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ベトナムにおける産業クラスター戦略
に関する－考察
－１Ｔ･サービス関連分野のクアンチュン・ソフトウェアシティを事例として－
税所哲郎

１．はじめに

ベトナムでは，首都ハノイと商都ホーチミンの２大都市を中心として，国内

各地で工業団地やハイテクパーク，ＩＴパーク，ソフトウェアパーク等の産業
集積が数多く存在している。ベトナムの産業集積による産業クラスター戦略で

は，その多くが敷地内に電気・水道・ガス・電話・インターネット等のインフ
ラストラクチャーを完備している。

そして，産業集積では，海外からの大企業を中心とした企業誘致，及び国内

外の関連中小企業群，行政機関や金融機関研究機関等の組織を積極的に誘致
している。また，このような産業クラスター戦略の特徴では，これらの組織に

よる雇用創出に伴なう地域活性化を促進し，産業集積を中心とした地域の経済
成長を図っていることである。

これまでのベトナムの産業集積における産業クラスター戦略では，主に製造

業を中心とした大企業のマザーエ場誘致による展開が多く見られ，当該地域に
対するその経済波及効果が大きかったのである。つまり，ベトナムの産業集積
に製造業の大企業を誘致して，その生産活動を支援・サポートするための中小

企業からなる企業城下町型の進出が多く見られるのである。
特にベトナムの産業集積への日系企業の進出では，大企業のマザーエ場を
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中心にして，現地生産に適した技術を提供するとともに技術者．管理者を派

遣して，生産活動による技術移転とともにローカルスタッフの人材育成を行っ

ている。また，中小企業による大企業への部品や材料・素材の提供では，高品
質の部材を製造し納期を守った提供を行い日本型ものづくり経営のビジネ
スモデルを展開してきたのである。

近年の産業集積では，労働集約的な製造業による加工・組立型の産業だけで

なく，電子情報･ＩＴ分野，バイオ及び創薬・新薬分野，航空宇宙産業，新材料・
新素材分野，ハイテク・ナノテク分野，新エネルギー及び省エネルギー．創エ

ネルギー．再エネルギーのスマート分野'，資源と環境分野等のハイテク分野
やサービス分野の産業を対象とした産業クラスター戦略が見られる。

本稿2では，初めに産業クラスター戦略の理論的な背景を概観するとともに
筆者の数度にわたる現地調査3に基づいて，ベトナムにおけるＩＴ・サービス関
連分野の産業集積の産業クラスター戦略について考察する。
具体的には，南部の巨大商業都市のホーチミンに位置しているＩＴ・サービ

ス関連分野のクアンチュン・ソフトウェアシティ（QuangTrungSoftware
City：以下QTSC）を事例に，MichaelEPorter（以下，ポーター）の産業ク
ラスター論に基づき，ベトナムの産業集積における産業クラスター戦略として
の実態と課題について考察する。

２産業クラスターとは
産業クラスター（IndustrialCluster）の概念は，ポーターによる"On

Competition（1998)，'の出版以降，その理論と有効'性が多くの国々で広く認識
されている。ポーターによれば，クラスターとは「ある特定分野に属し相互
に関連した企業と機関からなる地理的に近接した集団である。これらの企業

と機関は，共通性や補完性によって結ばれている｡」としている（Porter，
1998)。

わが国やベトナム等を含む世界各国では，地域経済の活性化施策として産業
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クラスター戦略の概念を活用した地域産業政策の展開が行われている。本来，

クラスターは，「群れ」や「(ぶどうの）房」等を意味している。

クラスターは，その名の通り「ぶどうの房」のように，特定産業分野におけ
る企業や行政機関，金融機関，大学，研究機関，支援機関等の専門分野の関連
機関が構成している。これらの組織では，ぶどうの実のごとく，特定の地域に
おいて地理的に集積し相互の競争と協力・協調・連携を通じて新たな付加価
値（イノベーション）を創出する状態のことを示している。

ポーターは，クラスターを強める条件として，（１）要素条件，（２）需要条

件，（３）関連産業・支援産業，（４）企業戦略及び競争環境の４つを「競争優
位のダイヤモンド」として，その重要性をあげている。競争優位のダイヤモン
ドによる４条件の内容については，以下の通りである（Porter,1998)。

（１）要素条件（FactorConditions）：

産業クラスターを強める条件として，企業や行政機関，金融機関大学〆研
究機関支援機関等の専門分野の関連機関の存在が重要である。また，研究

シーズや人材，設備，施設，資本，インフラストラクチャーといった要素の質
と専門化において，競争と協力・協調・連携するのに要するためのあらゆる資
源が重要であることも示している。

（２）需要条件（DemandConditions）：

産業クラスターを強める条件として，製品・サービスに対する国内市場の需
要や顧客ニーズの規模，その把握が重要である。またグローバルに展開可能

な専門的セグメントにおいての例外的な需要が重要であることも示している。

（３）関連産業・支援産業（RelatedandSupportinglndustries）：
産業クラスターを強める条件として，設備，原材料，部品，材料等を供給す

る企業の存在が重要である。また資金面，人材面，経営管理面等での支援を
行う諸機関がダイヤモンドの相互作用に影響するとして重要であることも示し
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ている。

（４）企業戦略及び競争環境（ContextforFirmStrategyandRivalry）：
産業クラスターを強める条件として，企業の設立，組織，管理等に関する戦

略と企業間の競争状態（企業の差別化等）を保つことが重要である。また，投
資環境（税制，労働市場，知的財産権等）と政府・行政の規制・許認可が重要
であることも示している。

産業クラスター戦略では，要素条件を構成する企業や行政機関金融機関
大学，研究機関とともに，支援機関等の専門分野の関連機関であるvc4や

TLO5等に注目が集まりがちである。しかしそれと同時に企業戦略及び事
業環境を支えるネットワーク組織の構築とその連携や強化が重要である。産業
クラスターでは，企業や行政機関金融機関大学，研究機関，支援機関等の
専門分野の関連機関の集積だけでなく，それらの組織がお互いのネットワーク

関係を強化し，相互作用（競争と協力・協調）を高めることによって，高次の
イノベーションが生まれる。

世界中で展開される産業クラスターの代表例として，米国のＳｉ'icOnValley

(IT）やAustin（ＩＴ)，英国のCambridge（バイオ）やNortheastEngland（ナ
ノテク)，ドイツのMunich（医薬)，フィンランドのＯｕｌｕ（ＩＴ・バイオメディ

カル)，フランスのSophiaAntipolis（ＩＴ・環境．生命科学)，韓国の大徳専門
研究團地（ハイテク)，中国の中関村科技園（ハイテク）等がある。

ところで，産業クラスター戦略の特徴には，SiliconVal,eｙのように地域に
根ざすスタンフォード大学やカーネギーメロン大学，サンノゼ州立大学，サン

タクララ大学や企業等の研究機関と中小企業・ベンチャー企業等の地域間連携
からイノベーションを生み出すという「内発的要因」による自然発生的な取り

組みが見られる。一方，中関村科技園やAustinといった海外から国内の特定
地域への産業・企業誘致，あるいは国内の大都市圏から地方圏への産業．企業
誘致に頼るという「外発的要因」による地域産業政策的な取り組みも見られる。
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図－１ＱＴＳＯの位置関係

(出所)ジェトロ･ホーチミン事務所(2016)『ホーチミン市人口密度増減ﾏｯﾌﾟ』より筆者作成。

また，ベトナムでは，「地域開発型」と「オフィスビル集中型」の２つの特

色を持った産業クラスター戦略がある（税所，2014)。地域開発型では，広大
な敷地を確保して，そのエリア内にＩＴ・サービス関連分野の企業や関連機関
が集積し， それらの組織の相互作用によるイノベーショ ンの創出を目指してい

る。一方，

ピルを要して。そのピ
オフイスピル集中型では，大規模なオフイスピルを要して，

ル内にIＴ ,サービス関連分野の企業や関連機関が集積し，

それらの組織の相

互作用によるイノベーションの創出を目指している。

３．クアンチュン・ソフトウェアシティの位置

ホーチミンにおいて，

ＩＴ・サービス関連分野における地域開発型の産業ク

ラスター戦略を展開しているのがＱＴＳＣである。 QTSCは，2001年にホーチ
ミン市の産業開発計画の主要プロジェク ﾄの－つとして設立されたソフトウェ
アパークである。
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ＱＴＳＣは，図一ｌに示すように，ホーチミンの中心部（ＤｏｗｎＴｏｗｎ）から
30kｍの45分，タンソンニャット国際空港（TanSonNhatlnternational

Airport)6から１０kｍの１５分の市郊外の場所に位置する。またホーチミンか
らの移動は，公衆路線バス，及びＱＴＳＣ利用者専用のミニバスの２つのバス
による公共交通網を構築した移動手段が整備されている。その他，今後の公共
交通手段では，全長8.5kｍのモノレールと全長19kｍの地上鉄道の交通システ

ムが計画されている。

モノレール建設のプロジェクト案については，2016年７月，ホーチミン市人

民委員会は，モノレール３号線の建設案件を官民パートナーシップ（ppp)7方
式で実施する内容を計画投資省に提出している。同案件の投資総額は，約８兆
4,000億ＶＮＤの見込みで，2017年までに計画を立案・提出し，2019年までに事

業化調査（ＦＳ：FeasibilityStudy）と土地収用作業，及び投資の呼び掛けを行
うプロジェクト案である。このプロジェクト案では，2019年にモノレール建設
を着工し，５年後の完成を目指している。

ＱTSCを経由する計画のモノレール３号線の計画は，ファンバンチ通りとグ
エンオアイン通りの交差点（ゴーバップ区）～ファンバンチ通り～クアンチュ
ン通り～クアンチュン・ソフトウェアシティ～トーキー通り～タンチャインヒ

エップ駅（１２区）を結ぶ路線である（VERAC2016b)。
地上鉄道建設のプロジェクト案については，2016年３月，ホーチミン市人民

委員会は，ホーチミン市旧軍人社（ＨＣＭＣＶＡ)，及びフーミー建設投資会社

(PhuMyConstructionInvestmentCompany)，タイバック不動産開発投資会
社（TayBacPropertyDevelopmentlnvestmentCompany）の３社のコン
ソーシアムに対して，ホーチミン市初の地上鉄道（Tramway）１号線（ｌ区
～ビンタン区）の建設案件をＰＰＰ方式でプロジェクト実施の建設投資計画を
立案するよう求めている。ホーチミン市交通発展計画によると，最終的に2020
年までに地上鉄道３路線を整備するプロジェクト案である。

ＱTSCを経由する計画の地上鉄道３号線は，ゴーバツプ区ゴーバツプ６差路
～市内１２区クアンチュン・ソフトウェアシティ～同区タントイヒエップ駅を結
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ぶ路線となる。また，

地上鉄道１号線は，

市内１区バクダン船着場とピンタン

区ミエンタイ（西部） バスターミナルを結ぶ全長122kｍの路線である。 また，
地上鉄道２号線は，Ｔ市内８区グエンバンリ ﾝ通り～同区国道50号線～市内２区
間である（VERAQ2016a)。

図－２は，ＱTSCのＧＡＴＥ１とSaigonTe］ Building（SaigonlCTCenter)８
を示している。ＱTSCは，敷地面積43ha，

その広大なスペースの中には，

ＩＴ・サービス関連企業と教育機関，金融機関等188社（付表－１参照2017年
11月30日現在） が入居し， 約22,000人の国内外のエンジニア等が働いている。
ＱTSC入居２
ＱTSC入居企業の事業形態は，表－１に示すように，組立･製造企業の５社，

組立・製造企業／ソフトウエア企業の２社，人的資源企業の９社，研究機関の
１社，サービス企業の105社，サービス企業／人的資源企業の３社，ソフトウェ
ア企業の62社の合計188社である。
また，

SQTC入居企業の投資資本国9については， 表－２に示すように，べ

図－２ＱTSCのＧＡＴＥ１とSaigonTelBuilding（SaigonlCTCenter）

出所：筆者撮影。
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出所：ＱＴＳＣのＨＰより筆者作成。

表－２

QTSCにおけるlnvestmentCapitaICountry

ViefNanllAustraHalCanadalrhdanｄｌＨａｎｃｅｌＧｅｒｍａｈＷｌｌｎｄｉａｌ丘eIand
134１２

２１,

￣

句

【鋤｜…｜ｘ…｜鯛dlsw…｡l…麺ｄｌＵｓＡｉ…
２

1２４２６４５１１B８

出所：ＱＴＳＣのＨＰより筆者作成。

トナム企業の134社，日本企業の12社，韓国企業の４社，タイ企業の４社，イ
ンド企業の１社，オーストラリア企業の２社，ニュージーランド企業の２社，

米国企業の５社，カナダ企業の２社，フィンランド企業の１社，フランス企業
の２社，ドイツ企業の９社，イタリア企業の２社，スイス企業の６社，アイル
ランドの２社の合計188社となっている。ＳＱＴＣ入居企業の地域別については，
ベトナム134社以外のアジアが21社，オセアニアが４社，北米７社，欧州が２２
社の合計188社である。
このように，ＱTSCには，ＩＴ・サービス関連分野のベトナムローカル企業
と多数の外国企業が入居しており，

その企業形態も様々である。また，ＱTSC

に，ＱTSC管理棟や企業棟，大学棟，イン
のエリア内には，図－３に示すように，ＱTSC管理棟や企業棟，大学棟，イン

キュベーション・ベンチャー棟等の大小の建物（ビル）が立ち並ぶとともに，
ＩＴ・サービス関連分野の研究・開発，製造，保守，教育，行政，展示場，及
ぴ労働者のための住宅やレストラン，

娯楽等の共有施設を有している。

インキュベーション ･ベンチャー棟として，ＩＴ・サービス関連分野の企業

を創業(起業)するためのインキュベーション施設'0がある。また，ソフトウェ
ー４４－
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図一ＳＱＴＳＣの概要図

■'`蕊蕊iii

￣

篭i::11鑪;！
出所：ＱＴＳＣのＨＰより筆者作成。

アピジネスのためのインキュベーション専用のＳＢＩ（SoftwareBusiness
lncubation）ピルが設置されている。
SBIの建物は，

地上階の３階を含む総面積2.428ｍ2， 44室（ファンクション

ートアップ企業'1と創業
ルーム''室，インキュベーションルーム33室)，スタートアップ企業11と創業
後３年から５年までのベンチャー企業が入居している。その他，インキュベー

ション活動の￣環として，facebookl2を活用したイベントや,Ｔ・サービス関連
の情報提供と情報共有，ビジネスマッチング等の機会提供の告知，及びコミュ
ニケーション手段のツールとしてSNS'3を活用している。
QＴＳＣでは，

ＩＴ・サービス関連分野の企業における重要なインフラに関す
－４５－
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る施設内の通信システムでは，ワイヤレス通信，専用線，広域デジタル伝送方

式'４，通信ネットワーク・プロトコル等のインターネットへの接続環境を整備
している。また，敷地内のすべての建物では，電力と上水道の供給，及び下水

道処理，それ以外にも道路や光ケーブルといった交通や情報通信ネットワーク

等も完備しており，ＩＴ・サービス関連分野の産業に関する事業を展開してい
くうえでのあらゆるインフラが整備されている。

４．クアンチュン・ソフトウェアシティの産業クラスター戦略
ＱTSCは，2001年の設立当初から現在までの間ホーチミン市人民委員会の

全面的な支援の下で，（１）設置場所（立地条件）の側面，（２）インセンテイ
ブの側面，（３）インフラストラクチャーの側面，（４）施設とサービスの側面，
（５）ＩＴコミュニティの側面，（６）人的資源の側面の６つの支援分野において，
他のエリアに対する優位'性を確保した産業クラスター戦略を推進している

(QTSC2015)。

（１）設置場所の側面（EstablishmentPlaceSide）

設置場所における優位`性では，ベトナム最大の商業としてあるホーチミン
(旧サイゴン）の近郊に位置していることである。前述のように国際空港で
あるタンソンニャット空港へは１０kｍの約15分，ダウンタウンであるホーチミ
ン市の中心部へは30kｍの約60分の好立地の郊外に位置する。

またＱＴＳＣと海外とのアクセスについては，隣国のカンボジアの首都であ

るプノンペンからは，国道１号線でメコン河のネアックルン橋（NeakLoeung

Bridge)'5，カンボジア南東部のスヴァイリエン（SvayRieng)'6を経由して国境
のバベット（Bavet)'7まで167kｍ，その国境から59kｍ，陸路を約４時間で移動
できて，航空機を利用しないでも一日で往復移動できる距離となっている。

その他，ＱＴＳＣの周囲エリアには，医療ハイテクパーク（MedicalHigh‐

TechPark)，バイオハイテクパーク（BioHigh-TechPark)，農業ハイテクゾー
－４６－

経営論叢第７巻第２号（2018年３月）

ン（AgriculturalHigh-TechZone)，新都市（NewUrbanArea）等の数多く
のハイテクプロジェクトが存在している。ＱTSCは，これらのハイテク分野と
ＩＴ、サービス関連分野が連携・融合することで，更なる産業の発展が可能性
が見込まれている。

（２）インセンティブの側面（lncentivesSide）
インセンティブにおける優位性では，ＱＴＳＣ内への企業設立は，以下のよう

なベトナムにおける数多くの異なる税制上の優遇措置を享受できることである。

具体的には，ＱTSC内に創業（起業）した場合，法人所得税の標準税率20％
(石油．ガス，及び天然資源セクターの企業に対する法人所得税率は32％～

50％)18において，当該法人が実際に事業を開始し売上を計上した年度から
４年間は免除，次の９年間は50％減少することができる。

また，政令134/2016/ND-CPに基づき，ソフトウエア製品の製造に直接供給
するために輸入される原料と材料で，まだ国内で生産できない物品は，輸入税
または輸出税が免除される。これは，新たなビジネスを創出．確立するために
ベトナム国内で生産することができない機械や設備，施設，交通手段，原料及

びＭ＆Ｅ(MaterialandEquipment:材料と設備)，部品，建設資材等，プロジェ
クトを促進するものも含め，プロジェクトの固定資産を形成する輸入品の場
合，輸入関税が免除されるものである。その他，一時的に輸入され，その後，
再輸出される品物であって必要条件を満たす場合，輸入関税が免除される。

その他，ベトナムでソフトウェアを輸入する場合は，媒体毎に定められた関
税率と付加価値税（ＶＡＴ：ValueAddedTax）１０％が課税される。しかし，

ベトナムで消費されるソフトウェア製品，及びソフトウェア．サービスを輸入

する場合，ＶＡＴの１０％が免除される。また輸出ソフトウェア製品を輸入す
る権利を有する場合，輸出関税が免除される。

（３）インフラストラクチャーの側面（lnfrastructureSide）
インフラストラクチャーにおける優位`性では，通信システムはラベルと呼ば
－４７－
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れるタグを使用したパケット転送技術であるＭＰＬＳ（Multi-ProtocolLabel

Switching)'9を用いて，光ファイバーケーブルでインターネットに接続されて
いることである。ＭＰＬＳ技術では，ＩＰｖ４（InternetProtocolversion4)，ＩＰｖ６

(InternetProtocolversion6LIPX(InternetworkPacketExchange）等の様々
なプロトコル20に対応した技術を活用してデータを送受信できる。
ＱＴＳＣは，インターネット接続業者であるＩＳＰ（InternetServices

Provider)2'を展開しているので，顧客の求めるあらゆる通信サービスを提供す
ることが可能となる。また，ＱＴＳＣには，プロのＩＴ技術サポートチームが駐
在しているとともに，２４時間365日のバックアップ電源システムを提供してい

る。さらにTier3基準のデータセンター22,及び情報セキュリティ管理システ

ムのISO27001（IＳＭＳ：InformationSecurityManagementSystem)23認証取
得の他，ホーチミン市の電子ストレージ2４（日常業務を行うサーバとデータを
保管）システムはＱＴＳＣのデータセンターに設定されている。
データセンター全体として，ＱTSCでは品質，信頼性を客観的かつ包括的に

評価する仕組みとして，商用電源やＵＰＳ（UninterruptiblePowerSupply)25,
発電機，配電ルート，空調等のデータセンターに必要なファシリテイに関する

運用体制・管理レベルを評価している。その評価レベルとして，Ｔｉｅｒには最

低水準のTierlから最高水準のTier4まであるがＱＴＳＣではTier3の評価が

あり，運用中の設備等については可用性26の高い構成となっている。
（４）施設とサービスの側面（FacilitiesandSeMcesSide）

施設とサービスにおける優位』性では，ＱＴＳＣはソリューション全般，情報通

信技術，ビッグデータ，上下水道管理システム等の企業が有する公害克服，省
資源・省エネルギーといった環境関連技術・製品を体系的に整理して知識の集

約化を行い，グリーンシティ（GreenCity)，スマートシテイ（SmartCity)，スマー
トコミュニティ（SmartCommunity)，環境未来都市（EnvironmentFuture

City）等の概念を実現したソフトウェア都市27を提供していることである。
ＱTSCでは，電気通信サービスについて，政府と企業のためのクラウドコン
－４８－
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ピューテイング28を導入している。2009年３月，ホーチミン市人民委員会は，
市内重要プロジェクトにおける電子政府の情報システム基盤としてIaaS29を採
用しており，そのひとつとしてＱＴＳＣを割り当てている。また同プロジェ
クトへの投資は，ホーチミン市情報通信部の監督下で行われており，電子政府
サービスを開発するための資金調達にはＰＰＰ方式を採用している。

テレコムサービスについて，ＱＴＳＣにおけるインターネットのゲートウェイ30
では，ＱＴＳＣ内のＷｅｂサイトのインターネット接続，ホステイングサービス31,

ドメイン名登録，電子メールバナー広告32,Ｗｅｂリンク等，多くのインター
ネットサービスを提供している。

こうして構築したソフトウェア開発のための最適な都市機能を活かして，都
市インフラに関するスマート環境が拡大しＩＴ・サービス関連産業が地域産

業の柱としてビジネス展開されている。また，ＱTSC内のワンストップサービ

ス33では，事業設立過程で投資家に無料サービスを提供し，投資ライセンスや
輸出入サービス，納税手続き，士地提供と士地賃貸の手続き，建設許可，複数

入国ビザ，ビザの延長等の行政サービスにおいて，各種手続きの申し込みから
完了までのサポート及びすべての手続きを１ヶ所で完了できることを強みと
している。

ところで，ＱTSCへの入居企業には，アジアで一般的に見られる業務の遅延
やタライ回しになりがちなお役所手続きを，一本化する試みであるワンストッ

プサービスの提供を行っている。このように，ＱTSCでは，入居企業である顧
客ニーズを満たすために，多様性のある生活サービスの提供を行っている。
その他，施設・サービスの提供として，第１にレンタル会議ホールサービス

(カンファレンスホール）がある。カンファレンスホールは，ＱTSC最大の会
議室で，300名以上の収容人員が可能で，ミーティング，トレーニング，ピッ
グイベントの開催等の特別イベントに対応している。第２にレンタル会議室
サービス（少人数会議室）がある。内部会議や顧客会議が必要な会議室である。

客室は，高水準のサービスに基づいて設計されており顧客に最高品質のサー
ビスを提供している。第３にレンタル訓練室サービスである。各企業の技能や
－４９－
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知識に関する訓練活動のニーズ，スキルアップ訓練に関連する活動，専門家の
意識向上に関連する活動に対応している。
またトレーニングルーム（研修室）は，クライアント・サーバーシステム

による高度な構成のコンピュータ，ＬＡＮに接続されたＬＣＤモニタ34,ブロー
ドバンド・インターネット接続を備えた最新の情報システムで設計されてい
る。このように，ＱＴＳＣでは，入居企業の顧客に対して，最高の品質と満足感

を持つ製品とサービスを提供している。

（５）ｌＴコミュニティの側面（lnformationTechnologyCommunitySide）
ＩＴコミュニティにおける優位性では，ＱTSCに入居の外資系ＩＴ・サービス
関連企業がエリア内において，Ⅱコミュニティやビジネスネットワークを形

成していることである。外資系のＩＴ・サービス関連分野では，米国企業の
BTMGlobalConsultingVietnam，ＤＥＶＰＲＯＳＯＦＴ，GlobalCyberSoft

(VietnamlHPVietnamlT35，ドイツ企業のB21NVENTVietnam，Business
lntelligentProcessSolution，ＤＩＧＩ－ＴＥＸＸＶＩＥＴＮＡＭ，ＲＡＳＩＡ，SaigonlT
Partner，SAMHAMMERAGSchellenbergConsulting，SSIFTVietnam，

スイス企業のBBVVietnamSwissITBridge，SwissPostSolutions，
TeamworkVietnamVMTSolutions，LuxoftVietnam，フランス企業の

DFM-EngineeringDRCOMMUNICATIONAsia，イタリア企業のAmple
SunTechnologies，BRBSoftware，アイルランド企業の2CLICK
SOLUTIONS，GlandoreHumanCapitalSoftware，韓国企業のCharmIT
Center，IKORNSolutions，ShinHanlnformaticsTradmgandService，

SUNJIN-ACENET，タイ企業のSiambrotherVietNamSportsand
MaketingSoftwareService，TheRepresentativeofficeofHexagon

Metrology（Thailand)，TruelnternetDataCenter，ニュージーランド企業
のAugenVietnallLHoaiBaoSoftwarelntegratedSolution，及び日本企業の
岐阜工業（GifuKogyoVietNam)，KDDIVietnam（KDDI)，プラネックス
(Planex)，ＣＡＤネットワークサービス（CadNetwork)，ベトナムキューブ
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(CubeSystemVietNam)，今井航空機器工業（ＡＤＭＳＶｉｅｔｎａｍ)，新川
(ShinkawaVietnam）等の企業がＱＴＳＣへ入居している。
ビジネスネットワークのサービスチームは，ホーチミン市最大のソフトウェ

アの産業集積であるＱＴＳＣの諸活動を促進・支援するだけでなく，その他も
ホーチミン市やベトナム各地のＩＴ・サービス関連産業の発展をサポートして

いる。また，ＱＴＳＣ内での会議，コンファレンス，ワークショップ，ビジネス
マッチング，市場調査等のビジネスをサポートしている。

ビジネス・サポートに加えて，FPTDocumentService，TMASolutions，

MisaLARIONComputing等の教育研究機関・企業がベトナムの地場ローカ
ルトップ企業として，トレーニングセンターや研究所等の事業展開を行った企

業進出している。ＱTSCへの入居企業では，ＣＥＯクラブや人的資源クラブ，
人道的献血活動，イベント開催等のＩＴ・サービス関連企業と高品質のIＴコ
ミュニティやビジネスネットワークを構築している。

ＱTSCの各企業は，大規模プロジェクトを展開する際にビジネス情報を共有
するベトナム国内市場において,ＩＴコミュニティやビジネスネットワークを
通じて各種情報をアナウンス，浸透させるのに役立てることが可能である。

その他，ＱTSCの立地と諸施設は，ＩＴ・サービス関連業界の大きなイベン
トを開催する最適な場所として確立されている。

（６）人的資源の側面（HumanResourcesSide）

人的資源における優位性では，ＱTSCにはＩＴ・サービス関連分野に特化の
各種人材育成センターが設立されており，約16,000人の学生が在籍し高い信

頼性を確保した品質の人材を供給していることである。ＱＴＳＣ内の大学では，

FPTUniversity36，HoaSenUniversity37，VienDongCollege，Saigon
VocationalCollegeがある。またその他の教育機関では，ITTＩ（InfOrmation
TechnologyTrainingInstituteofHoChiMinhCity：ホーチミン市情報技術

訓練研究所)，SaigonTech（米国テキサス州のヒューストンコミュニティ・カ

レッジ分校)38,CharmlTCenter株式会社（韓国の崇実大学校39との連携）が
－５１－
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あり，ＩＴ・サービス関連分野の人材を育成している。

加えて，ＱＴＳＣでは，アジア最大規模の情報技術訓練．教育を提供するイン

ドの教育機関であるＮＩＩＴ（NationalInstituteoflnfOrmationTechnologies：
中央情報技術専門学校)ＩＣと連携した取り組みを行っており，ＩＴ・サービス関
連分野の人材育成を行っている。

教育訓練省は，ＱＴＳＣで学校授業料ローン金利０％のサポート，教員のサ

ポート，ビジネスニーズに応じたデザイン研修カリキュラムを提供し，毎年

500人以上の企業プロジェクト対応の人材を供給している。またＱＴＳＣも入

居企業のための訓練を提供するだけでなく，RecruitmentFestivalsやJob
Far，ＩＴＤａｙ等の多くの人材マッチングや求人活動によるＩＴ、サービス関連
のイベント活動を組織しスキルを有した適切な人材を企業へ供給している。

５競争優位のダイヤモンドからの考察
ＱTSCの産業クラスター戦略について，以降では競争優位のダイヤモンドに
よる４条件の観点から考察を加える。

（１）要素条件の観点（ViewpointofFactorConditions）：
ＱＴＳＣでは，入居組織に対する整備された通信システム等のインフラストラ
クチャー提供を行っており，数多くの企業や行政機関，金融機関大学，研究
機関関連・支援機関が集積している。これらの各種ＩＴ・サービス関連組織

のＱＴＳＣへの集積では，組織間相互の連携．競争を通じて，新たな付加価値
(イノベーション）を創出する可能性を示している。

（２）需要条件の観点（ViewpointofDemandConditions）：
ＱＴＳＣが位置しているホーチミンの人口は729.8万人，その他主要都市の人
口のハノイ7096万人，カントー１１７５万人と比較しても多くの需要が見込まれ

る（国際労働財団2017)。また，表－３に示すように，ホーチミンの経済成
－５２－

経営論叢第７巻第２号（2018年３月）

表－３ベトナムとホーチミンの経済指標の推移

駅;ifil菱iLi
2000年

1人当たりＧＤＰ

(全国）

4０２

伸び率(％）

I人当たりＧＤＰ
(ホーチミン）

1０１５

伸び率(％）

経済成長率
(全国)(％）

伸び率(％）
経済成長率

(ホーチミン)（％）

6８０

9００

伸び率(船）

2005年

2008年

2009年

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

７００

1１５４

1．１８１

1，２９７

1，５３２

1，７５３

1，９０２

2053

2088

１７４１３

1６４８６

1０２３４

1０９８２

１１８１２

1１４４３

1０８５０

1０７９４

1０１７０

1６５７

2,519

２７４２

３０６７

3．３２４

3６６６

4，５４９

４，９８６

５３１８

1６３２５

1５２０２

1０８８５

1１１８５

1０８３８

1１０２９

1２４０９

1０９６１

1０６６６

７５０

5７０

５４０

6.40

6２０

５２０

５４０

６．００

６７４

1１０２９

7６００

9４７４

1１８５２

9６８８

８３８７

1０３８５

1１１１１

1１２３３

1２２０

1０９０

9３０

1２００

1０３０

９２０

9３０

９６０

９９０

1３５５６

8９３４

８５３２

1２９０３

8５．８３

８９３２

1０１０９

1０３２３

1０３１３

(出所）ジェトロ・ホーチミン事務所（２０１６ｂ）『ホーチミンスタイル（新版／２０１６年１０月）』ＪＥＴＲＯより筆者作成。

長率とＧＤＰは，常に全国平均を超えており，この点からも近隣地域における
消費財や生産財，、サービスの旺盛な需要が見込まれることを示している。

（３）関連産業・支援産業の観点（ViewpointofRelatedandSupporting
lndustries）：

ＱＴＳＣには，表－１に示すように，ＩＴ・サービス関連組織である企業や行
政機関金融機関大学，研究機関，支援機関等の専門分野の関連機関が数多
く集積しており，ダイヤモンドの相互作用に大きな影響を及ぼすことを示して
いる。

（４）企業戦略及び競争環境の観点（ViewpointofContextforFirmStrategy

andRivalry）：
ＱＴＳＣには，ＩＴ・サービス関連のベンチャー企業の設立や創業後の円滑運
営のためのインキュベーション・ベンチャー棟であるSBIが設置されており，

創業間もない企業が多数入居している。また，入居企業においては，多くの税
制上の優遇措置とともに，ワンストップサービスが提供されている。これらの
サービスは，投資環境において，及びビジネスを展開する上において，他の地

域や産業集積との比較で優位性を確保していることを示している。

－５３－
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６．おわりに

ホーチミンのＱＴＳＣは，情報技術集中区における新規プロジェクトに対す

る2013年１１月８日付の政令154/2013ND-CP（2014年１月１日施行）の優先順
位に従って，産業クラスター戦略を展開している。ＱＴＳＣでは，ソフトウェア
開発センター，配送センター，データセンター，ビジネスインキュベーション

センター，ビジネス・プロセス・アウトソーシング（BPO)，銀行・保険・ベン

チャーキャピタルＩＴトレーニング，Ｒ＆Ｄ組織，オフショア開発センター，
インフラ投資家のための土地取得へのＩＴ・サービス関連投資分野を推奨して

いる（ｃＯＮＧＨＯＡｘＡＨｏＩｃＨＵＮＧＨｉＡｖＩもＴＮＡＭｃＨｉＮＨＰＨｕ２０１３)。
これまで考察してきたようにＱＴＳＣではＩＴ・サービス関連分野における
イノベーション創出を目指した具体的な取り組みとして，各投資分野において

産業クラスター戦略を展開している。今後，ＱTSCが継続して成長・発展して
いくためには，いくつかの課題が存在する。
ＱTSCの課題は，ホーチミン市内から離れた市郊外に立地していることであ

る。ＱTSC近隣には，数年前からモノレールや鉄道システム導入の計画はある
が，予想できる公共交通網が実施されていない状況である。ベトナムの労働者

は，南部地方でも，北部地方でも，その大多数がホーチミンやハノイの都市部
での市内中心部の勤務を希望している。したがって，ホーチミン郊外立地の

QTSCは，システムエンジニアやプロジェクトマネージャーを含むＩＴ・サー
ビス関連労働者の確保が困難となることである。
また’Ｔ・サービス関連関係の専門職（スペシャリストやマネージャー等）

の確保は困難（採用難）となっているので，人材確保のために報酬等の人件費
が高騰している。しかし市郊外において労働者の確保を優先させた場合には，

高報酬による採用を行う可能性が高く，人件費における更なるコスト負担増を
招くことになるのである。

現在,ＱＴＳＣの入居率は。ほぼ100％に達している。そのために，クアンチユ

ン．ソフトウェアシティ（QTSC）の運営会社（QuangTrungSoftwareCity
－５４－

経営論叢第７巻第２号（2018年３月）

DevelopmentCompanyLimited）では，第２クアンチュン・ソフトウェアシ
ティ（QTSC2）を立案しその建設地がホーチミンのタンビン区の約40ｈａに
決定している（VERAC2014)。

QTSC2設置の当初案では，ＩＴ・サービス関連分野の研究開発（Ｒ＆Ｄ）や人
材育成の産業集積とレクラウドコンピューティング，ビッグデータ，モバイ
ルサービスデジタルコンテンツに関連するサービス・製品を供給する方針で
ある。しかし現時点では．ＦＳや資金計画，事業計画等を含めて，具体的な

プロジェクト案が推進されていない状況である。

今後，ＱTSCが継続的な成長を行いイノベーションの創出に発展していく
には，これらの課題を克服していく必要がある。
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[論文］ベトナムにおける産業クラスター戦略に関する一考察（税所）

注記
１

スマート分野（SmartField）には，一般的にスマートホーム，スマートシテイ，
スマートファクトリー，スマートカーの４つのスマート領域があり，いずれも
エネルギーが重要な役割を果たしている。

２

本稿は，筆者の「アジア経営学会第２２回全国大会」での学会発表予稿論文を基

３

筆者は，2007年llH11日（日）～l6L1（金）のJETRO「ベトナム投資・ビジネ

にして，大幅に加筆・修正したものである（税所，2015)。

スミッション｣，2008年12月３日（水）～６日（士）のPASONATEC「ホーチミ

ン人材視察会｣，2009年３月１日（日）～６日（金）のJETRO・IBPＣ大阪ネッ
トワークセンター「ベトナム投資・ビジネスミッション｣，2009年８月30日（日）
～９月５日（士）の関東学院大学「ＩＴ産業クラスター調査」2010年８月22日（日）

～281E１（士）の日本アセアンセンター「ベトナム投資環境視察ミッション｣，２０１５

年10月14日（水）～17日（士）のVietnamlnfOrmationTechnologyOutsourcing
Conference2015（VNITO2015）「QTSC視察ツアー｣,10月19日（木）～21日（士）
のVietnamInfOrmationTechnologyOutsourcingConference2017（VNITO
2017）「QTSC視察ツアー」に参加して，ベトナムにおけるＩＴ・サービス関連分
野における産業クラスターの現地調査を継続的に行っている。VNITO2015,２０１７
を運営するVNITOAllianceとは，ホーチミンコンピューター協会（ＨＣＡ）と
ＱＴＳＣが中心となり，2016年３月に設立されたベトナム国内のソフトウェア開発
企業約１００社による組織体である。ベトナム最大のＩＴ企業であるFPTSoftware

や米国のMicrosoft，CISＣＯ等のグローバルIＴ企業も会員となっている。
４

ベンチャーキャピタル（ＶＣ：VentureCapitaDとは，ベンチャービジネス（研
究開発型と隙間産業型の新規企業）に投資・融資を行い，その創業と成長を促
進する専門投資会社のことである。

５

技術移転機関（ＴＬＯ：TechnologyLicensmgOrganization）とは，大学の研究
者の研究成果を特許化し，それを民間企業等へ技術移転（Technology

Licensing）する法人のことである。ＴＬＯは，産と学の仲介役の役割を果たす
組織で技術移転により新規事業を創出しそれにより得られた収益の一部を新
たな研究資金として大学に還元することで，大学の研究の更なる活性化をもた
らす知的創造サイクルとして産学連携をなす組織である。
６

2006年12月19日，南部空港局とドンナイ省人民委員会はロンタイン新国際空港

(LongThanhlnternationalAirport）の計画を発表した。2015年６月25日，ベ
トナム国会は建設を承認し，2025年の開港を目指している。ロンタイン国際空

港は，新空港としてホーチミン市中心部から40kｍ離れたドンナイ省ロンタイ

ン郡の面積5,000ｈａの用地に建設される。この空港の開港後は，現在のタンソン
ニャット国際空港は国内線専用となる予定である。また，ロンタイン国際空港
－６６－

経営論叢第７巻第２号（2018年３月）

'よ４本の滑走路，４つのターミナルで年間乗降客7,000万人を予定している。

JICAのマスタープランでは，第１期：2020年までに完成（2030年に見込まれ
る旅客・貨物数に対応した設備の整備)，第２期：2030～2040年の需要に対応す
る施設の拡張・整備，最終期：2050年以降に完成（2050年の需要見込み（年間
旅客１億人，年間貨物500万トン）に対応する設備の整備）となっている。
７

官民パートナーシップ（PPP：Public-PrivatePartnership）方式とは，政府と
１社，または複数の民間企業が連携して資金を拠出し，運営する政府サービス，
または民間事業を指し，PPP･Ｐ３，Ｐ３，ＰＩＦとも呼ばれる。

８

サイゴン通信株式会社（SaigonTel）は，2002年５月１４日設立，ベトナムの大手
民間企業の一つであるサイゴン投資グループ（SGI）のメンバーである。

SaigonTelは，2007年５月，ＱTSCにサイゴンICTタワー（ビル）をオープン
している．このビルは９階建て，総床面積は8,000k㎡，投資額は900億ＶＮＤで
ある。このビルでは，ソフトウェアの専門家を養成する場として，将来的には
国内ソフトウェア各社や日本，台湾のパートナー各社に約2,000人のソフトウェ
ア技術者を供給する予定である。
９

2005年８月，クアンチュン・ソフトウェアシティ（ＱTSC）と米国際開発局の

ViemamCompetitivenessInitiatve（ＶNCI）は，ＱTSCにおける支援協力文書
に調印している。ＶNCIでは，ＱTSCの競争力を高めるため，海外企業の誘致
強化で協力している（VERAC2005)。
1０

インキュベーション施設（IncubationOffice）とは，起業や創業をするために

活動する入居者を支援する施設で，インキュベーター（Incubator）ともいう。
1１

スタートアップ企業（Start-UpEnterprises）は，新しいビジネスモデルで急成
長を目指す市場開拓フェーズにあるベンチャー企業のことである。一般的に，
創業から２～３年程度の起業を指している。

１２

QTSCIncubatorのＷｅｂサイトは，〈https://wwwfacebookcom/quangtrungincubator/〉
である。

1３

SNS(SocialNetworkingService）とは，個人間のコミュニケーションを促進し，
社会的なネットワークの構築を支援する．インターネットを利用したサービス
のことである。ＳＮＳでは．趣味や職業，居住地域等を同じくする個人同士のコ
ミュニティを容易に構築できる場を提供している。

1４

広域デジタル伝送方式（WideAreaDigitalTransmissionMethod）は，
B-ISDN等の広帯域サービスを提供するネットワークのことである。一般的に，
ＡＴＭ交換システムを用いて，ネットワークの基幹回線を構築したものを指し
ている。

１５

ネアツクルン橋（通称つばき橋：スピエン・ツバサ）は，2015年４月６日に開
通したカンボジアのカンダル州とプレイベン州の州境のメコン河に架けられた

道路橋である。つばき橋の主橋梁は640ｍ，橋長2.215ｍ取り付け道路を合わせ
－６７－
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た全長は5,400ｍに及ぶ。架橋地点は，カンボジア国道１号線のメコン河渡河地

点で，アジアハイウェイ（AH-1）の一部として，ホーチミン～プノンペン～バ
ンコクを結ぶ国際幹線道路の指定を受けており，ＡＳＥＡＮ諸国の物流網である
南部経済回廊の一部である。
1６

カンボジア南東部のスヴァイリエン州には，南部経済回廊（国道１号線）沿い

に経済特別区（SEＺ：SpecialEconomicZone）が設立されている。ベトナム
国境に近く，物流iiii・隣国拠点との協働する場合に優位である。特に，ベトナ
ムのホーチミンに関連企業が多いため，南部経済lnl廊を使えば．生地や副資材

の調達も容易で，より安価に製品を生産することが可能である。
1７

カンボジアのバベット（スワイリエン州）は，プノンペン東部，シェムリアッ
プ南東部にある平坦な街で，ベトナムとの国境を有する。バベットの目立った

観光地は少なく，州人口の多くは農業に従事している。
1８

納税義務者は．企業法，投資法，金融機関法，保険業法，証券法，商法及びそ
の他のベトナム国内法により設立された内国法人と，ベトナム国内に`恒久的施
設（ＰＥ：PermanentEstablishment）を有し，外国法に基づいて設立された外
国法人とに大きく分けられる。ベトナムの国内法令におけるＰＥには，一般的
に，支店，事業所，工場，作業場，輸送手段及び代理店が含まれる。ベトナム

にＰＥを設立する外国企業は，ＰＥに帰属する所得がベトナム法人所得税の対象
となる。法人税の標準税率は2016年ｌＨ１Ｒより20％，それ以前は22％である。
ベトナムでは，原則暦年が課税年度となるが，管轄当局から事前の承認を得て

各四半期末，すなわち３月末，６月末または９月末へ決算期を変更することも
可能である。
１９

Multi-ProtocolLabelSwitching（MPLS）とは，フレームやパケットの前方に
ラベルと呼ばれる識別子を付加して転送を行うことにより，通信の高速化や機
能の付加を図る技術である。当初，ルーターによるパケット転送処理の高速化
を実現する技術として登場したが，ルーターのハードウェア化に伴い高速化の
利点は薄れ，変わって様々な機能の実現手段として注目されている。

2０

プロトコル（Protocol）とは，複数の者が対象となる事項を確実に実行するた
めの手順等について定めたものである。またコンピュータ同士が通信をする
際の手順や規約等の約束事のことである。

2１

ISP（InternetServiceProvider）とは，インターネット接続の電気通信役務を
提供する組織のことである。プロバイダやISP等と略して呼ばれることが多い。

日本では，「ISP＝電気通信事業者であり｣，インターネット接続事業者と訳され
ることがある。
2２

データセンター（ＤａｔａCenter）とは。各種のコンピュータ（メインフレームや
ミニコンピュータ，サーバ等）やデータ通信等の装置を設置・運用することに

特化した施設の総称である。またデータセンターの中でも，特にインターネツ
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ト用のサーバや通信設備・IＰ（InternetProtocol）電話等の設置に特化したも
のはインターネットデータセンター（ＩＤＣ:InternetDataCenter）と呼ばれる。
2３

ISO27001とは，情報資産に関するセキュリティを管理するための仕組みである。

ISO27001では,IＳＭＳ(InformationSecurityManagementSystem）活動として，
情報資産やリスクの洗い出し対策の検討実施，効果の確認，見直しのPDCＡ
サイクルを繰り返し行うことで，より高度なセキュリティシステムを構築する
一連の作業を実施する。
2４

ストレージ（Storage）とは，データを保管するシステムや装置のことである。
一般的に，ＨＤＤ（HardDiskDrive)，磁気テープ，光ディスク（ＣＤ/ＭＯ／
ＤＶＤＬＳＳＤ（SolidStateDrive）を指している。

2５

ＵＰＳ（UuninterruptiblePowerSupply）は無停電電源装置，あるいは無停電電
源システムとも言い停電や瞬時電圧低下によって電源が突然断たれた際，コ
ンピュータ等の機器や工場の設備に電力を供給し続けるための予備電源装置で
ある。

2６

可用`性（Availability）とは，システムが継続して稼働できる能力のことである。
許可された利用者が必要な時に情報資産にアクセスできることであり，回線の
二重化やバックアップシステム等が可用性を高めるための対策となる。

2７

ベトナムにけるスマートコミュニティの推進については，拙稿のダナン市の事

例，ビンズン省の事例で詳細な考察を行っている（税所，2017a）（税所，
2017b)。
2８

クラウドコンピューティング（CloudComputing）とは，インターネット上の
サーバ等を利用して作業を行うサービス形態のひとつで．ネットワーク等を雲
(クラウド）を用いて表現することが多いことから用いられてきた表現である。
コンピュータネットワークをベースとしたコンピュータ資源の利用形態である。

2９

IaaS（InfrastructureasaService）とは，業務用コンピューターシステムの構
築に必要なハードウェア等の基盤（インフラストラクチャー）一式が利用でき
る環境をインターネット経由で提供するサービスのことである。クラウドコン

ピューティングのひとつの実現形態である。
3０

ゲートウェイ（Gateway）とは，情報ネットワークや情報システムにおいて異
なった規格（プロトコル）を持ったデータの相互通信を可能にする仕組み，ま
たは機器のことである。ゲートウェイでは，異なった規格を持つデータの相互
通信を可能にする変換機能を持っている。

3１

ホステイングサービス（HostingService）は，データセンターが設置したイン
ターネットサーバのデータスペースを顧客（組織や個人）に提供し，運用，管

理を代行するサービスのことである。このサービスは，データセンターがサー
バ毎に顧客へ提供する「レンタルサーバーサービス」と，顧客が用意したサー
バをデータセンターが管理，運営する「コロケーションサービス（ハウジング
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サービス)」の２つに分かれる。
3２

バナー（Banner）は，Ｗｅｂページ上で，他のＷｅｂサイトを紹介する役割をも

つ画像（アイコンの一種）のことである。バナー広告は，ポップ広告分野で，
紙やプラスチックで長方形や半円形に作った旗状の広告物である。インター

ネットのホームページに表示される帯状の広告である。クリックすると広告主
のホームページヘつながる。
3３

ワンストップサービス（OneStopService）とは，関連するすべての必要な作

業・手続・申請等を，一度の手続で，あるいは１カ所の申請で完了できるよう
になっているサービスである。代表的な例としては，複数の支払い請求を一括

処理するサービスや，１つの店舗で必要な物がすべて買える販売店等がある。
特に様々な行政サービスを１カ所で一度に受けられる「ワンストップ行政サー
ビス」のことをさす場合が多い。
3４

液晶ディスプレイ（LiquidCrystalDisplay）・液晶モニタ（LiquidCrystal
Monitor）とは，コンピュータの操作i、面を映し出す画面表示装置（ディスプ

レイ装置）の－種で．物質の特殊な状態の一つである液晶（LiquidCrystal）の
‘性質を利用して光を制御し，像を映し出すものである。
3５

ヒューレット・パッカード（ＨＰ：Hewlett-Packard）は，2011年３月１６日２

年の準備期間を経て，ホーチミン１２区のＱＴＳＣ内にソフトウェア研究開発セン
ターをオープンしている。
3６

FPTUniversity（FPT大学）は，ＦＰＴコーポレーションによって，2007年１
月に設立されたベトナムの私立大学である。ＦＰＴは，ベトナム最大IＴ企業で，
国際認証（ＳＥＩＣＭＭ/CＭＭＩレベル５，ＩＳＯ９００１：2000等）を取得しているソ
フトウェア企業グループである。ＦＰＴ大学は，ベトナム最初の企業が設立した

大学で，BachelorofSoftwareEngineeringとＢａchelorofBusiness
Administrationの２つの学部があり，日本語とＩＴに注力している。現在，ハ
ノイ（ホアラック・ハイテクパーク)，ダナン（FPTシティ），ホーチミンの３
カ所にキャンパスがあり，学生数は約6,000人である。
3７

HoaSenUniversity（ホアセン大学）は，ベトナムで設立された最初の私立大
学の一つである。その前身は，1991年８月12日，ホーチミン市人民委員会委員

長（市長）が決定したDecision257／QD-UBの下で設立された外国語と情報技
術学校である。この学校は，フランスのロータス協会の支援を受けている。
1994年１０月１１日に官民半分出資の私立学校，2005年にホアセン大学に昇格し，

FacultyofSciencesandTechnology，FacultyofEconomicsandCommerce，
FacultyofLanguagesandCulturalStudies，FacultyofPolytechnicsの４つの
学部がある。
3８

SaigonTech（サイゴンテック）は，2001年にサイゴン・カレッジ（Saigon

College）として設立，2004年にサイゴン・テクノロジー・カレッジへ改称，
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2007年にサイゴン・プロフェッショナル・カレッジヘ昇格している。この学校

は，2003年，米国ヒューストン・コミュニティカレッジシステム（HCCHouston

CommunityCollege）との間でパートナーシップ契約を締結，情報技術分野で
の準学士（ＡＡＳ：AssociateofAppliedScience）プログラムを提供している。
SaigonTechは，ＨＣＣの最初の海外キャンパスであり，SaigonTechのコースを
地域認定のＨＣＣとして，2005年に南部大学学校協会大学委員会（SACSCOC）
の認可を受けている。
3９

SoongsilUniversity（崇実大学校）は，1905年に設置されたソウル特別市銅雀
区に本部を置く大韓民国の私立大学である。この大学校は，学部課程に９単科

大学があり，その一つにIＴ大学がある。ＩＴ大学は工学，自然科学，社会科学．

芸術的なカテゴリで情報技術と情報文化を複合的に教育して，グローバルメ

ディア学部，コンピュータ学部，ソフトウェア学部の３つの学部のもと，キリ
スト教の理念に基づいて，情報社会で必要とする専門的な技術を習得した創造

的な指導者級の情報人を養成することを目的としている。
4０

インドの中央情報技術専門学校（ＮＩＩＴ：NationallnstituteoflnfOrmation

Technologies）は，インド・ハリヤーナー州グルガーオンに本社を置くアジア
最大規模の情報技術の訓練と教育を提供する会社である。ＮＩＩＴは，世界30カ国
以上に教育センターを設け，センターが設けられない場合はオンライン教室を

持って解決し商品を提供している。ＮＩＩＴは，１００カ所以上の教育センターを中

国やベトナム等のアジア太平洋地域に展開しアジア最大規模のIＴ教育機関
のひとつである。
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