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さらなる発展を続けるベトナム
―日越共同イニシアティブの
　役割を中心に
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₁．はじめに

　2007年のベトナム経済は8.5%の高い成長にな
った。2008年はインフレ抑制のため若干減速す
るものの7.5〜8.0%の高い成長が見込まれてい
る。こうした高い経済成長の背景には、日越官
民合同で実施している日越共同イニシアティブ
によるビジネス環境、投資環境の改善がある。
ベトナム政府は、諸外国からの投資拡大をてこ
に経済発展を促進させる一方で、国民生活の向
上をめざすバランスの取れた成長戦略を策定し
つつある。そこで本稿では、これまでのベトナ
ムの経済成長に寄与してきた日越共同イニシア
ティブを検証するとともに、ベトナム政府が掲
げている経済発展のための中期経済戦略に焦点
をあてる。

₂．投資拡大の背景―日越共同イニシア
ティブの概要とその効果

⑴　日越共同イニシアティブ設置の経緯
　日本からベトナムへの投資は、1992年に日本
のODAが再開されるとともに、投資ブームが
起こり、95年には日本の対越直接投資額は11億
ドルに達した。
　しかし、その後の5年間で日本からの新規投資
額は急速に減少し、2000年には1億ドルにまで落
ち込んだ。これは、97年のアジア通貨危機など
の影響もあるが、ベトナムの電力不足などイン
フラの未整備、法整備の遅れ、法律の不透明性
など投資・ビジネス環境の悪さが指摘された。

　このため、2002年に服部駐ベトナム日本国大
使がフック計画投資省大臣に働きかけ、ベトナ
ムへの投資拡大とベトナムの産業競争力の強化
を目的に、官民合同の会議を設置することを提
唱し、2003年4月に日越共同イニシアティブを
実施することが合意された。

⑵　日越共同イニシアティブの概要
　日越共同イニシアティブ（正式名称：競争力
強化のための投資環境に関する日越共同イニシ
アティブ）は、図2のとおり両国の官民の代表
者がベトナムのビジネス環境、投資環境の改善
に向けて具体的な「行動計画」を策定し、集中

図1　日越共同イニシアティブの経緯

（出所）外務省資料

1992年  日本の対ベトナムODA再開
1992年〜96年 第1次対ベトナム投資ブーム
1997年〜98年 アジア通貨危機
2002年  日越共同イニシアティブ提唱
2003年 4月 小泉首相とカイ首相で実施合意
2003年 12月 日越合同会議 第1フェーズ開始
  「125項目の行動計画策定」
2005年 12月 第1フェーズ最終報告会議
  「105項目の改善合意」
2006年 1月 日越合同会議 第2フェーズ開始
2006年 7月 「80項目の行動計画策定」
2007年 11月 第2フェーズ最終報告会議
  「75項目の改善合意」
2008年〜  第3フェーズ開始予定
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的に討議するものである。
　ベトナム側は政府を代表して計画投資省大
臣、日本側は政府を代表して駐ベトナム日本国
大使、経済界を代表して日本経済団体連合会日
本ベトナム経済委員長が共同議長になってい
る。共同議長の下にベトナム日本商工会、日本
国大使館、関係省庁で構成するモニタリング委
員会を設置し、投資に関する問題点の把握や行
動計画の進捗状況をフォローしている。

⑶　行動計画実施における日本側の協力
　日越共同イニシアティブでは、行動計画で合
意された改善項目を実効あるものにするため、
国際協力機構（JICA）から専門官を計画投資
省に派遣し、ベトナム政府に指導、アドバイス
を行っている。
　特に、モニタリング委員会では、日本大使館
およびJICA専門官が日本企業からの改善要望
案を吸い上げ、ベトナム側に対して法律の改正
時期の約束の取り付け、法の透明性の確保など、
半ば内政干渉とも受け取られかねないような形
で、ベトナムの経済・行政・法律制度の改革を
要求している。
　このようなやり方に対して、官僚主義、省庁
縦割り組織の強いベトナム政府の各省から当初

は大きな反発もあったが、計画投資省は、「日
本はベトナムにとってODAの最大の供与国で
あり、重要な戦略的パートナーであること、さ
らには、投資環境の整備は、ベトナムの競争力
強化につながる」との認識から各省庁を取りま
とめ、合意された行動計画が各省にて実施に移
されている。
　こうした日越共同イシニアティブの活動は、
現在交渉中の日越EPA交渉にも大きく反映さ
れており、一部で難航しているわが国と諸外国
とのEPA交渉のベストプラクティスとして政
府、経済界からも高く評価されている。

⑷　日越共同イニシアティブによる改善項目
①　第1フェーズ（2003年12月〜2005年12月）
　125項目の具体的な行動計画を策定し、105項
目について改善策が合意された。具体的な改善
項目としては、「日本からの短期滞在ビザの廃
止」「法人税優遇措置の明確化」「個人所得税の
最高税率引き下げ」などがある。
②　第2フェーズ（2006年1月〜2007年11月）
　80項目の行動計画が策定され、「取締役会の
ルールの改善」「違法ストライキに対する厳正
な対処」「知的財産審査期限の遵守」など75項
目の改善が合意された。とりわけ、「取締役会

（出所）駐ベトナム日本大使館HPより作成

投資に関する問題の把握
・企業へのヒアリング
・問題点・課題の洗い出し

政策の改善
・ベトナム側：法律などの改正
・日本側：政策変更実施支援

〈日本側〉
共同議長：駐ベトナム日本国大使
共同議長：日本経済団体連合会日本ベトナム経済委員長

〈ベトナム側〉
共同議長：計画投資省大臣

日本企業とベトナム政府の話し合い
・問題点・課題に対する認識の共有
・解決方法の模索

日越共同イニシアティブ合同委員会

日本側関係機関：
　外務省、財務省、経済産業省、大使館
　国際協力機構（JICA）
　国際協力銀行（JBIC）
　日本貿易振興機構（JETRO）
　ベトナム日本商工会、日本経済団体連合会

ベトナム側関係機関：
　計画投資省、商工省、財務省
　首相府など関係省庁

モニタリング委員会

図2　日越共同イニシアティブ概要―政府と民間企業の協力
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の決議ルールの改善」については、これまでの
全会一致方式から多数決方式へと法改正される
ことになり、合弁企業にとって企業経営が行い
やすくなった。
③　第3フェーズ（2008年〜）
　第2フェーズにおいて積み残しとなった項目
について中長期的な課題と短期的、緊急を要す
る課題に分け、より実効性のある行動計画を本
年半ばにも取りまとめる予定である。

⑸　諸外国からの貿易・投資の拡大
　日越共同イニシアティブの実施により、ベト
ナムの投資環境が大幅に改善されたことに加
え、中国からインドシナ半島につながる陸路輸
送の東西回廊が完成したこと、さらには、チャ
イナ・プラス・ワンとしてベトナムの魅力が評
価されたことなどの追い風を受け、2006年以降、
外国からのベトナムへの投資額は大幅に拡大し
た（図3）。外国からの対ベトナム投資額は、
2007年には、年初の見通し額130億ドルを大幅
に上回る203億ドルに達し、過去最高となった。
　また、日本からの投資額（実行ベース）も
2006年には前年比41.1%増の14億ドルを超え、
日越共同イニシアティブ開始直前の2003年の14
倍に拡大した（図4）。
　この結果、日本の対ベトナム投資実行累計額
は、2006年末には約50億ドルとなり、諸外国か

らの投資累計額（実行額ベース）の中で、日本
が第1位となっている（表1）。

₃．調和の取れた経済発展へ

⑴　2020年に向けての経済社会発展戦略
　社会主義国であるベトナムは、中国と同様に
重要な経済政策は5年に一度の共産党大会で決
定している。2001年の第9回共産党大会で2020
年までの中期的な展望として「経済社会発展戦
略」を策定し、「経済成長」と「国民生活向上」
のバランスの取れた発展をめざすという方向性
が決定された。
　その主な内容は、図5のとおり電力、鉄道、
道路、港湾、裾野産業の育成などハード面での
インフラ整備を行うとともに、国民生活の向上
をめざし都市部と農村部の所得格差の解消、労
働力需給の改善、最低賃金の引き上げ、住環境
の整備などソフト面での整備を行い、さらには、
教育・文化のインフラ整備として高等教育の拡
充、教師の待遇改善などを掲げている。

⑵　3大プロジェクトの概要と日越協力
　ベトナムの3大プロジェクトは、2006年の第
10回ベトナム共産党大会で採択された2010年ま
での「経済社会5ヵ年開発計画」の柱で、「南北
高速鉄道」「南北高速道路」「ホアラック・ハイ
テクパーク」の3件である。これらのプロジェ
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（出所）ベトナム計画投資省資料

図3　諸外国の対ベトナム投資額の推移

（出所）ベトナム計画投資省資料
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図4　日本の対ベトナム投資額の推移
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クトは、2006年10月のグエン・タン・ズン首相
と安倍首相との間で合意された日越共同声明の
中で「日越戦略的パートナーシップ」として盛
り込まれており、日本の協力が要請されている。
①　南北高速鉄道
　ハノイ―ホーチミン間の約1,700kmを新幹線
並みの高速鉄道で結ぶもので、南北高速鉄道の
建設は、ハノイ、ホーチミンの2大都市の発展
だけではなく、ベトナムの産業の大動脈として
南北の政治、経済の融合、沿岸地域諸都市の開
発を振興するものとして政治的、経済的効果は
大きい。
　日本は、JICAが中心となって将来の人口予
測、物流の需要見通し、ベトナムに適した新幹
線形態、建設コスト、着工時期を調査しており、
2009年3月に最終報告が出される予定である。
②　南北高速道路
　ハノイとホーチミンを結ぶ産業の大動脈とし
て高規格の高速道路を建設するもので、すでに、
ハノイ、ホーチミン近郊区間が着工されている。
日本は、世界銀行、アジア開発銀行（ADB）
との協調により、円借款によって協力していく
予定である。このほか、交通運輸省の計画によ
ると、2020年までに約2,800kmの高速道路網が
整備される予定である。
③　ホアラック・ハイテクパーク
　ハノイの西方約30kmのホアラックにテクノ

センターなどをはじめとする技術集積型のハイ
テクパークを建設する構想である。ホアラッ
ク・ハイテクパークは、単なる工業団地ではな
く、科学技術と産業とのシナジーによるベトナ
ム全体の科学技術レベルの向上と経済開発、お
よび社会の発展に寄与するものと位置付けられ
ており、いわば、筑波研究学園都市に工業団地
を付け加えたイメージである。

₄．おわりに

　以上のとおり、ベトナムは、日越共同イニシ
アティブ第3フェーズをスタートさせるなど、
さらなるビジネス・投資環境の改善を進めなが
ら外国からの投資受け入れを拡大していく一方
で、対外開放を進めてきた中国が直面した苦い
経験などを学びながら、経済成長と国民生活の
向上を両立させるべくバランスの取れた経済・
社会発展をめざしている。こうした状況を踏ま
え、2007年11月末にグエン・ミン・チェット国
家主席が来日した際、日本はベトナムとの間で
両国国民の利益、アジアの発展と繁栄のための
「包括的経済パートナーシップ」の構築に合意
し、日本がベトナムのインフラ整備、投資環境
の整備、人材育成、貧困削減など広範囲な分野
で協力していくことを表明しており、引き続き
ベトナムの発展に重要な役割を担うことが期待
されている。	

図5　「経済社会発展戦略」におけるインフラ整備

（出所）ベトナム計画投資省資料

⃝経済・産業インフラの整備
  ◦電力、鉄道、道路、港湾の整備
  ◦裾野産業の育成、熟練技術者の育成
⃝社会インフラの整備
  ◦都市部、農村部の所得格差の解消
  ◦都市部、農村部の労働力需給の改善
  ◦職場環境の改善、最低賃金の引き上げ
  ◦住環境の整備
⃝文化・教育インフラの整備
  ◦高等教育の充実
  ◦教師の待遇改善

表1　対ベトナム投資累計額（実行額ベース）
　　  上位10ヵ国・地域（2006年）

国 ・ 地 域 実行累計額
1 日 本 4,988
2 シ ン ガ ポ ー ル 3,804
3 台 湾 3,080
4 韓 国 2,738
5 香 港 2,161
6 オ ラ ン ダ 2,027
7 英領バージン諸島 1,367
8 フ ラ ン ス 1,137
9 マ レ ー シ ア 1,034
10 タ イ 833

（出所）ベトナム計画投資省資料

(百万ドル)
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