
 
 

  ４）収穫後の流通ルート、日系飲食店等のニーズ調査 

（１）村内流通と村外流通 
ベトナム国の米の収穫後の流通ルートについ

て、農家や各流通段階への聞き取りによって３つ

の類型が明らかとなった。 
◇村内流通 

主に小規模農家は、米の収穫後は天日にて乾燥

させ、村内にある精米所で籾摺り、精米を行う。

籾摺り、精米がされる前後では、米は各農家にて

保管される。精米後は自家消費し（一部は自宅で飼

育する家畜の飼料となる）、余剰分は村内における

売買を行う。 
今回対象としているギーキム区は、村内に 5～6

ヵ所の精米所があり、農家 200 軒につき 1 ヵ所の

割合である。ギーキム区は特に小規模農家が多く、

ほとんどの農家が自家消費を目的とした米の生産

を行っている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

農家

村内の精米所

自家消費 村内流通家畜飼料

路上におけるイネ乾燥天日干し状況

各農家の米保管状況 各農家の米保管状況 

村内の精米所状況 村内の精米所状況（クモの巣、犬の糞） 
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◇村外流通１ 
比較的大規模な農家は、村外に向けた米の販売

を行っている。収穫期になると、仲買人が村を訪

れ、米を買い付ける。仲買人は精米業者に卸し、

精米業者は加工業者、料飲店、小売への販売、あ

るいは外国へ向けた輸出を行っている。 
 
 
 
 

◇村外流通２ 
精米業者が村や農協と連携し、農家から直接米

を買い付ける流通ルートも存在する。その一例と

して、主にコシヒカリを取り扱い、ベトナム現地

の日系企業へ多数販売している An Dinh 
Company に対し、聞き取りを行った。 

 
An Dinh Company 
日 時：平成 29 年 6 月 16 日（金） 13:20～14:10 
場 所：An Dinh Company フンイェン工場内 
聞き手：キタイ設計 村里、福田、小松、Nguyen Thi Nhung 氏（通訳） 
話し手：An Dinh Company, フンイェン工場長 Nguyen Thi Hien 氏  
 
●栽培農家との関係 
・ An Dinh は、村の農協と契約関係を結んでいる。 
・ An Dinh から各農家に種（すべてジャポニカ種）を提供し、その種で栽培してもらう。 
・ 栽培にあたって、はじめて契約する村の場合は、作業工程毎に説明会を開催し、具体的な栽

培方法を指導するとともに、技術者を派遣し、現場やメール等で常に監視、指導を行う。 
・ 複数年契約している村の場合は、田植え前に

説明会を開催する程度であるが、収穫時に技

術者を派遣してチェックし、合格したものだ

けを受け取る。 
・ 村との契約状況は、数百人規模で参加する村

もあれば、数十人規模の村もある。いずれの

場合も、村の責任において農地を集約して契

約する。 

農家

仲買人

料飲店
小売

（スーパー等）

精米業者

加工業者
（米菓工場等）

消費者

農家

料飲店
小売

（スーパー等）

精米業者（An Dinh Company）

加工業者
（米菓工場等）

消費者

村、農協

An Dinh 聞き取り状況 

- 25 -



 
 

・ An Dinh から農家に提供するのは稲の種のみ。肥料と農薬

は農家の負担である。ただし、ジャポニカ米は病害虫にも

強いので、肥料や農薬代と散布手間はベトナム米に比べて

大幅に少なくて済む。 
・ 一部、車両設備を提供する場合もある。 
 
●栽培技術等 
・ An Dinh の栽培技術は、日本で習得したものである。社長

が日系企業の出身者で、営農指導として日本の専門家を招

いて直接指導したこともある。 
・ 植え付け方法は３つから農家が選ぶ。（１）田植え、（２）直

播、（３）幼苗をランダムに植える方法。（１）田植えは、40
～45 株/m2 で、1 株あたり 3 本。一部、田植え機を使用す

る場合もある。 
・ ベトナム北部の一般的な作付スケジュールは、米 2 回、ト

ウモロコシ等の畑作 2 回の計 4 毛作である。そのうち、米 1 回（春作）のみ An Dinh との

契約で栽培している。これは、ジャポニカ米を夏に作付すると品質が落ちるため。農家は夏

作にベトナム米を栽培し、自家消費している。 
・ 農家の意見として、自家消費の場合は収穫から乾燥、籾摺り、精米まで行う必要があるが、

An Dinh 契約なら収穫後に籾殻付きで引き渡してすぐに現金が入るため楽なようである。ま

た、An Dinh との契約価格は農家にとっても魅力的な金額と思われている。 
・ なお、一般に、ベトナム人はジャポニカ米よりもベトナムの米を好んでおり、ジャポニカ米

を販売して得た収入で、ベトナムの米を購入する。ジャポニカ米はあっさりしているため好

まれない。 
 
●An Dinh の栽培面積の推移等 
・ An Dinh は、次の 3 つの視点から契約栽培の村を検討する。（１）汚染がない地域であるこ

と、（２）農家の技術が高いこと、（３）農協などが農家の利益を熱心に考えていること（私

利優先でないこと）。 
・ 村と栽培契約を結ぶと、その後も契約が継続されることがほとんどである。 
・ 希に An Dinh から契約を打ち切ることがある。その理由は、まじめに栽培しない、品質が悪

い、収量が少ない場合など。また、他の同業者と契約を結んでしまう村もある。 
・ An Dinh として、新たな契約村はそれほど増やしていない。既に契約済みの村で、栽培面積

を増やす方に力を注いでいる。 
・ An Dinh の現在の契約エリアは、海岸沿いのタイビン省～ハノイ市東部のバクニン省、バク

ザン省まで。 
 
 

An Dinh 製品包装 
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●日系企業等のニーズ等 
・ 日系の飲食店は、安全性と高品質、おいしさを求めている。 
・ An Dinh として、安全を証明する方法は米の認定書を出している。残留農薬の記録も出して

いる。工場視察もいつでも受け入れている。 
・販売先は、日系のレストランの他、ベトナム系のレストランやスーパーでも販売。ベトナム人

富裕層が購入していく。 
・ An Dinh の米は、輸出もしている。オーストリア、シンガポール、マレーシア、香港など。 
 
●一般農家に関する情報等 
・ 一般の農家は、ベトナム米を栽培して、自家消費の他、余ったものを外部に販売（買い取り

業者経由）している。 
・ 買い取り業者は、一般農家から集めた米をまとめて中国に輸出していると聞いている。ただ、

2016 年から中国への輸出が出来なくなったため、米が余っているようである。このため、

An Dinh と新たに契約する村も出てきている。 
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（２）各流通段階における実態把握とニーズ調査 
村外流通ルートにおける各流通経路（精米業者から消費者に米が届くまで）について、ベトナム

現地の日系企業に対し、流通の実態と現地農産物に対するニーズ聞き取りを行った。 
 

◇加工業者（米菓工場等） 
ベトナム国内 3 ヵ所に工場を進出している Thien Ha Kameda JSC（亀田製菓株式会社が出資）

に対し、ヒアリングを実施した。なお、ヒアリングの事前に、亀田製菓株式会社に対し、電話にて

取材を行った。 
 

Thien Ha Kameda（亀田製菓株式会社） 
（ヒアリング） 
日 時：平成 29 年 6 月 16 日（金） 9:30～11:00 
場 所：Thien Ha Kameda フンイェン工場内 
聞き手：キタイ設計 村里、福田、小松、Nguyen Thi Nhung 氏（通訳） 
話し手：Thien Ha Kameda Deputy General Director, 大塩 浩一氏 
 
（電話取材） 
日 時：平成 29 年 5 月 11 日（木） 10:00～10:10 
場 所：国内（電話取材） 
聞き手：キタイ設計 小松 
話し手：亀田製菓株式会社 経営企画部 深井 浩史氏 
 
●原材料の調達 
・ しょうゆは日本またはシンガポールから仕

入れているが、米を含むその他の原材料は、

すべてベトナム産である。 
・ フンイェン工場では、原材料としてジャポニ

カ米（短粒種）を使用している。 近は、台

湾の品種が増えてきている。 

Thien Ha Kameda 工場内の状況 
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・ 使用する米の仕入れは、品質や調達量を定めた年間契約を精米業者と個別に締結している。

仕入れ価格は安定している。 
・ 使用する米のうち 8 割は、ベトナム南部のメ

コンデルタで生産されたものである。 
・ 使用する米は、特に破砕米を優先的に使用し

ている。 
 
●原材料調達や品質の課題 
・ 安価、安全、安心等、高品質な米を求めてい

る。 
・ 製造量の伸びに対し、原材料の安定確保が課

題である。 
・ 精米業者の精米技術レベルが低く、仕入れた米に異物が混入していることがある。現地の精

米業者の技術レベルを向上させたい。 
・ 農家が米を収穫する時に、ペレットや肥料など、他製品の使用済み袋を米袋として使ってい

ることがある。 
・ 小売店から品質に対するクレームが無いよう、生産時の衛生管理には気をつかっている。 
・ 現在は、安価な大衆向け菓子の生産が中心だが、将来的に高級な商品をラインナップする際

に、農家との個別契約での仕入れや、選別済みで異物混入のない米など高価な原材料の仕入

れはありうる。（電話取材） 
 
●企業に関する事項 
・ Thien Ha Kameda は、亀田製菓株式会社と、ベトナム米菓市場で圧倒的なシェアを誇りベ

トナム小売店への強力な流通ネットワークを有している Thien Ha Corporation が出資する

合弁会社。工場生産は亀田製菓が担い、販売・流通は Thien Ha Corporation が担う。フン

イェン工場では、ベトナム一般市場向け商品「ICHI」を生産している。 
 

  

Thien Ha Kameda 工場内の状況 

Thien Ha Kameda 製品包装
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◇料飲店 
日系ホテル内の飲食店ならびに、日本人経営の日本食居酒屋に対し、流通の実態と現地農産物に

対するニーズ聞き取りを行った。 
 

ホテル日航ハノイ 
 
日 時：平成 29 年 5 月 19 日（金） 14:00～15:00 
場 所：ホテル日航ハノイ 1F 
聞き手：キタイ設計 村里、福田、平田、長江、小松、長谷川清善、Nguyen Thi Nhung 氏（通

訳） 
話し手：hotel nikko hanoi purchasing manager, Nguyen Duc Quy 氏 
 
●ベトナム産農産物のニーズ 
・ ベトナム産農産物の利点としては、一般的

に、米、コーヒー、ゴム、こしょう、いも、

海産物といった世界トップレベルの生産量

を誇っていること、熱帯モンスーン気候によ

り、短期間で農産物が成長すること、大河川

からの堆積により土壌が肥沃なこと、他のア

ジア諸国よりも人件費が安いため、価格競争

力があることがあげられる。 
また、レストランとしては、種類が多い、納期が早い、数量の融通がききやすい、農産物の

栽培技術が高まってきていることが考えられる 
・ ベトナム産農産物の欠点としては、一般的に、品質や生産性が低く、規定外の肥料や農薬を

過剰に使用していること、食品加工業者が少なく、生の農産物の流通が多いことがあげられ

る。 
また、レストランとしては、安全性のトラブルはないものの、栽培技術が安定しないことが

考えられる。大きさが揃っていない、根が切られていない、などの理由により返品すること

がある。 
・ ベトナム農産物取引量の見通しとしては、健康や安全安心への意識づけが見られるため、野

菜はニーズ増加、肉はニーズ減少を見込んでいる。また、量重視から質重視への転換や、海

外の食材との競争のため、ブランド化が予想される。 
・ 農産物に求める優先順位は、１．品質、２．価格、３．供給量、４．安全性、５．安定性、

６．生産性 
・ 農家への要望としては、生産量を増加させる新技術を適用することと、肥料の乱用を防ぎ、

健康に害を与える農薬を使わないこと。 
 
 

ホテル日航ハノイ 聞き取り状況
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●食材の調達 
・ 米は上述の An Dinh Company から仕入れている。半年に１回、品質検査を行っている。 
・ 個人農家は、品質証明書や経理書類の発行ができないため、野菜の売買契約の締結は不可能。

取引には会社資格のある法人との契約が必要。農家、村、国が協力し、優良ブランド農産物

を生産する機関があればよいと思う。 
・ 双方の義務と責任、農産物の種類を明記した契約を、仕入先と結んでいる 
・ 料理の品質を重視しており、米や野菜など高品質なものを購入している 
・ 野菜はほとんどが「Thuy Hang」、果物は「sakanaya」から仕入れている。 
・ 魚や調味料、香辛野菜などは、日本から輸入している。（輸入業者は Minh Nhat） 
 
●企業に関する事項 
・ ホテルには、3 つのレストランがある。（日本料理、中華、欧米・ベトナム料理） 
・ 客層は、１．日本人、２.ベトナム人、３.欧米人の順で多い 
・ 年 2,3 回ほど、役所の食品安全検査がある。項目は、品質証明書や領収書、契約書のチェッ

ク、施設環境（広さ、換気、温度、食品ルート等）、サンプリング調査、ネズミやゴキブリ被

害予防措置など。 
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日本食居酒屋 ほてい 
 
日 時：平成 29 年 5 月 18 日（木） 
    14:00～15:00 
場 所：ほてい 2F 
聞き手：キタイ設計 村里、福田、平田、長江、

小松、長谷川清善 
話し手：田中 優司氏 
 
●ベトナム産農産物のニーズ 
・ 現地在住の日本人が求めているのは「新鮮な

野菜」である。 
・ ベトナム産農産物の欠点として、付着している農薬成分が強く、農薬を洗い落とす洗剤を用

いて野菜を洗浄してから、調理に使用する必要がある。 
・ 農産物に求める優先順位は、１．おいしさ、２．品種、３．供給量、４．安全性 
・ 高価で買取可能なベトナム産農産物の条件は、おいしい農産物（品種）であること 
・ 日本の米の「等級」が、ベトナム産の米でもわかれば便利である。 
 
●食材の調達 
・ 米は、上述の An Dinh Company からベトナム産コシヒカリを仕入れている。 
・ 野菜は、「有限会社しゅん」からベトナム南部の高原地帯ダラット産のものを仕入れている。 

（トマト、ナス、大根、レタス、じゃがいも、玉ねぎ等）ただし安定供給が課題である。 
・ 欠品のある野菜や、日本でしか入手できない品種（きゅうり、大葉など）、魚介類、日本酒は、

親会社のコズミックダイナーの流通経路を利用して日本から航空便で仕入れている。 
・ 手打ちそばを試してみたいため、ベトナム産のそば粉を希望している。 
 
●企業に関する事項 
・ ほていは、平成 29 年 1 月に（株）コズミックダイナー海外事業部から独立を果たした 100%

子会社であり、田中氏はオーナー兼店長を務める。 
・ 客層の 9 割は日本人 
・ 店内で日本らしさを提供することに強いこだわりがあり、客が店内に一歩入れば日本を感じ

られるよう、接客教育にも力を入れている。また、月替わりメニューなど季節感のある食事

を提供している。 
 

  

ほてい 聞き取り状況 
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◇小売（スーパー等）

日系スーパーならびに現地スーパーの米の販売実態について、店舗の視察を行った。

イオンモールロンビエン

日 時：平成 29 年 5 月 18 日（木） 11:00～12:30 
場 所：イオンモールロンビエン 1F 食品売り場 
・米は、量り売り、もしくは計量済み袋の 2 通りでの販売

・品種ごとに販売されており、産地による差別化はない

・販売価格は kg あたり 19,000～51,180VND
・コシヒカリ、フジザクラなど、ジャポニカ米はインディカ米やジャスミン米より割高

Big C Vinh 
日 時：平成 29 年 5 月 15 日（月） 17:00～17:30 
場 所：Big C Vinh 3F 食品売り場 
・米は、量り売り、もしくは計量済み袋の 2 通りでの販売

・品種ごとに販売されており、産地による差別化はない

・破砕米が も低価格で、kg あたり 14,800VND
・量り売り販売価格は kg あたり 17,400～34,400VND

イオンモール 米売り場状況 イオンモール 米売り場状況

Big C 米売り場状況 Big C 米売り場状況 
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５）技術指導内容の方針

（１）事前調査により明らかになった課題

①栽植密度

栽植密度が過密であり（聞き取り 38～62 株/m2、実測 69 株/m2）、二段穂など異常な成育や、

病害虫の発生等を助長している。また、登熟歩合等イネの品質にも悪影響を及ぼす。

②土壌状態

土づくり対策としてケイ酸や鉄などの養分補給が行われておらず、特に土壌中の可給態ケイ

酸は、日本の土地改良基準の 25～50%の水準にとどまっており、活力ある健全なイネの生育が

阻害されている。

③施肥管理

元肥・早期追肥重点の施肥体系であり、特にリン酸（P）や加里（K）の施用が非常に多い。

一方で、穂肥の時期における窒素肥料（N）の施用が無いため、イネの秋落ち現象を助長するな

ど、効率の悪い施肥体系となっている。

（２）技術指導内容（実験的稲作営農管理）において着目したポイント

①栽植密度の検討

土壌条件や作期、栽培法等に応じた、適正な栽植密度を検討する。栽植密度を小さくすること

で、収量の低下は避けながら、成育不良や害虫の発生、品質低下を防止する。

②土づくり肥料の適正使用

土づくり対策として、現地で調達できるケイ酸・鉄資材の施用効果を検証する。

③施肥体系の適正化

窒素・リン酸・加里の三要素の施用時期や施用量を見直し、コストを削減する。
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第３章 技術指導内容の評価・検討 

  





 
 

第３章 技術指導内容の評価・検討 

 
  １．日程 

第１回 平成２９年６月７日（水）午後１時３０分－午後３時３０分 
第２回 平成３０年２月７日（水）午後２時－午後４時 

 
  ２．委員会結果 

  １）第１回 

名 称： 平成２９年度ベトナム及びミャンマーにおける農業生産性・品質向上のための 
     技術指導（ベトナム）第１回有識者委員会  
 
日 時： 平成２９年６月７日 午後１時３０分から午後３時３０分まで  
 
会 場： AP 東京八重洲通り 11 階 O（オー）ルーム  
 
出席者：（委員）  

大阪府立大学 堀野 治彦先生 
近畿大学 八丁 信正先生 
国際農林水産業研究センター 鳥山 和伸先生 

（農林水産省大臣官房 国際部 海外投資・協力グループ） 
西村 元孝 課長補佐 
東 大介 国際専門官 

（キタイ設計）  
村里 勲、福田 真司、平田 純也、長江 勲生、小松 宏隆、長谷川 清善 

 
会議の概要： 
  （１） 開会あいさつ（キタイ設計 村里、農水省 西村課長補佐） 

（２） 委員の紹介、委員長の委嘱 
（３） 審議 

   議題１ 本年度事業の実施計画について 
   議題２ 事前調査結果について 
   議題３ 技術指導内容の検討について 

（４） 本日の審議まとめ 
（５） 今後の予定 
（６） 閉会 

 
  

第 1 回委員会開催状況（6 月 7 日）
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審議概要： 
  （１） 本年度事業の実施計画について 
  （２） 事前調査結果について 
  （３） 技術指導内容の検討について 

 
   （事務局より通して資料説明） 

   ※ANNEX１ 第１回有識者委員会 資料を参照のこと 

 
   （委員からの意見：概要） 

●事業目的と調査方針について 
・日本の農業・食関連企業の進出を促進するという目的と、栽培技術を中心とする調査手法と

の関連は。今回の事業目的を単年度で実施するのは、非常に厳しい部分もある。次年度以降

も事業を継続して実施する可能性はあるか。 
→（事務局からの回答）過去の自主事業から、目的を一足飛びで達成するのは難しいと感じ

る。まずは現場で農家に実践結果を見てもらうことを念頭に置いている。可能であれば

何年か継続して目標達成に向かいたい。 
→（農水省からの回答）平成２６～２８年度は、毎年同様の単年度事業を継続した。 

・農産物の品質向上を、日本企業へ波及させる方法が実施計画には入っていない。品質向上の

検証として、収穫後に簡単な食味試験を実施してはどうか。 
→（事務局からの回答）食味試験の実施を検討する。 

 
●栽植密度、種子について 

・現地農産普及所が推奨する栽植密度は。 
→（事務局からの回答）現地研究所に確認する。自主事業実施地区では、30～35 株/㎡で指

導しているが、実際は 60 株ほどとなっている。農家にとって、疎植への抵抗が強い。ゲ

アン省の農家の聞き取りによると、研究所や農業普及所の指導は数年に一度であり、あ

まり信用できないため、自らの経験をもとにして営農している。 
・ベトナム政府として、推奨している品種はあるか。例えば、種子の品質にばらつきがない優

良品種の流通状況などはどうか。 
→（事務局からの回答）種子の品質について、現地研究所に確認する。実験では、研究所に

３種類の種から気候等をふまえて選定いただく。田植え区、直播区とも同じ品種を使用

する。 
・直播きの種籾数と田植えの株あたりの本数の対応はどうか。 

→（事務局からの回答）発芽率も考慮して現地研究所に確認する。 

 
●施肥について 

・収量向上とコスト面、農薬減少のバランスよいポイントを見つけることは重要である。なぜ

追肥のリン酸や加里が多いのか。 
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→（事務局からの回答）現地研究所に確認する。イネが生育後半で軟弱なため、追肥でのリ

ン酸加里肥料を増やしている可能性はある。リン酸や加里、また農薬を減少させた分を、

ケイ酸資材に振り向けることも可能と思われる。農家の収益性分析についても検討する。 
・サトウキビ資材について、施用量は適正か。また、なぜサトウキビ由来なのか。 

→（事務局からの回答）現地研究所に確認する。 

 
●土壌、水質等分析結果について 

・根腐れの原因として土壌中の硫黄成分が多いことが考えられる。肥料のマイナスイオン側

の成分はどうか。 
→（事務局からの回答）土壌中の硫黄成分について今後分析する予定。肥料についてもマイ

ナスイオン側の成分を確認する。収穫間際の時期に水田に踏み入る際にぬかるみがあっ

たが、上根が根腐れを起こしていた可能性はある。 
・滋賀県の循環灌漑に見られるように、土壌から流失して再度用排水へ供給される成分も無

視できないため、かんがい水の水質評価も検討してはどうか。現地でケイ酸肥料が販売さ

れていないのは、水に多少ケイ酸が含まれているためかもしれない。 
→（事務局からの回答）用水中のケイ酸濃度を確認する。現地は、火山性の地質ではなく、

水稲が「はしかい」という印象もなかったため、ケイ酸含量は低いと予想する。 

 
●その他営農について 

・幼穂形成期の時期について、8 月下旬となっているが、8 月上旬ではないか。 
→（事務局からの回答）現地で改めて生育スケジュールを確認する。 

・隣接する 3 筆の湛水深は等しく動くのか。田面標高はどうか。 
→（事務局からの回答）もともと一筆の田をアゼ波シートで区切るため、湛水深はほぼ等し

い動きになる。田面標高や起伏は、訪越時に測定を予定している。観測孔は各筆に設置予

定。 
・水が無いため苗代を作れず、夏の移植ができない現状の中で、実験では移植における技術指

導に重点を置いている。将来的には、灌漑水の確保か、節水灌漑で対応可能な田植え方法の

導入など、近い将来の課題として認識する必要があると思う。 
→（事務局からの回答）渇水時は、取水河川が干上がってしまう。農家は IME という灌漑

公社に、わずかな水利費を払っているが、かんがいは機能していない。基本的には天水頼

みの水管理となる。大雨で種が流れてしまうこともあり、雨期は収量にばらつきがある。

今回は直播きを 1 地区、田植えを 2 地区としているが、栽植密度の差による生育への影

響を実験目的としており、天候に左右されて密度管理がしにくい直播きよりも、田植え

によって栽植密度を管理して実験することを重視している。田植えでの栽植密度と収量

の関係についての知見は、現地の春作にも十分応用できる。来年以降可能性があれば、実

際の現地状況に即して、直播きで試すことも検討している。 
 以上 
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