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Ⅳ 2003 年 CAP 改革のドイツでの実施 
                                                                     
 
１．2003 年 CAP 改革の概略 

 

EU は今年から３度目の農政改革に着手する。例外規定の運用や単価の算定方式をめぐって、

国により違いがあるものの、全体としては直接支払いの完全デカップリング（生産からの切り

離し）と「グリーン化」の方向に向かっている。 
これまでの農政改革の経緯を若干述べると、まず 92 年 CAP 改革（マクシャリー改革）で

導入された価格補償支払いは必ずしも生産中立的ではなかった。次の「アジェンダ 2000」の

改革では、最低限の環境への配慮の基準である GAP（Good Agricultural Practices: 適切な農

業活動）を直接支払いの要件とすること（クロス・コンプライアンス）、モジュレーションの

任意適用により、直接支払いに歯止めをかけようとした。 
だが、GAP の基準もまた各国の裁量に任され、国によって内容や程度が異なっていた。2003

年 CAP 改革では、単一支払制度を導入するとともに、一経営当たりの支払額を制限するモジ

ュレーションが義務となり、また GAP の最低ラインを環境保全、自然保護、食品安全に関す

る既存の EU の法律、および「適切な農業および環境の状態の維持」の基準に設定し、全体的

に直接支払いの支払額を制限することとした。 
 2003 年 CAP 改革の根幹をなす単一農場支払制度では、原則的に耕種作物に対する価格補

償支払い、家畜奨励金いずれも、その単価が 2000～2002 年の支払い実績を基準に固定化され

る。ただし、国別に定められた財政支出額の範囲内で生産中立的でない支払い部分も部分的に

認める（部分的デカップリング）。また、単一支払いのヘクタール当たり単価の設定について

も、(1)2000～2002 年の支払い実績に基づき個々の経営について算定する方式（Historic)、(2)
地域単位に一律に設定する方式(Flat rate)、(1)と(2)の組み合わせという３つの選択肢が設け

られた。 
2004 年の 7 月までに各国から提出された運用案によれば、部分的デカップリングを特定品

目に限り、単価設定を将来的に Flat rate 方式にしていくドイツ、イギリス（イングランド）

と、粗放型畜産農家やデュラム小麦農家を守るために部分的デカップリングを目一杯使い、単

価設定を Historic 方式に基づいて行うフランス、スペインのグループに大別される。 
以下ではドイツについて、主に 2005 年初頭に連邦政府が公表した資料に基づき詳細に見て

いくことにする1。 
 

２．単一農場支払い 
 

                                                  
1 BMVEL(2005, pp. 13-24)。 
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ドイツにおける直接支払いは、タバコを例外として、原則的にすべてデカップリングに移行

する。単価設定は上記の Historic 方式と Flat rate 方式の「組み合わせ」による。以下に述べ

るように 2005 年にまず地目（畑作、永久草地）毎に基準となる額が暫時的に定められ、その

後、実績に応じて額が確定され、さらに 2010～2013 年には最終的な統一単価、すなわち Flat 
rate に向けて調整が行われる。この移行期間開始時期については、当初、連邦政府（キュナ

スト大臣）は 2007 年を提案していたが、2004 年 7 月の連邦参議院（Bundesrat）の議決に

より 2010 年に変更された。また、ドイツの場合、統一単価は 13 の地域（基本的に州だが、

ベルリンなどの都市州はその隣接の州に吸収され、一つの地域を形成）毎、すなわち「地域モ

デル」により設定される。 
 
 １） 2005 年の単価設定 

 2005 年の支払い単価は、それぞれの経営固有の支払い（上記分類では Historic 方式の支払

い）および「地域モデル」に基づく農地面積に応じた支払い（Flat rate 方式の支払い）の組

み合わせによって設定される。すべての支払いのうち 1%は国別リザーブに引き落とされる。 
①国別上限の地域に対する割り当て 

まず、デカップリング直接支払いについてドイツに割り当てられた国別上限が、13 の地域

に配分される。現行の直接支払いの実績は、92 年 CAP 改革、アジェンダ 2000、各地域の特

殊な生産構造によって規定されているが、現行通りの配分を行うと地域差が大きくなる。連邦

および大多数の州にとって支払額の地域差は、直接支払いの根拠づけの見地から、社会的に望

ましい貢献、動物や環境の保護、農耕景観の保全に対する報酬としては正当化しがたいもので

ある。 
そこで、連邦と州は大方、ドイツに割り当てられた直接支払い総額の 35%を各地域の受給権

面積に応じて、残りの 65%を 2000～2002 年に各地域で実際に支払われた額に基づいて配分す

ることを了解している。この方法により、過去の直接支払い総額の 5%以上を失う地域は出現

しない。また、直接支払い単価についての最高地域と最低地域の差は、100 ユーロ未満に縮ま

る。 
 

②経営固有の支払い 
 経営固有の支払いは、2000～2002 年に各経営に支払われた平均単価に基づくが、様々な修

正が施される。たとえば牛乳の場合、2000～2002 年に直接支払いがなかったので、個々の経

営の牛乳クオータ（2005 年 3 月 31 日を期日とする）の量が基準とされる。経営固有の支払

い単価の算定には、次のデカップリング支払いのみが該当する。 
 ・雄牛に対する特別奨励金  
 ・子牛のと畜奨励金  
 ・繁殖雌牛奨励金  
 ・繁殖羊奨励金  
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 ・牛の粗放的飼養支払いのうちの 50% 
 ・牛乳奨励金  
 ・澱粉用ジャガイモ奨励金のうち 25% 
 ・乾草飼料奨励金のうちデカップリング部分  
 ・ 2006 年から、タバコ奨励金のデカップリング部分 
③農地面積支払い 

農地面積に応じた支払い単価は、地域に割り当てられた直接支払い総額から経営固有の支払

い分の総額を差し引いたもの、2005 年に農業者から申請された直接支払い対象の農地面積（受

給権面積）で除すことによって算出される。この時点では、畑地と永久草地が区別される。そ

れぞれの面積支払いに該当するのは下記の通りである。 
・畑地  

・ 農作物奨励金  
・ 種子作物補助金  
・ 穀物類補助金  
・ ホップ奨励金（生産組合に対する支払いを除く）  

 ・ 澱粉用ジャガイモ奨励金のうち 75% 
・永久草地  

・ 成牛と畜奨励金  
・ 牛奨励金に対する国の補充  
・ 牛の粗放的飼養支払いのうちの 50% 

ただし、2005 年の申請手続き前に、受給権面積が確定していないため、農地面積支払い単

価の正確な額も出せない。農業者が申請手続きより前に農地面積支払い単価のおおよその額を

把握するために、2002 年における土地利用調査のデータを参考に農地面積支払いの暫定額が

導き出された。 
たとえば、地域Ａに割り当てられた直接支払い総額が 212.91 百万ユーロ、経営固有の支払

い総額が 43.81 百万ユーロ、また、2002 年の土地利用調査データにより畑地、永久草地の面

積がそれぞれ 479,102ha、266,058ha であったとすると、農地面積支払いの単価は以下のよ

うになる。 
 212.91[地域 A の直接支払い総額]－43.81[経営固有の支払い総額]＝169.10（百万ユーロ） 
 169.10×0.9253［2000～2002 年に支払われた直接支払い総額のうち畑地の割合］ 

＝156.47（百万ユーロ）  
156.47 百万ユーロ÷479,102ha[暫定受給権面積] 

＝325.59 ユーロ／ha[畑地の面積支払い単価暫定値] 
 169.10×0.0747［2000～2002 年に支払われた直接支払い総額のうち畑地の割合］ 

＝12.63（百万ユーロ）  
12.63 百万ユーロ÷266,058ha[暫定受給権面積] 
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＝47.47 ユーロ／ha[永久草地の農地面積支払い単価暫定値] 
さらに、各地域は畑地と永久草地の面積支払い単価暫定値の比率、すなわち永久草地面積支

払い暫定値を畑地面積支払い暫定値で除した結果（上記の例でいうと 47.47÷325.59=0.145）
をプラス、マイナス 0.15 の範囲で調整することができる。このようにして、表１のような地

域別の面積支払い単価暫定値が示された。この値は、2005 年の申請手続き後に修正される。

連邦平均単価としては、永久草地については 79 ユーロ、畑地については 301 ユーロという値

が示されている。 
 

表１　地域別の農地面積支払い単価暫定値（€/ha）
2013年

永久草地 畑地
単一支払
い単価

バーデン・ヴュルテンベルク 56 317 302
バイエルン 89 299 340
ブランデンブルク、ベルリン 70 274 293
ヘッセン 47 327 302
メクレンブルク・フォアポメルン 61 316 322
ニーダーザクセン、ブレーメン 102 259 326
ノルトライン・ウェストファーレン 111 283 347
ラインラント・プファルツ 50 288 280
ザールラント 57 296 265
ザクセン 67 321 349
ザクセン・アンハルト 53 337 341
シュレスヴィヒ・ホルシュタイン、ハンブルク 85 324 360
チューリンゲン 61 338 345
連邦平均 79 301 328
資料：BMVEL（2005, p. 123）。　  

2005年

地域

 
 
  ２） 2009 年以降の単価設定 

まず、2009 年時点での地域の（推定）経営支払い総額を（推定）受給権面積で除すことに

より、最終単一支払い単価（地域目標）を算出する（この際、国別リザーブや後述のモジュレ

ーションは勘案しない）。下記の例で見るように、2009 年時点では依然、畑地の単価が永久草

地の単価を大きく上回っている。この両者を最終的に 2013 年に単一支払い単価である 328 ユ

ーロになるまで徐々に変えていく。つまり、永久草地の単価は高くし、畑地の単価は低くする。 
 

例：農場Ｂは、2005 年に 130ha の農地を経営している。40 万キロの牛乳クオータ量をもち、

2000～2002 年には乳牛と肉牛を飼養していた。2004 年に 2ha の永久草地をすき起こし、そ

こには 2005 年に穀物が栽培されている。農場 B が 2005 年および 2009～2013 年に受給する

直接支払いの単価は以下のように算出される。 
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(1) 受給権面積の算出および農地面積支払いの割り当て（2005 年）    
受給権面積=40[穀物畑、休耕あり]＋9[甜菜畑]＋1[ホップ畑]＋50[永久草地]+10[飼料作

物]=110ha 
 うち 畑地の面積支払い対象   ＝40－2[草地の畑地転換分]＋9＋1＋10＝58ha  

 永久草地の面積支払い対象 ＝2[草地の畑地転換分]＋50＝52ha 
(2) 休耕に関する受給権面積の算出（2005 年）  

休耕に該当する畑地面積＝40－2＋9＋10＝57ha（注：ホップ畑、樹園地は除外される） 
義務的休耕面積     ＝57×8.17%[地域固有の休耕率]＝4.66ha    

(3) 経営固有の支払い額の算出（2005 年） 
  A: 牛乳奨励金： 

40 万 kg[2005 年 3 月 31 日時点の牛乳クオータ量]×3.55 セント[奨励金単価] 
＝14,200 ユーロ 

 B: 成牛と畜奨励金： 
20 頭[2000～2002 年に処理した成牛頭数の年平均]×210 ユーロ[奨励金単価] 

   ＝4,200 ユーロ 
 C: 牛の粗放的飼養支払い： 

20 頭[2000～2002 年の飼養頭数の年平均]×100 ユーロ[奨励金単価] 
   ＝2,000 ユーロ → 50% → 1,000 ユーロ 
  総計：A＋B＋C＝19,400 ユーロ  

 (4) 2005 年の受給権単価 
   経営固有支払い単価＝19,400 ユーロ÷（110－4.66）[受給権面積－義務的休耕面積] 
   ＝184 ユーロ／ha 
   受給権単価の算出 
  休耕地：0[経営固有支払い単価]＋301[連邦平均の畑地面積支払い単価]＝301 ユーロ 
  畑地：184[経営固有支払い単価]＋301[連邦平均の畑地面積支払い単価]=485 ユーロ     
  永久草地：184[経営固有支払い単価]＋79[連邦平均の畑地面積支払い単価]=263 ユーロ 

(5) 2009～2013 年の受給権単価の変化 
   最終単一支払い単価が 328 ユーロに算出されたとすると、休耕地、畑作、永久草地それ 
    ぞれの受給権単価は 2009 年以降、それぞれ下記の表２のように変化する。 
 

    

表２　2009～2013年の受給権単価の変化の例
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

休耕地 301 304 309 317 328
畑地 485 469 438 391 328
永久草地 263 270 283 302 328
資料：BMVEL（2005, p. 122）。　  
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各年の受給権単価 Yt は、次の式によって導き出される。 
Yt = Z[最終単一支払い単価]＋（Xt[各年の調整率]×（S[2009 年の受給権単価]－Z）） 
 Xt： 2010 年：0.9 
    2011 年：0.7 
    2012 年：0.4 
    2013 年：0 

   
３．クロス・コンプライアンス 
 
  １） 経営上の基本要件 

 EU の規則 1782/2003 では、環境、飼料および食品の安全性、動物の健康、動物愛護に関す

る 19 の規則・指令の遵守が直接支払いの要件とされている。表３に示すように 2005 年から

2007 年にかけて段階的に導入される。これらは、農業者に対し具体的な命令や禁止を示すも

のばかりではなく、基本的に加盟国に対し、その国内法により所定の目的を達成することを要

求するものである。 
 

  
 
 クロス・コンプライアンスのうち、「適切な農業および生態学的な状態」については、連邦

の法律「直接支払い義務条項法」（Direktzahlung-Verpflichtungengesetz）およびその運用規

表３　農業経営上の基礎的要件
＜環境：2005年から適用＞
　　野鳥保護指令（1979）、地下水の危険物質汚染からの保護指令（1979）、　 
　　下水汚泥の農業利用に際しての土壌保全指令（1986）、
　　硝酸塩汚染からの水質保護指令（1991）、自然生息地・野生動植物相の保護指令（1992）　
　　動物の同定・登録指令（1992）、耳標・動物パスポート・登録に関する議会・理事会規則
　　（1760/2000）の適用のための委員会規則(2004）原注）、
　　牛の同定・登録および牛肉の表示に関する議会・理事会規則（1760/2000）原注）、
　　羊・山羊の表示と登録のシステム導入に関する理事会規則（2003）

＜人間、動物、植物の健康：2006年から適用＞
　　　農薬販売に関する指令（1991）、畜産におけるホルモン使用禁止（1996）、
　　　食品法の原則・要件を定める議会・理事会規則（2002）、伝染性海綿状脳症予防・
　　　検査・根絶のためのルールを定める議会・理事会規則（2001）、
　　　口蹄疫検査指令（1985）、豚水泡病検査指令（1992）、
　　　ブルータング病検査・根絶のための特別措置を定める指令（2000）

＜動物福祉：2007年から適用＞
　　子牛保護の最低基準を定める指令（1991）、豚保護指令（1991）、
　　農業目的の動物保護に関する指令（1998）

原注：牛の同定・登録に関する委員会規則（1997）、牛の同定・登録および牛肉の
　　　表示に関する議会・委員会規則（1997）を代替している。
資料：BMVEL(2005、 pp. 132-133）。　この内容は基本的にEU規則1782/2003付録Ⅲに基づくが、
　　　　原注の法律改正の通り、家畜の個体識別に関わる部分が一部、変更されている。
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則（Verordnung）が定められた。当初、2004 年 5 月に連邦消費者保護・食料・農業省が示し

た法案（政府案）に対し、ドイツ農民連盟会長ゾンライトナーは「クロス・コンプライアンス

の適用は、消費者、環境、動物愛護に何ら利益をもたらさない官僚的な怪物を生みだし、かつ

農業者には、政府が自分たちに不信感を持っていると映るだろう」、「ドイツが EU の基準以上

に厳しい基準を設けることは、ドイツ農業の競争力を弱くする」、「農業者にこれ以上負担をか

けてはいけない」などと反対した2。また、州の代表者からなる連邦参議院およびその農業委

員会（Agrarausschuss）は、畑地の休耕期間、休耕面積の割合、輪作作物の割合、不作付け

地の緑化の方法などについて、政府案は厳しすぎるとし、緩和を求めた。この連邦参議院の要

求に対し、EU 農業委員フィッシュラーは「不作為者に対する奨励金」であると警告の意を表

明している。連邦参議院による修正案は結局 2004 年 10 月に内閣によって採択され、翌 2005
年 1 月 1 日に発効している。EU 委員会の反応、評価はまだ明らかにされていない。 
 「適切な農業および生態学的な状態にある農地の維持」は以下の４項目からなる。当初の政

府案が変更になった部分には下線を施し、カッコ内に政府案の内容を記しておいた3。 
 
  ２） 土壌浸食防止 

a. 畑地の休耕：12 月 1 日から（政府案では 11 月 1 日から）翌年 2 月 15 日までの間、畑

地の少なくとも 40%（政府案では、傾斜度が 2%以下の土地では必要なく、2%以上の農地で

は 50%以上としていた）は植物が植わった状態にするか、もしくは樹園地の植物残滓を鋤き

起こしてはならない。ただしこれらの義務は、12 月 1 日より前に冬穀物または中間作物が播

種されている場合は免除される。また、土壌浸食の危険が少なく、天候条件上の理由がある場

合は、州の役所は免除することができる（参議院農業委員会の要求により追加）。 
b. 段々畑の撤去禁止：ただし、土壌浸食の危険がなければ、州の役所は許可しうる。 
 

  ３) 土壌中の有機質の保全および土壌構造の保護 

以下の a または b の方法をとる。 
a. 輪作の義務 
少なくとも３つの作物を含む作付け体系を維持する。一つの経営で３つ以上の作物が作付け

られている場合、各作物は少なくとも畑作地の 15%（政府案では 20%）を占めること。夏作

物、冬作物はそれぞれ一つと数え、休耕地は一つの作物に相当する。中間作物は相当しない。

多年生作物、永年性作物の場合は、この輪作の義務は除外される。作物が１つまたは２つの場

                                                  
2 ’Cross-Compliance darf kein bürokratisches Ungetüm werden’, Agra-Europe 24/04(LB1-2), 14. Juli 
2004 
3 以下、BMVEL(2005, pp. 75-79)およびアグラ・ユーロップ（独語版）の関連記事  
’Bundeslandwirschaftsministerium will Massnahmen zur Erossionsvereidung vorschreiben’, 
Agra-Europe 19/04(LB1-3), 10. Mai2004, ’Cross-Compliance-Verordnung gerät in Zeitnot’, 
Agra-Europe 30/04(LB22-24), 26. Juli 2004, ’Länder bewegen sich bei Cross compliance auf die 
Regierung zu’, Agra-Europe 37/04(LB5), 13. Sep. 2004, ’Bundesregierung akzeptiert abgeschwächte 
Cross-Compliance-Vorgaben’ , Agra-Europe 43/04(LB15-16), 25. Oct. 2004 に基づいている。 
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合、別の作物を植えている他の農場との交換により、他の土地を耕していれば、この輪作の要

件を満たしうる。また、１つの作物のみの場合は、少なくとも３年間にそれぞれ異なる作物を

植えれば要件を満たしうる。 
b. 有機質バランスシート（Humusbilanz） 

 輪作義務を守らない場合は、畑地について有機質の投入、排出を記録したバランスシート

（Humusbilanz）をつけて毎年 12 月 31 日までに報告しなければならない。または、少なく

とも６年毎に畑地の腐植土成分を科学的に認証された方法によって測定しなければならない。 
有機質バランスシートの結果、年間 ha 当たりの腐植土中の炭素量の３年間の平均（政府案

では毎年の数値）が境界値（マイナス 75kg）を下回る場合、または有機質成分調査の結果（成

分が 13%未満の土壌ではその 1%、13%を上回る土壌ではその 1.5%で測定）が上記の境界値

を下回る場合、その農業者には有機質バランスを改良するチャンスが示されるような助言の措

置をとり、助言の翌々年に境界値を達成することが要求される。 
 c.補足 
  切り株の残った畑地の焼き払いは禁止する。ただし例外は認められる。 
 
  ４) 農業生産を中止した土地の維持 

a.畑地：義務的休耕または任意に生産を中止した畑地は緑化する。その場合、自主的緑化で

もよい（政府案では、虫が受粉する多年生の花の種類を少なくとも３つ含む種子の混合播種を

要件としていた）。草の伸長分は粉砕し、畑地全体に散布する（マルチまたは切り藁）。ただし

任意に生産を中止した畑地の場合は、刈り取り、その刈り取り分を除去するという方法でもよ

い。 
b.永久草地：農業用に使われなくなった永久草地では、最低１年に１回は草の伸長分を粉砕

し、畑地全体に散布する（マルチまたは切り藁）。あるいは、最低２年に１回は刈り取りし、

刈り取り分を除去しなければならない（政府案では、より厳しい要件が示されていた模様）。 
 
畑地でも永久草地でも、野生動物の孵卵期、成長期である 4 月 1 日～7 月 15 日を考慮し、

この間はマルチ、刈り取り、切り藁はしてはならない。  
 州の役所は、特別な自然保護、環境保護の理由から例外を認めることができる。 
 
  ５) 景観要素 

農耕景観において、景観要素は生態学的に価値の高い生息空間を提供し、また、様相を豊か

にするがゆえに、撤去されてはならない。重要な点は、いずれの景観要素も将来、経営支払い

（単一農場支払い）の枠組のなかで、補助金の対象となる農地として数えられるということで

ある。以下の景観要素を全部または部分的に撤去してはならない。 
a.生け垣または Knicks：列状の構造物であり、大部分が樹木の繁みで覆われ、長さが 20m

以上（政府案では 15m 以上）であるもの。 
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b.樹木の列：農業用（果樹を含む）でない樹木が列状に植えられている。５本以上の樹木か

ら構成され、長さが 50m 以上（政府案では 30m 以上）ある。 
c.畑地の雑木：大部分が雑木によって覆われた土地であり、その土地は農業生産には用いら

れていない。広さは 100～2000m2（政府案では 25～2000 m2）ある。植林助成金の対象とな

っている土地は除く。 
d.湿地帯：大きさは 2000m2以下である。連邦自然保護法第 30 条第１項、第２項の意味で

の州の法的規定により保護され、ビオトープカード記録で把握されているビオトープである。 
e.単独の樹木：連邦自然保護法第 28 条の意味での州の法的規定により天然記念物として保

護されている樹木。   
 
６） 永久草地の維持 

EU 規則 1782/2003 は、加盟国に永久草地の維持を義務づけている。その義務は何段階かの

行為によって果たされる。ドイツでは、その義務の遵守は地域つまりは州のレベルで有効であ

る。どの地域も毎年、直接支払い契約に基づき、農用地総面積に占める永久草地の割合を計算

し、EU 委員会に届けなければならない。その際、毎年新しく計算された値が基礎値と比べら

れる。つまり、2005 年に申請者によって報告された農用地面積に対する 2003 年の永久草地面

積の割合が算出される。 

永久草地の割合によって遵守事項が以下のように異なる。 

a.現在の永久草地割合が基礎値に比して 5%未満減少した場合、その農業者には何の義務も

生じない。  

b.少なくとも 5%減少した場合、その州は、草地の鋤返しに際し事前の許可を必要とすると

いう法律を公布しなければならない。この場合、どのような要件が鋤返し許可と結びつくのか

は確定していない。 

c.8%より多く減少した場合、鋤返しをしていない永久草地を経営している直接支払い受給者

は、そこに再び播種するか、他の土地を新たに永久草地とするか（永久草地化）を義務づけら

れうる。10%より多く減少した場合は、再播種または永久草地化をしなければならない。 

2005 年の時点ですでに 8%もしくは 10%を上回っている場合は、2003 年から 2005 年の間に鋤

返されたすべての農地において再播種または新たな永久草地化をしなければならない。2006

年以降に上回る場合は、それ以前の 24 ヶ月の間に鋤返した農業者は、その 24 ヶ月間に鋤返し

た永久草地での再播種もしくは他の農地の永久草地化をしなければならない。 

 

2005 年の直接支払い契約に際しては個々の農業経営のレベルでは永久草地の維持の規定は

適用されない。だが、2005 年の契約の評価により、その当該地域において基本値に対する永

久草地の割合が明らかに減少したことがわかった場合は、この鋤返し許可に関する義務が効力

を発する。これらの規定の違反は直接支払いの削減につながりうる。 
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４．モジュレーションの義務化    
 
  ドイツは 2003 年初頭から、年率 2%の任意のモジュレーションを実施してきた。社会経済

的理由により一経営当たり１万ユーロまでを控除分としていた。つまり、年間受給額が１万ユ

ーロ以下の経営にはモジュレーションは適用されなかった。 
2003 年 7 月の EU 農相会議の合意（ルクセンブルク合意）により、モジュレーションは 2005

年からEU全体で義務化されることになった。毎年の削減率は、2005年は3%、2006年は４％、

2007～12 年は 5%、控除分は 5,000 ユーロとされた。 
ドイツでは従来の任意のモジュレーションを 2005年からはEU全体に適用される義務的モ

ジュレーションに移行する。その削減分（モジュレーション総額）は農村地域開発、とりわけ

農業環境政策、食品安全など、いわゆる「CAP の第 2 の柱」に用いられる。 
 当初、EU は低所得国に配慮するため、ドイツのような純拠出国からはさらにモジュレーシ

ョン総額全体の 20%の削減（80%の還付）を行う予定であった。だが、2003 年 CAP 改革に

よりライ麦が価格介入対象からはずれ、旧東独地域の経営が損失を被り、その所得損失補填が

必要との理由から、削減分が 10%に留まった4。2005 年以降のモジュレーション総額、および

EU からドイツへの還付額は表４の通りである。 
 
 

表４　モジュレーションの削減率と総額
ドイツへの還付額

うちライ麦
生産地域
向け

 2005年 3 117.3 106.5 10.6
 2006年 4 168.9 152 15.2
 2007年以降 5 211.1 190 19
原注：推定値。
資料：BMVEL(2004, p. 89).

年 削減率（%)
削減総額

 百万€　原注)

 
 

 

５．まとめ 
 
  2003 年 CAP 改革は、ドイツでは以上のような仕組みのもとに 2005 年 1 月より実施に移

されている。表５により全体を概観することができる。キュナスト大臣率いる連邦消費者保護

                                                  
42003 年 CAP 改革の穀物関連規則（COUNCIL REGULATION (EC) No 1784/2003 
of 29 September 2003 on the common organisation ofthe market in cereal）を参照。ライ麦は、マクシ

ャリー改革で主に旧東独地域の条件不利地域を考慮して価格介入対象の耕種作物とされ、アジェンダ 2000
以降もそれを維持してきた結果、膨大な過剰が生み出された。ライ麦生産量の多い中東欧諸国が加わるこ

とにより、さらなる過剰が予想されたため、価格介入対象からはずされたと考えられる。 
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省の思惑通りに進めば、2013 年に単一農場支払いに完全移行し、草地作と畑作の支払い単価

の差がなくなることにより、環境保全的かつ国民の支持を得やすい農業への転換が実現するは

ずである。また、行政コストも減少するはずである。だが、単一農場支払いへの移行は事実上、

草地作経営、粗放的畜産経営の優遇である。また、クロス・コンプライアンス、モジュレーシ

ョンの義務化は、これまで以上に膨大な事務手続きと行政コストを要することが予想される。

いずれにせよ、今後の動きが注目される。 
 
 
引用文献 
Bundesmisterium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft (BMVEL)(2005),  
Milensteine der Agrarpolitik: Umsetzung der europäischen Agrarreform in Deutschland 
(Ausgabe 2005) . 
BMVEL(2004), Ernährungs- und agrarpolitischer Bericht der Bundesregierung 2004.
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表５　　2003年CAP改革のポイントとドイツでの実施

従来の規則 2003年7月のEU農相合意 ドイツでの実施 影響

デカップリング

農業は特別の生産
物の生産と結びつい
た支払いを得る（カッ
プリング）

農業に対する支払いは今
後、生産と結びつかない
（デカップリング）。加盟国
は、特定の生産物に関する
カップリングを少なくとも部
分的には保持することがで
きる。また、デカップリング
は2005年の代わりに遅くて
2007年に開始することもで
きる。

すべての生産物に関する直
接支払いの全面的デカップ
リングは、可能な限り早い
時期（2005年1月1日）に実
施に移される。例外は、そ
の生産物特有の性質ゆえ
にタバコとホップにのみ該
当する。

1.経営上の決定に際しての農
業者の自由度が増す。
2.農業者の市場志向が強まる。
3.過剰生産の動機がなくなる。
4.農業支持が貿易歪曲的でなく
なる。連邦政府は、世界貿易交
渉ラウンドの枠組の中でより大
きな裁量余地をもつ。

直接支払い

経営に対する直接支
払いの額は、生産物
もしくは飼養家畜の
形態や量に依存す
る。

経営に対するデカップリン
グ直接支払いの額は、今
後、以下のように定められ
る。　　　　-過去の支払額
に従う（標準モデル）
－もしくは経営面積に応じ
る（農用地1ha当たりの統
一奨励金を伴う地域モデ
ル）　　　　　　両者のモデル
の組み合わせは可能であ
る（組み合わせモデル）

ドイツでは2005年から、標
準モデルと地域モデルの要
素を含む組み合わせモデ
ルが導入される。2010年か
ら2013年までは、純粋な地
域モデルへの移行が段階
的に実施される。2013年以
降は、地域統一的なha当た
り奨励金受給権を伴う地域
モデルが開始する。

1.永久草地の優遇により、農業
助成のバランスが全体的によく
なる。
2.粗放的、環境保全的な生産
様式が利益を被る。
3.地域モデルへの段階的な移
行により、農業者が自らの経営
を適応させるための充分な時
間を持ちうる。
4.農業助成に対する同意が農
業内外で大きくなる。
5.長期的には行政コストが減少
する。

クロス・コンプラ
イアンス

直接支払いは、現行
の基準の遵守もしく
は違反にかかわらず
支払われる。

直接支払いのすべての支
払いは、義務的な規定遵
守と関連づけられる（クロ
ス・コンプライアンス）。義務
の内容は以下の通り：
-環境保護、食品および飼
料の安全性、動物の健康、
動物保護の分野から既存
の19のEC規則もしくは指
令、　　　　　　　　　　　　　-
加盟国は、農業および生態
の適切な状態にある農地
の保全のための新たな規
定を定めなければならな
い。

いずれの加盟国も、直接支
払いと既存のEU規則また
は指令の遵守との結びつき
に関しては国の裁量余地を
もたない。検査システムは
現在、加盟国とともに構築
されている。適切な農業お
よび生態の状態にある農地
の保全のための規定の実
施は、まもなく連邦内閣に
よって採択される「直接支
払いの義務規則」に基づき
行われる。

環境保護、食品及び飼料の安
全性、動物の健康、動物の保
護が向上する。量ではなく水準
の高さに対して助成がなされ
る。

モジュレーショ
ン

加盟国は、農村地域
開発促進のための措
置（第２の支柱）に貢
献すべく直接支払い
を削減することがで
きる（任意のモジュ
レーション）。ドイツで
は2003年より、年率
2%の生産関連の直接
支払いの削減および
１万ユーロの控除に
関して、任意のモジュ
レーションが適用され
ている。

加盟国は2005年より、直接
支払いを農村地域開発の
ために削減（義務的モジュ
レーション）することが義務
づけられる（2005年：3%、
2006年：4%、2007年以降：
5%）。農業者には5000ユー
ロの控除分がある。モジュ
レーション予算支出に関し
ては、第２の支柱（農村地
域開発）の枠組内で新たな
促進のチャンス、とりわけ
食品の品質向上や地域
パートナーシップの支援の
ためのチャンスがある。

現行の法律（任意のモジュ
レーション）は2005年から新
しい法律（義務的モジュレー
ション）に移行する。州はこ
れに伴い、2006年からの開
発計画策定のなかで予算
使用について決定する。

1.農村地域開発政策が強化さ
れる。
2.目的の定まった農業構造措
置および農業環境措置のため
の財政上の可能性が拡大す
る。

資料：BMVEL Informationen, 13.Juli 2004, Sonderausgabe Agrarreform.   

 


