
多くの日本人がベトナムに注目するようになっている。
しかし、日本人にとってはまだまだ未知の国でもある。
そのベトナムの特色、魅力、そしてポテンシャルを探る。
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ベトナムとの関わりは
いつ頃からですか？

　私は1996年から1998年まで在ベトナム
日本大使館で専門調査員として2年間の
経済調査に携わることになりました。これ
がベトナムと関わるきっかけとなりました。
　2001年以降は、中央銀行から商業銀行
まで幅広く金融コンサルティング業務を行
い、金融の面からベトナム経済の実態に直
に関わりました。
　この期間は、私にとって金融実務の現
場を通して、ベトナム人のものの見方とか、
価値観とかを、頭ではなく体で実感する貴
重な機会となったのです。

ベトナムでの経済活動の自由は
どの程度進んでいるのですか？

　金融ビジネスを通じての私の印象です
が、銀行内部のシステムも、銀行を取り巻
く規制環境も、日本のそれとは違います。
　まず外部要因としての法制度について。
1990年代以降、ベトナムでは憲法はじめ法
体系が大幅に改革、整備されていきました。
　以前は会社を作って利益を追求するこ
とは認められなかったわけですが、1992年
の憲法改正から状況が一変したのです。
　その後の一連の改革の中で20 〜 30代
の多くの若者たちがそれまで勤めていた
国営企業を辞めて、独立し、自らが起業家
としてベンチャー企業をどんどん立ち上げ 

るようになっていきました。
　例えば、国営企業のIT ソフト会社で働
いていた30代前半の人がスピンアウトし
て、自分で会社を起こしました。
　そして2001年に「企業法」ができて、さ
らに会社が作りやすくなりました。それま
では法律の影に隠れていたような企業も
表に出てきて企業登録するようになり、若
い人たちが5万円、10万円で新しい会社を
どんどん作れるようになったのです。
　2005年には「競争法」もできました。こ
れは国営企業独占による弊害を抑制する
ための法律です。

ベトナムの起業家は
どんな人たちですか？

　私見ですが、ベトナムで会社が増えたも
う一つの理由があると思います。
　それは法律が変わって、会社が簡単に
作れるようになったので、会社を“バン！”
と作ります。ベトナム人が日本人と違うのは
この後です。彼らは営業を始めて、ちょっ
とダメだなと判断すると、すぐにやめます。
そして、新たな会社を作って、再チャレンジ
するのです。
　日本人は、会社は半永久的に続くものと
思うかもしれませんが、ベトナム人にとって
企業＝プロジェクトなのです。ワン・プロジェ
クトです。このように企業に対するメンタリティ
というか、コンセプトが根本的に違うように
思います。

　プロジェクトなので、ちょっとダメだと判
断したら、すぐやめて、別のプロジェクトつ
まり新しい会社を作るというわけです。
　「欧米的」と言えるかもしれません。起
業家、経営者として働いている若い人には
そういう人が大勢います。
　これは金融面にも次のような影響を及ぼ
します。
　ベトナムでは銀行は中長期のローンが出
せない、出しづらいということです。なぜ
かという、そんな先のことまで借り手は考
えていない、つまり中長期ビジネスプラン
がないのです。
　ベトナム人はワン・プロジェクトとして、せ
いぜい2 〜 3年先ぐらいまでのことしか考
えていません。4 〜 5年先のことなんか考
えないのです。
　ベトナム人には、長期資金を借りようとす
るメンタリティが薄いということです。短期
で資金を回わすことしか考えません。そし
て、資金調達の基本は自己資金です。
　例えばホーチミンの工場が手狭になっ
たので、郊外に工場を作りたいと考えたと
します。そのため仮に5億円かかるとしま
しょう。日本の中小企業なら、例えば4億
円を銀行から借りて、残り1億円が自己資
金で、という感覚だろうと思います。
　ところが、ベトナム人は逆にどうがんばっ
てもせいぜい1億円をローンで借りる程度。
残り4億円は自己資金になるということです。
　経済的社会的な環境が違うので、設備
のための資金といっても5年ぐらいのロー
ンという気持ちはないし、仮に借りようとし
ても、銀行も貸せないという状況があると
いうことです。
　こうしたことから、1年の短期資金を借
りるだけで、後は自己資金で済ませるので
す。つまり、それまで溜めてきた資金を“ ポ
ン！”と使うことになります。
　この事業はダメだと感じれば、すぐやめ
て、新たに会社を起こすことに躊躇しない
のがベトナム人です。しかし、それは彼ら
に忍耐力や情熱が足りないということでは
ありません。ベンチャー起業家はものすご
く働いて、がんばります。その辺は日本人
とほとんど変わりません。

ベトナム
Vietnam

■対ベトナム直接投資実行額上位10各国　（単位：件、十億ドル）

No. 国・地域 件 数 総投資額 資本金 実行額
1 日 本 1,004 16.9 4.8 5.1
2 シンガポール 597 15.2 5.2 3.9
3 台 湾 1,884 19.3 7.6 3.1
4 韓 国 2,022 15.2 5.6 2.8
5 香 港 492 6.3 2.3 2.2
6 オランダ 94 2.6 1.5 2.0
7 英領バージン諸島 371 10.9 3.7 1.4
8 マレーシア 272 7.9 3.0 1.1
9 フランス 206 2.4 1.4 1.0
10 タ イ 182 5.7 2.3 0.8

その他共計 9,368 1,306.8 48.8 29.3
注：計画投資省データ（1988〜2008年12月19日現在）より作成
出所：ジェトロ・ハノイセンター資料（2009.2）



ベトナムでの契約書の
事情はどうですか？

　ベトナムでは法律はまだまだ未整備だと
思ったほうがよいでしょうが、中国人とビジ
ネスをやっていて起こるフリクション（摩擦）
のようなものは、ベトナムではほとんど感じ
ないと思います。
　書面で交わした契約を、契約の後にく
つがえされることは比較的少ないよう
です。
　ただ合意に至ったのに、契約の直前にく
つがえすという人がいます。しかし、それ
は最後まで粘る人がいるという意味で、そ
れによるダメージは少ないと思います。
　契約書は共通語としての英語で作る場
合と、日本語とベトナム語で作る場合、そし
て日本語で作って、別に参考にベトナム語
翻訳を作るという3つのケースが考えられ
ます。
　なお、最後のケースでは、日本語の契約
書には「ベトナム語で翻訳書を作るけれど
も、日本語のほうを優先する」という一文を
入れるのが一般的です。
　こういうふうに契約書を作りますが、そ
れでトラブルが起こったという話はほとん
ど聞きません。
　ベトナムはやりにくい国ではないというこ
とです。それに日本や日本人に対してかな
り好意的です。

中小企業の経営者の
ベトナムへの関心はどうですか？

　ベトナムは可能性があると見られている
と思います。
　私はベトナムから戻った後、東京中小企
業投資育成株式会社に移り、アジアサポー
トデスクで中堅製造業の方へのコンサル
ティングを行っていました。顧客の多くは
複数の海外拠点を持っていました。
　例えば、マレーシア、インドネシア、あるい
はタイ、中国などに既に拠点がありました。
　こうした中堅企業もベトナムへの関心は
あるのですが、「プラス・ベトナム」という形
で、ベトナムへ送り込める人的あるいは資
金的な余裕がないというところがほとんど
でした。海外拠点のどこかを潰してまで
は踏み切れないというわけです。
　例えば、タイで10年、20年とやってきて、
ようやくワーカーが育ってきたのに、いまさ
らベトナムで再びゼロからやれないという
わけです。
　モノづくりは皆さん、やはり長期的にやっ
ていらっしゃいますから、なかなかそこま
で踏み切れないわけです。
　「チャイナ・プラス・ワン」として中国に加え
てベトナムという選択肢は、現実的には難
しいと考えている経営者の方は多いと思い
ます。

ベトナムへ進出する企業は
どういうところですか？

　ベトナムを誰が見ているのかというと、
一つは中国からベトナムを見る会社です。
中国からベトナムを見ている企業は、ベトナ
ムの北部を見て、そこに製造拠点を作ろう、
分散しようと考えます。
　この典型的なケースは台湾企業です。
台湾企業は80年代から中国に投資した場
合、その一定割合をベトナムにも投資して
きました。
　もう一つは、東南アジアからの見方
です。
　こちらは、ベトナムの南の方を見ていま
す。例えばタイからベトナムを見ると、ベト
ナムの南部、とくにホーチミン市のほうを向
いています。こちらは電器・電子・オフィス
機器メーカーなどが多いようです。
　ベトナムは南北に細長いので、南部と北
部があって、中部には中都市が多少ありま
すが、基本的には南から入る外資系企業
と、他方、日本の大企業がベトナム北部に
誘導されて、製造業のシフトが起こってき
たという具合です。

ミドルマネジメントや管理職には
日本人の目から見ても、

優秀な人が多い。

■日本の対ベトナム地域別新規認可直接投資（単位：件、千ドル）

地 域
2000年 2001年 2002年 2003年 2004年

件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額
北 部 3 10,250 12 142,705 27 68,259 25 101,053 28 141,443
中 部 2 12,311 3 7,985 2 1,700 1 1,500 5 6,800
南 部 15 54,586 27 21,882 18 34,041 26 20,288 30 104,629
合 計 20 77,147 42 172,545 47 104,000 52 122,841 63 252,872

地 域
2005年 2006年 2007年 2008年

件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額
北 部 52 294,161 70 811,800 71 661,913 48 237,800
中 部 5 57,730 10 17,400 7 5,825 7 6,223,500
南 部 50 99,437 66 227,200 78 241,927 50 826,200
合 計 107 451,328 146 1,056,400 156 909,665 105 7,287,500

注：計画投資省データより作成
出所：ジェトロ・ハノイセンター資料（2009.2）



　北部のほうを向いている企業は、中国に
既に工場を持っていて、今後、道路が良く
なるという期待などからの動き方です。

ワーカーとしての
ベトナム人はどうですか？

　中小企業の社長さんの間では、製造現
場における働き手、ワーカーとしてのベトナ
ム人の評価は高いです。それは潜在的に
高い、つまりポテンシャルを持っているとい
う意味であり、即戦力という意味ではあり
ません。時間をかけて教育すれば、潜在
的に力があるという評価です。
　かつて外資系企業がいなかった時代の
国営企業の給与台帳を見ると、上から下まで
月給50ドルぐらいで差はありませんでした。
　ところが、外資系企業がやって来ると月
給が100ドルぐらいになったりします。そう
すると嬉しいわけです。喜んで働きます。
　外資系企業が入ってきて、就職のチャン
スが増え、南部を中心に工業団地ができ
て、外資系企業を含めた製造業の集積が
行われて、次第に人の動き方も変わってき
ました。
　近くに給与の高い工場や会社があると
転職も起こりがちです。しかし、ベトナムは、
他の東南アジアの諸国と比べると離職率
はまだまだ低く、給与もまだそれほど上昇
していないという段階です。
　ジェトロの国別情報によると、ワーカーは
月給70ドル〜 80ドルぐらいから。ミドル
マネジメントは300ドル〜 500ドルぐらい
出さないと確保できないというケースもあり
ます。
　今、ベトナム人の給与は年率で10％弱上
昇していますが、まだ上がりきっていません。
　ミドルマネジメントや管理職は、私たち
日本人の目から見ても優秀な人が多いで

すね。頑張って仕事するし、その仕事は速
いです。私の経験から見ても、同じ英語の
土俵で戦ったら、こちらが負けるなと感じ
ることもあります。

ベトナム人が
欲しいものは何ですか？

　日本企業のベトナムに関する関心は製
造拠点としてのほうを向いていて、国内
マーケットへの動きはようやく始まったばか
りです。
　例えば、ITや流通関連の方ですと、ベ
トナムの潜在的な成長性を見て、なにか仕
事を作っていきたいと考えています。まだ
可能性の話ですが、今後、人口も増え、経
済成長して、購買力が上昇していけばとい
う期待感からです。
　ここで少しベトナム人の好みに触れてお
きたいと思います。
　ベトナムの若い人が、初任給でなにを買
うかというと、携帯電話です。そこで、日本
と同じようにケータイを使ってなにをするか
ということが話題になり、ユーザーにどん
なコンテンツを提供し、インフラをどう構築
すべきかということが大切になってきます。
　しかし、日本の経験からこう動くだろう
なという固定観念で予測するのでは不十
分で、ベトナムで売れる商品やマーケットが
見えなくなる危険性があります。
　例えば、一般に銀行カードすら普及して
いないのに、日本でも最近登場したばかり
のデビッド・カード（銀行などの預金口座か
ら引き落として支払ができるカード）を持っ
ているベトナム人がいたりします。ベトナム
は不思議な世界です。
　ベトナム人は、何に飛びつくか分からな
い。それが面白いとも言えるでしょう。
　例えば、こんな例があります。以前、新

聞で「お金があったら、まず買いたい家電は
なに？」という質問がありました。上位に洗
濯機とか、冷蔵庫が出てくるだろうと思うで
しょうが、そうではありませんでした。
　理由を考えてみると、ベトナム人は毎朝、
新鮮な野菜をその日食べる分だけ買うと
か、夕方、その日食べる肉を買うとか、つまり冷
蔵庫がいらない生活スタイルなのです。
　ですから、こんなに熱い国だから、お金
があれば冷蔵庫を買うだろうというこちら
の期待を見事に裏切ったわけです。
　一位になったのはカラオケでした。つま
り、そのアンケート時、ベトナム人はエンター
テインメントに飢えていたと思えるのです。
いまでもそうですが。
　また驚くのは、トイレの普及がすごいの
です。生活水準が向上し、住宅着工ブー
ムが興って、トイレが売れました。「一人に
一台のトイレ」が憧れの生活スタイルになっ
たのです。
　金持ちの家には、各室すべてにトレイが
作られました。各室に自分専用の水洗トイ
レがあるのです。家にトイレがない時代か
らの反動だなぁと思います。ウォッシュレッ
トを付けだすと、それがまたすごいことに
なるのです。
　このように何に飛びつくか分からないの
で、マーケット調査でいろいろやってみると
面白いと思います。
　日本人の常識が通用せず、日本では当
たり前にある商品やサービスがいろいろと
ないのがベトナムです。
　そこがベトナムの面白いツボなのです。
産業のいたるところがガラガラなのです。
だからベトナム人がどこ（どの商品）に飛び
つくかは、誰にも分からないのです。

中小企業金融公庫（現・日本政策金融公庫）、在ベ
トナム日本国大使館、三和総合研究所（現・三菱
UFJリサーチ＆コンサルティング）、東京中小企業
投資育成株式会社を経て、クロスボーダー・ジャパン
株式会社代表取締役社長
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■日本商工会加盟企業数の推移（単位：社）

年　度 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ベトナム日本商工会（JBAV） 115 109 123 132 145 166 199 246 335
ホーチミン日本商工会（JBAH） 212 231 242 254 264 275 311 358 418
ダナン日本商工会（JBAD） 37

合　計 327 340 365 386 409 441 510 604 790
注：JBAHは2008年10月10日に設立され、正会員418社のほかに準会員31社あり。
出所：ジェトロ・ハノイセンター資料（2009.2）




