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要約
ベトナム北部のハノイ経済圏は輸出加工型の日韓大手メーカーなどの進出
をテコに成長してきたが、近年では中国華南地方との陸路ルートでの越境サ
プライチェーンも形成されつつある。とくに中国と国境を接するクアンニン
省へは中国資本が進出し、中国華南地方の産業集積がベトナム北部へ波及す
る形で経済統合が進む。ハノイ～ハイフォン間は産業集積が以前よりさらに
進み、ラックフェン国際港の完成により、海路経由で諸外国とのサプライ
チェーン形成が加速すると見込まれる。ベトナム中部のダナン経済圏は産業
集積では遅れているが、近年輸送インフラ整備が進み、ITや観光などの比較
優位を活かしつつ独自の経済圏を形成しつつある。ベトナム北中部に展開す
る大手日系企業の多くは「チャイナ・プラスワン」としての輸出生産拠点投
資がベースとなっているが、近年では所得向上に伴い内需を取り込もうとす
る投資が増えてきた。
1.

はじめに
ベトナムの対内外国投資では最大経済圏であるホーチミン圏が先行した

が、ハノイ圏も1990年代以降、日本や韓国の大手電気・電子企業をはじめと
する外国企業の進出ラッシュにより経済成長を加速させた。ベトナム北部は
輸出加工拠点として海路・空路を経由した国際経済統合を進展させてきた
が、近年は中国企業の進出が加わって中国華南地方との陸路経由の統合も進
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展している。ダナンを中心とするベトナム中部は経済集積が遅れ、近隣に大
きな都市圏が存在せずやや孤立していたが、道路、港湾、空港の輸送インフ
ラ整備が進み、徐々に経済圏が拡大している。ベトナム中部は観光資源に恵
まれ、空路による観光拠点化が進むとともに、ソフトウェア企業の集積が進
み、独自の経済圏を形成してきている。
本稿では、藤村（2018）で報告した現地視察およびヒアリングをベース
に、入手可能な二次情報を用いて現状を更新しながら、ベトナム北中部にお
ける輸送インフラの進展状況と同地域に生産拠点を持つ日系企業の動きにつ
いて考察する。
2.

ハノイ経済圏の拡大
ベトナム北部を管轄するベトナム日本商工会（JBAV）への登録企業数は

2002年の123社から増え続け、2019年3月時点で727社に上る（ホーチミン日
本商工会は同1,022社、ダナン日本商工会同130社、ベトナム全体で1,879社、
「ベトナム情報週刊コラムサイト2019年5月24日付記事より」）。以前は加
盟企業の多くは製造企業が占めていたが、昨今は非製造業が増加しており、
ハノイ経済圏の消費市場としての重要性が高まっていることを反映してい
る。
ハノイ圏では輸送インフラの整備が着々と進んでいる。日本の援助によ
り、ノイバイ国際空港第2ターミナル、空港からハノイ市内を結ぶ幹線道路
とニャッタン橋が完成し、外国人来訪者のアクセスが格段に改善した。ま
た、以前はハノイと約100km離れた港湾都市ハイフォンを結ぶ道路は渋滞す
る国道5号線しかなかったが、これをバイパスするハノイ～ハイフォン高速
道路が2015年に開通したことで、ハノイからハイフォンへの日帰り通勤が可
能になった。さらに日本の援助でハイフォン沖にラックフェン港が2018年に
開港したことにより、欧米などの遠隔地と直接結ぶ大型船の就航が可能と
なった。
ハノイ中心部から放射状に幹線道路の整備が進み、その沿線上での工業団
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地の開発が進展している。都心に近いほど労働市給がひっ迫して労働集約型
企業の立地が困難になりつつあるため、このような投資環境の変化は企業の
ハノイ郊外への拡散を促している。
メコン地域においては「タイ・プラスワン」や「チャイナ・プラスワン」
の労働集約型製造業の受け皿としてはカンボジア、ラオス、ミャンマーの
CLM諸国も注目されているが、若年生産年齢人口の豊富さと輸送インフラ
整備の進展において今のところベトナムが優位性を維持していると言える。
3.

ハノイ～モンカイ間の道路インフラと中国資本の浸透
筆者は2017年8月、ハノイ市内から国道18号線を通り、ハロン経由で広西

チワン族自治区の東興市と接するクアンニン省の国境街モンカイへ往復し
た。その10年前に同じルートを視察した際は乗用車で7時間半ほどかかった
が、今回は舗装状態が改善し、ハノイ～ハロンの121kmに実質約3時間、ハ
ロン～モンカイの166kmに約3時間半と、1時間ほど短縮されていた。その
後、2018年9月にハロン～ハイフォン高速道路とバクダン橋が開通した（地
方政府予算と官民連携（PPP）方式による建設）ことで、ハノイ～ハイフォ
ン高速道路と走り継げば、ハノイ市からハロン市までの距離が180kmから
130kmに、移動時間は1時間ほど短縮された注1。
モンカイ＝東興国境の特徴は、隣接2都市が独特の国境経済を形成してい
る点である。国境をなす北侖河の支流に架かるモンカイ橋を西へ渡ってすぐ
の両側にカジノホテルがあり、中国人観光客で賑わっている。国境ゲート近
くのマジェスティック・ホテルに附設して「東盟名品城」という商業ビルが
あり、欧米や日本のブランド品が展示販売されているが、販売スタッフは英
語を話せない中国人が多く、中国人観光客をターゲットとした免税ビジネス
であった。ホテルの観光案内なども「芒街（モンカイ）旅游」といった具合
に、基本的に中国語であった。
広西チワン族自治区側からみると、その貿易総額全体の2割前後がベトナ
ムとの国境少額貿易（陸路国境線沿いの対外開放された県・市にある国境少
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額貿易経営権を持つ企業が隣国と貿易を行う制度）である。2018年はこの形
態の貿易が同自治区の貿易全体の伸び率に対し約4倍の20%超の伸びを示す
勢いであった注2。中越陸路国境での経済統合が加速している証左であろう。
国境に近いほど中国資本のプレゼンスが大きい。モンカイ国境から6km
ほどの地点の国道18号線沿いの東側に「ハイイェン工業区」がある。中国
紡織大手の天虹紡織集団（テクスホングループ）が開発したものと思われ
る。 管理棟はホテルのように派手な外観だった。工員寮と思われる建物も2
棟あった。同じく、モンカイ国境から38km地点を海岸方向へ2～3km、片道
2車線の広い道路の先にテクスホン・ハイハ工業団地がある。敷地内工場の
外観は大規模なものだった。報道によれば、天虹紡織集団が5億ドル超を投
下して開発したものである。
クアンニン省内でもハロン以南では中国色が薄れる。ハロンから西へ約
33kmに地点にはドンマイ工業団地があり、2017年8月の視察時は敷地をまだ
図 1 クアンニン省の工業団地
クアンニン省の工業団地
ホアンモー
国境

モンカイ=
モンカイ=
東興 国境

出所：クアンニン省投資促進機構HP
出所：クアンニン省投資促進機構 1
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開発中のようだったが、矢崎総業が新工場を開設していた。上述のハロン～
ハイフォン高速道路の完成により操業効率が高まっているものと推察する。
国道18号線沿いのハノイ方向に戻る途中のバクニン省にはクエボIII、II、
Iと工業団地が順番にあるが、クエボIIIは視察時まだ開発中であった。クエ
ボIIは韓国企業が多数立地しているが大規模企業は見かけなかった。ハノイ
市に最も近いクエボIは大手企業が数社入っているが、ここは日系よりも韓
国系や台湾系の入居企業が多い。一般に、ハノイ市の中心部に近い工業団地
には日系企業が先行して入居し、中心から離れるほど韓国系企業が多い傾向
にある（表1参照）。
4.

ハノイ～ハイフォン間の産業集積とラックフェン新港の開港
ベトナム北部の2大都市を結ぶ国道5号線は、以前は生活道路との兼用で

あったものが、ハイフォン港を利用する輸出加工型の外資系企業が集積し、
それらの受け皿となる工業団地が密集するにつれて、「産業道路化」して
いった（表2参照）。この5号線の混雑を解消するために2015年12月に開通し
たハノイ=ハイフォン高速道路（約100km）が、5号線の南側に並行して東
西に走る。しかし、2017年8月の視察時は通行料が高すぎて貨物車両はまっ
たく見かけず、乗用車の流れもまばらだった。
この区間には輸出加工型の日系企業とそれらに部材を供給するサプライ
ヤー企業が多い注3。例外的にチャンズェ工業団地には韓国系企業が集積して
いる。同団地の正門すぐにLGエレクトロニクス、その奥にLGディスプレイ
とLGグループの巨大な工場棟が並ぶ。韓国系サプライヤー企業の工場が多
く、「韓国むら」の様相を呈している。一方、チャンズェ工業団地から10号
線をさらに北上したハイフォン市内中心部から西10km地点に野村ハイフォ
ン工業団地があり、こちらは対照的に「日本むら」を形成している。
2018年5月、日本のODAによってハイフォン沖にラックフェン国際港が開
港した。同港は水深14m、総延長750mの2つのバースを有し、積載量10万ト
ン級の大型コンテナ船の寄港が可能とされる。当面は近海航路のみだが、
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2019年以降の北米・欧州直通航路の就航が期待されている。港湾整備と利便
性向上に伴う企業の進出増を見越し、周辺では工業団地の建設が進んでい
る。同港のコンテナ取扱量は東南アジア最大のシンガポール港には及ばない
が、タイ・レムチャバン港などを追い上げる。
ラックフェン港内のディープシー工業団地にはブリヂストン、JXTGエネ
ルギー、IHI、日本津運といった日系企業のほか国営エネルギー最大手のペ
トロベトナムグループなど既に約80社が進出した。ベトナム北部から北米や
欧州向けの輸出はこれまでシンガポール、香港経由が多かったが、商船三井
は2019年内にもラックフェン港から北米への直航路線を開く方向だという。
ラックフェン港周辺でも企業進出が相次ぐ。地場不動産最大手のビングルー
プは自動車生産に参入し、2019年8月にも同港に近い経済特区で初の国産車
を生産開始すると伝えられる注4。
ラックフェン港完成に先立つ2017年9月、ハノイからの高速道路終点にあ
たるディンブー地区からそのまま海上を経てラックフェン港までの約11km
図2

ベトナム北部の工業団地

出所：海外投資アドバイザーズHP
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のアクセス道路が、これも日本のODAで完成した。ディンプー地区から新
港が立地するカットハイ島へ渡す橋は5.4kmでベトナム最長の海上橋となっ
ている。ハノイ～ハイフォン高速道路と立体交差で接続される見込みとな
り、これにより、新港からハノイ市の高速道路終点までは約75分で結ばれ
る注5。北部2都市間の産業集積がさらに促進されるものと考えられる。
5.

ダナン経済圏
2017年11月にAPEC会議のホスト都市をこなしたダナンは、ベトナム第3

の港湾都市であるとともに、中部最大の政府直轄都市である。経済規模は
ホーチミン、ハノイ、ハイフォンに次ぐ第4位、人口は2016年12月時点で約
105万人だが、2025年までに200万人に達するとみられている。大規模投資は
ホテルやニュータウンといった不動産案件が多いのに対し、製造業は中小企
業による投資が主体となっている。投資案件数順に並べると、“IT系”でくく
れる専門・科学・技術活動と情報技術・通信が2位、3位となっており、多額
の資本金を必要としないIT系の進出が好調である注6。
工業団地は次第に整備が進んでいる（表3参照）。ダナン市内中心部の
「ソフトウェアパーク」入居企業の大半は日系かそのアウトソーシング先
で、多岐にわたるソフトウェアサービスを日本向けに展開している。一方、
ITで地場最大手のFPTグループはFPT Complexと呼ばれる受託開発拠点を
ダナンに開設した。ここを訪ねてみると、斬新なデザインの5階建てオフィ
スビルは下層階が通勤者用の駐車場、空中渡り廊下でつながる奥のアネック
スビルにはカフェテリアなど、社員のアメニティを強調した造りとなってい
る。ソフトウェア人材を輩出する地元のダナン工科大学はアジア太平洋ロ
ボットコンテストで優勝経験をもつという（在ダナン日系ソフトウェア企
業）。
ダナン経済圏の発展に必要な輸送インフラは着実に整備が進んでいる。ダ
ナン空港は市内中心部からわずか3kmの距離にあり、空路アクセスは至便で
ある。第2ターミナルが日本の援助で2017年5月に完成し、日本への直行便は
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ベトナム航空が成田へ週7便、ジェットスターパシフィックが関西空港へ週4
便飛んでいる。さらに韓国の仁川空港へは毎日直行便が10便ほど運航してお
り、2017年8月の視察時、ダナン市内でおびただしい数の韓国人観光客を見
かけた。
ダナンを中心とするベトナム中部は長い海岸線のビーチ、世界遺産の古都
フエ、ホイアン、ミーソン遺跡など、観光資源に恵まれている。ダナン空港
と市街のアクセスの良さ、英語を使いこなせるサービス業やソフトウェア業
界の若手人材の豊富さなどを考えると、ダナン経済圏は東アジアの従来のよ
うな「雁行形態キャッチアップ工業化」路線とは異なる発展をたどるのでは
ないかと筆者は考える。
ダナン市の北に隣接するトアティエン・フエ省には工業団地が7か所ある
が、ジェトロ（2018）のデータで把握されている日系企業はフーバイ（Phu
Bai）工業団地（フエ空港近く、ダナン市街から約110km）に入居する1社
（製造業だが詳細不明）のみである。ダナン市の南に隣接するカンナム省
図 3 ダナンの工業団地
ダナンの工業団地

Lien Chieu IZ
(59.781ha
available)

ハイヴァン
トンネル

ハイヴァン峠

Software Park No.2
(15 ha)

Expanded Hoa
Khanh IZ (33.52ha
available)

Seafood Processing
IZ

Hi-tech Park
(1,129.76 ha)

Da Nang IZ

IT Park
(341 ha)

Software Park No.1

IT Park No.2
(56 ha)

Hoa Cam IZ
(2.1 ha)

Hoa Khanh IZ

出所：ダナン投資促進庁(IPA)

稼働中
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開発中
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には工業団地が9か所あり、最も近いディエンナム・ディエンゴック（Dien
Nam-Dien Ngoc）工業団地（ダナン市街から15km）には日系企業が8社
（製缶、製靴、アルミ製品、鋼材生産など）入居しているが、それ以外は現
状ほとんどない。
しかしながら、2018年9月、ベトナム南北高速道路計画のうち最優先整備
路線の1つであるダナン～クアンガイ高速道路（全長139km）が開通した。
この区間は既存の国道1A号線を走ると3時間以上かかっていたが、1時間強
に短縮された。同高速道路はダナン市内の工業団地、クアンナム省のチュー
ライ経済区、クアンガイ省のズンクアット経済区と3省市それぞれの港を結
ぶため、企業進出の範囲がダナンから南方向へ拡張していくことが期待され
る注7。
6.

メコン地域のサプライチェーンで重みを増すベトナム北中部
週刊東洋経済（2019）に掲載されている海外の日系現地法人数は、中国

（6,846）、米国（4,038）、タイ（2,574）、シンガポール（1,474）、インド
ネシア（1,333）、香港（1,307）、台湾（1,128）に次いでベトナムは8位の
1,156社となっている。1990年代後半以降は中国における人件費上昇、労務
問題、外交摩擦などの影響で、日本企業が「チャイナ・プラスワン」戦略と
して、メコン地域でとくに投資環境が整い始めたベトナムに注目し、日系製
造企業の進出が急増した。2000年代に入るとチャイナ・リスクがさらに高
まったことと、陸路輸送インフラが整い始めたことにより、ベトナムへの
投資がさらに伸びるとともに、カンボジア、ラオス、ミャンマー（CLM諸
国）への分散投資も見られ始めた。
表4は、ベトナム北中部に大規模な生産拠点を持つ日系製造企業を抜粋し
たものである。これらの進出動機を大まかに輸出加工型と内需志向型に大ま
かに分けると、労働集約型の輸出加工拠点としての進出が多い。1990年代に
すでに進出していた矢崎総業、野村貿易などに加え、2000年代に入ってキヤ
ノンやデンソーの進出を皮切りに、住友重電機工業、住友電気工業、住友電
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装、ブラザー工業、HOYA、テルモなど、電機・電子を中心に大手の進出
が続いた。加えて、朝日インテック、カトーレック、グローブライド、田
淵電機、東光、豊田合成、フジクラ電装、フォスター電機、ホシデン、マ
ニー、ムトー精工、 ユニデンなど中堅企業も集積した。2010年代も、京セ
ラ、ブリヂストン、浜名湖電装など、ベトナム北中部を生産拠点として進出
する流れは止まらない。
一方、内需志向型の進出も堅調で、1990年代にはホンダとヤマハ発動機
が二輪車生産、トヨタ自動車が四輪車生産で進出し、2000年代に入って
TOTO、パナソニック、日産自動車などが進出した。内需志向型投資の大
手企業投資は必然的に最終財メーカーが中心となる。
さらにベトナム北部で目立つのが、以上のような現地進出日系メーカーに
部材を供給するサプライヤー企業の集積である。ASTI、 イリソ電子、合志
技研工業、協栄製作所、天馬、日信工業、日邦産業、日本精機、日本トムソ
ン、UMC Electronicsなど、いずれも2000年代に進出した。これらサプライ
ヤー企業の多くは日系顧客企業のチャイナ・プラスワン戦略に呼応する形で
のだと推測される。
メコン域内における工程間分業のサプライチェーン形成の事例もいくつか
見られる。グローブライドのダナン工場はタイ拠点から部材調達、フォス
ター電機は中国拠点とベトナム拠点間で分業、マニーはベトナム拠点とラオ
ス・ミャンマー拠点間で工程間分業といった例がある。
今後の展望としては、2018年のASEAN域内の完成車関税撤廃を機にベト
ナム政府の自動車産業政策が揺れているが、明確に国産化方向へ舵を切った
場合、日系各メーカーは現地生産を拡大させる可能性もある。
最後になるが、2019年に入り米中貿易摩擦が本格化したあおりで、米国の
高関税回避のため中国からの生産移転投資がベトナムへ押し寄せる勢いを見
せている。グローバル企業群が米国の通商政策の行方に振り回されるため不
確定要素が多く、今後の展望は筆者の能力を超えるが、「世界の工場」の中
心である華南地域から地理的に最も近いベトナム北部が、当面グローバル企
業のサプライチェーン再編の最前線としてのホットスポットであろうことは
国際貿易と投資
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間違いない。
アジア各地に進出している日本企業としては、ジェトロなどの公的機関は
もとより、現地商工会議所やその部会などを通じて現場レベルでの最新情報
の共有に努めていく必要があろう。
引用文献
・週刊東洋経済2019『海外進出企業総覧2019年版』（国別編および企業別編）東洋経済新報
社
・ジェトロ（日本貿易振興機構）2017a「ベトナム北中部工業団地データ集」2017年1月
・ジェトロ2017b「ダナンスタイル」ジェトロ・ハノイ事務所、2017年3月
・ジェトロ2018「ベトナム北中部工業団地データ集」2018年3月
・藤 村学2018「第5章 ベトナム北中部における輸送インフラと物流状況」トラン・ヴァ
ン・トウ・大木博巳・国際貿易投資研究所編『ASEANの新輸出大国、ベトナム』文真堂,
pp.100～132
注
１	ジェトロ・ビジネス短信2018年9月10日付記事参照
２	ジェトロ・ビジネス短信2018年11月9日付記事参照
３	クアンミン、タンチュオン、ダイアン、VSIPハイフォンの各工業団地に入居している日
系企業ヒアリングの結果は藤村（2018）を参照
４	日本経済新聞2019年5月17日付記事およびジェトロ・ビジネス短信2018年5月23日付記事を
参照
５	ジェトロ通商弘報2017年10月6日付記事を参照
６	ジェトロ（2017b）を参照
７	ジェトロ・ビジネス短信2018年9月3日付記事参照
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工業団地名

入居企業内訳

クアンニン省。モンカイ国境から 38km

クアンニン省。モンカイ国境から 6km

テクスホン・ハイハ
Texhong Hai Ha

ハイイェン
Hai Yen

国際貿易と投資

4 社のうち中国系 3 社、地場系 1 社

4 社のうち中国系 2 社、香港系 2 社

入居企業内訳

ハノイ市。ノイバイ空港から 7km

ハノイ市。ハノイ市中心から 16km

タンロン I
Thang Long I

85 社のうち日系 82 社、タイ系 1 社、マ キ ヤ ノ ン、 デ ン ソ ー、 パ ナ ソ ニ ッ ク、
レーシア系 1 社、シンガポール系 1 社
TOTO ほか。各種部品メーカーも多数

42 社のうち日系 26 社、タイ系 4 社、台 ヤマハ発動機ほか。自動車部品メーカー
湾系 2 社ほか
多数

テルモ、Nidec、ニトリ、日本通運、日本
ハノイ市。市中心から 15km、ノイバイ 149 社のうち地場系 114 社、日系 16 社、
ペイント、近鉄エクスプレスほか。業種
空港から 5km
韓国系 7 社、台湾系 6 社ほか
多様

立地

主要日系企業

（中国系は 2 社が紡績、1 社がシリコン生
産。地場は冷凍食品加工）

（すべて紡績、製糸関連）

Quang Ninh C&P（製紙）

ハノイ～ハイフォン間の主要工業団地と入居企業（2018 年 5 月時点）

ノイバイ
Noi Bai

クアンミン
Quang Minh

表2

出所：筆者視察およびジェトロ（2018）所収データより整理

クアンニン省。カイラン港から 1km

ベトフン
Viet Hung
7 社のうち地場系 3 社ほか。日系は 1 社

クアンニン省。カイラン港に隣接、ハイ
16 社のうち中国系 11 社。日系は 1 社
フォン港から 70km

カイラン
Cai Lan

Vietnam-Japan Cai Lan Paper Pulp
Productions（木材加工）

クアンニン省。ハイフォン港から 40km、 3 社のうち日系 1 社、台湾系 1 社、地場
矢崎総業
カイラン港から 35km
系1社

ドンマイ
Dong Mai

24 社のうち地場系 13 社、韓国系 10 社
（韓国系は電子部品が大半）
ほか

バクニン省。ハノイ市中心から 50km

工業団地名

主要日系企業

バ ク ニ ン 省。 ハ ノ イ 市 中 心 か ら 35km、 95 社のうち韓国系 38 社、台湾系 17 社、 キヤノン、さくらペイント、東洋インク、
ハイフォン港から 110km
地場系 11 社、日系 10 社ほか
Konishi バイオテクノロジーほか

立地

ハノイ～モンカイ間の主要工業団地と入居企業（2018 年 3 月時点）

クエボ II
Que Vo II

クエボ I
Que Vo I

表1
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ハイズオン省。ハノイ市中心から 51km、 42 社のうち韓国系 11 社、日系 6 社、地 住友電装ほか。電気・電子部品メーカー
ハイフォン港から 49km
場系 6 社、台湾系 5 社ほか
数社

ダイアン
Dai An

ハイフォン港に面する。ハイフォン市内 56 社 の う ち 地 場 系 33 社、 日 系 13 社、 ブリヂストン、日本通運物流センター、
から 7km
韓国系 3 社、中国系 2 社ほか
出光ほか

ディンブー
Dinh Vu

ハイフォン市中心から南東に 20km

ブリヂストン、出光、JXTG エネルギー、
IHI、日本通運、郵船ロジスティクスなど

5 社のうち日系 2 社、米系 1 社、韓国系 Miki Industry（樹脂パネル）
1 社、台湾系 1 社
Livax Vietnam（家具製造）

ハイフォン港・ラックフェン新港に隣接 約 80 社のうち日系 10 社超

出所：表1に同じ。ただし、ディンブー工業団地はジェトロ（2017a）のデータ、ディープ・シー工業団地は日本経済新聞（2018）に依る。

ドーソン
Do Son

ディープ・シー
Deep C

ハイフォン市の北方向対岸。ハイフォン 35 社のうち日系 16 社、香港系 5 社、シ 富士ゼロックス、京セラ、ニプロファーマ、
港から 10km
ンガポール系 3 社、台湾系 3 社ほか
JFE 商事鉄鋼ほか

矢崎総業、シチズン、東北パイオニア、
コクヨ、トヨタ紡織、メディキットほか

VSIP ハ イ フ ォ ン
VSIP Hai Phong

52 社のうち日系 46 社、台湾系 2 社ほか

ハイフォン市。ハイフォン港から 15km

野村ハイフォン
Nomura Hai Phong

59 社のうち韓国系 37 社、地場系 10 社、
関西フェルト、協和プラスチックほか
日系 4 社ほか

ハイフォン市。ハイフォン港から 12km

チャンズェ
Trang Due

味の素、ブラザー（工業用ミシン）
、ジャ
ガー（家庭用ミシン）
、ユニデンほか

ハイズオン省。ハノイ市中心から 50km、
28 社のうち日系 19 社、台湾系 5 社ほか
ハイフォン港から 50km

タンチュオン
Tan Truon

ブラザー（プリンター）ほか。樹脂成型
や金型設計の企業多い。

ハイズオン省。ハノイ市中心から 47km、
25 社のうち日系 20 社ほか
ハイフォン港から 53km

フンイェン省。ハノイ市中心から 24km、 123 社のうち地場系 80 社、日系 19 社、 キヤノン、INAX ほか。樹脂成型や機械加
ハイフォン港から 75km
韓国系 18 社、中国系 5 社ほか
工の企業多い。

フンイェン省。ハノイ市中心から 33km、 65 社のうち日系 63 社、スイス系（ネス デンソー、京セラほか。各種部品メーカ
ハイフォン港から 83km
レ）1 社、独系 1 社
ーも多数

フックディエン
Phuc Dien

フォーノイ A
Pho Noi A

タンロン II
Thang Long II

入居企業内訳

主要日系企業

ホアカイン工業団地の北西に隣接

市中心から北へ 10km

新ホアカイン
Hoa Khanh Extened

リエンチュウ
Lien Chieu

市中心から南へ 7km

FPT Complex

出所：表1に同じ

市中心から南西へ 5km

ホアカム
Hoa Cam

ダナンハイテクパーク
Da Nang Hightech 市中心から北西 10km
Park

総数不明だが満杯のもよう。ハイネケン マブチモーター、村田製作所（東光）、グ
工場など多国籍企業多数
ローブライド、関西ペイントほか

市中心から北西へ 6km

ホアカイン
Hoa Khanh

FPT 社以外は不明。敷地を開発中。

57 社のうち地場系 51 社、日系 6 社

7 社のうち地場系 4 社、日系 3 社

入居 23 社のうち地場系 22 社、日系 1 社

フォスター電機、
フジクラ電装ほか。部品・
素材企業が数社

Niwa Foundry,
Tokyo Keiki Precision
Yamato Sewing Machine

Endo Chuzou Vietnam Co., Ltd.（アルミ
鋳造）

23 社のうち地場系 8 社 . 日系 3 社、韓 Kamui Vietnam,
国系 3 社、台湾系 3 社、マレーシア系 3 Seto Vietnam,
社ほか
Vina Foods Kyoei

受付で富士通の看板も見た。

日系 IT 会社が多数入居しているもよう

ソフトウェアパーク 1
市庁舎隣接の中層ビル
Software Park No.1

「すさみ物産」という看板の建屋を見た。

入居企業数不明。地場系、台湾系が多い
ロジテム、カメヤマローソクなど
もよう
入居企業数不明。地場系が多いもよう

市内中心部

立地

ダナンの主要工業団地と入居企業（2018 年 3 月時点）

ダナン水産物サービス
Da Nang Seafood 市内中心部
Service

ダナン Da Nang

工業団地名

表3
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14 か国・地域：中国 3, 香港 2, 韓国 バンコク（T）
1, 台湾 1, ベトナム 1, タイ 1 など ,
ダナン（V）

チョンブリ

9 か国・地域：中国 2, タイ 2, メキ アユタヤ（T）
シコ 2 など（10 か所に生産拠点）
ハノイ（V）

協栄製作所
（静岡県浜松市：二輪車部品）

1 か国・地域：ベトナム 1

ハノイ（V）

プラチンブリ（T）

キヤノン
39 か国・地域 : 米 7, 中国 6, オラ アユタヤ（T）
（東京都大田区：事務機器、カメラ、 ンダ 4, タイ 3, 香港 3, 韓国 3, 台
光学機器等）
湾 3, フィリピン 3, フランス 3, ス バンコク（T）
ウェーデン 3 など
ハノイ（V）

合志技研工業
4 か国・地域 : ベトナム 1, タイ 1, ラヨーン（T）
（熊本県合志市：四輪車・二輪車部品） フィリピン 1, インド 1
ハノイ（V）

グローブライド
（東京都東久留米市：釣、ゴルフ、
テニス等スポーツ用品）

カトーレック
（香川県高松市：ロジスティクスお
よび EMS）

イリソ電子工業
8 か国・地域：中国 3, 香港 1, ベト ハイズオン（V）
（神奈川県横浜市：電子機器用ピン、 ナム 1, タイ 1, シンガポール 1, フ
ィリピン 1, 独 1, 米 1
多極コネクタ等）

3 か国・地域：中国 2, ベトナム 2, ビンズオン（V）
インド 2
ハノイ（V）

ASTI Electronics
（静岡県浜松市：車載・家電用機能
部品）

メコン地域での
主要工場の立地

4 か国・地域：米 2, ベトナム 1, タ パトムタニ（T）
イ 1, ブラジル 1
ハノイ（V）

進出先国と現地法人数

ベトナム北中部への
進出動機・特徴

886（9） 内需志向。現地日系顧客（主
にホンダか）へ供給
1,068（7）

570（4） 輸出加工および工程間分業。
ダナンが最大規模工場。タ
2,505（8） イ拠点から部材調達

30（1）

826（6） 輸出加工。ハノイは主要生
産拠点の 1 つ
1,597（7）

1,025（11） 内需志向。現地日系顧客へ
供給か。チャイナ・プラス
ワン。上海（1,549 人）に次
ぐ規模

1,406（4） 内需志向。現地日系顧客へ
供給。チャイナ・プラスワ
1,154（49） ン

2,668（21） 輸出加工。タイとベトナム
が主要生産拠点
1,938（13）

従業員数
（ ）日本人

2004

2011

1,017（2） 内需志向。現地日系顧客へ
供給か。

4,584（..）

2001 21,867（..）

1990 10,514（..） 輸出加工。ハノイが最大規
模工場。チャイナおよびタ
1994
765（..） イ・プラスワンか。

1997

1994

2006

1995

2011

2005

1996

2006

2007

1998

2005

1989

操業年

ベトナム北中部に生産拠点をもつ日系製造企業のメコン地域での展開

朝日インテック
（愛知県瀬戸市：極細ステンレスワ
イヤー等医療機器）

日本企業（本社所在地、主要事業）

表4

2011

ハイフォン（V）

国際貿易と投資

2012

2012

プノンペン（C）

No.117

2013

2006

2008

1988

2011

6 か国・地域：中国 3, 韓国 1, ベト チャチュンサオ
（T）
ナム 1, タイ 1, 米 1, 独 1
バクニン（V）

2008

フンイェン（V）

2005

ハイズオン（V）
ハナム（V）

2002

ラヨーン（T）

1998

1997

ハノイ（V）
34 か国・地域 : 中国 27, フィリピン ハノイ（V）
8, ベトナム 6, タイ 5, インド 4, ポ
バンコク（T）
ーランド 4 など

テルモ
29 か国・地域：米 13, 中国 5, 英 4, ハノイ（V）
（東京都渋谷区：医薬品、医療機器） ベトナム 3, シンガポール 3, 独 3 など
ドンナイ（V）

田淵電機
（大阪市淀川区：各種変圧器等）

住友電装
（三重県四日市市：ワイヤーハーネ
ス、電線・ケーブル）

2006

バクニン（V）

2003

1994

2005

2011

18 か国・地域：中国 5, 米 5, 独 3, ハノイ（V）
台湾 3, フィリピン 3 など

1995

フンイェン（V）

1991

1989

バンコク（T）

20 か国・地域：中国 11, 米 5, 韓国 ランプーン（T）
3, タイ 3, 英 3, 独 3, 香港 2, ブラ
ランプーン（T）
ジル 2 など

住友電気工業
20 か国・地域：中国 21, 米 13, イン ラヨーン（T）
（大阪市中央区：各種自動車・電機・ ドネシア 10, タイ 10, ベトナム 3 な
ラヨーン（T）
ど
情報通信機器）

住友重機械工業
（東京都品川区：変減速機等）

京セラ
（京都市：ファインセラミック、電
子デバイス・部品等）

n.a. 輸出加工。チャイナ・プラス
ワン。生産拠点は中国、ベ
n.a. トナム、フィリピン 3 ヵ国

850（4） 輸 出 加 工。 主 に チ ャ イ ナ・
プラスワンか
1,246（4）

n.a.

n.a.

n.a.

約 9,000
（16）

n.a.

n.a. 輸出加工。チャイナおよび
タイ・プラスワンか
n.a.

6,582（..）

n.a.

n.a. 輸出加工か。チャイナおよ
びタイ・プラスワンか
n.a.

1,325（..） 輸出加工。ハノイが最大規
模。チャイナ・プラスワンか。

n.a.

n.a.

n.a.

n.a. 輸 出 加 工。 主 に チ ャ イ ナ・
プラスワンか。
n.a.
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36 か国・地域 : 中国 17, 米 12, タ サムトプラカン
（T）
イ 5 など
ビンフック（V）
（T）
49 か国・地域 : 中国 9, 英 5, 米 4, サムトプラカン
タイ 4, インド 4, UAE4, フィリピン ハノイ（V）
3, ロシア 3, 豪州 3, ベトナム 2 な
ビエンチャン（L）
ど
ヤンゴン（M）

トヨタ自動車
（愛知県豊田市：自動車）

日産自動車
（横浜市西区：自動車）

日信工業
（長野県東御市：二輪・四輪用ブレ
ーキ装置、アルミ製品等）

16 か国・地域：米 11, 中国 8, メキ チョンブリ
シコ 5, タイ 3, インド 3, カナダ 3
サムトプラカン
（T）
など
ハイフォン（V）

豊田合成
（愛知県清須市：自動車用ゴム、同
合成樹脂製品、同ウレタン製品）

パトムタニ（T）

10 か国・地域：中国 3, 米 3, タイ ビンフック（V）
2; ベトナム 2, フィリピン 2 など
ナコンラチャシマ（T）

ダナン（V）

15 か国・地域：中国 11, インドネシ サラブリ（T）
ア 3, 台湾 2, 米 2, 独 2 など
ハノイ（V）

1996

TOTO
（福岡県北九州市：衛生陶器等）

2007

東光（村田製作所連結子会社）
8 か国・地域：中国 7, 香港 2, シン ドンナイ（V）
（埼玉県鶴ヶ島市：スマホ用小型部品） ガポール 2, ベトナム 2 など
ダナン（V）

2000

2000

1997

2013

2013

2010

2009

1977

1996

1964

2005

2000

1995

2002

2000

2005

2000

バクニン（V）

2013

ヤンゴン（M）
1994

2013

5 か国・地域：中国 4, ベトナム 3, ドンナイ（V）
インドネシア 3, 香港 2, タイ 2
ラヨーン（T）

天馬
（東京都北区：プラスチック成型部
品、金型）

2003

プノンペン（C）

2002

2001

1974

チョンブリ（T）

デンソー
37 か国・地域 : 中国 28, 米 19, タ サムトプラカン
（V）
（愛知県刈谷市：自動車用電装部品） イ 10, インド 6, インドネシア 5, 英
ハノイ（V）
4, ブラジル 4, イタリア 4 など
チョンブリ（T）

n.a.

2,261（7） 内需志向。現地日系顧客へ
1,843（9） 供給か

n.a.

4,518（..） 内需志向。デンマーク系の
n.a. Kjaert との合弁からマレー
シア系のタンチョン・グル
n.a. ープとの合弁に移行
n.a.

10182（..） 内需志向。2018 年に生産能
n.a. 力倍増計画を発表

2,989（19） 輸出加工。2017 年からエア
バッグ部品の生産開始。チ
1,453（9）
ャイナおよびタイ・プラス
4,000（11） ワンか

1,164（..） 内需志向。現地富裕層を開
3,680（..） 拓

1,840（3） 輸出加工。ダナンが最大生
4,208（10） 産拠点

1,307（6）

1,052（6） 内需志向。現地日系顧客お
1,219（13） よび現地企業へ供給

68（..）

189（..）

903（11）

3,528（..） 輸出加工。ASEAN 諸国のほと
んどへ進出しており東南ア
3,466（..） ジアでは相互補完体制を構
3,197（..） 築

12 か国・地域：中国 5, タイ 3, メキ チョンブリ（T）
シコ 3, ベトナム 2 など
ハノイ（V）
8 か国・地域：中国 3, 韓国 1, ベト ハイフォン（V）
ナ ム 1, タ イ 1， オ ラ ン ダ 1, 米 1,
カナダ 1, ブラジル 1
5 か国・地域：ベトナム 5, 中国 1, ハイフォン（V）
タイ 1, ラオス 1, インドネシア 1（ タインホア（V）
44 か 国・ 地 域 : 中 国 76, タ イ 24, バンコク（T）
1961
米 21, マレーシア 19, 独 13, インド バンコク圏 10 社
（T） 1987-9
ネシア 12 など
ホーチミン（V）
1996

日本精機
（新潟県長岡市：二輪・四輪車用計
器類）

（IKO）日本トムソン
（東京都港区：軸受等）

野村貿易
（大阪市中央区：総合商社）

パナソニック
（大阪府門真市：事業は多種多様）
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ブラザー工業
36 か国・地域 : 中国 6, 英 6, ベト ハイズオン（V）
（名古屋市：ミシン、プリンター等） ナム 4, 米 3, 独 3, 台湾 2, 香港 2
ハイズオン（V）
など

4 か国・地域：中国 3, ベトナム 1, サラブリ（T）
タイ 1, インド 1
ダナン（V）

フジクラ電装
（山形県米沢市：ワイヤーハーネス
等）

2013

2006

2008

1996

2012

n.a. 輸出加工。チャイナ・プラ
スワン
n.a.

1,477（5） 輸出加工。チャイナおよび
タイ・プラスワンか
2,821（5）

2,378（..） 輸出加工

n.a.

2 か国・地域：ベトナム 1, メキシコ 1 フンイェン（V）

浜名湖電装（デンソー子会社）
（静岡県湖西市：センサー等）

n.a.

ビンズオン（V）

2013

n.a.

バンコク圏 3 社
（T） 2006-7

n.a.

2003
2003-6

ハノイ 5 社（V）

n.a. 主に内需志向か。メコン地
n.a. 域では主力生産拠点のタイ
とベトナムから周辺新興市
n.a. 場を開拓

1,354（5） 輸出加工。生産拠点はベト
585（1） ナムのみで衣料品縫製

1,067（7） 内需志向。現地日系顧客へ
の供給か。IKO ブランドを商
標登録。ベトナムが最大模
工場

1,751（15） 内需志向。現地日系顧客へ
の供給か。2013 年、ダナン
1,010（3） にソフトウェア開発拠点設
置

411（4） 内需志向。現地日系顧客へ
860（6） 供給か。タイ拠点が HQ の役
割
1,173（6）

フンイェン（V）

2007

1997

2006

2007

1995

2003

1995

1988

8 か 国・ 地 域： タ イ 3, ベ ト ナ ム 1, チャチュンサオ
（T）
中国 1, 香港 1, マレーシア 1, フィリ ナコンラチャシマ（T）
ピン 1, インドネシア 1, メキシコ 1
ハノイ（V）

日邦産業
（愛知県名古屋市：精密プラスチッ
ク成型部品等）
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11 か国・地域：中国 5 など

11 か国・地域 : ベトナム 4, 中国 3,
タイ 2, 香港 2 など

ホンダ
（東京都港区：二輪車、四輪車、汎
用機）

2009
2010
2014

ダナン（V）
バクニン（V）
ヤンゴン（M）

1996
1997
2006
2007

チョンブリ（T）
ビンフック（V）
アユタヤ（T）
ハノイ（V）

1,010（3）

4,200（..） 内需志向。第 2 工場はノイ
682（7） バイ工業団地に立地。ベト
ナムでの二輪車累計生産は
1,227（7）
2011 年 に 1000 万 台、2016
4,977（..） 年 に 2,000 万 台、2018 年 に
n.a. 2,500 万台を達成

1992
1994

3,485（..）

稼働予定

3,967（..）

5,424（..）

4,045（..） 輸出加工。チャイナおよび
n.a. タイ・プラスワンか。北部
2 工場は HDD 用ガラス基板に
n.a. 特化。ベトナムからラオス
n.a. へ生産分散し工程間分業か

1,597（1） 輸出加工。中国・ベトナム
が主力生産拠点。チャイナ・
プラスワンか

n.a.

110（2） 輸出加工および工程間分業。
4,375（3） 香港経由で中国拠点から部
材調達か。ベトナム拠点間
1,535（2） でも工程間分業
2,948（5）

1,100（..）

n.a.

1,637（..）

4,942（..） ハイフォンは輸出拠点投資
n.a. だが、内需対応もありか

1967

2020

ビエンチャン（L）
33 か国・地域 : 米 23, 中国 13, タ
バンコク（T）
イ 10, インドネシア 11, ブラジル 9,
アユタヤ（T）
英 5, カナダ 5 など
サラブリ（T）

2010

フンイェン（V）

-

ビンズオン（V）

2004

1991

ランプーン（T）
ハノイ（V）

1974
1986

パトムタニ（T）
ランプーン（T）

2009

2006

バクザン（V）

1996

2012

ハイフォン（V）
ビンズオン（V）

n.a.

シンブリ（T）

2000

ラヨーン（T）

1989

1969

チョンブリ（T）

33 か国・地域 : 中国 13, 米 10, タ バンコク（T）
イ 9, シンガポール 4, 英 3 など
ハノイ（V）

HOYA
29 か国・地域 : 中国 10, 米 9, オラ
（東京都新宿区：メガネレンズ、HDD ンダ 6, シンガポール 5, タイ 4, フ
用ガラス基板等）
ィリピン 4, ベトナム 4 など

ホシデン
（大阪府八尾市：電子機器・部品）

フォスター電機
（東京都昭島市：オーディオ機器・
電子機器および部品）

ブリヂストン
（東京都中央区：タイヤ等ゴム化工
品）

5 か国・地域：ベトナム 2, 中国 1,
香港 1, タイ 1, シンガポール 1

5 か国・地域：中国 2, 香港 2, ベト
ナム 2, 独 1, 米 1
37 か国・地域 : 中国 13, 米 8, フィ
リピン 6, インドネシア 6, タイ 5,
メキシコ 4, ベトナム 3 など

25 か国・地域 : 中国 9, 台 5, イン
ド 6, インドネシア 6, 米 5, ブラジ
ル 4 など
4 か国・地域：ベトナム 1, タイ 1,
独 1, メキシコ 1

ムトー精工
（岐阜県各務原市：精密プラスチッ
ク部品、金型）

メイコー
（神奈川県綾瀬市：各種プリント配
線板）

矢崎総業
（東京都港区：ワイヤーハーネス・
計器等自動車部品）

ヤマハ発動機
（静岡県磐田市：二輪車等）

UMC Electronics
（埼玉県上尾市：電子機器）

10 か国・地域：香港 2, 米 2 など

2005

ハノイ（V）

ハナム（V）

ハイズオン（V）

チャチュンサオ
（T）

2012

2007

2013

2007

1998

ハノイ（V）
ハイズオン（V）

1996

2,893（..）

1,381（6）

輸 出 加 工。 中 国（ 東 莞 市 ）
に次ぐ主力工場

輸出加工。深圳から生産移
管のチャイナ・プラスワン

2,389（..） 内需志向。主に現地日系顧
481（..） 客へ供給

2,251（..） 内需志向。第 1 工場はノイ
5,607（..） バイ工業団地、第 2 工場は
1,700（..） タンロン工業団地に立地

2015 約 6,000（3）

輸出加工。世界中に生産拠
1996 24,093（18） 点をもつ。工場当たり雇用
2002 20,203（16） 数はメキシコとベトナムが
最大か
2012
3,013（3）

サムトプラカン
（T）

クアンニン（V）

コッコン（C）

ハイフォン（V）

ビンズオン（V）

1977 12,401（43）

733（15）

1963

バンコク（T）

2014

2,866（..） 輸出加工。中国が最大生産
拠点。チャイナ・プラスワ
592（..） ンか

187（1） 輸出加工および工程間分業。
ベトナムが親工場でラオス
とミャンマーが下請け。「ベ
81（1） トナム・プラスワン」の例
1,654（5）
輸出加工。ベトナムが主力
1,094（4）
生産拠点
190（6）
2,975（3）

サムトプラカン
（T）

ハノイ（V）

2012
2007

2005

サラブリ（T）
ハノイ（V）

1996

2009

ビエンチャン（L）
ハノイ（V）

2003

タイグエン（V）
ドンナイ（V）

1999

ヤンゴン（M）

注1：ベトナム北中部に従業員数1,000人以上の生産拠点を持つ事例を抜粋した。
注2：工場立地の（ ）内に示したC, L, M, T, V,はそれぞれカンボジア、ラオス、ミャンマー、タイ、ベトナムを指す。イタリックで表示した立地がベ
トナム北中部の拠点を示す。
注3：現地法人数は間接出資および非製造業の事業形態を含む。
出所：週刊東洋経済（2019）データ、各社HP、各種報道および筆者視察・ヒアリングより筆者作成

ヨコオ
（東京都北区：車載通信機器等）

ユニデン
5 か国・地域：中国 3, 米 3, ベトナ
（東京都中央区：電話・無線関連機器） ム 1, 豪州 1, NZ1

6 か国・地域 : ベトナム 2、中国 1、
ラオス 1、ミャンマー 1, インド 1,
独1

マニー
（栃木県宇都宮市：手術用縫合針、
手術用機器、歯科医療用機器）
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