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４ 既往文献の整理 
前章までの貿易統計の分析等によって，デンマーク農業および農産物貿易の特徴を把握

した。4 章では，デンマーク農業の競争力について論じた既往文献を整理することによって，

前章までに把握した事実の裏付けを取るとともに，それらの事実の背景についても確認し，

デンマーク農業の有する競争力がどのような要因によって形成されてきたと考えられてい

るのかを把握する。今回取り上げた文献は，デンマークの協同組合組織，デンマーク食品

産業のインテグレーション，デンマークの農業教育，デンマークの R&D システム等，様々

な視点からデンマーク農業の競争力や今後の展望等について考察している。 

 

４-１ K.Karantininis（2007） 
この文献は，デンマークの豚肉産業が進化した要因として，複数の協同組合によって構

築されたネットワークを指摘している。 

 

〔抜粋和訳〕 

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

めるために，ネットワーク化を展開しているのかもしれない。デンマークの豚肉産業は協

力とネットワーク化の経路を辿って進化した。 

 
４-２ J.E.Hobbs（2001） 
この文献は，デンマークが豚肉の輸出で成功した要因として豚肉産業のインテグレーシ

ョン構造や協同組合という組織形態等を挙げ，説明している。 

 

〔抜粋和訳〕 

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。また，同産業は，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。 

 

デンマークの養豚・豚肉産業を構成する組織が協同組合であることにより，繁殖，肥育，

と畜，加工といった多様な段階間で情報の流れを円滑にするのに必要な垂直的なサプライ

チェーン関係を容易に構築できる。 

 

４-３ G. Selva（2005） 
この文献は，デンマークの豚肉産業においてフードシステムの川下へのインテグレーシ

ョンが行われ，その結果競合国と差別化する商品を提供でき，強い競争力を持ちえたこと
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を説明している。 

 

〔抜粋和訳〕 

養豚・豚肉産業で競争力があることは，ライバルよりも高品質の製品を同価格で供給で

きることを意味する。デンマークの養豚・豚肉産業はこの水準の強い競争力を，主として

フードシステムの川下への垂直統合によって実現させた。 

 

４-４ H.O.Hansen, et al.（2011） 
この文献は，デンマーク豚肉産業で行われてきた M&A を通じた大規模化が，市場でのシ

ェアを高め，強い競争力に結びついたとしている。 

 

〔抜粋和訳〕 

合併と集中を通じた養豚・豚肉産業の構造再編が企業の競争力を劇的に高めた。幾多の

合併を経てデンマークの養豚・豚肉企業は市場で大きなシェアを握るに至り，マーケット

パワー（購買力/販売力）が強化された。 

 

４-５ Per E. Sorensen (2002)  
この文献は，The Institute for Spatial Analysis and Planning in Areas of Intensive Agriculture に

よって 2002 年にドイツのフェヒタ大学（University of Vechta）で行われたワークショップ資

料に所収されており，デンマークの豚肉産業の戦略について説明している。 

 

〔抜粋和訳〕 

デンマークモデルの強み 

○ 垂直統合，協同組合組織 

養豚経営と食肉処理業者の利害が一致 

両者に利益のある価格への最適化 

価格の変動が少ない 

○ 大量の輸出 

国内市場に依存しない構造 

8 割超を世界各国に輸出 

市場のミックスが価格を安定化させる 

○ 効率的な農業経営の規模拡大 

規模を拡大しているのは最も効率的な 20-25％程度の農業経営 

 

デンマークモデルの制限要因 

○ 環境規制 
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○ 食肉処理場の処理能力 

○ 厳しい動物福祉 

○ 遺伝子組み換え生物（GMO）等のバイオテクノロジーの利用制限 

 

競争力強化 

○ 品質向上 

消費者のニーズに合った品質 

バラつきの少ない品質 

食の安全 

消費者との対話 

○ コスト削減 

生産量の最適化 

食肉処理の自動化 

品揃えの単純化＝少品目大量生産 

○ これらの競争力強化を続けたとしてもカナダ，米国との競争はかなり厳しい 

 

デンマークの戦略 

○ 豚肉生産 

2003 年までに年間 2,500 万頭の生産を目指す 

部分肉（cuts for further processing）輸出が最重点，豚肉加工品の輸出も増やす 

○ 輸出先 

EU 共通市場向けが 2/3，それ以外が 1/3 

EU 共通市場ではドイツ，英国，それ以外では日本，ロシア，韓国 

○ マーケティング 

デンマーク産豚肉に対する良いイメージを醸成 

 

４-６ Andrea Bartha-András Nábrádi (2008)  
この文献はハンガリーの豚肉生産と競合国の動向について分析しており，デンマークの

豚肉産業についても詳しく言及されている。デンマークの強みは母豚 1 腹あたり産仔数等

であり，弱みは高い生産費等であるという。 

 

〔抜粋和訳〕 

2.豚肉の貿易 

EU 諸国は域外から豚を調達していない。しかし，域内貿易は非常に重要である。2005 年

にフランスはスペインから生きている豚の輸入を増やした。ドイツはオランダに代えてデ

ンマーク，チェコから生きている豚を輸入した。これらの豚は輸入された後で食肉処理さ
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れる。ポーランドはオランダとドイツから仔豚を輸入した。 

 

5.デンマーク 

デンマークの豚肉産業は世界最大の豚肉輸出国である。デンマークは世界の豚肉輸出の

17％，豚飼養頭数の 2％を占める。デンマークで生産された豚の 85％が輸出される。価値

数量および品質に関する世界市場の需要にマッチした付加価値と柔軟性は，デンマークの

成功の基礎である。デンマークの労働費は世界で最も高い。そのためデニッシュクラウン

は最終消費市場で製品を完成させるようになった。最終消費市場は英国，ドイツ，ポーラ

ンド，米国を含む。デニッシュクラウンは米国で 3 カ所の豚肉ベーコン加工工場を運営し

ている。デンマークの豚肉産業にとっての課題は，イノベーション，自動化によって費用

を削減すること，ポーランドや東欧のような外国の加工市場に参入することである。 

デンマークの養豚の強みと弱みは以下のようにまとめられる。 

デンマークの養豚の強みは，繁殖豚 1 頭当たりの産仔数が多いこと，繁殖豚 1 頭当たり

の食肉処理に至るまで肥育できる豚の数が多いこと，飼料効率が良いこと，肥育にかかる

時間が短いこと，出荷時に高い収入を得られること，である。デンマーク養豚弱みは，離

乳期間の死亡率が高いこと，繁殖豚 1 頭あたり豚舎 1 棟あたりの生産費が高いこと，であ

る。デンマークは長年に渡って最大の豚肉輸出国であり，豚の生産頭数は 2,500 万頭に達し

た（2007 年）。 

デニッシュクラウンは巨大企業である。デニッシュクラウン の売上は 65 億ユーロであ

り，同社は 25,000 人の労働者を雇用している。デニッシュクラウングループは，本社と多

数の子会社（チューリップ（Tulip）,ソコロウ（Sokolow）,プラムローズ（Plumrose）, ダッ

ト・シャウブ（Dat-Schaub）等）からなる。デニッシュクラウングループは，2005/2006 年

度に 2,100 万頭の豚と 4,000 頭の牛を処理した。英国ではチューリップとしてよく知られて

おり，売上の上では，英国がデニッシュクラウンの最大のマーケットであり，デニッシュ

クラウングループは英国内で 19 工場を運営している。 

またデニッシュクラウンは明らかに東欧に目を向けている。ポーランドの 1 人あたり年

間豚肉消費量は最近 50kg を超えた。それは EU15 カ国の 2 倍である。新しく EU に加盟し

た国々の多くは伝統的に豚肉および豚肉製品を多く食べる。この先，生活水準が向上する

と，さらに豚肉消費量が伸びる可能性がある。これらの国々は部分肉セクターと大きな人

口を持つ。デニッシュクラウンは大きな人口等を好ましい指標とみている。デニッシュク

ラウンはポーランドとの関係強化に大きな関心を持っている。 

ソコロウはポーランドで 2 番目に大きい企業である。5,000 人を雇用し，7 カ所の工場で

豚と牛を処理している。ソコロウの半分はデニッシュクラウンが所有しており，残りの半

分はフィンランド企業のエイチケールオカタロ（HK Ruokatalo）が所有している。デニッシ

ュクラウンはデンマークの技術をポーランドへ導入した。ポーランドの低い労働費を活か

して，デニッシュクラウンは脱骨工程をデンマークからソコロウの工場へと移転した。最
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終的にはデンマーク，英国等に残るのはカット工程のみとなる可能性もある。 

スミスフィールド（Smith Field）はデニッシュクラウンのライバルである。スミスフィー

ルド は世界で 2,800 万頭を処理しており，デニッシュクラウンは 2,000 万頭を処理してい

る。両者ともポーランドへ投資している。豚肉業界に詳しいヨハンソン氏は，労働費が高

いけれども，デニッシュクラウンは生き残り，競争力を維持すると強く主張している。「最

大の問題は小売企業の脅威である」ということは，英国の大規模スーパーとの取引へ参入

する際の競争の激しさから明白である。 

 

7.結論 

デンマーク 

可能性： 

デンマークの養豚で生産効率が向上し，費用が減少する可能性がある。現時点までに，

糞尿の散布上限が農地 1ha あたり 140kg に規制されている。さらに，繁殖豚の飼育方法の転

換（拘束→自由）によって養豚の多くが変わる。 

脅威： 

地代が上昇しており，（デニッシュクラウンの）所有者（＝株主＝生産者）は資本収益の

拡大を要請する。所有者の要請はデンマーク養豚の競争力に多大な影響を及ぼす。生産効

率の向上を相殺してしまう。デンマーク養豚は環境規制の強化に直面しており，生産費が

上昇するとともに生産量が制約される。 

展開： 

費用の水準と上で述べた事柄を基礎として，デンマーク養豚は今後五年間程度わずかに

増加するとみられる。 

 

４-７ Albert Vernooij (2011)  
この文献はデンマークを含む EU の主要豚肉生産国における養豚の現状と展望について

述べている。著者はオランダにあるラボバンクで農業を担当するエコノミストである。著

者によれば，デンマークの豚肉産業は 2005 年前後に為替変動と環境規制によって EU のリ

ーダーとしての地位を喪失し，豚肉の輸出が伸び悩む一方で肥育用の仔豚の輸出が増加し

ている。 

 

〔抜粋和訳〕 

デンマークでは，環境面での制約と豚肉産業が競争力のある価格を国内で設定できない

という事実によって，（生きている）仔豚と肥育豚の輸出が伸びた一方で，豚肉の輸出が減

少した。 

豚肉生産の増加圧力が最も強くなるとみられる国は，中欧・東欧の EU 加盟国，デンマー

ク，フランス，北欧の EU 加盟国（スウェーデン，フィンランド）である。 
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デンマークの豚肉産業は生産圧力にさらされ続ける見込み 

EU の北西部で，ドイツ，デンマーク，オランダの市場が，ドイツの生体豚・仔豚の輸入

への依存と，デンマークとオランダの豚肉産業が行ったドイツの豚肉加工設備への投資に

よって，徐々に 1 つの市場となっていくだろう。 

デンマークの豚肉産業は 2005年前後にEUでのリーダーの地位を失った。地位の喪失は，

ユーロとリンクしたデンマーククローネの価格がドルに対して上昇した為替の変動と，生

きた仔豚の生産により高いリターンをもたらした環境面での制約によるものである。デン

マークの豚肉産業はドイツと比べて競争力のある価格を（生産者に）支払えなかった。そ

のため，デンマーク国内でのと畜頭数が▲120 万頭減少する一方，仔豚の輸出が 400 万頭，

肥育豚の輸出が 50 万頭増加する結果となった。 

今後も，肥育豚の生産頭数を犠牲にして，デンマークの仔豚輸出は低い増加率ながらも

増加し続けるだろう。デンマークの農業経営の弱い財務状況と家畜生産と糞尿処理用の土

地の極めて重要な関係によって，仔豚生産を選好する状況が続くだろう。 

 

４-８ Peter van Horne and Robert Hoste (2007)  
この文献は品目別に EU の食品産業の国別競争力について分析している。顕示比較優位指

数（RCA 指数）でみたデンマークの競争力は強いものの，近年では競争力が低下傾向にあ

ると論じている。 

 

〔抜粋和訳〕 

概要（4.2.1） 

 EU の食肉産業の競争力は弱い。飼料費や労働費等の投入財価格の安いブラジルやアルゼ

ンチンのような国々の競争力が強い。EU の食肉産業は高関税，輸入割当，衛生基準等の貿

易障壁によって保護されている。 

 

イントロダクション（4.2.2） 

競争力：バラッサ指数と付加価値の割合 

 各国の中でデンマークのバラッサ指数が最も高い（98 年 8.9→04 年 8.3）。デンマークは

食肉の輸出に特化しているが，近年では重要性は低下している（バラッサ指数の年増加率

▲1.1％）。 
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主要製品の詳細 

 豚肉ではベーコンが主要製品である。ベーコンは体重が中程度から軽量の豚を原料とす

る。ベーコンはデンマークとオランダの食肉産業によって主に供給される。 

 

ビジネスのパフォーマンスと競争力の過程（4.2.4） 

市場の動向と国際化 

 世界の大手食肉企業ランキング。デニッシュクラウンは第 5 位。（第 1 位はタイソンフー

ズ，第 3 位が日本ハム） 

 

 

国・地域 96-98年 02-04年 年間増加率％

EU-25 1.3 1.2 -0.4
EU-15 1.3 1.2 -0.0
EU-15以外のEU諸国 0.6 0.5 -3.2
米国 1.2 1.1 -1.0
オランダ 3 2.8 -0.7
ブラジル 3.4 7.7 14.8
デンマーク 8.9 8.3 -1.1
ドイツ 0.5 0.7 6.8
オーストラリア 4.7 6.5 5.5
フランス 1.6 1.3 -3.0
カナダ 0.9 1.5 9.1
ベルギー・ルクセンブルク 1.9 1.5 -3.7
ニュージーランド 14.7 19.4 4.8
アイルランド 3.3 2.9 -2.5
スペイン 1.2 1.6 5.1
中国 0.8 0.4 -10.4

表4.2.3　RCA指数（96-98年，02-04年）と年間増加率

順位 企業名 所在国

1 タイソンフーズ 米国，メキシコ，中国

2 カーギル 米国，英国，オランダ，仏国，ブラジル

3 日本ハム 日本，中国，豪州

4 スミスフィールド 米国，ポーランド，ルーマニア，仏国，スペイン

5 デニッシュクラウン デンマーク，英国，米国，独国

6 フィヨンフードグループ オランダ，独国

7 スウィフトアンドコーポレーシ 米国，豪州

8 ピルグリムズプライド 米国，メキシコ

9 サラリーフーズ 米国，スペイン，ポーランド，オランダ，ベルギ

10 ホーメルフーズ 米国

表4.2.5　世界食肉企業ランキング
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豚肉加工企業 

 豚肉加工の主要企業はデニッシュクラウンであり，EU25 カ国における豚処理頭数の 10％

を占める。同社は近年 M&A（合併と買収）を盛んに実施している。04 年には英国のフラッ

グシップ（Flagship），ポーランドのソコロウ，フィンランドのエイチケールオカタロを合併

した。 

 

牛肉加工企業 

 デンマークではデニッシュクラウンが豚肉加工で支配的な地位にあるが，同社はデンマ

ークの主要な牛処理企業でもあり，欧州の牛肉産業の 1％を占める。 

 

潜在的競争力（4.2.5） 

欧州各国の競争力 

 EU 諸国のうち競争力の強い国はスペイン，イタリア，オランダである。デンマーク，ド

イツ，フランスは寧ろ弱い（表 4.2.17）。 
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４-９ Statistics Denmark (2013)  
この文献は，デンマーク統計局が産業分野別に動向を整理した年次刊行物である。農業

については，生産構造の変化と農産物貿易の現状等について記述している。 

 

〔抜粋和訳〕 

デンマーク経済に占める農業の重要性は縮小 

他産業が伸びるにつれて国民経済に占める農業の割合は低下。雇用等の点で経済に占め

る農業の相対的な重要性は縮小したが，農業生産は数量，金額ともに拡大している。農産

物は引き続き重要な輸出品目。特に豚肉は最重要品目。 

 

デンマークの農業構造―農場数の減少と規模拡大― 

長年に渡って農場数は年々減少。5ha 以上の農場数は 2011 年に 40,700 農場。20 年で 50％

減少。デンマークの農場の平均面積は 65ha で，EU 平均を上回る。 

とはいえ，農場数に占める 30ha 未満の小規模農場の割合は 2011 年 55％（1991 年 58％）

と高い。30ha 以上 75ha 未満の中規模農場の割合は 2011 年 20％（1991 年 32％）。75ha 以上

の大規模農場の割合は 2011 年 25％（1991 年 10％）。 

 

作物別の農業地域 

人間の食料用および家畜の飼料用の作物がその作物の生産に適した耕地で生産されてい

る。穀物は農地の 57％で作付けられている最も重要な作物である。 

 
農地の過半が穀物生産に供される一方で，20-30％の農地が家畜飼料用の牧草生産に供さ

れる。1990 年以降，牧草生産面積が拡大したのとほぼ同じくらい，球根・根塊生産面積は

縮小した。飼料ビートが飼料トウモロコシに置き換わったため。 
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温室では花，野菜，キノコ等が生産される。デンマークの温室面積は約 500ha。 

 

耕種 

作物は①食用作物，②加工原料用作物，③飼料用作物に分けられる。食用作物は，食用

馬鈴薯，果実，ベリー類，野菜。加工原料用作物は，澱原馬鈴薯，シュガービート，一部

の穀物，工業用種子（油糧種子等？）。飼料用作物は，豚飼料用穀物，牛飼料用牧草。 

 

畜産 

1960 年代以降，複合経営の割合が低下する一方，単一経営の割合が上昇。1968 年には農

業経営の 70％が牛または豚を飼育していたが，2011 年には農業経営の 60％近くが牛も豚の

飼育していない。 

 

養豚が最重要部門 

畜産経営数は減少したが，家畜飼養頭数は減少せず。 

豚飼養頭数は 1980 年の 1,000 万頭から 2011 年の 1,200 万頭へ増加。同期間に 1 農場当た

りの平均飼養頭数は 150 頭から 2,800 頭へ増加。 

養豚経営の平均飼養頭数が増加するとともに，経営の効率化が進んだ。経営の効率化は

デンマーク農業の重要な要素である。 

世界の中でデンマークは豚肉の主要輸出国の 1 つである。 
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酪農 

畜産の中で養豚に次ぐ第 2 の生産額があるのが酪農である。1980 年代半ばから生乳生産

量は EU ミルククォータによって決められた。1980 年代半ばと比べて 2011 年の乳牛の数は

1/3 へ減少した。 

しかし，乳牛 1 頭当たり搾乳量が増加したので，デンマークの生乳生産量は 50 億 kg を

維持している。近年，オーガニックの生乳が乳業プラントへの供給量の 10％を占めている。 

 

農業の産出額等 

豚肉価格が変動するため，農業の付加価値額は毎年変動する。豚肉はデンマーク農業に

とって最も重要な品目であり，また輸出品目でもある。2010 年は乳価の上昇によって農業
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の付加価値額は改善した。 

フランス，イタリア，スペインの農業産出額は，EU 全体の農業産出額の 15-20％を占め

る。一方，デンマークの農業産出額は 2％に過ぎない。EU 全体の農業従事者に占めるデン

マークの農業従事者の割合は 0.5％。 

デンマークは 4,000 億 DKK の保証基金から EU の農業補助金の 2％を受給している。 

 

資本構成，負債，利払い 

2010年における農業の総固定資本は 740億DKKであり，2009年よりも 10億円減少した。

総固定資本の約半分は機械設備の更新に費やされ，残りは建物と土壌改良に費やされた。 

2010 年に減価償却費は 880 億 DKK だった。 

2010 年末に農業経営の負債は 3550 億 DKK であり，数年間増加してきている。 

2010 年の利払いは 1,110 億 DKK であり，2008 年，2009 年より減少したものの高水準で

ある。 

 

オーガニック農場は 7％ 

2011 年の農場数に占めるオーガニックの割合は 7％。農地に占めるオーガニックの割合は

6％。 

 

４-１０ K. J. Poppe et al. (2012) 
この文献は，オランダのワーヘニンゲン大学の研究者らの共著で EU の農業協同組合につ

いて国別および品目別に論じたものである。デンマークに関係する部分を和訳した。デン

マーク経済および農業に占める協同組合の重要性を指摘している。 

 

〔抜粋和訳〕 

デンマーク 

デンマークは DNA（遺伝子）に協同組合の性質を持っているようだ。19 世紀末の 20 年

間，デンマークでは大きな変化が起こった。農地の囲い込み，新大陸での耕作，安価な穀

物の世界市場への氾濫によって，デンマークは穀物生産から外国市場（特に英国）向けの

バターやベーコンを生産する畜産へ転換せざるをえなかった。協同組合の設立はこの転換

において決定的な役割を果たし，それ以来協同組合はデンマーク農業においてゆるぎない

地位を確立した。酪農と豚肉において協同組合は支配的な地位を持っている。アーラフー

ズとデニッシュクラウンは国際的に事業を展開し知名度が高い。 

興味深いことに，デンマークには協同組合法がない。統制の仕組みは協同組合ごとに非

常に多様である。それぞれの協同組合の定款が内部統制の構造を決めている。基本的に協

同組合の原理は 1 人 1 票制である。協同組合の規模とフードチェーンにおける協同組合の

役割が内部統制の方法に影響する。大規模な協同組合では，統制の構造は取締役を選任す
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る代表者会議からなる。代表者会議のメンバーは地域の会議で選出され，異なる品目グル

ープから選出された代表者に関するルールもある。デンマークの協同組合に関する別の特

徴は，特に穀物や資材供給の協同組合でみられる子会社の複雑な構造である。大きな問題

の 1 つは，多額の資本が蓄積され，組合員以外の投資家から関心を集めることである。こ

れまでのところ，アーラフーズやデニッシュクラウンは組合員以外の投資家の資本を幾ら

か受け入れているけれども，デンマークの協同組合は協同組合という形態を維持してきた。 

 

酪農 

酪農部門の販売協同組合は市場で強い競争力を持つ。酪農協同組合は食品のサプライチ

ェーンの殆どすべての段階において事業を行っている。協同組合は組合員から生乳を集め，

加工し，自らのブランドもしくは PB ブランドの製品を生産し，小売企業へ直接販売してい

る。酪農部門の 3 大企業は営利企業（ネスレ,ダノン,ラクタリス）だが，それに次ぐ 4 つの

企業は協同組合（フリースランドカンピーナ,アーラフーズ,ディーエムケー,ソディアル）で

ある。酪農部門では幾つかの国を跨いだ国際的な協同組合が事業を展開している。 

欧州の酪農協のパフォーマンスは非常に良い。13のEU諸国で酪農協は市場シェアの50％

超を占める。例外は幾つかの小規模生産者（ポルトガル，マルタ，スロヴァキア）である。

スカンジナビア諸国（スウェーデン，デンマーク，フィンランド），アイルランド，オース

トリアでは酪農協のシェアは 90％を超える。EU 諸国の酪農協の平均市場シェアは 57％で

ある。地域における協同組合の市場シェアは地域の乳価を決める重要な要素である。 
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農業者の協同組合組織は生乳の製品特性と絶えず変動している農産物市場の両方によっ

て説明される。生乳生産は多額の設備投資と適切な技術開発を必要とする。設備投資は非

常に資産集約的なもので，それゆえ設備投資は生乳生産者を酪農加工企業による事後のご

都合主義的な行動に対して弱くさせる。自らの投資を守るために，農業者は酪農協を組織

し，酪農協を通じて農業者はマーケットへアクセスできるようになった。さらに，生乳は

非常に腐り易く，衛生管理が難しい。また，生乳は比較的重量が重い商品であり，農業者

は輸送，加工，品質管理への集合的な投資によって利益を得る。歴史的に，チーズやバタ

ーの製造が農場から工場へと移行した時期に，蒸気機関によって規模の効率性を実現する

ために，酪農協の設立が進んだ。乳製品業界では個人企業も事業を営んでいたが，それら

の企業は協同組合によって競争力を失った。 

ほとんどすべての EU 加盟国で，2000 年からの 10 年間に協同組合の市場シェアは上昇し

た。半分近くの酪農協（特にアイルランド，フランス，ポルトガル，チェコ）は農業生産

資材を組合員へ供給している。約 20％の酪農協は組合員へ与信を行っている。酪農協の 25％

超（エストニア，スペイン，スロヴァキア，ルーマニア）が自ら生乳を生産している。欧

州の北西地域では，生乳は個人の農場で生産される一方で，酪農協が加工と販売を担当し

ている。 

明らかに，それぞれの酪農協は様々な戦略を持っている。6 割の酪農協は差別化戦略を採

用し，4 割の酪農協は価格戦略を採用している。まとめると，西欧の協同組合はしばしば差

別化戦略を追求する一方で，多くの EU 新加盟国はノーブランドの低価格商品に戦略の重点

を置く。本稿で調査したすべての大規模酪農協は M&A によって成長する計画を持っている。 

酪農協の売上が大きくなるほど，取締役会にプロの経営者が入るようになる。下位半分

の酪農協では 8％しかプロの経営者が取締役会にいないが，上位半分の酪農協ではその割合

が 26％となる。酪農協はしばしば自身が持ち株会社となり，事業会社をその傘下に置く。

約 1/5 の酪農協が生産グループを用いている。大規模の酪農協で生産グループはよくみられ

る。大規模な酪農協は多様な製品構成を持つが，製品ごとに自らの利益を代表すのは組合

員であることを確認したいのかもしれない。他の業界に比べて，酪農協は子会社を活用す

る。約 1/4 の酪農協が子会社を持つが，他業界の協同組合で子会社を持つのは 7-14％に過ぎ

ない。上位半分の酪農協では 30％が子会社を持つ。他業界と比較して，酪農協と組合員は

緊密な関係を保ち，非組合員と取引を行っていない酪農協の割合は高い。 

大規模酪農協では 60％近くが重量加算を支払っているが，小規模酪農協では 20％に過ぎ

ない。大規模酪農協はまた費用政策を差異化しがちだ。大規模酪農協は多様な製品を製造

しており，差別化できる質の生乳を受容しているからだ。 

酪農部門へ影響を与える政策は膨大で，国ごとにある。いずれの政策もそれのみでは協

同組合の成功や失敗を説明できない。酪農の環境面での制度であるクォータは非常に影響

力が強い制度である。2015 年のクォータ廃止によって，酪農協は株式会社が用いている配

送の権利に似ている契約規定を導入することが必要である。別の選択肢は製品の水準を管
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理するために開かれた組合員政策を止めることだ。両方の代替案は伝統的な協同組合の原

理から逸脱している。 

2010 年後半に EU の「生乳パッケージ」が提案された。酪農業界に関して独占の規制（国

内シェア 33％，EU シェア 3.5％）が検討された。議論の過程で協同組合の役割が称賛され，

しばしば疑問視された。しかし，酪農業界の合併に関する規模規制は要注意と考えられた。

それは M&A が酪農協の発展に重要だからだ。 

 

豚肉 

欧州の豚肉市場は高度に統合されている。それは欧州の豚肉市場が世界市場と密接に結

びついているからだ。それゆえ世界市場の構造と動向が欧州の豚肉市場に影響を及ぼす。

EU の豚肉生産量は消費量を 1 割上回る。豚肉の主要輸出国はドイツ．デンマーク，オラン

ダ，ベルギーである。主要な輸出先はアジアである。アジアにおいて EU 諸国は生産費の低

い米国，カナダ，ブラジル等の国と競争している。 

豚肉生産には価格の変動とそれに対する敏感な反応という特徴があるので，生産者は協

同組合を組織したいと考えている。しかし，酪農や果樹，野菜等の部門と比較すると，豚

肉部門での協同組合の市場シェアは大分低い。また，EU には多様な協同組合がある。北欧

の協同組合は通常規模が大きく，豚を集荷するのに加えて，食肉処理や畜産加工品の製造

も手掛けている。南欧では，規模の大きい協同組合だけでなく，多数の規模の小さい協同

組合も存在し，生体豚を地域の小さな食肉処理場や精肉店に販売している。 

各国の豚肉市場で協同組合が支配的な地位にあるのは，欧州諸国のうちデンマーク（デ

ニッシュクラウン），フィンランド，スウェーデン（エイチケースキャン（HKScan）），マル

タ，フランスの 5 カ国だけである。またフィヨンは農業者組織に所有され管理されている

会社であり，オランダとドイツの豚肉産業でのキープレーヤーである。他の国々の中では

ベルギー，チェコ，ドイツ，ハンガリー，スペイン，オーストリア，イタリアで，協同組

合が一定のシェアを持つ。多くの東欧諸国で，国際企業と協同組合の役割が重要になって

いる。（例えばポーランドのエイチケースキャン） 

豚肉部門の協同組合はフードチェーンのほぼ全ての段階に関わっており，輸送と保管か

ら 1 次・2 次加工，ブランド製品のマーケティング，卸売と小売に至るまで手掛けている。

東欧では協同組合が養豚で重要な役割を果たしている。コストリーダーシップが重要であ

り，ブランディングの重要性は小さいというコモディティの性格が豚肉で確認できる。 

余剰の確保に加えて，30％の協同組合は組合員からの十分な資本の拠出を必要とする。

協同組合の 70％は入会金のみを課す。入会金の額は様々であり，場合によっては入会金は

協同組合のサービスの利用と結び付けられている。 

豚肉の協同組合の過半が非組合員とも取引を行っている。酪農や果樹・野菜部門とは対

照的に，豚肉部門の協同組合では員外取引が非常に重要である。非組合員による取引が

10-50％を占めている。 
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（酪農協のように経済学的に実証できていないけれども，）豚肉の協同組合の形態が競争

力を保つ障害であるようにはみえない。また，協同組合という形態が特別な有利性（特に

加工段階以外において）を持っているわけでもない。多様な連合あるいはハイブリッドな

協同組合構造の併存が，それ（障害も有利性もないこと）を示唆している。株式市場に上

場しているエイチケースキャン，アトリア（Atria），フィヨン等の事例のように，そのよう

なモデルは今後より多く出てくるかもしれない。 

豚肉部門における協同組合のパフォーマンスは国ごとに大きな違いがある。（環境，動物

福祉，疾病管理の法律を含む）多くの法制度が重要であるが，法制度は協同組合と株式会

社で事業実績の違いを殆どもたらさない。だから，ある国において他の国よりも協同組合

の役割を大きくなった根拠が法制度にあるわけではないと結論付けられる。協同組合の市

場シェアの違いは，協同組合と関連組織の歴史的進化によって説明できそうである。 

 

 

４-１１ Jonas Svava Iversen  (2006) 
この文献はデンマーク最大の豚肉企業であるデニッシュクラウンに関するケーススタデ

ィである。デニッシュクラウンの概要，顧客，経営戦略等について網羅的に論じている。

同文献によれば，デニッシュクラウンは，と畜，脱骨，部分肉へのカット，内臓の洗浄，

畜産製品への加工等の全工程をデンマーク国内の自社で行っているわけではない。デンマ
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ークでは高い人件費を削減するために食肉処理ラインの機械化が進んでいるが，内臓の洗

浄は機械化できず，低賃金の労働力を利用できる中国へアウトソーシングしている。外国

へのアウトソーシングを含めた食肉処理工程の最適化を図ってきたことが，デニッシュク

ラウンの強さとなっている。その一方で，デニッシュクラウンは高い人件費をコントロー

ルし，生産費の低い新興国との競争に対応していくことが課題である。 

 

〔和訳〕 

会社概要 

デニッシュクラウンは肉製品（豚・牛）に特化した国際的な食品企業である。デニッシ

ュクラウンはデンマーク国内の処理頭数の 9 割に相当する年間 22 万頭の豚を処理しており，

欧州では最大の，世界では第 2 位の企業である。 

デニッシュクラウングループの売上高は約 65億ユーロであり，37億ユーロが輸出である。

これはデンマークの輸出総額の 6％に相当し，デンマークの農産物輸出額の 56％に相当す

る。 

デニッシュクラウングループは 28,500 人を雇用している。そのうち 11,000 人は親会社に

雇用され，残りは子会社に雇用されている。売上高の多くは子会社によるものであり，子

会社には様々な商品を扱う販売会社だけでなく製造会社もある。子会社は全て独立してい

るが，扱う商品はグループ内で戦略的に調整されている。 

米国子会社プラムローズを除いて，デンマーク産の原材料から商品が製造されている。

アメリカの商品はアメリカ産の原材料を用いて製造される。アメリカ国内でプラムローズ

以外のデニッシュクラウングループの商品は，デニッシュクラウン USA（デニッシュクラ

ウンブランドのフレッシュミートを販売）とマジェスティ（Majesty，チューリップブラン

ドのポークランチョンミートを販売）が取り扱っている。 

デニッシュクラウンは組合員（農業者）と労働者の代表から委員会の代議員と取締役会

の取締役が選出され運営に当たる協同組合組織である。代議員は 325 名であり，取締役は

22 名である。 

このケーススタディはデンマーク国内におけるデニッシュクラウンの事業に焦点を当て

る。というのは，デニッシュクラウン は激しい価格競争に直面しているが，デニッシュク

ラウンの最近の成長はデニッシュクラウンが採用したデンマーク国内で商品の大部分を製

造し続けるという戦略が正しいことを示しているからだ。 

 

商品と顧客 

デニッシュクラウンはグループの親会社と子会社で以下のような商品とマーケットを扱

う。 

○ フレッシュミート部門は，豚と牛のと畜と，肉販売業者・国内外の小売チェーン

への卸売を行う。フレッシュミートは 04-05 年のグループ売上高の 52％（47％が
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豚，5％が牛）を占める。 

○ 加工部門は，肉加工品の製造と，世界中の小売業とフードサービス業への肉加工

品の販売を行う。加工部門は 04-05 年のグループ売上高の 33％を占める。 

○ 販売部門は，世界の多くの地域へ向けに世界中の子会社のネットワークを通じて

（デニッシュクラウングループの商品を含む）肉と肉製品の流通と販売を行う。

販売会社は 04-05 年のグループ売上高の 10％を占める。 

最後に，売上高の残り 6％は，これまでに述べていないその他事業に由来する。例えば，

スパイス，香料，食品添加物等を北欧および東欧の食品産業に供給している SKF Food 等が

その他事業に含まれる。 

 

市場のダイナミクスと会社の変化 

生産の効率性と製品の価値が会社の競争力を左右する。 

生産の効率性は，どのくらいの生産費でどの程度の品質の製品を製造できるかというこ

とを決める生産ラインに関係する。 

製品の価値は，顧客の支払意志額が幾らであるか，また会社が顧客の支払意志額を幾ら

高められるかに関係する。 

デニッシュクラウンは以下の各点を踏まえて戦略を決める。 

 
情報伝達技術 ICT 

食肉部門の生産，処理，流通で情報伝達技術 ICT は非常に重要である。食肉処理場と食

肉加工場の効率性と柔軟性は情報伝達技術 ICT によって非常に向上する。機械化，複雑な

生産管理システム，流通，在庫等の面で情報伝達技術 ICT が寄与する。 
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さらに情報伝達技術 ICT はトレーサビリティの面で重要である。バーコードや RFID（IC

タグ）等を利用して農場から食卓までのトレーサビリティを実現した。 

情報伝達技術 ICT の利用によってデニッシュクラウンは戦略的な目的を達した。食肉で

は世界的に単純な価格競争が行われているが，それは他国の食肉企業よりもデニッシュク

ラウンにとって望ましい状況ではない。単純労働者の高い最低賃金，高い税金，環境やア

ニマルフェルウェア等によって，デニッシュクラウンは生産の効率向上と革新を通じたコ

スト削減圧力にさらされているからである。デニッシュクラウンは少数の非常にハイテク

な生産拠点への集約と一部業務の海外移転によって，コスト削減圧力に対応した。 

デニッシュクラウンは，新鮮な食肉を低賃金の国々の製品と十分に競争できる価格で製

造するために，高い効率性を維持できる新技術への投資を行ってきた。2005 年に世界最先

端の設備を持った生産拠点をホーセンス（Hoesens）にデニッシュクラウンは開設した。 

ホーセンスの生産拠点は週に 77,000 頭の豚を処理でき，約 1,300 人の従業員が勤務して

いる。この生産拠点用にデンマーク食肉研究所と協力して開発した特注の多くの機械が稼

働している。機械と作業工程は効率性を高めるだけでなく，また厳しい身体的反復労働を

最小化するようにデザインされている。 

 

消費者の嗜好 

消費者の嗜好の変化を常に把握するのは難しい。消費者の嗜好はデンマークと日本とで

は需要するものが異なるように市場によって様々である。需要の世界的な傾向は確かにあ

るものの，それが市場環境に与える影響を把握できるデータに乏しい。 

しかし，デニッシュクラウンは簡便化志向（高品質の加工済み食品等），有機食品，持続

可能な生産，食の安全に関する需要の高まりを重要だと考えている。 

デニッシュクラウンはこのような需要に関心がある。というのは，先進的な生産拠点で

は消費者が今後欲しいと思う新製品を生産できるからだ。開発した新製品は，価格だけの

競争ではない新たな市場を開拓できる可能性がある。 

 

小売企業の合併 

最近 10 年間で小売企業の合併が進み，バリューチェーンでの主導権が小売セクターへ移

った。ウォルマート，テスコ，カルフール，ロイヤルアホールドのような小売企業は，（バ

リューチェーンの川上に対して）大量仕入れを背景とした非常に低い納入価格の要求，プ

ライベートブランドの開発，独自の配送設備の要求ができる地位を手に入れた。 

デニッシュクラウンは自らの規模を十分に拡大させ，巨大な小売企業や業務用需要者と

取引できる供給力と価格交渉力を実現させた。 

 

原料のテクノロジー（食品成分） 

最近 10 年間に食品成分は目覚ましい進歩を遂げた。例えば，新しく開発された食品成分
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は，風味や保存期間を高めるとともに加工コストを削減するのにも役に立った。デニッシ

ュクラウンの売上に占める生肉の割合は 55％を占めるため，デニッシュクラウンにとって

食品成分開発は最優先ではなかった。それにもかかわらず，食品成分開発企業の 1 社は北

欧，東欧において食品成分マーケットを拡大させた。 

 

労働費の圧力 

世界市場の自由化は競争がますます激しくなることを意味する。ブラジルやウクライナ

等の新興国に拠点を置く企業は労働費が安いため安価に製品を生産できる。それゆえ，高

い労働費の国々に拠点を置く企業は以下のような選択に直面している。 

○ 低賃金国と競争できる生産設備を実現させるためのテクノロジーと新しい組織戦

略の採用 

○ 低賃金国へのアウトソーシング 

○ 低賃金国との価格競争に巻き込まれない付加価値の高い製品開発 

デニッシュクラウンは協同組合であるため，生産拠点をウクライナへ移転させることは

できない。デンマークの農業者がデニッシュクラウンの所有者であり，原料供給者でもあ

るからだ。さらに現代のロジスティクス設備が生産をデンマークから遠すぎる場所へ生産

を移動させるのを困難にしている。 

競争力を保ち続けるために，デニッシュクラウンはデンマーク国内にハイテク設備を必

要とする製品の生産を集中させ，他の製品の生産をアウトソーシングした。デニッシュク

ラウンは，（労働を代替できる）技術集約的なデンマークで生産し続けられる製品と労働集

約的で海外移転させるべき製品を区別した。 

 

Box1 技術開発と海外移転―バリューチェーンの分割 

デニッシュクラウンは， 2-3 人の労働者で食肉処理ラインの作業ができるように，豚か

ら内臓を自動で取り除く機械を開発した。 しかし，中国人労働者と競争できる価格で豚の

内臓をクリーンにする機械を開発することはできなかった。結果的にデニッシュクラウン

は豚の内臓を中国へ運んでクリーンにした後，欧州の食肉加工施設へ送り返している。 

 

持続可能な生産 

動物福祉，環境に配慮した生産設備，怪我や反復作業の防止等が持続可能な生産の範疇

にある。これらの問題は西欧の消費者や政府にとってますます重要になっている。これら

の問題に対応する起業の動機付けは，公的な規則や規制，企業統治にとっての価値と戦略，

または持続可能な方法で生産された製品へのプレミアムの課金可能性等に由来する。 

デニッシュクラウンは製品の価値を高め，利害関係者との関係を向上させるために，こ

れらの全ての問題に対応している。デニッシュクラウンの年次報告書には，排水，「バイオ

マスからバイオガスへ」，家畜副産物の廃棄等のような環境に関する統計数値を載せている。
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2004 年にデンマークの食肉処理場は環境への対応について信頼されるとされ，ホーセンス

の新しい生産拠点はエネルギー消費と辛い仕事を最小化するようにデザインされている。

ホーセンスの生産拠点では豚をと畜するまで顔なじみの豚同士でいられるようにして，豚

のストレスや緊張，騒音への曝露を最小限にしている。（ストレスや緊張，騒音への曝露な

く処理された豚の肉は，そうでない豚の肉よりも，色つやがよく，柔らかいとされる。） 

 

貿易自由化 

肉は伝統的に生産された国で消費されているが，肉の輸出が増える傾向がある。 

世界市場の自由化は市場規模が拡大することを意味するとともに，低賃金の新興国との

競争が増えることを意味する。さらに，獣医学的な規制は豊かな国は豊かな国と貿易を行

い，貧しい国は貧しい国と貿易を行うということを意味してきたが，遠くない将来に幾つ

かの新興国が高い獣医学的な水準に合わせることができ，競争が劇的に増加することが見

込まれる。デニッシュクラウンの成長戦略，情報伝達技術 ICT への投資，事業の海外移転，

持続可能な生産への投資は，これらの課題への対応策であるにちがいない。 

しかし，ルーマニア，ロシア，ウクライナのような新興国は（競争相手であるという以

外の）他の面でも関心を集める。第一に，食料生産の構造的条件が非常に優れていること，

第二にそれらの国々の現状の生産設備が貧弱なため肉への非常に大きな需要があること，

である。デニッシュクラウンのような大企業は，それらの国に食肉処理場を建設すること

や，高品質の肉を低コストで生産するために専門的知識を使うことだけでなく，農場を買

収することにも関心を寄せる。 

そのような戦略的な動きの例としてスミスフィールドが挙げられる。同社は 8-9 億ドルを

ルーマニアの養豚農場と生産拠点に投資し，そこからルーマニアや欧州の市場へ豚肉を供

給する計画である。デニッシュクラウンは別の新興国でスミスフィールドと同じような事

業展開を考えているが，デンマークの生産拠点を移すわけではない。 

 

組織，生産，マーケット 

既に述べたように，デニッシュクラウングループは様々な国に立地する多数の企業から

構成される。売上のかなりの割合が子会社で作り出される。様々な専門商社だけでなく，

生産企業も含まれる。 
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米国のプラムローズは例外だが，子会社での製品生産には基本的にデンマーク産の原料

や加工品が用いられる。プラムローズの製品生産は米国産の原料を用いている。また，プ

ラムローズはデニッシュクラウンの製品を北アメリカで販売し，役に立つノウハウをデニ

ッシュクラウングループへ提供している。また，チューリップは 100 万頭を超えるイギリ

ス固有の豚を生産し，加工している。ポーランドのソコロウも同様である。 

 

供給者との関係 

デニッシュクラウンの原料供給者との関係は複雑である。というのは，原料供給者がデ

ニッシュクラウンの所有者でもあるからだ。これはデニッシュクラウンの経営者と所有者/

供給者の戦略的利益が異なる可能性があることを意味する。 

一般的に言って，所有者/供給者の主要な関心はデニッシュクラウンから支払われる豚 1

頭当たりの代金を最大化することである。この観点からは，屠畜に関係のないコスト削減

や，屠畜の効率性の向上によって，コアビジネス（屠畜）を最適化することに重点が置か

れる。 

経営者の主要な関心は所有者/供給者と同じであるが，経営者は世界市場で競争するため

に R&D（研究開発），製品開発，人材開発へ投資したいとも考えている。例えば，食品加工

における製品開発，技術開発はデニッシュクラウンに付加価値の大きいバリューチェーン

への移行を可能にする。 

 

Box2 バリューチェーンでのデニッシュクラウンの位置づけ 

2003 年にデニッシュクラウン 13.2 万トン（2 億ユーロ）相当の豚肉を南欧へ輸出し，そ
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れらの肉は焼き豚のような畜産品だけでなく（スペインの生ハムやサラミのような）乾燥

肉製品に加工された。この肉がデンマークへ再輸出される時には原料肉よりも遥かに高い

価格で売られる。 

しかし，将来への投資はバランスシートから差し引かれねばならず，農業者への豚 1頭

当たり代金に直接的なネガティブの影響をもたらすので，所有者の直接的な利益と経営者

の将来展望の間に潜在的な紛争の可能性が生じる。デニッシュクラウンの所有者と経営者

の間には長期的にビジネスの付加価値を増大させる点については齟齬がない。 

しかし，デニッシュクラウンが，高付加価値製品が売れるが市場規模は南欧よりも小さ

い北欧の市場に重点を置きがちであるのは問題である。デニッシュクラウンが中短期に大

きな投資を伴う南欧の市場を牽引する付加価値のある新しい商品を開発しないのなら，高

付加価値商品セグメントを攻略することはできないだろう。例えば，チューリップカンパ

ニーのドイツでの加工・乾燥ハム生産は重要である。とはいえ，この主要なターゲットは

南欧ではなく北欧である。デニッシュクラウンの経営者と所有者は高付加価値製品セグメ

ントの戦略で合意する必要がある。 

デニッシュクラウンの所有者と経営者の利益の相違は，生産物の多くが国内市場で販売

され，生産費が低いのでドイツのある食肉処理場がデニッシュクラウンよりも有利な価格

を原料供給者へ提示できるという事実によって裏書きされた。結果的に，幾つかの大農場

は生体の豚をドイツへ輸出している。生体輸出される頭数はデニッシュクラウンが処理す

る豚の 1％未満に留まっているので，これまでデニッシュクラウンは関心を払ってこなかっ

た。 

デニッシュクラウンは多くの異なる供給者を使って，テクノロジーの多くをデンマーク

食肉研究所（デンマーク食肉研究所）のような様々な研究機関と協力して開発している。 

 

労働力と労働市場 

デニッシュクラウンは 10 社超の企業で 28,000 名を雇用している。デニッシュクラウンの

労働全体については本稿では分析しない。ホーセンスのハイテク食肉処理場における労働

を検討の対象とする。ホーセンスの処理場では最新のテクノロジーと最新の労働体制を採

用しているからだ。 

最近のデンマークの労働市場では，食肉処理場によって労働者を雇うのは難しい。伝統

的に，この仕事は公教育を必要としないが，労働強度が高いため，男性のみが従事した。

長時間の立ち仕事で労働者は背中，腕，首に職業病を抱えがちである。デニッシュクラウ

ンの離職率は約 20％と高いが，離職しない労働者は非常に長期間デニッシュクラウンで働

き続ける傾向がある。職場の良い雰囲気と高い賃金がその理由だ。 

しかし，新しいテクノロジーの導入によって，仕事は大きく変化し，労働者の能力を必

要とするようになった。伝統的に工場労働者は白（食肉業界の労働者）か青（金属や電機

業界の労働者）の作業服を着た。しかし，機械化によって，多数の工場労働者は「水色」
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の能力を必要としている。というのは，機械は特別の調整を必要とするからだ。 

新しいシステム全てが相互に連関していることは，生産ラインのいかなる部分のエラー

も昔よりも大きな問題を引き起こすことを意味する。かつては生産ラインの各工程は独立

して稼働できていた。デニッシュクラウンは生産ラインの各部分が一体として機能するよ

うに，生産ラインの最適化，調整，同期化に長い時間をかけた。結果として，ホーセンス

の生産設備に 1 年半を費やし，稼働能力を高めた。 

新しいテクノロジーの導入はより多くの労働者の訓練と生産工程管理の新しい枠組みを

必要とした。これは高い労賃によって生産費が増大し，人的資源への投資の費用対効果を

維持する圧力を経営者にかけた。 

 

賃金構造と給付 

デニッシュクラウンの工場労働者の賃金は月 3,500-4,000 ユーロである。これはドイツの

平均の 2 倍であり，明らかに非熟練労働者にとってデンマークは最も良い賃金を支払って

いる。工場労働者の賃金構造は最低賃金の制度に基づいている。（賃金以外の）給付は教育

に関係し，労働者は仕事とは関係のない教育コースも受講できる。 

 

労働関係 

全てのデニッシュクラウンの労働者は同業者ユニオンのメンバーである。食肉処理場に

はストライキの伝統がある。部署の統合と海外移転が行われた数年間には，（デンマークの

標準と比較して）相対的に多くの数のストライキが起こった。 

ストライキの主要テーマは，人員削減，生産拠点の移転，新しい就業時間の規則，成果

給の導入等だ。 

一般的に，ストライキはデニッシュクラウンにとって大きな打撃である。顧客や特に所

有者はストライキに対して堪え性がない。彼らは経営者にストライキを回避するように圧

力をかける。近年ではストライキの数は減少しており，2005 年にはデニッシュクラウン の

ストライキは 3 回だけだった。そのうちの 1 回は，ホーセンスの食肉処理場に勤める 370

人が参加した 6 月のストライキだ。ストライキの理由は経営者が人件費削減のために出来

高払い契約を導入しようとしたことだ。残りの 2 回も似たような理由であり，海外移転や

出来高払いに労働者が不満を抱えていたからだ。 

 

教育と訓練 

デニッシュクラウンの教育訓練政策と実績に関して述べる。 

 

労働市場で有利性のない集団の統合 

工場労働者の 10-15％はデンマーク以外のバックグラウンドを持つ者だ。デンマークにと

ってこれは非常に高い数字であり，企業はデンマーク語の訓練を実施している。興味深い
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ことに，これらの訓練を受講している労働者の 50％近くはデンマーク語が母国語だが，デ

ンマーク語の読み書きを改善したいので訓練に参加している。これは，例えば機械の保守

点検等を含むより多くの作業を習得したいという労働者の要望に関係しているのかもしれ

ない。 

 

新しいテクノロジーが教育と訓練の必要性を高める 

既に述べたように新しいテクノロジーの導入によって求められる能力が変化した。デニ

ッシュクラウンについては以下の 3 点である。 

第 1 に，新しい労働者は就業するためにデニッシュクラウン が定めた 5 段階の訓練コー

スを受講しなければならない。訓練コースの目的はデニッシュクラウンのビジネスに関す

る基本的な理解を醸成することである。 

第 2 に，新しい設備に関する特別な訓練である。設備業者がこれら訓練の多くを担当す

る。選抜された労働者が受講対象であり，彼らは同僚に受講した内容を伝える。 

第 3 に，可能な限り高品質の製品を生産するために，全労働者を対象として衛生に関す

る訓練を行う。 

 

新しいテクノロジーは新しい管理手順を意味する 

工場の労務管理は伝統的に監督者が大声で命令するような軍隊的あるいはテイラー主義

的なものだった。高い労賃だけでなく新しいテクノロジーは，デニッシュクラウンが新し

い管理手法によって就業環境を改善しようとしていることを意味する。より大きな責任が

労働者へ移譲され，管理手法は個人対象のコーチングへ移行した。これは中間管理職が新

しい手法を習得する必要があることを意味する。それに加えて，価値に基づいたリーダー

シップの概念はホワイトカラーおよびブルーカラーを豚肉部門に導入した。 

 

研究開発 

デニッシュクラウンの R&D は以下の分野で行われる。 

 

生産工程開発 

新製品開発 

食品および副産物の新規用途開発 

 

生産工程の開発 

これまで投資と管理の重点は生産工程の R&D に置かれてきた。世界的な競争は他の分野

へ重点を移しつつあるが，デニッシュクラウンは今後も生産工程の R&D に重点を置き続け

るとみられる。生産工程に関する主要な課題は，アイディアを実行するスピードアップと，

研究部門と生産部門の人員の意思疎通である。部門を跨いだ R&D は長い間行われてこなか
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ったので，その点に改善の余地があるとみられる。 

 

新製品開発 

新製品開発はデニッシュクラウンが価格競争から抜け出す重要な方法だと認識されてい

る。この点に関する企業の関心は 2 社のチューリップ社の大きな開発センターの設置で明

らかである。将来は新製品開発への関心がますます高まるとみられる。例えば，大規模小

売企業と新製品開発で協働することを考えている。小売企業は顧客に嗜好について詳細な

情報を有しており，協働によってデニッシュクラウンが成功する機会が生まれる。 

また，協働を通じて小売企業がデニッシュクラウンへの理解を深めることにより，デニ

ッシュクラウンの製品への」ロイヤリティが高まることも期待される。 

 

製品と副産物の新規用途開発 

これまで新規用途開発にデニッシュクラウンは関心を払ってこなかった。しかし，製品

の価値を高めるために，新製品開発は重要な分野になるとみられる。 

以上の 3 分野の研究開発において，デニッシュクラウンは多様な専門家が協働する文化

を必要としている。 

 

職場のテクノロジー 

テクノロジーはデニッシュクラウンの戦略の中心にある。テクノロジーへの投資は，労

働組合から反対にあい，全員を満足させるのが難しいような組織的な変化を生じさせるか

もしれない。テクノロジーを十分に活用しようとするならば，テクノロジーへの投資の後

に，人材育成等の投資も必要となる。 

 

結論 

デニッシュクラウンは食肉業界のリーディングカンパニーであり，生産設備や M&A に多

額の資金を投じている。デニッシュクラウンは価格が重要なパラメーターである国際的な

競争によく対応している。 

一方で，価格を唯一の競争力としないこともデニッシュクラウンにとって重要である。

低賃金地域の企業はデニッシュクラウンよりも安く製品を生産できるからだ。新しい生産

システムへの投資はまた，製品の品質，生産の柔軟性，品質を保証する専門知識，健康と

安全の基準を高める必要がある。 

デニッシュクラウンが競争力を維持していくには，労働者の能力を高める投資も必要で

ある。労働者の流動性が高い賃金が上昇傾向にある労働市場でデニッシュクラウンが抱え

る課題である。 

 

４-１２ K. J. Poppe et al. (2008)  
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この文献は，オランダのワーヘニンゲン大学の研究者らの共著で EU の酪農乳業企業の競

争力について論じたものである。デンマークの酪農協であるアーラフーズ（Arla Foods）に

関する部分を和訳した。アーラフーズは世界の酪農乳業メーカーの中で非常にイノベーテ

ィブな組織だという。 

 

〔抜粋和訳〕 

世界の酪農品輸出に占める EU 諸国のシェアは低下しており，また酪農品の輸出において

EU 諸国のバラッサ指数も低下している。それは EU 諸国にとって酪農品が重要な輸出品目

でなくなったことを示している。 

最近，ビジネスインサイトのコンサルタントが企業経営者に酪農乳業企業の中でイノベ

ーティブな企業名を尋ねた。EU 諸国の酪農乳業企業ではダノンとアーラフーズがイノベー

ティブだと答えた企業経営者が多かった。（図 5.7） 

 

英国は EU 諸国の中でドイツ，フランスに次いで第 3 位の生乳生産量がある。英国にある

93 の酪農乳業企業の中で，イノベーティブな上位 10 社のうち 8社が英国資本の企業である。

外国資本の 2 社はミュラー（独，第 2 位）とアーラフーズ（デンマーク，第 5 位）である。 

1995 年から 2005 年までの間に，ポーランドの酪農生産額の増加幅は，デンマークとベル

ギーの増加幅の合計の 2 倍であった。（図 5.14） 
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2004 年から 2006 年の間に EU の酪農乳業企業のうちアーラ，ユニリーバ，ボングレイン，

ノルドミルヒのみが売上高を減らした。 

酪農乳業企業の経済パフォーマンスは企業によって様々である。アーラフーズの自己資

本利益率 ROE は 13.8％，付加価値率は 17.6％であり，他社と比較して高くはない。（tab5-20） 
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地代と人件費が高いため，EU の酪農の生産費は世界の国々よりも高い。特にアルプス産

山脈付近の山間地で高い。世界的な生産費と同等な水準なのはイギリス，フランス，デン

マーク，オランダである。世界で生産費が最も安いのはオセアニアと南アメリカ諸国であ

る。 

EU の酪農部門のパフォーマンスは世界平均を下回っている。07 年に行った分析と比較し

て，EU は労働生産性と付加価値率が向上したものの，世界市場でのシェアを落とした。 

ドイツ，フランス，デンマーク，アイルランド，オランダ．スウェーデンは平均以下の

レイティングである。世界市場のシェアを落としたためだ。これらの国には酪農の多国籍

企業があるため，本国以外での事業が伸びると，本国の位置づけが小さくなる。 

 

４-１３ Suzanne Ellebrecht et al.(2009)  
この文献は，EU主要国における豚肉産業の品質管理システムについて論じたものである。

デンマークに関しては，Danish Bacon & Meat Council（デンマークベーコン・食肉理事会）

により導入されたデンマーク品質保証システム QSG（Quality and Safety Guarantee）等が紹

介されている。 

 

〔抜粋和訳〕 

デンマークは輸出向けの集約養豚でよく知られている。品質，安全性，動物福祉に重点

が置かれている。生産されたうち 9 割が輸出されており，デンマークは世界中で最も重要

な輸出国である。デンマークの養豚はインテグレーション構造に特徴がある。インテグレ

ーション構造によって（豚の繁殖から豚肉のカットまで）フードシステムの全段階で新し
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い試みを迅速かつ容易に実現させることができる。2006 年から，3 つの業界団体（Danish 

Bacon & Meat Council（デンマークベーコン・食肉理事会），Danish Livestock &Meat Board（デ

ンマーク家畜・食肉ボード），Danish Poultry Council（デンマーク養鶏理事会））は，傘下の

組織 Danish Meat Association（DMA（デンマーク食肉協会））へ，その事務局機能を集約し

た。DMA はデンマークの養豚経営と食肉処理場の利益を代表している。既に 1995 年に，

これらの業界団体のうち Danish Bacon & Meat Council はデンマーク品質保証システム QSG

（Quality and Safety Guarantee）を導入した。QSG はデンマークで 96％の市場シェアを持つ。

QSG は繁殖，動物福祉，動物の健康，飼育，生産システム，輸送，と畜，カットについて

のガイドラインを含む。これらの規制は QSG マニュアルに含まれている。 

重要品目で QSG は残渣監視プログラムを定めている。このプログラムのある部分は法的

な必要事項に基づいており，別の部分は自己管理システムに基づいている。Danish Bacon & 

Meat Council の会員は自己管理システムの運用に責任を持つ。サンプルを集め，自社の検査

施設で分析を行う。もし残渣が制限値を下回った水準という分析結果であるならば，食肉

処理場は生産者に文書で通知する。しかし，分析結果が制限値を上回ったならば，当局に

届け出て，DMA の獣医が供給者と面会して改善策を検討することになる。 

デンマークの食肉処理セクターは，食肉企業が製品の品質を守るに役立つ統一規制を設

けなかった。その結果，様々な品質管理プログラムが存在している。しかし，すべての品

質管理プログラムは「管理に代わる予防」という同じ原理にこだわり，HACCP（ハサップ）

に基づいている。結果的に品質管理システムの基本的特徴はいずれの企業でも共通である。 

品質は，と畜とカットのすべての工程で定められた詳細な作業手順を通じて実現される。

作業手順のコンプライアンスは，それぞれの作業手順を基本的な仕事の定義へ統合するこ

とによって規制される。品質保証は最終製品だけでなく，各段階での検査によって有効と

なる。 

と畜の作業手順は全て HACCP に基づく自己管理に従う。さらに，デンマークのと畜企業

は Global Red Meat Standard（GRMS（世界食肉標準））に沿って品質と安全性を確保し記録

する。GRMS はと畜とカットに特化しており，豚の受け入れから廃棄と発送までのすべて

の工程をカバーする。GRMS は EN45011 に沿った認証に基づいている。GRMS の主要な目

的は安全性，動物福祉，環境保護である。 

 

４-１４ Henrik Dethlefsen (2010)  
この文献は EUROREA-International（ヨーロッパの農業教育・訓練の発展を目指した組織）

の WEB サイトに掲載されている資料であり，デンマークの農業教育システムについて解説

している。デンマークの農業教育の特徴として，座学と実習を交互に行う「サンドウィッ

チ方式」を挙げている。 

 

〔抜粋和訳〕 
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5.職業教育と訓練 VET （Vocational Education and Training（職業居育訓練）） 

b. 緑の職業（農業，園芸，漁業等）に関する職業高等教育 

デンマークの教育システムにおいて，緑の教育は上級中等教育レベルで職業教育として

供される。また，アカデミー或いは大学レベルで高等教育ブログラムとして供される。 

 
デンマークでは，緑の教育の中で非常に高い専門資格を取得できる機会がある。同時に，

緑の教育は学生の視点から非常に柔軟に考えられている。緑の教育では，スキルを向上さ

せたり，必要ならばキャリア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。

緑の教育は，個々学生のニーズに十分に対応した専門教育だけでなく単位の移行について

も，非常に自由なシステムである。 
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農場での基礎的な職業教育は 3.5-4 年間に渡って行われ，「サンドウィッチ方式（理論を

学ぶ座学と農場実習を交互に行うこと）」に従ってプログラムが組まれる。 

 
農業教育は「動植物と自然」につい学ぶ基礎コース（コアカリキュラム）を含んでおり，

20 週間を要する。基礎コースは概論的な内容であり，緑の教育の全体像を学生に紹介する。 

農場実習に際して，学生は農業機械操作，畜産，植物生産の 3 つの中から専門を選択す

る。レベル 2 までの全プログラムの修了を希望しない学生は，2 年間でレベル 1 を修了した

後に卒業し，ファームアシスタントの資格を取得する。 

 

c. 社会人教育（職業訓練） 

農業に関するすべての資格は，定時制の個人向けのプログラムを社会人学生も取得する

ことができる。 

たとえデンマーク農業者が自ら専門知識と技術を継続的な向上させる強固な伝統を有す

るとしても，農業カレッジまたはアドバイザリーサービスが実施する短期コースに参加す

ることによって，知識と技術の向上がもたらされる。 

実習
（選択）

座学
20週

実習
座学
16週

実習
座学
20週

実習
（選択）

図5 デンマークの熟練農業者となる方法

レベル1 農場補助者
（2年）

レベル2 熟練農業者

主要課程
基礎課程

（コアカリキュラム）
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