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フィンランドの酪農と協同組合
（一社）日本協同組合連携機構 基礎研究部 客員研究員 和泉

真理

フィンランドの農業所得の６割を支えている酪農部門が、急速な構造変化に見舞わ
れている。ヨーロッパ最北端という自然条件による制約に加え、ＥＵ加盟、ロシア
によるＥＵからの乳製品の輸入禁止、さらにＥＵによる生乳生産枠の撤廃など、同
国酪農にとっては打撃となる出来事に直面しつつも、酪農の維持・発展を図る酪農
家や酪農協同組合の取り組みを、現地視察を通じて紹介する。
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● フィンランドの酪農と国の支援策
● 酪農協同組合が所有する乳業メーカーの取り組み
● フィンランドの酪農の今後の展望
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１．はじめに
フィンランドは、緯度 60 ～ 70 度の間に位置するヨーロッパ最北端の国であり、
日本よりやや狭い 33.8 万㎢の国土の４分の１は北極圏に属している。このＥＵ諸国
のなかでも北限の地であるフィンランドの農業環境は過酷だ。穀物を生産できるのは
和泉 真理

南部の限られた地域であり、草地に依存した畜産が農業の主要な部門である。しかも、
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牧草を生産できるのは、南部で年間４〜５カ月、北部では３カ月だけである。このよ

東北大学農学部卒、イギ
リス・オックスフォード大

うな条件下で、フィンランド農業の最大部門である酪農は、ＥＵで最も高いコストを
掛けて営まれている。酪農はフィンランドの農業所得の６割を支え、特に農業条件の
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悪い北部・東部地域での重要度が高い。同時に酪農部門は構造改革が進み、協同組合

2007 年農林水産省勤務。

が発達し、協同組合の連合組織から会社に転じた Valio（ヴァリオ）社が生産する乳製

専 門 はヨーロッパ 農 業・
農政、農業の担い手の確

品はフィンランドの食品輸出の主要品目である。また生乳の消費面から見ると、フィ

保、農業と環境、有機農

ンランドは国民１人当たり生乳消費量が年間 360kg（2007 年）で、これは世界最大

業。著書に『ヨーロッパの

である。
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境・エネルギーの持続性
に挑む』＜ＪＣ総研ブック
レット No.17 ＞（ 筑 波 書

このように農業・農村・食品産業・食生活において重要な北限の地の酪農を、フィ
ンランドの政府は農家への高い助成を行い、フィンランドの酪農協同組合はＥＵで最
も高い生乳価格を組合員に払い続けることで維持してきた。

房、2016 年 ）、
『英国の

本稿では、自然条件からの制約に加え、ＥＵ加盟、ロシアによるＥＵからの乳製品

農 業 環 境 政 策と生 物 多

の輸入禁止、さらにはＥＵによる生乳生産枠の撤廃という打撃に直面しつつも、酪農

様性』
（共著・筑波書房、
2013 年）他

の維持・発展を図るフィンランドの酪農家や酪農協同組合の取り組みを紹介する。

ヘルシンキ近郊の農村風景。森の間に農地が広がる

２．Mikael and Aino Warthen の酪農経営
フィンランドの首都ヘルシンキから車で北に１時間ほどの所に Mikael（ミカエル、
38 歳）さんと妻の Aino（アイノ、35 歳）さんの Warthen（ワーゼン）農場がある。６
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月末というフィンランドのベストシーズンの爽やかな初夏の日にこの農場を訪れた。
は

農場内の庭で小さい女の子たちが遊び、緑の牧草地で牛が草を食む、絵に描いたよう
な農場を経営する夫妻から話を伺った。
夫婦は現在、農地面積 81ha で 51 頭の乳牛を飼っている。フィンランドの酪農経
営の平均面積は約 50ha、農場当たりの乳牛の頭数は約 40 頭であるから、平均より
やや大きい農場といえる。
この他に 27ha の森林を所有しており、これは地元の林業組合に管理してもらって
いる。フィンランドの農家の多くは森林を所有しており、より北部地域の農家は所有
する森林も広い。2014 年における農家の平均所有森林面積は 52ha、農家の林業・製
注１）三菱ＵＦＪリサー
チ & コンサルティング
（株）「平成 29 年度海外
農業・貿易投資環境調査

材業に関係する収入は全収入の10 ～ 15％に相当し、重要な副収入となっている注１）。
農場の労働力としては、Mikael さんと Aino さん夫妻の他、最近女性のヘルパーに
週４回来てもらうようになった。この女性は、実家が酪農を営んでおり、彼女自身も

分析委託事業（ＥＵの農

将来は実家で農業に従事したいと思っているが、今は親が経営者として健在なので、

業政策・制度の動向分析

この農場ともう１軒の農場で働いているのだそうだ。彼女を雇用したことで、就農し

及び関連セミナー開催支

て以来初めての長期休暇を取れそうだとのこと。今秋に２週間中央ヨーロッパへの家

援）報告書」

族旅行を計画中だった。長期休暇中は、このヘルパーの女性に加えて公的サポートに
よるヘルパーにも頼んで農場を管理してもらうそうだ。
農場で生産される生乳は、酪農協同組合が出資する大規模乳業メーカーである
Valio 社が集乳する。牛乳のタンクは地元の酪農協同組合から支給される。Aino さん
の親の代からこの農場では有機的な酪農を行っており、夫婦もそれを継続している。
農薬や化学肥料を使わない、乳牛を頻繁に屋外に出す、牛舎内での乳牛のスペースを
十分に取る、自然光に当てる、抗生物質の使用を抑える、などに取り組むことで政府
から認証を得ている。Valio 社は数年前からこのような生乳に対し通常よりも高い価

左から Aino さんと Mikael さん、筆者、広島大学・小林助教
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格を支払うようにしており、農場の取り組みはその流れにうまく乗れている。
夫妻は Aino さんの両親の農場を引き継ぎ、2010 年に就農した。夫の Mikael さんは、
母親の実家は酪農家だったが、ヘルシンキで育ち、ヘルシンキ大学で森林学を専攻し
た。職業として農業に従事することを希望していたが、農地を持っておらず、フィン
ランドの農地価格は若者が手を出せるような水準ではなかった。一方、妻の Aino さ
んは実家が酪農を営み、Aino さん自身も酪農に従事したいと思っていた。同じヘル
シンキ大学で農業経済学を専攻し、Mikael さんと出会い、結婚して 10 年になる。現
在の農場は Aino さんの親から実際の価格の半分程度の価値で買い取ったそうだ。親
の代には 30 頭ほどだった牛の頭数を、夫妻は 51 頭までに拡大した。
就農時に搾乳設備を更新したが、これは他の酪農経営で不要となった中古品を入手
し、友人に手伝ってもらって自ら設置した。自分で設置したことで、設備の仕組みが
分かり、メンテナンスがしやすいそうだ。一方、頭数の増加に応じて畜舎も拡大して
おり、これには国から 40％の補助金を得た。畜舎はフリーストールで、牛は外に自
由に出られるようになっている。視察した日はフィンランドにしては暑い日で、多く
の牛たちは断熱していない畜舎の中を避け、畜舎の外の軒下に集まっていた。畜舎内
注２）泥炭層から切り出

では、牛の下には砂を敷いたり、通路はピートモス注２）を敷いたりして、牛が快適に

したミズゴケなど複数の

過ごせるように工夫している。

植物から作られる用土

増築した畜舎。所有する森林の木材を
使った屋根が美しい

牛が過ごしやすいように配慮された畜舎の内部
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一方飼料については、タンパク質補充のために搾油後のナタネを購入して与える以
外は、自らの牧場で冬場の牧草サイレージも含めてすべての飼料を賄っている。牧草
の生育期間は５〜９月の５カ月だけであり、その間に 81ha の農地を効率的に使い、
飼料生産や放牧を行っている。農場をいくつかの区画に分け、「この区画は草地の地
力増強のため今年は１回だけ刈り取る」
「あの区画はチモシーを植え３回刈り取る」
「あ
ちらはマメ科牧草を植え、放牧にも使う」などと説明してくれた。牛の放牧の際には、
電気牧柵で草地を区切りながら順番に使っていく。

放牧地は電気牧柵で区切られている

ヨーロッパで拡大しつつある動物福祉への取り組みは、フィンランドの酪農にも影
響を及ぼしている。フィンランドでは現行の動物福祉法に代わる新しい動物福祉に
注 ３） 現 行 の 動 物 福 祉

関する法律を制定するための議論が進められている最中である注３）。新しい法律では、

法は 1996 年に制定され

例えば牛のつなぎ飼い方式の禁止が盛り込まれる可能性が大きい。Valio 社で聞いた

て い る。 新 し い 法 律 は
2020 年の施行を目指し
ている

ところでは、フィンランドの小規模な酪農経営ではまだつなぎ飼い方式が多く残っ
ており、新しい動物福祉法の行方は最大の懸念の１つだそうだ。また、Valio 社では、
酪農家に牛をより多く外に出して運動させることを推奨している。特に、酪農場の規
模拡大が進むと、作業が大変だからということで、夏の時期に牛をあまり草地に出さ
ないようになる傾向があるそうだ。夏だけではなく、冬の間も１週間に１日程度は外
に出すようにするシステムも作っている。
雄の子牛は、できるだけ早く生後３週間程度で出荷する。専門業者が子牛を集め、
肥育農家に持っていく。また、Warthen 農場では乳牛の更新を４〜５年サイクルで行っ
ているが、これは周辺の酪農家よりも長いとのことだった。
Mikael さ ん は Valio 社 へ 出 資 し、 生 乳 供 給 を す る 酪 農 協 同 組 合 の １ つ、Osk.
Tuottajain Maito の組合員である。Valio 社は畜舎を建てるときの相談など、必要なと
きに助言やサポートをしてくれるそうだ。また、資材は Osk. Tuottajain Maito から買っ
ている。酪農協同組合は利益を求めないので他から買うよりも安いし、酪農協同組合
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に利益が出れば、出資者である Mikael さんに還元される。
Mikael さんと Aino さんには小学生から３歳まで、４人の女の子がいる。子どもが
就学するまでの６年間を楽しみたいからと、就学前の子どもたちは保育園には行かせ
ず、午前中は妻が農業、夫が育児、午後は逆というように分担している。夫婦は当面
は今の規模の農場・頭数のなかで経営をより良くしていくことを考えているが、10
〜 15 年後に子どもたちが農業に従事したいとなったら追加投資も必要になるかもし
れない、とのことだった。
３．フィンランドの酪農と国の支援策
（１）酪農の概要
牧草生産が主体のフィンランド農業において、酪農は最大の部門である。フィン
ランドの農業の生産額の作目別の比率（2014 〜 2016 年平均）を見ると、１位が生乳
（31.9％）、２位が穀物（11.9％）、３位が野菜・園芸作物（11.5％）、以下牛（9.3％）、
注４）European Commis-

豚（7.4％）と続き、多様な作目が生産されている注４）。フィンランドでは農場の６軒

sion “The CAP in your

のうち１軒が生乳を生産し、フィンランドの農業所得全体の 60％は生乳に由来する

country Finland” June
2017

注５）

。しかも、フィンランドの耕地は南部に限られるなか、酪農経営はすべての地域

におおむね均等に存在しており、北部、東部といった農業条件の悪い地域に行くほど、

注５）Natural Resources

酪農の重要性は高い。例えば、最北部のラップランドでは農業販売額の 78％が生乳

Institute FINLAND (Luke)

によるものである（図１）。酪農から食肉生産用の子牛が供給されることを考えれば、

“Finnish agriculture and
food sector 2016/17”

酪農の重要性はこの数値以上に高いだろう。
【図１】地域別に見た農業の販売額に占める生乳の割合

フィンランドの酪農
構造は劇的に変化して
きた。表にあるように、
1995 〜 2017 年にかけ
てフィンランドの生乳
生産量・出荷量全体はほ
とんど変化していない。
しかし、その間、酪農を
営む農場数は約５分の
１ と な り、 乳 牛 の 頭 数
も３割以上減っている。
それを乳牛当たりの生
乳 産 出 量 が 補 い、 全 体
として生乳生産量が維
持 さ れ て い る。 農 場 当
たり乳牛頭数は 12 頭か
ら 39 頭となり、酪農経
営の規模拡大が進んで
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いる。
他の部門に比べ、酪農における農場の減少数は非常に大きい。2000 〜 2017 年の
間に、フィンランドの全農場数は 34％減少したが、酪農の農場数は同期間に 68％減
少している。この急激な構造変化が、フィンランドの農業のなかでもとりわけ酪農経
注６）Natural Resources

営の収益性を安定させてきた注６）。農場の経済規模の分布を作目別に見ると、酪農は

Institute FINLAND (Luke)

養豚と並び他作目（耕種や園芸など）に比べて経済規模の大きい農場に偏っているこ

“Finnish agriculture and
food sector 2016/17”

とが分かる（図２）。酪農は農場数としては少ないが、フィンランド農業全体および
地域農業にとって経済上の重要度の極めて高い部門である。
【表】フィンランドの酪農に関する主要統計

出典：Natural Resource Institute FINLAND(Luke) の統計データベース

【図２】作目別に見た農場の経済規模別分布

出典：European Commission “Support for Farmers’ Cooperatives: Country Report Finland”
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そうはいうものの、フィンランドの酪農部門は近年、いくつもの外的要因からの影
響を受けてきている。大きな事項としては、まず 1995 年のフィンランドのＥＵへの
加盟があり、それまでほぼ国産のみで成り立っていた乳製品市場に、ＥＵ加盟国から
の乳製品が参入するようになった。
2015 年のロシアによるＥＵからの乳製品輸入の禁止は、フィンランドはＥＵ加盟
国のなかでもとりわけロシアへの乳製品の輸出が多かったことから、酪農・乳業に大
きな打撃を与えた。ロシアは、乳製品に対する需要が高く乳価も高い市場として重要
であった。禁輸措置が始まって４年になり、その間乳価は低迷を続けている（図３）。
【図３】ＥＵとフィンランドの乳価の推移（単位：セント／ kg）
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最近ではＥＵの生乳生産枠制度の撤廃がある。生乳生産枠の制度は生乳生産コスト
の低い国の生産を抑える効果があり、その撤廃は生産コストの高いフィンランドに
とっては当面はデメリットとなると見込まれている。
（２）ＥＵおよび国による農業への助成
フィンランドのなかでもとりわけ農業条件の悪い地域の農業を支えるフィンランド
の酪農家にとり、ＥＵおよび国からの助成は売上高の３分の１を占め、経営における
農政の影響は大きい。
フィンランドにおける農家への所得支持政策は、ＥＵのＣＡＰ（共通農業政策）の
第１の柱からの直接支払い、第２の柱に含まれる条件不利地域支払いと農業環境支
払い、自国予算による助成（北部地域助成、南部地域助成など）の４つから成り立っ
ている（図４）。ＣＡＰの第１の柱による直接支払いはすべてＥＵ予算で賄われる一
方、第２の柱の事業である条件不利地域支払いと農業環境支払いは、各々 20％以下
注７）Natural Resources
Institute FINLAND (Luke)

と 40％以上がＥＵ予算から支払われ、あとは自国予算で負担する。フィンランドの

“Finnish agriculture and

独自助成と合わせて、農業補助金全体に占めるフィンランド政府の負担割合は 56％

food sector 2016/17”

であり、44％がＥＵ予算から支出されている注７）。
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【図４】フィンランドの農業補助金の推移（単位：100 万ユーロ）

出典：Natural Resources Institute FINLAND (Luke) “Finnish agriculture and food sector 2016/17”

上記の内フィンランド独自の助成は、ＥＵへの加入の際の交渉結果に基づき行われ
ている。独自助成の予算額は 2015 年には 332 百万ユーロあり、北部地域助成と南
部地域助成に大別されるが、９割に相当する 290 百万ユーロが北部地域助成に向け
られており、農業条件の厳しい辺境地域の農業の維持に貢献している。この助成金は、
注８）Ministry of Agriculture and Forestry の サ イ
ト：
https://mmm.fi/en/food-

酪農に対しては生産された生乳量に対して支払われる注８）。
三菱ＵＦＪリサーチ & コンサルティング（株）による「平成 29 年度海外農業・貿
易投資環境調査分析委託事業（ＥＵの農業政策・制度の動向分析及び関連セミナー開

and-agriculture/support-

催支援 ）報告書」におけるフィンランドの農業所得構造と補助金との関係の分析では、

and-aid/national-

純所得に対する補助金の割合は、全農家で 305％、酪農で 252％となっている。ま

agricultural-aid

た、農地面積１ha 当たりの補助金は、全農家で 857 ユーロ、酪農で 1161 ユーロと

注 ９）1 ユ ー ロ =125 円

なっている。50ha の農地を持つ酪農経営で、年間 5 万 8050 ユーロ（約 726 万円注９＞）

で換算

の助成を受けていることになる。
フィンランドは厳しい農業条件下で営まれる自国農業に対して、独自助成制度を含
めた、特に辺境地域に手厚い農業支持政策を採っている。特に条件不利地域における
重要な部門であるフィンランドの酪農は、この農業支持政策があるからこそ維持され
ているといえるだろう。なお、この手厚い農業助成の背景として、フィンランドはロ
シアと隣接しているという地理的要因から、農村部での人口の維持や食料自給の重要

注 10）三菱ＵＦＪリサー

性が国民共通の課題として歴史的に認識され注 10）、条件が悪くとも国土内に農業者を

チ & コンサルティング

維持することが行われてきたことは念頭に置く必要があろう。

（株）「平成 29 年度海外
農業・貿易投資環境調査
分析委託事業（ＥＵの農

４．酪農協同組合が所有する最大乳業メーカー Valio 社の取り組み

業政策・制度の動向分析
及び関連セミナー開催支
援）報告書」

前述の Mikael さんと Aino さんが組合員となっている酪農協同組合 Osk. Tuottajain
Maito は、フィンランド南東部地域の協同組合であり、フィンランド最大の乳業メー
カーである Valio 社を所有する酪農協同組合の１つである。Valio 社はフィンランド
で生産される生乳の 80% を扱っており、フィンランドの食品産業において、食品産業
の販売額の 10％、食品業界での投資額に占める比率が 25％、フィンランドの食品輸
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出における比率が 29％、フィンランドからの乳製品輸出における比率が 97％という
大きな存在である。
フィンランドは 1900 年前後から協同組合が発達し、1899 年にはフィンランドの
協同組合の連合組織である Pellervo（ペレルヴォ）が設立され、1901 年には最初の協
同組合法が制定されている。2018 年２月現在で、フィンランドにおいて協同組合と
注 11）Pellervo の提供資

して登録されているのは 4421 組合であり注 11）、フィンランドの人口は 550 万人で

料より

あるのに対し、延べ 700 万人が組合員となっている。協同組合の多くは小規模だが、
なかには、グループ全体として 70 億ユーロ以上を売り上げる消費者生協であるＳＯ
Ｋグループや、世界的な木材加工事業者であるメッツァグループなど、フィンランド
の産業を代表する協同組合も存在する。
なかでも、酪農協同組合の発展は早く、1800 年代後半に村ごとに作られた生乳加
工場が起点となっている。1900 年代初頭には、300 以上の酪農協同組合が存在した。
現在フィンランドには 21 の酪農協同組合があり、フィンランドで生産される生乳の
95％が酪農協同組合を経て出荷されている。
Valio 社は 1905 年にバター加工のための協同組合として 17 の酪農協同組合によっ
て設立されている。当初は Valio 社自体が協同組合だったが、1980 年代後半から、
将来のＥＵ加盟などで予想される助成水準の削減や国際競争の激化に対応するために
酪農部門をいかに効率化するかが議論された。既存の酪農協同組合の統合や販売事業
の統合などが検討され、1990 年に酪農協同組合が所有する乳業メーカーという現在
の構造になった。このような個別の協同組合が企業（ＰＬＣ =public limited company

注 12）ヨーロッパのハイ

＜公開有限会社＞）をコントロールするという協同組合のハイブリッド型注 12）は、フィ

ブリッド型の農業協同組

ンランドでは酪農部門の Valio 社の他、消費者協同組合が所有するＳＯＫグループ、

合については、Europeran
Commission(2012)
“Support for Farmers’

森林協同組合が所有する Metsa（メッツァ）グループ、食肉協同組合がコントロール
する Atria（アトリア）と HK Scan（ＨＫスカン）などで展開されている注 13）。

cooperatives: Final

現在、Valio 社を所有するのは 16 の酪農協同組合であり、そのなかで、合計 5500

Report” p.60、また “Sup-

人の生乳生産者で組織された６組合が Valio 社に生乳を供給している。合併などによ

port for Farmers’ cooperatives” に含まれるフィ

り、Valio 社の所有組合や生乳供給組合の数は減少しつつある。Valio 社はフィンラン

ンランドの食肉組合につ

ドの生乳生産量の 80% を取り扱い、売上高は 17 億ユーロで、その３分の１は海外

いてのケーススタデー

市場からもたらされている。

“Support for Farmers’
Cooperatives: Case

Valio 社の理事会は、Valio 社に生乳を供給する６つの協同組合を代表する６人で構

Study Report HKScan

成され、理事は全員が生乳生産者である。Valio 社を所有する酪農協同組合の方針は

hybridisation” を 参 照 さ

以下の３点である。

れたい
注 13）Pellervo の提供資
料より

① すべての生乳を受け入れる
② Valio 社が各協同組合に支払う乳価は、遠隔地であろうとも同一とする
（Valio 社から各協同組合に支払われる乳価は同一だが、各組合から個々の組合員に支
払われる乳価は、個々の組合の方針に則り多少異なっている）
③ ＥＵ域内で最高額の乳価を生産者に払うことを目指す

Valio 社が支払う生産者価格はＥＵの平均価格よりかなり高い。これを可能にして
いるものとして、Valio 社の担当者は、Valio 社による集乳や加工の効率化や海外事業
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展開などの事業が成功してきたことと、Valio 社が継続的に研究・開発に重点的に投
資し、高付加価値製品の開発を続けてきたことを挙げた。例えば、1945 年にノーベ
ル化学賞を受賞した Artturi Ilmari Virtanen（アルトゥーリ・イルマリ・ヴィルタネン）
博士は Valio 社の研究所の所長であった。
生乳生産者と Valio 社との関係については、生産された生乳はどの協同組合の組合
員かに関係なく、Valio 社がグループとして集乳している。Valio 社として効率的な集
乳ルートなどを考え、契約業者に委託して自社の加工施設に集める。
また、Valio 社は個々の協同組合と連携して、生乳生産者への普及サービスも提供
している。協同組合と Valio 社で合計 25 〜 30 人の指導員がおり、生乳や飼料の分析、
病気の予防やそれへの対応などを行っている。
前述したように、フィンランドの酪農・乳業をめぐる状況は、ロシアのＥＵからの
乳製品の輸入禁止、ＥＵの生乳生産枠の撤廃など、好ましい状況にあるとはいえない。
今後は、ＥＵのＣＡＰの助成の削減も見込まれ、また動物福祉や環境対応なども厳し
くなると予想される。また、需要面では、フィンランド人の牛乳消費量はすでに世界
で最高水準であり、今後量的にこれ以上増えることは期待できない。また、海外から
フィンランド市場への乳製品の輸出も拡大しており、さらに、数年前にはデンマーク
の協同組合を起源とする北欧最大の乳業会社である Arla Foods（アーラ・フーズ ）社
が、フィンランドの乳業企業を買収し、いくつかの酪農協同組合を傘下に収めるなど、
フィンランド内での海外との競争も激化しつつある。
このなかで、Valio 社は今後の発展方向として、高付加価値化とフィンランドの外
への拡大を挙げた。高付加価値化では、ラクトースフリー、減塩、高タンパク質といっ
た国民の健康志向に沿った新商品の開発を続けている。海外進出については、Valio

Valio 社の本社の入り口横には、Artturi Ilmari Virtanen 博士の業績についての展示コーナーが設置されて
いる
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社の売上高の３分の１はすでに海外市場からとなっているが、それをさらに伸ばそう
としている。今後の拡大の見込める重要な海外市場として、スウェーデン、ノルウェー、
ポーランドを挙げ、さらにこれまで 20 年間取引関係のある中国へさらなる参入を図
りたいとのことだった。
５．おわりに：フィンランドの酪農の今後の展望
本稿では、ＥＵの北限の国フィンランドにおいて、農業・農村・食品産業・食生活
に重要な酪農が、高い農業所得支持制度や酪農協同組合に支えられつつ維持・発展し
てきている状況を見た。最後に、フィンランドの今後の酪農の展望に向けたいくつか
のポイントを指摘しておきたい。
フィンランドの酪農部門は、急速に構造変化をしている。Valio 社の資料によれば、
現在 7000 ほどある酪農経営は、2022 年には 3700 に減少することが見込まれている。
冒頭に紹介した Warthen 農場の周辺でも、20 頭、30 頭規模の酪農経営の廃業が進
んでおり、逆にまだ少数ではあるが 100 頭を超える規模の経営も出てきたとのこと
だった。フィンランドの地域農業および食品産業にとり重要な酪農を、少数の経営数
でどのように維持・発展させるかは、大きな課題であろう。
現在はＥＵおよびフィンラン
ド政府による手厚い助成が酪農
存続の基盤となっている。フィ
ンランドの酪農の維持は地域農
業の維持に加え、ロシアと国境
を接する国としての政治的意義
も大きいことから、これからも
助成は必要であり、継続される
だろう。しかし、ＥＵの農政の
流れとして、現在の農地面積や
生乳生産量当たりの助成は減少
し、代わりに気象変動、環境保
全、動物福祉などへの助成が手
厚くなりつつある。動物福祉や
環境保全に向けた要求が厳しく
なることが、それへの投資が難
しい小規模農家の離農をさらに
助長させると思われる。他方、
牧草への依存度が高く、水や農
地をめぐる制約の低いフィンラ
ンド酪農は、気象変動、環境保
消費者の健康志向に合わせた商品開発が Valio 社の発展の
カギである

全や飼料価格の変動に対して比
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較的優位な条件にあると考えられる。現在はロシアの禁輸などにより厳しい状況にあ
るフィンランドの酪農だが、長期的には発展の可能性を持っている。
フィンランドは協同組合が発達している国であり、酪農はそのなかでも、協同組合
の生乳取扱率が 95% と高い。その酪農協同組合が所有する企業として、フィンラン
ドの生乳生産量の 80％を扱い、大食品企業となっている Valio 社の存在は特徴的で
ある。フィンランドの酪農協同組合が、現在のハイブリッド型協同組合グループとい
う構造を選択し、Valio 社は商品開発や海外進出を通じて、生乳生産者に高い乳価を
支払うという目的を達成してきている。同時に、Valio 社が海外進出するように、協
同組合に由来する北欧を代表する国際的乳業企業である Arla Foods 社がフィンラン
ドに進出し、酪農協同組合を傘下に入れているという、国境を超えた協同組合の競争
が展開されている。フィンランドを含めた北欧諸国の大規模協同組合のこのような事
業展開は、今後の世界の協同組合の向かう選択肢の１つとして注視していく必要があ
るだろう。
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