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共通農業政策改革とWTO農業交渉 

─ 部分的デカップリングを中心に ─ 

 

はじめに 

 

 2003年６月ルクセンブルグで開催された農相理事会において、前年７月EU委員会が提案していた

アジェンダ2000の中期見直し案が一部修正した上で合意された。今回の共通農業政策改革は、アジ

ェンダ2000が当初から予定していた改革措置であると同時に、WTOドーハラウンド農業交渉を見越

して提案されたものであることは明らかである。WTO農業協定には、農業保護の削減を免除されて

いる措置として、所謂ブルーボックスとグリーンボックスの二つが盛り込まれており、ブルーボッ

クスは「平和条項」によって時限的性格を持っていたから、農業保護の継続のためには、グリーン

ボックスへ転換することが求められていた。今回の改革で盛り込まれた部分的デカップリング

（partial decoupling）措置はこの転換を促進すると同時に、一定期間その維持を具体化したものであ

る。 

後述するようにWTOとの調和を図るためには、デカップリングの形式は2002年７月にEU委員会

が提案していた全面的デカップリング（full-decoupling）が最も相応しい。しかしイギリス、オラン

ダなどがこの提案を支持したものの、フランス、ドイツ、イタリアなどが強く反対した結果、全面

的デカップリングは部分的デカップリングに変更しなければならなかった。本報告は、ブルーボッ

クスからグリーンボックスへの転換の構造を明らかにするために、今回の改革に盛り込まれたデカ

ップリング概念（全面的デカップリングから部分的デカップリングへの転換）を中心に、現在進行

中のWTO農業交渉との関連を明らかにすることを課題としている。４節では、部分的デカップリン

グのイギリス農業に与える影響が分析されている。農業交渉の議題には、国内保護措置の他に市場

アクセス、輸出補助金なども含まれているが、本報告では紙幅の関係で本格的に取り上げることを

していない。 

 

１．WTO農業交渉の課題─国内保護を中心に 

 

ドーハ閣僚総会以来、WTO農業交渉はこれまで、モダリティ（合意形成のための約束基準）の完

成を目指して、締約国がそれぞれ草案を提出する作業を繰り返し行なってきた。現在のところモダ

リティは完成しておらず、2003年９月メキシコ・カンクンで開催された第５回閣僚会議も農業交渉

を成功させることができなかった。このような状況にあって、EU共通農業政策改革と農業交渉との

関連はどのように理解されるべきなのだろうか。デカップリング概念を中心に整理してみよう。 

EUは2002年12月に農業交渉のための原案をまとめ、それを１月29日にWTOに提出している

（「WTO農業交渉のためのEC提案」）。またWTO締約国はそれぞれ農業交渉案を提出していたが、ハ

ービンソン農業委員会議長はこれらをまとめ、私案という形で、交渉の叩き台を発表してきた（2003
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年２月12日モダリティ１次案、同年３月18日１次案改訂版）。そこで、まず最初に、EUの農業交渉

案とハービンソン草案との内容を国内保護措置を中心に整理してみることにしよう。第１表はそれ

らを整理して、まとめたものである。 

 

第１表 WTO農業交渉における EU案とハービンソン案（国内保護措置のみ） 

 

 EU案 ハービンソン案 

アンバーボックス 

  

①貿易歪曲的な現行のAMS水準を

55％削減 

①AMS水準を５年間同率で60％削減

（発展途上国は10年間で40％削減）

 ②発展途上国の食料安全保障や農村

振興のためにモジュレーションを

実施 

②削減義務から最小保護水準を除外

する先進国の権利を５％から2.5％

に削減（発展途上国は10％） 

ブルーボックス 

 

アンバーボックスより貿易歪曲的で

ないことから農業協定第６条５項を

維持。 

農業協定第６条５項の生産制限プロ

グラムの下で行われている直接支給

は５年間同率で50％削減 

デミニミス 廃止  

グリーンボックス   維持。ただし一定の事項を考慮 

平和条項 延長   

（出所）EU案は、The EC's Proposal for Modalities in the WTO Agriculture Negotiations, 2003.1.29. 

ハービンソン案は、First Draft of Modalities for the Further Commitments(revision), 2003.3.18. 

より、それぞれ作成。 

 

(1) ハービンソン草案 

ハービンソン草案の特徴は、ブルーボックスを廃止すべきと考える締約国がある一方、アンバー

ボックスより貿易歪曲的ではないことを理由に、農業改革を進めると同時に、一定の非貿易諸目的

を達成する重要な方法としてその存続を主張する締約国もあることを反映して、締約国間の認識の

違いを非常に強く意識した内容になっていることである。ハービンソン草案はこのような対立状況

の中で、妥協の産物として提案されている。前者の考えに立脚するならば、ブルーボックスの一部

をアンバーボックスへ統合する一方、残りをグリーンボックスへ転換する方法を取らざるをえない

のに対して、後者の考えに立脚するならば、当面ブルーボックスを温存しつつ、アンバーボックス

の削減に合わせて漸次的に縮小し、グリーンボックスを拡大していく方法が考えられることになる。

どちらの方法を取るにせよ、グリーンボックスの拡大を指向している以上、デカップリングの程度

がポイントになる。その結果、妥協の産物として部分的デカップリング提案されていた。 

 

(2) 「WTO交渉のためのEC提案」 

 ① ブルーボックス 

EUは、この提案の中でブルーボックスを維持する理由を次のように述べている。 

「ブルーボックスとして分類されている保護は、アンバーボックスより貿易歪曲性が少なく、

それを削減する本質的メカニズムである。ほとんどの貿易歪曲的措置について更なる削減を実
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施するために、農業協定第６条５項の規定を維持しなければならない」。 

このように、EUはブルーボックスを維持するといった防御的立場から、農業協定の該当部分

（第６条５項）の修正を提案しようとしなかった。ブルーボックスの廃止が提案されなかった

のは、2002年７月の共通農業政策改革案に盛り込まれた全面的デカップリングに対して、フラ

ンス、ドイツ、イタリアなど多くの国から反発され、実質上デカップリングについての再検討

が行われなければならなかったためである。すでにこの動きは欧州議会その他での議論に顕著

に現れていた。EU委員会の文書『EU農業とWTO』（2003年）によれば、「ブルーボックスとグ

リーンボックスが、市場価格支持から直接支給へ転換する上で本質的役割を果たしている限り、

これらの概念の存続を前提に、EUは国内保護の更なる削減を提案する」と述べられている。部

分的デカップリングによって、生産と農業保護との関連を一部であるにせよ残すためには、ブ

ルーボックスの存続と削減を同時に達成しなければならなかった。EUが「平和条項」の継続を

主張していたのはそのためである。提案は、「平和条項は農業協定の特殊な性格の論理的帰結で

ある」と述べ、その存続が主張されている。すでにドーハラウンドが開始される前からEUはこ

の提案を行っており、ブルーボックスの存続の立場を明らかにしていた。『EU農業とWTO』の

中でも、「EUは、平和条項がなければ、将来のWTO農業協定の持続性は麻痺してしまうだろう

と考えている。平和条項は延長されるべきである」と述べられている。 

 ② グリーンボックス 

また、グリーンボックスに関しては次のように述べられている。 

「貿易改革を進める上で、発展途上国における特定の国内保護ニーズや、環境保護、農村振

興、アニマル・ウェルフェアなどの一定の社会的目的は、WTOが生み出した障壁がない状況下

で達成されるということを、社会は改めて確認する必要がある。グリーンボックスに該当する

措置は、こうした諸目的の実現に寄与している。したがってECは既存のグリーンボックス基準

をグローバルな視点から満たし、上記の社会目的を実現するために、この種の措置が対象を明

確にし、透明で、貿易歪曲的ではないやり方で実施されるべきであると考えている」。 

EUはアジェンダ2000以降、農村振興政策とそのもとで様々なプログラム（例えば有機農業助

成、条件不利地域振興など）を実施してきたが、グリーンボックスの役割を強調することで、

ますます農村振興政策への傾斜を強めようとしている。このことは、今回の改革に盛り込まれ

たモジュレーションとクロスコンプライアンスの強制的実施にもはっきり現れている。 

 

２．EU・アメリカ共同提案 

 

しかしWTO農業交渉は2003年３月末日までにモダリティを完成することができず、更にその後も

包括的合意を目指して交渉を続けなければならなかった。EUとアメリカが2003年９月メキシコ・カ

ンクンでの閣僚総会を前に、袋小路に陥った事態を打開するために、農業交渉に関する共同提案を

行ったのもそのためである。この提案は交渉の枠組みを構成しているだけであり、各項目について
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数字を明記するなどの具体的な提案は行われていないが、今後の農業交渉の叩き台として重要な意

味を持っている。国内保護に関する提案の内容は次のとおりである。カッコ内が空欄なのは未定の

ためである。 

① アンバーボックス（１．１） 

 最も貿易歪曲的な国内保護措置は（ ）％から（ ）％の範囲で削減する。 

② ブルーボックス（１．２） 

 加盟国は、次の条件で、より貿易歪曲性の少ない国内保護措置へ移行することができる。 

（ⅰ）直接支給 

 －支給は定められた面積及び生産量の基づいて行われること 

 －支給は生産の８５％、或いは基準水準以下について行われること 

 －家畜支給は定められた頭数について行われること 

（ⅱ）１．２（ⅰ）による支給が実施期間終了までに農場生産総額の５％を越えないこと 

（ⅲ）AMSのもとで認められた保護額、１．２（ⅰ）による保護、デミニミスは、2004年に、デミニ

ミス額、協定６条５項の支給、最終譲許のAMS水準を大幅に下回るように、削減されること 

③ デミニミス（１．３） 

 デミニミスを（ ）％削減する。 

④ 平和条項（５） 

また、国内保護と関連して、「関心があるが、合意に達していない課題」に、「平和条項」が挙

げられている。 

すでに述べたように、この共同提案は今後の農業交渉の枠組みを提起しただけであるから、この

提案に盛り込まれたEUの思惑とすでに合意した共通農業政策改革との関連を整理しておく必要が

ある。 

第１に、アンバーボックスに関して、削減水準の範囲が締約国の裁量に委ねられている部分が大

きいことである。そうした裁量は、実は、EUよりアメリカの場合の方が大きい。何故なら両者の間

でアンバーボックスの水準に相当の開きがあり、したがってハービンソン草案提案の60％削減は、

EU提案の55％削減を上限とし、下限をアメリカに適合的な水準に落ち着かせることが予想されるか

らである。 

第２に、グリーンボックスについての提案が行われていないことである。このことは、農業協定

付則Ⅱの基準についてEU及びアメリカが変更を必要としていないこと、ハービンソン草案が交渉の

基礎であり続けることなど、様々な解釈を生む余地を残している。いずれにせよ、ドーハラウンド

におけるグリーンボックスの位置や内容を明確にすることが求められる。 

第３に、ブルーボックスはその廃止ではなく、一定の削減が提案されていることである。この提

案は、すでに見た直接支給と農業生産を一部切り離し、漸次的にグリーンボックスへ転換しようと

しているEU共通農業政策改革の結果を反映したものと考えることができる。部分的デカップリング

が実施されれば、EUのブルーボックスに該当する措置の７５％がグリーンボックスへ移行するとい
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う試算もある。共同提案による追加削減は、共通農業政策改革が実際に実施された後であれば、EU

においても受け入れられるであろう。それは２００７年以後、場合によっては２０１３年以後にな

るかもしれない。この提案で注意しておかなければならないことは、従来のブルーボックスを事実

上継続することを想定していることである。ブルーボックスに上限を設け、半減することが提案さ

れていたハービンソン草案と対比してみると、ブルーボックスに該当する措置を実施していないア

メリカにおいても、生産水準の５％まで使用する余地を残すことになる。EUについても、ブルーボ

ックスを実際にどのように削減するのかは、今後具体的に検討してみなければならない課題である。 

第４に、「平和条項」についての取り扱いである。「関心があるが、合意していない」事項の一つ

に「平和条項」が挙げられていることは、２００３年末日以後もこれが継続する可能性があるとい

うことを意味している。「合意していない」ということの意味は、EUが「平和条項」の継続を主張

してきたことからすれば、アメリカもまた原則的にこの条項の継続に同意していると見るべきであ

る。いつまで継続するのかは、ブルーボックスの削減状況にかかっている。 

 このように、EUとアメリカの共同提案は、それに先立って行われていた共通農業政策改革の内容

を反映したものとなっている。そこでEU共通農業政策改革の内容を検討し、国内保護の改革につい

て、その意義を明らかにしてみよう。 

 

３．共通農業政策改革の合意内容 

 

(1) 共通農業政策の改革内容（2003年６月26日農相理事会合意） 

 ① 直接支給（デカップリング） 

 小麦、米、牛肉、酪農などを対象に、これまで実施されてきた共通農業市場組織のもとでの

プレミア（直接支払い）を単一農場支給に置き換える。支給額は2000～2002年の期間の基準額

に基づくものとする。ただし穀物（米を除く）25％、子付雌牛奨励金100％、と殺奨励金40％、

羊・山羊50％までは現状を維持することができる。実施時期は2005年からとする（ただし2007

年まで猶予期間を設けることができる）。加盟国は、環境、品質保全、マーケティングのための

重要な農業を奨励するために、単一農場支給総額の10％までを追加支給することができる。 

 ② クロスコンプライアンス 

 単一農場支給を受けるにあたって、全ての農地を適切な農業及び環境条件に維持する要件を

応諾する（コンプライする）ことを義務付ける（強制的クロスコンプライアンス）。遵守すべき

要件に違反した場合、その程度に応じて直接支給額を減額する。 

 ③ モジュレーション 

 新たな農村振興政策の資金調達のために、大規模農家に対する直接支給を減額する。具体的

には、直接支給額が年5000ユーロ以上の農家に対して、2005年３％、2006年４％、2007年５％、

2008～13年５％を減額する。ただし超遠隔地域の場合モジュレーションの対象としないものと

する。 
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 ④ 農村振興 

 これまでの農村振興プログラムに、品質、食品安全、アニマル・ウェルフェアを追加する。具

体的な措置をプログラムに組入れるかどうかの判断は加盟国に委ねられる。 

 

(2) デカップリングの意義 

農相理事会で共通農業政策改革案が合意されたとき、農業担当委員フランツ・フィシュラーは、

WTO農業交渉との関連について次のように述べた。 

「この決定は新時代の幕開けを告げるものである。我々の農業政策は基本的に変更された。我々

の直接支払いの大半は、もはや生産と関連しないことになる。・・・我々の新政策は貿易に馴染んだ

ものである。我々は国際貿易を大きく歪め、途上国を傷つける旧来の補助システムにサヨナラを告

げつつある。今回の決定はドーハの発展課題に関する交渉においてEUに強力な手を差し伸べるもの

である。EUは宿題を果たした。今や他の国々がWTO交渉を成功に導くために動く番だ。ボールは、

今や高度に貿易歪曲的な農業政策を採り続け、ますますその方向に動いているアメリカのような陣

営にある」。 

ここで確認しておかなければならないことは、2002年７月にEU委員会が提案していた全面的デカ

ップリングが、ウルグアイラウンド農業協定付則Ⅱに示されているグリーンボックス措置に最も適

合していることである。この点についてフィシュラーは、「提案（注：デカップリング提案）はWTO

におけるEUの立場を強化することになるだろう。何故ならデカップリングはWTOにおける直接支

給の性格を変えるだろうからである。それらはもはやブルーボックスとしてではなく、グリーンボ

ックスとして分類されるだろう。後者は貿易歪曲的ではないか、或いは最小限に止まった国内支持

形態なのである」と述べている。生産と切り離されていること、クロスコンプライアンス措置を通

じて環境プログラム下の支給と結びついていることで、WTOが求めている要件を完全に満たしてい

ると考えていることがわかる。問題は、部分的デカップリングを採用したことによって、WTO要件

を満たしているというこうした認識にどのような変更を求められたのかという点にある。 

後述するように、デカップリングには、（a）部分的にデカップルされた支給、（b）後にデカップ

ルされる予定の支給、（c）完全にデカップルされた支給など、いくつかの形態がある。部分的デカ

ップリングは、狭義の意味では（a）、（b）を指している。単一農場支給の開始時期がEU加盟国の裁

量によって2007年まで延長することが認められたために、（b）の形態もしばらく存在することが予

想されるからである。しかし実は、これだけが部分的デカップリングに該当するわけではない。あ

る部門が完全デカップリングを実施し、別の部門が部分的デカップリングを行うといった状況の中

で、両者が組み合わせられる場合や、畜産部門で頭数支給から面積支給への変更など実施方法を変

えることによる部分的デカップリングなど、様々なヴァリエーションが生じることも考えられる。

したがってどのような直接支給を、どのような方法で実施してきたかが、部分的デカップリングの

形態を見る上で非常に重要となる。 

デカップリングにこうしたヴァリエーションが生じたのは、完全デカップリングに対する強い反
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対のために、デカップリングに例外を認めることで、加盟国の政治的合意を得ることが必要になっ

たためである。今回の合意は、完全デカップリングへの移行の可能性を将来に残すために、部分的

デカップリングやデカップリングの据え置きが必要であることをEU委員会自体が認めたというこ

とを意味している。実は、2002年７月の改革原案が議論されていた早い時期から、EU委員会は部分

的にカップルされた支給を維持する必要性を認識していた。この認識は、前述したWTOに対するEU

提案の中にすでに反映していた。 

問題は、全面的デカップリングから部分的デカップリングへと大きく舵をきった今回の改革によ

って、果たしてフィシュラーが述べているように、「直接支払いの大半はもはや生産と関連しない」

こと、すなわちグリーンボックスへの転換を完成させたと言えるかどうかという点にある。 

言うまでもなく、フィシュラーの発言に見られる解釈を可能にしているのが、クロスコンプライ

アンスの実施を今回の共通農業政策改革の中に盛り込んだことにあった。デカップリングに関して

妥協が行われたにもかかわらず、その一方で単一農場支給という新しい制度を導入し、この制度と

クロスコンプライアンスを強制的に結合させることで、従来の生産物に対する保護から生産者に対

する保護へ（モノからヒトへ）の転換を長期的な方向として示したのである。 

 

(3) クロスコンプライアンスの意義 

すでにクロスコンプライアンスは、1992年マクシャリー改革に部分的に盛り込まれていたが、今

回の改革によって、デカップルされた単一農場支給や、デカップリングが行われていない直接支給

であっても、それを受け取るときの事実上の強制的な要件としてクロスコンプライアンスが設けら

れた。クロスコンプライアンスとは、農業保護に一定の要件を交差させることで、保護を受け取る

農業者の資格を限定することである。クロスコンプライアンスの本質は農業保護に対する権利を資

格に置き換えることにある。クロスコンプライアンスを初めて導入したマクシャリー改革では農業

保護を受け取る資格は任意でしかなかったのに対して、今回の改革では単一農場支給を受け取る際

に必然的に求められる要件として強制的性格を持つようになっている。リーガルテキストには環境、

食品安全、アニマル・ウェルフェアなどの分野で18の基準が定められ、農業者はこれらの基準を満

たしていることを前提に支給を受け取ることができるように決められている。基準は適切な農業条

件や環境状態を維持するために、加盟国の地域的状況に応じて策定されなければならない。農業者

がこの基準を無視した場合、支給額は削減されることになる。 

クロスコンプライアンスについてフィシュラーは次のように述べている。 

「単一農場支給は簡明で、透明度の高い支持制度を生み出します。勿論それは何もしない農業者

に支給するということではありません。逆に農業者は土地を良好な形で維持しなければならないこ

となど、多くのクロスコンプライアンス要件を満たさなければならないのです。このことは環境、

食料の安全性、動物の健康や、職業上の安全基準を満たさなければならないことを意味します」（2003

年２月18日NFU総会での演説）。 

クロスコンプライアンスを実施する場合、その要件が問題になる。第１に、要件の基礎として、
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EC法、国内法、その他の追加的要件が考えられる。ここで注意しなければならないのは、これらの

要件が法的な要件にすぎず、農場ごとの地域に応じた要件ではないことである。したがって、地域

の実情に応じて、どれだけの要件が課せられるのかが問題となる。第２に、適切な農業及び環境条

件とは何かという定義上の問題がある。市民団体は、基準自体をより明確にすること、すなわち基

準の範囲を今回の改革が定めた35の理事会指令というように一部に限定するのではなく、全ての分

野を対象として定めること、適切な農業、環境活動の定義を明確にし、そこには永久牧草地の維持、

過剰生産を抑制するような強制的セットアサイド、家畜飼養密度の上限設定、強制的作付け循環、

減農薬・減化学肥料、遺伝子操作をしない生産などを求めている。第３に、要件の遵守を検証する

ことである。クロスコンプライアンス要件が遵守されているかどうかは、総合行政・管理システム

（IACS）を基礎に、既存のメカニズムを通じて行われるが、モニタリングの実施のために、それに

相応しい指標（インディケーター）の開発を行う必要がある。 

 

(4) 共通農業政策改革と農業交渉 

それでは今回の改革によって、WTO農業交渉の課題の一つとなっているブルーボックスの削減と、

グリーンボックスへの転換との関係はどのように変化しただろうか。この点を、国内農業保護措置

の実態と今後の予測をもとに検討してみたい。 

① アメリカとEUの国内農業保護措置 

 

第２表 アメリカ及び EUの農業保護、1995－99 年 

単位：米百万ドル 

  アンバーボックス ブルーボックス グリーンボックス 計 

アメリカ １９９５年 6,214 7,030 46,041 59,285 

 １９９６年 5,898 0 51,825 57,723 

 １９９７年 6,238 0 51,252 57,490 

 １９９８年 10,392 0 49,824 60,216 

 １９９９年 16,862 0 49,749 66,611 

      

EU １９９５年 66,524 27,720 24,972 119,217 

 １９９６年 64,815 27,345 28,120 120,280 

 １９９７年 55,896 22,765 20,230 98,891 

 １９９８年 52,394 23,012 21,513 96,919 

 １９９９年 49,933 20,638 20,783 91,354 

（出所）Karen Klonsky, How Well Do Green Payments Fits into the Green Box? Lessons from EQIP, 

2003,p.4.  

 

第２表は、アメリカとEUの1995年から1999年までの農業保護措置を、アンバーボックス、ブ

ルーボックス、グリーンボックスに分けて、それぞれの推移を示したものである。アメリカで

特徴的なのは、第１に、1996年以降農業保護はアンバーボックスとグリーンボックスに特化し、
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ブルーボックスに該当する措置がなくなっていること、第２に、グリーンボックスにあまり変

化が見られない反面、アンバーボックス措置が増大しているために、農業保護予算が全体とし

て増大していることである。それに対してEUは、第１に、ブルーボックス措置が農業保護予算

全体の２３％程度を占めており、WTOルールにしたがってこれをグリーンボックスへと転換す

ることが求められていること、第２に、アンバーボックス措置が傾向的に減少しているために、

農業保護予算が全体として減少しているという特徴をもっている。こうしたアメリカとEUの違

いは、WTO農業交渉を通じて、EUがアメリカからブルーボックスをグリーンボックスへ転換

することを強く求められる状況にあることを意味している。アメリカではグリーンボックスが

農業保護全体の75％も占めているのに対して、EUは多い場合でも23％程度しか占めていないか

らである。こうした違いが生じるのは、WTO農業協定が定めているグリーンボックスが、本来

異なった性格の措置が様々な形で混在している「雑居地帯」となっているからである。アメリ

カでは、1999年にグリーンボックス予算497億ドルの内国内食糧援助（とくに食糧スタンプ）が

330億ドルと実に66％も占め、次いで一般サービス、デカップルされた所得支持となっているの

に対して、EUでは、一般サービスに次いで、環境保護、構造調整、地域振興などの農業生産と

直結していない具体的な措置に支出されている。EUではアメリカと違って、食糧援助はわずか

１％程度しか支出されていない。生産と結びついていない措置とはいっても、このように性格

の異なる措置が、一括してグリーンボックスと呼ばれている。 

 ② 国内農業保護の予測 

それでは、デカップリングの程度の違いによって、今後国内保護に支出される農業予算はど

のように変化していくだろうか。第３表は、EU15か国の農業保護水準を、「食料・農業政策研

究所」（FAPRI）の推計に基づいて、2001年から2009年までを対象時期として示した予測を示し

ている。この表に示されているベースラインとはデカップリングを実施せず国内保護を継続し

た場合の水準を、ブルーボックスの欄に示されている“MOST”とは「すべての加盟国が対象

となる支給プログラムを単一農場支給に置き換えることで最大限認められるデカップリングの

水準」を、“LEAST”とは同じく「現行のカップルされた支給プログラムを、今回の改革（2003

年６月合意）が認めた最大限まで維持することで、デカップリングを最小限行った水準」を指

している。“MOST”と“LEAST”というシナリオをここで想定しなければならないのは、今回

の改革によって、デカップリングをどの程度、いつから実施するのかを判断する裁量がEU加盟

各国に相当程度残されたため、デカップリングを最大限行った場合と、最小限しか行なわれな

かった場合の二つの可能性を考えておく必要があるためである。前者が全面的デカップリング

（或いはそれに近い）、後者が部分的デカップリングと呼んでよい。 

この表からわかるように、現在EUはウルグアイラウンド農業交渉の結果、約671億ユーロま

でアンバーボックス措置をとることができるが、2001/02年ではこのうち400億ユーロが用いら

れ、2008/09年に320億ユーロにまで減少している。 
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第３表 EU15か国の国内保護水準 

単位：百万ユーロ 

  2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

許可されたAMS 67,170 67,170 67,170           

現行AMS         

  ベースライン 40,081 34,814 34,687 34,744 34,322 33,933 33,505 33,520

  MOST   34,687 34,134 32,972 32,388 32,117 32,121

  Least   34,687 34,134 33,059 32,540 32,174 32,208

ブルーボックス         

  ベースライン 23,064 24,018 23,989 23,998 25,020 26,029 27,054 27,033

  MOST   23,989 25,330 367 372 376 389

  LEAST   23,989 25,330 26,976 28,366 7,411 7,089

現行AMS及び 

ブルーボックス小計 
        

  ベースライン 63,145 58,831 58,676 58,742 59,352 59,962 60,559 60,553

  MOST   58,676 59,463 33,339 32,760 32,493 32,500

  LEAST   58,676 59,463 60,034 60,906 39,585 39,297

現行AMS/2003・2004

許可されたAMS 
        

  ベースライン   -48% -48% -49% -49% -50% -50%

  MOST   -48% -49% -51% -52% -52% -52%

  LEAST     -48% -49% -51% -52% -52% -52%

（出所）FAPRI,Analysis of the 2003 CAP Reform Agreement,FAPRI Staff Report 2-03,2003,p.14. 

 

またブルーボックスに該当する措置は2001/02年に230億ユーロが用いられている。デカップ

リングは、耕地直接支給（arable area payment）、特別肥育牛奨励金、搾乳牛奨励金など現行の

ブルーボックスに該当している措置をグリーンボックスに該当する単一農場支給に転換するこ

とを目的としている。この表は、二つのシナリオによって、ブルーボックスがどれだけ削減す

ることが可能なのかを示している。“MOST”では2005/06年以降３億数千万ユーロまで減少し

ているのに対して、“LEAST”ではベースライン水準が2006/07年まで維持され、それ以降よう

やく70億ユーロ強まで減少している。当然のことながら削減量は“MOST”の方がはるかに大

きい。EUとアメリカによる農業交渉のための共同提案では、ブルーボックスによる支給が実施

期間終了までに農業生産総額の５％を越えないことが提案されていた。1999年で農業生産総額

は約2330億ユーロ、“LEAST”シナリオのブルーボックスが７０億ユーロ強であるから、これは

農業生産総額の３％程度にしかならず、共同提案の条件を満たしていることになる（“MOST”

ではわずか0.001％）。このことは部分的デカップリングであっても、共同提案の要件を満たし

ていることを示している。 
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４．共通農業政策改革とイギリス農業 

 

 共通農業政策改革の進行に合わせて、「環境・食料・農村振興省」（DEFRA）は、部分的デカップ

リングに関して委託調査を行い、その結果が『部分的デカップリングに関する予備的分析』報告に

まとめられている。そこでこの報告書を素材に、部分的デカップリングがイギリス農業に及ぼす影

響を検討してみることにしよう。 

 報告書によれば、部分的デカップリングに変更された背景には、次のような問題が全面的デカッ

プリングに存在していたからであると指摘されている。 

① 肉牛部門を中心に、生産水準の大幅な減少につながる。 

② 単一農場支給の算定に関わる問題が本質的にあり、勝者と敗者を生みだしてしまう可能性が

ある。 

③ 支給受領者が不当な利益を得るためにデカップリングを使用し、それを馬鈴薯や園芸などの

他の分野に用いることになる。 

④ 契約栽培が行われている保護の対象となっていない作物価格が、直接支給など保護対象の経

営から報酬面で、影響を受けざるをえない。 

⑤ 全面的デカップリングから生じる急速な調整リスク 

⑥ クロスコンプライアンスにもかかわらず、全面的デカップリングでは、特定の目的を達成す

るために特定の政策手段の諸要素を用いるつながりがなくなってしまう。 

 こうした問題点はイギリス農業の現状に即して指摘されたものであるが、他のEU加盟国でもそれ

ぞれの状況に応じて、同じように問題点が指摘されるだろう。いずれの場合でも、部分的デカップ

リングが採用される問題点として考えておかなければならない論点である。 

ところで部分的デカップリングとはどのように定義されるだろうか。今のところ確定した定義が

部分的デカップリング概念にあるわけではなく、その種類や実施方法も多様であると言わざるを得

ない。以下は、耕種部門と畜産部門の間で、どの程度デカップリングが行われるのかを基準に区分

した部分的デカップリングの種類である。 

① 差別的デカップリング：例えば、耕種部門で実施し畜産では実施しないとか、畜産部門でも

肉牛特別奨励金で実施し搾乳牛奨励金では実施しないというように、農業諸部門を別々に扱う

ことで実施されるデカップリング。 

② 同質的デカップリング：すべての農業部門を同等に扱い、等しく部分的に行われるデカップ

リング。例えば現行支給の50％が単一農場支給に転換し、残りの50％は現状のまま維持される

というような場合である。この割合は状況に応じて変化する。現状維持の場合であっても、受

給資格を有する面積或いは家畜頭数全てに対して支給が削減されて行われるのか、一部にとど

まるのか、また削減された面積或いは家畜頭数に対して満額支給されるのかという問題も生じ

る。後者であれば生産者資格保証の形式をとる。 
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③ 混合デカップリング 

   耕種部門で完全デカップリングを実施し、畜産部門では50％がデカップルされ、残りは牧草

地奨励金に転換し、頭数支給ではなく、面積支給が行われるというような場合である。 

こうした基準に基づいて、様々なデカップリングとWTO農業協定のブルーボックスとの関係を示

したのが第４表である。この表は、全面的デカップリングから現状維持まで、ブルーボックスをい

くつかの種類に区分し、WTO農業協定との適合性を基準にランク付けしたものである（適合的であ

ればランクは上位）。すでに述べたようにハービンソン草案では、ブルーボックスをアンバーボック

スに吸収するか、５年間で50％の削減が求められている。したがってこの表に示されているように、

今回の共通農業政策改革で採用された部分的デカップリングの場合、どのような形態がこの提案に

適合的なのかを吟味しておく必要がある。 

 

第４表 デカップリングとWTOとの関係 

 

オプション ランキング コメント 

①全面的デカップリング １ 全支給がグリーンボックスに転換 

②耕地のみデカップリング ３ 全耕地支給が転換、ただし畜産は現状維持 

③50/50 

 

５ 

  

耕地支給が畜産支給より大きい場合、耕地のみの

デカップリングより悪化 

④50/50PEG 

 

５ 

  

耕地支給が畜産支給より大きい場合、耕地のみの

デカップリングより悪化 

⑤耕地/牧草地プレミアム 

  

３ 

  

欧州議会が想定する放牧を最小にした場合牧草地

奨励金はブルーボックスに該当 

⑥部分的耕地/牧草地 

  

７ 

  

75％の耕地支給と牧草地奨励金がブルーボックス

で存続する場合最悪 

⑦耕地/50/50/畜産 

  

２ 

  

牧草地奨励金の形態で50％の畜産支給が存続する

のみ 

⑧現状維持 ８ 全支給がブルーボックスのまま存続 

（出所）Alan Renwick et.al.,Preliminary Analysis of Partial Decoupling,2003,p.21. 

注：①全面的デカップリング 

②耕地支給のみデカップリング（畜産は現状維持） 

③全ての対象面積或いは頭数に対して支給額を半減 

④完全支給は対象面積或いは頭数の半分に限定 

⑤耕地面積支給を全面的にデカップリング、家畜奨励金を牧草地奨励金にコンバージョン 

⑥耕地面積支給を部分的にデカップリング、家畜奨励金を牧草地奨励金にコンバージョン 

⑦耕地面積支給を全面的にデカップリング、家畜奨励金の５０％をデカップリング（残り半分

を頭数支給から面積支給にコンバージョン） 

⑧現状維持 

 

言うまでもなく、全面的デカップリングの場合は文字通り全ての支給がグリーンボックスに移行

することになり、WTOルールに最も適合的と考えられる。それに対して現状維持の場合、最も不適

合となる。問題は中間に位置する部分的デカップリングの場合である。この表によれば、全面的デ
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カップリング（①）に次いで適合的なのは耕地面積支給を全面的にデカップリングし、畜産につい

ては５０％だけデカップリングする（残り半分を頭数支給から面積支給へ転換をともないながら）

という⑦である。畜産部門における様々な奨励金が現行の頭数支給から面積支給に転換することで、

よりグリーンボックスに近づくと考えられるからである。次いで適合的なのは、耕地面積支給を全

面的にデカップリングし、畜産部門については現状のままとどめる②や、家畜奨励金を牧草地奨励

金に転換する（コンバージョン）⑤である。ここではコンバージョンという概念に注目しておく必

要がある。頭数支給から面積支給もコンバージョンの一形態であるが、その他に面積あたりの均一

支給（flat rate）、歴史的権原に基づいた支給（現在の支給額を牧草地面積で除した額の支給）、牧草

地の種類（永久牧草地、一時的牧草地、自然放牧）などによって区分された支給といった形態をと

る場合もある。家畜奨励金の牧草地奨励金へのコンバージョンが幾分グリーンボックスに近づくと

判断されている。それに対して、耕地面積支給が部分的にしかデカップルされず、畜産部門も家畜

奨励金の牧草地奨励金へのコンバージョンに止まっている⑥の場合は、適合性ランクが低くなって

いる。 

 イギリスは、単一農場支給を２００５年から実施することを予定しているものの、どのような種

類の部分的デカップリングを採用するのかは決めていない。他の加盟国も同様であろう。農業交渉

の推移とともに、今後のこの点の動きを見守っていく必要がある。 

 

結びに代えて 

 

今後EU加盟各国は早急に、デカップリングの形態と実施時期を決定しなければならない。いかな

る決定が行われるかによって、WTO農業交渉の進展も影響を受けるかもしれない。ブルーボックス

からグリーンボックスへの転換を基本線として維持しつつ、当面ブルーボックスを存続させるとい

う合意がドーハラウンドで行われるならば、今後はどのような部分的デカップリングが採用される

のかが、議論の焦点になってくる。これまでもEU加盟各国でブルーボックスの実施状況は多様であ

ったから、当然、部分的デカップリングの実施状況も加盟各国で相当の違いが出てくるだろう。 
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