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１．ベトナムの経済と裾野産業

＊2015年は前年比6.68％の成長率であり、名目GDPは1,915億ドルであった。
2016年1~9月実績が5.9%となり、ベトナム政府はGDP目標を6.3~6.7%に修正。
2005年のGDPは、576億ドル、2010年は1,127億ドルで、最近5年は70％の伸び。

＊GDPの推移を供給サイドで見ると概ね、第1次産業18%、第2次38%、第3次44%
に対し需要サイドでは、民間消費45%、総固定資本形成30%程度で推移。
即ち、民間消費と、外資を含む民間投資が経済成長を担っている。
貿易赤字は2010年120億ドルの赤字から2015年は9億ドルの黒字となるが、
部品輸入の比率は輸入額の3割程度を占め、民間投資を支える裾野産業育成
が急務。

名目GDPの推移

MPI統計総局データより
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２．日越両国府による工業化戦略とJICAの取組み

１）日越工業化戦略・・・2020年の工業国入りへの取組と2030年のビジョン
両国政府の合意した下記6分野で、ベトナム政府による行動計画が定められている。

基幹産業育成と地域毎の優先順位設定、裾野産業クラスター形成による工業国化を目指す。
(１)農水産加工 ---------首相決定 No. 1291/QD-TTg (2014年8月1日付）

(２)農業機械 ----------- 同 No. 1342/QD-TTg (2014年8月12日付）

(３)環境・省エネ --------- 同 No. 1292/QD-TTg (2014年8月1日付）

(４)造船業 ------------- 同 No. 1901/QD-TTg (2014年8月22日付）

(５)電子産業 ----------- 同 No. 1900/QD-TTg (2014年8月1日付）

(６)自動車・自動車部品 -- 同 No. 1829/QD-TTg (2015年10月28日付）

２）JICAの裾野産業育成の取組み

①裾野産業の現状把握

＊工業化戦略アクションプランに沿って、2015年に中小企業実態把握の為の調査を行い、

その資料としてMPIで抽出の工業化戦略分野に属し日系企業との提携に関心のある

500社のリストをJICAのサイトに掲載している。
http://open_jicareport.jica.go.jp/pdf/12234712_02.pdf#search='JICA%E3%83%99%E3%
83%88%E3%83%8A%E3%83%A0500%E7%A4%BE%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88'

＊2016年に掛けて、自動車部品産業の育成政策の構築に関連し基礎的な調査を行い、

2030年の市場規模を見据えた自動車産業育成政策の必要性を確認した。
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② 全体的なJICAの取組み

2005年より日越共同イニシアチヴの枠組みを構成。ベトナム政府、経団連・商工会等の民間企業、日本政
府・JETRO,JICA等の3者が裾野産業育成を含む投資環境全般の改善に取り組む。2016年より労働条件、賃
金、運輸、サービス、中小企業支援、投資法・企業法の運用改善、医薬品を課題として取組み。

関係機関 ベトナム政府機関

(Stakeholders)
経済団体、商工会

等、日系企業

日本の公的機関

（政府、大使館、
JICA,JETRO等）

現状

人材育成

中堅・熟練人材不足

需給ミスマッチ

ＭＯＬＩＳＡ、大学、

職業訓練学校

＊人材育成支援 VJCC/日本語研修、経営塾

ハノイ/HCM工業大学、訓練校支援 （円借）

＊技能検定試験導入

＊日本語人材拡大、

技能検定3級レベル

＊2020年迄円借支援

財政

担保不足とSMEへの貸
出システム未整備

財務省、中銀、銀行
＊SME向け融資システム

＊金融機関の能力向上（審査機能など）

＊中小企業支援

ファンド立上げ

行政システム

ＳＭＥ政策の実施モニタ
リング不足と優先無

計画投資省：SME
工業省：裾野産業

＊ＳＭＥ支援政策の改善、戦略毎の調整取組

＊投資環境整備専門家派遣

＊中小企業法策定中

技術

外資とのビジネス機会
少く技術経験不足

ＳＭＥ支援機関
（VCCI,MPI,MOST,

MOIT,etc.)

＊ＳＭＥ生産現場へのカイゼン、5S指導員派遣

生産向上に取り組み

＊日越企業間のビジネスマッチング

＊2016年迄34名派遣

＊JETRO, SMRJによる

マッチング実施
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③技術協力の一環としての裾野産業育成

2010年より2015年までに34名の技術者を金型、部品製造分野に派遣し工場の診断から

改善指導を行っている。指導の一例として、以下のような指導基準表を作成し取組中。

２次、３次下請けクラスの企業育成によるサプライチェーンと投資拡大効果が期待できる。

ランク 能力評価 企業 （学校の例え）

５ 技術的課題を自分で解決出来る 極めて少ない。 （大学）

４ 生産技術を持ち専門家支援で改善が可能 Ａ社（少ない）５Ｓ可 （高校）

３ 生産技術を持つが問題解決は専門家が要 Ｂ社、Ｃ社 ５Ｓ可 （中学）

２
技術的資産は無いが製造は可。生産管理

や品質管理を学ぶレベル。（自動化機械頼み）
Ｄ社、Ｅ社 ３Ｓ （小学校）

１ 家内工場のレベル （幼稚園）

④地方起点の産業開発支援

工業化戦略実施に当たり、政策実施能力、モニタリング能力の不足、産業政策の不十分

な成果（例：低い現地調達率、熟練労働者の不足）を克服し、新たな産業集積構築の見込

みが有り、地方政府トップの理解と日本の支援とのシナジー効果の見込める地方省を

選び取り組む。

＊産業政策行動計画の策定 ： ハナム省（北部）、バリアブンタウ省（南部）

＊農業政策行動計画の策定 ： ゲアン省（北部）、ラムドン省（南部）

大野教授による、産業政策調査報告： ハナムhttp://www.grips.ac.jp/forum/pdf16/hanam
バリアブンタウ http://www.grips.ac.jp/forum/pdf16/BRVT_J6.pdf
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３）ベトナム政府機関の裾野産業への取組

ベトナムの中小企業振興機関は以下に跨るが、縦割りからより効率的な連携が課題。
（計画投資省への企業登録数は33万社で、国営企業1.4%、民間企業96%、外資企業2.6%。

民間企業の実に99%が零細、小規模企業）

①計画投資省 （MPI: Ministry of Planning and Investment）
＊外国投資庁（FIA: Foreign Investment Agency）

－外資誘致による裾野産業育成方針を掲げる政府の実施機関
＊企業開発庁（AED: Agency for Enterprise Development）

－裾野産業に特化せず、成長途上の企業支援を実施。JICA/SV受入機関

②商業工業省 （MOIT: Ministry of Industry and Trade）
＊裾野産業振興センター（SIDEC: Supporting Industry Enterprise Development Center）
－裾野産業発展の為の国家方針、戦略立案の為、FIAと協力し開発育成プログラム

企業データベース整備、職業訓練コースの開発等を担当
＊地方産業開発庁（ARID: Agency for Regional Industry Development）

－地方省の産業発展の評価、地方産業クラスターへ投資呼び込み
＊ベトナム貿易産業促進センター（VieTrade）

－裾野産業に限らず、ベトナム産品の取引、貿易拡大

③科学技術省（MOST:Ministry of Science and Technology）
＊科学技術情報センター（NASATI: National Agency for Scientific and Technological Info.）

－科学技術情報提供による裾野産業育成支援
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日系企業を中心とする産業クラスターの例 (資料編）

ベトナムでは産業クラスターは未発達だが、比較的先行する電機産業、二輪車の例を挙げる。

１）電気・電子機器のクラスターの例

－キヤノン、ブラザー、パナソニック、京セラが北部に立地し日系電機・電子産業が次々に投
資を行った結果,北部ベトナムに「電気・電子産業クラスター」が形成された。

－ベトナム全体としてみた場合、電気・電子産業の裾野産業の現地調達率は33％と3割近く

だが、プラスチック製品は11.0％、電気・電子部品は10％と1割程度になる。

さらに、その現地調達に占める現地企業からの調達率は、プラスチック製品では44.0％、

電気・電子部品では16.5%であり、最終的に現地企業からの調達率は、プラスチック製品で

11.0％×44.0％＝4.84%、電気・電子部品では9.6%×16.5%＝1.58%となり、特に電気・電子部品

の現地調達率が極めて低いことがわかる。

すなわち、ベトナムに電気・電子産業が多数進出したものの、一次下請けの企業が多く、二次
下請け以降の裾野産業が育っていない状況。
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２）2輪車のクラスターの例

－ホンダベトナムは1997年12月より二輪車の生産を開始した。

当初から現地調達率を意識し向上に努めた結果、1998年時点ですでに現地化率は44％
と半分弱の現地調達率となっており、生産を拡大する中で、取引する現地サプラヤーの数と

現地調達率も増やしていった。ハノイ北部のビンフック省、南部のハナム省に3工場を展開。

－直近では、ホンダベトナム向けのサプライヤーが現地調達率を高めるといった事例も見られ

一定程度の産業集積が進み、ホンダベトナムは現在、現地調達率95%以上。

また、進出している企業を見ると、1社ではなく複数社に供給している企業が多く、１グルー
プ

の直線的なサプライチェーンにとどまらない構造となっている。

（本事業で集めた現地企業のDBについて、各社の納品先の社数について平均を求めると3.9
社であり、サプライチェーンが１グループの直線的なサプライチェーンに留まっていな
い）。

－ただし、現地調達率が増えていると言っても、基本的にはベトナムに進出した外資系企業か

らの調達が中心となっている。ホンダベトナムは2006年時点で現地化比率88％であったが、

部品供給企業数を見ると、現地企業の比率は18/53と3割強にとどまる。

産業集積も基本的には外資系企業が中心となっていると思われる。

前出の電気・電子産業と同様、現地調達に占める現地調達の割合は、プラスチック製品や

電気・電子部品等になると低くなることから、Tier 2、Tier 3になる程、現地調達率も低くなる。
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３）自動車部品産業

＊ベトナム政府の行動計画を前提に、ベトナムの部品産業の現状調査を、商工省と

傘下のIPSI(Industrial Pituteolicy & Strategy Inst)、早稲田大学、他関係機関と協力し実施。

＊調査では、国内のアセンブラー、1st tierを初めとする部品製造企業等のヒアリングを

通じて、ベトナム企業が自動車産業のサプライチェーンに入るための前提を確認した。

現状の問題は；

－日系自動車メーカーに認められるISO/TS16949等の技術力を持つ企業が殆ど皆無

（バイク部品製造では高いレベルを持つ企業は多い）,

－殆どのベトナム企業は小規模で、巨額の設備投資資金を賄う融資システムが未発達

－自動車の製造・品質技術スタンダード（安全、環境を含む）がベトナム国内で確立さ
れていない

－部品製造業が使用すべき輸入部品関税の撤廃が進まず、輸入完成車とのコスト差が

縮まらない構造

＊2020年、2030年を見据えた政府機関が共有できる市場規模の把握と、それに見合う産業

政策（金融システム構築、人材育成等）、適正な税制、環境政策、インフラ整備が求め
られる。
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