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米国農業法の変遷と2014年農業法の実施状況
－経営安定対策を中心にして－

国際領域　主任研究官　勝又健太郎 

１．米国農業法の変遷（1933年農業法～
2008年農業法）

米国における農家の経営安定対策は，1930年代の
大恐慌において農産物価格が暴落した際に農家を救
済するため価格支持融資という形式で始まりました

（1933年農業法）。これは，農産物を担保に短期間の
融資（融資額は，融資単価に生産量を乗じたもの）
を提供し，返済時に市場価格が融資単価未満の場合
には担保農産物を政府に引き渡せば融資の返済が免
除されるという施策（非遡及型融資）で，融資単価
が農家にとって最低販売価格になりました（融資単
価は品目毎に設定）。そして，生産調整（過去の平均
的な作付実績である基準面積の一定割合を休耕する
こと）が価格支持融資を受ける要件とされました。

第二次大戦期から戦後の欧州復興期等の需要増大
に対応した増産奨励のために融資単価（支持価格）
が高水準に引き上げられ，1960年代初頭にかけて維
持された結果，生産過剰となり在庫が急増しました。
在庫処理の必要性から米国の農産物の国際市場に
おける価格競争力を強化して輸出を促進するために，
融資単価を国際価格並みに引き下げました。そして，
これに伴う価格の低下により生じる農家の所得の損
失を補てんするため，直接支払いを導入しました。

以上のような1960年代の低水準の融資単価と直接
支払いによる補てんという仕組みを継続させる形で

「不足払い」を導入しました（1973年農業法）。これは，
経営維持に必要な価格として「目標価格」を設定し，
価格がそれ未満になった場合にその差額を単価とし
て直接支払いを支給するというものです。支給額は，
単価に作付面積に基づき算定された生産量を乗じて
求められました。

その後，1990年代前半になると米国の財政赤字が
急増し，不足払い等の経営安定対策に係る支出削減
の圧力が強まりました。一方，1995年には農産物価
格が目標価格以上に高騰したことから，農家からは
生産調整廃止の要求が高まりました。

このような状況下で当該支出削減を計画的に実
施するために，不足払いを廃止し，価格の動向に関
係なく一定額を支給する直接固定支払い（デカップ
ル支払い）を導入するとともに，生産調整を廃止し，
作付けを自由化しました（1996年農業法）。直接固定

支払いの支給額は，品目毎の固定単価に農家毎に固
定された生産量（基準面積に基づき算定）を乗じて
求められました。

しかしながら，1996年以降，農産物価格が低下し
始め，直接固定支払いだけでは農家経営を維持する
ことができなくなったため，直接固定支払いに追加
する形で改めて従来型の不足払いであるCCP（Count-
er-Cyclical Payment：価格変動対応型支払い）を再
導入しました（2002年農業法）。

2006年秋以降から農産物価格が再び目標価格以上
に高騰したため，不足払いが支給されない場合でも，
現状の高水準の収入を補償可能な収入変動対応型
支払いであるACRE（Average Crop Revenue Elec-
tion：平均作物収入選択プログラム）を不足払いのオ
プションとして導入しました（2008年農業法）。これ
は，直近の収入実績を基準として軽微な損失部分に
対して補てんされる施策です。

一方，自然災害による経済的損失に対する農業保険
は，1930年代に発生した干ばつ被害に対応するために
収量保険という形で開始されました。当初は，対象作
物と地域を限定して試験的に実施されました。1980年
代に入ると農業保険の保険料補助の導入，対象地域の
拡大，民間保険会社の参入等の農業保険の普及対策
を実施しました。1994年には保険料補助率の引き上げ，
1996年には収入保険の創設，2000年には保険料補助率
の更なる引き上げ等の農業保険の本格的実施により農
業保険の参加率は増加していきました。

２．2014年農業法の背景と概要
2009年度に財政赤字は史上最大の1.4兆ドルという

未曾有の水準に達し，その後も赤字幅は縮小したも
のの，2013年に入っても財政事情は厳しい状況が続
いていました。一方で，農産物価格は2010年から上
昇し，2013年には過去最高か同等の水準になり，農
家経済が好調であるため，高価格の下でも支給され
る直接固定支払いに対する批判が高まりました。こ
のため，直接固定支払いを廃止したとしても，今後
価格が低下した場合に高価格の下での高収入を当面
の間維持する仕組みの構築が模索されました。その
結果，2014年農業法においては，直接固定支払いを
廃止するとともにその他の直接支払いについても一
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新され，軽微な収入減少を補償する収入変動対応型
支 払いであるARC（Agriculture Risk Coverage：
農業リスク補償）と従来の不足払い型支払いである
PLC（Price Loss Coverage：価格損失補償）が創設
されました。

ARCに は，郡 ベ ー スのARC-CO（ARC County 
Coverage）と農業者個人ベースのARC-IC（ARC 
Individual Coverage）の二つの方式があります。

ARC-COは品目毎の郡ベースの実収入額が郡ベー
スの基準収入額の86%を下回るときに，基準収入額
の10%を上限に支払いが実施される施策です。ARC-
COの基準収入額は，販売価格の５中３年平均に，郡
単収の５中３年平均を乗じた額です。ARC-COの実
収入額は郡の収穫単収に当該年度の販売価格を乗じ
た額です。そして支給額は，単位面積当たりの基準
収入額の86%と実収入額の差額を単価として農家毎
に固定された面積（基準面積に基づき算定）を乗じ
て求められます。

ARC-ICは，各農業経営単位の施策です。つまり，
全品目からの実収入額の合計が基準収入額の86%を
下回るときに基準収入額の10%を上限に支払いが実
施されます。ARC-ICの基準収入額は，前述のARC-
COと同様の方法で品目別の基準収入額を計算し（単
収は個人単収），それを当該年の各品目の個人ごと
の作付面積でウエイトづけした上で合計して求めら
れます。ARC-ICの実収入額は，品目毎の実収入額

（＝収穫単収×販売価格）に作付面積ウエイトを乗じ
て合計して求められます（支給額はARC-COと同様
の方法で計算）。

このようにARCは，農産物価格が低下した場合に
深い損失部分は従来の農業保険により補償すること
を前提として，農業保険の控除部分である軽微な損
失部分について補償することにより，近年の高価格
下における高収入を当面維持させる施策です（近年
の農業保険の平均的な保証率は約75％）。

一方，PLCは，価格の低下に対応した不足払い型
の施策であり，農産物価格が基準価格（Reference 
Price）を下回るとき，支払いが実施されます。支給
額は，基準価格と農産物価格の差額を単価として農
家毎に固定された生産量（基準面積に基づき算定）
を乗じて求められます。PLCを新たに創設した背景
には，コメ等の南部作物については深い損失部分

を補償する農業保険が余り普及していないことから，
これらの品目については従来の不足払い型の施策も
必要であるという事情がありました（以上の経営安
定対策の変遷については下表を参照）。

３．2014年農業法の実施状況（ARCと
PLCの選択）

以上のようにARC-COとPLCは品目毎の施策です
が，ARC-ICは農業経営単位の施策であり，農家は，
品目毎にARC-COとPLCのどちらに参加するのか，
あるいは，ARC-ICに参加するのか選択する必要が
あります（選択後の変更は不可）。

これらの選択状況は，とうもろこしと大豆では基
準面積の93.3％と96.6％でARC-COが選択されたのに
対して，コメとピーナッツでは95.3％と99.7％でPLC
が選択され，プログラムの選択が極端に偏りました。
それに対して，小麦については基本面積の55.6％で
ARC-COが，42.5％でPLCが選択され，ARC-COと
PLCの間で分かれました。

このような結果は，上述したとおり品目毎の農業保
険の普及度の違いという事情のほか，農家が選択に当
たり，公的機関から提示された価格予測に基づく2014
年から2018年までのARCとPLCからの予想受取額，特
に受取額の予測確度が高い2014年及び2015年の受取
額が重視されたことによるものと考えられます。例え
ば，とうもろこしについては，販売価格は，2015年か
らはPLC基準価格を下回る可能性が低い一方，ARC-
COが発動される水準にあると予測されています。特
に，生産と価格の状況がほぼ明らかとなっている2014
年と比較的予測の確度が高いと考えられる2015年の
両年に関して，かなり高額なARC-COの支払額が見込
まれること等から，支払額を確実に受け取ることがで
きるARC-COがより選好されたと考えることができま
す。また，コメとピーナッツについては，2014年から
2018年までの５年間，販売価格がPLC基準価格を下回
り，PLC支払いが毎年行われると見込まれているため
にPLCがより選好されたと考えることができます。
（主な参考文献）
　農業法の変遷はUSDA/ERSの関係文献，2014年農業法の背景と概要は
服部信司（2016）「アメリカ2014年農業法」農林統計協会，吉井邦恒（2014）

「平成25年度 カントリーレポート：アメリカ」，実施状況は吉井邦恒（2015）
「平成26年度 カントリーレポート：米国農業法」を参照しました。

表　米国農業法における経営安定対策の変遷の概要
価格支持融資 不足払い型支払い 直接固定支払い 収入変動対応型支払い 生産調整

1933年農業法 導入 導入
1973年農業法 継続 導入 継続
1996年農業法 継続 廃止 導入 廃止
2002年農業法 継続 再導入（CCP） 継続
2008年農業法 継続 継続 継続 導入（ACRE）
2014年農業法 継続 PLC導入（CCP廃止） 廃止 ARC導入（ACRE廃止）
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概要


文書のアクセシビリティの完全性を損なう可能性がある問題点が検出されました。
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