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横断的・地域的研究

価格・所得等政策の横断的把握

玉井

哲也

Ⅰ． 趣旨
プロジェクト研究，主要国の農業戦略と世界食料需給の横断的・総合的研究のなかで，
農業・農業政策等を巡る動きについて各国横断的あるいは地域的な分析を試みる一環とし
て，先進国，途上国を含め，世界の主要な国・地域で行われている主な農業政策について
幅広く情報収集・分析を行った。
研究担当者の専門領域等にかんがみ，対象とした国・地域は，EU，米国，韓国，台湾，
タイ，ロシア，オーストラリア，中国，インド，メキシコであり，主に価格・所得等政策
を取り上げた。作物としては，主要穀物（小麦，トウモロコシ，コメ，大豆）を対象とし
たが，需給調整政策に関して，生産割当などの典型的な例の一つであるところから，EU
およびオーストラリアの酪農を対象に加えている。
農業政策と一概に言ってもその範囲は広く，研究・普及，検査，環境，大型インフラ整
備などまで取り扱うと広範にすぎることから，国・地域によって特筆すべきものを除いて
は，含めないこととし，農業経営に対して直接的に価格や所得の確保を図る価格・所得等
政策を主な対象としたところである。ただし，所得低下分や価格差分等を直接支払いで農
家に補償したり直接農産物価格を指定するといったものには限定せず，生産材への補助，
低利融資など，生産コストを実質的に引き下げることによって所得を増やす政策も含めて
いる。生産調整政策が行うのは直接には生産量の制限等であるが，それを通じて，価格や
所得に影響を及ぼすので，対象に含めている。このような価格・所得等政策として，各国・
地域がどのようなものを備えているか，各国・地域ごとの状況を把握したうえで，これを
横断的に分析する（注１）。
プロジェクト研究初年に当たる今年度は，各国等の現行制度の内容，意図，背景，効果
や課題を把握・整理することを目指した。ただし，需給調整政策（注２）については，現在あ
まり実施されていないため，過去に行われたものも対象とした。
各国・地域ごとの状況は，それぞれ対象国・地域のカントリーレポートにとりまとめら
れているところ，本稿では，各国・地域ごとの価格・所得等政策の現状を俯瞰的に整理し，
横断的に見渡して，それぞれの違い・特徴を把握，考察するものである。
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Ⅱ． 横断的視点と各国ごとのポイント
以下に，横断的な分析を試みる。その際に，まず各国・地域の価格・所得等政策につい
て各国・地域ごとでまとめられた概要と特徴のポイントをまとめる。つづいて横断的な考
察を行うに際しては，農業も政策も様々に異なる各国・地域を見渡すための拠り所が必要
であることから，経済協力開発機構（OECD）の指標である PSE（Producer Support
Estimate。生産者支持推定量）
，世界貿易機関（WTO）の AMS（Aggregate Measurement
of Support。助成合計）（注３）を用いることとする
１．横断的視点
（１） 各国・地域の状況
対象国のなかで商業的に意味のある農業生産を行っていない国は無いが，それぞれ，国
土面積，耕地面積，地形，気候は大きく異なる。農業はそうした自然条件に大きく影響さ
れる（第 1 表）
。米国，ロシア，オーストラリアが穀物の純輸出国になっているのは，広
大な国土と耕地面積という共通の条件を反映していると考えられる。しかし，人口その他
の社会条件や経済的な条件，それらの発展過程・段階，政治状況，歴史などを含む諸々の
要素も農業生産には影響を及ぼしているのであり，農業政策についてとなれば，そうした
要素の影響は更に大きくなると思われるから，多数の国を見渡して，国土条件や純輸出国
か否かといった状況と，政策との関連やその法則性を見いだすことは容易でなさそうであ
る。個々の国・地域の今後の政策の方向や他国・地域に対する対応ぶりを予測するといっ
たことを念頭に置くのであれば，横断的な比較・分析よりも，当該国・地域について，発
展してきた政策とそれを左右してきたと考えられる諸々の要素や事情を，それぞれに整
理・分析する方が，目的にかないそうである。
そのように個別の国・地域ごとに特徴は異なるし，それぞれの分析の方が有用とは考え
られるのではあるが，あえて横断的に見渡してみれば，対象 10 カ国・地域はいずれも，
手法に違いはあるにせよ農業に対する国内補助を行っていることを指摘できる。いわゆる
貿易歪曲的補助に限れば，ほとんど無いという国もあるが，環境施策，地域施策や，一般
サービス（研究開発，普及・助言，検査，動植物検疫，インフラ整備など）まで視野を広
げると様相は異なるのであり，農業に対する補助そのものは世界の国・地域で一般化して
きている。その中で，直接農家の所得を確保することを意図する価格・所得政策に焦点を
当てると，手厚い補助をしている国・地域とそうでないところとの差が際立って大きくな
り，また，補助の内容もさまざまであって，それが国・地域ごとの特徴となっている。
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韓国

台湾

タイ

ロシア

18,518,400 17,348,072 1,410,383 489,100 404,824 1,849,940
263,200
215,400
30,115
8,200
42,438
64,967
1.4
1.2
2.1
1.7
10.5
3.5
508,200
316,129
50,424
23,500
68,610
143,507
43,835
98,315
1,002
360
5,131
170,982
18,636
40,544
179
80
2,186
21,435
10,835
15,184
152
60
1,656
11,975
1,189
260
21
21
450
160
6,611
25,100
6
ー
80
9,300
14,361
5,797
2
0
0
5,209
6,652
35,370
8
13
488
1,163
289
861
563
159
3,676
93
122
8,948
15
0
19
164
15,240
9,127
209
36
109
3,029
118
26
19
148
124
2,305,969
1,578,517
559,632 287,259 224,956
525,976
2,238,366
2,267,987
515,586 269,306 249,831
315,297
109,846
146,885
7,011
4,134
30,396
16,262
88,228
124,863
26,240
11,908
13,111
43,255
21,618
22,022
-19,229
-7,774
17,285
-26,993

米国

オーストラリ
中国
インド
メキシコ
ア
1,471,438 10,430,590 2,054,941 1,294,694
33,681
979,224
321,895
40,475
2.3
9.4
15.7
3.1
23,491
1,364,270 1,213,370
119,713
77,412
96,000
32,873
19,644
40,547
51,536
17,930
10,671
4,711
10,632
15,620
2,313
38
1,621
1,280
268
35,798
39,283
1,030
8,090
2,286
12,193
9,351
336
50
21,849
2,329
2,266
116
20,361
15,920
18
9
1,195
1,195
24
952
3,531
6,060
1,097
291
100
109
62
252,645
2,210,662
315,147
380,096
232,143
1,949,300
467,950
381,210
31,905
65,386
39,290
24,082
13,634
100,803
17,301
26,053
18,271
-35,417
21,989
-1,971

出典：国内総生産から人口までは国連統計による2014年の数値，国土面積から生乳生産量まではFAO統計による2013年の数値，
穀物自給率は農林水産省資料による2011年の数値，貿易金額はGlobal Trade Atlasによる2013年の数値．ただし，EUの人口は
2015年，台湾の人口は2016年，GDPは2013年，米国・ロシアの人口は2013年，インドの人口は2012年，の数値．
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EU

（２） 横断的データによる各国状況の整理・把握
農業支持については， OECD が PSE 分析の指標を開発し既にデータを蓄積している。
また，WTO では，国内支持について規律を設け加盟国は毎年の AMS 等を農業委員会に通
報することになっている。指標だけからは，政治・社会的事情の差や政策の背景までは読
み取れないものの，各国・地域について視点を揃えて見渡すには有用と考えられる。
この観点から，農業実態も政策のあり方も異なる各国・地域を横断的に比較・分析する
視点として，PSE 及び AMS を用いることとし，その際，各国・地域の政策に焦点を当て
る本稿では特に，AMS に着目する。その理由は，まず，AMS は対象国全部について揃っ
ているのに対し，PSE は台湾，タイ，インドについて存在しないことである。次に，以下
で述べるように，PSE は農業支持についての経済的な分析，モニタリングの手段であるの
に対して，AMS は農業の支持・政策について，WTO 上の法的約束の履行を管理するため
の手法であり，WTO ルールに対応して各国・地域がどのような政策を講じているかを把
握できるためである。
（３） OECD の PSE と WTO の AMS について
上述したように本稿では WTO の AMS に特に着目するが，最初に PSE との違い等につ
いて整理をしておく。両者は，趣旨・目的が異なり計算方法もカバーする政策の範囲も異
なることから，PSE と AMS とで数値に乖離が生じるのは当然のことであり，両者の混同
を避ける必要があり，また，数値を直接比較するようなことは適切でない（注４）。
OECD の PSE は，農業支持の程度を定量的に把握する試みで，各国・地域の農業政策
を検討し政策改革の効果などをシミュレーションすることにも使えるよう，経済学的な計
測を行うことを趣旨として構築されたものである。
これに対して，WTO 農業協定で国内農業支持の水準を示す指標として使われる AMS
は，作成時に PSE を参考，念頭に置かれたものの，貿易歪曲的であり削減対象の類型に
該当する国内補助を約束水準以下にするという，WTO での農業支持の約束を監視するた
めのものであって，国際約束に関連して拘束力を伴う指標である。したがって，PSE が経
済学的な観点から幅広く農業支持を捉えるのに対して，AMS は各国・地域の貿易・生産
に影響を与える国内政策が対象であり，約束によりその一部（デミニミス等）は除外され
る。なお，AMS からは除外される「青」の政策，｢緑｣の政策，デミニミス，開発補助金
も WTO に通報されることから，WTO 国内支持通報全体を見れば，各国・地域が特定の
政策をどのように分類しているかも含め，政策を全体として把握することが可能である。
以下では，OECD の PSE と AMS を含む WTO の国内支持通報について，専門家の指摘
する論点を整理した。
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１）OECD の PSE について
PSE は経済分析手法として，OECD で開発，構築され，PSE による最初の各国・地域
の農業支持についての報告は，1987 年，OECD 閣僚理事会に提出された。その後も，1999
年に概念・手法が大幅に見直され，2007 年にも政策分類が一部変更されて，PSE は，政
策のモニタリング，分析の手法として継続，発展してきた。
PSE は，
「その性格や目的，農業生産または所得へのインパクトの如何を問わず，農業
を支持する政策措置から生じる，消費者および納税者から農業生産者への年々の粗移転金
額で，庭先価格で評価されたもの」である。各国・地域の農業政策の観察や政策効果など
の研究に用いる分析の道具であって，農業政策による生産者への経済移転について，価格
支持によるものと政府補助金を一体として捉えるもの，という基本的な考え方は変わって
いない（坪田(2015)）
。
PSE は，価格支持政策による生産者への移転（MPS（市場価格支持）
）と補助金等によ
る生産者への移転とに大別でき，後者はさらに，財政からの移転（生産量，投入材使用量，
家畜数，農地面積，所得などに基づく農家への支払い，投入材供給者への農家に対する値
引き販売に対応する支払い，農場サービス供給に対する補助金支払い。実施類型によって
政策分類をしている）と財政収入の喪失（減免税や料金（エネルギーや水などの公共供給
物や融資利子）の割引など）の二つに分かれる。価格支持政策による移転は農産物の内外
価格差に生産量を乗じることにより，財政からの移転は政府の財政関係資料などから求め
られる。
２）PSE の論点
PSE は，経済学的に一貫性のある指標をめざしているものではあるが，Melyukhina
（2013），Tangermann（2005）などをもとにまとめると，特に各国・地域の農業政策に
ついて論じる場合などには，次のような問題点等が指摘される。
・各国の政策が PSE の水準（が高いか低いか）で評価され，各国が行っている政策改
革の努力（MPS から直接支払いへの移行等）などの農業政策の変化が適切に反映さ
れていない。なお，これに関して OECD 側は，PSE の総額を見ても政策の構成や貿
易歪曲性の変化がわからないという批判は当たっているとしつつ，政策類型別の PSE
の内訳などを見ることで政策の変化が把握できるとしている。
・MPS を計算する際には，主要品目（粗生産額の 7 割以上とされる）について国内価
格と国際価格との差（内外価格差）に生産量を乗じて推計し，これを，粗生産額比率
で割り戻すことによって，主要品目以外を含む全品目についての MPS としている。
この計算方法は，主要品目の内外価格差と主要品目以外の内外価格に大きな相違があ
る場合に，大きな誤差を生じることになる。
・為替変動等の外的要因により，当該国・地域通貨建ての国際価格が増減し，国内価格
が一定の場合には内外価格差も増減する結果，当該国・地域の農業政策とは無関係に
MPS が増減する場合がある。特に，PSE に占める MPS の比率が高い国・地域の場
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合，国外の要因による MPS の変動が PSE に大きく影響することになるので，農業政
策の状況を必ずしも反映しないものとなる。
（なお，単年の為替変動の影響を小さく
するため，PSE の水準は三ヵ年平均で見ることが一般的となっている。）
・MPS の算定の際に，参照価格として用いられる国際価格自体が，各国・地域の農業支
持の影響を受けて引き下げられており，結果として MPS は本来よりも，農業者への
支持を過大に見積もっていることになる。国際価格が各国・地域の政策によって影響
されないという小国の仮定が成り立つのであれば問題ないのだが，実際には EU，米
国など大国の政策はそれ自体が国際価格に影響を与える。そのようにして歪められた
国際価格をもとに計算される内外価格差は不正確である。また，これとは逆に，大国
が生産制限を行うような場合には，国際価格が上昇することとなり，結果として MPS
は本来よりも，農業者への支持を過小に見積もることとなるが，こうした効果も PSE
では考慮されない。
・MPS の算定において，国内価格と国際価格を比較する品目の同等性（品質）が完全に
確保されていないこと，品質格差の補正が非常に困難であることの問題がある。
・先進国の農業支持の把握や農政改革等を後押しする要素として貢献をしたと考えられ
る一方，PSE 算定国は近年拡大が図られているものの，OECD 加盟国と一部の主要
新興国に限られている。また，EU は一か国として PSE を算定しており，EU 加盟国
ごとの PSE は不明である。
・PSE そのものは，生産，消費や貿易へのインパクトを直接示す指標ではなく，これら
へのインパクトは PSE に加え，政策のより詳細な分析が必要とされている。OECD
は，PSE は分析の出発点として生産者への移転の絶対額を示すものであるとし，政策
の効果等は，政策評価モデル（PEM）や AGLINK モデルを使って分析するものであ
り，そうした分析を経て各政策のインパクトを評価することが可能としている。
・性格や目的などを問わず農業生産者への移転の全体を計測するので，農産物自体への
保護でないものも含んでいる。例えば，環境保全促進や環境汚染防止のための支払い
は PSE に含まれるが，これは農産物自体への支払いというより，農業者が公共財や
外部性といったサービスを供給することに対する報酬・代償として位置づけられる。
また，肥料に高関税が課されると農産物自体への保護政策が無くても国内農産物価格
が上がり，見かけ上 MPS（PSE）が発生する。こうした移転を農業者に対する支持
の指標である PSE に含めるのが適切かという問題がある。
３）WTO の国内支持の規律
次に，Orden et al.（2011）等により，1995 年から実施されている WTO の国内支持規
律を簡単に整理しておく。
WTO 農業協定の長期的目標は，貿易歪曲的とされる農業支持・保護を実質的かつ漸進
的に削減することであり，市場アクセス（関税等）
，国内支持，輸出補助金などに政策手段
を分類し，それぞれごとに削減・改善を約束するという枠組みを設けている。国内支持に
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ついては，貿易歪曲的とされる補助金の額に上限を設けて遵守する。上限額は 6 年間で漸
減する（途上国の場合は 10 年間）
。各国は，WTO 農業委員会に，国内支持について通報
し，委員会において各国の検討に付される。
国内支持は，農業生産者のためのあらゆる国内施策を含むものであり，一般に色分けし
て呼ばれ（農業合意自体が色を規定しているわけではない），それぞれの分類に該当する条
件は協定に規定されている。
① 緑の政策：貿易歪曲効果・生産歪曲効果が無いか最小限とされる政策。典型的には
研究，普及，検査，基盤整備等の一般的役務である。生産と関連しない直接支払い，
国内の食料援助も緑の政策である。
② 青の政策：生産制限を伴う直接支払い。
③ 黄の政策：緑でも青でもない政策。貿易歪曲的補助とされる。市場価格支持や生産
と関連した直接支払い（青の政策を除く）はその典型例の一つである。AMS として
削減約束の対象となるが，性質上は黄の政策であっても，以下のデミニミスと開発補
助金とは AMS から除外され，削減約束の対象外となる。
④ デミニミス：支持水準が生産額の 5%以下（途上国では 10%以下）の場合，デミニ
ミスといって，削減対象の補助金から除かれる。品目特定の補助の場合は該当する各
種補助の合計額が当該対象品目の生産額の 5%以下，品目非特定補助の場合は農業生
産額全体の 5%以下，であれば，それぞれ削減対象から除かれる。
⑤ 開発補助金：途上国が行う農業一般に利用できる投資補助及び低所得・低資源の生
産者一般が利用できる投入補助は，削減対象の補助金から除かれる。
最終的に削減約束の対象となる黄の政策（AMS）は，次の構図で示される。
削減約束対象の黄の政策（AMS）＝農業支持全体 － 緑の政策 － 青の政策
－ デミニミス － 開発補助金
４）WTO の国内支持通報の論点（MPS を除く）
AMS を含む WTO 農業協定の国内支持に関する約束は，各国・地域がこれを遵守するこ
とで農業支持が律され，また，各国・地域の農業政策改革を促した面があると考えられる。
他方で，WTO の AMS 等に関しては論点も指摘されているところであり，これを，Orden
（2008）
，Orden et al.（2011）
，Brink et al.（2013）の指摘などを参考にしつつ挙げてみ
よう。最大の論点の一つである MPS については下記５）の通りであり，ここでは割愛し
ている。
・ 国ごとで WTO 協定の適用そのものの細部が異なる。まず，デミニミスの率は先進
国が 5%であるのに対して途上国は 10%であり，途上国には一定の投入材などへの補
助が開発補助金として削減対象外となるという点で，途上国に対する規律が緩い。一
方，逆に厳しい面もある。AMS の上限の約束水準は，過去の支持レベルによって異
なるので，基準時点（1986-88 年）に補助のほとんどなかったインド等途上国は枠が
ゼロである。また，WTO へ遅れて加盟した国は，加入交渉により他国とは異なる条
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件になっていることもある。
例えば，
中国は途上国扱いだがデミニミスが 8.5%とされ，
開発補助金の除外が適用されず，ロシアは，AMS の基準年が 2006-08 年であり，品
目特定的補助にもその合計額に一定の上限が設けられた。外部参照価格の基準年も異
なる。このように国ごとで，遵守すべき規律の中身が異なるのである。
・ WTO 農業委員会への通報はしばしば遅れるが，遅れることについて罰則はない。
また，通報漏れや不正確な内容など通報の内容に「不備」があっても，体系的にチェ
ックする仕組みがないなど，規律監視の実効性には限界がある。
・ 補助・政策が対象農産物の生産額の一定割合以下で，デミニミスに該当する場合に
は，一切，それらの補助・政策を AMS に算入しなくて良いが，わずかでも一定割合
を超えると，超えた部分だけではなくその全部を AMS に算入することになり，変動
が大きくなる。
・ 支持水準の計測の方法があいまいである。WTO の MPS は行政価格と固定された外
部参照価格に基づくので明快であるが，そのようなものでも下記５）のように計測方
法に異見が出る。
・ 高い関税率などの国境保護と市場価格支持とが併存している場合，WTO の規律で
はそれらを別々のものとして扱う。この場合，高関税率が残り内外価格差が維持され
ていれば他国にとっては実質的な市場機会・貿易機会は改善しないにもかかわらず，
国内の市場価格支持を縮小・廃止すると AMS が減少することになる。
・ 緑の政策，青の政策，デミニミス，開発補助金，と AMS から除外される政策が存
在し，経済学的な観点からは一貫性に欠けることが指摘される。緑の政策，青の政策
は貿易歪曲，生産歪曲が無いか小さいとされ，デミニミスには上限があるのに対し，
特に，開発補助金は，貿易歪曲・生産歪曲の少なくなる要件が課されないうえ上限も
設けられていない。インドは，投入補助の多くを黄の政策から開発補助金へと区分替
えしたため，1995 年から 1996 年にかけて品目非特定的国内支持を 58 億ドルから 9
億ドルへと大幅削減できた。インドの開発補助金は生産額の 1 割近くにものぼるもよ
うである。このように開発補助金が使われる状況は，先進国からみて，途上国を優遇
しすぎとの批判を生むし，途上国でも該当する類型の補助を行わない国からは問題視
される。
・ WTO の政策分類のために，経済的に最適な政策の実施が影響を受ける可能性もあ
る。例えば，市場の失敗に対処するための環境支払いなどは，その費用よりも環境保
全便益が大きい場合には，経済的にも合理性があり正当な政策と考えられるが，WTO
の規律で緑の政策とするために，環境保全等措置のために生産者に追加で掛かる費用
までしか補助しなければ，十分な効果を上げられないかもしれない。
５）市場価格支持（AMS の MPS）に関する論点
WTO の AMS に関して指摘される論点のうち大きな一角を占めるのが MPS（市場価格
支持）である。MPS は，OECD の PSE と WTO の AMS の双方に含まれる概念であり，
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内外価格差を元に算出されるが，その方法は両者で大きく異なっている。OECD の PSE
では，実際の，各年の国際価格と国内価格とを把握しその差額と農産物の生産量とから計
算するのに対して，WTO の AMS では，当該の政府機関等による買入政策の行政価格（国
内価格）と外部参照価格（国際価格）との差額に対象数量を掛けて算出する。
このように，OECD の PSE では，MPS は測定対象年の国内価格と国際価格を用いるの
で，国際価格が変動すれば政策に変更が無くても年により MPS が変化する。これに対し
て，WTO の AMS の方では，国内行政価格が同じ場合には MPS も変化しないようにすべ
く外部参照価格を固定している。政策を拘束する指標である WTO の AMS では，政策が
不変の場合には指標の数値も不変となるべきことから，MPS もこのような計算になるので
ある。
MPS に関し，WTO の AMS について OECD の PSE と対比する意味で指摘される論点
は以下のようなものである。それと逆の視点から PSE について指摘される点でもある。
・ AMS の MPS は行政価格との差額であること：輸入制限や高関税などにより大きな
内外価格差が存在していても，政府買入などの価格支持制度が無く，すなわち国内で
行政価格が設定されていない品目についての MPS はゼロとなる。また，行政価格は，
国内市場の実勢価格と合致しない場合がある。これに対して，PSE ではすべての品目
について内外価格差の実態から MPS が計算される。
・ 外部参照価格が固定されていること：AMS の外部参照価格としては 1986～88 年の
平均価格を用いることになっており，これは年々の国際価格が変化しても固定された
ままである。しかも，価格として具体的にどの数値を採用するかは，各国に選択の余
地がある。他方，PSE の場合には，内外価格差の計算をその年ごとの国内価格と国際
価格の比較で行うため，
国際価格や為替レート，国内需給の変動によって PSE の MPS
は政策に変化がなくても変化してしまう。このため支持の指標としては市場状況によ
る影響を受けることに留意が必要である。
・ MPS 対象数量の定義が不明確であること：WTO 農業協定の規定上は「管理価格の
対象となる生産量」と記されているが，その解釈は国によって異なる。米国，EU 等
は全生産量を用いて計算し，途上国は調達実績数量を用いている。政府買入制度の調
達実績があるからその数量が対象数量だという途上国と，潜在的に買入れられる可能
性がある生産量全体という先進国の主張の対立だが，どちらにも一理がある。また，
買入制度で調達の上限が予め設定されている場合にはその上限数量とする考え方も
あり得るだろう。この点に関し，米国は，牛肉について調達実績数量を用いていた韓
国を WTO 提訴した。パネルは，全生産数量を用いるべきとの判断を出したが，その
後も，途上国は調達実績数量を使い続けている（注５）。
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２．

各国についての分析

（１） 対象国全体についての AMS，PSE の概説
10 カ国・地域中，台湾，タイ，インドについては，PSE のデータが存在しない。1995
年以後について，EU，オーストラリアでは PSE が漸減しており，米国では変動している。
ロシア，中国，メキシコ，韓国では PSE が増加しており，特に中国は急増している状況
である（注６）。
AMS について見れば，大幅に減少したのが EU，韓国，タイ，ロシアであり，うち韓国
はゼロになっている。
台湾も半減している。
オーストラリアは低い水準からゼロになった。
米国，メキシコは変動しており，うちメキシコは低い水準である。中国，インドは AMS
の約束水準がゼロであるため増減は論じられない。また，中国，メキシコは，WTO 国内
支持通報初年には PSE がマイナスであった。したがって，PSE に占める MPS の割合が
それぞれ 167%，269%というのは，MPS のマイナス幅が大きかったということである。
（第
2 表）
第２表から，もう一つ指摘しておくことは，WTO への通報時期である。最も通報が遅
れているのがタイで，2008 年分までしか通報されていない。それに次いで台湾，中国，イ
ンド，韓国というところである。10 カ国・地域のなかでメキシコ及びロシアが最も早く
2015 年分まで通報されている。
第２表 各国の PSE，AMS，それぞれの MPS の対比
EU

米国

韓国

台湾

タイ

ロシア

オーストラ
リア

中国

インド

メキシコ

PSE実績の変化(1995年
急速に増
漸減
変動
漸増
ー
ー
増加傾向 減少傾向
ー
増加
～最新時点）
加
AMS実績の変化(1995年 段階的に
漸減後ゼ 半減後横 突如ほぼ 急減しほ 横ばい後
変動
ゼロ
ゼロ
低水準
～最新時点）
大幅減
ロに
ばい
ゼロに
ぼゼロに ゼロに
199519951995WTO国内支持通報初年
1995年
1995年
2002年
1995年
2012年
1999年
1995年
96年度
96年度
96年度
PSEに占めるMPS(%)
58%
42%
95%
ー
ー
48%
45%
167%
ー
269%
AMSに占めるMPS(%)
64%
100%
100%
77%
0%
-12%
0%
ー
ー
26%
201320132010WTO通報の最新年
2014年
2011年
2010年
2008年
2014年
2010年
2015年
14年度
14年度
11年度
PSEに占めるMPS(%)
20%
31%
90%
ー
ー
67%
0%
74%
ー
15%
AMSに占めるMPS(%)
77%
38%
0%
76%
0% -6451%
0%
0%
ー
0%

出典：OECD，WTO．
注．AMS の MPS は，最終的にはデミニミスに収まる場合もある．
ロシアは，WTO 通報の最新年は 2015 年だが 2015 年の PSE 値がないため，表では 2014 年の数値を用いた．
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第３表 各国の価格・所得政策

価格支持

中国

インド

メキシコ

ー

○

○

ー

ー

○

ー

◎

ー

ー

ー

○

○

ー

◎

◎

○

△

ー

（過去）

ー

ー

ー

ー

○

ー

△

ー

利子補助

農場経営預
金FMDs

米国

韓国

台湾

乳製品

砂糖

○（大麦）

◎（コメ
他）

◎

○

○

ー

○

○

○

○

ー

ー

○

○

（○過去）

（過去）

（過去）

（過去）

◎

△

◎

○

ー

直接支払い（デ
カップル）
直接支払い（カッ
プル）
投入材補助
生産調整政策

オーストラリ
ア

EU

保険料補助
他の大きな価格
所得補助

タイ

ロシア

◎（担保融 ○（麦、トウ
資制度）
モロコシ）
○（耕種農
ー
業）
○（所得保
○（酪農）
証制度）

（投資融資:
利子補助
過去）

△
貯蔵輸送
生産奨励

注．主要穀物（小麦，トウモロコシ，コメ，大豆）についての政策（EU，オーストラリアについては酪農を含む）で
WTO 国内支持通報から読み取れるものを基本に，各国レポートに記述されている政策を加えとりまとめ．政策が
存在する場合○，金額割合として際立って大きな政策は◎，金額規模が特に小さいものは△とし，金額が通報単位
で小数点以下のものは無しとみなした．穀物以外についての政策は品目名を記した．

主として WTO への国内支持通報をもとに各国の価格・所得政策の状況を一覧するのが
第３表である。
対象 10 カ国・地域では，オーストラリアを除いて，いまでも農業に対する各種の国内
支持政策が行われていることがうかがわれる。世界的に，先進国を中心に，価格・所得政
策の手法は，価格支持や生産に関連（カップル）した直接支払いから，デカップルの直接
支払いへと移行する流れがあるとされるが，依然として，カップル支払いも広く維持され
ている。価格支持は先進国ではあまり行われておらず，途上国では投入補助が広く行われ
ている。生産調整政策は，先進国で行われていたが廃止され，途上国においても一般的で
はない。保険料補助は，先進国を中心に通報されており，特に，収入保険などを広く導入
している米国に特徴的である。なお，WTO 農業協定上の取り扱いとしては，韓国は途上
国，台湾，ロシアは先進国と位置づけられている。より詳しい各国ごとの動向，特徴等に
ついては，
（２）以下の各国編を参照されたい。
（２） EU
EU は 1960 年代から共通農業政策（CAP）を実施している。CAP の二本の柱は，農業
者の所得を確保するための価格・所得政策と，加盟国・地域間の経済格差等を是正するた
めの農村振興政策である。
穀物に関する価格・所得政策としては，ウルグァイ・ラウンド交渉（UR）までは価格
支持がその中心であった。市場価格が低下して，EU で予め定めた価格を下回ると，加盟
各国の介入機関が当該穀物の価格を買い支えた。その後，1992 年のマクシャリー改革で，
介入価格を引き下げる一方，農業者への直接支払いが導入された。この直接支払いは市場
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価格とは連動しなかったが受給するには需給調整（休耕）に参加しなければならなかった
（義務的休耕措置）
。1999 年に実施されたアジェンダ 2000 改革では，介入価格が更に引
き下げられそれに対応して直接支払いが増額となった。
2003 年のフィシュラー改革は，直接支払いの大部分を，生産と関連づけないデカップル
のものとした（単一支払い（SPS）と単一面積支払い（SAPS））。この時点では，義務的
休耕措置（休耕率 10％程度）は残存しており休耕と引換の直接支払いは引き続き「カップ
ル」支払いであったが，2008 年｢ヘルスチェック｣改革で，義務的休耕措置は廃止され作付
けは自由となった（注７）。更に 2014 年改革によって，グリーン化支払いなどが導入されて，
直接支払いの内容は多様化しつつ環境志向を強めている。このように現在の CAP では，
品目ごとのカップル支払いや価格支持買い入れの制度も若干維持されているものの，デカ
ップルの直接支払いが所得確保のための政策の基幹である。価格支持買入れは，各加盟国
の買い入れ機関が行い，一定の限度数量まで，固定された公的介入価格で買い入れる。
穀物に比べれば，酪農への介入政策は手厚く，生乳クオータ制度による生産数量割り当
てを最近まで続けてきた。近年，この政策も縮小していく方針で，2015 年 4 月で生乳ク
オータ制度を完全廃止した。民間在庫に補助することで需給調整を図る仕組みに移行しよ
うとしていたが，2014 年ロシアが EU からの輸入禁止措置を発動したことや域内生産量
が拡大したことなどにより，乳価低迷が深刻化すると，2016 年には，民間在庫補助制度
（PSA）の実施期間延長等による補助強化に加えて，生乳生産者組織に自主的生産調整の
実施を認める措置の施行，生乳出荷削減奨励金の支払いが行われた。このうち生乳出荷削
減奨励金は，任意参加とされているものの，参加して減産する生産者のみが奨励金を受給
するものである（PSA は，生産そのものではなく在庫を調節するもの）。また，青の政策
の生産調整は，酪農を含む畜産で飼養頭数を基準年の一定割合以下に抑える生産者に対す
る支払いが従来から存在しており，穀物の義務的休耕が廃止されたあとも存続している。
このように，酪農セクターは，EU 農政にとっていまも残るセンシティブ部門である。
こうして CAP 改革により政策変更を行い，価格支持からデカップルの直接支払いに移
行したことで，WTO に対する EU の農業国内支持の通報内容は，大きく変わった。WTO
加盟国中で最多レベルの貿易歪曲的国内支持を有していた EU は，UR 合意に先立つマク
シャリー改革で導入した新種の直接支払いが，青の政策として削減対象外となり，その後
の数次の改革で，黄の政策である MPS から，緑の政策であるデカップル直接支払いにほ
ぼ完全に移行した。この間，青の政策も大幅に縮小している（現在，青の政策は穀物につ
いては殆ど残っておらず，畜産と綿花・果実が主な対象である）
。
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40,000

WTO通報 のMPS
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0

第１図 EU の PSE 及び黄の政策（AMS）の推移
最新の WTO 国内支持通報は 2013/14 年度についてのものである。黄の政策は，多数の
野菜・果実，工芸作物に，MPS 以外の各種直接支払いその他があるが，全部合わせても金
額はさほど大きくならない。黄の政策の大きな割合を占めるのが脱脂粉乳，バターの MPS
である。デミニミスの規模は小さくその大部分はワインである。このように，穀物に関し
ては，農業全体以上に，黄の政策，青の政策からの脱却が進んでいる状況にある。
EU はもともとの AMS 約束水準が高かったが，マクシャリー改革以降行われた政策変
更に対応して，AMS は着実に減少している（第１図）。ただし，2003 年フィシュラー改
革で導入された単一支払い計画（SPS）は緑の政策と区分して通報されているが，クロス
コンプライアンスが課されて土地利用に条件が付いていることなどから，この区分につい
ては疑問の余地がないわけではない，という指摘もある（Orden (2011), p87）
。他方で，
MPS との関係では，2013/14 年度における価格支持のための買入実績はいずれの品目につ
いてもゼロであるにもかかわらず（WTO (2015)）
，同年度の WTO 国内支持通報では，小
麦，脱脂粉乳，バター，牛肉に対して合計 45.9 億ユーロの MPS が計上されている。
（３） 米国
米国では，世界恐慌を受けて 1930 年代から手厚い農業支援政策が始まり，今日まで継
続している。その基礎となるのがほぼ 5 年ごとに制定される農業法だが，最新の 2014 年
農業法は，それまで，農産物の市場価格にかかわらず一定額を支給してきた直接固定支払
いを廃止し，その他の直接支払いも一新した。直接支払いによる価格・所得補償としては，
価格が低下した場合に基準価格との差額を補填する価格損失補償（PLC）と，価格に収量
を乗じた農家の収入に着目し，それが一定基準を下回った場合に補填を行う農業リスク補
償（ARC）とが創設された。PLC と ARC は選択制である。これら直接支払いのほか，実
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質的に融資単価以上の販売価格を保証するものとして販売融資（Marketing Loan）が，収
量の減少や収入の減少に対応するものとして政府が保険料等に対して補助する農業保険
（ARC の補償を超える｢深い｣損失部分を補償する）が継続している。
米国でもかつて，EU と同様に需給調整政策が行われており，作物別の作付け基準面積
を設定し，そのうち政府が指定した割合を休耕することが義務づけられていた。需給調整
政策に参加するか否かは任意だが，参加しなければ，不足払い等の補助を受けられない仕
組みであるため，参加するのが通常であった。この作付面積削減プログラム（セット・ア
サイド）は 1970 年代後半から行われてきたが，1996 年農業法で廃止され，その後は実施
されたことがない。
米国の AMS には，大幅な増減が見られる。米国は，UR 農業合意以後，1996 年農業法
で不足払いを廃止して直接固定支払いを導入，作付面積削減プログラムを廃止した。これ
が，WTO 通報上は青の政策の消滅として表れる。しかし，市場価格の低下を受けて，不
足払いが 1998～2001 年に単年措置として毎年実施され，2002 年農業法で復活（CCP）
した（Orden et al.（2011）
）
。2008 年農業法でも，固定支払いを維持しつつ，作物収入が
保証水準を下回った場合に支払いを受ける ACRE プログラムを選択制で導入し，品目特定
的な黄の政策として通報した。このように，政策が変更されてきたことと，2014 年農業法
の PLC，ARC も含め，市場価格にリンクした不足払い型の政策の比重が大きいことが，
AMS 実績が大きく変動することにつながっていると考えられる。1990 年代半ば，農産物
価格の好調のために低水準であった AMS が，1990 年代末には，価格低迷に対応して増大
したのである。AMS の MPS に関しては，主要穀物についての買入制度が無く，対象は乳
製品と砂糖であった。2007 年と 2008 年の間で低下したのは，乳製品について生乳換算の
価格と数量で計算していたのを対象乳製品（バター，無脂肪粉乳，チェダーチーズ）の価
格・数量を使う計算に変えたことを反映しており，2014 年に再び減少したのは，この年か
ら乳製品の MPS がなくなり対象が砂糖のみとなったためである（第２図）
。

- 14 -

60,000
50,000
40,000
PSE 全体(百万ドル)
PSE のMPS

30,000

AMS 全体(百万ドル)
WTO通報 のMPS

20,000
10,000
0
1995199719992001200320052007200920112013

第２図 米国の PSE 及び黄の政策（AMS）の推移
AMS の変動に関して留意すべきことの一つが，国内支持の分類のし方である。CCP は
毎年の作付け作目に左右されないという理由で品目非特定とし，ACRE は品目特定として
いる。2014 年農業法で導入された PLC，ARC は品目非特定の黄の政策とされている。品
目非特定補助の場合，全額がデミニミスとして削減対象から外され AMS に計上されない
が，品目特定の場合には品目によってはデミニミスを超え AMS に計上される。農業保険
の保険料補助については，米国は 2007 年までは品目非特定として通報していたが，2008
年からは大部分を品目特定として通報している。この結果，保険料補助は，2008 年までは
デミニミスに該当して一切 AMS に計上されていなかったのだが， 2008 年以後は，品目
別でデミニミスを超える小麦，ソルガムなどについては AMS に計上されるようになった
（トウモロコシなどはデミニミスの範囲に収まっているので，計上されていない）。
なお，国内支持通報全体に関して，米国は緑の政策の大部分（2013 年で 83%）を国内
食料援助が占めているのが特徴的である。これはフード・スタンプ制度（現在の SNAP）
であり，直接の受益者は食料消費者である。
（４） 韓国
韓国では小麦，トウモロコシ，大豆の生産はわずかであり，穀物生産はコメ中心である。
経済面でも政策面でもコメが最重要であり，これまで発効・署名した FTA でコメは一貫し
てセンシティブ品目として扱い，アクセス改善を行っていない。WTO でも，例外措置と
しての輸入割当を 1995 年から導入し，2015 年から関税化（関税割当）を行った。
コメ生産は 1970 年代に急拡大して 1975 年に国内自給を達成した後，コメ需要の減少等
（1 人当たり消費量の急減に加えて，ミニマムアクセス米（2015 年で約 41 万トン）の輸
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入）を背景として，栽培面積，生産量の減少傾向が続いたが，それでも供給過剰基調にあ
る。ただし，コメの生産調整政策は，これまで 2 回，それぞれ数年間行われたのみである。
継続的なコメ政策としては，コメ所得補填直接支払制と公共備蓄制度とが存在する。公
共備蓄制度は，コメを市価で買い入れ，市価で放出する。
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第３図 韓国の PSE 及び黄の政策（AMS）の推移
もう一つの柱であるコメ所得補填直接支払は，2005 年に従来の水田農業直接支払制度
（面積当たりの固定額支払い）とコメ所得補填直接支払（コメ価格が基準価格を下回った
場合にその差額の一部を補填するもの）を統合したもので，固定部分と変動部分とから成
る。
2005 年以降は AMS がごくわずかとなり，
最新の通報である 2011 年にはゼロになった。
また，PSE，AMS ともに，その大部分が MPS から成っていることも他国に見られない特
徴である（第３図）
。
AMS が 2005 年に急減したのは，その大部分を占めていた MPS である秋穀買入制（黄
の政策）が廃止されたためである。秋穀買入制は，行政価格で買い入れる MPS であり，
2004 年まで実施されたが，2005 年からは，上記の公共備蓄制（市価で買い取るため MPS
に該当しない）が開始された。
やはり 2005 年から開始されたコメ所得補填直接支払いのうち固定部分は緑の政策（デ
カップルの直接支払い）であり，変動部分の価格差を補填する直接支払いが市場歪曲的補
助金（黄の政策）とされる。この変動部分が一定価格を保証するので実質的な所得補償を
行う方式なのだが，MPS である秋穀買入制とは異なり，買入価額全額ではなく，補填され
る価格差の部分だけが補助としての通報対象となるため，金額が小さく，おおむねデミニ
ミスの範囲に収まる。このためデニミニスを超えた 2006 年を除いて，AMS として計上・
通報されず，AMS 額が急減することとなった。デミニミスによって，AMS 通報額が大き
- 16 -

く左右される事例の一つである。なお，韓国は WTO 農業協定上は途上国扱いであるので，
デミニミスは生産額の 10%まで認められている。また，開発プログラムを利用可能である
ものの，その枠はあまり使わず，投入補助の大部分は品目非特定のデミニミスとして AMS
から除いている。
（５） 台湾
台湾の価格・所得政策の主たる対象は伝統的な主食，コメである。コメの 1 人当たり消
費量は 1970 年代に比べほぼ 3 分の 1 にまで減少し，人口増加はあっても消費量全体でも
半減，栽培面積は過去 30 年で半分以下となった。更に，2002 年加盟の WTO で，コメに
ついては当初，輸入割当を導入，翌 2003 年に関税化（関税割当）した。このため，年間
消費量 100 万トン程度のところ，近年はミニマムアクセスの輸入が 10 万トンを超えてい
る。
コメに対する支持は，政府買上制度と生産調整の 2 本柱から成る。政府買上は 1974 年
に開始して以来継続しており，予め決めた価格で，農家からの申し出に応じて政府がコメ
を購入する。ただし，生産面積当たりの買入数量上限がある。政府買上価格は市場価格（農
家庭先価格）
よりやや高いが，
買入実績数量は限度数量を大きく下回っている模様である。
生産調整政策は，コメ生産の過剰に対応して 1984 年から導入され，やはり今日まで継
続している。水田を休耕（緑肥の栽培を含む）
，またはコメ以外の作付けに転作した場合，
面積当たりで単価を設定した奨励金を支払うものである。当初は転作に重点を置いたが，
その後休耕を重視するようになり，その結果，2008 年には生産調整面積のうち 85%が休
耕であった。2008 年からは，転作作物の増産を志向する方針に転換し，コメ以外の作物を
栽培する場合の転作奨励金の単価が引き上げられ，休耕奨励金並の単価を支払う転作作物
が次々に追加された。近年，飼料用トウモロコシ生産量が急拡大してきているのも，この
転作補助強化の効果と推測される。更に，2016 年から休耕奨励金の支払い上限が 3ha と
されたことも，休耕から転作への政策目標のシフトの一環であろう。なお，政府買入制度
と生産調整はいずれも農家が任意に参加するプログラムであり，参加すれば買上または奨
励金を受けられる仕組みである。また，両プログラムの結合（生産調整に参加することが
買上を受ける条件になるなど）は存在しない。台湾政府は，励金単価の引き上げ，対象作
物の追加などによって休耕，転作を誘導していると見られる。なお，2013 年から大規模小
作農に対する転作奨励金を上乗せし，経営規模拡大の推進を図っている。
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第４図 台湾の黄の政策（AMS）の推移
台湾の国内支持を最新の WTO 通報（2010 年分）によって見ると，作物別の補助として
は，コメに対する政府買上が圧倒的に多く，コメを除く作物に対する補助金もその大部分
は転作奨励金であり，ほかにはタバコとサトウキビの政府買上が若干ある程度となってい
る。このほかに品目を特定しない補助として，機械・肥料・電力・燃料，利子・保険料へ
の補助が，経営コストを削減するための支援として通報されている。
台湾は WTO 加盟に当たり，先進国の扱いを受け，途上国扱いされる場合に比べ不利な
条件となっている。AMS 約束は，WTO 農業協定発効当初の 1995 年から加盟し 2000 年
までに削減を終えていたと仮想した水準を最初から課され，デミニミスの上限は生産額の
5%とされている。そして，開発補助金を削減対象外とする途上国向けの特別扱いは受けな
い。
台湾については PSE の数値が無い。AMS は加盟後数年の間に半分近くまで減少し，そ
の後は横ばいである。MPS が AMS の大部分を占める（第４図）
。近年，デミニミスが急
拡大しており，その要因は品目非特定補助，特に肥料補助と利子補助の増加である。国内
支持全体について見ると，緑の政策のなかで，環境施策がインフラ整備に次ぐ金額となっ
ている。環境施策のほとんどは，休耕奨励金である。作物を栽培しないか緑肥の栽培を行
う土地への支払いということで，土壌保全のための補助として計上されている。
（６） タイ
2014 年のクーデター以来，コメ政策は毎年のように変化している。2016 年には担保融
資制度（Paddy Pledging Scheme）を復活させることが発表された。
担保融資制度は，収穫された籾米を担保に農家に融資を行い収穫期の価格低下から農家
を保護する政策だが，近年は融資単価の引き上げと契約量の増加により，実質的に価格支
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持政策として機能してきた。1980 年代初めの開始以来，2009～10 年のアピシット政権（担
保融資制度にかえて，農家所得保証制度という不足払い政策を実施）
，2014 年のクーデタ
ー，による中断をはさみつつ，コメ政策の基幹として担保融資制度が存続してきた。
他の作物に対する所得・価格面での補助に比べると，コメに対するそれが圧倒的に大き
いが，近年の動きとして，トウモロコシについて担保融資制度や所得保証政策が断続的に
実施・計画されている。近年の優遇政策のもとでコメ在庫が積み上がったことなどを受け
て，コメの生産抑制を政府が意識しており，野菜・サトウキビ等への転作を奨励している
ほか，水田からトウモロコシへの転換も計画している。
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第５図 タイの黄の政策（AMS）の推移
通報によれば 2008 年はコメの担保融資制度の補助金額だけで約 300 億バーツに達し，
黄の政策の約束水準である 190 億バーツを大きく上回る。タイ政府は，コメ生産額の 10%
未満でありデミニミスだとしているが，その後 2011 年以後のインラック政権下で更に担
保融資制度が拡大されたところ，デミニミスを超えれば，WTO の約束水準に抵触する。
DTB Associates, LLP（2014）は，2013 年は，担保融資制度の支持額はデミニミスの 10
倍以上の 2,750 億バーツに達し AMS 約束水準を大きく超えたと試算している。
また，
2014
年の直接支払い 400 億バーツ（2.4ha 以下の 180 万戸は，1ha 当たり 1,000 バーツ，2.4ha
超の 160 万戸は各戸 15,000 バーツ）についても，コメ農家のみを対象とするため黄の政
策であって，デミニミス枠（310 億バーツ）を超え，AMS に計上すべきものと指摘してい
る。タイの WTO に対する国内支持通報は大きく遅れ，2017 年 3 月 31 日現在で，2008
年分までしか通報されていない。
タイについては PSE の数値が無い（第５図）
。WTO 上も MPS は継続して通報されてお
らず，AMS の大部分を占めるのが担保融資制度，低利融資，市場介入であり，品目別で
はコメが圧倒的に多い。コメについては，2007 年以前はデミニミスとして通報していない。
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また，1990 年代には多額だった開発補助金による AMS からの除外（投資及び種子・肥料・
装備の購入のための低利融資）は，減少し，2007，2008 年にはゼロである。また，緑の
政策のうち，国内食料援助，デカップル直接支払い，環境政策の 3 項目がいずれもゼロ
（1995 年の国内食料援助を除く）というのは他の 9 カ国・地域に見られない特徴である。
（７） ロシア
ソ連崩壊後の低迷から立ち直り 2015/16 年度には一国としては世界第 1 位の小麦輸出国
となったロシアは，現在は 2014 年 12 月の改訂第二期農業発展計画によって農業政策を推
進し，耕種・畜産ともに更なる拡大を目指している。
農業支持政策としては，融資利子助成が大規模に行われていることが特徴である。耕種
農業に対するデカップルの直接支払いが重要な役割を担うようになったが，機械・装備，
生産財・投入材の購入への補助，優良種子・品種の導入促進なども引き続き行われており，
総じて，生産コストの軽減や生産性向上を図るための支援が多く行われている。他にも，
小麦，大麦等の市場介入買入・売渡を行う農産物価格支持政策といった，所得や価格を支
える支援策もあって，多様な農業支持が実施されている。
貿易政策面では，WTO 加盟に伴い一部廃止や緩和があるものの，食肉や乳製品の比較
的高い関税や関税割当制度，砂糖の変動関税制度を維持している。また，動物衛生を理由
として豚肉や生きた豚の輸入制限措置をとっているほか，ウクライナ危機を巡って欧米諸
国から経済制裁を受けたことに対抗して食肉・乳製品，魚介類，野菜・果実等の農水産物
輸入禁止措置を導入した。また，輸出に関しても，不作その他による穀物価格高騰に際し
ては輸出禁止や輸出税などの輸出制限措置を発動している。こうした穀物の輸出制限や畜
産物の輸入抑制の背景には「自国の食料安全保障の確保が最優先」という論理がある。各
種の農業支持政策も同根であって，主要農畜産物について自給率目標を定めており，自国
内の農業生産基盤を維持・強化して，国内生産の農産物で国民に食料を安定した量と価格
で供給することが重視されている。こうした状況を反映して，OECD が把握するロシアの
GDP に対する農業支持の割合（%TSE）の値は OECD 平均より若干高くなっている。
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第６図 ロシアの PSE 及び黄の政策（AMS）の推移
注. PSE と AMS とで単位が異なる。右軸が黄の政策。

加盟してから日が浅いため，ロシアの WTO への国内支持通報は，2012 年から 2015 年
までの 4 ヵ年分である（第６図）
。その短期間のうちに，2012 年に 58 億ドルであった黄
色の補助金が，翌年から約 100 分の 1 に激減するという，際だった動きを示している（2013
年 0.65 億ドル，2014 年 0.53 億ドル，2015 年 0.5 億ドル）。しかしこの間に，ロシアの農
業政策が大きく変化したわけではない。2012 年には利子助成などの品目非特定補助が生産
額の 5%を上回ったことからデミニミスに収まらず AMS に計上されたが，続く 3 年はこれ
が生産額の 5%以下となり，計上されなかった，ということである。2012 年には干ばつ等
による不作のため農業生産額が減少したのが原因と考えられる。AMS が政策動向を反映
しない一例である。また，MPS の通報の外部参照価格としては，2006～2008 年の平均輸
出価格を用いているところ，通報された 4 カ年は MPS の対象である小麦，大麦，ライ麦
の行政価格が外部参照価格よりも低いため，それらの MPS 支持額がマイナスの値となる
（AMS を集計する際はゼロとみなしている）
。PSE の MPS が逆の動きを示すのは，AMS
の MPS の対象とされていない食肉が加わるためである。緑の政策の 4 分の 1 はデカップ
ルの直接支払いが占めており，他の国・地域の一部が通報しているような高額のインフラ
整備や国内食料援助，環境政策は計上されていない。
（８） オーストラリア
1980 年代以降の農政改革の結果，農業への支援・補助の水準はきわめて低い。支援の大
部分は，農業一般に対する研究開発，普及・啓発，環境対策などの形で行われ，個々の農
業経営に対する価格・所得支援は少ない。MPS がなく，農業所得を支持する直接支払いも
行われていない。数少ない価格・所得政策として，低利融資，税制特別措置が存在するが，
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低利融資は，恒久的ではなく期限付きとされている。最も主要な地位を占めるのは，税制
特別措置の一つと位置づけられる農場経営預金制度（FMDs）である。これは，農家が FMD
口座に預金をすると，その預金額が当該年の所得額から控除され，預金を引き出した年に
所得として計上する仕組みである。所得税は累進税率なので，農業からの所得が大きい年
に預金し，所得が小さい年に引き出せば，所得税額が減額され，その減税分が農家の所得
に対する支持となる。農産物の価格変動だけでなく干ばつによる作況変動が甚大なオース
トラリアの経営環境に照らして有効な支援方策と考えられる。ただし，利用するか否かは
農家の任意選択であるし，利用のタイミングによってその減税額には大きな差が生じるか
ら，個々の農家の判断と運とによって効果が左右される。
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第７図 オーストラリアの PSE 及び黄の政策（AMS）の推移
2008-09 年度以後，WTO に通報される AMS はゼロとなった。MPS はそれ以前から一
貫してゼロである。MPS に関しては，PSE の MPS もゼロである（第７図）
。補助の柱は
緑の政策であり，そのうちで研究開発，病害虫対策，普及・啓発，環境政策が多くを占め，
FMDs も「収入保険・所得のセーフティネット」として緑の政策に位置づけられている。
なお，2000-01 年度から 2007-08 年度にかけて，AMS がそれ以前よりも増加して 2 億豪
ドルを超える水準が続いているのは，2000 年に酪農に関する生産割当や補填金支払いの政
策を全廃したことに伴い，移行措置として，酪農調整プログラム（Dairy Industry
Adjustment Package (DIAP)）による直接支払いが行われたためである。支払い金額は，
過去（1999 年）の生乳生産量に基づいて固定されていたが，黄の政策として通報された。
（９） 中国
中国は過去 20 年間で，保護価格政策から自由化政策へ，そして生産補助政策へと食糧
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政策を変化させてきた。すなわち，1999 年，WTO 加盟に伴い，保護価格で余剰食糧をす
べて買上げていたそれまでの仕組みを縮小し，自由化政策に移行したが，これが食糧価格
低落と生産量減少を招くと，2004 年以降は生産補助政策期に移行し，農業税を廃止すると
ともに，食糧生産農家に対する補助を手厚くするなどにより，食糧生産の拡大を図った。
生産補助政策期の価格・所得政策は，最低買付価格制度と農業生産補助金である。最低
買付価格制度は，コメ，小麦及びトウモロコシが対象である（トウモロコシは臨時買付備
蓄制度という名称で実施）
。予め決めた価格で穀物を政府が買い上げることにより，市場価
格が下落しても農家に一定以上の所得が確保される。農業生産補助金には，
食糧直接補助，
農業資材総合補助，農作物優良品種補助，農機具購入補助の 4 種類があり，農業機械を購
入する組織等に交付される農機具購入補助を除いて，面積当たりの単価で農家に交付され
る。二つの主要政策ともに，財政負担が年々増大を重ねてきた。最低買付価格制度は，近
年の市場価格低迷により買付・販売の過程で逆ざやも生じるようになり，安価な輸入穀物
からの圧力にもさらされている。農業生産補助金は，財政負担の増大に加え，効率的な経
営主体の育成という目標に貢献していない等と指摘されるようになった。
生産補助政策により狙い通り生産量は拡大したものの，上記のような問題も生じてきた
ことから，2016 年からは，最低買付価格制度の価格の抑制，目標価格制度の導入（買付で
はなく目標価格との差額を補填する方式）の検討，農業生産補助金の統合・再編などが図
られ，生産補助調整期に入ったと考えられる。
WTO への加盟交渉の結果，中国は途上国扱いとされたものの，デミニミスの上限は途
上国一般に適用される生産額の 10%ではなく 8.5%とされ，開発補助金を削減対象外とす
る途上国の特別扱いが適用されないことになった。
AMS の約束水準はゼロとされたため，
黄の政策（貿易歪曲的補助）はすべてデミニミスの範囲に収めなければならないこととな
る。したがって，中国が通報する AMS は当然ながらゼロである。PSE は増加しており，
MPS がその大部分を占める（第８図）。
WTO に通報される国内支持のなかでは，緑の政策が大きくかつ増加しており，2010 年
で 5,346 億元に達する。インフラ整備，食糧安全保障在庫，環境支払いの額が大きい。
生産補助政策期の二大政策のうち，最低買付価格制度は MPS として通報され，農業生
産補助金は，食糧直接補助がデカップルの直接支払い（緑の政策）
，農業資材総合補助及び
農機具購入補助は品目非特定的補助，農作物優良品種補助は品目特定的補助とされている
もようである。
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第８図 中国の PSE 及び黄の政策（AMS）の推移
MPS については，外部参照価格として 1996～1998 年の平均価格が用いられるところ，
この時期の国際価格は比較的高かったので，1986～88 年を基準年とする他の加盟国より
も MPS が低く算出されるとの指摘がある（Orden et al. (2011)）。かつては最低買付価格
が外部参照価格よりも低かったため，MPS は負の値をとりそのマイナス幅も大きかったが，
最低買付価格が上昇してきたことから，2010 年にごくわずかながらプラスの数値となった。
なお，2004 年の MPS は，中国政府が買入を行わなかったとしていることから，対象数量
がゼロであり，価格差とは関係なくゼロとなった。
MPS の対象数量として，中国は他の途上国同様，調達実績数量を用いている。この点に
関し，DTB Associates, LLP (2014) は，最低買付価格制度が全国的に価格の支持・上昇を
もたらしていることに鑑みて，調達実績数量を用いるのは不適切だとしたうえで，MPS
の試算を行い，トウモロコシ（臨時買付備蓄制度。2013/14 年度）
，小麦（2014/15 年度）
，
コメ（2014/15 年度）
，いずれについても，全生産量でなく買付実施省の生産量を対象数量
として用いても，デミニミスを超える，と指摘する。
また，2007 年から開始された農業保険補助制度は，保険料の 7～8 割を補助するものだ
が（WTO（2016）)，国内支持通報に掲載されていない。これとは逆に通報補助金額が減
少する要素として，2004 年に廃止されるまで課税されていた農業税は，負の補助に該当す
るから AMS を計算する際にこれをマイナスして然るべきところだが，通報に含めてこな
かった。
（10） インド
貧困層へ安価な食料を分配することを目的とする公的分配システム（PDS）が，分配対
象となるコメ，小麦その他の主要穀物等を買い入れる際に「最低支持価格」(MSP)で調達
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を行っており，農民に対しては，これが一定の農産物価格・所得を保証している。農民は，
年に 1 度決定される MSP と市場価格等を勘案して，どれだけの量を PDS に売り渡すかを
判断する。買い上げられた農産物はインド食料公社(FCI)が一括して管理し，主に州政府へ
の売り渡しを通じて消費者に販売される。売り渡し価格は，買い入れ価格よりも安く，か
つ，過去 10 年余り据え置かれている。他方，買い入れ価格は引き上げが続いているので，
逆ざやが拡大して，政府の負担が増大している。
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第９図 インドの黄の政策（AMS）の推移
加えて，コメ，小麦については，生産量の 2～3 割程度が PDS に売り渡されており，PDS
在庫の積み上がりが問題となっている。膨大な在庫を処理するため，1990 年代後半から
2000 年代前半にはインドからのコメ，小麦が大量に輸出され，国際市場に少なからず影響
を与えた。その後は，本来の用途である国内分配向けの処理を増やし，大量輸出は抑制さ
れているが，在庫水準は引き続き高いことから予断を許さない状況にある。
インドについては PSE の数値が無い（第９図）
。WTO の国内支持規律に関しては，既
存の黄の政策がなかったため，AMS 約束水準はゼロとなっており，このため，黄の補助
の金額を，生産額の 10%までのデミニミスの範囲に収める必要がある。
黄の政策のほとんど全部を占めるのが，MPS と投入補助である。MPS は，PDS のため
の最低支持価格(MSP)による買入であり，MSP が外部参照価格よりも低かったため，マイ
ナスが続いてきたものが，MSP の上昇に伴い，2007-08 年度からプラスに転じているが，
デミニミスの範囲に十分な余裕をもって収まっている。なお，MPS を計算するに当たり，
対象数量として，初回（1995-96 年度）のみ全生産量を使い，その後は，調達実績数量を
使っている。この点に関し，DTB Associates, LLP (2014) は，対象数量として，調達実績
数量ではなく全生産量を用いて MPS を計算すべきと主張し，2013-14 年度の MPS をその
方式で試算すると，小麦，コメ，トウモロコシ等についてデミニミスを超えると指摘する。
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投入補助の対象は，肥料，灌漑用水，電力料金，種子などであり，これらはすべて，開
発補助金として計上されている。肥料の場合，農家は安価な法定価格で購入し，実際のコ
ストと法定価格との差額を政府が負担する。電力料金については，農家の負担はゼロか実
際のコストの数分の一に留まる。灌漑の農家負担は数分の一である。種子は，貧困農家に
は無料で提供される（Orden et al.（2011）
）
。補助額として PDS を上回る規模だが，開発
補助金は AMS から除外される。なお，この投入補助は，政策に大幅な変更があったわけ
ではないが，初回（1995-96 年度）にはそのほぼ全額を品目非特定補助（デミニミスの範
囲内）とし，4%程度のみを開発補助金としていたのが，1996-97 年度，1997-98 年度は，
約 8 割を開発補助金とし，その後は全額を開発補助金と位置づけられている。
なお，緑の政策も増加してきているが，その過半を占めるのが，
「食料安全保障目的での
公的在庫」に区分される PDS に関わる経費であって，緑の政策の大部分が消費者に向け
られたものである構造は米国と類似している。
(11) メキシコ
かつては国営食糧公社（CONASUPO）が主要穀物などを農家から買い上げ・消費者へ
売り渡していたが，1999 年までで廃止された。現在の主たる価格・所得政策は，PROAGRO
と，目標所得並びに契約栽培支援である。
PROAGRO は，NAFTA 対策等として開始された PROCAMPO が 2014 年から名称変更
したものであり，デカップルの直接支払いを行う。1994 年の開始以来，政権交代を経ても，
制度の基本も支払い額も大きく変えることなく継続している（注８）。長期継続している背景
としては，この政策が国民の支持を得ていること，与野党ともに公約していたこと，透明
性の確保のためインターネットの活用など政策実施面で行政府が適切な対応をしたことな
どが指摘できる。確実に固定支払いを得られる見込みがあることは，農業者の経営判断に
安定をもたらしたと考えられる。
目標所得は，主要農産物を対象にトン当たりの目標所得を設定し，市場価格がそれを下
回る場合に，その差額を補填する仕組みである。また，契約栽培支援は，生産者と買い手
業者の契約栽培を ASERCA（農牧市場開発・商品化支援庁）が仲介してこれを登録するも
ので，登録された契約価格を守ることにより予期せぬ損失を被った場合には ASERCA が
補填する。これにより，契約栽培を促進し安定的生産を目指している。
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第 10 図 メキシコの PSE 及び黄の政策（AMS）の推移
AMS はおおむね低い水準である。PSE は 2000 年代初期以後，それまでのような急増
が見られないとともに，MPS の割合が大きく減っている（第 10 図）
。
PROCAMPO は，デカップルの直接支払い（緑の政策）として通報されていたが，その
後継プログラムで内容が実質的に変わらない PROAGRO は，同じ緑の政策ではあるもの
の，投資補助を通じた構造調整支援，に分類されている。
目標所得及び契約栽培支援は，差額補填なので，MPS ではなく，品目特定的な黄の政策
に分類されている。固定額ではなく，市場価格により補助単価が変動するので，WTO へ
の通報額も年変動が大きく，例えばトウモロコシに対する品目特定的補助は 2014 年はデ
ミニミスだったが，2015 年には前年の 2.5 倍となって AMS に計上された。
このほか，電力等投入材への補助，農業保険の保険料，利子助成などが，削減対象外と
なる開発補助金として計上されている。
（12） 需給調整政策
さいごに，需給調整政策について概観し，国・地域ごとの違い，特徴をまとめてみよう。
対象国の中で穀物についての需給調整政策を行っているのは台湾のみである。価格支持
と並んで減反政策は過去のものとなりつつあるようである（注９）。
主要穀物の供給を抑制する趣旨で生産調整を行う措置は，過去も含めれば，EU，米国，
韓国，台湾で行われたものが典型的であろう。このうち，1992 年から始まり 2008 年に廃
止された EU の義務的休耕措置，1982 年から 1995 年まで実施された米国の作付面積削減
プログラムは，いずれも政府が作付面積の削減率を，各生産者の耕地面積の何パーセント
という形で指定する方式だった。生産調整プログラムへの参加は，強制ではなく任意とさ
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れていたが，不参加農家は，EU では直接補償支払い（耕地面積当たり定額の直接支払い
補助。なお，休耕面積部分にも，直接支払いと同水準の休耕支払いが支給された），米国で
は不足払い（作物の市場価格が低落した場合の差額補填の補助）を受給することができな
かった。このため，参加しなければ大きな不利益を被る可能性があり，実際には参加しな
いことを選択する余地はあまり無かったと考えられる。供給抑制措置開始の背景となった
巨大な穀物在庫が解消してきた状況で，また，当時の財政状況などの背景もあって，米国，
EU とも，生産調整政策を廃止した。
第４表 4 カ国の生産調整政策の概要
EU
施策名

義務的休耕措置

期間

1992～2008年
小麦ほか主要耕種作
物全般
休耕

対象作物
対象行為

米国
韓国
作付面積削減プログラ 水田所得基盤多様化
ム
事業
1982～1995年
2011～2013年

台湾
休耕・転作奨励金

小麦、飼料作物、コメ

コメ

コメ

休耕

休耕・転作

休耕・転作

1984年～継続中

生産調整へ
の参加

直接補償支払いを受給 価格低下時の不足払 任意（不参加でもコメ所 任意（不参加でも保証
しようとする者にとって いを受給しようとする者 得補填直接支払を受 価格買上を受けられ
は義務
にとっては義務
給できる）
る）

休耕等への
補助金

休耕支払い（直接補償 なし（休耕自体に対し
支払いと同水準）
ては支払わない）

面積当たり単価を設定 面積当たり単価を設定
し支給
し支給

生産調整の
目標面積

政府が休耕率を決定
（遵守義務あり）

政府が国全体での目
標面積を設定（遵守義 無し
務無し）

政府が休耕率を決定
（遵守義務あり）

通報を確認出来ず
生産調整としては通報
休耕を環境政策（緑の
WTO農業補 休耕支払いを構造調整
（2003-05年は構造調
せず（不足払いを通
政策），転作を作物別
助通報
として通報（緑の政策）
整として通報（緑の政
報）
支持として、通報
策））
注．韓国は 2003～05 年にも減反を行っているが，仕組みは上記と同様．

韓国のコメの生産調整政策は，
一時的な生産過剰等を踏まえて，
臨時に実施されており，
2003～05 年と 2011～13 年に行われている。前者は休耕に対して，後者は休耕ないし転作
に対して，面積当たりの補助金を支払うものであった。生産調整に参加するか否かは任意
であるが，米国，EU の場合と異なり，参加すること自体に対して補助金を支給するので
あり，生産調整への参加が他の補助金を受給する条件とされない。
台湾では，1984 年から継続的にコメの減反が行われている。初期は転作に重点を置いた
が，転作作物トウモロコシ等の供給過剰となって休耕を主体とするようになり，2008 年以
後は生産振興を志向して再び転作を重視するようになっている。生産調整への参加は任意
であり，韓国と同じく，参加すること自体に対して補助金（休耕奨励金，転作奨励金）が
給付され，生産調整への参加は他の補助金を受給する条件とされていない。
韓国，台湾ともに，生産調整参加が他の補助金の条件とはなっておらず，コメを作付け
した場合に用意されている所得支持施策（韓国はコメ所得補填直接支払，台湾は保証価格
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買上制度）とは独立している。農家は，生産調整と所得支持施策との補助単価等を比較考
量して生産するか休耕等を行うかの経営判断をすることとなる。台湾の場合は更に，転作
先作物による補助単価の違いや奨励金単価の大規模農家加算も，経営判断の要素となる。
このように，国により事情や背景が異なるものの，生産調整政策は，世界的にみても，
実施から廃止へという流れにあり，なお存続している政策は，参加が実質的にも任意であ
り，減反率は補助金単価とそれを見ての農家の経営判断により結果として決まってくるも
のとなっている。
生産調整自体に対する補助金の WTO への通報については，米国の場合は休耕等そのも
のへの補助を行っていないため計上されていないが，EU は休耕面積に対する休耕支払い
を構造調整施策（緑の政策）として，韓国も，2003～05 年の休耕補助金について構造調
整施策として報告している。台湾の場合は，休耕奨励金は環境政策（緑の政策）
，転作奨励
金は対象作物ごとの削減義務対象の直接支払いとして，通報している。

Ⅲ．おわりに
10 カ国・地域の価格・所得政策を主とするものに限っても，農業支持には様々な類型，
手法や水準の違いがある。補助を少数の基幹農産物に集中し主要政策も数件のみの国もあ
れば，多種類の農産物に各種の補助を行う国もある。そのような多様性は，農業の実態や
自然条件，社会・経済条件，歴史的経緯などを背景として生じてきたものと考えられ，簡
単には類型化や法則性は見いだせない。そうした多様な国・地域の農業政策を，保護水準
を測る指標としての PSE や AMS を一応の手がかりとしつつ，横断的に見渡した。
おおむね，PSE よりも AMS の水準がかなり低いこと，PSE が減らないのに AMS は大
きく減少することが見て取れるが，これについては，PSE と AMS の趣旨・目的・手法の
違いから来るところが大きい。また，概して，先進国が保護水準を低下してきたのに対し
て一部の途上国は逆の方向にあるということも言えそうである。途上国のうち，
特に中国，
インドは巨大な人口を抱え，食料の生産大国であると同時に消費大国であって，生産者の
所得支持だけでなく国民への食料の供給確保のためにも，農業支持が大きく拡大してきた。
経済学的に正確な計測を目指す PSE に対して，WTO 農業協定の AMS は，単なる指標で
はなく国際的なルールとして各国・地域が遵守義務を負うものであるところ，支持水準が
増大しつつある途上国は，現行の規律でさえ重荷となってくることも予想される。このよ
うな構図のもとで，米国がこれら諸国の農業支持に対する批判を強め，2016 年半ばには，
中国の農業支持を WTO 協定違反として WTO に提訴しており，新興国における農業支持
の拡大は今後大きな焦点となる可能性がある。
注 1 農業政策の分類に定まったものはないと考えられるが，本文中に記載したように，ここでは，農業
生産者の所得や需給に直接的に関係・作用するものを対象とするものとし，価格・所得等対策に着目
する。環境施策，地域施策や，一般サービス（研究開発，普及・助言，検査，動植物検疫，インフラ
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整備など）も重要ではあるが，本稿では基本的に対象外とする。また，所得支援の趣旨と実質が農業
支援とは異なるもの（例：生活保護相当を支給するオーストラリアの Farm Household Allowance）
も対象としない。税制特例は，農業向け固有であって農家所得全体に着目するもののみを対象とした。
注２ ここでは，需給調整政策は作付け制限や生産数量枠の割当てなど直接的に生産量の抑制などを図る
ものを指している。直接支払い等の条件として行われる場合も含まれる。過去に行われていた政策は，
原則として最も近い過去のものを対象とする。
注３ ここでは，各国・地域が WTO 農業委員会に通報する最終的な削減約束対象に該当する国内支持の
合計額を AMS と称しているが，同数値は厳密には CTAMS である。厳密には，総額を CTAMS，
それを計算する過程で使われる個別の支持政策の金額を AMS とするところだが，
本稿では，CTAMS
を AMS と呼称し，個別の支持政策は，その補助類型に応じて，
「黄の政策」
「デミニミス」等と呼ぶ。
注４ 本文で述べるように PSE，AMS ともに，様々な論点，問題点が指摘されているが，視点の違いか
ら来るものも少なくない。
すなわち，
法的約束の履行の監視という視点からは PSE は不適切であり，
経済学的な分析という観点からは AMS は不適切ということになる。Tangermann (2005)は PSE に
対する批判に対する反論であるが，そこでも左記のような構図がうかがわれ，要するに PSE の趣旨
や意味を性格に丁寧に説明し誤解や誤用をされないようにすることが肝要であると述べている。
注５ パネルは，政府の MPS の恩恵は当該産物全体に行き渡るから全生産量を対象数量とすべきと判断
した。例外として，政府が買入れ限度数量を設定している場合にはそれを対象数量としている。上級
委員会は事実確認が不十分であるとして，韓国の牛肉 MPS がデミニミスを超えるとしたパネルの結
論を否定したが，調達実績数量を使う計算方法が誤りであるとするパネルの指摘は支持している。な
お，韓国の国内支持通報によれば牛肉 MPS は 1998 年までで終了し，米国が WTO へ問題提起した
1999 年時点では実施されていない。
注６ これらの国では農業総生産額も急増している点は留意すべきである。OECD では，各国の農業支
持の水準を比較分析するのに PSE の絶対値よりも，PSE を生産者総受取額（農業総生産額＋補助金）
で除した「％PSE」を主に用いている。
注７ 穀物については廃止された。綿花，園芸作物に関してはなお，生産削減を条件とした直接支払い（青
の政策）が若干残っている。
注８ 直接支払い額は，2009 年より 1,300 ペソ／ha（農地 5ha まで）と 8 年間据え置かれている。この
間の消費者物価上昇は 3～5%程度であり支払い水準は実質的には低下傾向にある。さらに，左記を超
える規模に関しては，5～20ha までは 963 ペソ／ha から 800 ペソ／ha（約 17％減）に下げ，20ha
以上分は 963 ペソ／ha から 700 ペソ／ha（約 27％減）へと下げている。
注９ タイは，2014 年以降，乾期作のコメの生産を制限し野菜・サトウキビ等への転作を奨励している
が，これは干ばつの影響も踏まえたものであって，単純に過剰生産・在庫に対応するものではない。
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