
４．米国 2008 年農業法と EU2008 年 CAP 改革の比較 
 

DDA 交渉においては、米国農業法に加え、EU の CAP 改革も大きな影響を及ぼす。米国

も EU も国内法の改正動向を踏まえ、通商交渉の着地点（合意できるポイント）を決定する

からである。米国における 2008 年農業法の制定と時を同じくして、EU においても従来の

CAP 政策の見直し作業（ヘルス・チェック）が行われ、三つの理事会規則が改正された。

DDA 交渉に資するという本調査の目的を踏まえ、本節では DDA 農業合意の内容に大きな

影響を及ぼしうる米国2008年農業法とEU2008年ヘルスチェックの内容を比較・分析する。 

 

米国 2008 年農業法とEU2008 年CAP改革（ヘルス・チェック）に伴う改正EC理事会規則）

の比較・分析を行う。分析にあたっては、WTO農業協定の規制する三分野、すなわち、国

内支持、市場アクセス、輸出補助金 1

                                                   
1 2004 年に合意された農業モダリティの枠組みでは、輸出補助金および、輸出信用や国家貿易

企業の活動などの輸出補助金的要素について一定期日までに撤廃する方向で合意し、2005 年の

香港閣僚宣言では 2013 年までに全ての形態の輸出補助金を撤廃することに合意されている。 

のうち、国内支持に焦点を当て分析を行う。具体的に

は、国内支持のうち所得補償と価格支持のふたつの観点から両国の制度を比較する。所得

補償については、直接支払制度に加えて、不足払い制度（CCP）や平均作物収入選択プログ

ラム（ACRE）といった米国の個別制度も取り上げて、EUの制度と比較する。価格支持に

ついては、酪農品、砂糖、綿花といった作物ごとに米国とEUの制度比較を実施する。 



 

４．１．はじめに －政策目標の違いについて－ 

 米国農業法と EU ヘルスチェックの詳細な比較にはいる前に、まずそれぞれの政策の政策

目標の違いについて簡単にまとめておきたい。以下では、①世界市場を見据えた米国と EU

の異なる意図、②生産支持、③安全網と景気循環政策の三つの観点から、両政策の目標の

違いを比較する。 

 

図表 1－5 米国農業法と EU ヘルスチェックの政策目標の違いについて 

  米国 EU 

世界市場を見据えた米

国と EU の異なる意図 

FCEA においては米国を世界における

最大の食糧供給国たらんとする米国の

意図が顕著に現れている。Increased 
productivity (research, extension) や
structural policies (Infrastructure)だけで

なく、生産支援等様々な政策を盛り込

んでいる。 

CAP において EU はより農家に世

界市場における競争力を持たせる

ことを掲げており、市場志向型農

業への転換に向けた改革の方向を

更に進めると共に、持続的農業の

強化の観点から、気候変動や水資

源管理といった新たな課題への取

り組みを強化するものとなってい

る。 

生産支持 
（Production support） 

FCEAではEUのような動きは見られず

guranteed price のいくつかを上げた上

に、coupled payment の可能性を拡大さ

せている。 

ヘルスチェックは decoupled 
support をさらに推進すると共に、

市場介入から更に撤退を行ってい

る。 

安全網と景気循環政策 
（Safety nets and 

countercyclical policies） 

FCEA は 2002 年農業法の規定を大体に

おいて維持しており、loan payment や
administrative priceに関しては2002年の

ものから更に増加させている。ACRE
や SURE プログラムの導入を通し、よ

りいかなる状況下においても適切な価

格と収入水準を生産者に対して保障す

る仕組みとなっている。 

ヘルスチエックにおいては、デカ

ップリングの徹底、市場介入措置

の縮小､生産調整の廃止等を通じ、

市場を通じた所得の確保を図る方

向への転換を進めている。 

出所：MURC 作成 

 

４．１．１．世界市場に対するスタンスの違い 

４．１．１．１．米国 

より大きな市場を志向する政策（greater market orientation）やデカップリングされた支払

い（decoupled payment）そしてより貿易歪曲的でない支援形態の先鞭を切ったのは 1996 年

の米国の農業法（FAIR Act）であったが、その後この路線を推進したのは EU であった。米

国は 2002 年に 1996 年の路線を大幅に転換してしまったとされる。 

米国は世界の食糧需要に応える使命を強調し、広大な土地、大きな農業構造そして土壌

という利点を活用することが、政策目標とされている。すなわち、2008 年農業法には米国

の農業の競争力強化を促進する政策が多く盛り込まれている。具体的には、生産性の向上、

農業構造政策、生産支持を通じた生産と輸出の促進、リスクマネージメント、輸出促進の



ための政策である。2008 年農業法においては米国を世界における最大の食糧供給国たらん

とする米国の意図が顕著に現れているといえよう 2

 
。 

４．１．１．２．EU 

欧州は小さい農業構造と大規模な農業就業人口を抱えているという点で米国に比べて利

点が少ない。欧州の 1980 年代の世界における主要な輸出国という地位は輸出補助金等の政

策により実現した。1990 年代に入ると、EU は、上述の政策にかかる費用負担の増加や GATT

への対応から、域内における支持価格を引き下げ、これによる生産者の所得の減少は直接

支払いで補償する政策への転換を図ってきた。 

さらに、1999 年以来の CAP の方向性からすると EU は農家をより国際市場に対応できる

組織に成長させたいという思惑を持っていたと考えられる。ヘルスチェックにおいても、

第一の柱である直接支払いから第二の柱である農村開発への財源の再配分（モジュレーシ

ョン）の強化を通じ、持続可能で競争力のある欧州農業の実現を目的とした農村のインフ

ラ近代化・生産性向上等の取り組みが図られている。 

 

４．１．２．生産支持  

※国内支持制度の詳細な比較については、前節を参照のこと。 

４．１．２．１．米国 

2008 年農業法においてはいくつかの保証された価格を引き上げ、カップリング支払いの

可能性を拡大させている 3

４．１．２．２．EU 

。 

ヘルスチェックと 2008 年農業法は異なる行動様式をとっている。ヘルスチェックはデカ

ップリングをさらに推進すると共に、市場介入からも更なる撤退を行っている。多くの場

合、介入価格はセーフティネットとしてのみ機能している。このような動きは 2008 年農業

法においては見られない。EUの市場価格支持等の政策からの乖離はWTO法を遵守するため

と説明されるが、実際は農業政策にかかる大規模な予算を削減したいという思惑が働いて

いる 4

 

。 

４．１．３．安全網と景気循環政策 

４．１．３．１．米国 

ヘルスチェックと 2008 年農業法の主な違いは後者がCCP等セーフティネットを増加させ

                                                   
2 前掲注 70, p86, available at 

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

し、財源に関する国内世論の合意があるかどうかについては、注意する必要がある。 
3 同上 p85. 
4 同上 

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


るのに対し、前者が生産と切り離された直接支払を中心とした政策を実施している点であ

る。2002 年農業法はより多くの支払いを市況とリンクさせた。2008 年農業法は 2002 年農

業法の規定をほぼすべて維持している。新しいACREやSUREプログラムの導入を通し、い

かなる状況下においても適切な価格と収入水準を生産者に対して保障する仕組みとなって

いる 5

 

。 

４．１．３．２．EU 

EU の直接支払は生産者にとってセーフティネットとしての役割を果たしてきたが、2008

年のヘルスチェックにおいて、主に直接支払いから成る第 1 の柱の削減率を高め、それに

より生じる財源を第 2 の柱である農村開発政策（地球温暖化対策や水資源管理等の新たな

課題に対する取り組み）に振り向ける政策が採用されている。 

 

４．１．４．その他 

４．１．４．１．米国 

その他、EU のヘルスチェックと比較すると、米国の政策はよりリスク対処に優れたもの

であるといえる。すなわち、農家を旱魃、洪水等の天災から保護する政策が強化されてい

る。また米国においては、低所得の消費者向けの政策が農業政策とリンクしている点も、

その特徴のひとつである。すなわち、栄養プログラム（nutrition program）や低所得者向け

食糧費補助対策等の政策が、2008 年農業法とリンクする形で低所得の消費者向けに実行さ

れている。 

 

４．１．４．２．EU 

米国と比較すると、EUのヘルスチェックにおいては、災害に対するリスク対策は最小限

なものとなっている 6。また、CAPは歴史的にみると、高関税、価格保障政策等により食料

品の価格を上昇させてきたことから、必ずしも（低所得者を含む）消費者を優遇してきた

とはいえない。これらの問題は最近の改革により一部は改善されているが、依然解消され

たわけではない。またEU域内では社会保障政策は依然として加盟国の管轄下にあるため、

EUとしてフードスタンプ制度のような政策を打ち出す構造になっていない点には留意が必

要であろう 7

 

。 

                                                   
5 同上 
6 同上 
7 同上,p86 



 

４．２．所得補償制度の比較 
所得補償制度について、米国と EU の政策の違いを比較する。具体的には、直接固定支払

制度やマーケティング・ローンといった米 EU 双方に存在する制度に加えて、価格変動対応

型支払い（CCP）や平均作物収入選択プログラム（ACRE）といった米国の個別制度を取り

上げることとする。 

図表 1－6 米国と EU の所得補償制度の比較 
  米国 EU 

農家の 
所得補償 

固定支払 

1996 年農業法において導入。政府が生産者に

毎年決まった額を支払うという制度。2008 年

農業法においては実質的には変更されず、ベ

ース耕地面積の変更に従い、レベルが 2%減

少したのみ。Planting restriction  は果物、野

菜、 wild rice にのみ適用される。 

2003 年改革により、それまで

品目別に分かれていた直接

支払いを統合した農場単位

の「単一支払い」が 05 年か

ら導入（理事会規則 1782／
2003）。単一支払いの金額は

00～02 年における直接支払

いの実績により固定され，生

産から切り離された（生産の

デカップリング）。何を（か

つどれだけ）生産しても支払

額は一定であり，生産の決定

は市場メカニズムによる。 

不足払 

米国において 2002 年農業法策定時に導入。

目標価格と「市場価格（生産者の全国平均販

売価格）＋固定支払」の差について不足払い

を行うとしている。また不足払いの算定にお

ける生産量は、現在の生産量ではなく、過去

の生産量（過去の作付面積と過去の単収）を

用いるとしている。2008 年農業法は目標価格

等に修正を施したのみである。 

EU には存在せず 

マーケティン

グ・ローン 

固定支払と新しい不足払いによる所得の保

証に加え、融資単価（目標価格の 3 分の 2 く

らい）の水準において農民の最低販売価格を

支持する、価格支持制度。穀物価格が融資単

価＝価格支持水準を下回った場合、生産者

は、価格支持を受ける権利を放棄することと

引き換えに、「融資単価―融資返済単価（郡

公示価格：カウンティ・レベルでの市場価格）

の直接支払いを受けられる。マーケティン

グ・ローンは実際に生産された作物に対して

生産者に最低価格保障を行う。商品は商品金

融公社に物理的に引き渡されるわけではな

い。消費者は需要と供給によって決定される

市場価格で農作物を購入できる。 

EU においても生産者が最低

価格を保障される仕組みが

存在。しかし米国の仕組みと

異なり、その商品を購入した

機関や民間企業が実際に作

物を手に入れる。したがっ

て、消費者は最低価格以下で

作物を購入することはでき

ない。第三国は米国、EU 双

方の仕組みに影響を受ける

ことになるが、EU の仕組み

の方がより直接的な影響力

を持つ。 

ACRE：Average 
Crop Revenue 

Election 
Payment 

(平均作物収

入・選択支払) 

2008 年農業法において導入された新しい仕

組み。州の収入（市場価格×単収）を基準。

従来の価格ベースではなく収入ベース。変動

する価格の平均を基準とするため、長期の市

場価格の低下においては従来のプログラム

ほど有効に農家を支援することはできない

が、主に smoothing instrument である。 

EU には存在せず 

出所：MURC 作成 



 

４．２．１．直接支払制度 

４．２．１．１．米国：直接固定支払制度 

 「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 8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。1996 年において 1973 年より 20 年間続いていた「不足払制度」が廃止された

ことに伴い、その代替として導入された制度である 9

 直接固定支払制度は、市場価格の変更とはほとんど無関係にかつ生産高からも切り離さ

れて（decoupled）支給される。すなわち、直接固定支払は契約面積（1995 年の作付面積）

の 85%に対して支払われた、単価は隔年の品目別支払額を契約生産量で除した額とされた。

受給資格者は、過去 5 年間（1991-95 年）に生産調整に参加した農家とされた

。当初、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。 

10

トウモロコシ、小麦、大豆、綿花及び米により、直接固定支払総額の 95%が占められて

おり、これらの作物に関して最近では毎年 50 億米ドル程度の直接固定支払が支給されてい

る。なお、2008 年農業法においては従来の固定支払制度は実質的には変更されず、基準面

積の 1.7%減少したのみとなっている

。 

11。なお、直接固定支払は現在の市場価格及び生産量

に関連して支給されるものではない一方、生産制限が課されているのは果物、野菜、wild rice 

のみとなっている 12

 

。 

４．２．１．２．EU：単一直接支払制度 13

EUにおいては、直接支払がCPA最大の予算項目となっている。2003 年改革により、それ

まで品目別に分かれていた直接支払いを統合した農場単位の「単一直接支払」が 2005 年か

ら導入された

 

14

                                                   
8 一人当たり 4 万米ドルの上限が定められている。 

。単一直接支払の額は 2000～2002 年における直接支払いの受給実績により

9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。 
10 服部信司『アメリカ農業・政策史』農林統計協会 2010 年、156 頁参照。なお、固定支払の総

額は 2003-2006 年度の 4 年間平均で年 49.1 億米ドル（5,300 億円）、１農場平均 9,690 米ドル（104
万円）となっていた(同 p6)。 
11 前掲注 70,EC (2009),p 34. 
12 同上, p 56. 
13 以下の記述については、平澤明彦「CAP 改革の施策と要因の変遷－1992 年改革からヘルスチ

ェックまで－」『農林金融』2009 年 5 月、15 項以下を参照した。 
14 是永東彦「2008 年 CAP 改革－『ヘルスチェック』の成果と意義」参照。なお、従来、加盟国

は、歴史モデル（各農業者の歴史的基準額にもとづく支払受給額）、地域モデル（各地域におけ

る農業者たちの受取額にもとづく均一支払受給額）、混合モデル（以上の２方式の組み合わせ、

静態的形態と動態的形態がある）のいずれかを選択できたところ、2008 年の改革により、加盟

国は、状況に応じて、次のいずれかの制度改正を行うことができることとなった。 
• 歴史モデル採用国は、地域の特性を考慮して受給単価を接近させる目的で、支払受給額の配

分の見直しを行うことができる（第 45 条） 
• 歴史モデル採用国は、地域モデルへ移行することができる（第 46 条） 



固定され、生産から離された（decoupled）。これにより何をどれだけ生産しても支払額は一

定であり、生産の決定は市場メカニズムによることになった 15

まず、デカップリングの全般化については、直接支払は 2010 年から原則として全て

。特に、2008 年のヘルスチ

ェックでは、①デカップリングの全般化と②モジュレーションの強化が行われたことが重

要である。 
16単

一直接支払いに移行する。これまでほとんどの加盟国が採用していた部分的デカップリン

グや、デカップリングされていなかった品目、あるいは残されていたデカップル補助金が

単一直接支払いに統合される。次に、モジュレーションの強化については、高額受給者の

累進的減額が導入された点が重要である。2003 年改革で導入された義務的モジュレーショ

ンは，直接支払いの受給額に関わりなく 5%を農村振興政策に移転するものであった。ただ

し各農業者の受給額 5,000 ユーロ以下の部分については、実質的に免除されていた 17。これ

に対してヘルスチェックでは、モジュレーションに関する規定の中で直接支払いが 5,000 ユ

ーロ未満の部分は対象外、5,000 ユーロを上回る部分については 10％、30 万ユーロを上回

る部分については 14％とすることが定められた。これによってモジュレーションによる減

額は正式に累進的となった 18

なお、今回のモジュレーション拡大による農村振興政策の追加的な財源は、「新しい挑戦」、

すなわち近年EUの重要な政策課題となってきた気候変動、再生可能エネルギー、水資源管

理、生物多様性に加えて、生産割当が廃止される酪農部門の支援、およびこれら５分野に

関するイノベーションのために、用いられることが認められている

。 

19

 

 

４．２．２．不足支払制度 

４．２．２．１．米国：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

                                                                                                                                                     
• 地域モデルの採用国は、受給額の接近のために過去の決定を見直すことができる（第 48 条） 
• これにより、加盟国が一度選択したモデルを変更する手続き規定を整備するとともに、過去

の補助金受給実績を反映する歴史モデルから、受給レベルの接近をもたらす地域レベルへの

移行を推進する仕組みとなったとされる 
15 Baccock 等によれば、米国における一部産品の生産制限や EU において認められている一部デ

カップリングを除き、米国及び EU の直接支払制度は生産者による生産計画決定にほとんど影響

を与えていないことが実証的に示されているとされる。前掲注 70、EC (2009)、p. 57 参照。 
16 原材料の内外価格差を補てんするための加工業者向け補助金も，廃止して単一支払いに振り

替えられる。部分的デカップリングの継続が認められる例外は繁殖雌牛や羊肉・山羊肉等である。 
17 受給額 5,000 ユーロ以下の農家については、モジュレーション相当額を追加的補助金として

支給することが認められていた。 
18 なお高額受給者の累進的減額は，欧州委員会の提案段階においてはより野心的なものであっ

た。この提案は大規模経営を抱える英国やドイツからの強い反発に遭い，結局実現した「累進的

モジュレーション」は，かろうじて累進的と言える程度にまで縮小している。 
19 平澤明彦「CAP 改革の施策と要因の変遷－1992 年改革からヘルスチェックまで－」『農林金

融』2009 年 5 月、15 項。 



填する制度である 20。具体的にはCCPは、(1)「目標価格」と「市場価格 21＋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 22を用いるという特色がある 23

米国は上述のとおり、1996 年農業法において、それまでの不足払制度を廃止し、直接固

定支払に代えた。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

。 

24。

2008 年農業法はCCPに微修正（目標価格等）を施したのみであり、大きな変更は加えられ

ていない。なお実証研究によれば、CCP支払が農業生産に及ぼす影響は、ほとんどゼロとさ

れている 25

 

。 

４．２．２．２．EU 

 EU には、米国の CCP に該当する制度は存在しない。 

 

４．２．３．価格支持制度 

４．２．３．１．米国 

 米国においてはじめて導入された農家支援制度が価格支持制度（マーケティング・ロー

ン）である。価格支持制度の水準は需給関係に基づいて算出されていた。このカップリン

グされた支払は引き続き現在も米国農政において主要な役割を果たしている 26

価格支持制度は実際に生産された作物に対して生産者に最低価格保証を行うことを目的

としている。また商品は商品金融公社に物理的に引き渡されないという特徴を有しており、

その結果、需要者は需要と供給によって決定される市場価格で農作物を購入できるという

特徴がある。 

。 

米国には、融資単価のレベルで農民の最低販売価格を支持するという価格支持制度があ

るところ 27

                                                   
20 WTO 用語集第 6 版(平成 19 年 10 月)を参照。

、この価格支持制度を前提にした融資不足払い（Loan Deficiency Payment：LDP）

http://www.zenchu-ja.or.jp/food/wto/wtokanrenyougo/014.html 
21 当該作物の生産者の全国平均販売価格を意味する。 
22 算出には過去の作付面積（1998 年～2001 年の作付面積の平均か 1991 年～1995 年の平均のい

ずれか）を利用。 
23 日本の変動支払制度との比較、特に DDA 議長テキストとの整合性の観点からの比較について

は、注意が必要と考えられる。 
24 服部信司「アメリカ 2008 年農業法 価格・所得支持関係を中心に」p7 
25 前掲注 70,EC (2009),p57. 
26 同上,p57 
27 アメリカの価格支持制度については、服部信司『アメリカ 2002 年農業法』（農林統計協会、

2005 年）4 頁を参照のこと。アメリカの価格支持制度は、融資による価格支持という仕組みを

とっている。すなわち作物価格が低い時、農民は、作物を担保にして、政府から融資単価（価格

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


が存在する。融資不足払いは、作物価格が融資単価＝価格支持水準を下回った場合、生産

者は、価格支持を受ける権利を放棄することと引き替えに、「融資単価－融資返済単価（カ

ウンティ公示価格：カウンテイ・レベルでの市場価格）」の金額を直接支払いとして受けと

れることになる 2829

なお、MLPは保証価格での生産を直接促す傾向があるところ、過去の実証研究によれば、

融資利率が及ぼす市場への影響は、トウモロコシ、大豆及び小麦については大きく、綿花

については低いとされる

。 

30

 

。 

４．２．３．２．EU 

EU においても生産者に最低価格を保証する仕組み（介入買い入れ制度）が存在する。し

かし米国の仕組みと異なり、その農産物を介入買い入れした機関が実際に作物を手に入れ

る。したがって、原則として、需要者は最低価格水準以下で作物を購入することはできな

い。 

 

４．２．４．平均作物収入選択プログラム 

４．２．４．１．米国 

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

CCPに代わる選択肢として農家に与えられた制度である 31

                                                                                                                                                     
支持水準）で期限 9 ヶ月間の融資を受けられる。期限内に担保作物を市場で販売して融資を返済

する（融資単価＋利子）か、それとも、担保作物を政府に流すことによって返済するかは、農民

の選択権となっている。市場価格が融資単価を上回るようになれば、農民は、担保作物を請け戻

して市場で売り、融資を返済する。逆に、市況が融資単価を下回っていれば、担保作物を政府に

引き渡す。この場合には、市場での作物の供給はそれだけ減る（所有権が政府に最終的に移れば、

その作物は市場の外に出る）から、市場価格は上昇圧力を受けて融資単価に近づく。こうして、

市場価格が融資単価で下支えされるとされる。 

。但し、ACREはあくまでも選択

28服部信司「アメリカ 2008 年農業法 価格・所得支持関係を中心に」p8 
29 なお、MLP の制度詳細については、前掲注 70、EC (2009)、p35 以下等を参照のこと。 
30 同上、p57. 
31 ACRE の制度詳細については、服部信司「アメリカ 2008 年農業法 価格・所得支持関係を

中心に」p15-17 を参照のこと。なお、ACRE の制度概要は以下の通り。 
①当該作物の州の収入[（各穀作物の州単収）×（12 ヶ月間の全国平均価格）]が、州の保証額[（最

高と最低の年を除く 5 年間の州平均単収）×（全国平均価格の 2 年間の平均）×0.9]を下回った時、

支払が行われる。 
②個々の農場において、当該作物の農場収入が、農場の基準収入[（農場の単収）ｘ（全国平均

価格の２年間の平均）＋（エ－カあたり保険料支払い額）]に達していなければ、当該農場に対

する支払が行われる。 
③その支払額は、（ア）（州の保証額－州の実収入）か、（イ）（上記の州の保証額の 25％のいず

れか小さい方とする。その対象面積は、2009－2011 年については作付面積の 83.3％、2012 年は

同 85％。 
④2010－12 年度の保証額については、前年度から 10％以上変えることはできない。 
⑤これを選択する場合には、当該作物の固定支払を 20％削減し、同融資単価を 30％引き下げな

ければならない。（前掲参照） 



肢のひとつとして位置づけられており、農家はこれまで通りCCPを選択することも認められ

ている。すなわちACRE導入後は、米国農家が選択できるパッケージは次の 2 通りとなる。

(1)固定支払い＋価格支持融資制度 32＋新しい不足支払い(CCP)、若しくは(2)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 33

 2008 年農業法においてACREが導入された理由は、CCPが全米統一の算定率に依拠してい

るため、州ごとに異なる生産状況を十分に反映しきれないためである。不作の年には、マ

ーケティング・ローンやCCPは農家の収入を安定させることができないかもしれない一方、

他の年には、同じ農家が自らのカウンティの豊作を受けて、マーケティング・ローンやCCP

を受け取るかもしれない。ACREは変動価格水準（a moving price average）に基づいて算定

されることから、従来の支援制度とは異なり、市場価格の長期的な低迷について農家を支

援する制度ではなく、潤滑油的な措置（a "smoothing" instrument）ということができよう

。 

34

 

。 

４．２．４．２．EU 

 EUには、ACREに類する制度は設けられていない。ヘルスチェックについて議論がなさ

れていた際、農業団体の多くや加盟国の一部は、市場価格の変動が大きくなっていること

や従来の市場価格メカニズムが撤廃されたことを理由に、なんらかの収入安定化措置が必

要であると主張した。しかしながら、欧州理事会ではコンセンサスを得られなかった結果、

収入保証制度については各加盟国が国内政策として対応することとなった。また、加盟国

間でのコンセンサスが得られなかったことに加え、CCPやACREタイプの措置が将来のDDA

農業合意に反する可能性があることも、EUにおいて導入が検討されなかった理由のひとつ

である。最後に、EU予算の行財政枠組みが大規模かつ予見可能性の低い財政支出を許容出

来ないということも事実であろう 35

 

。 

                                                   
32 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。 
33 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、前掲注 70, EC (2009)を参照のこと。 
34 前掲注 70,EC (2009),p58 
35 同上,p59 



４．３．価格支持 
価格支持については、酪農品、砂糖、綿花といった作物ごとに米国と EU の制度比較を実

施する。 

 

図表 1－7 価格支持制度に関する米国と EU の比較 
  米国 EU 

乳製品 

米国の乳製品政策は価格支持と生産管理を

組み合わせたものである。すべての既存の支

援法は２００８年の農業法においても維持され

ている。たとえば、乳製品輸出促進（Dairy 
Export Enhancement）、乳製品補償（Dairy 
Indemnity）、乳製品利用促進と研究（Dairy 
Promotion and Research）。 
乳製品政策においては CCCpayment や生乳

所得損失補償契約事業が依然継続されてお

り、marketing order や高いレベルの border 
protection は手つかずの状態のままである。 

EU の乳製品政策も保護や guranteed price 
に大幅に依存している。乳製品政策の single 
farm payment scheme へ統合や割当量の将

来的な解除を通し EU はより自由貿易を阻害

しない政策に向かっている。 

砂糖 

砂糖セクターは関税や生産制限に依然依存

しており、批判の的となっている。一方国内で

はほかの甘味料との激しい競争にさらされて

おり、また North American free trade 
agreement の下でメキシコの砂糖との競争が

生じている。 

２００６年に砂糖政策が劇的に変革された。従

来の２つの価格支持の方策がWTO規則に違

反するとされたのち、EU 内の生産量を減らす

という方策をとった。国内の生産を減少させる

ために自発的な買取プログラムが実施され

た。価格の低下は single farm payment に含

まれた直接支払いによって補填された。 

綿花 米国の製織産業は綿の使用により補助金を

受け取っている。 

EU においてもオリーブオイルや綿において 

end user payment がなされていたが、昨今で

はこのような政策から大方撤退している。 

出所：MURC 作成 

 

４．３．１．総論 

４．３．１．１．米国 

米国の政策は漸進的に直接支払いに移行しているが、価格支持は依然米国の農業政策の

重要な制度のひとつとなっている。価格支持の融資レートは価格支持プログラムではある

ものの、生産者に対する支払いとして提供されている。したがって国内価格を望ましいレ

ベルに維持していた従来の価格支持政策のように消費者レベルでのひずみを生まない制度

となっている。米国においては、このような価格支持政策は乳製品や砂糖セクターにおい

て集中的に実施されている。なお価格を望ましいレベルに維持するためには、輸入を管理

する必要があり、国内生産が国内消費を上回った場合には輸出補助や余剰処理が実施され

ている 36

 

。 

 

                                                   
36 前掲注 70,EC (2009),p63 



４．３．１．２．EU 

 2008 年のヘルスチェックにおいて、市場支持については、各種の生産制限が廃止され、

介入買入が縮小された 37。まず生産制限の廃止については、義務的休耕は需給逼迫を受け既

に 2007 年から 2 年続けて休耕率 0%で運用されており、2008 年のヘルスチェックにおいて

廃止された。92 年改革以来，作物供給のおもな抑制手段であった同措置の廃止は，この間

における改革の進展と需給環境の変化を象徴している。次に介入買入は、買入品目の削減、

介入限度数量の抑制と入札の導入によりさらに後退した。特に穀物部門においては、市場

指向と競争力指向を確保するために、介入買入の位置づけはセーフティネットに縮小され

た 38

 

。具体的には、トウモロコシと米を除き無制限であった介入限度数量が，普通小麦以外

の品目すべてにつき 2010 年からゼロに設定され、改革実施後における介入買入の対象は、

追加の買入がない限り普通小麦（300 万トン）、牛肉（入札）、バター（3 万トン）、脱脂粉

乳（10.9 万トン）の 4 品目となっている。 

４．３．２．乳製品 

４．３．２．１．米国 

米国の乳製品プログラムは価格支持と生産管理を複雑に組み合わせた形態となっており、

その枠組みは 2008 年農業法においても維持されている。具体的には、「乳製品輸出促進」、

「乳製品補償」、「乳製品生産促進と研究」等の措置が存在している。乳製品政策におい

ては依然商品金融公社による購入を受け、生乳所得損失補償契約事業やマーケティング・

オーダーや高い水準の国境措置は手つかずの状態のままとなっている。なお、2002 年農業

法に至るまで、牛乳への支持は、乳製品の買い上げを通じておこなわれてきた。2008 年農

業法は、この買い上げ方法から乳製品への直接価格支持に変更している。具体的な支持価

格は、チ－ズ 1.13 米ドル、バター－1.05 米ドル，脱脂粉乳 0.8 米ドルとなっている 39

2008 年農業法は米国の乳製品セクターに大きな影響を与えないだろうと見られている。

乳製品の支持価格は国際価格に比べると低く設定されているからである。確かにチェダー

チーズとバターの市場価格は 2000 年以降繰り返し下がっているものの、全体としてみると

市場価格は新しい支持価格を下回っているため、この変化によって農家への支援が拡大す

ることはないだろう

。 

40

 米国の様々な種類の牛乳に対する複雑な管理のシステムは 2008 年農業法においても改善

されなかった。かつての市場価格支持制度 が飲用乳加工業者の市場支配力による価格の潜

在的な上昇圧力を相殺してきたことの正当性は今や疑わしい。酪農企業が米国の牛乳生産

の主要な供給源として台頭し、プログラム自体の経済学上の根拠がほとんどないからであ

。 

                                                   
37 理事会規則 72／2009 および 1234／2007 
38 平澤明彦「CAP 改革の施策と要因の変遷－1992 年改革からヘルスチェックまで－」『農林金

融』2009 年 5 月、16 項を参照。 
39 服部信司「アメリカ 2008 年農業法 価格・所得支持関係を中心に」p22 を参照。 
40前掲注 70,EC (2009),p64. 



る 41

 このプログラムが国内のいくつかの地域の生産者の所得をかえって減少させているとい

う意見もある。規制はそれぞれの市場の価格を歪曲し、飲用乳の消費を減少させ、牛乳生

産を増加させている。多くの地域で流動的な市場における牛乳のシェアが下がる中で、価

格差別が平均生産者価格を上昇させる効果は薄らいできている

。 

42

 

。 

４．３．２．２．EU 

 EUの乳製品政策も高い水準の保護政策や保証価格に依存している。乳製品政策の単一直

接支払制度（single farm payment scheme）への統合等により、EUはより貿易歪曲的でない政

策へと舵をとっている。しかしながら 2009 年、EUは乳製品への介入が再開された。これは、

CAPを市場歪曲的であるとして非難してきた第三国の生産者に負のメッセージを送るとさ

れている 43

まず牛乳については、これまで改革の度に期限を延長されてきたが，今回は 03 年改革で

定められた期限である 2015 年までで廃止することとなった。また，廃止へ向けた「軟着陸」

のため，年１％ずつ生産量の割当を増やすこととされている。 

。 

 

４．３．３．砂糖 

４．３．３．１．米国 

従来の農業法における砂糖政策は、①ローンプログラム（Loan Program）による価格支持・

融資、②販売割当（Marketing Allotments）による生産・流通管理、③関税割当（TRQ）によ

る輸入管理が三本柱となってきた 44

 まずローンプログラムによる価格支持については、商品金融公社（CCC：Commodity Credit 

Corporation）が製糖事業者に対して砂糖を担保に融資する制度で、砂糖価格が低下した場合

には、製糖事業者は現金による返済はせず、担保砂糖の CCC への没収、つまり「質流れ」

によって、返済義務が免除されるという制度である。  

。これに対して、2008 年農業法における砂糖政策では、

基本的には現行農業法を踏襲するとともに、新たな市場調整メカニズムとして、砂糖・エ

タノールプログラム（Sugar for Ethanol）が導入されている。 

次に販売割当については、生産段階ではなく、製糖事業者の販売数量を規制して、国内

需給のバランスを図る制度である。1996 年農業法では停止されていたが、2002 年農業法で

砂糖産業などの要請を受けて再び導入されている。2008 年農業法では、砂糖消費量の約 85％

を国産の砂糖で賄うことが規定されている。  

 関税割当は WTO のミニマム・アクセス枠と自由貿易協定（FTA）に基づく二国間枠によ

                                                   
41 同上 
42 同上 
43 同上,p64 
44 以下の米国の砂糖政策の記述については、砂糖類情報「米国の砂糖政策と砂糖産業について」

2004 年 9 月号を参照した。 



るものに大別される。粗糖については、ミニマム・アクセス枠として、過去の輸入実績に

基づき、40 カ国に割り当てられている。また、精製糖についても若干のミニマム・アクセ

ス枠がある。 

 最後に砂糖・エタノールプログラムであるが、2008 年農業法は国内需要を超える輸入が

生じた場合には、エタノール生産向けに利用することとし、米国農務省（USDA）が毎年輸

入量のうち余剰分を推定する。この余剰輸入分については USDA が入札を実施し、最も低

い売渡価格を提示した製糖工場と、最も高い買入価格を提示したエタノール工場の間で取

引が行われ、その差額を USDA が補てんする。入札により落札数量が全量に満たなかった

場合には、残りの分については再度入札が実施される。 

このように砂糖セクターは依然関税や生産制限に依存しており、批判の的となっている。

砂糖の国内価格が高いため、米国の砂糖プログラムは砂糖消費者から米国の砂糖生産者へ

の大規模な資金の流れを誘導しているといえる。米国の砂糖プログラムは国内の厚生コス

トを上昇させるとともに、更には関税割当による輸入割当で利益を得ている発展途上国へ

の利益移転の非効率性で激しく非難を受けている。 

しかし、様々な非難及び脅威にさらされているにもかかわらず 2008 年農業法は米国の砂

糖政策に大きな変化を加えなかった。だが余剰の砂糖をエタノール市場に向けさせる可能

性のある新しい規定が現実にもたらす結果は不確かである。ビートセクターにおける技術

革新により、遺伝子操作が生産コストの大幅な削減につながる可能性のある中、砂糖をエ

タノールに変える政策は砂糖セクターを支持するにはコストがかかりすぎる政策となるこ

とが懸念されている 45

 

。 

４．３．３．２．EU 

EU の砂糖政策は 2006 年に劇的に変革されるまで、①域内では生産割当により生産量を

調整しつつ介入買い入れにより価格を支持しつつ、②域外に対しては補助金付き輸出を行

ってきた。このような中、2005 年、①EU の砂糖制度に関する WTO 裁定（これにより生産

                                                   
45 農畜産業振興機構のレポートでは、以下の通り、砂糖・エタノールプログラムの問題点が指

摘されている。 
「とうもろこしを原料にしたエタノール生産の発酵促進のために砂糖を加えることは技術的に

は可能であり、とうもろこしの使用量が節約できるメリットも考えられるが、当該工場にとって

は収入の約 25％を占める副産物（蒸留かすなど）が減少する可能性もあり、エタノール製造工

場にとってはむしろデメリットに転じる可能性もあるからである。さらに、発酵工程の設備など

に新たな投資が必要となること、原料となる砂糖が価格的に割高な米国産に限られているため、

とうもろこしを原料とした場合に比べて生産コストが上昇するなど、結果的に、エタノール製造

工場にとっては負担を強いるばかりということにもなりかねない。  
 また、当該プログラムで、砂糖製造者の入札価格が高くなることが考えられ、USDA による補

てん額も大きくなる可能性もあり、これまでの米国の砂糖政策の根幹であった「No Cost」政策

が崩れることになり、財政面での問題も懸念される。」 
天野寿朗「米国新農業法における砂糖関連政策について」独立行政法人農畜産業振興機構

http://sugar.alic.go.jp/world/report_d/report_d0807b.htm を参照 

http://sugar.alic.go.jp/world/report_d/report_d0807b.htm�


割当を超過した砂糖の域外輸出、及び EU の援助政策による特恵制度に基づいて ACP 諸国

から輸入された砂糖の再輸出が出来なくなった）、②EBA 原則により 2009 年から開始され

る LDC 諸国からの砂糖輸入自由化、③砂糖の域内価格引き下げの必要性（砂糖部門におけ

る改革の遅れ）等を勘案し、EU は砂糖部門における徹底的な改革を行った。具体的には、

生産割当の削減、介入買い入れ制度の廃止、最低生産者価格の引き下げ及び直接支払いの

導入等が決定された。 

 

４．３．４．綿花 

４．３．４．１．米国 

従来、綿花についても穀物と同様、直接固定支払、CCP、融資不足払いが行われてきてお

り、輸出には、輸出信用保証がつけられていた。さらに、綿花にだけ与えられる補助金と

して、「綿花ステップ２支払」（アメリカ産の綿花を用いる加工業者、アメリカ綿花を輸出

する輸出業者に対して、高い国産価格と低い国際価格の差を補填するために与えられる補

助金）があった 46

 しかしこのうち輸出信用保証制度に関しては、WTO綿花パネルの裁定を受けて、以下の

措置がとられている。すなわち 2005 年には、長期（3 年以上）の信用保証を廃止し、短中

期（6 カ月以上 3 年未満）の信用保証についてもカントリーリスクを考慮した手数料として

徴収するという制度変更を行った。また 2006 年には、ステップ２支払も廃止されている。

さらに 2008 年農業法において、6 カ月以上の中期信用保証も廃止された

。 

47

他方、輸出信用保証制度と同様、WTO パネルによって協定違反とされた綿花の CCP や価

格支持等については、引き続き制度を維持している。なお、直接固定支払については、パネ

ルは以下の通り判示している。米国は直接固定支払を保護削減・対象外の「緑の政策」として通

報している一方、「野菜・果樹を除外」しているため、“面積・価格あるいは生産のタイプに関係

しない”という「緑の政策」の要件に反している。従って、綿花に支払われている固定支払は、

保護削減対象の「黄の政策」となるため、米国の国内支持の補助金は約束水準の限度（191 億米

ドル）を超える年が発生する。 

。 

 

４．３．４．２．EU 

 EUにおいては、オリーブオイルや綿に対して最終消費者支払政策（end user payement 

policies）がCAP政策の一部として実施され、消費者／加工業者に対する補助金

（consumer/processor aid）が生産者に支払われる価格を維持するために用いられている 48

 

。 

                                                   
46 アメリカの綿花補助金とそれについての WTO 裁定に関しては、服部信司「アメリカ綿花補助

金についての WTO 裁定とアメリカの対応」『農業研究』19 号 2006 年 12 月を参照のこと。 
47 服部信司, アメリカ農業法 議会の立場と政府の立場, RIETI BBL スピーチ, available at  
http://www.rieti.go.jp/jp/events/bbl/09050801.html  
48 前掲注 70, EC (2009), p65. 
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４．４．環境関連政策について(保全計画関連) 
４．４．１．CAP下での環境関連政策 49

CAP は、2003 年改革によってクロス・コンプライアンスが強化された。すなわち、直接

支払を受ける条件として、環境や動植物の保護に関する EU 規則などを遵守しなければな

らなくなった。これは、農家の所得保証を目的とした直接支払いだけの条件ではない。CAP
の第二の柱である、地方の零細農家の生産力向上を目的とした農村振興政策にもクロス・

コンプライアンスが適用されている。クロス・コンプライアンスという条件を直接支払い・

農村振興政策ともに統一的に義務づけた。このことにより、実施にかかる膨大な行政コス

トに加え、農家にとっても膨大な事務手続きのコストがかかるといった問題点が指摘され

ているにもかかわらず、統一的にクロス・コンプライアンスを加盟国に要求しているとい

う事実は、欧州が CAP を通して環境や動植物保護に対し力を入れようとしていることと、

政策が目的達成により
・ ・

貢献することを狙っているからと考えられる。 

について 

 
４．４．２．米国環境関連政策（CRP（保全保留計画）及び CSP（保全保障計画）） 

戦後米国農業政策は、ニュー・ディール期に確立された基本的政策を踏襲しているとさ

れる 50

1960 年代以降、ニュー・ディール期の農業政策の基本方針を継承した米国の農業政策は、

増大する生産者への直接支払を生産調整により調整してきた。特に、1985 年農業法（The 
Food Security Act of 1985）は、保全留保計画（Conservation Reserve Program）

。ニュー・ディール期の米国農業政策は、政府が農産物需給を調整する一方，農産

物の価格（あるいは農業生産者の所得）を支持するものであった。またその特色として、

左記需給調整及び価格支持と並行して、土壌保全等の諸計画が導入されたことがあげられ

る。 

51

2002 年農業法は、環境保全政策の中心として、保全保障計画（Conservation Stewardship 
Program：CSP）を導入した。環境保全に貢献する農法を用いた農家に対して支払われる

政策で、10 年間で 120 億ドルの予算を用いて、毎年 1,300 万エ－カ－を追加登録すること

が計画されている。国内の全生産者に参加資格があり、農家が農地における一定の保全措

を創設

するとともに、「クロス・コンプライアンス」の概念を導入した。すなわち、農務省諸計画

の計画利益の受給資格を得るために、同時に一定の環境保全義務の履行が要求されている。 

                                                   
49 以下の記述は、松田 裕子著『ヘルスチェック後の EU 農村振興政策 EU 農村振興政策の現

フェース―制度枠組みと運用実態(2007～2013)―』を参照した。
http://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokusei/kaigai_nogyo/k_syokuryo/h21/pdf/h21_euro4.pdf   
50 以下の記述は、手塚眞「米国農業政策と環境・保全計画」『東京経済大学会誌』第 265 号、 
available at http://www.tku.ac.jp/kiyou/contents/economics/265/033_Tezuka.pdf   
環境関連政策に対するEUと米国の認識の差に関する詳細は、Kathy Baylis, Gordon C. Rausser, Leo 
K. Simon編著“Agri-Environmental Programsin theUnited States and European Union” 
http://are.berkeley.edu/%7Esimon/published_papers/brs1.pdfを参照。 
51 CRP とは、10～15 年計画の休耕プログラムである。制度が始まった 1980 年代は、価格支持

の目的があったが、現在は環境保全に重きを置いたプログラムとなっている。樹木や植生の維持

をした農家に対し、政府が当該地代を支払う内容となっている。 

http://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokusei/kaigai_nogyo/k_syokuryo/h21/pdf/h21_euro4.pdf�
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置の実施や樹木や植生の維持をした場合、年度ごとに地代が支払われる政策となっている。

CSPの特色は、現に行なわれている環境・資源保全の行為（環境保全農法）に対する直接

支払により、環境保全行為を維持・継続させることにあるとされる 52

 
。 

４．４．３．米国農業法が関連するエネルギー政策について 

４．４．３．１．概要 

2008 年米国農業法では、バイオリファイナリー援助に 3.2 億ドル、Rural Energy for 

American Program (REAP)に 2.5 億ドル、そしてバイオエナジープログラムに 3.0 億ドル等、

エネルギー関連で 10 億ドル以上の予算を当てている 53。しかしながら、エネルギー関連政

策は環境保護を目的とした政策とは言い切れない側面を有している。例えばバイオリファ

イナリー援助プログラムの発表の際、米国エネルギー省のスティーブン・チュー長官は、

「海外の石油に対する我々の依存を終焉させ、気候変動問題に取り組むため、その一方で

海外に流出しない数百万の新規雇用を創出するためには、次世代のバイオ燃料の開発が鍵

となる。アメリカの投資、能力、国内で栽培された[バイオ燃料用の]資源をもってすれば、

新たな環境配慮型エネルギー経済への道を進むことができるのだ。」54

 

と語っているが、エ

タノール生産は後述｢米国のバイオエタノール生産について｣にもある通り、大気を汚染の

原因物質であるガソリンの代替物としてのニーズが高まりによって始まったが、新興国の

需要の高まりや投機ファンド投機マネーの流入などの外部要因によってトウモロコシ需給

構造が根本的に変わったため、現在の農業法のエネルギー政策はエタノール生産用のトウ

モロコシの生産の下支えすなわちトウモロコシ農家の保護が直近かつ主たる目的であり、

大気汚染の防止をはじめとする環境保護が主たる目的とした政策とは言えないと解するべ

きと考えられる。 

４．４．３．２．米国のバイオエタノール生産について 

本節では、米国農業法が関連するエネルギー政策の代表例としてバイオエタノール生産

に関する政策の変遷を経てきている。1990 年、改正大気清浄化法 (Clean Air Act Amendments)

が成立した。この法律は、米国の大気汚染の激しい地域の大気汚染を防止するためにでき

た法令で、米国環境保護庁(EPA)が執行機関となり大気汚染の抑制が行われた。特に、ガソ

リンにおいては酸素を含有した｢改質ガソリン｣の使用が求められた。エタノールは酸素を

多く含み、ガソリンの燃焼を促進させる物質として用いられ始めた。これが燃料としての

エタノール使用の始まりである。エタノールのほかに、ガソリンの燃焼促進剤として

MTBE(メチル・ターシャル・ブチル・エーテル。天然ガスを原料に作られ、エタノールよ

                                                   
52 服部信司「価格・所得支持の実績、保全保証政策、WTO 農業交渉」12 頁、available at 
http://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokusei/kaigai_nogyo/k_syokuryo/h16/pdf/h16_america_01.pdf を参照 
53 以下の記述は、http://future.aae.wisc.edu/publications/farm_bill/Title_IX_fs.pdf 及び

http://www.ers.usda.gov/FarmBill/2008/Titles/TitleIXEnergy.htm を参照。 
54 NEDO 海外レポート 1048 号 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1048/1048-05.pdf より引用。 
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りも安価)という物質があったが、この物質による地下水汚染が問題になり、また 2005 年の

米国エネルギー政策法において「MTBE による水質汚染についての製造物責任を免責する

条項｣が削除されたため、石油会社は MTBE を作るメリットがなくなり、よりエタノールの

生産が活発になったとされる。 

なお、米国においてエタノール生産が増大した理由については、1990 年改正大気清浄化

法の施行を発端に、ガソリン補完剤としてエタノールの生産・消費が活発になったこと、

新興国による石油需要の拡大を基礎に、ガソリンに代わる燃料としてのエタノール生産の

ニーズが高まったこと、・2005 年エネルギー政策法においてエネルギー需給化政策が始まり、

｢再生燃料使用基準量｣55

 

を設定したことから、エタノール生産にむけて大規模投資が行われ

たこと等が考えられる。 

４．５．小括 

 最後に、米国と EU それぞれの農業政策の背後にある政策課題を比較して、本節のまとめ

としたい。両国農業政策が抱える政策課題は、大きく三つに大別される。すなわち、（１）

農業就労者の対策、（２）食料安全保障、（３）消費者の関心である。以下にみるとおり、

米国と EU それぞれの抱える政策課題は全く異なっており、如何に自国のニーズに沿った形

で WTO 農業交渉を進めていくかが重要であることが分かる。 

 

４．５．１．農業就労者の対策 56

４．５．１．１．米国 

 

米国には低価格で商品を生産できる大規模な商業農家が存在する。米国農業政策には、

利用可能な手段を利用して自国農家を保護しようとの姿勢が見える。2008 年農業法は家畜

に関する章を設けたが、垂直統合されたセクターにおける川下産業の公正な行動に主に焦

点をおいている。低所得の農家に対する条項には非常に少ない予算しか割かれていない。 

 

４．５．１．２．EU 

EUの農業政策は、新規加盟国や地中海諸国における多数の小規模かつ低所得農家に対し

て配慮せざるをえない。とはいえ、CAPの直接固定支払総額の 8 割が全農家の 2 割にあたる

大規模農家に支払われている等、単一直接支払制度の歪みをみるに、CAPの目的が社会保障

だと理解するのは困難である。ただし、条件不利地域（less favored area）における農業活動

の維持の必要性や山岳地域における酪農業を支持することを加盟国に認める等、EUが小規

                                                   
55 Renewable Fuels Standard=RFS という。2006 年から 2012 年の間、エタノールをガソリンに混

合して用いることをアメリカ国内の給油会社に義務付けたもの。アメリカ国内のエタノール使用

量は、この基準量を設けたことにより約 2 倍になるという。ブッシュ政権時にこの政策は始まっ

たが、オバマ政権においても｢グリーン・ニューディール政策｣の一環としてこのエタノール政策

を継続している。 
56 前掲注 70,EC (2009),p87 参照 



模家族農業の維持を目的とする政策を強調している点には留意が必要である。57

 

 

４．５．２．食料安全保障 58

４．５．２．１．米国 

 

 2008 年農業法のもとで米国の農家が享受している CCP 等セーフティネットは食料安全保

障の議論ではおおよそ正当化できない。いくつかのシミュレーションによると米国の生産

量は commodity program がなくとも国内消費を上回るという結果が出ている。 

 

４．５．２．２．EU 

食料安全保障をめぐる議論は主にEUの農業政策を擁護する役割を果たしてきた。食料の

海外依存度を減少させることが 1950 年代後半のCAPの主要課題であった。この議論は

2007・2008 年の食糧危機によって再燃した。EUの農業者組織やいくつかの加盟国政府は未

だ食料主権維持のため、価格保証が必要と主張している。食糧安全保障に対する懸念は、

過去EUにおける既得権を保護するために用いられてきたことは確かである。しかしながら

この懸念が同時に、欧州理事会が牛肉等の国境措置撤廃や小麦に対する政府介入の撤廃に

消極的になっている根拠であることも事実である。EUにおける食糧安全保障にまつわる議

論がいかがわしく（dubious）感じられるのにはいくつか理由があるものの、EUは米国より

も多くの国から農産物を輸入しており、特にたんぱく質における海外依存度が高いという

事実が、EUにおいて食糧安全保障に対して高い関心が示されている理由であろう 59

 

 

４．５．３．消費者の関心 60

４．５．３．１．米国 

 

 米国の消費者は特に食の安全と低価格の食品に関心がある。公的機関は特に低所得コミ

ュニティに属する子供たちの肥満に対する問題意識を増大させている。2008 年農業法は食

の安全プログラムを強化しており、具体的には検査、研究、ラベリングの強化を盛り込み、

さらに栄養価を改善し、肥満問題を解消するような規定を設けている。他方、食の安全や

ラベリングの問題、さらには栄養問題への対処は、CAP制度の対象外（outside the CAP）と

みなされてきた。61但し、ヘルスチェックと 2008 年農業法で取り上げられた政策には共通

する部分もある。子供の肥満を減少させるための 最大残留レベル（maximum residue levels）

の訂正や新しい学校における果物消費拡大プログラム（school fruit program）は両制度で共

通している 62

                                                   
57 前掲注 70,EC (2009),p87 を参照。 

。 

58 同上 
59 同上 
60 同上 
61 同上 p88. 
62 同上 



 

４．５．３．２．EU 

 欧州では消費者の意識調査において食の安全が引き続き消費者にとって最も関心のある

項目となっているが、一方で消費者は高品質で美味しく、健康に良い差別化された多様な

食品をも求めている。加えて欧州全体では地域によって食の嗜好や食に対して関心を抱く

項目が異なるため、EU の政策立案者は多様な消費者の関心への適切なリスポンスに苦慮し

ている。 

 EU の食品表示政策は、品質表示において原産地呼称や地理的表示に焦点を当ててきた。

一方で米国においてはこれらの問題は重視されてこなかった。なお、2008 年農業法が義務

的な食肉の原産国表示を強化、拡大したことは注目すべき点である。この政策はおそらく

牛肉生産者が市場保護のため要求したものであったが、消費者団体からも支持された。 

 

４．５．４．最後に 

米国と比較すると、小規模農家が中心となる EU の農業は当然（国際）競争力も劣るた

め、本来であれば相応の政府支援が必要となるはずである。しかしながら、昨今の DDA に

おける交渉状況をみると、途上国からの非難の矢面に立っているのは主として米国であり、

EU が DDA 交渉を国内農政改革と絡ませながら上手に進めていることを、結果が物語る形

となっている。今後我が国も、我が国の農業の特色を踏まえた国内農業政策を立案すると

ともに、DDA の交渉自体をその政策に沿った形で進めていくことが重要であるものと考え

られる。 
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