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スイスの農政改革―回顧と展望 

 

 

世界的視野から先進国農業の状況を考える時、スイス農業は日本農業と類似した課題に直面している

ことは、ある程度周知のところであろう。両国とも、自然的なハンディと高度に発達した非農業部門を

持つことによる比較劣位の農業部門は、世界的に見て最も高い農業保護によって支えられてきた。この

世界に冠たる農業保護国スイスが1990年代初頭から、冷戦構造終焉後のEUの東への拡大を背景に、将来

の欧州農業市場への統合を視野におきつつ、漸進的だが着実に農政改革への努力をつづけてきたことは、

我が国ではそれほど知られていないのではなかろうか。連邦国家という特殊性を反映して農業と農業政

策の役割を連邦憲法に明記し、農業の多面的機能の支援を主目的に体系的な政策が展開され、そのなか

で価格政策から直接支払いへの重点の移行が進められた（枠組１参照）。本稿は、限られた紙面の中で、

過去10年におよぶ改革の流れをたどるとともに「農業政策2007」と通称される現段階の改革路線につい

て簡単な検討を試みる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［枠組１］スイスの農政改革の諸段階（図１、図２参照） 
 

（第１段階：1992-1995年） 

1992年１月：第7次農業報告 

1992年10月：農業法改正（第31a条、第31b条） 

1995年７月：ウルグアイ・ラウンド農業協定に基づく改正 

（第２段階：1996-2001年） 

1996年６月９日：憲法改正の国民投票。農業の役割に関する新条文（第31－８条）を承認。 
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1996年６月：農政改革第2段階に関する政府教書（「農業政策2002」）提出。新農業法案および憲法におけ

る新穀物条項（パン用穀物についての期限付き措置）などを提案。 

1998年４月29日：新農業法成立（1999年1月1日施行） 

1998年11月18日：2000-2003年の農業予算に関する教書（新農業法にもとづく）。 

1999年４月18日：国民投票で新憲法の承認（2000年1月1日実施）。第102条（国家安定供給）、第104条（農

業）、第196条第6項（パン用穀物についての2003年12月31日までの経過措置）。 

1999年６月21日：農産物貿易に関するEU/スイス間協定の調印。 

1999年10月４日：小麦法の廃止に関する法律および国家安定供給法の改正に関する政府教書。これらの

法案は2000年３月24日、国会通過。 

1999年：2000-2003年の義務的備蓄政策に関する報告書を発表。 

（現段階：2002年以降） 

2002年５月：農業政策の将来展開に関する政府教書（「農業政策2007」）を提出。 

2002年６月：農産物貿易に関するEU/スイス間協定の発効。 

2003年６月：農業政策2007に関する政府教書は議会において一部修正の上承認。 

2003年11月26日：農業政策2007にもとづく関連政令（train d’ordonnances 2007）の公表、2004年初頭から

実施。 
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１．農政改革第１段階（1992－1995年） 

 

(1) 1990年代の農政改革の開始 

1992年１月、スイス連邦政府は、「スイス農業及び連邦農業政策に関する第７次報告」を発表した。前

回の第６次報告が84年10月、その前の第５次報告が76年12月である。第７次報告の最大の特徴は、ガッ

ト・ウルグアイ・ラウンド（UR）農業交渉および欧州統合の進展という80年代後半から90年代への情勢

を背景に、農業政策の「新たな方向づけ」を提示したことにあった。ガットにおいて農産物輸入制限に

ついての特権を持ち、かつ、国際的にも農業保護率の特に高いスイスの画期的な農政改革の方向が示さ

れ、これを出発点にスイスの農政改革が進展し始める。 

この新政策の要に位置する措置が「直接補償支払制度」であり、連邦政府は７次報告と同じ日付で、

この制度導入に要する法律改正のための政府教書を発表した。そして、92年10月には、農業法の改正が

実現する。 

 

(2) 直接支払制度の新展開 

92年の農業法改正の中心は、「生産費を償う価格水準の達成」（農業法第29条）を目的とする価格・所

得政策について、従来のように価格支持だけによるのではなしに、これを「補完」する直接支払い(第31

ａ条)および環境保全的農業へ補償支払い(第31ｂ条)を導入することにあった。これらの直接支払いは、

価格支持に「代替」するのではなく、「補完」するという位置づけであるが、これによって農業者への支

持水準の削減をともなうことなしに国内価格の引下が可能となる。 

このことは、ガット・ル－ルへの適応やECへの加盟という新たな状況への適応を容易にするとともに、

直接支払い制度の運営を通じて農業における過剰生産問題や環境問題への対応を容易にするはずであっ

た。もっともスイス農政は、山岳地帯を中心に条件不利農業地域への直接支払制度をすでに有していた。

主要なものとしては、①家畜飼養農業者への費用調整交付金（1959年発足、家畜単位あたり交付金、山

岳地帯およびアルプ前山丘陵地帯を対象）、②傾斜地農業経営に対する交付金（1980年発足、面積あたり

交付金、経営面積0.5 －20ha）、③条件不利畑作に対する交付金（飼料用穀物・豆類、パン用穀物、じゃ

がいもについて、面積あたり交付金、山岳地帯や傾斜地を対象）があった。スイスは条件不利地域農業

にはこうして直接支払いを実施してきたが、平坦地帯農業は原則として価格支持に依存してきたのであ

る。 

 

(3) ガット農業合意にもとづく改正（1995年７月１日） 

UR農業合意はスイスにとって、農産物輸出補助金や国内農業支持総額の削減の面でも一定の影響があ

ったが、最も重大であったのは包括関税化の受け入れであった。WTO農業協定にもとづく、関税化（関

税相当量の設定、関税割当て制の導入、特別セーフガードの適用など）を実施するための、広範な法改

正が実施された（1995年７月１日実施）。その際に、設定された関税相当量は基準年の保護水準を反映し

て過大な場合もあるので、実行税率はその範囲内で変動しうるように国境価格（prix-seuil）制度(国境価
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格と輸入価格の差額に基づく変動関税制)を導入した。 

 

(4) 改革の背景 

● ガット・ル－ルへの適応：ガット本部がスイス国内にありながら、スイスのガット加盟は、1958年

の仮加盟を経てようやく1966年に実現した。そして、加入議定書において、農業法や小麦法による輸

入制限について、自由化義務の免除を包括的かつ無期限に認められている。スイス農業はこうして輸

入数量制限を中心とする非関税障壁に守られてきたが、80年代にはUR農業交渉の進展とスイスの義務

免除に関する審査手続きを通じて、加入議定書にもとづく特殊な地位の放棄を求められる。1993年末

のUR農業合意に際して、スイスはかかる国際的要請を受け入れ、いわゆる包括関税化を最終的に約束

するが、それはスイス国内における農政改革の取り組みによって準備されたのである。 

● 環境保全を中心とする多面的機能を重視する方向への農政理念の変化：第７次農業報告は、スイス

農政を主導してきた食料安全保障について国民の意識に変化が生じたこと、すなわち東西関係のデタ

ントと新たな地政学的状況の形成、スイス自体での牛乳・牛肉部門の過剰と穀物自給率の向上、さら

にECの全般的な農産物過剰のもとで、食料安全保障の考えはとくに戦後世代の人々にとって重要性が

低下してきたことを指摘する。農政理念においては、環境保全を中心とする多面的機能を重視する方

向へと傾斜する。ガット上の特権的地位を放棄したスイス農政は、UR農業合意の「グリ－ン・ボック

ス」にそった直接支払いの制度化を通じて、環境保全機能そして食料の安全性を重視するようになる。 

 

２．農政改革第２段階（1996－2001年） 

 

(1) 1996年の憲法改正 

スイスは国家統治制度として連邦制をとっているが、州（カントン）の権限が強く、州との関連で連

邦国家の権限は憲法によって定義される。こうして、他の諸国ではほとんど例を見ないような農業政策

に関する規定が連邦憲法に盛り込まれることになる。 

連邦憲法には、従来、「営業自由の権利を制限しうる分野」の１つとして「農業」を指定する規定（31bis,3e 

alinéa,lettre b）があり、かつ、政策目的として「多数の農民人口及び生産的農業の維持並びに農民的土地

所有の強化」がうたわれていた。しかし、上述のとおり、時代の変化とともに農業の役割が変化し、憲

法における農業政策の規定の改正が課題となる。 

まず、スイス農民同盟による「競争的かつ環境保全的な農民的農業」のための請願（1990年２月２６

日付け）が26万人の署名を添えて提出されたが、これに対する憲法改正案は1995年３月１２日の国民投

票において僅差で否決された（反対50.8％）。 

ついで、「農民と消費者―自然と調和した農業」のための請願（1991年12月6日付、11万人の署名）が

取り上げられ、これに対する憲法改正案が、1996年６月９日の国民投票で77.6％の圧倒的多数で承認され

た。 

この憲法改正は、新条（31octies条）を追加し１、農業の役割として、食料安定供給への寄与、生存の
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自然的基礎の確保、農村景観の保全、国土の地方分散的利用を規定するとともに、農業に対する主要な

支持手段（農業の公益的機能を賄う直接支払いなど）についての規定を導入した。こうした新農政の理

念は、先に述べた第7次報告によって準備されたものであった。 

 

(2) 農政改革第２段階（農業政策2002）に関する政府教書２

 ア．経緯 

第２段階の準備は、第1段階を通じて次のように進められた。まず、第7次報告第3部に提示された

農政の新方向（12の重点項目）３を具体化するために、1992年12月４日、連邦公共経済省（DFEP）

は３つの専門委員会（農業経済、畜産、耕種）を設置した。また、1995年10月25日の連邦政府決定

により、DFEPは、農業法および憲法第23bis条（パン穀物条項）の改正について、国民諸階層との協

議開始の権限を与えられる。本協議は1996年２月15日に終了、219件の意見がDFEPに提出された。 

こうした準備が進められた後に、1996年６月の憲法改正が実現する。それとともに、連邦政府は、

上記協議に提示された農業法改正原案を見直し、農政改革第2段階（農業政策2002）に関する政府教

書（６月26日付）を提出した。 

 イ．「農業政策2002」に関する政府教書の構成 

「農業政策2002」に関する政府教書は４部構成であった。最重要な部分である第１部は、新農業

法の提案であり、憲法の新規定に基づき農業関係法制を再編成したもので、既存の14の農業関係法

を統合して、９部、186条からなる大法となった（その構成は枠組２を参照）。 

第２部は憲法における新穀物条項（パン用穀物についての期限付きの措置）、第３部は農地及び農

地賃貸借法の改正（構造政策関連規定の規制緩和）、第４部は家畜伝染病法の改正（家畜の個体証明

および登録についての措置）であった。 

 

［枠組２］スイス新農業法の構成 

憲法の新規定に基づき、農業関係法制を再編成する。既存の14の農業関係法を統合して、９部、186条

からなる大法を制定。新法の構成は次のとおり。 

第１部 一般原則（１－６条）（目的、連邦政府の措置、適用範囲、困難な生産・生活条件、所得、財政

手段） 

第２部 生産及び販売の諸条件（7－66条） 

第1章 一般的経済規定（8－24条)（品質、表示、輸入、輸出など） 

第2章 酪農経済（25－43条） 

第3章 畜産（44－51条） 

第4章 耕種生産（52－57条） 

第5章 ぶどう・ぶどう酒経済（58－66条） 

第３部 直接支払（67－74条） 

第1節 原則（67条） 
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第2節 一般的直接支払（68－71条） 

第3節 環境保全的措置（72－74条） 

第４部 社会的支援措置（75－83条） 

第５部 構造改善（84－109条） 

第1章 一般規定（84－89条） 

第2章 連邦の寄与（90－101条） 

第3章 投資金融（102－109条） 

第６部 試験研究及び職能的教育訓練、作物・家畜選抜（110－144条） 

第1章 試験研究（111－114条） 

第2章 職能的教育訓練（115－136条） 

第3章 作物及び家畜の選抜 

第７部 植物防疫（145－162条） 

第８部 不服申し立て、行政措置及び罰則（163－173条） 

第９部 最終規定（174－186条） 

 

 ウ．「農業政策2002」の実施 

新農業法は1998年４月29日成立し、1999年１月１日施行された。ついで、連邦政府は、1998年11

月18日、新農業法にもとづき2000－2003年の農業予算に関する教書を提出し、議会の承認を経て中

期農業財政計画が制定された。 

「農業政策2002」による新農政は、持続的農業、市場規制の緩和、環境要件と結合した直接支払

いという理念に基づくものである。それは当面は財政的基礎の面で2000－2003年を対象とするが、

「農業政策2002」の実施は第1期の改革を持続的なシステムとして定着させることになる。 

 

 (3) 農産物貿易に関するEU/スイス間協定４（1999年６月調印、2002年６月発効） 

第１期から第２期を通じて準備されてきたいま１つ重要な改革として、EUとの間の農産物貿易に関す

るバイラテラル（二国間）協定がある。これによって、スイス農業はEU農業市場へ次第に統合される過

程が開始される。 

 ア．背景と経緯 

客観的な条件として、スイスの地政学的条件から、スイスの農業貿易は欧州地域に集中し、食料

安定供給および農産物輸出の視点からEUとの貿易関係が決定的に重要である。さらに、歴史的な背

景として、1972年のスイス・EC間自由貿易協定が既に存在していたことも忘れてはならない。それ

は、英国・デンマーク・アイルランドが欧州自由貿易協定（EFTA）から脱退してECに加盟した際

に、EFTA加盟国であるスイスとEC全体との間で締結された。しかし、農産物は対象外であった（加

工農産物はプロトコールNo.2で取り扱われる）。 

スイスとEUとのバイラテラル協定への道を開いた直接の契機は、1992年12月6日のスイス国民投
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票で欧州経済領域（Espace Economique Européen）への参加が否定され、スイスのEU加盟への歩みが

挫折したことにあった。EUとの部門別協定という選択は、EU加盟についての国民的コンセンサスが

未成立のもとで、スイス連邦政府による現実的な路線の選択として行なわれた。EU側も、1993年末

EU理事会において、スイスとの間で研究開発、政府調達、技術的貿易障壁、農業、航空輸送、地上

輸送、人の移動の７分野について、バイラテラル協定のための交渉の開始を承認した。 

その後、若干の紆余曲折をへて、７分野のわたる交渉は、1999年２月に終了し、６月21日に調印

された。さらに、スイスでは、1999年10月8日国会承認、2000年５月21日、国民投票で承認される（賛

成67.2％）。EU加盟国での批准を経て、2002年６月１日、７分野を含むEU/スイス間協定が発効した。

スイス政府によるバイラテラル協定の追求開始から10年を要したことになる。 

 イ．農産物貿易協定のポイント 

７つのバイラテラル協定の内の一つとして締結された農産物貿易協定は、1990年代に始まるスイ

スの農政改革を背景としつつ、スイス農業が現実的又は潜在的に比較優位を持ちうる生産部門（畜

産、果実・野菜）を中心に、相互間で自由流通を漸進的に実現するものである。その特色と内容に

ついてのポイントは次のとおり。 

● 性格：1992年に始まるスイス農政改革と同じ理念（市場志向性）で導かれ、双方間の貿易の発

展に資する。最重要なチーズの完全自由化は、協定発効から５年後に実現し、かつその見直し条

項を含み、慎重かつ漸進的に市場開放をすすめる形になっている。こうした漸進主義は、図３に

示されるようにEUに比してスイスの農産物価格がかなりの程度割高であるという現実から説明

される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 関税譲許：乳製品（特にチーズ）、果実・野菜、園芸品、牛肉及び豚肉、ワイン・スピリッツに

ついて相互に関税を引き下げまたは免除。特に、チーズ部門の相互自由流通の実現（５年間で漸

進的に実施）が最重要。 
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● 将来の自由化推進について混合委員会で協議する規定を含む。これにより、スイス・EU間の農

業貿易の一層の発展が目指される。 

 

３．農政改革の現段階（2002年以降） 

 

(1)「農業政策2007」に関する政府教書５

「農業政策2002」の実施およびそれについての評価作業が行なわれた後、2002年５月連邦政府は、2007

年にいたる農政改革構想である「農業政策2007」（正式には、農業政策の将来展開に関する政府教書）を

提出した。それは農業法、農地関連法、家畜衛生法及び動物愛護法の改正並びに2004－2007年財政計画

のほか、政令で処理すべき政策措置をも含むものであった。「農業政策2007」の政府提案はその全体が議

会で審議されて、2003年６月一部修正の上承認された。ついで、2003年11月26日、「農業政策2007」に関

連する政令案（train d’ordonnances 2007）が発表された。こうして、スイスの農政改革は2004年から「農

業政策2007」の実施という新たな段階に入る（図２を参照）。 

「農業政策2007」は、1990年代初頭に開始され、「農業政策2002」により新農業法として具体化された

新農政の継承・発展という意味を持っている。その基本理念は「持続的農業」であるが、政策目標とし

て「市場シェアの確保」、「企業者としての農業者のパフォーマンスの向上」、「農村部における雇用の維

持」、「社会的に受容可能な形での構造改革の推進」、「品質・安全性の向上及び持続的資源利用を通じる

消費者の信頼性の強化」が掲げられる。換言すれば、経済・環境・社会という多面的機能の追求であり、

ＥＵ市場への統合という展望の下にスイス農業の効率向上、競争力強化という経済的目標が強調されて

いることが注目される。 

具体的な政策措置としては、次の点が注目される。 

● 牛乳割当制の撤廃(2009年５月実施) 

● 食肉輸入の関税割当における入札制の導入 

● 農村部における付加価値増進に対する支援の強化 

● 構造政策に付随する社会的支援（廃業や転職に直面する農業者への支援） 

● リスク管理及び予防原則の導入（品質向上、安全性確保、環境保護などの分野） 

● 2004－2007年財政計画の議会による承認（総額14,092百万フラン、2000－03年は14,029百万フラン） 

ここでは、紙面の制約があるので、最も注目される牛乳割当制の撤廃についてのみ簡単に紹介しよう。 

 

(2) 牛乳割当制の撤廃措置６

 ア．農業法改正：次の３条を追加 

第31条（2）：連邦政府は、自主的に生産数量の管理と販路を確保する農協等の申請により、割当量を

適応させることができる。 

第36a条（牛乳割当の廃止） 

（1）第30-36条（割当に関する規定）は2009.4.30まで適用される。 
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（2）連邦政府は、2006.5.1以降、自主的に生産量を管理する農協等（その資格や要件について規定が

あるが、省略）の構成員である生産者について、牛乳割当制の対象から除外することができる。 

（3）一般経済条件などの変化により、牛乳割当の廃止の延期が必要な場合、連邦政府は、上記の期限

を最長２年だけ繰り下げることができる。 

第36b条(牛乳購入契約) 

（1）生産者は、同一農協等の加工業者にのみ牛乳を販売することができる。 

（2）このために、生産者は、最低１ヵ年の契約を締結する。 

（3）仲介者なしの販売者は、直接販売する数量について、契約義務を免除される。 

（4）農協等が排他的契約により量的規制を実行する場合、連邦政府は、申請に基づき、農協等の定め

る制裁措置に強制力を与えることができる。 

（5）上記（1）から（3）までの規定は、2009.5.1から適用され、2012.4.30まで有効である。第36a条（3）

により割当廃止の時期が繰り下げられる場合、有効期間は同じ割合で繰り下げられる。 

 

 イ．段階的な割当制廃止の態様 

● 2004年5月1日以降：第31条（２）により、チーズ農協などは、生産量の増加を政府に申請できる

（割当量の個別的調整により、高品質生産は割当制から事実上開放される）。 

● 2006年5月1日以降：第36a条（２）により、自主的に生産量を管理できる農協等は、割当制から除

外される。 

● 2009年5月1日：割当制が廃止される。ただし、廃止時期を2年以内の期間だけ繰り下げることがで

きる。最終的に割当制廃止の時期を適正に決めるため、政府（DFE）は2005年に酪農経済に関する

報告書を作成。 

● 2009年5月1日から2012年5月1日まで：第36b条により、民間ベースの需給調整にともなう市場混乱

に対処する付随措置（1年間の契約の強制、団体の制裁に強制力を付与）が実施される。 

 

４．展望 

 

「農業政策2007」の審議過程を通じて、「農業政策2002」の新農業法に示された農政理念には、改めて

国民的合意が確認されたといわれる。農業の多面的機能を重視するスイス農政の基本方向は、明確にさ

れ定着したように思われる。 

スイス農政の主要手段が直接支払いとなって以来、連邦政府の農業財政計画が重要な役割をもってい

る。1990年代に直接支払いの比重の増大と総予算の増加いう財政構造の大幅な変化が見られた（表１）。

しかし、「農業政策2007」の一環として議会で審議された2004－2007年の中期財政計画では、農業予算の

抑制努力がなされ、2000-2003年の財政規模と構造が維持されている（表２）。財政的視点からも、価格

政策から直接支払いへの農政転換が定着しつつあると考えられる。 

 

 －10－



表１ スイス連邦政府の農業・食料関係財政支出の推移 

（単位：百万フラン） 

支出分野 1990/92年 2000年 2001年 2002年 

生産・販売 1,685 955 902 979 

直接支払い 772 2114 2,334 2,429 

生産基盤改善 207 246 277 223 

その他 384 412 449 435 

合 計 3,048 3,727 3,962 4,067 

出所：Office federal de l’agriculture,Rapport Agricole 2003,p.24 

 

表２ スイス連邦政府の農業財政計画（2004－2007年） 

（単位：百万フラン） 

 2004年 2005年 2006年 2007年 2004-07年 2000-03年

生産基盤改善・
社会措置 276 280 284 289 1,129 1,037 

生産・販売 769 749 720 708 2,946 3,490 

直接支払 2,487 2,492 2,500 2,538 10,017 9,502 

合 計 3,532 3,521 3,504 3,535 14,092 14,029 

出所：Office federal de l’agriculture, Rapport Agricole 2003,p.257 

 

しかし、より長期的な視点にたてば、スイス農政改革の展望はEU加盟問題に大きく依存している。連

邦政府の欧州政策は、「短期的にはバイラテラル協定の迅速な実施を最優先し、中期的には新たなバイラ

テラル関係の発展を優先し、長期的にはEU加盟を視野に置きつづける」７ことであるといわれる。EU加

盟について、スイスは中東欧加盟後の拡大EUの諸条件を慎重に考慮して、加盟時期を選択するものと思

われる。 

また、長期的視点から依然として未知数であるのは、EU加盟前の相当長期の期間におけるWTOや欧州

域外とのFTA（自由貿易協定）からの外圧への対応如何であろう。FTAについては、スイスの加盟する

EFTA（欧州自由貿易協定）がすでに多くの中東欧諸国とのFTAを締結しているほか、最近はメキシコ

（2001年）、シンガポール（2002年）、チリ（2003年）とのFTAを締結した。そして、将来的には南米の

MERCOSURとのFTAが実現しよう。こうした場合、EFTAレベルの協定のほかに、スイスは農業について

の独自の協定を結び、農業を制限的に取り扱う方法を取ってきたが、将来的にスイスがWTOとFTAによ

る外圧へ如何に対応するか注目されるところである。 

そうした不透明な長期展望のもとに、スイスは、中期的にはバイラテラル協定によって、スイス農業

のEU市場への統合を漸進的に進める。それによって、酪農、果樹・野菜、ワインなどを中心にEUとの間

の自由流通が漸次実現されるであろうが、穀物や食肉など基礎的農産物の価格差は依然として残存しつ

づけるであろう。拡大欧州における条件不利農業の存立条件が将来的にどのように確保されるか、そこ

において直接支払制度と価格市場政策がどのような関連のもとに位置付けられることになるか、われわ

れとしても十分注目していきたいところである。 

（2003年12月） 
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１ この新条項は、その後 1999年の憲法全体の条文整理によって、現行第 104条となる。 
２ Message concernant la réforme de la politique agricole:Deuxième étape(Politique agricole 2002). 26 juin 1996. 

３ Septième rapport,pp.404-406. 

４ Message relatif à l’approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la CE, du 23 juin 1999. 
５ Message concernant l’évolution future de la politique agricole(Politique agricole 2007),29 mars 2002. 
６ 牛乳割当の廃止に関する農業法改正は、政府教書に示された政府案が議会で若干の修正を加えられた。 
７ Message concernant l’évolution future de la politique agricole(Politique agricole 2007),p.4451. 
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