
 

 

 

3.2 ヒマラヤニンジン林床栽培ビジネス（ベトナム） 

3.2.1 背景・目的と調査方法 

3.2.1.1 背景・目的 

（１）ベトナムで進む森林減少・劣化と貧困問題 

 ベトナムの森林率は、1943 年には 43%であったが 1993 年には 20%にまで減少した。そ

のため、ベトナム政府は 1998 年より大規模な国家造林計画を進め、2010 年には森林率は

41.9%まで回復している（FRA2015）。しかし、植林による森林面積増加の一方で、ゲアン

省のように天然林が残る地域ではいまだに天然林の減少と広範囲にわたる劣化が発生して

いる。森林減少・劣化の主な要因は住民や移民による農地への転換であり、ゲアン省最奥山

間部のキーソン郡では今もって至る所で焼き畑農業が行われている。また、ゲアン省の貧困

率は全国平均の２倍近くであり、なかでもキーソン郡は貧困世帯割合が 60％以上（2016 年）

と非常に高い。非木材林産物の持続可能な生産でコミュニティの生計向上をはかり、森林保

全インセンティブを高めることで残された森林を保全することが求められている。 

 

（２）ヒマラヤニンジン林床栽培ビジネスを通した持続可能な森林経営の可能性  

 ヒマラヤニンジン(Panax pseudoginseng)は高麗人参と同じトチバニンジン属の植物で、

ネパール、チベットからミャンマー、ベトナム北中部、中国南西部にかけて分布している 1,2)。

葉、花、根茎にサポニン（ジンセノサイドやスードジンセノサイド）を含みストレス減退効

果や抗癌作用があるとされ、特に、根茎は生薬としての価値が高い。本種は天然林の林床に

生育することから、林床栽培ビジネスは住民の生計向上に寄与するだけでなく、持続可能な

森林経営へのインセンティブを高めることが期待される。また、圃場栽培品は色・形・成分

含有量で天然品に劣ることが知られており（類似種のベトナムニンジンの例 4)）、天然品と

同様の環境（林床）で栽培する技術に期待が寄せられている。米国では健康志向の高まりか

ら、林床における薬用ニンジンの有機栽培がビジネスとして成り立っており、化学合成農薬

が用いられる中国産ニンジンが市場を摂関するベトナムにおいても＜有機栽培と森林保全

＞をブランド化することにより、シェアの一部を獲得できると期待される。 

 

3.2.1.2 本調査の目的  

 ベトナムのゲアン省キーソン郡の保護林（地元企業が州政府より借り受け）において、地

元企業とコミュニティによるヒマラヤニンジンの林床栽培品販売の事業化可能性について、

とくに林床栽培が持続可能であるために必要な 1) 林床栽培技術の確立、2) 苗の安定供給、

3) ビジネスモデルの構築について検討した。 

 

3.2.1.3 事業化可能性調査の作業仮説  

（１）調査方法  

 調査にあたっては、ヒマラヤニンジンの事業の所管であるゲアン省科学技術局（Thanh 局
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長）およびゲアン省キーソン郡人民委員会（農業部・農業普及所）C/P として実施した。ま

た、栽培・加工・販売については、現地でヒマラヤニンジンの事業を進めているゲアン農産

品および薬事会社（Agriculture Products & Medicine Nghe An ）との共同で調査を実施し

た。また、ビジネスモデルの立案に際して立命館大学の松原豊彦教授よりアドバイスを受け

た。 

 

 

図 3.2.1 調査の実施主体と支援組織 

 

（２）調査対象地 

 今回の主たる調査は、ゲアン省キーソン郡を対象に行った。ゲアン省はベトナム北中部に

位置し、東はトンキン湾に面し、西はラオスに接している。面積は 165 万 ha、人口は 300

万人である。省内には南北方向（国道 1 号）、東西方向（国道 7 号）に 2 つの主要幹線道路

があり、また、国際空港（ビン空港）、国際港（クワロー港）を有することから、国際的な

交通網のハブとして機能している。 

図 3.2.2 調査対象地のゲアン省とキーソン郡の位置 
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 キーソン郡はゲアン省の西最奥に位置しラオス国境と接する、面積 200 万 ha、人口 7 万

人の山間部である。省都ビン市とは国道 7 号で結ばれているが、ビン市から郡の中心部ま

で約 250km の距離がある。キーソン郡の南東部、ラオスとの国境にはチュオンソン山脈（最

高地点プサイライレン山：標高 2,720m）が横たわっており、5～6 月かけてラオスから吹き

下ろす暖気はフェーン現象をもたらす。この時期のゲアン省の気温は、時に 40℃近くまで

達することがある。郡の人口は約 70,000 人、郡の面積は約 200,000ha である。  

①キーソン郡の森林の概要 

 山間部に位置するキーソン郡は、郡面積のほとんどが森林だが、耕地に転用できる平坦地

が少ない同郡では斜面林のいたるところで焼き畑農業が行われ、陸稲などが栽培されてい

る。 

 同郡の標高 1,000m までの低標高部には、低地性常緑樹林が、ヒマラヤニンジンが分布す

る高標高部には、山地性常緑樹林が分布している(写真 3.2.1 左)。どちらも珪酸性岩に生育

する種が主体であり、標高 1,000m 付近には木性シダが分布する（写真 3.2.1 中央）。主要構

成樹種は、熱帯性のウルシ科、フタバガキ科、トウダイグサ科、センダン科、ニガキ科の樹

種から温帯性のブナ科、ツバキ科、モクレン科、マツ科樹種へと変化していく 5)。高地の林

床にはシャクナゲ類など温帯性のツツジ科樹木が見られる（写真 3.2.1）。 

 

写真 3.2.1 キーソン郡の森林と植物 

 

 同郡に分布する森林は、農地利用の影響を受け低木化や二次林化している森林が多く、急

傾斜地では陸稲が（写真 3.2.2 左）、緩斜面では棚田状に水稲が栽培されている（写真 3.2.2

右）。自然林林やそれに近い森林は、急峻な山塊の尾根部や標高 2,000m 以上に分布してい

る。 

 

 

  

自然植生またはそれに近い植生：

標高 1,900m 付近（ナーゴイ・コ

ミューン） 

木性シダ：標高 1,000m 付近（ナ

ーゴイ・コミューン） 

Rhododendron ( シ ャ ク ナ ゲ

類)：標高 1,900m 付近（ナー

ゴイ・コミューン） 

55



 

 

 

写真 3.2.2 高標高部の森林風景 

 

3.2.2 ベトナムの森林の概況 

3.2.2.1 森林の概況と森林減少の主な要因 

 ベトナムの森林率（国土に対する面積割合）は、1943 年には 43%であったが 1993 年に

は 20%にまで減少した。そのため、ベトナム政府は 1998 年より大規模な国家造林計画を進

め、2010 年には森林率は 41.9%まで回復している（FRA2015）。しかし、植林による森林面

積増加の一方で、いまだに一部の天然林の減少と広範囲にわたる劣化が発生している。森林

減少・劣化の要因は、これまでは戦争および住民や移民による農地への転換であったが、近

年ではコーヒーやカシューナッツといった換金作物のための農地開発が増加している。ゲ

アン省も例外ではなく、このような森林減少・劣化を防ぐため、2009 年以降、EU、USAID、

JICA 等による REDD+プロジェクトが進められてきた。 

 

3.2.2.2 森林に関する政策 

 ベトナムでは、「林業に関する法（Law of Forestry）：No.16/2017/QH14」に基づき、森

林はその利用・管理形態から、「特別利用林」、「保護林」、「生産林」に区分されている（同

法第 5 条、表 3.2.1 参照）。ヒマラヤニンジン林床栽培は主として保護林が対象となる。 

 

表 3.2.1 ベトナムの森林区分 

 

 

 

 

 

焼き畑による陸稲栽培 キーソン郡中心

部からムンロン・コミューンに向かう車窓

から（ファダイン・コミューン） 

棚田（ナーゴイ・コミューン） 

区分 内容 備考 

1. 特別利用林 

Special Use Forest 

森林生態系保全を目的とした

国立公園や Natural Reserve、

特定の種や景観保全のための

森林。 

重点保護林を除いて、レクリエーション目的での

立ち入りは可。 

2. 保護林 

Protection Forest 

水源涵養、国土保全、国境保

護のための森林。 

NTFPs の採取や（同法第 55 条）、森林の機能が保

全される範囲での農産物の生産が許可されている

（同法第 57 条）。保全林と訳されることがある。 

3. 生産林 林産物供給を目的とする森 − 

56



 

 

 

 

ヒマラヤニンジン林床栽培の対象の森林に関わる法規制 

 キーソン郡は前述のとおりラオス国境に位置することから、ヒマラヤニンジンが試験栽

培されている山岳部（後述）に入山するには許可を得る必要ある。特に、ラオス国境に近い

ナーゴイ・コミューンへの外国人の入山は厳しく規制されており、入山にはあらかじめ取得

した許可証を国境警備軍に提示して入山しなければならない。参考までに、筆者はビン大学

の教員として大学に許可をとってもらったが、ハノイの出入国管理局等への届と、キーソン

郡人民委員会からの許可文書に基づきゲアン省人民委員会の承認を得て許可をとることが

できた。許可書発行手数料は、許可書 10USD、大学への許可文書手数料 35USD 程度であ

った。 

 

3.2.3 ヒマラヤニンジンおよび同種を巡るゲアン省の動向  

3.2.3.1 ヒマラヤニンジンとは 

（１）ヒマラヤニンジンの仲間 

Panax（トチバニンジン属）には、P. ginseng（朝鮮人参あるいは高麗人参、オタネニンジ

ン）、 P. notoginseng（田七人参、中国人参）6)、P. quinquefolium（アメリカニンジン）7) 

等数種が存在するが、本報告書で扱うヒマラヤニンジンは P. pseudoginseng を指す。P. 

pseudoginseng には同種の亜種に、P. pseudoginseng subsp. himalaicus、P. pseudoginseng 

subsp. pseudoginseng が報告されているが 1)、本報告書ではこれらを区別していない。なお、

日本には P. Japonicus（チクセツニンジン、トチバニンジン）が天然分布する。本種を P. 

pseudoginseng の亜種、P. pseudoginseng subsp. japonicus とする場合もあるが 8) 本報告書

では日本産の同種については、チクセツニンジンあるいはトチバニンジンは P. japaonicus

として扱っている。 

 

（２）ジンセノサイドと薬効 

 ヒマラヤニンジンの薬効は含有するサポニンにあるとされ、Panax に含まれるサポニンは

ジンセノサイド（Ginsenoside）と呼ばれている。このジンセノサイドは大きくダマラン系

サポニン(Dammarane saponins)とオレアン酸サポニン(Oleanane acid saponins)に大別され、

さらに、ダマラン系サポニンは、プロトパナキサジオール（Protopanaxadiol）（PD 系）と

プロトパナキサトリオール（Protopanaxatriol）（PT 系)、に大別される 1）。PD 系には Rb1,2、

Rc、Rd 等のサポニンが、PT 系には Re、Rf、Rg1,2 等のサポニンが知られている 9)。また、

オレアン酸サポニンにはスードジンセノサイド（Pseudo-ginsenoside）やチクセツサポニン

（Chikusetsu Saponin）等が存在する 1)。これらサポニンのうち、日本ンの薬局法は、医薬

Production Forest 林。アグロフォレストリーや

エコツーリズムに利用され

る。 
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品として販売する場合、Rb1 を 0.10%以上、Rg1 を 0.20%以上含むことと規定している 10)。

Rb1 は中枢神経に対し抑制的に働き抹消神経を拡張させて気持ちを静めリラックスさせる

効果があるのに対し、Rg1 は中枢神経に興奮的に作用し血管を収縮させ活力を与える効能

があるとされている 9)。このように、Panax に含まれるサポニンには、強壮、鎮静、血糖調

整、血圧調整、その他多くの効果があると言われている。含有するサポニンの種類は、産地

によっても異なり、ネパール中心部の低標高部から採取されたヒマラヤニンジン（P. 

pseudoginseng subsp. pseudoginseng）はダマラン系サポニンに富み、ブータンの高標高部

から採取された P. pseudoginseng subsp. himalaicus は前者にはほとんど含まれていない OA

系サポニンを含むとの報告がある 1)。ヒマラヤニンジンからは、ダマランサポニンのマジョ

ノサイド(majonoside) R2 が抽出されているが、このサポニンにはガン細胞の増殖を抑制す

る作用があるとの報告がある 3)。 

 

3.2.3.2 中央政府およびゲアン省の施策 

 ゲアン省にはヒマラヤニンジン（Panax pseudoginseng）以外にもベトナムの固有種であ

るベトナムニンジン（P. vietnamensis）が自生している。本種はその薬効性の高さから高値

（5~6 年もので 50,000 円/kg 乾燥重量）で取引されており、そのため絶滅が危惧されている

（ベトナム・レッド・データブック）11)。ベトナム政府は、本種の保全を図るとともに適正

な流通を目指し、本種を国家レベルの産品（首相決定、Decision 787/QD-TTg, 2017）に認定

した。本施策決定を受け、現在ではベトナム大手の食品会社（TH グループ）が持続的生産

のための林床栽培試験をゲアン省内で行っている。一方、今回対象とするヒマラヤニンジン

は、ネパール・インドから中国南西部にかけて分布する広域分布種であり、ベトナム国内で

も流通している（詳細は後述 3.2.9.1 ベトナム国内におけるマーケットの現状参照）。ゲアン

省は 2020 年から 2023 年までの期間において、総予算 540 万円（18 億ベトナムドン）をか

けて省のプロジェクトとしてヒマラヤニンジンの栽培技術とビジネス化に取り組むことを

決定した（Decision No 1174/QĐ-BKHCN、省科学技術局所管）。ヒマラヤニンジンのビジネ

ス化は固有種ベトナムニンジンの保全への波及効果も期待される。 

 

3.2.3.3 ゲアン省におけるヒマラヤニンジン栽培の現状 

 ゲアン省においては、前述の 2020 年から開始されるヒマラヤニンジンの生産、流通に関

するプロジェクトに先駆け、Agriculture Products and Medicine Nghe An 社（代表 2 名）が 10

名の出資者によって 2018 年 11 月に立ち上げられた（以下、「ゲアン農産品および薬事会社」

とよぶ）。同社は前述の大手食品会社 TH グループの資本援助を受けてベトナムニンジンの

試験栽培をおこなっており、それがきっかけとなり独自にヒマラヤニンジンの試験栽培を

始めた。なお、ヒマラヤニンジンの試験栽培は、会社立ち上げの 2 年前 2016 年から事務所

敷地内で始め、2017 年 11 月からは森林内および本格的な圃場栽培に着手しており、実質的

に約 3 年が経過している。これらの試験栽培は、キーソン郡のナーゴイ・コミューンとムン
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ロン・コミューンの 2 ｹ所で行われており、いずれも標高 1,300m 程度の高地でヒマラヤニ

ンジンおよびベトナムニンジンが自生する地域である。ビジネスの形態は、同社は育苗のみ

を行い、栽培は地元農民に委託し根茎等の生産物を買い取り、これを市場へと流通させるも

のとなっている。 

 

3.2.4 生産に関わる調査 

3.2.4.1 栽培試験 

（１）育苗 

 現状ではヒマラヤニンジンの実生（1 年経過）を中国より購入、一旦、苗床で育苗したの

ち（写真 3.2.3）、圃場ないしは林内へ移植している。Mr. Hao からの聞き取りによると、ベ

トナムでは同種は 2～3 月にかけて地上部を発達させるので、その頃苗を定植する（写真 3.2.4

左）。栽培個体はすでに着花・結実しており（写真 3.2.4 中央）、2022 年より栽培個体から採

種し、育苗することを予定している。着花時期は 7 月ころである。 

写真 3.2.3 育苗の状況 

 

写真 3.2.4 ヒマラヤニンジン苗木の定植状況および収穫した花蕾と根茎 

 

 

（２）栽培・管理 

 栽培・管理はナーゴイ、ムンロン・コミューンの農民に委託して行っている。生育の詳細

は後述するが、圃場、林内ともおおむね順調に生育している。現状では林内での栽培は小規

 

 

 

 
 
 
 
                提供 

                Toan 氏 

 

 

 

 

 

 

 

                     提供 

                     Toan 氏 

実生(1 年生)のポットへの植え付け（11 月）    苗床で生育する 2 年目の株（ナーゴイ） 

   

林内（ムンロン）に定植されたヒ

マラヤニンジン：Mr. Toan 提供 

ヒマラヤニンジンの蕾 根茎の状態 (未加工) 2016 年に事

務所敷地内で育てたもの（4 年目） 
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模だが（160 株/10 m2）、栽培結果を踏まえて順次、規模を拡大することとなっている。また、

同業務の趣旨に鑑み、後述する環境調査結果を踏まえ、林内での栽培促進を提案する予定で

ある。栽培・管理の指導は、ハノイにある薬用植物栽培センターの協力を得て、実施してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.3 ゲアン省キーソン郡におけるヒマラヤニンジン試験栽培の概要 

 

 

3.2.5 林床での栽培技術構築のための調査 

3.2.5.1 ヒマラヤニンジンの生育状況 

圃場および林内でのヒマラヤニンジンの生育状況等を表 3.2.2 に時系列に示す。 

試験栽培地では、圃場、林内ともヒマラヤニンジンが順調に生育している（写真 4-2 参照）。

活着率は、林内で 90%以上、圃場で 80%、となっている。また、植え付け 1 年目より開花

し、開花率は、林内で 88%、圃場で 70%であった（開花率は植え付け個体全体に対する割

合）。 

林内での活着率、開花率が良好なこと、また、自生個体はかなり減少しておりまとまりを

もった個体群、生育地を見つけることが困難なことから（聞き取り：Mr. Hao）、移植対象森

林（林床栽培地）で環境調査を行い、移植個体生育にとって必要な条件を抽出、今後の林床

栽培の一助とすることとした。 

 
 
 
 
 

ゲアン農産品および薬事会社 

農民による栽培・管理 

（ナーゴイ・コミューン） （ムンロン・コミューン） 

 

 

実生＜現時点は中国産＞ 

育苗（2017 年・2018 年 11 月）ムンロン、ナーゴイ:標高 1,300 m の苗床 500 m2＞ 

植え付け（2018 年 2 月、2019 年 2 月） 

     ムンロン: 160 株/10 m2（林内）、ナーゴイ: 60,000 株/ha（圃場栽培） 

指導 

薬用植物栽培指導センター（ハノイ） 

2022 年～ 栽培個体からの採種、育苗へ移

行 

 開花時期：7 月ころ 

Hanoi Center for planting and processing medicinal 

plants 

60



 

 

 

表 3.2.2 ヒマラヤニンジンのキーソン郡での生育状況（試験栽培） 

年・月 出来事、生育に関する事柄 

2016 年 事務所敷地内での実生（1 年経過したもの）からの試験栽培を実施 

2017 年 11 月 実生（1 年経過したもの）の苗床への植え付け 

2018 年 2 月 苗の森林への移植：160 株（林内：ムンロン コミューン）植栽密度：16 株/m2 

2018 年 7 月 定着個体：150 株（94%）、開花個体：140 株（対移植個体 88%）、草丈：約 20 cm 

2018 年 11 月 第 2 回実生（1 年経過したもの）の苗床への植え付け 

2019 年 2 月 苗の圃場への移植：60,000 株（圃場栽培：ナーゴイ コミューン） 

植栽密度：6 株/m2 

2019 年 7 月 定着個体：48,000 株（80%）、開花個体：42,000 株（対移植個体 70%） 

草丈：約 25 cm （2017 年 2 月植え付け苗）、20 cm（2018 年 2 月植え付け苗） 

 

3.2.5.2 米国におけるアメリカニンジンの生育環境と林床栽培方法（文献レビュー） 

 アメリカではヒマラヤニンジンの類似種、アメリカニンジン（P. quinguefolium）がアメリ

カ東部海岸を中心に自然分布し、1860 年にはすでに中国への輸出が行われていた。その輸

出量は 120 トンであったと記録されている 12)。以来、今でもウイスコンシン州を中心に中

国への輸出が継続されている 13)。このこともあり、同国では、Panax に関する生育環境や栽

培方法に関する文献が多数存在している 例えば 7), 14),15)。特に、アメリカでは林内での栽培を

推奨しており(Wild-Simlated Methods) 7)、本業務の趣旨に合致する。そこでこれらの文献を収

集し、レビューした。 

 

（１）アメリカニンジン（米国）の生育環境 

 アメリカニンジンは、北または東向き斜面に分布する落葉樹の暗い林内（林冠鬱閉率：70-

80%）に生育し、湿潤で水はけの良い酸性土壌（pH4-6 程度）を好む。生育には特に、カル

シウム (0.3 – 0.4 kg/m2)とリンが重要だとされている 12),14）（表 3.2.3）。同種の生育地には、

表 3.2.4 に示す植物がしばしば混生する 14)。これらの植物に共通する生育地は湿潤地である。 

 

表 3.2.3 アメリカニンジンの生育環境 
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表 3.2.4 アメリカニンジンの生育地に混生する植物種 14) 

英名 学名 属名・和名 

Baneberry Actaeon spp. ルイヨウショウマ 

Black walnut Juglans nigra クルミ 

Bloodroot  Sanguinaria canadensis サンギナリア 

Buckeye Aesculus glabra トチノキ 

Black cohosh Actaea racemosa ルイヨウショウマ 

Foamflower Tiarella. cordifolia ズダヤクシュ 

Goldenseal Hydrastis canadensis ヒドラスチス 

Jack-in-the-pulpit Arisaema triphyllum テンナンショウ 

Maidenhair fern Adiantum spp. ホウライシダ（アジアンタム） 

Rattlesnake fern Botrychium virginianum ハナワラビ 

Solomon's seal Polygonatum アマドコロ 

Stinging nettle Urtica dioica イラクサ 

Sugar maples Acer saccharum カエデ（サトウカエデ） 

Trillium Trillium spp. エンレイソウ 

Tulip poplar Liriodendron tulipifera ユリノキ 

Wild ginger  Asarum canadense カンアオイ 

Wild yam Discorea villosa  ヤマノイモ 

 

 

（２）アメリカニンジン（米国）の林床栽培方法 14)  

① 表 3.2.4 の環境条件に適合する場所を選定する。 

② 斜面の方向に対して畝をつくる（横 x 縦：150 cm x 450 cm）。 

③ 畝と畝の間に 100 cm 程度の通路を確保する。 

④ 一つの畝に対して、50 cm 程度の間隔で 3 つの溝をつくり、種を撒く。 

項目 環境条件 

地形 北、または東向き斜面 7), 14)。渓流沿いが良い 14) 

森林 林冠鬱閉率は 70-80% 16), 75%以上(wild-simulated method) 7) 

土壌 湿潤で水はけが良い土壌 7) 

粘土質な土壌には生育しない 7) 

酸性土壌：pH4-6 12) 

Ca (0.3 – 0.4 kg/m2), P が生育には特に必要 12) 
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⑤ 種と種の間隔は、10cm 程度。(4-5 株/m2 の密度となる) 

⑥ 5 cm 程度の土を被せ、3 cm 程度の落ち葉で覆う。 

⑦ 播種後は、特に、施業は行わず、自然に任せる。 

 米国の林床栽培の例に従うと、播種後は自然に任せるため、場所の選定がもっとも重要な

要素となる。 

  写真 3.2.5 アメリカニンジンの林床栽培の様子 

 出典：https://www.hardingsginsengfarm.com/cultivate.htm , accessed on Sep. 20, 2019 

 

 

3.2.6 マラヤニンジンの生育環境調査 

 ムンロン・コミューンにおける林床栽培が順調に推移していることから、2019 年 10 月 24

日に、現地において表 3.2.5 に示す項目を調査し、移植個体の生育にとって必要な条件を検

討した。また、ナーゴイ・コミューンの栽培候補地の森林および圃場においても現地調査を

実施した。 

 
表 3.2.5 生育環境調査項目 

 

3.2.6.1 ムロン・コミューン 

ムンロン・コミューンはキーソン郡の中心地から約 50km 北に位置している。写真 3.2.6

左は同コミューンの標高 1,500m 地点に建てられている「天国との境界」と記された石碑で

あり、ここから間もなくのところにゲアン農産品および薬事会社の事務所がある(写真 3.2.6

右）。事務所は舗装された幹線道路沿いに位置しているのでアクセスは容易だが、郡の中心

調査対象 調査項目 

地形調査 標高、斜面の斜度・向き 

森林調査 階層、林冠鬱閉率、相対照度 

土壌調査 水分含有量、粒度、pH、交換性陽イオン（Ca, Mg, K, Na）TN, PO4-P 
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部からは車で 1 時間半程度を要する。試験栽培地には、さらに同事務所から 2km 程度谷沿

いの登山道を歩いてアプローチしなければならない。栽培地周辺の 136ha の森林について

は、50 年の借地権（借地料等は 25,000,000 VND/ha 50years）が同社に与えられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真 3.2.6 ムンロン・コミューンにある石碑とゲアン農産品および薬事会社の事務所 

 

＜試験栽培地＞ 

 試験栽培地の気候は、夏季で平均 20-24 ℃（最高気温月は 7 月で平均 28-30℃）、冬季で

13.5-15.5 ℃（最寒月は 1 月で平均 7 ℃）である（ナーゴイ・コミューンでの観測データ：

Mr. Hao 氏提供）。また、年平均雨量は 1,650 mm となっている。これを平地の省都ビン市と

比較すると、夏の最高気温はあまり変わらないが、ビン市の 1 月の平均気温は 18.3℃であ

り冬季の気温に大きな違いがみられる。年平均降水量もビン市（1,753 mm）と比較するとや

や少なめである 17)。 

 写真 3.2.7a は 2018 年 2 月時に行われたヒマラヤニンジン苗の林床への定植の様子を示し

たものである（写真の人物はゲアン農産品および薬事会社の栽培責任者の Mr. Hao）。試験

栽培地は標高 1,383m、斜度 30 度の北向き斜面（19° 32′ 29′′ N, 104° 20′ 26′′ E ）の谷底（幅

約 12m）にあり、この一角 10m2 程度の場所にヒマラヤニンジン苗 160 株が定植された。植

生はあまり発達しておらず斜面上部が部分的に林冠に覆われている（写真 3.2.7ｂおよび c）。

調査時（2019 年 10 月 24 日 16 時頃、曇天）の林内相対照度をみると、調査区 I（斜面から

張り出すイラクサ科の樹木 18）（写真 3.2.7e）などに覆われている）は 20%程度、調査区 II は

上部に樹木がなく 80%程度であった（写真 3.2.7d）。林床の被度は定植個体のヒマラヤニン

ジンを含め 60%程度、主な草本はキツリフネの一種 Impatiens sp.（写真 3.2.7g）19)、ウワバ

ミソウの一種 Elatostema sp.（写真 3.2.7ｈ）等であり、湿潤な土壌に生育する種が優占して

いた。今後は、さらに谷の奥へと定植範囲を拡大する予定とのことであるが（現在、苗床で

600 株を育苗中）、谷奥の林冠被度は 60%程度である。 

 ヒマラヤニンジンの地上部での現地での生育期間は 2−7 月とされているが、10 月 24 日

時点で一部地上部が残存していた。その草丈・着花状況について、表 3.2.6 に整理した。調

査区 I、調査区 II で相対照度が異なるものの、草丈（地表から頭頂部まで、花茎は含まず）

に有意差は見られなかった。調査区の面積は 1m2 で、生育密度は調査区 I で 15 株/m2、調査

  

 石碑：天国との境界と記されている  ゲアン農産品および薬事会社事務所 

c d 
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区 II で 5 株/m2 と、生育密度に違いがみられた。調査区Ⅰでは定植時のほぼ全個体が、調査

区 II では定植時の 1/3 程度が活着したことになるが、残存個体であるため、必ずしも地下部

のみで生育する個体を含めた生育密度と一致しているとは限らない。残存個体の着花率は

調査区 I で 66%、調査区 II で 80%であった。なお、詳細はわからないが、ゲアン省では 9

月・10 月にかけて降水量が多く、大雨時に個体のいくつかは流されたようである。流路に

あたる谷中央部（調査区 II）の生育個体が少ないのはそのせいであると推測される。 

 

 

  

 

林床栽培地（ムンロン）人物は Mr. Hao 

             Mr. Hao 提供 
試験栽培地全景 

 

 

定植地。現地調査 2019 年 10 月 24 日 調査区 I、Ⅱ拡大、矢印は調査区 I を覆う

Debregeasia longifolia 

 

 

Debregeasia longifolia18)（イラクサ科の樹

木：湿潤地に生育）。写真は調査 I に生育

するものとは別の個体（ナーゴイで撮影） 

実をつけたヒマラヤニンジン 

I 

Ⅱ 

Ⅲ 

I 

a 

f e 

b 

 

 

d c 

Ⅱ 
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写真 3.2.7 ムンロン・コミューンの林床栽培試験地 

 

表 3.2.6 ヒマラヤニンジン残存個体の草丈 

 

 

 

 

Impatiens sp. 19)（キツリフネの一種） Elatostema sp.（ウワバミソウの一種） 

花茎頂まで 草丈 花茎頂まで 草丈

(cm) (cm) (cm) (cm)

1 30 15 - 5

2 30 15 20 10

3 28 13 30 17

4 23 10 35 17

5 33 20 15 4

6 - 5 36 17

7 30 14

8 28 11

9 39 28

10 - 10

11 - 8

12 - 7

13 35 18

14 32 20

15 - 10

平均 13.7±1.4 11.7±2,5

個体密度 15 株/m
2

5 株/m
2

着花率 66% 80%

＊花茎頂までの長さは、茎が垂れているため参考値。

No.

調査区Ⅰ 調査区Ⅱ

＊残存個体であるため、生育密度は必ずしも地上部生育時期のそれと

は一致しない。

g h 
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3.2.6.2 ナーゴイ・コミューン 

ナーゴイ・コミューンは郡の中心地から南東へ約 20km 離れた場所に位置しており、当地

までの道路状態はあまり良くなく（未舗装の区間あり）、栽培地までは郡中心地より車で 2

時間程度を要する。 

＜試験栽培地＞ 

 写真 3.2.8 は同地区での圃場栽培の様子を示したものである。同地区でも林内栽培が計画

されているが（後述）、現時点では森林伐採跡地で圃場栽培のみが行われている。圃場の面

積は 1ha、標高 1,354m（19° 14′ 07′′ N, 104° 07′ 43′′ E ）、北北東向き、斜度 10-15°の斜面に造

成されている。地表より 1m 付近に遮光ネットが敷設されており、光の透過率は 15%程度

（遮蔽率 85%程度）とのことであった（Mr. Hao からの聞き取り）。現地で相対照度を計測

したところ、相対照度は 30%程度であった（2019 年 10 月 25 日、11:30 頃計測、天候：曇

り）。当該地では、2019 年 8 月時点で葉と花（蕾）はすでに収穫されており、地上部の残存

個体は確認できなかった。 

 

写真 3.2.8 ナーゴイの圃場 

 

 

＜林床栽培候補地＞ 

 ゲアン農産品および薬事会社は政府より、標高 2,000m 付近、現在の圃場よりさらに南、

よりラオス国境に近い場所に 200ha の森林の借地権（貸借期間 50 年）を有しており、将来、

当該地におけるヒマラヤニンジンの栽培を計画している。 

 写真 3.2.9a は、当該借地内にみられる森林の林相である。ラオス国境付近のアクセスの不

  

ナーゴイでの育苗状況（2018.11） 

2019 年 2 月に圃場に定植された。 

Mr. Hao 提供 

現地調査時の圃場（2019.10.25） 

葉・花（つぼみ）収穫済 

a

. 

b 
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便な高標高地ということで、自然林または自然林に近い森林が維持されている。調査した林

分（19° 13′ 55′′ N, 104° 06′ 10′′ E :写真 3.2.9b）は暗く湿潤で、地形はほぼ平坦、林床や樹幹

にはシダ類や菌類（写真 3.2.9d、写真 3.2.9ｅ）、ラン科ツチアケビの一種 Cyrtosia sp.（写真

3.2.9f）等、湿潤性の種が数多く確認された。 

調査した林分の階層構造をみると、高木層には常緑樹（樹高：25m、被度：80%）が、亜

高木層には野生のバナナ（樹高：5m、被度：30%）が、低木層にはキイチゴ類 Rubus sp.（写

真 3.2.9c）等（樹高：1-2m、被度：50%）が、草本層にはシダ類やヤブミョウガに類似した

植物、林縁部にはキツリフネの一種（写真 3.2.9h）（草丈：0.5m 以下、被度：30%）が生育

していた。林内ではリス類の食痕と思われるクルミ類も確認され(写真 3.2.9g)、生物多様性

の豊かさがうかがえた。 
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写真 3.2.9 ナーゴイの林床栽培地候補の森林と植物 

 

 

自然林もしくはそれに近い森林：標高 2,000m 現地調査を行った林分 

 

 

 

 

 

 

 

 

林内およびその近傍の林外に生育する Rubus sp.

（キイチゴの一種） 

林内の樹幹に着生する Polyporaceae sp.

（サルノコシカケ科の一種） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

林床に生育する菌類 Cyrtosia sp.（ツチアケビの一種：ラン科） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リス類の食痕と思われるクルミ類 林縁部に生育する Impatiens sp. （キツリフ

ネの一種） 

b 
a

. 

ｂ

. 

d

. 

c

. 

e

. 

f

. 

g

. 

h

. 
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3.2.6.3 土壌調査 

（１）物理特性（土壌粒径） 

 図 3.2.4 に、林床栽培地（試験栽培地：ムンロン）、圃場（試験栽培地：ナーゴイ）、森林

（林床栽培候補地）から採取した土壌の粒径分布を整理した。ヒマラヤニンジンが順調に生

育しているムンロンの林床栽培地の土壌は粒径が大きく礫質土、ナーゴイの圃場や森林の

土壌は砂質土であった。ムンロンの林床栽培地の土壌は谷筋（湿潤）の砂礫からなる水はけ

の良い土壌であることから、米国のアメリカニンジンの生育適地「湿潤で水はけの良い酸性

土壌」（3.2.5.1）と符合する。 

図 3.2.4. 土壌の粒径分布 
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（２）化学特性 

土壌の水分、化学特性に関する測定項目の値を図 3.2.5 および図 3.2.6 に示した。ヒマラ

ヤニンジンが順調に生育しているムンロンの林床栽培地とナーロンの圃場および森林（林

床栽培地候補）の土壌の化学性は異なる傾向を示していた。 

①含水比： ムンロンの林床栽培地とナーロンの圃場の含水比は 30％程度であるが、ナーロ

ンの森林は土壌粒径が小さいこともあり過湿状態にあると懸念される。 

②ｐH：ムンロンの土壌の pH５はアメリカニンジンの適域（pH4-6）と符合するが、ナーロ

ンの圃場や森林の土壌は pH4 以下の強い酸性であった。今のところ圃場での生育に障害は

出ていないが注意が必要であろう。 

③窒素・リン：ヒマラヤニンジンが順調に生育しているムンロンの値が指標になると思われ

るが、全窒素はムンロンで低くアメリカニンジンと同様にそれほど重要な要素ではないと

考えられる。 

④交換性陽イオン：ムンロンの土壌はカルシウムおよびマグネシウムがナーロンに比べ多

い。アメリカニンジンと同様にとくにカルシウムが重要な要素と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.5 土壌の含水比、ｐH、TN およびリン濃度の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.6 交換性陽イオン濃度の比較 
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＜想定されるヒマラヤニンジンの林床栽培条件＞ムンロンと米国の林床栽培地の比較から 

①北向き斜面の競合植生の少ない林内を好む。 

②土壌は湿潤で、砂礫地の水はけの良い谷地形を好む。 

③酸性土壌（pH5 程度）が良いと考えられる。 

④生育には適度なカルシウムが必要である。 

 

3.2.6.4 栽培・管理指導およびモニタリングの現状 

栽培・管理は、薬用植物栽培指導センター（ハノイ）の指導のもと実施されており、栽培

にあたっては、農民むけにトレーニングコースを開催し、下草狩りから収穫までが指導され

ている。 

ナーゴイ・コミューンで行われている圃場栽培では、施肥が行われているが（圃場に定植

する前に牛糞 2 ton/ha を施肥）、林下で栽培しているムンロンでは施肥は行わず自然条件下

で栽培している。 

表 3.2.7 は、参考にアメリカでの栽培・管理時の留意点を整理したものである 5)。 

 

表 3.2.7 栽培・管理の留意点 

 

 

 

 

 

3.2.7 苗の安定供給のための実態調査 

3.2.7.1 苗の生産 

現状では、中国から同種の実生を購入し、苗床で成長させたのち（11 月から 2 月の 4 ｹ月

程度）、圃場、もしくは林内へと定植している。2022 年からは、栽培個体から取得した種子

を使った実生生産を開始する予定となっている。 

写真 3.2.10a, b は、ムンロン・コミューンで行われている苗生産の様子である。ゲアン農産

品および薬事会社はすでに苗生産技術を習得しており、2019 年 2 月に苗床に植え付けられ

た個体も順調に生育していることを確認した。同苗は来年（2020 年）2 月にムンロン・コミ

ューンの林内に定植される予定となっている（600 株）。 

 

3.2.7.2 組織培養 

優良個体を効率的に増殖させるために、上記による苗の生産に加えて、組織培養試験が同

社において実施されている（写真 3.2.10c はヒマラヤニンジンではなくベトナムニンジンの

試験栽培写真）。 

＋外植体：芽頂 

項目 内容 

下草刈り 1 個体あたり 30 cm x30 cm 程度のスペースが必要 

病虫害対策 ネズミ類、ナメクジ等の害が報告されている 
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＋培地：ミネラル、ビタミン B1、植物ホルモン（オーキシン：IBA-K、αNAA） 

写真 3.2.10 苗床（ムンロン・コミューン）とベトナムニンジン P. vietnamensis の試験管培

養試験 

 

 現在、我が国では農林水産省の委託研究として、高麗人参を含む薬用植物の国内生産拡大

に向けた技術開発が行われている。そのなかで、図 3.2.7 に示すような知見が得られており

20)、現地において組織培養する際にも、培地にジベレリンおよびベンジルアミノプリンを加

えることで良好な結果が得られる可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.7 朝鮮人参（高麗人参）の早期発芽技術 20) 

 

なお、ゲアン省では来年（2020 年）より省の予算でヒマラヤニンジンプロジェクトを立ち

上がる予定であり、来年より本格的に組織培養試験に取り組むことになっている。 

 

3.2.8 加工にかかわる調査 

3.2.8.1 加工・保存に関する情報収集 

（１）現地での加工実態 

現地で流通しているヒマラヤニンジンの多くは中国からの輸入品である。現状では生薬

  
 

苗床（ムンロン・コミュー

ン） 

成長した苗 ベトナムニンジンの組織培

養試験    Mr. Toan 提

供 

a

. 

b c 
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を扱っている店舗が中国から輸入した根茎を梱包して、あるいは粉末状にして販売してい

る。 

また、現在、試験栽培を実施しているゲアン農産品および薬事会社では、粉末をティーバ

ックに入れたインスタントティー作製を検討中である（30 ティーバック/箱：250,000 VND

（1,250 円）。 

（２）アメリカでの保存・加工方法 

米国ウイスコンシン州の薬用ニンジン（ジンセン）委員会（Ginseng Board of Wisconsin）で

は以下の加工方法を標準手法として定めている 13)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.8 薬用ニンジン（ジンセン）の保存・加工の工程（アメリカの事例）13) 

 

（３）日本での加工方法（高麗人参の例） 

 

 
表 3.2.8 栽培・管理の留意点 21) 

名称 加工方法 

皮付人参 水洗後ひげ根や細い分枝根を除去した後，そのまま

天日もしくは 加熱乾燥 

白参 根の周皮を削り，天日もしくは加熱乾燥 

御種人参 周皮をとらずに 85℃の熱湯で 10 分間湯通しした後，

天日乾燥 もしくは加熱乾燥 

 

 

収 穫 

冷蔵保存 10－20日間 

洗浄・第一次選別 

専用乾燥機での乾燥 14日間 

第二次選別（直径・長さ） 

整形（ひげ根・先端部の除去） 

保
管 
加 
工 

選 

果 
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3.2.9 販売流通に係る調査 

3.2.9.1 ベトナム国内におけるマーケットの現状（輸入実態、流通量と取引価格） 

 ベトナム国内で現状流通しているヒマラヤニンジンは、前述のとおり、そのほとんどが

中国からの輸入品である。輸入量は年によってことなるが、200~400 トン・乾重量/年であり

（表 3.2.9）、すなわちこの量がほぼベトナム国内市場における流通量に一致する。輸入品は

サポニン等の薬効成分が抽出されたあとの粗悪品であるとの情報もあり、輸入価格は 6,000

円/kg 乾燥重量程度（0.3 kg 乾重量/根茎程度のサイズのもの）、根茎の店頭価格は、7,500 円

/kg・乾重量程度である（表 3.2.10）。したがって、末端での市場規模は、15 億円～30 億円程

度と推定される。また、ゲアン省の省都ビン市内での取引量は約 20 トン・乾重量/であり（表

3.2.9）、市場規模は 1 億 5 千万円/年程度と推定される（聞き取り Mr. Hao）。 

前述のゲアン農産品および薬事会社は、「ベトナムの市場の現状はほとんどが輸入品であ

り質も劣る」ことから、林床栽培で良質のヒマラヤニンジン（National Product 認証を得る予

定）で現状のシェアの一部を獲得し、利益を上げることを計画している。 

 
表 3.2.9 流通量 

 

 

 
 

 
 

表 3.2.10 取引価格 

＊花。葉については、ローカルマーケットでの価格 

 

 

3.2.9.2 日本への輸出の可能性 

日本への輸出の可能性の検討にあたって、製薬会社２社ならびに立命館大学食マネジメ

ント学部松原教授より以下のコメントをいただいた。 

 

（１）御木本製薬株式会社 研究部長 須藤氏（令和 2 年 1 月 8 日） 

＜事業内容＞高級化粧品の開発・販売 

 近年、動物愛護の観点から新規商品開発のための動物実験が難しく、新しい材料を購入す

る予定はない。オタネニンジンを使用した化粧品はすでに開発されており、日本でも流通し

範囲 流通量 

ベトナム全土 200-400 トン・乾重量/年（中国より輸入） 

ビン市内 20 トン・乾重量/年（ほとんどが中国より輸入） 

部位 店頭価格 

根茎 
7,500 円/kg・乾重量 

＜参考＞ベトナム北部サパでの地元産品ローカルマーケット価格：400 円/kg (2005 年当

時)22) 

花 3,000 - 4,000 円/kg・乾重量 

葉 500 – 750 円/kg・乾重量 
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ている。ヒマラヤニンジンの場合も安全性、効能が確かであれば購入する企業はあるかもし

れない。しかし、ニンジン類のような成分材料は短いスパンで人気が変動するので継続的に

購入する企業があるかどうかはわからない。 

化粧品メーカ（製薬メーカ含む）は、通常、材料メーカから成分材料を購入するので、化

粧品メーカや製薬メーカをターゲットにするよりは材料メーカをターゲットに営業活動を

する方が得策だと考える。 

 

（２）伊勢くすり本舗株式会社 代表取締役 加藤氏（令和 2 年 1 月 8 日） 

 ＜事業内容＞漢方薬および健康食品の製造・販売 

 日本に輸出する場合は、安全性が確保されていることが必須条件となる。ヒマラヤニンジ

ンのような成分材料は消費量も多くないので、大きなビジネスを目指すよりも、効能や商品

形態における差別化、森林保全等の SDGs の強調、商品名「ヒマラヤ」にちなんだブランド

化を行い、宣伝、学会活動、イベント等を通した地道な顧客の発掘を行うことが、日本での

ビジネス展開（日本への輸出）にとっての成功の鍵になると思う。 

 現計画における卸売価格は 5,000 円/kg・乾重量程度であるが、通常、製薬メーカが利用し

ている成分材料の買い取り価格は、2,000 円/kg・乾重量程度である。ただし、効能が高けれ

ば、5,000 円/kg・乾重量でもそれほど高いとは思わないとのことであった。 

 

（３）命館大学食マネジメント学部 松原豊彦教授（令和元年 12 月 24 日） 

ヒマラヤニンジン、ビジネス化に向けて 

1. 収穫までの時間を考えたコスト計算が必要である 

ヒマラヤニンジンは根茎の収穫までに早くても 4 年、理想的には 6 年程度が必要といわれ

ている。そのため、毎年一定量の収穫量を確保するためには、年間収穫量の 4～6 倍の栽培

面積が必要となり、投資を回収するのに時間がかかり、コスト面では有利なビジネスとは言

えない。このことを念頭に栽培計画、コスト計算を行わなければならない。 

圃場で栽培する場合は、収穫後の地力低下により連作ができないことを考慮し、栽培地をロ

ーテーションする必要がある。そのため、確保しておくべき圃場面積はさらに広くなる。 

＜対策＞ 

政府から借地している森林：336ha を有効活用し、4~6 年サイクルでの収穫を考慮した栽培

計画を立案すること。また、短期的に栽培・販売できるヒマラヤニンジン以外の商品開発を

行い、ビジネス立ち上げ期の数年間の経営見通しをもつことを推奨する。 

 

2. 日本への輸出を検討するにあたって 

植物検疫上も、また、消費者のニーズの点でも、乾燥しただけの根茎の輸出を考えるのでは

なく、加工商品を開発し、これらの輸出を検討することを推奨する。 

 ＜対策＞ 
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 加工商品の例：人参茶（ティーバック）、カプセル、タブレット（成分抽出したもの） 

 

3.2.10 事業化検討 

3.2.10.1 事業化にむけての課題と解決方法 

（１）生産段階 

①栽培技術：林床栽培地の選定に科学的な検討が欠けていたが、本調査で得られた栽培に適

した環境条件の知見（地形や土壌など）をカウンターパートおよび現地企業に伝えた。 

②技術指導：育苗や定植ついての技術指導は、薬用植物栽培指導センター（ハノイ）が実施

している。農民への栽培指導は資材供給も含め、苗の供給会社が実施している。 

③実生の安定供給：2022 年から種子（中国から輸入を予定）からの実生生産を計画してい

るが、試験栽培個体の着花率は 70%なので、自家栽培個体から種子の調達は可能である。さ

らに、2020 年から科学技術局主管のプロジェクトが開始されることとなっており、実生安

定供給のための組織培養試験も行われる予定である。 

 

（２）加工段階 

①加工方法：以下の工程が実施あるいは予定されている。 

収穫→洗浄→天日乾燥（以上、一次加工）→商品化：選別（不良品除去）→カット（根茎

が丸い塊（写真 3.2.4 右）なので細長くカットする→機械乾燥（45℃）→梱包→（一部、テ

ィーバック状に加工予定）→出荷 （小売店で粉末にして販売する場合もある） 

②管理：実生供給会社がモニタリングを実施している。 

③施設：専用乾燥機を導入（予定）する必要がある。 

④保管・ポストハーベスト：特に、温度や湿度が管理されている保管庫はない。市場に流通

させるまでは、ビニール袋に無造作に詰めた状態で室内に保管されている。通気性の良い場

所で保管するなどの夏場の湿度管理が必要である。 

 

（３）販売・流通段階 

①販売条件：実生供給会社の農民からの根茎の買い取り価格は、単価 1,000～1,250 円/kg 乾

重量。実生供給会社から製薬会社、生薬小売店への卸売り価格は、単価 5,000 円/kg 乾重量

である。 

②販売ルートの開拓：製薬会社、生薬小売店をターゲット（B to B）とする。現状では中国

産ヒマラヤニンジン（粗悪品も少なくない）がベトナム市場を摂関しているが、ヒマラヤニ

ンジンの National Products 認証を取得し自然・健康志向をブランド化することにより、数ト

ン程度の国内シェアの獲得は十分可能と考えられる。 

③輸出の検討：「3.2.9.2 日本への輸出の可能性」に記載したとおり、現状では輸出のハード

ルは高いため、国内販売のみを検討した。 
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図 3.2.9 ビジネス化の課題 

 

3.2.10.2 ビジネスモデルとサプライチェーン 

 生産した実生を農民に無償配布し、農民により委託生産された根茎、花、葉を一定額で買

い取り、商品化して市場へと流通させる。当面の販売先は、ベトナム国内の製薬会社、生薬

小売店を対象とするビジネスモデルを検討した。 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.10 ヒマラヤニンジン林床栽培のビジネスモデル 

 

3.2.10.3 収支計画 

＜出荷初年度＞試験段階における圃場面積は 1ha であり、2018 年 2 月に定植した苗は順調

に生育しており、2021 年には初出荷する予定である。表 3.2.11 は出荷初年度の生産加工企

業の収支計画を示したものである。苗は現状では中国より実生苗を購入しているため総額

150 万円の支出になっている（単価 5,000～6,000VND×60,000 株 = 約 300 million VND）。

農民からの栽培品買い取り価格を 1,000～1,250 円/kg 乾重量、加工品の販売価格を中国産輸

入価格より低く 5,000 円/kg 乾重量（中国産ヒマラヤニンジンの輸入価格は単価約 6,000 円

/kg 乾重量）とし、販売量を 1,000kg と想定した。このとき、ヒマラヤニンジン生産加工企

業の利益は根茎・花（蕾）・葉、合わせて 125～150 万円/ha となる。 

 農民にとっては、苗、肥料、資材等すべてを企業が無償配布するため、買い取り量 100～
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125 万円すべてが農民の利益となる。 

 なお、圃場栽培については、2020 年 2 月には栽培面積をさらに 1ha 増やす予定であり、

林床栽培においては現状の 4 倍の 600 株を定植する予定である。 

 

表 3.2.11 生産加工企業にとっての ha あたり収支計画（出荷初年度） 

    注：種子を輸入して育苗する場合は 30 万円程度、自家栽培品の種子で育苗する場合は 0 になる。 

 

 苗の経費は現状では中国からの輸入で総額 150 万円（6 万株）かかっているが、2020 年よ

り種子を購入して苗を生産する予定であり、この経費は発芽率 50％として 30 万円まで圧縮

できる（500NVD/粒×12 万粒=6 千万 VND）。さらに、2022 年からは栽培個体から種子を取

得する予定である。この場合、苗の購入費は 0 になる。 

 

3.2.11 森林保全・住民生計向上への波及効果 - SDGsに照らして- 

3.2.11.1 森林保全  

 かつて 20％まで減少したベトナムの森林は植林によって面積が増加している一方で、ゲ

アン省のように天然林が残る地域ではいまだに天然林の減少と広範囲にわたる劣化が発生

している。森林減少・劣化の主な要因は住民や移民による農地への転換であり、ゲアン省最

奥山間部のキーソン郡では今もって至る所で焼き畑農業が行われている。ここで、ヒマラヤ

ニンジンの林床栽培が成功し持続的に農民の収入源になれば、農民に与える森林保全のイ

ンセンティブは大きい。当面、キーソン郡におけるヒマラヤニンジンの栽培面積は数ヘクタ

ール程度であるが、すでに 336ha の森林がヒマラヤニンジンの生産加工企業に貸与されて

おり、他の産品を含めて森林保全型ビジネスへの州政府の期待は大きいと考えられる。今回

のヒマラヤニンジンの試験栽培が、その引き金になることが期待される。 

 

3.2.11.2 生計向上 

 現在、ゲアン省で計画されているビジネスモデルでは、実生を地域の少数民族（モン族）

に無償配布し、収穫された産品を企業が買い取り、市場へと流通させることとなっている。

売り上げ 支出 利益 

金額（円）/ha 項目 金額（円）/ha 金額（円）/ha 

 

500 万円 

販価 5,000 円/kg 乾重

× 1,000 kg 

農民からの買い取り 

根茎・花（蕾）・葉 

100～125 万円 

単価 1,000～1,250 円/kg 乾重 

 

 

125～150 万円 苗の購入（6 万株） 

中国より輸入 
150 万円注 

肥料・資材、加工・輸送 

その他 
100 万円 

合計 350～375 万円 
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数年後、自家栽培品の種子生産が可能になれば、さらに地域の少数民族に対する技術的な負

担は軽減される。キーソン郡は農業に適した平坦地が極めて少なく、ベトナムでもとくに貧

困率が高いことから、ヒマラヤニンジンの林床栽培が軌道にのれば安定した収入源になる

とともに、森林の機能も失うことなく享受できるので、生計向上に対する波及効果は大きい。 
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