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注記 

 
 本報告書における通貨単位表記について 
本報告書における「ドル（USD）」とは、特に断りのない限り米国ドルのことを指す。 
 
 魚介類の名称について 
本報告書における魚介類の名称は、水産庁「魚介類の名称のガイドラインについて」（平成 19 年 7
月）を参考としている。（http://www.maff.go.jp/j/heya/attach/pdf/index-2.pdf）
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エグゼクティブサマリー 

1. 背景・目的 
本調査は、日本政府が推進する「インフラシステム輸出」への取り組みを背景に、独自の技術を持

った水産関連企業が多数立地する山口県が中心となって進めている、ベトナム社会主義共和国（以下、

ベトナム）キエンザン省に対する日本型水産インフラの輸出に向け、その実施可能性を探るべく実施

するものである。日本型水産インフラをパッケージ化して輸出することにより、キエンザン省におい

て高度な水産バリューチェーンを構築し、もって現地の水産業の発展に貢献するとともに、日本企業、

および地方自治体の海外展開の促進を図るべく、現状・課題の把握と今後の戦略策定の礎となる情報

収集・整理を行うと共に、望ましい形での水産インフラ輸出を実現するため、ロードマップの策定と

実現に向けた方策を検討する。 
 
2. 将来ビジョン 
 本事業は、山口県内企業を中心とする日本企業が有する水産関連技術やハードインフラをパッケー

ジ化してキエンザン省に輸出し、現地で日本型高付加価値水産バリューチェーンの構築を目指すもの

である。これにより、キエンザン省のもつ豊かな水産資源の価値を高め、もって同省水産業の振興や

日本企業の更なる事業展開につなげると共に、両地域の経済活性化、ひいては日越両国の経済発展に

繋げることを目指す。 
 
3. キエンザン省における水産業の現状・課題 
 キエンザン省はベトナム国で最大の漁業・養殖業生産量を誇り、全国の約 10%にあたる 68 万トン

あまりを生産している。同省にはメコンデルタ地域でも最大の 30 万トンの水揚量を誇る Tac Cau 漁

港があり、他にも省内で多数の漁港整備が進むなど、省をあげて水産業振興に取り組んでいる。豊富

な水産資源を有する一方で、ハードインフラの不足や漁民の技術・知識不足、資源保護に係るルール

や監視取締体制の不備など、様々な課題を抱えている。キエンザン省が今後、その豊富な資源を活か

して更に発展するために解決すべき課題を以下にまとめる。  
水産バリューチェーンをプロセスごとに見てみると、特に漁獲の部分で課題が多く、不適切な漁法

や保蔵の欠如により、多くの損失が発生している。また、プロセス同士が適切に連携できていないた

めに、漁獲物の付加価値を最大限に活かすことができていないと考えられる。 
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サマリー図表 1 キエンザン省における水産業の課題 

 
出所：日本総研作成 
 
4. 水産インフラ導入意義・効果 
 キエンザン省への一連の水産インフラ導入による効果は、ベトナム側への裨益と日本側への裨益に

大きく分けられ、それぞれが定量的なものと定性的なものに分けられる。 
 ベトナム側への効果としては、キエンザン省が進める漁港整備計画などを参考に、不確定要素を仮

定のうえ推計した結果、初期投資額 367.2 億円に対し、直接経済効果として年間 279.1 億円が見込ま

れることがわかった。このほか、水産業の振興による地元企業への裨益や、雇用の増加といった効果

も考えられる。加えて、漁獲物の品質が向上することにより、人々の食生活にも大きな利益をもたら

すことが考えられる。 
 他方、日本側への裨益としては、まず、本プロジェクト参加企業による受注が考えうる。少子高齢

化による人口減少が危ぶまれる日本では、今後も引き続き市場が縮小することが予想されるため、日

本企業にとって海外での事業が発展することは売上確保の観点から重要である。特に日本は、かつて

は世界的な水産品の消費大国であったが、将来的にその存在感が低下していくことが予想され、日本

の水産関連企業は、更なる事業の発展のためには、その対象を海外、特に新興国に求めざるを得ない。 
また、海外に拠点を設置することにより、現地の安価な労働力を活用することができ、労働コスト

の削減などの効果も見込める。こうした受注企業による収益の拡大はその取引先にも波及し、地域経

済の活性化にも繋がることが期待される。定量的な効果に加え、例えば、現地に拠点を置くことによ

る情報収集の質・量の両面での充実や、現地での当該企業の認知度向上、雇用創出などを通じた企業

漁獲
水揚げ

（陸揚げ～選別）
加工

流通
（消費市場等）

流通
（産地市場）

プロセス

【漁船】
 大型化・高度化
 保蔵設備の強化
 （漁船数の適正化）

【漁具】
• 近代的な漁業機材導入

【漁港】

 拡張や新規建設によ
る適切な規模・機能の
確保

 水揚げ機械、選別機

械等、高度な機材の
導入

【漁港周辺インフラ】

 防波堤の整備

【卸売市場】
 卸売市場の設置

【水産加工工場】

• 拡張や新設による適
切な数・規模の水産加
工工場の確保

• 高度な水産加工機械
の導入

水
産
イ
ン
フ
ラ

【物流】
• 海外/域外輸出用空港、

道路など

【法規制】

 持続可能な漁獲を実現す
る法規制整備

【組織体制】

 法規制遵守のための監
視・取締体制構築

 ルールの周知・徹底のた
めの漁業組合の機能強化

【情報】

 漁業資源情報の収集・整
理・分析

【漁港運営】

 ルール策定と組織体
制の構築
 運営効率化

 漁港の安全性向上
（事故数の低減）

【売買の仕組み】
 競り売り制度の導入

【衛生環境】

 国際的な衛生基準へ
の対応（HACCP等）

【商品製造】

 高付加価値商品加工
技術の導入

 商品種類の増加ソ
フ
ト

【販路】
 ブランディングの実施
 チャネルの拡大
 プロモーションの実施

ハ
ー
ド

【コールドチェーン】

【冷蔵冷凍物流】
 冷蔵・冷凍車の導入

【人材】
 豊富な知識と技術を

持った漁民の育成
 漁港運営を行うマネ

ジメント人材の育成
 目利きができる仲

買人の育成
 高度な水産加工技術

を持った人材の育成

【製氷機】
 スラリーアイスの導入
 既存工場の製氷能力拡大

【冷凍冷蔵保管】
 拡張や新規建設に

よる適切な規模・機
能の冷蔵冷凍倉庫
の確保

 高性能な冷凍冷蔵
機器の導入

【冷凍冷蔵保管】

 拡張や新規建設に
よる適切な規模・機
能の冷蔵冷凍倉庫
の確保

 高性能な冷凍冷蔵
機器の導入

【冷凍冷蔵保管】

 拡張や新規建設
による適切な規
模・機能の冷蔵冷
凍倉庫の確保

 高性能な冷凍冷
蔵機器の導入

 プロモーション人材の
育成
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イメージの向上、人材育成面での効果など、定性的な効果も期待できる。加えて、より視野を広げる

と、日本政府が進める質の高いインフラ輸出に向けた取り組みの中で、本事業は「地方連携によるイ

ンフラ輸出」事業として、グローバル化が進む昨今において、日本の地方と海外の地方が直接連携す

る先進的な事例として今後に繋がる重要な意味をもつと思われる。 
 
5. 将来ビジョンの実現に向けたマイルストーンとロードマップ 
キエンザン省に対する水産インフラ輸出と水産バリューチェーンの構築には、日越両国の多様なス

テークホルダーが関与する。また、この構想には大規模な漁港開発を含むため、最終的な水産バリュ

ーチェーンの完成までには 10 年単位の長い時間を要することが予想される。そのため、多数の関係

者が、最終的なゴールである完成形の水産インフラのイメージを共通認識としてもったうえで、漁獲

から流通までの各プロセスにおける課題を、全体の道筋に沿って、優先順位をつけて一つずつ解決し

ていくことが必要である。 
最終的な水産バリューチェーンの実現のため、各プロセスで時間軸に沿ってマイルストーンを置き、

進捗を確認しながら、取り組みを進めることが肝要である。一連の水産インフラのなかで全体の完成

までにもっとも長い時間を要するのは漁港であると推測されるため、漁港の完成までにかかる時間を

水産バリューチェーンの構築までにかかる最長時間とし、その中の時間をいくつかに区切って、マイ

ルストーンの設定と、実現のためのロードマップ策定を行った。 
現在（2018 年）を基準とし、最初の三年間は主に水産バリューチェーンの構築に向けた基礎作り

を行うことを想定している。具体的には、今後の水産資源保護に向けたルール策定の前提となり、外

国企業からの投資判断基準にもなりうる水産資源情報の把握や、ルールに即した漁獲を実施していく

ための組織体制構築を行う。また、効果が出るまでに数年単位の長い時間を要することが予想される

人材育成に取り組み、今後の水産分野を担っていくような、中核的な人材を育成することを目指す。

その後、五年後までを目処に、個別インフラの導入を進め、コールドチェーンの完成を目指す。また、

競り売りの制度を導入することにより、高品質の水産物が高価で売買されるシステムを構築する。最

後に、10 年程度を目処に、大規模な漁港の完成や、水産加工品の輸出物流整備完了を目指す。また、

この時点までには、初期から行ってきた人材育成の取り組みを通じて各プロセスで中核人材 1が育ち、

こうした中核人材を中心として現地で技術やノウハウの提供が行われ、地域全体として水産バリュー

チェーンを支える人的な土台も形成されることを目指す。 
 

サマリー図表 2 水産バリューチェーン構築までのマイルストーン 

 
出所：日本総研作成 
 
 サマリー図表 1 に示した課題と、同 2 に示した最終的な水産バリューチェーン構築に向けたマイ

ルストーンを踏まえ、日越両者が取り組むべき内容を、時間軸に沿って整理したのが次頁に記載する

ロードマップである。今後三年間（2021 年度まで）、～5 年後、～10 年後という時間軸に沿い、水

産バリューチェーンの各プロセスにおいて、ハード、ソフトの両面で取り組むべき内容を、想定され

                             
1 「中核漁民｣とは、漁民のなかでも特に漁業規模が大きく、海外技術などにも興味関心の高い漁民で、将来的には周

辺の漁民に対するインフルエンサー（自身の経験や知識を提供したり、アドバイスを行う人材）となる可能性の高い

存在を想定している。 

2018～2019年度 2020年度 ～5年後 ～10年後2021年度

 -  -  自動水揚げ機の導
入

 スラリーアイスの導
入（中核漁民）

 先進的な漁業機材
の導入（中核漁民）

 コールドチェーンの
完成水

産
イ
ン
フ
ラ

 漁港の完成

 輸出用物流（ラック
ザー空港整備）の
完成

ハ
ー
ド

 漁業資源情報の収集・整理・分析
 法整備、組織体制構築

 水産加工技術人材
の育成完了

 高等教育機関での
漁撈教育開始

 競り売り制度の導入  漁民の育成完了

ソ
フ
ト

高付加価値
水産ﾊﾞﾘｭｰﾁｪｰﾝ

の完成
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る取り組み主体と共に示している。なお、本ロードマップの詳細については添付資料の A3 拡大版を

参照されたい。 
 ６－１に詳述するとおり、「水産インフラ」は漁港や道路、空港といった導入に際し大規模なコス

トや時間を要するものから、製氷機や冷凍冷蔵倉庫といった単品で、基礎インフラと比べると比較的

低コスト・短時間で導入可能なものまで、様々なインフラの組み合わせにより構成される。各インフ

ラはその性質によって想定顧客が異なり、その結果、導入にかかる資金調達方法やアプローチ先も異

なってくる。 
なお、公共性が高いインフラについては、その輸出（販売先）は公共部門（中央または省政府、公

的企業など）となることが想定され、特に大規模なインフラについては、新興国であるベトナムの場

合、日本からの公的資金の活用が前提となる可能性が高い。ただし、日本からの公的資金の活用可能

性はベトナムの財政状況や同国内での他プロジェクトとの兼ね合いによって決まる側面が強いため、

早い段階からの二国間での調整や先方政府内での調整が必要となる。また、公的資金を活用したイン

フラ整備は、適切な予算配分と効果の最大化のため、一般的に、複数の調査等のプロセスを経て実施

される場合が多く、調査の開始から実際のインフラ整備完了までには、10 年単位の長い時間がかか

るケースもある。大規模なハードインフラの整備を行いつつ、他の取り組みも同時並行で進めること

が必要となる。 
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サマリー図表 3 水産インフラ輸出実現に向けたロードマップ 

 
出所：日本総研作成 

漁船

漁具

製氷機

法規制

組織体制

情報

人材

漁港インフラ

漁港周辺インフラ

漁港運営

人材

ハード 卸売市場

売買の仕組み

人材

流通/加工 ハード コールドチェーン

ハード 水産加工工場/設備

衛生環境

商品製造

人材

ハード 物流インフラ

ソフト 販路

注）

【省】キエンザン省

【県】山口県

【日】日本企業（分野）

「中核漁民｣とは、漁民のなかでも特に漁業規模が大きく、海外技術などにも興味関心の高い漁民で、将来的には周辺の漁民に対するインフルエンサー（自身の経験や知識を提供したり、アドバイスを行う人材）となる可能性の高い存在を指す。

ソフト

流通
（消費市場等）

ハード

ソフト

ハード

ソフト

ソフト

漁獲

水揚げ

流通
（産地市場）

加工

【漁獲】
・大手船主や一部製氷工場によりスラリーアイス製氷機を導
入している。
・一部漁民が技術・知識を備えた中核人材に育っている。
・越高等教育機関での漁撈に関する教育が開始されてい
る。

【水揚げ】
・漁港建設に向けFS調査が実施されている。
・既存漁港で自動水揚げ機などが導入されている。

【流通（産地市場）】
・競り売り制度の導入に向け、日本の技術協力の下、人材
育成が行われている。

【加工】
・日本の高度な水産加工技術・機器により先進国へも製品
輸出ができるレベルの水産加工工場が増加している。

【流通（消費市場等】
・接続道路整備が完了する。
・省の水産物が、越南部で高付加価値ブランドとして認知さ
れ始めている。
・海外への販路開拓の取り組みが進んでいる。

【漁獲】
・大手船主が近代的な漁業機材を導入している。
・スラリーアイスが広く普及している。
・現地中核人材が他漁民に対して漁獲技術を指導してい
る。

【水揚げ】
・新漁港の一部が完成している。
・防波堤が整備されている。

【流通（産地市場）】
・卸売市場建設が完了・運営開始されている。
・競り売り制度が導入されている。
・高性能な冷凍冷蔵倉庫や冷凍車が導入されている。

【流通（消費市場等】
・ラックザー空港経由の加工品輸出に向け、検討が開始さ
れている。
・省の水産物が、ブランドとして越全土で認知されている。

【漁獲】
・ほとんどの漁船が近代的な設備を備えている。
・漁民が適切な知識と技術を持ち、漁を行っている。

【水揚げ】
・漁港全体が完成している。
・漁獲損失量が10%程度に低下している。

【加工】
・水産加工生産量が10万トンに達し、外貨獲得の柱の一つ
になっている。

【流通（消費市場等】
・ラックザー空港経由で水産物輸出が行われている。
・海外でもキエンザン省の水産物が認知されている。

【漁獲】
・保蔵設備の強化とスラリーアイスの導入にかかるFS事業が実施されている。
・キエンザン省政府関係者や漁民に対する人材育成支援が開始されている。
・法規制整備と監視・取締体制の構築が行われている。
・越中央政府の協力の下、漁業資源情報の収集・整理が行われる。
・越高等教育機関における人材育成に向け、準備が開始されている。

【水揚げ】
・漁港建設に向け、調査に向けた日越での調整・準備が進
んでいる。

【流通（消費市場等】
・Tac Cau漁港への接続道路整備に向けた準備が開始され
ている。

【水揚げ】
・漁港建設に向け、基礎調査が実施されている。
・漁港運営改善に向けた人材教育が開始されている。
・法整備・組織体制構築の取り組みが開始されている。

【加工】
・衛生管理や水産加工技術の研修が開始されている。

【流通（消費市場等】
・接続道路整備工事が開始されている。
・近隣大都市でｽﾗﾘｰｱｲｽを用いた水産物の試験的販売が
実施される。

2018～2019年度 2020年度 ～5年後 ～10年後2021年度

【日ｽﾗﾘｰｱｲｽ製氷機会社/日FRP造船会社】

保蔵設備強化とｽﾗﾘｰｱｲｽ製氷機導入に向けたFS調査

【県（県内企業の協力）】現地政府への法規制整備・組織体制構築に向けた技術支援/漁民に対する漁獲技術の技術支援

【県・JICA専門家】法整備、組織体制構築に向けた技術協力

【現地船主/既存製氷工場】スラリーアイス製氷機を購入、漁船/連絡船に対しスラリーアイスを販売

【省】Tac Cau漁港への接続道路の改修に向けた設計 【省】接続道路整備工事

【日ｽﾗﾘｰｱｲｽ製氷機会社/日FRP造船会社/省】

ｽﾗﾘｰｱｲｽ製氷機FSによる漁獲物の試験販売

【省/県】国内での販路開拓に向けた取り組み（セミナー開催、リゾート地でのプロモーションなど）

【省/県】海外への販路開拓に向けた取り組み（国際食品展示会などへの出展）

【省】ラックザー空港経由での水産物輸出検討・インフラ整備 【省】ラックザー空港経由での水産物輸出

【県/日水産加工会社】衛生管理や加工技術に関する技術協力（現地人材招聘/現地での研修）

【県/省・漁業組合】競り売り制度の導入に向けた人材育成

【省・漁業組合】競り売り制度の導入

【省】卸売市場建設

ｺｰﾙﾄﾞﾁｪｰﾝの

本格的導入
【日物流企業等/省・漁業組合】

コールドチェーン導入に向けたFS調査

【県/省】公的スキームを活用した漁港建設に向けた調査の準備 【県/省】公的スキームを活用した漁港建設に向けた基礎調査 【県/省】公的スキームを活用した漁港建設に向けたFS調査

【県/省】漁港運営改善に向けた人材育成

【省】防波堤の建設

【県/省】公的スキームを活用した漁港建設

マイルストーン

水産インフラ

【現地水産加工工場】日本の先進的な加工機器を導入

【県/省】漁港運営改善に向けたルール策定、組織体制構築

【中核的な漁民】近代的な漁船・漁具の導入 【その他の漁民】近代的な漁船・漁具の導入

【省/中央政府】漁業資源情報の収集・整理

【省/中央政府】現地短期大学での漁撈に関する教育開始

【省】資源保護に向けた監視・取締組織を構築

日本側対応事項 ベトナム側対応事項 両者による対応事項

【日ｽﾗﾘｰｱｲｽ製氷機会社/日
FRP造船会社】FS調査準備

【日物流企業等/省・漁業組合】

FS調査に向けた基礎情報収集
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 序論 

 本章では導入として、調査の概要や目的、実施方法、スケジュールなどについて記載すると共に、

次章以降で検討する内容の前提として、インフラ輸出事業における輸出先として想定しているベトナ

ム国やキエンザン省の概要を述べる。 
 

 調査の背景・目的 

本事業は、日本政府が推進する「インフラシステム輸出」への取り組みを背景に、独自の技術を持

った水産関連企業が多数立地する山口県が中心となって進めている、ベトナム国キエンザン省に対す

る日本型水産インフラの輸出に向け、その実施可能性を探るべく実施するものである。日本型水産イ

ンフラをパッケージ化して輸出することにより、キエンザン省において高度な水産バリューチェーン

を構築し、もって現地の水産業の発展に貢献するとともに、日本企業、および地方自治体の海外展開

の促進を図るべく、現状・課題の把握と今後の戦略策定の礎となる情報収集・整理を行うと共に、望

ましい形での水産インフラ輸出を実現するため、ロードマップの策定と実現に向けた方策を検討する。 
日本政府は平成 25 年 5 月に「インフラシステム輸出戦略」を策定した。この戦略には、「我が国

の成長戦略・国際展開戦略の一環として、日本の「強みのある技術・ノウハウ」を最大限に活かして、

世界の膨大なインフラ需要を積極的に取り込むことにより、我が国の力強い経済成長につなげていく

ことが肝要」であるとして、「2020 年に約 30 兆円のインフラシステムを受注」する旨が盛り込まれ

ている。最新の改訂版は平成 29 年 5 月に公表されたもので、具体的施策の一つとして「中小・中堅

企業および地方自治体のインフラ海外展開の促進」が挙げられ、「地方・中核都市における多様なイ

ンフラニーズにきめ細やかな対応をする」ことを目指した取り組みが後押しされる旨が記載されてい

る 2。 
こうしたなか、日本における水産業の主要拠点の一つであり、独自の技術を持った水産関連企業が

多数立地する山口県では、平成 28 年 10 月に、県内の関連企業や支援機関等が参加する「水産イン

フラ輸出研究会」を設置した。その後、平成 29 年 3 月には県の成長戦略「やまぐち産業戦略推進計

画」に水産インフラの輸出を目指す取り組みを新たなプロジェクトとして追加するとともに、同年 5
月にはベトナム国キエンザン省と相互協力についての覚書を交わすなど、積極的な取り組みを進めて

きた。これらの取り組みを通じ、山口県内の高度な技術や経験と、キエンザン省の豊富な水産資源や

若い労働力を組み合わせ、キエンザン省における高度な水産バリューチェーンの構築を実現し、もっ

て海外事業展開を通じた県内企業の更なる成長や地域経済の活性化、ベトナムでの産業振興・経済発

展を目指すものである 3。 
こうした背景を受け、本事業では、山口県の目指す「水産インフラ輸出構想」をマスタープランと

し、「漁業」、「港湾事業」、「加工・保管業」、および「物流業」、それぞれにおける現状や課題、ニー

ズの把握を行い、事業実施可能性を検討するとともに、その可能性を高めるべく、今後の取り組みに

向けたロードマップを策定するものである。 
 

 調査の内容 
水産インフラ輸出構想の実現に向け、輸出先であるベトナム国キエンザン省における水産インフラ

や水産バリューチェーンの現状および課題、課題解決に必要となる技術等を把握する。また、中央・

省政府による水産業開発計画の策定や外国投資にかかる規制の制定といった政府の動き、ベトナム国

内における社会変化（中間層の増大や食生活の変化）などの観点から水産インフラ普及拡大可能性を

調査する。 
合わせて、水産インフラ輸出元の中心となる山口県や国内関係機関への調査を通じ、事業実施の効

果分析および事業フレーム策定を行う。 

                             
2 出所：「インフラシステム輸出戦略」（https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keikyou/dai30/siryou2.pdf）より引用 
3 出所：山口県産業戦略部ウェブサイト（http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a11400/index/） 
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 調査の方法 

本調査は、既存資料等による文献調査、および関係者へのヒアリング調査により実施した。また、

国内で山口県水産インフラ輸出研究会メンバー等の関係者出席のもとワークショップを開催し、情報

共有を図ると共に、意見聴取を行い、以降の調査に反映した。 
 

図表 1  本調査の内容と手法 

調査内容 
手法 

ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ

ﾘｻｰﾁ 
国内 

ﾋｱﾘﾝｸﾞ 
現地 

ﾋｱﾘﾝｸﾞ 
（1）水産バリューチェーンの課題把握、改善点の整理 ○ ○ ◎ 
（2）「水産インフラ」の普及拡大の可能性 ◎  ○ 
（3）「水産インフラ」導入における資金調達および技術的検討 ○ ◎  
（4）「水産インフラ」導入意義、効果の整理 ◎ ○ ◎ 
（5）日本国への裨益 ◎ ○  
（6）事業フレームの策定 ◎   

注）「◎」は主として用いた調査手法、「○」は補足的に用いた調査手法を示す。 
出所：日本総研作成 

 

 調査実施体制 

本調査は、株式会社日本総合研究所（以下、日本総研）が受託し、水産分野の専門開発コンサルテ

ィング会社である、水産エンジニアリング株式会社の協力を得て実施した。国内では山口県が主導す

る水産インフラ輸出研究会と適宜情報共有や意見聴取を行うと共に、関係する公的機関とも適宜情報

交換を実施した。 
他方、ベトナム側では、キエンザン省人民委員長をトップとし、同省内の全関係組織の副局長レベ

ルが参加する「水産インフラプロジェクトチーム」が組成され、本調査への協力を頂いた。 

 
図表 2 調査実施体制 
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出所：日本総研作成 

 調査スケジュール 

 全体スケジュール 

本調査は 2017 年 8 月から 2018 年 2 月の 7 ヶ月間で実施した。全体スケジュールを以下に示す。 

 
図表 3 調査スケジュール 

 
出所：日本総研作成 
 

 詳細スケジュール：国内調査 

 本調査ではまず、既存資料や関係者へのヒアリングを基に情報収集・整理を行った。調査を行うう

えで参考にした資料については、添付資料を参照されたい。関係者へのヒアリングは、山口県水産イ

ンフラ輸出研究会メンバー企業へのヒアリングを 8 月下旬から 9 月上旬に実施し、現地調査を実施

するうえでの仮説構築を行った。また、一部の研究会メンバー企業には調査の途中経過を踏まえて

12～1 月にもヒアリングを実施した。メンバー企業と合わせ、その他国内関係者へのヒアリングも適

宜実施した。 
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 詳細スケジュール：現地調査 

 第一回現地調査 

調査日程：2017 年 9 月 25 日（月）～29 日（金） 

訪問先・調査内容： 

都市 訪問先・活動内容 
ホーチミン JICA、ジェトロ、ベトナム水産加工輸出協会（VASEP）、

現地建設コンサルティング会社 ほか 
キエンザン省（ラックザー） キエンザン省水産インフラチームとの打ち合わせ、ラックザー

漁業組合ヒアリング ほか 
漁港視察、漁業センター4候補地視察、水産加工工場視察 ほか 

 

 第二回現地調査 

調査日程：2017 年 11 月 6 日（月）～11 日（土） 

訪問先・調査内容： 

都市 訪問先・活動内容 
ハノイ JICA 専門家、投資計画省中央経済管理研究所 
ホーチミン 日系小売企業、日系水産商社、日系物流企業 
キエンザン省（ラックザー） キエンザン省水産インフラチームとの打ち合わせ、

Kien Giang Vocational College、仲買人 ほか 
ラックザーからホーチミンの陸路踏査 

 

 第三回現地調査 

調査日程：2018 年 1 月 14 日（日）～19 日（金） 

訪問先・活動内容： 

都市 訪問先・活動内容 
ハノイ 水産総局、JICA 専門家 
ホーチミン 現地中間層向けレストランチェーン、日系高級レストラン 
キエンザン省（ラックザー） 水産総局とキエンザン省主催のセミナー出席・プレゼン実施、

キエンザン省人民委員長・水産インフラチームとの打ち合わせ 
キエンザン省（フーコック島） 観光客向けレストランへのヒアリング 

漁港視察・ヒアリング 
 

 詳細スケジュール：ワークショップ 

ワークショップは以下の日程、内容で実施した。 

 第一回ワークショップ 

 第一回ワークショップは、山口県が主催する水産インフラ輸出研究会と合わせ、10 月 31 日に実施

した。水産インフラ輸出実現に向けたロードマップの時間軸の設定に関する意見や、ベトナム側が策

定している漁港整備計画に対する要望が出された。 

                             
4 詳細は 2-2-3 を参照。 
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 第二回ワークショップ 

第二回ワークショップは、すべての調査結果のまとめとして、2018 年 2 月 20 日に実施した。 
水産インフラ輸出に際して山口県内の民間事業者による参画可能性を高めるため、公的スキームの

活用を含め、事業者側のリスクを低減する方策について検討する必要性が指摘された。また、投資対

効果の算定について、ベトナム国内における中間層の増大を考慮し、海外輸出に加え、国内市場につ

いても注視していくべきとの意見が出された。また、山口県産業戦略部より、来年度以降の取り組み

に対する説明を行った。 

 
 

 ベトナム・キエンザン省の概要 

本節では、次章以降参考として、ベトナム、およびキエンザン省の概要を記載する。 
 

 ベトナムの概要 

 基礎情報 
ベトナムは東南アジア諸国連合（以下、ASEAN）加盟国の一つで、9,300 万人弱の人口を擁する。

国土は南北に 1,650km と長く、南シナ海に面する沿岸部の総延長距離は約 3,444km に及ぶ。面積は、

九州を除いた日本の面積とほぼ同じ 33 万平方キロメートルである。 
政治体制としては、共産党第一党による社会主義体制であり、比較的安定している。地方行政は

58 の省と 5 つの直轄市（ハノイ、ハイフォン、ダナン、ホーチミン、カントー）に分けられており、

省は、県・県級市・町、中央直轄市は郡・県・市で構成される。このうち、28 の省・市が海に面し

ている。  

【実施概要】 
開催日程：2017 年 10 月 31 日（火）14 時 40 分～16 時 40 分 
開催場所：山口銀行内会議室 
出席者：水産インフラ輸出研究会メンバー等 28 名（事務局を除く） 
開催内容： 

1. 開会挨拶（中国経済産業局） 
2. 本事業の概要説明（株式会社日本総合研究所） 
3. 第一回現地調査結果の共有（同上） 
4. 日越協力に向けた活用可能な公的スキームの紹介（同上） 
5. 今後の方向性について（同上） 

 

【実施概要】 
開催日程：2018 年 2 月 20 日（火）15:00～17:00 
開催場所：山口銀行内会議室 
出席者：出席者：水産インフラ輸出研究会メンバー等 18 名（事務局を除く） 
開催内容： 

1. 開会挨拶（中国経済産業局） 
2. 調査結果の報告（株式会社日本総合研究所） 
3. 今後の方向性について（山口県） 
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 図表 4 ベトナムの概要 

出所：外務省ウェブサイト「国・地域情報 ベトナム社会主義共和国」

（http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/vietnam/index.html）、IMF「World Economic Outlook」2017 年 4 月版、

CIA 「The World Fact Book」、外務省「海外在留邦人数調査統計 平成 29 年（2017 年）詳細版（平

成 28 年 10 月 1 日現在）」 
 

 
出所：日本総研作成 

東北部

紅河デルタ

西北部

中北部

中南部

東南部

メコン・デルタ

タイ・グエン
（中部高原）

ホーチミン

首都ハノイ

項目 詳細 備考 
国名 ベトナム社会主義共和国 

（Socialist Republic of Viet Nam） 
 

面積 33.1 万平方キロメートル 日本の 0.88 倍／世界 67 位 

沿岸部総延長距離 3,444km 諸島部除く 
人口 9,264 万人（2016 年） 世界 13 位 

中央年齢 30.5 歳  
GDP 名目 GDP：2,013 億ドル 

実質 GDP 成長率：6.2%（2016 年） 
 

言語 ベトナム語  
宗教 仏教、カトリック、カオダイ教他  
政体 社会主義共和制、一院制（定数 500 名） 

ベトナム共産党の一党体制 
 

在留邦人数 16,145 人（2016 年 10 月 1 日）  
日系企業進出状況 企業（拠点）数：1,687 

‐ホーチミン：712 
‐ハノイ：402 
（2016 年 10 月 1 日） 

国（地域）別日系企業（拠点）数

で第 7 位（前年比+6.9%）。 
都市別ではホーチミンが同第 9 位

（前年比+6.6%）、ハノイが同第 20
位（前年比+6.9%）。 
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 ベトナムの現状 

 経済 

ベトナムは、1986 年のドイモイ（刷新）政策導入以降、市場経済・開放化を進めており、2016 年

に開催された共産党大会においても、ドイモイ路線を引き続き継続し、国際経済へのさらなる参入を

進めること等が掲げられた。2007 年には世界貿易機関（WTO）加盟を果たした。一方、貧富の差の

拡大や、汚職の蔓延、官僚主義の弊害、環境破壊等の問題が明らかとなっている。 
ベトナムの GDP は、2016 年には 6％と、安定した成長率となっている。また、GDP に占める農林

水産業の割合は漸減傾向であるが、2016 年においても 16%を占めており、国の主要産業として位置

づけられる。なお、水産業に限ると、その割合は 4％程度とされる。 
 

図表 5 ベトナムの産業別 GDP 推移 

 
注）1～6 月のみ 
出所：ベトナム統計総局ウェブサイト 

 

図表 6 ベトナムの産業別 GDP の割合推移 

 
注）1～6 月のみ 
出所：ベトナム統計総局ウェブサイト 
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 人口・労働力 

ベトナムの人口規模は、ASEAN 域内では、インドネシア、フィリピンに次いで 3 番目の規模であ

る。人口は堅調に増加しており、また、生産年齢人口（15～64 歳の人口）が多くを占め、人口規模・

全人口に占める割合とも拡大傾向である。なお、性別では女性が男性より約 120 万人多い。昨今、農

村部の人口増加率低下と、都市部の人口増加が進んでいる。 
 

図表 7 ベトナムの人口と年齢別割合の推移 

  

 
出所：国際連合「World Population Prospects: The 2017 Revision」を基に日本総研作成 
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図表 8 ベトナムの年齢別人口 

 
出所：国際連合「UNSTATS」を基に日本総研作成 

 
産業別就業人口の割合を見ると、農林水産業の就業者数・割合ともに漸減傾向であるものの、依然

として 40%以上が農林水産業に従事している。雇用の観点からも、ベトナムにとって水産業を含む

第一次産業が重要であることがわかる。 
 

図表 9 産業別就業者割合の推移 

 
出所：ベトナム統計総局「Socio-economic situation」を基に日本総研作成 
 
一方、人口ボーナス期を、生産年齢人口の比率が上昇する時期を意味すると定義した場合、ベトナ

ムの人口ボーナス期は 2015 年に既に終了しているというデータもある。今後、ベトナムにおいても、

労働力の不足や、高齢化の問題が顕著となる可能性がある。なお、WHO（世界保健機関）はベトナ

ムを、高齢化の著しい国の 1 つとしている。 
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図表 10 周辺諸国との人口ボーナス期の比較 

 
出所：国際連合「World Population Prospects: The 2017 Revision」を基に日本総研作成 
 

賃金については、中国や先進 ASEAN 諸国の都市と比較すると、「作業員」、および「エンジニア」

ではハノイの賃金は比較的低い水準にあるものの、マネージャークラスではフィリピンやジャカルタ

と同水準となっており、特に上級職で人材確保競争が激しくなっていると推測される。なお、2018
年における最低賃金が、都市部で 6.1%引き上げる旨が決定されるなど、労働コストの上昇が顕著と

なっている。 
 

図表 11 周辺諸国との賃金比較（2016 年 9 月～2017 年 1 月） 

 
出所：ジェトロウェブサイト「投資コスト比較」を基に日本総研作成 

 

消費市場としてのベトナムを見ると、近年、中間層の増加が顕著に見られる。2015 年には、全世

帯の 36.4％に相当する 85.4 万世帯が中間層であったが、2025 年には、全世帯の 62.3％である 148.3
万世帯が中間層となることが見込まれている。中間層と富裕層の世帯をあわせると、2025 年には 2015
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年比で約 2.1 倍となることが予想されており、今後の消費市場としての観点からもベトナムは有望で

ある。 
 

図表 12 世帯所得層別の割合 

 
 
なお、富裕層／中間層／低所得者層の定義は、経済産業省「通商白書 平成 25 年版」に基づき、

以下の通りとした。 
 世帯年間可処分所得 

富裕層 35,000 ドル以上 
中間層 アッパーミドル 15,000 ドル以上～35,000 ドル未満 

ローワーミドル 5,000 ドル以上～15,000 ドル未満 
低所得者層 5,000 ドル未満 

出所：Euromonitor International「Passport」、経済産業省「通商白書 平成 25 年版」を基に日本

総研作成 
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富裕層は、将来的にはその他の都市、例えば、北部のハイフォン、中部のダナン、南部のカントー等

においてもその数が増加すると見込まれている。すなわち、将来的にはハノイ・ホーチミン以外の都
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 インフラの状況 

物流関係のインフラの現状と問題点や、今後の計画については、以下の通りである。 
形態 現状 課題・今後の計画 

海上輸送  ホーチミン市郊外のサイゴン港等が主要

港湾拠点。 
 国内に 7 つある主要な港はいずれも河川港

のため、大型船の寄港は困難。 
 ホーチミン市郊外では、サイゴン港に代わ

る海運拠点として新国際港（カイメップ・

チーバイ港）の整備が行われ、同港は 2013
年 2 月に開港。 

 ハイフォン市では、大深度の新国際港（ラ

ックフェン国際港）の建設が進んでおり、

2018 年の完成を見込む。 
 

航空輸送  国内の主要国際空港は、タンソンニャッ

ト、ノイバイ、ダナンの 3 つ。 
 国際輸送はタンソンニャット国際空港と

ノイバイ国際空港が大部分を占有。 

 2011 年ホーチミンから約 40km 離れたロ

ンタイン新国際空港の建設を決定し、2015
年 6 月の国会で投資計画案が賛成多数で承

認された。2021 年 4 月に着工、2025 年第

1 期開業の見通し。 
道路網  道路網は総延長で 19 万 5,468km（2013

年）。 
 全道路のうち舗装されているのは全体の

75.9％の 14 万 8,338km。 
 2015 年 12 月、ハノイ市とハイフォン市を

結ぶ高速道路が開通。 

 ハノイ、ホーチミンの市内道路は全面的に

舗装されているが、地方都市の道路の約 6
割は未舗装。 
 グエン・スアン・フック首相は、ハノイと

ホーチミンを結ぶ南北高速道路（総延長

1,372 キロ）の建設計画を承認。建設工事

は 3 期に分けて行われ、2030 年まで全面

開通を見込む。 
鉄道網  鉄道は公社の独占事業。 

 2014 年の国内鉄道網の総延長距離は

2,600km。 
 同国第一の主要幹線はハノイとホーチミ

ンを結ぶ南北統一鉄道。 
 ただし、老朽化、単線、狭軌、橋梁整備が

不十分なため、鉄道輸送には不適。 

 2010 年に国会で否決されたハノイ・ホー

チミン間約 1,600km を結ぶ「南北高速鉄

道」計画が 2018 年に国会に提出、再議決

が行われる見込み。 
 日本政府が支援により、ベトナム初の地下

鉄となる「ホーチミン市都市鉄道 1 号線」

の建設が 2017 年 5 月に着工、2020 年の運

行を目指す。 
出所：CIA「The World Factbook」2017 年 1 月版、各種報道資料を基に日本総研作成 
 

 日本との関係 

 日越関係はこれまで順調に発展しており、経済や文化など、様々な分野で交流が行われている。 
ベトナムには日本企業の拠点が 1,700 弱所在し、その数は前年比でプラス 6.9%と増加傾向にある

（2016 年 10 月 1 日時点）。都市別に見ると、もっともその数が多いのは最大の商業都市ホーチミン

の 712 拠点で、世界の中でも第 9 位となっている 5。日本からベトナムへの直接投資額は 21.6 億ド

ル（2016 年、認可額）となっている。対日貿易額は輸出入のいずれも 150 億ドル前後（2016 年）

で、日本へは縫製品や輸送機器・部品などのほか、水産物などが輸出されている。また日本からは機

械設備・部品や電子機器・部品などが輸入されている。 
上述のとおり、日本とベトナムは経済的に深いつながりを有していることから、日本は、ベトナム

について「メコン地域の経済開発において重要な役割を果たす東西回廊や南部回廊の一端も担ってお

り、同地域の発展のけん引役として、さらなる地域経済統合と連携促進のため、同国の重要性は高ま

っている」として、ベトナムが今後も持続的経済成長を達成していくため、同国への積極的な支援を

していく方針である 6。 

                             
5 外務省「平成 29 年（2017 年）詳細版（平成 28 年 10 月 1 日現在）」 
6 外務省「対ベトナム社会主義共和国 国別援助方針」（2012 年 12 月） 
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 経済協力実績で見ると、日本はベトナムに対する最大の援助国である。2010～2014 年には、毎年、

同国への経済協力総額のうち、5～6 割を占めており、2014 年には 18 億ドルあまりを拠出している。 
 

図表 13 主要ドナーの対ベトナム経済協力実績 

 
注）支出総額ベース 
出所：外務省「国別データブック ベトナム」

（http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/000247508.pdf#page=32） 
 
 日本の対ベトナム援助形態別実績を見ると、もっとも多いのは有償資金協力であり、2015 年には

9.8 億ドルの援助を行っている。重点対象分野としては、市場経済システムの強化や産業開発・人材

育成、交通網の整備、エネルギーの安定供給及び省エネの推進等が挙げられている。 
 

図表 14 我が国の対ベトナム援助形態別実績（OECD/DAC 報告基準） 

 
注 1）国際機関を通じた贈与については、2006 年より、拠出時に供与先の国が明確であるものにつ
いては各被援助国への援助として「無償資金協力」へ計上することとしている。また、OECD/DAC
事務局の指摘に基づき、2011 年には無償資金協力に計上する国際機関を通じた贈与の範囲を拡大し
た。（ ）内は、国際機関を通じた贈与の実績(内数）。 
注 2）有償資金協力及び無償資金協力は、これまでに交換公文で決定した約束額のうち当該暦年中に
実際に供与された金額（有償資金協力については、ベトナム側の返済金額を差し引いた金額）。 
注 3）有償資金協力の累計は、為替レートの変動によりマイナスになることがある。 
注 4）技術協力は、JICA によるもののほか、関係省庁及び地方自治体による技術協力を含む。 
注 5）四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。 
出所：外務省「国別データブック ベトナム」
（http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/000247508.pdf#page=32） 
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 キエンザン省の概要 

 キエンザン省はベトナムの南西部に位置し、カンボジアと 220 ㎞の国境で隣接している。ベトナ

ム最大の商業都市ホーチミンからキエンザン省の省都ラックザー（Rach Gia）市までは約 250 ㎞、

空路で約 50 分、陸路で 5～6 時間の距離である。 
キエンザン省は 198 ㎞の長い海岸線に恵まれ、海域は穏やかな気候で熱帯低気圧や嵐が少ない。

また緩やかな勾配をもつ浅い水深域が広がっているため、水産資源は多様、かつ豊富であり、国内一

位の漁業・養殖業生産量を誇る（詳細は２－２で後述）。余談であるが、キエンザン省ではその気候

を生かして農業も盛んに行われており、年間の米生産量は 416 万トンと、ベトナム全国の米生産量

の 9.5%を占める全国第一位の米の生産地である（2016 年予測値、ベトナム統計総局公表データ）。 
また、キエンザン省はベトナム最大の島であり、かつ国内有数のリゾート地であるフーコック島を

擁している。フーコック島は年間 30 万人の外国人観光客が訪れる人気の観光目的地であるほか、ベ

トナム料理に欠かせないヌクマム（魚醤）7の生産地として有名である。 
 

図表 15 キエンザン省概要 

項目 データ 備考 
面積 6,349km2 2016 年（参考：群馬県と同程度） 
人口 177.7 万人 2016 年（参考：熊本県と同程度） 
15 歳以上労働力人口 100.6 万人 2016 年 
人口全体に占める 15 歳

以上労働力人口の割合 57% 2016 年 

一人当たり GRDP8 1,870USD 2015 年 
経済成長率 9.6% 2015 年 
日系企業進出数 4 - 

出所：ベトナム統計総局ウェブサイト、ジェトロホーチミン事務所「ベトナム南部投資環境調査」

（2017 年 1 月）、JICA「メコンデルタ地域への投資に関する調査報告書」（2015 年 3 月）を基に日

本総研作成 
 

図表 16 キエンザン省の位置 

 

出所：日本総研作成 

 

                             
7 ヌクマムとは魚介類に塩を加えて発酵させた食品「マム（mắm）」の一種。小魚と塩を樽などに入れ、冷所で 6 か

月から 12 か月間熟成させたものの浸出液のことを指す。ベトナムの代表的な産品の一つ。 
8 Gross Regional Domestic Product 
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図表 17 ラックザーにおける年間降水量と気温（2016 年） 

 
出所：キエンザン省提供データを基に日本総研作成 
 

 キエンザン省の人口は 177.7 万人、うち 72%が農村部に、28%が都市部に居住している（2016 年

推計値）。1995～2016 年の CAGR（年平均成長率）は 1.2%と、ベトナム全国の CAGR と同じであ

る。 
 

図表 18 キエンザン省の都市・農村別人口推移（1995～2016 年） 

 
注）推計値 
出所：ベトナム統計総局ウェブサイトを基に日本総研作成 
 

 キエンザン省の一人当たり GRDP は増加傾向にあり、2015 年時点で 1,870 ドルである。成長率は

2013 年以降、前年までの 11%台後半から比較すると減少したものの、依然として 9%台と高い水準

で推移している。 
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図表 19 キエンザン省の一人当たり GRDP、および成長率の推移（2011～2015 年） 

 
出所：ジェトロホーチミン事務所「ベトナム南部投資環境調査」（2017 年 1 月）を基に日本総研作成 
 

 キエンザン省の産業構造をみると、農林水産業（第一次産業）が全体の 36.5%と 3 分の 1 以上を

占めており、ベトナム全体の産業別 GDP 構成（農林水産業が占める割合は約 15%）と比較してもそ

の割合が多い。このことから、農林水産業が経済において重要な位置を占めている一方、地域経済が

自然環境に大きく影響を受ける可能性があることがわかる。 
 

図表 20 キエンザン省の産業構造（2015 年） 

 
出所：ジェトロホーチミン事務所「ベトナム南部投資環境調査」（2017 年 1 月）を基に日本総研作成 

 

 キエンザン省への外国直接投資件数、および投資額の推移を見てみると、年によってばらつきが大

きく、2015 年には 5 件 1.15 億ドルを記録したが、翌 2016 年には 2 件 510 万ドルに留まっている。 
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図表 21 外国直接投資推移（2011～2016年）(注) 

 
注）2011～2015 年のデータは出所①、2016 年のデータは出所②より。 
出所：①ジェトロホーチミン事務所「ベトナム南部投資環境調査」（2017 年 1 月）（2011～2015
年）、②ベトナム統計総局ウェブサイト（2016 年）を基に日本総研作成 
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 ベトナムおよびキエンザン省における水産業の概要 

本章では、次章以降で述べるキエンザン省におけるバリューチェーン別の水産業の現状や課題、今

後の取り組みに関する議論の前提として、ベトナム全体、およびキエンザン省における水産業の概要

や国・省の経済における水産業の位置づけなどを概観する。 
 

 ベトナムにおける水産業 

 ベトナムにおける水産業の概要 

 ベトナム水産業の特徴 

前述のとおり、ベトナムの水産業は、GDP の 4%程度を占め、水産業を含む第一次産業に従事する

人の割合は就業人口全体の 42%を占めている。ベトナムは 2,860 の河川、広大な内水面、汽水域を有

し、海面漁業のみならず、内水面漁業や海面・内水面養殖業も盛んである 9。 
国際連合食糧農業機関（FAO）のデータによると、2015 年におけるベトナムの年間漁業生産量は

620 万トンで、重量ベースでは世界第 4 位に位置づけられる。なお、ベトナムでは養殖漁業による生

産量が多く、漁獲漁業生産量のみに限ると、世界第 9 位となる。 
 

図表 22 世界の漁業生産量上位 20 カ国（2015 年） 

  
出所：FAO「Fisheries and Aquaculture Statistis 2015」（http://www.fao.org/3/a-i7989t.pdf） 
 

ベトナムの漁業生産量は年々増加しているが、その牽引役は養殖である。漁獲漁業の生産量が 2000

                             
9 ここでは日本の農林水産省による統計分類に則り、「漁業」を 4つに分け、それぞれを①「海面漁業」、②「海面

養殖業」、③「内水面漁業」、④「内水面養殖業」と記載することとする。また、「漁業生産量」（農林水産省の統

計分類で①～④の合計）と、漁獲による漁業生産量を区別するため、①と②を合わせたものを「漁獲漁業」と呼ぶこ

ととし、合わせて③と④をあわせたものを「養殖業」と呼ぶこととする（日本総研による独自区分）。なお、日本の

定義では、「海面漁業」は更に、漁場によって「遠洋漁業」、「沖合漁業」、「沿岸漁業」に分けられるが、ベトナ

ムの場合、「沖合漁業」と「沿岸漁業」の二分類になっており、また人によってそれぞれの言葉の定義は異なってい

る。 
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年から 2015 年にかけ、約 2 倍となっている一方、養殖漁業生産量は約 6 倍に増加している。元々は

漁獲漁業生産量が養殖業生産量を上回っていたものの、2008 年以降両者の位置は逆転し、その差は

年々開く傾向にある。 

図表 23 ベトナム漁業・養殖業生産量の推移 

 
注）2016 年は速報値 
出所：ベトナム統計総局 

 
FAO の統計によるベトナムの主な漁業生産品目は以下の通りである。養殖業における主要品目は

エビ・ナマズであり、漁獲漁業における主要品目はエビ類、マグロ類、頭足類（イカ・タコ等）、タ

イ類、ハタ類、小型の遊泳性魚類が挙げられている。 
 

図表 24 ベトナム水産業における主な生産品目（2015 年）（単位：トン） 

種類 漁獲漁業 養殖業 計 

魚 類 

マグロ、カツオ 105,597 0 105,597 
その他遠海魚 4,297 2,961 7,258 
ナマズ 0 1,174,402 1,174,402 
その他淡水魚 136,600 1,368,684 1,505,284 
その他海産魚類（サメを含む） 1,955,406 60,225 2,015,631 

甲 殻 類 

オニテナガエビ 0 7,014 7,014 
イセエビ 0 1,387 1,387 
その他エビ類 169,005 550,240 719,245 
カニ 9,386 53,397 62,783 
その他甲殻類 97 0 97 

軟体動物 イカ 328,600 0 328,600 
その他軟体動物 48,326 215,620 263,946 

そ の 他 海草類 0 11,822 11,822 
その他 0 4,448 4,448 

出所：FAO Fisheries and Aquaculture Department「Global Production」 
 

 ベトナム国内の地域別漁獲量 

省別の漁業生産量を漁獲漁業・養殖業別を見ると、上位 10 省のうち 8 省をメコンデルタ地域の省
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が占めている。省別に見るとキエンザン省が最も多く、全体の約 10%を占め、同省と同じくメコン

デルタ地域に属するドンタップ省、カマウ省が続く。キエンザン省の生産量が漁獲漁業中心であるの

に対し、ドンタップ省をはじめ、多くの省では養殖業生産量の占める割合が大きい。 
 

図表 25 省別、漁獲漁業・養殖業生産量（2016 年の生産量上位 10 省を抜粋） 

（単位：千トン） 

 省 地域 2012 2013 2014 2015 2016 
（速報） 

2016 内訳 
漁獲 養殖 

- 全国 - 5,821 6,020 6,333 6,582 6,804 3,163 3,641 
1 キエンザン ﾒｺﾝﾃﾞﾙﾀ 546 589 626 647 683 486 197 
2 ドンタップ ﾒｺﾝﾃﾞﾙﾀ 439 429 478 486 491 17 475 
3 カマウ ﾒｺﾝﾃﾞﾙﾀ 425 438 468 491 491 209 282 
4 ベンチェ ﾒｺﾝﾃﾞﾙﾀ 383 394 404 418 440 189 252 
5 アンザン ﾒｺﾝﾃﾞﾙﾀ 339 327 340 335 365 21 344 
6 バリアブンタウ 東南部 285 264 284 300 326 310 16 
7 バクリュウ ﾒｺﾝﾃﾞﾙﾀ 258 261 278 299 302 107 195 
8 ティエンザン ﾒｺﾝﾃﾞﾙﾀ 220 229 231 243 246 95 151 
9 ソクチャン ﾒｺﾝﾃﾞﾙﾀ 181 195 207 219 233 66 167 
10 ビンディン 南中部 175 188 200 210 220 210 10 

出所：ベトナム統計総局 

 

図表 26 漁業・養殖業生産量上位 10 省の漁獲・養殖の内訳（注） 

 
注）各省の円グラフの下の文字は、全国における順位と省名を示す。 

出所：ベトナム統計総局公開データを基に日本総研作成 
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 輸出 

 全体 

国際連合貿易開発会議（UNCTAD）のデータによると、ベトナムは水産関連品目の国別輸出金額

において世界第 3 位（2016 年）となっており、世界的に見ても水産品輸出大国の一つである。ベト

ナムの主な輸出品目は、エビとナマズである。 
2015 年には、為替相場の影響や、ベトナムにとっての主要な輸出先である、欧州と米国での需要

の後退、米国における反ダンピング税などの影響で輸出金額が落ち込んだものの、2016 年には前々

年も超える大幅な増加を記録し、86.8 億ドルとなった。また、2012 年から 2016 年の CAGR（年平

均成長率）でみても、輸出金額上位 10 カ国のうち、ベトナムはインド、スウェーデンに続く第三位

であり、輸出金額の多さと合わせ、世界トップクラスである。 
 

図表 27 国別水産品輸出金額の推移 

（単位：百万ドル） 

 
国名 2012 2013 2014 2015 2016 平均成長率 

（2012～2016） 
1 中国 18,122 19,433 20,867 19,569 19,999 2.5% 
2 ノルウェー 8,732 10,176 10,596 8,942 10,562 4.9% 
3 ベトナム 6,088 6,666 7,763 6,543 8,675 9.3% 
4 タイ 8,046 6,927 6,419 5,399 5,977 -7.2% 
5 インド 3,362 4,728 5,500 4,778 5,499 13.1% 
6 米国 5,514 5,638 5,780 5,591 5,413 -0.5% 
7 カナダ 4,177 4,294 4,482 4,690 4,981 4.5% 
8 チリ 3,798 4,460 5,295 4,347 4,729 5.6% 
9 オランダ 3,908 4,013 4,525 4,059 4,659 4.5% 
10 スウェーデン 2,856 3,569 3,866 3,659 4,418 11.5% 
出所：UNCTAD STAT 

 

図表 28 輸出国別水産品輸出金額の推移（上位五位のみ表示） 

 
出所：UNCTAD STAT 
 
ベトナムからの水産品輸出先としては、米国、日本、中国、および韓国が比較的大口の輸出先であ

る。米国への輸出額が頭打ちとなっている一方、中国、オランダ、英国等への輸出は大幅に伸びてい
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る。ただし、詳細については後述するが、EU からベトナムへの IUU 漁業に対する警告を受け、2017
年以降の EU 向けの輸出については、その影響を受ける恐れがある。 
 

図表 29 ベトナムからの水産品輸出金額 

（単位：百万ドル） 

 国名 2013 2014 2015 2016 2017 平均成長率 
（2013～2017） 

1 米国 1,458 1,708 1,308 1,435 1,407 -0.9% 
2 日本 1,111 1,195 1,034 1,098 1,303 4.1% 
3 中国 419 466 451 683 1,088 26.9% 
4 韓国 510 652 572 608 779 11.2% 
5 オランダ 125 211 167 204 304 24.9% 
6 英国 143 184 200 205 283 18.7% 
7 タイ 144 182 216 243 246 14.5% 
8 カナダ 180 263 190 183 223 5.5% 
9 オーストラリア 190 229 171 186 185 -0.6% 
10 ドイツ 207 237 189 176 183 -3.0% 

出所：ベトナム税関総局 

 

図表 30 ベトナムからの輸出国別水産品輸出金額の推移（上位五位のみ表示） 

 
出所：ベトナム税関総局 

 

 品目別 

 ベトナムの水産分野における主要な業界団体である「ベトナム水産輸出加工協会（VASEP）」10で

は、ベトナムからの主要水産輸出品に関するデータを公開している。このデータに基づき、以下に主

要輸出品の輸出額推移と輸出先の内訳を示す。 
 

                             
10 VASEP は 1998 年に設立された非政府系組織で、会員数は 300 社である。うち、180 社が水産加工業者であり、

100 社が水産加工輸出に関連するサービス業（物流、包装、金融など）である。ベトナム全国の水産加工業者は 500 
社あり、うち、180 社が VASEP 会員である。VASEP 会員がベトナムからの水産物輸出量の 80%を占める。（公

開情報、および第一回現地調査ヒアリングによる） 
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 エビ 
 エビはベトナムからの輸出水産物の中で、金額ベースでもっとも多く輸出されている品目である。

ベトナムでは養殖に適した広大な内水面、汽水面を有するメコンデルタ地域を中心に、伝統的に養殖

が行われてきた背景もあり、タイからブラックタイガーの養殖技術が導入された 90 年代半ば以降に

本格的なエビ養殖が開始され、輸出の拡大により 2000 年以降生産が急増してきた 11。 
輸出金額は 2014 年までは増加傾向にあり、同年には 40 億ドルを記録した。しかし、2015 年以降

大きく減少し、2016 年には 32 億ドル弱となっている。輸出先の内訳を見ると、2016 年には、アメ

リカ、EU、日本にそれぞれ 2 割ずつが輸出されているほか、東アジア諸国・地域が主な輸出先であ

る。 
 

図表 31 ベトナムからのエビの輸出金額推移（左）と輸出先内訳（右、2016 年）（注 1）（注 2） 

  
 

注 1）出所データは各国のデータと合計値が一致しないため、日本総研にて再計算を行った（エビ以

外はデータが一致しているため、出所データを再計算することなく使用している）。 
注 2）各国の表示は上から①国・地域名、②輸出金額（百万ドル）、③全体における割合、を示す。

また、ここでは上位 6 位以下の輸出先は「その他」として表示する。以下、図表 35 までの円グラフ

に関して同様である。 
出所：VASEP ウェブサイトを基に日本総研作成 
 

 ナマズ（バサ・チャー） 
 ナマズはエビと並ぶベトナムの主要水産輸出品であり、白身魚フライなどに利用されている。近年

は金額ベースでは横ばいで、エビに続く 17～18 億ドルで推移している。輸出先内訳を見ると、アメ

リカや中国・香港、EU がそれぞれ 2 割程度を占める。日本は輸出先国上位には今のところ入ってい

ないが、スケソウダラなどの白身魚と比べて価格が安いことから代替需要を取り込み、近年では大手

水産会社や小売チェーンがフライやムニエルなどの用途で販売するため輸入量を増やしていると報

道されている 12。 
  

                             
11 農林金融「ベトナム水産業の発展メカニズム‐養殖エビを中心とする輸出指向型水産業の成立過程‐」より抜粋引

用 
12 日本経済新聞「白身魚「バサ」、食卓で人気!? マルハニチロ、今年度の輸入量 2.5 倍に」（2016 年 11 月 25 日） 
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図表 32 ベトナムからのナマズの輸出量推移（左）と輸出先内訳（右、2016 年） 

 

 
出所：VASEP ウェブサイトを基に日本総研作成 
 
 マグロ 

 マグロは南中部のビンディン省などでの漁獲が多く、日本も JICA を通じて、日本の民間企業によ

る同省でのマグロ漁業の近代化のための取り組みを行っている 13。マグロの輸出金額はほぼ横ばいで

推移しており、2016 年には 5.1 億ドルである。マグロは全体の 39%がアメリカに、23%が EU に輸

出されている。 
 

図表 33 ベトナムからのマグロの輸出量推移（左）と輸出先内訳（右、2016 年） 

  

出所：VASEP ウェブサイトを基に日本総研作成 
 

 頭足類（イカ・タコなど） 
 イカ・タコなどの頭足類も、ベトナムからの主要輸出水産物の一つである。2011 年以降、その輸

出量は微減傾向にあり、2016 年の輸出量は 4.4 億ドルである。イカは日本、タコは韓国や日本への

輸出が多く、頭足類全体では韓国と日本への輸出が全体の 6 割以上を占めている。 
  

                             
13 JICA「マグロ漁業の近代化のための漁獲技術および資機材の普及・実証事業」関連資料 
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図表 34 ベトナムからの頭足類の輸出量推移（左）と輸出先内訳（右、2016 年） 

  

出所：VASEP ウェブサイトを基に日本総研作成 
 

図表 35 ベトナムからのイカ・タコの輸出先上位 10 カ国と輸出金額（2013 年） 

イカ                  タコ 

 

出所：VASEP ウェブサイトを基に日本総研作成 
 

 貝類 
 貝類の輸出は他の輸出水産品目と比較すると小規模ながら微増傾向にあり、2016 年には 8,000 万

ドルとなっている。輸出先としては 6 割以上を EU が占めている。 
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図表 36 ベトナムからの貝類の輸出量推移（左）と輸出先内訳（右、2016 年） 

 
注）2011 年はデータなし。 
出所：VASEP ウェブサイトを基に日本総研作成 
 

 すり身 
 ベトナムで加工したすり身の輸出額は、2016 年時点で 2.5 億ドルである。輸出先はすり身を食す

食文化があるアジア諸国・地域が 8 割を占めている。 
 

図表 37 ベトナムからのすり身の輸出量推移 

  
注）2011、および 2012 年はデータなし。 
出所：VASEP ウェブサイトを基に日本総研作成 
 

 ベトナム水産業をめぐる近年の動向 

 IUU 漁業へ対する警告 

近年、沿岸資源の急速な減少が問題視されており、その主要な要因は無秩序な乱獲によるものとさ

れている。ベトナムに対しては、2017 年 10 月 23 日付で、欧州連合（EU）の政策執行機関である欧

州委員会（EC）からイエローカードを発出することが決定された。 
IUU 漁業とは、Illegal（違法）、Unreported（無報告） and Unregulated（無規制）に行われている漁

業のことで、海洋資源の保護のための概念である。EU による IUU 規制は、「商業漁業に従事する全

ての漁船を対象とし、IUU 漁業を起源とする水産物が EU 域内に入域することを防止、抑止および廃

絶することを目的に、2010 年から施行されている規制」（水産庁ウェブページより引用）である。ベ

トナム以前には、2015 年にタイや台湾に対してイエローカードが発出されている。なお、本規制は、

海洋水産資源を対象とした規制であるため、養殖水産物、淡水水産物に関しては対象外とされている。 
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イエローカード発出時点で、EU はイエローカードの解除へ向け、ベトナムに対して以下 9 つを要

求した。6 カ月後に改善が見られない場合は、罰則が発令され、ベトナムから EU への輸出が禁止さ

れることとなる。主要市場の一つである EU に対する輸出禁止が行われればベトナムにとっての影響

は少なくないと推測され、今後ベトナム政府がこの課題にどのように取り組んでいくか、動向を注視

する必要がある。 
 

 
 

 米国による越水産物への制裁関税をめぐる動向 

 米政府が国内産業保護のために外国製品に課している制裁措置の一環として、ベトナムからアメリ

カに輸出される水産品には反ダンピング関税がかけられている。この課税をめぐり、2018 年 1 月に

はベトナムが世界貿易機関（WTO）に対し、不当であるとして提訴するなどの動きがある 14。アメ

リカはベトナムにとって最大の水産品輸出国であり、こうした動きがベトナムの水産業に与える影響

は小さくないと考えられることから、IUU と合わせ、今後の動きを注視する必要がある。 
 

 ベトナム政府の取り組み 

ベトナム中央政府は水産業の発展に向け、積極的な取り組みを進めている。2013 年 8 月 16 日付

けで「水産業振興マスタープラン」（Decision No. 1445/QD-TTg of August 16, 2013, approving the 
master plan on fisheries development through 2020 with a vision toward 2030）（以下、水産マス

タープラン）が策定された。当該水産マスタープランでは、ベトナムの水産業について「基本的に

2020 年までに産業化、2030 年までに近代化」を目指している。水産マスタープランの詳細について

は後述する。また、2014 年投資法第 16 条にて指定されている奨励分野において、「水産物の養殖、

加工」「海産物の採捕および漁業の為の物流サービス」が挙げられており、国を挙げて漁業を奨励す

る方向性となっている。奨励分野における投資プロジェクトに対しては、法人税の優遇、輸入関税・

付加価値税免除等の各種優遇措置を受けることができる。 
 

 食の安全への意識の高まり 

 近年、ベトナムの消費者による食の安全への関心が高まっている。輸入が増えている中国産品の残

留薬品などへの懸念が高まり、これまでの購買基準であった「価格」から、「食の安全・安心」へと

基準が変化しつつあるようだ。現地に進出している日系小売業企業や有識者へのヒアリングによれば、

                             
14 REUTERS “Vietnam complains to WTO about U.S. fish tariffs”（2018 年 1 月 12 日） 
https://uk.reuters.com/article/us-usa-vietnam-wto/vietnam-complains-to-wto-about-u-s-fish-tariffs-idUKKBN1F
11PU 

(１) 漁業資源の保全と管理に適用される国際的および地域的規則の遵守を確保するための法的

枠組みを改正する。 
(２) 改正された国内法の効果的な実施と施行を確保する 
(３) 執行および監視システムを備えた完全認可制度を通じて国際ルールおよび管理措置の効果

的な実施を強化する。 
(４) モニタリング、コントロールおよび監視（MCS）にて特定された資源不足について、国際お

よび地域規制の要件ならびに漁業認証制度の枠組みの中で対処する。 
(５) 漁業の登録とライセンス制度の管理を改善・強化する。 
(６) 漁獲能力と漁船政策をバランスさせる。 
(７) 漁業製品のトレーサビリティを強化し、違法漁業製品のベトナム領域への輸入や輸入を防止

するため、国際法に従って必要な措置を講ずる。 
(８) 国際的責務に従って、他国（特にベトナム旗艦が操船可能な海域の沿岸国）との協力を強化

し改善する。 
(９) RFMO（地域漁業管理機関）における報告および記録に関する義務を遵守する。 

https://uk.reuters.com/article/us-usa-vietnam-wto/vietnam-complains-to-wto-about-u-s-fish-tariffs-idUKKBN1F11PU
https://uk.reuters.com/article/us-usa-vietnam-wto/vietnam-complains-to-wto-about-u-s-fish-tariffs-idUKKBN1F11PU
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経済的に余裕のある層や子どものいる夫婦などを中心に、価格が少し高くても安全な食品を購入する

動きが出始めているという。 

こうした流れを受け、ホーチミン市は 2017 年 7 月に、2016 年 12 月から既に実施されている豚肉

に続き、鶏肉と鶏卵についても試験的にトレーサビリティを開始することを発表した。消費者は、ス

マートフォンのアプリを使用し、商品に貼られた QR コードを読み取ることにより、生産地や生産者

名などの情報を確認できるシステムである。ホーチミン市でトレーサビリティが推進されている背景

として、「食品に対する消費者の信頼の確保はもとより、輸出に向けた安全･安心の確保」があり、

2018 年に予定されている EU との自由貿易協定の発効に向けて、「EU 向けの基準に適合したトレー

サビリティの構築を図りたいとの狙いがあると思われる」という 15。 

日本からの一連の水産インフラ輸出を通じて、高品質で安全・安心な水産物を提供することができ

るようになれば、こうしたニーズにも応えることが可能になる。 

 

 キエンザン省における水産業の概要 

 水産業の位置づけ 

前述のとおり、キエンザン省はベトナム最大の漁業生産量を誇る。ベトナム全体の 2016 年の漁業

生産量は 680 万トンであり、うち、キエンザン省は 68 万トン余りを生産している。これは全国の生

産量の 10%を占め（2016 年推計値）、ベトナム統計総局が公表しているデータの存在する 1995 年以

降、その割合は 10%前後で推移している。なお、キエンザン省が位置するメコンデルタ地域全体の

生産量は 382 万トンであり、同地域は全国の生産量の凡そ半分を占める、水産業の一大集積地域で

ある（2016 年推計値）。 

 
図表 38 ベトナムの漁業・養殖業生産量、および全国に占めるキエンザン省の割合推移 

（1995～2016 年） 

 
注）推計値 
出所：ベトナム統計総局ウェブサイトを基に日本総研作成 

 

                             
15 独立行政法人農畜産業振興機構「ホーチミン市、豚肉に続いて、鶏肉、鶏卵のトレーサビリティを開始（ベトナム）」

（2017 年 7 月 31 日）（https://www.alic.go.jp/chosa-c/joho01_002000.html） 
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次に、キエンザン省における水産業の位置づけを考察する。詳細な業種別の GDP データは確認で

きないが、3 分類でのデータによると、キエンザン省において、農林水産業は GDP の 3 分の 1 以上

を稼ぎ出す主要産業である。それゆえ、キエンザン省政府は水産業の発展に力を入れており、様々な

振興政策を実施している（詳細は後述）。 

 
図表 39 キエンザン省の産業構造（2015 年）（再掲） 

 
出所：ジェトロホーチミン事務所「ベトナム南部投資環境調査」（2017 年 1 月）を基に日本総研作成 
  
キエンザン省における漁業生産量の推移をみると、漁獲・養殖の両者を合わせた生産量は年々増加

しており、1995 年から 2016 年までの CAGR は 6.7%、2016 年の生産量は 68 万トン余りである。

次に漁獲漁業・養殖業別に生産量を見ると、2016 年には 68.3 万トンのうち、71%にあたる 48.6 万

トンを漁業生産量が占めている。このうち、70～80%はトロール漁によるものであると推計される 16。

両者は 1995 年以降いずれも増加傾向にあるが、成長率で見ると養殖漁業生産量が特に大きく増加し

ており、1995 年の 3%から 2016 年には 29%へと大幅に増えている。 
  

                             
16 ”International workshop on aspec,ts of management planning for tropical trawl fisheries in South East Asia” 
（2016 年 4 月）

（https://www.iffors.com/sites/iffors/files/2017-09/NOAAIFFORSBangkokFinalCompress%20PROTECTED_1.P
DF）（pp. 216）なお、上記資料では 2015 年のキエンザン省における「水揚量」は 49.3 万トン、そのうちの 75%が

トロール漁によるものと記載されている。 

農林水産業
36.5%

工業・建設業
24.9%

サービス業
38.6%

農林水産業 工業・建設業 サービス業
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図表 40 キエンザン省における漁業・養殖業生産量の推移（1995～2015 年） 

 
注：推計値 
出所：ベトナム統計総局ウェブサイトを基に日本総研作成 

 
図表 41 キエンザン省における漁業生産量と養殖生産量の割合の変化 

  

注）推計値 
出所：ベトナム統計総局ウェブサイトを基に日本総研作成 
 

 資源賦存量を計る指標のひとつである CPUE17を見ると、2003～2013 年まで緩やかな減少傾向に

ある。本調査における関係者へのヒアリングにおいても、キエンザン省近海では昨今、水産資源量が

減少に転じつつあるという声が多数聞かれた。乱獲などを背景に資源減少が進んでいると推測され、

資源保護と持続可能な漁業への転換が大きな課題となっている。 

                             
17 Catch Per Unit Effort（単位努力量あたりの漁獲量）。標準化を行って資源量指数として使用されることが多い。

はえ縄であれば（1,000）鈎当たりの漁獲尾数（重量）であるがまき網の様に資源量指数としての努力量が自明でな

い漁業もある。（出所：水産庁・国立研究開発法人 水産研究・教育機構「平成 26 年度国際漁業資源の現況」

（http://kokushi.fra.go.jp/H26/H26_a006.pdf）より引用） 
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図表 42 キエンザン省における CPUE の推移（2003～2013 年） 

 
出所：”International workshop on aspec,ts of management planning for tropical trawl 
fisheries in South East Asia”（2016 年 4 月）より転載 
 
 キエンザン省で漁獲される魚種は、キエンザン省水産インフラチームによると、えそ・あじ・いと

より・まながつお・えい・かつお・くえ・イカ・タコ等である。このほか、日本企業へのヒアリング

では、キエンザン省で獲れる蝦蛄（しゃこ）や貝への評価が高かった。 
 なお、キエンザン省としてはこれまで、水産資源調査を実施しておらず、詳細な魚種別漁獲量等の

公式データは存在しないとしている 18。 
 

 省政府による水産業への取り組み 

キエンザン省では、主産業である水産業を更に発展させるため、ベトナムの水産業における中長期

的な開発計画（The master plan of fisheries development through 2020 with a vision toward 2030）
に合わせ、水産業における 2020 年および 2030 年の数値目標や取り組み内容を策定し積極的な取り

組みを進めている。計画の詳細は４－２に記す。 
 

 省内の漁港 

  既存漁港の整備計画 

キエンザン省には多数の漁港が存在するが、そのうち 11 の主要漁港について、2015 年 11 月に整

備計画を承認している。11 漁港の名前と位置を以下に示す。漁港は、漁港としての役割のほか、暴

風時における船舶の避難港としての役割も果たす。 
  

                             
18 ”International workshop on aspec,ts of management planning for tropical trawl fisheries in South East Asia” 
（2016 年 4 月）216 ページ 
上記資料によれば、2015 年の水揚量 493,824 トンのうち、12.8%となる 63,065 トンをイカが、8.1%とな

る 40,025 トンをエビが占めている。 
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図表 43 キエンザン省が 2015 年に整備計画を承認した 11 漁港名、およびその位置 
1 Tac Cau 7 Xeo Nhao 

2 An Thoi 8 Linh Huynh 

3 Nam Du 9 Hon Ngang 

4 Tho Chau 10 Nganh Dau 

5 Bai Dong 11 Bai Chuong 

6 Ba Hon - 
 

 
注）Phu Quoc 島の Duong Dong 漁港は、出所に記載の FAO 報告書に示されたキエンザン省におけ

る漁港整備計画に挙げられている漁港整備計画 10 漁港には含まれていたものの、本調査で先方省政

府より示された資料においては整備計画 11 漁港に含まれていない。 
出所：FAO, SEAFDEC 等”Study on the socio-economics and supply chain of trawl fisheries in 
Kien Giang province”（2015 年）、およびキエンザン省政府提供資料より日本総研作成 
 
これらのなかで、キエンザン省の水揚量の 60%以上を占める最大の漁港が Tac Cau 漁港である。

Tac Cau 漁港は Rach Gia 市内から車で一時間弱の距離にあり、漁港周辺には水産加工工場や製氷工

場など、水産関連企業が集積している。また、Tac Cau 漁港はキエンザン省最大の漁港であるのみな

らず、メコンデルタ地域最大の漁港でもあり、ベトナム南部地域全体の水産業の要である。 
キエンザン省、および中央政府の水産総局はこの Tac Cau 漁港を整備し、後述する Tay Yen A 漁

業センターと合わせ、今後水産業を更に発展させていくための拠点とする方針である。 
  

Nganh Dau漁港

● Bai Chuong漁港
（場所不明）
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図表 44 Tac Cau 漁港の位置 

 
 
 

図表 45 Tac Cau 漁港の詳細（下は拡大写真） 

Tac Cau 漁港インフラ詳細 

岸壁 400hp 漁船用 200m 
45hp 漁船用 300m 

屋根付き荷捌所 2,248m2 

給水施設 1,000m3／日 

製氷設備 200 トン／日／2 カ所 

冷蔵庫 200 トン 

備考 Asian Development 
Bank により整備済 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所：キエンザン省提供情報、Google マップ等を基に日本総研作成 
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 新「漁業センター」整備計画 

 ベトナムの中央政府は、全国 6 カ所で、各地域の水産業の核となる「漁業センター」の建設計画

を進めている。このうちの一つが Tac Cau 漁港から 2 ㎞ほどの距離にある Tay Yen A エリアにおけ

る漁業センター建設計画である。 
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 水産バリューチェーンの課題把握、改善点の整理（課題分析・ニー

ズ把握） 

本章では水産バリューチェーンのプロセスごとに、キエンザン省の現状を整理し、今後キエンザン

省が取り組むべき課題と課題解決に向け必要となる技術を記載する。プロセスは①漁獲、②水揚げ（港

湾を含む）、③保管・物流、および④加工・販売に大きく分け、各節のなかでそれぞれに紐付く詳細

項目について記載する。なお、本報告書では水産業のプロセスを「漁獲」、「水揚げ（陸揚げ～選別）」、

「流通（産地市場）」、「加工」、「流通（消費市場等）」と分けているが、この章では当該事業の仕様に

沿い、後者の三つを、機能の観点から「保管・物流」と「加工・販売」に分けて記載している。 
キエンザン省における水産物の付加価値を高めるためには、水産バリューチェーンの一部だけを改

善するだけでは不十分である。最終的なゴールとして水産バリューチェーン全体の構築を頭に置きつ

つ、各プロセスにおける課題を、最終ゴールまでの全体の道筋に沿って、優先順位をつけて一つずつ

解決していくことが必要である。 
 

図表 46 キエンザン省における水産業の抱える課題まとめ 

 
出所：日本総研作成 
 

漁獲
水揚げ

（陸揚げ～選別）
加工

流通
（消費市場等）

流通
（産地市場）

プロセス

【漁船】
 大型化・高度化
 保蔵設備の強化
 （漁船数の適正化）

【漁具】
• 近代的な漁業機材導入

【漁港】
 拡張や新規建設によ

る適切な規模・機能の
確保

 水揚げ機械、選別機
械等、高度な機材の
導入

【漁港周辺インフラ】
 防波堤の整備

【卸売市場】
 卸売市場の設置

【水産加工工場】
• 拡張や新設による適

切な数・規模の水産加
工工場の確保

• 高度な水産加工機械
の導入

水
産
イ
ン
フ
ラ

【物流】
• 海外/域外輸出用空港、

道路など

【法規制】
 持続可能な漁獲を実現す

る法規制整備

【組織体制】
 法規制遵守のための監

視・取締体制構築
 ルールの周知・徹底のた

めの漁業組合の機能強化

【情報】
 漁業資源情報の収集・整

理・分析

【漁港運営】
 ルール策定と組織体

制の構築
 運営効率化
 漁港の安全性向上

（事故数の低減）

【売買の仕組み】
 競り売り制度の導入

【衛生環境】
 国際的な衛生基準へ

の対応（HACCP等）

【商品製造】
 高付加価値商品加工

技術の導入
 商品種類の増加ソ

フ
ト

【販路】
 ブランディングの実施
 チャネルの拡大
 プロモーションの実施

ハ
ー
ド

【コールドチェーン】

【冷蔵冷凍物流】
 冷蔵・冷凍車の導入

【人材】
 豊富な知識と技術を

持った漁民の育成
 漁港運営を行うマネ

ジメント人材の育成
 目利きができる仲

買人の育成
 高度な水産加工技術

を持った人材の育成

【製氷機】
 スラリーアイスの導入
 既存工場の製氷能力拡大

【冷凍冷蔵保管】
 拡張や新規建設に

よる適切な規模・機
能の冷蔵冷凍倉庫
の確保

 高性能な冷凍冷蔵
機器の導入

【冷凍冷蔵保管】
 拡張や新規建設に

よる適切な規模・機
能の冷蔵冷凍倉庫
の確保

 高性能な冷凍冷蔵
機器の導入

【冷凍冷蔵保管】
 拡張や新規建設

による適切な規
模・機能の冷蔵冷
凍倉庫の確保

 高性能な冷凍冷
蔵機器の導入

 プロモーション人材の
育成
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 漁獲 

 現状 

 漁船 

キエンザン省における漁船数は、2008 年を境にそれまでの 7,000 隻台から大きく増加し、11,000
隻台となった。その後 2012 年まで増加を続けたが、2013 年には再び減少し、10,700 隻あまりとな

っている。 

図表 47 キエンザン省における漁船数の推移（2003～2013 年） 

 
出所：”International workshop on aspec,ts of management planning for tropical trawl fisheries in 
South East Asia” （2016 年 4 月） 

 
次に、漁船数の種類別・出力別内訳を以下に示す。種類別では刺網船が全体の約 40%を、トロー

ル船が約 30%をそれぞれ占めている。トロール船では 400CV 以上の大型船が多いため、総馬力数で

みるとトロール漁船が全体の 70～80%を占める 19が、漁船数でみると、漁船全体に占める小型漁船

比率は約 6 割と高い。また、漁船の材質で見ると、現地で確認する限り、燃料効率の悪い木造船が

大半を占めている。 
  

  

                             
19 一般社団法人日本舶用工業会・一般財団法人日本船舶技術研究協会「東南アジア漁船市場調査」（2017 年 3 月）

によれば、2015 年 9 月時点で、キエンザン省の漁船 10,275 隻のうち、総馬力数ではトロール漁船が全体の 76.1%を

占める。 
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図表 48 種類別・出力別漁船数（注） 

 
注）データの時点は不明だが、他のデータとのデータ比較から、2013 年ごろのものと推測される。 
出所：”International workshop on aspec,ts of management planning for tropical trawl fisheries in 
South East Asia” （2016 年 4 月） 
 
 本調査では、Tac Cau 漁港付近に所在する造船会社へもヒアリング調査を実施した。それによる

と、大型船（28mL x 6.9mB）の販売価格は 48 億ドン程度、小型船（25mL x 3.2mB）は 33～34 億

ドン程度である。また、新造の船体のほとんどを対象に FRP 加工を行っており、魚艙についても同

様とのことである。また、既存魚艙の FRP 化にも対応している。FRP 加工に必要な資材は現地では

調達が困難であるため、韓国や台湾などから商社経由で調達している。 
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造船所の様子 

  

操舵室前部 操舵サイド 

  

FRP 施工中（中央の紙袋内がガラス繊維） FRP 製タンク 

  

撮影：日本総研 
 

 漁法・漁具 

 漁法は主に刺網とトロール網であり、それぞれ全体の 3 割程度を占める。ラックザー市漁業組合

会長によれば、トロール網漁を行うのは、キエンザン省の場合、50 海里から 100 海里の海域である。 
 トロール漁は稚魚やサイズの小さい魚も漁獲してしまうことが多いため、資源枯渇の原因となって

いることが指摘されており、資源保護の観点から対策が急務である。 
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図表 49 キエンザン省で行われている漁法の内訳 

 
出所：”International workshop on aspec,ts of management planning for tropical trawl 
fisheries in South East Asia” （2016 年 4 月） 
 

刺網漁 トロール網漁 

  
出所：農林水産省ウェブサイト「漁業種類イラスト集」より転載 

 

 漁獲に関するオペレーション（漁獲時間、労働人数、平均収入ほか） 

 次に、漁獲オペレーションに関するデータを示す。キエンザン省からの提供資料によれば、漁法別

の漁獲時間や労働人数、労働者の平均収入は以下のとおりである。曳網とまわし網では一ヶ月、敷き

網では約二ヶ月をかけて漁を行っており、一週間から長くても二週間程度で完了する日本の底曳き網

漁に比べると、大幅に期間が長い。また、日本の場合は沖合底曳き網漁の場合、船のスケールによっ

て乗組員は 6～15 名程度であることと比較すると、乗組員の数が多いことも特徴的である 20。 

  

                             
20 参考：全国漁業就業者確保育成センターウェブサイト

（http://www.ryoushi.jp/gyogyou/okiai_enyou/okiai/07.html）、但馬漁業共同組合ウェブサイト

（http://www.jftajima.com/life/） 

刺網
34.4%

トロール網
31.1%

釣り糸と釣り針
17.3%

巾着網
3.4%

壺と罠
3.1%

積み替え船
2.7%

その他
8.0%
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図表 50 キエンザン省における漁獲に関するオペレーションデータ 

業種 能力 漁獲時間／回 
（日） 

労働人数 
（人） 

平均収入 
（1,000 ドン／回） 

船長 漁民 

曳網 400CV 以上 30 20 – 24 10,000 – 15,000 5,000 – 8,000 

敷き網 250CV 以上 
400CV 未満 75 10 – 14 45,000 – 60,000 24,000 – 30,000 

まわし網 250CV 以上 
400CV 未満 30 13 – 18 15,000 – 20,000 7,000 – 10,000 

出所：キエンザン省提供資料 

 
参考 地域別の月額最低賃金 

地域区分

（注） 

月額最低賃金（単位：1,000 ドン） 
上昇率（%） 現行 

（2017年1月1日施行） 
評議会案 

（2018年1月施行予定） 
1 3,750 3,980 6.1 

2 3,320 3,530 6.3 

3 2,900 3,090 6.6 

4 2,580 2,760 7.0 
注）ラックザー市は地域区分 2 に分類されている。 
出所：ジェトロ「通商弘報（2017 年 08 月 21 日）」

（https://www.jetro.go.jp/biznews/2017/08/af9213c4df59d790.html）、 
同「最低賃金比較（2017 年 3 月 31 日）」

（https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/country/vn/invest_05/pdfs/vn10C020_minimum_wage.
pdf） 
 

ラックザー市漁業組合によれば、ラックザー市における年間水揚量は 23 万トン、うち 13.8 万ト

ン（60%）が食料用に、残りの 9.2 万トン（40%）が魚粉用となる。すなわち、水揚量の 4 割が、付

加価値の低い魚粉用として流通することとなっている。 
 この背景にある問題として、漁獲から陸揚げまでのオペレーションの悪さが挙げられる。まず、漁

民は一度の漁でより多くの魚を漁獲しようとするために、一ヶ月～二ヶ月という長い時間をかけて漁

を行う。保蔵設備や氷の使用が限定的ななかで、このように長い時間漁獲物を引き回すことにより、

陸揚げするときには漁獲物が潰れているなど鮮度・品質劣化が著しい。前出のラックザー市漁業組合

によれば、刺し網漁では全体の 10～20%、底曳き網漁では 50%もの品質不良品が発生している。 
漁獲物は船上で種類・大きさにより選別し、ビニール袋に入れられる。その後、漁港で水揚げされ

る際に手作業によりビニール袋単位で種類・大きさ別に分けられたあと、さらに手作業で各袋の中に

ある漁獲物の鮮度により再度選別を行う。元船舶管理会社勤務の水産加工会社社長によれば、ビニー

ルのほうがプラスチック製容器などに比べて初期投資が安くて済むため、ビニールでの選別が主流で

あるとのことである。 
  

https://www.jetro.go.jp/biznews/2017/08/af9213c4df59d790.html%EF%BC%89%E3%80%81
https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/country/vn/invest_05/pdfs/vn10C020_minimum_wage.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/country/vn/invest_05/pdfs/vn10C020_minimum_wage.pdf
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①Tac Cau 漁港の様子 ②船での選別後、手作業で水揚げされる魚 

  
③漁獲物の購入者（写真中央の男女）が購

入物の重量を測っている様子 
④手作業で鮮度が落ちて販売できない魚を

選別する様子 

 

 

撮影：日本総研 
 

 漁獲水域 

 キエンザン省におけるトロール漁の漁獲水域は、タイランド湾の南西部のほか、近年では南東部や

マレーシア、インドネシア、カンボジアといった周辺国の海域にも拡大している（図表 49 の出所資

料より引用）。この変化の背景には、ベトナム近海での資源減少があると考えられる。 
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図表 51 キエンザン省におけるトロール漁の漁獲水域 

 
出所：キエンザン省”Provincial trawl fisheries management plan in Kien Giang”（2016 年）より

転載 
 

 管理体制 

 キエンザン省において水産業を所管する機関は農業農村開発局である。 
同局の下、各地域の漁業者を漁業共同組合等が取り纏めている（ただし、日本と異なり、ほぼすべ

ての漁業者が組合に加入している訳ではない）。ラックザー市の場合、漁船オーナーによりラックザ

ー市漁業共同組合が組織されている。この組合は市内における、漁獲、養殖、加工、物流、漁業に関

する研究開発などに取り組む目的で、2007 年に設立された。会員数は436 人で、このうち95%程度

が漁民、残りが物流関係者等で構成されている（2017年9月末時点）。ラックザー市内の漁船オーナ

ーのうち、約40%が同組合に加入している。 
組合では、組合員に対し、法律関係の情報を伝達するなど漁業に関する様々なサポートを行ってい

る。また、同組合は法人格を有し、漁船用の燃料、漁業用ロープ、漁網、漁船用エンジン、エンジン

用部品・特にギア、各種設備・GPS・魚群探知機などの漁業に必要な物品を一括購入する代理店と

しての活動も行っている。加えて、昨今、漁業組合が出資する形で、漁業用のロープ製造会社を設立

し、組合員向けに製造・販売を行っている。 
ラックザー市では漁業規則により休漁期/エリア、網のサイズ制限、漁業ゾーン、日誌作成などが

一応規定されているものの、関係者へのヒアリングによれば、これらの規定はほとんど認識・遵守さ

れていない。 
 

 人材育成 

キエンザン省には国立短期大学「Kien Giang Vocational College」が存在し、同大学において水産

業関連の人材育成が行われている。全部で 12 ある対象職種のうち、水産関連分野では「水産加工・

保存」、および漁船運転の訓練コースがある。カリキュラムはオーストラリアやドイツのものを導入

し、教授法の面では、講師は、オーストラリア、ドイツ、イギリスで、職業訓練教育教授法の訓練を

受けている。同大学の卒業生は Tac Cau 漁港周辺の水産加工工場の品質管理部門などに就職してい

るという。 
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なお、この大学では漁撈/航海に関する訓練は実施されていない。また、同大学によれば、ベトナ

ム全土を見ても、漁師育成を目的とした漁撈を教えるコースは存在しない。 
 「水産加工・保存」のコースでは、現在 90 名の学生がおり、うち 28 名が中級コース（1 年半コー

ス、専門学校レベル）、残りが短大コース（2 年コース、初級、中級の内容に、「加工工場、ライン管

理の方法」を加えたもの）に在籍している。 
 「漁船運転」のコースは、エンジンのグレードによって 4 種類（30～60CV、60～90CV、90～450CV、

450CV 以上）に分かれているが、実際にはキエンザン省では沿岸での漁獲を行わないよう制限して

いるため、小型船（450cv 以下）の運転方法に関するコースは、現在開講していない。 
 

短期大学の外観 水産加工実習設備 

  
水産加工実習設備 水産加工実習設備 

  
出所：日本総研撮影 

 

 課題・課題解決に必要な技術等 

 漁船 

 まず、漁船の大型化・近代化が課題である。現在は、エンジン出力 90CV 以下の小型漁船の割合

が多いが、経済性や効率性の観点から、今後は漁獲物の保蔵設備が充実した大型漁船を増やすことが

必要であると考えられる。また、漁船の材質についても、現在は燃料効率が悪い木造船が大半を占め

ていることから、より経済性の高い材質の漁船への転換が必要であると考えられる。 
 もう一つの課題は、漁船数の適正化である。本調査によると、漁業の許可制度は各省がライセンス

を発行することで実施しており、中央政府の関与はなく、漁船数制限効果はない。過剰な漁船数が、

乱獲による資源量の減少と陸揚げ時の漁港混雑の原因となっていることから、漁船数を適正な数に減

らしていく必要がある。 
 これらの課題解決に向け活用可能な技術としては、例えば FRP 加工技術が挙げられる。FRP（強

化プラスチック）は、耐久性に優れるため LCC（ライフサイクルコスト）の低減ができる「経済性」、

「軽量性」、塩害にも強い「耐食性」などの強みを持ち、施工効率性も高い 21。調査の結果、キエン

ザン省においても一部で FRP 漁船の製造や既存漁船の FRP 化は行われているものの、日本の FRP
施工技術に比べるとまだ改善の余地があることがわかった。 

                             
21 日本 FRP 株式会社「知的資産経営報告書」

（http://www.kansai.meti.go.jp/2giki/chitekishisan/report/211nihonfrp_2014.pdf）（pp. 4、10） 
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図表 52 漁船の材質比較 

船体材質 詳細 
FRP 船外機を用いる5 トン未満の漁船に多く採用されているが、5 トン以上の船内機

を有する船体としても使用される。1 つの型枠（モール）から大量に製作できる

ことより、他の材質よりも低価格の製造が可能である。 
木造 ベトナムにおいて伝統的に利用されている船体材質。ある程度の強度を確保する

ため、材料の大きさを確保する必要があることから、船体サイズやデザインの面

で不都合がある。材料費は他の材質に比べ、安価である。 
軽合金 軽合金船は、鋼船に比べて軽く、FRP 船よりも頑丈であることが特長。価格は

FRP よりも高価となる。金属であることから、廃船時にはリサイクル可能。 
鋼製 鋼船は重量が重く価格も高くなるため、主に大型船舶に採用される。鋼製の剛性

を活かし、船体への負荷が懸念される底びき網漁船や遠洋漁業等に採用されるこ

とが多い。 
出所：経済産業省「平成 26 年度地球温暖化対策普及等推進事業 ベトナムにおける船舶操業の省エ

ネルギー化による JCM プロジェクト実現可能性調査報告書」（pp. 7-2）より転載 
 

 漁法・漁具 

 漁民の資源保護意識の醸成と、適切な漁具の使用の実現が課題として挙げられる。前者については、

漁民が短期的な視点で目の前の売上を求めて無秩序に漁獲を繰り返しているため、本来であれば成長

するまで保護されるべき稚魚なども漁獲されてしまっている結果、資源量の減少に繋がっていると推

測される。この状況を改善するためには、行政側が漁獲に関するルールを策定したり、取り締まり体

制を強化すると共に、漁民の資源保護に対する意識を高めるための情報提供や教育を行っていく必要

がある。 
 後者に関しては、成魚だけでなく小魚も漁獲してしまう網目の小さな漁網を使用していることが乱

獲に繋がっていると考えられるため、漁具に関する適切なルールを策定・遵守するよう教育を行うこ

とにより、適切な漁具の使用の実現を目指していくことが対策として考えられる。 
 これらの課題に対し、日本としては、過去の経験を活かし、例えばルール作りの支援やそのための

人材育成面での支援を行うことが考えられる。 
 

 オペレーション 
 漁獲から水揚げまでのオペレーションは、漁獲物の品質・鮮度の劣化を招いている最大の要因の一

つである。漁にかける時間の短縮や漁船における保蔵設備の整備に加え、漁民・仲買人の品質管理意

識の醸成が課題として挙げられる。 
先に述べたとおり、キエンザン省の漁船は資源減少により漁業海域がより遠くなっている背景もあ

り、漁にかける時間が長くなっている。また、断熱効果の低い木造魚艙で漁獲物の保蔵を行っており、

漁獲後の漁獲物の品質劣化が著しい。長期間にわたる漁で漁獲物の鮮度が下がり、また小さな魚艙に

漁獲物を詰め込むために、魚艙内で漁獲物が自重により圧損するなど品質劣化が発生している。この

課題解決に向けては（1）で述べたような、漁船の大型化・近代化が必要である。 
 二点目の漁民や仲買人の品質管理意識の醸成については、漁獲物の「品質」よりも漁獲「量」が重

視されている現状の改善が必要である。漁獲物は鮮度に関わらず、仲買人により全量が買い取られる

ため、漁船オーナーによる鮮度向上や品質改善のモチベーションが低く、取組みが不足している。こ

の課題に関しては、競りの導入などを通じた、「鮮度・品質の高い漁獲物は高い価格で買い取りが行

われる」システムの導入が考えられる。 
 

 漁獲水域 

昨今、資源量の減少により、ベトナムの漁船が自国の領海を越えて他国の領海で違法漁業を行って



56 

いる事例があるとの指摘がされている。（2）で述べたとおり、自然保護の観点からの適切なルール

作りと取締り強化の取り組みが必須である。 
 

 管理体制 

現状、キエンザン省では監視取締り組織が脆弱で取締船も不足している。適切な管理を行うため体

制を強化する必要がある。 
 

 人材育成 

課題として、漁民の知識・技術力の向上が挙げられる。先に述べたとおり、キエンザン省における

訓練校では漁撈・保蔵に関しての教育機会がなく、正しい漁業を行う人材が育つ土壌が欠如している。

長期的な視点で、持続可能な、かつ効果的な漁を実施できる人材を育てる体制をつくっていくことが

必要である。 
 

 資源管理 

最後に、漁獲に関する最も重要な課題の一つは、持続可能な漁業を実現するための戦略を策定する

前提ともなる、基本的なデータの収集の実施である。キエンザン省では魚種別、および漁場別の水揚

量データを取得しておらず、詳細な漁獲量や資源量が不明である。資源保護の観点からも、また、外

国企業が現地への投資を検討する際の判断材料という観点からも、魚種別漁獲量などの基本データを

適切に把握し、資源管理に関する戦略立案や取り組みを進めていく必要がある。 
 

 水揚げ（漁港を含む） 

  現状 

前述のとおり、Tac Cau 漁港はキエンザン省、さらにはメコンデルタ地域最大の漁港として重要な

位置を占めており、省内の漁獲物が集約的に陸揚げされる。 
漁港は 24 時間稼動しており、もっとも稼動が多い時間帯は午前 0 時～6 時である。2017 年 9 月時

点、Tac Cau 漁港運営委員会に登録されている 400CV 以上の漁船の隻数は 648 隻、一日に漁港に停

泊する 400CV 以上の漁船の数は平均 22 隻である。また、漁港で働く仲買人は一日あたり約 660 人、

漁港管理委員会職員や運送業者等、漁港で働く人の数は一日あたり約 6,000 人にのぼる。 
漁港には「Tac Cau 漁港管理事務所」が設置されており、入港する漁船に関する記録や（魚種別で

はない全体の）漁獲量に関するデータを収集するほか、入港料（200CV 未満は 5 万ドン／回、200CV
以上は 8 万ドン／回）の徴収を行っている。 
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図表 53 Tac Cau 漁港の詳細（再掲） 

Tac Cau 漁港インフラ詳細 

岸壁 400hp 漁船用 200m 
45hp 漁船用 300m 

屋根付き荷捌所 2,248m2 

給水施設 1,000m3／日 

製氷設備 200 トン／日／2 カ所 

冷蔵庫 200 トン 

備考 ADB による整備済 
出所：キエンザン省提供情報、Google マップ等を

基に日本総研作成 
 

 課題・課題解決に必要な技術等 

 漁船数に対する漁港施設のキャパシティ不足や近代化の遅れ、運営効率の悪さを原因として、現状、

漁港がオーバーフローしており、改修・拡張工事などによる状況改善が必須となっている。前出の漁

港管理事務所によれば、Tac Cau 漁港には最大で 25 隻が並んで水揚げを行うことができるが、多い

日には一度に 50 隻程度が寄港するため、接岸できない漁船は横で、あるいは港外で待機する状況で

ある。岸壁の整備や漁船が水揚げや漁具の積み込みを行うための設備や漁獲物の選別を行う設備の強

化、漁獲物の入札場の設置のほか、漁船の出入港情報の把握等に用いる通信インフラの整備などが、

ラックザー市漁業組合からは改善点として指摘されている。また係留場所の不足も深刻である。 
 また、雨季の終わりの 11 月頃には水かさが増し、漁港内が浸水することもある。原因としては温

暖化による水位上昇や地盤沈下の可能性が考えられるという。浸水への対策として、キエンザン省で

は 2012 年に一度 Tac Cau 漁港のかさ上げ工事を行っており、2018 年にも再度改修を行う予定であ

る。 
 

写真：浸水する Tac Cau 漁港 

 
撮影：日本総研 

 

 ハード面での整備に関しては、将来的にキエンザン省が、海外からの（水産加工用）原料の輸入や

当地で製造した水産加工物の世界中への輸出を軸に発展することを視野に、国際輸出を可能にする大
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規模、かつ高度な漁港設備を整備することも考えられる。 

加えて、ソフト面では、漁港インフラの効率的なオペレーションの実現が課題である。現状、陸揚

げ時の漁船混雑や陸揚げの遅延により、漁獲物の鮮度や品質が劣化している状況がある。漁港インフ

ラを整備してキャパシティを拡大するハード面での取り組みのほか、適切なオペレーションにより漁

船の接岸を効率的に行うことで漁獲物の鮮度劣化を防ぐなどの対策が考えられる。 
水揚げ後の課題については、ベトナムでは、日本で言うところの競りの制度が存在せず、大手企業

が自社で漁船を有しているなどの一部の例を除き、仲買人が漁民と消費者（ここでは水産加工会社、

小売事業者等の漁獲物を最終消費者へ届ける役割を担う人）を繋ぐ役割を担っている。多くの場合、

仲買人は漁民に対して漁に必要な資金を貸しており、仲買人と漁民の間には資本関係が成立している。

それゆえ、漁民の立場が弱く、漁獲物を仲買人に言われた価格で販売するしかない状況が発生してい

る。Tac Cau 漁港の場合、仲買人のマージンは、1kg あたり 500～1,000VND（2.5～5 円）程度が相

場である。銀行からの借り入れ利子に比べると安く、一定程度の資本力のある仲買人が、資金の提供

や漁獲物の買取の際のバッファーのような役割を果たしている。仲買人に主導権のある漁獲物売買お

よび流通ルートができており、新規参入者による漁獲物の確保が困難である状況を改善する必要があ

る。 
 

 保管・物流 

 現状 

 漁港からの物流フロー 

前述のとおり、ベトナムでは日本で言うところの競りが存在せず、漁獲物の物流フローにおいて仲

買人の存在が大きい。漁獲物は漁船との間に資本関係を持つ一次中間業者（仲買人）に買い取られた

後、魚種別に分けた上で二次中間業者に販売される。二次中間業は輸出業者、あるいは国内市場（主

にホーチミン）に漁獲物を販売する。水産加工場は一次中間業者と契約を行うことで原魚を確保する。 

 
 

 保管設備 

 漁港で陸揚げされた漁獲物は全量が、消費者市場もしくは加工場に輸送される。保蔵設備は各食品

加工場で有しており、また漁獲物の冷凍保存可能な保管業者も省内に存在する。 

 

 物流ルート 

 キエンザン省で水揚げされた漁獲物は、以下のとおり、陸路・空路で近隣都市や周辺国への輸送が

可能である。 
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方法 区間 経路等 所要時間 
陸路 ラックザー～ホーチミン 国道 61 号、および 1 号線（一部高速

道路）で約 260 ㎞ 
約 5 時間 

ラックザー～カントー 国道 80 号、および 91 号線で約 100 ㎞ 約 3 時間 
ラックザー～ナムカン 国道 61 号、63 号、および 1 号線で約

200 ㎞（南部湾岸サブ回廊 22） 
約 5 時間 

ラックザー～カンボジア国国境 国道 80 号線で約 90 ㎞（南部湾岸サブ

回廊） 
約 2 時間 

空路 ラックザー～ホーチミン 一日一往復 約 50 分 
その他 河川を利用した物資の輸送も一部で実施されている。 

 

 
出所：日本総研作成 

 

                             
22 Southern Coastal Subcorridor。タイ国バンコク‐カンボジア国‐ベトナム国ナムカンを結ぶ。 
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 課題・課題解決に必要な技術等 

保管・物流にかかる課題としては、以下の三点が想定される。 

まず、物流網の整備である。現状、物流網整備状況はハノイやホーチミンといった主要都市間のみ

で機能しているレベルである。キエンザン省からホーチミン市までの物流網は一部整備されておらず、

メコンデルタ地域は道路インフラが未発達な場所も多い。また、キエンザン-ホーチミン間の物流で

は、悪路による商品損傷や橋の強度不足、道幅制限によるトレーラー利用不可の道の存在等の問題が

ある。加えて、ベトナムの地場企業では倉庫業と配送業が異なる事業体として運営されているため、

一貫した物流の実施に適した環境となっていない。 

次に、コールドチェーンの整備が挙げられる。ベトナムでは伝統的な市場が発展しており、その日

に使用する食材はその日に購入するというスタイルが一般的であったことや、特に都市部では交通規

制や渋滞を理由として全国的にコールドチェーンが発展してこなかったため、生鮮品の国内各地への

輸送が困難である 23。また、外資系・地場系の冷凍・冷蔵倉庫業者は多く存在するものの、一部事業

者では出入り口のドアを頻繁に開閉するなどオペレーション上の問題があり、高品質な商品を良い状

態で消費者（利用事業者）に届けるためには依然として課題が多い。現在ベトナムには冷蔵車を持っ

た事業者が少数しか存在しないため、鮮魚の輸送は発泡スチロールに氷や保冷材を入れ、バイクによ

り輸送している（しかし、この場合でも、外気温が高いことや交通渋滞の問題から、品質管理にはま

だ課題が残ると思われる）。ただ、ジェトロが 2013 年に実施した調査によれば複数の日系を含む物

流企業が今後のベトナムにおける冷凍・冷蔵食品の普及やそれに伴うコールドチェーンへのニーズの

高まりを指摘しているほか、近年、複数の日本企業がベトナムにおいてコールド物流事業を開始して

いること 24 25などから、今後はベトナムにおいてもコールドチェーン整備が徐々に進むことが期待

される。 

                             
23 出所：日本貿易振興機構（ジェトロ）「2013 年度主要国・地域におけるコールドチェーン調査（ベトナム・ハノ

イ、ホーチミン）」（2014 年 3 月） 
24 川崎汽船株式会社プレスリリース「ベトナムにおける冷凍冷蔵倉庫事業の竣工・営業開始の件」（2016 年 7 月 21
日）（https://www.kline.co.jp/news/detail/1205378_1454.html） 
25 双日株式会社・国分グループ本社株式会社プレスリリース「双日と国分、ベトナムで 4 温度帯物流事業に参入」（2016
年 12 月 14 日）（https://www.sojitz.com/jp/news/2016/12/20161214.php） 

【コラム】ラックザー～ホーチミンの陸路状況 
 
踏査日：2017 年 11 月 11 日（土） 
距離：約 260 ㎞ 
所要時間：休憩時間を除き、乗用車で 5 時間程度（ただし、トラックの場合は 7 時間程度かかる

可能性はある）。 
ルート：ラックザー～ホーチミン（Binh Dien 市場）へ、トラックが一般的に利用するルートを

利用。 
ラックザー－（国道 61 号線（一部新道））→カントー－（国道 1 号線。一部迂回路）→ミト郊外

－（高速道路 CT01）→ホーチミン（Binh Dien 市場） 
 
日本総研所感： 
 国道 61 号線（キエンザン省を出るところまで）の約 60 キロはそれ以降の区間に比べて、道

路状態が悪い。ただし、道路状態が悪いと思われる場所では補修を行っていた。 
 カントーまでは 2 車線（片側 1 車線）。現状、自動車の交通量はそれほど多くないが、バイク

はそれなりに走っており、対向車とすれ違う際や、前の車を追い抜く際などは、運転に留意を

要する。 
 物流会社のインタビューでは、道路状態はよいと思われても、橋の状態が悪く、トレーラーは

通行できないとのことであったが、確かに橋の前後は段差もあり、幅も狭い。 

https://www.kline.co.jp/news/detail/1205378_1454.html
https://www.sojitz.com/jp/news/2016/12/20161214.php
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最後に、物流コストの削減と荷扱いの改善が挙げられる。ホーチミンへのトラックによる鮮魚の輸

送を考えた場合、片荷を防ぎ輸送コストを抑えるため帰りの荷物が必要である。コストの低い国内物

流企業が好まれる傾向があるが、国内物流企業の荷扱いは日系物流企業と比較して全体的に悪く、ま

た鮮魚の扱いに慣れていないという問題があり、改善が必要である。 
 

 加工・販売 

 現状 

 キエンザン省における水産加工体制 

 キエンザン省からの資料によれば、同省には計 176 社の水産加工会社が所在している。うち、企

業数がもっとも多いのは魚醤製造会社で、すり身などの水産加工物の製造会社がそれに続く。 
 

図表 54 キエンザン省に所在する水産加工会社の数 

 
出所：キエンザン省提供資料（2017 年 9 月受領） 
 
 水産加工会社の省内での分布を見ると、すべての分類の企業数合計がもっとも多いのはフーコック

市（Phu Quoc）であり、全体の 43%である 75 社が所在している。このうち、70 社は同市の特産品

である魚醤（ヌクマム）の製造会社である。第二位は Tac Cau 漁港がある Chau Thang であり、全

体の 31%にあたる 55 社が所在する。このうち、36 社はすり身などの加工会社である。続いて、ラ

ックザーから見てカンボジア側に位置する Kien Luong、ラックザーが続く。つまり、フーコックの

魚醤製造を除けば、キエンザン省における水産加工業の拠点は、Tac Cau 漁港周辺や海に面した Kien 
Luong である。 
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図表 55 キエンザン省内の地図と、各地に所在する分類別企業数 

 
 

 
出所：キエンザン省提供資料（2017 年 9 月受領） 

 
このうち、一部の加工会社ではヨーロッパやアメリカ、日本等の先進国への輸出を行っており、先

進国への輸出が可能な製造環境を確立している。また輸出先の要求水準に応じて、HACCP（Hazard 
Analysis and Critical Control Point）やハラール 26といった国際基準の認証を取得している。また、

フーコック市の魚醤製造会社では、製造に使う樽にシリアルナンバーを付け、問題が起こった際の追

跡調査を可能にしたり、EU より地域産品としての認証を受けるなどし、製品の付加価値を高めるブ

ランディングも行っている。 
なお、ベトナム水産加工業界の主要業界団体である VASEP の会員のうち、9 社がキエンザン省の

企業である。 
  

                             
26 ハラールとは、「イスラーム法において合法なもの」を指し、「ハラールの食品のみを口にすることは神の教えに

忠実に従うこと、すなわち信仰そのもの」である（特定非営利活動法人 日本ハラール協会ウェブサイト

（https://www.jhalal.com/halal）より引用）。 
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図表 56 VASEP 会員のキエンザン所在企業リスト 

会社名 主要製品 
AOKI すり身 
KIEN CUONG SEAFOOD 冷蔵・冷凍頭足類（イカ・タコ）、冷蔵・冷凍エ

ビ 
KIFOCAN 冷蔵・冷凍魚類 
KIHUSEA VN シーフードミックス、魚粉、冷蔵・冷凍魚類、冷

蔵・冷凍頭足類（イカ・タコ） 
KISIMEX シーフードミックス、冷蔵・冷凍魚類、冷蔵・冷

凍頭足類（イカ・タコ）、冷蔵・冷凍エビ 
KTCFOOD 缶詰、魚類 
NGOPREXCO 貝類、魚類、カニ、頭足類（イカ・タコ）（以上、

すべて冷蔵・冷凍）、すり身 
THANH HA FISH SAUCE CO., LTD 魚醤 
THANH HA FISH SAUCE 魚醤 
出所：VASEP 提供資料（2017 年 9 月受領） 
 

 原料仕入れにかかるシステム 

本調査においてヒアリングを行った Tac Cau 漁港周辺に所在する水産加工会社では、主に予め契

約した仲買人から、加工品の原料となる水産物の買い付けを毎日行っていた。仲買人を通す理由は、

漁船から直接原料を購入しようとすると、漁船 1 隻分の魚を購入しなければいけないためであり、

仲買人が漁民と水産加工会社など消費者の間に入り、漁民からの漁獲物をとりまとめて消費者に提供

する、ある意味でバッファーの役割を果たしているとも言える。水産加工会社は、必要量が購入でき

ない場合は、ローカルマーケットから仕入れる場合もある。品質管理については、工場の原料調達担

当者と品質管理責任者が毎朝漁港に出向き、購入する原料の品質をチェックしている。なお、高い品

質を要求する大規模なスリミ加工工場では、仲買人が沖積み船を所有し、エソやイトヨなどのスリミ

原魚のみを洋上で漁船から買い取るケースもある。 
 

図表 57 キエンザン省における水産加工原料の一般的な仕入れシステム 

 
 
出所：ヒアリングを基に日本総研作成 
 
他方、複数の要因が重なった上であるからこそ成り立つ事例ではあるが、仲買人が漁民と消費者の

間に入らず、消費者が直接漁民とやり取りし、品質チェックや価格交渉を行う流通経路も、フーコッ

漁民 仲買人 水産加工工場

代金

漁獲物
原料

代金＋手数料

※品質チェック
（一回目）

※品質チェック
（二回目）
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ク市の魚醤製造では見られることがわかった。フーコックの場合、原料の仕入れに際し、事前契約を

することはなく、漁獲後に港に戻った船の船内で水産加工会社の原料調達担当者が原料の状態を見て、

原料を仕入れている。各船ではその日の漁獲量や品質により、販売価格を仲介者と呼ばれる人に連絡

し、消費者（水産加工会社）は仲介者からの情報を基に、仕入れを行う先の船を決める、入札のよう

な方式をとっている。ヌクマムは原料がアンチョビと塩だけであるがゆえに、原料の良し悪しがすな

わち最終製品の品質となる。そのため、本調査でヒアリングを行った魚醤製造会社では原料の品質に

こだわり、自社で原料の品質を確認・仕入れているとのことである。 
 

図表 58 フーコック市における水産加工原料仕入れのシステム 

 
①漁船の側から、相場を見つつ、その日の販売価格を提示する。 
②仲介者が購入希望の会社にその漁船の販売価格を伝える。 
③各社の仕入れ担当者が船で漁獲物の品質を確認し、価格を交渉する。例えば、価格と比して鮮度

や品質が低いと感じれば、価格を安くするよう依頼する。 
④交渉が成立すれば、仕入れが可能となる。 

出所：ヒアリングを基に日本総研作成 
同社によれば、漁船と購入者の関係が Tac Cau 漁港の方法とは異なる（品質のいい魚を獲ると漁

船側に高い料金が支払われる）理由は、ヌクマム用のアンチョビは品質が重要であるが、仲介者に目

利きの能力がないため、工場側が実際に漁港で品質を確認し漁船側と価格交渉をする必要があるため

であるという。 
 

 加工品の種類・販売量・販売先・販売価格 

 水産加工品の販売先は、特に品質の高いフィレや寿司用ネタなどの商品がヨーロッパやアメリカ、

日本などの海外へ、中程度の品質のものが周辺国や中国などへ販売されている。また、水産加工を行

う過程で出た骨や頭・尾などは、魚粉の原料として販売されている（企業によっては自社で魚粉も製

造している）。 

  

漁民 仲買人 水産加工工場

原料

④交渉成立→原料販売・代金支払い

①販売価格の
提示

②販売価格情報
の共有
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図表 59 漁獲から流通までのバリューチェーン（現状） 

 
出所：日本総研作成 

 

 課題・課題解決に必要な技術等 

加工・販売にかかる課題は、①安定的な原料の確保、②付加価値の高い商品の開発、および③新た

な市場開拓、の三つに大きく分けられる。 

 

 安定的な原料の確保 

 原料については、質と量の観点から、安定的な原料の確保が最大の課題である。 

 まず量については、本調査内でヒアリングを行った漁民、仲買人、および水産加工会社のすべての

関係者から、原料の減少が指摘されており、水産加工会社による原料調達が難しくなっている状況が

浮き彫りになっている。この背景には、乱獲による資源量の減少と、周辺国海域での漁業取締強化に

起因する漁獲量の減少という二つの原因があると考えられる。量が足りない場合、水産加工会社では

ローカルマーケットからも仕入れを行うことで対応しているが、安定的な操業のためには、今後、生

産に必要な量の原料を安定的に確保できるようにすることが必須である。 

 次に質については、多くの水産加工会社が仲買人を通じて原料の仕入れを行うため、その時点で一

定程度は原料の品質が担保される。しかし、Tac Cau 漁港で活動する仲買人へのヒアリングによって

は、水産加工工場の場合、2 割程度の返品が起こっているという情報もあり、品質の良い原料を安定

的に仕入れるためには課題が残る。 
品質および鮮度劣化の問題は、漁獲時、および水揚げ時の漁獲物の取り扱いに起因する。特に底曳

き漁の漁獲物は刺網漁のものと比較しても品質・鮮度が悪いと指摘されている。加工場は原魚を事前

に契約した仲買人から購入するが、その際の価格は契約価格であり原魚の品質とは無関係であるため、

漁民は漁獲物をより高い品質のまま販売しようというモチベーションがわかず、取り扱いが雑になっ

ているのが現状である。加えて、漁民の立場としては、品質の悪い漁獲物であっても魚粉加工用に販

売できることも、漁民による漁獲物の取り扱いが改善されない理由のひとつとなっている。 
水産物の品質が買い取り価格に反映されない背景の一つには、水産加工製品の、他国製品との激し

い価格競争がある。ベトナム産の水産加工品はタイやインドといった周辺国の製品と比べて価格が安

いことを強みにしてきた面があるため、高品質の原魚仕入に伴い原料コストが上昇した場合、商品価

格を値上げすると他の輸出国に売り負けてしまう可能性がある。それゆえ、水産加工会社としては原

料コストは抑え、最終製品の価格を抑えることで他国との競争に打ち勝とうとしている。 

品質に関しては、この他にも、漁獲物に対し薬品や水を投入することで、見た目や量のごまかしを

行うケースがあることも指摘されており、食の安全・安心の観点からも対策が必要である。 
水産加工業の場合、原料の品質が最終製品の品質に直結するため、品質の良い原料を安定的に確保

できることが重要な課題となっている。 
 

 付加価値の高い商品の開発 

 本調査においてヒアリングを実施した水産加工会社は、いずれも欧米や日本、韓国などに製品を輸

出していた。その中で、欧米企業が HACCP などの認証取得の有無など、国際基準に則っているか
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を重視する一方で、日本企業は認証の取得の有無というよりも、実際の製品の安全性、味、見た目（鮮

度が良いことがわかること）などの加工状態を重視するという声があった。より高価で販売できる商

品の開発を進めると共に、こうした各市場で評価されるポイントを押さえ、ニーズを満たす商品を製

造していくことが、キエンザン省の水産加工業の更なる発展に繋がると考えられる。 
 

 増産と新たな市場開拓 

 Tac Cau 漁港はメコンデルタ地域最大の漁港であり、その水揚量は 30 万トンと大規模なものであ

る。例えば日本の主要漁港と比較しても、最大の水揚量を誇る銚子港が 27.6 万トンと、量だけ見れ

ば Tac Cau 漁港に及ばない。また、キエンザン省への水産インフラ輸出を目指す山口県の下関漁港

と比較すると 10 倍近い水揚量がある。 
 

図表 60 日本における水揚げ数量上位 10 港（平成 28 年） 

順位 漁港名 数量 
（単位：トン） 

1 銚子 275,577 
2 焼津 155,376 
3 長崎 126,156 
4 釧路 114,207 
5 境港 107,465 
6 枕崎 106,635 
7 八戸 99,312 
8 石巻 95,364 
9 松浦 79,570 
10 気仙沼 75,666 

 下関 31,070 
出所：八戸市ウェブサイト（http://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/14,201,113,html）より

転載 
 
 しかし、キエンザン省における水産加工会社の数は先に述べたとおり 176 社に留まっており、水

揚量からすると、例えば日本との比較で見ると非常に少ない。各事業所の生産量などにも拠るため単

純比較はできないが、例えば下関漁港を擁する山口県内の水産加工事業所数は 206 社（出所：平成

28 年度水産加工業経営実態調査報告書（確報））である。今後、ベトナムやキエンザン省の方針にあ

るとおり、付加価値の高い水産品の輸出を目指すのであれば、水産加工品の製造体制の強化が必要で

ある。 
加えて、スリミおよびイカ、タコなどの加工食品の国内市場への流通や海外輸出は行われているも

のの、高級魚の輸出や国内流通はあまり行われていないと推測されることから、より高価で販売可能

な高級魚を、漁獲から水揚げまでの適切な取り扱いを通じて品質を高く保ち、国内、海外の市場に流

通させていくことも一案である。 
また、市場の拡大という意味では、海外への輸出に加え、ホーチミン等の都市部やフーコック島な

ど消費地での消費や海外輸出向けの付加価値の高い商品開発は行われておらず、今後強化していくこ

とが求められる。 
安定的な原料の確保の観点からは、例えば資源保護に向けた取締体制の強化により、持続可能な漁

業を実現していくことが挙げられる。また、漁獲から水揚げ時に適切な取り扱いを行うことにより、

鮮度がよく、品質の高い原料を水産加工工場に供給できる体制をつくることが必須である。 

加えて、製造体制の強化や、他国製品と差別化できる商品の開発、販売先の拡大が必要となる。 
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 「水産インフラ」の普及拡大の可能性（市場性分析） 

 本章では、水産インフラの普及拡大の可能性を検討するため、まず水産品に対する世界全体とベト

ナム国内での需要動向を確認する。また、ベトナム政府が実施する水産業に関する政策内容を把握す

ることで、ベトナムやキエンザン省の今後の水産業への取り組み方針を確認する。あわせて、今後日

越が協力して水産インフラ輸出を進めるため、外国投資に関する規制などについても記載する。 
 

 各事業分野における需要見通しの把握 

 水産品に対する世界的な需要動向 

 水産品消費量 

国連食糧農業機関（FAO：Food and Agriculture Organization of the United Nations）の統計によると、

世界の水産品の一人あたり消費量は、直近 5 年で年平均 0.8％の比率で微増している。国別に見ると、

中国は年平均 3.0％の特に高い伸び率を示し、2020 年には全世界の消費量の約 33％を占める見込みで

ある。ベトナムも近年では微減傾向にあるものの、2000 年以降の大きな流れで見ると直近 5 年間で

年平均 1.5％の増加を示しており、人口の増加の影響もあり、2020 年の国内消費量は 2000 年の約 2
倍となる見込みである。 
一方、日本は一人あたり消費量が年平均 2.7％の割合で減少している。日本は 2008 年には全世界の

消費量の 8.8％を占めていたが、今後の人口減少の影響もあり、2020 年には 4.2％まで減少すると推

計される。 
 

図表 61 水産品の一人あたり消費量 

 
出所：FAO統計データを基に日本総研作成 
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図表 62 水産品の消費量総額（一人あたり消費量×人口） 

 
 

 

2000 年 2010 年 2020 年 
消費量 割合 消費量 割合 消費量 割合 
千トン  千トン  千トン  

世界 97,706  130,605  147,958  EU（除く英国） 8,906 9.1% 10,048 7.7% 9,968 6.7% 
中国 30,887 31.6% 43,730 33.5% 49,104 33.2% 
日本 8,583 8.8% 6,762 5.2% 6,148 4.2% 
米国 6,215 6.4% 6,719 5.1% 7,129 4.8% 
ベトナム 1,599 1.6% 2,999 2.3% 3,213 2.2% 
出所：FAO 統計データを基に日本総研作成 
 

日本は、かつては世界的な水産品の消費大国であったが、将来的にその存在感が低下していくこと

が予想される。食の欧米化などによる一人当たり消費量や人口減少による水産物消費量の減少は、

EU や米国といった先進国でも同様である。他方で、中国やベトナムといった国々は、今後も消費量

が伸びることが予想されている。日本の水産関連企業は、従来、主に日本の国内市場を対象としたビ

ジネスを行ってきたが、上記のような状況下では、更なる事業の発展のためには、その対象を海外、

特に新興国に求めざるを得ない。 
 

 水産品輸入量 

FAO の統計によると、2015 年に、金額ベースでもっとも多く水産品を輸入している国は米国、次

いで日本、中国の順である。本事業の調査対象国であるベトナムからの輸出も、米国、日本の順にな

っているが、中国は、英国を除く EU、韓国に次いで 5 番目となっている。中国における今後の消費

量の伸びに鑑みると、輸出する水産品の単価も影響するが、今後ベトナムから中国への水産品の輸出

額は大きく増加する可能性がある。 
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図表 63 国別の水産品輸入額とうちベトナムからの輸入額 

 
出所：FAO 統計データを基に日本総研作成 

 

図表 64 ベトナムからの主な水産品輸出国と輸出額 

（千ドル） 

国 輸出額 
米国 1,308,200 
日本 1,034,389 
EU 782,036 
韓国 571,645 
中国 450,984 
タイ 216,118 
英国 200,471 
カナダ 190,418 
オーストラリア 170,776 
香港 150,328 
ロシア 79,141 

出所：FAO 統計データを基に日本総研作成 
 

 ベトナム国内における水産品への需要動向 

前項で述べたとおり、ベトナム国内の水産品の需要量は、直近で若干の減少はあるもの、2000 年

から 2013 年の 14 年間で年平均 1.5％の伸びを示している。 
 

図表 65 ベトナムの水産品需要の推移 

 2000 2005 2010 2013 2013-2000 
消費量（千トン） 1,599 2,279 2,999 2,989 1,390 
伸び率 ‐ 42.5% 31.6% -0.3% 86.9% 

出所：FAO 統計データ 
 
水産品への需要の増加の背景の一つとして、経済発展に伴う所得の増大により、人々のたんぱく質
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消費量が増加したことが考えられる。１－６－１で述べたとおり、ベトナム国内ではその経済発展と

共に、中間所得層の増大が顕著である。2015 年には全体の 36%であった中間層の世帯が、2025 年

には 62%まで増えることが予想されている。また、中間所得層の地理的な分布についても、これま

での大都市集中から、地方都市にまで広がることが予想されている。すなわち、水産インフラ輸出が

実現し、高付加価値の水産品が供給できるようになった場合、中間層という市場にビジネスチャンス

があると推測される。 
これに加え、ベトナムにおける日本料理の浸透も、ベトナム国内市場拡大の一つと考えられる。中

間所得層をターゲットにした日本料理レストランは大都市を中心に増加しており、国内最大の消費地

であるホーチミンには現在 350 店舗ほどの日本料理レストランがある 27。これらのレストランの一

部では寿司や刺身といった水産物を使ったメニューを提供しており、現地人に人気を博しているとい

う。本調査では、ホーチミンにある、現地中間所得層から富裕層をターゲットとした日本食レストラ

ンに対してヒアリングを実施した。ヒアリングを実施したすべてのレストランで寿司や刺身といった

水産物を使ったメニューを提供しており、日本からの空輸とベトナム国内からの調達の両方を行って

いた。国内からの調達については、現時点では質・量の安定性という観点から調達する種類はタコ、

イカ、クエ、貝類などに限られているとのことだが、日本からの空輸では物流コストが国内調達の

1.5～2 倍程度と高すぎることから、国内からの調達が可能であれば大変好ましいとの発言が複数の

レストランから聞かれた。また、キエンザン省の水産物についても、タコや貝類などについて、その

味が高く評価されていることがわかった。 
最後に、近代小売の台頭も、水産インフラ輸出による高付加価値な水産品の市場の拡大の要因であ

る。ベトナムは市場が市民の買い物の場として重要な位置を占めており、国全体では、現時点で市場

が 70%、近代小売（スーパーマーケット）が 30%を占めているという。なお、ホーチミンではその

割合は 50%：50%である。2011 年に比べると近代小売の割合が増加しており 28、大都市を中心に、

近代小売が人々の生活に浸透してきていることがわかる。こうしたスーパーマーケットでは食品の安

全・安心や鮮度を付加価値として訴求しており、水産インフラ輸出が実現した場合の高付加価値な水

産物の販売先として有望である。 
本調査におけるヒアリングでは、水産加工品の輸出について、コスト高などにより近年利益率が下

がる傾向にあるため、今後は輸出と合わせて成長性の高い国内市場にも目を向けたいとの声が上がっ

ていた。国内の中間所得層の増大や日本食の浸透による水産物消費の仕方の変化、近代小売の台頭と

いった流れに鑑みると、消費市場という観点から、ベトナム自体も今後の有望な市場であるといえよ

う。 
 

 「水産インフラ」に関係する事業と需要の全体像 

一般的な、水産バリューチェーンと水産インフラ（ハード部分）との関係は、図表 69 のとおりで

ある。この中で、水産インフラの規模に関係する需要で大きなものは、加工製品に対する需要、特に

海外の水産加工品の需要と、ベトナム国内の需要である。この需要により、漁獲・選別、養殖、輸入

による調達から、加工、輸送にいたる水産バリューチェーン全体の需要が規定される。前項で述べた

とおり、世界的な水産品の需要も、ベトナム国内における需要も増加傾向にある。 
 
  

                             
27 2017 年 9 月 25 日ジェトロホーチミン事務所へのヒアリングより 
28 2017 年 11 月 8 日現地進出日系小売企業へのヒアリングより 
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図表 66 水産バリューチェーンと関係する水産インフラ 

 
 
水産物に対する世界的な需要増大の一方で、ベトナム中央政府は更なる水産業の振興に向け、水産

業の振興計画（水産業振興マスタープラン（Master Plan on Fisheries Development of Vietnam to 2020, 
Vision to 2030））を策定している。この計画において、ベトナム全体では、現在（2016 年）の 672.6
万トンから 2020 年には 700 万トン、2030 年には 900 万トンへの増産を計画している。内訳としては、

漁獲量を減少させ、養殖の生産量を増産する計画である。 
ハードインフラについては、このマスタープランの中で計画されている全国 6 箇所における漁業セ

ンターのうち、一箇所はキエンザン省での漁港整備計画である。また、キエンザン省でも本計画をも

とに省独自の水産業（漁獲、養殖）の将来計画を策定している。 
 

図表 67 水産マスタープランにおける 2020 年、2030 年の目標 

 2020 年 2030 年 
漁業生産量 約 700 万トン 

漁獲：245 万トン（35%） 
養殖：445 万トン（65%） 

約 900 万トン 
漁獲：270 万トン（30%） 
養殖：630 万トン（70%） 

水産物の輸出価値 約 110 億ドル 
（平均年成長率：7-8% 
（2011～2020 年）） 

約 200 億ドル 
（平均年成長率：6-7% 
（2020～2030 年）） 

出所：水産業マスタープラン 
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図表 68 キエンザン省漁業センター整備計画概要 

完成予定 2030 年 
水揚げ量 年間 25 万トン 
開発面積 54.8ha（うち水産加工団地 12.4ha） 

漁船入港回数 120 回/日 

製氷生産量 漁船用 9,000 ㎥ 
流通用 10,000 ㎥ 

排水処理用 5,600 ㎥ 

建設費 

総額 15,000 億 VND（75 億円） 
中央政府負担 6,820 億 VND（34 億円） 
省政府負担 1,600 億 VND（8 億円） 
民間投資 6,570 億 VND（33 億円） 

出所：キエンザン省政府および設計コンサルタントへのヒアリングを基に日本総研作成 
 

 ベトナムの水産品輸出と輸出製品の単価 

 輸出量 

ベトナムの水産品輸出の推移は以下に示すとおりである。2014 年から 2015 年にかけて減少してい

るが、2011 年から比べると 2.8％の増加を示している。内訳は、エビ、ナマズ（Pangasius）の主に養

殖で生産される魚種の輸出額が多い。 
 

図表 69 魚種別水産品輸出額 

（百万ドル） 
魚種 2011 2012 2013 2014 2015 
エビ 2,481 2,273 3,032 3,975 2,957 
タコ・イカ 608 565 461 487 432 
なまず 1,871 1,742 1,714 1,751 1,558 
マグロ 321 531 479 465 128 
その他 808 964 990 1,098 1,183 
合計 6,089 6,075 6,676 7,776 6,258 

出所：”Vietnam’sFisheriesandAquacultureDevelopment’sPolicy” 
HongThiKhanhNguyen,PhanThiThuHien,TranThiNangThu,Philippe 

Oceanografy&FisheriesOpenAccessJournal(OFOAJ)Vol.5Issue42017 を基に日本総研作成 
 

 魚種別・国別単価 

輸出水産品の魚種別単価を、キエンザン省に立地する加工工場の販売実績から算定をした。エビの

販売単価（輸出全体の平均）はトンあたり 8,694USD で、すり身（同 2,072USD）の 4 倍以上である。 
国別では、エビは米国、台湾、カナダの単価が高く、すり身では日本の単価が高い。 
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図表 70 魚種別国別加工品単価（キエンザン省の加工工場の事例）エビ 

 2015 

 生産量 金額 単価 

 t USD USD/t 
日本 388.50 3,651,375 9,398.6 
EU 3,156.31 23,701,175 7,509.1 
オーストラリア 2,473.66 24,012,000 9,707.1 
台湾 192.74 2,270,805 11,781.7 
韓国 3,314.11 26,694,244 8,054.7 
エジプト 1,523.04 12,259,925 8,049.6 
UAE 547.76 4,345,504 7,933.2 
カナダ 320.20 3,722,562 11,625.7 
米国 1,036.13 13,441,905 12,973.2 
その他 947.88 6,747,923 7,119.0 
合計 13,900.33 120,847,417.60 8,693.9 

出所：キエンザン省水産加工工場からの聞き取りを基に日本総研作成 
 

図表 71 魚種別国別加工品単価（キエンザン省の加工工場の事例）すり身 

 2015 

 生産量 金額 単価 

 t USD USD/t 
日本 1576.92 3,691,450 2,340.9 
EU 1,256.00 2,043,308 1,626.8 
台湾 1,097.00 2,337,520 2,130.8 
韓国 1,369.00 2,790,790 2,038.6 
ロシア 3,491.00 6,428,110 1,841.3 
中国 4,080.00 8,159,272 1,999.8 
その他 4,368.16 10,270,984 2,351.3 
合計 17,238.08 35,721,434 2,072.2 

出所：キエンザン省水産加工工場からの聞き取りを基に日本総研作成 
 

 「水産インフラ」に関連する需要 

水産品の世界的需要は、新興国の経済水準の向上による 1 人あたり消費量の増加と、新興国の人口

増加に伴い増大している。特に、中国の需要の伸びが著しい。ベトナムの水産物の生産量、および輸

出量も年々増加しており、水産物はベトナム全体の主要輸出品目の中で 5 番目の位置にある。輸出先

としては、米国、EU、日本が多く、ついで中国、韓国の順になっている。 
前述のとおり、ベトナム政府は 2030 年に向けた、水産業振興のマスタープランを策定し、2020 年

には漁獲・養殖あわせ約 700 万トン（2016 年比約 30 万トンの増産）、2030 年には同 900 万トンの生

産目標を掲げている。ただしその内訳は、漁獲量を減産し、養殖を増産することで、水産資源の保護

を目指したものとなっている。ベトナムにおける代表的な養殖水産品であるエビも輸出単価が高く、

養殖業の重要性が今後とも増加すると思われる。 
キエンザン省の水産インフラも、漁獲量の増産という視点だけではなく、漁獲品の品質の向上と、

養殖魚の増産による付加価値の高い水産品の生産をめざし、世界的な水産品需要の増加に対応した、

水産加工機能と物流機能の整備という視点で全体像を考える必要がある。 
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 ベトナム政府の方針、法規制などの調査、整理 

本節では、水産インフラの普及拡大の可能性を検討するにあたり、把握しておくべき中央政府・キ

エンザン省政府の方針や水産業関連の法規制について情報を整理する。まず、ベトナムの水産業開発

の核となる開発計画「水産マスタープラン」を基に、ベトナム政府が目指す水産分野の開発目標や開

発方針、施策を把握する。続いて、開発目標の達成に向けた実行面に関連する法規制の情報整理とし

て、中央政府が制定している水産分野関連の法規制のほか、キエンザン省による省レベルの政策につ

いて整理する。また、日本からの水産インフラ輸出検討に際し注視すべき内容として、海外からの投

資に関連する法規制を整理する。 
 

 開発目標「水産マスタープラン」 

 開発目標 

ベトナムにおける水産業の開発計画としては、中央政府が 2013 年 8 月 16 日に策定した「水産業

振興マスタープラン」（”Decision No. 1445/QD-TTg of August 16, 2013, approving the master plan 
on fisheries development through 2020 with a vision toward 2030”）（以下、水産マスタープラン）

がその最上位にある。 
水産マスタープランでは、ベトナムの水産業を、「2020 年までに産業化、2030 年までに近代化」

することを目指しており、特に、水産業を一大産業とし、海外への輸出による所得向上、品質向上や

競争力強化を目指している。 
同マスタープランにおける 2020 年、および 2030 年までの個別目標を示したのが下表である。生

産量は 2020 年には約 700 万トン、2030 年には約 900 万トンにまで増やすことを計画しており、そ

の内訳としては、漁獲の割合を減らし、養殖の割合を増やすことを想定している。また、輸出に占め

る高付加価値製品の割合や、技能労働者の割合の増加を図る計画である。 
 

図表 72 現状と水産マスタープランにおける 2020 年、2030 年の目標 

 現状（2016 年） 2020 年 2030 年 
漁業生産量 680 万トン 

漁獲：316 万トン

（46%） 
養殖：364 万トン

（54%） 

約 700 万トン 
漁獲：245 万トン

（35%） 
養殖：445 万トン

（65%） 

約 900 万トン 
漁獲：270 万トン

（30%） 
養殖：630 万トン

（70%） 
水産物の輸出価値 87 億ドル 

（平均年成長率：9.3% 
（2012～2016 年）） 

約 110 億ドル 
（平均年成長率：7-8% 
（2011～2020 年）） 

約 200 億ドル 
（平均年成長率：6-7% 
（2020～2030 年）） 

輸出に占める高付加価

値製品の割合 
- 50% 60% 

技能労働者の割合 - 50% 80% 
労働者の平均収入 - 2011 年比で 3 倍 - 
漁獲後の漁獲物のロス - 現状の 20％以上を

10％以下に削減 
- 

出所： 
（現状）ベトナム統計総局、UNCTAD STAT 
（目標値）水産マスタープランを基に日本総研作成。なお、英語原文は公開情報では見あたらないた

め、ここでは、VASEP が公表している水産マスタープラン資料

（http://seafood.vasep.com.vn/Uploads/image/Le-Hang/file/Eng-%201445-QD-TTg.pdf）、および一

般社団法人日本舶用工業会・一般財団法人日本船舶技術研究協会「東南アジア漁船市場調査」（2017
年 3 月）を参考に作成した。 
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 開発の方向性 

 漁獲 

 漁獲漁業生産量の計画 
 水産マスタープランでは、図表 63 で示した全体目標の下、下記に示す具体目標を掲げている。今

後の方針としては、沖合漁業による漁業漁獲生産量を増やし、近海での漁獲量を減らす方針である。 
 

図表 73 水産マスタープランによる漁獲漁業生産量の目標値（単位：万トン） 

項目 2010 
（実績） 

2020 

漁獲漁業生産量 242 240 
 海面漁業 223 220 

 沖合 110 140 
近海 113 80 

内水面漁業 19 20 
 

 漁業漁獲生産量の目標値を海域別に見ると、多少の差はあるが凡そ各海域でバランスよく漁獲を行

う計画である。キエンザン省が主な漁場とする南西海域は、全体の 5 分の 1 となる 48.5 万トンを計

画値としている。 
 

図表 74 2020 年における海域別の漁獲漁業生産量目標 

 

 
 次に水産物の種類別目標を見ると、全体の 80%以上を魚が占め、続いて 9%をイカが占める計画で

ある。 
  

トンキン湾
38

17%

中央海域
70

32%

東南海域
63.5
29%

南西海域
48.5
22%

凡例

海域
漁獲生産量（万トン）

割合
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図表 75 種類別漁獲漁業生産量目標（注） 

 
注）「魚」は 1.5～1.7 万トンのマグロを含む。 
出所：水産マスタープラン、および一般社団法人日本舶用工業会・一般財団法人日本船舶技術研究協

会「東南アジア漁船市場調査」（2017 年 3 月）を基に日本総研作成（図表 64～66 共通） 
 

 漁船構成目標 
水産マスタープランでは、水産資源・環境保護の観点から、漁船数を減らす計画である。全体では

現状 12.8 万隻ある漁船を、2020 年までに 11 万隻へ、2030 年までに 9.5 万隻へと減らす計画である。

このうち、沿岸域で操業する漁船数は、「現在の 82%から 2020 年までに 70%へと減らす」とする一

方で、沖合漁船については現状から大幅に増やし 3 万隻とする計画である。なお、沖合漁船につい

ては、地域別に見ると、トンキン湾が 16%、中央地域（南沙諸島、西沙諸島含む）が 28%、東南地

域が 30%、南西地域が 25%とする計画である。 
漁船の規模については、大型化を進める計画であり、90CV より大きな船を 2020 年までには 3 万

隻、2030 年までには 3.2 万隻とする計画である。 
 

図表 76 マスタープランによる漁船構成目標 

 
出所：一般社団法人日本舶用工業会・一般財団法人日本船舶技術研究協会「東南アジア漁船市場調査」

（2017 年 3 月）より転載 
 
前述のとおり、ベトナム政府は漁船の大型化を進める方針である。そのため、2014 年 8 月に、政

令 67 号（Decree No. 67/2014/ND-CP）を施行し、400CV 以上のエンジンを持つ沖合漁船の新造や

改造に対し、低利子融資を実施することを決定した。例えば、鋼製漁船を調達する場合は、船価の

95%までの融資を受けることが可能であり、船主が銀行から行う借り入れの利子 7%のうち、6%を政

府が補助するというものである。しかし、漁民に「信用力がなかったため、銀行融資がなかなか許可

されず、融資の借り手が少なかった」（「東南アジア漁船市場調査」pp.90 より引用）ため、翌年 11

魚
200
83%

いか
20
9%

えび
5
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その他
15
6%

凡例

海域
漁獲生産量（万トン）
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2011-2015 2016-2020
1 漁船 隻 128,449 115,000 110,000 95,000 -2.2 -0.9

沖合漁船 隻 18,063 26,000 30,000 32,000 7.6 2.9
2 漁船へのCV別内訳

< 20 cv 隻 64,802 46,000 38,000 26,000 -6.6 -3.7
20 ～90 cv隻 45,584 43,000 42,000 37,000 -1.2 -0.5
> 90 cv 隻 18,063 26,000 30,000 32,000 7.6 2.9

3 総能力 CV 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,700,000 0.0 0 .0
うち沖合漁 CV 3,215,214 4,450,000 4,800,000 5,200,000 6.7 1.5

伸び率
（％/年）項目 単位

2010
（実績）

2015 2020 2030
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月に政令 89 号（Decree No. 89/2015/ND-CP）を施行し、返済期間の延長などを行なった。また、

No3602/QD-BNN-TCTS の決定（2014 年 8 月 19 日）により、政令 67 号の支援で新たに建造する

漁船数の目標値が定められている。 
 

図表 77 400CV 以上の漁船の新造目標数 

 
省 400CV 以上の漁船の新造目標数 

漁船 運搬船 
1 ビンディン省 280 25 
2 クアンガイ省 174 15 
3 フーイエン省 170 20 
4 カインホア省 160 15 
5 ビントゥアン省 145 7 
6 バリアブンタウ省 111 10 
7 キエンザン省 95 10 
 全国計 2,079 205 

出所：一般社団法人日本舶用工業会・一般財団法人日本船舶技術研究協会「東南アジア漁船市場調査」

（2017 年 3 月）より転載 
 
中央政府は 2030 年までに 30 馬力以下の船の新造は認めないとしている。これは、現在、漁船の

多くは木造船だが、後述の通り、それを FRP 船、鋼船への転換し、大型化を進める意図がある。た

だし、漁船を FRP 船、鋼船にするならば、その倍数の木造船を減らすべきとの指摘もある 29。 
 

 水産加工 

水産マスタープランでは、水産加工分野における全体方針として、以下 5 点を挙げている。 
①原料生産と加工・消費を結びつけ、バリューチェーンに基いた生産を再構築すること 
②付加価値がある製品の開発を優先すること 
③多くの強力なブランドを立ち上げ、展開すること 
④食品の品質、安全性、環境保護を向上すること 
⑤伝統的に水産加工を行ってきたを村々を復元し、発展させること 

 
 海外輸出 
海外輸出については、これまでの市場を維持、発展させると共に、潜在性のあるマーケットを拡大、

あるいは開拓するとしている。主なマーケットは、輸出額ベースで EU が 21%、日本が 20%、米国

が 19%、中国その他が 40%としている。また、2020 年までの主な輸出品としては、冷凍エビ、ナマ

ズ、イカ、およびタコとし、これらが輸出量の 70%以上を占める計画である。 
 より具体的な目標は、下図の通りである。輸出量は、「冷凍魚」は 132 万トン、「冷凍エビ」は 33
万トン、「冷凍イカ、タコ」は 12 万トン、「その他冷凍水産物」は 15 万トン、「乾燥海産物」は 8 万

トンである。それぞれの輸出量と輸出額、それぞれに占める割合を比較すると、「冷凍エビ」、「その

他冷凍水産物」は相対的に単価が高く、「冷凍魚」は低いものを想定していることがわかる。 
  

                             
29 JICA 専門家ヒアリング（2017 年 11 月 6 日） 
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図表 78 ベトナム政府「水産業振興マスタープラン」における輸出目標 

輸出物 輸出量 
（トン） 

輸出量に占

める割合 
輸出額に占

める割合 主な輸出先 

冷凍魚 132 万 66.0% 45.9% EU、米国、日本、中東、ブラジル、ヨー

ロッパ諸国 
冷凍エビ 33 万 16.5% 32.3% 日本、米国、EU、韓国、中国等の拡大す

るアジアのマーケット 
冷凍イカ、タコ 12 万 6.0% 6.0% 日本、EU、韓国 
その他冷凍水

産物 
15 万 7.5% 12.1% 日本、EU、韓国 

乾燥海産物 8 万 4.0% 3.7% 韓国、中国、ロシア、ウクライナ 
出所：”Master Plan on Fisheries Development of Vietnam to 2020, Vision to 2030”  
 

 国内市場 
水産マスタープランでは、国内の流通チャネルの確立など、下記を目標に掲げる。 
 ベトナム人の消費者の嗜好に合わせ、製品を多様化し、卸売・小売、伝統市場からスーパー

マーケットへの海産物の流通チャネルの確立に向け、国内市場を拡大、組織化する。 
 産地の追跡、国内水産市場向けのブランドネームづくりを開始する。 
 2020 年までの国内水産加工量を 95 万トンに増加させる。内訳は、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）。 

 

 水産インフラ 

 水産インフラおよび水産物流サービス 
水産マスタープランでは、水産インフラシステム、裾野産業と物流サービスを組み合わせ、漁業、

養殖業、水産加工業、消費の発展・拡大と効率性向上を図ることを目指している。 
 
 漁業センター 
水産マスタープランでは、主要な漁場と紐付けて、全国 6 カ所に大規模な漁業センターを建設す

る計画である。具体的には、ハイフォン（トンキン湾向け）、ダナン（東海および西沙諸島向け）、カ

インホア（中央南部および南沙諸島向け）、バリア・ブンタウ（南東部漁場向け）、キエンザン（南西

部漁場向け）、の 5 カ所の漁業センター（fishing center）と、メコンデルタの養殖向けにカントーに

設置する漁業開発センター（fisheries development center）の計 6 カ所である。 
水産マスタープランと水産総局へのヒアリングによれば、漁業センター建設の目的は、既存の漁港

の負担軽減や漁船の大型化方針への対応、汚染の緩和などである。また漁業センターには沖合漁業の

新たな漁船の製造・修理を行う設備や、製氷機械、冷蔵保管システム、水産卸売市場、漁具・装置の

生産施設を建設する予定で、設備の高度化を通じ、沖合漁業の発展を支援するとしている。 
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図表 79 計画されている漁業センターの位置 

 
 

出所：水産マスタープランを基に日本総研作成 
 
 漁業センターは、首相決定により、国の支援で建設を行うこととなっているが、予算の観点から、

優先順位をつけて段階的に実施する予定である。建設準備状況は場所によって異なり、キエンザン

省における漁業センターについては、これまでに基本設計の前の段階となる設計が完了した段階に

ある（2-2-3 で詳述）。このほか、例えばカインホア省では、Cam Ranh 市 Da Bac 漁港に 65.5ha
の面積の漁業センターを、1 兆 2307 億ドン（約 5,519 億ドル）をかけて建設する予定であり、省政

府の公開情報によれば、ベトナム中央・省政府からの資金のみならず、フランス開発庁（AFD）が

4,700 億ドンの融資を検討している 30。 
 

図表 80 カインホア省における漁業センター完成予想図 

 
出所：カインホア省プレスリリース”所：カインホア省プレスリリース”成予想図了した段階にある、
漁具・装置の生産施設を建設資し、妥当な産業構造を再構築する。多様化かつ、持続可能な方向への
水産物養殖を発展させる」port”（2016 年 12 月 2 日）
（http://en.khanhhoa.gov.vn/vi/news/french-development-agency-searches-the-investment-projec
t-to-build-motivation-fishing-port） 
                             
30 カインホア省プレスリリース”French Development Agency searches the investment project to build motivation 
fishing port”（2016 年 12 月 2 日）

（http://en.khanhhoa.gov.vn/vi/news/french-development-agency-searches-the-investment-project-to-build-motiv
ation-fishing-port） 

ハイフォン（トンキン湾）

カント―（メコンデルタの養殖）

ダナン（東海、西沙諸島）

カインホア
（中央南部、南沙諸島）

バリア・ビンタウ（東南部）

キエンザン（南西部）
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 その他漁業インフラ 
水産マスタープランでは、漁業センター以外の漁業インフラについては下記に言及している。 

 沿岸地域では、製氷、漁具・装置の製造施設を引き続き運営し、漁獲、小型漁船のメンテナ

ンスに資することとする。 
 地方で適切な条件の水産卸売市場を設ける。カマウ省に試験的にエビ貿易センターを、カン

トーにナマズ貿易センターを、ニャチャンにマグロ貿易センターを設ける。 
 漁港、波止場、漁船のためのストームシェルターの建設を継続する。グレードⅠの漁港にス

トームシェルターの投資を優先させる。沖合漁業をサポートするため、フーコック島を含む

重要な島には、漁港、波止場、ストームシェルターを建設する。 
 

 開発目標達成に向けた施策 

 市場開拓 

 海外市場 
 輸出の効率性を向上するために、仲介業者を通じた輸出から、流通システム、大きな貿易センター

やスーパーマーケットへの直接輸出の形態を発展させる。詳細は下記の通りである。 
 企業は国際市場でのベトナム産海産物流通ネットワークを次第に形成し、食料サプライヤー

と直接契約し、欧米、日本など大きな市場の流通センター、スーパーマーケットへと直接契

約をする。 
 欧米、日本などの大市場にベトナム産海産物を販売、促進するために、流通センター、代理

店を多く設立し、ベトナムの海産物に関する正確で完全な情報を消費者に提供する。 
 ベトナム産海産物のブランド名の普及を図り、地理的な表示をもったブランドの製品を開発

することで、海外の消費者の信頼を得る。 
 また、組織面では、加工処理と原料生産の地域、生産と消費市場を組み合わせた生産モデル

を創出する。 
 
 ベトナム政府は上記のような目標を掲げているが、キエンザン省も「キエンザン省における農産物 
水産物加工輸出産業の発展を促進する 2020 年までの支援政策に関わる規定交付に関する決定書」

（No.16/2014/QD-UBND 号、2014 年 3 月 11 日）で、水産物加工輸出産業の支援政策を行っている。

例えば、キエンザン省における水産物加工分野の新規投資案件（2014 年 1 月から 2017 年 12 月）に

対し、技術、生産ラインの更新、近代設備への投資拡大に対し、その施設の金利の援助を行っている

（1 年目は金利 50％、2 年目は 40％、2 年目は 30％の援助）。特に優先・奨励投資案件としては、「エ

ビ、イカ、カニ、魚などが高価で輸出できる冷凍水産物の加工」、「輸出用水産物の加工」、「水産物缶

詰各種の加工」、「輸出用干物の加工」をあげている。 
 
 国内市場 

  水産マスタープランでは、「卸売市場」など流通システムの整備や、高付加価値化を目指してい

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、都心部でのスーパーへの海産

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。 
 

 科学技術と漁業の拡大 

漁業、水産加工に関する科学技術について、下記を掲げる。 
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 漁業 
 漁獲資源の調査・評価のため、海洋での漁獲において生産を計画・実施し、管理するための

規制および基準等を策定する。 
 科学・技術の進歩を導くため、漁獲後の水産物を保存したり、損失を減らすための機器や施

設への投資を行う。 
 先端的な技術を活用するモデル、海洋の漁獲モデルを組織、管理するモデルを作る。 
 資源保護のため、デジタルやリモートセンシングの技術を適用し、漁船や漁業資源のモニタ

リング管理を行う。 
 特に沖合漁船の効率性を上げるため、先進的な漁獲方法、漁具、設備や、漁獲後の保存技術

の研究・導入を行う。 
 既存の木製漁船に代わる新たな素材の漁船の研究と設計を行う。 

 

 養殖 
病気の少ない養殖種の研究開発や、国際協力の促進などに言及している。 

 

 水産加工 
 先端的な生産プロセス、技術の適用を継続し、集中的な加工を開発する現代的な施設に投資

する。加工施設を向上し、国内の標準、技術規制、輸出市場向けの食の安全性や、環境保護

の要件を満たすようにする。 
 先端的な技術の適用を促進するため、現代的な加工処理ラインや設備、技術等に投資するこ

とを優先し、輸出向けの加工処理された製品を多様化する。 
 消費者の嗜好、各市場の需要に会った新たな商品を開発する。 
 沖合漁船向けの商品保存技術、水産物加工での添加物を生産するバイオ技術を研究開発する。 
 海洋生産物や経済的な効率性の向上のため、海洋ベースの製薬、機能食品を製造する技術を

研究、開発、導入すること。 
 

 環境保護および漁業資源 
前述のとおり、現在、ベトナムでは、漁業資源管理の基となる資源に関するデータの収集が不十分

である。また、ベトナムでは既に漁業に関する規則は多く存在するものの、実効性が非常に弱いと言

われている。ベトナム水産物の主要市場である EU やアメリカ向けの輸出に関しては、各国・地域の

規制が近年強化される傾向にあるため、こうした海外の規制動向と合致した計画は大きな意義がある

といえよう。例えば、EU は IUU 漁業に対する取締りを強めており、ベトナムからの水産物に対し、

どの船で、どこの水域で漁獲したかを示す「漁獲証明書」の提出を求め始めているなど、今後のベト

ナムの漁業の発展に影響を及ぼしかねない動きが見られる。ベトナムは水産マスタープランなどを通

じて、こうした課題に適切に対応していく必要がある。 
「水産マスタープラン」では、漁業水産保護に関し、下記が記載されている。 

 漁業資源保護の方法 
 

 主な漁場の水産物資源を調査、評価し、予測する。 
 海洋エリアの資源に関する調査の年間計画を実行する。 
 漁業ライセンスと漁獲コントロールのため、デジタルマップを作成する 
 漁業が厳格に禁止された、または一定時間禁止されたエリアのゾーニングを完了する。

また、漁獲、取引禁止の魚種についてのリストを公表する。 
 漁業資源保護、再生、発展のスキームの実行を継続する。科学的、経済的な価値がある

希少性のある水産物は保護する。 
 非効率で、漁業資源に破壊的で環境にもよくない沿岸取引から、効率がよく環境にも良

い取引へと変換させるモデルを構築する。 
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 加工 
  「水産マスタープラン」は加工については下記を掲げている。 

 先進的で、清潔で、無駄が少なく、省資源、省エネの排水、排ガスの処理システムを企

業が構築することを推奨する。 
 工業団地や産業クラスターへの水産加会社の移転を促進する。 

 

 組織・生産管理 
 漁業資源の管理面の観点、および付加価値向上や経済活性化の観点から、組織強化に言及している。

特に、漁業従事者と加工業者、流通業者等の連携強化を促進することにより、漁業センターというハ

ードインフラとも結びつけ、水産クラスターの形成を志向していると考えられる。 

 

 漁業 
 海洋漁獲の生産の再編 
 生産組織モデルの多様化 
 原料製造者、加工処理者、流通業者、投資家などの間の連携の促進 
 沖合漁業者については、協同組合グループを含んだ様々な協力的な経済モデルや、漁民

や企業、その他の経済セクター間のつながり、ジョイントベンチャーのモデルに基づい

た、生産組織を、また沿岸漁業については、共同体ベースの管理モデルを開発する。 
 

 輸出向け加工 
 原料の生産地域と加工、消費市場と生産を組み合わせた生産モデルを組成する。 
 投資（何よりも大規模な漁業センターの設立）のため、PPP モデルを構築、実施する。

水産セクターがより効率的、持続的な産業となるようにする。 
 中央から地方レベルまで専門の水産マネジメント組織を作り、指導者層、公務員の能力

を向上し、国家管理機関の施設も強化する。 
 水産マネジメント、漁業法の実行に関する基準、規則、プロセス、経済・技術的な規範

の構築を継続する。 
 農業やその他（灌漑、土地利用、観光、都市中心部、工業団地など）のセクターのマス

タープランと連携した水産マスタープランのマネジメントを行う。 
 マネジメントの脱中央集権化と、行政改革の実行を行う。 
 漁業セクターでの違法行為の監視、取り締まり、調査を行う。 

 

 制度 
水産マスタープランでは、主に下記の方針を掲げる。 

 投資、クレジット 
 漁業、主な島、漁場でのプロジェクト等の海洋経済の発展に資する水産インフラ事業の

インセンティブ政策の実行を継続する。 
 水産資源の調査、研究の資金を増額する（特に、希少価値がある海洋種を育てる高度な

技術、海洋生物のエサの製造、海草の加工等）。 
 外資企業、民間企業、特に PPP の投資モデルを水産セクターで促進するためのインセ

ンティブ政策の策定を引き続き行う。 
 2020 年までに、基金を設立し、外資企業、ODA やあらゆる経済セクターを動員し、大

規模な水産センターに全国規模で投資を行い、水産業を産業化、近代化するための推進

力、技術、施設へ投資させる。 
 下記のために、優先的なクレジットの政策、メカニズムの検討を継続する。 

 漁業従事者、漁協、民間企業の漁業、水産加工、水産ロジスティクスサービス

への投資 
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 漁船および、漁獲後の保管施設の設立、近代化のための優先的な貸付 
 漁業従事者が漁業取引を変更するための支援 
 水産生産のリスク保障の実行 

 

 環境保護、漁獲資源 
 全ての経済セクターを誘致し、漁業資源を保護、開発し、実証を行い、技術移転を図る

政策を策定する。 
 水産加工業者の、廃棄物、排水処理、環境汚染抑制技術の適用を促進する。水産加工で、

より清潔な生産に資する環境にやさしい技術の適用を促進する。 
 

 人材育成 
 生物化学の科学者の育成、先進技術のアプリケーションや海洋研究および先端の漁業技

術の研究を優先的に行う。 
 「技術的、物理的な施設の点での学校、研究所への投資、向上の継続」、「教師、研究者

の能力構築」、「シラバスやトレーニングのカリキュラムの質の改善、向上」、「組織、個

人が民間の研究、訓練機関を設立し、民間の漁業技術サービスを提供」を行う。 
 漁民の子弟、漁業セクターの学生、事務員が、先端の漁業関連科学、技術に関する高等

教育を受けることができるような優先策を実施する。船長、主任技術者、船員の訓練を

実施する。 
 

 国際協力 
 すべての ASEAN 諸国等との間での国際漁業協力を拡大する。二国間、多国間、国際機

関との漁業協力協定の締結を促進する。 
 企業、大学や科学研究機関が海外の科学研究機関との協力、投資家の漁業開発への投資

を促進する。 
 伝統的な市場との協力、潜在的な市場へ海産物輸出を促進する。 
 海外投資家によるベトナム水産業開発への投資、ベトナム人投資家による海外水産業開

発への投資を奨励する。水産セクターの産業化促進のため、FDI、ODA 資本を誘致す

る政策を引き続き実行する。 
 
 なお、上記の「国際協力」の項で、「海外の投資家のベトナムの水産業への開発の投資の奨励」を

謳っているものの、漁獲に関する外国企業参入については、ベトナム政府は非常に消極的であるとい

う情報もある 31。 
 

 漁業に関する法規制等 

 本項では、水産業の振興に向けた、水産マスタープラン以外の実行面に関する法規制の主なものに

ついて概要を記載する。 

 

 漁船建造支援 

 上述のとおり、ベトナム政府は漁船の近代化、大型化を進めており、そのための金銭面での補助な

どを行っている。2014 年に政令 67 号（Decree No. 67/2014/CD-CP）により、400CV 以上の大型漁

船の調達や改修に対する低利子融資を決定している。しかし、漁民の信用力の無さから融資が進まず、

翌年さらに政令 89 号（Decree No. 89/2015/CD-CP）により、返済期間の延長や到達対象の拡大とい

った策を講じた。なお、漁船近代化支援の対象となるためには、新品の舶用エンジンの搭載が義務付

                             
31 JICA 専門家ヒアリング（2017 年 11 月 6 日） 



84 

けられている。 
 また、農業農村開発省は 2016 年に、首相決定 47 号（Decision No. 47/2016/QD-TTg）を施行し、

2016 年 12 月 31 日までに新造船の申請を行えば、船価の 15～35%を補助金として受けることができ

るとした。条件として、800CV 以上の船で、沖合漁船は鋼船、FRP 船、木船が対象、運搬船は鋼船

のみが対象となる 32。 
 

 漁船登録義務 

 漁船の登録については、政令 66 号（Decree No. 66/2005/ND-CP）により義務付けられている。

同政令によると、20CV 以上のメインエンジンを持つ船はすべて登録が必要である。また、乗組員の

登録義務についても本政令に定められている 33。 
 

 漁業許可取得 

 政令 59 号（Decree No. 66/2005/ND-CP）により、ベトナムで漁業生産を行うものは許可を取得

しなければならない。許可は漁船一隻のみに対して有効で、有効期間は一年間である 34。 
 

 その他 

昨今、食品安全に対する関心が世界中で高まっており、ベトナムも例外ではない。本調査でも、水

産加工会社からは、海外市場に加え、国内市場での食の安心・安全に対する関心の高まりが指摘され

ている。今後ベトナムがこの問題に対応できるようにしていくことは重要な課題であるが、水産マス

タープランでは食品安全面に関する具体的な記載は少ない。しかし、規制は設けられており、中央政

府もキエンザン省政府も管理を強化してきた。また、水産物の物流に関する規定も「国家技術規格第

QCVN 02-01:2009/BNNPTNT 号」にて定められている。この規定には、下記の内容が含まれる。 
 
 水産物および水産物商品は積み下ろしと輸送時には丁寧に扱い、破損および商品と包装材へ

の汚れを避ける 
 水産物商品に汚染を与える可能性がある他の商品の輸送のために、水産物商品輸送専用手段

を使用してはいけない。使用した場合は、水産物商品の輸送前に、丁寧に掃除･滅菌する。 
 輸送する前と後で水産物商品輸送手段を掃除・滅菌しなければならない。 
 輸送中の温度について、必要に応じて、食品の輸送に使用される輸送手段、又はコンテナは

適切な温度で食品を保管し、この温度の監視ができなければならない。 
 
こうした流れを背景に、昨今では、管理機関、生産者、販売事業者、そして消費者の意識も高まっ

てきており、状況が大幅に改善され、食中毒事件も減少しているという 35。なお、現状、冷凍水産物

の輸送に関する特定の規制は定められていない 36。 
 

 海外からの投資にかかる規制・優遇 

 本項では、日本からの水産インフラ輸出に向けた取り組みとして特に重要となる、海外からの投資

にかかる法規制について取り上げる。 
 外国投資に関する法律としては、2015 年 7 月 1 日より施行されている「ベトナムにおける投資活

                             
32 一般社団法人日本舶用工業会・一般財団法人日本船舶技術研究協会「東南アジア漁船市場調査」（2017 年 3 月） 
33 ECOLEX ウェブサイト（https://www.ecolex.org/）より Decree No. 66/2005/ND-CP 本文を検索

（http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/vie53323.pdf）。 
34 ECOLEX ウェブサイト（https://www.ecolex.org/）より Decree No. 59/2005/ND-CP 本文を検索

（http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/vie52873.pdf）。 
35 キエンザン省農業農村開発局「報告書 日本のコンサルタンツグループへの情報提供」（2017 年 10 月 4 日） 
36 キエンザン省農業農村開発局「報告書 日本のコンサルタンツグループへの情報提供」（2017 年 10 月 4 日） 
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動およびベトナム国外における海外投資活動に関する投資法（67/2014/QH13）37」がある。この法

律以降、投資家の国籍に関わらず、ベトナムにおいて投資・経営活動を行う場合は当法に従うことと

規定された。 
 当法では、投資禁止および経営禁止分野、ならびに条件付き経営投資分野について規定しており、

水産分野関連では以下の分野が指定されている。条件付経営投資分野は、当該分野の経営投資活動を

実施するにあたり、国防、国家の治安、社会の秩序、安全、社会道徳、市民の健康の保持を理由とす

る条件を満たさなければならない。（ジェトロウェブサイト「ベトナム 外資に関する規制」より引

用抜粋（2018 年 2 月 1 日確認時点）） 
 投資法の施行細則を定める政令 118 号（Decree No. 118/2015/ND-CP）によると、投資の条件に

含まれるのは、ライセンスや認可の取得で、漁業法に沿って漁業ライセンス、漁船のライセンスなど

の取得が必要となる。ベトナム籍船であればベトナムで設立された外資系企業が所有する漁船でもラ

イセンスの取得が可能である。（一般社団法人日本舶用工業会・一般財団法人日本船舶技術研究協会

「東南アジア漁船市場調査」（2017 年 3 月）） 
 

図表 81 水産分野に関連する条件付経営投資分野 

1 水産物の開発 
2 水産物事業 
3 水産物用飼料の事業 
4 水産飼料、畜産飼料の試験サービス事業 
5 水産物養殖における生物学，微生物，科学物質，環

境改良処理剤製品の事業 
6 漁船の新造、改造事業 
7 曳船サービス事業 
8 中古船舶の輸入・解体 
9 船舶の製造・交換・修理サービス事業 
10 海港開発事業 
11 養殖される植物、動物の種についての事業 
12 水産物の養殖事業 
13 水産物の品種の有効性の調査サービス事業 
14 水産物養殖における環境改良処理の生物学製品、微

生物、化学物質の試験、有効性の検査サービス事業 
出所：ジェトロウェブサイト「ベトナム外資に関する規制 条件付経営投資分野リスト（最終更新日：2017
年 3 月 31 日）」※上記リストは 2017 年 1 月 1 日より有効。 
 
 また、2015 年 11 月 12 日付政府政令 118/2015/ND-CP 号に付随して発行されている投資特別奨励

分野としては、「先進的な漁法を用いた遠洋漁業；漁業の物流サービス；漁船製造拠点の建設および

漁船の製造」が含まれている。このほか、投資奨励分野としては「家畜、家禽・水産の飼料製造と精

製」、および「海産物の開発」が指定されている。一般に投資奨励分野に対しては、法人所得税の減

免等の優遇がある。38 
 

 投資比率に関する制限 

 2017 年 3 月 31 日時点、法定資本が必要となる投資分野、外資系企業に対する出資比率の制限が

ある分野に、水産関連分野は含まれていない。39 
                             
37 法律の日本語名については、ジェトロウェブサイトの記載に即している。

（https://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/invest_02.html） 
38 一般社団法人日本舶用工業会・一般財団法人日本船舶技術研究協会「東南アジア漁船市場調査」（2017 年 3 月） 
39 ジェトロウェブサイト（https://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/invest_02.html） 
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 「水産インフラ」導入意義、効果の整理 

 本章では、これまでの調査結果を踏まえ、キエンザン省への水産インフラ導入の意義や、日越両国

への定性的、定量的な効果（裨益）を検討する。 
 

 ベトナム国における水産インフラの導入意義 

 ベトナムにおける意義 

ベトナムは豊富な水産資源に恵まれ、キエンザン省を含む南部地域を中心に水産業が盛んに行われ

ている。キエンザン省では、水産業が高いポテンシャルを持つ一方で、漁獲や保蔵、冷蔵・冷凍など

に関連するハード的側面や、乱獲に対する規制や取締体制、漁獲技術や流通システムといったソフト

的側面に改善の余地が多く、日本の水産インフラ導入による水産品の付加価値向上の可能性は大きい

と考えられる。 
ベトナムにおける水産業は、国内の水産品の需要に対応するだけでなく、加工品を中心とした輸出

が経済を支える大きな柱の一つとなっており、ベトナム経済において重要な意味を持つ。また、水産

業を含む第一次産業に従事する人は、就業者人口の 40%にあたる 2,200 万人あまりを占め、雇用の

観点からも水産業が果たす役割は大きい。水産資源保護の観点からも、日本からの経験を踏まえたソ

フトインフラの輸出により、貢献できる余地が大きい。加えて、ベトナム人のタンパク質摂取量の増

加や、食の安全・安心へのニーズの高まりから、ベトナムにおける高品質な水産物に対するニーズは

高まっていると考えられる。これらのことから、ベトナムに日本の技術・製品およびシステムによる

一体的な水産インフラを導入することで、資源保護への貢献や漁獲物の品質および生産性向上、ベト

ナム経済や人々の食生活改善への貢献が期待できる。 
 

 日本における意義 

日本では少子高齢化による人口減少が今後ますます進行し、国内市場の縮小が予想されている。他

方、ベトナムを含む新興国では人口増加や経済成長が著しく、急速な都市化とも相まって、インフラ

に対する需要は大きい。日本はこれまでに培ってきた高度な技術やノウハウを活かし、こうしたイン

フラ需要を積極的に取り込むことで、自国の経済成長につなげていける可能性が高い。日本政府は「イ

ンフラシステム輸出戦略」の中で、「我が国の先進的な技術・ノウハウ・制度等の新興国等への移転

を通じ、相手国の人々のライフスタイルを豊かにするとともに、持続可能な開発の実現及びその前提

としての環境、防災、健康等の地球規模の課題解決に貢献し、我が国のソフトパワーの強化及び外交

的地位の向上にも貢献する」ことを目指している。また、「持続的な成長と包摂的な途上国開発を達

成するため、「量」だけではなく「質」にも着目したインフラ投資が必要」であるとして、ライフサ

イクルコスト、安全性、自然災害に対する強靭性、社会環境基準、ノウハウの移転等に配慮した「質

の高いインフラ投資」を推進するため、平成 27 年「質の高いインフラパートナーシップ」を策定し

ている。本事業はこうした流れの中で、「地方連携によるインフラ輸出」の先進的な事業として、官

民が連携し、漁獲から流通までの一体的な水産インフラの輸出を目指すことで、各企業の発展と地域

経済の振興に繋がる取り組みとして他に先駆けた意義ある事業といえる。 
 

 ベトナム国における水産インフラ導入による効果（裨益） 

 水産インフラ規模の推定 

 導入する水産インフラの全体像 

一般的な水産バリューチェーンと、それに対応する水産インフラを以下に示す。水産インフラの導

入コストは、これら水産インフラの投資額に対応する。 
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図表 82 水産バリューチェーンと関係する水産インフラ投資 

 
 

 水産インフラの規模の推定 

上記までの分析をふまえ、キエンザン省に必要な水産インフラの規模を推定する。基本的な考え方

は、水産品生産地としてのキエンザン省のポテンシャルに応じた規模とすることである。この場合の

ポテンシャルとは、新たに整備される漁業センター周辺で想定される漁獲量と養殖生産量、および水

産品の輸入量である。なお、漁獲量に関してはベトナム政府がその量を制限する方針を取っているた

め、キエンザン省における計画値を用いることとする。 
 

 水産品生産量 
【漁獲量】 

キエンザン省の計画によれば、2030 年に完成が計画されている漁業センターの漁獲量は年間 25 万

トンである。近隣のTac Cau漁港は現状の30万トンから15万トンに減少する計画となっているため、

既存漁船のうちの一部が漁業センター利用に変更する見込みであると推測される。 
 

図表 83 現 Tac Cau 漁港と漁業センターをあわせた漁獲量 

（トン/年） 

 現状※1 漁業センター整備時※2 
Tac Cau 漁港 300,000 150,000 
漁業センター  250,000 
合計 300,000 400,000 

出所：※1 キエンザン省農業農村開発省ヒアリング 
※2 キエンザン省水産インフラチームヒアリング 

を基に日本総研作成 
 

漁獲 
 

養殖 

輸入 

魚粉 

加工用 

域内流通 

加工 
（鮮魚の冷凍を 

含む） 

輸出 

域内市場 

養殖場 

国内二次加工 
（輸出用） 

国内消費 

漁港の建設 

漁船の改良 

水産加工団地 トラックターミナル 

荷捌き場 冷凍・冷蔵庫 

製氷工場 水産加工工場 

輸送道路 
物流港 

水
産
イ
ン
フ
ラ
投
資 



88 

キエンザン省の漁業関係者へのヒアリングに基づき、現在および漁業センター整備時における漁獲

水産品の用途を推定した。現在は漁獲量の約 40%の品質が劣化しているため飼料用に販売されてい

るという。ベトナムの水産業振興マスタープランによれば、2030 年にはこうした漁獲物の損失を 10%
以下に減少させることを目標としている。域内流通の量が変わらないと仮定すると、損失減少分を漁

法、保蔵技術等の向上により、高品質の加工・輸出用に供給することが可能になる。その結果、漁獲

量 40 万トンのうち、加工・輸出用が 21.9 万トンになり、現在より 18 万トンの増産となる。 
なお、養殖業の増産のために、その餌として魚粉が必要となるが、魚粉原料としては漁獲時の損失

だけでなく主に加工品の残さが利用される。加工用の量が増加することで、魚粉原料はそれほど減少

しないと考えられる。 
 

図表 84 漁獲水産品の用途（現状と将来の比較） 

（トン） 

用途 現状 比率※4 漁業センター

整備時 比率※4 

加工・輸出用 39,000 13.0% 219,000 54.8% 
域内流通 141,000 47.0% 141,000 35.3% 
飼料用 120,000 40.0% 40,000 10.0% 
合計 300,000  400,000  

出所：※3ラックザー市漁業協同組合ヒアリング 

※4マスタープランからの漁獲損失量目標値 10％、域内流通量は不変として推計 

を基に日本総研作成 

 

【養殖】 

ベトナムでは、メコンデルタ地域を中心に養殖が行われている。キエンザン省では国全体の 5%程

度の養殖水産品を生産している。キエンザン省の 2016 年の養殖生産量は、2010 年に比べ約 2 倍の 19.7
万トンである。 

キエンザン省の目標では、2020 年に現在より約 7 万トンの増産を目指している。ベトナム政府の

「水産業振興マスタープラン」に沿った伸びを実現すると、2030 年には現在より約 10.2 万トン増の

29.9 万トンとなる。 
 

図表 85 養殖水産品の生産量 

（千トン） 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ベトナム国全体 2,728 2,933 3,115 3,216 3,413 3,532 3,641 
メコンデルタ地域 1,987 2,129 2,257 2,259 2,403 2,471 2,536 
キエンザン省 90 107 127 135 170 183 197 

出所：”Production of aquaculture by province by Cities, provincies and Year” 
ベトナム統計局 を基に日本総研作成 
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図表 86 養殖水産品の生産量 

（千トン） 

 
2016※1 2020※2 2030※3 

キエンザン省 197 266 299 
出所：※1”ProductionofaquaculturebyprovincebyCities,provinciesandYear” 

ベトナム統計局 
※2”TransformingAquacultureStrucureTill2020andOrientationsto2030” 

キエンザン省 
※3”MasterPlanonFisheriesDevelopmentofVietnamto2020,Visionto2030”ベトナム水産総局の全国

目標値をに基づき推定 
 

【輸入】 

水産業振興マスタープラン等によれば、ベトナムの水産品輸入のほとんどが加工用である。現在キ

エンザン省において、水産加工に使用されている輸入水産品の量は正確に把握されていないため、水

産加工に使用する水産品輸入量の伸びの推定は困難であるが、省内の複数の加工業者へのヒアリング

に基づき、推計を行った。 
加工業者の中には、原料はすべて近隣漁港で水揚げされる水産品を使用し、輸入原料を全く使わな

い事業者もいれば、半分以上は輸入原料（サーモン、タコ、イカなど）を使用している事業者も存在

した。そこで、ここでは仮に、水産加工原料の 30％は輸入水産物を使用していると仮定した。する

と、現在は 3.9 万トンの 30％である 1.2 万トン、将来的には 21.9 万トンの 30%である 6.6 万トンが輸

入されることとなり、現在と比較した輸入量の増量は、5.4 万トンと推定される。 
 

 水産加工団地の規模 
以上までに推定した水産品生産量が、キエンザン省漁業センター周辺におけるポテンシャルである。

現在と比較した増加量に応じた水産加工団地を整備する必要がある。 
 

図表 87 2030 年と 2016 年を比較したキエンザン省の水産加工用魚介類の増加量 

（万トン） 

調達方法 増加量 

漁獲 18.0 
養殖 10.2 
輸入 5.4 
合計 33.6 

 

キエンザン省の養殖の増産、漁業センター整備による漁獲量の増と品質向上効果、輸入量の増加で、

2030 年には年間 33.6 万トンの水産資源が新たに加工用に供給される。キエンザン省内に立地する水

産加工業者からのヒアリングによると、原料の調達量は重量比較で加工製品の 3.5 倍程度である。そ

のため、漁業センターに整備する水産加工団地は、水産加工用の増加量である 33.6 万トンの 3.5 分の

1 となる年間約 10 万トンの水産加工品を生産する規模が必要となる。 
キエンザン省内に立地する水産加工工場を例にすると、同工場の資料および同社経営層へのヒアリ

ングをもとに整理した同工場の規模は、年間 4,000 トンの生産量で、敷地面積 7,560 ㎡を有している

ことが分かった。10 万トンの生産量を確保するためには、単純計算で同規模の工場が約 25 ヶ所必要

となる。その場合、水産加工団地全体の面積は 189,000 ㎡、うち工場エリアの面積 140,000 ㎡、排水

処理能力 1 日あたり 6,250 ㎥が必要となる。また、25,000 人の雇用が新たに創出される。 
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図表 88 水産加工工場の例（キエンザン省の企業） 

項目 Unit 数 能力 
生産量  4,000t/年（400t/月） 
売上  40ｍUSD/年 
ワーカー  1,000 名 
総面積  7,560 ㎡ 
内工場エリア  5,600 ㎡ 
工場稼働時間  24 時間 
接触冷凍装置 4 1MT/batch/unit(2h30/batch) 
ベルトフリーザー 2 3,000kg/batch/3h(10ph/round) 
茹で機 1 300kg/h/unit=600kg/h 
冷蔵庫 4 700MT 
フレーク製氷機 3 15MT/day/unit=45MT/day 
金属探知機 2 600Kg/h 
真空包装機 2 Totalcapacity:300Kg/h 
殺菌水製造装置  30 ㎥/h 
排水処理装置  250 ㎥/day 
冷蔵車 3 Totalcapacity:35MT 
発電機 1 Totalcapacity:1000KVA 
温度管理システム 1 120.000BTU 

出所：A 社公表資料、および同社役員へのヒアリング情報を加え作成 
 

 冷凍・冷蔵設備 
漁港および併設する水産加工団地には、冷凍・冷蔵設備が必要となる。国内の事例を参考にした、

水産加工団地が併設されている漁港における、一般的な冷凍・冷蔵設備の役割は以下のとおりである。 
水産加工団地における製氷装置を含めた冷凍冷蔵施設は、漁船に冷却用氷を提供する製氷施設、鮮

魚を冷凍して出荷するための冷凍施設、水産加工工場の製品を保管する冷凍施設である。荷捌き、セ

リ、輸送の間にタイムラグが発生しない場合は、冷蔵施設は必要なく、施氷した保温容器での保管で

十分である。 
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図表 89 水産加工団地が併設された漁港における一般的なコールドチェーン 

 
出所：日系物流会社および国内物流会社へのヒアリング結果を基に日本総研作成 

 

水産加工工場が製造した製品を保管する冷凍庫は、各工場が所有する場合と、水産加工団地全体の

製品を保管するための倉庫事業者の所有の 2 つのパターンがあるが、ここでは冷凍機能を集約したケ

ースを想定する。 
年間10万トンの水産加工品を製造するためには1ヶ月約8,333トンの製品を製造する必要がある。

冷凍庫からの出荷を 3 ヶ月に 1 回と想定すると、水産加工品製造分だけで 25,000 トンの製品を保管

する冷凍庫が必要となる。また、年間 54,000 トンの輸入原料も冷凍庫で保管することとし、これも 3
ヶ月分の原料を保管すると仮定すると、13,500 トンの製品の保管容量が必要となる。合計で、38,500
トンの水産品を保管する冷凍庫が必要となる。 

一般に、冷凍庫の設備容量（設備トン）は、保管可能スペース面積（㎥）に 0.4 トンを乗じた値と

しており、水産加工製品などを保管する場合は、製品重量の 5～10 倍程度（平均 7.5 倍）の設備トン

を必要とする 40。保管する製品重量の最大値が 38,500 トンとすると、その 7.5 倍は 288,750 トンであ

る。したがって、おおむね 300,000 設備トン規模の冷凍倉庫が必要となる。 
 

  

                             
40 一社）日本冷蔵倉庫協会資料より http://www.jarw.or.jp/faq/644 
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図表 90 水産加工団地に併設する冷凍倉庫の容量 

 
 
 物流システム 
キエンザン省の水産加工工場から、二次加工工場および海外に輸出する場合、現在は各工場から主

に 10 トン車（各社所有もしくは物流会社に委託）で各所に輸送している。特に輸出する場合は、ホ

ーチミンの物流港まで輸送する必要があるが、キエンザン～ホーチミン間の道路状況が悪く（橋の前

後の段差と強度が不足している橋がある）、トレーラーを使用することが困難であると思われる 41。 
 

図表 91 加工工場からのコールドチェーン（現在） 

 
出所：水産加工事業者、物流事業者からのヒアリング結果を基に日本総研作成 

 

水産加工団地で冷凍倉庫を集約した場合、輸送もまとめて行ったほうが効率的である。3 ヶ月に 1
回 38,500 トンの製品を輸送するには、40ft のリーファーコンテナ（冷凍機能付 20～25 トン積載）が

1,540～1,925 台必要となる。これを 3 ヶ月の営業日である 75 日に均等分散させると、1 日あたり 21
～26 台となる。 

ただし、キエンザンから輸出港のあるホーチミンまでは、道路事情によりトレーラーを使用するこ

とができない。そのため、荷物の集約による効率化を実現させるためには、ホーチミンまでの道路・

橋梁を改善するか、キエンザン省から近い位置に輸出港を整備することが必要となる。 
キエンザン省には、貨物物流拠点として省内の A 港を改修する構想がある。同港の水深は 8～12m

であり、コンテナ船の着岸も可能な水深であるが、現在は台風による港湾機能の破損により使用され

ていない。アクセス道路の状態が悪く整備が必要であるが、当港湾が改修されれば漁業センターから

の水産加工品の輸出拠点として期待ができる。 
 

  

                             
41 日系物流会社へのヒアリングおよび、日本総研実走調査による。 
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図表 92 加工工場からのコールドチェーン（将来集約型） 

 
 

 製氷工場 
現在の漁業センターの計画に基づくと、年間 300 日の稼動で 1 日あたり約 57 トンの製氷能力が必

要となる。 
スラリーアイス製氷機は 1 機あたり月産 50 トンの生産能力がある。漁業センターで使用する氷の

うち、漁獲用にスラリーアイスを使用すると仮定すると、29 機のスラリーアイス製造機が必要とな

る。 
 
 漁港 
民間投資以外の漁業センター整備（漁港、荷捌き所、水産加工団地のインフラ）については、現在

の漁業センターの規模を援用する。 
 

 漁船改良 
品質の高い漁獲を行うためには、漁法の改良とともに漁船の改修が必要である。Rach Gia 市には、

2,013 隻の漁船があり 42、うち 1,810 隻は遠洋漁業用である。これとは別に運搬船が 113 隻存在する。

これらの合計 1,923 隻の魚艙の改良を行うことを想定する。 
魚艙の改良方法は、魚艙に断熱材を吹き付けることによって保温性を確保し、海上輸送中の魚の傷

みを少なくする方法と、活魚艙への改修により漁獲した魚を生きたまま輸送する方法（活魚輸送）の

2 種類がある。一般的なベトナムの漁船の魚艙は深いため、活魚艙の転換が可能であると思われる。 
 

 水産インフラ導入の投資対効果 

 水産インフラ導入にかかる費用 
【水産加工団地（建屋部分）】 

水産加工団地の工場建屋の建設費は、延床面積あたりの建設単価で計算する。工場の床面積を

140,000 ㎡（5,600 ㎡の 25 倍）とし、ベトナムにおける工場建設単価を 29,198 円/㎡と設定すると 43、

総額 40.9 億円となる。 
 

図表 93 建設単価の比較 

（円/㎡） 
日本 ベトナム 

173,000 29,198 
出所：「アジア太平洋建設コストハンドブック」第５版（2015）より 

 

                             
42 ラックザー市漁業協同組合ヒアリングより。なお隻数は漁協組合員所有の船も含む。 
43 「アジア太平洋建設コストハンドブック」第５版（2015）より 
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【冷凍倉庫】 

冷凍冷蔵倉庫の建設費は、日本の事例では設備トンあたり 20～25 万円と言われている（平均 22.5
万円）44。設備トン 300,000 トンの規模の冷凍倉庫を、日本国内で建設した場合約 675 億円となる。 

日本とベトナムにおける工場の建設単価の比較により、ベトナムでは日本の 0.169 の単価で建設が

できる。したがって、300,000 トン規模の冷凍冷蔵倉庫を建設した場合、建設費は 114 億円である。 
 

【物流港】 

キエンザン省からの物流港改修費用に関する情報を援用した。ただし、ここにはアクセス道路の改

修費用は含まない。 
  

                             
44 国内事業者へのヒアリングより。 
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【製氷機】 

スラリーアイス製氷機は、29 機導入することとしている。同製氷機を日本で製造した場合、1 機あ

たり約 1 億円の販売価格となる。 
製氷機のコストのうち、約40％は貯氷のためのFRPタンクの製造にかかるものである（4,000万円）。

例えば FRP タンクをベトナムで製造すれば、製氷機全体のコストは低減される。ベトナムにおける

FRP タンク製造コストは不明であるが、FRP 船の製造コストの比較から推定する。日本で大型 FRP
船 1 隻の建造費用は約 1 億円である。一方ベトナムでは同規模の FRP 船は 48 億 VND（2,400 万円）

である。ここからベトナムでの製造単価を日本の 0.24 と設定すると、ベトナムにおける FRP タンク

の製造コストは 960 万円となり、製氷機 1 機は 6,960 万円となる。 
この製氷機を 29 機導入した時の総額は 20.2 億円である。 
 

図表 94  FRP 船製造費の比較 

（万円） 
日本 ベトナム 

10,000 2,400 
出所：造船事業者へのヒアリングより 

 
【漁港および漁業センター基盤整備費用】 

推定する漁獲量は、漁業センターの計画漁獲量を用いているため、漁港および漁業センター基盤整

備費用は計画値を援用する。 
このうち、水産加工団地の建屋、冷凍冷蔵倉庫等の民間投資は別途試算をするため、漁業センター

の公共部分の投資額は 8,420 億 VND（42.1 億円）となる。 
 

【漁船改良】 

漁船の改良方法は、魚艙に断熱材を吹き付ける方法と、魚艙を活魚艙に転換する方法の 2 種類存在

する。 
魚艙に断熱材を吹き付ける場合は、1 隻あたり 20 万円程度である 45。この加工を 1,923 隻すべてに

対して行った場合、総額 3.8 億円となる。 
魚艙を活魚艙に転換した国内の事例では、1 隻あたり 3,000 万円程度である 46。ベトナム国内での

費用は、FRP 船の造船費用の比較から推定する。(4)製氷機で試算したとおり、ベトナムでの製造単

価は日本の 0.24 であるため、活魚艙改造費用は 1 隻あたり 720 万円である。1,923 隻すべて改修する

と総額 138 億円となる。 
 

 

                             
45 国内事業者へのヒアリングによる。 
46 国内造船事業者へのヒアリングによる。 
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図表 95 水産インフラ導入にかかるコストの全体像 

水産インフラ導入の内容 単価 数量 

投資額 

VND JPY 
億 VND 百万円 

漁船の改修（断熱材吹き付け）※1 200,000 円/隻 1,923 隻 （769） （385） 

漁船の改修（魚艙の改良） 7,200,000 円/隻 1,923 隻 27,691 13,846 

漁港・荷捌き場の建設 

水産加工団地を含む敷地および基盤整備     8,420 4,210 

製氷工場の建設 100,000,000 円/機 28 機 4,037 2,018 

水産加工団地への工場建設（25工場） 69,600,000 円/㎡ 29 ㎡ 8,175 4,088 

冷凍・冷蔵倉庫の建設 29,198 円/設備トン 140,000 設備トン 22,815 11,408 

近隣への物流港整備     2,300 1,150 

物流港へのアクセス道路整備※2     － － 

合計※3     73,438 36,719 

※1漁船の改修については、断熱材の吹き付けか魚艙の改良のどちらかの方法を漁業者が選択する。 

※2アクセス道路の改修は省政府の予算で行うが、コスト計算は行っていない。 

※3漁船の改修は魚艙の改良を行うものとした。 
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 インフラ導入効果の全体像 
ベトナム（キエンザン省）への定量的な直接効果としては、漁獲品質の向上による取引量と取引額

の増加（漁民、仲買人に対する経済効果）、水産加工品の増産による事業収益の増加（事業者に対す

る経済効果）、水産加工工場の増加による雇用の増加、という地域経済に対する効果が挙げられる。

また、水産インフラの整備、導入による、建設、造船、機械等の事業者に対する効果も存在する。 
また、定性的な効果としては、水産業の活性化によってもたらされる関連産業の活性化と、市民生

活水準の向上による生活関連サービスの活性化などが考えられる。 
ここでは、キエンザン省の地域経済に対する定量的な直接効果について検討する。以下の図のうち、

①漁獲量の増加と加工用への供給量増（品質向上）による効果、②魚粉への供給量減少によるマイナ

ス効果、③水産加工品増産による効果 3 つの効果である。 
 

図表 96 水産インフラ導入による効果の推定範囲 

 
 

 漁船から事業者への販売額の増加による効果 
漁獲量の増加と漁獲水産品の品質向上により、水産品の販売額の総量が増加する。漁獲ロスにより

飼料用に供給することになる量の減少と、付加価値の高い加工・輸出用への供給量の増加による販売

額の増加である。 
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図表 97 漁獲水産品の用途（現状と第 2 フェーズの比較）（再掲） 

（トン） 

用途 現状 比率※4 第 2 フェーズ 比率※4 
加工・輸出用 39,000 13.0% 219,000 54.8% 
域内流通 141,000 47.0% 141,000 35.3% 
飼料用 120,000 40.0% 40,000 10.0% 
合計 300,000  400,000  

出所：※3ラックザー市漁業協同組合ヒアリング 

※4マスタープランからの漁獲損失量目標値 10％、域内流通量は不変として推計 

を基に日本総研作成 

 

加工輸出用の単価は、ラックザー市漁業協同組合へのヒアリングにより 150 円/kg とした。ただし、

この値は現在加工工場に販売されている単価であり、今後品質がさらに向上した場合は、この単価も

増加する可能性がある。加工・輸出用の漁獲量が 18 万トン増加したため、販売額は 270 億円増加す

る。 
一方で、飼料用に販売している漁獲ロスおよび小型の魚が減少するため、その分の販売額は減少す

る。飼料用の魚の単価は、同じくラックザー市漁業協同組合へのヒアリングによれば 50 円/kg である。

8 万トンの減少により 40 億円の販売額減となる。 
 

図表 98 漁獲量増加と品質向上による販売額の増加 

 単価 収益の変化 
加工・輸出用 150 円/kg 27,000 百万円 

域内流通     
飼料用 50 円/kg △4,000 百万円 

合計   23,000 百万円 

出所：ラックザー市漁業協同組合ヒアリング 

 

漁獲量の増加および品質の向上により、漁民または仲買人が受け取る金額はキエンザン省全体で年

間 230 億円増加する。なおこの額がすべて漁民、仲買人の収入となるわけではなく、漁民、仲買人、

運送業者等に分配され、さらにその中から漁船の改修費、燃料費、製氷代などに充当されるものであ

るが、それらは全てキエンザン省経済に還元されるものと考えた。 
 

 水産加工品の増産による効果 
新たに建設される、水産加工工場の生産（年間 10 万トン）による販売額の増加を試算した。ただ

し、この中には生産者（漁民、養殖業者、輸入業者）への支払いを含むためその額は控除した。 
水産加工団地が仕入れる原料は年間 33.6 万トンであり、その購入金額は 504.0 億円である。生産量

は年間 10 万トンであるが、その販売単価はキエンザン省内に立地する水産加工業者の昨年度販売実

績より 553,097 円/トンと設定した。 
その結果、年間 553.1 億円の販売額となるが、そのうち 504.0 億円は仕入れ額であり(2)で試算した

効果も含むためこれを控除すると、49.1 億円が水産加工品の増産による販売額の増加として試算され

た。なお、この金額には、人件費、魚介類以外の原料仕入れ、電気代、減価償却なども含むが、それ

らはキエンザン省経済に還元されるものと考えた。 
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図表 99 水産加工工場の増産による販売額の増加 

項目 数値 単価 
原料 336,000 トン 
単価※1 150 kg/円 
仕入額（１） 50,400 百万円 
生産量 100,000 トン 
単価※2 553,097 円/t 
販売額（２） 55,310 百万円 
（２）－（１） 4,910 百万円 

注：仕入れ原料には Tac Cau漁港での漁獲以外に、養殖、輸入魚の増加も含む 

出所：※1ラックザー市漁業協同組合ヒアリング 

※2キエンザン省内の水産加工工場の 2016 年の売上額と生産量の実績より試算 

 

 直接経済効果のまとめ 
以上より、水産インフラ導入の初期投資額 367.2 億円に対し、直接経済効果は年間 279.1 億円であ

り、この効果が毎年継続する。 
なお、投資額には物流港へのアクセス道路改良工事の費用は含まれておらず、効果のすべてが投資

回収に向かうものではない。 
 

図表 100 水産インフラ導入によるキエンザン省への直接経済効果 

 
 

 水産インフラ導入による日本国への裨益 

本項では、「水産インフラ輸出」の実現によって期待される日本側への効果として、受注企業への

裨益と、山口県や中国地域、さらには日本国全体への波及効果について検討する。 
 

 裨益の分類 

 水産インフラ導入による裨益は、定量的なものと定性的なものに分けられる。また、裨益の大きさ

や、その波及範囲によっても分類可能である。例えば、JICA「経済産業省実施済案件 裨益調査報
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告書」（2014 年 8 月）では、ODA 案件による日本企業への裨益を以下のような概念図として整理し

ている。受注企業が個別に得る収益の拡大やコストの削減といった直接的な裨益は、当該企業への裨

益が大きいだけではなく、その取引先企業などにも裨益をもたらす可能性があり、二次的には地域経

済・日本の活性化に繋がるものである。また、こうした直接的で個別企業にとって影響の大きい裨益

のほかに、個別の事業を進める中で期待できる情報やノウハウの蓄積も、裨益と考えられる。例えば

ODA などの公的スキームを活用したインフラ輸出案件であれば、基礎調査から事業実施可能性調査、

実際の受注に至るまで様々なプロセスがあり、それらを通じて現地の情報やネットワーク、現地での

ビジネス慣習に関する学びなどの獲得が期待できる。こうした知見は、報告書の公開などの形で、関

与した企業のみならず、多数の関係者、関係者候補に共有され、地域や日本国にとっての裨益となり

得る。 
 

「図 1-6: 本調査で設定した日本企業への裨益の概念図」 

 
出所：JICA「経済産業省実施済案件 裨益調査報告書」（2014 年 8 月）pp. 11 より転載 
 
 以降、ベトナムにおける水産インフラ導入による様々な効果について、定量的、定性的に述べる。

まず、一次裨益としては、以下が想定される。 
・保蔵設備の強化とスラリーアイスの導入にかかるＦＳ事業の実施 
・漁業資源の種類、量、漁獲方法などが判明。 
・日系企業による漁業資源の開発。 
・インフラシステム輸出支援事業。 
・漁港建設に向け基礎調査及びＦＳ事業の受注。 
・漁港運営改善に向けた人材教育の実施。  

また二次裨益としては、以下などが想定される。 
・日本からの投資が行われ、操業した日本企業が増加した資源を利用。 
・商社等日系企業の事業参入。 
・育成された越企業と日本企業との取引開始、拡大。 

 

 受注企業への裨益 

 受注企業にとっての直接的な裨益として、まず収益の増加が上げられる。ODA などを活用したハ

ードインフラ整備の場合は販売先が国や地方政府といった行政であり、民間事業者同士のビジネスの

場合は販売先が民間事業者等であるという違いはあるが、販売元の企業にとっての定量的な裨益の最

大のものは収益の増加である。 
日本は少子高齢化による人口減少が著しい一方、アジアやアフリカといった新興国では人口が増加

しており、今後も市場の拡大が見込まれる。このうちインフラ市場については、総務省のデータによ
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れば、経済発展や都市化の進行により、「上位 225 社のコントラクター売上高ベースでみると年々拡

大が続いており 2012 年時点で 1.3 兆ドルを超える規模になっている。そのうち自国以外の海外での

受注額（その国の案件を他国業者が受注しているケース）は約 5,100 億ドル規模になっている」。地

域別に見ると、経済成長が進む新興国地域も含まれるアジア地域が 1,388 億ドルで全体の 27％を占め

最も大きく、約 20％の成長率を示している。本事業を通じて、こうした成長する世界のインフラ市

場の活力を日本の経済発展に取り込むことが可能となる。 
 

図表 101 世界におけるインフラ市場の推移 

 
出所：総務省（http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h26/html/nc123310.html） 
 

図表 102 世界における海外受注のインフラ市場（地域別・分野別成長率）

 

出所：総務省（http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h26/html/nc123310.html） 
 
なお、日本企業が海外市場を取り込む動きは、海外における日本企業の拠点数の増加にも見られる。

外務省が公表しているデータによれば、海外における日本企業の拠点数は年々増加しており、平成

28 年 10 月 1 日時点では、全世界に 71,820 拠点がある。特に拠点が多いのはアジア地域であり、世界

全体の 70%にあたる 49,673 拠点がアジアに置かれている。 
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図表 103 地域別日系企業（拠点）数推移 

 
出所：外務省「海外在留邦人数調査統計 平成 29 年要約版」 
 
現地に法人を設立して生産活動を行う場合は、コストの削減も期待できる。現地人材の採用や原料

の現地調達によるコスト削減、FTA などを活用した税制面でのコスト削減は、実際に、日本企業が

海外に進出する理由の一つである。JBIC が実施したアンケートによると、ベトナムが有望な理由と

して、回答した 163 社のうち 70%以上が、「現地マーケットの今後の成長性」を上げているほか、同

50%以上が「安価な労働力」を上げている。 
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図表 104 中小企業が海外進出を拡大する理由 

 
注）母数は「今後さらに海外進出の拡大を図る」企業のうち、拡大する理由について無回答の企業数

を除いた数。 
出所：ジェトロ「2016 年度日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査」（2017 年 3 月）pp. 28
「図表Ⅲ-5 海外進出を拡大する理由（全体、企業規模別、業種別）」を基に日本総研作成 
 
 

図表 105 ベトナムが長期的に有望である理由 

 
出所：JBIC「わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告－2017 年度 海外直接投資アンケー

ト結果（第 29 回）－」（2017 年 11 月）pp. 33 より転載

（https://www.jbic.go.jp/wp-content/uploads/press_ja/2017/11/58812/shiryo00.pdf） 
 
 受注企業にとっての裨益には、定量的なものに加え、定性的なものも考えられる。例えば、現地に

拠点を置くことによる情報収集の質・量の両面での充実や、現地での当該企業の認知度向上、雇用創

出などを通じた企業イメージの向上、社員が海外での経験を積むことによるノウハウの蓄積やイレギ
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ュラーな事態への対応力強化などの人材育成面での効果が挙げられる。また、現地に工場を設立する

ことによる為替リスクの回避や、国内事業のリスク分散という観点からも定性的な裨益が期待できる。 
 

 日本、中国地域、及び山口県への波及効果 

 キエンザン省への水産インフラの導入により期待される効果としては、先に述べたとおり、受注企

業にとっての収益増加やコスト削減といった定量的な裨益のほか、現地ネットワークの拡大や事業の

リスク分散など、定性的な効果が見込める。こうした個別企業の受ける裨益のほかに、当該企業が立

地する山口県や、その山口県が位置する中国地方、さらには日本国への波及効果が期待できる。例え

ば、個別に企業の収益拡大により、その企業の取引先にも好影響を与えることが予想される。それに

より、受注企業やその取引先が立地する地域経済の活性化、ひいては日本国全体の経済発展に繋がる

可能性がある。また、日本国全体で見ると、政府として進める質の高いインフラ輸出の取り組みの中

で、本事業のような地域発の取り組み事例ができることにより、今後のインフラ輸出の取り組みにも

多様性が出てくることが期待される。また、本事業による経験やノウハウが報告書等の形で国内の

様々な関係者等に共有されることにより、そうした人々にとっても情報やノウハウの蓄積が見込まれ

る。 
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 「水産インフラ」導入における資金調達および技術的検討 

 本章では、キエンザン省に対する水産インフラ輸出を通じて高度な水産バリューチェーンの構築を

実現し、本事業への参画日本企業の更なる発展や現地の産業振興への貢献を果たすべく、その可能性

を高める各水産インフラの導入にかかる資金調達方法と事業スキームの検討を行う。 

また、キエンザン省の水産業が抱える課題の解決に必要な技術の把握を行うと共に、山口県が主導

する水産インフラ輸出研究会のメンバー企業の持つ技術と、これら企業がキエンザン省の水産分野の

課題解決に資するかどうかの可能性検討を行う。 

 

 資金調達方法の検討 

 「水産インフラ」の構成要素 

キエンザン省への輸出が想定される水産インフラをハードとソフトに分け、バリューチェーンに沿

って整理すると以下の通りである。漁港インフラや接続道路のような、導入に際し大規模なコスト・

時間を必要とするものから、比較的小規模なコスト・短時間で導入が可能な機材等まで、様々なイン

フラの組み合わせにより、一連の水産バリューチェーンの構築が可能となる。 

 

図表 106 水産バリューチェーンと必要な水産インフラ整備 

 
出所：日本総研作成 
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 各水産インフラの想定顧客・カウンターパート 

 今回輸出を想定している水産インフラは、その種類と想定顧客により、図表 113のように分類でき

る。①は、港湾や接続道路、（輸出用の）空港など公共性が強く導入に係るコスト規模の大きいハー

ドインフラで、その性質ゆえ、民間企業ではなく、中央・省政府や自治体などが顧客として想定され

る。②は漁船や冷蔵倉庫、冷凍庫、水産加工工場や関連機器のような、民間ベースのビジネスに関連

するハードインフラであり、その導入コストは①に比べて小さく、また実現までの時間軸も比較的短

いものである。想定顧客としては、現地の関連企業など、民間事業者が想定される。他方、ソフトイ

ンフラもその性質によって想定顧客が異なる。厳密には日本企業にとっての「顧客」ではなくカウン

ターパートであるが、一連の水産バリューチェーン構築に向けて必須の取り組みであるため、ここで

合わせて記載することとする。③は、漁獲に係るルール作りや取締り体制の強化、漁民の教育などの

公共性の強い取り組みであり、省政府や自治体などがその役割を担うのが一般的である。最後に、④

は水産加工技術の移転や効果的な冷蔵・冷凍物流に係るノウハウの移転などの、主に現地民間企業向

けのソフトインフラであり、②のハードインフラの輸出と合わせて考えるべきものである。 

 

図表 107 水産インフラの種類と想定顧客による整理 

 
注）下段は輸出が想定されるインフラ。 

出所：日本総研作成 

 

 資金調達手段の種類とその概要 

本項では、水産インフラ輸出の実現に向け、輸出元となる日本の自治体・民間企業にとっての資金

調達方法の種類と各方法の概要を整理する。ここでいう「資金」とは、５－１－２で述べた公共性の

強い水産インフラを「輸出」、すなわち ODA 等を活用して日本技術を活かしたインフラを現地に販

売するにあたって必要となる事前調査や FS 事業に係る費用、また、民間事業者が現地に事業展開を

するに際して必要となる費用を指す。 
資金調達方法は輸出する水産インフラの性質によって異なる。公共性の強いインフラの場合、ODA

などの公的資金を活用し、現地政府・自治体などに有償・無償で資金を貸し付けることによってイン

フラを整備する方法がある。この場合、事前の調査などを日本の公的資金により行うことが一般的で

ある。他方、日本の民間企業が海外での事業展開を行うにあたっては、その進出スキームにより、現

地拠点の設置や機器の販売に際して投資が必要となる。投資を行うにあたり、自己資金や民間金融機

関からの借り入れのほか、公的スキームを活用する方法もある。 
水産インフラ輸出に際しての公的スキームを含む資金調達方法を整理すると以下のとおりである。

各スキームの詳細については、後段で述べる。 
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ソフト

③ ④

 漁獲ルールの策定
 取り締まり体制の強化
 漁業資源情報の収集
 漁港運営力の向上
 市場運営力の向上

 漁民育成
 目利き人材育成
 水産加工技術の向上
 物流ノウハウの獲得
 加工品のブランド力向上
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図表 108 水産インフラ輸出に際しての資金調達手段・公的支援スキームの一覧 

分類 担当機関等 スキーム 概要 
企業またはプロジェ

クトへの資金提供 
国際協力機構（JICA） 政府開発援助 

（ODA） 
開発途上国が経済的に自

立していくために不可欠

なインフラを整備するこ

となどに活用される「有償

資金協力」などの方法があ

る。 
国際協力銀行（JBIC） 融資 JBIC から資金提供を受け

る。 
民間金融機関 融資 メガバンク等、民間の金融

機関から資金提供を受け

る。 
ファンド 出資 政府系ファンド等より資

金提供を受ける。 
 海外交通・都市開発事

業支援機構（JOIN） 
出資 海外における交通事業・都

市開発事業に係る事業に

対し資金提供を受ける。 
クールジャパン機構 出資 日本の商品・サービスの海

外需要開拓に関連する事

業に対し資金提供を受け

る。 
- PFI 民間の資金と経営能力・技

術力（ノウハウ）を活用し、

公共施設等の設計・建設・

改修・更新や維持管理・運

営を行う公共事業の手法。 
中小企業の海外展開

に係る事業 
JICA 補助金（中小企業

支援スキーム等） 
中小企業が海外進出を行

うに際し必要となる事前

調査等に対する補助を受

ける。 
技術協力・人材育成

に係る事業 
JICA 政府開発援助 

（ODA） 
ODA の一分野である無償

資金協力の一つとして、開

発途上国の経済・社会の発

展に必要な人材育成、技術

普及、制度構築などを支援

する「技術協力」のスキー

ムがある。 
JICA 政府開発援助 

（ODA） 
自治体や大学、NGO が主

体となり実施する支援事

業に対し、草の根技術協力

事業として補助金を受け

る。 
外 国 人 技 能 実 習 機 構

（OTIT） 
技能実習制度 技能、技術または知識の開

発途上国等への移転を図

り、先方国の経済発展を担

う「人づくり」に今日ｙ録

するためのスキーム。 
一般財団法人海外産業人 研修・専門家派遣 途上国の産業人材育成に
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材育成協会（AOTS） への支援等 係る研修・専門家派遣等に

ついて支援を受ける。 
公益財団法人海外漁業協

力財団（OFCF） 
研修・専門家派遣

への支援等 
関係沿岸国の漁業振興に

係る事業に対し、支援を受

ける。 
出所：各機関ウェブサイトを参考に日本総研作成 

 

 なお、民間企業が海外に進出する際の一般的なスキームは以下のとおりである。上記の補助金の対

象は、主に、最終的には現地法人の設立を目指す場合である。 

 
図表 109 民間企業による海外展開スキーム 

進出形態 概要 スキーム図 
現地法人の設立（独資） 自社による出資のみで現地に会

社を設立。 

 
現地法人の設立（合弁） 自社および現地の企業がそれぞ

れ出資を行い、現地に会社を設

立。 

 
SPC の設立 資金調達等を目的とし、インフラ

プロジェクトの実施等、特定の目

的の基に会社を設立。 

 
支店の設立 営業権を有するが、事業活動に係

る責任は日本本社が負う。 

 
駐在員事務所の設立 営業権を有さず、日本本社の一部

として情報収集や代理店の支援

等を実施するために設立。 

 
商品・製品の売買（輸出） 自社商品・製品を現地に所在する

取引相手に販売。 

 
出所：各機関ウェブサイトを参考に日本総研作成 
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 政府開発援助（ODA） 

ODA は、日本が開発途上国を直接支援する二国間援助と、国際機関を通じて支援する多国間援助

に分けられる。うち、ここでは前者について記載する。 
二国間援助には、政府貸付、すなわち「有償資金協力（円借款）」と、「無償資金協力」および「技

術協力」から構成される「贈与」の二種類がある。 
 

図表 110 政府開発援助の概要 

 
出所：JICA ウェブサイトより転載 
 

ODA を原資とした資金調達を行う方法のうち、主にハード面への支援スキームとしては、主に以

下が挙げられる。なお、ODA 案件の組成を行うに際しては、プロジェクト準備の一環として、協力

準備調査を行い、プロジェクト実施の妥当性を検証するとともに、相手国政府と協議し、プロジェク

トの内容を計画する。その後、相手国政府の「要請」を受けて、プロジェクトが審査される流れとな

る。 

 有償資金協力 
有償資金協力とは、開発途上国に対して低利・長期な条件で開発資金を貸し付けることで、発展を

支援する枠組みであり、「円借款」とも呼ばれる。円借款は「プロジェクト型借款」と「ノンプロジ

ェクト型借款」に分かれる。このうち、道路、発電所、港湾開発等のインフラに対する資金提供につ

いては、「プロジェクト型借款」が利用される。 
円借款の資金を利用した、借入国による資機材やサービスの調達には、世界中のどこの国からでも

調達できる「一般アンタイド」、調達先を日本と開発途上国に限定した「部分アンタイド」、日本に調

達先を限定した「タイド」の三種類がある。「タイド」による支援は、OECD 加盟国間の紳士協定に

より「市場金融にほとんどあるいは全くアクセスのない国、セクター、又はプロジェクトに必要とさ

れる外部資金を提供しなければならない」と、限定的な利用が謳われている。 
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図表 111 有償資金協力の種類 

スキーム 概要 

プロジェクト型借款 プロジェクト借款 道路、発電所、灌漑や上下水道施設の建

設など、特定されたプロジェクトに必要

な資金を融資するもの。 
エンジニアリング・サービス

借款 

プロジェクト実施に必要な調査・設計段

階で必要とされるエンジニアリング・サ

ービス（データ収集・詳細設計等）に対

し、本体に先行して融資するもの。 

開発金融借款 相手国の金融機関を通じ、中小規模の製

造業や農業などの特定部門の振興や貧

困層の生活基盤整備といった一定の政

策実施の為に必要な資金を供与するも

の。 

セクターローン 特定セクターの開発計画実施の為に必

要な資機材、役務等の費用を融資。 

ノンプロジェクト型借款 開発政策借款 政策改善と制度全般の改革を目指す開

発途上国を支援。 

商品借款 外貨事情が悪化し、経済的困難に直面し

ている開発途上国を対象に、緊急に必要

な物資の輸入決済資金を供与。 

セクタープログラムローン 商品借款を供与し、同時に重点セクター

の開発政策を支援。 

出所：JICA ウェブサイト 
 

 無償資金協力 

一方、無償資金協力は、開発途上国に資金を贈与し、経済社会開発のために必要な施設を整備した

り、資機材を調達したりすることを支援する形態の資金協力である。返済義務がないため、開発途上

国のなかでも、所得水準が低い国を中心として実施される。無償資金協力の種類は以下の通りである。 

 

図表 112 無償資金協力の種類 

スキーム 概要 

プロジェクト型の無償資金協力 相手国政府がコンサルタントやコントラクターなどと契約

を締結し、施設の整備や機材の調達などを行う形態。 
プログラム型の無償資金協力 一つの無償資金協力事業の基で複数のサブプロジェクトを

柔軟に実施する形態。難民に対する事業や台風による災害

の復旧・復興支援事業等に利用された。 

国際機関と連携した無償資金協力 国際機関と贈与契約等を締結し、相手国政府に対してプロ

ジェクトを行う形。 

財政支援を通じた無償資金協力 貧国削減戦略の推進等を目的に資金提供。①資金の使途や

支出項目を限定しない一般財政支援、②資金の使途や支出

項目を特定の分野に限定するセクター財政支援、③相手国

政府や援助機関によって設けられた特別会計に対する財政

支援を行うコモンファンド型財政支援、の三通りがある。 

人材育成奨学計画 対象国において将来指導者となると期待される優秀な若手

行政官等を日本の大学に留学生として受け入れる事業。 

出所：JICA ウェブサイト 
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 JBIC・民間金融機関 

 ㈱国際協力銀行（JBIC） 

JBIC は元々、株式会社日本政策金融公庫の国際部門であったが、2011 年 4 月 28 日に成立した「株

式会社国際協力銀行法」（同年 5 月 2 日に公布・施行）により、日本企業のインフラ分野その他の戦

略的海外事業をより有効に支援するため、その機能が強化されるとともに、2012 年 4 月 1 日に同公

庫から分離し、株式会社国際協力銀行となった。あくまでも「一般の金融機関が行う金融を補完」す

ることが業務範囲となるため、民間金融機関による資金拠出の呼び水となる目的も有している。 
JBIC は中堅・中小企業へ対しても、主に製造業企業による海外展開にかかる融資などの資金調達

面での支援に加え、開発途上国政府、地場金融機関との連携強化等各種支援を多面的に実施している。

2016 年度に JBIC が中堅・中小企業向けに実施した融資件数は 114 件であり、全承諾件数における

中堅・中小企業向け融資の割合は 46%にのぼる 47。 
 

 民間金融機関 

国内の民間銀行では、中堅・中小企業が海外進出に必要となる資金の貸付けをはじめ、各種情報提

供も実施している。 

 

 ファンド 

 海外交通・都市開発事業支援機構（JOIN） 

JOIN は、交通・都市開発のプロジェクトに係る民間事業者のリスクの一部負担のための資金提供

等を行う官民ファンドである。平成 26 年に改訂された「インフラシステム輸出戦略」において、JOIN
の出資と事業参画による支援を通じて、海外のインフラ市場への我が国事業者のより積極的な参入を

促進することが位置付けられている。 
具体的な業務内容としては、海外インフラ事業に係る民間との共同出資の他、役員・技術者の派遣、

相手国の交渉等についても支援を実施している。平成 29 年度における財投計画は、政府出資 649 億

円、政府保証が 488 億円となっている。 
 

図表 113 JOIN の仕組み 

 
出所：JOIN ウェブサイト（http://www.join-future.co.jp/about/pdf/pamphlet_ja.pdf） 

                             
47 JBIC ウェブサイト（https://www.jbic.go.jp/ja/business-areas/sectors/smes.html） 
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 クールジャパン機構 

クールジャパン機構は、日本の魅力ある商品・サービスの海外需要開拓に関連する支援・促進を目

指した官民ファンドである。「メディア・コンテンツ」「食・サービス」「ファッション・ライフスタ

イル」を始めとした分野にリスクマネーの供給を実施している。原則として、「民業補完」に徹し、

民間部門のみでは事業が十分に実施できない分野に対して支援を行うこととしている。 
「食・サービス」関連としては、日系外食企業へ食材の供給・加工を行う台湾・中国工場の整備に

係る資金の提供を行った事業や、ベトナムにおけるコールドチェーン整備の為、冷凍冷蔵倉庫運営会

社への出資を行った事業が実績として挙げられる。 
 

 中小企業の海外展開に係る事業 

 中小企業海外展開支援 

JICA による中小企業海外展開支援事業は、中小企業の製品・技術と、途上国が抱える開発課題の

マッチングを行うことを通じ、中小企業の海外展開と開発課題の両立を目指す事業である。 
具体的な事業の種類と詳細を以下に示す。案件の成熟度により、基礎調査から普及実証事業まで 4

種類の支援メニューがあり、企業は将来的に当該国での事業展開を目指すことを前提に、これらのメ

ニューに申請することができる。本事業を通じ、中小企業が独自で海外展開を行うほか、ODA 事業

との連携可能性についても検討される。 
 

図表 114 JICA による海外進出支援に係る事業（2017 年度時点） 

事業名 目的 事業経費 期間 対象者 
基礎調査 開発と条項の課題解決に貢献す

る中小企業の海外事業に必要な

基礎情報の収集と事業計画の策

定。 

850 万円（注 1） 数か月～

1 年程度 
中小企業、中小

企業団体の一

部組合 

案件化調査 技術・製品等を途上国の開発へ

活用する可能性の検討。 
3 千万円、 
または 5 千万

円（注 2） 

数か月～

1 年程度 
中小企業、中小

企業団体の一

部組合 
途上国の課題解

決型ビジネス調

査 

持続可能な開発目標（SDGs）の

達成に貢献するビジネスの事業

化に向けてビジネスモデルの策

定や事業計画の作成、JICA 事業

との協働可能性について検討。 

5 千万円 最大 3 年 ＳＤＧｓビジ

ネスの実施を

検討する本邦

登記法人 

普及・実証事業 技術・製品等の現地適合性を高

める為の実証活動を通じた普及

方法の検討。 

1 億円または

1.5 億円（注 3） 
1～3 年 中小企業、中小

企業団体の一

部組合 
注 1）遠隔地域（東アジア、東南アジア、南アジア以外の地域）については、国際航空運賃に関わる

経費を別見積（上限 300 万円まで）とし、それ以外の経費の上限を 680 万円とする。 
注 2）機材の輸送が必要な場合は 5 千万円。 
注 3）複雑化した課題への対応や、大規模/高度な製品を導入する場合等は上限 1 億 5 千万円。 
出所：JICA ウェブサイト 
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図表 115 中小企業海外展開各事業の位置づけ 

 
出所：JICA ウェブサイト 
 

 技術協力・人材育成に係る事業 

 JICAによる事業 

技術支援や人材育成に係る JICA による事業としては、以下表の事業が挙げられる。 
JICA へのヒアリングでは、キエンザン省のポテンシャルがポイントとなる点が説明された。つま

り、キエンザン省の有する高いポテンシャルにより、事業実施の効果・裨益が高まる点を明確に説明

できる必要があるとのことであった。 

図表 116 技術支援・人材育成に係る JICA 事業 

事業名 目的 事業経費 期間 対象者 
開発途上国の社会・経済

開発のための民間技術

普及促進事業 

日本の民間企業等の製品･技術・ノ

ウハウ･システムに対する途上国政

府関係者の理解を促す為、日本国内

での視察、技術指導・現地セミナー

等を支援 

2 千万円 最長 2 年 日本国登

記法人 

草の根技術協力事業（地

域提案型） 
地方自治体、大学、企業等が有する

技術･経験を活用して途上国に貢献

すると共に、地域の活性化を促進。 

6 千万円 3 年以内 地方自治

体（注） 

民間連携ボランティア 今後事業展開を検討する国へ企業

の人材を派遣し、活動を通じて商習

慣、技術レベル等の把握やネットワ

ークづくりを行う。 

個別相談 原則 1～2
年 

株式会社

または持

分会社 

注）事業実施に際し、地方自治体の指定する団体が事業実施団体となることも可。 

 

 一般財団法人海外産業人材育成協会（AOTS） 

AOTS は主に開発途上国の産業人材を対象とした研修および専門家派遣等の技術協力を推進する
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人材育成機関で、主な事業は「受入研修」「専門家派遣」である 48。当該法人の主要である、「技術協

力活用型・新興国市場開拓事業（研修・専門家派遣事業）」を通じ、開発途上国における民間企業等

の現地の人材育成を実施している。 
AOTS は基本的に「民・民」ベースの人材育成を支援する機関であり、「専門家派遣事業」の場合、

派遣元の日本企業と指導先である現地企業の間には出資または商取引があることが必要である。水産

関連では過去に、水産加工品製造や、釣具製造に係る人材育成事業を実施した実績がある。 
 

図表 117 技術協力活用型・新興国市場開拓事業（研修・専門家派遣事業） 

事業名 概要 補助率 制限 期間 
受入研修 開発途上国現地企

業に所属する研修

生を日本企業が研

修として受入れ

る。 

2/3（資本金 10 億

円未満の場合） 
派遣企業について

は、非 ODA 国出

資が 50%未満が

条件 

120 日以内～1 年

以内 

専門家派遣 日本企業の従業員

等の専門家が、現

地企業へ出向き、

研修を実施する。 

派遣元企業（日本

企業）と指導先企

業（現地企業）に

は出資または商取

引の関係が必要。 
専門家は日本に在

住 10 年以上。 

1カ月～10カ月未

満 

出所：AOTS ウェブサイト 
 

 公益財団法人海外漁業協力財団（OFCF） 

OFCF は、海洋資源の持続的な利用に向け、国際的な協力体制を構築する目的で活動を実施して

おり、具体的には「技術協力」、「経済協力」に係る事業を実施している。支援の対象国は、日本の漁

業者が当該国の排他的経済水域で操業する国となるため、主には南太平洋諸国とアフリカが支援対象

となっている。また、OFCF が事業を実施するに際しては、相手国からの要請に加え、日本におけ

る漁業関連の業界団体からの要請も必要となる。 
 

図表 118 OFCF による主要な事業 

 

                             
48 現英語団体名の AOTS（The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships）は、

2017 年 7 月に、HIDA（The Overseas Human Resources and Industry development Association）から変更となっ

たものである。 

事業名 概要 

関係沿岸国の漁業新興 相手国からの要請に応え、専門家の派遣、必要な資機材の供与、

研修生の受け入れといった技術協力を実施して、関係国の漁業振

興を図る。 

海外漁業協力事業資金の貸付 関係沿岸国のカントリーリスク等水産事業に特有なリスクを有

する海外合弁事業を実施する本邦法人等に対し、海外資産などを

担保に、無利子又は長期固定の低金利で融資。 



115 

 
出所：OFCF ウェブサイト 

 各インフラと活用可能な資金調達手段 

 本項では、５－１－２と５－１－３を踏まえ、想定顧客別・種類別インフラ別と、それぞれで利用

可能性のある資金調達手段について記載する。 
 

図表 119 輸出が想定される水産インフラと、輸出に活用可能な資金調達方法 

 

 
注 1）○は、水産インフラ輸出構想において絶対的に活用可能であることを示すものではなく、公開

情報等を基に日本総研として活用可能性があると判断したものである。 
注 2）分野はインフラの中でも一部に限定される。 
出所：日本総研作成 
 

 各インフラの輸出に際し検討しうる具体的な事業スキーム 

 本項では、調査内で把握された現地側からのニーズや水産インフラ輸出研究会メンバーを中心とす

る日本側のシーズを踏まえ、輸出が期待される主な水産インフラに関し、５－１－４で記載したスキ

ームの活用可能性も踏まえつつ、具体的な事業スキームについて検討する。 

担当機関等 スキーム ①
公共向け
ﾊｰﾄﾞｲﾝﾌﾗ

②
民間向け
ﾊｰﾄﾞｲﾝﾌﾗ

③
公共向け
ｿﾌﾄｲﾝﾌﾗ

④
民間向け
ｿﾌﾄｲﾝﾌﾗ

国際協力機構（JICA） 政府開発援助（ODA）
‐有償資金協力／無償資金協力

○

国際協力銀行（JBIC） 融資
（○）注2 ○

民間金融機関 融資
○

ファンド 海外交通・都市開発事業支援機構（JOIN） 出資
○ ○

クールジャパン機構 出資
○

JICA 補助金（中小企業支援スキーム等）
○

JICA 政府開発援助（ODA）
‐草の根技術協力

○

外国人技能実習機構（OTIT） 技能実習制度
○

一般財団法人海外産業人材育成協会（AOTS） 研修・専門家派遣への支援等
○ ○

公益財団法人海外漁業協力財団（OFCF） 研修・専門家派遣への支援等
○
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 公共向けハードインフラ 

 水産バリューチェーンの構築において、もっとも重要な役割を果たすハードインフラの一つが漁港

である。また、より効果を高めるためには周辺の接続道路や、海外への輸出に向けた空港の整備も必

要となる。いずれも投資額が大きく、公共性が強いインフラであることから、顧客としてはベトナム

中央政府や省政府、国営企業等が想定され、ベトナムの場合、その資金調達方法としては ODA など

の公的資金を活用することが想定される。時間軸としては新規漁港整備の場合、事前の調査からイン

フラの完成まで 10～15 年程度かかることが想定される。 
 ODA を活用した漁港整備の事例としては、以下のようなものがある。 
 

図表 120 ODAを活用した漁港整備の事例 

【事例 1】 

国名 ギニア 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名 ブルビネ零細漁港改善計画 

時期 基本調査：2006 年 2～9 月 
詳細設計：2006 年 12 月～2007 年 8 月 
事業：2007 年 11 月～2010 年 3 月 

背景・目的 漁港の需要増・利用者増に対応するため、漁港を拡張し、水産加工品の製造・鮮

魚の保存・販売能力の拡張・漁港混雑の緩和等を目指す。 

事業費 第 1 期：4.5 億円（無償資金協力） 
第 2 期：3.2 億円（無償資金協力） 

成果指標・

現地への裨

益効果 

1. 漁港を利用する漁船数 
2. ピーク時の水揚げパース待ち時間 
3. 水揚げ量 
4. 薫製加工品の生産量 
5. 製氷量 
6. 漁船への氷の供給率 
7. 漁港関係者棟にある店舗数 
8. 水揚げ時の事故件数 

 

【事例 2】 

国名 ベトナム 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名 ヴンタオ漁港施設建設計画 

時期 1994 年 5 月～1997 年 11 月 

背景・目的 南東部ベトナムの沿岸漁業資源の持続的開発と沖合い漁業資源の開発を図るため、

沿岸漁船及び沖合漁船の基地を整備し、漁船の水揚げ、補給、流通状況の改善を目

指す。 

事業費 24 億円（無償資金協力） 

成果指標・ 
現地への裨

1. 漁船操業度の増大による漁獲増大 
2. 水揚の効率化 
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益効果 3. 漁業漁獲物の付加価値の増大 
4. 衛生水準の改善による水産物の品質向上 
5. 雇用の創出 

 

【事例 3】 

国名 インドネシア 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名 ジャカルタ漁港／魚市場整備事業 

時期 1993 年 11 月～2002 年 10 月 

背景・目的 漁港の需要増・利用者増に対応するため、漁港を拡張し、水産加工品の製造・鮮

魚の保存・販売能力の拡張・漁港混雑の緩和等を目指す。 

事業費 40 億円（円借款） 

成果指標・ 
現地への裨

益効果 

1. 漁港内の衛生水準の改善による水産物の品質向上 
2. 港湾施設のマグロ取扱い能力の拡大による輸出用マグロを中心とした水産物

取扱量の増大 
3. 港湾利用者の利便性の向上 

出所：JICA 資料を基に日本総研作成 
 

 民間向けハードインフラ 

漁港や道路などの公共性の高いインフラのほか、水産バリューチェーンを構成する要素としては、

民間事業者同士のビジネスがベースとなる漁船やコールドチェーン関連機器、加工工場といったもの

も存在する。これらハードインフラの導入については、日本の民間事業者による日本あるいは第三国

からの現地への製品輸出、あるいは現地拠点での製造・販売という二種類の方法が考えられる。ここ

では、日本の民間事業者が中堅・中小企業である場合に活用可能な公的支援スキームの活用も含めて、

事業スキームを検討する。 

 

 漁船 

 ベトナム政府は、漁船の近代化、大型化を進める方針を打ち出しており、漁民による大型漁船への

買い替えを促進するため、大型漁船の購入に対して金利の補助を行うなどの政策を打っている。漁民

にとってもエネルギー効率のよい FRP などの大型船を利用できればメリットは大きいものの、漁船

は初期投資額が大きいこともあり、資金面が大型漁船の利用促進における障害の一つとなっている。 
 そのため、日本企業が現地に対して漁船を販売するためのビジネスモデルを検討するうえでは、漁

民にとって投資負担ができるだけ少なく、かつ日本企業にとっての代金回収リスクが少ない方法を考

える必要がある。なお、日本の公的支援スキームや銀行による融資は、主に大型船舶をその対象とし

ていることから、今回のような漁船の販売にそれらのスキームを活用することは一般的にみて困難で

あると考えられる 49。 
日本型漁船の現地導入に際し、参考になる取り組みとして、日本の水産庁が実施する「水産業競争

力強化漁船導入緊急支援事業」がある。これはリース事業者（漁業者団体等）を通じて漁民に漁船を

リースし、事業者に対して水産庁が助成を行うものである。このスキームにより漁民としてはリスク

を最小限に抑えて漁船を入手することができ、他方造船会社としてはリース事業者が漁民との間に入

                             
49 なお、大型漁船については、日本は過去に無償資金協力にて、マーシャルとソロモンで漁船（魚運搬船を含む調達

を支援した実績がある。 
https://www.jica.go.jp/oda/project/0868530/index.html 
https://www.jica.go.jp/oda/project/0415700/index.html 



118 

り、水産庁からの助成がつくことにより、代金回収ができないリスクが下がるメリットがある。ベト

ナムにおいては現時点でこうした制度は見当たらないが、例えば、ラックザー漁業組合の持つ法人を

リース事業者として、省政府（あるいは中央政府）から資金の助成を行い、組合員に日本の漁船をリ

ース方式で提供するというスキームが考えられる。 

 

図表 121 漁船リーススキーム 

 

出所：水産庁ウェブサイト「水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業」等

（http://www.jfa.maff.go.jp/j/kenkyu/tpp/pdf/gaiyou.pdf）を基に日本総研作成 
 

 冷凍冷蔵倉庫 

水産加工会社が製造した製品を保管する冷凍倉庫については、各加工工場が倉庫を保有・運営する

場合と、水産加工団地全体の製品を一括して保管するために倉庫事業者が倉庫を所有・運営する場合

の二種類がある。ここでは、日本の倉庫事業者が現地に倉庫を保有・運営して物流業を展開する場合

を想定する。事業スキームとしては、独資または現地企業との合弁により現地法人を設立する方法が

考えられる。 
 この場合、日本の中堅・中小企業にとって活用可能性がある公的支援スキームとしては、JICA が

実施する中小企業支援スキーム、および官民ファンドの JOIN やクールジャパン機構による出資が

挙げられる。 
例えば JOIN はインドネシアで、日本企業による冷凍冷蔵倉庫事業に対し、出資を行った実績が

ある 50。この事業は、ジャカルタから 30km の位置にある工業団地において、主に食品を取り扱う

冷凍冷蔵倉庫の整備・運営を行うもので、JOIN は総出資額 20億円のうち、9億円を出資している 51。

また、クールジャパン機構は、日本企業がベトナムのホーチミン郊外で行う高性能な冷凍冷蔵倉庫の

建設および運営事業に対し、7 億円あまりを出資している。 
 

                             
50 JOIN2017 年 1 月 24 日付プレスリリース「インドネシア冷蔵冷凍倉庫整備・運営事業への支援を決定」

（http://www.join-future.co.jp/news/pdf/20170124_01_01.pdf） 
51 クールジャパン機構ウェブサイト（https://www.cj-fund.co.jp/investment/deal_list/vol02/） 

ラックザー市
漁業組合法人

水産総局/
農業農村開発省

助成金 申請

金融機関

（自己負担分）
借り入れ

返済

漁船メーカー・
造船所・

中古漁船所有者

支払い

漁船建造/
購入

漁船リース リース代

中核的な
漁民

リース契約

【日本の場合】
助成率： 1/2以内

助成上限：1隻当たり2.5億円

http://www.join-future.co.jp/news/pdf/20170124_01_01.pdf
https://www.cj-fund.co.jp/investment/deal_list/vol02/
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出所：日本総研作成 

 

 スラリーアイス製氷機 

 キエンザン省における水産バリューチェーンの構築において、もっとも大きな課題の一つは漁獲物

の漁獲から水揚げまでの適切な保冷の実施である。現状、キエンザン省の漁民は出航時に角氷を船に

積み込んで出発し、漁業期間が長期間にわたる場合は連絡船と呼ばれる氷や燃料を漁船に対して供給

する船によって数日に一度供給される氷を購入することで保冷を行っている。しかし、船の保蔵設備

が十分ではないこともあり、漁獲物の保冷が適切に行われていないケースが多い。長期間にわたる漁

と不適切な保冷の結果として、ラックザー市の場合、刺し網漁では 10～20%、底曳き網漁では 50%
もの品質不良品が発生している 52。 

保冷により漁獲物の品質を保持するための策の一つとして、スラリーアイスの導入が考えられる。

水産インフラ輸出研究会メンバーの一員でありスラリーアイス製氷機を販売するユタカ冷蔵株式会

社によれば、漁船における保蔵設備の充実と合わせてスラリーアイスを導入することにより、漁獲物

の鮮度保持において大きな効果が期待できる。 
スラリーアイス製氷機については、日本から現地への製品輸出と、現地での製氷機製造という二つ

の可能性がある。顧客候補としては、ラックザー市の場合はラックザー市漁業組合が設立している法

人が考えられる。また、キエンザン省内には、既存製氷工場が 102 社存在しており、うち、Tac Cau
漁港がある Chau Thang 市には 28 社が、Rach Gia 市には 14 社が所在している。これらの企業に対

してスラリーアイス製氷機を販売する、あるいはこれらの企業と合弁会社を設立してスラリーアイス

製氷機を導入し、漁船や連絡船に対してスラリーアイスの販売を行う方法が考えられる。 
現地法人を設立する場合、JICA が実施する中小企業海外展開支援スキームの活用可能性がある。

JICA では 2015 年度に、インドネシアのマサッカル地域で実施する「スラリーアイス製造装置を活

用した水産物の鮮度保持および流通システム改善に係る案件化調査」を採択している 53。同調査では

スラリーアイス製造装置等を現地に輸送し、デモンストレーションとカツオなどの輸送試験を実施し、

スラリーアイスによる効果を確認している。 
 

                             
52 2017 年 9 月 28 日ラックザー市漁業組合ヒアリングによる 
53 JICA「スラリーアイス製造装置を活用した水産物の鮮度保持および流通システム改善に係る案件化調査 業務完

了報告書」（平成 29 年 3 月）（http://libopac.jica.go.jp/images/report/12288965.pdf） 

冷蔵・冷凍
倉庫会社

現地法人
（冷蔵・冷凍倉庫）

日本 ベトナム

出資

ファンド等

冷蔵・冷凍
倉庫会社

現地法人
（冷蔵・冷凍倉庫）

日本 ベトナム

出資

現地企業

出資

ファンド等

独資の場合 合弁の場合

http://libopac.jica.go.jp/images/report/12288965.pdf
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出所：日本総研作成 
 

 水産加工工場 

 現地で水産加工工場を設立する場合、事業スキームとしては、独資または現地企業との合弁により

現地法人を設立する方法が考えられる。 
 この場合、日本の中堅・中小企業にとって活用可能性がある公的支援スキームとしては、JICA が

実施する中小企業支援スキーム、および官民ファンドのクールジャパン機構等による出資が挙げられ

る。後者については、2016 年 9 月に、台湾・中国での食材加工事業に対し、約 3 億円の出資を行っ

ている 54。この事業は、日系外資企業に対して食肉等の生鮮食材や熱加工食材を供給する日本の事業

者が、台湾・中国おいて工場を新増設し、食材加工を行うものであり、「ジャパン・クオリティの食

材供給拠点の整備を通じて、海外での食材の安定調達に課題を抱えている日系外食企業の海外進出と、

進出後の他店舗展開を支援」する。 
 

図表 122 水産加工工場の設立に係るスキーム 

 
出所：日本総研作成 
 

 公共向けソフトインフラ 
キエンザン省の水産業における最大の課題の一つである資源保護に関し、漁獲ルールの策定や取り

締まり体制の強化は急務である。また、漁獲物の品質を保ち、より付加価値の高い商品として販売し

ていくため、漁港運営力の向上や市場（競り）の設置も、行政が取り組むべき課題の一つである。こ

うした、広く関係者に裨益する大規模、かつ抜本的な取り組みに対しては、日本の公的なスキームを

活用した、日本の経験や知見、技術を活かした人材育成や技術供与などのソフト面での支援が考えら

                             
54 クールジャパン機構 2016 年 9 月 9 日付プレスリリース「台湾・中国における日系外食企業向け食材加工事業へ出

資」（https://www.cj-fund.co.jp/files/press_160909-1.pdf） 

既存製氷会社
漁業組合の法人

ｽﾗﾘｰｱｲｽ製氷機
製造企業

（日本企業）

氷

購入代金

製氷機販売

日本からの輸出の場合 現地法人を設立する場合

購入代金

漁船/連絡船

漁船/連絡船

漁船/連絡船

合弁会社

氷

購入代金

漁船/連絡船

漁船/連絡船

漁船/連絡船

ｽﾗﾘｰｱｲｽ製氷機
製造企業

（日本企業）

既存製氷会社
漁業組合の法人

出資

出資

水産加工会社
現地法人

（水産加工工場）

日本 ベトナム

出資

ファンド等

水産加工会社
現地法人

（水産加工工場）

日本 ベトナム

出資

現地企業

出資

ファンド等

独資の場合 合弁の場合

https://www.cj-fund.co.jp/files/press_160909-1.pdf
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れる。 
例えば、５－１－４で記載した、JICA が実施する ODA の一分野である「技術協力」の専門家派

遣や研修生受入れ制度などを活用し、現地の制度構築支援や現地水産業の中核となる人材育成支援を

行うことが考えられる。なお、2016 年 8 月より、日本からベトナム中央政府の水産総局には、専門

家が一名派遣されている。 
また、同じく JICA が実施する「草の根技術協力」制度も活用可能性があると考えられる。同制度

のうち「地域提案型」事業は「地方自治体が主体となり、その地域社会がもつ知識や経験を活かした

事業を実施することにより、開発途上地域の経済及び社会の発展に貢献すること」を目的として実施

されるものであり、本事業における目的とも合致する部分がある。なお、本調査において JICA にヒ

アリングを実施したところ、選考のポイントとして、「現地の抱える課題解決への貢献、将来への仮

説、提案にかかる熟度、地元（日本側）への裨益」を指摘されていた。 
本制度を活用した水産分野の類似事例として、釧路商工会議所が提案主体となり、中部ダナン市に

おいて実施した、「ベトナム水産物における衛生・品質管理向上のための人材育成と釧路産水産物の

PR 事業」がある 55。同事業は、「釧路地域の水産加工関連企業が有する高度な衛生・品質管理技術

やシステムを活用し、現場レベルにおける衛生・品質管理意識の向上を図ることで、同国の水産加工

流通業の振興と発展に寄与するとともに、釧路地域の水産加工関連企業の海外進出を促進すること」

を目的として実施され、現地の行政のほか、商工団体や水産関連団体、大学、地元金融機関等を巻き

込んで、現地関係者の招聘や現地セミナーを通じて人材育成などが行われた。 
本制度を活用して水産インフラ輸出に係る取り組みを進めることを想定する場合、例えば、水産イ

ンフラ輸出構想を主導する山口県が提案主体となり、水産インフラ輸出研究会メンバー等の県内企業

の協力を得ながら、キエンザン省政府（水産分野を管轄する農村開発局）やラックザー漁業組合の中

核人材を招聘し、山口県における水産インフラ等の視察を行う、或いは現地で関係者を集めたセミナ

ーを実施し、山口県の技術を紹介するなどの方法が考えられる。分野としては、本調査における現地

側から聴取したニーズや本制度の目的に鑑みると、漁獲分野がもっとも有望ではないか。品質と鮮度

を保つ適切な漁獲技術や保管技術は、現地で導入することができれば漁獲物の付加価値を高めること

に繋がり、結果として現地の経済発展に繋がるためである。 
 

 民間向けソフトインフラ 

 民間事業者に向けたソフトインフラ面での支援は、基本的に、日本の民間事業者が将来的に現地に

拠点を設置し事業展開することを想定した取り組みである。それぞれの事業の質が高まることが、一

連の水産バリューチェーンの構築に繋がるものであるため、こうした取り組みが同時に水産インフラ

輸出の取り組み全般においても必要な取り組みとなる。具体的なソフトインフラとしては、漁業技術

や、物流事業における効率的なオペレーション、水産加工技術の向上に向けた技術供与・人材育成な

どが考えられよう。 
 これらの取り組みにおいて、日本の民間企業が活用可能な公的スキームとしては、海外から人材を

招聘し日本で 2～5 年にわたって研修を行う「技能実習制度」や、AOTS による人材招聘・研修制度

がある。技能実習制度については、水産インフラ輸出研究会メンバー企業の中にも既に他国からの研

修生を受け入れている企業がある。技術習得に加え、日本での研修を通じて日本のビジネス慣習など

にも通じた人材を育成できれば、将来的に現地で事業展開を行う際に大きな効果を発揮するだろう。

また、AOTS による受入研修や専門家派遣事業の活用も民間事業者ベースの人材育成を行うために

は有効な制度である。 
 

 プロジェクト参加企業の技術力評価、提供可能な技術力の優位性の把握 

本節では、山口県の「水産インフラ輸出研究会」に参加するメンバー企業（以下、メンバー企業）

が、キエンザン省における水産業が抱える課題を適切に解決することが可能であるかにつき検討する。 
課題解決に求められる対応策案に関連した能力や商材・サービス等に関し、メンバー企業がそれら

                             
55 https://www.jica.go.jp/partner/kusanone/tokubetsu/vie_01.html 

https://www.jica.go.jp/partner/kusanone/tokubetsu/vie_01.html
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の「能力や商材・サービス等を有しているか」を確認することに加え、「技術的な優位性や豊富な実

績があるか」を検討することで、国内外に存在する類似の能力や商材・サービスを有する企業に比べ

て、より優れた課題解決の担い手でありうるかにつき評価する。 
 

図表 123 キエンザン省における水産業の抱える課題、それに対する対応策案（再掲） 

 
出所：調査結果を基に日本総研作成 
 
メンバー企業は、水産業のプロセスにおいて、おおよそ下記の領域で事業を展開している。 
 以降では、水産業のプロセスに従って、メンバー企業の評価を行う。 
  

漁獲
水揚げ

（陸揚げ～選別）
加工

流通
（消費市場等）

流通
（産地市場）

プロセス

【漁船】
 大型化・高度化
 保蔵設備の強化
 （漁船数の適正化）

【漁具】
• 近代的な漁業機材導入

【漁港】
 拡張や新規建設によ

る適切な規模・機能の
確保

 水揚げ機械、選別機
械等、高度な機材の
導入

【漁港周辺インフラ】
 防波堤の整備

【卸売市場】
 卸売市場の設置

【水産加工工場】
• 拡張や新設による適

切な数・規模の水産加
工工場の確保

• 高度な水産加工機械
の導入

水
産
イ
ン
フ
ラ

【物流】
• 海外/域外輸出用空港、

道路など

【法規制】
 持続可能な漁獲を実現す

る法規制整備

【組織体制】
 法規制遵守のための監

視・取締体制構築
 ルールの周知・徹底のた

めの漁業組合の機能強化

【情報】
 漁業資源情報の収集・整

理・分析

【漁港運営】
 ルール策定と組織体

制の構築
 運営効率化
 漁港の安全性向上

（事故数の低減）

【売買の仕組み】
 競り売り制度の導入

【衛生環境】
 国際的な衛生基準へ

の対応（HACCP等）

【商品製造】
 高付加価値商品加工

技術の導入
 商品種類の増加ソ

フ
ト

【販路】
 ブランディングの実施
 チャネルの拡大
 プロモーションの実施

ハ
ー
ド

【コールドチェーン】

【冷蔵冷凍物流】
 冷蔵・冷凍車の導入

【人材】
 豊富な知識と技術を

持った漁民の育成
 漁港運営を行うマネ

ジメント人材の育成
 目利きができる仲

買人の育成
 高度な水産加工技術

を持った人材の育成

【製氷機】
 スラリーアイスの導入
 既存工場の製氷能力拡大

【冷凍冷蔵保管】
 拡張や新規建設に

よる適切な規模・機
能の冷蔵冷凍倉庫
の確保

 高性能な冷凍冷蔵
機器の導入

【冷凍冷蔵保管】
 拡張や新規建設に

よる適切な規模・機
能の冷蔵冷凍倉庫
の確保

 高性能な冷凍冷蔵
機器の導入

【冷凍冷蔵保管】
 拡張や新規建設

による適切な規
模・機能の冷蔵冷
凍倉庫の確保

 高性能な冷凍冷
蔵機器の導入

 プロモーション人材の
育成
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図表 124 プロジェクト参加企業の水産業のプロセスにおける事業展開状況 

漁獲 水揚げ 流通 
(産地市場) 加工 流通 

(消費市場) 
関連する 

事業の概要 
     FRP 船製造 
     漁港の浚渫工事 
     ｽﾗﾘｰｱｲｽ製氷機 
     3D フリーザー 
     冷蔵倉庫、水産加工 
     水産加工 

出所：日本総研作成 
 

 漁獲に関連した課題解決の可能性についての評価 

 キエンザン省の抱える課題 

ベトナムの漁船では、漁獲物が断熱効果の低い木造魚艙で保蔵されていることにより、適切な氷蔵

がなされず、鮮度劣化が生じている。また、長期（例えば、25 日～30 日間程度）にわたり漁が行わ

れることにより氷が不足するケースや、漁業者側に鮮度保持のために十分な量の氷を用いようという

意識が乏しいケースが散見される。 
 

 課題解決の方向性 

この課題への対策としては、いくつかの方向性が考えられるが、その 1 つとして、魚艙の断熱性

を高め、氷を使用した際の冷蔵効果をより持続させながら、十分な大きさの魚艙を確保することが挙

げられる。そのためには、より近代的な技術を用いて漁船・魚艙を作ることが挙げられる。 
日本などにおいては、冷蔵効果を高めるために、FRP（強化繊維プラスチック）を素材に用いて

船体を作り、魚艙も断熱材を用いた上で FRP により覆う方法が用いられる。 
キエンザン省においても、近年の新造漁船については FRP が用いられるケースが確認される。例

えば、調査を行った現地造船所は、年間 20～40 隻程度の船体を新造しているが、そのほとんどにつ

いて FRP を用いているとのことであった。ただし、船主によっては FRP についての要求水準が高

く、魚艙の適切な断熱性の確保や、より丁寧な FRP 加工を行うために、外部専門家を活用するケー

スもあるとのことであった。それゆえ、一般的な船体については、FRP を用いてはいるものの、断

熱性の確保や仕上げの丁寧さといった観点からは、日本などに比べると十分な水準に達していないの

ではないかと推測される。日本では、1970 年代以降、漁船に FRP が本格的に採用されるようになり
56、FRP を用いた漁船（FRP 船）についてのノウハウが、関連する日本の事業者には豊富に蓄積さ

れている。 
日本の FRP 船に関する技術的な蓄積は、キエンザン省における漁獲に関連した課題解決の一助に

なるものと想定される。 
ただし、日本では、国内漁業が 1984 年をピーク 57に衰退に転じたこともあって、バブル経済崩壊

後は、多くの FRP 船メーカーが苦しい状況を迎え、現在までに市場から撤退した事業者も少なくな

い。 
 

 プロジェクト参加企業の技術力・優位性 

 検討の結果、本プロジェクトメンバー企業は、上記の課題解決に資する技術・優位性を有すること

が確認された。 
 
                             
56 明田・末永・松島・居駒，「ＦＲＰ漁船の寿命と耐用年数～漁船統計と漁船保険統計に基づく一考察～」，沿岸域

学会誌，Vol.22 No.2, pp.77-88，2009 年 9 月 
57 水産庁，『平成 28 年度 水産白書』 
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 その他関連情報 

 FRP 船をキエンザン省で活用していく際には、実際に FRP 船を用いた漁の仕方や、漁獲後の保蔵

等についてのノウハウについて、キエンザン省に提供していく必要があるものと考えられる。 
 山口県には、日本を代表する漁港の 1 つである下関漁港等が立地し、FRP 船を用いて漁を行う漁

業者が存在する。 
これらの漁業者とも連携しながら、キエンザン省に FRP 船の活用を働きかけていくことで、より

効果的に課題解決が図られるものと想定される。 
 

 漁獲～水揚げに関連した課題解決の可能性についての評価 

 キエンザン省の抱える課題 

ベトナムの漁港は、インフラ（岸壁の整備、漁船からの水揚げ・漁具等の積み込みに使用する設備

の強化、魚の選別を行う機能の強化、漁獲物の入札場、等）面について、日本に比べると十分に整っ

ているとはいえない水準にある。また、漁港の運営方法についても、現状は体系的に整理されておら

ず、日本等の漁業が盛んな国のノウハウを習得したいという意向をもっている。 
現状、キエンザン省の主要漁港である Tac Cau 漁港では、十分な漁港インフラの整備がなされて

おらず、漁船の増加により混雑が生じ、漁から戻った漁船が水揚げを行うまで、漁港で待機する状況

が発生するなど、漁港インフラに課題を抱えている。 
今後、近代的な漁船による漁獲をより本格的に推進するためにも、多くの漁船が同時に水揚げをす

ることが可能な漁港設備を十分に整えていくことが求められる。 
また、漁船の近代化・大型化が進めていくためにも、漁港の水深を適切に確保し、より大きな漁船

が水揚げ可能となるように漁港の整備を進めていく必要がある。 
 

 課題解決の方向性 

 より多くの漁船・より大型の漁船に対応するために、近代的、かつ大規模な漁港インフラの整備が

必要となる。漁港の水深を確保するための浚渫や、適切な岸壁を整えることなどが求められる。 
 日本は長年、世界の漁業・養殖業で大きな存在感を示してきた。世界の漁業・養殖業における日本

のシェアは、1980 年頃までは 15%程度を占めるており、世界有数の水産国であった。 
近年は、日本の生産量の減少傾向・中国などでの生産量の増加傾向により、以前に比べればシェア

は低下しているものの、長年世界の中でも活発に漁業・養殖業を行ってきた日本は、世界トップクラ

スの豊富な漁港インフラ整備経験を有しているものと考えられる。 
 日本の豊富な漁港インフラ整備経験は、漁獲～水揚げに関連したキエンザン省の課題解決の一助に

なるものと想定される。 
 

図表 125 漁業・養殖業生産量の推移（単位：万トン） 

漁獲 1960 年 1970 年 1980 年 1990 年 2000 年 2010 年 2015 年 
世界計 3,678 6,738 7,558 10,279 13,639 16,685 19,977 
日本 619 931 1,112  1,105 638 531 469 

日本のシェア 16.8％ 13.8％ 14.7％ 10.8％ 4.7％ 3.2％ 2.3％ 
出所：水産庁，『平成 28 年度 水産白書』 
 

 プロジェクト参加企業の技術力・優位性 

 検討の結果、本プロジェクトメンバー企業は、上記の課題解決に資する技術・優位性を有すること

が確認された。 
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 漁獲～水揚げ～流通（産地市場）に関連した課題解決の可能性についての評価 

 キエンザン省の抱える課題 

ベトナムの漁船・漁港は、十分な保蔵設備を有さず、氷の使用が徹底されないケースや、漁獲物が

屋外に長時間放置されるケースが存在し、鮮度や衛生維持のために必要な対策が十分に行われている

とはいえない状況にある。 
結果、仲卸等が食品加工場や小売店等に向けて輸送を開始するまでに、水揚げされた魚の鮮度が劣

化してしまう等の事態が生じている。 
それゆえ、漁船および漁港において、今まで以上の氷の適正使用を実践し、漁獲物の鮮度面や衛生

面の維持・向上を図ることが課題となっている。 
 

 課題解決の方向性 

 この課題への対策としては、いくつかの方向性が考えられるが、その 1 つとして、漁船や漁港に

おいて、より鮮度保持効果が高く、使い勝手の良い氷を活用可能な環境を整えることで、今まで以上

に氷の適正使用を促していくことが考えられる。 
近年、日本では、「スラリーアイス」の研究開発・活用が進んでいる。スラリーアイスとは、「微細

な氷（直径 0.1～0.2 ミリメートルの氷粒子）と液体の固液二相混合物」と定義される。スラリーア

イスの使用には、下記のようなメリットが存在する 58 59。 
①高効率冷却 
「流動性を持つ氷」であるため、効率的な冷却が可能である 

②温度維持機能 
融解潜熱のため、高い温度維持機能を有する 

③流動性とその制御 
水または水溶液（液体）の流動性を有するため、ポンプによる管内輸送が可能である 

④冷却対象物へのダメージフリーな接触 
スラリーアイスに含有される氷は直径が小さいため、荷重が冷却対象物の表面に均等にかかり、

表面の凹みや亀裂損傷が生じにくい 
（以上、「氷スラリーによる冷蔵・冷却のための手引書」より引用） 

 
写真：スラリーアイスと砕氷による保冷品の比較 

 
出所：日本冷凍空調学会「氷スラリーによる冷蔵・冷却のための手引書」より転載 
 
 上記のようなメリットから、日本では、漁船の魚艙や保冷箱などで用いられる氷として、スラリー

アイスに注目する動きが見受けられる。 
キエンザン省の水産業においても、スラリーアイスの普及は、更なる氷の適正使用につながり、鮮

度面や衛生面の課題解決に役立つものと期待される。 

                             
58 日本冷凍空調学会「氷スラリーによる冷蔵・冷却のための手引書」 
59 国立研究開発法人 科学技術振興機構，『産学官連携ジャーナル』，「塩分１％のスラリーアイス製造装置 中小

企業のスケジュール管理で開発が前進」，2008 年 6 月号 
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 プロジェクト参加企業の技術力・優位性 

 検討の結果、本プロジェクトメンバー企業は、上記の課題解決に資する技術・優位性を有すること

が確認された。 
 

 水揚げ～流通（産地市場）～加工に関連した課題解決の可能性についての評価 

 キエンザン省の抱える課題 

キエンザン省では、十分な保蔵施設が用意されていない。特に冷凍倉庫は十分に供給されていると

はいえず、また、冷凍設備は昔からの標準的な設備水準に留まっており、品質保持等において優れ、

高付加価値を実現可能であるような冷凍設備が整っているとはいえない。 
それゆえ、適切な漁獲物の保管・コールドチェーンの実現に向けた、冷凍設備・冷凍倉庫の充実が

キエンザン省の水産業における課題となっている。 
 

 課題解決の方向性 

 この課題への対策としては、いくつかの方向性が考えられる。 
1 つは、冷凍による品質の劣化が抑制可能であり、エネルギー効率などにも優れた冷凍設備を導入

することである。 
日本では、冷凍による品質劣化を避けるための技術開発や、更なる省エネを目指した技術開発が多

数行われていることから、日本企業がベトナムの冷凍設備の性能向上等に貢献することは可能である

と考えられる。 
もう 1 つは、冷凍倉庫等の保蔵施設を充実させることである。 
日本のコールドチェーンは、世界的に見ても高い水準で実現されており、十分な量の保蔵施設が確

保され、適切な施設運営・物流が実現されている。保蔵施設の適切な設置・運営に関し、経験豊富な

日本企業がベトナムの課題解決に貢献することは可能であると考えられる。 
 

 プロジェクト参加企業の技術力・優位性 

 検討の結果、本プロジェクトメンバー企業は、上記の課題解決に資する技術・優位性を有すること

が確認された。 
 

 流通（産地市場）～加工～流通（消費市場）に関連した課題解決の可能性につい

ての評価 

 キエンザン省の抱える課題 

キエンザン省では、地元で水揚げされた漁獲物を使った水産加工物生産が行われており、一部のす

り身加工品、フィレ加工品等は、日本や欧米といった先進国の市場に輸出している。 
しかし、キエンザン省の水揚量に鑑みると水産加工会社数や生産量は少なく、加工品の質も改善の

余地があると考えられる。また商品の種類や販売先を増やす、他国製品との差別化を図るといった取

り組みも、今後、キエンザン省における水産業の更なる発展を目指すためには必要となってくると考

えられる。 
 

 課題解決の方向性 

 この課題への対策として、まず、水産加工品の質の向上という観点からは、コールドチェーンの構

築を通じた、品質面・衛生面での対応の充実が挙げられる。 
水産加工物は漁獲物の鮮度・品質が最終的な商品の質に直結するため、原料となる漁獲物の温度管

理や取り扱いが適切になされず、鮮度が低下すると、最終商品の味が落ち、付加価値を高めることが
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難しくなる結果、水産加工品を高単価で輸出販売することが困難になる。水産加工会社がより質の高

い原料を確保するためには、漁獲から水揚げ、流通までの過程で適切な設備や漁獲物の取り扱いがな

されるよう、ハードとソフトの両面からの取り組みが必須である。 
また、水産加工では、加工度合が高まるほど、付加価値が高まる。例えば、魚を丸ごと冷凍して出

荷するよりも、頭や内臓を取り除き、骨を取り除いて切り身にすることができれば、単価は上昇する。

さらに、切り身を細かくカットし、刺身にしたり、炒めものの具材用にカットしたりすることができ

れば、更に単価は向上する。ただし、このように加工度合を高めると、加工の途中で細菌等が増殖す

るリスクも高まるため、より高度な衛生管理を実現することが必要となる。製品を海外に輸出してい

る一部水産加工工場では既に導入が進んでいるが、HACCP などの国際的に認められた食品衛生の管

理手法の導入を促進し、国際的な信用を獲得していくことが有効であると考えられる。 
それゆえ、キエンザン省の水産加工業者は、輸出先からの衛生に関する要求を十分に理解し、更に、

仕入先である仲卸や漁師等に対して、衛生に関する要求を行い、時には温度管理等についての指導を

行うことなどにも対応していくことが求められる。 
加えて、加工度合を高める際には、加工の均一性を一定水準で担保するといった品質管理を行うこ

とも重要である。消費者（キエンザン省で水産加工業を行う事業者にとっての販売先）からの要求を

正しく理解し、高度な品質管理を徹底していく必要がある。 
このほか、より付加価値の高い水産加工品の開発や新たな販売先（国・企業）の開拓、製品の付加

価値をアピールするブランディングなどの取り組みも重要である。例えばフーコック島のヌクマム

（魚醤）は EU より島の地域産品としての認証を受けており、付加価値の高い製品としての存在を確

立している。他の水産加工品についてもこうした取り組みを進め、他国製品との差別化を図っていく

ことは有効である。また輸出拡大を図るために、例えばハラール認証を取得し、ムスリム（イスラー

ム教徒）向けビジネスを手掛けることなども可能性として考えられる。 
このような課題解決の方向性に対し、日本の事業者は貢献可能であると考えられる。 

 日本は長年海外から水産物の輸入を行ってきた。2016 年の輸入量は 238 万トンに達し、輸入額は

1.6 兆円と EU、米国に次ぐ規模である 60。また日本の消費者は製品に対する要求水準が高く、それ

ゆえ、日本企業は消費者からの要求に応えるべく、決め細やか、かつレベルの高い品質の製品を製造

している。 
 質・量ともに世界トップクラスの消費者/供給者として海外の水産事業者や顧客と長年向き合って

きた日本の事業者は、世界的に通用する水準で品質・衛生面の要求を行い、また、その水準を達成で

きるように指導も行うことで、海外の取引先の水産業の品質・衛生面の強化に貢献してきた面がある。

また消費者のニーズに応える努力を重ね、水産加工品の発展を先導してきたのも日本企業である。 
 キエンザン省においても、日本の事業者が品質・衛生面等で国際的な水準の要求をしながら、また

消費者のニーズに合わせた商品開発や製造面の改善取り組みをベトナム企業と共に進めていくこと

で、品質管理の強化や新規市場開拓が図られていくものと期待される。 
 

 プロジェクト参加企業の技術力・優位性 

 検討の結果、本プロジェクトメンバー企業は、上記の課題解決に資する技術・優位性を有すること

が確認された。 
  

                             
60 水産庁，『平成 28 年度 水産白書』 
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 水産インフラ輸出実現に向けたロードマップと事業フレーム策定 

本章では、第 3 章で述べたキエンザン省の水産業の現状や課題、第 4 章で述べた需要面や政策面

から見た水産インフラの普及可能性、第 5 章で検討した水産インフラの導入意義やその効果、そし

て第 6 章で述べた水産インフラ導入における資金調達方法やプロジェクト参加企業の技術力評価を

ふまえ、キエンザン省に対し日本型水産インフラの輸出を行うことで実現される一連の水産バリュー

チェーンのイメージや、そこに到達するまでのロードマップを記載する。 
 

 水産インフラ輸出構想の実現イメージ 

 第 3 章までで述べたとおり、キエンザン省は豊富な水産資源を有しながらも、ハード・ソフトの

両面で水産インフラに課題があり、水産品のもつ価値を最大限に高めるには至っていない。漁獲物の

高付加価値化を通じた水産業の更なる振興やそれを通じた経済発展のためには、漁獲から流通までの

各プロセスにおける課題解決と、プロセス間で連携し全体をバリューチェーンにする取り組みが不可

欠である。 
 一方、水産インフラ輸出構想の主体となっている山口県には、水産関連企業が集積しており、これ

らの企業の技術や経験を、上で述べたキエンザン省における一連の水産バリューチェーンの構築に向

けた取り組みに活かすことができる可能性が高い。 
 豊富な水産資源や労働力を有するベトナムと、高い水産関連技術を有する山口県内企業を中心とし

た日本が協力することにより、キエンザン省において、質の高い水産インフラと高付加価値水産バリ

ューチェーンを構築することが将来的なビジョンとして考えられる。 
 

 水産インフラ輸出構想発展の可能性 

７－１で述べた高付加価値な水産バリューチェーンの構築により、国内市場への販売量の増加や海

外への水産加工品の輸出増加が見込まれる。また、将来的には、更なる発展形として、水産業を軸と

した観光など他産業への展開も考えられ、水産業が経済の軸として都市が発展する、水産都市への展

開可能性もある。 
例えば、山口県の下関市は日本でも有数の漁港である下関漁港を有するほか、県内ではふぐを提供

するレストランやふぐを使った水産加工品の開発などにも力を入れているほか、「下関さかな祭」を

開催するなど、水産業を軸としながら第二次産業、第三次産業にも展開を行っている。官民連携した

取り組みにより、現在では「ふぐと言えば下関」というブランドが日本全国でできあがっており、水

産業を軸として地域経済を発展させている好例と言えよう。こうした、水産業を軸にした他産業への

発展を通じ、将来的にはラックザー市が水産都市として発展する可能性も十分に考えられる。 
キエンザン省には、小規模ながら、水産業と他産業が連携しながら地域経済を支えている事例があ

る。それはフーコック市である。同市は、年間 145 万人の観光客が訪れるベトナムでも有数の観光

地であり、西欧人を中心に外国人にも「ベトナム最後の秘境」として人気が高い。2016 年には 8.9
兆ドン（約 445 億円（1VND=200 円換算））を観光業で稼ぎ出しており、2017 年には 30 万人の外

国人観光客を含む、年間 180 万人の観光客誘致と、それによって約 5 億ドルの収入を計画している 61。

フーコック市には、ラックザー市の Tac Cau 漁港に比べると小規模ながら二箇所の漁港が存在し、

地域産品のヌクマム原料のほか、近海で取れる新鮮な魚が水揚げされ、市内の外国人を含む観光客向

けレストランや市場で広く提供されている。また、海外からの観光客用に船釣りツアーを開催するな

ど、水産業に関連させた観光業にも力を入れている。こうした取り組みの結果、フーコック市は観光

目的地として高い評価を得ているのに加え、特に国内ではその魚介類は質と鮮度の高さで高い認知度

を誇っている。こうした事例を参考にしながら、キエンザン省における水産業を軸とした水産都市へ

の発展可能性についても検討することができよう。 
 
                             
61 ベトナム観光局ウェブサイト（http://vietnamtourism.gov.vn/english/index.php/printer/11340） 
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市場の様子 観光用の船 

  
水揚げされた新鮮なイカ フーコック島から購入した水産物を

持ち帰る観光客 

 
 

出所：日本総研撮影 
 

 水産インフラ輸出に向けたロードマップ 

キエンザン省に対する水産インフラ輸出と水産バリューチェーンの構築には、日越両国の多様なス

テークホルダーが関与する。また、この構想には大規模な漁港開発を含むため、最終的な水産バリュ

ーチェーンの完成までには 10 年単位の長い時間を要することが予想される。そのため、多数の関係

者が、最終的なゴールである完成形の水産インフラのイメージを共通認識としてもったうえで、漁獲

から流通までの各プロセスにおける課題を、全体の道筋に沿って、優先順位をつけて一つずつ解決し

ていくことが必要である。 
最終的な水産バリューチェーンの実現のため、各プロセスで時間軸に沿ってマイルストーンを置き、

進捗を確認しながら、取り組みを進めることが肝要である。一連の水産インフラのなかで全体の完成

までにもっとも長い時間を要するのは漁港であると推測されるため、漁港の完成までにかかる時間を

水産バリューチェーンの構築までにかかる最長時間とし、その中の時間をいくつかに区切って、マイ

ルストーンの設定と、実現のためのロードマップ策定を行った。 
現在（2018 年）を基準とし、最初の三年間は主に水産バリューチェーンの構築に向けた基礎作り

を行うことを想定している。具体的には、水産資源情報の把握や法規制・組織体制構築を行うと共に、

効果が出るまでに数年単位の長い時間を要することが予想される人材育成に取り組み、今後の水産分

野を担っていくような、中核的な人材を育成することを目指す。その後、五年後までを目処に、個別

インフラの導入を進め、コールドチェーンの完成を目指す。また、競り売りの制度を導入することに

より、高品質の水産物が高価で売買されるシステムを構築することを目指す。そして、10 年後を目

処に、大規模な漁港の完成や、水産加工品の輸出物流整備完了を目指す。また、この時点までには、

各プロセスで育った中核人材から、周囲の人材にも技術やノウハウの提供が行われ、地域全体として

水産バリューチェーンを支える人的な土台も形成される。 
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サマリー図表 4 水産バリューチェーン構築までのマイルストーン 

 
出所：日本総研作成 
 
 上に示したマイルストーンを踏まえ、日越両者が取り組むべき内容を、時間軸に沿って整理したの

が次頁に掲載しているロードマップである。2018 年を基準として、1 年後、2 年後、3 年後、～5 年

後、～10 年後という時間軸に沿い、水産バリューチェーンの各プロセスにおいて、ハード、ソフト

の両面で取り組むべき内容を、主語と共に示している。 
  

2018～2019年度 2020年度 ～5年後 ～10年後2021年度

 -  -  自動水揚げ機の導
入

 スラリーアイスの導
入（中核漁民）

 先進的な漁業機材
の導入（中核漁民）

 コールドチェーンの
完成水

産
イ
ン
フ
ラ

 漁港の完成

 輸出用物流（ラック
ザー空港整備）の
完成

ハ
ー
ド

 漁業資源情報の収集・整理・分析
 法整備、組織体制構築

 水産加工技術人材
の育成完了

 高等教育機関での
漁撈教育開始

 競り売り制度の導入  漁民の育成完了

ソ
フ
ト

高付加価値

水産ﾊﾞﾘｭｰﾁｪｰﾝ
の完成



131 

図表 126 水産インフラ輸出実現に向けたロードマップ 

 
出所：日本総研作成 

漁船

漁具

製氷機

法規制

組織体制

情報

人材

漁港インフラ

漁港周辺インフラ

漁港運営

人材

ハード 卸売市場

売買の仕組み

人材

流通/加工 ハード コールドチェーン

ハード 水産加工工場/設備

衛生環境

商品製造

人材

ハード 物流インフラ

ソフト 販路

注）

【省】キエンザン省

【県】山口県

【日】日本企業（分野）

「中核漁民｣とは、漁民のなかでも特に漁業規模が大きく、海外技術などにも興味関心の高い漁民で、将来的には周辺の漁民に対するインフルエンサー（自身の経験や知識を提供したり、アドバイスを行う人材）となる可能性の高い存在を指す。

ソフト

流通
（消費市場等）

ハード

ソフト

ハード

ソフト

ソフト

漁獲

水揚げ

流通
（産地市場）

加工

【漁獲】
・大手船主や一部製氷工場によりスラリーアイス製氷機を導
入している。
・一部漁民が技術・知識を備えた中核人材に育っている。
・越高等教育機関での漁撈に関する教育が開始されてい
る。

【水揚げ】
・漁港建設に向けFS調査が実施されている。
・既存漁港で自動水揚げ機などが導入されている。

【流通（産地市場）】
・競り売り制度の導入に向け、日本の技術協力の下、人材
育成が行われている。

【加工】
・日本の高度な水産加工技術・機器により先進国へも製品
輸出ができるレベルの水産加工工場が増加している。

【流通（消費市場等】
・接続道路整備が完了する。
・省の水産物が、越南部で高付加価値ブランドとして認知さ
れ始めている。
・海外への販路開拓の取り組みが進んでいる。

【漁獲】
・大手船主が近代的な漁業機材を導入している。
・スラリーアイスが広く普及している。
・現地中核人材が他漁民に対して漁獲技術を指導してい
る。

【水揚げ】
・新漁港の一部が完成している。
・防波堤が整備されている。

【流通（産地市場）】
・卸売市場建設が完了・運営開始されている。
・競り売り制度が導入されている。
・高性能な冷凍冷蔵倉庫や冷凍車が導入されている。

【流通（消費市場等】
・ラックザー空港経由の加工品輸出に向け、検討が開始さ
れている。
・省の水産物が、ブランドとして越全土で認知されている。

【漁獲】
・ほとんどの漁船が近代的な設備を備えている。
・漁民が適切な知識と技術を持ち、漁を行っている。

【水揚げ】
・漁港全体が完成している。
・漁獲損失量が10%程度に低下している。

【加工】
・水産加工生産量が10万トンに達し、外貨獲得の柱の一つ
になっている。

【流通（消費市場等】
・ラックザー空港経由で水産物輸出が行われている。
・海外でもキエンザン省の水産物が認知されている。

【漁獲】
・保蔵設備の強化とスラリーアイスの導入にかかるFS事業が実施されている。
・キエンザン省政府関係者や漁民に対する人材育成支援が開始されている。
・法規制整備と監視・取締体制の構築が行われている。
・越中央政府の協力の下、漁業資源情報の収集・整理が行われる。
・越高等教育機関における人材育成に向け、準備が開始されている。

【水揚げ】
・漁港建設に向け、調査に向けた日越での調整・準備が進
んでいる。

【流通（消費市場等】
・Tac Cau漁港への接続道路整備に向けた準備が開始され
ている。

【水揚げ】
・漁港建設に向け、基礎調査が実施されている。
・漁港運営改善に向けた人材教育が開始されている。
・法整備・組織体制構築の取り組みが開始されている。

【加工】
・衛生管理や水産加工技術の研修が開始されている。

【流通（消費市場等】
・接続道路整備工事が開始されている。
・近隣大都市でｽﾗﾘｰｱｲｽを用いた水産物の試験的販売が
実施される。

2018～2019年度 2020年度 ～5年後 ～10年後2021年度

【日ｽﾗﾘｰｱｲｽ製氷機会社/日FRP造船会社】

保蔵設備強化とｽﾗﾘｰｱｲｽ製氷機導入に向けたFS調査

【県（県内企業の協力）】現地政府への法規制整備・組織体制構築に向けた技術支援/漁民に対する漁獲技術の技術支援

【県・JICA専門家】法整備、組織体制構築に向けた技術協力

【現地船主/既存製氷工場】スラリーアイス製氷機を購入、漁船/連絡船に対しスラリーアイスを販売

【省】Tac Cau漁港への接続道路の改修に向けた設計 【省】接続道路整備工事

【日ｽﾗﾘｰｱｲｽ製氷機会社/日FRP造船会社/省】

ｽﾗﾘｰｱｲｽ製氷機FSによる漁獲物の試験販売

【省/県】国内での販路開拓に向けた取り組み（セミナー開催、リゾート地でのプロモーションなど）

【省/県】海外への販路開拓に向けた取り組み（国際食品展示会などへの出展）

【省】ラックザー空港経由での水産物輸出検討・インフラ整備 【省】ラックザー空港経由での水産物輸出

【県/日水産加工会社】衛生管理や加工技術に関する技術協力（現地人材招聘/現地での研修）

【県/省・漁業組合】競り売り制度の導入に向けた人材育成

【省・漁業組合】競り売り制度の導入

【省】卸売市場建設

ｺｰﾙﾄﾞﾁｪｰﾝの

本格的導入
【日物流企業等/省・漁業組合】

コールドチェーン導入に向けたFS調査

【県/省】公的スキームを活用した漁港建設に向けた調査の準備 【県/省】公的スキームを活用した漁港建設に向けた基礎調査 【県/省】公的スキームを活用した漁港建設に向けたFS調査

【県/省】漁港運営改善に向けた人材育成

【省】防波堤の建設

【県/省】公的スキームを活用した漁港建設

マイルストーン

水産インフラ

【現地水産加工工場】日本の先進的な加工機器を導入

【県/省】漁港運営改善に向けたルール策定、組織体制構築

【中核的な漁民】近代的な漁船・漁具の導入 【その他の漁民】近代的な漁船・漁具の導入

【省/中央政府】漁業資源情報の収集・整理

【省/中央政府】現地短期大学での漁撈に関する教育開始

【省】資源保護に向けた監視・取締組織を構築

日本側対応事項 ベトナム側対応事項 両者による対応事項

【日ｽﾗﾘｰｱｲｽ製氷機会社/日
FRP造船会社】FS調査準備

【日物流企業等/省・漁業組合】

FS調査に向けた基礎情報収集
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