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(8) スイス 

株式会社 農林中金総合研究所 平澤明彦 
 
 本年度の調査課題はスイスの直接支払制度についてその考え方や具体的な単価設定、予算配分、

実績（参加率等）を整理することである。スイスを取り上げるのは、欧州の中にあって EU とは異

なる目的や考え方に基づいているため、共通農業政策（CAP）を相対化することのできるよい事例

であることと、農業の条件が不利である点が日本と似通っていることや、多面的機能への対応に

EU 以上に注力しておりきめ細かな制度が展開されている点も日本にとって先進事例として参考と

なるためである。 
 スイスは EU に加盟していないため CAP の対象外である。したがって直接支払制度の詳細を理解

するにはその前提として、スイスの農政概況やその動向、そして直接支払の概要といった基本事項

についても説明が必要であろう。そこで以下の構成は、まず前半でスイスの農業概況と基礎データ、

90 年代以降における農政の展開と直接支払制度の位置づけおよび基本的枠組みについて述べ、その

うえで後半は個別の直接支払制度について説明する。 
 

① スイス農業の概況 

 スイスは人口 832.7 万人と大きな国ではないが、独立を重んじる伝統があり EU には加盟してい

ない。所得水準は一人当たり GDP77,578 フラン（約 685 万円）（注）と高い（いずれも 2015 年）。 
（注）1 スイスフラン＝113.2 円（2017 年 11 月 21 日時点の為替レート、ロイターによる 

https://jp.reuters.com/investing/currencies/quote?destAmt=&srcAmt=1.00&srcCurr=CHF&destCurr=JPY）。 
 アルプスを擁する山国でかつ人口一人当たりの耕地面積が限られており、農業の条件は不利であ

る（注）。近隣の EU 諸国に比べて農産物の生産コストは全般に高い。山がちの地形と冷涼な気候

のため、畑作の適地は限られており、草地を利用した畜産が中心となっている。特に丘陵地帯や山

岳地帯では放牧等の粗放的な畜産が大きな割合を占めている。 
（注）スイスの農業および農政については平澤（2007, 2013a, b, 2017）および農林中金総合研究所（2007）を参照。 
 第一次および第二次世界大戦中の食料難を経て戦後は手厚く農業を保護し、食料自給度の大幅な

向上を実現した。近年は農産物貿易の自由化が進むとともに輸入への依存が拡大している。2015
年の食料自給率（熱量ベース）をみると、総合自給率（輸入飼料を差し引いたもの）は 51％、植物

質 42％、動物質 74％である。品目別には穀物 54％（注）（うちパン用穀物 77％）、牛乳・乳製品 114％、

肉・魚介 79％（うち仔牛肉 98％、牛肉 86％、豚肉 96％）、卵 53％である（OFAG 2017c）。 
（注）数量ベースでは 48％。 
 スイスは EU に加盟していないため独自の農業政策を維持しており、1990 年代から一連の農政改

革を進めている。市場支持から直接支払による所得支持へという改革の方向は EU と同様であるが、

価格支持の廃止、生乳生産調整（生産割当）の早期廃止（2009 年）等 EU と比べて市場指向的な側

面を有する一方、農業の多面的機能に対する高水準の直接支払で農業を支えてきた。その直接支払

の展開は EU に先んじた論点を多く含んでおり示唆に富む。 
 

② スイス農業の基礎データ 

1) 農地 

 用地面積は 104.9 万 ha（2016 年）である（注）。これとは別に夏季放牧用の粗放的な高山放牧地

がある。スイス統計局資料（FSO 2017: p.9）によれば農地面積 96.7 万 ha に対して高山放牧地は 51.3
万 ha（2004-2009 年調査）であり、合わせて国土面積 412.8 万 ha の 35.8％を占める。先に挙げた統

計との整合性は明らかではないが、概ね通常の農地以外にその半分程度の面積の高山放牧地がある

とみてよいであろう。 
（注）以下、農業の基礎データは特に断らない限りおもに OFAG (2017c)による。 
 

2) 農業者と農業所得 

 農場数は 5.2 万、うち経営者が専業であるもの 3.5 万、同兼業 1.7 万である（2016 年）。1 農場あ

たりの農用地面積は平均 20.1ha であり、5ha から 20ha の層が半分以上を占める。 
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 農業従事者数は 15.3 万人（2016 年）である。1 農場あたりの農業従事者数は 2.93 人であり、従

事者属性別の内訳は経営者 1 人に対して家族労働 1.32 人、雇用労働 0.62 人（うち外国人 0.30 人）、

従事の度合い別の内訳は常勤 1.31 人、非常勤 1.62 人である。 
 年齢層別農業者数（雇用農業労働者を除く）そのものの年齢総別統計は見当たらないが、それに

近いデータはある。雇用農業労働者を含む農業従事者の年齢層別内訳（2015 年）は 15-24 歳 1.5 万

人、25-39 歳 3.2 万人、40-54 歳 5.0 万人、55-64 歳 3.4 万人、65 歳以上 2.1 万人である。また、整合

性は不明であるが別の統計（2016 年）（注）によれば農業者および農業に従事するその家族の年齢

層別内訳は、15-39 歳が 1.95 万人、40-64 歳が 5.15 万人、65 歳以上が 1.67 万人である（ただし、こ

の数値はサンプルが小さいため信頼性が低いとされている）。 
（注）この統計（"Personnes actives occupées par sections économiques et selon les groupes d'âges”）によれば全年齢層の合計

は 8.78 万人である。それに対して先に挙げた農業従事者数（OFAG 2017c 掲載「Age des personnes actives」）のうち経営

者と家族労働の合計は 12.1 万人であり一致しない。いずれも元データはスイス農業労働力調査。 
 2016 年の農業部門産出額は 10,285 百万フラン（1 農場平均 19.7 万フラン）、農業純所得は 3,073
百万フラン（同 5.9 万フラン）である（暫定値）。同年の直接支払は 2,780 百万フラン（同 5.3 万フ

ラン）であり、農業部門産出額の 27.0％、農業純所得の 90.5％に相当する。 
 

3) 地帯区分 

 スイスでは農業の条件不利の程度をあらわす地帯区分が設定されており、直接支払の対象や単価

を定める際に用いられている。地帯は大きく分けて平原、丘陵、山岳の 3 区分であり、さらに山岳

は I から IV までの 4 区分がある。なお、高山放牧地（前述）はこの中に含まれない。 
 地帯間における農用地面積と農業経営体数の分布をみると（図表 117）、いずれも半分弱が平原

にあり、丘陵が 14％前後、山岳が 4 割前後を占めている。山岳のうち山岳 I と山岳 II はそれぞれ概

ね丘陵と同程度、山岳 III と IV は合わせて丘陵と同程度の割合を占める。 
 

図表 117 地帯別の農用地面積と農業経営体数（2016 年） 
 

 
出所：連邦統計局資料（Emplois, exploitations agricoles, surface agricole utile (SAU) et animaux de rente 

selon le niveau de classification 1 par canton）により作成 

 
 このように条件不利地にも幅広く農業経営が分布しており、また平均的な経営面積規模は平原か

ら山岳 IV まで地帯によらず概ね 20ha 前後である。 
 また、耕地と永年作物はその大部分が平原に集中しており、丘陵から山岳 I へと条件不利地にな

るにしたがって少なくなり、草地が殆どを占めるようになっている。 
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③ 主要な農産物 

 農用地面積 104.9万 haのうち 7割強を草地が占め、そのうちでも播種を行わない草地（自然草地）

が 58.3％と多く、播種を行う草地（人口草地。畑作との輪作を含む）は 12.0％に過ぎない。畑作物

は小麦を中心とする穀物（13.8％）、青刈りトウモロコシ 4.4％、根菜（ジャガイモ、ビート）2.9％、

油糧種子 2.6％等である（図表 118）。 
 

図表 118 農用地面積の作目別内訳（2016 年） （千 ha） 

作目 1996 年 2006 年 2011 年 2016 年  
(構成比) 

自然草地 629.4 611.8 611.3 611.5 58.3% 
人工草地 124.4 127.9 133.2 125.5 12.0% 
穀物 207.2 165.6 145.2 144.7 13.8% 

小麦 96.1 90.8 83.5 83.7 8.0% 
大麦 59.6 37.0 28.3 28.6 2.7% 
トウモロコシ(穀粒) 25.7 19.6 15.5 14.9 1.4% 

トウモロコシ(青刈) 38.2 41.8 47.6 46.2 4.4% 
根菜(ジャガイモ、ビート) 36.3 31.9 31.4 30.5 2.9% 
油糧種子 18.2 23.8 25.6 27.6 2.6% 
露地野菜 8.2 9.1 10.0 11.4 1.1% 
マメ科作物 2.2 5.6 3.8 5.3 0.5% 
その他 14.1 47.1 43.3 45.9 4.4% 
農用地合計 1,078.6 1,065.2 1,051.8 1,049.0 100.0% 

出所：OFAG (2017c) 

 

図表 119 おもな家畜の飼養頭数 （千頭） 
 1996 2006 2011 2016 
牛 1,750 1,570 1,580 1,560 
 うち雌牛 760 710 700 700 
馬 40 60 60 60 
羊 420 450 420 340 
山羊 60 80 90 80 
豚 1,380 1,630 1,580 1,450 
雌鶏 6,240 7,520 9,390 10,890 

出所：OFS(2017: p.10) 

 草地基盤を反映して牛の飼育と酪農が盛んである（図表 119、図表 120）。農業部門生産額 10.2
億フランのうち上位 3 種類は牛乳（20.8％）、牛（13.3％）、飼料作物（9.5％）であり、これらを合

わせると 4 割以上を占めている。次いで金額が多いのは豚（8.0％）、野菜（7.1％）、花卉（6.7％）

といった高付加価値部門であり、面積で大きな割合を占めていた穀物は生産額でみれば 3.6％に過

ぎない。 
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図表 120 農業部門産出額内訳（2015 年、準確定値）、（百万フラン）  
農産物生産額 9,081 88.9%    畜産物 4,932 48.3% 
  作物 4,149 40.6%      牛乳 2,120 20.8% 
    飼料作物 973 9.5%      牛 1,358 13.3% 
    野菜 721 7.1%      豚 821 8.0% 
    花卉 681 6.7%      家禽 306 3.0% 
    果物 523 5.1%      卵 252 2.5% 
    ワイン 391 3.8%  農業サービス産出額 721 7.1% 
    穀物 370 3.6%  農業生産額 9,802 96.0% 
      小麦 244 2.4%  付随的な農外活動 411 4.0% 
    原料作物 248 2.4%  農業部門産出額 10,213 100.0% 
      甜菜 123 1.2%     
      油糧作物 92 0.9%     
    芋類 163 1.6%     
    その他 79 0.8%     

出所：OFAG (2017c) 

 

④ 農業政策と直接支払の概要 

1) 90 年代以降の農政改革 

 スイスでは 1993 年以来一連の農政改革が進められている。農産物の価格を引下げ、流通を自由

化し、輸入障壁を下げる等市場指向の改革を行うと同時に、高水準の直接支払によって農業経営を

支えかつ農業の多面的機能（環境保全等）の維持向上を図ってきた。その基本的な方向性は EU の

CAP 改革と似通っているが、価格支持の廃止や早い時期の生乳生産調整（生産割当）廃止（2009
年）等 EU 以上に市場指向を徹底する面があると同時に、スイス農業の価格競争力の低さと国民の

環境保全等への支持の高さを反映して、多面的機能の強調と直接支払の水準の高さが EU と対比し

た特徴となっている。 
 現行の農業政策 2014-17 は各界が参加して 9 年をかけて検討・準備された。直接支払制度による

所得支持にもかかわらず、価格支持の廃止や輸入自由化の進展によって穀物の作付や自然放牧地が

縮小し、食料自給率は低下していた。2000 年代後半以降における農産物の国際価格高騰によって食

料安全保障に対する関心が高まったこともあり、議会は自給率 60％の維持や、新たな政策概念（食

料主権、品質戦略、持続可能な消費。詳細は後述）の採用を要請した。一方で、直接支払制度につ

いては多面的機能への貢献が明確でないとの批判があった。 
 その結果、農業政策 2014-17 では直接支払制度が抜本的に改正され、各種の具体的な多面的機能

への対価として再編成された（平澤 2013）。従来制度では所得支持を目的とする直接支払（「一般

面積支払」）が大きな割合を占めていたが、新制度では大幅に縮小されたうえその名称（「移行支払」）

も将来のさらなる縮小・廃止を暗示するものとなった。また、農地の縮小を防ぎかつ環境汚染を抑

制するため、各種の頭数支払が廃止され面積支払に移行した。それと同時に、中長期的な農業生産

の維持を目指した「供給補償支払」（最低限の生産維持を受給条件とする）が導入され、また景観

維持や望ましい生産方式に対する支払等が拡充された。 
 

2) 直接支払の概要 

 スイスは連邦憲法の第 104 条（農業）で農業政策のあり方や直接支払について定めている（農林

中金総合研究所 2007）。①農業政策の目的は農業の各種多面的機能の発揮であり、②望ましい農業

のあり方は持続可能かつ市場指向であり、③連邦が農業経営を支援すること、そして④主な政策手

段の第一に直接支払を挙げている。多面的機能の発揮とは、具体的には国民への食料供給の保障や、

農業景観の維持、自然資源の保全、国土の分散的居住、環境保全や動物福祉の観点から望ましい生

産方法の奨励である。また、直接支払には環境保全要件を課している。この環境保全要件は、環境
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団体等による国民発議を受けた国民投票（1998 年）で国民の高い支持を得て導入されたものである

（平澤 2007）。全体として、直接支払は多面的機能や農業経営の支援に対する主な施策として位置

づけられているといえよう。 
 2016 年の直接支払は 2,802 百万フランであり、連邦農業支出 3,659 百万フランのうち 76.6％を占

めている。なお、それ以外の費目は生産・販売 434 百万フラン、生産基盤改善・社会的施策 148 百

万フラン、その他 275 百万フランである。 
 

図表 121 直接支払制度の展開構想 

 
出所：農業政策 2014-2017 教書（Conseil fédéral suisse, 2012） 

 
 直接支払を種類別にみると、2016 年の予算額が多い順に供給補償支払（1,090 百万フラン）、農業

景観支払（506 百万フラン）、生産方式支払（457 百万フラン）、生物多様性支払（400 百万フラン）、

移行支払（162 百万フラン）、景観の質に対する支払（141 百万フラン）、特定作物支払（59 百万フ

ラン）、生乳に対する追加的助成（293 百万フラン）、資源効率支払（25 百万フラン）である。所得

支持を担う従来型の「移行支払」は 2014-2017 年の間毎年減額され、その分の予算は他の直接支払

へ移転される。各種直接支払の位置づけは図表 121 のとおりである。各支払はさらに細かな制度に

分かれている（図表 122）。各制度の詳細は後述する。 
 

環境サービス要件、および資源効率支払い
→自然資源の持続可能な利用

受給要件と支払い制限（社会的・構造的）

農
業

景
観

支
払

い
→

 基
礎

と
し

て
の

開
放

景
観

の
維

持
→

困
難

の
程

度
に

応
じ

た
補

償
→

夏
季

山
岳

放
牧

の
奨

励

供
給

保
障

支
払

い
→

生
産

力
の

維
持

→
困

難
の

程
度

に
応

じ
た

補
償

→
畑

作
地

お
よ

び
特

に
重

要
な

作
物

の
促

進

生
物

多
様

性
支

払
い

→
生

息
種

の
多

様
性

お
よ

び
生

息
地

の
多

様
性

の
維

持
・
促

進

景
観

の
質

へ
の

支
払

い
→

多
様

な
景

観
の

保
全

･促
進

･開
発

生
産

方
式

支
払

い
→

と
り

わ
け

自
然

に
近

い
、

環
境

親

和
的

、
あ

る
い

は
動

物
を

尊
重

し
た

生
産

方
式

の
促

進

移行支払い
→ 社会的に耐えうる変化の保証

憲法104条

・供給の保障 ・農業景観の維持
・自然資源の保全 ・国土の分散的居住

・自然と調和し、環境親和的で、家畜を尊重する生産方法の奨励



  

132 
 

図表 122 種類別の直接支払実施概況（2016 年） 

 支出額 農場数 面積 
（単位） 百万ﾌﾗﾝ 千, 構成比 千 ha, 構成比 

農業景観支払 506.8 … … … … 
開放景観維持支払 140.6 30.7 58.8% 541.6 51.6% 
傾斜地支払 107.4 27.0 51.7% 208.4 19.9% 
急傾斜地支払 12.6 5.3 10.2% 37.3 3.6% 
ワインブドウ傾斜地支払 12.0 2.3 4.5% 3.9 0.4% 
高山放牧地支払 109.6 21.1 40.4% 296.1 28.2% 
夏季山岳放牧支払 124.6 6.8 13.0% … … 

供給保障支払 1,090.6 … … … … 
基礎支払 818.2 45.7 87.5% 998.1 95.1% 
生産条件不利支払 160.2 30.5 58.4% 534.5 51.0% 
畑作地・永年作物支払 112.2 27.6 52.9% 280.4 26.7% 

生物多様性支払 400.2 … … … … 
生物多様性の質に対する支払 303.5 45.3 86.7% … … 
ネットワーク支払 96.7 36.0 69.0% … … 

景観の質に対する支払 141.7 … … … … 
生産方式支払 457.8 … … … … 
有機農業支払 45.1 6.2 11.9% 136.0 13.0% 
粗放生産支払（穀物、ヒマワリ、豆類、菜種） 34.3 14.4 27.5% 85.9 8.2% 
牧草による牛乳・食肉生産への支払 109.2 30.3 57.9% 551.0 52.5% 
動物福祉支払 269.1 36.1 69.0% … … 

資源効率支払 25.0 … … … … 
肥料排出を削減する散布技術に対する支払 10.9 9.8 18.8% 362.7 34.6% 
土壌保全的な耕起法に対する支払 13.5 8.8 16.8% 64.9 6.2% 
農薬の精密施用技術の利用に対する支払 0.6 0.16 0.3% … … 

移行支払 162.2 44.3 84.8% … … 
特定作物支払 59.0 … … … … 
生乳に対する追加的助成 293.0     
合計 3,136.2 52.3 100% 1,049.1 100% 

出所：Rapport Agricole 2017, OFAG(2017c)（特定作物支払）掲載データにより作成。 
（注）農場数の合計はスイスの全農場数。面積の合計はスイスの全農地面積（高山放牧地を除く）。 

 
 各種直接支払の受給農場数をみると（図表 122）、全農場の過半が受給している直接支払が 10 種

類に上る。3 分の 2 以上の農場が受給しているものに限っても、基礎支払（87.5％）、生物多様性の

質に対する支払（86.7％）、移行支払（84.7％）、ネットワーク支払（69.0％）、動物福祉支払（69.0％）

の 5種類がある。したがって各農場では様々な直接支払を組み合わせて利用していることがわかる。 
 これらの直接支払のうち、基礎支払はほとんどの農地が対象となっている。それに対して開放景

観維持支払と生産条件不利支払はいずれも丘陵および山岳地帯に対して条件不利の程度に応じて

配分されており、それに加えて個々の農場の斜度に応じた傾斜地支払等もある。また、高山放牧地

支払と夏季山岳放牧支払は夏季放牧の行われる高山放牧地のみを対象としている。一方、畑作地・

永年作物支払や特定作物支払等畑作を対象とする直接支払はおもに平原地帯に支払われている（図

表 123）。  
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図表 123 主要な直接支払の面積単価（地帯別） 

 
出所：筆者作成。 

（注）1. 斜度の大きな農場に対しては面積単価の高い傾斜地支払等もある。 
2. 丘陵・山岳地帯は草地が中心であるが、作目に応じて畑作地・永年作物支払や特定作物支払も利用可能。 
3. 高山放牧地は図の地帯区分に含まれない（別途の直接支払あり）。 

 

3) 今後の農政動向 

 「農業政策 2018-2021」は、現行の施策をほぼそのまま継続することが決まっている（注）。連邦

参事会（内閣）は、2018-2021 年については農業政策 2014-2017 の法令を基礎として指令を追加す

れば議会の要請に対応でき、農業法の制定は必要ないとして、議会に農業政策 2018-2021 年の教書

を提出せず、代わりに農業財政枠のみの教書（Conseil fédéral 2016）を提出した。これは 2012-2013
年の農業政策と同様の対応である。ただし、対外貿易政策の進展によっては期中に農業法の見直し

も検討される。スイスがいわゆる「チョコレート法」に基づいて行っている食品原材料農産物の内

外価格差に対する補填は、WTO のナイロビ閣僚会議（2015 年 12 月）で 5 年以内の廃止を余儀なく

されている。 
 また、税収不足を受けた政府歳出削減により、2018-2021 年の農業予算は「農業政策 2014-2017」
対比で 1.7％縮小される（注）。これは、経済成長の鈍化とスイスフラン高による税収不足の下で、

憲法 126 条の定める長期的な財政均衡の維持を達成するため、財政安定化プログラムが導入された

結果である。教書では直接支払と市場支持の減額を含む 3.7％の削減が提案されたが、最終的な削

減幅はその半分未満に抑えられた。 
 財政枠は、2017 年 3 月 7 日の 2018-2021 年農業財政手段令により総額および政策分野別内訳（直

接支払、市場支持、生産基盤改善・社会施策）について 4 年間の合計額が定められている。削減は

生産基盤改善・社会施策のうち、おもに農家の所得に直接影響しない投資助成であり、直接支払と

市場支持の予算規模は維持される。なお、生産基盤改善は農業に必要な基礎インフラ（道路、水、

電力、ケーブルカー等）の整備への支援である。社会施策は経営支援のための無利子融資と、職業

再訓練助成であるが、前者は市場金利の低さから、後者は農業政策と市況の安定から、当面多くの

利用は見込まれない（注）。 
（注）Conseil federal（(2016: pp.2, 23-24）による。 
（注）Conseil federal（2016: p.35）および連邦農業局 Web サイトによる

（https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/politik/agrarpolitik/ap-18-21.html    2017 年 11 月 9 日アクセス、 

http://www.blw.admin.ch/aktuell/00002/00003/index.html?lang=fr   2016 年 7 月 2 日アクセス） 
（注）Conseil federal (2016: p.41)を参照。 
 
 一方、連邦農業庁は 2025 年までに農業と食品を包括した統合的政策を確立する長期構想を打ち

出している（平澤 2013）。そのため、農業・食品政策の統合はその次の「農業政策 2022-25（農政

22+）」に持ち越される。また、連邦参事会は 2017 年 1 月に 2022 年以降の農業政策に関する議論の

たたき台となる文書を公表した。文書は農業の補助金依存度が高いことを指摘しており、今後は直

接支払のあり方について議論されることになると思われる。 
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 さらに、2017 年 9 月 24 日の国民投票により、憲法を改正して食料安全保障の条項を追加するこ

とが決まった（注）。スイス国民の支持は広範にわたり、賛成の割合は 78.7％に達した。新たに追

加された 104a 条は、国が促進すべき事項を定めており、主な論点は①農地等農業生産基盤を保全

すること、②国内農業生産と国際貿易、食料利用に環境保全や持続可能性の観点から制約を課すこ

と、③政策の対象には農業と食品部門の両方を含むこと、そして④市場指向である。この新たな規

定も 2022 年以降の農業政策の基礎となっていくはずである。 
（注）詳しくは平澤（2017a, b, c）を参照。 
 今後の日程は、2022 年初めの法令施行へ向けて 2018 年第 4 四半期に論点と施策案を整理した協

議文書、2019 年夏に法案を含む教書を、それぞれ連邦参事会が議会に提出する予定である。 
 

⑤ 各種直接支払制度の内容 

 スイスの直接支払は CAP でいう第一の柱と第二の柱の両方にまたがっており、目的別に整理さ

れている。ここで取り上げる直接支払は大きな区分で 8 種類あり、内訳を含めると 17 種類に分か

れている。農業の多面的機能の各種要素とそれを国内各地で実現する観点から目的に合わせてきめ

細かく設定されており、またある制度が他の制度に対する加算措置となっている等制度間の補完関

係もある。 
 以下では直接支払制度の根拠法令と受給要件について整理したうえで、直接支払について種類別

に制度の内容を説明する。なお、直接支払制度の内容に関する記述や支払単価は 2017 年時点のも

のであり、おもに OFAG(2017a)と直接支払令（2017 年 11 月 14 日時点）、そして連邦農業庁 web サ

イト（注）に基づいている。ただし、支払額や利用農場数・面積等直接支払の実績値はデータの制

約から 2016 年のものであり、おもに OFAG(2017c)による。 
（注）直接支払のページ（https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/direktzahlungen.html 2018 年 1 月 25

日アクセス）に各種制度の政策意図に関する記述がある。 
 

1) 法的根拠 

 直接支払の根拠法令は以下の連邦法例である。農業法（1998年）は直接支払を行うことを、直接

支払令はその具体的な内容を定めている。ただし、生乳に対する追加的助成と特定作物支払は直接

支払とは別の市場支持政策に含まれており、それぞれ別途の牛乳部門追加助成・データ登録令およ

び特定作物支払令による。各種の概念や用語については農業用語令に規定がある。 
 

農業法（1998 年 4 月 29 日制定、RS910.1） 
直接支払令（2013 年 10 月 23 日制定、RS910.13） 
農業用語令（1998 年 12 月 7 日制定、RS910.91） 
牛乳部門追加助成・データ登録令（2008 年 6 月 25 日制定、RS 916.350.2） 
特定作物支払令（2013 年 10 月 23 日制定、RS910.17） 

 

2) 受給資格と要件 

 直接支払令に基づく直接支払には、受給資格等各種の要件が定められている。 
 

a) 経営者 

 直接支払は原則として農業経営者に支払われる。当該経営者は経営のリスクを負い、スイス在住

で、連邦の認可を受けた農業職業訓練の第一段階ないしそれに相当する訓練を経ている必要がある。

また、法定の 1 経営あたり家畜飼養頭数上限（畜種等に応じて各種規定あり）を上回ってはならな

い。 
 スイスに事務所を置く法人と、州および基礎自治体は一部の直接支払（生物多様性支払および景

観の質に対する支払）を受給可能である。なお、国境沿いで伝統的に越境して利用している土地に

ついては、給付の制限や、EU から補助金を受給した場合の減額等の規定がある。 
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b) 環境サービス要件 

 直接支払を受給するためには以下の環境サービス要件（PER: Prestations écologiques requises）を満

たさなければならない（下記）。これと法令順守の要件とを合わせたものが、EU の CAP における

クロスコンプライアンスとグリーニングに相当する。かつてはクロスコンプライアンスと称される

こともあった。 
 

・家畜の飼養において動物保護令の規定を順守する。 
・肥料収支の均衡。窒素およびリン肥料の過剰は 10%以内にとどめる。 
・生物多様性促進用地の確保。農用地の 7％（特別作物（注）の場合は 3.5％）。なお、この生

物多様性促進用地は生物多様性支払の対象となる。 
・自然・景観保護法による指定区域での規定を順守する。 
・輪作の実施。開けた農地が 3ha 以上ある場合は原則として年間 4 品目以上作付け。主要品目

別に作付割合の上限あり。 
・適切な土壌保全。8 月 31 日以前の収穫後は間作、緑肥、または秋作物により土壌を被覆する。

土壌の浸食と化学的・物理的損傷を防ぐ措置をとる。 
・農薬の目的を絞った選択と使用。冬季の使用禁止。出芽前除草剤、粒剤、殺虫剤の各種制限。 

 
（注）本報告書の有機農業支払の項を参照。 
 
 これに加えて、農業者が農業に関する法令や、水質保全・環境・自然・景観に関する法律に従わ

ないときは、直接支払の減額あるいは取消しを受ける。 
 

c) 労働力、年齢、受給額の制限 

 直接支払の対象となる農場の最低規模要件として、農場労働力の最低限度が設定されている。最

低限度は 0.20 標準労働力単位（UMOS: unité de main-d’oeuvre standard）である。必要な労働力のう

ち 50％以上は農場で（家族労働力＋雇用労働力）備えなければならないため、外部委託は半分未満

に留める必要がある。また、経営者の年齢には年金受給権との兼ね合いで上限（65 歳未満）が設定

されている。 
 直接支払の受給額には上限があり、1 標準労働力あたり 7 万フランである。ただし一部の直接支

払（ネットワーク支払、景観の質に対する支払、資源効率支払、移行支払）はこの上限額の対象外

となっている。 
 

3) 農業景観支払 

 地理的特徴による農業者の追加的な負荷を補償し、農地の利用を維持して農業景観を保全するた

めの支払である。対象となるのは所定の条件不利地のみである。条件不利の程度が高くなるのに応

じて各種の支払対象となり、また支払単価も高く設定されている。丘陵・山岳地帯むけの支払のほ

か、森林化の懸念される傾斜地むけの追加的な支払と、夏季放牧の行われる高山放牧地向けの支払

がある。 
 スイスでは森林の開拓が禁じられており、農地が一度森林化すると元に戻せなくなる。そのため

農地維持の方策として森林化の防止が重視されている。 
 

a) 開放景観維持支払 

 条件不利な地帯で農地の開けた景観を維持するための面積支払である。丘陵・山岳地帯の農地を

対象としており、平原地帯は対象外である。全農場の 6 割弱、全農地の 5 割強（前掲 図表 122）
に支払われており、当該地帯の農場（2.9 万）と農地（55.6 万 ha）をほぼすべてカバーしている。 
 当該農地は森林の拡大を防ぐように用いる必要がある。面積単価は地帯ごとに異なり、条件不利

の程度に応じて高くなる。とくに作期の短さや、最寄りの村等との連絡、そして地形が考慮されて

いる。生垣、雑木林（bosquets champêtres）と木の生えた土手（berges boisées）（注）は対象外であ

る。 
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（注）これらは生物多様性支払の対象に含まれる。 
 
支払単価 

地帯 フラン／ha 
平原 0 
丘陵 100 
山岳 I 230 
山岳 II 320 
山岳 III 380 
山岳 IV 390 
 

b) 傾斜地支払 

 傾斜のある農地に対する面積支払であり、土地を常時農業に用いて森林化を防ぐことを目指して

いる。各農場内で傾斜のある部分のみが対象となることを反映して、受給農場は全農場の 5 割強に

達するのに対して、受給農地面積は全農地の 2 割弱（前掲 図表 122）にとどまっている。 
 面積単価は傾斜が大きくなるほど高く設定されている。傾斜農地の最低所要面積が定められてお

り、1 区画 1a かつ 1 農場あたり 50a である。永年採草地には草刈りが要件として課される。永年放

牧地とワインブドウは対象外である。生垣、雑木林（bosquets champêtres）と木の生えた土手（berges 
boisées）も対象外である。これらについてはいずれも後述するとおり別途の制度がある。 
 
支払単価 

傾斜率 フラン／ha 
18～35％ 410 
35 超～50％ 700 
50％超 1,000 
 

c) 急傾斜地支払 

 前項の傾斜地支払の対象農地のうち、急傾斜地（傾斜率 35％以上）が農場の農地（注）の 30％
以上を占める場合の追加的な面積支払であり、全農場の１割強（前掲 図表 122）が受給している。

急傾斜地は機械の使用が制約され手作業が多いことを考慮している。 
（注）厳密には直接支払の受給適格面積（直接支払令第 44 条第 2 項）。 
 急傾斜地が農場の農地の 30％よりも多い場合は、それに応じて面積単価が高くなる。面積単価の

算出は以下の式による。具体的な面積単価は 100 フラン／ha から 1,000 フラン／ha の間となる。 
 

面積単価 ＝ 100 ＋ （900／70）×（急傾斜地の割合 － 30％） 
 

d) 傾斜地ワインブドウ支払 

 ワインブドウを栽培する傾斜地に対する面積支払である。傾斜が大きいと面積単価が高くなるほ

か、階段耕作地（段々畑）の場合はさらに面積単価が高い。同じ農地で傾斜のみによる支払と、階

段耕作地の支払の両方を重複して受給することはできない。傾斜地の最低所要面積が定められてお

り、1 区画 1a かつ 1 農場あたり 10a である。階段耕作地の場合は全体として 1ha 以上必要であり、

擁壁に関する条件（間隔、高さ、素材等）が定められている。 
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支払単価 
傾斜率 フラン／ha 

30～50％ 1,500 
50％超 3,000 
傾斜率 30％超の自然地形

の上に作られた階段耕作

地 
5,000 

 

e) 高山放牧地支払 

 高山放牧地（alpage）支払は、夏季山岳放牧を行うのに十分な数の草食家畜（粗飼料を食べるも

の）を維持するよう奨励するものであり、当該地域で通年経営する農場に対して支払われる。ただ

し水牛と鹿は対象外である。乳牛 1 頭に相当する家畜（UGBFG）（注）を 100 日間放牧するのに必

要な高山放牧地である PN（pâquier normal）を単位として支払われ、単価は一律年間 370 フラン／

PN である。支払の対象となるのは夏季放牧農場（exploitations d’estivage）および国境地域の認定を

受けた夏季共有放牧地である。 
（注）粗飼料食大家畜単位（unités de gros bétail consommant des fourrages grossiers）。家畜の頭羽数に畜種別の係数

をかけて算出する。基準となる乳牛の係数は１、搾乳中の羊は 0.25 等。係数は後述の大家畜単位（UGB）と共通で

ある（農業用語令第 27 条および付属文書）。 
 

f) 夏季山岳放牧支払 

 草食家畜（粗飼料を食べるもの）の夏季山岳放牧（estivage）に対して、その経営と当該放牧地を

維持するために支払われる。ただし水牛と鹿は対象外である。支払単価は畜種と放牧の形態に応じ

て異なり、上記の PN または UGBFG を単位として支払われる。支払の対象となるのは夏季放牧経

営および国境地域の認定を受けた夏季共有放牧地である。 
 
支払単価 

畜種と放牧形態 単価 
非搾乳用の羊。羊番による常時監視、

または群れの保護を伴う輪換放牧 400 フラン／PN 

非搾乳用の羊。輪換放牧 320 フラン／PN 
非搾乳用の羊。その他の放牧 120 フラン／PN 
乳牛または搾乳用の羊・山羊。56～
100 日間の伝統的な夏季山岳放牧 400 フラン／UGBFG 

粗飼料を食べるその他の家畜 400 フラン／PN 
 

4) 供給保障支払 

 食料自給能力の改善を意図した面積支払である。最低限の食料生産を条件として支払われる。平

地での生産能力の維持を目的とする基礎支払と、条件不利地向けおよび畑作地・永年作物向けの追

加的な支払に分かれている。 
 

a) 基礎支払 

 基礎支払は、地力、知識、資本装備といった食料生産能力の保全を期待している。食料・飼料を

生産する農地に加えて、同様の知識と技術（機械等）を用いるエネルギー作物やタバコの生産農地

も対象である。広範な農地をカバーしており、受給農場は 78.5％、受給農地は 95.1％に上る（前掲 

図表 122）。 
 支払単価は原則として 900 フラン／ha であるが、生物多様性促進用地のうち永年草地の場合は

450 フラン／ha である。支払対象面積には制限があり、1 農場当たり 140ha が上限である。また、

面積規模が 60ha以上の場合は減額が課され、規模が大きくなるにつれて減額の割合は大きくなる。 



  

138 
 

 
支払単価 

条件 フラン／ha 
一般の農地 900 
生物多様性促進用地のうち永年草地 450 
 
減額の割合 

面積 減額 
 60ha 以下 0 
 60ha ～  80ha 20% 
 80ha ～ 100ha 40% 
100ha ～ 120ha 60% 
120ha ～ 140ha 80% 
140ha 超 100% 
 
 永年草地については最低限の家畜負荷（Charge minimale en bétail）が条件として課され、未達成

の場合は基礎支払が比例的に減額される。最低限の家畜負荷は地帯別に定められており、条件不利

な地帯ほど値が低く設定されている。なお、生物多様性促進用地の場合、永年草地の最低家畜負荷

基準は通常の 30％が適用される。 
 
最低限の家畜負荷 

地帯 UGBFG／
ha 

平原 1.0 
丘陵 0.8 
山岳 I 0.7 
山岳 II 0.6 
山岳 III 0.5 
山岳 IV 0.4 
 

b) 生産条件不利支払 

 丘陵・山岳地帯に対する追加の面積支払である。当該地帯での生産維持を意図しており、農地の

大部分が草地にしか使えないことに配慮している。全農場の 6 割弱、全農地の 5 割強（前掲 図表 
122）に支払われており、これらの比率は開放景観支払とほぼ同じである。 
 支払単価は地帯別に条件不利の程度に応じて定められている。基礎支払と同じ最低限の家畜負荷

が定められており、未達成の場合は生産条件不利支払も比例的に減額される。 
 
支払単価 

地帯 フラン／ha 
平原 0 
丘陵 240 
山岳 I 300 
山岳 II 320 
山岳 III 340 
山岳 IV 360 
 

c) 畑作地・永年作物支払 

 畑作地および永年作物の作付地に対する追加の面積支払である。これらの作目は草地よりも生産

熱量が大きいため、供給保障のために草地よりも優遇してその割合維持を図っている。全農場の半
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分強、全農地の 4 分の 1 強（前掲 図表 122）に支払われている。農地に占める草地以外の割合は

ほぼ 30％である（前掲図表 118 による）から、その大部分に支払われていることがわかる。 
 面積単価は 400 フラン／ha である。基礎支払と同様、食料生産能力の維持に用いられない作物の

作付地は対象外である。国境地域で慣習的に作付けされている農地は対象となる。 
 なお、ここでいう「畑作地」（terres ouvertes）は休閑地を含み、「人工草地」（prairies artificielles。
輪作の一部をなし播種と採草を伴う）を除く。畑作地と人工草地を合わせて輪作地（terres assolées）
と呼ぶ（農業用語令第 18 条）。 
 

5) 生物多様性支払 

a) 通則 

 生物多様性支払は、生物種と自然生息地の多様性を促進するために各種の生物多様性促進用地に

対して支払われる。生物多様性促進用地は、各農場における農地の 7％（特別作物の作付地につい

ては 3.5％）を確保することが直接支払の受給資格にかかる環境サービス要件（PER）の一環とし

て定められている。支払単価は、生物多様性促進用地の種類ごとに定められる。原則として最低 8
年間以上の継続が必要とされる。 
 

b) 生物多様性の質に対する支払 

 さまざまな種類の生物多様性促進用地に対する支払である。（供給保障支払の）基礎支払と同様

に、大多数の農場（86.7％）（前掲 図表 122）が受給している。支払単価は生物多様性促進用地の

種類と地帯によって大きく異なる。多くの制度は面積支払であるが、1 本ずつの木を単位とする支

払もある。 
 各種の生物多様性促進用地には、達成の比較的容易な第一水準と、より高度な第二水準の二種類

がある。第二水準を満たす生物多様性促進用地には、第一水準と第二水準の支払単価を合わせた金

額が支払われる。また、生物多様性促進用地は一部の種類を除き最低 8 年間以上の継続が必要であ

る。なお、2016 年には第三水準が計画されていたものの取りやめとなった。 
 一般的に第一水準の生物多様性促進用地では、肥料の使用は禁止され、農薬の使用も原則として

禁止される。刈捨て除草機（broyage de l'herbe (mulching)）と石の破砕（girobroyeurs à cailloux）も

認められない。問題となる植物への対処は原則として機械による。刈り取った草は原則として外に

持ち出さなければならない。播種をする際は所定の混合種子のみが認められる。 
 さらに第二水準では、植物相の質または生物多様性を支える構造が要件となる。調整剤の使用は

認められない。 
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生物多様性の質に対する各種の面積支払（支払単価） 

 要件 地帯 

 水準 平原 丘陵 山岳 
（フラン／ha）    I, II III, IV 

粗放的採草地 
第一 1,350 1,080 630 495 
第二 1,650 1,620 1,570 1,055 

非集約的採草地 
第一 450   450 
第二 1,200   1,000 

粗放的放牧地 
第一 450    
第二 700    

木のある放牧地 
第一 450    
第二 700    

粗放的な採草に用いられる湿地（surfaces à 
litière) 

第一 1,800 1,530 1,080 855 
第二 1,700 1,670 1,620 1,595 

生垣・雑木林（bosquets champêtres）・木の生

えた土手（berges boisées） 
第一 2,700    
第二 2,300    

水路沿いの採草地 第一 450    
野生種の花を播種した休閑地（jachères 
florales） 第一 3,800    
輪作休閑地 第一 3,300    
農地の縁の粗放的作物生産 第一 2,300    
輪作地の縁の粗放的採草 第一 3,300    
自然の生物多様性を有するワインブドウ作付

地 第二 1,100    
授粉媒介者およびその他の有用生物のため

に花を播種した地片 第一 2,500   

 
木 1 本当たりの支払（支払単価） 

（フラン） 第一水準 第二水準 
幹を高く仕立てた果樹 13.50 31.50 
胡桃の木 13.50 16.50 
 
 実施状況を確認すると、受給農場数の延べ数はスイスの全農場数（5.2 万）の 2.6 倍となっており、

一つの農場で複数の種類の支払を受給していることが確認できる。特に農場数が多いのは粗放的採

草地（3.9 万）、幹を高く仕立てた果樹（2.9 万）、次いで粗放的放牧地および木のある放牧地（1.7
万）、生垣・雑木林・木の生えた土手（1.4 万）、日集約的採草地（1.2 万）である。受給面積の延べ

数はスイスの農地面積の 3 分の 1（第一水準）ないし 2 分の 1（第二水準）程度である。 
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生物多様性の質に対する支払の実施状況（2016 年） 

 
農場数 面積（ha） 給付額（千フラン） 

水準 第一 第二 第一 第二 第一 第二 合計 
粗放的採草地 39,834 20,655 81,844 32,221 81,032 45,220 126,252 
非集約的採草地 12,555 3,816 17,384 3,758 7,807 3,986 11,793 
粗放的放牧地および木のある放牧地 17,720 6,763 45,417 15,722 20,396 11,006 31,401 
粗放的な採草に用いられる湿地 7,475 5,496 7,957 6,461 10,233 10,630 20,863 
生垣・雑木林・木の生えた土手 14,800 5,649 3,940 1,512 10,632 3,477 14,109 
水路沿いの採草地 332 － 71 － 32 － 32 
野生種の花を播種した休閑地 2,242 － 2,265 － 8,601 － 8,601 
輪作休閑地 474 － 618 － 2,039 － 2,039 
農地の縁の粗放的作物生産 147 － 254 － 585 － 585 
輪作地の縁の粗放的採草 847 － 194 － 640 － 640 
自然の生物多様性を有するワイン

ブドウ作付地 
481 － 952 － 1,048 － 1,048 

授粉媒介者およびその他の有用生

物のために花を播種した地片 
536 － 128 － 320 － 320 

幹を高く仕立てた果樹 29,684 12,583 * 2,206 * 803 29,777 25,315 55,092 
胡桃の木 9,152 2,680 * 64 * 19 864 375 1,239 
夏季放牧地内にある草地および生

物種の豊富な落葉落枝面積 － 5,248 － 196,786 － 29,518 29,518 

合計（延べ数） 136,279 62,890 161,024 256,460 174,005 129,526 303,531 
（注）「*」は面積でなく木の本数。単位は千本で面積の合計には含まれない。 
 

c) ネットワーク支払 

 ネットワーク支払は、州のネットワーク要件を満たした生物多様性促進用地に対して支払われる。

全農場の 7 割弱（前掲 図表 122）が受給している。当該用地は州の承認した地域ネットワークプ

ロジェクトの指針に則って設置・運営する必要がある。連邦の財政負担は 90％が上限であり、10％
以上を州、基礎自治体またはその他のプロジェクト推進組織が負担する。支払単価は州が定める。

上限額は以下のとおり面積単価（ないし木１本当たりの単価）で示されている。 
 実施状況を確認すると、受給農場数の延べ数はスイスの全農場数（5.2 万）の 2 倍強となってお

り、一つの農場で複数の種類の支払（注）を受給していることが確認できる。特に農場数が多いの

は粗放的採草地（3.1 万）、幹を高く仕立てた果樹（1.9 万）、景観に適合し単独で生える在来種の樹

木および樹木の列（1.3 万）、粗放的放牧地および木のある放牧地（1.2 万）、生垣・雑木林・木の生

えた土手（1.1 万）である。受給面積の延べ数はスイスの農地面積の 4 分の 1 弱である。 
（注）平均して約 3 種類（延べ受給農場数／ネットワーク支払受給農場数 ＝ 110.3 千／36.0 千 ≒ 3）。 
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支払単価と 2016 年の実施状況 

 
支払単価 
上限 

農場数 面積 給付額 

（単位） ﾌﾗﾝ／ha  ha 千ﾌﾗﾝ 
粗放的採草地 1,000 31,598 64,382 54,046 
非集約的採草地 1,000 6,576 9,092 8,485 
粗放的放牧地・木のある放牧地 500 12,361 32,779 14,418 
粗放的な採草に用いられる湿地 1,000 6,267 6,973 6,222 
生垣、雑木林、木の生えた土手 1,000 11,185 3,004 2,703 
水路沿いの採草地 1,000 170 34 31 
野生種の花を播種した休閑地 1,000 1,786 1,687 1,519 
輪作休閑地 1,000 279 367 330 
農地の縁の粗放的作物生産 1,000 103 198 179 
輪作地の縁の粗放的採草 1,000 728 171 154 
自然の生物多様性を有するワインブドウ作付地 1,000 599 1,593 1,433 
幹を高く仕立てた果樹 ** 5 19,417 *** 1,258 5,665 
胡桃の木 ** 5 4,244 *** 32 146 
地域における特定の生物多様性促進用地 * 1,000 1,595 2,603 1,547 
景観に適合し単独で生える在来種の樹木および樹木の列 * ** 5 13,435 *** 138 623 

合計（延べ数）  110,343 122,883 97,499 
（注）「*」はネットワーク支払のみの対象。「**」は木 1 本当たりの支払単価。「***」は面積ではなく木の本数（単位は

千本）であり、面積の合計には含まれない。 
 

6) 景観の質に対する支払 

 景観の質に対する支払は、多様な農業景観の維持・促進・開発に対する支払である。開放景観の

維持や生息地の多様性にとどまらず、景観にかかる地域のニーズや文化的価値を考慮した新型の直

接支払である。内容は州の計画に基づく。実施期間は 8 年間を単位とし、金額は計画の費用と価値

に応じて決定する。2016 年時点で 136 件のプロジェクトがあった。 
 支払単価は州が定め、連邦は最大でその 90％までを所定の上限額を超えない範囲で負担する。上

限額は農地の場合 360 フラン／ha、高山放牧地の場合 240 フラン／PN である。 
 対象となるのは通常の通年農場（exploitations à l’année）と、夏季（山岳）放牧農場（exploitations 
d’estivage）の両方である。当制度への参加率はそれぞれ 76％、62％とかなり高い。 
 
実施状況（2016 年） 
 農場数 給付額 

（単位） 千 参加率 百万フラン 
通年農場 35.0 76% 131.0 
夏季山岳放牧農場 4.2 62% 10.8 
出所： Rapport Agricole 2017 による。 
 

7) 生産方式に対する支払 

a) 有機農業支払 

 有機農業支払は、とりわけ環境親和的な農業生産の方式として有機農業を奨励するものである。

当該農場全体が有機農業令の規定に従うことが要件である。その監視は国の認可を受けた認証団体

が行う。 
 全農地の 13％、全農場の 12％（前掲 図表 122）に対して支払われており、有機農業の割合が

かなり高いことがわかる。 
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支払単価 
 フラン／ha 
特別作物（注） 1,600 
それ以外の畑作地 1,200 
それ以外の対象農地 200 
（注）特別作物はブドウ、ホップ、果物、ベリー、野菜、タバコ、薬用・香料用植物、キノコ（農業用語令第 15 条）。 
 

b) 粗放生産支払（穀物、ヒマワリ、豆類、菜種） 

 粗放生産支払は、穀物、ヒマワリ、豆類、菜種の粗放的な生産に対する面積支払である。この支

払は収穫の減少・喪失リスクを緩和することにより、農薬使用の削減を奨励し、収穫物中の潜在的

な農薬残留と環境への悪影響を避けることを意図している。全農場の 4 分の 1 強がこの支払を受給

している（前出 図表 122）。 
 支払単価は 400 フラン／ha である。各種薬品（成長調整剤、殺菌剤、自然防御能に対する化学合

成促進剤、殺虫剤）の使用禁止、種実が熟してからの収穫、飼料用小麦の品種選定が定められてい

る。上記の作目区分毎に農場全体の作物が規定を守る必要がある、すなわち当該農場の全作目では

なく、任意の作目を選んで参加することが可能である。 
 

c) 牧草による牛乳・食肉生産への支払 

 飼料の大部分を草地に依存した牛乳・食肉生産に対する支払である。形態は当該農場の草地全体

に対する面積支払であり、受給農場数・面積ともスイスの過半（前出 図表 122）を占める。牛乳・

食肉の生産においてスイスの潜在的生産力を活かし自給度を高めるには草地の利用が重要である。

また、そうして生産された牛乳は濃厚飼料を多く消費するストール飼いよりも環境親和的であり、

かつ栄養面でも脂質組成が優れているとされる。 
 面積単価は 200 フラン／ha である。おもな給付要件は、農場における粗飼料食家畜の年間飼料消

費のうち、所定の基礎的飼料（飼料作物）が乾物換算で 90％以上を占めることと、そのうち採草地

と放牧地由来の飼料が一定（平原で乾物の 75％、山地で乾物の 85％）以上の割合を占めることで

ある。 
 この支払には、（供給保障支払の）基礎支払と同様に、最低限の家畜負荷が課され、未達成の場

合は比例的に減額される。 
 

d) 動物福祉支払 

 所定の種類の家畜すべてが規制を上回る高度な動物福祉の要件を満たす農場に対する支払であ

り、大家畜単位（UGB）（注）に基づき支払われる。 
（注）UGBFG（前述）と同様、家畜の頭羽数に畜種別の係数をかけて算出する。基準となる乳牛の係数は 1、授乳中の

豚は 0.55、雌鶏は 0.01 等（農業用語令第 27 条および付属文書）。 
 

i) 動物にとりわけ配慮した厩舎システムに対する支払（SST） 

 厩舎や飼養方法が所定の条件を満たす場合に支払われる。厩舎は動物が休息し、動き、種の必要

に適う行動をとる機会を常時与えるものでなければならない。動物は繋がずに群飼しなければなら

ない。照度 15 ルックス以上の日光が必要とされる。そのほかに動物の種類別の各種要件がある。 
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支払単価 
動物の種類 フラン／UGB 

牛・水牛（160 日齢超）、ウマ科動物（30 月齢以上）、山

羊（1 歳以上） 90 

豚（乳離れ前の子豚を除く） 155 
種鶏（採卵用・肉用系統の雌雄）、採卵鶏、若鶏（雌雄）、

雛、肉養鶏、七面鳥、兎 280 

 

ii) 動物を定期的に屋外に出すことに対する支払（SRPA） 

 動物をほぼ毎日放牧場、運動場、あるいは外気に当たる空間に出られるようにした場合に支払わ

れる。動物の種類別に各種要件が定められている。 
 
支払単価 

動物の種類 フラン／UGB 
牛・水牛、ウマ科動物、羊・山羊（1 歳以上）、子羊、

兎 190 

牛・水牛（160 日齢以下） 370 
繁殖母豚（授乳中を除く） 370 
その他の豚（乳離れ前の子豚を除く） 165 
種鶏（採卵用・肉用系統の雌雄）、採卵鶏、若鶏（雌雄）、

雛、肉養鶏、七面鳥 290 

 
 実施状況をみると、SST は全農場の 4 割、SRPA は同 7 割が受給している。両制度の合計農場数

（全農場の 7 割。図表 122 による）から判断して、SST の受給農場は殆どが SRPA も受給している

と考えられる。さらに、家畜の飼養等各制度に参加可能な条件を有する農場数に対する割合（参加

率）は、SST が 54％で過半、SRPA が 84％で大部分の農場が受給している。家畜のカバー率（UGB
換算）は SST で 57％、SRPA で 75％である。なお、畜種によって参加率にはばらつきがある。 
 
実施状況（2016 年） 
 農場数 家畜数 支払額 

（単位） 千 千 UGB 百万フラ

ン 
動物にとりわけ配慮した厩舎システムに対する支払(SST) 22.1 682.3 80.2 
動物を定期的に屋外に出すことに対する支払(SRPA) 35.1 962.8 188.9 
合計 36.1 1,645.0 269.1 

 
参加率（2016 年） 

 SST SRPA 
畜種 UGB 農場 UGB 農場 

牛 54.5% 52.0% 81.8% 83.4% 
馬 18.3% 18.4% 83.8% 73.5% 
山羊 41.0% 20.8% 77.9% 54.3% 
羊 … … 87.4% 73.7% 
豚 66.5% 52.1% 50.8% 49.5% 
兎 70.1% 16.9% 1.5% 5.5% 
家禽 92.2% 24.8% 37.1% 23.0% 
全体 57.1% 54.8% 75.7% 84.4% 
（注）農場の分母は各プログラムに参加可能な農場数。 
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e) 資源効率支払 

 資源の効率的利用に対する支払（資源効率支払）は、自然資源の持続可能な利用と生産手段の効

率的な使用を促進するために、効果の確認された技術に対して期間を限って助成するものである。

2014 年から導入された。対象となる技術は施肥によるアンモニア排出の削減技術、土壌保全的な耕

起法、農薬の精密施用、農薬散布機の洗浄機能（2017 年から）である。 
 

i) 排出を削減する散布技術に対する支払 

 大気中へのアンモニア排出を削減できる肥料散布技術の利用に対する面積支払であり、全体の 2
割弱の農場（前掲 図表 122）が受給している。スイスではアンモニア排出量の 92％が農業由来で

あり、その一部は肥料散布および肥料により生じる。アンモニアは空気に運ばれて森林、湿地、草

地等の生態系に悪影響を及ぼす。肥料が大気に触れる程度を抑制する施用技術によりアンモニアの

排出を削減できる。 
 特定の種類の散布機や注入機の使用等が制度の対象となる。支払単価は 1 回の施用につき 30 フ

ラン／ha。同じ土地について年 4 回まで（冬季の 11 月 15 日から 2 月 15 日を除く）の施用が支払

対象となる。記録の作成が義務付けられている。 
 

ii) 土壌保全的な耕起法に対する支払 

 不耕起播種等土壌への影響の少ない所定の耕作方法の利用に対する面積支払であり、全体の 6 分

の 1 の農場（前掲 図表 122）が受給している。耕起の削減は表土中の腐植、土壌の構造や生物活

性、保水力を促進・改善するとともに、土壌浸食を減らす効果がある。また、硝酸態窒素の損失が

減り、農機の（使用が減るため）燃料消費も削減される。 
 面積単価は耕起法の種類に応じて 150 フラン／ha から 250 フラン／ha である。いずれも作物や

その残渣による耕地の被覆を想定している。除草剤を用いない場合の加算支払（400 フラン／ha）
がある。病虫害や雑草のリスクを低減するため、適切な輪作や品種の選定、圃場の残渣裁断といっ

た予防措置を講じねばならない。耕起や除草剤の施用に対する制限がある。記録の作成が義務付け

られている。 
 
支払単価 

耕起法 フラン／ha 
不耕起（semis direct） 250 
部分耕起（semis en bandes） 200 
浅耕（semis sous litière） 150 
除草剤不使用による加算 400 
（注）耕起法の訳語は意訳。Agridea (2014) “Techniques culturales 

préservant le sol”における耕起法の説明を参考にした。 
 

iii) 農薬の精密施用技術の利用に対する支払 

 所定の条件を満たす農薬散布機の取得に対する支払である。実績は受給農場数は 159（2016 年）

と限られている。散布機の種類別に補助率と上限額が定められている。制度の対象となる機器は 2
種類ある。一つは作物の下部や葉裏に農薬を散布するための付加的装置（補助率 75％、上限額一つ

当たり 170 フラン）であり、農薬の使用を最大 80％削減できる。従来型の散布機は農薬を上向きに

散布するため、薬剤の多くは作物の上部と葉表に多くかかり、作物の下部や葉裏にはかかりにくい。

いま一つは、永年作物に用いる農薬の飛散を半分以上低減する散布機（補助率 25％、上限額 6 千フ

ランないし１万フラン）である。 
 

iv) 農薬散布機の洗浄機能導入に対する支払 

 農薬散布機による水質汚染を防ぐために設計された内蔵式洗浄機能の導入に対する支払である。

補助率 50％、ただし上限額 2 千フランである。2017 年から導入された。なお、2023 年以降は一定
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以上の大きさのタンクを有する農薬散布機には、内部洗浄機能の装備が義務付けられる。 
 

8) 移行支払 

 2013 年以前における所得支持政策からの移行措置である。おもな直接支払の受給額が減少した農

場を対象としており、全農場の 8 割以上（前掲 図表 122）が受給している。継続期間は 2014 年

から概ね 8 年間の見込みであり、毎年減額される。 
 各農場の受給額は、旧制度の一般直接支払（所得支持）から新制度の農業景観支払と供給保障支

払を差し引いた金額を基本価額とし、それに年ごとの係数をかけて算出される。したがって、農地

面積や家畜頭数といった生産要素からは切り離されている。係数は全国一律であり、各年における

移行支払の予算総額を基本価額の総額で除して求める。これまでの係数の実績は 2014 年 0.4724、
2015 年 0.2796、2016 年 0.261 である。移行支払の予算総額は、直接支払の予算総額から他の各種直

接支払の予算を差し引いたものである。 
 

9) 生乳に対する追加的助成 

 所定の条件を満たす生乳（牛乳・羊乳・山羊乳）の出荷量に応じた支払であり、チーズ加工向乳

への追加的助成と、非サイレージ飼養への追加的助成の 2 種類がある。他の直接支払とは異なり、

市場支持政策の一環として位置づけられており、牛乳部門追加助成・データ登録令に基づく。 
 チーズ加工向乳への追加的助成は、対 EU 貿易自由化に対応するための施策である。EU とのチ

ーズ貿易は 2007 年に完全自由化されたため、EU からの輸入には関税がかからない。関税を維持し

ている他の乳製品との間の均衡を図るためにチーズ加工向け乳にのみ助成がなされている。助成単

価は 15 セント/kg である。 
 非サイレージ飼養への追加的助成は、チーズ加工向乳のうちで飼料にサイレージを用いないで飼

養した家畜の乳から作る特別なチーズ向けのものに対する追加的な助成である。助成単価は 3 セン

ト/kg であり、チーズ加工向け乳への追加的助成と合わせて 18 セント／kg が支払われる。 
 

 支払単価 
（セント／kg） 

2016 年支払額 
（百万フラン） 

チーズ加工向乳への追加的助成 15 262.9 
非サイレージ飼養への追加的助成 3 30.1 
 

10) 特定作物支払 

 畑作の梃入れを目的とする作目別の面積支払であり、EU の任意カップル支払に相当する。生乳

に対する追加的助成と同様、他の直接支払とは異なり、市場支持政策の一環として位置づけられて

おり、特定作物支払令に基づく。受給資格等は他の直接支払とほぼ同様であるが、法人・州・基礎

自治体も受給可能である。作物は成熟時に収穫する必要がある。 
 

作目 フラン／ha 
菜種、ヒマワリ、油糧カボチャ（courges à huile）、
亜麻仁、ケシ、紅花 190 

種ジャガイモ、トウモロコシ種子 370 
牧草種子、飼料用豆類種子 370 
大豆 165 
飼料用豆類 290 
砂糖製造向けの甜菜 290 
 

11) 持続可能な資源利用に対する地域プログラム 

 他の直接支払とは異なり、農業法の規定による。地域プログラムの枠組みに従うが、提供される

サービスと農地が他の連邦の直接支払と重複する場合は減額される。 
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