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５ 専門家ヒアリング結果 
5 章では，前章までの分析で把握した事実の裏付けを取るとともに，デンマーク農業の専

門家や農業関係者がいかなる要因によってデンマーク農業が強い競争力を有するようにな

ったと考えているのかを把握するために，国内外のデンマーク農業の専門家や農業関係者

に実施したヒアリング結果を整理したものである。ヒアリングした専門家や農業関係者の

立場や視点は様々だが，デンマークの養豚経営とデニッシュクラウンのインテグレーショ

ン，輸出先としての EU 共通市場の存在，M&A による食品企業の大規模化，サンドウィッ

チ方式と呼ばれる農業者教育システム等を，デンマーク農業が強い競争力を持ちえた要因

として共通して指摘していた。 

 

５-１ 日本国内専門家ヒアリング 
デンマーク農業に詳しい日本国内の業界団体等の専門家にヒアリングを実施した。その

要点を箇条書きで報告する。 

○ デンマーク農業理事会は重要。 

○ ダンブレッド（DANBRED）は豚の品種改良を行っている組織。品種改良を通じて

産仔数の増加を実現。ダンブレッドも協同組合組織。 

○ デンマークの豚生産量の 9 割が輸出仕向け。 

○ 近年，人件費と飼料穀物価格の上昇によって，肥育を外国へ移転する動き。デンマ

ークは肥育用の仔豚の輸出を増やす。 

○ 5 年ほど前までは，肥育した生体豚をドイツで屠畜するために輸出。ドイツではデ

ンマーク国内よりも有利な価格で生体豚が売れる状況があった模様。ただし，屠畜

業者は買取価格を教えてくれないので，ドイツとデンマークの価格差を実証できて

いない。 

○ 2013 年にデンマーク政府は養豚向けの補助金を廃止した。 

○ デニッシュクラウンは処理する豚を確保するために，生産者へ一定水準の買取価格

を保証している。 

○ 動物福祉の強化によって，EU において一定面積で飼養できる母豚の数が減少。ま

た，繁殖部門を維持するためには，新しい設備投資が必要であり，投資できない経

営は離農もしくは肥育に特化。ポーランドでは肥育専門の養豚経営が増える。それ

らの養豚経営に向けて，デンマークが仔豚を輸出。 

○ デンマークの養豚で飼料として用いられているのは，小麦，大麦。 

○ 豚の品種改良が進んでおり，1 腹当たりの産仔数が増加。オランダとデンマークが

世界最先端。日本より 1 腹当たりの産仔数が 2 割程度多い。日本もデンマークで品

種改良された母豚の導入を検討したが，1 腹当たりの産仔数が多いことは母豚の体

格が大きいことを意味し，日本の豚舎に合わないので導入を断念したとのこと。 

○ EU の豚肉産業で大手はオランダのフィヨンとデンマークのデニッシュクラウン。
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豚以外の売上を含めるとフィヨンが最大手。豚のみの売上ではデニッシュクラウン

が最大手。フィヨンは本年イギリスから撤退する等，斜陽。 

○ ドイツには最低賃金がない。デンマークには国民と移民に同じ世界最高水準の最低

賃金を設定。デンマークの高い人件費に結びつく制度。 

○ 養豚経営には多くの移民労働者が雇用されているが，国民ではなく移民を雇用する

インセンティブは移民の方がよく働くから。また，違法だが最低賃金以下の賃金で

労働する移民もいる。 

○ Green Certificate（グリーンサーティフィケート，30ha 以上の農場を経営するのに必

要な資格）は 3 年前に廃止。ただし，農業大学（college）がグリーンサーティフィ

ケート Green Certificate と同様の仕組みを維持。 

○ デニッシュクラウン直接もしくは子会社を設立して養豚経営に参入してはいない。

デニッシュクラウンの組合員である養豚経営と競合してしまうから。 

○ デンマークの養豚経営は飼料を自給している。1 経営あたり平均 80ha の飼料畑があ

る。ただし，自ら飼料畑を持たず，糞尿処理用の畑を耕種経営と契約している養豚

経営もある。 

○ 放牧豚はデンマークには居ない。増体効率が落ちるため。イギリス，スペインには

居る。 

○ デンマークの最大の豚肉輸出先国はイギリス。生体豚を含めればドイツ。イギリス

のチューリップ（ポークランチョンミートメーカー）をデニッシュクラウンが買収

し，イギリスでチューリップブランドの製品を販売。 

○ デニッシュクラウンによる海外での M&A に関して，デンマークの組合員からの反

対はない。M&A によって配当が得られるならば，海外進出は問題ないという認識。 

○ デンマークの農産物輸出の 1/3 が豚。 

○ 日本はデンマークから冷凍豚肉を輸入し，ハム・ソーセージ等の加工原料に仕向け。

北米からはチルド豚肉を輸入し，テーブルミートとして量販店で販売。 

○ 日本の豚肉輸入では差額関税制度の存在が大きい。違法な輸入でこれまでに商社が

一通り検挙された。現在では部位を組合せて合法的に豚肉を輸入していることにな

っている。ただし，デンマーク産を騙って，ハンガリー産豚肉が輸入されていると

いう情報あり。 

○ デンマークの農業教育・普及・研究が競争力の源泉の一つ。知識の伝達が効率的に

行われている。アグリカルチャルアドバイザリーサーヴィス Agricultural Advisory 

Service やピッグリサーチセンターPig Research Centre 等の組織が研究，普及を担当。 

○ デンマークの協同組合という組織形態が競争力の源泉の一つ。例えば，ダンブレッ

ドによる品種改良では，農家レベルへの実証試験結果のフィードバックが速い。つ

まり， ピーディーシーエー（PDCA）サイクルが早く回るということ。 

○ デンマークでは農地が親から子へ無償で相続されることはない。大学院レベルの意
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欲的な若者が農業に参入している。したがって，デンマークの農業者の起業力，経

営力は高いレベルにある。高い能力のある人材が競争力の源泉の一つである。 

○ デンマーク食肉研究所は研究・開発だけでなく，マーケティングも手掛ける。デン

マークの豚生産の仕組みそのもの（＝高い養豚の技術）を輸出。 

○ 消費者の発言力が強いスウェーデン，ノルウェーは動物福祉強化に賛成。農業者の

発言力が強いフランスは反対。EU 加盟国で動物福祉に関するスタンスに相違。ワ

ーヘニンゲン大学のレポート参照。 

○ デンマークではオランダのフードヴァレー（Food Valley）のような農業および食品

産業に関する多様な組織（試験研究機関，農業資材企業，食品企業，物流企業等）

が特定の地域内に立地する産業集積（＝クラスター）は目立たない。デンマークの

農業大学としてオーフス大学（動物行動学）とコペンハーゲン大学（獣医）の 2 大

学があり，オランダのワーヘニンゲン大学のように国内 1 カ所に農業関係機関が集

約されるような状況ではない。人口の違いも影響している可能性（デンマーク 550

万人⇔オランダ 1,500 万人） 

○ 養鶏についてはドイツの農業機械メーカービッグダッチマン（Big Dutchman）が情

報を持っている。ビッグダッチマンは養鶏と養豚のファシリティを取り扱っている。 

 

５-２ デンマーク専門家ヒアリング 
本調査では 2014 年 2 月 10 日～14 日にデンマーク現地で，表 5-1 の各組織を訪問した。

デンマーク国内のデンマーク農業理事会，デニッシュクラウン，その他の組織の各団体に

属する関係者にヒアリングした。本節では，その内容を団体ごとに報告する。 

表 5-1 デンマーク現地調査のヒアリング先 

日付 ヒアリング先 

2 月 10 日（月） デンマーク農業理事会 

2 月 11 日（火） グリーンアカデミー 

2 月 12 日（水） デニッシュデーリーボード 

ナレッジセンター 

アグロフードパーク 

酪農経営 

2 月 13 日（木） デニッシュクラウン 

2 月 14 日（金） 養豚経営 

ローカルアドバイザリーセンター 

 

５-２-１ デンマーク農業理事会 
①農業食料理事会の概要 

デンマーク農業食料理事会（Danish Agriculture and Food Council）は，農業協同組合，食
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品産業，農業関連企業等が組織する機関であり，農業・食品分野に関する政府へのロビー

活動，会員組織の内外の市場参入に対する支援，アドバイス機関との連携などの業務を行

っている。職員は約 1,100 人であり，当会の活動のバックには政策研究がある。 

当会の構成員には農業界のみならず食料産業や獣医等も含まれており，小売業を除いた

バリューチェーンの関係者が参加している。理事の大部分は農家によって構成された協同

組合の代表者である。当会は政府と密接な関係を保っているが，政府とは独立した民間団

体である。 

 

②デンマーク農業の概要 

デンマークの耕地面積は 270 万 ha（国土の 62％），農家数は約 40,000 戸で，平均耕地面

積は 65h である（1970 年では 140,200 戸，21ha であった）。農家のうち専業農家は４分の１

の約 10,000 戸であり，現在では 150ha 以上の農地がないと専業農家としてやっていくのは

難しくなっている。  

1960 年代以降，養豚や酪農の経営の大規模化が急速に進展し，それに伴い農家数が大き

く減少した。かつては酪農と養豚をともに行う農家が多かったが，現在では，酪農を主に

養豚も営んでいる農家は全体の 5％，養豚を主に酪農も営んでいる農家は 10％で，全農家

の 58％は酪農も養豚も行っておらず，複合経営は減少した。 

農家戸数減少に伴って屠畜場や酪農協の再編が進み，現在では，デンマークで屠畜場を

有するのは 2 社のみとなり，このうちデニッシュクラウン社（在ホーセンス）が全体の約

90％のシェアを持つ。乳業も同様であり，現在デンマークには乳業会社が 11 社あるが，そ

のうちアーラフーズが 95％のシェアをもっている。100 年前であればどの村にも酪農協が

あり，村の生活様式として成り立っていた。屠畜や肉加工も同様であった。 

 

③デンマーク農業の特徴 

現在のデンマークの農業・食料産業の特徴は，高効率化と輸出志向であり，また環境に

配慮していることである。 

デンマークの輸出額全体のうち 4 分の 1（約 200 億クローネ）が農業関連であり，食料自

給率は 300％である。最も重要な輸出品目は豚肉（半加工，加工品）と乳製品（バター，チ

ーズ，脱脂粉乳等）であり，そのほか芝・牧草の種子やミンク毛皮の輸出額も世界一であ

る。ミンク毛皮は高価なため輸出への寄与率が高い。また，水産物の輸出量も多い。 

アグリビジネス関連の輸出に精通した企業が多く，バリューチェーンにおいて大きな力

を発揮し，農業食品産業のクラスターが形成されている。例えば，育種資材（養豚と酪農

用の精液），家畜生産用機械設備，食品加工用機械，収穫用機械，効率的農業のノウハウ等

であり，現在，中国に対して豚の肥育技術を向上させるプロジェクトが進行している。 

最大の輸出先は EU 域内であるが，近年中国への輸出が増加し，2013 年は中国への輸出

額がスウェーデンを上回った。デンマークは細部にこだわる日本市場の需要に対応してき
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たが，これが他の国への輸出においても大いに役立っている。 

デンマークの農業は畜産が主体であり，これまで長年にわたり環境問題への対応に努力

してきた。例えば，畜産廃棄物に関する環境規制では，EU の窒素の上限は 170kg/ha である

が，デンマークは 140kg/ha である。デンマークでは飲料水の 100％を地下水で賄っているた

め，水質を保つため環境基準が厳しくなっている。また，養豚にあっては，飼料生産をど

のように組み合わせれば排出メタンやリンを減少させられるかを研究してきた。 

 

④デンマーク農業の競争力 

デンマークの農業関連産業において，伝統的に農家の所有に基づく協同組合が大きな役

割を果たしてきたが，その構造は農家の世代交代があっても変わらなかった。 

しかし，その協同組合においても外部から投資を呼び込んで競争力を強化する方策がと

られるようになり，ここ 1～2 年で所有構造が変化している。デニッシュクラウンは協同組

合であり株の所有者は基本的に農家であるが，持株会社が設置されて外部出資の受け入れ

を可能にし，大型投資ができるようになった。農家の子弟も他分野に就職するようになっ

たため，協同組合の持ち分（出資金）の市場評価（売買）に対する関心が強くなっている。

また，協同組織の国際化が進展しており，アーラフーズの売上の半分以上がデンマーク国

外（イギリス，フランス，ドイツ，ポーランド）での売上になっている。 

デンマーク農業の競争力が強いのは，豚肉の屠畜場についてみると，デンマーク国内で

原材料の確保が保証されているため加工場のフル稼働が可能であることである。デンマー

クの生産者は屠畜場を自分たちのものであると考えているため当然そこに出荷するが，隣

国のドイツの屠畜場では，毎週，原材料の確保に苦労している。 

 

⑤デンマーク農業の課題 

反対に，弱みとしては，高労賃，高地価（US$30,000/ha）やリーマンショック後に農家が

銀行融資を受け難くなった点などがあげられる。 

デンマークで農業を開始しようとすると US$300～400 万を必要とするが，銀行は貸倒れ

を恐れてローンを組んでくれない。そのため 2 年前に法律が改正され，年金基金が農地に

投資できるようになり，農家は銀行融資の代わりに年金基金から農地を借り受け，10 年後

にこれを買い戻すというスキームができた。この法改正によって，若い人が農業を開始す

る手立てができた。 

また，環境問題への対応も大きな課題である。昨年，アニマルウェルフェアに関する新

たな規制ができ，妊娠雌豚に対してはフリースペースの設置が義務付けられたが，これに

はかなりの設備投資が必要であり，将来その投資が回収できるか疑問視されている。また，

糞尿をバイオガスエネルギーに使用するよう誘導策があり，デンマークの畜産農家のほと

んどがバイオガス施設を設置済みであるが，経営として収支があっているかどうか疑わし

い。デンマークは EU 規制に先駆けて環境対策に投資してきており，各国の事情を考慮して
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環境規制を実施するよう EU 委員会に要求している。 

しかし，競争力上のネガティブな面も，結果として優位に立つこともあり得る例もある。

例えば，成長促進物質（成長ホルモン剤）は耐性菌ができてしまう恐れがあるということ

で飼料への使用が禁止になったが，デンマークの養豚では以前から使用を禁止していたた

め豚肉の競争で優位になった。 

今後，価格重視の国に対する輸出において，農地が広く労賃が低い東欧諸国が有利にな

ると考えられ，ヨーロッパでポテンシャルがあるのはブルガリアやルーマニア，ポーラン

ドである。これらの国の生産性は低く，国や地方自治体の保護のもとで農業インフラや農

家構造が非効率な状態にあるが，今後，農場の規模拡大が進めば輸出する見込みであり，

近年，若い世代の農家の中には，西ヨーロッパでなく東欧に農地を求める動きも出てきて

いる。 

 

５-２-２ グリーンアカデミー 
①グリーンアカデミーの概要 

グリーンアカデミーはオーフス近郊にある農業学校で，1889 年に設立され，125 年の歴

史がある。その前は，国民高等学校であり，農家の子弟が農閑期に学ぶ学校であった。周

辺の 2 つの農業学校と合併を行い，キャンパスは 3 カ所に分かれている。また，1980 年に

技術学校（より高度な教育を行う）を設立した。 

学生数は 600 名であり，300 人が泊まれる寄宿舎がある。それに対して職員は 110 人いる

が，20 人は寄宿舎の食堂で働いている人で，農場の管理をしている人も含まれており，教

員は 50 名程度である。 

学校の運営経費は年間 16.5 百万ドルであるが，収入は政府からの助成（70％）と農場の

売り上げ（30％）などであり，生徒の授業料はない（無料）。 

デンマークにはこのような農業学校が 17 校あり，そのうち 8 校は農業学校専門であり，

9 校は他の技術教育（製造業等）に併設されている。 

 

②デンマークの教育体系 

デンマークの義務教育は，5～6 歳から 9 年間であり，16 歳からの進路は，大きく２つに

分かれる。一つは一般的な高校（普通高校）で，大学に進学する人はこのコースに進む。

もう一つは職業教育のコース（職業高校）であり，グリーンアカデミーはこのコースの学

校である。職業高校の教育期間は 3～4 年であり，決まった卒業期間はない。 

近年は普通高校を選択する生徒が増えているが，最初普通コースを選択した生徒が途中

で職業高校に移る人もいる。職業高校の 2 割は，こうして変更した生徒である。生徒は 16

歳から 23 歳程度がほとんどであるが，それ以上の生徒もおり，中には会社を定年で辞めた

後入学した 60 歳以上の人もいる。 
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③職業高校の教育内容 

職業高校の教育は，学校での授業と企業・農場での実習を組み合わせる方法であり，最

初 20 週間（5 か月）学校で学んだあと 1 年間企業・農場で働き（インターンシップ），その

後学校に戻って勉強し，再び現場で実習する。 

学校での学習は，ほぼ終日（8:15～16:45）授業がある。片道 1 時間 15 分以上かかる生徒

は寄宿舎に入ることが規則になっており，生徒の 6 割は寄宿舎に入っている。 

インターンシップの受け入れ企業・農家とは契約を結び，インターンシップ受け入れ企

業は，労賃相当を学校に支払い，生徒には給与が与えられる（月 2,000 ドル程度）。インタ

ーンシップの受け入れ企業は，生徒の責任で探すことになっている。しかし，近年，受け

入れ企業を探すのが困難になっており，現在，デンマーク全体で１万人ほどの生徒の受け

入れ先がないため，学校のなかで職業教育を行うインハウスインターンシップを行ってい

る。ただし，農業の場合はその問題はなく，受け入れてくれる農家は多くある。 

それぞれの学校の教育内容に関してはかなり自由度があり，教育内容に関しては，パー

トナー（農家代表，職員，従業員，農業食料理事会）が決定し，それを政府と協議してい

る。本校の理事会のメンバーには，農業食料理事会も入っている。 

 

④生徒の出身と就職先 

30 年前は農業学校の入学生の 9 割は農家出身であったが，現在では農家出身は 4 割程度

に減少している。特に，本校はオーフスという都市に近いこともあり，農家出身は 1 割程

度である。非農家出身者は，ここで学んでも農業に就業する人は少なく，他の農業関連の

仕事に就く人が多い。当校には造園や食品，農業機械などのコースがあり，農業者育成の

みを目的にしていない。 

農業経営を目指す生徒に対しては，高校課程の上に 3 つの専門課程（それぞれ半年）を

設けており，生産管理のコースに 30 から 40 人，経営管理のコースに 30 人程度が学んでお

り，より高いレベルの課程で 25 名が学んでいる。こうした課程を経た生徒は，親の農場を

引き継ぐ，新たに農場を買って農業を始めるケースもある。 

 

５-２-３ デニッシュデーリーボード 
①概要 

デニッシュデーリーボードには，かつて 70 人のスタッフがいたが，2008 年の金融危機の

あと組織再編がなされ，半分を解雇し，現在の職員数は 25 人である。またそれに伴い，2009

年に一部を残し事務所をオーフスの街の中から Agro Food Park（オーフス近郊）に移転した。

現在の 25 人の職員は，農業食料理事会が雇用している。 

本会の主な任務は酪農・乳業の政策に関する業務であり，金融，学校給食牛乳に関する

取り扱いも行っている。酪農委員会（Milk Committee）も，本会の中にある。 

欧州全体では，農業団体の組織として COPA，COGECA，EDA などがあるが，近年，こ
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うした既往の農業団体に対抗して持続可能な農業を掲げる組織が生まれ，デンマークの酪

農においても LDND という組織ができている。 

 

②デンマークの酪農 

 2008 年の金融危機のあと乳価が 1.8 クローネ/kg となり，デンマークの酪農は危機的状況

に陥ったが，現在は 3.0 クローネ/kg になっている。乳価下落に伴って農地価格が半減し，

大きな問題になった。なお，EU 全体では，乳価の水準を 40 セント/kg（0.4 ユーロ）とする

ことを目標にしている。 

デンマークの酪農家の数は 3,682 戸で，579 千頭の乳牛を飼育しており，1 戸当たりの飼養

頭数は 157 頭である。酪農家のうち 9 割の 3,354 戸がアーラフーズの組合員である。酪農経

営にとってもアニマルウェルフェアは大きな問題である。また，EU の規則により農地面積

によって飼育できる乳牛の数も決められている。 

 

③アーラフーズについて 

デンマークには MD フーズという酪農協があったが，2000 年にスウェーデンの酪農協ア

ーラフーズ（スウェーデン南部）と合併し，本部はオーフスにある。アーラフーズは現在

でも協同組合であり，組合員はデンマーク 3,354 戸，スウェーデン 3,661 戸で，組合の運営

方針は組合員が決定している。 

1990 年代にスウェーデン南部とユトランド半島の間で，牛乳の市場獲得を巡る Milk War

と呼ばれる問題があり，両者が統合することによって問題の解決を図った。 

5～6 年前にアーラフーズはドイツとイギリスの乳業会社を買収し，国際展開を図ってい

る。ドイツで買収したのは酪農協であり，イギリスで買収したのは協同組合ではないが生

産者が作った乳業会社である。現在は，ともにアーラフーズの子会社になっている。 

アーラフーズの輸出先は，かつては EU 以外が 7 割を占めていたが，現在では EU 域内が

7 割を占め，EU 域外は 3 割に縮小している。 

 

④ミルククォータ廃止について 

デンマークの酪農家は，ミルククォータ廃止を支持している。デンマークのクォータは

現在 480 万トンであるが，生産量は 500 万トンであり，超過している部分は課徴金を払っ

て生産している。デンマークの酪農家は 600 万トンの牛乳を生産する能力があり，ミルク

クォータが廃止されれば生産量は増加するであろう。 

EU 全体では，ミルククォータ廃止後に現在の 1400 億 kg から 1500 億 kg に牛乳生産量が

増えると見込まれている。EU では 2015 年のミルククォータ廃止に向けて徐々に生産枠を

拡大するなどのソフトランディング策をとってきたため，2015 年の廃止は順調に進むであ

ろう。 

我々の競争相手は NZ や豪州であり，デンマークは日本との EPA 交渉で日本の酪農を困
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らせるような主張をしているわけではない。 

 

５-２-４ ナレッジセンター 
①アグロフードパークについて 

オーフス郊外に 100ha の土地を開発し，1987 年に農業・食品産業の総合的な研究施設を

建設した。農業関係機関をはじめ，食品企業の研究施設を誘致し，食品産業クラスターを

目指している。日本の筑波学園都市の農業版のようなものであり，オランダのワーゲニン

ゲン大学に似ている。 

全体で 1,200 人の研究者がおり，コペンハーゲン農業大学やオーフス大学リサーチセンタ

ー（農業部門）と連携している。 

 
 

②ナレッジセンターについて 

ナレッジセンターは農業アドバイザーの中核的役割を果たしており，農業食料理事会に

属している。500 人の専門家がおり，デンマーク全体のアドバイザーを補佐する役割を果た

している。 

デンマーク全体では，30 の地方事務所で 2,600 人のアドバイザーがおり（1 カ所平均 80

名），4 万の農家のサポートを行っている。地方事務所（アドバイザー）は，その地域の農

業学校（college）と連携をとっている。 

ナレッジセンターの経費は地方事務所への売上でまかなっており，その大きな部分は会

計システムと IT プログラムの販売である（地方事務所が費用を負担）。最終的には，利用者

（農家）が費用を負担する構造になっている。 

アドバイザー制度に対する政府負担は 2004 年以降なくなっており，経費はすべて利用者

の負担でまかなっている。農家はアドバイザー料として 1 時間 8,000 クローネ（16,000 円）

の料金を払っている。政府の助成をなくすまでには長い期間がかかった。イギリスもオラ

ンダも基本的には同じ制度になっている。 
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③日本からの視察者 

ナレッジセンターに今年になって日本から 2 組の訪問者があり，我々が 3 組目であった。

そのうち一つは国土交通省の視察団であり，国土利用計画を策定するにあたり農業・食品

産業，農地をどう位置づけるかに関する視察であった。それまで日本から普及事業に関す

る視察者は長い間途絶えていたため，ここに来て立て続けに来訪者があったので驚いてい

た。 

デンマークは，これまでの豚肉，乳製品の農産物輸出構造から，より付加価値を加えた

食品産業の発展への転換を目指しており，日本からの食品企業の進出を期待している様子

であった。 

 

５-２-５ 酪農家（オーフス近郊） 
①経歴 

A 氏は，この地域で酪農経営を初めて 4 代目。32 歳独身。父は 63 歳でまだ引退していな

いが，当日は休暇中で不在であった。 

A 氏はオーフスにある農業学校（グリーンアカデミーと同様の農業学校）を卒業し就農し

た。3 人兄弟であり，姉と妹がおり，男子は A 氏のみ。 

 

②経営内容 

農地面積は 280ha であり，400 頭の乳牛を飼育し，年間 12,000kl の牛乳を生産。父と本人

以外にマネージャーを 1 人雇い，学生（農業学校）を 3 人使っている。母親は農業経営や

農作業に関与していない。 

280ha の農地では大部分飼料（草）を生産しており，小麦・大麦は 30ha のみである。ト

ウモロコシは近隣農家から購入しており，小麦・大麦も不足分を購入している。 

昨年 5 月に新しいタイプの牛舎を建設した。デンマークの銀行（不動産部門）が地域貢

献事業として行っている資金援助を受け，十字型になっている新しい牛舎を建設した。銀

行から 2,400 万クローネの助成を受けたが，自らも 2,500 万クローネの投資が必要であった。 

 

③牛の飼育方法と搾乳方法 

牛を放牧（年間 120 日以上）して飼うと乳価が 1 割程度（0.3 クローネ）上乗せされるが，

この農場は道路に近く放牧すると経費がかかるため，放牧は行っていない。 

新しい牛舎建設と同時に自動搾乳装置を設置した。搾乳が必要となった牛が搾乳機のも

とに行くとセンサーで乳房の位置を探り，自動的に搾乳する。そのデータは全て個体管理

しており，コンピュータに記録される。 

 

④アドバイザーについて 
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酪農経営にとってアドバイザーは不可欠であり，投資額も大きく，経営面のアドバイス

が必要である。経営データは全て常時アドバイザーのところに行っており，飼料の消費量

や牛乳生産量に異常値が出るとすぐに連絡がある。また，EU の制度に関するサポートを受

けている。1 年間にアドバイス料として 80,000 万クローネ（160 万円）を支払っている。 

 

⑤ミルククォータ廃止について 

これまでミルククォータを買い増してきたが，現在は 1 日 2,500kl が限度となっている。

ミルククォータが廃止されれば，さらに頭数を増やしたい。現在の農地面積では 650 頭く

らいまで拡大できる。 
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５-２-６ デニッシュクラウン 
①デニッシュクラウンの概要 

デニッシュクラウンはデンマークの養豚農家が組織する協同組合であり，と畜場を経営

し，豚肉の加工，販売，輸出を行っている。 

と畜場の統廃合を進めており，現在は 6 カ所のと畜場を運営しているが，設備更新に伴

い，さらなる再編を検討している。豚のと畜が事業の中心であるが，牛のと畜も 4 カ所で

行っている。デンマークでと畜する牛はほとんどが乳牛の廃牛である。 

 

②と畜場の概要 

今回見学したと畜場は，2005 年に稼働した最新鋭のものであり，13,000m2 の敷地を有し，

投資額は 305 百万ユーロであった。デニッシュクラウンで最大のと畜場であり，デニッシ

ュクラウン全体の 4 分の 1 を処理している。年間に 22 千人の見学者がある。 

1 週間で 125 千頭のと畜を行う枠（許可）を持っているが，現在は１週間に 103,000 頭の

豚を処理している。24 時間稼働しているが，2 交代制であり，真夜中の 6 時間は清掃等に

当てている。においなど周辺環境には十分配慮しており，豚の脂肪を燃料として使用し，

と畜場全体の熱源に利用している。 

毎日 220 台のトラックが入り，うち豚の搬入が 105 台，製品の肉の搬出が 110 台，内臓の

搬出が 5 台である。輸出向けが 9 割を占め，国内販売は１割のみである。 
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③と畜場の労働力 

このと畜場では 1,745 人が働いており，自動化が進んで効率化しているため，最小限の人

数になっている。労働者のうちデンマーク人が 944 人，ポーランド人が 414 人，そのほか

アジア，アフリカなど多くの国籍（40 か国）の人が働いている。ポーランド人は骨を抜く

仕事が得意であり，主に骨抜きの仕事を行っている。日本人も一人おり，日本企業から派

遣された人が製品検査を行っている。 

また，職員（1,745 人）のうち 105 人が国の職員であり，獣医師資格を持ち検疫等の仕事

を行っているが，その賃金はデニッシュクラウンが支払っている。この国による検査の人

数はドイツの 4 倍の人数であり，コスト高の要因になっている。 
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賃金は習熟度，技術に応じて 6 つの区分があるが，国籍によって賃金の差異はない。労

働者の賃金水準はドイツ，ポーランドの 3 倍であり，デンマークの養豚の競争力低下の要

因になっている。例えば，デンマークの賃金水準は 250 クローネ/時（5,000 円）であるが，

ドイツでは 7 ユーロ/時（1,000 円程度）で労働者を雇用することができる。 

 

④日本向け輸出について 

デンマークにとって日本は重要な豚肉の輸出先であり，ロインや腹の部位を中心に年間

65 千トンを輸出している。デンマークから日本まで 8 週間かかり（スエズ運河経由），冷凍

にしたものを輸出している。米国，カナダは日本まで 2 週間で輸送することができ，チル

ドで輸出することが可能であるが，デンマークからは冷凍にせざるをえない。北極海の航

路が開発されれば輸送期間を短縮できる可能性がある。 

デンマークから日本に輸出された豚肉は，主にハム・ソーセージ用の原料となっている。

日本には差額関税制度があり，デンマークから輸出される豚肉はゲートプライス（基準価

格）以下では輸出していない。食肉加工業者の立場からは差額関税制度を廃止して欲しい

という要望があるであろうが，低価格の豚肉が輸入されないための歯止めになっている。 

  

⑤ドイツに対する子豚輸出について 

デンマークは 1 年間に豚を 20 百万頭出荷（と畜）しているが，近年，生きた豚の輸出が

増加し，年間 9 百万頭に達している。EU の規制で子豚は自由に動ける場所を確保しなくて

はならなくなったため，対応できなくなったドイツなどの養豚農家が子豚をデンマークか

ら仕入れるようになった。また，デンマークの養豚農家も，肥育やと畜の経費が増大した

ため，豚の生体輸出が増加している。 

生体での豚の輸出は，豚を 30kg 程度（飼育期間 2 か月）の状態で輸出するものであり，

50kg（3 カ月飼育）で輸出するものもある。 

 

⑥デンマーク養豚の競争力 

デンマークの養豚業は，高コスト構造のため競争力があるとは言えなくなっている。デ

ニッシュクラウンも，こうした高コスト構造を克服するためと畜場の自動化や再編に取り

組んでおり，かつて 15,000 人いた従業員は，現在では 7,500 人に減少している。生体での

輸出が増えたため，と畜場の稼働率も低下し，さらなる再編を余儀なくされている。豚の

生産量も毎年 2～3％減少している。それでも労働組合は賃上げを要求しているが，こうし

た悪循環を断ち切り雇用を守るため，労働者と政府は協力体制を構築する必要があろう。 

デニッシュクラウンは，こうしたデンマークの養豚の構造変化に対応して国際戦略をと

っており，外国（イギリス，ポーランド等）の食肉企業，食品企業を買収し，加工食品部

門を強化している。その結果，現在では，デニッシュクラウンの売上のうち豚肉は 51％に

低下しており，加工食品が 36％，牛肉が 7％，添加物が 7％になっている。 
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デニッシュクラウンが買収した Tulip（英国）は 6,300 人を雇用しており，またポーラン

ド最大の食肉企業ソコロウも買収し，6,500 人を雇用している。 

 

⑦デニッシュクラウンの運営について 

デニッシュクラウンは，こうした国際展開を行っているものの，依然としてデンマーク

の協同組合であり，その理事は養豚の生産者から大部分を選出し，そのほか牛肉部門から 1

名，外部から 2 名の理事がいる。 

生産者とは毎年出荷契約を結んでおり，市場価格に対応して毎週改定する価格で生産者

から豚を購入している。1 年間の経営成果に応じて利用高配当を行っており，昨年は 0.9 ク

ローネ/kg の配当を行い，そのうち 0.1 クローネを積み立てに回した。 

 

５-２-７ 養豚農家（シェラン島西部） 
①経営内容 

コペンハーゲンから 60km ほど北西にある養豚農家。経営者（オーナー）は休暇でスキー

に行っており，27 歳のマネージャーから話を聞いた。オーナーは 42 歳であり，事務，対外

交渉のみを行っており，豚の飼育，従業員の管理はマネージャーに任せている。養豚場の

所有は，オーナーの父になっているとのこと。 

この農家は農地を 300ha 所有し，農地では飼料用の小麦，大麦を生産している。母豚が

900 頭おり，繁殖して子豚を売るのが経営の柱であるが，売れ残った豚の肥育も一部行って

いる。 

従業員は，マネージャー以外に 3 名おり，計 4 人である。別の場所に肥育場があり，そ

こには 2 名の従業員がいる。 

 

 
 

②養豚のサイクル 
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母豚は 1 年に 2～3 回子豚を生み，7 回生ませたあとは，肉として出荷される。購入した

精子で人工授精を行う。授精は従業員が行い，毎週金曜日に 30～35 頭授精させる。授精の

成功率は 94％である（90％以上でないと採算がとれない）。受精後，117 日で子豚が生まれ

る。 

豚は１回で 14～16 頭の子豚を生み，子豚は母豚のもとで 21 日を過ごす。当初は母乳の

みであるが，徐々に流動食を与える。21 日で 7kg になり，この段階で出荷することもある

が，多くは 30kg（さらに 8～9 週間飼育）で出荷する。販売先は大部分ドイツである。 

毎週 500～600 頭の子豚が生れ，毎週 1 回 500～550 頭の豚を出荷する。30kg の生きた豚

の価格は 350 クローネである。 

 

 
 

③飼料について 

飼料は，小麦と大麦であり，添加物も多少与える。小麦と大麦は，砕いて水を加え，流

動食にして豚に与えている。トウモロコシを飼料として使ったこともあったが，うまくい

かなかったため，現在では使っていない。大豆かすは，豚が大きくなってから使う。飼料

生産は基本的にはオーナーが行っているが，300ha の農地では現在飼育している豚の飼料を

まかなえず，必要とする飼料の半分近くを購入している。 

  

④糞尿処理について 

糞尿はタンクのなかにため，その発酵熱で豚舎等の暖房をまかなっている。発酵した糞

尿は農地に還元している。メタン発酵させて発電や燃料に利用することは行っていない。 
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⑤マネージャーの経歴 

祖父母のところで牛，豚を飼っていたが，親は農家ではない。農業学校を卒業した。農

業の仕事を初めて 10 年ほどになり，これまで 3～4 カ所の農場で働いた。オーナーと合わ

ないこともあり，現在の養豚農家に来たのは昨年の 3 月から。 

机に向かって仕事をするのは好きではなく，マネージャーの仕事を続けたいと思ってお

り，自ら農場を買って養豚経営をすることは考えていない。 

 

⑥アドバイザーについて 

最低 1 カ月に 1 回は獣医が来る。また，経営のアドバイザーから環境規制への対応や EU

の助成金の申請などのアドバイスを受けている。 

 

５-２-８ AGROVI（地方普及機関）（コペンハーゲン郊外） 
①農業組合について 

組合の名称は Nordsjeland Landbotuinig。農家が組織した組合であり，農家の利益を代表し

ている。組合長の B 氏は，かつて養豚を経営しており，120 頭の母豚を飼育し，1,500 頭の

豚を出荷していた。当組合は農業食料理事会の地方組織にあたり，デンマーク全体でこの

種の農業組合が 43 組合ある。組合費は，農場の規模に応じて年間 2,000 クローネ（4 万円）

から 5,000 クローネ（10 万円）である。 

デンマークの平均規模である 60ha 程度の農地では，農業だけで生活するのは困難であり，

こうした農家の多くは他の収入源を有している。この地域は，コペンハーゲンから車で 1

時間程度の距離にあり，コペンハーゲンに通勤している人もいる。 
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②AGROVI について 

農業組合が運営する普及機関であり，2 つの事務所に 65 人のスタッフがいる。利用者は

2,000 人であり，農業組合に所属していない農家や一般世帯も対象としている。農家の中に

は農業組合に加入していない人もいるが，組合加入者はアドバイザーの利用料金が 5％安く

なる。 

この機関で対象としている業務は，経営，法律，金融アドバイスが主であり，養豚や酪

農，施設園芸の技術的アドバイスは，別の機関が行っている。 

また，農場等の不動産の斡旋の業務も行っており，2 人の職員が担当している。この地域

はコペンハーゲンに近いため，農場を買いたいという需要もある。 

 

③経営・税務相談業務 

当機関の収入で最大なのは会計業務であり，65 人のスタッフのうち 40 人が会計業務に従

事し，付加価値税等の税金の納付や銀行に対する財務書類の作成をサポートしている。デ

ンマークの農家のうち 2 万戸は共通の会計システムを使用しており，当事務所もそのシス

テムの利用料金としてナレッジセンターに年間 150 万クローネを支払っている。 

アーラフーズやデニッシュクラウンの販売データはこの会計システムに伝えられ，会計

報告が作成されて銀行に提出される。デンマークにある 10 の銀行のうち 4 つの銀行がこの

データを使っている。 

 

④近年の金融問題 

デンまークでは，金融危機の後，農地価格が急落して大きな金融問題が発生した。かつ

ては Danish Longterm Loan という資金があったが，現在は全て銀行からの融資となり，農地

価格の下落によって担保不足の問題が発生し，農家が銀行から十分な融資を受けられない

という問題が発生した。 

そのため，政府は昨年（2013 年）新たに LFB という金融機関を設立し，農家に対する銀

行融資に対する保証業務を始めた。また，農地購入に対する融資に関する新たな制度も設

けられ，農地を購入せずに賃貸によって農業を始める制度が昨年より始まり，この地域で

も 1 件の利用実績がでている。 

 

５-３ 小括 
５-３-１ デンマーク農業が強い競争力を持ちえた要因 
ヒアリングした関係者が指摘しているデンマーク農業が強い競争力を持ちえた主な要因

として，以下の 4 点が挙げられる。 

第 1 に，協同組合という組織形態である。例えば，5-2-1 のデンマーク農業理事会でのヒ

アリングでは，「デンマークの農業関連産業において，伝統的に農家の所有に基づく協同組

合が大きな役割を果たしてきた」との指摘があった。ただし，近年には「農家の子弟も他
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分野に就職するようになったため，協同組合の持ち分（出資金）の市場評価（売買）に対

する関心が強くなっている」との指摘もある。 

第 2 に，養豚・豚肉産業の生産段階からと畜・加工段階までのインテグレーションが競

争力を高めたことである。例えば，5-2-1 のデンマーク農業理事会でのヒアリングでは，「デ

ンマークの生産者は屠畜場を自分たちのものであると考えているため当然そこ（デニッシ

ュクラウン）に出荷するが，隣国のドイツの屠畜場では，毎週，原材料の確保に苦労して

いる」との指摘があり，生産段階と加工段階との結びつき＝インテグレーションが原料確

保を容易にしているといえよう。 

第 3 に，M&A を通じてフードシステムの川下に位置するデニッシュクラウンのような食

品企業が国際展開を強めていることである。例えば，5-2-6 のデニッシュクラウンのヒアリ

ングでは，「デンマークの養豚の構造変化に対応して国際戦略をとっており，外国（イギリ

ス，ポーランド等）の食肉企業，食品企業を買収し，加工食品部門を強化している」との

話があった。 

第 4 に，デンマークの農業教育・普及・研究が競争力を高めていることである。5-1 の日

本国内専門家ヒアリングでは，「知識の伝達が効率的に行われている。アグリカルチャルア

ドバイザリーサーヴィス Agricultural Advisory Service やピッグリサーチセンターPig 

Research Centre 等の組織が研究，普及を担当」との指摘があった。 

 

５-３-２ デンマーク農業が直面する課題 
ヒアリングした関係者が指摘しているデンマーク農業が直面する課題として，以下の 4

点が挙げられる。 

第 1 に，農業経営の資金繰りである。例えば，5-2-1 のデンマーク農業理事会でのヒアリ

ングでは，「リーマンショック後に農家が銀行融資を受け難くなった」，「デンマークで農業

を開始しようとすると US$300～400 万を必要とするが，銀行は貸倒れを恐れてローンを組

んでくれない」のコメントがあり，デンマークの農業経営では円滑なファイナンスが課題

となっているとみられる。4-7 の Vernooij (2011)には農業経営の財務状況が脆弱との指摘が

あったが，ヒアリングによって裏づけられた。 

第 2 に，食品産業の高い生産費や高い農地価格である。例えば，5-2-6 のデニッシュクラ

ウンでのヒアリングでは，「労働者の賃金水準はドイツ，ポーランドの 3 倍であり，デンマ

ークの養豚の競争力低下の要因になっている」，「デンマークの賃金水準は 250 クローネ/時

（5,000 円）であるが，ドイツでは 7 ユーロ/時（1,000 円程度）で労働者を雇用することが

できる」等のコメントがあった。また，5-2-1 のデンマーク農業理事会でのヒアリングでは，

「（デンマーク農業の）弱みとしては，高労賃，高地価（US$30,000/ha）」をの指摘があった。 

第 3 に，環境保全やアニマルウェルフェア等の規制強化である。例えば，5-2-1 のデンマ

ーク農業理事会でのヒアリングでは，「環境問題への対応も大きな課題」，「昨年，アニマル

ウェルフェアに関する新たな規制ができ，妊娠雌豚に対してはフリースペースの設置が義
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務付けられたが，これにはかなりの設備投資が必要であり，将来その投資が回収できるか

疑問視されている」という話があった。 

第 4 に，競合国の台頭である。例えば，5-2-1 のデンマーク農業理事会でのヒアリングで

は，「今後，価格重視の国に対する輸出において，農地が広く労賃が低い東欧諸国が有利に

なると考えられ，ヨーロッパでポテンシャルがあるのはブルガリアやルーマニア，ポーラ

ンド」，「近年，若い世代の農家の中には，西ヨーロッパでなく東欧に農地を求める動きも

出てきている」といった指摘がある。 

 

５-３-３ その他の特記事項 
ヒアリングで確認できたその他の特記事項として，以下の 3 点が挙げられる。 

第 1 に，デンマークは，世界一のミンク毛皮の輸出国である。5-2-1 のデンマーク農業理

事会でのヒアリングでは，ミンク毛皮は高価なため輸出への寄与率が高い」とのコメント

があり，3-1-1 の農産物貿易の概況で述べたように，ミンク毛皮は，農産物の輸出におけ，

デンマークが高額商品の輸出（up-market export）割合が高い国となっている背景であるとみ

られる。 

第 2 に，ミルククォータ廃止によってデンマークの酪農の生産量が増加するとみられる

ことである。5-2-1 のデンマーク農業理事会でのヒアリングでは，「デンマークの酪農家は，

ミルククォータ廃止を支持している」，「デンマークの酪農家は 600 万トンの牛乳を生産す

る能力があり，ミルククォータが廃止されれば生産量は増加するであろう」との指摘があ

った。 

 

5 章の専門家ヒアリングによって， 4 章までの内容の裏付けを得るとともに，より具体

的な詳細を把握できた。5-3-1 でまとめたように養豚・豚肉産業におけるインテグレーショ

ンや協同組合の大きな役割等，デンマーク農業の競争力の背景を 4 点確認し，5-3-2 でまと

めたように高生産費等のデンマーク農業の課題を 4 点確認した。それに加えて，5 章の専門

家ヒアリングでは，デンマークの農産物輸出における高額商品の位置づけやミルククォー

タ廃止後の展望についても情報を得られた。 
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６ まとめ 
本報告書では，おもに統計データに基づき，デンマークの農業および農産物貿易の特徴

について整理した上で，輸出面に焦点を当て，文献調査と関係者へのヒアリングを基に，

デンマークが農産物輸出において強い競争力を備えている背景について検討した。以下で

その内容を総括する。 

 

６-１ デンマークの農業と農産物貿易の特徴 
デンマークは，「2-1 デンマークの基礎条件」で述べたように，バルト海と北海に挟まれ

たユトランド半島と，その周囲の島々から成り立っている国であり，国土面積（43,094 平

方 km）は九州の面積とほぼ等しい。デンマークでは平坦な国土と北大西洋海流の影響で穏

やかな気候を活かして，養豚や酪農などの畜産が盛んに行われている。 

デンマークが畜産物を中心に大量の農産物を輸出で来ている背景として，5 億人の人口と

豊かな購買力を備えた EU 共通市場の存在がある。デンマークの近隣には陸続きでドイツ，

北海を挟んでイギリスがあり，デンマークからアクセスが容易である。また，ドイツやイ

ギリスは EU 共通市場の中で人口が多く，所得が高い国である。これらの国々との貿易は

EU 共通市場の域内貿易であるため，無関税，低い非関税障壁となり，デンマークの農産物

輸出にとって好環境となっている。 

デンマークの人口は約 550 万人であり，日本の約 1/20 に過ぎない。小国ながら，2012 年

のデンマークの 1 人あたり GDP は 56,202 ドルで，世界第 7 位と非常に豊かな国の 1 つであ

る。デンマークの主要産業は，鉱業，エネルギー産業，海運業，そして農業である。 

デンマーク農業については，「2-2 デンマーク農業」で述べたように，2010 年に国土面積

の 61.4％に相当する 264.6 万 ha が耕作に供された。デンマークの国民 1 人あたりの耕作面

積は 0.45ha/人であり，日本（0.036ha/人）の 12.5 倍である。国民 1 人あたりの耕作面積の大

きさがデンマーク農業の競争力を支えている。デンマークは同国の人口の 3 倍に相当する

1,500 万人を養うのに十分な量の食料を毎年生産し，畜産品，酪農製品を中心とした大量の

農産物を EU 諸国等へ輸出し，他国の農産物を相手に競争している（逆に，日本は食料や飼

料を自給できない農産物の純輸入国であり，日本農業は国内の市場で輸入農産物を相手に

競争している。） 

デンマークでは，豚肉，牛肉，鶏肉，乳製品のような畜産物から，伝統的な穀物や野菜

だけでなく馬鈴薯澱粉，種子等の農産物まで，多種多様な品目を生産している。デンマー

クの農業構造は近年大きく変化しており，耕種部門，畜産部門ともに農業経営数の減少と

経営規模の拡大が急速に進んでいる。 

 

６-２ デンマークが農産物輸出において強い競争力を備えている背景 
2 章から 5 章までの統計分析，文献整理，ヒアリング等を通じて確認できたデンマークが

農産物輸出において強い競争力を有している主要な背景は，①EU 共通市場の存在，②イン
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テグレーション，③協同組合組織，④品種改良，⑤農業者教育，⑥市場セグメント別のマ

ーケティング，⑦農業経営の規模拡大，食品産業の M&A，生産資源・経営資源の再配分で

ある。 

６-２-１ EU共通市場の存在 
「2-2-1 デンマークの国民経済と農業」で述べた通り，デンマークの農産物輸出の 70％は

EU 域内諸国向けである。5 億人の人口を抱える EU 域内は，アメリカ（約 3 億人）よりも

大きなマーケットである。デンマークはその巨大な EU 共通市場に加盟しており，小さい国

内市場の外で農産物の買い手を容易に見つけ，関税や非関税障壁に阻まれることなく EU 共

通市場へ輸出できる。また，EU の中で人口が多く，購買力が大きいドイツやイギリスが近

く，容易にアクセスできることも，デンマークにとって有利に働いている。デンマークの

国内市場は小さいが自国の周りに存在する EU 共通市場という巨大なマーケットへ，国境措

置に阻まれることなく農産物を容易に輸出できることが，デンマークが農産物の輸出大国

となりえた大きな背景の 1 つである。 

６-２-２ 養豚・豚肉産業のインテグレーション 
デンマークでは，養豚経営による豚の繁殖および肥育からデニッシュクラウンによる食

品加工まで垂直統合が進んでいることが，当該部門の競争力の背景の 1 つとなっている。

4-2 の Hobbs（2001）によれば，「高コストという不利にもかかわらず，デンマークの養豚・

豚肉産業が世界市場で極めて強い競争力を有するのは，その産業構造のおかげである。緊

密な垂直的および水平的な協働体制を通じて，デンマークの養豚・豚肉産業は取引費用を

削減し，効率性を高め，製品の品質を高めうる。」との指摘がある。 

６-２-３ 協同組合組織の大きな位置づけ 
デンマーク農業・食品産業において，デニッシュクラウンやアーラフーズ等の協同組合

組織が大きな位置づけを占めていることも競争力の背景の 1 つである。例えば，4-1 の

Karantininis（2007）によれば，「協同組合組織は，取引費用を削減し，知識の移転や資源の

交換を容易にし，競争力を高める」と指摘している。 

６-２-４ 品種改良による家畜の能力の向上 
豚や牛の品種改良が進み，家畜の能力が高いこともデンマークの競争力を高めている。

4-24 の新（2010）によれば，デンマークの豚は品種改良によって 1 腹あたり産仔数が多く，

産肉効率がよい品種となった。また，「2-2-3-5 酪農」で述べたように，デンマークの乳牛は

1 頭あたり搾乳量がアメリカ（9,678kg/頭），カナダ（8,699kg/頭）に次ぐ世界第 3 位（8,429kg/

頭）となっている。 

６-２-５ サンドウィッチ方式と呼ばれる農業者教育 
農業者教育もデンマーク農業の競争力を支えている。4-14 の Dethlefsen (2010)によれば，

デンマークでは実習と座学を交互に行うサンドウィッチ方式と呼ばれる農業者教育によっ

て，高い能力を備えた人材を育成している。また，農業者教育は学生の視点から非常に柔

軟に考えられており，学生の目的に合わせてスキルを向上させたり，必要ならばキャリア
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コースを変更したりするのに十分な選択肢が提供されている。 

６-２-６ 市場セグメント別のマーケティング 
デンマークの競争力の背景として，4-2 の Hobbs（2001）が指摘するように，「個々の市

場セグメントに対してそれぞれの特異なニーズに合った製品を作り出せる」ことが挙げら

れる。「３-２-２-２ デンマークの豚の輸出先と品目」で述べたように，イギリス向けには

ベーコン，ドイツ向けには生体豚，中国向けには内蔵等の副産物，日本向けには部分肉と

いうように，デンマークは輸出先によって異なった製品を輸出している。 

６-２-７ 農業経営の規模拡大，食品産業のM&A，生産資源・経営資源の再配分 
デンマークの農業経営数の減少と規模拡大や，M&A による食品産業の規模拡大も，競争

力を支えている。 

「2-2 デンマーク農業」で述べたように，デンマークでは農業の構造改善が急速に進み，

農業経営数の減少と農地面積や家畜飼養頭数等の面で農業経営の規模拡大が生じている。 

また，食品産業においても M&A による規模拡大が進んでいる。4-21 の International Dairy 

Federation（2012）によれば，デンマークの酪農協であるアーラフーズは 2010 年以降にドイ

ツ，イギリス，スウェーデンの乳業メーカーを買収合併し，国の枠を超えて事業を展開し

ている。また，豚肉についても，4-6 の Nábrádi (2008)が指摘するように，デンマーク最大手

の豚肉企業デニッシュクラウンはポーランドのソコロウに出資したり，米国子会社プラム

ローズを運営したりする等，その事業構成は世界各国に広がっている。M&A による事業規

模の拡大と同時に，デニッシュクラウンは 4-18 の agra europe (2014)で述べられているよう

に，デンマーク国内での豚と畜頭数が減少し施設の稼働率が低下したことから，デンマー

ク国内の豚肉処理施設を閉鎖する等の経営資源の再配分も行っている。デンマーク国内で

の豚と畜頭数の減少は，繁殖をデンマーク国内で行い，肥育からと畜および食肉加工をド

イツ等のデンマーク国外で行うという，養豚・豚肉産業における国際分業といえる構造が

近年構築されてきたことによる。 

 

６-３ デンマーク農業が直面する課題 
デンマーク農業は強い競争力を持っているが課題もある。主な課題は，①高い生産費，

②環境等の厳しい規制，③競合国の台頭，である。 

６-３-１ 高い生産費（人件費等） 
デンマークの 1 人あたり GDP は，「2-2-1 デンマークの国民経済と農業」で述べたように，

世界第 7 位の高さであるが，それはデンマークの人件費も高いことを意味する。「5-1 日本

国内専門家ヒアリング」では，「ドイツには最低賃金がない。デンマークには国民と移民に

同じ世界最高水準の最低賃金を設定。デンマークの高い人件費に結びつく制度」であると

の指摘があった。また，4-11 の Iversen(2006)では，デニッシュクラウンの就業者の月給がド

イツの食肉処理場の労働者の 2 倍の水準との指摘がある。このようなデンマークの高い生

産費は，農産物の価格面での競争力を低下させる要因となっている。 
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６-３-２ 厳しい動物福祉や環境等の規制 
家畜糞尿の処理やアニマルウェルフェアに関する厳しい規制が，デンマーク農業の競争

力を制限している。例えば，4-5 の Sorensen (2002)では，デンマークモデルの制限要因とし

て，環境規制，食肉処理場の処理能力，厳しい動物福祉， GMO 等のバイオテクノロジー

の利用制限，を指摘している。 

６-３-３ 競合国の台頭（ポーランド，ロシア，アメリカ等） 
広い国土を活かして容易に家畜糞尿を処理できることや，安価な労働力を利用できるこ

と等を武器に，ドイツ，ポーランド，ロシア，アメリカ等が，養豚でのデンマークの競合

国として台頭してきている。4-7 の Albert Vernooij (2011)によれば，デンマークは養豚におい

て EU のリーダーとしての地位を喪失したという。狭い国土ゆえに家畜糞尿の処理が容易で

はなく，家畜飼養頭数を大幅に拡大させることが難しいデンマークにとって，潤沢な土地

資源と低廉な労働力がある競合国との競争は今後も大きな課題の 1 つとなるだろう。 

 

６-４ 日本農業への示唆 
以上の通り，デンマークが農業の競争力を強化し，農産物の輸出大国になりえた主な要

因として，①EU 共通市場の存在，②インテグレーション，③協同組合組織，④品種改良，

⑤農業者教育，⑥市場セグメント別のマーケティング，⑦農業経営の規模拡大，食品産業

の M&A，生産資源・経営資源の再配分を指摘できる。これらのデンマークが農産物輸出で

成功できた要因と日本農業への示唆について検討する。 

第 1 に，EU 共通市場の存在についてである。国内市場が小さいデンマークは購買力のあ

るドイツ，イギリスをはじめとした大きな購買力を有する EU 諸国に囲まれている。ドイツ

等の豊かな EU 諸国がデンマークにとって農産物の最大の輸出先であり，デンマークの農産

物輸出の 70％が EU 諸国向けである。また，EU 諸国は共通市場を形成しており，デンマー

クは関税や非関税障壁に阻まれることなく農産物を輸出することが可能である（従って，

EU 域外でも EU 域内と同様の競争力をデンマーク農業が有するとは，言い切れない可能性

がある）。今後の東アジア諸国の経済発展次第では，購買力のあるマーケットが日本の隣に

出現する可能性を長期的には否定できないが，その場合も EU のように共通市場を形成して

いない東アジアへの輸出では日本が国境措置の制限を受けることも，デンマークの EU 向け

輸出にはない制約がある。 

第 2 に，インテグレーションについてである。デンマークと同様に，日本でも農業およ

び食品産業のインテグレーションは重要だと考えられ，実際に行われている。例えば，加

工原料用農産物の契約栽培等である。ただし，デニッシュクラウンやアーラフーズのよう

に農業生産から食品加工，販売まで 1 つの組織が一貫して手掛ける体制が，日本では広汎

にみられるわけではない。従って，日本が今後インテグレーションを深化させる際に，デ

ンマークの例が参考になろう。 

第 3 に，協同組合組織についてである。国民経済の多くの面で協同組合の位置づけが大



第Ⅱ部 デンマーク農業が有する競争力とその背景 
６ まとめ 

― II －126 ― 
 

きいデンマークとは異なり，日本では農業生産においては JA グループ等協同組合が重要な

役割を担っているものの，食品加工や販売においては株式会社が主要なプレーヤーとなっ

ている。デンマークに習って，日本の食品加工や販売において民間企業を協同組合へ代替

することは考えにくいし，それによって競争力の強化に帰着するかどうかも明らかでない。

ただし，日本の農業生産における協同組合の役割を検討する際には，デンマークの事例が

役立つ可能性はあろう。 

第 4 に，品種改良についてである。デンマークで改良された家畜の能力は，1 腹あたり産

仔数や 1 頭当たり搾乳量の面で，日本の家畜の能力を上回っている。より効率的な農業生

産を行う上で，日本はデンマークの国内で一本化された品種改良のシステムを参考にでき

るのではないか。ただし，日本の国土面積がデンマークよりはるかに広いこと，日本は南

北に長い国土ゆえ地域によって気候が多様であること等を考慮すると，デンマークのよう

な国内で一本化された品種改良のシステムが日本に適合的かどうか，明らかでない。また，

日本で効率的な農業生産よりも，各県・地域ごとにその土地の気候等の条件に適合した品

種を育成して，産地ブランドとして他産地との差別化を図る場合には，従来通りの各県・

地域ごとの品種改良が合理的であろう。 

第 5 に，農業者教育についてである。デンマークでは農業者として営農するには教育を

受けて資格取得が必要であり，主として農業者団体が学校を設置し，座学と実習を交互に

行うサンドウィッチ方式と呼ばれるカリキュラムに沿って，農業者に必要な資格を取得で

きる職業教育を行っている。一方，日本では，各県が農業大学校を設置し，農業者の職業

教育を行っており，農業者団体等の民間組織が設置している学校は多くない。日本とデン

マークの農業者教育の仕組みは異なるが，日本でも農業者や民間企業のアイディアを活か

した農業者教育のニーズがあるのならば，デンマークの農業者教育が参考にできるだろう。 

第 6 に，市場セグメント別のマーケティングについてである。デンマークでは，例えば

イギリスへは加工した高価なベーコンを輸出し，中国へは安価な副産物を輸出するという

ように，輸出先国によって異なる品目を輸出している。日本でも，大型のナガイモを台湾

向けに輸出し，小型のナガイモは国内消費に仕向ける等，輸出先のニーズに合わせた農産

物を輸出している例はある。日本が富裕層向けに最高品質の農産物を輸出するのみならず，

マス層向けに購買可能な価格の農産物を輸出することを通じて，農産物輸出額の増大を今

後狙うならば，セグメント別に適合した農産物を輸出していくマーケティング戦略が必要

となろう。その際に，デンマークの例が参考となるだろう。 

第 7 に，農業経営の規模拡大，食品産業の M&A，生産資源・経営資源の再配分について

である。まず，農業経営の規模拡大は，デンマークに比べて規模拡大の速さは劣るものの，

日本でも中小家畜等の部門でこれまでにも進んできた。例えば，養豚経営の 1 経営あたり

豚飼養頭数は，デンマークでは 95-99 年の 612 頭から 2009 年の 2,453 頭へ 4.0 倍に拡大した

一方，日本では 95 年の 542.2 頭から 2009 年の 1,436 頭へ 2.6 倍に拡大した（デンマークの

数値は本稿の表 2-3，日本の数値は農林水産省『ポケット農林水産統計』による）。また，
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食品産業については，多国籍に展開するアグリビジネス企業は，デンマークの企業に限ら

ず，M&A 等を通じて，事業構成を変革している。日本でも，例えば 2012 年に丸紅が米国

のガビロンを買収し，カーギルや ADM のような穀物メジャーに次ぐ穀物の取扱量となる等，

M&A による多国籍展開の事例がある。しかし，国内の食品加工に目を向けると，デンマー

クと日本では様相を異にする。デンマークの豚肉加工業界ではデニッシュクラウン，乳業・

乳製品業界ではアーラフーズが 9 割超の圧倒的な国内シェアを持つ一方で，日本の食品加

工でそのような企業は見られない。日本には，全国ブランドの大手乳業メーカーや食肉加

工メーカー以外にも，各地に中小乳業プラントや中小食肉加工メーカーが多数存在する。

デンマークのデニッシュクラウンやアーラフーズも合併を繰り返して，現在の規模に成長

したのであり，日本の食品産業が今後 M&A によって規模を拡大させようとするならば，合

併のノウハウ等についてデンマークの事例から吸収できることは少なくないだろう。 

 

６-５ 結語 
本稿では，デンマーク農業が強い競争力を持ち，大量の農産物を輸出できている要因に

ついて明らかにするために，各種の統計データの分析，既往文献の整理，専門家へのヒア

リングを通じて検討してきた。 

検討を通じて，デンマークにおいては農業の輸出依存度が高いこと，農産物輸出先は大

部分が EU 諸国であること，食品産業ではインテグレーションが深化していること，農業お

よび食品産業では協同組合の位置づけが大きいこと，品種改良によって高い能力を持った

家畜を生み出していること，サンドウィッチ方式と呼ばれる座学と実習を交互に行う農業

者教育の仕組みがあること，食品企業は M&A によって事業規模を拡大させていること，等

が明らかになった。 

日本とデンマークの川上部門の農業，川下部門の食品産業，および市場環境を対比する

と，様々な相違がある。農業については，「6-1 デンマークの農業と農産物貿易の特徴」で

述べたように，国民 1 人あたり農地面積が大きく異なる（デンマーク 0.45ha/人，日本 0.036ha/

人）。また，「6-4 日本農業への示唆」で述べたように，食品産業では企業の集中度について，

市場環境では自由貿易圏の有無について，日本とデンマークには相違がある。 

これらの相違ゆえに，日本がデンマークの農業および食品産業を大規模に模倣して競争

力をつけることは容易ではないだろう。また，仮に模倣できたとしても，日本には EU 共通

市場のような自由貿易圏がないので，どの程度農産物輸出の伸張に繋がるか明らかでない。 

ただし，食品産業におけるインテグレーションの深化，協同組合組織の役割の発揮，世

界的に評価の高いサンドウィッチ方式と呼ばれる農業者教育の仕組み，高い能力を持つ家

畜を生み出す品種改良の仕組み，食品産業の合併を通じた事業の拡大の仕組み等，幾つか

のデンマークから得られる示唆は，日本農業にとって参考となろう。 

（了） 
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