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ベトナム米経済の構造と 2008年の輸出規制の影響

一一計量経済モデルによる分析一一

金田憲和*・畑中勝守*.鈴木充夫*

要約:本稿は，米輸出固として国際米市場で大きな存在感を示すようになったベトナムについて，そ

の米経済の構造を表す計量経済モデルを構築し 2008年の国際米価高騰時にとられた輸出規制政策

の効果を数量的に評価することを目的とした。統計データをもとに， 23本の方程式で構成されるモ

デル(内生変数23個，外生変数 11個)を構築した。このモデルに基づき， 2020年までの将来予測

を行い，今後のベトナム米経済の基調を予測した。さらに， 2008年に輸出規制を行わなかったとの

仮定によるシナリオ分析を行い，輸出規制政策の影響を検証した。結果として，輸出規制政策には確

かに国内米価の上昇を抑制する効果が認められた。この一方で，輸出が抑制されることで，国際価格

のさらなる高騰を引き起こしたと考えられ，また，生産者・輸出企業にとっては高い国際価格による

輸出増の機会も失われた。

キーワード'ベトナム，米，輸出規制，計量経済モデル，シナリオ予測

1. はじめに

本稿の目的は，近年，世界第 2位の米輸出固と

して国際米市場で大きな存在感を示すようになっ

たベトナムについて，その米経済の計量経済学的

モデルを構築した上で， 2008年の国際米価高騰

に対してベトナム政府が行った米輸出規制の影響

を分析することである 1)。

ベトナムは，かつての社会主義経済時代には米

輸入国であったが， 1986年からのドイモイ政策

によって市場経済を導入した結果，米生産量は大

きく拡大し，新興の米輸出国として国際米市場で

台頭した。 1996年には米輸出量で，タイに次ぐ

世界第 2位の米輸出国となった。この結果，ベト

ナムの米経済の動向は国際米市場にも大きな影響

を与えるようになっている。

こうした中， 2008年の世界的な米価急騰の際

に，国内米価の高騰を恐れたベトナム政府は米の

輸出規制を行った。このことは，国際米価をさら

に高騰させる要因になったとして，国際的に非難

された。その一方で，ベトナム囲内においても，
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輸出規制によって農家や輸出業者にとっては高価

格で輸出する機会が妨げられたとの批判も行われ

た2)。ベトナムは現在ふ政府が必要とみなせば

輸出規制措置を取りうる体制をとっており，その

米輸出規制政策は，国際的にも囲内的にも重要な

イシユーとなりうる。さらに， 2008年には，輸

出規制が行われたにもかかわらず，ベトナムの米

国内価格は上昇した。これはパニック買いや投機

的取引の影響とされる3)。そうだとすれば，そも

そも輸出規制には効果がなかったのか?効果が

あったとすればどの程度であったのか?という疑

問が生じる。本稿では，計量経済モデル分析によっ

て，こうした問題の解明を試みる。

本稿の構成は以下のとおりである。 Eでは，地

域と作期から見たベトナム米生産の特徴を述べる

とともに，米政策および2008年の米輸出規制に

ついて簡単に概説する。 mでは統計データを観察

することでベトナム米経済に関する知見を得る o

Nでは計量経済モデルを構築し将来予測を行う。

Vでは 2008年の輸出規制の影響についてシミュ

レーション分析を行う。 VIはまとめである。
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II. ベトナムの米生産と米政策の概要4)

本節では，地域と作期から見たベトナム米生産

の特徴と，政府による米政策および2008年の米

輸出規制について簡単に概説する。

(1) ベトナムの米生産の地域と作期

米はベトナムの基幹作物であるが，地域的には，

ベトナム南部のメコンデルタ(メコン河下流域)

およびベトナム北部の紅河デルタ(紅河下流域)

の2カ所がその重要な生産地であるとされる。生

産量ベースで見て，メコンデルタでは全国生産量

のおよそ 5割，紅河デルタではおよそ 2割の米が

生産されている。ただし 特に供給余力があり輸

出米の産地となっているのはメコンデルタであ

り，紅河デルタやこれ以外の地域の米生産は自給

的色彩が強いとされている。

また，地域によって 2期作や 3期作が行われて

いる。年聞の作期は，春米 (springpaddy)，秋米

(autumn paddy) ，冬米 (winterpaddy) の3つで

あり 5) たとえば， 2大産地のうち紅河デルタでは，

春米と冬米の 2期作が行われているのに対し，メ

コンデルタでは，春米と秋米の 2期作か，春米，

秋米，冬米のすべての栽培を行う 3期作が行われ

ている。

(2) ベトナムの米政策

ベトナムでは， 1970年代には農業生産は合作

社・生産集団への集団化が行われて生産が低迷し

た。この結果，ベトナム政府は集団農業生産体制

を修正せざるを得なくなり， 1981年に農家世帯

が合作社から一部作業を請け負うことができるよ

うにした。 1986年からドイモイ政策による市場

経済の導入が始まると，農業においても 1988年

には農家による水午・午・農機具の所有が認めら

れるとともに，農家が主体的に経営し生産物を自

由に処分することが認められた。この結果，農家

の生産意欲は刺激されて米生産量は 1989年から

10年以上拡大を続けた。また，米の輸出も 1989

年に再開されると急拡大し 1996年にはアメリ

カを抜いて，タイに次ぐ世界2位の米輸出国と

なった。このように， 1980年代末から 1990年代は，

市場経済化により，米生産・米輸出とも急激に成

長した期間であった。

2000年代に入ると，ベトナム政府は 2000年の

政府議決第 9号や 2005年の首相決定第 105号な

どにおいて，それまでとは異なる農業政策の方向

を打ち出した。この政策では，米に関しては生産

性の低い水田の転用を促す一方，輸出米の主産地

であるメコンデルタでは潅蹴整備事業への投資を

増加することとされ， 1990年代の量的拡大から

生産性の向上と農産物の高品質化に重点が移っ

た。これは例えば米については，ベトナム産米の

品質に対する国際的な評価が低く，タイ産米など

と比べて安い価格しか付かないといった問題に対

応しようとしたものである。

その後， 2008年の米価高騰と輸出規制による

混乱を経て，ベトナム政府は米価安定と備蓄に力

を入れ始めた。 2009年には価格支持制度が導入

され， これは 2011年からは下限価格(基準買い取

り価格)と上限価格(放出価格)を設けた価格安

定制度となっている。また，輸出企業に過去 6ヶ

月間の輸出量の 10%の備蓄を義務付けたり，政

府の備蓄能力の拡充を図るなどしている6)。

(3) 2008年の国際米価高騰と米輸出規制

2007年秋に国際米価格が上昇し始め， 2008年

に入って急騰を始めると，囲内米価の高騰を恐れ

たベトナム政府は， 2008年3月に新規輸出契約

を一時停止するという形で米の輸出規制を行っ

た。ベトナムでは， 2008年以前にも新規輸出契

約停止措置が発動されることがあったが，これら

は政府の年間輸出計画量が達成された年の後半に

実施されることが多かったため，その影響は大き

くなかった。これと比較して 2008年の措置は 3

月に実施されており，輸出の急増と園内価格の急

騰を避けるための予防的措置として行われた点に

特徴があるにこの 2008年のベトナムの輸出規

制は，国際米価をさらに高騰させる要因になった

として，国際的に非難されたへその一方で、'ベ

トナム囲内においても，輸出規制措置によって農

家や輸出業者にとって高価格で輸出する機会が妨

げられたとも批判された。また，輸出規制が行わ
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れたにもかかわらず，この聞の国内米価は安定し

ていたわけではなく，かなりの上昇を示した9)。

なお 2008年3月から始まった新規輸出契約の

一時停止は国際価格の高騰がピークを過ぎた

2008年7月になってから解除され，代わって臨

時輸出税が賦課されたが，同年末にはこれも撤廃

された。また，翌 2009年にも 2月に新規輸出契

約が停止されたが，これは 4月には解除されてい

る。

皿. データの観察

本節では，後節の計量経済分析に用いるデータ

によるグラフを観察し，前節で説明した政策との

関連にも注意しながら近年のベトナム米経済の動

向を見ていく。なお，本節で参照する図 1~図 14

には実績値と予測値が描かれているが，ここでは

2010年までの実績値について論述する。予測値

は後のV節における将来予測によって計算された

ものであり，紙幅の節約のために実績値と併せて

図示しであるが，その説明はV節で行う。なお，

データの出典および加工方法は後掲の表 lを参照

されたい。

(1) 米生産

まず， 1990 年~201O年の 21 年間の稲作付面積

を見てみよう。図 1~図 3 は，作期別・地域別の

稲作付面積である。作期は春米，秋米，冬米の 3

作期，地域はメコンデルタ，紅河デルタ，その他

地域の 3地域となっている。

まず，図 lの春米の作付面積を見ると，特にメ

コンデルタにおいて大きく伸びている。またメコ

ンデルタでも 1990年代の伸びが大きく， 2000年

代に入ると作付面積はほとんど増加していない。

前節で説明した 1990年代の生産請負制の導入に

よる増産と 2000年の政策転換による生産性の低

い水田の稲作以外の用途への転用促進政策の影響

が，はっきりと現れている。また，紅河デルタで

は2000年代に作付面積が減少しているが，やは

り転用促進政策と首都ハノイ周辺の都市化の影響

によるものと考えられる。

図2の秋米ではメコンデルタの作付面積が春米

と同様の動きを示すが，その作付面積は春米より

も一層大きい。なお，紅河デルタでは秋米の作付

けは行われていない。

図3の冬米では，すべての地域で作付面積が減

少傾向にある。後に見るように，メコンデルタと

その他地域では冬米の単収が低いために，作付放

棄が起こりやすいと考えられる。これに対して，

紅河デルタでも 20∞年代に入って減少している

が，単収が高いためもあってか，その減少幅は緩

やかである。

図4には年間全国の作付面積が示されているが，

1990年から 2000年にかけて大きく増加しその後，

2∞7年まで緩やかに減少している。その後2008

年には， 740万ha台へと上昇しその後はほぼ同

じレベルを保っている。

次に，単i肢を見てみよう。図 5~図 7 がそれで

ある。どの作期・地域においても単収は継続的に

上昇している。ただし作期別にみると，春米の

単収は比較的高く，メコンデルタとその他地域で

は冬米の単収が低い。

生産量については，図 8~図 10 に作期別・地

域別生産量として示されている。多くの作期・地

域で生産量が増加しているものの， I春米・紅河

デルタJは2000年代に減少し， I冬米・紅河デル

タ」は 2000年代に横ばいになっている。また.1冬

米・メコンデルタ」は当初は低下傾向にあったも

のの， 2000年代半ばに下げ止まっている。

改めて図 4に戻って，年間全国生産量の推移を

見ると， 1990 年~2010 年の全体に渡って継続的

な増加傾向を示している。

(2) 一人当たり食用消費量

次に，米の消費について見てみよう。 FAO

"FAOSTAT"に掲載されている食料需給表ベー

スの一人当たり米消費量(精米ベース)をグラフ

化したものが図 11である。

図からは， 1990年代に上昇してきた一人当たり

米消費量が， 2000年代に入ってから，横ばいから

わずかながら低下基調になるという，大きな基調

変化がある様子が読み取れる。この基調変化は，

所得向上に伴い食生活が変化して米消費が減少す
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図 2 秋米の作付面積(地域別)
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図3 冬米の作付面積(地域別)
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図 7 冬米の単収(地域別)
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図 8 春米の生産量(地域別，籾ベース)
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図 9 秋米の生産量(地域別，籾ベース)
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図 10 冬米の生産量(地域別，籾ベース)
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図 11 一人当たり食用消費量

るという， 日本をはじめとするアジア諸国で観察

されるものと同様の現象であると考えられる。

(3) 米輸出

同じ期間の米輸出量の動きを図 12に示した。

図によれば，米輸出量は変動を伴いつつ増加して

きている。すでに述べたように，この間の米生産

量は継続的に増加していた。したがって，このよ
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図 12 輸出量(精米ベース)
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図 13 国際価格
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図 14 国内価格 (1994年実質値)

うに米輸出量が変動する背後には，生産量に占め

る輸出比率の変動が存在している。

ここで，国際米価格をグラフ化した図 13を見る

と， 1998年以降2000年代にかけて国際米価格は

低迷しており，これが同時期の輸出量の伸び悩み

につながった可能性がある。さらに 2008年には国

際米価格が急騰しその後も国際価格はやや低下
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しつつも高い水準を保っている。この 2008年以降

は，輸出量が急増しており，国際価格の高騰に反

応する形で輸出が増加したものと考えられる。

(4) 圏内米価格の値動き

国内米価格(小売価格，実質値)を図 14に示した。

価格は 1990年代から 2000年代半ばまで変動を伴

いつつも緩やかに低下しその後 2008年に大き

く上昇して，その価格を維持している。既述のよ

うに， 2008年は国際米価高騰に対応して輸出規

変数名

制策が取られたが，それにもかかわらず囲内価格

はかなり上昇している。

N， 計量経済モデルの構築

(1) モデルの概要

1)モデルの構成

ここで作成する計量経済モデルは， 23本の方程

式で構成されている。内訳は，作付面積関数8本 (3

地域3作期別，ただし紅河デルタでは秋米が作られてい

変数の説明

覧一一一数一1
・

刀

γ
一目

、
レ
-

1
・

デ
一モ

一
位一

単

'
E
A
田

寿町一
データの出典

内生変数

ASM 

ASR 

ASO 

AAM 

AAO 

AWM 

AWR 

AWO 

YSM 

YSR 

YSO 

YAAイ

1七AO

YWM 

YWR 

YWO 

Q 

QME 

D 

CPC 

X 

SVOU 

作付面積(春米・メコンデルタ) 千 ha

作付面積(春米紅河デルタ) 千 ha

作付面積(春米・その他地域) 千 ha

作付面積(秋米・メコンデルタ) 千 ha

作付面積(秋米・その他地域) 千 ha

作付面積(冬米・メコンデルタ) 千 ha

作付面積(冬米・紅河デルタ) 干 ha

作付面積(冬米・その他地域) 千 ha

単収(春米 メコンデルタ，籾重量ベース) トンIha

単収(春米・紅河デルタ，籾重量ペース) トンIha

単m，(春米その他地域，籾重量ベース) トンIha

単収(秋米 メコンデルタ!籾重量ベース) トンIha

単収(秋米その他地域籾重量ベ-7-) トンIha

単収(冬米 メコンデルタ I 籾重量ベース) トンIha

単収(冬米・紅河デルタ，籾重量ベース) トンIha

単収(冬米・その他地域籾重量ベース) トンIha

生産量(籾重量ベース) 千トン

生産量(精米重量ベース) 千トン

食用消費量(精米重量ベース) 千トン

一人当たり消費量(精米重量ベース) kgl)、
輸出量(精米重量ベース) 千トン

その他需要量(精米重量ベース) 千トン

General Statistical 0伍ceof Vietnam HPおよび GeneralStatistical 

Office "Statistical Data of Vietnam Agriculture， Forestry and 

Fishery 1975-2000" 

General Statistical 0但ceof Vietnam HP 

Q * 0，667として算出

FAO "FAOSTAT" 

DIPOPとして算出

FAO "FAOSTAT" 

FAO 'FAOSTAT"より「飼料用!種子用!加工用!減耗量，

その他用途1 在庫の増減jを合算

千ドンIkg IRRI P 米小売価格

外生変数

PI GDPデフレータ(1994年価格)

GDPPC 一人当たり GDP

POP 人口

WP 米国E制面格

1994年二 1 General Statistical 0伍ceof Vietnam HP 

干ドン General Stat阻むcalO伍ceof Vietnam HP 

100万人 IRRI “World Rice Statistics 

ドル/トン IMFケPrim田γCommo也tyPrices"による毎月価格の年間単純平均値

(5 percent broken milled wrute rice， Thailand) 

ドン/ドル Penn World Table 7.1 

千 t FAO "FAOSTAT" 

FAO "FAOSTAT"より算出

1990 年~l， 1991 年 ~2， ' 

2001 年 ~1， 2002年二2，…

2∞8 年~l，他の年は O

2008 年~l，他の年は 0

XRAT 為替レート

M 輸入量(精米重量ベース)

SVOUR その他需要比率

TRND トレンド変数

TRND2001 トレンド変数

DX21加'8 2008年輸出規制ダミー

DC21刀'8 2008年消費混乱ダミー

(注)General Statistical Office of Vietnam HP (http://www.gso.gov.vn/default.sn.aspx) 

FAO "FAOstat" (http://wwwJao，org/corp/statistics/eni) 

IRRI "World Rice Statistics" (http://rices回tirri，org:8080/wrs/)

IMF "Primary Commodity Prices" (http://www.imf.org/externallnp/res/commodlindex，aspx) 

Penn World Table 7.1 (https:llpwtsas，upenn，edu/) 
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o 内生変数
(2重線のものは作
期・地域別の変数)

仁 コ…外生変数

図 15 モデルのフローチャート

ないため 3x3-1=8本となる).単収関数8本 (3

地域3作期別).年間全国生産量(籾ベース).年間

全国生産量(精米ベース).輸出量. 1人当たり食

用消費量，食用消費量，その他需要量，需給均衡

式である。変数は 34個であり，うち内生変数は

23個で，その内訳は，作付面積8変数，単収8変数，

生産量(籾ベース).生産量(精米ベース).輸出量，

l人当たり食用消費量，食用消費量，その他需要量，

囲内価格，である。外生変数は 11個で，内訳は，

輸入量，為替レート，国際価格.GDPデフレータ，

l人当たり GDP. 人口，その他需要比率， トレン

ド2変数. 2008年の輸出規制政策ダミー. 2∞8年

の消費混乱ダミー，である。モデルの計測期間は，

1990 年~2010 年の 21 年間である。ただし 1 人

当たり食用消費量については 2010年の数値が得ら

れないので.1990 年~2009年の 20年間で計測した。

また，作付面積関数については，説明変数に一期

のラグ付き変数を含んでいるため計測期間は，

1991 年~2010 年の 20 年間となっている。

表 1にモデルで用いられる変数の一覧を，図

15にはフローチャートを示す。以下，モデルの

方程式について説明する。

2)回帰分析による推計式

以下の方程式については，回帰分析によって係

数を推定した。回帰分析の方法は OLSによった。

作付面積関数は，農家の作付行動を表しており，

前年作付面積を説明変数に含む自己回帰式を基本

として定式化されている。試行錯誤の結果，春米

の作付面積関数では前年の米実質価格を説明変数

として用い，秋米と冬米の作付面積関数について

は当年の米実質価格を説明変数として用いるの

が，係数の t値から見て最も妥当な結果となった。

また，紅河デルタ・春米 (ASR). 紅河デルタ・冬

米 (AWR).その他地域・冬米 (AWO) については，

2∞0年代に入ってから価格要因では説明できない

急激な作付面積の減少が生じている。これは，

2∞0年の政府議決による政策転換を受けて，水田

の転用が進んだことによるものと考えられるので，

その影響を組み込むために 2001年からスタートす

るトレンド変数 (TRND2001) を使用した。

単収関数は，技術的な進歩によって規定される

と考え， トレンド変数 (TRND) によって説明さ

れるものとしている。ただし紅河デルタ・春米

(目的とその他地域・春米 (YSO) については，

近年の単収の伸び、が鈍っていることから， トレン

ド変数の自然対数(ln (TRND)) を使用した。
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一人当たり消費量を決定する需要関数は，米実

質価格と一人当たり実質 GDPの関数とした。上

述のように，ベトナムでは 2000年代に入ってか

ら，所得の上昇が一人当たり米消費量を減退させ

る局面に入ったものと考えられる。そこでこの需

要構造の変化をモデルに組み込むため， 1990年

代と 2000年代に分けて需要関数を計測した。計

測結果によれば， 1990年代については所得係数

が正値であるのに対し， 2000年代には絶対値の

小さい負値となっている。また， 2008年の輸出

規制時に起こったパニック買いや投機的取引を説

明するために， 2008年のみ 1となるダミー変数(消

費混乱ダミー，DC2008) をイ吏用した。このダミー

変数の係数は正値と推定されており，パニック的

な需要増が存在したことを示している。

輸出関数は，生産量(精米ベース)および内外

相対価格(ベトナムドンベースの国際米価格/園内価

格)の関数となっている。また， 2008年の輸出

規制政策をあらわす政策ダミー変数(輸出規制ダ

ミー，DX2008) を使用している。このダミー変

数の係数は負値と推定されており，輸出規制政策

によって輸出量が抑制されたことを示している。

以下，括弧内の数値は t値を表す。榊は 1%水

準で*は 5%水準で、有意で、ある。

<作付面積関数>

(メコンデルタ・春米の作付面積関数)

ASM=93.017+0.915ASMト 1+26.000(P/PI) t-] 

(1.234) (27.682)帥(1.214)

αdj.R2=0.979， D.砂ぐ=0.679

(紅河デルタ・春米の作付面積関数)

ASR=80.791 +0.850ASRト 1+5.275(P/PI) 1-1 

(0.861) (5.901)帥(1.330)

-1.450( TRND2001) 

( -2.816)牢

adj.R
2
=0.922， D. W =1.850 

(その他地域・春米の作付面積関数)

ASOニ35.808+0.963ASOI_1+2.971(P/PI)トl

(0.608) (16.337)紳 (0.304)

αdj.R2=0.936， D. W =2.357 

(メコンデルタ・秋米の作付面積関数)

AAlIイ=93.401+0.879AAMt-] + 71. 774 (P /P I) 

(0.542) (13.740)肺(1.445)

adj.R2=0.910， D.阪 =2.289

(その他地域・秋米の作付面積関数)

AAO=52.297+0.852 AAOt-]+4.400 (P/PI) 

(1.220) (8.459)紳 (0.506)

αdj.R2=0.786， D. W ニ2.480

(メコンデルタ・冬米の作付面積関数)

A WM=-58.900+0.928A WMI-1十33.119(P/PI) 

(-1.274) (23.256)帥(1.844)

adj.R2=0.967， D. W =2.727 

(紅河デルタ・冬米の作付面積関数)

A WR=385.261 +0.389AWRt-]+0.509(P/PI) 

(2.294) * (1.543) (0.084) 

-3.674 (TRND2001) 

( -3.334)柿

adj.R2=0.858， D. W =2.378 

(その他地域・冬米の作付面積関数)

A WO=145.245+0.852A防rol_1+12.086 (P/PI) 

(0.668) (4.544)料(1.170)

-4目601( TRND2001) 

( -1.103) 

αdj.R2=0.955， D. W = 1.973 

<単収関数>

(メコンデルタ・春米の単収関数)

YSλイ=4.466+0.0918TRND 

(39.724)紳 (10.249)料

αdj.R2=0.839， D. W ニ1.848

(紅河デルタ・春米の単収関数)

YSR=2.458+ 1.3151n (TRND) 
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(7.764)榊 (9.568)帥

adj.R2
ニ0.819.D. W =2.543 

(その他地域・春米の単収関数)

YSO=1.875+ 1.1321n( TRND) 

(7.992)帥 (11.113)帥

adj.R2=0目860.D.W ニ0.787

(メコンデルタ・秋米の単収関数)

YAM=3.194+0.0697TRND 

(32.020)榊 (8.773)帥

adj.R2=0.792. D. W = 1.0137 

(その他地域・秋米の単収関数)

YAO=2.876+0.0953 TRND 

(37.614)料 (15.6587)** 

adj.R2
ニ 0.924.D.版 =2.143

(メコンデルタ・冬米の単収関数)

YWM=2.635+0.0643 TRND 

(27.455)料 (8.412)帥

adj.R2=0.777. D. W = 1.972 

(紅河デルタ・冬米の単収関数)

YWR=3.372+0.109 TRND 

(19.149)帥 (7.786)判

adj.R2= 0.749. D. W =2.014 

(その他地域・冬米の単収関数)

YWO= 1.893+0.113 TRND 

(30.053)料 (22.510)帥

adj.R2=0.962. D. W = 1.023 

<需要関数(一人当たり食用消費量)>

(1990 年代・ 1990 年~1999 年)

CPC= 115.304-1.954 (p /P 1) 

(6.927)紳 (-0.443)

+ 10.137(GDPPC/PI) 

(3.220) * 

σdj.R2
ニ 0.653.D. W =2.653 

(2000年代:2000 年~2009 年)

CPC=151.468-2.735 (P/PI) 

(64.455)柿(-1.134) 

-0.441 (GDPPC/PI) +4.416 (DC2008) 

(-0.424) (2.190) * 

αdj.R2
ニ0.476.D.版 =2.286

<車命出関数>

x=一7598.072+0.447QME 

( -3.272)帥 (6.876)帥

+0.∞177 (防ヂゴRAT /P) -1329.202 (DX 2008) 

(2.013) ( -1.929) 

adj.R2=0.865. D. W =1.267 

3)恒等式

以下の方程式は恒等式である。

国内生産量(精米ベース)は国内生産量(籾ベー

ス)に係数0.667を掛け算することで換算してい

る。この係数0.667はFAO“FAOSTAT"掲載の

食料需給表で使用されているものである。

また，食用以外の米の用途(飼料用，種子用，加

工用 i成耗量，その他用途，在庫の増減)は一括して

「その他需要量J(SVOU) としているが，この数

量については価格等による需要関数の推定が困難

であったため. I圏内生産量+輸入量一輸出量」

に毎期の「その他需要比率」を掛け算する形で算

出している。

<国内生産量(籾ベース)決定式>

Q=ASM'YS.l¥イ+ASR'YSR+ASO・YSO

+AAM'YA.l¥イ十AAO・巴40

+AWM'Ylli引d+AWR' YWR+A WO・YWO

<国内生産量(精米ベース)決定式>

QMEニ0.667・Q

<食用消費量(需要量)決定式>

D=CPC.POP 

くその他需要量決定式>



SVOUニSVOUR'(QME+M-X) 
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<需給均衡式(圏内価格決定式)> 
QME+M-X=D+SVOU 

(2) 将来予測

1)将来予測の前提条件

ここでは，作成されたモデルを用いて， 2010 

年~2020 年の期間について将来予測を行う。予

測を行うには，まず¥今後の外生変数の推移とし

て，最も可能性が高いと思われる数値を仮定しモ

デルに代入する。その上で，モデルを将来の各年

について解いていくことにより，内生変数の将来

予測値を求める。予測を行うにあたって，外生変

数の将来値は以下のように仮定した。

まず，人口については， IRRI“W orld Rice Sta-

tistics" に人口データとともに将来の人口予測値

(国連のもの)も併せて収録されているので，それ

を利用した。

また，以下の外生変数については， 2000年~

2010年の年平均変化率で，今後も推移すると仮

定した。すなわち以下の通りである。

・一人当たり GDPは年率6.05%上昇する。

-物価 (GDPデフレータ)は年率8.33%上昇する0

.為替レートは年率3.01%で減価する。

国際米価格については 2008年以降の高騰が著

しいため，過去 10年間の変化率をそのまま利用

すると，今後毎年 10%近い価格上昇率が継続す

ることになってしまう。このため，国際米価格は

2010年の価格が今後そのまま維持されるものと

仮定した。

米の輸入量も，生産量や輸出量などと比べて量

がはるかに小さく，ベトナムの米経済にとってマ

イナーな存在であるので， 2010年の実績値983ト

ンがそのまま維持されるものと単純に仮定した。

その他需要比率も 2009年の数値のまま一定と

仮定した。

2)将来予測の結果

以上の仮定のもとに行った将来予測の結果は，

図 1~14 に「予測値」として示されている。この

結果には以下のような特徴がみられる。

①作付面積

春米の作付面積(図 1) は，メコンデルタとそ

の他地域では 2020年まで緩やかに増加する。こ

れに対して紅河デルタでは減少していく。秋米(図

2) については，メコンデルタではほぼ横ばい(ご

く緩やかに増加した後に減少)，その他地域では緩

やかに減少する。冬米(図 3) は，すべての地域

で減少する。この結果，年間全国作付面積(図4)

は2011年で頭打ちとなり，以後は減少していく。

②単収

単収は，すべての作期・地域で過去のトレンド

に従い増加する(図 5~図 7) 。この結果，最も単

収の高いメコンデルタの春米は 2020年には 7.31

トン/haに達する(図5)。また，年間全国の平均

単収も 6.09トン/haに達する(図には示していな

O
 

¥
}
ノ

ミーν

③生産量

作付面積と単収の掛け算で算出される生産量

(図 8~図 10) は，特にメコンデルタの春米と秋米

で大きな伸びを示す。一方， I春米・紅河デルタJ
「冬米・メコンデルタJI冬米・その他地域」では

減少する。年間全国生産量は，次第にベースを落

としながらも継続的に増加し 2020年には 4，323

万トンに達する(図 4)。同期間に作付面積は減

少しているが，単収の仲びがそれを上回るために

生産量が増加するのである。

④一人当たり消費量

一人当たり消費量(図 11) は，ほほ横ばいから，

わずかな低下傾向を示す。

⑤輸出量

輸出量(図 12) は増加するが，次第に横ばいに

なり 2020年では 677万トン(精米ベース)となる。

過去の増加ベースと比べてかなり鈍い増加である

が，この理由としては，予測の前提として，外生

変数である国際米価格(名目値)を固定するよう

に想定しているため，期間中のインフレによって

その実質価格が低下していくことが挙げられる。

具体的には，期間中にベトナムドン建ての国際米

実質価格は年間 5.32%切り下がる(為替レートが
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年率 3.01%で減価し.GDPデフレータは年率 8.33%上

昇するため，差し引きで年間 5.32%の低下となる)。

⑥実質国内価格

実質国内価格(図 14)は. 2010年から 2020年

にかけて緩やかに低下する。上述のように，外生

変数である国際米価格の実質値がインフレによっ

て次第に低下することが想定されているため，こ

れと均衡するように実質国内価格も低下するので

ある。

N. 2008年の輸出規制措置の影響評価

(1) 影響評価の方法

本節では，前節までに作成したモデルを用い，

2008年の輸出規制措置の影響を評価する。

評価を行うために，まず外生変数として実績値

をそのまま使用した予測(ベースライン予測)を

1991年から 2020年まで、行った。次に. 2008年に

輸出規制が行われなかった状態を想定し， 2008 

年の輸出規制政策ダミー (DX2008) の値をゼロ

としそれ以外の外生変数は実績値のままとした

シナリオ予測を，やはり 2020年まで行った。こ

の結果，ベースライン予測とシナリオ予測の各内
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生変数がとる値は 2007年までは同じであるが，

2008年以降には違いが生じる。ここで¥各内生

変数のベースライン予測値を比較基準値とし，シ

ナリオ予測値とどの程度異なるかを測ることで，

2008年に輸出規制が行われなかった場合の影響

を測ることができる。

(2) 分析結果

分析結果は表2に示した。表では，ベースライ

ン予測とシナリオ予測における内生変数の値の差

をベースライン予測値に対するパーセントで表示

している。

なお，単収も内生変数ではあるが，本モデルで

はトレンド変数のみによって説明されており価格

など他の内生変数の影響を受けないので，ここで

のベースライン予測とシナリオ予測では全く同じ

値となる。このため表では省略されている。また，

各作期・地域の作付面積にその作期・地域の単収

を掛け算したものが作期・地域ごとの生産量であ

るので，作期・地域別の作付面積と生産量はパー

セント表示では同じ値をとる。このため「作期・

地域別の作付面積および生産量」と表示しである。

まず， 2008年の各数値を見てみると，まず¥

表 22008年の輸出規制が行われなかった場合の影響評価
単位 % 

初08 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

作期 地域別の作付面積および生産量

春米

メコンデルタ

紅河デルタ

その他地域

秋米

0.000 2.035 1.489 1.108 0.831 0.628 0.477 0.365 0.281 0.218 0.171 0.135 0.108 

0.0ω 1.149 0.788 0.537 0.358 0.229 0.138 0.074 0仏30 0.0∞ -0.019 -0.032 -0039 

0.000 0.395 0.310 0.249 0.203 0.169 0.144 0.124 0.108 0.096 0.087 0.079 0.073 

冬米

メコンデルタ 4.449 3.089 2.170 1.517 1.049 0.712 0.471 0.298 0.176 0.091 0.032 -0.007 -0.033 

その他地域 1.326 0.897 0.603 0.397 0.252 0.151 0.081 0.034 0.003 -0.017 -0.029 -0035 -0.038 

メコンデ}レヲ

紅河デルタ

その他地域

10.026 7.616 5.998 4.796 3.887 3.189 2.650 

0.109 0.024 -0.004 -0.012 -0.012 -0.010 -0.008 

1.436 0.996 0.688 0.465 0.304 0.188 0.104 

1.159 

-0.002 

-0.061 

年間全国作付面積

2.231 1.904 

4ω6 -0日日5

0.045 0.004 

岬
叩

M

M

p
h
U

ハ
U

ハ
U

1

0

0

 

一
一

1.446 1.286 

0.003 -0∞2 

0.043 -0.055 

1.769 1.899 1.376 1∞3 0.733 0.535 0.390 0.284 0.207 0.150 0.110 0俗o 0.059 

年間全国生産量 1.714 1.891 1.367 0.994 0.724 0.527 0.382 0.277 0.2∞ 0.145 0.105 0.076 0.055 

一人当たり食用消費量 2.375 0.417 0.292 0.214 0.158 0.117 0.087 0.065 0.048 0.036 0.026 0.019 0.014 

国内価格(実質値)

輸出量 20.374 6.597 4.769 3.443 2.495 1.809 1.310 0.948 0.684 0.494 0.356 0.257 0.187 

39.214 -8.262 -6.434 -4.883 -3.7日5 -2.805 -2.117 -1.593 -1.194 -0.893 -0.667 -0.499 -0.374 

(注)ベースライン予測値からのシナリオ予測値 (2008年の輸出規制なし)の希離を%で示している。
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最も影響が大きく表れているのが囲内価格であ

り，国内価格(実質値)はベースライン予測と比

べて 39.2%上昇する。つまり仮に輸出規制措置が

取られなかった場合，これだけの圏内価格上昇が

生じたことになる。この園内価格上昇に伴って一

人当たり食用消費量は 2.37%減少する。また，輸

出量は 20.4%増加する。作付面積および生産量で

は，特にメコンデルタでの生産の伸びが顕著であ

り，冬米で 10.0%，秋米で、 4.45%増加する。これ

と比較すると，紅河デルタとその他地域では増加

が少ない。輸出用米の生産地であり価格に対する

反応の強いメコンデルタと，自給用米の生産が中

心である紅河デルタおよびその他地域の差が，

はっきりと現れている。結果的に， 2008年には

年間全国生産量は 1.77%増加する。

2009年になると，前年の価格高騰を受けて春

米でも増産が行われる。この春米でも，やはりメ

コンデルタでの増産が大きい。秋米・冬米の増産

率は前年よりも低下するものの，春米の増産が加

わるために，年間全国の生産量は1.90%の増加と

なり前年を上回る。また 生産量に関して興味深

い点は，メコンデルタの 3作期のうちでも近年衰

退傾向にある冬米について，その衰退傾向にやや

歯止めがかかる形で，作付面積の増加が生じる点

である。これは，全体の水田面積に限りがある中

で生産量を増やすために，年間の作付回数を増や

す形で農家が対応することを示している。一方，

この増産の影響で，輸出量は 6.70%の増加となる

ものの，国内でも米が過剰となるため圏内価格は

8.26%下落する。

2010年以降は，影響が徐々に薄れつつ推移す

る。ただし作付面積の決定にラグ項が影響する

ために直ちに影響が収束することはない。

以上の結果を踏まえて， 2008年の輸出規制政

策の意義について検討しよう。まず，輸出規制政

策の目的は園内価格高騰の防止であったが，この

効果は十分にあったものと評価できる。輸出規制

政策の発動により 39.2%の国内価格上昇を食い止

めることができた。実質囲内価格の実績値を見る

と， 2006年から 2007年にかけては 19.4%上昇，

2007年から 2008年にかけては 32.6%上昇してお

り，この上さらに 39.2%国内価格が上昇すること

は，大きな社会不安を招く可能性があったと考え

られる。この点で，輸出規制政策は目的通りの効

果があったものと評価できる。

その一方で， もし輸出規制政策が無ければ，輸

出量を 20.4%増加できたと推計された。これは，

数量にして 94万トンであり， 2008年の世界全体

の米輸出量 2，973万トンや輸出量第 l位のタイの

年間輸出量1，022万トンと比較しでも，このベト

ナム輸出増が実現していれば国際価格を低下させ

る効果は十分にあったと考えられるものである。

この点からすると，ベトナムの輸出規制がますま

す国際価格の高騰を招いたとする国際社会の非難

もまた，領けるものである。

また， 94万トンは当時の国際価格そのままで

換算すれば，約 7億ドルに当たる。国内の米生産

者や輸出企業にとっては この所得機会が失われ

たことになり，輸出規制措置は不満が残るもので

あったと考えられる。

V. まとめ

本稿では，新興の米輸出国として近年，国際米

市場で存在感を増しているベトナムについて，そ

の米経済の計量経済学的モデルを構築し 2020

年までの将来予測を行うとともに， 2008年の米

輸出規制政策の影響を数量的に評価することを試

みた。仮に輸出規制政策が無ければ，園内価格は

39.2%上昇し輸出は 20.4%増大していたと推計

されたことから，輸出規制政策の影響は非常に大

きかったと結論づけることができる。ベトナム政

府はこの輸出規制によって，国内価格の急上昇を

食い止めることができたが，同時に，輸出減によっ

て，国際価格のさらなる高騰の原因を作ったとの

国際的非難と，国内の米生産者や輸出企業の不満

を生じさせることになった。このことは，これま

でも定性的な論述がなされてきたが，本稿では計

量経済モデル分析によって，数量的に裏付けるこ

とができた。

近年，ベトナム政府は新たな政策として価格安
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定政策を導入し，備蓄も重視するようになった。

これは，モデル分析の結果に現れた国際市場と囲

内市場の強すぎるリンクをよりソフトなものに

し輸出の増加が直ちに囲内価格高騰を招かない

ようにしようとする試みであり， 2008年の混乱

の教訓を生かした政策の方向と考えられる。

付記

本研究は，丈部科学省私立大学戦略的研究基盤

形成支援事業による『アジア東岸域の環境圏とそ

れに依存する経済・社会圏の持続的発展のための

総合研究(平成 19年~平成 24年H(東京情報大

学)の成果の一部である。

注

1) このほかに本計量経済モデル構築の目的として，

実用的な予測システムの開発がある。筆者らは，衛

星画像を用いた水稲圃場利用自動判別モデルを開発

中である(畑中・鈴木・金田 (2011))。これによっ

て，ベトナムでの米の 2期作， 3期作の作付面積の

推計を衛星画像を用いてリアルタイムに行うことが
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可能となる。こうした衛星画像による作付面積推計

を本稿による計量経済モデルと接合すれば，米の市

場価格，需要量，輸出量などの予測をすばやく行う

ことも期待できる。

2)塚田 (2009)p，79，塚田 (2010)pJ5を参照。
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The Structure of the Vietnamese Rice Economy 

and the E旺ectsof Export Restriction in 2008: 

An Econometric Analysis 

Norikazu KANADA (Tokyo University of Agriculture) 

Katsumori HA TANAKA (Tokyo University of Agriculture) 

Mitsuo SUZUKI (Tokyo University of Agriculture) 

Th巴 purposeof this paper is to build an econometric model of the Vietnamese ric巴 econolnyand assess 

the effect of the export restriction policy in 2008. Vietnam is now the second larg巴stexporter in the world ric巴

market. However， it was internationally condemn巴dwhen it restricted the巴xportof rice in 2008. We built an 

econometric mod巴1of Vi巴tnameserice economy with 23 equations (23 endogenous variables and 11 exogenous 

variables). With this model， we predicted the variables up to 2020 and evaluated the effect of Vietnam' s export 

restriction policy in 2008. It was shown that th巴巴xportrestriction policy had the巴ffectof curbing the dom巴stlC

price hike of rice. Still， it caus巴dthe loss of opportunity to export rice at high price. 

Key words : Vietnam， rice， export r巴striction，econometric model， scenario analysis 
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