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海外出張報告書 
平成 20 年 9 月 1 日 

出張者所属・職・氏名 農林技術研究所 主任研究員 大石智広 
出張先 スイス ベルン州、ルツェルン州 
出張期間 平成 20 年 8 月 19 日～8 月 25 日（7 日間） 
出張目的 「生物多様性」、「景観」等農業の多面的機能を農業振興へ適用

する手法に関する情報収集 
日程 平成 20 年 8 月 19 日 出発 

8 月 20 日 
シュトライﾄ農場 
・スイスにおける代表的な農家民宿の事例 

FOEN（政府環境局） 
・スイス生物多様性モニタリングシステムの現状と課題 

8 月 21 日 
UNESCO Biosphare Entlebuch 
・ビオスフェアーレの特徴と業務 

Landwirtschaftliches Bildungs und Beratungszentrum 
・地域の特色を活かした農業振興 

Birkenhof 
・農家におけるビオトープの活用と農産物加工事例 
・イチゴほ場視察 

FOAG（政府国民経済省農業部） 
・スイスにおける直接支払い制度について 

Kipfer 農場 
 ・小規模な農家民宿の事例 
8 月 22 日 
Schuepfheim 普及教育センター 
・草地の生物多様性について 

エントレブフ地域 
・チーズ工場視察 

8 月 23 日 
Zurich 
・農産物販売状況等視察 

8 月 24 日～25 日 帰国 
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１．スイス連邦の概要 
 
フランス、ドイツ、イタリアといったＥＵの主要国と国境を接するスイスは、国土面積

41,000km2、人口 750 万人の小さな国である。山や湖の多い山岳国であり、アルプス山脈

地域やジュラ山脈地域があり、その間に中央平原（平均標高 580m）があり国土の 3 割に人

口の 3 分の 2 が集中している。 
外交的には「永世中立の原則」と「人道主義」の外交政策を貫きながらも、2002 年に国

際連合の 190 番目の加盟国となった。EU 加盟には否定的な国民が多く、ＥＵとの人や物資

の行ききは 2 国間協議で取り決めている。 
産業は、就労者人口でみると、保険、銀行、商業、観光などの第 3 次産業が全体の 70%

を占め、機械、電気、金属、医薬品などの第 2 次産業が 26%、農業などの第 1 次産業は 4%
である。化学製品、機械、精密部品、時計、宝飾品などの工業製品を主に EU に輸出する。

通貨はスイスフラン(CHF)で、国民の所得水準は高い。物価も日本と変わらず高い水準であ

り、国境付近では安い農産物を求めて隣接国に買い出しに行く人もいるほどである。安い

人件費を背景とした外国産農産物に押される状況は、日本農業とも立場は似ている。 
農耕地面積は、農地と山岳農地を合わせると国土の 37％を占め、農地の大半が草地であ

る。平均経営規模は 18ha（夏の放牧地は含まず）で農地の 11%で有機農業が行われている。

農家数は 64,000 戸で約 20 万人が働く。酪農家数は、36,000 戸、生乳年間生産割当（クオ

ータ）は平均 83,000kg。チーズなどの乳製品を多く輸出し、食肉も自給可能である。農家

所得は、山岳地で少なく平地で多い傾向があり、およそ 615 万～851 万円（農業での所得

割合は 70～80％）である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        （2008 年政府統計局）                    （2006 年政府統計局） 

 
 
 
 
 
 
（2002 年政府統計局） 

家畜の飼養頭羽数
牛 １５９万頭
（うち搾乳牛） ７２万頭
豚 １５６万頭
羊 ４３万頭
ヤギ ７万頭
馬 ５万頭
ブロイラー ４３０万羽
採卵鶏 ２０１万羽

草地, 70%

穀物, 16%

多年生作物, 2% その他, 6%

可食種子, 2%

他の耕作地, 1%

馬鈴薯・ﾋﾞｰﾄ,
3%

農地の利用状況

森林, 31%

農地, 24%

山岳農地, 13%

都市・住宅, 7%

湖・川, 4%

山岳等非生産
地, 21%

国土の利用状況（1992-1997)
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２．スイスにおける多面的機能を維持するための農業施策 
 
 政府が農産物の価格を保証してきた 80 年代、ス

イスでは、農業生産の集約化が促され、環境に無

視できないほどの負荷を与え始めていた。現在、

観光地として人気の高いスイスの農村景観や生物

多様性は、直接支払いを中心とする農業施策の影

響を大きく受けていると考えられる。政策の経緯

や狙い、今後の方向について、連邦国民経済省農

業部で直接支払いを担当する Thomas Maier 氏か

ら情報を収集した。 
 
（１）直接支払い制度の経緯 
 直接支払い制度は、従来山岳での酪農を維持するための措置であった。しかし、1992

年より始まった農政改革においては対象が全農家に拡大された。

農業予算に

占める直接支払いの構成比は、1992 年に 29%であったが、最新の農業政策 AP2011 では

84%とすることになっている。これに伴い、生産販売への保障は 63%から 11%へと大きく

削減された。

昨年の一般対象の調査結果によると、環境や農業を維持すること

に対する直接支払い制度への評価は、農業法制定の時と同様に高く支持された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）制度の内容 
直接支払いは、全体の 80%を占める一般直接支払いと 20%を占める環境直接支払いがあ

る。一般直接支払いは国民のために農業がすること（多面的機能を含む）に対して支払わ

れ、土地条件によって支払われる面積割り当てが 66%を占める。その他に粗飼料動物、不

利地（傾斜、ブドウ畑）が対象となる。 

つまり直接支払いがイコール収入であり、直接支払いがなく

国民経済省農業部：Maier 氏 

　　　　　　　　近年のスイスの農業施策
1992 第７次農業報告書

第1次農政改革（直接支払いは中山間のみから全農家が対象に）
1995 ガットウルグアイラウンド
1996 多くの支持で新農業法が制定される

　①国民に安全な食料
　②自然の生活基盤を維持、農村景観の手入れ
　③分散居住（過疎対策）

1999 第２次農政改革(AP2002)
2004 第３次農政改革（AP2007)
2007 第４次農政改革(AP2011)
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なるとどうなるのかと聞くと、農家がやめたら農地は森になってしまう、今の景観を維持

することができなくなるとのことであった。 
直接支払いには要件が多い。農地の７％をエコ調整地とすること。エコ調整地では、高

木果樹地、無肥料、輪作、土壌流亡対策などによる緑化、農薬の使用は最小限のものとさ

れる。農業に従事する割合が 1/4 人工（400 時間/年）以上であること。65 歳以上には支給

しない（若い人に経営を譲ることを促す）。農業教育を受けていること。収入や財産に制限

があり、30haまでは満額支給されるが段階的に減らされ90ha以上となると支給されない。

特に環境直接支払いについては、動物にふさわしい農法 肥料収支、面積と飼養頭数など

の証明が必要となる。要件の監督は州が直接もしくは民間委託で実施する。農家は毎年申

請することが義務付けられ、日誌や農地カレンダーを州がチェックする。国は州の監督状

況をチェックしている。 
 
AP2002 における直接支払制度のメニュー 
 
１ 一般直接支払 
（１） 面積基準の補填金 
（２） 反芻家畜飼養に対する補填金 
（３） 困難な生産条件下での家畜飼養に対する補填金 
（４） 傾斜地補償金 

・ 一般的傾斜地補償金 
・ ブドウ畑に対する傾斜地補償金 

２ 環境直接支払 
（１） エコ助成金 

・ 生態系のバランス維持のための助成金 
   粗放的な草地利用、敷き藁地、生け垣、圃場や河岸の雑木林 
   集約度の低い草地利用 
   野草混播休閑 
   輪作休閑 
   耕地保全帯 
   樹園地内の樹幹の高い果樹作 
・ 穀物および菜種の粗放的生産に対する助成金 
・ 有機農業に対する助成金 
・ 動物愛護に配慮した家畜飼養に対する助成金 
   動物愛護に配慮した舎飼システム（BTS） 
   戸外での家畜の定期的な放し飼い（RAUS） 

（２）夏季放牧助成金 
                  エコ化：スイス農政の底流（2001 飯國）から作表 
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（２）ＥＵとの関係 
 ＥＵとは今秋から２年間で行う２国間協定（食料と農産物）を結ぶことが今後の主要な

関係構築となる。すでに交通、研究、エネルギーなどでは２国間協定が結ばれている。ス

イスの自給率は、60%（植物性 45%、動物性 94%）であり、農産物の輸入の 77%は EU か

ら同じく輸出は 70%が EU 対象と関係は強い。完全な自由市場化ではないものの、チーズ

や食肉などは輸出が期待できるので、5 億人の市場は魅力的である。２国間協定は、実行ま

でに移行期間を設ける予定である。 
 ＥＵへの加盟は、政策における自主性を失う恐れがあり、中立についての議論も出るこ

とが予想される。非加入の現在であっても東欧各国などへは加盟国並みの様々な貢献活動

をしている。諮問委員会（農業者、組織、加工協会、運送、消費者）は反対の意向である。

食肉関係者は輸出を期待するが、野菜関係者は反対している。全体的には否定的な意見が

多数を占める。その理由の多くは売り上げが減ることが予想されるためである。

農業者のための支援措置、強化措置が必要となり、政府は対策

を求められると推測される。 
 
３．草地における生物多様性について 
 
 Schuepfheim 普及教育センターは農業学校と日本の普及センターの役割を受け持つ。講

師の Karl Waser 氏から、スイスの農地の大半を占める草地における生物多様性を維持する

ために農業者にどのような教育がされているかを中心に調査した。 
 
（１）生物多様性と直接支払い 

30 年前のスイスでは、農業が自然を保護できる

と考えられていた。そのため自然はそのままにし

ておくことがよいと思われていた。しかし、飼養

密度が高すぎたり低すぎたりする中で、農家１戸

１戸が生物多様性を維持できる草地面積を持つこ

とが必要と考えられるようになった。 
1996 年の第１次農政改革に生物多様性が

盛り込まれ、生物多様性を保護する農家に直

接支払いが実施されることになった。エコ調

整地（牧歌的な草地、高木果樹、農薬散布しない農地、あぜ横など）が農地の７％を占め

ることが直接支払いの条件となった。

一方、環境予

算からも、農業が生物の多様性を維持する役割に事業費を出すことになった。1996 年に農

農業学校講師：Waser 氏 
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業法が 70%の支持で可決された。農業者の割合は 4%なので一般も含めて高い支持であった。 
 
（２）草地の生物多様性 
窒素施肥と刈取頻度はその場所に生える

草種の重要な決定要因である。以下、刈取頻

度と窒素施肥から代表的な草地のパターン

を 5 つのカテゴリーに区分して特長を比較

する。

②「刈取頻度：2 回／

年、窒素施肥：堆肥利用」、植物が 40～50
種存在する。希少植物種が出てくることはない。飼料としての成分は少なめで馬や子牛に

ちょうど良い程度。③「刈取頻度：3 回／年、窒素施肥：スラリー」、植物が 20～30 種存

在する。飼料として草のエネルギーが高くなる。④「刈取頻度：5～6 回／年、窒素施肥：

糞尿散布」、植物が 10～15 種存在する。タンパク質含量が高いので、30Ｌ／日の乳牛用と

して用いる。⑤「刈取頻度：5～6 回／年、窒素施肥：やりすぎ」、集約的すぎて、餌として

は質の良い草ではない。①と②の草地は直接支払いの対象となる。20 年前は全草地の 3％
であったのが、直接支払い制度により現在は 10%まで増えた。今後はタンパク質含量等品

質の改善を図る。③と④が搾乳量の多い農家の 90%を占めるが、年間何回も草を刈るため、

草の種が落ちるときがなく、持続的でない方法である。④は中央平原の中山間地（冬に雪

が降る地域）の放牧地に多く、草種はイングリッシュライグラスが多い。 
草地が多肥だとねずみ（20～30 匹／ha）が出て、イタリアンライグラスの種を食べる。

生物多様性が少ないということは、天敵も少ないということ。20ha 中 15ha 食べられると

20 万円/ha の損害になる。Schuepfheim 周辺の日当たりの良い農地だと 1,000 匹/ha はい

る。Waser 氏は対策として、ねずみ取り装置を試作中であった。草地に高さ 30cm ほどの

フェンスを設置して装置を仕掛けると、ねずみはフェンスに沿って走る習性があるので装

置に捕獲される。捕まえたねずみは処理の必要がない。なぜなら狐が来てふたを開けて取

っていくからとのことであった。 
 

（３）普及教育 
 過去、糞尿散布の多い草地による水質悪化の反省から農政改革でストップをかけた。実

際 1980 年代には水質管理への情報や知識が十分でなかった。その後、様々な知見が収集さ

れ、普及活動に移されている。 
土地条件に合った施肥と刈り数にするため、草地を、自然条件、肥料、利用（放牧、草

地、刈り数）、除草、は種により管理する。草種の多さは直接支払いの要件となるが、調査

窒素施肥と草刈頻度による草地評価 
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を委託するとコストがかかる。そのため農業者自身が植物数を調査できることが必要であ

るとの考えから、Waser 氏は農地に生える草の植物図鑑（カード式）を自費出版した。2
部構成で、①平地～1,100ｍに生える草②高

原放牧 1,200m以上で生える草の 2冊である。

スイスのドイツ語圏の農業学校ではすべて

使われている。写真と図が掲載され、裏に草

種の説明、集まる生物種や制御方法も掲載さ

れている。このカードをもとにテスト（草の

名前、生える場所や条件、牛の餌としての適

性）も実施される。 
 
 

直接支払い

に対応するためにあえて種が草地にまかれている現状を聞くと、はたしてそれが自然を作

るということなのだろうかと考えさせられた。 
 
４．生物多様性を把握する方法について 
 
農業施策や環境施策が生物多様性に与える影響を監視する BDM（生物多様性モニタリン

グ：Biodiversity Monitoring Switzerland）は 1995
年から検討され、手法論やプレテストの結果も踏

まえて、2001 年から実施されている。

政策の立案により調査を実施

し、環境報告書を提出している。連邦政府の事業

として、自然郷土保護法、自然郷土保護法令、BD
協定などの法的な基盤・義務があり、調査費は国

から支出される。今回、環境・交通・エネルギー・

通信省環境部の Meinrad Kuttel 氏からＢＤＭの

現状と今後について情報を収集した。 
 

（１）システム概要 
調査目的は次のとおり。 
①生物多様性についての施策の効果実証 
②生物多様性が減少していることへの理解促進 
③自然保護政策へのデータ提供 
 

政府 BDM 担当：Kuttel 氏 

草種学習カード 



 148

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Biodiversity Monitoring in Switzerland BDM Interim Report 及び 聞き取り内容から作表 

 

ＢＤＭに用いられる指標

影響指標

Ｅ１ 貴重な生息地のサイズ(=Z10)

Ｅ２ 定義された使用の領域のサイズ

Ｅ３ 原生自然地域のサイズ

Ｅ４ 直線的な風景機能の長さ
Ｅ５ 土地利用と陸のカバーの多様性

Ｅ６ 土における窒素供給

Ｅ７ 農地使用の強度

Ｅ８ 非特有の木によって支配された森林地域

Ｅ９ 人工的に作り直された若い森林地帯の領域

Ｅ１０ 特別な使用がある森林地帯

Ｅ１１ 水流から抽出された水の量
Ｅ１２ 悪影響を受けている水流の割合
Ｅ１３ 水流ととりこになっている水の水質
Ｅ１４ 汚濁している水路の割合
Ｅ１５ アクセスオプションの密度

施策指標

Ｍ１ 防護地域のサイズ

Ｍ２ 「安全な」防護地域のサイズ
Ｍ３ 防護地域に住んでいる絶滅危惧種
Ｍ４ 生態の補償領域

Ｍ５ 有機的に耕作された領域

Ｍ６ 環境規則の実装
Ｍ７ 自然と風景保護のための財源

状況指標

（　遺伝的多様性　）

Ｚ１ 家畜種類と植物種の数

Ｚ２ 家畜種類と植物種の割合

（　種多様性　）

Ｚ３ 国と地方レベルにおける種多様性

Ｚ４ スイスにおける世界的に消滅に面している種の数

Ｚ５ 種の存続の危険な状態の変化

Ｚ６ 絶滅危惧種の個体群のサイズ

Ｚ７ 風景の種多様性

Ｚ８ 一般的な種の個体群のサイズ

Ｚ９ 生息地の種多様性

（　生息地の多様性　）

Ｚ１０ 貴重な生息地のサイズ（=E1)

Ｚ１１ 貴重な生息地の品質

斜体字は未調査項目



 149

組織構成は、政府担当 BAFU（環境省）の Kuttel 氏が、研究諮問会議の検討を経て、コ

ーディネーション会社に調査業務を委託する。調査会社は広報と現地調査を受け持ち、現

地調査は、①ほ場での実際の調査、②データ納入者への委託、③その他データの収集で行

われる。当初、委託先は、研究所、大学も検討されたが、最終的に調査会社とされた。 

選ばれた 33 の指標について調査が実施されるが、すべてのデータを把握する

のは不可能なため、統計、森林、農業局など他の機関からもデータを得ている。実際、小

麦、トウモロコシの利用度 kg/ha や大型家畜単位/ha など農業局からのデータや林業局から

のデータを活用している。調査の年間経費は、当初 300 万 CHF と推定されたが、現在は

380 万 CHF（約 3.8 億円）である。すべて調査者に経費を支払うということは、指定した

方法での調査が可能というメリットがある（ボランティアだと調査品質が確保されない）。 
アウトプットの対象範囲は、スイス全土と国内を 6 つに分けた地域である。6 地域は昔か

らの区分であり、生物や気象、植物や動物約 3,500 種で分けられた地域である。 
 

（２）モニタリング方法と現状 
調査者は、大学校で生物学を勉強した人と指定した。実際、ほとんどが生物学者か大学

で生物の教育を受けた人によって調査されている。 

Z3 は、トンボ、バッタ、円口類、魚、両生類、鳥（渡り鳥は含まない）を対象とした調

査で、1997 年に 677 種だったのが、2007 年には 678 種と１つ増えた（新たに確認された）。

脊椎動物は 1900→2005 の間に 31 種増えて、15 種減ったため、プラス６％の増減。Z3 の

問題点は、①収集データの単位が yes-no のみ（10 年間の継続調査のうち 9 回以上確認され

なくてはいけない）、②比較が 6 地域間しかできないことである。 
Z7 では、全国 510 地点が調査対象で 10 万分の

１地図に等間隔でプロットし、2001～2005 まで調

査開始時期を分けてそれぞれ 5 年間間隔で継続調

査をする。イタリア語圏と JURA 山脈は調査密度

を高く設定している。調査ポイントの中には氷河、

湖など実際には調査されていないポイントも含ま

れる。調査ポイントの調査エリア内（1km2）でラ

ンダムに選定された 2.5km の道を 3～4 時間でト

レイルしながら両側 2.5m 幅で確認できるインジ

ケーターグループの平均値の変化を調べている。

調査は夏季に実施され、調査地点には現地で黄色

いポイントをつけるが、地主には無許可で設置している。蝶、渡り鳥、植物で比較すると

調査地点を記した地図 



 150

種類の平均はすべての地域で同じ傾向では

なかった。問題点は、2001～2005、2003～
2007 の経過を見るとすべての地域で種数が

プラスとなったこと。また、調査は基準化さ

れているので、5 年おきの調査ごとに同じ道

で調査できるか、2.5m 幅の調査エリアの外

側に調査に影響する何があるかまでは考慮

しないとのことであった。 
Z9 では、全国 1600 地点、4ｋｍ×6ｋｍ

おきに 10 ㎡の面積で土地利用による生物種

数の違いを調査する。調査地点には地主の許

可を得てから地下 50cm に磁石を埋め、次

回以降の調査地点がぶれないように配慮

している。森林の多様性、牧草地・草地の

品質、植物の多様性モデル、植物繁茂の方

法提示、RDB 種の発見などに使える。 
 その他の Z 指標として、遺伝的多様性

（動物と有益植物）は Z1 と Z2 で確認する

が、基本的に農業系のデータしか存在しな

い。たとえば、Z1（遺伝的多様性）では、

種苗協会からのデータでバレイショ 89 種、

りんご 722 種、なし 1507 種、ぶどう 129
種などとなっている。動物の対象は牛、豚、

ヤギが対象となっている。Z2（有用植物多様性）では、ぶどうを例にして、国内に存在す

る 129 種のうち栽培されている品種は主要 8 品種で全体の 90%を占め、その他の品種とし

て 49 種が栽培されているにすぎないことが示された。 
 
（３）データの活用と今後の課題 

5 年ごとの調査の 2 順目が始まり、現在も調査を継続中である。モニタリング手法やその

結果は、大学や研究所からも求められるなどデータの質は認められている。EU で調査され

ている HNV 農地（自然的価値の高い農地）などにも対応できるデータ量がある。 
問題点は、①資源が制限されている（すべてを調べているわけではない）、②方法論（調

査者、ラボの人が少ない、方法も少ない）、③生息地インディケーター（何が適当か）であ

る。 

 
EPT プロジェクトとは、カゲロウ、カワゲラ、トビゲラを対象とした調査で、2007 年に

Ｚ７調査地点とトレイルルート 

Ｚ７調査地点 
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IBGN、MI、BDM の 3 手法の比較試験が屋外で行われ、2008 年に MI と BDM の中間型

の調査方法が良いとの結果が出た。来年は、Z7 の 1km2 ネット内にランダムに設定した川

を対象にパイロット事業として調査を始める。要件は手法の統一と同じ場所でのサンプリ

ングであるとのこと。 
 

 Kuttel 氏は、以前ユネスコの湿地保護の仕事をしていたが、2 年半前より BDM の担当と

なった。データ納入者として自身も Z3 調査で働いている。スイスの多様性は減っているか

との質問に、市町村レベルでは物は言いづらい。あくまでも国全体で考える必要があると

のことだった。生物多様性が減少することを前提に実施されている BDM であるが、現在の

ところ調査を進めるうちに新しい種が発見されて、数が増えいてることはスイスにとって

プラスの誤算であろう。統一された手法で実施されているため、厳密な比較が可能な本調

査は、これから先、データを積み上げたときにその威力を発揮するものと思われた。 
 
４．生物多様性維持地域での取り組み 
 
スイスの中央に位置する UNESCO Biosphare 

Entlebuch は、8 市町村にまたがり、面積 394km2、
人口 16,500 人、1,000 人の農家が住んでいる。

UNESCO Biosphare とは生物と空気を維持すると

いう意味の自然保護地域であり、地球上で 100 カ国

以上 500 箇所が指定されている。Schupfheim の管

理事務所で教育と地域活性化を担当する Schmid 氏

から生物圏を活用した地域活性化について情報を収

集した。 
 
（１）Biosphare の目的と運営 

現在、地域内を以下の 3 つのゾーンに分けてそれぞれの活性化や保護

活動をしている。 
 ①コアゾーン：湿地帯が含まれ、栄養や人の手を入れてはいけない地域。自然保護地帯

の住民は義務履行が果たされている。 
 ②景観保護ゾーン：コアゾーンとの緩衝地帯でもある地域で、放牧地帯が入ることもあ

る。市町村に履行義務がある。 
 ③発展ゾーン：交通、商業、産業の中心地域で、ほとんどの人が住んでいる。 

UNESCO Biosphare Entlebuch の運営には 200 万 CHF の経費がかかる。100 万 CHF
は連邦と州がより補助金が出る。それ以外は独立採算制。収入は、BDM ポイント調査費（沼

と沢、大気、水質を測定している）、直接支払いの対象になる追加補償の現地調査、ツーリ

ストからの税金の一部、ＥＵや大学のプロジェクト（１～3 万 CHF/件）、研修代など。2000

Biosphare 管理局：Schmid 氏 
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年に Biosphare に Entlebuch の住民が 4CHF/人を出資するかどうかの市民投票があり、5
つの市町村で 100％、平均で 94％が賛成とした。現在スタッフ 8 人で 5.9 人分の予算を分

けあっている。 
運営は、面積と人口に応じた代表者会議がトップにあり、その下に理事会（地域の政治

家が多い）、そして Schmid 氏が所属する Biosphare 管理局があり、その下に年 2 回の調整

委員会（エネルギー、材木、商業、農業、ツーリズム、教育の代表者）がある。調整委員

会では地域目標を同じ方向にすることが図られる。地域内連携の上で、自分達や地域が今

何をしているかを住民に知らせることが大切で、地域に雑誌を出したり、見本市に行って

地域物産の紹介も実施している。 
 
（２）自然景観の維持と地域活性化 

地域の自然の特色として、山頂に見える石灰岸壁、

35km に及ぶ鍾乳洞があり、森林保護地帯があり、狩

猟禁止で自然のまま鶉が保護されている。河川が 4 箇

所、湿地帯は 100 以上が指定されている。湿地帯は以

前、兵の練習場にするという提案もあったが、20 年前

の国民投票で保守することになった。 

45 農家、187 製品（チーズ、ソーセージ、

パン、イチゴワインなど）に Entlebuch マークが付く。

他に地産地消のレストランやパートナーがあり、Entlebuch マークを使用する契約条件は

Entlebuch の自然や魅力を紹介できることである。 
 

（３）教育機関との連携 
 調整委員会のメンバーでもあるフォールム（小中高教育センターや農業学校）の下に、

各種プログラムがある。目標はこの地域の魅力を広めるための教育機関として機能するこ

とである。8 つの市町村がそれぞれ教育テーマ（エネルギー、水、おとぎ話など）を持って

いる。地域内の学校を対象とした自然や生物の講義を 1 週間から受け付けている。昨年 27
学級だったのが、今年はすでに 30 を越える学級を指導した。また、250 人の先生が 2000
人の生徒を半日連れてきたらどんなことができるのか「本物の学校の宝物・・・ここに来

たら本物の宝物を見つけられます」として、半日でまわれる 3 つのテーマの宝の地図を作

った。中学生にも年間 5 日間は Biosphare で勉強することを教育委員会が賛同した。生徒

はどんな地域に住んでいたかを知ることで、地域ＰＲのためのメッセンジャーになれると

期待されている。成人対象では、エクスカーションやツーリストへのゼミ、森林レンジャ

ーなどを開催し、大学（学士、修士研究）との共同活動も行う。 
その他の活動として、マーケティングや人の移動制限の管理を実施している。自然公園

に人は入れないが、地域自然公園では可能である。9/3 にスイスでは初めて地域自然公園に

認定される予定。 

Entlebuch のシンボルマーク
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 この地域が UNESCO Biosphare に認定されるにあたり、スキー場など観光施設が撤去さ

れるのではと当初猛反対した当時の観光局長が今の局長となった。Biosphare では、既存の

生活圏と保護地域を明確に区別していること、自然保護だけでなく持続性のある地域開発

を行うこと、農業だけでなく経済、社会など地域のいろいろな分野の活動に貢献している

ことが評価された結果と思われる。 
 
５．Entlebuch 地域における地域農業振興の事例 
 
 農業教育普及機関に所属するＨofstetter 氏の案内で、Entlebuch 地域の 2 つの活性化事

例について調査した。 
 
（１）農家による販売と加工 
農業教育普及機関がある Schupfheim から

山岳地帯に向かって車で約 20 分、スキー場を

越えてさらに標高の高い位置にイチゴワイン

生産販売農家の Schnider 家がある。幹線道路

の入り口にある、「毎日新鮮」と書かれたイチ

ゴの看板ですぐに場所がわかる。家の近くに車

を停めて店舗へ向かうと、地域ツアーに訪れた

大勢の観光客がいた。本来牛を飼っているが、

夏場は牛を預け、ツアーガイドやイチゴの販売、

農家民宿を経営しているとのこと。標高は

1100m 以上で、中山間地域と山岳地域の境に

位置する。 
訪れた 8 月下旬の気温は、日中は 20 度付近

まで上がり、平均気温は 14～15℃程度と思わ

れる。イチゴは家の近くで 15a ほど露地栽培

され、日本と同様、１畝に 2 列に定植し、黒マ

ルチを掛け、冠水用のチューブが配置してあっ

た。自然な栽培のため、畝間の草は伸び放題で、

葉にはうどんこ病の症状が見られた。ここで取

れたイチゴは店舗で販売される。果実は小ぶり

で 250g350 円とすこし高めだが、果皮に亀裂

が入った日本で言えば厳寒期のイチゴの様で

食味は良かった。イチゴワインは地域内の醸造所で本人が作るとのこと。1 本 1500 円程度

で、イチゴの香りが芳醇なワインである。ほ場にはビオトープも設置してあり、同農場の

シンボルとなっている。 

農家に訪れたツアー客 

イチゴ、イチゴワイン販売店舗 
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直売している店舗も広

さや商品数が確保され、観光客でにぎわってい

た。ワインのラベルには Entlebuch マークが

記され、この地域で生産されたことがわかる仕

組みになっている。 
 
 
（２）Entlebuch 市のチーズ工場 
 

Entlebuch 市では、以前は小さなチーズ工場

がいくつもあったが 3 軒に集約された。毎朝 12
件の農家から牛乳が来るという G.Ｈofstetter チ
ーズ工場を見学した。チーズ工場は株式会社で

株主は牛乳農家。そのため、配当は高い乳価で

代替される。ミルクテクノロジーを学び、マネ

ージャーになるためマイスター資格をとり、

日々新しいチーズを売り歩いている社長兼工場

長のイレーン・Ｈofstetter 氏に状況を聞いた。 
典型的なエーメンタールチーズを作るこの工

場は、100ｋｇのエーメンタールチーズを 1 日に

３つ作る（100kg／個＝牛乳 1000L）。以前は年間 110ｔを生産していたが現在は年間 70ｔ
である。それ以外に有機チーズや特殊なチーズも作っている。小規模だが小回りを聞かせ

た経営展開を図っている。目標は現在の労力（3 人）で 170 万 kg の牛乳を処理すること。 
2004 年から 2005 年にかけてチーズ価格が下がった時に、エーメンタールが 6.95CHF

／kg、特殊チーズは 12CHF／kg と高価で販売できた。羊乳チーズ、クルミ入りチーズ（ド

イツから依頼）の生産を請け負ったことで上乗

せ 18 万 L の牛乳を加工できるようになった。に

んにくチーズも日量 40kg から 50kg に増やした

が全部売れている。ワケギ入り、にんにく入り

チーズは 18.5CHF／ｋｇでミグロへ 5500 個／

月（280 個／日）出荷している。えさにサイレー

ジを使うと保存できないため使用せず、12~13
ヶ月保管可能なチーズを作っている。 
スイスの牛乳の 50%はエーメンタールチーズ

に加工される。地域を流れるエメン川が由来の

社長：イレーン氏 

牛乳がチーズ作りに適する 
ブラウンスイス種 

農場のシンボルであるビオトープ 
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農場の自宅：2 階に貸し部屋がある 

エーメンタールチーズは輸出もされるが、商標登録が遅れたため、ドイツでも作って売ら

れている（ドイツでは熟成せずに出荷する）。

 
 今回調査したイチゴ農家とチーズ工場はどちらも Entlebuch Biosphare という有名な自

然保護地域の農産物というメリットを活用した事例と考えられる。地域ブランドを複数の

市町村で守り、教育や契約パートナーを介して地域の良さを広めようという活動は、見習

うべきものがある。決して農産物だけのブランド作りではなく、加工品も含めた地域ブラ

ンドとして様々な場面で活用されていた。そして何より、生産者自身が自らの地域や生産

物に自信を持ち、積極的に加工販売にも関わることが地域ブランドを支えている原動力で

あることを感じた。 
 

７．農家民宿の事例 
 
（１）Streit 農場 

Bern 州 Zimmerwald で農家民宿を経営する

Streit 農場を訪れ、前農家民宿組合副会長で現在

州議会議長を務める Kathrin さんから農家民宿

の現状について情報を収集した。 
耕地面積は 17ha でスイスでは平均的規模で

ある。乳牛、豚、鶏を飼育している。乳牛は 14
頭から、年間 84,000kg のミルクを出荷している。

本来のクオート（生産割当）は 67,000kg だが、

出荷先のミルクプールが生産量を上げているた

め、州内調整で増量している。隣の州にチーズ

工場があり、サイレージは使えないため、乾草、牧草、小麦、大豆を与えている。豚は 100
日肥育して体重25kg～100kgで年間120頭を出

荷する。COOP ナチュラファームブランドで販

売するため、基準により豚舎は外と自由に行き

来できる構造で、冬でも外でえさを与えている。

鶏は15羽を飼い、卵を１個50円で売っている。

特にイースタンの季節には卵 2000 個が売れる。

クリスマスには手作りクッキーをベルンのデパ

ートの前で 2t 売る。その他に 2～3 戸の農家と

共同で 6ha の馬鈴薯の種芋生産を行っている。

種芋は圃場を毎年変え、収穫と選別に手間がか

かるため、10 月まで収穫作業は続くとのこと。 

Kathrin さんと息子の Reto さん 
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現在の経営主は 2 年前に親から農場を購入した息子の Reto さん（30 歳）で、軍隊や消

防で出掛けることも多いという。Kathrin さん自身は、現在は息子に雇われている（経営者

の時に息子に支払っていた給与の半分の額で）。労力は、その他にご主人の Karl さんと見

習いの 17 歳の青年である。 

自宅では 2 階の 4 部屋 8 床を使う。1 日 1 ベッド 35CHF
で朝食付き、4 日以上の利用者は 30CHF に値引きされる。夕食はオプション。子供は割引

料金。利用率は 1 部屋は 95％、2 部屋はそれぞれ 50％、1 部屋は働きながら神学を勉強し

ている娘さんが使っているとのこと。隣接する家も貸し出している。以前自分たちが住ん

でいて、1 階の 2 部屋、6 床を貸している。キッチンがあり、基本的に自炊が前提、そのた

め客が自宅まで野菜などを買い出しに来ることもある。食事は朝食 10CHF、夕食 15CHF
で提供する。料金は 1 人 1 日 90CHF、その他に清掃 60CHF／回、税金 0.6CHF／日など

の費用がかかる。冬の間は兵隊が使うため 8 割の稼働率である。利用客は、60％がスイス

人、残りはドイツ、オランダ、アメリカ、イギリスなどの客である。イタリヤ人などはホ

テルより安く宿泊できることを求めてやってくる。 
農場には年に数回娘さんが開催する無料の

乗馬コースはあるが、日本によくある体験メニ

ューなどはない。

畑の仕事は機械化しているので利用客が手伝

うこともないそうである。またもともと休暇に

来ているので農作業を手伝うようなことはし

たがらないとのこと。国によっては言葉の壁も

あるので深い交流が難しい面もある。農家が気

を使うと、逆に客の方も気を遣わなくてはなら

ないので、あまり面倒を見ないそうである。 
地域イベントとして、環境局から補助金が出

る森の体験学習プロジェクトでは、トレッキン

グツアーを開催し、ロバや兎を見せたり、途中

に直売所を設けたり、ガイドもしたりする。団

体対応では中学校や小学校が来て農業体験をす

ることもある。巡礼道にも近いため、ヤコブの

巡礼の人が泊まることもよくある。年間使えて

割引などが受けられる地域パスや 2 日間で夕食

付きのツアープランも企画している。観光客が

多いのは良いが、ごみ処理は地元がしなくては

ならないとの不満も聞かれた。 
Kipfer 夫妻 

農場周辺の景観 
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（２）Kipfer 農場 

Bern 州 Oberfrittenbach にある Kipfer 農場を実際に利用し、日本ではまだ一般的でない

農家民宿のシステムについて情報を収集した。 
この農家は経営面積約 10ha のスイスでは小規模な専業農家であるが、2 日間だけの宿泊

を快諾してくれた。しかも宿泊する部屋は母屋の中にあり、農家の雰囲気を得るには最適

な環境であった。 
経営者の Peter さん（67 歳）と妻のドリスさん(61 歳)夫妻には 3 人の子供がいるが、す

でにそれぞれ独立している。キリスト教関係のグループミッション活動にも加わる奉仕精

神のある夫妻は、軽い水頭症を患っている雇い人のベルナーさん、学習障害と生活障害を

かかえるフロリアン君（10 歳）を受け入れている。農場は、標高 730m のところにあり、

養豚と酪農と野菜栽培をしている。家畜の飼料としてのデントコーンとパン用の小麦を栽

培し、毎週金曜日に奥さんが市場で野菜と自家製パンを売っている。私が宿泊した 2 日目

の朝には、自宅で採れたインゲン豆と花束を朝市へ運んでいた。 
 民宿の料金は、1 泊夕食朝食付きで大人

55CHF、子供 25CHF、昼食は 10CHF、最寄の

Langnau駅までの送迎が片道10CHFであった。

利用客は様々な国からで、宿泊ノートには日本

人利用者の記入も数多く見られた。特別な体験

メニュー等はなく、Peter さんはベルナーさんと

黙々と馬や牛の世話、牧草刈り、豚の仕入れな

どをしていた。子供たちがいるとクローラーな

どにも乗せてくれるそうである。傾斜地の草地

やベルン風といわれる独特の家を眺めながら付

近を散歩するだけでも楽しい。当初感じた畜産

独特の臭いは時間が経つと気にならなくなり、燃料用のまきを積んだ景色や様々な小動物

を飼っている様子など、自給自足的な農業の風景を見ることができる。

あと数年

で年金受給年齢に達する夫妻は、今の農場を近所の人に譲る予定とのことであった。 
 
２つの農場では、菓子や料理はほとんど奥さんの手作りで、どちらの家の庭にもブラン

コや滑り台等子ども用の遊具があり、家の付近にリンゴなどの果樹が何種類も植えられ、

様々な小動物を飼育しているなどの共通点が見られた。 
 
 
 
 

農場の自宅：1 階に貸し部屋がある 
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８．感想 
 
今回、関係者の話を聞くこと以外に楽しみにしていたのは、農家民宿を利用することで

あった。農村地帯で、農家に泊まり、食事をし、農作業を体験することを期待していた。

これは、日本における農家民宿や農作業体験では当たり前のことと思っていたのだが、ス

イスの状況は違った。農家とは別のアパートを週単位で借りるのが一般的であった。農業

体験メニューや農家と一緒に食べる食事もない。しかし実際に体験してみると、体験メニ

ューがないのは苦にならなかった。美しい農村の景観はどこでも見られるし、地域を散歩

するだけでも結構楽しいのである。ライン川やレマン湖など川や湖が多く、多くのヨーロ

ッパの大河の水源があることが意識されているのだろうか、スイスでは原風景の維持など

農業の多面的機能への共感が国民に広く浸透していると感じた。そのおかげで直接支払い

に多額の税金が使われ、各地の農業や景観、生物が維持されているのは確かである。りん

ごと草地の景色、川沿いに並んだ木々、飼われる様々な小動物、山岳放牧、古い農家など

景観に関連するさまざまな対象に補助金が支払われている。政策の目的と得られる結果が

見事に一致して、農業だけでなく観光も含めた産業に貢献している。

ＥＵ諸国から

の農産物の市場開放圧力が高まる中で、国を挙げて農業の魅力（＝多面的機能）を維持す

ることができるのは、すでに保存したい農村が数少なくなってしまった日本においてはう

らやましいと感じた。国や地域にとって大切なものは何かということを広い視野と長いス

ケールで考える必要があると感じた。 
 最後に、私は今回の出張中にいくつもの思いがけない体験をした。1 つ目は、スイスでの

最初の調査地である農家を訪問するため、バス停で降りたときのことである。どこからと

もなく軽やかな音楽が聞こえてきた。日本でたとえるならスキー場のスピーカーから流れ

てくる音楽か、観光牧場で流しているスイス風の民俗音楽のようである。気が効いている

と思ったが、あたりは丘陵の中腹にある一面の草地で、スピーカーなどあるわけもない。

しばらく訳がわからないでいたが、ガイドに言われて気がついた。放牧されている牛の首

につけられた鈴「カウベル」の音である。何頭もの牛が草を食むたびにそれぞれ異なる諧

調の音色を発していたのだった。もちろん私にははじめての体験であり、ある意味ショッ

クを受けた。なぜなら今まで農村や農地の付加価値として音を考慮したことがなかったか

らである。確かに今まで、棚田でカジカガエルの鳴き声を面白いと思うことはあったし、

酪農地帯で遠くから牛の鳴き声が聞こえて面白い、酪農地域らしいと感ずることはあった

が、心地良いという感覚ではなかった。

後から考えるとその地域は数件が農家民宿を経営し

ているため、意図的にカウベルを装着させた可能性もある。しかし、もしそうであったと

しても訪れた人を楽しませてくれることには変わりはない。 
 ２つ目は、朝、農家の周りを散歩しているときのことだった。道端に茶色い親指ほどの

物体を発見した。物体といったのは、それが何であるかわからなかったからである。ナメ



 159

クジを大きくした形に似ているが、色は茶色で馬の毛並みのような質感である。まして長

さは７～８ｃｍはある。勇気を出して触ってみた。指にねっとりとした体液が付着した。

ナメクジだったのである。名前はわからないが、よく見ると付近の道のあちらこちらにす

でに乾燥してしまった残骸があった。日中は 20℃以上になるが、朝晩は 10℃程度と温度差

があるため露が降りる。まして周りは草地のため、湿度が高く、ナメクジには適する環境

なのだろう。さらに翌日には、長さが 15cm 以上あるナメクジを発見した。こちらは灰色の

体色におしゃれな黒い水玉模様である。前回の経験からすぐにナメクジだとわかった。ま

さに「ところ変われば品変わる」である。思わず興奮してしまった自分がそこにいた。こ

�������������������������������������農家で

飼っている牛や馬、兎どれをとっても日本でも見ることができるが、このナメクジは生ま

れて初めてみるものであったからである。 
 ３つ目は、やはり朝、農家の周りを散歩しているときのことだった。この地域の農家は

りんごの木を家の周りに植えてある。エコ調整地、直接支払いの対象となるためと思われ

るが、草地とりんごの木は古くからの農村景観であり美しい景観である。訪れたのが 8 月

の後半だったため、りんごはすでに樹上で赤く熟していた。家主のピーターさんがバケツ

にりんごを集めていた。日本だと通常りんごは手でもぐかはさみで切るが、下に落ちたり

んごを拾い集めていた。りんごの木の下が草地のため落ちてもそれほど痛まないのだろう

かと考えていたら、昨晩の夕食時に出た生ジュースを思い出した。あのジュースはピータ

ーさんが集めた完熟りんごを絞ったものだったのである。日本でも目の前で果物をジュー

スにしてくれる八百屋がある。しかし、今回いただいたジュースは目の前の木になってい

たりんご、それも完熟したもので作られたものである。���������������

������こ����������������������デザートで出されたシロ

ップ付けのりんごも自家製であった。また、同じくデザートに出た木苺のムースも自宅で

取れた材料で作ったと聞いた。別のホテルの朝食でも木苺のムースが出されたが、ピータ

ーさんの家で味わったもののほうが数倍美味しかったことは言うまでもない。 
 以上の 3 つの体験は、「農業の多面的機能を農家経営に反映させる」という課題の大きな

ヒントと考えられる。視覚だけでなく音までも含めた農村景観、生物多様性、農家にしか

ない味という農業の魅力がそこにあったからである。今後国内においてもますます農業の

魅力に対する一般ニーズは高まることが期待される。������������こ���

����������������������������������������

���こ��こ���こ���������������������������� 
 


