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４-１５ Michiel van Galen et al. (2013)  
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，デンマークを含む EU8

カ国の食品産業について論じたものである。同文献ではイノベーションの能力，労働者の

生産性等を指標化し順位付けしているが，デンマークは研究開発やビジネス環境で高く評

価されており，8 カ国中第 1 位である。 

 

〔要旨〕 

○ ワーヘニンゲン大学の研究者が欧州食品産業のパフォーマンスを国別に評価し，オラン

ダの位置づけを確認したレポート。分析の対象国はデンマーク，ドイツ，フランス，イ

タリア，オランダ，ポーランド，スペイン，イギリスの 8 カ国。 

○ デンマークの食品産業はオランダよりもイノベーティブである。デンマークは食品産業

の国民 100 万人あたり特許件数が 8 カ国で最も多い。 

○ イノベーションへの資源投入の指標がデンマークは 8 カ国で最高。第 2 位はオランダ。 

○ デンマークは 8 カ国の中で，技術革新のための，企業の研究開発投資，協力体制，知識，

ビジネス環境の整備へ重点を置いている国である。 
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４-１６ Martijn F. L. Rademakers (2012)  
この文献は，オランダ最大手の食肉企業フィヨンの新しい経営戦略について論じたもの

であり，競合他社の分析の中でデニッシュクラウンを含む世界的な食肉企業が取り上げら

れている。協同組合組織であるデニッシュクラウンは組合員農家から高品質の豚肉を調達

し，他社と差別化できる高品質の製品を製造できている一方で，デニッシュクラウンが組

合員農家へ支払う豚の代金はそれほど高い水準ではないことが述べられている。 

 

〔抜粋和訳〕 

デニッシュクラウンは欧州最大の生鮮豚肉処理企業であり，2007 年の市場シェアは

10.7％である。次いでフィヨンが第 2 位で 8.9％，ジャーマントニーズが第 3 位で 4％であ
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る。 

協同組合であるデニッシュクラウンは，組合員である農家との相互に魅力ある取引を通

じて，安定した高品質の豚を調達し，メリットを享受している。結果として，デニッシュ

クラウンは，食肉処理へのきちんとした投入（＝高品質の豚）を通じて，差別化と価格に

関する競争で成功しているようにみえる。しかしながら，組合員農家への代金の支払いに

ついては，限られたマーケットで決まる低い支払水準で取引を行うことでも，デニッシュ

クラウンは知られている。（→組合員からの豚の買取価格が低いということ） 

 

 

４-１７ Desiree Reid (2011)  
この文献は，世界の主要な酪農協がどのように組合員の利益を高めているかについて論

じたものであり，ニュージーランドの Fonterra（フォンテラ）や，オランダの Friesland Campina

（フリースランドカンピーナ）等と並んで，デンマークのアーラフーズが取り上げられて

いる。巻末の補足資料でアーラフーズのガバナンス構造等が紹介されており，最高意思決

定機関である総代会メンバーの選出方法等が解説されている。 

 

〔抜粋和訳〕 

Appendix 6: アーラフーズ 

A6.1 概要 

アーラフーズは 1881 年にスウェーデンで設立された酪農協である。アーラフーズの組合

員はデンマークとスウェーデンの酪農家である。 

 

A6.2 ガバナンス構造 



第Ⅱ部 デンマーク農業が有する競争力とその背景 
４ 既往文献の整理 

― II －87 ― 
 

 
地区委員会 

25 名の組合員あたり 1 名の割合で，地区委員会の委員が選ばれる。各地区ごとに地区委

員会の年次総会を行う。 

 

地方委員会 

7 つの地方（スウェーデン 3 地方，デンマーク 4 地方）に分かれている。 

デンマークの 4 つの地方委員会の議長は，アーラフーズの取締役会のメンバーとなる。 

地方委員会は総代会によって与えられた仕事を担当する。 

 

総代会 

総代会はアーラフーズの最高意思決定機関であり，少なくとも年 3 回の会合を行う。経

営戦略や組合員への利益分配について意思決定を行う。総代会は酪農家の代表者である 140

名のメンバー（スウェーデン 58 名，デンマーク 82 名）からなる。総代会は取締役会（定
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員 18 名）で酪農家に割り当てられた 14 名の定員のうち 10 名を直接選出する。 

 

取締役会 

取締役会は 14 名の酪農家の代表者と 4 名の被雇用者の代表者で構成される。 

 

取締役会の定員は国ごとに割り振られる。デンマークでは 4 つの地方委員会の議長が取

締役会のメンバーとなる。さらに，4 名のデンマークの酪農家の代表者が総代会で取締役に

選出される。また，2 名のデンマークの被雇用者の代表者が被雇用者による選挙によって取

締役にえらばれる。 

 

スウェーデンでは，選挙委員会が候補者を推薦し，スウェーデンの酪農家に割り当てら

れた 6 名の定員は総代会で取締役に選出される。 

 

A6.3 乳価 

乳価はアーラフーズの内部で決められる。アーラフーズは「可能な限り最も高い価格を

組合員へ支払う」ことを表明している。 

 

４-１８ agra europe (2014)  
この文献は WEB ニュースの記事である。なお，URL は以下の通りである。 

http://www.agra-net.com/portal2/home.jsp?template=newsarticle&artid=20018093959&p
ubid=ag002（2014 年 1 月 22 日アクセス，） 

この記事は，デニッシュクラウン が 2014 年 1 月 16 日にプレスリリースした今後の構造

改革プランについて報じたものである。デニッシュクラウンはデンマーク国内にある食肉

処理設備のうち数カ所を閉鎖するとのことであり，その背景には，ドイツやポーランドへ

の肥育用仔豚の輸出頭数が増え，デンマーク国内で食肉処理される豚の頭数が減少してい

ることがある。 

 

〔抜粋和訳〕 

デンマークの豚肉部門が規模縮小計画を決定 

 

欧州最大手の食肉企業の 1 つであるデニッシュクラウンは，国内の過剰生産能力を削減

するために，少なくとも 2 カ所のデンマーク国内の生産拠点を閉鎖することを決めた。 

（中略） 

デンマークの食肉処理場で処理される豚の頭数は，過去 5 年間に 20％超減少した。同時

に，ポーランドとドイツへ輸出される仔豚の頭数は増加した。ポーランドとドイツでは（デ

ンマークより）低いコストで仔豚を肥育している。 
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（中略） 

「デニッシュクラウンの財務状況は良いが，デンマークで食肉処理を行うことの経済的

な劣位を埋め合わせることはできない。我々（=デニッシュクラウンの経営陣）皆が認識し

ているように，（デンマークの豚肉産業において）食肉処理は最も脆弱な部分である。過酷

な競争にある豚肉産業において，我々は未来を考えて対策を打たねばならない。」とヨハン

セン CEO は付け加えた。 

 

４-１９ Carl-Martin Andersson & Mattias Gotting (2011)  
この文献は，スウェーデン，デンマーク，ドイツの三か国での酪農生産に対して政策が

与える影響について分析したものである。文献の冒頭部分で三か国での酪農生産の概要が

紹介されており，本稿ではデンマークについての部分を抜粋和訳した。この文献によれば，

デンマークの酪農では急速な構造改革が進んでいる。また，デンマークは生乳を原料とし

て加工した大量の乳製品を外国へ輸出している。それと同時に，デンマークは国内で消費

される乳製品の一定割合を外国から輸入している。 

 

〔抜粋和訳〕 

1.2 デンマークの酪農産業 

過去 10 年間の酪農生産は重大な構造改革の中にあった。酪農経営数は 50％超減少し，乳

牛数は 20％減少した（Nygaard 2007）。しかし，生乳生産量は減少するどころか，2％増加し

た。この期間に農場の規模拡大が進み，1 農場当たりの乳牛数は 2 倍近くの 127 頭へと増加

し，欧州諸国の中で最多となった（表 1）。また，乳牛 1 頭あたり年間搾乳量は 1996 年以降

7,100kg から 8,800kg へ増加した。 

 

デンマークの酪農経営数は 2008 年に約 4,500 経営である。2009 年の生乳生産量は 474 万

トンであり，EU27 ヵ国中第 9 位である。デンマークの生乳生産量は国内消費量を遥かに上

回っており，生乳の約 2/3 が輸出向けの乳製品に加工される。輸出割合の高さによって，デ

ンマークは乳製品の輸出で世界のトップ 5 に含まれる。2006 年の乳製品の輸出額は 17.5 億

ユーロである（Winther-Rasmussen 2007）。デンマークは生産した乳製品の多くを輸出してい

るが，デンマーク国内で消費されるチーズの 25％，ヨーグルトの 20％を輸入している。 

表1 デンマーク，ドイツ，スウェーデンの酪農経営の構造

デンマーク ドイツ スウェーデン

1農場あたり

平均飼養頭数
2010年 頭 127.0 44.7 61.9

乳牛1頭あたり

平均搾乳量
2009年 kg 8,800 7,220 9,100

酪農経営数 2010年 経営 4,100 93,497 5,600
生乳生産量 2009年 百万トン 5.1 30.2 3.3
資料　デンマーク農業理事会webサイト他
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デンマーク国内に乳業メーカーは数社あるが，最大手は協同組合であるアーラフーズで

ある。アーラフーズはデンマークとスウェーデンの酪農経営が組合員である協同組合であ

り，デンマークの生乳生産量 90％超を加工している。 

 

４-２０ BPEX (2013)  
BPEX はイギリスにある養豚の業界団体であり，各国の養豚事情に関するレポートを公表

している。2013 年 11 月に更新されたデンマークに関するレポートを抜粋和訳する。直近の

デンマーク養豚は，国内でのと畜処理頭数が減少し，豚肉の輸出量も減少する一方で，生

きている仔豚のドイツおよびポーランド向けの輸出頭数が増加している状況にある。 

 

〔抜粋和訳〕 

デンマークは EU で第 3 位の豚肉飼養頭数があり，第 5 位の豚肉生産量がある。世界で最

も人口よりも豚の頭数が多い国がデンマークである。人口が少ないデンマークでは国内消

費量を遥かに上回る豚肉が生産されているため，デンマークは世界有数の豚肉輸出国であ

る。デンマークは英国の最も大きな豚肉の輸入先であり，他の EU 諸国の主要な輸入先でも

ある。また，デンマークはドイツやポーランド向けに仔豚の輸出を増やしている。 

 

豚の頭数 

 

デンマーク統計局が最近公表した統計では，2013 年 7 月の豚飼養頭数は 1,230 万頭であ

る。これは前年同期比で 1％減だが，前四半期（2013 年 4 月期）比で 2％増である。肥育豚

頭数は 124 万頭で前年と変わらない。育成中の母豚の頭数は増加しており，繁殖母豚の頭

数が 1％減少している分を埋め合わせている。 

 

繁殖母豚の頭数が変わっていないにも関わらす，仔豚の分娩頭数は 1％増加している。こ

れは生産性が若干向上していることを示している。しかし，仔豚の輸出が増加しており，

デンマーク国内で肥育される豚の頭数は 4％減少した。繁殖母豚の頭数の緩やかな増加と早

ければ今年発効する EU の新規制があるけれども，豚飼養頭数の安定性は今後一定期間続く

ようにみえる。それゆえ，デンマークの豚肉生産量のトレンドは仔豚の輸出状況に左右さ

れる。幾つかの指標は仔豚の輸出が減速しはじめることを示している。 

 

生産 

 

2013 年 1-8 月のデンマークの豚と畜頭数は前年より 3％少ない。同時期にと体重量は 1％

増加したので，豚肉生産量は 106 万トンであり，前年より 2％少ない。2013 年の第 1 四半

期に豚生産量の顕著な減少が見られた。しかし，追加の営業日があったことによって，第 2
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四半期に豚肉生産量は前年比 5％増加した。仔豚の輸出が強含みであるが，2013 年 11 月時

点までの豚肉生産量は増加している。 

 

（中略） 

 

貿易 

 

2013 年 1-7 月期のデンマークの豚肉輸出量は前年と比較して 3％減少し，632,000 トンで

あった。輸出量の減少はデンマークの生産量の減少による。デンマークの豚肉輸出に占め

るシェアが 45％であるドイツとポーランドの二大輸出先国向けは若干減少した。日本向け

は 13％，英国向けは 8％減少した。 

 

中国向けの輸出は前年比 50％増加した。しかし，中国とロシア（前年比 29％増）は，デ

ンマークにとって相対的に小さな輸出先であり，主要な輸出先である EU 向けの輸出減を埋

め合わせられていない。デンマークの 2013 年 1-7 月期の豚肉輸出額は前年比 1％減の 110

億 DKK（15 億ユーロ）である。 

 

（中略） 

 

豚肉の輸出は減速しているが，生体豚の輸出は増加が続いており，2013 年 1-7 月期の輸

出額は前年比 5％増となった。デンマークは 600 万頭の豚を輸出しており，その 95％が仔

豚である。それはデンマークの生産者にとって，国内で肥育するよりも，外国の肥育経営

へ仔豚を販売した方が経済的だからだ。ドイツ向けの仔豚輸出頭数は前年比 2％減少したが，

ドイツは依然として最重要の輸出先国である。ポーランド向けの仔豚輸出頭数は前年比

40％増加した。 

 

（中略） 

 

見通し 

 

2013 年 7 月のデータを所収した最新のセンサスによると，デンマークの豚飼養頭数は前

年から概ね変わっていない。しかし，仔豚の輸出が続いていることから，豚の頭数は減少

していくとみられる。結果として，2013 年のと畜頭数は前年比 2％減少する見込みである。

と体重量の増加は部分的にと畜頭数の減少を埋め合わせ，生産量は 1％減少とみられる。 

 

ドイツの豚飼養頭数は直近で減少しているが，デンマークの仔豚の輸出は 2014 年も高い
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水準で推移する。ドイツは EU で最大の豚生産国であり，デンマークにとって主要な生体豚

の輸出先国なので，特に重要である。デンマークの豚の価格は堅調だが，高い飼料価格が

生産費を押し上げているため，生産者は十分に利益を得られていない。その結果，デンマ

ークの生産者にとって，デンマークの豚の主要な輸入国（ドイツとポーランド）が提示す

る仔豚の価格が魅力的となる。ドイツとデンマークの生産費はデンマークよりも低いので，

両国の肥育経営は，デンマークの肥育経営が提示できる価格よりも高い仔豚価格を提示で

きる。 

 

これらの問題にもかかわらず，仔豚の輸出はピークを迎えるかもしれないとの予測もあ

る。その結果，安定的した肥育と生産性の向上によって，デンマークの豚肉生産量が 2014

年に 2％増加すると予測する。デンマークで生産された豚肉の大部分は輸出向けであり，貿

易量のトレンドは生産量の推移の後を辿るようだ。そのため，デンマークの消費者の豚肉

消費量は緩やかな変化に留まる。 

 

４-２１ International Dairy Federation (2012)  
国際酪農連盟（International Dairy Federation）は世界の酪農の業界団体であり，各国の酪

農に関するレポートを公表している。その中から，アーラフーズに関する部分とデンマー

クのカントリーレポートを抜粋和訳した。アーラフーズは国境を越えた M&A によって欧州

有数の乳業メーカーとなった。デンマークの酪農経営数は減少しているが，乳牛頭数およ

び生乳生産量はわずかに増加している。 

 

〔抜粋和訳〕 

3.酪農業 

3.2. 統合/M&A（2011 年および 2012 年初頭） 

 

アーラフーズは過去 2 年に活発に M&A を行った。まず，2011 年にドイツのハンサミル

ヒ（Hansa-Milch）とスウェーデンのミルコ（Milko）という 2 つの協同組合を合併した。ま

た，ドイツのアルガウランドカゼレイエン Allgäuland-Käsereien の資産を購入した。さらに，

アーラフーズはドイツのミルヒウニオンホッヘイフェル（MilchUnionHocheifel）と英国のミ

ルクリンク（Milk Link）を 2012 年 7 月に合併した。その結果，アーラフーズは 135 億リッ

トルの生乳を処理することになり，英国で第 1 位，ドイツで第 3 位の乳業メーカーとなっ

た。 
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補遺 1 カントリーレポート デンマーク 

 

酪農経営数は 2011 年の 3,953 経営から 2012 年の 3,794 経営へ減少した。一方で，生乳流

通量は 4,800 千トン（2010/11 年）から 4,830 千トン（2011/12 年）へわずかに増加した。デ

ンマークの生乳生産量は 4,935 千トンである。 

 

乳牛頭数は 2010 年から 11 年の間に 573 千頭から 579 千頭へわずかに増加した。 

 

生乳流通量に占める酪農協のシェアは 96.5％であり，私企業のシェアは 3.5％である。 

 

2011 年の生産者価格（乳脂肪分 4.20％，蛋白質 3.40％）は，生乳 100kg あたり 269DKK

である。 

 

飽和脂肪酸への課税が 2011 年 10 月 1 日から実施された。乳製品，肉，油脂では飽和脂肪

酸 1kg あたり 16DKK が課税される。デンマークの新社会民主党の政府は，チョコレートお

よび砂糖製品に関する課税品目に砂糖を添加した製品を含めることを決めた。その結果，
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ヨーグルトのような乳製品に砂糖を添加した品目は課税対象となる見込みだ。 

 

４-２２ 横山繁樹（2013） 
この文献はデンマークとオランダの農業普及について論じたものである。著者によれば，

デンマークは EU 諸国との競争を強く意識して高品質の農畜産物を生産しているという。 

 

〔抜粋〕 

デンマークの農政は，基本的には EU 農政とほぼイコールです。ただし，環境規制などは，

常に自国の基準を EU より高く設定しています。それはデンマークの農家にとって厳しいの

ではないかと聞くと，そうではない，デンマークの農産物や技術は EU の基準を超えている

という信用を得ることで，自分たちの製品や技術が輸出できるという攻めの姿勢なのです。

そういう意味では，競争を非常に意識しています。EUという場での競争に勝ち抜くために，

産官学が協力して研究・開発に取り組んでいるということです。 

 

４-２３ 宅間淳（2013） 
 この文献は，EU の動物福祉規制の強化がデンマークの養豚生産に与える影響について論

じている。同文献によれば，デンマークの養豚経営の多くは EU の動物福祉規制に関して既

に対応済みであり，規制強化によって繁殖母豚頭数の減少等の影響は見られない。しかし，

デンマークの養豚経営は資金繰りのために，肥育した豚の販売から飼育期間が短くて済む

仔豚の販売へとシフトしつつある。仔豚は外国へ販売されるため，デンマーク国内の食肉

処理場の稼働率が低下する等の影響が生じている。 

 

〔抜粋〕 

3.主要生産国の対応状況 

（2）デンマークの状況 

ア．動物福祉規制強化の対応 

2011 年 12 月に，欧州委員会が発表した各国の動物福祉規制強化の対応状況をみると，デ

ンマークを含む主要豚肉生産国の多くが母豚ストール飼い禁止に対応できていなかった。

デンマーク農業の中央組織であるデンマーク農業理事会（DAFC）によれば，2012 年 11 月，

全農家を対象に実施した状況調査で把握された未対応の生産者のうち，3 分の 2 は施設更新

により対応し，残りの 3 分の 1 については，廃業したとのことであった。結果として，現

地調査を行った 2013 年 6 月時点では，デンマーク国内全ての養豚経営が，この動物福祉規

制に対応済みとなっていた。 

デンマークでの動物福祉への対応は，生産者自身，獣医師，食肉企業，行政が連携して

生産現場の確認を行っている。また，その規制の内容は，ほかの EU 諸国よりも厳格である。 

こうした取り組みは，豚肉生産量のおよそ 9 割を輸出に仕向ける豚肉輸出国として，主
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要輸出先の英国やドイツなどの消費者ニーズに応えることを目的としている。つまり，輸

出先国が求める基準をクリアするために必要な措置であったことが，最も大きな動機とな

った。 

関係団体・業界も，これを支援するために様々な取り組みを行っている。群飼の実施に

伴う新たな飼養管理技術の習得に関しては，同農業理事会が対応方策の調査研究を行った

後，関連組織であるピッグリサーチセンターのアドバイザーを通じ，有料（1,000 デンマー

ククローネ／時間：1 万 8,000 円／時間）で技術指導を行っている。また，技術導入に当た

っては，施設更新も必要となることから，機器の利用方法の説明にあわせて，施設機器メ

ーカーもその一部を担っている。 

 

5.おわりに 

（2）これからの EU 豚肉産業 

動物福祉に関しては，現状として，EU 全体の豚肉市場は大きな混乱をきたしてはいない

ものの，個別の経営レベルでは，大豆かすをはじめとした飼料穀物価格の高騰が懸念事項

となっている。飼料コストの上昇に伴う収益性と資金繰りの悪化は，デンマーク・オラン

ダでも大きな課題となっており，養豚経営の財務状況の落ち込みが，両国の豚肉生産に打

撃を与える可能性もある。 

特にデンマークでは，国内全体の景気後退もあり，養豚経営が金融機関から十分な融資

を受けることは難しくなっている。資金繰りに苦しむ経営は，回転率を上げるため，仔豚

を販売する事例も多い。これは，母豚ストール飼い禁止への対応に手間取る周辺国の仔豚

不足により，仔豚価格が高く保たれていることも一因である。こうした仔豚の生体輸出が

増加した結果，肥育豚が減少し，国内の食肉処理場の稼働率低下や，豚肉生産量の減少な

ど，養豚産業全体にも影響を及ぼし始めている。この点は，間接的ながらも，動物福祉の

規制強化がもたらした影響ともいえる。 

また，これまで EU 産豚肉の主要な輸入国であったロシア，ウクライナなどの東欧諸国が，

高い遺伝能力をもつデンマーク・オランダ産の種豚の生体輸入を増やし，自国内生産を高

める動きもある。これらの国々において，新たな生産体制が整う数年後には，EU 域内ある

いは周囲の国を巻き込んで，豚肉生産の勢力図に構造的な変化をもたらす可能性もあり，

豚肉輸出国としての EU の内部情勢が変わってくることも見込まれる。 

 

４-２４ 新晋二（2010） 
この文献は，日本の豚改良体制について論じたものであり，日本と比較したデンマーク

の豚改良体制の特徴についても触れている。同文献によると，デンマークでは豚の改良が

進み，母豚 1 腹あたり産仔数や産肉成績でデンマークは日本をかなり上回っている。それ

はデンマークにおける豚改良が国内で一本化され，効率的に行われているためである。 
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〔抜粋〕 

1 デンマークと国内の種豚能力比較 

①繁殖成績 

デュロック種については大きな差はないが，残念ながらランドレース種，大ヨークシャ

一種については，1 腹当たり仔豚頭数が約 4 頭もの差をつけられてしまっている 

②産肉成績 

産肉成績については，一日平均増体重のみ比較できるものであった。産肉成績ではあま

り後れを取っていないのではないかという甘い期待を抱いていたのだが，残念ながら 2008

年の成績で比較してみると，デュロック種では約 200g，ランドレース種，大ヨークシャ一

種においても約 100g の差がついてしまっている。 

デュロック種における一日平均増体重の差を 110 kg 到達日齢におきかえて比較してみる

と，約 19 日間もの大差が生じてしまうものである。 

 

2 デンマークと国内の種豚改良体制の比較 

①デンマークの種豚改良体制 

デンマークにおける豚の改良構成は図 1 示すとおり，よく見られるピラミッド型であり，

遺伝子はピラミッドの上部から下部への一方向に流れるものである。日本間内にもこのピ

ラミッド型が構成されて，種豚の育種から肥育豚の生産まで実施している企業やグループ

は複数ある。ただ，デンマークではこのピラミッド型の改良構成はただ一つであり，その

唯一のピラミッドがデンマーク全国養豚協議会であり，デンマーク囲内の豚生産において

95%のシェアを占めているのである。 

 

このようにデンマークでは種豚改良が国内一本化して実施されているため，改良群の規

模は大変大きく，つまりは，デンマーク国内の種豚のほとんどをカバーした，巨大な系統

造成が実施されているようなものなので，改良が効率的に進んでいるものと思われる。 
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４-２５ 国土交通省国土政策局（2013） 
この文献は国土交通省の会議資料である。日本の比較対象としてデンマークが取り上げ

られている部分があり，デンマークの農業についても整理されている箇所を抜粋する。 

 

〔抜粋〕 

デンマークの農業 

○ 大規模な農地や，専門農協，農場支援システム，教育制度により，輸出競争力のある農

業を実現。 

デンマークの農業の特色 

○ 平坦な国土で農業に適しており（最高地点は海抜 173m），大規模で高い生産性を有した

農業が行われている。 

○ 気候は，緯度が北緯 55 度と高いため，冷涼で日照量が少ない。年間を通じて降雨があ

り，台風等の季節的な災害は殆ど無い。 

デンマークの農協 

○ 品目毎の製造販売に特化した専門農協。 

○ 輸出競争力の高さは，製造・販売の専門農協の絶大な力に起因。 

デンマークの家族農場支援システム 

○ 農民組織が出資して農業普及センターを運営。収入は，農業者が支払う賦課金，コンサ

ルティング料金，国の補助金，受託研究収入，農民組織の負担金等。 

○ 普及センターのコンサルタントが農家に対し，作目毎の技術指導と経営管理指導を実施。 

○ GPS などの最新情報通信技術も駆使するほか，各農家の生産，経営経済の詳細なデータ

に基づく助言・指導を実施。 

デンマークの農業教育制度 

○ 農業法により，30ha 以上の農地を取得するためには「グリーン証」保持者である資格が

必要であり，農業経営者養成教育を受ける必要がある。（引用者注：「グリーン証」制度

は 2014 年現在廃止されているが，デンマークで農業を営むには，4-14 の Dethlefsen で

述べられているような「農業エコノミスト」等の資格を取得することが必要となる。） 

○ 税法上，贈与税が高水準で課されることから，親子間でも有償で農場継承する仕組み（経

営者能力を有する者のみが執農する条件を与えられる。）。 

 

４-２６ ハンス・ウィエウヘルム・ヴィントホルスト著・杉山道夫訳（2010） 
この論文はドイツの研究者が糞尿投下に必要な農地の所有規定がデンマークの養豚経営

に与える影響を論じたものを，日本人が和訳したものである。近年のデンマークでは糞尿

投下の規制と隣国ドイツが多くの仔豚を需要しているため，肥育経営よりも繁殖経営が展

開しやすい状況にあることを指摘している。 
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〔抜粋〕 

 多くの肥育業者が種母豚飼養業や子豚生産業へと経営転換をした。この転換の推進要因

には，ドイツの南ウェーザー・エムス地域とノルトヴェストファーレン地域にある大規模

肥育業からの高品質のデンマーク産の肥育用素豚（子豚）への持続的な需要増加があるこ

と，およびデンマークにおける環境法の立法にある。農地面積証明の観点からすれば，子

豚生産業者は肥育業者よりもはるかに有利である。 

 

４-２７ 小括 
４-２７-１ デンマーク農業が強い競争力を持ちえた要因 
各文献が述べ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 8

点が挙げられる。 

第 1 に，協同組合という組織形態が費用削減等に寄与し，デンマーク農業の競争力を高

めたことである。例えば，4-1 の Karantininis（2007）によれば，デンマーク農業における

協同組合組織のネットワークが，取引費用の削減，知識の移転や資源の交換の容易化を通

じた競争力強化を実現させている。4-12 の Poppe et al. (2012)等でも，デンマーク農業におい

て協同組合の果たしている役割が指摘されている。 

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，4-2 の Hobbs（2001）によれば，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，川上部門の養豚経営と川下部門の食

肉加工企業デニッシュクラウンが緊密に協働する産業構造＝インテグレーションとなって

おり，取引費用削減，効率性向上，品質向上を実現できているためとしている。同様の指

摘が 4-3 の Selva（2005）等でもされている。 

第 3 に，デニッシュクラウンが一部の作業工程の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である。4-11 の Iversen（2006）によれば，デニッシ

ュクラウンはと畜した豚から内臓を除去する作業は機械化できたが，除去した内臓を洗浄

する作業は機械化できなかったので，除去した内臓を中国へ運んで人の手で洗浄した後に，

欧州の食肉加工施設へ送り返している。その一方で，デニッシュクラウンはデンマーク国

内にはハイテク設備を必要とする製品の生産を集中させている。 

第 4 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やアーラフ

ーズのような食品企業が大型化し，市場シェアや競争力を高めたことである。養豚・豚肉

産業については，4-4 の Hansen, et al.（2011）によれば，合併と集中を通じた養豚・豚肉産

業の構造再編がデンマークの起業の市場でのシェアを高めるとともに企業の競争力を劇的

に高めたとする。同様に酪農業については，4-21 の International Dairy Federation (2012)によ

れば，アーラフーズが国境を越えた合併を行いイギリスやドイツのマーケットでも存在感

を増している。 
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第 5 に，デンマークでは農業経営の規模拡大による効率性の向上が農業生産の競争力を

高めたことである。例えば，4-5 の Sorensen (2002)は，最も効率的な 2 割程度の農業経営が

規模を拡大していることを，デンマーク農業の強みの1つに挙げている。また，4-9のStatistics 

Denmark (2013)によれば，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

んだという。なお，日本の養豚経営でも同様の規模拡大が進んでおり，農林水産省（2013）

によれば，養豚経営数は 2002 年の 10,000 戸から 2012 年の 5,840 戸へと減少するとともに，

同期間に 1 戸あたりの飼養頭数は 961 頭から 1,667 頭へと増加している。 

第 6 に，品種改良によって豚の能力が向上し，デンマークの養豚産業の競争力を強化さ

れたことである。4-6 の Nábrádi (2008)は，デンマークの養豚の強みとして，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等を挙げている。このような

高い能力を持つ豚は，4-24 の新（2010）が述べるような，品種改良によって開発された。 

第 7 に，高品質な製品の生産によって競争相手国との差別化を実現していることである。

4-22 の横山（2013）によれば，競争を非常に意識して，産官学が協力して研究・開発に取

り組み，高品質の製品を生産している。また，デンマークでは厳格な基準に基づいた品質

や安全性を重視した生産が行われていると，4-13 の Ellebrecht et al.は指摘している。 

第 8 に，デンマークの食品産業が技術革新に注力していることが，デンマークの競争力

を強めた。例えば，4-15 の Van Galen et al. (2013)によれば，EU 8 カ国（デンマーク，ドイツ，

フランス，イタリア，オランダ，ポーランド，スペイン，イギリス）の中で，デンマーク

の食品産業が最も多く R&D への支出やビジネス環境の整備等，技術革新への努力を行って

おり，デンマークが国民 100 万人あたりの欧州特許庁への特許出願数が EU 8 カ国（デンマ

ーク，ドイツ，フランス，イタリア，オランダ，ポーランド，スペイン，イギリス）で最

も多いという。 

 

４-２７-２ デンマーク農業の課題・制限要因 
各文献が述べているデンマーク農業の課題・制限要因として，以下の 4 点が挙げられる。 

第 1 に，環境規制がデンマーク農業の制限要因となっている。例えば，4-7 の Vernooij (2011)

によれば，デンマークの豚肉産業が 2005 年前後に EU でのリーダーの地位を失った要因の

1 つとして環境規制を挙げている。 

第 2 に，動物福祉が強化されたことである。例えば，4-5 の Sorensen (2002)は，デンマー

ク農業の制限要因として動物福祉の強化を挙げている。 

第 3 に，生きた仔豚の輸出が増加していることである。例えば，4-23 の宅間（2013）に

よれば，仔豚の生体輸出の増加によって，肥育豚が減少し，国内の食肉処理場の稼働率低

下や，豚肉生産量の減少等の影響が生じている。同様の指摘が 4-20 の BPEX (2013)等でも

なされている。 

第 4 に，デンマーク農業の高い生産費である。例えば，4-11 の Iversen(2006)によれば，デ
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ニッシュクラウン等のデンマークの企業は，労働費の安いブラジルやウクライナ等の新興

国に拠点を置く企業との競争に直面しており，工程の国外へのアウトソーシングや差別化

商品の開発が課題となっている。 

これらの課題の見通しについては，前述の Vernooij (2011)や宅間（2013）によれば，今後

も環境や動物福祉等の規制によって，デンマーク国内で豚を肥育し食肉を輸出するよりも，

生きた仔豚の輸出が選好される状況が続くとみられている。生きた仔豚の輸出の増加はデ

ンマーク国内での食肉処理頭数を減少させ，4-18 の agra europe (2014)が報じたようなデンマ

ーク国内の食肉処理場の閉鎖等のリストラが今後数年間に行われる見通しである。 

 

４-２７-３ 生きた仔豚の輸出増加が豚肉の輸出競争力に及ぼす影響 
本項では，前項「4-27-2 デンマーク農業の課題・制限要因」で指摘した課題・制限要因

の中で，デンマーク養豚の競争力に対して特に大きな影響をおよぼすとみられる生きた仔

豚の輸出の増加について，文献から検討する。 

本章でみた複数の文献が，デンマークの養豚・豚肉産業の競争力の背景として，川上の

養豚経営と川下のデニッシュクラウンが緊密に協働し，繁殖，肥育，と畜，食肉加工を一

貫してデンマーク国内で行う産業構造，垂直統合（vertical integration）を挙げている。 

しかし，「3-3-6 デンマークの生体豚・豚肉製品に関する競争力指標の時系列推移」で行

った貿易統計の分析で，デンマークの豚肉や豚肉加工品の輸出についての競争力が近年

徐々に低下していること，その一方で生体豚の輸出に関してのデンマークの競争力は徐々

に高まっていることが明らかになった。 

その背景は，4-26 のヴィントホルスト著・杉山訳（2010）によれば，糞尿投下に関する

環境規制とドイツに生きた仔豚の旺盛な需要があることとされている。また，4-23 の宅間

（2013）によれば，資金繰りが苦しいデンマークの農家が回転率を上げるために短期間の

飼育で済む仔豚をドイツや東欧諸国へ販売しており，デンマーク国内の肥育豚頭数や食肉

処理頭数が減少している。 

生きた仔豚の輸出の増加は，国内の食肉処理場の稼働率低下や，豚肉生産量の減少など，

デンマークの養豚産業全体にも影響を及ぼし始めている。実際，4-18 の agra europe (2014)

によれば，デニッシュクラウンは食肉処理頭数の減少によって食肉処理工場の稼働率が低

下し，過剰な処理能力を削減するためにデンマーク国内の数カ所の食肉処理工場を閉鎖す

る見通しである。 

デンマーク国内の食肉処理頭数の減少と外国への生きた仔豚の輸出の増加は，これまで

デンマーク国内で行われてきた肥育，と畜，食肉加工の外国への移転である。換言すれば，

生きた仔豚の輸出は，養豚経営とデニッシュクラウンとが協働して繁殖から食肉加工まで

を一貫してデンマーク国内で行う垂直統合とは異なる，デンマーク国内で繁殖を行い国外

で肥育から食肉加工までを行う国際分業構造の出現といえる。その結果，デンマークが依

然として豚肉の主要輸出国であるのは間違いないが，デンマークの豚肉の輸出競争力は
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徐々に低下しつつある。 

 

４-２７-４ その他の特記事項 
 各文献が述べている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，デンマークの農業教育は座学と実習を交互に行う「サンドウィッチ方式」とい

う特色がある。4-14 の Dethlefsen (2010)によれば，デンマークの農業者教育は座学と実習を

交互に行うプログラムとなっている。 

第 2 に，協同組合であるアーラフーズの意思決定は酪農経営の代表者等によって行われ

ている。4-17 の Reid (2011)によれば，総代会や取締役会の委員のうち一定数が酪農経営の

代表者に割り当てられている。 

第 3 に，デンマークは国外へ乳製品を輸出している一方で，国内消費の一定部分を輸入

していることである。4-19 の Andersson & Gotting (2011)によれば，国内消費のうちチーズで

25％，ヨーグルトで 20％を輸入している。 

 

4 章の文献整理によって， 3 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。4-27-1 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等，デ

ンマーク農業の競争力の源泉を 8 点確認し，4-27-2 でまとめたようにデンマーク農業の課題

を 4 点確認した。それに加えて，3 章の統計分析で明らかになった生きた仔豚の輸出増加と

いう現象の背景が，デンマークの環境等の規制とドイツ等周辺国で肥育豚の旺盛な需要に

あることを，4 章の文献調査によって新たに確認できた。また，生きた仔豚の輸出増加（4-27-3）

が，デンマーク国内のと畜頭数の減少や食肉処理工場の稼働率の低下等，デンマークの養

豚・豚肉産業に影響を及ぼしていることも新たに把握できた。 
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