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２００３年ＣＡＰ改革 

 

 

１．概 況 

 

 (1) 改革の背景 

2003年６月26日、ルクセンブルグEU農業閣僚理事会は、数週間にわたる困難なマラソン交渉の末、

新たなCAP改革について政治的合意に達した。それは、前年から検討されてきたEU共通農業政策の

「中間見直し（MTR）」１に関する欧州委員会提案について、一部修正の上、加盟国間で合意が成

立したことを意味する。 

まずMTRについて、簡単に振り替えることからはじめよう。1999年３月ベルリン欧州理事会で合

意の見られたいわゆる「アジェンダ2000」のCAP改革は、2000－2006年の中期財政計画をベースと

していたが、財政規律の遵守とCAP改革の実施とを将来的に両立させる点について、若干の危惧が

表明された。こうした背景の下に、この1999年改革はその実施期間の中間時点、すなわち2003年に

おいて「中間見直し」を行なう旨の決定がなされた。 

この決定に基づき、欧州委員会は、2002年7月、MTRのための提案を行ない、2003年１月には法

案形式の正式な提案がなされた。この提案は、昨年度報告２で述べたように、「中間見直し」とい

う一般観念に反して、急進的な改革構想を含むものであり、このために欧州農業界全体を通じる激

しい批判と加盟国間の対立を引き起こした。しかし、WTO交渉の日程との関連で合意の期限が設定

されるなかで、閣僚理事会における困難な交渉が続けられ、6月26日、ようやく合意にこぎつけるこ

とができた。 

従来のCAP改革が、外的要因よりも内的要因に強く規定されていたのに比べ、今回の改革はWTO

対応の必要性という外的要因が大きく作用したといわれている。確かに、農業者への直接支払いを

生産の性質や量から切り離すという意味におけるデカプリングを導入する深刻な改革が、もう少し

時間をかけてではなく2003年に実行されなければならなかった背景としては、WTO農業交渉が重要

な影響を与えたことは疑いないところである。しかし、中長期的な改革の方向については、価格支

持と国境調整を中心とする伝統的なCAPから、WTO農業協定の理念に沿ったデカップリング型の直

接支払いによって農業の多面的機能を支援するCAPへと転換することについては、EU内部でますま

す広範な支持が形成されてきたことに注目すべきであろう。単にWTO対応という外的要因ではなく、

15カ国から25カ国へのEU拡大を展望するなかで、中長期的なCAPの展開方向が内的な要因にも支え

られて選択されたと考えられる。２１世紀初頭のＥＵ農政をめぐる客観情勢は、20世紀のCAP成立

期に比して、大きく変わってきていることに注目しなければならない。 

今回のCAP改革において全面的デカプリングの導入に強く反対したフランスにおいて、2003年改

革の効果を分析した畜産研究所（Institut de l’Elevage, 農業団体系研究機関）の報告書３は、2003年

CAP改革を必然にした背景として次の4点を指摘しているが、それは今日の客観情勢の理解に役立つ
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であろう。 

● 将来の拡大EUの財政ニーズを考慮して、EU財政の主な負担諸国（とくにドイツ）において、

農業財政を少なくとも相対的に圧縮する必要性が強く主張されたこと。 

● WTO農業交渉への対応の必要性が強く認識された（輸出補助金や国内補助金の削減、「平和条

項」の失効後の事態に備える必要性など）。 

● 伝統的CAPの農業保護のもつネガティヴな側面（環境への負荷、過剰生産）がますます明白に

なり、世論の批判が強くなったこと。 

● 経済政策思想として規制緩和や自由な企業活動を重視する傾向が強まり、農政でも市場志向的

な政策が追求されるようになったこと。 

 

 (2) 関連規則と改革の骨子 

2003年ＣＡＰ改革は、６月26日の合意成立の後、９月に入って条文整理作業が進められた。そし

て最終的な条文は、９月29日のＥＵ農業閣僚理事会で採択され、10月21日付けのＥＵ官報で公表さ

れた４。 

関連する理事会規則は次の７本である。 

● 共通農業政策による直接支持制度に関する共通規則（理事会規則第1782-2003号） 

● 農村振興支持に関する規則の改正（理事会規則第1783-2003号） 

● 穀物共通市場組織に関する規則（理事会規則第1784-2003号） 

● 米共通市場組織に関する規則（理事会規則第1785-2003号） 

● 乾燥飼料共通市場組織に関する規則（理事会規則第1786-2003号） 

● 牛乳・乳製品共通市場組織に関する規則（理事会規則第1787-2003号） 

● 牛乳・乳製品部門における課徴金を制定する規則（理事会規則第1788-2003号） 

これらの規則による改革を内容的に整理すれば、枠組１のとおりである。 

 

[枠組１] 2003 年ＣＡＰ改革の概観 

 

(1) 単一支払い制度 

● 価格市場政策に属す直接支払いについていわゆるデカプリングの導入（各経営への価格市場

政策関連支払いの全体を生産の性格及び量から切り離すデカップル支払い制度の確立、並び

に、地域農業の衰退を防ぐための生産リンク型方式の部分的存続） 

● 支払額算定の基準期間：2000-2003年の支払い実績 

● 支払受給権の有償譲渡制度 

● 加盟国内での地域的適用 

● 加盟国の全国留保制度 

● 休耕支払い受給権 
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(2) クロス・コンプライアンス（受給者の遵守すべき条件） 

● 環境、動物愛護､人及び動植物の安全性に関連する18指令の遵守。 

● 農用地は農業的・環境的に良好な条件を維持すること。 

● 永年草地の耕地転換の制限。 

(3) モジュレーション（支払額の調整） 

● 経営当たり支払額5000ユーロを超える支払いについて漸進的に削減（3％から5％の削減） 

● 調整により節約される予算は、農村振興施策に充当する。 

(4) 農業経営への助言制度 

(5) 財政規律条項 

(6) 農村振興施策の改正 

● 食料の品質向上 

● 環境、動物愛護及び家畜衛生に関連する基準の遵守 

● 若年農業者への支援 

● ＥＵ環境計画“Nature2000”の推進 

● 森林（生態的・社会的目的のための支援） 

● 基準遵守に向けた農業助言事業 

(7) 部門別政策の改正 

● 穀物 

● 米 

● 乳製品 

● その他 

 

２．単一支払い制度（single payment scheme；régime de payment unique） 

 

 (1) 基本的仕組み 

 

  1) 一般的規定 

● 参加資格（第33条）：農業者は､次のいずれかに該当する場合、単一支払い制度に参加する。 

(a) 基準期間（2000-2002年）において、耕種、米、牛肉、牛乳・乳製品、羊・山羊などの関連支

持制度（規則付表Ⅵに掲載の11制度）の少なくとも１つによる支払いを受けた場合。 

(b) 上記の条件を満たす農業者から相続により経営（又はその一部）を引継いだ場合。 

(c) 全国留保枠または譲渡により支払い受給権を取得した場合。 

● 申請（第34条）：制度発足の第１年目には、加盟国の担当局は、基準期間に関連支持制度による

支払いを受けた農業者に、基準額、関連面積、受給権の数と価額を記載した申請書を送付する。

農業者は、加盟国によって定められた期日（毎年５月15日以前）までに申請を行なう。 
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● 支払いの原則（第36条）：単一支払い制度による支払いは、受給権がそれに相当する適格農用地

面積（永年作物､林地などを除き、耕地及び永年草地を含む）の経営により裏打ちされることを

条件に供与される。 

 

  2) 基準額（reference amount；montant de référence） 

● 基準額の算定（第37条）：基準期間における関連支持制度による支払い総額の年平均額。 

● 国別予算シーリングによる調整（第41条及び付表Ⅷ）：各加盟国について、基準額の総計は国別

シーリング（表１参照）を上回ることはできず、必要な場合、加盟国は一律の削減を行なう。 

● 全国留保枠（第42条）：上記の調整後、加盟国は全国留保枠の形成のため、基準額について一律

の削減を行なう（原則３％以下）。全国留保枠は、農業者間の公平性の確保並びに市場及び競争

の歪曲性の回避に配慮しつつ、新規参入農業者の優遇や条件不利農業への補償など使用される。 

 

表１ 単一支払い制度のための国別予算シーリング 

（単位：百万ユーロ） 

 2005年 2006年 2007年以降 

ベルギー 411 411 528 

デンマーク 838 838 996 

ドイツ 4,479 4,479 5,468 

ギリシャ 837 834 856 

スペイン 3,244 3,240 3,438 

フランス 7,199 7,195 8,055 

アイルランド 1,136 1,136 1,322 

イタリー 2,539 2,530 2,882 

ルクセンブルグ 27 27 37 

オランダ 386 386 779 

オーストリア 613 613 711 

ポルトガル 452 452 518 

フィンランド 467 467 552 

スエーデン 612 612 729 

英国 3,350 3,350 3,868 

出所：理事会規則第 1782-2003号付表Ⅷ. 

 

  3) 受給権（payment entitlements；droits au payment）５

● 受給権の決定（第43条）：農業者はヘクタール当たりの受給権を受け取る。これは基準額を、基

準期間の関連農用地の平均ヘクタール数（基準期間における関連支持制度による支払いの基礎

となった土地面積全体の３年平均）で除することによって得られる。受給権の総数は、上記の

平均ヘクタール数に等しい。 

● 受給権の使用（第44-45条）：適格農用地面積（eligible hectare ；hectare admissible au bénéfice de 

l’aide）に裏打ちされた受給権は、受給権により定められた金額の支払いを受ける権利を与える。
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適格農用地面積は、耕地及び永年草地を含み、永年作物、林地、非農業用地が除かれる。農業

者は、受給権を裏打ちする適格農用地面積に相当する地片について申告する。これらの地片は、

少なくとも10ヶ月以上の間､当該農業者の占有の下にあるのでなければならない。3年間使用さ

れなかった受給権は、全国留保枠に移される。 

● 受益権の移譲（第46条）： 

 相続の場合を除き、受益権は同一加盟国内の他の農業者に移譲することができる。相続の

場合、移譲される受給権はそれが発生した加盟国においてのみ使用できる。加盟国は、受

給権が国内の同一地域内でのみ、移譲され又は使用されるとの決定をすることができる。 

 受給権は、土地とともに又は土地から切り離されて、有償譲渡することができる。しかし、

貸借による受益権移譲は、それに相当する適格農用地面積の移譲を伴う場合にのみ認めら

れる。 

 受益権の販売の場合、加盟国は、欧州委員会の決定する基準に基づき、販売される受給権

の一部の全国留保枠への返還（又は受給権の単位価額の削減）を行なわせる決定をするこ

とができる。 

 

  4) 単一支払い制度の下での土地利用 

● 土地の農業的利用（第51条）：農業者は、受益権の使用のために申告した農用地について、永年

作物、果物・野菜及び食卓用じゃがいも（澱粉製造用でない）以外のあらゆる農業生産のため

に利用することができる。 

● セット・アサイド支払い受給権の決定（第53条）：農業者は、基準期間において義務的セット・

アサイドを実施している場合、ヘクタール当たりのセット・アサイド支払い受給権（基準期間

における平均支払い額を平均対象面積で除した額）を供与される。セット・アサイド支払い受

給権の総数は、義務的セット・アサイド対象面積の平均に等しい。 

● セット・アサイド支払い受給権の使用及び土地利用（第54-56条）： 

 当該受給権は、セット・アサイド適格面積（永年作物、林地その他の非農業用地及び永年

草地を除き、耕地からのセット・アサイドであること）に裏付けされる場合、定められた

支払いを受ける権利を与える。農業者は、セット・アサイド適格面積に相当する休耕をし

なければならない。 

 セット・アサイド面積は、最低0.1ヘクタールの広さと10ｍの幅を持たなければならない（加

盟国は、環境的理由で正当化される場合、幅5ｍ、広さ0.05haまで認めることができる）。 

 セット・アサイドされる土地は、良好な農業的・環境的条件が維持されなければならない。

それは農業用途に使用してはならず、販売目的の作物を生産してはならない（人間及び家

畜の消費を目的としない産品の生産は、有効なコントロールのもとで可能）。セット・アサ

イドはローテンション方式で実施することができる。 
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  5) その他 

● 単一支払い制度は、2005年1月1日から適用される。ただし、加盟国が必要とする場合、適用時

期を2007年1月1日まで延期することができる（過渡期間の設定）。 

● 単一支払い制度が加盟国農業、とくに困難な条件にある地域農業に与える影響を考慮して、下

記に述べるような地域的適用及び部分的適用（いわゆる部分的デカップリング）の仕組みが、

加盟国の選択にもとづき導入される。 

 

 (2) 地域的適用 

  1) 地域予算シーリング（第58条） 

● 加盟国は、遅くとも2003年８月１日までに、単一支払い制度を地域レベルで適用することを決

定することができる（地域の定義は客観的基準にもとづくこと）。なお、適格農用地面積が300

万ha未満の加盟国は一地域とみなされる。 

● 加盟国は国別予算シーリングを客観的基準にもとづき地域に分割する（地域予算シーリング）。 

 

  2) 地域レベルの受給権制度（第59条） 

● 加盟国は、地域予算シーリングの総額又はその一部を地域内に農業経営をもつ全農業者間に分

割することができる。 

● 総額が分割される場合、農業者の受け取る支払い受給権の単位価額は、当該地域の予算シーリ

ング総額を地域内の適格農用地ヘクタール総数で除した額とする。 

● 一部のみが分割される場合、農業者の受け取る受給権の単位価額は、地域予算シーリングの分

割相当額を地域内の適格農用地ヘクタール総数で除した額とする。農業者が、地域シーリング

の残額にもとづき算定される受給権を受ける資格のある場合、受給権の地域単位価額は、その

基準額を受給権ヘクタール数（第１年目に申告した適格農用地面積）で除した額の相当部分だ

け増額される。 

 

  3) 地域的適用における特別条件 

● 土地利用条件の特例（第60条）：農業者は、適格農用地として申告した地片を次の条件に従って、

果物・野菜及び食卓用じゃがいもの生産に利用できる。すなわち、加盟国は基準期間における

実績に基づきこれら作物の作付面積の地域間配分を定め、欧州委員会が国及び地域レベルの作

付面積を決定する。農業者は、この地域的面積の範囲内で、かつ原則として2003年の実績面積

の範囲内で上記作物の生産を行なうことができる。 

● 受給権における草地と耕地の区別（第61条）：地域レベルの受給権制度の適用において、加盟国

は、草地（又は永年放牧地）と耕地とで異なる受給権の単位価額を定めることができる。 

● 受益権の譲渡などの特例（第63条）：地域レベルの受給権制度のもとで設定された受給権は、当

該地域内のみで譲渡または使用することができる。 
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 (3) 部分的適用：いわゆる部分的デカップリングに関する規定 

  1) 加盟国の選択による部分的適用（表２参照） 

● 加盟国は、2004年８月１日までに、全国又は地域レベルにおいて部分的適用を実施するかどう

かを決定する（第64条1）。 

● 欧州委員会は、加盟国の選択に従って、当該国について生産部門別直接支払いのためのシーリ

ング（前記の国別予算シーリングを構成する各部門別予算額に加盟国の決定する削減率を乗じ

た額）を決定する。こうして決定されたシーリングの総額が国別予算シーリングから控除され

る（第64条2）。 

● 農業者へ供与されるべき受給権（単一支払い制度による受給権）について、各農業者の基準額

は、下記の条件に従い、部門別構成部分ごとに加盟国が決定する削減率だけ削減される（第65

条）。 

● 酪農部門への直接支払い（価格引下げの補償支払い）は、2004年から開始され、2007年（加盟

国の選択により2005年からも可能）から単一支払い制度に包摂される。その場合、酪農部門に

は部分的適用が認められない。 

 

表２ 単一支払い制度における部分的デカップリングの態様 

 

部門 完全適用（全体的デカプリング）の

場合の支払い水準 

部分的適用（部分的デカップリング）の

場合の生産リンク支払いの上限 

穀物 63ユーロ/ｔ 耕種支払いの 25％、又は硬質小麦支払

いの 40％ 

硬質小麦 285ユーロ/ha（伝統的地帯） 上記のほか、40ユーロ/ｔの品質助成 

蛋白作物 63ユーロ/ｔ 耕種支払いの 25％のほか、55.57ユーロ

/haの補足支払い 

油糧種子 63ユーロ/ｔ 耕種支払いの 25％ 

牛肉 頭当たり、雄牛：150-210 ユーロ、

肉用繁殖母牛：200 ユーロ、屠殺助

成：80ユーロ（成牛）、50ユーロ（子

牛）、粗放化助成（40-80ユーロ） 

肉用繁殖母牛 100％+屠殺助成 40％、又

は屠殺助成 100％、又は雄牛 75％のいず

れか、及び子牛屠殺助成 100％ 

牛乳 35.5ユーロ/ｔ 部分適用なし 

羊・山羊 肉用母羊：21ユーロ、乳用母羊・母

山羊 16.8ユーロ、補足支払い：７ユ

ーロ。 

羊・山羊支払いの 50％ 

出所：理事会規則第 1782-2003号から作成。 
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  2) 耕種部門支払いについての選択肢（第66条） 

● 耕種部門への支払いについて、加盟国は次のいずれかを選択する。 

(a) 国別予算シーリングの耕種部門予算額の25％以下を留保する。 

(b) 国別予算シーリングの硬質小麦予算額の40％以下を留保する。 

● 加盟国は、上記（第64条2）の生産部門別直接支払いのためのシーリングの枠内で、耕種農業者

（玉蜀黍が伝統的作物でない国では牧草サイレージ生産者を含む）又は硬質小麦生産者に対し

て年次ベースでの追加支払いを行なう（それぞれ面積支払いの25％又は40％以下の選択された

水準）。 

 

  3) 羊・山羊部門支払いについての選択肢（第67条） 

加盟国は、国別予算シーリングの羊・山羊部門予算額の50％以下の金額を留保することができる。

この場合、加盟国は、上記（第64条2）の生産部門別直接支払いのためのシーリングの枠内で、関係

農業者に対して年次ベースでの追加支払いを行なう（50％以下の選択された水準）。 

 

  4) 牛肉部門支払いについての選択肢（第68条） 

● 加盟国は国別予算シーリングのうち、子牛屠殺助成金予算額の100％を留保することができる。 

● 加盟国はさらに次のいずれかを選択し、国別予算シーリングからの留保をすることができる。 

(a) 肉用繁殖牛助成金予算の100％以下、肉牛屠殺助成金予算の40％以下。 

(b) 肉牛屠殺助成金予算の100％以下。 

(c) 特別雄牛助成金予算の75％以下。 

● 加盟国は、これらの場合、上記（第64条2）の生産部門別直接支払いのためのシーリングの枠内

で、関係農業者に対して年次ベースでの追加支払いを行なう（それぞれ選択された水準におい

て）。 

 

  5) 特別タイプの農業及び高品質生産のための任意支払い（第69条） 

加盟国は、国別予算シーリングのうち部門別予算の10％以下を留保し、環境の保護・改善又は農

産物の品質及びマーケティングの改善にとって重要な特定タイプの農業に対する追加支払いに振り

向けることができる。 

 

３．クロス・コンプライアンス（環境要件に条件づけられた直接支払い） 

 

 (1) 直接支払いと環境要件との結合 

英語のクロス・コンプライアンス（cross compliance）は和訳が困難な言葉である。フランス語の

方はコンディショナリテ（conditionalité）、つまり「（環境要件などによる）条件付け」という意味

である。 
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農業者への直接支払は、経営者倫理や環境保全に関する要件の遵守を条件として供与されるとい

う公共政策の新たな理念がここに具体化されている。具体的な規定は次のとおり。 

● 直接支払（本規則付表１に掲げるCAP所得支持制度による農業者への直接支払）を受ける農業

者は、公衆衛生及び動植物衛生、環境並びに動物愛護に関するEU法令（本規則付表Ⅲ）に適合

する経営管理要件、並びに加盟国が定める適性農業・環境条件（土壌流出防止、土壌有機物、

土壌構造、農地保全などの関する最低要件）を遵守しなければならない（第３条）。 

● 農業者の個人的事由によりこれらの要件が遵守されない場合、直接支払いは減額または不払い

とされる。不注意による不遵守の場合は５％以内（繰り返された場合15％以内）の削減、故意

による不遵守の場合は20％以上の削減または完全な不払いとする。こうして減額または不払い

とされた金額の25％は加盟国が留保することができる（第６－７条）。 

 

 (2) 法令に適応した経営管理要件の遵守義務 

直接支払い受給農業者が遵守すべきEU指令・規則は、表３に示される18の指令・規則であり、こ

れらは2005-2007年に順次、クロス・コンプライアンスへの適用が開始される（第４条及び規則付表

Ⅲ）。 

欧州委員会は2004年にこれら法令の遵守状況について評価するための指標を定義する６。この指

標により法令に適応した経営管理義務が直接支払いに結び付けられるのであり、この指標制度のあ

り方が重要な意味を持つことになる。 

 

表３ クロス・コンプライアンスの枠組み（１） 

―法令に適応した経営管理要件の遵守義務― 

 

環境に関する指令（5本） ①野鳥保護、②汚染に対する地下水の保護、③

下水スラッジの農業的利用における環境保護、

④農業起源の硝酸塩汚染からの水の保護、⑤自

然生息地・野生動植物相の保護 

公衆衛生及び動植物衛生に関する指令・規則

（10本） 

①動物の同定・登録、②牛の同定・登録制度（委

員会規則）、③牛の同定・登録及び牛肉の表示

（議会・理事会規則）、④植物防除製品、⑤畜

産におけるホルモン使用禁止、⑥食品法の原

則・要件（議会・理事会規則）、⑦伝染性海綿

状脳症（議会・理事会規則）、⑧口蹄疫指令、

⑨豚水疱病指令、⑩ブルータング指令 

動物愛護に関する指令（3本） 

 

①子牛保護指令、②豚保護指令、③家畜保護指

令 

出所：理事会規則第 1782-2003号付表 IIIから作成。 

 

－10－ 



 (3) 適性農業・環境条件に関する要件の遵守義務 

EU農村振興政策においては、条件不利地域政策などに適用される適性農法基準およびこれよりも

厳しい農業環境措置に適用される環境基準がすでに存在するが、このたび直接支払いに適用される

適性農業・環境条件の最低要件が導入されることとなった。これは農業・環境条件の最低要件に関

するものであり、農村振興政策における上記の諸基準を排除するものではない。 

本規則における主な規定は次のとおりである（第5条及び規則付表IV）。 

● 加盟国は、すべての農用地、とくに生産目的で利用されなくなった農用地が良好な農業的環境

的条件の下に維持されるよう確保するものとする。 

● 加盟国は、全国又は地域レベルにおいて、当該地域の特徴（土壌・気象条件､営農システム､土

地利用､輪作、農業慣行、農業構造）を考慮し、表４に示される枠組みに基づき、適性農業・環

境条件に関する最低要件を定めるものとする。 

 

表４ クロス・コンプライアンスの枠組み（２） 

－適性農業・環境条件に関する最低要件－ 

 

課題 標準 

土壌流出：適切な措置による土

壌の保護 

 

 最低限の土壌カヴァー 

 地片条件を反映した最低限の土地管理 

 土壌安定化テラス 

土壌の有機物質：適切な農法に

より土壌有機物を維持 

 可能な場合、輪作についての標準 

 圃場における刈り株管理 

土壌構造：適切な措置による土

壌構造の維持 

 適切な機械利用 

最低限の農地保全：最低限の保

全を確保し、動植物生息環境の

劣化を回避する 

 家畜について最低限の飼養密度もしくは適切な飼

養システム 

 永年草地の保護 

 景観特性の維持 

 農用地における雑草の繁茂の回避 

出所：理事会規則第 1783-2003号付表 IVから作成。 

 

 (4) 農業者レベルにおけるクロス・コンプライアンスを支える農業助言制度 

2007年初頭までに、加盟国は、指定された公共機関又は民間団体によって運営される、農業者を

対象とする土地および経営管理についての助言制度（ farm advisory system, système de conseil 

agricole）を発足させる。本制度によって、クロス・コンプライアンスにおいて適用されるＥＵ指令・

規則に適合する経営管理要件及び適性農業・環境条件の遵守について、農業者に助言が行なわれる

（第13条）。 

農業者は、自主的判断により本制度に参加する。加盟国は、直接支払いの年当たり受給額が15000

ユーロを超える農業者を優先的に対象とする（第14条）。 
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４．直接支払いに関連するその他の新措置 

 

 (1) モジュレーション（第 10 条） 

直接支払額の調整を意味する「モジュレーション（modulation）」は、経営間における支払額の再

調整という側面と直接支払額の長期的、計画的な削減（デグレッション）という側面を含んでいる。 

委員会提案では、CAP予算の配分において「第１の柱（市場・所得政策）」から「第2の柱（農村

振興政策）」に次第に重点を移行させるため、かなり思い切った経営間の差別化と削減率とが提案

されていたが７、合意された改革はかなり小幅となった。 

アジェンダ2000の改革で導入された現行の任意の「調整措置」に代わって義務的な「調整措置」

が直接支払いの自動的な「削減措置」（degression）と結合する形で導入される。すなわち、各年に

農業者に供与される直接支払いの総額は、2005年に3％、2006年に４％、2007-12年に５％だけ減額

される。各農業者への最初の5000ユーロの支払いには、この減額は適用されない。 

こうした減額により生まれる金額は、小額受給者に対する減額措置の免除に見合う額を控除した

後、次の方法でEU農村振興政策のための追加支援として加盟国間で配分される。 

● まず、１％ポイントに相当する金額はそれが発生した国に配分する。 

● 残額は加盟国間で、農用地面積、農業雇用及び1人当たりGDPを基準に配分する。 

● ただし、各加盟国はモジュレーションで生みだした金額の少なくとも80％を受け取るものとす

る（その他に、ライ麦の支配的生産国は2013年まで90％を確保するとの特例がある）。 

 

 (2) 財政規律（第 11 条） 

2007年予算以降、共通農業政策の市場・所得政策関連の直接支払い予算（予算項目1a）について、

2002年10月のブリュッセル欧州理事会で合意された年次シーリングの遵守を確保するため、各予算

年において、３億ユーロの余裕金を考慮しつつ、かつ、モジュレーション適用前の段階において、

関係予算が年次シーリングの見積もり額を上回るおそれのあるときは、直接支払いの調整を行なう

ものとする。この調整は、2007-2013年の財政見積もりを変更することなしに行われる。 

 

５．部門別政策の改正 

 

 (1) 新たな改革が見送られた穀物部門 

穀物価格市場政策では、委員会が提案していた穀物の支持価格（介入価格）の引下げが見送られ

たので大きな変更はなかったといえるが、次のような改正がなされたに注目しよう。 

● 委員会提案にあった介入価格の月別割増制度の廃止は、そのままには実現しなかったが、50％

だけ削減された。 

● ライ麦の介入制度が廃止された（ライ麦生産国はライ麦生産地帯における生産転換支援のため、

モジュレーションによる節約予算の加盟国への配分において優遇される）。 
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その他に注目すべき点としては、従来の1992年制定の穀物市場規則（理事会規則第1766/92号）

に代わって、新規則（理事会規則第1784/2003号）が制定されたことがあろう。そこでは、価格支持

から直接支払への穀物政策の大転換にもかかわらず、域内市場介入（介入価格制度）、域外との間の

輸入措置（輸入関税制度）及び輸出措置（輸出払戻し制度）が規定され、また、世界市場価格及び

輸出入の激変から域内市場を擁護する緊急措置に関する規定を置いているが、同時にＷＴＯなど国

際約束の遵守を明記していることが注目される。 

 

 (2) 大幅な改革が進められる米部門 

1990年代のCAP改革でやや取り残されていた米政策は、今回大幅な改革をみることとなった。そ

の改革の方向は､穀物などと同様に、支持価格を大幅に引下げそれに代わって直接支払いを強化する

にある。 

 

 （ア）改革のポイント 

新たな米共通市場組織規則（理事会規則第1785-2003号）８が制定され、支持価格および市場介入

はこれによって律せられるが、生産者への直接援助は、これまで検討してきた直接支持制度規則（理

事会規則第1782-2003号）によっている。 

改正のポイントは、次のとおりである。 

● 介入価格（籾米）の50％引下げ：トン当たり298ユーロから150ユーロへ。 

● 介入買入れ量の制限：年間7500トンを限度とする。 

● 生産者への直接援助の増額と支払い形態： 

 支持価格の引下げを補償するため、トン当たり52ユーロから177ユーロへ増額９。 

 177ユーロのうち、102ユーロは単一支払い制度に統合される（現行の最大保証面積にもと

づき基準期間の実績により受給権を決定） 

 177ユーロのうち、75ユーロは生産にリンクした直接支払いとされる（規則上は、国別に

ha当たりの支払額で規定されている。規則第80条）。 

なお、介入価格の引下げに伴う問題点として、介入価格にリンクした輸入関税のＷＴＯバインド

（輸入関税の上限を介入価格の180％以下とする約束）について再交渉する必要性が生じる。 

 

 （イ）改革の背景 

EU米政策改革の背景はかなり複雑である。EUの米生産地域は南欧諸国に限られ、また、域内自

給率の低い米部門は、高い価格支持水準と輸入関税、ACP諸国などへの特恵関税に基づく輸入増大、

域内需給の不均衡と介入在庫の増大などの問題を抱えながら、域内の南北対立から米政策の改革は

容易に合意に達することができなかった。従来の改革としては、1997/98年以前には351ユーロ/ｔで

あった介入価格が1999/2000年以降298.35ユーロに引下げられ、それとともに52.65ユーロ/ｔの直接

所得援助が導入された。しかし､米政策は、穀物部門のように支持価格の国際価格への接近ではなく、

－13－ 



むしろ酪農部門のように高い価格水準と生産調整（最大保証面積）を維持しつつ、緩慢な改革が志

向されていた（2000年の委員会提案）。 

ところが、2003年改革では、EUの対途上国通商政策、特にLDC（後発途上国）対応の視点が決定

的な影響を与え始めたことが注目される。すでに2001年にEUはいわゆる「武器以外のすべて」

（EBA；Everything-But-Arms）の通商方針を決定し、これが米政策改革の前提条件を一変させてし

まったといわれる。EBAにもとづく米の市場開放は、アジアLDCを含む途上国からの米輸入を大幅

に増大させるおそれがある。EUの米消費は年間180万トン、内85万トンはインディカ長粒種で、LDC

産米との競合関係が特に強い。世界のLDCにおける米生産量は4000万トン、ほとんどがインディカ

種である。こうした潜在条件を考慮して、EU米政策としては、米の域内価格水準を国際価格に接近

させてEU産米の価格競争力を強化しつつ、生産者への直接援助を増額する方向が選択された１０。 

 

 (3) 改革プロセスが始まった酪農部門 

1999年改革（アジェンダ2000の改革）でささやかな改革のあゆみをはじめた酪農部門は、2003年

改革で中長期的視点からの重要な決定がなされ、穀物及び牛肉部門と並んでCAP改革のプロセスに

組み込まれることとなった。 

 

（ア）価格制度の簡素化と支持価格水準の引下げ 

● 牛乳目標価格の廃止：CAP発足以来、牛乳・乳製品に関する価格制度の根幹とも言うべき役割

を果たしてきた牛乳目標価格がこの度廃止された（市場介入は乳製品２品目に限定されること、

牛乳割当制のペナルティ水準は目標価格なしに別途決定する形が可能）。 

● 介入価格の引下げ：1999年決定の引下（バター及び脱脂粉乳の介入価格を15％引下げ、

2005/06-2007/08年に実施）をさらに拡大ないし加速する形で、介入価格を引下げる。すなわち、

1999年決定に比して、１年だけ早く2004/05年度から引下げを開始するとともに、引下げ幅は、

脱脂粉乳15％に対してバターは25％と大きくした。 

 

乳製品介入価格の引下げ（トンあたりユーロ） 

 

 バター 脱脂粉乳 

 2003年決定 1999年決定 2003年決定 1999年決定 

2000/2001 328.20 328.20 205.52 205.52 

2001/2002     

2002/2003     

2003/2004     

2004/2005 305.23  195.24  

2005/2006 282.44 311.79 184.97 195.24 

2006/2007 259.52 295.38 174.69 184.97 

2007/2008以降 246.39 278.97  174.69 

出所：理事会規則第1787/2003号第1条及び第1255/99号第4条 
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以上の決定によって、酪農部門の価格引下げがかなり大きくなることに注目しよう。バターの支

持価格は、1992年改革で５％引下げられているので、1990年代以来の一連の改革全体で29％の引下

げとなる。ちなみに、牛肉の支持価格の引下げは1992年15％、1999年20％、合計32％、穀物は1992

年29％、1999年15％、合計40％に達したが、これらと比較すれば、牛乳部門は牛肉部門に近い引下

げが実施されることとなった。 

 （イ）セーフティ・ネットの機能に限定される介入制度 

● 介入の時期と条件：介入買入れは毎年３―8月に実施。バターについては、市場価格が介入価格

の92％以下となった場合、介入機関は介入価格の90％の価格で買入れを行なう（脱脂粉乳は介

入価格で買入れ）。 

● 介入数量の制限：バターの買入れ数量は、２00４年に７万トン、以後毎年１万トンずつ削減し、

2008年以降は３万トンを限度とする。 

 

 （ウ）全面的デカップリングが適用される直接支払い制度 

1999年CAP改革において、介入価格の引下げの決定を反映して、直接支払いの導入が決定されて

いたが、今回は、介入価格引下げの加速化および引下げ幅の拡大を考慮して、直接支払いを増額す

る修正が行なわれるとともに、将来的にはこの直接支払いは単一支払い制度に全面的に統合される

こととされた。 

酪農部門直接支払いは、2008年から単一支払い制度に統合されるが、加盟国の選択により2005年

からも統合することもできる。他部門と異なり、酪農直接支払いには、部分適用（部分的デカップ

リング）の規定が適用されず、全面的なデカップリングとなる。それだけに、酪農業の地域的展開

や多面的機能の発揮のためには、農業政策（割当、直接支払、農村振興政策）の地域的運用やクロ

ス・コンプライアンスの役割が重要になると思われる。 

 

酪農部門直接支払いの水準（ユーロ/t） 

 

 2003年決定 1999年決定 

2004年  8.15（11.81）  

2005年 16.31（23.65）  5.75 

2006年 24.49（35.5） 11.49 

2007年 24.49（35.5） 17.24 

出所：理事会規則第1782/2003号第95条及び第1255/99号第16条 

カッコ内は、追加支払いを含む数値（CAP Reform-Presidency Compromiseによる） 

 

 （エ）2015年まで存続する牛乳割当制度 

1984年に導入された牛乳割当制度は、当初の1984年理事会規則（856/84）に代替する1992年理事

会規則（3950/92）が制定された後、今回新たな理事会規則（1788/2003）が制定された。 

近年割当制の廃止をめぐる議論が盛り上がってきたなかで、今回のCAP中間見直しでは、2014/15
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年度までの割当制の存続が合意された。1999年CAP改革の一環としてなされた92年規則の一部改正

で、割当制の2007/08年度までの存続がすでに決定されていたが、さらに7年間の延長が決定された

ことになる。新規則前文は、1999年における8年間の延長の場合と同様の表現で延長理由を述べる、

「本制度の主目的は、牛乳・乳製品市場の需給不均衡及びそれによる構造的過剰を軽減し、より良

き市場の均衡を達成するにあり、・・・従ってさらに７年間の継続が必要である」と。 

割当制度の基本には変更がないが、新規則の内容面では次の点を指摘しておきたい。 

● 2004/05年度から2014/15年度にいたる11年にわたる国別割当量を決定。 

● 割当総量の1.5％の増加を2006/07年度から0.5％ずつ3年間で実施（1999年決定の実施を１年後

にずらす）。 

● 割当量を超過した場合の課徴金が、目標価格の廃止を踏まえて、直接に金額で規定（牛乳100

キロ当たり、2004/05年33.27ユーロ、2005/06年30.91ユーロ、2006/07年28.54ユーロ、2007/08

年以降27.83ユーロ）。 

 

６．部分的デカップリングの意味するもの 

 

 (1) アラカルト型 CAPの登場 

2003年改革後のCAPの重要な特徴１つは、一方において全面的なデッカプリングとしての単一直

接支払方式を導入しながら、他方において、加盟国の選択にもとづくその部分的適用という形で生

産とリンクする従来型の各種支援制度の存続を認めていることであり、国ごとに多様な組み合わせ

での部分的適用が可能なことから、アラカルト型CAP（PAC à la carte）と揶揄されたりもするので

ある。 

CAP中間見直し交渉の最終段階で、委員会提案の全面的デカップリングに批判的な加盟諸国は、

それぞれの農業の特殊性を反映しつつナショナル・インタレストにもとづく部分的適用の要求を強

硬に行い、最終的にはアラカルト型の妥協が成立した。全面的デカップリングを支持したのは、ス

エーデンと英国であるが、しかし､英国は部分的適用の１つとして「特別タイプの農業及び高品質生

産のための任意支払い」（第69条）の導入を要求して、これを認めさせることに成功した。その対極

に位置したのがフランスとスペインで、全面的デカップリングが条件不利地帯における肉用繁殖牛

や羊による放牧型草地畜産の衰退をもたらす危険があることから、これら部門における直接支払い

と生産とのリカップリング（recoupling, recouplage,再結合）を導入させようとした。この種の放牧

型草地畜産の存在しない諸国は、肥育肉牛への援助について生産とのリカップリングの導入を追及

した（イタリアとオランダは屠殺牛助成金、デンマークはオス若牛助成金に関心を有した）。ドイツ

は、個別経営ではなく地域ベースでの歴史的実績に基づくデカップリング型支払いを要求した。交

渉の最初の段階では、こうしたリカップリングの要求が各国から強く出されたが、交渉の最終段階

では、全面的デカップリングの支持国が次第に増えていった。アイルランドは、BSEにより縮小し

た英国畜産の将来における復興を展望すれば、生産にリンクした援助方式よりも、現在の異常に高
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い輸出依存度を反映して歴史的実績にもとづく全面的デカップリングのほうが、国別予算シーリン

グの予算配分において自国に有利であることを考えて、全面的デカップリングの反対派から賛成派

に転向したりした。イタリアも、屠殺牛助成金の支払い条件の遵守において規律違反をしばしば指

摘されてきたので、かかる規律問題を回避しやすい簡素な方式である全面的デカップリングのほう

に傾斜したともいわれる。さらに、一般的には、農業の集約化が顕著に進み、環境汚染の深刻な北

欧の方が南欧に比して、一般世論はデカップリングに傾斜していた。 

加盟国は、2004年８月までに、単一支払い制度の地域的および部分的適用についての選択をし、

欧州委員会に提出することになっている。各国の最終的な選択は明らかでないが、交渉における立

場から大まかな選択方向は、表５のように推察されている。こうしたアラカルト型の直接支払いの

下で、生産からデカップルされた直接支払いとリカップルされたそれとが併存することになり、か

かる政策の影響分析は極めて複雑かつ困難なものとなると考えられる。以下において、部分的デカ

プリングについてより具体的なイメージをもつために、フランスの事例を検討しよう。 

 

表５ 部分的デカップリングに関する加盟国の予想される選択 

（Ｄ：デカップリング、Ｒ：リカップリング） 

 

ベルギー ワロン地区は肉用繁殖雌牛 100％+屠殺助成 40％Ｒ、フラマン地区は様々な

組み合わせを検討中。 

デンマーク 雄牛 75％Ｒ，種子Ｒ、草地と耕地を区別した一律面積支払いを検討中。 

ドイツ 州別適用、全面的なＤ（一律面積支払い）、若干の州は子牛Ｒ。 

ギリシャ 硬質小麦 40％Ｒ，羊 50％Ｒ。 

スペイン 硬質小麦 40％Ｒ。 

フランス 耕種 25％Ｒ、肉用繁殖雌牛 100％+屠殺助成 40％Ｒ、羊 50％Ｒ 

アイルランド 全面的Ｄ。 

イタリー 硬質小麦 40％Ｒ，屠殺助成 100％Ｒ。 

ルクセンブルグ 種子Ｒ、雄牛 75％Ｒ。 

オランダ 屠殺助成 100％Ｒ。 

オーストリア 肉用繁殖雌牛 100％+屠殺助成 40％Ｒ。 

ポルトガル 肉用繁殖雌牛 100％+屠殺助成 40％Ｒ、羊 50％Ｒ。 

フィンランド 雄牛 75％Ｒ，羊 50％Ｒ。 

スエーデン 牛肉についていずれかのＲを検討中、その他は全面的にＤ。 

英国 全面的Ｄ、10％の特定タイプ農業支援（スコットランドの肉用繁殖牛助成な

どを検討中） 

出典：Agra CEAS Consulting, CAP reform 2003,November 2003,Table4.1から作成。 

備考：リカップリンとは「生産にリンクした支払い」。 

 

 (2) リカップリングをめぐるフランスの選択 

部分的適用に関するフランスの正式態度は未定であるが、MTRの交渉におけるフランス政府の立

場から、デカップリング（生産から切り離された支払い）とリカップリング（生産と結びついた支

払い）との間の予算枠の配分において、最大限のリカップリングを追求するものと推察される。 
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その場合における部門別の選択肢は、前掲表２に整理されているとおりである。まず、耕種部門

では、部門共通で25％のリカップリング、又は硬質小麦だけの40％のリカップリングという２つの

選択がある。ついで、牛肉部門では、肉用繁殖雌牛100％＋屠殺牛40％、又は屠殺牛100％、又はオ

ス若牛75％の３つの選択肢がある。酪農では部分的適用は認められず、その他の部門では、部分的

適用の選択肢は１つだけである。 

耕種部門では、部門共通25％のリカップリングが選択されることは確実であるが、地域的適用の

中で硬質小麦40％の選択があるかどうかは当面不明である。 

牛肉部門では、３つの選択肢のうち、第１の選択肢（肉用繁殖雌牛100％＋屠殺牛40％）が選択

されると予想されている。しかし、この選択は、肉用種の繁殖経営に対しては従来どおりの生産に

リンクした助成が続けられるが、各牛種の肥育経営に対しては、屠殺牛助成の40％だけが生産にリ

ンクして支払われるにとどまり、残る60％が生産から切り離されるほか、オス若牛助成のすべても

生産から切り離されるので、肥育生産への生産刺激効果が失われる。他方、第２又は第３の選択肢

は、専ら肥育生産を支援し、主に条件不利な農業地域に立地する肉用牛繁殖経営の支援機能を果た

すことができない。こうして、牛肉部門の選択肢は、繁殖と肥育とのいずれかへの専門化を推進す

る意義をもつと見られている。 

地域適用の中で、第２又は第３の選択肢が選択されるかどうかは当面不明であるが、全国的なレ

ベルでは、第１の選択肢が優先されるとみられている。牛肉部門の直接支払いのうちリカップリン

グ部分の比率は、第１選択肢では56％に達するが、第２選択肢では20％、第３選択肢では15％に過

ぎないと推定されている１１。 

第１選択肢の選択は、繁殖部門に比して肥育部門に抑制的に作用する。このことは既に肥大化し

た南欧諸国（イタリア、スペイン）への肥育素牛の輸出をさらに促進しつつ、国内牛肉生産を抑制

する効果をもつと見られている。環境への負荷の比較的高い肥育経営に比して、放牧型草地畜産と

しての肉用牛繁殖経営が羊・山羊繁殖経営とともに条件不利な農業地帯で国土保全的機能を果たし

ていることから、上記の選択は農業の多面的機能の視点から積極的に評価されるとしても、フラン

ス食肉産業としては輸入牛肉に比して消費者の信頼性の高い国内牛肉生産の維持が重要な課題であ

る。EU規則として確定された選択肢をまえに、環境保護と産業的利益をめぐるジレンマを最終的に

どう処理するか、その確認には今しばらくの時間が必要である。 

2003年CAP改革の結果、最大限のリカップルを追求するフランスにおいて、農業への直接支払い

がどのような性格のものとなるかを生産部門別に明らかにする分析が提示されている（図１）。CAP

の第１部門（市場所得支持）と第2部門（農村振興）の双方を含む直接支払いは、第1部門が依然と

して80数％を占めるが、その内訳は、デカップリング部分が60％、リカップリング部分が20数％と

なる。生産部門別には、穀物と酪農部門でデカプリング部分の比率が70％程度と最も高く、肉用繁

殖牛と羊・山羊部門で、それが30％程度と最低である。国土・環境保全にとって重要な草地畜産部

門では、リカップリング型の支払いと農村振興施策が相対的に大きな役割を有している。 
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 (3) 酪農部門におけるデカップリングの影響 

酪農部門は牛乳割当制の存続のためにCAP改革の影響は小さいものと一般に考えられている。例

えば、米国FAPRIの研究１２は、６月の最終合意ではなく欧州委員会提案を前提に中間見直しの影響

を検討し、牛肉部門が全面デカプリング化により、とくに肉用繁殖雌牛の頭数の激減（12％）など

大きな影響を受けるのに対して、酪農部門は割当制が生産量と乳牛頭数を規定する決定的な要因で

あるとして、ほとんど影響がないとの分析を提示していた。しかし、EUの最終合意を前提にした上

記の畜産研究所の研究は、他部門と異なり全面的デカップリングの適用を伴う価格引下げがフラン

ス酪農へ与える中長期的影響は無視できないものがあることを示唆している。その概要は次のとお

りである。 

 

 （ア）2003年改革による価格支持の後退と直接支払いによる部分的な補償 

既述のように2003年改革における乳製品支持価格の引下げと市場介入の制限措置は、将来におけ

る市場価格の大幅な低下をもたらすであろう。畜産研究所の見通しでは、介入価格をかなり下回る

悲観的見通しと介入価格に近い動きをする楽観的見通しの2つが提示されているが、いずれにしろ介

入価格の引下げ幅（バター25％、脱脂粉乳15％）に近い市場価格の低落が予想されよう（図２）。他

方、牛乳価格の低落を補償するための牛乳生産者に対する直接支払いは、2007年以降トンあたり35.5

ユーロに達するが、これは現行の牛乳目標価格（309.8ユーロ/ｔ）の11.5％に相当する。15-25％に

およぶ乳製品価格引下げに比べると、引下げ幅の一部のみが補償されるにすぎない。 
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 （イ）直接支払いの重要性とデカップリングの影響 

価格政策から直接支払いへの転換という形の農政改革は、1992年改革において穀種部門で始まり、

1999年改革で牛肉部門に適用され、2003年改革で酪農部門へ及んだ。2003年の決定が数年を経て完

全に実施された段階では、酪農部門は穀物、肉用牛、羊などと同様に、直接支払いに大きく依存し

て存立するようになる。表６に示されるように、フランスの経営モデルを前提にした畜産研究所の

分析によれば、上述のような最大限のリカップリングを確保するフランス農政の選択のもとで、市

場所得政策に属する直接支払い全体でも、デカップリング型支払いだけで見ても、酪農経営の所得

水準に対して100％以上ないしそれに近い比率を占めている。そして、労働力当りでも土地面積当り

でも、酪農直接支払いの水準は他部門に十分匹敵する水準に達している。 

他方、酪農部門の直接支払いは全面的にデカップリング化されることによって、酪農生産の維持効

果が損なわれる。必ずしも酪農を続けなくても、過去の実績に基づく支払いを受けることができるた

めに、酪農を廃業して他の生産活動を導入するなどのビヘイヴィアが発生するかもしれない。さらに、

既述のような肥育牛への直接支払いがフランスの繁殖牛重視の選択によって大幅にデカップルされ

るであろうことは、乳肉混合型の酪農経営における肥育生産に打撃を与え、この種の酪農経営の存立

を困難にする。こうして直接支払いのデカップリング化が、拘束的な労働条件のもと「生活の質」の

面で問題を抱える酪農経営の特質とあいまって、酪農経営の存続・更新を困難にするとされる。畜産

研究所の分析は、生産システムの変化への影響をも取り上げているが、それによれば、耕種特化地帯

と酪農特化地帯との間の広範な中間地帯（Poitou-Charente, Centre, Champagne-Ardenne et Lorraine, 

plaine du Centre-Est）において、零細単位の酪農生産の消滅による酪農構造の変化が促進されるで

あろうことを指摘している。 
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表６ 経営部門別に見た直接支払いの重要性(フランス) 

 

  直接支払い全体 デカップリング型直接支払い 

  経営当り 労働力当り 面積当り 所得比率 経営当り 労働力当り 面積当り 所得比率

  （ﾕｰﾛ） （ﾕｰﾛ） (ﾕｰﾛ/ha) (%) （ﾕｰﾛ） （ﾕｰﾛ） (ﾕｰﾛ/ha) (%) 

羊特化 25,100 18,800 274 152 7,900 5,900 148 48

羊混合 27,300 21,400 351 143 16,800 13,200 228 88

肉用繁殖牛特化 31,300 24,400 421 148 10,200 7,900 142 48

肉用繁殖牛混合 31,800 23,000 368 147 16,700 12,100 202 77

乳牛特化 19,600 13,100 353 127 13,700 9,100 253 89

乳牛混合 34,400 19,900 378 145 24,800 14,400 277 105

穀物 35,500 29,200 354 149 25,500 21,000 261 107

その他 7,500 5,400 268 21 3,400 2,500 212 10

全経営 24,300 17,200 360 97 14,500 10,300 234 58

出所：Institut de l'Elevage 

備考：所得比率は経営所得に対する比率。直接援助全体は市場所得政策の直接支払いのみ。デカッ

プリング型の推計は「最大限のリカップリング」の選択を前提とするもの。 

 

 （ウ）酪農部門の構造変化と牛乳割当制の行方 

フランスの酪農部門は、1984年の牛乳割当制の導入以降､急速な構造変化を経験した。20年間に

酪農経営数は40万から20万へと半減した。生産総量が抑制される中で、乳牛の生産性向上は、乳牛

頭数の大幅削減を引き起こした。多くの酪農経営では、乳牛に代わって肉用繁殖牛が導入され、乳

肉混合化を追求してきたが、2003年改革はフランスの場合、肥育牛助成のデカップリング化を通じ

て、かかる経営展開の道をふさぐことになる。こうして、酪農部門は生産割当て制の長期存続にも

かかわらず、従来と同様に急テンポの構造変化の道を歩むであろう。生産割当ては、確かに産品市

場の競争を制限し、レントの発生を通じて生産構造を固定化する機能をもつが、他面で零細経営を

広範に含むフランスのような農業構造は要素市場からの影響を強く受けつつ変化せざるを得ない。

EUの牛乳生産割当制は、国別さらに地域的な割当制を基本としていることから、比較劣位の酪農地

帯の存続を可能にする機能を有するとの見方が現われている。しかし､条件不利な地域の酪農生産を

割当制のみで支えることは到底不可能であろう。畜産研究所の分析は、割当制のもとでの構造変化

が価格引下げと直接支払いのデカップリング化によって急速に進行し、2014年を待たずに、割当制

廃止の問題に直面する可能性を指摘している。 

 

７．結びー国際的意義をめぐって 

 

新たなCAP改革についてEUの政治的合意は、行き詰まったWTO農業交渉を打開すべき8月13日の

欧米共同提案文書をもたらしたが、カンクンWTO閣僚会議はこれをベースにした農業交渉モダリテ

ィを採択することはできなかった。それは、ウルグアイ・ラウンド（UR）における「ブレアハウス
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合意」に匹敵するような、多角的農業交渉を一挙に収束させる効果をもつことができなかったよう

である。 

2003年CAP改革の最大の特色は直接支払いのデカップリング化であるが、その国際的意義はWTO

農業協定の補助金カテゴリーの視点に立つとき明確になる（表７参照）。1999年の「アジェンダ2000」

の改革は、支持価格の引下げと所得補償により、「黄の補助金」を「青の補助金」に大きく転換させ

た。そして、2003年改革はこの「青の補助金」を大幅に「緑の補助金」に転換させることになる。

委員会原案では、アジェンダ2000で198億ユーロから294億ユーロに増大した青の補助金を僅か5億ユ

ーロへと削減させるものであったが、最終決定では136億ユーロ程度に留まったと推定される。1992

年改革以来EU農業支援の中核を形成するにいたった直接支払いを、WTO体制のもとで防衛する意

図をそこによみとることができる。 

 

表７ 2003年CAP改革のカテゴリー別補助金削減効果 

（百万ユーロ） 

  青色補助金 黄色補助金（AMS） 青・黄色補助金合計

  (a) (b) UR約束額(c) (c－b) (a＋b) 

1999/2000年実績 19,792 47,886 69,463 21,577 67,678

アジェンダ2000改革 29,406 28,590 67,159 38,569 57,996

中間見直し原案 468 25,959 67,159 41,200 26,427

中間見直し決定 13,600 28,500 67,159 38,659 42,100

出典：中間見直決定の数値はマーエ論文。その他は、欧州議会農業農村開発委員会報告。 

備考：UR約束額671億ユーロは2000/01年の数値。青色、黄色はWTO農業協定のカテゴリー。 

 

欧米共同文書は、両者の妥協の産物として当然の事ながら、両者のナショナル・インタレストを

強く反映している。たとえば、新たに提案された「青の補助金」の内容を見ると、2003年CAP改革

の結果を反映した上限値（農業生産総額の５％）が採用されている。また、2002年米国農業法にお

ける「価格変動対応支払」の仕組みを含み得るよう生産調整の要素を削除した定義となっている。 

欧米共同文書は、WTO農業交渉の枠組みを決定する役割を果たすべく、カンクン閣僚会議文書案

にその基本的要素が組み入れられた。しかし、WTOの意思決定機構はURにおけるブレアハウス合

意の時代とは異なっており、途上国が圧倒的に多数を占めるとともに、欧米に対抗する交渉戦略を

確立している。途上国陣営では、農産物輸出国であるケアンズ・グループ途上国から深刻な食料問

題に悩む最貧国まで利害関係は多様であるが、後発途上国（LDC）問題を重視するEUの働きかけも

途上国陣営の団結を崩す力を持ってはいないようである。 

こうしてWTO農業交渉との関連は不透明の中で、EU委員会は、タバコ、オリーヴ油、綿花、砂

糖など残された部門における農政改革を推進しようとしている１３。これらの分野は、途上国の関心

品目を含むことから、ACP（アフリカ、カリブ海、太平洋）諸国などとの二国間関係を考慮しつつ、

新たな方向付けをすることになろう。1960年代のCAP発足以来、割当制を導入してきた砂糖政策の

大幅改正が実現するならば、それは極めて象徴的な意味を持つであろう。1992年に開始されたCAP
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改革は、2003年改革とこれを補完する砂糖政策の改革によってひとまず完了し、20世紀のＣＡＰは

面目を一新したことになろう。 

こうして、2003年CAP改革の意義を賞賛しつつ、フィシュラー農業担当委員は、次のように述べ

る。「2003年６月のCAP改革に関するEUの決定は、新たな時代のはじまりを画するものである。

これにより、EU農政は根本的な変化を遂げるであろう。いまや欧州は新規で効果的な農業政策を獲

得した。その直接支払いの大部分はもはや生産にリンクしてはいない。改革は、農業者に対しては

その所得を安定化し、かつ消費者の需要に応じて生産することを可能にする政策を提供する。消費

者と納税者に対しては、透明性の向上と財源の有効利用を約束する。この改革は世界の他の地域に

対しても明確なシグナルとなろう。EUの新農政は貿易を容易にする。EUは、国際貿易を大きく歪

め、かつ発展途上国に不利な古い全般的補助制度から決別したのである」１４と。情報戦の色彩を強

くしたWTO交渉のコンテクストで発せられたこのようなＥＵ農政責任者の言葉は、途上国ネゴシエ

ーターやEU諸国農業団体などの視点からは様々な点で欺瞞的なものに見えるであろう。アラカルト

型CAPのますます複雑な構造をもつ新CAPがはたして欧州の農業者や市民に真に受容れられるかど

うか、今後の適用過程についてのより具体的な分析を通じて、見定める必要があるであろう。 

（2003年12月） 

                                                 
１ 拙稿「EU共通農業政策の「中間見直し（MTR）」をめぐる状況」国際農業交流・食糧支援基金

『平成 14年度海外情報分析事業・欧州地域食料農業情報調査分析検討事業実施報告書』平成 15

年 3月、1-8頁。 
２ 同上。 
３ Institut de l’Elevage, Reform de la PAC.Le compromis de Luxembourg du 26 juin 2003. Enjeux et 

premières analyses. Dossier Economie de l’Elevage,November 2003-No.329.65p. 
４ Official Journal of the EU,L270,Volume 46, 21 October 2003. 
５ 土地に依存しない畜産や将来の酪農部門への適用など、特別な条件による受給権の設定（第

47-50条）も認められているが、ここでは「土地面積に基づく受給権」のみを紹介する。 
６ Institut de l’Elevage,op.cit.p.9 
７ 前掲、拙稿「EU共通農業政策の「中間見直し（MTR）」をめぐる状況」 
８ Council Regulation(EC)No.1785/2003. 
９ 増額の根拠数値は 2003年 1月の欧州委員会の規則提案理由に掲載されている。 
１０ European Commission, Commission Staff Working Paper: Rice. SEC(2002)78, 10.7.2002, pp.29-30. 
１１ Institut de l’Elevage,op.cit.,p.14 
１２ Julian Binfield et ali. FAPRI, University of Missouri, ”Reforming the CAP: A Partial Equilibrium Analysis 

of the MTR Proposals”, Contributed paper selected for presentation at the 25th International Conference of 

Agricultural Economists, August16-22,2003, Durban,South Africa. 
１３ Communication from the Commission to the Council and the European Parliament accomplishing a 

sustainable agricultural model for Europe through the reformed CAP-the tobacco,olive oil,cotton and sugar 

sectors,COM(2003)554 final,23.9.2003 
１４ European Commission,Presse releases,IP/03/898, 26/06/2003 
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