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はじめに 
1.事業目的と背景 

恵まれた漁場である南シナ海に面した長い海岸線を抱えるベトナムの水産業は、近年輸出を伸

ばしているものの、コールドチェーンや食品衛生施設の未整備という課題を抱えている。一方、

近年の世界的な魚食の振興と、健康食のイメージが強い日本食への世界的認知を背景に、我が国

にとってベトナムは、日本食の輸出、水産品の輸入という両国にとっての経済的恩恵が大きく期

待される国の一つと考えられる。 

ハノイ、ホーチミンに継ぐベトナム第３の都市ダナンは、ベトナム中部の東西経済回廊の東の

玄関口として近年著しい経済成長を記録しており、水産業の更なる発展が特に期待されている。

また、ダナン市は横浜市と長年に亘り都市間連携の取り組みを進めており、両市間での協力テー

マの一つとして、既存漁港の整備を通じた経済的発展に焦点が当てられている。 

調査対象地のダナン市トクアン港は、中央政府指定の国内改善指定 5 漁港の一つで漁獲量増加

と約 1,000 隻の漁船の避難港としての整備が求められている。航路上に位置する道路橋による高

さ制限のため大型漁船が入港できないことから、大幅な漁獲高向上に向けて道路橋沖側への大型

船対応の漁港新設構想も進行中である。 

本調査事業は、このような背景のもと、生産地および消費地の両面で大きな潜在性を有するダ

ナン市の水産業を対象として、本邦技術によるコールドチェーン整備事業を形成するため、ベト

ナム国側での我が国の省エネ型コールドチェーンシステムの導入可能性について検討した。 

 

2. 調査等事業内容 

本事業では、ダナン市における水産物の冷凍加工およびその流通に関する現状と課題を把握し、

想定するコールドチェーン整備事業のビジネス性および実現可能性を検討するため、以下の内容

の調査を実施した。 

表 本事業の調査実施項目及び内容・方法 

調査項目 実施内容・方法 

事業実施可能性調査 

１) 現況・ニーズ分析 ・ 既存文献や現地収集情報に基づく、ベトナム国およびダナ

ン市の水産資源や水産業経済に関する政策動向の把握 

・ 現地関係者へのヒアリングや現場踏査を通じた、トクアン

漁港やダナン市での水産物の取扱量や消費に関する情報整

理 

・ トクアン漁港における、水揚げ、加工、保管、輸送に関す

るコールドチェーンの面からの実態把握に基づくコールド

チェーン整備に向けた課題の整理 

２）技術的実現可能性の検討 ・ 想定するコールドチェーン整備事業による導入インフラの

仕様検討 

・ 冷凍加工品の生産販売、冷凍冷蔵保管庫の管理運営による

事業モデルおよび運営体制の検討 

・ 冷凍倉庫の建設および運用・維持管理に係る概算事業費の

算出 
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・ 事業の財務分析 

・ 我が国の政策支援の活用検討 

・ 事業実施体制および事業実施スケジュールの策定 

３）事業性評価 ・ 我が国企業の設備・システムの技術面、経済面の優位性の

整理 

・ ダナン市水産業や我が国への経済効果の検討 

・ 事業のリスクおよび環境社会面への影響の分析と対策検討

・ 事業のモデル化検討および他地域および他国等への横展開

の可能性及び展開方策の検討 

・ 我が国のコールドチェーンインフラの比較優位性とコスト

競争力の検討 

相手国関係者協議 

 ・ 4 回の現地調査を通じた相手国関係機関との協議 

報告会の実施 

１）相手国関係者等への報告会 ・ ダナン市への調査結果報告の実施 

２)国内関係府省への報告会 ・ 国内関係府省への調査結果報告の実施 

 

本事業の調査実施フローは以下のとおりである。 

 

図 調査実施フロー 
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要約 

1 相手国・セクター等の概要 

1-1 相手国の経済・社会事情 

ドイモイ（刷新）政策を通じて急速な経済成長を遂げたベトナムは、2018 年には GDP 成長率

が 7.1％と過去 10 年で 高の値を記録した。この成長は、日本をはじめとする海外からの開発援

助資金に依存してきた側面もあるが、近年は公的債務残高が年々上昇しているため、新規 ODA

案件の実施は困難な状況である。 

しかし、ベトナムは現在、人口ボーナス期にあり、今後しばらくは堅調な経済成長が期待され

ている。アセアン内ではインドネシア、フィリピンに次ぐ規模のベトナムの人口 9,367 万人（2017

年）のうち、約 5,500 万人の労働人口の 7 割が農村部に居住しているが、農林水産業は、就業人

口、構成比ともに年々減少傾向の一方で、中高所得層が増えている。世帯あたりの耐久消費財普

及率の推移を見ると、カラーテレビや冷蔵庫などの普及率が急増しており、個人消費の増加に応

じて、小売市場や観光産業も急激に成長している。 

このような人口動態や所得格差の拡大などの状況から、ベトナムは冷凍品や生鮮品の需要が拡

大する時期に来ており、コールドチェーン整備へのニーズが拡大していく状況に入ってきたと考

えられる。一方で今後、大量生産、大量消費、大量廃棄への対策も求められていくことも、想像

に難くない。 

1-2 プロジェクトの対象セクターの概要 

ベトナム国の水産漁獲量は年々増加傾向にあり、2017 年の漁獲高は捕獲 3.42 憶トン、養殖 3.86

憶トンを記録した。水産物の 2017 年度輸出収益は 80.3 憶 USD である。ベトナム国 GDP の 4～

5％を占める水産セクターの成長率は、1991 年～2000 年にかけて平均 7.05％、2011 年以降現在

までは約 10％を記録した一方で、近年、沿岸資源の減少による捕獲量の減少という課題に直面し

ている。そのため、近年のベトナムの水産漁獲量は養殖業、特にメコンデルタ地域でのパンガシ

ウスとエビの養殖業に牽引されている。 

1-3 プロジェクトの対象地域の状況 

ダナン市は、ベトナム中央地域の重要なハブとして、輸送や物流を含む経済部門の発展にとっ

て多くの潜在的な利点を持っている。また、著名な外資系リゾートホテルが集積する南部のビー

チ沿いだけでなく、市街地でもビジネスホテル建設で賑わっているほか、工業団地への企業誘致

も盛んである。 

中央政府の中長期計画やビジョンに沿う「2020 年までのダナン市社会経済開発計画」では、「ダ

ナン市が海洋経済及び国際経済の促進を伴い、中部経済発展戦略において重要な役割を担うこと」

「迅速な産業化と現代化に向けて発展の質を上げる経済政策を実施すること」「迅速かつ持続的な

開発を担保するために社会経済開発と環境保全を連動させること」を謳っている。 
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2 現況・ニーズ分析 

2-1 国および地方の政策動向 

中央政府は「水産業マスタープラン」において、水産業の 2020 年までの産業化、2030 年まで

の近代化を目指すとしている。漁獲量目標は 2020 年に 700 万トン、2030 年に 900 万トンへの増

産としているが、海面漁業の生産量目標は 2020 年は目標値の 35%、2030 年は 30%となり、目標

全体に占める割合や 2020 年以降の増産の主役は養殖業に頼るような計画内容である。 

同マスタープランでは、近代化に向けた促進施策として水産バリューチェーンの再構築、高付

加価値製品開発の優先、食品の品質・安全性・環境保護の向上を掲ており、本調査対象漁港であ

るトクアン漁港の他、キエンザン、バリアブンタウ、ニャチャン、ハイフォンの既存漁港を指定

して漁港センターを開発し、製氷機械や冷蔵保管システムの整備、水産卸売市場や漁具・装置等

の生産関連施設の整備、漁船の大型化への対応、環境汚染緩和策を行うとしており、数値目標と

して以下を掲げ、質と量の両面での水産業発展を目指すものとなっている。 

・ 生産量 700 万トン（海面漁業 35%、養殖業 65%） 

・ 輸出総額 110 億 USD（2020 年までの年平均増加率 7～8％） 

・ 輸出額に占める付加価値製品の割合 50% 

・ 輸出冷凍魚の輸出量 132 万トン（全輸出量の 45%相当） 

・ 水産業従事者の一人当たり所得 3 倍 

・ 漁獲後の損失を 10%へと半減 

ダナン市は、同マスタープランを受ける形で、2025 年および 2030 年を目標とする近郊漁場お

よび漁業の保全と開発に向けた海岸経済発展計画を策定している。同計画では、トクアン漁港周

辺を国際的な港湾へと再整備するとし、応じて現在の貨物ターミナルであるティエンサ港を客船

専用へ，今後開発整備される見込みのリエンチュウ港を貨物専用へと機能再編すると規定してい

る他、観光客数 13％増加、2025 年までの貨物船のトクアン漁港入港量 12～13％増加、水産加工

業者による廃棄ロスの減少・資源エネルギーの保全を目指すとしている。 

2-2 コールドチェーン整備のニーズ分析 

トクアン漁港を中心にした水産物流通は次のとおりである。 

 
図 1 トクアン漁港を中心にした水産物流通のイメージ 
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水揚げ場所の現状 

【トクアン漁港】 

ダナン市農業農村開発局傘下のトクアン漁港運営管理委員会が所管する、2004 年に整備されたト

クアン漁港は、利用漁船 55 隻/日、水揚げ量約 20 万トン/年、入出トラック数約 300 台/日である。後

背地のトクアン水産加工業団地には約 20 の水産関連事業者が合計 10 万トン/年の生産活動を行

っている。 

漁獲物の鮮度は概して悪い。獲れた魚は船倉に氷とともに保管されるが、出港から水揚げのため

の帰港まで１週間から 10 日と比較的長く、船上凍結は行われていない。また、水揚げ後に荷捌き

場に運ばれた水産物はビニールシートや台の上に陳列されて販売されるが、氷の使用量が少なく

常温にさらされ、流通前の段階でコールドチェーンが成立していないと言える。また、トクアン漁港

には、トクアン漁港管理委員会が管理する小規模冷凍冷蔵保管倉庫が建物の両脇にそれぞれ 3

室備え付けられているが、適切に温度管理されていない様子である。 

【トクアン漁港以外の水揚げ市場】 

近辺の海岸沿いには、約半日の距離で漁を行う中型漁船が沖合いで停泊し、小型ボートで漁獲

物を浜辺まで中継輸送して市場の形で鮮魚を売買する形式の小規模市場が点在する。ここで取

引される魚介類は新鮮で、一部の高級レストランやリゾートホテルなどはこのような浜辺での直接取

引で新鮮な魚介類を購入している。ただし、取り扱う魚介類の量は少量で、仲買人との営業チャン

ネルを有している一部のレストランオーナーに限られる。 

生産物流拠点の現状 

【水産加工】 

トクアン水産加工業団地に入居する企業の大半は、缶詰やすり身などの加工品、魚粉製造を行っ

ているが、その多くは地元水産物だけでは量が不足するため他地域や他国から加工原料水産物

を輸入している。こういった状況から、トクアン漁港は、高鮮度の高級魚介類が集まる流通形態で

はなく加工原料魚介類の流通拠点となっていると言える。入居企業の中には、日本などから輸入

冷凍品を買い付け、営業チャンネルを持つベトナム全国の業者に販売する冷凍品の卸売事業を

展開する業者もある。販売先は、大都市以外の中堅都市も多く、当地でも日本食レストランなどに

販売されている。 

【冷凍冷蔵倉庫】 

近年ベトナムでは、特にハノイやホーチミンの大都市部で、水産業の輸出・輸入量の拡大、および

国内市場の冷凍製品の需要増加に応じて冷凍冷蔵倉庫の建設が増加している。ダナンも、自社

製品のための一時保管が主流で、規模も小さく、保管サービスの手数料収入を主として事業運営

する大規模な形態の冷凍保管倉庫の運営企業は存在していなかった。ダナンにはじめて保管サ

ービス事業を行う大規模な冷凍冷蔵倉庫が設置されたのは 2017 年である。 

比較的新しい倉庫は、保管倉庫の前室の設置やドックシェルター、ユニットクーラー方式など、日

本の一般的な冷凍倉庫との類似点が多いが、古い倉庫の場合は、棚積みや段ボール箱を山積み

している状態で、荷崩れが至る所で見られる。 
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マーケットの現状 

【公設市場】 

ベトナムでも新鮮な魚が好まれることは無論だが、冷凍魚よりは氷で保冷された魚、さらには生魚

の方が好まれる傾向が特に強い。冷凍品は、時間が経過して新鮮でなくなったため少しでも鮮度

を維持する方法として凍らせた品、というような認識を持つ市民が未だ多いためである。 

公設市場の中には、トクアン漁港に比べて水産物の鮮度が著しく良いものが取り扱われている例も

見られる。日帰り船の手釣りや延縄といった漁法での収穫物が多いため、また、市場内の小売業

者の取扱量も小さく、調達販売のサイクルが短いことも、その要因と考えられる。。 

  

【海産レストラン】 

店舗入り口に設置した生けすに活魚や魚介類を展示して、客がそれらから注文して鮮魚を客の好

みの調理法に応じて提供するスタイルの海産レストランは、ベトナム全国でもよくみられる。ダナン

で水揚げされる生魚は少なく、多くはダナン以外の場所から活魚の状態で輸送されるか、フエなど

からの養殖魚も多い。なお、水槽では扱えないイカやカニなどは、冷凍庫に保管している冷凍物を

調理して客に提供しているケースも多い。 

また、ダナン市内には近年和食レストランの出店が急増しており、2018 年時点で約 100 箇所存在し、

うち日本人オーナーのレストランは約 40 店舗である。彼らは、日本で冷凍加工した水産加工品を

ハノイやホーチミンなどの大都市を経由して調達している。 

【リゾートホテル】 

ダナン市内の高級リゾートホテルも、新鮮な魚介類を多く扱っている。敷地内に複数のレストランを

設け、必ず一箇所は海産レストランを運営しており、中には海産レストラン同様に水槽で鮮魚を確

保しているケースもある。また、ビュッフェスタイルの朝食や、週末や催事など定期的に開催する食
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べ放題の海産物フェアなどが一般的なため、一定量を保管する冷凍海産物の需要量は多く、大手

小売店や大量調達可能な卸売業者から冷凍品や鮮魚の状態で定期的に一定量を調達して自社

施設で冷凍保管する場合が多い。 

【大型小売店】 

冷凍品販売区画と鮮魚販売スペースが独立設置されているが、冷凍品と比べて鮮魚の方が人気

が高いが、ダナン以外の国内漁場や周辺国で水揚げされた魚介類や隣国等からの輸入品が比較

的に多い。冷凍品はイカやサーモン、白身などの切り身やラウンド、エビの剥き身やすり身等の加

工製品が多く、どの店舗も類似の品揃えである。 

物流の現状 

世界銀行の 2014 年の報告書では、ベトナムの物流事業分野は約 130 社の企業が参入し、1PL と

2PL サービスが約 7 割を占め、小規模事業者が多く細分化されているため輸送可能容量と事業拡

張性に限りがあると報告している。しかし、物流分野の規制緩和が進み、近年は日系企業の進出

や事業拡大も盛んになってきている。年間 8,000 人を超える交通事故による死者数に対し、中央政

府は交通安全意識を高めようとしており、民間事業者でもトラック運転手の交通安全トレーニングを

開催したところ合計 300 人のトラック運転手等が参加するなど、ドライバーの安全教育を通じた質の

高い運送サービスの確保に対してのニーズは、徐々に高まりつつある状況といえる。 

トクアン漁港に出入りする物流事業者のトラックは、リーファー車だが中古車で設備が壊れている

車両も多い。大手物流事業者の場合は最新型のリーファートラックも所有しているが、絶対数は少

ない。 

2-3 コールドチェーン整備に向けた課題の把握 

水産物の加工流通の観点での、トクアン漁港が抱える問題は、大別すると水揚げされる水産物

の質の側面である取引き水産物の鮮度および量の側面である取扱量、さらには漁港からの保冷運

搬手段、に集約される。 

① 取引き水産物の鮮度に関する問題 

 漁期間が長く鮮度が著しく低下し腐敗したものも含まれる 

 日帰り漁船（手釣りまたは延縄）がトクアン漁港で水揚げしない 

 漁港内での水産物の取扱いが不適切 

 選別が鮮度によって行われていない 

② 高品質の魚の取引量に関する問題 

 漁獲後の処理が不適切で船上処理できるような商業船が漁港にはない 

 高鮮魚のみを必要とする業者がトクアン漁港を利用しない 

 高級魚種が水揚げされているものの、有効活用されていない 

③ 保冷運搬手段 

 漁港に搬送される魚を適切に保冷していない 

 運送者の輸送時の保冷への意識が低い 
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課題への対策 

漁獲物の鮮度保持に関する対策には、日帰り小型漁船の水揚げもトクアン漁港で行う、あるいは

近隣の浜辺で水揚げされている高鮮度漁獲物をのトクアン漁港への輸送システムを構築する、と

いったアイデアも考えられるが、最も有望で現実的な方法は、船内での鮮度保持対策である。 

漁船は船内に氷とともに保冷保管できるスペースを持っており、また、活魚として保存できる水槽を

設置している漁船も多い。現状では鮮魚や活魚に対する需要が少ないためこれらの取引価格はそ

れほど高くなく、手間をかけて活魚や鮮魚の状態を維持しようとする必要性が薄いため十分に活用

されていないが、仮に活魚や鮮魚の取引価格が作業量やコストに見合うレベルになる場合は活魚

や鮮魚の状態で水揚げしてくる漁船も増えると想定される。また単純に、鮮度劣化が進んだ収穫

物と貯蔵場所を分別することでも、鮮度保持は可能である。 

運送品質の向上 

トクアン漁港で活動する運送事業者やドライバーの意識が低く、水揚げされた水産物の買い取り後

の加工場までの運搬や、加工製品の顧客までのラストワンマイルの配送で、品物の鮮度や温度管

理が不適切で品質劣化が生じる可能性が高い。そのため、運転手の教育は、より効率的で品質維

持が可能な物流と製品輸送にとって不可欠な要素と考えられる。 

2-4 ベトナムの冷凍水産物市場の将来展望 

ベトナム中部は多種で豊富な漁獲があるにも拘わらず、獲れた魚の鮮度が保てないため、加工

にも適さず魚粉や家畜餌となる魚が多くある。水産業の振興という観点からみれば、獲れた魚を

漁船内で凍結し運搬すれば、鮮度は飛躍的に向上し、水産業の振興には役立つが、鮮度を上げる

ことで浜値が揚がることを漁民が実感できていないことから、従来型の漁労が続いている状況に

ある。 

ダナンでは多くの輸入水産物も流通している。獲れた魚の鮮度を保存できれば、輸入による高

値の魚ではなく、鮮魚や冷凍の状態で地元産の魚の流通が促進される可能性は高い。一般的にダ

ナンでは冷凍品は品質が悪く、市場で買う鮮魚の値段が冷凍品よりも高いとのことであったが、

これは未熟な冷凍技術によるものであると考えられる。美味しい魚を食べることの文化は醸成さ

れていることから、本事業で考える流通はダナン市において大きなインパクトを与える可能性が

あると考えられる。従って、いかにこのニーズを賄えるコールドチェーンインフラを整えられる

かが、冷凍水産市場へのビジネス参入の成功の鍵となる。 
 

3 技術的実現可能性の検討 

3-1 コールドチェーン整備事業による導入インフラの仕様検討 

ビジネスイメージの検討 

獲れた魚を漁船内や水揚げ時に適切に鮮度保管できれば、水産業振興の可能性は極めて大き

いと考えられるが、鮮度を上げることで浜値が揚がることを漁民が実感していない。ただし、市内の

高級海産レストラン、ホテルや大型小売店には多くの輸入品が流通していることから、水揚げされ

る魚の鮮度を上げ、保存が可能となれば、輸入コストのかかった高値の魚の代わりに地元の鮮魚
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や冷凍品が活躍できる場は多いと考えられる。 

ただし、冷凍水産物については高付加価値商品として扱われていない。これには、加工対象となる

魚介類の量および質の両面での不足とともに、大量な商品を扱うだけの冷凍保管倉庫や物流イン

フラが不足していることが最大のボトルネックであると考えられる。 

このような冷凍水産物の市場への参入するためには、市場そのものの規模を大きくしていく必要が

あり、これには、ボトルネックに対応したインフラの導入は勿論のこと、現状のダナン市の生鮮偏重

の物流・消費形態を、徐々に冷凍品重視へと変えていく方策を採る必要がある。 

そこで、ダナンの冷凍冷蔵保管サービス事業の小規模既存市場に参入して価格競争することを避

け、高付加価値な冷凍水産加工品の流通というダナンにとって新しい高収益体質の市場を創出す

ることで、高収益な事業を創出の採算性を確保する方策が現実的と考える。そこで本事業では、以

下のような段階ステップでの事業展開を想定し、第一段階としての小規模な事業導入の成功に向

けたコールドチェーンのインフラ施設の検討と事業採算性の検討を行った。 

 

図 2 本事業の段階整備イメージ 

冷凍加工対象水産物候補 

トクアン漁港で水揚げおよび取り扱われる魚介類について、「良好鮮度量」と「規格内」の割合を設

定し、以下の理由から冷凍加工対象 5 種を選定した。 

表 1 冷凍加工対象 5 種の特徴および選定理由 
魚種 特徴・選定理由 

アオリイカ ・比較的高鮮度（現地の日本食レストランへのヒアリングでも、高鮮度のものは日本のも

のと遜色ない品質）で水揚げされている 

・海産レストランやリゾートホテルで、季節によらず需要量が大きく、市場価格が高い 

ソウダガツオ ・現地での需要が高いが、輸入品で充当されている現状 

・鮮度落ちが速いため、冷凍処理の効果が高い 

・卸値は低いが、水揚げ量がある程度確保でき、安定的な供給量が期待できる 

トビウオ ・漁獲期は春先の数ヶ月に限定され、地元では縁起物の魚 

・年間の需要量・価格の変動が大きい 

・リゾートホテルでは定期的な海産ビュッフェの人気主産品として扱われるなど、冷凍品

に対しても一定の需要が見込まれる 

サワラ ・縁起物の魚として、ベトナム全国で来客時や、特に旧正月の時期のおもてなし料理と

して人気が高く、ラウンド品のニーズもある 

・冷凍処理の効果が高い 

・市場価格が比較的高い 

タチウオ ・卸値の季節変動差が大きい 

・タチウオのみを漁とする漁船が存在し、漁獲後に船内水槽に活魚として保存して水揚

げすることが可能なため、冷凍処理の効果が高い 
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3-2 事業モデル 

想定する事業内容は、冷蔵冷凍保管倉庫のサービス事業（手数料収益）と、冷凍加工事業（販

売収益）との 2 つの事業を同時に行うものである。安定収入の前者、ハイリスク・ハイリターン

の後者であるが、前者は既存市場でサービス利用料単価が低く価格競争になるため、後者を主な

事業と設定した。 

事業形態 

新規法人設立手段には、直接投資か SPC もしくは JV によるの間接投資の 2 つの選択肢がある。

直接投資の場合、ダナン市人民委員会が権限を持つ事業権認可の取得のハードルが高いこと、

また用地取得が困難といった課題がある。そこで、現地企業とパートナー関係を構築して SPC ある

いは JV の形態で事業運営する間接投資を検討した。 

トクアン水産加工業団地に入居する A 社は、冷凍加工を主に活動しており、事業ノウハウや市場へ

のアクセス、販売チャンネルを有している点で連携メリットが大きい。そのため、A 社との連携を想定

し、事業採算性を検討することとした。なお、A 社との連携による本事業が、新規事業とみなされる

か、A 社の既存事業の改良とみなされるかは、ダナン市人民委員会の判断に委ねられる。 

事業規模の検討 

【冷凍加工量】 

冷凍加工事業の収益は、冷凍加工の対象とする水産物の、トクアン漁港での取引価格と冷凍加工

品の販売価格の差で確保される。本事業では長期間鮮度保持できる急速冷凍機を用いた冷凍加

工を行うことから、この季節変動差に着目し、漁獲量の多い旬な時期にできるだけ大量に冷凍加工

して自社冷凍倉庫に保管し、漁獲量が少なく卸値や市場価格が上がる時期に販売するという事業

を想定する。 

冷凍加工対象魚種の年間漁獲量、およびトクアン漁港での月別卸値の 2016 年から 2018 年までの

過去 3 年間の平均値は次図のとおり。 

 
出典：調査団作成             

図 3 冷凍加工対象 5 種の月別漁獲量 
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【冷凍倉庫容量の設定】 

冷凍倉庫の容量は、保管サービス事業（手数料収益）における他社からの付託による冷凍品の保

管量、および冷凍加工事業（販売収益）における冷凍加工後の自社冷凍品の保管量との、2 種類

の事業での必要容量を基に算定する。冷凍加工対象 5 種には夫々の漁獲シーズンのタイミングや

保管期間が異なることに留意し、保管量の総和が最大となる容量を算出する必要がある。算出した

結果、良好鮮度および規格内の割合がそれぞれ最低の場合の最大保管量は 194.86 トン、最大の

場合の最大保管量は 620.12 トンとなる。 

 
出典：調査団作成             

図 4 冷凍加工対象 5 種の累積保管量の推移 

 

本事業では、現在の冷凍水産物の市内消費の需要量に対して供給量が不足しているような現状

に対し、新たなコールドチェーンインフラの整備によって供給不足を補い、冷凍品の需要を喚起す

ることを期待している。そのため、現状では仮に良好鮮度や規格内の水揚げ量が低くても、高値で

買い取る仕組みが実現されると、漁師や卸売業者の側で高収入を期待して、より良好な鮮度で傷

などが無い漁獲の量が増えることが期待される。そのため、本事業の第一段階で整備する保管倉

庫の容量は、現在の水揚げ量に対して、良好鮮度および規格内の割合がそれぞれ最も高い値を

採用し、その累積量が最大となる 620.12 トンを確保目標と設定した。これに現地での年間平均の冷

凍冷蔵保管サービスの占有率約 7 割を踏まえ、冷凍倉庫の容量は 800 トンに設定し、冷凍加工品

の保管量に応じて空隙スペースを他社からの冷凍保管サービス事業に充当する運用での事業を

想定することとした。 

【冷凍保管倉庫用地の検討】 

容量 800 トンの冷凍保管倉庫および冷凍加工場の施設規模を想定し、水産加工事業者 A 社と用

地確保の協議を行った結果、本事業と同じく冷凍加工・保管事業であり、排水処理施設も継続利

用することが可能かつ用途変更申請の必要が無い、既存加工場の改修案で進めることで A 社の合

意を得た。 

施設設計 

既存加工場の用地に対し、運搬トラックの搬入搬出スペースを考慮し、冷凍加工用原料運搬トラッ
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クの搬入口２箇所、冷凍加工品運搬トラックの搬入口２箇所、搬出口４箇所とし、事務所も備えた

800 トンの容量の保管倉庫および加工場のレイアウトを、次図のとおり設計した。 

 

出典：調査団作成             

図 5 冷凍保管倉庫平面図（1 階） 
 

 

出典：調査団作成             

図 6 冷凍保管倉庫平面図（2 階） 
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出典：調査団作成             

図 7 冷凍保管冷凍保管倉庫断面図 
 

 

出典：調査団作成             

図 8 冷凍保管倉庫イメージパース 

 

3-3 概算事業費の算出 

建設費、資機材調達費、および工場整備から本格稼動までの 6 ヶ月間のスタッフ教育費で構成

する初期費は、総額約 3.2 億円と試算した。また、運用費として、年間水産物買取費は約 3.6 億

円、月額冷凍加工場オペレーション費は約 160 万円、月額運送費は約 14 万円、月額事業運営費

は約 240 万円と試算した。 

3-4 財務分析 

設定条件 

投融資比率は、50%を自己資金、残りを民間銀行からの融資で賄う設定で分析を行った。融

資利率は、ベトナムの民間銀行を利用する設定とし、日系企業や工業団地入居企業への融

資実績の多い Vietcom Bank の条件（年率は固定金利 6.8％、変動金利 4%、据置期間は建設

期間と同期間）の条件で分析を行った。また、物価上昇率は年 4%に設定した。 
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収入 

【冷凍加工品の販売】 

漁獲量に連動した価格変動とし、次表に示す冷凍加工対象 5 種の適用販売価格を最高値として、

年平均漁獲量に対する月別漁獲量の割合を係数として比例配分して算出した。物価上昇率を 0%

とした場合の年間総額 31,254,000 円となる。 

 

出典：調査団作成             

図 9 冷凍加工対象 5 種の月別販売収入 

【冷凍加工品の保管サービス】 

冷凍保管サービス用の倉庫容量の 70%の占有率を用い水産加工品の場合に適用されている

600,000VND/t を単価として採用し、物価上昇率を 0%とした場合、総額 1,419,000 円となる。 

分析結果 

以上の条件に基づいた想定事業の財務分析結果は次図のとおりで、事業開始から 2 年目で単年

度黒字、4 年目で累積損失解消、5 年目の内部収益率は 7.28%、10 年目では 30.59％となる。 

 

出典：調査団作成             

図 10 事業財務分析結果１ 
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この結果は、冷凍加工対象 5 種の良好鮮度および規格内の設定割合のうち最小値を採用した場

合である。 

将来的には、本事業が軌道に乗り、漁民の鮮度保持意識が向上してこれらの割合が上昇すること

も期待される。仮に、良好鮮度および規格内の設定割合のうち最大値を採用した場合の分析結果

は次図のとおり、高い収益性の事業となることが期待される結果となる。 

 

出典：調査団作成             

図 11 事業財務分析結果 2 

 

以上のことから、漁獲量確保の点でのリスクが存在するものの、冷凍加工販売事業を主とする事業

形態の収益性が高く、投資家確保の観点からの事業の実現可能性が大きいと判断される。 

3-5 政策支援等の活用見込み 

本事業は大規模なインフラ整備を伴わない民間事業のため、活用可能性のある政府支援施策は、

投融資あるいは海外事業に伴うリスクへの保険に関する財政支援、あるいは日本からの専門家派

遣や技能実習などの人材育成面での支援が考えられる。 

事業性の観点からは、財務分析結果では高い収益性を持つ事業の可能性が確認できたものの、

自然条件に大きく左右される漁獲量や漁獲物の鮮度の面で不確定要素が大きく、また加工対象の

漁獲物の買取りに多額の現金が必要となるため、キャッシュフローの面での資金調達のハードル

が高い。投資を検討する企業は、これらのリスクを軽減する一つの手段として、我が国政府の資

金調達支援制度の活用への期待が大きいと考えられる。 

政府による資金調達の支援制度は、基本的には純粋な民間事業では資金調達や事業性確保が困

難な案件を対象とするが、いずれのスキームでも一定の事業性の確保は求められるほか、スキー

ムの目的と対象事業との整合性も重要となる。本事業の事業内容に関しては、以下の点でこれら

支援制度を活用できる可能性があると判断される。 
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・ 我が国の省エネルギー型冷凍冷蔵倉庫や冷凍加工機を導入すること 

・ 質の高いコールドチェーンの確保のために輸送の人材育成・教育を行うこと 

・ 水産物の高付加価値化を通じて漁民や水産業界の経済効果が期待できること 

・ 我が国中小企業が開発した長期間の鮮度維持を実現する冷凍加工機によって、漁民が必

要な時期に必要な量だけ漁獲すれば十分な収入が得られる可能性が広がることから、従

来型の網漁による水産資源の衰退に歯止めをかけられる可能性があること 

利用可能性が大きい官民ファンドには、類似事業としては、2014 年のベトナム・ホーチミン市

郊外ビンズン省での冷凍冷蔵倉庫整備事業への本邦企業 2 社との合弁会社を通じた出資、2016 年

の台湾および中国での日系外食企業向け食材加工事業への出資があるクールジャパン機構、ある

いは 2017 年にインドネシアで冷凍冷蔵保管倉庫事業への出資を行っている JOIN の活用が考え

られる。 

 

4 事業性評価 

4-1 事業における我が国企業の優位性 

製品・技術面での優位性 

2016 年に北中部で発生した台湾企業の製鉄所からの廃水汚染による魚の大量死は全国的に大き

なニュースとなるなど、食の安全、安心への関心も高まっている中、我が国企業による製品、提供

サービスは、ブランド競争力の面でも優位性を有する。 

冷凍倉庫に関しては、ベトナムには複数の我が国大手物流企業が冷凍冷蔵倉庫事業の分野に進

出しており、日系の施工業者も多く存在することから、施工の面でも日本と変わらない品質の確保

が期待できる。冷凍加工機は、世界で初めてエタノールによる液体凍結という技術を用いて開発さ

れた製品で、その鮮度保持効果は、従来型の空冷式や他の液体凍結機と比べても格段に優れて

いる。また、実際の冷凍加工に際しては、加工対象の形状や性質に応じて最適な冷凍加工の設定

が必要で、模倣製品を製作したとしても同品質の加工品を製作するのは困難なため、ノウハウを有

する開発メーカーとの連携により独自性が確保できる。 

輸送に関しては、冷凍冷蔵輸送は今後拡大するマーケットであり、温度管理やオンタイムデリバリ

ーの品質面で定評のある日系の運送事業者の優位性が十分に発揮される分野である。 

官民連携によるアプローチの優位性 

横浜市はダナン市と都市間連携の覚書のもとで強い協力関係を構築しており、毎年両市主催で開

催されているダナン都市開発フォーラムは計 8 回実施されている。この中で、トクアン漁港を含む港

湾エリアの整備開発もテーマとして挙がっており、横浜市の国際港湾都市としての開発ノウハウや

行政が講ずるべき港湾管理に対するダナン市の期待は大きく、更に我が国民間企業の各種分野

での技術導入や、連携を通じた人材育成面でのプロジェクト組成も幅広く進めていくことが可能な

状況である。また、トクアン港では釧路市による JICA 草の根技術協力事業も実施されており、我が

国自治体との結びつきが強い。 
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現地での事業認可はダナン市の関連部局の認可を通じてダナン市人民委員会による最終判断と

なるため、我が国自治体とダナン市との友好な関係性は、我が国企業の進出の面で大きな効果を

持つ。 

 

4-2 当該プロジェクト実施による裨益効果 

経済効果 

ダナン市が大きく期待している当該プロジェクトの効果は、水産物の高付加価値化に伴う水産業へ

の経済効果と漁業関係者を中心とした地域の生計向上である。一部の高品質な冷凍水産品の市

場に特化した当該事業を契機に、高付加価値製品への需要が喚起され物価が上昇すれば、漁民

の鮮度保持、品質管理の意識も改善し、良好鮮度の漁獲量の増大へと好循環が生じることが期待

される。 

乱獲抑制効果 

水産物の高付加価値化により、現在の網漁による幼魚を含めた水産資源の乱獲を抑制する効果

が期待される。鮮度の次に求められる規格としては、傷が少なく大きなサイズの水産物であり、これ

らが高価取引される状況が生じれば、漁民は低品質で大量の漁獲から高品質で少量の漁獲へと

転換する流れも生じる。特に沿岸部での乱獲抑制は、貴重な水産資源の維持保全への効果が期

待される。 

食品ロス軽減効果 

冷凍は加工時の廃棄物が少ない点で食品ロス軽減効果が期待される。また、高品質な冷凍加工

機により可能となる保存期間の長期化は、必要なタイミングに必要な分量だけの提供を可能にする

ため、食品ロスへの効果が大きい。 

輸送時にも、不適切な温度管理などで廃棄処分される食品ロスも少なくない。冷凍品の場合は輸

送時の温度管理の徹底が求められるため、輸送時の廃棄量の軽減につながる。 

省エネ効果 

本プロジェクトで導入する冷凍加工機は、凍結速度が速く、従来型空冷式の 20 分の 1、液体窒素

式の 8 分の 1 であり、これはそのまま単位加工処理量における消費電力の差に繋がる。また、空冷

式の場合、投入や取り出し作業時に冷凍機を開扉する際に大量の冷気が放出されてしまうが、当

該プロジェクトの冷凍加工機は、一度冷却液を冷やし込めば製品の投入と取り出しの際に冷気漏

出に伴う冷媒冷却に要するエネルギーの損失が生じない。 

冷凍倉庫でも、我が国の冷凍倉庫に多く見られるバッファーとしての前室の設置で、大きな省エネ

効果を生じる。 

これらの省エネ対策は、事業者にとって重要な事業収益性への効果が大きい。 

我が国企業への裨益効果 

質の高い冷凍保管倉庫や輸送の仕組みが整備されることで、水産業以外でも農業や医療など他

分野の冷蔵冷凍輸送ニーズへの対応が可能となり、これら他分野の我が国企業のダナン進出へ
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の後押しとなることも期待される。また、我が国製品のショーケースとして注目を得る取り組みとなれ

ば、冷凍加工機や冷蔵倉庫施設関連製品の受注増に繋がり、さらに、これらの製品導入を通じた

ベトナム側への人材育成・技術移転の促進も期待される。 

 

4-3 リスクおよび環境社会面への影響分析 

既存の魚市場の仕組みへの影響 

トクアン漁港では、他のベトナムでの一般的な魚市場の仕組み同様に、漁船オーナーと卸売業者

との関係性が強く、漁獲物の全量買取方式となっているため、良好鮮度の漁獲だけを買取ることへ

の抵抗が想定される。 

このため、卸売業者の収益性も確保するような買取価格の設定に留意する必要がある。 

排水・廃棄物処理 

トクアン漁港は湾内水質の悪化により、乾季には臭気も発生するなど、大きな社会問題となってい

る。冷凍加工の場合は内臓などの加工廃棄物の発生量は抑制されるものの、施設内の適切な排

水処理に留意する必要がある。 

4-4 他地域および他国等への横展開の可能性及び展開促進策 

本事業が成功するための主な要件は以下の 2 点である。 

・ 良好鮮度漁獲量の確保 

・ 高品質冷凍加工品の市場チャンネルの確保 

これらが実現可能であれば、本プロジェクトで導入する冷凍加工機による海外生産は前例がな

いこともあり、ベトナム国内の他地域や隣国等への横展開が大いに期待される。 

トクアン漁港に水揚げされている魚介類については、鮮度が悪いものの素材として優れ有望な

ものが多くある。しかし、高級鮮魚として利用するには生産段階における改善が必要となる。そ

の改善策として以下が考えられる。 

1) 日帰り小型釣り漁船と契約して、漁獲後の取り扱い方法を改善して高鮮度漁獲物を生

産する体制を作る 

2) 水槽に生かした状態で提供する 

3) 運搬船の導入 

4) 鮮度保持技術の導入 

小規模での事業スタートを方針とした本事業では、ダナン市内の日本料理店を含む高級海産

レストランやリゾートホテル、大型小売店という一部の限られた市場を絞った。ハノイやホーチ

ミンなどの都市部ではこれらの市場規模が大きいが、マーケット取り込みには個別事業者との関

係構築が必要となる。これには、本事業の加工製品の商標ブランド化や、大都市に本店を持つチ

ェーン店への事前営業とマーケティング活動を行う必要がある。 

なお、海外への輸出事業も、可能性はある。一定量の漁獲量の確保が期待できる状況となれば、
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積極的な海外輸出も大いに検討の余地がある。 

4-5 我が国企業がプロジェクトに参加する場合に講ずるべきコスト競争力強化策 

冷凍倉庫に関しては、ユニットクーラーなどの一部製品を除いて資機材や汎用品は現地調達可

能なことから、建設費をある程度縮減でき、現地の競合他社に対するコスト面での競争力が期待

できる。質の高いインフラの観点では、冷凍加工機やユニットクーラーなどの一部設備や機器は

日本品質を確保しつつ、安定的なコールドチェーンの確保として、ソフトインフラの充実化方策

が求められる。この点で、教育訓練や人材育成の面での情報通信技術を活用した日本とベトナム

とでの遠隔管理やモニタリングの仕組みの導入が有効と考えられる。 
 

5 報告会の開催 

5-1 現地報告会 

2019 年 1 月、ダナン市農業農村開発局（DARD）および本事業に関連する建設局、商工局（ダ

ナン工業団地管理委員会）に対する調査結果報告会を実施し、DARD 副局長から以下のコメント

を得た。 

・ 本事業は民間事業であるが、トクアン漁港の水産物の高付加価値化を図る点で、トクア

ン漁港関係者への裨益や、水産加工業団地を中心とした水産加工産業の発展への貢献が

期待されることから、可能な限りの支援を行う 

・ ダナン市人民委員会からの事業認可取得に関しては、トクアン漁港周辺は湾内水質悪化

の環境問題が深刻化しているため、民間投資促進を期待する一方で、現状以上の排水や

廃棄物の排出には否定的な面があるが、環境負荷軽減対策が十分なら問題ない 

・ ダナン市人民委員会へは DARD から報告し、事業推進に向けたダナン市各関係部局の指

示書の発出を依頼する 

 

 

また、2019 年 1 月には農業農村開発省（MARD）水産局漁獲部に対しても調査結果報告会を

開催し、漁獲部副部長より以下のコメントを得た。 

・ 本事業内容は省内で報告済みで、また、ダナン市周辺省の農業農村開発部に対しても
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2018 年の 12 月に説明会を実施済みであるなど、本省として大いに期待している 

・ 特に本件は、中央政府が担う全国指定 5 漁港整備というハード対策では担えない民間技

術への支援に関して、水産や物流の技術力向上への貢献に期待できるという点で歓迎し

ている 

・ MARD から DARD に対して、本件への積極的な支援・協力を行うよう要請する 

 

本事業は今後、2019 年 4 月に提出見込みのダナン市投資計画局によるダナン市人民委員会への

報告書に盛り込まれる見込みで、今後の横浜市とダナン市との継続的な都市間連携協力の枠組み

の中で取り扱われるテーマの一つとして、事業進捗に対するフォローアップが行われる見込みで

ある。 

5-2 国内関係者報告会 

本事業調査の進捗や結果は、国土交通省総合政策局国際物流課、農林水産省大臣官房国際部海

外投資・協力グループに対しても報告を行い、各組織で取り組んでいる施策との情報共有や相乗

効果が期待できる取り組みに関する連携方策について意見交換を行った。 
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 相手国・セクター等の概要 

 相手国の経済・社会事情 

 経済情勢 

世界銀行によると、過去 30 年のベトナム国の開発効果は記録的に高いと述べられている。1986 年

に開始されたドイモイ（刷新）政策の下で実施された経済・政治改革を通じ、急速な経済成長と開発

が実現し、 貧国から中所得国へと成長を遂げた1。現在でも経済成長は続いており、日本貿易振興

機構（JETRO: Japan External Trade Organization）によると、ベトナム国の 2018 年の GDP 成長

率は 7.1％と過去 10 年で も高い成長率を記録し、2019 年の GDP 成長率目標は 6.6％～6.8％に設

定されており2、これは現在の経済大国である中国の 2017 年 GDP 成長率 6.9％に匹敵することから

も、ベトナム国の成長の著しさが伺える。以下に、東南アジア諸国連合(ASEAN: Association of 

South-East Asian Nations) 諸国及び日本とベトナム国の経済指標の比較を示す。 

表 1-1 ASEAN 諸国とベトナム国、日本の経済数値比較 

 
出典：ジェトロ 

ベトナム国は ASEAN11 カ国中、名目 GDP で 5 位、一人当たり GDP で 8 位、消費者物価上昇率

で 4 位と、ASEAN 諸国では中位に位置している。 

ベトナム国は国際的にも経済協力を進めており、1995 年 7 月に ASEAN 自由貿易地域（AFTA: 

ASEAN Free Trade Area）、1998 年 11 月にアジア太平洋経済協力会議（APEC: Asia Pacific 

Economic Cooperation）、2007 年 1 月に世界貿易機関（WTO: World Trade Organization）に正式

加盟を果たし、その後も各国・地域との自由貿易協定（FTA: Free Trade Area）/経済連携協定（EPA: 

Economic Partnership Agreement) 締結を進めており、環太平洋パートナーシップ（TPP: 

Trans-Pacific Partnership）交渉にも参加している。このように、ベトナム国は市場改革に伴う経済

発展を続けており，国際社会の一員として成長を続けている。 

ベトナム国は日本にとっても重要なパートナーシップ関係にある。2017 年のベトナム国の対日貿

易額は輸出・輸入共に 10％以上の増加を記録しており、2018 年に日本に留学しているベトナム人は

                                               

1 世界銀行ホームページ「The World Bank In Vietnam」https://www.worldbank.org/en/country/vietnam/overview 

2 JETRO ホームページ「ベトナム」https://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/basic_03.html 
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61,671 人と 2018 年 3 月現在で中国に次ぎ世界 2 位となっている3。また、日本国外務省によると、

現在日本はベトナムにとって 大の援助国となっており、2016 年円借款は 1321.42 憶円、無償資金

協力 26.35 憶円、技術協力 90.40 憶円となっている。 

しかし、ベトナムの経済成長は、日本をはじめとする海外からの開発援助資金に大きく依存してき

た側面があり、公的債務残高が年々上昇していることが懸念されている。ベトナム政府は 2016 年、

GDP 比での公的債務残高の上限値を 65%に設定したが、2016 年待つにはこの上限に近づいたため、

2017 年以降、日本を含む ODA 事業への支払いを遅らせるようになった。2017 年以降は国営企業の

新規借入に対する政府保証を停止するなど、国内政策の面でも改善を図っているものの、効果発現に

は時間を要するため、ODA による新規の開発事業案件の実施は期待値が低い現状となっている。 

 社会情勢 

 人口動態 

ベトナムの人口は 2017 年で 9,367 万人と、アセアン内ではインドネシア、フィリピンに次ぐ規模

である。農村部と都市部の比率は 2:1 であり、都市部への流入が増加しているとはいえ、依然として

農村部の人口が多く、約 5,500 万人の労働人口の約 7 割が農村部に居住している。ただし、業種別の

就業割合をみると、2009 年は農林水産業が 50％、製造・建設業が 20％、サービス業が 30％となっ

ていたが、2017 年には農林水産業が 40％、製造・建設業が 26％、サービス業が 34％となっており、

農林水産業は、就業人口、構成比ともに年々減少傾向である。 

人口構成は、15 歳未満が 24％、15 歳以上 65 歳未満が 70％、65 歳以上が 6％で、現状では高齢化

社会にはまだ遠く、 も人口が多いのは 20 代後半と働き盛りの世代となっている。 

 
出典：PopulationPyramid.net 

図 1-1 ベトナムの人口構成 

                                               

3 外務省ホームページ「ベトナム基礎データ」https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/vietnam/data.html 
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世界保健機構（WHO: World Health Organization）によると、2002 年から 2015 年の記録では、

一人当たりの収入、5 歳以下の死亡率、乳児死亡率、ハンセン病患者数等全ての指標で向上しており、

2016 年の平均寿命は女性 72 歳、男性 81 歳と世界 55 位となっている4。1970 年代及び 1980 年代初

期に 貧国であったベトナム国の貧困率は、1993 年の 53％から 1998 年には 37％と改善し、小学校

入学者数の増加や栄養失調児の減少が確認された5。このような社会福祉面への恩恵も、政府が経済

政策を推し進める理由の一つといえる。 

ベトナムは、総人口に占める生産年齢（15～64 歳）人口比率が 1.0 を上回る時期のことを指す人

口ボーナス期にある。高齢者の比率が低いため社会保障費が抑えられる一方、働き盛りの世代の拡大

が個人消費支出の増大を生み出す人口ボーナスは、20 世紀後半以降の各国の経済成長を支えた大き

な要因の一つである。旺盛な消費ニーズに見合うインフラが整えば、人口ボーナスは豊かな経済成長

という恩恵をもたらす。 

次図に示す、各国の老年化指数からみた人口ボーナス期の比較では、ベトナムはマレーシア、タイ

に次ぐ人口ボーナス期に入っていることがわかる。先行したマレーシアやタイでは老年化指数が 1.0

を超え、2030 年前後には人口ボーナス期が終了を迎えると予測されているが、ベトナムの終了時期

はそれより 10 年ほど遅く、人口ボーナスの観点からは、今後しばらくは堅調な経済成長が期待され

ると予測される。 

                                               

4 WHO「Vietnam」https://www.who.int/countries/vnm/en/  

5 World Bank, David Dollar & Paul Glewwe and Agrawal “Economic Growth, Poverty, and Household Welfare in Vietnam”, 2004, 

P1 
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出典：ジェトロセンサー2015 年 3 月号「世界 人口ボーナス期で見る有望市場は」 

図 1-2 世界各地域の人口ボーナス期予測 

その一方で、ベトナムは高齢化社会にさしかかった段階であることへの留意は必要である。ベトナ

ムでは今後は高齢者比率が増えていくと見込まれる一方、合計特殊出生率は 2008 年の 2.1 から 2013

年には 1.7 に減少している。 

ベトナムの人口動態は過去の日本と類似していると言われ、日本は戦後復興から経済成長を遂げ、

1990 年代に総人口に占める生産年齢（15～64 歳）人口比率が 1.0 を下回る人口オーナス期に入り、

現在高齢社会を迎えているが、ベトナムも、1986 年からのドイモイ政策を契機に経済成長時代を迎

えていると同時に、徐々に高齢化が進行していく段階にある。現在の経済成長が今後どれほど継続す

るかは未知数だが、ベトナムでは今後、大量生産、大量消費、大量廃棄の時代からの転換が求められ

る時代に入っていくことは想像に難くない。 

 個人所得・消費 

ベトナムは他の ASEAN 諸国に比べて労働賃金が低いことも有望な投資先とされる要因の一つで
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ある。2014 年の 1 人あたり所得の全国平均は 124USD と低く、 低賃金も近年上昇しているとはい

え、低いレベルで推移している。 

 
出典：JBIC「ベトナムの投資環境」（2017 年 8 月） 

図 1-3 地域区分別の月額法定 低賃金推移 

日系企業の製造業作業員の賃金水準を ASEAN 諸国と比較すると、ベトナムを 1 としたとき、シン

ガポール 7.2、中国 2.7、インドネシア 1.5、フィリピン 1.1、カンボジア 0.7、ミャンマー0.5 となる。

賃金上昇率は 9%程度のミャンマー、カンボジアに次ぐ 8%程度で、インドネシアと同程度だが、2017

年の一人当たり GDP は 2,354USD で低開発国水準にとどまっている。 低賃金も、必要とされる

低生活費の三分の二程度である。所得分布をみると、2016 年実績での 多所得階層は 2,500～

4,999USD で、31.5%を占める。これ以下の 1,000～2,499USD は 22.8%、500～999USD が 5.9%と

なっており、6 割以上が 5,000USD 未満となっている。しかし、中高所得層は成長しており、2000

年から 2016 年への変化をみると、 多所得層の 2,500～4,999USD は 32%から 31.5%と微減する一

方で、 高所得層である 35,000USD以上は 0.3%から 1.1%、10,000～34,999USDは 1.0%から 11.9%、

7,500～9,999USD は 7.5%から 17.7%へと変遷した。 

こうした所得格差の拡大は都市風景にも表れており、高層マンション街や先進国系の百貨店やブラ

ンド店が立ち並ぶ地域の裏手には、旧市街の一角が混在するような区域も多く、昔ながらの露店の風

景は日本の昭和 30 年代～40 年代を彷彿とさせる。 

   
出典：調査団撮影 

図 1-4 ダナン市の風景 
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ベトナム統計総局による世帯あたりの耐久消費財普及率の推移は以下のとおりで、2006 年から

2016 年までの 10 年間で、バイクや電話（携帯電話含む）が一世帯あたり 1 台以上となる中、カラー

テレビや冷蔵庫といった普及率も急増しており、我が国が経験した生活実感にも合う。 

 
出典：ベトナム統計総局「Result of the Vietnam household living standards survey 2016」を基に調査団作成 

図 1-5 世帯あたり耐久消費財普及率ベトナム全国平均値の推移 

 

表 1-2 世帯あたり耐久消費財普及率の 2006 年から 2016 年までの増加率 

 
車 バイク 電話 冷蔵庫

カラーテレ

ビ 

コンピュー

ター 
エアコン 

洗濯機・乾

燥機 

2006 年から 2016 年まで

の増加率 
13.50 2.01 3.76 3.03 1.25 3.06 6.84 3.76 

出典：ベトナム統計総局「Result of the Vietnam household living standards survey 2016」を基に調査団作成 

コールドチェーンの将来普及を考える際に重要となる冷蔵庫の普及率の推移を、都市部および農村

部の比較、および地域別に見ると、都市部での普及率が一世帯あたり 1 台近くまで上昇しているが、

農村部の伸び率も顕著で、ダナン市を含む北中部および中部沿岸地域の 2006 年からの 10 年間の伸

び率は、他の地域と比べて も高くなっている。 
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出典：ベトナム統計総局「Result of the Vietnam household living standards survey 2016」を基に調査団作成 

図 1-6 世帯あたり冷蔵庫普及率の都市部と農村部の比較 

 

 
出典：ベトナム統計総局「Result of the Vietnam household living standards survey 2016」を基に調査団作成 

図 1-7 世帯あたり冷蔵粉普及率の地域別比較 

所得分布や所得階層の変化や、これらのデータを踏まえると、ベトナムは冷凍品や生鮮品の需要が

拡大する時期に来ており、コールドチェーン整備へのニーズが拡大していく状況に入ってきたと考え

られる。 

 小売市場 

個人消費の増加とともに、小売市場も大きく成長している。ベトナム統計総局の発表では、2016

年の小売･サービス業の売上高は1,560億USDで前年比110.6%、うち食料品の伸び率は も高く13%

を記録した。大型小売店の数は、2006 年は 9 店舗だったが 2016 年には 67 店舗まで急増した。日系
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企業では大型小売店以外にもコンビニエンスストアや百貨店、ホームセンターなどが進出し、他国で

も欧州の大手アパレル企業やタイの流通大手などの進出が盛んである。 

 観光 

ベトナムは観光業も盛んで、文化・スポーツ・観光省の発表統計によると、2018 年 12 月の外国人

観光客数は 1,374,235 人に上った。世界観光機関（UNWTO: United Nations World Tourism 

Organization）によると、ベトナムへの 2017 年の国際観光客の到着数は 2010 年の 2.5 倍となる約

1,300 万人となっており、観光収入も 80 億 USD を超えるなど成長が著しい。UNWTO はベトナム

を世界で も観光業の成長率が高い 6 カ国の一つとしている。 

表 1-3 ベトナムの国際観光客と観光収入の推移 

 2010 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 

国際観光客到着数 

（単位：千人） 
5,050 7,572 7,874 7,944 10,013 12,922 

国際観光収入 

（単位：百万 USD） 
4,450 7,250 7,330 7,301 8,250 8,861 

出典：UNWTO"Tourism Highlights” 2018 Edition"調査団作成 

近年は特にアジア諸国からの観光客獲得に成功しており、特に韓国が前年比 144%、中国が前年比

124%で、二国で 2018 年のアジア地域からの総観光客数の約 7 割、全世界からの観光客数でも 5 割

以上を占めている。2018 年の地域別・国別観光客数を以下に示す。 
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表 1-4 観光客の推移（ベトナム国） 

 
出典：Ministry of Culture, Sports & Tourism, Viet Nam National Adminisstration of Tourism 

 

 プロジェクトの対象セクターの概要 

 ベトナム国の水産業 

ベトナム国の沿岸部は 3,260km 以上に渡る。2,860 の河川も存在し、811,700 ヘクタールの淡水、

635,400 ヘクタールの海水、125,700 ヘクタールの入り江、300,000～400,000 ヘクタールの湿地に恵
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まれ、ベトナム国の水産業は、理想的な立地となっている6。 

このような優良立地条件もあり、漁獲量は年々増加傾向である。2017 年の漁獲高は捕獲が 3.42 憶

トン、養殖が 3.86 憶トンを記録した。 

 

出典：Vietnam Association of Seafood Exports and Producers 

図 1-8 ベトナムの水産品生産高推移 

これら水産物の 2017 年度輸出収益は 80.3 憶 USD、水産業の労働者数は 4 億人となっており、水

産業はベトナム国 GDP の 4～5％を占めている。水産セクターの成長率は、1991 年～2000 年にかけ

て平均 7.05％、2011 年以降現在までは約 10％を記録している7。ベトナム水産局は、2018 年 12 月、

ベトナム産水産物の輸出先が 180 カ国に拡大し、2017 年の同時期と比べて 9.3％上昇したと報告して

いる8。併せて、 近の世界経済の傾向として高品質商品の取り扱いが増加していることにも言及し

ている。 

一方で、沿岸資源が急激に減少しているという課題も存在する。過剰な乱獲が主要因との見方で、

主要輸出先の一つである EU は、乱獲を抑制するための規制圧力をかけている。また、水産加工施設

における労働者の 60％以上は技術的な専門知識を有しておらず，約 80％は職業訓練を受けていない

状況が見られる、といった報告もある。9 

ベトナムの水産業は著しい発展を遂げている中、資源量の確保や各地域の規制の確認や高品質化に

伴った職業訓練等が求められている。 

                                               

6 Viernam Association of Seafood Exporters and Producers, http://seafood.vasep.com.vn/659/whybuy/available-fish-sources.htm 

7 Viernam Association of Seafood Exporters and Producers, 

http://seafood.vasep.com.vn/659/whybuy/available-fish-sources.htm 

8 ベトナム水産局ホームページ，

https://tongcucthuysan.gov.vn/en-us/fisheries-trading/seafood-market/doc-tin/012021/2018-12-28/pushing-up-vietna

ms-agricultural-products-export-to-china 

9 岡山県ベトナムビジネスサポートデスク「ベトナム水産業の概要」，年号不明，P1 
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 ベトナム国の水産物  

ベトナム国には 2,038 種の魚介類が存在するといわれている。その内、130 種に商品価値があり、

30 種が日常的に捕獲されている。農業農村開発省は、2015 年～2020 年の政策において Hai Phong， 

Da Nang， Khanh Hoa,，Ba Ria – Vung Tau， Kien GIang の５地区を漁業強化地区とした。同省

は、今後 10 年でのベトナム国の水産物輸出増加を通じた国内経済への貢献を目指し、漁港の建設、

物流サービスの確立、遠洋漁業の発展、水産物のバリューチェーンの確立を支援することを打ち出し

た。 

2017 年度の海産物の総輸出額は 20.7 憶 USD に上り、マグロの輸出額は 592.87 憶 USD，イカ・

タコ等の頭足類は 620.82 憶 USD、貝類は 98.51 憶 USD、甲殻類は 117.668 憶 USD，カレイ目以外

の魚類は 1,325 憶 USD である。 

海面漁業では船舶エンジンの操業に規制によって大型船の操業が制限され、沖合いでの操業が多い。

漁法は刺し網が 36%、トロールが 17%、一本釣りが 17%、敷き網 7%、巻き網が 5%、その他定置網

などが 13%と報告されている10。漁獲後は、輸出が 15%、国内市場向けが 20%、35%が畜産や養殖の

飼料や魚粉加工用、30%が漁礁などの原料として利用されているとの報告もあり、沖合いでの漁法か

ら、鮮度が高く傷も少ない成魚の大きさの魚類が少ないため、鮮魚や活魚として市場に利用されてい

る割合が少ないと推察される。 

海面漁業での主な輸出品目はカツオ・マグロ類で、中部エリアと南シナ海の中央域が主な漁場とな

っており、ダナン周辺にも有数の漁場が多い。年間漁獲量は 20 万トンを越え、2016 年には国全体の

輸出総額の 7%を占める 5 億 1000 万 USD となっている。これらの輸出形態は、冷凍ロインが 36%

と も多く、ついで缶詰（31%）、ラウンド(20%)、その他として冷凍フィレ、燻製などとなってい

る。 

カツオ・マグロ類に次ぐ輸出品目は、イカやタコの頭足類で、輸出額は 2016 年で 4 億 3900 万 USD

となっている。続いて、すり身が 2 億 5600 万 USD、カニ製品が 1 億 2500 万 USD、となっている

が、これらの漁獲量の増減は大きい。 

カツオ・マグロ類の資源量は 60 万トンと推計されており、年間漁獲量は約 3 割を占める。沿岸部

の資源枯渇が不安視されているが、漁法に応じた詳細な品目・類の漁獲統計は 2016 年まで採られて

いなかったこともあり、正確な資源量の推計ができていない。2017 年には欧州委員会が、ベトナム

に対し、操業行動が不法で報告や管理も行き届いていない IUU（違法/無報告/無規制）漁業への対処

が不十分であることから、ベトナムの海産物に対して「イエローカード」を発出し、適切な対処を実

施しなければ EU への輸出規制がかけられることとなった。このため中央政府は、全国の漁場に対し

て正確な統計データを収集すべく統計手法も見直しを進めているが、依然として、統計対象品目は限

りがあり、漁法毎の水揚げ量の把握はできていない。また、マグロ類の水揚げ高は天候等の自然条件

の影響が大きいばかりではなく、輸出国の需要に応じた価格変動の影響を受けやすい。更に近年は主

要輸出国の食品安全に向けた取り組みが加速しており、輸出マーケットの市場安定性や国際動向への

                                               

10 Ten Group/Ten Trang Co., Ltd. 「ベトナム水産市場報告書」, 2017 年 
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対応という面で課題が山積している。 

他方で、ベトナムの水産業経済は近年、養殖業に牽引されている面がある。養殖業は 2001 年から

の 10 年間は年平均 14%で拡大してきた。近年は成長率が低下しているものの、特にメコンデルタ地

域でのパンガシウスとエビの養殖生産量が堅調に増加しており、米国や EU、日本、中国などへの輸

出が多い、重要な外貨獲得手段となっている。 

 
出典：Ten Group/Ten Trang Co., Ltd. 「ベトナム水産市場報告書」 

図 1-9 ベトナムの漁業と養殖業の成長率 

一方，ベトナム国は水産物の輸入も盛んである。以下に 2017 年度の頭足類の輸入国割合を示す。

韓国と日本が主な輸入国で、2 カ国で全体の 59.1%を占める。一方、甲殻類では米国が も多く、貝

類では EU が も多い輸入先となっている11。 

 

出典：Viernam Association of Seafood Exporters and Producer 

図 1-10 ベトナム国の頭足類海産物の輸入国 

 

                                               

11 Viernam Association of Seafood Exporters and Producers, http://seafood.vasep.com.vn/681/onecontent/sector-profile.htm 
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 プロジェクトの対象地域の状況 

 概況 

対象地域であるベトナム第三の都市ダナン市の状況は以下のとおりである。 

表 1-5 ダナン市の概況 

 
出典：JETRO 

 地理 

ダナン市は北にトゥアティエンフエ省、西南にクアンナム省、東側に東海に接しており、

ダナンの都心から首都であるハノイまでは 764km、南のホーチミン市へは 964km、北西にベ

トナムの近代的首都であるフエ市から108km離れている。ダナン市は背後の高地から丘陵地、

沖積地、海岸線となっており、起伏に富んだ地理条件にコンパクトな都市を形成している12。 

 気候 

ダナン市を中心とする中部地域は、北部、南部に比べ南北に長いため、高原地帯のダラッ

トとビーチリゾートのニャチャンなど、地域によって気候差が大きい。ダナン市では、4 月か

ら 10 月までは 高気温が 30℃以上、 低気温が 25℃以上で、11 月から 3 月までは 高気温

が 25℃前後、 低気温は 20℃を下回ることもある。２月から 7 月が乾季で、8 月から 1 月が

雨季になっており、南部や北部とは時期がずれる。中部の気候の特徴として、台風の影響を

受けやすい点がある。南シナ海の沖合で発生する台風は、一度程度の割合で上陸し、しばし

ば洪水等の被害をもたらしてきた13。 

 交通アクセス 

ダナン市は中央地域の重要なハブとされており、輸送や物流を含む経済部門の発展にとっ

て多くの潜在的な利点を持っている。2005 年 6 月に日本の ODA により南北の交通の要所で

あったハイバン峠のトンネルが開通し、南北の物流がスムーズとなった。また、2006 年に完

成した第 2 メコン橋によって、ダナンから隣国ラオス、タイへとつながる東西経済回廊への

アクセスも改善され、現在 3 カ国間で税関や相互の車の乗り入れなどの調整が続いている14。 

                                               

12 ダナン市ポータル「ダナン市の概要」https://danang.gov.vn/web/ja/detail?id=26040&_c=30405338  

13 JETRO「2013 年度主要国・地域におけるコールドチェーン調査」2014 年，

https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/report/07001642/vn.rev3.pdf，P2 

14 ダナン駐日代表部「ダナン市の経済及び投資の現状について」2014 年，P2 
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ダナン国際空港は、中部の拠点となる国際空港で、市内から 2km に位置している。規模は

ハノイ、ホーチミンの各空港に比べて小さく、国際線は日本以外でも上海、香港、ソウルな

ど一部の路線に限られている。2017 年 5 月、APEC 首脳会議歓迎を目的として新国際線ター

ミナルが建設された。このターミナルは 400 万～600 万人の年間旅客処理能力を持ち、1,800

人／1 時間の対応が可能となった。 

ティエンサ港は市内から約 10km に位置しており、日本の ODA によって整備が進んだ国際

コンテナターミナルである。水深が 10～17m であり、受け入れ可能な船舶の 大載貨重量は

40,000 DWT で、大型の船舶が寄港できる中部で 大の港である15。第二期拡張工事が行われ、

1,200 万トンの貨物取扱量が可能となる。日本への貨物便は東京、横浜、水島、博多、神戸が

ある。ただし、ダナン市は将来の貨物取扱量の増大を見越し、ティエンサ港に代わる新たな

コンテナターミナルとして市の西側のチエンチゥ港の建設計画を進めている。 

 流通・運送システム 

交通・運輸省は、ダナン市は物流業界にとって大きな可能性を秘めていると認識している。

物流分野には合計 130 社の企業が参入しており、70％が 1PL と 2PL サービスを提供してい

る。しかし、この業界は細分化されたままで、企業間の協力は依然として弱い。世界銀行の

2014 年報告によると、ほとんどの物流企業は中小企業のため輸送可能容量と事業拡張性に限

界があるとされている。また、ダナン市の物流会社は主に外国の物流会社の下請け業者の役

割を果たしており、通関手続、輸送機器のレンタル、または倉庫保管などのサービスも引き

受けている。 

 
出典：ジェトロ「ダナンスタイル」 

図 1-11 ダナンの小売業・流通業・修理業の市場推移 

 観光 

ダナン市はホイアン，フエ，ミーソン遺跡といった 3 つの世界文化遺産の中心地点に位置

                                               

15 JETRO「2013 年度主要国・地域におけるコールドチェーン調査」2014 年，

https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/report/07001642/vn.rev3.pdf，P7 
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し、中部遺産への観光旅行の拠点となってきた。近年は、著名な外資系リゾートホテルが集

積する南部のビーチ沿いだけでなく、市街地にも日系も含めてビジネスホテル建設が増加し

ている。また、山間部でも Vana Hill の娯楽施設、リゾート開発が進んでおり、ベトナム全国

からも高所得者層のみならず注所得者層の人気国内観光地として賑わいをみせている。 

表 1-6 ダナン市の主要ビーチリゾートホテル 

ホテル名 グレード 客室数 

Hyatt Regency Da Nang Resort and Spa 5 つ星 409 

Naman Retreat 5 つ星 211 

Furama Resort Da Nang 5 つ星 198 

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort 5 つ星 197 

Fusion Maia Resort Da Nang 5 つ星 87 

Melia Da Nang 4 つ星 158 

Mandila Beach Hotel 4 つ星 130 

Diamond Sea Hotel 4 つ星 124 

Brilliant Hotel 4 つ星 102 

Pulchra Resort Da Nang 4 つ星 31 

出典：調査団作成 

ダナン市投資促進支援委員会の資料によると、2016 年の 161 万人、国内観光客数と合わせ

ると人口の約 6 倍となる 551 万人が訪問している。2017 年には APEC 首脳会議も開催され

るなど国際的な注目も高まっており、観光入込客数の伸びは近年著しい。 

 
出典：ダナン市投資促進支援委員会 2017 年資料 

図 1-12 ダナンの観光客数推移 
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出典：ジェトロ「ダナンスタイル」 

図 1-13 ダナンの飲食業界・宿泊業界の市場推移 

 

 投資分野 

近年、ダナン市への外国投資では不動産投資案件が多くなっている。高層マンション・マ

ンションビル、リゾート開発が進み、投資額全体の５割以上を占めている。投資国・分野別

でみると、日本国は投資額では第４位であるが、件数は も多い。 
 

表 1-7 ダナン市への投資実績（2013 年） 
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出典：ダナン投資促進センター 

また、ダナン市はベトナムの省市別競争力指標で、過去 9 年間に 7 度トップに評価されて

おり、都市間競争力の優位性を維持している16。 

 経済圏の産業動向 

ダナンには現在 7 か所の工業団地が存在し、うちトクアン水産加工業団地 3 箇所で入居企業の占有

率が 100%に達している。これら工業団地の概要および主なインフラ施設のサービス料金を、既存資

料を基に下表に整理する。 

表 1-8 ダナン市工業団地一覧 

団地名 投資奨励分野 投資優遇措置 特徴 開発面積／ 

土地リース料／ 

管理費 

排水処理施設規模／

排水基準／ 

サービス利用料 

リエンチュウ

（Lien Chieu）工

業団地 

電機・電子製品

製造、精密機械

加工、縫製、食

品加工 

法人税22％。ハイテ

ク企業に対し、最初

の15年間は10％の

法人税減税。 

国道１A 号線でハイバン

トンネルまで近く，リエン

チィェウ港が隣接されれ

ば将来的には東西経済

回廊の積み出し港とな

る可能性大。 

289.35 ha  

37USD/m2  

0.4USD/m2/年 

2,000m3/日 

B 水準

(QCVN24/BTNMT) 

0.17～0.86USD/m3 

拡張ホアカイン

工業団地(Hoa 

Khanh Extended 

IZ) 

電機・電子製品

製造、精密機械

加工、縫製、食

品加工 

法人税22％。ハイテ

クの企業に対し、最

初の15年間10％の

法人税減税。 

 
131.6 ha  

42USD/m2 

0.4USD/m2/年 

5,000m3/日 

B 水準

(QCVN24/BTNMT) 

0.17～0.53USD/m3 

ホアカイン工業 機械・電子製品 不詳 日系メーカーの多くが進 394 ha  不詳 

                                               

16 ダナン駐日代表部「ダナン市の経済及び投資の現状について」2014 年 1 月，P7 
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団地(Hoa 

Khanh IZ)  

組立，農水産物

加工，プラスチ

ック，建設材料

等 

出している。市内からは

車で 30 分程度。かつて

米軍の軍需工場があっ

た場所である。 

 

ホアカム(Hoa 

Cam)工業団地 

機械，電子製品

組立，農水産物

加工，建設材

料，室内装飾品

等 

法人税は

218/2013/ND-CP政

令による。輸入税は

87/2010/ND-CP政

令による。 

 284.83 ha  

40USD/m2  

0.58USD/m2/年 

（インフラ使用費： 

0.259USD/m2/

年） 

400～600m3/日 

A 水準もしくは B 水準

(QCVN 24/BTNMT)

A標準：0.18USD/m3; 

B標準：0.31USD/m3 

ダナン工業団地 繊維・衣類（染

色除く），製靴、

電子・電気製品

製造・組立、食

品加工、梱包、

樹脂成形など 

不詳 マレーシア出資の工業

団地。拡張計画はなく

すべて入居済み。 
50.63 ha  不詳 

トクアン(Tho 

Quang)水産加

工業団地 

水産加工，漁港

における輸送サ

ービス 

不詳 水産業関連企業が集ま

ってできた区域。 50.1 ha  不詳 

ダナンハイテク

パーク（Da Nang 

Hi-tech Park） 

農業・水産業・

医療用バイオテ

クノロジー、電

気・電子工業、

精密機械加工、

通信技術、新材

料、新エネルギ

ーなど 

2013年11月13日付

けダナン人民委員

会の決定

36/2013/QD-UBND

号による 

広大な敷地に建設され

た工業団地で、日系企

業の入居もあるが、整備

後の占有率は期待され

たほど高まっていない。

1,128.4 ha  

0.24～

0.47USD/m2/年 

0.2USD/m2/年 

（インフラ使用費： 

0.19USD/m2/年） 

18,000m3/日（2016～

2017段階：4,500m3/日

の下水処理工場を建

設）  

B 水準(QCVN 

24/BTNMT) 

0.19～0.28USD/m3 

出典：ダナン投資センター資料，調査団作成 

 

 
出典：ダナン提供資料を基に調査団作成 

図 1-14 ダナン市の既存および計画中の工業団地位置 

ダナン市は、主に以下の分野に投資優遇制度を設け投資誘致促進を図っており、食品加工や物流分
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野も含まれる。 

表 1-9 ダナン市の投資優遇分野・業種 

ホテル名 グレード 

製造加工業 

- 食品加工 

- 消費財 

- 電子製品 

- 車両のスペアパーツ 

- 繊維アパレル 

- 裾野産業 

- ダナンハイテクパークへの投資（ICT 機器、 ソフトウェア生産、オプトエレクトロニクス、精

密機械、バイオテクノロジー応用製品、新素材、新エネルギー、環境技術） 

サービス業 

- ホテル、リゾート、レストラン 

- レクリエーション施設 

- ショッピングモール、スーパーマーケット 

- 病院や学校 

- 物流サービス 

- 銀行、金融、保険 

- 観光（MICE、エコツアー、文化、冒険、レクリエーション） 

インフラ開発 

- 工業団地、ハイテクパーク、IT パーク 

- 空港、空港 

- 新交通システム（モノレール/トラム/メトロ等） 

- 排水および固形廃棄物処理 

出典：ダナン市投資促進支援委員会資料 

 上位・関連計画および関連プロジェクト 

 ダナン市社会経済開発計画 

ダナン市計画投資局が 2008 年にダナン市人民委員会に提出した「2020 年社会開発計画に関する報

告」に基づき、人民委員会承認した計画である。これは、中央政府が作成した沿岸経済開発計画 2020

年や SEDP 中部重点経済地区 2020 年と 2030 年までのビジョンなどに沿って計画されている。2017

年に発表された 2020 年までのダナン市社会経済開発計画では、以下の要点が述べられている17。 

経済分野： ダナン市がベトナム国及び中部地域における、海洋経済及び国際経済の促

進を伴い、中部経済発展戦略において重要な任務を担うこと。 

経済分野： ダナン市が近隣地区と連携し，経済文化のハブとなるために，ダナン市の

潜在性や利点を重視し，迅速な産業化と現代化に向けて発展の質を上げる

経済政策を実施する。 

政策分野： インフラ開発と今後のための制度整備に焦点を充て，社会経済発展と都市

開発を連動させる。 

社会福祉分野： 社会経済開発と保健・文化・教育の改善を連動させ，人々の生活と知的水

準の持続的な向上を保証する。また，社会的評価，政治的安定，社会的義

務と安全と国家安全保障を維持する。 

環境分野： 迅速で持続的な開発を保証するために，社会経済開発と環境保全を連動さ

                                               

17 Da Nang Portal, Master plan on socio-economic development of Danang city towards 2020 (the main extracts) , 
https://danang.gov.vn/web/en/detail?id=26032&_c=16407111 
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せる。 

また、上記①、②の経済分野ついての 2016 年～2020 年の具体的な目標として、以下が挙

げられている。 

・ 毎年 12～13％の経済成長率を保つ。 

・ サービス業，インフラ，農業に重点を置いた経済政策を実施する。2020 年までの割合目

標はサービス業が 55.6%，インフラが 42.8%，農業が 1.6%とする。 

・ 2020 年までに，ダナン市の GDP が国家 GDP の約 2.8%を担う。 

・ 2011 年～2020 年までの輸出収益が毎年 19～20％増加する。 

・ 一人当たりの GDP が 4,500～5,000USD に到達する。 

 ダナン市建設マスタープラン（2000～2030 年ジェネラル・プラン） 

ベトナムにおける全国的な都市計画システム、建設法とその関連法に基づき、都市建設計

画もしくはマスタープランは都市域および詳細地区におけるジェネラル・プランと、地域計

画によって構成されている。本計画は、計画投資局、建設局プロジェクトマネジメント事務

所、都市計画研究所、自然資源環境局、労働傷病兵社会局等のダナン市関係部局との調整に

よって、数年間隔で不定期に見直しが行われている。 

 ダナン環境都市開発計画 

ダナン市は環境都市宣言を採択しており、このコンセプトの基となっているのが同環境都

市開発計画である。計画の実施はを 2008～2010、2011～2015、2016～2020 の 3 期に分かれ

ており、分けており、大気・水・土壌汚染それぞれにおいて、特に緊急性の高い汚染から着

手することが明記されている。また期間別・分野別に達成目標値を掲げ、対応するプロジェ

クトを提案している。本計画は上述の社会経済開発計画にも反映されている。 
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 現況・ニーズ分析 

 国および地方の政策動向 

 国の水産業開発計画 

 全体目標 

中央政府は水産業の発展に向けて 2030 年の目標に向けた 2020 年までのロードマップを示

す「水産業マスタープラン（Master Plan on Fisheries Development through 2020 with a 

Vision toward 2030）」を 2013 年に首相決定し、2020 年までの産業化、2030 年までの近代

化を目指すとしている。漁獲量目標は 2020 年に 700 万トン、2030 年には 900 万トンへの増

産を計画している。うち、海面漁業の生産量は、2020 年に目標値の 35%である 245 万トン、

2030 年は全体の 30%である 270 万トンとしており、目標全体に占める割合や、2020 年以降

の増産の主役は、養殖業に頼るような計画となっている。 

同マスタープランでの 2020 年までの具体数値目標は以下となっている。 

・ 生産量 700 万トン（海面漁業 35%、養殖業 65%） 

・ 輸出総額 110 億 USD（2020 年までの年平均増加率 7～8％） 

・ 輸出額に占める付加価値製品の割合 50% 

・ 訓練を受けた漁業従事人口の割合 50% 

・ 水産業従事者の一人当たり所得 3 倍 

・ 漁獲後の損失を 10%へと半減 

 ハード整備方針 

また、この計画において全国の漁港整備も掲げており、本調査対象漁港であるトクアン漁

港の他、キエンザン、バリアブンタウ、ニャチャン、ハイフォンの既存漁港を対象として、

漁港センターの開発として、ハードインフラ整備に総額約 750 億円の予算を見込んでいる。

これらは、漁船の大型化への対応、環境汚染緩和策、沖合漁業の新たな漁船の製造・修理の

ための施設整備、製氷機械や冷蔵保管システムの整備、水産卸売市場や漁具・装置等の生産

関連施設の整備、といった施策に充当される。これらの予算は、中央政府によって賄われる

が、これらは二国間、多国間援助機関からの資金支援の利用も想定されており、フランス開

発援助庁（AFD）による融資なども検討されている。 

同マスタープランは、漁船の大型化による効率化に注力している。水産資源・環境保護の

観点から、小型で沿岸操業の漁船数を減らすことが目的で、全体では 2017 年時点で 12.8 万

隻の漁船を、2020 年までに 11 万隻へ、2030 年までに 9.5 万隻へと削減し、このうち沿岸域

での操業漁船数は、2017 年時点の 82%から 2020 年までに 70%へと減らす目標が立てられて

いる。一方で、沖合漁船は大幅増の 3 万隻とし、90CV（Cavallo Vapore：馬力）以上の漁船

数は 2020 年までに 3 万隻、2030 年までに 3.2 万隻とする計画である。これらの施策として、

2030 年までに 30 馬力以下の船の新造は認めない一方で、2014 年には 400CV 以上のエンジ
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ンを持つ沖合漁船の新造や改造に対する低利子融資制度を決定するなど、現在の漁船の大半

を占める木造漁船を、FRP（Fiber Reinforced Plastics）や鋼の漁船へと転換を図ろうとして

いる。 

 水産加工に関する方針 

同マスタープランでは、水産加工の近代化を促進するために、次の 5 点を重要目標として

掲げている。 

・ 原料生産と加工・消費を結びつけるバリューチェーンに基づいた生産の再構築 

・ 高付加価値製品開発の優先 

・ 多くの強力なブランドの立ち上げと展開 

・ 食品の品質、安全性、環境保護の向上 

・ 伝統的な水産加工産業の村落の回復と発展 

具体的な目標として、輸出高については冷凍魚が 132 万トンで、輸出量では全体の 45%、

輸出額では全体の 46%となっている他、エビやイカ、タコなどの冷凍品の輸出目標を定めて

いる。 

また、国内消費市場の拡大目標も数値化しており、2020 年までの国内水産加工量は全体で

95 万トンとし、その内訳として、冷凍水産物（31 万トン）、乾燥水産物（9.9 万トン）、魚醤

（2.6 億リットル）、缶詰食材（4,000 トン）、各種ソース（3.1 万トン）、魚粉（約 24.6 万ト

ン）としている。同プランでは、以下の目標を掲げ、卸売市場などの流通システムの整備や

水産品の高付加価値化を図ろうとしている。 


・ 卸売市場や漁業センターのシステムを通じて、伝統的な市場や都心部の大手小売店へ

の海産物販売の流通チャネルを広げる。 

・ 国内市場の調査分析を行い、国内市場向けの海産物のブランド開発、商品の宣伝、生

産を市場と結びつけ、国内での販売力を増強する。 

・ 国内、海外市場の研究、分析、予測のためのセンターを設置し、生産者、企業、消費

者等に市場情報を提供する。 

 

 ダナン市の水産業発展計画 

 海岸経済発展計画 

2017 年にダナン市人民委員会に承認された同計画は、2025 年および 2030 年までの、ダナ

ン市近郊の漁場および漁業の保全と開発を目的とするダナン市独自の計画である。この計画

は、地域海産物の質および価値の向上も謳っている。 

具体的な目標は以下のとおりである。 
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・ 2030 年までの観光客数を 2016 年比で約 13％増加する。 

・ 2025 年までに貨物船の地元漁協への入港を 2016 年比で 12～13％増加する。 

・ 水産加工品の輸出を 2016 年比で 2025 年までに 12～13％，2030 年までに 8～10％増

加する。 

・ ティエンサ港を客船専用，リエンチィェウ港を貨物船専用にすることによって，ダナ

ン港を国際的港湾にする。 

・ 地元海上保安局による，情報共有システムの改善による漁船同士の連絡の円滑化を図

る。 

・ 水産加工業者による，廃棄物の減少・資源及びエネルギーの保持・汚染の適切な処理

のための清掃技術の適応を実施する。 

実施予算は、2017 年から 2020 年までに 813 憶 USD，2021 年から 2025 年までに 556.3

憶 USD，2026 年から 2030 年までに 17 兆 USD が必要と算出されている18。 

 トクアン漁港整備 

中央政府の漁港センター開発計画に応じる形で、ダナン市はトクアン漁港の改修および近

代化に向けた検討を行っている。 

 
出典：ダナン市提供の民間企業による漁港整備プラン資料 

図 2-1 トクアン漁港周辺を含む漁港センター整備計画イメージ 
                                               

18 Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers, Da Nang invests efforts in developing sea-based economy, 
http://seafood.vasep.com.vn/whybuy/660_12815/da-nang-invests-efforts-in-developing-sea-based-economy.htm 
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 その他の施策 

ダナン市は 2012 年、遠洋漁業の構造変化と改革を目指し、新しい漁船を増加させるための

施策を実施した。この施策では，漁師が漁船を保持することを目的として、21,400USD を

400CV～600CV の漁船向け、25,700USD を 600CV～800CV の漁船向けとして補助した。そ

の結果、施策実施から現在までで、84 隻の漁船が新設された。さらに、800CV 以上の漁船を

より多く設置するため 20.8 憶 USD の予算が割り当てられた。 

また、市場経済において、地元への利益還元やビジネス機会の形成に重点を置くために、

ダナン市の水産セクターは漁業関係者への財務支援や遠洋漁業の技術向上や水産加工技術の

向上に力を入れている。同セクターは、2016 年～2020 年にかけて漁業圏の変更と漁獲高の

安定に焦点を置いている。また、漁業貨物船の数は 2020 年までに 15 隻、2030 年までに 50

隻を目標としている。 

また，上記施策とは別に，ダナン市は内海の海洋資源の保全に取り組むことも計画してお

り、漁獲後の残渣を 小限とし、漁師による水産物の技術向上を支援することを目的として

いる。ただし、具体施策は具体化されていない。 
 

 コールドチェーン整備のニーズ分析 

 ダナンにおけるコールドチェーンの概要 

トクアン漁港を中心にした水産物流通のイメージを整理すると下図のとおりである。ここで、水色

線は生鮮魚介類の流通、紺色の線は冷凍魚介類の流通を示す。 

 
出典：調査団作成 

図 2-2 トクアン漁港を中心にした水産物流通のイメージ 

水揚げされる漁場には、トクアン漁港の他、近隣の小規模な漁港や、海岸沿いに点在する小規模な

魚市場が存在する。水揚げされた生鮮魚介類の多くはトクアン漁港内で毎日 0 時と 12 時付近に開催
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される市場で取り扱われるが、トクアン漁港で取り扱われる魚介類の鮮度に不満を持つレストランや

ホテルなどの中には、トクアン漁港以外の小規模漁場等から仲買人を介して仕入れる場合もある。 

冷凍加工業者を介した冷凍品は、多くがダナン以外の国内消費地や海外向けだが、大手小売店やレ

ストラン、ホテルでも、イカやサワラなど一部の魚種については冷凍品を取り扱っている。 

 トクアン漁港の現状 

 トクアン漁港の概要 

ダナン市農業農村開発局傘下のトクアン漁港運営管理委員会が所管する漁港施設は2004年

に整備された。元々はカキの養殖用に整備された 58ha の人工湾の東側に面するトクアン漁港

の土地は約 4ha で、事務所兼建物の周辺に冷凍保管庫や製氷工場、漁業関係者のための燃油

販売施設や小売店などが立地している。漁港を利用する漁船は年間約 20 万隻、1 日あたり 55

隻で、台風など悪天候の際には避泊地として周辺からも避難漁船を受け入れる。漁港に出入

りするトラックは毎日約 300 台である。漁港施設の背後道路の向かいには年間平均 10 万トン

の水産加工量を生産するトクアン水産加工業団地が立地し、トクアン漁港から人工湾の対岸

エリアには 11 の造船施設が整備されており、トクアン漁港を中心とした一体エリアは小さく

ない経済地域を形成している。 

 
出典：調査団撮影 

図 2-3 トクアン漁港の事務所兼建物から撮影した人工湾 

一日 2 度開催される魚の卸売市場は事務所兼建物の前のスペースで実施され、卸売業者、

仲卸業者、小売業者など大勢の関係者で賑わいをみせる。日本と同様に、ここで活動する卸

売業者と仲卸業者は登録制で、トクアン漁港運営管理委員会から登録認可を受けた業者は、

市場の占有面積に応じた手数料を委員会に支払っている。小売業者や一般の買付け人は事前

登録や手数料支払いは不要で、自由に参加することができる。 

トクアン漁港での魚の販売形態は二通りで、一船丸ごと契約する卸売業者を介しての販売、

あるいは漁船の直売である。直売も行う漁船はトクアン漁港で約 50 隻存在する。魚の卸売市

場では、漁船による直売は白い布が引かれた販売区画で実施され、それ以外のスペースで仲

買を介した取引きが行われている。 
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出典：調査団撮影 

図 2-4 トクアン漁港での市場の様子 

 トクアン漁港の水揚げ量 

ダナン市農業農村開発局の統計データによると、トクアン漁港では毎年約 20 万トン前後の

水揚げを記録している。しかし、統計データは漁船オーナーによる申告制の数量カウントが

基になっているが、カウントする魚種の種別やカウント方法に個人差があり、全漁船が漏れ

なく確実に集計していないこともあり、実態を正確に反映していない。 

しかしながらこの統計データは、現存するデータとして唯一網羅的に把握できる公的デー

タであるため、以降では本データに基づき事業性評価を行うこととする。 

2015 年以降の月別水揚げ量の総量は以下のとおりで、2017 年は天候不良の影響で特に 9

月以降の水揚げ量が減少した。2018 年は 9 月以降のデータ集計がまとまっていないが、それ

までは前年と同程度の水揚げ量となっており、この 2 年は漁獲量がやや減少傾向にある。 

 
出典：調査団作成 

図 2-5 トクアン漁港の月別年間水揚げ量 
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水揚げされる魚種は比較的多様である。これは巻き網船、底曳船が多く、一度にサイズも

一定でない多様な魚種を捕獲するためである。以下に、2015 年以降の魚種毎の水揚げ量を示

す。 

 
出典：調査団作成 

図 2-6 2015 年のトクアン漁港魚種別水揚げ量 

 

 
出典：調査団作成 

図 2-7 2016 年のトクアン漁港魚種別水揚げ量 
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出典：調査団作成 

図 2-8 2017 年のトクアン漁港魚種別水揚げ量 

 

 
出典：調査団作成 

図 2-9 2018 年のトクアン漁港魚種別水揚げ量 

 水揚げ水産物の鮮度 

トクアン漁港に水揚げする漁船の多くが木造中型船の巻き網船、底曳船である。漁期は１

週間から 10 日で、漁獲後氷蔵して港に戻る。帰港すると岸壁で大まかに魚種およびサイズ別

に選別・小分けし、ザルやプラスチック製容器などに入れて、漁港内の荷捌きスペースに運

ばれる。荷捌き場に運ばれた水産物はビニールシートや台の上に陳列されて販売されるが、

動線が不適切で大混雑を起こしている。また、取り扱われる水産物は、氷の使用量が少なく

常温にさらされており、この流通段階でコールドチェーンが途切れ成立していないと言える。 
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出典：調査団撮影 

図 2-10 トクアン漁港で一般的な木造漁船 

漁獲物の鮮度は概して悪い。獲れた魚は船倉に氷とともに保管され、船上もしくは水揚げ

時に魚種毎に仕分けて市場に持っていかれるが、出港から水揚げのための帰港までの漁期が

長く、船上で即殺、活け締め、神経抜きなどの鮮度保持処理や凍結が施されていないため、

水揚げ時の鮮度は概ね低い。 

鮮度悪化の 大の原因は、漁獲後の経過日数が長いことである。1 回で 10 日前後の出漁で、

船倉が満杯になった時点で帰港するため、初期の漁獲は帰港時の鮮度低下が著しい。小魚類

も含めて魚種、魚体が多様な漁獲となるまき網漁や底びき網漁が多いが、これらの漁法の場

合、船倉での保管期間の長期化は、漁獲物の更なる品質劣化の影響が大きい。網漁では魚体

が傷つく場合が多く、また、鮮度保持期間は魚種によって異なるため、一回の水揚げ量の中

に、鮮度がある程度良好なものから腐敗が進行したものまで混在している。これらの対策に

は、漁獲後に魚函に選別保管することが考えられるが、このような対策を行っている漁船は

現地調査の限りでは見かけなかった。 

この根本的な問題は、良好鮮度の漁獲物が必ずしも高値で取引されないこと、卸売業者は

漁船から漁獲物を全量買取りするケースが多いことから、漁民が漁獲の品質より量を重視し

ていることにある。ヒアリングでは、近年、以前よりまして鮮度劣化が著しくなっていると

の話もあった。燃料代の高騰や漁獲量の低下の影響下で、出漁期間を長くした方が少しでも

収入が増えると認識していると思われる。 

なお、多くの漁船オーナーは、船の所有や燃料費、船員の給料などに必要なキャッシュを

卸売業者から借り受けているとのことである。そのため、漁船オーナーと卸売業者との間に

は特別な結びつきがあるようで、漁師の漁獲物鮮度保持に対する意識改革の一つの障害とも

考えられる、全量買取りという仕組みを変えることは、容易ではない。 
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出典：調査団撮影 

図 2-11 トクアン漁港の卸売り市場の状況、商品の取り扱い状態 

 漁港内の冷凍冷蔵保管倉庫 

トクアン漁港には、漁港施設としてトクアン漁港管理委員会が管理する小規模な冷凍冷蔵

保管倉庫が建物の両脇にそれぞれ 3 室備え付けられている。これらは利用を希望する民間の

卸売業者がトクアン漁港管理委員会に使用許諾を得て、1 区画 30m2 あたり 2,000,000～

3,000,000VND（100,000～150,000 円）の年間利用料を支払う形で運用している。 

  

  
出典：調査団撮影 

図 2-12 トクアン漁港備付の小規模冷凍冷蔵倉庫 

現地調査時点では、各室の扉の上側に設置している温度計はー10℃から＋10℃までの数字

を示していた。冷凍冷蔵倉庫では、一旦クーラーの運転を停止すると機械劣化が進行するた

め、停電がない限りは常時運転するのが基本である。＋10℃の温度帯での運用は考えにくく、

利用者の温度管理の意識が低い、あるいは適切な施設管理がなされていないことが想定され

る。 
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 近隣漁場の活動 

トクアン漁港の近辺の海岸沿いには、中型漁船が沖合いで停泊し、小型ボートで漁獲物を浜辺まで

中継輸送して市場の形で鮮魚を売買する形式の魚市場が存在する。ここで取引される魚介類は新鮮そ

のもので、一部の高級レストランやリゾートホテルなどは、鮮度劣化の激しい魚介類を取り扱うトク

アン漁港で買付けせず、このような浜辺での直接取引で魚介類を購入している。 

ただし、取り扱う魚介類の量は少量である。また、仲買人を介して買付ける場合が多く、仲買人と

の営業チャンネルを有している一部のレストランオーナーに限られる。 

   
出典：調査団撮影 

図 2-13 ダナン市内沿岸部の小規模市場の様子 

 水産加工業の業務形態 

トクアン漁港の裏手の道路の向こう側には、ダナン市が指定管理する水産加工業団地が存

在する。ダナン市が管理する工業団地の土地利用料はダナン市人民委員会の決定事項で、数

年間隔で見直しされており、近年は増加傾向にある。 

表 2-1 トクアン水産加工業団地の土地利用料の推移 

年 土地利用料 

2013 年 10,000VND/m3/月 

2015 年 15,000VND/m3/月 

2018 年 23,000VND/m3/月 

出典：調査団作成 

また、環境税という名目の廃棄物処理費、および排水処理費は、入居企業の規模や事業内

容に応じて設定されている。トクアン水産加工業団地に入居する A 社の場合は、以下のとお

りである。 

表 2-2 トクアン水産加工業団地の共益費 

項目 利用料 

有機廃棄物処理費 700,000VND/月 

不燃廃棄物処理費 16,000,000VND/年 

排水処理費 8,600VND/m3 

出典：調査団作成 

以下に入居水産加工業者のリストを示す。 

表 2-3 水産加工業団地入居企業リスト 
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番号 企業名 

1 HAI THANH CO., LTD 

2 DA NANG CORPORATION - VIET HUNG FOODSTUFFS CO., LTD 

3 
SEAFOODS AND FOODSTUFF FACTORY THUAN PHUOC SEAFOODS AND TRADING 

CORPORATION 

 
REFRIGERATION ENTERPRISES 32 - THUAN PHUOC TRADING AND FISHERY JOINT STOCK 

COMPANY 

4 SAIGONSHIP DA NANG JOINT STOCK COMPANY 

5 AN SEAFOODS CO., LTD  

6 HA LONG CANNED FOOD JOINT STOCK CORPORATION (HALONG CANFOCO) 

7 SST SEAFOOD SERVICE JOINT STOCK COMPANY 

8 Thien Nhat Co. Ltd 

9 PHUOC THANH TRADING AND TOURISM CO., LTD 

10 THIEN AN LONG CO., LTD 

11 DAI PHUC CO., LTD 

12 PU FONG TRADING & SERVICES CO., LTD  

13 HAI HOANG SA MEMBER CO., LTD  

14 THAI AN CO., LTD  

15 NGUYEN VAN PHUC CO., LTD 

16 PRIVATE ENTERPRISES TUYET THI 

17 Thuan Phuoc Corp. 

18 Danang Seaproducts Import - Export Corporation   

19 Tho Quang Seafood Processing and Export Company 

出典：調査団作成 

これらの企業の大半は、設立当時から長年、缶詰やすり身、干物などの加工品、魚粉製造

を行っている。多くは地元水産物だけでは量が足りないため他国から加工原料水産物を輸入

して利用している。こういった状況から、トクアン漁港は、高鮮度の高級魚介類が集まる流

通形態ではなく加工原料魚介類の流通拠点となっていると言える。 

その要因は、地元で水揚げされる水産物の量が減ったことに加え、鮮度劣化により一定の

量が確保できなくなったことが考えられる。加工会社によると、腐敗水産物の割合が高くな

り、１キロの製品（魚粉）を作るのに 30 キロの原料魚が必要など、歩留まりが悪くなったと

のことである。一方、外国産輸入水産物の多くは産業漁船で漁獲され、漁獲後直ちに船内で

凍結されたものが多いため、品質が一定に保たれており、まとまった量が確実に入手できる

ことから、輸入水産物を利用する業者が増えている。なお、加工品製造に関して、以前はイ

トヨリダイなどのすり身が多く日本にも輸出されていたが、原料魚の品質が近年低下したこ

とですり身のグレードが落ち、日本への輸出量も減少傾向のようである。すり身は、製品に

対して約 30 倍の原料が必要となるが、近年、原料魚の価格上昇率が高くなっており、年々利

益は目減りし、今後の事業継続性を懸念している事業者も多い。 

ただし、入居企業の中には、日本などから輸入冷凍品を買い付け、営業チャンネルを持つ

ベトナム全国の業者に販売する冷凍品の卸売事業を展開する業者もある。販売先は、大都市

以外の中堅都市も多く、当地では日本食レストランなどに小売されている。訪問した同種企

業は近年営業成績が好調で、独自の冷凍保管倉庫を整備しており、さらには自社加工製品の

開発も手がけている。このことからも、ベトナムでの新鮮な冷凍水産物へのニーズは着実に

高まっていることが伺える。 
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 冷凍冷蔵倉庫の現状 

 全国の動向 

近年ベトナムでは、特にハノイやホーチミンの大都市部で、水産業の輸出・輸入量の拡大、

および国内市場の冷凍製品の需要増加に応じて冷凍冷蔵倉庫の建設が増加している。我が国

企業も近年、以下のような活動を行っている。 

表 2-4 ベトナムにおける近年の日系ロジスティックス企業の主な動き 

年 内容 

2014 年 A 社がベトナムの冷凍冷蔵倉庫会社を買収 

2015 年 B 社がベトナムの冷蔵倉庫事業で認可取得 

C 社がハノイで保冷配送開始 

2016 年 C 社が現地イオンで 4 店目の保冷配送開始 

2017 年 D 社がベトナムで保冷小口配送担う合弁会社設立 

B 社がベトナム冷凍冷蔵倉庫で食品安全 ISO 認証 

D 社がベトナムで小口保冷配送の国際規格認証取得 

出典：調査団作成 

 ダナンの動向 

ダナンでは従来、冷凍製品の保管は、水産加工場の製造過程や、漁港での卸売対象商品の

ための一時保管が主流で、倉庫の規模も小さく、保管サービスの手数料収入を主として事業

運営する大規模な形態の冷凍保管倉庫の運営企業は存在していなかった。水揚げされる魚類

の冷凍加工、あるいは仕入れた冷凍品から加工する水産加工業は、自前で冷凍保管倉庫を設

けており、繁忙期に自前の倉庫容量を超える量を取り扱う場合は、他社の倉庫の空きスペー

スを一時的に借り受けて対応していた。 

しかし近年、冷凍品の取扱量拡大に対してこのような即時的な運営方法では追いつけない

どころか、冷凍保管手段が少ないために自社加工製品の増産ができずビジネスチャンスを逸

している水産加工業者も増えてくるようになった。そこでようやく、ダナン市では 2017 年に

はじめて、保管サービス手数料で事業運営を行う大規模な冷凍冷蔵倉庫が設置された。 

設置したのは、ホーチミンに本社を置くベトナムでも有数の大手物流事業者である。同社

は、ダナン市のホアカイン工業団地に物流倉庫を有していたところ、ダナン市の将来の冷凍

冷蔵品の取り扱い需要の増加を見越し、ホーチミンでの冷凍保管倉庫運営のノウハウを活用

する形でダナン市に進出した。 

 冷凍保管倉庫の現状 

前述のとおり、ダナン市の冷凍保管倉庫はこれまで、水産加工等の工場が独自に保有する

冷凍倉庫の利用に限定されており、ようやく 2017 年に大規模な冷凍保管倉庫のサービス事業

を本格的に行う企業が進出したように、冷凍保管施設の業界規模拡大は途に就いたところで

ある。また、トクアン漁港にも、魚市場取引場の近傍、トクアン漁港管理委員会の建物に隣

接する区画にも、小規模な冷凍冷蔵保管倉庫が設置されている他、魚市場で冷凍品を取り扱

う仲卸業者もトクアン漁港周辺に自社取扱品の保管用の冷凍倉庫を保有している。 

以下にこれらの冷凍保管施設の概要を整理する。 
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ア 水産加工業者の冷凍保管倉庫 

(ｱ) 運用形態 

トクアン漁港周辺に立地する水産加工事業者のうち、鮮魚の冷凍加工を行う事業者、冷凍水産

物を原料として仕入れて製品加工を行う事業者、主に冷凍品を輸入して加工せずにそのまま国

内販売する事業者が、自社の敷地内に冷凍保管倉庫を保有している。 

取り扱う冷凍品は加工処理後の製品や輸入品など様々であるが、業態によらず、冷凍品の取扱

量は季節変動が大きい。例えば、鮮魚を冷凍加工する事業の場合は加工対象の魚種の収穫シ

ーズンには自社倉庫の容量を上回る量の冷凍加工品を製造するが、対象魚種の収穫量が季節

や自然条件に応じて下がる時期には保管倉庫の占有率は下がる。冷凍状態の産品を仕入れる

形態の場合も同じく、販売先の需要量の変動などに応じて保管倉庫の占有率も変動する。 

自社倉庫で賄いきれない時期は、同業他社で空きスペースがある場合に利用料を支払って借り

受ける形でやり繰りしている。 

保管倉庫の状態は、保有、管理する企業の方針によって異なる。比較的古い施設を使い続けて

いる企業の保管状態は概して悪いが、近代的な施設、設備を導入している企業もある。 

(ｲ) 運用状況および特徴 

水産加工業者が運用している冷凍保管倉庫の類似点および特徴は以下のとおり。 

・ 比較的新しい倉庫は、保管倉庫の前室の設置やドックシェルター、ユニットクーラー方式

など、日本の一般的な冷凍倉庫との類似点が多い。 

・ 比較的新しい倉庫にはフォークリフト利用が一般的となっているが、古い倉庫の場合はフ

ォークリフトの作業スペースを踏まえた設計になっておらず、上段載荷の際は梯子を使っ

て人力で棚積みしている。 

・ 古い倉庫の場合は、棚積みでなくても、段ボール箱を山積みしている状態で、荷崩れが

至る所で見られた。単純に荷積み方法が悪いことも考えられるが、前室がない場合は特

に、作業時間効率が悪いため冷凍品の一部が溶けたことも一因と考えられる。 

・ 古い倉庫は BRIC 造建屋に断熱パネルにて室を構築している。天井高が概して低く、室

容積が少ないため非効率である。 

トクアン水産加工団地入居の水産加工Ａ社の

冷凍倉庫外観 
水産加工Ａ社の冷凍倉庫内 
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トクアン水産加工団地入居の水産加工Ｂ社の

室内ユニットクーラー（霜付着） 
水産加工Ｂ社の冷凍倉庫内 

トクアン水産加工団地入居の冷凍水産品卸売

Ｃ社の冷凍倉庫外観 
冷凍水産品卸売Ｃ社の冷凍倉庫内 

ダナン市郊外の水産加工Ｄの 

冷凍倉庫外観 
水産加工Ｄ社の冷凍倉庫内 

 
トクアン水産加工団地外の水産加工Ｅ社の冷

凍倉庫外観 
ドックレベラー、ドックシェルター 

出典：調査団撮影 

図 2-14 ダナン市の水産加工業者の冷凍冷蔵倉庫の現況 
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イ 冷凍冷蔵保管倉庫事業者の倉庫 

ダナン市でいち早く大規模冷凍冷蔵保管倉庫の運営事業に進出した大手物流事業者は、ホ

ーチミンなどベトナム全国に 5 箇所の冷凍冷蔵倉庫を保有している。ダナンに整備した冷凍

冷蔵倉庫の仕様は以下のとおりで、他の倉庫に比べて規模は小さいが、防熱扉やフォークガ

ードの設置など、仕様は一般的な日本の倉庫に近く、また、荷役の搬入搬出の IT 管理も導入

しており、ダナン市内に存在する冷凍倉庫の中で も品質面で優れている。 

・ 冷蔵倉庫 5℃ 300 ton 

・ 冷凍倉庫 -20℃ 1,500 ton 

・ 前室 8℃ 

・ 天井高 9m 

ダナンの倉庫で も特徴的なのは天井高の低さで、通常はパレット 9 段程度のところをダ

ナンの倉庫では 5 段としている。これはベトナム中部で頻発する台風の影響を考慮した設計

とのことである。 

大手物流事業者の冷凍冷蔵倉庫外観 倉庫に連結する冷凍冷蔵施設 
出典：調査団撮影 

図 2-15 大手物流事業者の冷凍冷蔵倉庫 

その他、ダナン市郊外にも大型食品加工業者が自前の倉庫を保有しており、中でも日系の

加工工場では日系ゼネコンによる設計施工で、建屋、冷蔵設備、ユーティリティー設備等の

施工レベルも日本水準と変わらない施設も存在する。 

  
出典：調査団撮影 

図 2-16 ダナン市郊外の水産加工事業者の冷凍冷蔵倉庫 
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 マーケットの現状 

 ダナン公設市場 

新鮮な魚が好まれることは無論だが、冷凍魚よりは氷で保冷された魚、さらには生魚の方

が好まれる傾向が、ベトナムでは特に強い。冷凍品は、時間が経過して新鮮でなくなったた

め少しでも鮮度を維持する方法として凍らせた品、というような認識を持つ市民が未だ多い。

そのため、大量購入や長期保存のニーズが少ない個人消費者は、生魚や死んでいるものの氷

で鮮度が保持されているように見える魚を好んで購入する。 

市民の鮮魚購入場所として も一般的なのは、長年市民の台所となっている市場である。

鮮魚を扱っているダナン市内の主な公設市場を以下に示す。 

表 2-5 ダナン市内の水産物を取り扱う主な市場 

 公設市場名称 

1 Thanh Khe Dong 区海産市場 (Chợ Hải sản phường Thanh Khê Đông) 

2 ハン市場 (Chợ Hàn) 

3 ドンダ市場 (Chợ Đống Đa) 

4 フー・ローク・マーケット (Chợ Phú Lộc) 

5 ホアクオン市場 (Chợ Đầu mối Hòa Cường) 

6 ホアマイ市場 (Chơ ̣ Hòa Mỹ Đà Nẵng – mua hải sản tươi sống ở đà nẵng) 

7 ハン ダナン市場 (Chợ Hàn Đà Nẵng – địa chỉ mua hải sản tươi sống ở Đà Nẵng) 

出典：調査団作成 

これらの中には、トクアン漁港に比べて水産物の鮮度が著しく良いものが取り扱われてい

る例も見られる。これは、取り扱われている魚には日帰り船の手釣りや延縄といった漁法で

の収穫物が含まれるためである。漁獲後の経過時間は、トクアン漁港に水揚げされる水産物

に比べて短いため、鮮度は良いものが多い。また、市場内の小売業者の取扱量も小さく、調

達販売のサイクルが短いことも、その要因と考えられる。地元の海産レストランの中には、

公設市場または日帰り漁船から直接水産物を購入している店舗もある。 

  
出典：調査団撮影 

図 2-17 ダナン市内公設市場（Thanh Khe Dong 区海産市場） 
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出典：調査団撮影 

図 2-18 ダナン市内公設市場で売買されている魚の状態 

こういった公設市場では、一定鮮度以上のものが販売されており、購入者にとっても選別

し、必要量だけ購入しやすい仕組みとなっている。このような魚を取り扱う市場が存在する

ということは、高鮮度な魚に対してダナン市内でも一定の需要が存在する証左と言える。 

 海産レストラン 

店舗入り口に設置した生けすに活魚や魚介類を展示して、客がそれらから注文して鮮魚を

客の好みの調理法に応じて提供するスタイルの海産レストランは、ベトナム全国でよくみら

れるスタイルだが、ダナン市には特に多い。価格帯の点で高級レベルに属す海産レストラン

はこのスタイルがほとんどで、地元民で賑わうローカルレストランも同様である。 

   

  
出典：調査団撮影 

図 2-19 ダナン市内の高級レストランの水槽 

カニなどの甲殻類や貝類も含めて生魚が種別ごとに槽に陳列されている。ダナンで水揚げ
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される生魚は比較的少なく、多くはダナン以外の場所から活魚の状態で輸送されるようであ

る。フエなど養殖魚がでも入手可能な魚種も多く、中には海外から輸入された魚介類もある。

中には、生魚ではなく氷漬けの鮮魚も水槽の脇に陳列しているレストランもあるが、これら

は水槽で扱えないイカやカニなどに限られている。水槽では扱えない魚介類は、新鮮さのア

ピールとして展示しているものの、実際は冷凍庫に保管している冷凍物を調理して客に提供

しているケースも多い。 

また、ダナン市内には近年和食レストランの出店が急増しており、2018 年時点で約 100 箇

所の和食レストランが存在する。うち約 40 店舗が日本人オーナーのレストランで、日本で冷

凍加工した水産加工品をハノイやホーチミンなどの大都市を経由して調達し、刺身など新鮮

さを活かした調理法で提供しているが、日本人以外のオーナーの店舗ではサーモンやイカ、

タコなどの一般的な魚介類以外の白身などの刺身は稀で、焼き物などがメインとなっている。 

 リゾートホテル 

ダナン市内の高級リゾートホテルも、新鮮な魚介類を多く扱っている。敷地内に複数のレ

ストランを設け、必ず一箇所は海産レストランを運営しており、中には海産レストラン同様

に水槽で鮮魚を確保しているケースもある。また、ビュッフェスタイルの朝食や、週末や催

事など定期的に開催する食べ放題の海産物フェアなどが一般的なため、一定量を保管する冷

凍海産物の需要量は多い。 

買い付けは魚種によって様々だが、イカやサーモンなど、ビュッフェスタイルで提供する

場合の多い水産物は、日常的に比較的多くの量が消費されるため、大手小売店や大量に調達

可能な卸売業者から冷凍品や鮮魚の状態で定期的に一定量を調達して調理場の冷凍室で保管

する場合が多い。また、ダナン市沿岸の小規模魚市場から直接購入する調達経路を確保して

いるホテルもあることがヒアリング調査を通じて判明した。そのホテルの調達担当者による

と、以前に冷凍イカを買い付けた際に、一度解凍された商品を再冷凍した状態で扱っていた

ことが何度かあったため、信頼性が高い鮮魚の方を好むとのことだった。 

  
出典：調査団撮影 

図 2-20 ダナン市内のリゾートホテルの鮮魚用水槽と冷凍保管室 

 大型小売店 

ハノイやホーチミンの大都市に比べると少ないものの、ダナンにも人口規模相応の数の大
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型小売店が存在する。主な店舗は以下のとおりである。 

表 2-6 ダナン市内の主な大型小売店 

 名称 

1 Mega Martt 

2 Vinmart 

3 Big C 

4 Joly Mart 

5 AKURUHI SUPERMARKET 

出典：調査団作成 

このうち特に大型の店舗では、冷凍品販売区画とは別に鮮魚販売スペースが独立設置され

ている。冷凍品はイカやサーモン、白身などの切り身やラウンド、エビの剥き身やすり身等

の加工製品が並んでおり、どの店舗も類似の品揃えである。 

  
出典：調査団撮影 

図 2-21 大型小売店の冷凍水産物 

販売されている鮮魚は、一部に地元産の魚介類も陳列されているが、ダナン以外で水揚げ

された魚介類や輸入品が比較的多い。中には水槽を設けて活魚を販売している店舗も存在す

る。 

  
出典：調査団撮影 

図 2-22 大型小売店の販売鮮魚 

店舗職員へのヒアリングによると、冷凍品と比べて鮮魚の方が高い人気で、鮮魚の主な購

買層は主婦、冷凍品はホテルやレストランなどの大量に購買する事業者や単身赴任者が多い

とのことである。 
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 物流の現状 

 ベトナムのトラック運送業界の現状 

ベトナムの物流事業分野は約 130 社の企業が参入しており、うち約 7 割が 1PL と 2PL サービスを

提供しているが、物流業界は小規模事業者が多く細分化されており、企業間の協力は依然として弱い。

ほとんどの物流企業は中小企業であるため、輸送可能容量と事業拡張性は限られている。また、ダナ

ン市の物流会社は主に外国の物流会社の下請け業者の役割を果たしており、通関手続、輸送機器のレ

ンタル、倉庫保管などのサービスを引き受けている。2014 年の世界銀行の報告書によると、ベトナ

ムのトラック運送業界の市場は依然として質の高いサービスではなく低料金で競争しており、産業そ

のものが衰退している、と報告されている。 

国家交通安全委員会の発表によると、2018 年の交通事故は 18,736 件で、死亡者数は 8,248 人に上

っており、過去 5 年間でも、死亡者数は緩やかな減少傾向を示しているものの 8,000 人を下回ること

はない。世界銀行は、トラック運送で分野の交通事故は、（1）運転者の注意不足、（2）適切な運転

教育を受けていない、または運転免許を取得しているトラック運転手の存在の多さ、（3）旧式の運

行システムやトラック運転手の資金不足による機器の不適切な保守、（4）トラックおよびコンテナ

の過負荷、（5）車両の故障、を要因として挙げている。 

ダナン市のトラック運送会社へのヒアリングでも、ドライバーの安全教育の必要性は認識している

との回答は得るものの、具体的な教育訓練の仕組みは存在しておらず、ある監督者は「事故は普通で

あり、回避することはできない」と述べるなど、トラックの所有者、監督者、および運転手の安全と

教育の考え方は成熟していないことが判明した。 

ただし、政府は交通・運輸省を通じて交通安全の状況改善に継続的に取り組む姿勢をとっており、

民間部門でも、近年、大手自動車メーカーが走行前の車両検査や適切な運転姿勢などの項目を網羅し

た運転手訓練コースを開始し、また、APM ターミナルと AIP 財団は、2017 年の Cai Mep 国際ター

ミナル（CMIT）でトラック運転手の交通安全トレーニングを実施し、合計 300 人に及ぶトラック運

転手、安全衛生スタッフ、下請業者がこの運転スキルと守備的運転技術に関するトレーニングコース

に参加するなど、ドライバーの安全教育を通じた質の高い運送サービスの確保に対してのニーズは、

徐々に高まりつつある状況といえる。 

 ダナン市の運送業界の現状 

トクアン漁港に出入りする物流事業者は、トクアン漁港の市場で卸売りを行うダナン市郊外の水産

加工業者から委託されている物流事業者とダナン市内の輸送を請け負う物流事業者に大別される。前

者のトラックはリーファー車の形式だがほとんどが中古車で設備が壊れているものが多く散見され

る。大手物流事業者の場合は 新型のリーファートラックも存在するが絶対数は少ない。 
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出典：調査団撮影 

図 2-23 トクアン漁港の物流事業者のトラック 

 

 
出典：調査団撮影 

図 2-24 大手物流事業者のリーファートラック 

トクアン漁港近隣に位置するベトナム中部 大規模のコンテナターミナルであるティエンサ港に

拠点を置く物流事業者のうち、ヒアリングを行った 大事業規模の物流事業者は、ダナン市内での水

産品の冷蔵冷凍輸送は行っておらず、冷蔵輸送は隣国への果物等に限っているが、その事業者の他に

も、将来の冷凍品の取り扱い需要の高まりを背景に、冷凍輸送事業への進出を検討している事業者が

存在する。ヒアリングを行った物流事業者は、ホーチミンの水産品輸出加工会社からの要請で、ダナ

ン市内に 1,000m2規模の冷蔵冷凍倉庫の建設を計画していた。 

300 人程度のドライバー、約 150 台の車両を保有するダナン市内で 大規模の冷蔵・冷凍輸送を行

う運送事業者は、リーファーコンテナ輸送、冷蔵トラック輸送、宅配、建築資材輸送などを行ってい

る。リーファーコンテナ輸送は事業全体の半分の売上を占め、取り扱い量は 40 フィートコンテナで

月間 300～400 本であるが、冷凍水産物の輸送は行っておらず、果物のタイからラオス、ベトナムを

経由して中国への輸出、あるいは薬品運搬を主に行っている。以前は魚やエビなどを運送していたが、

利益率の高い果物輸送に切り替えたとのことである。 
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 コールドチェーン整備に向けた課題の把握 

 トクアン漁港における問題点 

水産物の加工流通の観点での、トクアン漁港が抱える問題は、大別すると水揚げされる水産物の質

の側面である取引き水産物の鮮度および量の側面である取扱量、さらには漁港からの保冷運搬手段、

に集約される。以下に、それぞれの問題の要因別に考察した結果を整理する。 
 

【取引き水産物の鮮度に関する問題】 

・ 漁期間が長く鮮度が著しく低下し腐敗したものも含まれる 

漁の期間が長く、漁獲された魚は魚槽で既に収穫した魚と混ざるため、漁港での水揚げ時

には漁獲物に鮮度低下したものも含まれる。そのため鮮度良好の水産物を抜き出すのが困

難である。この漁獲物から鮮魚を選び出すことは非常に困難で、品質劣化した漁獲を一括購

入し、その中から高鮮度を選び出す方法が考えられるが、歩留まりが悪く商売として成り立た

ない。 

・ 日帰り漁船（手釣りまたは延縄）がトクアン漁港で水揚げしない 

トクアンに水揚げされる魚介類の殆どが網で漁獲される。そのため、その殆どが加工品原料

として使われ、高鮮度のものはほとんどない。 

・ 漁港内での水産物の取扱いが不適切 

漁港内に水揚げされる水産物の多くが、プラスチック容器に氷がないかあってもわずかで販

売されている。動線も混雑しているため、販売に多くの時間を要し、常温にさらされるため、

更なる鮮度低下や品質劣化を引き起こしている。仮に良好な冷凍・冷蔵状態を保ったまま水

揚げされたとしても、漁港内でコールドチェーンが途切れてしまうような状況である。 

・ 選別が鮮度によって行われていない 

トクアン漁港の魚は種類別と大まかなサイズで選別されているものの、鮮度では選別されて

いない。そのため、鮮度の良し悪しのものが混在して販売されている。加工原料として供給さ

れるものが多いため、日本と異なり、これまで鮮度が指標として重要な役割を果たしてこなか

ったことが原因と考えられる。 

 

【高品質の魚の取引量に関する問題】 

・ 漁獲後の処理が不適切であり、船上処理できるような商業船が漁港にはない 

トクアン漁港周辺には資本のある水産加工会社が存在するにも関わらず、漁船への設備投

資が行われていない。そのため最新設備を完備した漁船がない。また、漁獲後、魚を即殺、

活け締め、神経抜きといった鮮度を保持するための処理がされていない。網ものが多いため、

漁獲物は苦悶死したものが多く鮮度低下が速い。 

・ 高鮮魚のみを必要とする業者がトクアン漁港を利用しない 

トクアン漁港での鮮魚の入手が困難なことが要因である。漁港では、特定の魚種について、

高鮮度のもののみを選別し一定量にまとめて販売する仕組みとなっていないため、仮に高鮮
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度の水産物の水揚げが存在している場合でも、それを選び出して購入することは至難である。

新鮮な魚を求めている市内の海産物レストランやリゾートホテルは、浜辺などに水揚げされる

日帰り漁船から購入するケースが多い。 

・ 高級魚種が水揚げされているものの、有効活用されていない 

アオリイカ、タチウオ、マナガツオ、ハマダイ、アカムツといった高級鮮魚が水揚げされている

ものの鮮度が悪い状態で売買されている。これらの売買価格も鮮度に応じて低下しており、

資源が有効活用されていない。 

 

【保冷運搬手段】 

・ 漁港に搬送される魚を適切に保冷していない 

漁港では小規模な製氷企業がいくつか操業しているが、魚市場で取り扱われる魚の多くは

バケツなどプラスチック容器に入れられ、十分な量のフレークアイスで保管されていない状態

が目に付く。発泡スチロールの箱も少なく、魚市場で取引する仲買人などの保冷に対する意

識は低いと想定される。 

  
出典：調査団撮影 

図 2-25 漁港で扱われる魚の状況 

・ 運送者の輸送時の保冷への意識が低い 

前述のとおり、魚市場では新鮮な魚の取扱量が少ないためか、小口での買付けが多い。買

付けの多くは、海産レストランやホテル、一般消費者などが直接、あるいは仲買人を経由して

行っており、小口の場合は買付けに来る交通手段であるバイクに荷積みしているケースが多

い。運搬トラックの場合は運送コストが増加することが原因と考えられる。バイク便の場合は、

発泡スチロールの箱をガムテープで密閉してから荷台に積んでいる。 
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出典：調査団撮影 

図 2-26 トクアン漁港で活動する運搬業者の積荷作業の様子 

また、大口の鮮魚買付けの場合もあるが、これはダナン市周辺地域へと卸す業者によるもの

で、運送トラックで輸送しているが、状態のよい保冷車はほとんど見られず、配送時の遅延や

交通事故の発生の原因となる古い車両が大半を占めている。さらに、トラック内への積み荷

作業でも、箱を山積みにし、場合によっては箱を投げるようにして積んでおり、また、箱の中

にアイスを投入しない場合も散見されるなど、運搬業者の保冷、鮮度維持に対する意識は低

いと考えられる。 

  
出典：調査団撮影 

図 2-27 漁港からの主な運搬形態の状況 

 課題への対策 

 漁獲物の鮮度保持 

日帰りの近海小型漁船で捕獲される魚の多くは、鮮魚として取り扱える鮮度が期待されるが、小型

漁船はトクアン漁港に水揚げしておらず、近隣の浜辺で取引きを行っている。トクアン漁港で水揚げ

する漁船は中型木造船で、1 回の漁で 7 日～10 日程度の期間、海上で操業し、船内の保管量が一杯に

なった時点で漁港に帰港している。 

高鮮度の漁獲物をトクアン漁港に集めるには、以下の方策が考えられる。 

1) 日帰り小型漁船の水揚げもトクアン漁港で行う 

2) 近隣の浜辺で水揚げされている高鮮度漁獲物をトクアン漁港に運ぶシステムを構築

する 
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3) 中型木造船で水揚げされる魚の鮮度を保持する工夫を行う 

これらのうち、1)については現行の漁港運営システムや制度の変更を伴う。漁港を管理するトクア

ン漁港管理運営委員会はダナン市農業農村開発局直轄組織であり、ダナン市が制度変更を行えば実現

可能性は皆無ではない。しかし、トクアン漁港は、元々はホタテの養殖用途に整備された湾内施設で、

ベトナムでは比較的多く発生する台風や暴風時の避難港としての機能が重要であることから、中型木

造船の停泊、避難が優先されるため、小型漁船の利用は困難と想定される。 

2)については、実際にいくつかの市内高級ホテルや高級海産レストランが浜辺での直接買い付けを

行っており、実現性は低くない。ただし、鮮魚を一定量確保できるかの課題が残る。 

3)の対策は、 も有望な対策と考えられる。漁船は船内に氷とともに保冷保管できるスペースを持

っており、また、活魚として保存できる水槽を設置している漁船も多い。現状では鮮魚や活魚に対す

る需要が少ないためこれらの取引価格はそれほど高くなく、手間をかけて活魚や鮮魚の状態を維持し

ようとする必要性が薄いため十分に活用されていないが、仮に活魚や鮮魚の取引価格が作業量やコス

トに見合うレベルになる場合は活魚や鮮魚の状態で水揚げしてくる漁船も増えると想定される。 

いくつかの漁船にヒアリングしたところ、このようなニーズは十分存在することが確認できた。実

際は、利益を得るために一週間程度の期間漁に出て漁獲量を確保する必要性が存在するため、初期に

収穫した魚介類の鮮度劣化は不可避だが、帰港直前に収穫される魚介類は、鮮度劣化が進んだ収穫物

と貯蔵場所を分別することで鮮度保持は可能である。 

  
出典：調査団撮影 

図 2-28 漁船内の活魚用水槽 

 運送品質の向上 

冷凍品の品質を保持した輸送手段の確保は、コールドチェーンでの重要な要素だが、現状ではトク

アン漁港で活動する運送事業者やドライバーの意識が低く、水揚げされた水産物の買い取り後の加工

場までの運搬や、加工製品の顧客までのラストワンマイルの配送で、品物の鮮度や温度管理が不適切

で品質劣化が生じる可能性が高い。そのため、運転手の教育は、より効率的で品質維持が可能な物流

と製品輸送にとって不可欠な要素と考えられる。 

そこで、トラック運転における技術的な能力だけでなく運転手の価値観や態度にも取り組むことを

目的とした以下の運転手教育プログラムの導入が考えられる。 

・ 安全で効率的なコールドチェーン配送に必要な基本技術、知識、態度、習慣を提供す
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るドライバーコンピテンシートレーニング（運転能力訓練） 

・ 職務を効果的に遂行するための知識と専門的スキルを提供する職務別訓練 

・ 運転手の知識とスキルを強化し、学んだことを実践に移すための道（継続的な学習を

促進）を提供するフォロースルートレーニング 

このプログラムを、本事業で運送を委託する物流・運送事業者との連携によって導入することで、

質の高いコールドチェーンの確保を図る。 

 

 ベトナムの冷凍水産物市場の将来展望 

ベトナム中部は多種で豊富な漁獲があるにも拘わらず、獲れた魚の鮮度が保てないため、加工にも

適さず魚粉や家畜餌となる魚が多くある。水産業の振興という観点からみれば、獲れた魚を漁船内で

凍結し運搬すれば、鮮度は飛躍的に向上し、水産業の振興には役立つが、鮮度を上げることで浜値が

揚がることを漁民が実感できていないことから、従来型の漁労が続いている状況にある。 

一部の日本料理店や高級レストランと取引のあるような漁船は、近場で漁を行い、獲れたあと時間

をかけず鮮度を保って市場に上げることもなされているが、全体的には少ない。したがって、ダナン

では多くの輸入水産物も流通している。獲れた魚の鮮度を保存できれば、輸入による高値の魚ではな

く、鮮魚や冷凍の状態で地元産の魚の流通が促進される可能性は高い。 

ダナン市の仲買のコメントでは、一般的にダナンでは冷凍品は品質が悪く、市場で買う鮮魚の値段

が冷凍品よりも高いとのことであったが、これは未熟な冷凍技術によるものであると考えられる。美

味しい魚を食べることの文化は醸成されていることから、本事業で考える流通はダナン市において大

きなインパクトを与える可能性があると考えられる。 

日本でも、1960 年代以降の高度経済成長期の過程で水産業界の流通形態は大きく変化して現在に

至っている。ダナンのように従来型の産地から消費地の単純な二段階の卸売市場中心の市場流通形態

から、卸売市場以外の多様な流通経路が形成され、流通の担い手も大手商社や水産会社、卸売業者な

どが参入してきた。 

これらの主な要因には以下が挙げられる。 

・ 漁業生産規模の大型化による水揚げ・出荷の大量化 

・ 冷凍・加工技術の発達・普及による、生鮮品から冷凍・加工品への商品形態の変化 

・ 都市的生活様式の普及による小売店の多様化、大規模化 

・ 水産物の輸入・輸出量の拡大 

ダナン市では、このようなかつて日本が経験した状況が訪れているところであり、冷凍水産品のニ

ーズは確実に増加傾向にあると考えられる。これは日本をはじめ外資のコールドチェーン参入の増加

の実態からも明らかである。従って、いかにこのニーズを賄えるコールドチェーンインフラを整えら

れるかが、冷凍水産市場へのビジネス参入の成功の鍵となる。  
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 技術的実現可能性の検討 

 コールドチェーン整備事業による導入インフラの仕様検討 

 ビジネスイメージの検討 

ベトナム中部には多種で豊富な漁獲があるにも拘わらず、獲れた魚の鮮度が保てないため、加工に

も適さず魚粉や家畜餌となる魚が多くある。獲れた魚を漁船内や水揚げ時に適切に鮮度保管できれば、

水産業振興の可能性は極めて大きいと考えられるが、鮮度を上げることで浜値が揚がることを漁民が

実感していないため、従来型の漁業が続いている。中には、日本料理店と取引のあるような漁船で、

近場で獲れたあと時間を掛けず鮮度を保っている場合もあるが、個別の独自の取り組みで数も限定的

であり、全体的な傾向にはなっていない。 

しかし、ダナンのスーパーマーケットやレストラン、ホテルには多くの輸入された魚が流通してい

る。水揚げされる魚の鮮度を上げ、保存が可能となれば、輸入コストのかかった高値の魚の代わりに

地元の鮮魚や冷凍品が活躍できる場は多いと考えられる。一般的にダナンでは、冷凍品は品質が悪く、

市場で買う鮮魚の値段は冷凍品よりも高いが、我が国でも、冷凍技術が今日のレベルに発達する以前

は冷凍品が敬遠されていた時代がある。消費者の選択嗜好が変わっていくには時間を要するが、美味

しい魚を食べることの文化は醸成されていることから、本件で考える流通はダナン市において大きな

インパクトを与える可能性がある。 

このように、ダナンの水産物の潜在性は高く、マーケット側のニーズも増加している状況にある一

方、そのニーズ量を賄えるだけのコールドチェーンインフラが十分に整備されているとはいえない現

状である。生鮮魚介類については、ダナン市内の需要に対して海産レストランや公設市場などを介し

て市民のニーズに応えられていると考えられるが、冷凍水産物については高付加価値商品として扱わ

れていない。これには、加工対象となる魚介類の量および質の両面での不足とともに、大量な商品を

扱うだけの冷凍保管倉庫や物流インフラが不足していることが 大のボトルネックであると考えら

れる。 

このような冷凍水産物の市場への参入するためには、市場そのものの規模を大きくしていく必要が

あり、これには、ボトルネックに対応したインフラの導入は勿論のこと、現状のダナン市の生鮮偏重

の物流・消費形態を、徐々に冷凍品重視へと変えていく方策を採る必要がある。 

そこで、本事業では、想定する事業形態として、途に就いたばかりとはいえ既存の市場が存在する

冷凍冷蔵の保管サービス事業に参入して小規模な市場で価格競争するリスクをとらず、高付加価値な

冷凍水産加工品の流通というダナンにとって新しい市場の創出を図ることで、事業の採算性を確保す

る方策が現実的と考える。 

そこで本事業では、以下のような段階ステップでの事業展開を想定し、第一段階としての小規模な

事業導入の成功に向けたコールドチェーンのインフラ施設の検討と事業採算性の検討を行った。 
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出典：調査団作成 

図 3-1 本事業の段階整備イメージ 

 冷凍加工対象水産物候補 

トクアン漁港で水揚げおよび取り扱われる魚介類について、冷凍原料魚として可能性のある水産物

について魚介類の検討を行った。 

釣りによる高鮮度水産物の漁獲は現在のトクアン港には水揚げされていないため、基準となる鮮度

を高級食材として利用する高鮮度(漁獲後、即殺し活け締め、神経抜き、船上凍結など)と設定した場

合、その割合はゼロに近くなる。そこで、現実的な基準値を設定するため、生食可能の限界値までの

ものを良好鮮度と設定した。「規格内」とは適切なサイズで、傷なし、変色（白濁、脱色）していな

いものと定義した。なお、「良好鮮度量」と「規格内」の割合については、実際に計測して出した割

合ではなく、一度の訪問で見た目分量と漁法と漁の日数から推測して出した数値である。 

本事業での導入を想定する急速凍結機は、液体中で急速に凍結するため、凍結前の状態での長期保

存することが可能となる。解凍後は魚肉からのドリップもほとんど発生せず、品質の劣化は見られな

い。凍結前の状態に解凍で戻すことができるため、現在流通している冷凍魚よりも品質が改善され、

市場で流通している鮮魚と同等かそれ以上の状態のものを供給できるようになる。ただし、「良好鮮

度」とは、生で食べられる限界値ギリギリまでの鮮度と定義し、「高鮮度」とは苦悶させずに即殺し、

いけしめや神経抜きといった鮮度保持処理をしたもの（高級鮮魚の基準）と定義した。 

ダナンで漁獲水揚げされている水産物について本事業対象魚として優先順位づけした結果を以下

に示す。 
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表 3-1 ダナンで水揚げされる事業対象魚候補比較表 

魚介類名 
優先 

順位 
旬 

良好 

鮮度 
規格内 現状 

ハガツオ・ソウダガツオ ◎ 5-8 10-20 30-50 国内需要あり。輸入されている。鮮度落ち速い 

イワシ ▲ 5-7 0-10 30-50 値段が安い。鮮魚としての価値低い 

キビナゴ ▲  0-10 30-50 鮮魚としての需要なし 

イトヨリダイ △  5-20 30-50 すり身の原料。鮮魚としての需要は中  

ヒメジ ▲  5-20 30-50 干物の原料。鮮魚としての需要低い 

クロエソ ▲  5-20 30-50 すり身の原料？ 鮮魚としての需要低い 

イボダイ △  5-20 30-50 高級鮮魚。量が多くない 

マナガツオ ◎  5-20 30-50 超高級鮮魚。中国でも人気。 

クロアジモドキ ○ 5-10 5-20 30-50 マナガツオに味は似ている。 

カワハギ △ 10-12 5-20 30-50 干物の原料。鍋物。 

ハモ △ 5-11 3-10 30-50 日本に加工品が輸出 

シログチ △  3-10 30-50 韓国で人気魚種。日本ではすり身原料。 

キントキダイ △  5-20 30-50 鮮魚としての需要は中程度 

カマス ▲  5-20 30-50 干物の原料？鮮魚としての価値低い 

フエダイ △  5-20 30-50 中南米では養殖開発中の人気魚種。 

マダイ △  5-30 30-50 ベトナムでは人気がない 

アオリイカ ◎ 4-9 3-10 30-70 超人気種。値段も高い。日本への輸出 

ヤリイカ ◎ 4-9 5-20 50-70 超人気種。値段も高い。日本への輸出 

コウイカ ◎ 4-9 3-10 30-50 超人気種。値段も高い。日本への輸出 

ウシエビ  ◎  5-20 30-50 値段も高い。養殖物は行きた状態で流通 

バナメイエビ ○  100 50-80 値段も高い。養殖物は生きた状態で流通 

シャコ ○  100 40-80 生きたまま入手可能。需要もある。 

甲殻類 △  100 40-80 生きた状態で流通。対象魚種より除外 

ハタ ◎  5-20 30-50 超高級魚。ヨーロッパにも輸出されている 

バショウカジキ △  5-20 30-50 高鮮魚の状態で確保することが困難 

シイラ △ 4-12 5-20 30-50 漁獲情報（量・サイズ）不足 

ブリ ○  5-20 30-50 美味。漁獲量が少ない 

エイ ▲  5-20 30-50 値段が安い。鮮魚としての価値低い 

タチウオ ◎ 4-11 5-20 30-50 国内・海外人気。日本にも輸出されている 

サワラ ◎ 11-1 5-20 30-50 国内人気種。 

アジ △  5-20 30-50 一般大衆魚。値段が安い 

シラウオ  △  5-20 30-50 高鮮度のシラウオ入手困難  

メアジ △  5-20 10-20 一般大衆魚。値段が安い 

ギンガメアジ ○  5-20 30-50 鮮魚としての可能性あり 

キス ○  5-20 30-50 美味。値段があまり高くない。 

ティラピア ○  100 40-60 生きたままで流通。フィレー冷凍の可能性 

トビウオ ◎ 5-10 5-20 30-50 現地からの強い要望。 

ハマダイ ◎  5-20 30-50 超高級魚。漁獲量少ない 

アマダイ ◎ 12-5 5-20 30-50 超高級魚。漁獲量少ない 

ヒラメ ○  5-20 30-50 超高級魚。漁獲量少ない。 

キンメダイ ◎  5-20 30-50 超高級魚。漁獲量少ない 

アカムツ ◎  5-20 30-50 超高級魚。漁獲量少ない 

注）良好鮮度：生で食べられる限界値であって、高鮮度（高級鮮魚の基準）ではない 
規格内とはサイズ良好、傷なし、変色（白濁、脱色）していないものを示す 

出典：調査団作成 

 今後の優良魚種の資源量の見込み 

トクアン漁港に水揚げされている魚は鮮度劣化が著しく、現状では高級鮮魚として利用できる量は、

生きたままで持ち込まれる魚種（養殖エビ、淡水養殖魚）を除いては極めて量が少ないものの、季節

に応じた希少性や市場価格を踏まえ、冷凍加工による高付加価値化が期待できる魚種としては、カツ

オ、イカ（アオリイカ、ヤリイカ、コウイカ）、サワラ、タチウオ、トビウオが挙げられる。 
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ベトナムの水産業は年々漁船数が増加し、魚は小型化し漁獲量は年々減少しているとの報告がある。

漁法も網で一網打尽に小魚までとってしまうものが多く、底曳などは漁場を荒らし魚の生育環境を乱

している。そういった背景から、ベトナムの水産資源は漁獲圧力が再生産能力を超過した状況である

こと推測される。しかし、過去 3 年の漁獲データを見る限りでは資源が急激に減少しているとまでは

いえない。ベトナム国は約 1 年前に EU 諸国からイエローカード（違法漁業に関わる国々への警告）

を受け、ベトナム水産庁は解除に向け必死になっている状況である。これまで整備されていなかった

漁獲統計の収集などを本格的に開始したところで、魚種別の資源評価なども一切これまで行われてい

ない。また、過去の漁獲統計がどの程度の信頼性かも不明である。ここでは、主な魚種についての一

般的な将来資源量の見込みを記述する。 

・ カツオ 

中西部太平洋まぐろ類委員会によると、カツオの資源は減少の危機にはないと評価されており、

国際連合食糧農業機関（FAO:Food and Agriculture Organization of the United Nations）の漁獲統計資

料を見ても減っているとはいえない。ベトナムの漁獲統計資料には、マグロも混ざっており、正確

な量は把握できないが今後も過去 3 年の漁獲量に相当する漁獲量が見込めると判断される。 

・ イカ 

現在の漁獲量が持続生産量を超えたかどうかは判断できず長期的な将来的な資源については

不明だが、イカは単年生で 1 年の間に大きくなることから、複数年生きる魚類と比べると資源管

理は行いやすい。なお、産卵期間の禁漁や生育場所の保護は必要である。 

・ サワラ・タチウオ 

漁獲圧力の上昇により、資源が減っているのは明確であるが、各魚種の資源評価は行われてお

らず今後の資源変化の動向は不明である。ただし、既存統計データの動向から推察すると、当

面の資源量急減は想定されにくい。 

 

 事業モデルの検討 

 事業内容の検討 

想定する事業内容は、冷蔵冷凍保管倉庫のサービス事業（手数料収益）と、冷凍加工事業（販売収

益）との 2 つの事業を同時に行うものである。安定収入の前者、ハイリスク・ハイリターンの後者で

あるが、前者は既存市場でサービス利用料単価が低く価格競争になるため、後者を主な事業と設定す

る。冷凍加工販売事業では、特殊・先端加工技術を呼び水とし、ダナン市内の消費市場を対象として

実現可能な規模からのスモール・スタートを目指す。 

初期段階では一般消費者層は対象とせず、高付加価値・ハイエンド層をターゲットにした認知拡大

と、高級レストラン等のボリュームゾーンをターゲットにした収益モデルの実現を図る。事業の拡大

やトクアン漁港周辺の大型漁船対応新港整備の状況を踏まえつつ、認知の拡大に応じて、加工対象魚

種や物流の範囲を広げ、他都市への流通、日本を含む輸出へと展開第二、第三冷凍倉庫の整備を適宜

検討していく。 
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出典：調査団作成 

図 3-2 事業モデル 

 事業形態の検討 

ベトナムは外国投資を奨励しており、近年では 2009 年から小売・流通業への外資 100%の出資が

可能となるなど、他の ASEAN 諸国と比べても規制は小さい。事業投資の方法は、新規法人設立以外

に、既存法人への投資（株式購入や追加出資）、法人格の会社を設立せずにベトナム企業との契約で

事業利益や資産の配分を図る事業協力契約、官民連携、委託加工契約、などがある。本事業では、本

邦企業の製品・技術を活用した事業運営を想定するため、新規法人の設立を想定する。 

新規法人設立手段には、直接投資か SPC（Special Purpose Company）あるいは JV（Joint Venture）

の間接投資の 2 つの選択肢がある。 

直接投資の場合、以下のような懸案事項が想定される。 

・ ダナン市人民委員会が権限を持つ事業権認可の取得のハードルが高い 

事業権は、直接投資、間接投資、共に必要であるが、外資の直接投資の場合は人民委員会か

らの認可取得が比較的困難となることが予想される。これは、ダナン市は民間投資を奨励してい

る反面、環境都市宣言を行っていることから環境規制が厳しく、新たな事業参入は環境負荷を

伴う点で認可が下り難いことが想定されるためである。当然ながら、環境への負の影響側面に見

合うだけの市政に対する経済効果や市民への裨益、サービス向上などを相対的に判断して決

定されるため、認可取得の可能性はあるが、この説得には相応の時間を要する。例えば過去に、

ダナン市の水道事業の民営化の手続きでも 3 年を要しており、経費だけでなくビジネスチャンス

のタイミングを逸することになるタイムロスは民間事業展開の大きな足かせとなる。 

・ 用地取得が困難 

ベトナムでは、土地は国家が管理権限を有するため、外国資本は、国家に対して直接土地リー
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スを受けるか、既に国家から土地リースを受けている工業団地開発事業者や現地法人からサブ

リースあるいは使用権の供与という形で借り受けることになる。トクアン漁港周辺地域は現状、ダ

ナン市が利用権を有する土地か、民間が借り受けている土地で占められており、空き地はほとん

ど残っていない。冷凍冷蔵倉庫の建設を検討している民間物流事業者によると、トクアン漁港周

辺で利用可能な土地は、トクアン漁港内湾の対岸に位置する造船施設の隣の一角にある土地

のみで、現在は建物が廃墟状態となっているが、権利所有者に支払う土地リース料や、漁港か

ら比較的遠距離のための利便性が悪く冷凍倉庫の立地には不適切とのことである。 

トクアン漁港の敷地を含む周辺エリアで、ダナン市所有用地の中で候補地に挙げられるのは、

次図に示す A,～C の 3 つのエリアである。 

 
出典：調査団作成 

図 3-3 トクアン漁港近隣の建設候補地 

・ 漁港隣接地 A 

ダナン市農業農村開発局の管理地で、施設としては製氷工場と漁港施設用の排水処理施

設が立地しており、それ以外の空き地は市場利用者のトラックの旋回スペースとなっている。

仮にこの場所に冷凍冷蔵倉庫を建設する場合は、漁港機能と同一とみなされるため用途変

更手続きは不要である。 

・ 空き地 B 

ダナン市農業農村開発局の管理地で、現状は草が茂る空き地である。しかし、農業農村開

発局は既にこの空き地を含めた土地の再整備を進めており、原時点で漁港敷地内に散在す

る既存製氷工場をこの空き地および周辺エリアに集約する予定である。既に製氷工場各社と

は土地の配分までほぼ合意済みであり、使用可能なスペースも数百 m2 と限定的である。 

・ 防衛局管轄の空き地 

ダナン市防衛局管轄の空き地で、この土地を利用するためには防衛局から農業農村開発局

への譲渡手続きが必要となり、可能性は極めて低い。 

これらの懸念事項を解消する手段として、現地企業とパートナー関係を構築して SPC あるいは JV

の形態で事業運営する間接投資が考えられる。パートナー企業が敷地内の土地提供が可能であれば、

事業認可取得は比較的容易となる。ただし、ダナン市は環境配慮への意識が高く、特に排水処理に関

する環境基準が厳しい。工業団地では公共下水処理場に接続されるが、入居企業に対しては放流水の
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水質レベルに応じた下水処理場利用の料金設定となっており、入居企業は一次処理施設の設置を求め

られる。 

現地企業の候補としては、本事業と類似の事業活動を行い現地の商習慣を熟知している企業と連携

することが望ましい。現地企業の営業チャンネルを有効活用できるメリットも大きい。 

ベトナム政府は、2014 年投資法の第 16 条第 1 項に基づいて 243 の事業分野を投資奨励分野とし

て規定しており、物流事業、陸上運送事業、複合運送サービス事業、水産物事業など、本事業で想定

する事業活動もその対象となっている。対象分野は更に投資特別奨励分野と投資奨励分野に分類され、

農林水産業の養殖・加工・保管、および漁業の物流サービスといった事業が前者に指定されている。 

これらの奨励分野の事業に対しては、以下の 3 点の優遇施策が適用される。 

・ 法人所得税法の軽減税率 

・ 固定資産となる商品、原材料及び投資プロジェクトの実行に必要な物資の輸入に対する関税

の免除 

・ 土地賃料、土地使用料及び土地使用税の減免 

本想定事業に対する優遇措置の内容は以下のとおりとなる。 

表 3-2 本事業に対する投資優遇措置の内容 

項目 対象事業内容 優遇措置 

土 地 賃 料 、 土 地

使用料及び土地

使用税の減免 

政令第 118 号別表 I.A に記載され

た投資特別優遇産業及び取引で

の投資プロジェクト 

・土地使用税：免除 

・土地使用料：14 年間の免除（最大 3 年間の基礎

工事のための租税の免除を含む） 

法人所得税法の

軽減税率 

高品質鉄鋼、省エネルギー製品、

農業用機械及び備品、林業、漁

業、製塩業、灌漑と排水設備の建

設、畜産業、水産物養殖業及び伝

統産業の発展に資するプロジェクト

・優遇税率：17％（10 年間） 

・2 年間の法人所得税の免除及び 4 年間の 50％

の減免 

関税の免除 政令第 118/2015/ND-CP の別表

I.A に記載された投資優遇産業で

の投資プロジェクト 

・機械、装置及び部品など固定資産として輸入さ

れた物品、機械及び装置の製造、移動用機械及

び国内で生産することのできない建材に係る免税

・国内で生産することのできない素材及び部品の

5 年間の免税 

出典：JBIC「ベトナムの投資環境 2017 年 8 月」を基に調査団作成 

 パートナー企業の選定 

本事業の活動内容を踏まえると、水産加工事業者および物流事業者がパートナーとして適切と考え

られる。ダナン市内の関連企業のうち、本事業に特に関心を示した企業は以下のとおりであった。 

・ 水産加工事業者 A 社 

創業 20 年の水産加工業者で、トクアン水産加工業団地内 20,000m2 の敷地に冷凍倉庫を 7 棟

（保管能力 4,000 トン、冷凍温度-18～-20℃）、加工場を所有し、従業員数は 100 名程度である。

他社の水産品の保管の受託、水産品の輸出代行なども行っている。また、最大株主である社長

は、別会社である日系燃油事業者の販売代理店も保有し、そこでは漁船のディーゼルオイル、

エンジンオイルも取り扱っており、日系企業との連携を望んでいる。 
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これまでは水産流通加工を主要事業としてきたが、現在、冷蔵・冷凍輸送事業、小売販売業等

の一連の事業を行う企業へと転換を図るべく、新会社設立に向けて準備している。 

・ 物流事業者 B 社 

2009 年に設立した同社は、ティエンサ港近くに 52,000m2 の敷地を保有し、コンテナ貨物の荷降

し・荷積みを主事業とする総資産 43 billion VND の株式会社である。ダナン港区内では、土地面

積規模、総投資額の規模で最大規模である。2017 年の取扱量は 35 万 TEU(20 フィートコンテナ

相当数)で、うち約 7％にあたる 2,000TEU/月が冷凍貨物であった。従来はコンテナヤード開発が

主であったが、昨年から運送業にも注力しており、中国やラオスなど隣国の事業者との契約でフ

ルーツなどの運送も行っている。受注株主構成は、75％が運輸省 100％出資国営企業の

VINALINES、残り 25％がダナン港株式会社である。 

投資行為は法的に可能だが、本事業の冷凍加工や冷凍冷蔵保管庫運営が事業登録範囲外の

ため、取締役会承認が必要となる。この場合、承認のハードルとして、主事業であるコンテナ貨

物取扱い事業へのマイナスの影響が生じないこと、事業粗利が高いこと、投資事業と主事業と

の相乗効果が高いこと、の 3 点を主として投資の是非が判断される。 

B 社は、社長の事業投資への関心や意欲は高いが、 終的には国営企業が大株主である経営陣の判

断に委ねられる。トクアン漁港から約 5km 離れた場所に所在し、水揚げからの輸送利便性の面で不

利であり、また、工業団地入居企業ではないため独自の排水処理施設の整備も必要となる。A 社はト

クアン水産加工業団地に入居し、冷凍加工を主に活動しており、事業ノウハウや市場へのアクセス、

販売チャンネルを有している点で連携メリットが大きい。そのため、A 社との連携を想定し、事業採

算性を検討することとした。 

A社との連携による本事業が、新規事業とみなされるか、A社の既存事業の改良とみなされるかは、

終的には事業申請内容に対するダナン市人民委員会の判断に委ねられる。採算性の検討に際しては、

新規投資事業としての優遇措置が無い場合を想定して各種事業費の算出を行った。 

 事業規模の検討 

 冷凍加工量の検討 

本事業で行う冷凍加工事業の収益は、冷凍加工の対象とする水産物の、トクアン漁港での

取引価格と冷凍加工品の販売価格の差で確保される。水産物は漁獲量の季節変動に応じた需

給バランスから、卸値や市場価格が変動する。本事業では長期間鮮度保持できる急速冷凍機

を用いた冷凍加工を行うことから、この季節変動差に着目し、漁獲量の多い旬な時期にでき

るだけ大量に冷凍加工して自社冷凍倉庫に保管し、漁獲量が少なく卸値や市場価格が上がる

時期に販売するという事業を想定する。 

トクアン漁港での卸価格は、トクアン漁港管理委員会提供のデータを用い、市場価格は水

産加工業者、海産レストラン、リゾートホテルなどへのヒアリングや、大手小売店や公共市

場での店頭販売価格調査を基に設定した。トクアン漁港に水揚げされる水産物のうち、ある

程度の漁獲量が見込め、かつ卸値と市場価格との価格差や季節変動の大きさを考慮し、冷凍
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加工対象水産物の候補として以下の 5 種を選定した。 

表 3-3 冷凍加工対象魚種の特徴・選定理由 

魚種 特徴・選定理由 

アオリイカ ・比較的高鮮度（現地の日本食レストランへのヒアリングでも、高鮮度のものは日本のも

のと遜色ない品質）で水揚げされている 

・海産レストランやリゾートホテルで、季節によらず需要量が大きく、市場価格が高い 

ソウダガツオ ・現地での需要が高いが、輸入品で充当されている現状 

・鮮度落ちが速いため、冷凍処理の効果が高い 

・卸値は低いが、水揚げ量がある程度確保でき、安定的な供給量が期待できる 

トビウオ ・漁獲期は春先の数ヶ月に限定され、地元では縁起物の魚 

・年間の需要量・価格の変動が大きい 

・リゾートホテルでは定期的な海産ビュッフェの人気主産品として扱われるなど、冷凍品

に対しても一定の需要が見込まれる 

サワラ ・縁起物の魚として、ベトナム全国で来客時や、特に旧正月の時期のおもてなし料理と

して人気が高く、ラウンド品のニーズもある 

・冷凍処理の効果が高い 

・市場価格が比較的高い 

タチウオ ・卸値の季節変動差が大きい 

・タチウオのみを漁とする漁船が存在し、漁獲後に船内水槽に活魚として保存して水揚

げすることが可能なため、冷凍処理の効果が高い 

出典：調査団作成 

これらの年間漁獲量、およびトクアン漁港での月別卸値の 2016 年から 2018 年までの過去

3 年間の平均値を以下に示す。 

 
出典：調査団作成 

図 3-4 冷凍加工対象魚種の過去 3 年間の平均月別漁獲量 
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出典：調査団作成 

図 3-5 冷凍加工対象魚種の過去 3 年間の平均月別卸値 

 

 冷凍倉庫容量の設定 

ア 事業運営手法 

冷凍倉庫の容量は、保管サービス事業（手数料収益）における他社からの付託による冷凍

品の保管量、および冷凍加工事業（販売収益）における冷凍加工後の自社冷凍品の保管量と

の、2 種類の事業での必要容量を基に算定する。 

冷凍加工販売事業からの収益は、市場価格すなわち販売価格と原料調達価格との価格差か

らの創出を想定するが、冷凍加工対象 5 種の間でも、それぞれの漁獲シーズンのタイミング

や保管期間に差がある。そこで、対象 5 種それぞれの収益性が 大となる加工・保管・販売

の時期を重ね合わせ、保管量の総和が 大となる容量が、冷凍加工販売事業からの収入の上

限値となる。 

アオリイカを一例とした冷凍加工後の保管と販売のイメージを次図に示す。月別平均漁獲

量を閾値として、平均値より多く取れる時期は冷凍加工後に保管することで市場価格の上昇

を持ち、平均値より漁獲量が少ない時期は市場価格が高い時期のため冷凍加工後は順次売り

さばく方法で運営していく。なお、販売期間中の販売量は、保管期間中の保管総量を販売期

間で均等配分した一定の荷捌き率を設定する。 
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出典：調査団作成 

図 3-6 冷凍加工後の保管と販売の考え方イメージ図（アオリイカの場合） 

イ 必要倉庫容量算出 

上記の冷凍加工販売事業の運用方法を基に算出した、季節変動に応じた対象 5 種の保管料

と販売量の推移を検討した。前述のとおり、トクアン漁港に水揚げされる水産物は、鮮度お

よび規格内の割合に幅がある。冷凍加工対象 5 種について、良好鮮度および規格内の割合が

それぞれ 低の場合、およびそれぞれ 高の場合について、倉庫内の保管総量の推移を算出

すると、次図のとおりとなった。 

 
出典：調査団作成 

図 3-7 冷凍加工対象 5 種の累積保管量の推移 
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良好鮮度および規格内の割合がそれぞれ 低の場合の 大保管量は 194.86 トン、 大の場

合の 大保管量は 620.12 トンとなる。 

本事業では、現在の冷凍水産物の市内消費の需要量に対して供給量が不足しているような

現状に対し、新たなコールドチェーンインフラの整備によって供給不足を補い、冷凍品の需

要を喚起することを期待している。そのため、現状では仮に良好鮮度や規格内の水揚げ量が

低くても、高値で買い取る仕組みが実現されると、漁師や卸売業者の側で高収入を期待して、

より良好な鮮度で傷などが無い漁獲の量が増えることが期待される。そのため、本事業の第

一段階で整備する保管倉庫の容量は、現在の水揚げ量に対して、良好鮮度および規格内の割

合がそれぞれ も高い値を採用し、その累積量が 大となる 620.12 トンを確保目標と設定す

る。 

また、ダナンではじめて冷凍冷蔵保管サービス事業を始めた企業へのヒアリングによると、

倉庫稼働率は年平均で約 7 割、うち、水産冷凍加工品など、調達原料の漁獲量の季節変動に

応じて、ピーク時期が大きく異なるとのことであった。この占有率を踏まえると、良好鮮度

および規格内の割合がそれぞれ 低の場合の 大保管量 194.86 トンの場合は 278 トン、 大

の場合の 大保管量 620.12 トンの場合は 885 トンとなる。 

これらの検討結果から、冷凍倉庫の容量は 800 トンに設定し、冷凍加工品の保管量に応じ

て空隙スペースを他社からの冷凍保管サービス事業に充当する運用での事業を想定すること

とした。 

 施設・設備の仕様検討 

 冷凍保管倉庫 

ア 用地の検討 

容量 800 トンの冷凍保管倉庫および冷凍加工場の施設規模を想定し、水産加工事業者 A 社

と用地確保の協議を行った。現在は冷凍加工事業用の建屋として、冷凍保管倉庫と加工場の 2

棟、それらと同規模の施設が運送トラックの搬入搬出スペースを挟んで対面に 2 棟整備され

ており、後者は現在、養殖うなぎの加工製品の保管事業を行っている韓国企業にレンタルし

ている。インフラ施設として、A 社の冷凍加工事業用に電源施設と排水処理施設が既設され

ているが、養殖うなぎ加工製品保管事業用の排水処理施設は別系統となっている。 

A 社との協議では、現在の養殖うなぎ加工製品保管事業のレンタル契約を解消し、そのスペ

ースを本事業の施設スペースに充当する案も検討したが、単に加工製品を保管する韓国企業

の既存事業と、本事業の冷凍加工・保管事業とは業態が異なり、排水処理系統も独立してい

るため、用途変更申請を要するといった難点がある。そこで、A 社の既存事業用の 2 棟のう

ち加工場を本事業用に改修する案について検討した。 

この場合、A 社の既存事業は本事業と同じく冷凍加工・保管事業であり、排水処理施設も継

続利用することが可能なため、用途変更申請の必要が無いことから、既存の加工場を改修す

る案で検討を進めることで A 社の合意を得た。 
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出典：調査団作成 

図 3-8 冷凍保管倉庫用の改修の対象とする既存加工場 

 施設設計 

既存加工場の用地に対し、運搬トラックの搬入搬出スペースを考慮し、冷凍加工用原料運

搬トラックの搬入口２箇所、冷凍加工品運搬トラックの搬入口２箇所、搬出口４箇所とし、

事務所も備えた 800 トンの容量の保管倉庫および加工場のレイアウトを、次図のとおり設計

した。 

 
出典：調査団作成 

図 3-9 冷凍保管倉庫平面図（1 階） 
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出典：調査団作成 

図 3-10 冷凍保管倉庫平面図（2 階） 

 

 
出典：調査団作成 

図 3-11 冷凍保管倉庫立面図（西側・南側） 
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出典：調査団作成 

図 3-12 冷凍保管倉庫立面図（東側・北側） 

 
出典：調査団作成 

図 3-13 冷凍保管倉庫断面図 
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出典：調査団作成 

図 3-14 冷凍保管倉庫イメージパース 

 設備仕様 

ア 倉庫設備仕様 

冷凍保管倉庫、加工場、および事務所の設備仕様は以下のとおりとした。 

表 3-4 倉庫設備の主な仕様 

階数 用途 仕様 

１階 
冷凍室 庫内温度 -30℃、冷凍機＋ユニットクーラー、ドックレベラー、ドックシェルター、照明 

加工場、前室 庫内温度     8℃、冷凍機＋ユニットクーラー、ドックレベラー、ドックシェルター、照明

２階 一般室 照明（LED）・コンセント、TEL・LAN 配管、放送、自火報 

 その他 給排水、衛生器具、消火、空調（PAC）、換気 

出典：調査団作成 

イ 冷凍加工機仕様 

冷凍加工機は、長期間の鮮度保持を実現する液体急速冷結機を採用する。これは一般的な

従来型空冷式冷凍機と比べて、圧倒的な凍結速度を可能にするため、冷凍プロセスの過程で

生じる細胞内の水分の膨張による細胞膜の破壊が生じにくいことから、解凍時に、ドリップ

と呼ばれる旨み成分の入った液体の流出が 小限に抑えられる。そのため、解凍時の鮮度は、

冷凍処理直前の鮮度とほとんど変わらないという利点がある。 

凍結加工の対象量を年間 620 トンと想定する場合、月平均 54 トンの加工処理量となり、工

場稼働日数を一月あたり 22 日、一日当たりの加工処理時間 7 時間とすると、時間当たりの処

理量は 0.41 トンとなる。 

凍結の形状は、原体のまま（ラウンド）で凍結する場合とフィレ等に加工して凍結する場

合とが考えられる。後者の場合は頭、尾、内臓、骨などを取り除くため、歩留まりは 50%～

60%である。ラウンドとフィレ等の加工との割合は、水揚げされる時期や量、市場ニーズ量に

応じて変化するため一律設定はできないが、半数をフィレ等に加工して凍結する場合、約 0.3

トンの凍結処理量が求められる機器の処理速度となる。これに適合する機器の外観および仕

様を次図に示す。 

 
出典：調査団作成 

図 3-15 液体急速冷結機外観および仕様 

 

用途 仕様 

冷凍室 大型リフト 2 層式 

本体寸法 奥行き 1300mm、幅 3450mm、高さ 2160mm

重量 2000kg 

最大凍結能力 280kg/時 

総合電気容量 29.1KW 
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 概算事業費の算出 

 初期整備費 

 建設費 

次表の費目による建設費の総額は 275,000,000 円と算出した。 

表 3-5 建設費の費目および数量 

項目 細目 数量 単位 

建設費 

冷凍倉庫 700 m2 

加工場 425 m2 

事務所 425 m2 

庇 225 台 

階段 36 m2 

外構 1350 m2 

施工者諸費用 1 式 

機材費 

冷凍倉庫・加工場設備等 1 台 

ベルトコンベア  3 台 

真空包装機 1 台 

フォークリフト  2 台 

発電機  1 台 

据付工事・技術指導費 10 ％ 

既存倉庫撤去費用 1200 m2 

排水処理施設 1 式 

諸経費 3 ％ 

出典：調査団作成 

 教育費 

ソフトコンポーネントとして、本事業で輸送する製品の配送を担当するドライバーを対象

にした連携する運送事業者への交通安全・品質管理教育プログラム導入、および冷凍加工の

前処理工程と冷凍加工処理に関する教育訓練費を計上する。事業開始前の 6 ヶ月間実施する

想定で、総額 44,000,000 円と算出した。 

 資機材調達費 

次表の費目による資機材調達費の総額は 55,00,000 円と算出した。 

表 3-6 資機材調達費の費目および数量 

項目 細目 数量 単位 

機材費 冷凍加工機（TL-2G） 1 台 

輸送費 

諸掛 10 ％ 

関税 1 式 

輸送費 1 式 

据付工事・技術指導費 1 式 

諸経費 3 ％ 

出典：調査団作成 

 運用費 

 水産物買取費 

トクアン漁港管理運営委員会提供の各魚種の水揚げ量および日別卸売価格のデータを基に、
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冷凍加工対象 5 種の年間買取費を算出すると、総額 356,000,000 円となる。各魚種の月別買

取費を次図に示す。 

 
出典：調査団作成 

図 3-16 冷凍加工対象 5 種の月別買取費 

 冷凍加工場オペレーション費 

施設の運転に伴う費用のうち、冷凍加工に関しては変動する買取量に応じた加工量に伴い

変動する。次表の費目による冷凍加工場オペレーション費は平均月額 1,586,000 円と算出し

た。 

表 3-7 資機材調達費の費目および数量 

項目 細目 数量 単位 単価 単位 

前処理加工オペレーション 

電力費 （ベルトコンベア、真空包装機） 72.72 kwh/日  14 円/kwh 

水道使用料 1210 m3/月 45 円/m3 

包装費 1 式    

冷凍加工処理オペレーション 
電力費 （冷凍加工機） 286.4 kwh/日  14 円/m3 

冷却液 60.44 t/月 8000 円/t 

排水処理施設 
処理費 1210 m3/月 43 円/m3 

下水道使用料 1210 m3/月 10 円/m3 

冷凍倉庫オペレーション 

電力費 810 kwh/日  14 円/kwh 

メンテナンス費 6 Unit 6,250 円/月/unit 

発電機用燃料 320.4 L/時間/日 90 円/L 

出典：調査団作成 

 運送費 

買取量に応じて変動するが、現地運送事業者のヒアリングにより、ダナン市内の配送単価

を 1.25t トラックあたり 2,600 万 VND を用い、運送費は平均月額 143,000 円と算出した。 

 事業運営費 

事業運営に係る事務人件費、オペレーター、土地利用料、廃棄物処理費、諸経費を含めた

事業運営費は月額 2,432,000 円と算出した。 
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 財務分析 

 設定条件 

 投融資比率 

概算事業費における初期費用総額 374,000,000 円のうち、50%を自己資金、残りを民間銀

行からの融資で賄う設定で分析を行った。 

 融資利率 

建設費の 7 割以上を占める冷凍倉庫建設費は、資材の大半が現地調達可能である。そのた

め、民間銀行からの融資はベトナムの民間銀行を利用する設定とした。 

ダナン市内に支店を持つ大手民間銀行 3 社の融資条件は以下のとおりである。このうち、

日系企業や工業団地入居企業への融資実績の多い Vietcom Bank の条件を採用し、年率は固

定金利 6.8％、変動金利 4%、据置期間は建設期間と同期間の条件で分析を行った。 

表 3-8 ベトナム民間銀行の融資条件 

  BIDV Vietcom Bank Sacom Bank 

利率 

年 7% 固 定 利 率 プ ラ ス

3~4.5%の変動利率（返済

期間 3 年未満なら 3%） 

年 6.8%固定プラス変動利

率 3.6~4% 

概ね年利 12%、月利 1%前

後 

据置期間 事業による 事業による 事業による 

返済期間 審査による 審査による 審査による 

事業規模 不問 不問 不問 

融資上限 総額の 50-70% 総額の 50-70% 総額の 70% 

融資条件 

・ベトナム法人であること 

・案件概要 

・担保 

・財務分析シート等 

その他 
他銀行との併用可能 日系企業や他加工団地に

も融資実績有り 

日本語資料完備 

出典：調査団作成 

 物価上昇率 

物価上昇率は GDP を指標に用いる方法と消費者物価指数を用いる方法とで値が異なるが、

前者を採用する世界銀行および後者を採用するアジア開発銀行によるベトナムの過去の物価

上昇率は、アジア通貨危機やリーマンショックなどの影響もあり、大きく乱高下している。

ここでは、将来の物価上昇率を 4%に設定して分析を行った。 

 収入 

 冷凍加工品の販売 

現地の海鮮レストラン、リゾートホテルへのヒアリング、大手小売店、公設市場での販売

価格を踏まえて設定した。市場価格は、漁獲量や祭事などの季節変動や需要量に応じて変動

する。分析では、漁獲量に連動した価格変動とし、次表に示す冷凍加工対象 5 種の適用販売

価格を 高値として、年平均漁獲量に対する月別漁獲量の割合を係数として比例配分して算
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出した。 

表 3-9 冷凍加工対象 5 種の適用販売価格 

魚種 販売価格 

アオリイカ 379,900VND/kg

ソウダガツオ 319,244 VND/kg

トビウオ 100,000 VND/kg

サワラ 307,333 VND/kg

タチウオ 181,250 VND/kg

出典：調査団作成 

冷凍加工品の販売による月別収入は次図のとおりで、物価上昇率を 0%とした場合の年間総

額 31,254,000 円となる。 

 
出典：調査団作成 

図 3-17 冷凍加工対象 5 種の月別収入 

 

 冷凍加工品の保管サービス 

冷凍保管倉庫のうち他社からの委託保管サービスによる保管量は、冷凍保管サービス用の

倉庫容量の 70%の占有率を用いて設定した。 

現地で冷凍保管サービスを行っている事業者へのヒアリングでは、保管料は重量あるいは

容量のどちらかを基準にした月あたりの価格設定としており、水産加工品の場合に適用され

ている 600,000VND/t を単価として採用した。 

これによる冷凍加工品の保管サービス事業による年間収入は、物価上昇率を 0%とした場合、

総額 1,419,000 円となる。 

 分析結果 

以上の条件に基づいた想定事業の財務分析結果は次図のとおりで、事業開始から 2 年目で単年度黒

字、4 年目で累積損失解消、5 年目の内部収益率は 7.28%、10 年目では 30.59％となる。 
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出典：調査団作成 

図 3-18 事業財務分析結果１ 

この結果は、冷凍加工対象 5 種の良好鮮度および規格内の設定割合のうち 小値を採用した場合で

ある。 

将来的には、本事業が軌道に乗り、漁民の鮮度保持意識が向上してこれらの割合が上昇することも

期待される。仮に、良好鮮度および規格内の設定割合のうち 大値を採用した場合の分析結果は次図

のとおり、高い収益性の事業となることが期待される結果となる。 

 
出典：調査団作成 

図 3-19 事業財務分析結果 2 

なお、冷凍品の保管サービス事業を主として冷凍倉庫の容量を増加するパターンでも試算したとこ
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ろ、事業開始から 6 年目でようやく累積損失解消となる結果となった。この試算は、冷凍加工対象 5

種の良好鮮度および規格内の設定割合のうち 小値を採用した場合だが、良好鮮度の漁獲量が増えた

としても、現地で同業他社が設定している冷凍品加工サービス単価が低いため、収益性の大幅な増加

は期待できない。 

 
出典：調査団作成 

図 3-20 事業財務分析結果 3 

以上のことから、漁獲量確保の点でのリスクが存在するものの、冷凍加工販売事業を主とする事業

形態の収益性が高く、投資家確保の観点からの事業の実現可能性が大きいと判断される。 

 

 政策支援等の活用見込み 

 政府支援施策の概観 

本事業は大規模なインフラ整備を伴わない民間事業のため、活用可能性のある政府支援施策は、投

融資あるいは海外事業に伴うリスクへの保険に関する財政支援、あるいは日本からの専門家派遣や技

能実習などの人材育成面での支援が考えられる。 

出資支援としては、日本の魅力ある商品・サービスの海外需要開拓を担う株式会社海外需要開拓支

援機構（クールジャパン機構）、主に交通・都市開発のプロジェクトを対象とする海外交通・都市開

発事業支援機構（JOIN）、農林漁業の 6 次産業化への取り組みを支援する株式会社農林漁業成長産

業化支援機構（A-FIVE）などの官民ファンドの活用が可能と考えられる。いずれも、民間事業者の



ベトナム国ダナン市トクアン港コールドチェーンシステム整備事業 

 

70 

リスクを一部負担するための資金提供によって事業促進を支援する目的で、これらは本邦企業の海外

事業にも適用可能である、また、融資支援としては、株式会社国際協力銀行（JBIC）、株式会社日

本政策金融公庫（JFC）による本邦企業の海外事業への融資が考えられる。 

 
出典：財政投融資分科会「財政投融資を巡る課題と今後の在り方について」 

図 3-21 海外事業に関する政府財政投融資関連機関の関係図 

また、株式会社日本貿易保険は、海外事業に際しての輸出入や投融資に際して事業者が被る可能性

のあるカントリーリスクなどに対する保険制度を整備している。 

 支援策 

 官民ファンド 

ア クールジャパン機構 

日本の魅力（クールジャパン）の事業化、海外需要の獲得につなげる日本の優れた商品・

サービスの海外需要開拓に関連する支援・促進を目的に、2013 年に設立された官民ファンド

である。平成 30 年 4 月までの出資総額は 693 億円で、うち民間出資は 107 億円である。分

野別では、メディア・コンテンツ関連事業が も多いが、食・サービス関連事業にも 11 事業

件数で総額 117 億円の出資実績を持つ。 
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出典：クールジャパン機構 HP 

図 3-22 クールジャパン機構の支援スキームイメージ 

類似事業としては、2014 年のベトナム・ホーチミン市郊外ビンズン省での冷凍冷蔵倉庫整

備事業への本邦企業 2 社との合弁会社を通じた出資、2016 年の台湾および中国での日系外食

企業向け食材加工事業への出資が挙げられ、本事業に対する出資支援の可能性は高いと考え

られる。 

イ JOIN 

海外インフラ事業に係る民間との共同出資や、海外事業会社への役員や技術者の派遣、相

手国政府との交渉などの支援メニューを持つ。案件への初期費用よりは事業運営に関る費用

への支援を基本姿勢としており、現地企業との連携事業については、本邦企業側の発言権を

大きくするために JV の設置などに対して出資する場合もある。2017 年にインドネシアで冷

凍冷蔵保管倉庫事業への出資を行っており、本事業に対する出資支援の可能性は高いと考え

られる。 
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出典：「株式会社海外交通・都市開発事業支援機構（JOIN）による海外展開支援活動」 

（建設マネジメント技術 2018 年 1 月号） 

図 3-23 JOIN の支援スキームイメージ 

 融資 

ア 質高インフラ環境成長ファシリティ 

JBIC は、途上国における、高度な環境技術、省エネ施設の導入などの高い地球環境保全効

果を有する案件に対する支援スキームを有する。2018 年 6 月までの地球環境保全業務

（ GREEN: Global action for Reconciling Economic growth and ENvironmental 

preservation）というスキームを受け継ぐ形で創設された新たなスキーム「質高インフラ環境

成長ファシリティ」は、近年の世界的な ESG 投資市場拡大の流れに応じる形で創設され、2021

年 6 月までに官民合計で約 500 憶 USD の資金提供を予定している。 

表 3-10 質高インフラ環境成長ファシリティの概要 

項目 条件・内容 

対象案件 温室効果ガス等の排出削減又はその他地球環境保全目的に資する案件 

対象分野 

再生可能エネルギー、省エネルギー、グリーンモビリティ(モーダルシフ ト（輸送

手段の効率化）、電気自動車等)、大気汚染防止、水供給・水質汚染防止、廃棄

物処理等 

融資対象機関 
外国政府、政府機関または地方公共団体、公共事業を行う法人、外国金融機

関、国際機関、民間企業 

融資割合 協調融資総額の 6 割以下 

その他 GHG（温室効果ガス）計画排出削減量の算出が必要 

出典：調査団作成 

 施策の活用可能性 

政府による資金調達の支援制度は、基本的には純粋な民間事業では、民間企業や投資家からの資金

調達が困難な場合など、事業性確保が困難な案件を対象とする支援策であるが、いずれのスキームで

も、スキームの目的と対象事業との整合性だけでなく、一定の事業性の確保が求められる。 

本事業の場合、以下の事業内容の面でこれらの支援制度を活用できる可能性はあると判断される。 
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・ 我が国の省エネルギー型冷凍冷蔵倉庫や冷凍加工機を導入すること 

・ 質の高いコールドチェーンの確保のために輸送の人材育成・教育を行うこと 

・ 水産物の高付加価値化を通じて漁民や水産業界の経済効果が期待できること 

・ 我が国中小企業が開発した長期間の鮮度維持を実現する冷凍加工機によって、漁民が必要な

時期に必要な量だけ漁獲すれば十分な収入が得られる可能性が広がることから、従来型の網

漁による水産資源の衰退に歯止めをかけられる可能性があること 

他方で、事業性の観点からは、財務分析結果では高い収益性を持つ事業の可能性が確認できたもの

の、自然条件に大きく左右される漁獲量や漁獲物の鮮度の面で不確定要素が大きく、また加工対象の

漁獲物の買取りに多額の現金が必要となるため、キャッシュフローの面での資金調達のハードルが高

い。投資を検討する企業は、これらのリスクを軽減する一つの手段として、我が国政府の資金調達支

援制度の活用への期待が大きいと考えられる。 

 

 事業実施計画 

実施体制は以下を想定する。 

 
出典：調査団作成 

図 3-24 事業実施体制 

 

事業実施スケジュールは次図に示すとおりで、事業認可がスムーズに下りる場合は、出資者がある

程度決まった時点から約 1 年半後の事業開始を想定する。 
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出典：調査団作成 

図 3-25 事業実施スケジュール 

 

1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ ６⽉ ７⽉ ８⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ ６⽉ ７⽉ ８⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉

▼着⼯

▼建設⼯事　9か⽉ ▼建屋竣⼯

▼教育訓練開始

▼事業開始 ▼事業本格稼動

運送ドライバー
教育システム

設備輸送・設置 輸出準備・輸送・横引き

設備調達

機器改良
冷凍加⼯機 仕様決定

冷凍倉庫
設計・申請書類作成

ライバー教育システムプログラム作

事業開始

冷凍倉庫
建設⼯事

試運転

出資者検討協議（国内・現地）

現地法⼈設⽴準備

出資者検討協議(国内・現地)
資⾦調達⽅策検討協議 資⾦調達⽅策検討

許認可申請準備

5⽉

杭、基礎⼯事2か⽉ 躯体⼯事4か⽉ 内装⼯事4か⽉

建築設備⼯事4か⽉

外構⼯事2か⽉

試運転

設置

環境申請　by Client
建築申請 by Contractor

既存解体⼯事

準備⼯事

引合い 査定・ネゴ

申請図 詳細図

5⽉

基本設計

許認可申請準備

現地法⼈設⽴準備

仕様決定
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 事業性評価 

 事業における我が国企業の優位性 

 製品・技術面での優位性 

ベトナム人には、依然として日本に対して工業製品やサービスなどの面で良いイメージを抱いてい

る人が多い国の一つと言われている。2016 年に北中部で発生した台湾企業の製鉄所からの廃水汚染

による魚の大量死は全国的に大きなニュースとなるなど、食の安全、安心への関心も高まっている中、

我が国企業による製品、提供サービスは、ブランド競争力の面でも優位性を有する。 

冷凍倉庫に関しては、ベトナムには複数の我が国大手物流企業が冷凍冷蔵倉庫事業の分野に進出し

ており、日系の施工業者も多く存在することから、施工の面でも日本と変わらない品質の確保が期待

できる。 

冷凍加工機は、世界で初めてエタノールによる液体凍結という技術を用いて開発された製品で、そ

の鮮度保持効果は、従来型の空冷式や他の液体凍結機と比べても格段に優れている。開発メーカーは

SDGs に関連した国連の会議でもプレゼンテーションを行うなど、その鮮度保持効果は、農水産物の

みならず血液など医療分野でも大きく期待されており、技術的優位性が際立っている。また、実際の

冷凍加工に際しては、加工対象の形状や性質に応じて 適な冷凍加工の設定が必要で、模倣製品を製

作したとしても同品質の加工品を製作するのは困難なため、ノウハウを有する開発メーカーとの連携

により独自性が確保できる。 

輸送に関しては、トラック運転手の教育訓練プログラムの導入を通じた地元事業者との連携を想定

している。ベトナムが我が国に対して求めている支援の重点分野の一つは人材育成であり、交通事故

だけでなく温度管理や時間管理など、品質面でも多くの問題を抱える現地の運送事業者への人材育成

は、ダナン市からの期待も大きい。他方で、我が国の大手運送事業者もハノイやホーチミンを中心に

幅広く事業展開している。ベトナムの運送業界は現地の中小規模事業者が多いことが特徴だが、この

業界でも外資規制緩和が行われており、事業者統合の流れとなっている。その中で、冷凍冷蔵輸送は

今後拡大するマーケットであり、温度管理やオンタイムデリバリーの品質面で定評のある日系の運送

事業者の優位性が十分に発揮される分野である。実際に、ある日系運送事業者は、日系大手小売店の

様々な品物を配送センターで一括管理、仕分け、配送まで一貫サービスを行っている。これら日系運

送事業者はダナンにも進出しており、教育訓練プログラムを通じて一定レベルの人材を揃える地元事

業者との連携は、日系事業者にとってもメリットが大きいと考えられる。 

 官民連携によるアプローチの優位性 

横浜市はダナン市と都市間連携の覚書のもとで強い協力関係を構築しており、毎年両市主催で開催

されているダナン都市開発フォーラムは計 8 回実施されている。この中で、トクアン漁港を含む港湾

エリアの整備開発もテーマとして挙がっており、横浜市の国際港湾都市としての開発ノウハウや行政

が講ずるべき港湾管理に対するダナン市の期待は大きく、更に我が国民間企業の各種分野での技術導

入や、連携を通じた人材育成面でのプロジェクト組成も幅広く進めていくことが可能な状況である。 

また、トクアン港では釧路市による JICA 草の根技術協力事業も実施されており、我が国自治体と
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の結びつきが強い。 

現地での事業認可はダナン市の関連部局の認可を通じてダナン市人民委員会による 終判断とな

るため、我が国自治体とダナン市との友好な関係性は、我が国企業の進出の面で大きな効果を持つ。 

 

 当該プロジェクト実施による裨益効果 

 経済効果 

ダナン市が大きく期待している当該プロジェクトの効果は、水産物の高付加価値化に伴う水産業へ

の経済効果と漁業関係者を中心とした地域の生計向上である。低鮮度の水産物を扱う現在のトクアン

漁港の魚市場では、卸売価格が低く、鮮度に配慮した漁法、水揚げ、管理、配送が促進されず、卸売

価格も下げ止まっているという悪循環の状況である。一般消費者ではなく一部の高品質な冷凍水産品

の市場に特化した当該事業を契機に、高付加価値製品への需要が喚起され物価が上昇すれば、漁民の

鮮度保持、品質管理の意識も改善し、良好鮮度の漁獲量の増大へと好循環が生じることが期待される。 

 乱獲抑制効果 

水産物の高付加価値化により、現在の網漁による幼魚を含めた水産資源の乱獲を抑制する効果が期

待される。鮮度の次に求められる規格としては、傷が少なく大きなサイズの水産物であり、これらが

高価取引される状況が生じれば、漁民は低品質で大量の漁獲から高品質で少量の漁獲へと転換する流

れも生じる。特に沿岸部での乱獲抑制は、貴重な水産資源の維持保全への効果が期待される。 

 食品ロス軽減効果 

FAO は、南アジアおよび ASEAN 地域では、人が食べるために作られる食料が失われたり捨てら

れることを指す食料ロス・廃棄のうち、約９割が製造から流通の段階で発生していると報告している。

水産物のコールドチェーンについても、水揚げ後の魚市場での劣悪な保存状況による劣化や腐敗の進

行、市場から加工製造工場や消費者までの流通段階での水産物取り扱いの不備による商品の劣化など

による、多くの食料ロスが発生する。 

冷凍は加工時の廃棄物が少ない点で食品ロス軽減効果が期待される。また、高品質な冷凍加工機に

より可能となる保存期間の長期化は、必要なタイミングに必要な分量だけの提供を可能にするため、

食品ロスへの効果が大きい。 

輸送時にも、不適切な温度管理などで廃棄処分される食品ロスも少なくない。冷凍品の場合は輸送

時の温度管理の徹底が求められるため、輸送時の廃棄量の軽減につながる。 

 省エネ効果 

本プロジェクトで導入する冷凍加工機は、凍結速度が速く、従来型空冷式の 20 分の 1、液体窒素

式の 8 分の 1 であり、これはそのまま単位加工処理量における消費電力の差に繋がる。また、空冷式

の場合、投入や取り出し作業時に冷凍機を開扉する際に大量の冷気が放出されてしまうが、当該プロ
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ジェクトの冷凍加工機は、一度冷却液を冷やし込めば製品の投入と取り出しの際に冷気漏出に伴う冷

媒冷却に要するエネルギーの損失が生じない。 

冷凍倉庫でも、我が国の冷凍倉庫に多く見られるバッファーとしての前室の設置で、大きな省エネ

効果を生じる。 

これらの省エネ対策は、事業者にとって重要な事業収益性への効果が大きい。 

 

 リスクおよび環境社会面への影響分析 

 既存の魚市場の仕組みへの影響 

トクアン漁港では、他のベトナムでの一般的な魚市場の仕組み同様に、漁船オーナーと卸売業者と

の関係性が強く、漁獲物の全量買取方式となっているため、良好鮮度の漁獲だけを買取ることへの抵

抗が想定される。 

このため、卸売業者の収益性も確保するような買取価格の設定に留意する必要がある。また、市場

全体での良好鮮度の漁獲量増加の流れを創出するためには、トクアン漁港を管理運営するダナン市の

協力が重要となる。 

 排水・廃棄物処理 

トクアン漁港は湾内水質の悪化により、乾季には臭気も発生するなど、大きな社会問題となってい

る。冷凍加工の場合は内臓などの加工廃棄物の発生量は抑制されるものの、施設内の適切な排水処理

に留意する必要がある。 

 

 他地域および他国等への横展開の可能性及び展開促進策 

 横展開促進のポイント 

本事業が成功するための主な要件は以下の 2 点である。 

・ 良好鮮度漁獲量の確保 

・ 高品質冷凍加工品の市場チャンネルの確保 

これらが実現可能であれば、本プロジェクトで導入する冷凍加工機による海外生産は前例がないこ

ともあり、ベトナム国内の他地域や隣国等への横展開が大いに期待される。 

 良好鮮度漁獲量の確保 

トクアン漁港に水揚げされている魚介類については、鮮度が悪いものの素材として優れ有望なもの

が多くある。しかし、高級鮮魚として利用するには生産段階における改善が必要となる。その改善策

の案を示す。 
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1) 日帰り小型釣り漁船と契約して、漁獲後の取り扱い方法を改善して高鮮度漁獲物を

生産する体制を作る 

高級鮮魚を売りたいという漁師を集めて、漁獲物を帰港後直ちに持ってきてもらう体制づくりを

行う。漁業者の持ちバーションを上げるために、購入価格はそれに担う報酬を支払うようにする。 

2) 水槽に生かした状態で提供する 

鮮度低下を抑制するため漁船に水槽を設置し、漁獲物の一部を生きたままで水揚げする。 

3) 運搬船の導入 

一般的に網で漁獲した水産物、漁獲時に苦悶死したものが多く、即殺した魚より鮮度低下が速

い。さらに長期間の保存を行なっている。そこで、運搬船を導入する。その日に取れた魚のうち、

大きさと高鮮度のものを抜き出して、運搬船を用いて短時間で運ぶ。 

4) 鮮度保持技術の導入 

漁獲した魚はストレスを与えず活け締めをして即殺する。続いて、神経抜きを行い、鮮度低下を

抑制する。氷蔵する際は、氷との直接の接触を防ぎ、体色の変色（白濁化）を防ぐ。高級鮮魚と

して販売する場合、鮮度だけでなく見かけの色も重要となる。貯蔵温度は可能であれば、死後

硬直が起こるまでは少し高めの 15℃前後とし、死後硬直に達したのちはできるだけ低温度に保

つ。漁師に上記の鮮度保持技術を習得させ、高鮮度の水産物が水揚げされるようにする。 

 高品質冷凍加工品の市場チャンネルの確保 

小規模での事業スタートを方針とした本事業では、ダナン市内の日本料理店を含む高級海産レス

トランやリゾートホテル、大型小売店という一部の限られた市場を絞った。ハノイやホーチミンなど

の都市部ではこれらの市場規模が大きいが、マーケット取り込みには個別事業者との関係構築が必要

となる。これには、本事業の加工製品の商標ブランド化や、大都市に本店を持つチェーン店への事前

営業とマーケティング活動を行う必要がある。 

また、我が国をはじめとする海外への輸出事業も、可能性はある。一定量の漁獲量の確保が期待で

きる状況となれば、積極的な海外輸出も大いに検討の余地がある。 

 

 我が国企業がプロジェクトに参加する場合に講ずるべきコスト競争力強化策 

冷凍倉庫に関しては、ユニットクーラーなどの一部製品を除いて資機材や汎用品は現地調達可能な

ことから、建設費をある程度縮減でき、現地の競合他社に対するコスト面での競争力が期待できる。 

質の高いインフラの観点では、冷凍加工機やユニットクーラーなどの一部設備や機器は日本品質を

確保しつつ、安定的なコールドチェーンの確保として、ソフトインフラの充実化方策が求められる。

この点で、教育訓練や人材育成の面での ICT を活用した日本とベトナムとでの遠隔管理やモニタリン

グの仕組みの導入が有効と考えられる。 
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 報告会の開催 

 現地報告会 

2019 年 1 月、ダナン市農業農村開発局（DARD）および本事業に関連する建設局、商工局（ダナ

ン工業団地管理委員会）に対する調査結果報告会を実施し、DARD 副局長から以下のコメントを得た。 

・ 本事業は民間事業であるが、トクアン漁港の水産物の高付加価値化を図る点で、トクアン漁

港関係者への裨益や、水産加工業団地を中心とした水産加工産業の発展への貢献が期待され

ることから、可能な限りの支援を行う 

・ ダナン市人民委員会からの事業認可取得に関しては、トクアン漁港周辺は湾内水質悪化の環

境問題が深刻化しているため、民間投資促進を期待する一方で、現状以上の排水や廃棄物の

排出には否定的な面があるが、環境負荷軽減対策が十分なら問題ない 

・ ダナン市人民委員会へは DARD から報告し、事業推進に向けたダナン市各関係部局の指示

書の発出を依頼する 

 

 

また、2019 年 1 月には農業農村開発省（MARD）水産局漁獲部に対しても調査結果報告会を開催

し、漁獲部副部長より以下のコメントを得た。 

・ 本事業内容は省内で報告済みで、また、ダナン市周辺省の農業農村開発部に対しても 2018

年の 12 月に説明会を実施済みであるなど、本省として大いに期待している 

・ 特に本件は、中央政府が担う全国指定 5 漁港整備というハード対策では担えない民間技術へ

の支援に関して、水産や物流の技術力向上への貢献に期待できるという点で歓迎している 

・ MARD から DARD に対して、本件への積極的な支援・協力を行うよう要請する 
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本事業は今後、2019 年 4 月に提出見込みのダナン市投資計画局によるダナン市人民委員会への報

告書に盛り込まれる見込みで、今後の横浜市とダナン市との継続的な都市間連携協力の枠組みの中で

取り扱われるテーマの一つとして、事業進捗に対するフォローアップが行われる見込みである。 

 

 国内関係者報告会 

水産物の冷凍加工、流通、販売に関する本事業は、漁業から水揚げ、輸送など、関係省庁が多岐に

わたる。そのため、本事業調査の進捗や結果は、国土交通省総合政策局国際物流課、農林水産省大臣

官房国際部海外投資・協力グループに対しても報告を行い、各組織で取り組んでいる施策との情報共

有や相乗効果が期待できる取り組みに関する連携方策について意見交換を行った。 
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添付資料 

 

現地調査で撮影した水産物とその特徴等 

マグロ・カツオ（ハガツオ・ソウダガツオ) 

 

【一般的な特徴】世界のツナ（マグロ）缶詰の原料の 70-80%はカツ

オである。世界のカツオ漁獲の 80%以上が缶詰にされ、キハダマ

グロ等と共にミックスされることも多く、缶詰にした場合の味は他の

マグロ類と区別できない。ただし、季節変動が大きく時期によって

は脂が全然乗らない時期もある点に留意が必要。また、鮮度落ち

が早いため新鮮なものを選んで冷凍保存する効果は大きい。 

【現地での特徴】海外からも輸入されている魚種で、国内での需

要も多い。市場ではマグロ幼魚と混ざった状態で販売されてい

た。販売価格は安いが漁獲量は多く国内需要もある。 

【良好鮮度の獲得量】漁港に水揚げされているものの中には、他

の魚種に比べて良好な鮮度状態のものもある程度存在していた。

カツオに限っては巻き網で、ある程度まとまった魚群を漁獲するた

め、底魚をとっている漁船に比べ漁獲後の日数が短かったのでは

と推測される。 

 

マグロ幼魚(キハダ、メバチ、コシナガ) 

 

【一般的な特徴】マグロはカツオと比較すると鮮度低下が遅く、鮮

度良好なものの割合が高い。マグロ幼魚は脂が少なく生鮮魚とし

ての価値が低く、成魚の値段に比べると安い。幼魚とはいえマグ

ロであることには違いないことからネギトロといった材料には利用

可能である。 

【現地での特徴】マグロはカツオと混獲され、カツオ・マグロとして

分類され流通されているが、これらにはキハダマグロの幼魚にメバ

チとコシナガも混ざってカウントされている模様である。資源学的

にはマグロ幼魚に関しては生きていればリリースするのが良い。マ

グロは年間漁獲量も多く、需要もありカツオより販売価格も高い。

ツナ缶の原料としてよく利用されている。 

【良好鮮度の獲得量】巻き網でまとまった魚群を漁獲するため、漁

獲後の経過日数が多魚種の網漁業の１週間から 10 日に比べて、

短いため他魚種の鮮度に比べて鮮度が比較的良い。併せてマグ

ロはカツオと比較して、鮮度低下が遅い。そのため、鮮度良好の

マグロの割合は高かった。 

 

イワシ 

 

【一般的な特徴】多獲性魚種の１つ。IPA や DHA といった高度不

飽和脂肪酸を多く含み、動脈硬化の予防や中性脂肪を下げる効

果がある。魚粉の高騰により他国でもその原料として用いられてい

る。刺身用の高鮮度のものは日本では高価格で取引される。 

【現地での特徴】鮮度低下が早く、身が柔らかいため魚粉の原料

に用いられている。 

【良好鮮度の獲得量】イワシは鮮度劣化が速く、高鮮度に保つに

は船上処理したもの以外は難しい。一度にまとまってとれる多獲

性魚種で値段が安く、魚粉の材料になることが多いため鮮度が重

要視されておらず、良好鮮度量は極めて少ないと推測される。 
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キビナゴ 

 

【一般的な特徴】成魚は全長 10cm ほど。鱗は剥がれ易く、漁獲後

にはほとんど脱落してしまう。ベトナムでは小型で鮮魚にむかない

と推測される。 

【現地での特徴】小魚で痛みが早いことから鮮度の悪いものは、鮮

魚というよりは魚粉の原料として用いられている可能性が高い。 

【良好鮮度の獲得量】死後の鮮度劣化が早い。トクアン漁港の状

況から判断すると鮮度良好なキビナゴの割合は非常に低い。 

 

イトヨリダイ・ソコイトヨリ  

 

【一般的な特徴】肉質は白身で水分が多く軟らかく、熱を通しても

縮まない。身に水分が多いものの熱を通すとふっくらと仕上がり、

適度に繊維質で舌触りがいい。皮目に独特の好ましい風味があ

る。刺身はくせのない味で、脂が少なく上品な旨味がる。皮目を

生かした皮霜造りには向いている。鮮度低下が遅い。 

【現地での特徴】この魚種のほとんどが鮮魚というよりもすり身原料

として用いられている。現地の加工団地内の工場ですり身の原料

となっている。味自体は生食でも美味しいので、輸出も含めた需

要があれば冷凍して鮮魚流通できる可能性もある。 

【良好鮮度の獲得量】サイズがバラバラで規格内の大きさのものは

全体の 20％以下と低い。また鮮度も相対的に悪く、良好なものは

少なかった。 

 

ヒメジ 

 

【一般的な特徴】成魚は全長 20cm ほど。体は前後に細長く、側扁

する。体は淡赤色だが、濃色の横帯や斑が出ることもある。特に休

息時や夜は昼間と色彩が異なる。尾鰭の上半分に 2-4 本の赤帯

があり、二つの背鰭にも 3-4 本の赤い縦帯がある。下顎の下面に

は黄色のあごひげが 2 本ある。口には細かい歯があるが、顎だけ

でなく前鋤骨と口蓋骨にもある。 

【現地での特徴】真鯛のような身の柔らかい魚をあまり好まないベ

トナムでは鮮魚としての価値は低いのではと思われる。 

【良好鮮度の獲得量】 

 

イボダイ 

 

【一般的な特徴】主に底曳き網で漁獲され、身は淡白だが脂も乗

っており、焼き魚にしても、骨が外しやすい。一般的に鮮度低下が

遅いため、需要があれば冷凍鮮魚としても活用の可能性はある

が、鮮魚よりも干もの（開き干し）として見ることが多い。鮮度がいい

ものは刺身にもできる。 

【現地での特徴】氷と長時間接触していたせいか白濁しており、見

た印象が良くない。鮮魚として利用するには、漁獲後の処理、保

存方法の改善が必要である。 

【良好鮮度の獲得量】サイズがバラバラで小さいものも含まれてお

り、規格内の割合は全体の低かった。鮮度は白濁したものが多い

が白身で肉質は鮮度低下が遅いため、良好なものは他種よりは

少し高めであった。 

 

現地写真なし 
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マナガツオ 

 

【一般的な特徴】日本では超高級魚のひとつで、中国でも人気の

ある高級魚である。肉はすぐに白濁する白身で身割れしやすいの

で注意が必要である。熱を通しても硬くならず、身離れがいい。刺

身は、ほどよい軟らかさで甘味がある上に脂がのっている。 

【現地での特徴】魚市場だけでなく公設市場でも、量は少なかった

が鮮度良好のマナガツオを見かけた。漁獲量は少ないが希少価

値のある高級魚である。高級海産レストランでは生けすで陳列さ

れ高値で販売されている人気種。 

【良好鮮度の獲得量】現地でも比較的高値で取引されているため

か、良好鮮度で水揚げされている状態のものが多く、市場でも氷

で状態よく保冷されている場合が多かった。 

 

クロアジモドキ 

 

【一般的な特徴】鱗は軟らかく小さくて取りやすい。皮は厚みがあ

るが柔らかい。透明感のある白身で白濁する。熱を通すと少し硬く

締まる。マナガツオやサワラに似た味。非常に緻密な身質で酸味

が少なくうま味がある。イヤミのない味でもある。 

【現地での特徴】トクアン漁港では比較的水揚げされている魚種の

一つ。 

【良好鮮度の獲得量】規格内の割合は全体的に低い。 

 

カワハギ 

 

【一般的な特徴】身は脂肪が少なく歯応えある白身で、料理法も

煮付け、刺身、寿司、フライ、干物など多種多様である。日本では

生では弾力があるので、刺身にする際は薄造りにする。また、身だ

けでなく肝臓（キモ）も美味で珍重する。 

【現地での特徴】漁港に水揚げされるカワハギは、漁獲後日数が

経ったもので鮮度の良いものは少なかった。ベトナム産のカワハギ

は日本に調味乾製品などとして輸出されている。鮮魚としてよりも

干物とった加工品としての利用が一般的。 

【良好鮮度の獲得量】サイズがバラバラで小さいものも含まれてお

り、規格内の割合は全体の 50％以下であった。鮮度は良くないも

のが多い。白身で肉質は鮮度低下が遅いため、鮮度良好なもの

は他種よりは少し高めであった。 

 

ハモ 

 

【一般的な特徴】大きなものは雌が美味。小さな 60 センチ以下の

青みがかったものは雄なのでうまくない。ハモは雌がおいしく、雄

は脂が少ない。体表が輝いているもの。ぬめりに透明感のあるも

の。活けは硬直していないものを選ぶ。白身魚で皮が硬く、長くや

や硬い骨があり、骨切りするか、すり身にして利用する。 

【現地での特徴】日本へは、ベトナム産のハモの加工品が輸入さ

れており、原料冷凍魚というよりはむしろ加工品原料として利用さ

れている 

【良好鮮度の獲得量】サイズがバラバラで小さいものも含まれてお

り、規格内の割合は全体の 50％以下であった。また鮮度も相対的
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に悪く、雄を除き鮮度良好なものは 10％以下であった。色も良くな

かった。水揚げされたハモの多くは他種同様に漁獲してからの日

数経過により、相対的に鮮度はあまり良くない。 

 

シログチ 

 

【一般的な特徴】非常に鮮度落ちが早い。鱗は柔らかく、取りやす

い。皮は薄い。骨は細いが硬い。白身で水分が多く、クセがない。

日本ではすり身の原料として使われる。 

【現地での特徴】漁港に水揚げされるシログチは鮮度低下したも

のが多かった。この種は韓国や中国で人気のある魚種で消費が

多い。ベトナムでも蒸し料理の原料魚として使われていた。規格内

で鮮度良好なものを急速凍結し、鮮度保持することが可能となれ

ば優先対象魚種となる。ダナンを訪問する韓国人観光客も多いこ

とから需要は高いと見込まれる。すり身原料としても有望種。 

【良好鮮度の獲得量】サイズがバラバラで規格内の大きさのものは

全体の 50％以下、鮮度も相対的に悪く、良好なものは 10％以下

であった。 

 

キントキダイ 

 

【一般的な特徴】最大体長 30cm、全身が光沢のある赤色をしてい

る。身が締まった美味な白身魚で、日本では刺身、煮付け、干物

など様々な料理で食べられる。 

【現地での特徴】漁港で見かけたが歩留まりが悪く身が少ないた

め商品価値はあまりないように思われた。ベトナムでは高級鮮魚と

しての価値はないように思われる。 

【良好鮮度の獲得量】漁獲後、日数が経過していることもあって鮮

度良好な量は極めて少なかった。 

 

カマス 

 

【一般的な特徴】鱗は細かく薄く取りやすく、皮はしっかりして厚み

があり、中骨は硬いが他の骨はあまり硬くはない。透明感のある繊

維質に富む白身で血合いが強く変色しやすい。熱を通すと適度

に締まり、皮に独特の風味がある。日本では干物に加工される。 

【現地での特徴】量が少なく、値段も高くない。 

【良好鮮度の獲得量】取り扱いも悪く、良好鮮度な量は極めて少

なかった。 

 

フエダイ 

 

【一般的な特徴】鱗が硬く取りにくく、皮は厚くしっかりして、骨も硬

い。身は透明感があり、血合いが非常に美しい。透明感は長続き

する。脂は皮下に層を作る。日本では刺身としても食用される。 

【現地での特徴】漁獲後日数が経過しており鮮度は悪く、氷に接

して白色化しているものもあった。ベトナムでは、身の柔らかいタ

イ類は人気は低い。 

【良好鮮度の獲得量】他魚種に比較すると鮮度は幾分良いものが

多い。 
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アオリイカ 

 

【一般的な特徴】イカの中で、イカの旨みを決定づけている遊離ア

ミノ酸であるグリシンを筆頭に、アラニン、プロリンなどをもっともたく

さん含み、すし店や高級料理店で使われている。長崎県や島根

県では干ものにも加工されているがこれも非常に高価。 

【現地での特徴】ダナンで水揚げされるイカの中でこの種が一番

値段は高い。しかも大形になるほど高価。国内外ともに需要があ

り、冷凍による保存効果も高いことから有望種。ただし、肉が厚く

白色化しやすいため漁獲後すぐに冷凍することが重要。 

【良好鮮度の獲得量】サイズの選別がされていないため規格内の

大きさのものは全体の 70％以下。鮮度は漁獲後の経過時間が長

く、白色化したものが多い。良好なものは 30％以下であった。 

 

ヤリイカ 

 

【一般的な特徴】獲れたばかりのヤリイカは半透感の白。死後時間

の経過とともに表皮の色が鮮やかな赤色になり、鮮度が落ちてくる

と今度は発色が茶褐色になり身が透明感のない白になる。選ぶな

ら、色がまだ鮮やかな赤で皮がしっかりついているものにする。上

品な味わいとほどよい食感を楽しめる。高級で人気が高いことから

アフリカ沿岸やアメリカ沖などから近縁種の輸入も行われている。 

【現地での特徴】本にもベトナム産の冷凍ものが入っている。国内

のスーパーでも冷凍品が販売されている。漁獲量も多く、値段も

高い。国内需要および海外需要も多い。いかに鮮度の良いものを

集めるかが課題と思われる。 

【良好鮮度の獲得量】イズが選別されているため規格内の大きさ

のもの割合は高い。鮮度は漁獲後の経過時間が長いものもあり、

白色化したものが多い。良好なものは少なかった。 

 

コウイカ 

 【一般的な特徴】墨を多く含み、皮は厚く丈夫。身が非常に分厚

く、甘みがありやや硬い。厚みがあり、やや硬いので包丁目を入

れて切りつける。ほどよい甘味があり、触感もよくおいしい。 

【現地での特徴】漁港で見たコウイカは漁獲後の日数がかなり経

過したものか、白色化し鮮度の良いものはあまり見かけなかった。

【良好鮮度の獲得量】サイズの選別がされていないため規格内の

大きさのものの割合は高かった。鮮度は漁獲後の経過時間が長

く、白色化したものが多かった。良好なものは 10％以下であった。

 

ウシエビ 

 

【一般的な特徴】エビは養殖ものと天然もので味の差が比較的少

ない。熱を通すと、赤の発色がよく美しく、肉は締まり、ほどよく繊

維質で甘みが強い。日本では回転寿司のみならず天ぷら、フラ

イ、ゆでエビとしておせちに使われるなどして人気が高い。 

【現地での特徴】養殖も行われているが、漁港には主に天然もの

のウシエビが流通している。大型はバナメイの２倍以上の価格と高

価である。漁獲量も多く、国内外の需要もあり、有望種である。 

【良好鮮度の獲得量】サイズが選別されているため規格内の大き

さのものは全体の約 80％程度と高い。鮮度は漁獲後の経過時間

が長いものもあることから、良好なものはおおよそ 20％以下であっ

た。 

現地写真なし 
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バナメイエビ 

 

【一般的な特徴】中型であること、ホワイト系で赤の発色が弱いこと

などで、ブラックタイガーと比べると地味な存在である。加工原料と

しても利用されており、今ではブラックタイガーと肩を並べて流通

漁が多い。 

【現地での特徴】養殖ものが生きた状態で漁港に持ち込まれてい

た。バナメイエビの価格は高く、国内外の需要あり有望種の１つで

ある。 

【良好鮮度の獲得量】サイズが選別されているため規格内の大き

さのものは全体の 80％程度と高い。活エビの状態で流通してい

た。 

 

ハタ 

 

【一般的な特徴】海産と淡水のものがあり、海産が美味しいため注

意が必要である。日本でも高級魚の１つであり、ヨーロッパでも人

気のある魚種である。 

【現地での特徴】型のいいハタも見かけたが他魚種同様に漁獲後

日数が経っていることや取り扱いが不適切で鮮度の良いものは少

ない。ただ、素材としてはいいものであった。 

【良好鮮度の獲得量】 

 

カジキ 

 

【一般的な特徴】沖合いの延縄船で捕獲される。赤身だが刺身に

向く。冷凍でも劣化しにくい。 

【現地での特徴】比較的多く捕獲されていた。 

【良好鮮度の獲得量】氷で状態よく保存されているものはほとんど

見かけなかった。 

 

ブリ 

 

【一般的な特徴】 

【現地での特徴】公設市場では型のいいブリで鮮度良好のものを

見かけた。漁獲量も不明でさほど量が上がっていなかった。 

【良好鮮度の獲得量】 
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エイ 

 

【一般的な特徴】それほど商品価値のある魚種ではないが、日本

では煮つけなどで食される。 

【現地での特徴】安値で取引されている。 

【良好鮮度の獲得量】良好鮮度のものは少ない。 

 

タチウオ 

 

【一般的な特徴】鱗はなく体表をグアニン（銀色）が覆い、無味無

臭で骨は軟らかく、白身で身離れがいい。刺身は淡白だが皮と身

の間に旨味があり、噛めば噛むほど味が出てくる。鮮度落ちが早

いため、漁獲後経過時間がそれほどたっていないものからサイズ

が大きいものを選ぶ必要がある。 

【現地での特徴】値段も高く、ベトナムから日本に輸出されている

魚種でもある。中国では太刀魚はその外観から縁起が良いとさ

れ、正月にはかかせない食材。中国文化の影響が大きいベトナム

でも人気が高く、また中国にも輸出している。 

【良好鮮度の獲得量】サイズがバラバラで規格内の大きさのものの

割合は低い。また鮮度も相対的に悪く、良好なものは多く見積もっ

て 20％程度であった。 

 

サワラ 

 

【一般的な特徴】身は柔らかく傷みやすく、新鮮だと透明感のある

白身だがすぐに白濁する。釣りたてなら透明な刺身で食べられる

が、流通に乗ったものや料理店では旨い刺身にはまず出会えな

い。西京漬けの焼き物は、傷みやすい身質に対応したもの。鮮度

がよいものは塩焼きが美味。 

【現地での特徴】身が柔らかく傷みやすいため網で水揚げされた

サワラは傷物が多く、鮮度も良くないものが多い。この種はベトナ

ムでは好まれる魚種の１つで鍋料理などに使われていた。スーパ

ーで販売されていた海産物鍋の冷凍品にも使われており、需要の

多い人気魚種である。 

【良好鮮度の獲得量】サイズの選別がされていないため規格内の

大きさのものは全体の 50％以下。鮮度は漁獲後の経過時間が長

く、良好なもの割合は低かった。 
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アジ 

 

【一般的な特徴】肉質は透明感があり、見た目も綺麗。味はやや

淡白であるが旨味が強くて味がいい。季節変動が大きく、時期に

よっては脂がのってうまい。底引きなどの網で漁獲される。 

【現地での特徴】数種のアジが混ざっており、魚種・サイズ毎の選

別が行われていなかった。ほとんどの魚の鮮度は悪く、氷との長

時間接触による白濁化なども起こっており商品価値は低かった。

優良種でサイズもよく鮮度が良いものもあったが、その量は少なか

った。高級鮮魚としての、需要は低いが鮮度の良いものを選べ

ば、一部日本食レストランなどで販売できる可能性もある。 

【良好鮮度の獲得量】魚種およびサイズがバラバラで取り扱いも良

くないため、傷物もあって規格内の割合は低く、その中でも鮮度良

好なものは少ない。 

 

シラウオ 

 

【一般的な特徴】日本のみならず、中国や東南アジアでも食用に

される。日本では高級食材として扱われている。シラウオは非常に

繊細で漁で網から上げて空気にふれるとほとんどがすぐに死んで

しまうため、生きたまま市場に出回ることはほとんどない。 

【現地での特徴】量はそれほど多くなかったが漁港内の隅で一部

シラウオの販売を行っていた。死後の経過時間がある程度過ぎた

ものであまり鮮度が良くなかった。 

【良好鮮度の獲得量】新鮮で量が確保することができるのであれ

ば、対象優先魚種となりうる。漁獲後、即座に氷藏し高鮮度の状

態で冷凍または釜揚げといった工程に入れるように工夫する必要

はある。 

 

トビウオ 

 【一般的な特徴】高たんぱく・低カロリーで（脂肪分が１％と特に少

なく、タンパク質は２０％以上もある）、ビタミン E とセレン（抗酸化

作用）が豊富である。そのため干物・乾物にして保存しても脂肪が

少ないため、酸化して変色してまずくなる事が少ない。タンパク質

がアミノ酸に分解されて旨みが出る。そのため、ダシを取るのにむ

いているのです。日本では、干物や練り物に使われる。刺身とし

ても食べられる。 

【現地での特徴】ビウオはシーズンオフであったため見ていない。

【良好鮮度の獲得量】内臓が少なく鮮度保持期間は長いとされて

いるが、他の魚種同様に鮮度良好なものの割合は低いことである

ことが推測される。 

 

 

現地写真なし 


