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1.前 置 き

去る 11月 初旬 (11月 3日 ～8日 の 6日 間)、 筆者は

神戸市 。兵庫工業会・機械金属工業会企画の 「ベ トナム

ビ ジ ネ ス ミ ッ シ ョン 」 に 参 加 、 ベ トナ ム進 出 日系 企 業 訪 問 、  <村 元団長挨数 日系企業交流会>

商談会見学、現地人材送 り出し機関の視察等行った。特には、2019年 4月 に施行 された改

正入管法の動向に関しては、中小企業 としても関心が高く、ベ トナム人材を今後 どう位置づ

けるのか、コンサル としても興味あるテーマであった。

又、今回訪問した 日系企業 4社に関しては、ベ トナム進出の 目的に沿って、具体的にどの

ように品質管理、生産管理、人材育成・定着化等を推進 しているのか、詳細の分析を心がけ

た。 日本での中小企業の事業強化策 として、外国人労働者を活用することに異論はないが、

あくまでも短期視点で効果があるわけで、マネジメントの基本は、生産技術力、品質管理、

生産性管理 人材 育成 が生き残 りをかけた差男| ヒにリンク
ニト
9 るとい うのが筆者の考え方で

ある。以下、各種分析や トピックスを中心に具体的に述べてい くので、皆様 の興味・関心あ

る情報について理解 を賜われば幸である。

*ミ ッションメンバー概要 :

村元団長含め 42名、業種は製造・加工業、不動産業、建築デザイン、食品加工業、行政支援機関

等。製造業は、人材派遣、エンシ
゛
ニアリング、鋼材加工、食品加工、産業機械、電機、不動産含むサービ

ス各分野から参加。

*資料①事前学習
*タ イ・ベトナム・ミヤンマー主要指標比較【出所 :ウイキペディア2017・ 18年現在データー+現地調査】

イ

8r\t\r5s NEIw()

ヽ

区  分 タ    イ ベ トナム -- *z't+-
rI/r

国土/人 口 51万 km2/0.69億人 33万 km2/0.95億 人 68万 km2/0.52億 人

民族/宗教/言語 中国華南から南下のタ

イ民族、タイ民族 75%、

華人 14%/仏教 95%、 イ
スラム4%/タ イ語

キン族 (越人)90%、 他に

華人,タ イ人,ク メール人等。

/仏教徒が 80%以 上/公

用語はベ トナム語 ,観光
エ リアでは英語可

ビル マ 族 (70%)/仏 教

(89%)、 キリス ト教、イス

ラム教マイナー/ビルマ

語、観光エリアでは一部

英語可、

主要産業 農業国か ら工業化を推

進中、FTК 自由貿易協

定)締結に意欲的、日本

企業は生産基地 として

積極的に投資 し日本企

業 5400社が進出、在留

邦人 7万人、食料自給

率も 100%以上

農林水産業 46%,鉱工業

15%,サ ービス 33%、

日本企業 1800社が進

出、在留邦人 16000人
,

貿易額(輸 出入)中 国,米

国,韓国,日 本の順

農業国なるも、天然ガス

をは じめとす る資源分

野への投資に意欲、更に

ヤンゴン周辺に工業団

地を整備 し工業化を推

進、日本企業 370社が登

録、在留邦人 2400人 ,貿

易額(輸 出入)中 国,タ イ、
シンガポール、日本中心

経済指標 GDPは 4800イ意ドル

(53兆 円)

GDPは 2200イ意ドル

(24兆 円)

GDPは 700億 ドル

(7.7兆円)

その他 :

。人件費(ワ ーカー)

。教育
。その他

*バイク・乗用車の

生産規模 (参考)

。平均所得は 4万 円台/

一人・月、教育は 6、 3,3

制度 (義務教育は 9年
間)、 識字率は約 95%
*ハ

゛
イク(国 内消費?);250万 台

*乗用車(輸出センター);

146万台⇒300万台(2017年
度)

・平均所得は 2～ 3万円

程度/一人・月、教育は

6、 3,3制度、識字率は

約 97%、 平均年齢 28

歳、29歳以下人口比率

53%、

*乗用車需要 ;20万台

・平均所得は 1.5万 円程

度/一人・月、教育は 5,4、

2制度(543制度検討)、 大

学は 4～ 7年制、識字率

は 93%
*中 古車輸入⇒国内生

産へ(テ ィラワ SEZ・ ス

ズキが進出)
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以上を参考に、次項の概略スケジュール と感想(雑感)に 目を通 していただき、“ベ トナムツ

アー (ビジネス成功へのキーワー ド)"の コンテンツについてご理解 ください。既に、ベ トナ

ム経験が豊かな方々には比較論 として、全 く知識がなく、これから海外進出の可能性を考え

てみたい方々には入門編(ビ ジネス・宗教 。文化編)と して捉えていただければ有 り難いと思

います。

2.1概略スケジュールとトピックス

*概略スケジュール と訪間の目的

<ハナム省人民委員

会・副委員長挨拶>

11月 3日 (日 )午前中に出発 し、 8日 (金 )早朝に帰国する正味 4日 間のビジネスツア

ーであつた。 4月 改正の入管法に絡む中小企業の外国人材活用への意欲、反対にベ トナムか

ら眺めた場合の 日本で働 く諸条件を含む意欲や願望の トレン ド、進出日系企業のマネジメン

トの実態等、個人にとっても関心深いテーマが含まれてお り、慌ただしくも、以下のスケジ

ュールをこなした。

*主要ス t) =-/V :

11月 4日 (月 ) AM JETROハ ノイ事務所訪問

PM CEOサ ービス開発 (人材送 り出し機関)訪問

夕刻に日系企業交流会開催・参加

AM ハナム省人民委員会表敬訪問(ツオン・クオック・フイ副委員長出席)

PM ドンバンⅢ工業団地訪問 (藤電機/谷 口化成/テ ィラッド3社 )

富士エンジエア リング・サービスアパー トメン ト見学

AM ハノイ貿易大学訪問・視察、学生と交流会

PM EK国 際栄進アライアンス (人材送 り出し機関)訪間、施設見学

夕刻に、ダナン移動

AM ダナン投資委員会訪問 (ブ リーフィング)

ホアカインエ業団地・由利 (鞄製造)工場見学

PM ダナン大学訪間、学生と交流

11月 5日 (火 )

11月 6日 (水 )

11月 7日 (木 )

*ポイン ト (所感・総括):
・JETRO;賃金の国際競争力は当面維持 されるが、GDP(+7～ 8%。 年率)並みアッフ

°
を予測/技

能実習生の 50%は 日本、台湾へは 40%程度、日本語能力は低下傾向/投資は製造業・サー

ビス産業へ/農業人口は 40%、 自給率 100%、 ワークフォース源は豊か/労働組合は協調路線
・ 日系企業 4社の工場管理力 ;ベ トナム人活用にそれぞれ工夫、生産性管理力にはベ トナム

人定着率の影響 とマネジメン ト能力からバラツキが生 じている (詳細は別途報告 )

・送 り出し機関 2社の特徴 ;CEOは昼食・接待 と、プレゼン中心で営業力や実習生の CS度
は把握できず/EKは放送関連国有企業からの出資 。人材を受け入れ、営業は直活動中心。

当日は、 日本の監理団体 と受け入れ企業が出席 しアピール

・大学 2校訪問 ;ハ ノイ貿易大学では学生 と交流、日本語学部の生徒が少なく、む しろ英語

能力のほうが高い、マーケティング分野への就職希望者が多い/ダナン大学にも日本語学部

あり(500名 )、 日本人教師 2名 の影響あり日系企業 。日本企業への就職希望が強い

次頁で、訪問した 日系企業 4社の分析 と、送 り出し機関 2社のセールスポイン トを取 り纏

め、レポー トしたい。

ル ●

日日

島

‐

顧コ111‖ l

金 製

″

3/10



3。 日系企業の競争力比較 (企業別品質管理・生産性 0人材育成力比較 ;私見)

日本での中小企業のマネジメン ト実態を観察 した場合、今後生き

残るには、人材難対策 として技能実習生や高度人材の活用に異論は

ない。 しかしながら、マネジメン トの上で、 リーダーたちが解決 し

なければならない本質的な課題は競争力の強化である。生産技術、

品質管理、生産性向上策や人材育成策の実行はバイタルなテーマ と

なる。一方で海外進出を果たした企業では、マネジャー達が 日本人

管理スタッフや ワーカーはベ トナム人の構成で、企業の進出目的に沿ったマネジメン トが実

施される必要がある。今回の日系企業 4社の視察に関しては、以上の背景に基づき、下記考

察と分析を行った。

*日 系企業 4社のマネジメン ト状況 :*○ (良好 )、 △ (改善点あり)

 ヽ <ド ンバンエ業団地>

業種 品質管理力 生産性管理力 人材育成力 備考(企業概要)

電装品・ F社 ○
5S実施、

品質不良率 1%、

プロセス毎不良発

生管理、

各種データーは存在す

るも活用はこれか

ら。

△

生産高/日 管理、

離職 率高 く習熟度

向上に難、

圧着工程は自動化、

生産性 向上 は これ

からの課題。

⌒
Ψ

リクルートは SNS中心、
マニュアルで教育中、

資格 。認定制度、

離 職 率 高 く(6%。

月)、 これか らの改
差 占

ワイアーファーネス、スイッ

チ等自動車用電装
品製造。女子従業

員 400名 規模で、

今後定萱率向上を

成 二遂げ、品質・生

産性の向上が期待

される(各 種データー

は管理)。

発 砲 スチロール成 形

品・ TK社
△

梱包 用 と鋳 造 品用

の 2種類 (鋳 造品用

は公差 0.5mm)で
あま り品質 要求 の

厳 しさはない、

5M分 析 で品質 向

上意識向上促す。

△

略機械化 されてお

り、立ち上げ時期は

トラブル発生す る

も改善中。

○

40歳 以 上 の女性

社員多く、離職率に

問題な し、

昼食 はケイ タ リン

グで評判は良い。

原材料は 日本、韓

国、台湾から調達、

使い分けて品質管

理、特に梱包用は

ラフな品質要求で

あ り、品質 。生産性

の大きな問題点は

ない由。

ラシ
゛
エター製造・

T社
○
男性職場で、現状の

不 良率 は 0.01%程

度 (部 品の各工程で

の不良率)、 機械化

されてお り、改善は

継続 していく。

○
プロセス毎に機械
化 され てお り技能

が7舌 かされ るこ)|ま 、

準備・検品ではない

か?又、2シフ ト(各

9時間)制。

△

30歳 までは離職率

が高く問題、マニュ

アル+OJTで 教育

するが、定着率高め

る施策は継続 して

検討 !

旧東洋ラシ
｀`
エター社

で、ホンダ・ トヨ

タ。国産・川重・コ

ベ ル コ建機 と取

引、現地では 2輪
用が主体、生産管

理的には確立 して

いる。

高級鞄製造・

Y社
○
低価格戦略は取 ら

ない前提で、700名

程度の女 子従業員

による手作業が中

心。オレンジカラー

シャツの リーダー

達が、品質 。生産性

を指導(専業)。 不良

率 は完成 品ベー ス

で 1%(日 本並み)。

10%が 日本 で技 能

実習生経験。

△〇
究極 の生産性 向上

策は、日本並みの 自

動化 と多能工化。現

地では、難 しく今後

どう考えるか?10年

{)すれば、ワーカー

の塑[金 力は無くな

_登。現状は、組み立

て工程での ミエル

化 (計 画/実績 /不 良

率)。 鍍金は、ホーチ

ミンの韓国メーカー。

△

マニュアル・OJTベース

で教えるが、旧正月

には 100名 程度が

退職 し、新人が入っ

て くる。単能工が基

本であ り、多能工化

に ど う挑 戦 す る

か ?平均 勤続 年数

は 4年前後で、幹部

級 (6～ 7年生、100名

程度)を ど う抑 える

か、 がキ‐―。

中国 。青島でのコ

ス ト競争力に見切

りをつけ、モ リト

グルーフ
°
の進出を契

機に操業開始。 日

本人幹部クラスの

マネジメント能力

は高 く、品質 。生産

性 マ イ ン ドは 強

い。更なる生産性

向上に挑戦す るの

か、他国への展開

か。興味あ り |
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次に、ハノイで訪問した技能実習生・送 り出し機関 2社の紹介 と比較を行 う。

*送 り出し機関 2社の概要と比較 [情報源 :各社資料+ヒアリンク
゛
他]

以上、甲乙付け難いのが実情。

きと考える。

日本での監理団体や受け入れ企業の評価を含め、判断すべ

4.ベ トナムでの裏話 0本音・文化

<べ トナム料理は美味

しい、見た目も !>

今回、ハノイ とダナンを訪問したが、ハノイの道路事情や汚 さはホーチ ミン同様。ダナン

は、 リゾー ト、インフラ完備、民族性の観点で魅力的に映った、以下がディーテイル。

4-1:ダ ナンの奇跡・軌跡

ハノイからダナンに入った際に、何かハノイ・ホーチ ミンと違 うものを感 じた。早速、ガ

イ ドさんに聞いたところ、歴史的には北ベ トナムと違い、現在の中部ベ トナムはカンボジア

と同一圏で民族 も違い、長い期間ヒンズー教の影響を受けていたとのこと。俄然関心が高ま

り、帰国後の調査結果、下記のように取 り纏めてみた。

(1)歴 史

西暦 1000年まで約 800年間続いたチャンパ王国(マ レー系海洋民族のチャム人の末裔か、

又 ヒンズー教を受容 )が歴史のスター トであり、その後、中国系のハノイ王国の支配が続

き、1800年後半から 1900年前半のフランス統治時代があ り、1965年のベ トナム戦争時

期のアメリカ軍 。海兵隊の基地建設・統治 となるが、歴史書を見るも目まぐるしい展開で

深 くは理解できない。間違いなく、ヒンズー教、フランス文化、アメリカ風思考などは、

ダナンの文化 0食文化や産業立地 。投資 。経済運営等に影響を与えている。

(2)文 化 0遺産

フォイアン旧市街、フエ古都、ミー ソン遺跡 (ヒ ンズー教 )、 ダナンの リゾー トエ リア 。

料理等、観光の対象は広い。又、筆者の関心が高まったのは、街の清潔 さ。上下水設備の

充実具合や料理の美味 しさである。料理人を自称する立場 として、ダナン料理は何故美

味 しいのか探った。ミー・クワン(平たい米粉麺 +海鮮 +ソ ースのイメージ)は美味で、ベ

トナム名物のフォー・ブンに相当する料理である。推定ではあるが、中華料理をベース

に、フランス料理が融合 したものではないかと思った。フィリピン料理が美味 しいのは、

中華料理 とスペイン料理の融合であり、味わい深 く、香辛料が思い切って影響 してくる。

是非、ご賞味あれ。

(3)訪 問先 (日 系企業/大学他)で感 じた事

ハノイの大学 と違って、ダナン大学ではフレン ドリー さと柔軟性・多様性を感 じた。あく
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社名/区分 営業力/募集形態 教育実態・能力 コス ト面
′世==土

Z^

1用 ンFラ

CE社 (ハノイ) △

代理店方式,直接営

業,SNSのミックスタイフ
°

⌒
∪

教育可能人数 1000

人程度か ?

△

N4レベル・半年の費

用 55万円程度

(管 理費 ,寮 費 ,入 学

金,出 国時負担等)、

+代理店 コス トの

見方 9

幅広い事業展開を

目指す民間ベース

の企業。 コス ト面

では、代理店方式

が中心で実質的な
コストアッフ

°
σ) 可能性

が残 る

EK社 (ハノイ) ○

直接営業中心
○

教育可能人数 600

人 ,

教師数 40名 程度

OCE社同様、
N4レ ベル・半年の費
用 55万円程度

(管 理費 ,寮 費 ,入 学

金,出 国時負担等)

政府系放送機 関を

手堅い経

営 と見られる。規

模では CEに及ば

ない。

バ ックに



までも、個人としての感想であるが、学生 との面談時に思ったのは、エネルギッシュさは

両大学の共通項、反応の良さ、対応時の柔軟性は、多民族統治の良い側面であろうか ?

又、日系企業訪問時(鞄製造 )に は、日本人マネジメン ト層の能力の高さに気づいた。当

面は、ベ トナム人の賃金メリッ トを最大限に活かすが、あくまでも事業マネジメン トの

要諦は、競争力であり品質 。生産性をどう維持・拡大 していくかが経営層の ミッション。

先の先をお考えになっていた、生き残っていく条件が備わっている !

〃 西″、.週去′幻のベ ハンオム訪 1用″の成どです、参考まで ノ

4-2:マ ネジメン ト観点

(1)中 国十ワン、タイ十ワン視点ノベ トナム人若手から見た 日本の魅力 !?
そもそも今回のツアー参加 目的は、過去訪問 。調査 してきたイン ド・タイ 。イン ドネシ

アなどの諸国と比較 して、仮に中小企業が海外進出を検討 し意思決定する際に、ベ トナム

やカンボジアはどのような位置づけになるのかを確認することにありました。中国からの

シフ トを考えた場合、タイ 。イン ドネシア・ベ トナム・カンボジア・ラオス・ ミヤンマー

諸国の名前がリス トアップされます。海外への生産基地シフ トの 目的は種々あるにしても、
コス トメリットの追求がコアとなることは否定のしようがありません。筆者の感想 として

は、タイは人件費が中国並みとなってきてお り、イン ドネシアかベ トナムかの選択肢が現

実的な検討課題ではないかと考え、私案ですがベ トナムが最適ではないかと思料 しました。

イン ドネシアもベ トナム共農業国である点は共通項ですが、国民性 。政府指導力・市場規

模等を考慮 した場合、上記のような方向付けとな りました。勿論、最終的には FS(現地詳

細視察含め実施 )、 並びに海外進出目的を明確化の上、意思決定頂ければ、と思います。

⇒今回の訪問結果、企業進出や技能実習生の雇用の観点から、ベ トナムは従来通り競争力あ

るものと判断できました。特には、入管法改善に伴う議論の中で、一部マスコミ報道では、

日本への渡航 はベ トナム人にとって、韓国や台湾に比較 し魅力ないとの情報が出ていまし

た。確かに、日本へ渡航する際と帰国する際にイメージダウンの傾向はあるものの、依然

日本への期待値は高く、むしろ.日 本サイ ドでの指導力^や人材育成力が企業や政府に求めら

れている感が強そうです。日本の中小企業、頑張れ !!

(2)FS(フィシ
゛
ヒ
゛
リティースタテ

゛
ィー)の進め方

両国共、人件費比率 (対 日本比、ワーカーベース)で 20%以 下(一万円台/月 十福祉 。厚

生費)と なってお り、 10年 程度は人件費 コス トメリッ トが生かされるのではないかとの

意見が大半でした。これは筆者の考え方(信念)な のですが、FSの重要性を認識 しつつ、次

のようなポ リシーを持つべきではないかと思います。

*海外進 出プロセスマネジメント:

①海外進出にあたっての準備(海外要員育成にも時間がかかる/生産体制整備/顧客対策)

② 具体的な、且つ 3現主義ベースの FS遂行力

③ 海外工場立ち上げ時のマネジャーカ量 0遂行力

④ 海外事業継続時のローカル人材育成・品質・コス ト・生産管理力(現地化)

今回訪問した企業では、派遣元での幹部や幹部候補生を送り込んでおり、又緻密なFS(人

件費・レンタルエ場賃料 。インフラコスト・リクルー ト策 。現地視察等)を実施の上、意思

決定し進出されており、上記①②の条件はクリアーされていると観察しましたが、これか

らのマネジメントカ発揮が本番なのでしょう。特には、「タイカ 。カンボジア社(多機能材

料の製造・加工)」 の用意周到な準備が印象に残りました。尚、FSの際、日本・海外進出
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先での手続きスケジュールや設備の搬入・立ち上げ等に関しては十分な情報入手・関係官

庁、並びに関係者との打ち合わせ 。トラブル発生を前提とするリスクマネジメントの視点

は是非考慮頂きたいと思います。

⇒JETRO/JImを 訪問し、最近のデーター・情報を確認しました。製造業・ワーカー

レベルで 2.2万 円 0月 (2017年 10月 、基本給ベース)と 人件費は比較的に安定、又、国

際協力銀行の調査でも、中期的な進出有望国として上位にリス トアップされており、市

場規模を加味しても、中国、インド、タイに続き魅力度が依然あります。人材の質や

人件費の安定感を考慮し、ベ トナム進出の検討の価値がありそうです。

(3)ジ ョブホッピング(転職)を どう見るか ?

今回訪問した企業の経営者のコメン トでは、平均的に 20～ 30%/年 (一部 10%台 )の

離職率と分析・把握 しました。離職理由は、給与 レベルが一番で、次に該当企業の福祉・

厚生指針、生産スキルの指導や対人コミュニケーション策などが抽出できるものと観察。

一方、日本では新卒者の 3年以内離職率が約 30%、 派遣社員比率の拡大等従来の年功序

列・定年までの生涯雇用形態は崩れつつあるのも事実で しょう。海外でのマネジメン トに

あたっては、従来の常識を捨てて、如何に離職率を改善するかの視点で現実的に臨むほ う

がベターで しょう。全 くの私見ですが、下記のような感想を持ちました。

生」壁E墨」登:[墜豊1三二直1上左止量壁量塞L■ _|

①賃金の適正レベルの継続的なモニタリング(団地内外、JICA・ JETRO情報活用)

②ローカル人材育成策の成文化と具体策(個人的な存在感・意義までを意識した策)

③企業、或いは団地規模での福祉 。厚生・イベント企画(昼食企画・食事会・旅行・誕生

会他)

⇒前回訪問時では、定着率悪化を懸念するコメントもありましたが、今回の訪間では、経

済の堅調な伸びや失業率の安定化 (3%)等背景に、転職率は 20～ 30%程度と安定状態が

予想され、且つ日本式経営の基盤となる、上記で述べた如く「人にやさしいマネジメン

ト」の実践によリア ドバンテイジを発揮できるとの見方が有力のようです。

ノ下′ま参考ま●

4-3:文 化・風土・歴史観点

(4)共産主義国家の裏表 (北 と南 )

<ハノイ市内の果物

屋台、秋のフルーツ

は日本と同様 !>

ベ トナムでは土地は人民(国家)の所有ではあるが、建築物は 50年を目途に売買は OK。

又、各省の管理指針に任せている側面も強く実質的には資本主義的な実態 。運営 と考えて

も良いような感 じが します。北 。南の意識も潜在的にあるようで、特に行政部門では トッ

プに北から派遣 されることより反 目があるとのコメン トがあった。共産主義特有の教条的、

且つ生産性を訴求 しない風土より、日系企業の海外進出の際の手続きスケジュールに関し

ては余裕を持つべきでしょう。民間企業に共産党々員が常駐するケースもあるが、中国の

ような状況ではないとのこと。インフラ建設に関しては、中国のように剛腕を振るう傾向

は低 く、あくまでも民意 。同意を原則 として進めるので高速道路 。一般道路の整備はスケ

ジュール通 りいかない。従って、ホーチミン市の郊外に工業団地 と住環境を整備するや り

方は理にかなっているとも言えるで しょう。政府 も、ベ トナム経済成長の要諦は、インフ

ラ整備・投資の呼び込み 。人件費のコン トロール と認識はしている、問題は実行力 とみる

が国民性 (誠実、明るい、バランス思考)よ り他国と比較 し成功の可能性は高いと観察

しました。
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(5)日 系企業の強み分析 (生産管理・現地人件費・サービス視点他 )

現地での賃金水準には触れてきま したので、この項では日系企業現地マネジメン トカを

分析 したいと思います。既に(2)、 及び(3)項でも述べてきましたが、他国マネジメン トチ

ームにない差別性は 日本人特有のマネジメン トスキル(規律・誠実・櫂 り合わせ力・

コミュニケーション 0チームワーク ;欠点は良い意味での個人主義力、変化対応力、鷹の

目不足傾向)だ と思います。品質・コス ト・生産管理力向上施策 。具体策をローカル人材育

成策 と併せて実行することは不可能ではないと考えます。今回訪問したカンボジアの 「タ

イカ・カンボジア社」では、一年間をかけローカル人材の育成のみに傾注 したとのこと。

やは り、や り抜 く力量を保有 した現地幹部・幹部候補生の存在 とサポー トするローカルス

タッフとワーカーの育成 。モチベーション向上策は車の両輪 と判断 します。手作業 と自動

化のバランスは、ローカルスタッフの能力・生産性 (コ ス ト競争力)・ 親会社の機能 。役割等

の諸視点を含めて総合的に判断すべきと考えました。

(6)なぜワイロが必要なのか、どう対処 したらよいのか |?
今回のツアー中に、現地ガイ ドや 日本人マネジャーに聞いたのですが、間違いなくワイ

ロは存在 しています。一種、必要悪 としての位置づけですが、何故なのでしょうか。現実

的に、官僚・行政部門の若手で 1～ 2万 円/月 、管理者で 7～ 8万 円/月 の賃金 レベルと、確

かに高くはありません。官庁・行政機関は大学卒の就職先 となり権利意識 として 「ワイロ

は当然 |」 との理解のようです。許認可部門としての意識 より、貧 しい他国での実例や中

近東での経験等より簡単に改善できるものではありませんが、経済の成長、政府の認識 レ

ベル、国民性如何などの変革により将来は問題 とならないだろうとの JICA・ JETRO関係

者のコメン トがありました。既に、ベ トナム行政部門、 日系関連企業、JICA・ JETROと
の協議も始まっているようなので長期視点で期待 していきましょう。

(7)中 国人・華僑・宗教

宗教は、冒頭述べたように仏教(大乗仏教)徒がメジャー となるが、イスラム圏 と違いマ

ネジメン トヘの影響は見られない。ベ トナムにおいては、中国人嫌いは根強いものがある

とのこと。華僑の存在感・影響力に関しての関心があったが、調査 してみると 1975年の

中越戦争やベ トナム政府の方針を受け華僑人 口は 100～ 140万人 と変動 している。注 目す
べきは、ホーチ ミン市の生産規模で 40%(商業で 30%、 軽工業で 70%と の情報も)、 輸

出総額で 80%の 影響力を行使 しているとの情報 もあ り、1986年の ドイモイ政策への改

革路線以降華僑は確実に復権 し大きな影響力を、今後も果た し得るとの視点が正 しいと判

断 します。ベ トナムヘの海外進出を含む事業推進に際 しては、華僑の存在も認識 しておい

たほ うが良いで しょう。

(8)単身赴任の楽 しみ方 (住環境、食事、 リラックス方法他 )

今回訪問 した 日系企業の幹部たちは退 しく、親会社か らエース級

を派遣 していると思います。但 し、 日本の環境 とは大きな違いがあ

り、単身赴任で赴任期間を苦 しみつつも生活をエンジョイ していく

術を知っていたほうがベターで しょう。住環境に関しては、例えば <ホーチミン

ホーチ ミン市近郊ならば、ホーチ ミン市に住居を構え通勤するスタ   コンピニには日本食も!>

イル、工業団地ゾーンに住環境整備ならば日本人会の存在 も考慮に入れて決めるなど、マ

ネジメン トや リラックス面を含め総合的に判断 したらよいでしょう。今回、特にベ トナム

8/10

浄



で納得 したのは食事のバ リエーションで、殆 ど日本 と差がないと感 じました。例えばベ ト

ナムの国民食"フ ォー(米粉麺)"ですが、レス トランで 150円 、屋台で 50円 、インスタン ト

麺で 30円程度ではないでしょうか。 自炊 してもよし、レス トラン・屋台でもメニュー豊

か、食生活上は問題ないのではないで しょうか。夜のエンタテイメン トですが、健全なマ

ッサージで 2～ 3千 円、カラオケバーで 4～ 5千円と手頃だと思いました。但 し、現地の方々

が言っていましたが 「ベ トナム女性は嫉妬深い !」 そ うです、ご用心 ||

(9)その他 (教育システム 0所感 )

○教育システムは 日本 と略同様ですが、中身には注意 していたほうが良いでしょう。国民

の 70%が 農家出身であり、企業のワーカー・スタッフとして雇用 し戦力化 していくには

一定の教育期間が必要 と見るべきです。例え、それが数か月であれ、一年間であれ、現状

と目的に照 らし合わせ実行すべきと思料 します。因みに、公立学校に行けば学費は無料で

すが、レベルが低 く裕福な層は私立高校 。大学を目指す とのこと。

○今回、国内はバスで移動 しましたが、少 し田舎に行けば沼地 。田んば・養殖池 。バナナ

の木・ヤシの木・ハナ ミズキ・小 さな屋台や出店・ハンモ ック等が目につきます。 ドイモ

イ政策では経済成長の早期達成を目指 してお り、産業構造の変化は避けることができない

ことでしょう。食糧 自給率の維持 (豊かな自然)と 経済成長のバランス化は、どうやって

実現できるので しょうか |?日 本企業の出番・役割は大変重要なものと認識 しました。ベ

トナム、ミヤンマーやカンボジアで"真の国際人"と して活躍する駐在人達にエールを送 り

たいと思いました。

*筆者の 「国際人育成」コンセプ ト

本稿、4頁の現地日系企業訪問記の中では、日本人マネジャーの考え方に関して分析しました。

海外でマネジメントを遂行する、「国際人の定義」は海外に駐在している外国人達の意見も取り入

れ 、 問題解決力/専門性/常識力(リ ーダーシ ツ プ・ コミュニケーションカ、幅広い趣味 。価値観等)/

宗教への理解等で構成されているのではないか、と判断しています。

筆者が、ナブテスコ社勤務時代(40～50歳台)に舶用サービス部門の立ち上げを行い、グローバル

サービスネットワーク構築の必要性より、「国際人育成」を実践していきました。スター ト時点で

は派遣スタッフ選抜を巡 り、内部説得を初めとする幾多の困難に出くわし、自ら、或いは協力者の

サポー トを得て時間をかけて克服 していったものです。

お陰さまで、現在はオランダ、シンガポール、上海、プサン等各都市で駐在員が育ってきてお り

昔の苦労が報われているような気がします。常に、

上二上菫墾旦 生童
=墨

≧」空豊と塞壁菫左互奎主聖」墜 れます。

ファース トランナー(先達せんだち :リ ーダー)

カタール駐在経験がなければ国際人としての自立は出来なかったかもしれません。真のリーダ

ー(国際人)は どうやって出現してくるのか、との質問がでそうですが、筆者は「階昼別人材育成シ

ステム |の存在 しC 継 続 とモ タ リ ン グ(正の主車鎖)が必須条件であり、真の現場力が醸成される 1、 の

上±1堕ユど螢主主主。勿論、海外での現場経験(海外顧客対応、海外出張、現地駐在等含むマネジメ

ント経験)は 「真の国際人誕生」に向けての強力なサポー トツールとなってきます (制度化してい

る企業も存在)。

業務要件書ノキャリアコーチ制(近代このシステムは、
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されており、現在中小企業フィール ドでの具現化に挑戦中です。経営資源が限られている中小企業
への導入は難しいとの指摘もありましたが、フレキシブルな対応と各プログラムの適切な組み合

わせを心掛け、成功事例も増えてきております。石の上にも"3年"ではなく、約 10年を要しまし

たが周りのサポー トを得つつ自己確信に至つたことに心から感謝しています。

以上、大前 駿二、ご清聴に感謝いたします。
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