
はじめに

日本の対ベトナム直接投資は、これまでいくたびかの変動の波を迎えてきた。近年では我

が国資本の直接投資先として、いわゆるチャイナ・プラス・ワンの選択肢の一つとしても、

かなりの注目を浴びるに至っていることは周知の通りである。

しかしながら、ベトナムでは裾野産業が未成熟であるとの認識が現状では一般的で、技術

移転の受け皿となるべき地場中小企業の育成が急務であるとされる。そのため、ベトナム進

出に躊躇する日本企業も少なからず存在する。したがって、ベトナム政府では 年以降、

裾野産業育成政策を強力に推進するようになった。

筆者はベトナム中小企業が未成熟で、あってもその数は少なくしかもすこぶる停滞的かつ

後進的であるとの理解は 年代当初の移行期での姿であり、そのような見方は今日では一面

的なものに留まったものであると考えている。そのことに関しては別稿で述べたいと思う

が、このような視点に立つならば、我が国とベトナムとの国際的生産分業関係の有り様に関

しての理解も変わってくるに違いない。最近では、ベトナム国内で具体的に実施されている

様々な裾野産業育成のための振興施策や継続的な努力によってベトナム地場企業の漸進的成

長がもたらされ、また進出日系企業等による外注先としてのベトナム中小企業の不断の 発

掘 作業が続けられるとともに、新規創業の製造中小企業群の勃興が窺われる。そして、こ

のところの多様かつ積極的に進められている ・ ネットワーク構築の動きとも密

接に絡みつつ、タイを中心とする メコン経済圏 での生産分業体制の再編が加速化していく

だろう ）。そのことはアジア大での各国・各地域間での生産分業再編成への契機となるに違

いない。また、このような生産分業構造の再編成は 年を目途に進められている
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内経済統合や中国・ 間での 完成に向けての各企業の対応策、さらにはそれに

関連する 各国の産業政策見直し等々とも重なり事態は混沌としていくことが予想

される。これに加えて、ベトナムも参加する （環太平洋経済連携協定）交渉が現在進

行中である。

本稿では、経済グローバル化が急速に進むアジアのなかにあって、現在のベトナムが置か

れている特徴的な国際的立ち位置をまず確認する。ベトナムは他の 主要国とは異

なり、グローバリゼーションへ対応すべき時間はきわめて短いという制約がある。そしてそ

のような短期間の内にあって、ベトナムは日本などからの直接投資導入を梃子として工業化

の途を歩もうとしている。そして、裾野産業育成が急務の課題となっているベトナム製造業

の現況とそれを取り巻く国際経済環境の変化への対応について、筆者が中心となり 年に

実施した進出日系機械金属系中小企業に対するアンケート調査の結果を踏まえて、検討を進

めていきたい。

ベトナムの国際的な立ち位置と直接投資

． ベトナムの国際的立ち位置

中国やベトナムなどの社会主義国が世界市場と連結するに至ったのはいずれも 世紀の後

半になってからである。すなわち、中国で経済改革が進められ対外的な開放政策が発表され

たのは 年 月であり、一方ベトナムにおけるドイモイ政策の公表は 年 月のことで

あった。市場経済への移行開始は、両国ではしたがって 年間の違いでしかない。ところ

が、このわずかな期間のうちに両国での経済発展の規模とスピードにはあまりにも大きな違

いがもたらされてしまった ）。

周知のように、開放後の中国には世界各国から大規模な直接投資が流入し、アメリカや日

本などへの輸出拠点として世界の工場の地位を確立するに至った。他方、ベトナムはその間

も低所得国としての地位に甘んじていた。ベトナムの一人当り が ドルを突破

し、世界銀行の分類上で中所得国として認められるようになったのはようやく 年のこと

であるにすぎない。

ところで、グローバリゼーションの波が 年代以降、急速に世界を席捲するようになっ

てくる。発展途上国の多くで 世界のグローバリゼーションと自国のグローバリゼーション
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）例えば、 日本経済新聞 年 月 日付け参照。ここでは、ラオスのタイ国境沿いに工業団地の建
設が新たに始まることを報じている。それにより、 タイやベトナムといった工場集積地と、カンボジア
などが生産を補完する仕組みに、物流の要衝に位置するラオスが加わる と説明されている。
）トランはこのことをもって、中国やベトナムの経済改革には市場経済への 移行 と、 開発 という
二つの視点が必要であることを指摘する（トラン・ヴァン・トウ ベトナム経済発展論─中所得国の罠と
新たなドイモイ─ 勁草書房、 年 月、 ページ）。また、社会主義経済から市場経済への移行戦略
としては や世界銀行などのワシントン・コンセンサスに代表される急進主義よりも、ベトナムでは
総じて漸進主義（ ）が採用されたことを強調している（例えば、 、 ページを参照）。
さらに、彼はワシントン・コンセンサスとの比較ではないものの、ベトナムでは中国とは異なりその移行
戦略が漸進主義的であり、国有企業のシェアが長期的に高く維持されて民間企業の発展が抑制されてきた
こと、さらにベトナムでは中国の 小平のような強力なリーダーが不在であったことに特徴があると述べ
ている（ 、 ページ）。



国際的時間制約下におけるベトナム経済の課題について（前田）

が時間的に重なり合い、二重の意味での強烈な歴史的経験 ） の時期を迎える。ベトナムで

もこのことは例外ではない。

ベトナムは 年に に加盟し、その翌年には （

自由貿易地域）に参加する。 の目標を実施するための

（ 共通有効特恵関税）スキームのもとで、ベト

ナムは 年までに関税撤廃を終えなければならない。 年に越米通商協定の締結のの

ち、 年間という超短期間で 加盟（ 年 月承認、 年 月正式加盟）にまで

漕ぎつけることができた。したがって、ベトナムは に正式加盟ののち、つまり世界

自由貿易体制への参加が認められて、今日に至るまでのわずか 年間しか経過していない。

また、 年 月の ・中国間での （ 包括的経済協力枠組み協定 ）発効にと

もない、新規加盟国（ベトナム）は工業品に関して 年までに関税を撤廃し、 を完

成させけれればならない。つまり、ベトナムは 年 月 日までには一部のセンシティヴ

品目を除いて、中国ならびに 各国から輸入する全ての工業品についての関税撤廃

を約束したのである。要するに、ベトナムでは 諸国ならびに中国との間において

比較劣位となった品目の輸入急増の可能性が高まっている。そのような各国間における産業

構造上での比較優位・劣位関係の固定化がもたらされかねない。しかしながら、今日のベト

ナムの経済発展ならびに工業化戦略はグローバリゼーション下で 挑戦 と同時に 機会

の時期に直面している重要課題と認識すべきである。早急に工業化と産業振興の方向性を明

確にし、直接投資の適切な導入とそれによる地場企業（ローカル企業）の積極的育成への努

力を継続していく必要があると考えられている ）。

グローバリゼーションへの対応という点から見れば、ベトナムは他の 諸国より

も出遅れた感がかなり強い。 諸国のなかには 年代から輸入代替工業化の途を

選択し、その挫折を経たのち 年代あたりからは輸出志向工業化戦略への転換を明確にし

ていった国も存在する。輸入代替工業化それ自体は失敗に終わったものの、その間での産業

もしくは技術面での一定程度の基盤蓄積がタイなどの 諸国では着実に培われてい

た点がベトナムとは大きく異なる。ベトナムは 年代の半ばから、タイなどとは違って、

輸入代替工業化の経験を踏まえることなく、いきなり輸出志向工業化の途を歩まねばならな

いことになったのである。

まず、図 を見ていただきたい。これは 年代から最近までのほぼ 年近くの時期につ

いて、 年のドル価格で示した中国、ベトナム、タイ カ国の 人あたりの の推移

である。タイでは 年代以降緩やかではあるが明らかな増勢傾向が見てとれるし、 年代

後半からその伸びは顕著となっている。これに対して、中国は 年代の半ばからの急成長

）大野健一 国際統合に挑むベトナム （大野・川端望編著 ベトナムの工業化戦略─グローバル化時代
の途上国産業支援─ 日本評論社、 年 月に所収）、 ページ。
）このような認識については、移行期以降のベトナム支援に関わる 関係者の多くが共有している。
例えば、次のような記述を参照。

…、ベトナムの中小企業の育成は 、 加盟という国際的な経済環境下では急務となってお
り、早急に支援体制を確立するニーズは高く、時間も限られている。このタイミングを逃すと、ベトナム
の工業は裾野産業が拡がらない形になる可能性も高い…緊急の課題である… （独立行政法人国際協力機
構経済開発部 ベトナム社会主義共和国中小企業技術支援センタープロジェクト事前調査報告書 年
月、 ページ）。



が、そしてベトナムは 年を過ぎる頃から緩やかな上昇傾向が窺われる。

の先進 カ国グループ（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィ

リピン）では直接投資の導入を組み込んだ輸出志向工業化戦略を積極的に推し進めてきたと

はいえ、そこでの製造業の産業組織はこれまで外資系企業の比重の高さと地場系中小企業の

脆弱さに性格づけられてきた。ベトナムにおいても地場系中小企業の育成にはまだまだ長い

時間を要し、そのために 製造業の核の部分は外資系企業によって占められてもやむなしと

割り切るべき との主張が明確になされてきた ）。

． のなかのベトナム─投資と貿易の循環のなかで─

ベトナムで外国資本導入の姿勢が明確になってくるのは 年代である。我が国からベト

ナムへの新規の直接投資はこれまでにおおよそ 度のブームがあった ）。 年が第

次ブームで、 年でのアメリカによる経済制裁解除を契機とした。だが、このブームは

年のアジア通貨危機によって停滞した。 年からベトナムは外国資本導入政策に転換す

る。投資関連法規の整備や ％出資での投資活動の承認、外国投資に対する各種税制の減

免、工業団地の整備・拡充についての検討が進められるようになった。こうして、第 次

ブームが 年頃から 年までに到来した。 年には投資件数 、投資金額としては

それまでの最高の 億 万ドルに達した。ところが、第 次ブームはリーマンブラザーズ

破綻後における世界的不況の深刻化や鳥インフルエンザ感染拡大への恐れ等から急速に沈滞

する。 年以降現在に至るまでは、第 期とでも呼べるほどの高水準の対ベトナム投資の
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）木村福成 工業化戦略としての直接投資誘致 （大野・川端望編、前掲書に所収）、 ページ。
）以下、日本の直接投資の説明に関しては、前田啓一 ベトナム北部日系工業団地における日系中小企業
の事業展開について─ハノイ市とハイフォン市を中心に─ 同志社商学 第 巻第 号、 年 月
日の ページを参照。

図 人当たり （ 年ドル価格）

（出所）トラン・ヴァン・トウ ベトナム経済発展論─中所得国の罠と新たなドイモイ─ 勁草書

房、 ページ。



国際的時間制約下におけるベトナム経済の課題について（前田）

時期を迎えている。

ところで、海外に進出している日系企業では進出先国の如何にかかわらず、その主要な販

売先として海外市場（輸出）を目指すのか、あるいは進出先国内市場に期待するのかという

基本的な販売戦略の立案がきわめて重要である。

図 は、アジア・オセアニアにおける進出日系企業の売上高に占める輸出金額の比率を一

覧にしている ）。この図ではその右側にいくほど平均輸出比率が高く、ラオス（ ％）に

次いでベトナム（ ％）が二番目の位置となり、スリランカやバングラデシュよりも上位

にきている。他方、図の左側からは輸出比率の低い順に並び、インド、韓国などののちにイ

ンドネシア（ ％）とタイ（ ％）が登場する。つまり、現状ではベトナムが輸出拠点

としての位置づけが高いのに対して ）、タイは輸出比率が低く国内市場への販売比率が高い

という違いが示されている。今後についても、 現地市場開拓を（輸出よりも）優先する

との回答が、タイ（ ％）ではベトナム（ ％）よりずっと高い ）。その場合、現地市

場開拓（企業向け販売）の将来的な方向としては（表 ）、総じて現地の日系企業向けを減

らす傾向があるとともに、地場企業向けや地場外資系企業向けを増やそうとしている。なか

でも、ベトナムでは地場企業向けならびに地場外資系企業向けがそれぞれ 、 ポイン

トも高まっていることに注目される。

）日本貿易振興機構（ジェトロ）海外調査部アジア大洋州課・中国北アジア課 在アジア・オセアニア日
系企業活動実態調査（ 年度調査） 年 月 日、 ページ。調査時期は 年 月 日 月
日。
）輸出が全てという全量輸出型企業の比率はラオス（ ％）を筆頭とし、このほかカンボジア
（ ％）、ベトナム（ ％）、バングラデシュ（ ％）などでも高い（同上）。
）同上、 ページ。

図 売上高に占める輸出の比率（国・地域別、 ％で回答）

（出所）日本貿易振興機構（ジェトロ）海外調査部アジア大洋州課・中国北アジア課 在アジア・

オセアニア日系企業活動実態調査（ 年度調査） 年 月 日、 ページ。



このような状況のなかで、進出企業の経営上の問題点としては（表 を参照）、タイ、ベ

トナムの両国で、 従業員の賃金上昇 が最も多く指摘されているほか、 現地人材の能力・

意識 や 幹部候補人材の採用難 も共通している。ただ、タイでは 競合相手の台頭（コ

スト面で競合） や 主要取引先からの値下げ要請 も重視されており、企業集積の進展と

それによる企業間競争の激しさを反映した問題点が指摘されている。他方、ベトナムでは第

位に 原材料・部品の現地調達の難しさ が認識されているほか、 通関等諸手続きが煩

雑 も問題点として指摘されている。

表 ではベトナムでの原材料・部品の現地調達が困難であることを明らかにしていたが、

あらためてそれら原材料・部品の調達先を示す資料が次の表 である。これによると、現地

での調達割合が高いのが中国で ％を超えているほか、タイでも ％を上回っている。これ

に対して、ベトナムでの比率は中国やタイの半分程度にすぎず、現地調達の困難さが示され

ている。ベトナムではその現地調達の難しさをカバーするものとして や中国から

の調達割合が他の国よりも高くなっている。

また、現地調達先の内訳として、地場企業と進出日系企業の比率を最近 年間での推移で

見ると（図 ）、タイでは地場企業が着実に高まっているのに、進出日系企業は反対に低下

傾向が明白である。他方、ベトナムでは地場企業が 年に急に増えたのちは横這いから緩

やかに減少気味に推移しているが、進出日系企業は 年から低下したのちに 年には再

び上昇する気配が窺える。この点は、タイとベトナムでの生産拠点としての異なる位置づけ

が反映していると考えられる。すなわち、地場の中小企業や裾野産業の集積が一定程度進ん

でいるタイとそのような状況には未だ十分に達していないベトナムとの違いを反映してい

る。タイもベトナムも、進出先でのコスト面での考慮から地場産業からの調達を増やそうと

しているが、ベトナムについては調達可能性ある地場企業がそれほど多く存在しないので、

必要やむなく進出日系企業からも調達を増やさざるを得ないこともあるためと考えられる。

今後の生産機能高度化について、同じくジェトロが調べたものによると、 高付加価値品

の生産機能を拡大する が 汎用品の生産機能を拡大 との回答を上回った諸国のなかには
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表 現地市場開拓においてターゲットとする層（企業向け販売）

現地日系企業向け 地場企業向け 地場外資系企業向け

総数 現在 ％ ％ ％

将来

現在

将来

タイ 現在

将来

ベトナム 現在

将来

中国 現在

将来

（出所）同上、 ページより作成。



国際的時間制約下におけるベトナム経済の課題について（前田）

タイ（それぞれ ％、 ％）と中国（ ％、 ％）がある。逆に、ベトナムでは

汎用品 （ ％）が高くて、 高付加価値品 （ ％）を超えている。このように、今

のところ、ベトナムでの生産機能の位置づけはタイや中国とは異なり、高付加価値品を目指すも

のづくりではなく、普及品や汎用品タイプの生産を目指す企業の多いことが示されている ）。

）同上、 ページ。

表 経営上の問題点

タイ ベトナム

従業員の賃金上昇（ ％） 従業員の賃金上昇（ ％）

競合相手の台頭（コスト面で競合）（ ） 原材料・部品の現地調達の難しさ（ ）

現地人材の能力・意識（ ） 現地人材の能力・意識（ ）

幹部候補人材の採用難（ ） 幹部候補人材の採用難（ ）

主要取引先からの値下げ要請（ ） 通関等諸手続きが煩雑（ ）

（出所）同上、 ページより作成。

表 原材料・部品の調達先割合

現地 日本 中国 その他

総数 ％ ％ ％ ％ ％

中国

タイ

ベトナム

（注）国・地域別の合計が ％になるよう回答したもの。

（出所）同上、 ページより作成。

図 原材料・部品の現地調達先の内訳の推移（国・地域別）（ 年）

（出所）同上、 ページ。



国際経済環境の激変は東アジアの域内貿易循環にきわめて大きな影響を及ぼしている。こ

こでは以下の議論を展開するうえで必要な最近 年間についての事実を確認するのみにとど

めておこう（図 ならびに図 を参照）。

東アジアの貿易循環について 年から 年までの変化をみると、 年では日本は韓

国とともに中間財を に供給し、そこで組立て、そして最終消費地の欧米等に輸出

するという東アジア生産ネットワーク構造が成立していた。ところが、この 年間でその構

造に大きな 深化と変容 が現れている ）。すなわち、 この東アジア生産ネットワークは

域内での中間財需要を大きく拡大させながら、 これまで主に が担っていた 組

立・最終財輸出 工程が中国に移り、 は中国への中間財供給者の役割を拡大する

ようになった。このように中国は東アジア生産ネットワーク構造のなかで絶対的な生産・輸

出拠点としての地位を確立するとともに、日本や は中国に中間財供給を行うこと

で東アジア域外へ最終財を供給するという新たな貿易循環が成立するに至った。

さらに、この 年間で の域内貿易についても、これまでとは異なったパタ

ンーンが出現している ）。図 によって、 年と 年での に対する中間財輸出

額の地域・国別シェアの推移を調べると、 年では日本が ％と最も大きなシェアを占

めていたのが、 年には が ％で第 位の日本の ％を大きく引き離して

いる。すなわち、日本からの中間財供給は次第に に置き換えられつつある。通商

白書 年版は、 が生産において“自律的となりはじめた兆し”が窺われるとと

もに、 域内で貿易の深化が遂げているとの評価を与えている。このことは、企業

の最適分業構築戦略を進める上で、 の位置づけがますます重要になってくること

を意味する。

それではこの間、ベトナムの貿易構造はいかなる変容を遂げたのか。まず、指摘しておか

なければならないのは、 年以降に輸出が急増していることと、それに伴い貿易赤字が大

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）

）ここでの説明に関しては、主に経済産業省 通商白書 年度版、 年 月、 ページ
を参考にした。
）同上、 ページ。

図 東アジア各国・地域の中間財・最終
財貿易動向（ 年）

図 東アジア各国・地域の中間財・最終
財貿易動向（ 年）

（出所）経済産業省 通商白書 年度版、

ページ。

（出所）同上。
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きく膨らんでいることである。貿易赤字の規模は輸出額よりも大きく伸長し、ベトナムの産

業構造が依然とし輸出加工組立型を基本としていることが如実に示されている。ここではベ

トナムの産業発展 最終工業製品の高度化とともに部品・中間財輸入が増えざるをえないと

いう深刻な貿易構造の問題のあることを明らかにしている。つまり、このような貿易赤字の

背景としては、輸出商品の高度化が遅れており国際競争力を備えた工業品に乏しいこと、そ

して輸入面では裾野産業の発展の遅れが輸入を誘発しているなどの指摘がなされる。また、

貿易収支のインバランスについては 、韓国、中国との間で目立っている ）。

こういったベトナムの貿易構造は 年にきわめて大きな危機を迎える。先述したよう

に、同年においてベトナムは の完成と ・中国間での 実現の双方によ

り、 域内諸国ならびに中国からの輸入関税を撤廃しなければならない。要する

に、 諸国間での、さらには中国との間での国際生産分業がそれぞれの比較優位構

造のなかで固定化することを通じ、その結果としてベトナムではこれら諸国からの部品・中

間財のみならず最終完成品の輸入急増すら予想される事態が招来するかもしれない ）。

）トラン、前掲書、 ページ。
）筆者が 年 月にハノイ周辺の日系進出企業数社の幹部にインタビューした際にも、 年でのこの
事態がベトナム製造業にきわめて大きなダメージをもたらすのではないかとの危惧が口を揃えて表明され
ていた。しかしながら、筆者らが 年に実施した進出日系機械金属系企業に対するアンケート調査結果
では、本稿で後述するように、逆にむしろプラスの影響を予想する企業の多いことも示されている。

図 への中間財輸出額シェアの推移（ 年、 年、 年）

（出所）同上、 ページ。



トランは 年 月の時点で、 での スキームのもとにおける 品目

（ 、即時実施品目）リストのうちほぼ ％近くがすでに自由化されている

が、輸入品全体の関税撤廃率は ％に留まっていることを指摘し、完全撤廃の時期にまで

残された時間の少ないことに危機感を表明している。また、 各国との貿易で、ベ

トナムが出超なのはフィリピンのみで、シンガポール、マレーシア、タイについては大幅な

輸入超過である。シンガポールからは工業品を輸入し、一次産品を輸出している。タイとの

間では水平貿易を行っているが、ベトナム側の大幅赤字である ）。

さらに、ベトナムと中国との貿易には次の特徴が見られる ）。第一に、 年以降に両国

間の貿易は急速に増加しているが、それはベトナムによる中国からの輸入が急拡大している

ことを背景とする。これにより、ベトナムの対中貿易赤字が大幅に増え、 年には対中赤

字が対世界全体の赤字額の 割を占めるに至る。他方、ベトナム以外の 諸国（例

えば、タイ、フィリピン、マレーシア）では対中貿易黒字が記録されている。第二に、ベト

ナムの中国向け輸出品の内容が依然として一次産品が中心であることだ。 年のデータで

は中国のベトナムからの輸入総額のなかで工業品は 数％にすぎない。ところが、タイや

フィリピンについては対中輸出品の工業化率の上昇が目立っている。このような状況を踏ま

え、トランは中 越間貿易が垂直分業構造に傾斜しているのに、一方で中国と 原

加盟国（タイなど）との貿易は水平分業構造の特徴をもつことの違いを強調している。

他方で、 と中国との間での貿易自由化交渉が進展している。すなわち、

・中国間での が 年 月から発効したことを受け、ベトナムは 年 月

日までには、センシティヴ品目を除く中国からのすべての工業品輸入の関税を撤廃しなけ

ればならない ）。もちろん、ベトナムが参加している や はこれだけにはとどま

らない。 として締結した韓国、日本、インド、オーストラリア・ニュージーラン

ドとの 、日本との二国間 、そして 交渉への参加問題等があるが、これらへ

の言及についてはここでは省略せざるをえない。

日系企業の現地調達、外注関係、国際分業の変容について

─アンケート調査結果の概要から─

年 月にベトナム進出日系機械金属業種を対象にアンケート調査を行った ）。発

送総数は 通で、 通の有効回答を得た。発送総数のうち、 通が宛先不明で、また 通

は回答あったものの業種が異なっていたので無効とする。したがって、有効回答率は ％

であった。ここでは、本アンケート調査結果より、現地調達行動、外注関係、国際生産分業

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）

）トラン、前掲書、 ページ。
）同上書、 ページを参照した。
）同上書、 ページ
） ベトナムにおける日系進出企業（機械金属関連製造業）の国際分業・生産体制に関する調査 。本調査
は私と 氏（ベトナム社会主義共和国外務省領事局勤務・神戸大学大学院国際協力科博
士後期課程）との共同で実施した。調査対象は、 海外進出企業総覧 国別編 年版 東洋経済新報
社の掲載企業、タンロン工業団地 ・ ならびに野村ハィフォン工業団地に立地している日系企業を中心
に選定した。
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上におけるベトナム工場の位置づけ変化、 年 経済統合の影響についての部分

を中心に、以下明らかにしていきたい。

まず、現在使用している素材に関しては輸入品が大半を占めている。現地調達との回答も

見られるが、輸入品と組み合わせて使用している場合がほとんどでベトナム企業からの現地

調達を進めている企業はわずか 社にとどまっている。素材の輸入先は、現在も 年前もほ

とんど変化が見られない。日本からというものがおおよそ三分の一で（現在 ％、 年

前 ％ 回答記入件数全体に占める比率 一部で複数記入を含む ）、ついで中国（同

じく、 ％、 ％）、タイ（ ％、 ％）などである。一例を挙げると金型製造業

では、回答企業 社のすべてが日本からの輸入品に依存し、 社のみが中国からの輸入品も

あるとしていた。

しかし、市販部品については現地調達がかなり進んでいる。現在の状況について最も近く

当てはまるものは、輸入、現地調達がそれぞれ 社、 社とほぼ同じであった。素材調達で

は輸入品への依存が明白であったのに、市販部品については現地調達が相当進展していると

の事実が明らかになっている。ただ、市販部品の輸入先としては、現在も 年前もともに日

本からという回答が 割前後で、これをタイが ％、中国 ％で追っている。市販

部品の現地調達先（現在）としては、ベトナム民営企業が ％でもっとも多く、ついで日

系進出企業 ％、台湾系進出企業 ％が次いでいる。韓国系や中国系進出企業からの市

販部品の調達はともに 件（ ％）と少ないことが明らかになった。

次の表 と表 は、日系進出企業がベトナムの国有企業と民営企業から調達しているもの

をそれぞれまとめたものである。民営企業からの調達件数と比べると、国有企業から調達し

ているとのケースは回答が少ない。ただ、国有企業と民営企業からの調達品の内容にはほと

んど同じ傾向が示されている。すなわち、産業用機械と輸送用機械・同完成部品製造業の一

部で金属関連部品が、電子・電気機械・同完成部品にあってはプラスチック成形品の調達が

部分的に見られるものの、全体としては段ボール箱・ラッピングテープ等の包装資材、発泡

スチロール、ビニール袋やプラスチック袋、軍手などの作業用手袋、事務用品等々の調達が

ほとんどで、製品・商品そのものの機能に直接関わるものは含まれていない。このように、

市販部品のベトナム地場企業からの現地調達が相当進展しているとはいえ、そのほとんどは

製品・商品の品質そのものに直接関係するものではない。日系進出企業にあっては、素材面

での現地調達を主として輸入に頼っていることからコスト面での貢献はほとんどないに等し

い。それゆえに、市販部品の、しかも製品・商品機能に直接関わってこないところでの調達

を積極的に進めようという姿勢が明確に反映している。間接的とはいえ、製品に組み込まれ

る金属部品やプラスチック部品の利用はごく緩やかにしか進んでいないのが現状であるとい

えよう。

このように、ベトナム地場企業からの市販部品調達が相当に進んでいるとはいっても、そ

れに関わる問題点の指摘は山積状態である。品質・精度に関わる点や納期とコスト上の問題

など、基本的には依然 に関係する事柄がほとんどを占める。多くの進出企業ではこの

ような不満を多々感じている。また、取引可能な 企業そのものが存在しない 細部の仕

上げが悪い とする企業もあるほか、 とにかく使い物にならないというか、物が揃わな

い との不満を漏らす企業もあって、工業化水準が全体としてはまだまだ低く、企業数の少



なさと産業の幅に広がりが見られないことを認めなければならない。

日系進出企業の主要な部品・素材の現地調達先の特徴について（表 ）、日系進出企業か

らの調達品内容は現在も 年後も規格化・標準化されたものが多いが、ユニット部品・複雑

加工（組立）や非ユニットの外注部品・単純加工に関するものも同様に数多く見られる。今

後にわたり、日系進出企業からの調達は広範に進められるものと思われる。これに対して、

ベトナム民営企業からの調達品は規格化・標準品ならびに非ユニットの外注部品・単純加工

を増やしていく傾向がはっきりと見受けられる。そのほか、韓国系、台湾系、中国系進出企

業についての回答件数は少なかったが、台湾系進出企業からの調達方針は日系進出企業から

の調達内容とほぼ同様の傾向が示されていた。

先に、ベトナム地場企業からの市販部品調達先について問題点が数多く指摘されているこ

とを述べたが、こんどは主要な部品・素材の調達先ベトナム企業（工場）の特徴を見てみよ

う（表 参照）。設問は、開発・設計、 活動、 活動、加工精度、納期管理の

それぞれに関しての評価を尋ねている。その結果を示す表 によると、 活動、

活動、納期管理に関しての現状での評価は低い。すなわち、ほとんど進んでいな

いとの回答が最も多い。また、開発・設計に関しては、一部企業での導入意欲を評価する声

が見られる。ただ、これをベトナム企業での 活動の高まりと直ちには評価できない。

むしろ、ここでは現地仕様に向けての開発・設計機能の一部向上と見るべきであるのかもし

れないし、いっそうの調査・分析が必要だろう。なお、加工・精度についても一定の向上方

向が窺えるものの、これについても同じく今後の検討が必要であると考えられる。

外注工場の活用については、 年前には進出企業のおよそ 割（ 社、 ％）にとど

まっていたのが現在ではそれが 割（ 社、 ％）へと高まっている。しかしながら、こ

のことだけをもってただちに外注工場の利用が進展しているとは結論付けられない。なぜな

ら、現在では稼動しているが 年前にはまだ創業していなかった企業による回答がここでは

多数含まれているからである（ 社）。 年前には見られなかった外注が現在あると回答し

ているのは、わずか 社である（表 ）。

次に、外注工場を利用している場合にその国籍別に 年前と現在とを比較してみよう。

表 からは、以下の 点が明らかとなる。第一は、合計欄からも明らかになるように、回

答に 年前での未開業企業が含まれているとはいえ、ベトナムでの外注関係の広がりが示さ

れていることに気付く。利用している外注工場の数が 軒（社）というものが、この
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表 ベトナム国有企業から調達している市販部品

業種 調達内容

産業用機械 鉄鋼材、板金、鍛造他

産業用機械 鋳物

電子・電気機械・同完成部品 段ボール、ラッピングテープ、文具、生活用品

電子・電気機械・同完成部品 トレイ

輸送用機械・同完成部品 ゴム部品、ビス類

鋳鍛造品 鋳鉄部品

その他（冷間引抜磨棒鋼） 梱包資材、軍手
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年間で から 社へと倍近くになっていることにそのことは反映している。第二は、この外

注関係の広がりがとりわけベトナム民営企業において確認できる。同じく 軒の外注工

場を使っている企業が 社から 社へとほぼ 倍になっている。ベトナム民営企業を外注先

表 ベトナム民営企業から調達している市販部品

業種 社数 調達内容

産業用機械 段ボール、発泡スチロール、ナイロン袋、手袋、ゴム、

、 、板金、金属加工部品、ヤスリ関係等

電子・電気機械・同完成部品 段ボール、発泡スチロール、パッキング材料、梱包用バン

ド、ラッピングフィルム、ナイロン・ポリ袋、 袋、手

袋、プラスチック袋、ガラス、塗料、プラスチック成形

品、銅の芯線、パレット類

輸送用機械・同完成部品 段ボール、梱包資材、ビニール袋、事務用品、刃具、使用

備品、ドアガラス、バックガラス、タイヤ、タイヤチュー

ブ フラップ、デカール、プラスチック部品、油脂類、

バッテリー、電線、機械加工部品、パレット等

金型 事務用消耗品（ノート、紙、ペン、ティッシュ他）

鋳鍛造品 段ボール、梱包材、ビニール袋等

プラスチック成形加工 段ボール、ナイロン・ポリ袋、梱包材、カートン、工具、

機械部品、設備機器

その他（各種包装資材生産） 紙管、パッキンケース

その他（金属パイプの加工） 段ボール箱、ポリ袋、文具用品等

その他（自動車用（二輪含

む）樹脂ホース製造）

パレット、ビニール袋、棚

その他（土木建築用免制震デ

バイス製造販売）

工場設備用机、いす等、台、棚

その他（板ガラス） 包装資材（合紙、段ボール、ビニールシート）

その他（鉄鋼建材製品の製造） 結束用フープ、亜鉛ワイヤー

その他（ゴム部品） 段ボール、パレット、手袋、制服等

その他（産業用駆動ベルト） 段ボール箱等の梱包材

その他

（プリンター用ゴムローラ）

金属シャフト、段ボール箱

その他（金型用工具鋼販売） 包装シート

その他

（表面処理薬剤の製造・販売）

容器（製品充填用）

その他（バルブ・継手の部品

及び完成品の製造）

保護用キャップ、発泡スチロール

（注） その他 については、記入内容を一括表示していない。また、 その他 のあとの括弧内に

は主要生産品目を記している。社数欄には、回答のあった企業の社数が示されている。なお、

調達内容欄の は の略でロードバランサとも呼ばれるも

の、 については アダプターのことを指す。



として積極的に活用していく方向が窺われる。第三は、日系進出企業を外注先として利用し

ている状況も明らかになっている。 軒を利用するものがこの期間中に 社から 社へ

と大きく増加している。ただ、 軒の回答が 社から 社に減少している。多くの理由

から日系進出企業を現状では外注先として活用してはいるものの、できればその数を減らし

ていきたいという方向が出ている。第四は、ベトナム国有企業、韓国系進出企業、中国系進

出企業に関しては外注先としての活用がそれほどは広まっていないものの、ただ台湾系進出
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表 日系進出企業の主要な部品・素材の現地調達先の特徴（回答の記入件数）

規格化・標準化されたもの ユニット部品・複雑加工（組立） 非ユニットの外注部品・単純加工

現在 年後 現在 年後 現在 年後

日系進出

企 業

ベトナム

民営企業

韓 国 系

進出企業

台 湾 系

進出企業

中 国 系

進出企業

そ の 他

表 調達先ベトナム企業（工場）の特徴（回答件数）

開発・設計

活動

活動

加工精度

納期管理

（注）開発 設計 積極的になりつつある、 一部だが取り組みつつある、 ほとんど進んでい

ない、 活動、 活動 全面的に導入ずみ、 一部だが取り組みつつある、 ま

だまだ不十分である、加工精度 程度ないしそれ以下、 程度、

程度、納期管理 高いレベルで進められている、 おおむね適正である、 まだまだ

不十分である。

表 年前にはなくて現在には外注工場をもつ企業

業種 外注工場の内訳（現在）

社 輸送用機械・同完成部品 ベトナム民営企業 社、マレーシア系進出企業 社

社 電子・電気機械・同完成部品 日系進出企業 社

社 鋳鍛造品 日系進出企業 社、台湾系進出企業 社



国際的時間制約下におけるベトナム経済の課題について（前田）

企業については増加の傾向が見られている。要するに、ベトナム北部における日系企業では

現状では、外注先としてベトナム民営企業と日系進出企業とを活用している、あるいは双方

の活用を進めようとする様子が示されている。そのことは、コストなどの点から日系企業へ

の依存度を減らしつつ、ベトナム民営企業については などを見極めながら慎重に利用

していこうとする企業行動が表れている。ただ、この点に関しては、実態調査等でのさらな

る分析が必要であろう。

次の表 は、ベトナム民営企業を外注工場として利用している日系企業を一覧にしたもの

である。これによると、輸送用機械・同完成部品と電子・電気機械・同完成部品がほとんど

であり、やはり二輪関係や家電等での大型組立工場でこれらの利用が徐々に見られている。

また、ごく一部であるものの、金型製造業での活用事例も示される。

今後 年間のうちに、利用強化に努めたい外注先としては（複数回答）、記入総計

件のうち、ベトナム民営企業（ 件、 ％）と日系進出企業（ 件、 ％）とが最も多

く、韓国系進出企業や台湾系進出企業はともに 件とあまり見られなかった。また、ベトナ

表 外注工場数の国籍別比較

年前 現在

合計 社との回答企業数

社

社以上

ベトナム国有企業 社

社 なし なし

社以上 なし なし

ベトナム民営企業 社

社 なし

社以上 なし なし

日系進出企業 社

社

社以上

韓国系進出企業 社

社 なし なし

社以上 なし なし

台湾系進出企業 社

社

社以上

中国系進出企業 社

社 なし なし

社以上 なし なし

その他 社

社 なし なし

社以上

（注）外注工場は社数。



ム国有企業と中国系進出企業との回答は同じくともに 件と少ない。

また、ベトナムで今後 年間に育成が必要な業種は、回答全体では機械加工品（回答

記入の合計件数 件の ％）、メッキ加工品（同 ％）、プレス加工品（ ％）などの

順であった。電子・電気機械・同完成部品は電子部品加工とその他、そして輸送用機械・同

完成部品ではメッキ加工品という回答が最も多かった。このように、利用強化に努めたい、

さらには今後 年間に外注先として育成が必要な業種については、いずれも基盤的技術

群が指摘されている。さらに、ベトナム民営企業を現在すでに外注先としている企業のみを

ピックアップし、それら企業が今後 年間に育成が必要だとする業種を調べると、ここ

でも機械加工品、メッキ加工品、プレス加工品などの回答が多かった。

主要な販売・輸出先については、 年前、現在、今後（ 年後）を比較している。表

からはいくつかの特徴が明らかになっている。第一は、いずれの時期においても、 日本

と ベトナム国内が、それぞれこの間、 ％、 ％、 ％そして ％、 ％、

％とおおよそ四分の一から 割強の比率を占めている。ベトナム日系進出企業の多くが

日本への輸出拠点としてあるいはベトナムの国内市場獲得を目的に立地していることがわか

る。第二に、 地域の回答が大きく増えていることが示される。ちなみに、本表か

ら 各国を合計すると、 件（ ％）、 件（ ％）、 件（ ％）と急増して

いる。そして、 のなかでは、タイについての期待が非常に高い。第三として、

中国の記入件数が と変わりないものの、全体に占める比率は ％、 ％、 ％と低下

している。このように、進出企業の多くは、これまでと同様そして今後も、日本とベトナム

国内市場を販売・輸出先として重視しつつも、タイを中心とする への傾斜も強め

ていくことが示されており、企業による国際的生産分業の進展を反映していると考えられ
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表 ベトナム民営外注工場の利用社数

主な生産品目
外注工場の数（社数）

年前 現在

社 輸送用機械・同完成部品

社 電子・電気機械・同完成部品

社 電子・電気機械・同完成部品

社 電子・電気機械・同完成部品

社 その他

社 輸送用機械・同完成部品

社 輸送用機械・同完成部品

社 産業用機械・同完成部品

社 金型

社 輸送用機械・同完成部品

社 輸送用機械・同完成部品

社 その他

社 金型

社 プラスチック成型加工

社 その他
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る。

さらに、主要販売先については、表 にあるように、 同一資本グループ企業（在日本）

や 従来取引企業の日系企業 との回答が多い。やはり、同一資本ないし他社系列であれ、

日本にある工場との国際生産分業の延長線上での進出形態であることがわかる。なお、進出

後に新たな取引先の開拓された件数もけっこう多い。

さて、ベトナムに進出している日系の機械金属関連産業は当該工場を近い将来（今後

年間）にどのようにしていくのだろうか。その結果回答を示しているのが表 である。

この結果によると、ベトナム進出を遂げた日系企業では拡張方針が明らかである。 拡張

する予定（今の生産・加工品の増産） が 社（ ％）、 拡張する予定（新規の生産・加

工品の開始） は 社（ ％）と、拡張方針が合計で 社となり進出企業の四分の三以上

の ％がこういった明快な判断を示している。しかも、拡張方針の内容については、生

産・加工内容の単純な増産よりも、むしろ新たな生産・加工品に着手していくとの方針が示

されていることに注目される。 わからない との回答も 社見られたものの、 縮小・撤退

の予定 はわずか 社にとどまった ）。

このようなベトナム工場の拡張方向は、既存工場からベトナムへの生産移転の方針からも

見ることができる（表 ）。日本からの生産移転件数と中国からの移転が同数で、中国での

操業継続になんらかの不安や見直しの必要性を考えている企業の多いことがわかる。また、

人件費の高騰もあって、タイからベトナムに移管される予定も 社が検討しており、

内部での生産機能の調整も進められていくだろう。また、ベトナム工場から他国へ

の移管予定は表 で示される。ベトナム工場から他国への移管予定はそれほど多くなく、し

かも特定国への移管傾向は見られない。ここでは、インドネシアやミャンマー、カンボジア

など 域内での再調整が窺えるものの、それについても件数としては少ない。

ただ、上記設問において、他の国からベトナムへの生産移管を予定すると同時に、ベトナ

ムから他国への生産移管も検討している企業を抽出し、一括して表にまとめてみたのが表

）この判断を示しているのは、ヘッドフォン等の生産に従事する電子・電気機械・同完成部品製造業であ
る。同社では、中国工場から一部の生産をベトナムに移管する予定であるものの、同時にベトナム工場か
らミャンマーへ現行の生産機能を移管するとのことである。中国やベトナムでの人件費高騰を反映した生
産機能の漸次的移転である。ベトナムでの賃金上昇によることを理由とする他国への工場再移転は今のと
ころ目立っては生じていない。

表 主要な販売・輸出先

計

年前

現在

今後

（ 年後）

（注） 日本、 ベトナム国内、 韓国、 台湾、 中国、 シンガポール、 タイ、 インドネ

シア、 マレーシア、 フィリピン、 インド、 欧米、 その他。複数回答。



である。ここからは、日本、中国、タイからベトナムへ生産の移管を進めながら、インドネ

シアなどの 各国に移管予定はもちろんのこと、日本や中国にも再移管を進めてい

こうとする企業をかなり見ることができる。つまり、日本や中国からベトナムに生産の集約

が一方的に進められているのではなく、特定の生産機能に関しては再び日本や中国に戻すこ

とも検討しながら、同時に相対的に労働集約的な部分については 諸国に生産機能

を移転するなど、輻輳的に国際的生産分業が進展していくなかでベトナム工場の位置づけが

示されている。さらに、本表だけからでは判断をつけにくいが、単純にベトナムなど海外工

場の拡張だけではなく、日本の工場においても省力化投資などの先鋭設備を導入するなどし

て日本においても生産機能の高度化への対応が展望されているとの調査結果も見られた。

ところで、 経済統合が 年に実現予定である。ベトナムの場合、自動車部品

等の一部品目では 年とされているが、この 年 域内関税の撤廃による、ベ

トナム製造業に対する影響はいかなるものであるのか。この点を検討しているのが表 であ

る。もっとも多い回答が 周辺諸国との分業関係の再構築が進むだろうが、当社
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表 主要販売先

合計

（注） 貴社の同一資本グループ企業（在日本）、 従来取引企業の日系企業、 当地で新規取引

の始まった日系企業、 ベトナム資本企業（国有・民営）、 韓国系進出企業、 台湾系進出

企業、 中国系進出企業、 その他。複数回答。

表 近い将来（今後 年間）におけるベトナム工場の位置づけ変化

拡張する予定

（今の生産・加

工品の増産）

拡張する予定

（新規の生産・

加工品の開始）

変わらず
縮小・撤退の

予定
わからない 合計

（ ％） （ ％） （ ％） （ ％） （ ％） （ ％）

表 他国からベトナム工場へ生産移管予定の有無（今後 年後）

日本 中国 タイ インドネシア マレーシア 予定なし 合計

表 ベトナム工場から他国へ生産移管予定の有無（今後 年後）

日本 中国 タイ インドネシア マレーシア インド ミャンマー カンボジア 予定なし 合計

（注）選択肢にあった韓国、台湾、シンガポール、フィリピン、ラオス、欧米、その他についての

回答は見られなかった。 予定なし については、記入欄に回答が見られない場合にも、前後

の記入状況から移管予定がないものと判断される場合にはこれに含めて集計した。
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にとってのマイナスの影響は部分的である とするもので、約 ％の回答比率である。

による関税撤廃によって域内での生産調整が進められるだろうとするものの、マイ

ナス面での影響はあまり予想されていない。他方で、 むしろプラスの影響（生産面）

が 社で四分の一あまり、そして むしろプラスの影響（販売面） が 社も見られるこ

とに着目される。 と の合計で、 社になり ％にも及ぶ。 年の影響は、ベトナム

の製造業にマイナスの影響をもたらすと懸念されることが多いが、今回調査ではむしろ肯定

的なプラスの影響を受けるだろうと考える企業の多いことが明らかになった。ちなみに、輸

送用機械・同完成部品だけに限ってみても、 いくつかの産業では壊滅的な打撃を被

表 ベトナムをハブとする生産機能の移転状況

業種 主要生産品目
ベトナムへの

生産移管元

ベトナムからの

生産移管先

産業用機械 ヘッドフォン及びその部品製造 中国 ミャンマー

同 中国 中国

同

オートマチックトランスミッション用油圧電磁

弁、コントロール・バルブ、スプロール・バル

ブなど

日本 中国

同
太陽光発電配線ユニット、家電用製品のワイ

ヤーハーネス
中国 カンボジア

輸送用機械 タイ インド

同 焼結ブレーキパッド 日本 日本

金型 プレス金型、レザーカット部品 中国 日本

プラスチック

成形加工

自動車、バイク、家庭用電気ブレーカー、

薬品・化粧品容器などのプラスチック部品
タイ 日本

その他 プラスチック成型 タイ タイ

同 電線製造 中国 インドネシア

同 シュリンクラベル タイ インドネシア

同 建築用板ガラス 日本 マレーシア

同 ゴム部品の製造 中国 日本

（注）産業用機械 産業用機械（工作機械、農業用機械、事務用機械、繊維機械等）・同完成部

品、輸送用機械 輸送用機械・同完成部品。主要生産品目は記載のまま。

表 年の 経済統合完成による影響

合計

（ ％） （ ％） （ ％） （ ％） （ ％） （ ％） （ ％） （ ％）

（注） 全体としては壊滅的な打撃を被る 、 いくつかの産業では壊滅的な打撃を被る 、

周辺諸国との分業関係の再構築が進むだろうが、当社にとってのマイナスの影響は

部分的である 、 ほとんどない 、 むしろプラスの影響（生産面）、 むしろプラス

の影響（販売面）、 わからない 。



る 、 周辺諸国との分業関係の再構築が進むだろうとする企業の合計は 社で

あるが、逆に と の合計も 社見られるなど、必ずしも悲観的な受け取り方一辺倒ではな

かった。

おわりに

ベトナムは 年での工業国入りを国家目標とし、そのための有力な手立ての一つとして

日本など諸外国からの資本導入に積極的である。今後はベトナムが外資主導型の経済発展を

いかに自生的かつ自律的なプロセスに転換できるかが問題となる。そのために、ベトナム地

場企業の自立的育成（形成）に向けた道筋が問われなければならない。日本の製造業などで

は、チャイナ・プラス・ワン戦略も相まって、ベトナム各地での製造機能の設置・拡充に努

めている企業も多い。しかしながら、ベトナムでは、上述のように、民営を中心とする地場

企業が育ちつつあるとはいえ、製造業分野でのサポーティング・インダストリーの形成・集

積がまだまだ不十分である。進出している日系企業の側では必要な資材や部品などについて

の現地調達が困難であるという問題を抱えている。

本稿においては、進出日系機械金属関連製造業ではアンケート調査の結果からも窺われる

ように、現地での外注関係が緩やかではあるが着実に拡がりつつあることを示した。とはい

え、その集積は日本企業が求める水準には質量とも未だ到達していない。 年に完成が展

望される 経済共同体のもとで、アジア大での生産・分業構造の再編が急速に進ん

でいくものと予想されるが、現状では未だ大きなうねりになるには至っていない。それで

も、 メコン経済圏 形成への萌芽が、現地に進出している日系企業の国際生産分業関係の

深化プロセスからも表出しつつある。
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ヴィエトナム社会主義共和国投資計画省・日本国国際協力事業団 ヴィエトナム社会経済発展 ヶ

年新計画（草案）に対する意見 概略報告書 年 月。

ヴィエトナム社会主義共和国投資計画省・日本国国際協力事業団 ヴィエトナム国市場経済化支援

開発政策調査（第 フェーズ）概略報告書 年 月。

大野健一・川端望編著 ベトナムの工業化戦略─グローバル化時代の途上国産業支援─ 日本評論

社、 年 月。

独立行政法人国際協力機構経済開発部 ベトナム社会主義共和国中小企業技術支援センタープロ

ジェクト事前調査報告書 年 月。

独立行政法人国際協力機構産業開発部 ベトナム社会主義共和国中小企業技術支援センタープロ

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）



国際的時間制約下におけるベトナム経済の課題について（前田）

ジェクト終了時評価報告書 年 月。

トラン・ヴァン・トウ ベトナム経済発展論─中所得国の罠と新たなドイモイ─ 勁草書房、

年 月。

トラン・ヴァン・トウ 松本邦愛編著 中国 の と東アジア経済 文眞堂、 年

月。

日本貿易振興機構（ジェトロ）海外調査部アジア大洋州課・中国北アジア課 在アジア・オセアニ

ア日系企業活動実態調査（ 年度調査） 年 月 日。

ベトナム開発フォーラム 日系企業から見たベトナム裾野産業 ベトナム開発フォーラム（ ）

報告書、 （ ）、 年 月。

前田啓一 ベトナム北部日系工業団地における日系中小企業の事業展開について─ハノイ市とハイ

フォン市を中心に─ 同志社商学 第 巻第 号、 年 月 日。

前田啓一 直接投資と工業化・中小企業形成─ベトナム北部での動きを中心に─ 日本中小企業

学会論集 第 巻 同友館、 年 月発行予定。

前田啓一 ベトナム中小企業政策の現況と北部での基盤的技術分野の勃興について 大阪商業大学

地域と社会 、近刊。

【謝辞】本稿を作成するにあたり、進出日系企業はもとより、ベトナムの政府機関や中小企業など

で多くの関係者と面談することができた。ここでそれらの方々のお名前を逐一記すことは控える

が、心より御礼を申し上げたいと思う。

本稿の大要について私はそれを 年 月開催の日本中小企業学会全国大会（於 名城大学）の

統一論題 アジア大の分業構造と中小企業─アジア共生時代の日本中小企業の行方─ において報

告することができた。なお、本研究は大阪商業大学研究奨励助成費（平成 、 年度）ならびに同

比較地域研究所の共同研究プロジェクト（平成 年度）に基づく研究成果の一部であることも付言

しておきたい。
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