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はじめに

現在はグローバル時代といわれ、日本企業の活動の場は日本国内だけでなく広

く国外に広がっている。対象となる国は、韓国、台湾、東南アジア諸国、米国、

EU、中東欧、中南米などである。とりわけ東南アジア、東アジアの国々が日本

と関係が深い。

さて、ここ数年、いわゆる先進国以外の国々で経済的に高度成長をしている

国々が注目を集めている。例えば中国をはじめとするBRICs諸国がある。BRICs

とは新興大国であるブラジル、ロシア、インド、中国をさす言葉である。これら

はいずれも、広大な国土、原油や鉄鉱石などの豊富な天然資源、膨大な人口を持

つという共通点がある。そしてわが国にとっては、これら諸国の成長は大きな輸

出市場として期待される。

しかし、経済的に急成長をしているのは、こういったいわゆる大国だけではな

い。ベトナム、フィリピン、トルコ、インドネシアなどさまざまな国々がポスト

BRICsとして注目されて来ている。世界の企業が低廉で優れた労働力や資源、市

場などを求めてBRICsに続く新興国に熱い視線を注いでいるのである。

筆者は2006年1月にベトナムを訪問する機会を得、現地で操業している日系企

業5社を訪問してインタビューを行った。本稿では、このベトナムについて、社

会・経済の現状および日本との関係、ベトナムの文化、政治、歴史、現地日系企

業のオペレーションについて考察をする。
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ベトナム概要

ベトナムと日本企業1

アジアでは中国に次ぐ経済成長を続けているベトナムは、近年「チャイナ プ

ラス ワン」の代表格として脚光を浴びている。ベトナムの魅力としては、安定

した政治、社会、治安、低廉かつ勤勉な人材などが挙げられている。

ベトナムの国号はベトナム社会主義共和国（Socialist Republic of Viet Nam）と

いい、政治形態は共産党一党独裁の社会主義国である。しかし、経済政策ではド

イモイ政策により市場経済を採用している。経済発展に伴い人件費が上りつつあ

る中国と比較して、ベトナムは「安い人件費」をその特徴としている。ハノイや

ホー・チ・ミンの最低賃金は50～60ドル程度で、上海、広州など中国沿岸部やタ

イ国のバンコクの半分程度とされる。しかも、人口約8千万人はその年齢構成か

ら見ると若く豊富な労働力に恵まれている。「高い勤労意欲」、「向上志向」「勤勉

で、手先が器用な国民」、「比較的安定した政情」、「親日的家が多い」などがベト

ナムの日本企業の進出先としての優位性とされる。

JETROがアジア進出日系製造業を対象にした経営実態調査で、人件費材料費な

どを合計した製造原価について、ベトナムの優位性を示す結果になっている。中

国より製造原価が安いと回答した企業はベトナム進出企業の約62％に上っている

のである。しかし、同時に、原材料・部品の現地調達の難しさが指摘されている。2

また、地理的条件として、インドシナ半島の東岸に位置しており、物流拠点と

なる海岸線が日本側にあること、そして、東南アジアを横断するダナンからラオ

ス、タイを経由しミヤンマーのヤンゴンを結ぶ東西回廊が2006年12月に主要部分

が完成していることなど、ベトナムは中国とインド両国の中間地域の拠点になる

可能性が高いということである。また、2007年1月にWTOに正式加盟し、外資規

制緩和などが期待されている。かくして、ベトナムはBRICsの次の新興工業国と

して、日本企業の進出が期待されているのである。

ベトナムの国土と人々

ベトナムは中国の南方インドシナ半島の東海岸に位置し、ゆるいS字型をして
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北から南へ細長く伸びている。北端から南端までは約1650キロメートルで、日本

の北海道から本州南端までと類似している。国土の東と南は南シナ海、北は中国、

西はラオスとカンボジアに国境を接している。

ベトナムは、北部、中部、南部に分けられ、北部には紅河デルタ、南部にはメ

コンデルタが広がるが、中部は海岸近くまで山が迫っている。国土面積は約32.9

万平方キロメートルで日本の37.8万平方キロメートルの87％である。人口は約

8,312万人（2005年末）で、日本の1億2768万7000人（2004年10月1日現在総務省）

と比較すると65％である。この人口は、ドイツなどよりも多く、世界第13位であ

る。決して小国ではない。さらに、年齢別人口構成は、ほぼ完全なピラミッド型

をしており、当面、急速な人口の増加が期待できる。まもなく人口一億人を超え

る大国になる可能性がある。人口の規模としては国としてのまとまりが比較的容

易で、活力を生める規模といえるだろう。総人口のうち、キン族が約86％を占め、

残りを53の民族が占めており、日本ように1民族というわけではなく、キン族以

外はいわゆる少数民族である。人口の大きさ、南北に長い国土など日本と類似し

ている面が多い。

産業構造

日本には乏しい地下資源について言えば、ベトナムは日本にはない石油という

資源に恵まれている。ベトナム南部の南シナ海には海底油田があり、原油はベト

ナムの主要な輸出品である。ハノイの東に高発熱量を誇る良質の無煙炭の炭田が

あり、また錫を産する。これらも、輸出品で、ベトナムは資源輸出国なのであ

る。

ただ、こういった資源産業の次の産業は、農業・漁業である。米、コーヒー、

コショウ、ゴム、落花生、水産物などはベトナムの主要輸出品目である。

言語

ベトナム語はキン族の言語である。オーストロアジア語に属するといわれる。

その発音は6つの声調がある。そのため、声調のない日本語を母国語とする日本

人が成人した後に、習得するのはほとんど絶望的であると言われる。これは現地
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に進出している日系企業がビジネスに使う言語に影響している。

表記は古くは漢字および漢字をもとに作られたチュノムが使われた。政府の公

式文書は漢文が使われていたが15世紀初ホ・クィ・リ帝によって、一時公式文書

にもチュノムが使われたことがある。その後、様々な詩･物語などの作品がチュ

ノムで書かれ民衆に親しまれている。18世紀後半グェンフェ帝は公文書、教育に

チュノムを採用している3。しかし、便利さから、現在はフランス人宣教師が17

世紀に考案し、フランス植民地支配時代に普及したクォックグーと呼ばれるロー

マ字が公式に使われている。これは、ローマ字に発音声調などの補助記号を付け

たものである。しかし、言葉そのものには、日本と同じく漢語が多く存在し漢字

の表記も可能なもの多く存在する。例えばベトナムは越南、ハノイは河内、ホー

チミンは胡志明である。

文化圏

ベトナムの宗教は仏教が80％を占め、カトリック、カオダイ教他が続く4。か

つて、南ベトナム政府に抗議の焼身自殺を行ったのは仏教の僧であった。仏教は

2世紀半ばにまずインドから伝わったとされる。しかし、その後は主に中国経由

で中国文化とともに入ってくることになる。そして道教が中国から入り民衆に広

まった。仏教は東南アジアに多い小乗仏教ではなく、日本と同じ大乗仏教であり、

われわれにはなじみが深い。寺にある仏像の形態、お土産で見かける仏像の形態

も日本で見かける仏像に近いものがある。

また、儒教も中国から持ち込まれた。歴史的には、中国から、仏教、儒教、道

教などが流入している。中国の支配を脱した後、仏教は支配層に取り入れられ、

リ朝では歴代の国王が信仰した。その後、支配層は儒教を取り入れ、チャン朝の

時代に次第に仏教から儒教への切り替えが進みレ朝、グエン朝になると儒教時代

になる。儒教的な考え方は根強く人々の心に根づいている。また、歴代の王朝は

科挙、宦官、省群県制などの中国の制度を積極的に取り入れ、中国とは表向き冊

封関係にあった。このように、ベトナムは文化圏的に言えば中国儒教文化に属す

る。
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社会の基盤　ムラ社会

ベトナムの伝統的村落共同体はラン（村）あるいサ（社）と呼ばれる。しばし

ばランサとも呼ばれる。外側が竹垣で、内側は土塁で囲まれている。外には、水

田が広がっている。内部には、ディンと呼ばれる村の集会所、共同井戸、住宅、

仏寺、廟・祠堂などがある。そしてランは地縁、血縁、年齢、職業など様々な要

素による小さな共同体の集合で、運命共同体である。村の全ての活動を指導、管

理して、村を代表するのが長老評議会である。

ランのはっきりした慣習や掟は長い間伝えられてきた。これらは朝廷が定めた

法律によって制約されてきたが、「村の慣習、掟は皇帝の法律に勝る」と言われ

生活の基礎となっている。南北統一後、一時ディンを破壊しようとしたが、ドイ

モイ政策によって復活してきた。村落共同体が復活したのである。ホー・チ・ミ

ンはこの村社会を大切にした。ベトナム人はホー・チ・ミンをバック・ホと呼ぶ。

バックとは村の年をとった人を尊敬をこめて呼ぶ言葉である5。

ベトナムでは、日本よりも家族を大切にする。日本留学経験者のチャン・クア

ン・フイはベトナム人と日本人の違いを聞かれて「ベトナム人の特徴は、家族を

思うこと。正月にどんな遠くでも帰省する。そして家族で話し合うことを誇りに

している」と答えている6。また、ホー・チ・ミンは1959年に「よい社会とは

よい家族のことであり、その逆もまた真実です。社会の核心は家族です」と述べ

ている。まさに、ベトナム社会の基盤はラン（村）そして、その中の家族であ

る。

ベトナム小史

その国を理解するにはその国の歴史を知らなければならない。ここで、ベトナ

ムがたどった歴史を概観しよう。7

外務省ホームページではベトナムの歴史を「千年を超える中国支配を経験した

中国文化圏最南端の国」と簡単に表現するが、その道は平坦ではなかった。ベト

ナムにはBC20000年ごろから旧石器時代の遺跡が存在する。そして、日本では縄

文時代に相当するBC6000－5000にはバクソン文化と呼ばれる新石器時代の遺構

が出土し、末期には稲の栽培が行われていたという。BC2880年にヴァンラン国
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樹立なされ、フン･ブン王が存在したという。フン・ブン王はかって伝説上の人

物であると見られていたが、1958年の調査により、ブィンフー省でベトナムの建

国を行ったと推定された。BC2000年ころから高地と紅河デルタが青銅器文化時

代に入っている。BC400年紅河上流域で鉄の精錬が始まった。BC258年タイオウ

がヴァンランを併合しオゥラク国と改めている。ここまでが古代ベトナムの独自

文化の時代であるといえる。

しかし、ちょうどそのとき中国では戦国時代が終わり、BC221年秦による中国

統一が成し遂げられた。秦は50万の軍隊でベトナムに侵攻し、現在のベトナム北

部に象郡をおき支配した。さらに、秦末の混乱期に、ベトナムに侵攻した秦の趙

佗がBC208年にオゥラク国を滅ぼした。そして趙佗は秦の宮廷に反逆し中国南部

を制覇して、BC207年南越国を創設し南越皇帝を名乗った。南越は紅河デルタ地

帯と、その南方のタインホア地帯を支配した。ベトナム人はしかし、趙佗による

支配を中国支配の始まりとはみなしていないようだ。南越は秦に替わってBC202

年中国を統一した漢に屈することなく存続したが、BC111年ついに漢により滅ぼ

された。ここにいたって、ベトナムは千年に及ぶ中国支配の時代に入る。日本で

は弥生時代のことである。

ベトナムは中国の支配に任せていたわけではない。中国の後漢時代初期の

AD40年にベトナム史上有名なハイ・バ・チュンの反乱と独立がある。これは漢

の税金の徴収に反対する旧来の支配体制の反乱であったが、最初のベトナム人に

よる独立運動であった。バイ・バ・チュンとは二人のチュン夫人（チュン姉妹）

という意味である。

女性が独立運動を指導したのは当時ベトナムが母系社会であったということに

関係している。現在でもベトナムの女性は強いといわれ、家庭内で実権を握って

いる。男は弱いのである。この独立は漢の光武帝によってAD43年に鎮圧されて

いる。これによって、ベトナムの古い権力機構が弱体化し、中国の直接支配が強

まったことになる。3年間という短期間であったが、中国の支配に反抗し、ベト

ナム人が独立したこの反乱はベトナム抵抗のシンボルとして語り継がれ、チュン

姉妹は民族の英雄として尊敬されている。

AD137年、AD157年、AD178年と中国支配に対する反乱がたびたび起こってい
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る。特に、248年のチュウ夫人による反乱がベトナム人に語り継がれている。こ

れらの反乱はいずれも中国により鎮圧される結果となっている。なお、137年の

反乱の後、現在のベトナム中部にチャンバ王国が始まっている。このチャンバ王

国は当時のベトナム南部を攻撃するも反撃され敗退している。ベトナムとチャン

バ王国の対立はその後約1000年続くがベトナムの征服で終わることになる。そし

て、その後しばらくは中国側の善政によりベトナムは平穏であった。しかし、中

国南北朝時代、梁の交州吏史の圧政に民衆の不満が爆発し、541年リ・ビが反乱

を起こし、一時国号を万春として自ら南越帝を名乗ったが、梁の征討軍に敗れる。

その後中国が再び統一され隋の支配下に置かれる。日本では聖徳太子が活躍した

時代で、607年に遣隋使の派遣が始まっている。

隋が滅び唐の時代に入り、679年交州を安南都護府とした。768年には日本の遣

唐使阿倍仲麻呂が安南都護に任ぜられている。唐の支配の時代にも687年、722年

と反乱が続き、766-791年フゥン・フンの反乱がおきている。864年南詔が交州を

攻撃占拠したが翌865年唐の高駢（カオ・ビン）率いる軍隊に敗れた。高駢はそ

の後9年間、その地にとどまり善政を敷いた。高駢は教養の高い人で、立派な為

政者であったが、外国人支配者の限界であろうか、早々とベトナムを去ってい

る。

907年唐が滅亡すると、ベトナム内で親中国派と反中国派が競い939年反中国派

の呉権が勝利し、王を名乗り中国からの独立を果たした。呉権は首都をオウラク

国の首都だったコロアにおいた。ここにいたってようやく千年の中国支配から離

脱したのである。しかし呉権が944年に死ぬと、国内は群雄割拠の状況になり混

乱してしまう。混乱の中からディン・ボ･リンが台頭し、968年帝位につき国号を

ダイコビエットとした。独自の力で国家組織を作り上げた。ここに至り、ベトナ

ムが真に独立国家として成立したといえる。ディン・ボ・リンは中国が皇帝を名

乗ることを認めないことを承知の上で、皇帝を名乗っている。日本では平安時代

中期藤原道長の父藤原兼家の時代である。しかし、979年内紛が起こり、ディ

ン・ボ・リンが殺されてしまった。このとき軍人であるレ・ホアンが幼帝の摂政

となり実権を握った。この混乱に乗じて中国の宋が征服を企て宋軍が侵攻してき

た。これに対し軍人レ・ホアンが皇帝となり宋軍に大勝利した。981年のことで
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ある。そして、レ･ホアンは宋にベトナムの領有を認めさせた。南方のチャンバ

を攻撃しベトナムへ侵攻する力を奪っている。まだ、ベトナムは北部のみを領土

としていたのである。一方、宋はレ･ホアンを安南都護にして体面を保った。

1004年のレ･ホアンの死後内紛が起こり王朝は1009年滅亡する。1010年宮中の

近衛隊長であったリ・コン・ウアンが皇帝となり、李朝を開き、首都を現在のハ

ノイにおいた。3代皇帝時に国号をダイベト（大越）とし、後に長く使われる国

号となった。これはベトナムの最初の長期政権で215年続いた。このとき中央集

権体制が始まり、国の組織整備が行われ本格的国づくりが始まっている。首都に

多くの寺院が建立され、ベトナム最古の大学が作られている。

一方、宋では宰相王安石が「ベトナム奪うべし」と進言し、ベトナムに侵攻し

てきた。これに対して、1075年ベトナムのリ・トン・キエトは機先を制して先制

攻撃をしたが、宋はチャンバ、カンボジアとともにベトナムに攻め入った。リ・

トン・キエトは必死に抗戦し首都からは撃退するも、国境地帯を奪われてしまう。

リ・トン・キエトは宋と和議をはかり、1076年和議が成立し、奪われた国境地帯

も返還された。1164年宋は交趾国から安南国に呼称を変更し、ベトナムの王を安

南国王と呼んだ。これ以降外国ではベトナムのことを安南と呼ぶことが多くなっ

た。李朝の時代に南方のチャンバを攻め、領土を奪っている。

李朝は次第に衰え、1224年にはチャン・トゥ・ドに国を奪われ滅んでしまう。

チャン・トゥ・ドが創始した王朝が陳（チャン）朝である。陳（チャン）朝は

1225年から1413年まで189年間続いた。日本では鎌倉時代から室町時代である。

しかし、宋を滅ぼした元が3度にわたって侵攻し、首都が陥落し、再び中国の支

配下に入る危機に直面した。1257年元は宋攻撃のためベトナム領通過を要求、拒

否されると首都を占拠したがまもなく撤退する。元が日本に侵攻した文永の役の

1274年、宋から大量の亡命者がベトナムに来ている。1276年には元がベトナムに

属国になるよう要求を突きつけている。1278年に宋が完全に滅亡すると元は再び

日本に侵攻している。弘安の役である。ベトナムには1285年1月に侵攻した。こ

れに先立ち、ベトナムのチャン・ニャン・トン（陳仁宗）帝はチャン・フン・ダ

オ（陳興道）を全軍の総指揮官に任命していた。ベトナム軍は元軍の攻撃に敗戦

を重ね、チャン・ニャン・トン（陳仁宗）は降伏を決意するが、チャン・フン・
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ダオ　陳興道は「降伏に先立って私の首をはねていただきたい。私がいる限りわ

が国は絶対に滅びることはありません。」と説得し、チャン・ニャン・トン（陳

仁宗）も戦い続けることを決意した。圧倒的に優勢な元軍に対し、チャン・フ

ン・ダオ（陳興道）はチャン軍をジャングルあるいは山岳地帯に退避させ、各地

でゲリラ戦法をとり、元軍に反撃を加えた。そして、チャン軍は各地で激戦を展

開し、紅河デルタでは元軍をデルタ北方に撤退させ、首都を奪回した。かくして

元軍は敗走したのである。

1287年12月元は陸海両方から3度目のベトナム侵攻を開始した。元軍はたちま

ち首都を陥落させ紅河デルタに戦闘を展開したが、チャン軍も踏みとどまった。

一方海上では、元の武器・食料の補給船団がチャン軍に攻撃され、大量の武器・

食料を奪われ、船を焼かれた。補給を絶たれた紅河デルタに展開していた元軍は

陸路と海路撤退を開始した。陸路

撤退途中国境で、チャン軍に打ち

破られた。海路撤退した元軍は、

バクダン江において、潮の満ち干

を利用したチャン軍の作戦にはま

り、激戦の末ついに敗北した。チ

ャン・フン・ダオ（陳興道）は救

国の英雄として、今でもベトナム

国民に親しまれている。都市の主

要な通りの名前になっている。ま

た、銅像が立てられている。筆者

はホー・チ・ミン市、ブンタウ市

に巨大な銅像（図1）があるのを

確認した。

1367年元は滅び、明の太祖が即位し、漢民族の帝国が出現した。一方、ベトナ

ムではチャン朝内部で権力闘争がおこり、明に付け込まれて、1406年大軍を送っ

た明の支配下に入ってしまう。1413年チャン朝は滅亡した。明は徹底した同化政

策をとり、ベトナム人の伝統、風俗、古来の文化を捨て去ることを命じた。明は
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図1 ホー・チ・ミン市の巨大なチャン・フ
ン・ダオ像



ベトナムのあらゆる文化を破壊することを狙ったのである。しかし、民衆の不満

が高まり、1418年レ・ロイ（黎利）が反明の挙兵をし、最初はゲリラ戦で戦った。

次第にレ・ロイ軍が反撃に転じ、ついに紅河デルタでの決戦で明軍を次々に破っ

ていった。1427年に至りレ・ロイ軍によって明軍が破られ和睦する。20年ぶりに、

ようやく中国支配を脱したのである。

翌1428年レ・ロイ（黎利）が即位、首都をトンキンに、国号をダイベト（大越）

とする。レ（黎）朝の始まりである。中国はレ・ロイを安南国王に封じ面目を保

った。この後、レ朝は明に対して面従腹背で安定した関係を保つ。第4代レ・タ

イン・トン（黎聖宗）の1470年、ベトナムは宿敵のチャンバ王国を攻め征服して

しまう。また、現在のジャール平原一帯を占領している。

1483年「洪徳律例」を交付した。これは中央集権化された国家が社会、経済を

効率的に運営していくための法律規則を定めたものであった。基本を封建的儒教

的な発想においているが、ベトナムの伝統的社会で実効化されている法と規則を

組織的に再編したものである。その後、暗愚な皇帝の時代になり国内が混乱し、

一時レ（黎）朝は1527年断絶する。以後、約200年間混乱の時代が続く。レ･チ

ン･グエンの時代と呼ばれる黎・鄭・阮（広南）の権力闘争の時代である。その

間、レ朝は形の上で存在し1793年滅亡する。日本では戦国時代、安土桃山時代、

江戸時代である。この時期はヨーロッパが大航海時代になり、キリスト教宣教師

を先頭にアジアに進出をはじめた時期である。1615年にコーチシナにキリスト教

会が設立され、ポルトガルがコーチシナに商館を設置している。1626年にトンキ

ンにキリスト教会が設立されている。

1557年グエン氏がベトナム中部を、チン氏がベトナム北部を基盤にし、南北対

立が始まった。グエン氏は南進を続け、1698年メコンデルタを併合した。これに

は、明滅亡に伴う中国人亡命者をコーチシナに入植させたことも寄与している。

1757年カンボジア国内の反乱に乗じて、メコンデルタを割譲させ現在のベトナム

南部の領土を獲得した。

1771年中部ベトナムでグエン氏の圧政にタイソンの蜂起と呼ばれる反乱が起こ

った。この反乱勢力は阮（広南）とは別でタイソングエン氏と呼ばれる3兄弟に

指導されていた。タイソン軍はベトナム南部を占拠した。グエン氏のグエン・フ
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ック・アインはシャム湾のフゥクォック島へ逃げた。彼はこの危機にシャムとフ

ランスの軍事援助を要請した。1784年タイ軍とグエン・フック・アイン軍はメコ

ンデルタに侵攻し、1785年タイソン軍のグエン・フェと戦い大敗北を喫する。ベ

トナム側から見ると外国勢力の侵攻を打ち破った大勝利であった。タイソン軍は

北上し、チン氏を一掃してしまう。レ朝のレ・チュウ・トン帝は1788年清国に救

いを求め、ベトナムはもともと中国の領土だと思っていた清国は大軍を送りベト

ナムに侵攻した。そして、レ朝を回復したとしてレ・チュウ・トン帝を安南国王

に封じた。清の傀儡である。1789年タイソン軍のグエン・フェは北へ進撃し、清

軍を蹴散らした。グエン･フェはそれ以上清との争いを避け安南国王に封じられ

た。レ・チュウ・トンは北京に行き1793年死亡した。レ朝が完全に滅亡したので

ある。

グエン・フック・アインはフランスのアドラン司教に支援を依頼し、司教は義

勇軍を組織した。司教の呼びかけに応じて大勢のフランス人が参加している。さ

らにポルトガル、タイの支援を得て、1787年タイソンに反攻を開始、コーチシナ

を奪回し、北上する。1802年南北を分けるジャン河をはさんだ戦いに勝利し形勢

が定まった。グエン・フック・アインは即位し、自分自身の治世の始まりを宣言

した。ジャロン（嘉隆）帝である。

北部を制圧すると、グエン・フック・アインは直ちに清に使いを送り戦勝を報

告し、冊封を請うた。清はジャロン（嘉隆）に王の印璽を授け、ベトナム（越南）

国号を与えた。1804年である。中国はベトナム国王としたのであるが、ジャロン

帝は1806年には皇帝を名乗っている。こうしてグエン・フック・アインはベトナ

ム史上初の統一国家を作り上げた。ベトナム最後の王朝であるグエン朝である。

初代ジャロン帝は国内整備を進めている。

建国に際し、外国勢力の力を借りたグエン朝であるが、第2代皇帝ミンマン帝

の時代になると、鎖国政策をとり、1833年キリスト教を禁止した。しかし、この

ころヨーロッパ列強による帝国主義の時代が始まろうとしていたのである。1857

年には、フランス人宣教師、スペイン人宣教師を斬首した。1858年フランスのナ

ポレオン3世は布教、通商の自由、宣教師に対する損害賠償を求めるためにフラ

ンス艦隊を決定し、派遣スペインと同盟して12隻の軍艦をダナンに入れ砲撃した。
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翌年、南部コーチシナに向かい各地を占領した。1861年フランスは17隻の軍艦

3500人の軍隊で進撃し、サイゴンに上陸、ベトナム軍陣地を奪取し、さらに多数

の拠点を占領した。フランスは1862年講和条約（第1次サイゴン条約）を締結し、

キリスト教の布教の自由、コーチシナ東部3省の割譲、フランスのために3港の開

港、2000万フランの賠償金の支払いを認めさせた。フランス植民地時代の幕開け

である。フランスは1867年コーチシナ西部3省を占領しフランスの植民地である

ことを一方的に宣言した。日本の明治元年の前年のことである。さらに、フラン

スは1874年には、コーチシナ6省を割譲させている。そして1884年パトヌゥトル

条約調印により、ベトナムをほぼ完全にフランスの植民地とした。日清戦争開戦

の10年前のことである。1885年には天津条約により、清国にベトナムの保護領化

を承認させている。1887年にはインドシナ総督府を設置した。カンボジア、ラオ

スもフランスの保護国化し1899年には仏領インドシナ連邦が完成した。

ベトナムは抵抗なしにフランスの植民地になったわけではない。19世紀にはグ

エン朝に忠誠を誓う抵抗運動がいくつも発生しているがいずれも鎮圧されてしま

った。20世紀にはいると、抵抗運動は民族独立運動へと変化する。親フランスと

反フランスの考え方があるが、中国文明から離れ、西欧の知識、思想を取り入れ

たのである。ベトナムの近代化がここに始まった。そして共産主義の考え方を取

り入れたホー・チ・ミンが、フランスそして米国を撃退して、独立と国家統一を

成し遂げたのである。1975年になっていた。「自由と独立ほど尊いものはない」

これは、ホー・チ・ミンの言葉である。ここには、儒教の思想などの中国思想は

見られないといったら言い過ぎだろうか。

さて、ベトナムの歴史を総括しておこう。中国の周辺にあって、ベトナムは日

本とほぼ同時期、同程度の歳月の歴史を持っている。ただ、中国との関係におい

てその地続きであるという地理的関係と、象牙白檀などを産出することから執拗

に中国の侵攻を受けてきた。ベトナムの歴史をみると、良くも悪くも中国との関

係に抜きには語れない。漢の時代から唐の時代の中国の支配は、文化の導入が進

んだが、派遣されて来た官僚の私利私欲に翻弄され、独立の運動へとつながって

行く。紀元前のベトナム建国直後から千年に及ぶ中国支配とその後の冊封関係に
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よって、中国の文化が深く浸透している。

その冊封関係は、中国によるベトナム支配という面と、ベトナムによる中国の

利用という現実的な側面がある。元、明、清などの大軍を撃退しながら直後には

使者を送り冊封関係を築き、北の超大国と良好な関係を保っている。冊封を受け

ながら、中国と同じように国内あるいは中国以外の外国に対しては皇帝の称号を

用いている。こういった歴史的背景から、外界の状況に、現実的かつ柔軟に適応

するベトナム人の資質を持つにいたったと考えてもよさそうだ。

10世紀の独立後でも、中国では、王朝が変わるたびに執拗にベトナムを支配し

ようとしている。唐の滅亡後中国全土を統一した宋は宰相王安石の進言により、

大軍を送るも撃退されている。元の時代には日本に侵攻したのと同時期に3度に

わたり大軍を送るも撃退されている。次の明の時代になると、永楽帝がベトナム

の混乱に乗じて占領しその後20年にわたって支配し、徹底した同化政策を採った。

次の清の乾隆帝はレ朝の救援依頼を利用して、完全支配を目指してベトナムに侵

攻したが、冊封関係を確立することで矛を収めている。ベトナムは、北の強力な

大国が侵略してくるたびに、ゲリラ戦で抵抗している。そして、じっと耐え忍ぶ

のである。ゲリラ戦はベトナム戦争で始まったわけではない。ベトナム人の忍耐

強さは、歴史的に中国に対する抵抗の歴史から形作られたのだろう。

このように北の大国中国は常に、ベトナムの独立を脅かす存在であり続けた。

しかし、結局撃退されて、冊封関係を結ぶことで引き上げている。冊封関係とい

うのは、属国関係であり、真の独立国とはいえない。

ベトナムは中国の冊封を受けて、王朝の基礎を固めるところがある。強大な中

国の力をうまく利用し、冊封関係を維持しながらも、中国に対する警戒心は相当

なものである。ベトナムの歴史の主要部分は中国すなわち外敵に対する2000年に

及ぶ抵抗の歴史なのである。抗仏抗米戦争は、対中国抵抗運動の延長上にあると

いる。

最後の王朝であるグエン朝はフランス政府ではないが、フランス宣教師および

フランス軍仕官の支援によって1802年に成立したのである。このとき、ヨーロッ

パの産業・軍事力に目を開き、積極的に取り入れていたら、その後の植民地支配

の苦しみはなかったかもしれない。イギリスでは産業革命がすでに始まり、フラ
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ンスではナポレオンが政権を握ったころである。しかし、ベトナムは中国文明へ

回帰してしまう。そして、儒教を重んじた中国流の支配体制をとっていくのであ

る。

ベトナムは中国に対する抵抗運動の指導者が英雄として尊敬されている。漢の

支配に抵抗したハイ・バ・チュウ姉妹、元の侵略を撃退したチャン・フン・ダオ

（陳興道）などがその英雄である。各都市の通りの名前としてこれら英雄の名前

が付けられている。都市の道路に名前に残し、銅像を建て尊敬の念を表している。

国の誇りである。ホー・チ・ミンの死後、ベトナムが中国から距離を置き、旧ソ

連と緊密な関係を築いたことは中国との歴史をを考えれば必然的であったともい

えるであろう。さて、ホー・チ・ミンは、もちろん現代の英雄である。ただ、か

っての共産圏諸国や中国のように、ホー・チ・ミンの巨大な銅像が街の中心にお

かれるということはない。

ベトナム戦争勝利後の政治

ベトナムは政治的には、共産党の一党独裁の国である。1975年大勝利の後、

1976年の12月の第四回党大会で、第二次五カ年計画（1976～1980）を採択し、南

ベトナムの農民を急速に集団化し社会主義化しようとしたが、農民の抵抗にあい、

完全な失敗に終わった。1977年の大旱魃、1978年のカンボジア侵攻、1979年の中

越戦争などによって、国民は飢餓すれすれの生活水準という危機にあった。そこ

で、党内の改革派が動き始め、急速な社会主義化政策の変更が始まり、1979年9

月党第四期党中央委員会第六回総会が新経済政策を決議し、急速な社会主義化を

放棄し、人々の生活向上のために食料･日用品の生産を増強すること目指した。

その結果、1980年～1981年にかけてひとまず危機的状態を脱した。これにより保

守派が巻き返し、1982年～1984年は経済を締め付けて経済活動が再び停滞した。

その結果、改革派が1985年に返り咲き、1986年12月第六回党大会のドイモイ政策

が国家目標となる。ドイモイ政策は政治的には「社会主義に至る過渡期は、比較

的長期の歴史過程である」と明示され、性急な社会主義的改造路線が否定された。

つまり教条的な社会主義路線が当面否定されたのである。これによって、国民の

生活水準が改善し、現在に至っている。1980年はソ連を中心とする共産圏が崩壊
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する10年前であることを考えると、この性急な社会主義路線の放棄は、教条的よ

りは現実的判断をするベトナム人の資質が現れているようだ。

2006年4月には、第10回党大会（5年毎）が開催され、ドイモイ路線の継続を確

認し、汚職問題について厳しく取り組む姿勢が表明された8。裏から見ると、官

僚の汚職が多いということであろう。1975年の大勝利から1986年のドイモイ政策

の採用に至る改革派と保守派の入れ替わりの様子は、過去2000年の歴史から学ん

だ現実的発想・判断に至る道筋であったようだ。官僚の汚職問題は、歴代王朝の

衰退の原因となっており、現政権よ、お前もかの感が無きにしも非ずである。ホ

ー・チ・ミンの高邁な思想によって克服してほしいものである。さて、米国とは

1995年国交を回復している。

ベトナムの街の風景／市民の生活

筆者は2006年1月にベトナムのホー・チ・ミン、ブンタウ、ハノイおよびその

近郊を訪問する機会を得た。そのときの知見を、ベトナムの魅力としては挙げら

れる、安定した政治、社会、治安、低廉かつ勤勉な人材などに結びつけながら見

て行きたい。なお、写真は断らない限り筆者が2006年1月に撮影したものである。

ホー･チ･ミン

さて、ベトナムの精神的支柱はいうまでもなくホー・チ・ミンであろう。しか

し、街に強大な銅像があるわけでもない。ハノイ市では、有名なホー・チ・ミン

廟があり、遺体がソ連の技術によって保存されており、一般に公開され訪れる人

が多い。ホー・チ・ミンは生前、自分の死後は火葬にし、その灰を北部・中部・

南部の丘陵に埋めるように言い残したという。これはいまだに実現していないの

である。まだまだ、ホー・チ・ミンの名が現在の政府にとって必要なようだ。近

くに、ホー・チ・ミンの執務室、住居などがあり、市民に親しまれている。

生活を楽しむ市民

この国の首都、ハノイ市内を単独で歩いてみたが、不安を感じることはない。

東南アジアで時折経験する子供たちによるタバコや新聞などの物売りを見かける
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ことがない。また、何をするでも

なくたむろしている大人の集団を

見かけることもない。一般の住宅

が高い塀で囲まれ塀の上は有刺鉄

線で守られているという情景は、

治安の悪い国ではよく見られる光

景だが、ベトナムではあまり目に

することがない。治安は相当よい

のである。市内の公園は、清潔に

整備され、一般市民がゆったりと生活を楽しむ様子が見られる（図2）。市内の公

園、メインストリートを歩いても、物売り、乞食など見かけることがない。ゆっ

たりと生活を楽しむ一般市民の姿を見ることができる。表情は穏やかである。

交通手段

ベトナムの人々の主要な交通手段は小型のバイクである。公共交通機関の普及

はまだ十分ではない。街にはバイクがあふれ、二人乗りは当たり前で、3人乗り

も珍しくはない。その活力はすさまじいものがある。日本と異なり、道路の中央

もバイクの通り道で、自動車やバスは遠慮しながら走っているように見える（図

3）。もちろん、自転車もあるにはある。高校生の通学の手段は自転車が多い。ま

た、自転車に乗っている人物もみすぼらしいものはいない。ベトナムのバイクも

新車が目に付き、古いものはあまり目に付かない。バイクに乗りたくても乗れず

に自転車で我慢をしているという層がほとんど見られない。一方、自動車の普及

はそれほど多くはない。街頭にヨーロッパの高級車が時折見られるということも

すくない。

すなわち、大部分がバイクを持てる中産階級とみなしてもよいのではないか。

これは、2002年に見た中国の成都、鄭州における高級乗用車と、バイク、自転車

それも壊れる寸前の古い自転車が混在する風景とは著しい対比を見せている。中

国では自動車が占拠している道路の端を見るからにみすぼらしい人々が古い自転

車で物資を運んでいるのを見ることがあり、貧富の差を感じたものだが、ベトナ
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ムでは見かけない。この状況は、

訪問したホー・チ・ミン、ブン

タウ、ハノイ、ハノイ郊外とど

こでも同様である。都会にのみ

バイクがあり、田舎では、自転

車しかないということがないの

である。貧富の差が非常に小さ

いという印象である。

ドイモイ政策以前の「貧しさ

を分かち合う」を、「中流を分か

ち合う」と言い換えてもよいよ

うに感じられるのである。

2005年末、ベトナムにはおよ

そ1700万台の乗り物があり、そ

の94％（1600万台）がバイクで

ある。これは交通事故という社

会問題を起こしている。2004年

には、交通事故死者数11,700人、負傷者15,000人に上る。死者数は95年に比較し

て倍増している。

そして、交通事故による損失は2003年でGDPの1.96%と見積もられている9。こ

れは、急激な利用者の増加に、交通システムが追いつかないこと、交通道徳・ル

ールの利用者への教育が不十分であることなど様々な原因があげられており、当

局を悩ませている。例えば、写真に見るように、日本ではバイクに乗るときに義

務付けられているヘルメットを着用しているものは皆無であったし、道路のレー

ンの使い分けなどまったくなされていなかった。

したがって、交通ルールの整備とユーザーの啓蒙がもっとも効果的という説も

ある。これについては2007年9月に交付された政令で、ヘルメット不着用は罰金

20万ドンとされ、そのほか、各種交通違反罰則強化されたと報告されている。10
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労働の様子

ハノイから車で約40分、バチャ

ン焼きで有名なバチャン村があ

る。ここで、工房を見ることがで

きた。バチャン焼きはロクロを使

わずに粘土を型にはめて成形す

る。そのため、日本の有田焼など

の磁器に比較すると、厚手である。

バチャン焼きの絵付けは若い女性

によって行われている。その文様

は繊細で美しく、すべて一つ一つ

手で描いていくのである。手先の

器用さと忍耐が求められる細かい

作業である。（図4）

管理者の姿は見られないもの

の、1月で寒さも感じられる決し

て良好な職場環境とはいえない工

房で数人の彼女たちは黙々とかつ

楽しそうに絵付けに励んでいた。彼女たちは、愛嬌があり少々恥ずかしがりなが

らも、色々見せてくれる。カメラを向けると、マスクをはずしてくれた。

ベトナムでは歩道に露天商が多い。露天商を見ると、どこもほぼ同じ大きさで

ある。そして、いろいろなものを売っている。ハノイでは朝食を売っている店が

多く、結構繁盛しているようだ。路上が販売の場でありレストランである。また、

南国の常として豊富な果物が露天で売られている。リンゴ位の大きさの丸い果物

が単に山にして積んであるのではなく、一つ一つ整然と積み上げられている。几

帳面さが見られる。田舎に行くと路上で、自家製であろうか農産物を売っている。

販売されている商品や規模にはハノイとその郊外で差がない。同じものがほぼ同

じ規模で売られている。地域による貧富の差が小さいという印象を受ける。

ハノイ市内にも露天商ならぬ天秤を担いだ行商も歩いている。写真（図5）は
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果物を売っているのであるが、よ

く見るとリンゴ位の大きさの果物

が単に積み上げてあるのではな

く、一つ一つ几帳面に並べられて

積み上げられているのは露天商と

同じである。

文化の背景にある漢字

街を歩いても、通常は漢字は見

られない。もっぱら、現在の正式

な表記法であるローマ字によるクォックグーの表記が主である。しかし、文化を

反映すると見られる室内装飾品の店頭を見ると、そこには漢字が生きている。日

本でも部屋に縁起のいい文字を飾ることが行われるが、ベトナムでは、儒教の影

響で「忍」「福」「徳」「心」などが額に入れられて売られている（図6）。ベトナ

ム語は現在クォックグー表記であって漢字は読めないことになっているのである

が、ここでは漢字が生きている。

中でも、ベトナム人の心を表す言葉に「忍」の文字に象徴される忍耐がある。

古来ゲリラ戦はベトナムが得意とするところであった。北の強力な大国である中

国が侵略してくるたびに、ゲリラ

戦で抵抗している。そして、じっ

と耐え忍ぶのである。ゲリラ戦は

ベトナム戦争で始まったわけでは

ない。2000年に及ぶ中国の支配に

対する抵抗の中でゲリラ戦の戦術

を磨いてきた。ベトナム人の忍耐

強さは、歴史的に中国に対する抵

抗の歴史から形作られたのだろ

う。写真（図6）に示す店頭では、

「忍」の文字が最も目立つところ
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に置かれている。そして、文字を見ると「徳」、「忍」「心」「福」があるが、8枚

の字額のうち、3枚が「忍」で「心」「徳」がそれぞれ2枚、「福」が1枚である。

「忍」がいかに人気のある文字なのかわかる。

「忍」については、1994年1年間、日本のTVドラマ「おしん」が放映され、大

変な人気であったという11。「忍」はベトナム人の共感を呼ぶのである。

インターネットの普及

2004年7月時点のインターネッ

ト普及率のデータがある12。それ

によると、加入者数1,436,417人、

利用者数5,341,943人で、人口に対

する割合はそれぞれ1 . 7 6％、

6.55％である。決して高くはない

数値であるが、街には、インター

ネットカフェであろうか「インタ

ーネット　ゲーム」の文字がある

店が存在する。これは、個人レベ

ルでのインターネットの普及率は

それほど高くなく、こういった共

同で使える場でオンラインゲーム

を楽しむのであろう。

しかし、ビジネスの場では状況

は異なる。われわれが宿泊したホ

テルは全てインターネットが使用

可能であった。ホテルの部屋にい

わゆる情報コンセントが設置され

ていたし、ビジネスセンターでも

使用可能である。また、訪問した

日系企業のすべてでeメールが使
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われていた。

統計的に見ると、ベトナム企業の92％がインターネットに接続しており、この

うち81％がADSLを利用している。また、インターネット利用率はアジア平均に

達し、40％の企業がウェブサイトを開設している13。すなわち、企業活動におい

て、インターネットの使用は障害とはなり得ない程度に普及が進んでいると考え

てよいだろう。

教育の状況

ベトナムでは、統一前は当然のことながら、南と北で教育制度が異なっていた。

統一後6年を経て、1981年に旧南ベトナムの教育制度に一本化された。北ベトナ

ムの制度でなくて、南ベトナムの制度であるところが面白い。そして、1990年に

UNESCOの「万人に教育を与える世界宣言」、「行動計画」に調印した。1991年に

初等教育（6 歳から10 歳の5年間）を義務教育とする法律を成立させ、1992年、

共産党中央委員会総会において「教育訓練への投資は国家開発への投資である」

という決議を採択、1998年、教育基本法を成立させ、就学前教育から社会人教育

までの教育全般を規定した。これによって、現在の教育制度は次のようになって

いる。

●　幼児教育：3 カ月から6 歳までの子供たちの保育、保護、教育を実施するも

のである。

●　初等教育（小学校）：6歳から10 歳までの子供たちに対する義務教育であり、

5学年で実施される。

●　中等学校（基礎中学）：4 学年で実施される。入学する生徒は、小学校卒業

資格がなければならず、11 歳からである。

●　高等学校（普通中学）：3 学年で実施される。入学する生徒は、中等学校卒

業資格がなければならず、15 歳からである。

●　大学と大学院教育：

●　短期大学：高校卒業資格ないし専門学校卒業資格を持つ者に対し、3 学年で

実施される。

●　大学：高校卒業資格ないし専門学校卒業資格を持つ者に対し、養成分野によ
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って4～6学年で実施される。同一分野の短期大学卒業資格を持つ者に対して

は、1～2学年で実施される。

●　この上に修士課程、博士課程の大学院がある。

これらの教育を受けている人口についてみると、義務教育である小学校が5年

間で9,336,913人（1学年平均1,867,383人）、前期中等学校（中学校）が4年間で

6,254,254人（1学年平均1,563,564人）、後期中等学校（高校）が3年間で2,334,255

人（1学年平均778,085人）である。14

就学率をレベル別に見ると、2002年度 初等教育就学率：93 .9％（UNDP

Vietnam）、2002年度前期中等教育就学率：65％（同上）、2000年度後期中等教育

就学率：38％（同上）、2002年度 高等教育就学率：10％（UNESCO Education

Statistics）15。また、高等教育の質について、教員の面、設備の面から不十分で

あるという指摘もある。

高等教育の普及はこれからである。したがって、日本企業が現地に進出した場

合に、低廉な単純労働者の確保は容易であっても、管理者の確保には苦労するこ

とになる。

人口の動向
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人口は約8,312万人（2005年末）である。統計年が異なるが、これを5歳ごとの

年齢別構成比で見たのが図9である16。図に見るように、典型的なピラミッド型

である。

50歳から64歳の人口が男女ともに少ないのは、年齢的にベトナム戦争の影響と

いえる。子供の数が非常に多く、20歳未満の人口が39.5％を占めている。非常に

若い国ということが言える。

労働人口は4,000万人を超える。初等教育については、就学率93.9％、そして、

成人総識字率90％（2000-2004）17が示すように労働者としての基礎条件は満た

している。

これは、ベトナムで事業を展開する企業から見ると単純労働を担う若年労働者

は豊富であるということである。

経済の状況／日本との関係

ベトナムの一人当たりのGDP（名目）は617.8ドル（2005年）である。日本の

31,277ドル（2002年）に比較すると、はるかに小さい額であるが、アジアの経済

危機を乗り切った後、継続的に高い経済成長率を誇っている。GDP成長率は、

2003年7.3％、2004年7.8％、2005年8.4％で、工業生産と輸出が牽引している。そ

して、2006年は8.2％で工業生産と投資によって高成長を維持した。ベトナムは

今まさに高度経済成長期なのである。

ベトナムと日本の経済関係を貿易の面で見ると、2006年において、次の通りで

ある。ベトナムの輸出額 398億2,621万ドル、内対日輸出額:52億3,213万ドルで、

輸出相手国としては米国の78億2,870万ドルに次ぎ第2位である。一方、ベトナム

の輸入額448億9,112万ドル 内対日輸入額47億96万ドル（10.5％）で、輸入相手国

としては中国の73億9090万ドル、シンガポール、台湾、に次ぎ、第4位である。

主要輸出品目は、原油、衣料品、履物、水産物など、主要輸入品目は、機械・設

備品、石油製品、繊維など、国内生産・輸出加工向け原材料といった資本財・中

間財の輸入が多い。これはベトナムの経済状況を反映している。すなわち現状で

はベトナムは工業国ではない。例えば、原油産出国であるが、石油製品の輸入国

である。
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しかし、日本側からみると、日本の総輸出額は6473億ドル、総輸入額は5793億

ドルであるから、それぞれベトナムは0.74％、0.90％と決して大きくはない。拡

大余地は大いに残されている。

投資状況を見ると、新規・拡張を合わせた2006年のベトナムへの直接投資は対

前年比79.1％増の113億5,220万ドル、87年外国投資法の施行以来、最高額である。

国・地域別では、1位が韓国（29億7,610万ドル）、2位が香港（16億4,390万ドル）、

3位英国（15億2,630万ドル）、4位日本（14億1,180万ドル）、5位米国（7億9,950万

ドル）である。日本企業の投資件数と投資額をみると、件数：600件、金額：62

億8,970万ドル（88年から2005年までの認可累計）であり、日系企業進出企業数

は555社に達している。しかし、投資（進出）に関連した特長、問題点として、

[1]裾野産業が未発達で、現地での部品調達が困難、[2]煩雑な行政手続、[3]イン

フラの未整備、[4]割高なインフラコスト、[5]突然の制度変更、一貫性にかける

政策などが挙げられている18。なお、投資については、日越投資協定が2003年11

月締結され、2004年12月発効している。在留邦人は2005年10月時点で4,207人で

ある19。

裾野産業が十分とはいえないベトナムでは、日系製造業にとって部品の調達に

課題があるが、三井物産が「日系製造業への材料･部品のタイムリーな供給とベ

トナム産品の輸出拡大に力を入れる」として全額出資現地法人を設立した。その

ほか、住友商事による工業団地の開発など商社の動きが活発化している20。この

ように、日系製造業が進出する基礎条件が改善しつつある。

こうしてみると、日本にとって、ベトナムは、貿易投資ともに主要な国とはな

っていない。しかし、中国の経済発展に伴うコスト上昇など、豊富な労働力、地

理的条件など、インフラの整備が進むなど、日本企業が注目する状況が十分にあ

るといえる。今後、日本企業の中国離れ・ベトナムシフトが加速される可能性が

高い。

現地進出日系企業の操業状況21

筆者らは2006年1月にベトナムで操業している表1に示す日系企業を訪問し、イ
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ンタビューする機会を得た。これらについて、日本多国籍企業研究グループ

（JMNESG）の研究枠組み22を参考に、操業の状況をベトナムの産業･教育・文化

などとの関係で見ていこう。

日本人とベトナム人の共通言語

ベトナム語は、日本語と異なり6つの声調があり、日本人にとって習得しにく

い言語である。したがって、現地進出企業に派遣された日本人がベトナム語で仕

事をすることは難しい。英語も日本人ベトナム人双方にとって得意な言語とはい

えない。その結果、日本語が共通語として使用される。ベトナム人の日本語習得

はその逆よりは可能なようである。もちろん作業者全員に日本語の習得を期待す

ることはできない。事例で見ていこう。

業務で使用する共通語は日本語で、時間内に日本語教室を開いている。（E社）。

使用言語はベトナム語か日本語、例えば、組み立ての作業基準があるが、日本語

のものをベトナム語に訳して使用し、作業者に教えるのは現地人でということを

徹底している（D社）。小集団活動の掲示板では英語とベトナム語の併記で行っ

ている（D社）。英語でのコミュニケーションで問題がある場合がある（C社）。

安全意識の定着のために、親会社で使用していて、朝昼夜関係なく使える日本語

の挨拶言葉を導入、定着させている（A社）。

生産管理、部品調達関係

日本型経営生産システムに必要とされる設備、冶工具、部品などについては、

ベトナムの現在の産業構造ではベトナム国内で調達し得ない場合が多い。したが

って、日系企業はその設備そのほかを日本を始めとする国外から調達する例が多

Ａ� Ｂ� Ｃ� Ｄ� Ｅ�
操業開始年� 1997/11 1996/6 2002/10 1995/3 2003/8
外国企業出資比率� 100% 83% N.A. 75% 95%
輸出比率� 100% 100% 100 0%
従業員� 7,896 127 N.A. 351 1050
日本人派遣者数� 34 17 0 8 7

生産品目�
自動車�
部品�

原油� 原油� 自動車�
自動車�
部品�

表1　訪問日系企業�
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い。部品をベトナム国内で調達する場合も日系企業が多いのが実態である。

事例で見ていこう。地金をインドネシアから持ち込み、銅線に引き伸ばしてさ

らに絶縁材の被覆をして電線に仕上げて使っている。また、巻取り機は日本、ド

イツ製を使用。コルゲート部品の成形機は日本、台湾から調達した（A社）。部

品調達は99％海外（日本、台湾、タイ）に依存している（D社）。精密鋳造部品

の製造では型を日本から持ち込んでいる（A社）。部品の60％は日系ベトナム企

業から調達している（E社）。現地調達部品はバッテリー、タイヤ、シートなど

があるが、いずれも調達先は日系企業である（D社）。

労働者の質

管理者や経営者は日系企業では日本人が担当することが可能である。しかし、

作業者については、ベトナム人を活用するしかないのは明白である。ベトナム人

については勤勉で粘り強い、手先が器用であるなど肯定的な見方が多いように思

われる。筆者の観察でもそのように感じられる状況があるが、日系企業はベトナ

ム人作業者について、どのように評価し、期待しているのであろうか。また、日

本より強いといわれる家族とのつながりや、いわゆるムラ社会という快適な場が

別にあることの影響は作業者の離職率の高さの遠因とも思われるが実態ではどう

だろうか。

従業員の平均年齢27歳で若い、ベトナム戦争終結後に生まれた世代である。ド

イモイ後でも、20－25歳になっている（D社）。非常に勤勉で、手先が器用でか

つ人件費が安いと評価しているが、2S（清掃・清潔）で見ると、掃除の習慣が

なく、ルールを遵守するということがない、一方、年功序列の考えが強い。また、

採用は、試用期間、訓練機関を経て採用とする。人員確保には苦労しない（A社）。

品質管理手法として、不良品はラインの外に出し、札束表示（金額に換算）して、

無駄意識を高めている（E社）。電線が細くなりすぎてベトナム人でも手で扱え

なくなったためロボット化して日本への輸出を始めている。80％は南部の田舎の

人であるが休み明けに10％くらいが帰ってこない、そして年間離職率は28％程度

に上る。その結果5年以上の勤続者は数名しかいない（A社）。

ベトナム人では業務上のエキスパートはいないので、世界10ヶ国から集めてい
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るが、ワーカーおよびトレイニーとして採用しているが大変よい。また、中には

きわめて優れているものもいる（C社）。

塗装工程では、手で塗装を行うが、品質は確保されている。小集団活動を展開

しており、掲示板に成果を表示している。個人のリーダーの顔写真も載せ、動機

付けを行っている。生産現場で工程をまたいで手伝うということは見られない。

しかし、生産達成のために報酬で釣ることは効果がある（D社）。

ワイヤーハーネスの端子付けには女子労働者が働き自動機械と手作業の両方行

っている。勤続1年程度でエキスパートリーダになれる。また現場のアシスタン

トマネージャーはベトナム人である。現場では帽子で資格の有無、種類が判別で

きるようにしている（A社）。

新入社員教育で5Sをベトナムバージョンに変えて教えている。技能訓練所が

あり、ねじ締め競技会の開催、間違い探し、体験モデルを提示して分かりやすく

指導する工夫をしており、参加者も多い。向上心の強さがうかがわれる。日本の

技能研修センターに派遣し優秀者のサティフィケートを写真つきで掲示してあ

る。ワーカーの離職者は1.5％／月で半分以上は3ヶ月以内にやめていく（E社）。

昨年（2005年）から小集団活動を開始し、スタッフ中心であるが25サークルが

活動している（A社）。

日本人派遣者によるベトナム人従業員の評価：技能の習得状況は良いが,目を

離すとサボる23。

総括すると、作業者としての適性は備えており、向上心もあるので5Sの徹底

をはじめとする日本型経営生産システムに必要な教育を施すことによって良質な

労働力とすることができると判断してよさそうだ。

間接業務、管理者クラス人材の質

管理者クラスは各社とも、日本人が勤めていることが多い。このクラスのベト

ナム人は教育の状況と、ドイモイ以降の歴史の浅さからベトナム人人材は豊富と

は言えず、人材難である。例えば、大学卒はほんの一握りしかいないし、大学教

育の内容も理論偏重といわれ、そのためか学歴社会である。こういった状況は日

系企業の人材確保と人材育成にどのように影響しているのであろうか。
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ベトナム人に尊敬される経営者であるべきで、金でひっぱたくやり方はだめで、

家族の1員ということで説明するのがよい（D社）。

ホワイトカラーでは離職はほとんどない。ベトナムは学歴社会である。間接員

のスタッフは大卒であるが、現場スタッフはたたき上げが多い。メンテナンス部

門もベトナム人が担当している。日本の間接部門の仕事を取り込んできている。

製品設計された顧客図面を元に、製造するための設計をベトナム人間接員でおこ

ない、親会社の仕事のうち80％程度を行っている。6ヶ月の教育で仕事ができる

ようになる。そして、間接員でも人件費が日本と比較して大幅に安い。現地では、

品質第1であるがそれには人の教育が主になるため、教育システムを構築して成

果をあげている。対ベトナムニーズは低賃金労働者から間接部門の仕事に移りつ

つある。部責任者は現在日本人であるが、次年度には現地人化を計画している

（A社）。

デザインセンターを持ち、日本の親会社から設計業務を請け負っている。日本

語対応のため1年間の日本派遣の制度で毎年数名を派遣している。設計者として

はまじめで、勤勉であるにもかかわらず低コストというメリットがある。身の程

知らずだが、上昇志向は強い。マネージャーが前を歩いている者がごみを捨てて

も注意することがない。個人主義、無干渉主義が強い。年末パーティを実施し一

体感の醸成に努めている。結果としては出勤率が上がっている（E社）。

公務員給与が安いせいか、賄賂問題があり、出資者内で揉め事が起こっている

（B社）。

上司やリーダーは分かっていても注意しない。お互いが中止することをしない、

注意をしてうらまれることを避ける思考がつよく、間違ったことでもそのまま見

過ごしてしまう。日本人が注意すると日本人が言うのでこうしてほしい、訂正し

てほしいという。したがって日本人派遣者は必要である24。

ホー･チ・ミンに「自由と独立ほど尊いものはない」という有名な言葉がある。

実はベトナム語の「自由」には、「勝手気まま」という意味もあるという。した

がって、このホー・チ・ミンの言葉を「皆が独立心旺盛で、勝手気ままに動いて

いる」と解釈すると、ベトナム人の気質をぴったり表しているといわれている25。

まさにこの言葉通りの現象を、日系企業に見ることができる。日本とは異なった

－28－

BRICs諸国の後を追う新興工業国ベトナム



面があるとしても、独立心が旺盛で、向上心が強いという特質はプラスに評価さ

れるだろう。したがって、組織活動について適切な教育指導を行うことによって、

管理職業務を十分に任せることができる。そして、驚くべくことは、各社がその

低賃金と能力を見込み、日本からすでに一部の間接業務を移管していることであ

る。今後は、こういった業務移管がますます進むことが予想される。

おわりに

BRICsに次ぐ新興工業国としてのベトナムについて様々な面から考察してき

た。新興国につきもののあいまいな産業政策、官僚の腐敗などの問題を抱えるも

のの、タンソンニャット国際空港、新ターミナルビル建設を日本のODAである

ことを明示する律儀さがある。ドイモイ政策や、むやみとフランス植民地時代を

否定せず文化的建築物の保存などに見られる現実的対応能力を有している。国民

の旺盛な向上心、状況の変化に柔軟にかつ現実的な対応ができる国民性が見られ

る。国家間や民族間の文化の違いは、時としてさまざまな摩擦を生むが、ベトナ

ムは仏教・儒教という我々日本人が共有しうる文化的背景を持っている。その国

土、人口は、我々日本とほぼ同規模である。日本が経済、文化などの面で友好的

かつ強固な関係を築くことが可能であろう。

そして、178ヶ国・地域を対象にした世銀調査による2007年の「ビジネスのし

やすさ」で中国は前年の94位から83位であるが、ベトナムは昨年の104位から91

位へ順位を上げている26ことなどから、現在はまだ、良好とはいえない投資環境

の改善も期待できる。多数の日系企業がベトナムに進出することが期待される。
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