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スイス家畜保護政 策 の 新 段 階

「エ ト」概念の成立一

飯 園 芳明*

1 . は じめに

スイスは世界でトップクラスの家畜保護先進国

である。これまで，家畜保護を実現するために法的

な規制や補助制度，さらには，家畜保護に配慮して

飼育された畜産物のブランド化などさまざまな取

り組みがなされてきた。また，それらが相互に組み

合わさって家畜保護の水準を引き上げる体制も整

備されている。

これらの取り組みのうち最も早くに着手された

のは，法的な規制である 15)。スイスでは l世紀以上

も前の 1893年に成立した連邦憲法で放血の際には

失神状態にすることを義務付けている。 (第 25条 a

項) 12)。その後，この規定は 1973年に改正され，

動物保護全般を規定する法律の制定を定める内容

となる 。 これに基づき， 78年に動物保護法

(Tierschutzgesetz)が制定され 7) 81年にはこれを実

施するための動物保護規則 (Tierschutzverordnung)

が制定される。こうして四半世紀以上も前に憲法→

動物保護法→動物保護規則という 3段階の法体系が

整備された。

先進的な規制の実例としてはパタリー・ケージの

禁止措置がよく知られている。このケージは採卵鶏

等を狭い艦の中に閉じ込める施設であり，家畜福

祉 ・保護の視点からみると問題が少なくない。スイ

スはこの問題にいち早く取り組み，91年には使用禁

止とした。家畜保護への配慮では高い評価を受けて

いる EUでもパタリー ・ケージ全面的な禁止は 2012

年とされており，いまだ実現されていない叫同。

規制主体の流れに変化が生じたのは 92年の農政

改革においてである。この改革では家畜保護のため

の直接支払制度が導入され，家畜保護への政策的支

援が始まる。当初は試行的に導入されたこの制度は，

数年後からは急速にその予算額を拡大し，やがては，

有機農業や粗放的農業といった環境保全的な農業

への助成に匹敵する助成額が配分されるようにな

-高知大学大学院黒潮圏海洋科学研究科 (yoshiaki Iiguni) 

る。また，家畜保護は「エ トロジー」と命名され，

エコロジー (環境保全)とは異なる分野だとの認識

も広まりつつある。

そこで，本稿では直接支払の導入を契機にしたこ

の新たな家畜保護政策の段階に焦点をあて，スイス

における家畜保護の現状と課題を明らかにしたい。

なお，スイス家畜を含む動物一般に対する規制が

動物保護法 ・規則 (Tierschutzgesetz/-veror血ung)で

定められているため，本稿ではこれに対応して家畜

福祉(Tierwohl)ではなく，家畜保護(Tierschutz)とし、

う言葉を用いる。

2. スイスにおける家畜保護政策

(1)家畜保護のための直接支払制度

の導入

92年はスイス農政にとっての転換点で、あった。圏

内外からの強まる農政転換の要請を受けて，価格支

持と国境措置による農業保護水準を削減し，直接支

払を導入することが決定されたのである。ここでい

う直接支払とは支払額を経営耕地面積や飼養頭数

の規模によって決める仕組みであり，生産量に直接

結びつかない補助金をしづ。92年以降，直接支払は

スイス農政予算の中で比率を年々高め，農政の中軸

を担うようになる(図 1参照)。

92年改革では所得補償的直接支払やエコロジー

直接支払といった 5つの直接支払が創設される。こ

のうち，エコロジー直接支払のなかには「管理され

た放し飼しリ (Kontrolliert Freilandhaltung)が含ま

れている。これは後に「屋外での家畜の定期的な放

し飼いJ(Regelm拙 igerAuslauf von Nutztieren :以

下，略して RAUSとする)と呼ばれる制度である。

また， 96年になると「家畜にやさしい舎飼システムJ

(Besonderes tierfreundliche Stallhaltungssysteme :以

下，略して BTSとする)が導入される。

RAUSと BTSはいずれも家畜保護を目的とした

直接支払であり，その支払い要件と支払額は以下の

0369-5247/08/干500/1論文/JCLS
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図 l スイスにおける農業予算の推移

注)Joerin 01 0111
) Iこ加筆して作成。

とおりである九

l)RAUSの支払要件と支払額

<支払要件>

反物家畜については，植物生育期間(日平均気温

が 5度以上になる期間 1))は 1月当たり 26日以上

の放牧を行う。冬季給餌期間は舎外の放し飼し、を 13

日以上行う。

乾乳中の豚は舎外の放し飼いを週に3日以上行う。

繁殖豚，肥育豚，育成豚は毎日舎外の放し飼いを

行う。

家禽は昼間に舎外へ移動できる通路を確保する。

<1家畜単位当たりの支払額>

牛，馬，パイソン，羊，山羊，鹿，家兎

: 180スイス ・フラン

豚:150スイス ・フラン

家禽:280スイス ・フラン

2)8 T Sの支払要件と支払額

<支払要件>

家畜は群飼で，係留しではならない。

家畜は少なくとも 2つの異なった居住空間(休息

場と給餌場)をいつも利用できる。

家禽は昼間に舎外へ移動できる通路を確保する。

<1家畜単位当たりの支払額>

牛，山羊，家兎:90スイス ・フラン

豚:155スイス ・フラン

繁殖用家禽，採卵鶏，育成家禽，雛 280スイ

ス ・フラン

肥育若鶏，七面鳥 180スイス ・フラン

一言でいえば， RAUSは規則正しい放牧や放

し飼いを要件とする助成金であり， BTSは居住

空間の確保を要件とする助成金である。

導入当初， RAUSに対する支払は 539万スイ

ス ・フランに過ぎず，予算額はきわめて小規模

で、あった。しかし， BTSが 96年に導入されると

ともに，予算規模は 93年の 6倍近くに跳ね上が

り，その後も 8倍 (97年)， 10 倍 (98年)へと増

大する。98年になると， 2つの家畜保護直接支

払の総額は 6，900万スイス ・フランに達し，エ

コロジー直接支払の 30%，直接支払総額の 3.3%

を占めるようになる。 (ちなみに， 07年 11月8

日現在のレートは 1スイス ・フラン=101円であ

り，ほぽ 100倍すれば円換算ができる)。

(2)家畜保護直接支払の予算増と

規制の強化

99年からは農業政策 2002と呼ばれる政策が始ま

る(実施期間は 99から 02年)。農業政策 2002で

は，直接支払制度が再編されて一般直接支払とエコ

ロジー直接支払の 2つに集約されるが，家畜保護直

接支払は旧来どおりエコロジー直接支払制度のも

とで BTSとRAUSが実施されている。

家畜保護直接支払の予算規模は，農業政策 2002

に入ってさらに増額される。その結果， 02年には

RAUSとBTSの支払総額は I億 7千万スイス・フラ

ンに達し(図 2参照)，直接支払総額に占める比率

は 7.5%，エコロジー直接支払の 38%を占めるに至

る。

農業政策 2002では，家畜保護に対する規制の強

化が合わせて実施されている。これはエコ営農

証明Jという新たな制度の一環として実施された 13)。

fエコ営農証明Jとは，直接支払いを受け取る全て

の農業経営者が守るべき事項であり， a)バランスの

とれた肥料収支， b) r生態系のバランスを保った農

地Jを適切な割合で確保する， c)規則正しい輪作，

d)適切な土壌保全， e)農薬の選択的あるいは目的に

応じた使用，。動物に配慮した家畜飼養の 6つの分

野からなる。

このうち， 0は家畜保護の規定であり，動物保護

規則を遵守した管理が求められている。この規則は
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図 2 家畜保護直接支払の推移

81年に制定され，家畜飼養の一般的な規定と畜種別

の規定を設けている。スイス政府はエコ営農証

明」の制度化に先立つて，この動物保護規則を 97

年に改正し，その規制を強化している。家畜保護に

関わる主な改正点は以下の通りである 10)。

a牛を係留して飼養する際には年間 90日以上舎外

で運動させる(18条)

b.生後 4ヶ月までの子牛の係留禁止(16条 a)

c.生後 2週間から 4ヶ月までの子牛は群飼する(16

条 a)

d.生後4ヶ月までの子牛や育成牛には十分な敷き藁

のある休息場を設ける (17条)

e.豚を係留しではならない(22条)

t乾乳期の雌豚の箱型豚房 (Kastenstande)利用は交

尾期に限定する。そこでは立ち位置(Standplatze)

以外に運動のための十分な場所が提供されなけ

ればならない (22条)。

g給餌ボックスを伴う設備で雌豚を飼養する場合

には，自由に出入りできる入り口の広さを確保す

る (22条 a)。

h.母豚は分娩室 (Abferkelbuchten)で自由に回れる

空間を確保する (23条)。

いずれも家斎の運動空間の確保にその主眼があ

り，農業経営者が施設の更新しなければならない場

合がある。そこで， a については改正後 2年間の猶

予が与えられ 99年までに実施することが付記され

ている。また，bから eについては 02年まで， f， g. h 

注)スイス連邦経済省農業局 3，6)より作成。

については07年までの猶予期間が設けられている。

こうした動物保護の水準の引き上げが施設の変

更を伴うとき，農業経営者の負担は重い。動物保護

規則の改正で<母豚が分娩室 (Abferkelbuchten)で

自由に回れる空間の確保>が義務付けられたケー

スがその好例である。大方の畜舎は改築を余儀なく

されるため，少なからぬ農業経営者が養豚を継続す

べきかどうかの判断に迫られた。

(3)エ ト 助 成 金 の 確 立

農業政策 2007 (実施期間 03~07 年)では， エ

ト助成金 (Ethobeitrage)としづ概念が確立される。

この背景には家畜保護直接支払制度をエト助成金

としてエコ助成金から分離し，新しい分野として独

立させようという考えがある。これは農業政策 2002

後の直接支払制度のあり方を検討するグ、ループの

議論から生まれた。このグかループは 01年に「農業

における直接支払の方向の検討」というレポー トを

提出し，その中で， GfS研究所が行っている国民ア

ンケー ト (Univox)の結果から家畜保護に対する高

い関心がみとめられる点を根拠にエコ助成金と

動物福祉助成金 (Tierwohlbeitrage)は定義上分離す

べきである」との素案を提示している 2)。

これを受けて，農業政策 2007関連の農業法改正

や農業予算案をまとめた教書 4)では，予算項目の分

類を変更し，家畜保護直接支払の優先順位を引き上

げて，エ ト助成金をこれまで上位概念とされてきた

エコ助成金と同等の概念に位置づけている。また，
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動物愛媛的な飼養管理
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図4 エト助成金への参加農家率

農業白書ではエコロジーとエトロジーJ とい

う章が設けられ，環境保全と動物保護が並列に扱わ

れるようになった。

エトロジーとはもともと，動物行動学を意味する

が，ここでは動物保護といった意味で用いられてい

る。それはエコロジーが環境保全の意味で用いられ

るのに良く似ている。

GfS研究所が 98年にまとめた農業に対するアン

ケート調査結果は，図 3の通 りである。スイス国民

が最も関心を寄せる農業問題は，環境保全型農業で

もなく，食料安全保障でもない。それは他ならぬ家

注)Bundesamt向rLandwirtschaft 3)より転載。

畜保護問題であり，動物福祉問題なのである。こう

した強い関心があるからこそ，エ トロジーという新

しい概念が必要とされ，有機農業や粗放的な農業を

支援するエコ助成金の規模に匹敵する予算額の配

分も可能となった。

図4は， 96年以降の BTSや RAUSへの参加者を

まとめたものである。96年と 05年の参加者率を比

較すると， BTSの場合は 9%から 38%へと糟加し，

RAUSの場合は 19%から 69%へと大幅に増加 して

いるのがわかる。エ ト助成金は少なくもいままでの

ところ，家畜保護を誘導するという目的の下で有効
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に機能しているといえそうである。

4. む すび

エト問題はこれまでエコ問題に分類され，ともす

れば同ーの場で議論されかねない状況にあった。し

かし，エコロジーは自然の物質循環を維持 ・回復す

る意味あいが強く，動物福祉や保護を目的とするエ

トロジーとは必ずしも一致しない。峻別を怠れば，

無用な混乱は避けられない。その意味で，スイス国

民の高い関心に後押しされて成立した「エトロジー

(エト)Jとしづ用語は，両者を峻別し，混乱を回

避するのに役立つ。また，動物保護が「エコ」とは

異質な存在であり，独自の問題領域があることをア

ピールし，それに足る予算を確保するための格好の

手段ともなる。

しかし，その一方でエト助成金は従来の補助金で

は立ち行かなくなった農業経営を保護するための

新たな補助手段とみなすこともできる。これまでエ

コ助成金は環境のマントを羽織った農業補助金で

あるとの批判を受けてきた経緯もある。エト助成金

がそうならないという保証はない。

エト助成金が新たな農業保護の隠れ蓑として利

用されないためには，エト助成金と目的との関係を

明確に評価するとともに，合理的な根拠に基づいて

予算の増大に歯止めをかける仕組みが不可欠であ

る。 しかし，やっかいなことにエト助成金の場合，

動物福祉が目的であるだけに最終目的が設定しに

くい。有機農業を推進するためのエコ助成金なら，

農薬や化学肥料の使用を中止が究極目標であり，そ

のための助成が上限と考えることができる。また，

一定の妥協点も見出し易い。動物福祉の場合にはこ

うした上限さえ，確定が容易でない。

スイス農政の経験からいえば，エコ助成金で実施

した方法，すなわち，農業経営の環境保全的な農法

を助成金で誘導し，最終的には，その水準を農業経

営が助成金なしで守るべき最低水準に置き換える

とし、う手法が有効にみえる日)。エト助成金で家畜保

護水準を引き上げたのちに，規制の強化で家畜保護

のミニマムレベルを引き上げるという方法である。

その際，市場とのシナジー効果が重要である。今

回は詳細を紹介できなかったが，コープヤやミグロ

といった大手の量販!苫はすでにエト助成金の制度

を取り込んだ商品開発により畜産物の差別化を

図ってきた 14.16)。こうした形で差別化された商品

の売り上げが伸びれば，助成金ではなく規制によっ

て保護水準を維持することが可能となる。また，そ

のことが園内農業の国際競争力を強化することに

もなる。

[追記]本稿は，文部科学省科学研究費「アジア型

直接支払制度の展望ースイス ・日本・韓国の比較制

度分析から一」の成果の一部である。
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