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第1章 米国 2 

1. 2014 年米国農業法制定の経緯とそれに至る各案の支出推計の比較 

1.1. 2011 年から 2014 年までの米国農業法の制定の経緯の概要 

(1) 2011 年財政管理法の制定と上下院両農業委員長による次期農業法の骨格案の策定 3 

米国によるイラクへの軍事介入、リーマンショック、それに対応する財政支出の拡大等

の結果、米国では財政赤字が大きな問題となった。さらに 2010 年の中間選挙で共和党が下

院を制し、下院共和党とオバマ政権との間の軋轢が高まるようになる。それに加え、2011
年半ばには債務返済額が膨らみ、法で規定されている債務上限の引き上げがなされなけれ

ば財政破綻（デフォルト）に陥る可能性が高まっていた。これに関してオバマ政権とベイ

ナー下院議長（共和党）との間で交渉が行われた結果、債務上限の引き上げが合意され、

2011 年 8 月に財政管理法（Budget Control Act of 2011）が成立した。 
本財政管理法のポイントは以下の 3 点である。 
① 9,000 億ドルの債務上限引き上げを認める。 
② 超党派合同委員会を設立し、11 月 23 日までに 1.5 兆ドルの赤字削減案を策定する。

それによって、上限をさらに 1.5 兆ドル引き上げる。 
③ 案がまとまらなければ、さらに 1.2 兆ドルの債務引き上げを認める一方、2013 年 1

月から 10 年間 1.2 兆ドルの一律削減を強制的に行う。 
 
次期の 2012 年農業法の策定が翌年に予定されている中、超党派合同委員会が支出削減を

主目的として農業政策の廃止・縮小をゆだねることに米国農業界の間で危機感が広がった。

その結果、米国農業界に、自発的に農業の削減額を設定し、それを実現する政策の変更（＝

次期農業法の骨格の策定）を自ら行おうとする機運が生じた。そして、上院及び下院の両

農業委員長が中心となって、10 年間で 230 億ドルの支出減を達成する次期農業法の骨格を

超党派合同委員会が赤字削減額を策定する期限の11月23日より前の11月半ばにまとめた。 
結局、超党派合同委員会が 1.5 兆ドルの赤字削減案の策定に失敗したため、両農業委員長

による次期農業法・骨格案は公表されなかった。しかし、本両農業委員長案は 2012 年農業

法の出発点として重要なものとなった。本報告書では、本両農業委員長案を最終的な 2014
年農業法成立に至る出発点として位置付ける。正式には本農業委員長案は公表されていな

いが、その内容は「上院農業委員会 D. ステイブナウ農業委員長、赤字削減についての合

同委員会への提案（US Senete Committee on Agriculture, U.S. Senator Debbie Stabenow, 
Chairwoman, Recommendation to the Joint Committee on Deficit Reduction）」として示

されている。 

                                                   
2 本章は主として服部委員が監修した。 

3 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社（2012）「第 1 章 次期米国大統領選・連邦赤字削減を

踏まえた米国次期農業法の論議の現状と方向性について（服部信司委員監修）」『海外農業情報調査分析

（米州）』農林水産省委託調査 
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(2) 2012 年農業法の不成立 4 

2011 年 11 月の上下院農業委員長案を踏まえて上院、下院それぞれで次期農業法の作成が

開始され、2012 年 6 月 24 日に上院本会議は 2012 年農業法・上院案：「2012 年農業改革、

食料、職仕事法」（Agriculture Reform, Food, Jobs Act of 2012）を可決・成立させた。一

方、下院農業委員会も 2012 年 7 月 11 日に 2012 年農業法・下院農業委員会案：「連邦農業

改革とリスク管理法」（Federal Agricultural Reform and Risk Management Act: FARRM）

を可決した。 
本来ならば、この下院農業委員会案が下院本会議に上程され、その可決・成立を経て、

両院協議会において両案の相違点が協議・調整され、両院協議会案（2012 年農業法）が策

定されるはずであった。しかし、下院においては、多数党である共和党の多くの議員が栄

養補充支援計画（SNAP: Supplemental Nutrition Assistance Program：フードスタンプ計

画。以後フードスタンプ）について一層の支出削減を求めるという理由で、共和党指導部

が 2012 年農業法案を本会議に上程しなかった。 
そして、大統領選後の 2012 年 11 月～12 月のレームダック議会（選挙前の旧議員による

議会）において 2008 年農業法を 2012 年 9 月の失効にさかのぼって 2013 年 9 月 30 日まで

延長する法案が、「財政の崖」対策パッケージである「H.R.8 米国納税者救済法」に組み込

まれ成立した。 

(3) 2013 年（2014 年）農業法の成立へ 5 

2013 年農業法は、2013 年 5 月 14 日に、上院農業委員会で Markup（草案の審議と修正）

が行われ、上院農業委員会案（S.954, the Agriculture Reform, Food, and Jobs Act of 2013）
が 15-5 で可決され、6 月 10 日の上院本会議でも 66-27 で可決された。下院農業委員会では

5 月 15 日に下院農業委員会で Markup が開催され、下院農業委員会案(H.R.1947, the 
Federal Agriculture Reform and Risk Management Act of 2013)が 36-10 で可決された。

後述するように、2013 年前半に可決された上院本会議案、下院農業委員会案はいずれも

2012 年案と大きな違いはなく、どちらの可決も想定されていた。問題は 2012 年案でも問

題になった下院本会議におけるフードスタンプの扱いであった。 
その後、下院本会議ではフードスタンプの扱いをめぐり、民主党と共和党の間で合意で

きず、かつそれぞれの党でも造反者が出て、6 月 20 日の下院本会議では 195-234 で下院農

業委員会案が否決された。下院本会議では、その後 7 月 11 日に再度フードスタンプを切り

離して本案が下院本会議に上程され、本案は 216-208 で可決された。その後、分離したフ

ードスタンプの部分について、下院共和党グループによる独自案を策定する作業が進めら

れ、8 月上旬、フードスタンプへの支出を約 400 億ドルとする削減案がまとめられて、9 月

                                                   
4 服部信司（2012）日本農業研究所報告『農業研究』第 25 号、及びブロマーコンサルティング（2013）「第

一部 米国大統領選・連邦赤字削減を踏まえた米国次期農業法の論議の現状と方向性」『平成 24 年度海

外農業情報調査分析事業（米州）』農林水産省委託事業、服部信司（2014）「アメリカの農業政策はどう

決まるか－農業法の形成プロセスと新（2014 年）農業法成立への経緯－」昭和堂『農業と経済』2014
年臨時増刊号（近刊）、を参考にした。 

5 服部信司（2014）「アメリカの農業政策はどう決まるか－農業法の形成プロセスと新（2014 年）農業法

成立への経緯－」『農業と経済』2014 年臨時増刊号（近刊）、を参考にした。 
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19 日に下院本会議で可決された。さらに、分離されたフードスタンプの部分の案と 7 月 11
日に可決された案は 9 月 28 日にまとめられ下院案となった。その後、10 月 30 日に両院協

議会が下院農業委員長ルーカスを議長として開催され、両院協議会案が策定された。両院

協議会案は 2014 年 1 月に上院で、そして 2 月に下院で承認され、2 月 7 日に 2014 年農業

法（P.L.113-79）が成立した。なお、2011 年 11 月 18 日の両農業委員長案から 2014 年農

業法までの変遷は以下の様である。 

図 1-1 2011 年から 2014 年農業法までの変遷 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所：米国議会調査局（Congressional Research Service: CRS）報告書各種に基づき作成.  

②2011 年 11 月 両農業委員長案 

③【本会議案】S.3240 
2012 年 6 月「2012 年農業改革、食料、

職仕事法」（Agriculture Reform, Food, 
Jobs Act of 2012） 

③【農業委員会案】H.R.6083 
2012 年 7 月「連邦農業改革とリスク管

理法」（Federal Agricultural Reform and 
Risk management Act: FARRM） 

本会議に上程されず 

2008 年農業法 失効／2013 年 9 月 30 日まで延長 

④【本会議案】S.954 
2013 年 6 月「2013 年農業改革、食料、

職仕事法」（Agriculture Reform, Food, 
Jobs Act of 2013） 

④【農業委員会案】H.R.1947 
2013 年 5 月「連邦農業改革とリスク

管理法」（Federal Agricultural Reform 
and Risk management Act: FARRM） 

⑤【本会議案】H.R.2642 
2013 年 7 月「農業（単独）法」

（Agricultural Act of 2014）」(フードスタ
ンプを農業法から切り離す）。 

本会議で否決 

⑤【本会議案】H.R.3102 
2013 年 9 月「栄養法」（Nutrition 

Reform and Work Opportunity Act of 
2013）」（フードスタンプを 10 年間で約
400 億ドルカット） 

【本会議】H.Res.361 
2013 年 9 月 H.R.2642 と H.R.3102 を統合 

【両院協議会案】 2014 年 1 月（上院）、2 月（下院） で承認 

⑥【成立】 P.L.113-79  

2014 年 2 月「2014 年農業法」（Agricultural Act of 2014） 

２０１２年の動き 

２０１３年 

の動き 

２０１４年の動き 

①2008 年農業法 
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1.2. 2008 年農業法、2012 年上下院案、2013 年上下院案、2014 年農業法の支出推計の比

較 

本節では、2008 年農業法、2012 年上院本会議案（S.3240）、2012 年下院農業委員会案

(H.R.6083)6、2013 年上院本会議案(S.954)、2013 年下院農業委員会案(H.R.1947)7、2013
年下院本会議案(H.Res.361)、そして 2014 年農業法(P.L. 113-79)8の各項目について 10 年間

の支出案を比較する。なお、2008 年農業法の支出として、2012 年に推計した数値（2008
年法（2012 年推計値））と 2013 年に推計した数値（2008 年法（2013 年推計値））の二つ

を記しているが、これらは米国議会調査局（CRS: Congressional Research Service）が毎

年 3 月に改定する推計値である。 
 

(1) 総額の比較 

2008 年法による支出（2012 年推計値）を踏まえ、2012 年の上院本会議案と下院農業委

員会案（以下、「上下院案」と略す）において、上院案は 10 年間で 231.4 億ドルの支出削

減案となる一方、下院案は 351.44 億ドルの削減額となった。2011 年両農業委員長案が提示

した 230 億ドルの削減に上院案はほぼ沿っているが、下院案はさらに 100 億ドル以上の追

加削減となった。 
2013 年前半の上下院案において、上院案は 2008 年法による支出（2013 年推計値）から

178.94 億ドルの削減、下院案は 333.97 億ドルの削減となった。上院と下院の削減幅の差は

2012 年と比べ、拡大している。さらに 2013 年後半の下院案は 518.8 億ドルの削減とし、

2013 年前半の下院案と比較すると追加的な 185 億ドルの削減を提案するものとなった。 
最終的に 2014 年法では 2008 年法（2012 年推計値）と比較して、10 年間で 166.08 億ド

ルの削減となり、2013 年上院案による削減額（178.94 億ドル）と同レベルとなった。 
 

                                                   
66 Chite (2012) The 2012 Farm Bill: A Comparison of Senate-Pased S.3240 and the House Agriculture 

Committee’s H.R.6083 with Current Law, Congressional Research Service 
7 Chite (2013) The 2013 Farm Bill: A Comparison of Senate-Pased (S.954) and House- Reported Bill 

(H.R.1947) with Current Law, Congressional Research Service 
8 Chite (2014) The 2014 Farm Bill (P.L.113-79): Summary and Side-by-Side, Congressional Research 

Service 
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図 1-2 2008 年から 2014 年農業法までの支出総額の変遷  
（単位:百万ドル） 

 
出所：米国議会調査局（Congressional Research Service: CRS）報告書各種に基づき作成.  

(2) 作物（Commodities）と作物保険（Crop Insurance） 

第 1 章 の作物（Commodities）では 2012 年上下院案、2013 年上下院案いずれも 2008
年法推計値の半額以下となった。これは後述するように直接固定支払の廃止の影響が大き

い。 

図 1-3 2008 年から 2014 年農業法までの「作物」項目の支出変遷  
（単位:百万ドル） 

 
出所：米国議会調査局（Congressional Research Service: CRS）報告書各種に基づき作成.  

作物そのものに対する様々な支出が削減される一方、作物保険は増額された。これは綿

花への公的資金支援が「作物」の部分から「作物保険」に移行したことによる。2012 年上

下院案、2013 年上下院案いずれも 2008 年法支出推計を上回り、2014 年法においても 2008
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年法（2013 年推計値）を 57.22 億ドル上回った。「作物」の支出が 2014 年法では 2008 年

法（2013 年推計値）から 143.07 億ドル削減されたが、農民に対する補助という観点から

見てこれらを合算すると、削減額は 85.85 億ドルと狭まる。 

図 1-4 2008 年から 2014 年農業法までの「作物保険」項目の支出変遷  
（単位:百万ドル） 

 
出所：米国議会調査局（Congressional Research Service: CRS）報告書各種に基づき作成.  

(3) 環境保全（Conservation） 

環境保全の項目は 2012 年上下院案でともに減額が提案された（上院 63.74 億ドル、下院

61.48 億ドル）。その後、2013 年になると上院は 2012 年案から 3.63 億ドルの上積みを提案

する一方、下院案は引き続き 2012 年案から 11.79 億ドルの引き下げを提案した。最終的に、

2014 年法は 2013 年の上下院案の間となる 576 億ドルとなった。 
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図 1-5 2008 年から 2014 年農業法までの「環境保全」項目の支出変遷  
（単位:百万ドル） 

 
出所：米国議会調査局（Congressional Research Service: CRS）報告書各種に基づき作成.  

(4) 栄養 

2012 年から 2014 年に渡る次期農業法の中で上院案と下院案の間で差を埋めるための努

力が最も行われたのが本項目である。2012 年案では、上院本会議案が 7681.09 億ドル（40
億ドル引下げ）、下院農業委員会案が 7560.34 億ドル（160.75 億ドル引下げ）であった。下

院農業委員会案の引下げ幅について下院本会議では共和党の賛成が得られないと見なされ、

上程されなかった。 
2013 年案では、上院案が 7604.88 億ドル（39.44 億ドル引下げ＝2012 年案とほぼ同様に

CRS推計値から約 40 億ドル引下げ）、下院案が 7439.23 億ドル（205.09 億ドル引下げ）と

なったが、下院案が本会議で「栄養」項目の引下げの不足が一因で否決された。さらに「栄

養」項目を切り離して引下げ、本会議通過を図った下院案（2013 年後半下院案）が 7254.33
億ドル（389.99 億ドル引下げ）で下院本会議を通過した。ただし、2013 年後半下院案と

2013年上院案の間には 350.55億ドルの差があった 9。この差は両院協議会で調整されたが、

その過程は「2． 2014 年農業法」に詳説されている。 

                                                   
9 本第 1 章ではこの差を 350.55 億ドルと CRS の最終推計値に基づいているが、本書「2.  2014 年農業法」

ではこの差を 400 億ドルとしている。2014 年農業法の策定の過程ではこの差は 400 億ドルとして議論

されており、400 億ドルという差が広く受け入れられている数値である。 
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図 1-6 2008 年から 2014 年農業法までの「栄養」項目の支出変遷 
(単位:百万ドル) 

 
出所：米国議会調査局（Congressional Research Service: CRS）報告書各種に基づき作成.  

(5) 2008 年農業法（2013 年推計）と 2014 年農業法の支出額の比較 

本節では 2008 年農業法（2013 年推計）と 2014 年農業法の支出額を比較した。最も削減

の焦点となったフードスタンプを含む「栄養」は削減はされたものの、割合は 78.57%（2008
年法）から 79.09%（2014 年法）へと 0.52%増加したことが分かる。 

また、固定支払が削減され、項目としては支出額がほぼ半減した「作物」の割合は 6.04%
（2008 年法）から 4.65%（2014 年法）と 1%以上減少した。その一方、「作物保険」は 8.64%
（2008 年法）から 9.39%（2014 年法）と増加し、「作物」と「作物保険」を合わせた減少

割合は、14.68%（2008 年法）から 14.04%（2014 年法）と 0.64%と圧縮された。 

表 1-1 2008 年農業法と 2014 年農業法の項目別支出比較 
 
 

 2008 年法（2013 年推計） 
(百万ドル) 

割合（％） 2014 年法 
(百万ドル) 

割合（％） 

I. 作物 58,765 6.04 44,458 4.65 

II. 環境保全 61,567 6.33 57,600 6.02 

III. 貿易 3,435 0.35 3,574 0.37 

IV. 栄養 764,432 78.57 756,432 79.09 

V. 信用 -2,240 -0.23 -2,240 -0.23 

VI. 農村開発 13 0 241 0.03 

VII. 研究 111 0.01 1,256 0.13 

VIII. 林業 3 0 13 0 

IX. エネルギー 243 0.02 1,122 0.12 

X. 園芸 1,061 0.11 1,755 0.18 

XI. 作物保険 84,105 8.64 89,827 9.39 

XII. その他 1,410 0.14 2,363 0.25 

 計 972,905 100 956,401 100 

出所：米国議会調査局（Congressional Research Service: CRS）報告書各種に基づき作成.  
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(6) 2008 年法各推計値と上院案、下院案、2014 年法の増減幅の比較 

2008 年法 (2012 年推計値)と 2012 年上下院案の増減幅、2008 年法（2013 年推計値)と
2013 年上下院案、2013 年後半下院案、2014 年法の増減幅を示した。 

削減の中核は、いずれの年の案でも増減幅が少なく、上下院ともに一定の削減額を提示

している項目である「作物」の部分であることが分かる。そして、それに対して同様に、

いずれの年の案にも、上下院ともに一定の増加を「作物保険」に加えることで、「作物」の

部分の削減幅を補完しようとする意図も一貫している。これは綿花への公的資金支援が「作

物」の部分から「作物保険」に移行したことによる。一方、前項でも示したように「栄養」

は下院案において、2013 年下院案（前半）と 2013 年後半案のいずれも最も大きな削減項

目となっている。なお、最終的に、2014 年法（7564.32 億ドル）は、2013 年上院案（7604.88
億ドル）から 40.56 億ドルの追加減でまとまった。 

図 1-7 2008 年法各推計値と上院案との比較（参考 2014 年法） 

 
出所：米国議会調査局（Congressional Research Service: CRS）報告書各種に基づき作成.  

図 1-8 2008 年法各推計値と下院案との比較（参考 2014 年法） 

 
出所：米国議会調査局（Congressional Research Service: CRS）報告書各種に基づき作成.  
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2. 2014 年農業法の概要 

2.1. はじめに：2014 年農業法の成立 

2014 年 1 月 29 日、下院は 251：166 で両院協議会がまとめた 2014 年農業法案（The 
Agricultural Act of 2014）を可決、上院も 2 月 4 日、68：32 で可決。その 3 日後 2 月 7 日、

大統領がそれに署名し、2014 年農業法は成立した。 
新農業法の策定作業が議会で始まったのは 2012 年 2 月であったから、2 年を要したこと

になる。アメリカ農業法史上、もっとも長期の時間を要した農業法である。 
まず、アメリカ農業法の特徴と新 2014 年農業法の特徴を簡潔にみる。そのうえで、2014

年農業法の内容を詳しく見ていくことにする。 
なお、この報告は、2014 年 2 月 10－14 日にアメリカ・ワシントン DC において行った

調査に基づいている。調査における面会者は表 1-2 のとおりである。 
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表 1-2 アメリカ調査（2012 年 2 月 10－14 日）訪問機関と面会者 
機  関 面 会 者    ポ ジ シ ョ ン 

上院農業委員会 J. Shultz 
G. Colvin  

上院農業委員長ステイブナウのスタッフ 
政策アナリスト 

下院農業委員会 M. Dunlap 
P. Thompson 
J. Maxwell 

下院農業委員長ルーカスのスタッフ 
     同上 
     同上 

下院農業委員会 C. Ogilvie 下院農業委員会・民主党筆頭ピーターソンの 
スタッフ 

アメリカ農務省 
チーフエコノミスト

室 

R. Johansson 
J. Hafemeister 
S. Meyer 

チーフエコノミスト室・次席（COOL） 
シニアエコノミスト（WTO） 
農業エコノミスト（新農業法） 

アメリカ農務省リス

クマネッジメント局 
K. Lanclos 戦略データ取得・解析 課長 

    
ファーマーズユニオ

ン(NFU) 
C. Goule 
M. Stranz 

副会長 政府関係 
政府関係代表 

ア メ リ カ コ メ 連 合

（USA Rice） 
R. Cummings 
L. Echols 
G. F. Spencer 

専務 
政府関係・上級部長 
経済・政策分析部長 

全国牛乳生産者連合 
（NMPF） 

P. Vitaliano 
 

副社長 経済政策とマーケットリサーチ  
 

全国トウモロコシ生

産者協会（NCGA） 
Ｓ. Willett 
Z. Kinne 

公共政策上級課長 
公共政策課長 

アメリカ小麦連合 
US Wheat Associates 

A. Ｔ. Tracy 
S. Schlecht 
V. Peterson 

社長 
副社長（政策） 
副社長（海外） 

ラッセル グループ 
(The Russell Group) 

T. Redpath 代表 

アメリカ食肉協会 
（AMI） 

M. Dupp 
J. Hodges 

副社長 
 同上 

インフォルマ エコ

ノミックス 
J. Wiesemeyer 
R. Bernard 
J. Somers 

上級副社長 農業・貿易政策 
政策アナリスト 
ワシントン所長 
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2.2. アメリカ農業法の基本的特徴 10 

(1) 包括法 

アメリカ農業法には、アメリカ農務省が所管する全ての政策が含まれている。 
2014 年農業法の構成を挙げれば、「1 作物、2 保全、3 貿易、4 栄養、5 信用、6 農村開発、

7 研究・普及、8 森林、9 エネルギー、10 園芸、12 作物保険、13 雑」となっている。 
このように分類されている農務省所菅の全政策のあり方が、農業法によって決定される

わけである。 
 

(2) 農業政策だけでなく食料補助政策を含む 

農業法の構成に示されているように、農業法は、栄養政策｛低所得層への食料補助政策：

その中心は栄養補充支援計画（Supplemental Nutrition Assistance Program: 旧フードス

タンプ計画。以下フードスタンプとする）｝を含んでいる。農務省が栄養政策＝食料補助政

策を所管しているのである。今日（2011 年度）では、アメリカ農務省の支出総額 1394 億

ドルの実に 77％を栄養・食料計画が占め、フードスタンプだけでも総額の半ば 706 億ドル

に及ぶ（表 1-3）。フードスタンプの受給者は、2010 年度で 4030 万人、アメリカ総人口の

13％に及んでいるからである。 

表 1-3 アメリカ農務省の支出総額と主要内訳（2011 年度） 
       項   目    億ドル     ％ 

栄 養 ・ 食 料 計 画      1,075        77.1 

 （うち、フードスタンプ）        (706)        (50.6) 

価格・所得支持(1)と作物保険        137         9.8 
   保 全 計 画         60         4.3 
   総   額      1,394       100 

注 1）輸出支援を含む。 
出所：USDA, FY2013 Budget Summary and Annual Performance Plan, 2012.  

(3) 時限法 

アメリカ農業法は、実施期間が限定された時限法である。2008 年農業法の期間は 5 年（た

だし、2013 年 1 月に 1 年延長）。2014 年農業法の期限も 5 年である。 
実施期間が終わりに近くなれば、全ての政策が検討され、再設定されることになる。 
 

(4) 議会による策定と大統領の承認 

農業法（農業・食料政策）の策定は、農業委員会を中心に議会において行われる。歳入・

                                                   
10 服部信司「アメリカの農業政策はどう決まるか－農業法の形成プロセスと新（2014 年）農業法成立への

経緯－」、昭和堂『農業と経済』2014，4 臨時増刊号（近刊）、160-162 頁による。 
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歳出（＝予算）についての決定権を議会が持っていることによる。 
政府＝農務省は、議会が決定した政策（法案）を実施する行政・執行機関として位置し

ている。3 権分立が実行されているのである。 
議会が可決した法案は、大統領が承認－サインして初めて法として成立する。大統領は、

議会が成立させた法案に対し、サインしない権限＝拒否権を持っている。大統領が拒否し

た場合、議会が三分の二の多数で可決すれば、法案は大統領の拒否権を乗り越えて成立す

る。 
2014 年農業法については、オバマ大統領は、議会通過後、直ちに署名した。両院協議会

案を評価してのことである。 
 

2.3. 2014 年農業法の特徴 

(1) 高価格・高所得下の農業法の形成 11 

(i) 高価格下のアメリカ農業 

アメリカ農業は 2007 年以降、高価格・高所得の好況状態を続けている。 
穀物価格が上昇に転じる前＝2005/06 年度（2005 年 9 月→06 年 8 月）のトウモロコシ農

場販売価格は、ブッシェル（25.4kg）2.0 ドルであった。それが、2007/08 年度に 4.3 ドル

（2005/06 年度の 2.1 倍）に高騰し、金融危機の下で一時 3.7 ドルに下がったものの、2012
年の干ばつの発生を受け、2012/13 年度には 6.9 ドル（同 3.5 倍）に上昇した（図 1-9）。
2013年 12月の価格は 4ドル台前半に下落しているが、なお、2005/06年度の 2.2倍である。

2006/07―2010/11 年度平均の農場販売価格をとすれば 4.26 ドル、2005/06 年度の 2.1 倍と

なる（表 1-4）。 
この状況は、大豆・小麦・コメについても同じである。2007 年度以降 7 年間、価格の高

騰状態が続き、それが構造化してきた。 

                                                   
11 服部信司「アメリカ次期農業法の動向－背景、上院案・下院農業（単独）案、今後－」、農林統計協会『日

本農業年報』60 号、2014 年 3 月、「第 2 章 次期農業法の背景」（86－93 頁）による。数値は 2013 年

のものにアップデート。 
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図 1-9 アメリカのトウモロコシ：農場価格と生産費(1)の目標価格 

 
注１）全算入生産費 
注２）年度：9 月→翌年 8 月。 
注３）2011/12、2012/13 の価格高騰は 2012 年夏の干ばつによる。 
出所：アメリカ農務省。 

 

表 1-4 主要穀作物の農場販売価格（2005 年、2011 年） 
（ドル/ブッシェル（１）） 

作 物 2005/06 年度 2012/13 年度 2006/07―
2010/11 年度平均 

 トウモロコシ    2.00  (1)    6.89  (3.4)    4.26  (2.1) 
  大 豆    5.66  (1)   14.4   (2.5)   10.39  (1.8) 
  小 麦    3.42  (1)    7.77  (2.3)    6.17  (1.8) 
  コ メ（2）    7.65  (1)   14.50(3) (1.9)   13.96  (1.8) 

注１）トウモロコシ 25.4kg、小麦・大豆 27.2kg。 
注 2）ドル/100 ポンド（45.3kg）。 
注 3）2013 年 1 月。 
出所：USDA（アメリカ農務省）、Agricultural Statistical Indicator, Oct. 2012, ほか。 

 
2011 年のトウモロコシの農場販売価格 6.20 ドルは、2010・11 年平均の生産費（自作地

地代分等を含む全算入生産費）4.04 ドルの実に 1.5 倍となる。大豆 11.70 ドルは、同生産

費 8.80 ドルの 1.3 倍、小麦の場合も 1.1 倍である（表 1-5）。 
 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
ド
ル
／
ブ
ッ
シ
ェ
ル

 

農場価格 生産費 

目標価格：2.63 



 

15 
 

表 1-5 主要穀物の農場販売価格・目標価格・生産費 
（ドル/ブッシェル） 

 販売価格（2011） 目標価格（1） 生産費（2010－11 平

均） 
トウモロコシ 6.20  (2.4) 

<1.5> 
2.63  (1) 4.04 

<1> 
大  豆 11.70  (2.0) 

<1.3> 
6.00  (1) 8.80 

<1> 
小  麦  7.30  (1.8) 

<1.1> 
4.17  (1) 6.62 

<1> 

コ  メ（2） 
 

14.20  (1.4) 
<1.1> 

10.50  (1) 
 

12.83  
<1> 

注 1）不足払いの発動基準（2000 年代前半の生産費に近い）。 
注 2）ドル/100 ポンド（45.3kg）。 
出所: USDA, Corn production costs and per planted acres, 2008-2009, ほか。 

その結果、2013 年の農業所得は、史上空前の 1305 億ドル｛1 ドル 100 円（以下同じ）

として 13 兆 500 億円｝に、2012 年も 1140 億ドル（11 兆 4000 億円）に達している。2007
―11 年の 5 年間平均の農業所得は 793 億ドルであり、1991―2000 年平均 674 億ドルの 1.2
倍に及ぶ（表 1-6）。1992－2007年へと15年間で農業所得が半減した日本農業と比べると、

アメリカ農業の好況が際立つといえよう。 
こうした価格高騰と高水準の農業所得が持続している背景には、大量のトウモロコシ（生

産量の 4 割：1 億 2700 万トン）がエタノール生産に使用され、穀物需給の内容が食料需給

から食料・エネルギー需給へ変化し、食料需給が構造的にタイト化してきたことがある。 

表 1-6 アメリカの農業所得（2011、1991－2000 平均） 
（億ドル、％） 

 2013（１） 2007―11 平均 2001－10 平均 1991－00 平均 
農業所得  1305     793  674     461 
比較    2.8     1.7     1.5    1 

    1.6     1.2      1  
注 1）2014 年 1 月時点の予測。  
出所： USDA, Agricultural Outlook, Dec.2001, Agricultural Statistical Indicator, 

Dec.2011, US Farm Sector Financial Indicators,2010-14F. 

(ii) 高価格下における固定支払いの問題→2014 年農業法における廃止 

価格が高騰しているもとでは、これまでのアメリカ農業政策の「かなめ」をなしてきた

不足払い型政策は発動される必要がない。2011年のトウモロコシ農場販売価格6.20ドルは、

「新しい不足払い（CCP：価格変動対応型支払）」12の発動基準である目標価格（ブッシェ

                                                   
12 新しい不足払い（Counter Cyclical Payment: CCP）：2002 年農業法において導入。目標価格（2005 年

までは生産費とほぼ同じ水準）と「販売価格＋固定支払」の差を補償。不足払いの一種。直訳すれば、

反循環支払（価格の下落に対する支払）。農水省は「価格変動対応型支払」と訳しているが、それでは分
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ル 2.63 ドル）をはるかに上回っているからである（前掲表 1-5）。大豆、小麦についても同

じである。 
唯一、支払が行われてきたのが固定支払いである（年総額約 50 億ドル＝4500 億円）。固

定支払いは、価格に関係なく、毎年一定額が穀作物ごとに支払われる。 
だが、“このように価格の高騰状態が続き、空前の農業所得が生まれているなかで、何故、

固定支払いが行われる必要があるのか”という疑問が広く発せられた。その結果、2014 年

農業法において固定支払いは廃止となる。 

(iii) 作物保険が政策（支出）の中軸になる 

このように、従来のアメリカ農業政策の中軸であった不足払い型政策が高価格のもとで

水面下に沈むなかで、政策発動の中軸となったのが作物保険－より具体的には作物収入保

険－である。作物保険への支出は、2003 年度の 21.3 憶ドルから 2006 年度には 2 倍の 40.5
億ドル、2010 年度には 3.3 倍の 69.8 億ドルに増大してきた（表 1-7）。さらに、作物保険

への支出は、08 年度において価格所得支持関係の支出を上回り、2010 年度以降その状態が

引き続いている。高価格が続くもとで、政策支出＝政策の軸が、従来の価格・所得支持か

ら作物保険に移り変わったのである。 

表 1-7 財政支出額：価格所得支持関係(1)と作物保険（2003－2011） 
（億ドル、％） 

年 度(2） 2003 06 08 09 2010 2013 
価格所得支持 
関係 (A) 

126.9 202.6 56.4 95.0 64.9 50.0 
  

作物保険 (B) 
 

21.3 40.5 58.4 79.0 69.8 
  

102.2 
  (3) 

割合（B/A）(%) 16.7 20.0 104 83.1 108 204 
注 1）価格支持、固定支払い、新しい不足払い（CCP），融資不足払い、酪農所得補償政策

（MILC），平均作物収入・選択支払い（ACRE）。 
注 2）前年 10 月→当年 9 月.  
注 3）2012 年の干ばつで補償支払額が拡大。 
出所：Agricultural Statistical Indicator, Dec. 2011. USDA, Budget Summary, FY2013．  

作物保険面積（作物保険をかけた面積）は、2000 年 8260 万 ha から 2013 年 1 億 1800
万 ha へと 1.4 倍に拡大している。2013 年産における主要作物の作付面積に対する保険参

加面積の比率はトウモロコシ 88.8%、大豆 88.1％、小麦 86.4%、コメ 84.6％であり、84％
を超えている（表 1-8）。 
  

                                                                                                                                                     
かりにくいので、「新しい不足払い」としている。 
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表 1-8 主要穀作物：種類別・作物保険加入面積（2013 年産） 
（万 ha、%） 

 トウモロコシ 大 豆  小 麦  コ メ 
収入保険 
 

3,088 (91.1) 2,421 (89.8) 1,647(84.8)   34.4(37.7) 

単収保険 
 

  299(8.9)   275 (10.2)   295 (15.2)   57.0 (62.3) 

合 計 
 

3,387 (100) 
<88.8> 

2,696 (100) 
<88.1> 

1,942 (100) 
<86.4> 

  91.4 (100) 
<84.6> 

作付面積 
 

3,816 
<100> 

3,060 
<100> 

2,248 
<100> 

100 
<100> 

出所；USDA/RMA. 

2013 年の収入保険・単収保険別の加入面積で見ると、収入保険がトウモロコシで 91%、

大豆 90%、小麦 85％、コメ 38%（前掲表 1-8）となっている。収入保険の割合が 85％を

超えている中西部のトウモロコシ、大豆、小麦とその割合が 40％に達しない南部のコメと

の間に、収入保険のウエイトに違いがあることが分かる。これが、中西部（トウモロコシ・

大豆・小麦）：収入保障と南部（コメ・落花生）：価格損失補償（不足払い）との間で政策

要求が違う背景の一つになっている。 
 

(2) 支出削減の要請下における農業法の形成 

アメリカの財政赤字は、リーマンショックを契機にした金融危機、それに対処する財政

支出・拡大の過程で急拡大した。2011 年度の財政赤字は 1 兆 6451 億ドル（支出 2 兆 8188
億ドルの 58%、GDP の 43％）に達し、2011 年度末（2011 年 9 月）の連邦政府の負債残高

は 15 兆 4762 億ドル（GDP の 103%）に及ぶと予測されるに至った。こうして財政赤字削

減が重大問題になったのである。 
これに対し、2011 年 7 月、「超党派合同委員会を設立し、11 月 23 日までに 1.5 兆ドルの

赤字削減案を策定する。案がまとまらなければ、2013 年 1 月から 10 年間 1.2 兆ドルの一

律削減を強制的に行う」とする財政管理法が成立した。 
これに対応し、下院農業委員長F．ルーカス（共和党）、上院農業委員長D．スタビナウ（民

主党）が 10 年間で 230 億ドルの支出削減を行おうとする次期農業法骨格案(2011 年 11 月)
を策定した 13。 
ただし、当の超党派委員会が、1.2 兆ドルの赤字削減案を策定することに失敗したために、

両農業委員長による次期農業法・骨格案も流れた。 
しかし、両農業委員長が取りまとめた次期農業法骨格案は、2012 年以降の上院案、下院

農業委員会案の基礎をなしている。財政支出削減への対応を課題として、2014 年農業法は

                                                   
13 両農業委員長による次期農業法骨格案（2011 年 11 月）について、詳しくは、平成 23 年度海外農業情

報調査分析事業 「海外農業情報調査分析（米州）報告書」2012 年 3 月、を見られたい。 
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形成されたのである。 
このように、農業法が財政支出削減を課題として形成されるというのは、1996 年農業法

（7 年間で 134 億ドルの削減）以来のことであった 14。 
 

(3) 2014 年農業法における支出削減額 

CBO（議会財政室）の推定によれば、2014 年農業法は、10 年間で作物関係の支出を 86
億ドル減、保全政策で 60 億ドル減、栄養政策（主としてフードスタンプ）で 80 億ドル減

となり、以上の主要 3 分野で 10 年間 206 億ドルの支出減をもたらす、とされる（表 1-9）。 

表 1-9 支出削減の内訳：2014 年農業法・上院案と下院案 
（億ドル） 

 作  物  保  全  栄 養(1)   合  計 
2014 年農業法(2) 86(3)       60       80        206 

上院案     130       60      40        230 

下院案     130       60     400        590 
注 1）栄養補充支援計画（SNAP：旧フードスタンプ計画。低所得層に対する食料補助）な

ど。 
注 2）リサーチなどを含む全体としては 10 年間で 165 億ドルの削減。10 年間 9560 億ドル

の支出予測。CBO による。 
注 3）作物の減（143 億ドル）と作物保険の増（57 億ドル）を相殺。 
出所：CBO（議会財政室）。 

作物関係の 86 億ドル減は、作物 143 億ドル減と作物保険 57 億ドル増（主として、綿花

が作物政策から作物保険に移行したことによる）を合算した結果である。 
なお、研究・普及などすべての分野を含む農務省全体の支出としては、10 年間で 165 億

ドルの削減となる。 
これを、上院案・下院案と比較すると、作物（保険を除く）と保全については、上院案

と下院案はほぼ同じであるが、栄養政策（80 億ドル減）については、上院案 40 億ドル減、

下院案 400 億ドル減と異なる。栄養 80 億ドル削減は、両院協議会における協議・調整の結

果である。その内容は、「2.8. フードスタンプ」においてふれる。 
以上の支出削減は、2014 年農業法における政策変化・政策修正の結果である。以下、2014

年農業法の主要ポイントをみていくことにする。 
 

                                                   
14 1996 年農業法は、「7 年間で 134 億ドルを削減」する財政決議に対応して策定された。服部信司『大転

換するアメリカ農業政策』農林統計協会、1998 年 1 月、26－28 頁。 
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2.4. 収入・所得保障（補償）政策 15 

(1) これまでの（2008 年農業法における）収入所得保障政策 

これまでの収入所得保障政策＝2008 年農業法における穀作物（穀物、油糧種子、綿花）

に対する収入所得保障政策は、「固定支払+“新しい不足払い（CCP）と平均作物収入・選

択支払（Average Crop Revenue Election Payment: ACRE）のいずれかを選択する“」と

いうものであった 16。 
固定支払は、価格状況に関係なく、作物ごとに固定された一定額が毎年支払われる。総

額は約 50 億ドル（5000 億円）である。 
新しい不足払い（CCP）は、「固定支払＋販売価格」が目標価格（2005 年まで生産費と

ほぼ同じ水準）を下回った場合に、その差を補償するために支払われる。しかし、2006 年

末以降、穀物価格が高騰するなかで、その発動は無くなっていた。 
こうしたなかで、平均作物収入・選択支払（ACRE）が、2008 年農業法において導入さ

れた。これは、高騰した価格を前提に収入を保障しようとするものであり、当該作物の州

の収入が州の保証額｛（最高と最低の年を除く 5 年間の州の平均単収）x（全国平均価格の

２年間平均）x0.9｝を下回った時、その差（または、州の保証額の 25％のいずれか小さい

方）が払われる、というもの。ただし、固定支払を 20％削減しなければならない。生産者

は、新しい不足払いか、ACRE か、いずれかを選択するとされた。 
では、ACRE への参加はどうであったかといえば、参加率は極めて低かった。数％にと

どまった。価格が高騰する状況が続く中で、生産者は、年内の価格変動に対しては作物収

入保険で対応し、固定支払を 20％削減される ACRE には参加しなかったのである。 
価格高騰状況の中で、作物収入保険の活用が進む一方、固定支払が支払われ続けるとい

う事態が続いていたわけである。 
 

(2) 固定支払い・新しい不足払い・ACRE の廃止 

2014 年農業法において固定支払は廃止となった（表 1-10）。新農業法の策定作業が始ま

る当初から、固定支払の廃止は、ほぼすべての関係者が前提としていた。2012 年の上院案、

下院農業委員会案も、廃止としていたのである。 
  

                                                   
15 2014 年農業法の内容は、The Agricultural Act of 2014 による。個々の引用は略す。CRS, The 2014 Farm 

Bill: A Comparison of the Conference Agreement with the Senate Passed (S. 954) and House Passed 
(H.R. 2642) Bills, Feb.5, 2014 も参照している。 

16 服部信司『価格高騰・WTO と 2008 年農業法』農林統計協会、2009 年、66－67、73－75 頁。 
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表 1-10 2008 年農業法、2014 年農業法、上院案・下院案 
（１） 

2008 年農業法 上院案（2013 年 6 月） 下院案（2013 年 9 月） 2014 年農業法 
生産調整なし 同左 同左 同左 
自由生産 

（野菜・果樹以外） 
同左 同左 同左 

固定支払:50 億ドル 廃止 廃止 廃止 
新 し い 不 足 払 い

（CCP）(1) 
廃止 価格損失補償（PLC）

として継続 
下院案と同じ 

平均作物収入・選択支払

（ACRE）(2) 
CCP か ACRE のいずれ

かを選択。 

収入保障（ARC：基準

保証額の 79-89％を保

障）に代える。 

上院案とほぼ同じ。 
保障は 75-85％。 
収入保障か、価格損失補

償を選択。 

収入保障（ARC）に代

える。保障は 76-86％。

収入保障か、価格損失補

償を選択 
価格支持 継続（価格支持水準は

08 年農業法と同じ） 
継続（同左） 継続（同左） 

融資不足払い(3) 継続 継続 継続 
 補足的カバーオプシ

ョン（SCO：保険）。期

待収入の 75-90％を保

障。 

上院案と同じ。 
価格損失補償とのみ

併用可。 

期待収入の 86％まで

補償。価格損失補償との

み併用可。 

支払い上限 
固定支払：4 万ドル 
CCP：6.5 万ドル 
融資不足払い：上限なし 
妻も受給可(4) 

1 人 5 万ドル。 
夫婦 10 万ドル。 

収入保障+価格損失補

償：5 万ドル。融資不足

払い：7.5 万ドル。 
合計 12.5 万ドル。 
夫婦 25 万ドル 

1 人 12.5 万ドル。 
夫婦 25 万ドル。 

直接支払いの受給資格 
固定支払：農業・課税所

得＜75 万ドル。 
すべての直接支払い：非

農業・課税所得＜50 万

ドル 

課税所得＜75 万ドル 課税所得＜95 万ドル 下院と同じ 

注 1）目標価格（生産費とほぼ同じ）と「販売価格+固定支払い」の差を補償。 
注 2）州の平均収入の 90％を保障。ただし、固定支払いを 20％削減。 
注 3）販売（市場）価格が価格支持水準を下回った場合には、価格支持水準と販売価格の

差をマーケテイングローン・ゲインとして補償。 注 4）妻も、農業に従事していれば、

受給しうる。 
出所：The Agricultural Act of 2014. US Senate, Agriculture Reform, Food, Jobs Act of 

2013. House Agriculture Committee, Federal Agricultural Reform and Risk 
Management Act. CRS, The 2014 Farm Bill: A Comparison of the Conference 
Agreement with the Senate Passed (S. 954) and House Passed (H.R. 2642) Bills, 
Feb.5, 2014. 

新しい不足払い、ACRE も廃止となった。ただし、新しい不足払いは価格損失補償（Price 
Loss Coverage: PLC。不足払い制度）に代わり、ACRE は、収入保障（Agriculture Risk 
Coverage: ARC。基準収入の 86％を保障）に代わった（前掲表 1-10）。 

収入保障は、この間の価格の上昇がもっとも大きく、同時に、収入保険への生産者の参

加が進んでいるトウモロコシ・大豆（中西部）が強く要請してきた。他方、価格損失補償

は収入保険への参加率が低いコメや落花生（収入保険がない）などの南部作物が強く要請

してきたものである。 
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(3) 収入補償（ARC）と価格損失補償（PLC）の選択 

生産者は、収入保障か、価格損失補償かのいずれかを選択する。 
選択は、作物ごとである。ただし、後に見るように、農場ベースの収入保障の場合には、

全農場（全作物）が収入保障となる。 
当初、上院案は収入保障だけで、価格損失補償は含んでいなかった（前掲表 1-10）。価

格損失保障（不足払い）は、“WTO協定上、保護削減を求められる「黄の政策」である。ま

た、生産者の作付決定を（市場価格に対応すべきものから、目標価格に対応するものに）

歪める”というのが、その理由であった 17。 
これに対し、下院は、「数年間に及ぶ価格下落に対するセーフティネット（価格損失補償）

が必要である。作物保険は数年間に及ぶ価格の下落には対応しえない」とし、価格損失補

償と収入保障の二本立て、その選択を当初から提起した。その背景には、上述のように、

収入保障の前提となる作物収入保険が、コメや落花生などの南部作物においては、あまり

普及していない（落花生には収入保険がない）という事情もあった。下院は「アメリカ農

業の多様性に対応するには、単一の作物政策ではなしえない」（ルーカス下院農業委員長）

としていたのである。 
この 2 年間の策定過程で、上院は姿勢を変えてきた。2013 年の上院案において、収入保

障に「逆境市場支払（Adverse Market Payment: AMP）を加えたのである。 
これは、下院の価格損失補償と同じ「価格下落に対するセーフティネット（不足払い）」

であり、これによって、上院と下院の間の収入・所得保障政策についての違いは縮小し、

次期農業政策についての上院と下院の間の収れんが進んだのである。 
 

(4) 価格損失補償（PLC） 

(i) 目標価格の引き上げ 

価格損失補償の基準となる目標価格（Reference Price18）が引きあげられた。この間の肥

料・農薬などの投入財価格の上昇に応じて引き上げられたのである 19。 
                                                   

17 今日のように、目標価格を上回って価格が上昇している下では、生産者は、各作物の市場価格を見て、

作付面積の決定をしているのであって、目標価格は関係しない。この点からいって、作付決定について

の上院の論拠は、やや実態にそぐわない。両院協議会（2013 年 11 月－2014 年 1 月）において、ＷＴＯ

協定への整合性の考慮は、支払対象面積を作付面積（下院）から、過去面積（基準面積：上院）にする、

という形でおこなわれることになった。 
18 Reference Price：直訳すれば、参照価格である。しかし、実際は、不足払いの基準価格であり、これま

での Target Price（目標価格）と同じであるので、目標価格とする。 
19 目標価格と生産費の関係：1973 年農業法において、目標価格の水準は、「各作物の生産コストに需給状

況を勘案して決められる」とされた。70 年代－80 年代初めは、毎年農務省が決定したが、82 年以降は、

農業法において事前に一括決定された（81 年農業：82－85 年、86 年農業法：86－90 年、90 年農業法：

91－95 年）。91－95 年については、90 年レベル（トウモロコシ：2.75 ドル/ブッシェル）に凍結された。

89-93 年平均のトウモロコシ生産費は 2.63 ドルであったから、目標価格と生産費はほぼ同じ（目標価格

がやや高い）レベルであった。2002 年農業法で復活した目標価格は 2.63 ドル／ブッシェル。1999-2001
年平均の生産費は 2.62 ドルであったから、目標価格の水準は生産費と同じであり、生産費に基づくとい

える。なお、99-01 年の生産費 2.62 ドルは、89-93 年平均生産費 2.63 ドルとほとんど同じである。これ
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トウモロコシの目標価格は、これまでのブッシル 2.63 ドルから 3.70 ドルへと 41％引き

上げられた（表 1-11）。新たな目標価格 3.70 ドルを 2009 年－10 年平均の生産費 3.64 ドル

と比較すると、その 102％に当たる。2007 年以降急上昇してきた生産費（前掲図 1-9）の

2010 年水準に引き上げられたといえよう。コメは、これまでの 100 ポンド（45.3 ㎏）10.5
ドルから 14 ドルへと 33％引き上げられた。14 ドルは 2009－10 年平均の生産費 12.73 ド

ルの 119％に当たる。 

表 1-11 目標価格：現行、2014 年農業法、上院案・下院案と生産費 
（１）（ドル/ブッシェル） 

 現行目標価格 上 院 案(2) 2014 年農業法 
下 院 案 

生 産 費（１） 

トウモロコシ   2.63  (100) 
  

  3.13  (119) 
 <86> 

   3.70  (141) 
 <102> 

    3.64 
   <100> 

大 豆   6.00  (100) 
  

  6.68  (111) 
 <83> 

   8.40  (140) 
 <104> 

    8.06 
   <100> 

小 麦   4.17  (100) 
  

  3.97  (96) 
 <65> 

   5.50  (132) 
  <89> 

    6.15 
   <100> 

コ メ（3）  10.50  (100) 
 

 13.33  (127) 
<114> 

  14.00  (133) 
 <119> 

   11.73 
   <100> 

注 1）2009 年・10 年平均。 注 2）コメ以外：（市場価格の 5 年平均オリンピック価格）

ｘ0.55。5 年：2008－12 年。注 3）ドル/100 ポンド（45.3kg）。 

この目標価格の引き上げ水準は、下院案の通りである。上院案は、目標価格を取り入れ

たとはいえ、コメ以外の作物の目標価格の水準は、市場価格（過去 5 年間の最高と最低を

除く中庸 3 年間の市場価格の平均）の 55％としていたので、上院案のトウモロコシの場合、

生産費の 83％にとどまっていたのである。 

(ii) 支払単収のアップデート 

価格損失補償に入る作物の支払単収（支払額の計算に用いる単収）は、2008 年－12 年平

均の単収の 90％に更新できる。これまでは、1998－2001 年の平均単収 20であった。 
価格損失補償に入ると予想されるコメや落花生の作付面積は、トウモロコシ・大豆・小

麦に比べると少ないから、これによる支払額の増大は限られているので、支払単収の更新

が認められたものと考えられる。 

(iii) 支払額の算定 

目標価格に販売価格（販売年度 12 か月間の全国平均価格）が達しない場合に、その差に

                                                                                                                                                     
は、その 10 年間における単位面積当たりの生産費の増を収量増が相殺しているからである。この関係は

2005 年まで続く。１ブッシエルあたり生産費が増大に転じるのは 2007 年以降である（図 1-9 参照）。

その結果、2014 年農業法において、90 年代以降初めて生産費の上昇に対応する形で目標価格の引き上

げが行われた。服部信司『前掲：大転換するアメリカ農業政策』9-14 頁。USDA/ERS, Corn Cost of 
Production, Recent Estimates. 

20 厳密に言えば、1998 年－2001 年の平均単収、計画単収（1980 年代前半の単収）のうち、生産者が選ん

だ方。 
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ついて支払われる。支払額は、（その差）ｘ（支払単収）ｘ（基準面積ｘ0.85）。 

(iv) 農場の総基準面積のなかでの各基準面積の変更・再配分 

これまでの基準面積は、「98－01 年の作付面積の平均」、または「91－95 年の作付面積の

平均」のうち、生産者が選択した方の面積であった。それを、農場の総基準面積の枠内で、

これまでの基準面積と「2009－12 年の平均作付面積」のうち、生産者が選択する方に変更

しうる。農場の作物の基準面積を再配分し得るとした。農場の総基準面積を変更しないと

いう枠内において、各作物の基準面積を直近の作付面積に変更しうる、各作物の基準面積

を再配分し得る、としたのである。 

(v) 支払い対象面積＝基準面積（過去面積）に至る議論 

下院は、農業法の策定過程（下院農業委員会案 21）で、支払い対象面積（支払額を算定

する際に用いる面積）について、これまでの基準面積（過去面積）から作付面積に変更し、

作付の実態に則すべき、とした。これに対し、上院は、「作付面積に変更すれば、それに伴

う財政支出は保護削減対象の『黄の政策』に該当することになる」22として、これまで通り

基準面積とすべきとした。両院協議会は、WTO整合性を重視し、上院案としたのである。 
その一方で、上述のように、農場の総基準面積の枠内において、各作物の基準面積をこ

れまでの“98－01 年の作付面積の平均、または 91－95 年の作付面積の平均”から直近の

「2008－12 年平均の作付面積」に変更しうる、各作物の基準面積を再配分し得るとした。

これは、支払い対象面積を、WTO 整合性を考慮して基準面積（過去面積）としつつ、その

内実を現在の作付面積に近いものにしようとしたもの、といえよう。下院の意向もそれな

りに実現されているとみられる。 
 

(5) 収入補償（ARC） 

(i) カウンティべースか、農場ベースか、を選ぶ 

収入保障を選択する場合には、カウンティ（郡）べースの収入保障（カウンティ ARC）

とするのか。個別農場をべースとする収入保障（農場 ARC、または、個別 ARC）とするか

を選択する。ただし、前述のように、農場べースの収入保障とする場合には、農場の全作

物を収入保障とする。その場合には、価格損失補償はオプションとならない。 

                                                   
21 House Agriculture Committee, Federal Agricultural Reform and Risk Management Act. 
22 WTO 整合性を強く主張したのは、上院農業委員 P. ロバーツ(Roberts、カンサス州)であった。ロバーツ

は、2013 年 1 月まで、上院農業委員会の野党筆頭（ランキングメンバー）であったから、筆頭時代の影

響力は大きかった。なお、ロバーツは、1996 年農業法作成の中心人物（当時、下院農業委員長）であっ

たから、96 年農業法における「不足払いの廃止・固定支払への移行」に強いこだわりがあったと考えら

れる。当初の上院案（2012 年）が収入保障のみで価格損失補償を含まなかったのには、ロバーツの意向

が働いていたとみられる。上院農業委員会のランキングメンバーがロバーツからコクラン（アーカンソ

ー州：コメ生産州）に代わったことにより、上院案に目標価格を取り入れる方向が進んだと考えられる。

なお、このランキングメンバーの交代は、両院協議会の協議－妥協をスムーズに進ませた｛アメリカ小

麦連合、Ａ．トレイシー（Tracy）会長｝。 
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(ii) カウンティ ARC の場合 

当年のカウンティの「作物収入額」｛（カウンティの平均単収）ｘ（年度平均の全国販売

価格）｝が、「基準収入額の 86％」よりも少ない場合に、その差の支払いが行われる。基準

収入額は、（カウンティの 5 年オリンピック平均単収）ｘ（5 年オリンピック平均全国販売

価格）。ここで、“オリンピック平均”とは「最低と最高の年を除く中庸年の平均」のこと

である。 
保障の幅は 10％。当年の作物収入額が基準収入額の 76％まで低下しても、基準収入額の

86％が保障されるわけである。75％以下は、生産者が加入する保険でカバーするという前

提に立っている。 
なお、全国平均価格が目標価格よりも低い場合には、全国平均販売価格の代わりに、目

標価格が用いられる。収入保障においても、目標価格が最低保証価格（＝セーフティネッ

ト）の役割を担っているのである。 
対象面積は基準面積の 85％。基準面積の 85％に対して支払いが行われることになる。 

(iii) 農場 ARC の場合 

農場の生産している各作物の収入（「作物の生産量」ｘ「販売年度・全国平均価格」）の

総計額が、各作物の基準収入額（各年度の収入額の 5 年オリンピック平均額）の総計の 86％
を下回った場合に、その差の支払いが行われる（表 1-12）。 

保障の幅は、カウンティベースの場合と同様、10％。当年の収入額の総額が基準収入額

総計の 76％まで低下しても、基準収入額の総計の 86％が保障されるわけである。 

表 1-12 収入保障（ARC）：カウンティベースと農場ベース 
 カウンティベース 農 場 ベース 

支払が行われる場合 「実際の作物収入額＜リスクカバー額」の場合 
 

実際（当年）の作物 
収入額 

（カウンティの平均単収）ｘ 
（年度平均の全国販売価格） 

（当該作物の生産量）ｘ 
（年度平均の全国販売価格）。各作

物の実際の収入額の総計 
リスクカバー額 「基準（ベンチマーク）収入」ｘ0.86 

 
基準（ベンチマーク） 
収入 

（カウンティの 5年オリンピック平

均単収）ｘ（5 年オリンピック平均全

国販売価格） 

（農場の各年度収入額）の 5 年オリ

ンピック平均。 

全国平均販売価格の

代わりに目標価格を用

いる場合 

「全国平均販売価格＜目標価格」の場合 
 

対 象 面 積 基準面積(の 85％ 基準面積の 65％ 
 

 
 
全国平均販売価格が目標価格を下回った場合には、目標価格が用いられる。 
対象面積は基準面積の 65％。カウンティベース 85％よりも少ない。カウンティベースの

場合には、個々の農場の単収は平準化されてカウンティの平均単収となるが、農場ベース
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の場合には、カウンティ平均からの乖離が発生し、支払がカウンティベースの場合よりも

増大するから、対象面積を引き下げているのである。 
 

(6) 補足的カバーオプション（SCO：保険） 

さらに、所得保障を補足するものとして、補足的カバーオプション（保険）が導入され

た。 
これは、収入（保険設計上の期待収入、または期待収量）の 86％までを保障する。生産

者の収入保険の利用を前提にする。この保険料補助は 65％。平均 62％よりやや高い。 
価格損失補償（PLC）のみが併用可。収入保障（ARC）は、保険でないとはいえ、SCO

に似ている（保障率も 86％で同じ）のであり、SCO と重複するから、収入保障との併用は

不可とされる。 
SCO は、来年（2015 年）産から実施に移される。 
価格損失補償を用いるとみられるコメは、この導入を評価している 23。作物収入保険の

普及が低い状態を補うものとして考えられているとみられる。 
 

(7) 支払い額の上限と受給資格 

(i) 支払い額の上限 

現行（2008 年農業法）は、①固定支払い 4 万ドル、②新しい不足払い 6.5 万ドル、③融

資不足払い（マーケテイングローン・ゲイン）は制限なし、である。これを①、②、③の

すべてを含み、一括して 12.5 万ドル（1250 万円）、夫婦（妻が農業に従事している場合）

で 25 万ドル（2500 万円）とした。上院案は一人 5 万ドルであったからその 2.5 倍になる。

下院案は、収入保障と価格損失補償：5 万ドル、融資不足払い 7.5 万ドル、合計 12.5 万ド

ル、夫婦 25 万ドルであったから、その内部区分を外したことになる。農業団体は、この一

括 12.5 万ドルの上限設定を「柔軟な措置」として歓迎している 24。 

(ii) 受給資格 

直接支払いの受給資格は、これまで、①固定支払いについては、農業課税所得｛農産物

販売収入－（現金費用+減価償却）｝が 75 万ドル以下、②すべての直接支払いについて農外

課税所得が 50 万ドル以下、とされていた。これを、課税所得（AGI：農業課税所得＋賃金

＋利子・配当などの他の所得）90 万ドル（9000 万円）以下とした。厳しい基準ではない。 
 

                                                   
23 USA Rice, R. カミングス（Cummings）専務。2014 年 2 月 10 日。 
24 全国トウモロコシ生産者協会（NCGA）、S. ウイレット（Willett）公共政策上級課長。2014 年 2 月 14
日。 
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(8) 「目標価格を含む収入保障」と「SCO＋価格損失補償」－近似するメカニズムと保障

水準－ 

収入保障の作物収入額・基準収入額の算定において、「全国平均販売価格が目標価格より

も低い場合には、全国平均販売価格の代わりに目標価格が用いられる」ことになっている。

収入保障の場合にも、目標価格が最低保障価格（セーフティネット）の役割を果たすので

ある。言い換えれば、収入保障も「収入保障＋セーフティネット（目標価格）」になった。

その目標価格は生産費と同じくらいか、それに近い水準に設定されている。 
他方、価格損失補償（PLC）は収入保険の一種＝SCO との併用が可能であり、コメ団体

などは、多くの生産者が PLC に加えて、SCO を用いるとする。そうすると、PLC+SCO の

メカニズム、すなわち「86％保障の収入保険＋価格損失補償」となる。 
「セーフティネット（目標価格）を含む収入保障」と「収入保険（SCO）＋価格損失補

償（目標価格を基準とするセーフティネット）」を比較すると、両者はいずれもセーフティ

ネットとして目標価格を持ち、かつ、収入の 86％を保障する。その収入は、収入保障の場

合は実際の収入、収入保険（SCO）の場合には期待収入という違いはあるが、その内容に

大きな差があることはないであろう。「目標価格を含む収入保障」と「収入保険（SCO）を

用いる価格損失補償」は、そのメカニズム｛収入保障（保険）＋セーフティネット｝も、

その保障水準も、近似したものになろうとしているとみられる。 
 

2.5. 酪農政策－生産マージン保護計画に移行－ 

(1) 背景：対象数量を限定した酪農所得補償政策から、対象数量を限定しない政策へ 

酪農団体（NMPF）は、2010 年以降、これまでの加工乳への価格支持、酪農所得補償政

策（MILC）、酪農輸出計画（DEIP）を廃止し、酪農マージン｛（全牛乳全国平均販売価格）

―（全国平均飼料コスト）｝に着目し、これを保護する政策に、次期農業法を機に全面的に

移行する準備を行なってきた。 
これまでの酪農の所得補償政策の軸は、2002 年農業法において導入された酪農所得補償

政策（MILC）にあった。これは、2002 年当時の牛乳生産費＝16.94 ドル/100 ポンドを基

準に、飲用牛乳価格がそれを下回った場合には、その差の 45％を補償する＝支払うとした

もの。 
この政策の対象は 1 事業所あたり年 240 万ポンド（乳牛 140 頭＝中規模酪農場に相当）

に限定されており、今日の全牛乳生産量の 30％に限定されている 25。この限定により、酪

農所得補償政策は大規模酪農経営には不評で、大規模酪農地帯からの強い反発を受けてい

た 26。新酪農政策は、対象数量を限定した酪農所得補償政策に代えて、対象数量を限定し

ない（大規模酪農経営の生産量をも全面的に対象にし得る）政策への移行を図ろうとする

もの、といえる。 
その新政策：「酪農生産マージン保護計画・酪農マーケット安定計画」は、酪農保障法（The 

Dairy Security Act）として、すでに 2011 年前半に議会に提案されていた。それが 2013
                                                   

25 Randy Schnepf, Dairy Policy Proposals in the 2012 Farm Bill, CRS Report, Sept. 2012/10/19. 
26 Randy Schnepf, ibid. 
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年の上院案と下院農業委員会案に含まれたわけである。ただし、下院本会議（2013 年 6 月）

において、マーケット安定計画（牛乳が供給過剰になった場合、政府が生産者に生産の抑

制を促す政策）は、削除された 27。下院案は、マージン保護計画だけになったのである。 
2014 年農業法の酪農政策は、酪農マージン保護計画とマーケット安定計画に代わる酪農

品贈与計画を柱とするものになった。 

表 1-13 2008 年農業法と 2014 年農業法、上院案、下院案 
（2） 

2008 年農業法 上院案（2013 年 6 月） 下院案（2013 年 9 月） 2014 年農業法 
環境保全 

保全留保計画（CRP）：
現行 2750 万エーカー。 
保全励行計画（CSP）現

行 1270 万エーカー。 

保全留保計画上限 2500
万エーカーに。 
保全励行計画上限 1030
万エーカーに。 

保全留保計画上限 
2400 万エーカーに。 
保全励行計画上限 
1000 万エーカーに。 

保全留保計画上限 
2400 万エーカーに。 
保全奨励計画上限 
1000 万エーカーに。 

酪農政策 
・加工乳についての価格

支持。・酪農所得補償政

策（1) 

価格支持・酪農所得補償

政策を廃止。代わりに、

酪農生産マージン保護

計画(2)と酪農市場安定

化計画を導入。 

上院案から酪農市場安

定化計画を除く。 
・酪農生産マージン 
保護計画。 
・酪農品贈与計画（過剰

品の政府買い上げと処

分）。 
綿花政策 

・固定支払 
・CCP と ACRE との選

択。 

・固定支払、CCP、ACRE
を廃止。 
・代わりに、積み上げ所

得保障計画（STAX：保

険）(3)を導入。 

上院案と同じ。 
ただし、2014 年・15 年

については、固定支払の

一部を移行支払いとし

て残す。 

下院案と同じ。 

フードスタンプ 
光熱費補助・控除：州か

ら名目的な光熱費補助

（月 1 ドル）をもらって

いれば、その数倍以上の

フードスタンプ追加受

給を得られる。 

 
光熱費補助・控除の扱

い： 
補助額が月 10 ドル未満

は控除を受けられない

（追加受給を得られな

い）。 

 
同左：月 20 ドル未満は

追加受給を得られない。 
「貧困家計への一時支

援計画」等の計画に入っ

ている人は、自動的にフ

ードスタンプの受給者

になりうることを廃止。 

 
光熱費補助・控除の扱

い：下院案と同じ。 
州が成人健勝者を労働

につかせるためのパイ

ロット計画を 10 件立ち

上げる。 

注1）MILC：ボストン地区の牛乳販売価格が100ポンド当たり16.94ドルを下回った場合、

その差の 45％を補償。ただし、1 事業所：年 240 万ポンド（搾乳牛 135-140 頭に相当）

が限度。 
注 2）酪農マージン（全国平均牛乳販売価格-全国平均飼料コスト）が 4 ドル以下になった

場合に補償。 
注 3）期待収入の 70-90％を保障。保険料の政府補助 80％。 
出所：The Agricultural Act of 2014. US Senate, Agriculture Reform, Food, Jobs Act of 

2013. House Agriculture Committee, Federal Agricultural Reform and Risk 
Management Act. CRS, The 2014 Farm Bill: A Comparison of the Conference 
Agreement with the Senate Passed (S. 954) and House Passed (H.R. 2642) Bills, 
Feb.5, 2014. 

                                                   
27 「政府が介在して生産者に生産の抑制を促すのはソビエト型政策」として削除された。その中心はベイ

ナー下院議長。 
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(2) 酪農マージン保護計画（Dairy Margin Protection Program） 

酪農マージン保護計画では、酪農マージンの保障水準（カバーレベル）が4ドルから4.50、
5.0、・・・8.00 へと 0.5 ドル刻みで設定され、生産量に乗じる保障率（カバー率）も 25％
から 90％へと 5％刻みで設定されている。 

2 か月間の平均マージン（全国平均牛乳販売価格－全国平均飼料コスト）が保障水準を下

回った時、支払いを受けられる。 
支払い額は、｛（保障水準）－（2 カ月間平均のマージン）｝ｘ（保障率）ｘ（過去 3 年間

のうちの最高の生産量）ｘ（1/6）、となる。2 か月間が単位だから 1/6 を乗じるわけである。 
政府に支払う管理料は、1 事業者 100 ドル。保障水準に応じた年掛け金は表 1-14 のごと

くである。生産量の大きい事業所の方が、掛け金は高く設定されている。 

表 1-14 酪農マージン保護計画：保障水準（カバーレベル）と年掛け金（2014 年農業

法） 
保障水準 年掛け金（ドル/100 ポンド） 

生産実績 400 万ポンド未満 生産実績 400 万ポンド以上 
          4.50         0.01         0.02 
          5.00         0.025         0.04 
          5.50         0.040         0.10 
          6.00         0.055         0.155 
          6.50         0.090         0.29 
          7.00         0.217         0.83 
          7.50         0.300         1.06 
          8.00         0.475         1.36 

注 1）年 400 万ポンドは、乳牛 150－200 頭に相当。 
注 2）400 万ポンド未満：2014，15 年度は掛け金を 25％削減。 
出所：2014 年農業法。 

(3) 酪農品贈与計画(Dairy Product Donation Program) 

元あったマーケット安定化計画への代替案である。 
低マージンへの対処と低所得層への栄養補助を目的とする。 
前 2 カ月間のマージンが 4 ドル以下になった場合に、政府（農務省）は現行価格で酪農

品を買い入れる活動を始める。買い入れた酪農品を低所得層に配布する、というものであ

る。 
これは、両院協議会において急遽策定されたものであるから、多くの部分が実施細則に

委ねられている 28。 
 

(4) 重要な改革の一つ 

酪農マージン保護計画の導入により、長期にわたって行われてきた加工乳への価格支持、

                                                   
28 全国牛乳生産者連合（NMPF）、P.ヴィタリアーノ（Vitaliano）副会長。2014 年 2 月 11 日。 
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2002 年農業法から実施された酪農所得補償政策（MILC）、輸出補助金を用いていた酪農輸

出計画（DEIP）は、廃止される。2014 年農業法における重要な改革の一つといえる。 
 

2.6. 綿花政策－作物保険「積み上げ所得保証計画（STAX）」に移行－ 

(1) 背景：アメリカ綿花補助金についての WTO 裁定と米－伯合意 

2003 年、ブラジルは、アメリカの綿花補助金（高い国産綿花と安い輸入綿花との差につ

いての補助金、輸出綿花への補助金、綿花における新しい不足払い、輸出信用保障の低い

保障料率 29など）は、WTO協定に違反しているとしてWTOに提訴し、翌（2004）年、WTO
紛争処理委員会はブラジルの主張をほぼ全面的に認める裁定を決定した。 

アメリカは、綿花への補助金（綿花ステップ 2 支払）などを廃止したが、新しい不足払

いの廃止や輸出信用保障の低い料率の引き上げなどは、手がつけられずに残された。これ

に対し、ブラジルは、アメリカへの報復関税の設定を WTO に申請し、2009 年、WTO 仲

裁パネルは、ブラジルがアメリカに課すことのできる報復額（アメリカの輸出品に対する

報復関税の課税総額 2 億 9460 万ドル）を決定したのである。 
2010 年 4 月、アメリカはこの報復を避けるために、ブラジルとの間で、「①アメリカは、

毎年（最終解決まで）ブラジルに年 1 億 4730 万ドルを支払う。②その間、ブラジルは報復

を実施しない」という了解メモについて合意した。 
さらに、2010 年 6 月、アメリカとブラジルは、「WTO綿花補助金についての合意による

解決に向けた枠組」について合意。そこにおいて、了解メモの内容に加え、「綿花補助金の

最終解決はアメリカ次期農業法において行われる」。「輸出信用保障について、アメリカは

“料率の引き上げと返済期間の短縮を行いつつ、その使用を続ける。両国は、料率の見直

しを定期的に行っていく」こと、などについて合意した 30。 
このポイントは、アメリカの綿花政策の WTO 整合的なあり方への変更を次期農業法（今

2014 年農業法）の課題とした点である。それへのアメリカの答えが、2014 年農業法におけ

る綿花政策の作物保険（STAX）への変更である。 
 

(2) 積み上げ所得保障計画（STAX） 

(i) 綿花についての現行政策の廃止：固定支払い、新しい不足払い（CCP），平均作物収

入・選択支払い（ACRE）を廃止する。 
(ii) 代わりに、作物保険の一種である「積み上げ所得保障計画」（Stacked Income 

Protection Plan：STAX）を設定する。これは、収入保険の一種である「グループリスク所

得保護保険（GRIP）」31に近く、カウンティ（郡）の平均収入をベースにしている。「グル

                                                   
29 商業銀行が課す信用保障への料率に比べ、アメリカ政府の輸出信用保障に要求される料率は低い。その

差が、WTO 裁定で輸出補助金とされ、WTO 違反とされた。服部信司『アメリカ農業・政策史』農林統

計協会，2010 年、229－230 頁。 
30 服部信司、『前掲書』228－232、245－251 頁。 
31 グループリスク所得保護保険：①基準収入は（全国農業統計局の設定する「カウンティ（郡）の平均単

収」）ｘ（連邦保険公社の設定する「収穫時の価格」）。②カウンティの当年の平均収入が基準収入を下回



 

30 
 

ープ」とは、カウンティに存在する多くの農家をまとめてグループとしていることによる。 
ただし、この保険（政策）は綿花に限った保険である。この政策が「アメリカの綿花政

策が WTO 協定に整合していない」という WTO 裁定、それを前提とした「アメリカ－ブラ

ジル：WTO 綿花フレームワーク合意」への対応＝整合化を目的にしているからである。 
(iii) 期待収入の 10％から 30％以内の損失を補償する。すなわち、期待収入の 70－90％

を保障するわけである。 
期待収入（「期待価格」ｘ「期待カウンティ単収」）における期待価格については、「グル

ープリスク所得保護保険（GRIP）」の期待価格、または、作物保険公社が提供する期待価

格のいずれかを用いる。 
期待カウンティ単収については、作物保険公社の設定するカウンティ単収、または、5 年

オリンピック平均カウンティ単収のいずれか大きい方を用いる。 
(iv) ｛（カウンティの期待収入）－（カウンティの実収入）｝に差が生ずれば、その差が

支払われる。 
(v) 支払い保険料全体のうち政府が 80％負担する。生産者の負担は 20％にとどまる。 
 

(3) 移行期固定支払 

綿花政策が保険（「積み上げ所得方式」）に全面的に変更されることに伴い、2014 年と 15
年について、固定支払の移行期支払いが行われることになった。固定支払の代わりではあ

るが、固定払い単価とは関係ない。 
単価は、「｛（2013-14 年度の 2013 年 6 月 12 日時点の予測価格）－（12 月 10 日時点の予

測価格）｝ｘ｛単収（597 ポンド）｝ｘ｛基準面積の 60％（2014 年）」。2015 年は基準面積

の 36.5％とされている。 
 

(4) 輸出信用保障 

WTO 裁定において輸出信用保証は、その低い料率が WTO 協定違反であるとされ、米－

伯合意においてその改善が合意されたわけである。それについて、2014 年農業法は次のよ

うに規定した。 
1. 輸出信用保障の期間を 3 年から 2 年に短縮する。 
2. 「手数料を調整する農務長官の能力を制限する」というこれまでの農業法

の条項を削除する。これによって、農務長官による手数料の引き上げが可

能になったのである。 
3. 「輸出信用保証は、WTO 裁定との整合性を措置するために、当事者（ア

メリカとブラジル）間で合意される条件に従って、管理運営される」とし

た。 
この条項について、議会マネージャーの説明文書は「アメリカ－ブラジル間の合意を促

                                                                                                                                                     
れば、補償支払いが行われる。③カバー率：基準収入の 90%まで。USDA/RMA。 
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すためのもの」32しているが、まさに、そうであろう。輸出信用保証の問題のひとつとされ

た信用期間は、2 年に短縮するとされ、農務長官の判断で（議会の承認を得ることなく）手

数料の引き上げを行うことが可能になったからである。 
アメリカは、そのうえで、輸出信用保障に従来と同じ 55 億ドルの予算（支出）枠を設定

している。ブラジルとの合意の上で、これまでと同様の規模で輸出信用保証を用いていき

たいのである。 
 

(5) ブラジルの態度 

ブラジルは、この 2014 年農業法の新たな綿花政策について、新農業法の公表直後に「80％
の保険料補助は高すぎる。2014 年、15 年の固定支払の継続は問題」として批判しているが、

正式な態度はまだ示されていない。同時にブラジルは、アメリカが 2013 年 9 月以降、米－

伯合意に基づくブラジルへの支払（年 1 億 4730 万ドル：月額 1227 万 5000 ドル）を中止

していることを強く問題としている。 
ブラジルが 2014 年農業法の綿花政策について最終的にどのような態度をとるにせよ、

2014 年農業法の綿花政策およびアメリカのブラジルへの支払問題について、ブラジル-アメ

リカ間の協議が行われるものと考えられる。 
 

2.7. 環境保全政策 

 
環境保全政策における大きな政策の変更はない。主要政策：保全留保計画（CRP: 土壌侵

食しやすい土地を生産から 10 年間隔離する。地代に相当する賃料を土地所有者に支払う政

策）と保全励行計画（CSP：環境保全に資する農法などを実施している生産者に直接支払

いを行う政策）の参加面積が引き下げられた。 
すなわち、CRP は現行登録（参加）面積 2750 万エーカーから「2400 万エーカーを上限」

に、CSP は現行登録（参加）面積 1270 万エーカーから「1000 万エーカーを上限」に引き

下げられたのである。前者は 13％の減、後者は 21％の減になる。いずれも、支出削減に対

応するためである。これによって、10 年間 60 億ドル/年 6 億ドルの支出削減となる（前掲

表 1-13）。 
 

2.8. フードスタンプ 

(1) フードスタンプの現状 33 

フードスタンプの支給対象者は、貧困ライン（Poverty Level:家族数に応じた所得レベル

を毎年政府が発表）130％以下の家族である。2009 年の貧困ラインは、家族 2 人 1 万 3990

                                                   
32 Joint Explanatory Statement of the Committee of Conference, p.1007. 
33 服部信司「アメリカ次期農業法－背景、上院案・下院農業委員会案、今後－」日本農業研究所『農業研

究』25 号、2012 年 12 月、35－40 頁による。 
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ドル（約 140 万円）、家族 4 人 2 万 1954 ドル（220 万円）となっている。その 130％は、

家族 2 人の場合 1 万 8200 ドル（182 万円）、家族 4 人 2 万 8540 ドル（286 万円）となる。 
金融危機下における失業人口の増大とともに、フードスタンプ受給者も拡大し、2010 年

度の受給者は 4030 万人に及び、2000 年 1719 万人の 2.3 倍に達していた。フードスタンプ

の受給者は、アメリカの総人口 3 億 1020 万人の 13.0％にあたる。アメリカ人の 8 人に一

人がその受給者なのである。2010 年のフードスタンプ支給額は、平均一人年 1606 ドル（約

16 万円）、2 人家族で 3212 ドル（32 万 1200 円）、4 人家族で 6424 ドル（64 万 2400 円）

となる。 
前述のように、2011 年度のフードスタンプへの支出額 706 億ドル（7 兆 600 億円）は、

価格・所得支持と作物保険への合計支出額 137 億ドルの 5 倍以上であり、農務省全体の支

出額の 51％にのぼっていた。また、フードスタンプや児童栄養計画など 20 にものぼる栄養

計画への総支出額 1075 億ドル（10 兆 7500 億円）は、農務省全体の支出額の 77％に及ん

でいた（前掲表 1-3）。 
このように拡大したフードスタンプへの支出が、財政赤字削減のなかで削減対象になっ

たのである。その削減額が上院案（10 年間 40 億ドル）と下院農業委員会案（同 160 億ド

ル）→下院案（400 億ドル）と大きく異なったのである。 
 

(2) フードスタンプ削減額をめぐる対立 

今次農業法が 2 年間も要したのは、2012 年夏に、下院において議事進行権限を持つ多数

（共和）党指導部が「農業法（農業委員会案）を下院本会議にかけても、下院農業委員会

案のフードスタンプの削減額 160 億ドルについて、下院民主党議員の多くは、削減額が大

きすぎるとして反対しており、共和党保守派は、それでは削減額が少なすぎるとして反対

しているから、可決される見込みがない」として、農業法を下院本会議に上程しなかった

からである。 
この共和党指導部の態度の背後には、2012 年 11 月の選挙(大統領選、下院全員の改選、

上院の 1/3 の改選)までは、共和党の基本的主張である財政支出削減に水を差す恐れのある

行為＝農業法の採決→成立はとりたくないという意向があったとみられる。その結果、2012
年において次期農業法は成立せず、12 月に 2008 年農業法が 1 年間延長された。フードス

タンプの削減額が、上院（民主）と下院（共和）の対立の中軸に位置していたのである。 
昨（2013）年 7 月、下院は農業法からフードスタンプを切り離した農業（単独）法を可

決し、9 月に、フードスタンプを 10 年で 400 億ドル削減するというフードスタンプ法案を

可決した。この両案は、9 月末に、下院本会議で一つの農業法案にまとめられる。 
フードスタンプの削減額は下院 400 億ドル、上院 40 億ドルであるから、その差が極めて

大きく、これについての調整が両院協議会 34の最大の問題になると考えられた。 
両院協議会は、この問題について、「まず政策で一致を図る。その結果として、削減額が

生まれる」35という立場で協議を行い、比較的早い段階（12 月中旬）で合意に達したので

                                                   
34 両院協議会：下院 29 名（共和 17、民主 12）、上院 12 名（民主 7、共和５）。議長はルーカス下院農業

委員長。協議は主要メンバー4 人（両農業委員長と両野党筆頭）によって行われた。 
35 上院農業委員長のスタッフ、Ｊ．シュルツ（Shultz）, 2014 年 2 月 12 日。下院農業委員会民主党筆頭
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ある。政策一致の焦点になったのが、「低所得家計への光熱費補助(LIHEAP)・控除」につ

いての改革である。 
 

(3) 低所得家計への光熱費補助・控除の改定 

(i) 低所得者家計への光熱費補助 36 

低所得家計への光熱費補助（Low Income Home Assistance Program: LIHEAP）という

のは、低所得層に光熱費を補助する連邦政府の政策である。貧困ライン 150％までの低所得

家族に受給資格がある。連邦政府は、そのための資金を一括して州に与え（2011 年度：47
億ドル）、プログラムの運用は州に委ねられている。2008 年度の１家計平均の受給額は平均

293 ドル/月 37、2009 年度には 740 万家族が受給していた。 

(ii) フードスタンプ支給における光熱費補助・控除の改定 

光熱費補助を支給されていれば、その光熱費補助額は、フードスタンプ支給額の算定に

おいて、所得控除の対象になり、支給額の増大をもたらす。そこから、この政策は”Heat and 
Eat” といわれる。この”Heat & Eat”を 16 州（ワシントン DC を含む）が実施している。 

問題とされたのは、これを用いて、州政府が名目的な光熱費補助（月 1 ドル）を提供す

るだけで人為的にフードスタンプ支給額を増やす“フードスタンプの抜け道”が増大して

きたことである。「ある州は、光熱費支援計画として１ドルの小切手をフードスタンプ受給

者に送る。それによってフードスタンプ受給額を 130 ドル増やしていた」38といわれる。 
2014 年農業法は、こうした抜け道を閉ざすとする。すなわち、光熱費補助が月額 20 ド

ル未満は所得控除の対象としない＝フードスタンプの追加支給を得られない、としたので

ある。 
上院案・下院案ともに、この光熱費補助・控除についての改定提案を行っていた。上院

案は、控除の対象を、光熱費補助・月額 10 ドル以上、下院案は、同 20 ドル以上としてい

た。両院協議会において下院案がとられたのである。 
これによって、10 年間 86 億ドルの削減がもたらされる。NY タイムズ（1 月 29 日）に

よれば、85 万家族が平均月額 90 ドル（9000 円）削減されることになる。ただし、受給者

の数を減らすことにはならない。そこに上院（民主党）も積極的に賛成し得る根拠があっ

たと考えられる。 
そのほか、「不法移民、賭けの賞金受領者、大学生などはフードスタンプを受給しえない

ことを確保する」。「農務省がフードスタンプ受給者を募る活動を行うこと、テレビやラジ

オなどでフードスタンプの宣伝を行うことを禁じる」ともしている。必要な家計への支給

                                                                                                                                                     
ピーターソンのスタッフ、C. オジルビー(Ogilvie), 2014 年 2 月 12 日。 

36 低所得家計への光熱費補助とフードスタンプの関係については、R. A. Aussenberg, L. Perl, 2012 Farm 
Bill: Changing the Treatment of LIHEAP Receipts in the Calculation of SNAP Benefits, pp.1-7 によ

る。 
37 年換算 3516 ドル。これは、2 人家族のフードスタンプ年受給額 3212 ドルを上回る。 
38 House Committee on Agriculture, Chairman Frank D. Lucas, Federal Agriculture Reform and Risk 

Management Act. July 11, 2012． 
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に絞り、過剰な支給を抑制する方向といえよう。 
 

(4) 労働訓練パイロット計画の立ち上げ 

フードスタンプ受給者の多くは、失業者、あるいは職を得てない人々である。そのなか

の成人健勝者を労働に就かせることを可能にさせるパイロットプログラムを 10州で立ち上

げる、とする。 
下院案の「労働要請（週 20 時間働くか、働くための準備をする）」は、フードスタンプ

を受給している失業者への罰則の色彩が濃かったが、これを、労働につくことを可能にさ

せるパイロット計画に代えて、両院協議会の合意としたのである 39。 
以上の内容でフードスタンプについての合意が成り立ち、2014 年農業法におけるフード

スタンプ改革になったわけである。 
 

2.9. 農業団体の評価 

最後に、訪問した農業団体の 2014 年の農業法についての評価に簡単にふれておこう。訪

問したほぼ全ての農業団体が農業法の成立を歓迎し評価している―これが特徴である。 
 

(1) 全国トウモロコシ生産者協会（NCGA） 

全体として評価。「特に、作物保険の制度が変わらず、その資金が増大したことが好まし

い。さらに、収入補償、支払対象面積を現行の作付面積ではなく基準面積（過去面積）と

したことを評価する」（ウイレット公共政策上級課長）、としていた。 
また、栄養政策（フードスタンプ）が農業法と分離されるのではなく、農業法の一環に

なったことはうれしい、とした。これは、農業団体に共通する見方であろう。 
問題なのは、「個別農場べースの収入保障の場合、“農場の全作物について収入補償とな

る”40ことを、農民が理解していないことだ」といっていた。価格損失補償とするか、収入

保障とするかは、作物毎とされているから、農場ARCの場合、価格損失補償のオプション

がないことについて農民が理解していないという状況は想像し得る。2014 年農業法の実施

過程で、政策内容の周知が重要な位置を占めていくとみられる。 
 

(2) USA Rice 

全体を高く評価。価格損失補償と収入補償との二本立て選択肢となり、目標価格が引き

上げられたからである。補足的カバーオプションは、コメにとっては、好ましい、として

                                                   
39 上院農業委員長のスタッフ、Ｊ．シュルツ（Shultz）, 2014 年 2 月 12 日。下院農業委員会民主党筆頭

ピーターソンのスタッフ、C. オジルビー(Ogilvie), 2014 年 2 月 12 日。 
40 農場 ARC の場合、全ての作物を収入補償とするというのは、農場で生産する作物の収入を総計するこ

とによって、農場の収入を平準化し（ならし）、それによって、支払が発生する場合の支払額が大きくな

ることを防ごうとするもの、と思われる。日本の経営所得安定対策における“ならし”と同じ考え方で

あろう。 
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いた。その理由は、すでにふれた。 
農業法の議会成立直後の会長声明において「（両院協議における）両農業委員長と両野党

筆頭による超党派努力に勇気付けられた」41として両院協議会主要メンバーの努力を称えた。

これは、多くの団体に共通する。 
 

(3) 全国牛乳生産者連合（NMPF） 

マーケット安定計画は下院本会議において削除され、両院協議会においても復活しなか

った。酪農マージン保護計画と酪農品贈与計画（供給過剰時における政府の買い上げ－処

分）になったわけである。 
ヴィタリアーノ副会長は、農業法における酪農政策の変更に関連し、「高効率と品質の両

立を実現している大規模酪農の成長、それに基づく世界での酪農品供給源としてのアメリ

カの位置の形成、アメリカ酪農の輸出競争力の強化」を強調していた 42。 
酪農マージン保護計画は、これまでの対象乳量を限定した（＝中小酪農場を対象にした）

酪農所得補償政策（MILC）とは異なり、大規模酪農経営の全生産量を対象にし得る大規模

経営に適合的な政策である。ヴィタリアーノ副会長は、新たな酪農マージン保護計画が酪

農大規模経営の依拠する政策として意味をもつことを語っていたのである。 
NMPFは、農業法が通過した時点で、次のような声明を発表した。「農業法の酪農政策は、

われわれが望んだ通りにはならなかったが、牛乳グラスは、半分以上、満たされている」「酪

農マージン保護計画への移行は、牛乳価格が低い時にも、飼料コストが高い時にも、より

よい、より効果的なセーフティネットを酪農生産者に与える」43と。 
 

(4) ファーマーズユニオン（NFU） 

以上が作物別農業団体であるのに対し、ファーマーズユニオンは一般農業団体である。 
ファーマーズユニオン（グール副会長）は、「農業法の内容に大変満足している。目標の

84％を得た。特に、食肉の原産地表示（COOL）が変更されず、そのまま残ったことを評

価している。支払対象面積を基準面積にすることも理解し得る。ただし、支払上限が 12 万

5000 ドルであるのは、大規模層に有利」とした。 
ファーマーズユニオンが支払上限 12.5 万ドルを「大規模層に有利」と批判するのは、ユ

ニオンが中小規模農場の維持を目標として掲げているからである。また、ユニオンは、こ

れまでは支払対象面積を作付面積に変更することを主張してきた。しかし、両院協議会で

WTO 考慮から、これまで通り基準面積のままとなった。これについて評価するとしたのは、

“農場の総基準面積を変えないという枠内で、各作物の基準面積を「2009-12 年の作付面積

平均へと変更する」＝基準面積の再配分が行われることになったこと”が考慮されている

                                                   
41 USA Rice Applause Congress on 2014 Farm Bill Passage, Feb.5th. 2014.   
42 1997 年から 2007 年への 10 年間において、アメリカ酪農の規模拡大は急進展した。乳牛保有数 500 頭

以上の大規模酪農の乳牛保有シェアは、97 年 28％（2,257 農場）から 07 年 52％（3,284 農場）へとほ

ぼ倍増した(USDC, 1997 & 2007 Census of Agriculture, Vol.1, pt. 51.)。 
43 NMPF Statement on Passage of Farm Bill by House and Senate, Feb. 04, 2014. 
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のであろう。 
食肉 COOL について、両院協議会の最終局面で、アメリカ食肉協会（AMI）などは、「“牛

（豚）などが、生まれ、育ち、と畜された国を具体的に示す”現行のルール（2013 年 5 月

に導入）は、カナダ・メキシコなどの輸出国に過大なコストをかけるので、WTO 違反の可

能性が高い」として、その廃止を農業法に書き込むべき、とするロビイングを行った。だ

が、これについては、「数カ月後に出る WTO 裁定を待つべき」（スタビナウ上院農業委員長

など）とする方向のもとで、農業法における変化はなし、で終わった。ファーマーズユニ

オンは、現行ルールを支持する立場であったから、食肉 COOL の維持を評価したのである。 
アメリカの一般農業団体には、もうひとつファームビューローがある。今回の調査では、

ファームビューローへのアポイントメントの当日、大雪のために、訪問できなかったが、

ビューローも、2014 年農業法の成立を歓迎している 44。 
以上のように、訪問したほぼ全ての農業団体が 2014 年農業法の成立を歓迎しているので

ある。 
 

                                                   
44 The Voice of Agriculture, American Farm Bureau Federation, “American Farm Bureau Welcomes 

2014 Farm Bill, Feb. 7, 2014. 
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3. 2011 年両農業委員長案から 2013 年後半下院案までの米国農業法の変遷 

本節では 2011 年両農業委員長案から 2013 年後半下院案までの主な政策の変遷を扱って

いる。2014 年農業法に至る各政策の詳細は「2. 2014 年農業法」で扱われている。なお、

各法案に付けられている①～⑥は「図 1-1 2011 年から 2014 年農業法までの変遷」（p.3）
と対応している。 

3.1. 価格・所得支持策 

(1) 直接固定支払 

②両委員長案において、2008 年法の年 50 億ドルの固定支払が廃止された。これは作物

の高価格・高所得が続く一方、全分野での大幅な支出削減が求められている状況では当然

の政策変更と見られている 45。 

表 1-15 直接固定支払の採択状況 
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 
 2008 年法 2011 両

農業委員長

案 

2012 上

下院 
2013 上

下院 
2013 後

半下院 
2014 年

法 

上院 対象作物の過去の作付面積

に応じて決定。直接固定支払

額は法定レートで支払われ、

市場価格を踏まえたもので

はない。 

廃止 
廃止 ③と同様  

廃止 
下院 

廃止 ③と同様 ④と同様 

出所：米国議会調査局（Congressional Research Service: CRS）報告書各種に基づき作成.  

(2) 新しい不足払い（価格変動対応型支払い）（CCP: Counter Cyclical Payments: 不足払

型）から価格損失補償（PLC: Price Loss Coverage: 不足払い制度）へ 

新しい不足払い（CCP）は 2011 年両農業議長案では廃止が示唆され、同時に目標価格の

引上げと(a)CCP の継続となる価格カバー制度と(b)収入保障（ARC: Agriculture Risk 
Coverage）の選択とされた。ARC については後述し、本項では価格カバー制度の議論の変

遷を示す。 
2011 年両農業委員長案では示された「価格カバー制度」は、2012 年案では下院において

価格損失補償（PLC: Price Loss Coverage）として提案されたが、上院案では提案がなかっ

た。2013 年上院案で価格カバー制度として逆境市場支払（AMP: Adverse Market Payment）
が提案され、上院下院で価格カバー制度が出揃ったことになる。なお、名称は下院案の価

格損失補償（PLC）が取られた。さらに上院案と下院案では市場価格と基準価格の差を決

定する際に、どの市場価格を取り上げるかという点が異なっていたが、その点では上院案

の「全国平均市場価格の 12 カ月平均」が採択された。また支払対象面積は 2012 年案から

                                                   
45 農林水産省（2012）「海外農業情報調査分析（米州）」（三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社

受託）p.23 
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2013 年後半下院案まで下院は現在の作付面積を提案していた。しかし、2014 年案では上院

案の基準面積が採択された。 

表 1-16 新しい不足払い（CCP）の廃止とその代替案としての価格カバー制度の採択状

況 
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 
 2008 年法 2011 両

農業委員長

案 

2012 上下院 2013 上下院 2013
後半

下院 

2014 年法 

上

院 
a)目標価

格と「市

場価格＋

固定支

払」の差

を不足払

い 
b) 支払対

象面積を

過去の実

績（多く

は 1998 
-2001）の

当該穀物

の平均作

付面積と

し、その

85%とす

る。 

廃止： 
ただし、目

標価格を引

き上げた上

で、従来の

CCP の継

続となる価

格カバー制

度とｂ）収

入保障

（ARC）の

選択。 
b) 支払対

象面積を過

去の面積か

ら現在の作

付面積に変

更 

廃止 
（AMP の提案

はこの段階では

なし） 

廃止： 
a) ただし、CCP
でカバーされてい

た穀物（高地綿花

は除く）向けプロ

グラム(逆境市場

支払：AMP)を創

設。 
「全国平均市場価

格の 12 カ月平均」

と「目標価格」の

差を支払う。 
b) 支払対象面積

は基準面積の 85% 

  

下

院 
廃止 
a) ただし、CCP
でカバーされて

いた穀物（高地

綿花は除く）生

産者向けに、

PLC（Price Loss 
Coverage）を導

入。 
「中間期の全国

市場価格」と「目

標価格」の差を

支払う。 
b) 支払対象面積

は現在の作付面

積の 85% 

③と同様 ③と

同様 

【下院案が一部採択】 
廃止： 
a) ただし PLC を導

入。PLC は 2014-18
年をカバー。支払い額

は、下院案(PLC)で提

案の、「中間期の全国

市場価格」と「目標価

格」の差ではなく、上

院案(AMP)で提案の

「全国平均市場価格の

12 カ月平均」と「目標

価格」とした。 
【以下は上院案が採

択】 
b) 支払対象面積は基

準面積 46の 85% 
出所：米国議会調査局（Congressional Research Service: CRS）報告書各種に基づき作成.  

(3) 目標価格 

目標価格は 2011 年両農業委員長案で目標価格に引き上げが示され、2012 年上下院案で

それぞれの目標価格が設定されたが、それは 2012 年から 2013 年のいずれの法案でも変更

                                                   
46 上院案では基準面積の 85%、下院案では作付総面積の 85%となっていたが、2014 年法では「対象とな

っている作物向けの基準面積の 85%」（85% of base acres for each coverd commodity）と表現が変えら

れた。 
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はなく、最終的に下院案が採択された。なお、綿花については WTO 裁定に沿う形で目標価

格は廃止された。 

表 1-17 目標価格の変遷 
  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 
  2008 年法 2011 両

農業委員

長案 

2012 上下

院 
2013 上下

院 
2013 後半

下院 
2014 年法 

長粒米： 上院 $10.50 具体的な

目標価格

の提案は

ないが、

目標価格

の引き上

げを提示 

$13.30   $14.00 
下院 $14.00   

中粒米： 上院 $10.50 $13.30   

$14.00 
（温帯性ジ

ャポニカ米

は 15% 増

し） 

下院  $14.00 
（ 温 帯 性

ジ ャ ポ ニ

カ 米 は

15%増し） 

  

落花生 上院 $495  $523.77   $535 
下院  $535   

小麦 
上院 $4.17  

上記以外

は直近 5 カ

年のオリ

ンピック

平均の

55% 

  $5.50 

下院  $5.50   

トウモロ

コシ： 

下院（上院

は 小 麦 の

算 出 法 と

同様） 

$2.63  $3.70   $3.70 

ソルガ

ム： 

下院（上院

は 小 麦 と

同様） 
$2.63  $3.95   $3.95 

大麦： 

下院（上院

は 小 麦 と

同様） 
$2.63  $4.95   $4.95 

オーツ

麦： 

下院（上院

は 小 麦 と

同様） 
$1.79  $2.40   $2.40 

高地綿

花： 

上 院 と 下

院 $0.7125  廃止   廃止 

大豆： 

下院（上院

は 小 麦 と

同様） 
$6.00  $8.40   $8.40 

その他油

糧種子 

下院（上院

は 小 麦 と

同様） 
$12.68  $20.15   $20.15 
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  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 
  2008 年法 2011 両

農業委員

長案 

2012 上下

院 
2013 上下

院 
2013 後半

下院 
2014 年法 

乾燥エン

ドウ： 

下院（上院

は 小 麦 と

同様） 
$8.32  $11.00   $11.00 

レンズ

豆： 

下院（上院

は 小 麦 と

同様） 
$12.81  $19.97   $19.97 

小粒ヒヨ

コ豆： 

下院（上院

は 小 麦 と

同様） 
$10.36  $19.04   $19.04 

大粒ヒヨ

コ豆： 

下院（上院

は 小 麦 と

同様） 
$12.81  $21.54   $21.54 

注）①2008 年農業法の欄に記載されている額は、2008 年農業法に基づき算出された 2013
年に定められたでの各農産品の目標価格 

  ②落花生のみトン当たりの価格、それ以外はブッシェル当たりの価格。 
出所：米国議会調査局（Congressional Research Service: CRS）報告書各種に基づき作成.  

(4) 平均作物収入・選択支払い（ACRE：Average Crop Revenue Payment: 収入ならし型）

から収入保障（ARC: Agriculture Risk Coverage）へ 

2008 年農業法では、新しい不足払い（CCP）の代替として、平均作物収入・選択支払い

（ACRE：収入ならし型）が導入された。しかしCCPの改変に伴い、新たな施策として、

前述の「価格カバー制度」と収入保障の選択が 2011 年両農業委員長案で示され、ACREも

改変された。2012 年上下院案で上院はARC（Agriculture Risk Coverage）を下院は収入損

失カバー（RLC: Revenue Ross Coverage）を提案した。両者の相違は、①上院案は支払の

発動を、実際の作物収入が基準収入の一定割合を下回った場合とし、下院は歴史的収入の

一定割合を下回った場合としたこと、②上院案は農場ベースとカウンティベースの２つの

収入決定単位を設定したが、下院はカウンティベースのみとしたこと（これは歴史的収入

を用いたため）、③作物保険の一つである補足的カバーオプション（SCO: Supplemental 
Coveage Option）について、上院はARCと価格カバー制度であるAMP（逆境市場支払）に

追加的に利用可能としたのに対し、下院はSCOをRLCと組み合わせることはできないが、

価格カバー制度であるPLC（価格損失補償）との組合せは可能とした 47。 
なお、最終的に、2014 年法では上院案のARCが一部採択され、実際の作物収入が基準収

入を一定額下回った場合に支払が発動され、収入決定単位は農場ベースとカウンティベー

スの 2 つとなった。そして支払面積が、基準面積から作付面積となった。また上院案のAMP
を含めたARCは採択されず、一方、下院案のPLCが採択されたため、ARCはPLCの代替と

して選択可能となった。また補足的カバーオプション（SCO）48はPLCとの組合せは可能だ

                                                   
47 服部信司(2012)「アメリカ次期農業法－背景、上院案・下院農業委員会案、今後」日本農業研究報告『農

業研究』第 25 号に、価格カバー制度と収入損失補償の組合せに関し、上院案と下院農業委員会案との差

異について詳細にまとめられている。 
48 補足的カバーオプション（SCO）個別の変遷も後半の(2)作物保険の部分で詳細に取り上げている。 
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が、ARCと組み合わせることはできないことになった。 
さらに、ARC（収入保障）を農場ベースの選択とした場合 PLC（価格損失補償）をオプ

ションとできない等、複雑な仕組みになっている。2014 年法の詳細は「2．2014 年農業法」

に記載されている。 

表 1-18 平均作物収入・選択支払い（ACRE：Average Crop Revenue Payment: 収入

ならし型）から収入保障（ARC: Agriculture Risk Coverage）へ 
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 
 2008 年法 2011 両

農業委員

長案 

2012 上下院 2013 上下院 2013
後半

下院 

2014 年法 

上

院 
a)収入・選択

払いは以下

のいずれか

の場合実施 
i)当該作物

の州の収入

(全国平均市

場価格の 12
カ月平均に

基づく)が州

の保障額を

下回る 
ii)個々の農

場で当該作

物収入が、農

場の基準収

入に達して

いない（当該

農場のみに

支払） 
b)対象面積

は作付面積

の 83.3% 
(2009 
-2011)、85% 
(2011-13)。 
 

a) ACRE
を廃止。た

だし、新た

に収入保

障（ARC)
を設立。 
個々の農

場の５か

年オリン

ピック平

均収入の

87%以下

が対象。

13%超の

収入ある

いは価格

減が生じ

た際、作付

面積の

60%の支

払が得ら

れる。

b)ARC 以

外の選択

肢として、

価格のみ

のオプシ

ョンの選

択可能。市

場年の初

めの 5カ月

間に価格

が基準価

格を下回

った場合、

作付面積

の 85%の

支払いを

得られる。 
 

a) ACRE を廃止。ただ

し、新たに収入保障

（ARC)を設立。 
 
 

2013-17 年を対象と

し、CCP でカバーされ

ていた穀物（高地綿花は

除く）向け。（AMP は

提案されておらず） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) 支払いの発動は、実

際の作物収入が基準収

入の 88%を下回った場

合。最大支払額は面積当

たりのベンチマーク収

入の 10%。 
d)基準収入は、 
- 個別農場をベースに

設定した場合：「5 か年

オリンピック平均・全国

価格」を基に「面積当た

りの保障額」と「実単収」

×「作付面積」）×65%
の差 
- 郡ベースに設定した

場合：「5 か年オリンピ

ック平均・全国販売価

格」を基に、「面積当た

りの保障額」と「実単収」

×「作付面積」）×80%

a) ACRE を廃

止。ただし、新

たに収入保障

（ARC)を設

立。 
 

2014 -2018
年を対象とし、

AMP でカバー

されていた作

物向け。 
b) 支払いは

AMP に上乗せ

して実施。生産

者は個々の農

場を基準にす

るか、カウンテ

ィ（郡）を基準

にするかを選

択。 
 
 

→89% 
 

 【上院案の一部採

択】 
a)ACRE を廃止。

ARC を設立。PLC
の代替として選択

可能（両方の選択は

不可）。ARC は作

物単位と農場単位

の選択が可能。ただ

し農場単位で ARC
を選択した場合、作

物単位での選択は

不可。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→86%（下院案は

85%） 
 
 
 
 
 
→「作付面積」から

「基準面積」に変更 
 
 
 
 
→「作付面積」から

「基準面積」に変更 
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 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 
 2008 年法 2011 両

農業委員

長案 

2012 上下院 2013 上下院 2013
後半

下院 

2014 年法 

の差 
 
e)補足的カバーオプシ

ョン（Supplemental 
Coverage Option ：
SCO)を農民は追加的に

購入可能 
 
コメと落花生に特別最

低価格を設定 
→採択されず 
 

下

院 
  a)ACRE を廃止。新たに

PLC の代替として、

RLC  (Revenue Loss 
Coverage)を設立。農民

は作物毎あるいは農場

毎のベースを選択。

ARC と似ているが、郡

ベースのみの収入保障。 
b)支払いの発動は、歴史

的収入の 85% 
c)個々の農場ベースは

なく、郡ベースのみで、

85%の作付面積に基づ

く。 
d)すべての作物に対し

て、収入保障の最低価格

として reference price
を用いる。 
e)補足的カバーオプシ

ョン（SCO）を RLO と

組み合わせることはで

きないが、PLC との組

合せは可能。 

③と同様 ③と

同様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【下院案の採択】 
- すべての作物に対

して、収入保障の最

低価格として

reference price を

用いる。 
【下院案の採択】 
補足的カバーオプ

ション（SCO）を

ARC と組み合わせ

ることはできない

が、PLC との組合せ

は可能。 
出所：米国議会調査局（Congressional Research Service: CRS）報告書各種に基づき作成.  

(5) 支払い額の上限と受給資格 

2012 年案で、上院は支払い額の受給上限を一人 5 万ドルとする一方、下院は 12.5 万ドル

とした。また受給資格については上院案では課税所得 75 万ドルまで、下院案では課税所得

95 万ドルまでとした。2013 年上下院案はそれぞれ 2012 年案との相違はほとんどなかった

が、2013 年後半下院案では、それ以前の下院案では付帯されていなかった受給総額に融資

不足払いを含め、融資不足払いの上限が上院と同額の 7 万 5 千ドルとされた。2014 年法は

下院案がほぼ採択されたが、①融資不足払いも含めた受給総額上限を 12万 5千ドルとし（融

資不足払いの上限は廃止）、②受給資格を課税所得 90 万ドルまでとした点が 2013 年案と異
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なる点である。 

表 1-19 支払い額の上限と受給資格 
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 
 2008 年法 2011 

両農業

委員長

案 

2012 上下院 2013 上下院 2013 後

半下院 
2014 年法 

上

院 
I) 受給額上限 
- 固定支払:4 万ド

ル 
- CCP: 6 万 5 千ド

ル 
- 融資不足払い: 
制限なし 
II) 課税所得（調整

農家総収入: 
Adjusted Gross 
Income: AGI）に

基づく各種補助金

受給資格上限を設

定。 
a) 農外課税所

得：50 万ドル：全

ての直接支払受給

上限。 
b) 農業課税所

得：75 万ドル：固

定支払受給上限。

ただし CCP、
ACRE、融資不足

払い等は本上限を

超えても受給可能

な場合あり。 
過去の実績（多く

は 1998-2001）の

当該穀物の平均作

付面積の 85%を対

象。 

個人・

企業に

関わら

ず、

Title I
の補助

金受給

可能な

AGI 上
限を 95
万ドル

とす

る。 
 
一団体

あたり

の ARC
からの

支払い

上限を

10 万 5
千ドル

とす

る。 

I) 受給額上限 
- ARC：5 万ドル 
- 融資不足払い： 
7 万 5 千ドル 
 
II) 農外課税所得

と農業課税所得の

区別を廃止し、

AGI 総額とする。 
-ARC を含む各種

受給資格上限を

AGI 総額の 75 万

ドル 

→ 
- ARC+AMP 5
万ドル 

 
 
 
 
 
→ 
-ARC+AMP を

含む 
 

  

下

院 
I) 受給額上限：  
- PLC+RLC  12
万 5 万ドル 
- 融資不足払い：

制限なし 
 
 
II) 農外課税所得

と農業課税所得の

区別を廃止し、

AGI 総額を補助金

受給資格上限とす

る。 
-PLC+RLC を含

む各種補助金受給

資格上限をAGI総
額 95 万ドル 

③と同様 →Title I
の補助金

受給総額

上限： 
12 万 5 千

ドル 
-PLC+R
LC 5 万

ドル 
-融資不

足払い：7
万 5 千ド

ル 
  

【下院案採択】 
補助金受給総額上

限：12 万 5 ドル 
（PLC+RLC と融

資不足払いの区分

廃止） 
 
II) 農外課税所得

と農業課税所得の

区別を廃止し、

AGI総額を補助金

受給資格上限とす

る。 
-PLC または

ARC、その他各種

補助金受給資格上

限を AGI 総額 90
万ドル 

出所：米国議会調査局（Congressional Research Service: CRS）報告書各種に基づき作成.  

(6) 酪農政策 

2011 年両農業員長案で、酪農製品価格支持政策（DPPSP: Dairy Product Price Support 
Program）は他政策によって代替することが示され、2012 年上下院案以降一貫して廃止が

提案された。2014 年法でも採択されていない。 
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表 1-20 酪農製品価格支持プログラム（DPPSP: Dairy Product Price Support 
Program）の廃止 

 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 
 2008 年法 2011 両農業委員

長案 
2012 上下院 2013 上下

院 
2013 後

半下院 
2014 年法 

上

院 

酪農製品価格支持計画

（DPPSP）: 
チーズ、脱脂粉乳、バ

ターを2012年末まで5
ヵ年間、乳製品の価格

を直接指示する方式

で、買い上げ指示価格

を設定。在庫が一定量

を超えた場合、買い入

れ価格の引き下げが可

能。 
（その後 2013 年 12 月

31 日まで延長） 

酪農製品価格支持

計画（DPPSP）は

酪農所得補償政策

（MILC）ととも

に、DPMPP (Dairy 
Product Pricr 
Support Program)
と DMSP(Dairy 
Market 
Stibization 
Program)によって

代替 

酪農製品価

格支持計画

（DPPSP）
を 2012年 10
月 1日に廃止 

  

酪農製品価

格支持計画

（DPPSP）
を廃止 
 

 酪農製品価

格支持計画

（DPPSP）
を廃止 

下

院 

酪農製品価

格支持計画

（DPPSP）
を 2012年 10
月 1日に廃止 

酪農製品価

格支持計画

（DPPSP）
を廃止 

 
  

出所：米国議会調査局（Congressional Research Service: CRS）報告書各種に基づき作成.  

酪農所得補償政策（MILC: Milik Income Loss Contract）も、2011 年両農業委員長案に

沿って、新たなマージン保護計画（MPP: Margin Protection Program）によって代替され

ることになった。なお、マージン保護計画の変遷については次項にまとめている。 

表 1-21 酪農所得補償政策（MILC: Milk Income Loss Contract） 
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 
 2008 年法 2011 両農業

委員長案 
2012 上下院 2013 上下院 2013 後半

下院 
2014 年法 

上

院 
MILC は CCP（新しい

不足払い)である。飲用

牛乳の月別農場価格が

一定以下になると、全

ての酪農業者はその差

額の 45%を受けられ

る。ただし一農場当た

り年間上限あり。

（2012 年 8 月 31 日ま

で） 
なお、2012 年 9 月以降

は受けられる差額の

45%から 34％に縮小。

（2013 年 6 月 30 日ま

で延長） 

MILC は

DPPSP ととも

に DPMPP 
(Dairy 
Product Price 
Support 
Program)と
DMSP(Dairy 
Market 
Stibization 
Program)によ

って代替 

MILC を

2013 年 6 月

30 日まで延

長し、受けら

れる差額の

34%から

45％に戻し、

2013 年 7 月

1 日に廃止 
  

MILC を

2014 年 6 月

30 日まで延

長し、受けら

れる差額の

34%から

45％に戻し、

2013 年 7 月

1 日に廃止 

 MILC は一

時的に延長。

新たなマー

ジン保護計

画（MPP）
の運用が開

始されるか、

2014 年 9 月

1 日の早い方

に廃止。 
 下

院 
MILC は

2012 年 10
月 1 日に廃

止 

MILC は廃

止 
MILC は廃

止 
  

出所：米国議会調査局（Congressional Research Service: CRS）報告書各種に基づき作成.  

2011年両農業委員長案では、酪農製品価格支持計画（DPPSP）と酪農所得補償政策（MILC）

は、酪農生産マージン保護計画（DPMPP: Dairy Production Margin Protection Program）
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と酪農マーケット安定化計画（DMSP: Dairy Market Stibization Program)によって代替と

されており、2012 年上下院案、2013 年上下院では両院とも同じ内容で 2011 年両農業委員

長案を踏襲した。その後、2013 年後半下院案で酪農生産マージン保護計画（DPMPP）の

複数の構成要素が一本化される修正案（酪農生産マージン補償計画（DPMIP: Dairy 
Production margin Insurance Program）、と酪農マーケット安定化計画（DMSP）の削除

が提案された。2014 年法ではそれらが取り入れられるとともに、酪農マーケット安定化計

画（DMSP）の代わりに新たに酪農品贈与計画（DPDP: Dairy product Donation Program）

が設定された 49。なお、酪農業者向けマージン保護計画の詳細は表 1-22 でまとめている。 

                                                   
49 2014 年法で、それまでの酪農生産マージン保護計画（DPMPP）が、酪農業者向けマージン保護計画

（MPP: Margin Protection Program for Dairy Producers）と名称を変えて取り入れられた。 
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表 1-22 酪農業者向けマージン保護計画（MPP: Margin Protection Program for Dairy 
Producers）及び酪農マーケット安定化計画（DMSP: Dairy Market Stabilization Program） 
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 
 2008 年

法 
2011 両農

業委員長案 
2012 上下院 2013 上

下院 
2013 後半下

院 
2014 年法 

上

院 
関連施

策は設

定なし 

MILC と

DPPSP は

DPMPP 
(Dairy 
Product 
Price 
Support 
Program)と
DMSP(Dair
y Market 
Stibization 
Program)に
よって代替 

I) 酪農生産マージン保護計

画（Dairy Production Margin 
Protection Program: 
DPMPP）を設置。２つの要

素（基礎生産マージン保護

（BPMP: Basic Production 
Margin Protection）と補足的

マージン保護(SPMP: 
Supplimental Production 
Margin Protection）で構成。 
 
II) マージンが小さくなった

り、マイナスになったりした

場合に需要にあった供給を確

保するために酪農マーケット

安定化計画（DMSP）を設定。

DPMPP に参加した酪農者は

強制参加。牛乳が供給過剰に

なった場合、政府が補助金額

の支払いを下げて生産者に生

産の抑制を促す。 

③と同様  I) マージン保

護計画を設

置。単一のマ

ージン保護プ

ログラムを含

むのみ。 
 
II) SPMPは設

定されず。代

替として酪農

品贈与計画

（DPDP）が設

定された。 

下

院 
I) 上院と同じ 
II) 上院と同じ 

③と同様 I) 酪農生産

マージン補

償計画

（DPMIP: 
Dairy 
Production 
margin 
Insurance 
Program）。

単一のマー

ジン補償計

画（Margin 
Insurance）
を含むのみ。

2008 年法

Sec.151(c)の
修正。 
 
II) 同様な施

策は削除 
出所：米国議会調査局（Congressional Research Service: CRS）報告書各種に基づき作成.  
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表 1-23 マージン保護計画の変遷の詳細 
2012 年、2013 年上下院の酪農生産

マージン保護計画 
2013 年後半下院案の単一のマ

ージン補償計画 
2014 年法のマージン保護計画 

1) 基礎生産マージン保護 
2 カ月間の 1 クゥオート当たり

の平均マージンが$4.00 未満の場

合、差額が支払われる。 
2) 補足的マージン保護 

2 カ月間の 1 クゥオート当たり

の平均マージンの補償水準が

$4.00 を超えるものを補償する。設

定は$4.50/1 クゥオート～$8.00/1
クゥオートまで$0.5 刻み。生産量

に乗ずる保障率も 25%から 90%ま

でで設定可能。 

1) 補償水準を$4.00/1 クゥオー

ト～$8.00/1 クゥオートまで

$0.5 刻みとする。（基礎マージ

ン保護と補完的マージン保護の

統合） 
2) 生産量に乗ずる保障率を

25%から 80%までで設定可能。 

1) 補償水準は 2013 年下院法と同

様。 
2) 生産量に乗ずる保障率は 25%
から 90%までで設定可能とする。 

出所：米国議会調査局（Congressional Research Service: CRS）報告書各種に基づき作成.  

酪農輸出計画は 2011 年両農業委員長案で廃止が提案され、2012 年案以降、上院、下院

ともに廃止を提案しており、2012 年法でも取り入れられていない。 

表 1-24 酪農輸出計画（DEIP: Dairy Export Incentive Program）の廃止 
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 
 2008 年法 2011 両農業

委員長案 
2012 上下院 2013 上下院 2013 後半

下院 
2014 年法 

上院 WTO で輸出

補助金が限定

されたため、

米国酪農製品

輸出業者に現

金を支給。海

外（主に EU）

の酪農補助金

に対する対抗

措置。 
 

酪農輸出計画

は廃止 
酪農輸出計

画は廃止 
③と同様 
 

 酪農輸出計

画は廃止 

下院 酪農輸出計

画は廃止 
③と同様 ③と同様 

  

出所：米国議会調査局（Congressional Research Service: CRS）報告書各種に基づき作成.  

3.2. 作物保険 

作物保険は、農作物の価格・所得支持策で削減を行うことの補完として、増額された項

目である。ただし綿花についてはブラジルとの WTO 裁定があり、他の作物とは別に作物保

険を設定している。 
補足的カバーオプション（SCO: Supplemental Coverage Option）は綿花以外の主要作

物向けの作物保険である。作物保険については恒久法である連邦作物保険法が定められて

いるが、それに補足的カバーオプションを導入し、従来の保険の免責部分をカバーするも

のである。従来の補償は農場ベースとカウンティベースを選択できたが SCO はカウンティ
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ベースのみの選択となった。基本的に 2012 年上下院案以降、両院の間に大きな差はなく、

論点は農家の収入が何％減少した場合に SCO が適用可能とするかという点などであった。

2014 年法でカウンティベースで 14%以上の収入減となった場合、適用、つまり収入（保険

設計上の期待収入、または期待収入）の 86%までを補償するものとなった。2012 年上院案

で 10%以上の収入減の場合、75-90%の補償を提案していたので、この部分では削減された

ことになる。なお、補足的カバーオプションの仕組みの詳細は「2. 2014 年農業法」で解説

されている。 

表 1-25 作物保険１（補足的カバーオプション（SCO: Supplemental Coverage Option）
の導入） 

 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 
 2008 年

法 
2011 両

農業委員

長案 

2012 上下院 2013 上

下院 
2013
後半

下院 

2014 年法 

上

院 
連邦作物

保険法

（恒久

法）が定

められて

いる。補

償は農場

単位ある

いは地域

（郡）単

位を農家

が選択可

能。補償

額は期待

収入に基

づく。 

直接の記

載なし。

ただし固

定支払、

CCP、
ACRE は

廃止。 

SCO を導入し、従来の保

険の免責部分をカバーさ

せる。SCO は地域（郡）

単位であり、10%以上の

収入減となった場合に、

農家が選択した免責範囲

（例えば 25%）以下の保

険金を支払う。SCO を

ARC と組み合わせて追加

的な保険として購入可

能。ARC に参加する場合、

21%以上の収入減の場合

に保険金が支払われる。

保険金のうち 65%を政府

が負担。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→22%ま

で免責 

  

下

院 
上院と同様。ただし、RLC
と組み合わせは不可だ

が、PLC との組合せは可

能。 

上院と同

様。ただ

し、損失

が 10%を

上回った

場合のみ

保険金を

受けられ

る。RLC
と組み合

わせは不

可 

④と

同様 
  

【下院案が採択】 
SCO を導入し、従来の保

険の免責部分をカバーさ

せる。SCO は地域（郡）

単位であり、通常レベル

の 14%を上回った場合の

み保険金を受けられる。

またカバー範囲は農民が

選択した免責範囲以上、

86%以下。ARC との組合

せは不可。PLC との組合

せは可能。 
出所：米国議会調査局（Congressional Research Service: CRS）報告書各種に基づき作成.  

綿花向け作物保険が積み上げ所得保障計画（STAX: Stacked Income Protection Plan）
である。2012 年上下院法で提案されたSTAXは、期待収入の 10%～30%(単独利用の場合)
の損失を補償するものである。ただし、2012 年下院案では 1 ポンド当たり$0.6861 の期待

価格下限を設定している。これは当初は上院案にも含まれていたが、上院はブラジルから
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の批判を受けてこれを撤回した 50。なお 2013 年法案では下院法からも削除されている。さ

らに上院が 2012 年案及び 2013 年案で提案した、①支払保険料全体のうち政府が 80%を負

担、②単位面積当たりのSTAXの対象生産量は近年生産量の 120%まで、の 2 点がそのまま

2014 年法に含まれた。 

表 1-26 作物保険２（積み上げ所得保証計画（綿花向け）（STAX: Stacked Income 
Protection Plan）の導入） 

 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 
 2008 年法 2011 両

農業委員

長案 

2012 上下院 2013 上

下院 
2013 後

半下院 
2014 年法 

上院 連邦作物保

険法（恒久

法）が定めら

れている。補

償は農場単

位あるいは

地域（郡）単

位を農家が

選択可能。補

償額は期待

収入に基づ

く。 

直接の記

載なし。

ただし固

定支払、

CCP、
ACRE は

廃止。 

2013 年より高地綿花

生産者向けに STAX
を導入。地域（郡）単

位で収入減を補償す

る。期待収入の 10%を

下回った場合、農家が

選択した免責範囲（例

えば 25%。ただし単独

利用の場合は 30%）以

下の保険金を支払う。

他の保険と重複はで

きない。支払保険料全

体のうち政府が 80%
を負担。 

  

③と同

様。ただ

し、近年

平均の

120%を

超えた生

産量は対

象としな

い。 

 【上下院案と同様】 
2013 年より高地綿

花生産者向けに

STAX を導入。地域

（郡）単位で収入減

を補償する。期待収

入の 10%を下回っ

た場合、農家が選択

した免責範囲（例え

ば 25%。ただし単独

利用の場合は 30%）

以下の保険金を支

払う。他の保険と重

複はできない。ただ

し、近年平均の

120%を超えた生産

量は対象としない。

支払保険料全体の

うち政府が 80%を

負担。 

下院 上院と同様。ただし、

1 ポンド当たり

$0.6861 の最低価格を

設定。 

上院と同

様。 
④と同様 

  

出所：米国議会調査局（Congressional Research Service: CRS）報告書各種に基づき作成.  

3.3. 輸出信用保障 

輸出信用保障の項目は必ずしも綿花についてのみの利用を特定しているわけではない。

CRS レポートにおいて「WTO 裁定との整合性を措置するために当事者（米国とブラジル）

間で合意される条件に従って」とある。2012 年上院案では輸出信用供与額を年間 45 億ド

ルを超えないものとしたが、下院案では 2012 年案、2013 年案で一貫して 2008 年法と同様

にその上限を年間 55 億ドルとした。その結果、2014 年法でもその上限として年間 55 億ド

ルが定められた。ただし、①輸出信用期間の短縮、②農務長官による手数料の取扱い等も

定められた。その詳細は「2. 2014 年農業法」で解説されている。 

                                                   
50 服部信司(2012)「アメリカ次期農業法－背景、上院案・下院農業委員会案、今後」日本農業研究報告『農

業研究』第 25 号 
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表 1-27 輸出信用保障（Export Credit Gurantee Program） 
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 
 2008 年法 2011 

両農

業委

員長

案 

2012 上下院 2013 上

下院 
2013 後

半下院 
2014 年法 

上

院 
作物信用公社

（CCC: 
Commodity 
Credit 
Corporation）
による農産品

輸出への信用

供与。CCC は

年間 55 億ドル

を超えない額

の信用を供与。 

記載

なし。 
2013-17 の年間

輸出信用供与額

は 45億ドルを超

えない額とす

る。 
  

③と同

様 
  

下

院 
2008 年農業法を

そのまま適用

し、年間輸出信

用供与額は 55億

ドルを超えない

額とする。 

③と同

様 
④と同

様 
  

【下院案が採択】年間輸出信用

供与額は 55 億ドルを超えない

額とする。WTO 裁定との整合性

を措置するために、当事者（米

国とブラジル）間で合意される

条件に従って管理運営。信用期

間の最長期間を 3 年から 2 年に

短縮。農務長官による信用保障

額最大化の義務を廃止。手数料

を調整する農務長官の制限を廃

止。 
出所：米国議会調査局（Congressional Research Service: CRS）報告書各種に基づき作成.  

3.4. 環境保全政策 

2011 年両農業委員長案では複数年をかけて保全留保計画(CRP: Conservation Reserve 
Program)の対象面積の上限を3200万エーカーから 2500万エーカーへ引き下げる方向性を

示したが、それに沿って上院下院ともに引下げ案を策定した。一貫して下院案の方が開始

直後からの引下げ面積幅が大きく、2013 年下院案では引下げ目標を 2018 年までに 2400
万エーカーとさらに引き下げた。2014 年法にはこの下院案が取り入れられている。 
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表 1-28 環境保全政策１（保全留保計画：CRP: Conservation Reserve Program） 
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 
 2008 年

法 
2011 両

農業委員

長案 

2012 上下院 2013 上下院 2013 後

半下院 
2014 年法 

上

院 
CRP 対

象面積を

3200 エ

ーカー

（2008
年法制定

時から面

積は改定

されてい

る）を上

限とする 

複数年を

かけて

CRP 対象

面積の上

限を

3200 万

エーカー

から

2500 万

エーカー

へ引き下

げ 

CRP対象面積の上

限を以下のように

引き下げ。 
2013 年 3000 万エ

ーカー、2014 年

2750 エーカー、

2015 年 2650 エー

カー、2016年2550
エーカー、2017 年

2500 エーカー 
  

CRP対象面積の上

限を以下のように

引き下げ。 
2014 年 3000 万エ

ーカー、2015 年

2750 エーカー、

2016 年 2650 エー

カー、2017年2650
エーカー、2018 年

2500 エーカー 

  

下

院 
CRP対象面積の上

限を以下のように

引き下げ 
2013 年 2900 万エ

ーカー、2014 年

2600 エーカー、

2015 年 2600 エー

カー、2016年2550
エーカー、2017 年

2500 エーカー 

CRP対象面積の上

限を以下のように

引き下げ 
2014 年 2750 万エ

ーカー、2015 年

2600 エーカー、

2016 年 2500 エー

カー、2017年2400
エーカー、2018 年

2400 エーカー 

④と同

様 
  

【下院案が採択】CRP
対象面積の上限を以

下のように引き下げ 
2014 年 2750 万エー

カー、2015 年 2600
エーカー、2016 年

2500 エーカー、2017
年 2400 エーカー、

2018 年 2400 エーカ

ー 
出所：米国議会調査局（Congressional Research Service: CRS）報告書各種に基づき作成.  

2008 年法では、保全励行計画（CSP: Conservation Stewardship Program）に参加する

面積の上限を毎年 1276 万 9 千エーカーとし、支払い上限を 5 か年で 20 万ドルとすると定

めている。上院案は参加面積上限を設定しているが、下院案は参加面積上限から毎年一定

面積を削減するという設定の仕方である。最終的に 2014 年法では 2014-22 年の毎年の参加

面積上限を 1000 万エーカーに引下げとした。 
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表 1-29 環境保全政策２（保全励行計画：CSP: Conservation Stewardship Program） 
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 
 2008 年

法 
2011 両

農業委員

長案 

2012 上下院 2013 上下院 2013 後

半下院 
2014 年法 

上

院 
2008-20
17 年に

かけて毎

年の参加

面積上限

を 1276
万 9 千エ

ーカーと

する。支

払い上限

を 5 か年

で 20 万

ドルとす

る。 

定義の変

更等の改

定は示唆

されてい

るが、具

体的な施

策はな

し。 

2012-2021 年に毎

年の参加面積上限

を 1034 万 8 千エ

ーカーとする。支

払い上限を 2013 
-2017年で 20万ド

ルとする。 
  

③と同様   

下

院 
上院案と同様。た

だし 2012-21 年の

毎年の参加面積上

限を 90 万エーカ

ー減少させる 

上院案と同様。た

だし 2013-22 年の

毎年の参加面積上

限を 86 万 9500 万

エーカー減少させ

る 

④と同

様 
  

【下院案が採択】

2014-22 年の毎年の

参加面積上限を 1000
万エーカーに引き下

げ。支払い上限を

2014-22 年で 20 万ド

ルとする。 
出所：米国議会調査局（Congressional Research Service: CRS）報告書各種に基づき作成.  

3.5. 栄養 

「栄養」項目の中でも焦点となったのは、補足的栄養支援計画（SNAP: Supplemental 
Nutrition Assistance Program：フードスタンプ）であり、中でも、低所得家計への光熱費

補助（LIHEAP: Low Income Home Energy Assistance Program）であった。これは 2008
年法の部分に記述したように、フードスタンプ対象家計は支出額に関わらず光熱費を負担

している旨（＝LIHEAP:光熱費補助を受けている旨）を申請すれば、それが標準ユーティ

リティ補助（SUA: Standard Utility Allowance）としてフードスタンプ支給額の算定式に

追加され、フードスタンプ支給額が増額されるものである。ただ「2. 2014 年農業法」で記

されているように、名目的な光熱費補助を州から受け、それによって人為的にフードスタ

ンプを増やす“フードスタンプの抜け道”が増大したため、それを制限することで支出を

抑える方向が 2011 年両農業委員長案で提示された。2011 年両農業委員長案はフードスタ

ンプ受給資格の一つを毎月の光熱費補助が 15 ドル以上としたが、それを踏まえ、2012 年

上下院案はともに光熱費補助を 10 ドル以上とした。ただし下院ではそれのみならず、さら

に受給についてのごまかしや不正（カードを売り現金に換えること）をなくすことで、追

加的な支出削減を行い、10 年間で 330 億ドルの削減を提起した。一方、上院案が提起した

案では 10 年間で 160 億ドルの削減となる 51。 
これに対して、2013 年上院案は 2012 年案を踏襲したが、2013 年下院案は毎月の光熱費

補助を 20 ドル以上とした。下院案ではさらに上述の受給についてのごまかしや不正を厳し

く排除し、支給用飲料ボトルの受給者による購入等の細かな施策も含め、大幅削減を提案

した。2013 年後半の下院案では成人健勝者への支給額上限の引下げ等さらなる削減を図っ

                                                   
51 服部信司(2012)「アメリカ次期農業法－背景、上院案・下院農業委員会案、今後」日本農業研究報告『農

業研究』第 25 号 
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た。 
2014 年法では、逆に労働訓練パイロット計画（E&T: Employment and Training）への

支出を増加させるなどの項目その他が 2013 年上院案から採択され、2013 年後半下院案の

「栄養」項目への支出の大幅削減は緩和された。2008 年法（2013 年推計値）と比較すると

389.99 億ドル削減（2013 年下院案）から 89 億ドル削減（2014 年法）となっている。 

表 1-30 補足的栄養支援計画（SNAP: Supplemental Nutrition Assistance Program
フードスタンプ）１（低所得家計への光熱費補助（LIHEAP: Low Income Home Energy 

Assistance Program）） 
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 
 2008 年法 2011 両農業

委員長案 
2012 上下院 2013 上下院 2013

後半

下院 

2014 年法 

上

院 
フードスタンプ

対象家計は支出

額に関わらず光

熱費を負担して

いる旨（＝

LIHEAP:光熱費

補助を受けてい

る旨）を申請す

れば、それが標

準ユーティリテ

ィ補助（SUA: 
Standard 
Utility 
Allowance）とし

てフードスタン

プ支給額の算定

式に追加され、

フードスタンプ

支給額が増額さ

れる。 

毎月の光熱費

補助が 15 ドル

かそれ以上の

世帯がフード

スタンプ支給

額の増額を受

けられる。 

毎月の光熱費

補助が月 10 ド

ルを超える世

帯のみフード

スタンプ増額

資格を持つも

のとする。 
  

③と同様   

下

院 
毎月の光熱費

補助が月 10 ド

ルを超える世

帯のみフード

スタンプ増額

資格を持つも

のとする。 

毎月の光熱費補

助が月 20ドルを

超える世帯のみ

フードスタンプ

増額資格を持つ

ものとする。 

④と

同様 
  

【下院案が採

択】 
毎月の光熱費補

助が月 20 ドル

を超える世帯の

みフードスタン

プ増額資格を持

つものとする。 

出所：米国議会調査局（Congressional Research Service: CRS）報告書各種に基づき作成.  
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表 1-31 補足的栄養支援計画（SNAP: Supplemental Nutrition Assistance Program：

フードスタンプ）２（労働訓練パイロット計画（E&T: Employment and Training）） 
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 
 2008 年法 2011 両

農業委員

長案 

2012 上下院 2013 上下院 2013 後半下院 2014 年法 

上

院 
連邦政府は以下

の４つの方法で

フードスタンプ

受給者に対する

労働訓練向け資

金を拠出する 
(1) 算定式によ

って 900 万ドル

の義務的資金を

各州に配分、(2) 
扶養者のいない

成人健勝者に労

働訓練提供を決

めている州に

200 万ドルの義

務的資金を配

分、(3) 労働訓練

のために各州に

事務的費用を配

分（上限なし）、

(4) 労働訓練参

加者の被扶養者

向け費用及び交

通費を各州が精

算払いする費用

（上限なし） 

E&T の

継続的な

実施は記

されてい

るが、具

体的な改

革策はな

し 

関連施策は

なし 
  

(1) 2014-2017
年は 900 万ド

ルの各州への

義務的資金は

継続するが、

2018 年以降は

800 万ドルに

減額 

 【上院案が採

択】2014-2017
年は 900 万ドル

の各州への義務

的資金は継続す

るが、2018 年以

降は 800 万ドル

に減額。ただし、

各州への E&T
資金は追加的な

制約を設定。（成

人健勝者の

E&T パイロッ

トプログラムへ

の参加義務の実

施について

USDA に責任を

持たせる） 
 

下

院 
(1) 2008年農

業法におけ

る 900 万ド

ルの義務的

資金の各州

への配分を

790 万ドルに

減額。追加的

なモニタリ

ング、成果指

標、報告義務

を課す。 

(1) は③と同

様。 
 
E&T パイロッ

トプログラム

のために

2014-2016 年

の３カ年に渡

って各年 100
万ドルを支出。

USDA はパイ

ロットプログ

ラムについて

2017 財政年末

までに議会に

報告。 

(1)は④と同様 
 
(2)を廃止。 
 
全てのフード

スタンプ受給

対象成人健勝

者に週 20 時間

の E&T パイロ

ットプログラ

ムへの参加を

義務化。そのた

めに年間上限

2770 万ドルを

準備 
  

 
 
【下院案一部採

択】 
USDA は 10 の

パイロットプロ

グラムを選び、

対象州に資金を

配分。3 年期限。

2014 年は 100
万ドル、2015 年

には 1900 万ド

ル。以降は 2018
財政年末まで資

金を配分。 

出所：米国議会調査局（Congressional Research Service: CRS）報告書各種に基づき作成.  
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付録 1：2013 年上院法に S.10 と S.954 の 2 つの農業法がある理由と対比 

 
S.10 と S.954 は、いずれも「2013 年農業改革、食品、職業法（Agriculture Reform, Food, 

and Jobs Act of 2013）」という題名が付されている。 
S.10 は 2013 年 1 月 21 日に Harry Reid 議員によって提出された法案であるが、上院を

通過することはなかった。一方、S.954 は 2013 年 5 月 13 日に Debbie Stabenow 議員によ

ってあらためて提出された法案であり、2013 年 6 月 10 日に上院を通過した。 
 

表 1-32 2013 年農業法上院案 S.10 と S.954 の概要 
 S.10 S.954 

法案提出者 Harry Reid Debbie Stabenow 
委員会 上院農業・栄養・森林委員会 上院農業・栄養・森林委員会 

法案提出日 2013 年 1 月 21 日 2013 年 5 月 13 日 
上院通過日 （未通過） 2013 年 6 月 10 日 52 

（出所）open congress<www.opencongress.org/>を基に作成。 
 
両者は内容も大部分が重複するものとなっているものの、全く同じというわけではない。

2 つの法案のうち、異なっている点は後掲の資料のとおりである。 
なお、たとえば 2008 年農業法が延長された米国納税者救済法においては、2012 年に提

出された H.R.8 が 2013 年 1 月に修正された際にも当初と同一の H.R.8 という法案番号が

付されている。これは、提出された法案に修正を重ねているだけであり、ある法案が通過

しなかった後に別の法案が提出された場合（たとえば S.10 と S.954 の場合）とは状況が異

なる。 

表 1-33 2013 年農業法上院案 S.10 と S.954 の差異 
S.10 S.954 

Sec. 1105. Agriculture risk coverage. 
Sec. 1106. Producer agreement required as 

condition of provision of payments. 
Sec. 1107. Period of effectiveness. 
Sec. 1108. Adjusted gross income limitation for 

conservation programs. 

Sec. 1105. Base acres. 
Sec. 1106. Payment yields. 
Sec. 1107. Availability of adverse market 

payments. 
Sec. 1108. Agriculture risk coverage. 
Sec. 1109. Producer agreement required as 

condition of provision of payments. 
Sec. 1110. Period of effectiveness. 

（対応条文なし） Sec. 1210. Adjustments of loans. 

（対応条文なし） 
Sec. 2507. Terminal lakes assistance. 
Sec. 2508. Study of potential improvements to 

the wetland mitigation process. 
                                                   

52 Open congress では 9 日とされているが、10 日の誤記と思われる。 
<http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d113:SN00954:@@@L&summ2=m& > 
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S.10 S.954 

（対応条文なし） Sec. 2610. Adjusted gross income limitation for 
conservation programs. 

（対応条文なし） Sec. 4012. Funding of employment and training 
programs. 

Sec. 4204. Whole grain products. 
Sec. 4205. Hunger-free communities. 
Sec. 4206. Healthy Food Financing Initiative. 
Sec. 4207. Pulse crop products. 
Sec. 4208. Dietary Guidelines for Americans. 
Sec. 4209. Purchases of locally produced foods. 

Sec. 4204. Hunger-free communities. 
Sec. 4205. Healthy Food Financing Initiative. 
Sec. 4206. Pulse crop products. 
Sec. 4207. Dietary Guidelines for Americans.  
Sec. 4208. Purchases of locally produced foods. 
Sec. 4209. Multiagency task force. 
Sec. 4210. Food and Agriculture Service 

Learning Program. 

（対応条文なし） Sec. 5104. Compensation disclosure by Farm 
Credit System institutions. 

Sec. 6202. Rural energy savings program. 
Sec. 6203. Funding of pending rural 

development loan and grant applications. 
Sec. 6204. Study of rural transportation issues. 
Sec. 6205. Agricultural transportation policy. 

Sec. 6202. Definition of rural area for purposes of 
the Housing Act of 1949. 

Sec. 6203. Rural energy savings program. 
Sec. 6204. Funding of pending rural 

development loan and grant applications. 
Sec. 6205. Study of rural transportation issues. 
Sec. 6206. Agricultural transportation policy. 
Sec. 6207. Value-added agricultural market 

development program grants. 
（対応条文なし） Sec. 7207. Agricultural Genome Initiative. 

Sec. 8002. Watershed forestry assistance 
program. 

Sec. 8003. Expired cooperative national forest 
products marketing program. 

Sec. 8004. Hispanic-serving institution 
agricultural land national resources leadership 
program. 

Sec. 8005. Tribal watershed forestry assistance 
program. 

Sec. 8002. Hispanic-serving institution 
agricultural land national resources leadership 
program. 

Sec. 8003. Tribal watershed forestry assistance 
program. 

（対応条文なし） Sec. 8303. Reimbursement of fire funds. 
Sec. 9001. Definition of renewable chemical. 
Sec. 9002. Biobased markets program. 
Sec. 9003. Biorefinery, renewable chemical, and 

biobased product manufacturing assistance. 
Sec. 9004. Repeal of repowering assistance 

program and transfer of remaining funds. 
Sec. 9005. Bioenergy program for advanced 

biofuels. 
Sec. 9006. Biodiesel fuel education program. 
Sec. 9007. Rural Energy for America Program. 
Sec. 9008. Biomass research and development. 
Sec. 9009. Feedstock flexibility program for 

bioenergy producers. 
Sec. 9010. Biomass Crop Assistance Program. 
Sec. 9011. Repeal of forest biomass for energy. 
Sec. 9012. Community wood energy program. 
Sec. 9013. Repeal of renewable fertilizer study. 

Sec. 9001. Definitions. 
Sec. 9002. Biobased markets program. 
Sec. 9003. Biorefinery, renewable chemical, and 

biobased product manufacturing assistance. 
Sec. 9004. Bioenergy program for advanced 

biofuels. 
Sec. 9005. Biodiesel fuel education program. 
Sec. 9006. Rural Energy for America Program. 
Sec. 9007. Biomass research and development. 
Sec. 9008. Feedstock flexibility program for 

bioenergy producers. 
Sec. 9009. Biomass Crop Assistance Program. 
Sec. 9010. Repeal of forest biomass for energy. 
Sec. 9011. Community wood energy program. 
Sec. 9012. Repeal of renewable fertilizer study. 

（対応条文なし） Sec. 10011. Removal of AMS inspection 
authority over apples in bulk bins. 
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S.10 S.954 
Sec. 10012. Organic product promotion orders. 

（対応条文なし） 
Sec. 10011. Removal of AMS inspection 

authority over apples in bulk bins. 
Sec. 10012. Organic product promotion orders. 

Sec. 11002. Premium amounts for catastrophic 
risk protection. 

Sec. 11003. Permanent enterprise unit. 
Sec. 11004. Enterprise units for irrigated and 

nonirrigated crops. 
Sec. 11005. Data collection. 
Sec. 11006. Adjustment in actual production 

history to establish insurable yields. 
Sec. 11007. Submission and review of policies. 
Sec. 11008. Board review and approval. 
Sec. 11009. Consultation. 
Sec. 11010. Budget limitations on renegotiation 

of the Standard Reinsurance Agreement. 
Sec. 11011. Stacked Income Protection Plan for 

producers of upland cotton. 
Sec. 11012. Peanut revenue crop insurance. 
Sec. 11013. Authority to correct errors. 
Sec. 11014. Implementation. 
Sec. 11015. Approval of costs for research and 

development. 
Sec. 11016. Whole farm risk management 

insurance. 
Sec. 11017. Study of food safety insurance. 
Sec. 11018. Crop insurance for livestock. 
Sec. 11019. Margin coverage for catfish. 
Sec. 11020. Poultry business disruption 

insurance policy. 
Sec. 11021. Crop insurance for organic crops. 
Sec. 11022. Research and development. 
Sec. 11023. Pilot programs. 
Sec. 11024. Index-based weather insurance pilot 

program. 
Sec. 11025. Enhancing producer self-help 

through farm financial benchmarking. 
Sec. 11026. Beginning farmer and rancher 

provisions. 
Sec. 11027. Agricultural management 

assistance, risk management education, and 
organic certification cost share assistance. 

Sec. 11028. Crop production on native sod. 
Sec. 11029. Technical amendments. 
Sec. 11030. Greater accessibility for crop 

insurance. 
Sec. 11031. GAO crop insurance fraud report. 
Sec. 11032. Limitation on premium subsidy 

based on average adjusted gross income. 

Sec. 11002. Crop margin coverage option. 
Sec. 11003. Premium amounts for catastrophic 

risk protection. 
Sec. 11004. Permanent enterprise unit. 
Sec. 11005. Enterprise units for irrigated and 

nonirrigated crops. 
Sec. 11006. Data collection. 
Sec. 11007. Adjustment in actual production 

history to establish insurable yields. 
Sec. 11008. Submission and review of policies. 
Sec. 11009. Board review and approval. 
Sec. 11010. Consultation. 
Sec. 11011. Budget limitations on renegotiation 

of the Standard Reinsurance Agreement. 
Sec. 11012. Test weight for corn. 
Sec. 11013. Stacked Income Protection Plan for 

producers of upland cotton. 
Sec. 11014. Peanut revenue crop insurance. 
Sec. 11015. Authority to correct errors. 
Sec. 11016. Implementation. 
Sec. 11017. Approval of costs for research and 

development. 
Sec. 11018. Whole farm risk management 

insurance. 
Sec. 11019. Study of food safety insurance. 
Sec. 11020. Crop insurance for livestock. 
Sec. 11021. Margin coverage for catfish. 
Sec. 11022. Poultry business disruption 

insurance policy. 
Sec. 11023. Study of crop insurance for seafood 

harvesters. 
Sec. 11024. Biomass and sweet sorghum energy 

crop insurance policies. 
Sec. 11025. Crop insurance for organic crops. 
Sec. 11026. Research and development. 
Sec. 11027. Pilot programs. 
Sec. 11028. Index-based weather insurance pilot 

program. 
Sec. 11029. Enhancing producer self-help 

through farm financial benchmarking. 
Sec. 11030. Beginning farmer and rancher 

provisions. 
Sec. 11031. Agricultural management 

assistance, risk management education, and 
organic certification cost share assistance. 

Sec. 11032. Crop production on native sod. 
Sec. 11033. Technical amendments. 
Sec. 11034. Greater accessibility for crop 

insurance. 
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S.10 S.954 
Sec. 11035. GAO crop insurance fraud report. 

（対応条文なし） Sec. 12002. Socially disadvantaged farmers and 
ranchers policy research center. 

（対応条文なし） 

Sec. 12106. National animal health laboratory 
network. 

Sec. 12107. National poultry improvement plan 
(NPIP). 

Sec. 12206. Canada geese removal. 
Sec. 12207. Office of Tribal Relations. 
Sec. 12208. Repeal of duplicative program. 
Sec. 12209. Sense of the Senate. 
Sec. 12210. Acer Access and Development 

Program. 
Sec. 12211. Definition of rural area for purposes 

of the Housing Act of 1949. 
Sec. 12212. Prohibition on attending an animal 

fight or causing a minor to attend an animal 
fight; enforcement of animal fighting provisions. 

Sec. 12206. Regional economic and 
infrastructure development. 

Sec. 12207. Office of Tribal Relations. 
Sec. 12208. Acer access and development 

program. 
Sec. 12209. Prohibition on attending an animal 

fight or causing a minor to attend an animal fight; 
enforcement of animal fighting rovisions. 

Sec. 12210. Pima cotton trust fund. 
Sec. 12211. Agriculture wool apparel 

manufacturers trust fund. 
Sec. 12212. Citrus disease research and 

development trust fund. 
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