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グローバル・ビジネスクリエーターの育成 

ベトナムプロジェクトの提案事例へ 

                                  亀川 雅人 

 

 立教大学ビジネスクリエーター創出センター（以下：創出センター）は、文部科学省の

私立大学戦略的基盤形成支援事業「ビジネスクリエーターが創るインテリジェント・デザ

イン型企業・組織と人材育成手法の実践的研究（2009年～2013年）」を行っている。本研

究プロジェクトの意義は、日本の経済と社会に相応しい持続可能な成長の原動力を、事業

を構想するビジネスクリエーター（個人の能力）に求め、国際社会での役割を果たし得る

戦略性を持った企業・組織のあり方を「インテリジェント・デザイン型企業・組織」（ビ

ジネスクリエーターをネットワークし、知識と感性、すなわちインテリジェンスという無

形の資源・資本によってデザインされる企業・組織）として構想・提案することにある。

本研究プロジェクトの目的は、「組織の能力」と「個の能力」の双方を対象とし、社会制

度・組織設計のあり方を構想することと同時に、ビジネスクリエーター創出のための教育・

研修プログラムの設計を行い、その双方を統合する理論と方法論とを確立することにある。 

 本プロジェクトが進行するプロセスで、2013年に向けてベトナム政府観光局日本支局開

設計画が浮上した。2013年は日越外交関係樹立40周年の記念すべき年である。両国の文化・

観光面での交流を促進すべくベトナム文化・スポーツ・観光省と協力し、12年4月8日にベ

トナム政府観光局日本支局設立に関するMOUの調印が行われた1。国交樹立40周年の記念すべ

き年に、両国の人的交流をさらに深め、国境を越えた豊かな人間関係を構築する目的で日

本支局の開設計画が策定されたのである。 

ベトナムという新たな研究機会は、創出センターの当初の計画にはなかったが、国際社

会における戦略性を持った企業・組織のあり方を検証し、国境を越えるビジネスプランの

策定を介したグローバル人材の育成手法の研究に着手することは本プロジェクトの趣旨に

合致している。国の相違は、市場の価値形成や企業の統治機構を異にする。取引に関わる

法律や慣習が異なるだけでなく、企業組織内の意思決定機構や雇用関係が相違する。日本

人には常識的になった正当な取引が無視され、違法な取引が慣習的に行われる。従業員と

の長期雇用契約が難しく、知識や経験などの無形資産の構築が容易ではない。道路や鉄道

などの公共交通機関や市場で開示される情報も不正確であり、取引コストは非常に高い状

況にある。 

                                                   
1 調印は、実行委員長の代理として、青柳 陽一郎（あおやぎ よういちろう）衆議院議員

によって行われた。青柳氏は、ベトナムフェスティバル実行委員会事務局長であり、ベト

ナム政府観光局日本支局設立準備委員会アドバイザーという立場にある。2006年 ベトナム

建国史上最大級のイベント Japan Festival in Vietnam を事務局長としてベトナムで開

催、ベトナム政府より高い評価を受ける。2008年日越外交関係樹立 35周年記念のベトナム

フェスティバルを日越両国政府のナショナルプロジェクトとして東京で開催し、以降日越

の文化交流に貢献している人物である。 
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こうした新興国特有の環境条件は、日本の規制社会とは逆に無政府的であり、規制緩和

とは異なるビジネス創出の障害になっている。成長と混沌を併せもつベトナムは、国境を

越えたビジネスクリエーター育成プログラムとして最適の条件を備えているため、創出セ

ンターとして本格的に取り組む魅力的な環境とみなされた。 

2012 年 4 月 24 日に「ベトナム政府観光局日本支局設立準備委員会」2（立教大学太刀川

記念館）の発足に先立ち、「立教ベトナムプロジェクト」を立ち上げ、創出センターを中

心に立教大学大学院ビジネスデザイン研究科修了生および在籍院生による研究と報告会が

行われた。ベトナムという国を科学的に研究し、観光事業のあり方をインテリジェント・

デザイン型組織の視点で調査・研究対象とすることになった。創出センターは、このプロ

ジェクトをビジネスクリエーター研究学会における事業の一部として位置づけ、個の能力

の開発と組織設計のあり方をグローバル・ビジネスのフレームワークで考察し、国境を越

えたビジネスクリエーター養成プログラムとして、第 9回大会で中間報告している。 

観光は、旅行などに限定されるものではない。人と人との交流が豊かな文化を創造する

には、短期間の滞在では不十分であり、深い相互理解に導く生産と消費活動が必須となる。

生産と消費の活動は、これに携わる人々の歴史や文化、技術や知識が凝縮されている。観

光は、各国・各地の生産と消費の情報を人的な交流を通じて交換する役割を担い、各国が

分業と協業の相互依存体系にあることを意識させることである。したがって、観光がその

価値を高めるためには、各地の歴史や文化に光をあて、地域の長所とコアコンピタンスと

なる産業を相互に発見する活動にならねばない。国際分業が重要視される現代においては、

各国の人々が他の国を観光することで、自らの国を知り、世界における役割を確認するこ

とで経済産業政策や社会・文化の発展が期待できるのである。 

ベトナムは、今後も高い経済成長と発展が期待される国であり、国策として『観光立国』

が重要になる。翻って、わが日本でも観光立国推進基本法が制定(2006年)され、08年には

観光庁が発足した。両国の観光への取り組みが、日越の人の交流と情報交換、そして経済

活動等を介した文化創造の活動に貢献することを期待する。しかしながら、ここでキーと

なるのはグローバルな観光を支える個人の能力の育成と、これを生かすための組織の設計

である。 

  観光支局は、日越相互の正しい情報を収集し、これを発信するプラットフォームとし

ての組織となり、同時に、両国間の文化創造活動に貢献する個々人の能力を発揮できるよ

うな仕組みを工夫しなければならない。設立準備委員会の立ち上げまでは、「ベトナムフェ

スティバル」が中心となって観光促進活動を担ってきた。同フェスティバルは、日越外交

関係樹立 35 周年を記念し日越両国のナショナルプロジェクトとして 2008 年 9 月に開催さ

                                                   
2 本会の委員長には、亀川雅人（立教大学教授）が就任。事務局長は、秋山岳久（あきやま 

たけひさ）氏が務める。秋山氏は、ベトナムフェスティバル実行委員会副事務局長でもあ

る。 
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れ、昨年まで継続している日越交流イベントしては最大規模のものである。その内容は、

日越文化交流の祭典として、「食」・「文化」・「音楽」などのエンターテイメントフェスティ

バルである。 

本年は 40周年を迎え、観光支局の立ち上げと同時により大規模なイベントが計画されて

いた。しかしながら、ベトナム政府組織内の再編成により、観光を管轄する部署が変更に

なり、2013 年 1 月に執行される予定であった予算を含めて、正式な観光局日本支局の設置

に至っていない。そのため、フェスティバルの規模は、これまでの枠を超えるものではな

いが、立教プロジェクトのメンバーの参画と観光局をプラットフォームとする新規事業の

立ち上げにより、ベトナムのビジネスや医療、食に関する研究や講演などを含めた質的な

発展が期待される。 

 さて、本報告冊子は、立教ベトナムプロジェクトの内容紹介である。昨年のプロジェク

ト発足から秋にはスタディーツアーを開催する等、精力的にビジネスプランを検討・策定

してきた。この報告書を一つのステップとして、そのアイデアやプランを生かし、実際の

プロジェクトとしての実現可能性とその実現を推進するための産学官との連携を模索しつ

つ、「インテリジェント・デザイン型企業・組織」を提案していくことになる。 

しかし、このプロジェクト案は、時々刻々と修正され、変化・進化している。それゆえ、

確定版として報告するものではない。実現に向けて調整を繰り返しながら、資金や規制等

の難問を乗り越えねばならない。この段階で、立教ベトナムプロジェクトは、本プロジェ

クトに関心を持ち、様々な形で協力及び参加するメンバーを加えることになる。また、紹

介する 3 つのプロジェクト以外にも、既存ビジネス等の直接投資の対象として研究を進め

ているメンバーもおり、現地の人との交渉も始まっている。それゆえ、「立教」ベトナムプ

ロジェクトは、より広いネットワークをもつインテリジェント・デザイン型のベトナムプ

ロジェクトになる。 
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医療・介護グループ 提案書 

 
立教大学大学院ビジネスデザイン研究科 

「ベトナムプロジェクト」医療・介護グループ 

 

石渡 荘介 （RBS 9期） 

廣瀬 園子 (RBS 9期) 
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1.提案プログラム 

「日越友好 40 周年記念プロジェクト 

  ～慢性腎臓病の治療と技術支援並びに看護教育支援プログラム～」 

①慢性腎臓病の治療・技術支援 

   内容）日本の医療者・医療機器企業による技術支援 

   研修場所）バクマイ病院等 国立拠点病院  

②看護教育支援プログラム 

  内容と対象者）看護師および看護学生－衛生管理・栄養管理に関する教育支援 

    研修場所）国立バクマイ看護学校 

 

立教ベトナムプロジェクト医療・介護グループは、「日越友好 40 周年記念プログラム」

として、関係各位の支援のもと慢性腎臓病の治療と技術支援並びに看護教育支援プログラ

ムを 2013 年秋に実施することを目指し、現在準備を進めている。 

このプログラムは、ベトナムの医療支援に長年携わってこられた医師の方々と腎臓病の専

門医、看護教育の専門家の方々のご協力のもと、ベトナムにおける慢性腎臓病の予防・早

期発見・治療・予後における課題の確認、衛生管理と栄養管理も含めた看護教育の支援を

行うことで、慢性腎臓病の患者の治療に貢献し、日越の医療者の交流を中長期的に促進し

ていくことを目的としている。 

 このレポートでは、本プログラム提案に至るまでの調査内容と、2013 年秋のプログラム

実施に向け、2013 年 2 月現在における準備状況について報告し、今後の各関連機関・組織

との連携の可能性も検討していく。 

 近年ベトナムにおいては、他のアジアの新興国同様、生活習慣病の患者が増加傾向にあ

る。慢性腎臓病はその初期の段階においては自覚症状も少なく、定期的な健診受診の仕組

みがまだ整っていない地域においては、重篤な状態になって初めて医師の診察を受ける患

者も多く見受けられる。人工透析などの治療設備は都市の拠点病院に限定される場合が多

く、地方の患者の中には親戚縁者から資金援助を受け、何日もかけて中央の病院を訪れる

人々も多い。 

ベトナムの医療組織の概要は図 1 の通りである。主要都市の国立病院が中央の拠点病院

となり、中央の拠点病院から地方の病院、コミューンレベルのクリニックへ、治療方法や

技術に関する医療情報が伝達される仕組みがある。こうした中央の拠点医療施設において

今回の医療支援プログラムを実施することで、治療方法や医療技術が中長期的にベトナム

国内に拡散していくことも目指している。 
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図 1 

 

2.提案理由 

2-1 慢性腎臓病（CKD）・腎不全とは 

 慢性腎臓病の治療に対する医療支援を検討した経緯は、ベトナムにおける医療の課題を

検討する中で、他の新興国や途上国同様、インフラの課題、施設や医療者の不足などの理

由で、人工透析治療を受けられる患者が限られている現状があること、慢性腎臓病の治療

における日本の医療水準は高く、患者を早期に発見し治療する為の医療者交流と情報交換

を行っていくことで、患者の生活の質の向上に中長期的に貢献できると想定した為である。 

慢性腎臓病（CKD）とは 3 ヶ月以上持続する尿異常（蛋白尿・血尿）腎形態異常または、

腎機能が約 60％未満にまで低下した状態をいう。腎機能が正常の 60％未満まで低下すると

図 2 のような症状が出始め、正常の 15％以下の腎機能となり、人工透析や腎臓移植が必要

となった状態を末期不全という。（腎機能の目安については図 3 参照） 

図 2 

腎臓の機能 腎不全の時に起こる異常の例 

水の排泄 浮腫（むくみ）、高血圧、肺水腫（胸に水が溜まる） 

酸・電解質の排泄 アシドーシス（体に酸が溜まる）、高カリウム血症、高リン血症 

老廃物の排泄 尿毒症（気分不快・食欲低下・嘔吐・意識障害） 

造血ホルモン産生 貧血 

ビタミン D 活性化 低カリウム血症、骨の量・質の低下 

出典：日本腎臓学会・日本透析医学会・日本移植学会・日本臨床腎移植学会「腎不全 治療選択とその実際 2012」 
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図 3 

腎機能（目安） 症状 検査所見 必要な処置 

90%以上 

60％～90％ 

ほとんど無し 尿蛋白・血尿・高血圧 定期的検査 

一度は腎臓専門医受診 

30％～60％ むくみ 上記+クレアチニン上昇 腎専門医によるフォロー 

腎不全進行抑制の治療 

15％～30％ 上記+易疲労感 上記+貧血・カルシウム低

下 

透析・移植の準備 

腎不全合併症の治療 

15％未満 

（末期腎不全） 

上記+吐き気・食欲低

下・息切れ 

上記+カリウム／リン上

昇・アシドーシス・心不全 

透析・移植の準備 

10％以下の腎機能では 

透析開始・移植施行 

出典：日本腎臓学会・日本透析医学会・日本移植学会・日本臨床腎移植学会「腎不全 治療選択とその実際 2012」 

 人工透析とは、慢性腎不全などで腎臓の機能が失われてしまった患者に行う治療法であ

る。末期の慢性腎不全になると腎臓で尿をつくることが出来なくなり、尿毒素が体に溜ま

る。その状態を放置すると死に至ってしまう。そこで患者の血液と透析液を人工腎臓とい

う特殊なフィルターに通し、血液中の尿毒素を濾過する処置を行う。 

 透析治療は通常 1 回あたり 3 時間半を週 3 回実施し、水分、カリウム、タンパク質など

の細かな摂取制限も設けられている。透析中は患者の体力の消耗も大きく、一度、透析治

療を開始するとその治療は 10 年、20 年と長期に渡る。 

2-2 慢性腎臓病の早期発見と治療の重要性 

慢性腎不全（CKD）は、不可逆性（元の正常な状態に回復しない）のものだが、適切な

治療によって、透析や移植が必要となるような末期腎不全にいたる時期を遅らせることが

可能な場合もある。具体的には、原疾患（腎不全の原因の病気）の治療（例：糖尿病の治

療や腎炎に対する治療）が挙げられる。また、高血圧・高コレステロール血症・肥満など

の生活習慣病の薬剤や生活指導による是正、食事療法（低塩分・低蛋白）なども大切にな

る。 

3.透析治療の現況 

3-1 日本の透析治療の現状 

生活習慣病の増加などに伴い、日本における透析患者数は増加を続け、現在 30 万人を超

えており 10 年以上の長期透析患者数も年々増加傾向にある。（図 4、図 5 参照） 

日本で人工透析を新たに始める人は毎年約 3 万人、そのうちの約 45％を糖尿病患者が占

めている。糖尿病が進行すると、失明（糖尿病網膜症）・透析・壊疽による足の切断などの

合併症の危険も高まることから、早期発見、早期治療を行うことが極めて重要である。 
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図 4 

 

図 5 

 

 

3-2 ベトナムの透析治療の現状（現地調査報告） 

後述のベトナム現地医療者へのインタビューにもある通り、ベトナムでは市場経済導入

後、生活習慣病の患者数は増加傾向にあり、2010 年の WHO のデータによると糖尿病の患

者数は約 164 万人（図 8 参照）いると推計されている。ハノイの国立病院の医師によると、
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透析を受けている患者はベトナム全土で約 2 万人、約 7 万人～8 万人が透析治療を必要とす

る腎不全患者と推定されている。 

3-2-1 現地医療機関訪問 

ベトナムプロジェクト 医療・介護グループは、以下の日程でベトナム現地スタディツ

アーを実施した。 

－立教ベトナムプロジェクト・スタディツアー（2012 年 10 月 31 日～11 月 6 日）－ 

 

 ホーチミン市のチョーライ病院は、1975 年 1 月、日本の ODA の支援により設立された

病院である。チョーライ病院では「JICA 技術協力プロジェクト・ベトナム南部地域、医療

リハビリテーション強化プロジェクト（実施期間：2010 年 5 月～2013 年 5 月 9 日）」で、

JICA のチーフ・アドバイザーとして派遣されている理学療法士の山本出氏と面談を行った。 

 

（国立チョーライ病院でのインタビュー） 

 

立教ベトナムプロジェクトのメンバーが訪問した時にも、診察を待つ患者が待合室だけ

はなく廊下や中庭など至るところに寝ている様子が見受けられたが、山本氏によると、ホ

ーチミン市の国立チョーライ病院には地方から来る患者も多く、ベッド数は 2012 年時点で

1,700 床あるのに対し、現在 2,500 人が入院しているとのこと。ドイモイ政策による市場経

済を導入した 1986 年を境に疾病構造に変化がみられるようになり、それまで全死亡者数の

50％強を占めていた感染症疾患が 2005 年には 20％を下回り、生活習慣の変化が原因と考

えられる循環器系の疾患、糖尿病、悪性新生物などの非感染症疾患による死亡者数が 62％

を占めるようになった。また交通事故による死亡者数、脳疾患や頭部外傷に起因する身体

日程 日付 地名 行程午前 行程午後
1 10月31日 成田／HCM 成田空港出発 HCM空港着
2 11月1日 HCM JERO（HCM)表敬訪問 ドンズー日本語学校表敬訪問
3 11月2日 HCM 外来診療所、国立子供病院、日航ホテル国立チョウライ病院、フランス・ベトナム病院
4 11月3日 HCM／ハノイ HCM空港→ハノイ空港 JICA（観光担当者）
5 11月4日 ハノイ ホーチミン廟、美術館、市場見学 透析患者村
6 11月5日 ハノイ 国立バクマイ病院看護学校、透析病棟 国立内分泌系専門病院、タンロン工科大学
7 11月6日 ハノイ／成田 ハノイ空港→成田空港
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障がい者も増加しているとのことであった。 

図 7 は 2008 年時点でのベトナムの拠点病院の状況である。（各種資料より）各拠点病院

の満床率は軒並み 170％を超えている。午前中に患者が退院したベッドに、午後新たな患者

が入院するケースや、ひとつのベッドに二人の患者が寝ているケースもあるとのことで、

今後も医療施設の増加とともに、患者を減らす為の仕組みづくりや健康管理の情報提供も

必要であると考えられる。 

図 7 

 

図 8 
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ハノイでは、バクマイ病院の元副院長で現在、国立バクマイ病院看護学校（BACH MAI 

MEDICAL SCHOOL）の校長を務めるハン先生（TRAN THUY HANH Ass. Prof. PhD）

はじめ、医師・看護師にインタビュー調査を行った。 

国立バクマイ病院も日本の ODA の援助により医療施設を建設した経緯があり、日本と

の関係が深い。ハン先生からは、過去にも日本からの医療者の協力で、疾病治療や衛生管

理などの研修を行ったことがあり、今後も看護や介護などの分野でも医療の質を高めてい

く為に、日本の医療者から看護師、看護学生向けに、衛生管理の重要性について学ぶ機会

があれば、との要望を受けた。 

 

 

（国立バクマイ病院） 

 

（国立バクマイ病院 看護学校） 

バクマイ病院では他にも、透析センターの視察と、透析科（Hemodialysis Department）

の医師で副科長（Deputy Head of Hemodialysis Department）のズン先生（NGUYEN HUU 

DUNG MD.）と看護師に対して、透析治療に関する聞き取り調査を行った。 

ズン先生によると、透析患者数は年々増加傾向にあり、ベトナム全体で透析導入患者数

は 2 万人、実際には 7～8 万人の患者が透析や腎臓移植を必要とする患者と推定されるとの

ことであった。透析を受けられる病院は国内でも都市部を中心とした病院に限定されてい
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る為、地方在住の患者は地元では透析治療を受けることができない場合も多いこと、バク

マイ病院では現在、透析機器が 64 機あるが 7 機が修理中、医療者は 2 交代制で 1 日 500

人の患者を受け入れ、24 時間透析センターを稼働させているが、患者数に対して設備や医

療者が不足している現状の説明があった。 

病院にとっては、機器のコストも負担が大きいため、日本では 10,000 時間までを目安に

使用している透析機器を、ベトナムでは 60,000 時間まで利用しているとのことであった。

日本では 1 回ごとに廃棄する透析用のフィルターも、6 回まで利用するか、透析の効果が

80％以下になった時点で廃棄する方法をとっている。日本とベトナムの医療者によると、

ディスポーザブルのフィルターを使用しているのは世界的にみても日本くらいとのことで

あるが、複数回利用には肝炎などの感染症リスクも高まる為、フィルターをより安価に提

供できる仕組みづくりや製品開発の検討も必要であると考えられる。 

今回の医療支援プログラムにおいても、慢性腎臓病の治療に対する支援とともに、日本

の透析機器の寄贈やリユース、技術開発の提案も検討している。 

 

（国立バクマイ病院の透析センター 廊下で修理を待つ透析機器） 

3-2-2 透析患者の集落訪問 

 医療・介護グループのメンバーは現地在住の協力者の案内で、透析患者が集団で生活を

している集落を訪問した。この集落には 119 名（女 69 名、男 50 名）の患者がいて、バク

マイ病院をはじめ透析センターを持つ 4 箇所の病院に通っている。住む地域では施設がな

いことから週 3 回の透析治療を受けられないので、病院の近くで集団生活をしながら通院

をしているのである。ここでの生活は、2/3 の患者が自活し、1/3 は経済的貧困層向けの健

康保険や寄付、親戚縁者からの経済的援助を受けながら行われているとのことであった。  

外資系企業も多く進出し、高級外車も走り抜ける首都ハノイの街に、こうした患者が集

団で暮らす村がある事に大変驚くとともに、重度の腎不全患者の中に、これからの国を背

負う 20 代や 30 代の若い患者が多く見受けられたことに強い衝撃を受けた。このことが、

我々が慢性腎臓病の予防から予後に至るまでの包括的な支援の必要性を検討する大きなき

っかけとなった。 
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4．プログラム開催に向けた今後の予定について 

4-1 今後の予定 

 今秋の「日越友好 40 周年記念プロジェクト～慢性腎臓病の治療・技術支援並びに看護教

育支援プログラム～」は、2 日ないしは 3 日間の日程で、ハノイの国立病院をはじめ医療機



 

16 

関での医療者交流を行うべく準備を進めている。ベトナムプロジェクトのメンバーは、こ

れまで 4 回の勉強会と現地スタディツアーを通して課題を絞り込み、2012 年 12 月のビジネ

スクリエーター研究学会においてプロジェクトの提案発表を行った。 

その後、多くの方々の支援と協力の下、今回の医療支援プログラムの中心的な役割を担

っていただく医療者の方々に巡り合い、現在、具体的なプログラムの実施内容と派遣する

医療スタッフについて、ベトナム側とも連絡を取りながら協議を続けている。 

 

 

4-2 予算と財源について 

 現在、医療支援プログラムの日本側の参加者としては、医師、看護師、臨床工学技士等

の医療支援スタッフ、医療機器等の企業、通訳、大学関係者、ベトナムプロジェクトの医

療・介護グループメンバーを予定している。運営経費の項目としては、日本からベトナム

への渡航費（航空券）、宿泊費（2 泊～3 泊目安）に加え、現地での交通費（マイクロバス

等）、通訳への謝礼、配布物印刷費、プログラム実施に向けた事前打ち合わせの為の渡航費、

滞在費を想定している。渡航費などの必要経費に関しては、現時点では参加者の所属組織

から捻出し、運営経費は按分して負担いただくことを検討しているが、このプログラムが

日越友好 40 周年を記念する医療者交流と、慢性腎臓病に苦しむ患者の治療に貢献するプロ

グラムであることや、今回 1 回限りのイベントとしての位置づけではなく、両国において

中長期的に情報共有と医療者の国際交流を図っていきたいという考えもあることから、今

後は公的機関や学術組織からの寄付や助成を受けられるかどうか検討を進め、協力を呼び

かけていきたい。 
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5. おわりに 

2012 年の 4 月、立教大学大学院ビジネスデザイン研究科の亀川雅人教授の呼びかけで始

まったこのベトナムプロジェクトは、修了生、院生にとっても当初ゼロからのスタートで

あった。日本とベトナムの人々を結ぶ新たな国際交流の可能性を探り、10 ヶ月をかけて今

回の提案に至るまでに、我々医療・介護グループのメンバーは、多くの関係者の方々にご

協力をいただいた。スタディツアーに同行して下さった廣江教授、亀川教授、青淵准教授、

山中准教授、このプロジェクトの実現を願い、支援を続けて下さった JICA のスタッフ、シ

ニアボランティアのメンバー、財団法人アジア学生文化協会の小木曽理事長と布施理事、

共に東京大学に留学経験のある日本語学校校長の Hoe 先生とベトナム初の私立大学の創設

者メンバーである Mui 先生、通訳を引き受けてくれたベトナム人の先生方、両国の医療者

の方々、お話を聞かせて下さった患者さん達に、心から感謝を申しあげたい。 

今回の医療支援プログラムは、各分野の専門家の叡智を結集し、慢性腎臓病の患者の治

療に貢献する為、日越両国の医療者の交流と共働を目指すものである。異なる組織に所属

する人々が、同じミッションに向かって想いや行動を重ね合わせていくことはたやすいこ

とではないが、日越友好 40 周年記念の本プログラムを契機として、日本とベトナムの医療

者の交流が一層活発になり、両国の人々の健康と幸福に繋がっていくことを望み、今後も

関係各位との協議を続けていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 年日越友好 40 周年記念プロジェクト 

～慢性腎臓病の治療と技術支援並びに看護教育支援プログラム～ 

 

立教ベトナムプロジェクト－医療・介護グループ 

石渡荘介（RBS9 期） 
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食文化グループ 提案書 

 
立教大学大学院ビジネスデザイン研究科 
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右田 圭司 （RBS 後期課程） 
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秋山 友志 （RBS 5期） 

杉山 徹  （RBS 8期） 

大津 稚子 （RBS 9期） 

新里 年伸 （RBS 9期） 

  



 

 

 

20 

はじめに 

 この度のベトナムプロジェクトは、ベトナム政府環境局日本支局開局準備委員会設置に際し、準備

委員会が掲げた、「“Visit Vietnam”100万人キャンペーン」にむけて、より効果的なアプローチを提

案するための調査およびアイデアの創出を目的として行った。 

 ベトナム政府観光局日本支局（開局準備委員会）は、ベトナム航空の機内誌に、“日本人観光客を呼

び込むための３つの事業”として、「①広告プロモーション／ウェブサイト、Face Book、広告ポスタ

ー、番組制作などによるベトナムのイメージアップ②治安面、衛生面、ホスピタリティの向上をはか

り、受け入れ体制の強化をする③イベントの開催、文化スポーツ観光省、大使館との連携により、露

出を高める」といった内容を掲載している。受入側のベトナムの体制強化と日本におけるプロモーシ

ョン活動で露出を増やし、認知度を高めることが狙いである。 

 当プロジェクトは上記の事業をうけて、テーマを「日本人観光客の誘致とリピーターの確保、およ

び日本とベトナムの交流の促進」とし、ベトナム側の現状把握と、日本でのプロモーションにおける

問題点の把握をした上で、それらを解決し、「“Visit Vietnam”100万人」達成に寄与する新しいビジ

ネスアイデアの提案を試みる。 

 

1.現状認識 

1-1.日本人海外旅行者数の推移とベトナム観光の位置づけ 

 法務省出入国統計（グラフ１）並びに観光庁『観光白書２０１２年版』の資料（表1・2）より、2009

年の日本人の海外旅行者数は全体で15,446千人、その内ベトナムを目的地とした人は359,231人（全

体の2.3％）であった。翌年の2010年には、旅行者全体数は16,637千人で、ベトナムを目的地とし

た人は442,089 人（全体の2.9％）へと変化している。1年間でベトナムへの旅行者数は82,858 人、

前年比23.1％増と大幅に人数を増やしている。訪問先の国別ランキングでは、2009年の15位からマ

レーシア・マカオ・インドネシアといったアジアンリゾートを抜いて 12 位まで上昇している。アジ

ア地域での順位は2010年で7位となっており、旅行先としてベトナムが認知されている様子がうか

がえる。しかし、ベトナム政府観光局が掲げる「“Visit Vietnam”100万人」には未だ道半ばといっ

た状況である。年間100万人の旅行者数は、シンガポールを抜き、タイ・台湾に迫る旅行者数の確保

が求められる。工場誘致や、日本企業によるインフラ事業の受注などで、ビジネス目的の渡航者の増

加が期待できるものの、観光目的の旅行者の大幅な増加も必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

グラフ1 
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1-2.ベトナムの魅力の再確認 

現地 JETRO へのインタビューでは、「ベトナムは観光業において、他のアジアンリゾートに遅れ

をとっている。これから本格的に観光事業に力をいれて行く予定である。」と明言された。ここで他の

アジアンリゾートとの遅れを取り戻すべく、ベトナムの魅力を再確認する。 

現在、観光地についての情報は、情報誌のみではなく、各種webサイトやブログにより簡単に入手

できる。そこで、特に観光分野において「ベトナム」を検索する際にキーワードとなる文言を調べて

みると下記のような魅力が確認できる。 

まず、出てくるキーワードは、「フランス統治時代の文化が残る景観」「ヨーロッパとアジアの文化

の融合」「魅力的な工芸品」「東京から5時間」「物価が安い（プチプラ）」というものであり、これは、

『リーズナブルで気軽に楽しめるプチパリ』というキャッチフレーズに集約できる。 

次に、『知られざるリゾート』として、ダナン、ニャチャン、サパ、ブンタウなどが紹介され、「豪

華リゾートでリラクゼーション」「スパ三昧」といった情報や、「遺跡」「建物とリゾートが同時に楽し

める」といった内容が出てくる。 

さらに、特に日本人には『懐かしい風景』として、「昭和 30 年代の活気ある日本の風景」「伝統工

芸の村で古き良き日本に出会う」「伝統工芸体験ができる」などというフレーズが魅力を誘う。 

最後に、『バラエティに富んだ食文化』についての記述が多く見受けられる。フレンチ、チャイニー

ズ、インドシナ、アメリカンなどの食が楽しめると同時に、それらが融合したベトナミーズという食
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があることから、ベトナム料理はベトナム旅行の中でも重要なキーワードの一つとなっている。 

他のアジアンリゾートとの差別化を図るうえで、ベトナムは食について強いイメージを受けること

から、当グループではベトナムの食文化を中心に旅行客を増加させるビジネスモデルの提案を行うこ

ととした。 

 

1-3. 現在のベトナム観光業の問題点 

 ベトナムには、前記のようなバラエティに富んだ魅力がありながら、他のアジアリゾートに遅れを

取っている理由はなぜか？ベトナムの問題点について、現地調査を基に以下の３点を挙げる。 

① 旅行前のベトナムのイメージと現実とのギャップ 

② タイ、インドネシア、フィリピン等、競合である他のアジアンリゾートとの明確な差別化が出来て

いない 

③ 日本側のベトナムに対する認知度が低い 

これらの３つ点において、それぞれ考察を進める。 

 

2.問題点の考察 

2-1.旅行前のベトナムのイメージと現実とのギャップ 

 ベトナムのイメージと渡航後の現実については、観光客の関心に即した内容を表3にまとめた。 

「物価」に対しては、イメージ以上にリーズナブル感を味わえた。同様に「ホテル」に関しては、

期待以上のコストパフォーマンスが得られた。しかし、「食文化」は良いイメージが大きい反面、現実

とのギャップが存在する。特にベトナム料理はヘルシーとのイメージが強い中で、現地でのインタビ

ュー等で得られた結果とギャップがあったことは問題点と思われる。具体的には、最近のベトナム人

は糖尿病患者が多い。合成調味料の使用過多や糖類の摂取法などに原因があるとの情報が得られた。

また安全面ではアメーバ赤痢の危険性も指摘された。「コミュニケーション」は予想通りで、日本語は

あまり通じず、英語の習得レベルも一般的には高くない。「治安」は犯罪についての恐怖は以前と比べ

るとかなり低下した様子であるが、交通事情は悪化している。経済発展で活気がある反面、バイクの

多さや交通ルールの不徹底などに不安を感じた。「サービス」や「ホスピタリティ」は主にホテルやレ

ストラン、タクシーなどで体験したが、日本と比較して決して高いものとは言えなかった。 

渡航前のイメージと現実とのギャップは、リピーター獲得を左右する。プラス面に働くギャップは

活かし、反対にマイナス面のギャップを取り除く必要がある。 

そこで、マイナス面のギャップは、現実をイメージに近づけることで、これを取り除き、ベトナム

に対する好印象の維持と更なるキーサクセスファクター（以下KSF）へと転換を図りたい。 

 つまり、先ほどのキーワードと合わせて考えてみると、ベトナムは「リーズナブルでありながら、

女子が好むもの（＝雑貨、エステ、おいしいもの）がいっぱいある国」であり、特に、「食」に関して

は良いイメージ通り、あるいはそれ以上のものを提供できれば、ベトナムの魅力をさらにアップさせ

ることができると考えられる。 
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表3 

ベトナムスタディーツアー（2012.10）現地調査にて作成 

 

2-2.他のアジアンリゾートとの差別化要因 ～ベトナムのキーサクセスファクター（KSF）～ 

 当グループは、ベトナムの食についてのイメージが高いことから、ベトナムの「食文化」を持って、

他のアジアンリゾートとの差別化の可能性を検討する。 

 

表4 

 

                        

 

 

 

 

 

ベトナム観光局資料より作成 
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 観光客のベトナムでの消費動向について、ベトナム観光局資料（表 4）から、観光やショッピング

に比べて、Food(食事)に対する支出が高いということがわかる。さらに、現地在住者へのアンケート

では、「ベトナムの良いところは？」という質問に対して、１位が「食事がおいしい」となっている。

また、ベトナムは南北に長い国であるため、地域によって味付けに特徴があり、代表的な食べ物であ

るフォーでも地域性があって楽しめる。 

 次に、観光客の海外旅行に対する心理状況について、旅行前と旅行後の満足、不満足についての調

査資料を提示する。（グラフ2） 

 

グラフ2 

 

海外旅行者満足度・意識調査（平成20年7月） 

国土交通省総合政策局観光事業課より抜粋 

 

 構成要素別に旅行の期待値と満足度を比較したところ、「食」と「宿」のギャップが大きいことがわ

かる。つまり、旅行の際の「食事」と「宿」は楽しみである反面、期待が裏切られた場合はストレス

ポイントになってしまう。この結果から、観光客の期待に答えられる「食」と「宿」を提供できれば、

満足度があがり、リピート客の増加もあり得ると考えられる。 

先述の表2で示したように、ベトナムは、「宿」については期待以上のパフォーマンスがある。 

「食」についてのマイナスギャップを埋め、イメージ通りの食事を提供できれば、かなり観光客の満

足度を上げることが出来るであろう。ベトナムには事実としての「バラエティに富んだ食文化」とイ

メージとしての「健康でヘルシーな食文化」があり、充分なポテンシャルがあると思われる。 

 さらに、海外旅行者の旅行に対するニーズの変化について、グラフ3に示す。 
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グラフ3 

 

海外旅行者満足度・意識調査（平成20年7月） 

国土交通省総合政策局観光事業課より抜粋 

 

 この調査から、年代が高くなるとともに、旅行先に対する期待値が低下傾向にある中で、「天然食材、

ヘルシーな食事」「知識・テーマを持って臨む名所旧跡」は期待値が上昇傾向であることがわかる。ベ

トナムは、歴史的名所旧跡や工芸体験などのカルチャー的娯楽も多いことに加えて、何より、イメー

ジ通りの「おいしくヘルシーなベトナム料理」にはニーズがあると推察される。さらに、市場で食材

を購入するところから行うベトナム料理教室もあり、「食」においても、ベトナムの食材知識を増やす

というカルチャー的要素を盛り込むことが可能である。 

 このような、背景から、ベトナムは「食文化」を中心とした KSF で他のアジアンリゾートとの差

別化が図れるものと考察する。 

 

2-3.ベトナムに対する認知度の低さの原因と改善ポイント 

 日本でベトナムを認知してもらうためにどうすれば良いかという点について、現状を把握した上で

提案を行いたい。 

 現在、日本では、ベトナムに対しての認知度は、他のアジアンリゾートに比べて低い。特にリゾー

トという感覚はあまりないと言えよう。ベトナムのイメージと聞くと、最初に「生春巻き、フォー」

といった B 級グルメのイメージがあり、次に「雑貨」「アオザイ」と続く。マイナスのイメージとし

ては「ベトナム戦争」が挙げられる。このようにベトナムのイメージはかなり偏っている。その原因

のひとつには、情報そのものの不足とともに、様々な情報が散在しており、ベトナムのあらゆる情報
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がきちんと観光客に届いていないことが考えられる。また、ベトナムの魅力を伝えるインフルエンサ

ーがいないことも問題であろう。 

 そこで、旅行者の期待を裏切らないサービスをベトナム側で提供する前提で、日本側への訴求の際

の重要なポイントは、主軸となるターゲットの明確化、インフルエンサーの組織化、情報発信の工夫

が考えられる。 

 ベトナム政府観光局も、事業目標として、「露出の拡大」と挙げているが、どの層にどのように情報

を訴求するのかが重要であると考える。そこで、ここでは最初にリーチすべきターゲットを明確化す

ることにする。 

 これまで考察してきたことから、ベトナムの観光地としての特徴をふまえると、ベトナムは、雑貨・

エステ・工芸体験・食などに魅力があり、それらは男性よりも女性にニーズが高いこと、さらに物価

が安いことも狙い目である。そこで、主軸のターゲットを50代〜60代の女性と設定し、さらにその

娘世代にあたる20代〜30代の女性も視野にいれたプロモーションが有効だと考える。 

 また、海外旅行者の性別・年齢階層別構成の変化をグラフ4で見ると、2006年と2011年を比較す

ると、男性旅行者は減少しているものの、女性の旅行者は微増している。特に女性は40代と60代が

増加傾向にある。このことからも、50代～60代の女性を主軸ターゲットとするのは妥当と考える。 

 

グラフ4 

海外旅行者の性別・年齢階層別構成の変化（一般財団法人 日本旅行業協会） 

 

資料元：法務省 

 

 

3.具体的な提案について 

3-1.コンセプトの設定 

 ベトナムの魅力としては、「食と豪華リゾートをリーズナブルに体験できる」という点がアピールで

きる。そこで、具体的なコンセプト例をいくつか以下のように挙げる。 
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 今や、女子会は若い女子のためだけにあるものではなく、ミドルエイジであっても子育ての終わっ

た世代が、泊まりがけの女子会を行うケースもある。「女３人集まれば、ベトナムで女子会！」という

コンセプトで、年代を問わず、女子のグループ旅行への訴求ができる。 

「“お母さんへありがとう”娘から母へのプレゼント、２人で行く初めての海外旅行」というコンセプ

トでは、ターゲットの両世代に対して提案型の訴求ができる。「リゾートでリーズナブルに女磨き！」

というコンセプトは、若いOLに対して物価が安いことを強調した海外リゾート入門としての提案や、

お得にエステ三昧の旅をしたいというニーズが強いミドルエイジにも魅力的なプランとなる。 

 

 

 

3-2. 現在のベトナムの食事情 

 今回の現地調査により、明らかになったベトナムの食事情を整理する。 

日本では、ベトナム料理＝ヘルシーというイメージがあるが、実際は、野菜やハーブが多いという点

ではヘルシーとも言えるが、合成調味料の多用、糖分の多い飲食傾向はヘルシーさとはほど遠く、ト

レーサビリティやカロリーについての意識の低さも伺える。現地駐在員にインタビューしたところ、

食事はおいしいが、ヘルシーな食が少ないとの回答であった。「カロリー表示がある食事や、材料にこ

だわったヘルシーな食事があれば、食べてみたいか？」との質問には、ニーズがあるとの意見が多か

った。 

 現地調査では、ベトナムには「豊かな食文化」という魅力があり、日本人には「ヘルシーな食のイ

メージ」があるにもかかわらず、現実にはヘルシーでおいしいベトナム料理を提供するレストランが

ほとんどないということが解った。 

 では、何故ベトナムにそのようなレストランが少ないのか？ 

 ベトナムのレストランで売上高が高いのは、観光客ではなく、現地の富裕層であった。観光客もFood

にお金を使っているものの、現地の富裕層程ではない。したがって、レストランは現地の富裕層を見

てサービスを提供している。この富裕層の食に対する意識は、「おいしければ良い」「ステイタスのあ

る店で食べたい」「健康志向よりも美食を求める」という傾向がある。これは、経済成長期の日本やア
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メリカの富裕層の傾向と似ている。 

そこで、我々は、現在のベトナムのレストランが、ヘルシーというキーワードに関心がないことを

逆手にとって、「ヘルシー食ブームを起こすこと」がビジネスに繋がると考えている。なぜならば、経

済成長と食のブームには深い関係性があると思われるからである。 

 大東文化大学の小島麗逸教授によると、国や民族を問わず、経済発展し生活が豊かになると、食生

活は必ず変わっていき、その変化は四つの段階を経るという。経済の黎明期である第一段階は、主食

としてトウモロコシやイモ類、アワやヒエといった雑穀など、色のついた農作物を食べていた人々が、

精製されたコメや小麦など白い穀物を食べるようになる。第二段階は、経済成長とともに所得が増加

すると、コメや小麦など主食の消費が減少し、代わりに肉、卵、魚、植物油などの副食の消費が増加

する。続いて、第三段階は、肉や魚などの動物性タンパク食品の比率がさらに増え、アルコール飲料

の消費も増加する。さらに、第四段階は、レトルト食品や外食が増え、食生活の簡便化が浸透する。

つまり、生活に余裕がでると美食傾向が高まるとともに、アメリカ型のファストフードなどの普及に

より、ますます生活習慣病や肥満の問題が発生する。 

 経済の成熟期を迎えるにしたがって、食のブームは健康志向へ移り、アメリカでは、ヘルシー食ブ

ームや、野菜への関心が高まっている。日本でも、マクロビオティックやカロリー計算をした食事の

普及、さらにはトレーサビリティに対する関心が高くなり、安全や健康への配慮が求められるように

なってきている。 

 ベトナムでは、ここ数年の間にケンタッキーフライドチキンやピザハットが開店し、2013年にはい

よいよマクドナルドが上陸する。前出の小嶋教授の説では、第二段階から第三段階への移行期にあて

はまろう。食以外でもアメリカや日本の流行を追いかけているベトナムは、アメリカや日本がたどっ

た道をまさに突き進もうとしている。そんな中で、経済発展の過程でたどる食のブームを考慮すると、

将来ベトナムでもヘルシーブームが到来すると思われる。ベトナムの飲食店をプロデュースし、時代

を先取りして、ヘルシー食ブームを起こす事がビジネスチャンスになると期待できよう。 

 

3-3.ベトナム側への訴求 

 ベトナムに観光客を誘致、リピートさせるために、現在のベトナムの食事情を改善することは重要

であろう。現在の問題点を改善し、より食に付加価値をつけるためには、現地の飲食店をプロデュー

スする必要がある。例えば、衛生面の徹底、サービスの向上、語学力の向上、メニューの工夫、カロ

リー表示、アレルギー表示、食品へのこだわり、合成調味料の使用禁止などの項目について改善と指

導を行う。一定のレベルを達成し、「安全でヘルシー」な食を提供する飲食店を組織化し、積極的に日

本人駐在員や旅行者に紹介する。その際にお墨付きとして飲食店にはステッカーを配布するなど他店

との差別化をはかることで現地飲食店にインセンティブを与えるという方法が考えられる。いわゆる、

権威ある組織による公認飲食店とするのである。 

 すでにヘルシー志向のアッパークラスの駐在員や欧米・日本からの観光客をインフルエンサーとし

て、「ヘルシーなベトナム料理がトレンドである」というプロモーションを現地の富裕層に働きかける。

現地の富裕層は、欧米や日本のブームを追いかけているので、富裕層ほどヘルシーブームに敏感に反



 

 

 

29 

応する可能性が高い。そこで、公認飲食店は、現地富裕層の顧客とヘルシー食を欲している駐在員の

層を顧客として手に入れることができる。新たに訪れる観光客にとっては、衛生面等の不安が解消さ

れ、期待通りの満足が得られることから、他の飲食店と比べ魅力的であろう。公認飲食店であればこ

そ、日本からの観光客を斡旋することも可能となる。つまり、飲食店は、改善の手間をかけても繁盛

店になれる可能性が高いのである。 

 さらに、ヘルシー食ブームを起こすことで、ベトナム自体の食生活の改善がなされ、現在ベトナム

で社会問題ともなっている生活習慣病の増加を抑制、さらには医療費削減にも貢献できよう。 

 

3-4.日本側の訴求方法 

 このビジネスの目的は、ベトナムへの観光客を増やすことである。問題点としては、①旅行前のイ

メージのマイナスギャップを埋める②他のアジアンリゾートとの明確な差別化ポイント③日本側への

認知度であった。①・②は「食文化」を KSF として、マイナスギャップを埋めるためにベトナムで

「ヘルシー食ブーム」を起こすステップを検討した。また、KSF を訴求する主軸ターゲット層を 50

代～60代の女性に設定した。次に、③の日本側での認知度をいかに上げるかである。 

 日本での認知度の低さの原因は、前出の通り、ベトナムの情報そのものの不足と散在により、有益

で魅力ある情報が旅行者に届いていないことにある。 

 そこで、日本側では、ベトナムアンバサダー、インフルエンサーの組織化による正しい情報の拡散

を目指すことを目的に、NPO 法人組織を立ち上げることを提案する。ベトナムの発展に寄与するた

めに食文化を中心にベトナムを世界に紹介する組織を作るというものである。この組織は日本側での 

プロモーション企画とベトナム側へのプロデュースの両方を同時に行う組織である。 

 この組織化には、NPO 法人 FBO（料飲専門家団体連合会）のスキームを活用することができる。

FBOは、日本酒、焼酎および日本文化の普及、発展を目的に事業展開をしている。FBOのメンバー

には、「名誉唎酒師」という称号で各界の著名人が名を連ね、活動を支援している。経験上、「食文化」

を中心に両国の交流を広めたいという目的であれば、比較的ボランティア的意識をもった協力者を集

めやすい傾向がある。そこで、まずはベトナム側から食通の有名人の協力者を得るとともに、日本側

でも主旨に賛同してもらえる見識者や著名人を集める。アンバサダーとして、若い女性の著名人、芸

能人を任命し、ターゲット層を含むベトナムファンクラブ的なNPO 団体を組織する。 

NPO 団体は、ベトナムの食文化を広める活動を通じて、ベトナム観光への誘致につなげたい。 

 

図１ 
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 ターゲット層に対して、外部から情報の刺激を組織化されたインフルエンサーが中心になって確実

に与えることにより、ターゲット層の訪問意思を喚起する。その効果を高めるためには、日本側の協

力関係各社に対してのプロデュースはもちろんのこと、受け入れ側であるベトナムへのプロデュース

も重要となってくる。つまり、NPO 法人が担う部分は、インフルエンサーの組織化、ターゲット層

に対しての情報発信、ベトナム訪問の意識喚起、ベトナム訪問の際のプロデュース全般ということに

なる。 

 NPO 法人だけでは成り立たない部分もあるので、実際にビジネスとしては企画、プロデュース全

般を担う会社が必要となる。会社組織は、現地のランドオペレーターなどと手を組んで、現在バラバ

ラに散在している現地情報やサービスを横に串刺しにしてより高度なサービスを提供することで付加

価値を高めることができる。このように、「NPO法人＋会社組織」という形態をもつことで、より現

実的な活動ができる。組織イメージは以下の通りである。 

 

 

図２ 組織イメージ 
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参考：NPO法人FBO（料飲専門家団体連合会）のスキーム 

名誉唎酒師の任命 

日本酒、焼酎および日本文化の普及、発展を目的に、それに貢献している方を任命 

 

  

 

まとめ 

今回のベトナムプロジェクトは、「“Visit Vietnam”100万人」を達成するための、ビジネスモデル

の提案を行うものであった。我々が認識したベトナム観光の問題点は、ベトナムの情報不足と情報の

分散である。他のアジアンリゾートに引けを取らないベトナムの魅力を訴求できるポイントを見出し、

それをKSFとしていかに日本側へ効果的に情報発信するかを課題に調査を実施した。当チームは

KSFをベトナムの「食文化」としてビジネスモデルの可能性について考察をした。 

ベトナムは豊かな食文化を持ち、そこにポテンシャルが見いだせる。一方、日本人はベトナムの食

事にヘルシーな印象を強く持っているが、実態は食生活の変化などから生活習慣病が増加し、社会問

題となっているのである。そこで、経済発展と食生活の変化を一歩先取りし、ヘルシー食ブームをベ

トナムで起こすことで、イメージと現実のギャップを埋める。インフルエンサーは増加する駐在員と

流行に敏感な富裕層であり、彼らが欲するヘルシーな食事を提供する飲食店を組織化することで、サ

ービスの質を全体的にあげることも可能となり、観光客を斡旋しやすくなる。 

 これら、食に関するKSFを、日本で効果的にプロモートするための主軸ターゲットは50代から

60代の女性とし、ベトナム政府公認のファンクラブをNPO法人として立ち上げ、ベトナムの正しい

情報の拡散を目指す。現地の調査やプロデュース、日本側のプロモーションを担当する企業を設立し

NPO法人を支える。 

 ベトナムの飲食店などの企業は優良な日本人旅行者の確保で、実収入とイメージの向上が見込まれ

る。日本人旅行者は、おいしくてヘルシーなベトナム料理を現地で安心して食べることが出来、旅行

のストレスが低減される。これにより、リピーターを含めた大幅な観光客の増大が見込めるであろう。 
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 糖尿病などの生活習慣病の増加やベトナムの食生活の変化は、ベトナムの経済発展を象徴するも

のかもしれない。今回のプロジェクトでヘルシー食ブームを起こすことは、ベトナムの生活習慣病患

者の増加をおさえることや医療費の削減にも寄与できる可能性も秘めているのである。また、このス

キームは、ベトナム政府はアンバサダーの認定やNPO法人の後ろ盾になるだけあり、コストを掛け

ないですむことも魅力となろう。 

 「“Visit Vietnam”100万人キャンペーン」の“日本人観光客を呼び込むための３つの事業”のう

ち①「広告プロモーション」と③「イベントの開催、文化スポーツ観光省、大使館との連携により、

露出を高める」は今回のビジネスモデルが具体的な対策になり得ると考える。しかし、「②治安面、衛

生面、ホスピタリティの向上をはかり、受け入れ体制の強化をする」については十分に満たすことは

出来ていない。今後の課題として、ホスピタリティの向上と安全面・衛生面の保証が残されることと

なった。これについては、現地日系ホテルや日本のホテル・レストランなどで現地スタッフを受け入

れての研修などが必要になるであろう。  

関連ビジネスとして日本企業の海外拠点を展開することも視野に入れるべきである。経済発展と共

にビジネスの交流も期待されるベトナムであれば、日本の飲食関係企業の出展も見込める。更に、衛

生面の安全性を担保する水や什器の提供などのビジネスも展開可能と考える。 

以上 

補足資料1 

スタディーツアー調査リスト： 実施日2012年10月31日～11月6日 

＜ホーチミン市内 飲食店＞ ＜飲食店以外の調査先＞ 

ギースアン Nghi Xuan 現地ツアーデスク 

コムニュウ Com Nieu Sai Gon 日本食を扱っているスーパーマーケット 

チン Trinh 現地情報誌（日本語版）の収集 

ホテルニッコー内中華料理店 Ming Court 日本語ツアーガイド 

ホアトゥック HOA TUC タクシー 

  マッサージショップ 

＜ハノイ市内 飲食店＞ 土産物店 

ニャー・ハン・ゴン Nha Hang Ngon マーケット 

ダック・キム Dac Kim ナイトマーケット 

アバロンカフェ Avalon Café Lounge ＜インタビュー先＞ 

カイカウ  Cay Cau ジェトロ 

クアン・コム・フォー Quan Com Pho 日本語学校 

フォーティン  Pho Thin ホテル日航サイゴン社長 

レインボーカフェ Rainbow Cafe マーケティングディレクター 

  ホテルマネージャー 

  日系企業駐在者30代女子2名 
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補足資料2 

ビジネスモデルイメージ1 

 

 

ビジネスモデルイメージ２ 
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ビジネスモデルイメージ３ 

 

 

ビジネスモデルイメージ４ 
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観光グループ 提案書 
 

 

立教大学ビジネスデザイン研究科 

「ベトナムプロジェクト」観光グループ 

 

佐藤康裕 （RBS 9 期） 

小沢任史  （RBS 5 期） 

抜井ゆかり（RBS 6 期） 
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ベトナム国鉄南北縦貫線の観光列車化による 

ゴールデン観光ルート形成に関する一提案 
 

 

佐藤康裕*、小沢任史**、抜井ゆかり*** 

SATO Yasuhiro, OZAWA Hitoshi, NUKUI Yukari 

 

   2013年に日越友好 40 周年を迎えるにあたり、新たに予定されているベトナム政府観光局日

本支局（仮称）開設に伴い、日本からベトナムへのアウトバウンド客の需要喚起、ビジネスに

おける国際交流を目的とし、立教大学ビジネス研究科在籍者・修了生を中心とする産官学連携

によるビジネスプランの構築が行われた。そのひとつとしてベトナムハノイ～ホー・チミン間

のベトナム国鉄南北縦貫線（統一鉄道）の路線を利用した既存列車の観光列車化を視野に、日

本のＪＲの払い下げ車両を利用する一案も交え、ベトナム北部ハノイやベトナム南部ホーチミ

ンと比較し日本人アウトバウンド客が少ないベトナム中部地区におけるリゾート観光、世界遺

産観光に鉄道観光を加えた観光需要増強を目的としたプランを提案する。 

 

Ⅰ. はじめに 

 

1.1 立教大学ベトナムプロジェクトの概要 

1973年 9月 21日に日本とベトナムが外交関係を樹立し 40周年を迎えるにあたり、2013年は日本ベト

ナム友好年と位置付けられている。その動きに連動し観光面においても日本とベトナムがより強固な協

力体制を築き上げるため、ベトナム政府観光局日本支局（仮称）などの設置が検討されている。その組

織活動の前段階として、ビジネス界、立教大学大学院ビジネスデザイン研究科の修了生・現役生、日本・

ベトナム両国行政組織により産官学連携を行い、新たなビジネスを創出させようと取り組まれたのが立

教大学ベトナムプロジェクトである。観光、食、医療という３分野で構成されるプロジェクトのなかで、

観光グループに属しているのが筆者らとなる。観光産業に特化したキャリアを持ち、現・東日本旅客鉄

道株式会社（ＪＲ東日本）勤務、元東海旅客鉄道株式会社（ＪＲ東海）グループ勤務を経て現ＪＴＢ印

刷株式会社勤務、元日系航空会社勤務を経て現観光広報アドバイザーを務める３名で構成される。 

これら筆者らにより、日本人アウトバウンド客のディスティネーションとして定着している航空機関

利用のホーチミン～ハノイルート以外に、新たな観光ディスティネーション喚起のため、鉄道ルート活

用によるホーチミン～ハノイ間に豪華列車利用によるゴールデン観光ルートを形成し、まだ日本人にな

じみの薄いベトナム中部のリゾート観光、世界遺産観光、鉄道観光の複合効果により、観光需要を掘り

起こそうというのが本稿の主張である。 

 

――― 

＊東日本旅客鉄道株式会社 satoyasu@rikkyo.ac.jp  

＊＊ＪＴＢ印刷株式会社 toz0927@gmail.com  

＊＊＊株式会社トラベル・キッチン nukui@rc4.so-net.ne.jp 
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Ⅱ. 研究の背景・目的 

 

1.1 日本人によるベトナムアウトバウンドの現状 

ベトナムへのアウトバウンドの状況を、「ベトナム政府観光局によるベトナムへの海外旅行者数統計」

により概観してみると図１のようになり、渡航者数は 2002 年から 2012年の 10年間で倍増以上の伸びを

示している。特に 2011年には東日本大震災があったもののベトナムへの渡航者数は影響なく、むしろ伸

び、2013年には 50万人突破を果たしている。これらを見ても、順調に渡航者数を増やしているといっ

てよいだろう。 

 

      図１ ベトナムへの日本人渡航者数 

  

ベトナム政府観光局「ベトナムへの海外旅行者数統計」より筆者算出 

 

図２ ベトナムへの外国人渡航者数 上位 4か国の推移 

       

 ベトナム政府観光局「ベトナムへの海外旅行者数統計」より筆者算出 
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また同統計によれば、国別渡航者数の順位において図２が示すように、2009年日本は 35万 9231人で、

中国、アメリカ（40万 3930 人）、韓国に次いで４位だったが、2010年は 44万 2089人となり、アメリ

カ（43万 0993人）を抜き中国、韓国に次いで３位となっている。これはベトナムの観光にとって、日

本が重要な地位を示しているといえる。 

なお近年を含め 2012年の渡航者数統計を概観したところ、近隣のアセアン諸国が距離の近さだけでな

く経済成長とともに渡航者を確実に増やしているほか、2012年にランキングにはいってきたロシアが

2012年は前年比 171.49%と驚異的な伸びを見せている。これらを考え合わせると、今後経済成長ととも

に、ロシアやアセアン諸国などの渡航者がさらに増えることも予想され、ベトナムの観光政策における

日本の地位を維持、向上させるためには、渡航者をさらに増やしていく方策が必要である。 

 

表１ ベトナムへの国別渡航者数（2012年） 

   2012年渡航者数（人） 前年比（％） 

中国 1,428,693 100.84 

韓国 700,917 130.67 

日本 576,386 119.7 

アメリカ 443,826 100.9 

台湾 409,385 113.39 

カンボジア 331,939 78.39 

マレーシア 299,041 128.27 

タイ 225,866 124.22 

フランス 219,721 103.91 

オーストラリア 289,844 100.06 

シンガポール 196,225 113.78 

イギリス 170,346 108.99 

ロシア 174,287 171.49 

ラオス 150,678 127.16 

ベトナム政府観光局「ベトナムへの海外旅行者数統計」に筆者加筆 

 

1.2 ベトナム観光の内容 

日本人及び外国人渡航者が訪れる主なベトナム観光がどのようなものか、ガイドブックより内容分析

をしたところ、日本語で書かれた日本人向けのガイドブックと他のガイドブックの間には、エリア分け

などの違いがみられた。 

日本人向けガイドブックにおいてはベトナムを主に北部、中部、南部と 3 つのエリアに区分けしてい

る。そして大手旅行ガイド誌のダイヤモンド・ビッグ社「地球の歩き方」を含め、ほぼすべてのガイド

ブックが北部のハノイ、南部のホーチミンを中心にページを割いており、中には「ベトナム」でなく「ホ

ーチミン」というタイトルになっているガイドブックもある。これに対し海外の旅行ガイドでは日本と
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は異なりさらに細かいエリア分けを行っており（図３、４、５参照）、それに伴いホーチミン、ハノイ情

報以外のエリア情報も豊富である。これらから見ても、日本人のベトナム観光は直行便の着地地点とな

っているホーチミン、ハノイがまだ中心であり、ほかのエリアの観光資源に関する情報がさらに伝わり、

周遊アクセスの足が確保できることで、他のエリアへの訪問を促せる、またはベトナム旅行の経験を持

つ旅行者をリピーター化できる可能性を秘めているとも予想できる。 

 

図３ ロンリープラネットによるエリア分け 

  ロンリープラネットより転載 

 

図４ ナショナル ジオ グラフィックガイドによるエリア分け 

ナショナル ジオ グラフィックガイドより転載 

 

8 エリア分け 

・北東 

・北西 

・北中部 

・中部 

・中部山岳地帯 

・中南部海岸地帯、 

・ホーチミン 

・メコンデルタ 

 

7 エリア分け 

・北部(ハノイ含む) 

・北中部 

・中部（フエ含む） 

・中南部の海岸地帯 

・中南部の山岳地帯 

・ホーチミン 

・メコンデルタ 
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図５ DKガイドによるエリア分け 

 DKガイドにより転載 

 

次に、ベトナム観光への理解を深めるため、各エリアの特徴について簡単に触れておく。 

●北部－ベトナムの首都、ベトナム第二の都市であるハノイを中心としたエリアとなる。またモン族、

赤ダオ族、タイ族などの少数民族の村があるほか、世界遺産のハロン湾もこのエリアに含まれる。ハロ

ン湾とカンボジアのアンコールワットを回る周遊ツアーは、日本でも旅行会社によりツアー化され、シ

ニア層などに人気が高い。また手工芸のヴァン・フック、バッ・チャンなどの村や、石灰岩カルスト地

形のカオ・パン、景勝地のブルー・ハイウェイ、トレッカーのメッカであるサ・パなども含まれる。 

●北中部－ベトナム最大の洞窟群、石灰岩の幻想的風景などがあるエリアで、長らく観光地として扱わ

れていなかったが、近年人気が高まってきており高級ホテルなども建造されている。世界遺産のフォン

ニャ洞窟、ニンビンの建築物やカルスト地形などが見どころとなっている。またホー・チ・ミンの生地

であるヴィンを訪れる人もいる。さらにベンハイ川周辺は、ベトナムで特徴的な DMZ*と呼ばれるベト

ナム戦争時の非武装地帯の、ツアー観光地である。 

●中部－王朝時代と植民地時代の面影を残す、ホーチミン、ハノイに次ぐ観光エリアである。詳細は、

第３章にて後述する。 

●中南部の海岸地帯－ベトナムビーチリゾートのニャチャンなどがあり、近年ベトナムに起こったハイ

ダウェイ（隠れ家）リゾートの先駆的エリアで、建設ラッシュも起こった。高級ブランド・アマンリゾ

ートのセカンドラインである GHM ホテルズの最高級リゾート、ザ・ナム・ハイのほか、最高級リゾー

トブランドによるシックスセンシズ・ニンヴァンベイなどがそれらの代表的ホテルで、新たなベトナム

のリゾートエリアを形成している。またチャンパ王国の遺跡などもある。 

――― 

* DMZとは Demilitaraized Zoneの略であり、ベトナム国土のほぼ中間にあたる北緯 17度線近くを流れ

るベンハイ川沿いに、ベトナム戦争時、幅約 10kmに渡って設定された非武装地帯のことである。 

5 エリア分け 

・北部 

・中部 

・中南部 

・ホーチミン 

・メコンデルタ 
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●中南部の山岳地帯－山岳民族が住む村、野生生物の聖域などがあり、マレートラ、サイなどの棲息地

で国立公園のひとつカッ・ティエン国立公園やフランス人の保養地だったダラットなどがある。 

●ホーチミン－旧サイゴンにあたり、フランス植民地時代の名残を残す、ベトナム最大の観光地である。 

●メコンデルタ－ベトナム随一の米どころであり、メコンデルタ最大の都市カントーや、メコン川ツア

ーの拠点となるミトがあり、水上マーケットのツアーなども盛んに行われている。またクメール人が先

住したエリアでもある。 

 

2.1 日本人による鉄道旅行の需要 

 ベトナムの観光について概観を加えたが、本論の提案の根幹をなす日本人による鉄道旅行の需要につ

いては、さまざまな旅の調査研究をしている JTBグループのシンクタンクのひとつ、旅の販促研究所が

行った下記の定量調査を参考にする。 

 

●調査タイトル 「鉄道の旅」に関するアンケート 

●調査期間    2009年 月日不明 

●有効回答数   2200（男性 1098、女性 1122）  

         （男性 18歳～20代－208、30代－217、40代－224、50代－225、60代－224、 

         女性 18 歳～20代－219、30代－231、40代－216、50代－226、60代－230） 

●調査対象   最近 1年以内に国内宿泊旅行、かつ３年以内に海外旅行へ行ったことのある男女 

●インターネットによる抽出（作為、無作為不明） 

 

 図６のアンケート結果では、３年以内に海外旅行をしている人のうち、全体の半数近くの 46％が海外

で鉄道旅行を経験している。特に男性、女性とも 60 代の値が 60％前後と非常に高く、本論提案のベト

ナムの観光列車化で想定している主な利用者層にも重なっている。 

 また安田ら（2010）によれば、調査の結果、スイス、フランス、イタリア、ドイツといったヨーロッ

パ圏と中国、台湾が特に利用の多かった国名や地域名という。 

 また図７のアンケート結果では、今後の海外鉄道旅行意向が記されており、「ぜひ行きたい」、「今

後機会があれば行きたい」を合わせると、全体的に非常に高いことが明らかとなった。男女別に関して

も、鉄道旅行というと一般的に男性の意向が高いのではないかというイメージがあるが、必ずしもそう

でないことがこの結果で見て取れる。 

 さらにアンケートの自由記述部分について、安田ら（2009）は「オリエント急行はノスタルジックな

イメージがあり、内装もアールデコっぽいので乗ってみたい（女性 40代）」、「オリエント急行でベニス

へ行ってみたい。優雅なオリエント急行の旅は憧れです（女性 50代）」という意見を紹介しており、「オ

リエント急行」が一種のブランド化をしていることを窺わせている。 
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図６ 海外鉄道旅行体験 

       

                           出典：旅の販促研究所調査（2009） 

 

図７ 今後の海外鉄道旅行意向 
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                               出典：旅の販促研究所調査（2009） 

 

2.2 日本の寝台列車及び近隣諸国の観光列車の概要 

① 日本の寝台列車 

日本における寝台列車は主に青色の客車を利用していることからブルートレインの愛称で親しまれて

おり、昭和末期頃までの全盛期には東京・大阪から全国各地へ多くの寝台列車を運行していた。当時の

寝台列車は２段式寝台（Ａ寝台）と３段式寝台（Ｂ寝台）及び食堂車が連結されたタイプが主流であり、

輸送量重視の設計となっていた。後にＢ寝台車両の快適性を図る為、３段式寝台から２段式寝台へと改

造が行われたがプライベート重視とは程遠いものであった。大きな変化はないまま、1987年（昭和 62
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年）４月１日に日本国有鉄道は分割民営化され、ＪＲ６社（ＪＲ北海道、ＪＲ東日本、ＪＲ東海、ＪＲ

西日本、ＪＲ四国、ＪＲ九州）が発足した。寝台列車における豪華列車の導入要因となったのが、分割

民営化の翌年 1988年（昭和 63年）にＪＲ発足１周年記念事業及びフジテレビ開局 30周年を記念とした

「オリエントエクスプレス８８」の運行であった。 

この企画はフジテレビとＪＲ東日本主導のもと、各国政府・鉄道各者の協力により、NIOEの車両を利

用してパリ→東京間で「オリエントエクスプレス８８」が計画された。企画立案の要因となったのは、

フジテレビが 1982年に放映した特別番組「夢のオリエント急行 ロンドン - イスタンブール華麗なる

3500キロの旅」と、担当した当時フジテレビのエグゼクティブプロデューサーであった沼田篤良氏によ

るオリエント急行に対する熱い想いがあったとされる。それによりこの企画が実現に向けて動き、日本

国有鉄道時代から交渉を開始、紆余曲折が経たもののＪＲの民営化１周年の時分に実現した。 

列車は 1988年（昭和 63年）９月にフランスを出発して、西ドイツ（当時）、東ドイツ（当時）、ポー

ランド、ソビエト連邦（当時）、中華人民共和国を経由しイギリス領（当時）香港まで陸路を走行した。

香港までの運行ルートは、パリ・リヨン駅→ランス駅→ストラスブール駅→→フランクフルト中央駅→

ベルリン＝リヒテンブルク駅→ソハチェフ駅→ワルシャワ中央駅→ブレスト中央駅→ミンスク中央駅→

モスクワ・ベラルースキー駅→モスクワ・ヤロスラフスキー駅→ノヴォシビルスク駅→イルクーツク駅

→ウラン・ウデ駅→ザバイカリスク駅→満州里駅→ハルビン駅→北京駅→香港（九龍）駅である。香港

から日本までは乗客を乗せずに船で航送され、日立製作所の笠戸工場で列車の台車を JR線走行可能な狭

軌（1067mm）のものに交換のうえ、広島から東京間を走行。なお、この列車の走行距離は実に 1万 5494km

であり、最長距離列車としてギネス・ワールド・レコーズにも登録されている。その後約２カ月間、団

体列車として日本各地のＪＲ線を走行した他、各地での展示公開イベントを開催し、日本鉄道史上最初

の国際列車として注目された。 

この「オリエントエクスプレス８８」の運行により、発足したばかりであったＪＲ各社が当時受けた

インパクトは大きく、その後、ＪＲ北海道は寝台列車「北斗星」の個室車両の増備や設備のグレードア

ップを実施、ＪＲ東日本は豪華寝台車「夢空間」を建造、ＪＲ西日本は「トワイライトエクスプレス」

をデビューさせたほか、既存の寝台列車にも一部の車両をこれまでの２段式寝台車から個室寝台化する

などのアップグレードが行われた。 

しかし 2000年代に入ると新幹線路線網の発達や航空路線の低運賃化、安価な長距離バスの出現、駅前

ビジネスホテルの出現により、寝台列車利用のメリットも薄れ、利用客の減少に歯止めがきかなくなり

寝台列車の廃止が相次いだ。現在日本に残る寝台特急列車は上野～札幌間の「カシオペア号」「北斗星号」、

大阪～札幌間の「トワイライトエクスプレス号」という観光主体の寝台列車と、個室車両をメインとし

た東京～高松・出雲市で運行されている「サンライズ瀬戸・出雲号」、そして上野～青森で運行されてい

る一般型ブルートレイン「あけぼの号」が残るのみである。ただし現時点で運行されている列車につい

ても、今後の新幹線延伸や車両寿命に合わせ近い将来廃止の可能性も考えられる。 

 

② ＪＲ九州のクルージングトイレイン「ななつ星ｉｎ九州」運行計画 

2011年１月、ＪＲ九州が新しいコンセプトの寝台列車を運行することが正式発表されたが、これまで

の寝台列車のような単なる都市間輸送ではなく、九州各地を巡り、自然・食・温泉・歴史などを楽しむ

観光寝台列車という位置づけで、日本国内で観光に絞った新しい寝台列車がこの「ななつ星ｉｎ九州」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%A7%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%9C%89%E9%89%84%E9%81%93
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%9C%89%E9%89%84%E9%81%93
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E6%B0%91%E4%B8%BB%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%93%E3%82%A8%E3%83%88%E9%80%A3%E9%82%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%99%E6%B8%AF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%A8%E3%83%B3%E9%A7%85
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E9%A7%85&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%AB%E9%A7%85&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%95%E3%83%AB%E3%83%88%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E9%A7%85
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%AA%E3%83%B3%EF%BC%9D%E3%83%AA%E3%83%92%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF%E9%A7%85&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%82%BD%E3%83%8F%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%95%E9%A7%85&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AF%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AF%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E9%A7%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%88%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E9%A7%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%AF%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E9%A7%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC%E9%A7%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A4%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC%E9%A7%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%B4%E3%82%A9%E3%82%B7%E3%83%93%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%AF%E9%A7%85
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%84%E3%82%AF%E9%A7%85&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%84%E3%82%AF%E9%A7%85&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%A6%E3%83%87%E9%A7%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B6%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%82%AF%E9%A7%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%80%E5%B7%9E%E9%87%8C%E9%A7%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%AB%E3%83%93%E3%83%B3%E9%A7%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E9%A7%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%85%E3%82%AB%E3%83%B3%E9%A7%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%89%84%E9%81%93%E9%80%A3%E7%B5%A1%E8%88%B9#.E8.BB.8A.E4.B8.A1.E8.88.AA.E9.80.81
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%AB%8B%E8%A3%BD%E4%BD%9C%E6%89%80%E7%AC%A0%E6%88%B8%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%89%80
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%89%84%E9%81%93%E8%BB%8A%E4%B8%A1%E3%81%AE%E5%8F%B0%E8%BB%8A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8B%AD%E8%BB%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8B%AD%E8%BB%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%83%E5%B3%B6%E9%A7%85
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AE%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%88%97%E8%BB%8A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%96%97%E6%98%9F_(%E5%88%97%E8%BB%8A)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%89%8424%E7%B3%BB%E5%AE%A2%E8%BB%8A#.E5.A4.A2.E7.A9.BA.E9.96.93
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%B3%E5%85%89
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である。2013年 10月 15日からの運行開始を予定し、1人あたりの価格設定は 15 万円から 55万円、関

東・関西など国内観光客やアジアの富裕層インバウンド客の利用を見込んでいる。この計画は以前から

ＪＲ九州の数々の車両デザインを手掛けてきた水戸岡鋭治が構想を練っていたもので、「ななつ星ｉｎ九

州」の列車名は、福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県の７つの県と、九州の

主な観光素材である自然・食・温泉・歴史文化・パワースポット・人情・列車の７つの素材、そして７

両編成の客車であることを表現したものである。 

2013年 10月から 2014年３月まで設定されているコースは３泊４日と１泊２日の２つのコースで、そ

れぞれ週に 1回運行される。なおこれらの販売方法は通常の寝台列車とは異なり、旅行商品という形で

団体専用列車の扱いとなる。 

需要に関しては、2013年１月現在、第１期（2013年 10～12月運行分）は 7.27 倍の予約を達成し、第

２期（2014年１～３月）運行分も１月４日の予約開始から半月で３倍の予約に達している。また海外か

らのインバウンド客の誘客も考えられており、2013年１月、ＪＲ九州は春にも海外旅行代理店と販売契

約を結び、2014年４月出発分より海外でも売り出す方針を明らかにし、香港、台湾、韓国などの旅行会

社 10社弱、欧米に販売網を持つイギリスの仲介業者と交渉を行っていると発表した。 

 

③ イースタン＆オリエンタルエクスプレス（Ｅ＆Ｏ）の現状と潜在需要 

ベニス・シンプロン・オリエント・エクスプレスで成功を収めたオリエント・エクスプレス・ホテル

ズ社が東アジアからの顧客誘致を積極的に進めるために、アジアのオリエント急行と題してシンガポー

ルからマレー半島を縦断しタイのバンコクとシンガポールを結ぶ、「イースタン&オリエンタルエクスプ

レス」 (E&O) の運行を 1993 年にはじめた。運行区間はシンガポールからバンコクを２泊３日、バンコ

クからシンガポールを３泊４日で走り抜ける国際列車として、ヨーロッパのオリエント急行と同様、車

内の雰囲気や旅客サービス、食事も豪華である。シンガポール～バンコク間の運賃は一番安い個室でひ

とり 232,000円となっている。（2013年２月４日現在）、また乗車券単独だけでなく、周遊プランをパー

ケージされた商品も発売されている。 

 正式な日本人利用者数は発表されていないが、鉄道愛好者の利用意欲は高いと予想され、鉄道雑誌な

どでの掲載も多い。またこの路線は鉄道愛好者以外の旅行者にも、「オリエント・エクスプレス」という

ブランドを冠した列車として捉えられており、特にシニア向けの雑誌や富裕層向けの雑誌などで特集を

組まれることも多く、それらの層からも潜在需要が高いと予想される。 

 

2.3ＪＲ寝台列車中古車両の海外での活躍 

 日本で使命を終えたＪＲの寝台列車の客車が海外各地で活躍している。これはＪＲ各社で 2000年代に

入り多くの寝台列車が廃止となり、不要になった車両を、海外の政府や鉄道会社からの要請を受けてＪ

ＩＣＡ等関係機関の協力のもと実現したものである。これまでに譲渡されたＪＲの寝台列車では、上野

～金沢間の寝台特急「北陸号」として活躍したＪＲ東日本の 14系客車をフィリピンへ無償譲渡し、現在

は、マニラ～リガオ間を結ぶ夜行列車「ビコールエクスプレス号」として活躍している。また東京～大

阪間の寝台急行「銀河号」や九州ブルートレインの寝台特急「はやぶさ号」「富士号」など各地で活躍

したＪＲ西日本及びＪＲ九州の 24系客車・14系客車もタイ王国でバンコク～チェンマイ間を走る夜行

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E6%9D%B1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E6%9D%B1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E8%A5%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E6%88%B8%E5%B2%A1%E9%8B%AD%E6%B2%BB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E8%B3%80%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%B4%8E%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%88%86%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%86%8A%E6%9C%AC%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%E5%B4%8E%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%A3%E4%BD%93%E5%B0%82%E7%94%A8%E5%88%97%E8%BB%8A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%AC%E3%83%BC%E5%8D%8A%E5%B3%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%82%A4%E7%8E%8B%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%82%AF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%AB
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列車として、マレーシアではトゥンバ～ジョホールバル間の夜行列車「マラヤンタイガー号」として無

償譲渡された車両が再活躍している。 

マレーシア国鉄を例にとれば、このＪＲからの車両無償譲渡により、マレーシア側の負担は、日本か

らの車両輸送コストや現地での車輪幅及びブレーキシステムの改造及び調整として 650万リンギ（約１

億 7000万円）かかるものの、列車を新造するよりも大幅に車両調達コストを抑えることができ、乗車券

収入で５年程度での回収を目指せるなど他のアジア諸国からの関心も高い。 

 

3.1 研究の目的 

 上記のような背景を鑑み、ＪＲ寝台列車中古車両などをベトナムに車両譲渡することなども考慮

した上、ベトナム国鉄南北縦貫線（統一鉄道）の路線を利用し既存列車を観光列車化し、日本人ア

ウトバウンド客が少ないベトナム中部地区においてリゾート観光、世界遺産観光に鉄道観光を加え、

観光需要を増強することを本提案の目的とする。 

 

Ⅲ. 調査方法 

 

1.1 文献研究及び現地調査 

ガイドブックの内容分析により、日本人にとってはホーチミン、ハノイがベトナムにおける主要

な観光地となり、他の中部エリアなどは他国の観光者より需要が低いことが窺われた。そのため中

部エリアの日本人に対する観光需要を喚起するため、文献研究、事象のリサーチを重ねた結果、研

究の背景に記した事象などを鑑み、ベトナム国鉄南北縦貫線（統一鉄道）の路線を利用した列車の

観光列車化案を提案することを決定した。 

 またベトナム現地での鉄道利用状況、中部の観光に対する潜在力を調査するため、ベトナムプロ

ジェクトメンバーにより催行されたベトナム現地へのスタディーツアーに、佐藤康裕、抜井ゆかり

の２名が参加し、下記２班に分かれ現地で本提案を補完するフィールドワークを行った。 

 

（Ａ）ベトナム国鉄南北縦貫線（統一鉄道）乗車、ベトナム中部地区ダナン、フエ、ホイアン視察  

2012年 11月２日～2012年 11月５日  

調査担当：青淵正幸先生、佐藤康裕  

 

（Ｂ）ベトナム中部地区フエの世界遺産、リゾート地視察  

2012年 11月４日～2012年 11月５日  

調査担当：抜井ゆかり 

 

1.2ベトナム国鉄南北縦貫線調査結果 

ベトナムの鉄道はハノイを起点に４路線があり、ベトナム国鉄で最も重要な路線が、ハノイ～サイゴ

ン（ホーチミン）までの全長 1726Ｋｍにわたって延びる南北縦貫線（統一鉄道）である。その他、ハノ

イ～ハイフォン線（約 102Ｋｍ）、中国の国境まで延びるハノイ～ドンダン線（約 169Ｋｍ）、ハノイ～

ラオカイ線（約 294Ｋｍ）の３路線があり、ドンダン、ラオカイでは中国国境を越えて中国側の列車に
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乗り継ぐことも可能である。今回のスタディーツアーでは、南北縦貫線（統一鉄道）のサイゴン駅～ハ

ノイ間全線に乗車し、途中ダナン駅とフエ駅で途中下車をしてダナン及びフエ周辺を視察した。 

南北縦貫線（統一鉄道）は全区間単線ということもあり、過密な列車ダイヤの設定は難しいものの、

各停車場では行き違いできるようになっており、遅延した場合でもダイヤの回復がしやすく、ほぼ時刻

表どおりの正確なダイヤで運行されている。線路の保線状態も良好で乗り心地も悪くはない。また大型

駅にはファーストフードやコーヒーショップなどが設けられており、日本以上に待合室の座席数も充実

している。また乗車券類も現在ではコンピューター発券を採用しており、ダブルブッキングなどのトラ

ブルはない。南北縦貫線（統一鉄道）の列車にはＳＥ１、ＳＥ２、ＴＮ３，ＴＮ４などの列車番号が付

与されており、奇数の列車番号がハノイ発サイゴン行き、偶数の列車番号がサイゴン発ハノイ行きとな

り、2012年５月現在、最も早い列車がＳＥ３とＳＥ４でハノイ～サイゴン間を約３０時間で結んでいる。

座席や寝台のカテゴリーは列車の種類によって様々な分類があり、それぞれ料金が異なる。 

 南北縦貫線（統一鉄道）の場合、座席はハードシートとソフトシートの２種類で構成され、ハードシ

ートは木製のボックスシートとなっているのに対して、ソフトシートはハードシートに比べてゆったり

としたリクライニングシートとなっている。また寝台はハードベットとソフトベッドの２種類があり、

ハードベッドは上・中・下段の木製ベッドが向き合っているタイプなのに対して、ソフトベッドは上下

２段のベッドで４人１室の個室タイプ（定員に満たない場合は相部屋）となっておりクッションが利い

たベッドにシーツがかけられている（図８参照）。いずれも上段より下段の方が料金が高い設定となっ

ている。ただしソフトベッドであっても各寝台を仕切るカーテンなどがなく、日本の寝台列車よりもプ

ライベート空間は確保しづらい。また洗面所や便所があまり綺麗ではないため日本人を含めた外国人観

光客にとっては厳しいものがあった。 

 

図８ ベトナム鉄道における車両の現状  

   

【ソフトベッド】            【ハードベッド】 

 



 

47 

   

【ソフトシート】            【ハードシート】       佐藤撮影 

 

1.3 ベトナム中部地区のフエ世界遺産調査結果 

ベトナム中部で中心都市となっているのは「フエ」、「ホイアン」「ダナン」であり、これに DMZ(＝非

武装地帯)観光で知られる「ドンホイ」を加えた４エリアが、主な観光地となっている。 

各都市については、下記のようになる。 

フエは阮朝の都が置かれていた古都であり、1802～1945 年まで王朝が続き、フォーン河沿いに広が

る街並みは阮王朝時代の名残を留めており、美しい建築が見どころとなっている。アクセスは航空便で

ハノイから 1 時間 10 分、ホーチミンからは 1 時間 20 分、列車の場合はハノイから 11 時間 30 分、ホ

ーチミンから 18 時間、ダナンから 2 時間 30 分となる。今回、上記鉄道利用のほか、ハノイから国営航

空会社ベトナム航空の航空便利用もしたところ、機内サービスはミネラルウォーターのみだが、機内も

清潔で満席となっていた。今回に限り、利用者層はベトナム人と白人系外国人客が半々といったところ

で、ベトナム人はビジネス客、白人系外国人は観光客がほとんどという区分けとなっていた。 

 フエの観光要素の中心は、フエの王朝群の世界遺産観光となる。それぞれは下記のような特徴である。 

[世界遺産 フエの王朝群] 

旧市街 

１）グェン王宮（Dai Noi）：中国の王宮建築の様式を取り入れた王宮。戦争中に破壊された箇所もある

が、今でも当時の王朝の雅さを偲ぶことが出来る。 

街郊外南部 

２）ミンマン帝廟（Lang Minh Mang)：フエ市内からフォーン川を 12ｋｍ下ったところにある。1841

年に建造され、美しい庭園や建築が見所である。 

３）トゥドック帝廟（Lang Tu Duc)：旧市街からミンマン帝廟へ向かう途中にあり 1867 年建造された。 

４）カイディン帝廟（Lang Khai Dinh)：1931 年建造された西洋風のデザインを取り入れた廟。完成ま

でに 12 年かかった。 

 

なお、ベトナム中部地区の世界遺産については、①フエの建造物群（1993年登録、文化遺産） ②ハ

ロン湾（1994年、2000円登録、自然遺産）③ホイアンの古い町並み（1999年登録）、文化遺産） ④ミ

ーソン聖域（1999年、文化遺産）⑤フォンニャ－ケバン国立公園（2003年登録、自然遺産）⑥ハノイの

タンロン皇域の中心区域（2010 年登録、文化遺産）⑦胡朝の城塞（2011年登録、文化遺産）の計７カ所

が存在する。1993年に初めて中部「フエの建造物群」が世界遺産登録されて以来、徐々に登録数を増や
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し、2012年現在、文化遺産５カ所、自然遺産２カ所が登録され、この世界遺産の７カ所のうち５カ所の

世界遺産が、今回我々観光グループが提案した豪華列車利用によるゴールデン観光ルート上に存在する。 

    

  図９ ベトナム中部の世界遺産 

出典：ZenTech 

 

ベトナムにおける世界遺産への日本人観光客の関心については、ベトナム北部ハロン湾～カンボジア

のアンコールワットを含んだ世界遺産を周遊するツアーが日本人のシニア層に人気が高い。ベトナム中

部地区の世界遺産はベトナム戦争の影響で多くの建物が崩壊しているが、世界遺産が集中していること、

修復プロジェクトが行われていることにより、今後、さらに注目が集まる可能性が高く、その背景とし

ては日本人の世界遺産ツーリズム志向の高さがある。  

フエには 1802年～1945年に存在したベトナム最後の王朝・グエン朝の皇帝の帝廟を中心とした遺跡

群があるが、旧市街の中心にある王宮跡・グエン朝王宮のほか、街郊外（南部）に遺跡が点在する。訪

問前は崩れかけた遺跡が多いという情報を得ていたが、視察した印象では修復プロジェクトが順調に進

んでいるように思えた。かなり大がかりに櫓を組んで修復をしている遺跡も多く、これら修復費用に関

してはワールド・モニュメント財団（World Monuments Fund: WMF）による支援を受けていた。そのため

遺跡内に「WMF」の立て看板や案内などを多く目にする機会も多かった。ワールド・モニュメント財団と

はニューヨークに拠点を置く民間の非営利組織で、アドボカシーや助成金交付などを通して世界中の歴

史的建造物や文化遺産の保存に取り組んでいる団体である。 

日本のガイドブックでは、街に近いグエン朝王宮が主に紹介されていることが多かったが、視察した

ところでは修復が完了した場合、街郊外（南部）の遺跡がかなり有望な観光資源になると感じられた。

建物様式の多様性、建築内部の意匠の細かさ等、目を見張るものがあり、海外のガイドブックではこれ

ら街郊外（南部）の遺跡が敷地の見取り図入りで紹介されるなどされ、その重要性は高く評価されてい

る。中部が日本人のディスティネーションとしてより認知された場合、これらの記述が日本語のガイド

ブックでも増え、集客が増加することは間違いないと考える。 

http://www2m.biglobe.ne.jp/%257EZenTech/world/map/vietnam/Vietnam-World-Heritage-site-Map.htm
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1.5ベトナム中部地区のリゾート調査結果 

リゾートに関して、概況とともに調査内容などを述べる。2012年 11月 19日にイギリスで開催された

国際観光見本市『World Travel Market』の開催組織と市場調査会社 EUROMONITOR INTERNATIONALによる

グローバルトレンド調査によれば、2012年から 2016年にかけてベトナムのホテル市場の CAGR（年平均

成長率）は 15％と予想されアジアトップ であった（アジア全体市場の CAGRは 7%）。 

中部では 2010年フエにシックスセンシズリゾート「エヴァソンアナマンダラ」が開業したが、シック

スセンシズリゾートは、インド系イギリス人富豪の家系の創始者を持ち、モルディブの島にシックスセ

ンシズ リゾート＆スパの 先駆けとなる「ソネヴァフシ」を 1995年に誕生させたホテルチェーンである。 

「ソネヴァフシ」のオープンはリゾート愛好者の間で非常に話題を集め、シックスセンシズは“SLOW 

LIFE”が息づいたエコラグジュアリーな施設とサービスでアジアンリゾートの新潮流になりつつある。 

フエに開業したシックスセンシズリゾート「エヴァソンアナマンダラ」は、街の中心から離れたシー

サイドに建つリゾートとなるが、離れタイプの客室などは高級感漂う造りで、ベトナム人スタッフによ

るホスピタリティあふれるサービスも細やかなものである。なお料金面に関しては、一番グレードの低

いデラックスの客室でルームレートが 1泊 1万円以下、離れタイプのビーチヴィラでもルームレートが

１泊１万円～１万 5000円前後であり、同レベルの他の有名アジアンリゾートの料金に比べ、各段に宿泊

料金が低廉であった。筆者が宿泊した同時期、別の日本人女性が一人旅で泊まっていたがはやりその費

用対効果のよさに驚いており、「日本人が知ったら人気が出そう」という意見を述べていた。 

またベトナム第３の都市であるダナンは 60㎞続く白砂のビーチをもち、米フォーブス『世界で最も美

しいビーチトップ 10』 のひとつに数えられているノンヌオックビーチがある。ベトナムリゾート開発

の先駆け的存在「フラマ・リゾート・ダナン」を核にハイアット（インド・チャイナ開発）などが、積

極的にリゾート開発を誘致している。なおホイアンは元々仏領インドシナ時代、仏系の政府要人用のリ

ゾートとして開発された土地で、ドイモイ経済改革後は外資企業による観光開発が盛んになり、ザ・ナ

ム・ハイなどが現在では最高級リゾートの代表格となっている。 

 

1.6ベトナム中部地区の特徴的料理 

フエはベトナム最後の王朝、阮朝の都だったため、ベトナム中から一流料理人が集められ、カニ、エ

ビ、カモ、ハスの実などの高級食材をふんだんに使用したフエ料理が誕生し、これが宮廷料理となった。

その後、レシピが庶民へも広まり、フエ庶民料理もあるが、フエ市内には宮廷料理専門店がいくつもあ

り、観光客に人気が高い。味だけでなく、野菜などの切り口にも細工が施されている目にも美しい料理

であり、これを観光列車内の食堂車などで提供することも考えられる。 

 

1.7ベトナム中部地区その他の都市の概要 

ダナンは経済の中心地で中部最大の都市であり、チャンパ王国の遺跡を見ることができる。現在は漁

港として、中部ベトナムの商業の中心として栄えている。アクセスは航空機利用でハノイから 1 時間 15

分、ホーチミンから 1 時間 10 分、鉄道利用でハノイから 14 時間、ホーチミンから 15 時間、フエから

2 時間 30 分となっている。 

＜市内の主な見どころ＞ 

１）チャム博物館（Bao Tang Cham）：チャンパ王国の遺跡、美術品を様式別に展示。古代史に興味の
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ある人は必見である。 

２）コン市場（Cho Con）：ダナン市内で一番大きな市場。市民生活の中心。衣料品、食料品、雑貨など

が販売され活気もある。 

３）ダナン博物館（Bao Tang Da Nang）：ベトナム中部少数民族についての展示などがある。 

４）ホーチミン博物館（Bao Tang Ho Chi Minh）：ベトナム戦争の展示と、ホーチミンが住んでいた自

宅の模型を展示している。 

＜市街地＞ 

１）ノンノック海岸（Non Nuoc Beach）：年間を通して気候が一定で、海水浴に最適の海岸。数キロに

渡る長い砂浜が特徴である。 

２）ランコー島（Dao Lang Co）：ハイバン峠とフエの間にある美しい島。南洋のエメラルドグリーンの

海を楽しめる。 

３）ハイバン峠（Deo Hai Van）：チューンソン山脈が海にまでせり出したところにある峠。ここから見

る景色は絶景である。 

４）大理石山（Ngu Hanh Son）：大理石で出来た５つの山。Nguyen 王朝の Gia Long 王が Kim Son (金), 

Moc Son (木), Hoa Son (火), Tho Son (土), Thuy Son (水)と名をつた。ふもとでは大理石のおみやげも名

物となっている。 

 

ホイアンは海のシルクロードの要衝として栄えた街で、かつて遠くポルトガル、イタリア、中国や日

本からの商品がこの港町を経由して東西に行き来していた。旧市街などには職人の店やカフェなどもあ

るほか、近年ではビーチリゾートとしても人気が高い。またここホイアンもオリエンタルな古い街並み

が世界遺産となっている。なお航空機、列車による直接アクセスが不可で、ダナンからバスで 1 時間の

距離にある。 

[ホイアンの主な見どころ] 

１）来遠橋/日本橋（Cau Lai Vien/Cau Nhat Ban）：1593 年に建設された屋根つき橋。昔この橋をはさ

んで片方が日本人町、もう片方が中国人街になっていた。 

２）博物館：サーフィン博物館（サーフィン文化の展示）、海のシルクロード博物館（海上交易の歴史）、

ホイアン歴史文化博物館。 

３）木造建築：中国式の美しい歴史的木造建築が見られる。 

４）ミーソン遺跡（Hanh dia My Son):ホイアンの南西 45ｋｍにあるチャンパ王国の遺跡群。現存して

いるチャンパ王国の遺跡としては最大の規模。こちらも世界遺産である。 

 

Ⅳ. ベトナムへのＪＲ中古車両海外譲及び観光ルートの形成の実現の提案内容 

なお日本での海外鉄道旅行マーケットは、商品数が少ないために非常に小さい状況となっている。そ

の理由としては、販売価格が高いこともあるが、大手旅行エージェントでの手配（大量手配）が難しい

ことや 鉄道が多岐にわたることから商品としては少なく FIT（個人手配旅行）として扱われることが多

いためである。その中でも、メジャーなものとしては、海外鉄道旅行における要素としては都市間の高

速移動、絶景を楽しむ鉄道、鉄道しかアクセスの方法がないもの、のんびりと移動する中で風景や観光
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を楽しむ鉄道に区分することができる。前述の研究の背景なども鑑み、今回の我々観光グループ提案で

はベトナムにおいて「のんびりと移動する中で風景や観光を楽しむ鉄道」を提案する。 

日本の寝台列車・列車旅行の減少 、日本では一部では鉄道旅行商品の販売をしているものの寝台列車

の減少（廃止）があり、日本での寝台特急を利用する機会が減少している。安価な鉄道代金としてベト

ナムの鉄道代金は航空機よりも格段に安いため、鉄道旅行を行っても高付加価値（質の高いサービス）

のサービスを受ける事ができ、価格も比較的安価である。海、山、田畑、間近に暮らす人々の営みなど

多岐にわたる風景が眺められるほか、日本の昔の寝台列車ならではの旅情も味わえる。ベトナムでの鉄

道風景は山あり、海ありと日本の風景に近いものがあり、日本の寝台列車で使われていた車両を利用す

ることでよりかつての日本の旅情を味わうことができ親和性が高いと考えられる。 

また運行ダイヤが過密ではないこともあるが、定刻率が高いため旅行としても使いやすいと考えられ

る。ホスピタリティーが高い国民性から質の高いサービスを提供することができると考えられる。 かつ

ての日本での鉄道旅行を楽しんだシニア向け商品として展開ができるのではないかと考え、まずは既存

列車の 1 部車両を豪華列車に改造して組み込む案を先に試験導入したい。その場合、一般車両との間に

食堂車を入れ、豪華車両を接続し、食堂車では、フエの宮廷料理など特徴ある料理も提供する。一部車

両ということで逆に付加価値が出るため一般車両利用の現地の人にも刺激を与えることができる。また

ベトナムで鉄道利用している層は中級層であり、調査ではその中級層が単に移動の足として利用してい

たため、上記豪華車両は既存のベトナム人向けというよりはこれまでのベトナム国鉄のサービスの常識

を覆した主に外国人向けの車両とすることが望ましい。日本人のほかにも、ヨーロッパからのツアーへ

の接続プランとして組み込みも可能ではないかと考える。 

また豪華列車のみ魅力だけでは訴求力が乏しいので、主にベトナム中部地区を中心とした各土地の魅

力をもっと伝える必要がある（世界遺産、中部リゾート、食文化等々）。そのためこの鉄道を利用する

ことで、ベトナム観光のゴールデンルートを形成できると考える。 

観光ゴールデンルートとは、各国のメジャーで人気のある観光スポットを回る旅行の行程のことを指

す。 これらは旅行会社が企画してパッケージプランとして組み立てており、旅行する国や地域の要所を、

効率的に見て回るルートになる。 ちなみに日本の中国人向けのゴールデンルートは、東京・東京周辺（横

浜鎌倉など）の観光スポットを巡り、箱根、富士山、東海道新幹線利用で経由し 京都・奈良・大阪を観

光するパターンとなる。欧米人は自分で行きたいところに行くためあまりこのようなコースは設けられ

ていないが、訪日アジア人向け商品ではこのようなルートが多く用意されている。このような形で、ベ

トナムにおいてもホーチミンからベトナム中部を経由し、ハノイまでのゴールデンルートを形成するこ

とにより、新たな観光資源の創出となる、より長期の滞在を促すことが可能と考える。 

 

Ⅴ 提案内容の実現可能性 

 日本とベトナム間においては、2007 年 2 月 27 日、ベトナム南北縦貫の高速鉄道建設のため共同

委員会が設けられた。日本からは国際協力機構 （JICA）、国際協力銀行 （JBIC）、日本貿易振興

機構 （JETRO）が、ベトナムからはベトナム国鉄、運輸省、計画投資省、運輸省が参画した。そ

の後、ベトナム政府に対し、日本の国交大臣が 2010 年、日本の新幹線方式を売り込み、ベトナム

政府側は承認したものの、国会で総投資額 540億ドルという投資額が問題となり、6月の国会で政

府案は否決された。その後、ＪＲ東日本主導で設立された日本コンサルタンツが、発注側の各国政

http://ja.wikipedia.org/wiki/2007%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2007%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%8D%94%E5%8A%9B%E6%A9%9F%E6%A7%8B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%8D%94%E5%8A%9B%E9%8A%80%E8%A1%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%B2%BF%E6%98%93%E6%8C%AF%E8%88%88%E6%A9%9F%E6%A7%8B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%B2%BF%E6%98%93%E6%8C%AF%E8%88%88%E6%A9%9F%E6%A7%8B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E5%B9%B9%E7%B7%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E3%81%AE%E5%9B%BD%E4%BC%9A
http://www.bloomberg.co.jp/apps/quote?T=jp09/quote.wm&ticker=9020:JP
http://www.jictransport.co.jp/index.html
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府などと交通システム計画のコンサルタント契約を結んで準備を進め、ベトナムに関してもベトナ

ムの南北を縦断する高速鉄道計画を動かしていると 2011 年現在で発表されている。 

なおベトナムは経済成長に伴う交通量の増加によって、首都ハノイやホーチミンでオートバイを

中心とした交通渋滞や排ガス汚染、騒音などの公害が多発し、社会問題となっている。そのためハ

ノイ、ホーチミンの両市は日本の技術やノウハウを活用し、日本企業が契約主体となるなどの「STEP

案件」として、３鉄道路線の計画を進めているという。計画内容は国際協力機構（JICA）によれば、

2019年開業目標のホーチミン地下鉄１号線と、 ハノイの都市鉄道の全線高架の１号線と２号線と

なる予定である。この両市の計画にも前述の日本コンサルタンツが関わりをもっているという。 

これらの状況からも、ベトナムの鉄道において日本との協力体制が整ってきている。一足飛びに

観光列車の実現とはいかないまでも、上記のような都市などで実績を挙げることにより、提案内容

などの実現性も高くなると考えられる。当初高速鉄道が否決された理由も費用面であったが、ＪＲ

などが他国に対して車両の無償譲渡を行っていることを考慮し、ベトナムに対しても高額の費用が

発生しないプランなどが可能と考えられる。以上の内容を踏まえ今後関係各所と調整し、実現に向

けて進めていきたい。 
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