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は じ め に 

 
 本報告書は農林水産省「平成 24 年度海外農業情報調査分析事業（欧州）」のうち、EU の

調査結果をとりまとめたものである。EU に関する当初の事業目的は、次期 CAP（共通農

業政策）改革案の決定内容を紹介することであった。しかし交渉の遅れから 2012 年 2 月末

時点で未だ決定に至っていないため、本報告書ではこれまでの検討状況を紹介することと

した。 
 次期 CAP 改革では直接支払いの抜本改正が予定されている。1992 年改革以来の過去実

績に基づく支払い方式を廃止する方向であり、グリーニングや平準化（国･地域内および加

盟国間）、各種の目的別支払いが導入される。また財政面では初めて多年度予算が削減され

る見込みとなった。改革案の決定手続きも、欧州議会が理事会と同等の決定権を獲得した

ため、これまでとは異なっている。くわえて中東欧諸国が加盟してから最初の本格的な CAP
改革でもある。こうしたことから改革の当事者間では広範かつ活発な議論がなされており、

本報告書ではできるだけそうした動きを網羅するよう努めた。 
 調査を進めるにあたっては有識者による検討委員会を組織し、３回の検討会を開催した。

また 11 月下旬には EU 現地で EU 機関、加盟国政府、農業団体、研究機関への聞き取り調

査を実施した。ご協力をいただいた方々にはこの場を借りてお礼を申し上げたい。 
 なお、EU の調査および本報告書の執筆は株式会社農林中金総合研究所の平澤明彦が担当

した。 
２０１３年３月 

  



－ I - ii － 

 
目  次 

 
はじめに  i 
目次   ii 
現地調査実績、訳語 v 
 

１ 次期CAP改革案検討の概況 .............................................................................................. 1 

１-１ CAP改革の現段階 .................................................................................................... 1 
１-２ 次期CAP改革に関する検討の進捗 ........................................................................... 1 
１-３ 本報告書の接近方法と構成 ...................................................................................... 3 
１-４ 欧州委員会提案の概要.............................................................................................. 3 

２ 改革修正案の現状 ............................................................................................................. 8 

２-１ 欧州理事会MFF結論文書（2013 年 2 月） ............................................................. 8 
２-１-１ CAPの予算額と内訳 ........................................................................................ 8 
２-１-２ CAP改革に関する合意内容 ........................................................................... 10 

２-２ 直接支払い規則の議長国統合修正条文案（2012 年 12 月） ................................. 13 
２-３ 理事会議長国の基礎支払い修正提案（2013 年 2 月 20 日） ................................. 19 
２-４ 欧州議会農業委員会の直接支払い規則報告書案（2013 年 1 月） ........................ 24 

３ 個別の論点 ...................................................................................................................... 26 

３-１ EU機関の権限と交渉日程 ...................................................................................... 26 
３-１-１ 通常立法手続きと所要期間 ............................................................................ 26 
３-１-２ MFFの決定手続きと日程 .............................................................................. 27 
３-１-３ CAP改革の交渉日程 ...................................................................................... 28 
３-１-４ 欧州委員会の権限 .......................................................................................... 29 
３-１-５ 交渉参加者の任期 .......................................................................................... 29 

３-２ 加盟国間の対立軸 ................................................................................................... 30 
３-２-１ EU予算削減の可否を巡る加盟国陣営 ........................................................... 30 
３-２-２ CAP予算削減の可否を巡る加盟国陣営 ......................................................... 31 
３-２-３ CAPの内容にかかる争点 ............................................................................... 32 

３-３ 直接支払いの「グリーニング」を巡る議論 ........................................................... 33 
３-３-１ 欧州委員会提案 .............................................................................................. 33 
３-３-２ 加盟国によるルクセンブルグ文書 ................................................................. 34 
３-３-３ 欧州委員会によるグリーニングの構想文書 .................................................. 36 
３-３-４ 欧州議会農業委員会の報告書草案（5 月 30 日付） ...................................... 37 



－ I - iii － 

３-３-５ 交渉の展開 ..................................................................................................... 38 
３-３-６ 関連施策との違い .......................................................................................... 39 
３-３-７ CAP予算との兼ね合い ................................................................................... 41 
３-３-８ グリーニングに対する評価 ............................................................................ 42 

３-４ 直接支払いの国･地域内平準化 ............................................................................... 42 
３-４-１ 国･地域内平準化の意義 ................................................................................. 42 
３-４-２ 当初における関心の違い ............................................................................... 43 
３-４-３ 欧州議会農業委員会の提案 ............................................................................ 44 
３-４-４ 加盟国からの提案（緩和措置） .................................................................... 44 
３-４-５ 理事会の修正案 .............................................................................................. 48 

３-５ 任意カップル支払の対象品目 ................................................................................. 49 
３-５-１ 直接支払い規則案（38 条）における任意カップル支払い ........................... 49 
３-５-２ 現行の直接支払い規則における品目別支払い ............................................... 50 
３-５-３ 現行施策の実施状況 ....................................................................................... 51 

４ 組織別の検討状況 ........................................................................................................... 54 

４-１ 欧州委員会 .............................................................................................................. 54 
４-２ 欧州理事会におけるMFFの政治合意 ..................................................................... 54 
４-３ 理事会と議長国 ...................................................................................................... 55 
４-４ 総務理事会におけるMFF交渉文書の検討 ............................................................. 56 
４-５ 農相理事会におけるCAP改革規則案の検討 .......................................................... 59 
４-５-１ 法案提出までの検討： ................................................................................... 59 
４-５-２ 法案提出後の検討： ....................................................................................... 59 

４-６ 欧州議会 ................................................................................................................. 65 
４-６-１ CAP改革案 ..................................................................................................... 65 
４-６-２ 次期MFF ........................................................................................................ 68 

４-７ 主要加盟国の姿勢 ................................................................................................... 69 
４-７-１ フランス ......................................................................................................... 69 
４-７-２ ドイツ ............................................................................................................. 70 
４-７-３ 英国 ................................................................................................................ 70 

４-８ 農業団体の関与 ...................................................................................................... 71 

５ 直接支払いによる農業所得への影響 .............................................................................. 84 

 

  



－ I - iv － 

 
EU 現地調査実績 
 
実施時期： 11 月 26 日から 30 日 
訪問先： EU 

欧州委員会 農業総局（農業政策分析・見通し課）、 
欧州議会 社会・民主進歩主義連盟グループ事務局（政治会派）、 
欧州議会事務局 内政総局（農業・農村振興委員会課）、 
欧州議会議員（環境・公衆衛生・食品安全性委員会の所属議員）、 
欧州委員会共同研究センター 予測技術研究所（IPTS）、 
ドイツ連邦食品・農業・消費者保護省（BMELV）、 
フランス農業・食品・森林省（研究・予測センター）、 
EU 農業団体委員会（COPA）、 
フランス農業者連合会（FNSEA）、 
ドイツ農業者協会（DBV）、 
ボン大学（食料資源経済研究所） 
 

 
訳語 

active farmer  営農実態のある農業者 
communication  伝達文書（欧州委員会による政策文書の一種。重要法案の前段

階の構想文書であることも多い） 
convergence  （単位面積当たり直接支払い金額の）格差縮小、平準化 
ecological focus area (EFA)  環境重点用地 
general approach  暫定合意（partial general approach は部分的暫定合意） 
greening  グリーニング（CAP ないし直接支払いの環境親和化。ただし当初の構

想ではイノベーションと競争力の強化も意図されていた） 
horizontal regulation  横断的規則（水平規則とも呼ばれる） 
inter branch organization  垂直部門間組織（農業部門とその川下部門による組織） 
issues paper  課題文書 
negotiating box  交渉草案文書（EU 多年度財政枠組み） 
presidency consolidated revised text  議長国統合改訂条文案 
young farmer  青年農業者 
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１ 次期 CAP 改革案検討の概況 
 
１-１ CAP 改革の現段階 

 EU の共通農業政策（CAP）は EU の前身である EEC を設立したローマ条約（1957 年）

以来、EU の中心的な政策の一つである。名前のとおり EU の全ての加盟国に適用される共

通の農業政策であり、各加盟国独自の農業政策はわずかなものに制限されている。 
 1992 年に大きな CAP 改革が行われ、直接支払い（当時の名称は補償支払い）が導入さ

れた。以後その路線を踏襲した改革が続けられており、1999 年と 2003 年、そして最近で

は 2008 年にヘルスチェック改革が決定された。各改革はそれぞれ数年間の各種施策を定め

たものであり、その方向性は一貫して市場指向と多面的機能の強化を目指すものであった。 
 現在、2014-2020 年を対象とする次期 CAP 改革が検討されている。検討は 2008 年頃か

ら始まり、2013 年 2 月末時点では関係 EU 機関（欧州委員会、理事会、欧州議会）の案が

出そろいつつある。そして 3 月に理事会と欧州議会の案が固まり次第、機関間の交渉が行

われる見込みである。欧州議会がリスボン条約により初めて CAP 改革法案について理事会

と同等の決定権限を得た（いわゆる共同決定）ため、交渉はこれまでになく複雑である。 
 一方、EU では数年単位の中期財政（多年度財政枠組み（MFF））を持っている。現在、

次期 MFF（2014-2020 年）の検討が次期 CAP 改革の検討と並行して行われている。予算

は CAP の施策を決める前提となるため、MFF の交渉日程が CAP 改革交渉の大きな制約条

件となっている。 
 次期 CAP 改革の方向性には、これまでの改革とはやや異なる面がある。かつて主要課題

であった生産過剰や WTO への対応は、農産物の国際的な高値を背景とする現在の情勢下で

は大きな問題となっていない。また潜在的に重要なものとなりうる米国などとの FTA 構想

は未だ内容が定まっておらず、具体的な対応を検討する段階にはない。一方で欧州の経済

金融危機や加盟国間の利害相違により EU 財政は緊縮を余儀なくされている。そうした中

で改革の重点は、財政削減圧力の高まりに対抗しつつ EU 域内の各種問題に対応するため、

公共財供給のほか、直接支払いの平等化（加盟国間および国･地域内）、収入減少リスクへ

の対応などに移っている。その結果、従来の改革でしばしば強調されてきた競争力よりむ

しろ、多面的機能や公正のための予算の再配分が前面に出てきた。 
 
１-２ 次期 CAP 改革に関する検討の進捗 

 EU の独占的な法案提出権を有する欧州委員会は 2010 年 11 月に次期 CAP 改革の概要提

案である伝達文書「2020 年に向けての CAP」を、また 2011 年 10 月には政策分野別の主

要な法案（欧州議会・理事会規則案）を提出した。その後は農業理事会と欧州議会で法案

の修正を巡る検討が進められている。これまでの CAP 改革は理事会が決定権限を有してい

たが、今回から新たに欧州議会が理事会と同等の共同決定権を獲得したため、両者の調整

が重要となっている。 
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 次期 CAP 改革でもう一つ重要なのは、2014-2020 年多年度財政枠組み（以下、MFF）で

ある。2003 年や 2008 年の CAP 改革とは異なり、次期改革は EU 全体の中期予算である

MFF と同期する。しかも MFF の政治決定は CAP の予算規模にとどまらず、CAP 改革の

主要な事項をも含んでいる。そのため MFF は CAP 改革の重要な前提条件をなしている。 
 

 

次期 CAP 改革にかかるおもな文書 
 

・2010年 6月21日 2014年以降の CAPの将来に関する欧州議会農業委員会報告書 

・2010年10月19日 次期多年度財政枠組み(MFF)に向けた欧州委員会伝達文書「EU 予

算見直し」 

・2010年11月18日 CAP改革の欧州委員会伝達文書「2020年へ向けての CAP」 

・2011年 3月17日 「2020年へ向けての CAP」に関する農相理事会議長総括 

・2011年 5月31日 「2020年へ向けての CAP」に関する欧州議会農業委員会報告書 

・2011年 6月29日 MFFの欧州委員会伝達文書「欧州2020のための予算」 

・2011年10月12日 欧州委員会による CAP改革法案 

 

（以下、法案を巡る交渉の関連文書） 

・2012年 3月27日 総務理事会議長国による MFF交渉文書（農業を含む） 

・2012年 4月26日 ルクセンブルグ文書（加盟国によるグリーニングの代替案） 

・2012年 5月11日 欧州委員会農業総局によるグリーニングの概念文書 

・2012年 6月 8日 農業理事会議長国（デンマーク）による交渉の進捗報告書 

・2012年 6月前半 農業理事会議長国統合改訂条文案（日付は法案毎に相違） 

・2012年 6月19日 総務理事会議長国による MFF交渉文書（更新版） 

・2012年 5月下旬～6月上旬 欧州議会農業委員会による修正草案（日付は法案毎に相違） 

・2012年 9月18日 総務理事会議長国による MFF交渉文書（更新版） 

・2012年 9月28日 加盟国による国･地域内平準化に対する２つの修正提案 

・2012年11月 欧州理事会議長による MFF決議草案 

・2012年12月12日 農業理事会議長国（キプロス）による交渉の進捗報告書 

・2012年12月中旬 農業理事会議長国統合改訂条文案（日付は法案毎に相違） 

・2013年 2月 8日 欧州理事会の MFFにかかる結論文書 

・2013年 2月20日 基礎支払い制度に関する議長国文書 

 

 
 欧州委員会は次期 MFF について 2010 年 10 月に伝達文書「EU 予算見直し」と、2011
年 6 月に概要提案として伝達文書「欧州 2020 のための予算」を提出した。その後 MFF の
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検討は 2012 年前半から総務理事会で「交渉文書」を中心になされ、2013 年 2 月の欧州理

事会で政治決定がなされた。これを受けて欧州議会で承認の採決が予定されている。 
 また、次期 MFF について加盟国間の合意が得られたことから、CAP 改革案の詳細につ

いても農業理事会と欧州議会で検討が進められており、2013 年 3 月には両者の修正案が決

定される予定である。それ以降は EU 機関間の協議が始まる。実際には事前のすり合わせ

が進んではいるものの、正式には CAP 改革にかかる「共同」の決定はこれからが本番とな

る。 
 
１-３ 本報告書の接近方法と構成 

 本報告書では欧州委員会の法案に対する各種修正提案の内容と、各交渉主体の姿勢、そ

して交渉の制度的枠組みを整理することによって CAP 改革案の検討状況を明らかにする。

可能な限り当該政策文書を参照し、検討の経緯を辿ることで組織間の立場の違いや相互間

の影響について示唆が得られる。また必要に応じて現地聞き取り調査の結果と報道情報に

より補足する。 
 改革案自体の複雑さと新しさに加えて、共同決定の導入と交渉参加国の増加によって交

渉の枠組みが変化しかつ複雑になったこと、また検討の途中であることから、改革案の検

討に関する情報は錯綜している。そこで本報告書では以下の３つの観点から整理を行って

おり、それは報告書の構成にも反映されている。まず第２章では４つの文書に基づき最新

（2013 年 2 月末時点）の修正案の内容を紹介する。第３章では個別の論点（交渉の制度と

期限、および個別施策）について、第 4 章では交渉主体別の検討経過について整理する。

なお第 2 章で取り上げる文書の内容は第 4 章で説明する各機関の検討結果を受けたもので

あるので、必要に応じて相互に参照できる。最後に第 5 章では直接支払いによる農業所得

への影響について、欧州委員会が外部に委嘱した調査結果について紹介する。 
 本報告書が対象とする期間はおもに 2011 年 10 月の CAP 改革法案（欧州議会・理事会規

則案）提出より後である。それ以前の動きについては次節で要約する（詳細は当事業と同

じ枠組みによる 2011 年度報告書（是永ほか[2012]）および平澤[2012a, b]を参照）。また対

象期間の終わりは 2013 年 2 月である。これは事業期間の制約による。本報告書の執筆時点

では各 EU 機関の正式な修正案すら未決定であり、次期 CAP 改革の最終的な決定までには

相応の変更がなされる可能性も残っている点に注意を要する。 
 
１-４ 欧州委員会提案の概要 

 次章以下における議論はいずれもおもに欧州委員会が 2011年 10月に提出したCAP改革

法案（欧州議会・理事会規則案）に基づいている。 
 法案は既に述べたように３つの欧州委員会伝達文書「EU 予算見直し」（2010 年 10 月）、

「2020 年へ向けての CAP」（2010 年 11 月）、「欧州 2020 のための予算」（2011 年 6 月）

を踏まえて作成された。各伝達文書のおもな内容は以下のとおりである。 
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欧州委員会伝達文書で示された次期 CAP 改革の内容 
 
・2010 年 10 月 欧州委員会伝達文書「EU 予算見直し」：次期多年度財政枠組みに向

けた検討文書 
○直接支払いのグリーニング、過去実績方式の廃止、加盟国間較差の縮小 
○農村振興政策は 2020 戦略に対応、共通戦略枠組みに統合 
○保険およびその他のリスク管理手段の提供 
 

・2010 年 11 月 欧州委員会伝達文書「2020 年へ向けての CAP」：次期 CAP 改革の

概要提案 
○直接支払い： 

- 基礎的所得支持部分とグリーニング部分に分ける 
- グリーニングの例（永年草地、緑被、輪作、生態上の休耕地） 
- 基礎的所得部分の面積単価は各国（または地域）内で一律 
- 基礎的所得部分の加盟国間較差を客観的基準に基づき縮小 
- 一部の農家を対象とする条件不利地支払い、従来型の品目別支払い、簡易な

小農支払いを導入 
- 直接支払いの対象を営農実態のある農業者（active farmer）に限定、受給

額上限を設定 
○農村振興政策の指針は環境・気候変動・革新 

 
・2011 年 6 月 欧州委員会伝達文書「欧州 2020 のための予算」：次期多年度財政枠組

みの概要提案 
○第一および第二の柱の CAP 予算額、加盟国に第一と第二の柱の間で財源の融通

を許容 
○直接支払い： 

- グリーニング部分は直接支払いの 30％、 
- 加盟国間較差の是正方法（面積単価が EU 平均の 90％を下回る国について

その乖離幅の 3 分の 1 を引上げ）、 
- 累進的な受給額上限 

○危機的状況および貿易自由化（グローバリゼーション）の影響に対する農家の

救済措置（市場措置） 
○農村振興政策の加盟国間予算配分を客観的な地域的・経済的基準に基づき見直

す 
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 CAP 改革法案はこうした伝達文書の提案をほぼ踏襲しつつ、より詳細化・具体化したも

のである。主要な法案は直接支払い規則、農村振興規則、単一共通市場組織（CMO。市場

施策を担っている）規則、横断的規則（財政、管理、監視。政策分野をまたぐ）の４つで

ある。現行の CAP と比べて、直接支払いの抜本改正を中心に大きな変更点が数多くある。 
 直接支払いについては、グリーニング、各種目的別支払いの導入、平等化が重要である。

直接支払い受給者には新たに３つのグリーニング要件（作物の多様化、既存永年草地の維

持、環境重点用地の確保）が課され、直接支払いの 30％はグリーニング支払いとなる。小

規模農業者支払い、青年農業者支払い、自然制約地支払い、任意カップル支払いも導入さ

れる。残りの直接支払い（基礎支払い。現行制度の後継）については受給額算定の過去実

績方式を廃止し、国･地域内の面積単価は一律となる。また加盟国間の直接支払い水準格差

を縮小する。 
 直接支払いの受給要件として、営農実態のある農業者と、主として農業に用いられる土

地が加えられ、最低限の経営規模が修正された。受給には累進的減額・受給額上限が課さ

れる。また直接支払いと農村振興の間で予算の一部移転が認められる。 
 市場施策（単一 CMO）については緊急例外措置の内容が具体的に定められ、動物疾病・

消費者信頼喪失時の農業者への助成が加わった。生産者組織の規定は全品目に拡大する。

砂糖の生産調整は延長されず廃止となる。 
 農村振興予算については加盟国間配分に客観的基準（未定義）が反映される。個別施策

を整理統合するとともに各国における施策構成の自由度を高める。条件不利地は「自然・

特定制約地域」に移行する。有機農業助成、リスク管理手段（農業保険，相互基金，所得

安定化制度）、特定のテーマを扱うサブプログラムが導入される。 
 

 

次期 CAP 改革法案（2011 年 10 月提出）のおもな内容 

 
・直接支払い： 

- 全加盟国の制度を一本化 
- 加盟国間の格差是正は次々多年度財政枠組みでも引き続き対応 
- 直接支払いの内訳：グリーニング支払い 30％，小規模農業者支払い 10％以下、

青年農業者への支払い 2％以下、自然制約地支払い 5 ％以下、品目別支払い 5％
以下（原則）、残余は基礎支払い（単一支払いの後継） 

- グリーニング施策の義務付け：作物の多様化、既存永年草地の維持、環境重点用

地の確保 
- 基礎支払いの面積単価は各国（または地域）内で段階的に一律化（従来の地域方

式を全般化） 
- 支払い対象要件：営農実態のある農業者（定義の明確化）、最低限の経営規模、
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農業に主として用いられる土地、クロスコンプライアンスの簡素化 
- 累進的減額・受給額上限により生じる財源は当該国の農村振興へ移転 
- モジュレーションの廃止（グリーニングと各種目的別支払い、累進減額・受給額

上限、柱間の財源移転へと移行） 
 
・市場施策（単一 CMO）： 

- 緊急例外措置の具体的内容、 動物疾病・消費者信頼喪失への支援 
- 生産者組織の規定が野菜･果物等から市場施策対象の全品目に拡大、加盟国は当

該組織のルールを地域全体に適用できる 
- 砂糖の生産調整は延長せず廃止される 

 
・農村振興政策： 

- 加盟国間の予算配分は客観的基準（未定義）を反映 
- 共通戦略枠組みと加盟国のパートナーシップ契約、およびそれに準じた使命，目

標，優先事項の設定 
- 特定のテーマを扱うサブプログラムの導入 
- 施策の大分類（機軸）廃止、プログラム別財源構成比の制約緩和 
- 施策の集約（39 施策から 25 施策に） 
- 条件不利地は「自然・特定制約地域」に移行 
- 独立した有機農業助成の導入 
- リスク管理手段（農業保険，相互基金，所得安定化制度）の導入 
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２ 改革修正案の現状 
 
 本章では現在交渉中の次期 CAP 改革について、2013 年 2 月末時点の修正案を整理する。 
 欧州委員会が提出した CAP 改革法案に対して、理事会と欧州議会はそれぞれの修正案を

準備している。いずれも暫定的なものであるが、3 月にはこれらを下敷きとして正式な修正

案の決定が予定されている。また欧州理事会による MFF の政治決定は、少なくとも農相理

事会が今後決定する正式な修正案を強く規定するほか、欧州議会の修正案にも影響を及ぼ

す可能性がある。 
 したがって現状を把握するには欧州理事会、農相理事会、欧州議会の３機関それぞれの

文書を参照する必要がある。具体的には欧州理事会 MFF 結論文書（2013 年 2 月）と、農

相理事会議長国統合修正条文案（2012 年 12 月）、農相理事会議長国文書（基礎支払い）（2013
年 2 月）、そして欧州議会農業委員会報告書案（2013 年 1 月）の４つである。 
 これらの文書には共通した傾向がある。それは以下にみるとおり改革要素の緩和と加盟

国の裁量拡大である。とくに直接支払いのグリーニング、加盟国間および国･地域内平準化、

受給要件および受給制限などについてはそうした傾向が顕著である。 
 
２-１ 欧州理事会 MFF 結論文書（2013 年 2 月） 

 2013 年 2 月 7 日から 8 日にかけて開催された欧州理事会の会合により、EU の次期

（2014-2020 年）多年度財政枠組み（MFF）についての政治合意がなされた。これによっ

て CAP の次期予算額が与えられ、EU 予算とともに名目額で初の予算減少となった。また

CAP 改革の内容についても重要な指針が示され、欧州委員会提案の大枠を維持しつつ加盟

国の各種裁量を拡大することとされた。 
 今後は欧州議会の承認を受ける必要があり、最終的には欧州議会、理事会、欧州委員会

の機関間合意文書と法案が作成されることになる。 
 
２-１-１ CAP の予算額と内訳 

 EU 予算が GNI に占める割合は、2014-2020 年で 1.00％となり、現行 MFF（2007-2013
年）の 1.12％から１割程度縮小した。金額ベースでは現行 MFF 対比で実質額 3.5％の削減

であり、初の減少となる。削減規模は拠出超過国が主張していたとおりであり、加盟国の

財政難や純受取国に対する財政移転の懸念から EU 予算への削減圧力が強まった結果であ

る。予算の約６割を占める CAP と結束政策が主な削減対象であり、競争力施策などは増額

された。多年度財政枠組みで CAP 予算が削減されるのは初めてのことである。 
 次期 MFF における CAP 予算をめぐって、欧州委員会の提案は 2013 年における名目額

を維持するものであり、複数の加盟国農相もこれまで繰り返し名目額の維持を訴えてきた。

それに対して総務理事会では MFF における名目額の削減を目指していた。欧州理事会の政

治合意もその線に沿ったものである。他方で欧州議会は現状並みの CAP 予算を要求してお
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り、農業委員会は少なくとも 2012 年 10 月の時点では物価上昇を加味した実質額の維持、

つまり名目額の増加を主張していた（第 4 章）。また、欧州議会は EU の財政赤字は基本条

約に反しており、欧州理事会の合意内容では解消されず容認できないとの立場である。し

たがって今後は理事会と欧州議会の間で何らかの調整が必要となる。 
 こうしたことを踏まえて、2013 年 2 月の欧州理事会結論文書における CAP 予算を既往

の各種予算提案文書と比較したのが表 2-1 である。CAP 予算額は 2012 年 11 月の欧州理事

会議長草案に比べて若干引き上げられたが、それでも欧州委員会の提案（2011 年 6 月）よ

りは 2.5％少ない。うち第一の柱の削減率は 1.4％に抑えられ、第二の柱の削減率は 5.5％と

大きい。物価上昇を加味した CAP 予算の実質的削減率は 2013 年対比で 9.7％（うち第一の

柱 8.8％、第二の柱 12.6％）とほぼ１割である。 
 現地聞取調査によれば、加盟国は財政状態の悪化から共同拠出の必要な第二の柱を避け

る傾向にあり、EU 財政のみで賄われる第一の柱が指向されている。それが MFF で第二の

柱の削減率が大きい一因でもあるという。 
 さらに現行 MFF（2007-2013 年）と対比した削減率は、CAP を含む予算項目２で 12.5％、

CAP 第一の柱で 17.5％である（物価調整済み）。現行 MFF における CAP 予算は年々の名

目額が凍結され、物価上昇を加味した実質額では 2007-2013 年の間に縮小していた。2013
年の名目額を維持しようとする欧州委員会の提案はそれを次期 MMF でも続けようとする

ものであり、欧州理事会の合意はそれよりさらに削減を進めるものである。 
 

表 2-1 欧州理事会結論文書と既往提案における 2014-2020 年 CAP 予算額の対比 

（単位  百万ユーロ、2011 年価格）   
予算 

項目２ 

CAP 

合計 

第一 

の柱 

第二 

の柱 

欧州理事会結論文書(2013 年 2 月) a 373,179 362,787 277,851 84,936 

欧州理事会結論文書草案(11 月 22 日)対比 (a/b)-1 0.3% 0.4% 0.0% 1.5% 

欧州理事会議長草案対比 (a/c)-1 2.4% 2.6% 3.0% 1.5% 

欧州委員会提案対比 (a/d)-1 -2.5% -2.4% -1.4% -5.5% 

2013 年対比 (a/e)-1 -9.7% -9.7% -8.8% -12.6% 

前 MMF 対比 (a/f)-1 -12.5% 
 

-17.5% 
 

欧州理事会結論文書草案（2012 年 11 月 22 日） b 372,229 361,518 277,852 83,666 

欧州理事会議長草案（2012 年 11 月） c 364,472 353,518 269,852 83,666 

欧州委員会 MFF 提案(2011 年 6 月) d 382,927 371,720 281,825 89,895 

2013 年（2011 年 MFF 提案）×7 e 413,217 401,835 304,605 97,230 

現行（2007-2013 年）MFF f 426,558 
 

336,686 
 

出所：表中で言及した各資料により作成。現行 MFF の値は年率２％で物価調整した。 

 
 



－ I - 10 － 

２-１-２ CAP 改革に関する合意内容 

 直接支払いのグリーニングについては、欧州委員会の提案どおり直接支払いの 30％を充

てることと、全農家への義務付けが打ち出された。グリーニング要件は直接支払い規則で

定義するとしたため、農業理事会で判断することとなった。ただし、グリーニング要件と

同等と見なされる条件の選択について加盟国に柔軟性を認めることと、環境重点用地は生

産中止を要求せず農業者所得の不当な損失を避けて実施することの２点を課した。 
 直接支払いの加盟国間平準化については概ね欧州委員会提案に沿っているが、1ha 当たり

の国内平均額に下限（196 ユーロ／ha）が加えられた。これは受給水準の低いバルト３国

への対策であり、2012 年 11 月の欧州理事会で導入された（2012 年 11 月 22 日付欧州理事

会結論文書草案および Agra Europe, Feb 11, 2013）。 
 なお、これは MFF 交渉文書（第４章を参照）からの特徴であるが、直接支払いの国・地

域内平準化にはほとんど言及していない。欧州議会結論文書になってようやく加盟国間平

準化に関する記述の中で若干ふれている程度である。議論が進んでいなかったためであろ

うか。 
 欧州委員会提案と異なり、直接支払いの受給額上限導入は加盟国の任意とされた。 
 第一および第二の柱間の財源移転はいずれの方向も 15％までに拡大された。欧州委員会

提案と異なり、採用可能な国の限定はなくなった。さらに直接支払いの面積単価が EU 平

均の 90％未満の国については、第二の柱からの移転に 10％まで追加（合計 25％まで）を

認める規定が加えられた。これは加盟国間平準化の不足を補うものであろう。欧州委員会

提案では、第二の柱からの財源移転はこれらの国に限られていた。 
 農村振興政策予算の加盟国間配分は、欧州委員会提案と同様に客観的基準と過去実績に

よるとされた。ただし農村振興の諸目標および CAP と EU 予算の全体的状況を考慮すると

いう条件が加えられた。これによって政治的な配分調整が可能となったといえよう。実際、

16 加盟国に対する追加配分額が示された（いずれの国も特定の構造的課題に直面、あるい

は第二の柱の効率的実施枠組みに注力）。また、この追加配分額にかかる共同拠出について、

EU 運営条約 136 条および 143 条により財政支援を受けている加盟国は拠出不要（EU 財政

による 100％拠出）とし、2016 年に見直すこととされた。国家財政が危機的状況にある加

盟国への支援の一環であろう。 
 農村振興政策の共同拠出における EU からの拠出割合上限は、低開発地域・最遠隔地域・

エーゲ海小諸島については欧州委員会提案より引き下げられ、一般の地域については若干

引き上げられた。また両者の間に移行地域が２種類設定されたほか、環境及び気候変動緩

和の目標に資する活動と、第一の柱からの移転財源（EU 拠出 100％）も加えられた。その

ほかの上限は農村振興規則で定められる。これらに加えて、EU 運営条約 136 条および 143
条により財政支援を受けている加盟国については EU 拠出割合を 10％ポイント増やすこと

ができる。ただし当該国の農村振興に対する EU 拠出の総額は同じであり、また 2016 年に

見直しがなされる。なお、農村振興政策全体に共通で EU による最低拠出割合は 20％とさ
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れた。 
 新設される農業部門不測時基金の財源については、欧州委員会提案（当該財源を MFF の

枠外とする）とは異なり、予算項目２（おもに農業）の中に含め、直接支払いの減額によ

り調達する。金額は 28 億ユーロであり、毎年初に財政規律メカニズムを利用して直接支払

いの予算から充当する。不測時措置に使われなかった場合は直接支払いに払い戻される。 
 欧州理事会におけるMFF 合意のうち、CAP に関する事項の詳細は以下のとおりである。 
 

 

「2013 年 2 月 7 日－8 日欧州理事会結論文書（多年度財政枠組み(MFF））」 

 

予算額 
(63) CAP の予算額は 2014-2020 年の７年間で 3,731.79 億ユーロ、うち第一の

柱（直接支払いと市場施策）は 2,778.51 億ユーロ。年別の予算枠も示された。 
 
第一の柱 

直接支払いの水準とモデル － 加盟国間平準化の詳細 
(64) 対象期間を通じて直接支払いの平均的な水準を引き下げる。加盟国間の配

分はこれまでより平等化するが、賃金水準や、購買力、農業産出および投入

費用の相違を考慮する。過去実績とのつながりを段階的に減らす。高付加価

値農業地域のように平準化の影響が過度な場合は、CAP 助成全体の割り当て

の中で考慮する。 
  １ヘクタール当たりの直接支払いが EU 平均の 90％を下回る国に対して

は、その乖離の 3 分の 1 を増額する。ただしすべての国が最低 196 ユーロ／

ha を得るようにする。財源は EU 平均を上回る国が EU 平均からの超過幅に

比例して負担する。2015-2020 年を通じて段階的に実施する。 
 

大規模農業者に対する助成の上限 
(65) 高額受給者に対する受給額上限は加盟国が任意で導入する。 

 
財政規律の方法 

(66) 現行の財政規律メカニズム（年次の支払い枠を超過すると予想される場合

は直接支払いの調整を行う）を維持するが、3 億ユーロの余裕は不要とする。 
 

直接支払いのグリーニング 
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(67) 直接支払いのグリーニングは全ての農家に義務付けられ、各加盟国で直接

支払い財源の 30％を充てる。グリーニング要件は直接支払い規則で定義する。

グリーニング要件と同等と見なされる条件の選択について加盟国に柔軟性を

認める。グリーニング要件のうち環境重点用地については、生産中止を要求

せず、また農業者所得の正当化できない損失を避けるように実施する。 
 
柱間の融通 

(68) 柱間の財源移転の上限は、第一の柱から第ニの柱への移転については

15％。 
(69) 同じく第二の柱から第一の柱への移転についても 15％、ただし直接支払い

の面積単価が EU 平均の 90％未満の国は、さらに 10％までの追加（合計 25％
まで）が認められる。 

 
第二の柱 

農村振興助成の配分の原則 
(70) 加盟国間の助成配分は客観的基準と過去実績による。ただし農村振興の諸

目標を考慮し、CAP と EU 予算の全体的状況を考慮する。 
(71) 第二の柱（農村振興政策）の予算額は 849.36 億ユーロ。年ごとの金額は理

事会と欧州議会が定める。 
(72) 第二の柱の予算について、16 加盟国に対する追加配分額（特定の構造的課

題に直面している国および第二の柱の効率的実施枠組みに注力している国）

を明示した。この追加配分額にかかる共同拠出について、EU 運営条約 136
条および 143 条により財政支援を受けている加盟国は拠出不要（EU 財政に

よる 100％拠出）とし、2016 年に見直す。 
 

農村振興助成の共同拠出割合 
(73) 第二の柱の共同拠出における EAFRD（欧州農村振興農業基金）の拠出割

合上限は以下のとおり。それ以外の拠出割合上限は農村施行規則で定める。 
 
・低開発地域、最遠隔地域、エーゲ海小諸島は 75％ 
・当期（2014-2020 年）の一人当たり GDP が EU 平均の 75％を上回って

おり、かつ前期（2007-2013 年）には下回っていた地域については 75％ 
・それ以外の移行地域については 63％ 
・その他の地域については 53％ 
・環境及び気候変動緩和の目標に資する活動については 75％ 
・第一の柱からの移転分については 100％ 
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  EU 運営条約 136 条および 143 条により財政支援を受けている加盟国につ

いては 10 ポイント積み増し可能、加盟国拠出を削減（ただし EU 拠出の総額

は同じ。2016 年に見直し）。 
  EAFRD の最低拠出割合は 20％。 

 
新たな農業部門の不測時基金 

(75) 農業部門の不測時基金を新設する。予算項目２の中に含め金額は 28 億ユー

ロとする。財源は毎年初に財政規律メカニズムを用いた直接支払いの減額に

より手当てする。不足時措置に使われなかった場合は直接支払いに払い戻さ

れる。 
 
 
 
 
２-２ 直接支払い規則の議長国統合修正条文案（2012 年 12 月） 

 理事会議長国キプロスは 2012 年 12 月に半年の任期を終えるにあたり、統合修正条文案

を作成した。これは加盟国の正式な承認を得てはいないが、議長国が多くの加盟国に支持

されているとみなした事項をまとめたものであり、以後の交渉の土台となる文書である。

議長国統合修正条文案は検討対象の規則案ごとに作成されている。ここでは議論が集中し

ている直接支払い規則案のそれに絞って、欧州委員会の規則案と対比したおもな修正内容

を確認する。様々な施策を任意化し、要件を緩和あるいは加盟国の決定にゆだねているこ

とがわかる。 
 
・受給適格要件： 「従事実態のある農業者」の適用を加盟国の任意とし、適用の場合に

農業従事度が不十分と見なす基準の一部は加盟国が定める。また農地の適切な維持にか

かる条件は欧州委員会が定義する枠組みに基づき加盟国が定義する。 

・受給面積と受給権： 単一支払いで地域方式ないしハイブリッド方式の国は既存の支払

い受給権をそのまま維持してもよい。加盟国は任意で永年草地の定義を粗放的放牧地（地

域で放牧の慣行があるもの）に拡大できる。粗放的放牧地を受給適格面積に含める国は、

削減係数を適用することができる。 

・国･地域内平準化： 一律単価実現の時期(2019 年)は未確定である。 

・財源の融通： 第一と第二の柱間における財源移転の上限割合は未確定。 



－ I - 14 － 

・グリーニングの同等措置： 加盟国は任意で採用でき、部分的な利用も可能。農業環境

（および気候）支払い、Natura2000・水枠組指令支払い、地域の環境認証制度（クロス

コンプライアンスを上回る国の環境法制順守）。 

・作物多様化要件： 対象農場規模の引き上げ（3ha 以上から 15ha 以上に）。作付の多い

作目の最大面積割合（95％）を設定（作付の少ない作目の最少面積割合（5％）を代替）。 

・作物多様化の免除条件： 所定の土地利用（永年草地ないし湛水作物、草ないし他の飼

料用植物、休耕、豆科作物）の割合が一定以上の場合。耕地の 50％超を他の農業者と年

次で交換し、各圃場に前年と異なる作物を作付ている場合。森林（と１つの直線）に囲

まれた 10ha 未満の農地。 

・永年草地要件の免除条件（農業面積に対する永年草地の比率）： 国レベルで基準年対比

で一定（[5]％未満）以上低下していない国。または、永年草地のモニタリングシステム

を有し、国、地域ないし適当な地域以下のレベルで、基準年対比の低下が３％以下の場

合、あるいは同３％以上５％以下で個々の耕起を公的に認可している場合、あるいは無

認可で耕起した農業者に復元を求めて同５％以下を回復した場合。 

・環境重点用地要件： 対象農場規模を 15ha 超に限定。受給適格面積に占める割合（7％）

は未確定。環境重点用地の半分までは集団的な取組みも可能（加盟国の任意）。 

・環境重点用地の種類追加： 利用は加盟国の任意、かつ環境重点用地の合計面積の算出

には面積の重みづけ係数を利用可能。アグロフォレストリ、永年作物、森林際の細い地

片、農村振興政策の農業環境（および気候）支払いないし Natura2000・水枠組み指令支

払いの対象地。 

・環境重点用地要件の免除対象： 所定の土地利用（永年草地ないし湛水作物、草ないし

他の飼料用植物、休耕）の割合が一定以上の場合。豆科作物の作付耕地。粗放的経営の

永年作物。森林（と１つの直線）に囲まれた 10ha 未満の農地（加盟国の任意）。 

・自然制約地支払い： 加盟国は支払いを制限する区域を決めることができる。 

・青年農業者支払い： 加盟国は受給適格要件を追加できる。加盟国は支払い単価の算出

方法を２種類（当該農業者の 2019 年面積単価の 25％、あるいは 2014 年加盟国内平均受

給枠の 25％）から選択でき、また受益権数（面積）に上限を設けることができる。 

・小規模農業者支払い： 導入は加盟国の任意とする。加盟国は受給額が一定額（千ユー

ロ以下）を下回る農業者を小規模農業者支払い制度に編入できる。通常の直接支払いと

同じ支払い額を選択できる（ただし上限１千ユーロ）。 
 
 議長国統合条文案の詳細は以下の通り。 
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直接支払い規則に関する議長国統合条文案（2012 年 12 月）における 
欧州委員会法案からのおもな変更点 

 
 

説明条項 
・説明条項(19a)を追加。クロアチアの加盟に対応。 
・説明条項(21a)次々期 MFF における加盟国間平準化への言及を残すかどう

か未確定。 
・2011 年 10 月の当初法案では授権立法に関するほぼ同一内容の記載があち

こちにあったが、(4)以下当該条項の多くを削除。おもに条文内で具体的

に指示が書き込まれた。 
 
4 条 定義 
4 条の 1(c) 「農業活動」 

農地の維持は各加盟国が定義する基準に基づく。その基礎となる枠組みを欧

州委員会が定める。 
「農地を、委員会の設定する枠組みに基づいて加盟国が定義する基準に基づ

き、通常の農業の手法と機械による以外に特別な準備作業を要さず、放

牧あるいは耕作に適した状態に維持すること」 
4 条の 1(h) 「永年草地」 

永年草地の定義を粗放的な放牧地に拡大可能。採用は各国の任意。放牧地で

草や植物性の飼料が優勢でなくても地域の確立された放牧の慣行がある

土地は含めてよい。 
 
9 条 従事実態のある農業者（Active Farmer） 

9 条の 4. 適用は加盟国の任意。 
9 条の 4. a) 直接支払いが非農業活動からの収入の５％以上でなければなら

ない。非農業活動とみなされる事業の具体例を列挙（空港、鉄道会社、

水道施設、不動産会社、運動・リクリエーション場、狩猟場、漁業・養

殖場、キャンプ場）、加盟国が追加定義可能。 
9 条の 4. b) 以下の（農業従事度が不十分とみなされる）客観的かつ非差別

的な基準を加盟国が定める。 
9 条の 4. b) (i) 経済活動全体のうち農業活動がわずかしかないもの。 
9 条の 4. b) (ii) あるいは、おもな活動ないし会社の目的が農業活動の実施で
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はないもの。 
9 条の 4a. 少額受給者（５千ユーロ以下）は適用を免除。 

 
14 条 柱間の融通： 財源移転の上限割合は未確定。 

14 条の 1. 直接支払い財源のうち農村振興に移転してよい割合（10％）は未

確定。 
14 条の 1.  農村振興財源のうち直接支払いに移転してよい割合（5％）は未

確定。 
 
 
基礎支払い 
18 条 支払い受給権 

18条の3 単一支払いで地域方式ないしハイブリッド方式の国は既存の支払い

受給権をそのまま維持してもよい。 
21 条 支払い受給権の最初の割り当て 

21 条の 5. 加盟国は、受給資格要件の最低規模を上回らない範囲で、受給権設

定対象となる農場の最低面積規模を設定できる。 
22 条 支払い受給権の価額と平準化 

22 条の 5. 地域内の一律単価実現の時期(2019 年)は未確定 
25 条 支払い受給権の有効化 

25 条の 2. 受給適格面積の意味 
・加盟国はもっぱら非農業活動に用いられる土地のリストを作成できる。 
・粗放的な放牧地を受給適格面積に含める国は、削減係数を適用するこ

とができる。 
 
グリーニング支払い 
29 条 総則 

29 条の 1b. （グリーニングと）同等と見なされる措置 
29 条の 1b.(a) 現行農村振興規則における農業環境支払い（39 条）と、農村

振興規則案における農業環境気候支払い（29 条）および Natura2000・
水枠組指令支払い（31 条） 

29 条の 1b.(b) 地域の環境認証制度。クロスコンプライアンスを超える国の環

境法制の順守を認証しているもの。 
29 条の 1c. 同等措置の利用有無あるいは部分的利用は加盟国の任意。 

30 条 作物の多様化 
30 条の 1 適用対象となる農場の最小規模を（元の法案の 3ha から）15ha に
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引き上げ。作付の多い作目の最大面積割合（95％）を設定（元の法案で

は作付の少ない作目の最少面積割合（5％）だった）。 
30 条の 1a. 作目は異なる属を意味するが、アブラナ科、ナス科、ウリ科の場

合は異なる種でもよい。ただし冬作物と春作物は同じ属でも異なる作目

と見なす。 
30 条の 1aa.および 1aaa. 作物の多様化の免除要件各種。 

30条の 1aa.(a) 永年草地ないし湛水作物が受給適格農用地の 75％を上回

る場合 
30 条の 1aa.(b) 草ないし他の飼料用植物、休耕、豆科作物のみの耕地、

あるいはそれらの合計が農場の耕地の 70％を上回る場合 
30 条の 1aa.(c) 農場の耕地の 50％超を他の農業者と年次ベースで交換し

ており、それぞれの圃場に前年と異なる作物を作付している場合。 
30 条の 1aaa. 10ha 未満の農地で森林と１つの直線により囲まれている

場合。 
31 条 永年草地 

31 条の 2aa. 国レベルで農業面積に対する永年草地の比率が、2012 年時点で

既往規則の GAEC（委員会規則 1122/2009 の 3 条の 2）によるものと比

べてあまり下がっていなければ（[5]％未満）国全体が免除。また既往規

則の GAEC による永年草地の維持(規則 73/2009 の 6 条の 2)を地域レベ

ルで適用した国は、これを上記条件を満たす地域にのみ適用してもよい。 
31 条の 2a. その場合、国・地域ないし適当な地域以下のレベルで比率が維持

されていることを要確保。 
31 条の 2aaa. 国、地域ないし適当な地域以下のレベルで永年草地のモニタリ

ングシステムを有する国の免除基準。 
31 条の 2aaa.(1) 集計値の基準年からの減少が３％以下なら全農業者が履行

とみなす。 
31 条の 2aaa.(2) 集計値の減少が３％超５％以下でも、草地の耕起を個別に公

的に認可していれば全農業者が履行とみなす。 
31 条の 2aaa.(3) 集計値の減少が５％超の場合、加盟国は認可を受けずに耕起

した農業者に復元を求める措置を取る。それ以外の農業者は履行と見な

す。５％以下に回復次第、当該地域の全員が履行と見なす。 
 

32 条 環境重点用地 
32 条の 1. 適用対象は 15ha を越える農場に限定。受給適格面積に占める割合

（7％）は未確定。 
環境重点用地の種類を拡充。 
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(e) アグロフォレストリ、 
(f) 永年作物（植付密度に制限あり）、 
(g) 森林際の細い地片、 
(h) 農村振興政策の農業環境（および気候）支払いと Natura2000・

水枠組み指令支払い（農村振興規則 39 条および同規則案 20 条、

31 条）。 
環境重点用地として列挙されたうちいずれを用いるかは加盟国の任意に

変更。 
 
32 条の 1a. 加盟国は環境重点用地の合計面積を算出する際に、面積の重みづ

け係数（付属文書に定める）を用いることができる。 
 
32 条の 1aa. 環境重点用地の免除対象 
32条の 1aa.(a) 永年草地ないし湛水作物が受給適格農用地の 75％を上回る場

合（作物多様化の免除条件と共通） 
32 条の 1aa.(b) 草ないし他の飼料用植物と休耕のみの耕地、あるいはそれら

の合計が農場の耕地の 70％を上回る場合（豆科植物が入っていない点が

作物多様化の免除条件と異なる）。 
32 条の 1aa.(c) 豆科作物を作付けている耕地 
32 条の 1aa.(d) 粗放的に管理されている経営の永年作物 

 
以上に加えて、加盟国任意の免除対象： 10ha 未満の農地で森林と１つ

の直線により囲まれている場合（作物多様化の免除条件と共通） 
 
32 条の 1aaa. 加盟国は、環境重点用地のうち半分までは集団的な取り組みも

可能とするよう決定できる。 
 

自然制約地支払い 
34 条 総則 

34 条の 2. 加盟国は支払いを制限するエリアを決めることができる。 
 

青年農業者支払い 
36 条 総則 

36 条の 2. 加盟国は受給適格要件を追加できる。 
36 条の 5. 支払い単価は、当該農業者の 2019年における受け取り面積単価（平

準化後）の 25％、あるいは 2014 年における加盟国１ha 当たり平均受給
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枠の 25％。加盟国は受益権数（面積相当量）に上限を設けることができ

る。この上限は 25ha 以上あるいは加盟国の平均農場面積（付属文書 VI）
以上とする。 

 
小規模農業者支払い制度 
47 条 総則 

47 条の 1. 導入は加盟国の任意とする 
48 条 参加 

48 条の 2. 加盟国は千ユーロ以下で一定の金額を定め、それを下回る受給額の

農業者を自動的に小規模農業者支払い制度に編入してもよい。農業者の

意思で不参加も可能。 
49 条 支払い額 

49 条の 1.(c) 加盟国は通常の農業者と同じ金額（基礎支払い、グリーニング

支払い、自然制約地支払い、青年農業者支払い、カップル助成の合計と

同じ）を支払う制度とすることも可能（ただし 2. で上限を課す）。 
49 条の 2. その場合（1.(c)）、上限額は千ユーロ。また加盟国は５百ユーロ未

満の場合、５百ユーロに切り上げてもよい。 
 

 
 
 
２-３ 理事会議長国の基礎支払い修正提案（2013 年 2 月 20 日） 

 「基礎支払い制度に関する議論を目的とする議長国文書」（2013 年 2 月 20 日付）は、2013
年 2 月 25 日-26 日の農相理事会で検討され、多くの国から支持を得た。これは欧州委員会

の直接支払い規則案（2011 年 10 月）に対する（2012 年 12 月の議長国統合修正条文案を

踏まえた）追加的な修正の提案である。議長国アイルランドは加盟国の関心を最大限に盛

り込み(p.6)、2012 年 2 月 18 日の農業特別委員会で大きな支持を得た(p.2)としている。 
 おもな変更事項は、国・地域内平準化の導入当初における平準化の割合引き下げと「部

分的平準化」の許容、任意の「分配支払い」導入、追加面積の支払い単価引き下げ、国に

よる受給権留保分の例外的な上限拡大である。とくに国・地域内の完全な平準化を免除す

る「部分的平準化」と、（加盟国の任意とはいえ）直接支払いの最大 30％を中小規模農業者

に重点的に給付する「分配支払い」は重要である。 
 まず国・地域内の平準化については、一律単価の実現時期（欧州委員会提案では 2019 年

まで）を明示せず、かつ加盟国の任意で「部分的平準化」の採用を認める。その場合は一

律単価の代わりに最低限の平準化割合を定め、加盟国間平準化と同様の方法で平準化を進

める（国・地域内平均の 90％を下回る農業者はその差の 3 分の 1 以上をかさ上げ）。さらに
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加盟国は受給権価額の最低限度と最高限度（国・地域の平均価額に対する一定の割合）を

設けることもできる。 
 また、国･地域内の平準化に際して導入当初の平準化の割合を引き下げる措置が２つ追加

される。基礎支払いの適用初年度における平準化部分の最低割合は、欧州委員会提案の 40％
から 10％まで引き下げられる（同じことであるが、移行措置に用いることのできる割合は

60％から 90％まで引き上げられる）。さらに、グリーニング支払いを個々の農業者に対する

支払いの一定割合とすることを認める。これによってグリーニング支払いの国･地域内一律

単価は崩れ、平準化の段階的導入が進むにつれてグリーニング支払いの支払い額も変化す

る。欧州委員会提案ではグリーニング支払いとして国･地域内平準化終了後における一律単

価の 30％が当初から適用されることとなっており、平準化措置とは別建ての制度でありな

がら平準化の側面を有している。 
 国･地域内平準化は、グリーニングと並ぶ大きな変更点であるにもかかわらず、これまで

理事会では大きな修正がなされていなかった。ここへきてようやく加盟各国の意見が反映

されたと見ることができよう。 
 「分配支払い」は加盟国が任意で導入する新たな種類の直接支払いである。各農場の一

定以下の面積に対して追加的支払いを行うものであり、労働集約的経営と小規模農場に配

慮し、また大規模農場の規模の経済を考慮している。各農場への支払いは、加盟国が定め

る一定の面積（ただし平均規模以下）までが対象である。この面積は国レベルでさらに段

階分けできる。面積単価は国･地域平均の 65％以下で加盟国が定める。財源には国の直接支

払い予算枠の最大 30％までを用いることができる。 
 分配支払いの追加によって第一の柱の直接支払いは７種類（基礎支払い、グリーニング

支払い、分配支払い、自然制約地支払い、青年農業者支払い、任意カップル支払い、小規

模農業者支払い）となる。報道によればこの支払いはフランスの提案によるものであり、

フランスはこれによって穀作農家から農地面積の少ない畜産農家へと財源を移転しようと

している（EurActiv, 13 Dec 2012）。 
 追加面積については、加盟国は支払い対象面積の増加によって既存の支払い受給権価額

が大幅に低下することを避けるための措置をとることができる。支払い対象面積が大幅に

（45％以上）増加した場合は、増加面積に対する支払い水準を面積比例的に抑制できる。

また自然制約地の支払い受給権に削減係数を適用できる。後者は新たに永年草地として適

格となる粗放放牧地に対応するものである。 
 支払い受給権の国による留保分については例外的に上限を拡大できる。一部の加盟国で

進行中の土地の再編と不耕作地の生産復帰に対処するものである。 
 
 議長国文書の詳細は以下の通り。 
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「基礎支払い制度に関する議論を目的とする議長国文書」（2013 年 2 月 20 日付）の 

おもな修正内容 
 
 
１ 議長国の提案 
 

1) 基礎支払い制度の支払い水準および編入される総面積に関する弾力化（21 条の

2b, 2c, 2d 追加および 29 条修正） 
 
・加盟国が新しい追加面積の受給権を制限できるようにする。既往の受給権を守

るため。 
・加盟国が高地などの自然制約地の支払い受給権に削減係数を適用できるように

する。永年草地の定義変更（4 条の 1(h)）によって永年草地の受給権が大幅に増

加する可能性があるため。 
・加盟国がワイン生産のみに使われる土地を除外できるようにする。農業特別委

員会における複数の国の懸念に対応。 
 

2) 国･地域内平準化の追加的弾力化（22 条の 5a および 29 条の 2） 
・国･地域内の部分的平準化を許容。最低限の平準化割合を確保、加盟国間平準化

の方法を反映。 
・さらに国・地域の値に対応して支払い受給権価額の最低限度と最高限度を設け

ることもできる。 
・グリーニング支払いを個々の農業者に対する支払いの一定割合とすることを認

める（欧州委員会提案では国･地域内一律単価の一定割合）。 
 

3) 支払い受給権の価額と平準化（22 条の 2, 3a） 
・平準化の段階的導入について、適用初年度における平準化部分の最低割合を 10％

まで引き下げ。 
 

4) 支払い受給権の価額と平準化（22 条の 3, 3a） 
・既存の支払い受給権を維持する国にも、平準化の段階的導入（22 条の 3）を認

める。単一面積支払い SAPS 適用国（注記：新規加盟国）にも同等の弾力化措

置を提供（22 条の 3a）。 
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5) 特別受給権の平準化（22 条の 3） 
・土地とつながりのない特別受給権を持つ農業者も平準化の対象にできる。 
 

6) 生産と平準化（22 条の 7） 
・特定の状況における平準化の速度を上げるため、加盟国は平準化の速度を定め

る際に最近年の生産水準を考慮に入れてよい。生産のほとんどない、あるいは

ない農業者に関する平準化の速さについて農業特別委員会で関心が表明された

ことに対応。 
 

7) 国の留保分の拡大（23 条の 1） 
・国の留保分の上限を例外的に増やしてもよい。一部の加盟国で土地の再編が進

行中、不耕作地の生産復帰のため。 
 

8) 土地放棄を避ける国の留保分の運用（23 条の 5） 
・国の留保分の上限を、進行中の土地再編への対応に使えることを明示 
 

9) 国の留保分から割り当てられる受給権の単位価額（23 条の 6） 
・国･地域内平準化において国の留保分から割り当てられる受給権の価額は国・地

域の年次平均に等しいことを明確化 
 

10) 任意の分配支払い（28a 条, 28b 条） 
・加盟国は「分配支払い」を導入できる。各農場の一定以下の面積に対して追加

的支払い。労働集約的経営、小規模農場、および大規模農場の規模の経済に配

慮。 
 
 

結論 
・農業特別委員会で相当な支持を得た。 
・条文では加盟国の関心を最大限に取り込んだ。 
・これを受けて議長国は理事会に付属文書にある条文を受け入れるよう求める。 
 
 

２ 条文修正案 
 
21 条 支払い受給権の最初の割り当て 

21 条の 2b. 加盟国は 2014 年の宣言面積が 2009 年対比 45％増を超過する場合、
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2014 年に割り当てられる支払い受給権数を 2009 年対比 45％増に制限できる。

追加的な受給適格宣言面積に対して比例的削減を適用。 
 
21 条の 2c. 加盟国は標高や土壌の質、傾斜、水供給などによる自然制約地の永年

草地に支払い受給権を設定する際は削減係数を適用できる。 
 
21 条の 2d. 加盟国は最初の受給権割り当てからブドウ園であった土地（2010 年

ないし 2011 年）を除外できる 
 

22 条 支払い受給権の価額と平準化 
22 条の 2 単一支払い制度の適用国は平準化の段階的導入を適用できる。平準化

部分の割合は当初 10％以上（移行措置に使える割合は 90％未満） 
 
22 条の 3a 単一面積支払い制度の適用国（注記：いずれも新規加盟国）も同様の

段階的導入（22 条の 2 と同等）を適用できる。 
 
22 条の 5 国･地域内一律単価の達成期限（2019 年）は未確定。 
 
22 条の 5a 加盟国は、一律単価を達成せずに、受給権単価が国・地域平均の 90％
未満の受給権についてその差の３分の１以上を積み増す方式を採用できる。加

えて、受給権単価に一定の上限と下限（国・地域平均対比の割合）を設けても

よい。 
 

分配支払い 
28a 条 総則 

28a 条の 1 加盟国は任意の年から分配支払いを導入できる。 
28a 条の 2 地域モデルの国は分配支払いも地域レベルで適用。 
28a 条の 4 各農場への支払いは、加盟国が定める一定の面積（ただし平均規模以

下）までが対象。国レベルで面積をさらに段階分けできる。面積単価は平均の

65％以下で加盟国が定める。 
 
28b 条 財政条項 

28b 条の 1 加盟国は国の直接支払い枠の 30％以下を分配支払いに用いることが

できる。 
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29 条 グリーニング支払いの総則 
29 条の 2 国･地域内平準化の移行措置（22 条の 2）および（／または）部分的平

準化（22 条の 5a）を採用する加盟国は、グリーニング支払いを各農業者におけ

る年毎の直接支払い受給権価額の一定割合（国レベルにおけるグリーニング支

払い額／受給権価額）とすることができる。 
 
 
 
２-４ 欧州議会農業委員会の直接支払い規則報告書案（2013 年 1 月） 

 欧州議会の農業委員会は、１月 23 日-24 日に欧州委員会の CAP 改革主要法案に対する報

告書（修正案）について採決を行った。報道によれば以下に見るとおり草案（第 4 章を参

照）の主要事項は概ね維持された模様である。今後は３月に本会議での採決が予定されて

いる。 
 
・グリーニングの未実施に対する罰金をグリーニング支払いの範囲内とする。これによ

って実質的に農家段階におけるグリーニングの実施は任意化する（選択制）。またグリ

ーニング要件の故意でない最初の未達成に対しては警告にとどめる。この件につき環

境団体は不満を有している。 
・第二の柱の環境施策を部分的に行っている農場のグリーニング要件を免除する。同じ

行為により第二の柱とグリーニング支払いの両方を受給することは違法の懸念もある。

社会党議員からは、農業委員会と本会議の両方で多数派を占める中道右派の欧州人民

党グループが農業者に有利な修正を主導したとの指摘がなされている。作物多様化要

件は小規模農場について緩和・免除、環境焦点用地は５％かつ無農薬作付地を含める。

直接支払いの加盟国間平準化はやや加速する。国・地域内平準化は移行を緩やかにし

（初年度の単一レート部分を基礎支払いの 40％から 10％に縮小）、個々の農業者段階

での減額幅を 30％以下に抑制する。受給額上限と累進減額は欧州委員会案のまま（草

案を否決）。青年農業者支払いと小規模農業者支払いを拡大し、後者を任意化する。さ

らに各農場に対して 50ha を上限とする（「最初の 50ha」）追加支払い（草案になかっ

たもの、フランスの意向による）を行う。 
・クロスコンプライアンスをさらに簡素化する（要件を削減）。 
・砂糖の生産割当制度を 2020 年まで延長し、ワイン葡萄作付権制度を 2030 年まで延長

する。生乳市場が危機的な状況に陥った場合の供給管理を導入（前年比５％減産で助

成金、前年比５％増産で課徴金を課す）する。緊急措置における緊急事態の範囲を拡

大する。危機的な状況においては輸出補助金（輸出払戻金）を継続する。 
・環境団体は農業委員会の修正案に反発している。Copa-Cogeca はワイン作付権制度の

延長とグリーニングの弾力化を歓迎している。 
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 こうした修正内容には、理事会の議長国統合改訂条文案（2012 年 12 月）と共通ないし

類似したものが多い一方で、以下のように議長国統合改訂条文案にはない独自の修正もあ

る（CAP Reform.eu, Jan. 20, 2013）。 
 
ア. 2020 年まで（新規加盟国の）単一面積支払い制度の継続を認める（18 条）、 
イ. 国・地域内平準化における再配分の制限（22 条）、 
ウ. 「最初の」50ha への上乗せ支払い（28a 条）、 
エ. グリーニングの任意化（29 条）、 
オ. グリーニング要件のうち永年草地の維持は国・地域レベルに課す（31 条）、 
カ. グリーニング要件のうち環境重点地域は段階的に導入しかつ適格要件を広げる（32
条） 

 
さらにその後 2013 年 2 月 20 日の議長国文書（前述）では、これらのうち分配支払い（ウ.
に対応）が追加され、国・地域レベルでの永年草地の維持（オ.に対応）がある程度盛り込

まれた。 
 このように欧州議会と理事会の修正案は共通点が多く、それだけ今後の調整は容易にな

ると考えられる。 
 しかしなお欧州議会の修正案には独自の要素が残っており、なかでもグリーニングの任

意化（エ.）は、次期 CAP 改革案の考え方の根幹にかかわるため、欧州委員会にとって容易

に受け入れ難いと考えられる。 
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３ 個別の論点 
 
３-１ EU 機関の権限と交渉日程 
 
３-１-１ 通常立法手続きと所要期間 

 理事会と欧州議会の共同決定手続きの内容は対象によって異なる。CAP 規則案を含む多

くの場合には、「通常立法手続き」（EU 運営条約 294 条）が適用される。通常立法手続きに

おいては、第一読会から第三読会までの手順と期限が定められている（図 3-1）。 
 

図 3-1  EU における通常立法手続きの手順（EU 運営条約 294 条） 

 
出所： EU 運営条約 294 条を元に作成。 

 
 第一読会は欧州議会と理事会が欧州委員会からの提案を受けて開始される。期限の定め

はない。欧州議会は必要に応じて修正案を提出し、それを理事会が受け入れれば成立、修

正案を出せば第二読会となる。第二読会の手順は第一読会と同様であるが、欧州議会と理

事会のいずれかの段階で可決されれば成立、欧州議会が修正案を出さずに否決すれば不成

立となるほか、欧州議会と理事会にそれぞれ３か月間（いずれも１か月間まで延長可能）

の期限が定められている。第二読会でも成立せず理事会が修正案を出した場合は、調停が

行われる。６週間以内に欧州議会と理事会が一緒に調停委員会を組織し、調停委員会はそ

れから６週間以内に共同案を作成する（期限内に合意に至らない場合は不成立）。共同案は

第三読会にかけられ、欧州議会と理事会が６週間以内に可決すれば成立する（期限内に可

決されない場合は不成立）。調停以降の期限（各６週間）はいずれも２週間まで延長可能で

ある。 
 第二読会以降の期限を合計すると約 13.5 か月（８カ月と２４週間。すべて延長の場合）

となる。次期 CAP 改革の主要規則案は 2013 年 2 月末時点で第一読会の最中である。3 月
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までに第一読会が終了しても、制度上はさらに最長で１年以上成立がずれこむ可能性があ

ることになる。 
 
３-１-２ MFF の決定手続きと日程 

 他方、多年度財政枠み(MFF)の決定手続きは、CAP 規則案に適用される通常立法手続き

よりも、はるかに単純である。欧州議会の同意を得たうえ、理事会が全会一致で決定する

（特定多数決での決定も可能。ただしその旨につき欧州理事会の全会一致が必要）ことと

されており（EU 運営条約第 312 条の 2）、欧州議会は修正案を提出する権限を持たない。

したがって、両者が合意するために、理事会は欧州議会の同意を得られる案を作成する必

要がある。総務理事会で欧州議会との緊密な連携が強調される所以であろう。 
 2011 年 6 月に欧州委員会が次期 MFF（2014-2020 年）の概要を提案する伝達文書「欧

州 2020 のための予算」を提出して以降、欧州理事会による MFF の政治決定は大幅に遅れ

た。当初 2012 年 6 月に想定されたものが、実際の決着は 2013 年 2 月の欧州理事会会合と

なった。 
 MFF は次期 CAP 改革の予算と重要事項を定めるものであるから、MFF の決定が遅れた

ことにより、CAP 改革の交渉も遅れることとなった。欧州議会は予算（MFF）が決定され

るまでは CAP 改革に関する修正案の決定をしない方針を明示していたし、理事会も 2012
年中は正式な決定をしなかった。 
 MFF に関する欧州理事会決議文書は単なる予算にとどまらず、CAP 改革の基本的な要素

の決定を少なからず含んでいる。具体的には、直接支払いの加盟国間平準化の方法や、グ

リーニングの義務付けと直接支払いに占める割合（30％）およびグリーニング要件の柔軟

化、農村振興政策の共同拠出割合の各種変更、柱間の財源移転で許容される割合などであ

る。これは議論の遅れた国・地域内平準化を除けば、加盟国間で意見の分かれる大きな問

題を概ね網羅していると思われる。 
 したがって、CAP 法案の修正は、単に予算が決まらないというだけなく、CAP 改革の内

容が大きく規定されるという意味でも、MFF の決定後でなければ決着できないのである。 
 欧州議会はこうした現状に対して、本来は通常決定手続きに付するべき政策分野である

CAP の内容を MFF 交渉に含めるのは欧州議会の共同決定権限を侵害するものだとして反

発している。しかし現地聞取調査によれば、MFF 交渉文書に基づく加盟国間の交渉では予

算と予算ではない制度が交換条件としてやり取りされることもあるとされ、両者の厳密な

切離しは必ずしも容易ではないという。また、それらの内容は最終的な MFF の法案に含ま

れるものではなく、むしろ農業理事会に対する強い政治的信号と見なされるべきだという

指摘（CAP Reform.eu  26 Feb. 2013）もある。 
 現在 MFF は 2013 年 2 月の欧州理事会で政治合意（全会一致）がなされた段階であり、

今後欧州議会の承認が必要である。欧州議会は 2013 年 3 月 11 日から 14 日の本会議で採決

の予定（Agra Europe, Feb 8, 2013）みられている。しかし、報道によれば欧州議会議長や
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欧州議会の４大政党はいずれも欧州理事会合意の内容に対して反対しており（Agra Europe, 
Feb 11, 2013）、先行きは不透明である。MFF にかかる理事会と欧州議会の妥協に時間がか

かれば、CAP 改革の決定をさらに遅らせる要因となりうる。 
 
３-１-３ CAP 改革の交渉日程 

 2012 年当初、欧州理事会は 2012 年 6 月に MFF の最終段階の交渉を行う予定であった。

2012 年秋の時点においても、欧州理事会は 2012 年中に MFF の政治合意を達成し、農業理

事会はそれを受けて 2013 年の早い時期に CAP 改革の政治決定を行う予定であった。しか

し前述のとおり、欧州理事会における MFF の決定は 2013 年 2 月にずれ込み、CAP 改革の

決定も先送りされた。 
 一方、その間も CAP 改革の交渉は進み、暫定的な修正案が形成された。欧州議会の農業

委員会は 2012 年 5 月から 6 月にかけて主要規則案に対する修正草案を提示し、秋にかけて

膨大な修正案を集めた。農業理事会は 2012 年 6 月と同 12 月に理事会議長国統合修正条文

案を公表した。 
 2013 年 2 月現在、2011 年 10 月の欧州委員会による CAP 改革法案提出からすでに 1 年 4
カ月が経過したものの、通常立法手続きによる CAP 法案の検討はまだ第一読会の途中であ

る。欧州議会による修正案の決定と、理事会による再修正（ないし可決）までが第一読会

である。 
 2013 年前半の理事会議長国（アイルランド）は、MFF 合意を受けて 2013 年 3 月に理事

会の CAP 改革法案修正案を固めることと、6 月までに EU 機関間の政治合意を目指してい

る。その前提は、MFF の成立と、欧州議会・理事会間の協議が順調に進むことであろう。 
 欧州議会も欧州理事会における MFF の検討および政治合意を受けて、2013 年 1 月に農

業委員会で CAP 改革法案の修正案について採決を実施しており、また 3 月に本会議で修正

案の採決を行う予定である。なお、欧州議会における法案の検討手続きをやや詳しく説明

すると、欧州議会では欧州委員会の提出した法案に対する修正案を「報告書」としてまと

める。欧州議会農業委員会では報告担当議員が報告書の草案（2012 年 5 月-6 月提出）を作

成し、修正（2013 年 1 月）を経て農業委員会の報告書案として本会議に提出、本会議での

修正（2013 年 3 月の予定）を経て報告書が採択される。やや複雑になるが、各段階におけ

る修正案の位置づけを区別するために確認すると、欧州議会の議場での審議は、欧州委員

会の法案に対する「欧州議会からの修正案（報告書）の草案（ないし農業委員会案）への

修正案」について行われる。 
 法案の施行や加盟国における準備などの技術的な理由から、次期 CAP 改革を予定どおり

2014 年当初から実施するには、2013 年 6 月までに CAP 法案について合意が必要があると

広くみなされている。ただし直接支払い規則については、すでに 2014 年最初からの全面実

施は難しくなっており、2014 年を移行期間として 2015 年から完全実施することが検討さ

れている（Agra Europe, Jan 16, 2013）。 
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 現地聞取調査（2012 年 11 月下旬）によれば、総じて関係者は第一読会での合意を目指

して検討を進めてきたとのことであり、2012 年の早い時期に CAP 改革の決定を目指すと

の見通し（現地調査より前の時点のもの）はそれを前提としたものであった。現地調査の

時点では、CAP 改革の合意は早くて 2013 年半ばであり、2013 年中には必要との見方であ

った。他方、懸念される最悪のシナリオは、理事会と欧州議会の交渉に長い時間を要し、

第二読会、第三読会で 2014 年までかかってしまう場合である。2013 年の 3 月までに欧州

理事会で MFF について合意できたとしても、その後の交渉や加盟国での準備のため、次期

CAP 改革の実施が 2015 年からにずれこむ可能性があると複数の関係者が指摘している。

また第一読会での合意を実現するための手段として議長国、欧州委員会、欧州議会による

三者間協議がある。本来は第二読会で合意に失敗した際に、仲介手続きの準備の一環とし

て行われていたものであるが、現在は予防的に用いられるようになっている。 
 
３-１-４ 欧州委員会の権限 

 欧州委員会は法案や多年度財政枠組みの決定権こそ有していないものの、こうした EU
の決定手続きにおいても大きな権限を有している。欧州委員会は理事会の決定がない限り

いつでも提案の内容を変更できるのに対して、理事会は全会一致によらなければ欧州委員

会の提案を修正できない（EU 運営条約 293 条）。つまり仮に欧州委員会に拒まれた場合、

理事会が修正案を適用するには全会一致が必要になる。この規定が重要であることは現地

聞取調査でも複数の関係者（欧州議会を含む）が指摘している。したがって理事会は加盟

27 カ国の全員一致が見込めない限り、欧州委員会に受け入れられる修正案を作成する必要

がある。 
 欧州委員会のこの権限により、実質的には理事会、欧州議会、欧州委員会の三者間の合

意が必要となる。 
 
３-１-５ 交渉参加者の任期 

 CAP の決定時期にとってもう一つ重要なのは、関係者の在任期間である。2014 年には

CAP を策定する EU の主要な３機関でいずれも指導者やメンバーの任期が終わるため、交

代の可能性ないし予定がある。したがってそれまでの間に CAP 改革を成立させる動機づけ

になると考えられる。 
 まず、欧州委員会は 2014 年 11 月に 5 年間の任期が終わるうえ、バローゾ委員長も既に

２期目の途中であり、2 期 10 年間の在任期間は過去最高（85 年 1 月から 95 年 1 月のドロ

ール委員長）に並ぶ。また、欧州議会では 2014 年半ばには 5 年に一度の選挙がある。さら

に、必ずしも CAP 改革の決定に直接かかわるとは限らないものの、欧州理事会議長の任期

（2 年半）は 2014 年 11 月までであるうえ、既に 2 期目を務めているため次の再選は認め

られない。 
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 これらの中で最も早く任期が切れるのは欧州議会議員であり、その改選時期（2014 年半

ば）は CAP 改革決定の期限として欧州議会関係者にも意識されている。CAP 改革の決定が

できていない状態では選挙戦に悪影響を及ぼすことが懸念されている（複数の現地聞き取

りによる）。この時期は先に示した通常立法手続きによる期限とも重なる可能性がある。 
 
 
３-２ 加盟国間の対立軸 

 Erjavec (2012)は 2012 年 7 月の時点で MFF 交渉文書にかかる交渉における加盟諸国の

姿勢を、専門媒体である Agra Europe、Agra Focus および各国の国内姿勢に基づき整理し

ている。以下にみるとおり、そこに示されたおもな争点は EU 予算および CAP 予算（特に

直接支払い）の削減可否である。なお加盟国の姿勢については 4 章でも取上げる。 
 
３-２-１ EU 予算削減の可否を巡る加盟国陣営 

 まず EU 予算全体について、２つの大きな加盟国グループがあるという（図 3-2）。一つ

は MFF の削減（10％すなわちほぼ１千億ユーロ、あるいは EU の GNI の 1.11％から 1.0％
へ）を提案する 10 か国（オーストリア、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、

ドイツ、イタリア、オランダ、スウェーデン、英国）のグループであり、チェコ以外はす

べて純拠出国かつ既往加盟国である。南欧以外の既往加盟国は 3 カ国（アイルランド、ベ

ルギー、ルクセンブルグ）を除きここに含まれる。2013 年 2 月の欧州理事会における EU
予算総額削減の合意はこれらの国々の主張に沿ったものとなった。 
 
 

図 3-2  MFF 交渉における加盟国の姿勢 

 
出所： Erjavec (July 9, 2012)の記述を元に作成。 
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 いま一つは EU 予算規模の維持（欧州委員会の案）に賛同する国々のグループ「結束の

友」である。新規加盟国と南欧３カ国（ギリシャ、ポルトガル、スペイン）からなり、そ

の殆ど（キプロスとスペイン以外）が EU 予算の純受給国である。なお、チェコは両グル

ープに属する。 
 
 
３-２-２ CAP 予算削減の可否を巡る加盟国陣営 

 EU 予算の内容については、2 大予算項目である CAP と結束政策の予算削減可否が焦点

となっている。CAP については３つの加盟国グループがある。 
 第一は CAP 保守派グループであり、欧州委員会案（名目予算維持）を上回る CAP 予算

削減には反対している。純拠出国で従来からの CAP 支持国（フランス、スペイン、アイル

ランド、ベルギー、ドイツ、オーストリア）と、純受給国で農業が強い国（ルーマニア、

ブルガリア、ハンガリー、スロヴェニア）の合計 10 か国からなる。既往加盟国と新規加盟

国、EU 予算削減グループと同維持グループの構成国を含んでおり、各国の立場は様々であ 
 
 

図 3-3  地図表示：MFF 交渉における加盟国の姿勢 

 
出所： Erjavec (July 9, 2012)の記述を元に作成。 
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る。このグループに属する国の多くは、加盟国間における１ha 当たり直接支払い水準の格

差縮小について、平均を上回る受給国の削減幅をできる限り小さくするよう主張している。

また、過去実績に基づく支払いの部分的な維持を主張する国（ポルトガル、アイルランド）

や、耕地と草地に同水準の支払いをすることは意味がないとして、土地利用に応じて異な

る支払い水準を主張する（オーストリア、スロヴェニア）も含まれる。 
 第二は予算支出の大幅削減を支持し、CAP 第一の柱の段階的削減を提案するグループで

ある。構成国は４カ国（英国、スウェーデン、オランダ、デンマーク）であり、いずれも

既往加盟国かつ EU 予算差削減グループに属する。従来から英国が主導している。 
 第三は、上記の２つのグループの中間に位置し、CAP 第一の柱削減を承諾することで結束

政策や農村振興政策の削減を防ごうとするグループである。構成国は 6 カ国（ポーランド、

チェコ、ポルトガル、エストニア、ラトヴィア、リトアニア）で、いずれも EU 予算維持

グループにも属し、ポルトガル以外は新規加盟国である。直接支払いの段階的削減につい

ては、１ha 当たり直接支払い水準が EU 平均未満の国を免除することを条件としており、それ

によって加盟国間の格差縮小をも進めようとしている。直接支払いの加盟国間格差縮小に関する

欧州委員会案については、ハンガリー、ブルガリア、ルーマニアとともに、不十分であるとし

て批判している。 
 塗り分け地図で確認すると（図 3-3）、お互いに隣接する加盟国が共通の姿勢を有し、ク

ラスターをなしていることが見て取れる。CAP 縮小派の 4 カ国は北方に位置しており、CAP
中間派は新規加盟国の北側寄りの国々（とポルトガル）である。CAP 保守派は東西に広く

連なっている。 
 
３-２-３ CAP の内容にかかる争点 

 直接支払いの「グリーニング」については加盟国から様々な受け入れ条件（任意化、割

合の引き下げ、実施の簡素化・加盟国の種々の状況への適応）が示されている（詳細は次

節を参照）。 
 直接支払いの高額受給削減および受給額上限については、大規模な経営体を擁する国々

（英国、チェコ、フランス、スロヴァキア、ハンガリー、ドイツ）が強く反対している一

方、大多数の国は支持、あるいは強く反対していない。 
 農村振興の予算規模については、多くの加盟国が直接支払いおよび結束政策の予算次第

としているため、最終局面まで合意されそうにない。農村振興を支持する国には２つのグ

ループがある。一つはこれまでの受益国であり、農村振興が重要な振興財源となっている

（オーストリア、スロヴァニア、フィンランド、マルタ、ポルトガル、キプロス）。いま一

つのグループは第一の柱よりも第二の柱を重視している（英国、スウェーデン、チェコ）。 
 農村振興の国別予算枠は交渉最後の取引に使われると予想されている。予算枠の配分方

法として、経済発展の程度が低い加盟国は客観的基準を重視しているのに対して、受益国

（とくにスロヴァニア、フィンランド、オーストリア、マルタ）は過去実績基準を重視し
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ている。西側加盟国の多くは第一の柱の削減に対する補償として農村振興財源の配分を考

えている。独仏を含むいくつかの国は二つの柱を合わせて（予算を）交渉すべきと主張し

ているものの、他方で、二つの柱は異なる目的を有しており、１ｈａ当たりの予算で比較

すべきものではないとの議論もあるため、そうした交渉は実現していない。 
 
 
３-３ 直接支払いの「グリーニング」を巡る議論 
 
 直接支払いのグリーニングは「共通農業政策（CAP）の将来の展開において中心的な話

題であり、白熱した議論の対象となっている」(ドイツ連邦食料・農業・消費者保護省)。 
 
３-３-１ 欧州委員会提案 

 欧州委員会が当初提出した法案（直接支払い規則案）におけるグリーニングの概要は以

下のとおりである。グリーニング支払いと、グリーニング要件の２つの要素があることが

わかる。 
 
・加盟各国の直接支払い予算枠から 30％をグリーニング部分とする。 
・グリーニング支払いは各国（または地域）内一律の面積支払い。 
・３つのグリーニング施策を（グリーニング支払いではなく）基礎支払いの全受給農家

に義務付ける。 
○既存の永年草地を維持 

- 永年草地の５％までは用途転換可能。 
○それ以外の面積の７％を環境重点用地とする 

- 休閑地、段々畑、景観特性、緩衝用の細長い土地、植林など（種類の追加可能） 
○残りの耕地における作物多様化 

- 最低 3 作目。各作目の面積は耕地の最高 70％、最低 5％。 
 
 現行制度の単一支払いと比べると、全農業者を対象とする直接支払いとしては基礎支払

いとグリーニング支払いが後継制度となる。グリーニング支払いが基礎支払いとグリーニ

ング支払いの合計額に占める割合は 30％ないし 38％（各種直接支払いの扱いにより加盟国

毎に相違）であり、受給農家には無視しえない大きさである。 
 グリーニング支払いは新たなグリーニング施策に対応する上乗せという位置付けである

が、ただし、グリーニング施策は基礎支払いの受給農家に義務付けられるため、基礎支払

いとグリーニング支払いの区分は恣意的なものにも見える。 
 なお、グリーニング支払いは過去実績に基づかないため、直接支払いの国内平準化を早

める効果があると考えられる（基礎支払いは段階的に平準化）。 
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 また現地聞取調査によれば、グリーニング部分の割合を 30％としたのは政治的な選択で

あり、農業者に遵守の必要性を認識させ、環境団体や NGO、加盟国政府に環境対応の大き

さを認識させるなどステークホルダーに十分な信号を発するためである。グリーニングに

要する実際のコストは 15％ないし 20％程度ではないかという。 
 
３-３-２ 加盟国によるルクセンブルグ文書 

 2012 年 5 月 14 日から 15 日にルクセンブルグで開催された農相理事会会合に先立って、

ドイツを含む 15 加盟国による 4 月 26 日付の作業文書、いわゆるルクセンブルグ文書（ル

クセンブルグの代表から提出された作業文書と記されていた）が提出された。これは欧州

委員会提案にあるグリーニング要件について、加盟国の裁量を大幅に拡大し、加盟国が自

由に選択できるメニュー方式を提案するものであった。 
 
 まず、加盟国は第一の柱におけるグリーニング支払い（欧州委員会提案に対応）(Ｂ)、同

じく第一の柱におけるグリーニング要件のクロスコンプライアンスへの吸収(Ｃ)、第一の柱

の財源（国の直接支払い枠の 10％）による第二の柱の農業環境支払いへの支払い加算(Ａ)、
のいずれかを選択する。 
 そしてこれらのうち総州委員会提案に対応するグリーニング支払い(Ｂ)については、グリ

ーニング要件を大幅に弾力化する。「当然にグリーニング達成と見なされ」（green by 
definition）、グリーニング要件を免除される農業者の範囲（欧州委員会提案では

Natura2000 および有機農業）を拡大する。またそれ以外の農家に課されるグリーニング 3
要件を、新たに追加された 6 要件を含む 9 要件の中から加盟国が選択できる。あるいは、

加盟国はさらに独自の要件を追加して、農業者に 3 要件を選択させることもできる。また、

欧州委員会提案によるグリーニング 3 要件のうち環境重点用地について、該当範囲を大幅

に拡大し、永年作物を免除し、農業者グループによる集団的取り組みを認める。 
 
 

ルクセンブルグ文書で提案されたメニューの内容 
 
加盟国は以下のＡ、Ｂ、Ｃからいずれか一つを選択する。 
 
Ａ 第二の柱の農業環境支払いへの支払い加算 
・加盟国による共同拠出は免除（100％EU 財政拠出）、国の直接支払い枠の 10％｡ 
・目的は農業者の参加奨励。 

 
Ｂ 第一の柱におけるグリーニング施策 
（１）「当然にグリーニング達成と見なされる」（green by definition）農業者 
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 加盟国は以下の中から任意の基準を選択できる。 
 

・環境保護的農業(ecological farming) 
・100％認証された持続可能な農業 
・草地が耕地の 50％以上、あるいは農場の規模が一定水準（15ha か加盟国平

均の３分の 1 のいずれかを加盟国が選択する）未満 
（※ クロスコンプライアンスにおける永年草地の保護は地域・加盟国レベル） 

・農業面積の 50％以上について決定済みの(determined)農業環境・気候プロ

グラムに参加している農場 
・農業面積の 50％以上が Natura 2000 の区域内にある農場 
・適格面積が 15ha 以下、森林面積の割合が一定以上である土地を有する農場 

 
（２）それ以外の農業者 

 
 加盟国は以下の中から３種類以上のグリーニング施策を選択し、農業者に義務

付ける。あるいは、加盟国はより長いリストを作成してそこから農業者に３種類

を選択させることができる。基礎支払いはグリーニング支払いから切り離す。 
 
グリーニング施策のリスト 
 

・環境重点用地 
・作物の多様化 
・永年草地の保護 
・草地の一定割合を環境重点用地にする 
・緑被／間作(裏作 catch crop) 
・柳およびその他の永年作物 
・栄養植物(nutrient plants)・土壌管理植物(soil management plants) 
・認証されたエネルギー効率（投入削減、資源効率改善、代替エネルギーま

たは再生可能原材料の供給） 
・第二の柱の農業環境支払いへの支払い加算。加盟国による共同拠出は免除

（EU 財政から 100％拠出）、国の直接支払い枠の 10％未満。 
 
環境重点用地の詳細 
 
・算入される面積： 

○その農場の Natura2000 区域または他の環境保護区域にある耕地 
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○その農場の決定済みの(determined)農業環境・気候プログラムに参加し

ている農業面積 
○窒素施肥をしていない面積／農薬の使用（がない面積？）／緩衝用の細

長い土地(bufferstrips) 
○景観特性（例えば森林、生垣、段々畑）を有する農地、緩衝用の細長い

土地、不耕起地（休閑地） 
・永年作物用地は免除。 
・環境重点用地施策の環境と生物多様性に対する便益を改善するため、加盟国

は地元段階の農業者グループが義務を担うようなやり方で、集団的な方法を

選択することができる。 
 
Ｃ クロスコンプライアンス（環境単一支払い制度） 
・「当然にグリーニング達成と見なされる」農業者はＢと同じ 
・それ以外の農業者に対しては、グリーニング 3 要件（作物多様化、環境重点用地、

永年草地の保全）をクロスコンプライアンスに追加。直接支払いをグリーニング

部分と基礎支払いに分けず、一つの環境単一支払い制度とする。 
 

 
 
３-３-３ 欧州委員会によるグリーニングの構想文書 

 ルクセンブルグ文書を受けて農業担当欧州委員ショロス氏は 5 月 11 日付の構想文書

(concept paper)を提出し、ルクセンブルグ文書と比べてかなり限定的ではあるものの、グ

リーニング要件の緩和をある程度許容する姿勢を示した。 
 直接支払いグリーニング３施策の見直し検討事項の詳細は以下のとおり。 
 

 
構想文書（2012 年 5 月 11 日）における 

直接支払いグリーニング３施策の見直し検討事項 
 
・以下のものについてはグリーニング施策のうち一つないし複数を免除(pp.2-3)。 

○第二の柱における農業環境・気候施策の受給者 
○環境認証を受けている農業者。ただし環境認証には、グリーニング施策との同 
等性を満たすため各種の要件あり。 

 
・永年草地の維持(p.3) 

○永年草地の定義拡大。草本類の植物が優勢でなくとも粗放的な放牧に適した土

地を適格とする。ただし直接支払い対象面積の急増と１ha 当たり支払い額の希
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薄化を防ぐため、加盟国は適格面積への追加に際して低減係数(reduction 
coefficient)を用いることができる。 

○また長期輪作の実情を反映するため、永年草地の定義は作物の輪作から８年以

上（元の提案では 5 年以上）外れているものとする。 
 
・作物多様化(p.4) 

○適用免除対象となる農場規模の上限は 3ha と 10ha の間で定める（元の提案で

は 3ha）。小規模な混合農業農場は対応が難しいため。 
○また 50ha 未満の農場で草地や休閑地が多い場合は作物多様化を免除。 
○さらに１作物の作付面積を全体の５％以上とする条件を緩和して、作付面積３

番目以下の合計を５％以上とする。 
 

 
 
３-３-４ 欧州議会農業委員会の報告書草案（5 月 30 日付） 

 こうした議論をさらに進めたのが欧州議会農業委員会に提出された報告書（法案への修

正案）草案である。グリーニング要件を満たさなくても他の直接支払いを減額・取り消し

されることはない。事実上、グリーニング支払いへの参加は農家段階で任意化する。また、

グリーニング支払い財源で未使用の部分は農村振興政策の農業環境・気候施策に移転でき、

かつその財源部分にいて農村振興政策における加盟国の共同拠出を免除される。 
 その一方、グリーニング要件免除対象の拡大（農村振興政策の農業環境・気候支払いお

よび環境認証）はルクセンブルグ文書や欧州委員会の構想文書と類似している。 
 詳細は以下のとおりである（各種グリーニング要件の緩和などその他の事項については

第４章を参照）。 
 

 
直接支払い規則に対する欧州議会報告書草案の内容 

（グリーニング支払いにかかるおもな事項） 
 
グリーニング支払いの総則（29 条、修正 64 から 72） 
 
(29 条の 1)グリーニング要件を満たした農業者にグリーニング支払いをする（注記：

実質的にグリーニング支払いの農家段階での任意化）(修正 64)。 
関連規則案： 水平規則案に対する報告書草案(p.43)(65a 条) グリーニング

要件の不履行による直接支払いの取り消し・減額はグリーニング支払いの額

を上回ってはならない。（修正 73） 
(29 条の 1ba) グリーニング支払いの要件に、特定の農法とかかわる永年作物の維持
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を追加(修正 67)。 
(29 条の 2) グリーニング要件のうち当該農場に適切なものを順守する農業者に対し

てグリーニング支払いを給付(修正 68)。 
(29 条の 4) 有機農業に加えて、農村振興政策の農業環境・気候支払いの受給者もグリ

ーニング支払い適格(修正 69)。 
(29 条の 4a) 国ないし地域の環境認証を受けている農業者はグリーニング支払い適格

(修正 71)。 
 
永年草地および歴史的放牧地の維持（31 条、修正 78 から 81） 
 
(31 条) 永年草地に加えて歴史的放牧地(historical pasture)も維持対象とする(修正

77-81)。＜＝(29 条の 1(b))(修正 66)。 
 
柱間の融通における直接支払いから第二の柱への財源移転（14 条の 1a） 
 
(14 条の 1a) グリーニング支払い財源(33 条)のうち未使用のものは農村振興政策の農

業環境・気候施策に移転できる(修正 43)。 
関連規則案： 農村振興規則案に対する報告草案（pp.42-43）(65 条の 4a)
第一の柱からの移転財源には加盟国の共同拠出不要。未使用のグリーニング

支払い財源からの移転は農業環境・気候施策に限定(修正 67) 
 

 
 また、2013 年 1 月の欧州議会農業委員会報告書案はこれらの修正案を概ね継承し、かつ

グリーニング要件をさらに緩和した。なお、農業環境・気候支払いなど農村振興政策の対

象農業者に対して、グリーニング要件を免除してグリーニング支払いを行うことは、二重

給付にあたり違法ではないかとの指摘がなされている。 
 
３-３-５ 交渉の展開 

 報道では、2012 年 5 月の農業理事会でメニュー方式を支持した国が 16 挙げられている

（デンマーク、英国、ドイツ、スウェーデン、オランダ、スペイン、ポルトガル、ベルギ

ー、チェコ、フィンランド、ハンガリー、ラトヴィア、ルクセンブルグ、スロヴァキア、

スロヴェニア）。それに対して欧州委員会は「同等性」を提案して防衛に努めた。これは第

二の柱における農業環境・気候施策ないしは加盟国の持続可能性認証制度に参加している

農業者を、自動的にグリーニング施策の一つないしそれ以上を満たしているとみなすもの 
(Agra Europe, May 22, 2012 )であり、グリーニング構想文書に盛り込まれた内容である。 
 9 月時点でも依然として直接支払いのグリーニングに関する合意は、理事会議長国農相に

とって CAP 改革最大の課題(Agra Europe, Sep. 18, 2012)であり、かつ欧州議会農業委員会
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で最も意見の分かれる問題(Agra Europe, Sep. 11, 2012)でもあった。 
 9 月 24 日の総務理事会に提出された MFF 交渉文書（9 月 18 日付）は、その前の版（6
月 19 日付）にあったメニュー方式の選択肢を削除し、直接支払いのグリーニングを導入す

ることを明記した。これによってメニュー方式によらず、グリーニング施策の弾力化によ

ってグリーニングを達成する方向が打ち出された。 
 これを引き継いだ 2013 年 2 月の欧州理事会結論文書（MFF）は、欧州委員会の提案ど

おり直接支払いの 30％をグリーニング支払いに充てることと、全農家へのグリーニング義

務付けを打ち出した。またグリーニング要件と同等と見なされる条件の選択については、

加盟国に柔軟性を認めることと、環境重点用地は生産中止を要求せず農業者所得の不当な

損失を避けて実施すること、の２点を課した。 
 2012 年 12 月の理事会議長国統合修正条文案は、グリーニング要件の同等措置を拡充し、

対象農場規模を引き上げ、免除対象を拡充した（詳細は第 2 章を参照）。さらに 2013 年 3
月の「基礎支払い制度に関する議論を目的とする議長国文書」では、国･地域内平準化の完

全実施ができていない加盟国について、グリーニング支払いを個々の農業者に対する（完

全には平準化されていない）支払いの一定割合とすることを認めた。これによってグリー

ニング支払いの国･地域内一律単価は崩れる。 
 いずれにせよ、欧州理事会、理事会、欧州議会はいずれもグリーニング要件の弾力化が

必要であることについて一致している。とくにグリーニング要件の同等措置を設けること

については欧州委員会も構想文書を提示しており、各機関間で異論のないところである。 
 現地聞取調査によれば、農業環境政策に関心の高いドイツ、スウェーデン、デンマーク、

英国はグリーニングに原則として賛成しつつも柔軟性を求めている。それに対して新規加

盟国や南欧はグリーニングにあまり前向きではないという。いずれにせよ各国ともグリー

ニング要件をできるだけ自国の現行実績や規制・制度に引きつけたい意向であるという。 
 
３-３-６ 関連施策との違い 

 そもそも欧州委員会の提案では、直接支払いのグリーニングについて、関連施策との関

係・相違や、独自の意義が不明確である。農村振興政策の農業環境・気候施策や、クロス

コンプライアンスについて、グリーニング施策との代替性を想定したルクセンブルグ文書

は、そのことを如実に示している。 
 直接支払いのグリーニング施策は、クロスコンプライアンスと同様、実質的に全農業者

を対象とする点で、限られた参加農業者を対象とする農村振興政策の農業環境・気候施策

とはその拡がりがまったく異なる。その一方で、クロスコンプライアンスの要件は現行環

境規制(SMR)および最低限の農業･環境基準(GAEC)の遵守に留まるのに対して、グリーニ

ング施策ではそれを上回る環境基準が適用される。ただし農村振興政策の農業環境・気候

施策ほど高度な環境基準は要求されない。つまり既存の環境基準を上回る CAP 独自の農業

環境便益を、いわば薄く広く EU 全域で実現するのがグリーニング施策であるといえよう。 
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表 3-1 クロスコンプライアンス、直接支払いグリーニング、農業環境施策の特徴 

 
 

クロスコンプ

ライアンス 
直接支払い

のグリーニ

ング 

農業環境

施策 

 第一の柱 第二の柱 
農業者への義務付け ○ ○ × 
現行環境基準以上 × ○ ○ 
１年毎 ○ ○ × 
加盟国の裁量 ○／× × ○ 
農業者の選択肢 × × ○ 
高度な対象絞り込み

の可能性 
× × ○ 

監視と評価の実施 ○ ○ ○ 

出所 Allen et al(2012) “Maximising environmental benefits through ecological focus areas” 
(page 6 Table 1)。 

 
 こうした特質を考慮すれば、欧州委員会のグリーニング支払い構想は、少なくとも対象

農業者の範囲を狭めること意味する第二の柱への加算（ルクセンブルグ文書）や、農家段

階での任意参加（欧州議会農業委員会の報告書草案）とは相いれない性格を有しているこ

とがわかる（注１）。 
 

図 3-4 グリーニングと現行 CAP 施策の概念上の関係 

 
出所 Allen et al(2012) “Maximising environmental benefits through ecological focus areas” (page 7 

Figure 1)に加筆（細い矢印を追加、２つに分かれたグリーニング部分を１つに統合、「行動な農業環境」

と「初歩的な農業環境」を農業環境施策に統合）。 
 
 そうしたグリーニング施策の位置づけを示したのがAllen et al(2012)による図3-4である。

グリーニング施策は既存のコンプライアンスおよび農村振興政策（農業環境・気候施策）

農業環境
施策

クロスコンプライアンス

農業面積

(現行制度)

第二
の柱

第一
の柱 クロスコンプライアンス

農業面積

(欧州委員会提案)

第二
の柱

第一
の柱

グリーニング

農業環境
施策
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の間に位置し、既存施策の一部を吸収する。この図では、それによって農村振興政策がこ

れまでよりさらに高度な農業環境便益を提供し、全体としてみた農業環境上の便益が拡大

することを想定している。 
 また現地聞取調査によれば、グリーニングは集約的農業生産地域における環境基準強化

の意義が大きい。これまでそうした地域はあまり農村振興政策における農業環境施策の対

象になっていないという。また中東欧の新規加盟国では集約的農業があまり行われていな

いためグリーニングへの対応は比較的容易であろうとの指摘もある。 
 なお本来の役割とは別に、グリーニング支払いは国･地域内一律単価であるため、直接支

払いの国･地域内平準化を進める効果もある。欧州委員会提案におけるグリーニング支払い

の額は、国･地域内一律単価（国･地域内平準化終了後の基礎支払いに相当する）の 30％が

当初から適用される。それに対して基礎支払いの国･地域内平準化においては、最初の年に

国･地域内一律単価が適用されるのは基礎支払いの 40％以上とされている。そのため移行措

置を手厚くする（基礎支払いに占める一律単価の割合を当初低く設定する）国では、導入

当初において直接支払いのうち一律単価が適用される部分は、グリーニング支払いの方が

基礎支払いより大きくなる可能性がある。2013 年 3 月の議長国文書における修正（国･地

域内の基礎支払い一律単価を実施していない加盟国は、任意で一律単価の代わりに各農家

の直接支払い受給権額の一定割合をグリーニング支払いとすることができる）は、この点

を緩和してグリーニング支払いの農家ごとに異なる面積単価を認めるものである。 
 
（注１）なお、グリーニング支払いと基礎支払いを一本化し、その受給要件としてグリーニング要件とク

ロスコンプライアンスの両方を課すというルクセンブルグ文書の選択肢 C は、グリーニング構想と整

合性があるかもしれない。またクロスコンプライアンスのうち GAEC は、とくに生産に用いられない

土地の最低限の基準と永年草地を対象としてはいるものの、直接支払い規則以外の各種環境規制遵守

を課す SMR とは異なり、追加的な環境保全要件を課している点でグリーニングと似通っている。 
 
３-３-７ CAP 予算との兼ね合い 

 グリーニング支払いは CAP 予算を維持するための交換条件として導入された。そのこと

は各種の欧州委員会文書からも読み取れるし（平澤[2012]）、また現地調査でもほとんどの

関係者が指摘している。農業担当欧州委員は、環境を中心とする多面的機能への貢献を強

調することで他の欧州委員から CAP 予算を維持する合意を取り付けたのである。農業団体

も予算維持の手段としてグリーニングを支持した。 
 そのため、現地調査では加盟国、農業団体、欧州議会関係者などが、もし CAP 予算が削

減されるならグリーニングは見直しが必要になるとの認識を有しているとの指摘があった

（2012 年 11 月時点であったため、まだ CAP 予算を削減する方針は決まっていなかった）。

グリーニングはあくまでも CAP 予算維持の対価であるため、論理的には予算が維持できな

ければグリーニングの必然性もなくなるということである。しかし現実には厳しい予算圧

力のもとで CAP 予算の削減幅を最小限に抑えるため、やはりグリーニングは必要であると

考えられる。とはいえ欧州理事会が CAP 予算の削減を打ち出したことにより、グリーニン
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グの措置を緩和しようとする圧力は高まったであろう。実際、2012 年 11 月の欧州理事会

で CAP 予算削減の方向が明確となって以降、2012 年 12 月の理事会議長国統合修正条文案

はグリーニング要件の弾力化をさらに進め、2013 年 2 月の基礎支払いにかかる議長国文書

はグリーニング支払いの国･地域内一律単価を義務付けないものとなった。 
 
３-３-８ グリーニングに対する評価 

 グリーニングは次期CAP 改革の最大の論点の一つであるとともに、新たな改革でもある。

その評価は次期 CAP 改革全体の意義にも関わる。 
 上記のとおり農業団体からみたグリーニングは予算確保の代償であり、これによってほ

ぼ全農地に既存の規制を上回る環境保全措置が講じられ、特に集約的農業地域における改

善が期待されている。 
 しかしグリーニングの導入に大きな影響を及ぼしたはずの環境団体は、欧州委員会によ

る法案や、理事会及び欧州議会の修正案検討に対して、当初の改革提案からの後退（輪作

から作目多様化へなど）であり CAP の「グリーン洗浄」（green washing）だと批判してい

る。 
 それに対して現地聞取調査によれば、欧州委員会の環境総局はより現実的であり、グリ

ーニングに満足しているとみられる。初めて第一の柱における直接支払いの予算を環境向

けに使う意義は大きく、単に金額の大きさや要件の内容にとどまらない、より本質的な転

換だと考えられている。またある欧州議会議員（環境委員会）も、欧州委員会の提案どお

りであればグリーニングは大きな進歩であると評価している。 
 さらに複数の関係者はグリーニングの割合が次々期以降のCAP改革で引き上げられてい

くだろうと見ている。EU 非加盟国であるスイスの直接支払いも、多面的機能への対価とし

ての性格を強化するという点では同じ方向へ向かっている（本報告書の第 II 部を参照）。グ

リーニングはそうした CAP の新しい方向への第一歩となる可能性がある。 
 
 
３-４ 直接支払いの国･地域内平準化 

 直接支払いの国･地域内平準化は、平等化のために各国（地域方式を採用する国では各地

域）で一律の面積単価を適用するものである。欧州委員会の提案では、2019 年までに一律

単価を実現する。移行措置として、当初は基礎支払いの最低 40％以上を一律単価とし、残

りは受給額が減少する農家に対する補てんに用いることができる。この措置は一律単価の

完全実施へ向けて毎年修正される。 
 
３-４-１ 国･地域内平準化の意義 

 国･地域内平準化によって直接支払いの考え方は大きく変わる。 
 EU の直接支払いは 1992 年改革による導入以来、何らかの形で個々の農業者段階におけ
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る過去の実績に結び付けられてきた。現行の単一支払いは、基本となる過去実績方式の場

合、過去の受給実績に基づいており、その受給実績は以前の直接支払い制度で用いられた

過去の生産実績に基づいている。 
 それに対して、新たな直接支払い（基礎支払いおよびグリーニング支払い）の面積単価

は、国･地域の予算枠を全体の面積で除して算出される。個々の農業者の過去実績とは無関

係であり、デカップリングをさらに進めるものとみることもできる。過去の生産実績に基

づく 1992 年改革の支払い（面積単価は過去の単収実績に基づく）は単収のデカップリング

と呼ばれ、過去の受給実績に基づく 2003 年改革の支払いは生産のデカップリングと呼ばれ

た。今回はいわば農業者段階における過去実績のデカップリングといえよう（ただしそれ

はもはや補助金を現在の生産から切り離すという当初のデカップリング構想の範疇を越え

ている）。それに対して各国･地域段階における直接支払いの予算額はこれまでの配分を踏

襲する限り、事実上過去実績に基づく従来の予算を引き継ぐことになるが、それも実際に

は加盟国間の平準化や柱間の財源移転によってある程度変更されることになる。 
 一方で、単一支払いの地域方式を採用している国と、単一面積支払いを採用している新

規加盟国では、すでに基本的に国ないし地域で一律の面積単価となっている。したがって

今回の改革における国･地域内平準化は、地域方式の全加盟国への拡大（あるいは国･地域

内一律単価への移行全面化）とみることができる。また、既往加盟国と新規加盟国を共通

の直接支払い制度に統合することで、新規加盟国の CAP への統合を完成に向けて大きく進

める意味もある（新規加盟国の統合は、加盟国間の平準化が完了した段階で完成とみるこ

とができる）。 
 
３-４-２ 当初における関心の違い 

 この国･地域内平準化はグリーニングと並び、直接支払い規則案における主要な改革であ

る。しかし、提出時から大きな議論の対象となったグリーニングと異なり、国･地域内平準

化は当初それほど注目を集めなかった。 
 その理由としては、CAP 予算をめぐる議論に関するもの（グリーニングが注目された理

由）と、この施策の内容に関するものが挙げられる。 
 今回の CAP 改革における最大の問題の一つは、予算削減の可否であった。次期多年度財

政枠組みへ向けた欧州委員会の検討の中で、CAP 予算を大幅に削減しようとする欧州委員

会内の圧力に対し、農業担当欧州委員は多面的機能への対応強化を打ち出し、とくに直接

支払いのグリーニングによって CAP 予算の維持を図った。そうした経緯から、グリーニン

グはその概念が提示された 2010 年 10 月の伝達文書「EU 予算見直し」以来注目を集めて

きた。また、グリーニングは新しい概念であったためにその具体化には多くの関心が寄せ

られた。 
 それに対して国･地域内平準化は、直接支払いの平等化による予算の正当化という側面は

あるにしても、グリーニングほど CAP 予算の削減可否をめぐる議論と密接なつながりはな
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かった。しかもその内容は既存の地域方式と概ね同様であり、その適用対象を全加盟国に

拡大するものである。したがって新規性に欠け、かつ制度設計も先例があるためそれほど

関心を引かなかったと考えられる。またそうした先行国の存在とも関連して、国･地域内平

準化は全ての加盟国にとって重要な問題というわけではない。ドイツのように地域方式を

採っている国は既に地域内平準化を済ませており、単一面積支払いを採っている新規加盟

国も同様である。さらに過去実績方式を採っている国でも、小国など国内の地域差が少な

い国では平準化の問題は少ない。 
 しかし、過去実績方式を採っており、かつ部門間、農業者間の格差が大きな国では、国･

地域内平準化は個別農業者の受け取り額に大きな変化をもたらす。これまで面積単価の高

かった部門や農業者は大幅な低下に見舞われるため、その導入は大きな困難を伴う。 
 現地聞き取り調査では国・地域内平準化の困難な国としてアイルランドとフランス、そ

してイタリアなど南欧諸国が挙げられた。アイルランドとフランスにとっては国・地域内

平準化の方がグリーニングよりも重要であろうとの指摘もある。またフランスや南欧の農

業は多様であり平準化が難しいという。ただし、地域方式を採用すれば地域間で直接支払

い水準に差をつけることは可能である。さらに直接支払いに新たな地域区分を導入する場

合、各地域は飛び地であっても良い。実際にスコットランドやウェールズでは、通常の行

政区や地方に基づく地域区分ではなく、農業生産力に対応したモザイク状の地域区分を検

討しているという。 
 
３-４-３ 欧州議会農業委員会の提案 

 欧州議会農業委員会の直接支払い規則案にかかる報告書草案（2012 年 5 月 10 日）は、

国･地域内の平準化を緩和する内容を含んでいた。基礎支払いについて初年度における平準

化の割合を 40％から 20％に引き下げ、また平準化実施後に国･地域内で平均面積単価から

20％以内の乖離を認め、さらに各農業者における受給額の減少を最大 30％に制限するもの

であった。これらはいずれも以下に見る Austria et al. (2012)と共通しているが、ただし

Austria et al. (2012)にあるような抜本的な変更は盛り込まれていない。 
 
３-４-４ 加盟国からの提案（緩和措置） 

 国･地域内平準化についても次第に論議が高まり、グリーニングに関する加盟国提案（ル

クセンブルグ文書）の数カ月後、2012 年 10 月 1 日の農業特別委員会にむけて、２つの加

盟国グループから国･地域内平準化に関する検討文書が提出された。いずれも国･地域内平

準化の緩和と加盟国の裁量拡大を要求するものであり、具体的な緩和措置を提案した。先

に見た欧州議会農業委員会の報告書草案に比べて大幅な修正となっている。 
 一方の文書は６加盟国（アイルランド、デンマーク、スペイン、イタリア、ルクセンブ

ルグ、ポルトガル）連名の「CAP2020: 直接支払いの国･地域内平準化」（2012 年 9 月 28
日付）(Ireland et al. 2012)である。国･地域の一律単価に異議を唱えて加盟国に「部分的平
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準化」を認めるべきであると主張し、加盟国間平準化と同様のやり方を提示した。またグ

リーニング支払いについても一律単価ではなく、個々の農業者に対する基礎支払いの一定

割合にすべきだとした。詳細は以下のとおりである（傍点は筆者による）。 
 
 

「CAP2020: 直接支払いの国･地域内平準化」 
 
 アイルランド、デンマーク、スペイン、イタリア、ルクセンブルグ、ポルトガルは、

過去実績とのつながりを減ずることにより、農業者間でより平等に配分される直接支

払いへの移行に同意した。しかし提案された国･地域の「一律単価」方式に基づくやり

方には疑問を抱いている。ＥＵ全域における農業の多様性と複雑さのため、ほとんど

完全にデカップルされた直接支払いのシステムにおいて、加盟国の裁量を欧州委員会

の提案よりも拡大する必要がある。 
 
・国･地域内平準化は加盟国間平準化と調和すべきである。したがって加盟国間平準化

と同じやり方で、国･地域内の部分的平準化
．．．．．．

により農業者の損失を制限することを加

盟国に認めるべきである。 
 
・基礎支払いだけでなく、提案された直接支払いの全ての要素がこの国･地域内平準化

モデルに対応すべきである。とくに直接支払いのグリーニング部分、受給適格面積、

そして１ヘクタール当たりの直接助成水準の３要素が特に重要である。 
 

○加盟国は任意で、グリーニング部分を国･地域の「一律単価」の一定割合でなく、

代わりに個別農場レベルで設定される基礎支払いの一定割合とすることを認め

られるべきである。 
 

○加盟国は 2014 年に先立ち、直接支払い受給権の最初の割り当てにおいて、受給

適格面積の参照年次を 2009 年以降の範囲内で定めることを認められるべきで

ある。 
 

○１ヘクタール当たりの直接支払い水準は段階的に調整されるべきである。直接

支払いが参照される国･地域平均の水準を下回る農業者は、その差の一部を、加

盟国間平準化で提案されているのと同じやり方で増額されるべきである。財源

は国･地域の平均を上回るすべての農業者が比例的に負担する。農業経営の経済

的混乱を避けるため、平準化は 2019 年までの移行期間中に毎年同じ分ずつ（線

形の段階を追って）なされる。 
 

 
 もう一つの文書は５加盟国（オーストリア、ベルギー、チェコ、ハンガリー、スロヴェ

ニア）連名の「CAP2020: 直接支払い 国･地域内平準化／弾力化」（2012 年 9 月 28 日付）

(Austria et al. 2012)である。 
 この文書は狭義の国･地域内平準化だけでなく、グリーニングと、さらに新たに直接支払

いの対象となる農地も含めて一律面積単価の問題として捉えたうえで、大規模な再配分に

よる困難（受給額が大幅に減る農業者の発生）を避けるため加盟国ごとに異なる対応をと
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れるよう、平準化の方法と実施手続きそれぞれについて様々な選択肢を提示した。採用は

加盟国の任意であり、自由に組み合わせることができる。具体的には、土地の用途種類に

応じて異なる面積単価、個別農業者の損失に対する制限、（個別農業者の）受給単価と国･

地域平均の較差に対する制限、移行期間の延長、当初年次における平準化割合の最低限度

引き下げ、粗放的草地への削減係数適用、ある種の耕作を直接支払いから除外することな

どである。 
 また、単一面積支払いを採用している新規加盟国にも単一支払いを採用している加盟国

と同等の裁量を認めるべきだとした点も特色である。 
 詳細は以下のとおり。 
 

 
「CAP2020: 直接支払い 国･地域内平準化／弾力化」 

 
・一律単価支払いは、多くの加盟国の内部的分析によれば地域間および部門間で大規

模な再配分をもたらす。とりわけ生産性の高い農場から粗放的に管理された農場へ

の再配分をもたらす。これは非常に大きな経済的および政治的困難を引き起こすで

あろう。 
・地域方式の導入により追加的な農地が新たにこの制度で考慮されるであろう。その

結果１ヘクタール当たりの直接支払いは不釣り合いなほど大幅に薄められるであろ

う。 
・グリーニング支払いの一律単価も同様に重要な支払いの再配分を引き起こす。 
・とはいえ関係する加盟国（オーストリア、ベルギー、チェコ、ハンガリー、スロヴ

ェニア）は 2013 年より後に現状維持を続けることを求めているわけではなく、特定

の要請への対応を求めている。したがって加盟国は、この場合「１つのサイズが全

員に合う」ような解決策はないことを考慮して、CAP の諸目標を危うくせぬように

しながら、異なる型のモデルから選択できるようにすべきである。 
 
I) 原則 
・過去実績方式の廃止 
・農業部門の活力を危険にさらすべきではない 
・補完性の原則と弾力性 
・一つのモデルではすべてには適合しない 
・再配分の水準と時期は農業者に経済的問題を引き起こすべきではない 
・全ての加盟国は平等な扱いを受けねばならず、したがって単一面積支払い方式を

適用している加盟国は新しい直接支払いモデルに関して単一支払いの国と同じ可

能性を持たねばならない。それには移行期間中、支払い受給権に差をつけること

を含む。 
 
 
II) 選択肢 
加盟国は以下のうち１つないし複数の組み合わせを選択できる。 

 
A) 複数単価モデル（Differentiation Model） 
・多様な農業地域を有する加盟国は複数単価モデルを適用できる 
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a) 土地の型（永年作物や粗放草地など）に応じた異なる面積単価を基礎支払

いとグリーニング奨励金の両方に適用 
b)  土地の型（永年作物や粗放草地など）に応じた異なる面積単価を基礎支

払いのみ適用 
・単一面積支払いを適用している新規加盟国でも同様に可能 

 
B) 格差制限モデル（Tunnel Model） 

・加盟国は既存の支払いから一律単価への移行において以下の基準を用いた裁量

を持つ 
○個別農業者の得失に対する制限 
○個別農業者について国･地域平均の一律単価からの差が予め定められた一

定範囲内となるよう支払いを平準化 
 

C) 削減モデル 
・加盟国は粗放的草地の受給適格面積の大きさの決定に削減係数を適用できる。 

 
 
III) 実施手続き 
加盟国は以下のうち１つないし複数の組み合わせを選択できる。 
 
A) 移行期間の延長 

・加盟国は移行期間を一定の時期（候補は 2021 年）まで延長できる。 
・国･地域内平準化の段階を一つないし複数削減。 
・加盟国は基礎支払い価額の国･地域内平準化を開始する前に、2014 年に続く 2
年間に一律単価のグリーニング支払いを導入できるようにすべき（注記：つま

りグリーニング支払いの導入を 2015 年まで遅らせかつ 2016 年まで２年間の段

階的導入とする。さらに国･地域内平準化の開始はその後に延期する）。 
 

B) 60％制限の調整 
・国･地域内平準化にかかる 60％制限（移行措置に使える財源の割合）の引き上げ

（つまり当初年次における平準化割合の最低限度を 40％から引き下げる）。 
 

C) 受給権の管理 
・加盟国は以下の可能性を持つ 

○直接支払い制度からある種の耕作を除く（すなわちワインぶどう、果物、野菜、

温室、限界地） 
○2014 年に受給権数を決定する際、過去の参照時期（たとえば 2011 年）を用いる。

土地と受給権にかかる投機を避け、また（あるいは）参照時期に宣言されていな

かった限界農地を除くため 
○特別受給権を 2020 年まで維持する 

 
 
 これら２つの文書の主張は、欧州委員会規則案の大きな修正を意味している。前者

(Ireland et al. 2012)は基礎支払いとグリーニング支払い両方の一律単価に反対しており、

部分的平準化を提唱した。後者(Austria et al. 2012)は基礎支払いの一律単価への対案とし

て、複数単価モデルと格差制限モデルを提示した。 
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 後者の文書(Austria et al. 2012)はそれ以外の要素も含んでいる。とくにある種の耕作を

直接支払いから除外することは、全ての農地を対象とする欧州委員会の原則から外れるも

のである。それに対して、移行措置の拡充は改革にとって本質的ではなく、粗放的農地の

削減係数は欧州委員会もすでに提案している。 
 
３-４-５ 理事会の修正案 

 国･地域内平準化に関する理事会での議論は前述のとおり遅れていたため、2012 年 12 月

末の議長国統合修正条文案の段階ではあまり修正がなかった。MFF の交渉文書にも盛り込

まれず、その結果 2013 年 2 月 8 日の欧州理事会結論文書でも言及されなかった。ただし、

2012 年 12 月末の議長国統合修正条文案では、単一支払いで地域方式ないしハイブリッド

方式の国は既存の支払い受給権をそのまま維持してもよい、つまり国･地域内平準化は不要

とされた。 
 2013 年になって理事会でも修正の動きが本格化してきた。2013 年 2 月 20 日付けの「基

礎支払い制度に関する議論を目的とする議長国文書」は国･地域内平準化を主要な項目とし

て取上げた。この文書は直接支払い規則案に対する追加の修正提案であり、議長国アイル

ランドが「加盟諸国の関心に最大限に対応」(p.6)したものである。2013 年 2 月 25 日-26
日の農相理事会で検討され、多くの国から支持を得た。 
 ここでの議論に関わる提案事項は、国･地域内平準化の導入当初における平準化の割合引

き下げと、「部分的平準化」の許容、それに追加面積の支払い単価引き下げである。 
 導入当初の平準化の割合を引き下げる措置は２つある。①基礎支払いの適用初年度にお

ける平準化部分の最低割合は（40％から）10％に引き下げる（つまり移行措置に用いるこ

とのできる割合を（60％から）90％まで引き上げる）。さらに、②グリーニング支払いを一

律単価ではなく、個々の農業者に対する支払いの一定割合とすることを認める。その場合、

グリーニング支払いの面積単価は基礎支払いにおける平準化の進展とともに変化し、段階

的に平準化する。 
 また③加盟国の任意で「部分的平準化」の採用を認める。一律単価の代わりに最低限の

平準化割合を定め、加盟国間平準化と同様の方法で平準化を進める（国・地域内平均の 90％
を下回る農業者はその差の 3 分の 1 以上をかさ上げ）。さらに④加盟国は受給権価額の最低

限度と最高限度（国・地域の平均価額に対する一定の割合）を設けることもできる。 
 さらに、受給面積の追加によって既存の支払い受給権価額が大幅に低下することを避け

るため、加盟国は⑤支払い対象面積が大幅に（45％以上）増加した場合は、増加面積に対

する支払い水準を面積比例的に抑制でき、⑥また自然制約地の支払い受給権に削減係数を

適用できる。 
 これらの多くが上記の加盟国提案を反映したものであることは明らかであろう。①、④、

⑥は Austria et al.(2012)、②、③は Ireland et al.(2012)と対応している。⑤は新規の項目

であるが、Austria et al.(2012)の問題意識に応えるものでもある。欧州議会農業委員会の草
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案と対比すると、①と④は同様であり、欧州議会農業委員会草案にない②と③はより抜本

的な変更となっている。 
 もし仮にこうした修正が実現すれば、国･地域内平準化は加盟国間平準化と同様に今回の

改革では未完了となり、次々期改革への積み残し課題となる可能性が高いであろう。 
 
 

３-５ 任意カップル支払の対象品目 

 
３-５-１ 直接支払い規則案（38 条）における任意カップル支払い 

 直接支払い規則案における任意カップル支払いの規定は以下のとおりである。 
 
・品目は広範（穀物、油糧種子、蛋白作物、穀実用マメ科作物、亜麻、麻、米、堅果、

でん粉用ジャガイモ、乳および乳製品、種子、羊肉・羊肉、牛肉・仔牛肉、オリーブ

油、蚕、干し草、ホップ、甜菜・サトウキビ・チコリ、果物・野菜、短期輪作の雑木

林）（38 条の１） 
・困難の下にある部門や地域（特定の種類の農法や農業部門）で、経済・社会・環境の

理由から特に重要なものが対象（38 条の２）。 
・支払いの額は現状の生産水準を維持するのに必要な範囲内（38 条の４） 
・財政条項：国の直払い枠の 5％までが原則（39 条の 1）。単一面積支払い等実施の国、

および 2010 年から 2013 年の間に１年以上 5％超であった国は 10％まで（39 条の 2）。
同じく 10％超であった国は、欧州委員会の承認を受けて 10％超も可能（39 条の 3）。
2016 年 8 月 1 日までに 2017 年以降の割合を変更可能（39 条の 3）。 

・直接支払い規則提案文書（COM(2011)625 final）におけるこの条文の意義(p.8)は、カ

ップル支払いを単一の条項にそろえたことで法的枠組みが簡素化され、使いやすくな

ったこと。 
 
 限定列挙ではあるが、きわめて広範な品目が対象となった。しかし提案文書中には品目

を拡大した旨の記述は見当たらない。従来の部分カップル支払いなどと比べて対象品目の

選定に関する加盟国の自由度が増すほか、各種施策の統合により制度が簡素化する点が説

明されているのみである。現地聞取調査によれば、当初は肉用牛と羊のみにすることが検

討されたものの、加盟国の要望に応じて品目が拡大したという。 
 また 2011 年の法案提出以後、2012 年と 2013 年に実績を作れば大きな枠を確保できる。

実際にハンガリーは 2012 年に 68 条支払いを急増させている。ただしこうした動きに任意

カップル支持の予算枠を確保する意図があるかどうかは不明である。 
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３-５-２ 現行の直接支払い規則における品目別支払い 

 現行の直接支払い規則（理事会規則 73/2009）における品目別支払いには、以下に示すも

のがある。いずれも次期直接支払い規則案では廃止される。 
 これらのうち次期規則で任意カップル支払いに移行すると考えられる範囲は部分カップ

ル支払い、別段支払い、68 条の 1(b)である。68 条の 1(b)に関する規定は任意カップル支払

い（規則案 38 条の 2 および 4）とよく似ている。Mattheus (Sep 26, 2011 CAP reform.eu）
の整理によれば、農業環境便益（68 条 1(a)(v)）と保険料（68 条 1(d)）、相互基金（68 条

1(e)）は任意カップル支払いの対象外となる。保険料・相互基金は第二の柱へ移行する。ま

た現地聞取調査によれば、品質・マーケティング支払いも第二の柱へ移行する。 
 
・単一支払いにおける部分カップル支払い 

 品目は羊肉・山羊肉（52 条）、牛肉・仔牛肉（哺乳母牛支払い。53 条）、果物・野

菜移行支払い（54 条。期限は 2012 年まで、2010 年末から順次範囲縮小） 
 対象国は単一支払いの利用国（2000 年以前からの既往加盟国とスロヴェニア、マ

ルタ） 
 
・新規加盟国の別段支払い 

 品目は砂糖（126 条）、果物・野菜（127 条）、果物・野菜移行支払い（128 条。期

限は 2012 年まで、2010 年末から順次範囲縮小）、ソフトフルーツ（129 条） 
 対象国は単一面積支払いの利用国（スロヴェニアとマルタを除く 2000 年以降の新

規加盟国） 
 

・特定支払い（68 条支払い） 
使途： 

68 条 1(a) 環境・品質・マーケティング・動物福祉・農業環境便益、 
68 条 1(b) 経済的に脆弱ないし生態学的に敏感な地域における酪農、牛肉・仔牛

肉、羊肉・山羊肉、米部門の特定の不利に対処（現状の生産水準を維持す

るのに必要な範囲のインセンティブ）、 
68 条 1(c) 再編・振興プログラムの対象地域で土地の放棄を防ぐ、あるいは特定

の不利に対処、 
68 条 1(d) 作物・家畜・植物の保険料、 
68 条 1(e) 動植物疾病および環境事象に係る相互基金 

 対象国は全ての加盟国（新規加盟国も 131 条に基づき利用可能） 
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３-５-３ 現行施策の実施状況 

 
 現行の直接支払い規則に基づく 2012 年の予算枠と実施状況は以下のとおりである。 
 加盟国別の予算枠（委員会実施規則 564/2012により規定）をみると（図 3-5および図 3-6）、
まず単一支払いの利用国では、68 条支払いが広範に用いられているほか、単一支払い枠に

占める割合の高い国では部分カップル支払い、中でも哺乳母牛が多い。ポルトガルは羊・

山羊も多い。単一面積支払いの利用国では、6８条支払いが広範に用いられているほか、単

一面積支払い枠に占める割合の高い国では別段支払い、中でも砂糖が多い。キプロスは果

物・野菜が多い。 
 
 

図 3-5 単一支払いの利用国における部分カップル支払いと 68 条支払い 
（2012 年の予算枠、単一支払い枠に占める割合） 

 
出所：委員会実施規則 564/2012 のデータを元に作成。 

 
 

図 3-6 単一面積支払いの利用国における別段支払いと 68 条支払い 
（2012 年の予算枠、単一面積支払い枠に占める割合） 

 
出所：委員会実施規則 564/2012 のデータを元に作成。 
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 全ての加盟国を合わせてみると、直接支払い枠に占める割合が 5％以上の国は 15、同じ

く 10％以上の国は 11 ある。したがって、これらの支払いがすべて任意カップル支払いに移

行すると仮定すれば、直接支払い規則案（39 条の 2 および 3）が想定する上限の緩和（10％
以上）は必要となる。 
 68 条の品目別実施状況をみると（表 3-2）、全体で 22 品目が挙げられている（ただし環

境施策等も含む）。うち次期直接規則案の任意カップル支払い対象品目に含まれるものが 15
品目、それ以外が 7 品目である。 
 68 条支払いの実施国数が多い品目は、乳・乳製品、牛肉・仔牛肉、羊肉・山羊肉である。 
 
 

表 3-2 現行規則(73/2009)下での品目別支払い実施状況（2012 年） 

 

６８条支払い 

（2012 年） 

部分カップル支払

い（単一支払い） 

別段支払い 

（単一面積支払い） 

次
期C

A
P

の
任
意
カ
ッ
プ
ル
支
払
い
対
象
品
目
（直
接
規
則
案
３
８
条
の
１
） 

穀物 EL, FR   

油糧種子 FI   

蛋白作物 FR, FI   

穀実用マメ科作物 ES, PL   

亜麻    

麻    

米 HU, RO   

堅果 ES   

でん粉用ジャガイモ CZ, LT, FI   

乳・乳製品 BG, CZ, EE, IE, ES, FR, 

IT, LT, AT, PL, PT, RO, 

SI, SK, FI 

  

種子 LT    

羊肉・山羊肉 BG, CZ, IE, EL, ES, FR, 

IT, LT, HU, PL, PT, FI 

PT, FI  

牛肉・仔牛肉 CZ, DK, EL, ES, FR, IT, 

LT, HU, PT, RO, FI, UK 

BE, ES, FR, AT, 

PT 

 

オリーブ油 EL, IT, PT   

蚕    

干し草 BE   

ホップ    

甜菜・サトウキビ・チコリ ES, IT  BG, CZ, LV, LT, 

HU, PL, RO 

果物・野菜 BG, DK, HU FR, IT CZ, HU, PL, SI 

短期輪作の雑木林    

そ
の
他
の
品
目 

被覆作物 BE   

豚 BE, SK   

永年性エネルギー作物 DK   

タバコ ES, FR, IT, HU, PL   

綿花 ES   

花卉 IT   

有機農産物(品目不特定) FR, RO   

出所：68 条支払いは DG-AGRI(2012)、それ以外は委員会実施規則 564/2012 のデータを元に作成。68 条

支払いは品目を特定できるものをすべて含めた。 
（注）表中のローマ字は EU 加盟国名の略号。Belgium (BE), Bulgaria (BG), Czech Republic (CZ), 

Denmark (DK), Germany (DE), Estonia (EE), Ireland (IE), Greece (EL), Spain (ES), France (FR), 
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Italy (IT), Cyprus (CY), Latvia (LV), Lithuania (LT), Luxembourg (LU), Hungary (HU), Malta 
(MT), Netherlands (NL), Austria (AT), Poland (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), 
Slovakia (SK), Finland (FI), Sweden (SE), United Kingdom (UK)。 
 草地は干し草に、哺乳母牛は牛肉・仔牛肉にカウントした。穀物はいずれもデュラム小麦。 

 
 
 任意カップル支払いの対象 20 品目と既存の品目別支払いの間で重複品目を確認すると、

68 条支払い 15 品目、部分カップル支払い全品目（3 品目）、別段支払い全品目（2 品目）

である。それ以外の 5 品目のうち、雑木林以外はかつて品目別支払いの対象だったことを

確認した（ホップは 2010 年、亜麻・麻は 2012 年から単一支払いに統合、理事会規則 73/2009
の Annex XI による。蚕は単一 CMO 規則 2007/1234 の 111 条（単一 CMO 規則案 155 条）

による）。 
 したがって、任意カップル支払いは多くの品目について現行品目別支払いの受け皿とな

りうる。また、任意カップル支払いが 68 条支払いを実質的に引き継ぐとすれば、品目は必

ずしも大幅に増えるわけではないことがわかる。 
 なお、現地聞取調査によれば、豚、タバコ、綿花は意図的に対象から外されている。豚

については一部の新規加盟国が要望しているものの、産業的な畜産部門であり、環境・社

会的な便益がないという。またタバコは改革が終わったところであり、綿花は別途の補助

金制度がある。 
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４ 組織別の検討状況 
 
４-１ 欧州委員会 

 欧州委員会は EU において独占的な法案提出権を有するほか、基本条約および EU 機関

が採択した措置が適用されるようにし、EU の予算案作成と予算執行を行い、また EU 法の

各種細則を定めるなど、強力かつ広範な権限を有する（中西(2012)『EU 法』68-69 頁）。 
 欧州委員会は各 EU 加盟国から１名ずつ２７名の欧州委員で構成され、各々が特定の政

策分野を担当し、その配下には各政策分野の総局（DG: Directorate General）がおかれて

いる。CAP の担当は農業･農村振興担当欧州委員のダシャン・ショロス氏と農業･農村振興

総局（DG-AGRI）である（しばしば農村振興を省略して農業担当欧州委員、農業総局とも

呼ばれる）。 
 次期 CAP 改革については、2010 年以降３つの伝達文書により概要を提案し、2011 年 10
月に法案を提出した（１章を参照）。その後は法案の修正に向けて理事会および欧州議会と

の調整を続けている。本改革からCAP法案の採択に理事会と欧州議会の共同決定である「通

常決定手続き」が適用されることとなったため、理事会･欧州議会間の意見調整を促すこと

の重要性が増している。また３章でみたようにグリーニング要件の弾力化など、加盟国や

欧州議会の主張を受けた代替案も提示している。 
 
 
４-２ 欧州理事会における MFF の政治合意 

 欧州理事会（首脳理事会とも呼ばれる）は EU 加盟各国の首脳（および欧州理事会議長

と欧州委員会委員長）によって構成され、EU の一般的政治的目標と優先順位を定める機関

である。首脳理事会とも呼ばれる。 
 欧州理事会の会合は原則として半年ごと２回（つまり年４回）開催され、必要に応じて

臨時の会合が開催される。2011 年終盤以降の開催日程は以下のとおり。 
 
2011 年 12 月 9 日 （MFF の日程に言及） 
2012 年 １月 30 日 
2012 年 ３月  1- 2 日 
2012 年 ５月 23 日 
2012 年 ６月 28-29 日 （MFF の決定を先送り） 
2012 年 10 月 18-19 日 
2012 年 11 月 22-23 日 （臨時の特別会合、MFF 交渉） 
2012 年 12 月 13-14 日 
2013 年 ２月  7- 8 日 （臨時の特別会合、MFF 政治決定） 
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 EU の次期（2014-2020 年）多年度財政枠組み（MFF）にかかる理事会の政治決定は欧

州理事会に委ねられた。当該期間における CAP 予算等は MFF の中で定められるため、次

期 CAP 改革の策定に当たっては MFF の決定が非常に重要である。 
 次期 MFF の交渉の進め方について、欧州委員会は伝達文書「欧州 2020 のための予算」

（2011 年 6 月）を提出した当初、2012 年 6 月に欧州理事会での協議、2012 年 12 月に欧

州議会・理事会の MFF 法案合意を想定していた。半年後、2011 年 12 月の欧州理事会会合

も、欧州理事会における交渉最終段階の協議を 2012 年 6 月の会合で行うものと想定し、

2012 年末までに諸機関で次期 MFF を採択するよう呼びかけた。 
 しかしその後、2012 年 6 月の欧州理事会会合において欧州理事会での合意は実質的に半

年間先送りされた。欧州理事会は次期 MFF の交渉文書(Negotiating Box)の内容についてさ

らに交渉を進め、年内の合意をめざすことと、また「全てが合意されるまで何も合意され

ないという原則」を尊重することが決まった。 
 2012 年後半における次期 MFF の交渉と政治決定は、当初 2012 年 10 月と 12 月の会合

で予定されたが、ユーロ危機と経済・銀行改革の問題が進行中でありその対応に時間を割

かれるため、別途 11 月 22 日から 23 日まで特別会合を開催し MFF について交渉すること

となった(Agra Europe, Sep. 11, 2012 )。直前の 11 月 20 日には総務理事会（次節）の特別

会合も開催された。 
 11 月の欧州理事会特別会合にむけて欧州理事会議長は決議草案を作成し、CAP の予算額

も盛り込まれた。7年間のCAP予算は欧州委員会提案から6.6％削減される（Agra Europe）
内容であった。その後 CAP 予算の削減幅を縮小する案が提示されたものの、結局 11 月の

会合では結論が出なかった。 
 これを受けて翌 2013 年 2 月 7 日から 8 日に再び MFF について結論を出すための会合が

開催され、ようやく合意に至った。CAP 予算の削減幅はさらに縮小した。CAP 改革の内容

については、概ね欧州委員会提案の基本的な枠組みを維持しながら加盟国の裁量を拡大す

る方向が示された（グリーニング要件、直接支払い受給上限額、柱間の財源移転）。また農

村振興政策については複数の国に追加的な予算配分額が示され、加盟国の共同拠出割合も

変更された（合意の詳細は２章を参照）。 
 
 
４-３ 理事会と議長国 

 理事会（EU 理事会、閣僚理事会とも呼ばれる）は EU 加盟国の閣僚によって構成され、

基本条約に則した政策決定と協調を行う機関である。特に、法律の制定と予算の決定を欧

州議会と共同で行う。EU 理事会あるいは閣僚理事会とも呼ばれる。 
 理事会は単一の機構であるが、その会合は政策分野ごとに開催され、たとえば CAP は各

国の農業担当大臣による農業理事会（農相理事会とも呼ばれる。ただし正式名称は農業・
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漁業理事会）が担当している。理事会には当該分野担当の欧州委員も出席する。理事会の

議長は理事会議長国の閣僚が務める（例外として外務理事会の議長は外務・安全保障政策

上級代表が務める）。議長国は半年任期の交代制である。欧州委員会による CAP 改革提案

文書「2020 年に向けての CAP」（2010 年 11 月）提出以降の議長国は以下のとおり。 
 

2010 年 7 月～12 月 ベルギー 
2011 年 1 月～ ６月 ハンガリー 
2011 年 7 月～12 月 ポーランド 
2012 年 1 月～ ６月 デンマーク 
2012 年 7 月～12 月 キプロス 
2013 年 1 月～ ６月 アイルランド 
2013 年７月～12 月 リトアニア 

 
 なお、欧州理事会（首脳理事会）議長は、EU の基本条約を改正したリスボン条約により

任期２年半の常任となった（それ以前は理事会議長国の首脳が努め、法的根拠を有してい

なかった）。現在の欧州理事会議長はヘルマン・ファンロンパイ氏（就任直前はベルギー首

相）である。ファンロンパイ氏は常任の初代議長であり、リスボン条約の発効と同時の 2009
年 12 月 1 日に就任し、現在２期目を務めている。再任が認められるのは一度限りであるた

め、2014 年 11 月末には離任となる。 
 
 
４-４ 総務理事会における MFF 交渉文書の検討 

 総務理事会は複数の政策分野にまたがる事項（EU 拡大、多年度財政展望、機構問題など）

を扱うとともに、欧州理事会会合の準備と事後対応をとりまとめる役割も担っている。 
 MFF は総務理事会で検討されており、その内容は「交渉文書」(Negotiating Box)として

まとめられ、この文書に基づいて交渉が進められた。交渉文書の起草と更新は議長国によ

る。2012 年 11 月の欧州理事会以前は、2012 年内における欧州理事会での政治決定を目指

していた。検討の推移は以下のとおりである（交渉文書の CAP に関する具体的な内容つい

ては章末の参考資料を参照）。 
 
2012 年 1 月 27 日会合： MFF を議論 

・議長国デンマークは、２月以外の毎回の会合で MFF を取りあげる。MFF
の個々の費目（heading）を討議する。 

・５月以降は交渉文書に基づき交渉。欧州理事会の決定の雛型。主要な問題

と選択肢を示し、総務理事会の議論の結果を反映する。 
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・12 月 9 日の欧州理事会の命に沿って、議長国は 6 月の欧州理事会における

実質的討議の堅固な基礎をつくる意向。欧州理事会は MFF 年内合意を求め

ている。次期 MFF への円滑な移行を可能にする。 
・技術面では議長国支援（Friends of the Presidency）作業部会が MFF の作

業を続ける。 
 
2012 年 2 月 28 日会合： MFF に関する議題なし。 
 
2012 年 3 月 26 日会合： MFF の交渉文書の最初の諸要素を集中的に議論。農業

(heaging 2)はまだ含まれず。 
・欧州委員会が提案した幾つかの政策手段を MFF から外出しすることについ

ては意見が分かれた（CAP の不測時基金など）。 
・議長国は今後数週間に交渉文書 に結束政策と農業を盛り込み、４月の理事

会で議論する。 
・6 月の欧州理事会で交渉の最終段階の基礎として交渉文書を論じる。目的は

MFF 交渉の年内完了。 
 
2012 年 4 月 24 日会合： 農業(heaging 2)について交渉文書に基づく初の議論 

・直接支払いの平準化について、不十分あるいは激しすぎると意見が対立 
・環境への貢献改善は歓迎、しかしグリーニングは疑問視。直接支払いの 30％

は過大とみなされ、より柔軟な制度を要求 
・大規模農業者への支払い上限については意見が分かれた 
・多くの国が農村振興と、その配分基準の重要性を主張 
・交通戦略枠組みに課されるマクロ経済条件の重要性については意見が分か

れた 
 
2012 年 5 月 29 日会合： 交渉文書に基づき議論 

・一部の大臣が農業予算を含む予算項目２（heading 2）の削減に反対、他の

国は賛成。一部の国は直接支払いの平準化に役立つと認識。 
・直接支払いの平準化について、不十分あるいは激しすぎると意見が対立（４

月会合と同様） 
・交通戦略枠組みに課されるマクロ経済条件を数カ国が歓迎、他の国は留保 

 
2012 年 6 月 26 日： 6 月 19 日付交渉文書に基づき議論 

・交渉文書について、あるいは交渉文書に基づいてさらに作業を進めるかど

うか、加盟国間で意見が分かれた （注記：その後欧州理事会で交渉文書

に基づく交渉を進めることが決定） 
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・一部の大臣たちは共通戦略枠組みのマクロ経済条件に疑問を呈し、欧州ガ

ヴァナンスのルールと相まって二重の罰になることに対する危惧を表明。

しかし他の国々はテキストに残すことを主張。 
・CAP については一部の代表たちが直接支払いの平準化について範囲と時期

が十分意欲的でないと見なす一方、他の参加者は激しすぎると見なした。 
 
2012 年 7 月 24 日会合： 2012 年後半における MFF 交渉の編成に関する議長国

文書 
 年末に向けた欧州議会とのすり合わせと、部門別法案の財政面を除く検討

作業の方針。欧州議会の第一読会見解より前に財政面を除く政治合意(partial 
general approach)を目指す。 

 
2012 年 8 月 30 日： 非公式会合 

 議長国キプロスは、8 月 30 日の一般理事会非公式会合のために用意された

課題文書（issues paper）で、一連の 2 カ国間協議により欧州委員会の提案し

た EU 財政規模では合意はできないことが分かったとして、MFF およびその

内訳の縮小が避けられないと述べた(Agra Europe, Aug. 30, 2012)。 
 

2012 年 9 月 24 日会合： 2012 年 9 月 18 日版交渉文書に基づき議論 
 一部の加盟国は、欧州委員会提案よりも予算額を削減しようとする議長国

の意向を歓迎したのに対し、他の国は反対した。また一部の加盟国は全ての

予算大項目（heading）を減額するよう主張したのに対して、他の一部の国は

結束政策あるいは農業政策の削減に反対し、また他の一部の国は両政策の削

減幅は最低限になると見なした。 
 CAP の農村振興政策については、一部の国が加盟国間の予算配分に用いる

過去実績は欧州委員会の提案する 2013 年だけではなく、2007-2013 年の機関

に基づくべきだと主張した。直接支払いについては、一部の加盟国が EU 平

均の１ha 当たり支払い額の削減に反対したのに対して、他の国は条件付き（加

盟国間における直接支払いの平準化に寄与するか、あるいは直接支払いの水

準が EU 平均を下回る国の例外条項を課すなら）で賛成した。また、改訂版

の交渉文書 では CAP の施策内容についていくつかの進展があった。 
 

2012 年 10 月 16 日会合： 朝食時の非公式会議で MFF について議論。 
 欧州議会および欧州理事会議長官房の代表も出席。議長国キプロスは 10 月

18 日-19 日の欧州理事会後に交渉文書の新たな改訂版を出す意向（注記：そ
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の後 10 月 29 日付文書が公表された）。欧州理事会議長は 11 月 5 日から各関

係者との二者間協議を開始予定。 
 
2012 年 11 月 20 日会合： 欧州理事会議長による欧州理事会（2012 年 11 月 22
日-23 日）の MFF 決議草案(draft conclusion)を確認 
 この文書は既往交渉文書を置き換え（構成と機能は維持）、CAP の予算額を

提示した。CAP 予算は削減され、9 月会合の後に作成された 2012 年 10 月 29
日版交渉文書で示されていた CAP 予算の上限額を下回った。CAP の施策内容

についてもいくつかの進展があった。 
 
2012 年 12 月 11 日会合： MFF に関する議題なし。 

 
 
４-５ 農相理事会における CAP 改革規則案の検討 

 農相理事会（正式名称は農業・林業理事会）は農業と林業の全般を担当しており、CAP
も管轄している。 
 
４-５-１ 法案提出までの検討： 

 2014 年以降の CAP に関する予備的検討は 2008 年 9 月の非公式会合（内外情勢）にはじ

まり、2009 年 6 月（直接支払い）、2010 年 2 月（市場管理施策）および同年 3 月（市場管

理施策、欧州 2020 戦略）の会合でも取りあげられた。 
 次いで 2010 年 11 月には欧州委員会が CAP 改革の基本提案「2020 年に向けての CAP」
を提出し、農相理事会の会合で説明を行った。これをうけて本格的な検討が開始され、同

年 12 月と翌 2011 年 1 月、2 月の会合における分野別の検討（および 3 月の環境理事会会

合）を踏まえて、2012 年 3 月の農相理事会会合に理事会議長総括（presidency conclusions）
が提出された。この一連の会合では将来の CAP の主要目標３点（食料生産の維持、自然資

源の持続可能な管理と気候変動対応、均整のとれた地域振興）が議論の中心であった。ま

た環境理事会は、CAP のグリーニングと気候変動対応の表明を支持した。 
 
４-５-２ 法案提出後の検討： 

 2011 年 10 月に欧州委員会が CAP 改革の法案を提出すると、翌 11 月から農相理事会で

も個別具体的な議論を開始し、それ以降継続的に検討がなされている。各会合の検討事項

は以下に示すとおり。 
 
2011 年 11 月 14 日会合： 直接支払い規則提案、環境化 

直接支払い規則提案、環境化 
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・「営農実態のある農業者」（Active Farmer）の定義や、環境重点面積な

ど「環境化」の各種要素を数カ国が疑問視 
・小規模農業者や青年農業者への支払いには全般によい反応、一部の国

は任意化を主張 
・圧倒的多数が CAP 簡素化に反すると主張 
・加盟国間の再配分提案に数カ国が懸念、反対 

 
2011 年 12 月 15 日-16 日会合： 農村振興規則提案 

農村振興規則提案 
・全般：国別予算が分からなければ正しく評価できないと大多数の国が

指摘 
・新しい課題：いくつかの国が支持、数カ国は革新と競争力を志向、い

くつかの国は近代化と再編を強調。圧倒的多数が、共通戦略枠組みは

CAP 簡素化と整合的であるべきと強調 
・諸施策：全般的に歓迎、一部の国は幾つかの点について明確化を希望 

 
2012 年 1 月 23 日会合： 単一 CMO 規則提案 

議長国の質問 
・不測時施策：大多数は方向性を支持、一部の国は不測時の明確化を要

請、一部の国は不測時準備金の資金調達を疑問視 
・生産者組織の強化と部門間組織の役割：多くの国が支持、フードチェ

イン内における交渉力の釣り合いを改善と認識。いくつかの国が任意

化を主張。一部の国はこれが競争をゆがめてはならないと主張。 
供給管理 

・多くの国が砂糖割当制度（2015 年まで）の延長に言及。数カ国がワイ

ンブドウ作付権の存続（2018 年以後）を希望、欧州委員会は有識者会

議(High Level Group)設置、年内に勧告受け 
 
2012 年 3 月 19 日-20 日会合： CAP の簡素化 

施策の簡素化 
・直接支払い：大多数の国は「活動的農業者」の定義により行政負荷の

増大を懸念。環境化や新たな支払いモデルについても同様の議論あり 
・農村振興：多くの国は、プログラミングがはるかに複雑になると認識。

評価・監視要件も非常に複雑で負担が大きい 
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簡素化の原則 
・2011 年 3 月に数カ国が提出した CAP 簡素化の６原則を、ほぼすべて

の国が支持 
 
2012 年 4 月 26 日-27 日会合： 直接支払いの個別論点 

各種の直接支払い 
・青年農業者支払い：当該支援の拡大には広範な支持、大部分は任意化

を志向、国レベルでの条件追加、第二の柱の基準との調整 
・小規模農業者支払い：簡素化になるとして支持、過半数は任意化を志

向、複数の国がクロスコンプライアンスと環境化要件の完全免除に反

発 
・自然制約地域支払い：農村振興政策における同種の施策との関係を要

整理。利用は各国任意で合意。 
・任意カップル支払い：数カ国が必要性を強調。一部の国は対象品目拡

大を望む。一部の国は CAP 改革のデカップリングに逆行するものと反

発。議長国はバランスがとれていると結論。 
直接支払いの支払い基準 

・国内平準化：少なからぬ国が影響に関心。柔軟性の拡大と適切な移行

期間が重要（３月の議長総括で既出）。 
・営農実態のある農業者(active farmer)：農業者の総所得に占める直接支

払いの割合を加盟国に管理させず、また加盟国の裁量余地を増やすこ

とで、不要な行政負荷を避けるとする議長の提案に広範な支持。多く

の国が、（農業生産への従事を証明しない限り）支払い対象から外すべ

き地主の追加的「ネガティブリスト」（欧州委員会が提案）の検討を準

備 
・大規模農業者への支払い上限：MFF で交渉中。数カ国が計算の簡易化

を要請、一部の国は構想自体に反対 
 
2012 年 5 月 14 日-15 日会合： 環境化 

CAP の環境化 
・第一の柱の環境化の原則については広範な合意 
・自動的に環境化と見なされる農業者の範疇拡大 
・環境化の３条件に対する様々な提案 

○作物多様化：作付面積割合および作目数の最低限度を引き上げ、

作物の定義を調整、永年草地も考慮 
○永年草地の維持：地域ないし国レベルで 
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○環境重点用地：もっと柔軟性を。第二の柱における当該分野施策

の対象地など 
・環境化未実施のペナルティは環境化支払いの金額内に留めるべき（他

の直接支払いを減額・停止すべきでない）との意見が大多数 
 
2012 年 6 月 18 日会合： 農村振興、交渉の進捗報告書 

農村振興政策 
・環境、生物多様性、気候変動緩和・適応に資する必要性については広

範な合意 
・EAFRD 拠出に占める気候変化緩和・適応および土地管理のシェア 
・共同拠出の割合 

CAP 改革の議長国進捗報告書（6 月 8 日付） 
・2012 年前半の交渉結果を総括、79 項目にわたり詳細に記述 
・論点を３分類 

①修正案に広範な支持のあるもの、 
②積み残し検討課題、 
③MFF 交渉文書に含まれるもの 

・結論の２：次期議長国キプロスは、部分的暫定合意（注２）に基づき

欧州議会との交渉を準備する観点から、この報告で積み残しと特定さ

れた問題について作業を継続する。 
 
2012 年 7 月 16 日会合： リスク管理、新議長国 

CAP 改革 
・リスク管理手段（農村振興） 
・不測時の(exceptional)支持措置（単一 CMO） 

新議長国の作業計画(work programme)：CAP 改革については 
・４つの主要規則案の特定の問題に焦点を当てた議論 
・ 11 月に向けて CAP 改革パッケージの主要な要素に関する部分的暫定

合意アプローチの採択を準備 
・直接支払い移行措置(2013 年)とワイン部門に関する提案の採択（欧州

議会と合意） 
 
2012 年 9 月 24-25 日会合： 農村振興、単一 CMO 

農村振興 
・自然制約地について検討。ほぼすべての加盟国が新たな区分を支持し

た。大多数は加盟国による区分の微調整も支持、ただし多くの国が加
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盟国の裁量を増すよう要望した。若干の国は自然制約地に関する議論

を一般的な CAP 改革の後に延期することを希望した。 
単一 CMO 

・多くの加盟国は欧州委員会の提案による安全網の改善は十分効果的で

あると認識した。複数の国が財政上の影響に関心を表明した。 
・数カ国は、実際の市況を反映して参照価格(reference price)を改訂でき

る仕組みの導入可能性を検討する意義があるとした。とりわけ数カ国

は畜産・酪農部門など困難に直面している部門について関心を示した。

一部の国は参照価格の引き上げは他の WTO 加盟国に悪い印象を与え

るとの見解を示した。 
 

2012 年 10 月 22 日-23 日会合： 直接支払い、単一 CMO、横断的規則 
直接支払い 

・国･地域内平準化の進め方については一部の加盟国が支持したものの、

大多数の加盟国は調整を求めた（とくに当初の平準化を縮小、グリー

ニング支払いを考慮、2019 年より先までの移行期間、加盟国間平準化

と同様のやり方）。 
・青年農業者制度 

単一 CMO 
・生産者組織および垂直部門間組織に対する義務的承認については、全

品目への拡大あるいは特定の追加品目への拡大のいずれについても、

十分な支持がなかった。 
・生産者組織に対する競争ルール適用の特別扱いについて、大多数の国

は支持、複数の国はさらに技術的作業が必要と認識。 
横断的規則 

・横断的規則案の修正に関する概要説明（クロアチアの EU 加盟への対

応および受益者情報の公表）。 
 

2012 年 11 月 28 日-29 日会合： 直接支払い、単一 CMO、農村振興 
直接支払い 

・多くの加盟国が、グリーニング要件の同等措置方式（による要件免除）

には大きな可能性があると認識。措置のあり方につき議論。 
・多くの加盟国が、農村振興政策における農業環境・気候支払いをグリ

ーニング要件の同等措置とみなすべきと提案。また同支払いの対象を、

グリーニング要件を上回る取組みに限定すべきか議論、一部の国は賛

成、一部の国は反対した。 
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単一 CMO 
・複数の加盟国が砂糖の割当制度失効（2015 年 9 月 30 日）に反対、少

なくとも 2020 年まで延長を希望した。一方で複数の国が予定どおりの

失効を支持した。 
・ワインブドウ作付権については、ワインブドウ作付権有識者会議（HLG）

の勧告を待つとする議長国の見解を多数の加盟国が支持。 
農村振興 

・複数の加盟国は環境制約地がどのようなものとなるかを重視。数カ国

はリスク管理を重視、しかし一部の国は施策の範囲を制限し所得安定

化策に反対。 
・数カ国は農村振興プログラムの承認を簡素化し、国別助成の手続き枠

組みを適用することに言及。 
・数カ国は農村振興の予算割合を維持することの必要性を強調。 

 
2012 年 12 月 18 日-19 日会合： 交渉の進捗報告、生産調整、カップル支払い 

CAP 改革の議長国進捗報告書（12 月 12 日付） 
・ 多くの加盟国が残された重要課題として直接支払いの国内・地域内平

準化とグリーニングに言及 
・ 一部の加盟国は、改革の大きさは MFF 交渉の結果と密接に結びつい

ていると強調 
生産調整 

・多くの加盟国は現行制度とは別のワインブドウ作付許可制度を創設す

る有識者会議（HLG）の勧告を支持。欧州委員会に具体案を提出する

よう求めた。 
・生乳割当について、一部の加盟国は段階的割当の引き上げは順調では

ないと意義を唱えた。他の加盟国は牛乳割当の廃止に懸念を表明（特

に条件不利地に関して）。 
カップル支払い 

・新規加盟 7 カ国の共同声明を確認。単一面積支払い実施国に対して、

直接支払い予算枠の 10％を上回るカップル支払いを認めるよう求めた

もの。 
 

2013 年 1 月 16 日会合： 新議長国の交渉日程 
新議長国の CAP 改革に関する作業計画(work programme) 

・重点は 2013 年 6 月までに CAP 改革の 3 機関（理事会、欧州議会、欧

州委員会）政治合意ができるようにすること 
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・そのため 2013 年 3 月までに理事会の包括合意達成を期待 
・加盟国は次回欧州理事会における MFF 合意の可否とのつながりを強調 

 
2013 年 2 月 25 日-26 日会合： 直接支払い、受給者情報の透明性 

「基礎支払い制度に関する議論を目的とする議長国文書」 
・「基礎支払い制度に関する議論を目的とする議長国文書」は国・地域内

の平準化について各種の弾力化（完全実施せず部分平準化、初年度は

10％のみ、グリーニング支払いへの反映）を提案。 
・大多数の加盟国はこの提案を歓迎、他方いくつかの加盟国は改革の主

要目標の一つが弱められる懸念を表明。欧州委員会は、平準化の最低

基準割合が CAP 合意に必須との見解。 
・一部の単一面積支払い適用国が、同制度を経過措置として 2020 年まで

継続できるよう再度要望。一定数の単一支払い適用国が理解を示し、

欧州委員会も検討を進めることに前向き。 
透明性 

・受給者の氏名公表に関する横断的規則案の修正案（欧州委員会による） 
 
 欧州理事会に要請された「全てが合意されるまで何も合意されない」という原則のため、

理事会では CAP 改革の内容について正式な決定がなされていない。しかし、議長国は大多

数の加盟国に同意を得られると見なされた事項を盛り込んで統合改訂条文案を作成してお

り、これによって理事会の合意内容を推し量ることができる。2012 年 12 月時点の議長国

統合改訂条文案（直接支払い規則）は、欧州議会の修正草案（後述）と似たものが多く含

まれていることから、理事会と欧州議会のすり合わせは実質的に進んでおり、それだけ潜

在的な対立点は限られるとみられる（Cap Reform.eu, Jan. 20, 2013）。理事会統合改訂条

文案は欧州議会の草案と比べて欧州委員会の提案に近い内容である。 
 
（注２）欧州理事会の第一読会見解(first-reading position)を待つ間の、理事会における政治的合意を暫定

合意（general approach）と呼ぶ。もし提案された法案の全体をカバーしていない場合は部分的暫定

合意（partial general approach）と呼ぶ。 
 
 
４-６ 欧州議会 

４-６-１ CAP 改革案 

 欧州議会は理事会とともに法律と予算を決定し（「共同決定」と呼ばれる。法律に関する

決定の正式名称は「通常立法手続き」）、欧州委員会や理事会に対する民主主義的な牽制の

機能を担っている（欧州議会議員は欧州市民の直接選挙により選出される）。共同決定の範

囲は次第に拡大しており、リスボン条約によって CAP も共同決定の対象となった。 
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 政策分野毎に欧州議会議員によって構成される各種の委員会が設置されており、法案の

審議等を行っている。CAPは農業委員会（正式名称は農業・農村振興委員会。略称COMAGRI）
の管轄である。 
 共同決定手続き制度で欧州議会の意見表明が求められるのは欧州委員会による法案提出

（2011 年 10 月）以降である。しかし農業委員会はすでにそれ以前に２つの自主的報告書

を提出している。一つは欧州委員会による CAP 改革の概要提案「2020 年へ向けての CAP」
（伝達文書、2010 年 11 月）に先行して 2010 年 6 月に提出された 2014 年以降の CAP の

将来に関する報告書（リヨン報告書）であり、いま一つは概要提案を受けた「2020 年へ向

けての CAP」に関する報告書（デス報告書、2011 年 5 月）である（リヨンとデスは報告担

当議員の名前）。現地聞き取り調査によれば、いずれも欧州委員会の提案にある程度反映さ

れたものの、様々な利害関係者の意見が反映されるため欧州議会の意見のどこが採用され

どこが拒絶されたのかは分かりにくいという。 
 共同決定制度の下では、欧州委員会が提出した法案に対してまず欧州議会が報告書（条

文の修正案）を提出する（３章を参照）。しかし欧州議会は、CAP の財政的な裏付けとなる

MFF が決定されるまで次期 CAP 改革に関する意思決定はできないとしており、MFF 合意

の遅延とともに欧州議会の決定も先送りされてきた。欧州委員会の CAP 法案（2011 年 10
月提出）に関する農業委員会の報告書（おもに草案）は以下の通りである。 

 
2013 年以後の CAP の将来に関する報告書 

2012 年 3 月 1 日 作業文書 
2012 年 3 月 24 日 報告書草案 
2012 年 6 月 21 日 報告書 

 
単一 CMO 規則に関する報告書： 2012 年 6 月 5 日 報告書草案 
直接支払い規則に関する報告書： 2012 年 5 月 30 日 報告書草案 
横断的規則に関する報告書： 2012 年 5 月 30 日 報告書草案 
農村振興規則に関する報告書： 2012 年 5 月 24 日 報告書草案 
ワイン支持規則に関する報告書： 2012 年 4 月 27 日 報告書草案 

 
 
 草案のおもな内容は以下のとおり（直接支払い規則報告書草案の詳細については章末の

参考資料を参照）。 
 

・歴史的放牧地を直接支払いの対象農地に加える 
・財源の利用・移転について加盟国の各種裁量を拡大 
・直接支払いの加盟国間平準化を若干加速、EU 平均の 65％を下限とする 
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・直接支払いの「グリーニング」については 
○義務付けでなく農業者段階で実質的に任意とする 
○グリーニング要件の同等措置を拡充する 
○特定の農法とかかわる永年作物の維持をグリーニング要件に追加する 
○永年作物の維持に歴史的放牧地の維持を追加する 
○作物多様化は、5ha から 20ha 規模の農場については 3 作目で可とする 
○7％の環境重点面積は 20ha 超の農場のみ適用 

・営農実態のある農業者や青年農業者の定義を部分的に加盟国に委ねる 
・任意カップル支払いの環境保全機能を強め、生産増強も可能とする 
・小規模農業者支払いを任意化 
・直接支払いの支払い上限は緩和 
・ワインおよび砂糖の供給管理を延長 

 
 この草案に対して欧州議会では前例のない約 8 千件もの修正案が提出された。農業委員

会内で約 7500 件、他の委員会から約 500 件である。全加盟国の公用語への翻訳と、少数の

修正案への整理統合に多大な時間を要したこともあり、11 月に予定されていた採決は延期

された。現地調査（2012 年 11 月）によれば欧州議会事務局では農業委員会担当の行政官

を４名から８名に増員したものの、それでもこれまになく作業負荷が大きくなっていると

いう。 
 農業委員会の採決は 2013 年 1 月 23 日-24 日に実施された。報道によれば草案の主要事

項は概ね維持されたほか、新たな事項の追加もあった（第 2 章）。今後は 3 月 12 日に本会

議で審議の予定であり、そこで欧州議会の姿勢が定められる見込みである。 
 現地聞取調査によると、欧州議会では様々な力学が働いている。欧州議会議員は通常は

政治会派（欧州政党と無所属議員で構成）に属しており、ある程度は欧州の視点を持って

いる。その一方で欧州議会会派の党議拘束はあまり強くなく、議員と選出国や地域とのつ

ながりは強いため後者の利害が優先されるとの指摘もある。左派（社会主義および社会民

主主義系）は次期 CAP 改革でより持続可能で公平な財源配分を目指しており、緑の会派と

も見解を共有している。具体的には直接支払いのグリーニングや、高水準かつ重要可能な

価格、農家間の補助金配分公平化などを推進している。それに対して保守派ないし右派は

既存の農業保護をできる限り維持するよう主張しており、グリーニング要件の緩和などを

目指している。また農業委員会は農業関係者も多く農業寄りの判断に傾くが、一方で他の

立場からの修正案を受け入れなければそれだけ本会議での可決が難しくなる。さらに欧州

議会は第一読会で欧州委員会や理事会が受け入れることのできる提案を作成する必要があ

り、もし拒まれれば欧州議会の影響力が低下するのではないかと懸念する見方もある。 
 前記のとおり EU における欧州議会の役割は牽制ないし監視であり、単独で独自の政策

立案を行うには人員等の面で難しい面があると考えられる。そのことは巨大な官僚機構で
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ある欧州委員会の総局や、理事会の加盟国閣僚が率いる各国の省庁と対比すれば明らかで

あろう。そのため法案に対する修正案を作成するに際して、欧州議会議員には各国の農業

省や農業団体の影響が比較的反映しやすいものと思われる。 
 農業委員会の草案に対して他の複数の委員会が意見書（修正案）を提出している。中で

も環境委員会（正式名称は環境公衆衛生・食品安全委員会）は欧州議会の委員会で最大の

議員数（69 名）を擁し、CAP 改革に積極的に関わっている。EU には純粋な環境向けの予

算がないため、実質的にCAP が環境に対応する政策の財源になっているという事情もある。

現地聞取調査（2012 年 11 月）によれば、環境委員会が意見書を作成する上で理事会や欧

州委員会とのやり取りはない。また農業委員会との話し合いは報告担当議員などごく少数

の議員に限られている。意見書の重点事項はグリーニング要件の維持強化（作物多様化を

輪作に変更、環境重点用地を 7％確保）と第二の柱への財源移転を無制限にすることである。

しかし意見書に対する農業委員会の姿勢は後ろ向きであるため、環境委員会は本会議にお

ける CAP 法案の採決で 40 名以上の反対票を動員できるとして交渉中であるという。欧州

委員会の法案にあるグリーニングは大きな進歩とみなされているが、交渉の過程で内容が

弱められることへの懸念が強い。共同決定の導入によって農業部門外から様々な意見反映

の機会は増えたものの影響力は不十分だと認識されている。 
 
４-６-２ 次期 MFF 

 欧州議会は MFF については理事会の合意案について承認を与える権限しか有しておら

ず、その作成過程には参加できない。しかし欧州議会では独自に MFF を検討するために専

門の特別委員会である「2013 年より後の持続可能な欧州連合のための政策課題と財源に関

する特別委員会」を設置した（通称は政策課題委員会、略称は SURE 委員会）。同委員会は

2011 年 5 月に報告書を提出し、次期 MFF（2014-2020 年）の総予算については５％以上

の引上げ、CAP 予算については少なくとも 2013 年なみ水準の維持を訴えた。なお SURE
委員会は 2011 年 6 月 30 日に役割を終えた。 
 その後欧州議会は次期 MFF について数回の決議を行っており、2012 年 10 月 23 日の決

議では 2013 年なみの総予算額（欧州委員会案）では不足であり、また CAP 予算は少なく

とも 2013 年の水準を維持すべきであるとしている。また農業委員会が CAP 改革に向けて

作成した２つの自主的報告書（2010 年 6 月のリヨン報告書と 2011 年のデス報告書、いず

れも前述）でも、CAP 予算について少なくとも 2013 年なみ水準の維持を要求している。 
 このように欧州議会は一貫して CAP 予算の 2013 年並み水準の維持を要求している。一

方で、欧州議会の中でも農業委員会は物価上昇を考慮した実質額で 2013 年の予算水準を維

持（名目額では拡大）するよう要求した。欧州議会予算委員会の中間報告書（2012 年 10
月 12 日）は、次期 MFF の CAP 予算について本文では 2013 年なみを求めているのに対し

て、農業委員会からの意見書では実質額維持が提案されている。 
 欧州理事会が次期 MFF について合意したことを受けて、欧州議会は理事会の作成した
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MFF 案を審議し、承認の可否を決定する。2013 年 2 月上旬の報道によれば、同年 3 月中

旬の全体会議での採決が予定されている(Agra Europe, Feb 8, 2013)。既にみたように欧州

理事会は MFF の総予算と CAP 予算を削減する旨を合意しており、欧州議会のこれまでの

方針とは対立しているため、何らかの調整が必要となる。 
 
 
４-７ 主要加盟国の姿勢 

 
 主要国である仏独英各国のおもな論点は以下のとおり（３-２も参照）。また仏独について

はおもに現地聞き取り調査による。 
 
４-７-１ フランス 

 フランスにとって次期 CAP 改革のおもな論点は予算、グリーニング、直接支払いの平準

化である。また農業や食品産業の競争力低下、2006 年以降における農産物価格の不安定も

主要な関心事である。 
 現地聞取調査によれば、MFF 交渉における CAP 予算に対するフランスの姿勢は政権交

代により変化した。当初サルコジ政権下は EU 予算を削減するものの CAP 予算は維持する

姿勢であったのに対して、オランド政権は CAP だけでなく結束政策の予算も維持すべきで

あるとの姿勢をとっている。社会党政権になって中東欧諸国との協調を指向しているため

であるという。 
 フランスは今回の改革で大きな影響を受けると言われている。現行制度の下でフランス

は部分デカップリングと過去実績方式を採用しており、地域内平準化はこれからの課題で

ある。しかし農業の多様性（平野の穀作地帯や畜産地域、山岳地域、地中海型の南仏まで

を含む）から、地域内平準化には困難が予想されている。それと同時にグリーニングも導

入されるため対応が一層難しくなると見込まれる。問題となるのはこれまで直接支払いが

多くかつ特化の進んでいる部門、特に酪農と肉牛である。肉牛は直接支払いへの依存度が

高く、農地面積の小さい経営では直接支払いが大幅に減って経営に悪影響を及ぼすことが

懸念されている。フランスはこの問題を緩和するため、各農場における一定面積以下を対

象とする追加の直接支払い（分配支払い）の導入を主張している。農業団体はグリーニン

グと地域内平準化にもっと長い移行期間が必要だとしているほか、グリーニング要件のう

ち既存永年草地の維持については、牛を飼うことしかできなくなってしまうため、市場動

向に応じて土地利用を変更できるようにしたいとの意向である。 
 フランスとドイツは従来から協調路線をとっている。両国の CAP に対する影響力を維持

するため、ドイツはフランスの主張を受け入れて支えるよう努めている。両国の農業団体

も協調をはかっており、2010 年には CAP について共通の立場を決定した。 
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４-７-２ ドイツ 

 ドイツは MFF については予算全般の削減にくわえて、とくに結束政策の予算削減を目指

している。旧東独地域が従来の受給資格を失うことにより、結束政策により中東欧に多額

の財政移転が発生することを懸念しているためである。 
 CAP 改革の影響はそれほど大きくない模様であるが、交渉で解決すべき問題はある。と

くにグリーニング要件の一つである 7％の環境重点地は、ドイツにとって本 CAP 改革の最

大の問題である。ドイツでは環境重点地の候補となる木や生け垣などが共同体所有となっ

ており、かつ現状では農地の３％しかない。これを個々の農業者に 7％の確保を義務付けれ

ば農業経営にとって大きな問題になると主張している。また、次期 CAP 改革により行政上

の負荷は大幅に増加すると予想している。 
 グリーニングによって旧西独地域にある集約的農業地域のようにこれまで環境保全の取

り組みが少ないところで環境保全の水準高まると予想しており、そうした地域における負

担の増加は問題視していない。 
 一方で直接支払いの国・地域内平準化はドイツにとって問題とならない。これまで地域

方式で直接支払いの地域内平準化が進んでいるためであり、さらに憲法裁判所の判決を受

けて 2019 年には地域間の較差も解消して全国一律単価とする方向である。 
 財源の面では、財政状態の厳しい州が共同拠出を減らすため将来的に第一の柱から第二

の柱への財源移転を採用する可能性もあるという。 
 また共同決定の導入により CAP 改革の交渉はより長く複雑となり、負担が増した。欧州

議会に対する配慮が増し、政府の人員配置や意見交換の頻度などが大きく変わったという。 
 
４-７-３ 英国 

 英国は EU および CAP の予算削減を主張しているほか、MFF 交渉では英国に認められ

ている EU 拠出金の割戻しを維持することも重点課題である。CAP については従来から直

接支払いの段階的縮小・廃止と農業環境政策への特化を主張している。 
 報道によれば 2013 年 2 月欧州理事会の MFF 削減合意は財政削減を求める英国の強硬姿

勢によるところが大きい。英国は他の国が予算拡大を支持するなら拒否権を発動すると主

張した（MFF の合意には全加盟国一致が必要なため全ての加盟国が拒否権を有する）。予

算削減にはドイツ、オランダ、スウェーデン、フィンランドが同調した。また、英国は対

EU 拠出金の割戻し（66％）を維持した。強硬な交渉姿勢の背景には、英国内における EU
に対する懐疑的な見方がある。キャメロン首相は１月 23 日に（次の総選挙で保守党が政権

を維持した場合は）EU 加盟を維持するか脱退するかに関する国民投票を 2017 年までに行

うと表明していた（BBC News, Feb 8, 2013, Bloomberg, Feb 9, 2013）。 
 英国では農業環境政策への取組みが進んでいるため、グリーニング要件への対応は大き

な問題とならない模様。また英国、スウェーデン、デンマークは第一の柱から第二の柱へ

財源を移転し農業環境政策を充実したいと考えている。 
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４-８ 農業団体の関与 

 CAP 改革法案の修正交渉における農業団体の成果（2012 年 11 月時点の見込み）は、グ

リーニングの柔軟化、営農実態のある農業者の規定、直接支払い受給上限額の任意化、グ

リーン成長への前向きな姿勢、生産者組織の権限強化である（以下、現地聞取調査による）。 
 重点課題であるグリーニングについては、当初は代わりに第二の柱を使ってグリーン成

長を促進するよう求めていた。しかし法案にはグリーニングが盛り込まれたためそれを実

際的で適用可能とするよう交渉してきた。農業団体からみても CAP がよりグリーンな方向

へ向かうのは必然であるという。環境への配慮は社会の要請であり、また農業としても気

候変動などに対応していく必要があるため。将来はさらに広範な利害関係者が CAP の形成

に参画するようになるが、その影響力がどの程度になるかは未知数である。 
 単一CMO規則案における生産者組織の権限強化には10年～20年前から取り組んでおり、

5 年ほど前から欧州委員会に認知され、今回法案に盛り込まれた。川下部門が寡占状態であ

るため農業生産者の交渉力は弱く、価格変化の波及が遅れるなど問題がある。今回の法案

は全部門横断的な規定のみであり、部門ごとの実態に合った制度が必要であるという。ま

た既存の仕組みや取り組みをかえって阻害することがないように注意が必要でもある。制

度をおもに利用するのは協同組合になるとみられる。協同組合が明記されていない理由の

一つは、中東欧では旧政治体制との関係で協同組合という言葉に悪い印象があるためであ

る。なお、こうした制度の有効性はやや限られており、別途検討されている小売業界との

協定の方が重要であるという。 
 ある関係者によると農業団体にとって CAP 改革における EU 諸機関の重要性は欧州委員

会、理事会、欧州議会の順であるが、共同決定の導入によって欧州議会対応の重みが増し

た。欧州議会の中でも農業委員会の議員は農業関係者も多く農業に好意的だが、本会議で

は環境や動物福祉を重視する緑の党や社会党系がかなり力を持っている。農業団体は環境

委員会や NGO（環境や開発）とも会議を持っている。 
 欧州議会議員に対しては各国の農業団体がロビー活動を行い、EU 段階の組織である

COPA が調整役となっている。共同決定により交渉にかかる時間と複雑さが増し、農業団

体の仕事は増えている。欧州議会議員との会議が多くなり、組織代表の出席も増えた。オ

ランダ、フランス、英国の農業団体は欧州議会対応のため人員を増やしているという。 
 共同決定によって農業団体の CAP 改革交渉への参加能力が高まるという指摘もある。欧

州議会議員に対するブリーフィングは好評であり、意見を取り入れる議員が増えてきた例

もあるという。CAP 改革法案に対して農業委員会に８千件近い修正案が提出されたが、そ

の多くは技術的・専門的であるため欧州議会議員は農業団体に問い合わせて支援を受けて

いる模様。 
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（別紙１） MFF 交渉文書および欧州理事会決定草案（2012 年 11 月） 

の内容と改訂の推移 
 
（※ 異なる版の項番は一致しない点に注意。「注記」の内容は筆者によるもの） 
 
 総務理事会で次期多年度財政枠組み（2014-2017 年）の検討に用いられた交渉文書

は、議長国が作成した合意の草案であり、CAP についてもその予算枠をはじめ多くの

項目を含んでいる。 
 
 2012 年 6 月 19 日付の公表版によると、CAP に関する主要な未決定箇所は以下の通

り。他に各種の数値は未確定のもの（角括弧内）が散見される。 
 

(51) CAP およびうち直接支払いの予算額 
・2014-2020 年の各年分 
 

第一の柱 
(53) 加盟国間の直接支払い平準化について 
・残存格差は何を考慮に入れるか（賃金水準、購買力、農業産出、投入価格） 
・1ha 当たりの直接支払い額が EU 平均の[90%]未満の国は、その乖離幅の[3 分

の 1]だけ増額される。 
・低受給水準国への増額を賄う負担の配分は、[受給水準の高さによるか、ある

いは予算規模による]。（前者は欧州委員会提案、後者は欧州議会案） 
・平準化の実施期間（[2015]年から[2018]年） 
 
・この文脈における第一の柱の予算減額（CAP 予算圧縮のため） 
 

(54) 直接支払い受給額上限 
・上限額の導入可否 
・減額と上限額による予算の節約分をイノベーション向けに使うか 
 

(55) 直接支払いの財政規律制度 
・財政規律制度を存続するか、あるいは他の手段によるか 
 

(56) 直接支払いのグリーニング 
・環境化の可否（代わりに環境に貢献するほかの施策を導入） 
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・全農家に課すか 
・環境化施策の選択余地を加盟国に認めるか 
・直接支払いの[30]% 
 

柱間の融通 
(57) 農村振興予算の直接支払いへの転用（任意） 
・上限[10]% 
 

(58) 直接支払い予算の農村振興への転用（任意） 
・上限[5]%。１ha 当たり直接支払い額が EU 平均の[90]%未満の国のみ可能 
 

第二の柱 
(60) 農村振興政策の予算額 
・総額を何ユーロにするか 
・[年毎の金額は欧州議会と理事会が決定する] 
 

(61) 農村振興政策の国別予算枠 
・欧州委員会が定めるか、多年度財政計画で定めるか 
・欧州委員会が国別年別配分に反映する客観的基準の内容（農業の競争力、自

然資源の持続的管理と気候対応、農村地域の均衡ある領域的発展  に関連） 
 

(62) 共同拠出における EAFRD の拠出割合 
・低開発地域に加えて（農村振興規則案 65 条の 2 にはない）移行地域について

も EAFRD の拠出率を別途設定するか（つまり優遇するか） 
・低開発地域、最遠隔地域、小エーゲ海諸島は[75-85%]（委員会提案は 85%） 
・[一人当たり GDP が EU27 か国平均の 75%を上回っており、かつ 2007-2013

年に EU25 カ国平均の 75％未満であった地域は[75%]]（委員会提案にはない） 
・[その他の移行地域は[60%]]（委員会提案にはない） 
・そ例外地域は[50-55%]（委員会提案は 50%） 
・[環境および気候変動緩和・適応に資するものは[75%]]（委員会提案にはない） 
・第一の柱から第二の柱に移転した財源について加盟国の共同拠出を免除する

か、あるいは通常の拠出割合に従うか 
 

(64) 農業部門の新たな危機準備金 
・予算項目２（農業等予算）に含める（注記：欧州委員会提案では MFF の外に

基金を設置し、CMO に財源を移転。単一 CMO 規則提案文書 p.3 および説明
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条項 138、規則案 159 条を参照。） 
・総額を何ユーロにするか 

 
 2012 年 9 月 18 日付版における 2012 年 6 月 19 日付版からのおもな変更内容は以下

の通り。とくに重要なのは、直接支払いの削減が明記されたことと、グリーニングの

メニュー方式が削除されたこと。 
 

(52) EU 平均の１ha 当たり直接支払い額を削減する（X％ないし Y％） 
(54) 直接支払いの財政規律メカニズムを維持 
(55) 直接支払いのグリーニングを行う （メニュー方式の却下） 
(56)(57) 柱間の財源移転は上限に引上げ余地（to X％） 
(59)(60) 農村振興政策の国別予算額を MFF 中で決める 
(61) 第一の柱からの移転財源については農村振興政策での加盟国による共同拠出

をゼロとする 
 
 
 2012 年 10 月 29 日版交渉文書の、2012 年 9 月 18 日版からのおもな変更内容は以下

の通り。とくに、CAP 全体の予算枠およびその柱別内訳について上限が示された。ま

た、直接支払いの加盟国間平準化について財源の負担方法が定まった。 
 
(51) CAP 予算枠の上限を提示（下限は示さず）。CAP 総予算は最大

．．
3,789.72 億ユ

ーロ、うち第一の柱（直接支払いと市場施策）は最大
．．

2,774.01 億ユーロ。 
(53) 直接支払い額を 0.27％以上削減（EU 平均単位面積当たり）、欧州委員会対比

で合計 1.3％削減に相当。 
(53) 直接支払いの加盟国間平準化の財源は、EU 平均を上回る加盟国が EU 平均

からの隔たりに比例して負担する（欧州委員会案とほぼ同じ）。 
(57)(58) 柱間の財源移転の上限を引上げる可能性。第一の柱から第二の柱への移

転については 10％ないし 15％、第二の柱から第一の柱への移転については 5％
ないし 10％。 

(60) 第二の柱（農村振興政策）の予算額は最大
．．

908.16 億ユーロ。 
(64) 農業部門の危機準備金は最大

．．
15 億ユーロ。 

 
 
 交渉文書を引き継いで作成された欧州理事会決定草案（2012 年 11 月）の、2012 年

10 月 29 日版交渉文書からのおもな変更点は以下の通り。とくに、CAP 全体の予算枠

およびその柱別内訳について具体的な金額が定められた。また、直接支払いの受給額
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上限導入が加盟国の任意となったほか、農業部門の危機準備金は直接支払いの財政規

律メカニズムにより調達されることとなった。 
 
(53) CAP 予算枠を提示。CAP 総予算 3,644.72 億ユーロ、うち第一の柱（直接支

払いと市場施策）は 2,698.52 億ユーロ。直接支払いの単位面積当たりの減額に

関する記述は削除。 
(55) 加盟国間の平準化は 2020 年までの 6 年間で実施（2018 年までの 4 年間から

移行期間を延長）。 
(56) 直接支払いの受給額上限は加盟国の任意で導入。 
(58) 直接支払いのグリーニングは全農家に義務付けの方針が決まり、グリーニン

グ支払いの割合は 30％で引き下げせず。 
(59)(60) 柱間の財源移転の上限は、第一の柱から第二の柱への移転については

15％、第二の柱から第一の柱への移転については 15％。 
(60) 第二の柱から第一の柱への財源移転はすべての国で可能。 
(62) 第二の柱（農村振興政策）の予算額は 836.66 億ユーロ。 
(64) 第二の柱の共同拠出における EAFRD の拠出割合を確定。拠出割合に当初幅

の示されていた低開発地域、最遠隔地域、小エーゲ海諸島は 75%（委員会提案

は 85%）、例外地域は 50%（委員会提案は 50%）。 
(66) 農業部門の危機準備金は 28 億ユーロ。直接支払いの財政規律メカニズムを用

いて毎年年初に引当て、使われない場合は直接支払いに戻す。 
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（別紙２） 欧州議会農業委員会の報告書草案（直接支払い規則）  
 
 
（※「注記」の内容は筆者によるもの） 
 
2012 年 5 月 30 日付（農業委員会における修正前） 
 
修正 21 4 条の 1a 農用地の定義に伝統的放牧地を含める（注記：これによって直接

支払いの対象となる）。 
 
修正 32 9 条の 2a 営農実態のある農業者でないとみなされる条件（客観的かつ非差

別的な除外基準）を加盟国が定める。 
 

(a)農業活動が当該主体の経済活動全体にとって重要ではない場合 
(b)主要な事業ないし会社の目的が農業活動の実施と合致していない場合 
 運輸会社、空港、不動産会社、運動場を管理している会社、キャンプ場運営者、

鉱業会社などは(a)(b)に該当しないことを証明しない限り、営農実態のある農業者

あるいは直接支払いの受給者と見なされない。 
（注記： 営農実態のある農業者は直接的に定義されず、ネガティヴリストのよ

うに営農実態のある農業者でないとみなされる条件だけを列挙している。） 
 

修正 35 から 38 支払い上限および高額受給削減（11 条の 1） 
 

 受給権 25 万ユーロ超過部分の削減率を 70％から 80％に引き上げ(修正 35)。 
 受給権上限（30 万ユーロ）に代えて(修正 36)減額後の受給額上限（30 万ユーロ）

を設定(修正 37)。 
 ただしこれらの支払い上限と減額は、協同組合には不適用。また協同組合以外

の法人（組織）でも、受け取った直接支払いを分配前に構成員にすべて渡すもの

には不適用(修正 38)。 
 
（注記） これは全体としては実質的な上限額の引き上げとなる（図 4-1）。欧州

委員会案は（支払い対象となる減額前の）受給権の上限を 30 万ユーロとした

のに対して、欧州議会農業委員会の報告書草案は減額後の受給額の上限を 30
万ユーロとした。その結果、受給額の上限は２３．５万ユーロから３０万ユ

ーロに上昇した。同時に、支払い対象となる減額前の受給権の上限は３０万

ユーロから６５万ユーロに上昇した。 
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図 4-1 直接支払いの高額受給削減・受給額上限 

 
出所： 直接支払い規則案および議会報告草案に基づき作成。 

 
 

修正 39 から 41, 43 柱間の融通における直接支払いから第二の柱への財源移転（14
条の 1 および 1a） 
 

（14 条の 1）9 か国（ベルギー、デンマーク、フランス、ドイツ、アイルランド、

オランダ、スペイン、スウェーデン、英国）は 10％ポイントまで引上げ可能(修
正 39)。 

（14 条の 1）第一の柱の直接支払いで自然制約地支払い枠を（全てあるいは一部）

使わない加盟国は、第二の柱への移転を５％ポイントまで引上げ可能(修正 40)。 
（14 条の 1）これら移転全体の上限は 20％(修正 41)。 
（14 条の 1a）くわえて、グリーニング支払い財源(33 条)のうち未使用のものは農

村振興政策の農業環境・気候施策に移転できる(修正 43)。 
 
修正 45 から 46  支払い受給権（18 条の 1 および 2） 
 

(18 条の 2)地域モデルの単一支払いを用いている国はその受給権を維持すること

ができる。修正 45 と修正 46 の正当化（内容同一）： 完全に地域化された単一支

払い(SPS)モデルを採用した国ないし地域の農業者はすでに全ての適格面積に受

給権を有しているので、新しいシステムを導入する必要はない。 
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修正 48  国の直接支払い予算枠の地域配分（20 条の 1） 
 

客観的かつ非差別的な基準の例として、「経済的な」を「社会経済的な」に変更。 
正当化：労働力を考慮可能にする必要がある。 

 
修正 53 から 56 (pp.37-39) 国・地域内における直接支払いの平準化（22 条） 
 

(22 条の 2)（初年度における）支払い受給権単価の計算を、国・地域の基礎支払い

上限額の 20％を上回る額に抑制できる(修正 53)。委員会原案は 40％。つまり、

単一支払いからの受給権減少補填（移行措置）に使える（22 条の 3 で）財源を

60％から 80％に引き上げる。 
(22 条の 3a) 国レベルで客観的かつ非差別的な基準に基づき選ばれた受益者に重

点を置くために、グリーニング支払い（30%。33 条の 1）および自然制約地支

払い（5％。35 条の 1）への財源配分を引き上げることができる(修正 54)。 
(22 条の 5)遅くとも 2019 年までに国・地域内のすべての支払い受給権の面積単価

を同一にする、との欧州委員会の規則案に対して、平均から２割以内の偏差を

認める(修正 55)。 
(22 条の 5)農場レベルにおける 2019 年の受給権が 2014 年のそれを 30％より大幅

に下回らないよう、加盟国は措置を講ずることができる(修正 56)。 
 
修正 64 から 71  グリーニング支払いの総則（29 条） 
 

(29 条の 1)欧州委員会の規則案は基礎支払いの受給権を有する農業者はグリーニ

ング要件を満たさねばならないとしているのに対して、修正草案では当該農業

者がグリーニング要件を満たした場合にグリーニング支払いをする（注記：グ

リーニング支払いの農家段階での実質的な任意化）(修正 64)。 
＜関連規則案＞ (横断的規則案に対する報告書草案 p.43) 65a 条：グリーニング

要件の不履行による直接支払いの取り消し・減額はグリーニング支払いの

額を上回ってはならない。（修正 73） 
(29 条の 1ba)グリーニング支払いの要件に、特定の農法とかかわる永年作物の維

持を追加(修正 67)。 
(29 条の 2)グリーニング要件のうち当該農場に適切なものを順守する農業者に対

してグリーニング支払いを給付(修正 68)。 
(29 条の 4)有機農業に加えて、農村振興政策の農業環境・気候支払いの受給者もグ

リーニング支払い適格(修正 69)。 
(29 条の 4a)国ないし地域の環境認証を受けている農業者はグリーニング支払い適
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格(修正 71)。 
 
修正 64 から 72, 74  作物多様化（30 条） 
 

(30 条の 1)欧州委員会の規則案では農場の耕地が 3ha 超（でかつすべてが草地、

休耕、湛水作物に用いられていない）なら 3 作目以上、各作目は耕地面積の最

低 5％、最高 70％。それに対して修正草案は、農場が 5ha 超 20ha 以下なら 2
作目以上、各作目 10％以上。また 20ha 超の農場では 3 品目以上、１品目 70％
以下、2 品目 95％以下 (修正 73)。＜＝(29 条の 1(a))(修正 65)。 

(30 条の 1a)作物多様化の非適用。耕地が全て草・飼い葉生産、休耕、湛水作物、

あるいはそれらの組み合わせに用いられている場合。あるいは、耕地が 50ha 以

下でかつ当該農業者の適格農地の 80％超が永年作物、歴史的放牧地、草地であ

る場合(修正 74)。 
 
 説明文書(p.69）によれば、農場規模が 50ha 以下で永年作物が 80％以上ならグ

リーニング要件をすべて満たす。 
 
修正 78 から 81 永年草地および歴史的放牧地の維持（31 条） 
 

(31 条)永年草地に加えて歴史的放牧地も維持対象とする(修正 77-81)。＜＝(29 条

の 1(b))(修正 66)。 
 
修正 82 永年作物の維持（31a 条） 
 

(31a 条)永年作物の生産者は、土壌のかく乱を最小限にし、土壌表面の緑被を提供

する特定の農法(agronomic practices)を適用しなければならない。(修正 82)。＜

＝(29 条の 1(ba))既存の永年作物の維持(修正 67)。 
 
修正 83 から 84 環境重点用地（32 条） 
 

(32 条の 1)適格面積が 20ha を越える場合に環境重点用地を設ける。永年草地、歴

史的放牧地、永年作物を除いた面積の 7％を環境重点用地とする。窒素固定作物

の作付地は環境重点用地に含める。環境重点用地のうち景観には生垣(hedge)と
石壁を含む(修正 83)。 

(32 条の 1a)農業者のグループによる共同の取り組みで連続・隣接した環境焦点用

地が確保される場合は、環境重点用地の割合は 5％に軽減する(修正 84)。 
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修正 87 から 88 青年農業者への支払い（36 条） 
 

(36 条の 2(ba))加盟国が必要に応じ「青年農業者」について目的および非差別的な

基準を追加できる(修正 87)。 
(36 条の 5)加盟国は支払い対象の上限（50ha 以下）を定める。欧州委員会の規則

案では 25ha と当該国における平均面積の小さい方が上限の最大値(修正 88)。 
 
修正 91 青年農業者への支払いの財政条項（37 条） 
 

(37 条の 1) 国レベルで客観的かつ非差別的な基準に基づき選ばれた受益者に重点

を置く(give priority to)ために、財源を国の直接支払い枠の２％より拡大でき

る。(修正 91) 
 
修正 93 から 98 任意カップル支払い（38 条） 
 

(38 条の 1)対象品目に飼い葉用マメ科作物と大豆を追加(修正 93)。 
(38 条の 2)適用の根拠として、環境の保護ないし改善、気候保護、そして／あるい

は生物多様性を独立させた（他の条件との間の「または」を削除、環境関連事

項の内容を具体化）(修正 94)。 
(38 条の 3a)土地のない畜産にも提供可能(修正 95)。 
(38 条の 4)支払いは現状の雇用と（／または）生産の維持に必要な程度。委員会の

規則案では雇用への言及なし(修正 97)。 
(38 条の 4)環境関連の目的を有するカップル支払いは、既存の生産水準を維持する

程度を越えて支払うことができる(修正 98)。 
（注記：環境面を強調することで現行の 69 条支払いを受け継ぐ。ただし第二の柱

との重複感は増す。） 
 
修正 99 から 100 カップル支払いの財政条項（39 条） 
 

(39 条の 4)カップル支払いの財源規模は所定の範囲内で毎年見直して増減させる

ことができる。欧州委員会の提案では、変更できるのは 2017 年以降の１回だけ。

(修正 99)。 
(39 条の 4(ba))財源規模は変えずに支払い条件だけを変更することもできる(修正

100)。 
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修正 101 から 104 小規模農業者支払いの額（49 条） 
 

(49 条の 1)加盟国段階での利用を任意化(修正 101) 
（任意化の理由は、国による姿勢の隔たりが大きいため（説明文書 p.70）。） 

(49 条の 1(a))国内の１農場当たり平均支払い額の 25％以下の一定額。委員会の提

案では 15％以下(修正 102)。 
(49 条の 1(b))国内の１ha 平均支払い額に一定の面積（最大 5ha）をかけた額。委

員会の提案では 3ha 以下(修正 103)。 
(49 条の 2)５百ユーロ以上 1500 ユーロ以下。委員会の提案では 5 百ユーロ以上

1000 ユーロ以下(修正 104)。 
 
修正 105 から 106 小規模農業者支払いの財政条項（51 条） 
 

(51 条の 1)支払い所要額が財源を上回った場合の支払い削減は、地域モデル利用国

においては、地域レベルで異なる削減の閾値を適用できる(修正 105)。 
(51 条の 2)国の直接支払い枠の 15％が上限。委員会の提案では 10％が上限。(修正

106)。 
 

加盟国間の直接支払い平準化（条文なし、Annex II に国別の直接支払い枠掲載） 
 

 欧州委員会の案では加盟国平均の 90％を下回る国は、その差の３分の１を増額。

それに対して修正草案はさらに平準化を進める。すなわち加盟国平均の 70％を下

回る国は平均との差の 30％を増額。加盟国平均の 70％から 80％の国は平均との

25％を増額。平均の 80％から 100％の国は平均との差の 10％を増額。どの国も

EU 平均の 65％を下回らない。（説明条項(21a)も参照（13 頁の修正 9））。 
 
 財源負担は EU27 平均を上回る国が適切な割合で負担する。どの国も負担の結

果として平均を下回らない。 
 

(説明条項 21) 欧州委員会の規則案から、2021 年以降の次期多年度財政枠組み期間

における議論で完全平準化に取り組むとしていた記述を削除。(修正 8) 
 
 
 
 



－ I - 83 － 

図 4-2 １ｈａ当たり直接支払いの加盟国間水準格差是正（平準化） 

 
出所： 各提案および決定から作成。 
（注）いずれも 2007 年の農用地面積(EUROSTAT)で除して１ha 当たりの金額を算出した。  

 
 
（注記） 図 4-2 に示したとおり、欧州議会農業委員会の報告書草案は全体として欧

州委員会提案よりも格差が縮小。さらに国別の総額を別途確認すると、フランス

とドイツの切り下げ幅を拡大することで南欧と東欧の水準を引き上げている。 
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５ 直接支払いによる農業所得への影響 
 
 欧州委員会は 2010 年から 2011 年半ばにかけて、外部に委嘱して 2003 年改革以降（2007
年まで）の直接支払いが農業所得に及ぼした影響について調査（Agrosynergie [2011]）を

実施した。この調査ではマクロ（地域レベル）およびミクロ（個別経営）のデータに基づ

く統計分析と計量経済分析がなされた。そのおもな結論は以下のとおりである。 
 
 
所得増進効果 
・直接支払いは農業所得を増進している。カップル支払いとデカップル支払いの効果の

大小については一貫した結果が得られなかった。 
・一人当たり農業所得は EU15（既往加盟国）平均で EU12（新規加盟国）平均の２倍。 
・直接支払いの農業所得に占める割合の高い部門は草食家畜（肉牛、羊、山羊）（約 50%）、

耕地作物および混合農業（40%以上）、酪農（30%以上）。直接支払いの割合が低い園芸

と永年作物は農業部門全体より平均所得が低かった。 
・全ての部門において、直接支払いが地域間の大きな所得格差を緩和している。とくに

上記の直接支払いの割合の高い部門で顕著。 
・直接支払いは小規模農場と大規模農場の所得格差を緩和している。農業の規模と一人

当たり所得水準には密接な相関があるため、おそらく家族農場は一人当たり所得が比

較的低い。 
 

所得安定化効果 
・直接支払いの多い部門で所得安定化の効果が大きく、直接支払いの少ない部門では所

得の変動が大きい。 
・小規模農場では所得安定化の効果が大きい。 

 
妥当な生活水準を可能とする所得への貢献 
・直接支払いは農業所得と被雇用者一人当たり地域 GDP の格差を縮小するのに貢献して

いる。 
・60.5％の地域では労働力一人当たり農業所得が、被雇用者一人当たり地域 GDP の半分

を下回っている（小規模農場では 98.1％）。この割合は直接支払いがなければ 84％に

上昇する（畜産部門では 100％）。 
・直接支払いなしでは一人当たり農業所得が農業雇用賃金を下回る地域の割合が 35.4%
に達する（畜産部門では 78%）。 
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条件不利地(LFA)への効果 
・直接支払いは LFA および山岳 LFA 地域の農業者一人当たり農業所得と、地域の被雇用

者一人当たり GDP との差を縮めることに貢献している。 
 

経営形態による効果の違い 
・EU15 では個人農場の方がその他の形態（パートナーシップおよび組織）よりも直接支

払い依存度が高く、直接支払いによって形態間の所得格差が軽減されている。 
・EU12 では逆の結果であり、組織体農場の方がその他の形態（パートナーシップおよび

個人）よりも直接支払いがなかった場合の損失が大きい。それらの農場は明らかに労

働力が過剰である。 
 

農家総所得に関する文献調査 
・データの制約から農家所得における農業政策の役割について明確な結論は引き出せな

い。 
 

経済的持続性への貢献 
・４つの部門（耕地作物、草食家畜、混合農業、および牛乳部門の一部）は直接支払い

の存在によって、農業雇用賃金と同等かそれ以上の家族労働報酬および正の農業資本

報酬を実現している。その一方で約４分の１の地域では地域平均（全部門）でそうし

た条件を実現していない。 
・過半の地域では、直接支払いの下でも農業雇用賃金以上の家族労働報酬と中期融資平

均利率以上の農業資本報酬を実現していない。 
・労働力における家族労働力の割合の高い農業者の方が投資収益率と資産収益率が高い。

また単一支払いの歴史モデルより混合モデルの方が投資収益率と資産収益率が高い。 
・EU15 では農業者の戦略目標が利益最大化なのに対して、EU12 でのそれは雇用最大化

である。 
 

適切な受給者への支払い対象の絞り込み 
・直接支払い受給者のうち、直接支払いがなくても農業所得が地域の被雇用者一人当た

り GDP（全産業平均）を上回る者の割合 6.1％、直接支払いによって上回っている者

の割合 5.9％（合計 12％が農外平均超過）。これらの受給者が直接支払いの 18％を受け

取っている。 
・耕地作物部門では単一支払い地域モデル地域で 13.2％、単一面積支払い地域で 31.4％
の受給者が全産業平均を超過。 

・草食家畜部門では単一支払い混合モデル地域で 3.5％、単一面積支払い地域で 9.9％の

受給者が全産業平均を超過。 
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所得不平等の縮小 
・全ての農業類型、地域グループ、年について、直接支払いによって農業者所得の不平

等（ジニ係数）が縮小。EU15（中でもとりわけ従来直接支払いの手厚い部門）でより

顕著。 
・単一支払いの歴史モデルより混合および地域モデルの方が直接支払いによる平等化の

効果が大きい。 
・デカップル支払いの所得平等化効果は低所得層で大きい。それに対してカップル支払

いの所得平等化効果は高所得層で大きい。 
 
 
 このように、直接支払いによって農業所得は増進かつ安定化しており、地域間・経営規

模間・個別経営間の所得格差は縮小している。また、直接支払いは経営の再生産を可能と

する家族労働及び農業資本への報酬に重要な役割を果たしている。 
 直接支払いを受けても大多数の農業経営における農業所得は地域の被雇用者一人当たり

GDP を下回っている。耕地作物、草食家畜、混合農業、酪農の４部門は直接支払いへの依

存度が高く平均所得が比較的高いのに対して、園芸や永年作物は直接支払いの割合と平均

所得が比較的低い。 
 
 こうした結果を受けて、報告書は以下の３点を勧告している。 
 
◎園芸および永年作物（ワイン葡萄以外）への直接支払いを拡充すること。これら２部

門は他の農業部門と比べて所得水準と経済的持続性が低水準であり、かつ直接支払い

がないかごく限られているため。 
◎地域の一人当たり GDP を上回る所得を得ている農業者からそうでない農業者へ、農業

者間で（少なくとも部分的に）部門を問わず直接支払いを再配分すること。 
◎農家の家計と農家総所得について共通の定義と比較可能な統計を整備すること。現状

では農家総所得の比較ができない。 
 
これらのうち第２の点は、直接支払いの再配分であり次期 CAP 改革で検討されている受給

額上限や累進減額に対応する論点である。 
 
（文献） 
Agrosynergie [2011] “Evaluation of income effects of direct support,” Final Report, Framework contract 

n° 30-CE-0223110/00-78, Evaluation of CAP measures concerning sectors subject to past or 
present direct support - Lot 1: Horizontal issues, May. 
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