
情報提供資料 
2018年3月 

The Alps Times



http://www.mlit.go.jp/kankocho/si
ryou/toukei/ranking.html 

http://www.jnto.go.jp/jpn/statistic
s/since2003_tourists.pdf 

http://www.clair.or.jp/j/forum/c_r
eport/pdf/305.pdf 

基 本 

情 報 

面積：約4.1万平方キロメートル（九州とほぼ同じ大きさ） 
 
人口：約842万人（日本の約1/15倍） 
 
首都：ベルン（人口 約14万人） 
 
元首：アラン・ベルセ大統領（2018年1月1日就任、任期は1年） 
   内閣（連邦参事会）は7人の閣僚で構成され、大統領は閣僚7名が1年ごとに交替で務める輪番制。 

 
通貨：スイスフラン 
 
言語：ドイツ語・フランス語・イタリア語・ロマンシュ語 
 
政体：連邦共和制（26の「カントン」と呼ばれる州により構成） 
 
主要産業：機械・機器，金融，食品，製薬，観光，農業など 

Grüezi! Bonjour! Buongiorno! Allegra! 

異なった文化や言語が共存する国、スイス。 
実際、スイスは公用語として4つの言語が憲法で定め
られており、チューリッヒやバーゼルなどの北部は
ドイツ語圏、ジュネーヴなど西部はフランス語圏、 

出所：外務省 

Welcome to Switzerland! 
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ジュネーヴ 

バーゼル チューリッヒ 

ローザンヌ国際バレエコンクール
で有名。国際オリンピック委員会
の本部が置かれる 

スイス時計産業の中心地。レマン
湖畔にある大噴水が有名 

首都。旧市街は世界文化遺産
に登録されている 

国際決済銀行本部や、スイス最古
の大学・バーゼル大学がある 

最大都市。経済・文化の中心地で、
国際サッカー連盟（FIFA）本部が
置かれる 

ベルン 

マッターホルン 

モンテ・ローザ 

「ダボス会議」（世界経済
フォーラム）が毎年開催される
リゾート地 

スイス連邦 

Swiss Confederation  
ダボス 

ローザンヌ 

http://www.hankyu-travel.com/guide/swiss/ 

ヨーロッパの中心に位置し、古くから交通の要衝として栄えたスイス。ドイツやフランス、イタリ
アやオーストリアなどの大国に囲まれ、様々な人種がぶつかり合うことで多様性のあるユニークな
文化が育まれてきました。 

第2の都市。レマン湖畔にある
大噴水が有名 

国土の2/3はアルプス山脈とジュラ山脈による山岳地で、標高4,000メートル超の山は48を数えま
す。1,500近く存在する湖や、ライン川に代表される河川など豊富な水資源も有名で、大自然が織
りなす風光明媚な風景は、世界中の人々を魅了してやみません。 
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http://kaigaigo.com/switzerland-7704/ 

 16世紀半ばのジュネーヴが起源とされるスイスの時計産業は、その正確

さとデザイン性の高さから世界中から支持され、スイスを代表する産業の

ひとつとして成長し、現在では世界最大の時計輸出国となっています。 

 1970年代には日本のメーカーがクォーツ時計で世界を席巻し、機械式時

計の製造に強みを持っていたスイス時計産業界に衝撃が走りました。いわ

ゆる「クォーツ・ショック」です。これにより、スイスの時計産業は一時

瀕死の状態にまで追い込まれてしまいます。 

 ところが、1980年代になると熟練工が製造した機械式時計のデザイン性

が再評価され始め、スイス製の高級機械式時計の人気が復調します。これ

により、世界の時計産業は“機械式時計の王者・スイス”と、“クォーツ時計

の王者・日本”の両巨頭が引っ張っていく形となりました。 

 世界有数の金融立国、スイス。富裕層を対象に資産管理を行うスイスの

プライベートバンキングは世界中から支持され、日本円などと同様に安全

通貨のひとつとされるスイスフランは、国土が狭小で人口が少ない国の通

貨であるにも関わらず、古くから世界の為替取引市場で重要な地位を得て

います。 

 スイスで金融業が発達した主な理由としては、永世中立国であり政治が

安定していることや、個人情報管理能力（匿名性・守秘性）の高さ、ヨー

ロッパの中心に位置する地理的優位性などが挙げられます。また、中世後

期から傭兵産業が盛んとなったスイスでは、ヨーロッパ各地で起こる紛争

に際して傭兵が派兵され、彼らが戦いで得たお金を本国へ送金するために

銀行が発展していった、ともいわれています。 

順位 輸出入貿易相手 輸出品 輸入品 

1 中国（23.1％） 鉄鉱石（16.3%） 個人旅行サービス（8.3%） 

2 米国（9.6％） 石炭（12.8%） 乗用車（6.3%） 

3 日本（9.1％） 教育関連旅行サービス（6.6%） 精製油（4.3%） 

4 韓国（4.8％） 金（5.7%） 通信装置・部品（3.5%） 

5 英国（4.3％） 天然ガス（5.4%） 貨物運送サービス（2.6%） 

連邦財務省国際金融問題局 

https://www.newsd.admin.ch/ne
wsd/message/attachments/51152.
pdf 

 スイスで製薬産業が発展した背景には、もともとバーゼルで栄えていた

繊維産業の存在があります。 

 18世紀半ばから19世紀にかけて起こった産業革命により、繊維産業では

工業化が急速に進みます。そのような中、繊維を染めるための染料におい

ても、それまで主流であった植物性のものから化学性のものへと移行が進

み、化学染料の研究がその後の製薬産業の発展に貢献したとされています。 

 現在でも、バーゼルには世界的な製薬会社であるノバルティスやロシュ

などの本社が置かれます。 
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 スイス北部のバーゼル近郊が発祥地とされるハプスブルク

家は、13世紀以降に大貴族として発展し、ヨーロッパ中に影

響力を拡大していきます。そのような中、1291年8月の初め

にスイス中部三州の盟約同盟が結ばれました。相互の防衛を

目指して結ばれたこの同盟は今日のスイスの原型とされ、8

月1日はスイスの建国記念日となっています。 

 

 スイスの歴史について語る際に決して避けては通れない人

物が、14世紀初頭、スイス中央部アルトドルフに住んだとさ

れる伝説の英雄、ウィリアム・テル（ヴィルヘルム・テル）

です。 

 当時スイスを支配するハプスブルク家の代官ゲスラーから

息子の頭の上に載せた林檎を矢で打ち抜けと命令され見事打

ち抜くなど、彼の活躍がハプスブルク家による圧政からの独

立の原動力となったとされ、今でも国民的な人気を誇ります。 

年代 主な出来事 

11世紀初頭 神聖ローマ帝国（現ドイツ）の支配下に入る 

1291年 スイス連邦の原型となる『盟約同盟』（スイスの建国） 

1300年頃 ウィリアム・テル伝説 

1618年 ３０年戦争（神聖ローマ帝国を中心に行われた宗教的・政治的諸戦争） 

1648年 ウェストファリア条約で神聖ローマ帝国から独立 

1815年 ナポレオン戦争後のウィ－ン会議で『永世中立国』として承認 

1848年 連邦憲法制定・連邦内閣樹立 

2000年 現行憲法の施行 

2002年 国連正式加盟 

50フラン硬貨。ウィリアム・テルをモデル
にしているとされる。 
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 永世中立国とは、将来いかなる戦争にも参加せずに中立を守り、他国もそれを尊重

したうえで、独立と領土保全が保証されている国家のことをいいます。スイスはその

代表的な存在として知られており、他にもオーストリアなどが例として挙げられます。 

 スイスは1815年、ナポレオン戦争の講和会議として開かれたウィーン会議で永世

中立国として国際法上承認されました。現在では永世中立国としていかなる立場の

国にも与しない中立な立場にあることや、テロや紛争の危険性が少ないことなどか

ら、国際赤十字本部など多くの国際機関の本部が置かれており、国際社会において

圧倒的な存在感を誇ります。一方で、EU（欧州連合）には発足以来加盟しないなど、

国家主権の維持に対する強い信念が感じられます。 

 牧歌的な平和国家というイメージで語られることの多いスイスですが、その平

和を維持するために国民ひとりひとりが確固たる国家防衛意識を持っていること

でも知られています。現在、スイスでは20歳から30歳の男性に兵役義務があり、

2006年までは新築家屋に核シェルターの設置が義務付けられていました。万が一、

他国に侵略された際には焦土作戦を行うため、国境付近の橋や道路などには解体

処分用の爆薬が設置されるという徹底ぶりで、スイスの平和はこうした努力の上

に成り立っているのです。 

 また、過去にはめぼしい産業が無かったスイスにおいて、「血の輸出」とも呼

ばれる傭兵の派遣が国家を支えていた時期がありました。スイス傭兵の屈強さは

かねてより有名で、現在でもヴァチカン市国の衛兵はスイス傭兵が務めています。 

 

 

スイス中部の街ルツェルンにある
「瀕死のライオン像」。フランス
革命で命を落としたスイス人衛兵
の慰霊のため、1821年に完成した 

スイスが国際連合に加盟したのは、
発足から50年以上が過ぎた2002年
のこと 

Parmanent Neutrality

Pacifism
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 スイスを代表する名峰、マッターホルン。高さでは標高4,478メートルと、スイス

最高峰であるモンテ・ローザの4,634メートルには及びませんが、切り立った頂上の

印象的な形状などから、スイスを象徴する唯一無二の存在であるといえるでしょう。 

 スイスとイタリアの国境に位置するこの山は、古くから霊峰として畏れられて

おり、19世紀の半ばまでその頂に到達したことのある人はいませんでした。現在

では標高4,000メートル超の山としては比較的手軽に登山することが可能な山と

して、世界中の多くの登山家から親しまれています。麓の村ツェルマットから登

山鉄道やロープウェイなどに乗って観光できるハイキングコースは、登山初心者

の方も気軽に楽しめるスポットとして有名です。 

 

 14世紀初頭にスイス中央部のウーリ州のアルトドルフに住んだとさ
れる伝説の英雄。 
当時スイスを支配するハプスブルク家（オーストリア）の代官ゲスラー
から息子の頭の上に載せた林檎を矢で打ち抜けと命令され見事打ち抜く
など、彼の活躍が後のスイス独立の原動力となったことから、国民的英
雄となっている。 
 

 スイス連邦憲法では、ドイツ語、フランス語、イタリア語に「ロマンシュ語」を

合わせた4つの言語が公用語として認められています。ロマンシュ語はスイス東部

グラウビュンデン州で話される言語で、言語の響きはイタリア語に近いといわれて

います。 

 もともと1848年に制定された連邦憲法では、ロマンシュ語を除く3言語が公用語

とされていましたが、1938年の国民投票により、投票総数の9割以上の賛成票を得

て公用語のひとつとして仲間入りを果たしました。とはいえ、現在ロマンシュ語を

日常で使用する人の数は約5万人程度（総人口の0.5％程度）といわれており、言

語自体の消滅の危険性も叫ばれています。グラウビュンデン州では近年、小学校に

おけるロマンシュ語教育の拡充を行うなどして、言語の保全に努めています。 

 

ロマンシュ語は、UNESCO（国連
教育科学文化機関）の「消滅の危
機にある言語」に指定されている 

「マッターホルン」の名は、ドイツ
語で牧草地を表す「matt」と、山
頂を表す「horn」に由来している 

Matterhorn

Romansh
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 義務教育を経たのちに約2/3の学生が進学する職

業訓練学校では、学業教育と職業訓練が並行して

行われます。これが、世界トップクラスの”頭脳”

と”技能”を生み出してきたスイス独自の教育シス

テム、二重（デュアル）教育システムです。 

 このシステムによって、学生は研修先の企業で

実践的能力を身につけることができ、学生を受け

入れる企業側としても、若い見習い訓練生を受け

入れることで職場の士気が上がる、といった利点

があります。このことが、スイス社会全体にとっ

て好循環となっているのです。 

 多くの学生が普通科へ進学する日本とは異なり、

個性豊かな人材が育ちやすい環境が整備されてい

ることは、大きな魅力といえるでしょう。 

 各種国際競争力ランキングで常に上位に位置す

るスイス。天然資源に乏しい同国ですが、独自の

教育システムに代表される優れた人材育成制度が

その基盤となり、世界的な大企業や傑出した研究

者らを数多く輩出してきました。また、連邦制を

とるスイスでは州によって教育制度が異なること

も特徴で、スイスの多様性を形成するうえで大き

な役割を果たしています。 

幼稚園 
小学校 
中学校 

高等職業訓練校 
（高等職業教育） 

職業訓練学校 
（職業教育中等学校・ 
職業教育基礎学校） 

ギムナジウム 
（普通科高等学校） 

約1/3 

（2～4年程度） 

大学 

（2年～） 

＜イメージ図＞ 

約2/3 

義務教育（9年間） 

COLUMN 

日本 スイス 締結年 

倶知安町 
（北海道） 

サンモリッツ（グラウビュンデン州） 1964 

松本市 
（長野県） 

グリンデルワルト（ベルン州） 1972 

上田市 
（長野県） 

ダボス町（グラウビュンデン州） 1976 

大津市 
（滋賀県） 

インターラーケン（ベルン州） 1978 

長岡市 
（新潟県） 

ロマンモティエ・エンヴィー村（ヴォー州） 1986 

小海町 
（長野県） 

ヴェンゲン（ベルン州） 1988 

南砺市 
（富山県） 

アローザ（グラウビュンデン州） 1991 

品川区 
（東京都） 

ジュネーヴ市（ジュネーヴ州） 1991 

千葉市 
（千葉県） 

モントルー市（ヴォー州） 1996 

島田市 
（静岡県） 

ブリエンツ（ベルン州） 1996 

鏡野町 
（岡山県） 

イヴェルドン・レ・バン（ヴォー州） 1996 

妙高市 
（新潟県） 

ツェルマット（バレー州） 1998 

新城市 
（愛知県） 

ヌシャテル市（ヌシャテル州） 2005 

箱根町 
（神奈川県） 

サンモリッツ（グラウビュンデン州） 2014 

奈良県 ベルン州 2015 

 時は幕末、日本が激動のさなかにあった1864

年、日瑞和親・通商条約が締結され、日本とスイ

スの間で国交が樹立されました。    

 それから150年以上が経ち、日本とスイスの関

係はより親密なものとなっています。2009年に

EPA（経済連携協定）が締結されるなど経済・貿

易面での交流はもちろんのこと、15の姉妹都市提

携が結ばれるなど、文化面での交流も一層進展し

ています。 

スイス独自の二重（デュアル）教育システム 

～日本・スイス両国間の姉妹都市連携～ 
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 「喜劇王」で知られるチャー

ルズ・チャップリンは、スイス

西部レマン湖畔に位置する町ヴ

ヴェイにて晩年を過ごしました。 

 また、大女優オードリー・

ヘップバーンも、レマン湖地方

のモルジュ近郊に家を建て後半

生を過ごすなど、スイスをこよ

なく愛していたようです。 

 「喜劇王」で知られるチャールズ・チャップリンは、スイス
西部レマン湖畔に位置する町ヴヴェイにて晩年を過ごしました。 
 また、大女優オードリー・ヘップバーンも、レマン湖地方の
モルジュ近郊に家を建て後半生を過ごすなど、スイスをこよな
く愛していたようです。 

  

 20世紀最大の物理学者ともいわれ

るアインシュタイン。ドイツで生ま

れた彼は、世界有数の工科大学であ

るスイスの名門、チューリッヒ工科

大学出身。かの有名な特殊相対性理

論などの論文を発表した当時はベル

ンに居を構えていました。ちなみに、

X線を発見し第1回ノーベル物理学賞

を受賞したヴィルヘルム・レントゲ

ンもチューリッヒ工科大学出身です。 

  

 「近代建築の父」とも称され、

2016年には東京の国立西洋美術館を

含む全世界17作品が世界遺産に登録

されたことでも記憶に新しい建築家、

ル・コルビュジェは、スイス西部の都

市ラ・ショー＝ド＝フォン出身。合理

性を重視した造作手法「ドミノ・シス

テム」を考案し世界中の建築家に影響

を及ぼした彼は、現在、10スイス・

フラン紙幣の肖像に採用されています。 

 

 18世紀を代表する哲学者・ルソー

は、1712年、ジュネーヴで時計職人

の子として生まれました。作家や音楽

家、植物研究者など幅広い顔を持つ彼

の政治的著作『社会契約論』や文学的

著作『告白』などは、中江兆民や島崎

藤村など日本の知識人達にも大きな影

響を与えたといわれています。 

物理学者 
アルベルト・アインシュタイン 

http://kaigaigo.com/switzerland-7704/ 

物理学者 
アルベルト・アインシュタイン 

COLUMN 

建築家 
ル・コルビュジェ 

哲学者 
ジャン＝ジャック・ルソー 

～スイスに関係する偉人たち～ 
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スイスの代表的料理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 スイスの食文化は、隣接するドイツやフランス、イタリアなどの影響を受けながら発展してきました。伝

統的に酪農国であることから、チーズフォンデュやラクレットなど、乳製品を使用した料理が多いことが特

徴です。味だけでなく保存食としても優れたチーズは、言語圏問わず幅広い地域で作られてきました。気候

や製法などの違いにより数百種類ともいわれるバリュエーションを誇り、スイスを代表する家庭の味として

愛されています。 

 また、健康志向の高まりから日本でも人気を集めつつあるミューズリーもスイス発祥です。ミューズリー

は穀物にドライフルーツやナッツが加えられ、牛乳やヨーグルトなどをかけて食べられるシリアルで、

1900年頃にスイス人の医師が妻の胃病を治療するために考案したといわれています。 

 

 

 

 

https://recipe.rakuten.co.jp/recipe
/1230000931/ 

１． 
小麦粉20gとピザ用チーズ

200gを混ぜます。 

 

２． 
鍋に白ワイン100ccを入れ

て火に通し、沸騰し始めた

ら、チーズを入れます。 

●ピザ用チーズ 200g 
●白ワイン        100cc 

●小麦粉     20g 
●塩コショウ   適量 

材料（3～4人分） 

３． 
とろみが出るまで混ぜ、 

塩コショウを適量入れたら

完成です。 

●材料（３～４人分） 

ピザ用チーズ 200g 

小麦粉    20g 

白ワイン   100cc 

塩コショウ  適量 
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 2018年開催の韓国平昌冬季五輪で、スイスはメダルを15個（金5、銀6、銅4）獲得し、国別獲得順

位では第8位でした（日本は13個で11位）。 

 また、2026年冬季五輪開催地に南部の都市シオンが立候補しています。シオンは、1976年、2002

年、2006年の冬季五輪の開催地に立候補しましたがいずれも落選しており、実現すれば悲願の開催と

なります。 

  
 

 日本の北海道のような気候のスイス。地形は起伏に富んでおり、冬に

なると山間部ではスキーが盛んになります。夏に放牧地だった場所が冬

にゲレンデになるなど、スキーは非常に身近なスポーツです。スキーで

の散歩も人気で、クロスカントリーをしている人も多く見かけます。 

 スノーボードも若者を中心に人気です。2014年ソチ冬季五輪では男

子スノーボードハーフパイプで金メダルを獲得するなどの実績もありま

す。バーゼルのような都市部ではアイスリンクがあり、フィギュアス

ケートやカーリング、アイスホッケーが盛んに行われています。特にア

イスホッケーはプロリーグがあるほどの人気のスポーツで、子どもに習

わせたり、試合を観戦して盛り上がるのが冬の楽しみのようです。 

 スイスではサッカーも人気スポーツのひとつで

す。プロリーグ「スーパーリーグ」があり、強豪

チームであるFCバーゼルには日本人選手も在籍し

た実績があります。また、サッカー強豪国がひし

めく欧州の中でワールドカップ出場を過去10回果

たし、2018年大会予選ではプレーオフの末、出場

を決めています。 

 世界で最も知名度の高いスイスのスポーツ選手と

いえば、ロジャー・フェデラー（バーゼル出身）で

はないでしょうか。彼は2018年1月に開催された全

豪オープンでも優勝し、四大大会で通算20回の最

多優勝記録を持っています。数々の大会で記録を塗

り替えてきたことから、「史上最高のテニスプレイ

ヤー」とも称されています。 

 2018年開催の韓国平昌冬季五輪で
スイスはメダルを15個（金5、銀6、
銅4）獲得し、国別獲得順位では第8
位でした（日本は13個で11位）。 
 また、2026年冬季五輪開催地に
スイスのシオンが立候補しています。 

COLUMN 
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入 門 

Buna saira. 
（ブナ サイラ） 

 

こんにちは。 

Allegra！  
（アレグラ） 

 
日常的な挨拶。もともとの意味は、

「あなたに幸せが訪れますように」 

Glazia fitg.  
（グラーツィア フィーチ） 

 

ありがとう。 

A revair.  
（ア レヴァイル） 

 

さようなら。 

 Viva！
（ヴィヴァ） 

 

乾杯！ 


