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アメリカ次期農業法

－背景、上院案・下院農業委員会案、今後－

服　部　信　司
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１　はじめに

（１）上院案・下院農業委員会案の成立

　現行2008年農業法の期限は2012年９月末である。期限が切れても、2012年末

までは、実質的影響は少ないとされるものの、アメリカの生産者にとっては期

限内に次期農業法が成立することが望ましいことは言うまでもない。

　６月24日、上院本会議は、次期農業法・上院案：「2012年農業改革、食料、

職仕事法」（Agriculture Reform, Food, Jobs Act of 2012）を64：35で可決・

成立させた。

　７月11日、下院農業委員会は、次期農業法・下院農業委員会案：「連邦農業

改革とリスク管理法」（Federal Agricultural Reform and Risk Management 

Act: FARRM）を35：11で可決した。
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　上院案は農業委員長Ｄ．ステイブナウ（民主）と共和党筆頭Ｐ．ロバ－ツに

よるものであり、固定支払いや「新しい不足払い」（図１）などのこれまでの

政策を廃止して10年間で230億ドルの支出削減を図りつつ、廃止する政策に代

えて「作物保険を基礎とする収入保障」を導入するとする。

　下院農業委員会案は農業委員長Ｆ．ルーカス（共和）と民主党筆頭Ｃ．

ピータ－ソンによるもので、低所得層への食料補助である栄養補充支援計画

（Supplemental Nutrition Assistance Program: ＳＮＡＰ=旧フードスタンプ）

への支出を上院案以上に削減して10年間350億ドルの支出削減を図るとともに、

所得保障（補償）については、収入保障と価格損失補償（不足払い）のいずれ

かを選択し得る２本立てオプションとしている。

（２）下院案の本会議上程をめぐる問題

　本来ならば、この下院農業委員会案が下院本会議に上程され、その可決・成

立を経て、両院協議会において両案の相違点が協議・調整され、両院協議会案

（2012年農業法）が策定される。
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　だが、下院においては、議事進行権限を持つ多数党＝共和党指導部は、本会

議において下院農業委員会案が過半数を得ることが見通せないとして、次期農

業法案の本会議上程を日程にあげてこなかった。「共和党のなかに栄養補充支

援計画について一層の支出削減を求める議員が少なくない。民主党の多くはそ

れに反対している。それゆえ、本会議において可決に必要な票数が得られない」

というのがその理由であった。

　この共和党指導部の態度の背後には、11月の選挙（大統領選、下院全員の改

選、上院の1/3の改選）までは、共和党の基本的主張である財政支出削減に水

を差す恐れのある行為＝農業法の採決→成立はとりたくないという意向があっ

たとみられる。

　次期農業法案は、大統領選後の11月－12月のレームダック議会（選挙前の旧

議員による議会）において、下院本会議に上程される見通しとされる。

（３）農業政策について上院－下院、民主党－共和党の間に重大な違いはない

　次期農業法案が、下院農業委員会において可決された後、本会議上程へと進

みえなかったのは、支出削減規模＝栄養補充支援計画への支出削減をめぐる共

和－民主党間の対立によってであった。農業政策自体についての対立ではない。

農業政策については、上院案、下院農業委員会案を基礎に、次期農業法の構築

（調整）が可能なところに来ているといっていい。

　以下、次期農業法の背景として、①好況＝高価格・高所得の下のアメリカ

農業の現状、②支出削減問題の起因をなしている財政赤字とその削減問題、③

2011年秋において議会超党派合同委員会による支出削減案の作成に対応して策

定された次期農業法・両農業委員長案、をみていくことにする。それを踏まえ

て、上院案と下院農業委員会案を詳しく検討していくことにしたい。

２　次期農業法の背景（１）：

　　好況（高価格・高所得）下のアメリカ農業

（１） 好況下のアメリカ農業

　アメリカ経済は依然として８％台前後の高い失業率に苦しんでいる。それと
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は異なり、アメリカ農業は2007年以降、高価格・高所得の好況状態を続けている。

　穀物価格が上昇に転じる前＝2005年のトウモロコシ農場販売価格は、ブッ

シェル（25.4kg）2.0ドルであった。それが、08年に5.3ドル（05年の2.5倍）

に高騰し、金融危機の下で一時3.7ドルに下がったものの（下がったとはいえ、

なお05年の1.8倍）、昨（2011）年には6.20ドル（同3.1倍）に上昇している（表

１）。2007 ～ 11年平均をとれば4.26ドル、05年の2.1倍である。

　この状況は、大豆・小麦・コメについても同じである。2007年―11年の５年

間平均の大豆価格10.39ドル／ブッシェルは05年の1.8倍、小麦同6.17ドルは1.8

倍、コメ13.96ドル/100ポンドも1.8倍になっているからである１）（前掲表１）。

2007年以降５年間、価格の高騰状態が続き、それが構造化している（図２）。
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　ところで、2011年のトウモロコシの農場販売価格6.20ドルは、09・10年平

均の生産費（自作地地代分を含む全算入生産費）3.57ドルの実に1.7倍となる。

大豆11.70ドルは、同生産費8.10ドルの1.4倍、小麦の場合も1.1倍である（表２）。

　その結果、2011年の農業所得は、史上空前の1009億ドル{１ドル80円（以下、

同じ）として８兆720億円}に達している。2007―11年の５年間平均の農業所得

は793億ドルであり、1991―2000年平均461億ドルの1.7倍に及ぶ（表３）。

　1992－2007年へと15年間で農業所得が半減した日本農業と比べるとアメリカ

農業の好況が際立つといえよう。

　以上のような高価格・高所得を基礎にアメリカ農業のバランスシートも極め
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ていい。農場資産額は、2000年の１兆2220億ドルから2011年２兆3400億ドルへ

と、10年間で実に1.9倍になっている（表４）。農場不動産価額（その中心は農

地価格）が、その間、倍増しているからである。高農業所得が高地価に転化し

ているわけである。

　他方、負債額は、その10年間で30％しか増えていない。その結果、純資産額

も２倍に増大しているのである。

　こうした価格高騰・高水準の農業所得が持続している背景には、大量のトウ

モロコシ（生産量の４割：１億2700万トン）がエタノ－ル生産に使用され、穀

物需給の内容が食料需給から食料・エネルギ－需給へ変化し、食料需給が構造

的にタイト化していることがある。

（２）高価格下における固定支払いの問題

　価格が高騰しているもとでは、これまでのアメリカ農業政策の「かなめ」を

なしてきた不足払い型政策は発動される必要がない。2011年のトウモロコシ農

場販売価格6.07ドルは、「新しい不足払い」（前掲図１参照）の発動基準である

目標価格（同2.63ドル）をはるかに上回っているからである。大豆、小麦につ

いても同じである。

　唯一、支払いが行われてきたのが固定支払いである（年総額50億ドル＝4000

億円）。固定支払いは、価格に関係なく、毎年一定額が穀作物ごとに支払われる。

　だが、“このように価格の高騰状態が続き、空前の農業所得が生まれている

なかで、何故、固定支払いが行われる必要があるのか”という疑問が広く発せ

られた。当然の疑問である。
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　次期農業法を策定する際には、固定支払いの見直し（削減あるいは廃止）が

課題になることは必至となった。後にみるように、上院案・下院農業委員会案

のいずれにおいても固定支払いは廃止となる。

　支出削減の視点からみれば、高価格・高所得の状況は価格・所得支持支出の

大幅な削減をもたらしており、次期農業法の作物計画分野における支出削減を

可能にさせているともいえる。

（３） 作物保険が政策（支出）の中心に

　１）その実態

　このように、従来のアメリカ農業政策の中軸であった不足払い型政策が高

価格のもとで水面下に沈むなかで、政策発動の中軸となったのが作物保険－よ

り具体的には作物収入保険－である。作物保険（囲み１）への支出は、2003年
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度の21.3憶ドルから2006年度には２倍の40.5億ドル、2011年度には３倍の63.9

億ドルに増大してきた（表５）。09―11年度の平均を取れば70.9億ドルであり、

03年度の3.4倍に相当する。さらに、作物保険への支出は、08年度において価

格所得支持関係の支出を上回り、2010年度以降その状態が引き続いている（表
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６）。政策支出＝政策の軸が、従来の価格・所得支持から作物保険に移り変わっ

たのである。

　２）作物保険の拡大

　作物保険拡大の姿をもう少し詳しく見ておこう。

　①　作物保険面積（作物保険をかけた面積）は、2000年8260万haから2011

年１億600万haへと1.3倍に拡大している（表７）。2011年産における主要作物

の作付面積に対する保険参加面積の比率をみると、トウモロコシ85.0％、大豆

84.6％、小麦87％、コメ84.1％、綿花91.9％であり、いずれも84％を超えてい
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る（表８）。

　②　それに伴い、支払保険料の総額は、2000年25.4億ドルから2011年118.9

億ドルへと4.7倍に増大している（前掲表７）。保険面積の増大1.3倍よりも保

険料の増大4.7倍の方が多いのは、保険料の高い収入保険（一定の作物収入を

保障する保険）が拡大し、さらに、そのなかでよりカバ－率の高い保険が増え

たからである。

　現在では、保険料支払いで見ると、収入保険がトウモロコシで84％、大豆

83％、小麦80％、コメ31％、綿花68％（前掲表８）となっており、中西部（ト

ウモロコシ、大豆、小麦）と南部（コメ、綿花）の間に、収入保険のウエイト

に違いがあることが分かる。（この点が、今後の所得補償のあり方をめぐる上

院案と下院案の違いの背景となる）。

　全体としては、収入保険が支払保険料の約８割をしめ、中心となっている。

　③　生産者の支払保険料は2000年15.9億ドルから2011年44.8億ドルへと2.8

倍に、政府補助の保険料は9.5憶ドルから74.1憶ドルへと7.8倍に増大している

（前掲表７）。政府補助の保険料の増大が著しいのも、政府補助額の高い収入保

険が増大したからである。

　３）作物収入保険拡大の根拠

　こうした作物保険－より具体的には作物収入保険－の拡大は高価格の構造化

がもたらしたもの、といえる。価格が高水準を保っているから、生産者は、そ

のなかで、作付時の価格の保障（作付時の価格から収穫時の価格が下落した場

合にその下落に対する補償）を得ることが主要な関心事になるからである。そ

れは、高価格の下でのリスク管理といっていい。

３　次期農業法の背景（２）：財政赤字の増大とその削減問題

（１） 財政赤字削減問題

　１）財政赤字の急拡大

　アメリカは1980年代から90年代初頭にかけて財政赤字に苦しんだが、クリン

トン政権（1992 ～ 2000）の政策と90年代後半からの情報産業の発展による景

気の好転―拡大によって、一時（1998―2001年度）財政は黒字にさえ転じた２）。
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　だが、イラクへの軍事介入により財政赤字は増大に転じ、さらに、リ－マン

ショックを契機にした金融危機、それに対する財政支出の拡大による対処の過

程で、財政赤字は急拡大した。2009年度には１兆4127億ドルの赤字（支出額3

兆5177億ドルの56％、ＧＤＰの40％）に至り、2011年度も１兆6451億ドルの赤

字（支出3兆8188億ドルの58％、ＧＤＰの43％）を示している（表９）。

　2011年度末（2011年９月）の連邦政府の負債残高は15兆4762億ドル（ＧＤＰ

の103％）に及ぶと予測されるに至ったのである。こうして財政赤字削減が重

大問題になった。

　２）2010年の中間選挙と共和党の下院制覇

　周知のように、2010年の中間選挙において共和党が躍進し、下院を制覇した。

その中心となったのが、小さな政府＝減税と財政赤字削減を掲げる茶会党（ティ

－パ－ティ）グル－プの大量当選（約60名）であった。

　さらに、2012年度予算の検討過程において、このまま進めば、向こう10年間

でさらに連邦負債が７兆ドル（560兆円）増え、合計22兆ドル（1760兆円）に

達するとの予測が発表された。財政赤字削減問題が、政府（民主）―議会（下

院：共和）の中心問題になったのである。

（２） 債務上限問題の切迫

　こうしたなかで、債務上限の引き上げが緊急の課題として浮上した。当時
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（2011年６月時点）の連邦政府の債務の上限は14.3兆ドルであった。７月末には、

その上限が越される可能性が生まれた。７月末までに債務上限の引き上げ措置

をとらなければ、財政を支弁できない＝財政的に破たん（デフォルト）の事態

に陥ることになる。

　年１兆ドルの欠損の発生が予測されていたから、オバマ政権は、2012年度末

までを考えれば、2.4兆ドルの債務上限引き上げが必要とした。

　こうして、オバマ政権とベイナ－下院議長（共和党）の間で交渉が行われた。

共和党は“債務上限の引き上げ（2.4兆ドル）と同等の赤字削減が必要”とし、

これを前提に交渉が行われ、７月31日、“支出削減だけで（増税なしで）10年

間2.4兆ドルの赤字削減、同時に2.4兆ドルの債務上限の引き上げ”が合意され

た。その合意が財政管理法（囲み２）となり、８月２日可決、大統領の署名を

得て、成立したのである。

（３）財政管理法（2011年８月２日）

　財政管理法は、次の点をポイントとしていた。

　①　9000億ドルの債務上限引き上げを認める。
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　②　超党派合同委員会を設立し、2011年11月23日までに1.5兆ドルの赤字削

　　　減案を策定する。それによって、上限を1.5兆ドル引き上げる。

　③　案がまとまらなければ、1.2兆ドルの債務引き上げを認め、2013年１月

　　　から10年間1.2兆ドルの一律削減を強制的に行う（囲み２）。

（４）財政赤字削減に対応する次期農業法骨格案の策定

　１）農業サイドの危機感

　超党派委員会によって11月23日までに財政赤字削減案が策定されれば、議会

審議採決のファースト・トラック方式（無修正・迅速・一括採決方式：前掲囲

み２参照）によって、そのまま１ヵ月後には法案となることが財政管理法で保

障されている。

　支出削減計画を策定することは、同時に、政策の廃止・縮小を決定すること

になる。次期農業法の策定を来年に控えた農業界は、超党派合同委員会に農業

政策の策定を委ねることへの危機感が広がり、自発的に農業の削減額を設定し、

それを実現する政策の変更（＝次期農業法の骨格の策定）を自ら行おうとする

機運が生じた。

　２）超党派合同委員会への230億ドル削減・立法提案

　下院農業委員長Ｆ．ル－カス（共和党）、上院農業委員長Ｄ．ステイブナウ（民

主党）、下院農業委員会民主党筆頭Ｃ．ピータ－ソン、上院農業委員会共和党

筆頭Ｐ．ロバ－ツの４人の農業委員会リーダ－は、2011年10月14日、超党派委

員会の共同議長に書簡を送り、農業の「義務的な政策」３）について10年間230

億ドルの支出純減を提案し、“11月１日までに、230億ドルの純減を達成する完

全な立法パッケイジを用意する”と約束したのである。

　230億ドルは、農業に10年間330億ドルの削減を求めた大統領・議会の意向よ

りも少ないが、国防費を含めた財政の自動削減になった場合に予測される農業

の削減額110億ドルに比べれば２倍近い。この削減額については、ほとんど批

判は出なかったようである。

　

（５）両農業委員長による次期農業法骨格案の策定と流産

　両農業委員長（ル－カス下院農業委員長、ステイブナウ上院農業委員長）は
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11月中旬にそれをまとめるに至った。

　ただし、当の超党派委員会が、1.2兆ドルの赤字削減案を策定することに失

敗したために、両農業委員長による次期農業法・骨格案は公表されず、超党派

委員会に正式に送付されることなく終わった。

　しかし、両農業委員長が取りまとめた次期農業法骨格案は、成立した上院案、

下院農業委員会案の基礎をなしており、次期農業法にとって重要な意味を持っ

ている。そのポイントを確認しておこう。

４　次期農業法の背景（３）：両農業委員長案４）（2011年11月）

（１）10年間230億ドルの削減

　両委員長案は10年間で230億ドルの削減を設定した（表10）。これは、農業に

10年間330億ドルの削減を求めた大統領・議会の意向と財政の自動削減になっ

た場合（国防費をむ）に予測される農業の削減額110億ドルの中間に位置する

額であった。

　10年間で230億ドルの削減を行うために、固定支払いなどを廃止する。それ

によって、作物の所得支持・価格支持において10年間で130億ドル削減すると

した（表10）。

（２）収入保障と価格カバ－（不足払い）のオプション

　綿花以外の作物について、生産者は①収入保障（Agricultural Risk 

Coverage: ARC）と②価格カバ－制度（目標価格を引き上げたうえで、従来の

 



－ 19 －

新しい不足払いを続ける方式）のいずれかを選択しうる、とした。

（３）収入保障：ＡＲＣ（Agriculture Risk Coverage）

①　固定支払い、新しい不足払い、平均作物収入・選択支払い（ＡＣＲＥ：

囲み３）など、融資単価以外の政策はすべて廃止する。

②　個々の生産者の作物ごとの５年オリンピック（最低と最高の年を除く）

平均の収入（価格ｘ収量）の87％を保障する。すなわち、07年以降の高

価格を取りこんだ高収入を保障の基準とする。

③　収入の75％以下のロスについては、カバ－しない。それは、各生産者が

購入する作物保険で行う。

④　当年の農場の収入が５年オリンピック平均収入の87％を下回れば、その

差について支払いを行う。最大支払いは保障（平均）収入の12％（87－

75）分になる。

⑤　作付面積の60％に対して支払いを行う。これまでは、ベ－ス面積（Base 

Acreage：過去の面積）の85％に対してであった。対象面積が、ベ－ス

面積（過去の固定面積）から作付面積へシフトしたのである。

　以上のような収入保障は、トウモロコシや大豆団体が要請していた「作物保
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険を基礎にし、それを補足する収入保障」と同じである。中西部－西部のトウ

モロコシ、大豆、小麦は、作物保険（特に作物収入保険）をフルに用いている

から、それを基礎にし、それを補足する政策は、中西部の生産者になじみやす

く、彼らの使い勝手がいいのである。

　なお、支払いが、これまでの対象面積の85％から60％になったのは、保障基

準・当年の農場収入をすべからく個々の農場ベースで算定するとしているので、

これまでのように州の単収を基準にすることに比べ、コストが増えるので、そ

のコスト増を相殺するために、支払い面積を作付面積の60％に抑えているので

ある。

（４）価格カバ－制度（Price-only Coverage）

　もうひとつのオプションである価格カバ－制度は、これまでの「新しい不足

払い」（Counter Cyclical Payments: CCP）と不足払いの基準である目標価格

を用いる。

　すなわち、

　①　目標価格を30％前後引き上げる（表11）。

　②　支払いは、｛（目標価格）－（市場価格）｝について行われる。

　③　対象面積は、作付面積の85％とする。ここでは、従来の85％が維持され
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　　　ている。従来から用いられている政策が継続するから対象面積の作付面

　　　積比率も変わらないのである。

　2007年以降、肥料代等の農業コストがかなり上昇しているから、目標価格を

用いる不足払いを引き続き用いるならば、目標価格の引き上げは必要といえる。

提案された目標価格の水準は、小麦を除いて、最近2009－10年平均の生産費と

ほぼ等しい（トウモロコシ、大豆）か、２割上回る（コメ）水準になっている

（表11）。

　この価格カバ－制度は、作物収入保険が普及していないコメ、落花生などの

南部作物の要請を背景にするものであった。

（５）保全留保計画（ＣＲＰ）の面積を引き下げる

　これまでの保全留保計画の上限面積は3,200万エ－カ（1280万ha）であった。

これを2500万エ－カ（1000万ha）に引き下げる。それによって、10年間で40億

ドルの支出削減を行うとともに、高価格のもとで、ＣＲＰの下の農地を生産に

用いたい生産者の要望にもこたえる。上院案・下院農業委員会案は、ともに、

これを引き継いでいる。

（６）両農業委員長案の特徴

　両委員長案の第１の特徴は、年50億ドルの固定支払いを廃止するとしたこと

にある。それは、高価格・高所得が５年間も続き構造化しているなかで、全分

野が大幅な支出削減を求められている状況下では、必然的なことであろう。

　第２の特徴は、作物保険（より厳密にいえば、作物収入保険）を基礎にそれ

を補足する収入保障と、目標価格の引き上げを伴いつつ新しい不足払いを維持

する方式との２本立てとし、そのオプションにしたことである。

　トウモロコシ・大豆・小麦（中西部－北西部）とコメ・落下生（南部）との

間に、政策環境＝作物収入保険の利用・普及において大きな違いがあることが、

その背景にある。

　第３の特徴は、支払いの対象面積を過去の面積（Base Acreage）から現在の

作付面積に変えたこと（デカップリングからリカップリングに移行したこと）

である。この10年間―とくに、07年以降の５年間―において、穀作物の作付面



－ 22 －

積が大きく変わった。その結果、現在の作付面積が過去の面積と大きく異なる

場合が生じているから、現状（作付面積）に基づいて、支払が行われた方がい

い。また、過去の面積に基づくと言うのでは、新規参入者が支払いを得られな

いからである。

５　上院案：「2012年農業改革、食料、職仕事法」５）（2012年６月21日）

（１） 上院本会議における次期農業法・上院案の可決

　ステイブナウ上院農業委員長は、農業法の2012年内の成立を目指して、３月

初めから農業法についての公聴会を開催してきた。ステイブナウ委員長が下院

に先行して上院において農業法の成立を図ろうとしてきたのは、①下院におい

ては支出削減を強硬に求める共和党・ティ－パーティ（茶会党）が存在し、上

院に比べ本会議での可決が容易ではないこと（上院で農業法が可決されれば、

農業法成立に向けての下院における推進力になりうる）、②ステイブナウ委員

長自身が今年11月の上院改選期に当たっていること、による。

　４月26日、委員長提案の次期農業法案は、上院農業委員会において16：5の

評決（超党派の支持）で可決された。提案にはステイブナウ委員長の名前と並

んでＰ．ロバ－ツ共和党農業委員会筆頭の名前が冒頭に記されており、両者の

共同作業であることが示されている。反対の５名のうち、４名は南部の共和党

議員であり、彼らにはコメについての政策になお不満があったからである。

　６月21日、上院本会議において、64：35の評決で、「2012年農業改革、食料、

職仕事法（Agriculture Reform, Food, and Jobs Act of 2012）」が可決された。

（２）価格カバ－オプションを設定せず

　固定支払い、新しい不足払い（CCP）、平均作物収入・選択支払い（ACRE）な

どを廃止する。支出削減に対応するためである。マ－ケットローン（融資単価：

前掲図1）だけは残す。

　新しい不足払いの廃止は、この制度を前提にしている両農業委員長案におけ

る「価格カバ－制度」を、収入保障とのオプションとして設定しないこと、す

なわち、所得補償は収入保障一本で行うことを意味する。
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（３）収入保障（Agriculture Risk Coverage: ARC）

　１） 対象作物：綿花以外の全穀作物

　ここに綿花が含まれないのは、綿花についての政策は作物保険の一種とされ

ているからである。綿花政策のあり方の変更は、ＷＴＯ綿花裁定（囲み４）へ

の整合化を図るためである。

　２）単収：農場か、カウンティかの選択

　収入の基礎である単収などについて、個々の農場をベ－スに設定する（その

場合、全作物、全面積を拘束する）か。または、カウンティ（郡）をベ－スに

設定する（同上）か。生産者はいずれかを選択する。

　３） 支払いの発動

　支払が行われる場合は、｛「実際の作物収入額」－「収入保障額」｝がマイナ

スの場合とする。ここで、「実際＝当年の作物収入額」とは、

　①　農場ベ－スの場合は、「個々の農場の実平均単収」×「シーズン中期価格」、

　②　カウンティ・ベ－スの場合は「カウンティの平均実単収」×「シーズン

　　　中期価格」とされる。

　４） 収入保障額

　収入保障額は「基準（ベンチマ－ク）収入」ｘ0.89。基準収入額の89％まで

が保障されるわけである。その基準（ベンチマ－ク）収入は、

　①　個別農場ベ－スの場合は、「個々の農場の５年オリンピック平均単収」　

　　　×「５年オリンピック平均・全国販売価格」、

　②　カウンティベ－スの場合は、「カウンティの５年オリンピック平均単収」

　　　×「５年オリンピック平均・全国販売価格」とされる。

　５）コメ・落花生に対する特別トリガ－価格の設定

　①　コメの基準（ベンチマ－ク）収入における価格について、もし年平均価

　　　格が13ドル/100ポンド以下ならば、その年の基準収入における価格は13

　　　ドルとする。

　②　落花生の基準（ベンチマ－ク）収入における価格について、もし年平均

　　　価格が530ドル/トン以下ならば、その年の基準収入における価格は530

　　　ドルとする。

　　このように、コメの基準収入額の算定において、最低価格として13ドル
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/100ポンドを設定したことは、その13ドルが現行目標価格10.50ドルを上回る

ものであるから、コメへの一定の配慮を行ったことを示している。落花生につ

いても同じである。

　しかし、採決において、なお４人の南部議員が反対した。反対議員は、コメ・

落花生については、2011年11月の両農業委員長案における価格カバ－制度（目

標価格を前提にした不足払い）が必要であるとし、収入保障と価格カバ－制度

の二本立てを要求したとされる。彼らの立場は、次にみる下院案と同じである。

　６）支払レイト（額）

　支払レイト（額）は、｛「収入保障額」－「実収入」｝、または、｛「基準収入」

の10％｝のいずれか小さい方とする。支払レイトの上限＝最大額は基準収入の

10％になるから、補償（保障）の範囲は、基準収入の89％―79％となる。10％

の幅の補償であり、「薄い収入保障」ではある。

　７）支払対象面積

　農場ベ－スの場合には、「作付面積」については65％、「作付し得なかった面積」

については45％。カウンティベ－スの場合には、「作付面積」については80％、「作

付しえなかった面積」については45％とされる。個別農場ベ－スにおける支払

い対象面積の割合65％は、2011年11月の両農業委員長案の60％から５％ポイン

ト増えているが、65％はこれまでの85％に比べれば明らかに少ない。前述のよ

うに、個別農場をベースにすると、州－カウンティをベ－スにする場合に比べ

コストが増大するから、対象面積の削減で相殺しているのである。

　８）補足的カバ－オプション（保険）の導入

　さらに収入保障を補足するものとして、「補足的カバ－オプション

（Supplemental Coverage Option: SCO）」を導入する。これは、①カウンティ

ベ－スの単収（収入）を基準にし、②カウンティベ－スの単収または収入の

10％－25％の損失を補償（収入の75％－90％を保障）するものである。

　収入保障（ＡＲＣ）は、収入の損失の21％（収入の79％）までを補償（保

障）する。その補償を損失の25％にまで伸ばすという保険である。政府が保険

料の70％を補助する。保険料の政府補助率は平均62％（前掲表７）であるから、

この補助率は高い。政府の厚い保険料補助により、79－89％の収入保障を75－

89％に拡大しようとする政策とみられる。
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（４）直接支払いの受給資格と支払い上限額

　直接支払いの受給資格は、これまで、固定支払いについては農業課税所得

｛販売額－（費用＋減価償却額）｝75万ドル以下、すべての直接支払いについて

は農外課税所得（賃金＋利子＋配当などの他の所得）50万ドル以下であった。

固定支払いがなくなるなかで、これを課税所得（農業課税所得+農外課税所得）

額75万ドル以下とする。受給資格は、ある程度強化されるといえる。

　その直接支払いの受給上限は、一人５万ドル、夫婦で10万ドルとされる。現

行の一人：固定支払い４万ドル、新しい不足払い6.5万ドル、合計10.5万ドル、

夫婦で合計21万ドルに比べ、その上限額は、約半分に引き下げられている。直

接支払いが収入保障に一本化された結果とみられる。

（５）酪農：生産マ－ジン保護計画・マーケット安定計画

　１）対象数量を限定した酪農所得損失補償計画から、対象数量を限定しない

　　　政策へ

　酪農団体（ＮＭＰＦ）は、2010年以降、これまでの価格支持、酪農所得損失

補償政策（ＭＩＬＣ）、酪農輸出計画（ＤＥＩＰ）を廃止し、酪農マ－ジン｛（全

牛乳平均販売価格）―（全国平均飼料コスト）｝に着目しこれを保護する政策に、

次期農業法を機に全面的に移行する準備を行なってきた。

　これまでの酪農・所得補償政策の軸は、2002年農業法において導入された

酪農所得損失補償計画（ＭＩＬＣ）にあった。これは、2002年当時の牛乳生産

費＝16.94ドル/100ポンドを基準に、飲用牛乳価格がそれを下回った場合には、

その差の45％を補償する＝支払うとしたもの。さらに2008年農業法は、飼料コ

ストが7.35ドル/100ポンドを超えたときには、その増加に応じて、目標価格を

引き上げるという修正を加えた。

　ところで、この政策の対象は１事業所あたり年牛乳240万ポンド（＝乳牛140

頭：中規模酪農場に相当）に限定されており、今日の全牛乳生産量の30％に限

定されている６）。この限定により、酪農所得損失補償計画は大規模酪農経営に

は不評で、大規模酪農地帯からの強い反発を受けていた７）。新酪農政策は、対

象数量を限定した酪農所得損失補償計画に代えて、対象数量を限定しない（大

規模酪農経営の生産量をも全面的に対象にし得る）政策への移行を図ろうとす
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るもの、といえる。

　その新政策：「酪農生産マ－ジン保護計画・酪農マ－ケット安定計画」は、

酪農保障法（The Dairy Security Act）として、すでに2011年前半に議会に提

案されていた。それが2011年11月の両農業委員長案に含まれ、上院案に含まれ

たのである。

　２）酪農生産マ－ジン保護計画

　ⅰ）マ－ジンの基準を100ポンド（45.3kg）４ドルとする。「過去において４

ドルが最も低いマ－ジンであった」８）からである。

　ⅱ）マージンが４ドルを切った場合、その差を牛乳生産実績（過去３年のう

ち最も大きな生産量）の80％の６分の１か、過去２ヶ月間の販売量かのいずれ

か小さい方について支払う（支払期間の単位：２か月）。

　ⅲ）これについて、生産者の負担はない。生産者の負担は管理料のみとする。

管理料は、生産量100万ポンド（453トン）未満：100ドル、同100万―500万ポ

ンド（2265トン）：250ドル、4000万ポンド（１万8120トン）以上：2500ドルな

どとなっている（表12）。

　ⅳ）４ドル以上のマ－ジンについても８ドルまでカバ－する。それには追加

コストが必要となる。生産実績400万ポンド未満の場合にマージン4.50ドルを

カバ－する追加費用は0.01ドル/100ポンド。同６ドルカバ－の場合は0.045ド
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ル、同８ドルカバ－の場合0.95ドル（表13）。

　３）酪農マ－ケット安定化計画

　全国平均マ－ジンが６ドル以下になったならば、計画への参加者は２％の減

産を促される。５ドル以下になれば３％の減産を、４ドル以下になれば４％の

減産を促される。

　より具体的には、マ－ジンが６ドル以下になると、生産者は基準数量（過去

３ヶ月間の平均販売量か、前年同月の販売量のいずれか。契約時に生産者が選
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択）の２％分を販売額から差し引かれる。すなわち、生産者の販売額は２％分

減額される（表14）。生産者は事後的に２％分の減産を行なうことを問われる

わけである。だが、減産は強制ではない。

　その減額分は政府（農務省）に行き、政府はそれを用いて直ちに乳製品の購

入等を行う。価格の回復のためである。

　この提案については、すべての団体が支持しており、両農業委員長提案にも

含まれていたのである。

（６）綿花政策：「積み上げ所得保障計画（STAX）」

　１）綿花についての現行政策：固定支払い、新しい不足払い（ＣＣＰ）、平

均作物収入・選択支払い（ＡＣＲＥ）を廃止する。

　２）代わりに、作物保険の一種である「積み上げ所得保障計画」（Stacked 

Income Protection Plan：STAX）を設定する。これは、収入保険の一種である

「グル－プリスク所得保護保険（ＧＲＩＰ）」（囲み５）に近く、カウンティ（郡）

の平均収入をベ－スにしている。「グル－プ」とは、カウンティに存在する多

くの農家をまとめてグル－プとしていることによるものであろう。

　ただし、この保険（政策）は綿花に限った保険である。この政策が「アメリ

カの綿花政策がWTO協定に整合していない」というWTO裁定、それを前提とした

「アメリカ－ブラジル：WTO綿花フレ－ムワ－ク合意」への対応＝整合化を目的

にしているからである。

　３）期待収入の10％から30％以内の損失を補償する。すなわち、期待収入の
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70－90％を保障するわけである。

　期待収入（「期待価格」×「期待カウンティ単収」）における期待価格につい

ては、「グル－プリスク所得保護保険（ＧＲＩＰ）」の期待価格、または、作物

保険公社が提供する期待価格のいずれかを用いる。

　期待カウンティ単収については、作物保険公社の設定するカウンティ単収、

または、５年オリンピック平均カウンティ単収のいずれか大きい方を用いる。

　４）｛（カウンティの期待収入）－（カウンティの実収入）｝に差が生ずれば、

その差が支払われる。

　５）支払い保険料全体のうち政府が80％負担する。生産者の負担は20％にと

どまる。

　６）なお、ＷＴＯ裁定において問題があるとされた輸出信用保障（海外への

農産物の信用売りに対して政府が行う保障：図３参照）について、その支出上

限をこれまでの55億ドルから45億ドルに抑制する９）。これも、WTO裁定と「米

－伯：フレ－ムワ－ク合意」への対応である。

（７）支出削減

　以上によって、230億ドル/10年間の削減を図る。これは、2011年11月の両農

業委員長案と同じである。

（８）上院案の特徴と問題点

　１） 固定支払い等の廃止

　固定支払い、平均作物収入・選択支払い（ACRE）等を廃止し、支出削減に対

応するとした。その意義は、両農業委員長案においてふれた。ステイブナウ委

員長は「農政におけるもっとも大きな改革」としている。

　２） 高価格を前提にした収入保障

　補償の幅は収入保障額の89％から79％＝10％と小さい。しかし、収入保障の

基準は、販売価格（市場価格）の過去５年オリンピック平均であり、07年以降

の高価格を取り込むものである。

　３） 価格オプションを排し、収入保障に一本化

　2011年11月の両農業委員長案とのもっとも大きな違いは、価格オプション＝
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「価格カバ－制度」（目標価格を前提にした不足払い）を廃し、収入保障（ARC）

に一本化したことである。これは、中西部（トウモロコシ、大豆）と北西部（小

麦）の意向を基礎としている。

　だが、南部（コメ、落花生）は、コメ・落花生への特別トリガ－価格の設定

では満足していない。生産費を保障の基準とする価格オプション＝価格カバ－

制度（不足払い）の設定が必要としている。次にみる下院農業委員会案は、こ

れを含んでいるのである。

　４） 支払い面積：過去面積から現行作付面積へ、

　両農業委員長案を引き継ぎ、支払対象面積を過去の固定面積（Base 

Acreage）から現行の作付面積に変更し、現状の作付け実態に基づくものとし

た。また、収入額の設定について、個々の農場をベースにする場合と、カウン

ティ（郡）をベ－スにする場合とのオプションとした。個々の農場をべ－スに

するというのは、収入減に直面した農場を直接対象にしようとするものであり、

政策目的にかなう制度にしていこうとするものといえよう。

　５） セーフテイネットとしての基準の欠如

　上述のように、収入保障の基準は、高価格を前提にしている。だが、販売価

格が高いから、基準にするというのでは、それは、セ－フティネットとしての

基準とはいえない。セーフティネットとしての保障基準には、明確な根拠がい

る。それは、生産費以外にない。生産費は、生産を継続していく上に必要な社

会的コストだからである。また、それは毎年、農務省により発表されている。

　その意味からすれば、08年農業法に際して、アメリカ農務省が｛（目標価格

＝生産費）×（単収）＝（収入）｝として、生産費を基礎に収入保障に転じる

ことを提案したことが想起されていい。

　次にみる下院農業委員会案（所得保障は収入保障と価格カバ－制度のオプ

ション）における価格カバ－制度は、生産費を基準にしており、その収入保障

も生産費を基準の一つ（最低保障価格）に用いている。
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６　下院農業委員会案：

　　連邦農業改革とリスク管理法10）（2012年７月11日）

（１） 評決35：11

　下院農業委員会案は、６月21日上院本会議において上院案が可決・成立した

ことを受け、７月に入って下院農業委員会に提案された。

　提案は、下院農業委員長Ｆ．ル－カスと農業委員会民主党筆頭Ｃ．ピ－タ－

ソンの共同作業で生まれたものである。その意味で、これも超党派提案といえ

る。下院農業委員会の評決35：11は、予想を超える賛成多数であった。そこか

ら、本会議への早期上程を予測した一部の情報誌もあった。

（２） 収入保障と価格損失カバ－の二本立てオプション

　収入保障一本に絞った上院案に対し、下院農業委員会案は収入保障と価格損

失カバ－（不足払い）の二本立てオプションとした。2011年秋の両農業委員長

案の内容を復活させたのである。

　ルーカス農業委員長は、これを「全ての地域の生産者にとって公平な政

策」11）、すなわち、コメ・落花生の南部生産者も満足し得る政策としている。

　さらに、下院案の主旨説明文書において、「アメリカ農業は多様であり、リ

スクマネッジメントは作物と地域で異なる。一つの政策が全てに合う作物政策

は、アメリカ農業の多様性を尊重するものではない」12）としている。説得力の

ある論拠といえよう。

（３） 価格損失カバ－（Price Loss Coverage: PLC）

　価格損失カバ－（不足払い）を「大幅な、数年にわたる価格の下落に対処す

るもの」13）とし、作物保険を補足するとする。そして、その基準に生産費を

用いるとする。その生産費に基づく目標価格は、この間のインプットコストの

上昇に応じて、32％－41％引き上げられ、小麦以外は、現行の生産費とほぼ同

じか20％高い（コメ）水準に設定されている（前掲表11）。価格損失カバーを

設定する基礎には、「保険は数年にわたる価格の大幅な下落に対処しえない」

という認識がある。
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　2007年以降、肥料代等の農業コストがかなり上昇しているから、目標価格を

基準とする不足払いを引き続き用いるならば、目標価格の引き上げは必要とい

える。提案された目標価格の水準は、小麦を除いて、最近2009－10年平均の生

産費とほぼ等しい（トウモロコシ、大豆）か、2割上回る（コメ）水準になっ

ている（前掲表11）。

　支払い対象面積は、作付面積の85％、作付けし得なかった面積の35％。

（４）　収入損失カバ－（Revenue Loss Coverage: RLC）

　上院の農業リスクカバ－と基本的に同じであるが、いくつか修正点がある。

１） 生産者は基準収入の15％のロスを受け入れる。支払レイト（額）の上限

＝最大額は基準収入の10％であるから、基準収入の85％－75％を保障す

る。上院案は89％―79％の保障であり、上院案よりも保障水準がやや低

い。保障水準について抑制を利かせているといえよう。

２） 保障は、カウンティベ－スでおこなう。生産者が購入する作物保険との

重複を避ける。作物保険は農場ベ－スでの購入だからである。上院案は、

農場ベ－スとカウンティベ－スとのオプションであった。

３） 収入保障の基準（べンチマ－ク）として、５年間のオリンピック平均全

国販売価格か、生産費価格を用いる。生産費は、平均販売価格が生産費

を下回った場合に用いられる。生産費は、最低保証価格の位置にあるわ

けである。ちなみに上院案は、販売（市場）価格のみである。

４） 支払い対象面積は、価格損失カバ－の場合と同様、作付面積の85％、作

付しえなかった面積の35％。これは、上院案・収入保障のカウンティベ

－スにおける支払い対象面積（作付面積について80％、作付しえなかっ

た面積について45％）に比べ、作付面積の対象面積比率が高く、作付し

えなかった面積の対象面積比率が小さい。

　　　南部の場合、西部の小麦に比べ、少雨－干ばつで作付けし得ない場合

は比較的に少ないという事情が、この違いをもたらしていると思われる。

（５） 補足的カバ－オプション（ＳＣＯ）

　上院案と同じである。ただし、これと収入保障（収入損失カバ－）とは併用
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し得ない。すなわち、収入保障に入れば、補足的カバ－オプションには入れな

い。上院案では併用が可能である。

　下院の収入保障は収入の75－85％の保障であり、補足的カバ－オプションの

保障は収入の75－90％である。補足的カバ－オプションによって、収入の85－

90％部分をカバ－し得るが、下院案は、それは必要ないとしているのである。

両者は基本的に重複しているからであろう。

　生産者が価格損失カバ－（不足払い）を選択すれば、補足的カバ－オプショ

ンに入れる。そこには、制度的な重複がないからである。その場合には、「価

格損失カバ－（不足払い）＋補足的カバ－オプション（保険）」となる。後に「む

すび」において、改めて指摘するが、この組み合わせが、アメリカ農業の現状

において必要な（あるいは適切な）所得保障政策のあり方と考えられる。

（６）直接支払いの受給資格と支払い上限

　直接支払いの受給資格は、課税所得95万ドルまでとする。上院案の75万ドル

よりもやや緩やかである。直接支払いの受給上限は12.5万ドル、夫婦25万ドル

とする。上院案の個人５万ドル、夫婦10万ドルに比べ、2.5倍である。コメ農

場の規模が大きいことがその背景になっていると見られる。

（７）酪農政策

　上院案と同じである。

（８）綿花政策

　基本的に上院案と同じである。異なる点は、次の２点である。

　１） 収入保障の基礎をなす期待価格の下限（最低保証価格）として、0.65ド

ル/100ポンドを設定する。価格がそれ以下に下がった場合には、期待価格とし

て0.65ドルを用いることになる。

　この案は、当初、上院案にも入っていた。しかし、上院は、ブラジルからの

批判を受けてこれを撤回した。下院農業委員会は、それを復活させたわけであ

る。

　２） 輸出信用保障への支出上限を現行のまま（55億ドル）としている。
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　上院案は、ＷＴＯ裁定・米－伯フレ－ムワ－ク合意への整合化を念頭に、支

出上限を45億ドルに抑制するとした。

　上院案に比べ、下院農業委員会案は、南部作物＝綿花・コメの利害をより強

く打ち出すものになっているといえよう。

（９）栄養補充支援計画（旧フ－ドスタンプ：低所得層への食料補助）支出の

　　 削減

　１）栄養補充支援計画の現状（囲み６）

　アメリカ農務省は栄養計画（Nutrition Program：表15）を所管している。
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その中心は、低所得層への食料補助：

「栄養補充支援計画（Supplemental 

Nutrition Assistance Program: 

SNAP. 旧フ－ドスタンプ計画。以下、

ＳＮＡＰと略）」である。

　ＳＮＡＰ（栄養補充支援計画）の

支給対象者は、貧困ライン（Poverty 

Level:家族数に応じた所得レベルを毎年政府が発表）以下の家族である。2009

年の貧困ラインは、家族２人１万3990ドル（112万円）、家族４人２万1954ドル

（176万円）となっている（表16）。

　アメリカ農務省によれば、フ－ドスタンプの平均的受領者は、二人の子供が

ある働いているシングルマザ－とされる。
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　失業人口の増大（表17）と

ともに、ＳＮＡＰ受給者も

拡大し14）、2010年度の受給者

は4,030万人に及び、2000年

1719万人の2.3倍に達してい

る（表18）。

　ＳＮＡＰ受給者は、アメリ

カの総人口３億1,020万人の13.0％にあたる。アメリカ人の８人に一人がその

受給者なのである。

　2011年度のＳＮＡＰへの支出額706億ドル（５兆6000億円）は、価格・所得

支持と作物保険への合計支出額137億ドルの５倍以上であり、農務省全体の支

出額の51％にのぼる（表19）。

　また、ＳＮＡＰや児童栄養計画など20にものぼる栄養計画への総支出額1,075

億ド（８兆6000億円）は、農務省全体の支出額の77％に及んでいる（表20）。

　このように拡大したＳＮＡＰへの支出が、財政赤字削減のなかで削減対象に
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なった。

　２）栄養補充支援計画（ＳＮＡＰ）の運営上の問題

　ＳＮＡＰなどの栄養計画の管理運営は州政府によっている。連邦政府・議会

は、州政府におけるＳＮＡＰの管理運営において、州の自由度を拡大してきた。

その結果、下記のようないくつかの問題が発生してきたとされる15）。

①　「貧困家計への光熱費支援計画（ＬＩＨＥＡＰ）」において、州が名目的な

支援＝支払いを作り出し、所得控除の拡大→より高いＳＮＡP受給額の設

定を促してきた。ある州は、光熱費支援計画として１ドルの小切手をＳＮ

ＡＰ受給者に送る。それによってＳＮＡＰ受給額を130ドル増やしていた

といわれる。

②　大部分の州では、2001年農業歳出法により、「貧困家族への一時支援計画（Ｔ

ＡＮＦ）」、「生活保障のための所得支援」、州による「一般支援」のような

低所得者への支援計画に入っていて便益を受けている人は、自動的にＳＮ

ＡPを受給しうる（インカムチエックが必要ない）ことになった16）。その

中には、支援計画への参加が「家庭にパンフレットが配られている」、あ

るいは、「１－800緊急ホットラインへのアクセス案内が配られている」だ

けのものもあるという17）。それを受けとるだけで、インカムテストは必要

ないとなっていたのである。

　下院農業委員会案は、こうしたことを基本的に終わらせ、他の低所得者支援

計画の受給者が自動的に栄養補充支援計画の受給者になることを制限しようと

するのである。
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　３）下院農業委員会の支出削減案

　下院農業委員会案は、①このＳＮＡＰ受給の抜け穴（所得テストを受けずに

受給する）を閉ざす。②受給についてのごまかしや不正（カードを売り現金に

換えること）をなくすことによって、10年間で160億ドル＝年16億ドルの支出

削減を図るとする。上院案の10年40億ドル＝年４億ドルの削減と大きく異なる

点である。

　ルーカス農業委員長は、「常識的な改革」18）であり、年16億ドルの削減は支

給総額647億ドルの2.5％であって、ＳＮＡＰの基本的在り方は変わらないとす

る。ＳＮＡＰの削減に対し民主党内に反対があるが、下院民主党の有力指導者

ピーターソンがこれに同意し、下院農業委員会案は超党派提案とされているこ

とが注目されていい。

　４）大幅削減を求める下院共和党

　下院共和党指導部は、下院の財政決議（2012年４月）において、栄養補充支

援計画に関し、10年間330億ドルの削減（受給者200－300万人の削減）を提起

した（囲み７）。

　下院共和党の中には、この規模の削減が必要とする議員が少ななからず存在

する。下院共和党指導部は、その意向を踏まえていると見られる。したがって、

農業委員会案と下院共和党指導部の意向の間には、栄養計画の削減幅をめぐっ
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て、なお隔たりが存在していると思われる。

　下院において、農業委員会案が2012年７月―９月に本会議に上程されなかっ

た背景には、この隔たりがある。

（10） 下院農業委員会案の特徴

　１） 収入保障と価格損失カバーの二本立てオプション

　収入保障一本の上院案に対して、収入保障と価格損失カバ－（不足払い）の

二本立てオプションとしたことが、最も大きな特徴である。それに根拠がある

ことはすでに指摘した。

　２） 保障（補償）基準としての生産費の設定

　下院案は、セーフティネットについて、「大幅な、数年にわたる価格の下落

に対処するもの」という明確な認識がある。そこから、セ－フティネット（＝

所得保障（補償））の基準として生産費が設定されている。価格が高いからそ

の高価格を基準にするという上院案とは異なる。下院案は、客観的な根拠のあ

る生産費をセーフティネットの基準に設定しているといえる。

　３）収入保障と補足的カバーオプションとの併用の禁止

　収入保障と補足的カバーオプション（ＳＣＯ：保険）の併用を禁じている。

上院案とは異なる点である。両者が重複していること、財政支出削減への対応

が問われていることを前提にすれば、必要な措置といえる。

　４）支払いの対象は現行の作付け面積

　支払いの対象面積を現行の作付け面積としている。上院案と同じである。こ

れまでは、過去の面積（基準面積）であった。この10年間で作付け面積が大き

く変わったから、支払いもその現行作付け面積に基づくとしたのは、必要な変

更である。

　５） ＳＮＡＰ支出の削減

　ＳＮＡＰへの支出削減規模は、上院案（10年間40億ドル）と下院農業委員会

案（同160億ドル）では異なる。しかし、この支出削減は、主として「抜け道

やごまかし、不正を除く」ことによるものであるから、ピータ－ソン民主党筆

頭も受け入れたのであろう。上院との間で調整し得る問題と見られる。
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７　今後の展望

（１） 上院案と下院農業委員会案の相違点、その調整

　１）農業政策における違いは、上院案が収入保障一本にしているのに対し、

下院農業委員会案は価格損失カバ－（不足払い）との二本立てオプションにし

ている点である。

　価格損失カバ－の必要性については、“①南部作物（コメ、落花生）については、

作物収入保険が普及していないことから、価格カバ－制度が必要である。②“そ

の基準として生産費を用いることは「大幅な、複数年の価格下落」に対するセ

－フティネットとなる”という下院農業委員会の説明を否定することはできな

い。2011年11月の両農業委員長提案も、収入保障と価格カバ－制度の二本立て

オプションであった。

　以上を考えれば、両院協議会、あるいは、農業委員会リーダ－による協議が

行われれば、下院農業委員会案の二本立てオプションになると考えられる。

　２）最も大きな違いは、ＳＮＡＰを中心とする栄養計画についての支出削減

幅（上院案10年間40億ドル、下院農業委員会案同160億ドル）についてである。

この問題は、共和党にとっては、財政支出の徹底削減という党の基本方針に関

わっており、民主党にとっても、低所得層への支援という党の基本方針に関わっ

ている。そこに、難しさがある。

　しかし、下院農業委員会案は、民主党の有力指導者ピ－タ－ソンも受け入れ

ているのであり、下院本会議が下院農業委員会案を可決し、両院協議会が開か

れれば、両提案の間－40億ドル削減と160億ドル削減の間－において調整され

るものと思われる。

（２）次期農業法成立の時期

　次期農業法の最終形成は、下院本会議に下院農業委員会案が上程されること

によって、初めて始まる。それが、この間（7月―9月）とどめられてきた。「は

じめに」において指摘したように、その上程は大統領選後の11月－12月・レ－

ムダック議会において行われる。

　ただし、共和党指導部は、「上程＝採決を意味しない」としている（2012年
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10月末時点）。大統領選・上院改選の結果も絡み、下院本会議における次期農

業法案の採決の展望については、2012年10月末時点では、なお予測をなしえな

い状況下にある。

８　むすび

　栄養計画の支出削減規模をめぐる共和－民主党間の対立を別とすれば、農業

政策については、民主－共和党間、下院農業委員会案－上院案の違いは、両院

協議会が開催されれば、調整し得る範囲のものといえる。

　ここまで来ている農業政策の策定についての煮詰まりを踏まえ、次期農業法・

上院案と下院農業委員会案の特徴を再確認し、そこから見いだし得るものを指

摘して、「むすび」に代えたい。

（１）上院・収入保障案：高価格を取り込んだ保障、保障基準が欠如

　上院の収入保障は「過去5年間のオリンピック平均・全国販売価格」を価格

の基準としており、07年以降の高価格を取り込むものである。それは、2008

年農業法において07年から生じた高価格を取り込むべく導入された平均作物収

入・選択支払い(ACRE：以下、ACREと略)を引き継いでいる。

　同時に、上院案の収入保障はACREの持っていた問題＝「収入保障として、何

を基準に保障するのか」という基準の欠如も引き継いでいる。言い換えれば、

上院案には、セーフティネットの考え方が存在していない。ここに、ACREを引

き継いだ上院・収入保障案の基本的な問題があるといわなければならない。

（２）下院農業委員会案：セーフティネットとしての保障基準を設定

　下院案の価格損失カバ－制度(不足払い)は、｢大幅な、数年の価格の下落に

対処するもの｣、すなわちセーフティネットとして明確に位置付けられている。

同時に、下院案には「保険は数年間にわたる価格の下落に対処し得ない」19)と

いう作物保険の限界についての認識が存在する20）。

　ここから、下院案において、生産費が価格損失カバ－の基準として用いられ

ているだけでなく、収入損失カバ－(収入補償)における最低保証価格としても
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用いられているのである。

　

（３）下院案の意味するもの：“年内の収入変動に対しては保険、大幅な価格下

　　 落に対しては生産費を基準にしたセ－フティネット”による対処

　下院案は、保険の一種である「補足的カバ－オプション(SCO)」を導入する

に当たり、収入保障(収入損失カバ－)との併用を禁じている。その結果、下院

案においては「価格損失カバ－(不足払い)」と「補足的カバ－オプション(保険)」

の組み合わせが、ありうる（推奨されている)組み合わせなのである。

　“価格損失カバ―(不足払い)と作物収入保険（SCO）の組み合わせ“は、現在

のアメリカ農業にとって必要な所得補償(保障)のあり方と考えられる。

　2007年以降6年間のアメリカ農業の構造的な高価格状況（価格が生産費を上

回っている状態）を前提とすれば、年内の収入変動への保障（春の期待価格を

前提としそこから収穫期の価格下落に対する保障）は作物保険（SCO）によっ

て行い、数年にわたる価格の大幅な下落に対しては生産費を基準とする価格損

失カバ―によって行うことが、適切と思われるからである。

　将来的には、年内の価格変動リスクについては、政府補助率（70％）の極め

て高い補足的カバ－オプションの代わりに、単収・収入の90％までをカバ－す

る民間保険会社の作物収入保険を導入すれば、より適切な仕組みになると考え

られる。

注

１） 今（2012）年７月に急拡大した干ばつ被害によって、アメリカの穀物価格は、さらに

上昇している。2012年10月のシカゴ期近価格は、トウモロコシ7.63ドル/ブッシェルで

2005年2.09ドルの3.7倍、大豆16.17ドルで同2.7倍、小麦8.36ドルで同2.6倍となって

いる。アメリカの干ばつと穀価高騰について、詳しくは、服部信司「アメリカの干ば

つと穀価高騰の背景」（全農林『農村と都市をむすぶ』2012年12月号）を見られたい。

２） USDC, Statistical Abstract of the United States, 2012, p.310.

３） アメリカの政策は「義務的な政策」（Mandatory Policy）と「裁量的な政策」（Discretionary 

Policy）の２種類に分かれる。義務的な政策は、農業法においてその政策と支出枠が

位置付けられていれば、年年の農業歳出法とは関係なく（歳出法において支出額を決
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定・特定される必要はなく）、その支出＝政策の実施が行われる。これに対し、裁量的

な政策の場合には、年年の歳出法においてその支出額が決定＝特定されなければ、そ

の支出＝政策の実施は行われえない。支出法において決定された支出額の範囲におい

て、その政策は実施されることになる。

４） US Senate Committee on Agriculture, U.S. Senator Debbie Stabenow, Chairwoman, 

Recommendation to the Joint Committee on Deficit Reduction.両農業委員長案につ

いてはこれによる。個々の項目についての引用は略す。

５） Agriculture Reform, Food, and Jobs Act of 2012.　上院案はこれによる。個々の項

目についての引用は略す。

６） Randy Schnepf, Dairy Policy Proposals in the 2012 Farm Bill, CRS Report,Sept. 

2012/10/19.

７）Randy Schnepf, ibid.

８）NMPF, D. ブルークス（Brooks）副会長、2012年１月25日。

９） 輸出信用保障・支出上限額の抑制は、下院農業委員会案にはない。

10） Federal Agriculture Reform and Risk Management Act. 以下、個々の引用は略す。

11） Opening Statement of Chairman Frank D. Lucas, July 11, 2012. House Agriculture 

Committee.

12） House Committee on Agriculture, Chairman Frank D. Lucas, Federal Agriculture 

Reform and Risk Management Act.

13） House Committee on Agriculture, Chairman Frank D. Lucas, ibid.

14）経済不調時においては、失業率が１％増大すると、栄養補充支援計画への参加者は200

－300万人増える。USDA/ERS, K. Hanson and V. Olineira, How Economic Conditions 

Affect Participation in USDA Nutrition Assistance Programs, p.3.

15） House Committee on Agriculture, Chairman Frank D. Lucas, ibid.

16）USDA/ERS, K. Hanson and V. Olineira, op.cit.,p.13.

17）House Committee on Agriculture, Chairman Frank D. Lucas, ibid.

18） Opening Statement of  Chairman F. D. Lucas, ibid.　

19）House Committee on Agriculture, Chairman Frank D. Lucas, ibid.

20）日本における戸別所得補償の法制化をめぐる３党（民・自・公）協議の議論において、

民主党は「焦点は収入下落時の対策」とし、「面積要件は設けない」とする一方、「農

家の拠出」については「農家２：国８」をあげ、「収入保険制を将来構築することを見

据える」としている。だが、“生産費の一定水準を基準にし、それと価格の差を補償す

る所得補償”と収入保険は異なる。収入保険は“年内の価格の変動に対する保険”で

あり、価格の大幅な構造的な変動には対応し得ない。民主党の議論には、こういう基

本的な点（アメリカの下院農業委員会案が前提にしている所得保障政策と保険との違

い）が踏まえられていない、といわざるを得ない。

　　　他方、自民党は「固定支払いは地域政策とし、コメ以外の作目も含めた農地維持の



－ 45 －

助成に。変動支払いは産業政策とし、収入減少緩和対策（ナラシ）に組み替える」と

している。その場合、肝心の収入減少緩和対策の基準は何にするのかが、明示されて

いない。以前のように「過去3年間の市場価格の平均にする」というのでは、価格の下

落とともに、基準も下落するという問題が再現することになる。

　　　また、固定支払いと変動支払いを分離することは、その政策全体が、所得補償＝経

営所得安定対策（セイフテイネット政策）であることを止めることを意味する。アメ

リカの上院案と同じ基本問題＝セイフテイネットの欠如をはらんでいるように見受け

られる。

（2012年10月31日）
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