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Content of the presentation

Success factors of Dutch agribusiness

Focus on added value and innovation

Public-private partnerships by: 

• Public-private research

• Clustering of production 

• Topsector approach and Joint Future Innovation agenda
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Crucial Pillar of the Dutch Economy

• Agri-food industry is among the top three contributors to the Dutch GDP

• € 50,2 billion in added value, almost 10 % of Dutch economy and

employment for 660,000 people (directly and indirectly)

• Holland is still the world's second largest agri-food exporter.

• 2017: €  106 bln. agricultural export (96,7 bn. Food and 9,1 bn. 

Technology) (+7,4%)

• 2018 stable, appr. 77% exported to EU-member states

• Wageningen UR the #1 worldwide in agri & food
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The Netherlands at a glance



Economic importance
• The ‘Greenport’ has, along 

with Schiphol Airport and the 
Port of Rotterdam, been 
named one of the 
Netherlands’ three economic 
mainports
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Success factors of Dutch agribusiness

• Strategic location in the EU-market (80%)

• Importance of agro-logistics

• Stimulating entrepreneurial activity

• Focus on added value and innovation

• Clustering of production and R&D

 Capital: Amsterdam
 Currency: Euro (€)
 Area: 33,800 km²
 Population: 17.0 million
 Income per capita: 39 300 euro
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1. Public-Private Research
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Research

Business

A 
golden 
triangle

Govern-
ment

1. Public-Private Research: Golden triangle 
Innovation driven partnerships 
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Agricultural Knowledge and Innovation Systems

Wageningen University and 
Research centre: university, 
innovation driven applied 
research and 2 experimental 
stations

University Utrecht –
Veterinary science

TNO (-Applied Food 
Research)

Agricultural Schools 

(managed by 

Ministry of 

Education)

Extension service 

(privatised), 

agribusiness –

advise and 

accounting officesGovernment: clear 
regulations, system 
responsibility

RABObank

Agribusiness (coops and  
investor owned firms)

Demanding consumers

Topsectors AgroFood and 
Horticulture

Highly educated farmers
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Incentives for Public-private research

• Since 1980’s research institutes: independent and output 

financed;

• Research proposals via Ministry or via Dutch Science 

Organisation; 

• Indirect competition as the number of proposals is larger than the 

budget; 

• 9 topsectors board: selects research topics & issues a yearly call 

for proposals; 

• part of the budget only available on the condition that business 

pays an important share of the costs of the project, either in kind 

or in cash
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Linking principles:
• Openness
• Proximity
• Synergy
• Absorption capacity external info

Linking public and private interests

Linking principles:
• Openness
• Proximity
• Synergy
• Absorption capacity external info

Connection mechanisms:
• Platform like Knowledge 

rooms etc.
• Public-private investments
• Supporting institutional 

changes
• Strategic agenda sector
• Strat. Knowledge & 

Innovation Agenda
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2. Public-private partnership by clustering
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Corperate HQ or R&D

Food R&D centre

Regional Food clusters

Innovative Companies

Universities in Agri-Food

2. Clustering of production connected to R&D
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http://www.foodvalley.nl/


Clustering of greenhouse vegetable production
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Greenport 

Westland-Oostland

Greenport

Boskoop

Greenport

Aalsmeer

Greenport Duin 

en Bollenstreek

Greenport Noord-

Holland Noord

Greenport

Venlo

6 Greenports in the Netherlands
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2. Public-private partnership by clustering
Policy Strategy & success factors Greenports

1. Create a win-win (common ground) between all stakeholders

2. The presence of strong, large food companies

3. Innovation driven approach by universities, knowledge institutes 

and innovators

4. A good connection to education

5. A shared vision on land policy (land consolidation)

6. Transboundary cooperation between municipalities, prefectures 

and national government.
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3. Public private partnership

Topsector approach and Joint Future 

Innovation agenda
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ANIMALS
2019 

[mln#]

CATTLE 3.7

PIGS 12.2

POULTRY 105

SHEEP 0.9

17PEOPLE

SMELL !!

DUST  !!

EXCESS MINERALS !!

HEALTH  !!

WATER QUALITY!!

AIR QUALITY !!

ANIMAL WELFARE !!

Public-private partnership on societal challenges

Growing Criticism from society impact on soil, biodiversity, air, 

and health
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Circular 

Agriculture

Climate neutral 

agriculture and 

production

Climate resistant 

rural and urban 

areas

Appreciated, 

heathy and safe 

Food

Sustainable and 

safe North-sea, 

oceans, inland 

waterways

The Netherlands: 

best protected 

and livable delta

Reduction of fossil 

nutrients, water 

and nitrogen

Healthy soil and 

modern cropping 

systems

Re-use of organic 

waste 

Proteins from plant 

resources

Biodiversity in 

circular agriculture

Emission reduction 

methane

Nitrous oxide 

reduction and 

carbon 

sequestration

Reduction peat soil 

oxidation

Increase carbon 

sequestration in 

nature and forestry

Energy reduction 

(greenhouses)

Production and use 

of biomass

Prevention of 

flooding and water 

shortage

Climate adaptation 

of agricultural and 

horticultural crop 

systems

Urban areas

Water quality

More appreciation 

for food

Healthy food, an 

easy choice

Safe and 

sustainable 

agricultural 

production

Sustainable and 

safe food 

processing

North sea

Nature inclusive 

agriculture, 

fisheries and water 

management in 

the Dutch 

Caribbean

Rivers, lakes and 

tide areas

Oceans and seas: 

blue growth

Fisheries

Preservation and 

cost control of 

water 

management

Adaptation of 

rising sea level and 

more extreme 

weather conditions

Netherlands digital 

Waterland

Energy from water

Key technologies

Smart technologies in Agri-Horti-Water-Food like: robotics, AI, big data

Biotechnology and plant breeding like, genomics, phenotyping

Knowledge, Innovation Program: Agriculture, Water and Food
Six missions and two key technologies
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• To realize a productivity boost via a data-driven potato production 

system within the framework of circular agriculture

• Bring together plant science and novel sensor technology with AI, 

robotics & new sensor applications

• Goal: to boost productivity and lower costs, increase yield, 

introduce precise crop management, and lower labour costs. to 

optimize the potato chain. 

Example Japan – Netherlands

Project Transition To A Data- Driven Agriculture for a 

new Dutch & Japanese Potato Circular Value Chain
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Fundamental Framework Cooperation WUR - NARO
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THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!
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オランダ農業とイノベーション：
産学官連携を基盤とする取組

Dr. Evert Jan Krajenbrink, 

Dutch Agricultural Counsellor in Japan

22 January 2020, Tokyo

オランダ王国大使館農務参事官 エバートヤン・クライエンブリンク
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プレゼンテーションの内容

オランダアグリビジネスの成功要因

付加価値とイノベーションにフォーカス

官民連携の方法: 

• 官民研究

• 生産のクラスタリング

• トップセクターアプローチと共同の未来イノベーションアジェンダ
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オランダ経済の重要な柱

• 農業食品産業は、オランダGDPに貢献する上位3部門に含まれる

• 付加価値502億ユーロ： オランダ経済の約10%を占め、直接・間接的に
66万人を雇用

• オランダは今も世界第二位の農産物・食品輸出国

• 2017年： 農業輸出額1060億ユーロ （食品967億ユーロ、技術91億ユーロ）
（+7.4%）

• 2018年：安定 約77% をEU加盟国へ輸出

• ワーヘニンゲン大学研究センター 農業食品分野で世界第一位
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一目でわかるオランダ



経済的重要性

• スキポール空港、ロッテルダ

ム港に並び、「グリーンポート」

は、オランダにおける経済的

重要度の高い三大港のひとつ

に数えられます
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4.7

10.6

5.2

6.9

4.6

8.9

3.3
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物流 内地

農業サービス・林業

資材 内地

資材 輸入

第一次産業とし
ての農業

食品産業 内地

食品産業 輸入

物流 輸入

付加価値にフォーカス
複合体としてのオランダの農業 504億ユーロ (2008年) 
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オランダアグリビジネスの成功要因

• ＥＵ市場における戦略的立地 (80％)

• 農業ロジスティクスの重要性

• 起業家精神に富む活動を奨励

• 付加価値とイノベーションにフォーカス

• 生産と研究開発のクラスタリング

 首都: アムステルダム

 通貨: ユーロ (€)

 国土: 33,800 平方キロメートル

 人口: 1700万人

 一人当たりの国民所得: 39,300 ユーロ
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1. 官民研究
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研究機関

企業

ゴールデン

トライアングル

政府

1.官民研究：ゴールデントライアングル
イノベーション志向のパートナーシップ
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農業知識イノベーションシステム

ワーヘニンゲン大学研究
センター: 大学、イノベーシ
ョン志向の応用研究、二つ
の試験場

ユトレヒト大学 –獣医学

TNO （応用食品研究）

農業学校（教育省の管理）

普及サービス（民営化
済み）, アグリビジネス
コンサルティング、会
計事務所

政府: 明確な規則, 制度
責任

ラボバンク

アグリビジネス （協同組
合と投資家の所有企業）

要求の厳しい消費者

トップセクター
農業食品および園芸

教育水準の高い農家

研究 普及

サポート
システム

教育

農業生産者
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官民研究を後押しするインセンティブ

• 1980年代以降の研究機関: 独立組織、アウトプット（成果物）の提

案に対する資金供与

• 省またはオランダ科学研究機構 (Dutch Science Organisation) によ

る研究提案

• 提案の数が予算を上回ることによる間接競争

• 9つのトップセクター理事会: 研究トピックを選定、毎年提案を公

募

• 予算の一部は、企業が現物または現金でプロジェクト費用の大き

な割合を支払うことを条件に利用可能となる
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Linking principles:
• Openness
• Proximity
• Synergy
• Absorption capacity external info

官と民の関心事を結合

結合の原則

• 開放性

• 近接性

• 相乗効果

• 外部情報の吸収能力

結合のメカニズム

• ナレッジルーム等のプラットフォーム

• 官民投資

• 制度変更の支援

• セクターの戦略的アジェンダ

• 戦略的知識イノベーションアジェンダ

知識 機関

政府

NGO

企業

仲介者
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2. クラスタリングによる官民連携
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Corperate HQ or R&D

Food R&D centre

Regional Food clusters

Innovative Companies

Universities in Agri-Food

本社または研究開発部門

革新的企業

農業食品分野の大学

食品の研究開発センター

地域の食品産業クラスター

2. 研究開発につながる生産のクラスタリング
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2013年 自治体ごとのガラス温室による園芸生産者の経営面積

総耕地面積に占めるパーセンテージ

0.5未満

10超

ガラス温室なし

情報源：ＣＢＳ（中央統計局）

施設野菜生産のクラスタリング

耕作地の総面積と比較
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Greenport 

Westland-Oostland

Greenport

Boskoop

Greenport

Aalsmeer

Greenport Duin 

en Bollenstreek

Greenport Noord-

Holland Noord

Greenport

Venlo

オランダ国内６ヵ所のグリーンポート
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2. クラスタリングによる官民連携
政策戦略とグリーンポートの成功要因

1. 利害関係者の間で win-win の関係 （共通基盤）を構築する

2. 強力かつ大規模な食品企業が存在する

3. 大学、知識機関、革新者によるイノベーション志向のアプローチ

4. 教育との良好な連携

5. 土地政策に関する共通ビジョン （土地集積）

6. 中央政府・県・市町村間の国境をまたがる協力
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3. 官民連携

トップセクターアプローチと

共同の未来イノベーションアジェンダ
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動物
2019 

[mln#]

牛 3.7

豚 12.2

家きん 105

羊 0.9

17ヒ ト

匂い !!

ほこり !!

過剰なミネラル !!

健康 !!

水質 !!

大気 !!

動物福祉 !!

社会的課題に関する官民パートナーシップ
社会の高まる批判、土壌への影響、生物多様性、空気、健康
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循環型農業 気候中立（温室効果

ガスの実質排出ゼ

ロ）の農業・生産

気候対抗性に優れた

農村と都市

高く評価される 健康

で安全な食

持続可能で安全な北

海、海洋、内陸水路

オランダ: 最も守られ

た住みやすいデルタ

地帯

化石栄養物、水、窒

素の削減

健康的な土壌と最新

の作物栽培システム

有機廃棄物の再利用

植物素材のタンパク

質

循環型農業における

生物多様性

メタンの排出削減

亜酸化窒素削減およ

び炭素隔離

泥炭土の酸化削減

自然や林業における

炭素隔離増加

エネルギー削減（温

室）

バイオマスの生産と

利用

洪水と水不足の予防

農作物・園芸作物栽

培システムにおける

気候変動適応

都市部

水質

食のさらなる評価

健康的な食、容易な

選択

安全で持続可能な農

業生産

持続可能で安全な食

品加工

北海

カリブ海オランダ領

における自然包括型

農業、漁業、水管理

河川、湖沼、干潟

大洋と海:ブルー成長

漁業

水管理の維持と経費

管理

海面上昇や過酷な

気象条件への適応

オランダのデジタル

ウォーターランド

水からエネルギー

重要技術
農業・園芸・水・食におけるスマートテクノロジー:ロボティクス・AI・ビッグデータ等

バイオテクノロジーと植物育種:ゲノミクス、フェノタイピング

知識イノベーションプログラム: 農業・水・食品
６つのミッションと２分野の重要技術
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• 循環型農業の枠組みにおいて、データドリブン馬鈴薯生産システム
により生産性向上を実現する

• 植物科学と画期的なセンサー技術をAI・ロボット工学・新たなセンサ
ーアプリケーションとを結びつける

• 目標: 馬鈴薯チェーン最適化のための生産性向上、コスト削減、収
量増加、精密作物管理の導入、労働コスト削減

日本とオランダの事例

Project Transition To A Data- Driven Agriculture for a 

new Dutch & Japanese Potato Circular Value Chain

データドリブン農業への変換 －オランダと日本の新しいポテトサーキュラー
バリューチェーンのために－

23



農研機構とワーヘニンゲン大学研究センター(WUR)

農林水産省の予算

の連携基本的枠組み

日本政府

トップセクターの研究予算

トップセクター
の資金拠出

連携

企業

企業

企業

企業

企業

企業

大学
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ご清聴ありがとうございました!
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