
デンマークの 
オーガニック

～妥協のない有機食品～



オーガニック食品を
選択する10の理由



妥協がない
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、化学調味料、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、特定許可された天然添加物の
み使用されている。

4.  遺伝子組み換え生物 (GMO) は 有機農業やオーガニック食
品の加工では禁止されている。

5.  有機農業は、生物の多様性、種の保存、自然環境の保護に大
きく貢献している。

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.  有機農業は動物の保護を重視し、すべての有機畜産動物は、
本来の動物的行動に即した野外環境が与えられる。

9.  抗生物質やその他薬物の使用は厳しく制限され、有機畜産動
物はホルモン投与が行われずに育てられる。

10.  有機認証ラベルは、オーガニック製品の生産企業が、定期的
に認証機関から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に配慮し、自然農法に努める農業生産
システムです。有機農家は、自然循環型農法により、新鮮で、食品
本来の味を消費者に提供することができます。

有機であるためには
有機農家は有機栽培・家畜を始めるには、有機への転換期間が必要
になり、通常2年かかります。この期間、製品を販売したり有機認
証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、地下水、生物の多様性を含め、自然環境保
護に努めています。有機農法の最も重要な法則は以下になります。

•  土壌の肥沃、扱い、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、雑草や害虫の活動サイクルを取り除
き、土壌回復時間を確立できるように養分を供給する。

•  マメ科植物に大気の生物窒素を固定させることと、作物の残留や
家畜糞尿などの有機物を効果的に再利用することで、土壌に養分
を供給する。

•  雑草、病気、害虫を制限するには、自然の予防手段や物理的手法
を用いる。

•  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、生垣および牧草を植える。



「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」

有機農業は
自然、
動物、
人間に優しい



生物の多様性
有機農家は、可能な限り生物の多様性を保護するために、例え
ば、多年度輪作や、機械的・物理的な方法による土壌改良を効果
的にすることができます。有機農家は除草剤を使わず、雑草を刈
り取ることで除去します。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期待さ
れます。貢献できる要素には以下になります。
•  土壌の腐植含有量を高めることによって、有機物質内の炭素隔

離。
•  廃棄物や副産物のリサイクルによる、エネルギー消費の低減。
•  大量のエネルギーを消費して生成される、合成肥料を避ける。
•  原生的、一般的な植物を保護する。

アニマル・ウェルフェア
アニマル・ウェルフェア（動物福祉）は、有機農業にとって重
要な要素です。目的は、より自然な行動に即した環境を生み出
すことです。これは以下のことを意味します。
•動物は草原または屋外に出ることができる。
• 動物には有機飼料が与えられる。
• 動物の数は、生息できる面積に比例する。
• 成長促進剤の使用や、繁殖を制御するホルモン剤等の使用が禁

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
て使われない。



オーガニック製品は
自然環境、
土壌、水源、
生物の多 様性を
保護します。

重要な食品 7ページ       



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に認定されている370種類の食品添加物のうち、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。
•  化学調味料、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。

ヘルシーフード
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、健康
を促進する要素が、オーガニック食品により多く含まれている
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。

•  有機果物には、より多くの抗酸化物質が含まれ、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を
活かします。



オーガニック食品には
健康を促進する要素が
より多くあります。



有機畜産物 
有機畜産物の生産には、特別な規制があります。有機的に飼育さ
れた動物は、必ず自然な活動の機会が与えられます。このように
動物や環境への配慮がされるため、有機生産は従来型の生産とは
違います。有機農業の収益は低く、有機畜産物の生産には特別な
規制があります。従って、オーガニック食品は、従来型の製品に
比べて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日まで放牧されます。冬の期間
には、開放的なエリアで運動を行います。

飼料は100%オーガニックであり、飼料の大部分は食物繊維で
す。飼料はその牧場由来です。

牛は産後、最低24時間は仔牛とともに過ごします。仔牛は授乳期
間（3か月）にわたり、哺乳欲を満たす機会が与えられます。そ
の間、仔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。

有機畜牛は、獣医薬で病気の治療を行う際、離脱期間（牛乳を乳
製品として販売できない期間）が、従来型の家畜の離脱期間の2
倍が必要となります。







有機豚の生産
デンマークの有機畜産物の雌豚は、牧場に自由にアクセスできる
出産小屋で仔豚を産みます。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仔豚と過ごします。

雌豚は、泥浴を行えます。土をかき回したり、暑いときに体を冷
やすため水や泥に転がったりすることが自然な行動の 一部で
す。

豚が囲いの中で飼育される場合には、野外で走り回れます。囲い
では、十分なスペースと、転がるのに十分な量の藁が用意されま
す。

豚には、最低でも95%の有機飼料が与えられます。これには、豚
の消化に良い食物繊維が含まれます。

有機豚は、投薬治療を受けた２回目以降、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。

豚



有機卵と鶏 の生産
有機卵を産む鶏には十分なスペースが与えられ、鶏は屋内外を自由に
移動できなければいけません。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、昼間、自然の日光が差し込み、最低8時間の暗闇での
休憩期間を設けます。鶏は、砂浴びやひっかきのできるエリアに自由に
アクセスできます。

有機畜産物のブロイラーやアヒルなどには、自然な行動ができるよう
に、屋内外で十分なスペースを設けます。アヒルは、小川、池、湖な
ど、水浴びができる環境にアクセスできます。

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を与え
ます。これには、生野菜、貯蔵牧草または果物、野菜の残りなどの粗飼
料が含まれます。

食肉用家禽は、低成長種です。デンマークの有機ブロイラーの1日の体
重増加は35gに限られています。つまり、屠殺用重量である2,200gに達
するまでに63日ほどかかります。従来型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制限があります。

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。





有機農業
2015年末の時点で、デンマークでは、有機農地は２０万ヘクタールで
す。これは、デンマーク国土の8％ほどが有機農地だということです。
ま た、有機農地は年々拡大しています。2,750ヶ所ほどの農場が有機生
産に認定されています。これは、全デンマークの農場の7％にもなりま
す。

出典：Danish Agriculture & Food Council (デンマーク農業理事会) 

2015年度における有機乳製品は、5億キロになります。よって、デン
マークの最大のオーガニック製品となっています。この市場に比べて、
有機豚の生産量は低くなっていますが、2015年度では食肉処理された有
豚は１２万５千頭にも達しま す。デンマークで生産された卵の21%は有
機 卵で、2015年度では、1400万キロの有機卵が生産されています。

卵の21％は有機卵です。

図 1 –  デンマーク全生産における有機生産シェア(2015 年度％)
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オーガニック食品の消費量
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生産の
先進国です。その経験により、信頼できる、本物のオーガニック食品
や、新商品を開発してきました。こ れ は、デンマーク人のオーガ
ニック食品の購買上昇の理由の一つです。

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

2015年度、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 ーロ以上です。小売り市場におけるオーガニック食品のシェア
は8％です。
つまり、デンマークのオーガニック食品市場は世界で最も大きく、続
いて、スウェーデン、オ ーストリア、ス イスとなっています。

オーガニック食品の小売り市場と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、小麦などでは、極め
て高い成長が見られます。
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、デンマークのオーガニック市場で顕
著に伸びています。

図 2 – ２００６～２０１５年のオーガニック食品の全小売市場におけるシェア（％）
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デンマークは
オーガニック
マーケットシェアの
No.１です。

図 3 – 2014 年　オーガニック食品小売市場での各製品シェア （％）

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
2億2千万ユーロにものぼっています。主に輸出が盛んなのは、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、欧州諸国や世界各国にオーガニック製品を輸出
しています。また、デンマーク企業には、最初に中国へオーガニッ
ク食品を輸出した企業がいくつか含まれています。

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。

図 4 – 2005～2014年におけるデンマークの有機輸出入（100万ユーロ単位）

0

50

100

150

200

250

300

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

輸入
出典：Statistics Denmark (デンマーク統計) 

輸出



デンマークの
有機検査機関：
農場から、
食卓まで。
デンマークのオーガニック食品の発展と成功は、消費者の信頼が
重要な要因です。
この信頼は、農場から食卓に至るまで、各段階で、公的機関が検
査を行うことによって築かれます。
例えば、畜牛舎や有機栽培、スーパーマーケットで販売される
オーガニック製品まで、生産システム全体をカバーしています。

この検査は、デンマークの国家機関が行います。営利に関係のな
い機関が行うことで、この有機検査制度はデンマーク消費者の高
い信頼を得ています。

この検査機関はEU有機規制下にあるため、物理的検査および文
書によるな検査が必要となります。オーガニックと認定されてい
る農場や農場関連サプライヤー、食品生産事業者が検査を受けま
す。また、年に最低1度の定期現場検査があり、それに加え、ラ
ンダムチェックも行われます。

「高い 
信頼 性」



高い信頼性



有機農業における規制
EU加盟国における有機農業は、2009年1月から有機生産と有機製
品の表記に関する「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。

この規制は、EU加盟国で生産された、規制の基準を満たす既存包
装オーガニック製品の包装にEU有機認証ラベルの使用を義務付け
ます。国家または民間の有機認証ラベルの併用も認めます。

原材料の95%以上が有機農業由来の加工製品も、この有機認証ラ
ベルを貼ることができ、販売説明文等でも有機農業であると表記
できます。有機農業に言及する表示のある製品は、必ず検査機関
の識別番号が記載されます。

EU有機認証ラベルとデンマーク国家認証ラベル
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
木の葉マーク」とも呼ばれるEU有機認証ラベルとデンマーク国家
認証ラベル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。

消費者が従来製品より高価なオーガニック製品を選択するために
は、値段相応の商品である確信が持てないといけません。
有機認証ラベル制度や表示ルールは、この信頼を維持するために
欠かせません。



EU有機認証ラベルの表記解説
EU有機認証ラベルと共に2つの情報を表記する必要があります。

1)農産物の原産地表記
EU農業：EUで生産されたもの
非EU農業：EU域外で生産されたもの
EU/非EU農業：生産物の一部がEUで生産され、その他はEU域
外で生産されたもの

2)製品の有機ステータスを検査する国家機関を示す識別番号。
例えば、以下のような番号があります。
DK-ØKO-XXX (デンマーク有機検査機関の場合)
DE-ÖKO-XXX (ドイツ有機検査機関の場合)

オーガニック食品と
ガストロノミー
「オーガニック」「季節ごとの食材」「革新性」。
これらは、今のデンマーク料理とニュー・ノルディック・キュイ
ジーヌ（新北欧料理）を現した言葉です。10年ほど前までは、北
欧料理はあまり話題にはのぼらず、わざわざ現地に行って体験しよ
うと思う人はまずいませんでした。しかし、これは劇的に変化して
います。主な理由の一つは、北欧の先端的なガストロノミーがこの
地域の季節の変化、純粋さ、鮮度、シンプル、価値観を表現する地
元の食材を使用し始めたことです。この地域食材を使うことで、自
然の栄養価や美味しさを保ちながら、地域の特徴を伝えています。

デンマークのオーガニック食品は、デンマーク料理とニュー・ノル
ディック・キュイジーヌの成功に深く関わっています。純粋さ、ア
ニマル・ウェルフェア、持続可能性という有機の基本的な価値観
は、こういったガストロノミーのスピリットと繋がっています。



デンマーク農業理事会
デンマーク農業理事会はデンマークの酪農・農業業界のビジネスや農業商工会の代表
と、貿易の促進をしています。

１６万９千人を雇用する農業理事会は、
年間輸出総額が1,500億クローネ (約200億ユーロ) を超える、デンマークで最も重要な
ビジネス部門の一つの代表です。

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

G
raphic production: Prikken D

esign &
 Produktion A/S, N

ovem
ber 2016




