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ベトナムの豚肉フードシステム (10) 

飼料産業の動向

耕野拓一本 ・細野ひろみ** ・伊藤繁*

1 はじ め に

本シリーズでもすでに述べたように，ベトナムで

は豚を含めた家畜の飼養頭数は近年急速に増加し

ており ，畜産物需要の増大は飼養規模の拡大や集中

化を促してきた。そして，品質面でもより赤肉率の

高い外来種あるいは交雑種の導入が進んでいる。在

来種を小規模で飼養する際に一般的であった残飯

や米ぬかなどの副産物に多くを頼る給餌方式は，外

来種や交雑種の飼養には規模の点からのみならず，

その特性を活かすためにも適さない。濃厚飼料や配

合飼料が給餌されなければ1日当たり増体量は低迷

し，生産効率が高まらないのである。飼養頭数の増

加のみならず品種の変化の影響も受けて，ベ トナム

においても濃厚飼料や配合飼料の利用率は高まる

傾向にある。

さて，この飼料需要の拡大への対応はどのように

進められていったのであろうか。圏内での トウモロ

コシなど飼料作物の生産も増加しているが，そこに

は，国際的な飼料産業の果たす役割も大きい。所得

向上に伴う畜産の発展を背景に，飼料に対する需要

の拡大が予想された 90年代には， CP グ、ループや

カーギルなど国際的な飼料関連会社の参入も見ら

れるようになった。彼らは飼料の販売のみならず，

増体量が大きく赤肉率も高い外来種や交雑種の子

豚の供給，飼養管理の指導や獣医サービスの提供を

行なうことで，市場を拡大してきた。圏内資本企業

を合わせると， 2007年現在，ベトナム圏内には 200

以上の飼料製造工場がある。本稿では，畜産部門の

拡大に伴う飼料産業の動向を，現地調査の結果を踏

まえて報告する。

2 ベトナム飼料産業の現状

ベ トナムの 2006年の飼料需要は合計 1，200万 ト

ン，うち， 85%に相当する 1，020万トンが養豚向け

と推計され，うち配合飼料等が約 45%を占める(表

1) 1)注

飼料の主要原料は，エネルギー源として トウモロ

コシ，キャッサパ，サツマイモ，米ぬか，砕米，蛋

白源として大豆かす，ピーナッツ粕，魚粉があげら

れ， リジンやメチオニンなどのアミノ酸も利用され

ている。表2に飼料に供される作物の生産量を示す。

Le1)によればこのうち 2006年に飼料製造に利用 さ

れた量は，ト ウモロコシとコメが 3，500万 トン，家

禽用のコメが 100万トン，乾燥キャ ッサパが 1，800

万トン，サツマイモが 24万 トン，魚粉が 11.2万ト

ン，ピーナッツが 10万 トンであり，合計 1，022万

トンが圏内生産で賄われると推計されている。これ

注 1:なお，推計によれば2010年には 1，300~ 1 ， 500万 トン

の飼料需要が見込まれている。

表 l ベトナムの飼料生産量

2000 

飼料生産量合計 8，200 

うち，販売飼料合計 2，030 

うち，配合飼料 1，700 

濃厚飼料 330 

販売飼料率(%) 25 

資料:MARD， Vietnam Feed Association. 

注:単位は千トン。
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は前述の飼料需要量(1， 200万 トン)を考慮すると，

重量ベースでは，その約 85%が圏内生産で賄われ得

ることを意味する。

トウモロコシなどの飼料作物の生産量は近年増

加傾向にあるものの，タンパク源と して重要な大豆

かすの輸入量は2004年に 89万 トンであり約80%が

輸入によって賄われている 2)。なお，飼料および飼

料原料の主な輸入元は，イ ンド (US$245mil.)，ア

ルゼンチン(US$126mil.)，中国(US$36mil.) ，タイ

(US$36mi¥. ) ，米国 (US$32mil.) ，イ ンドネシア

(US$29mil. )であり ，大豆かすは主にイン ドとアノレ

ゼンチンから，トウモロコシは中国から輸入されて

いる。飼料および飼料原料の輸入は合計で 736.7百

万ド、ル (38地域/国)にのぼる1)。

表 2 飼料原料生産量

2004 2005 2006 

トウモロコシ 3，431 3，756 3，819 

キャッサパ 5，821 6，646 7，714 

馬鈴聖書， 小麦(乾燥) 1，940 2，215 2，571 

サツイモ 1，512 1，461 1，454 

(乾燥) 504 486 484 

大豆 246 292 258 

ヒ。ーナッツ 469 486 465 

資料:MARD，V附 namFeed Association 

注:単位は千トン。

表 3 製造能力規模別にみた工場数

2005年 2006年

工場数 %工場数 % 

~5 tl時 145 58.2 115 49.1 

1O~20 tl時 57 22.9 62 26.4 

20~30 tl時 28 11.2 32 13.6 

30t I時~ 19 7.6 25 10.6 

-g-雪ロιl 249 100 234 100 

資料 V附 namFeed Association 

注 2:2007年 8月のヒアリングによれば，飼料工場は 250と

のことであった。

注 3・工場数は前述の MARDのデータと若干異なるが，こ

れは調査方法の違いや時期の違いによるものと考えられる。

注 2で述べたように. 2007年 8月には再び増加したよう で

ある。

さて， 2006年のデータ (MARD)によると，ベト

ナムの飼料製造工場は 241，うち 33工場が 100%外

資， 10工場が合弁企業， 198工場が圏内資本である

出。外資(合弁企業)のほとんど、はハノイとホーチ

ミン周辺に位置し，それぞれ 11工場 (5工場)と

15工場 (4工場)であり ，製造量では外資と合弁企

業の合計で 66.4%と推計されている。それらの主な

提携先の企業(国)は， CP (タイ)， Proconco (フ

ランス)，カーギル(米国)， TTC (台湾)，ニュー

ホープ(中国)，チェイルジェダン(韓国)である 2)。

表 3は Vietnam Feed Associationによる飼料工場

の製造能力規模別の工場数を示したものである注山。

これによると，時間当たりの製造能力が 5トン以下

の小規模な工場が全体の半分近くを占める。データ

は 2年間のものであるが，製造能力 5トン以下の小

規模飼料工場数が 145工場 (58.2%)から 115工場

(49.1%) に減少している一方で，製造能力 10 ト

ン以上の大規模な飼料工場数はいずれも増加して

おり ，集約化が進んでいる可能性が指摘される。な

お， Vietnam Feed Associationによると，外国資本

および外国資本との合弁会社の計 41工場によるベ

トナム飼料産業のマーケットシェアは 64%，ベトナ

ム資本の 192の飼料工場は 36%のシェアを占める

にすぎず，外資による大規模な工場によって多くが

まかなわれている様子がうかがわれる。

日本では， 1970年代のオイルショック以降の低成

長期に入ると系統農協組織および商系飼料産業の

再編が進んだ 4)。現在ベ トナムでは CPグループや

カーギノレなど，外資系の大手飼料会社が進出し，飼

料部門の再編が進みつつある。外資系飼料会社の中

には養豚経営にも乗り出し，飼料の製造から子豚の

繁殖，育成 ・肥育，屠畜までを行なう一貫生産シス

テムで養豚を行なうケースも見られる 5)。また，農

家に対しでも飼料の提供のみならず，子豚の供給や

飼養管理の指導，獣医療サービスを行なうケースも

ある。次節では，都市周辺の新輿養豚地域と，伝統

的な小規模養豚が中心を占める農村地域における

飼料産業と畜産業とのかかわりについて，調査事例

をもとにその動向を報告する。

3.ベトナムの飼料産業の調査事例

1)ホーチミン市の 事 例

最初の事例はホーチミン市に近いドンナイ省に
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ある CPグ、ループの契約養豚農家である。CPグルー

プとは，農業分野や食料品の分野を中核事業として，

ASEAN各国や中固などを中心に世界 13カ国に進出

するタイに本社を持つ総合農業商社で，ベトナムに

は 1993年に進出した。CPグ、ループがベトナムで契

約養豚を始めたのは 1999年である。グ、ループの正

確な農家数はわからないが， 2002年に 1，000頭程で

あった繁殖雌豚数は，その後急速に増加し， 2005 

年には約 5万頭， 2008年 1月の時点で 6万 5千頭に

まで増加しているとのことである。平均的な経営規

模は，繁殖農家の場合に一戸当たり約 600頭の繁殖

雌豚を抱えており，最大規模の農家では 2，400頭で

ある。 また，肥育農家では一戸当たり 250 頭~1 万

頭と様々な規模の農家があり戸当たり平均飼養

頭数は 2，000頭である。最大は l万頭規模の農家で，

これはホーチミン市から北東約 25kmのドンナイ地

域に 1 戸 ， 5~6 千頭規模の農家は多数あるとのこと

であった。

我々が訪れた農家は，ホーチミン市から北東約

100kmのシュンロック地区にある繁殖肥育一貫の

養豚農家でヶ月に 700頭からし 000頭の肥育豚

(約 70kg/頭)を出荷する農家であった。農場を始め

るにあたり必要な資金は家を担保にするなど，独自

に資金を調達し， Cpグループからの資金援助は無

かった。Cpグ、ループからは繁殖雌豚と飼料の提供

を受け，また，畜産学部や獣医学部を卒業したグ

ノレープの指導員から肥育技術や家畜衛生の指導，ワ

クチン接種などの獣医サービスの提供も受けている。

契約肥育農家の場合も同様に，グ、ループから飼料

や子豚の提供や技術支援，獣医サービスを受け，増

体量や死亡率，飼料効率に基づいて Cpグループか

ら支払いを受け取る。委託生産の形態と考えられる。

肥育された豚は，従来 Cpグ、ループが引取り直接と

畜場に販売されていたが，現在ホーチミン周辺では

2007年にグループで設立した家畜市場において約

80%の肥育豚が販売される。残りの 20%程度は直接

と畜場に持ち込まれるとのことである。この家畜市

場は，現在ドンナイ省とビンズン省にある。ベトナ

ム北部の契約農場では直接屠畜場に販売されてい

る。家畜市場に持ち込まれるのはグループ契約農家

の豚のみで， 一日800頭程の取引量がある。ここに

はホーチミン市やドンナイ省など周辺の屠畜業者

が肉豚を買い付けに訪れ，と畜解体後，小売店に豚

肉が並ぶことになる。将来は契約農家全ての豚は，

この家畜市場を経由させて販売させたいとのこと

であった。

Cpグ、ループは Cpマートと呼ばれる独自の小売

庖舗を持つ。ホーチミン市で 50居舗，2008年 3月

にはフエ市にも Cpマートが進出予定であるが，今

のところ Cpマートで販売されるグ、/レープの豚肉は

わずかであり，ほとんどの豚肉は一般の小売庖で、販

売されている状況にある。Cpグ、ループ担当者の説

明によれば，将来的には Cpグソレープで屠畜場も傘

下に収め， Cpマートをさらに増やし，生産(契約

農家)から豚肉の小売段階までの独自の流通ルート

を， Cpグ、ループで、確保したい様子でーあった。

Cpグ、ノレープは，ベトナム国内では，飼料の生産

量ベースで約 25%の、ンェアを誇っており，そのうち

半量が契約農家に供給されているとしづ。このよう

な外資系飼料会社にとって，独自に大規模養豚農家

を育成することは，自らの会社の飼料需要を創り出

すことにもなり，そのメリットは大きい。一方で契

約農家が増加するに従い，生産された肉豚を効率的

に流通販売させるための手段を確保する必要が生

まれてくる。生産資材である飼料や子豚の生産 ・供

給から始まったベトナムへの進出であるが，豚肉

フードシステムの川|下に向かつてインテグレー

ションを進める只中にある。

2)ゲヌン省の事例

ベトナム北中部のゲアン省はベトナム有数の養

豚産地で，ハノイやホーチミンなどの大消費地に豚

肉を供給してきた。とはいえ，近年大都市周辺で培

えてきた大規模な養豚経営はほとんど見られず，伝

統的な小規模養豚経営が多数を占める地域である。

以下では，このような小規模養豚経営が主流の農村

部における飼料産業の動向について述べる。

われわれが 2005年夏に訪れたのはゲアン省ビン

市の農業資材(化学肥料 ・農薬)販売会社である。

もともとビン市にはドイツとベトナムの飼料合弁

工場があったが，事業がうまくし、かず解散した。解

散の理由として，旧合弁企業は飼料販売網がなく，

飼料販売を担当したエージェントの手数料が高

かったことをあげていた。 この会社はその跡地

(15，000m2) を借り， 170万ドルの建設で新しい飼

料工場を建設中であった (2005年 11月完成予定)。

この新設工場の製造能力は年間 2.4万トンで，ニワ
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トリ，豚，牛用の飼料をゲアン省中心に供給する予

定とのことである。

2005年当時，会社ではゲアン省に 103ある系列庖

舗を利用し化学肥料や農薬を販売していたが，興味

深いのは，それらが掛け売りで販売されていた点で

ある。すなわち，はじめに化学肥料 ・農薬の現物を

渡し，代金はトウモロコシや米の収穫後に，人民委

員会を通して精算されるシステムが行われている。

販売価格は現金で購入する場合も，掛け売りの場合

も変わらない。こうした掛け売りによる化学肥料 ・

農薬の販売額は年間 600億ドン(約 4.6億円)にも

のぼる。人民委員会は会社に代わり飼料代金の集金

を行い，集金額に応じて手数料が入り(1トン当た

り1万ドン)，集金が遅れると人民委員会に入る手

数料が下がる仕組みとなっている。人民委員会に

とっても集金を適切に行なうインセンティブが働

き，掛け売り販売額の 97%は回収されているとのこ

とであった。この会社はこうした方法でゲアン省の

化学肥料 ・農薬の市場シェアを拡大してきたが，同

様の仕組みを使いゲアン省で飼料販売を進める予

定であるとのことで、あった。

外資系の飼料会社は基本的に掛け売りの飼料販

売は行っていない。地元の人民委員会は誰が信用で

きる借り手なのかについての情報を持っており，こ

の人民委員会に飼料代金の集金を任せることで，代

金は安定的に回収できると思われる。こうした情報

を持たない外資系飼料会社は，その情報収集費用が

高いために，掛け売りが行なえないと思われる。

ベトナムで圧倒的大多数を占める小規模養豚農

家にとって，飼料や農薬など農業資材の購入時に運

転資金が必要となる。人民委員会を利用したこの会

社の飼料販売方法は，こうした資金制約のある小規

模養豚農家の要請にも合致したマーケテイング方

法でもあり，外資系会社にとっては，ゲアン省で飼

料販売を拡大するうえで大きな障壁となる。こうし

た養豚産地における人民委員会と連携したベトナ

ム資本の飼料会社の販売方法は，参入の続く外資系

企業と競争する上でも有力な販売戦略になると思

われる。

外資系飼料会社大手のカーギノレと大規模豚集荷

業者が結びついた飼料販売の事例もある。ゲアン省

のジンチャオ県の M 氏は一ヶ月にし 000頭から

1， 500頭の豚を周辺農家から集めホーチミンに運

搬 ・販売している，地域では最も大きな大規模集荷

業者である。

赤肉割合の多い豚を安定的に集荷できるように，

M 氏はカーギルの飼料を掛け売りで養豚農家に販

売し，養豚農家は 70kg/頭ほどに肥育した豚を M氏

に販売した後で，飼料代金を精算する連結取引をし

ている。養豚農家にとっては飼料購入に必要な資金

制約がなくなり，豚の販売先も確保され， M 氏に

とってはどのような飼料が給与され飼育されてい

るかが明確な農家から，品質のいい豚が集められる

メリットがある。この地域でこのような連結取引を

行っているのは M氏だけとのことであった。

飼料会社にとっても，大規模豚集荷業者と結びつ

くメリットは大きい。すなわち，地域の情報に精通

している M 氏を通して，安定的に飼料販売をする

ことができ，かっ飼料の販売代金も確実に回収でき

る可能性が高し、からである。カーギルのような巨大

飼料産業といえども，小規模養豚経営が多数を占め

る農村地域においては，飼料販路の拡大のためにさ

まざまな工夫をしているのである。

4. .まとめ

ベトナム養豚の生産費に占める飼料コストは

60~70%にも及ぶといわれている。 近隣諸国と比べ

ると飼料価格が高く，このことがベトナム産豚肉の

国際競争力に与える影響が指摘されている。これに

関しては，飼料原料の圏内調達が不十分であるため

に輸入に頼らざるを得ないことに加え，流通システ

ムの非効率性も指摘されている。多段階にわたる飼

料仲卸業者のマージンによって，農家に渡る際の飼

料価格は近隣諸外国と比較して1O~20%高くなっ

ているけ。さらに，近年みられる飼料価格の世界的

な高騰は，農家段階での飼料価格のさらなる上昇を

もたらしている。豚肉の輸出拡大を目指すベトナム

であるが，国際競争力を確保するためにも飼料コス

トの削減が急務であると言われており，卒後のベト

ナムにおける畜産業を考える上で，飼料産業の再編

と流通の効率化は鍵となる 3)。

ベトナムにおいても濃厚飼料や配合飼料の利用

率は高まる傾向にある。これに伴いベトナムの飼料

生産量は増加傾向にあるものの，需要の増加が上

回っており，圏内供給のみでは追いついていない状

況にある。1990年代になり CPやカーギルなどの外
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資系飼料産業が進出し，現在ベトナムにおける飼料

の過半はこうした大規模な外資系企業によって供

給されており ，圏内資本による飼料工場も統廃合が

進む傾向が観察されている。

CPなどの外資系企業は大規模養豚農家と契約し，

飼料と繁殖雌豚や子豚の提供，技術支援や獣医サー

ビスを行っている。肥育豚の販売については，従来

農家に任せていたが，近年ではこれもグループが請

け負うようになり， 2007年にはグループ契約農家で、

肥育された肉豚を販売する卸売市場も建設された。

将来はと畜場や小売の拡充をはかることが計画さ

れており，グ‘ループによる豚肉フードシステムのイ

ンテグレーションが進む予兆をみせている。このよ

うな大規模化や垂直的統合の動きが都市周辺では

観察されるが，一方で，現在ベトナムで生産される

肉豚の多くは数頭の豚を飼育する小規模養豚農家

によって支えられている。ゲアン省の事例は，こう

した大多数を占める小規模養豚農家に対応したべ

トナム資本飼料産業の展開事例といえる。現在ベト

ナムで進む飼料産業の再編は，アメリカ型，すなわ

ち飼料製造を含む巨大アグリビジネス企業による

フードシステムのインテグレーションでもなく，日

本型，すなわち農協系と商系による飼料産業の再編

でもない。ベトナムでは，外資系企業とベトナム資

本企業(I日国営企業系)によるベ トナム型の飼料産

業の再編が進んでいるといえる。
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農業畜産情報

鳥インフル衛生基準緩和

農場ごと輸出判断 O肥

農水省は 2月 4日，国際獣疫事務局 (OIE)が提案

している畜産物を貿易する際の衛生基準の見直し

案を明らかにした。高病原性鳥インフルエンザなど

の家畜の伝染病が発生した国でも，農場ごとに清浄

性が認められれば輸出を認める新たなルールや，口

蹄疫の「封じ込め」の要件緩和などを打ち出した。

OIEは 5月の総会で決める考えで，各国からの意見

を集めている。

OIEが提案している衛生基準の見直し案は，同省

が同日開いた専門家や消費者，生産者らとの意見交

換会で明らかにした。同省では 8日までに，日本政

府としての意見を OIEに提出する。

新ルールとして提案している「家畜の伝染病が発

生しても清浄性が確保できた農場ごとで輸出でき

る仕組み」はコンパートメントと呼ばれる。日本は，

輸出国で伝染病が発生した際は原則として，発生し

た畜種の肉や生体などの輸入を禁止している。しか

し，原種鶏の輸入元が 5カ国程度に限られているこ

とを例に，同省は「安定供給の面からコンパートメ

ントは必要J(消費 ・安全局)としている。

また，中国とは昨年 12月，今回の OIEの提案が

成立するのを見越して，中国産の生鮮鶏肉の輸入に

向け検討を進めること で合意した。一方， OIEは昨

年 5月の総会で清浄国で口蹄疫が発生した場合，発

生地区を「封じ込め地区」として指定し拡大を防止

する措置を実施すれば，それ以外の地域からは輸出

を認めるとのルールを決定。 r封じ込め地区」の要

件として同地域内での家畜の摘発 ・淘汰を求めてい

る。今回は要件に「その他の効果的方法jの追加を

提案した。
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