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デンマークの 
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重要な 食品
1. オーガニック食品は信頼でき、高品質で味が良い

2.  オーガニック食品では、合成フレーバー、着色料、甘味料を
含まない食品を提供している

3.  オーガニック食品の加工では、限られた量の天然添加物のみ
が許可されている

4.  遺伝子組み換え生物 (GMO) は 有機農業や食品のさらなる加工
では禁止されている

5.  有機農業は、高レベルの生物的多様性や種および自然環境の
保護に貢献している

6.  有機農業は、土壌生物や自然土壌の肥沃を高める

7.  化学農薬が禁止されているため、有機農業は 環境や飲料水の
保護に貢献している

8.  有機農業は動物の繁栄を促進し、自然の行動に良い状況をも
たらすすべての有機畜産動物は、野外に出ることができる

9.  抗生物質やその他の薬物を使用することは厳しく制限されて
いる。有機動物はホルモン投与が行われずに育てられる

10.  有機ラベルは、有機部門の全企業が機関によって定期的に検
査を受けていることを保証している



有機農業とは
何か
有機農業とは可能な限り環境をいたわりつつ、可能な限り自然に機
能するように努めるために考えられた農業生産システムです。有 機
農家は、自然のライフサイクルシステムを尊重することで、信頼
で き、新鮮かつ味の良い食品を顧客に提供することができま す。

有機であることの価値
有機農家は有機栽培や家畜産業を始めた後に、転換期間を過ごす
必要があります。この転換期間には通常、2年かかります。この期
間の間、この農場からの製品は販売することやオーガニックのラ
ベルを貼ることはできません。

環境について
有機農家は、土壌肥沃度、水源、生物的多種性を含め、自然環境
を保護するように努めています。最も重要な農業原理は以下のと
おりです。

•  土壌肥沃度、土壌の扱い、土壌の構造に影響を与える作業の仕組
みを慎重に監視する

•  幅広く、多様輪作を導入し、雑草や害虫のサイクルを除去し、
役 立つ養分を供給しつつ、土壌回収時間を確立できるようにする

•  養分は、マメ科植物 (大気の生物窒素固定) と同様、作物残渣およ
び家畜糞などの有機物の効果的な再利用で供給する

•  雑草、病気、害虫を管理するには、自然の予防手段または機械的
手段を主に用いる

•  湖、川、飲料水を含む環境を保護するために、化学農薬や合成肥
料は使用しない

• 土壌侵食および養分損失を防ぐために生垣および牧草を植える
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「有機農家は、自然のライフサイクルシ
ステムを尊重します」

有機
農業

自然に 
優しい
動物に 
優しい
私たち 
人間に
優しい
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生物的多様性
有機農家は、可能な限り生物的多様性を保護して向上させてい
ま す。たとえば、多年度輪作や、土壌の常態を最良にするための
土壌づくりに機械的・物理的な方法があります。これは、有機農
家は除草剤を使用して雑草を除去するのではなく、雑草を刈り取
ることで管理をしていることを意味しています。こうすること
で、より多くの自然の植物や動物、微生物、ミミズが土壌に生息
できるようになります。

炭素排出
研究によると、有機農業は炭素排出量を低減させることができ
ま す。そのため、気候の変動を抑えることに貢献することが可能
になっています。貢献できる要素には以下が含まれています。
•  有機農業が土壌の腐植含有量を高めることによる 有機物質内の

炭素隔離
•  廃棄物のリサイクルや副生成物による、エネルギー消費の低減
•  大量のエネルギーを消費した過去で生成される合成肥料を使用し

ない
•  より原生的、一般的な植物の保護

動物保護について
動物保護は、有機農業にとって重要な要素です。その目的は、
自 然な行動に適した状況を生み出すことです。
これは以下のことを意味します。
•  動物は草原または外に出ることができる
•  動物には有機飼料が与えられる
•  多くの動物は、利用できる土地とのバランスがとられる
•  成長促進する物質またはモルモンの使用、あるいは繁殖を制御す

る同等の物質の使用が禁止されている 化学合成の逆症療法の薬
品は、予防的治療として用いられることはありません。



「オーガニ
ック 食品は 
自然環 境、 
土壌肥沃度、 
水源、生物的多 様
性 を保護します」
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非GMO
•  遺伝子組み換え生物 (GMO) およびGMOで生産された 製品の使用

は禁止されている

オーガニック食品の加工
•  EUに記載されている370種類の食品添加物のち49種類のみが、

オ ーガニック食品の加工で許可されている

•  合成香料、着色料、甘味料、GMO、放射線照射による殺菌など
の使用は禁止されている

健康的な食品
オーガニック食品と従来品の栄養価を比較する研究では、より多
くの健康を促進する要素がオーガニック食品に含まれていること
が明らかになっています。

•  有機乳製品や牛肉には、より多くのオメガ3脂肪酸、リノー
ル 酸、ビタミンEが含まれている

•  有機には、より多くの抗酸化物質が含まれている有機果物には
農薬が全く含まれていない

「有機農家は 自然
の ライフサイクル 
システムを尊重し
ま す」
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「オーガニック 
食品には 
健康を促進する 
より多くの 
要素が 含まれて
います」
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有機畜産 
有機畜産物の生産には、特別な規制が適用されています。有機的
に飼育された動物は、自然な行動を行う機会が与えられる必要が
あり、動物や環境に対する考慮が必要となります。それは、有機
生産が従来型の生産のように密集的であってはならないことを意
味しています。有機農業の収益は低く、有機畜産物の生産には特
別な条件が規制によって制定されています。よって、オーガニッ
ク食品は、同等の従来型の製品よりも高価であることが多々あり
ます。

畜牛、豚、家禽にとって最も重要な規則は以下のとおりです。

有機牛肉と牛乳生産
有機畜牛は、4月15日から11月1日まで放牧される必要があり
ま す。冬の間には、有機畜牛は運動を行うための開放的なエリア
に出入りできる必要があります。

飼料は100%オーガニックのもので、飼料の大部分は食物繊維であ
る必要があります。飼料の主要部分は、農家の牧場の物である必
要があります。

牛は産後、最低24時間は子牛とともに過ごす必要があります。
子 牛は授乳期間 (3か月)にわたり、乳児としての欲求を満たすため
の機会が与えられる必要があります。この場合、子牛の囲い内で
ダミーの乳 (おしゃぶり) を使用することができます。

有機畜牛が病気の際に、獣医薬で治療を行うには、離脱症状期間 
(乳製品として牛乳を販売できない期間) が、非有機離脱期間の2倍
必要となります。
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家家
畜畜
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豚豚
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有機豚の生産
デンマークでは、有機畜産物の雌豚は牧場に出入りでき野外の飼
育で子を産みます。雌豚は快適な巣を築き、最低でも生後7週間で
離乳するまで子豚と過ごします。

雌豚は、泥浴を行える必要があります。泥浴は、土壌をかき回
し、暑いときに体を冷やすために、水や泥に転がること自然な行
動の 一部です。

豚が囲いの中で飼育される場合には、野外で走り回れる必要があ
ります。囲いでは、十分なスペースと、転がるのに十分な量のわ
らを用意する必要があります。

豚には、最低でも95%の有機飼料を与える必要があります。これ
には、豚の消化に良い食物繊維が含まれます。

有機畜産物の豚が1回以上の投薬治療を受けた場合は、オーガニッ
ク食品として販売することはできません。

尾切りは、有機畜産物の豚では許可されていません。



有機卵および
鶏 の生産
有機卵を産む鶏には十分なスペースが与えられ、鶏は屋内および屋
外に出入りできる必要があります。屋内の最大飼養密度は鶏6羽に対
して1平方メートルとされ、屋外の最大飼養密度は鶏1羽に対して4平
方メートルとされています。

屋外エリアは、鶏が自然な行動を行うのに十分な植物で覆われてい
る必要があります。また、これらの植物は鶏の排泄から養分を吸収
します。

屋内エリアには自然の日光が差し込み、最低8時間の暗闇での休憩期
間を設ける必要があります。鶏は、砂浴びおよび、ひっかきを行う
ためのエリアに出入りできる必要があります。
 
有機畜産物のブロイラーやアヒルなどには、自然な行動を行うため
の屋内・屋外で十分なスペースが設けられる必要があります。アヒ
ルは、小川、池、湖などの水浴びができる環境に出入りできる必要
があります。

鶏、ブロイラー、アヒルには、最低でも95%のオーガニック飼料が与
えられる必要があります。これには、生野菜、貯蔵牧草または果物、
野菜の残りなどの食物繊維がいくらか含まれる必要があります。

食肉処理される鶏は、低成長繁殖に基づき行われる必要がありま す。
デンマークの有機畜産物のブロイラーの毎日の体重増加は35gまでの
みとされています。これは、食肉処理を行う体重の2,200gに達するま
でに63日ほどかかることを意味しています。非有機畜産のブロイラー
が同じ体重に達するには通常、35～38日ほどかかります。有機畜産物
のアヒルにも、1日の体重増加に関する類似した要件があります。

ビークトリミングは、有機畜産物の鶏、ブロイラー、アヒルなどの
生産では許可されていません。
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有機農業
2015年末の時点で、デンマークでは、200,000ヘクタールが有機農業用に
耕作されています。これは、デンマークの領土の8パーセントほどが有機
的に耕作されていることを意味しています。ま た、有機農業エリアは年
々拡大されています。2,750か所にのぼる農場が有機生産に認定されてい
ます。これは、全デンマークの農場の7パーセントにもなります。

 

出典：Danish Agriculture & Food Council (デンマーク農業理事会) Best estimates (最良推定)

乳製品は2015年で5億kgの有機牛乳が生産されていることから、デンマー
クの最大のオーガニック部門となっています。この市場の有機畜産豚の
割合は牛乳に比べ低くなっていますが、2015年では食肉用として処理さ
れた有機畜産の豚は125,00頭にも達していま す。デンマークで生産され
た卵の21%は有機畜産物の鶏によるもの で、2015年では、1億4,000万kgの
有機卵が生産されています。

「生産された卵の
21% は、有機畜産物の
鶏が産んだものです」

図 1 –  2015 年のデンマーク合計生産のおける有機シェアの割合 (パーセント)
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有機食品の消費量
デンマークは長年にわたり、有機農業およびオーガニック食品の生産
において注目されてきました。デンマークは長い年月をか け、信頼
できる有機農業製品や特産物を幅広く開発してきました。し か し、
こ れ は、デンマーク人がより多くのオーガニック食品を買う理由のひ
とつにすぎません。

 

出典：Statistics Denmark (デンマーク統計) Best estimates for 2015 (2015年最良推定)

2015年、デンマークにおけるオーガニック食品の世帯消費額は200
ユ ーロ以上を記録しています。また、オーガニック食品にかける食費
は小売り市場のシェアは8パーセントでした。つまり、デンマークの
有機市場シェアは世界で最も高いことになります。デンマークに続い
て高いシェアを擁するのは、スウェーデン、オ ーストリア、ス イスと
なっています。

有機小売および食品サービス販売の大半を占めているのは乳製品で
す。しかし、最近では果物、野菜、卵、パン、小麦でも、関連市場
で 高い成長がみられます。最も人気のある製品は、牛乳、卵、にん
じ ん、オートミール、小麦ですが、豚肉、牛肉、鶏肉もまた、デン
マ ー ク市場で顕著に伸びています。

図 2 – 2016 年の小売における有機食品市場シェア (パーセント)
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「デンマークは、
世 界最大の有機市
場 シェアを擁して
い ます」

図 3 – 2014 年における、グループ内の有機食品の小売販売 (パーセント)

出典：Statistics Denmark (デンマーク統計)
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オーガニックトレード
オーガニック製品の輸出は過去数年にわたり増大し、2014年では2
億2,200万ユーロにものぼっています。主に輸出が行われるのは乳
製品や肉製品ですが、野菜、卵、飼料も含まれています。

デンマーク企業は、欧州周辺国やその他の国など、世界中にわたり
オーガニック製品を輸出しています。また、デンマーク企業は、
中 国にオーガニック食品を輸出するトップ企業にも入っています。 

輸出量が増大しているにもかかわらず、デンマークはオーガニッ
ク製品の純輸入国でもあります。新鮮な果物、野菜、穀物、飼料
を主に輸入しています。

 

出典：Statistics Denmark (デンマーク統計) Best estimates for 2014 (2014年最良推定)

図 4 – 2005 年～2014 年におけるデンマークの輸出および輸入 (100 万ユーロ)
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デンマークの 
10の 検査シス
テム。農場か
ら食卓まで
消費者から信頼を得ることは、デンマークの有機部門の発展と成
功において重要な要素です。この信頼は、農場から食卓に至るま
での、特別に公開されている検査システムから生まれています。
このシステムでは、同分野の牛小屋や有機栽培から小売業者に展
示されるオーガニック製品まで、生産チェーン全体を対象として
います。

この検査は、デンマークの国家機関が行います。この経済的利益
に無関係な機関により、消費者が有機管理システムに高い信頼と
自信を持つことができているのです。

この検査はEU有機規制の管理下にあり、物理的および文書によ
るな検査が必要とされます。オーガニックと認定されているすべ
ての農場、農業・食品生産事業にかかわるサプライヤーが検査を
受けます。また、年に最低1度の定期現場検証があり、厳選され
た作業員やビジネスの現場で検査が実施されます。
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「高い 
信頼 性」
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有機農業における規制
EU加盟国における有機農業は、有機生産や有機成製品のラベリン
グに関する「Council Regulation (EC) No. 832/2007 (欧州有機農業規制)」
により保護されています。

この規制には、必要な基準を満たしているEU加盟国で生産され、
配送前に包装されたオーガニック製品に使用する必要のある欧州
の有機ロゴが含まれています。EU有機ロゴは、国家または個人の
有機ロゴとともに使用することもできます。

原材料の95%以上が有機農業で作られている加工製品は、この有
機ロゴを貼ることができ、販売説明等でも有機農業であると言及
できます。有機農業であると言える製品は、常に検査機関の識別
番号が同封されています。

EU有機ロゴおよびデンマークロゴ
今日デンマークで販売されているオーガニック製品には、緑色の
「EU木の葉ロゴ」およびデンマーク国家ロゴの両方が貼られてい
ることがよくあります。後者は、ほぼすべてのデンマーク消費者
に認識されています。

消費者がオーガニック製品に対して高い支払いを行うことを選択
するからには、その支払いに見合う対価を確実に得なければなり
ません。有機ロゴやラベル制度は、この信頼を維持する基盤とし
て機能しています。
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EU有機ロゴを理解する
EU有機ロゴには、以下に示す2行のテキストが含まれています。

1) 農産物の原産地
EU農業・農産物がEUで栽培されたものであること
非EU農業・農産物がEU以外の国で栽培されたものであること
EU/非EU農業・農産物の一部がEUで栽培され、その他が別の国で栽
培されたものであること

2) 製品の有機ステータスを管理する国家機関を示した識別番号
に は、以下のようなものがあります。
DK-ØKO-XXX (デンマーク) DE-ÖKO-XXX (ドイツ)

オーガニック食
品と調理法
有機季節の食材革新的これらは、今日のデンマークおよび新しい
スカンジナビア料理を説明した言葉です。数十年前、スカンジナ
ビア料理はあまり話題にはのぼらず、旅行をしてまで探究する人
などいませんでした。しかし、これは劇的に変化しています。主
な理由のひとつは、我々の代表的な料理を扱うレストランがスカ
ンジナビア食材を使用し始めたのです。この食材は、我々の地域
との交流を願う、季節の変化や純度、新鮮さ、シンプルさ、価値
観を反映していると同時に、栄養的な価値や優れた味へのこだわ
りを維持しています。

デンマークの有機食品は、デンマークおよび新しいスカンジナビ
ア料理のサクセスストーリーに重要な役割を果たし続けます。こ
れは、純粋さ、動物保護、持続可能性という基本的な有機的原理
が、有機活動のスピリットと連携しているのです。



デンマーク農業理事会
デンマーク農業理事会はビジネス、貿易、農業商工会を含め、 
デンマークの農業や食品産業を代表しています。

年間輸出高は1,500億クローネ (約200億ユーロ) を超え、 
169,000人の雇用を行っている農業理事会は、デンマークで最も重要なビジネス部
門のひとつを代表しています。

デンマーク農業理事会
Axelborg, Axeltorv 3
1609 København V

電話 +45 3339 4000
ファックス +45 3339 4141

電子メール info@lf.dk
ホームページ www.lf.dk
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