
３．米国 2008 年農業法の WTO 協定整合性について 
  
本節においては、米国 2008 年農業法のWTO協定整合性について検討する。WTO農業協

定は加盟国に三つの義務、すなわち国内支持、市場アクセス、輸出補助金 1

 

に関する義務を

課しているところ、本節では米国との関係で特に問題となる国内支持に絞って、2008 年農

業法のWTO協定整合性について分析する。以下では、まず１．WTO農業協定が国内支持に

関してどのような規律を行っているかをまとめる。次に、２．DDAにおいて国内支持につ

いてどのような議論がなされているかについて、2008 年 12 月に出された議長案を基に概観

する。そして、３．2008 年農業法がどのような国内支持措置を設けているかを確認したう

えで、４．2008 年農業法とWTO農業協定の整合性、及び５．2008 年農業法とDDAの整合性

についてそれぞれ検討する。 

３．１．WTO農業協定における国内支持の規制 2

 2008 年農業法のウルグアイ・ラウンド（UR）及びドーハ開発アジェンダ（DDA）整合

性を検証する前提として、まず WTO 農業協定上の国内支持に関する規制について簡単に確

認しておく。WTO 協定において補助金一般は SCM 協定（補助金及び相殺関税に関する協

定）が規律している。しかしながらこの一般原則とは異なるルールを設けているのが農業

協定である。農業協定では国内支持を、緑の政策（貿易歪曲性なし：削減対象外）、青の政

策（特定の要件を満たす：削減対象外）、黄の政策（貿易歪曲性あり：削減対象）に分類し

ている。 

 

 
３．１．１．緑の政策 

緑の政策は、貿易歪曲性がないか最小限の政策とされており、削減対象外となっている。

具体的には農業協定附属書二に明記されているが、①政府の公共支出によるものであり、

政府の施策を通じて行われること、②生産者価格を支持するものではないこと、が基本と

され、試験研究、基盤整備、食料安全保障のための公的備蓄、生産者に対する直接支払な

どが該当する。 

生産者に対する直接支払の場合、①生産量・価格と切り離されたものであること、②所

得のセーフティネット措置・構造改善措置上の補助金であること等が条件として求められ

ている。 

 

                                                   
1 輸出補助金については、従来、EU が多用していた措置であるものの、2005 年の香港閣僚宣言

において、2013 年までにすべての形態の輸出補助金の撤廃が合意された。但し、米国が多用す

る輸出信用のうち、償還期間が 180 日以内のものは撤廃対象外となる等、一部例外措置も残され

ている。 
2 以下の「国内支持」に関する記述については、滝川敏明「WTO 法 実務・ケース・政策」三

省堂 2005 年を参照。 



３．１．２．青の政策 

青の政策は、直接支払いのうち、特定の要件を満たす政策とされており、削減対象外と

なっている 3

 

。具体的には、生産制限の下で支出される直接支払いがこれに該当する。なお、

1996 年以前の米国農業法における不足払い（the target price deficiency payment）がそれにあ

たるものの、1996 年農業法でこれを撤廃、1997 年以降、米国はWTOに対して青の政策に該

当する補助金はないとの通報を行っている。 

３．１．３．黄の政策 

黄の政策は、最も貿易歪曲的な国内支持とされる。具体的には、緑の政策、青の政策、

及びデミニミス（後述）以外の国内支持はすべて黄の政策に該当し、市場価格支持、ロー

ン不足払い等がこれに該当する。UR 交渉では各国の 1986-1988 年の実績を 20%削減するこ

とが合意されている。 

 
３．１．４．デミニミス 

 デミニミスとは、農業生産額の 5%以下の国内支持を指し、生産全体に大きな影響は与

えないとされ、削減の対象外とされている。 

 
３．２．農業議長テキスト 

 2005 年の香港閣僚宣言では、、WTO加盟国は国内支持に関して、①支持水準が高い順

に 3 階層（A.EU、B.日本、米国、C.その他の国）に分け、高階層ほど大きく定率削減する

こと、②低い階層に属し相対的な黄の政策（総合AMS）の高い先進国は追加的削減努力を

行うこと等について合意した。同合意に基づいて、交渉が継続された結果、2007 年 7 月に

は農業議長テキスト、更に 2008 年 12 月には再改訂議長案が提示されている。本節におい

ては、再改訂議長案における国内支持の内容について概観する 4

 
。 

３．２．１．緑の政策 

緑の政策については、現行の枠組みを基本的に維持し、削減の対象外とされている。 
 
３．２．２．青の政策 

従来の生産制限の下での直接支払に加え、生産を義務づけない直接支払（新青の政策）

を青の政策として追加する。また青の政策全体の上限を農業総生産額の 2.5%に設定すると

ともに 5、品目別にも上限を設定するものとされている 6

                                                   
3 農業協定 6 条 5 参照 

。 

4 以下の記述に関しては、全国農業協同組合中央会「WTO 用語集付録 6 ファルコナー農業交渉

議長による農業モダリティ案の概要（2007 年 7 月 17 日提示）」 available at 
http://www.zenchu-ja.or.jp/food/wto/wtokanrenyougo/168.html を参照。 
5 実施期間の初日から適用。 

http://www.zenchu-ja.or.jp/food/wto/wtokanrenyougo/168.html�


 
３．２．３．黄の政策（総合 AMS） 

黄の政策（総合 AMS）とは、品目別に算出される国内助成合計量（AMS＝市場価格支持

相当額＋黄の政策に該当する直接支払いの額）と品目が特定されない助成合計量の総計の

ことを指す。2004 年のモダリティ枠組み合意、2005 年の香港閣僚会合では、総合 AMS の

削減について 3 階層の階層方式により削減することが合意された。 

階層方式に従い、総合AMSの最終（2000 年）約束水準が 400 億米ドル超の加盟国（EU）

については 70%削減、150 億米ドル超～400 億米ドル以下（米国、日本）については 60%削

減、そして 150 億米ドル以下については 45%削減とされている 7

 

。米国は 150 億米ドル～400

億米ドルに該当し、76 億米ドルまでの削減とされている。また品目別AMSについても、1995

年－2000 年の平均が上限として設けられている。但し米国については、1995 年－2000 年の

品目別AMS合計の平均を 1995 年－2004 年の品目別の実績で按分した値とされている。 

３．２．４．デミニミス 

 デミニミスについては 50%削減とされるとともに、貿易歪曲的国内支持の全体削減率

の達成に必要なだけ更に削減との規定も設けられている。 

 
３．２．５．貿易歪曲的国内支持全体（OTDS） 

議長テキストでは、貿易歪曲的国内支持（黄の政策、青の政策、デミニミス）の全体削

減についても規定している。具体的には、階層方式に従い、①国内支持が 600 億米ドル超

の加盟国（EU）は 80%の削減、②100 億米ドル超～600 億米ドル以下（米国、日本）につい

ては 70%削減、そして 100 億米ドル以下については、55%の削減が義務づけられている 8。

米国は 100 億米ドル～600 億米ドルのグループに該当するため、145 億米ドル 9

 

までの削減

が義務づけられている。 

                                                                                                                                                     
6 1995 年－2000 年の実績の平均、ただし、米国が新青の政策を実施する場合の上限は、青の政

策全体の上限（農業総生産額の 2.5%）を、2002 年農業法で定められた品目別の最大支出額の比

率で按分した値の[110][120]%とされている。 
7 また追加的努力として、総合ＡＭＳが 95-00 年の農業総生産額平均の 40%以上の先進国は、中

位階層に属する場合は最上位階層の削減率との差に相当する部分を追加的削減。最下位階層に属

する場合は中位階層の削減率との差の半分を追加的削減するものとされており、日本が該当。 
8 また追加的努力として、貿易歪曲的国内支持全体が農業総生産額の 40%以上の中位階層に属す

る先進国は、最上位階層と中位階層の削減率の差の半分を追加的に削減するとされており、日本

が該当。 
9 2008 年 7 月の主要閣僚会合においてアメリカは自ら 150 億米ドルまでの削減を提示した。こ

れを受け、議長案は 70%削減（145 億米ドル）という数字を提示している。 



３．３．2008 年農業法の内容 10

 2008 年農業法（The Food, Conservation and Energy Act of 2008）は、アメリカの農業政策

を漸次的にWTOルールに対応した形に変化させたい政府と、農家の所得保証を第一目的と

し、手厚い国内助成を継続させたい議会(農業団体)との対立のもと、ブッシュ政権(当時)の

反対を押し切った形で 2008 年 6 月に成立した。本節においては、2008 年農業法によって定

められた各政策の内容について、国内支持に焦点を絞って概観する

 

11

 
。 

３．３．１．直接固定支払（Direct Payment） 

「直接固定支払（Direct Payment）」は、市場に関係なく毎年一定額の補助金 12が生産者

に対して支払われる制度である。生産物に関係なく支払われるので、デカップリングされ

た制度と言える。導入の経緯としては、1973 年より 20 年間続いていた、「不足払制度」が

廃止され、その代替として 1996 年農業法から導入された制度 13

 

で、1996 年農業法失効とと

もに廃止される予定であったが、2002 年農業法以降も継続している。2003 年から 2006 年

までの平均で総額 49.1 億米ドルが支給され、1 農場平均 9,960 米ドルが農家に対し支払われ

ている。 

３．３．２．価格変動対応型支払 

 「価格変動対応型支払（Counter Cyclical Payment：新しい不足支払、以下CCP）」は、小

麦・コメ・トウモロコシなどの作物ごとに目標価格を設定し、市場価格と目標価格の差額

を補填する制度である 14。具体的にはCCPは、(1)「目標価格」と「市場価格 15とローンレ

ートのいずれか高いほう＋固定支払い」の差(＝不足分)を支払う制度であり、(2) 不足支払

いの算定に際し使われる生産量は、現在の生産量ではなく過去の生産量 16

米国は、1998 年のアジア危機を発端に続いた穀物価格の低下によって固定支払いだけで

は農家の所得水準を維持することが困難になってきたことを受け、不足額を農家に支払う

システムとして「市場損失補償（Market Loss Payment; MLP）」を導入した。この MLP が 2002

年農業法において CCP として確立し、2008 年農業法でも継続されている。 

を用いるという特

色がある。 

 
                                                   
10 2008 年農業法の詳細については、第 1 章４．「米国 2008 年農業法と EU2008 年 CAP 改革の比

較」を参照のこと。 
11 以下の記述に関しては、農林統計出版『価格高騰・WTO とアメリカ 2008 年農業法』(服部信

司 著)を参照。 
12 一人当たり 4 万米ドルの上限が定められている。 
13 廃止と代替の理由は、固定支払に代えることによって政府の支出を抑制したかったためであ

る。 
14 WTO 用語集第 6 版(平成 19 年 10 月)を参照, available at, 
http://www.zenchu-ja.or.jp/food/wto/wtokanrenyougo/014.html 
15 当該作物の生産者の全国平均販売価格を意味する。 
16 過去の作付面積と過去の単価収入を意味する。 

http://www.zenchu-ja.or.jp/food/wto/wtokanrenyougo/014.html�


３．３．３．平均作物収入選択プログラム（ACRE） 

 「平均作物収入選択プログラム(Average Crop Revenue Election Payment , 以下ACRE)」制

度は、CCPに代わる選択肢として農家に与えられた制度であり、2008 年農業法で初めて導

入された。なお、ACRE導入後は、米国農家が 2008 年農業法の下で選択できるパッケージ

は次の 2 通りとなっている。(1)直接固定支払い＋価格支持融資制度 17＋価格変動対応型支

払い(CCP)、若しくは(2)直接固定支払い×80％＋価格支持融資制度×70％＋ACREである。以

上の組み合わせを農家は自由に選択し、申請することにより補助金等の受給が始まる。ま

たACREの大きな特徴のひとつとして、州ベースの収入を基に収入保証の基準額を算出して

いる点、またその基準額を算出する際に全国平均市場価格の 12 ヶ月平均を利用する点が上

げられる 18

 
。 

３．４．2008 年農業法とURの整合性 19

上述のとおり、WTO の現行農業協定は国内支持を 3 種類に分類している。すなわち、緑

の政策、青の政策そして黄の政策である。UR では黄の政策について、「市場価格支持額」

に「価格支持の効果を有する補助金額（例：不足払い等）」を加えた額を国内助成合計量

（Aggregate Measurement of Support; AMS）とし、その総額を 6 年間で 20％削減することが

合意された。米国の場合、AMS の上限は 2001 年以降、191 億米ドルとなっている。なお、

農業生産額の 5%以内の国内助成はデミニミスという形で削減の対象外とされている。1995

年から 2008 年における米国の国内支持の WTO への通知をみると、以下のとおりとなって

いる。 

 

                                                   
17 価格支持融資制度とは、作物の市場価格が融資単価(農民の最低販売価格を保障するもので、

価格支持水準と言うこともできる。) を下回った場合に発生する補助金であり、当該作物を輸

出した場合には輸出補助金として機能する。輸出補助金の性格を帯びた国内助成であるため、こ

の制度の詳細については割愛する。 
18 詳細については、服部信司『価格高騰・WTO とアメリカ 2008 年農業法』農林統計出版 67 頁

以下のほか、European Commission, The US Farm Bill 2008 and Comparison with the EU CAP After 
Health Check, available at 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=26651, 
hereinafter EC (2009)を参照のこと。 
19本節の記述にあたっては、同上 EC (2009)を参照した。 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=26651�


図表 1－4 米国の通報済国内支持 
単位：10 億米ドル 

 
出所：欧州委員会 "The US Farm Bill 2008 and Comparison with the EU CAP after Health Check" 

a/ デミニミスは黄の政策として通報されなかった国内支持すべてを足し上げ    
b/ 現在緑の政策として通報されているピーナッツとたばこは除いた     
c/ 非産品別支持に加算することによりデミニミス基準を越える場合にのみ、直接支払を加算 
d/ 緑の政策の直接支払をデミニミスと黄の政策に加算     

      
 
図表 1－4 のとおり、緑の政策は大幅に増加している。1996 年農業法による不足払いの撤

廃により青の政策に関する通知はゼロとなっている。他方、緑の政策における支払いの増

加率ほどには、AMS は減少していない。すなわち、1999 年から 2008 年にかけて緑の政策

が 498 億米ドルから 815 億米ドルに増加しているのに対して、AMS は 168 億米ドルから 62

億米ドルへの減少に留まっている。 

 
３．４．１．緑の政策 

 米国によるAMS通報によれば、国内支持措置のうち、直接固定支払や食料支援プログラ

ムを緑の政策として通報。緑の政策を通した国内支持は増加傾向にあり、2008 年には 815

億米ドルを通報。WTOに通知されている米国最大の緑の政策は国内食料支援プログラム

（domestic food aid program）である。具体的には、補助的栄養支援プログラム（SNAP : 旧

フード・スタンプ・プログラム）が 393 億米ドル、児童栄養プログラム（Child Nutrition 

Programs）が 139 億米ドル等、合計 605 億米ドルの予算が使われている。またデカップリン

グされた所得支持（decoupled income support） として通報されている直接支払いの緑の政

策内で占める割合も大きく 20

 

、48 億米ドルが使用されている。また、その他一般役務（general 

service ）や公的備蓄（public stockholding）、災害救済補助金（disaster relief subsidy） 等も緑

の政策として通知されている。 

                                                   
20 但し、前掲の服部信司『価格高騰・WTO とアメリカ 2008 年農業法』115 ページでは、野菜・

果樹の作付けが除外されていることから、固定支払いは完全な緑の政策ではないとの見解も示さ

れている。 



３．４．２．青の政策 

 現在、青の政策は米国においては利用されていない。 
 
３．４．３．黄色の政策 

CCPやACREは現行WTO農業協定のもとでは黄色の政策に該当する 21

黄色の政策は２つの要素から成り立っている。すなわち、品目特定と品目非特定の国内

支持である。2008 年の品目別の米国の貿易歪曲的な支持の大部分は、綿花（11 億米ドル）、

乳製品（39 億米ドル）、砂糖（11 億米ドル）向けのもので、総額 69 億米ドルとなっている

。黄色の政策の下で

の支持政策に基づく支払額は、年によって大きく変化する。これは政策における変化より

も価格や生産量における変動を反映している。 

22。

CCP といくつかの作物保険補助金は品目非特定の国内支持として通報されており 23

 

、総額

59 億米ドルとなっているものの、以下に見るとおり、すべてデミニミス扱いとなっている。 

３．４．４．デミニミス条項 

米国の WTO への通知においてデミニミス条項は大きな役割を果たしている。デミニミス

条項により、各国は AMS の上限を算出する際に小規模のプログラムを除外している。農業

協定では、農業総生産額の 5%以内の助成や、特定品目への助成規模が生産額の 5％以下の

場合、AMS の上限から除外することができる。アメリカはこの条項を大いに活用し、AMS

から除外しながら事実上多くの補助金を農家に対して支払ってきている。 

もし米国がデミニミス条項を用いることができていなければ、2005 年には 191 億米ドル 

の上限にほぼ到達していたことになる。デミニミスは「品目別の国内支持」と「品目を特

定しない国内支持」に別々に適用される。このため、米国は品目別国内支持の一部のみを

デミニミスに指定する一方で、品目を特定しない国内支持においてはそのすべてをデミニ

ミスに指定している。 

 
３．５．2008 年農業法と DDA の整合性 

３．５．１．緑の政策 

 2008 年 12 月の改訂議長案では、現行協定の枠組みを原則として維持し、緑の政策は引き

続き、削減対象外とされている。米国の緑の政策は、2008 年農業法のもとで大幅に増加し、

2012 年には 900 億米ドルに達すると予想されている。緑の政策の分野においては WTO に

おける制約は一切影響を受けないが、今後、直接固定支払のように緑の政策に分類されて

                                                   
21 その他、酪農製品や砂糖に対する市場価格支持（market price support）も黄色の政策として

WTO に通報されている。市場価格支持の総額は 40 億米ドルとなっている（但し、デミニミス分

を含む） 
22 デミニミス分を含む。 
23 CCP は市場価格にリンクしているが、固定された生産量に基づいており、生産量と無関係に

提供される。24 全国農業協同組合中央会『WTO 用語集第 7 版』を参照。 



いた政策が、黄色の政策のもとに分類される可能性もある。その場合米国の AMS は上限を

超えてしまう可能性が高いため、米国は直接固定支払を AMS として計上することを避ける

ため、法律を改正し野菜と果樹を含む作付けの全面自由化に移行すると予測されている。 

 

３．５．２．青の政策 

 2008 年農業法の下で定められた政策のうち、CCPは 2008 年 12 月の改訂議長案では青の

政策に分類される。アメリカは、現WTO交渉においてCCPを削減対象から外すことを目標

にし、2004 年 7 月の枠組合意においてCCPを「新・青の政策」に位置づけることに成功し

た。具体的には、青の政策の定義として、“生産制限の下での直接支払”という条件に加えて、

「生産が求められない直接支払いであり、一定の固定した面積や生産に基づき、

かつ基準となる生産水準の 85％以下の生産について行われるもの」24

ドーハモダリティにおいては綿花の品目別AMSの上限が大幅に下げられる可能性がある。

しかし綿花の品目別 AMS の上限が極端に下げられても、綿花に対する CCP が青の政策と

して分類される可能性がある。いくつかのシミュレーションによると綿花生産者は、ACRE

ではなく CCP を利用し続ける可能性が高いとされるため、綿花に対する支持政策の大部分

が青の政策に分類され、米国が綿花の分野における WTO 抵触を免れることができる可能性

がある。 

という条件

を加えるかについて議論がなされた。その結果、CCPは「新・青の政策」として

追加された。なお、2008 年 12 月の改訂議長案では、｢青の政策｣の全体上限、及び品目

別上限が設けられている。 

 
３．５．３．黄色の政策 

2008年 12月の改訂議長案では、米国は 150億米ドル～400億米ドルのグループに該当し、

76 億米ドルまでの削減が義務づけられている。 また、品目別のＡＭＳ上限は、1995 年－

2000 年の品目別 AMS 合計の平均を 1995 年－2004 年の品目別の実績で按分した値とされて

いる。WTO に通知されている品目別 AMS の総計は、76 億米ドルの上限に接近している。

市場価格が下がればいくつかの品目別の黄色の政策における支持価格が大きくなり、デミ

ニミスを超える可能性がある。米国が総合 AMS の上限、及び品目別 AMS の上限を超える

危険性は、市場価格が突如急落し、ACRE 支払いが拡大し、その結果マーケティング・ロー

ン関連の支払いが増加したときに品目別 AMS の総計が 76 億米ドルの上限や各品目の上限

を超えるという形で生じうる。 

 

３．５．４．デミニミス 

アメリカがデミニミス条項を大いに活用し、AMS から除外しながら事実上多くの補助金

                                                   
24 全国農業協同組合中央会『WTO 用語集第 7 版』を参照。 
http://www.zenchu-ja.or.jp/food/wto/wtokanrenyougo/001.html  

http://www.zenchu-ja.or.jp/food/wto/wtokanrenyougo/001.html�


を農家に対して行ってきているので、AMS の削減努力の中では、ACRE に代表される｢黄色

の政策｣だけでなく、デミニミス条項下で位置づけられる｢品目非特定の国内支持｣も削減し

なければならなくなってきているのは明らかである。 

品目を特定しない国内支持においては、昨今デミニミスの上限を超えなかったため、総

合 AMS として通知されることはなかった。しかしドーハ合意においてはこのデミニミスの

上限が下げられる。新しいデミニミスの上限は 5%ではなく 2.5%である。市場価格が下がり、

新しい不足支払が発生したら、品目を特定しない黄色の政策は容易にその上限を超えてし

まう可能性がある。 

 
３．５．５．貿易歪曲的国内支持全体（OTDS） 

2008 年の改訂議長案においては、貿易歪曲的な国内支持政策全体に対する制限が課され

ると明記されている。これにより米国においては、AMS＋デミニミス＋青の政策の総計が

145 億米ドルに制限される。しかしこの制約は総合 AMS における制約ほど米国の農業政策

にとって切迫したものとはならない見通しである。 

 
３．６．まとめ 

以下、本節のまとめとして、欧州委員会分析ペーパーである “The US Farm Bill 2008 and 

Comparison with the EU CAP After Health Check” の見解を紹介したい。 

同ペーパーは、2008 年のドラフトに近いドーハ合意が成立したら、2008 年農業法修正の

圧力が生じることは必至である。最も修正を迫られる分野は国内支持における砂糖と綿花

に対する政策であるとの評価をしている。 

 そのうえで同ペーパーは、農業法の成立過程は大方議会にゆだねられており、大統領に

は十分にその意思を農業法に反映させる術がない。議会は 2008 年農業法の作成においてド

ーハ交渉に対してほとんど関心を示してこなかった。2002 年農業法は米国の WTO 整合性

を保つために農務省に支払いにおける調整を行う権限を付与する条項を設けた。しかしこ

の条項のもつ効力は不明確であるとする。 
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