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POINT 　都市別の経済水準を見ると、ホーチミン市の一人当たりGDP
は6,628米ドルとベトナム全国平均の3倍弱に達しており、また、
北部のハノイ市やハイフォン市でも4,000米ドルを超える水準に
達しています。2020年の一人当たりGDP目標をホーチミン市で
9,800米ドル、ハノイ市で6,700米ドルとしていることからも、
今後も高い成長が期待されています。またハイフォン市の2018年
GDP成長率は16.3％と極めて高い水準にあり、2015年以降二桁
成長を続け、成長率自体も高まっています。この背景には、韓国企
業を中心とした外資系企業の投資の増加や不動産開発などの
投資が活発であることがあげられます。

　これらの大都市圏だけでなく、これまで知名度の低かった地
方都市も投資先として注目を集めるようになりました。例えば、
北部のゲアン省や中部のクアンガイ省などの最低賃金が大都
市圏よりも低い地域は、縫製業などの新たな進出先となってい
ます。また、中南部のニャチャン市等はリゾート開発や不動産開
発が活発であり、三菱電機がニャチャンに事務所を構えるなど、
これらの地方都市に事務所を構える日系企業も増加する傾向
にあります。
　マクロ経済の安定も経済成長が継続する要因の一つです。

1 安定した経済成長の達成

（1） 高い経済成長の継続

　ベトナムはリーマンショック以降、年率6％を超える経済成長
を達成しています。6％を超える経済成長を達成しているのは、
ASEAN域内ではフィリピンとベトナムだけであり、成長率自体も
高まる傾向にあります。アジア開発銀行（ADB）は、2020年の
ベトナムの経済成長率を6.7％と予測しており、今後もASEAN
域内で最も高い経済成長が継続するものとみています。
　農村部から都市部へ、また実習生として海外へ、農村人口は
流出しており（2018年に海外に渡ったベトナム人労働者14万2
千人のうち約6万９千人が日本を選択）、それに伴い農業機械
市場がメコンデルタなどの農村部で急速に拡大しています。
実際、ベトナム農業機械市場は、2017年に１億1,520万米ドル

（約130億円）規模に達し、2018～2023年の年平均成長率は

14.5％と見込まれています。ベトナムのこうした高い経済成長は、
外国投資による大都市圏への生産・輸出の拡大と、人口の流出が
進む農村部での機械化（資本集約的な動き）、海外在住のベト
ナム人からの送金による消費によって支えられているのです。

ベトナムは長年高い物価上昇率に悩まされてきましたが、2018
年通年では前年比3.54％となり、政府が目標としている4％を
下回りました。なお、毎年改定される最低賃金はこの物価上昇率
プラスαで上昇しています。

（2） 積極的な自由貿易協定の締結

　ベトナムは、各種の自由貿易協定（FTA）に積極的に参加して
います。最も早く締結されたのは、ASEAN域内の自由貿易協定
であるASEAN自由貿易協定（AFTA）で、これによりASEAN域内
相互の貿易に関する関税が引き下げられることとなります。また、
日本との間でも、日本ベトナムEPAや日本ASEANEPAが締結さ
れており、ベトナムで製造される縫製品などの関税率が引き下げ
られています。
　近年では、2019年1月には、米国の参加は見送られましたが
TPP11（CPTPP）が発効され、カナダ向けの輸出が2019年1月
から4月において前年同期比40％以上の増加と、すでに効果が
表れつつあります。また、2019年6月30日には、欧州連合（EU）と
の自由貿易協定（EVFTA）に調印しました。最終的に双方の貿
易品目の99％の関税が撤廃される予定であり、ベトナムのEUへ
の輸出が5％程度増加する見通しとなっています。同時に、ベト
ナムはEUとの投資保護協定（EVIPA）にも調印しています。日本
との間にも投資協定がありますが、こうした自由貿易協定や投資
協定を相次いで各国と締結し、投資環境の改善、外資規制の
緩和、関税の引き下げを通じて、各国からの投資を呼び込む制度
作りに積極的です。

　毎年6％を超える経済成長を遂げるベトナム。1986年のドイモイ政策の導入、1993年の米国の経済制裁
解除を経て、2000年ごろから労働集約的産業の受け皿として急速に外国投資が増加しました。FTAには
極めて積極的であり、外資誘致にも力を入れています。同時に、国内市場も急速に拡大し、一部製品に関しては
年率20％を超える成長を遂げています。東南アジアにおいて、1億人という一つの市場を形成するところまで
ベトナムは発展しているのです。
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タイのサイアムグループなどが、ベトナム南部に石油化学コンプ
レックスを建設中ですが、石油化学コンプレックスの整備などが
今後必要となってきます。

（2） 米中貿易摩擦によるベトナムへの影響

　2019年に入り、米中貿易摩擦の影響から、日系企業だけで
なく、中国、台湾、韓国などのアパレル企業のベトナム進出が拡
大しており、とりわけ、これまで外国投資の少なかったベトナム
中部で増加しています。また、北米向けの労働集約的な縫製品
に加え、パソコンやモバイル関連機器などを製造する企業が
シフトしてくる動きもみられています。実際に香港からベトナム
への直接投資は、2019年1月から5月で50.9億米ドルと2018
年1年間の32.3億米ドルをすでに上回っており、中国も同様に
2019年1月から5月での投資が前年1年間の投資額に匹敵す
る20億米ドルに達しています。
　こうしたベトナムへの製造移管の動きにより、ホーチミン市
やハノイ市などの大都市周辺部の工業団地の価格が高騰して
おり、縫製業などの労働集約的な業種はベトナムの地方都市
への進出が増加する傾向にあります。
　しかし、こうしたベトナムの地方への製造業の進出に加えて、
実習生などの形で海外へ労働者が流出するケースも続いており、
北中部ゲアン省での労働年齢人口は、2014年の200万人をピーク
に現在では189万人へと減少しています。ベトナムの地方での工

業団地開発や外資系企業の進出はまだ始まったばかりですが、
今後急速に人手不足に陥る懸念もあります。
　また、2019年5月、米国はベトナムを通貨政策の監視対象
国に指定し通貨安をけん制しており、中国の次には、ベトナム
が米国との貿易摩擦に巻き込まれる可能性もあります。

3 拡大する国内市場

（1） 高い成長を遂げる消費市場

　3カ月ごとにマーケットが拡大していることを実感するほど、
大都市部の消費は大きく拡大しています。事実、教育、医薬品や
サプリメント、美容機器では年率20％近く消費が伸びているも
のも多くあります。教育分野では、幼稚園児から高校生までで
1,700万人もの学生がいることに加えて、教育熱心なベトナムで
は収入の40％を教育に費やしているともいわれており、塾などの
教育への支出は今後も増加するとみられています。ベトナムの一
人当たりの医薬品への支出は、2018年に10.6％増の約53.5米
ドルに達し、2017年の医薬品市場は52億米ドルとなっており、
今後も二桁成長が見込まれています。高い成長の結果、実数で
日本を上回る商品も現れており、スマートフォンの所有台数はす
でに日本を越えています。

（3） 国内企業の拡大

　不動産や小売りなどを主力事業とするベトナム最大手のビン
グループ（VinGroup）が中心となり、ベトナム国産製品が急速に
増加しているのも近年の傾向です。ビングループは、自動車やス
マートフォンの製造を相次いで開始しました。ベトナム初の国産
車を製造するビングループ子会社のビンファスト（VinFast）は、
2018年10月のパリ自動車ショーにおいて自動車2車種を披露、
2018年11月には電動スクーターを発売開始しています。また、
2018年12月には、小売りを行う子会社のビンマート（VinMart）が、
自社開発したスマートフォンを発表しています。
　ベトナム国外への投資を拡大するベトナム企業も増加してい
ます。ベトナムの携帯電話キャリア最大手ベトテル（Viettel）は、
ミャンマーにおいて現地企業と合弁で携帯キャリアとして2018
年6月に本格参入しました。また、ベトナム乳業最大手ビナミルク

（Vinamilk）は、ASEAN諸国や中国などへの輸出を増やしており、
年15％の輸出の拡大を目指しています。

（4） 過度な韓国経済への依存に対する懸念

　好調なベトナム経済は外国からの投資、とりわけ韓国からの
投資に支えられており、ベトナム経済における韓国への依存度は
年々高くなっています。中でも、サムスンによるスマートフォン製造・
輸出に依存する構造になっており、GDPに占めるサムスンの割合は
10％を超えているといわれています。新たにLGも北部ハイフォン市
でスマートフォンの製造を開始する予定であり、今後、韓国への
依存は更に増すものと予想されます。結果として、スマートフォン
販売の不振や韓国経済の状況如何がベトナム経済に与える影
響が大きくなり過ぎていることが懸念されています。

2 ベトナムの産業構造と
製造環境

（1） 一貫しないサプライチェーン

　ベトナムにおける川上から川下までのサプライチェーンは、特
定の産業においては出来上がりつつあります。北部への集中が
多いスマートフォンやプリンターなどの事務用機器のメーカーは、
部品メーカーも含めた外資系企業の進出が進んでおり、また、
一部ではベトナム地場の部品メーカーからの調達も始まってい
ます。縫製業でも、これまではただ縫製を行うだけであったものが、
繊維や生地を製造する企業やミシン糸を製造する企業などの進
出もみられ、川上も厚くなりつつあります。
　しかし、農産物や原油などの天然資源の産出が多いものの、
それを素材にする川中産業が極めて薄いのがベトナムの産業構
造の特徴です。ベトナム国内に石油精製所が2カ所しかないこと
もあり、産出された原油は主に輸出される一方、ガソリンなどが
輸入され消費される構造にあります。また、乳製品や小麦を除く
大半の農水産物を輸出対象としていますが、例えばコロッケやエ
ビフライを製造する食品加工工場の安全性や技術力の問題か
ら、加工品としてではなくカット野菜やエビのむき身など加工度
の低い段階で輸出されているのが現状で、今後はこれら中間の
加工産業の進出が求められてきます。
　プラスチック成型を行うベトナム系企業では品質が向上し、
事業規模も拡大傾向にあるのに対し、その川上の樹脂を製造
する企業はまだベトナムには存在していません。ベトナムでは、
原油や天然ガスなどの資源は産出されるものの、原料に加工す
る石油化学コンプレックスがほとんど存在しないため、資源を輸
出し、樹脂などの原料を輸入している構造となっているのです。

図表3　小売売上高の推移

出所：ベトナム統計総局
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（1） 肥満など成人病の増加

　肥満は特に小学生など若年層で問題になりつつあります。
統計によっても値は大きく異なっていますが、ベトナム全体の肥
満率は5%前後から15%前後と言われており、東南アジアでは低
い水準といえます。しかし、小学生の肥満の割合は29％で、中学
生の19％や高校生の9.5％よりも高く、特に都市部に住む小学
生の肥満率が高くなっています。ファーストフードや清涼飲料水、
スナックなどが急速に普及・消費されるようになってきたこと、
また、ベトナムでは学校での体育も含め運動量が極端に少ない
ことから、小学生など高度成長の中で生まれ育った若い世代ほ
ど肥満率が高くなる傾向にあります。

（2） インフラ開発の遅れ

　インフラ開発の遅れも深刻となりつつあり、大都市圏での渋滞は
日に日に悪化の一途を辿っています。ベトナムは対外債務が多く、
新規のODA等でインフラ投資を行うことができない状況です。

加えて、財政が厳しく自国予算によるインフラ整備も難しいこと
から、PPPによる民間資金の導入を期待していますが、その採算
性が問題視され外資からの投資は進んでいません。高速道路、
高速鉄道、新規空港、都市鉄道、発電所などいずれも当初計画
通りには進んでおらず、その間、四輪車を含めた交通量や航空旅
客の増加は過度の混雑を引き起こすまでに至っており、成長の
足かせとなる懸念もあります。

（3） 工業団地価格の上昇

　海外からの投資の流入などにより需要が拡大したことで、大
都市周辺部の工業団地の土地使用料が上昇を続けています。
ホーチミン市から40～60㎞圏内のビンズン省の工業団地には
空きがなく、ドンナイ省では今年の半ばまでに占有率が75％、
ロンアン省では80％を超えました。これらホーチミン市周辺省
の工業団地の土地使用料は、１㎡当たり100～140米ドル程
度となっており、ホーチミン市内の平均ではおよそ160米ドルと
100米ドルの大台を超える工業団地が当たり前のようになって
きています。

（2） モダントレードの成長

　ベトナムの小売市場には伝統的な小売形態と近代的な小売
形態（モダントレード）が混在しており、モダントレードの割合は
約3割に達しています。現在、とりわけコンビニエンスストアおよび
ミニマートが著しく成長を遂げています。ベトナムのWTOへの
加盟により、2015年1月以降、外資100％で小売業の展開が
認められるようになったことで、コンビニエンスストアを中心に外
資の小売業の進出が盛んになりました。ビンマートプラスやミニ
ストップは、2019年に50店舗から100店舗の店舗拡大を発表し
ており、コンビニエンスストアの店舗数は今後も急速な拡大を継
続していくものと思われます。
　家電量販店もいくつかのチェーン展開をするグループがあり、
ベトナム国内の家電量販店運営企業への外資による出資もみら
れます。ベトナム最大の家電量販店グループグエンキム（Nguyen 
Kim）へは、タイのセントラル・グループ（Central Group）が49％
の出資をしており、セントラル・グループはスーパーマーケットの
ビッグC(Big C)やランチーマート（Lan Chi Mart）などを含め小
売りにおいて影響力を強めています。また、日本のノジマはチャン
アインデジタルワールド（Tran Anh Digital World）へ10％程
度の出資を行っています。

（3） Eコマースの拡大

　ベトナムのEコマースは、2017年には売上高62億米ドルに達し、
前年比24％の成長と近年20％を超える成長が続いています。
この背景には1億人弱の人口を有し、若者に限らず、スマートフォン
を中心にインターネット利用者が急激に増加したことがあげられ
ます。実際、ベトナムのインターネット利用者は、2017年に5,386
万人に達しました。
　ベトナム人の消費行動を見ると、高島屋などの百貨店やイオ
ンモールなどのショッピングモールが増加してきた近年、実店
舗で商品を見たうえで、インターネットで値段の安い店から購
入しています。メーカーから小売店までホームページ上で買い
物ができるようなサイトを併設しており、これらのサイトから購入
するケースが一般的となりつつあります。近年では、購入から
配達までを専門に行うティキ（TIKI）などEコマース専業企業も
出てきました。
　ベトナムにおいてEコマースを通じた購入が多い品目は、アパ
レル製品・化粧品（59％）、電子製品・家電製品（47％）、ホテル・
旅行予約（31％）、書籍・文房具や花・贈答品（31％）などです。
ベトナムでのEコマースでの配達はバイクで行われるケースが

一般的であり、大型製品の購入よりもアパレル製品や日用品
の購入が中心になっています。バイクによる配達であることから、
温度管理などが難しく、取扱い商品の制約や品質管理も課題
となっています。Ｅコマースを通じた年間支出額は、500万ドン

（約2万5千円）超が24％、300万～500万ドンが20％、100
万～300万ドンが31％、100万ドン未満が25％と少額の利用
が中心です。ベトナムでの代金の支払は配達を行うバイクのド
ライバーに対して現金で行うのが依然一般的であり、キャッシュ
レス決済はまだほとんど行われていません。バイクで運ぶこと
ができる低価格の製品がEコマースを通じて購入されている
のが現状ですが、世界の大手アマゾンもベトナムに参入する
と報じられており、今後ますますEコマースは成長するものと
思われます。

（4） 中間所得層を中心に活況な不動産市場

　ベトナムの住宅市場では、中間層の増加とともに、1㎡あたり
1,000米ドル程度の中級物件の販売が堅調で、2018年に販売
されたアパートの50％以上を占めました。20代から30代が人口
の40％を占めており、こうした層を中心に、投資対象としてではな
く実際の入居を前提とした需要が大きく、今後もこの状況は続く
とみられています。
　大都市中心部ではオフィス需給がひっ迫し、賃料水準は毎年
10％前後の上昇を続けていることから、郊外の賃料の低い物件
に移転する日系企業も多くみられるようになりました。この傾向は
ホーチミン市内で強く、ハイグレードの新規のオフィス供給が
ないこともその一因となっています。進出する外資系企業やベト
ナム国内のベンチャー企業の増加により、拡大を続けているのが
シェアオフィスです。2017年だけで前年比62％の拡大をしており、
外資の参入も増えています。米国のウィーワーク（WeWork）が
2018年12 月にホーチミン市４区に5,000㎡の大型施設をオー
プンした他、クラウド（Kloud）やCEOスイーツ、エグゼクティブ・
センターなども参入しています。

4 急速な経済成長による
新たな問題点

　他方で、急速な経済成長により、新たな問題も生じています。
食生活の変化による肥満などの成人病の増加や、自動車販売の
拡大に道路開発が追い付かない、投資の増加に工業団地開発
が追い付かないなど、喫緊に改善する必要がある問題点がいく
つかあります。
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1 製造拠点としてのベトナムの
特徴、優位性と課題

（1）堅調な製造業進出・投資

　1986年のドイモイ政策による市場経済化、2001年の米越通
商協定発効、2007年のWTO加盟を経て、ベトナムの工業は大き
く成長を遂げました。2000年代後半以降は、中国を補完、代替
する有力な製造拠点候補として位置づけられ、昨今では米中貿
易摩擦により米国への輸出代替地として改めてクローズアップさ
れてきています。
　日本からは大手製造業の進出は一段落し、大規模投資を伴う
製造業の進出は減少したものの、依然として中小を含む製造業
の進出は続いている状況です。

　質の点では平均的な教育水準の高さがあげられます。従前
手薄だった少数民族への基礎教育の機会提供も積極的に進め
られ、識字率は94.8％（2018年、出所ベトナム統計総局）と東南
アジア域内でも高い水準を誇っています。ベトナムからさらに賃
金の低いカンボジアに生産拠点を拡張したものの、現地での基
礎教育の水準が低く基本的なルールを習得させることも難しく
撤退に至ったという事例も聞かれます。コストパフォーマンスを考
えると、多少賃金水準が高くても、依然ベトナムに歩があるという
見方もあるのです。言語面でも、他周辺国と比較し日本語学習者
の数が多く、英語のレベルも相応に高いことは日系企業にとって
ハードルが下がる要因の一つとなっていると考えられます。

　ベトナムの製造拠点としての比較優位性には、安価で質の良
い労働力、比較的安定した政治体制、東アジア各国にとっての
東南アジアの玄関口であり日本、中国、韓国からの調達に適した
地理的要因、等があげられます。従来、停電の多かった電力供給
も発電所の増設により安定してきました。また、営業・販売面では
ASEAN FTAやTPPによる輸出拠点としての優位性、ベトナム国
内市場の成長も業種によっては魅力的な要因となっています。
　一方で、その脆弱性が指摘されるのが産業基盤の薄さです。
産業の裾野が狭く、国内で調達可能な材料・部品が中国やタイ
といった工業国に比べ限られます。また、南北1,700kmに広がる
国土を支える道路網や、3,200kmに渡る長い海岸を活かした港
湾インフラは整備の途上であるほか、当局担当者により解釈の
異なる手続や非公式の手数料等に代表される不透明な法律・
制度の運用も課題としてあげられます。

（2）労働供給の優位性

　ベトナムには、労働力の質・量・価格のそれぞれの点で優位性
があります。
　量という観点では、国民の平均年齢が28歳と若く、人口も
9,467万人（2018年、出所ベトナム統計総局）とASEANでは2
番目の規模です。労働力人口も増加傾向にあり、特に農業分野
からのシフトによって工業（及びサービス分野）では引き続き労働
力供給は十分に見込まれます。なお、女性の労働参加率が高く、
他東南アジア諸国も同様の傾向にありますが、優秀な女性の
雇用機会が豊富にある点も魅力の一つと言えます。さらに年間の
祝日が9日と少なく、1週間の労働時間が48時間（土曜日勤務）
までと年間の稼働日が300日近くに上ることも雇用側としては
有利な条件となっています。

YAMADA Consulting &
 Spire Vietnam Co., Ltd.

Manager

牧村  拓哉
大手監査法人にて8年間監査業務に従事。2011年
山田コンサルティングに入社。2015年より同社
シンガポール支店に勤務。日系企業に対しベトナム
他ASEAN各国の市場調査、M&A、提携サポート等
の進出支援役務を提供。

図表1
①日系製造業のFDI

②日系製造業のFDIにおける1件あたり平均金額の推移

図表2
①労働力人口の推移

図表3　日本語検定試験受験者数の比較（2017年、2018年合計）

②産業別労働人口

出所：JETRO

出所：ベトナム統計総局

出所：日本語能力試験公式ウェブサイト

製造拠点としてのベトナム

POINT
　ベトナムはASEANの製造拠点として諸外国からの投資を集めているほか、自国ブランドの自家用車、携帯電話
の生産も立ち上がっています。賃金上昇圧力はあるものの、労働力の供給や質、現状の賃金水準を踏まえれば、
依然、周辺国と比べて高い競争力があります。
　また、サプライチェーンの未整備も指摘されるところですが、裏を返せばビジネスチャンスでもあります。経済
成長、所得水準の向上による内需の高まりも含め、製造業の活躍の場は広がっていくことが見込まれます。
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　一方で賃金水準については、依然として中国、タイ、マレーシア
等と比べて低水準ではあるものの年々確実に上昇しています。こ
の点において中国と同様に早晩、「ベトナム＋1」で賃金水準の低
い国に生産拠点が移っていくという意見もあります。しかし、近年
では賃金上昇幅も縮小してきており、周辺国と比較して高いとは
言えません。また物価上昇、インフレを踏まえると、内需狙いの製
造企業にとっては値上げの余地があり、国外輸出をメインとした
製造企業にとってはドン安によりコスト競争力を維持できる側面
があります。米国によるベトナム政府の通貨安誘導に対する圧力
といったリスクはあるものの、労働力価格の優位性は早期に失わ
れるものではないと考えられます。

出所：イー・エフ・エデュケーション・ファースト・ジャパン株式会社

出所：三菱ＵＦＪ銀行 「アジアの最低賃金動向」

出所：三菱ＵＦＪ銀行 「アジアの最低賃金動向」

（3）発展途上のサプライチェーン

　部品・材料の現地調達の難しさは、JETROによる進出企業へ
の調査でも毎年経営上の課題として上位にあげられています。現
地調達への切替による原価低減を志向しているが、なかなか期
待通りには進まない、という悩みの声は多数聞かれるところです。

　背景として、ベトナムが工業化してきた経緯に一部要因があり
ます。ドイモイ以降、政府は重化学分野に属する国営企業を産
業発展の中心としましたが、過剰な支援、競争環境の欠如により
生産性や製造品質の向上は進みませんでした。2000年代以降
は外資企業、非国営企業が、ベトナムの工業化を後押ししました
が、その中心は縫製、食品加工等、労働集約型の付加価値が低
い軽工業であり、金属加工、成型等の部品製造のための設備投
資に足る資本蓄積が遅れてきました。
　それでも現地調達の状況は改善傾向にあります。JETROの
調査では、ベトナム進出日系企業の現地調達率は2010年での
22.4％から2018年での36.3%まで改善しています。ただ、その内
訳を見ると、ベトナムに進出した日系企業からの調達が多く、ベト
ナム地場企業の貢献は限定的であり、地場企業からの調達も包
装材や作業服・靴等の備品といった補助的なものに留まってい
るとの声も聞かれます。中小製造企業の進出が進み、現地での
日系同士でのサプライチェーンが構築されている構図です。これは
韓国も同様で、サムスン、LGのベトナムでの生産体制を支える韓
国企業の進出が進んでいます。サムスンは2014年に35％だった
ベトナムにおける現地調達率は2017年に57％まで急上昇した
と発表しています。

出所：bloomberg

出所：JETRO「アジア・オセアニア進出日系企業実態調査」

図表4　英語の能力比較（EF EPI点数） 図表5　各都市の月額法定最低賃金比較（2018年時点）

図表6　賃金上料率の周辺国比較（最低賃金2016-2019平均）

図表8　日本企業の部品材料調達先

図表7
①ベトナムの消費者物価指数昇率推移

②ドンVS米ドルの為替推移
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は2018年のニソン製油所の稼働により石油製品の国内生産能
力は大幅に増加、今後も複数の製油所の建設が計画されてい
ます。併設されるプラントにより基礎化学品も生産増加が見込ま
れますが、現状国内ではその先の樹脂や機能性化学品の生産
体制が弱く、プラスチック加工や肥料、塗料、その他の最終製品
を製造する企業の需要を満たせていません。こうした満たされて
いないニーズも一部の業種にとっては進出・拡大のチャンスにな
ると考えられます。

2 ベトナムでの生産拠点立地の
選択肢、選択における留意点

（1）ハノイ、ホーチミン近郊への集中

　ベトナムの地域は北部、中部、南部と区分されることが多い
です。生産拠点が集中しているのは、北部においては首都である
ハノイ市周辺のフンイェン省、ビンフック省、ハイズオン省、バク
ニン省やハイフォン直轄市、隣接するクァンニン省です。中部で
はダナン市が中心となっています。南部ではホーチミン市を中心
にドンナイ省、ビンズオン省、ロンアン省、バリアブンタウ省等に
広がっています。多くの日系製造業もこのいずれかの工業団地に
生産拠点を構えています。
　一方で、政府は上記以外の地域での産業振興を図り、18の経

済区を指定、当該地域への投資については、法人税や輸入税、
土地使用料の減免、等の優遇を与えています。また、上記の地域
の中でもハノイ市、ダナン市、ホーチミン市以外では一定の法人
税優遇措置があります。
　日系製造業の進出地域としては、時期によっても傾向があり、
1990年代前半はホーチミンを中心とした南部、その後2000年
代に入りトヨタ、ホンダ等の輸送機器メーカーがハノイを中心とし
た北部に展開しました。その後、2010年以降は中小企業が南部
を中心に増加、ただ昨今の米中貿易戦争のリスク回避策として
再びチャイナ＋1として中国からアクセスしやすい北部も投資が
増加しています。

（4）今後の製造業進出にあたり

　中国等との比較でコストメリットが得られるベトナムでは、今後
しばらく労働力を目的とした進出が続くと予想されますが、ベトナム
政府はより付加価値の高い産業へのシフトを図り、労働集約型
産業での進出に対しての誘致姿勢は消極化しています。
　部品の組立において、ベトナムの優位性をより活かしやすいのは、
より多くの工数がかかる品目です。大量生産が必要となる商品・

事業群については中国で、少量多品種で工数が多く発生する、
部品点数が多く細かい作業に時間がかかる商品・事業群につい
てはベトナムで生産という体制を敷いている企業も見られます。
今後進出を考える企業は、必要材料の調達元、物流経路・コスト、
自社製品に占める人件費の程度、設備投資を行う場合にはその
メンテナンス体制等も総合的に勘案し、ベトナムでの生産の
メリットを得られるか検討する必要があります。
　営業・販売の面からは、前述のとおり現地での材料・部品調達
に苦慮する日系製造業への納入を念頭にベトナム進出を考える
企業も見られます。弊社クライアントでも、日本では取引がなく、
接点を持てないような大手製造業であっても、ベトナムでの日系
企業同士という環境・関係性から取引の糸口を掴みやすい、さら
にそれを突破口に日本側でもアプローチを進められる、と営業面
からの進出の利点を語る企業もあります。
　また、業種別には素材の一次加工を行う川中の産業を担う
企業の進出が期待されます。従来弱かった素材産業に関し、国
営企業の外資との協業や民間企業の躍進により鉄鋼・石油製
品等の国内生産量は伸びてきており、これらの川上と最終製品
へ成形・加工・組立を担う川下を繋ぐ機能が必要となってきて
います。鉄鋼に関してはASEANで最大の生産・需要国となり、
さらに2019年には民営最大手ホアファットグループ、台湾企業
フォルモサが新たな高炉を稼働させ生産量は10％増加する見
込です。鋼板・条鋼・鋼管等、それぞれの形状で生産量は伸びて
いますが、従来より需要の多い建材が主な用途となってきたこと
から、製造業において求められる仕様を満たす製品の供給は限
られており依然輸入頼りとなっています。また、石油化学に関して

出所：JETRO「アジア・オセアニア進出日系企業実態調査」

出所：JETRO「アジア・オセアニア進出日系企業実態調査」

出所：ベトナム統計総局

出所：JPECレポート「ベトナムのエネルギー動向と新規製油所建設プロジェクト（2015年度）」

図表9　ベトナム進出日系企業の部品材料調達先の変化

図表10　ベトナム現地調達先の割合の変化 図表11　棒鋼、鉄鋼の生産量推移

図表12　稼働中の製油所及び建設計画
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（2）地域による賃金の差

　ベトナムでの生産の利点としてあげられる労働力についてで
すが、賃金水準は地域によって大きく異なります。ハノイ、ダナン、
ホーチミンといった主要都市で比べた場合には、ハノイとホーチミン
が概ね同水準、ダナンはこれに比べると若干低い水準での雇用
が可能です。また、ベトナム国内ではその経済発展の状況に応じて
地域毎に異なる4段階の最低賃金水準が設定されています。既に
産業集積が進んでいる市、省の多くは賃金水準の高い第1、第2
地域に位置しており、よりコストメリットを得るには第3、第4地域
に生産拠点を設置することとなります。但し、これらの地域は、各
種資材の調達、交通インフラ、駐在員としての生活環境等の面で
開発途上であり、一部の進出済企業の現地における第2、第3の

生産拠点の候補地としてあがるものの、初めて進出する1カ所目
の生産拠点が設置されるケースは稀です。
　第1、第2地域の中には労働力の確保が難しくなってきている
地域もあります。例えばハイフォンでは2018年からVinグループ
の自動車工場の稼働、韓国LGグループのスマートフォン製造拠
点の韓国からの全移管等により、ワーカーの需給がタイトになっ
てきています。またベトナム人ワーカーは自らの給料の額を周囲
と共有するのが一般的であり、賃金査定等の内容は同僚はおろ
かSNSでその日のうちに工業団地中に共有されるという話も聞
かれます。全体として労働者の流動性は高く、需給が逼迫してい
る地域では、特に賃金による獲得競争が従業員の安定確保を難
しいものとしています。
　また、総務・経理や現場のリーダークラス等、経験・知識、語学
力を有するスタッフも必要ですが、こうした人材はやはり都市に

集中しています。地方への転勤や長距離の通勤は日本以上に敬
遠されることから、前述の第3、第4地域での拠点立上げ・運営を
行うにあたっては特に考慮すべき課題となります。この点、昨今
では地方から日本に技能実習生として渡航、実習期間終了後に
故郷に戻るベトナム人も増えてきており、近い業種で経験や語学、
日本的な働き方の理解を得た人材を採用するという方法も選択
肢の一つとして出てきています。

（3）南北で異なる物流・調達環境

　立地にあたり、サプライチェーンも考慮すべき事項ではありま
すが、前述のとおり材料・部品は海外からの調達が過半を占め
ます。工業分野、特に電気・電子や機械、鉄鋼等では中国、韓国、
日本といった東アジア各国が主要な調達先であり、中国からの
陸路を始め海路でも所要日数の点で北部の方が有利です。一方
で、石油・化学製品、自動車部品に関してはシンガポール、タイ、
マレーシア等の東南アジアからの調達も一定割合存在する等、
南部に利便性が認められる分野もあります。
　国内での調達について考えると、北部ではより日系、韓国系
等の大手製造業の進出が多く、その下請けを担うサプライヤー、
大量生産を前提としたラインを敷く企業が集積している傾向に
あります。試作や少量での加工に関する依頼への対応力という
点では、大手企業の系列に属さない日系、韓国系企業が多く進
出している南部地域の方が材料、部品調達がしやすい、という面
もあると想定されます。
　また、輸出向けのみでなく国内での顧客獲得を意図する企
業にとっては、調達と同様に販売面でも、上記のようなサプライ
チェーンの視点は立地の検討にあたり考慮すべき事項となると
思われます。

出所：ベトナム税関

出所：JETRO「投資コスト比較」

図表15　都市別の人件費比較

図表16　第1地域～第4地域の最低賃金

図表17　ベトナムの主要輸入品目

出所：NNA

出所：国際協力銀行「 ベトナムの投資環境／2017年8月」

図表14　18の経済区：地域（北部、中部、南部）別

出所：YCG作成

図表13　ベトナムにおける製造拠点集積エリア
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（2）エリアによって異なる消費特性

　ベトナムは、首都のハノイを中心とした北部、経済・商業が先行
して発達したホーチミンを中心とした南部に、それぞれ大きな消
費市場が展開されています。地理的な隔たりがあること、また歴
史的な背景の違いから消費者の特性や消費市場の傾向には多
くの異なる部分があります。

〈北部〉
　北部の消費者の傾向として、保守的で新製品を容易には受け
入れず、昔ながらの製品やブランドにこだわる傾向にあり、伝統
や独自性を重んじるという特性があります。また節約志向、貯蓄
性向が高く日用品等の購入では、大容量の製品が好まれます。
一方で、中古より新品、高価な製品が好まれ、価格が高ければ高
いほど良い製品であるという意識も強いです。高級ブランドに対
する関心も高く、自らのステータスを対外的に示せるかどうかも
購入の意思決定要素として大きいといえます。その点では旧来の
中国的な消費の考え方に似ている面があります。分野としては教
育への支出が重視される傾向にあるのが特徴です。購入動機と
いう点では、消費者は他人の意見や大々的な広告キャンペーン
の影響を受けやすく、またアフターサービスも重視しています。購
入経路は、規模の小さいスーパーマーケットが多く、都市圏では
大型のモール、スーパーマーケットも一般的となってきています。
ただし、こうした傾向も徐々に変化が見られています。特にハノイ
都市部の若年中間所得層は、より消費に積極的で目新しさを好
む南部の消費者に近くなってきています。

〈南部〉
　外資企業がベトナム市場への参入を目指す場合、最初に南部
にアプローチするのが一般的です。これは、製品、サービス、コン
セプトなど新しいものに対する南部の消費者の態度が柔軟なた
めといえます。新たな製品やサービスを試してみたいという意識
が強く、購入できる範囲であれば価格も比較的気にしません。消
費者は製品やサービスを計画的に購入するというよりも、欲しい
時に欲しいものを買うことが多いです。従って南部では、商品の
目新しさや他の商品の差別化が重要な成功要因となります。購
入動機という点では、販促キャンペーンや面白い広告が好まれ
るのが特徴的です。購入経路は、ショッピングモール・コンビニ等
のモダントレードの人気が高く、またオンラインショッピングも北
部に比べて浸透しており、北部と南部でのEコマース市場の大き
さは3：7ともいわれています。
　なお、ベトナムでは北部・南部に加え、中部もエリア上の区分と
して存在します。中部のダナンはITのオフショア開発や観光業で

1 外資企業に対する規制

（1）急速に近代化が進む消費市場

　従来は、生活に必要な衣食住の需要を満たすことが中心で
あったベトナムの消費者も、所得水準が向上するにつれ、より嗜
好性が高く生活を豊かにする商品・サービスを求めるようになり、
化粧品、ファッション、インテリア、スマホゲーム、旅行等の消費額
が大きく成長しています。また以前は手が届かなかったような
ブランドや新機能を備えた商品も手にしてみたいと考えるように
なっており、従来ベトナム国内の商品の購入が中心であった
消費者層も外国の製品・ブランドへの志向が高まっています。
調査会社ニールセンによれば、2020年までにベトナムの中間
所得層は3,000万人に達するとされており、好調な経済を背景
に将来への所得増加の期待も高く、消費意欲はますます旺盛に
なっています。

　併せて、Eコマース、シェアリングエコノミーの台頭等、購買経路
や消費行動自体も他国と同様に変化してきています。

〈Eコマースの普及〉
　商品を購入するチャネルについて2017年の調査では、オンラ
インショッピングが占める割合は0.9%に過ぎませんでしたが、
2018年の調査では3倍（2.7%）になりました。ハイテク機器、
玩具、スポーツ用品、化粧品、寝具、美容機器、ファッション製品等
は回答者の10-30％がオンラインで購入すると回答しており、
嗜好品の購入割合が高くなっています。これはインターネットを使
う若い世代に比較的高所得者が多く、かつ消費に積極的である
ことが起因していると考えられます。インターネット利用者による
オンラインでの年間消費額は2015年の500億米ドルから2025年
には990億米ドルに増加する見込みとなっており、2025年までに
は年間の消費額全体に占めるインターネット消費の割合は半分
程度になるものと予想されています、このようにEコマース経由での
消費額は今後ますます増加していくものと見込まれているのです。
　また、オンライン・オフラインにかかわらず、インターネットで最
安値を調べて購入する、という消費行動も一般的となっています。

〈生活・消費スタイルの変化〉
　上述のとおり、生活必需品の需要が満たされてきたことを受け、
生活をより豊かにする製品の市場が急速に拡大しています。特
に健康意識への高まりが昨今のトレンドとなっており、2018年の
ニールセンの調査によれば、84％の人が健康を考えて運動の頻
度を高め、80％の人が積極的に栄養に配慮した食事をしている
と推計しています。また関連する消費項目として、高級食品は年
間11％、高機能飲料は103％、ボディケア製品は22％と高い売
上成長率を記録しています。
　また、スマートフォンの普及の影響もあり、シェアリングエコ
ノミーはベトナムでも存在感を高めています。ライドシェアの
Grab、Go Viet、be、及びこれらのプラットフォームを利用した
フードケータリングサービス、民泊仲介のAirbnb（エアビーアン
ドビー）等はホーチミン、ハノイといった都市部から地方都市へ
もエリアを広げています。

図表1　旅行産業の市場規模

図表2　インテリア産業の市場規模

図表3　オンラインフードデリバリーの市場規模

出所：Homeaz 2019よりYCG作成

出所：ベトナム観光局データよりYCG作成

出所：Statista 2019よりYCG作成

市場としてのベトナム

POINT
　ベトナムはハノイを中心とした北部、ホーチミンを中心とした南部にそれぞれ大きな消費市場が広がって
いますが、異なる歴史的背景・経済環境のもと、各エリアの消費者の嗜好や購買行動には違いが見られ、ベトナム
のローカル企業もそれに対応した戦略を取っています。また企業文化も異なる部分があり、企業間のビジネス
においてもそれぞれ留意すべき点があります。
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異なった施策を取っているところも多くあります。
　「333」「サイゴンスペシャル」等で知られるベトナムを代表する
ビールメーカーであるSabecoは、北部では消費意欲の強い若
い世代を主要ターゲットとし、プレミアムブランドにあたる「サイゴ
ンスペシャル」を中心に「手の届くハイエンド商品」のイメージを
遡及する一方で、既に比較的幅広い層に受入れられている南部
では、中～中高価格帯においてSKUを11種類と増やし、より幅
広い選択肢を消費者に用意しています。また、南部においては、
2015年以降創造性を補い高めるためマーケティングを外注する
方針に転換しました。2018年のキャンペーンでは北部において、
サッカー選手との交流会でブランドイメージを高める一方で、南
部では地方から出稼ぎに来ている若者1,000名にテト時の帰郷
費用を支援する等、親しみやすさを打ち出すイベントを行ってい
ます（写真1参照）。
　フォー専門店のPho24も南部を地盤とする企業ではありま
すが、北部でも店舗展開を行っています。南部では消費者に飽
きられないような商品開発、メニュー改定等を継続的に行って
いるのに対し、北部では調味料を控えめにした健康志向の料理
を提供しています。また、マーケティング・ブランディングの方向性
として、北部では「安心・安全な料理」「丁寧かつプロフェッショナ
ルな接客」「快適な店内環境」といった本質的な価値・機能の遡
及に重点を置いているのに対し、南部では「国際標準でのベトナ
ム伝統料理」「ベトナム食文化の特色」等、より感性・イメージに
訴えかけることが主眼となっています。
　Vina Milkは北部南部いずれにおいてもプレゼンスが高く、
乳製品市場の60％近くを占めベトナムを代表する企業ですが、
南部発ということもあり北部におけるシェアをより高めるために
2019年に乳製品のMoc Chauブランドを有するGTN Foodを
買収しました。同社の販売チャネルを活用し自社製品自体の販
売を拡大することも、買収の大きな目的の一つといわれています。

業に対しては事業背景や周囲の評価が重視され、企業や政府
機関との関係構築にはインセンティブや付け届けを用いるのが
一般的です。流通チャネルにおいては値引きが高く評価されます。
このような傾向から、北部の企業との付き合いにおいては下記の
ような点を意識する必要があります。
　○地元企業の知見、経験、コネを活用するために、
　　市場参入および市場開拓よりも前に、
　　地元パートナー企業と提携する方がベター
　○地元パートナー企業および政府機関との良好な関係を築き、
　　維持することが重要
　○「顔を立てる」という文化を認識し、直接の対立は避ける
　○北部の企業から信頼を得るのは容易ではないため、
　　交渉においては我慢強い態度で臨む

〈南部・中部〉
　南部は北部に比べてより革新的な姿勢を取る企業が多いといえ
ます。環境の変化に迅速に対応し、新しいコンセプトや考え方、ビジ
ネスモデルを積極的に受け入れ、収益を上げるまでの期間の長短
にかかわらず、実際の統計や計画に沿った現実的な経営を好む傾
向にあります。さらに事業における公正さ、信頼性、「ウィンウィン」
の関係を重視します。評価・昇進の仕組も実績、能力主義であるこ
とが多いです。なお、中部に関しては実用的で率直な態度が好まれ
る傾向にあり、事業所有の経験が重んじられ、高く評価されます。
　上記より、北部に比べて南部あるいは中部の企業の方が、外国
企業にとってはビジネスを行いやすい環境といえるかもしれません。
実践的、迅速な意思決定、企業の能力、誠実さ等が評価される
ポイントですが、それでも関係性が重要であることには変わりが
なく、政府や地元企業との関係性には配慮が必要ですし、地元
企業とのパートナーシップは事業展開の上で有効な手段です。
　事業環境や風土が異なるため、北部で成功している企業だか
らといって南部で成功するとは限りません。
　例えば、北部で有名なブランドPicoは、南部の市場に進出しま
したが、その後2014年3月には営業を停止しLotteに売却せざる
を得なくなりました。これは当社の方針が保守的で、多様な品揃え
や斬新な広告・キャンペーンを求める南部のニーズに対応できず、
消費者を惹きつけることができなかったため、といわれています。

経済的に発展しつつありますが、全体としては北部・南部に比べ
経済規模は小さく所得水準も低位です。弊社が行ったとある消
費財の調査においても、低価格帯セグメントの商品の市場規模で
は中部が全体の25％を占めていたものの、中価格帯では10％、
高価格帯ではわずか6％に留まるという結果でした。中部エリア
の消費は依然として生活必需品が中心であり、生活を豊かにす
るための消費は北部・南部に比べてまだ限定的といえます。

（3）エリアの特徴を踏まえた販売戦略

　上述のとおり、北部と南部では消費者の傾向が異なっている
ことから、それぞれで必要となる戦略も異なります。
　例えば、北部の市場を狙うのであれば下記のような方向性が
適当と言えるでしょう。
　○コストと価値のバランスを意識し、
　　製品・サービスの本質的な価値に注力した製品開発
　○高級品・嗜好品についてはブランド認知を高めるための
　　各種広告やキャンペーン等の施策
　○必需品、日用品についてはお得感を打ち出した
　　値引キャンペーン等の効果的な価格政策
　○マスコミ、口コミ、SNSを活用したマーケティングへの注力

　一方で、南部の市場においては下記のような施策が有効と考
えられます。
　○商品開発・改善のサイクルを早めた新商品、
　　新サービスの定期的な打ち出し
　○顧客第一の視点でのサービス品質、
　　顧客への良質なショッピング体験の提供
　○斬新で話題性のある広告や販促キャンペーン
　○Eコマースでの販路拡大、
　　自社オンライン購入サイトの開設、改善

　北部と南部の双方で展開しているBtoC企業の中には、ベトナ
ム全土共通の方針・戦略に加え、一部にそれぞれのエリア毎に

2 企業間の視点、BtoB

（1）関係性がビジネスのカギ

　ベトナムでは企業間の関係であっても、故郷・学校等のコミュ
ニティ、あるいは共通の知り合いからの紹介等、個人間の関係性
を基盤として成り立っていることが多くあります。つまり、ある程度
の時間をかけて構築された信頼関係・友人関係が、ビジネスを
行う上でも重要な要素となっているのです。また、ビジネスを行う
上で（ビジネスに限りませんが）ベトナム人の歴史的背景や特徴
を踏まえ、下記のようなポイントは抑えておく必要があります。
　○儒教：人間関係、責任、義務の履行が重要視される
　○プライド（体面）：ベトナムでは「顔を立てる」、「面目を保つ」、
　　「個人の名誉を傷つけない」ということは非常に重要であり、
　　「面目をつぶす」ようなことはできるだけ避けるべきである
　○集団主義：共産主義国であり国内で戦争を経験した
　　ベトナム社会においては、個々の利益よりも集団の利益が
　　優先される傾向にある

　ベトナムでは事業展開の際に関係性が重視されることから、
外国企業は、製造、流通、運営など様々な面でベトナム企業と提
携して事業を行うことが一般的です。一方で、ベトナム企業も規模
や能力の面で成長しつつあるものの、更なる成長のために多くが
外国企業との提携には前向きといえます。外国企業とローカル企
業がビジネス上で使用する言語は英語であることが多いですが、
地方で英語が話されることはほとんどなく、またパートナー企業
が英語の文書を理解できるとは限らないため、文書はベトナム語
に翻訳することが望ましいです。ちなみに、外国人がベトナム語
でコミュニケーションを取ることができれば、礼をつくした対応と
受け取られ高評価を得ることができます。

（2）企業風土もエリア毎に異なる

　消費者の考え方がエリアによって異なるのと同様に、企業の考
え方にも異なった傾向があります。

〈北部〉
　家族経営の中小企業において特に見られるような伝統的な企
業風土を維持しており、例えば昇進は実績・能力よりも、幹部と
の関係性や年功序列によるという傾向があります。パートナー企

図表4　消費者の特性・傾向

写真1　ビールメーカーSabecoのマーケティング施策

サッカー選手との
交流イベント

テト帰郷
キャンペーン

出所：YCG作成

北部

南部
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LDビザ（就労ビザ）とは
　ベトナムにおける外国人労働者に発行されるビザです。労働許
可証を取得することで、就労ビザの取得が可能となります。就労ビ
ザの有効期間は2年以内で労働許可証の期間によって異なります。
DNビザ（商用ビザ）とは
　ベトナム企業で働く外国人労働者に発行されるビザです。就
労ビザと比べて、商用ビザの申請手続きはより簡単で、最初に労
働許可証を申請する必要がありません。商用ビザの有効期間は
12ヶ月以内ですが、実務上3ヶ月間ビザを発行される事例が多く
なっています。
DTビザとは
　ベトナムで勤務する外国人投資家及び外国人弁護士に発行
されるビザで、有効期間は5年以内です。
NN2ビザとは
　ベトナムにおける駐在員事務所長、外国企業の支店長に発行
されるビザで、有効期間は12ヶ月以内です。

1 外国人の就労に対する規制

（1） 滞在関係証明書

　ベトナムで就労する外国人には在留資格、就労資格の取得が
義務付けられています。在留資格、就労資格を証明するものの
総称を滞在関係証明書といい、それらにはビザ（査証）、労働許
可証、一時在留許可証、APECカードがあります。これらの証明
書は全てが必要という訳ではなく、就労する人、申請する場所に
よって必要書類と申請タイミングが異なります。

①ビザ(査証)
　ビザとは、外国人がベトナムに入国・滞在するため、ベトナムの
管轄当局によって発行されるものです。日本人は15日以内の滞
在であればビザなしでベトナムに入国・滞在することが認められ
ています。ただし、次回の入国はベトナム出国日から30日以上経
過していなければなりません。
　20ほどの種類があるうち、外国人労働者のためのビザの主な
ものは、LD、DN、DT、NN2の記号があるビザです。

によって発行される書類で、外国人に対し一定期間ベトナムでの
滞在を許可し、当該期間ビザの取得が免除されるものです。労
働許可証の取得後、ビザ有効期間の満了前に、一時在留許可
証の申請手続きを行います。一時在留許可証の発行後、既存の
ビザは失効となります。
　LD（就労）/DT（投資）ビザで入国する外国人労働者は一時
在留許可証を申請することができますが、他のビザによる入国の
場合には一時在留許可証の申請はできません。ただし、実際に
ホーチミン市では商用ビザの場合でも一時在留許可証の申請
が許可されています。一時在留許可証はビザの記号に対応する
記号があり、1年間から5年間の有効期間がありますが、パスポート
の有効期間から30日以上前の日までとなります。
　ベトナムでは、一時在留許可証を有する外国人労働者は税
務上「居住者」とみなされ、全世界所得に対し5％～35％で個
人所得税（Personal Income Tax）の申告・納税義務があり
ます。一方、「非居住者」は、ベトナム源泉所得に対し一律20％
で個人所得税の申告・納税義務を負います。一時在留許可証
を申請しない場合でも、外国人労働者はビザでベトナムに入
国および滞在することができますが、ビザを何度も更新する必
要があります。また、6カ月以上の賃貸契約がある外国人なども
個人所得税の納税が必要となります。
　なお、ビザ/一時在留許可証なしでベトナムに不法に居住する
外国人は、300万VND～400万VND（約1万5千円～2万円）
の罰金が課され、ベトナムから追放される可能性があります。

②労働許可証（Work Permit＝WP）
　ビザを「ベトナムへの入国を許可する証明書」とすれば、労働
許可証は「ベトナムでの就労を許可する証明書」といえます。労働
許可証の最長期間は2年間です。労働許可証は管理職（CEO）、
専門家、技術者の3種類の申請方法があり、それぞれ必要書類
も異なります。
　ただし、ベトナム法上、労働許可証が免除される場合もあり
ます。法律により労働許可証が免除されている18のケースのうち、

「WTOとベトナムとの間で合意されたサービスに係る特定コ
ミットメント11業種における企業内人事異動による場合であって、
当該企業により12カ月以上前に採用され、ベトナム現地法人
に勤務する、ベトナム現地法人を設立した外国企業の管理者、
代表取締役社長、専門家である外国人労働者」のケースが最も
多く適用されています。免除対象に該当する場合、幾つかの特定
の場合を除き、免除証明書の申請が必要となります。また、免除
対象者の場合でも希望があれば労働許可証の申請も可能です。
　労働許可証の期限切れや未取得の外国人労働者は不法就
労者とみなされ、ベトナムから追放されます。また、不法就労者を
使用する会社には、3,000万 VND～7,500万 VND （約15万円
~37万円）の罰金が課されます。加えて、当会社は1カ月から3カ月
の期間内において活動停止処分を科される可能性もあります。

③一時在留許可証（Temporary Residence Card＝TRC）
　一時在留許可証とは、入国管理局または外務省の所管官庁

YAMADA Consulting & 
Spire Vietnam Co., Ltd.

Consultant

Vo Thi Kim Lien
（リエン）

ベトナムの日系コンサルティング企業にて、現地法人設立、
法律調査、滞在手続等、ベトナム進出支援業務に従事。在
ホーチミン名古屋大学（日本法研究教育センター）卒業後、
ホーチミン弊社現地法人に入社。現在、業務の傍ら、法科
大学院にて更なる知識習得を目指している。

図表1　外国人労働者用ビザの種類

労働許可証の表紙

一時在留許可証

労働許可証の裏面

一時在留許証取得後の失効ビザ

失効の印鑑

DNビザ
（商用ビザ）

出所：ベトナム出入国管理法 47/2014/QH13 号、出入国管理局の案内よりYCG作成

ベトナムへ投資する際に
最低限知っておくべき法務上のトピック

POINT
　ベトナムへの投資を検討する際、外資規制を慎重に確認する必要があります。本稿では「外国人の就労に対
する規制」と「外資企業に対する規制」についてご紹介します。
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④APECカード
　APECカードとは、ASEAN諸国など対象国内をビザが必要な
場合であってもビザなしで訪問できるカードのことです。ビザに
加え、外国人はAPECカードを使用しベトナムに入国することが
できますが、APECカードで入国すると、一時在留許可証を申請
することはできません。APECカードで入国した者が、一時在留
許可証を申請する場合、一度ベトナムを出国し、就労（LD） / 商用

（DN）ビザで再入国する必要があります。

（2） 滞在関係証明書取得の流れ

　上記の通り、法律上、滞在関係証明書の取得の流れは、労働許
可証の取得後、就労ビザ、一時在留許可証の申請ですが、ホーチ
ミン市では実務上の流れとして、商用ビザ取得後、ベトナムへ
入国し、労働許可証取得後、一時在留許可証の申請となります。
理由は（i）DNビザ（商用ビザ）の申請の方がLDビザ（就労ビザ）申
請より手続が容易で、(ii) ベトナムでの労働許可証申請の必要書
類の準備は日本よりも、容易かつ費用も低く抑えられるためです。

2 外資企業に対する規制

　外資企業にとってもベトナムへの投資の可否、必要なライセンス
の確認は非常に重要です。
ベトナムへ進出する前に、外国投資家は以下の2つのポイントを
考慮・検討する必要があります。
ポイント①
投資事業(プロジェクトの事業目的)がベトナムで許可されるか
ポイント②
許可を受ける場合、どのような手続き・ライセンスが必要か

外資企業がベトナムへ進出するためのプロセスを以下記載します。

ポイント① プロジェクトの事業目的が
ベトナムで許可されるか

　プロジェクトの事業目的がベトナムで許可されるか否かは、
ベトナムの法律だけでなく、国際法(WTO、FTAなど)も確認する
必要があります。ベトナムで行う事業が、投資禁止リストや投資
制限リストにあるのか、また条件付き投資分野であるのかを見極
めなくてはなりません。

「条件付き投資分野」と「その条件」
　国際法やベトナム法で投資が許可される場合、外国投資家は
規則通りにライセンス申請する必要があります。国際法・ベトナム
法で規制対象か否かの記載がない場合には、投資登録機関に
問い合わせる必要があり、投資登録機関は投資家に回答する
ため、計画投資省・他の専門局からの意見を参考とし、許可を出
すかを決定します。

図表2　滞在関係証明書取得の流れ

図表3　ベトナムで投資事業が許可されるかどうかの確認プロセス

出所：出入国管理法47/2014/QH13 、労働法10/2012/QH13、関連機関の案内よりYCG作成

出所：ＷＴＯコミットメント、投資法案内の政令118/2015/NĐ-CP、関連機関の案内よりYCG作成

ポイント② ベトナムにおける
ライセンス申請のプロセス

（1） 投資方針の申請

　ベトナムに重大な影響を及ぼす可能性があるプロジェクトに
対して、ベトナム政府は慎重なスタンスです。いくつかの特別なプ
ロジェクト（広大な土地を使用するプロジェクト、又は石油開発
やタバコ事業に関連したプロジェクト等）は、当局からの申請・承
認が必要です。プロジェクトの内容に応じて、首相・国会・省級人
民委員会からの事前承認を得る（投資方針リスト：投資法の第
30～33条）必要があります。

（2） 投資登録証明書(IRC)の申請

　外国投資家は、ベトナムで企業を設立する前に投資プロジェクト
を登録し、投資登録証明書の申請を行います。審査期間は、書類
の提出日から15日以内となっています（実際にはこれ以上の期
間を要するケースもあります）。

（3） 企業登録証明書(ERC）の申請

　IRC取得後、企業登録証明書（ERC）を取得する必要があり

ます。ERCは、申請書類の提出日から3営業日以内の発給となっ
ています（実務上は延長可能性有り）。
　現在、一部の大都市・省ではオンライン企業登録が実施さ
れているため、投資家は企業を登録する際、当該審査官庁と
手続きの確認が必要となります（ハノイ：オンライン登録は必須、
ホーチミン市：投資家は直接登録またはオンライン登録の選
択が可能）。外資企業の代表者は外国人であることが多いこ
とから、登録申請の手続きを容易に行うため、代表者はベトナ
ム人に委任し（企業のスタッフ、サービス会社のスタッフ等）、
この委任された者が企業登録機関で企業登録を行うことが
できます。

（4） サブライセンスの申請

　外資企業か内資企業かに関わりなく、ベトナムの法律に従い、
条件付投資分野で経営活動を実施する企業は、サブライセ
ンスの取得が必要です。サブライセンスとは、IRC・ERC以外
の全ての各種ライセンスを指す一般的な用語で、日本でいう

「許認可」を指します。例えば、経営許可証、食品安全衛生
証明書、建設許可証、防火証明書、営業免許等などです。条
件付投資分野を経営活動とする企業は自社が取得すべきサ
ブライセンスに留意することが必要です。官庁は、企業が取得
すべきサブライセンスが充分でないことを発見した場合、法律
の規定に従い行政処罰を科します。

Ⅱ　外資制度
　　ベトナムへ投資する際に最低限知っておくべき法務上のトピック

Ⅱ　外資制度
　　ベトナムへ投資する際に最低限知っておくべき法務上のトピック
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（1） 進出形態の選択

　ベトナムへの投資形態は大きく2つに分かれます。１つ目は外
国投資家が直接経済組織を設立する形態、2つ目は、経済組織
への出資、株式、持分の購入、またはベトナム側とのPPP・BCC
契約を締結するという間接的な投資形態です。
　直接投資の場合、外国投資家はベトナムにおける現地法人、
支店、または駐在員事務所の形態を選択することができます。
それぞれの形態は以下の通りです。

（2） 会社形態の選択

　ベトナムでの企業形態は、有限責任会社もしくは株式会社で
あり、日系企業の大半は有限責任会社の形態を選択しています。

　外国投資家の多くが有限責任会社の形態を選択する理由は、
特に一人有限会社の場合、所有者は1人のみで、会社の管理
運営の決定に関して当該所有者が全権を有しており、プロジェ
クトが上手くいかない場合でも持分譲渡により撤退が比較的
容易であるためです。

3 進出形態と会社機関の選択

　ベトナムへの進出形態を検討する場合、以下のステップで
整理を進める必要があります。

図表4　ライセンス申請のプロセス

図表5　現地法人、外国企業の支店、駐在員事務所の比較表

図表6　有限責任会社と株式会社の比較表

出所：投資法67/2014/QH13、企業法68/2014/QH13、専門法よりYCG作成

出所：企業法68/2014/QH13、外国企業の駐在員事務所・支店設立案内の政令07/2016/ND-CPよりYCG作成

出所：企業法68/2014/QH13よりYCG作成

STEP 1：進出の目的は何か？（販売、製造、市場調査等）
市場を調査し、投資機会を探ることのみが目的の場合
→駐在員事務所の設立
既に調査済で、営利目的で運営活動を行い、
製造・販売が目的の場合
→現地法人の設立

STEP 2：会社運営に際し、経営・管理のしやすさを優先するか？
組織構造を単純にして経営・管理を容易にしたい
→有限責任会社の形態を選択
経営・管理のしやすさより、資本回収を考慮した投資を行いたい
→株式会社の形態を選択

　進出の目的や会社の管理運営のしやすさを検討して、理
論上は進出形態や会社形態を選択しますが、ベトナムは他の
ASEAN諸国とし比して外資規制が緩いため、大半の日系企業
は日本本社などからの100％出資で会社を設立することが一
般的です。

Ⅱ　外資制度
　　ベトナムへ投資する際に最低限知っておくべき法務上のトピック

Ⅱ　外資制度
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POINT
　日系企業の進出が盛んなベトナムですが、市場参入に際して既存のベトナム企業の株式を取得するケース
が増えています。アジアでのM&Aは難しいとされる中、ベトナムにおいて留意すべき点はどこなのか、ポイント
をまとめてご紹介します。

1 M&Aに関する動向

　近年ベトナム市場へ参入するために、既存のベトナム企業の
株式を取得する日系企業が増えています。日系企業がベトナム
企業へ出資する場合、約7割のケースがマイナー出資からであり、
最初からマジョリティーを取りに行くケースは、約3割にとどまっ
ています。当初マイナー出資を行い、徐々に買い増すケースも見

られます。例えば、大正製薬はベトナム南部の製薬大手ハウザン
製薬に32％出資していましたが、その後34.3％まで買い増す計
画を発表しています。
　日系企業以外のベトナム投資の動向を見ると、シンガポール
系の投資ファンドからの出資と財閥系を中心としたタイからの出
資が多くみられます。特にタイからの出資は、タイ・ビバレッジから
ベトナムビール製造最大手のサイゴンビールへの出資のほか、
家電量販店などの好調なベトナムの内需消費市場を狙った出資
が目立ちます。一方で、タイの投資ファンド、トンポー・タイランド・
ファンドは、デジタル機器販売店テーゾイ・ジードン、家電量販店
ディエン・マイ・サイン、小型スーパーマーケットバック・ホア・サイン
の3業態を展開しているテーゾイ・ジードン投資（MWG）の持分
を2018年に売却をしています。このように、株価の上昇に伴って
ファンドがイグジットするケースもみられるようになりました。
　また、ベトナムの大きな特徴の一つとして国営企業の多さが挙
げられます。国営企業の民営化・株式会社化＊1により、多くの元
国営企業の株式が民間へ放出されています。また、業種にもより
ますが、経済規模に比して現地企業数が無数に存在するという
特徴も有しています。これはもともと物流が整備されていなかっ
たことなどに起因する場合が多く、例えば、製薬会社では1省市
に1企業（1メーカー）存在し、医薬品を行っている企業だけでも
100社を超えます。

図表1　日系企業のベトナム企業への出資件数

出所：Thomson Reuters、レコフ

日系企業がベトナムで
M&Aを行う際の留意点

TOPIC.1 国営企業への投資・買収
　2016年1月の第12回党大会以降、政府は国営企業の再編加速の方針と施策を相次いで打ち出し、多数の国営企業の具体的な

再編ロードマップや、株式化済みの企業における政府資本売却計画を示しました。タイの飲料最大手タイ・ビバレッジが国営ビール大手

サイゴンビール・アルコール飲料総公社の株式54％を48億米ドルで取得した事例や、シンガポールの自動車販売会社ジャーディン・サイクル・

アンド・キャリッジが乳製品製造大手ビナミルクの株式8％を9億米ドル超で取得した事例など、相次ぐ大型案件が注目を集めています。

1990年代初頭におよそ12,000社あったとされる国営企業は、2018年には500社程度＊2に減少し、将来的に約100社にまで減少すると

の政府関係者の見通しも報じられています。

　2019年8月15日付首相決定26/2019/QD-TTgでは、国営企業の株式売却に関する計画が公表されました。当該計画によれば、リスト

アップされた93社の各国営企業につき、政府の出資比率を何％まで引き下げるのか、具体的に示しています。政府出資比率を65％以上と

する企業は、ベトナム農業農村開発銀行［AGRIBANK］（Agribank）、ベトナム石炭鉱産グループ［VINACOMIN］（Vinacomin）、北部食糧

総公社（Vinafood 1）、トゥア・ティエン・フエ鉱産（Thua Thien Hue Mineral Corporation）の4社となり、政府出資比率を50～65％未満

とする企業は62社で、モビフォン（MobiFone）、ベトナム郵便通信グループ（VNPT）、ベトナムコーヒー総公社（Vinacafe）、ベトナムセメント

産業総公社（VICEM）、ハノイ輸送総公社（Transerco）などがあります。政府出資比率を50％未満とする企業は27社で、ベトナム住宅都

市開発グループ（HUD）、ベトナム製紙総公社（Vinapaco）、第1発電総公社（EVN Genco 1）などが含まれます。

　こうした背景のもと、日本企業からの出資が期待されています。他方、実際に投資を行うにあたっては、ベトナム国営企業、元国営企業に

適用される法令、固有の手続き、それを取り巻く状況を適切に理解して臨むことが重要です。

＜国営企業、及び元国営企業への投資に対する留意点＞
　株式化の手続きの大まかな流れは以下の通りですが、国営企業への投資を進める上で特徴的なものとして、企業価値算定機関による

価値評価という手続きがあります。この価値評価の根拠が不明確であり、合理的な範囲を超えて高い価値が付けられるということがしばしば

問題となります。

　また、元国営企業（株式化手続完了後、政府出資比率が過半以上を占める企業）の株式取得に関しては、2018年3月8日公布の政令

32号で最低譲渡価格についてのルールが定められています。これは、「株式評価機関の株式評価額」と「売却公表日の直近30日の平均

株価」の高い方を「最低価格」とし、市場売却の場合、当日の証券取引所の取引可能価格帯の範囲内かつ、「最低価格」以上で行われる

必要があります。現行の法令下における評価方法はベトナム政府側に極めて有利なものになっていること、評価機関はベトナム政府によって

選任され、ベトナム政府に有利な評価結果が出やすいことなどから、上記の「最低価格」が市場取引価格帯の範囲に収まることは稀といえ

ます。また、公開入札が行われる場合の具体的な手続は、ケースバイケースであるものの、投資家がデュー・デリジェンスを十分に行うための

時間や情報開示がなされないことや、株式譲渡契約書や株主間契約書等の条件交渉が十分にできないことが懸念されています。公開入札

が行われるとしても、実際には、水面下で相対交渉を進め、ある程度の情報開示や契約書の条件交渉を行うことができる可能性はありますが、

これらの点は、ベトナム国営企業への投資を検討する日本企業にとっては大きな障壁になります。

株式化の手続の概要
1. 株式化及び株式処分を承認する旨の首相決定
2. 所管官庁による「株式化委員会（Steering Committee）」の設置
3. 企業価値算定機関による価値評価
4. 首相又は所管官庁の代表等による株式化計画の内容決定
5. 戦略的投資家の募集及び決定
6. 一般投資家向けの公開入札（「IPO」と呼称される）、戦略的投資家への株式売却（戦略的投資家が選定された場合）
7. 第1回株主総会開催（定款の承認）、株式会社としての事業登録、資産の引き渡し（この7.をもって「株式化」が完了したとされる）
8. VSD（ベトナム証券保管振替）への登録完了、Upcom市場への上場申請
9. ハノイ証券取引所、ないしホーチミン証券取引所への株式上場

YAMADA Consulting & 
Spire Vietnam Co., Ltd.

General Director 兼 ハノイ支店長

淺野  英治
日系金融機関・コンサルティング会社でベトナム、
フィリピンを中心に日系企業の海外進出を支援。
ベトナム滞在歴も長く、多数の現地企業とのM&A、
提携の実績を有する。2018年6月ホーチミン弊社
現地法人設立時に代表に就任。また2019年6月
にハノイ支店を開設し、支店長を兼任。

Ⅱ　外資制度
　　日系企業がベトナムでM&Aを行う際の留意点

＊1. 「TOPIC.1 国営企業への投資・買収」を参照。
＊2.ベトナム政府の国営企業の定義は「政府が100％所有する企業」であり、政府が直接的・間接的に支配所有を行う企業は依然として3,000社程度あると言われています。
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2 出資やM&Aを実施する
上での留意点

　買収を行う前のデュー・デリジェンスにおいて、法務、財務・
税務面などで問題が見つかることが多くあります。例えば、法
務面では、株主が適切に登記されていない（頻繁に株主変更
がなされたため、登記が途中までしか行われていない）などが
見られます。この場合、日系企業が買収後に投資局に対して登
記変更の手続きを行ったとしても認められないため、買収前に
最新の株主名簿に従って登記を直してもらうことになります。こ
のように、買収前に売主側に是正を求める必要がある事項が
多数出てくることも多く、デュー・デリジェンスによる問題把握
がより重要です。そもそも、ベトナム企業側がデュー・デリジェン
スとは何かを理解していないことも多く、デュー・デリジェンスを
いざ開始しようとすると、途端に案件がストップしてしまうケース
も存在します。

　次に、出資時の手続＊3に関してもいくつか留意点があります。現
地企業を買収する場合、外貨では買収することができず、ベトナム
に外貨とベトナムドンの非居住者口座を開設したうえで、ドン建て
で買収することとなります。ベトナムにはハノイとホーチミンの証券
取引所に双方合計で約700社が上場しており、加えて店頭公開
企業（UPCOM）もあります。これらの上場企業やUPCOM企業に
出資をする場合、カストディライセンスを持つ金融機関を通じた
出資が必要です。日系メガバンクがハノイとホーチミンに支店を設
けていますが、カストディライセンスは有しておらず、日系以外の外
資やベトナムローカルのカストディライセンスを持つ金融機関を通
じた出資をしなくてはなりません。カストディ口座の開設や手続き
には2週間から1カ月程度の期間を要するため、早めにベトナム企
業が上場やUPCOM企業かのチェックを行い、該当する場合は
早めにカストディ口座の開設などの準備が必要となります。

3 外資による出資規制緩和

　政府は、2015年9月に議定60/2015/ND-CPを施行し、軍備
や物流（航空、港湾、船舶などを含む）、人材派遣、銀行などの条
件付き分野投資を除き、各社の判断で外資出資比率の上限を
従来の49％から100％まで引き上げることが可能となりました。
しかし、規制緩和から3年が経過した現在も、実際に外資出資比
率の上限を撤廃した上場企業は一部の企業に限られており、外
資上限を撤廃した企業は25社と全体のわずか3.4％にとどまっ
ています。この中には、サイゴン証券や乳業最大手ビナミルク、食
品会社PANグループ、ハウザン製薬、ビンミン・プラスチックなど
の大手企業が含まれていますが、外資出資比率が実際に49％

　ベトナム企業にとっては、昨今は売手市場であり、極めてタイトな
スケジュールでの払込みが求められるケースや、デュー・デリジェ
ンス前でのデポジットを求めるケースも見られ、強気のスタンス
で臨んできます。それは株式の希望売却額にも現れており、株価
収益率（P/E）から考えると非常に割高であるケースが散見され
ます。市場成長性や事業計画を背景に決断を急かすブローカー
も数多くいます。また、ベトナム企業同士でのM&Aの場合、デュー・
デリジェンスなどはほとんど行われずに日系企業からすると信じ
られないようなタイムラインで手続きを終えているような事例も
見受けられます。こうした当たり前のプロセスや論理が通じにくい
取引環境において、慣れない外資企業が入り込んで買収を行う
のは大変難しいものです。
　買収後を想定した場合の事業面の留意点としては、顧客との
関係性のチェックも重要です。ベトナムでは社長自らが営業を行
うことが多くあります。買収後、社長を交代させた結果、顧客も離
れていくケースが多くあり、既存顧客がどの程度買収後も継続顧
客として確保できるのかの見極めもポイントとなります。

図表2　ベトナムにおけるM&Aのフローとキーポイント

図表3　買収前のデュー・デリジェンス報告書（一部サンプル）

出所：YCG作成

出所：YCG作成

以上の企業は、現時点で８社のみです。
　外資出資上限の撤廃が進んでいない要因として、以下のもの
があげられます。

① ベトナムの上場企業は複数事業を行っており、その中に条件
付き投資分野の事業が含まれていることが多くあり、ベトナ
ム企業がその条件付き投資分野の事業ライセンスを削除し
ない限り、外資としてマジョリティーを取ることができません

② 外資出資上限を引き上げる場合には、会社定款の変更が義
務付けられており、株主総会で出席者の75％の承認を得た
上で変更を行う必要があるなど手続きが煩雑です。また、優
良企業であれば、基本的に定款で定められた上限まで外資
の資本が入っており、外資出資比率の引き上げに向けた定
款変更のために開いた株主総会でベトナムの投資家から抵
抗を受けるケースもあります

　現在、証券法の改正が議論されており、外国企業による投資
の上限も論点となっています。今回の改正では、条件付き投資
分野についても、国際条約や他の法令で具体的に出資上限が
規定されているものを除き、外資が100％出資することが可能に
なるとみられています。

TOPIC.2 譲渡対価の決済
　譲渡対価の決済時に、以下の点に留意する必要があります。資金フローを間違えると、株主（出資者）情報を変更できない、譲渡代金を

送金できないといったトラブルにもなりかねません。

　まず原則として、居住者・非居住者を問わず全ての取引について、支払、価格の合意等は外貨で行うことができないとされています。した

がって、株式譲渡における売買価格等の決済条件をベトナムドンで合意し、契約書上もベトナムドンにて表記する必要があります。次に、

規制上、決済口座が定められています。外資によるマイノリティ投資の場合は買主が開設した間接投資資本口座（Indirect Investment 

Capital Account、通称IICA）、マジョリティー投資の場合は対象会社名義の直接投資資本口座（Direct Investment Capital 

Account、通称DICA）を通して売買代金を決済する必要があります。

　また、ベトナム国内の外資企業を買収する場合、外資企業同士の売買であっても対象企業の保有する直接投資資本口座経由で譲渡

代金を決済することになります。当局からベトナム国内の銀行口座への送金書類や残高証明書を求められるため、一度ベトナム国内へ

送金することが求められます。

　トラブルを避けるためにも、早めに決済銀行及び当事者間で資金決済フローを確認しておくことが肝要です。　

＊3. 「TOPIC.2 譲渡対価の決済」を参照。

Ⅱ　外資制度
　　日系企業がベトナムでM&Aを行う際の留意点

Ⅱ　外資制度
　　日系企業がベトナムでM&Aを行う際の留意点
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POINT

海外展開の検討プロセス

山田コンサルティンググループ株式会社
事業戦略部　部長

吉野  弘晃
日本国内にて事業再生、事業成長コンサルティング

（戦略策定、営業戦略、オペレーション改善等）経験を
経てMBA取得後、海外テーマ（海外進出、現地法人課
題解決等）が絡むコンサルティング案件に従事。タイ、
シンガポールの短期赴任の後に、日本国内とASEANと
連携しながら進めるプロジェクトを推進中。

　近年ベトナム進出の問い合わせが急増しています。各社様々な目的と狙いがありますが、本稿ではこれから
ベトナム及びASEANマーケットへ進出するにあたって検討されている方に向けて、海外進出の検討プロセス
についてご紹介します。

進出検討にあたって
　既にグローバル展開をしている企業、生産拠点も含めて2-3カ国
に展開している企業、これから海外への展開を予定している
企業、読者の皆様は様 な々ステージにいらっしゃることと思います。
本稿では、ベトナムも含めた海外展開を考えるにあたって、進出を
検討する上でのプロセスを記載します。海外展開先を消費市場と
捉えることは、要するに、どの国で、誰に対して、何を、どうやって売
るか、を考えることに他なりません。商材やサービスにもよりますが、
日本で行っているビジネスモデルがそっくりそのまま他国でも通用
するとは限らず、国の経済状況も、ビジネス環境も、業界の商慣習も、
顧客の消費行動も異なることを前提に、進出を検討していくことが
重要だと思います。現地の生活の実態を踏まえ、様々な切り口で
セグメンテーションをしたマーケティング戦略、現地の消費者へ
届けるためのチャネル戦略などを検討することが重要です。

ベトナム市場への日系企業の進出状況
　ベトナム市場への日系企業の進出数は直近の平成29年で
1,816社（前年比＋7.6％）（海外在留邦人数調査統計）まで増加
しています。ASEAN展開を図る日系企業にとって、ベトナムの豊
富な労働人口（若くて質が高い）、低賃金での雇用獲得、今後の
成長見込みは大きな魅力です。足元のコンサルティングの現場に
おいても、ASEANの中でも特にベトナムへ進出したいという問い

合わせは非常に多く、生産拠点として、ASEANマーケットを睨ん
だ周辺国へのハブ拠点として、技能実習生の受け皿とした人材活
用として、中国からの移管拠点として等、様 な々理由を背景とした
進出に関するご相談を頂いています。

図表1　ベトナムへの進出日系企業数の推移

出所：外務省「海外在留邦人数調査統計」よりYCG作成

海外展開の検討プロセスの全体像
　海外展開を検討するにあたってのプロセスを図表2に示しました。

各プロセスにおけるポイント
　各プロセスで実施することと検討ポイントを以下に示します。

1 海外事業における目標設定

　国内マーケットの成熟・縮小が見込まれる中、海外マーケット
を狙いに進出を望む企業が増えている状況で、「とりあえず～」

「長い目で見て～」といったフレーズをよく耳にします。これでは
海外で力強く事業展開し、将来の事業の柱にしていくことは難し
いのではないでしょうか。いつまでに、いくら作りたいか、明確な目
標のセットとトップのコミットメントなくして、海外における事業展
開、海外マーケットの売上獲得に繋がることはありません。長期
的で壮大な目標を描き、5年後、3年後のあるべき姿を考え、その
ために足元の取り組むべき事項を考えることはもちろん重要ですし、
我 コ々ンサルティングの現場でもこの手法でプロジェクトを進める
ことが多いです。しかし一方で、日本とは全く異なる市場で、手探
りながらも徹底的に行動し、仮説検証を繰り返し高速回転させる、
戦略変更も厭わず事業の転換をする、海外展開も一種の新規ビ
ジネスであることを考えれば、試行錯誤の中でスモールウィンを
獲得していくことも重要となります。長期的な視点と、一度作った

戦略を何度も壊し推進してく短期的な視点、この両方がなければ、
海外での成功は難しいといえます。これらの実現には担当者の実
力のみならず、組織としての環境の整備が必要です。つまり、失敗
を恐れず、成功するまでやり続けられる、または成功するまで実行
者のサポートをし続けられる環境が求められ、それにはトップの
後ろ盾がなければ、結果の出にくい海外市場でビジネスを続ける
ことはできないのではないかと思います。すぐに利益を得られない
からやめた、収益貢献している既存事業から潰されてきた海外事業

（≒新規事業）も多く見てきました。
　海外マーケットで成功している日系企業の経営者の方にイン
タビューしたところ、

「A社社長：グローバル戦略推進において、グローバルビジネス
強化の重要性を理解してもらうために、社員との積極的なコミュ
ニケーションを大切にしている。その上で、グローバルビジネスの
成功を積み重ねていけば理解・協力をさらに得ることができ、全
社を挙げてグローバル市場に挑む体制ができあがる。」

「B社副社長：海外へ再挑戦するにあたり、『進出チームと社長
自身の直接的で、深い関与』を重要視した。社長は進出チーム
からの報告だけではなく、実際に現地へ足を運びコミットしてい
る状態でなければ、プロジェクトは想定通り進まない。」
ということを述べていました。一例ではありますが、海外事業を展
開する経営陣の覚悟と動き方には学ぶところがあります。

図表2　海外展開の検討のプロセスの全体像

出所：YCG作成

Ⅲ　事業展開のポイント
　　海外展開の検討プロセス
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2 進出有望国の選定

　「この製品を売るには、このビジネスをするには、どの国に出て
行くのが良いのでしょうか」「ASEANを次の市場として展開した
いのですが、ASEANのどの国からエントリーしたら良いでしょ

うか」こういったお悩みを多く頂くことがあります。既に取引のあ
る国、馴染みのある国、自社の業種にもよりますが、ASEAN10
カ国のうちどこに出ていけば良いのかは、各国のマクロ環境や
自社がビジネスする業界環境にもよりますし、①で述べた「いつ
までに」「どの規模のビジネスをしたいか」によっても展開国は異
なります。エントリーする有望国の選定には、下表にあるように、
ASEANにおけるマクロ環境の情報を押さえることも重要です。

図表3　有望国選定のイメージ

出所：JETRO 各国データよりYCG作成

　マクロ環境のみならず、対象とする業界の市場規模や成長性
を押さえるとともに、その国における業界構造の理解も必要となり
ます。業界構造とはその業界がもっている特徴のことであり、それ
は業界ごとに異なり、特に国によっても異なります。業界構造は、
戦略や競争のルールに大きく影響するため、有望国へ新規参入
する際には必ず押さえておかなければならないポイントです。
　例えば、石油化学業界のサプライチェーンは、原料（ナフサや
天然ガス）から中間原料の基礎化学製品（エチレン・エタノール・
ポリエチレン等）を生産し、一次製品となる中間製品（樹脂、各種
塗料・プラスチック等）などを製造し、さらにそれを使って最終製
品が作られ、様 な々産業における中間材として供給されます。日本
ではこの全てのサプライチェーンが自国内で繋がっているものの、
ベトナムにおいては中間材料を製造する企業が少ないので、原料
を輸出し、樹脂等へ加工された中間製品を輸入しなければなり
ません。このようにベトナムにおいては石油化学業界のみならず
サプライチェーンが繋がっていない業界も多く存在するため、参入
の際にはその業界全体及び調達ルートからその先の販売ルート
も含めて調査し、ベトナム参入後の自社の位置づけを明らかに
した上で戦略検討していく必要があります。

4 現地パートナー探索

現地パートナー探索時のポイント
　進出国を消費市場として捉え進出するならば、現地のことを
よく理解しているローカルパートナーと提携していくことが重要
になります。では現地のローカルパートナーとはどのような過程
を経て提携まで至るのでしょうか。海外市場における自社の戦
略を実現できるプレーヤーと組み、そういった企業を自ら探す
ことが必要であり、出物（M&Aブティックからの持込み）を都
度検討するのは自社の戦略実現になかなか繋がることは難し
いうえ時間もかかります。対して、自ら対象企業を探すことは一
見遠回りなようで、実は自社の戦略実現には近道と言えます。
具体的に現地パートナーの探索は、その対象国・業界において
現地パートナーとなりうる企業のリスト化（ロングリスティング）
を行った後、自社の目的に合致する企業へ絞り込む（ショート
リスティング）ことが一般的です。その上で絞り込んだ企業への
打診を行います。現地パートナーの探索においては、以下2点
が重要です。

a）現地パートナーに求める機能の明確化

　現地パートナーに求める機能をできる限り明確にすることが 
自社の目的に適した候補先を特定するために役立ちます。販売
機能を求めるのであれば、自社が必要とするチャネルとそれに
よってリーチできるエンドユーザーの属性などをイメージして
おくとよいと思います。また、ショートリスティングの過程で現地
パートナー候補の属する経営環境を分析し、業界内のポジショ
ニングを把握することによって、自社がアプローチする候補先の
優先順位付けが可能となります。

3 進出先での
ビジネスモデルの仮説検証

　次に②で決めた有望国でビジネス展開するにあたってビジ
ネスモデルを検討します。具体的には、その国・エリアの市場性
や競合の調査、プレーヤー・消費者へのインタビュー調査を経
て外部環境を把握し、それらを踏まえて自社の強みを最大限に
活かした事業仮説の構築と検討を行います。クリステンセンらに
よると、ビジネスモデルは「顧客価値の提供（CVP：Customer 
value proposition）」「利益方程式」「経営資源」「プロセス」と
いう互いに関連し合う4つの要素によって定義されます。進出先
でのビジネスモデル構築にも、これらを押さえることが重要です。
ターゲットとする顧客が抱える問題に対して、それを解決するに
はどんな経営資源（人材、技術、製品、設備、機器、情報、流通
チャネル、ブランドなど）が必要なのかを具体的に検討していく
ことになります。
　特に海外市場においては、ビジネスモデルを自社のみで実現
できるのか、現地パートナーと提携して進めていくのか、それに

b）自社が現地パートナーに提供できる
　 価値(自社の強み)の明確化

　現地パートナーとwin-winの関係を築けなければ事業の成
功は生まれません。自社が現地パートナーの機能を利用するた
めには、自社の提供できる価値が現地パートナーにとって魅力
的である必要があります。ブランド力、独自の技術、まだ現地では
流通していない新しいサービスなど様 あ々りますが、自社が提供
できる価値を生かすことで現地パートナーの事業が成長する姿
を具体的に描くことにより、候補先へのアプローチの結果に大き
な差が出ます。現地パートナー候補となる企業が競争力のある
企業であればあるほど、日系企業に限らず、他国の企業からも協
業のアプローチがあることが予想されます。その中で自社は選ぶ
立場である一方、選ばれる立場でもあることを認識した上で、
アプローチの仕方を考えることが重要です。

Ⅲ　事業展開のポイント
　　海外展開の検討プロセス

Ⅲ　事業展開のポイント
　　海外展開の検討プロセス

出所：YCG作成

図表4　自社の本質的な強みは自社のどんな強みが活きるのか、自社の強みをしっかり認識
しておくことが重要です。自社の強みの理解は異国の地で事業
展開していくうえでも、④で述べる現地パートナーと提携し互恵
関係を築いていくうえでも欠かせません。図表4の通り、その強
みは自社の表面的なものではなく、価値提供できている本質的
な強みがあるはずであり、環境が変化してきても、今の自社が
変化対応でき存在している大きな理由のひとつだと思います。
その自社の本質的な強みを改めて把握し、それを作り出してい
る自社の組織能力を棚卸しして、ビジネスモデルの構築へとあ
てはめてみてください。
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現地パートナー面談時のポイント
　次に現地パートナー候補企業と接触し、面談するにあたって、
どのようなことに気をつければ良いのでしょうか。共にビジネスす
ることを提案に行くため、表敬訪問して様子をお伺いするといっ
た日本的アプローチはなるべく避けた方がいいでしょう。相手も
こちら側の提案を見極めているので、状況次第ではその場での
決断を求められることもあります。検討事項を持ち帰るといった
スピード感では遅く、仮にパートナー候補企業に別の中国系企
業や韓国系企業がアプローチしている場合には、意思決定の
スピードで負けてしまうかもしれません。相手の要望を見極め、
自社が実現したいことを明確に伝え、相手のメリットも踏まえた
上で、交渉することが必要になります。そういった状況からも、こち
ら側も意思決定者が面談に行き、できれば実行予定の責任者も
同席させ、その場での対応がしっかりできるように十分準備して
いくことをお勧めします。実行フェーズに入る前から意思決定者
と実行者の熱や思いを共有しておくことは、実行スピードが遅く
なるリスクを軽減することにつながるのです。

客観情報の重要性
　上記で述べてきたように、自社のビジネスに適した現地パート
ナー候補を選定することは非常に重要ですが、客観情報も取り
ながら評価していくことも忘れてはなりません。「財務的な信用評
価」と「業界での評判」を用いて、対象企業を客観的に評価する
ことができます。

現地パートナーと組む目的や形態によって様々ではありますが、
外部には公にならない、その対象会社が存在する業界内の人間
だけが知りうる情報を入手し、その対象会社が自社の現地パー
トナーに適しているかを評価してください。

5 事業立ち上げ

　進出国での事業立ち上げには、上記で述べてきたパートナー
企業の買収、パートナー企業との合弁会社の設立、業務提携や
資本提携、自社での法人設立など、様 な々形態による方法があり
ますが、どの場合においても能力の高いエース級人材の投入が
重要です。海外事業が自社の既存のビジネスモデルに近く、既存
の組織との関わりや連携が多い場合には、既存事業を担うエー

a）財務的な信用評価

　日本国内の場合でも、新たな相手先と取引を始める際には信
用情報を入手し、取引先の評価を行う企業が多いと思いますが、
海外では国内以上にその重要性が高まります。ベトナム企業の
財務情報を入手する際の難易度は企業によって様々で、入手で
きたとしてもそれが正しいかどうかは十分な検証が必要です。
ASEANにおいては、財務情報が一般に公開されている国、信用
調査機関等から入手可能な国、外部からは入手困難である国
があります。また、その企業が正確な財務情報を公開していない
ことも多くあるため注意が必要です。

b）業界での評判

　現地パートナーを評価するために、定量的な財務情報を入手
するだけでは不十分な場合もあります。ベトナムにおいては上述
の通り、その財務情報が正確ではないこともあるため、対象企業
の定性的な情報も併せて入手する必要があります。特にJVパー
トナーなど資本関係を作り深い関係構築を想定する場合は、リス
クを低減するためにも重要です。例えば、技術供与を前提とするJV
事業であれば、その企業固有の技術が盗まれる懸念であったり、
販売を前提とするのであれば現金回収の懸念などがあります。

ス級の人材を送る必要がありますが、新規事業に近いものであ
るならば、新規事業の経験に長けた人材の投入が必要です。新
規事業を立ち上げ、推進していくには様々な難所があります。ここ
で多くは触れませんが、経験学習に基づき、新規事業の推進を
何度も経験した人材こそが異国の地におけるビジネスの成功に
は不可欠です。

おわりに
　ここでは海外進出における検討プロセスについて記載しました。
上記のプロセスだけが正解ではありませんし、すべてのプロ
セスを漏れなく踏んだからといって必ずしも成功する確証もあ
りません。しかし、海外展開をするには「彼を知り己を知れば百
戦殆うからず」が大事です。公平に冷静に勝算を分析すること
の大切さや事前準備の必要性を理解し、実行に備えることだ
と思います。

Ⅲ　事業展開のポイント
　　海外展開の検討プロセス

Ⅲ　事業展開のポイント
　　海外展開の検討プロセス
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米国大学卒業後、保険会社、HR関連会社
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ンググループに入社。現在は日系企業の
ASEAN（主にベトナム）への進出支援業
務を中心とした海外案件に従事。

　昨今日本の在留外国人数は増加の一途を辿っており、技能実習と呼ばれる制度を利用した東南アジアを中心
とした途上国からの技能実習生が製造業などの日本企業に多くみられるようになりました。なかでも日本は
ベトナムから多くの人材を受入れています。本稿では、「技能実習」を中心に制度の概要をご案内します。

1 はじめに

　皆様の中にも、技能実習生を受入れている企業様が多くいらっ
しゃるのではないでしょうか。法務省によると、2018年度末時点
で日本に滞在する在留外国人は273万1,093名で過去最多とな
りました。在留資格別の構成比としては、永住、留学に次いで多
くなっているのが、技能実習です。これは「技能実習制度」という
途上国からの人材（技能実習生）が日本で一定期間働き、技術

　こうした技能実習生は、日本の都市部のみならず、過疎の進
む地域でも受入れが進んでいます。地方農業法人等でも、実
習生を複数名受入れています。ここで注意が必要なことは、実
習生は労働力不足を補う存在ではなく、あくまで途上国への
技術移転を目的とした経済発展に寄与する人づくりのための
制度である、ということです。外国人による日本の労働力不足の
サポートとしては、新たな在留資格である「特定技能」が制定
されています。

2 技能実習制度の変遷

　外国人技能実習制度の起源は、1960年代中頃から海外現地
法人などの社員教育として行われていた研修制度にあり、その後
1993年に制度化されました。その後、認知が広まり、途上国から
より多くの技能実習生が来日し、受入企業も増加していく中で多
くの問題も生じてきました。安価すぎる給与、給与未払い、実習

を身に付け帰国後に技術移転を行うことを目的とした制度です。
2018年末、技能実習生は32万8,360人に上り、在留外国人の
12％を占めるようになりました。中でも、ベトナムからの技能実習
生は16万4,499人と派遣国中（15カ国）で最も多く、技能実習生
全体の半数を占めています。
　弊社ベトナムセミナーに参加した企業に行ったアンケートでも、
約半数が実習生を受入れていると回答されています。また、ベトナム
に現地法人設立を検討中の企業で「過去自社で受入れた実習
生をベトナムで現地雇用し、自社社員として働いてもらいたい」と
いったケースも多くみられます。

生の行動の束縛、実習生の失踪や不法滞在などが代表的な問
題として挙げられます。また、実習生の日本での日常生活に対す
るサポート不足も課題となっていました。
　そのような状況の中、技能実習制度の見直しとして、技能実習
の適正な実施と技能実習生の保護に関する法律である「技能実
習法（2017年11月施行）」が制定されました。技能実習法に基づ
く新たな外国人技能実習制度では、技能実習の適正な実施や技
能実習生の保護の観点から、監理団体（後述）の許可制や技能実
習計画（後述）の認定制等が導入されました。また、優良な受入先
と認められれば、最長実習期間3年から5年への期間延長、受入
可能人数枠の拡大などのインセンティブが与えられました。技能
実習生の支援・保護窓口としては認可法人外国人技能実習機構

（※OTIT）が新設され、以前より環境改善が進んでいます。

図表1　技能実習生の在留状況

図表2　技能実習生の国籍別構成比（人,%）

出所：法務省データを基にYCG作成

出所：法務省データを基にYCG作成

出所：国際研修協力機構（JITCO）

※外国人技能実習機構（OTIT: Organization for Technical Intern Training）
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成２８年法
律第８９号）に基づき平成29年1月設立。外国人の技能、技術又は知識の修得、習熟又
は熟達に関し、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、人材育成を通じ
た開発途上地域等への技能等の移転による国際協力を推進することを目的としている。

技能実習法に基づく新制度の概要

■技能実習の適正な実施
①技能実習の基本理念、関係者の責務及び基本方針の策定
②技能実習計画の認定制
③実習実施者の届出制
④監理団体の許可制
⑤認可法人「外国人技能実習機構」の新設
⑥ 事業所管大臣等への協力要請等の規程の整備及び
　関係行政機関等による地域協議会の設置

■技能実習生の保護
①人権侵害等に対する罰則等の整備
②技能実習生からの主務大臣への申告制度の新設
③実習先変更支援の充実

■制度の拡充
① 優良な監理団体・実習実施者での実習期間の延長
　（従来3年だったが5年に延長）
②優良な監理団体・実習実施者における受入れ人数枠の拡大
③ 対象職種の拡大（地域限定の職種、企業独自の職種、複数職種の

同時実習の措置）

Ⅳ　実習生制度
　　外国人技能実習制度について
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　国際研修協力機構（JITCO＊2）によると、受入機関のタイプは、
団体監理型の受入れが97.2％と圧倒的に多く、企業単独型の
受入れは2.8%に留まっています（2018年度末時点）。また、実習
実施機関＊3の半数以上は、従業員19人以下の零細企業となっ
ており、技能実習制度は労働力を補うために利用することは禁止
されているものの、実際のところは人手不足の解消としての制度
利用が多いことが窺えます。
　一度実習生を受け入れると、彼らの勤勉さ、真面目さ、働きぶ
りを目にし、ベトナム人の受入増を検討している企業も少なくな
い状況です。しかし、技能実習生の受入れには人数制限があり
ます。団体監理型、企業単独型ともに常勤職員人数により上限
受入人数枠が設けられており、受入企業がどの基準に該当す
るのかは、受入増を決定する前に確認しておく必要があります。
また、団体監理型か企業単独型かによっても受入人数枠は異
なります。

3 制度概要

　ここでは、技能実習制度の主要な3要素である「受入機関
（日本側）」「送出機関（ベトナム現地）」「技能実習生」について
整理します。

（1）受入機関について

　受入機関は、以下二つに分類されます。
「団体監理型」
　事業協同組合、商工会、中小企業団体等の非営利団体（監
理団体）が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習
を行うもの

「企業単独型」
　日本の企業等が海外現地法人、合弁企業、取引先企業等（派
遣元）の職員を受け入れて技能実習を行うもの
　海外の派遣元は下記のいずれかの関係を有する外国にある
事業所である必要があります。
①日本の公私の機関の外国にある支店、子会社、合弁会社等
② 日本の公私の機関と引き続き1年以上の国際取引の実績また

は過去1年間に10億円以上の国際取引の実績を有するもの
③ 日本の公私の機関と国際的な業務上の提携を行っている

等の密接な関係を有する機関として法務大臣及び厚生労働
大臣が認めるもの

　団体監理型の場合、技能実習生は送出国の送出機関＊1を通
じて派遣されます。また、団体監理型は企業単独型と異なり、ま
ず送出機関と監理団体が契約を結んだ後、実習生（労働者）と
受入企業が雇用契約を結びます。（図３）

図表3　技能実習制度の受入機関別タイプと手続きの流れ
図表4　団体監理型の人数枠

図表5　企業単独型の人数枠

出所：法務省資料よりYCG作成

出所：JITCO資料をもとにYCG作成

＊2. 公益財団法人国際研修協力機構(JITCO: Japan International Training Cooperation Organization)
　　1991年に財団法人として設立後、2012年に内閣府所管の公益財団法人に移行。技能実習生、特定技能外国人等の外国人材の受入れの促進を図り、国際経済社会の発展に寄与
　　することを目的としている。技能実習制度の総合支援機関であり、2019年4月からの新在留資格「特定技能」に対しても、特定技能外国人の受入れ等に関する総合支援機関である。
＊3. 実習実施機関=受入機関である日本企業

注）法務大臣及び厚生労働大臣が継続的で安定的な実習を行わせる体制を有すると認める企業の場合は、【１】の表が適用され、団体監理型の人数枠と同じになります。
○常勤職員数には、技能実習生（１号、２号及び３号）は含まれません。
○企業単独型、団体監理型ともに、下記の人数を超えることはできません。
１号実習生：常勤職員の総数　２号実習生：常勤職員数の総数の２倍　３号実習生：常勤職員数の総数の３倍
○特有の事情のある職種（介護職種等）については、事業所管大臣が定める告示で定められる人数になります。

＊1. 送出機関：技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みを適切に日本の監理団体に取り次ぐことができる者として主務省令で定める要件に適合する
ものをいう。（法第23条第2項）

Ⅳ　実習生制度
　　外国人技能実習制度について

Ⅳ　実習生制度
　　外国人技能実習制度について
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（2）送出機関について

　次に、現地の送出機関はどのようになっているのでしょうか。
JITCOによると、以下の通り定められています。

① 技能実習制度における送出機関は技能実習生になろうとす
る者からの技能実習に係る求職の申込みを適切に本邦の監
理団体に取り次ぐことができる者として、規則第25条におい
て定められている要件に適合する機関

②規則第25条における外国の送出機関の要件（概略）
　・所在する国又は地域の公的機関から推薦を受けている
　・制度の趣旨を理解して候補者を適切に選定し、送り出す
　・ 技能実習生等から徴収する手数料等の算出基準を明確に

定めて公表し、技能実習生に明示して十分理解させる
　・技能実習修了者（帰国生）に就職の斡旋等必要な支援を行う
　・ 法務大臣、厚労大臣又は外国人技能実習機構からのフォロ

ーアップ調査、技能実習生の保護に関する要請などに応じる
　・ 当該送出機関又はその役員が、日本又は所在国の法令違反で

禁錮以上の刑に処せられ、刑執行後5年を経過しない者でない
　・当該送出機関又はその役員が、過去5年以内に
　　 -保証金の徴収他名目を問わず、技能実習生や親族等の金

銭又はその他財産を管理しない（同様の扱いをされていな
い旨 技能実習生にも確認）

　　 -技能実習に係る契約の不履行について違約金や不当な
金銭等の財産移転を定める契約をしない（同様の扱いを
されていない旨 技能実習生にも確認）

　　 -技能実習生に対する人権侵害行為、偽造変造された文書
の使用等を行っていない

　・所在国または地域の法令に従い事業を行う
　・その他取次に必要な能力を有する

　中には、不正に実習生から金銭を徴収したりする悪質な機関
も存在します。そのため、先述した2017年11月1日施行の新たな
技能実習制度の枠組みのもとで、送出国政府と日本国政府は、
二国間で協力して不適格な送出機関の排除を目指す取決めを
行いました。2018年4月からはOTIT（外国人技能実習機構）の
ホームページに、二国間の取決めに基づく認定送出機関が公表
されるようになっており、2018年9月1日以降は認定送出機関以
外からの技能実習生の受入れは認められていません。（詳細は
厚生労働省HPに記載）
　なお、OTITのホームページに記載のあるベトナム認定送出機
関は300以上あります。

（3）技能実習生について

　受入れ方式（団体監理型か企業単独型）と実習期間によって、
下記の通り区分され、日本における在留資格がそれぞれ異な
ります。
　なお、技能実習生が第1号技能実習から第２号技能実習へ、
第2号技能実習から第3号技能実習へ移行するには、所定の技
能評価試験（2号への移行は学科・実技、3号への移行は実技）
に合格する必要があります。第2号技能実習もしくは第3号技能
実習に移行が可能な職種・作業（移行対象職種・作業）は主務
省令で定められており、2019年5月時点では80職種144作業と
なっています。
　また、2号から3号へ移行する際は、移行前に実習生が本国に
1カ月以上一時帰国しなければならないという規定が設けられて
いるほか、受入期間が3年を超える場合、実習実施機関が基準
に適合した優良な監理団体である必要があります。 

出所：JITCO資料をもとにYCG作成

出所：JITCO資料をもとにYCG作成

図表7　技能実習生の入国から帰国までの流れ

図表6　技能実習生の区分と在留資格

Ⅳ　実習生制度
　　外国人技能実習制度について

Ⅳ　実習生制度
　　外国人技能実習制度について
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4 おわりに

　日本では人材不足に悩まれる企業が多い中、技能実習で高度
なスキルを身に着け特定技能外国人＊4へ移行していく人材や、
特定技能外国人として来日した人材を積極的に活用していく企
業もますます増加することが見込まれます。冒頭でも触れたように、
日本の技能実習生に占めるベトナム人の割合は高く、受入れ企
業からの評価も高いですが、最近ではベトナム人の採用が以前
より難しくなってきているという実態もあるようです。主な理由とし

＊4. 特定技能外国人：新在留資格「特定技能」の制度に基づき、日本で働く外国人。当制度については、弊社ウエブサイトにて概要をご案内しております。

TOPIC 送出機関へのインタビュー

Ⅳ　実習生制度
　　外国人技能実習制度について

Ⅳ　実習生制度
　　外国人技能実習制度について

　日本企業向け人材教育・派遣会社のエスハイの教育部門である「KAIZEN吉田

スクール」はベトナムで最大級の日本語教育訓練機関のひとつです。現在も多数

の学生が在籍し、日々日本語や日本文化、ビジネスマナー、日本で仕事をするための

基本的なルールを学んでいます。この度、エスハイのLe Long Son氏に、技能実

習生として日本へ渡るベトナム人に関する話を伺いました。

１．送出機関における人材送出しのポイントとは？
　人材教育でも一般的なメーカービジネスと考え方は同じだと思っています。
メーカーだとモノづくり作りをして、研究開発しながら改善を重ねる。人材教育でも人材ビジネスでも同じです。
残念なことに、憧れを抱いて日本に行ったにもかかわらず、仕事や人間関係が上手くいかず、日本が嫌いになってしまう人がいます。
本人にも勿論責任はありますが、送出機関の責任が一番大きいのではないでしょうか。しっかりと教育をしない、準備をしない、
知識を提供しない機関が多い。我々ができることは教育機関、メーカーとして「人作り」をしているのです。だから学校の名前に

「カイゼン」と付いています。
　日本語のみならず、マナーや知識を学んだ学生はトラブルも少ないと感じています。うちの学校は単に言語だけを教える「日本
語学校」とは違って、日本の会社が行う新入社員研修を1年間かけて行うイメージでカリキュラムを設定しています。例えば、挨拶
も掃除もそうです。自主性が芽生えた状態で日本に渡ることになるので、日本での馴染み方も違うことが分かりますよね。

２．学校のプログラムについて教えて下さい。
　学校の授業内容は、主には学校の先生方が作っていますが、中には日本のお客様か
ら依頼を受けてできたものもあります。例えば「立ち教室」というものです。この授業中
は起立した状態で勉強をします。ベトナムではすぐにバイクに乗る習慣があるため、足
腰が弱く、日本での立ち仕事に耐えられないことから、立ったまま勉強する時間を設け、
足腰の強化を図っています。
　他にも栄養に関する授業もあります。日本で初めての一人暮らしをする学生ばかり
ですから、ベトナムと同じものが食べられなくて体調不良になったり、同じものだけを食
べ続けて体を壊すということがないよう、体調管理に必要な情報も盛り込んでいます。

３．実習生制度、特定技能制度についての懸念事項はありますか？
　今後、条件に釣られた転職が増えるのではないかと心配しています。2019年4月から特定技能
制度ができ、高度人材のエンジニアは何度でも転職ができるようになりました。田舎よりも条件が
良く刺激のある東京へ行きたい、そういった人が増えるのではないかと気になります。
　条件面だけで転職先を決めない、人と会社も見ること。転職によるメリット・デメリットをしっかり
と考えるように教育しており、今のところその成果は出ている（転職者は少ない）と感じています。

４．実習生は帰国後、どのような職に就いているのでしょうか？
　実習を終えた帰国後は、ほとんどがベトナムで実習時とは別のことをやっています。同じことをやってもベトナム水準での給与しかもら
えないため、日本語と日本での経験を活かし、管理職を目指す人が多いですし、私たちもそれを最初から視野に入れて教育をしています。
　ただ、帰国後の成長には個人差がとても大きいです。私はそれはベトナムでの研修、日本での実習いずれにも勉強意欲が影響して
いると感じています。日本への出稼ぎと勘違いする人がいますが、それは違います。実習にかける時間は修行で、日本に行ってお金
をもらうのではなく、日本で勉強するんだよ、と。勉強してお金をもらうんだから、それは感謝すべきこと、そう教えています。実際、
研修と実習を経た人は、ベトナムでの就職でかなり有利になります。日本語資格があり、日本で学んだ技能・技術があるんですから、
それは大きな強みになりますよ。

ては、以前は日本に滞在し勤務できること自体が実習生のモチ
ベーションとなっていることが多かったため、仕事内容はあまり
重視されていなかったのに対し、最近では賃金や労働環境を考
慮し、実習生側が業界や仕事内容を選ぶようになってきているこ
とが挙げられます。実習生の間ではSNSなどによる情報共有が
行われており、労働実態を比較されている可能性があることも気
に留めておいた方が良いでしょう。
　上記実情はありながらも、若くて優秀な人材は、多くの企業に
とって魅力的な人材ではないでしょうか。本制度で高度なスキル
を身に着けた外国人材が日本企業の発展、および海外事業の発
展において重要な戦力となる可能性を秘めているのです。
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座談会

ベトナム企業との「合弁事業から資本業務提携への発展」
2019年4月ライト工業株式会社はベトナムのホーチミン証券取引所に上場するFecon Corporation及び同社の
連結子会社と、資本・業務提携契約を締結しました。これまでライト工業は米国、シンガポール、香港、台湾といった
成熟市場での海外展開が主でしたが、この度の資本業務提携によって新興国市場ベトナムでの事業展開を加速
させています。資本業務提携に至るまでの経緯やベトナムでの事業を行う上での難しさ、事業運営上の注意点等、
今回、当資本業務提携に携わった弊社コンサルタントがインタビューを行いました。

海外事業本部
執行役員
海外事業本部長

山根  智之 氏

海外事業本部
管理部長

中村  慈人 氏

ベトナム進出のきっかけⅠ
ベトナムに進出された経緯を教えてください。
　海外事業の歴史は長く、台湾の現地企業と合弁会社を設立し
て1962年に台湾に進出しました。当地では、鉄道トンネル（多く
が大正時代に日本が建設したもの）の防水補修工事を手掛けて
いました。その後、台湾市場からは撤退しましたが、1997年頃か
ら北米（サンフランシスコに子会社）、台湾（再度進出）、シンガ
ポール、香港へ海外展開を徐々に進めてきました。当社保有の地
盤改良技術が地下鉄建設など比較的先進国にて需要が多かっ
たということもあり、これまでは米国やアジア先進国での事業展
開が主体でした。しかしながら、最近ではアジア新興国において
地下鉄や下水道などの地下インフラ整備が積極的に行われるよ
うになり、当社にとってアジア新興国市場の強化が大きな課題で
した。そのような状況の中、とある案件の引き合いをきっかけに
ベトナムへ進出することになりました。

現地パートナーとの合弁事業を経て、
2019年4月に同パートナー企業に資本参加されました。
合弁事業立上げからパートナー企業への出資に至る
経緯を教えてください。
　弊社はもともと自前拠点の立上げを基本方針としており、当時
から外資規制上でもベトナムは建設業の独資進出が認められて
いました。一方、単独での立上げは難しく信頼できる現地パート
ナーが必要、というベトナム事業の立上げにあたっていた責任者
の調査結果を踏まえた提案があったことから、パートナーと組む
という経営判断に至りました。
　パートナー選定にあたって多様なルートで候補企業を探しま
した。最終的に5、6社の候補企業が残り、各社のプレゼンを受け
て、現在のパートナー企業（FECON CORPORATION「以下、
FCN」）を選びました。他の候補にはより大手の企業も含まれてい
ましたが、日系企業とのビジネス経験や、プレゼンテーションにか
けたであろう準備、何より、一緒にやりたいという気持ちが真摯に
伝わってきたことが決め手です。最初は、ホーチミン地下鉄1号線
における地盤改良工事において共同施工を行いました。そのよう
な経験から互いの信頼関係を深めることができたこともあり、FCN
の子会社FCU（FECON UNDERGROUND CONSTRUCTION 
JSC）と2014年に具体的な協議を開始し、2016年にRFI（RAITO 
FECON INNOVATIVE GEOTECHNICAL ENGINEERING）
という合弁会社を設立しました。設立後、ホーチミン市の下水道
工事や複数の民間工事等にも携わり、実績も積み上がってきてい
ます。やはり単独での施工体制構築は難しく、コンスタントに受注
するためには現地のしっかりとした体制が不可欠と感じています。

　もともと、パートナー企業グループはベトナムにおける基礎
工事分野のリーディングカンパニーとしてのポジションを既に
確立していました。そうした中で、この度、事業領域を地下鉄や
上下水道などの地下工事へ拡大・強化していくにあたっての戦
略的パートナーとして、当社が資本参加をするに至りました。
合弁事業を通してお互いに仕事振りを理解していた、というの
が前提にあります。

ベトナム特有の困難・留意点Ⅱ
合弁会社設立時、出資を行うにあたって直面した難しさや、
想定外だったことについて教えてください。
　設立する際の苦労は多くありました。メールや電話では話がま
とまらず、協議のために頻繁に現地で顔を合わせていました。合
弁契約書の内容を詰める時には半年間、毎月複数回といった頻
度です。また、現地に行けば協議がヒートアップして半分喧嘩の
ようになっていました。（苦笑）
　報酬や福利厚生の面でどうしても日本とベトナムでは差があり、
現地パートナーから、「日本人は手厚すぎるのではないか？」と指
摘を受けました。給与や滞在する住居の手当てなどは特に差が出
るところです。また、パートナー企業側の給与体系もいびつなとこ
ろがあり、今でも給与の調整は試行錯誤しているところです。
　出資の際は、合弁事業を通した一定の信頼関係が既にあった
ことから、協議上の論点というよりも手続面での苦労が多かった
印象です。ベトナム上場企業グループとはいえ、日本ほどは内部
管理資料も整っていませんし、法制度上の違いから、日本基準で
は測れないことも多 あ々ります。そうした問題は、現地で現物を見
ながら担当者を捕まえて、話を聞く中で一つ一つ理解を進めな
がら判断していきました。企業の内部的な手続のみならず、各省
庁への届出や資金移動も、ベトナム特有のベトナム語での書類
整備や特別な投資口座の開設などが求められます。専門家の
サポートを受けながら進めましたが、時間が限られた中で想像
以上に大変な作業でした。

聞き手
山田コンサルティンググループ株式会社

インタビュー
ライト工業株式会社

シンガポール支店
支店長

坂野  豪

経営コンサルティング
事業本部
事業戦略部コンサルタント

林原  有香

Ⅴ　座談会
　　ベトナム企業との「合弁事業から資本業務提携への発展」
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現地での事業運営について、
考え方が日本と異なる部分もあると思います。
実際どのような違いがありますか。
　まず挙げられるのは、そもそもの業界構造の違いです。その違
いは施工面での労務管理の難しさとなって現れます。日本では
下請制度が確立しており、作業員は下請け会社に所属している
ため労務管理は下請けに任せています。しかし、ベトナムではそ
んなに簡単にはいきません。当社のような専業者（ゼネコンでは
ない）は、一般的に海外では自社で施工体制を持つ必要があり、
作業員の調達からその管理までを自社で行うことになります。
　次に、会社単位での経営の考え方の違いに触れます。日本で
は当然に効率を求め、なるべく少ない人数で物事に対応します。
一方、ベトナムでは考え方が違っています。例えば、従業員が多く
いる方が社会的ステータスになるようで、一概に効率性を求め
ることはできません。ベトナムでは多くの企業がそうだと思います
が、縁故や紹介で入社してくる社員も多くいます。少ない人数に
多くの金額を渡すといった考え方ではなく、なるべく多くの人に
お金がいき渡るように、という考えがあるように思います。そのた
めに仕事をシェアする、という感覚。いわゆるワークシェアリング
ですね。このような発想は東南アジア周辺国にも同様にあるのか
もしれませんが、ベトナムはよりその傾向が強そうです。人口も多
いですし、効率を上げて作業する必要性がまだないのかもしれ
ません。パートナー企業の経営陣にも、欧米での留学・職務経験の
あるメンバーがいますが、効率性の追求よりは、ベトナム的なワーク
シェアリングをより重視しているように感じます。ただ、それが業績を
伸ばす上でネックになることは十分理解しているようですが。
　パートナーの企業グループは創業して20年、上場して約10年
ですので、まだ30代の若い管理職が多いです。一昨年くらいから
ようやくISOの話が内部で出始めるなど、少しずつですが組織と
してのマネジメントへの意識も向上してきています。同時に、効率
化を示せる良い機会になると期待しています。

ベトナムで事業を行うにあたって、
日本企業と現地パートナー企業と
それぞれで役割分担があると思います。
ポイントは何でしょうか。
　商慣習など、現地流でやるべきことは現地パートナーに任せる
ことでしょうか。パートナー企業の経営陣に、日本企業の考え方
や立場をしっかり理解してくれる人がいるかどうかによって、任せ
られるかどうかは大きく違ってきます。パートナーを選ぶ際にはそ
ういった部分を含めてきちんと対応してくれる人がいるか、もポイ
ントになります。ベトナムに限らず海外拠点毎に商慣習や仕事の
進め方などはそれぞれ違うため、極力現地に合わせるようにして
います。日本本社から見て「その海外拠点のやり方がおかしい」と

いう意見がある場合でも、日本流を強制するのではなく、業務に
支障のない範囲で現地のやり方を尊重します。それでも、現地で
は「本社は理解してくれていない」と感じていると思います。どちら
が良いのかすぐに結果はでません。徐々により良い方向へ軌道
修正していくしかありません。

ベトナム事業において求められる
人材・組織としての能力Ⅲ

ベトナム事業に必要な人材育成について、
組織としてこれまでどのように取り組まれてきましたか。
また、自社で抱えるべき人材、パートナー企業に頼るべき人材、
その他外部人材の活用についてこれまでの経験から
どのようにお考えですか。
　まず、現地の経営を行う拠点長レベルの人材についてお話し
ます。今のベトナム拠点長も十数年間海外に駐在しており、長らく
直接現地と日本の間に立って業務経験を積んできました。弊社
社員は基本的に技術職の人間ですが、海外拠点の立上げを経
験することで経営管理的視野や能力を苦労しながらも身に着け
てくれています。外部からの採用で入ってきた人材がいないわけ
ではないですが、他の拠点も含めて中核メンバーは15～20年弊
社の海外拠点で苦労しながら経験を積んできた人たちです。こう
した人材が育つには長い時間を要します。明日から交代です、と
言われてすぐに現地拠点の運営が可能な人材は社内を見渡して
もいないと思います。海外拠点長の異動は日本国内の支店長の
異動とは性質が全く異なります。現状では、組織的な対応ができ
ているとはいえません。人材に頼っている部分が大きいですね。
　これまでは拠点長になる前に、拠点立上げなど経験を積む機
会がありましたが、ある程度組織ができあがってくると次の世代
ではそのような経験はなかなかできません。次は組織としてその
課題に対応していく必要があります。昔と違って、現在は本社に
海外拠点をサポートする組織があります。
　次に、現場の人材についてです。日本国内では、各社員がそれ
ぞれ原価管理をできるように教育をしています。これがベトナム

に限らず海外現地社員の場合、日本人と同じように育てて良い
のか、海外には合わないのではないか、等悩ましい点が多いです。
日本のやり方の押しつけでもいけないので、現地のスタッフの育
成方針については模索している段階にあります。弊社では昨年か
らベトナム人の新卒採用を始め、今春から入社しました。ベトナ
ム人でも、本社にて日本式で育てるため、彼らがベトナムで業務
にあたる際に日本人と同様、日本のやり方とのギャップに直面する
可能性があり、難しいところです。製造業とはまた事情が異なり、
我々のような建設業界では必ず発注者、コンサル、元請企業や
下請企業など外部企業と多くのやり取りが求められるため、日本
式のみで対応しきれない部分が出てきてしまいます。
　また、日本から新たに多くの弊社日本人社員を海外に派遣す
ることも難しい状況にあります。現在国内の建設市場も繁忙な状
況が継続しており、会社としては日本で仕事をさせた方が短期的
な利益貢献は大きく、敢えて海外に送るというのは先行投資の
意味合いが強いため、判断が難しいところなのです。ただ、日本
人を育てようとすると十数年かかります。本当は若いときに苦労
を含めて経験してもらうためには、積極的に海外に出せるような
国内環境であれば良いのですが。
　現場運営については確かに日本人の方がうまくできることも多
くありますが、現場のマネジメントは現地人材にやらせた方が良
いと思っています。例えば原価や出来高の管理など数値的管理
のスキルやノウハウは現状では日本人が優れています。しかし、
発注者、コンサル、元請業者など多くのローカル企業との関係作
りなどは、現地スタッフやパートナー企業に任せた方が工事を
円滑に進めるとことができると考えています。現状では、日本人社
員が現場を直接オペレーションすることが多いですが、日本人社
員は裏方でサポート役に徹する方が良いのです。

海外展開にあたって海外事業の歴史が短い企業は、
より顕著に外部から人材を招聘している印象です。
　経営管理だけをみるのであれば外部人材も良いかもしれま
せん。営業面・事業面を考えると業界経験と自社の理解度が
深く、かつ現地事情に精通した人材が求められます。そう考えると、
そんな人はなかなかいないのではないかと感じます。少なくとも
建設業界ではそういう人材はとても貴重です。

今後の展望Ⅳ
近年大変注目度の高いベトナムですが、貴社としてベトナムの
将来性への期待と展望についてお伺いさせてください。
　ベトナムでのパートナー企業への投資は規模としても弊社にと
って過去最大です。ベトナムでの事業を一層加速していきたいと

考えています。日本から新たに即戦力人材を多く投入できる状況で
はないですが、現地パートナーには若くてノウハウを持った人間も
多くいますので、人材面での協力も含めて事業を進めています。
今年入社したベトナム人新卒メンバーが、5年後、10年後に現地
側との橋渡し役となり、現地人材も日本で修行して現地に戻るよ
うな交流が出来る体制を目指しています。
　ベトナムの建設市場にはまだまだ成長余地があります。また、ベ
トナムに限らずアジア新興国市場もベトナムの現地パートナーと
一緒にベトナムをハブとして展開することを視野に入れています。
パートナー企業と共同で展開することで、フィリピンやミャンマー
でもコスト競争力を持って事業を行えます。

最後に、ベトナム進出を検討されている日系企業の方へ
アドバイスやメッセージを頂戴できますか。
　我々の経験からですが、現地パートナーとの話し合いがヒート
アップして喧嘩のような言い合いになることも多くあります。結果
として、協議段階で納得いくまで議論をする、ということがローカル
パートナー企業と共同事業を進めていく上では重要だと考えて
います。最初に主張をぶつけ合う方が早い、とお互いに理解した
上でそのようにしています。そして、喧嘩のような話し合いが終わっ
たら必ず一緒に食事やお酒を飲みに行きます。現地パートナー
が日本に来て話し合うことも重要です。わざわざ日本に来なくて
も話すことはできますが、実際に会って話さないと伝わらないこ
ともあります。言葉だけでは伝わらないから、ホワイトボードに
書きながら認識を併せることも多いです。そういう過程が、日本企
業の考え方を本当に理解してもらうためには必要です。実際に
パートナー企業の社員とはそうして信頼関係を築いてきました。
最初は時間もかかりますが、あまりテクニカルなことではないと
考えています。あとは、パートナー企業のキーパーソンを見つけ
ること。経営トップと繋がっている人をよく認識しておくことも重
要ですね。苦労は多いと思いますが、よく話をすることがやはり
大事です。

ありがとうございました。

Ⅴ　座談会
　　ベトナム企業との「合弁事業から資本業務提携への発展」
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