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デンマークの酪農と個体識別事情
電子計算センター次長（家畜個体識別センター所長）

ーはじめにー
今般、2月27日〜3月2日に開催された世界ホルスタ

後藤 秀幸

酪農家等のその後の変化及び現況、並びにデンマーク
畜産、特に酪農を取り巻く情勢等を中心に行った。
言うまでもないが、デンマークは、1882年牛群登録

イン・フリージアン会議（WHFF）の出席、並びに3月

簿、1895年乳量検定、そして、1982年牛個体識別（ID）

4日〜3月9日までの日程で、デンマーク国の乳用牛改

が開始され、日本（事業開始：牛群検定1974年、IDモ

良関連組織等を調査する機会が与えられた。

デル1997年）の取り組みと比較するとその歴史の違い

世界ホルスタイン・フリージアン会議については、
86・87号の連載にて、独立行政法人家畜改良センター
新冠牧場

酒井場長より紹介されたので、ここでは、

デンマーク国での調査内容について報告したい。

が歴然としている。
また、近年では、畜産現場から牛個体識別番号
（CKR）をキーとして報告される情報を統合化したキ
ャトル・データ・ベース（CDB）が、各種事業におけ
る現場作業での効率化はもとより、農家経営にとって

今回の調査は、（社）日本ホルスタイン登録協会登
録部

千葉部長、（社）北海道酪農検定検査協会検定

部電算課

掛替えのない情報源となっている等、CDBがデンマー
ク畜産の飛躍的な発展の源となっている。

梅野課長（現、検定部次長）、そして、北

海道ホルスタイン農協電算部

浅野次長とともに実施

した。

農民組織
調査内容は、デンマーク国において、過去に調査し

（デンマーク農民同盟、DFU：The
Danish Farmer's Union）

た農民組織（DFU）、農業普及事業（DAAC）、キャト

デンマークにおける農民組織は、中世以降続いてい

ル・データ・ベース（CDB：Cattle Database）、家畜個

る協同自治という意識が強く、比較的豊かな農民が多

体識別事業（CHR：中央家畜登録）、血統登録事業、

かったことから、組織を設立するための資本調達を自

乳量（牛群）検定事業（Milk Recording≒牛群検定）、

ら行えたことにより、農民組織は自らの所有物である

乳成分分析所（STEINS：ステイン）、後代検定事業、

という意識が強く現在も継承されている。

人工授精所（Dansire：ダンサイア）、と畜場、そして

よって、組織で働く職員等は農民の雇用者であり、
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農民に対する徹底的なサービスが求められ、組織よっ

組織は3,000人（Academic Advisers：1,170、Technician

ては弁護士・会計士・税理士が雇用されている。

コンピュータ技術者含む：600、Assistants

全国的な組織として、1893年にデンマーク農民同盟、

主に税金

に係る：1,270）の職員で構成されているが、将来的に

1910年にはデンマーク家族農民同盟（DFFA、小規模

はネットワークの普及によりPCを活用する人員及びこ

農家の組合）が設立されたが、昨年度（2003年）に農

れの活用に基づくアドバイザーが求められ、アシスタ

家戸数の減少に伴い、中央ではデンマーク農民同盟に

ントは少なくなるであろうとのこと。

統合された。地方での統合については、思想や伝統等
があり難しい状況のようである。
組織としての活動は、農民を代表して政府や議会に
対して政治的な要請を行うことと農業普及事業であ
る。

農家へのアドバイスには、学術的な協力が必要であ
るため、DAACでの開発は、専門の異なる部局の職員
を含んだプロジェクトで遂行されることが多い。
DAACは、農業研究と現場（農家）の橋渡しをして
おり、デンマーク農業水産省の傘下にある農業研究所
や王立農獣医大学と密接な連携を図っている。
デーンマークでは、ほとんどの農家はコンピュータ
を所有しているので、農家とアドバイザーはオンライ
ンあるいはフロッピーディスクで情報交換ができる。
厳しい環境規制をクリアするために、ほとんどの農
家ではDAACのコンピュータプログラムを利用して、
農場毎に綿密な施肥計画を行っている。環境問題に対
するアドバイザーの仕事は、農家に環境規制の情報を
与え、施肥計画やその計算法などを示して援助し、ま
た、環境に調和した生産が出来るように、コンピュー

農業普及事業
（デンマーク農業指導センター、
DAAC：The Danish Agricultural
Advisory Center）
DAACは、1970年にDFUとDFFAによって、これま

タプログラムで経済的最適化を示し、損失を少なくす
るように支援している。
農家がLAACからアドバイスを受ける際は、1時間当
たり600dkk（約12,000円）を負担する。また、アドバ
イスには、飼料給与等の年間プログラムもある。

で地域や各組織が独自に行っていたサービス事業を一

農業後継者の育成と継続教育

元化するために設立され、運営されている。また、地
方組織の地方農業指導センター（LAAC）も統合され、
現在では支所（local center）として全国60ヶ所（1998
年80ヶ所）になっている。
他の国の農業普及事業とは異なり、農民がオーナー
でありユーザーである。
アドバイザーサービスの内容は農民自身によって決
められ、彼らのニーズに基づいた活動を基本にしてい
る。アドバイザーの資格は、農学部卒でジュニア・ア
ドバイザーとして採用される。実地の経験を重要視し
ている。

デンマークにおいては、30ha以上の農場を経営する
場合は、 グリーン証 （Green Certificate）を有しなけ
れば経営出来ない仕組みになっている。
この

グリーン証

を得るには、3年間の基礎教育、

職業・技術教育を受け 熟練農業士 になり、その後、
2年間の農場経営者教育を受けなければならない。
専門学校での宿舎代は生徒負担となるが、教育費は
無料である。
グリーン証を取得した場合は、政府からの基金があ

デンマークにおける農業サービス活動は、サービス

り、また、自分の農場を持つ場合には低額な金利で融

に対して対価を払うことが基本であり、農業普及事業

資がうけられる（デンマークにおいては経営権を子供

にかかる全ての経費は、農業組織が負担している。

に相続（無料譲渡）する仕組みではなく、経営をする

このセンターの主たる業務は、技術的なノウハウを

人に実勢価格で売ることが法律で定められている）。

全国に散在する支所にサービスを提供することであ

また、経営主になっても定期的に研修が受けられるよ

る。

うカリキュラムされている。
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農業電子計算センター

家畜個体識別事業
（CHR：中央家畜登録）

（MIASK、旧LEC）
DAACは、支援指導等のサービスを有機的かつ合理

1882年に家畜改良（乳脂肪）のために、牛群登録簿

的に実施するために、各々の地域及び組織で管理され

（herd book）の作成が開始された。血統登録、乳量検

ていた農業に関するあらゆる情報を一元管理すること

定（日本では牛群検定）、人工授精等、各々の事業で

を目的として、1970年に農業電子計算センター

牛の個体識別が行われ、識別方法は、斑紋、焼印及び

（MIASK）を設立した。

切込（耳）等であった。

MIASKでは、農業情報をデータベース化して、イン

1982年、EUのクォータ制導入を契機に、「耳標によ

トラネットやユーザ権限（閲覧権や更新権等）等のセ

る個体識別」と「個体識別データベースの構築」が実

キュリティにより、DAACやLAACの職員及び農家自

施され、牛個体識別番号（CKRコード：Central Cattle

らが農家（個人）情報を検索あるいは抽出（download）

Register）が管理されることになった。

して利活用出来る仕組みである。

1995年、デンマークでは、個体識別のために耳標装

牛のデータベースはCattle Database（CDB）と呼ば

着が義務化され（牛個体識別制度）、中央家畜登録

れ、LAACが畜産農家にアドバイスやサービスを行う

（CHR：Ministerial Cattle Database）として整備された。

際の重要な情報（根拠）となっている。

1998年から生産情報・移動履歴等は一般に公開し、
現在に至っている。
耳標は、黄色（国内用）プラスティック製のラージタ
イプ（日本同様）が基本となり、両耳ラージタイプ装着
か片方ボタンタイプ（マイクロチップ有or無）を農家が
選択している。また、輸入牛を識別するため、イギリス
産は赤色、これ以外は青色の耳標が別途装着され、イギ
リス産は食用に回らないように仕組まれている。

CDBには、乳量検定、生産相談サービス、人工授精、
育種、肉牛、獣医、酪農会社及びと畜場等の畜産に関
する情報がCKRコード（主キー）によりリンク（連結）
され蓄積されている。
政府は、コンピュータを設置して、国として行う事

1999年6月から、耳標のコード体系は11桁であり、
農家コード6桁（以前は5桁）と牛コード5桁で構成さ
れている。

業（家畜個体識別・衛生管理等）のデータを管理して

耳標代は農家負担で行われており、プラスティック

いるが、これらのデータはMIASKから取込む仕組みで

製は15dkk（両耳で300円）、一方ボタンタイプ・マイ

ある。

クロチップは、30dkk（600円）である。耳標代には、

農家等に情報をフィールドバックする際、定型的な

耳標代の他に、送料及び再発行等の経費も含まれてい

様式（血統登録・乳量検定等）は存在せず、利用者

る。なお、耳標再発行は、装着を促進するために無料

（コンサルタント、農家）が、データベースで管理さ
れている3,000種類の項目から必要とするデータを抽出
し、独自に様式を作成している。

としている。
耳標選定（見直し）は、国によって、3年に1回、耳
標規格等の入札要件を満たした耳標取扱業者による競
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この料金は初産400円、2〜3産牛は500円である。

争入札が行われる。

登録協会の主な業務は以下のとおり。

農家はデータベースの登録料として、年間1頭当た

①年4回の情報誌の発行、②年2回の共進会の主催、

り20dkk（400円）を負担する（1年間に何日間、何頭

③遺伝評価等のインデックスに係る審査委員との協

在籍していたかで徴収）。

議、④輸出牛の血統確認（ペテグリ作成）、⑤EUおよ

血統登録事業

び世界ホルスタインのメンバーとしての役割、⑥候補
種雄牛の母牛選定に対するインフォメーション

血統登録協会（DANISH HOLSTEIN）は、個体識別

乳量（牛群）検定事業

や乳量検定との関りが深いことから、DAACの一室に
あり、3名のスタッフが常駐している。
会員は年間10頭以上授精している農家が対象とな
り、13地区の代表者で構成されている。

家畜改良を目的として、牛群登録簿（herd book）の
次の手段として、1896年に乳量検定協会を設立し乳量

血統登録事業は、個体識別事業と一体化され同一品
種間の交配（三世代前まで同一品種：血液濃度88％以

検定（milk recording：日本では牛群検定）を世界で初
めて実施した。

上）であれば自動的に登録される。このような背景か

乳量検定事業に酪農家の8割以上（自家検定80％、

ら血統登録料金は存在しない。血統登録証明書は、海

立会検定17％、AMS（自動搾乳システム：搾乳ロボッ

外への個体販売等、必要な際に有料で発行される。

ト）3％、AT法は未実施）が参加し、経営と生産力向

審査および体型調査は、デンマーク家畜協会の5名

上に大きな役割を担い活用されている。この加入率は

が担当している。体型調査は約11,000頭／年間で人工

歴史的な背景もあるが、農業指導センターの緻密なア

授精所が支払う。また審査は約57,000頭／年間であり

ドバイスが成果として現れている。

A（立会）とB（自家）の乳量検定精度の比較
年

法
85〜86

90〜91

92〜93

1頭当たり

方
乳

量 kg

出荷との比較
乳脂量 kg

乳

量%

乳脂量偏差

A

6,271

277

95

0.00

B

6,230

270

94

0.01

A

6,619

300

93

0.05

B

6,631

296

93

0.04

A

6,887

309

94

0.03

B

6,893

306

94

0.05

乳量検定において、自家検定含めて収集された全デ
ータを後代検定（インターブル）の評価に使用されて

乳脂率を評価チェックして、問題がある（Ⅱ、Ⅲ）場
合、改善指導を行っている。

いるが、検定精度の担保として、出荷量と検定日平均

●公式乳量検定記録：Ⅰ
（正常）、Ⅱ
（改善指導）

●非公式乳量検定記録：Ⅲ（改善までペナルティ：乳価）
出荷量／検定日総乳量

検定日平均
乳脂率
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87%以下

87〜88％

89〜98％

99〜100％

100％以上

5％以下

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

5〜7％

Ⅲ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅲ

7％以上

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ
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なお、Ⅲの場合には、改善の申告が承認されるまで、
乳価が下げられる。
B（自家）法については、年間3％の農家が検定直後
に抜き打ち検査を受け、計測やサンプリング採取方法

デンマークでは、2000年からツルーテスト社製デジ
タル乳量（乳流量）計EMM25台を性能試験して、
ICARの仮承認を得た。
また、昨年度から900台で、最終調整を行っている。

等の指導を受けている。その他、0.6％ランダム、

本機は、可搬性に優れ、搾乳開始／終了日時、サンプ

2.4％地域で農家を選定して抜き打ち検査を実施してい

ルビン番号（バーコード）や分房毎乳量等、有益な情

る。

報が取得出来る等、大規模化するミルキング・パーラ

抜き打ち検査を受け入れない、あるいは不正が判明
した農家は、2年間公式記録として採用されず、外国

ーでの利用が期待できるが、問題はEMMの価格であ
る。現在、1,250dkk（25万円）程度で交渉中とのこと。

に個体販売できなくなり、過去に販売収入がある場合
には遡って、乳業メーカーに罰金を払う等のペナルテ
ィが課せられる。
乳量検定で収集するデータは、乳量、乳成分サンプ
ル番号の他、妊娠・疾病の確認、繋養場所、グルー
プ・ボディコンデション（BC）であり、その他の授
精情報、分娩情報（分娩日、分娩難易度等）及び除籍
等の情報はキャトル・データ・ベースからデータを抽
出している。これが、牛群検定ではなく、乳量検定と
言われる語源であろう。
また、乾乳日の報告がない場合には、前回と今回の
検定日の中間を乾乳日としている。
検定料金は、年1頭当たり、自家検定1,700円、立会検
定4,000円である。
AMS（自動搾乳システム：搾乳ロボット）の検定方
法は、以下のとおり。
乳

量：3日間の乳量を平均する。検定日は最終
日となる。

乳成分値：乳成分検査用サンプルは検定日（3日目）
の24時間採取して、そのうち、個体毎に
乳量が最も多い搾乳時のサンプルを検査
（分析）する。検定日の乳成分値は、分
析値を補正せずにそのまま採用する。
また、検定精度は、出荷量でチェックしているので、
今のところ群として支障はないとされているものの、
個体レベルでは問題だが、現実、それしか出来ない、
ショウガナイだろうと言った様子。
なお、検定記録は、他の検定方法同様、遺伝評価に
採用している。

乳成分分析所
（STEINS：ステイン）
ステイン社は、デンマーク酪農委員会（DDB）が出
資して設立された農民組織である。
スウェーデン乳業会社と合併して、拠点は、デンマ
ークをはじめ、スウェーデン及びポーランドの他、イ
ギリスとノルウェーには協力会社がある。
常勤職員は430人で、年間4千万検体の分析を行い、
検査料収入は約240百万dkk（48億円）である。
ステイン社の検査業務は以下の3分野である。
①生乳＆動物臨床検査（獣医）：取引乳、個体
乳＆IBR/BVD、Leucosis、BSE、Mastitis、
Salmonella等
②農業＆食品検査：粗飼料、購入飼料、土壌、肥
料＆乳製品、食品、医薬品等
③環境検査：上下水道、大気成分、沈殿物等
生乳検査は、以下の業務フローにより行われる。

今回のWHFF会議では、オランダからAMSによる検

①検査用サンプルの収集：18時〜翌日5時

定データの取り扱いについて発表があったが、もっと

②検査用サンプルの受付：22時〜翌日6時

も正確な24時間（1日）乳量と24時間の乳脂量及び乳

③サンプルの検査処理：23時〜翌日13時

蛋白量との正しい関連性の根拠となるように、乳脂率

④サンプルの検査結果：14時まで

及び乳蛋白率を正確に推定するための問題点を提言さ

⑤検査結果：乳成分分析器から直接コンピュータ

れている。

に入力され、MIASKにあるCattle Data Base
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（CDB）に送信される。また、農家には、サン
プル採取後2日目にタンクローリー車で運ばれ

精等のデータを抽出して、疾病及び繁殖性等の機能的
形質を評価している。

る。

遺伝評価方法及び回数は、年4回の総合的な評価に

乳成分分析機の機種及び台数は以下のとおり。
①バクトスキャン8000Ｓ（生菌数）4台（基）

加え、泌乳と体型についてその間4回の評価（計8回）
を実施している。

②コンビフォス605／360（乳成分／体細胞）8台
③コンビフォス6000／5000

①アニマル・モデル（Animal Model）：年8回、6週

1台

④コンビフォス4000／5000＋ロボット

毎
1台

泌乳、体型

昨年、ロボットが試験導入され、今年度から実用化

②サイヤ・モデル（Sire Model）：年4回、12週毎

されている。価格は250万dkk（5,000万円）である。ロ

産肉性、繁殖性、分娩難易、乳房炎、健康、長命

ボットと言っても、乳成分分析機の調整もあり全くの

性

無人は難しく、現在は全面導入されていないが、より

今回のWHFF会議では、機能的形質の遺伝評価を実

一層の性能向上（チューニング等）により、人件費等

施するために、これらの形質を定義して特定すること

のコスト削減が可能と思われる。

を検討するワーキンググループから、国際的規模で機

後代検定事業

能的形質を選定するための手法を開発し採用するため
に、早急な準備を進めている。私見ではあるが、機能
的形質の国際遺伝評価は、国際的な乳牛の遺伝改良に

遺伝評価に用いるデータは、乳量検定だけでなく、
キャトル・データ・ベースから疾病（病気）や人工授

おける主要な選抜基準となるであろうとの報告があっ
た。

現在利用できる乳牛の遺伝改良形質
形質のグループ

形質

能力形質
産乳能力

乳量kg
乳脂量kg

乳脂率％

乳蛋白質量kg

乳蛋白質率％

乳質
産肉能力

日増体量

最終体重

枝肉

歩留まり％

肉質
霜降り（サシ）
機能的形質
分娩難易

直接的効果
母方効果

死産
乳房の疾病

乳器（体型形質）
体細胞数スコア
臨床性乳房炎

繁殖性

ノンリターン率
分娩間隔

肢蹄の問題

肢蹄（体型形質）
歩様（ロコモーション）
臨床性の肢蹄疾患

作業性

搾乳速度

搾乳性

乳汁の漏出

気質
長命性
その他の疾病
泌乳持続性
代謝ストレス

成時体重

飼養効果

飼料要求量
ボディ・コンディション・スコア（BCS）
エネルギー・バランス

（北海道ホルスタイン農協：第11回WHFF会議報告書より抜粋）
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採用データ

北欧4カ国になると、経産牛は日本の約1.5倍、育種

①泌乳能力は初産〜3産までを利用。

集団の検定牛に至っては約2.6倍となり、日本に比べて、

乳期途中の記録は分娩後42日以上経過し検定が2

より一層の改良速度の向上が図られることになる。

回以上のものを採用。また、乳房炎・体細胞・乳

①2004秋

泌乳と繁殖性の評価

房形状も初産〜3産までのものから利用

②2005春

乳房炎と体型の評価

等

②体型は初産から23形質
③分娩難易、子牛の大きさ、搾乳性、気質、肢及び
消化器系の病気
④人工授精データからは初産〜3産までの初回授精
日数および最終授精
改良目標
①高泌乳で、乳脂率・乳蛋白率を高める。特に乳蛋
白率はチーズ産業のため重点的に行う。
②長命性、繁殖性・子牛生産に係る母牛の出産能力、
乳房炎の減少、繁殖・肢・消化器系の病気減少
北欧４カ国（スウェーデン、デンマーク、フィンラ
ンド、ノルウェー）連合での遺伝評価

北欧４カ国の牛群検定実施状況（2002年）
酪

国

名

農

概

況

ICAR：2004年8月調査
牛群検定状況

検

定

成

績

経産牛

酪農家

検定牛

検定農

搾乳

乳量

乳脂

蛋白

頭

戸

頭

家戸数

日数

（kg）

（％）

（％）

365

7,946

4.29

3.45

数

数

数

デンマーク

605,000

8,100

548,025

7,000

フィンランド

346,354

19,416

265,547

13,593

−

8,077

4.27

3.40

ノルウェー

286,000

18,775

261,000

17,137

239

6,190

4.14

3.27

スウェーデン

417,000

10,557

354,800

8,006

365

8,784

4.11

3.35

北欧4カ国

1,654,354

56,848

1,429,372

日本

1,121,000

29,000

547,114

358

9,762

3.97

3.27

45,736

11,223

1997年と1998年生まれの乳房炎評価は最悪（−3%
以下）であった。原因は、輸入の精液と受精卵の影響
であったとのこと。
今後の計画
①今秋よりテストデイモデルへの移行
②北欧3国との連合評価とともに、調整交配も国
境を越えて行う。
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人工授精所
（Dansire：ダンサイア）

生乳1kg当たり約40円、農家5年間で30万kg（300t）
まで購入可能である。国内のクォータ売買の約8割を
仲介している。

この組織もDAAC同様、農家自ら築いたものであり、

と畜場

2003年には、農家戸数の減少等により、7人工授精所
が合併して現在に至っている。
ダンサイアの会員は、ダンサイアから精液を購入す
ると自動的になる。
人工授精師は300人で、全てダンサイアに雇用され
ている。

と畜場に搬入された段階で、体重を測るとともに、
搬出した農家コードと耳標番号（CKRコード）を入力
して、CDBにと畜可能か否か等の情報を照会する。
耳標は、皮とともに剥がされ、そのまま処分される。

人工授精料金（訪問費：35dkk（約700円）、技術
料：45dkk（900円）、精液代：検定済が75dkk（1,500
円）・調整交配用は25dkk（500円）。
なお、後代検定材料牛が乳量検定に加入されれば精
液代は還元される。

皮が体から切り離された段階で、耳標（CKR）番号
を入力して、作業用ラベルが印字される。
CDBより入手した病歴から、再検査の可能性がある
場合は、頭部を1日保管する。
病歴から障害が疑われる臓器については、作業用デ

候補種雄牛の作出

ィスプレイに指示され、検査される。

Indexの高い雌牛から年1,000頭の候補種雄子牛を生

臓器等の検査は、獣医師が行うこともあるが、主に、

産する。

専門教育を受けた検査技師が行う。

14ヶ月齢で、外貌（成長・体型）により300頭を選
抜して、候補種雄牛とする。候補種雄牛は後代検定に
掛けられて、最終的には30頭が選抜される。
候補種雄牛の父親は海外のトップクラスを用いる
が、最近は自国産のものを多く用いられている。
調整交配は牛群の30％に行われ、1候補種雄牛当た
り娘牛100頭を確保する。
候補種雄牛の作出に係る奨励金として、雌（母牛）

と畜月齢30ヶ月以上の場合、BSE検査用として脊髄
の一部を採取する。
採取時は、採取漏れを防ぐために、警告ランプ（赤）
が点灯され、採取が完了するまで作業の流れが停止さ
れる。
格付は、人を介さず、自動格付判断機に性別や年齢
等の個体情報をinputして、一方の枝肉全体の写真を撮
り、ロース及びモモ等の肉付きを計算（推定）して自

を所有する農家が同意した時に90dkk（18万円）が農

動的に判断される。格付には、肉の質や色等は考慮さ

家に支払われ、14ヶ月齢で候補種雄牛に選抜された時

れない。

に90dkk、そして、後代検定済として選抜された時に
90dkkが生産農家に支払われる。

生乳生産者団体
（Danish Dairy Board））
酪農会社（農家が築いた団体）が会員（26団体）と
なり運営されている。
政府からの補助金はないが、農家が規制に従って支
払ったものが基金となっている。また、Arla（アーラ）
という酪農会社1社で国内生産量の約9割（91.8％）を
扱っている。

枝肉には、と畜（と畜日、と畜者等）関連、性別、
格付、重量、CKR等の情報及びロット番号等のバーコ
ード印字されたタグが、流通カット（半身、1/4身等）
単位に貼られている。
マクドナルドからの要請で、衛生管理等のイメージ
アップのために、作業着の色を搬入〜と畜までは赤色、
と畜後は青色となっている。
視察は、衛生面から、枝肉→格付→背割り→検査→
皮剥ぎ→と畜→搬入の実作業の逆経路であった。

−おわりに−

主な役割（業務）は、①クォータ制の農家配分、②
牛乳に関連する生産物の販売、③法律に対する提案、

牛群検定の始まりは、『1895年、デンマーク南ユト

④規制に対するとりまとめ、⑤統計、⑥酪農に対する

ランド半島のヴァイエン村にあった畜産試験場の奥さ

調査・研究に対する基金の振分け、⑦クォータ売買の

ん（Anne Hansen）が、牛舎に居る牛一頭一頭の乳量

仲介である。

を計ってみたら個体毎の生産性が大きく違うことを知
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り、試験場周辺の酪農家達に乳量を計ることがコスト

我が国において、デンマークのCDB同様な統合的な

削減のために非常に大事だと啓発したことが契機にな

DBを構築することは、現状では困難であることは言

り、同年にデンマークで世界最初の牛群検定組合が発

うまでもないが、2003年12月1日施行の「牛の個体識

足された。それから15年位経ってアメリカで牛群検定

別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」

が始まり、その後は世界中で普及した。』と聞いてい
る。
デンマークは牛個体識別番号（CKR）がキーとなり、

（通称「牛肉トレーサビリティ法」）において、牛個体
識別が必須（法律）となり、日本畜産を取り巻く情勢
に国際化の波が大きく寄せられている今、近い将来の

畜産情報を統合化したキャトル・データ・ベース

日本畜産のために、畜産関係者が力を合わせて、早急

（CDB）は農家経営にとって掛替えのない情報源とな

に、日本版CDBのストラクチャー（構造）を構築すべ

っている等、CDBがデンマーク畜産の飛躍的な発展の

きであると強く感じた。

源となっていた。また、効率的な業務を行うための団

また、デンマークでは、畜産農家の減少に伴い、全

体の統合・連携や協力体制等、デンマーク畜産の実力

国組織の統合（農民組織：DFUとDFFA、人工授精

を垣間見る事が出来た。

所：TAURUSとRKY等）が行われる一方で、地方組織
は従来どおりの枠組みが残っており、統合の過渡期の
中で、各団体の役割分担を把握する際に苦しんだ。
最後に、本調査の実施に当たり、農水省生産局畜産
部家畜振興課（現、畜産企画課）の大森課長補佐、
佐々木乳牛改良係長（現、飼料専門官）、並びに在デ
ンマーク日本大使館の木下二等書記官他スタッフの
方々には、調査目的達成のために並々ならぬご尽力を
賜ったお陰で、短期間ではあったが、デンマーク畜産
を凝縮した形で調査を実施することが出来たことに対
し、感謝したい。
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−参考資料−
デンマークの自然及び農業
1）自然

が、食品の消費者物価指数（CPI）は24％上昇した。
専業（full-time）農業者の所得は、畑作106,000dkk

（統計数値は2002年）
国土面積は4万3,000k㎡、九州＋山口県と同程度であ
る。その他に、世界最大217万k㎡の島、グリーンラン
ドを領有するが、島の大部分が北極圏にあり、土地の

（ 2 1 2 万 円 ）、 畜 牛 1 7 5 , 0 0 0 d k k （ 3 5 0 万 円 ）、 養 豚
310,000dkk（620万円）である。
オーガニック農産物は、3,595戸、農地178,361ha
（平均48ha）である。

80％は氷に閉ざされている。
人口は約510万人、コペンハーゲン約108万人、オー
フツ22万人である。
気候は、偏西風の影響を受け、曇天や小雨の日が多
い。年間雨量664mm、月間最高8月81mm、月間最低3

飼養頭数
畜種

単位：千頭

1982-

1995年

2002年

2,824

2,090

1,796

984

702

610

59

122

120

9,097

11,083

12,732

975

1,015

1,128

55

145

131

単位：千頭 1982年

1995年

2002年

1984年

月34mmである。また、緯度はサハリンの北端部とカ
ムチャッカ半島の中央部に当たるが、メキシコ湾流
（暖流）の影響を受け、年間平均気温7.9℃と比較的温
暖（6月平均16.6℃、2月平均−0.4℃）である。
国土は、氷河に削られ、なだらかな平原と丘陵から
成り、最高点：海抜173m、平均：海抜30mである。こ
の国土の65％が農地である。

畜牛（cattle）
乳牛
哺育牛
養豚（pig）
繁殖豚

川というものは殆どなく、飲料水は地下水に依存し
羊（sheep）

ている。

２）農業
畜産農家戸数
農家は48,762戸（1982年98,456戸、1995年66,150戸）、
188,400人が従事している。
農地は、1戸当たり平均54.5ha（1982年28.8ha、1995
年40.7ha）、国内2,635千ha（1982年2,831千ha、1995年

畜種

畜牛（cattle）

56

30

21

養豚（pig）

57

21

12

2,690千ha）を有する。
毎年1,000人の若者が、農業教育を受け農業に従事す
る。
農業経営者になる平均年齢は27歳、農業者平均51歳
である。
デンマークは1,500万人分の畜産物を供給している。
1畜産農家当たり300人分となる。
現在、1960年1,350あった乳製品工場が42工場、1962
年77あった、と畜会社が2社となり、家きん、飼料関
連会社等も同様に合理化が進んでいる。
2/3の農産物は輸出、そのうち、他のEU諸国58％、
日本とアメリカ等が主な輸出先である。農産物の輸出

酪農は、2003年現在7,400戸、乳用牛（dairy cows）
61万頭である。
1頭当たりの生産乳量は7,946kg、乳脂率4.29％、乳
蛋白率3.4％である。
乳価：約50円、初生犢：約16,000円〜20,000円、初
妊：約140,000円。
畜産環境対策として、家畜飼養頭羽数が耕地面積で
規制されている（ハーモニー・ルール）。成牛1頭1ha、
24ヶ月以下は1頭0.6haが基準となっている。

は570億dkk（1兆1,400億円）、輸入150億dkk（3,000億

生産乳の2/3は、チーズとして輸出されている。

円）、420億dkk（8,400億円）の輸出黒字となっている。

農業生産物の購入・販売等や農家経営に携わる団体

（１dkk≒20円換算）
1990−1994年から2002年、取引価格は8％低下した

15

（農協・指導事業・乳業工場・授精所・獣医・と畜場
等）は農家自ら築き運営しているのが特徴である。

