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図 10 :  農家自らが塩ビ管に 

穴開け 

図 11 :  収穫後の畑の隅で堆肥処理 

図 12 : 稲わらの上に塩ビ管を配置 図 13 :  稲わら、牛糞、オガクズの順で堆積 

図 14 :   4 ～ 5回 繰り返して小山を作る 図 15 :  雨除け用にカバーをかける 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に、雨避けのため、上からビニルシートをかけた。塩ビ管が入っているので、切り返し

はせず、雨水の流入を避けそのまま放置しておくよう農家に指示した。堆肥化の作業は対象農

家のほか、農協の組合員の代表者も作業に加わり、作業手順を理解しようとした。 

 

技術指導結果 

・ この農家では暗渠管の間の部分も含めて堆肥化が進んでおり、全体として良質な堆肥が生

産できていることが確認された（図 16）。 
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図 16 :   完熟に近い堆肥が調整 

図 17 :  コンクリート槽の横で堆肥化処理 図 18 :  作業は農家が主体となり実施 

図 19 :  完了後は雨除けシートを掛ける 

・ 農家は 2 週間ほど前に進捗状況を知りたくて一部を開

封して様子を見たところ、臭いもなくなり、上部に入れ

た稲わらが既に堆肥化していることに驚き、追加の稲わ

らを補給したとのことであった。 

・ 農家は従来の堆肥化方法では約 3 か月間かかるのに対

して、この方法であれば短期間に水分の少なく扱いやす

い良質な堆肥が簡単に生産できることを初めて知り、こ

の方法を今後も継続して利用したいと述べた。 

 

 

 

 

養豚農家２ ファム・バン・バー氏 

実証方法 

コンクリート内張りした穴に畜糞のもみ殻を入れて堆肥化していたが、この方法では通気性

が悪く、また、暗渠管を用いた簡易な堆肥化作業の実施は困難と判断し、穴の横のスペースを

堆肥化のための処理場所とした（図 17～19）。 
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図 20 :  完熟に近い堆肥が調整 図 21 :  堆肥盤に堆積された畜糞には石灰 

が散布 

畜糞は、肉牛が夜間飼養されている牛舎の一角に牛糞と豚糞の一部が堆積されていたので、

これを堆肥化の場所まで運び、堆肥化処理を行った。処理方法は、上記の農家で行った方法と

同様。ここでも農家自らが主体的に作業に加わり、作業工程を理解しようとした。 

 

技術指導結果 

ここでも暗渠管の間の部分も含めて、全体として良質な堆肥化が進んでいることが確認され

た（図 20）。 

この農家では、生糞を残滓と一緒に堆積し、石灰を散布した後、生の状態で肥料として利用

していた（図 21）が、今回暗渠管方式で生産された堆肥の臭いがなく、取り扱いが容易である

ので、今後は処理した堆肥を利用したいと述べた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ニィア・ダン郡タイホア町の酪農家 

酪農家１ クオン・ロック氏 

実証方法 

乳牛糞尿は牛舎を水で流して貯留槽にすべて流し込んでいたが、液体部分を圃場散布後に貯

留槽の上部に固体部分が残っていたので、これを貯留槽の近くで作業に支障のない場所に移し

て堆肥化処理を行うこととした（図 22）。 

堆肥化処理は、ジエン・チュン村の養豚農家と同じ方法で実施した。農家の主人は組合の行

事に参加するため不在であったが、妻が主体となって場所の選定や実際の作業を行った。また、

この農家から生糞を肥料として買い取っているオレンジ栽培農家グエン・ティ・ニャ氏夫妻も

実証作業を見学した（図 23）。 
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図 22 :   貯留槽の横で堆肥調整 図 23 :   オレンジ農家も作業を視察 

図 24 :  完熟堆肥をタケノコ畑 

に施肥 

図 25 :  水捌けの良い場所で堆肥調整 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術指導結果 

5月に訪問し簡易な堆肥調整技術の実証を行った際に、農家

に対して「7月に再度訪問する。堆肥は1カ月で完成するので、

それまで待つように」と指示したが、農家はそれを誤解し、「1

カ月たったら使用してもよい」と考え、前週に自ら開封して、

自らの草地圃場とタケノコ畑に調整済みの堆肥を施肥してし

まい、ほんの一部が残っているだけであった（図 24）。 

そのため、取りあえず、施肥の際に堆肥の状況について聞

き取ったところ、「従来の方法に比べてこの方法で生産された

堆肥はほとんど臭いもなく、水分も少ないので運搬しやすい

と感じた。今後はこの方法により堆肥を作り、レモン畑など

に使いたい」との回答があった。 

 

酪農家２ デュック・ヒエップ氏 

実証方法 

 この農家でも、牛舎の糞尿は全て水で洗い流し、貯留槽で受けて、液体部分のみを、隣接す

る牧草畑に還元する方式を取っていた。固体部分が貯留槽の上部に残っていたので、これを堆

肥化の材料として利用することとした。農家選定

の段階で、固体部分を農家が希望する場所に移し

ておくように事前に指示した。 

水はけがよく、木陰で作業もしやすい場所に貯

留槽の固体部分を移していたので、その横を堆肥

化処理の場所として作業を行った（図 25）。 

堆肥化の処理方法は、養豚農家と同じ。農家の

主人は会合があり不在であったが、妻と親戚合計

10人ほどが集まり、日本人専門家の指示に従って、

妻と若い親戚の男性数人が処理作業に加わった。
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図 26 :  調整作業には農家の親戚等が参加 

図 27 :  雨除けが完全防水であった

ため一部腐熟の堆肥 

また、この農家から生糞を肥料と買い取っている

農家ダン・ティ・ホアイ氏の関係者や、地域の農

業普及員も見学に訪れるなど、関心の高さがうか

がえた（図 26）。 

 

 

 

 

技術指導結果 

調整時に比べると堆積的には半分程度になっていたが、

開封したところ外観は堆肥としては熟度が進んでいたもの、

やや水分が多めの状況であることが確認された（図 27）。 

これは、この使用した雨除け用のビニールカバーが完全

防水タイプであったために通気性がなく、水分の蒸散が起

きにくかったためと考えられた。他の実証農家では、通気

性のある雨除けカバーを使用していたので、今後はこのタ

イプのものを使用するように指示した。 

堆肥の熟度については、暗渠管の周囲の部分は熟度が高

く、良好な堆肥になっていることが確認されたが、暗渠管

の間については、まだ堆肥化が進まず、生糞に近い状態で残

っている部分があることが確認された。今回は通気用の塩ビ

管を 2本使用したが、処理する量が多い場合には、2本だけでは不十分であり、その数を増や

して好気性発酵を促進させることが必要である点についても指導した。 

 

（３）調整された堆肥と近隣の栽培土壌のサンプル採取と硬度測定 

実証農家で調整された堆肥と近隣の土壌について、以下のサンプル採取を行うとともに、

土壌については硬度測定も行った。 

 

① 堆肥熟度分析用サンプル 

酪農家２：暗渠管周囲の堆肥化が進んでいる部分と、暗渠管から離れた部分で堆肥化が進んで

いない部分の 2か所からサンプルを採取した。 

養豚農家１、２：良好な堆肥化が進んでいる部分と、対照区として養豚農家２で施肥用に堆積

されていた石灰が散布された生糞をサンプルとして採取した。 
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図 28 :  ラッカセイの収穫後には 

ゴマを栽培 

図 29 :  育種センターの会議室の一角で 

分析を実施 

図 30 :  発芽試験の結果確認 

② 土壌成分分析用サンプル 

酪農家１：1年前に耕起してギニアグラスが栽培されている

通常の草地圃場と、糞尿の貯留槽から流れ出ている汚水が浸

透して過剰な液肥を施肥した状態となっている草地圃場（牧

草の色が緑が濃く、過剰な硝酸態窒素の蓄積が疑われる場所）

の 2か所からサンプルを採取した。 

養豚農家２：5月にラッカセイを収穫して比較的良好な収量

が得られ、現在はそのまま施肥せずにゴマが栽培されている

畑と、同じ農家でもラッカセイ収穫量が不良であった畑を農

家に選定してもらい、その 2ヵ所から土壌分析用のサンプル

を採取した（図 28）。 

 

 

③ 土壌の硬度分析 

酪農家１：ギニアグラスが栽培されている圃場の深さ 20cmのところの土壌硬度を山中式硬度

計で測定した。 

養豚農家１：農家の豚舎近くで、ラッカセイを栽培していた畑の深さ 20cmのところの土壌硬

度を測定した。 

オレンジ農家：酪農家１の近隣でオレンジの幼木を栽培しているオレンジ農家において、幼木

の周囲で液肥を施肥している土壌の深さ 20cmのところの土壌硬度を測定した。 

 

（４）堆肥の熟度分析および土壌分析結果と考察 

 堆肥の熟度分析および土壌分析については、DARD傘下の家畜育種センターから会議室の提

供を受けて、実施した。なお、分析にはDARDの職員、家畜育種センターの職員も参加した（図

29、30）。 
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図 31 :  熟度の高い堆肥の 

分析結果 

図 32 :  熟度の低い堆肥の 

分析結果 

② 堆肥熟度分析用サンプル 

採取した酪農家 1と養豚農家１，２のサンプルを「Dr Compo」（熟度判定）、「タネピタ」（発

芽試験）、「シードバック」（幼根伸長試験）の３つのキットを使って分析したところ、Dr Compo

の熟度判定成績とタネピタ、シードパックの成績の傾向はほぼ一致した。即ち、堆肥化が進ん

だサンプルは、Dr Compoの分析でも熟度が進んでいると判定され、タネピタ発芽やシードバッ

クの幼根あるいは幼芽の伸長が、熟度が進んでいない堆肥部分や生糞のサンプルと比べて良好

であることが確認できた（図 31、32）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このような分析データを実際に農家に提供することにより、農家は生糞や未熟な堆肥の肥料

としての利用が作物の発育に大きな影響を与えていることを目で確認できることから、現地に

おけるこのような分析は、堆肥化の必要性を理解させる際の技術指導や啓蒙活動に活用できる

と考えられた。 

 

③ 土壌成分分析用サンプル 

採取した酪農家１、養豚農家１の土壌サンプルを「Dr Soil」と「みどり君（全農製）」（pHの

み）を使って測定したところ、以下のような所見が得られた。 

- 酪農家１の液肥を過剰に施肥している土壌のサンプルは、ギニアグラスを栽培している草

地の土壌サンプルに比べると硝酸態窒素が 10倍近い値であり、リン、カリウムの濃度も 4

倍～6 倍の濃度であったことが確認された。このことは、過剰な生糞を含む液肥の恒常的

な施肥が、適正値以上に硝酸態窒素の蓄積が進めているだけでなく、リン、カリウムなど

の成分を高めており、発育に悪影響を与えている可能性が示唆された。 

- 養豚農家１のラッカセイの収量が多い土壌と低い土壌の成分比較では、リンの量で差が見

られたものの、他の成分は大きな差は見られなかった。これらの土壌はラッカセイを収穫

した後の土壌であるので、ラッカセイの収穫の量が多かった土壌では、リンが作物に吸収
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され低くなっている可能性があると考えられた。 

 

 以上のことから、Dr Soil 等の簡易化測定で容易に土壌の成分分析を実証でき、日本で行われ

ているような農家による簡易診断もベトナムで技術的には可能であることが示された。また、

このような成分分析を実証することで、土壌の成分分析値のデータをふまえた施肥設計をせず、

長年の慣習で施肥を行うことは、作物にとって過剰な成分の蓄積やあるいは成分不足が起きて

いる可能性があることを、農家に理解させることができると考えられた。 

 

④ 土壌の硬度分析 

酪農家１、養豚農家１およびオレンジ農家の土壌硬度を測定したが、それぞれ 酪農家１お

よびオレンジ農家は 20 mm度であったのに対して、養豚農家１のラッカセイ栽培土壌は 15 mm

程度の値を示した。この数値は、酪農家１およびオレンジ農家は丘陵地帯、養豚農家１は沿岸

部の砂地土壌というそれぞれの地域の土壌の違いが影響しており、その作物にとって適切な硬

度であったかどうかを示すことはできなかった。また、それぞれに土壌に適切な土壌硬度につ

いては、文献を検索したが確認できなかった。 

 

４． ゲアン省における耕畜連携の可能性と堆肥の需要及び関連情報の聞き取り調査 

１） ゲアン省 DARDからの「耕畜連携」に関する聞き取り情報 

ゲアン省のDARDの担当者から、畜産農家で生産された堆肥を利用する可能性のある農業関

係機関の情報を聞き取った。 

 

（１） 農業関連企業 

 ゲアン省には、農業関連企業として、旧国営企業 7社と、民間が設立した企業がある。後者

のリストはないが、10社以下と思われる。稲種子生産、オレンジ生産、ラッカセイ加工、トウ

ガラシ生産、パイナップル加工、茶加工などを手がけている。生鮮野菜を扱っている民間企業

はなく、組織として動いているのは一部の農協になる。 

 

（２）野菜市場 

 ゲアン省産の野菜は主に省内で消費され、一部が 300km離れたハノイや 370km離れたダナン

に出荷されている。ダナンよりもハノイに流れている方が多いと思われるが、統計はない。い

ずれにしても、生産量全体からみればごく一部にとどまっているとみられる。 

 

（２） ラッカセイ 

 ラッカセイは専業の集荷業者が農家から買い集め、加工企業や卸売企業に販売する。卸売企

業の中には中国に輸出しているところもある。ラッカセイについては、輸出が頭打ちになって

おり、作付面積も減りつつある。さらに品質を上げたいところだが、どのようにしたら品質が

上がるのか分からないでいる。 
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（３） 茶  

 生産された茶は省内で主に消費されている。加工企業は旧国営企業が 1社、民間企業が 2社

ある。民間企業はゲアン省の資本。一方で、一切加工しない生葉も流通しており、生葉を湯に

入れて出す方式で飲まれていることが多い。 

 

（４） 耕畜連携 

畜糞は自分のところで使うケースが多いので、堆肥化しても耕種農家まで届かない。中規模、

大規模畜産農家の畜糞が手に入れば、堆肥センターで処理して耕種農家が活用できるかもしれ

ない。その場合は、堆肥センターは、堆肥を使う作物関連企業や農協が主導して運営すべき（ラ

ップ農業局次長の意見）。 

 

２）関連企業、農協、畜産農家からの堆肥生産、利用の可能性に関する聞き取り調査 

（１）オレンジ生産企業スアン・タイン社 

経営の概要 

スアン・タイン社は国営企業。1700haの土地を持ち、うち 800haでオレンジ類を生産してい

る。オレンジが 5品種、温州ミカンは 2品種。樹齢 13年前後のものが 100haほど、5年以上の

ものが 250haほど、残りは若い木である。土地は会社のものだが、750人の農民と契約してお

り、農民がそれぞれ自分の管理する土地でオレンジを栽培している。農民には給与と保険料が

支払われているので、社員のような位置付けになる。 

有機肥料はたくさん使う。牛糞に、石灰、リン酸、微生物資材を混ぜて 1ヶ月ほど寝かせた

もの。年 1回、収穫直後に入れる。7年ほどの木で 1本あたり 50kgほど、樹冠の周囲の直下に

ある土に円状に溝を掘って入れる。牛糞は中間業者が 10−−20人ほどいて、牛や水牛を飼って

いる農家から糞をトラックで集めてくる。価格は 1トンあたり 55万ドン。1haあたりオレンジ

500本が標準栽培本数なので、牛糞は 25トン、1375万ドン=6万 8750円。粉状の微生物資材が

高く、5万ドン/kgのものを牛糞 1トンあたり 5kg、25万ドン分入れる。1haあたり 625万ドン = 3

万 1250円かかる。 

この有機肥料に、稲わらなどの植物由来の有機物は入れていない。この肥料は、それぞれの

農家の土地の一部に積まれている状態。ヤードでまとめて作っているのではない。牛糞ベース

の有機肥料以外にも、サトウキビ搾汁ケーキをベースにした有機肥料も作って入れることがあ

る。 

スアン・タイン社は来年、一部の民間投資を受け入れて JSC（Joint Stock Company）になる予

定。同じクイホップ郡に、オレンジを栽培している国有企業がもう 1社ある。ゲアン省内には

他にオレンジ生産企業はない。選果は実施しているが、特に明確な基準はなく、目で見て大き

くてきれいなものを 1級品、それ以外を 2級品としている。価格は 1級品で 5万ドン/kg、2級

品で 3万ドン/kg。 

 

 


