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アジアと沖縄の食品産業連携の可能性 
―コールドチェーンとセントラルキッチン― 

 
はじめに 
1. アジアの食品需要 
2. コールドチェーン 
3. セントラルキッチン 
結びに代えてー今後の課題― 
 
はじめに 
 沖縄がアジアのビジネスと連携する要素としてコールドチェーンとセントラルキッ

チンが浮上しています。先日シンガポール開催された Food Japan 2016 とシンガポー

ル、チャンギ空港保冷倉庫施設を視察し、さらに日本の大手物流会社シンガポール法人

を訪問し、沖縄がアジアと食品産業で連携する情報収集をしましたので報告します。 
 
1. アジアの食品需要 

大和総研の報告書1によると、アジア市場における加工食品は 2003 年の 237 億 2300
万ドルから 2018 年には 1069 億 8900 万ドルへと約 4.5 倍に増加し、2013 年から 2018
年の年率成長率も 8.5%になると推測されている。冷凍保存食品は 2003 年の 6 億 6600
万ドルから 2018 年には 39 億ドルと約 5.8 倍に増加し、2013 年から 2018 年の年率成

長率は 9.8%になると予想されています。 
 
・冷凍保存加工食品 

冷凍保存加工食品市場は、2003 年から 2013 年までの年率成長率が 10％を超え、著

しい成長市場であるが、2018 年にかけても 9％を超える年率成長率を維持する見込み

です。 
企業ごとのシェアを国別にみると、インドネシア、タイ、フィリピンではトップシェ

ア企業が 30％以上の占有率を獲得しています。また、企業別では自社で流通網を持ち、

小売業も併せて行っている企業が上位に集まっています。アジア地域では冷凍輸送の浸

透も遅れており、冷凍加工食品業を営むためには、食品加工技術と併せて販路と流通網、

輸送手段を確保する必要があります。2 
 

                                                   
1 株式会社大和総研「平成 25 年度食品産業グローバル革新支援事業 
我が国食品関連企業のアジア諸国における事業展開事例等調査報告書」平成 26 年 3 月  
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/kaigai/pdf/h25_houkoku_daiwa_all.pdf 
 
2 同上 
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表 1 アジア地域の加工食品市場規模と年成長率(100 万ドル、%) 

 

出所:株式会社大和総研「平成 25 年度食品産業グローバル革新支援事業 我が国食品関連企業のアジ

ア諸国における事業展開事例等調査報告書」平成 26 年 3 月 

 http://www.maff.go.jp/j/shokusan/kaigai/pdf/h25_houkoku_daiwa_all.pdf 

 
表 2 冷凍保存加工食品市場の企業別占有率(2013 年) 

 

出所:株式会社大和総研「平成 25 年度食品産業グローバル革新支援事業 我が国食品関連企業のアジ

ア諸国における事業展開事例等調査報告書」平成 26 年 3 月 

 http://www.maff.go.jp/j/shokusan/kaigai/pdf/h25_houkoku_daiwa_all.pdf 
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・Food Japan 2016 
Food Japan は、Food Japan 実行委員会 (OJ Events Pte Ltd) が主催で ASEAN 市

場最大の日本の食に特化した見本市で今年はシンガポールで開催されました。出展対象

は、農林水産品、加工食品・飲料、食器・伝統工芸品、調理器具、食品機械、店舗設備、

食品素材、アグリイノベーション、ほかサービスで、ASEAN 市場の商品開発者（食品

メーカー）、食品・飲料仕入れ責任者（レストランオーナー、ホテル、スーパー・小売、

商社・卸）との商談の場となっています。また一般消費者へのダイレクトなマーケティ

ングの場、販売の場としても機能しています。3 
日本の食材・食品はアジアでは人気が高く、展示会は賑わっていました。県内からは、

物産公社、新垣通商が出展し、会場は人と人の肩が擦れ合い、通行も困難なほど盛況で

した。 
 

図 1 Food Japan の様子(筆者撮影) 

 
 

2. コールドチェーン 
コールドチェーンとは冷凍・冷蔵によって低温を保ちつつ，生鮮食料品を生産者から

消費者まで一貫して流通させる低温流通体系のことです。4 
コールドチェーンは以下の効果があります。5 
① 質・鮮度保持 

・呼吸量と呼吸熱の上昇を抑えあるいは低下させて、体内水分の蒸散と成分の消耗等

                                                   
3 Food Japan HP http://www.oishii-world.com/jp/about 
4 Weblio 辞書 

http://www.weblio.jp/content/%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%81%E3%
82%A7%E3%83%BC%E3%83%B3 
5 平成 23・24 年度農林水産省補助事業 卸売市場コールドチェーン導入の手引 
初版：平成 24 年３月 ㈱流通システム研究センター、第２版：平成 25 年３月 食品チェーン研究協議会 
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を防ぐ（青果物、花き） 
・酵素による自己消化の進行を抑え、あるいは停止させる (水産物、畜産物）  
・冷却によって硬度を高め、衝撃や摩擦による品質低下を防ぐ(青果物、水産物、

畜産物、花き） 
②熟度・開花・成長の進行の抑制 
・成熟（老化促進）ホルモンであるエチレンの発生を抑える、またエチレンへの感

受性を低下させる（青果物、花き） 
③微生物や病害虫の増殖防止 
・人間に害のある微生物や病原菌の増殖を防ぎ、あるいは死滅させる（青果物、水

産物、畜産物） 
・農畜水産物の品質を劣化させる微生物の増殖を防ぎ、あるいは死滅させる（青果

物、水産物、畜産物） 
・青果物や花きが、保有している病害虫（人間には害はない）の増殖を防ぎ、ある

いは死滅させる（青果物、花き） 
これらの効果は、商品としての価値を維持できるだけでなく、品質の劣化に伴う

商品ロスや販売機会ロスの削減につながります。また食品安全上のリスクの削減や、

取引先からの信頼確保にも寄与します。 
コールドチェーンのイメージは、例えば、農産物等の収穫を予冷庫に入れ、保冷

車で輸送し、市場等の低温保管倉庫で取引を行い、保冷車で小売店に搬送し、さら

に消費者まで届ける仕組みです。 
 

図 2 

 
出所:農林水産省資料 

 
・国内外で市場が拡大傾向 

中食需要の拡大やコンビニエンスストア、チェーンストアの PB 商品などの強化

により、低温物流市場は拡大トレンドにあります。特に、コンビニエンスストア大

手が弁当や総菜などの生産・販売にチルド温度帯の活用を増加していることも市場
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を牽引しています。6 そこに加えて、アジア向け市場が動き出しています。 
 矢野経済研究所の調査によると、2014 年度の内外の低温食品物流市場規模は前

年度比 103.8％の 1 兆 3,600 億円になったそうです。7 
 
・潜在需要が大きいアジアの冷凍食品 

世界の 1 人当たりの冷凍食品消費量の比較をみると、アジア圏の国々は、欧米諸

国に比べて少量にとどまっています。日本は両者のちょうど中間に位置しています。

欧米とアジアとの落差には、調理法の違いに加えて、外食の頻度や慣習の違いも含

めた食文化の違いが大きいと想定されます。また、欧米諸国間においては、食品流

通に係る事業環境も影響しているとみられます。今後は、アジア諸国の所得の向上

に伴い消費の拡大が予想されます。8 
 

図 3 

 

 
ASEAN 諸国の所得の向上や中間層の増大に伴う食生活の多様化により、冷凍・冷蔵

食品等への需要が高まっており、生産段階から消費段階まで所定の低温に保ちながら流

通させる仕組み （コールドチェーン）の整備が求められており、日本の農産品輸出促

進の観点からも、輸出環境の 整備は重要となっています。 
「日本再興戦略」改訂 2014（平成 26 年６月閣議決定）には「グローバル・フードバ

                                                   
6 SPEEDA 「好調な低温物流、アジア市場への期待」国内外で市場が拡大傾向 

https://www.uzabase.com/speeda/analysis/archive/50/ 
7 矢野経済研究所「低温食品物流に関する調査結果 2015～ 経済成長が続くアジア圏を中心に、

日系低温物流事業者に対する需要が拡大 ～ http://www.yano.co.jp/press/pdf/1475.pdf 
8 同上 
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リューチェーン戦略に基づき、産学官が連携し、有望市場であるアジアなどの新興国を

中心に、経済協力を戦略的に活用しつつ、我が国食産業の海外展開等によるコールドチ

ェーン、流通販売網などの輸出環境の整備とマーケットイン型の輸出体制の構築を推進

する。」とあり、アジア展開を政府が支援しています。 
コールドチェーン普及に当たっての課題としては、冷蔵施設等の大規模な初期投資や

ランニングコスト、脆弱な電力インフラ、制度的課題 （外資出資規制、運送業と倉庫

業の兼業禁止）等があります。9 
図 4 

 
日系の物流業者は図 4 のごとく既に、アジア各国に進出・立地し拡大するアジア

の冷凍食品市場に対応しています。 
 また、中国の企業間電子商取引（B2B）のオンライン・マーケット 
（www.alibaba.com、china.alibaba.com、www.alibaba.co.jp）を運営するアリバ

バは子会社を通じて、24 時間以内に生鮮食品の配送を始めるそうです。同社のコー

ルドチェーン配送サービスは現在、北京、上海、蘇州、南京、杭州、深センなど 18
都市への配送をカバーしているが、配送エリアを 50 都市へと拡大する計画です。

                                                   
9 国土交通省「我が国物流システムの海外展開戦略を考える」物流審議官 平成 27 年３月 
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また、新設する 3 拠点を活用して夜間配達や日時指定などのオンデマンド配送サー

ビスをサポートするそうです。10 
 

・シンガポール チャンギ空港保冷倉庫施設 
 国際ハブ空港であるチャンギ空港の保冷倉庫施設を視察しました。2－8 度に温度に

設定されたヤード、冷凍施設、さらにハラール認定の施設等で食材、医薬品等が保管さ

れ、直接トラックの積載・搭載ができるトラックドックが完備され、コールドチェーン

のアジアの拠点として、随一の施設であるという説明を受けました。しかし、流通加工

の設備はなく、保管のみとのことでありました。  
 

図 5 チャンギ空港の冷凍施設 

 

 
出所: 

https://www.bing.com/images/search?q=coolport+Changi&qpvt=coolport+Changi&qpvt=coolport+Cha

ngi&qpvt=coolport+Changi&FORM=IGRE による。 

 

                                                   
10 24 時間以内に生鮮食品を配送 アリババ物流子会社、3 大都市に生鮮食品流通センター 
2015 年 6 月 19 日 http://www.logi-today.com/169374 
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・沖縄大交易会 
 国内最大級の国際食品商談会「第３回沖縄大交易会」（同実行委員会主催）が 21 日、

宜野湾市の沖縄コンベンションセンターで開幕しました。出展企業は 41 都道府県から

県外 188 社、県内 73 社の計 261 社、バイヤーはシンガポールや台湾、中国など 15 の

国と地域から 224 社が参加しました。11 
 出展の内訳は青果 49、食品加工品 457、魚介類 19、水産加工品 95、肉類 18、お米

13、お酒 63、水・清涼飲料水 57、その他 75、全て 846 となりました。これらの食品

関係の取引においても鮮度を保持するコールドチェーンは大きな役率を果たすと思われま

す。 
図 6  

 
出所: 沖縄大交易会実行委員会事務局 http://gotf.jp/app/?module=product&action=Search&isPublic=1 

 
3．セントラルキッチン 

セントラルキッチンとは食材を集中的に調理・製造・加工する工場のことです。例え

ば、外食・中食業のフランチャイズチェーンでは、食材を半製品の状態に集中加工し加

盟店へ回送し、店舗では解凍、加熱、アッセンブル、盛り付けをするだけでメーニュが

出来上がるシステムを作り上げています。このシステムの採用は、食材の調達費用や製

造加工のコストダウン、製造・加工技術ノウハウの漏洩防止、品質の維持、デリバリー

コストの削減、店舗サイドの労務費削減等を可能にします。12 
コールドチェーンを基にしたセントラルキッチンは物流において、重要な意味を持っ

てきます。沖縄県アジア経済戦略構想にも国際物流拠点の要素として推進することが載

っています。 
本土の大手物流会社は札幌、小松、大阪、福岡等から那覇空港に運び、翌早朝にアジ

                                                   
11 http://www.47news.jp/localnews/okinawa/2016/11/post_20161121104155.html 
12 Weblio 辞書 
http://www.weblio.jp/content/%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83
%AB%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%B3 
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ア各都市に輸送できる、リード・タイムの優位性を活かしたコールドチェーン等の展開

に意欲を見せています。中国への入り口としての香港の役割は重要であり、Made in 
Japan の全国の素材や商品を沖縄の航空貨物ハブを経由して入れ、中国やアジア諸国

に配送したいとのことでした。セントラルキッチンが現実化してきています。13 
次世代凍結技術の一つで独自の凍結技術を使い食品加工やレストラン事業を手掛け

る企業はうるま市に立地し、全国から集めた新鮮食材を調理、冷凍加工するセントラル

キッチンを設置して、上海、香港、仁川、バンコック等のアジア各国への輸出を計画し

ているそうです。14 
シンガポールの” Food Japan 2016”の視察の際、日本の大手物流会社のシンガポール

法人を視察・訪問し、沖縄が経済的にシンガポールとかかわるヒントを示唆していただ

いた。シンガポール経済、物流の概要の説明を受けたのち、沖縄はシンガポールと海、

空の直行便がなく、経済連携が厳しい中でどのような、戦略をとればよいか尋ねたとこ

ろ、次のようなアドバイスを受けました。 
シンガポールはアジアのコールドチェーンのハブであり、増大する需要に対応する拠

点となっている。沖縄がかかわるための要素として次の二点が重要となります。 
① セントラルキッチン 

チャンギ空港には冷凍・冷蔵の機能しかなく、セントラルキッチン機能がなく、沖縄

が Made in Japan の食材の調理・加工の機能を果たせば、チャンスはあるとのことで

した。 
② 迅速な通関 

他にない、迅速な通関機能があれば、遠距離、直行便がない等の不利性を克服できる

可能性があるとのことでした。 
 

結びに代えてー今後の課題― 
 沖縄県アジア経済戦略構想には【重点戦略 Ⅰ】「アジアをつなぐ 、国際競争力ある

物流拠点の形成～ スピードと品質を追求し、独自性のあるアジア・リージョナルハブ

の地位確立 ～」が記されています。また臨空・臨港型産業の集積促進するために「優

れた物流機能を活用し、国内を含めたアジア全体と市場とするパーツセンターやリペア

センター、セントラルキッチン等の臨空・臨港型産業の集積に向け、上記のインフラ整

備と併せて積極的な誘致活動を展開する。」ことも示されています。 
 現在、那覇空港には沖縄グローバルロジスティクスセンター「サザンゲート」が設置

され、稼働しています。保税スペースでの在庫マネジメント、製造、機器修理・メンテ

ナンスの機能があります。今後セントラルキッチン機能拡充について検討していかなけ

                                                   
13 Okinawa 経済ニュース No.3 で紹介済み 
14 沖縄タイムス 2015 年 1 月 5 日「沖縄に新技術冷凍食品工場 アジアへ出荷拠点」  
http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/47738 
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ればなりません。 
 また迅速な通関のために、既にあるシンガポールの電子通関システム Trade Net15や

日本の輸出入･港湾関連情報処理システム（NACCS:Nippon Automated Cargo and 
port Consolidated System）等よりも進んだ先端の電子通関システムを沖縄で開発する

のも一考に値すると思われます。 
 

図 7 NACCS 

 

出所:「輸出入通関手続の電子化について 通関関係書類の電子化・ペーパーレス化への取組み」門司税関

業務部通関総括第１部門。 

 

                                                   
15 http://www.customs.gov.sg/about-us/national-single-window/tradenet/tradenet-front-end-solution-providers 
 


