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アジェンダ

1. 裾野産業発展に関する政府の2015年11月03日付の政令
第111/2015/ND-CP号

2. ベトナムにおける自動車産業の裾野産業
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• 裾野産業は主要産業の基本的な産業である。

• 裾野産業は国家産業の基盤産業である。

• 裾野産業は生産のコストを決定し、最終製品の付加価値

および製品の競争力を向上させる。

産業における裾野産業の重要性
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裾野産業発展に関する政令の経緯
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公布済の政策

•一部の裾野産業の発展政策に関する2011年02月24日付の決定
第12/2011/QD-TTg 号

•発展優先裾野産業一覧を発行した決定第1483/QD-TTg号

•「裾野産業分野の中小企業発展補助」提案を承認する2012年10月
17日付の決定第1556/QD-TTg号

•税金に関する法及び施行案内文書の条項を追加・改正する2014年
11月26日付の法第71/2014/QH1号



1. 裾野産業発展補助政策

• 研究・開発に関する補助政策

• 技術適用及び技術移管に関する補助政策

• 人材開発に関する補助政策

• 裾野産業の国際協力に関する補助政策

• 市場開発に関する補助政策

I. 政令第111/2015/ND-CP号の内容
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企業補助政策
• 企業を支援する裾野産業発展センターシステムを設立した。その

目的は技術及び企業管理に関する補助をメインとする。 技術の
導入及び移転、サンプル設計、品質検証、原材料取引場等を
実施、運営するセンターを含む。

• 技術、人材教育、生産管理、市場創造等において国内企業を
補助する裾野産業発展プログラムを実施する。
当プログラムは製品の出荷先を探すために内資グループと
外資系企業をつなげ、外資系企業のサプライチェーンに徐々に
ずつ参加し、地域・世界の市場への輸出を指向している。

I. 政令第111/2015/ND-CP号の内容
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2. 裾野産業に対する優遇政策

• 1. 優遇対象

・発展優先工業製品一覧に属する裾野産業製品を生産する

プロジェクト

・新設備、新生産工程を適用し、生産性を最低20％
向上させる新投資プロジェクト、拡張プロジェクト。

I. 政令第111/2015/ND-CP号の内容
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2. 裾野産業に対する優遇対策
• 2. 政策
• a. 一般的な優遇
• 法人所得税
• 輸入税
• 与信、信用
• 付加価値税
• 環境保護

I. 政令第111/2015/ND-CP号の内容
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2.裾野産業に対する優遇対策

2. 政策

• b. 中小企業に対する優遇

• 投資信用

• 土地・水面の賃料

3. 経済・社会条件が困難又は特別困難である地域に

おいて、発展優先裾野産業製品一覧に属する製品を

生産する投資プロジェクト

I. 政令第111/2015/ND-CP号の内容
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1. 商工省の通達第55/2015/TT-BCT 号

• 発展優先裾野産業製品一覧に属する製品を生産するプロジェクトに
対して優遇の承認・検査の手続きを定めた。

2. 国家銀行の通達第01/2016/TT-NHNN 号

• 裾野産業発展に関する2015年11月03日付の政令第111/2015/ND-
CP号に従い裾野産業発展支援の融資政策を紹介する。

発行された関係文書
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3. 財務省の通達第21/2016/TT-BTC 号

• ベトナムの裾野産業製品生産プロジェクトに対する法人所得税

優遇及び付加価値税の申告を案内する。

発行された関係文書
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• I. 自動車産業発展の必要性
・自動車産業は他の産業の発展を促進する
・ 2020年にベトナムの一人当たり国民総所得が3000ドルに
達すると予測された。自動車繁栄時期（自動車需要のブ
ーム）がその後に発生し、2025年に国内の自動車需要が
60万台／年になると予測された。

・自動車産業の発展は先進国からの投資誘致、先進的な
生産技術・管理経験の移管、多数の雇用創出につながる。

II.ベトナムにおける自動車産業の裾野産業
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II.ベトナムにおける自動車産業の裾野産業

II. 自動車産業の現状

2.1. 世界及び地域の状況

自動車生産はアメリカやヨーロッパからアジアへ移動する傾向が

ある。タイ、インドネシア、マレ－シアをはじめ東南アジアにおいて

大部分の大手製造業及び裾野産業、クラスターが参加した。



14

II.ベトナムにおける自動車産業の裾野産業

•2.2. ベトナムの自動車産業

•概況

• 2015年まで、自動車産業は4000企業以上あり、東南部及び紅
河デルタに集まる。大分の企業が中小企業である。設計組立の

総能率が46万台／年である。その中で、外資系企業は47％を

占め、国内企業が53％を占める。

自動車組立生産の平均成長率が17％／年である。

• 総販売車数は2010年184,813台、2011年181,545台、

2012年124,815台、2013年153,199台、2014年241,178台、

2015年334,168台。
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ベトナムにおける自動車産業の裾野産業

•ベトナムの自動車市場規模はまだ小さく、350企業、労働者2,7万
人、総固定資産及び長期的な投資金が８兆ドンある。多数車種に
よる市場分割は部品生産に困難を与える。多数の部品、パーツ
は高いレベルの生産技術が要り、国内組立自動車の国内付加価
値率が低く特に9人乗りの自動車である。
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ベトナムにおける自動車産業の裾野産業

b) 成果

•多数の経済セクターが積極的に参加した。その中に、国内企業
である長海自動車株式会社（Thaco)及び国際自動車グルップ（ト

ヨタ、フォード、ホンダ、三菱等）がある。自動車生産組立の総能
率が46万台／年。小車（20万台／年）、トラック及び乗用車（21.5
万台／年）を含む。

•初期段階として自動車産業の裾野産業を成形し、国内の自動
車生産組立用の部品の一部を提供する。
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ベトナムにおける自動車産業の裾野産業

•トラック、乗用車（10人乗りから）、専用車の国内生産化率が高
く、基本的に国内自動車市場需要に対応できる（7トンまでのト
ラックが需要の70％に対応でき、平均の国内生産化率が55％；
10人乗り以上の乗用車が需要の90％に対応でき、平均の国内
生産化率が45％～55％）
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ベトナムにおける自動車産業の裾野産業

III. 2025 年までのベトナム自動車産業発展戦略及び 2035 年ま
でのビジョン

発行された文書
1. 首相は2025 年までのベトナム自動車産業発展戦略及び

2035 年までのビジョン（2014年7月16日付の決定第1168/QD-
TTg号）及び、2020年までのベトナム自動車発展企画及び2030
年までのビジョンを承認した。

2. 2014年7月24日付の決定第1168/QD-TTg号及び決定第
1211/QD-TTg号を基づき、ベトナム自動車産業発展の戦略及び
企画を実施する仕組み及び政策に関する2016年2月4日付の首
相の決定第229/QD-TTg号
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ベトナムにおける自動車産業の裾野産業

3. 2020年までのベトナム自動車産業発展企画及び2030年まで
のビジョンを承認した2014年7月24日付の首相の決定第
1211/QD-TTg号。
4. 日越協力範囲内におけるベトナム工業化戦略実施の当たり
に、2020年までの自動車産業及び自動車部品産業発展活動計
画及び2030年までのビジョンを承認した2015年10月28日付の首
相の決定第1829/QD-TTg号
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ベトナムにおける自動車産業の裾野産業

提言

ベトナムへの支援を、お願い申し上げます

・2016年2月4日付の決定第229/QD-TTg号に定めた優先度の
高い車種を生産する。具体的に小型乗用車（9人乗りまで排気
量が1.5リット以下）、環境に優しい自動車、省エネルギー自動車
（ハイブリッド車;電気自動車、バイオ燃料車等）
・エンジン、ギア、 トランスミッション 等を含む自動車の重要部を
生産出来るようにベトナムへの支援が必要。
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IV. 自動車生産組立産業

・エンジン及びエンジン部品：ボディ、ピストン、クランク軸、コン
ロッド、ギア、排気、シリンダ、シリンダヘッドアセンブリ、カム
、ピストンリング、エンジンバルブ

・潤滑システム：オイルフィルター、クーラー、ラジエーター、オイ
ルポンプ、バルブ

・冷却システム：ラジエーター、ラジエーター、ファン、熱定数バ
ルブ、水ポンプ;

・燃料供給装置：燃料タンク、燃料フィルタ、エアフィルタ、燃料
ポンプの配管、キャブレター、燃料噴射システム

・フレーム - ハル - ドア：パンチングプレート、トラックの箱、階段
、ドア。

・サスペンション：ピンセット、スプリング、ダンパー
・車輪：タイヤ、リムアルミホイール

・ドライブトレイン：クラッチ、ギアボックス、アクスル、プロペラシ
ャフト

発展優先裾野産業製品一覧



・ドライブシステム
・ブレーキシステム
・電気・電子部品

＋電源：バッテリー、発電機
＋点火装置：スパークプラグ、高電圧変圧器
＋リレーブート、電動機

＋ワイヤ、コネクタ、ヒューズ、センサー、自動制御装置、プ
ロセッサ
・照明システムや信号：ランプ、ホイッスル、ゲージ
・自動車排気処理システム
・自動車用のプラスチック部品
・ゴム部品、制振材
・フロントガラス、ワイパー、カーシート
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