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第Ⅰ部 情報＆コミュニケーション技術

（ICT）産業 

 

第１章 2003 年のベトナムの ICT 技術の概要 

 

１．国際機関のランキングによるベトナムの ICT 産業

の位置 

 

1.1  世界経済フォーラム（WEF） 

（評価対象国合計 102ヵ国） 

 

(1) ネットワーク・レディ・インデックス（NRI） 

ベトナムは3.13ポイントで第68位だった（2002

年は 2.96 ポイントで第 71 位）。 

＊ NRI：ICT の開発及び成果に国あるいはコミ

ュニティーが参加し利益を獲得する準備

レベル 

 

(2) 適用インデックス 

個人インデックス:  第 79 位 

企業インデックス:  第 53 位 

政府インデックス:  第 50 位 

インフラ環境インデックス: 第 92 位 

市場環境インデックス:  第 38 位 

 

1.2  国際電気通信連合（ITU） 

 

2003 年のグローバル IT環境の ITUランキングによ

ると、ベトナムは 178 ヵ国及び領域において第 122 位

だった。ランキングは固定電話・携帯電話・インター

ネット加入者のレート、アクセス速度及びインターネ

ット使用レート、インフラ発展成長及び社会の遠距離

通信技術などの基準に基づいている。この発表は国連

として初めてのもの。 
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2.1.1  2003年ASOCIO ICT サミット  

1.3  国連  

2003年 11月末（27日～29日）、ベトナムで初めて

主催された史上最大 ITイベントとして、ASOCIO（ア

ジア－オセアニア・コンピュータ産業機構）のアジア

最大の 2003年 ASOCIO ICT サミットが、「全ての人

のためのデジタルチャンス」をテーマとして開催され

た。このサミットは 30 ヵ国からの 260 人の代表を含

む 700人が参加した。ベトナムで初めて開催された 2

大陸の IT分野最大の年次行事はベトナムの ICTセク

ターの大きな可能性と発展に対して、国際社会の高い

評価を示した。この際、ファン・ヴァン・カイ首相及

び党中央委員会所属 IT 部の部長兼大蔵省の税制総局

総合課税部長であるダン・ヒュ－教授は ASOCIO 会

長から表彰を受けた。

 

2003年 12月の始めに国連によって開催された情報化

社会に関するサミットの資料の一つとして国連報告書

「十字路の電子政府」はベトナムの電子政府インデッ

クスを 0.357 ポイント、173 ヵ国中第 97 位と評価し

た（〈表１〉）。 

 

２．2003 年の ICT 産業の著しい出来事の要約 

 

2.1  ベトナムは 2003 年に多くの大規模な ICTイベン

トを成功裡に主催した 

 

 

 

 

〈表１〉 各国の電子政府インデックス 

国 2003 電子政府 

インデックス 

Web サイズインデ

ックス 

遠距離通信 

インデックス 

人的資本 

インデックス 

シンガポール 0.746 0.703 0.666 0.87 

韓国 0.744 0.607 0.675 0.95 

日本 0.693 0.524 0.626 0.93 

フィリピン 0.574 0.747 0.064 0.91 

マレーシア 0.524 0.480 0.292 0.80 

タイ 0.446 0.380 0.117 0.84 

インドネシア 0.422 0.432 0.045 0.79 

中国 0.416 0.332 0.116 0.80 

ベトナム 0.357 0.183 0.048 0.84 

ミャンマー 0.280 0.087 0.003 0.75 

カンボージア 0.264 0.127 0.004 0.66 

ラオス 0.192 0.048 0.007 0.52 

ASEAN+3 でのベトナム位置 9/12 9/12 8/12 5/12 

資料：国連報告書 
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2.1.2  第 12 回ベトナム IT 週間 

 

このイベントは 2003 年 11 月 28 日から 2003 年 12

月 3 日にかけて実施された。これはベトナムで毎年開

催される情報通信分野のイベントで、ベトナム ICT ゴ

ールドカップ授与式、ベトナム ICT のトップ 10 製品選

定、技術及び政策・マネジメントのワークショップな

ど様々な活動を含んでいる。このイベントには、政府

各省の高官、ベトナムの主要 IT 企業のほとんどと外資

系企業が参加した。 

 

2.1.3  ホー・チ・ミン市はベトナムの最大コンピュ

ーター展示会である2003年ベトナム・コンピ

ュータ・ーワールドを主催 

 

国のIT最大例年行事は152の国内及び海外企業の参

加を得て 2003 年 7 月 9 日から 12 日にかけて開催され

た。国際データベースグループ(IDG)アジアと市の情報

科学協会によって組織された展覧会は広範囲のソフト

ウエア・ソリューション、製品及び出てくる技術のシ

ョーケースである。専門家によると、この展覧会の影

響は、国の IT 成長に対し、年々増大している。特に、

国家 IT 開発計画の立案と実行、ローカル IT ビジネス

のキャパシティーの増強、そして、IT 製品とサービス

の使用の促進に貢献している。 

 

 2.1.4  Techmart Vietnam 2003 ‒ ベトナムの科学・

技術のショーケース 

 

科学技術省とハノイ及び HCM 市の市当局によって、

2003 年 11 月の 13 日から 15 日までハノイで開催され

たベトナム最大の全国的技術博覧会（Techmart 

Vietnam 2003）はベトナムの科学技術市場のブレーク

スルーを目的としている。2003 年の Techmart は機械

工学、自動車、遠距離通信、情報技術、ゴム及び繊維

工業のための製品を前面に展示した。さらに、環境保

護のための新しい技術を紹介するのと同様に、プラス

チック、調剤薬及び農業・林業の加工のための新しい

可能性を提示した。展示されたほぼ 400 の展示及び

2,000 の設備と技術を備えた 319 ユニットの出展はベ

トナムの科学的な市場の大きな可能性を提示した。 

 

2.1.5  そのほか 

 

そのほかのイベント、セミナーとして、IDG と郵政

通信省（MPT：Ministry of Posts & Telematics）によ

る 2003 年 11 月の 19 日から 20 日にかけて開催された

2003 年 ComNet ベトナム展示会；MPT 及びホーチミン市

人民委員会による2003年9月の10日から12日に開催

された ICT 産業に関する国家セミナー；Softmart 2003 

等があった。 

 

2.2  通信料金の低下 

 

MPT は通信及びインターネット料金の過去最大の値

下げ幅を決定し、2003 年 4 月 1日から実施した。これ

により、12 種類の通信及びインターネットの料金は平

均で 10～40％値下げされた。インターネット接続時の

区域間接続料金は１分当たり 40VND となった。この値

下げによりベトナムの市内接続料金は、近隣諸国と同

レベルとなり、世界で最も安い市内接続料金を採用す

る国々の一つとなった。これによりプロバイダーは低

価格で高品質なサービスを消費者に提供できると期待

している。 

 

2.3  政府は通信料金の規制を緩和 

 

2003 年 11 月 27 日付けの決定 No.217 は、市場占有

率が 30％未満の通信会社に対して通信利用料の自社

設定権を与え、通信及びインターネット分野で営業し

ている企業に対し、サービス料金を公開するよう要求

した。この決定は MPT が 2002 年に設立されてから最も

力を入れた事業となり、この分野における長年の独占

状態を改革する省の決意を示した。  

 

2.4  ベトナム初のインターネット高速接続ADSLの出

現 
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インターネット高速接続を供給する非対称デジタル

加入者線（ADSL ：Asymmetric Digital Subscriber 

Line）は“MegaVNN”という名称で 2003 年７月 10 日に

ベトナム郵政通信公社（VNPT： Vietnam Post and 

Telecommunication ）によって初めてベトナムに導入

された。この新しいサービスは通常の銅の電話回線を

通じて、下り９Mbps（消費者に対して）上り 800Kbps

のスピードで映像信号を含む高速デジタル・コミュー

ニケーションを提供している。  

 

2.5  初のベトナム版 Linux 

 

2003年9月にベトナム人のあるグループによって初

めて作られた LinuxOS がデビューした。これは英語の

分からないベトナム人にもコンピュータに慣れ親しむ

助けになるものとして考えられた。Linux の英語版を

ベトナム語に訳したこのソフトのバージョン 3.0 は、

2003 年の始めに行われたソフトウエア・コンテストの

一等賞を獲得した。このオペレーティング・システム

はオフィス用の全ての必要なプログラムを内包してい

る。ソフトの機能及びインターフェイスはウィンドウ

ズ XP をベースとして作られている。また、Kword、

Kspread 及び Kpresenter は、Microsoft Word, Excel

及びPower Pointと似ており、KmailはOutlook Express

と同様である。技術的なエラーが多少残ってはいるも

のの、ベトナムが独自のオペレーティング・システム

を積極的に生み出そうとしているこの時期に、この製

品はベトナム IT 分野の画期的なきっかけになるだろ

う。  

 

2.6  学校もログオン 

 

2005 年までに全国の高校、短大、大学にインターネ

ットの導入を目指して、教育訓練省と郵政通信省は共

同で国家教育ネットワーク（EduNet）を開発する覚書

（MOU）を 4月に交わした。4億 4,500 万米ドルもかか

るこのプロジェクトは、ベトナムのコンピュータ化戦

略の新しい一歩を印した。  

 

2.7  インターネット電話の登場 

 

たび重なる延期の末、2003 年 7 月 1 日、郵政通信

省はインターネットによって安い国際通話をサービス

する「インターネット電話」を各通信会社に対し最終

的に認めた。プロバイダーの FPT が最初にこのサービ

スを開始した。また、Saigon Postel, Viettel, EIS

などプロバイダー各社の参入により市場が活気づき、

白熱した競争が繰り広げられている。しかしながら、

無認可のインターネット･カードが大量に出回ってい

る現状がプロバイダーの深刻な問題となっている。  

 

2.8  携帯電話市場の新顔 

 

2003 年 7 月 1 日、ベトナムの携帯電話市場に S-Fone

がデビューした。これはベトナムの Saigon Postel と

韓国のサムソン傘下の SLD Telecom の合弁プロジェク

トである。符号分割多元接続（CDMA：Code Division 

Multiple Access）技術を運用した携帯電話サービスを

提供するベトナム初の事業である。この新しい携帯電

話サービスの出現は、ユーティリティや政府の規定し

た料金設定などが障壁となって、ともに VNPT の子会社

であるVinaphoneとMobiFoneという2大企業の競争相

手となるにはまだ弱小だが、この 2大企業が長い間握

ってきた独占支配を部分的に崩し始めたと言えるだろ

う。より多くの企業の参入により、ベトナム携帯電話

市場は熾烈な競争時代に突入した。 

 

2.9  ベトナム、APICTA 賞を獲得 

 

太平洋地域最大の ICT 賞である 2003 年 APICTA で、

ベトナムが五つの賞を獲得した。その内の三つがゴー

ルド・カップであった。タイで開催された贈呈式で HCM

市の 11 歳の学生がトップ賞に輝いた。 

 

2.10  Viettel が国際通信ゲートウェイを開始 
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• 行政管理におけるソフト・アプリケーション

の比率：30～50％ 

2003 年 11 月 28 日、軍の通信会社 Viettel が正式に

国際通信ゲートウェイを開始した。この事業はベトナ

ムの通信業界に大きな変化をもたらし、VNPT の長期に

わたる独占に終止符を打った。  

• 技術レベルとデータベース: Foxpro, Access, 

MS, SQL 

• 管理アプリケーションと金融、税制、関税、

統計、投資及び計画等の各分野の管理システム

および公共サービスのオンライン化： 1 区、

GoVap 地区、HocMon 地区、BinhTan 地区など 

 

 

３．2003 年の HCM 市における ICT 産業の状況および

2004 年の開発計画 

 • 24 の企業と組織が都市のネットワークに加

入（CityWEB） 3.1  2003 年の IT プロジェクトの実施状況 

 • 19 の地区がプロジェクト No.112 の管理委員

会を設立 

 

• ホーチミン市（HCM 市）の IT ターゲット・プロ

グラム：市の予算から 4,500 億 VND が支出され、

そのうちの 50％がデータベース、ソフト及びト

レーニング・サービスに当てられる（１年当た

り 1,000 億 VND）。 

3.3  IT 産業への HCM 市の予算支出状況 

 

IT産業へのHCM市の予算支出状況を〈表２〉に示す。 

• プロジェクト No.112 の管理委員会：行政管理と

公共サービスをコンピュータ化する為のコンピ

ュータ設備、データベース作成、ソフト開発な

ど 28 のプロジェクトを含んでいる。 

 

3.4  HCM 市が 2004 年に実施する基本的なプロジェク

ト 

 

• 各 IT プロジェクトの管理委員会：IT 産業の為の

情報インフラ構築、イーコマースのアプリケー

ション開発、人材トレーニングの 24 のプロジェ

クトを含んでいる。 

HCM 市は 2004 年に 32 件の ICT プロジェクトを実施

することを計画している（2003 年以降 200％増加）。以

下は 2004 年に実施される基本的なプロジェクトであ

る。 

• HCM 市の IT 産業の為の総予算：約 520 億 VND を

計上。その内の 20%が 2001 年～2003 年のプロジ

ェクトのソフト及びサービスに認められた。 

 

• CityWeb の質の向上 

• 広域都市ネットワークの構築（約 687 億 VND） 

• 土地・建設管理用の情報システム（167 億 VND） 

• 電子設計の為の訓練センター（107 億 VND） 

3.2  行政管理のコンピュータ化に関する 112 件のプ

ロジェクトの実施状況 

• JAVA 設計の為の教育センター（67 億 VND） 

 

 

〈表２〉 IT 産業への HCM 市の予算支出  単位：VND 

 

年 2001 2002 2003 2004 

ハードウエア 8,923,935,170 20,868,086,130 42,000,000,000 80,000,000,000

ソフトウエア 1,971,374,830 5,537,923,870 10,000,000,000 40,000,000,000

合  計 10,895,310,000 26,406,010,000 52,000,000,000 120,000,000,000

資料: HCM 市の投資計画局( 2003 年 10 月 31 日)
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• 国際協力プロジェクト（世銀、欧州連合） 

• SAGOIS プログラムのプロジェクト（35 億 VND） 

• 教育養成での ICT アプリケーションのプロジェ

クト（5億 VND） 

情報システムの構築および学校どうしをｅ-図書館で

結ぶ構想や科学技術等のネットワークの構築 

 

3.4  HCM 市が 2004 年に実施する基本的なプロジェク

ト 

 

HCM 市は 2004 年に 32 件の ICT プロジェクトを実施

することを計画している（2003 年以降 200％増加）。以

下は 2004 年に実施される基本的なプロジェクトであ

る。 

• CityWeb の質の向上 

• 広域都市ネットワークの構築（約 687 億 VND） 

• 土地・建設管理用の情報システム（167 億 VND） 

• 電子設計の為の訓練センター（107 億 VND） 

• JAVA 設計の為の教育センター（67 億 VND） 

• 国際協力プロジェクト（世銀、欧州連合） 

• SAGOIS プログラムのプロジェクト（35 億 VND） 

• 教育養成での ICT アプリケーションのプロジェ

クト（5億 VND） 

• 情報システムの構築および学校どうしをｅ-図書

館で結ぶ構想や科学技術等のネットワークの構

築 

 

3.5  HCM 市の新しいソフト会社を設立する「プログラ

ム 300＋3」 

 

2003 年に行われた HCA（ホーチミンコンピュータ協

会）の設立 15 周年記念祭で、科学技術副局長 Le Hoang 

Minh 氏及び HCA 会長 Le Truong Tung 氏は、HCM 市の新

しいソフト会社を設立する「プログラム 300＋3」とい

うプロジェクトの覚書を交わした。このプログラムは

300 の新規中小ソフト会社と HCM 市でソフト産業を発

展させるための条件を揃え、能力のある三つの大手企

業を設立する為の環境、政策及び方法論を整備するこ

とを目的としている。 

 

プログラムの主な内容 

① 短期間の上達と安定した発展のために、既存の

ソフト会社を強化、支援すること。 

② 300 の新会社設立に対して、政策の立案と支援

をすること（300 という数字は最もコントロー

ルしやすい目標値である） 

③ 300～500 人のプログラマーを擁する三つの大

企業を設立する為の政策の立案と支援をするこ

と。2005 年までにソフト産業に 5億米ドルを投

資する必要がある。 

 

 

第 2 章 政府の政策と規則－ICT に関する投

資・協力プロジェクト－ 

 

１．2003 年の ICT 産業に対する注目すべき新しい政策

及び規則 

 

1.1  郵政通信料金に関する 2003 年 11月 17日に施行

された決定  No.217/2003/QD-TTg 

 

この決定は郵政通信事業において現サービス提供者

と新サービス提供者間の公正な競争の新時代を開いた。 

以下はこの決定の主な内容である。 

 

(1) 市場占有率 30％未満の郵政通信会社は自由に価

格を設定することができる 

① 決定に添付される付属資料によると、VNPT は現

在、通信事業では最大の企業で、市場をほぼ独

占している。 

• 国内･国際長距離電話サービス（PSTN,IP） 

• 多様な支払方法に対応した携帯電話ネットワ

ークのサービス（前払い、定額支払い） 

• 国際通信チャンネル、各省を結ぶ通信チャン

ネル、省の内部の通信チャンネル、そして地

方通信チャンネルをリースするサービス 
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• インターネット接続･アクセスのサービス 

• 国際海事衛星機構（Inmarsat）サービス 

 

IP サービスは Viettel が、Inmarsat サービス

は Vishipel が市場を独占している。 

これらのサービスを提供する上記以外の市場

占有率の低い企業は、自由に価格を設定するこ

とが認められている。しかしながら、それらの

企業は６ヵ月毎に MPT に自社の設定した料金を

登録しなければならない。  

 

② 企業はダンピング価格を設定してはいけない。

（コスト割れ価格や相場を下回る値段で売るこ

と） 

 

③ 通信会社は希望価格を公開するか、規定通りの

サービス価格を提供すること。 

 

(2) ユーザがより多くの権利を持つ 

① ユーザは各郵政通信会社が提供するサービスの

料金について十分かつ正確に知る権利を有し、

それらの企業に対して料金に関する案内と説明

を要求することができる。 

 

② 郵政通信会社に対して、郵政通信サービスの提

供及び料金に関する苦情を訴えることができる。 

 

③ 郵政通信サービスを利用する者は、利用者と会

社間のサービスの提供及び使用に関する契約に

規定された条件に従って料金を払い、規則を遵

守する義務を負う。 

 

1.2  ハイテク団地に関する新しい規定 

① ハイテク団地（HTZ）に関する 2003 年 8 月 28

日付の政令No.99/2003/ND-CPは 2003年 9月 18

日に発効した。この新しい政令は 1997 年に制定

された工業団地、輸出加工区及びハイテク団地

の条例に定められたハイテク団地に関する諸規

定に取って代わった。 

 

② 新しい政令はハイテク団地が多様な機能を持つ

経済･技術地区であると規定している。その機能

は、高度技術の研究・開発・運用、またハイテ

クビジネスの育成、高度技術者の人材育成、そ

してハイテク製品の製造･販売等である。 

 

③ 新しい政令はハイテク団地で活動している外国

及びベトナムの団体、組織、企業及び個人に運

用される。 

• インフラ開発企業（技術的なインフラ設備、

住宅供給、建物等の建設及びハイテク団地内

のその他の業務を行う企業） 

• ハイテク製造企業（高度技術の製品を製造し

ている企業） 

• ハイテクサービス企業（高度技術のサービス

の提供、高度技術研究･開発及びハイテク製品

の製造に役立つ技術･知識の移転を行ってい

る企業） 

• ハイテク開発企業（ハイテク団地内の技術的

なインフラ設備を建設・運営し、またハイテ

ク団地内の投資･技術移転のサービスを提供

する為に国家によって設立された企業） 

• 一般サービス企業（住宅、学校、医療施設等

ハイテク団地内の居住者の生活に関するサー

ビスを提供している企業） 

 

④ 以下のハイテク分野への投資が奨励されている 

• 情報･通信技術、及びソフト技術 

• 農業、水産養殖及び医学分野に活用されるバ

イオテクノロジー 

• マイクロ電子、精密機械、電子機械、電子光

学、オートマティック技術 

• 新素材技術及びナノテクノロジー 

• 環境技術及び新エネルギー技術 

• その他の特別な技術 
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⑤ ハイテク団地への投資は管轄のハイテク団地管

理委員会の審査と承認に従うこと。 

 

⑥ 土地はハイテク団地の建設及び開発の為にハイ

テク団地管理委員会の管理下に置かれる。ハイ

テク団地内の各企業は、土地の区分の割当てを

受けること、インフラ設備が整備された土地を

貸借あるいは又貸しすること、建物を賃貸ある

いは購入すること、ベトナム金融機関に土地使

用権及び地上の不動産を抵当に立てること、土

地使用権及び地上の不動産を譲渡すること等の

権利を持っている。 

 

⑦ 高度技術の労働者及び技術者を養成する為の

職業訓練校建設及び協力プログラムは、ハイテ

ク団地内への誘致が奨励されている。職業訓練

校を経営する企業は、有利な条件でインフラや

サービスの利用が出来る。 

 

1.3  通信事業におけるビジネス協力の新しい規定 

 

MPT は、外資系企業が通信分野における合弁事業の

設立を可能にする問題について検討すると発表した。

これまでは事業協力契約(BCC)のみがこの分野で認め

られ、通信分野の発展に対して消極的な姿勢しか取れ

なかった。また、同省は通信事業で活動しているアメ

リカの企業に対して以下のような新しい規定を公布し

た。 

① 2003 年 12 月 10 日から：アメリカの企業は通信

サービスを提供する為にベトナム側と 50:50 で

合弁会社を設立することができる。 

② 2004 年 12 月 10 日から：アメリカの企業はイン

ターネット･サービスを提供する為にベトナム

側と 50:50 で合弁会社を設立することができる。 

③ 2005 年 12 月 10 日から：アメリカの企業は携帯

電話などの基本的な通信サービスを提供する合

弁会社をアメリカ企業 49％、ベトナム側 51％の

出資比率で設立することができる。 

④ 2007 年から、アメリカの企業は固定電話サービ

スを経営することができる。 

 

 

２．ICT 開発の為の投資･協力プロジェクト 

 

2.1  ソフトウエア日越合弁プロジェクト調印 

 

日本とベトナムのソフトウェア会社がベトナムでソ

フトウェアの合弁会社を設立した。VIJASGATE 

(Vietnam-Japan Software Gate Joint Venture 

Company)には FPT 社長の Truong Gia Binh 氏を代表と

するベトナム企業 6社（FPT, CMC, Hai Hoa, Elcom, Dan 

Phong, Niem Tin）と Comture 社長の向浩一氏を代表

とする日本企業 7社 （Comture, Sumisho Information 

System, Mitsui Knowledge Industry, Nextware, 

Shigeru Information, Tera International, Chubu ）

が参加している。この合弁会社の投資金額は 150 万米

ドルで、法定資本 50 万米ドル、合弁期間 20 年となっ

ている 。 

2004 年 1 月 31 日に VIJASGATE はベトナムのハノイ

に本社、そして日本の東京に支社を設置した。

VIJASGATE の事業範囲はコンピュータ･ソフトの開発、

情報技術（IT）の専門的なサービス及びコンサルタン

ト･サービスの提供である。会社の製品はビジネス･ア

プリケーション用のソフト、オペレーティング･システ

ム、ファーム･ウェア、その他アプリケーション。会社

の総売上高は 2004 年に 456,000 米ドル、2005 年に

1,011,000 米ドル、2006 年に 1,921,000 米ドル、最終

的には 2,500,000 米ドルを見込んでいる。  

 

2.2  MPDF の都市コンピュータ協会への支援 

 

国内企業の支援団体である HCM 市コンピュータ協会

（HCA）は、能力の向上を目的に、IFC 傘下のメコン民

間部門開発協会（MPDF：The Mekong Private Sector 

Development）と 2003 年 11 月 4 日、覚書に調印した。

MPDF が一つの IT 協会に対して支援するのはこれが初
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めてである。MPDF は IT 協会に対して、組織の能力を

改善し、望ましい経営環境を築き、会員会社の外国パ

ートナー探しを支援する。MPDF のプログラム･マネー

ジャーの Carl Dagenhart 氏は、「MPDF は IT 協会が最

新情報の入手及び管理に関する国際的な経験、今後の

展開を考えるための調査に対して支援する」と表明し

た。MPDF はこのプログラムの資金援助を約束した。  

 

2.3  ベトナム初のパイプラインによる光ファイバー

海底ケーブル 

 

2003 年末に、初めての光ファイバー海底ケーブル･

ネットワークを敷設するプロジェクトが政府によって

認められた。第一段階で 20億米ドルを投入する同プロ

ジェクトは、最初は容量 20ギガバイトのケーブルでベ

トナムの北部と南部を結ぶ。このプロジェクトのメー

ンプロバイダーである VNPTは、今から 1～2年後にこ

のケーブル設置工事が始まる予定だと発表した。また、

それにより2008年3月に営業開始が可能との予測を立

てている。2003年 7月にベトナム政府と日本国際協力

銀行（JBIC）が締結した協定によると、投資総額の分

担は、国家予算が 2,800万米ドル、残りは日本国際協

力銀行が負担する。  

ベトナムは北部と南部を結ぶ 2本の光ファイバーケ

ーブルを持っている。一つは国道 1A に沿って走ってい

る 20 ギガバイトのケーブルラインで、もう一つは

500kvの南北送電線に沿って走っている10ギガバイト

のラインである。2本とも VNPT が運営している。しか

しながら、現在のインフラでは増加し続ける通信及び

インターネットの需要に供給が追いつかない。 

軍の通信会社の Viettel と鉄道セクターの通信会社

による、ベトナムの鉄道に沿って建設中の３番目のラ

インが来年使用可能になる。 

 

2.4  Allied は SHTP 初のハイテク工場を建設 

 

2003 年 11 月 15 日に、シンガポールの技術会社（The 

Allied Technologies Limited of Singapore）は Saigon

ハイテクパーク（SHTP：Saigon High-tech Park）で三

つの工場の建設に着手した。都市のハイテク団地で初

めてとなる三つの製造プロジェクトは、Saigon Allied 

Technology、Precision Plastic 及び Saigon Allied 

Electronics から成る協力プロジェクトである。総投

資額は 5,200 万米ドルになる。Allied はハイテクの精

密金属部品、2 色プラスチック成型鋳型、部品の組立

て、そしてハイテク関連製品を製造する為の施設を建

設している。研究開発センターもプロジェクトの一部

として設立される。更に Allied はコンピュータの生産

も予定している。 

以上の三つのプロジェクトに続いて 12 のプロジェ

クトがSHTPで立ち上がる。SHTP会長のPham Chanh Truc

氏によると、HP（Hewlett-Packard）製品の殆どが

Allied 社などのハイテクの部品 を必要としているの

で、コンピュータ及びプリンタの世界的メーカーであ

る HP は、Allied に対してビジネスをベトナムに拡大

するよう勧めた。また、HP は 10～15 の企業に SHTP へ

の投資を呼びかける。HP 社は数年後にベトナムでのコ

ンピュータ生産を計画している。  

 

2.5  インテルがベトナムで初の OEM を指名 

 

2003 年 11 月 3 日、米インテル社は FPT とベトナム

初の相手先ブランド生産（OEM：Original Equipment 

Manufacturer）契約を結び、Elead ブランドのコンピ

ュータの現地組立てを行う。契約に従って、インテル

は FPT に、Elead ブランドのデスクトップ、ラップト

ップ及びサーバーの組立てに必要な中央演算処理装置

（CPU）とメインボードを低価格で販売する。また、イ

ンテルは FPT に対し、製品の品質改良を助け、インテ

ル設計の Elead PC を生産し、市場調査及びブランドの

知名度向上に対して財政的なサポートをする。FPT 

Elead 社長の Tran Nhat Quang 氏はインテルから派遣

された財務コンサルタントに、Elead PC の値段は将来

的に現在の価格の 5％程度安くなる、と話した。イン

テルは現地でPCのブランドを展開する為にFPTを OEM

先として選び、近い内にその他の現地コンピュータ･
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アセンブラとも OEM の契約をしていく。現在、ベトナ

ム製の PC は市場占有率が 14％に過ぎず、残りは輸入

製品の現地組立てが占めている。インテルは自社ブラ

ンドのPC組立ての市場占有率を2005年に40～50％に

引き上げたいとしている。 

 

2.6  マイクロソフトは専門用語をベトナム語に翻訳 

 

来年の第２四半期までに全てのマイクロソフト製品

をベトナム語に変換するプロジェクトの第 1段階とし

て、2003 年 9 月にマイクロソフト・ベトナムは、マイ

クロソフトの製品における専門用語をベトナム語に訳

すことを開始した。マイクロソフトのスタッフによる

と、この小さなプロジェクトはベトナム語の価値を再

認識させ、活用していくと共に、ベトナム語による IT

専門用語のデータベース作りを志願する専門家の共同

体を設立し、初めての IT 専門用語の標準辞書を作成す

ることを目指している。変換された専門用語はあらゆ

る目的の為に、そして現地語でマイクロソフトの製品

を生産する為に公的に用いられ、自由にダウンロード

できるようにする。マイクロソフトはベトナム語版の

ウィンドウズ XP を年内に、また、オフィスを来年の第

2四半期までに発売する予定である。  

 

2.7  VNPT は地方の IT ネットワーク開発の契約を締

結 

 

VNPT は、地方へのネットワークの拡大および、IT

技術の能力向上を図って、日本の巨大テレコム企業 2

社との契約に署名した。国内最大手の VNPT によれば、

昨年 9月には東京において、ベトナムの地方のテレコ

ム･ネットワークを拡大するために三井物産と契約し、

そしてまた、IT 技術の能力向上に関しては富士通と契

約を交わした。三井は SDH (Synchronous Digital 

Hierarchy) 及び Viba 転送システムをインスト－ル

する。 

VNPT と富士通は通信設備製造の技術移転などで以

前から協力体制にあったが、本契約はソフト開発及び

IT 教育という新しい協力領域を開く。調印式典に出席

した Pham Gia Khiem 副首相は、日本のハイテク企業に

よるベトナムへの投資を容易にすると述べた。  

 

2.8  FPT の Elead コンピュータ工場 

 

インテルから科学技術のコンサルタントを受ける

500,000 米ドルのこの工場はベトナムで最も近代的で

ある。工場の組立てラインは異なる製品を製造するこ

とができる。企業用及び民生用のコンピュータ、サー

バー、そしてラップトップを含んでいる。これらの機

器には 1 週間前に 15,000 米ドルという価格で Linux

オープン･オペレーティング･システムから開発された

ベトナム語のオペレーティング・システムがインスト

ールされた。FPT はその Elead コンピュータを現地の

消費者及び国家レベルのプロジェクトに 400 米ドルか

ら 500 米ドルの価格帯で販売する。 

 

 

第 3章 2003 年のベトナムの ICT 状況 

 

１．通信及びインターネット業界 

 

1.1  業績 

 

1.1.1  通信分野 

 

2003 年は通信分野の大幅な成長が見られた。具体的

には以下の通りである。 

① 2003 年一年間におけるベトナムの固定電話加

入台数は 180 万台に上った。現在の固定電話の

加入台数は 100 人当たり 8台で、総計 730 万台

となり、2005 年の政府目標が前倒しの形ですで

に達成されたことになる（〈表３〉）。固定電話が

全体の 62％以上を占め、残りは携帯電話である。

VNPT 傘下の電話会社を利用する加入者が全体

の 99％を占めている。国際通信連合 (ITU)は通

信普及率についてベトナムを中国に続く第二
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位に評価した。  

 

② 全国で 93％の市町村が固定電話に加入した。そ

の内、島部市町村は 100％、社会および経済が

特に困難な 2,362 市町村の内の 1,701 市町村が

電話を所有している。VNPT は全国の市町村に

6,000 以上の郵便局を開局し、利用者の要望に

応える各種郵政通信サービスを提供している。

VNPT は 2005 年までに全国の市町村の電話普及

率を 100％にすることを目標にしている。 

 

③ ベトナムは通信市場の開放が急速に進み、この

産業の長い間の独占状態が徐々に崩壊してきて

いる。2003 年は通信分野における活動ライセン

スを取得した国内企業が増えた。 

• サイゴン郵政通信会社 (SPT) は S-Fone 携帯

電話ネットワーク、HCM 市 Phu My Hung 新都

市地区向けの固定電話ネットワーク、インタ

ーネットサービス及びインターネット通話等

で通信及びインターネット市場に参加した。 

• 電子通信会社(ETC)は CDMA 技術を使うワイヤ

レス･ローカル･ループ（WLL）というパイロッ

ト･プロジェクトが完了した後､サービスを開

始する。 

• ハノイ軍隊通信会社 (Viettel) は同じく近

日中に携帯電話サービスを開始する準備をし

ている。 

 

特に、通信ケーブルネットワークはこれまで

VNPT が独占使用してきたが、今回 Viettel 社、

ETC 社 の使用が許可された。 

 

 

 

〈表３〉 電話加入者 

年 2000 2001 2002 2003 

電話加入者 (万人) 330 443 556.7 730 

資料: MPT 

 

電話加入者の発展状況

（単位：万人）
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④ 電話に関しては、2000 年から VNPT は、従来の

ダイヤル方式を使った公共サービス通信ネット

ワーク（PSTN）とは別の低料金の「171 番コー

ル」、また、最近ではプリペイド式の「1717 番

コール」を始めた。Vietel は同じ低料金の「178

番コール」を提供し、そして ETC は「179 番コ

－ル」を試験展開している。携帯電話ネットワ

ークは現在省と都市合わせて 61 ヵ所、そして海

外の多くの国々と結んでいる。サービス提供の

方法はますます多様化していく（前払い、後払

い、メッセージ受信サービス、受信専用カード

サービス等）。現在､ベトナムの携帯電話加入者

は 190 万人で､国民の 100 人当たり 2.47 台とい

う密度である。 

 

⑤ VNPT は未だベトナムの郵政通信分野において

中心的な役割を担っている。VNPT は将来の厳し

い市場競争に備えて、ネットワーク開発及び技

術革新に毎年何千億 VND もの投資をしている。

2003 年には、VNPT はネットワーク拡張のために

7.5 兆 VND という巨費を投じた。2005 年達成予

定だったネットワーク開発の主要な作業が前倒

しですでに完了した。また、2003 年に VNPT は

各学校へのインターネット導入に成功した。大

幅な通信料金の値下げにもかかわらず、年次売

上計画の 24％を超え、国家予算に約 4兆 VND を

納入し、売上は 25 兆 VND（16 億米ドル）に達し

て、2003 年は VNPT にとって成果を上げた年で

あった。  

 

1.1.2 インターネット分野 

 

ベトナム･ネットワーク･センター(VNNIC) は国別・

インターネット・レジストリ （NIR：National Internet 

Registry）として認知されている。アジア太平洋地域

のインターネットレジストリであるアジア太平洋ネッ

トワーク情報センター（APNIC）は VNNIC をベトナムの

NIR と認めた。 

NIR は APNIC のメンバーで特別な機関であり、国内

インターネット・リソースの需要を登録し、そして希

望する顧客にインターネット・リソースを分配するこ

とに責任を負っている。 

 VNNIC は MPT に所属する非営利機関であり、ベトナ

ムでのインターネット･ドメイン、アドレス、抽象構文

記法（ASN）の使用の管理、割り振り、検査と促進、ま

たインターネットに関する案内、統計を行い、インタ

ーネット上の国際活動に参加するなどの機能を持つ。

VNNIC が APNIC に NIR として認められたことは、ベト

ナムのインターネット業界の発展を加速し、インター

ネットリソースの登録及び開発などの活動に携わる

人々に対し、好条件を作り出している。  

現在､アジア太平洋地域における六つの組織が NIR

として承認されている。それらは APJII (インドネシ

ア), CNNIC (中国), JPNIC (日本), KRNIC (韓国), 

TWNIC (台湾) 及び VNNIC である。 

(1) インターネット開発状況 

〈表４〉にヴェトナムのインターネット開発状況

を、〈図１〉にインターネット使用者数の推移を示す。 

 

(2) 学校へのインターネット導入の実施状況  

2003 年 12 月 26 日までに、全 64 省の各省・都市

の大学､短大及び高校にインターネットを導入する

プログラムの作成が完了した（資料：VNPT と教育訓

練省）。インターネット接続を完了した全国の学校の

合計は以下のようになる。 

• 高校の合計： 2,057 校中 1,923 校 93.48％ 

• 大学及び短大の合計： 235 校中 235 校 100％ 

 

(3) 各インターネット･サービス･プロバイダー（ISP）

のインターネット加入者 

VNNIC によると、2004 年 1 月からの各 ISP のイン

ターネット加入者は以下の通りである（〈表５〉）。 
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〈表４〉 インターネット開発状況 

インターネット加入者の数 868,059

インターネット使用者の数 3,513,036

人口とインターネット使用者の比率 4.31%

ベトナムの国際ブロードバンドの容量 1,038 Mbps

資料： VNNIC (2004 年 1 月) 

 

〈図１〉 インターネット使用者数 

2000年－2003年のインターネット使用者の数(千人）
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資料： VNNIC (2004 年 1 月) 

 

〈表５〉 インターネット加入者数 

ISP 加入者 (*) 市場占有率(%) 

FPT 201,382 23.20

Hanoi Telecom 1,250 0.14

Netnam 48,058 5.54

OCI 17,360 2.00

SPT 42,002 4.84

Vietel 12,201 1.41

VNPT 545,806 62.88

合 計 868,059 100

資料： VNNIC 

 

＊ ダイレクト加入者（64Kbps のライン及び ADSL への乗り換え）､インダイレクト加入者（PSTN&ISDN）及びそ

の他の加入者（前払いインターネット･カード、インターネット･カフェ等）を含む 
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〈表６〉 IXP-ISP の国際バンド幅表 

IXP - ISP 接続 バンド幅 横計 

KORNET (KOREA) 2 Mbps 

SINGTEL (SINGAPORE) 310 Mbps 

REACH (HONGKONG) 290 Mbps 

KDD (JAPAN) 2 Mbps 

CHINA TELECOM (CHINA)  155 Mbps 

FUSION (USA)  145 Mbps 

VNPT 

TRUNGHOATELECOM (TAIWAN)  1 Mbps 

905 Mbps 

DACOM (HONGKONG)  2 Mbps 

SINGTEL (SINGAPORE) 4 Mbps 

REACH (HONGKONG) 2 Mbps 
VIETEL 

INTELSAT (USA) 30 Mbps 

38 Mbps 

FPT REACH (HONGKONG) 89 Mbps 89 Mbps 

ETC KORNET (KOREA) 2 Mbps 2 Mbps 

SPT REACH (HONGKONG) 4 Mbps 4 Mbps 

合 計 1,038 Mbps 

 資料：VNIC       
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1.2  ベトナムの通信及びインターネット市場の早期

発展を実現する新しいサービスの開始 

 

2003 年、インターネット及び通信分野は市場に様々

な新しいサービスを打ち出し､消費者が予算に合った

サービスを選択出来るようになるなど、市場の開放を

進めるとともに厳しい市場競争が展開されようとして

いる。以下は主要なものである。 

① たび重なる延期の末に出現した新しい携帯電話

S-Fone は、この分野における長期にわたる独占

を徐々に取り崩す画期的な出来事である。決定

No.217のおかげで、S-Fone は 10 秒ごとの料金

を設定することが出来た。 

 

② Mega@VNN と呼ばれる非対称デジタル加入者線

（ADSL）を導入したベトナム初の ADSL による広

帯域のインターネット･サービス の出現 

 

③ 「インターネット電話サービス」の出現は、1

分あたり税別で 1,400VND という低価格での国

際電話を可能にし、従来の国際電話と比べ 7倍

も安い。現在､VNPT，SPT、FPT、EIS の 四つの

プロバイダーがこのサービスを提供している。

決定 No.217 の施行後、このサービスを提供し

ている各プロバイダーは 1 分当たり約 300～

400VND という超破格値のインターネット電話

通話料金を計画している。 

 

④ 2003 年 12 月にWIFI@VNNT と呼ばれるワイヤレ

ス・インターネット高速接続がVDCとVNPTの協力

によって開始された。このサービスはホットス

ポットによりユーザーがラップトップからイン

ターネットに接続することを可能にする。 

 

1.3  インターネット及び通信料金の現状 

 

① サービスの多様化と品質向上と共に、料金の低

価格化にも注目すべきである。色々な値下げが

実施されたが、特に 2003 年 4 月に行われた史上

最大の料金値下げは、ベトナムの現在の通信料

金がアジア地域諸国と等しくなり､そして､ベト

ナムは世界で一番安い内部ゾーン通信料金の国

の一つとなったのである。従って､IDD と IP と

いう二つの方式の電話料金は 32～28％の値下

げを実現し（IDD は 1 分当たり約 0.9～1.1 米ド

ル、VoiPPは 1分当たり約0.75米ドルである）、

インターネットの市内接続料金は 1分当たり約

40VND で、後払い式の携帯電話加入者の料金は

20％値下げされた。  

 

② 市場占有率 30％未満の通信会社が価格を自由

に設定することを許す決定 No.217 が施行され

た後､2004 年 3 月 1 日から各種電話料金の値下

げが行われた。以下に詳細を述べる。 

• SPT の場合､｢177 コール｣を経由した国際電話

は20％値下げし（現在1分あたり0.6米ドル）､

インターネット通話料金は1分当たり700VND

となる。 

• VDC の場合、2004 年 3 月 1日から､国内インタ

ーネット接続に対して､利用者は加入費を払

う必要がなくなった（VNN1268 として知られ

ている）､そしてこのサービスのインターネッ

ト接続の料金は 1分当たりたったの 20VND だ

けである。  

•  VNPT の場合､2004 年 3 月 1日から､GMS ネッ

トワーク（Vinaphone と Mobile の両方）の前

払い加入者の通話期限が 10 日～15 日間延長

された。VNPT は、前払いと後払い両方の加入

者に対する通話料金値下げ、後払いの加入者

に対しては 30 秒ごとのブロック課金方式と

いう計画を MPT に申請したが却下された。MPT

は理由とし、新規プロバイダーに市場占有率

を拡大する機会を与えることと、VNPT の現在

の通信インフラが十分ではないため、料金値

下げをすることによって急激に増える携帯電

話加入者の要求を満たせないことを挙げてい
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る。 

 

1.4  インターネット及び通信業界の障害 

 

① 大都市と地方都市ではインターネットの利用者

に大きな隔たりがある。ハノイと HCM 市の 2大

都市だけでインターネット使用者の比率は

86％を占めているが、それでも人口全体の 10％

にしかならない。 

 

② ベトナムのインターネット及び通信分野の競争

はまだ開放されていない。VNPT の市場占有率は、

電話サービスは 100％、インターネットも約

65％を占めており、業界総売上の 90％を一人占

めにし、いまだ独占状態にある。（中国を見てみ

ると、中国は同分野において支配的な企業はな

い。China Mobile と China Telecom という最大

手企業でもそれぞれ 36.7％､33.1％しか占めて

いない）。ベトナムの市場競争は、今のところ

VoiIP サービスとインターネット接続サービス

だけに限られており、固定電話や携帯電話サー

ビスの世界には競争がない。この状況が早く変

わらなければ、新規プロバイダーが通信･サービ

スにおける市場占有率を 2005 年までに 25～

30％､2010 年までに 40～50％とする目標値の達

成は難しい。 

 

③ 人民の平均所得に比べると､インターネット及

び通信料金はまだ高い。回線の能力が低いため、

新しいサービスの提供が出来ない。 

 

 

２．IT 産業 

 

MPT 筋によると､ハードウェアとソフトウェアを含

むベトナムのIT産業の平均成長率は2003年が20％で

あった。その内､ハードウェア産業は約 4億米ドルの売

上で 18％増加し、ソフトウェア産業は輸出用の 3,000

万米ドルを含む1億米ドルの売上で25～30％増となっ

た〈図２〉。

 

 

 

 

〈図2〉 2000年～2003年のベトナムIT産業の売上
 (百万ドル)
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資料：MPT 
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2.1  ソフトウェア産業 

 

2.1.1  政府の政策 

 

(1) 目標 

① 2002 年～2005 年の国の工業化･近代化事業の為

の IT 開発･運用を押し進める政令 No.58-CT/TW

は、ソフト産業が経済を支え、他の産業界の安

定的な発展に貢献する要素の一つだと位置付け

ている。 

② ソフト産業は2005年までに総売上5億米ドルを

目指し、25,000 人のソフト専門家とプロのプロ

グラマーの養成を目標としている。 

 

(2) ソフト会社への政府の奨励 

① ソフト会社は利益が発生した年から数えて 4年

間は企業所得税が免除される。 

② ソフト会社は追加的な企業所得税を払う必要が

ない。 

③ 外国投資法に従って活動している企業に対して

は､企業所得税が 10％となる (アジア地域の平

均レベルは 12％)。 

④ ソフト関係の仕事をしている労働者の個人所得

税は、外国人と同様の優遇処置が受けられる。  

⑤ ソフト製品及びサービスは 10％の付加価値税

が免税になる。 

⑥ ソフト製品は輸出税が免税される。 

⑦ ソフト・パークへの投資は優遇措置が受けられ

る。 

 

2.1.2  ベトナムのソフト産業の業績と特徴 

 

① ソフト業界の収益が引き続き増加している。

2000年500万米ドル､2001年600万米ドル、2002

年 750 万米ドル、2003 年１億米ドルとなってい

る。以上の数字はあまり大きくないが､世界のソ

フト及びサービスの市場の景気が冷え込んでい

る状況の中で、毎年増加を見せている。 

 

② 若くてダイナミックなソフト会社の数が急速に

増加しており、将来のベトナムのソフト産業の

発展に明るい兆しを見せている（〈図３〉、〈図

４〉）。約 600 の企業に 10 万人のプログラマーが

活動している（実際の数字はもう少し大きいか

も知れない）。しかしながら、国内ソフト会社の

殆どは小規模で､150 人以上のプログラマーが

いる会社は 3、4 社だけである（PSV, Global 

Cybersoft, TMA など）。 

• 輸出向けの製品を生産している会社は TMA, 

LacViet, Dolsoft, Quantic である。 

• アウトソーシングの分野は銀行業務､通信､製

造､データサービスなどである。 

• CMM レベル４の認証を受けた企業は 2社であ

る（FPT と PSV）。 

 

資料：2003 年におけるベトナムの IT 状況に関する HCA のレポート

〈図３〉　2000年－2003年のソフト・ス
タッフの数
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〈図４〉　2000年－2003年のソフト会社の
数
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③ ベトナムのソフト産業は国内のソフト会社､グ

ループ､そして個人によって作られた多くの優

れたソフト製品の出現で明るい未来を示した。

最も注目すべきは英語版の Linux をベトナム語

に変換して、今年初頭に開催されたソフトコン

テストにおいて第一位を獲得した Vietkey グル

ープの Linux ソフトバージョン 3.0 である。こ

のソフトは政府職員と一般向けに､特に地方の

IT 普及に役立つ。このソフトはコンピュータに

対応する第 16 言語で書かれ、Sun Microsystem 

に認められた。この製品は 2003 年のベトナム

IT 界において最も注目された出来事だろう。 

 

④ ベトナムには現在八つのソフト･パークが営業

している。その内の三つは HCM 市､残りはハノイ､

ハイフォン, カントー, ダナン及び フエに造

られている。HCM 市にあるクアン・チュン・ソ

フトウエア・シティー（QTSC）及びサイゴン・

ソフトウエア・パーク（SSP）は順調に運営して

いるが、その他は投資の誘致が思うように進ま

ず、また、パーク内で稼動している企業は充分

な支援を受けられず、能力を十分に発揮するこ

とが出来ない。 

 

⑤ ベトナム人のプログラマーは多くの優れた性質

を持っている。例えば： 

• 若い､積極的で勉強好きである。 

• 技量が高い。日本の専門家によると､ベトナム

人のプログラマーは対象指向プログラミング

に塾達し、自分の仕事に対して強い責任感を

持ち､そしていつも最新の IT 技術に強い興味

を持っている。 

• 人件費が安い。国内の１人のプログラマーの

給料は年間 20,000 米ドルで、諸外国の場合は

技量にあまり差がないにもかかわらず

70,000 米ドル～80,000 米ドルになる。 

 

2.1.3  ソフト産業の障害 

 

(1) ソフト会社 

① 国内のソフト会社は、大規模 IT プロジェクトの

経験不足、そしてプロジェクト運営と品質管理

能力が弱く、まだ未成熟な国内の市場さえもコ

ントロールできていない。 

 

② 外国企業からの注文を受ける力がない理由とし

て、国内企業は、プログラマーの数が 30 人以下

の小規模ソフト企業が 95%を占めており、これ

らの企業は財政的にも苦しく、分析･システム設

計の専門家、プロジェクト管理者などが不足し

ており、さらに、プログラマーの質が低く、外

国語能力が乏しい。 

 

上記の理由から、大規模 IT プロジェクトの殆どが

外国企業に取られていることは、ベトナム企業にと

って嘆かわしい事実である。例えば、世銀が 5,000

万米ドルの資金を提供する｢銀行間決済｣プロジェク

トを挙げてみよう。ベトナム企業はいずれもこのプ

ロジェクトの入札条件を満たしていない。更に、銀

行業務､航空､石油、ガス､通信等の重要なアプリケー

ションは、殆どが外国から輸入されるか、ベトナム

で活動する外資企業から購入されている。国内企業

はあまり重要でない案件の仕事を請け負っている。 

 

(2) 教育訓練システム､インターネット及び通信のイ

ンフラ 

 

① 教育訓練システムは時代遅れで内容が貧弱で、

実際の労働環境に即していない。卒業しても再

教育しなければ仕事に使えない。 

 

② 教育制度はプログラマーと技術者のみを育成し

ているので､アンバランスで､合理的でない。従

って､国内企業はプロジェクト管理､システム分

析の専門家を欠いている。 
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③ 通信及びインターネットについては、アジア地

域内諸国と比べ､転送速度が遅くリース回線の

料金がまだ高い。 

 

(3) 重大な所有権違反 

 

国際組織の情報によれば､ベトナムの著作権違反

の状況は常にトップにランクされている。これは

ICT 産業に対して大きな損失を与えており､ベトナ

ムの ICT 産業のイメージに悪い影響を及ぼしている。

ベトナムはこの違反を2010年までに70％､2013年ま

でには 50％に下げることを目標に掲げている。この

目標を達成する為に政府はいろいろと積極的な解決

策を出さなければならない。例えば、この状況の根

源にある原因を追求すること（特に社会心理に注意

すべきである）、知的所有権の概念を明らかに規定す

ること､所有権の保護に対するサポート､厳格で実行

性の高い法体制の確立、政府が合法のソフトを率先

して使うこと等である。 

 

(4) 法律システム 

 

① 法律の規定が非常に複雑なので、ソフト会社が

優遇措置を受ける分野を選定することがかなり

困難である。 

② IT プロジェクトの入札規則には多くの欠点が

ある。財政能力、今までに携わったプロジェク

トの数､プログラマーの数等に厳しい条件があ

り、国内企業は大規模プロジェクトの入札に参

加する機会が殆どない。 

 

2.2  ハードウェア産業 

 

2.2.1  現状 

 

① 2003年にコンピュータ産業は4億米ドルを売上

げ、国内需要の 80％を満たした。輸入されたコ

ンピュータは 375,000 セットに上った。その内

の 75％が国内で組み立てられ､内 17％はベトナ

ムブランドとして売られた。 

 

② 現在､ベトナムにはコンピュータ･アッセンブラ

が 200 社ほどあるが、商標を持つコンピュータ

を製造しているのは 20 社しかない。FPT Elead, 

CMS, VTB, Green Mekong, Robo, SingPC 等の有

名な会社は、近代的な最新のコンピュータ組立

て設備に投資しており、市場での自社ブランド

名を売り込んでいる。デスクトップ PC の組立て

のそばで、各社はサーバー､ラップトップ等の高

度な製品にも取り組んでいる。いくつかの国内

企業は世界の主要な IT 会社からのサポートを

得ている。 

 

③ 電子分野の年間成長率は 38％以上になる。2003

年の売上は約 2億米ドルで、その内、輸出は約

1 億 5,000 万米ドルであった。しかしながらこ

の業界は家庭用電子製品が中心となっている。

工業用及び専門的な電子製品は売上げの 8％で、

国内需要の 5％しか満たしていない。電子部品

及び付属品の生産は始まったばかりであり、輸

出も始めている。外国企業は国内市場の 95％以

上を占めている。 

 

2.2.2  ハードウェア産業の開発に対する政府の政策 

 

(1) 財務政策 

① コンピュータの完成品及び付属部品に対する、

輸入税の付加価値税は 5％である。 

② MPT は輸入課税に以下の提案を出した。 

• 世界のグローバル化に合わせた減税 

• 国産製品の保護 

• コンピュータの完成品、付属品とスペアパー

ツに対する適切な輸入課税の決定 

 

(2) 投資奨励政策 
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① 国営企業､民間企業、外国企業等、様々な経済部

門からハードウエア産業への投資を奨励する。 

② ICT 産業への投資の促進。その内､IT 業界の発展

の為には海外直接投資が重要な役割を果たす。  

③ ハイテク団地の開発に焦点を合わせる。 

④  ハードウェア産業の人材育成に対する投資を

進める。 

 

即ち 

a 優遇分野 

• 最新の上級機種のコンピュータ組立てライン

及び設備の輸入 

• 電子部品の生産 

• 通信設備の生産 

• 専門のチップ設計 

• サポート産業 

b ハイテク団地に対する優遇措置 

c ハイテク団地の開発に焦点 

Hoa Lac ハイテク団地、 HCM 市ハイテク団地、 

Danang ハイテク団地等、大規模なハイテク団地が

建設中である。 

 

(3) 市場に対する政策 

① あらゆる経済部門に対して、ハードウェア産業

において公平で平等な環境を作り出すと共に、

グローバル化過程における貿易保護政策を徐々

に解除する。 

② 国内の IT 製品及びサービスを利用するように

奨励する。 

③ 国家予算を使っている組織及び企業に対して、

国内 IT 製品及びサービスを利用するよう指導

する。 

④ 政府機関、教育機関、地方における IT アプリケ

ーションを促進し、IT 産業の市場を作り出す第

1歩とする。 

 

(4) ハードウェア産業の開発策 

① 国家は IT 産業の調査及び実現にかなりの予算

を支出し、IT 開発の為の援助基金を設立し、大

学・大学院・研究所と製造メーカー及びハイテ

ク団地との協力を緊密にする。 

② ハードウェアを含む IT 産業が社会経済に与え

る影響を深く研究し、IT 開発の戦略を立てる基

礎とする。 

③ ハードウェア産業を発展させ、主要なメーカー

への投資を促進する計画を立てる。資金の一部

は国家予算から支出される。 

④ 政府は、Hoa Lac ハイテク団地及び HCM 市にお

ける IT 大型企業を設立することによって、IT

産業界を大きく躍進させる計画である。FDI を

誘致する為にこれらの地区の IT インフラに対

する投資を増やす。IT 大型企業は特別な優遇措

置が受けられるようにする。 

 

2.2.3  ハードウェア産業の障害 

 

① ハードウェア産業はまだ安定した技術の基礎が

出来ておらず、先端技術にはほど遠い。 

② 非効率的な投資が行われている。 

③ 製造は組立てレベルに留まっている。 

④ 部品及び付属品を生産する技術があまりにも低

い。 

 

2.3  電子政府 

 

① UNDP の情報によれば、現在ベトナムは電子政府

への準備に関して 82 カ国中 55 番目で、電子政

府の実現に関して 113 カ国中第 90 位である。し

かしながら、実効性に関しては 82 カ国中ほぼ最

下位の第 77 位となっている。 

 

② 2005 年までに構築される予定の電子政府ネッ

トワーク構想における最初のウェブサイトとし

て、2003 年 10 月 10 日にハノイポータルがハノ

イの許可を得て開始された。VietSoftwareによ

っ て 設 計 、 作 成 さ れ た ウ ェ ブ サ イ ト 
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www.hanoi.gov.vn は、首都の組織及び諸手続き

に関する情報を市民がアクセスして見る機会を

与えている。これは政府と市民、企業、国内外

の投資家との情報交換手段となる。ハノイのIT

プロジェクト管理委員会の会長であるNguyen 

Manh Dung氏は、このウェブサイトが投資家に国

家機関とオンラインで通信できる機会を与える

と発表した。2004 年の第 4四半期までこのサイ

トに掲示される情報は、区レベルの行政手続き、

法律文書、経済･政治･社会の問題、法律諮問、

新しい政策及び投資プロジェクト等を含んでい

る。国の主要なソフト開発及びインターネット

技術会社の一つであるVietSoftwareは、各企業

にソフトウエアパッケージを提供し、ITアプリ

ケーションを電子政府プログラムに提供する。

同社のプロジェクト管理者のTrinh Minh Hoa氏

は、これが電子政府プログラムに関する最初の

製品だと発表した。著作権使用料をできるだけ

押さえ、オープン･ソース･システムを公開し、

国内ソフトプログラマーの能力を向上させるこ

とを目的として、このウェブサイトはオープン･

ソース･システムに基づいて開発された。 

 

③ ベトナム初となる政府のポータル･ゲートウェ

イ で あ る HCM 市 の ウ ェ ブ サ イ ト 、

www.hochiminhcity.gov.vnも開設された。この

サイトでは 24 の部署がオンラインで稼動して

いる。投資家は株式会社、有限会社、駐在事務

所、支社及び民間企業の設立の登録、業務内容

の変更、製品品質の公開、商取引および政府に

対するビジネス･オンラインをこのサイトで行

うことができる。 

 

③ さらに、各省庁はウェブサイトによる公共サー

ビスの提供を開始することによって、電子政府

プログラムに積極的に参加している。例えば、

ベトナム政府ポータル･ゲートウェイの

www.vietnamgateway.org , MPTのウェブサイト

www.mpt.gov.vn, HCM市の電話帳及びイエロー

ページ･センターのウェブサイト 

 www.yp.com.vn等がある。 

 

⑤ ベトナムの電子政府のレベルがまだ低い原因は

次の理由による。 

• 中央・地方機関の指導者が電子政府の構築の

利益および機会といったことについての認識

がまだ不十分であること。  

•  電子政府に対する政策及び法律的な枠組み

がまだ作成されていない。 

•  ベトナムのインターネット利用者数はたっ

たの 2％しかない。これは電子政府を構築す

る以前の大きな問題である。 

•  人材の不足、設備の未整備。 

 

2.4  ICT 産業の人材育成 

 

2.4.1  ICT分野における教育機関、教育センターのブ

ーム 

 

① 昨年、二つの大学が IT 技術者の教育課程が認め

られ、IT を専門に教育する大学の総数が 55 校

から 57 校に増えた。IT 教育を行っている短大

の数も 2003 年に前年の 69 校から 72 校に増え、

大学付属の短大を含むと、2002 年の 89 校から

2003 年には 99 校になった。以上の統計には国

際大学及び訓練センターは除外されている（〈表

７〉、〈図５〉）。 

 

② この数年の教育システムの注目すべきポイント

は、多くの教育大学や短大が、IT 教育コース新

設に向けて積極的に申請を行ったことである。

このことは、これまでの教員養成を中心にして

きた大学運営を大きく変えようとする新たな試

みである。更に、軍隊学校も IT 教育コースを新

設することによって、｢普通大学｣の性格を打ち

出すようになってきた。これまでに軍隊大学２
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校と軍隊短期大学１校が同コースを開設してい

る。 

 

④ 正規 IT 教育の学生数は毎年増加している（〈表

８〉）。 

 

④ 非公式の教育センターは 35 校から 56 校に増加

した。IT 分野における教育及び認定書の発行に

協力している国際パートナーの数はますます増

えている。外国の大学を除くと、現在、非公式

のセンターの数は 15 校（まだ充分な数字ではな

い）に達した。それらは以下の通りである。 

• アメリカ系センター：Ecommerce Council, Sun, 

CISCO, Microsoft, Oracle, Autodesk, New 

Horizons, Caneda。 

• インド系センター： Aptech, NITT, Tata 

infotech。 

• オーストラリア系センター：Kent。 

• シンガポール系センター：Informatics, 

Genetics。 

日本の場合は、IT技術者の認定書の発行に協力して

いる。

 

〈表７〉2000 年－2003 年の IT 教育を行う大学及び短大の数 

年 大学 短大 非公式センター 

2000 42 36 9 

2001 52 45 (59) 18 

2002 55 69 (89) 35 

2003 57 72 (99) 56 

 資料：ベトナムの IT 状況についての HCA のレポート (2003 年 7 月) 

 * （ ）の数字は大学付属の短大を含む数。 

〈図５〉 2000年～2003年のIT教育機関の数
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〈表８〉 正規 IT 教育の学生数 

年 2000 2001 2002 2003（推測）

教育を受けている IT 技術者の数 4,000 6,000 9,000 13,000 

資料：ベトナムの IT 状況についての HCA のレポート (2003 年 7 月) 
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2.4.2  IT教育システムの短所 

 

① 貧しい英語力、教育及び訓練の全般的な弱さは、

ベトナムの ICT 分野が直面している深刻な問題

である。  

 

② 現在、大学及び教育機関が多くの IT 技術者を輩

出しているが、彼らの英語能力が不十分で、逆

に英語力はあっても IT の技術的な能力が劣る、

というジレンマに陥っている。  

 

③ IT の人材は、数は増加しているが質はまだ低い。

大学での授業内容と実際の仕事内容との間には

大きな格差が存在している。全国の正規、非公

式の IT 教育機関からは、毎年、約 10,000 人の

卒業生を送り出している。しかし、IT 企業の要

求を満たす人材はごくわずかである。正規の教

育機関は教育内容を改善せずに、IT の初歩的な

知識を教えるだけである。一方、非公式の教育

機関は、初歩的な授業もままならず、卒業者が

希望する仕事を見つけることは難しい。この問

題は IT 人材教育を無駄な浪費としている。  

 

第 4章 ICT 開発及び運用への戦略と解決法 

 

１．目標及びスケジュール 

 

MPT及びUNDPによって開催されたICT開発戦略につ

いての国家セミナーにおいて、ベトナムは ICT 産業の

発展におけるタイムスケジュールを以下のように出し

た（〈図６〉）。 

① 2005年までにベトナムのICTインフラは、ASEAN

の平均レベルに達する（第５位又は第６位）。固

定電話普及度は 100 人当たり 12～13 台、インタ

ーネット加入者は 4～5％を占め、コンピュータ

の普及台数は 100 人当たり 3～5台となる。2010

年のそれぞれの数字は、固定電話が 100 人当た

り 25～30 台（ハノイと HCM 市などの人口密集地

は 100 人当たり 30～40 台と高率になる）、イン

ターネット加入者が 25～30％、コンピュータが

100人当たり10～15台という計画を出している。

 

〈図６〉 ベトナムの ICT 産業の開発スケジュール 
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② ベトナムは 2010 年までに IT 開発及び運用にお

いて、アジア地域、そして世界で主要な国の一

つになるという目標を出した。1年に 25～30％

という IT 成長率を記録し、IT 産業の総収益が

60～70 億米ドルで GDP の 9％（現在は 1.5％）

に達することを目指している。 

 

③ 2020 年までに、ベトナムは先進工業国、情報化

社会、そして ICT インフラにおいて ASEAN の主

要な３カ国の一つになることを目標としている。 

 

④ ベトナムは経済、社会、教育、厚生、国家安全

保障及び防衛などの各分野と連携を取る ICT の

構築を実現し、公務員、専門家、学生（全国の

高校生の 70％と中学生の 50％を含む）の ICT

及び関連アプリケーションとサービスに関する

知識･理解力を向上させることを目指している。 

 

⑤ 2004年の国家ICT開発プログラムの為に見積も

られる資金総額は、国家予算からの約 15 兆 VND

である。 

• IT 運用に 1.5 兆 VND。 

• インターネット及び通信開発に 9兆 VND。 

• 業界開発（ハードとソフト）に2.5～3兆VND。 

• 人材開発に 2,200 億 VND。 

  

 

２．実現のためのアプローチ 

 

2.1  四つの主要な開発プログラム 

 

2.1.1  ITアプリケーションの推進：  

 

全ての経済分野、政府機関及び地方で ICT アプリケ

ーションを広く、効果的に押し進める為に、環境、能

力及び人材を整備する。特に以下の内容である。 

• 工業、製造、取引及びサービスにおける ICT

の運用 

• グローバル化をサポートする ICT の運用 

• 国家の省庁及び機関の管理活動における ICT

の運用 

• 電子政府の構築 

• 電子商法及び取引を開発する為の新しい環境

作りと有利な条件作り 

• E-Leaning の全ての種類を開発 

• 健康分野及び医療サービスにおける ICT の運

用 

• 貧困撲滅事業への貢献 

• 国家安全保障の強化 

 

2.1.2  IT産業の開発 

 

• 国内市場の全てのアプリケーション要求を満

たし、ソフトアウトソーシング契約を通じて

世界市場にアプローチする為に、ソフト産業

及びサービスを開発 

• ベトナムの商標を持つコンピュータの早期開

発 

• 電子知能製品の品質の向上  

• 国内の通信設備、特に携帯電話の生産能力の

強化 

• ソフト･パークの開発促進ならびに優遇措置

の運用 

• 国内 ICT 産業、特に IT の運用とサービス市場

の開発 

• ソフト産業の先進的な製造工場の建設や、外

国企業との合弁会社の設立 

• 開発の為の支援基金又はリスク回避のための

投資準備基金の確立 

 

2.1.3  通信及びインターネットのインフラのグレー

ドアップ 

 

• 先進世代のネットワークの開発 

• 通信及びインターネットサービスの迅速な開

発および多様化 
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• 移動体通信での情報の開発 

• ブロードバンド・サービスの開発 

• インターネット･カフェ、情報センター、ビデ

オ図書館、要求された情報を提供する機関等

の公共情報提供手段の各種開発 

• インターネットを学校、研究所、病院等に普

及 

• 人・物など全ての IT 環境を開発し、発展する

為に国際組織との協力、市場の自由競争化の

促進 

• 国際経済とのグローバル化 

• 地方と都市の情報格差の縮小 

 

2.1.4  IT人材開発  

 

• 教育の質の向上 

• ICTプロジェクト及びIT企業を運営できる専

門家の養成 

• 社会全体に対する ICT の知識の普及 

• IT 人材市場の開拓 

• 人材の管理と育成の改善 

• IT 人材を開発するために、人・物など全ての

IT 環境を開発し、国際組織と協力 

• 英語力、取引、マーケティング、顧客サービ

ス等に関する専門家の技量と経験の向上 

• ICT 専攻の大学生に対する英語教育カリキュ

ラムの改善 

 

2.2  IT産業を成長させる為に優先される10のプロジ

ェクト 

 

① 高校のインターネット普及率を 100％にする。 

② コンピュータ未経験者を 2,000 万人に減らす。 

③ 公共サービスの為のウエブサイトを 100 万サイ

トにする。 

④ 政府の文書の 50％をデジタル化する。 

⑤ 公共サービスの 50％をオンライン化する。 

⑥ 全ての人民に電子身分証明書を発行する。 

⑦ ビジネスに IT を活用している企業の比率を

50％に上げる。 

⑧ 社会の為に安いコンピュータを 100 万台売る。 

⑨ ICTプロジェクトを実行する1,000人のIT専門

家を訓練し、教育する。 

⑩ 3 万人の IT 技術者を教育する。 

 

2.3  ICT 産業の人材育成計画 

 

2000 年～2005 年度 ICT 産業が掲げる教育マスター

プランの四つの目標の一つに人材育成がある。これは

教育訓練省によって作成され、国の ICT 産業に関わる

労働者を養成し、輩出することを目的としている。 

 

2.3.1  教育の種類とレベルを多様化 

 

これは IT 人材の数及び質への要求を満たす為であ

る。全ての教育組織（国有又は民間、公式又は非公式）、

IT 学会及びセンター、そして国内外の IT 企業が IT 人

材の育成に参加するように奨励される。 

 

(1) 正規教育 

① 大学院生：高度の IT 専門家（大学修士、博士号）

を養成する。 

② 大学生：IT 技術者･学士、ソフト産業、電子通

信、情報運用の教育を強化する。 

③ IT 専攻における卒業証書：大学を卒業した就労

者又は公務員に再び IT の知識を学ばせる。 

④ 情報科学短大：学生の実用的能力とプログラミ

ングの技量を向上させる。教育カリキュラムは

先進諸国のものを一部分又は全体を参考にする。 

⑤ プログラマー養成：国際的なレベルのプログラ

マーを養成する。 

⑥ IT 技術者を養成する。 

 

(2) 短期的な教育 

① ソフト･チームの指導者、プロジェクトの管理者

を教育･養成する。 
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② 大学及び短大で他の科目を専攻した新卒者又は

既卒者に IT の知識を教授する。 

③ 輸出向けの IT の人材を養成する。 

④ 教育終了後、証明書を発給する（日本、インド

の APTECH、シンガポールの GENETIC、その他の

IT 会社のように）。 

⑤ 管理、マーケティング、取引、ソフト製品の保

証、最新技術を導入する方法等に関してのセミ

ナーをしばしば開催する。 

⑥ 英語を専門的に教育する。 

 

2.3.2  IT人材教育の質を向上させる方法 

 

(1) 教育カリキュラム及び教科書 

① IT 科目の教育カリキュラムを改正し、時代遅れ

のものを削除する。 

② IT、特にソフト技術の訓練計画を立てる。 

③ 実習の時間を増やす。 

④ 世界の最新の基礎編の本を参考に新しい教科書

を編纂する。 

⑤ IT、ソフト技術に関する最新の本及び冊子を購

入する。 

 

(2) 講師陣の教育 

現在、大学、短大及び職業訓練学校には 2,000 人以

上の IT の教師が活動している。この数字は 2005 年に

は 3,000 人を目標にしている。以下は教育方法である。 

① 大学、短大及び職業訓練学校における IT 教師陣

の為の短期訓練コースを開く。 

② 大学の講師陣の充実を図る為に、有能で若い IT

専門家を採用する。 

③ IT の研修、研究、実習を行うための海外派遣枠

を国家予算を使って増やす。 

④ 外国の大学及び大学院を出た優秀な IT 専門家

を教師として招き、IT 学部の修士・博士過程の

学生の論文を指導してもらい、研究及び IT 運用

に携われるようにする。 

 

(3) 英語教育及び英語での IT 訓練 

① 英語教育を促進する（特にソフト産業向け）。  

② IT 学部において英語の教育を試し、学生に英語

で論文を書くことを奨励する。英語専攻クラブ

を開く。 

 

(4) インフラ整備のためのサポート 

① 近代的で進歩的な設備、海外の本、雑誌、文書

を整備するために、主要な IT 教育組織を支援す

る。 

② 全ての大学は内部ネットワークを構築し、イン

ターネットに接続する。学生と先生はインター

ネットに安価で接続可能とする。教育ネットワ

ークを設立する。 

③ 大学にソフト産業の教育開発センターを建設し、

各企業、地方及び IT 教育センターと協力する。 

 

(5) IT 教育の成果の評価 

① 教育成果を評価する為の基準を設定する。 

② 評価システムは国際標準と一致させる。 

③ ベトナム及び国際機関の IT 証明書を与える為

に組織化する。 

 

2.3.3 IT人材育成の計画を実現する主要なプロジェク

ト 

 

IT 人材育成の計画を実現するための主要なプロジ

ェクトを〈表９〉に示す。 
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〈表９〉 IT 人材育成プロジェクト 

プロジェクト名 内容 担当機関 

｢IT 専攻の大学生及び大

学院生の質の向上｣ 

• 2005 年まで 5万人の IT 技術者を養成する。その

内、2.5 万人は高いレベルの専門家とプログラマーと

する。 

• 知識、実用能力、英語と他の外国語の熟練に関し

て教育成果をアジア地域及び国際諸国のレベルと等

しくする。 

• 教育の内容と方法を改正する為に IT 技術を運用

する。 

 

• MET, MPT, MOF, MST 

• VINASA 

• 電子会社協会  

 

｢他の専門学部における

IT 教育｣ 

• 他の部門の中心教師、優秀な学生に最新の IT 知

識、特にソフト技術を提供する為に、教育コースを

開く 

• 一般的な情報科学プログラム、情報科学を運用す

るプログラムを築く。 

 

• MET 

• MPT 

• MST 

 

｢各種 IT 教育の多様化･

社会化｣ 

• 教育方法を多様化し、教育への投資を促進する。

• 様々な学習内容に対応する。 

 

• MET,MPT,VINASA, 電子

会社協会 

• 大学、短大、職業訓練

学校、情報科学センター

 

｢高校での情報科学の教

育及び運用｣ 

• 高校でのIT教育及び学習を適切に効果的に行う。

• 各科目と管理に IT を運用する。 

 

• MET, 教育訓練のサー

ビス 

 

｢ネットワーク開発・イン

ターネットにおける教育

訓練サービスの運用｣ 

(EduNet) 

• 教育訓練サービスを提供する為にインターネッ

トに接続されたコンピュータのインフラを整備す

る。学生と先生は無料又は学校内の料金でインター

ネットに接続することができる。 

• 教育訓練サービスをインターネットに運用する。

例えば、教育の各データ、入学試験等である。 

 

• MET, MPT 

 

｢教育訓練における行政

管理をコンピュータ化｣ 

• このプロジェクトはプロジェクト112の一貫とし

て、マスタープランに従って実施されている。 

 

 

資料：2001 年―2005 年間の政府の IT マスタープラン「2005 年までの IT 人材育成計画」
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第 2部 バイオテクノロジー産業 

 

 

１．ベトナムのバイオテクノロジーの状況 

 

2003 年 11 月の終わりに、科学技術省はバイオテク

ノロジー開発戦略に関する政府の 18/CP 決議の実施状

況を評価する為に国家セミナーを開催した。ベトナム

のバイオテクノロジー業界は約 10 年に渡って受けた

投資の効果が表れて、3.25 ポイントで ASEAN 諸国の平

均的グループにランクすることが出来た（タイ、イン

ドネシア、フィリピンなどと同列）。韓国、シンガポー

ル及び中国は、ASEAN13 カ国（ASEAN の 10 カ国と韓国、

中国及びインド）の第一グループに位置している。こ

こ数年、ベトナムのバイオテクノロジーは少ない投資

で高い利益を生み出している。自己の技術でベトナム

は 3兆 VND 以上のバイオ製品を生産した。現在、ベト

ナムはバイオ研究において六つの主要な研究所を中心

に 60 以上の研究所を持つ。 

 

1.1  業績 

 

① PhuNinh 製紙材料センターでのユーカリの種子

を繁殖させる 30 億 VND（約 20 万米ドル）の研

究事業は、300～400 万本の種子を生産し、1期

の収穫で 450 億 VND のコスト削減を実現した。

また、この研究事業の結果は荒地と無毛地帯へ

の植林プログラムとして役立った。  

 

② ベトナムは 2000 年にバイオテクノロジーによ

って作られたワクチンを使ってポリオを完全に

撲滅したと発表した。 

 

③ ベトナムは 1年当たり 4,000 万回分の予防接種

プログラムに必要なワクチン 10 種類のうち 9

種類の生産技術を確立し生産した。このプログ

ラムは、ポリオ、百日咳、破傷風、結核、Ｂ型

肝炎、脳炎、腸チフス、コレラから予防するこ

とが目的である。この予防の成果はこの 9年で

最も印象的な業績である。 

 

④ ワクチンの研究は大きな経済効率をもたらした。

Ｂ型肝炎のワクチンの研究に初期投資として

30 億 VND を投入したが、1997 年に研究から生ま

れた製品は 1,100 億 VND 以上の売上をもたらし

た。ベトナムの科学者は技術を研究し、確立し、

そして新しいＢ型肝炎のワクチンを生産するプ

ロセスを確立することに成功した。2006 年から

毎年、ベトナムは麻疹ワクチンを含む 10 タイプ

のワクチンを年 5,000 万回分の接種量を生産す

ることが可能である。2010 年以降は国内使用、

輸出入を含め、1 年当たり 8,000 万回分の接種

量の確保が目標である。  

 

⑤ 動物、植物及び微生物の遺伝子保存のプログラ

ムも印象的だった。ベトナムの遺伝子貯蔵ネッ

トワークは、正式にアジア太平洋の遺伝子貯蔵

ネットワークのメンバーとなった。国の遺伝子

銀行には 20,000 種類以上の遺伝子が保管され

ている。その内、植物遺伝子 13,000 種、樹木

40 種、薬草 900 種、徴生物 70,000 種が保管さ

れている。 

 

⑥ 植林技術の分野において、この 9年にわたる二

つの課題は、多品種への改良、そしてその迅速

な繁殖の為の技術である。バイオテクノロジー

研究者のおかげで、ベトナムの農業はＦ1 交配

種米の需要の 30％を満たした。 

 

⑦ 干ばつに強い 2種類の米が作られた。この 2種

類の米を大量生産することによって年に 100 億

VND の利益をもたらした。国内で品種改良され

た米は農村地帯の 70％で作られている。しかし

ながら、バイオ技術は第一次産業にのみ応用さ

れており、酵素タンパク質、微生物技術、遺伝

子及び細胞に関するもっと最先端バイオ技術の
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導入には至っていない。  

 

⑧ 2003 年 12 月の終わりに、ベトナムは｢loose 

nano｣という素材を生産することに成功したと

発表した。このプロジェクトは研究センター

（HCM 市のハイテク団地－SHPT）及び HCM 技術

大学の素材研究所によって開発された。これは

ベトナムの科学者によって作られたこの分野で

は初めての素材であって、ベトナムの科学界の

大きな進歩を示した。世界でもこの素材を製造

できる国は少ない。センター長の Nguyen Chanh 

Khe（グエン・チャイン・ヘ）博士によれば、｢loose 

nano｣がチップ、半導体部品、情報技術素材（印

刷インク等）の製作において基本的な素材とな

るので、これは大きな成果である。その多様な

用途は、ベトナムに大きな利益をもたらす半導

体部品産業の確立を助ける。更に、世界が高価

な原料からの素材造りを研究している中で、ベ

トナムの｢loose nano｣は石油、石炭、ココナツ

の殻から作られた炭等の非常に安い材料から製

造された。この成果の直後、研究グループは新

しい素材を使って、コンピュータのプリンタ用

インクを製造することに成功した。 

 

1.2  国のバイオテクノロジーの発展を阻止する障壁 

 

1.2.1  バイオテクノロジー産業への貧しい投資 

 

1981 年～1985 年のバイオテクノロジーへの投資は

20,000米ドルのみであった。この数字は2001年～2002

年に 200 万米ドルに増えたが、先進諸国と比べるとま

だまだ低い。この分野におけるベトナムへの投資 9年

分の金額は、2001 年のタイの投資額の僅か 8分の 1で

あった。 

 

1.2.2  人材育成 

 

① 1994 年以前、ベトナムは生物学の教育コースを

持っていたが、バイオテクノロジーに関する専

門学校は持っていなかった。現在、12 の大学が

バイオテクノロジーコースを設置しており、バ

イオテクノロジーの 9科目において 4,000 人を

養成している。  

 

② バイオテクノロジーの教育、特に私立大学には

様々な欠点が存在する。学生は実習する時間が

なく、優秀な教師が見当たらず、参考になる資

料を欠き、そして得た知識が時代遅れのものと

なっている。各コースの内容は不統一で、体系

的に出来ていない。政府は国立の研究所及び国

立大学の研究室に多額の投資をしたが、近代的

な設備を扱える専門家が不足している。 

 

③ 現在の寄せ集め的な投資がバイオテクノロジー

の発展を阻止している。各省都は、細胞組織の

培養及び移植を研究する80億VNDの研究室を持

っている。  

 

 

２．バイオテクノロジーの開発戦略 

 

(1) バイオテクノロジー産業を主要な産業とするため

に 6兆 120 億 VND（3 億 9,780 万米ドル）の投資戦

略のスケジュールが作成され、以下の 10 プロジェ

クトを含む。  

① 人材育成：遺伝子、インフォバイオロジー

（info-biology）、タンパク質、動物の細胞組織

技術等のような高度技術を持つ 600 人のスタッ

フ及び専門家を養成する為に 1 億 5,000 万 VND

が投資される。 

② 予算 5億VNDで研究室のネットワークと六つの

中心研究室を完成する。 

③ 7 年後に、農業開発、ヘルスケア、環境保護へ

のバイオ技術の運用するプログラムに約 2 億

5,000 万 VND が投資される。 

④ 高い競争力を持つ農産物の開発に 3 兆 5 億 VND
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が投資される。その内、早生種植物の繁殖及び

肥料の生産等を行う区、グループ区又は省に 10

の工場の建設と、ハイテク農業地区の建設を含

んでいる。 

⑤ 国民の病気予防のワクチン生産のため、科学技

術のみに約 1,300 億 VND が投資される。 

⑥ 約 2,500 億 VND が有機酸、有機溶剤、食品業界

等の工業製品の生産開発に投資される。 

⑦ 環境保護の為のバイオ開発：廃水処理技術（資

金はプロジェクト内容に基づいて割り当てられ

る） 

⑧ 約 1,400 億 VND が動物・植物・微生物の遺伝子

の貯蔵、保存に投資される。 

⑨ バイオ技術の安全性、バイオ製品の利用、消費

者保護等を管理する法的文書及び政策を作成す

ること。 

 

(2) 2000 年と 2004 年に熱帯伝染病臨床研究院が 125

億 VND を予防的治療の為のワクチン及び血清を

生産するプログラムに投資した。 

 

(3) ベトナムはシンガポールと協力して、Hoa Lac ハ

イテク団地でクローン技術の為の施設を建設する。

DAN 銀行が近い時期に設立され、より速やかな犯

罪捜査を実施するために人の DNA の特徴が身分証

明書に印刷される。  

 

(4) MST は 2010 年までに、バイオテクノロジーによる

製品の売上げが 7.5 兆 VND 以上に達することを目

標にしている。また、最先端バイオ技術が農村地

域で 50 万から 70 万人の新しい雇用につながるこ

とを目指している。健康部門で、MST は 2010 年ま

でに 3,600 億 VND 相当のワクチンを 8,000 万回分

の接種量を生産することを目指している。 

 

 

 

 

３．プロジェクト 

 

3.1  ベトナム―オランダ合弁企業がバイオテクノロ

ジー研究センターを設立 

 

East-West Seed 合弁会社は 100 万ドルを投じて、種

子に関する研究を行うバイオテクノロジー研究センタ

ープロジェクトを始める。このベトナム-オランダ合弁

企業はHoc Mon 地区の郊外にあるXuan Thoi Thuong 区

の自社所有地にセンターを建設し、2004 年 6 月に完成

の予定だ。Nguyen Thi Binh 会長によると、会社の敷

地27ヘクタールの内研究センターが0.5ヘクタールを

占め、研究室及び温室を備えている。2010 年から、こ

の合弁会社は病気に対する抵抗力のある野菜及び果実

の人工授精にバイオのアプリケーションを加える。  

ベトナムの Tan Dong Tay 社とオランダの East-West 

International Group は 1997 年 12 月に 150 万米ドル

の資金を投入してこの合弁事業をスタートした。

East-West Seed 合弁会社は種子を生産する際には国

内の材料のみを使う。  

 

3.2  3 ヵ所の国立の実験室の建設 

 

MST は 16 ヵ所に予定されている国立の実験室の内、

3 ヵ所を建設するために工業省の 3 ヵ所の研究所に依

頼した。  

それは、機械研究所に属する溶接・表面処理の実験

室、ベトナム国立化学公社・工業化学研究所に属する

石油精製及び石油化学の実験室、そしてベトナム電力

公社・エネルギー研究所に属する高圧電力の実験室で

ある。 

国立のそれらの主要な実験室は、科学研究、新技術

の開発及び経済技術分野の支援における人材育成のベ

ースとして活動している。 
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略字及び参考資料一覧 - Saigon Times Daily 
 - Saigon Times Weekly 
略 字 - The Investment Review 

• 政府機関： 
- The Economics News 

- MPT：郵政通信省 
- Vietnam News 

- MET：教育訓練省 
- Official Gazzett 

 
- MOF：財政省 

- MST：科学技術省 
• ウエブサイト：ベトナム語 

- VNPT：ベトナム郵政通信公社 
- www.hca.org.vn 

• その他の機関： 
- www.vinasa.org 

- HCA：ホーチミン市コンピューター協会 
- www.vnnic.net.vn 

- VINASA：ベトナムソフトウェア協会 
- www.vneconomy.com.vn 

- UNDP：国連開発計画 
- www.vnexpress.net 

• その他： 
- www.vir.com.vn 

 
- ICT：情報・通信技術 

- IT：情報技術 
• Computerworld Expo 2003 における各 IT 組織の

レポート： 
- QTSC：クアン・チュン・ソフトウエア・シテ

ィー 
- 2003 年におけるベトナムの IT 状況に関する

HCA のレポート 
- SSP：サイゴン・ソフトウエア・パーク 

- VND：ベトナムドン 

 

- ホーチミン市のソフトウエア開発計画に関す

る HCA のレポート 

参考資料 - ベトナムのハードウエア産業に関する IT 局

（MPT）のレポート 
• 雑誌及び新聞： 

- Tuoi Tre 新聞：トゥオイ チェー／若人新聞 
- ベトナムのソフトウエア産業に関する VINASA

のレポート
- Nguoi Lao Dong 新聞：グオイ ラオ ドン／

労働者新聞 

- Sai Gon Giai Phong 新聞：サイゴン ザイ

フォン／サイゴン解放新聞 

【ジェトロ･ホーチミン事務所  中野 節】 
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