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   EU 金融破綻とスイスの役割 

―スイスの五大名峰と山岳旅行― 

 

                          ((((会員会員会員会員))))    伊東伊東伊東伊東    健三健三健三健三    

１、 はじめに 

誰誰誰誰もがもがもがもが暑暑暑暑いいいい夏夏夏夏にににに弱弱弱弱いがいがいがいが今年今年今年今年のののの夏夏夏夏はははは特特特特にににに暑暑暑暑かったかったかったかった。。。。生生生生まれたまれたまれたまれた故郷故郷故郷故郷のののの富山県富山県富山県富山県のののの立山立山立山立山やややや剣剣剣剣

岳岳岳岳にににに登登登登ればればればれば、、、、涼涼涼涼しいだろうとしいだろうとしいだろうとしいだろうと思思思思いつついつついつついつつ、、、、もうそのもうそのもうそのもうそのエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーはははは私私私私にはないにはないにはないにはない。。。。そこでそこでそこでそこで思思思思

いついたのはいついたのはいついたのはいついたのは、、、、スイススイススイススイスにににに行行行行けばけばけばけば登山電車登山電車登山電車登山電車ややややケーブルカーケーブルカーケーブルカーケーブルカーがががが自自自自らのらのらのらの努力努力努力努力がなくともがなくともがなくともがなくとも、、、、涼涼涼涼

しいしいしいしい高地高地高地高地にににに連連連連れてれてれてれて行行行行ってくれるってくれるってくれるってくれる、、、、ということだということだということだということだ。。。。さっそくさっそくさっそくさっそく新聞広告新聞広告新聞広告新聞広告でででで最最最最もももも安安安安いいいい「「「「スイスイスイスイ

スススス五大名峰五大名峰五大名峰五大名峰のののの旅旅旅旅」」」」をををを見見見見つけつけつけつけ 8888 月月月月 23232323 日日日日からからからから 9999 月月月月 1111 日日日日までのまでのまでのまでの 10101010 日間日間日間日間、、、、久久久久しぶりのしぶりのしぶりのしぶりの団体旅団体旅団体旅団体旅

行行行行にににに出出出出かけたかけたかけたかけた。。。。    

ただしただしただしただしスイススイススイススイスをををを選選選選んだんだんだんだ理由理由理由理由をををを少少少少ししししカッコカッコカッコカッコよくよくよくよく言言言言えばえばえばえば①①①①大好大好大好大好きなきなきなきなマッターホルンマッターホルンマッターホルンマッターホルンややややアアアア

イガーイガーイガーイガー北壁北壁北壁北壁、、、、ユンゲフラウユンゲフラウユンゲフラウユンゲフラウ・・・・ヨッホヨッホヨッホヨッホ山山山山などがなどがなどがなどが含含含含まれまれまれまれ、、、、ハイキングハイキングハイキングハイキングなどなどなどなど自由行動自由行動自由行動自由行動がががが多多多多いいいい

ツアーツアーツアーツアーをををを選選選選んだことんだことんだことんだこと。。。。またまたまたまた、、、、②②②②EUEUEUEU のののの金融危機金融危機金融危機金融危機はははは大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫かかかか。。。。またまたまたまた、、、、EUEUEUEU とととと絡絡絡絡んでんでんでんで国民投票国民投票国民投票国民投票

のののの結果結果結果結果 EUEUEUEU 参加参加参加参加をををを拒拒拒拒んだんだんだんだスイススイススイススイスのののの経済状況経済状況経済状況経済状況はそのはそのはそのはその後後後後どうなっているかどうなっているかどうなっているかどうなっているか。。。。またまたまたまた、、、、スイススイススイススイスとととと

よくよくよくよく似似似似たたたた日本日本日本日本のののの TPPTPPTPPTPP 参加問題参加問題参加問題参加問題にににに何何何何かかかか参考参考参考参考になることはないかなどになることはないかなどになることはないかなどになることはないかなど、、、、少少少少しししし見聞見聞見聞見聞したかっしたかっしたかっしたかっ

たからであるたからであるたからであるたからである。。。。    

    

((((写真写真写真写真１１１１：：：：黄金色黄金色黄金色黄金色にににに輝輝輝輝くくくく朝焼朝焼朝焼朝焼けのけのけのけのマッターホルンマッターホルンマッターホルンマッターホルンとそのとそのとそのとその直前直前直前直前))))    

２２２２、、、、    スイススイススイススイス観光観光観光観光    

１１１１））））スイススイススイススイスのののの日程日程日程日程    

（（（（１１１１））））ともかくともかくともかくともかくハイキングハイキングハイキングハイキング姿姿姿姿でででで第第第第１１１１日目日目日目日目はははは、、、、成田成田成田成田をををを出発出発出発出発してしてしてして 12121212 時間時間時間時間、、、、一行一行一行一行ははははチュウリッヒチュウリッヒチュウリッヒチュウリッヒ

着着着着、、、、すぐすぐすぐすぐバスバスバスバスでででで 210210210210 キロキロキロキロ、、、、4444 時間時間時間時間のののの長旅長旅長旅長旅ででででサンモリッツサンモリッツサンモリッツサンモリッツ泊泊泊泊とととと強行日程強行日程強行日程強行日程であったであったであったであった。（。（。（。（２２２２））））２２２２日日日日

目目目目はははは赤赤赤赤いいいい可愛可愛可愛可愛らしいらしいらしいらしい特急特急特急特急「「「「ベルニナベルニナベルニナベルニナ線線線線」」」」ででででディアボレッツァディアボレッツァディアボレッツァディアボレッツァ展望台展望台展望台展望台にににに到着到着到着到着、、、、ビッツビッツビッツビッツ・・・・ベルベルベルベル

ニナニナニナニナのののの山山山山々々々々をををを観光観光観光観光したしたしたした。。。。午後下山後午後下山後午後下山後午後下山後セガンティセガンティセガンティセガンティ美術館美術館美術館美術館ででででアルプスアルプスアルプスアルプスのののの山山山山々々々々ををををモデルモデルモデルモデルにしたにしたにしたにした 3333

大名画大名画大名画大名画とととと 23232323 のののの画廊画廊画廊画廊をををを拝見拝見拝見拝見したしたしたした。。。。    

（（（（３３３３））））３３３３日目日目日目日目はははは、、、、氷河特急氷河特急氷河特急氷河特急アルブラアルブラアルブラアルブラ線線線線でででで有名有名有名有名なななな鉄橋鉄橋鉄橋鉄橋ランドヴァッサーランドヴァッサーランドヴァッサーランドヴァッサー橋橋橋橋をををを通過通過通過通過ししししマイエンマイエンマイエンマイエン
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フェルトフェルトフェルトフェルト観光観光観光観光にににに出出出出かけたかけたかけたかけた。。。。日本日本日本日本でもおでもおでもおでもお馴染馴染馴染馴染みのみのみのみのハイジハイジハイジハイジのののの泉泉泉泉、、、、ハイジハイジハイジハイジのののの家家家家のごのごのごのご案内案内案内案内だだだだ。。。。午後午後午後午後

ははははスイススイススイススイスのののの首都首都首都首都ベルンベルンベルンベルン市市市市ででででシンボルシンボルシンボルシンボルののののクマクマクマクマ公園公園公園公園、、、、バラバラバラバラ公園公園公園公園そしてそしてそしてそして、、、、史跡史跡史跡史跡としてとしてとしてとして名高名高名高名高いいいいベルベルベルベル

ンンンンのののの旧市街見学旧市街見学旧市街見学旧市街見学だっただっただっただった。。。。宿泊宿泊宿泊宿泊ははははインターラーケンインターラーケンインターラーケンインターラーケン、、、、いよいよいよいよいよいよいよいよ目指目指目指目指すすすすアルプスアルプスアルプスアルプスのののの山山山山々々々々のののの出発出発出発出発

拠点拠点拠点拠点だだだだ。。。。    

（（（（４４４４））））４４４４日目日目日目日目はははは、、、、自由行動自由行動自由行動自由行動をををを理由理由理由理由ににににツアーツアーツアーツアーとはとはとはとは離離離離れてれてれてれて独自独自独自独自にににに、、、、登山電車登山電車登山電車登山電車にににに乗乗乗乗りりりり換換換換ええええ「「「「ユンユンユンユン

グフラウヨッホグフラウヨッホグフラウヨッホグフラウヨッホ・・・・スフィンクススフィンクススフィンクススフィンクス展望台展望台展望台展望台」」」」までまでまでまで一直線一直線一直線一直線だだだだ。。。。あいにくあいにくあいにくあいにく天候天候天候天候がががが悪悪悪悪くくくくユングフラウユングフラウユングフラウユングフラウ

ヨッホヨッホヨッホヨッホのののの頂上頂上頂上頂上がががが少少少少しししし見見見見えたがえたがえたがえたが、、、、あとはあとはあとはあとは霧霧霧霧のののの世界世界世界世界だっだっだっだったたたた。。。。帰帰帰帰りにりにりにりに山山山山をををを振振振振りりりり返返返返ったらったらったらったらアイガーアイガーアイガーアイガー

北壁北壁北壁北壁ややややユングフラウユングフラウユングフラウユングフラウなどよくなどよくなどよくなどよく見見見見えたのはえたのはえたのはえたのは皮肉皮肉皮肉皮肉だっただっただっただった。。。。自由行動自由行動自由行動自由行動はははは便利便利便利便利なものでなものでなものでなもので、、、、下山下山下山下山してしてしてして

午後午後午後午後ははははブリエンツブリエンツブリエンツブリエンツ湖湖湖湖クルーズクルーズクルーズクルーズにににに出出出出かけかけかけかけ、、、、夕食夕食夕食夕食もここでもここでもここでもここで済済済済ませたませたませたませた。。。。    

    

（（（（写真写真写真写真２２２２：：：：左左左左からからからからアイガーアイガーアイガーアイガー、、、、メンヒメンヒメンヒメンヒ、、、、ユングフラウユングフラウユングフラウユングフラウ 3333 山山山山とととと厳厳厳厳しいしいしいしいユングフラウユングフラウユングフラウユングフラウ・・・・ヨッホヨッホヨッホヨッホ頂上頂上頂上頂上））））    

（（（（５５５５））））５５５５日目日目日目日目はははは、、、、朝朝朝朝３３３３時間時間時間時間かけてかけてかけてかけてラウターブルンネンラウターブルンネンラウターブルンネンラウターブルンネン乗換乗換乗換乗換シーニゲプラッテシーニゲプラッテシーニゲプラッテシーニゲプラッテ高山植物園高山植物園高山植物園高山植物園にににに

出出出出かけたかけたかけたかけた。。。。このこのこのこの日日日日はははは前日前日前日前日にににに打打打打っっっってててて変変変変わってわってわってわって素晴素晴素晴素晴らしいらしいらしいらしい晴天晴天晴天晴天アイガーアイガーアイガーアイガー、、、、メンヒメンヒメンヒメンヒ、、、、ユングフラユングフラユングフラユングフラ

ウウウウ・・・・ヨッホヨッホヨッホヨッホのののの 4000400040004000 メートルメートルメートルメートル級級級級のののの 3333 大名峰大名峰大名峰大名峰がががが手手手手にににに取取取取るようにるようにるようにるように見見見見えたえたえたえた。。。。これでいみじくもこれでいみじくもこれでいみじくもこれでいみじくも前日前日前日前日

のののの厳厳厳厳しいしいしいしい山登山山登山山登山山登山とととと風光明媚風光明媚風光明媚風光明媚ななななアルプスアルプスアルプスアルプスのののの名峰名峰名峰名峰のののの違違違違いをいをいをいを十分思十分思十分思十分思いいいい知知知知らされることとなったらされることとなったらされることとなったらされることとなった。。。。

何何何何しろしろしろしろ前日前日前日前日はははは地上地上地上地上 35353535 度度度度のののの暑暑暑暑さからさからさからさから 0000度度度度のののの寒寒寒寒いいいい山頂山頂山頂山頂までまでまでまで冬支度冬支度冬支度冬支度でででで上上上上ったのにほとんどったのにほとんどったのにほとんどったのにほとんど何何何何もももも見見見見

えなかったのですからえなかったのですからえなかったのですからえなかったのですから。。。。    

午後午後午後午後ははははバスバスバスバスでででで 168168168168 キロキロキロキロ、、、、グリムゼルグリムゼルグリムゼルグリムゼル峠峠峠峠をををを越越越越えてえてえてえてサースフェーサースフェーサースフェーサースフェーへへへへ、、、、ミシャベルアルプスミシャベルアルプスミシャベルアルプスミシャベルアルプス観観観観

光光光光のののの後後後後テーシュテーシュテーシュテーシュからからからからシャトルシャトルシャトルシャトル列車列車列車列車にににに乗乗乗乗りりりり換換換換ええええツェルマットツェルマットツェルマットツェルマット泊泊泊泊とととと朝朝朝朝8:308:308:308:30からからからから夜夜夜夜20:3020:3020:3020:30までまでまでまで12121212

時間時間時間時間のののの長旅長旅長旅長旅だっただっただっただった。。。。    

（（（（６６６６））））６６６６日目日目日目日目はははは早朝早朝早朝早朝、、、、朝焼朝焼朝焼朝焼けのけのけのけの黄金色黄金色黄金色黄金色にににに輝輝輝輝くくくくマッターホルンマッターホルンマッターホルンマッターホルンのごのごのごのご来光観賞来光観賞来光観賞来光観賞だだだだ。。。。続続続続いていていていてスネスネスネスネ

ガガガガ展望台展望台展望台展望台でででで「「「「逆逆逆逆ささささマッターホルンマッターホルンマッターホルンマッターホルン」」」」などなどなどなど観賞観賞観賞観賞したしたしたした後後後後、、、、自由行動自由行動自由行動自由行動ではではではでは 3500350035003500 メートルメートルメートルメートルののののクライクライクライクライ

マッターホルンマッターホルンマッターホルンマッターホルン展望台展望台展望台展望台までまでまでまで、、、、憧憧憧憧れのれのれのれのマッターホルンマッターホルンマッターホルンマッターホルンのののの裾野裾野裾野裾野をををを回回回回ってってってって 40404040 分分分分ののののリフトリフトリフトリフト乗車乗車乗車乗車をををを楽楽楽楽

しんだしんだしんだしんだ。。。。年間何十人年間何十人年間何十人年間何十人のののの死者死者死者死者をををを出出出出すこのすこのすこのすこの山山山山にににに、、、、今日今日今日今日もももも多多多多くのくのくのくの登山家登山家登山家登山家がががが這這這這いいいい蹲蹲蹲蹲るようにるようにるようにるように登登登登ってってってって

いくいくいくいく姿姿姿姿はははは、、、、まるでまるでまるでまるでアリアリアリアリ行列行列行列行列のようだったのようだったのようだったのようだった。。。。今日今日今日今日もももも晴晴晴晴れれれれ渡渡渡渡ってってってって、、、、気温気温気温気温もももも涼涼涼涼しくしくしくしく景色最高景色最高景色最高景色最高、、、、まままま

るでるでるでるで天国天国天国天国だだだだ。。。。    
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（（（（写真写真写真写真３３３３：：：：逆逆逆逆ささささマッテッターホルンマッテッターホルンマッテッターホルンマッテッターホルンととととゴルナーグラードホテルゴルナーグラードホテルゴルナーグラードホテルゴルナーグラードホテル））））    

一度地上一度地上一度地上一度地上にににに降降降降りてからりてからりてからりてから、、、、今日今日今日今日はははは特別特別特別特別ににににゴルナーグラードゴルナーグラードゴルナーグラードゴルナーグラード展望台展望台展望台展望台ののののクルムホテルクルムホテルクルムホテルクルムホテル「「「「ゴルナゴルナゴルナゴルナ

ーグラードーグラードーグラードーグラード」」」」にににに宿泊宿泊宿泊宿泊だだだだ。。。。1111 年前年前年前年前にににに予約予約予約予約したしたしたしたホテルホテルホテルホテルだけにだけにだけにだけに、、、、外装外装外装外装はははは歴史歴史歴史歴史ものであるがものであるがものであるがものであるが内装内装内装内装はははは新新新新

装装装装でででで素晴素晴素晴素晴らしくらしくらしくらしく、、、、ワインワインワインワインのののの味味味味はははは特別特別特別特別であったであったであったであった。。。。    

（（（（７７７７））））7777 日目日目日目日目はははは早朝早朝早朝早朝にににに起起起起きききき、、、、3000300030003000 メートルメートルメートルメートルにあるにあるにあるにあるホテルホテルホテルホテルのののの正面正面正面正面からからからからマッターホルンマッターホルンマッターホルンマッターホルンのののの勇士勇士勇士勇士

にににに向向向向きききき合合合合いいいい、、、、黄金色黄金色黄金色黄金色にににに輝輝輝輝きききき、、、、そしてそしてそしてそして山山山山々々々々をををを圧倒圧倒圧倒圧倒するするするする姿姿姿姿にににに，，，，神各神各神各神各しさをしさをしさをしさを感感感感じじじじ、、、、ただただただただ茫然茫然茫然茫然とすとすとすとす

るばかりであったるばかりであったるばかりであったるばかりであった。。。。    

別行動別行動別行動別行動であったのでであったのでであったのでであったので、、、、ごごごご来光来光来光来光をををを拝拝拝拝んでからんでからんでからんでから早朝早朝早朝早朝ににににツェルマットツェルマットツェルマットツェルマット降降降降りりりり、」、」、」、」シャトルシャトルシャトルシャトル列車列車列車列車でででで 140140140140

キロキロキロキロ、、、、モントルーモントルーモントルーモントルーにににに向向向向かったかったかったかった。。。。レマンレマンレマンレマン湖湖湖湖ででででシオンシオンシオンシオン城観光城観光城観光城観光などをなどをなどをなどを経経経経ててててラヴォーラヴォーラヴォーラヴォー地区地区地区地区ののののブドウブドウブドウブドウ

畑畑畑畑ととととワインワインワインワイン醸造醸造醸造醸造をををを見学見学見学見学してしてしてしてフランスフランスフランスフランス領領領領ののののシャモニーシャモニーシャモニーシャモニーでででで宿泊宿泊宿泊宿泊となったとなったとなったとなった。。。。    

（（（（８８８８））））8888 日目日目日目日目はははは、、、、ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ第一第一第一第一のののの 4800480048004800 メートルメートルメートルメートルのののの高山高山高山高山ののののモンブランモンブランモンブランモンブラン観光観光観光観光がががが計画計画計画計画されていされていされていされてい

たがたがたがたが、、、、それこそそれこそそれこそそれこそ霧霧霧霧とととと雨雨雨雨でででで阻阻阻阻まれまれまれまれ、、、、モンタンヴェールモンタンヴェールモンタンヴェールモンタンヴェール展望台展望台展望台展望台まではまではまではまでは登登登登ったもののったもののったもののったものの、、、、山山山山のののの厳厳厳厳しししし

さをさをさをさを知知知知らされらされらされらされ、、、、そのままそのままそのままそのまま引引引引きききき返返返返すこととなったすこととなったすこととなったすこととなった。。。。    

（（（（９９９９））））9999 日目日目日目日目ははははシャモニーシャモニーシャモニーシャモニーからからからからチューリッヒチューリッヒチューリッヒチューリッヒ 310310310310 キロキロキロキロをひたすらをひたすらをひたすらをひたすらバスバスバスバスでででで走走走走りぬりぬりぬりぬきききき、、、、31313131 日日日日 13131313

時発空路時発空路時発空路時発空路 12121212 時間時間時間時間かけてかけてかけてかけて成田成田成田成田 9999 月月月月 1111 日日日日（（（（10101010 日目日目日目日目 7:507:507:507:50））））帰国帰国帰国帰国とととと相成相成相成相成ったったったった。。。。    

２２２２））））旅行旅行旅行旅行のののの印象印象印象印象    

ともかくともかくともかくともかく旅旅旅旅のののの印象印象印象印象はははは①①①①スイススイススイススイスはははは涼涼涼涼しいだろうとのしいだろうとのしいだろうとのしいだろうとの先入観先入観先入観先入観でででで出出出出かけたがかけたがかけたがかけたが、、、、平地平地平地平地はははは東京東京東京東京とととと同同同同

じくじくじくじく暑暑暑暑くくくく 35353535 度前度前度前度前ととととガッカリガッカリガッカリガッカリ、、、、しかししかししかししかし 4000400040004000 メートルメートルメートルメートル級級級級のののの山山山山々々々々はさすがにはさすがにはさすがにはさすがに逆逆逆逆にににに温度温度温度温度がががが低低低低くくくく 0000

度前後度前後度前後度前後とととと寒寒寒寒くくくく着替着替着替着替えにえにえにえに忙忙忙忙しくしくしくしく大変大変大変大変だっただっただっただった。。。。②②②②マッターホルンマッターホルンマッターホルンマッターホルンややややアイガーアイガーアイガーアイガー北壁北壁北壁北壁はははは各各各各々々々々2222 度度度度のののの展展展展

望台挑戦望台挑戦望台挑戦望台挑戦でででで何何何何とかとかとかとか清清清清々々々々しいしいしいしい勇姿見勇姿見勇姿見勇姿見ることがることがることがることが出来出来出来出来たがたがたがたが、、、、モンブランモンブランモンブランモンブランははははケーブルケーブルケーブルケーブルでででで展望台展望台展望台展望台にににに行行行行

くもくもくもくも霧霧霧霧とととと豪雨豪雨豪雨豪雨のののの無駄足無駄足無駄足無駄足であったであったであったであった。。。。③③③③なおなおなおなお、、、、前述前述前述前述のののの通通通通りりりり今回今回今回今回はははは特別特別特別特別ににににマッターホルンマッターホルンマッターホルンマッターホルンのののの見見見見ええええ

るるるる「「「「ゴゴゴゴルナグラードルナグラードルナグラードルナグラード展望台展望台展望台展望台」」」」ののののホテルホテルホテルホテルにににに宿泊宿泊宿泊宿泊したがしたがしたがしたが、、、、確確確確かにかにかにかに外装外装外装外装はははは歴史歴史歴史歴史ものだがものだがものだがものだが、、、、内装内装内装内装はははは

新装新装新装新装でででで綺麗綺麗綺麗綺麗だっただっただっただった。。。。それよりもそのそれよりもそのそれよりもそのそれよりもその際同行際同行際同行際同行してくれたしてくれたしてくれたしてくれた元元元元スキースキースキースキー選手選手選手選手でででで夫婦夫婦夫婦夫婦スイススイススイススイス在住在住在住在住のののの案案案案

内者内者内者内者がががが極極極極めてめてめてめて博学博学博学博学でででで、、、、スイススイススイススイス人人人人をををを紹介紹介紹介紹介してくれたりしてくれたりしてくれたりしてくれたり、、、、本人自本人自本人自本人自らもらもらもらもスイススイススイススイスをををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした欧州欧州欧州欧州

事情事情事情事情などなどなどなど詳詳詳詳しくしくしくしく、、、、多多多多くのくのくのくの情報情報情報情報をををを教教教教えてくれたえてくれたえてくれたえてくれた。。。。    

３３３３、、、、スイススイススイススイスのののの政治政治政治政治とととと経済経済経済経済・・・・農業農業農業農業    

ところでここでところでここでところでここでところでここで少少少少ししししスイススイススイススイスのののの政治政治政治政治、、、、経済経済経済経済そしてそしてそしてそして農業農業農業農業のののの課題課題課題課題についてについてについてについて触触触触れてみようれてみようれてみようれてみよう。。。。    

スイススイススイススイスはははは「「「「スイススイススイススイス連邦連邦連邦連邦」」」」とととと言言言言われわれわれわれ、、、、人口約人口約人口約人口約 780780780780 万人万人万人万人のうちのうちのうちのうち、、、、民族民族民族民族ははははドイツドイツドイツドイツ系系系系 63,7%63,7%63,7%63,7%、、、、フラフラフラフラ
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ンスンスンスンス系系系系 20,4%20,4%20,4%20,4%、、、、イタリアイタリアイタリアイタリア系系系系 6,4%6,4%6,4%6,4%をををを中心中心中心中心にににに他他他他ににににロマンシュロマンシュロマンシュロマンシュ系系系系 0,5%0,5%0,5%0,5%そのそのそのその他他他他でででで連邦共和国制連邦共和国制連邦共和国制連邦共和国制をとをとをとをと

っているっているっているっている。。。。連邦連邦連邦連邦はははは 26262626 ののののカントンカントンカントンカントン（（（（州州州州））））とととと 2780278027802780 ののののゲマインデゲマインデゲマインデゲマインデ（（（（市町村市町村市町村市町村などなどなどなど））））でででで成成成成りりりり立立立立ちちちち、、、、

首都首都首都首都ベルンベルンベルンベルン、、、、公用語公用語公用語公用語はははは国国国国のののの生生生生いいいい立立立立ちからちからちからちから独独独独、、、、仏仏仏仏、、、、伊伊伊伊のののの三三三三カカカカ国語国語国語国語であるであるであるである。。。。②②②②スイススイススイススイスはははは「「「「永世永世永世永世

中立国中立国中立国中立国」」」」であるがであるがであるがであるが故故故故にににに懲兵制懲兵制懲兵制懲兵制がががが敷敷敷敷かれかれかれかれ、、、、国民全員国民全員国民全員国民全員がががが 20202020 歳以上歳以上歳以上歳以上にににに兵役兵役兵役兵役のののの義務義務義務義務があるがあるがあるがある。。。。多多多多くはくはくはくは

月月月月～～～～金金金金までまでまでまで、、、、歩行訓練歩行訓練歩行訓練歩行訓練、、、、時時時時にはにはにはには戦闘訓練戦闘訓練戦闘訓練戦闘訓練などになどになどになどに追追追追われるとのことわれるとのことわれるとのことわれるとのこと。。。。またまたまたまた自分自身国自分自身国自分自身国自分自身国をををを守守守守るるるる

というというというという精神精神精神精神からからからから、、、、新新新新しいしいしいしい家家家家のののの建築建築建築建築にはにはにはには核核核核シエルターシエルターシエルターシエルターのののの設置設置設置設置がががが義務付義務付義務付義務付けられているがけられているがけられているがけられているが、、、、最近最近最近最近

ではではではではワインワインワインワイン倉庫倉庫倉庫倉庫にににに代代代代わっているわっているわっているわっている、、、、とのこととのこととのこととのこと。。。。    

    

((((写真写真写真写真 4444：：：：山山山山までまでまでまで開発開発開発開発したしたしたしたスイススイススイススイスのののの農業農業農業農業ととととブドウブドウブドウブドウ畑畑畑畑))))    

ただしただしただしただしスイススイススイススイスはははは傭兵傭兵傭兵傭兵（（（（雇雇雇雇われわれわれわれ兵隊兵隊兵隊兵隊のののの歴史歴史歴史歴史がありがありがありがあり、、、、自国民同志自国民同志自国民同志自国民同志でででで戦戦戦戦ったといったったといったったといったったといった経験経験経験経験

もあるがもあるがもあるがもあるが））））極極極極めてめてめてめて勤勉勤勉勤勉勤勉とのとのとのとの評判評判評判評判もあるもあるもあるもある。。。。    

③③③③ またまたまたまた、、、、スイススイススイススイスをををを歩歩歩歩くとくとくとくと物価物価物価物価のののの高高高高いのにいのにいのにいのに驚驚驚驚かされるがかされるがかされるがかされるが、、、、19191919％％％％のののの高高高高いいいい消費消費消費消費    

税税税税((((欧州欧州欧州欧州ではではではでは安安安安いいいい方方方方))))もあるがもあるがもあるがもあるが、、、、現地現地現地現地ではではではでは、、、、むしろむしろむしろむしろ所得税所得税所得税所得税、、、、相続税相続税相続税相続税のののの方方方方がががが高高高高くくくく合合合合わせてわせてわせてわせて

所得所得所得所得のののの 40%40%40%40%がががが税金負担税金負担税金負担税金負担とことだったとことだったとことだったとことだった。。。。給料給料給料給料もももも高高高高くくくく平均月平均月平均月平均月 50505050 万円水準万円水準万円水準万円水準でででで、、、、大卒大卒大卒大卒よりよりよりより技術技術技術技術

のあるのあるのあるのある専門学校卒専門学校卒専門学校卒専門学校卒がががが多多多多いようだいようだいようだいようだ。。。。なおなおなおなお、、、、大卒初任給大卒初任給大卒初任給大卒初任給もももも 50505050 万円万円万円万円ぐらいとぐらいとぐらいとぐらいと高高高高くくくく社会保障社会保障社会保障社会保障もももも

充実充実充実充実しているしているしているしている。。。。    

④④④④ スイススイススイススイスのののの主主主主なるなるなるなる産業産業産業産業はははは、、、、そのそのそのその技術技術技術技術をををを誇誇誇誇るるるる時計時計時計時計をはじめをはじめをはじめをはじめ、、、、ミルクチョミルクチョミルクチョミルクチョ    

コレートコレートコレートコレート（（（（生生生生チョコチョコチョコチョコ）、）、）、）、ワインワインワインワインなどでなどでなどでなどで有名有名有名有名なななな食品産業食品産業食品産業食品産業（（（（農業農業農業農業もももも含含含含むむむむ）、）、）、）、そしてそしてそしてそしてアルプスアルプスアルプスアルプス

のののの山山山山々々々々をををを持持持持つつつつ観光業観光業観光業観光業、、、、独特独特独特独特のののの歴史歴史歴史歴史をををを持持持持つつつつ金融業金融業金融業金融業（（（（スイススイススイススイス銀行銀行銀行銀行などなどなどなど））））であるであるであるである。。。。特特特特にににに金融金融金融金融

業業業業ははははスイススイススイススイス人特有人特有人特有人特有のののの勤勉勤勉勤勉勤勉でででで質素倹約名質素倹約名質素倹約名質素倹約名なななな気質気質気質気質にににに、、、、傭兵傭兵傭兵傭兵やややや時計時計時計時計、、、、繊維繊維繊維繊維などのなどのなどのなどの発展発展発展発展でででで投資投資投資投資

対象対象対象対象のののの多多多多いいいい資金資金資金資金がががが多額多額多額多額にににに集集集集まりまりまりまり通貨通貨通貨通貨がががが安定安定安定安定していたことしていたことしていたことしていたこと、、、、またまたまたまた政治的政治的政治的政治的にもにもにもにも「「「「永世中立永世中立永世中立永世中立」」」」

などをなどをなどをなどを守守守守りりりり安定安定安定安定していたことなどによりしていたことなどによりしていたことなどによりしていたことなどにより世界各国世界各国世界各国世界各国のののの資金資金資金資金がががが集集集集まりまりまりまり、、、、世界第一世界第一世界第一世界第一のののの金融業金融業金融業金融業

にににに発展発展発展発展したしたしたした。。。。    

４４４４、、、、スイススイススイススイス農業農業農業農業のののの概要概要概要概要とととと課題課題課題課題    

スイススイススイススイスのののの農業農業農業農業はははは山岳山岳山岳山岳、、、、湖水湖水湖水湖水そしてそしてそしてそして森林森林森林森林がががが 56,3%56,3%56,3%56,3%をををを占占占占めめめめ、、、、耕作可能耕作可能耕作可能耕作可能なななな農地農地農地農地がががが少少少少なくなくなくなく 41414141

万万万万ｈｈｈｈaaaa とととと日本日本日本日本のののの九州九州九州九州よりよりよりより少少少少しししし大大大大きいぐらいであるきいぐらいであるきいぐらいであるきいぐらいである。。。。1111 経営体経営体経営体経営体あたりではあたりではあたりではあたりでは 17171717ｈｈｈｈaaaa とととと日本日本日本日本にににに

比比比比べればべればべればべれば大大大大きいがきいがきいがきいが、、、、欧州欧州欧州欧州ではではではでは小小小小さくさくさくさく、、、、生産生産生産生産コストコストコストコストもももも高高高高くくくく、、、、農産物農産物農産物農産物のののの市場競争力市場競争力市場競争力市場競争力がががが弱弱弱弱いいいい。。。。    

スイススイススイススイスのののの第一次産業第一次産業第一次産業第一次産業はははは４４４４％（％（％（％（17171717 万万万万 2000200020002000 人人人人）、）、）、）、第二次産業第二次産業第二次産業第二次産業 25%25%25%25%、、、、またまたまたまた第三次産業第三次産業第三次産業第三次産業 71717171％％％％

とととと基本的基本的基本的基本的にににに日本日本日本日本のののの就業構造就業構造就業構造就業構造にににに似似似似ているているているている。。。。しかししかししかししかし第一次産業第一次産業第一次産業第一次産業にににに食品食品食品食品・・・・農業関連産業従事農業関連産業従事農業関連産業従事農業関連産業従事
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者数者数者数者数 48484848 万人万人万人万人をををを加加加加えるとかなりえるとかなりえるとかなりえるとかなり大大大大きなきなきなきな勢力勢力勢力勢力になるになるになるになる。。。。    

スイススイススイススイスのののの農業指導機関農業指導機関農業指導機関農業指導機関はははは、、、、政府機関政府機関政府機関政府機関のののの連邦農業庁連邦農業庁連邦農業庁連邦農業庁（（（（FOAGFOAGFOAGFOAG））））とととと日本日本日本日本とととと友好友好友好友好のあるのあるのあるのあるスイスイスイスイ

スススス農民連盟農民連盟農民連盟農民連盟であるであるであるである。。。。連邦連邦連邦連邦のののの農業予算農業予算農業予算農業予算はははは全体全体全体全体のののの 8%8%8%8%にににに相当相当相当相当するするするする約約約約 40404040 億億億億スイスフランスイスフランスイスフランスイスフランであであであであ

るるるる。。。。またまたまたまた、、、、スイススイススイススイス農民連盟農民連盟農民連盟農民連盟はははは 64,00064,00064,00064,000 人人人人のののの農家農家農家農家とととと 25252525 州州州州のののの農民団体及農民団体及農民団体及農民団体及びびびび 60606060 のののの分科分科分科分科・・・・専門専門専門専門

組織組織組織組織をををを代表代表代表代表しししし、、、、連邦連邦連邦連邦レベルレベルレベルレベルでででで活動活動活動活動するするするする強力団体強力団体強力団体強力団体であるであるであるである。。。。    

スイススイススイススイスはははは第第第第 2222 次大戦次大戦次大戦次大戦のののの教訓教訓教訓教訓でででで、、、、①①①①戦時中戦時中戦時中戦時中、、、、耕作耕作耕作耕作がががが極端極端極端極端にににに不足不足不足不足しししし、、、、国民国民国民国民にににに行行行行きわたるきわたるきわたるきわたる

だけのだけのだけのだけの食糧食糧食糧食糧がががが確保確保確保確保できなかったためできなかったためできなかったためできなかったため、、、、緊急緊急緊急緊急にあらゆるにあらゆるにあらゆるにあらゆる土地土地土地土地をををを農地農地農地農地にににに転用転用転用転用しししし、、、、こぞってこぞってこぞってこぞって

食糧用食糧用食糧用食糧用のののの農作物農作物農作物農作物をををを栽培栽培栽培栽培したしたしたした。。。。    

そそそそのののの後後後後スイススイススイススイス政府政府政府政府はははは、、、、②②②②有事有事有事有事のののの際際際際にもにもにもにも食糧食糧食糧食糧をををを十分確保十分確保十分確保十分確保できるようできるようできるようできるよう農業法農業法農業法農業法をををを制定制定制定制定、、、、自自自自

給率給率給率給率 100100100100％％％％をををを目指目指目指目指してしてしてして力力力力をををを入入入入れているれているれているれている。。。。そのそのそのその結果自給率結果自給率結果自給率結果自給率ははははチーズチーズチーズチーズ 116116116116％、％、％、％、じゃがいもじゃがいもじゃがいもじゃがいも

102102102102％％％％をはじめをはじめをはじめをはじめ牛牛牛牛・・・・豚肉豚肉豚肉豚肉ややややビートビートビートビート（（（（砂糖砂糖砂糖砂糖））））やややや穀類穀類穀類穀類などなどなどなど高高高高くくくく平均平均平均平均してしてしてして 56%56%56%56%自給率自給率自給率自給率をををを保保保保ってってってって

いるいるいるいる。。。。またまたまたまた日本日本日本日本とととと同様同様同様同様、、、、国国国国によるによるによるによる農作物農作物農作物農作物のののの買買買買いいいい上上上上げやげやげやげや価格価格価格価格のののの調整調整調整調整によりによりによりにより農作物農作物農作物農作物のののの生産生産生産生産

過剰過剰過剰過剰やややや政府政府政府政府のののの支出支出支出支出のののの増大増大増大増大をををを招招招招いたいたいたいた。。。。    

そのためそのためそのためそのため③③③③90909090 年代以降年代以降年代以降年代以降はははは、、、、農作物自体農作物自体農作物自体農作物自体にかけていたにかけていたにかけていたにかけていた補助金補助金補助金補助金をををを、、、、農家農家農家農家にににに直接支払直接支払直接支払直接支払うううう方方方方

式式式式にににに替替替替えたりえたりえたりえたり、、、、④④④④農産物農産物農産物農産物のののの価格価格価格価格もももも市場価格市場価格市場価格市場価格によってによってによってによって変動変動変動変動するするするする制度制度制度制度をををを導入導入導入導入しているしているしているしている。。。。⑤⑤⑤⑤

スイススイススイススイスのののの農業農業農業農業がががが国国国国際市場際市場際市場際市場でででで対等対等対等対等にににに戦戦戦戦かっていくためにかっていくためにかっていくためにかっていくために、、、、市場市場市場市場にににに合合合合ったったったった農業経営農業経営農業経営農業経営のののの多様多様多様多様

化化化化がががが望望望望まれておりまれておりまれておりまれており、、、、継続的継続的継続的継続的にににに国際競争力国際競争力国際競争力国際競争力をををを持持持持つことがつことがつことがつことが必要必要必要必要とされているとされているとされているとされている。。。。⑥⑥⑥⑥スイススイススイススイスのののの

食料品食料品食料品食料品ははははドイツドイツドイツドイツ、、、、フランスフランスフランスフランスなどなどなどなど隣国隣国隣国隣国よりよりよりより高高高高いためいためいためいため、、、、国境付近国境付近国境付近国境付近にににに住住住住むむむむ多多多多くのくのくのくの住民住民住民住民はははは買買買買いいいい

物物物物にににに出出出出かけることになるかけることになるかけることになるかけることになる。。。。そのそのそのその場合場合場合場合 1111 回回回回あたりのあたりのあたりのあたりの量量量量やややや購買額購買額購買額購買額のののの制限制限制限制限がががが加加加加えられているえられているえられているえられている

がががが、、、、いずれいずれいずれいずれ取取取取りりりり外外外外されてもよいされてもよいされてもよいされてもよい競争力競争力競争力競争力がががが余儀余儀余儀余儀なくされるなくされるなくされるなくされる。。。。⑦⑦⑦⑦またまたまたまた、、、、スイススイススイススイスのののの食品食品食品食品のののの価価価価

格格格格がががが他国他国他国他国よりよりよりより高高高高いいいい理由理由理由理由としてとしてとしてとして有機農産物有機農産物有機農産物有機農産物などなどなどなど生産条件生産条件生産条件生産条件がががが厳厳厳厳しくしくしくしく規制規制規制規制されていることされていることされていることされていること、、、、

加加加加えてえてえてえて、、、、多多多多くのくのくのくの農家農家農家農家がががが収穫期収穫期収穫期収穫期にににに高高高高いいいい労働力労働力労働力労働力をををを、、、、例例例例えばえばえばえば欧州欧州欧州欧州のののの労働労働労働労働ビザビザビザビザがないががないががないががないが高高高高いいいい人人人人

件費件費件費件費のののの労働者労働者労働者労働者((((インドインドインドインド人人人人などなどなどなど))))をををを雇雇雇雇ううううケースケースケースケースなどなどなどなど多多多多いいいい。。。。一方一方一方一方でこのことをでこのことをでこのことをでこのことを遺憾遺憾遺憾遺憾にににに感感感感じなじなじなじな

がらがらがらがら、、、、そうしなければそうしなければそうしなければそうしなければ価格競争価格競争価格競争価格競争にににに勝勝勝勝ちちちち残残残残れないれないれないれない現実現実現実現実のののの矛盾矛盾矛盾矛盾をををを抱抱抱抱えているえているえているえている。。。。        

なおなおなおなお、、、、スイススイススイススイスのののの農業農業農業農業はははは、、、、畜産畜産畜産畜産とととと耕種耕種耕種耕種のののの２２２２つがつがつがつが柱柱柱柱になるがになるがになるがになるが、、、、前者前者前者前者がががが農業収入農業収入農業収入農業収入のののの 3333 分分分分のののの

２２２２をををを占占占占めるめるめるめる。。。。つまりつまりつまりつまり先述先述先述先述のようにのようにのようにのように、、、、山間部山間部山間部山間部までまでまでまで牛牛牛牛(160(160(160(160 万頭万頭万頭万頭))))やややや羊羊羊羊そしてそしてそしてそして養豚養豚養豚養豚(140(140(140(140 万頭万頭万頭万頭))))

などなどなどなど畜産畜産畜産畜産がががが中心中心中心中心のののの農業農業農業農業であるであるであるである。。。。    

    

((((写真写真写真写真５５５５：：：：スイススイススイススイスのののの酪農酪農酪農酪農ととととイタリアイタリアイタリアイタリアからのからのからのからの輸入米輸入米輸入米輸入米))))    １１１１ｋｇｋｇｋｇｋｇ2,22,22,22,2 フランフランフランフラン（（（（１１１１俵俵俵俵あたりあたりあたりあたり約約約約 1111 万円万円万円万円））））    



             【【【【海外旅行滞在記海外旅行滞在記海外旅行滞在記海外旅行滞在記】】】】 

 
 

19

５５５５、、、、EUEUEUEU のののの金融破綻金融破綻金融破綻金融破綻    

欧州連合欧州連合欧州連合欧州連合（（（（EU)EU)EU)EU)））））はははは 27272727 のののの主権国家主権国家主権国家主権国家、、、、つまりつまりつまりつまり 20202020 のののの共和国共和国共和国共和国、、、、6666 つのつのつのつの王国王国王国王国、、、、1111 つのつのつのつの大公国大公国大公国大公国でででで構構構構

成成成成されているされているされているされている。。。。最近最近最近最近ではではではでは 2007200720072007 年年年年ににににブルガリアブルガリアブルガリアブルガリアととととルーマニアルーマニアルーマニアルーマニアがががが加盟加盟加盟加盟しておりしておりしておりしており、、、、加盟過程加盟過程加盟過程加盟過程はははは「「「「ヨヨヨヨ

ーロッパーロッパーロッパーロッパのののの統合統合統合統合」」」」とととと表現表現表現表現されることがあるされることがあるされることがあるされることがある。。。。これはこれはこれはこれはヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ規模規模規模規模のののの諸機関諸機関諸機関諸機関にににに権限権限権限権限をををを段階段階段階段階

的的的的にににに集中集中集中集中させているさせているさせているさせているEUEUEUEU加盟国加盟国加盟国加盟国のそれぞれののそれぞれののそれぞれののそれぞれの国家国家国家国家としてのとしてのとしてのとしての協力協力協力協力のののの強化強化強化強化というというというという意味意味意味意味としてとしてとしてとして用用用用いいいい

られているられているられているられている。。。。なおなおなおなお、、、、EUEUEUEU 加盟加盟加盟加盟がががが認認認認められるにはめられるにはめられるにはめられるにはコペンハーゲンコペンハーゲンコペンハーゲンコペンハーゲン基準基準基準基準とととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれる経経経経済的済的済的済的・・・・政治政治政治政治

的条件的条件的条件的条件をををを満満満満たさなければならないたさなければならないたさなければならないたさなければならない。。。。またまたまたまた後続後続後続後続のののの連合加入連合加入連合加入連合加入にはにはにはには欧州議会欧州議会欧州議会欧州議会のののの同意同意同意同意とととと既存既存既存既存のののの加盟加盟加盟加盟

各国各国各国各国のののの合意合意合意合意がががが必要必要必要必要とされるとされるとされるとされる。。。。    

ところでところでところでところで、、、、ごごごご存知存知存知存知のののの通通通通りりりり EUEUEUEU ははははフランスフランスフランスフランス、、、、ドイツドイツドイツドイツ、、、、イタリアイタリアイタリアイタリアなどなどなどなどスイススイススイススイスにににに隣接隣接隣接隣接しししし、、、、スイススイススイススイス

にににに関係関係関係関係のののの深深深深いいいい国国国国々々々々がそのがそのがそのがその構成構成構成構成のののの中心中心中心中心になっているがになっているがになっているがになっているが、、、、何故何故何故何故かかかかスイススイススイススイスはははは加盟加盟加盟加盟していないしていないしていないしていない。。。。加加加加

盟盟盟盟していないしていないしていないしていない理由理由理由理由はははは最終的最終的最終的最終的にはにはにはにはノルウェーノルウェーノルウェーノルウェーややややアイルランドアイルランドアイルランドアイルランドとととと同様国民投票同様国民投票同様国民投票同様国民投票のののの結果結果結果結果、、、、否決否決否決否決ささささ

れたのでれたのでれたのでれたので入入入入れなかったことによるれなかったことによるれなかったことによるれなかったことによる。。。。しかししかししかししかし実際実際実際実際はははは前述前述前述前述のののの通通通通りりりり「「「「農業農業農業農業がががが競争力競争力競争力競争力にににに乏乏乏乏しくしくしくしく、、、、スススス

イスイスイスイスにににに農家農家農家農家がいなくなるがいなくなるがいなくなるがいなくなる」」」」というというというというスイススイススイススイス農民連盟農民連盟農民連盟農民連盟のののの強強強強いいいい反対反対反対反対やそれやそれやそれやそれ以上以上以上以上にににに金融業界金融業界金融業界金融業界のののの「「「「銀銀銀銀

行業務行業務行業務行業務のののの欧州連盟欧州連盟欧州連盟欧州連盟でのでのでのでの各種規定各種規定各種規定各種規定のののの改訂等改訂等改訂等改訂等にににに反対反対反対反対」」」」がががが本音本音本音本音でででで加入加入加入加入がががが実現実現実現実現しなかったしなかったしなかったしなかった。。。。ただしただしただしただし、、、、

観光観光観光観光のののの国国国国らしくらしくらしくらしく EUEUEUEU にはにはにはには加入加入加入加入していないがしていないがしていないがしていないが、、、、欧州欧州欧州欧州ののののシェンゲンシェンゲンシェンゲンシェンゲン協定協定協定協定（（（（国境国境国境国境のののの自由往来自由往来自由往来自由往来））））にはにはにはには

加入加入加入加入しているしているしているしている。。。。    

話話話話がががが戻戻戻戻るがるがるがるが、、、、旅行中旅行中旅行中旅行中スイススイススイススイス人人人人のののの関係者関係者関係者関係者やややや、、、、現地在住現地在住現地在住現地在住のののの日本人日本人日本人日本人にににに意見意見意見意見をををを聞聞聞聞くとくとくとくと「「「「欧州連合欧州連合欧州連合欧州連合

はいずれつぶれるはいずれつぶれるはいずれつぶれるはいずれつぶれる」「」「」「」「ギリシャギリシャギリシャギリシャややややポルトガルポルトガルポルトガルポルトガルさらにはさらにはさらにはさらにはイタリアイタリアイタリアイタリア、、、、スペインスペインスペインスペインなどなどなどなど金融危機金融危機金融危機金融危機をきをきをきをき

っかけにほとんどっかけにほとんどっかけにほとんどっかけにほとんど経済破綻経済破綻経済破綻経済破綻のののの状態状態状態状態になっているになっているになっているになっている」。「」。「」。「」。「加加加加えてえてえてえて欧州中央銀行欧州中央銀行欧州中央銀行欧州中央銀行（（（（ECBECBECBECB））））ががががユーロユーロユーロユーロ圏圏圏圏

17171717 カカカカ国国国国でででで、、、、主要政策金利主要政策金利主要政策金利主要政策金利をををを１１１１％％％％からからからから 0.75%0.75%0.75%0.75%にににに下下下下げるなどげるなどげるなどげるなど湯水湯水湯水湯水のようにおのようにおのようにおのようにお金金金金をををを貸貸貸貸しししし続続続続けていけていけていけてい

るるるる」「」「」「」「このままでこのままでこのままでこのままで行行行行くとくとくとくと ECBECBECBECB もももも金融破綻金融破綻金融破綻金融破綻になるになるになるになる恐恐恐恐れがあるのみならずれがあるのみならずれがあるのみならずれがあるのみならず、、、、ドイツドイツドイツドイツややややフランスフランスフランスフランスのののの

ようなようなようなような経済大国経済大国経済大国経済大国もももも財政破財政破財政破財政破たんがたんがたんがたんが起起起起きききき、、、、支援出来支援出来支援出来支援出来なくなるなくなるなくなるなくなる」「」「」「」「そうなればそうなればそうなればそうなれば EUEUEUEU はおしまいだはおしまいだはおしまいだはおしまいだ」「」「」「」「ユユユユ

ーローローローロをををを持持持持つつつつ日本人日本人日本人日本人もももも早早早早くくくく処分処分処分処分したしたしたした方方方方がよいがよいがよいがよい」」」」のののの主張主張主張主張であったであったであったであった。。。。    

以上以上以上以上のようなのようなのようなのような情勢認識情勢認識情勢認識情勢認識のののの下下下下にににに「「「「スイススイススイススイスはははは孤立孤立孤立孤立していないしていないしていないしていない」「」「」「」「むしろむしろむしろむしろ歴史的歴史的歴史的歴史的にもにもにもにもスイススイススイススイスはははは、、、、

ドイツドイツドイツドイツややややフランスフランスフランスフランスののののストッパーストッパーストッパーストッパー役役役役をををを演演演演じているじているじているじている」」」」とととと強調強調強調強調したしたしたした。。。。    

６６６６、、、、EUEUEUEU のののの経済危機経済危機経済危機経済危機とととと TPPTPPTPPTPP のののの展望展望展望展望    

朝日新聞朝日新聞朝日新聞朝日新聞がががが去去去去るるるる 9999 月月月月 6666 日日日日（（（（朝刊朝刊朝刊朝刊））））にににに伝伝伝伝えるえるえるえるニュニュニュニュ－－－－ススススなどによるとなどによるとなどによるとなどによると「「「「TPPTPPTPPTPP 交渉交渉交渉交渉のののの日本参加日本参加日本参加日本参加のののの

可否可否可否可否についてのについてのについてのについての意見表明意見表明意見表明意見表明はははは越年越年越年越年するするするする」」」」とととと報報報報じているじているじているじている。。。。そのそのそのその理由理由理由理由はははは①①①①日本日本日本日本がががが交渉交渉交渉交渉にににに参加参加参加参加するするするする

にもにもにもにも先述先述先述先述のののの EUEUEUEU のののの場合場合場合場合とととと同様同様同様同様「「「「交渉国交渉国交渉国交渉国すべてのすべてのすべてのすべての承認承認承認承認をををを得得得得るるるる必要必要必要必要がありがありがありがあり、、、、ニュージランドニュージランドニュージランドニュージランド、、、、豪豪豪豪

州州州州、、、、米国米国米国米国のののの承認承認承認承認がががが得得得得られていないられていないられていないられていない。。。。②②②②加加加加えてえてえてえて米国米国米国米国はははは、、、、米政府米政府米政府米政府がががが交渉参加交渉参加交渉参加交渉参加をををを認認認認めためためためた後後後後にににに米議米議米議米議

会会会会にににに通告通告通告通告してしてしてして 90909090 日間日間日間日間かけかけかけかけ検討検討検討検討しししし承認承認承認承認されるされるされるされる決決決決まりだまりだまりだまりだ。。。。そのためそのためそのためそのため日本日本日本日本がががが参加参加参加参加するにはするにはするにはするには APECAPECAPECAPEC

（（（（アジアアジアアジアアジア太平洋経済協力会議太平洋経済協力会議太平洋経済協力会議太平洋経済協力会議））））でででで野田総理野田総理野田総理野田総理がががが参加参加参加参加をををを表明表明表明表明するのがするのがするのがするのがラストチャンスラストチャンスラストチャンスラストチャンスであったであったであったであった。。。。    

首相首相首相首相がががが結論結論結論結論をををを出出出出せないのはせないのはせないのはせないのは①①①①野党野党野党野党のみならずのみならずのみならずのみならず、、、、民主党民主党民主党民主党内内内内でもでもでもでも「「「「農業農業農業農業などへのなどへのなどへのなどへの悪影響悪影響悪影響悪影響をををを心心心心

配配配配するするするする議員議員議員議員らのらのらのらの反発反発反発反発がががが強強強強いほかいほかいほかいほか、、、、②②②②政権政権政権政権がががが消費増税消費増税消費増税消費増税やややや原発政策原発政策原発政策原発政策でででで手手手手いっぱいになりいっぱいになりいっぱいになりいっぱいになり、、、、TPPTPPTPPTPP

のののの優先順位優先順位優先順位優先順位がががが下下下下がっているがっているがっているがっている。。。。③③③③米国米国米国米国からからからから事前事前事前事前にににに自動車自動車自動車自動車やややや牛肉牛肉牛肉牛肉、、、、共済共済共済共済((((郵政郵政郵政郵政))))などなどなどなど譲歩譲歩譲歩譲歩をををを求求求求めめめめ

られられられられ調整調整調整調整がついていないがついていないがついていないがついていない。。。。④④④④民主党代表選等民主党代表選等民主党代表選等民主党代表選等でででで野田総理野田総理野田総理野田総理がががが再選再選再選再選されたもののされたもののされたもののされたものの、、、、衆院解散衆院解散衆院解散衆院解散・・・・
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総選挙総選挙総選挙総選挙のののの可能性可能性可能性可能性もももも強強強強まるまるまるまる政治状況政治状況政治状況政治状況でででで党内党内党内党内がががが割割割割れるれるれるれる TPPTPPTPPTPP 参加表明参加表明参加表明参加表明などますますなどますますなどますますなどますます厳厳厳厳しいしいしいしい」」」」したしたしたした

がってがってがってがって 9999 月月月月 5555 日日日日にににに政府高官政府高官政府高官政府高官もももも「「「「結論結論結論結論はははは年明年明年明年明けけけけ以降以降以降以降になるになるになるになる」」」」としているとしているとしているとしている。。。。⑤⑤⑤⑤なおなおなおなお背景背景背景背景としてとしてとしてとして、、、、

米国政府米国政府米国政府米国政府やややや議会議会議会議会もももも 11111111 月月月月のののの米大統領選挙米大統領選挙米大統領選挙米大統領選挙をををを控控控控ええええ、、、、日本日本日本日本のののの TPPTPPTPPTPP 参加問題参加問題参加問題参加問題のののの議論議論議論議論がががが停停停停滞滞滞滞しているしているしているしている

ことなどもことなどもことなどもことなども影響影響影響影響しているようであるしているようであるしているようであるしているようである。（。（。（。（むしろむしろむしろむしろ早早早早まるとまるとまるとまると言言言言うううう説説説説もあるがもあるがもあるがもあるが））））    

以上以上以上以上のののの情勢情勢情勢情勢をををを受受受受けながらけながらけながらけながら、、、、スイススイススイススイスでのでのでのでの教訓教訓教訓教訓はははは①①①①スイススイススイススイスはははは日本日本日本日本とととと同様同様同様同様のののの環境環境環境環境にありながらにありながらにありながらにありながら

EUEUEUEUののののシェンゲンシェンゲンシェンゲンシェンゲン協定協定協定協定にはにはにはには入入入入っているがっているがっているがっているが、、、、国民投票国民投票国民投票国民投票のののの結果結果結果結果とはとはとはとは言言言言ええええ、、、、EUEUEUEUにににに入入入入っていないことっていないことっていないことっていないこと。。。。

②②②②EUEUEUEU のののの金融破金融破金融破金融破たんもたんもたんもたんも頭頭頭頭においてにおいてにおいてにおいて、、、、WTOWTOWTOWTO とととと EUEUEUEU のののの狭間狭間狭間狭間においてにおいてにおいてにおいてヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパののののストッパーストッパーストッパーストッパー役役役役をををを演演演演

じようとしていることじようとしていることじようとしていることじようとしていること。。。。③③③③日本日本日本日本もあるもあるもあるもある意味意味意味意味ではではではではスイススイススイススイスとととと同様同様同様同様のののの環境環境環境環境にありながらにありながらにありながらにありながら TPPTPPTPPTPP 問題問題問題問題

ののののストッパーストッパーストッパーストッパー役役役役もももも演演演演じられないことじられないことじられないことじられないこと。。。。④④④④TPPTPPTPPTPP（（（（環太平洋経済連携協定環太平洋経済連携協定環太平洋経済連携協定環太平洋経済連携協定））））もももも EUEUEUEU とととと同様中規模同様中規模同様中規模同様中規模

のののの経済連携協定経済連携協定経済連携協定経済連携協定のののの一一一一種種種種であるからであるからであるからであるから、、、、中心中心中心中心ののののアメリカアメリカアメリカアメリカがががが経済破綻経済破綻経済破綻経済破綻すればすればすればすれば持持持持たないたないたないたない」」」」ことをことをことをことを知知知知

るべきであるるべきであるるべきであるるべきである。。。。    

したがってしたがってしたがってしたがって⑤⑤⑤⑤日本日本日本日本はははは TPPTPPTPPTPP のののの外外外外にあってにあってにあってにあって中国中国中国中国、、、、インドインドインドインド、、、、ロシアロシアロシアロシア、、、、韓国韓国韓国韓国などなどなどなどアジアアジアアジアアジアのののの経済経済経済経済・・・・

消費大国消費大国消費大国消費大国とのとのとのとの経済連携経済連携経済連携経済連携をををを中心中心中心中心となってとなってとなってとなって進進進進めめめめ、、、、TPPTPPTPPTPP 関係国関係国関係国関係国とのとのとのとの連携連携連携連携・・・・調整調整調整調整をををを図図図図るべきであるるべきであるるべきであるるべきである。。。。

同時同時同時同時にににに日本日本日本日本はははは、、、、WTOWTOWTOWTO（（（（世界貿易協定世界貿易協定世界貿易協定世界貿易協定））））においてもにおいてもにおいてもにおいても中心中心中心中心になってになってになってになって改善改善改善改善をををを重重重重ねるとかねるとかねるとかねるとか、、、、当面当面当面当面 2222 国国国国

間間間間のののの FTO(FTO(FTO(FTO(連携協定連携協定連携協定連携協定))))でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みもみもみもみも必要必要必要必要であるであるであるである。。。。    

７７７７、、、、終終終終わりにあたってわりにあたってわりにあたってわりにあたって    

    確確確確かにかにかにかに「「「「欧州連合欧州連合欧州連合欧州連合がががが金融破綻金融破綻金融破綻金融破綻することはすることはすることはすることは世界世界世界世界がががが放放放放ってってってって措措措措かないかないかないかない」」」」などやなどやなどやなどや「「「「米国大統領選米国大統領選米国大統領選米国大統領選

以降以降以降以降、、、、日本日本日本日本のののの防衛防衛防衛防衛ともともともとも絡絡絡絡んでんでんでんで TPPTPPTPPTPP 参参参参加問題加問題加問題加問題などにはなどにはなどにはなどには大変大変大変大変なななな圧力圧力圧力圧力がかかるがかかるがかかるがかかる」」」」などなどなどなど異論異論異論異論があるがあるがあるがある

だろうがだろうがだろうがだろうが、、、、それはそれでそれはそれでそれはそれでそれはそれで一一一一つのつのつのつの考考考考ええええ方方方方であろうであろうであろうであろう。。。。    

    しかししかししかししかし敢敢敢敢えてこのえてこのえてこのえてこの大胆大胆大胆大胆なななな構想構想構想構想からからからから、、、、現場現場現場現場ののののスイススイススイススイスのののの目目目目をとうしてまとめてみたのはをとうしてまとめてみたのはをとうしてまとめてみたのはをとうしてまとめてみたのは、、、、日日日日

本本本本にもこうしたにもこうしたにもこうしたにもこうした分析分析分析分析とととと提案提案提案提案をするをするをするをする研究者研究者研究者研究者もももも少少少少なくないなくないなくないなくない。。。。例例例例えばえばえばえば最近最近最近最近「「「「ドルドルドルドルはははは 50505050 円円円円になるになるになるになる」」」」

でででで有名有名有名有名になったになったになったになった同志社大学同志社大学同志社大学同志社大学のののの浜矩子教授浜矩子教授浜矩子教授浜矩子教授などはなどはなどはなどは「「「「さかんにさかんにさかんにさかんに EUEUEUEU ややややアメリカアメリカアメリカアメリカのののの経済危機経済危機経済危機経済危機やややや TPPTPPTPPTPP

参加問題参加問題参加問題参加問題のののの危険性危険性危険性危険性をををを訴訴訴訴えるえるえるえる」」」」しししし、、、、日本総研会長日本総研会長日本総研会長日本総研会長のののの寺島敏郎氏寺島敏郎氏寺島敏郎氏寺島敏郎氏やややや政治評論家政治評論家政治評論家政治評論家のののの森田実氏森田実氏森田実氏森田実氏などなどなどなど

もそうであるもそうであるもそうであるもそうである。。。。そのそのそのその最終判断最終判断最終判断最終判断はははは歴史歴史歴史歴史のののの結果結果結果結果をををを待待待待つしかないがつしかないがつしかないがつしかないが、、、、あえてあえてあえてあえて、「、「、「、「日本日本日本日本のののの国債国債国債国債もももも戦時戦時戦時戦時

国債国債国債国債のようのようのようのようにににに、、、、ただのただのただのただの紙切紙切紙切紙切れになるれになるれになるれになる」」」」とととと心配心配心配心配されるされるされるされる時代時代時代時代であるからであるからであるからであるから、、、、我我我我々々々々もとにかくもとにかくもとにかくもとにかく挑戦挑戦挑戦挑戦

す る に ふ さ わ し いす る に ふ さ わ し いす る に ふ さ わ し いす る に ふ さ わ し い 課 題課 題課 題課 題 で は な か ろ う かで は な か ろ う かで は な か ろ う かで は な か ろ う か 。。。。 (2012(2012(2012(2012 年年年年 10101010 月月月月 2222 日日日日

記記記記))))      

（（（（写真写真写真写真６６６６：：：：ランドヴァッサランドヴァッサランドヴァッサランドヴァッサ――――橋橋橋橋ととととレマンレマンレマンレマン湖湖湖湖ののののシオンシオンシオンシオン城城城城））））    
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