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1.2. 直接支払制度の国際比較 
 

株式会社 農林中金総合研究所 平澤明彦 
 

本章では国別の分析をうけて国際比較を行う。直接支払制度の国際比較を行う意義は、比較によ

って各国の特徴を明確にし、国際的な構図や各国の位置づけを明らかにすることである。またそれ

は、各国の制度に対する理解を深めるための分析視角を得ることでもある。本調査事業が EU 農政

の調査であることに引き付けていえば、CAP の下にある EU 加盟国間の相違を明らかにするととも

に、スイスおよび米国との対比によって EU および加盟国の特徴を浮かび上がらせることが期待さ

れる。 
 そして、我が国への示唆という観点からは、我が国の制度との対比も有効である。海外の事例と

の比較により、日本の制度の特徴や、海外にあって日本にない制度や仕組み、考え方等を整理する

ことができよう。本年度の調査では、日本型直接支払の国際比較が求められている。 
 そこで本章ではまず次節で各国の直接支払制度に関する総括表を提示し、次に EU・スイス・米

国の直接支払制度を比較し、最後に日本型直接支払と各国の制度を比較する。 
 

(1) 総括表 

① 直接支払の農業所得に占める割合 

以下では主要国（EU、スイス、米国）における農業所得に占める直接支払額とその割合につい

て整理をしている。それぞれの値は、一農家あたりの農業所得と受給している直接支払額ではなく、

国全体の農業所得と直接支払額の総計であるため、データを扱う際には注意が必要である。 
 
 特に EU では 2015 年前後にロシアの輸入禁止措置や酪農危機が発生しており、一部の加盟国で

は農業所得が大幅に落ち込み、一時的に赤字となった国もある。そうした変動を均すため農業所得

は 5 年間（2013-2017 年。2017 年は暫定値）の平均値を用い、また変動係数を併記している。変動

係数の大きな国（デンマーク、ストニア、スロバキア、ドイツ等）は当該期間中に農業所得の変動

が大きいため、農業所得に対する直接支払の比率については慎重に判断する必要がある。 
 また、EU では第一の柱の直接支払予算額と共に、日本型直接支払制度に対応する第二の柱の該

当施策についても予算額と農業所得に占める割合を示している。そのうち、２８条（農業環境気候

支払）、２９条（有機農業支払）、３１～３２条（自然等制約地支払）３３条（動物福祉）の予算額

は各々の事業名にその施策のみが対応しており、表中の金額＝個別の直接支払額として考えてもよ

いが、１９条（農業および事業開発）、３５条（協同）の予算額の中には複数の施策が含まれてお

り、必ずしも日本型直接支払とは関係のない施策も含まれることに留意が必要である（１９条には

青年農業者支払が含まれるが、それ以外の施策の予算も含む）。
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図表 161 EU における農業所得に占める直接支払額（農業所得*、第一の柱予算は 2015年値、第二の柱予算は 2014-2020年の単年平均値**） 

 
*農業所得は事業所得（entrepreneurial income）で、5 年間（2013-2017 年。2017 年は暫定値）の平均値を採用した。 
**第一の柱の直接支払と第二の柱の直接支払に関係する施策の各々の数値は予算枠である。 
***小規模農業者支払の支出は、他の各種直接支払予算枠から移転・拠出が行われる。金額は 2015 年の各国の「直接支払予算総額」に欧州委員会が発表した「小規模農業者支払が直接支

払支出総額に占める割合」を乗じたもの。 
出所：農業経済計算(Economic Accounts for Agriculture)、欧州委員会"REPORT on the Implementation of direct payments [outside greening] Claim year 2015"、委員会実

施規則 No. 2015/1089、ESIF 2014-2020 FINANCES PLANNED DETAILS より三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

金額（百万
ユーロ）

加盟国
2013-17年
変動係数

基礎＆単一
面積支払

再分配支払
グリーニング

支払
自然制約地

域支払
青年農業者

支払
カップル支

払

１９条：農
業および
事業開発

２８条：農
業環境、
気候対応

２９条：有
機農業

３１～３２
条：自然な
いしその他
制約のあ

る地域

３３条：動
物福祉

３５条：協
同

ベルギー 898.4 11.7% 534.7 231.5 48.9 157.1 － 9.9 87.2 － 189.4 14.8 38.7 15.4 8.3 － 2.2

ブルガリア 1,218.1 15.9% 721.3 305.7 55.9 237.3 － 3.7 118.6 5.5 416.8 38.7 31.9 21.7 39.4 8.1 4.7

チェコ 730.9 15.0% 844.9 463.0 － 253.5 － 1.7 126.7 － 506.7 20.0 129.3 48.7 112.2 19.0 21.5

デンマーク 370.9 128.6% 870.8 565.1 － 261.2 2.9 17.4 24.1 － 169.6 － 27.3 30.5 － － 4.7

ドイツ 7,554.7 44.8% 4,930.0 3,063.1 343.9 1,473.8 － 49.1 － 24.6 2,020.7 9.6 418.0 231.7 231.4 17.6 30.0

エストニア 141.6 69.2% 114.4 75.5 － 34.3 － 0.3 4.2 1.3 140.2 16.9 35.0 11.1 － 5.8 2.7

アイルランド 2,207.8 21.6% 1,220.1 828.3 － 364.5 － 24.3 3.0 － 560.2 － 218.3 8.0 188.6 7.1 8.9

ギリシャ 4,673.2 5.3% 1,962.3 1,205.7 － 576.6 － 38.4 141.6 170.3 759.8 58.1 59.5 101.0 147.2 1.6 15.5

スペイン 19,760.1 10.4% 4,944.4 2,809.8 － 1,452.8 － 96.9 584.9 186.4 1,768.4 118.2 189.4 100.2 119.1 3.6 38.8

フランス 13,180.3 13.6% 7,302.1 3,577.3 365.8 2,190.6 － 73.0 1,095.3 － 2,275.6 194.2 224.0 107.9 809.9 － 40.4

クロアチア 753.5 15.9% 184.4 79.6 18.4 55.1 － 3.7 27.6 4.3 340.5 37.6 19.8 18.3 45.9 － 1.2

イタリア 14,046.4 7.0% 3,984.0 2,345.1 － 1,170.6 － 39.0 429.2 148.6 2,982.1 228.0 359.4 242.0 218.7 45.1 97.8

キプロス 222.2 17.4% 50.8 31.0 － 15.2 － 0.5 4.0 － 34.8 1.0 8.6 2.0 5.4 1.0 0.4

ラトビア 325.3 12.0% 181.0 96.9 － 54.3 － 2.7 27.2 3.3 218.8 13.6 15.9 21.7 38.2 － 2.8

リトアニア 568.9 16.3% 417.9 159.8 62.7 125.4 － 7.3 62.7 － 282.5 32.0 20.3 21.5 41.0 － 3.4

ルクセンブルク 37.4 29.3% 33.6 22.9 － 10.1 － 0.5 0.2 － 52.6 1.2 15.7 1.0 16.0 － －

ハンガリー 2,240.9 8.6% 1,345.7 737.5 － 403.7 － 2.7 201.9 32.6 596.3 46.8 91.2 29.7 10.9 16.8 7.3

マルタ 63.0 14.6% 5.2 0.6 － 1.6 － 0.0 3.0 1.6 18.5 1.7 1.0 － 1.7 － 2.5

オランダ 3,320.1 20.6% 765.1 521.8 － 224.8 － 15.0 3.5 － 173.4 － 47.3 － － － 7.5

オーストリア 1,658.1 13.2% 707.6 471.3 － 207.9 － 13.9 14.6 16.3 1,100.0 25.1 300.8 112.0 252.0 34.3 16.7

ポーランド 9,093.1 8.8% 3,378.6 1,544.0 280.4 1,013.6 － 33.8 506.8 429.1 1,944.6 330.7 195.2 100.0 283.3 － 8.3

ポルトガル 1,618.9 8.8% 577.7 279.1 － 169.7 － 11.3 117.5 37.7 674.5 31.0 80.3 13.8 130.7 － 8.1

ルーマニア 5,687.0 11.9% 1,600.0 721.6 92.3 535.0 － 32.0 219.1 291.2 1,222.7 146.4 136.9 30.2 173.2 66.0 4.2

スロベニア 353.6 13.4% 138.3 74.8 － 41.4 － 1.4 20.7 0.9 158.2 17.6 29.1 9.3 38.0 4.6 2.9

スロバキア 74.6 60.2% 438.3 247.4 － 131.5 － 2.4 57.0 － 299.9 19.9 20.5 12.9 69.0 15.4 6.9

フィンランド 734.5 30.2% 534.3 267.4 － 157.0 － 5.2 104.7 － 810.5 48.0 228.7 47.2 261.7 65.4 22.9

スウェーデン 767.7 16.1% 696.9 383.3 － 209.1 － 13.9 90.6 － 613.9 18.7 137.2 70.1 139.2 18.1 22.2

英国 7,118.0 13.2% 3,173.3 2,100.8 16.1 952.0 － 51.8 52.6 － 1,045.7 21.0 518.0 12.2 90.0 0.9 27.5

28か国合計 99,419 .3 6 .3% 41 ,657 .5 23 ,210 .0 1 ,284 .5 12 ,479 .8 2 .9 552 .0 4 ,128 .4 1 ,353 .8 21 ,377 .0 1 ,490 .6 3 ,597 .2 1 ,420 .0 3 ,471 .0 330 .6 412 .0

農業所得
（2013-17
年平均値）

直接支払
予算（第
一の柱）
の総額

第二の柱の内、本報告書に関連する施策の予算額
農村振興施

策予算（第二

の柱）の総額

※ＥＵ及び加

盟国、コファ

イナンス合計

各目的別施策の予算額

小規模農
業者支払

***



 

201 
 

図表 162 EU における直接支払の農業所得に占める割合 

 
*小規模農業者支払の列が示す割合は、「直接支払予算総額」と「直接支払支出総額に占める小規模農業者支払の割合」を乗じたものに農業所得を除したもの。 
 

2013-17年
変動係数

基礎＆単
一面積支

払

再分配支
払

グリーニン
グ支払

自然制約
地域支払

青年農業
者支払

カップル支
払

１９条：農
業および
事業開発

２８条：農
業環境、
気候対応

２９条：有
機農業

３１～３２
条：自然
ないしそ
の他制約
のある地

域

３３条：動
物福祉

３５条：協
同

ベルギー 100.0% 11.7% 59 .5% 25.8% 5.4% 17.5% － 1.1% 9.7% － 1.7% 4.3% 1.7% 0.9% － 0.2%

ブルガリア 100.0% 15.9% 59 .2% 25.1% 4.6% 19.5% － 0.3% 9.7% 0.5% 3.2% 2.6% 1.8% 3.2% 0.7% 0.4%

チェコ 100.0% 15.0% 115 .6% 63.3% － 34.7% － 0.2% 17.3% － 2.7% 17.7% 6.7% 15.4% 2.6% 2.9%

デンマーク 100.0% 128.6% 234 .8% 152.4% － 70.4% 0.8% 4.7% 6.5% － － 7.4% 8.2% － － 1.3%

ドイツ 100.0% 44.8% 65 .3% 40.5% 4.6% 19.5% － 0.7% － 0.3% 0.1% 5.5% 3.1% 3.1% 0.2% 0.4%

エストニア 100.0% 69.2% 80 .8% 53.3% － 24.2% － 0.2% 3.0% 0.9% 11.9% 24.7% 7.8% － 4.1% 1.9%

アイルランド 100.0% 21.6% 55 .3% 37.5% － 16.5% － 1.1% 0.1% － － 9.9% 0.4% 8.5% 0.3% 0.4%

ギリシャ 100.0% 5.3% 42 .0% 25.8% － 12.3% － 0.8% 3.0% 3.6% 1.2% 1.3% 2.2% 3.1% 0.0% 0.3%

スペイン 100.0% 10.4% 25 .0% 14.2% － 7.4% － 0.5% 3.0% 0.9% 0.6% 1.0% 0.5% 0.6% 0.0% 0.2%

フランス 100.0% 13.6% 55 .4% 27.1% 2.8% 16.6% － 0.6% 8.3% － 1.5% 1.7% 0.8% 6.1% － 0.3%

クロアチア 100.0% 15.9% 24 .5% 10.6% 2.4% 7.3% － 0.5% 3.7% 0.6% 5.0% 2.6% 2.4% 6.1% － 0.2%

イタリア 100.0% 7.0% 28 .4% 16.7% － 8.3% － 0.3% 3.1% 1.1% 1.6% 2.6% 1.7% 1.6% 0.3% 0.7%

キプロス 100.0% 17.4% 22 .9% 14.0% － 6.9% － 0.2% 1.8% － 0.4% 3.9% 0.9% 2.4% 0.4% 0.2%

ラトビア 100.0% 12.0% 55 .7% 29.8% － 16.7% － 0.8% 8.3% 1.0% 4.2% 4.9% 6.7% 11.7% － 0.9%

リトアニア 100.0% 16.3% 73 .5% 28.1% 11.0% 22.0% － 1.3% 11.0% － 5.6% 3.6% 3.8% 7.2% － 0.6%

ルクセンブルク 100.0% 29.3% 89 .8% 61.1% － 26.9% － 1.3% 0.4% － 3.2% 42.0% 2.7% 42.7% － －

ハンガリー 100.0% 8.6% 60 .1% 32.9% － 18.0% － 0.1% 9.0% 1.5% 2.1% 4.1% 1.3% 0.5% 0.8% 0.3%

マルタ 100.0% 14.6% 8 .3% 1.0% － 2.5% － 0.0% 4.8% 2.5% 2.7% 1.6% － 2.7% － 4.0%

オランダ 100.0% 20.6% 23 .0% 15.7% － 6.8% － 0.5% 0.1% － － 1.4% － － － 0.2%

オーストリア 100.0% 13.2% 42 .7% 28.4% － 12.5% － 0.8% 0.9% 1.0% 1.5% 18.1% 6.8% 15.2% 2.1% 1.0%

ポーランド 100.0% 8.8% 37 .2% 17.0% 3.1% 11.1% － 0.4% 5.6% 4.7% 3.6% 2.1% 1.1% 3.1% － 0.1%

ポルトガル 100.0% 8.8% 35 .7% 17.2% － 10.5% － 0.7% 7.3% 2.3% 1.9% 5.0% 0.9% 8.1% － 0.5%

ルーマニア 100.0% 11.9% 28 .1% 12.7% 1.6% 9.4% － 0.6% 3.9% 5.1% 2.6% 2.4% 0.5% 3.0% 1.2% 0.1%

スロベニア 100.0% 13.4% 39 .1% 21.2% － 11.7% － 0.4% 5.9% 0.2% 5.0% 8.2% 2.6% 10.7% 1.3% 0.8%

スロバキア 100.0% 60.2% 587 .9% 331.9% － 176.4% － 3.2% 76.4% － 26.7% 27.5% 17.2% 92.5% 20.7% 9.3%

フィンランド 100.0% 30.2% 72 .7% 36.4% － 21.4% － 0.7% 14.2% － 6.5% 31.1% 6.4% 35.6% 8.9% 3.1%

スウェーデン 100.0% 16.1% 90 .8% 49.9% － 27.2% － 1.8% 11.8% － 2.4% 17.9% 9.1% 18.1% 2.4% 2.9%

英国 100.0% 13.2% 44 .6% 29.5% 0.2% 13.4% － 0.7% 0.7% － 0.3% 7.3% 0.2% 1.3% 0.0% 0.4%

28か国合計 100 .0% 6 .3% 41 .9% 23 .3% 1 .3% 12 .6% 0 .0% 0 .6% 4 .2% 1 .4% 1 .5% 3 .6% 1 .4% 3 .5% 0 .3% 0 .4%

加盟国

直接支払
予算（第
一の柱）
の総額

第二の柱の内、本報告書に関連する施策（個別施策／農業所
得）

農業所得
（2013-17
年平均値）

小規模農
業者支払*

各目的別施策が占める割合（目的別施策／農業所得）
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図表 163 スイスにおける直接支払の農業所得に占める割合（2016 年） 

農業純所得＊（百万フラン、％） 3,073.0  100.0% 

種類別の直接支払が占める割合（種類別施策／農業所得） 

農業景観支払（506.8

百万フラン、16.5%） 

開放景観維持支払 140.6  4.6% 

傾斜地支払 107.4  3.5% 

急傾斜地支払 12.6  0.4% 

ワインブドウ傾斜地支払 12.0  0.4% 

高山放牧地支払 109.6  3.6% 

夏季山岳放牧支払 124.6  4.1% 

供給保障支払（1090.6

百万フラン、35.5%） 

基礎支払 818.2  26.6% 

生産条件不利支払 160.2  5.2% 

畑作地・永年作物支払 112.2  3.7% 

生物多様性支払

（400.2 百万フラン、

13.0%） 

品質支払 303.5  9.9% 

ネットワーク支払 96.7  3.1% 

景観の質に対する支払（4.6%） 141.7  4.6% 

生産方式支払（457.8

百万フラン、14.9%） 

有機農業支払 45.1  1.5% 

粗放生産支払（穀物、ヒマワリ、豆類、菜種） 34.3  1.1% 

牧草による牛乳・肉生産への支払 109.2  3.6% 

動物福祉支払 269.1  8.8% 

資源効率支払（25.0

百万フラン、0.8%） 

肥料排出を削減する散布技術に対する支払 10.9  0.4% 

土壌保全的な耕法に対する支払 13.5  0.4% 

農薬の精密施用技術の利用に対する支払 0.6  0.0% 

移行支払（5.3%） 162.2  5.3% 

特定作物支払（1.9%） 59.0  1.9% 

合計 2,843.2  92.5% 

＊農業純所得＝生産額－中間消費－資本減耗・投資＋（その他補助金－その他税金）－被雇用者賃金－（支払地

代＋支払利息－受取利息） 
出所：OFAG “Aperçu des paiements directs par région 2014-2016,”OFAG(2017c) より三菱 UFJ リサーチ＆コ

ンサルティング作成 
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図表 164 米国における直接支払の農業所得に占める割合（2015 年） 

農業純所得*（10 億ドル、％） 81.4  100.0% 

種類別の直接支払が占める割合（種類別施策／農業所得） 

価格損失補償（PLC) 0.8  0.9% 

農業リスク補償（ARC) 4.4  5.4% 

保全プログラム 

保全留保計画（CRP） 1.6  2.0% 

環境改善奨励プログラム（EQIP） 0.9  1.1% 

保全励行計画（CSP） 1.1  1.3% 

酪農利幅保護プログラム（ＤＭＰＰ）** 0.0  0.0% 

融資不足払い 0.2  0.2% 

合計 8.9  10.9% 

*農家純所得＝粗所得｛粗現金所得（現金収入＋政府支払＋農業関連現金収入）＋現物収入＋在庫調整｝－総

経費 
**不足払いの後継施策 
出所：プログラムの政府支出、USDA/ERS, Government payments by program 農家純所得、

USDA/ERS, U.S. farm sector financial indicators, 2011-2018F より三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティン

グ作成  
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② 各種直接支払の概要と単価設定 

図表 165 ＥＵにおける各種直接支払の概要と単価設定（その１） 

  
実施の

義務 
支払根拠 事業概要(目的、受給要件、助成の考え方等) 

予算枠内

シェア 

(第一の

柱) 

支払単価目安 

クロス

コンプラ

イアン

ス* 

第一

の柱 

デ

カ

ッ

プ

ル

支

払 

基礎支払 義務 

直接支払

規則 21～

35 条 

・従来の所得支持のための助成である。単一支払、単一面積支払の支払受給権を有していた農業者は、基礎

支払の支払受給権が配分される。 

・個別農業者の高額受給（年間 15 万ユーロを上回る部分、支払賃金等を控除可能）には 5％の減額が課され、

農村振興の予算に移転される。加盟国は任意で 5％を上回る減額や受給上限額を設定できる。再分配支払を

直接支払に係る加盟国予算シーリングの 5％より多く実施する加盟国にあっては、基礎支払額の減額措置を回

避できる。 

第一の柱

の他目的

別支払シ

ェアの残り 

(23～70%) 

・１ha 当たり給付額（以下「面積単価」という。）は原則として各国・地域内で一律である（2019 年以

降）。ただし、加盟国は過去実績による給付水準格差が残る「部分的平準化」を選択することもでき

る。 

○ 

グリーニン

グ支払 
義務 

直接支払

規則 43～

47 条 

・気候変動対策と環境保全に資すると認められる農業活動に対して支払われる助成であり、基礎支払を受給す

る全ての農業者を対象とする。 

・要件として、気候と環境に有益な３種類の取組（作付品目の多様化、永年草地の維持、環境重点用地の設

定）が課され、未達成の場合は最大で当該支払の 125％まで直接支払を減額される可能性がある。 

30% 
・原則として、国・地域内で一律の面積単価であるが、国ごとに各農家の支払受給権の一定割合と

することもできる。 

青年農業者

支払 

(第二の柱と

補完的) 

義務 

直接支払

規則 50、

51 条 

・経営開始から 5 年以内で申請時に 40 歳以下の新規就農者に対して、最長で経営開始から 5 年間にわたり助

成を行うもの（経営開始から 5 年後までに支払は終了）。 
2%以内 

・面積単価は、当該個別農業者ないし当該国における直接支払の平均面積単価の 25％である。受

給可能面積の上限は 25ha から 90ha の間で加盟国が定める。 

・あるいは、一定額（直接支払の全国平均面積単価の 25％に、当制度申請者平均の直接支払受給

適格面積をかけたもの）を給付することもできる。 

自然等制約

地域支払 

(第二の柱と

同様の施

策) 

任意 

直接支払

規則 48、

49 条 

・農場に含まれる自然制約地に対する助成である（2013 年のＣＡＰ改革以前は農村振興政策の中で対応してい

たが、現在は第一・第二の柱で助成が併存する）。 

・自然制約地域は従来の条件不利地域に代わるものであり、農村振興政策の中で定義され、加盟国が指定す

る。（※ 2018 年 3 月現在、当制度を採用しているのはデンマークのみ） 

5%以内 ・面積単価は国・地域内で一律である。 

再分配支払 任意 

直接支払

規則 41、

42 条 

・各農場の農地のうち加盟国が定める一定以下の面積（上限は 30ha あるいは当該国平均面積規模の大きな

方、その範囲内で全国一律の階層分けも可能）に対する追加の助成である。 
30%以内 ・面積単価は直接支払の国・地域内平均面積単価の 65％以下で各国が定める。 

小規模農業者支

払 
任意 

直接支払

規則 61～

65 条 

・行政事務の負担軽減のため、小規模農業者を対象に、他の各種直接支払すべてを代替する簡易な制度であ

る（当制度を選択した農業者は、第一の柱の当制度以外の直接支払を受給できなくなる）。農業者の負荷軽減

も意識されている。 

・導入国では、2014 年に配分された受給権を持ち、直接支払受給の最低条件(直接支払額 100 ﾕｰﾛ以上、適格

ヘクタール 1ha 以上)を満たす農業者は、当制度を選択することができる。 

・当制度を選択した農業者は、クロスコンプライアンス、グリーニングの義務が免除される。 

10%以内 

(特例有り) 

※他の直

接支払か

ら移転 

・給付額は各国が算出する一定額であるが、最低 500 ﾕｰﾛ（特例あり）、最高 1,250 ﾕｰﾛの限度額が

定められている。 

・あるいは、農業者ごとに(第一の柱による）通常の直接支払の総額と同じ金額とすることもできる。 

カップル支払 任意 

直接支払

規則 52～

55 条 

・特定の品目に対する直接支払であり、経済、社会ないし環境上の理由からとりわけ重要で、かつ明らかな困

難の下にある特定の農業生産方式ないし特定の農業部門のため、当該部門ないし地域に対してなされる助成

である。 

・対象品目は加盟国が所定のリストから任意に選択でき、品目ごとの割合は自由である。 

10%以内 

(特例有り) 

・固定された面積・単収または固定された頭数に基づく年次の支払。制度ごとに加盟国が定める財

政枠に従う。 
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実施の

義務 
支払根拠 事業概要(目的、受給要件、助成の考え方等) 

予算枠内

シェア 

(第一の

柱) 

支払単価目安 

クロス

コンプラ

イアン

ス* 

第二

の柱

の

内、

本報

告書

に関

連す

る施

策 

農業および事業

開発 

(１９条) 

任意 
農村振興

規則 19 条 

・起業助成(青年農業者・農村の農外事業・小規模農場)、農外事業の創出・展開への投資、離農する小規模農

業者への支払である。 

（青年農業者は起業支援、農外事業の創出・展開への投資を活用できる） 

－ 

【起業助成】 

・青年農業者：青年農業者 1 人当たり最大 70,000 ﾕｰﾛ 

・農村の農外事業：受益者 1 人当たり最大 70,000 ﾕｰﾛ 

・小規模農場：小規模農家 1 世帯当たり最大 15,000 ﾕｰﾛ 

起業助成は、最大 5 年間で 2 回以上の分割払いが実施される。 

【農外事業の創出・展開への投資】 

不明 

【離農する小規模農業者への支払】 

・農業部門の再編を奨励するため、他の農業者に農場全体を譲渡する小規模農業者に、当該農業

者が小規模農業者支払で受給する金額の 120%が支払われる。 

  

農業環境、気候

対応 

(２８条) 

任意 
農村振興

規則 28 条 

・農業環境・気候支払である。義務的基準(クロスコンプライアンスや GAEC)を越えて各国の定める有益な農業

環境・気候上の取組を任意で実施する農業者に対して支払われる。遺伝資源保全の取組も対象とすることがで

きる。 

・助成額は当該取組による追加的費用および所得喪失の範囲内で、5 年間から 7 年間の面積支払である。 

・加盟国は本施策を国内全土で提供する必要があり、全ての農村振興プログラムは本施策を含めなければな

らない。 

－ 

・一年生作物に関する取組：年間で最大 600 ﾕｰﾛ/ha 

・多年生作物に関する取組：年間で最大 900 ﾕｰﾛ/ha 

・その他土地利用に関する取組：年間で最大 450 ﾕｰﾛ/ha 

・遺伝資源保全に関する取組：年間で最大 200 ﾕｰﾛ/LU 

※遺伝資源保全に関する取組は、消滅危機のある地元品種家畜を対象とする。 

※取引費用として上記取組単価の最大 20%まで追加助成可能(農業者等集団の場合は最大 30%)。 

○ 

有機農業 

(２９条) 
任意 

農村振興

規則 29 条 

・有機農業への転換および有機農業の維持に対して支払われる助成である。対象者は農業者または農業者集

団である。 

・助成額は当該取組による追加的費用および所得喪失の範囲内で、5 年間から 7 年間の面積支払である。 

－ 

・一年生作物に関する取組：年間で最大 600 ﾕｰﾛ/ha 

・多年生作物に関する取組：年間で最大 900 ﾕｰﾛ/ha 

・その他土地利用に関する取組：年間で最大 450 ﾕｰﾛ/ha 

※取引費用として上記取組単価の最大 20%まで追加助成可能(農業者等集団の場合は最大 30%)。 

○ 

自然ないしその他

制約のある地域 

(３１～３２条) 

任意 

農村振興

規則 31、

32 条 

・自然等制約地域支払であり、自然条件等の制約が厳しい地域（いわゆる条件不利地域）で農業を維持するた

めの助成である（従来の条件不利地域支払）。 

・加盟国が指定する①山岳地域、②山岳地域以外の自然制約地域、③特定制約地域の農業者に対する面積

支払である。 

・自然等制約地域で農業をする上で発生する追加的費用および所得喪失の範囲内の補償を行う面積支払であ

る（追加的費用および所得喪失の範囲は EU 規則(直接支払規則)1307/2013 に基づき、自然等制約を受けない

農家と比較計算）。 

・１経営当たりの面積が所定の水準 （加盟国が定める）を超えた場合に逓減制が適用される。 

－ 
・面積支払：年間で最低 25～最大 250 ﾕｰﾛ/ha 

・特に条件が厳しい山岳地域に居住する農家への支払：年間で最大 450 ﾕｰﾛ/ha 
○ 

動物福祉 

(３３条) 
任意 

農村振興

規則 33 条 

・動物福祉支払であり、義務的な基準を上回る動物福祉の取組に対する年次の助成を指す。当該取組で発生

した追加的費用と所得喪失の範囲内で助成が行われる。 
－ 

・支払額：年間で最大 500 ﾕｰﾛ/LU 

※取引費用として上記取組単価の最大 20%まで追加助成可能。 
○ 

協同 

(３５条) 
任意 

農村振興

規則 35 条 

・協同活動への助成である。①農林業部門およびフードチェーン等における生産者集団・協同組合・垂直部門

間組織の間の協力活動、②クラスターないしネットワークの創出、③EIP(欧州革新パートナーシップ)運営集団

の設立・運営を指す。左記の取組で発生した研究・事前調査費用、活動費、特定プロジェクトの事業運営費、プ

ロモーション費等に対する助成である。 

－ 不明   

＊既存の EU 規制（環境、食品安全、動物福祉等）及び各加盟国が定める GAEC（土地の良好な農業・環境状態の基準）の中で全農家・農地に遵守を求める最低限の基準のこと。 
出所：直接支払規則 No.1307/2013 及び農村振興規則 No.1305/2013 より三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 
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図表 166 ＥＵにおける各種直接支払の概要と単価設定（その２） 

  イギリス(主にイングランド) フランス ドイツ イタリア スペイン オランダ フィンランド 

基礎 

デー

タ 

農地の状況 

(国土面積、農地面積、平

均経営面積、等) 

【国土面積】24.36 万㎢ 

【農地面積】1,723 万 ha(2014 年) 

【平均経営面積】92.3ha(2013 年) 

【国土面積】54.91 万㎢ 

【農地面積】2,877 万 ha(2014 年) 

【平均経営面積】58.7ha(2013 年) 

【国土面積】35.74 万㎢ 

【農地面積】1,673 万 ha(2014 年) 

【平均経営面積】58.6ha(2013 年) 

【国土面積】30.13 万㎢ 

【農地面積】1,316 万 ha(2014 年) 

【平均経営面積】12ha(2013 年) 

【国土面積】50.59 万㎢ 

【農地面積】2,658 万 ha(2014 年) 

【平均経営面積】24.1ha(2013 年) 

【国土面積】4.15 万㎢ 

【農地面積】184 万 ha(2013 年) 

【平均経営面積】24.1ha(2013 年) 

【国土面積】33.84 万㎢ 

【農地面積】227 万 ha(2014 年) 

【平均経営面積】41.5ha(2013 年) 

農家の状況 

(総人口、農業者数、青年

農業者割合*、等) 

【総人口】6,433 万人(2014 年) 

【農業者数】47.4 万人(2014 年) 

【青年農業者割合】3.9%(2013 年) 

【総人口】6,412 万人(2014 年) 

【農業者数】88.5 万人(2015 年) 

【青年農業者割合】8.8%(2013 年) 

【総人口】8,065 万人(2014 年) 

【農業者数】70.6 万人(2013 年) 

【青年農業者割合】6.8%(2013 年) 

【総人口】5,979 万人(2014 年) 

【農業者数】84.3 万人(2015 年) 

【青年農業者割合】4.5%(2013 年) 

【総人口】4,626 万人(2014 年) 

【農業者数】67.8 万人(2014 年) 

【青年農業者割合】3.7%(2013 年) 

【総人口】1,700 万人(2016 年) 

【農業者数】19.3 万人(2013 年) 

【青年農業者割合】3.1%(2013 年) 

【総人口】548 万人(2014 年) 

【農業者数】6.5 万人(2016 年) 

【青年農業者割合】9.1%(2016 年) 

主要農作物 
小麦、大麦、菜種、てん菜、生

乳、牛肉、豚肉等 

小麦、大麦、とうもろこし等の穀

物、てん菜、ぶどう、生乳、肉類

等。加工品では、ワイン、チーズ等 

小麦･大麦等の穀物、てん菜、馬

鈴薯、豚肉、生乳等 

小麦、ぶどう、トマト、オリーブ、

豚肉、生乳等。加工品では、ワイ

ン、トマトペースト、オリーブオイ

ル、チーズ等 

大麦、小麦、ぶどう、オリーブ、トマ

ト、柑橘類、豚肉等 

花き類(チューリップ等)、馬鈴薯、

玉ねぎ、トマト、きゅうり、パプリ

カ、生乳、豚肉等 

大麦、オート麦、小麦、馬鈴薯、

てん菜等 

第一

の柱

(直接

支払)

の実

施状

況 ** 

基礎支払 

【予算割合】68% 

【支払単価】 

・Non-SDA:171.83 ﾕｰﾛ/ha 

・Upland SDA:170.60 ﾕｰﾛ/ha 

・Upland moorland:45.07 ﾕｰﾛ/ha 

【高額受給の減額措置】 

15 万ﾕｰﾛ超過分から 5%減額。 

【支払方式】 

地域方式(3 地域)。2015 年から地

域内で一律単価を導入。 

【予算割合】49%→34%(2020 年) 

【平均支払単価】約 120 ﾕｰﾛ/ha(推

計値) 

【高額受給の減額措置】 

無し 

【支払方式】 

地域方式(本土とコルシカ島）。ま

た、2019 年までに本土での部分的

平準化(単価引下限度 30%)を実施

予定。コルシカ島は 2015 年に一律

単価を導入。 

【予算割合】62% 

【平均支払単価】 

180 ﾕｰﾛ/ha 

【高額受給の減額措置】 

無し 

【支払方式】 

地域方式。また、2019 年から全

国一律単価を導入予定。 

【予算割合】58% 

【平均支払単価】173 ﾕｰﾛ

/ha(2019 年推計値) 

【高額受給の減額措置】 

15 万ﾕｰﾛ超過分から 50%減額、

上限額は 50 万ﾕｰﾛ。 

【支払方式】 

全国方式。また、2019 年までに

部分的平準化(単価引下限度

30%)を実施予定。 

【予算割合】55.92% 

【平均支払単価】約 130 ﾕｰﾛ/ha(推

計値) 

【高額受給の減額措置】15 万ﾕｰﾛ

超過分から 5%減額、上限額は 30

万ﾕｰﾛ。 

【支払方式】 

地域方式(50 地域)。また、部分的

平準化(単価引下限度 30%)を選択

(地域区分は土地生産性に応じて

設定、そのため飛び地あり)。 

【予算割合】67.5% 

【平均支払単価】 

288.98 ﾕｰﾛ/ha 

【高額受給の減額措置】 

15 万ﾕｰﾛ超過分から 5%減額。 

【支払方式】 

全国方式。また、2019 年までに

全国一律単価を導入予定。 

【予算割合】49% 

【平均支払単価】 

・AB 地区:123 ﾕｰﾛ/ha 

・C 地区:110 ﾕｰﾛ/ha 

【高額受給の減額措置】 

15 万ﾕｰﾛ超過分から 5%減額。 

【支払方式】 

地域方式(2 地域)。また、2019 年

までに地域内に一律単価を導入

予定。 

グリーニング支払 

(予算割合 30%) 

【予算割合】30 % 

【支払単価】 

・Non-SDA:76.19 ﾕｰﾛ/ha 

・Upland SDA:75.64 ﾕｰﾛ/ha 

・Upland moorland:19.99 ﾕｰﾛ/ha 

【予算割合】30 % 

【平均支払単価】 

84 ﾕｰﾛ/ha 

【予算割合】30 % 

【平均支払単価】87.1 ﾕｰﾛ

/ha(2015 年推計値) 

【予算割合】30 % 

【平均支払単価】 

89 ﾕｰﾛ/ha(2019 年推計値) 

【予算割合】30 % 

【平均支払単価】 

約 65 ﾕｰﾛ/ha(推計値) 

【予算割合】30 % 

【平均支払単価】 

125.16 ﾕｰﾛ/ha 

【予算割合】30 % 

【平均支払単価】 

・AB 地区:74 ﾕｰﾛ/ha 

・C 地区:66 ﾕｰﾛ/ha 

青年農業者支払 

(第二の柱と補完的) 

【予算割合】2.0% 

【平均支払単価】 

約 41 ﾕｰﾛ/ha 

【受給上限面積】 

90ha 

【予算割合】1.0% 

【平均支払単価】 

約 70 ﾕｰﾛ/ha 

【受給上限面積】 

34ha 

【予算割合】1.0% 

【平均支払単価】 

44 ﾕｰﾛ/ha 

【受給上限面積】 

90ha 

【予算割合】1.0% 

【平均支払単価】 

約 68 ﾕｰﾛ/ha 

【受給上限面積】 

90ha 

【予算割合】2.0% 

【平均支払単価】 

40 ﾕｰﾛ/ha 

【受給上限面積】 

90ha 

【予算割合】2.0% 

【平均支払単価】 

52.96 ﾕｰﾛ/ha 

【受給上限面積】 

90ha 

【予算割合】1.0% 

【平均支払単価】 

・AB 地区:50 ﾕｰﾛ/ha 

・C 地区:86 ﾕｰﾛ/ha 

【受給上限面積】 

90ha 

自然等制約地域支払 

(第二の柱と同様の施策) 
採用なし 採用なし 採用なし 採用なし 採用なし 採用なし 採用なし 

再分配支払 採用なし 

【予算割合】5%→20%(2020 年) 

【単価】 

52ha までは 25 ﾕｰﾛ/ha 

【予算割合】7% 

【単価】 

30ha までは 49.64 ﾕｰﾛ/ha、

30.01-46ha までは 29.78 ﾕｰﾛ/ha 

採用なし 採用なし 採用なし 採用なし 

小規模農業者支払 採用なし 採用なし 一農家当たり年最大 1,250 ﾕｰﾛ 一農家当たり年最大 1,250 ﾕｰﾛ 一農家当たり年最大 1,250 ﾕｰﾛ 採用なし 採用なし 

カップル支払 採用なし 

【予算割合】15% 

【単価】 

・牛肉子牛肉：37-132 ﾕｰﾛ/頭 

・穀物：25 ﾕｰﾛ/ha 

・野菜果実：255-1,066 ﾕｰﾛ/ha 

・亜麻：不明 

・ホップ：不明 

・酪農：34-86 ﾕｰﾛ/頭 

・蛋白作物：105-122 ﾕｰﾛ/ha 

・種子：不明 

・羊肉山羊：13-27 ﾕｰﾛ/頭 

・でんぷん用馬鈴薯：82 ﾕｰﾛ/ha 

採用なし 

【予算割合】11% 

【単価】 

・牛肉子牛肉：54-127 ﾕｰﾛ/頭 

・穀物：49 ﾕｰﾛ/ha 

・野菜果実：117 ﾕｰﾛ/ha 

・乾燥豆：53 ﾕｰﾛ/ha 

・酪農：15-40 ﾕｰﾛ/頭 

・油糧種子：不明 

・オリーブ油：75 ﾕｰﾛ/ha 

・蛋白作物：60 ﾕｰﾛ/ha 

・米：92 ﾕｰﾛ/ha 

・羊肉山羊：6-10 ﾕｰﾛ/頭 

・甜菜：276 ﾕｰﾛ/ha 

【予算割合】12.08% 

【単価】 

・牛肉子牛肉：11-150 ﾕｰﾛ/頭 

・野菜果実：254 ﾕｰﾛ/ha 

・乾燥豆：100 ﾕｰﾛ/ha 

・酪農：61-142 ﾕｰﾛ/頭 

・堅果：不明 

・蛋白作物：48 ﾕｰﾛ/ha 

・米：100 ﾕｰﾛ/ha 

・羊肉山羊：6-28 ﾕｰﾛ/頭 

・甜菜：311-445 ﾕｰﾛ/ha 

【予算割合】0.5% 

【単価】 

・牛肉子牛肉：160 ﾕｰﾛ/頭 

・羊肉山羊：24 ﾕｰﾛ/頭 

【予算割合】20% 

【単価】 

・牛肉子牛肉：141-721 ﾕｰﾛ/頭 

・穀物：56 ﾕｰﾛ/ha 

・野菜果実：171 ﾕｰﾛ/ha 

・酪農：118-728 ﾕｰﾛ/頭 

・蛋白作物：36 ﾕｰﾛ/ha 

・羊肉山羊：28-98 ﾕｰﾛ/頭 

・でんぷん用馬鈴薯：551 ﾕｰﾛ

/ha 

・甜菜：67 ﾕｰﾛ/ha 
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  イギリス(主にイングランド) フランス ドイツ イタリア スペイン オランダ フィンランド 

第二

の柱

の

内、

本報

告書

に関

連す

る施

策*** 

農業および事業開発（１９

条） 
2.00% 8.50% 0.50% 7.60% 6.70% 採用なし 5.90% 

農業環境、気候対応（２８

条） 
49.50% 9.80% 20.70% 12.10% 10.70% 27.30% 28.20% 

有機農業（２９条) 1.20% 4.70% 11.50% 8.10% 5.70% 採用なし 5.80% 

自然ないしその他制約の

ある地域（３１～３２条) 
8.60% 35.60% 11.50% 7.30% 6.70% 採用なし 32.30% 

動物福祉（３３条） 0.10% 採用なし 0.90% 1.50% 0.20% 採用なし 8.10% 

協働（３５条) 2.60% 1.80% 1.50% 3.30% 2.20% 4.30% 2.80% 

*全農業者数に占める 35 歳以下の農業者割合。青年農業者支払の対象は 40 歳未満の農業者だが、統計区分上異なる数値となる。 
** 特に断りのない限り 2015 年の値。 
*** 各国における 2014 年-2020 年の第二の柱予算に占める構成比。一部の施策のみを取り上げているため合計は 100%にならない。 
出所：農林水産省「各国農林水産業概況」、欧州委員会 "Statistical Factsheet", "Mapping and analysis of the implementation of the CAP"(2016)、DGAGRI "Direct payments Detailed information on support schemes and on implementation"各種レポート、ESIF 2014-2020 FINANCES PLANNED 
DETAILS、本報告書各国調査より三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成。 
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図表 167 スイスにおける各種直接支払の概要と単価設定（2017年） 

制度 説明 

 
受給要件 単価ないし支払額 

農業景観支払 説明： 丘陵・山岳および傾斜地における農業者の追加的な負荷を補

償、農地の利用を維持して農業景観を保全 

 

開放景観維持支

払 
丘陵・山岳地帯 地帯区分に応じ（作期、最寄りの村、

地形を考慮）100～390Fr.／ha 

 

傾斜地支払 18％以上傾斜のある農地が 50a 以

上、各区画 1a 以上（森林化の防止

を意図） 

傾斜率に応じ 
410～1,000Fr.／ha 

 

急傾斜地支払 35％以上傾斜のある農地が農場の

30％以上 
傾斜地支払への加算。傾斜率に応じ 100
～1,000Fr.／ha 

 

ワインブドウ傾

斜地支払 
30％以上傾斜 10a 以上、各区画 1a
以上、階段耕作地は擁壁の形状や

素材に条件 

傾斜率に応じ 
1,500～5,000Fr.／ha 

 

高山放牧地支払 当該地域での通年経営（夏季山岳

放牧用の草食家畜維持を意図） 
370Fr.／PN 

 

夏季山岳放牧支

払 
夏季放牧経営および国境地域の認

定夏季共有放牧地 
畜種と放牧形態に応じ 
120～400Fr.／PN 

供給保障支払 説明： 食料自給力の改善を意図、最低限の食料生産が条件、未達の

場合は比例的に減額 

 

基礎支払 食料・飼料の生産農地、同様の知

識・技術を用いるエネルギー作

物・タバコの生産農地 

900Fr.／ha。ただし面積規模に応じて

20％～100％の減額あり、また生物多様

性促進用地のうち永年草地は 450Fr.／
ha 

 

生産条件不利支

払 
丘陵・山岳地帯 基礎支払への加算。農地の大部分が草

地にしか使えないことに配慮、地帯区

分に応じ 240～360Fr.／ha 

 

畑作地・永年作物

支払 
畑作地および永年作物の作付地 基礎支払への加算。生産熱量が高いた

め優遇。 400Fr.／ha 
生物多様性支払 説明： 生物種と自然生息地の多様性を促進するために各種の生物多

様性促進用地に対して支払われる。各農場の農地の 7％を確保（直接支

払の環境サービス要件）。原則として最低 8 年間以上の継続が必要。 

 

生物多様性の質

に対する支払 
各種の生物多様性促進用地（例え

ば粗放的採草地）の要件（第一水

準、より高度な第二水準）。生物多

様性促進用地の種類によらず、第

一水準では肥料禁止、農薬原則禁

止など。第二水準では植物相の質

または生物多様性を支える構造が

必要、調整剤禁止。 

生物多様性促進用地の種類と地帯区

分、要件水準に応じて異なる。 
第一水準 450～3,800Fr.／ha 
第二水準加算 1,000～2,300Fr.／ha 
樹木に対する支払 13.5～16.5Fr.／本 

 

ネットワーク支

払 
州のネットワーク要件。当該用地

は州の承認した地域ネットワーク

プロジェクトの指針に従う 

州が定める。上限は生物多様性促進用

地の種類に応じて 500～1,000Fr.／ha ま

たは 5Fr.／樹木１本 
景観の質に対する支

払 
説明：開放景観･生物多様性に加え地域のニーズや景観の文化的価値等

を反映した多様な農業景観の維持･促進･開発に対する支払 
 内容は州の計画に基づき 8 年単

位。 
州が定める。上限 360Fr.／ha 

生産方式支払 説明： 有機農業や粗放生産、動物福祉など望ましい生産方式に対す

る支払 

 

有機農業支払 農場全体が有機農業令の規定に従

う 
作目に応じて 200～1,600Fr.／ha 

 
粗放生産支払 穀物・ヒマワリ・豆類・菜種の一 400Fr.／ha 
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つ以上の粗放的生産。各農場にお

ける当該品目全体が対象。所定の

薬剤の禁止、成熟後の収穫、飼料

用小麦の品種規定 

 

牧草牛乳・食肉生

産支払 
粗飼料食家畜の年間飼料消費のう

ち所定の飼料作物が乾物換算で

90％以上、採草地・放牧地由来が

75％（山地 85％）以上。草地に対

する最低限の家畜付加（未達の場

合は比例的に減額）（草地利用の促

進により自給度の向上を意図） 

200Fr.／ha 

 

動物福祉支払 各農場における所定の種類の家畜

すべてが規制を上回る所定の動物

福祉要件（厩舎システムまたは屋

外への出入り）を満たすこと 

畜種と取組に応じて 
90～370Fr.／UGB 

資源効率支払 説明： 資源の持続可能な利用と生産手段の効率的使用を促進するた

め、効果の確認された技術の使用に対して期間を限って助成 

 

肥料排出削減散

布技術支払 
大気へのアンモニア排出を削減で

きる肥料散布機・注入機などの使

用と、記録の作成。 

30Fr.／ha・回 
同じ土地で年 4 回まで 

 

土壌保全的耕起

法支払 
土壌への影響の少ない所定の耕起

法の採用。病害虫・雑草の予防措

置（適切な輪作、品種の選定、圃

場の残渣裁断）、耕起や除草剤の制

限、記録の作成。 

耕起法に応じ 
150～250Fr.／ha 
除草剤不使用加算 400Fr.／ha 

 

農薬精密施用技

術支払 
所定の条件を満たす農薬散布機器

の取得 
作物の下部や葉裏に農薬を散布するた

めの付加的装置：上限 170Fr.／台（補助

率 75％） 
農薬の飛散を半減する永年作物用散布

機：上限6,000～１0,000Fr.（補助率25％） 

 

農薬散布機洗浄

機導入支払 
農薬散布機による水質汚染を防ぐ

ために設計された内蔵式洗浄機能

の導入に対する支払 

上限額 2000Fr.（補助率 50％） 

移行支払 説明： 旧制度の一般直接支払（所得支持）廃止の移行措置 
 おもな直接支払の受給額が減少し

た農場 
各農場の当初減少額×年ごとの係数

（係数は全国一律で毎年低減） 
生乳追加助成 説明： チーズの対 EU 貿易自由化に対応した助成、および特別なチー

ズ向け生乳（サイレージを用いないで飼養した牛の牛乳）の助成 
 所定の条件を満たす牛乳･羊乳･山

羊乳の出荷量に応じた支払 
チーズ加工向乳：15Fr.／kg 
非サイレージ飼養：3Fr.／kg 

特定作物支払 説明： 畑作の梃入れを目的とする作目別の面積支払 
 作物は成熟時に収穫する必要があ

る 
作目に応じて 190～370Fr.／ha 

出所：筆者作成 
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図表 168 米国における各種直接支払の概要と単価設定（2017年） 

制度 
説明 

単価ないし支払額 受給要件 

作物プログラム 

説明：不足払い（市場価格が事前に定められた目標価格を下回った場合に、その

差額（の一定割合）を補填）、または収入ナラシ（ある年の単位面積当たりの収

入が直前の数年間の平均的な水準を下回った場合に、その差額（の一定割合）を

補填）による農家の所得保障 

  価格損失補償

（PLC） 

（販売価格－参照価格）×支払単収×

（基準面積×0.85） 

・調整後総所得が 900,000ドルを超えな

いこと 

・支払上限は、PLC、ARC、販売融資利得、

融資不足払いの合計が年間で 125,000

ドル以下でなければならない 

・農業における活動的関与（actively 

engaged in farming）の要件を満たすこ

と 

  
カウンティ農業

リスク補償

（ARC） 

作物収入額（カウンティ（郡）の平均単収×

販売年度の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、

その差額を支払。基準収入額は、カウンテ

ィの 5 年オリンピック平均単収×5 年オリン

ピック平均全国販売価格。 

  農場 ARC 

各作物の収入（作物の生産量×販売年度

の全国平均価格）の総計が、各作物の基

準収入額の総計の 86%を下回った場合に

支払。基準収入額は、各年度の収入額の

5 年オリンピック平均額。 

  販売融資支援 

農産物の市場価格が融資単価を下回る場

合は、市場価格分だけを返済するか、生

産者は担保としている農産物を質流れに

すれば返済したとみなされる 

上記に加えて、保全および湿地保全要件

の遵守 

保全 

説明：休耕地化、または生産耕地を対象にした環境保全的な農法の促進により、

農業活動による環境への外部不経済効果を軽減、または外部経済効果を促進する

ための支払 

  保全留保計画

（CRP） 

・地代支払、または CRP で許された活動を

するために要する費用の最大 50%を費用

分担。 

・地代等のインセンティブは活動内容によ

って異なる。 

・2015 年の平均地代は、1 エーカー当たり

66.78 ドル。 

CRP一般契約の対象となる土地 

・耕作地 

・農作物を 2008年から 2013 年の 6作物

年度中 4 年間作付された土地で、物理

的、法律的に農作物の作付が可能な土地 

・河川の緩衝地や同様の水質保全目的に

適した土地。 

・CRP一般契約の土地登録は、競争入札

によって決定され、環境上の便益や費用

に基づいて等級付けがなされる。等級付

は、環境便益指数（EBI: Environmental 

Benefits Index）に基づく。 

  環境改善奨励プ

ログラム（EQIP） 

・補助金額の単価は州によって異なる 

・2015年の EQIPの政府の平均負担額（契

約面積／政府負担額）は、125.3 ドル。 

・年間支払上限は、450,000 ドル。 

・支払対象となる活動は州によって異な

る 

・EQIP のための活動計画を作成し、遵

守すること。 

  保全励行計画

（CSP） 

・補助金額の単価は州によって異なる。 

・2015 年の CSPの政府の平均負担額（契

約面積／政府負担額）は、45.5ドル。 

・年間支払上限は 200,000ドル。 

・最低支払金額は 1,500ドル。 

・支払対象となる活動は州によって異な

る 

・保全活動の実施 
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制度 
説明 

単価ないし支払額 受給要件 

農村開発 
説明：農村地域のインフラ開発・改善や事業開発、人材育成、住居建設・改善を

目的とする支払 

  事業プログラム 

下位プログラムごとに異なるが、プログ

ラムの一つである「事業・産業融資保証」

の融資保証率の上限は、以下のとおり。 

・500万ドル以下の融資：80% 

・1000万ドルの融資：70% 

・1000 万ドル超～2500 万ドルの融

資：60%  

最初の保証手数料として保証金額の

3%。毎年の更新手数料として残存元

本の 0.5%を農家が負担 

左記プログラムの要件：人口が 50,000

人を超えない市町で、その市町の都市部

でないこと 

  
地域施設プログ

ラム 

下位プログラムごとに異なるが、プログ

ラムの一つである「地域施設直接融資助

成」では、農村地域にとって重要なサー

ビスを提供する施設建設等に対する補

助金、低利融資等。 

・低利融資：融資返済期限は施設の耐用

年数、または 40年間のうち、短い期間。

利子率は農村開発局が定める 

・補助金：人口や世帯所得の中間値によ

って異なるが、事業コストの 15～75%。 

左記プログラムの要件：最新のセンサス

で住民が 20,000 人を超えない市町村等

が対象。 

  
エネルギープロ

グラム 

下位プログラムごとに異なるが、プログ

ラムの一つである「最新バイオ燃料支払

プログラム」では、支払金額の上限と下

限は設定されていない。バイオ燃料生産

者は、実際の生産量に従って、4半期ご

とに支払を受けられる。 

左記プログラムの要件： 

・規定に定められた最新のバイオ燃料の

定義を満たすこと 

・液体、気体、固形のいずれも可 

・最終製品であること 

・米国内で生産されていること 

・バイオ燃料の購入者と販売者は別であ

ること 

  
複数家族住宅プ

ログラム 

下位プログラムごとに異なるが、プログ

ラムの一つである「 複数家族住宅直接

融資」では融資額は、最大 20,000ドル、

補助金は最大 7,500ドル。併用の場合、

上限は 27,500 ドル。融資の最大返済期

間は 20年で、利息は 1%の固定 

左記プログラムの要件：住宅を所有し、

貸付を受けられない者。世帯所得が地域

の所得中間値の 50%を下回る者への低利

融資、および住宅の修繕金を返済できな

い 62 歳以上への補助金。 

  
単一家族住居プ

ログラム 

下位プログラムごとに異なるが、プログ

ラムの一つである単一家族住宅直接融

資の融資金利は、貸付承認（ loan 

approval）と融資決裁（loan closing）

時の市場金利のうち、低い金利で固定。

最低金利は 1%。返済期間は最長で 33年

（さらに所得が低い場合は最長 38 年ま

で延長可） 

左記プログラムの要件：適切で安全で衛

生的な住居を持たず、貸付を受けられな

い者。融資の対象となる住居は 2,000平

方フィート以下。該当地域の融資上限を

超えないこと、プールが設置されていな

いこと、所得創出活動用でないこと 

  通信プログラム 

下位プログラムごとに異なるが、プログ

ラムの一つである「 農業法ブロードバ

ンド融資・融資保証」では、通常の融資

期間は、資産の耐用年数プラス三年間 

左記プログラムの要件：農村地域であ

り、地域住民の少なくとも 15%にブロー

ドバンドサービスが提供されていない

地域 
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制度 
説明 

単価ないし支払額 受給要件 

  
水・環境プログ

ラム 

下位プログラムごとに異なるが、プログ

ラムの一つである「専門家巡回プログラ

ム」では、農村開発局の農村公益事業課

（RUS: Rural Utilities Service）が米

国農村水道協会（NRWA: National Rural 

Water Association）と契約を結んでい

るコンサルタントが、農村地域の水管理

への技術支援を行う。支援期間はニーズ

に基づき設定される。 

左記プログラムの要件：USDA が定める

地域 

新規農家支援 説明：農業に従事して 5作物年を超えない農家に対する支援 

  作物保険 
保険料の 10%引き下げ。大災害作物保険

の手数料 300ドルの免除 農業に従事して 5作物年を超えない農

家 
  保全 

2014 年農業法における CRP の草刈・牧

草地管理の 25%支払減額の延期 
有機農業支援 説明：有機農産物の認証取得支援や有機農業取組を支援 

  有機認証負担共

有プログラム 

認証費用の最大 75%が償還される。上限

は一認証範囲あたり 750 ドル 

USDA が認可した認証官によって発行さ

れた認証を持つ有機生産者または有機

農産物を取り扱う者 

  EQIP有機農業イ

ニシアティブ 

経済的支援は、年間 20,000 ドルまで。

また、連続する 6 年間で合計 80,000 ド

ルを超えないこと 

農務省の「全米有機プログラム」（NOP: 

National Organic Program）が定める有

機認証を保持すること。または、農務省

が認可した認証官から「良好な状態」

（good standing）であると認められて

いること 

協働 説明：農村開発の一環で行われる協同組合に対する支援 

  農村組合開発助

成プログラム 

補助金額は最大で 1 団体あたり 20 万ド

ル 

おもな直接支払の受給額が減少した農

場 

  社会的弱者助成 1 団体あたり最大 175,000ドル 

協同組合または協同組合振興センター

であること。定期的な財政・実施報告書

を提出すること 

  付加価値生産者

助成 

助成は計画立案助成が最大 75,000 ド

ル、運営資本助成が最大 250,000 ドル 

独立した生産者、農業生産団体、協同組

合等。定期的な財政・実施報告書を提出

すること 
出所：米国報告を基に三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成。 
 

(2) 対象国間の直接支払制度の比較 

EU 加盟国は共通農業政策（CAP）の下で同じ制度枠組みを持っており、また調査期間の制約か

ら国別報告書の作成と並行して国際比較を行う必要があったため、まずは CAP の制度を米国およ

びスイスと対比し、そのうえで EU 各国の特徴を整理する。比較対象とする事項は農業保護の水準、

直接支払の政策目的、受給要件、農業所得に占める割合である。 
 

① 農業保護全体の水準と内容 

直接支払の比較に先立って、直接支払以外を含む農業保護全体の水準を確認しておく。比較には

農業保護の指標である生産者支持推計量（PSE: Producer Support Estimates）を用いる。PSE は内外

価格差による市場価格支持と、農業生産者に対する補助金の合計金額である。国による規模の違い

を捨象して国際比較を行うには、パーセンテージ PSE（＝％PSE）という指標が便利である。％PSE
は、農業産出額と補助金の和（すなわち農業者の農業にかかる収入）に対する PSE の比率である。 
 2016 年における％PSE の値は、米国 8.7％、EU21.0％、スイス 58.2％である。EU は米国の 2 倍

以上、スイスはさらにその 2 倍以上となっている（図表 169）。ちなみに OECD 加盟国の平均値は
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18.8％である。米国はその半分未満、EU は平均並みであり、スイスは OECD 加盟国の中でも最高

の部類に属する。 
 PSE の内訳をみると、米国と EU では補助金が大部分を占めているのに対して、スイスでは市場

価格支持が半分強を占めている（図表 169）。スイスはかなりの程度、国境障壁による内外価格差

によって国内農業を保護していることがわかる。 
 こうした農業保護水準の違いは、基本的には各国の土地資源賦存からくる農業の競争力の格差に

よる。米国は新大陸国であり、欧州に比べて人口密度が低く人口 1 人当たりの農地面積が大きい。

その結果農場の平均面積規模も大きく、生産費は低い傾向にある。逆にスイスは寒冷な山岳国であ

り、気候や地形等農業の条件は不利である。その結果、人口 1 人当たりの耕地面積は小さく、生産

費も高い。EU は両者の中間である。 
 

図表 169 2016 年における％PSE の内訳（米国、EU、スイス） 

 
出所：OECD “Producer and Consumer Support Estimates database” のデータにより作成。 

（注） %PSE＝PSE/（生産額＋補助金）、PSE＝市場価格支持＋補助金 
 

また、補助金の性格は国によって異なる。OECD は、PSE の農業補助金を支払根拠別に分類して

いる（図表 170）。その内訳を比較すると、米国・EU・スイスのいずれにおいても当期ないし非当

期における実績（面積・頭数・受取・所得のいずれか）に基づく支払が 6 割以上を占めている。こ

れらはほぼ直接支払とみてよい。これらの支払をさらに詳しくみると、米国と EU では非当期の実

績（この場合は過去実績）に基づき、かつ当期の生産を必要としない支払が過半（補助金全体の 3
割以上。EU では 5 割に達する）を占めるのに対して、スイスではほとんどが当期の生産を要件と

している。スイスは食料自給率が低く、生産を要件とする直接支払により国内生産を維持しようと

しているためである。 
 それ以外に各国の特徴をみると、米国では投入の使用に基づく支払が多く、補助金の 3 割を占め

ている。具体的な内容はエネルギー補助金や技術支援、農地取得資金等の融資等である。それに対

してスイスでは農産物以外の基準に基づく支払が補助金の 2 割を占めている。これは農産物供給以

外の各種の多面的機能（景観や生物多様性等）に対応している。また、スイスでは産出に基づく支

払も 8.5％と比較的多い。主要農産物である牛乳をはじめ、競争力の低い部門で生産を維持する補

助金が用いられているためと考えられる。 
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図表 170 農業補助金の構成比（支払根拠別、2016 年） 
 米国 ＥＵ スイス 
補助金 100.0% 100.0% 100.0% 

支
払
の
根
拠 

産出 1.3% 0.6% 8.5% 
投入の使用 31.0% 14.6% 4.1% 
当期実績（生産が必要） 29.4% 32.7% 26.7% 
非当期実績（生産が必要） 0.0% 0.0% 30.6% 
非当期実績（生産が不要） 31.8% 50.0% 5.2% 
農産物以外の基準 6.5% 1.1% 19.7% 
その他 0.0% 1.0% 5.2% 

出所：OECD “Producer and Consumer Support Estimates database” のデータにより作成。 
（注） 「実績」は面積・頭数・受取・所得のいずれか。 

 

② 直接支払のおもな政策目的 

米国、EU、スイスそれぞれの各種直接支払を政策目的（注）に応じて分類し、各国間で対比で

きる表を作成した（図表 171）。区分別に財政支出額の構成比を付している。以下では分類の考え

方と各国の特徴を整理し、また制度を方向付ける重要な要素であるリスク管理と多面的機能につい

て米国と欧州の事情の違いを説明する。 
（注）各政策目的に該当する施策は直接支払以外にもあるが、本調査の対象には含まれない。例えば米国では、所得支持

の直接支払に匹敵する規模で作物保険（収入保険を含む）への助成がある。また米国の酪農については地域ごとの乳価を

定める連邦生乳マーケティングオーダーが地域間の生産コスト較差を埋めており、その点で条件不利地対策にもなってい

ると考えられる。 
 

1) 政策目的の類型化 

まず政策目的を所得支持と多面的機能に大きく二分した。 
 次に所得支持は EU の制度を参考にして、大多数の農業者を対象とする一般的な所得支持と、対

象を絞った所得支持に分けた。一般的な所得支持については、単価固定のものと、価格・収入・利

幅の下落を補填するため単価が変動するものとに区分した。この区分は欧州と米国の相違に対応し

ている。対象を絞った所得支持については、特別な支援を必要とする分野、すなわち要支援品目・

中小経営・青年農業者・条件不利地域に区分した。 
 一方、多面的機能は環境保全と、食料の安定供給（および食料自給力の維持強化）、そして動物

福祉に分けた。 
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図表 171 農業補助金の構成比（支払根拠別、2016 年） 

 
出所：筆者作成 

 
ただし、こうした区分で全ての制度が明確に割り切れるわけではない。複数の区分にまたがるも

のがいくつかある。米国の場合は、一般的な所得支持に挙げた施策がいずれも品目別であり、その

中には要支援品目とみなせる競争力の弱い品目も含まれている（注）。EU の場合は、カップル支払

が条件不利地域対策や環境保全の要素を含んでいるほか、自然等制約地支払はその一部に環境保全

の要素を含み、グリーニング支払は（環境重点用地の例外規定として）景観保全の要素を含んでい

る。そしてスイスの場合は、2 つの制度における条件不利地の扱いがやや込み入っている。まず生

産条件不利支払は、丘陵・山岳地帯における生産条件の不利を補正する機能を有しているので、条

件不利地域向けの所得支持に区分した。しかし、この制度は供給保障支払の一部をなしており、そ

の本来の政策目的は食料の安定供給とされている。そしてもう一つ、農業景観支払の政策目的は景

観の維持・促進・開発であるが、対象地域は条件不利地（丘陵・山岳地帯および傾斜地）に限られ

ていることから、条件不利地の農業を支える機能も有していると考えられる。 
（注）逆に言えば、EU は品目によらない基礎支払で面積単価の平準化を進めているので支援の必要な品目には別途カッ

プル支払等が必要となっている。それが現行のカップル支払制度の由来である。 
 そのため、複数の区分にまたがる場合は主たる区分の方に数字を計上し、従たる区分には角括弧

をつけて名称のみを示した。 
 

2) 各国の特徴 

政策目的別の構成をみると、各国にそれぞれ明確な特徴がある。予め要約すると、所得支持につ

いてみれば、リスク管理に特化した米国と、一般的な固定支払および支援を要する分野への支払を

用いる EU・スイスに分かれる。EU とスイスでは所得支持から多面的機能へと重点が移りつつあり、

とくにスイスは多面的機能への特化が進んでいる。 
 米国の構成は一般的な所得支持が 6 割、環境保全が 4 割であり、他の区分がない。また、所得支

持はいずれも価格・収入・利幅の下落補填（リスク管理）であり、施策はいずれも品目別のプログ

ラムである。 
 EU の構成は固定支払による一般的な所得支持が 2 分の 1 弱を占め、次いで環境保全が 3 分の 1

固定支払 ・基礎支払 46.0% ・移行支払 5.2%

60.0%

要支援品目 ［同上］ 8.2% 11.2%

中小経営 2.5%

青年農業者 ・青年農業者支払 1.1%

6.9% 5.1%

40.0% 34.7% 16.1%

・動物福祉支払 0.7% ・動物福祉支払 8.6%

20.7%

33.1%食料自給力の向上 ・供給保障支払（生産条
件不利支払以外）
［・生産条件不利払い］
・牧草牛乳食肉支払

多
面
的
機
能

環境保全 ・保全保留地（CRP）
・保全管理（CSP）
・環境改善奨励（EQIP）
・農業保全地益（ACEP）

・グリーニング支払
・農業環境･気候支払
・有機農業支払
・Natura2000・水枠組指
令支払
［・カップル支払］
［・自然等制約地支払］

・生物多様性支払
・有機農業支払
・粗放生産支払
・資源効率支払

動物福祉
景観 ［・グリーニング支払］ ・農業景観支払

・景観の質支払

・再分配支払
・小規模農業者支払

条件不利地域 ・自然等制約地支払
［・カップル支払］

・生産条件不利支払
［・農業景観支払］

所
得
支
持

一
般
的

価格・収入・利幅
の下落補填(市
況変動等)

・価格損失補償（不足払）
・融資不足払い（不足払）
・農業リスク補償（ナラシ）
・酪農利幅補償

対
象
限
定

・カップル支払
・綿花特定支払

・特定作目支払
・牛乳追加助成

米国 ＥＵ スイス

政策目的 （％） （％） （％）
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強、そして対象を絞った所得支持が 2 割弱である。ただし、第一の柱における直接支払の 3 割を占

めるグリーニング支払は、最近の 2013 年 CAP 改革で導入されたものの環境保全の効果が薄いこと

が指摘されており、実質的に一般的な所得支持に近い性格を有していると考えられる。支援を要す

る品目に対するカップル支払は、地域を限って適用できる点が特徴である。また、スイスと並んで

動物福祉支払を実施しているが、直接支払に占める割合はスイスの 10 分の 1 に満たない。 
 スイスの構成は多面的機能が 8 割近くと圧倒的な割合を占めている。その中でも、食料安定供給

が 3 分の 1、景観が 2 割と多く、合わせて全体の半分を占めている。これらの施策は最近農業政策

2014-2017 年の一環として導入されたものであり、米国や EU には独立した制度すらない。環境保

全は 6 分の 1 弱である。それに対して所得支持は 2 割と少なく、その過半は要支援品目向けであり、

一般的な所得支持は 5%に過ぎない。とはいえ、最も割合の大きな供給保障支払は、食料の安定供

給を目的としているが、直接支払受給面積のほぼ全てを網羅しており、農業者から見ればある程度

の生産義務を伴う所得支持に近い性格も有していると考えられる。 
 スイスの直接支払制度は、各種の多面的機能に対応した包括的な制度となっている点が特徴であ

る。個々の施策は具体的な多面的機能への対価となるよう設計されており、例えば環境保全のため

の直接支払であっても、生物多様性、有機農業、粗放生産、資源効率と目的によって分けられてお

り、名称から直ちに政策目的が分かる。直接支払令の下では施策全体が多面的機能に対応付けられ

ているため、要支援品目向けの直接支払はその枠外で市場政策という位置づけとなっている。 
 スイスのもう一つの特徴は、直接支払の受給額が過去の生産や受給の実績に殆ど影響されないこ

とである。多面的機能に対する支払は概ね機能ごとに単価が決まっている。それに対して EU の基

礎支払は多くの加盟国が過去実績の要素を残しており、また米国の不足払い（PLC）/収入ナラシ

（ARC）では、支払対象面積や給付額の算定に用いられる単収が過去実績に基づいている。 
 

3) リスク管理と多面的機能 

米国ではリスク管理が、欧州では多面的機能が、それぞれ直接支払制度を規定する大きな要素と

なっている。米国と欧州の間における農業競争力の格差がその背景にあることを説明しておきたい。 
 米国農業においては、市況や作況の変動に対するリスク管理が重視されている。主要な農畜産物

については先物市場が発達しており、先物市場を基盤として収入保険や穀物の先渡し契約が広く利

用されている。収入ナラシも収入保険を補完することを意図して導入された。そして収入ナラシ以

前、直接支払は長らく不足払い型が支配的であった。 
 こうしたリスク管理重視の少なくとも一部は、米国が比較的最近建国された新大陸国であること

と、農産物の恒常的な輸出国であることから来ていると考えられる。例えば先物市場が発達したの

は、穀物の集散地で「価格発見」機能が必要とされたためである。また、不足払い制度が導入され

たのは、輸出競争力を確保するためであった。第二次大戦中から戦後にかけて農産物の支持価格を

引き上げた結果、生産が刺激されて拡大する一方で輸出競争力が損なわれ、余剰農産物を輸出する

には価格の引き下げが必要となり、その補てんとして 1960 年代に直接支払が行われ、1973 年に不

足払い制度となった。また、販売支援融資で市場価格が融資単価（支持価格）より低い場合に差額

の返済を免除する仕組みや、その差額を予め直接支払として給付する融資不足払いは、さらに低い

価格での輸出を可能とした。国内価格を国際価格と同水準に引き下げて同調させ、その水準が低い

場合は直接支払で補填するようになったのである。 
 それとは対照的に、EU では米国より農産物価格が高いことを前提に政策が組み立てられてきた。

例えば小麦の関税率は、米国の価格に EU への輸入経費を加えたものから EU 域内価格を差し引い

た金額を基に設定されている。 
 かつて EU は国境障壁により域内価格を高水準に保ち、各種の市場介入と支持価格により農産物

の価格は比較的安定していた。国際市場から隔離された域内市場で、リスク管理の必要性は薄かっ

たと考えられる。1992 年以降の CAP 改革では農産物の支持価格を引き下げ、その補てんとして直

接支払が導入されたため、支持価格の引き下げ幅との見合いで直接支払の単価は固定された。2003
年 CAP 改革以降、直接支払は生産品目から切り離されたが、所得支持の受給権という形で面積単

価は固定されていた。2013 年 CAP 改革による新たな各種の直接支払においても固定単価は維持さ

れている。 
 スイスも競争力が低く各種の保護措置により安定的な国内市場を維持していた点は似通ってい
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るが、直接支払は支持価格の引き下げに対する補償という形ではなく、むしろ貿易自由化が進む中

で農家当たりの所得が減少しないようにすることを目指し、また多面的機能の提供を条件付けて単

価固定の制度を導入した。 
 このように米国と欧州の直接支払制度におけるリスク管理の重要度の相違は直接支払制度の導

入経緯から来ているのであるが、より基礎的な要因として両者の間の農業競争力の格差があること

が指摘できよう。例えば米国では、かつて単価固定の直接支払が 2002 年農業法で導入されたもの

の、2007 年以降の農産物価格高騰を受けて 2014 年農業法で廃止された。米国の農業者は直接支払

がなくとも大幅な黒字となったため、固定支払は不要とみなされて政治的支持を失ったのである。 
 一方、EU でもリスク管理に対する関心はある程度高まっている。一連の CAP 改革によって価格

と生産は市場に委ねられ、市場施策の縮小とともに EU の農業者はリスクに晒されるようになった。

さらに 2007 年以降の大幅な国際価格上昇によって EU 域内価格は国際価格と連動するようになり、

価格変動が拡大した。また近年は気候変動による生産の変動も問題となっている。こうしたことか

ら CAP でも 2008 年のヘルスチェック改革以降にリスク管理施策（農業保険、相互基金、所得安定

化基金）を設け、加盟国の取組に助成を行うようになった。しかしこれまでのところ同施策を用い

る国は限られている。 
 それに対して、欧州で多面的機能が重要視されるようになった理由の一つは、直接支払の財政支

出に必要な支持を取りつけるためである。農業の競争力が米国より劣る EU やスイスでは直接支払

による経常的な農業所得の補填が必要とみなされており、その財政負担を正当化するためには環境

団体や消費者の支持が欠かせない。 
 EU は 1992 年 CAP 改革で第一の柱に直接支払を本格的に導入した後、次の 1999 年改革（アジェ

ンダ 2000）でクロスコンプライアンスを導入、2003 年改革で強化・義務付けし、2013 年改革では

グリーニングを導入した。今や第一の柱における直接支払の予算を維持するには多面的機能（公共

財）に何らかの貢献をすることが不可欠となっている。同時に第二の柱（農村振興政策）の施策も

拡充されてきた。 
 スイスでは、直接支払の本格的導入に先立って環境団体の発議に基づく国民投票（1996 年）が実

施され、直接支払の給付条件として多面的機能（に相当する各種機能）の提供を課すことが決まっ

た。各種多面的機能の供給は憲法および農業法において農業政策の基本方針となっている。最近の

農業政策 2014-2017 年では、多面的機能への対応が十分でなかったとして直接支払制度が刷新され、

具体的な各種多面的機能への対価として再構築された。 
 

③ 直接支払の受給要件 

各国では直接支払全般に共通する受給要件（注）も定められている。経営規模、従事状況、給付

額の上限、多面的機能にかかる要件等である。以下では経済的な条件を中心とする受給資格等と、

農業の多面的機能にかかわるものとに分けて EU、スイス、米国を比較する。 
（注）個々の施策の要件については前掲の総括表を参照。 
 

1) 受給資格等 

a) EU 

第一の柱による直接支払には以下の受給資格要件と、高額給付の削減規定がある（注）。 
（注）以下、EC (2016)および直接支払規則 1307/2013 を参照。 

i) 受給資格要件 

・最低経営規模要件（minimum requirements）：加盟国によって農地面積（0.3～5ha）ないし直接支

払受給額（100～500 ユーロ）を設定。少額の支払を管理するための過剰な行政負荷を避ける措置。 
・十分な営農実体のある農業者（Active Farmer）であること 

- 農業生産、飼養・栽培を行うか、あるいは通常を上回る準備活動をせずに農地を放牧な

いし耕作に適した状態に維持すること。 
- 農業に好適な条件を維持するために人為的な介入の必要がない土地をおもに有してい

る場合、その土地で最低限の活動（加盟国が指定）を行わない者は除外される。 
- 空港や鉄道等の事業者は除外。また加盟国は、農業が活動のわずかな部分でしかない者
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を除外できる。ただし、これらの規定は受給額の多くない者（基準額は 5 千ユーロを上

限として加盟国が設定）には適用されない。 
・受給者は受給対象農地で農業活動を行うのに必要な権限を持ち（所有ないし借地）、当該農地に

よる利益と財政リスクを引き受けなければならない。 
・農地が受給適格とみなされるには、受給者が保有（所有または借地）し、農業活動に用いる必要

がある（ただし特定の施策による休耕や植林等の場合は例外）。 
 

ii) 高額給付の削減 

基礎支払について、各農場の給付額が 15 万ユーロを上回る部分の少なくとも 5％は削減される。

加盟国はそれを上回る削減基準を設けることができる。実際に 9 か国で厳しい基準が導入されてお

り、いずれも一定額以上は削減率 100％、つまり基礎支払に上限額（水準は国により 15 万ユーロか

ら 60 万ユーロの間）を設定している（EC 2015）。 
 ただし例外規定があり、直接支払予算の 5％以上を再分配支払（中小経営向けの上乗せ）に用い

る加盟国は、高額給付の削減を導入しなくてよい。実際問題としてほとんどの国で高額給付の削減

額は直接支払予算全体からみればごくわずかな規模であるため、再分配支払の方が予算を再配分す

る効果は大きい。6 か国がこの例外規定を適用している。また、9 か国では削減対象となる給付額

から雇用賃金の控除が認められている。 
 

b) スイス 

スイスの受給資格要件は以下のとおり。教育、年齢、労働力の規模と装備、家畜頭数に関する事

項が含まれている。その他に受給額の制限がある。 
 
・所定の職業訓練を受けた 65 歳未満の農業者 
・0.20 標準労働力単位以上の労働規模 
・必要な労働力の 50％以上を装備（雇用労働力を含む） 
・家畜飼養頭数上限（法定）の順守 
 
 これらのうち、年齢の上限が設けられているのは年金との重複受給を防ぐためである。 
 また、各農場の受給できる直接支払には上限額が定められており、原則として 1 標準労働力あた

り 7 万フランである。それにくわえて、直接支払の 4 分の 1 を占める基礎支払（同一名称の EU の

制度とは異なるので注意）は面積規模に応じて最大 100％の減額となる。 
 受給上限額が農場当たりとなっていない点は EU や米国と異なる。例えば農場で二人のフルタイ

ム労働力を用いればその農場の上限は 14 万フランとなる。これはユーロに換算すれば 12 万ユーロ

弱（1 フラン＝約 0.84 ユーロ）であり、EU で最も厳しい基準を課している国（上限額 15 万ユーロ）

を下回っている。また、仮に労働力を 3 人に増やして 21 万フラン（18 万ユーロ弱）としても、な

お EU では特に厳しい国に相当する。仕組みの違いや為替要因もあるので慎重に判断する必要があ

るが、スイスの基準はかなり厳しいものであるといえそうである。 
 スイスで特徴的な点の一つは、この受給額制限だけでなく、最低経営規模も労働力単位によって

基準を定めていることである。EU や米国で専ら農場ごとの面積や金額による基準が用いられてい

るのとは対照的である。また、労働力に関する基準といえば農場の労働力装備率もそうであるし、

より一般的に人に着目した基準と考えれば教育や年齢制限も含めることができるかもしれない

（注）。 
（注）ただし、教育や、年齢制限とかかわりのある年金は、いずれも EU では加盟国の管轄であり、また加盟国間の相違

も大きいため、CAP の規定には馴染まないと考えられる。実際、少なくとも一部の EU 加盟国では農業者の資格を得るた

めに所定の教育を受ける必要がある。 
 

c) 米国 

米国の直接支払制度において受給適格となるには通常、十分な従事、所得制限、保全コンプライ

アンス（後述）の 3 つの条件が挙げられる。それに加えて、PLC/ARC プログラムには最低限度面

積があり、またほとんどのプログラムには最高限度給付額が設けられている（注）。 
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（注）以下、CRS（2017a）、Schneph（2016）、および米国法典による。日本語の解説としては吉井（2012）があるが、2014
年農業法による制度改正より以前の内容である点に注意が必要である。 
 

i) 十分な従事 

この要件が課されるのは農産物プログラムのうち PLC、ARC、販売支援融資である。ただし、販

売支援融資による利得のうち、販売証明書によるものと抵当流れによるものは対象外である。作物

保険も対象外である。 
 個人が十分に従事している（actively engaged in）とみなされるための条件は以下のとおりである

（7 U.S.C. 1308-1(b)(2)）。ただし、次に説明するとおり配偶者と地主については条件の一部が免除

される。 
 

(a) 次の(ｱ)(ｲ)両方について、農場に対して（農場の総価値との対比で）重要な（significant）貢

献をすること 
(ｱ) 資本・装備・土地のいずれか 
(ｲ) 自身による労働（personal labor）または自身による十分な経営管理（active personal 

management） 
(b) 農場からの利益または損失の配分が農場への貢献と比例関係にあること 
(c) 農場への貢献はリスクに晒されること 

 
 農業者が十分に従事していると認められた場合、その配偶者は、上記の条件のうち(a)(ｲ)を免除さ

れる。したがって労働や経営管理に貢献しなくとも、それ以外の条件を満たせば十分に従事してい

るとみなされる。例えば、吉井（2012）が挙げているように、農業者の妻が、農場の仕事にあまり

関与しない一方で農場の資本には重要な貢献をしている場合等があり得る。 
 土地所有者である地主は、その土地の生産または農場の営業損益（operating results）に基づいて

地代または土地使用からの所得を得る場合、上記の条件のうち(a)を免除される。したがって、農場

に重要な貢献をしなくとも、それ以外の条件を満たせば十分に従事しているとみなされる。例えば、

農場経営に関与しない小地主でもよいことになる。 
 また、農場への「重要な貢献」には以下の基準がある（FSA Handbook）。 
 

(ｱ) 資本・装備・土地：農場の資本・装備・土地いずれかの 50％以上の貢献、または農場

の総価値の 30％以上に相当する資本・装備・土地の組み合わせによる貢献 
(ｲ) 労働・経営管理：自身による労働については、１千時間（各作物年について）か、ある

いは農場運営に要する時間の 50％のうち短い方。自身による十分な経営管理については、

農場の収益性に対する重大な貢献 
 

ii) 所得制限 

 調整済総所得（AGI: Adjusted Gross Income）が直前 3 年間平均で 90 万ドルを上回る場合、農産物

プログラムの殆どと、保全プログラムのすべて（および各種の災害支援）を受給できない。農産物

プログラムの例外は販売支援融資の質流れ利得である。 
 この所得制限には特例があり、結婚している場合は夫婦間で分割して調整済総所得を配分できる

ため、実質的に 2 倍の 180 万ドルが上限となる。 
 

iii) 最低限度面積 

農産物プログラムのうち不足払い（PLC）と収入ナラシ（ARC）については、支払対象となる基

礎面積が 1 農場あたり 10 エーカー（約 4 ヘクタール）を上回る必要がある。ただし例外規定があ

り、人種・民族・性別により社会的に不利な立場にある（socially disadvantaged）農業者や低所得農

業者（limited resource farmer）の場合は免除される。 
 この基準は EU の多くの国を 1 桁程度上回っている。米国の豊富な土地資源と農業経営規模の大

きさを反映したものであろう。一方で社会的弱者に配慮した救済策を設けていることも特色である。
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これに比べて、英国は米国よりもさらに高い限度（5 ヘクタール）を設けており、小規模経営への

配慮が薄いことが伺える。 
 

iv) 最高限度受給額 

農産物プログラム、保全プログラムともに給付額の制限がある。各プログラムの最高限度給付額

は以下の表に示すとおりである。 
 不足払い、収入ナラシ、そして販売支援融資のうち融資不足払い・販売融資利得についてはこれ

らのプログラムと各種対象作目（落花生以外）を合わせて 12.5 万ドルの上限額が設定されている。

この数字だけをみればスイスなみに抑えられているが、次に述べるとおりこれら以外に上限なしの

プログラムがあり、またそもそも農業所得に対する補填の割合が低いため、欧州をはるかに上回る

経営面積を賄うことができるのであろう。実際、競争力が低く補助金依存度の高い落花生について

は、別途 12.5 万ドルの枠を設けている。 
 酪農利幅補償プログラムには給付額の上限がない。米国では作物保険の保険料助成と保険金に上

限が課されていない。この酪農利幅補償プログラムは内容が保険に近く、給付額上限がない点で作

物保険と同様の扱いがなされている。 
 また、販売支援融資プログラムについては注意も必要である。同制度のうち、上記のとおり融資

不足払い、または販売融資利得支払を利用した場合には給付額の制限対象となる。しかしその一方

で、それ以外の作物販売証明書利得、および質流れによる利得には金額の上限規制がない。その結

果、融資不足払いや販売融資利得支払の代わりに作物販売証明書を用いれば給付額の上限を実質的

に回避できる（注）。 
（注）作物販売証明書はかつて 2008 年農業法で廃止されたが、2016 年統合歳出予算法によって 2015 作物年度から復活

された。 
 なお、法人の持ち分を通じて直接支払を受給している場合は、名寄せによりすべての法人からの

受給額と、本人個人の受給額を合算した総額に上記の最高限度給付額が課される。 
 

図表 172 各種直接支払の給付額上限 
直接支払制度 上限額 

農産物 
プログラム 

不足払い（PLC） 
収入ナラシ（ARC） 
融資不足払い 
販売融資利得支払 

左記プログラム合計で作物年度当たり 
12.5 万ドル（落花生以外の対象作物合計） 
12.5 万ドル（落花生） 

販売支援融資の作物販売証

明書による利得、および質流

れによる利得 

上限なし 

酪農利幅補償プログラム 上限なし 
保全 
プログラム 

保全保留地プログラム（CRP） 5 万ドル／年度（地代支払合計） 
保全管理プログラム（CSP） 20 万ドル（2014～2018 年度全契約合計） 
環境改善奨励プログラム

（EQIP） 
45 万ドル（2014～2018 年度全契約合計） 

出所：CRS(2017a) 
 

v) 大規模経営や地主の選択肢 

以上に示した各種要件は、直接支払の殆どを対象としている。しかし、酪農利幅補償プログラム

や、直接支払と同様の機能を提供する販売支援融資制度（販売証明書ないし抵当流れによる利得）、

そして作物保険は、十分な従事、所得制限、最高限度額のいずれも適用されない。 
 したがって、たとえば巨大な農業経営が全面的に利用できるのはこれら上限のないプログラムに

限られている。同じことが十分な従事の要件を満たさない地主についてもいえる。さらに、自ら農

業経営収支のリスクを負担する地主は、所得制限と最高限度額の範囲内ですべてのプログラムを利

用できる。 
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2) 多面的機能にかかる受給要件 

各国は直接支払の受給要件の一環として、環境保全等の多面的機能にかかる各種要件を設定して

いる。こうした措置によって、多面的機能を政策目的としない直接支払についても多面的機能を損

なわない、あるいはその維持向上に資することが期待されている。違反すると減額・給付停止等の

罰則がある。 
 

a) EU のクロスコンプライアンス 

ＥＵにおける当該要件は「クロスコンプライアンス」とグリーニングである。クロスコンプライ

アンスはＥＵ法定管理要件（SMRs: Statutory Management Requirements）と、良好な農業･環境条件

（GAEC: Good Agricultural and Environmental Conditions）からなり、第一の柱だけでなく本報告書で

取り上げる第二の柱の直接支払（農業環境・気候支払、有機農業支払、自然等制約地域支払、動物

福祉支払）も対象に含まれる。また、グリーニングの要件は未達成の場合にグリーニング支払だけ

でなく第一の柱の他の直接支払も減額される可能性があるため、実質的には第一の柱における直接

支払の受給要件とみなすことができる。クロスコンプライアンスとグリーニング要件の概要を以下

に示す。 
 

図表 173 クロスコンプライアンスの内訳 
分野 法定管理要件 

（SMRs） 
良好な農業･環境条件 

（GAEC） 
環境、気候変動、農業

に好適な土地の状態 
・水質（硝酸塩） 
・生物多様性（鳥類保全、

自然生息地保全） 

・水資源（水路沿いの緩衝帯、灌漑水の許

可手続順守、地下水汚染防止） 
・土壌・炭素貯蔵（最低限の土壌被覆、最

低限の土壌浸食抑制、土壌中有機質の維

持） 
・景観の最低限の維持（特徴的要素の維持） 

公衆・動物・植物衛生 ・食品安全性 
・動物の識別・登録 
・動物疾病（BSE 対策） 
・防除資材 

 

動物福祉 ・農業用動物、子牛、豚 
出所：横断的規則（1306/2013）第 93 条および付属書 II による。 

 
これらの要件で求められていることのうち、衛生と動物福祉の分野は EU の法定管理要件に含ま

れており、CAP が独自に設定している要件は環境保全や気候変動対応、そして農地保全に関するこ

とである。その内容は水資源保全、土壌保全・改善、炭素貯蔵、生物多様性、そして景観である。

ここでいう景観とは、生垣や農地の木、階段状耕地、石垣などであり、環境保全とともにこうした

人為的な景観要素が重視されていることがわかる。 
 

図表 174 グリーニング 3 要件の狙い 
要件 主な期待事項 

永年草地（面積 95％以上維持） 炭素貯蔵 
環境重点用地（耕地面積の 5％以上確保） 生物多様性、景観 
作目多様化（3 作目以上、割合上限あり） 土壌の質改善 

出所：直接支払規則（1307/2013）説明条項 41, 42, 44 および第 46 条による。 
 

b) スイスの環境サービス要件 

 スイスは「環境サービス要件」と、関連法令の順守を課しており、EU とよく似た構成である。
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概要は以下に示すとおりである。 
 

・環境サービス要件 
- 動物保護令の規定順守 
- 肥料収支の均衡（窒素・リン肥料の過剰 10%以内） 
- 生物多様性促進用地（農用地の 7％を確保） 
- 自然・景観保護法による指定区域の規定順守 
- 輪作（年間 4 品目以上。主要品目別に作付割合の上限あり） 
- 土壌保全（夏季収穫後の土壌被覆、土壌の浸食と化学的・物理的損傷を防ぐ措置） 
- 農薬の目的を絞った選択と使用（冬季の使用禁止、出芽前除草剤・粒剤・殺虫剤の各種制

限） 
・農業に関する法令および水質保全・環境・自然・景観に関する法律の順守 

 
 スイスの要件は EU と共通点が多く、EU と比べて遜色ないように見える（注）。むしろ、輪作や

７％の生物多様性促進用地は、EU が最近になって導入したグリーニングの要件を上回っている。

また、EU では明示されていない窒素とリン肥料の収支均衡や、農薬の施用制限も課している。総

じてスイスの要件は早い時期に導入されたにもかかわらず、EU 以上の高い水準にあるように見受

けられる。 
（注）厳密な比較にはスイスで順守が条件づけられている関連法令の内容を確認する必要があろう。ちなみにスイスは動

物福祉に関する規制の先進国として知られている。 
 なお、こうした受給要件は直接支払全般を受給する前提となるのであるが、要件の一部はそれ自

体が特定の直接支払の対象となる場合がある。例えばスイスでは環境サービス要件に含まれる生物

多様性促進用地は生物多様性支払の対象である。また、ＥＵでは自然保護区で農業を営むことによ

る不利は専用の直接支払（Natura 2000・水枠組指令支払）で補償される。 
 

c) 米国の保全コンプライアンス 

一方、米国の一般的な要件は「保全コンプライアンス」であり、不足払い・収入ナラシ（PLC/ARC）
には農地の維持に関する規定もある。 
 保全コンプライアンスとは、政府のプログラムに参加する要件として、土壌罰則（sod buster）と

湿地罰則（swamp buster）を課すものである。土壌罰則は著しく浸食を受けやすい土地の作付規制、

湿地罰則は湿地の耕地への転換禁止である。販売支援融資（融資不足払いを含む）と不足払い・収

入ナラシ（PLC/ARC）のほか、直接以外では作物保険等に適用される。 
 それに加えて、不足払い・収入ナラシ（PLC/ARC）には以下の 2 つの要件が課されている。 

 
・有毒な雑草の抑制、その他土地を健全な農業活動により維持すること。 
・（不足払い・収入ナラシの受給にかかる）基礎面積と同じだけの面積を農業または保全に利用

し、農業以外の商業・産業・居住用に用いないこと。 
 
 このように保全コンプライアンスの機能は土壌浸食の防止と湿地の維持のみであり、これに不足

払い・収入ナラシに貸されている健全な農業活動による土地の維持を含めても、米国の要件はＥＵ

やスイスと比べて範囲が限られている。 
 

④ 農業所得に占める直接支払の割合 

 本調査で取り上げた各種直接支払の合計額が農業所得に占める割合を各国間で比較すると（図表 
175）、米国は 1 割（10.9％）と限定的であるのに対して、スイスは 9 割（92.5％）に達しており対

照的である。農業所得の殆どは直接支払によっていることになる。EU は両者の中間であり、農業

所得の 2 分の 1（50.4％）を直接支払に依存している。 
 しかし EU も国別にみると較差が大きい。オランダ（24.4％）、スペイン（27.1％）、イタリア（34.3％）

はＥＵ平均の半分ないし 3 分の 2 程度、英国（53.4％）は EU 平均並みであるのに対して、フラン

ス（64.3％）とドイツ（77.7％）は高めである。そして、フィンランド（145.8％）は頭抜けて高く、



 

223 
 

スイスを上回っている。 
 

図表 175 農業所得に占める直接支払の割合 

 
出所：前掲の国別表より抜粋 

 
さらに EU7 か国について直接支払の種類別内訳を比べてみると（図表 176）、フィンランドの値の

高さはおもに第二の柱のうち農業環境・気候支払と自然制約地域支払が他の国より段違いに大きい

ためであることがわかる。第一の柱の直接支払だけをみればフランスやドイツと比べてそれほど高

い水準ではない。フィンランドの第二の柱は第一の柱と同程度の大きさであり、手厚くなされてい

ることがわかる。 
 

図表 176 EU７か国の農業所得に占める直接支払の割合内訳 

 
出所：前掲の国別表より抜粋 

 
オランダ、スペイン、イタリアは第一の柱による直接支払が農業所得に占める割合が低い。その

一因は園芸部門の比重が大きいことであろう。CAP の歴史的な経緯から、かつて直接支払は穀物や

油糧種子と草食家畜に手厚く、各国の直接支払予算枠はそれを受け継いでいる。したがって園芸部

門に重点を置く国はその分、直接支払の受取りが少なくなっている。 
 

⑤ EU7 か国の特徴 

国別報告書と直接支払のデータにより EU7 か国の特徴を整理する。各国の農業構造と農業政策

の基本的な姿勢が直接支払の運用を強く規定していることが読み取れる。 
 
英国（イングランド） 
 イングランドは第一の柱の自由主義的な運用と、第二の柱の環境支払制度の充実が特徴である。 
 直接支払受給の最低面積要件は 5ha であり、面積基準としては EU 内で最も高い（平均経営面積

が大きいことも反映していると考えられる）。第一の柱の直接支払はほぼＥＵ規則の原則通りであ

る。また、各国任意の制度をほとんど利用しておらず、再配分的な要素が乏しい。基礎支払は３つ
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の地区ごとに面積単価一律である。先行して 2013 年 CAP 改革以前の単一支払で既に面積単価の平

準化を進めていた（その点はドイツとフィンランドも同様であり、今回の一律単価につながった）。

対象を絞り込んだ任意の直接支払（カップル支払、再分配支払、小規模農業者支払、自然制約地域

等支払）はいずれも行っていない。カップル支払は他の殆どの加盟国が採用しており、採用しない

国は他にウェールズやドイツ程度である。しかも、直接支払の受給要件として最低農場規模 5ha と
いう高いハードル（米国を上回る）を課している。 
 農業環境政策は第二の柱の予算の 8 割以上を占めているという。7 か国の比較表（前掲）でも農

業環境・気候対応の割合は最大となっている。Country Stewardship 事業は多様な取組メニューを提

供している。その優先分野は生物多様性（事業予算の 75％）と水質保全・洪水対策（同 20％）で

あり、その他の事業目的には景観保持、土壌・水質保全、農場での教育、遺伝子資源の保存、気候

変動対応、歴史的環境の保全が含まれている。地域ごとに具体的な優先事項が定められており、農

業者の参加申請を審査する際に用いられる。 
 こうした、第一の柱は一般的な所得支持のみ、第二の柱は環境に集中という構成は、政策目的の

節で用いた区分を当てはめれば米国とよく似ている。 
 なお、農業環境政策では面的な広がりを確保するために個々の農場を超えた範囲の取組が奨励さ

れている。 
 
ドイツ 
 ドイツの基礎支払の面積単価は各州内で一律であり、州間格差も縮めて 2019 年からは全国一律

となる。また、イングランドと並んでカップル支払を採用していない。これらの点では自由主義的

に見えるが、その一方で中小農家向けの再分配支払と小規模農業者支払を採用している。ドイツの

報告書はグリーニングと既往の農業環境支払との間で重複があることを指摘している。第二の柱に

おいては有機農業支払が 11.5％と 7 か国のうちでは高い割合を占めている。 
 
フランス 
 フランスは農業のうち競争力の弱い部分を支え、バランスのとれた農業構造の誘導を目指す積極

的な介入が目立つ。とくに草食家畜等の部門や中小経営への支援と環境への配慮が特徴的であり、

そのために CAP の直接支払制度を自国の独自の制度の中で使いこなそうとしている。 
 穀物部門に対して相対的に不振にある草地利用型の畜産部門への支援を図るため、カップル支払

と自然等制約地域支払を拡充している。また、カップル支払では草食家畜だけでなく、豆科飼料作

物の生産を振興し、飼料の自給度を高めようとしているほか、加工用果実やでんぷん用馬鈴薯向け

の支払も新設している。カップル支払は直接支払の 15％を占め、10 部門を対象としている。CAP
のカップル支払は困難にある部門や地域を対象とするものであり、自然等制約地域支払と似通った

面がある。自然等制約地域支払は農村振興政策予算の 3 分の１以上を占めており、この割合は対象

7 か国中で最大となっている。 
 公平性への配慮も強調している。基礎支払の平準化方式はフランス本土を 1 地区とする部分的平

準化であり、これまでの過去実績の要素を残しつつ全国的な面積単価格差の縮小を進めている。既

往制度の過去実績に基づく受給権は土地の生産性を反映して条件不利地ほど単価が低くなってい

るが、フランス本土全体を横断して平準化が行われるため、直接支払の配分が生産性の低い条件不

利地へと移転される効果がある。これはイタリアやドイツについても同様のことが言える。その点、

英国やフィンランドは従来から地域を分けており、条件不利地の単価を低く設定している。また、

フランスは中小経営への再分配支払により付加価値生産と雇用の確保をめざしているほか、畜産の

カップル支払には高額受給者への給付額漸減措置や給付限度を設けている。 
 そして、農業環境支払と有機農業支払の予算を倍増させている。その一方、グリーニング要件の

同等措置として、冬季カバークロップの作付を採用している。 
 
イタリア 
 イタリアにおける基礎支払の面積単価は農業構造の違い等から地域間の較差が大きく、全国一律

化は困難であるため、部分的平準化を選択した。また、直接支払予算の 11％をカップル支払にあて、

11 部門を対象にしている。 
 また、グリーニングの適用に困難があることが示されている。青果等特定品目への特化度が高く、
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かつ集約的な農業が大きな割合を占めていることや、小規模農場が多いことから、グリーニング要

件のうち作目の多様化や環境重点用地の提供は、特化品目の生産縮小や追加的費用につながるとい

う。イタリアは、広大な永年牧草地を粗放的に管理する欧州北部諸国にとってグリーニング対応が

容易であることに不満を有している。 
 くわえて、第二の柱に占める農業環境・気候支払の割合は 12.1％と低い。 
 どうやら総じてイタリアのような南欧の多様な農業は 2013 年 CAP 改革の一律のルールや環境重

視に馴染まない面があるようであり、次にみるスペインでも同様の問題があるように見受けられる。 
 イタリアは小規模経営が多いことから、小規模農業者支払を採用している。また、基礎支払受給

額 15 万ユーロ以上で 50％の減額、50 万ユーロ以上で 100％の減額を課している。これは調査対象

7 か国のうちで、EU 基準以上の減額を採用した唯一の例である。 
 
スペイン 
 スペインは、農業環境の多様さに合わせた柔軟な政策、とくに山岳地域、地中海農業、遠隔地と

いった自然環境の不利な地域に合わせた政策が必要であるとしている。 
 そのおもな対策は、直接支払の過去実績をできる限り温存することのようである。2013 年 CAP
改革で基礎支払の面積単価は原則として平準化されることとなったが、スペインはそれを制度（地

域方式）の工夫によりかなりの程度免れようとしている。具体的には、全国を土地生産性等にした

がって 50 地域に区分し、各地域の中で基礎支払面積単価の部分的平準化を行う。こうして各地域

内の面積単価を均質にすれば、各地域内で平準化を適用しても個別農場の面積単価の変更は最小限

となる。地域間の較差は大きくなるが、現行規則ではその是正は求められていない。こうした地域

区分方法のため、各地域は場所が分散して飛び地が発生しているという。 
 また、条件の不利な地域や部門を対象とするカップル支払も直接支払の 12％を占めており、9 部

門を対象にしている。そのほかに小規模農業者支払を採用しているが、これは（行政費用の削減で

はなく）農村地域で兼業農家が重要であるという積極的な理由によるという。 
 なお、第二の柱に占める農業環境・気候支払の割合は 10.7％と調査対象である EU7 か国の中で

最も低い。 
 
オランダ 
 オランダの政策は自由主義的な色彩が強い。園芸部門の比重が大きいことも一因となって、農業

所得に占める直接支払の割合は EU の調査対象 7 か国のうち最も低い。直接支払に限らず農業政策

の考え方は効率性や競争を重視しており、専業農家が多いこともあって小規模経営への配慮は必要

ないという意見が現地調査でも聞かれた。 
 直接支払の最低受給額要件は 500 ユーロであり、金額基準としては EU 内で最も高い。第一の柱

は殆どが基礎支払とグリーニング支払であり、任意の措置として唯一採用したカップル支払も直接

支払の 0.5％にすぎない。2013 年 CAP 改革以前の単一支払では過去実績方式であったが、現行の基

礎支払の単価は 2019 年までに全国一律となる。小国であるため地域区分は必要ないという。その

一方で第二の柱に占める農業環境・気候変動支払の割合は 27.3％と比較的高い。 
 
フィンランド 
 フィンランドは寒冷な気候のため生産性が低くかつ生産費用が高い。しかしロシアと隣接するた

め領土保全と食料安全保障の観点から手厚い農業保護を実施している。 
 まず、先述のとおり自然等制約地域支払と農業環境・気候支払を合わせると第一の柱に匹敵する

規模であり、これがフィンランドの農業を守る重要な手段となっている。自然等制約地域支払は全

土を対象としており、農業環境・気候支払は施肥管理を徹底すればベース支払を受給できる。 
 次に第一の柱についてみると、カップル支払の充実が顕著である。例外措置の適用により直接支

払予算の 20％という大規模なカップル支払を 8 部門に対して行っている。 
 一方、それ以外の直接支払については保護的な要素は薄くなっている。かつて、2013 年 CAP 改

革以前は部分的デカップリングで直接支払の過去実績を残していた。現行の基礎支払では特定品目

に対する給付を上乗せするという独特の方式を採用している。しかし、2019 年までにはこの上乗せ

は段階的に廃止され、基礎支払の面積単価も各地域内で一律化することとなっている。それ以降の

基礎支払についてみれば、また、再分配支払や小規模農業者支払を採用しているという点でも、英
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国やオランダと同様である。 
 なお、フィンランドの多くの地域は、森林の多い自然制約地域であるため、特例が適用されてグ

リーニング要件のうち環境重点用地の確保を免除されている。 
 

(3) 日本型直接支払の国際比較 

 以上の国別報告書及び EU・スイス・米国間の比較を踏まえて、本節ではこれら海外諸国の制度

を日本型直接支払と比較する。まず日本型直接支払の特徴を要約し、その各施策と対応する海外の

制度を特定し、そのうえで施策ごとの国際比較を行う。EU については調査対象国すべての本格的

比較を行うことは集まった情報（注）と調査期間の両面から本調査では難しいため、おもに CAP
の制度を取り上げ、加盟国の施策については特徴的な点に言及する。元より各国の制度には固有の

文脈があり、また詳細において不明な点や比較の困難な点も多い。相互の比較は制度の目的や対応

する多面的機能、制度設計上の主要な特徴等の範囲に留めることとする。 
（注）国別報告書は直接支払制度全体を扱っており、必ずしも本節で対象とする施策について詳しい記述はなされていな

い。英国やフランスについては充実した説明があるのでそれぞれの報告書を参照されたい。 
 

① 日本の制度概要 

日本型直接支払は、農業の有する多面的機能の発揮を目指す 3 つの直接支払からなる。すなわち

地域資源（農用地、水路、農道等）の維持を図る多面的機能支払、条件不利地域における農業生産

活動の継続を図る中山間地域等直接支払、そして自然環境の保全に資する農業生産活動を支援する

環境保全型農業直接支払である。このうち環境保全型農業直接支払は多面的機能の発揮自体への直

接的な支援であるのに対して、多面的機能支払と中山間地域等直接支払は多面的機能を発揮する場

を保全することにより間接的に多面的機能の発揮を図ろうとするものである。各制度の概要を表に

示した（図表 177）。 
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図表 177 日本型直接支払制度の概要 
 多面的機能支払 中山間地域等直接支払 環境保全型農業直接支払 
目標 地域の共同活動による地域

資源（農用地、水路、農道等）

の機能維持･増進 

中山間地域等における農

業生産活動の継続 
自然環境の保全に資する農

業生産活動を推進、生物多様

性保全と地球温暖化防止に

貢献 
内容 ・農地維持支払：農業者等の

組織による地域資源の基礎

的保全､体制拡充･強化等 
・資源向上支払：地域住民を

含む組織による地域資源の

質的向上(軽微な補修､農村環

境保全活動､多面的機能増進活

動)､施設の長寿命化 

・農業生産条件の不利を

補正 
・農業生産活動を維持す

るための共同活動（耕

作放棄の防止、水路･農道

等の管理、多面的機能の

増進） 

・化学肥料･化学合成農薬を

原則 5割以上低減する取組

と合わせて行う地球温暖

化防止や生物多様性保全

に効果の高い営農活動を

支援（カバークロップ、堆

肥の施用、有機農業、地域

特認取組のいずれかを実

施） 
・環境保全型農業の推進活動 

申請要

件 
事業計画（原則 5 年間、市町

村が認定） 
集落協定等（5 年間以上継

続、市町村が認定） 
事業計画（原則 5 年間、市町

村が認定）、エコファーマー認

定、農業環境規範に基づく点

検の実施、主作物を販売目的

で生産 
交付金 ・農地維持･資源向上の活動

に係る経費 
・共同活動を行う団体の活動

等経費 

・当該地域の農業生産の追

加的コストを支援 
・地域の実情に応じた幅広

い使途に活用可能 
・原則としておおむね 5

割以上を個人配分。1 農

業者当たり上限は原則

250 万円 

・環境保全型農業の追加的コ

ストを支援 

出所：農水省資料を元に筆者作成 
 

日本型直接支払の大きな特色として、地域の共同活動が重視されている。いずれの制度も給付対

象は農業者等の組織、あるいは地域住民を含む組織であり、農業者等には組織から助成金が配分さ

れる。しかしこの点はもともと日本独自の要素として導入されたものであり、欧米で一般的ではな

いため、以下の国際比較では主な論点とせず、外国の制度で集団的取組の仕組みがある場合に指摘

するにとどめる。そのため、日本の制度で意識されている担い手の負担軽減という論点も取り上げ

ない。 
 

② 海外の制度との対応関係 

次に、日本の制度と比較可能な海外の制度を特定する必要がある。そのために、前節で用いた政

策目的の類型を手直しし、EU･スイス･米国の多面的機能等に対する直接支払制度に、日本型直接

支払の 3 施策を加えた表を作成した（図表 178）。 
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図表 178 多面的機能等にかかる各国の直接支払制度 
政策目的 日本 ＥＵ スイス 米国 

農業資源保全 多面的機能支払 （景観、土壌保全） （景観、自給力向上） （土壌保全、農

業用水資源） 

条件不利地域 
中山間地域等直接

支払 

・自然等制約地支払 

［・任意カップル支払］ 

・生産条件不利支払 

［・農業景観支払］ 

 

環境保全 環境保全型農業直

接支払 

・農業環境･気候支払 

・有機農業支払 

・グリーニング支払 

・Natura2000・水枠組指

令支払 

［・任意カップル支払］ 

［・自然等制約地支払］ 

・生物多様性支払 

・有機農業支払 

・粗放生産支払 

・資源効率支払 

・保全保留地

（CRP） 

・保全管理

（CSP） 

・環境改善奨励

（EQIP） 

・農業保全地益

（ACEP） 

動物福祉  ・動物福祉支払 ・動物福祉支払  

景観  ［・グリーニング支払］ ・農業景観支払 

・景観の質支払 

 

食料自給力    ・供給保障支払 

・牧草牛乳食肉支払 

 

出所：農水省資料を元に筆者作成 
（注）角括弧［ ］は他の目的による制度であるが当該機能を有するもの。 
 
 多面的機能支払は新たに加えた「農業資源保全」に分類した。比較対象国に類似の制度は見いだ

し難い。農業資源の機能維持・増進という点では、農地の保全にかかる EU のグリーニングやスイ

スの環境保全要件があり、また米国の保全プログラムがあるものの、これらはいずれも土壌浸食の

抑制・防止等土壌保全の観点によっており、多面的機能支払のように農地や水路の通常の維持活動

を対象としているわけではない。そのため、調査期間の制約から詳細な検討が困難なこともあり、

本調査ではこの制度をこれ以上の国際比較の対象から除外する。 
 中山間地域等直接支払は「条件不利地域」に分類した。EU とスイスの条件不利地域向けの支払

とそのまま比較可能である。なお、米国にはこの種の制度が見いだせない。 
 環境保全型農業直接支払は「環境保全」に分類した。この区分には様々な環境関連支払が含まれ

ており、国際比較には注意を要する。環境保全型農業直接支払は、自ら環境保全のための特別な取

組を行う農業者への支援である。環境保全にかかる各国制度のうち、スイスと米国の制度はいずれ

も同様の考え方に基づいている。EU の制度はグリーニング支払、農業環境･気候支払と有機農業支

払が該当する。以下ではこれらの制度を比較対象とする。ただし、EU のグリーニング支払とスイ

スの生物多様性支払は、直接支払の受給者に対して環境保全の取組を課すものであり、直接支払の

受給要件に近い性格を有している。 
 一方、それ以外の EU の制度は異なる考え方による。Natura2000・水枠組指令支払は自然保護地

域や環境規制の対象地域における農業への不利益を補償するものである。任意カップル支払と自然

等制約地域支払はいずれも、特定の地域ないし部門全体への支援であり、農業者の特別な取組への

支援ではない。 
 以上の検討結果から、中山間地域等直接支払については EU・スイスと、環境保全型農業直接支

払については EU・スイス・米国との比較を行う。 
 

③ 中山間地域等直接支払の比較 

1) EU との比較 

中山間地域等直接支払と EU・スイスの制度を同時に比較するのは複雑となるため、まず EU、次

はスイスと比較することとする。以下に EU の制度概要を再掲する（図表 179）。 
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図表 179 中山間地域等直接支払に対応する EU の制度 
制度 概要と要件 助成額 

自然等制約地域

支払（第二の柱） 

 各国政府が指定する①山岳地域、②山

岳地域以外の自然制約地域、③特定制約

地域で農業を維持するための年次の面積

支払。旧称は条件不利地域支払。 
 当該地域で農業をする上で発生する追

加的費用および所得喪失（自然等制約を

受けない農家と対比）の範囲内で補償 

面積単価の年間上限額 
・面積支払： 250 ﾕｰﾛ/ha（最低

25 ユーロ） 
・特に条件が厳しい山岳地域：

450 ﾕｰﾛ/ha 
なお、１経営当たりの面積に応

じた逓減制が適用される 

カップル支払 

 特定の品目に対する直接支払であり、

経済、社会ないし環境上の理由からとり

わけ重要で、かつ明らかな困難の下にあ

る特定の農業生産方式ないし特定の農業

部門のため、当該部門ないし地域
．．

に対し

てなされる助成である。 
 対象品目は加盟国が所定のリストから

任意に選択でき、品目ごとの割合は自由

である。 

・固定された面積・単収または

固定された頭数に基づく年次

の支払。制度ごとに加盟国が

定める財政枠に従う。 
※ 従来は生産維持のために必

要な範囲内との規定があった

が、2017 年のオムニバス規則

により削除された。 

出所：総括表より作成、一部筆者が加筆 
 
 
 自然等制約地域支払は、所定の条件を満たす自然等制約地域を加盟国政府が指定し、一般地域と

対比した農業の追加的費用と所得喪失を補償するものである。この基本的な枠組みは日本が中山間

地域等直接支払を導入する際の制度設計で参考としたもの（注）であり、それだけによく似ている。

また、投資・経済活動・生産方法・農法等によって不利を克服した地域は自然制約地域の指定を解

除される。日本でいういわゆる「卒業」と同様の規定である。 
（注）当時の制度名は条件不利地域支払。 
 日本の制度との相違点としては、中山間地域等直接支払では農業生産活動等を 5 年間以上継続す

る集落協定等の締結が要件となっているのに対して、本制度では継続期間の定めがない。旧農村振

興規則（1257/1999 および 1698/2005）では 5 年間の営農継続が条件とされていたが、現行農村振興

規則（1305/2013）ではそうした規定が無くなった。また、中山間地域等直接支払が１経営当たりの

受給額に原則 250 万円の上限を設けているのに対して、本制度では１経営当たりの面積が所定の水

準（加盟国が定める）を超えた場合に逓減制が適用される（農村振興規則第 31 条(4)）。 
 自然等制約地域支払は地域に着目して助成を行うため、地域指定が非常に重要である。その基準

は 2013 年 CAP 改革で刷新された。かつて 1999 年の農村振興規則では山岳以外の条件不利地域の

要件として、土地生産性、経済性、過疎や人口減少を挙げていた。しかし 2005 年の農村振興規則

ではそれが「著しい自然の条件不利」に置き換えられ、経済・社会的な要素が取り除かれた。そし

て 2013 年 CAP 改革で具体的な基準が整備されたのである。新たな基準の要点を以下に示す（注）。 
（注）基準見直しの基準と現行基準の詳細は平澤（2015: pp.37-43）を参照。 
 

①山岳地域： 標高が高い、急傾斜、北緯 62 度以北のいずれか 
②山岳以外の自然制約地域： 17 種類の指標と基準値が定められており、農地面積の 60％以

上がそのいずれかを満たせばよい。指標は気候（低温、乾燥）、過剰な土壌水分、土壌（排

水・土質・化学特性の不良、根張り範囲の狭さ）、急傾斜に関するものである。 
③特定制約影響地域： 特定の制約を受けており、かつ環境保全・田園維持・観光・海岸保護

のいずれかの理由で土地管理が必要であること。あるいは、農地面積の 60％以上が、②の基

準を一種類以上、または②より緩和された基準（緩和率 20％以内）を 2 種類以上満たすこと 
 
 これを日本の中山間地域等直接支払における条件不利地の基準と比べると、傾斜と低温は日本と

共通した要素である。EU はそれ以外の様々な要素を盛り込んでいる。また、特定制約影響地域は

様々な地域を施策の対象に含めるために工夫されたものである。その点では日本の特認基準と似通

っている面がある。総じて EU の基準はかなり複雑な仕組みとなっているが、多くの加盟国におけ

る多様な自然等制約を反映したものと考えられる。一方、日本にしかない基準は、自然条件により
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小区画・不整形な田と、高齢化率・耕作放棄率がいずれも高い場合である。前者は日本の地形を反

映したものであり、後者はかつての EU の制度で明示されていた過疎・人口減少に関わる。 
 各加盟国における制度の運用は様々である。英国では 1976 年以来丘陵地域向けの助成があり、

現在は農業環境政策に統合されて同地域での放牧や原野の管理がメニューの一つとなっている。フ

ランスでは条件不利地域と平坦地域の間の所得差拡大が背景となって自然等制約地域支払が大幅

に拡充されている。受給要件の一つに農業所得の割合を含み、所得に占める農業の割合が 50％未満

の場合は助成の対象上限面積が減じられる。フィンランドは全土を助成対象としている。 
 EU のもう一つの制度であるカップル支払は生産品目に着目した制度であるが、明らかな困難の

下にある地域への助成も可能となっているため、条件不利地への助成を行うこともできる。実際に

国別報告書ではイタリアで山間部の乳牛と傾斜地のオリーブ、フランスで各種条件不利地の乳牛に

対する助成の例が挙げられている。カップル支払は自然制約地域支払や中山間地域等直接支払に比

べて対象地域の指定等自由な制度設計と変更が可能であり、加盟国の裁量が大きい。 
 

2) スイスとの比較 

次にスイスの制度である（図表 180）。スイスの制度は総じてきめ細かく設計されている。多面

的機能の種類や条件不利の要素ごとに制度が分かれており、農業者はそれらを組み合わせて利用で

きる。 
 

図表 180 中山間地域等直接支払に対応するスイスの制度 
制度 概要 

 
受給要件 単価ないし支払額 

農業景観支払 概要： 丘陵・山岳および傾斜地における農業者の追加的な負荷を補

償、農地の利用を維持して農業景観を保全 

 

開放景観維持支

払 
丘陵・山岳地帯 地帯区分に応じ（作期、最寄りの村、

地形を考慮） 
100～390Fr.／ha 

 

傾斜地支払 18％以上傾斜のある農地が 50a 以

上、各区画 1a 以上（森林化の防止

を意図） 

傾斜率に応じ 
410～1,000Fr.／ha 

 

急傾斜地支払 35％以上傾斜のある農地が農場の

30％以上 
傾斜地支払への加算。傾斜率に応じ 100
～1,000Fr.／ha 

 

ワインブドウ傾

斜地支払 
30％以上傾斜 10a 以上、各区画 1a
以上、階段耕作地は擁壁の形状や

素材に条件 

傾斜率に応じ 
1,500～5,000Fr.／ha 

 

高山放牧地支払 当該地域での通年経営（夏季山岳

放牧用の草食家畜維持を意図） 
370Fr.／PN 

 

夏季山岳放牧支

払 
夏季放牧経営および国境地域の認

定夏季共有放牧地 
畜種と放牧形態に応じ 
120～400Fr.／PN 

供給保障支払 概要： 食料自給力の改善を意図、最低限の食料生産が条件、未達の

場合は比例的に減額 

 

うち生産条件不

利支払 
丘陵・山岳地帯 基礎支払への加算。農地の大部分が草

地にしか使えないことに配慮、地帯区

分に応じ 240～360Fr.／ha 
 

農業景観支払は対象地域ないし傾斜地における農業者の追加的な負荷を補償する。まず丘陵・山

岳地帯の全体に開放景観維持支払を適用する。各地帯の単価設定には作期、最寄りの村までのアク

セス、地形を考慮している。それにくわえて傾斜のある農場には傾斜率と作目に応じて傾斜地支

払・急傾斜地支払・ワインブドウ傾斜地支払が適用される。また高山放牧には別途の支払がある。 
 それに対して、生産条件不利支払は食料自給力の改善を意図する供給保障支払の加算措置であり、

丘陵・山岳地帯の全体に適用される。丘陵・山岳地帯で農地の大部分が草地にしか使えないことに

配慮している。そのため、丘陵・山岳地帯の農地は農業景観支払と生産条件不利支払の両方の対象
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となる。 
 丘陵・山岳地帯全体に対する支払は日本にはない制度である。また、日本の制度では傾斜地に対

する支払と草地の卓越した地域に対する支払はいずれかを選択する仕組みとなっているが、スイス

の場合はこれらの両方を合わせて受給することが可能である。 
 さらに、スイスの両制度に共通して、対象農場の基準が単純明快である。丘陵・山岳地帯や高山

放牧地、夏季山岳放牧経営の区分は既存のものであり、それ以外は傾斜率で決まる。また、傾斜率

に基づく支払がいずれも農場別の傾斜率によっている点も、地域ごとの傾斜に基づく日本の中山間

地域等直接支払や EU の自然等制約地域支払と異なっており、農場と地域の平均的な斜度が異なる

場合にも適切に支払われる仕組みとなっている。そして、地域の共同活動を伴う日本の制度とは異

なり、特別な活動の要件がなく、継続年数の定めもない。また、傾斜率の算定は州政府が連邦政府

から提供される電子データに基づいて行う。 
 

④ 環境保全型農業直接支払の比較 

1) EU との比較 

例外的に大きな割合を占めるグリーニング支払を別としても、農業環境政策は EU の農村振興政

策の中で最大の割合を占めている。とくに欧州北西部の加盟国ではその傾向が強く、独自の政策が

展開されている。 

図表 181 環境保全型農業直接支払に対応する EU の制度 
制度 概要と要件 助成額 

グリーニング支

払 

 気候変動対策と環境保全に資すると認

められる農業活動に対して支払われる助

成であり、基礎支払を受給する全ての農

業者を対象とする。 
 要件として、気候と環境に有益な３種

類の取組（作付品目の多様化、永年草地

の維持、環境重点用地の設定）が課され、

未達成の場合は最大で当該支払の 125％
まで直接支払を減額される可能性があ

る。 

 直接支払予算の 30％を充て

る。原則として、国・地域内で

一律の面積単価であるが、国ご

とに各農家の支払受給権の一

定割合とすることもできる。 

農業環境・気候支

払 

 義務的基準（クロスコンプライアンス

や GAEC）を越えて各国の定める有益な

農業環境・気候上の取組を任意で実施す

る農業者に対して支払われる。遺伝資源

保全の取組（消滅危機のある地元品種家

畜）も対象とすることができる。 
 5 年間から 7 年間の面積支払。 
 EU 全土で実施。 

取組による追加的費用および

所得喪失の範囲内。年間上限額

は以下のとおり。 
・一年生作物：600 ﾕｰﾛ/ha 
・多年生作物：900 ﾕｰﾛ/ha 
・その他土地利用：450 ﾕｰﾛ/ha 
・遺伝資源保全（農業環境・気

候支払のみ）： 200 ﾕｰﾛ/頭 
 
※ 取引費用として上記取組単

価の最大 20%まで追加助成

可能（農業者等集団の場合は

最大 30%）。 
有機農業支払 

 有機農業への転換および有機農業の維

持に対して支払われる。対象者は農業者

または農業者集団。 
 5 年間から 7 年間の面積支払。 

出所：総括表より作成、一部筆者が加筆 
 
 グリーニング支払は他の制度とかなり性格が異なっている。2013 年 CAP 改革で直接支払の予算

を正当化するための目玉施策として導入された。直接支払を受給するすべての農業者が対象となっ

ており、その全農地を網羅している。半面、環境保全要件は緩く設定されている。いわば薄く広く

EU 全土の農地に環境保全の網をかぶせようとする施策である。その由来は既往制度における所得

支持（単一支払）の一部を振り向けて環境保全の機能を持たせたものであり、給付水準（予算は直

接支払の 30％）は政治的に決定された。本来は炭素貯蔵、生物多様性、景観、土壌の質改善への貢

献が期待されているが、様々な要件の緩和により農業者の従来からの慣行で対応できる場合が多く、
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環境の改善に乏しいと指摘されている。事務負荷の大きさも問題とされており、次期 CAP 改革に

おける見直しが検討されている。日本の制度とは様相を異にするが、興味深い試みであり今後が注

目される。 
 農業環境・気候支払と有機農業支払は当該取組に対する 5 年間から 7 年間の面積支払である。生

産活動に対する通常の支払に加えて、取引費用に対する加算が最大 20％まで認められる。この取引

費用とは、効率的な実践のための情報収取・知識取得、計画準備、登録・認可料金等である。 
 また、有機農業支払は農業者だけでなく農業者集団に対しても支払われる。これは 2013 年 CAP
改革で導入された新たな規定である。集団での取組により環境・気候上の便益が拡大する可能性が

あるため導入された。この農業者集団は法的地位を有する必要はない。 
 加盟国における制度運用についても例を挙げておく。包括的でシステマティックな制度を有する

イングランド、望ましい営農類型を「経営システム」として打ち出すフランス、殆どの農業者が制

度に参加するフィンランド等、ここでみる 3 つの国だけでも多様な展開がある。 
 イングランドは農村振興政策予算の 8 割を農業環境政策に集中しており、そこには自然等制約地

域支払や有機農業支払、それに LEADER の一部等 CAP の農村振興政策メニューにおける他の施策

も統合されている。事業予算の 75％は生物多様性、20％は水質保全・洪水対策に向けられており、

その他に景観保持、土壌・水質保全、農場での教育、遺伝資源の保存、気候変動対応、歴史的環境

の保全も事業目的に含まれる。制度の名称は Countryside Stewardship であり、後に見る米国にも同

じ名称のプログラムがある。階層的な 3 つのプログラム（初歩的な事業向けの投資助成、中度事業、

高度事業）があり、助成対象となる様々な取組が整理されている。中度事業はある程度難易度が高

く設定されており、審査・採択されなければ参加できない。国内 159 地域にそれぞれ環境保全の優

先事項が定められており、地域で優先度の高い取組を申請すれば採択されやすくなる。こうした制

度の内容にも米国との類似がみられる。 
 フランスの農業環境気候措置は、経済と環境双方の成果をつなぐ実践に取組む農業者を助成する。

従来から地域限定措置、地域固有の課題に応じた実践に対する支払、家畜・作物の遺伝資源の保護

を行っているほか、新たに「経営システム」を対象とする措置が導入された。この経営システムは

草地・放牧（永年草地を持続的に活用して放牧畜産の消滅を防ぐ）、耕種畜産複合（草地生産を優

先しながら飼料自給等耕種と畜産の良好な関係に向かう経営を奨励し、有畜複合経営の減少を防

ぐ）、普通畑作（農薬の制限等経営全体の持続的な改善に資する取組を支援、環境成果を改善）の 3
種類である。環境保全に資する個別の取組要素ではなく、ある種の営農類型をとる経営を支えると

いう点で、この制度はスイスの牧草牛乳食肉支払や粗放生産支払と似通っている。一方、フランス

の有機農業助成は、転換助成金が当該農業者すべてを対象とするのに対して、維持助成金は州が優

先事項を設定して対象を限定することができる。 
 フィンランドでは、全圃場に施肥管理を徹底すればベース支払を受給することができる。さらに

温室効果ガス排出抑制、水環境の保全、生物多様性の保全を圃場レベルで行えば受給単価の上乗せ

がある。広範な参加が特徴であり、直接支払の受給を申請した農業者の 90％以上が参加している。

また、別途の有機農業支払は転換期間中も転換終了後と同じ面積単価が適用される。家畜飼養農家

に対する面積単価の上乗せがあるほか、生産リスクの高い野菜の露地栽培に対しては高い単価が適

用される。 
 

2) スイスとの比較 

スイスは農業環境政策への取組に積極的であり、早い時期から直接支払に高度な環境サービス要

件を課してきた。また、スイスは有機農業の先進国でもある。スイスの農業環境支払は、この環境

サービス要件と連携した生物多様性支払と、有機農業等の生産方式支払、そして資源効率支払から

なる。 
 生物多様性の質に対する支払は、生物多様性促進用地での取組に対する支払である。直接支払の

受給要件である環境サービス要件の一つとして、農地の 7％を生物多様性促進用地とすることが定

められている。そのため直接支払受給農家のほぼすべてが参加しており、その点だけをみれば CAP
のグリーニングにおける環境重点用地と似ている。しかしその内容はより高度であり、本格的な環

境施策となっている。まず原則 8 年間以上の継続が必要とされ、肥料・農薬の使用や草の刈り捨て

は原則として禁止され、播種できる種子も所定の混合種子のみである。そして 15 種類の生物多様
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性促進用地（とくに参加者が多いのは粗放的採草地や、幹を高く仕立てた果樹等）について、地帯

別に支払単価が定められており、それぞれについてさらに高度な取組を行った場合の加算措置もあ

る。 
 ネットワーク支払も生物多様性促進用地に対する支払であるが、州のネットワークプロジェクト

に従う点が異なる。これは対象種の生息地のネットワークを形成し地理的な広がりを持たせるもの

である。州、基礎自治体またはその他の推進組織が財源の 10％を負担する。地域の広がりを持つ点

で日本の制度と似通った面もあるが、農業者が組織を作って参加することは求められていない。 
 有機農業支払と粗放生産支払は、いずれも所定の生産方式に対する支払である。有機農業支払は

農場全体の取組を要するのに対して、粗放生産支払は品目単位での参加が可能となっている。 
 資源効率支払は、資源の持続可能な利用と生産手段の効率的使用を促進するものであり、肥料・

農薬の施用量削減や汚染防止に貢献する散布機器の使用・取得や、土壌保全的耕起法による耕作（不

耕起等）への支払である。助成は効果の確認された技術を対象に期間を限って行われており、随時

新たな技術が助成対象となる。例えば現在は農薬散布機洗浄機の導入に対する支払がなされている

が、この機器は 2020 年以降は装備が義務付けられる予定である。 
 日本と対比したスイスの制度の特徴として二点を挙げておきたい。まず、多面的機能の種類によ

って制度が分かれており、かつ各種の制度が独立しているため、農業者が自由に組み合わせて利用

できることである。また、これも制度が分かれていることによる面が大きいと思われるが、制度ご

とに対象期間のめりはりが効いている。生物多様性支払は 8年間という長い継続期間とする一方で、

他の制度には期間の定めがない。実際には生産方式支払は年ごとの支払であり、資源効率支払は該

当する取組が短期間で完了する性質のものである。 
 

3) 米国との比較 

 米国の農業環境政策は保全プログラムと呼ばれ、財政的支援と技術支援を提供している。本調査

で取り上げる施策はすべてその一部である。この政策は日本や他の調査対象国のそれとはかなり様

相の異なる面を有している。 
 歴史的には土壌浸食や生産過剰の問題を背景として休耕や地役権により農地の利用を制限する

施策が中心であり現在も少なからぬ割合を占めるが、現在は生産農地（working land）を対象とする

施策の割合が高まっている。そうした政策手法によって施策が分けられており、各施策の中に様々

な政策目的が包含されている。施策の政策目的は後から追加される場合もある。そのため施策同士

で政策目的の重複も多い。多面的機能の種類別に制度を構成しているスイスとは対照的である。米

国ではこうした状況を補完するものとして、しばしば主要な施策の下で特定の政策目的や地域を対

象とするサブプログラムや「イニチアチブ」が作られている（国別報告書を参照）。米国と対比す

ると、日本・EU・スイスは生産農地を対象とした施策が多いという特徴がある。 
 また、参加を希望する農業者等を対象に競争入札が行われており、予算ないし面積の枠が埋まる

まで上位の評価を得た農業者から順に採択される。採択率はここで取り上げるプログラムで 14％か

ら 34％と低い。それに対して日本の制度では要件を満たせば予算枠を越えない限り受給できる。 
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図表 182 環境保全型農業直接支払に対応する米国の制度 
 受給要件 単価ないし支払額 

保全保留地プロ

グラム（CRP） 

高度に浸食されやすく環境上重要な農地の作物

を、資源保全的な植物に置き換えるもの。 
CRP 一般契約の対象となる土地 
・耕作地 
・農作物を 2008 年から 2013 年の 6 作物年度中 4

年間作付された土地で、物理的、法律的に農作

物の作付が可能な土地 
・河川の緩衝地や同様の水質保全目的に適した土

地。 
・CRP 一般契約は競争入札による。環境便益指数

（EBI: Environmental Benefits Index）の高い順に

採択される。 
・応募者の採択率 22％（第 44 期募集） 
・政策目的を絞ったサブプログラムでは入札によ

らず要件を満たす応募者と契約 
・契約期間は 10～15 年間 

・年間地代支払と、必要な保全活動に

要する費用の助成（最大 50%）。追

加的な保全活動に対する奨励金あ

り。 
・2015 年の年間地代は平均 66.78 ﾄﾞﾙ/

ｴｰｶｰ 
・年間地代の減額（25％以上）と引換

えに所定の収穫や放牧が認められ

る。旱魃・洪水等緊急時には減額免

除 
・年間地代支払の上限は 50,000 ドル

／年度 

環境水準奨励プ

ロ グ ラ ム

（EQIP） 

自然資源にかかる問題の緩和対策を導入する農

業者への支援。 
・支払対象となる活動は州によって異なる 
・EQIP 活動計画を作成し、遵守すること。 
・応募者の採択率 26.6％（2016 年度） 
・契約期間は 10 年間以内 

・予算の 60％は畜産向け 
・支払額は費用の 75％以内と逸失所

得の 100％以内 
・補助金額の単価は州によって異なる 
・支払上限は、450,000 ドル（2014～

2018 年度合計） 

EQIP 有機農業

イニシアティブ 

農務省の「全米有機プログラム」（NOP: National 
Organic Program）が定める有機認証を保持するこ

と。または、農務省が認可した認証官から「良好

な状態」（good standing）であると認められている

こと 

経済的支援は、年間 20,000 ドルまで。

また、連続する 6 年間で合計 80,000
ドルを超えないこと 

保全管理プログ

ラム（CSP） 

自然資源の質と状態を保全・改善するため、保全

活動の改善と追加取組を支援。 
・2 種類の保全活動を実施中の農業者が対象 
・支払対象となる活動は州によって異なる 
・管理基準値を上回る農業者と契約 
・応募者の採択率 34％（2017 年度） 
・契約期間 5 年間、継続応募可能 

・補助金額の面積単価＝土地利用支払

単価×成果ポイント 
・土地利用支払単価は 7.5 ﾄﾞﾙ/ｴｰｶｰ、
牧草地 3 ﾄﾞﾙ/ｴｰｶｰ、粗放草地(range)1
ﾄﾞﾙ/ｴｰｶｰ。 

・資源保全的輪作加算：新規 15 ﾄﾞﾙ/
ｴｰｶｰ、改善 5 ﾄﾞﾙ/ｴｰｶｰ 

・州によって相違 
・2015 年の CSP の政府の平均負担額

（政府負担額／契約面積）は、45.5
ﾄﾞﾙ/ｴｰｶｰ。 

・年間最低支払額 1,500 ドル 
・支払上限 200,000 ドル（2014～2018

年度合計） 

農業保全地役権

プ ロ グ ラ ム

（ACEP） 

・土地の用途を限定する契約への支援。 
・農地地益権：生産的農場、草地のいずれかにつ

いて農業以外の利用を制限。対象者は州・地方

政府、米国先住民部族、保全組織。応募採択率

14％（2016 年度） 
・湿地保留地地益権：湿地を維持。対象者は当該

湿地の所有者。契約期間は最長 30 年ないし無

期限。応募採択率 16％（2016 年度） 

助成割合（公正市場価値評価額対比） 
・農地地益権 取得費の最高 50％ 
・湿地保留地地役権 地役権、復原費

用とも 50～75％（無期限の場合は

100％と 75～100％） 

出所：総括表を元に筆者が加筆。CRS(2017b)等を参照。 
 

保全保留地プログラム（CRP） 
 保全保留地プログラム（CRP: Conservation Reserve Program）は、高度に侵食されやすい耕作地や



 

235 
 

限界的牧草地、草地等において土壌浸食・水質・野生生物生息地にかかる保全（休耕と資源保全的

な植生の導入・維持）を行うものである。農業生産活動に関連する水質悪化や生息地への影響が顕

著な地域を各州の申請により保全優先地域に指定して重点的に扱う。 
 入札に際しては、応募者の提案を評価するため各種の政策目的等をウェイト付けして環境便益指

数（EBI）を算出し、その順位の高い順に採択される。EBI の評価要素は野生生物、水質、土壌浸

食、契約期間終了後の便益持続性、大気、費用（入札価額と一般的な地代水準を加味）である。ま

た、州や地方によって異なる基準を適用することができる。 
 参加者である農場の所有者および経営者に対しては年間地代支払いと、必要な保全活動に要する

費用の助成（最大 50%）がなされるほか、追加的な保全活動に対する奨励金がある。年間地代は、

各郡について灌漑されていない農地の平均現金地代（年次推定値）と、土壌の生産性に基づいて定

められた額を上限とする（Stubb 2014b）。 
 
環境水準奨励プログラム（EQIP） 
 環境水準奨励プログラム（EQIP: Environmental Quality Incentive Program）の目的は、農業生産、

森林管理と、環境の質の改善を整合性のある目標として環境便益を最適化することである。助成の

対象となる取組みの分野は以下の 4 つである（7 U.S.C. 3839aa）。 
 

(1) 土壌・水・大気の質、野生生物生息地、地表水・地下水の保全、にかかる国の規制要件の

順守 
(2) 環境汚染基準の順守 
(3) 保全取組の導入と継続 
(4) 生産・管理システムの有益で費用効率の高い変更 

 
 そのうち(1)と(2)から、規制対策への助成が意図されていることがわかる。また予算の 6 割は畜

産むけ、5％は野生生物生息地むけに充てられる。これらのことから畜産の環境対策に対する助成

という性格があることが読み取れる（服部 2010: p.196 も参照）。 
 EQIP の支払は所定の活動のうち一つ以上への取組に対して行われる。応募者は EQIP 計画書を提

出し、入札により受給者（契約者）が決定される。入札時の評価は、費用効率、「資源関心事項」（国、

州、地域レベル）への対応、EQIP プログラムの目的との整合性等に基づく。取組の内容は施設（家

畜糞尿管理施設や家畜用水開発など）、植生（緩衝帯、樹木など）、土地管理（養分管理、灌漑水管

理、放牧管理など）である。EQIP の給付額は費用の 75％以内および逸失所得の 100％以内である

（Stubb 2010）。 
 なお、EQIP の予算の一部は「EQIP 有機農業イニシアティブ」として有機農業生産者に対する支

援に用いられている。これは米国における有機農業向けの直接支払制度としては主要なものであり、

それ以外の例としては、保全プログラムの一種であるが例外的に作物保険プログラムに含まれる農

業管理助成（AMA: Agricultural Management Assistance）も対象取組の一つとして有機農業を含んで

いる（7 U.S.C. 1524(b)(2)(C)(iii)）。 
 
環境管理プログラム（CSP） 
 環境管理プログラム（CSP: Country Stewardship Program）は、「資源の優先関心事項」（priotrity 
resource concerns）に対処して自然資源の質と状態を包括的に保全・改善することを目的として、環

境保全的農業慣行を既に実施している農業者に対して、その改善と追加の保全活動導入に対して助

成を行うものである。 
 資源の優先関心事項は国・州・地域レベルで設定されている。これによって地域によるニーズの

違いが反映される。入札においては、応募（農業者）がこの資源の優先関心事項に対して、現在ど

れだけ対応しているか、そして当プログラムへの参加によりどれだけの改善が期待できるか、およ

び費用対効果によって評価される。 
 このプログラムには大きな特徴が二つある。一つは、受給者の農業経営全体が対象となっている

ことである。その点でスイスやかつての EU（注）における有機農業支払と類似している。 
 いま一つの特徴は、支払額の決定が地代や費用の補償以外に、保全活動のもたらす便益によって

いることである。具体的には、支払額を決定する要素は、取組にかかる費用と所得の逸失に加えて、
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予想される保全便益、優先資源事項、既存の取組レベル、保全活動と農業経営全体の統合の程度で

ある（7 U.S.C. 3838g (d)(2)）。 
（注）EU については最近、有機農業規則の改正により要件が緩和された。本報告書の当該章を参照。 
 なお、保全コンプライアンス（直接支払や保全プログラムの受給要件）にも含まれているように、

米国の保全プログラムでは土壌浸食防止と並んで湿地保全がしばしば政策目的に挙げられる。国別

報告書（CSP の取組項目一覧）によれば湿地関連の取組で期待されている機能は生息地、水の濾過、

洪水防止が多い。このように米国では湿地保全には洪水防止の便益が意識されているのであり、土

壌浸食防止とともに国土保全的な機能と言えそうである。わが国の水田に似通った面があるように

思われる。 
 
農業保全地益権プログラム（ACEP） 
 農業保全地益権プログラム（ACEP: Agricultural Conservation Easement Program）は、放牧地や耕

作地、湿地の用途転換（開発や耕地化）を防ぐための地役権購入に対する助成である。 
 ACEP のうち湿地保留地地役権の場合は土地所有者に支払われるが、農地地役権の場合は土地所

有者に直接支払われるのではなく、州・地方政府、米国先住民部族、保全組織による地役権購入へ

の助成である。後者は農業者以外のステークホルダーが介在する例となっている。 
 農地地役権への応募案件に対する評価基準は土地の農業利用を最大限に保護することと、その土

地の有する保全上の価値を考慮する。湿地保留地地役権への応募案件に対する評価の際には、保全

上の価値や費用効率を考慮するが、とくに渡り鳥およびその他の野生生物の生息地保護を優先する。 
 
契約期間の長さ 
 ここでみてきたプログラムは、契約期間の長さが大きく異なっている。この点はスイス以上であ

る。EQIP は期間の定めがなく（最長 10 年間）、CSP は 5 年間であるのに対して、CRP は 10 年間か

ら 15 年間と長く、さらに ACEP は 30 年間や無期限の契約もある。EQIP は規制対策措置の導入が

主眼であるため、短期間で終わる場合もあるであろう。CSP は農場全体の保全活動を向上させるも

のであり、複数年にわたる対応が適している。CRP と ACEP は保全上の効果発揮のためには長期契

約が望ましく、また受有者にとって取組やすい措置（休耕や農業活動の継続）であるため長い契約

期間が実現しているのではないかと思われる。なお、生態系を保全する上で長期間の地益権は費用

対効果が高い一方、それより期間の短い休耕の方がより広範な参加者を集めることができるという

議論がある（Stubbs 2014a）。いずれにせよ、こうした CRP と ACEP の契約期間の長さは日本・EU・

スイスに見られないものである。 
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