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2. 次期 CAP 案（2021 年～）の検討状況

2.1. 次期 EU 予算案に基づく次期 CAP 予算 

2018 年 5 月 2 日、欧州委員会は 2021-2027 年の EU 予算案である多年度財政枠組み（MFF）を公開し

た。欧州委員会は新たな多年度財政枠組み（MFF）の構成により、EU 予算の優先事項及び個別部門の予

算の拠出の方法に関して透明性が大きく改善したと説明している。公開された予算案によると、まず

EU27 か国の 2021-2027 年の全体 EU 予算は 1 兆 2794 億ユーロ（締結予算（commitment appropriation）、
名目価格7）となっており、域内の国民総所得（GNI）の 1.11％8を占めている。このうち次期 CAP 予算

案は全体の 28.5％の約 3,650 億ユーロとなっている。次期 CAP 予算案の内訳は第一の柱（直接支払及び

市場措置）に 2,862 億ユーロ、第二の柱（農村振興）に 788 億ユーロが割り当てられている。 

図表 5 次期 CAP の毎年の予算額の推移（百万ユーロ、名目価格） 
2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 2027 年 7 年間合計

第一の柱 40,300 40,527 40,791 40,931 41,072 41,214 41,357 286,195

第二の柱 11,259 11,259 11,259 11,259 11,259 11,259 11,259 78,811

CAP 全体 51,559 51,786 52,050 52,190 52,331 52,473 52,616 365,006

出所：2018 年 5 月 2 日付 Agra Fact より作成 

発表された次期 CAP 予算は現行 CAP 予算（2020 年の総予算割当額から英国分を控除した額×7 年）

と比較した場合に、全体予算で約５％の穏やかな減少となり、このうち第一の柱については約１％の減

少となっているが、第二の柱については約 15％の減少となっている。一方で次期多年度財政枠組み（MFF）
の予算全体を見てみると、テロ対策や移民対策のために対前期で 11％の増加となっており、この違いに

ついて一部加盟国が不満を抱いているとされる。

なお、第二の柱（農村振興）については、EU と加盟国の間で予算負担の再調整も提案されており、欧

州構造投資基金（ESIF）で見込まれていることと同様に、加盟国の共同負担割合の増加によって、欧州

の農村地域への公的援助は概ね現状と変わらないままであるとされている。

図表 6  EU 予算の規模（GNI 対比） 

出所：European Commission“EU BUDGET FOR THE FUTURE”（2018 年 5 月） 

7 物価上昇を考慮に入れた価格 
8 他方、欧州委員会は、加盟国の分担拠出金を主たる財源とする「支払い予算（payment appropriation）」を、1 兆

2463 億ユーロ（域内の GNI 比 1.08％）としている。なお、この額に剰余金（margin available）を加えた、独自財源

（Own Resources）の GNI 比は、1.29％となっている（現行は、1.20％）。 
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 さらに次期 CAP 予算案における直接支払の加盟国別の配分額を見てみると図表 7 のとおりとなる。 

図表 7 次期 CAP（2021-2027 年）の加盟国別の予算配分（百万ユーロ、名目価格） 

国名 直接支払額 
現行 CAP（2014-2020）の直接支払

予算との増減比較 

ベルギー 3,399 -3.90% 

ブルガリア 5,553 -0.70% 

チェコ 5,872 -3.90% 

デンマーク 5,923 -3.90% 

ドイツ 33,762 -3.90% 

エストニア 1,243 4.90% 

アイルランド 8,148 -3.90% 

ギリシャ 14,256 -3.90% 

スペイン 33,481 -3.50% 

フランス 50,035 -3.90% 

クロアチア 2,489 -2.90% 

イタリア 24,921 -3.90% 

キプロス 327 -3.90% 

ラトビア 2,219 4.70% 

リトアニア 3,771 4.20% 

ルクセンブルグ 225 -3.90% 

ハンガリー 8,538 -3.90% 

マルタ 32 -3.90% 

オランダ 4,927 -3.90% 

オーストリア 4,654 -3.90% 

ポーランド 21,239 -0.90% 

ポルトガル 4,214 0.40% 

ルーマニア 13,372 0.40% 

スロベニア 903 -3.90% 

スロバキア 2,753 -0.30% 

フィンランド 3,567 -2.90% 

スウェーデン 4,713 -3.80% 

出所：2018 年 5 月 2 日付 Agra Fact より作成 

 直接支払額について、現行 CAP と次期 CAP のそれぞれ 7 年間の期間内の予算の増減を見てみると、

次期 CAP では 19 か国において 2.9％-3.9％の減少が見られる他、3 か国については僅かな減少が見られ

る。他方で、エストニア、ラトビア、リトアニア、ポルトガル、ルーマニアの 5 か国は配分予算の増額

が見られた9。 
図表 7 でエストニア等の直接支払予算がプラスになった国々は、EU の加盟国間の直接支払額の平準

化（External Convergence）の取組の中で支払額が少なかった国々であると考えられる。バルト三国の現

行の直接支払額は調整を経ても元々一番低かったため、次期 CAP では加盟国間の直接支払の予算配分

の平準化を通じてさらに財源を増やす方向で進んでいる。 
１ha 当たり直接支払額が EU（27 カ国）平均の 90％を下回る国は、次期 CAP ではその差が２分の１

まで近づくように６年かけて増額される。 
 
                                                        
9 直接支払（綿花を含む）については、2020 年の割当枠は、前期間より 3.9% （注：クロアチアは段階的導入）一律

減少となる。平準化の恩恵を受けない加盟国は、その後、毎年の割当額は安定的である。平準化の恩恵を受ける加盟国

は、2021 暦年（2022 年度）から 6 段階で割当額が増加する。 
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図表 8 次期 CAP における加盟国間の１ヘクタール当たりの直接支払額の分布と平準化 

 
出所：欧州委員会農業総局提供資料 

欧州委員会が示した上記の次期 CAP 予算案に対しては、報道によると EU の農業関係者、加盟国から

の猛烈な批判が寄せられている。フランス、デンマーク、スウェーデンの農業団体は EU27 加盟国の GNI
負担率を 1.1％より増大させることを要求している他（2018 年 5 月 14 日付 IEG Policy）、欧州農業組織

委員会・欧州農業共同組合委員会（Copa-Cogeca）も農家所得が他の経済部門に比べて大きく下回ってい

ることを理由に次期 CAP 予算の削減に対して「強い失望」を表明した。また、欧州議会農業委員会も提

案された予算案は農家にとって不公平なもので差し戻されるべきとしており、加盟国のフランスにいた

っては農業大臣の Stéphane Travert が欧州委員会の予算案に対して“drastic, blind & simply unthinkable”
や“unacceptable proposal”といった強い表現で非難をしている（2018 年 5 月 2 日付 Agra Fact）。 
 予算案が公開された 5 月以降も、5 月 30 日の欧州議会本会議での CAP 予算削減等に関する反対決議、

6 月 1 日の複数６か国（仏、西、フィンランド、ギリシャ、アイルランド、ポルトガル）農業大臣によ

る CAP 予算規模維持に関する共同声明等の反応が続いている。11 月 14 日に欧州議会で採択された報告

書によれば、欧州委員会が提案した次期 CAP の予算削減案では多くの農家の活動に対して深刻な影響

を与えるとして、予算削減に反対する立場を表明している。そして、報告書の中では EU 予算は欧州委

員会が提案する域内の国民総所得（GNI）の 1.14％だけでは今後 EU が政治的コミットメントを果たし、

重要な課題に対応するには不十分として 1.3％に引き上げる必要があることを確認している。また、欧

州議会農業委員会）は報告書の中で EU が農業分野で直面する課題に対応するには予算の削減よりも増

額が必要であることを主張している（2018 年 11 月 14 日付 IEG Policy）。 
 
※Horizon Europe 研究プログラムからの支援 

 
EU では 2021 年から 2027 年の 7 年間を対象に全体予算 1,000 億ユーロの Horizon Europe 研究プログ

ラムが開始される予定であり、その中で CAP 予算とは別に総額 100 億ユーロが食料、農業、農村振興及

びバイオエコノミーにおける研究及びイノベーションに対して、利用可能となる。 
Horizon Europe は「オープンサイエンス」、「グローバルチャレンジ・産業競争力」、「オープンイノベ

ーション」の三つの柱から構成され、EU の科学技術基盤の強化、欧州のイノベーション・競争力・雇用

の推進、EU 市民の優先課題の実現と社会経済モデル・価値を持続させることを目的とする。 
食料、農業、農村振興及びバイオエコノミーにおける研究及びイノベーションの予算は三つの柱の中

で「グローバルチャレンジ・産業競争力」から利用可能であり、SDGs を含むこれからの社会的課題の

解決において重要な領域と目されている。 
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図表 9 グローバルチャレンジ・産業競争力のクラスター内訳10 
クラスター 予算額 

健康 77 億ユーロ 

社会包摂と保護 28 億ユーロ 

デジタルと産業 150 億ユーロ 

気候変動、エネルギー、モビリティ 150 億ユーロ 

食料、自然資源 100 億ユーロ 

共同研究センター（Joint Research Centre） 

＊独立した科学的エビデンスと技術支援によって、政策サイク

ル全体のＥＵの政策を支援 

220 億ユーロ 

 
 クラスターを利用した取組は共同プロジェクトによって実施され、少なくとも 3 つの独立した法人か

ら構成されるコンソーシアムであって、そのうち少なくとも 1 つの法人が加盟国内で設立されたもので

なくてはならない。事業の提案は競争的な公募によって受け付けられる。 
 

2.2. 次期 CAP 案の概要  

 欧州委員会が 2018 年 6 月 1 日に公開した次期 CAP 案（legisilative proposal：関連規則 COM（2018）
392, 393, 394 等※）と共に公表された資料によると次期 CAP の全体像は図表 8 のとおりとなる。前年 11
月 29日に公表された次期CAP改革に関する基本方針「食料と農業の未来」（The Future of Food and Farming）
で示されたとおり、次期 CAP では現在の基本的な枠組を維持しつつ、加盟国に対してより権限と責任

を委譲する方針を打ち出している。これにより、加盟国の裁量は拡大し、 小限の EU としての共通ル

ールは保持しつつも規則の複雑な遵守要件等は廃止され、各国は目標達成のために柔軟に政策を選択で

きるようになる（tailor made schemes）。その代わりに、EU からの予算配分にあたって加盟国の施策実施

の説明責任も拡大する見込みである。加盟国は施策実施にあたっては独自の戦略計画を策定し、欧州委

員会がそれを審査・承認することとなる。 
 
（※）CAP 関連 EU 規則(regulation)新旧対照表 

 現行規則 改正 新 CAP 案 
 
農村振興・直接支

払等 

農村振興:No.1305/2013 
 

直接支払:No.1307/2013 

廃止 
   →新設 
廃止 

 
戦略計画:COM(2018)392 

横断的規則 No.1306/2013 廃止 → 新設 COM(2018)393 

共通市場機構等 No.1308/2013 等 一部改正 COM(2018)394 

   （注）2018 年 6 月 1 日現在 
 

                                                        
10 European Commision“Commission proposal for Horizon Europe, THE NEXT EU RESEARCH & 
INNOVATION PROGRAMME (2021–2027)”（2018 年 6 月）より作成 
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図表 10 次期 CAP（2021-2027）の全体像 

 
出所：European Commission“EU BUDGET:THE CAP AFTER 2020”（2018 年 6 月）より作成 

次期 CAP 案では９つの特定目的が掲げられており、それぞれ経済的側面、環境的側面、社会的側面

の３種類に分類することができる。 

図表 11 次期 CAP（2021-2027）の９つの特定目的の分類 
経済的側面 環境的側面 社会的側面 

（１）食料安全保障強化のため、EU 全

域にわたり存続可能な農家の所得と

レジリエンスに対する支援 

（４）気候変動の緩和及び適応、持続

可能エネルギーへの貢献 

（７）農村に青年農業者を呼び寄せ、

農村地域における事業発展の促進の

促進 

（２）研究、テクノロジー、デジタル

化により焦点を当てた市場指向性の

向上、競争力の増大 

（５）持続的開発と水、土壌、大気等

の自然資源の効率的管理の促進 

（８）バイオエコノミー、持続可能な

林業を含む農村における雇用、成長、

社会包摂、地域振興の促進 

（３）バリューチェーン上の農家の地

位向上 

（６）生物多様性の保護、生態系サー

ビスの強化、生息地・景観の保全への

貢献 

（９）EU 農業の食品と健康に関する

社会的要請への対応の向上（安全で、

栄養価が高く、持続可能な食品と動物

福祉の問題を含む） 

出所：CAP 戦略計画規則案(COM(2018)392) Article6-1 より作成 
（注）このほかに、CAP の分野横断的な目的として、持続可能性、現代化、簡素化が規定されている。 
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現行 CAP と次期 CAP 案を比べると、次期 CAP 案においても第一の柱（直接支払、市場措置）と第

二の柱（農村振興）の 2 本柱から成る既存の主要体系に大きな変更は見られない11。また、個別施策に

おいても直接支払の支払額の算定は引き続き面積基準で決定される等、各施策における基本原則は継

続される見込みである。 
両 CAP の も大きな違いは加盟国が実施する施策の管理運営方式（new delivery model）である。現

行 CAP では、第一の柱の直接支払は中央集権的（one-size-fits-all）に EU が加盟国の施策運営を細かく

管理しており、第二の柱の施策も EU が用意したプログラムから加盟国が実施施策を選択し、欧州委員

会がそれを承認する仕組みを取っている。次期 CAP 案では、各加盟国は CAP の 9 つの目的に沿いつつ

も、加盟国固有の事情に応じて第一の柱と第二の柱の両方を含む包括的な CAP 戦略計画（CAP 
Strategic Plan）を策定し、事前に欧州委員会の承認を得る方式をとる。加盟国による計画の策定は義務

であり、加盟国が計画を策定しない、もしくは不十分な計画しか策定しなかった場合には財源の交付

が留保される場合もあり得る。CAP 戦略計画が含む広範な事項の中には、加盟国レベルで直接支払の

受給資格の基準を決定する等、加盟国に委ねられる裁量は現行 CAP よりも大きい（tailor made 
scheme）。 
 

(1) CAP 戦略計画（CAP Strategic Plan） 

次期 CAP 案の中において CAP 戦略計画に関する事項は CAP 戦略計画規則案（COM(2018)392）の第

５編で列挙されている。各加盟国は共通の指標を用いて、毎年の進捗報告を行わなくてはならない。

加盟国の目標達成を評価する指標のセットが CAP 戦略計画規則案付録３に列挙されている。しかしな

がら、欧州議会農業委員会が 2018 年 10 月に公開した委託調査レポートによれば、加盟国の目標達成

を評価する指標について欧州委員会は具体案を示しておらず12、重要な論点として今後の議論が予想さ

れるとしている。レポートでは、特に加盟国が設定した目標の達成状況を評価するプロセスは定量化

されたものでなくてはならないとしている。 
 

① CAP 戦略計画の内容 

 各加盟国は第一の柱と第二の柱の両方を含む一つの CAP 戦略計画を作成する。加盟国は以下の内容

を含む CAP 戦略計画を作成し、欧州委員会に提出をする。 
 

・ ニーズの評価 

・ 支援戦略（特に対象となる義務的事項：グリーン・アーキテクチャ（環境及び気候変動に関する構成）、

青年農業者、リスク管理政策） 

・ CAP 戦略計画の中で明記されている直接支払、部門別支援措置、農村振興政策に関する事項 

・ 目標と財務計画 

・ 管理と調整システム 

・ CAP の近代化を進める要素 

・ 簡素化及び受益者のための行政負担の軽減に関する要素 

 提出された各加盟国の CAP 戦略計画は実際の運用までに以下のプロセスを踏まえる。 
 

② 承認 

・ 評価基準：計画の完全性、EU 法の一般原則、CAP 戦略計画規則及び横断的規則との整合性等 

                                                        
11 次期 CAP における第一の柱と第二の柱の個別の施策は次期 CAP 法案の第３編で定義、要件等が記載されている。 
12 European Parliament“Research for AGRI Committee – The CAP beyond 2020: appraisal of the EC legislative 
proposals,STUDY Requested by the AGRI committee”pp.19-21 （2018 年 10 月） 
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・ CAP 戦略計画は、加盟国からの提出後 8 月以内に欧州委員会が承認（ただし、欧州委員会からの所

見の送付後加盟国が回答するまでの期間を除く） 

・ 一部計画の承認申請の可能性 

③ 修正 

・ 加盟国からの修正申請には、十分に正当化できる事情が必要 

・ 欧州委員会の所見の十分な考慮を条件に 3 か月以内に承認 

・ 修正申請の機会は毎年 1 回 

④  参画: 

・ CAP 計画に地域レベルの要素を含むことは可能であるが、加盟国は全体の一貫性（coherence and 

consistency）を保つ必要がある 

・ CAP 計画作成への関与: 

 関係する公的機関 

 経済・社会的パートナー及び市民社会を代表する関係機関 

 社会包摂、基本的権利、ジェンダー平等及び無差別に取り組む関係機関 

・ 環境及び気候変動に関連する権限を有する当局は、計画内の関連部分の作成に効果的に関与しなけれ

ばならない 

 

(2) 柱間の財源移転 

図表 12 柱間の財源移転（現行 CAP／次期 CAP） 
現行 CAP（2014-2020） 次期 CAP（2021-2027） 

・全ての加盟国は第一の柱と第二の柱の予算額の移転を

大15%まで行うことができる。 

 

・直接支払の面積単価がEU平均の90％未満の国について

は、第二の柱から第一の柱への移転を25％まで認められ

る。 

・全ての加盟国は第一の柱と第二の柱の予算額の移転を

大15%まで行うことができる。 

 

・上記に加えて、環境及び気候変動対策を目的として、

第一の柱から第二の柱への予算額の移転を 大15%まで行

うことができる（青年農業者対策を目的とした場合は

大2%）。 

出所：農林水産省「平成２９年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業」（2018 年 3 月）、IEG 
Policy “Reform of the Common Agricultural Policy”（2018 年 6 月）、欧州委員会等各種資料より作成 

 

2.3. 第一の柱の直接支払制度の見直し（直接支払制度の柔軟化、グリーニングの見直しに

ついて等） 

(1) 直接支払制度の柔軟化 

CAP における直接支払制度は、農業部門と他部門との所得ギャップを補填し、農家の生計を支える重

要なセーフティーネットを担う。現行 CAP の直接支払制度は EU 全農地のおよそ 90％、約 700 万世帯

の農家を対象としており、CAP 予算の約 70%を占める も重要な施策として位置付けられる。 
欧州委員会は、次期 CAP 改革に関する基本方針「食料と農業の未来」での分析において、農業所得安

定のための直接支払制度の役割を評価しつつも、全農家の半数以上を占める小規模農家が給付を真に必

要としながらも十分に支援を受け取っていない現状は不公平と指摘している。 
2018 年 6 月 1 日に公表された欧州委員会提案においても、次期 CAP の直接支払では支援を必要とす
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る中小規模の農家及び青年農業者に対する支援を特に重視している。改正のポイントは以下のとおりで

ある。 
 
 第一の柱の全ての直接支払について、1 農家当たりの受給上限額の設定義務付け（60,000 ユーロ以

上から累進的に減額／100,000 ユーロを超えた場合に受給上限） 

 加盟国は中小規模の農家に対してはより高い水準の支援を行う必要がある 

 加盟国は直接支払予算の 2％以上を第一の柱の青年農業者支払及び第二の柱の青年農業者の定着支

援に割当。青年農業者の定着支援に関しては、 大 100,000 ユーロまで支援 

 加盟国は真に農業を営む者（genuine farmer）に対してのみ所得支援を行わなければならない 

 経済、社会ないし環境上の理由からとりわけ重要で、かつ明らかな困難な下にある特定品目に関して

は、引き続きカップル支払の助成対象とする 

 

図表 13 次期 CAP 案における直接支払制度の全体像 

 
出所：欧州委員会提供資料より作成 

 
  

義
務
的
取
組
要
件
の
遵

守
•環

境
・

気
候
変
動
等
の
関
連

要
件

持続可能性のための基礎所得支持

• 支払い受給権に基づき支援を与える場合には、
⁃ 加盟国内の支払い受給権価格の平準化（2026

年度までに全ての支払い受給権価格が、計画
平均単価の75％以上）

⁃ 加盟国は支払い受給権価格の上限を設定

• 加盟国が支払い受給権に基づく支払を決定
しない場合には、基礎的所得支持は、ヘク
タール当たり統一支払率で支払われる。た
だし、類似した社会経済的又は作物栽培条
の条件にある地域ごとに支払い単価に格差
を付けることができる

• 最低限の要件（農地面積等）

• 面積に対する追加助成
• 当該国平均面積規模を超えない農地
• 大規模農家から中小規模農家への再分

配施策

• 加盟国は、1ヘクタール当たりの支払額又は
面積範囲に応じた異なる支払額を設定する。
同様に、再分配支払の対象となる上限面積
を決定する

青年農業者向け追加的な所得支援

• 初めて経営を立ち上げ、基礎的所得支援
の支払受給権を有する青年農業者に対す
る追加的な所得支援

• 義務的取組を超えた気候変動・環境対策に資
する取組を行う農家を支援・奨励するもの

• 要件と支払額は加盟国が決められる

小規模農業者へのま

とめ払い

• 加盟国は（加盟国
自身が定義する）
小規模農業者に対
して、第一の柱の
全ての直接支払に
代わって「まとめ
払い」を行うこと
ができる

• 選択は農業者の任
意

カップル所得支持

• 現行期間の対象品目は次期CAPでも維持（併せて、非食品のバイオ燃料/バイオマス作物の品
目も新たに対象に追加）

• ・直接支払の最大10%までを財源割当て、追加でたんぱく質作物に2%の財源割当て見込み

エコ・スキーム

1農家当たりの受給上限額の設定義務付け
（60,000ユーロ以上から累進的に減額／
100,000ユーロを超えた場合に受給上限）

持続可能性のための補足的な再分配所得支持

右の定義は加盟国が特定を行う：真に農業を営む者、青年農業者、 農業活動、適格面積 、農用地（耕地、
永年作物地 、永年草地）
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(2) 第一の柱の直接支払の種類別構成（※支払名称の日本語訳は現行 CAP に基づく） 

① 基礎支払（現行 CAP：Basic payment scheme、次期 CAP 案：Basic income support for 
sustainability） 

図表 14 受給資格、支払い方式、高額受給の減額措置（現行 CAP／次期 CAP 案） 
現行 CAP（2014-2020） 次期 CAP（2021-2027） 

・直接支払の受給要件として「営農実体のある農業者

（Active Farmer）」であることが必要であり、条件はEU

全体の直接支払規則で規定。 低限の活動を行うことに

加え、業種の制限も実施。 

・農業者が「真に農業を営む者（Genuine Farmer）」で

あるかは、加盟国がCAP戦略計画の中で定義を行う。 

 

・兼業農業者（農業に主に従事しているが、同時に非農

業活動にも従事）は支払い対象からは除外されない。 

・適格面積に応じたデカップルされた支払が毎年行われ

る。 

 

・地域レベルでこの制度を適用する場合、地域の作物栽

培上及び社会経済的特徴等の客観的非差別的な基準に従

って、適用地域を定める。 

・適格面積に応じたデカップルされた支払が毎年行われ

る形態をとる（予定）。 

 

・類似した社会経済的又は作物栽培上の条件にある地域

ごとに支払い単価に格差を付けることができる。 

・現行 CAP（2014-2020）受給額は前 CAP（2007-2013）の

支払実績に基づく。 

・受給額は現行CAP（2014-2020）における制度の以下の

どちらかの支払実績に基づく：  

a)基礎支払とグリーニング支払の合計支払額 

b) 単一面積支払額 

・基礎支払の高額受給者は、1農家当たり15万ユーロ超過

部分の5%以上を減額される。減額措置は基礎支払（もし

くは単一面積支払）にのみ適用され、グリーニング支払

には適用されない。 

 

・15万ユーロ超過部分の減額率は加盟国が5%から100%の

間で選択できる。現行CAPでは、原則どおり15万ユーロ超

過部分の5％減額のみを適用する国が15か国ある一方、そ

れよりも厳しい減額措置を導入する国が9か国、逆に減額

を行わない国が5か国である。 

 

・加盟国は再分配支払を導入することで、減額措置の導

入義務を免れることができる。 

加盟国は1農家当たりで第一の柱の全ての直接支払の受取

額が6万ユーロ以上の場合は、以下のような減額措置を適

用する義務がある： 

 

・6万～7万 5 千ユーロ：25%以上の減額 

・7万 5千～9 万ユーロ：50%以上の減額 

・9万～10 万ユーロ：75%以上の減額 

・10 万ユーロ超過部分：100%までの減額 

 

加盟国は減額措置の政策目的に照らし、対象の直接支払

額からは給与、その他の直接・間接人件費分を控除しな

くてはいけない。 

 

・減額措置で生じた財源は補足的再分配スキームや他の

デカップル支払、農村振興施策に供される 

出所：農林水産省「平成２９年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業」（2018 年 3 月）、IEG 
Policy “Reform of the Common Agricultural Policy”（2018 年 6 月）、欧州委員会等各種資料より作成 

 現行 CAP で中東欧諸国を中心に 11 の加盟国で採用されている単一面積支払は次期 CAP 案の中では

条文が設けられていない。 
 

② グリーニング支払（現行）及びエコ・スキーム（次期 CAP 案）の比較（現行 CAP：Greening payment、
次期 CAP 案：Schemes for the climate and the environment に変更） 

図表 15 グリーニング支払（現行）及びエコ・スキーム（次期 CAP 案）の比較 
現行 CAP（2014-2020） 次期 CAP（2021-2027） 

・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EU共通要件に基づく助成。加盟国

は第一の柱の直接支払予算の30%を用いる。 

 

・気候と環境に有益な３種類の取組要件（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

る。 

 

・３種類の取組要件の代わりに、同等以上の気候変動対

策と環境保全に資する取組は「同等措置」として認めら

・次期CAPではグリーニング支払は実施されない。ただ

し、グリーニングの中の 重要な要素は第一の柱の直接

支払及び第二の柱の環境に関する3種類の支払の受給要件

である義務的取組要件（Conditionality）に取り入れら

れる。 

 

・加盟国は農家にとって任意参加となる気候変動・環境

スキーム（エコ・スキーム） を新たに設けるものとさ

れる。この支援措置は、第二の柱の「環境・気候等管理

約束支払」とは異なるものでなければならない。 
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れる。 

 

 

・この支援は、義務的取組要件の要件及び通常の農地の

維持を超える取組に対してのみ与えられる。 

 

・支払は適格面積に基づく年間払いとして、以下のどち

らかの形態で行う： 

－基礎所得支持の上乗せ分 

－第二の柱の「環境・気候及びその他の管理の約束」の追

加的費用及び逸失利益の全て又は一部の補償支払 

出所： 農林水産省「平成２９年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業」（2018 年 3 月）、IEG 
Policy “Reform of the Common Agricultural Policy”（2018 年 6 月）、欧州委員会等各種資料より作成 

③ 青年農業者支払（現行CAP：Young farmer payment、次期CAP案：Complementary income support 
for young farmers） 

図表 16 現行 CAP／次期 CAP 案における青年農業者支払 
現行 CAP（2014-2020） 次期 CAP（2021-2027） 

・加盟国は青年農業者支払の実施義務がある。40歳以下

の初めて経営を立ち上げた農業者に対して、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％を基礎支払に上乗せする（特別の事情の場合は 大

50%）。 

 

 

・ 長で経営開始から5年間にわたり助成を行う（経営開

始から5年後までに支払は終了）。 

 

・直接支払の割当額の 大2%まで割当て。 

 

 

・受給可能面積の上限は 25ha から 90ha の間で加盟国が

定める。 

・初めて経営を立ち上げ、基礎的所得支援の支払受給権

を有する青年農業者に対して追加的な所得支援を与える

ことができる（任意支払）。なお、「青年農業者」の定

義は、年齢制限（40歳以下）、農業経営体の長であるこ

とを条件とし、適切な訓練・必要な技術の条件を 低限

含む方法で加盟国が定める。また、単価の上限の定めは

ない。 

 

・支援の年数を制限する定めはない。 

 

・青年農業者向け追加的な所得支援のために直接支払の

割当額の２％以上を留保する。また、この留保額は第二

の柱の青年農業者の定着の支援にも使用できる。 

 

・受給可能面積の上限の定めはない 

出所：農林水産省「平成２９年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業」（2018 年 3 月）、IEG 
Policy “Reform of the Common Agricultural Policy”（2018 年 6 月）、欧州委員会等各種資料より作成 

④ 自然等制約地域支払（現行 CAP：Areas with natural constraints、次期 CAP 案：記載無し） 

図表 17 現行 CAP／次期 CAP 案における自然等制約地域支払 
現行 CAP（2014-2020） 次期 CAP（2021-2027） 

・加盟国は任意で直接支払の割当額の中で 大5%まで自

然等制約地域支払に充てることができた。 

・現行 CAP で自然等制約地域支払を採用したのは 2 か国

のみ。 

・次期 CAP では自然等制約地域支払は第二の柱でのみ扱

い、第一の柱の中では扱わない。 

出所：農林水産省「平成２９年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業」（2018 年 3 月）、IEG 
Policy “Reform of the Common Agricultural Policy”（2018 年 6 月）、欧州委員会等各種資料より作成 
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⑤ 再分配支払（現行 CAP：Redistributive payment、次期 CAP 案：Complementary redistributive 
income support for sustainability） 

図表 18 現行 CAP／次期 CAP 案における再分配支払 
現行 CAP（2014-2020） 次期 CAP（2021-2027） 

・各農場の農地の内、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

助成。 

 

・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。 

・適格面積に応じた年間デカップル支払を通じた大規模

農家から小規模農家への再分配施策。 

 

・加盟国は、1 ヘクタール当たりの支払額又は面積範囲に

応じた異なる支払額を設定する。同様に、再分配支払の対

象となる上限面積を決定する。 

出所：農林水産省「平成２９年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業」（2018 年 3 月）、IEG 
Policy “Reform of the Common Agricultural Policy”（2018 年 6 月）、欧州委員会等各種資料より作成 

⑥ 小規模農業者支払（現行 CAP：Small farmers scheme、次期 CAP 案：Round sum payment for 
small farmers） 

図表 19 現行 CAP／次期 CAP 案における小規模農業者支払 
現行 CAP（2014-2020） 次期 CAP（2021-2027） 

・加盟国は、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を

実施できる（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）。 

 

・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。 

 

・給付額は各国が算出する一定額であるが、 低 500 ﾕｰﾛ

（特例あり）、 高 1,250 ﾕｰﾛの限度額が定められている。

 

・本制度の総コストは、第一の柱の直接支払の割当額の

10％以内 

 

 

・加盟国は（加盟国自身が定義する）小規模農業者に対

して、第1の柱の全ての直接支払に代わって「まとめ払

い」を行うことができる。 

 

・本制度を選択した農業者には、義務的取組要件のルー

ルが適用される。 

 

・給付額の上限・下限の定めはない（なお、加盟国は、

別途、デカップル直接支払いを受給する 低要件とし

て、面積の 低基準を定めることとされている）。 

 

・使用できる予算の上限の定めはない。 

出所：農林水産省「平成２９年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業」（2018 年 3 月）、IEG 
Policy “Reform of the Common Agricultural Policy”（2018 年 6 月）、欧州委員会等各種資料より作成 

⑦ カップル支払（現行 CAP：Voluntary coupled support、次期 CAP 案：Coupled income support） 

図表 20 現行 CAP／次期 CAP におけるカップル支払 
現行 CAP（2014-2020） 次期 CAP（2021-2027） 

・カップル支払はタバコを除くほぼ全てのCAP品目をカバ

ー。 

 

・原則、第一の柱の直接支払の予算枠の 大8％までカッ

プル支払に財源割当てが可能、特例で13％以内。更に特

例で13％以上も可能。追加でたんぱく質作物に2%の財源

割当てが可能。 

 

・オムニバス規則により、カップル支払の受給者が構造

的な市場の不均衡により被害を受けることを回避するた

めの措置について、規定が追加。 

 

綿花に対する作物特定支払は別途扱い。 

・現行期間の対象品目は次期CAPでも維持。併せて、非食

品のバイオ燃料/バイオマス作物の品目も新たに対象に追

加。 

 

・直接支払の 大10%までを財源割当て。特例で現行期間

に13％以上を使用した加盟国は、10％以上も可能。追加

でたんぱく質作物に2%の財源割当てがされる見込み。 

 

・この支払の受給者が構造的な市場の不均衡により被害

を受けることを回避するための措置について規定。 

 

・綿花に対する作物特定支払は別途扱い。 

出所：農林水産省「平成２９年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業」（2018 年 3 月）、IEG 
Policy “Reform of the Common Agricultural Policy”（2018 年 6 月）、欧州委員会等各種資料より作成 



 

24 
 
 

 
現行 CAP では共通市場機構規則（EU）No1308/2013 で規定されていた部門別支援措置は、次期 CAP

案では直接支払や農村振興政策と同じ CAP 戦略計画規則案に部門別の支援措置の類型として移動して

いる。 
果物・野菜部門及び養蜂部門における部門別の支援措置の類型は、全加盟国において義務的である。

また、ワイン部門については、16 の加盟国で義務的である。 
加盟国は、ホップ部門、オリーブ油・オリーブ部門について支援措置の類型を選択することができる。 
生産者組織及び運営プログラム（例：果物・野菜部門、オリーブ油部門）、又は加盟国のプログラム

（例：養蜂部門、ワイン部門）により実施されている。 
オムニバス規則により、果物・野菜部門及びワイン部門で運用改善が行われた。 
今回の欧州委員会の CAP 改革案においては、新たに、「その他部門」が支援措置の対象に追加され、

直接支払の国別割当額の 3％以内の支援が可能とされている。また、果物・野菜部門及びワイン部門に

おける環境・気候変動対策の強化、養蜂部門の支援措置の義務化（現行期間では任意）も行われている。 
 

(3) グリーニングの見直しについて 

2013 年の CAP 改革では、厳しい財政難にある EU 予算の中で巨額の農業予算の確保（維持）を正当

化するため、直接支払予算の中に農業の多面的機能の役割を反映したグリーニング支払が導入された。

そのため、現行 CAP では農家はグリーニング支払を受給するために従来のクロス・コンプライアンス

に加え、さらにそれを上回る環境要件（作付品目の多様化、環境重点用地の設定、永年草地維持）の遵

守が義務づけられていた。 
しかし、グリーニング導入以後の欧州委員会の肯定的なレビューとは裏腹に、欧州委員会以外の機関

からはグリーニングの環境効果に対して厳しい批判が寄せられた。欧州会計検査院（ECA）は 2017 年

12 月に公開した報告書13の中で、「グリーニング支払が今後の CAP における環境保護・気候変動対策に

貢献する可能性は低いとして、グリーニングの存在が CAP の中での直接支払予算の確保の正当化には

繋がらない」と結論付けた他、2017 年 11 月には著名な環境団体である Bird Life や EEB 等が連名でグ

リーニングを含む現行 CAP の問題点を指摘するレポート14を公開している。 
上記のようなグリーニングに対する批判もあり、欧州委員会は次期 CAP 改革ではグリーニングを廃

止することを決定し、現行 CAP で柱間をまたがるクロス・コンプライアンス、グリーニング支払、第二

の柱の農業環境・気候支払の 3 つの仕組みを包括的に統合し、直接支払の受給要件としての義務的部分

と加盟国の任意参加部分を二段階に分けた新たな仕組みに置き換えるとしている。上乗せされる加盟国

の任意参加の部分には施策の裁量が与えられ、農家は達成した環境目標に応じた支払額を受給できると

している。2018 年 6 月 1 日に欧州委員会より示された次期 CAP 案における新たな環境支払のモデル案

は次のとおりである。 

                                                        
13 European Court of Auditors“Greening: a more complex income support scheme, not yet environmentally 
effective”（2017 年 12 月） 
14 Bird Life、EEB 等“Advocating for sustainable agriculture”（2017 年 11 月） 
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図表 21 次期 CAP における環境及び気候変動施策の概要 

 
出所：European Commission“EU BUDGET:THE CAP AFTER 2020”（2018 年 6 月）より作成 

現行 CAP と次期 CAP 案の環境支払の重要な違いは、次期 CAP 案では欧州委員会が詳細な管理規則

を EU 全体に適用しない点である。加盟国による義務的取組部分を超えた環境取組については、加盟国

の CAP 戦略計画の中で自国の地域条件を考慮した実施が求められることとなる。 

図表 22 現行 CAP／次期 CAP 案における環境支払の構造の変化 

 
出所：欧州委員会提供資料より作成 

 
次期 CAP 案ではグリーニングは廃止され、クロス・コンプライアンスは新たな「義務的取組要件」

（Conditionality）に統合されるが、CAP の環境要件は弱まるよりもむしろ強化される見込みである。
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薄く広く農家が参加するグリーニングの特徴は義務的取組要件に引き継がれ、特別な直接支払の対象

となるより高度な取組への参加は選択制となる。 
次期 CAP 案における義務的取組要件は従来のクロス・コンプライアンスと同様に環境、食品安全、

動物福祉等に関する SMRs（Statutory Managemen Requirements：法定管理要件）と土地の良好な農業・

環境状態の基準に関する GAEC（Good Agricultural and Environmental Condition：良好な農業・ 環境条

件）の二つの内容を統合・整理したものだが、遵守項目は増えている。 
 

図表 23 次期 CAP 案における義務的取組要件の内容 

 
出所：欧州委員会提供資料より作成 

図表 24 現行 CAP／次期 CAP 案における共通の遵守事項 
現行 CAP（2014-2020） 次期 CAP（2021-2027） 

※以下はクロス・コンプライアンスの実施に関する事項 

 

・既存のEU規制（環境、食品安全、動物福祉等の13の

SMRs）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

低限の基準。 

 

・対象となる支援措置は、第一の柱の直接支払（一部を

除く。）第二の柱の農業環境・気候支払、Natura2000及

び水枠組み指令支払い、有機農業支払、自然等制約地域

支払及び動物福祉支払等。 

 

 

・加盟国は農家のクロス・コンプライアンスの遵守状況を

監督し、基準を満たさない農家に対しては罰則を適用す

る。 

 

・過失による不遵守の場合は、原則３％の行政上の罰金。

 

・上記の行政上の罰金については、加盟国はその 25％を

保持することができる。 

※次期CAPではクロス・コンプライアンスは無くなり、義

務的取組要件に置き換え。 

 

・農家は「第一の柱の直接支払又は第二の柱の環境・気

候等支払、自然又はその他の地域特有の制約支払、特定

の義務的要件に起因する地域特有の不利な立場に対する

支払」の受給のために、16のSMRsと8つのGAECからなる義

務的取組要件を遵守しなくてはならない。 

 

・「早期警告」システムにより、農家には軽度のコンプ

ライアンス違反が通知される（罰則は適用されない）。

ただし、同様の違反が以前にも通知されていた場合はそ

の限りではない。 

 

・過失によるコンプライアンス違反の場合、農家は総受

給額の3％の行政上の罰金を受ける。 

 

・再度違反や故意のコンプライアンス違反に対しては高

度の罰則が適用される（故意による場合には、 大100％

の単年・複数年の減額も可能）。 

 

・上記の行政上の罰金については、加盟国はその 20％を

保持することができる。 

出所：農林水産省「平成２９年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業」（2018 年 3 月）、IEG 
Policy “Reform of the Common Agricultural Policy”（2018 年 6 月）、欧州委員会等各種資料より作成 
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2.4. 第二の柱の種類別施策 

 次期 CAP 案における第二の柱の農村振興政策の主要な変化は、第一に柱内の全体構造、施策の運用

方法の変化である。現行 CAP では６つの「EU の優先事項」である①知識移転・革新、②競争力、③

フードチェーン・動物福祉・リスク管理、④生態系、⑤資源効率、⑥雇用と経済振興、が設定され、

その中で EU 域内で 118 の農村振興プログラムが存在していたが、次期 CAP 案では 8 つの大きな施策

領域が設定され、その先の細かな施策の運用は CAP 戦略計画の中で各々の加盟国に委ねられる。個別

施策の目的等の重要な要素の変化は見られない。 

図表 25 農村振興政策の構造（現行 CAP／次期 CAP 案） 
現行 CAP（2014-2020） 次期 CAP（2021-2027） 

【６つの「EUの優先事項」 

・知識移転・革新 

・競争力 

・フードチェーン・動物福祉・リスク管理 

・生態系 

・資源効率 

・雇用と経済振興 

【8つの主要施策領域】  

・環境、気候等管理約束 

・自然ないしその他制約のある地域 

・一定の義務的要件遵守により特定の損失を被る地域 

・投資 

・青年農業者の定着及び農村の事業の立上げ 

・リスク管理ツール 

・協同 

・知識移転・情報活動 

出所：平澤「EU の農村振興政策─2014～2020 年の新たな枠組み─」『農林金融 2015・9』農林中金総

合研究所、IEG Policy Reform of the Common Agricultural Policy（2018 年 6 月）より作成 

 もう一つの次期 CAP 案における農村振興政策の変化は、第二の柱の中で環境と気候変動対策に特別

に焦点を当てていることである。欧州委員会は次期 CAP 案において、加盟国に対して第二の柱の財源

（欧州農業農村振興基金による支出）の 30%以上を環境及び気候に関連する特定目的に対処する支援

措置（自然又は他の地域特有の制約に関する支援措置を除く）のために留保するとしている。 
既出のとおり、第一の柱から第二の柱への 15%の財源の全てが環境及び気候変動対策を目的とした

ものならば、 大 30%までの移転が認められている。欧州委員会の第二の柱における環境、気候変

動、その他管理取組の重視がうかがえる。 
また、第二の柱の支援措置に関して、全般的に EU の財政負担率が現行期間より低下している中で、

環境・気候等管理約束、環境及び気候に関連する特定目的に関連した非生産的投資については、特例

として、EU の負担率が 80％と高水準になっている。 
 

図表 26 次期 CAP 案における農村振興政策の構造 

施策 内容 

CAP 戦略計画にお

ける実施の義務付

け 

第二の柱予算に

占める割合 

通常の EAFRD の

協調融資割合 

環境・気候等管理約

束（65 条） 

環境、気候を始めとする CAP の

９つの特定目的を達成するため

に有益と考えられる農業者等の

自発的な管理取組に対する補償

的な支払 

有り（農業・環

境・気候の取組に

限る） 

30％以上（第二

の柱における他

の環境・気候に

関する CAP の９

つの特定目的に

対処する支援措

置との合計とし

て） 

80% 

自然ないしその他制

約のある地域（66

条） 

自然ないしその他制約のある地

域（定義は現行 CAP と同じ）の

真に農業を営む者への補償的な

土地面積支払 

無し 規定無し 65% 

一定の義務的要件に

よる地域固有の不利

益（67 条） 

Natura2000（生息地保護）と河

川管理の制約の下にある農業者

等への補償的な土地面積支払 

無し 

30％以上（第二

の柱における他

の環境・気候に

関する CAP の９

つの特定目的に

80% 
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施策 内容 

CAP 戦略計画にお

ける実施の義務付

け 

第二の柱予算に

占める割合 

通常の EAFRD の

協調融資割合 

対処する支援措

置との合計とし

て） 

投資（68 条） 

CAP の９つの特定目的の達成に

貢献する有形資産投資又は無形

資産投資に支援（不適格とされ

るものを除く）。支援率は適格コ

ストの 75％までである（特例あ

り） 

無し 規定無し 

80％（環境・気

候に関連する非

生産的投資）、

70％（海外領土

等）、43％（上

記以外） 

青年農業者の定着及

び農村の事業の立上

げ（69 条） 

青年農業者の定着及び農村の事

業の立上げに対する 大 10 万ユ

ーロまでの一時金支払 

無し 規定無し 

海外領土等：

70% 

それ以外の地

域：43% 

リスク管理ツール

（70 条） 

平均年間生産又は収入の 20%以

上の損失を補償するための保険

又は相互基金の保険料に対する

資金供与。支援は費用の 大

70%までである 

有り 規定無し 

海外領土等：

70% 

それ以外の地

域：43% 

協同（71 条） 
EIP-AGRI 及び LEADER の準備・

支援並びに品質スキーム、生産

者組織等の奨励等の協力に支援

無し 

5％以上

（LEADER に限

る） 

80％（EIP 及び

LEADER）、70％

（海外領土

等）、43％（上

記以外） 

知識移転・情報活動

（72 条） 

イノベーションの普及、訓練や

助言へのアクセス、知識と情報

の普及といった活動の促進のた

めの活動費用を 大 75%まで補

助。また、農業助言サービス

（FAS）の設立の場合には、 大

20 万ユーロまで支援可能 

無し 規定無し 

海外領土等：

70% 

それ以外の地

域：43% 

出所：農林水産省「平成２９年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業」（2018 年 3 月）、IEG 
Policy “Reform of the Common Agricultural Policy”（2018 年 6 月）、欧州委員会等各種資料より作成 

(1) （価格変動や天災等に対する）リスク管理政策（所得安定化策の見直し等） 

現行 CAP のリスク管理政策は CAP 改革による市場管理政策の縮小、国際競争の拡大、生産費の変動

等を背景とした農業者の経済的・環境上のリスク拡大に対応するため、現行 CAP から第二の柱に導入

がなされた。現行 CAP では次のとおり、保険・相互基金・全部門の農業者に対する所得安定化手段・

特定部門の農業者に対する所得安定化手段の 4 つのツールから構成される15。現行 CAP の中では 28 か

国中 13 か国の加盟国でリスク管理政策が導入されており、118 の農村振興プログラム中、13 のプログ

ラムで実施がされている。 
 

①保険（Insurance） 
天候不順・動植物の疾病・害虫の蔓延・環境事象によって生じた農家の作物・動物・植物に関する経済

的損失に対応する農業保険の保険料に対して財政支援を行うもの（36 条）。 
平均年間生産量（3 年間平均値あるいは 5 年間のうち 高・ 低の年を除いた 3 年平均値）の 20%を超

える分の経済的損失が補償の対象となる（37 条）。 
 
②相互基金（Mutual funds） 
天候不順・動植物疾病の発生・害虫のまん延・環境事象によって生じた農家の経済的損失16に対応する

                                                        
15 農村振興規則 36 条- 39a 条（（EU)No1305/2013)及び、農林水産省「平成 26 年度海外農業・貿易事情分析事業（欧州）

報告書 第 IV 部 2014-2020 年 CAP における農村振興政策の概要及び主な変更点」（2015 年 3 月）を参照。 
16 保険が対象にするのは保険会社が商品化しているようなリスクであり、 も主要なものは穀物の雹や霜のリスクであ

る。相互基金は保険会社が商品化していないリスクで、例えば植物の病気等を対象としている。 
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相互基金に対して財政支援を行うもの（36 条）。  
平均年間生産量（3 年間平均値あるいは 5 年間のうち 高・ 低の年を除いた 3 年平均値）の 30%を超

える分の経済的損失が補償の対象となる（38 条） 
 
③全部門の農業者に対する所得安定化手段（Income stabilisation tool） 
所得が大幅に減少した農家へ補償を提供する所得安定化策（相互基金の形態をとる）に対して、財政支

援を行うもの（36 条）。現行制度では、補償は個々の農業者の年間所得が直前数年間の水準（3 年間平均

値あるいは 5 年間のうち 高・ 低の年を除いた 3 年平均値）を 30％以上下回った場合に支払われ、補

償の水準は所得減少額の 7 割未満である（39 条）。 
 
④特定部門の農業者に対する所得安定化手段（Sectorial Income stabilisation tool） 
特定の農業部門を対象とした所得安定化手段である（36 条）。ツールの行使にあたっては正当な理由が

あることを示す必要がある。対象部門の農業者の年間所得が直前数年間の水準（3 年間平均値あるいは

5 年間のうち 高・ 低の年を除いた 3 年平均値）を 20％以上下回った場合に支払われ、補償の水準は

所得減少額の 7 割未満である（39a 条）。 
（注）条文番号は現行 CAP の農村振興規則に基づく。 
 

CAP 戦略計画規則案の中の条文を見てみると、次期 CAP ではリスク管理政策の項目は現行 CAP の農

村振興規則と比べて簡素化したと言える。所得安定化手段は相互基金に統合され、現行の農村振興規則

の中で列挙していた補償対象のリスクの種類は、生産リスクに加え収入リスクも包括的に規定する形態

をとっている。簡素化により制度の柔軟性を高め、より加盟国のニーズに即した支援を行えるようにす

ることを目的としている。 

図表 27 リスク管理政策の枠組の変化 
 現行 CAP（2014-2020） 次期 CAP（2021-2027） 

直接支払 － － 

市場措置（品

目別支援措

置） 

共通市場機構（果物・野菜、ワイン）: 

① 保険 
② 相互基金 

共通市場機構（果物・野菜、ワイン）: 

① 保険 

② 相互基金 

農村振興政策 

1. 農村振興規則 18 条 

2. 農村振興規則 36–39a 条 

① 保険 

② 相互基金 

③ 所得安定化策 

④ 品目別の所得安定策 

1. CAP 戦略計画規則案 68 条 

2. CAP 戦略計画規則案 70 条 

① 保険 

② 相互基金 

 
CAP 戦略計画規則案 70 条によれば、次期 CAP では加盟国による第二の柱におけるリスク管理政策の

実施は義務的事項となる。また、加盟国は特に保険スキームと相互基金に対して財政的貢献を行うこと

ができる。 
 保険スキームと相互基金を通じて年間生産または年間収入の平均17の 20%以上の分の経済的損失を補

償するには、加盟国は以下を定めなくてはならない。 
 

・ 適格な保険スキーム及び相互基金の種類及び補償範囲 

・ 損失の計算方法及び支援の発動要件 

・ 相互基金の設立と管理に関する規則 

図表 28 現行 CAP／次期 CAP 案におけるリスク管理政策 
現行 CAP（2014-2020） 次期 CAP（2021-2027） 

・リスク管理政策は第二の柱の下で保険・相互基金・全

部門の農業者に対する所得安定化手段の3つのツールから

・リスク管理政策は第二の柱の下で利用可能で、CAP戦略

計画の中においては実施が義務的事項である。 

                                                        
17 3 年間平均値あるいは 5 年間のうち 高・ 低の年を除いた 3 年平均値 
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構成される 

 

・所得安定化手段は 2018 年 1 月 1日から発動下限 20％の

特定部門の農業者に対する所得安定化手段が新たに導入

された。 

 

・対象となる生産又は収入の損失は、20％又は 30％以上

を補償。 

 

・加盟国は適格費用の 70％まで支援。 

 

・加盟国は、特に以下の支援を提供できる： 

－保険スキームのための保険料支払の財政的貢献 

－基金設立コストを含む相互基金への財政的貢献 

 

・生産又は収入の損失は20%以上を補償。 

・加盟国は適格費用の 70%まで支援。 

出所：農林水産省「平成２９年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業」（2018 年 3 月）、IEG 
Policy “Reform of the Common Agricultural Policy”（2018 年 6 月）、欧州委員会等各種資料より作成 

  

(2) 農村振興政策（農業環境政策、自然条件不利地域対策、青年農業者育成対策等） 

① 農業環境政策 

現在は、農業環境・気候、有機農業、森林環境・気候サービス及び森林保全、動物福祉がそれぞれ独

立した条となっているが、欧州委員会提案では、「環境・気候等管理約束」の 1 条となっている。このう

ち、農業環境、気候に関する約束については、加盟国はその CAP 戦略計画に必ず含めるものとされてい

る。 

図表 29 第一の柱と第二の柱の環境支払の二重給付回避のための措置 
現行 CAP（2014-2020） 次期 CAP（2021-2027） 

第一の柱のグリーニング支払と第二の柱の農業環境・気候

支払の取組で重複する部分については、農業環境・気候支

払から必要額を減額。 

第二の柱で行われる環境取組は第一の柱の取組と異なる

ものでなくてはならない。そのため、CAP戦略計画の下で

は二重給付の問題は生じない見込みである。 

出所：農林水産省「平成２９年度海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業」（2018 年 3 月）、IEG 
Policy “Reform of the Common Agricultural Policy”（2018 年 6 月）、欧州委員会等各種資料より作成 

 

② 自然条件不利地域対策 

現在は、第二の柱の自然等制約地域支払に加え、第一の柱にも自然制約地域支払が存在するが、欧州

委提案では、第二の柱の自然制約等地域支払いのみが引き続き存在する。なお、2018 年に設定されたこ

の支払の適格地域は、引き続き今後の支払にも適用される。 
 

③ 青年農業者育成対策 

 第二の柱の青年農業者の定着については、欧州委員会提案では、EU レベルの受給要件の大幅な削減

が行われる。現在は、要件が 15 あるが、今後は、訓練の要件、青年農業者の上限年齢、事業計画の提

出、経営体の長としての要件、一括払い（ 大 10 万ユーロ）について、加盟国が設定することのみが

義務付けられる。加盟国が自国の青年農業者のニーズに応じて、EU レベルで今後は必須とされない要

件の内、（もし必要があれば）どの要件が重要と考えられるかを決定することができるようになる。 
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2.5. 改革プロセスの今後の見通し 

 現在進められている次期 CAP（2021-2027）改革プロセスと前回の 2013 年改革とで大きく違う点は、

欧州委員会が法案を提出（2018 年 6 月）してから欧州議会選挙（2019 年 5 月）までの期間が短いこと、

そしてブレグジットの影響で EU 予算の多年次財政枠組（MFF）の合意が難しい点である。 

図表 30 改革プロセスの今後の見通し 
年月 内容 

2019 年 2 月 14 日 
欧州議会環境委員会（CAP 戦略計画規則案（COM(2018)392）に

対する連携委員会としての意見を採択） 

2019 年 2 月 19 日 

欧州議会農業委員会（①CAP 改革案について 4月当初までは同

委員会で採択しないこと、②選挙後の新しい欧州議会が CAP 改

革案について欧州議会としての 終決定を行うことを各会派の

代表者が決定） 

2019 年 3 月 18 日 
農相理事会（議長国が加盟国の意見を踏まえた CAP 改革の合意

案を提出予定） 

2019 年 4 月上旬  欧州議会農業委員会（CAP 改革案について採決予定） 

2019 年 5 月 23-26 日 欧州議会選挙 

2019 年 6 月以降 欧州議会（CAP 改革案について採決） 

2019 年 6 月 
欧州理事会（多年度財政枠組み（MFF）の交渉文書を提出予

定） 

2019 年 6 月末 
農相理事会（CAP 改革案について加盟国間で部分的暫定合意を

目指す） 

2019 年秋 
欧州理事会（加盟国の首脳間で多年度財政枠組み（MFF）に合

意を目指す） 

2019 年 11 月 欧州委員会の新体制発足 

2021-2027 年 次期 CAP の実施期間（欧州委提案） 

 
多年度財政枠組み（MFF）に関しては、2018 年 12 月 13 日の欧州理事会において、2019 年秋の欧

州理事会において合意に達するため、交渉を続けるよう次期議長国に求めており、当初の 2019 年春

頃の合意予定からは遅延している。そのため、現実的には 2021 年からの次期 CAP 開始は難しく、

現行 CAP と次期 CAP の間で移行期間が設定されることも予測され、今後も EU の動向は注視してい

く必要がある。 
 

2.6. 欧州議会における環境委員会の「関連委員会」指定について 

2009 年のリスボン条約発効によって共同決定手続（co-decision procedure）の適用範囲が拡大したこ

とから、欧州議会は前回の 2013 年改革から CAP の政策決定プロセスに対する主たる関与者（co-
decision）となった。その中で今回の CAP 改革規則案に関して、欧州議会の環境委員会（COMENVI）
が「関連委員会」（associated committee）としての権限を獲得し、農業委員会（COMAGRI）と共に次期

CAP 改革の法案審議のプロセスに関与する度合いが増したことは注目に値する出来事と言える。 
 環境委員会が関連委員会として初めて指定された背景には、近年の CAP における環境要素の重視

の流れから、防除資材、肥料の利用、水質、空気汚染、土壌汚染等の具体的な項目において環境委員

会の意見が考慮される必要が高まったためである。環境委員会は関連委員会として CAP の中の環境関

連項目についての排他的権限（exclusive competence）を要求したが、農業委員会の同意を得られず、

終的に共有権限（shared competence）が与えられるに至った。 
以上のことは、欧州議会での CAP 改革の審議において主管は引き続き農業委員会にあるが、環境委

員会は関連委員会として、環境委員会としての修正案が農業委員会に拒否された場合に、環境委員会

としての修正案を直接本会議に提案できるようになったことを意味する。CAP に関する環境委員会の

権限の度合いが将来的にどのようになっていくかは現時点で予測は難しい。ただし、2019 年末から

2020 年の間に明らかになる予定の次期 CAP 法案の 終合意文書を確認することで、環境委員会の意向

がどの程度受け入れられたかを知ることができ、それにより今後の CAP における環境部門の影響を度

合い測ることができるだろう。  
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2.7. 別添 

参考資料：2018 年 6 月 1 日に公開された CAP 戦略計画規則案(COM(2018)392)全条文18目次 
 
第１編 主題と範囲、適用条項、定義（SUBJECT MATTER AND SCOPE, APPLICABLE PROVISIONS 
AND DEFINITIONS） 

  

1 条 主題と範囲（Subject matter and scope） 

2 条 適用条項（Applicable provisions） 

3 条 定義（Definitions） 

4 条 CAP 戦略計画で使われる用語の定義

（Definitions to be formulated in the CAP 

Strategic Plans） 

 
第２編 目的及び指標（OBJECTIVES AND INDICATORS） 

  

5 条 一般的な目的（General objectives） 

6 条 特定の目的（Specific objectives） 

7 条 指標（Indicators） 

 
第３編 共通要件及び介入の種類（COMMON REQUIREMENTS AND TYPES OF 
INTERVENTIONS） 

１章 共通要件

（COMMON 

REQUIREMENTS） 

セクション 1 一般

原則（GENERAL 

PRINCIPLES） 

  

8 条 介入の選択（Selection of 

interventions） 

9 条 一般原則（General principles） 

10 条 WTO 国内支持（WTO domestic support） 

セクション 2 義務

的取組要件

（CONDITIONALITY） 

  

11 条 原則及び範囲（Principle and scope） 

12 条 良好な農業・環境条件に関する加盟国の

義務（Obligations of Member States relating 

to good agricultural and environmental 

condition） 

セクション 3 農家

アドバイザリー・サ

ービス（FARM 

ADVISORY 

SERVICES） 

  
13 条 農家アドバイザリー・サービス（Farm 

advisory services） 

２章 直接支払に

おける介入の種類

（TYPES OF 

INTERVENTIONS IN 

THE FORM OF 

DIRECT 

PAYMENTS） 

セクション 1 各種

直接支払及び減額

（TYPES OF 

INTERVENTIONS AND 

REDUCTION） 

  

14 条 直接支払の介入タイプ（Types of 

interventions in the form of direct 

payments） 

15 条 支払の減額（Reduction of payments） 

セクション 2 デカ

ップル支払

（DECOUPLED DIRECT 

PAYMENTS） 

サブセクション 1 

一般条項（GENERAL 

PROVISIONS） 

16 条 デカップル支払の 低受給要件（Minimum 

requirements for receiving decoupled direct 

payments） 

サブセクション 2 

持続可能性のための

基礎所得支持

（BASIC INCOME 

SUPPORT FOR 

SUSTAINABILITY） 

17 条 通則（General rules） 

18 条 1 ヘクタール当たりの支払額（Amount of 

support per hectare） 

19 条 受給資格（Payment entitlements） 

20 条 支払の受給額と平準化の算定（Value of 

payment entitlements and convergence） 

21 条 実効的な支払受給資格（Activation of 

payment entitlements） 

22 条 受給額支払のための加盟国の準備金

（Reserves for payment entitlements） 

23 条 委任権限（Delegated powers） 

24 条 受給資格の譲渡（Transfers of payment 

entitlements） 

                                                        
18 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, COM(2018) 392 final（2018
年 6 月）  
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25 条 小規模農業者へのまとめ払い（Round sum 

payment for small farmers） 

サブセクション 3 

補足的所得支持

（COMPLEMENTARY 

INCOME SUPPORT） 

26 条 持続可能性のための補足的な再分配所得

支持（Complementary redistributive income 

support for sustainability） 

27 条 青年農業者向け補足的所得支持

（Complementary income support for young 

farmers） 

サブセクション 4 

気候変動・環境スキ

ーム（SCHEMES FOR 

THE CLIMATE AND 

THE ENVIRONMENT） 

28 条 気候変動・環境スキーム（Schemes for 

the climate and the environment） 

セクション 3 カッ

プル支払（COUPLED 

DIRECT PAYMENTS） 

サブセクション 1 

カップル所得支持

（COUPLED INCOME 

SUPPORT） 

29 条 通則（General rules） 

30 条 範囲（Scope） 

31 条 受給資格（Eligibility） 

32 条 カップル所得支持の対象部門の受益者が

市場の構造的不均衡の影響を避けるための措置

（Measures to avoid beneficiaries of coupled 

income support suffering from structural 

market imbalances in a sector） 

33 条 油糧種子に関する欧州経済共同体（EEC）

と米国との間の MoU の実施（Implementation of 

the Memorandum of Understanding between the 

European Economic Community and the United 

States of America on oilseeds） 

サブセクション 2 

綿花向け作物特定支

払（CROP-SPECIFIC 

PAYMENT FOR 

COTTON） 

34 条 範囲（Scope） 

35 条 通則（General rules） 

36 条 ベース面積、固定生産量、参照支払額

（Base areas, fixed yields and reference 

amounts） 

37 条 認可職業間連合組織（Approved 

interbranch organisations） 

38 条 支払の供与（Granting of the payment） 

３章 市場措置に

おける介入部門

（SECTORAL TYPES 

OF 

INTERVENTIONS） 

セクション 1 一般

条項（GENERAL 

PROVISIONS） 

  

39 条 範囲（Scope） 

40 条 介入の義務的及び選択的部門（Mandatory 

and optional sectoral types of 

interventions） 

41 条 各部門への介入における追加的要件に関

する委員会の委任権限（Delegated powers for 

additional requirements for sectoral types 

of interventions） 

セクション 2 果

物・野菜部門（THE 

FRUIT AND 

VEGETABLES 

SECTOR） 

  

42 条 果物・野菜部門における支援目的

（Objectives in the fruit and vegetables 

sector） 

43 条 果物・野菜部門における支援対象取組

（Types of intervention in the fruit and 

vegetables sector） 

44 条 運用プログラム（Operational 

programs） 

45 条 運用資金（Operational funds） 

46 条 果物・野菜部門に対する EU からの資金援

助（Union financial assistance to the fruit 

and vegetables sector） 

47 条 加盟国からの資金援助（National 

financial assistance） 

セクション 3 養蜂

部門（THE 
  

48 条 養蜂部門における支援目的（Objectives 

in apiculture sector） 
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APICULTURE 

SECTOR） 

49 条 養蜂部門における支援対象取組（Types 

of intervention in the apiculture sector and 

the Union financial assistance） 

50 条 委任権限（Delegated powers） 

セクション 4 ワイ

ン部門（THE WINE 

SECTOR） 

  

51 条 ワイン部門における支援目的

（Objectives in the wine sector） 

52 条 ワイン部門における支援対象取組（Types 

of intervention in the wine sector） 

53 条 ワイン部門に対する EU からの資金援助

（Union financial assistance to the wine 

sector） 

54 条 ワイン部門に対する EU からの資金援助に

関する特別規則（Specific rules on Union 

financial assistance to the wine sector） 

セクション 5 ホッ

プ部門（THE HOPS 

SECTOR） 

  

55 条 ホップ部門における支援対象取組

（Objectives and types of intervention in 

the hops sector） 

セクション 6 オリ

ーブ油部門（THE 

OLIVE OIL AND 

TABLE OLIVES 

SECTOR） 

  

56 条 オリーブ油部門における支援目的

（Objectives in the olive oil and table 

olives sector） 

57 条 オリーブ油部門における支援対象取組

（Types of intervention and their 

implementation in the olive oil and table 

olives sector） 

58 条 EU からの資金援助（Union financial 

assistance） 

セクション 7 その

他部門（OTHER 

SECTORS） 

  

59 条 その他部門における支援対象取組

（Objectives in other sectors） 

60 条 その他部門における支援対象取組（Types 

of intervention） 

61 条 運用プログラム（Operational 

programs） 

62 条 運用基金（Operational funds） 

63 条 EU からの資金援助（Union financial 

assistance） 

４章 農村振興に

おける介入の種類

（TYPES OF 

INTERVENTIONS 

FOR RURAL 

DEVELOPMENT） 

セクション 1 介入

の種類（TYPES OF 

INTERVENTIONS） 

  

64 条 農村振興に関する介入の種類（Types of 

interventions for rural development） 

65 条 環境、気候等管理約束（Environmental, 

climate and other management commitments） 

66 条 自然ないしその他制約のある地域

（Natural or other area-specific 

constraints） 

67 条 一定の義務的要件による地域固有の不利

益（Area-specific disadvantages resulting 

from certain mandatory requirements） 

68 条 投資（Investments） 

69 条 青年農業者の定着及び農村の事業の立上

げ（Installation of young farmers and rural 

business start-up） 

70 条 リスク管理ツール（Risk management 

tools） 

71 条 協同（Cooperation） 

72 条 知識移転・情報活動（Knowledge 

exchange and information） 

セクション 2 複数

種類の介入に適用さ

れる要素（Elements 

applying to 

several types of 

  

73 条 運用の選択（Selection of operations） 

74 条 金融的手段に関する通則（General rules 

for financial instruments） 

75 条 インベスト EU を通じた（又は組み合わせ

た）欧州農業農村振興基金（EAFRD）の利用（Use 
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interventions） of the EAFRD delivered through or combined 

with InvestEU） 

76 条 支払額の計算の十分な精査（Adequacy 

and accuracy of payment calculation） 

77 条 簡素化コストオプション（Simplified 

Cost Options） 

78 条 農村振興の各種介入における追加的要件

に関する委員会の委任権限（Delegated powers 

for additional requirements for types of 

interventions for rural development） 

  
第４編 財政条項（FINANCIAL PROVISIONS） 

  

79 条 欧州農業保証基金（EAGF）及び欧州農業農

村振興基金（EAFRD）による支出（EAGF and EAFRD 

expenditure） 

80 条 支出の受給要件（Eligibility of 

expenditure） 

81 条 各種直接支払における予算割合

（Financial allocations for types of 

interventions in the form of direct 

payments） 

82 条 市場措置における特定部門の予算割合

（Financial allocations for certain sectoral 

types of interventions） 

83 条 農村振興における各施策の予算割合

（Financial allocations for types of 

interventions for rural development） 

84 条 欧州農業農村振興基金（EAFRD）の負担額

（EAFRD contribution） 

85 条 欧州農業農村振興基金（EAFRD）の負担率

（EAFRD contribution rates） 

86 条 予算の 低及び 大割合（Minimum and 

maximum financial allocations） 

87 条 気候変動関連施策への支出額のトラッキン

グ（Tracking climate expenditure） 

88 条 参考予算配分（Indicative financial 

allocations） 

89 条 各支払の予算額の差異（Variation of the 

unit amount） 

90 条 直接支払と欧州農業農村振興基金

（EAFRD）の予算間の移転の柔軟性（Flexibility 

between direct payments allocations and EAFRD 

allocations） 

第５編 CAP 戦略計画（CAP STRATEGIC PLAN） 

１章 一般要件

（GENERAL 

REQUIREMENTS） 

  

91 条 CAP 戦略計画（CAP Strategic Plans） 

92 条 環境及び気候変動に関する野心的目標

（Increased ambition with regard to 

environmental- and climate-related 

objectives） 

93 条 CAP 戦略計画の構造（CAP Strategic Plan 

architecture） 

94 条 手続き要件（Procedural requirements） 

２章 CAP 戦略計

画の内容

（CONTENT OF THE 

CAP STRATEGIC 

PLAN） 

  

95 条 CAP 戦略計画が含む項目（Content for the 

CAP Strategic Plans） 

96 条 ニーズ評価（Assessment of needs） 

97 条 介入戦略（Intervention strategy） 

98 条 複数の介入に共通する要素（Elements 

common to several interventions） 

99 条 介入（Interventions） 
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100 条 ターゲット目標と財政計画（Target and 

financial plans） 

101 条 管理及び調整システム（Governance and 

coordination systems） 

102 条 近代化（Modernisation） 

103 条 添付資料（Annexes） 

104 条 CAP 戦略計画における委員会の委任権限

（Delegated powers for the content of the CAP 

Strategic Plan） 

105 条 CAP 戦略計画における委員会の実施権限

（Implementing powers for the content of the 

CAP Strategic Plan） 

３章 CAP 戦略計

画の承認及び修正

（APPROVAL AND 

AMENDMENT OF THE 

CAP STRATEGIC 

PLAN） 

  

106 条 CAP 戦略計画の承認（Approval of the 

CAP Strategic Plan） 

107 条 CAP 戦略計画の修正（Amendment of the 

CAP Strategic Plan） 

108 条 委員会による処置期間の計算

（Calculation of time limits for Commission 

actions） 

109 条 委任権限（Delegated powers） 

 

第６編 調整及び管理（COORDINATION AND GOVERNANCE） 

  

110 条 監督機関（Managing Authority） 

111 条 モニタリング委員会（Monitoring 

Committee） 

112 条 加盟国イニシアティブへの技術的支援

（Technical assistance at the initiative of 

the Member States） 

113 条 共通農業政策に関する国及び EU ネットワ

ーク（European and national Common 

Agricultural Policy Networks） 

114 条 欧州革新パートナーシップ-農業の生産性

と持続可能性-（European Innovation 

Partnership for Agricultural Productivity and 

Sustainability） 

 

第７編 モニタリング、報告、評価（MONITORING, REPORTING AND EVALUATION） 

１章 実績フレー

ムワーク

（PERFORMANCE 

FRAMEWORK） 

  

115 条 実績フレームワークの制定

（Establishment of the performance 

framework） 

116 条 実績フレームワークの目的（Objectives 

of the performance framework） 

117 条 電子情報システム（Electronic 

information system） 

118 条 情報提供（Provision of information） 

119 条 モニタリング手続（Monitoring 

procedures） 

120 条 実績フレームワークにおける委員会の実

施権限（Implementing powers for the 

performance framework） 

２章 年間実績報

告書（ANNUAL 

PERFORMANCE 

REPORTS） 

  

121 条 年間実績報告書（Annual performance 

reports） 

122 条 年間レビュー会合（Annual review 

meetings） 

３章 環境及び気

候変動に関する優

れた取組へのイン

センティブ制度

（INCENTIVE 

  123 条 実績ボーナス（Performance bonus） 
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SYSTEM FOR GOOD 

ENVIRONMENTAL 

AND 

CLIMATE 

PERFORMANCE） 

124 条 実績ボーナスの帰属（Attribution of 

the performance bonus） 

４章 CAP 戦略計

画の評価（CAP 

STRATEGIC PLAN 

EVALUATION） 

125 条 事前評価（Ex-ante evaluations） 

126 条 CAP 戦略計画の実施期間中及び事後の評価

（Evaluation of CAP Strategic Plans during 

the implementation period and ex post） 

５章 委員会によ

る実績評価

（PERFORMANCE 

ASSESSMENT BY 

THE COMMISSION） 

127 条 実績評価（Performance assessment and 

evaluation） 

128 条 コアセット指標に基づく報告（Reporting 

based on a core set of indicators） 

129 条 一般条項（General provisions） 

第８編 競争的条項（COMPETITION PROVISIONS）
130 条 事業に適用されるルール（Rules 

applying to undertakings） 

131 条 国家補助（State aid） 

132 条 加盟国による追加的資金供給

（Additional national financing） 

133 条 加盟国の財政措置（National fiscal 

measures） 

第９編 一般及び 終条項（GENERAL AND FINAL PROVISIONS）

１章 一般条項

（GENERAL 

PROVISIONS） 

134 条 特定の問題を解決するための委員会の措

置（Measures to resolve specific problems） 

135 条 EU 外部地域及びエーゲ海小諸島への適用

（Application to the outermost regions and 

the smaller Aegean islands） 

２章 情報シス

テム及び個人情

報の保護

（INFORMATION

SYSTEM AND

PROTECTION OF

PERSONAL

DATA）

136 条 情報及び文書の取り扱い（Exchange of 

information and documents） 

137 条 個人情報の取り扱い及び保護

（Processing and protection of personal 

data） 

３章 委任権限

及び実施条項

（DELEGATIONS 

OF POWER AND 

IMPLEMENTING 

PROVISIONS） 

138 条 委任の行使（Exercise of delegation） 

139 条 委員会による手続き（Committee 

procedure） 

４章 終条項

（FINAL 

PROVISIONS） 

140 条 旧規則の廃止（Repeals） 

141 条 旧規則への経過措置（Transitional 

measures） 

142 条 本規則の発行と適用（Entry into force 

and application） 




