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第３章 EU 

-穀物を中心とする価格所得政策と CAP 簡素化の動向- 
 

浅井 真康  

 

１．はじめに 

 

欧州連合（EU）では農業全般に関する制度や計画を扱う政策として，1960 年代より共通

農業政策（Common Agricultural Policy：CAP）が実施されている。これまでに複数回の

CAP 見直しが行われており，2014 年から 2020 年までの EU 多年度財政枠組みの策定に

伴い，同期間に対応した CAP 改革が 2014 年に実施された。今次 CAP（2014-2020）にお

いても，農業者の所得を補償するための価格所得政策（直接支払いおよび市場措置），そし

て EU 加盟国間・地域間の経済力や生産条件などの格差を是正するための農村振興政策（条

件不利地域対策，農業環境政策，新規就農支援等）という二本の柱の政策体系が維持された。 

CAP は，導入当初，消費者に対しては合理的な価格で十分な食料を供給し，農業者に対

しては公正な所得水準を確保することを目的として，価格支持を中心とする市場施策が大

部分を占めていた。具体的には，域内外価格差を維持するための輸入関税・輸出補助金とい

った国境措置と，域内市場における価格が一定の水準を下回った際に発動される買い支え

（介入買入）や義務的に休耕させることで生産量を抑制する生産調整等である。 

しかし，これらの役割は，1992 年の CAP 改革以降，直接支払いの拡大とともに縮小して

いく（第１図）。これは，価格支持と農業者の所得支持が分離され，域内農産物価格を国際

価格に近い水準へと引き下げることになり，これに伴って直接支払いによる農家の所得支

持が行われるようになったからである。現在の市場施策は，価格の大幅な下落時等のセーフ

ティーネットという限定的な位置づけであり，今次 CAP 予算に占める割合は 5％に満たな

い（第１図）。他方，所得支持のための直接支払いは CAP 予算の 75％を占める。 

直接支払いに関しては，2005 年以降，生産品目とはリンクしない品目横断的なデカップ

ル支払いへの切り替えが進められ，更に今次 CAP においては，このデカップル支払いを各

種目的別に細分化し，その中で，気候変動緩和や環境保全等の公共財供給を促進する機能を

持つグリーン化支払い等が導入された。この背景には，EU 財政の実に 4 割を占める CAP

予算を維持・確保するためにも，EU 全体の優先政策（気候変動緩和や環境保全）に位置づ

けて直接支払いを正当化する必要があったからとされている。そこで実験的に開始された

ともいえる 2015 年の初導入以後の経過について，生産および行政現場での対応や生産性，

環境への影響に大きく注目が集まっている。 

しかしながら，こうしたグリーン化支払い等の新しい施策の導入は，農業者や申請審査お

よび支払い運用を行う各国関係当局の物理的・心理的負担を益々増やしていることが指摘

されている。このような状況を踏まえ，欧州委員会では CAP の簡素化（Simplification）に
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向けた各施策の見直し，改訂作業が現在進行形で進められている。また今次 CAP では，市

場の混乱や度重なる異常気象による被害損失等に対する緊急措置やリスク管理手段が導入

される等の新しい動きも出てきた。 

これら CAP をめぐる情勢を常に把握しておくことは，世界の食料需給に大きな影響を与

え，かつ環境保全等においても常に新しい取組に挑んでいる EU の今を理解することにつ

ながり，またポスト 2020 年の次回改革に向けた動向を整理する上でも重要である。 

そこで本稿では，EU 最大の生産量を誇る穀物に焦点を当て，歴史的な背景を踏まえつつ，

穀物生産者が対象となる今次 CAP 下における価格所得政策を説明し，さらにグリーン化支

払いの実施状況，CAP 簡素化の動向についても記述していく。なお，本稿の記述内容は 2017

年 3 月までの情報収集に基づくものである。 

 

 

第１図 CAP予算の内訳推移 

資料：Pushkarev (2015)より筆者作成． 

 

２．対象作物 

  

CAP の補助対象となる穀物は，EU 域内で生産されるすべての穀物を指す。具体的には，

普通小麦や大麦，ライ麦，エン麦，トウモロコシ（遺伝子組み換えでない），ソルガム，ソ

バ，雑穀（キビ・アワ・ヒエ等），デュラム小麦，加工小麦，麦芽，スウィートコーン，コ

メ等である。一連の市場関連制度は，単一共通市場機構（CMO: Common Market 

Organization）と呼ばれ，上記の対象穀物のリストは単一 CMO 規則（Regulation 1308/2013）

に記載されている。かつては品目ごとの CMO とそれに対応する規則があったが，CAP 簡
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素化の一環として 2007 年に「単一」CMO 規則 1234/2007 に多くの品目が統合された（平

澤，2015）。この単一 CMO 規則 1234/2007 は，今次 CAP 改革によって現行の CMO 規則

1308/2013 に引き継がれている。 

 

３．主要穀物の需給状況 

 

2015 年の EU28 ヵ国における穀物（コメを含む）総生産量は約 317 百万トンで，これは

世界の総生産量のおよそ 12.5％を占めた（Eurostat, 2016）。2015 年の生産量は，悪天候に

より，2014 年よりも 4％（15.1 百万トン）ほど減少した。なお，域内各地で発生した長雨

や干ばつ等の異常気象および病害虫により，2016 年の生産量は更に少ない 294 百万トン

（2016 年 11 月段階での予想値）（Agra Focus，2016c）であった。これは前年比で 5％減

少，過去 5 年間平均値よりも 3％少ない値である。しかし，異常気象や病害虫の発生は地域

差があり，特に深刻な影響を受けたのは，EU 最大の穀物生産国であるフランスであった。

またデンマーク，エストニア，キプロス，ラトビアでも 20％の収量減を記録し，ベルギー，

アイルランド，ギリシャ，リトアニアも同様に深刻な収量減を被った（Agra Focus，2016c）。

他方，ルーマニアやブルガリア等の欧州東部および南部では 20～25%の収量増を記録して

いる。 

EU28 ヵ国の穀物生産を品目別に見ると，主要な穀物は普通小麦，大麦，トウモロコシで

あり，これらは 2015 年度総穀物生産量の 86％を占めた（第２図）。過去 5 年間の平均値と

比較して穀物生産量は 5.7％増加しており，これらは主に普通小麦（13.8％）と大麦（10.3％）

の増加に起因するものである。筆頭の生産国はフランスであり，2015 年度の穀物生産量で

は全体の 5 分の 1 強（22.9％）を占め，これにドイツ（15.4%），ポーランド（8.6%），イギ

リス（7.8%）が続く。フランスは，普通小麦，大麦，トウモロコシの EU 最大の生産国で

ある。 

 しかし，前述のように 2016 年の荒天および病害虫の発生は，特にフランスの生産者に甚

大な被害をもたらした。2015 年の小麦生産量が 42.7 百万トンであったのに対し，2016 年

は 29.5 百万トンまで落ち込み，およそ 31％減少した（Eurostat, 2016）。これは 1983 年以

降，最悪の収量とされる。域内で二番目の生産量を誇るドイツも 2015 年度の 26.5 百万ト

ンから 2016 年度の 24.6 百万トンと生産量の減少を報告しているが，フランスほどの大幅

な減少ではなく，フランスとドイツの生産量がほぼ横並びとなった。 

この結果，フランスから EU 域外への小麦輸出量も 2015 年度の 12.8 百万トンから 5.1

百万トンへと 60％も減少し，これまで EU 域外への最大の小麦輸出国であった座をドイツ

に明け渡すこととなった（ドイツの 2016年域外輸出量は 6.6百万トンと推定）（Agra Focus，

2016a）。フランスの主な小麦輸出先はエジプト，モロッコ，アルジェリア等だが，今回の

記録的な不作による輸出の減少は，米国産やロシア産の小麦によって代替された。 
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第２図 主要穀物の生産量の推移 

資料：Eurostat (2016) “Agricultural production – crops”より筆者作成. 

 

４．穀物を中心とする現行の価格所得政策 

 

（１）国境措置 

 

 第二次世界大戦後の食料不足の状況にあった欧州では，安価な第三国産農産物の流入を

防止することで，域内の支持価格を維持し，食料供給力と農業者の所得を確保する必要があ

った。そこで多くの農産物を対象として境界価格が設定され，当該価格未満の輸入品の EU

市場への流入を防止するために可変課徴金制度を導入していた。しかし，ガット・ウルグア

イラウンド合意の実施に伴い，1995 年以降，域外国から輸入される大半の農産品に対する

措置が関税化され，固定された従量税（トン当たりユーロ）または従価税が適用されること

となった。 

EU への輸入穀物にかかる関税は，2010 年 7 月 20 日付けの欧州委員会規則 642/2010 第

1 条によれば，介入買入価格に 1.55 を乗じた額から平均 CIF 輸入価格を差し引いた額（た

だし，協定税率（Conventional rate of duty）を上回ることはない）とされていた。しかし

ながら，穀物部門における輸入関税の改訂（欧州委員会実施規則 1206/2014）が 2014 年 11

月 8 日から適用され，各種穀物の輸入関税はいずれもゼロとなった。 

 

（２）価格支持 

 

本措置は，参照価格（Reference price）を定め，市場価格が参照価格を下回る場合，各加

盟国の介入機関が当該農産物の買い支えを行うことにより，市場価格を支持価格水準に維
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持する仕組みである。高水準の価格支持は，域内の生産を刺激し，1970 年代における食料

自給の達成に貢献した。しかし，その後の余剰農産物に対する域外国の批判や余剰農産物の

介入買入れによる財政負担が深刻化し，1992 年に行われた CAP 改革であるマクシャリー

改革において，直接支払いの導入と合わせて支持価格（介入買入価格）の大幅な引下げが決

定された。 

現行措置の基本的なルールに関しては，今次 CAP 改革の新規則である CMO 規則

1308/2013 に規定され，より詳細については欧州委員会規則 1272/2009 に規定されている

（なお，従来の制度における「参照価格」は，「参照閾値」（Reference threshold）と改称さ

れた）。対象品目としては，普通小麦，デュラム小麦，大麦，トウモロコシおよびコメのほ

か，牛肉・子牛肉，乳製品（バターと脱脂粉乳）が含まれる。ソルガムは今次 CAP 改革で

対象品目から外れた。 

普通小麦では，11 月 1 日から 5 月 31 日を介入期間と定め，この期間中に市場価格が参

照閾値である 101.31 ユーロ/トンを下回り，EU の定めた品質基準をクリアした場合（1），

101.31 ユーロ/トンの公的介入価格（Public intervention price）にて買い支えが行われる

（欧州委員会規則 1308/2013）。また，普通小麦の公的介入価格による買い支えには介入限

度数量が設けられており，300 万トンを越えた分については入札によって買入価格が決定さ

れる。入札における買入価格は，公的介入価格を上回ってはならない。 

普通小麦以外のデュラム小麦，大麦，トウモロコシ，コメに関しても，従来は価格支持が

行われていたが，現在は市場の状態が緊迫した場合にのみ，緊急措置として買い支えが行わ

れる。この際の公的介入価格は普通小麦と同様に 101.31 ユーロ/トンである。 

 普通小麦，大麦，トウモロコシが公的介入によって買い入れされるには 80 トンが最低重

量となる。他方，デュラム小麦については最低 10 トンから可能である。なお，加盟国はこ

れ以上の最低重量を定めることも可能である（欧州委員会規則 687/2008）。買入された穀物

については，通常入札によって国内および国外市場にて売却される。その際，一般原則とし

て，市場のかく乱を避け，平等性を尊重し，国際協定と整合性を保つことが求められている。

その他，貯蔵分に関しては，域内の困窮層への食料配給制度によって処分することもできる。 

なお，以上の穀物に対する価格支持は 2011 年から現在に至るまで発動実績がない。 

 

（３）輸出補助金 

 

1960 年～70 年代における高水準の価格支持の結果，1980 年代に入ると域内需要を超え

た余剰農産物の発生・増加が問題となった。これを処分するために，輸出業者に輸出補助金

（輸出払戻金）を支払い，膨大な余剰農産物を値下げして輸出した。これによって欧州は穀

物の純輸出国へと転換する一方，輸出補助金は国際価格の低迷を悪化させるとして，1980

年代後半からのガット・ウルグアイラウンド農業交渉において米国や豪州等の農産物輸出

国との厳しい交渉を迫られた。 

 ガット・ウルグアイラウンド農業交渉の結果，EU は 1995/96 年から 2000/01 年までの



- 6 - 

 

間に，農産物の補助金付き輸出量を段階的に 21%削減するとともに，農産品に対する輸出

補助金の支出を 36％削減する義務を負った。さらに WTO ドーハ・ラウンド交渉への対応

の一貫として輸出補助金を段階的に廃止しており，2013 年に冷凍鶏肉の輸出補助金が 0 に

なったのを最後に輸出補助金の支払いは行われていない。なお，穀物に関して輸出補助金が

最後に支払われたのは 2006 年の 9 月で，小麦加工品については 2007 年 11 月であった。 

今次 CAP における新規則では，輸出補助金は市場のかく乱等の緊急時に限って利用がで

きるものとしており，通常はゼロに設定されている（CMO 規則 1308/2013 第 196 条 1 項，

3 項）。 

 

（４）直接支払い 

 

１）デカップル支払い  

直接支払いは，前述のマクシャリー改革によって価格支持に係る介入価格を大幅に引き

下げた際に，これに伴う農業者所得の損失を補償するために 1993 年から導入された。介入

価格引下げ後に農業者所得がこれまで通り維持されるよう，介入価格の引き下げ分にほぼ

相当する額が，直接支払いの単価とされた。当該単価は，農産物については 1 トン当たり，

家畜については一頭当たりの額として設定され，作物別の生産量や頭数に応じて支払われ

た「カップル支払い」であった。 

その後，2001 年に開始された WTO ドーハ・ラウンド農業交渉の中で，生産調整を伴う

カップル支払いである「青」の政策が補助金の削減対象となる方向が明らかになってきたこ

とから，直接支払いの大部分を生産から切り離された「デカップル所得支持」に転換するこ

とが決定された。これは，過去の受給実績を受給権として農家ごとに配分する品目横断的な

「単一支払い（Single Payment Scheme：SPS）」（2004 年 5 月以前より加盟している 15

ヵ国が対象），あるいは国ごとに面積あたり一律の単価で支払われる「単一面積支払い

（Single Area Payment Scheme：SAPS）」（2004 年 5 月以後に加盟した中東欧等の 12 ヵ

国が対象）で，2005 年から実施が開始された。 

なお，SPS では，各農業者の過去（2000～2002 年）の受給実績額を各農業者の農地面積

で除して面積あたりで算出するため，農業者ごとの生産体系や生産性の違いにより，その受

給権の単価に格差が生じた。他方，SAPS では，加盟国予算配分額を農地面積で除した額（単

一単価）を支払うため，より簡易なデカップル支払い制度と言える。また，品目横断的な支

払いとなったことから，環境，動物衛生・福祉等に関する欧州委員会規則（クロスコンプラ

イアンス）および経営する土地の「良好な状態での管理（GAEC）」の遵守が SPS および

SAPS 支払いの受給条件となった。 

今次 CAP では，デカップル支払い（SPS および SAPS）に関して，①従来と同様に各農

業者に受給される基礎支払い（Basic Payment Scheme：BPS に名称変更）と，②「再分配

支払い」，「グリーン化支払い」，「青年農業者支払い」，「自然制約地域支払い」という上乗せ

支払いに分割され，重層化されることになった（第１表）。なお，今次 CAP 改革前に SAPS
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を実施していた加盟国は，当該支払いを 2020 年まで延長できる。 

特にグリーン化支払いの導入は今次 CAP 改革の目玉とされ，直接支払い予算額の 30%分

について，気候と環境に有益な措置とされる「永年草地の維持」，「生態系保全用地の確保」，

「作物の多様化」という三つの要件を課し，名目上は所得支持を通じたより重点的な環境保

全が図られることになった。 

第１表が示すように，重層化された直接支払いについては，三つの義務的な支払い制度と

四つの任意的な支払い制度から構成される。特に任意的な支払い制度をどのように組み合

わせて直接支払い制度を設計するかは，加盟国の裁量に委ねられており，第３図が示すよう

に多様な組み合わせが可能である。 

 

 

 

第３図 国別にみた主な目的別直接支払いの予算構成（2015年度） 

資料：European Commission (2016) “Direct Payments Basic Payment Scheme”より筆者作成． 

注．デンマークのみ予算枠の 0.3％を自然制約地域支払いに充てる．また，ブルガリア，チェコ，エストニ

ア，キプロス，ラトビア，リトアニア，ハンガリー，ポーランド，ルーマニア，スロヴァキアについて

は，基礎支払い（BPS）ではなく，単一面積支払い（SAPS）． 
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第１表 直接支払いの概要およびフランス，デンマークでの実施内容例 

  

EU 全体の枠組 フランス 

（主に 2015 年度） 

デンマーク 

（主に 2015 年度） 内容 性格 

基礎支払い 

・直接支払い予算枠に占める割合は下記各

支払いの残余 

・受給単価の国内平準化措置（2015 年即時

均一化，2019 年までに段階的に均一化また

は部分的平準化） 

義務 

・予算枠割合は再配分

支払いの拡大に応じ縮

小（2015 年 49%→2018

年 34%）。 

・部分的平準化 

・平均単価 141€→97€ 

・ 予 算 枠 割 合 は

64％ 

・部分的平準化 

・平均単価 174€ 

グリーン化支払い 

直接支払い予算枠の 30%。 

「永年草地の維持」，「生態系保全用地の確

保」，「作物の多様化」という三つの要件を満

たすことが受給条件。 

義務 
予算枠割合 30% 

（平均単価 86€） 

予算枠割合 30% 

（平均単価 82€） 

青年農業者支払い 

直接支払い予算枠の 2%以内。 

支払い対象は経営開始から 5 年以内で申請

時に 40 歳以下の農業者。 

義務 

同 1% 

（一律単価 70€。34ha

を上限） 

同 1.7%（単価 88€） 

高額受給者減額（再配分

支払いによる代替可） 

年間 15 万€超の基礎支払い額から少なくと

も 5%を減額 

任 意

選択 
導入せず 

5%減額を実施→削

減分は第 2 の柱へ

移行 

再配分支払い 

経営規模に関わらず 30ha まで（または平均

規模が 30ha を超える場合平均規模まで）の

農地に直接支払い平均単価の 65%以下の単

価で上乗せ支払い。 

直接支払い予算枠の 30%以内。 

任 意

選択 

・平均規模である 52ha

が上限 

・直接支払い予算枠に

占める割合を順次拡大

（2015年 5%→2018年

20%） 

・一律単価 26€→103€ 

導入せず 

任意カップル支払い 

過去の実績に応じ，直接支払い予算枠の 8%

または 15%以内（ただし，それ以上の例外

もあり）。 

対象 22 品目に関して加盟国が任意に選択。 

任意 
同 15%（予算の 84%は

畜産向け） 
同 3%（牛 1 頭 71€） 

自然制約地域支払い 

直接支払い予算枠の 5%以内。 

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。 

任意 導入せず 同 0.3%（単価 64€） 

小規模農業者支払い 

直接支払い予算枠の 10%以内。 

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制度。 

任意 導入せず 導入せず 

資料：勝又健太郎・原口和夫・浅井真康（2016）EU：新共通農業政策（CAP）をもとに筆者作成． 
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２）任意カップル支払い 

前述のように EU は，2005 年以降，カップル支払いをデカップル支払いへと順次移行さ

せてきた。特に 2008 年のヘルスチェック改革ではデカップリングが全面化され，2005 年

以降もカップル支払いの対象となっていたデュラム小麦，オリーブ，ホップ，雄牛肉プレミ

アム，と畜プレミアム，タンパク作物等に関する支払い措置が廃止された。なお，例外とし

て乳牛，羊，山羊に関する生産にリンクした支払いについては残されることとなり，これは

部分的カップリングと呼ばれた。 

また，当時，直接支払いに関する欧州理事会規則 73/2009 の第 68 条において，加盟国は

直接支払い予算額の最大 10％を減額し，同額を財源に，環境保全や農産品の品質向上，マ

ーケティング等に対し，加盟国独自の助成を行うことができる「第 68 条スキーム」が制度

化された。各加盟国は，この第 68 条スキームを法的根拠として，例えば，条件不利地域に

おける酪農家，牛・羊・山羊等の食肉生産農家，コメ生産農家への支援等といった脆弱性の

高い特定の品目にリンクしたカップル支払いを必要に応じて行うことができた。 

今次 CAP 改革では，この第 68 条スキームが廃止されたことから，特定地域の経済的，

社会的，環境的な理由から特定の品目の生産の維持が重要であって，カップル支持がなけれ

ば生産維持が困難なおそれのある品目について，加盟国は，その選択により任意カップル支

払い（特定作物品目にリンクした支払）を交付できるようになった。その支払いは，固定さ

れた面積や生産量，家畜の飼養頭数に基づき限度額内（現在の生産レベルを維持する経済的

インセンティブを与えるのに必要な程度）で実施される。 

加盟国は，直接支払いにおける加盟国配分予算の 8％以内をカップル支払いに充当するこ

とができる。ただし，2010-2014 年の期間において，少なくとも 1 年間，カップル支払いの

支出額が，直接支払いの総支出額の 5％以上 10％未満であった場合には，配分予算の 13％

まで充当できる。更に，同期間中に 10％以上であった場合には，加盟国が欧州委員会にそ

の正当性を示すことができれば，より高い率の割当が認められる。 

当該支払いは第１表に示すように任意的な支払い制度の一つであるが，28 加盟国中 27 ヵ

国が実施を選択し，2015 年度における全加盟国のカップル支払いへの予算配分割当は平均

で 10％となっている。前回 CAP（2007-13）では，第 68 条スキームを根拠とするカップル

支払いの予算配分割当は全体の平均で 3％ほど（2014 年度）であったことから，今次 CAP

では多くの国がより多くの予算を品目別の支払いに充てる選択をしたことが理解できる。 

なお，今次 CAP においてカップル支払いの対象となるのは穀物を含む 22 品目（欧州委

員会規則 1307/2013 第 52 条 2 項に明記された対象品目： 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，短伐期

ヤナギ）である。 

第４図は，全加盟国における品目別の予算配当割当（2015 年度）を示したものであるが，

最も高い配当を割り当てられたのは肉牛類の 41％で，その次は乳製品類の 20％，つづいて

羊・山羊の 12％である（第４図）。なお，穀物は全体の 2.1％，コメは全体の 1.4％であっ
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た。このうち穀物（デュラム小麦や大麦，ライ麦等）へのカップル支払いを選択したのは，

イタリア，フランス，ギリシャ，ラトビア，スロバニア，フィンランドの 6 ヵ国である。第

２表において，支払い単価（ユーロ/ha）および支払い総額を示した。コメへのカップル支

払いを選択したのは，イタリア，スペイン，ポルトガル，ギリシャ，ルーマニア，ハンガリ

ーの 6 ヵ国である（第３表）。 

 

 

第４図 2015年度における任意カップル支払いの品目別割当（％）（28加盟国合計） 

資料：European Commission (2015) “Voluntary coupled support – Sectors mostly supported”より筆者作

成． 
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第２表 穀物へのカップル支払いを選択した加盟国および支払い内容 

   平均支払い単価（€/ha） 支払い総額（1000€） 

加盟国 対象穀物 

穀物作付け

総面積

（ha） 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

EU28 ヵ国  1,935,435 45 46 47 47 46 46 86,902 89,104 90,747 90,003 89,259 89,697 

イタリア デュラム小麦  1,218,866 49 48 48 47 47 47 59,877 59,091 58,304 57,573 56,843 56,843 

フランス デュラム小麦 269,412 25 25 25 25 25 26 6,760 6,731 6,702 6,679 6,656 6,885 

ギリシャ デュラム小麦 250,000 36 47 57 56 55 55 9,000 11,859 14,158 14,002 12,846 13,846 

ラトビア 大麦 109,520 26 28 30 32 34 36 2,865 3,074 3,283 3,492 3,700 3,909 

スロベニア 小粒穀物（1） 60,687 114 112 112 111 111 111 6,899 6,850 6,800 6,757 6,714 6,714 

フィンランド ライ麦 26,950 56 56 56 56 56 56 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

注（1）小麦，エン麦，大麦，ライ麦等 

資料：European Commission (2015) “Voluntary coupled support – Other Sectors supported”より筆者作成． 

 

 

第３表 コメへのカップル支払いを選択した加盟国および支払い内容 

  平均支払い単価（€/ha） 支払い総額（1000€） 

加盟国 

コメ作付け総

面積（ha） 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

EU28 ヵ国 447,431 127 126 125 125 124 124 56,670 56,402 56,133 55,897 55,660 55,614 

イタリア 247,653 92 91 89 88 87 87 22,749 22,450 22,151 21,874 21,596 21,596 

スペイン 122,060 100 100 100 100 100 100 12,206 12,206 12,206 12,206 12,206 12,206 

ポルトガル 30,916 194 194 194 194 194 194 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

ギリシャ 30,410 263 260 257 254 251 251 8,000 7,906 7,811 7,725 7,639 7,639 

ルーマニア 12,700 450 460 470 480 490 495 5,715 5,842 5,969 6,096 6,223 6,287 

ハンガリー 3,692 542 541 541 541 541 511 2,000 1,998 1,996 1,996 1,996 1,886 

資料：European Commission (2015) “Voluntary coupled support – Other Sectors supported”より筆者作成． 
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（５）例外措置 

 

今次 CAP 改革では，緊急事態に対応するために穀物を含む全生産部門をカバーする「危

機準備金」（Crisis Reserve）が新設された。これは，危機的状況が生じた際に，農家へ迅速

な支援を提供するために予め財源を用意しておく緊急措置費用であり，毎年度，第 1 の柱

の予算総額のうち 400 百万ユーロ分（2011 年価格）を充てるものである（2015 年以降は毎

年 2％ずつ額が増加していく）。対象となるのは，介入買入れ・民間貯蔵助成，輸出補助金，

また以下に述べるような例外的措置等である。なお，各年度で使い切らずに余った危機準備

金は，翌年の直接支払い総額に追加され，各国の農家に還元されることになっている。実際，

2016 年度予算の 435 百万ユーロは使用されなかったことから 2016 年 12 月 1 日より農家

に還元されることになった。この危機準備金とは別に，欧州委員会は，2015 年 9 月以降，

酪農産業支援を中心とした包括的支援として 10 億ユーロ以上を充てているが，これまでの

ところ危機準備金は使用されていない。このことからも，この危機準備金の使用はあくまで

最終手段としての意味合いが強い。 

危機準備金が利用されるような例外措置の導入を伴う事態とは，欧州委員会規則

1308/2013 の第 219-222 条に定められた以下のような場合がある。 

 

 価格の大きな変化等の要因による市場のかく乱への対応（輸出補助金の導入も含む） 

 動物疾病の拡大を防ぐための措置によって内外貿易が制限された場合の支援 

 公衆・動植物衛生リスクによって消費者の信頼が喪失した場合，これに直接起因する

市場の障害に対する支援（対象は穀物を含む単一 CMO 規則の全品目） 

 

（６）自然災害等の補償措置 

 

EU では，自然災害等による農業被害への補償措置として，国家助成（State aid）に関す

る規則に基づき，加盟国が自国の負担で，農業保険の保険料補助を実施できる。 

これに加えて CAP 関連の補償措置としては，2007 年に果実・野菜およびワインの生産

部門への，①作物および植物の農業保険と，②植物の病気および環境上の事故に関する相互

基金が導入された。また，穀物や家畜等を対象とする補償措置についても，翌 2008 年の

CAP ヘルスチェックにおいて，前述の「第 68 条スキーム」に基づき，加盟国の選択によ

り，直接支払いに関する財源の最大 10％を農業保険への助成に使用することが認められた。

これにより，加盟国と EU の拠出分を合わせると，作物生産や畜産業を対象とした農業保

険料の最大 65 ％までの公的な補助が可能になった。しかしながら，実際に第 68 条スキー

ムを法的根拠に農業保険への助成を行ったのは，フランス，イタリア，ハンガリー，オラン

ダの４ヵ国のみであった。 

今次 CAP では，果実・野菜およびワインの生産部門への補償措置は，単一 CMO 規則の

一環として，第 1 の柱において実施される。しかしながら，第 68 条スキームが廃止された
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ことから，それ以外の生産部門に関する農業保険は，新たなリスク管理手段（Risk 

management toolkit）として第 2 の柱（農村振興政策）に移され，実施されることになっ

た。後者の部門に対する具体的なリスク管理手段は「農業保険」，「相互基金」，「所得安定化

制度」の三つの施策から構成される。 

まず，自然災害や家畜疾病に備えた保険の農家負担（保険料）を支援する「農業保険」で

は，最大 65％まで保険料への公的補助がなされる。保険料補助の対象となるのは，異常気

象や病虫害によって前 3 年または前 5 年中 3 年の平均生産量の 30％以上の経済的損失を

被った際に適用される保険の加入者である（欧州委員会規則 1305/2013 第 37 条）。 

 つづいて，「相互基金」とは，農業団体等が設立・運営する基金に対して，異常気象，動

植物疾病，害虫のまん延，環境事象のいずれかによる不慮の事態が発生した際に支援が行わ

れるものである。例えば，農作物や家畜の病気による被害や近くの工場から排出された薬品

等による被害が，前 3 年または前 5 年中 3 年の平均生産量の 30％以上の損失をもたらし

た場合に，被害を受けた団体組合員である農業者への相互基金からの財政支援に対して，最

大 65％までの公的な補助が行われる（欧州委員会規則 1305/2013 第 38 条）。 

三つ目の「所得安定化制度（Income stabilisation tool）」は，所得が急減した農業者への

補償を行う品目横断的な新たな仕組みであり，今次 CAP より加えられた。具体的には，加

盟国の法律に基づき認可される「相互基金」の形をとっており，自らの所得減少を保証する

ために加入した農業者に対して，個別所得が前 3 年または前 5 年中 3 年の平均農業所得

の 30 ％を超える被害を被った場合，減少した所得の 70 ％を超えない額の補償がなされる

（欧州委員会規則 1305/2013 第 39 条）。所得補償の上限は 65％である。二つ目の「相互基

金」では異常気象，動植物疾病，害虫のまん延，環境事象のいずれかによる被害が適用条件

であるのに対して，「所得安定化制度」では農産物の価格やコストの変動等のリスクを含め

た所得全般の急減をカバーする点が特徴である。 

なお，三つの施策ともに第 2 の柱（農村振興政策）を通じて実施されることから，その実

施予算に関しては，EU と加盟国の共同負担で実施される。また，施策の選択や組み合わせ，

具体的な実施内容等については，後述するように農村振興プログラム（Rural development 

program）を実施する各国・地域に委ねられている。 

今次 CAP では，CAP 関連の補償措置がリスク管理手段として従前の第 1 の柱から第 2

の柱に移ったことが大きな転換と言えるが，これにより（農村振興政策であるが故に）「緑」

の政策（補助金の削減対象とはならない政策）」に沿った条件でしか補償ができなくなるこ

と，農村振興政策において従来から実施されてきた他の施策への予算がこの補償費用に充

てられてしまうこと等が懸念されている（European Parliament，2016）。 

実際，今次 CAP の新たな取組であるリスク管理手段は広く普及していない。2014－20 年

度の農村振興プログラムにてリスク管理手段に予算を割り当てると決定したのは，9 ヵ国と

3 地域だけである（第４表）。予算で見ると，第 2 の柱予算（EU 全体の 2014－20 年期）の

わずか 2％，CAP 予算全体の 0.4％にすぎない。予算配分額が最も多いのはイタリアとフラ

ンスであり，この 2 ヵ国が大半を占めている。 
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第４表 今次 CAP・第 2の柱におけるリスク管理手段の採用国および予算（百万€） 

 農業保険 相互基金 
所得安定化

制度 

EU および自国

負担の合計額 

フランス 540.7 60 0 600.7 

クロアチア 57 0 0 57 

イタリア 1396.8 97 97 1590.8 

ラトビア 10 0 0 10 

リトアニア 17 0 0 17 

ハンガリー 76.3 0 19 95.3 

マルタ 2.5 0 0 2.5 

オランダ 54 0 0 54 

ルーマニア 0 200 0 200 

ポルトガル本土 

 アゾレス諸島 

 マデイラ諸島 

50 

2.4 

0.8 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

50 

2.4 

0.8 

ベルギー（フランデレン地域） 5.1 0 0 5.1 

スペイン（カスティーリャ・イ・レオン州） 0 0 14 14 

合計 2212.6 357 130 2699.6 

資料：European Parliament (2016) “Research for Agri-Committee- State of play of risk management 

tools implemented by member states during the period 2014-202: National and European 

Frameworks”より筆者作成． 

 

 

相互基金に関しては，新規に基金を設立するコストが非常に高いことから，採用したのは

フランス，イタリア，ルーマニアのみである。また，所得安定化制度についても，採用して

いるのはイタリア，ハンガリー，ペインのカスティーリャ・イ・レオン州だけであり，予算

割当も総額で 130 百万ユーロである。実施体系等に関する具体的な情報不足が低採用に起

因しているとも見られており，2018 年の農村振興政策の中間見直しに向けて，簡素化措置

等を含めた加盟国の積極的な採用促進が課題となっている。 

 

５．EUの需給調整政策：義務的休耕措置（1992-2008） 

 

これまで CAP では農産物の生産調整を目的として，複数の義務的な生産制限措置が行わ

れてきた。生産制限は，買入れや補助金など市場を通じた介入よりも，直接的で統制色の強

い介入手段といえるが，近年は市場指向の CAP 改革によって廃止が進んでおり，2008 年



- 15 - 

 

のヘルスチェックでは畑作物の義務的休耕措置（Set-aside）とジャガイモ澱粉の割当制度

が廃止され，今次 CAP 改革では生乳生産割当（生乳クォータ）（2015 年 3 月 31 日まで）

と砂糖生産割当（2017 年 9 月 30 日まで）の 2 品目について廃止が決まった（平澤，2015）。

現在，維持されているのは主にワイン原料に用いられるブドウ生産のみである。 

本稿は穀物生産に関する価格所得政策に主眼を置いていることから，以下 1988 年から

2008 年までに実施された過去の休耕措置制度について，1992 年，1999 年，2003 年，2008

年の各 CAP 改革と照らし合わせながら，その内容および実施結果について説明する（2）。 

なお，この義務的休耕措置の対象となったのは，主要耕種作物全般であり，普通小麦，大

麦，デュラム小麦等を含む穀物，油糧種子，タンパク源作物，亜麻等であった。また，食用

消費や家畜飼料以外の用途（例：バイオ燃料等の非食料用）に充てられる物資生産のための

耕地利用も認められた。これは非食料用休耕地（Non-food on set aside: NFSA)と呼ばれる。 

 

（１）1992年マクシャリー改革 

 

1962 年に創設された CAP の当初の目標は，十分な食料供給，農業者の所得水準の確保，

農業生産性の向上等であった。そこで国際価格の変動から域内市場を隔離し，高水準の市場

価格を実現したことで 1970 年代には多くの品目で自給を達成した。1980 年代の継続的な

価格支持は余剰生産物を産み出したが，これらは輸出補助金を伴って，国際市場に輸出され

た。EU は穀物の純輸出国へとシフトする反面，輸出国間の輸出補助金競争を激化させ，さ

らなる農産物価格の低下を招いた。 

このような生産過剰，輸出補助金等の財政負担の増大，ガット・ウルグアイラウンド農業

交渉（輸出補助金の削減）への対応から 1992 年にマクシャリー改革が行われた。本改革で

は，国際競争力を確保するため主要農産物の支持価格を大幅に引き下げ，この価格引き下げ

に伴う所得損失を補償する「直接補償支払い」を導入した。この補償支払いの受け取り要件

として，生産者には一定率の生産調整（休耕および飼養密度制限）が課されることになった。 

穀物については，1993 年度から３年間で市場価格を 29％引き下げ，介入価格もこれに応

じて引き下げた。直接補償支払いは，価格支持引き下げに対応して設定されたトン当たりの

単価から，一定の地域の生産性を乗じて面積単価に換算して支払われた。 

 

（２）義務的休耕措置の実施内容（1992-1999年） 

 

直接補償支払いの実施に伴い，作物生産者に関しては保有する耕地面積に対して一定率の

休耕を実施することが支払い受給の条件となった。なお，欧州委員会は休耕措置を義務化す

る根拠として，「余剰生産穀物の調整」以外にも，「非食料用作物栽培の発展」，「環境保全」，

「小規模農家の存続維持」を挙げている。以下，具体的な実施要件の概要を示す。 

 

① 休耕対象となる土地の要件 
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 休耕を行う土地は輪作（Rotation）を行う必要があり，原則として同じ耕地を 2 年

間連続して休耕地としておくことはできない。休耕地においては，1 月 15 日から

8 月 31 日までの期間は休耕する必要がある。 

 1994/95 年度より，最長 5 年間まで同じ耕地を休耕地とすることができる非輪作

オプションが加えられた。ただし輪作方式の場合よりも 5％高い休耕率を適用する

ことが求められた（96 年以降は同一の休耕率 10％に設定）。 

 休耕地に対しては，各加盟国の定めた適切な環境的施策を実施する必要がある。 

② 休耕率 

 99/00 年度までは市場動向に合わせて欧州委員会が毎年決定していた。93 年およ

び 94 年度は，耕種作物の基準面積の 15％（輪作）と 20％（非輪作），95 年度は

12％（輪作）と 17％（非輪作），96 年度以降は輪作・非輪作ともに 10％であった。 

③ 支払い単価 

 導入当初の 1993/94 年度は 45 グリーン ECU/トンであったが，所得損失の補償が

十分でない等の理由によって翌年より 57 グリーン ECU/トンに引き上げられた。 

 1995/96 年度以降の休耕支払い単価は，穀物の直接支払い単価と同額になった。 

④ 休耕義務の譲渡 

 休耕を行うことによって自給飼料が減少し，家畜頭数を減少しなければならない

場合には，当該農家は休耕義務を同一国内（同一地域）の他の 1 戸の農家（ただ

し，下記の「小規模農家」に該当する農家を除く）に譲渡することが可能 

⑤ 簡易制度 

 92 トンの穀物生産に必要な面積を超えない小規模農家（約 20ha 以下）について

は，休耕の義務付けなしに全作付面積に対して直接支払いを受給できる簡易制度

の申請が行える。なお，自発的に休耕を行い，直接支払いを受給することも可能。 

 

（３）アジェンダ 2000 

 

1999 年の「アジェンダ 2000」ではマクシャリー改革を更に深化・発展させるべく，穀物

部門・牛肉部門・酪農部門について価格支持の一層の引下げを行うことが決定された。 

穀物については，介入価格は 1999/00 年度から 2 年間で 15％引き下げ，直接補償支払い

には介入価格引下げの 1/2 相当分が上乗せされ，「面積支払い」と改称された。義務的休耕

措置に関する主な変更点は以下のとおりである。 

 

 1999/00 年度以降は，簡素化のため休耕率は原則 10％に固定された（ただし，例

外として 2003 年の干ばつを受けて，2004/05 年度は 5％に縮減）。 

 小規模農家の免除（簡易制度）に加え，有機農業を行う農家も免除対象。 

 休耕地に対する直接支払い単価は穀物等に対する単価と同額。 
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（４）2003年フィッシュラー改革（直接支払いのデカップル化） 

 

2001 年に開始された WTO ドーハ・ラウンド農業交渉の中で，生産調整を伴うカップル

支払いである「青の政策」が補助金の削減対象となる方向が明らかになってきたことから，

直接支払いの大部分を生産から切り離された「デカップル所得支持」に転換することが決定

された。これは，過去（2000-2002 年）の受給実績を受給権として農家ごとに配分する品目

横断的な「単一支払い」で，2005 年から実施が開始された。各農業者の過去の受給実績額

を各農業者の農地面積で除して，面積当たりで算出するため，農業者ごとの生産体系や生産

性の違いによりその受給権に係る単価に格差が生じた。 

休耕義務が課せられていた土地面積の 10％休耕分については，休耕による受給権として

設定された。この受給権を得るためには過去の実績分（2000-2002 年度に行った休耕地面積

の平均値）だけ休耕する必要があり，当該休耕地においては単一直接支払いの受給条件であ

る，環境，動物衛生・福祉等に関する欧州委員会規則（クロスコンプライアンス）および経

営する土地の「良好な状態での管理（GAEC）」の遵守が求められた。 

 

（５）2008年改革ヘルスチェック（義務的休耕措置の廃止） 

 

市場介入制度と単一支払いの合理化・簡素化を目指して，改革が実施された。この改革で

は，世界穀物需給の逼迫，バイオ燃料の利用増加などを背景に，市場介入制度は，市場の混

乱時のセーフティーネットとしての役割等は維持するものの，競争力強化と市場指向へシ

フトした。穀物については，普通小麦の介入買入を介入価格で買入限度数量まで行うことと

し，デュラム小麦，コメ，大麦，ソルガムの限度数量を 0 とした。 

2007 年の穀物価格の高騰を背景に 2007 年秋および 2008 年春に播種する耕地における

義務的休耕率は 0％に設定された。このような状況を踏まえ欧州委員会は，義務的休耕措置

の多角的な評価（農家所得，需給均衡，生態系への影響等）を行い，休耕措置の是非を検討

した。これは EU 加盟国のうち 6 ヵ国において 2000-2006 年に収集されたデータを基に，

休耕措置を廃止した際の影響等をモデル分析したもので，2008 年に「2000-2006 年におけ

る義務的休耕措置の評価（Evaluation of the set-aside measure 2000-2006）」として公表

された。このレポートでは，穀物価格が高騰し，かつデカップル単一直接支払い制度の導入

された状況を踏まえると，過剰生産を抑制するという休耕の意義はなくなったと結論づけ

ている。これらの結果を反映して義務的休耕措置の廃止が決議され，2009 年に実行された。 

過去 20 年間に渡って実施されてきた義務的休耕措置の廃止については，休耕地が果たし

てきた動植物の生息地といった農村景観維持機能のメリットが失われることが危惧された。

そこでヘルスチェックでは，直接支払いの受給条件となるクロスコンプライアンスの内容

を修正し，義務的休耕措置の環境便益を維持し，水資源の管理に対処するための必要要件を

加えた。 
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（６）休耕措置の実績 

 

各年の義務的休耕率によって異なるものの，EU 加盟国内の休耕地面積は年平均で 600 万

ha（このうち 400 万 ha が義務的休耕措置で残りは自主的休耕）ほどで，主に EU 主要 15

ヵ国に集中していた（全農地面積の 8％に相当）（第５表）。非食料用の耕地利用（NFSA）

は 80-90 万 ha ほどで，その 9 割は菜種であった。NFSA は義務的休耕地面積に含まれる。 

 

第５表 EU加盟国全体における休耕措置の実績（1000ha） 

年度 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 

EU 加盟国数 12 ヵ国 15 ヵ国 

義務的休耕率 15% 15% 12% 10% 5% 5% 10% 

休耕地総面積 4,640 5,995 6,411 5,567 3,976 4,316 5,770 

うち義務的休耕 - - - 3,836 2,042 1,918 3,875 

うち自主的休耕 - - - 1,731 1,934 2,399 1,895 

非食料用耕地総面積（NFSA） 235.0 687.7 1016.5 654.0 382.6 405.6 913.9 

うち菜種栽培総面積 219.8 657.6 969.8 642.0 382.3 403.7 903.5 

うち菜種以外総面積 15.2 30.2 46.7 12.0 0.3 1.9 10.4 

 

第５表（つづき） EU加盟国全体における休耕措置の実績（1000ha） 

年度 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 

EU 加盟国数 15 ヵ国 25 ヵ国 

義務的休耕率 10% 10% 10% 10% 5% 10% 10% 

休耕地総面積 5,695 6,446 6,073 6,385 5,378 5,998 6,906 

うち義務的休耕 3,776 3,831 3,974 4,000 1,900 4,000 3,883 

うち自主的休耕 1,919 2,615 2,099 2,385 3,478 1,988 3,023 

非食料用耕地総面積（NFSA） 883.3 846.7 908.1 875.6 560.9 982.9 963.2 

うち菜種栽培総面積 815.5 785.9 856.3 827.9 507.6 810.9 819.1 

うち菜種以外総面積 67.8 60.8 51.8 47.7 53.3 172.0 144.1 

資料：Areté srl (2008) “Evaluation of the set-aside measure 2000-2006”より筆者作成． 
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６． グリーン化支払いの実施状況 

 

（１）グリーン化支払いの仕組み 

 

今次 CAP 改革では，従来の直接支払いが各種目的別に細分化され，グリーン化支払いが

導入された。この導入の背景には，厳しい財政状況の下で CAP 予算を確保するために，直

接支払いを正当化する必要があったためとされる。そこで，EU 全体の優先政策に適合させ

るために，気候変動緩和や環境保全等の公共財供給を促進するグリーン化支払いを導入し

た。これにより，直接支払い予算額の 30%分について，気候と環境に有益な措置とされる

以下に示す三つの要件を課し，所得支持を通じた環境保全が図られることになった（なお，

有機農業の認証を受けている農家や小規模農業者支払いの受給を選択した農家は，下記 3 要

件の遵守は免除）。 

 

 永年草地の維持：草地の持つ炭素貯留機能の維持，脆弱性の高い地域における草地保

全を目的として，国ごとに農地の一定割合を永年草地とする基準（過去の割合に基づ

く）を定め，維持。 

 作物の多様化：主に土壌の向上を目的として，10－30ha の農地を保有（3）する農家

は最低 2 作目，それ以上の農地を保有する場合には最低 3 作目の作付けを行わなけ

ればならない。 

 生態系保全用地：合計 15ha 以上の耕地（4）（Arable land）を保有する農家は，全耕

地の 5%以上を主に生物多様性の保全と向上を目的として，休耕地，池沼，緩衝用区

画，林縁，植林地等の生態系保全用地を確保しなければならない。生態系保全用地の

確保に該当するとされる土地の用途は欧州委員会規則に定められたリストがあるも

のの，その選択や具体的な管理については加盟国に委ねられている。 

 

 CAP におけるグリーン化支払いの位置づけは第５図に示した通りであり，当該支払いは，

EU 域内の全農業者の遵守が法令で定められているクロスコンプライアンスおよび農業環

境管理規準（Good Agricultural and Environmental Conditions: GAEC）と，農村振興政

策（第 2 の柱）下の農業環境支払いの中間的役割を果たすものと捉えられている。クロスコ

ンプライアンスおよび GAEC は，その遵守が定められているために全農地が対象となる。

他方，農業環境支払いは，クロスコンプライアンスやグリーン化支払いで定められた管理要

件よりも，より環境の負荷軽減や保護等に資する農法を任意で行う農家へ追加費用・所得損

失分を補償するものであり，環境負荷削減という意味での貢献は最も高い反面，任意である

が故に対象農地の規模は限定されている。 
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第５図 CAPにおけるグリーン化支払いの位置づけ 

資料：European Commission (2016) Review of greening after one year より筆者作成． 

 

 

新たな試みであるグリーン化支払いに関しては，特に生態系保全用地について加盟国に

与えられた選択の裁量が高いことから，該当する農地の総面積や農家数といった実施状況，

あるいは生産性への影響等について，2013 年の導入決定時には不明であった。そこで，2013

年の時点で，導入（2015 年 1 月より）から 1 年が経過した後には，具体的な調査を実施す

ることが明示されていた。 

 

（２）グリーン化支払い導入１年後の調査 

 

グリーン化支払い導入に伴う混乱や心理的，物理的負担等の把握ならびに該当する農地

面積や農家数の実測を目的として，欧州委員会は，2015 年 12 月 15 日より 12 週間（3 月

8 日まで）におよぶ利害関係者（農家，各国の CAP 関連当局，農業団体，環境 NGO，研究

機関，関係民間組織等）への調査を実施した。本調査は 3300 の有効回答（このうち 80％が

農家からのもの）を得られたオンライン調査や各国政府が提供した統計データに基づく定

量的なモデル分析も含む。なお，本調査はあくまで開始から 12 ヶ月が経過した状況を把握

するための予備調査として位置づけられている。当該支払いの本来の目的である環境への

影響評価に関する調査は 2017 年いっぱいまで継続される予定であり，これらを含めた最初

の報告書は 2018 年末に公表される予定である。 

今回の予備調査の成果については，2016 年 6 月 27 日に五つの付随報告書を伴う Staff 

Working Document（SWD（2016）218 of 22）として公表された。なお，後述するが，欧

州委員会ではこの報告成果に基づき，CAP の簡素化（Simplification）等を内容とする委任

法令（欧州委員会委任規則 639/2014）の改定案を 2016 年 7 月 18 日に提案した。 
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（３）主な調査結果 

 

１）実施状況全般  

EU 域内の農地の 72％が前述したグリーン化支払いの三つの要件のうち最低一つには該

当し，気候変動緩和や環境保全に有益な措置とされるグリーン化支払いが広範囲にわたっ

て実施されることが示された。ここには農村振興政策下の環境支払いに該当しない地域も

含まれる。しかしながら，グリーン化支払いの三つの要件のいずれか一つに該当する農家数

で見てみると，直接支払い受給者数全体の 36％にすぎないこともわかった。なお，いずれ

の要件にも該当しない残り 28％の農地には，10ha 以下の農地を保有する小規模農業者制度

の該当農家，有機農家等のグリーン化支払いの免除対象となる者の農地等が含まれる。 

第６図が示すように，グリーン化支払いの対象となる農地の構成比は加盟国によって大

きく異なる。高い該当率を示すのは EU 北部の加盟国が多く，その一方で小規模農家が多

数を占める南部ではその割合は低い傾向にある。また，グリーン化支払いの三要件の一つで

ある「作物の多様化」に該当する耕地は，EU 域内の全耕地面積の 75％を占めることがわ

かった。加盟国別に見ると，第７図が示すように，その該当率は，最低で 10%以下，最高で

は 90％以上と，加盟国によって大きく異なる。反対に，耕地面積の 25％が作物多様化要件

の対象外で，対象となる残り 75％のうち，13％が最低２作目の要件に該当，62％が最低 3

作目の要件に該当している。 

 

 

第６図 各加盟国の全農地面積に占めるグリーン化支払い３要件のうち 

少なくとも１要件に該当する農地の割合（％） 

資料：European Commission (2016) Review of greening after one year より筆者作成． 
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第７図 各加盟国の全耕地面積に占める作物の多様化要件に該当する耕地の割合（％） 

資料：European Commission (2016) Review of greening after one year より筆者作成． 

 

２）生態系保全用地の確保 

グリーン化支払いの三要件の一つとして，合計 15ha 以上の耕地を保有する農家は，全耕

地の 5%以上を生態系保全用地として確保しなければならないものとされている。調査結果

によれば，EU 域内の全耕地面積の 68％が本要件の対象となり，生態系保全用地の確保を

行っていた。しかし，この値も加盟国によって異なり，ベルギー，ブルガリア，チェコ，デ

ンマーク，ドイツ，ハンガリー，スロヴァキアにおいては 90％に達し，それ以外の国おい

ては，40％～80％台となっている。 

EU レベルで実施要件が定められている作物の多様化と永年草地の維持とは異なり，生態

系保全用地の確保に該当するとされる土地用途に関しては，所定の土地用途リストから各

EU 加盟国が独自に選択できる。そのため，加盟国間での選択のばらつきが予想された。 

 第８図 A が示すように，農家が 2015 年に申請した生態系保全用地の土地用途は，窒素固

定用作物（全体の 45.4％），キャッチクロップ（被覆作物や裏作：27.7％），固定休閑地（21％），

景観要素（4.3％），緩衝帯（1％以下）であった。つまり，生態系保全用地としながらも，

生産要素と関係のある土地用途（窒素固定用作物およびキャッチクロップ）の割合が 73.1％

にものぼることが明らかになった。 

生態系保全用地とされる土地用途については，合計面積を計算する際に，異なる換算率が

適用される。例えば，窒素固定用作物のウェイトは 0.7 であり， 10ha の耕地に窒素固定用

作物を植えた場合，7ha として計算される。この土地用途別に異なるウェイトを付けて第８

図Aの値を計算し直すと，第８図Bのようになった。これによれば，窒素固定用作物（39.4％），

固定休閑地（38％），キャッチクロップ（15％），景観要素（4.8％），緩衝帯（2％）となり，

固定休閑地の割合が増えることが確認された。 

全体として，EU 域内の耕地面積の 14％が生態系保全用地に充てられていた。ウェイト
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付けを考慮して計算し直しても 9％であり，2015 年度に義務づけられた 5％を上回ってい

た。なお，制定当初より，2017 年には生態系保全用地の占める割合がこれまでの 5％から

7％に引き上げられる予定になっており，本結果はその改定を後押しするものとも言える。 

しかしながら，本措置の目的である生物多様性の保全という観点から検証すれば，多様な

生き物の生息地や営巣地として重要なのは，生け垣や植樹帯，池，段々畑，伝統的石垣等で

あり，この点で，窒素固定用作物やキャッチクロップの栽培以外の残り 26.9％の生態系保

全用地のみが真の機能を果たしていたとも言える。オンライン調査の結果によれば，回答の

あった農家の 40％は長期的に見てグリーン化支払いの実施は土壌や生物多様性，炭素貯留

に効果的であると考えているのに対して，環境 NGO に関しては，回答を得た団体のわずか

25％のみが同様の意見を持っていた（Agro Focus, 2016b）。 

 

 

第８図 生態系保全用地として申請された土地用途別の割合（％） 

資料：European Commission (2016) Review of greening after one year より筆者作成． 

 

３）各加盟国間での実施内容の差 

域内での大きく異なる自然環境等を考慮し，グリーン化支払いの実施においては，各加盟

国に対して柔軟な措置（およそ 50 近い）が施され，各国に高い裁量が与えられている。他

方，これはたとえ土地条件や農業構造がほぼ同じ条件であったとしても，各国政府がどのよ

うな選択を行うかによって，農家の置かれる規制状況が異なることを意味し，加盟国間で平

等に農業活動を行えるのか疑問視されていた。しかしながら，1 年が経過した時点での利害

関係者への聞き取りや農家へのオンライン調査の結果によれば，いくつかの課題は見つか

ったものの，特に際立った不平等は発生していないことが確認された。 

上記の課題に関して，当該報告書や Agra Focus，Agra Europe 等のメディアが特に重要

視しているのは，生態系保全用地として窒素固定用作物およびキャッチクロップを栽培す

る際の施肥あるいは農薬使用の問題である。調査によれば，2015 年度において，全加盟国

中 4 ヵ国のみがキャッチクロップ栽培における施肥・農薬使用を禁じており，同じく窒素
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固定用作物については 1 ヵ国のみであった。このような投入材の使用認可の加盟国間での

差異は，農家の経営収支にも影響が懸念されることから議論の的となっている。 

これに対して，フィル・ホーガン（Phil Hogan）農業・農村開発担当欧州委員は，CAP

簡素化に向けた取組の一環として，最低 10 週間のキャッチクロップおよび最低 6 ヶ月から

9 ヶ月の休閑措置に加えて，加盟国内統一で固定用作物，キャッチクロップ，休閑地におけ

る施肥および農薬使用の禁止を進めようとしている。しかしながら，これらの提案に対して，

2016 年秋には農業者団体および 18 ヵ国（クロアチア，チェコ，デンマーク，エストニア，

フィンランド，フランス，ギリシャ，ハンガリー，アイルランド，ラトビア，リトアニア，

ルクセンブルグ，ポーランド，ポルトガル，ルーマニア，スロベニア，スウェーデン，英国）

が共同声明を発表し，上記の変更案に対して強く反対している。具体的には，施肥および農

薬使用を認めた上でも当措置の環境への好影響は維持されるが，禁止措置を承認すれば農

家の窒素固定用作物およびキャッチクロップの栽培意欲を削ぎ，結果的に該当地の減少を

促進することになること，また農家の意思決定の範囲を狭める形になり，農家や関係当局の

負担を減らすという CAP 簡素化本来の目的と相反すると主張した。 

 

４）グリーン化支払い導入の生産性への影響 

グリーン化支払いの実施は，特に生態系保全用地確保を目的とした休閑地の実施等，生産

とは関係のない土地管理を行わねばならないことを意味する。このような制約条件は，農業

者の土地利用の意思決定に短期的あるいは中長期的に影響を与えると考えられ，ひいては

生産活動に何らかの悪影響を与えると懸念されている。実際，利害関係者への聞き取り調査

でもこの不安材料は多く指摘された。そこで，本予備調査では，2010-15 年の実測の統計デ

ータを用いたグリーン化支払い実施のインパクト評価，ならびにバイオエコノミックモデ

ル分析を用いた 2025 年までのシナリオ分析を行った。 

実測値に基づく分析結果によれば，市場動向や気候変動等の様々な因子が相互に働く中

でグリーン化支払いの実施インパクトだけを個々に観察することは難しいと前置きをした

上で，その効果は限定的であり，特に穀物や菜種生産への影響はほとんどないことが報告さ

れている。その一つの理由としては，例えば農家が実際に生態系保全用地の確保用に休閑地

として充てるのは最も生産性の低い農地であり，全体としての生産性には大きな影響を与

えないと考えられる。他方，現状としてタンパク作物（エンドウや大豆等）の耕作地は増加

しており，特定品目への支援を目的とする任意カップル支払いの実施の方がグリーン化支

払いの実施よりも顕著に影響があることが示された。 

また，作物多様化の要件を満たすために作付け変更を迫られた農家数は限定されていた

ことから，中期的な影響もほとんどないとモデル分析により示された。なお，今後の傾向と

して，永年草地，タンパク作物，休閑地といった特定の土地利用が増加すると予測された。 

2013 年にグリーン化支払い導入が制定された際には，生態系保全用地の確保や作物多様

性の実施が生産の減少に“顕著に”影響するようであれば，実施要件の改訂を行うとしていた。

しかし，本分析の結果を見る限りでは，現時点ではその必要はないと結論づけられた。他方，
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実施 1 年の実測データだけでは評価内容そのものが限定されていることから，今後の経過

観察が引き続き重要であると予備調査報告書でもまとめられている。 

 

５）予備調査の成果を踏まえた今後の展開 

 以上のような予備調査の成果を踏まえ，欧州委員会はグリーン化支払いの簡素化に関連

して，2016 年 7 月 18 日に委任法令（欧州委員会委任規則 639/2014）における 15 の改定

案を提案した。主な提案内容を以下に示す。欧州委員会は，2017 年第 1 四半期内での改定

案採択を予定しているが（加盟国が実際に実施するのは 2018 年度からでも可能），前述の

ように窒素固定用作物およびキャッチクロップ栽培における施肥・農薬使用の禁止は多く

の加盟国から反対を受けており，また委任法令の実施効力の発揮には欧州議会および欧州

理事会からの異議がないことが前提となるため，今後の動向に注視する必要がある。 

 

 休閑地（Land lying fallow）の定義 

 当該カレンダーイヤーにおいて最低 6 ヶ月間確保しなければならない（最低 6 ヶ

月を確保すれば同年内に生産活動を再開させることは可能） 

 

 キャッチクロップおよび緑肥 

 キャッチクロップおよび緑肥のための種まき期日の廃止 

 キャッチクロップおよび緑肥の実施期間の設置（最低 8 週間） 

 メイン作物の畦の間に栽培する作物（Under sowing）用の品種リストの改善（マ

メ科作物も可能となる） 

 

 窒素固定用作物 

 窒素固定用作物として認められる作物複数種の種を混ぜて播くことが可能となる 

 

 景観要素（緩衝帯，森の縁等） 

 複数あった緩衝帯の種類を一本化し，諸条件（1～20 メートルの幅等）を簡素化 

 景観要素と見なされる諸土地用途の統合（並木，木立，垣根等） 

 景観要素の認定条件の簡素化（垣根や溝は最低 10 メートルの長さ，池や雑木林は

最低 0.3ha あること等） 

 認定手法の柔軟化（測定方法や隣接する該当要素の扱い等） 

 

 一般定義および条件 

 休閑地および生産活動を行わない緩衝帯の定義の明確化 

 窒素固定用作物，キャッチクロップ，緑肥，休閑地での農薬使用の禁止 
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７． CAP簡素化の議論 

 

CAP の簡素化（Simplification）に関する議論および実施取組は，現農業・農村開発担当

欧州委員であるアイルランド出身のフィル･ホーガン（Phil Hogan）氏が 2014 年 9 月に就

任して以来，主要任務の一つとして推し進めている案件である。CAP 簡素化の目的とは，

政策目標の達成に向けた各施策の実施内容が必要以上に複雑になっていないかを検証し，

不要な箇所については簡素化の処置をとり，農業者や実施機関への実施コストや心理的負

担を減らすことである。これによって EU 農業部門の競争力を高め，ひいては農村地域の

活性化につながると考えられている。簡素化の具体的な取組内容は，主に「欧州委員会に委

任される法令（委任法令：Delegated acts）」と「加盟国が実施する法令（実施法令：

Implementing acts）」によって示されている。 

以下，今次 CAP 下で具体的な簡素化案が初めて示された 2015 年 3 月から現在進行中の

議論まで，法令が提案された四つの時期に分けてそれぞれ簡単に説明していく。なお，委任

法令は，立法行為により定めた期間内に欧州議会または理事会から異議の申立てがなかっ

た場合に限り施行できる。 

 

（１）2015年 3月 

 

2015 年は，今次 CAP 実施の初年度であり，グリーン化支払い等の目的別直接支払いが

初導入されたことによる生産・行政現場での混乱を考慮し，直接支払い申請締切り日の延長

が示された（欧州委員会実施規則 747/2015）。なお，翌年 2016 年度の申請においてもポー

ランド政府より申請締切日の 1 ヵ月延長（5 月 15 日から 6 月 15 日）要請があり，欧州委

員会より 2 年連続で採択されている。 

また，任意カップル支払いについて，特に牛，羊，山羊に関する支払い体系の柔軟化が委

任法令（欧州委員会委任規則 1383/2015）によって図られた。 

 

第６表 CAP簡素化の内容（2015年 3月提案） 

施策 CAP 内の分類 該当法令 実施年 

直接支払いの申請締め切り日の延長 第 1 の柱，直接支払いの申請 実施法令 2015 

カップル支払いの柔軟化（牛，羊，山羊に関

する補助金） 
第 1 の柱：カップル支払い 委任法令 2015 

資料：Agra Europe (2016) “Summary of CAP simplification measures”より筆者作成． 

 

（２）2015年 5月 

 

2 回目の提案は，2015 年 5 月 11 日の農業・漁業会議（Council for Agriculture and 

Fisheries）にて提案されたものであり，農業行政管理統合システム（ Integrated 
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Administration and Control System：IACS（5））におけるグリーン化支払いの生態系保全

用地に関するものであった。第７表に示したように，土地区画証明システム（Land parcel 

identification system）における生態系保全用地（Ecological Focus Area：EFA）の申請手

続きや実地検査（On-the-spot check：OTSC）において申請内容の間違いが見つかった際の

柔軟な対応等，具体的な六つの提案がなされた。本提案は，委任法令や実施法令ではなく，

「実施ガイドライン」上の要件緩和として各国に新たに許容されたものであり，5 月 20 日

の CAP エキスパート会議にて，各国関係者へ変更内容の説明がされ，これをもって直ちに

採用された。 

 

第７表 CAP簡素化の内容（2015年 5月提案） 

施策 CAP 内の分類 該当法令 実施年 

EFA（生態系保全用地）の記録登録の簡素化（農家申告に基づく

区分だけで可） 

第 1 の柱：グリ

ーン化支払い

のEFA（生態系

保全用地） 

実施ガイ

ドライン 
2015 

土地区画証明システム（LPIS）上での EFA の登録手段の柔軟化 

EFA としての垣根や並木等を登録する際に最大４メートルまで

誤差を容認 

農地と隣接する EFA との境界線の扱いの緩和 

土地区画証明システム（LPIS）上での永年草地の登録手段の簡

素化 

EFA 申請に間違いがあった場合，実地検査で同区間内に別の該

当 EFA が確認されれば了承 

資料：Agra Europe (2016) “Summary of CAP simplification measures”より筆者作成． 

 

（３）2015年末から 2016年初頭 

 

2015 年 10 月，11 月，2016 年 1 月には，農業行政管理統合システムにおける違反や実地

審査，任意カップル支払い，青年農業者支払い，農村振興政策，共通市場組織という CAP

における各項目に関して，委任法令あるいは実施法令の形で簡素化の提案がなされた。以下，

簡潔に説明する。 
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第８表 CAP簡素化の内容（2015年末から 2016年初期） 

施策 CAP 内の分類 該当法令 実施年 

補助金申請締め切りから 35 日間の訂正期間の設置（誤申請

があった場合） 
第 1 の柱：直接支

払いの申請 
実施法令 2016 実地検査の実施件数の低減（条件付き） 

効率向上を目的とする実地検査内容の変更（検査先サンプ

ル農家の抽出方法等） 

土地区画証明システム（LPIS）上での永年草地の検出手段

の簡素化 

第 1 の柱：グリー

ン化支払いの EFA 
実施法令 2016 

加盟国の判断で，カップル支払いの品目別予算を品目間で

移譲が可能 第 1 の柱：カップ

ル支払い 
委任法令 2016 

加盟国の判断で，カップル支払いの品目別単価調整が可能 

カップル支払いの変更事項に関する加盟国の報告の合理化 

青年農業者支払いの対象となる条件に関する加盟国の裁量

拡大 

第 1 の柱：青年農

業者支払い 
委任法令 2016 

複数の農家による協同管理活動に対する支援の開始 第 2 の柱：農村振

興 
実施法令 2016 

直接支払い申請時に違反行為があった際の罰則の緩和（過

大面積の申請があった場合，従来の造反分の面積×2 倍の罰

金から 1.5 倍へと緩和） 
第 1 の柱：直接支

払いの申請 
実施法令 2016 直接支払いの申請での意図せぬ造反申請へのイエローカー

ドシステムの導入（全保有農地の 10％以内の超過申請があ

った場合には，全面積の 50％分が差し引かれ，翌年に実地

検査の実施対象） 

農村振興政策下での支払いに関して小規模農家の受給条件

および家畜単位換算方法の簡素化 

第 2 の柱：農村振

興 
実施法令 2016 

単一 CMO 規則におけるワインの支援内容，介入買入，民

間貯蔵助成，貿易ライセンス等の簡素化 

第 1 の柱：市場措

置 

委任法令・

実施法令 
2016 

資料：Agra Europe (2016) “Summary of CAP simplification measures”より筆者作成． 

 

１）違反と審査（欧州委員会実施規則 2333/2015） 

直接支払いの申請内容について予備審査（Preliminary check）の実施が加盟国の裁量で

可能となった。具体的には，直接支払い申請の締め切り日から最大 35 日まで，申請者は申

請内容に不備が無いかどうか各国の実施機関にチェックを依頼できる。ここで違反が見つ

かった場合，農家は罰則無しで改訂することが可能となる。これは，農家が抱える申請に関

する不確実性や不安を取り除き，違反を減少させることが目的である。予備審査の実行によ
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って，罰則リスクを軽減することができ，農家の経済的損失を減らし，当局の予算管理の運

営においても優位に働く。 

また，申請内容と照らし合わせて実際の農地管理に違反がないかを調べる実地検査の実

施回数を可能な限り減らすための提案も採択された。これにより農家と実施当局の心理的・

経済的な負担の軽減が期待される。具体的には，過去 3 年間において実地検査を行ってお

り，かつその違反率が 2％以下（6）という実績のある加盟国に関しては，実地検査について，

これまで全受給者数の 5％をサンプルとして抽出しなければならない義務から 1％へと減ず

ることが可能になった。さらに実地検査の対象となるサンプルに関しては，その抽出方法を

向上させることで，実施効率の向上および実施数を減らすことが期待されることから，新た

な抽出方法についても提案された。 

2016 年 1 月には，実際に違反が見つかった場合の罰則措置についても緩和案が提案され

た。具体的には，受給者が自身の管理している農地面積よりも広く虚偽の申告をした場合，

違反申告面積分に応じて違反金が徴収されるが，これが従来の違反申告面積分の 2 倍から

1.5 倍に緩和されることになった。なお，違反申告面積が全体の 3％以下，または 2ha 以下

であった場合には罰金措置は行われない。 

また，これまでは受給者が意図せず違反を犯してしまった場合や初犯の場合でも，通常の

罰金が科されていた。しかし，今後はイエローカードシステムと呼ばれる措置が導入され，

初犯者に対しては処罰内容が緩和されることになった。このシステムでは，申請者が管理し

ている適格面積に対して 10％以内の過剰面積分の申請があった際には，それが初犯であっ

た場合に限り，通常罰金の半分（50％）のみが課される。しかし，該当者については翌年も

連続して実地検査を受けることが条件となる。 

 

２）任意カップル支払い 

任意カップル支払いの対象となるのは穀物を含む 22 品目であるが，2015 年 10 月に発表

された委任法令では，異なる任意カップル支払い対象品目間で予算を移譲することが可能

となった。これによって，各加盟国で真に支援を必要とする特定部門への迅速な対応が可能

となる。また，各国政府の裁量で，品目別の任意カップル支払いの支払い単価を調整できる

ようになった。さらに，上記の任意カップル支払い実施内容の変更に関する各加盟国の報告

義務について合理化がなされ，加盟国は素早く効率的に変更でき，品目横断的な支払いの実

施も容易にできるようになった。 

 

３）青年農業者支払い（欧州委員会委任規則 141/2016） 

青年農業者支払いの支払い対象となる受給者の条件については，各加盟国に委ねられる

ことになった。今次 CAP から直接支払いの一つとして実施が義務づけられている青年農業

者支払いであるが，複数の加盟国より，欧州委員会規則で定められた青年農業者の支払い対

象資格では，若手農業者とそれ以外の農業者が共同経営している農場に対して支援を行え

ないとの報告があった。そこで，青年農業者の対象範囲の決定について，各国の裁量を広げ
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る措置がとられた。 

 

４）農村振興政策（欧州委員会実施規則 669/2016） 

2015 年 11 月には，農村振興政策における農業環境支払いおよび気候変動緩和に貢献す

る活動への支援について，複数の農家が協同で支払い申請を行うことが可能になった。これ

は，環境保全に効果的な活動は農家個人で行うよりも，複数の農家が景観（ランドスケープ）

レベルにて協同的に実践する方が，該当面積も広がり，より効率的で効果的なインパクトを

もたらすことができると期待されているためである。 

また 2016 年 4 月末には，特定の受給者にかかる負担を軽減するため，小規模受給者の受

給資格および家畜単位（Livestock units）の計算方法についても変更が決定された。 

 

５）共通市場機構 

リスボン条約の定めるルール（CAP に関する決定には欧州議会と理事会との共同で行う

ことを義務づける）の下で，単一 CMO 規則における市場措置の簡素化が進められている。

現在 250 以上ある実施規則を最終的には 20 の委任法令と 20 の実施法令に集約しようとし

ており，欧州委員会ではその提案が採択され，現在，欧州議会および理事会の厳密な審査を

受けているところである。 

簡素化に向けた第一歩として，欧州委員会は 2016 年 4 月に加盟国のワイン生産支援に関

する規則の簡素化案を発表し，翌月には CAP におけるワインの公的介入，民間貯蔵助成，

輸出・輸入ライセンスに関する規則の簡素化を目的とする委任法令および実施法令が採択

された。今後は，果実・野菜に関する同様の規則についても簡素化の措置を進めていく予定。 

 

６）今後の展開 

簡素化に関する今後の展開について，2017 年 3 月現在においてわかっている主要な取組

に触れておく。まず前章で述べたグリーン化支払いの生態系保全用地に関する諸管理内容

の採択である。しかし，生態系保全用地としてのキャッチクロップおよび窒素固定用作物の

栽培における施肥および農薬の禁止については，多くの加盟国政府ならびに農業者団体か

ら反対を受けており，また委任法令の実施効力の発揮には欧州議会および欧州理事会から

の異議がないことが前提となるため決着には至っていない。他方，キャッチクロップの生育

期間に関しては，当初欧州委員会は最低 10 週間の確保を義務づける予定であったが，各国

の意見に基づき 8 週間に短縮された。同様に休閑地の確保についても当初の 9 ヶ月から 6

ヶ月に短縮された。2016 年 10 月の時点で，フィル･ホーガン農業・農村開発担当欧州委員

は，生態系保全用地に関する簡素化の 2017 年上期からの実施，あるいは加盟国の任意で

2018 年からの実施を発表している。 

農村振興政策に関しては，4 節（6）自然災害等の補償措置で述べたように，各国採用率

の低い所得安定化制度を各国の任意で変更できるテーラーメイド型にすることで普及を広

める案や，農業者がローンや融資を受け易くする案等が検討されている。 
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また，受給資格として提案された活動農業者（Active farmer）の制度を維持するかどう

かを各国の決断に委ねようとする案も議論されている。 

 

８． おわりに：ポスト 2020新 CAPの行方 

 

2015 年から具体的に加盟国内での実施を開始した今次 CAP であるが，初めて導入され

たグリーン化支払いの実施状況も少しずつ明らかとなり，CAP 簡素化との取組と平行して，

3 年目を迎える 2017 年は生産・行政現場でも今次 CAP への順応が見られると予想される。

他方，2016 年 3 月には，100 以上の NGO が，現行 CAP がもたらす人々の健康，環境，農

業収入，アニマルウェルフェア，途上国への影響を考慮し，CAP の根本的な構造を見直す

フィットネス・チェック（Fitness Check）の実施をジャン＝クロード・ユンケル欧州委員

会委員長に求める声明を発表した。このような活動は，現行 CAP の内容に社会が必ずしも

満足していない状況を浮き彫りにしている。グリーン化支払いが導入されたのは CAP 財政

予算の確保を正当化するためであったが，来年以降に明らかとなるグリーン化支払い実施

の環境影響評価の内容によっては，実施内容あるいは継続の有無に関する議論を再燃させ

るような展開になるとも考えられる。実際，現時点の段階ですでに多くの環境 NGO や生態

学者はグリーン化支払いがもたらす環境への影響に懐疑的である。このような状況を踏ま

え，農業者負担を減らしつつ，環境等への利益増幅を目標に掲げる CAP 簡素化の取組の動

向により一層の注目が集まる。 

一方，EU 本部および各加盟国ではポスト 2020 年の新 CAP（2021 年～）に向けた議論

が活発化し始めている。ジャン＝クロード・ユンケル欧州委員会委員長は，次期 CAP のテ

ーマを「CAP の近代化と簡素化（Modernisation & Simplification of the CAP）」としてい

る。また，フィル・ホーガン農業・農村開発担当欧州委員は，2016 年 11 月の会合にて，「将

来起こりうる不測の事態（Shock）に対してレジリエントな域内農業部門を構築していくこ

とこそ，新 CAP の中心的なテーマになる」と発言している（Agro Focus, 2016e）。 

事実，市場のかく乱や自然災害等に対するリスク管理を重要視する動きは高まっている。

例えば，フランスのステファヌ・ル・フォル農業・農産加工業・林業大臣は，2016 年 9 月

に 21 ヵ国の農業大臣（クロアチア，フィンランド，ラトビア，オランダ，ポルトガル，ス

ペインを除く）を非公式な会合に招待し，新 CAP について話し合った際，CAP の「第 3 の

柱」を提案している（7）（Agro Focus, 2016f）。この第 3 の柱とは，価格の暴落や自然災害と

いった危機的状況が発生した際に農業者を支援するような取組をまとめたものとしている。

実際，フランスやドイツでは同年に大洪水の被害にあっており，このような直近の緊急事態

が新提案に影響しているものと思われる。同様に，11 月に公表された 12 人の専門家グルー

プによって検討された「ポスト 2020CAPに関する意見書（Considerations on the CAP post-

2020）」においても，新 CAP では，EU レベルにおける「総合的リスク管理政策（integrated 

risk management policy）」の実施を提案している（Agra Focus, 2016g）。英国の EU 離脱

や多発する異常気象等を受けて，これらの不測の事態に向けた「リスク管理」が新 CAP の
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主要なテーマとなりうる様相を呈している。 

新 CAP の具体的な展望については，2017 年 2 月 1 日から開始された利害関係者を対象

とするオンライン調査（Public consultation）の結果から見えてくるであろう。「近代的で

簡素な新 CAP の実施にはどうすれば良いと思うか」を尋ねるおよそ 30 の質問で構成され

たアンケート調査が 4 月末まで実施される。調査結果は 2017 年 7 月 7 日に開催される新

CAP 検討会議の参考資料として利用される。そして 2017 年 11 月末までには，新 CAP の

内容が伝達文書で公表され，2018 年初めに公式な新規則案が提出される予定である。 

 

 

注（1）品質基準としては，欧州委員会規則 687/2007 により，普通小麦の場合、千粒重，含水量，タンパク質含有量等

の基準が定められている。 

注（2）義務的休耕措置については，古内（1996）および古内（2009）が詳しい。 

注（3）本章における「保有」とは，所有と貸借の両方の意味を含む。 

注（4）耕地（Arable land）とは，耕種作物，休耕地，輪作草地（５年以内に転換）のいずれか，またはそれらを複数行

う土地を示す。 

注（5）IACS とは，欧州委員会規則（1782/2003）に基づいて作られたシステムで，直接支払い受給農家が登録されて

いる名簿である。個別農家ごとに農地面積，作物別の作付面積，飼育家畜の種類と種類別の飼育頭数等を把握し，

基本台帳として整備したもので，CAP による農家に対する直接支払い等を実施する場合，この IACS に基づいて

実施されている。 

注（6）会計検査院によれば，2015 年度の EU 全体の直接支払いに関する違反率平均は 2.2％で 2010 年以降，最低値を

記録した（Agra Focus, 2016d）。 

注（7）フランスは 2016 年 6 月にも非公式の会合を開催しており，グリーン化支払いの四つ目の要件として，土壌被覆

を提案している。これは，炭素貯留の促進，バイオエコノミー成長，土壌侵食防止を目的とするものである。この

他にも農村振興政策においてアグロエコロジーや精密農業（Precision agriculture）を支援の促進を提案している。 
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