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１

目的及び概要
川崎市とデンマークとはこれまで、本市で初めての環境分野の国際的展示会となった「川

崎国際環境技術展 2009」に駐日デンマーク大使が参加したことをきっかけに、本市とデン
マーク大使館との環境フォーラム・福祉フォーラムの共催や、市内企業とデンマーク企業と
の産業交流の促進、デンマーク環境大臣の市内視察など、産業交流が進展してきた。
また、平成 24 年 7 月に、本市とデンマークの経済産業交流のさらなる活性化を目指し、
環境、福祉、ライフサイエンス、リサイクル、新エネルギー及びデザイン等の分野における
情報交流やシンポジウムの共催、その他事業を推進するため、川崎市長と駐日デンマーク大
使との間で「経済産業交流に関する覚書」を締結し、デンマーク大使館との共催によりデザ
インセミナーやスマートグリッドセミナー等を開催してきた。平成 25 年 8 月には、市長を
団長とする代表団・企業ミッション団を派遣し、経済産業交流の可能性の調査を行なった。
今回、デンマーク大使館より紹介があったオーデンセ市を訪問し、介護・福祉ロボット分
野におけるデンマークの先進的な取組を視察するとともに、川崎市のシティセールスや企業
間交流などを行うため、ミッション団の派遣を行った。

２

日程
別紙「デンマークミッション スケジュール」参照
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４

内容等

第１日目 平成２７年１１月３日（火）
■オーデンセ・ロボティクス（Odense Robotics）の視察
時間：８：３０～９：１５
場所：オーデンセサイエンスパーク
説 明 者 ： ミ カ エ ル ク リ ス ト フ ァ ー ソ ン （ Mikkel
Christoffersen）氏 オーデンセ・ロボティクス ビジネ
スマネージャー
内容：オーデンセ・ロボティクスの取組について説明を

（ミカエル クリストファーソン氏）

受ける。
オーデンセ・ロボティクスは、オーデンセ市と４つの市によって組織される機関で、Fyn
（フィン）開発の中にあり、その始まりは AP モラー・マースクの発祥であるリンドウ造船
所である。その後、マースク・マッキニー・モラー研究所となり、現在では、ヨーロッパ第
一のロボティクスに関する研究所としてエンジニア教育を行っている。
10 年前にＤＴＩ（デンマーク・テクニカル・インスティテューション）も開設され、この
近くに隣接しており、我々も、この隣接するＤＴＩと連携して調査、研究を行っている。現
在、オーデンセ・ロボティクスには、70 以上の企業が入っている。また、10 以上の国家プ
ロジェクトのクラスターが、このオーデンセ・ロボティクスのネットワークの中で活動して
いる。中小企業における共同ロボットやサービスロボットは、非常に新しい産業である。そ
して、ロボット産業は近い将来、現在の 3 倍の規模になるといわれている。
オーデンセ・ロボティクスには、5 つの任務がある。
①この技術を、マーケット市場につなげること。
②スタートアップ、スピンアウトの起業をサポートす
ること。
③専門家や施設へのアクセスを与えられること。
④資金のサポート
⑤ビジネスを発展させるために、それぞれの企業が持
つ強みをつなぐこと。
（オーデンセ サイエンスパーク前）

■オーデンセ・ヘルス（Odense Health）の視察
時間：９：１５～１０：００
場所：オーデンセサイエンスパーク
説明者：ユースト ニホフ（Joost Nijhoff）氏
（ビジネスディベロッパー）
内容：オーデンセ・ヘルスの取組について説明を受け
る。
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オーデンセには、オーデンセ・ロボティクスと同じように、ヘルスに関するネットワーク
がある。我々としては、この情報を世界中に発信していくことが大切である。
この中には、企業、研究所、大学病院、テスト機関などがある。大学病院、老人福祉施設
では実証試験ができる。日本の企業が試験をしたい場合は、我々を窓口にしてもらえば、１
つの窓口で全て対応できる。
2 つの事例の紹介を受ける。
（ケース１）2010 年にオーデンセ市とパナソニッ
クが連携の契約をした。契約の内容は、共同でテス
トを行い製品開発するというものである。
パナソニックのモデルを完成させるために、介護
施設で 5 回テストを実施した。
（ケース 2）富士機械製造㈱（愛知県）は、もとも
と福祉関係ない企業だったが、新たな分野として
NEDO の補助を受け、福祉分野に取組みだした。
富士機械製造㈱とは、テスト、ビジネス、研究開
発、デザイン、この 4 点を含む契約を結んだ。
オーデンセヘルスのパートナーとしては、オーデ
ンセ・ロボティクス、オーデンセ大学病院、ケアホ
ーム、illuminant(イルミナル)などが入っている。
Illuminant は、日本とデンマークをつなぐ会社であ
る。
企業以外との連携事例としては、大阪工業大学の梅田キャンパス開設にあわせ、「イノベ
ーション創出プログラム」の実施や、日本政策投資銀行が、オーデンセでヘルスケアー技術
について調査をしている。健康、医療、病院などのオーデンセ・ヘルスの分野で約 2,000 人
が働いており、すべてユースト氏を窓口にしてアクセスできるとのことである。

■南デンマーク健康イノベーションセンターの視察
（The Health Innovation Center of Southern Denmark）
時間：１０：００～１１：００
場 所 ： The Health Innovation Center of Southern
Denmark
説明者：ラセ・ノァゴー（Lasse Norgaaro）氏
内容：南デンマーク健康イノベーションセンターの概
要について説明をうけ、視察を行う。

（ラセ・ノｱゴー氏）

現在、このイノベーションセンターの近くに、スーパーホスピタルを建設中である。近く
に南デンマーク大学もある。ヘルスケアー、老人福祉ケアー、精神医学などの分野において、
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分野を超えた連携やイノベーションが大切だと考えており、官民の連携強化を進めている。
病院（利用者）でのニーズを受け、企業が製品開発できるようなサポートや、完成した製
品のテストなどを行っている。
病院を建設する場合など、発砲スチロールなどでそのモデルルームを実際につくり、それ
に基づき改善点をワークショップ形式で議論し、よりよいものを生み出している。
これまで、病気になると病院に行くというのが通常で今は「Co Lab Denmak（コ・ラボ・
デンマーク）」という新しい考え方がある。これは、関連する部門が連携するという考え方
である。病院で患者さんが補助器具を利用している場合、退院後老人ホームに入所する場合
は、この補助器具は病院に返すのがこれまでの考え方であるが、
「Co Lab Denmak」では、老
人ホームでも同じ補助器具を利用できる。元気になり在宅でも同じ補助器具が利用できる。
このようなセクター間の連携を「Co Lab Denmak」と呼んでいる。
Health Innovation Center 内
このフロアーに、発砲スチロールで病院等のモデルル
ームを試作し、改善を進める。

ポストイットを使用した議論
改善点などのコメントを記したポストイットを図面に
添付し、よりよいものを生み出している。

■ＤＴＩロボティクスの視察
時間：１１：００～１２：００
場所：Denmark Technological Institute
内容：ＤＴＩロボティクスの説明を受け、施設内の視
察を行う。
1906 年設立。DTI は、デンンマーク科学技術省から
も認められた私的機関である。日本の筑波や京都にも
同様の組織がある。
デンマークの大学は全て国立である。この大学と
DTI の役割の違いは、国立大学は、基礎的な調査や学
術的な教育に力を入れるが、DTI は、応用 R＆D やイ
ノベーションの発展などに力を入れる研究所である。
商品化も進めている。
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DTI のロボット開発は、
約 60 の機関と協力し開発を進めている。また、
実際に工場や病院、
介護施設で働く職員の声を聞いたり、新しいロボットを使用する際の指導も行っている。
これまでの研究の成果としては、筑波の産総研のセラピーロボット「PARO（パロ）」の開
発、そして、開発したパロのデンマーク国内での導入支援、EU 各国への展開を進めた。

■南デンマーク大学 工学部の視察
時間：１３：００～１４：００
場所：南デンマーク大学
説明者：ピュア F グース氏（国際化プロ
ジェクトマネージャー）
内容：南デンマーク大学工学部の取組につ
いて説明を受け、視察をする。
（ピュア F グース氏）

南デンマーク大学工学部としても、ロボクラスターを推進している。ロボクラスターは、
これまで地域的だったものが、だんだんと国際的にも広がりを見せている。
この大学では、3 つの方法でネットワークを図っている。
①Network（企業マッチング）：ニーズ、シーズに合う企業の紹介
②Project：プロジェクトの内容に合う企業を紹介し、必要な資金の提供
③knoｗledge Sharing：ニュースレター等による知識の共有
この大学で進めているロボクラスターは、デンマークに 22 ある国家的クラスターの 1 つ
である。オーデンセロボクラスターは、あくまで地域レベルのものであるが、この南デンマ
ーク大学で行っているロボクラスターは、国家レベルのものである。
キャスパー・ハレンボー氏(Kasper Hallenborg)（南デンマーク大学

マースクマッキーニ

ーモラー研究所長）
この研究所（Maersk Mc-Kinney Moller Institute）は、マースク社の基金によって作ら
れている。この研究所ではロボティクス、人工知能、ソフトウエア、エネルギーなどの分野
の研究を行っている。ここでは売るためだけの研究をしていない。今あるロボットが、より
信頼できるように稼動できるようにプロセスの改善を進めている。職員は約 140 人。
主な研究は次の 3 つである。
①Robots：経済的、効率的に行うにはロボットが必要であり、産業用ロボットを作るだけで
なく、実際にあるロボットを柔軟に使用し、ミスのない工程になるよう研究をしている。
②Drones（ドローンズ、空とびロボット）：ドローンズが信頼のおけるディバイスとして使
用されるようになるには、まだ時間を要するが、近い将来、産業のうちの 10％がこのドロ
ーンズに関わる技術になると見込まれている。
この研究所が、ヨーロッパでは初めてドローンズの研究を始めた研究所である。
③Welfare technologies（福祉技術）／assistive technologies(サポート技術)
現在、高齢者をサポートするために、必要となる労働力は、高齢者 1 人に 4 人が必要とな
っている。
それを、2050 年には、
高齢者 1 人を 2 人で支えられるようにしたいと考えている。
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肺のトレーニングのために、マウスピースを吹いて
いる間だけ、映像を見ることができるようになって
いる。子供たちのモチベーションがあがる。

遠隔医療（テレメディスン：telemedicine）これを
すすめるには、データ管理が大きな問題となってい
る。データ管理の問題が 8 割を占める。

■南デンマーク大学 スポーツ科学部、臨床バイオメカニック部の視察
時間：１４：１５～１５：２０
場所：南デンマーク大学
説明者：ユースン・ポール氏（J rgen Povlsen）
内容：南デンマーク大学 スポーツ科学部、臨床バイオメカニック部の紹介を受け、視察を
行う。
この学部では、運動と健康の関わりや、健康の促進、予防、治療、リハビリテーションを
行っている運動と臨床のラボラトリーである。
小学校のグランドのデザインなども行っている。この建物のグランドは、オリンピックコ
ミッティから屋外のレクリエーション施設として賞を授与されている。

オリンピックコミッティから受賞をうけたグラン
ド。このトラックの周囲にライト付ポールが立って
おり、プログラムに応じた明かりが灯りウォーキン
グ等の誘導をする。

３D ラボ
この部屋の中で、体にアクセロメーターというセン
サーをつけ動くことにより、その患者にとって一番
よいリハビリ計画を作成する。
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■オーデンセ大学病院（高齢者病棟）の視察
時間：１５：３０～１６：３０
場所：オーデンセ大学病院
説明者：ヤンス ウルーリック氏
内容：オーデンセ大学病院の概要について説明を受け、
視察を行う。
ベット数 38 床、医師 20 人、平均入院期間 7～8 日、

（右白衣 ヤンス･ウルーリック氏）

入院患者平均年齢 84 歳
寝たきり入院をさせない、入院してもなるべく早く退院できるような取組を進める。
寝たきりにならないように、できるだけ体を動かすように指導している。看護士も患者と戦
っている。入院期間が 7～8 日というのは、疾病が治癒した段階で退院し、そこからリハビ
リ施設もしくは、在宅での対応をしている。「Co Lab Denmak（コ・ラボ・デンマーク）
」と
いう考え方に基づき、補助器具は病院で使用していたものを、リハビリ施設でも在宅でも使
用できる。
■オーデンセ大学病院の視察
時間：１６：３０～１７：３０
場所：オーデンセ大学病院
説明者：ピーター・ユースト氏 Peder Jest 院長
内容：オーデンセ大学病院について説明を受ける。
デンマークには、3 つの大学病院があり、この病院
が一番中心となる病院である。
現在は病院全体で 1100 床。2020 年にスーパーホスピタルの建設計画がある。新病院は、
720 床に減る。
（患者の快適性を求めて全室が個室となる予定。
）
医療技術のレベルを下げないように技術革新センター（CIMT：center for Innovative
medical Technology）で研究を進めるとともに、今のうちから患者を病院から遠ざける（病
院に来なくてよいように健康促進、予防、在宅医療）取組を進めている。
（研究事例）
Camera pill for screening of colorectal cancer (カ
プセル内視鏡)
デンマークでは、50 歳以上の住民が大腸がん検診の対
象になっている。小さいカメラを飲み込み体外に排出さ
れるまでに 4100 枚の腸内撮影を行う。
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■オーデンセ市主催の夕食会
時間：１８：３０～２０：３０
場所：レストラン・ノルダットランタン

挨拶 （訪問団団長 菅原進副議長）

子供たちによるアンデルセンの劇で歓迎を受ける。

挨拶 （オーデンセ市 副市長）

オーデンセ市の方々との集合写真

第２日目 平成２７年１１月４日（水）
■オーデンセ廃棄物管理会社の視察
時間：８：３０～９：００
場所：オーデンセ港産業パーク
説明者：カーステン・オー氏
内容：オーデンセ廃棄物管理会社の取組みついて説明
を受ける。
（カーステン・オー氏）

デンマーク唯一の運河港。1803 年に開港した。
その後何回か拡張工事を行い、現在では 160ｍの船を受入れることができる港である。
昨年、元マースクラインの造船所（世界最大のコンテナ船「エマ・マースク」を造ってい
た）の場所を買い取った。今では、このエリアには 7000 の仕事があり、172 の企業とつなが
っている。
オーデンセ港を自然にやさしい港にしていきたいと考えている。新しい技術によるという
より、今あるものを活用した取組にしたいと考えている。たとえば、地熱利用や、太陽光利
用である。この建物は、ソーラー発電をして必要電力をまかなっている。余った電力は売電
している。デンマークには 2015 年春、三菱重工との合弁の三菱重工ベスタスがある。三菱
重工ベスタスは、世界で一番大きな洋上風力発電設備会社である。この会社の一番大きい事
業所がこのオーデンセ湾に立地している。
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■オーデンセの環境ビジネスに関する取組の紹介
時間：９：００～９：３０
場所：オーデンセ港産業パーク
説明者：モーゥンス・ミケル・ムゥラー（Morgens
Michael Moller 氏）デベロッピングフュン環境・エネ
ルギー・CSR 部門長
Pollution Prevention＋ Business Development
＝ Green Growth（グリーン成長）

（モゥラー氏）
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生産にあたっては 2 つのタスクがあると考えている。1 つは空気中に排出される汚染物質
の排出を抑えること、もう 1 つは、生産するものを維持可能な製品とすること。さらに最後
に出される廃棄物を最初で利用する。これを維持可能な産業開発（Cleantech:クリーンテッ
ク）と呼んでいる。クリーンテックというのは、市場（マーケット）である。
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Clean air

クリーンテックについて、2 つのやり方で進めている。
①Business Intelligence：このフュンに、環境に関する企業がどれだけあるか情報把握し、
知識を共有する。
②Business Development：この企業をもとに関係する企業と新たなビジネス、新しい市場を
生み出す。

フュン島に立地する企業（172 社）をネットワ
ーク化したもの。
7000 のジョブが創出される。

現在フュンで力を入れていることは、エネルギー効率と、資源リサイクルである。
様々な企業と企業を組み合わせることによって、新たなビジネスが創出される。川崎市との
関係においても、このような視点で望みたい。電化製品廃棄物処理会社は、鉱山のようなも
のである。日本は電化製品が進んでいるので、川崎の会社と取組みたいと考えている。電化
製品には、非常に価値のある資源が含まれている。実際の鉱山より、電化製品の山のほうが
たくさんの資源が含まれている。オーデンセの企業と川崎の企業をつなげて新たなビジネス
生み出す協力体制を築きたいと考えている。

■Tasso（タッソ）鋳造鉄の視察
時間：１０：００～９：００
場所：Tasso
説明者：クリスチャン・ピーターソン（マネージャー）
内容：Tasso（タッソ）鋳造鉄の説明を受け、工場内を
視察する。
（クリスチャン・ピーターソン氏）

この工場は、鋳造の過程で発生する余剰熱を地域暖房に活用し、利益をあげている鋳造所
である。1856 年設立、デンマークでもっとも古い鋳造鉄の工場である。
当初は、この工場のまわりに家は建っていなかった。（工場と住宅地の間には川が流れて
いた。）そのうちに、川を越えてこちら側にも家が建つようになり、住宅に囲まれてしまっ
た。工場としては、移転をするか、住宅地でもできる操業基準にあわせるか選択を迫られ、
厳しい排出基準におさえる道を選んだ。フュンフォーラムが環境に貢献のあった企業に与え
る「DIPLOM（ディプロマ）
」も 2011 年に授与された。
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街中で操業を継続するには、煙の排出基準（20mg／ｍ3）を下回らないといけない。この
基準をクリアーするために、煙突には観測モニターと吸塵装置を設置している。現在の平均
排出量は、1～3.5 mg／ｍ3 程度である。
また、工場から排出される余熱について、余剰熱で水を温め、近隣の 250 戸の住宅に供給
している。クーリングタワーで使っていた水の削減にもつながり、この余剰熱供給システム
に要した費用（300 万 DKK）は、3 年で回収することができた。しかしこれはあくまで個人企
業であるので、環境のためだけでなく、利潤も考えてのことである。
この工場では、風車の軸となる鉄芯を作っている。そしてヨーロッパ各地に輸出をしてい
る。

工場の道向こうには住宅が立ち並んでいる。
工場建屋内外ともに粉塵等は感じられない。

■ＡＰモラー・マースク社訪問
時間：１４：００～１５：００
対応者：アナス

ウーツン上席副社長（Anders Wurtzen

senior

vice president）他
内容：ウーツン副社長及びヘンリック トバルノ（Henrik Tvarno）
氏、マス ステンセン(Mads Stensen)氏（マースク社の維持可能性
の責任者）から同社と The Maersk Mc-Kinney Moller Institute
との関係について、環境保護対策に特化したマースクグループの
持続可能性への取組みについて説明を伺い、意見交換を行った。

（ウーツン副社長）

マースクグループとしての主な業務は 5 つあり、マースクライン、APM ターミナル、マー
スクオイル、マースクドリル、APM シッピングである。
職員は 8 万 9 千人、130 の国に渡っており、収益は 470 億ドルである。
The Maersk Mc-Kinney Moller Institute との関係についてであるが、リンドウ造船所で
船を溶接するには、大きな溶接ロボットが必要で、その溶接ロボットの発展に AP モラー基
金が大きな役割を果たした。
AP モラー基金とマースクの関係は、マースク社の直
接下にあるわけではないが、非常に絆の強いものである。
社会的、文化的、科学的な性格を持っており、それらの
活動に使われている。
The Maersk Mc-Kinney Moller Institute とリンドウ
造船所とは、共同研究を行っており、基金（献金）は、
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（ヘンリック トバルノ氏）

その感謝の気持ちだった。また、大学（南デンマーク大学）の研究を強めていくという大き
な目的もあった。見返りは期待していなかった。大学での研究がこれからの社会において、
大きな役割を果たしていくと考えている。昨日、南デンマーク大学でドローンの話があった
かと思うが、ドローンはこれからの社会を大きく変えていくと考える。ドローン（Drones）
の研究については、我々マースク社からお願いしたものである。船とは関係ないが、介護ロ
ボットなどについても研究している。
マースク社の持続可能性への取組みについてであ
るが、マースク社は、我々は世界の産業に貢献する
とともに、世界に職場を提供している。これらのこ
とによって、社会にマイナスの要因もあるが、マー
スクとしては、これらを減少させるよう日々努力し
ている。
船舶による輸送は、航空輸送と比較すると大変効
率的な輸送手段である。我々の規模が大きいために、

(マス ステンセン氏)
2

環境への影響も大きくなのだが、CO の排出量でみると年間 2 億 7 千 3 百トンを排出してい
る。このマイナスの影響をできるだけ減少させようとしている。2007 年間から現在までで
CO2 の 40％の削減に成功している。2020 年までに輸送力は 2007 年と比較して 80％増強した
上で CO2 の排出量 60％を削減することが目標である。
それにむけた対策としては、新しい船舶を開発しなくても、走航スピードを落とす、また
安定させることで実現できる。トリプルＥという船舶を 20 隻有しているが、非常に効率の
よい船である。
トリプルＥとは、"Economy of scale"、 "Energy efficient"、 "Environmentally improved"
の３つのＥから取ったものであり、スケールエコノミー、低燃費、環境性能の向上という設
計原理を基にした、長さ 400ｍ、幅 50ｍの世界最大の船舶である。
具体的には、これまでの船舶と比較して、大量かつスローに運搬されるよう設計されてお
り、それにより CO2 の排出量を削減するというものである。また、エンジンから排出される
熱を再利用するなどの工夫もされている。
また、近い将来、オイルがなくなるといわれているため、それに代わるもの開発を進めな
いといけない。そこで、バイオ燃料を考えている。また、船舶を造るときも、最初から造る
のではなく、リサイクルして造ることも考えている。造る際の材料も、維持可能性の高い材
料を使用するようにしている。これは、マースク社だけで実現できるものではなく、社外と
の協力も大切になってくる。日本の会社であ
る日本郵船や商船三井なども含まれる。
AP モラー基金とマースク社の持続可能性へ
の取組みについてお話したが、マースク社と
しては、新しいことにチャレンジしていかな
いといけないし、これが生き延びていく鍵で
あると考えているし、川崎市との協力関係に
つながると考えている。

(ＡＰモラー・マースク社の訪問の様子)
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第３日目 平成２７年１１月５日（木）
■日本大使館訪問
時間：９：３０～１２：００
場所：日本大使館
対応者：末井大使、伴書記官
内容：末井大使を表敬訪問し、デンマーク事情につい
てブリーフィングを受ける。
(末井大使)

〔国土〕

デンマークの人口は 566 万人（兵庫県、北海道程度）面積 4.3 万 km2（九州程度）標高 173
ｍ、平たいので自転車が多い。グリーンランド（人口 5.6 万人、サウジアラビアと同程度 216
万 km2）世界の真水の 20％はここにあるといわれている。氷が 2000ｍ積もっていて、これが
溶けると海水面が 7～8ｍ上昇すると言われている。この氷が溶けるとグリーンランドには大
変資源がある。
〔対外関係〕
・国連（193 カ国）
：デンマークは、もともとＥＵへの加盟国である。
・ＥＵ（28 カ国）：加盟国の人口は 5 億 8 千万人、世界経済 GDP の 1／4 を占める。
デンマークは貿易をＥＵの中だけで 70％まわしている国である。
・経済外交：福祉国家【子供手当、学童保育、教育は大学まで無料、大学生には奨学金を支
給、生活補助、年金は税金、医療は無料】
（高齢化率：デ 17％、日 26％）を維持するために
12.5 兆円の税金を徴収している（我が国の税収人 54 兆円）
。
〔国家〕
・立憲君主国家：政治的な権力は持っていない。
・小党分立・合意―中道へ：比例代表制で、9 党が分立している。
・海洋貿易立国：貿易で稼がなくてはならない国である。
・再生可能エネルギー：原発はない。電力のうち 45％は再生可能エネルギーである。この内
風力が 36～38％である。水力も 10ｍの高低差でやっている。
・資源大国：しかし、これはグリーンランドにあるため今は利用できない。
・デンマークモデル福祉国家：維持していくためには税制でこれをまわしていかなくてはな
らない。
・農業大国：デンマークには人口が 500 万人しかいないが、豚は 2000 万頭いると冗談をい
うほど豚が多い。（この豚肉は日本にも輸出している。
）
・世界的企業：マースク、ノボ ノルディスク社（インシュリン）
、レゴ、カールスバーグな
ど、デンマーク主要 20 社が株式市場の時価総額の大部分を占める。
・2017 年が、日本とデンマークの外交関係樹立 150 周年にあたる。
デンマークと日本の貿易をみるとデンマークが黒字、日本が赤字（輸入 2000 億円、輸出
400 億円程度）1867 年の江戸幕府による修好通商航海条約締結され海運、貿易活動等を通
じて友好関係が発展、維持されて、2017 年で 150 年なる。大使館としても、さらに友好関
係を深めたいと考えている。
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■デンマーク国会 社会福祉委員会委員との意見交換
時間：１４：００～１５：００
場所：デンマーク国会
対応者：カリン ノウホウ(Karin Nodgaard)（社会福祉委員会副委員長）
ローゼンクランス

チェイ(Rosenkrantz-Theil)（児童教育委員会）

リンダ ローラ(Lindahl Laura) （社会福祉委員会、男女平等委員会）
カリーナ アスク(karina Adsbol)（障がい者委員会）
カリーナ ドゥエ(karina Due)（社会福祉委員会、環境食品委員会）
内容：デンマーク国会を訪問し、社会福祉委員会委員と意見交換を行う。

女性が参政権を得て（1915 年）今年で 100 年目にあたる。現在、デンマーク国家議員の約
37％が女性（65 名／179 名）である。児童保育と高齢者福祉についてデンマークの状況につ
いて説明をいただく。
〔児童保育〕
デンマークは、女性の就労率が、ヨーロッパの中で一番高い国である。
（女性就労率 75％、
日本 66％）そして、日本ほどではないが、高齢化の問題もある。そのため労働人口を増やし
たいと考えている。女性が社会で働くにあたって一番の問題が子供の面倒をどのように見る
かである。
現在デンマークでは 2 歳児の 87％は、デイケア施設に入所している。
3 歳児の 98％
は幼稚園に通っている。幼稚園の教諭の 2/3 はきちんと教育を受けた職員である。そして幼
稚園に入れる費用も安い。仮に外で働いて得られる収入のほうが少なければ、女性は家で子
供といたほうがよいことになる。
デンマークでは、保育費用の 2/3 を国が負担する。女性の収入が少ない場合は、税金の控
除も受けられる。さらに費用をカバーできるだけの児童手当が支給される。このように、費
用が安く、しかも質の高い保育がなされていることが、女性が労働市場に出て行くことを可
能にしている。
〔高齢者福祉〕
デンマークの国会の全ての政党が、高齢化が社会の大き
な問題になっているため、この高齢者問題には関心を持っ
ている。デンマークでは、高齢者を 2 つのグループに分け
ている。1 つは健康で活動的で仕事もしていて孫の面倒を見
る時間もないような人たち、もう 1 つのグループは、孤独
(カリン ノウホウ副委員長と菅原進団長)
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で病気がちで病院と自宅を行ったりきたりしているような人たちである。このような人たち
をどのようにしていけばいいか、高齢者の生活の質を保っていくにはどうしたらいいか、全
ての政党で現在取り組んでいるところである。
福祉テクノロジーや福祉ロボットについてもどのくらい取り入れたらよいか検討してい
る。もちろんロボットだけでなく、暖かい手による介護が求められている部分もある。以前
は、それほど衰弱していない人でも高齢者施設に入所することができたが、現在では本当に
衰弱し施設に入らなければならない人しか施設には入れない状況になっている。そうしなけ
れば、増大する高齢者に対応できなくなっている。これも現在の問題である。

第４日目 平成２７年１１月６日（金）
■スールン高齢者介護センター視察
時間：１０：００～１２：００
対応者：ヤン・ニュボー・イェンセ センター長
内容：センター長からデンマークの高齢者福祉対策や当施設の説明を伺い、意見交換を行っ
たのち、施設内の視察と介護食を試食させていただいた。
高齢者福祉を支えるには、教育機関、病院、福祉施
設が連携しないと支えていけないと考える。人口動態
を考えると、日本とデンマークは似ていると思う。日
本ほどではないが、デンマークでも高齢化が進んでい
る。
高齢者が増加しているため、財政が圧迫されている。
高齢者領域に振り分けられる予算は毎年減ってきてい
る。市民からはこの高齢者サービスをいつから受けたいかを自分では決定できない。自治体
の査定を受け、そのサービスが必要であるという状況がないといけない。
また、査定を受けた内容のサービスを受けるには費用はかからないが、査定以上のサービ
スを受けたいのであれば、自費を払えば基準を上回るサービスを受けることはできる。
人口動態から考えると、2025 年には、認知症が約 5 万人になると予想されている。認知症
になると、様々なサポートが必要になる。このようなときに福祉テクノロジーが大きな役割
を果たすと考える。例えば、認知症の方が夜中に起きてしまったとき、その立った床が反応
して「ヤンさん、まだ、夜中ですよー。ベットに戻ってください。」と話しかけるようなテ
クノロジーである。
人間としては、他の人間との交流が必要であるから、ロボットだけでできるとは考えてい
ない。ロボットが持ち上げたたり、輸送したりすることができれば、職員の負担も軽減でき
ると考える。
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（施設の様子）
アクティビティの部屋
脳を活性化させることが大切であるので、絵を描い
たり、料理をしたりする。

シアター
入所前と同じような生活ができるようになっている。

■総合乳児園(Eventyr huset)訪問
時間：１５：００～１６：００
内容：デンマークの総合乳児園を視察する。

保育園部（10 ヶ月から 3 歳児）定員 40 人
保育時間：朝 6：15～17：00
費用：4,200 DKK／月（保護者には児童手当が 2,000
クローネ支給される。）
幼稚園部（3 歳から 6 歳児）定員 60 人
費用：2,100 DKK／月（保護者には児童手当が 2,000 クローネ支給される。
）

園内の様子
ドア裏を黒板のように活用して、食事のメニューを
記載

冷たい外気を吸わせ、呼吸器をきたえるため屋外で
昼寝をさせる。
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デンマークの保育所と幼稚園は年齢で分かれている。0 歳から 3 歳までが保育園に行き、3
歳から 6 歳までが幼稚園に行く。また、デンマークは、森の幼稚園発祥の地としても知られ
ている。森の幼稚園とは、周りに自然が多くそのようななかで育つことが多いのだが、それ
ができない都市の子供たちがかわいそうだという発想から生まれている。この森の幼稚園に
は 2 種類ある。自然保護区のような自然が近くにあるところに幼稚園を設け、そのような自
然のなかで子供たちが過ごすパターンと、幼稚園の近くには自然はないのだが、朝子供たち
を自然の中に連れて行き、夕方園に戻ってくるパターンの 2 種類があるとのこと。
幼稚園には、公立と私立があるが、私立も設立認可の園児一人当たりの園庭の広さや、職
員数など厳しい基準があり、実質的には大差ない。違いがあるとすれば、公立は運営方針が
自治体によって決まっているが、私立はそれぞれの園に理事会があり、自分たちで運営方針
を決まられることである。

５

所

感

今回のミッションを通じ、デンマーク事情をはじめ、大学・企業・研究所などと連携した
ロ ボ ッ ト技 術開 発 ・医療 技 術 研究 など の 取組、 オ ー デン セ市 の 維持可 能な 産業 開発
（Cleantech）の考え方、さらに病院・高齢者施設・幼稚園の現状など多くのことを学ぶこ
とができた。
まず、ロボット技術開発・医療技術研究においては、オーデンセ市が本市産業振興財団の
ような役割を果たしていた。つまり、ロボット関連、ヘルス関連企業を新たなビジネスの創
出・発展につなげるために、それぞれの企業が持つ強みをしっかり把握し、そのビジネスの
つながりをネットワーク化していたことには驚いた。
オーデンセ市の維持可能な産業開発（Cleantech）の考え方も、フュン島に立地する企業
（172 社）をしっかりネットワーク化し、そこから 7000 のジョブが創出されていることなど
も、そこに立地する企業の強みがわかっているからこそできる取組であると感じた。
なぜ、これほどまでにオーデンセ市としてビジネス支援に積極的に取組んでいるのか、こ
の報告書をまとめながら考えてみた。日本大使館で末井大使からデンマーク事情について説
明を受けた際、デンマークの経済外交で次のように話されていた。
「デンマークの福祉政策を回していくためには、企業活動を活発にして雇用を増やし、輸
出をして国民が働いて税金を納めてもらわなければならない。移民についても既にデンマー
クにいる人については、働いてもらい税金を納めてもらう。」つまり、デンマークの政策を
考える上で、企業活動の活発化と労働者からの税金徴収ということが不可欠であり、そのた
めにこのように、環境、エネルギーの問題はしっかり踏まえながらも、新たなビジネスの創
出・企業活動の活発化に積極的なのであろうと。
また、スールン高齢者介護センターの現状で、施設入居者 450 人のうち完全に寝たきりは
ほとんどいないと言われていたが、これは、デンマーク国会での意見交換を踏まえると、こ
の施設の入所者が比較的程度が軽い方々であると考えるのが妥当だろう。ただ、「自分でで
きることは自分でさせる、そのためにリハビリをしっかりさせている。」と、センター長が
話されていたが、これは「人間性、人間としての尊厳」を考える上で、非常に大切な考え方
であると感じた。
17

今後、オーデンセ市との連携を進めるなかで、本市立地企業との連携もまた検討していく
わけであるが、オーデンセでのロボット開発にあたっては、富士機械製造㈱や大阪工業大学
梅田キャンパス開設にあわせた「イノベーション創出プログラム」などでは、NEDO の支援メ
ニューを活用していた。本市としても、オーデンセ市での連携事例創出にあたり、このよう
な支援メニューの活用も考えたい。
デンマークは、日本からは遠い国かもしれないが、この出張を通じてデンマークの人々・
文化ともふれあい、新しいものはいつでも作れるが、古いものは一度壊すと二度と作れない
という古いものを大切にする心、外国人にもにこやかに対応する心などを感じた。
市内の企業の方々に、ロボット、医療、環境などの企業や、オーデンセ市政府の方々、デ
ンマークの方々が待っていることを伝えていきたい。
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デンマークミッション スケジュール
日

付

11月2日 月

11月3日 火

11月4日 水

訪 問 先
12:30

成田発

スカンジナビア航空 SK984便

16:05

コペンハーゲン空港到着

20:30

夕食 (オーデンセ泊 First Hotel Grand Odense)

8:30

オーデンセ・ロボティックス

9:15

オーデンセ・ヘルス

10:00

南デンマーク健康イノベーションセンター

10:00

オーデンセ市政府と覚書打合せ（サイエンスパーク）

11:00

DTIロボティックス

12:00

昼食（サイエンスパーク）

13:00

南デンマーク大学 工学部

14:15

南デンマー大学 スポーツ科学部、臨床バイオメカニック部

15:30

オーデンセ大学病院

18:30

オーデンセ市主催夕食会 レストラン･ノルダットランタン

21:00

ホテル着

8:30

(オーデンセ泊 First Hotel Grand Odense)

オーデンセ廃棄物管理会社視察(所在地: オーデンセ湾)

10:00

Tasso視察

11:30

専用車にてオーデンセ発

14:00

マースク社訪問

18:00

夕食

20:00

ホテル着 （コペンハーゲン泊 Imperial Hotel）
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11月5日 木

9:00

専用車にてホテル発

9:30

日本大使館 末井大使表敬
デンマーク事情についてのブリーフィング(伴書記官)
昼食

11月6日 金

(昼食後、会頭･局長は、タクシーで空港へ移動 15:45発 SK983便)

13:00

国会議事堂のガイドツアー

14:00

デンマーク国会 社会福祉委員会委員との意見交換

18:00

夕食

20:00

ホテル着 （コペンハーゲン泊 Imperial Hotel）

10:00

スールン高齢者介護センター視察

昼食 (スールン高齢者介護センターにて介護食を試食)

11月7日 土

11月8日 日

15:00

幼稚園視察

18:00

ミッション団主催の答礼宴(Imperial Hotel)

21:00

ホテル着 （コペンハーゲン泊 Imperial Hotel）

7:00

朝食

13:00

専用車にてホテル発

14:00

コペンハーゲン空港着 出国手続き

15:45

コペンハーゲン発 スカンジナビア航空SK983便

10:40

成田空港着
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