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は じ め に 
 
 本報告書は農林水産省「平成 25 年度海外農業・貿易事情調査分析事業（欧州）」のうち，

EU 共通農業政策（CAP）における「グリーニング支払い」と農業環境・気候支払いの関係

に関する調査結果を取りまとめたものである。 
 2013 年の CAP 改革（実施期間 2014-2020 年）では直接支払い制度の全面改正がなされ，

新たに環境指向を強めた「グリーニング支払い」が導入された。しかしその一方で，既往

の農村振興政策にも農業環境支払い（新制度の名称は「農業環境・気候支払い」）がある。

両者の関係や支払い要件はどのようなものであるか，英国，フランスおよびドイツの３か

国について調査することが本調査の当初の課題であった。 
 しかしながら CAP 改革にかかる欧州議会・理事会規則案の成立が大幅に遅れたため，グ

リーニング支払いの実施は１年遅れの 2015 年からとなった。報告書執筆の時点では EU の

関連法令が未成立であり，加盟国における法令の整備はさらにその後となる。 
 そのため，本調査では上記の３か国について既往制度および今後の制度改正に向けた動

きを調べるとともに，EU 段階における直接支払制度の決定内容（グリーニングおよびその

農業環境支払いとの関係を含む）を整理した。 
 調査を進めるにあたっては有識者による検討委員会を組織し，3 回の検討会を開催したほ

か，2013 年 11 月には検討委員によるドイツ現地での聞き取り調査を実施した。 
 本報告書（第 I 部）のうち１章の執筆は農林中金総合研究所の平澤明彦が担当した。また

２章から４章については，以下の検討委員諸氏から提供をいただいた情報に基づきとりま

とめた。 
 
２章（英国）    和泉 真理  社団法人ＪＣ総研 客員研究員 
３章（フランス）  石井 圭一  東北大学大学院 准教授 
４章（ドイツ）   市田 知子  明治大学 教授 
 

２０１４年３月 
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ドイツ現地調査実績 
 
実施時期： 2013 年 11 月 5 日から 11 月 8 日 
調査員： 市田 知子 明治大学 教授 （検討委員） 
訪問先：  

バイエルン州食料農業省 
バイエルン州農民連盟 
ミュンヘン工科大学農業経済研究専攻 
フォン・チューネン研究所(vTI) 
農村地域研究所 
ニーダ―ザクセン州リンデンホーフの有機農業生産者組織 
ニーダーザクセン州東部の農家（２軒） 

 
 
 
 
訳語 

active farmer  営農実態のある農業者 
convergence  （単位面積当たり直接支払い金額の）格差縮小，平準化 
ecological focus area (EFA)  環境重点用地 
greening  グリーニング（CAP ないし直接支払いの環境親和化。ただし当初の構

想ではイノベーションと競争力の強化も意図されていた） 
horizontal regulation  横断的規則（水平規則とも呼ばれる） 
young farmer  青年農業者 
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１ 2013 年の CAP 改革における直接支払いとグリーニング 
 
 
１-１ 調査の背景と課題 
 まず本節では本報告書（第 I 部）全体の背景と考え方および構成を説明する。 
 本調査の目的は，グリーニング支払いと農業環境・気候支払いの関係を明らかにするこ

とである。 
 EU では 1960 年代以来，共通農業政策（CAP）を実施し，加盟国における農業政策に共

通の枠組みを定めている。そして 1992 年以来，数年ごとに CAP の改革を進めてきた。改

革のおもな内容は直接支払いを中心とする市場施行の施策への重点移行と，農業の多面的

機能に対する対応の漸進的強化であった。 
 2013 年に決定された最近の CAP 改革（実施期間 2014-2020 年）では，直接支払いの「グ

リーニング」が導入された。直接支払いの受給者（原則としてすべて）にこれまで（注 1）
よりも高度な環境保全要件を課し，その履行者に対して「グリーニング支払い」を給付す

るものである。 
 このグリーニング支払いは追加的な環境保全を条件とする支払いという点では，農村振

興政策における既存の農業環境支払い（新制度では「農業環境・気候支払い」）と同様の性

格を有している。そのため両者の間で何らかの調整が必要であり，実際に農業環境・気候

支払い制度の手直しが予定されている。その前提として両者の関係やそれぞれの位置づけ

が整理されるはずである。 
 しかしながら直接支払いのグリーニングは，新しい制度であるだけでなく，今般の CAP
改革における施策のうちで最大の争点となったため内容の確定が遅れ，CAP 改革法案（欧

州議会・理事会規則案）の修正を巡る交渉の中で多くの変更がなされた。グリーニングの

実施は 2015 年に先送りされた。EU レベルにおける制度の主要部分は 2013 年 12 月におけ

る法案の成立によって確定したが，細則と各加盟国における法制化はこれからである。 
 また，グリーニング支払いと農業環境・気候支払いのあり方は加盟国ごとに異なってい

る。なぜならグリーニングの運用にはかなりの程度加盟国の裁量が認められており，また

農業環境・気候支払いの制度も各国独自に作られているためである。しかも，グリーニン

グ支払い以外の直接支払いについても抜本改正がなされ，加盟国の裁量が拡大した。所定

の条件を満たせばグリーニング支払いの面積単価も一定の変更が可能（注 2）である。 
 こうしたことから，本調査の目的であるグリーニング支払いと農業環境・気候支払いの

関係を明らかにするには，EU レベルにおける CAP 改革の内容を整理したうえで，加盟国

ごとの具体的な適用状況を調べる必要がある。そのため本調査では主要な加盟国である英

国，ドイツ，フランスの例を取りあげる。ただし，各国制度の具体化が遅れていることか

ら，既往制度と新たな改革への対応について，グリーニングと農業環境・気候支払いを含
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む全般的な動向を整理する。 
 以下，まず本章では３カ国の事例分析の前提として，各国に共通する CAP の枠組み，と

くに直接支払いにかかる CAP 改革の決定内容（グリーニングおよびグリーニング支払いと

農業環境・気候支払いの関係を含む）を整理する。またあわせて冒頭では前年度調査（平

澤（2013）。2013 年 2 月までが対象）以後の CAP 改革の動向についても整理する。 
 それを受けて次章以降では英国（２章），フランス（３章），ドイツ（４章）について，

グリーニング導入前の状況や，グリーニング導入の課題などについて紹介する。それぞれ

農業環境支払い制度の大幅な見直し（英国），環境への配慮と輸出競争力の両立を目指す農

政転換（フランス），現地専門家の見解（ドイツ）などをとりあげる。 
 
（注 1）既存の環境保全要件（クロス・コンプライアンス）は既存の EU 法令順守と，最低限の良好な農

業・環境状態の維持を求めるもの。2013 年の CAP 改革でも引き続き適用される。 
（注 2）直接支払い水準（１ｈａ当たり平均額）の各国・地域内における格差縮小を段階的に進める場合

の特例。詳細は後述。 
 
１-２ CAP 改革法案の合意と決定 
１-２-１ 2013 年春以降の経過 

 CAP 改革の主要法案（欧州議会・理事会規則案）はすでに 2011 年 10 月に欧州委員会が

提出しており，各 EU 機関内での交渉は 2012 年までに相当に進んでいた。しかし多年度財

政枠組み（MFF）に関する交渉が遅れたため，CAP 改革の予算枠（2014-2020 年）が確定

せず，当初予定された 2012 年中には詳細を固めることができなかった。 
 

CAP 改革交渉にかかる主要な出来事 
 
2013 年  4 月以降 3 機関協議 

  6 月 26 日 EU3 機関政治合意（大部分） 
  9 月 24 日 EU3 機関政治合意（MFF 関連の積み残し事項） 
  9 月 30 日 欧州議会農業委員会 CAP 改革法案承認 
 10 月 7 日 理事会農業特別委員会（SCA） CAP 改革法案承認 
 10 月 23 日 EU3 機関政治合意（2014 年中の移行措置） 
 11 月 4 日 欧州議会農業委員会 移行措置法案承認 
 11 月 20 日 欧州議会本会議 承認（CAP 改革&移行措置） 
 12 月 17 日 農業理事会 法案成立（第一読会） 
 12 月 20 日 条文公表 

2014 年前半  関連法令(委任法，施行法)の決定予定 
 

 
 2013 年 2 月の欧州理事会で MFF に関する政治合意がなされたことを受けて，CAP 改革
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内容の確定に向けた交渉が開始された。農業理事会と欧州議会はそれぞれ法案に対する修

正案を決定し，それを元に 4 月以降，EU３機関（理事会・欧州議会・欧州委員会）による

交渉が行われた。 
 40 回以上の「3 機関協議（trilogue ないし trialogue）」会合を経て 6 月 26 日に大部分に

ついての政治合意がなされたものの，欧州理事会の MFF 政治合意に含まれる事項は積み残

しとなった。CAP 改革は今回から（閣僚）理事会と欧州議会による「共同決定」の対象と

なっており，その内容の一部を欧州（首脳）理事会が一方的に決めようとしたことに欧州

議会が反発したのである。結局，これらの事項に関する交渉は MMF に関する 3 機関合意

の後に続けられ，欧州議会の修正要求を一部反映した上で，9 月 24 日に 3 機関の政治合意

が成立した。これは欧州議会が MFF にかかる欧州理事会の決定を覆した初の例となった。 
 さらに欧州議会（農業委員会および本会議）と農業理事会の承認により，CAP 改革法案

は 12 月 17 日に成立した。CAP 改革実施（2014 年 1 月 1 日から）のわずか 2 週間前のこ

とであり，制定の遅れから新しい直接支払制度の本格実施は 2015 年からに延期された。 
 
１-２-２ 2013 年の CAP 改革の意義 

 直接支払い制度の展開という観点からすれば，1992 年改革から始まり 2008 年の改革（ヘ

ルスチェック）にいたるこれまでの CAP 改革は，直接支払いとそのデカップリングが全面

化する過程であったとみることができる。それは基本的には過去実績に基づくものであり，

デカップリング支払いは品目の区別がない「単一」の直接支払いであった。それに対して

2013 年の CAP 改革は，グリーニング（後述）と各種目的別支払いの導入，そして過去実

績の原則的廃止によって，直接支払いを新しい段階へと進めた。加盟国間における直接支

払い財源の再配分も初めてのことである。 
 改革の目玉であるグリーニングについては，法案審議の過程で多くの緩和措置が加えら

れたものの，全農家を対象として既存の規制を上回る環境便益の提供を義務付けるという

基本的な性格は維持された（注 3）。これによって特に集約農業地域での環境改善が見込ま

れている。また次回以降の CAP 改革でグリーニングの強化を予想する向きもある。 
 グリーニングは直接支払いの予算を維持する方策として構想されたものと考えられる

（注 4）し，実際にそのように受け止められている。直接支払いの水準格差是正や目的別支

払いの導入，そして過去実績方式の廃止も従来制度への批判に応えて多面的機能や公平性

を強化するものである。しかしこの改革によって，直接支払いは過去実績という予算維持

の正当化手段を失い，かつ個別具体的な多面的機能への対応（公共財の供給）が求められ

るようになった。農業者の所得支持としての側面はその分後退したといえよう。この方向

性が今後さらに強まっていくのかどうかが注目される（注 5）。 
 
（注 3）欧州議会は各農家段階における任意化を主張したが，理事会と欧州委員会の反対により実現しな

かった。 
（注 4）もともとは直接支払いの財源縮小を伴う環境保全等の強化（CAP のグリーンニング）が議論され

ていた。それが直接支払いにグリーニングを適用してその財源規模を維持する方向に転じたのである。 
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（注 5）こうした動きはスイスと同じ方向を指している。スイスは農業政策 2014-2020 年で直接支払いを

再編して多面的機能の対応関係をより明確化し，所得支持を目的とする支払いを廃止した。EU より踏

み込んだ内容である。 
 
１-３ 多年度財政枠組み（MFF 2014-2020）の合意と決定 
 
 MFF（2014-2020 年）については 2013 年 6 月 26 日に EU3 機関の合意がなされた。合

意の遅れから 2014 年の年次予算編成と時期が重複し，MFF が正式に決定されたのは 2014
年予算の EU3 機関合意（11 月 12 日）および欧州議会の MFF 承認（11 月 19 日）を経た

12 月 2 日の理事会においてであった。 
 また 2017 年には MFF の見直しが予定されており，CAP 以外の予算についてはその際に

増額の可能性もある。 
 

MFF 交渉にかかる主要な出来事 
 

2013 年 
 2 月 8 日 欧州理事会政治合意（MFF） 
 6 月 19 日 EU3 機関合意（MFF） 
 7 月 3 日 欧州議会本会議 決議採択（MFF） 
11 月 12 日 EU3 機関政治合意（2014 年予算） 
11 月 14 日 欧州議会予算委員会 承認（MMF および 2014 年予算） 
11 月 19 日 欧州議会本会議 承認（MFF） 
12 月 2 日 競争力理事会 決定（MFF） 

2017 年 MFF 見直し（CAP 以外の増額可能性） 
 

 
 MFF全体の前期（2007-2013年）対比増減額は，締結予算（Commitment appropriations）
ベースで 352 億ユーロの減少（-3.5％）である（表 I－１）。増減の主な内訳は費目 2（CAP
等）が 475 億ユーロ減（-11.3%），費目 1b（結束政策等）が 297 億ユーロ減（-8.4％），費

目 1a（成長と雇用のための競争力）が 341 億ユーロ増（37.3％）である。それ以外の費目

はいずれも絶対額は小さいものの増額されている。つまり EU 予算全体の削減だけでなく，

それと同程度に競争力向け等の予算拡大もCAP や結束政策の予算削減に大きく寄与してい

るといえる。CAP と結束政策の予算削減は，既往加盟国から新規加盟国への財政移転を抑

制する効果があると考えられる。 
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表 I － 1   新 MFF と前期の対比（2011 年価格） 
締結予算額 MFF 

2007-2013 
(百万ﾕｰﾛ) 

MFF 
2014-2020 
(百万ﾕｰﾛ) 

 
変化 

(十億ﾕｰﾛ) 

 
変化 
(%) 

1. 知的・包摂的な成長 450,763 446,310 +4.5 +1.0 

1a. 成長と雇用のための競争力  125,614 91,495 +34.1 +37.3 

1b. 経済的・社会的・領域的な結束 325,149 354,815 -29.7 -8.4 

2. 持続可能な成長：自然資源（おもにCAP） 373,179 420,682 -47.5 -11.3 

3. 安全保障および市民権 15,686 12,366 +3.3 +26.8 

4. グローバルヨーロッパ 58,704 56,815 +1.9 +3.3 

5. 行政 61,629 57,082 +4.5 +8 

6. 補正 27 n/a +0.027 n/a 
合計 959,988 994,176 -35.2 -3.5 
GNI対比 1.00% 1.12%   

出所：  “Council adopts the multiannual financial framework 2014-2020”, 2 December 2013, PRESSE 
439, Council of The European Union.  

 
 CAP 支出の内訳推移を図Ｉ－１に示した。これまでのところ新しい直接支払いの種類別

内訳と，直接支払い・農村振興の間の財源移転はいずれも未決定である。そのため従前と

の性格の違い等を全面的に検討するには時期尚早であるが，この段階でも市場支持がさら

に縮小していることや，直接支払いと農村振興の財源割合がかなり変化する可能性がある

ことは見て取れる。 
 

図 I －１ CAP 支出の内訳推移 

 
出所： “Overview of CAP Reform 2014-2020,” p.4, December 2013, 欧州委員会 
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１-４ 新たな直接支払い制度 
 
 新しい直接支払制度は，CAP 改革法令のうち直接支払い規則（1307/2013）によって定

められている。 
 
１-４-１ 加盟国間の格差縮小 

 直接支払いの平均面積単価は加盟国間の格差が大きい（特に新規加盟国は低水準）ため，

ある程度の平準化がなされる。具体的には EU 平均の 90％を下回っていた国はその差の３

分の１を増額され，その費用は EU 平均を上回る国が比例的に負担する。また各加盟国は

2020 年までに一定の最低限の水準を満たすことが保証される（直接支払規則の説明条項

22）。 
 ただしこの措置は加盟国別・年次別の直接支払い予算枠（付属書 II および III）に反映さ

れており，直接支払い規則に特段の条項はない。当該予算枠は 2019 年以降一定と定められ

ていることから，加盟国間平準化の段階的実施は 2019 年までである。 
 

図 I －２ 加盟国間平準化による直接支払いの分布の変化 

 
出所： 図Ｉ－1 に同じ 
（注） 「基準予算」は加盟国間平準化と予算削減がなかった場合の 2020 年予想額。

「CAP 改革合意」は加盟国間平準化と予算削減を反映。いずれも 2009 年時点

の潜在的な受給適格面積に基づく。 
 
 当初の法案は，2021 年以降の次期 MFF において EU 全域の平等な財源配分による完全

な平準化に重点的に取り組むとしていた（説明条項 21）が，法案の修正により当該記述は

削除された。これにより，今回の CAP 改革以後における加盟国間格差のさらなる是正は約

ユーロ／ha（名目価格）

CAP改革の基準予算（ユーロ／ｈａ）
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束されなかった。 
 
１-４-２ 各種の直接支払い 

 直接支払いは基礎支払い（従来型の単一支払い・単一面積支払いを継承）と，グリーニ

ング支払い，再分配支払い，自然制約地支払い，青年農業者支払い，カップル支払い，小

規模農業者制度に再編成される。種類別の内訳は，所定の範囲内で各加盟国が任意に定め

る（図Ｉ－３）。 
 基礎支払いとグリーニング支払いは全農業者（小規模農業者制度の利用者を除く）を対

象とし，全ての加盟国が実施する。それ以外はいずれも特定の農家に対する支払いであり， 
予算規模は既定の上限以下で各国が定めるほか，青年農業者支払い（導入義務あり）を除

き導入自体も各国の任意である。これまで直接支払いは単一支払い（ないし単一面積支払

い）が中心であり，それ以外は限定的であった（注 6）。しかし新制度では 30％のグリーニ

ング支払いに加えて，対象を限った 5 種類の支払い（うち青年農業者支払い以外の実施は

加盟国の任意）に最大 57％まで（あるいはカップル支払いの特例適用によりそれ以上）を

任意で充てることが可能となった。加盟国の裁量で決定できる割合が大幅に拡大したので

ある。また，導入時期や，導入後における財源割合の変更についてもそれぞれある程度の

裁量が認められている。 
 

図 I －３ 目的別に多様化する直接支払い（予算構成比） 

 
出所：直接支払い規則(1307/2013)に基づき作成。 
（注） グリーニング支払いと基礎支払い以外の支払いはいずれも最大の割合を

図示した。またカップル支払いは蛋白作物用の上乗せ（2％まで）を含む。 
 

グリーニング
支払 30%

基礎支払
13%～70%

再分配支払
0%～30%

自然制約地
支払 0%～5%

青年農業者支払
(義務的) ～2%

カップル支払
0%～10%(～)

小規模農業者
制度 0%～10%
(他のすべての

支払いの代替)
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１-４-３ 直接支払いの種類別内容 

１-４-３-１ 基礎支払い 
 すべての直接支払い受給者を対象としており，直接支払いの国・地域予算枠から他の直

接支払いを除いた残り（13％ないし 70％未満）が充てられる。移行期間経過後の面積単価

は原則として国・地域内で一律であるが，過去実績に基づく違いを部分的に残すこともで

きる。 
 基礎支払いについては法案の修正により以下のとおり加盟国の裁量が拡大された結果，

直接支払い制度の一本化と過去実績方式の廃止，そして国・地域内面積単価の一律化はい

ずれも未完成となった。 
 
・これまで単一支払いの地域方式ないし単一面積支払い（いずれも国・地域内一律単価）

を採用していた加盟国は，新制度に基づく基礎支払いの受給権を改めて設定する代わ

りに既往制度の受給権を維持することができる（21 条の 3）。また単一面積支払い制度

は 2020 年まで存続可能となった（36 条の 1）。 
・面積単価の国・地域内平準化については，初年度（2015 年）は従来通りの水準格差を

容認し，さらに段階的な平準化の終了時（2019 年）においても一律面積単価に代えて

「部分的平準化」を選択できる（25 条の 4）。部分的平準化では，加盟国間の平準化と

同様に国・地域内平均単価の 90％（加盟国が最高 100％まで引き上げ可能）を下回る

農業者はその乖離幅の３分の１を増額される（図Ｉ－４）。また国・地域内平均単価の

60％を下回る農業者は差額を増額される。こうした増額の財源は平均値を上回る農業

者に対する減額（加盟国の定める客観的かつ非差別的な基準に基づく）により賄う（25
条の 7）。さらに，加盟国の任意で各農業者における既往制度からの受給額の減少を最

大 30％までに抑えてもよい。 
 なお，部分的平準化を選択する国・地域では 2015 年には，基礎支払いへの移行に伴

う財源の縮小（各種目的別直接支払いへの移転）を反映して，各農業者に対する前年

（2014 年）受給額（既往制度）の一定割合（国・地域ごとに算出）が支払われる。具

体的には，2015 年における国・地域の基礎支払い予算枠を，2014 年における同国・地

域の単一支払い（単一面積支払い）支払額で除して割合を算出し，これに 2014 年にお

ける個別農業者の受給額（ないし受給権価額）をかけたものが 2015 年の当該農業者に

対する支払額となる（26 条）。 
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図Ｉ－４ 国・地域内の部分的平準化による１ｈａ当

たり直接支払い受給額の変化（個別農業者） 

 
出所：直接支払い規則（1307/2013）を参照して作成。 

 
 基礎支払いの高額受給には減額が課される（11 条）。各農業者について年間 15 万ユーロ

を上回る部分に対し，加盟国は 5％以上の減額を行う。また直接支払いの５％以上を再分配

支払いに充てる国はこの減額を適用しなくてもよい。 
 高額受給の削減は，これまでの直接支払制度におけるモジュレーション（5 千ユーロ以上

30 万ユーロ未満で 10％，30 万ユーロ以上で 14％）や，法案にあった累進減額・受給額上

限と比べて緩和され，かつ累進性（高額受給者ほど高率）がなくなった。しかし直接支払

い財源の再分配機能については，直接支払いと農村振興の間の財源移転や，再分配支払い

も併せて評価する必要がある。いずれも実施と規模は加盟国の裁量によるため，実態がわ

かるのは 7 月以降となる（後述）。 
 
１-４-３-２ グリーニング支払い 
 正式名称は「気候・環境に有益な取組みに対する支払い」である。すべての基礎支払い

受給者を対象としており，国・地域における直接支払い予算枠全体の30％を占める（47条）。

原則として国・地域内で面積単価一律である（43 条の 9）が，国ごとに各農家が受け取る

直接支払いの一定割合とすることもできる（国・地域内の平準化を遅らせる，あるいは緩

和する効果がある）。要件として気候および環境に有益な３つの取組み（後述）が課され，

未達成の場合はグリーニング支払いを上回るペナルティを課される場合がある（注 7）。 
 
１-４-３-３ 再分配支払い 
 各農業経営の一定以下の面積（30ha あるいは当該国の平均面積規模の大きい方を上限と

する。全国一律に段階分けすることもできる。41 条の 4 および 5）に対して追加の支払い

平準化前の受給額／ｈａ

平
準
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を行う。保有農地の少ない畜産農家における直接支払いの減少を補填しようとするフラン

スの発案により，CAP 改革交渉の最終段階で追加された。基礎支払いの高額受給減額より

も再分配効果が大きいとされる。 
 予算は直接支払いの 30％以下である。支払単価は直接支払い（41 条の 6）の国・地域内

平均面積単価（2019 年）の 65％以下で各国が定める（41 条の 4）。 
 決定は任意の年に可能である（前年 8 月 1 日までに見直し・通報。41 条の 1）。 
 
１-４-３-４ カップル支払い 
 特定の品目に対する支払いであり，既往の「68 条」支払いや，部分的デカップリングの

うちカップル部分を受け継ぐ。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法ないし特定の農業部門を対象とする（52 条の 3）。対象

品目は加盟国が所定の範囲内（穀物，油糧種子，蛋白作物，穀粒豆類，亜麻，麻，米，堅

果，澱粉じゃが芋，牛乳・乳製品，種子，羊肉・山羊肉，牛肉・子牛肉，オリーブ油，蚕，

干草，ホップ，甜菜，サトウキビ，チコリ，果物・野菜，短期輪作の雑木林。52 条の 2）
で任意に選択し組み合わせることができる。 
 予算は原則として直接支払いの 8％以下である（53 条の 1）が，各種の特例により引き上

げが認められる。まず 2010 年から 2014 年の間に 1 年間でも直接支払い予算枠の 5％を上

回る年があれば，13％まで引き上げが可能である（53 条の 2）。また蛋白作物向けの支払い

を 2％以上行うことを条件に，最大 2％まで上乗せが可能である（53 条の 3）。さらに 2010
年から 2014 年の間に 1 年間でも直接支払い予算枠の 10％を上回る年があれば，欧州委員

会の承認を条件として 13％を上回る予算を充てることができる（53 条の 4）。したがって，

2014 年までに実績を積めば，蛋白作物を含めて 15％ないしそれ以上の枠を得ることが可能

である。あるいは，年間３億ユーロ以下の一定額を充てることもできる（53 条の 5）。 
 導入は任意の年に可能であり（前年 8 月 1 日までに決定・通報。53 条の 1，54 条の 1），
2017 年に変更が可能である（割合の増減，受給条件，廃止。2016 年 8 月 1 日までに見直

し・通報。53 条の 6，54 条の 1）。 
 
１-４-３-５ 小規模農業者支払い 
 小規模農業者を対象に他の各種直接支払いすべてを代替する簡易な制度である。予算は

直接支払いの 10％以下である。該当する農業者はこの制度に任意で参加できる（61 条の 1）。
参加者はグリーニングの取組み（61 条の 3）およびクロス・コンプライアンス（横断的規

則（1306/2013）第 92 条）を免除される。 
 各農業者に対する給付額の算出方法は，以下の４種類の中から加盟国が選択する。 

・加盟国が定める一定額（上限は全国平均１農業者当たり直接支払額の 25％）（63 条

の 1(a)）。 
・上限は全国平均１農業者当たり直接支払額に，加盟国が定める一定面積（上限は５
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ヘクタール）を乗じた額（63 条の 1(b)）。 
・通常の直接支払制度による直接支払いと同額（63 条の 2(a)）。 
・通常の直接支払制度による 2015 年の直接支払いと同額。以後は国の直接支払い予算

枠の変化に応じて比例的に調整することができる（63 条の 2(b)）。 

 ただし各農業者に対する給付額には最低５百ユーロ，最高 1,250 ユーロの限度額が定め

られており，算出額がこの範囲を外れる場合は最低ないし最高限度が適用される（63 条の

1 および 2）。ただし一部の加盟国については，200 ユーロ（キプロス，クロアチア，スロ

ヴェニア）または 50 ユーロ（マルタ）を下回らない範囲でさらに低い最低限度額を設定で

きる。 
 
１-４-３-６ 自然制約地支払い 
 自然制約地に（部分的あるいは全体が）位置する農場の該当面積に対する支払いである

（48 条の 1）。自然制約地は従来の条件不利地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。予算は直接支払いの 5％以下（49 条の 1），面積単価は国・地

域内で一律（48 条の 4 および 5）である。 
 制度の変更は 2017 年に可能である（2016 年 8 月 1 日までに見直し・通報。49 条の 1）。 
 
１-４-３-７ 青年農業者支払い 
 すべての加盟国に導入が義務付けられる（50 条の 1）が，予算規模の下限は定められて

いない。予算の上限は直接支払いの 2％以下である（51 条の 1）。支払い対象となるのは経

営開始から 5 年以内で申請時に 40 歳以下（50 条の 2）（加盟国は他にも条件を追加できる。

50 条の 3）の農業者である。経営開始から 5 年後までに支払いは終了する（50 条の 5）。 
 面積単価は，当該農業者ないし当該国における直接支払い平均面積単価の 25％である（50
条の 6 から 8）。その場合，加盟国は１農家当たりの受給可能面積に上限（25 ヘクタールか

ら 90 ヘクタールの間）を設けなければならない（50 条の 9）。あるいは一定額（直接支払

い全国平均面積単価の 25％に，青年農業者支払い申請者一人当たりの受給適格面積をかけ

て算出）を給付することもできる（50 条の 10）。 
 青年農業者支払いに充てる予算の割合は毎年変更可能である（前年 8 月 1 日までに見直

し・通報。51 条の 1）。 
 
１-４-４ 柱間の財源移転 

 加盟国は，直接支払いと農村振興の間で，いずれか一方の財源を最大 15％まで他方に移

転することができる（14 条）。ただし直接支払いの１ha 当たり水準が低い（EU 平均の 90％
未満）（注 8）12 カ国（注 9）は農村振興の財源を最大 25％まで直接支払いへ移転できる（14
条）。 
 柱間の財源移転（14 条）は，年によって割合が異なってもよい。移転の割合は当初に申
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告する必要がある。当初年から適用する場合は 2013 年 12 月 31 日まで，2 年目から適用す

る場合は 2014 年 8 月 1 日までに決定し欧州委員会に通知する。 
 第一の柱から第二の柱への移転は 2014-2020 年なのに対して，第二の柱から第一の柱へ

の移転は 2015 年開始の 2015-2020 年（第一の柱の多年度予算は 2015-2020 年であるが，

第二の柱への移転については 2014 年のみ旧直接支払い規則（73/2009）の予算枠から移転

することで CAP 改革の当初年から実施。第二の柱の多年度予算は 2014-2020 年）である。 
 移転割合の見直しにより，第一の柱から第二の柱への移転については 2018 年から引き上

げ（当初申告対比，以下同じ）が可能であり，第二の柱から第一の柱への移転については

2019年から引き下げが可能である（いずれも2017年8月1日までに欧州委員会に要通知）。 
 こうした財源移転の詳細をみると，柱の間で扱いが非対称となっている。第一の柱から

第二の柱への移転のみが当初年から実施可能なのは，旧モジュレーションからの連続性を

確保するためかもしれない。しかし期間中の見直しによる変更が，第一の柱から第二の柱

への移転については引き上げのみ可能，逆方向の移転については引き下げのみ可能とされ

ているのは，前者の方向（旧モジュレーションと同じ）の移転を優先していることになる。

これは当初の財源移転割合に影響を及ぼす可能性があろう。 
 
（注 6）直接支払い規則 73/2009 における特定支払い（いわゆる 68 条支払い）は各種合計で直接支払いの

10％以下。そのほかに単一支払いの一部をカップル支払いとすることができた（部分デカップリング）。

また単一面積支払いを採用した国には別途の品目別支払いが認められていた。いずれも直接支払い全

体に占める割合は大きくなかった。前年度報告書（平澤 2013）を参照。 
（注 7）横断的規則（1306/2013）では，要件の順守違反による減額は当該助成金額の 100％を上回らない

とされている（77 条の 5）。しかしグリーニング支払いについては例外的にこの規定に拘わらず，最高

でグリーニング支払い金額（満額受給できた場合）の 25％までを直接支払い全体（直接支払い規則に

基づく支払い）から減額することとされている（77 条の 6）。これらを合わせると，グリーニングの取

組み要件を満たさない農業者は，最高でグリーニング支払いの 125％相当を直接支払いから減額され

る可能性がある。 
（注 8）2013 年 9 月 25 日付直接支払い規則議長国統合条文案の 14 条(2)および説明条項 17a を参照。 
（注 9）ブルガリア，エストニア，スペイン，ラトヴィア，リトアニア，ポーランド，ポルトガル，スロ

ヴァキア，フィンランド，スウェーデン，英国。 
 
１-５ グリーニングの制度 
 
１-５-１ ３つの取組み義務 

 直接支払いのグリーニングにより，基礎支払い（ないし単一面積支払い）を受給する全

ての農業者は，農地利用の上で三種類の取組みが義務付けられる（図Ｉ－５）。すなわち既

存永年草地の維持，環境重点用地の確保，作物の多様化である（43 条の 2）。ただし有機農

場か，またはグリーニングと「同等の措置」が認められる場合は取組みを免除される。 
 内容はやや煩雑であるが以下の通りである。加盟国・農業者の裁量や減免措置の適否に

より各国の実施内容は異なってくる。 
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１-５-１-１ 永年草地の維持 
 各農業者は，既存永年草地のうち，自然保護区等の中で環境上重要ないし厳重な保護が

必要なもの（各国が指定）を転換・耕運してはならない（45 条の 1）。それ以外を含む永年

草地全体については原則として国・地域・小地域いずれかの段階で維持（減少 5％以内）す

る必要がある（45 条の 2）（加盟国の任意で個別農業者段階での維持も選択できる。45 条

の 3）。 
 

図Ｉ－５  直接支払いのグリーニング取組み要件 

 
 

出所：直接支払い規則（1307/2013）に基づき作成。 
(注) 1.  永年草地の維持は個別経営毎に課すことも可能。 

2. 環境用地は 7％に拡大する法令を別途定める。耕地面積 15ha 以下の農場は適用外。 
3. 作物多様化の完全適用は耕地面積 30ha 以上の農場のみ。耕地面積 10-30ha の農場は２作目

以上作付，最大作目 75％。耕地面積 10ha 未満の農場は適用外。 
 
１-５-１-２ 環境重点用地の設定 
 環境重点用地（46 条）（注 10）として認められる土地の用途は，各加盟国が所定のリス

トから選択する（休耕，段々畑，景観，緩衝地片，アグロフォレストリ，森林境界部の地

片，短期輪作の雑木林，間作物・緑被，窒素固定作物。欧州委員会による追加が可能）。当

面は耕地の 5％とし，追って法案並みの 7％に引き上げる（適当であれば 2017 年 3 月まで

に提案）。この要件水準の半分までは地域段階で達成してもよく，また各農業者は要件の半

分までを 10 人以下の集団で達成してもよい。 
 加盟国は各種の環境重点用地面積を計算する際に，所定の換算係数および重みづけ係数

を用いることができる（46 条の 3）。それらの係数は欧州委員会が委任法で定める（46 条

の 9(c)）。 
 

３種類の取組み要件
（各種の代替措置）

（国・地域ないし小地域単位で適用）

---> 農業環境支払 環 有

（個別経営の農地に適用）

境 機

---> 農業環境支払

作目A 作目B 認 農

作物多様化 （耕地に3作目以上を作付け、
各作目は最大75％、２作目で最大95％。44条） ---> 農業環境支払 証 業

作目C

（個別要件） （全体）

　　「同等の取組み」 免除

環境重点用地　（耕地の５％以上。46条）

永年草地 （既存面積を維持。45条の2）

永年草地 (環境上重要な既存面積を維持。45条の1)

小
規
模
農
業
者
制
度
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以下の条件を満たす農場は環境重点用地の取組みを免除される。 
・牧草その他の草本科飼料，休耕地，マメ科作物の合計面積が耕地の 75％を上回る農場。 
・牧草その他の草本科飼料，休耕地，マメ科作物，水中で栽培する作物の合計面積が適

格農地の 75％を上回る農場。 
・国土面積の過半が森林である加盟国は，特定の条件（森林面積が土地面積の過半かつ

農地面積の３倍超）を満たす自然制約地域について，環境重点用地の適用を免除でき

る。 
 
１-５-１-３ 作物の多様化 
 作物多様化（44 条）は耕地への作付品目を原則として最低３作目，うち最大の作目の面

積を 75％以下，上位 2 作目を合わせた面積を 95％以下とするもの。ただし全面適用は耕地

面積が 30ha を上回る経営に限られており，以下に示すとおり耕地面積や作目等に応じた減

免措置がある。 
 
作物多様化の減免： 

・耕地面積 30ha 以下の農業者は最低 2 作目，上位 2 作目合計の割合規定なし。 
・耕地面積 10ha 以下の農業者は取組みを免除。 
・耕地面積 30ha 以下で，牧草その他の草本科飼料生産に用いられる土地と，休耕地の合

計面積が耕地の 75％を上回る農場は，取組みを免除。 
・耕地面積 30ha 以下で，永年草地，牧草その他の草本科飼料生産に用いられる土地，休

耕地，水中で栽培する作物の合計面積が適格農地の 75％を上回る農場は，取組みを免

除。 
・直接支払いの対象となる経営耕地面積の過半を当該農業者が前年の申請で申告してお

らず，かつ全ての耕地で前年とは異なる作物を作付ている農場は，取組みを免除。 
・北緯約 62 度以北に位置する農場は，（耕地面積 30ha 超であっても）最低 2 作目，上位

2 作目合計の割合規定なし。 
・北緯約 62 度以北に位置し，主な作目が牧草その他の草本科飼料，あるいは休耕してい

る農場は，取組みを免除。 
 
 また，永年草地には新たに永年放牧地を含めることが可能となった（4 条 1(h)および 2）。
その場合は当該国において直接支払いの対象となる土地が拡大する。他の農地に対する直

接支払いの希薄化を防ぐため，面積の換算係数を用いることができる。 
 
１-５-１-４ グリーニングと同等の取組み 
 農村振興政策における農業環境・気候支払いを受けているか，あるいは国・地域レベル

の環境認証を受けている農業者は，その取組みと同等とみなされるグリーニングの取組み
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を免除される（43 条の 3）。 
 農業環境・気候支払いについてはグリーニングの取組みの１つ以上をカバーする場合，

環境認証については３つ全てをカバーする場合に農業者が任意で免除を適用可能である

（43 条の 7）。ただし加盟国は地域単位で，これらの利用を制限し（43 条の 5），あるいは

農業者に当該環境認証を義務付ける（43 条の 6）ことができる。最後の規定を採用する場

合は，地域全体でグリーニングの取組みの代わりに環境認証を義務付けることになる。 
 
１-５-２ グリーニングと農業環境・気候支払いの関係 

１-５-２-１ 政策手段としての違い 
 CAP におけるおもな環境保全施策は，グリーニング以外に直接支払いのコンプライアン

スと農村振興政策の農業環境・気候支払いがある。三者はそれぞれ環境保全の高度さや対

象となる農家・農地の範囲が異なる（平澤(2013)）。 
 クロス・コンプライアンスは，直接支払い受給の条件として，既存の EU 規制および各

加盟国の定める GAEC（土地の良好な農業・環境状態の基準）を順守させるものである。

全農家・農地を対象とする最低限の基準という意味合いが強い。 
 また，農村振興政策の農業環境・気候支払いは，高度な環境便益を提供する特定の農家・

農地に対して助成を行うものである。 
 それに対してグリーニングは，直接支払い受給の追加的な条件として既存の規制（クロ

ス・コンプライアンス）を上回る環境便益の提供を EU 全体で一律に義務付けるものであ

る。要求される環境保全の水準は農業環境・気候支払いより低いもののクロス・コンプラ

イアンスよりは高度であり，対象は原則として全農家・農地である。EU 全域で広く薄く環

境便益を底上げするものといえよう。特に集約農業地域での環境改善が見込まれている。 
 
１-５-２-２ 法令上の整理 
 グリーニングの取組み要件には，直接支払い規則案の審議過程でさまざまな減免規定が

加えられた。その一つは前述のとおり，農業環境・気候支払いの受給者に対してグリーニ

ングの取組みを免除するものであった。 
 これに対して欧州議会は，これまで農業環境・気候支払いの対象であった同じ取組みに

対して新たにグリーニング支払いも上乗せして支払うことは，同一の取組みに対する二重

給付(double funding)となり違法であると指摘した。 
 そのため最終的に制定された規則ではその点を明記のうえ，農業環境・気候支払いの対

象となる取組みがグリーニングの要件を上回らない場合は，農業環境・気候支払いを減額

することとなった。すなわち，グリーニングの取組みから免除するために使われる，「同等

の取組み」への二重給付は禁止されている（直接支払い規則（1307/3013）第 43 条の 4）。
また，農村振興規則における農業環境・気候支払いから，二重給付を避けるために必要な

額を減額し（農村振興規則（1305/2013）第 28 条の 6），その計算方法は欧州委員会が委任
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立法により定める（同第 28 条の 11）。 
 また，従来はクロス・コンプライアンスに永年草地の維持が含まれていたのに対して，

新制度のクロス・コンプライアンスからは永年草地の維持が削除され，グリーニングとの

重複が回避された。 
 
（注 10）ドイツは要件の緩和を強く求めていた。該当する土地の多くが共同体所有となっていることもあ

り，個別農業者単位での達成が難しいためである。 
 
１-６ 加盟国における直接支払いの具体的内容 
 
 新制度では直接支払いの種類別構成およびそれぞれの内容について加盟国の裁量が大き

いため，各国で実際に採用される制度の内容が重要な意味を持っている。加盟国は 2014 年

7 月 14 日までに欧州委員会に直接支払いの実施内容を通知するため，全容が明らかになる

のはそれ以降となる。以下ではこれまで Agra Europe 誌で報じられた範囲で加盟国ごとの

検討状況を整理する。ただし，いずれも決定までには変更の可能性がある点は注意を要す

る。 
 
１-６-１ 柱間の財源移転 

 第一と第二の柱の間の財源移転について意向を表明している９加盟国についてみると，

以下のとおり国ごと・地域ごとに大きな違いがあり，また既往加盟国と新規加盟国で逆の

傾向となっている（図Ｉ－６）。 
 

図 I － ６  柱間の財源移転に関する各国の意向 

 
出所： Agra Europe（Jan 21, 2014 ほか）掲載データより作成 
（注） アイルランドとスペインは 2015 年以降未定（2014 年は移転なし）のため非表示。 
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 従来のモジュレーションと同じ方向である第一の柱から第二の柱への財源移転を予定し

ている国・地域は英国の３地域，ベルギーのフランダース地方，ドイツ，フランスであり，

いずれも既往加盟国である。移転が最も多いのは英国のウェールズで上限の 15％，もっと

も少ないのはフランスで 3％であり国ごとの差が大きい。 
 柱間の財源移転を行わないとしているのはベルギーのワロン地方，ルーマニア，フィン

ランド，英国の北アイルランドである。 
 従来とは逆方向の第二の柱から第一の柱への財源移転を予定している国はクロアチア，

スロヴァキア，ポーランドであり，いずれも新規加盟国である。移転の割合はクロアチア

で通常の上限である 15％，スロヴァキアはそれを上回る 21.3％，ポーランドは特例措置を

含めた上限の 25％である。 
 

１-６-２ 各国の概要 

 以下は英独仏を含む８加盟国（英国はイングランドのみ，ベルギーは地域別）それぞれ

における直接支払制度の方向である（末尾に要約表を掲載）。網羅した国は EU の全 28 加

盟国の３分の１弱ではあるが，それでも基礎支払いの国・地域内平準化やグリーニング，

目的別直接支払いの運用にかなりの違いが見て取れる。 
 
１-６-２-１ イングランド 
・当初は直接支払い財源の 12％を第二の柱へ移転（第二の柱は倍増），2016 年に 15％への

移行を視野に入れて見直し（和泉委員調べ） 
・15 万ユーロ超の受給者に対する最低限（5％）の減額，再分配支払いは導入せず 
・高地農業者の優遇 
・永年草地の維持については国レベルで管理 
・経営実態のある農業者： 要件は追加せず 
 
１-６-２-２ ドイツ 
・直接支払い財源の 4.5％を第二の柱へ移転 
・国内全域で面積単価一律化 
・再分配支払い（30ha まで 50 ユーロ／ha，30ha～46ha まで 30 ユーロ／ha。全農業者の

受給権 6.9％削減で財源調達） 
・高額受給者の減額はせず（つまり直接支払いの 5％以上は再分配支払い） 
・青年農業者支払い（50 ユーロ／ha，90ha まで） 
・小規模農業者支払い（1,250 ユーロ／経営） 
 
１-６-２-３ フィンランド 
・柱間の財源移転なし 
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・国・地域内平準化： 地域内一律単価，２地域に統合 
・グリーニング要件のうち環境重点用地の免除（北緯 62 度）を利用 
・カップル支払い（畜産および南部地域農業振興） 
・自然制約地支払い 
・再分配支払いは 2015 年導入せず（つまり高額受給者の減額を行う），その後は未定 
・青年農業者支払い（枠の 2％，面積制限を検討） 
・小規模農業者方式は導入しない見込み 
・経営実態のない農業者に定義追加の予定なし 
 
１-６-２-４ ルーマニア 
・単一面積支払いを継続 
・第２の柱からの財源移転なし，逆の移転もない見込み 
・再分配支払いを導入 
・高額受給者の減額はせず（つまり直接支払いの 5％以上は再分配支払い） 
・カップル支払い（予算枠の 13％酪農・牛肉・山羊／羊など，蛋白作物向け 2％） 
・小規模農業者支払い 
 
１-６-２-５ フランス 
・再分配支払い 直接支払い予算枠の 20％（段階的に導入，中間見直しあり） 
・高額受給者の減額はしない 
・カップル支払い（予算枠の 13％，加えて蛋白作物向けに 2％）（石井委員調べ）はおもに

肉用牛，次いで酪農部門向け 
・第一の柱財源の 3％を第二の柱へ移転 
・グリーニングの同等措置：冬作物としてのトウモロコシ（カバークロップ用）作付け 
・自然制約地への助成を拡大，有機農業への助成を倍増 
 
１-６-２-６ アイルランド 
・柱間の財源移転： 2014 年無し，2015 年以降は未定 
・国・地域内平準化： 部分的平準化モデルを採用 
・青年農業者支払い： 直接支払いの２％ 
 
１-６-２-７ スペイン 
・柱間の財源移転： 2014 年無し，2015 年以降は未定 
・カップル支払い： 直接支払いの 12.08％，2016 年 7 月までに見直し実施 
・国・地域内平準化： 22 ないし 24 地域を設定。過度の細分化を避けつつ平準化による受

給者への影響を最小化。 
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・再分配支払い： 2015 年は不採用，以後は未定。 
・高額受給者(15 万ユーロ超過部分)に対する減額： ５％ 
・経営実態のある農業者： 農業所得の 80％超が直接支払いであれば経営実態のある農業

者とみなされない（兼業農家に不利とならないよう，直接支払い受給額 1,250 ユーロ／

年の農業者は例外）。 
 
１-６-２-８ ベルギーのワロン地方 
・柱間の財源移転なし 
・部分的平準化 
・再分配支払い： 直接支払い予算枠の 20％（上限 50ha／農場） 
・カップル支払い： 直接支払い予算枠の 21.3％（うち 18％は子付雌牛） 
・青年農業者支払い： 直接支払い予算枠の 2％（基礎支払い 25％上乗せ） 
 
１-６-２-９ ベルギーのフランダース地方 
・第一の柱から第二の柱へ財源移転。2015 年 5％から開始，2016 年 7.5％，2018 年 10％
へと引き上げ。 

・部分的平準化（個別農業経営の受給額削減は最大 30％） 
・新たな対象農業者の追加（ワイン，観賞植物，果物・野菜） 
・グリーニングの環境重点用地は地域方式 
・逓減制（高額受給者の減額）を採用 
・カップル支払い： 直接支払い予算枠の 11％（うち 10％子付雌牛，1％肉用子牛） 
・青年農業者支払い： 直接支払い予算枠の 2％（基礎支払い 25％上乗せ） 
 

表 I － ２  各国における各種直接支払いの採用意向 

  再分配支払い 
青年農業者支

払い（義務的） 
カップル支払い 

自然制約

地支払い 

小規模農

業者制度 

イングランド （無し）  …  …  …  … 

ドイツ 
50€/ha(30ha), 

30€/ha(46ha) 
50€/ha (90ha)  …  … 1,250€ 

フィンランド （無し） 2％, 面積制限 畜産, 南部振興 利用  … 

ルーマニア 段階的  … 13％+2％(蛋白作物)  … 導入 

フランス 20％  … 13％(肉牛, 酪農等)  …  … 

アイルランド  … 2％  …  …  … 

スペイン （当面無し）  … 12.08％  …  … 

ベルギー（ワロン） 20％（50ha） 2％(25％上乗) 
21.3％(子付雌牛

18％) 
 …  … 

ベルギー（フランダース） （無し） 2％(25％上乗) 
11％(10％子付雌牛，

1％肉用子牛) 
 …  … 

出所： Agra Europe 誌掲載記事各種より作成 
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表 I － ３  各国における基礎支払いおよびグリーニングの意向 

  基礎支払い グリーニング 

イングランド ３地域各一律単価 永年草地の維持：国レベルで管理 

ドイツ 国内一律単価 … 

フィンランド ３地域各一律単価 環境重点用地：高緯度による免除 

ルーマニア 単一面積支払い … 

フランス … 作物多様化の同等措置：冬季被覆トウモロコシ 

アイルランド 部分的平準化 … 

スペイン 22 ないし 24 地域 … 

ベルギー（ワロン） 部分的平準化 … 

ベルギー（フランダ

ース） 

部分的平準化 (個別経営の削減最大

30％)，受給者の拡大 (ワイン，観賞植

物，果物・野菜) 

環境重点用地：地域方式 

出所： Agra Europe 誌掲載記事各種より作成。イングランドの基礎支払いは和泉委員調べ。 
 
 
１-７ （参考） CAP 改革交渉の経過 
 
１-７-１ 6 月 26 日の EU3 機関政治合意（大部分）  

１-７-１-１ 直接支払い 
１-７-１-１-１ グリーニング 

・グリーニングの要件緩和（面積規模等に応じた作物多様化の減免，永年草地の維持は

国・地域単位でも可（，環境重点用地は段階的に導入）（注 11）。 
・永年草地のうち，保護区内等で環境上重要なもの（各国が指定）については農家単位

での維持を義務付け・グリーニング支払いは一律単価の代わりに個別農業者に対する

直接支払いの一定割合とすることができる（面積単価の平準化を遅らせる効果）。 
・グリーニング要件を達成できない農業者は，グリーニング支払いを受給できないこと

に加えて，グリーニング支払いの 25％（2018 年以降の場合）に相当する金額を他の

直接支払いから減額される。 
 

１-７-１-１-２ 面積単価の国・地域内平準化 

・完全一律化は任意となり，部分的な格差縮小を選択できる。激変緩和措置を拡充。 
・加盟国間水準格差の縮小と同じ方式による（国・地域平均面積単価の 90％を下回る農

業者は乖離幅の３分の１を増額される。財源は面積単価が平均以上の農業者を減額し

て調達）。 
・ただし面積単価は国・地域平均の 60％以上とし，満たない場合は差額を増額する。 
・この施策による 2015-2019 年の受給額減少幅を 30％以下に制限できる。また１ha 当
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たりの最高額を設定することができる。 
 

１-７-１-１-３ その他 

・単一面積支払い： 新規加盟国は 2020 年まで単一面積支払いを継続できる（したが

って直接支払い制度は一本化しない）。（2013 年 9 月 25 日付議長国統合修正条文案に

よれば当該国は単一面積支払いのままでグリーニングや各種目的別直接支払いが適

用される） 
・営農実態のある農業者： 加盟国は受給適格要件である「営農実態のある農業者(active 

farmer)」の定義を厳格化（ネガティブリストに項目を追加）できる。 
・分配支払い： 直接支払いに任意の「分配支払い」を追加。各農業経営の一定以下の

面積に対して追加の支払いを行う（中小経営の優遇策）。 
・カップル支払い： カップル（品目別）支払いの予算上限割合は引き上げられる。 
・小規模農業者支払い： 導入を任意化する。 

 
１-７-１-２ 生産調整施策の廃止は緩やかに 

・ぶどうの作付権は 2015 年で廃止され，2016 年から新たな作付許可制度（2030 年ま

で，年１％増加）に移行するものの，従来制度の 3 年ないし 5 年間の延長も認められ

る。 
・砂糖の生産割当は廃止が 1 年以上先延ばしされ，2017 年まで存続する。 
 

１-７-１-３ 農村振興 
・国（ないし地域）における環境関連の最低支出割合を設定（30％以上）。 
・農業環境・気候支払いの受給者は直接支払いのグリーニング要件を免除されるものの，

環境便益がグリーニング要件を上回らない場合は農業環境・気候支払いを減額。 
 

１-７-１-４ MFF 関連事項は積み残し 
・2013 年 2 月の MFF 欧州（首脳）理事会政治合意には CAP 改革の内容（予算枠以外）

が含まれていた。（閣僚）理事会はこの政治合意に従った。 
・CAP 改革は（理事会と欧州議会）による共同決定の対象であるため，欧州議会は欧州

理事会の MFF 政治合意に含まれる CAP 改革の内容について交渉を求めたが，理事会

は合意の複雑なバランスを崩すことはできないとして拒否した。 
・そのため，CAP 改革のうち MFF に関わる事項は先送りとなった。 

 
１-７-２ 9 月 24 日の EU3 機関政治合意（MFF 関連事項） 

 MFF に関する EU3 機関の政治合意成立を受けて，CAP 改革の未決定事項（MFF 関連）

に関する交渉が再開された（注 12）。その結果，欧州議会の要求が一部反映された（農村振
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興政策の EU 拠出割合を一部引き上げ，それ以外の要求は取り下げ）。欧州議会によって欧

州理事会の MFF 合意が修正されたのは初めてのことである。 
 
１-７-２-１ 直接支払い 

・「逓減制」は 15 万ユーロ超過に対して最低５％の減額。減額対象はグリーニング支払

いを除く。減額分の財源は当該国・地域の農村振興に充当。 
・再分配支払いが直接支払いの５%以上の国は逓減制を適用しなくてもよい。 
・加盟国間の水準格差縮小。平均面積単価が EU 平均の 90％を下回る国は，その乖離の

３分の１を増額。平均面積単価には最低限度を設定。EU 平均を上回る国が比例的に

負担。 
・国・地域内の水準格差縮小を段階的に進める場合，２年目から開始（当初法案では初

年度に最低 40％）。 
・第一の柱から財源の最高 15％を第二の柱に移転できる。当該財源は第二の柱で加盟国

の共同拠出不要。 
・第二の柱から財源の最高 15％を第一の柱に移転できる。直接支払いの平均面積単価が

EU 平均の 90％を下回る国は最高 25％まで。 
・グリーニングにおける永年草地全体の維持は原則として国・地域・小地域単位でなさ

れる（農家単位でも可）。 
 
１-７-２-２ 農村振興政策 

・加盟国別の予算額は（MFF でなく）農村振興規則で定める。 
・EU の最大拠出割合は低開発地域・最遠隔地域・エーゲ海小諸島 85％，移行地域 75％，

その他の移行地域 63％，それ以外の地域 53％。ただし一部の施策についてはそれよ

り高い拠出割合を適用できる（知識移転，共同，生産者集団・組織の設立，青年農業

者就業助成，LEADER，環境・気候変動関連支払い）。 
 

１-７-３ 10 月 23 日の政治合意（2014 年移行措置） 

 2014-2020 年における CAP 改革の完全実施が 2015 年からとなったため，2014 年からの

実施範囲を定め，また 2014 年中は既往制度を部分的に存続させて新制度への移行を進める

必要がある。こうした移行措置については別途規則を制定することとなり，そのための交

渉がなされた。 
 
１-７-３-１ 直接支払い制度の部分実施（2014 年） 

・再分配支払いを導入可能（注 13）。 
・カップル支払いの拡大（現行の 3.5%から 6.5％に） 
・柱間の財源移転 
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・加盟国間の水準格差縮小（年次別の予算額に反映）・財政規律のための一律削減に免

除枠（最高 5000 ユーロ）を設定可能。減額は新規加盟国における直接支払いの段階

的導入を賄い，新たな市場危機準備金を造成するため 
・2015 年１月１日からの開始事項：グリーニング，各種の目的別支払い（自然制約地支

払い，簡易な小規模農業者制度），国・地域内の水準格差縮小 
・欧州議会にあったグリーニング開始の１年先送り（2016 年から）案は取り下げ。欧州

議会の農業委員会内で僅差により却下（Agra Europe, 4 Nov 2013）。 
１-７-３-２ 農村振興政策 

・旧 Axis１（農林業の競争力改善）と Axis２（環境・田園の改善）の既存プログラム

をそのまま継続。 
・新しいルールは 2015 年から適用（理事会報道発表 23 Oct 2013）。 

 
（注 11） 以下，6 月 26 日の 3 機関合意については Agra Europe (27 Jun, 2013)による。 
（注 12） 以下，9 月 24 日の 3 機関合意については Agra Europe（25 Sep, 2013）および直接支払い規則

統合条文案（2013 年 9 月 25 日付）による。 
（注 13） 以下，10 月 23 日の政治合意については，おもに Agra Focus（Nov 2013, pp,2-3）および Agra 

Europe（24 & 29 Oct, 2013）による。 
 
 
（文献） 
European Commission (2013) "Overview of CAP Reform 2014-2020", Agricultural Policy Perspectives 

Brief, N°5*, December. 
平澤（2013）「CAP 改革を巡る議論の現状と方向」, 平成 24 年度海外農業情報調査分析事業（欧州）, 第

I 部, 3 月 
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２ 英国（イングランド）における 2014 年以降の CAP の運用 〜グリーニン

グ及び農業環境支払いの対応〜 
 
 
 本章では，EU の 2014−2020 財政期間における CAP を英国がどのように運用しようとし

ているかについて，農業政策における環境保全策（特に第 1 の柱におけるグリーニング及

び第 2 の柱における農業環境支払い）に焦点を充てて紹介する。  
 なお，英国は，４つの「カントリー（country）」（イングランド，スコットランド，北ア

イルランド，ウェールズ）で構成され，それぞれが議会（立法権）を持つ。４つのカント

リー毎に農業政策の具体的内容は異なり，2014 年以降の CAP の適用の方向も異なってい

る。本章では，その中でイングランドの制度について扱うが，他のカントリーの対応につ

いても一部紹介する。 
 また，本文中でも言及しているが，英国の CAP 運用の内容，特に新しい農業環境支払い

制度については現時点ではまだ検討中の部分が多いことに留意されたい。 
 
 （本章で用いる主な略語） 
  Defra：Department of Environment, Food and Rural Affairs 
          （英国）環境食料農村地域省   
  NE：Natural England  イングランド自然保全局    
  RPA：Rural Payment Agency  農村歳出庁 
    RDP：Rural Development Programme  農村振興計画（第２の柱の実施計画） 
    ES 制度：Environmental Stewardship  環境管理助成制度 
  HLS：Higher Level Stewardship  ES 制度のうちの上級レベル事業 
    ELS：Entry Level Stewardship  ES 制度のうちの入門レベル事業 
                     
２-１ 2013 年までの英国の農業政策と農業環境支払いの概要 
 
 2014 年以降のイングランドの CAP の運用は，当然ながら，それまでの制度の延長と反

省に基づいて検討される。イングランドにおける 2013 年までの農業政策（CAP 関連），特

に農業環境保全策全体をまず概観する。 
 
２-１-１ 英国における農地での環境保全策の枠組み 

 国土の 75%が農業的に利用されている英国において，国土の自然環境の保全に占める農
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地の環境保全の役割は大きい。農地の環境保全策の手法は以下の３種に大別できる。 
● 農業活動がもたらす環境への悪影響（土壌や水質汚染，生物生息地の破壊など）に

対する規制： 
・クロス・コンプライアンスに含まれる硝酸態窒素の投入規制といった EU 法規

による規制 
・さまざまな保全地域指定と，その中での農業活動への規制 

● 環境保全的農業活動を行うことに対する補償としての農業環境支払い： 
 ・第２の柱の過半を財源とする農業環境支払い（現行は，ES 制度） 
 ・有機農業への助成も農業環境支払いに含まれる 

● 丘陵地においては農業活動が環境を支えていることから，丘陵地農業への支援： 
ただし，過放牧や草地への過度の肥料投入は丘陵地農地の環境劣化をもたらすので，

経済及び環境両面からの政策で「環境にとって適切な農業活動」というバランスを

いかに達成するかが常時課題となっている。 
    ・第２の柱の中山間地域支払い→イングランドでは農業環境支払い制度の一環と

して運用 
 また，これら政策の対象とする地域によって，農地全体を対象とする制度（クロス・コ

ンプライアンス，ES 制度の ELS）と，対象地域が限定されている制度（丘陵地対策，運用

からみた ES 制度の HLS，環境保全の観点から指定されている各種指定地域での農業活動

規制）に分けることができる。 
  

２-１-２ 第１の柱，第２の柱への予算配分及び第２の柱の内訳 

  英国の CAP 予算は，歴史的に EU からの予算配分額に占める第１の柱の比率が第２の柱

に対して非常に高く，2007-2013 財政年度の CAP 予算（モジュレーション前）でみると，

第１の柱への配分が 97%を占める。英国が重視する農業環境支払い等への財源確保のため，

第１の柱からの財源移管（モジュレーション）により，第２の柱の予算を確保してきた。

加盟国一律の義務的モジュレーション（５％）に加え，自主的モジュレーション（2012 年

には９％）により，第２の柱の比率を 1/4 にまで持ってきている。 
 また，第２の柱の中の３つの Axis 及び LEADER の中では，Axis２の比率が高く（イン

グランドは 81%），中でも農業環境関連施策への予算配分が他の EU 加盟国に比べて極めて

高いことに特徴がある。 
 
２-１-３ 農業環境支払いの変遷と現行制度の問題点 

 英国の農業環境支払い制度は，農業の集約化がもたらす環境への悪影響が問題となり，

1987 年に ESA 制度（Environmentally Sensitive Areas）が導入されてから 25 年余を

経ている。ESA 制度は特定地域を対象にその地域内の農場における環境保全的取組に

対し助成するもので，英国全体に設定された。この ESA 制度を出発点に，英国内の４つの
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カントリーはその後独自の農業環境支払い制度を，各カントリーの農業・地域条件に合わ

せ展開させた。例えば，イングランドは，制度の目的が農地の環境保全に傾斜しているの

に対し，スコットランドの制度は，環境保全と地域活性化とが結合した制度になっている。 
 イングランドでは，ESA 制度，より対象地を拡げた CS 制度（1991〜2004 年：Countryside 
Stewardship）を経て（これら２制度を「旧制度」と呼ぶ），2005 年からは現行の ES 制度

となっている。ES 制度の特徴は，誰でも申請でき取り組むメニューの選択も自由な「広く

浅い」ELS と，環境保全上重要な地域を対象にアドバイザーとメニューを作って行く「狭

く深い」HLS から構成されていることである。有機農業への支援も ES 制度の中の ELS の

メニューとなっている。 
 

表 Ｉ－４ イングランドにおける各種農業環境政策の実施状況（2013 年 10 月現在） 

      

    面積（ha) 

農地に占め

る割合(%) 協定の数 

年間価値    

（百万£） 

ES 制度 ELS（入門レベル事業） 6,005,283 64.6  44,749 170.1  

  OELS（有機入門レベル事業） 315,560 3.4  2,144 21.5  

  HLS(単独)（上級レベル事業） 119,381 1.3  1,492 25.2  

  Upland ELS（丘陵地入門レベル事業） 1,265,442 - 7,474 93.3  

  （参考）HLS 計 1,265,442 - 12,564 205.8  

旧制度 CS 36,610 0.4  1,362 8.3  

  ESA 92,158 1.0  1,446 7.3  

全制度計   6,568,992 70.7  51,193 413.0  

注：HLS 対象地の多くは ELS や OELS に含まれている。    

(資料)Natural England(2013 年 10 月)"Land Management Update"   

 
  表は ES 事業の最新実績を示したものだが，イングランドの農地の 70％以上が ES 制度

の対象地となっており，中でも ELS は 65%の農地で実施されている。 
  このようにイングランドの農業環境支払い制度は，当初の特に保全の必要性の高い地域

を対象とした濃密な対策を維持しつつ，誰もが環境保全的な農業活動に取り組める ELS を

加え，制度の普及という点では当初政策目的を達成している。では現行の ES 制度の課題は

何か。 
 Defra の研究機関である FERA（Food and Environment Research Agency）は 2010 年

に行ったプレゼンテーションの中で，ES 制度の課題として， 
・ 全体として，事業を評価する，評価しながら進めるシステムが必要。 
・ HLS のように，ターゲット地域を明確にする方が事業効果は高い。特定地域に対し，

そこに適した農業管理手法を採用することが必要。 
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・ ELS については，農地の周辺（生け垣など）を対象とするオプションに参加が集中し

ており，また，その農地の環境保全に即したオプションが採用されていないこともあ

る。背景には ELS に対する助言サービスの欠如も一因である。 
としている。また，近年，筆者が英国の複数の関係機関職員にインタビューした際に ES 制

度の課題として挙げられた点は以下の通り。 
・ ELS では農業者はほとんどアドバイスを受ける機会がない。アドバイスの必要なオプ

ションへの参加を即し，HLS 対象地域以外にあっても環境保全に意欲的に取り組みた

い農業者のために，ELS と HLS の中間に位置する制度が必要ではないか（NE のアド

バイザー） 
・ RPA や NE のモニタリングが不十分だ（サウスダウンズ国立公園事務局職員） 
・ ELSは環境水準を維持するためだけだが，HLSは非常に成功していると考えている。

問題点として，事業のモニタリングやフォローアップがほとんど行われていない。ま

た，2014 年までに終期を迎える ESA と CS の全てが HLS に移行できるわけではな

いことも課題である（コッツウォルズ AONB 理事会職員）。 
・ NE は環境保全の視点からだけの管理を求めがちであり，農家の経営が成り立つかと

いう視点も含めた保全管理を考えるべき（ナショナルトラストのレンジャー）。 
・ 農業者が良いアドバイザーに当たるかどうかが ES 制度実施の成否を握っている

（HLS に取り組む農業者） 
 2013 年に公表された Defra と NE の ES 制度に関する報告書では，現行制度の評価を踏

まえ，次期 RDP に向けて，以下のような提言を行っている。 
・ HLS について，より目標を明確にし，事業の成果を評価しやすくする。事業後の助言

サービスや，取り組む農業者等自らが評価を行うことも視野に入れる。  
・ ELS について，農業者の選択可能なオプションを現行制度よりも限定する。 
・ 景観全体を単位とした制度の取組を考える（現行制度は SSSI など小さなプロットを

ターゲットにしている）。 
・ ELS を水質保全目的へと拡大する。 

 2014 年の新たな農業環境支払いは，上記のような現行制度への問題意識をもとに検討さ

れている。 
 
（注 1）英国の農業環境政策の内容については，西尾・和泉・野村・平井・矢部（2013）「英国の農業環境

政策と生物多様性」（筑波書房）を参照されたい。 
（注 2） 制度導入当初の政策目標では，ELS に取り組む農地の比率を 60%に設定していた。 
（注 3） Nigel Boatman (2010) ”Agri-environment schemes – can they help to reverse biodiversity 

declines? ” FERA と Newcastle University との共同プロジェクト“Estimating the wildlife and 
landscape benefits of Environment Stewardship”でのプレゼンテーション 

（注 4） Defra/Natural England(2013) “Making Environmental Stewardship More Effective (MESME)” 
 
２-２ 2014 年以降の CAP をめぐる英国の検討の経過 
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 イングランド政府は，2014 年以降の新政策の検討にあたり検討プロセスの透明化を強調

しており，2013 年８月に政府としての基本的な考え方を提示，同年 11 月に意見公募を行

い，その結果を踏まえ同年 12 月に政府の方向（一部）を示す文書を公表した。発出文書に

は詳細な分析結果，政策オプションのシミュレーション結果などが提示されている。また，

政策の検討に当たっては，政策の効果に加え，行政管理コスト節減と農業者の手続きの簡

素化を非常に重視している。このことは，2005 年の単一支払いの導入以来，EU からの支

払いの不認可案件が多発したことへの対策でもあると考えられる。  
 
２-２-１ 2014 年１月現在までのイングランドでの検討日程及び今後の予定 

 
2013 年６月：CAP 改革について合意 
2013 年８月：Defra より「Direct Payments 」と「New Rural Development 」に関する

Status Report２本が発出される。 
2013 年８月：英国下院の特別委員会において CAP 改革をどのように適用するかについて

意見募集（期限８月末）及びヒヤリングを実施 
2013 年９月：CAP 改革についての最終合意 
2013 年 11 月：Defra が CAP 改革のイングランド適用についての意見を公募 
       いくつかの事項について，Defra の決定や志向する方向を示す文書を，その

背景説明となる分析結果文書とともに公表 
            公募期限は 11 月 28 日（公募期間４週間） 
       他のカントリーもこの時期に意見公募を実施 
2013 年 11 月：英国内の４カントリーへの CAP 予算の配分額の決定 
       特にスコットランドが，自国での単位面積当たりの CAP 予算受給額が低い

事を理由に配分比率を増やすよう強く働きかけたが，結局４カントリーの配

分比率は前 CAP 財政期間と同じになった。  
2013 年 12 月: 英国下院の特別委員会の報告書の公表 
            特別委員会での参考人からの意見聴取及び書面意見をもとに，下院としての提

言を公表。主な結論として，第１の柱から第２の柱への移管率を当初は 9%に

すべき，CAP からの支出が実際に耕作している人（例：共有地の耕作者，小作

農業者）にきちんとわたる制度が必要，手続きの完全 IT 化移行への懸念，な

ど。 
2013年 12月:DefraがCAP 改革のイングランド適用についての意見公募の結果とそれをも

とにした結論を公表（内容は後述）。 
         
（今後予定されている政策検討・実施日程） 
  2014 年早々：2013 年末の Defra 文書の積み残し事項として，青年農業者への支援，
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環境重点用地(EFA: Ecological Focus Areas)，第２の柱の詳細な内容，市場

管理のための施策についての運用方針を公表予定。 
  2014 年７月末：この時期までに SDA(Severely Disadvantaged Area)と Moorland に

対する単一支払いの単価について決定。 
  2015 年７月：新しい農業環境支払い制度への申請受付開始。 
  2016 年１月１日：新しい農業環境支払い制度の実際の運用開始。 
  2016 年：第１の柱から第２の柱への財源移管比率について，15%への移行も視野に入

れた見直し。 
  2017 年：環境重点用地については 2015 年には農地の５％だが，2017 年からは 7%へ

と見直す可能性がある。 
     
２-２-２ 移行期間中の農業関連支払い制度の運用 

 イングランドの CAP 制度の運用・チェックは，Defra の機関である RPA が担当し，そ

のうち農業環境支払いについては政府機関の NE が運用や助言を行っている。現時点では，

2015年以降のRDPの詳細や特に新しい農業環境支払いの制度の内容が未定である中，2014
年の農業環境支払い（ES 制度）の運用は，次期制度の方向も加味して，以下のように進め

られている。 
 ES 制度は各農場等との複数年契約（ELS は５年，HLS は 10 年）で実施されているが，

既存の契約のうち 2014 年にまたがるものは継続して実施される。また，2014 年に新たに

契約が実施されるのは以下のものである。 
 HLSについては，2014年の新たな契約対象として26万ポンドの予算が確保されている。

対象となるのは，契約満期となる旧制度（ESA，CS 制度）からの移管案件（HLS に適合

するもの），SSSI や他の環境保全価値の高い場所を含む案件，Natura2000 指定地などの

Water Framework Directive(EU)の対象となる案件，である。 
 ELS（ES 制度のうち入門レベル事業）については，４万ポンドの財源が確保されている。

新規契約の対象となる案件は， 
・ 新たな HLS 契約案件に付随するもの， 
・ 丘陵地域対象の ELS（UplandELS） 
・ 契約満期となる旧制度（ESA，CS 制度）からの移管案件のうち，HLS の対象とはな

らない案件 
・ 有機農業 ELS 

という限られたものとなり，ELS実績の多くを占める平地でELSのみに取り組む農業者（契

約案件）は 2014 年以降は契約更新の対象外となる。平地での ELS を廃止するという次期

制度の方向に沿ったものとなっている。 
 また，新しい RDP（従って新しい農業環境支払い）の運用開始時期について，Defra は

農業者向けの説明の中で，「現在の予定では，新しい RDP 自体は 2015 年１月１日から開始
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され，それに基づく新しい契約は 2016 年１月１日から運用されると見込んでいる」として

いる。次期制度では，農業環境支払いにおける契約期間は，一律毎年１月１日からとなる

（現行制度では，事業開始時期は ELS は年 12 回，HLS は年 4 回から選択できた）。NE は，

次期農業環境支払い事業が開始されるまでの日程として， 
・ 2014 年早々に RDP 案を策定 
・ 2014 年秋に EU 委員会から RDP についての承認を得る 
・ その後，IT システム（契約手続き等）の整備や情報提供 
・ 2015 年７月：新制度に基づく申請の受付開始 

という経過を経ると事業実施者向けサイトで説明している。 
 
（注 5） Defra(2013) “CAP reform in England: Status report on direct payment” “CAP reform in 

England: Status report on the new Rural Development Programme” 
（注 6） Defra(2013) “Implementation of CAP reform in England” (Consultation Document, Evidence 

Paper, Consultation Summary ) 
（注 7） House of Commons(2013) “Implementation of the Common Agricultural Policy in England 

2014-2020” 
（注 8） Defra (2013) “Consultation on the implementation if CAP reform in England: Summary of 

responses and government response” 
（注 9） Defra 及び Natural England の Website より。”Transition from the current Rural Development 

Programme to the new RD Programme: Agri-environment commitments, Q&A”(随時更新) 
（注 10） Site of Special Scientific Interest（特別科学拠点地区）。特に生物生息地として重要な小地区で

あり，イングランドで 4000 地区以上指定されている。HLS 実施対象として採択されるかどうかにお

いて，農場内に SSSI があるかどうかは大きな判断要素となる。 
 
２-３ 2014 年以降の CAP：イングランドの運用 
 
  Defra は 2013 年 11 月にその時点での政府としての考え方を示し，意見公募を行った後，

12 月末にイングランドの CAP の運用についての決定内容を示す文書を公表した。ただし，

青年農業者への支援，環境重点用地，第２の柱の詳細な内容，市場管理のための施策につ

いては，積み残し事項として，2014 年早々に提示するとしている。 
 
２-３-１ 全体像及び農業環境関連以外の主要事項  

 最大の関心事は，第１の柱と第２の柱間の財源移管である。イングランド政府は，2013
年の意見公募において提示した文書において，政府として以下の方向を志向するとしてい

た。 
 第１の柱関連 
  ・第１の柱の財源の 15%を第２の柱に移管することを志向。 

・ 小規模農業者制度，カップリング支払いは行わない（青年農業者支援は実施する）。 
・ 直接支払いの支給最低規模を 1ha から 5ha に拡大する。 
・ SPS 支払い（Single Payment Scheme 単一支払い）で使われている現行の地域区

分（３区分）は維持する。  
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・ 直接支払いの条件不利地域への分配を増やす。   
・ クロス・コンプライアンスはカテゴリーの整理はあるが実質継続する。 

 第２の柱関連 
・第１の柱から第２の柱への移管率を 15%とした場合予算総額は 39 億ポンドとなる。 
・ その中で，既存の農業環境支払いの継続事業が 56%を使うので，残り 44%を新農業

環境支払い，競争力強化と林業，地域経済活動へ配分することになる。 
・ LEADER は 4%で固定。   

 12 月末に公表されたイングランドの運用についての決定において，11 月時点での政府の

運用方針からの最大の変更点は，第１の柱から第２の柱への移管率を 12%としたことであ

る。ちなみに，他のカントリーも第１の柱から第２の柱への財源移管を決定しており，ス

コットランドは 9.5%，ウェールズ は 15%となっている。 
  イングランドが 15%を 12％に変更した背景には，NFU（National Farmers Union） を
始めとする農業関連団体が 15％案に強く反対したことがある。農業団体側は，他国や他の

カントリー（特にスコットランド）が低い移管率を採用したり第２の柱から第１の柱の財

源移管ですら可能な中で，15%の財源移管はイングランド農業の競争力を低めるものだと主

張した。英国下院特別委員会の報告書の提言も，移管率を 9%とするものだった。これに対

し，Defra は 12%とする妥協案を提示し，農業団体もそれを受け入れた。Defra は，新 RDP
が実際に実施される 2016 年に 15%への移行も視野に入れた見直しを行うとしている。15%
から 12％への変更については，環境団体は農業環境対策の財源の減少につながると，当然

ながら批判的な反応であった。 
 また，現行の SPS の支払いの３地域区分のうち，丘陵地域と平野地域への基礎支払いの

単価を同じにすることになった（現行では平野地域は 242€/ha，丘陵地域が 195€/ha）。残

りの Moorland 地域（現行の支払い単価は 34€/ha）については，単価を増やす方向で今後

関係者と協議し，2014 年７月末までには決定するとしている。 
また，新 RDP の政策毎の配分については，環境関連対策の比率を 83%から 87%へ上昇

させた。残り 13%のうち，５％は地域での就業機会や経済成長を目的とした LEP（Local 
Enterprise Partnerships）に，4%は農林業の競争力強化に，４％は LEADER に配分され

る。 
 
２-３-２ グリーニングへの対応 

 直接支払いの 30%を占めるグリーニングの運用方法について，Defra は 2013 年８月のレ

ポートで，EU で合意された３カテゴリーをそのまま採用する方法と，イングランドの地域

事情に即した独自の認証制度（NCS: national certification scheme）を創設するという２

つの方法の可能性を提示している。英国政府は，CAP 改革でのグリーニングに関する議論

において，グリーニングが農地の環境保全に真に貢献することを主張し，その中で NCS 導

入の選択肢の確保に努めてきた。英国政府は当初現行の ELS に似たような内容の NCS の
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導入もイメージしていたようだが，しかし 2013 年 11 月時点では，EU 案の３カテゴリー

をそのまま受け入れる案を政府として提示している。意見公募の後の 2013 年 12 月におけ

る政府方針も，EU の提示した３つのカテゴリーをそのまま採用することとした。 
 グリーニングにおいて EU 案を採用するのは，NCS を導入することによって得られる環

境上のプラスよりも，それに伴う（事業不認可などの）リスクや農業者・実施機関の手間

などのマイナスの方が大きいとの判断である。また，独自の NCS を創設するには裁量の余

地が少ないとの判断もあった。 
 NFU 等の農業団体も環境保全団体も EU 案の３オプションが農地の環境保全に大いに貢

献するとは考えていない。農業団体は，手続きの簡素化といった視点から EU 案の採用に

賛成したが，後述するように EU 案の３カテゴリーの問題点も主張している。一方，環境

保全団体は，NCS の採用を志向した。また，小規模農業者も，EU 案のカテゴリー（特に

「複数作物を植え付ける義務」）には対応できないことへの懸念から，NCS を志向した。 
以下，グリーニングの EU 案の３つのカテゴリーについてのイングランドの問題意識を

みていく。 
 

(i) 複数作物を植え付ける義務（Crop diversification 作物多様化） 
グリーニングに関する EU の３カテゴリーのうち，イングランドの農業者が最も問題視

しているのは，「複数作物を植え付ける義務」である。英国下院特別委員会の報告書はこの

カテゴリーについて「英国にとって環境上の恩恵はほとんど無く，農家の負担を増加させ

るだけのものであり，政府は EU 委員会に対し早急にこの規定を見直すよう求めるべきで

ある」と結論づけている。 
イングランドの農業者が被る問題点として，例えば NFU の会長である Peter Kendall

は英国上院特別委員会への証言の中で， 
「レスター州の混合農業の例をとれば，120ha 規模の経営で，80ha は草地とし，40ha で

大麦を作り，それを餌と敷き藁に使っているような場合がある。この経営で 40ha に大麦以

外に２種の作物を作ることが環境に良いとは思えない。この経営は他の２種の作物のため

の倉庫も機械も新たに備えなくてはならない」 
「私自身も，近隣の 50ha 程度の農地の耕作を請け負っているが，その農地を 5ha はこれ，

15ha はそれ，30ha はあの作物を作れと言われるくらいなら，周縁部に緩衝帯を余計にと

るなり，農地を２分して真ん中に太い緩衝帯をとるほうが，環境にも良いだろうし，作業

効率も優れているだろう」 
と述べている。 
 「複数作物を植え付ける義務」は，特にこのような（英国の標準からみた）小規模の農

場と，農作業を委託している農場にとって問題となる。平均経営農地面積の大きな英国に

おいて，EU の設定する 10ha や 30ha 以下の減免規定はあまり意味を持たない。  
NFU と他の農業団体は，複数作物を植え付ける代わりに追加的に EFA(Ecological Focus 
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Area)に取り組むことを可能とするようを提案している。しかし Defra は，EU 委員会はこ

の点について明確に不可能だとしていると述べ，幾ばくかの農業者にとって厳しい要求か

もしれないが代替方策は無いと結論づけている。 
 
(ii) 永年草地の維持 
 永年牧草地の維持については，農場単位ではなく国全体レベルで達成することが決定さ

れた。これによって，個別農場が規制がかかる前にあわてて草地を耕してしまうことを防

ごうとしたものである。 
 保全対象とする永年草地を現行の Natura2000 対象地域内草地から拡大するかどうかに

ついては，今後の議論に委ねるとしている。 
 

(iii) 環境重点用地の設置 
グリーニングの３つのカテゴリーの中で耕地の５％に設置が求められているEFAがイン

グランドでは最も環境への効果が期待されているカテゴリーとも言えよう。政府は意見公

募において，このカテゴリーやその中のオプションが，授粉媒介動物（マルハナバチなど）

の減少を食い止める方策となりうるかという問いも投げかけている。また，2008 年に EU
でセット・アサイド（減反）の廃止が決定された際，減反対象地が発揮していた環境保全

効果の減退への懸念に対し，農業者側が自主的に環境保全的な活動を行うという Campaign 
for the Farmed Environment 運動も，EFA の取組につながるものとみなされている。 

EFA の対象となるオプションとしてイングランドでどれを採用するかについて，農業関

連団体は EU が提示したオプション全てを対象とすべきとの立場である一方，一部の環境

関連団体はオプションを環境保全効果の高いものに限定すべきとの立場であった。また，

オプションに示された農地管理を行うにあたっては，専門的な助言サービスや農業者によ

る自主的な取組によってより良い効果をもたらすようにすべきとの意見も出された。 
Defra は，上記の意見も配慮し，どのオプションをイングランドが採用するかについては，

EFA の生物多様性保全への効果をさらに評価した上で決定するとしている。また，EFA は

2015 年には農地の５％だが，2017 年からは 7%へと見直す可能性も示唆している。 
 
２-３-３ クロス・コンプライアンス 

 2013年 11月の意見公募において，Defraはクロス・コンプライアンスのうちGAEC(Good 
Agricultural and Environmental Condition)について，現行の一連の GAEC の項目の中で

維持/廃止，変更すべきものがあるかとの意見を求めた。農業関連団体は GAEC の項目の削

減や負担の軽減を求める一方，環境関連団体は項目の維持や内容の強化を求める意見が多

かった。また，手続きの煩雑さや規制法との重複といった問題への指摘もあった。 
 Defra はこれらの意見を踏まえ，2014 年早期に関係団体等との協議を行い，2015 年の

GAEC の内容について決めるとしている。 
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２-３-４ RDP と農業環境支払いの行方 

 次期 RDP について，2013 年 11 月の意見公募時に Defra は，現行 RDP を大幅に見直し，

とりわけ農業環境支払い制度については大幅な見直しを検討中であるとしていた。2013 年

12 月に示された政府方針の中で，新しい RDP の内容については，公募を通じて集めた意

見の紹介にとどまっており，今後関係者と協議を行い 2015 年に決定するとしている。 
 制度の具体的な内容について，Defra は 2013 年 11 月の意見公募時に，以下のような方

向で検討を進めているとしている。 
・ 現行の環境関連３制度（ES 制度，English Woodland Grant Scheme，Catchment 

Sensitive Farming）の統合し，その中で事業対象を効果の高い所に絞る。 
・ 生物多様性保護のために，状態が良く，お互いが繋がっているような生息地の確保

をめざす。そのために，森林も含めてより統合され，対象を明確にした制度にして

いく。 
・ Water Framework Directive に対応し，現行制度よりも水質と土壌の管理に重点を

置く。 
・ 新しい制度では，現行制度のように有機農業や丘陵地農業について個別の事業を設

定することはしないが，対応する管理オプションを設定することで対応していく。 
・ 現行の HLS は同様の制度に引き継がれる。SSSI などを対象とし，主として制度運

用サイドが参加を働きかけることになる。 
・ ELS については今の農地を 70％カバーするものから，35〜40%カバーするものへ

変更する。 
・ ELS については，「景観の維持，農村での観光業の支援・下支え，農地の鳥類や授

粉媒介者への餌やすみかの提供，水源の汚染の解決」に重点を置いた制度へと変更

する。 
・ ELS の代替制度は，地域毎（景観でのスケール）での契約とし，その地域内特有の

メニュー（オプション）から選んでポイントを達成することを想定している。 
・ ELS の代替制度についても何らかの（含むオンライン）助言サービスを付けること

を検討している。 
・ 制度の契約期間は５年とする。契約開始日は毎年１月１日とする。 

 以上のように 2013 年の Defra と NE による ES 制度に関する報告書に提示された，次期

RDP に向けての提言の多くを盛り込んだ内容となっている。今後，これらの方向性がどの

ように具体的な制度として設計され，執行体制（IT による申請システムや助言サービスシ

ステム，アドバイザーの配置，チェック体制など）がどのように構築されるかが注目され

る。 
 
（注 11） Defra (2013) “Consultation on the implementation if CAP reform in England: Summary of 

responses and government response” 
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（注 12） Defra (2013) “Implementation of CAP reform in England: Consultation Document” 
（注 13） NFU は 12%とする Defra の決定を歓迎する旨のステートメントを出している（NFU のウェッ

ブサイトより）。 
（注 14） Defra(2013) “CAP reform in England: Status report on direct payment” 
（注 15） House of Lords: The Select Committee on the European Union (Sub-Committee D)の議事録

（2013 年９月 11 日） 
（注 16） Agra Europe 2013 年 12 月 24 日号 
（注 17） Defra (2013) “Implementation of CAP reform in England: Consultation Document” 
（注 18） Defra/Natural England(2013) “Making Environmental Stewardship More Effective 

(MESME)” 
 
２-４ ポスト 2014 年 CAP のイングランドの運用に関する現時点での考察 
  
 2014 年以降のイングランドの CAP の運用の姿は，特に新しい農業環境支払い制度の具

体的内容が見えておらず，次期 EU 財政期間における農地での環境保全策を評価すること

は難しい。最後に，現時点におけるイングランドの検討・運用プロセスに関する特徴・留

意点などを掲げておきたい。 
 
２-４-１ CAP 運用上の裁量をめぐって 

 Defra(英国環境食料農村地域省)は CAP 改革をイングランドに運用するに当たり，「多くの要

素は EU 法規で規定されており，その運用のおける国別の柔軟性は低い」との認識を示したが，

英国議会報告や農業者団体，環境保全団体は，EU レベルでの合意に至った時期から「最終的な

CAP 合意は，加盟国に多大な裁量の余地を与えるものとなっている」「今回の CAP 改革は，前

改革と違い，各国やカントリーのスタート地点が違う」との認識を持った。NFU は 2013 年６

月の CAP 合意直後に「イングランドの農業者にとって最大の危機は，これから政府がこの改革

をどう運用するかという点にある」と述べている。関係団体等はその主張に沿った運用となるよ

う，英国政府や議会の検討・意見公募プロセスに積極的に参加するとともに，個々のウエッブサ

イトやメディアも活用した PR 活動を行ってきた。特に農業団体は，第１の柱と第２の柱の間の

財源移転に関する英国政府の運用次第で，英国の農業者が他の EU 加盟国に比べて不利な状況

に置かれるのではないか，「他国が逆のことをしているのに，政府は我々に農産物を作りにくく

させようとしている」と危機感を持った。他の事項（例えば，Greening の EFA のカテゴリー）

についても，「他国と同じ battle field を確保する」という視点での主張が目立っていた。 

 
２-４-２ 簡素な政策の採用 
 Defra は政策手法の選択にあたり，その効果もさることながら，農業者の手続きが煩雑に

ならないこと，事業実施機関の管理作業が煩雑にならないこと，助成不認可（不払い）と

なるリスクの少ない政策であることを重視している。特に，2005 年以降の SPS 事業におい

て多額の不払いとなった経緯により，Defra は会計検査院や英国議会からも新制度の検討に

あたりそれを繰り返さないように指摘されており，そのために「簡素な政策」を採用しよ

うとしている。 
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 これに関連し，現行の ES 事業でも，特に ELS の申請はネットで行うことが奨励されて

おり，新事業では事業申請，さらには助言サービスにおいて IT の活用はますます増えるも

のと思われる。この場合，ブロードバンドへのアクセスの格差が問題となり，それをどの

ように補完するか検討中である。 
 
２-４-３ イングランドの農業環境政策の方向 

 グリーニングについては，当初は第１の柱を通じた環境保全への貢献が期待されていた

が，「農業への財源を守るためのもの」に矮小化されたと，農業者団体，環境関連団体双方

が認識している。特に，英国が自ら主張してきた NCS を採用しなかったことは，環境関連

団体にとっては失望であった。 
 従って，農地の環境保全策は，引き続き第２の柱のもとでのRDPでの取組が主体となる。 
 ただし，イングランドの農地の環境保全政策には，現行 ES 制度に代表される CAP 予算

からの農業環境支払いに，イングランド独自の広域の生物生息地確保を目的とした Nature 
Improvement Areas (NIAs)や，Campaign for the Farmed Environment 運動に代表され

る自主的取組，オフセットシステムの導入などの新しい枠組みが加わりつつある。これら

の新しい取組は，「自主的取組」「民間企業等の参画・負担」「異業種間連携」という，これ

までの農業者と NE（や環境保全団体）とで行われる農業環境支払いとは異なる手法を取り

込んでいる。今後，新しい農業環境支払いの内容を把握するとともに，これら新たな制度

との関連性も含めたイングランドの「農地の環境保全策」の全体像とその方向を見て行く

必要がある。 
 
（注 19） Defra (2013) “Consultation on the implementation if CAP reform in England: Summary of 

responses and government response” 
（注 20） House of Commons(2013) “Implementation of the Common Agricultural Policy in England 

2014-2020” 
（注 21）NFU 会長 Peter Kendall ，House of Lords: The Select Committee on the European Union 
(Sub-Committee D)の議事録（2013 年９月 11 日）より 
（注 22） NFU の web サイト（2013 年６月 26 日）“Defra CAP plans will damage English 
 farming” 
（注 23） 同上 
（注 24） Defra (2013) “Consultation on the implementation if CAP reform in England: 

Summary of responses and government response” 
（注 25） 2012 年より開始。現在コンペにより選ばれた 12 サイトで事業が行われている。 
（注 26） 2012 年から自主的オフセットのパイロット事業を開始している。 
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３ フランスにおける CAP2014-2020 の適用の方向 
 
 
３-１ はじめに 
  2013年6月26日，2014年以降の新しい共通農業政策を定める一連の合意が欧州理事会，

欧州議会，欧州委員会の間で交わされると，加盟各国は国内適用の具体的な制度設計に入

った。フランスでは 2013 年 10 月 2 日，中央山地の小都市クルノンドーベルニュ（Cournon 
d’Auvergne）で開催された畜産展示会（Salon d’élevage）にオランド大統領が出席，約 40
分にわたる演説の中で，2014 年以降の共通農業政策にかかる交渉について，総じて，

2014-2020のCAPは従来のCAP財源を確保，フランスの要望が盛り込まれたと評価した。

加えて，示されたのが国内適用の制度設計にかかる４つの優先課題，すなわち，畜産部門

のカップリング，条件不利地域単価の大幅引き上げ，競争力の強化（とりわけ，青年農業

者，畜産近代化），助成金の公平な分配である（注 1）。 
 具体的な数値として示されたのは，ア）基礎支払の給付単価の収斂を 70％とする，イ）

再配分支払いにあてる財源を全体の 20％とする，ウ）カップリング支払にあてる財源を全

体の 15％とする，エ）競争力強化・近代化計画の投資助成に 2 億ユーロ/年を充てる，オ）

2014 年より条件不利地域支払いの給付単価を 15％引き上げ，である。 
 以下では，フランスにおける直接支払いの国内適用の方向とその影響の見通しについて

述べたい。さらに，新しい CAP において環境配慮が強まるなか，環境配慮が国内農政への

浸透する局面について，触れていきたい。 
 
（注 1）Intervention du Président de la République au sommet de l’élevage le 2 octobre 2013

（http://agriculture.gouv.fr/sommet-elevage-2013）. 
 
３-２ 直接支払いの国内適用 
 大統領の表明を受けて，政府と代表的な農業者団体の協議が開始された。すなわち，与

えられる財源と加盟国に付与された裁量の範囲において，どのような配分を農業省間，地

域間で行うかの協議である。10 月 18 日の基礎支払受給権の計算方法に関する議論を皮切り

に，11 月後半までに品目ごとに協議（牛肉，酪農，羊・ヤギ，蛋白源作物，デュラム小麦，

果実・野菜）される一方，条件不利地域，グリーン化，青年農業者向け加算，畜産施設近

代化基金に関する会合が持たれた（注 2）。 
 この間，政府と農業者団体間の協議において，中でも争点となったのが，生産にリンク

した支払い（カップリング），第１の柱の財源の 13％（15％のうち、たん白源作物向けの 2％
を除く），9.82 億ユーロをめぐる分配である。議論の詳細は明らかではないが，カップリン

グの対象となる部門の競争力の問題，付加価値や雇用への波及効果，生産水準の維持，新
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たな就農の誘因，給付対象のあり方が争点にあげられている（注 3）。農相による最終決定

では，6.75 億ユーロを牛飼養部門（繁殖母牛，肥育，授乳子牛）に，1.4 億ユーロを酪農部

門に配分，酪農については全国を対象とすることとした。 
 第２は，直接支払いの分配の是正である。大統領演説にて，2018 年には再分配支払いに

第１の柱の財源の 20％を当て，あわせて，中間評価を実施することが表明された。中間評

価は直接支払いの分配の是正により，不安定化する部門がないか，配慮することがねらい

である。他の加盟国では，2014 年から実施するところ，生産者側の躊躇に配慮し農相は再

分配支払いの実施開始年を 2015 年に決定した。 
 なお，過去実績に基づいた基礎支払い給付単価の是正は，2019 年に 70％を達成し，支払

い単価の減額の限度を 30％とした。格差是正の範囲は全国である。フランスの全国平均の

ha 当たり単一支払い単価は 268 ユーロであるから，全国平均との差の 70％を解消すると，

たとえば，従来の給付単価 376 ユーロ/ha の経営では 2019 年に 300 ユーロに，給付単価

150ha/ユーロの経営では，233 ユーロになる。 
 第３は，グリーン化の実施方法である。グリーン化には３つの条件を満たす必要がある。

一つは作付体系の多様化，二つは永年草地面積の維持，三つは耕地の 5％超に環境インフラ

（生態系保全を目的とした休耕，石垣，垣根，草地帯など）を維持することである。これ

らグリーン化のすべての要件を満たす必要を決定する一方で，トウモロコシ生産における

冬季被覆に限定した同等性の採用について，欧州委員会に対して要請するとした。 
 政府と農業者団体間の協議における合意事項は，2013年12月17日にCSO（農業食料経済

方向付け・調整上級評議会）（注4）で決定された。2015年，フランスに分配される直接支

払いの財源は75.5億ユーロ，このうち，約3％が第２の柱の農村振興政策の財源に振り替え

られる。このため，直接支払いに充当される財源は73.2億ユーロ，うち30％がグリーニン

グ支払い，20％が再分配支払い，15％がカップリング支払い，1％が青年農業者支払い，残

り，34％が基礎支払いの財源となる。以下，各支払いの要件等について述べておく（注5）。 
 
３-２-１ 基礎支払い 

 給付単価の算定法について，示しておこう（注 6）。フランスにおける 2014 年の単一支

払い総額は 68 億ユーロ，2015 年の基礎支払いの総額は 25 億ユーロとなる。例えば，50ha
の経営が 2014 年に 7,200 ユーロの単一支払いを受給する場合，2015 年の基礎支払い受給

額は 7,200×25/68＝2,650 ユーロとなり，初年度の基礎支払いの受給権は 50 単位，1 単位

53 ユーロとなる。 
 フランスの基礎支払いの受給権単価の平均は 2019 年に 94 ユーロと見込まれる。上の例

の経営では，基礎支払いの受給権単価（2019 年）は平均との格差の 70％が解消されること

から，53＋（94-53）×0.7＝81.7 ユーロとなる。この間，毎年，平均（94 ユーロ）との格

差が 14％ずつ解消されるから，2015 年 58,7 ユーロ，2016 年 64,5 ユーロ，2017 年 70,2
ユーロ ，2018 年 76,0 ユーロとなる。 
 なお，初年度の基礎支払いの受給権単価が平均よりも高い場合，すなわち，減額調整さ
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れる場合には，30％を限度に減額される。 
 
３-２-２ 生産にリンクした支払い 

 特定品目の生産を維持すること，とりわけ，畜産部門の生産維持がねらいである。特に

生産にリンクした支払いがないと存続が厳しい部門について，生産現場や川下部門におけ

る地域の雇用の維持が課題となる。カップリング支払いに充てる第１の柱の予算額を従来

の 10％から 13％に引き上げ，別途，2％を蛋白源作物生産に振り向け，畜産の飼料自給を

向上させる。今後，比較的規模が大きい畜産複合や畑作-畜産経営などの複合経営を念頭に，

支給額上限や対象要件，給付額の逓減制等の導入のほか，新規経営者に対する優遇策につ

いて，検討される見込みである。 
 なお，表Ｉ－５はこれまで実施されてきたカップリング支払いの概要を示す。 
 
①繁殖メス牛支払い：酪農と肉牛生産のバランスを維持することがねらいである。2013 年

の飼養頭数をもとに経営あたりの対象頭数を設定し，飼養頭数を調整する。給付対象は，

ァ）10 頭以上の繁殖用メス牛（肉専用種）を飼養すること，イ）40 頭まで 200 ユーロ/頭
（40 頭以上について単価減額），ウ）15 か月で 0.8 頭以上分娩すること。なお，未経産牛

の取り扱いについて，今後，検討される見込みである。 
 
②肥育牛支払い：契約を通じた部門の組織化を進めることが目的である。給付要件の詳細

について，今後，検討される見込みである。 
 

表Ｉ－５ 規則第 73/2009 号第 68 条に基づき導入された生産にリンクした支払い 

 
 

　

給付総額 給付単価

(万ユーロ) (ユーロ)

羊・ヤギ助成金 13,500 20-25 頭

山間酪農助成金 4,500 20 1,000ℓ

母乳保育子牛助成金 460 36-72 頭

590    ha 野菜・果実

150    ha 露地野菜・ワイン・香草・薬草

100    ha １年生作物、一時的草地

80    ha 永年草地

マメ科作物助成金 4,000 150 ha

デュラム小麦助成金 800 30 ha

多様な輪作助成金 9,000 25 ha

資料：APCA, Revue  Chambre d'agriculture. N.985, 2009. 

1）４作物以上作付けること、2）それぞれ作物の面

積が5％以上となること、3）油糧種子もしくはタン

パク源作物を5％以上作つけること、4）もっとも主

要な作物の面積は45％未満であること、5）主要作物

３種の面積が90％未満であること

単位 要件等

最低飼養頭数羊50頭、ヤギ25頭

経営当たり10万ℓを限度

母乳保育子牛の認証制度加入

有機農業維持助成金 5,000 認証制度加入

目標面積の拡大に応じて単価引き下げ

収量110kg/ha以上もしくは200万粒/ha以上の地域
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③母乳保育子牛支払い：現行の給付要件を踏襲する（表Ｉ－５）。 
 
④酪農支払い：山間地域に限って，第 68 条の生産にリンクした支払いが導入されたが，2015
年以降，対象地域を設けない。他方，山間地向けの現行予算枠を維持，その単価は平坦地

域より高く設定される。山間地域以外は対象限度頭数を 40 頭とし，大規模経営への給付を

制限する。山間地域以外の単価は 30 ユーロ/頭以上とすることが見込まれている。なお，山

間地域における限度頭数，給付単価や地域別単価，新規就農者や最近投資を行った農業者

に対する加算等の詳細について，今後，検討される見込みである。 
 
⑤羊支払い：現行の飼養頭数の下限 50 頭は要件として継続され，また，経営あたり 500 頭

を超える頭数について給付単価を減額することが見込まれている。一定の生産性を確保す

ることから，年間分娩頭数 0.4 頭以上とし，契約生産，高品質生産，高生産性（0.8 頭/年以

上の分娩），最近就農した生産者に対する加算が導入される。なお，加算金の単価，加算要

件の重複の扱い，給付単価の減額の方法について，今後，検討が見込まれている。 
 2012 年の実績では，給付単価 22 ユーロ/頭，加算額 3.22 ユーロ/頭，受給者数 2,1792 人，

平均給付額 5,205 ユーロであった。 
 
⑥ヤギ支払い：現行の給付要件，すなわち，飼養頭数の下限 25 頭を踏襲し，経営当たり 400
頭の限度頭数制，高品質生産に対する加算が導入される。 
 2012 年の実績では，給付単価 13.15 ユーロ/頭（注：実際の給付単価は申請数に応じて決

定），加算額 3 ユーロ/頭，受給者数 5,212 人，平均給付額 2,351 ユーロであった。 
 
⑦作物支払い：これまで講じられてきた高品質デュラム小麦，プラム，加工果実，加工ト

マト，でんぷん用馬鈴薯，麻，亜麻，ホップについて，対象要件，品目ごとの予算配分に

ついて，今後，検討される見込みである。 
 
⑧蛋白源作物支払い：畜産部門における蛋白源飼料の自給向上を目指す措置で，生産にリ

ンクした支払いに加えて，品種の選択や栽培技術の改善について，技術指導も重要視され

ている。1.51 億ユーロ，第１の柱における直接支払い財源の 2％が充てられる。給付対象

は，ァ）5LU（大家畜単位）以上を飼養し，ウマゴヤシや一定の蛋白源作物を生産する畜

産生産者，イ）タンパク質を多く含む作物を生産し，国内の畜産向けに組織的生産（生産

契約など詳細について要検討）を行う生産者である。蛋白源作物（ルピナス，エンドウ，

ソラマメ，大豆など）について約 4,000 万ユーロ，乾燥ウマゴヤシについて 800 万ユーロ

を充てる。欧州委員会の承認が求められるが，飼料作物の種子生産について，若干の予算

枠を設定することが検討されている。なお，対象となる作付体系，給付対象要件，特に畜

産部門における消費の特定（契約生産の状況など），対象作物の単価について今後，検討さ
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れる見込みである。 
 
３-２-３ 再分配支払い 

 2015年5％，2016年10％，2018年に直接支払総額の20％をあてる。2017年に中間評価を

実施する。52haまでの面積が対象となり，農業利用面積2,930万ha（2010年）のうち，約

1,450万haが対象となる見込みである。 
 
３-２-４ 青年農業者支払い 

 第１の柱の直接支払い財源の１％，7,500 万ユーロが投入される。基礎支払受給権申請時

に就農して５年を経過していない 40歳未満の農業者で，第４水準の教育を受けた農業者（高

卒程度），もしくは同水準の経験を認定された農業者が給付対象となる。給付単価は直接支

払受給額の全国平均の 25％×基礎支払受給権数（給付対象面積に相当）とし，全国レベル

で給付限度を 25～90ha に設定することが検討されている。 
 
３-２-５ グリーニングの適用要件 

 作付品目の多様化，農業環境インフラの維持，永年草地の維持がグリーニング支払いの

要件となる。 
 
 ①作付品目の多様化 
 耕種作物の生産面積が 10ha 未満であれば，作物多様化の要件は免除される。耕種作物の

生産面積が 10～30ha では，主要な２作物の作付割合が 75％未満，30ha 以上では３作物の

生産を要し，作付面積１位の作物の作付割合が 75％未満，作付面積１位と２位の作物の作

付割合が 95％未満，でなければならない。 
 この時，属の単位で数えることを原則とする。例えば，品種に関わらず，トウモロコシ

で１作物である。ただし，冬小麦と春小麦はそれぞれ１作物と数えるほか，アブラナ科，

ナス科，ウリ科の作目については種の単位で数える。例えば，小麦 20ha，一時的草地（ラ

イグラス）15ha，小麦と豆の混作（50％/50％）10ha の耕種経営では，１位の作物の小麦

は 20ha+10ha×0.5＝25ha，すなわち，作付面積の 56％であるから，主作物 75％未満の要

件を満たす。２位の作物のライグラスは 15ha，作付面積の 33％であるから，２作物で 95％
未満の要件を満たす（注 7）。 
 
 ②農業環境インフラの維持，保全 
 耕地面積 15ha 以上の経営は，5％以上の農業環境インフラ（垣根，樹木，農用地との境

界域（lisière），景観構成要素）面積を確保する。ただし，草地面積と休耕面積の合計が耕

種作付面積の 75％以上，かつ，耕種作付面積が 30ha 未満，および，草地面積，休耕面積，

マメ科作物作付面積が農業利用面積の 75％以上，かつ，耕種作物面積が 30ha 未満であれ
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ば，農業環境インフラの維持の要件は免除される。 
 2013 年 12 月現在，農業環境インフラの拡大に資するグリーニング相当の具体例を作成

する作業が欧州委員会のもとで進められており，EU 法令が提案する農業環境インフラとし

て列挙されるすべての要素を考慮するとしている。 
 
 ③永年草地の維持 
 農業利用面積に占める永年草地の割合の維持について，経営のレベルで適用するのは飼

料自給の推進の観点から問題が生じる。全国レベルなど，出来るだけ広い範囲で互恵的に

適用することを念頭に検討されている。 
 なお，永年草地の維持にあたって，地域レベルのモニタリングシステムの必要が指摘さ

れている。全国の永年草地割合が所定の範囲にあっても，地域レベルで一定の水準を超え

た場合に緻密なモニタリングを発動し，一定割合（５％未満）に達した場合に，草地転換

を知事の許可制とすることが検討されている。また，永年草地の減少について，自給飼料

の推進や家畜衛生上の問題，干害時の特例など許可基準について，今後，詳細が検討され

る。 
 
 ④グリーニング要件相当（同等措置） 
 グリーニングの簡素な適用のため，相当要件を広く活用することはしない。ただ，トウ

モロコシ生産における冬季被覆のみ，グリーニング相当の営農行為として認め，欧州委員

会の同意を求めるとしている。 
 
３-２-６ 条件不利地域支払いと農業環境草地支払いの統合 

 第１の柱における直接支払いにかかる EU 規則では，加盟国の裁量において，直接支払

総額の 0～5％の範囲で，条件不利地域に対する加算を行うことができる。フランスではこ

れを適用しない。しかし，条件不利地域支払い（Indemnité compensatoire de handicap 
naturel）の給付単価は 2014 年より 15％引き上げる一方，農業環境草地奨励金（Prime 
herbagère agro-environnemental）を統合し，増額することで，山間地域をはじめとした

条件不利地域の所得の向上に大きく貢献することが見込まれている。 
 なお，新しい農村振興規則では，山間地域の給付単価の上限を 250 ユーロ/ha から 450
ユーロ/ha に，その他の条件不利地域について同じく 150 ユーロ/ha から 250 ユーロ/ha に

引き上げられた。また，従来，給付の要件として５年間の営農継続が求められたが，この

要件が削除された。  
 現行の条件不利地域支払いは指定地域の農地 50ha を限度に給付される。このとき，25ha
まで給付単価は 5 割増しとなる。対象となる農地は，採草放牧地をはじめとする草地のほ

か，自給飼料用作物（穀物を含む）で，羊や山羊を飼養する生産者には給付単価の加算が

ある。普通条件不利地域や山麓地域では酪農が主の経営は対象とならない。なお，県ごと



第Ｉ部  新しい CAP のグリーニング支払いと農業環境・気候支払い―制度の導入へ向けた動き―（英国・フランス・ドイツ） 

― I－45 ― 

に飼養密度に応じた加算，減額の調整が実施される。 
 他方，農業環境草地奨励金は同じく採草放牧地をはじめ草地を対象とした面積当たりの

支払いで，経営当たり 100ha を限度に給付される。飼養密度は 1.4LU/ha を越えないこと

（注：LU は大家畜単位），経営地における草地面積が 50～75％以上であること，窒素，リ

ン酸，カリの投入制限，農薬の使用禁止等が要件である。 
 表Ｉ－６は条件不利地域支払いと農業環境草地奨励金の給付実績である。条件不利地域

支払いは平坦地域の経営を対象から除外するが，農業環境草地奨励金も平坦地域の受給者

は全体の 7％に過ぎない。また，条件不利地域支払いの受給者の 50％が農業環境草地奨励

金を受給し，農業環境草地奨励金の受給者の 83％が条件不利地域支払いを受給している。 
 
 

表Ｉ－６ 条件不利地域支払いと農業環境草地支払いの実績 

 
 
 2014 年以降，条件不利地域支払いの給付単価を一律 15％引き上げ（限度面積 50ha，25ha
までの給付単価は 1.5 倍のまま），2015 年には農業環境草地奨励金を廃止，75ha を限度に

70 ユーロ/ha の加算（ただし，飼養密度に応じた給付単価の調整），さらに，普通条件不利

地域や山麓地域の酪農経営を区別なく対象とする。表Ｉ－７は山間地域の草地を中心とし

た繁殖牛経営における条件不利地域支払いの受給額の変化の例である。 
 

　

受給者数 受給総額
平均受給

額

PHAEを受

給する割合
受給者数 受給総額

平均受給

額

ICHNを受

給する割合

100万　　

ユーロ
ユーロ ％

100万　　

ユーロ
ユーロ ％

山間地域
55,049    438 7,970     56 32,270    137 4,260     94

山麓地域
8,906     37 4,120     55 5,808     26 4,500     88

普通条件不

利地域 25,857    75 2,900     36 12,151    62 5,100     78

平坦地域
-            0 -            0 3,845     15 4,000     0

計
89,885    550 6,125     50 54,074    241 4,460     83

条件不利地域支払い（ICHN）2010年 農業環境草地支払い（PHAE）2010年

資料：Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. Mise en œuvre de la réforme de la 
PAC : le résultat de la concertation sur les choix ouverts par les règlements relatifs à la réforme de la 
PAC dans la perspective du CSO du 17 décembre 2013.
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表Ｉ－７ 条件不利地域支払いの給付単価の増額の一例 

 
 
（注 2） France Agricole, Pac 2015-2020 : les modalités pratiques décidées d'ici à un mois. Le 25 octobre 

2013. 
（注 3） Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, Mise en œuvre nationale de la 

réforme de la PAC : les choix français définitivement arrêtés par Stéphane Le Foll avec les 
partenaires du monde agricole. Communiqué de presse, le 17 décembre 2013. 

（注 4） 農相の諮問機関で農業経営者代表，農業共済，協同組合，農業金融代表，農産物流通部門代表，

食品小売業代表，消費者代表，農業労働者代表からなる。 
（注 5） Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, PAC2014/2020. Application des 

orientations annoncées le 2 octobre à Cournon. Relevé de décisions suite au CSO du 17 décembre 
2013. 

（注 6） Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, Mise en œuvre de la réforme de 
la PAC : le résultat de la concertation sur les choix ouverts par les règlements relatifs à la réforme 
de la PAC dans la perspective du CSO du 17 décembre 2013. 

（注 7） Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. Mise en œuvre de la réforme de 
la PAC : le résultat de la concertation sur les choix ouverts par les règlements relatifs à la réforme 
de la PAC dans la perspective du CSO du 17 décembre 2013. 

 
３-３ 直接支払給付単価の格差是正と所得変化の見通し 
３-３-１ 穀物価格の高騰と耕種・畜産の所得格差 

 欧州議会農業委員会副議長ジョゼ・ボヴェによる簡易な計算によれば，収量７トン/ha の

小麦生産 300haの経営では，小麦価格が 250～280ユーロ/トンであれば，525,000～590,000
ユーロの販売額になる（注 8）。経営費を 130～150 ユーロ/トンとすると利益は 210,000～
317,000 ユーロになる。これに，穀作地帯における給付単価 330～400 ユーロ/ha の直接支

払い99,000～120,000ユーロを受給すると最終的な所得は309,000～437,000ユーロに達す

る。表Ｉ－８は主な経営組織の所得と 100ha 当たりの労働投入量が示され，表Ｉ－９はヘ

（ユーロ）

2013 2014 2015

基礎額
(130×1.5)×25
+130×25＝8,125

8,125       8,125        

15％加算 0
8,125×0.15
＝1,219 1,219        

農業環境草地

奨励金の統合 0 0
75×70=5,250

76×60＝4,560 4,560       0

12,685               13,904     14,594       

山間地域繁殖牛経営の場合

農業利用面積  100ha、飼料生産面積  75ha
2013年条件不利地域支払いの限度面積　50ha
2013年条件不利地域支払いの給付単価　130ユーロ/ha
2013年農業環境草地奨励金の給付対象面積　60ha
2013年農業環境草地奨励金の給付単価　76ユーロ/ha

条件不利

地域支払

い

農業環境草地奨励金

計

資料：Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. Mise
en œuvre de la réforme de la PAC : le résultat de la concertation sur les
choix ouverts par les règlements relatifs à la réforme de la PAC dans la
perspective du CSO du 17 décembre 2013.
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クタール当たりの単一支払平均単価である。2012 年は穀物をはじめ畑作物の価格が高騰し

たことで，普通畑作経営の所得が際立っている。また，普通畑作部門はヘクタール当たり

の労働投入量が全国平均の５割程度にすぎないが，一般的には単一支払単価は平均を上回

る。すなわち，過去の給付実績に依存した単一支払いの給付単価の水準は農業内部の所得

再分配に沿わない。 
 

表Ｉ－８ 主な経営組織の所得 

 
 

表Ｉ－９ 経営組織別の単一支払単価 

 
 
 
 他方で，酪農や肉牛生産をはじめとした畜産経営では生産物価格の低迷に加えて，飼料

価格は高騰，面積当たりの直接支払い単価は是正が進みつつも穀作経営のそれに比べてま

だ低い（注 9）。これについて，2014 年以降の新しい CAP の下で，単一支払部分の単価の

  　

2010-12年
3か年平均

所得

ユーロ ユーロ UTA/100ha

普通畑作 76,500           59,500           1.1

畑作畜産複合 40,800           35,800           2.0

酪農 24,700           27,000           2.4

肉牛 17,100           16,800           1.8

羊・ヤギ 16,500           18,600           2.3

平均 38,300           35,000           2.1

2012年平均

所得
労働投入量

資料：Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire 
et de la foret, PAC 2014/2020 :Comment assurer une 
redistribution en faveur de l’élevage et de l’emploi ? 
juillet 2013.

 　

（ユーロ/ha）

全国平均 268

集約的酪農 375

畑作（全国） 300

畑作（中間地域） 265

畑作畜産複合 285

粗放的畜産 200

羊 150
資料：Ministère de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la foret, PAC 
2014/2020 :Comment assurer une 
redistribution en faveur de l’élevage et 
de l’emploi ? juil let 2013.
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平準化，一定面積までの給付単価の引き上げ，カップリング支払（品目，数量に応じた支

払い）の拡充を通して，粗放的な畜産部門の所得向上を図ることとした（注 10）。 
 
３-３-２ 所得格差の実態 

 表Ｉ－10 は 2011 年の農業簿記情報ネットワーク（RICA）（注 11）のデータを元に推計

された 2015 年以降の直接支払いの受取額や所得の増減を示す（注 12）。これは第１の柱の

直接支払いのほか，条件不利地域支払いを含んだ推計である。海外県を除く，22 州（Régions）
について，経営当たりの直接支払額の増額が大きい順に並んでいる。第１位のリムザン州

は中央山地に立地し，多くの農地が山間地域指定を受ける。とりわけ，肉専用種の素牛生

産が盛んな粗放型畜産の典型的な地域である。従前の直接支払受給額に比べて，受取額が

29％増加，従前の所得との比較では 43％の上昇である。直接支払いの増額が第２位となっ

たフランシュコンテ州はスイスとの国境に位置し，ジュラ山脈を抱える山間地域である。

酪農が盛んで，とりわけ，コンテをはじめとした原産地呼称チーズで名高い。他方，最も

直接支払いの減額が大きいのがパリ盆地北部に位置する穀倉地帯ピカルディ州である。 
 

表Ｉ－10 共通農業政策第一の柱による直接支払いの受取額の変化（州別） 

 

　

経営あたり UTAあたり ha当たり

(100万ユーロ) (ユーロ) (ユーロ) (ユーロ) (%) (%) (%)

リムザン 7,730 67 8,600 5,500 88 29 10.8 43.0
フランシュコンテ 6,100 44 7,200 4,200 64 29 4.2 14.0
コルス 1,450 9 6,000 3,000 62 45 6.2 22.0
ローヌアルプ 20,700 72 3,500 1,600 55 24 2.5 10.0
オーベルニュ 14,070 71 5,100 3,400 54 19 5.2 17.0
ラングドックルシヨン 15,830 32 2,000 1,000 44 33 1.6 8.0
ミディピレネ 25,730 70 2,700 1,600 34 12 2.3 9.0
PACA 11,290 12 1,000 400 27 12 0.7 3.0
アキテーヌ 23,850 24 1,000 400 21 7 0.6 3.0
ロレーヌ 7,700 11 1,500 800 10 3 0.7 2.0
バスノルマンディ 12,590 6 500 200 5 2 0.2 1.0
ブルゴーニュ 14,760 7 500 200 4 1 0.2 1.0
ポワトゥシャラント 17,170 4 200 100 2 1 0.1 0.0
ペイドラロワール 24,760 -7 -300 -100 -3 -1 -0.1 -1.0
ブルターニュ 25,300 -29 -1,200 -500 -18 -6 -0.4 -2.0
サントル 18,010 -58 -3,200 -1,700 -25 -9 -1.5 -5.0
アルザス 6,580 -14 -2,200 -1,000 -49 -15 -1.3 -4.0
オートノルマンディ 6,830 -41 -5,900 -3,200 -51 -15 -2.6 -12.0
シャンパーニュアルデンヌ 18,950 -85 -4,500 -2,100 -51 -16 -1.6 -5.0
ノールパドカレ 10,280 -50 -4,800 -2,500 -59 -17 -2.1 -8.0
イルドフランス 4,110 -34 -8,300 -4,400 -64 -20 -3.5 -10.0
ピカルディ 10,660 -109 -10,200 -5,500 -80 -22 -3.9 -12.0
全国 304,420 0 0 0 0 0 0 0
注：１UTA（Unite de travail annuel：年間労働単位）はフルタイム就業者１人を示す。所得は税引き前経常収支（résultat 
courant avant 
impôts）で、当期生産額＋経営補助金－経営費（減価償却含む）で表され、なお、経営費は投入財費、役務費、租税公課、

人件費、賃貸料、財務費用、減価償却費を含む。

資料：Chatellier, V. (2013). Les effets redistributifs des décisions françaises relatives à la PAC post-2015 . Communication 
présentée à Séance Académie d’Agriculture de France.

農業経営数

直接支払額

増減

従前の支払

額との比較

農業生産額

に対する支

払額の増減

従前の所得

との比較

直接支払額の増減
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 表Ｉ－11 は指定地域別の直接支払いの受取額の増減である。平坦地域における直接支払

い受取額の減額が経営当たり 2700 ユーロ，ha 当たり 34 ユーロであるのに対して，山間地

域では経営当たり 6400 ユーロ，ha 当たり 84 ユーロの増額となる。山間地域では従前の直

接支払いの受取額に対して 33％増，所得は 20.8％増と推計された。新しい共通農業政策を

通じて，平坦地域から条件不利地域へ，とりわけ，生産条件の劣った山間地域への所得移

転が明確に表れている。 
 

表Ｉ－11 指定地域別の直接支払い受取額の変化 

 
 
（注 8） La Libération, Les céréaliers gobent la PAC manne. 6 février 2013. 
（注 9） これについて，石井（2011a）を参照されたい。 
（注 10） Ministère de l’agriculture, et de l’agroalimentaire et de la forêt, PAC 2014/2020 : 

Comment assurer une redistribution en faveur de l’élevage et de l’emploi ? Juillet 2013. 
（注 11） RICA の調査対象経営は約 7500 経営で，統計上「プロ経営」と分類される小麦生産規模 12ha

以上，年間労働力単位 0.75（フルタイム労働１人を１単位）以上の経営を対象とする。2007 年構造調

査対象経営 50.7 万経営のうち，RICA が対象とする規模の経営は 32.6 万経営である（AGRESTE Les 
Dossiers N° 12 - JUILLET 2011）。 

（注 12） 農業簿記情報ネットワークを用いた推計は Chatellier, V. (2013). Les effets redistributifs des 
décisions françaises relatives à la PAC post-2015. Communication présentée à Séance Académie 
d’Agriculture de France.による。 

 
３-４ 環境シフトの国内農政 
３-４-１ 環境グルネル会議―環境保全，持続可能性と公共政策 

 さて，2015 年以降の共通農業政策にかかる欧州委員会，加盟国間の交渉において，「グリ

ーニング」をはじめとした欧州委員会が打ち出す環境保全志向に対して，フランス政府は

支持する立場にあった。大きな財政負担を伴う共通農業政策の維持には，社会が求める環

境配慮を共通農業政策の中に確固として位置づけることが不可欠と見たからである。他方

で，環境配慮の公共政策の推進はフランス国内でも活発化している。 

　

経営あたり UTAあたり ha当たり

(ユーロ) (ユーロ) (ユーロ) (ユーロ) (%) (%) (%)

平坦地域
184,630  28,000      -2,700 -1,200 -34 -11 -1.2 -4.6

普通条件

不利地域 64,690    19,300      2,500        1,300        23 8              1.5           6.0           

山麓地域
11,500    15,300      5,600        3,300        60 23            5.0           19.6         

山間地域
43,600    14,600      6,400        3,700        84 33            6.3           20.8         

計
304,420  23,700      0 0 0 0 0 0

資料：Chatellier, V. (2013). Les effets redistributifs des décisions françaises relatives à la PAC post-
2015 . Communication présentée à Séance Académie d’Agriculture de France
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 環境グルネル会議は，2007 年大統領選挙戦において，ジャーナリスト，ニコラ・ユロが

提唱する「エコロジー憲章 Pacte écologique」に主要な与野党候補者が賛同し，就任後の実

現を公約したものであった（注 13）。政府と多様なステークホルダーが参加し，国民合意の

下，環境保全にかかる懸案をまとめて法制化することを目指したのが環境グルネル会議で

ある。 
 そのプロセスは，まず「気候変動対策とエネルギー需要の抑制」「生物多様性と自然資源

の保全」「健康に配慮した環境の構築」「持続可能な生産と消費の適応」「エコロジー的民主

主義の構築」「雇用と競争力を高めるエコロジー的発展モデルの推進」の６つの分科会で，

中央政府，地方政府，NGO，経済界，労働界の代表が行動計画案を策定，地域ごとに国民

の意見を聞く集会やインターネットを通じたフォーラムが開催された。次に，エコロジー

担当国務大臣が主宰するステークホルダー円卓会議が開催され，６分科会で計 268 項目の

合意を得た。合意事項の実現のため，34 の実務委員会が具体案作りを進め，エコロジー担

当国務大臣に最終報告書を提出，これら合意事項の実現に向けた施策や制度が国会で順次，

法制化された（注 14）。 
 農業分野で合意された政府行動には，国内需要に応える有機農業セクターの構築が第１

に掲げられ，このほか，エコロジー的で生産性の高い農業のための 10 の施策では，農業経

営の環境保全認証制度の導入，地域農業戦略における環境保全の強化，総合農業システム

やアグロフォレストリに関する大規模な応用研究や人材育成，在来種の新たな評価，栽培

品種や家畜品種の多様性の増進，農薬使用の半減と代替手法の開発，硝酸やリン酸の投入

抑制や灌漑水の節約を促す施策がある。 
 いずれも，2014 年以降の共通農業政策におけるグリーニング，すなわち，直接支払いにお

ける環境保全要件の拡大と強化に対して適応可能な生産システムの先取りとして通じるこ

とがわかる。 
 
３-４-２ 農薬使用の半減計画（エコフィト 2018 計画） 

 環境グルネル会議の後，2008 年に始まった農業食料森林省が進める行動計画にエコフィ

ト 2018 計画（Plan Ecophyto 2018）がある。環境グルネル会議の合意事項第 129 号は「開

発を前提に代替農法の普及を加速させ，農薬使用の半減を目指すこと」であり，大統領が

農相に対して可能な限り，10 年で半減できる行動計画の策定を支持した。 
 取り組むべき課題として挙げられたのが，第１に行動計画を評価するための指標の開発

である（注 15）。環境への負荷やリスク，社会経済的な指標である。第２に，農薬使用の削

減が可能な生産システムや農法の普及であり，実証圃場を提供する生産者らのネットワー

クづくりである。180 あまりのグループが組織され，約 2,000 経営が参加，それぞれのグル

ープに農業会議所の普及指導員１名が配置される。第３は行動計画をめぐる研究機関間の

連絡調整，第４は農薬使用の削減と安全な使用法に関する人材養成である。2011 年末には

14 万人の農業者が研修を受講し，「フィト認定（Certiphyto）」が交付された。第５は病害虫
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の発生と農薬の意図しない影響の監視体制の強化であり，第６に公園，緑地等，非農業区

域における使用削減活動である。第７は州（本土に 22 州）をベースにした運営体制の構築

である。エコフィト 2018 計画調査推進委員会を設置，行政，農業者団体，協同組合等各方

面のステークホルダーが参加するとともに，指標開発，技術開発，人材養成などの作業部

会が設置された。第８は農薬使用者の健康管理に関する行動である。 
 行動計画の推進には，関係省庁や州政府をはじめとした公共機関の予算，農業会議所な

どのステークホルダーの固有財源のほか，農薬への課税収入の一部が投入される（注 16）。 
 
３-４-３ 有機農業の推進 

 2011 年にフランスの有機農業は面積にしておよそ 100 万ヘクタールの大台を超え，農地

面積に占める割合も 3.5％に達した。しかし，2010 年，EU27 か国の有機農業面積割合は

5.1％にのぼる。1970 年代，有機農業の国際機関 IFOAM（国際有機農業運動連盟）設立時

にはパリに事務局が置かれたように，かつては主導的な立場にあったフランス有機農業は

少なくとも，量の側面では周辺諸国を追いかける位置にある。 
 フランスで有機農業に関する総合的な推進計画が立てられたのは 1990 年代後半である

（注 17）。1998 から 2002 年を実施期間とする有機農業振興複数年計画では，有機農業面積

の割合を 0.5％から 3％にする目標を設定，有機転換中の助成の拡充，有機農業と慣行農業

の橋渡し機能の構築，また，広報をはじめとした有機農業振興の総合的な調整機関として

有機農業振興・推進機構（Agence Bio）を設立した。 
 他の EU 諸国と同様に，フランスでも有機食品・農産物市場が急拡大したが，供給が追

いつかなければ，農業大国にありながら輸入依存になりかねない。そこで，2007 年に政府

が打ち出したのが，計画期間を 2008～2012 年とした総合的な 5 か年の有機農業振興計画

「有機農業：展望 2012」である。ここでは，農地利用面積に占める有機生産面積割合を 2％
から 6％にまで引き上げる数値目標が設定された。その骨子は，有機への転換時だけでなく

生産継続への支援，業界の連携強化，有機関連規則の適応促進，研究開発と普及教育の支

援，給食等への有機農産物の利用促進の５項目である。 
 有機転換と継続の支援では，有機転換に対して給付される環境支払いの給付上限の撤廃，

有機生産を行う経営を対象とした所得税の減税である。地方自治体でも，認証費用に対す

る助成措置を講じたところがある。近年の有機生産面積の拡大のひとつの要因がここにあ

る。 
 有機農業のフードシステムは川上から川下まで，生産，加工，流通，小売などさまざま

な業界が関わる。有機農業の振興には生産現場の支援だけでなく，有機固有の流通システ

ムが構築されねばならない。政策支援の必要性はこのような業界の連携基盤の強化にも広

がる。また，EU の有機関連規則の改正に向けて，環境配慮の観点により適う制度に向けた

議論を喚起し，制度改正に反映させる取り組みも含まれる。 
 研究開発や教育普及では，農業高校におけるカリキュラムに有機農業を本格的に位置づ



３   フランスにおける CAP2014-2020 の適用の方向 

― I－52 ― 

けるなど，有機農業のいっそうの浸透を図ることになった。研究開発や技術普及における

作物ごとの技術普及の体制は，経営全体の総合技術を必要とする有機農業になじみにくい。

研究開発や技術普及の分野でも，同様に連携基盤の強化が必要とされている。 
 以上のような生産者や業界の支援や，研究開発・技術普及もさることながら，有機農産

物の需要を拡大する政策も興味深い。生産者から見れば，助成金による所得支援も重要だ

が，それよりも需要がしっかり形成されているかが，有機への転換の決断につながるから

である（注 18）。 
 さて，2011 年の段階で，有機農業面積 100 万ヘクタール，農地面積の 3.8％，市場規模

41 億ユーロとなった有機農業セクターは，将来的に「まだまだ有望でダイナミック」な市

場と捉えられている。そこで，2013 年 3 月，政府プログラム「Ambition Bio 2017」が 2017
年を目標年とした総合的な有機農業振興計画として動き出した。有機農業面積の割合を期

間中に 6％，面積は６割増の 160 万 ha に目標を設定，さらに長期的な目標として 2020 年

に 20％とする文字通り野心的な数値目標を設定した。 
 振興計画が盛り込んだ具体的な施策の第１は有機農業の生産振興である。2014-20 年の間，

CAP 第２の柱を活用し年間 1.6 億ユーロを有機農業の転換や生産の継続に対する助成にあ

てる。第２は，輸入に依存しがちな穀物や油糧種子などの畑作における有機生産の振興で

ある。具体的には有機農業基金を造成し，年間 400 万ユーロを投入する。第３は，消費の

拡大と市場の拡大である，政府内の食堂における有機食材の使用率の目標を 20％に設定す

るとともに，とりわけ，学校教育で有機農業や有機食品に触れる機会を推進するなど消費

者啓発を進めるとした。第４は，研究開発の拡充と研究成果の実証試験，技術普及の充実

である。第５は，生産現場をはじめ有機食品産業における人材の養成である。事業所にお

ける研修や人材養成プログラムに対する有機農業者による参加など，農業教育と生産者や

業界とのネットワーク構築，また，有機農業者向けの継続教育の推進である。第６は，有

機農業の特殊性に配慮した規制措置の改善である。 
 
３-４-４ 農業経営の環境保全認証 

 農業経営の環境保全認証（Certification environnementale des exploitations）は，特に

優れた環境保全の取り組みを実践する農業経営を認証する制度で，認証を受けた経営によ

る生産物について特別な表示が可能になる。いわば，フランス版「エコファーマー」であ

る。環境グルネル会議の合意事項として，法制化された。 
 多くの生産者が環境に対する負の影響を抑制し，正の影響を高める取組みを進めている

が，必ずしもそのことが広く認知されているとは限らない。環境保全に貢献しているにも

かかわらず，生産部門別の団体が進める取組み，特定地域を対象とした細則の遵守，地域

レベルや個人によるさまざまな取り組みが，広く知られる認証の対象となっているわけで

はない（注 19）。農業界が環境保全にかかる努力に関して広く認知されることが，認証の目

的である。 
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 農業生産者団体，環境保全団体，消費者団体，川下業界，行政などのステークホルダー

が参加する作業委員会が，すべての経営組織に適用できるように多様な指標，基準を用い

て制度設計を行う。認証の取得は任意である。環境保全への寄与に応じて第１水準から第

３水準までの段階に区分され，第３水準の要件を満たすことで，「高環境価値（Haute valeur 
environnemental）」経営として認証される。簡単に仕組みを説明しておこう。 
 第１水準は，直接支払いの給付要件に相当する環境保全義務であり，いわばクロス・コ

ンプライアンスを遵守することで水準を達成できる。第２水準は日常的な経営管理の中で

適切に組み込むべきとして，４つのテーマ，すなわち，生物多様性，農薬削減，施肥管理，

水資源管理にかかる 16 項目の基準を満たすことで達成される。第１水準，第２水準につい

ては第３者認証を必要とせず，生産者による自己評価や普及指導の一環で実施される。 
 第３水準は各テーマごとに，特定の営農行為や生産システムが環境保全への寄与に応じ

て点数化され，合計 10 点を超えることで，水準を達成できる。第３水準に達した「高環境

価値」経営として認証されるには，第３者機関による認証が必要である。 
 例えば，生物多様性指標の場合，経営農地面積に占める農業生態インフラ（注 20）の割

合が 1％以上であれば 2 点，主品目の作付割合（永年草地を除く）が 70％以上の場合 0 点，

70～20％の場合 10％下がるごとに１点，20％未満の場合６点。また，作付品目が 3 品目以

下であれば 0 点，7 点を限度に１品目増えるごとに１点加算，希少栽培種や希少家畜種につ

いて３点を限度に１種について１点。一時的草地について牧草品種が１種の場合１点，２

品種混播の場合２点，イネ科およびマメ科の数種混播の場合３点。農地利用面積に占める

永年草地の割合 10％ごとに１点，などであり，合計点数が 10 点以上で生物多様性指標にお

いて順守されたことになる。 
 なお，第３水準の認定には，1）販売額に対する中間投入にかかる費用（肥料，農薬，燃

料等）の比率が 30％未満，かつ，2）農業利用面積にしめる農業生態インフラの割合が 10％
以上，もしくは，農業利用面積に占める永年草地の割合が 50％以上，の要件を満たしても

よい。草地基盤の粗放的な畜産経営はこの要件を比較的容易に満たしやすい。 
 
（注 13） Le Figaro, Pacte, Écologique (http://politique.lefigaro.fr/pacte-ecologique.html). 
（注 14） Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, La genèse du 

Grenelle de l’environnement. 28 décembre 2012 
(http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-genese-du-Grenelle-de-l.html). 

（注 15） Ministère de l’agriculture et de la pèche, Ecophyto 2018. Le 10 septembre 2008. 
（注 16） Chambre d'agriculture. N.1014, Juillet 2012.農業会議所の機関紙では各州ごとの取り組み，

活動報告が特集される。 
（注 17） フランスにおける有機農業振興について石井（2005），また，農業環境支払いの定着について

石井（2004）を参照されたい。 
（注 18） 石井圭一「フランスの有機農業振興－有機献立給食の普及をめざして」『農業』第 1543 号，2011

年 2 月，pp.59-64. 
（注 19） Meybeck A., Gitz V., Pingault N., Schiol L., Le Grenelle de l’environnement et la 

certification environnementale des exploitations agricoles : un exemple de conception 
participative. NESE n° 35, octobre 2011, pp. 41-78. 

（注 20） 農業環境インフラ（infrastructure agro-écologique）は生垣，圃場の樹木，湿地，圃



３   フランスにおける CAP2014-2020 の適用の方向 

― I－54 ― 

場を縁取る草地帯，永年草地，休閑地等で，特徴的なビオトープなど生物多様性に関する価

値に応じた係数で重み付け，生物多様性相当面積（surface équivalente de biodiversité）
に換算される（Arrêté du 13 juillet 2010 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles 
et environnementales）。 

 
３-５ 2012 年社会党政権下の農政指針とアグロエコロジー構想 
３-５-１ 農業の将来に関する法案 

 2013 年 11 月 13 日，「農業・食料・林業の将来のための法案」が国会に提出され，審議

入りした（注 21）。同法案は 1999 年農業方向づけ法が定めた農業政策の目的に手を加え，

環境保全と競争力を兼ね備える農業の振興を中軸に据えた。その背景認識について，法案

の趣旨説明から引くと以下のようになる。 
 冒頭，「フランス農業，食品部門，林業は国際的に第１線にとどまり，フランスの生産振

興に寄与する競争力の確保に挑まなければならない」とし，農業をこれまで通り輸出産業

と位置づけ，国際競争力を備える必要が説かれた。そして，農政上の重要課題は，「消費者

に対して高い水準の食品の安全性を確保」すること，「自然界に対する負の影響の軽減」で

あるが，「世界の食料バランスに寄与できる生産基盤を維持」することが加わる。これには，

2007-08 年，2010 年の食料危機，また，農産物市場における激しい価格の乱高下を通して，

世論や政治において農業生産や食料供給の位置づけに大きな変化が生じたことを挙げてい

る。これらを達成するため，「農場から食卓」まで取り組める総合的な枠組みにおいて，政

府が行動すべきことを求めている。 
 しかし，「集約的な農業生産の支持者とアグロエコロジーの支持者を対立させる法案」（注

22）と論評されるように，経済的な成果と環境面の成果の両立が本法案のキーワードであ

る。共通農業政策を通じて，フランス農業は自給目標を達成，世界第４位の貿易収支黒字

をもたらした。農産物や食品の輸出はフランスの貿易収支に大きく貢献し，多様な農業生

産の維持が多くの地域における経済的な活力を生んでいる。このように従来の農政を評価

した上で，「次の時代の農業の役割の問題」をどう扱うか，経済的側面，社会的側面におい

てどのような農業であるべきか，どのような法令規則が求められるか。農業，食料，林業

のための政策は国民全体に関わる。このため，環境を尊重した健全な食料の供給を国民と

契約しなければならないとした。農業界には，経済的な成果と環境面の成果の両面を達成

すること，より社会に開かれ地域との協調や，川上から川下までの部門内の協調を求めて

いる。 

 

３-５-２ アグロエコロジー構想 

 2012 年 5 月の大統領選挙，6 月の総選挙を経て，社会党政権が成立，農相にはステファ

ン・ル・フォル（Stéphane Le Foll）が就任した。 就任当初より，農薬の空中散布禁止の

例外を認めない方向を打ち出すなど，環境配慮の立場が明確に打ち出されている（注 23）。 
 就任の後，農業の生産力と多様性の推進，経済的な競争力と環境保全の両立を果たすた
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め，「農業・食品・林野の将来に関する法案」の準備を表明した。このためには，農薬，化

学肥料，化石燃料などの投入の依存を低める方向へ生産システムを変え，革新的な組織と

その働きのあり方について提案する必要があるとして，2012 年 9 月，国立農業研究機関や

高等農業教育機関（大学，大学院に相当）が組織するコンソーシアムについて提言を求め

た（注 24）。 
 提言は 2013 年 5 月，「アグロエコロジー構想：競争力と環境保全を両立させる二重の意

味で優れた農業に向かって」と題された報告書にまとめられた。提言にみる４つの方向は

以下である。 
 1）農業生産の奨励と環境制約のジレンマを脱し，競争力をもち，かつ，持続的な生産シ

ステムの構想と実現を図ること 
 2）国内外における先駆者の取り組み事例を蓄積し，農業者グループによるイノベーショ

ンを生み出す集団的な取り組み手法について知見を引き出すこと 
 3）規制ではなく誘因，イノベーティブな取り組みや実践を推進するために，裁量の余地

を狭める過度な規制を避けること 
 4）地域の条件やアクターの組織に適した多様なシステムを可能にし，農業者グループ，

農業者自身の構想や取り組みを中心に据えること 
 提言をまとめるにあたって，提言を求められた研究グループは，革新的なアプローチで

営農に取り組む先駆的な個人や農業グループの調査を行った。環境保全や資源節約に資す

る営農を目指した農法には，有機農業を始め，精密農業（agriculture de précision），保全

農業（agriculture de conservation），環境的集約農業（agriculture écologiquement 
intensive），総合防除（protection intégrée），アグロフォレストリ（agroforesterie）， 合
理的農業（agriculture raisonnée），高環境価値農業（agriculture à haute valeur 
environnementale）などとして呼称されるものがあるほか，さまざまな技術を組み合わせ

実践する事例がある。多くの先駆者，多くの先駆的農業者グループがイノベーションを試

し，実践し，多様な目標を設定し，加えて，その経路は多様であることが述べられる。試

験研究機関に限定せず，先進的な生産者をはじめとした現場の知への関心である。 
 このように，農相が打ち出したアグロエコロジー構想には，環境保全的な営農行為や生

産システムに対する財政支援や制度導入だけではなく，農業と環境のナレッジシステムや

ガバナンスも含めて，適応を促すねらいが注目されよう。 
  
（注 21）  同法案は 2014 年 1 月 13 日，国民議会（下院）で修正可決，元老院（上院）で審議予定であ

る。 
（注 22） La libération 紙，2014.1.11 配信. 
（注 23） Le Figaro, En finir avec l'épandage. Le 23/07/2012. 
（注 24） Marion Guillou et Bertrand Hervieu, Le projet agro-écologique : vers des agricultures 

doublement performantes pour concilier compétitivité et respect de l’environnement. Ministère de 
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. 2013. 
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３-６ むすびにかえて 
 社会から受ける環境保全への要請を農業界はどのように受け止めているか。全国農業経

営者組合連合会（FNSEA）副会長のクリスチアヌ・ランベール（Christiane Lambert）は環

境グルネル会議について，「生物多様性，エコフィト計画，生態系州スキーム（注 25），有

機農業，農業経営の環境認証等々，多くのテーマと課題があり，過剰投与の状態でさえあ

った。鞭で前に進めさせられ，耐え難いスピードで常に変化を被っている，そんな印象を

持った」（注 26）と振り返る。社会から向けられた環境配慮に対する要求に，農業界が戸惑

う様子が伺える。 
 さて，2014 年以降の CAP において，「グリーニング」は引き続く農政改革の柱ひとつで

ある。また，環境グルネル会議をはじめ，農業政策における環境配慮が色濃く反映し，数々

の政策目標が設定され，施策が打ち出されてきた。他方で，フランス政府は欧州裁判所よ

り硝酸態窒素指令が求める汚染対策について進捗が鈍いこと，その対策の改善点が不十分

であることの指摘を受け，また，2008 年より 50％の農薬使用の削減を目指したエコフィト

2018 計画が開始されたが，農薬の販売額に大きな変化はない（注 27）。 
 有機農産物への国内の需要の高まりに対して，輸入代替をめざす一方，最も環境保全に

配慮し，かつ，持続可能な農業の最先端として有機農業を強力に推進し，そして，アグロ

エコロジー構想はフランス農業の全体の底上げと新たな支援システムの構築をねらった。

これらは，2014 年以降の新たな共通農業政策が標榜する「グリーン化」への適応の先取り

であり，社会が求める結果を出すための体制つくりといえよう。 
 
（注 25） 生態系州スキーム（schemas régionaux de coherence écologique）は環境グルネル会議で合意

され制度化された。土地利用や整備計画において生息地をつなぐコリドーの設置が求められる。 
（注 26） Agra Presse Hebdo, Semaine du 29 avril 2013, n.3396, p.4.   
（注 27） 同上, p.5. 
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４ EU の「ポスト 2013 年」改革のドイツでの適用 
 
 
４-１ 「ポスト 2013 年」改革の背景 
 EU は 2014 年から新たな農政改革を実施している。「ポスト 2013 年」農政改革と称され

るこの改革の中では，これまで行ってきた環境保全や環境への配慮にさらに力を入れる方

向が示されている。今回の農政改革の目玉は直接支払いの大幅変更，とくに「グリーニン

グ」支払いの導入である。 
 現行の直接支払いの特徴には大きく二つあり，一つは単一農場支払い（単一支払い）で

ある。単一農場支払いの「単一」は，対象農産品目を区別せずに一括して支払われること

を意味する。またドイツで採用している地域方式の場合は，作目や収量問わず，単位面積

当たり同額の直接支払いが支払われる。畑作でも草地利用でも，平地でも山間地でも，こ

れらの要素とは切り離して（デカップリング），面積当たり支払額（単価）を同一に設定し，

しかも固定化する。 
 もう一つは，直接支払いを受けるための条件として環境規範の遵守を定めていること，

つまりクロス・コンプライアンスである。クロス・コンプライアンスはさらに二つの部分

からなる。一つは，環境，飼料および食品の安全性，動物の健康，動物福祉に関する EU
の 19 の規則・指令であり，これらは各加盟国に一律に適用される。もう一つは「適切な農

業および環境の状態の維持」（GAEC：Good agricultural and environmental Condition）
に関する事項，具体的には，土壌の浸食防止，有機質維持，構造維持，景観要素，生物生

息域の保護である。 
 このような特徴をもつ単一農場支払いは 2005 年から 10 年近くも行われてきているが，

この間，EU は中東欧諸国を加えて 28 ヶ国にまで拡大した。それに伴い，加盟国間，とく

に新規加盟国と旧加盟国との受給額の格差が問題となっている。また，各国・地域内の受

給水準格差も問題となっている。現行の単一農場支払いは基本的に過去の生産実績に基づ

いているからである。 
 環境保全，地域間の格差是正という，いずれも大きな課題を，EU や加盟国はどのように

解決しようとしているのか。以下では農政改革に関する EU 合意の内容，農業環境政策（環

境支払い）との関係，ドイツでの適用について，述べることにする。 
 

４-２ EU 合意の概要 
 欧州委員会，理事会，および欧州議会は 2013 年 9 月，共通農業政策の改革に関する「政

治的合意」に達し，同年 11 月 20 日に欧州議会で承認された。部分的には 2014 年から実施

を開始している CAP 改革は，次の４つの項目，すなわち，直接支払い（第１の柱），単一

共通市場機構，農村振興（第２の柱），CAP の財政・運営・監視に関する水平的規則から成
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る。このうち，改革の中枢をなす直接支払いは 2015 年 1 月からの本格的な実施が予定され

ている。以下ではこの直接支払い（第１の柱）の中から本節に関連するものを中心に紹介

する（注 1）。 
 直接支払いには，これまで旧加盟国と新規加盟国（中東欧諸国）との間，さらに各加盟

国内でも格差があったことから，これらの格差を是正する。また，農業者の過去の実績に

基づき割り当てる方式（歴史的方式）から脱却する。直接支払いのうちの 30％％を後述す

る「グリーニング支払い」とし，環境保全のための要件に結び付ける。これにより，農業

者が行う環境に関する公共財の提供に対して，報酬を与えることができる。すべての支払

いはクロス・コンプライアンスに基づく。 
 
１）基礎支払制度(BPS：Basic Payment Scheme)： 加盟国は，直接支払いのための国別配

分額のうち 70％から，若年農業者，条件不利地域への助成，再分配支払い，品目別支払い

（「カップリング」支払い），小規模農業者支払いを差し引いたものを，新たな基礎支払制

度（BPS）に用いる。新規加盟の 12 ヶ国については，簡素化，平準化した単一農場支払い

への移行終了期限を 2020 年まで延長する（注 2）。 
 
２）加盟国間の格差是正： 直接支払いのための国別配分額を徐々に調整する。1 ヘクター

ルあたり平均支払額（単価）が EU 平均の 90％以下である加盟国では，段階的に（EU 平

均の 90％と現在の単価との差の 1/3 まで）増加する。また，すべての加盟国が 2019 年まで，

最低レベルに到達することを保証する。平均単価より多く受け取っている他の加盟国の配

分額はそれに従い，調整される。 
 
３）国内の格差是正： 過去の実績に基づいて直接支払いを配分している加盟国は，原則

として，国または地域内で一律の面積単価にしなければならない。方法としては，国別単

価，地域別単価の是正，さらに 2019 年までに国別・地域別平均単価に達するようにする是

正，平均単価の 90％を下回る場合は段階的に（平均単価の 90％と現在の単価の差の 3 分の

1 まで）増やす是正法がある。さらに，追加保証としてすべての支払い受給権が 2019 年ま

でに国別・地域別平均単価の最低 60％までに達するようにする。国別・地域別平均単価を

上回る農業者の受給額はそれに応じて調整する。その場合，加盟国は「損失」を 30％まで

とすることもできる。 
 15 万ユーロを上回る額を受け取る個人経営に対して，その受給額を逓減的に削減する義

務（高額受給者の減額）について合意された。基礎支払いが 15 万ユーロを上回る農場に対

しては，少なくともその超過分の 5％を減額しなければならない。ただし，雇用や賃金は差

し引いて算定する。ただし，再分配支払いを適用する加盟国には免除がある。これにより

生じた資金は加盟国政府および地方政府の下に農村振興や，EU との共同財政支出分に充て

ることができる（注 3）。 
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４）若年農業者への措置： 世代交代を促すために，新規参入の若年農業者（40 歳以下）

に対し，最長 5 年間の追加支払いを行う。国別配分額の 2％以内でまかなわなければならな

い。すべての加盟国の義務である。農村振興プログラムの若年農業者向けの政策にも適用

する。 
 
５）小規模農場への措置： 加盟国は小規模農場への措置を行うことができる。その場合，

通常は農場規模にかかわらず，その受給額を年に 500~1,250 ユーロに設定する。小規模農

場はクロス・コンプライアンスの検査，違反に対する制裁，グリーニングから免除され，

そのことは行政事務を大いに簡素化することにつながる（EU27 ヶ国の直接支払受給農場の

約 3 分の 1 が 3 ヘクタール以下であり，これらの農場は農地面積全体の 3％しか占めていな

い）。ただし，小規模農場措置への支出は原則として国別配分額の 10％を超えてはならない。 
 
６）任意の「カップリング」支払い： 部門，地域，品目別に現在，行われているカップ

リング支払いは，限定的に保持することができる。これは国別配分額の 8％までとする。た

だし現在 5％を上回る場合は 13％までとする。 
 
７）自然制約区域・条件不利地域（ANCs／LFAs）： 加盟国政府あるいは地方政府は，自然

制約のある区域への追加支払いを国別配分額の 5％まで行うことができる。これは任意であ

り，かつ，農村振興（第２の柱）で行う自然制約区域・条件不利地域政策には影響しない。 
 
８）グリーニング： １）の基礎支払い（BPS）に加えて，気候や環境に便益をもたらす

農業活動をする農場は，その活動に対してヘクタール当たりの支払いを受給することがで

きる。加盟国はそのために国別配分額の最大 30％を用いる。これは義務であり，グリーニ

ングに関する要件を満たさないと削減もしくは罰則の対象となる。ただし，有機農業経営

にはグリーニングの要件が新たに課されることはない。 
 グリーニングの基本的な農業活動（要件）は以下の３つである。 
①永年草地の維持 
②作物の多様化： 永年草地以外の耕作地が 10～30ha の場合は最低 2 作目，30ha 以上の

場合は最低３作目の作付を行う。主作物の面積割合は最大 75％，主要２作物の面積割合は

最大 95％とする。 
③環境用地（ecological focus area）： 耕作地が 15ha を上回る場合，最低 5％を生態系や

景観の維持のための区域（フィールドマージン（耕地周りの空き地），休耕地，生垣，ビオ

トープ，キャッチクロップ，森林等）として保持しなければならない。この割合は 2017 年

の委員会報告および規則案により 7％になる可能性がある。 
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９）「第１の柱」と「第２の柱」の間の資金移転： 加盟国は直接支払い（第１の柱）のた

めの国別配分額のうち最大 15％を農村振興（第２の柱）に移すことができる。これに国や

地方による共同財政負担（co-funded）は必要ない。加盟国は農村振興のための国別配分額

のうちの最大 15％（直接支払い額が EU 平均の 90％を下回る加盟国では最大 25％）を直

接支払いに移すことができる。 
 
（注 1） CAP Reform – an explanation of the main elements(European Commission. MEMO/13/937 

25/10/2013 ) http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-937_en.htm 
（注 2） 2013 年 7 月に加盟したクロアチアを除く。 
（注 3）このあと「加盟国は，農業者が 30 万ユーロまで受給できるという上限を設けることもできる」の

一文があったが，成立した規則には盛り込まれなかった。 
 
４-３ 農業環境政策への影響 
 さて，EU では直接支払いとは別に，とくに環境保全的な農業を営む農家に対して，農業

環境政策，つまり環境支払いを行っている。EU 全体で行うようになったのは最初の農政改

革（1992 年のマクシャリー改革）からである。環境支払いの要件は，クロス・コンプライ

アンスの環境基準だけでなく，より積極的に環境負荷の低減，景観や生物多様性の維持に

貢献すること，すなわち環境便益をもたらすことが求められる。たとえば，畜産農家の場

合，冬季の，何も植わっていない農地に家畜糞尿を散布しないことは，地下水の汚染防止

のために当然のことであり，これを守らないとそもそも直接支払いの申請をすることもで

きない。さらに，その農家が牧草の刈り取り時期をたとえば 7 月中旬以降に延期し，牧草

地に訪れる野鳥が巣作りをできるようにし，様々な野草が花を咲かせ，虫が来るようにな

れば，環境支払いを受けることができる。クロス・コンプライアンスと環境支払いは，従

来，このように区別されてきた。 
 だが，今回の農政改革により，2015 年１月からグリーニングの直接支払いが導入される

ことになった。つまり，グリーニングの直接支払いによって，EU の農家が行うべき環境保

全のレベルは三段階に分かれることになる。ただし，二段階目のグリーニングは小規模経

営，果樹などの永年作物経営，そして有機農業経営を除き，義務とされている。したがっ

て，農家の選択肢はグリーニングまでか，それを上回る環境支払いまで受け取るようにす

るか，のどちらかとなる。 
 また，これまでは環境支払いの対象となっていた作物の多様化なども今後はグリーニン

グに含まれることによって，環境支払いの水準をさらに高いものにせざるをえなくなって

いる。たとえば，グリーニング支払い３要件の一つである環境用地（ecological focus area）
については，現在，欧州委員会で論議中である。後述の表に示すようにその種類だけでな

く，長さ，面積など，細部に至るまで検討されている。この中にはすでに加盟国がそれぞ

れ環境支払いの対象として行っているものもあり，今後，どのように仕分けていくのかが

問題となるであろう。 
 



第Ｉ部  新しい CAP のグリーニング支払いと農業環境・気候支払い―制度の導入へ向けた動き―（英国・フランス・ドイツ） 

― I－61 ― 

４-４ 「ポスト 2013 年」農政改革のドイツでの実施の方向 
４-４-１ 概要 

 「ポスト 2013 年」改革の合意を見越して，各加盟国ではそれぞれの農業政策の中でどの

ように具体化するのかを検討していた。ドイツでは 2013 年７月に連邦政府による提案

「2015 年開始の共通農業政策改革決定の国内での実施の考え方」が公表された。その骨子

は以下のとおりである（注 4）。 
 
１）直接支払いのうちの基礎支払いの単価を 2017 年から毎年同率で 2019 年までの間に全

国一律にする。 
２）グリーニング支払いは 2015 年から直接支払い全体の 30％とし，これを全国一律に適

用する。環境面で優先すべき区域（環境用地）を持続的に農業利用するために，その

ような区域での休耕地，段々畑，緩衝帯への配慮に加え，間作物（キャッチクロップ），

窒素固定作物の栽培をできるだけ行い，環境面で価値のある景観要素を守る。 
３）高額受給者の減額は行わず，代わりに中小規模経営優遇のために再分配支払い（15 ヘ

クタールまではヘクタールあたり 50 ユーロ，15~30 ヘクタールは同 30 ユーロ）を行

う。 
４）青年農業者措置：ヘクタール当たり約 50 ユーロ，対象となる経営規模は 90 ヘクター

ルまで。 
５）小規模農場措置：１農場当たり 1,250 ユーロ。 
６）条件不利地域に対する第１の柱からの追加的支払い：国別配分額の 2.5％を充てる。永

年草地に対してヘクタールあたり約 40 ユーロ。 
７）第１の柱から第２の柱への資金移転：上記６）以外の資金移転は行わない。 
 
 そして同年 11 月 4 日，連邦各州の農業大臣の会合がミュンヘンで開催され，合意に達し

た。各州の意向を踏まえ，連邦提案に修正が加えられた（注 5）。中小規模経営に対する優

遇策である再分配支払いが 30 ヘクタールまでは 50 ユーロ，30~46 ヘクタールには 30 ユー

ロに変更された。また第１の柱の直接支払いのうち 4.5％を第２の柱に移転することとなっ

た。後者に関しては条件不利地域の草地を多くかかえる州の意向に従ったと考えられる。 
 また，環境用地に関しては，「エネルギー目的」に利用することが可能とされているが，

後述のように栽培可能な作物は限定されているため，バイオガスの主原料となるトウモロ

コシなどは栽培できない。バイオガスの副原料であるクローバー（窒素固定作物），燃料と

なる灌木（とくに生育サイクルが短い樹種）の栽培は認められる。 
 今後は，この連邦レベルでの決定が各州政府，農民連盟との交渉の中でより具体的に検

討される。直接支払いの単価については，環境便益への貢献度には対応していないことか

ら現在，ドイツでの平均単価である約 300 ユーロ/ha では高すぎるという意見もある。バイ

エルン州農民連盟では，170ユーロ/haあたりが妥当ではないかということであった（後述）。 
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 また，グリーニングとの関係では，各州で実施している環境支払い（たとえばバイエル

ン州の KULAP，バーデン・ヴュルテンベルク州の MEKA）にはグリーニングを上回る水

準が求められるであろうが，その詳細がわかるのは 2014 年の半ばとのことである。 
 以下では，直接支払単価の水準，グリーニングの問題点などについて，2013 年 11 月の

ドイツでのヒアリングメモから抜粋する。 
 
４-４-２ 元ミュンヘン工科大学教授 

（Alois.Heissenhuber 教授，2013 年 11 月 8 日 10:30～11:00）（注 6） 

 まず，EU の農業担当欧州委員チオロシュ氏などが提案している直接支払単価 300 ユーロ

/ha に対して，同氏は批判的に見ている。 
 図 I－７のように農業者が守るべき環境保全の水準を縦軸に置くと，一番下に肥料や農薬

に関する法律を遵守しているレベル（法律遵守基準）があり，その少し
．．

上にクロス・コン

プライアンス（CC），さらにその上に農業環境政策の水準がある。法律遵守基準と CC の違

いは，前者が水，土，大気に関するものに限られるのに対し，後者が景観や生物多様性な

どを含むものというように一応，区別できる。 
 

図Ｉ－７ 農業者が守るべき環境保全の水準 

 

 
 ポスト 2013 年改革によって CC（注：この話ではグリーニングを含んでいると考えられ

る）の水準が上がれば農業環境政策の水準も上がらざるをえない。CC の水準は 2000 年か

ら 2003 年，さらに 2010 年と，確実に高くなっている。これにより，かつてはバイエルン

州の農業環境政策 KULAP に含まれていた内容（輪作，草地の鋤返し禁止，生態系保護）

も CC に含まれるようになり，そうなると農業者はかつて受けていた KULAP の環境支払

いを受けられなくなる。CC に対する直接支払いとの二重受給を避けるためである。 
 さて，EU が提案する直接支払単価 300 ユーロのうち 30％，すなわち 90 ユーロは CC 遵

守に対するものと理解できるが，問題は残りの 210 ユーロの根拠付けである。昨今，農地

 
高 

 
↑ 農業環境政策（KULAP など） 
 
 
↑ クロス・コンプライアンス（CC） 
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価格が高いので「妥当である」という意見もあるが，同氏は納得できないと言う。 
 昔の農業協同組合（Genossenschaft）では零細農家が 100 人いる状態だったが，現在で

は（同じ面積で）大規模農家が 10 人である。たとえば 1,000ha の経営であれば一農家で

30 万ユーロも受け取ることになる。ドイツでは大きな農家ほど発言力があり政治的な影響

力があるので，このままではますます大規模農家に有利な政策になってしまうだろう。 
 農民は実に多くの公共財を提供している。この公共財に対しては市場からの対価はない

ため，直接支払いを行う必要がある。 
 

図Ｉ－８ 様々な土地利用方式による費用の違い 

 
資料：Heissenhuber(2011)。 

 
 ただし，ポスト 2013年の改革では，これまで直接支払いの根拠となってきた 3つの事項，

すなわち①価格低下に対する補償，②CC を上回る環境水準に対する補償，③公益的価値（公

共財）提供に対する支払いが，いずれも変化していることを考慮しなければならない。 
 まず，小麦の生産者価格は 2007 年の世界的な食料価格高騰以降，上昇傾向にある。 
 また，直接支払いの額は経営形態（作目）によっても大きく異なり，同じ大規模経営（旧

東独メクレンベルク・フォアポメルン州，1,300ha）でも，穀物経営では一労働力あたり年

間 3 万ユーロであるのに対し，酪農経営では 7,000 ユーロと大きな差がある（酪農経営の

方が労働集約的であることによる）。 
 さらに，公共財または環境便益の提供と直接支払単価との関係について，同氏は「直接

支払いを一律 300 ユーロにするのではなく，環境や景観に対する貢献度に応じて単価に差

を付けるべきである」と主張する。たとえば，は図Ｉ－８の左上にある写真 A のように樹

木などの景観要素が農地の 10％程度を占め，文化的景観が保たれていれば，全く景観要素

がない C と比べて 400 ユーロ/ha，景観要素が 5％程度の B と比べても 250 ユーロ/ha の追

加的費用を要する。 
 環境に対する貢献度に応じて支払単価の設定をすべきであるというハイセンフーバー氏
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の主張は，EU が進めようとしているグリーニング支払い，とくに環境用地の維持と共通す

るとも考えられる。だが，同氏が問題視しているのは現状のように環境保全的な経営であ

ろうとなかろうと直接支払い 300 ユーロ/ha を受給できることである。 
 
４-４-３ バイエルン州農民連盟 

（農業・環境政策担当主任ボルスト氏（Herr Borst），2013 年 11 月 8 日 12:30～13:30） 

 当方が「CC に加えてグリーニング支払いが導入されることによって，バイエルン州の農

業環境政策 KULAP の水準も上がるのではないかと思うが，それについてご意見をうかが

いたい」と切り出したところ，以下のような説明を受けた。 
 CC は 2005～2013 年に実施してきた。当初はその基準の内容，守らないとどうなるかに

ついて，農家への周知に努めた。たとえば CC では牛の両耳に耳票を付けることが義務づけ

られるが，片方しか装着していないため直接支払いが減額されることがよくあった。この

ような罰則適用に農家は常に脅えていた。また，当初，2～3 年は CC や直接支払いを担当

する役所の業務に対して批判的だった。だが，その後，農家にとって CC はごく当たり前の

ものになっている。 
 グリーニング支払いの導入により，KULAP の実施数（契約数），対象面積は減少するで

あろう。現在，バイエルン州は KULAP 全体に年間 1 億 5 千万～1 億 6 千万ユーロの支出

を行っている。また，対象となる農地面積は 150 万 ha ほどある。今後，KULAP の対象は，

現在以上に環境や生態系に配慮した経営に絞られるため，総農地面積約 300 万 ha の 4 割

（120 万 ha）になる見込みである。 
 2015 年からの新しい KULAP の内容については現在，審議中だが，2014 年秋までには

EU 委員会から承認を得られる見込みである。現在ではグリーニングと重複する内容（措置）

を含むことから，グリーニングに加えて農家があえて取り組もうとする「魅力的な」内容

を考えることは難しい。たとえば，草地の粗放的利用，生物多様性維持のために，草地で

の指標植物（Zeigepflanzen）に基づき牧草の刈り取り開始日を 6 月 15 日以降に設定して

いるが，指標植物の生育は天候に左右されてしまう。 
 2015 年からの直接支払いの単価水準に関しては，バイエルン農民連盟は EU やドイツの

基本的な方針に沿って以下のように想定している。すなわち，直接支払い全体の 30％（85
ユーロ）はグリーニング支払いに充てられ，残り 70％のうち 4.5％は第 2 の柱への移管，

8.5％は再分配支払いとして差し引かれるので，残りの 6 割弱，すなわち 170 ユーロ程度が

基礎支払いとなる。とくにバイエルン州の場合，中小農家が多いため，30ha までの 50 ユ

ーロ/ha の再分配支払いは大いに助けになるだろう（注 7）。 
 
４-４-４ 連邦政府フォン・チューネン研究所農村空間研究所 

（レーダー博士（Herr Dr. Roeder）とライター氏（Frau Reiter），2013 年 11 月 7 日

15:00~17:00） 
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 連邦政府の研究機関であるフォン・チューネン研究所（ブラウンシュヴァイク市）では，

「ポスト 2013 年」農政改革，具体的には EU の新しい規則（直接支払いに関する規則

1307/2013，農村地域振興に関する規則 1305/2013）の評価研究を行っている（注 8）。そ

の中で，とくにグリーニングが従来の CC や農業環境政策と矛盾する点を指摘し，代替案を

提示している。現地調査の後，ヒアリングの内容に関連した報告書がウェブ上に公開され

たことから，以下では，その報告書を随所で引用する。 
 
図Ｉ－９ グリーニング支払導入後の畑地面積と永年草地面積の推計（ドイツ） 

 

資料 Thünen Working Paper 20, pp.17-21 より市田委員作成。 
 

経営数（千）
対象農地面積

（千ｈａ）
畑地（千ha） 永年草地（千ｈａ）

321.9 16,680.9 11,934.6 4,746.3

経営数（千）
対象農地面積

（千ｈａ）
畑地（千ha） 永年草地（千ｈａ）

47.3 107.9 32.4 75.5

経営数（千）
対象農地面積

（千ｈａ）
経営数（千）

対象農地面積
（千ｈａ）

156.9 11,516.6 25.4 1,321.4

永年草地面積
の2%まで（CC
の罰則適用な
し）を畑地に転
換した場合

永年草地すべ
てを畑地に転
換した場合

作物多様化要件
充足のために、な
お必要となる農地
面積（千ｈａ）

116.3 59.6

2012年に直接支払を受けた経営数と対象農地面積

グリーニング支払の対象外（推計）

グリーニング支払の要件となる作
物多様化を行っている経営数と対

象農地面積(2012年の実績）

作物多様化を行っていない経営数
と対象農地面積(2012年の実績）

この9%（125.3千ha）は、畑地
の作者多様化では足りないた
め、永年草地の畑地への転換
により捻出する必要がある。
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４-４-４-１ 作物多様化と永年草地維持の矛盾 
 2012 年の時点で直接支払いを受けた経営数はドイツ全体で 321,900 経営，対象農地面積

は約 1600 万 7 千 ha であり，このうち畑地は約 1200 万 ha，草地は 475 万 ha であった（図

Ｉ－９）。2015 年のグリーニング支払い導入に際して，有機農業経営，小規模経営（ドイツ

の場合は 5ha 未満），永年作物経営は除外されるが，その数は 47,000，面積では畑地は

32,400ha(0.3％)，草地は 75,500ha（1.6％）であり，ほとんどの農地はグリーニング支払

いの対象となると見込まれる。 
 
 グリーニング支払の要件の一つに畑地での作物の多様化があるが，この要件（規模によ

って 2 作目または 3 作目，主作物の面積は 75％以下など）を満たしている経営は 15 万 7
千経営，すなわち全体の約半分である。一方，作物多様化の要件を満たしていない経営は 2
万 5 千ほどあり，対象農地面積は 132 万 ha である。これらの農地ではトウモロコシ，冬穀

物の作付が大勢を占め，それら以外の作物に転換することは難しいため，永年草地を畑地

に転換せざるを得ない状況である。しかしながら永年草地は，同じくグリーニング支払の

要件により畑地への転換が制限されている。図Ｉ－９に示す通り，仮にその経営が利用す

るすべての永年草地を畑地に転換したとしても，作物多様化のための条件を満たすために

なお 59,600ha の畑地が必要となる。ましてや，現行の CC で罰則の適用外とされる 2％以

内の転換では 116,300ha もの畑地が足りなくなる。 
つまり，グリーニング支払要件である畑地の作物多様化を満たそうとすると，永年草地

の維持が現在以上に危うくなる。      
 
 
４-４-４-２ EU の「永年草地」定義の問題 
直接支払に関する EU 規則 1307/2013 は永年草地について以下のように定義している。 
  
「永年草地」（permanent grassland）とは，牧草または他の草飼料を自然に，あるい

は耕作（播種）により栽培するために用いられ，かつその経営の輪作に 5 年間以上用

いられていない土地のことである。牧草または他の草飼料が大部分を占めるのであれ

ば，この「永年草地」が放牧家畜の餌として利用可能な灌木や木を含むこともある。

ただし加盟国によっては，伝統的に牧草または他の草飼料が放牧地の大部分を占めな

いこともあるので，そのような場合も「永年草地」に含める（第 4 条 定義および関

連規程の 1.（h））。 
 
 ドイツの場合，この「永年草地」の定義に該当しないが，稀少な生物が生息し，自然保

護の観点から貴重な土地が存在する。たとえば北部に分布するハイデ（砂地のやせた土地，

固有の植生を有する），粗放的な樹園地（Streuobstwiese）である（注 9）。 
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また，洪水常襲区域，高炭素土壌，エロージョンの危険性のある傾斜地なども，永年草

地として維持することによってこそ災害防止や土壌保全が可能となる。 
一方，EU の動植物生息域指令（1992 年）によって定められた自然保護区域（Natura2000，

野鳥保護指令（1979 年，2009 年に改訂）に定められた区域にも永年草地は存在する。連邦

全体の永年草地面積の 1～2 割に相当する。しかしながら，EU の規則 1307/2013 では，こ

のような自然保護の観点から貴重な永年草地でさえも鋤き返したり（Umbruch），畑地に転

換したり（Umwandlung）することを何ら禁止していない。このため，たとえばグリーニ

ング支払を受けるために EU の定義する「永年草地」では鋤き返しや畑地転換をしない代

わりに，「永年草地」ではなくグリーニングの対象外となる自然保護区域を畑地に転換する

ことも充分ありうる。このことにより，本来，守られるべき自然保護区域で稀少な生物の

生息域が失われることになる（注 10）。 
EU の規則に従う限り，グリーニング支払導入は自然保護区域を損ねる可能性がある。自

然保護や災害防止の観点から，EU の「永年草地」定義を拡大すべきである。その上で，自

然保護区域での草地の鋤返し，転換を厳しく禁止すべきである。 
 

表 I－12 環境用地（ecological focus area)の種類と換算に関する欧州委員会の提案 
種類 m/ 木から㎡

への換算係数 
加重係数 環境用地

面積 
休耕地（1 ㎡あたり） n.a. 1 1 ㎡ 
段々畑 2 1 2 ㎡ 
景観要素：    
      生垣（1m あたり） 3 1.5 4.5 ㎡ 
    木に覆われた土手（1m あた

り） 
8 1.5 12 ㎡ 

  孤立した木（木１本あたり） 20 1.5 30 ㎡ 
  列状の木（1m あたり） 4 1.5 6 ㎡ 
 木の集合体・雑木林（1 ㎡あたり） n.a. 1.5 1.5 ㎡ 
耕作地の周りの空地(1m あたり） 6 1.5 9 ㎡ 
池(1 ㎡あたり） n.a. 1.5 1.5 ㎡ 
溝（1m あたり） 3 1 3 ㎡ 
伝統的な石壁（1m あたり） 1 1 1 ㎡ 
緩衝帯（1 ㎡あたり） 6 1.5 9 ㎡ 
農地森林（1 ㎡あたり） n.a. 1 1 ㎡ 
森林の端の適地（1ｍあたり） 6 1.5 9 ㎡ 
短いサイクルの雑木林（1 ㎡あたり） n.a. 1 1 ㎡ 
第 25 条（２）(b)（ⅱ）でいうところ

の植林区域(１㎡あたり） 
n.a. 1 １㎡ 

キャッチクロップあるいは緑被の植栽

地(1 ㎡あたり） 
n.a. 0.3 0.3 ㎡ 

窒素固定作物植栽地（1 ㎡あたり） n.a. 0.3 0.3 ㎡ 

資料：Working Document Delegated Act for Direct Payments(Legal draft of the Articles related to the 
payment for agricultural practices beneficial for the climate and the 
environment(equivalence-ecological focus area) , DS/EGDP/2013/10, p.9. 
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４-４-４-３ 環境用地の問題点 
 EU 委員会は，環境用地として上に掲げた表Ｉ－12 に挙げる景観要素を提案している。

それぞれの長さ，面積，換算係数の妥当性，環境や景観に対する効果には疑問視もある。

また，これら環境用地のために永年草地が使われることも懸念している。 
 
（注 4） Konzept zur nationalen Umsetzung der Beschlüsse zur Reform der Gemeinsamen 

Agrarpolitik (GAP) ab 2015. 
http://www.bmelv.de/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/EU-Agrarpolitik/GAP2015-Konzept
Umsetzung.html 

（注 5） Vorläufiges Ergebnisprotokoll(Stand: 4.November 2013) , Agrarministerkonferenz am 4. 
November 2013 in München. 

（注 6） ハイセンフーバー教授は 2013 年 9 月にミュンヘン工科大学を退職した。今回のヒアリング内容

は，同氏が 2011 年 9 月に東京で行った講演の資料’Gemeinsame Agrarpolitik der EU’（EU の共通

農業政策）に基づいている。 
（注 7） 2010 年時点で連邦全体の平均経営規模が 55.8ha であるのに対し，バイエルン州の平均経営規模

は 32ha である。Ausgewählte Daten und Fakten der Agrarwirtschaft 2012, p.4。 
（注 8） 直接支払に関する規則 1307/2013，農村地域振興に関する規則 1305/2013 は，それぞれ以下のサ

イトで読むことができる。

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:en:PDF，
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:en:PDF 

（注 9） Biodiversitätsrelevante Regelungen zur nationalen Umsetzung des Greenings der 
Gemeinsamen Agrarpolitik der EU nach 2013（Thünen Working Paper 20）, pp.27-28.  
http://www.ti.bund.de/no_cache/de/startseite/thuenen-publikationen/thuenen-working-paper/thu
enen-working-paper-detailseite/Bestellartikel/biodiversitaetsrelevante-regelungen-zur-nationale
n-umsetzung-des-greenings-der-gemeinsamen-agrarpoli.html 

（注 10） Thünen Working Paper 20 pp.30-31. 
 
４-５ 農家訪問調査より 
 現地調査期間中にニーダーザクセン州の農家を訪ねる機会があった。最初に訪ねたのは，

旧東独国境近くの平坦地で約 60ha の畑作を営む，15 世紀から続く古い農家である。経営

主は 51 歳，妻は学校の教師をしているので農業には全く関わっていない。トウモロコシの

種まきと収穫作業に 1 週間ほど，臨時雇いを頼んでいるだけで，ほかに雇用労働力はない。 
 作付面積は冬小麦 21ha，冬ビール麦 3.79，冬ライ麦 10.75ha，トウモロコシ 10.45ha（バ

イオガス用），テンサイ 10.5ha，草地 2ha である。専業農家であるが，傍らで仲間と 3 人

でバイオガスプラント（2005 年）を経営し，太陽光発電による売電の収入もある。農業に

よる所得は年間 5～6 万ユーロ，うち直接支払いの割合は 30％程度とのことである。 
 同地域はムーアという，やせた，水はけの悪い土壌であり，元来，畑作に向かない。か

つては畜産農家が多く，この農家でも父親が乳牛を飼っていた。そのため地下水汚染が進

んだ。1990 年以降，州の農業環境政策（NAU），水質保全のための「水ペニヒ」（注 11）
により肥料や厩肥の投入制限が行われている。すでに行っているテンサイと麦類による輪

作，さらに写真のようなキャッチクロップの栽培による土壌改良，緑被は，今後，グリー

ニングの中で行っていく見通しである。 
 一方，同じニーダーザクセン州のハルツ山地で希少種の肉牛を飼育している有機農業者

の場合は，農業環境政策（環境支払い）への依存度が 50％程度である。グリーニングの要
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件の一つである 5％の環境用地については，「優良地の大規模農家は畑作面積を維持したま

ま，ここのような条件不利地域の安い農地を借りて要件を満たそうとするのではないか」

と，批判的であった。 
 

 
 
（注 11） ペニヒはユーロ導入前，ドイツで用いられた通貨の単位である。 
 
４-６ 2015 年以降の実施に向けて 
 ドイツでは，グリーニングに対する懸念が強い。理由の一つに罰則規定の緩さがある。

CAP の財政支出や監視に関する一般的な規定（EU 規則 1306/2013）の中では，クロス・

コンプライアンス（CC），グリーニング双方に関して，要件違反に対する罰則が定められて

いる。それによれば，CC の要件違反では直接支払を全額返還しなければならないが，グリ

ーニングの要件違反では，直接支払全額の 30%（つまりグリーニング支払額）の返還に加

え，「行政的罰金」（administrative penalties）としてグリーニング支払額の最高 25%（す

なわち 7.5%）が課されるので，合計 37.5%を返還すればよいとされる（注 12）。 
 EU 規則の範囲では，自然保護区域内にある永年草地の鋤返し，畑地転換を禁止すること

ができない。だが，ドイツの連邦政府，州政府はすでにクロス・コンプライアンス実施の

中で草地を草地として保つよう強く規制している。バイエルン州政府による農家向けの説

明書には，「自然保護区域等を耕す前に必ず管轄の自然保護事務所に連絡しましょう」と書

かれている。「Natura2000での鋤返しは刑罰の対象になりうる」とも書かれている（注13）。
来年からの実施に向けて，連邦政府，州政府それぞれがグリーニングの問題をどのように

 
ニーダーザクセン州，旧東独国境付近の畑。テンサイ，小麦，ライ

麦で作物多様化および輪作を行ない，さらにキャッチクロップとして

手前に見えるダイコン，ナタネ，カラシナなどを栽培している（市田

委員撮影）。 
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解決していくのかを注意深く見ていく必要がある。 
 
（注 12）共通農業政策の財政・運営・監視に関する規則 1306/2013 第 77 条 6 項を参照

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:en:PPD)。グリ

ーニング支払（EU 規則 1307/2014 の第 3 章Ⅲの支払）に関する「行政的罰金」は 2015～2016 年は

0%，2017 年は 20%，2018 年は 25%と，段階的に引き上げられる。 
（注 13） Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten u. Bayerisches 

Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit, Cross Compliance 2013 Einhaltung der 
anderweitigen Verpflichtungen, Februar, 2013, p. 24.  
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