比率が高いオンタリオ州との協定締結を通し

て、ＣＡＩＳＰの発効要件が充たされたのである。 

注(1) ここでは農業産出高としたが、正確には生産マ－ジンとの表現である。生産マ－ジンの定義につ

いては３．で説明する。 

 

  2003年12月末現在、サスカチュワン、ケベック州との間の実施協定は、いまだ締結され
ていない。サスカチュワン州との実施協定は早晩、締結の見込みであり、ケベック州の間

でも2003年７月７日に枠組み協定は成立している。ＡＰＦの実施に際しては、ケベック州

政府との関係が最大の懸案であった。ケベック州との枠組み協定締結によって、ＡＰＦ、

ＣＡＩＳＰの実施体制は、2003年12月末現在、ほぼ整備されたと評価してよい。 

 

2) 実施協定の内容 

 

  実施協定は、ＡＰＦの５つの政策目標に即した計画、施策を州ごとに策定し、その予算

措置を定めている。実施協定を通して具体化される諸施策・計画は、個々の州農業が直面

する問題を反映している。例えば、肉牛部門の農業産出高比率が高く、ＢＳＥ問題に直面

するアルバ－タ州では、食品安全性目標との関係で食肉検査体制に関する諸計画が重視さ

れる。 

 

 実施協定のモデルとされるのは、マニトバ州との実施協定である。実施協定の概要を理

解するために、その概要をごく簡単に紹介しておこう。マニトバ州との実施協定は四部構
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成をとる。一部(Part1) は一般規定、二部(Part2) はリスク管理計画、三部(Part3) はその他計

画、四部(Part4) は付則であり、それぞれで対象とされる項目が明記される。 

 このうち新しいリスク管理計画に関わる二部が実施協定の中心であり、計画を構成する

概念(concept)の定義、予算措置などが定められる。とくに、新しいリスク管理計画におけ
る連邦と州の責任体制、具体的には連邦とマニトバ州との予算分担関係が明記される。ま

た、現行ＮＩＳＡの清算業務に関わる事項も規定されている。ＮＩＳＡは、連邦、州政府

がそれぞれ資金拠出する基金を通して運用されるため、ＮＩＳＡの清算業務は残金処理問

題などを派生させる可能性がある。それゆえ、ＮＩＳＡ精算に際しても、連邦と州政府の

それぞれの責任所在が明確にされるのである。      

             

 このように実施協定は、新しいリスク管理計画の実施の際の連邦と州政府の権限、責任

の特定化を中心とする。しかし、それだけにとどまらない。ＡＰＦの各々の目標に即した

施策・計画が具体化されるのである。実施協定を精査すると、ＡＰＦを通して各々の州で

実施される諸施策の内容をほぼ把握できる。 

 

 

２ カナダ農業所得安定化計画（ＣＡＩＳＰ）の仕組みと特徴 
 

1) リスク管理計画としてのＣＡＩＳＰの政策的理念、構想 

 

  2002年度までのカナダ農業のセイフティネットは、作物保険を除くと、ＮＩＳＡ、ＣＦ
ＩＰ、および州ごとに特定される付帯計画、これら三者から構成されていた。それが、Ａ

ＰＦのもとで新しいリスク管理計画＝ＣＡＩＳＰに統一される。ＣＡＩＳＰ策定に導いた

政策理念は、従来のセイフティネット計画を再検討した評価諮問委員会の見解に集約され

る。そこでの評価は、「従来のセイフティネット諸計画は状況に応じて便宜的に導入され、

特定農産物に傾斜し、農場全体を対象としてもおらず適切な資金供与の仕組ともはなって

いない、参加者も利用しにくい」などとするものである。 

 

 便宜的な導入および参加者が活用しにくいとの評価は、とくにＣＦＩＰに該当する。ま

た、農場全体を対象とせず、必要に応じた適切な資金供与となっていないことは、ＮＩＳ

Ａを念頭に入れている。これらの評価は多少の度合いはあれ、付帯計画にも該当する。こ

うした諮問委員会の評価を受けて、従来の諸計画をいかに是正するか、これがＣＡＩＳＰ

策定に際しての課題とされたのである。 

 

  このため、ＣＡＩＳＰは、「永続的な災害計画(permanent disaster program)」、「全ての農
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民に対する公平な対応(equitable treatment to all farmers)」、「必要に応じたより適切な直接

的な資金供与」、「簡素化された参加者に馴染みやすい計画(streamlined set of user-friendly 

programs)」、などの政策理念を体現するものとされる。このうち、全ての農民への公平な

対応とは、全ての農産物および全ての州の計画対象への組み入れを意味する。 

 

 また、ＣＡＩＳＰとＡＰＦの他の目標との整合性も重視された。具体的には、農業での

技術革新の推進、農業投資の促進、農業内部での既得権益化につながらないこと、などへ

の配慮である（１）。同時に、カナダ農業の対外的地位および対外農業交渉における立場の強

化も、ＣＡＩＳＰの課題となっている。具体的には、WTO農業協定との整合性はもちろん、

アメリカとの農産物貿易紛争をいかに回避するかに重点が置かれたのである（２）。 

  注(1)   政府文書では、“Contribute to market-oriented adjustments and adoption of technological     

innovations. Payment should not be capitalized into assets, Minimize the distortion of          

farmers' production and marketing decisions.”と表現される。 

  注(2)   これに該当する原語の表現は、“In conformity with international trading obligations and      

should minimize countervail risk,”である。 

 

2) ＣＡＩＳＰの仕組みと特徴  

 

 リスク管理計画としてのＣＡＩＳＰの最大の特質は、従来のＮＩＳＡとＣＦＩＰとを一

つの計画に統合したこと、およびその統合の仕組みに存在する。ＮＩＳＡは、当該年度の

純農業所得（３）が過去５ヶ年の平均純農業所得を下回ると、その差額をＮＩＳＡ勘定から引

出しうるもので、農場所得の安定化(stabilization) を目的とする計画である。ＮＩＳＡが純

所得安定化勘定と称されるゆえんでもある。これに対し、ＣＦＩＰは当該年度の農業所得

が過去５ヶ年平均の７０％水準を下回る事態を「災害」とし、その７０％までの差額を補

填する「災害計画」(disaster program) と位置づけられる。 

 注(3)   ＮＩＳＡは後に触れるように粗農業マ－ジンの概念を使用しているが、ここでは理解しやすい

ように、 便宜上純農業所得と表現する。 

 

 それゆえ、ＮＩＳＡとＣＦＩＰがＣＡＩＳＰのもとにいかに統合され、その際にどのよ

うな工夫が施されているか、このことの理解を通してＣＡＩＳＰの仕組みが明らかになる。

３．で検討するように、ＣＡＩＳＰとＮＩＳＡ、ＣＦＩＰとでは所得補償の基準をなす所

得概念が相違する。しかし、この点を措けば、当該年度の農業所得（４）が過去５ヶ年の平均

所得水準を下回ると、勘定に差額分が補填される仕組は、ＣＡＩＳＰもＮＩＳＡ、ＣＦＩ

Ｐを基本的に踏襲している。 

 注(4)   正確には後にみるようにマ－ジンの概念にもとづくが、説明の便宜上農業所得と表現する。  
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 しかし、差額補填の仕組みと政府拠出分の負担のあり方に独自の工夫が施される。それ

は、ＣＡＩＳＰ勘定の計画参加者による預託の引出しを条件に政府拠出分がその勘定に振

込まれる（計画参加者に支払われる）こと、および当該年の所得減少幅（過去５年間の平

均所得と対比した）に応じて、差額補填の政府負担割合が上昇すること、この二点に要約

される。 

 

 周知のようにＮＩＳＡは、当該年度の農場所得が一定水準を下回る場合に、ＮＩＳＡ勘

定からの引出しによって農場経営の安定化を図るものである。しかし、農場所得の減少に

もかかわらず、参加者による勘定からの引出しの保証はなかった。計画参加者にすると、

農場経営のキャシュ・フロ－の悪化にもかかわらず、ＮＩＳＡの勘定Ⅰ（生産者拠出分）

への割増利子補給もあって、勘定を引出さないことが中長期的には有利であった。政府拠

出額が引き出されないことが適切な資金供与の仕組みではない、との批判をＮＩＳＡが受

ける原因でもあった。 

 

 この是正のために、ＣＡＩＳＰの場合には、勘定預託からの引出しを要件に、政府支払

いがなされる仕組みとなっている。また、所得減少幅に応じる差額補填の政府負担割合は

次のようである。ＣＡＩＳＰでは農業所得補償として、生産マ－ジン(production margin) と、

基準マ－ジン(reference margin) の概念とが使用される。まず、当該年の生産マ－ジンが過去

５年間の平均生産マ－ジン、すなわち基準マ－ジン、を下回る範囲が１５％までの場合に

は、差額補填の生産者と政府の拠出負担割合は同一の５０％である。次の１５～３０％の

減少範囲の負担割合は生産者３０％、政府７０％、さらに３０％以上の減少範囲の差額補

填の場合には、生産者２０％、政府８０％の負担比率となる。要するに、当年生産マ－ジ

ンの減少率の上昇に応じて、差額補填の政府負担比率も上昇する仕組みである。 

 

 生産マ－ジンの減少率に応じて政府負担比率が上昇するのは、ＣＡＩＳＰがＮＩＳＡ、

ＣＦＩＰを踏襲するためである。ＣＡＩＳＰでは、基準マ－ジンの７０％水準までの補填

部分は「安定化範囲(stabilization range)」、それを上回る基準マ－ジンの７０％未満の差額

補填は「災害範囲(disaster range)」とそれぞれ位置づける。「安定化範囲」の所得補償は自

己責任割合を相対的に高くし、不測事態の「災害範囲」については政府負担比率を高く設

定する。従来のＮＩＳＡは「安定化範囲」を、ＣＦＩＰは「災害範囲」をそれぞれ対象と

すると想定される。 

 

 なお、リスク管理計画としてのＣＡＩＳＰのもう一つの特質は、農業所得減少の際の補

償範囲を生産者の自由選択制とすることである。下限（最小限）と上限（最大限）との補

償範囲を設定し、そのなかで６つの選択肢が与えられる。下限は「災害範囲」の補償を対
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象とし、上限は「安定化範囲」の上位部分の基準マ－ジンの９２％までを補償するもので

ある。そして、補償選択の際には、補償に見合うＣＡＩＳＰ勘定への生産者負担分の預託

がＣＡＩＳＰへの参加条件となっている（５）。 

  注(5) 選択できる補償水準は、基準マ－ジンの７０％、７５％、８０％、８５％、９０％、９２％のそ

れぞれ６段階である。補償水準は６段階の選択制であるが、補償上限は基準マ－ジンの９２％であ

る。これらは農水省国際政策課からの情報による。 

 

3) ＣＡＩＳＰのもとでの生産者負担、政府支払いの例示 

 

 この記述だけの紹介では、ＣＡＩＳＰの仕組みが分かりにくい。そこで、カナダの政府

文書で紹介されている図解によって、補足しておこう。差額補填に関する生産者、政府の

それぞれの負担割合は、図１に具体的に示される。負担割合は、当年生産マ－ジンの基準

マ－ジンに対する減少率に応じて変化している。濃い図示の部分が生産者負担、薄く図示

される部分が政府負担を示している。図にみるように、当年生産マ－ジンが基準マ－ジン

の０～７０％の場合、その部分の差額補填は政府８０％、生産者２０％のそれぞれの割合

で負担される。 

 

 なお、基準マ－ジンの７０％までの「災害範囲」の所得補償も、７０～８５％および８５

～100％までの「安定化範囲」と同様に、生産者によるＣＡＩＳＰ勘定からの預託引出によ
って、はじめて政府支払いがなされる。「災害範囲」と「安定化範囲」の所得補償の政府

支払方式に差異は存在しない。具体例を通して、生産者負担、政府支払い、補償される所

得額の三者の関係をみておこう。 

 

 計算を単純化するために、ここでは計画参加者の基準マ－ジンを１０万㌦、補償範囲を

最小範囲（下限の基準マ－ジンの７０％補償）とし、当年生産マ－ジンが６万㌦（基準マ

－ジンを４０％下回る）と、生産マ－ジンがゼロの二ケ－スを取り上げる。いずれのケ－

スも、生産者は勘定に少なくとも１万4000㌦を預託しなければならない。生産者の預託額

は、基準マ－ジン１０万㌦で最小補償範囲の場合には、１０万㌦×0.7(７０％)×0.2（生産
者の負担割合の２０％）＝１万4000㌦として算出される。 
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図１．生産者と政府の負担割合

生産者拠出 政府拠出
↓ ↓ 100%

50% 50%
80%

[安定化]
30% 70%

70%

基準マージン

[災害] 20% 80%

0%

 

 この前提のもとで、前者のケ－スが図２、後者のケ－スが図３に示される。前者のマ－

ジン減少分は４万㌦であるが、そのうち１万㌦は「災害範囲」に相当するために生産者の

負担額は2000㌦、政府支払額は8,000㌦となる。次の１万5000㌦のマ－ジン損失分（「安定
化範囲の下位部分」）の生産者負担分は4,500㌦（１万5000㌦×0.3）、政府支払額は１万
500㌦であり、残りの１万5,000㌦の損失分に関しては、生産者負担額と政府支払額は同一
のそれぞれ7,500㌦となる。結果として、基準マ－ジンから当年生産者マ－ジンが４万㌦減
少する場合には、生産者負担額１万4,000㌦、政府支払額２万6,000㌦であり、結果として
基準マ－ジンの１０万㌦が保証される。 

 

 第二のケ－スの当年生産マ－ジンがゼロの場合には、基準マ－ジンの７０％までの生産

者負担額が１万4,000㌦（10万㌦×0.2×0.7）、政府支払額は５万6,000㌦（10万㌦×0.8×
0.7）であり、合計すると基準マ－ジンの７０％が補償される。 
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図２．マージン下落率40%のケース（基準マージン１０万ドル）

生産者拠出額 政府拠出額
↓ ↓ 100%

80%
下落率
40%

70%

基準マージン

0%

生産者支払額
  ($2,000 + $4,500 + $7,500) = $14,000
政府支払額
($8,000 + $10,500 + $7,500) = $26,000

補償額    = $40,000
当年マージン 　 = $60,000

合計                                '$100,000

$7,500

$4,500

$2,000

$7,500

$10,500

$8,000

 $60,000 当年マージン
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図３．マージンがゼロのケース（基準マージン１０万ドル）

生産者引出額 政府拠出額
↓ ↓ 100%

80%

70%

下落率
100% 基準マージン

0%

生産者支払額                = $14,000
政府支払額                   = $56,000

補償額                          = $70,000
当年マージン  　             =        $0

合計                 '$70,000

20%
$14,000

80%
$56,000

 

そして、基準マ－ジンに対する当年マ－ジンの減少分（損失分）の補償は、勘定預託の

１万4,000㌦を生産者が払い出し、これを条件に前者のケ－スでは２万6,000㌦、後者のケ
－スでは５万6,000㌦を政府がそれぞれＣＡＩＳＰ勘定（口座）に振込むことによっている。 
 

 このようにＣＡＩＳＰの運用に際しては、「災害範囲」と「安定化範囲」、さらに「安

定化範囲」にも上、下位の区分を設け、それぞれに応じて生産者と政府の負担割合に差を

付け、生産者による拠出分の払出しを条件に政府支払いがなされる。ここに、リスク管理

計画としてのＣＡＩＳＰの斬新性、妙味が見出される。ＣＡＩＳＰ立案者の苦心の成果と

も評価できる。これ以外に、ＣＡＩＳＰの運用面で様々な工夫が施されている。ＣＡＩＳ

Ｐの特質を理解するには、これについても言及せねばならない。ＣＡＩＳＰをめぐる予想

される諸問題と併せて、この点についても簡単に検討しておこう。 
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３ ＣＡＩＳＰの運用上の工夫とその問題 
 

1) ＣＡＩＳＰ運用上の工夫 

 

 カナダの農業に関わるセイフティネット諸計画は、それぞれに特有な概念(concept)にもと

づいて運用される。なかでも、各々の計画で保証基準とされる農業あるいは農場所得は通

常の所得概念とは相当に相違している。例えば、ＮＩＳＡでは粗農業マ－ジン(gross margin)、

ＣＡＩＳＰでは生産マ－ジン(production margin)が、それぞれ保証基準の概念として使用さ

れる。しかし、マ－ジンの同じ表現をとっても、両者の内実は相当に異なっている。 

 

 ＣＡＩＳＰの生産マ－ジンは、農業粗収益からごく限定した可変経常費用を控除して算

出される。生産マ－ジンには資本支出に関わる固定経費を含むばかりか、控除される経常

費用も肥料、農薬、燃料、飼料など現金支出をともなう経常費用だけである。控除される

可変経常費用は、経常経営費用の場合よりもはるかに少ない費用である。このため、ＣＡ

ＩＳＰの生産マ－ジンはＮＩＳＡ、ＣＦＩＰの粗農業マ－ジンを５０％ほど上回ると推計

される。農場経営収支が悪化した際に、生産者に有利なようにマ－ジン概念が設定されて

いる。基準マ－ジン(reference margin) の算出方法は、ＮＩＳＡ、ＣＦＩＰの場合と同様であ

る。過去５年間の生産マ－ジンの平均であり、５年間の最高、最低を除いた３ヶ年平均と

して算出される。 

 

 ＣＡＩＳＰにおいては所得補償の政府支払い上限も、ＮＩＳＡ、ＣＦＩＰよりも格段に

引き上げられている。ＮＩＳＡの生産者預託上限は２５万㌦（または粗農業マ－ジンの３

％）であり、これが政府支払い上限にも相当する。また、ＣＦＩＰの政府支払い上限も１

４万5,000～１７万5,000㌦である。これに対し、ＣＡＩＳＰの政府支払い上限は９７万
5,000㌦（または基準マ－ジンの７０％相当）であり、ＮＩＳＡ、ＣＦＩＰの場合を大幅に
上回っている。 

 

 これは、肉牛、養豚および供給管理部門の酪農、家禽などをもＣＡＩＳＰの計画対象に

組み入れたためである。農業収益が大きい畜産部門をＣＡＩＳＰの計画対象としたため、

政府支払い上限も引き上げざるをえなかった。しかも、９７万5,000㌦の支払い上限は確定
したものでなく、さらなる引き上げも一部で予想される。 

 

 ＣＡＩＳＰ勘定に関しても、弾力的な運用が予定される。ＣＡＩＳＰへの参加資格とし

ては、少なくとも基準マ－ジンの１４％相当のＣＡＩＳＰ勘定への預託が必要となる。し

かし、新規参入や農場経営収支が悪化した生産者の場合、預託する生産者拠出分の調達は
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必ずしも容易ではない。これら特別の事情を抱える生産者には、預託割引措置(discount 

deposit)も用意される。 

 

  このようにＣＡＩＳＰには運用面で様々な工夫が施され、計画参加者に有利になるよ

うに配慮されている。しかし、そのような工夫は、同時に、ＣＡＩＳＰの運用面における

様々な問題を内在させる。 

 

2) 予想される諸問題 

 

ＣＡＩＳＰは「災害」と「安定化」対策を組み合わせ、前者と後者とで政府負担割合に

格差を付けている。これによりＷＴＯ農業協定との整合性も図られ、リスク管理計画とし

て合理性を有している。また、ＣＡＩＳＰは基準マ－ジンの９２％までの所得補償を可能

とし、計画参加者にとって相当に手厚い措置でもある。農業生産者は、ＣＡＩＳＰへの参

加を通して経営リスクを回避でき、ＡＰＦの目標でもある農業経営における更新、技術革

新に安心して取り組むことが可能となる。 

 

 しかし、ＣＡＩＳＰは市場動向に応じて多額の財政支出を要することにもなる。手厚い

保証措置は政府負担割合が高いことを意味する。政府支払い上限の大幅引き上げも、一農

場当たり政府支払額の増加を想定したものである。このため、農業をめぐる市場環境が急

変し、２～３年連続して農場経営収支が大幅な損益に落ち込む事態が生じると、ＣＡＩＳ

Ｐは財政面から機能しえなくなる可能性を内在させている。  

 

 これに対しては、ＣＡＩＳＰの参加条件として作物保険への加入を義務づけ、2005～2006

年の作物保険の大幅改編も予定される。作物保険との同時加入によって、農場経営収支の

極度な悪化への予防措置が講じられる。しかし、ＣＡＩＳＰは大規模経営の比重が高い畜

産部門を計画対象に組み入れ、しかも畜産部門の収益性は頻繁に変動しがちである。これ

らの事情を考慮すると、ＣＡＩＳＰの運用が財政面から制約を受ける可能性は否定できな

いのである。 

 

 また、ＣＡＩＳＰ運用の様々な工夫とも関連しての問題の発生も予想される。例えば、 

勘定を設定できない農家への対応問題である。ＣＡＩＳＰへの参加は、農場による一定額

の預託保有がその資格要件となる。キャシュフロ－との関係では、基準マ－ジンの１４％

の預託は個々の農場にとっての相当の経済負担かもしれない。ＣＡＩＳＰへの参加を担保

に、金融機関からの融資による預託確保も一般には想定される。しかし、生産者が金融機

関から融資を円滑に受けられる保証は存在しない。 
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なお、キャシュフロ－が悪化する農場に対しては、割引預託措置が適用されることは、

すでに紹介した。割引措置の新規参入農場への適用基準は明確だとしても、キャシュフロ

－が悪化した農場への適用は、基準設定の点で困難が予想される。運用に際しての様々な

工夫が、単純かつ参加者の使用しやすいリスク管理計画というＣＡＩＳＰの特質と、齟齬

をきたしかねないのである。 

 

 さらに、当面の最大問題はＣＡＩＳＰがスケジュ－ル通りに発効するかどうかである。

政府は、2003年作物年度からの発効を目標に、ＣＡＩＳＰの周知徹底に努めている。しか
し、オンタリオ州との実施協定成立を経た2003年12月上旬に、全国レベルでのＣＡＩＳＰ
発効の法的整備がなされたばかりである。実施協定の締結が先行した諸州では、ＣＡＩＳ

Ｐの農業生産者間への広報は順調かもしれない。しかし、全国一律に2003年度中にＣＡＩ
ＳＰが順調に発足するのは難しいであろう。 

 

 これには、ＣＡＩＳＰを特質づける生産マ－ジンに関わる統計の集計・整備問題も関係

する。ＣＡＩＳＰの実施には、生産マ－ジンの概念にもとづく基準マ－ジンの集計、算出

が必要となる。生産マ－ジンはＮＩＳＡのマ－ジン概念よりも明解かつ単純ではある。し

かし、それにもかかわらず、過去５ヶ年に遡っての基準マ－ジンの集計、算出は相当の作

業量を要するであろう。結局、2003年度のセイフティネット計画としては、ＮＩＳＡ、Ｃ

ＦＩＰも適用され、ＣＡＩＳＰの実施は部分的にとどまるものとみられる。 

 

3) ＮＩＳＡ勘定の停止・閉鎖 

 

ＣＡＩＳＰの実施業務は、行政組織的にはＮＩＳＡ、ＣＦＩＰの担当部局が引き継ぐこ

とになる。そして、ＮＩＳＡの業務自体はＣＡＩＳＰの実施にともなって縮小、停止され

る。ＮＩＳＡの参加者は、勘定Ⅰ（生産者勘定）の積立金をＣＡＩＳＰの預託分に振り替

え、また政府拠出分の勘定Ⅱを全て引出さねばならない。勘定Ⅱの引出し完了（政府拠出

積立金の解消）によって、ＮＩＳＡ勘定は閉鎖されることになる。 

 

 2003年現在のＮＩＳＡ勘定の積立金残高は総額（Ⅰ、Ⅱを合わせて）４４億5,600万㌦、
参加者総数は1５万人ほど（一参加者当たり平均勘定残高は３万㌦前後）にのぼる。ＮＩＳ
Ａの勘定残高は膨大であり、一挙に勘定を閉鎖すると資金移動を含む様々な問題が派生す

ることも予想される。このため、ＮＩＳＡ勘定の閉鎖は次のような弾力的なスケジュ－ル

となっている。 

 

 まず、2004年３月31日からＮＩＳＡの停止業務を開始し、勘定Ⅰの生産者勘定のＣＡＩ
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ＳＰ勘定への移管を可能にする。勘定Ⅰへの３％の割増利子の政府給付は、2003年12月31
日をもって廃止される。勘定Ⅱの残高については、参加者が毎年少なくとも２０％ずつ引

出すことを義務づける。例えば、勘定Ⅱの残高を2005年度末に８０％にまで、2006度末に
６０％にまで、2007度末には４０％にまで少なくとも削減させ、2009年３月31日までに勘
定Ⅱ残高の全ての引出しを完了させ、ＮＩＳＡ勘定を閉じねばならない。もちろん、これ

以前に引出しを完了させるのは参加者の自由である。 

 

 勘定Ⅱの全額引き出しによって、ＮＩＳＡ勘定は閉鎖される。勘定Ⅰの積立金はＣＡＩ

ＳＰの預託への随時振り替えが可能である。そして、勘定ⅠのＣＡＩＳＰ勘定への振り替

えを除くと、勘定Ⅰに対する制約はない。それは、勘定Ⅰの積立金は該当する金融機関の

口座への生産者預金であり、その処理は参加者個人の資金運用上の裁量だからである。こ

のようにＮＩＳＡ勘定の閉鎖に際しては、勘定Ⅱの全額引き出しによって問題が生じない

よう、閉鎖業務に時間的余裕をもたせているのである。 

 

 

４ ＣＡＩＳＰをめぐる不確定条件など 
 

 今後のＣＡＩＳＰの実施をめぐっては、様々に不確定な諸条件あるいは不明な事情が存

在する。それは、３．とも密接に関わる問題である。このうちの最大の不確定条件は、実

施協定の全ての州との締結がいまだ完了していないことと関係する。とくに、ケベック州

との実施協定が未締結なことは、酪農、家禽など供給管理部門へのＣＡＩＳＰの適用のあ

り方を不透明にしている。ＡＰＦの枠組み協定は、連邦政府とケベック州との間で2003年

７月に締結された。枠組み協定の締結に際して、連邦政府は酪農、家禽部門での供給管理

政策の維持を表明していた（１）。 

   注(1) ケベック州との実施協定の締結に際して、連邦政府は供給管理政策の維持を公表したが、これ

は、当時のヴァ－クリフ農業大臣の声明によるものである。そのニュ－スの原文は、“Minister 

Vanclief stated the implementation agreement will recognize Canada's supply management 

system and its three pillars: import controls, a cost of production pricing policy , and 

production controls. Mr. Vanclief also reiterated his commitment to vigorously defend 

supply management during the next round of negotiations at the World Trade 

Organization.” (News Release,2003 July7, p.6) である。 

 

 しかし、供給管理政策の維持と供給管理部門のＣＡＩＳＰへの組み入れは、政策的に矛

盾する要素を含んでいる。秩序ある供給管理政策の対象部門では、その出荷・価格条件は

一定に維持されるため、ＣＡＩＳＰが想定する「災害」が生じないからである。このため、
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秩序ある供給管理政策とＣＡＩＳＰの運用をどのように調整するかは、今後のカナダ農業

政策にとって極めて重要な課題である。 

 

 また、農場経営収支が赤字を計上した際の損失分(negative margin)の扱いも、今後、論議

される可能性が高い。ＣＡＩＳＰは基準マ－ジンの０～９２％を補償範囲とし、農場経営

収支の損失分を補償範囲から除外している。しかし、ＣＡＩＳＰが「災害」のリスク管理

計画であるならば、損失分も当然に補償範囲に組み入れべきと、一部の州は主張している。

ある意味で当然な主張であり、損失分の扱いは作物保険改編とも関連して、ＣＡＩＳＰ運

用の不確定要素の一つをなしている。  

 

 さらに、ＣＡＩＳＰの予算執行に関しても不透明な要素が存在する。連邦政府はＣＡＩ

ＳＰに年間１１億㌦の予算を充当する。これは、現行のセイフティネット計画への政府支

出額を５億㌦も上回る予算規模である。しかし、ＣＡＩＳＰへの実際の政府支出額は当面、

現行水準を相当に下回るとみられる。それは、ＣＡＩＳＰの基準マ－ジンが過去５ヶ年平

均に設定される、その仕組みに関連する。2003作物年度の基準マ－ジンは、1998-2002年
の農業収益をベ－スとし、相対的に低位に設定される。2003年度以降の生産マ－ジンは基
準マ－ジンを上回り、ＣＡＩＳＰが発動されないことが充分予想されるのである。  

 

 要するに、連邦政府が１１億㌦の予算をＣＡＩＳＰに充当しても、ＣＡＩＳＰの仕組み

のもとでは予算が執行されない事態が発生する。この際にＣＡＩＳＰ予算をどのように活

用するかが問題であり、この予算取扱い問題は現時点では不明である。カナダの農業政策

をめぐっては、連邦と州との支出負担割合をいかに調整し、連邦拠出金を州にどのように

配分、支出するかは最大の争点となる。それゆえ、ＣＡＩＳＰの予算執行に関わる問題は、

ＡＰＦの他の諸政策の予算支出にも波及せざるをえない。 

 

 このように、今後のＣＡＩＳＰの実施をめぐって、いくつかの不確定な条件、要素が残

される。そして、これらの不確定条件にいかに対処するかは、政府支出全体の処理とも関

連して、今後のＡＰＦの実施全体に深く関わるものである。 

 

 

おわりに 
 

 ＣＡＩＳＰは、1990年代初頭以降最近時までのセイフティネット諸計画の経験をもとに、

入念に考案された計画である。今後、ＣＡＩＳＰへの関心は内外で一層高まるであろう。

しかし、連邦と州政府との協議の余地がいまだ残されており、その運用、実施をめぐって
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本文で指摘したような、いくつかの不確定条件、要素も存在する。このため、リスク管理

計画としてのＣＡＩＳＰへの評価には、いましばらくの時間の経過を必要とする。ＣＡＩ

ＳＰの運用をめぐる諸問題、および不確定条件がいかに処理、解消されるか、これが当面

の課題となるのである。 

 これとも関連して、今後のカナダの農業政策をみるうえでは、ＡＰＦのもとで実施され

る諸施策・諸計画が、それぞれの政策目標ごとにいかに具体化、特定化されるか、この検

討が要請される。これは、ＡＰＦの実施協定をより詳細に検証することでもある。ＡＰＦ

の実施協定は、連邦と各々の州とが共同で実施する、諸施策・諸計画を具体的に定めるも

のであるが、それは州ごとに多様、多岐にわたっている。 

 

 このためＡＰＦの検討には、最低限、次の作業が必要とされる。第一は、実施協定で特

定化される施策・計画を、州ごとに整理することである。第二に、そのなかでＡＰＦのそ

れぞれの目標に従って最も重視される施策・計画を、各々の州ごとに特定することである。

第三に、それぞれに重要とみなされる施策の実体、実施状況、および政策効果などを各々

の州に即して調査、検討することである。 

 

 ＡＰＦは理念的な政策構想を提起する一方で、その政策課題を裏づける施策・計画は州

ごとの農業事情を反映している。ＡＰＦの評価はいまだ時宜尚早であるが、州レベルでの

施策・計画の検証が、ＡＰＦの評価に際してはとくに要請されるのである。 
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