
 

第３節 ベトナム 

１．一般的背景、歴史と政治、経済発展の状況、社会の特質 

(1) 一般的背景 

1) 基礎情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

インドシナ半島東部、南シナ海に面したメコンデルタ地域の海上交通の重要な地点にあり、首

都はハノイである。国土は南北に長く、北に中国、西にラオス、カンボジアと接している。国土

は約33万平方km、九州を除いた日本の面積とほぼ同じである。総人口は約86％を占めるベトナム

民族（キン族）と53の少数民族をあわせて9,370万人（2017年）であり、ＡＳＥＡＮ内ではイン

ドネシア、フィリピンに次いで第３位の人口を持つ。都市部の人口が急増しているため、世界第

14位（2018年世界保健機関）と、世界的に見ても人口が多い。その約半数が30歳以下であり、日

本の高度成長期時代と同じくらい若い世代が多い。就業者数（15歳以上を対象とする）は5,370.3

万人（2017年）、大学修了の就業者割合が増加している。失業率（2017年男性15～59歳、女性15

～54歳を対象）は2.2％（全体）、7.51％（15歳～24歳）である。 

熱帯・亜熱帯気候であり、肥沃な土地に恵まれた稲作地域、豊富な熱帯産物、鉱山資源を有し、

原油、天然ガス、レアアースなど、埋蔵天然資源の潜在性への期待も高まる。 

国民の多くが農業に従事しており、主な農産物はこしょう（輸出量世界第１位）、米、コーヒ

ー豆（いずれも輸出量世界第２位）など。スパイス（シナモン、ブラックペッパーなど）は、世

界第一の輸出国である。近年都市部を中心とした工業化が進んでおり、図表１に示すように、農

村人口は近年徐々に減少している。 

 

図表１ ベトナムの産業別就業人口（ベトナム統計局） 
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2) ベトナムの歴史と政治 

ベトナムは他国から侵略・統治される長い苦難の歴史を持つ。紅河デルタ地域に起きた文郎（ヴ

ァンラン）国誕生以降、フン王（ヴァンラン国の歴代王の総称、初代フン王は日本の神武天皇の

ような位置づけとされている）の王朝が100年以上続いたが、その後1,000年以上にわたって中国

の支配を受ける。 

中国からの独立後、1802年にフエに阮朝（グエン朝）が創設されるが、1858年にフランスがベ

トナムを侵略、1862年にはフランスと甲戌条約（サイゴン条約）を結び、フランスに多くの権益

を譲渡、1887年以降はフランス領インドシナとしてフランスの支配下に置かれる。その後、1946

年から1954年にベトナム民主共和国の独立をめぐってフランスとベトナム独立同盟（ベトミン）

の間で戦われたインドシナ戦争は、フランスが敗北し、フランスはベトナムから撤退するが、ア

メリカがベトナムにベトナム共和国（南ベトナム）を樹立し、南北が分断された。アメリカの介

入はカンボジア、ラオスに拡大する。1975年にサイゴンが陥落し、アメリカに勝利した後も、ベ

トナムがカンボジアに侵入、中国と戦うなど、他国からの侵略や戦火が繰り返された。 

ベトナムの国民の大半は農家であった。ホー・チ・ミンはフランスの支配下に育ち、南北に分

かれるベトナムの民族の独立を模索する中で、「マルクス・レーニン主義」と出合い、民族独立

をめざした運動を始める。アメリカによりベトナム戦争が勃発したが、結果的にはソ連や中国が

支援を行う北ベトナムが勝利したことが、ベトナムが社会主義国家として存在する経緯である。 

 

3) 経済発展の状況 

① ドイモイ政策 

＜ドイモイとは＞ 

1986年のベトナム共産党第６回党大会で提起されたスローガンである。主に経済（価格の

自由化、国際分業型産業構造、生産性の向上）、社会思想面において新方向への転換をめざ

すものである。日本語では刷新と訳される。この政策のもとで、計画経済ではなく、市場を

通じて財・サービスの取引が自由に行われる「市場経済」に移行した。政治的には共産党一

党独裁を維持しつつ、経済的には国有企業の株式会社化、外資誘致などの資本主義化を導入

している。 

ドイモイ政策により、共産党と国家機関（立法：国会、行政：内閣、司法： 高人民裁判

所等）による分権化が進み、1992年憲法改正で正式に、共産党が基本方針、政策を策定し、

国家機関が立法化・執行を実施するようになっている。国家主席をはじめとする国会議員は

国民の直接選挙により選出され、国民は投票しないことで信任しないことができる（投票者

数の50％以上の票を獲得することが当選の条件）。また、この改正により、共産党組織など

の推薦を受けずに、自主的な立候補が認められ、共産党員でなくとも被投票者となることが

できるようになった。 

 

② ドイモイ政策後の変化 

ホー・チ・ミンにより社会主義化された農業は、ドイモイ政策後、集団的農業（合作社が農

地の大半を所有して農業経営の基本的単位となる）から農家単位の農業となった。 

第１章 アジア各国の労働事情概況 
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工業的には、ドイモイ政策後、市場経済移行に伴い外資系企業の誘致が進んだ（図表２参照）。

韓国系企業ＬＧ、サムスンなどがその生産と組立の拠点をベトナムに設立したことを背景に、

ベトナムの輸出額は急激に増加し、2016年にはタイを抜いた。ＬＧ、サムスンの生産拠点は、

半分をベトナムが占めており、雇用の創出といった点で影響力が大変大きい。なお、ベトナム

国内での消費を目当てとした進出・投資も注目され、ハノイ、ホーチミンなど都市部近郊に大

型のショッピングセンターなどの建設が進んでいる。こうした投資は急速な都市化をもたらし

ている。この結果、ベトナムにおける経済成長は大きなものとなった。図表３に示すように、

リーマンショック後、成長率が一時的に５％台に落ちたが、それ以前の５年間は７％台、2010

年以降は６％台を維持している。１人あたりＧＤＰは、2000年初頭の500米ドルから2017年の

約2,300ドルまで約５倍に達している。 

 

図表２ 対内直接投資＜新規・認可ベース（2014年以降新規・拡張合計）＞（国・地域別・上位５位） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表３ 実質ＧＤＰ成長率および１人あたりＧＤＰ 

 

 

 

 

 

③ ドイモイ政策後の労使関係の変化 

ベトナム政府は外資系企業の誘致を進めるため、法定 低賃金を2000年から６年間凍結した。

この結果、外資系企業の投資は進んだが、賃上げに対する要求が増加し、2006年以降ストライ

キが急増した。ストライキの急増は、企業内での労使交渉が促進される要因となった。ベトナ

ム労働総同盟（ＶＧＣＬ）は労働協約のモデルの締結だけでなく、当該企業に沿う内容の労働

協約を労使によって交渉・締結するよう働きかけている。 

なお、ベトナムにおけるストライキは法律上の手続きが煩雑なため、正式な手続きを踏まな
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い「山猫ストライキ」がほとんどである。 

ドイモイ政策により外国からの直接投資が増加したことで、労使関係面でも外資系企業への

対応が不可欠となった。 

 

２．日本企業の進出状況と技能研修制度 

(1) 日系企業進出状況（海外進出企業一覧 東洋経済） 

進出企業数：1,637社 

企業名：キヤノン、パナソニック、ホンダ、トヨタ自動車、富士通、日本電産、ブリヂストン、 

富士ゼロックス、マブチモーター、イオン、ファミリーマートなど 

 

ベトナム日本商工会議所（ハノイ、ハイフォン、北部ベトナム）715社（2018年11月１日） 

ホーチミン日本商工会議所 966社（2018年３月）、ダナン日本商工会 109社（2017年３月） 

※日系企業の進出数は韓国に次いで第２位である。 

 

＜日越共同イニシアティブ＞ 

「日越共同イニシアティブ」とは、ベトナムの投資環境を改善し、外国投資を拡大することを

通じて、ベトナムの産業競争力を高めることを目的として、2003年４月日越両国首脳の合意によ

って設置された枠組みである。日系企業が長期的、安定的にベトナムで事業を行うことができる

よう日本政府、ベトナム政府、日系企業が協力して法の問題、課題などを話し合い、必要に応じ

て改正などできるよう取り組みを行っている。また、日本政府から法整備に関する提言をもらう

などの支援を得ている。支援分野はビジネス投資、インフラ整備、税制、労働分野であり、労働

分野に関しては、ベトナム労働・傷病兵・社会問題省（ＭＯＬＩＳＡ）が日系企業との対話を実

施している。対話によっていくつかの法制度を改正してきた。 

 

(2) 日系企業の課題 

1) 従業員の定着 

スキルが十分でない従業員が継続就業し、スキルに応じて賃金を抑える対応をした場合、一般

的に年功序列型賃金を望む傾向があるため、不満が出やすい。 

 

2) 労働者は韓国企業と取り合いの状況 

韓国はサムスンが15万の労働者を雇用、そのサプライヤーを含めるとかなりの数になるため、

労働者の確保が重要な課題である。日系企業の多くは魅力のある会社、また、地域に愛される会

社をめざして福利厚生の充実や社会貢献活動などに力を入れている。 

 

3) 部品の調達 

ベトナム国内の産業は開発途上であり、素材、部品メーカー等の裾野産業の発展は遅れている。

品質管理などを考慮すると、部品をベトナム国内の他から仕入れるより、自社で生産した方が安

価であるケースが多い。 

第１章 アジア各国の労働事情概況 
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(3) 技能実習生制度について 

「技能実習生制度」は技能実習に参加を希望するベトナム人に対して送出機関を紹介し高額な手

数料を要求するブローカーの存在や、日本の監理団体が技能実習生の受入れに際してキックバック

などを要求しているなどの問題が指摘されている。 

そのため、「制度を通じて日本からベトナムへの技能等の移転を適正かつ円滑に行い、国際協力

を推進する」ことを目的として、2017年６月６日日本側 塩崎厚生労働大臣、ベトナム側 ズン労

働・傷病兵・社会問題大臣が署名し『日本国法務省・外務省・厚生労働省とベトナム国労働・傷病

兵・社会問題省との間の技能実習に関する協力覚書（ＭＯＣ）』（2017年11月１日発効）を交わし、

技能実習生の送出しや受入れに関する約束が定められた。この二国間取決めにより、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なくなった。 

厚生労働省は「送出機関についても、日本とベトナムの協力覚書において『技能実習生の募集や

ベトナムの送出機関及び日本の監理団体との間における技能実習生の送出し及び受入れに際し、ブ

ローカーが介入することを許容し、又はブローカーが日本の監理団体に対し賄賂を提供し、又は手

数料を支払うことを許容する行為』をしていないことが認定基準の１つとなっている」としている。 

 

３．労働市場・労働条件と労働政策 

(1) 労働力 

韓国と並んで少子高齢化が進んでいるが、現状としては、全人口の６割以上が40歳未満（2017年

ベトナム統計局）であり、豊富な労働力が見込まれる。労働人口自体は全体としては拡大している

が、サービス業の求人や海外への出稼ぎが増えており、工場労働に人が集まりづらくなっている。 

 

(2) 低賃金 

賃金は基本的には 低賃金によって規制されている。 低賃金は政府が「全国賃金審議会」にお

いてベトナム労働総同盟（ＶＧＣＬ)ならびに使用者団体と協議を行い、地域別に決定する。 

 

図表４ 地域別最低賃金額（ベトナム・ドン（ＶＮＤ）／月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働法に定められている 低賃金の指標は経済成長率、消費者物価指数、 低生活水準の３つで

ある。そのうち、 低生活水準は、次のように決められる。 

53品目の食品、および、食品以外の品目について、必要量を購入することができるよう設定して

いる。食品については、１日2,300kcal以上の摂取を基準とする。食品は生活必需品総量の45％～
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職場における対話の目的と形式（労使間の対話の義務）（労働法典63条） 

１. 職場における対話は、職場における労使関係を構築するために、情報を共有し、使用者と労働者との間の理

解を深めることを目的とするものである。 

２. 職場における対話は、労働者と使用者、または労働者集団の代表者と使用者との直接的な話し合いを通じて

実現され、事業場（基礎）における民主的規制の実現を保証するものである。 

３. 使用者、労働者は、政府の規定するところにしたがって、その職場で、事業場（基礎）における民主的規制

を実現する義務を有する。 

50％、養育費は、１労働者あたり１人子が育てられるよう設定しており、養育費は子ども１人につ

き、総費用の７割を加算する。現在 低生活費は185～190ＵＳドル、 低賃金は 低生活費の７～

８割と設定している。ベトナムの 低賃金はラオス、カンボジアより高く、フィリピンよりは低い。 

 

(3) 労働法体系 

ベトナムの労働関連の法律は、2012年に改正された「労働法」、「労働組合法」がある。労働法は

2020年中での再改正を予定している。改正では、労使関係に関する事項が重視され、改正に先立っ

て、労働・賃金部および労使関係発展支援センターを再組織して権限を強化し、労働関係・賃金局

が８ヵ月前に設立された。 

ベトナム国労働・傷病兵・社会問題省（ＭＯＬＩＳＡ）は「ストライキ、労使紛争を防止するた

めに、法制度にて『団体交渉での労使での対話の強化』し、労働者も意見を述べ、交渉できるメカ

ニズムをつくりたい。また、団体協約は労働者の過半数が賛成すれば効力を持つようにさせたい」

との意向を有している。 

2012年改正労働法により企業は３ヵ月に１回の対話、年に１回の大会の開催が義務づけられた。

対話に関しては労働法63条に規定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベトナム労働組合規約第７章「労働組合の財源と財産」「第37条 労働組合の財源」により、使用

者は労働者の賃金総額の２％に相当する額、労働者は賃金の１％に相当する額を毎月労働組合経費

として納めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※労働法ではｂの「労働者の賃金総額の２％に相当する労働組合経費」は労働組合未設立の場合で

も、「機関、組織、事業体」は経費を納入しなければならない。 

ベトナム労働組合 規約第７章 労働組合の財源と財産（第 37 条） 労働組合の財源 

１．労働組合は、法律およびベトナム労働総同盟の規定にもとづいて財源を管理、使用する。 

労働組合の財源は以下の各収入源からなる： 

ａ．労働組合員によって毎月納められる、賃金の１％に相当する労働組合組合費 

ｂ．機関、組織、事業体によって納められる、労働者の賃金総額の２％に相当 

する労働組合経費（ここにいう賃金とは、社会保険料納付の根拠となる賃金である） 

ｃ．国家予算からの補助金 

ｄ．その他の収入源：各文化、スポーツ活動、労働組合の経済活動からの収入；国家から委託されたテーマ、

プログラムからの収入；国内および外国の各組織、個人からの援助、資金提供 

第１章 アジア各国の労働事情概況 
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(4) ＩＬＯ条約の批准状況 

ベトナムのＩＬＯ条約の批准数は21で、８つのＩＬＯ基本条約のうち、第87号（結社の自由およ

び団結権の保護）、第98号（団結権および団体交渉権）、第105号（強制労働の廃止）の３条約が未

批准である。国内労働法がこれらのＩＬＯ条約の結社の自由等の要件と接触する可能性があるため

と考えられる。 

 

４．労働組合の組織と活動 

(1) ベトナム労働総同盟（ＶＧＣＬ） 

ベトナムの唯一の労働組合全国組織であり、組合員数は約960万人（女性：47.9％）（2016年12月）

である。この組合員数は第一次産業を除く就業者の約３分の１を含み、組織率は東南アジア諸国で

もっとも高いと推測される。執行委員数は代表委員会（主席団）26人、執行委員会173人（女性：

50人）（2017年１月）。大会を５年に１回開催している（2018年第12回大会を開催）。全国産業別組

織20組織が加盟している。主な加盟産別業種は①公務員、②保健、③工業および商業、④繊維被服、

⑤建設である。地方組織（省・市組織）は63組織で、125,560の労働組合が加盟している（2016年

12月）。 

対外的には、世界労連（ＷＦＴＵ）、アセアン労働組合協議会（ＡＴＵＣ)に加盟しており、国際

産業別組織（ＧＵＦ）ＩｎｄｕｓｔｒｉＡＬＬ、ＵＮＩグローバルユニオン、ＢＷＩに加盟する産

業別組織がある（※詳しくは２章に記載）。 

なお、これに対応する使用者組織は、ベトナム商工会議所（ＶＣＣＩ）、ベトナム協同組合連合

（ＶＣＡ）である。両者とも、国家政策の改正、立案などに参加している。政府はＶＣＣＩとＶＣ

Ａの両者を使用者代表として見ており、ＩＬＯ年次総会には両者が交互に出席する。 

ＶＣＣＩは、非国有企業および大半の外資系企業を代表している。研修、情報提供、企業フォー

ラム開催など、企業の支援を行っている。ＶＣＡは協同組合や中小企業を主な会員とする団体で、

全国各地に支部を設置している。 

 

(2) 労働組合の外資系企業の組織活動 

ベトナム労働総同盟の大きな課題は、外資系企業において労組役員が兼任で人事異動が多く労使

交渉を行うためのスキルがないことである。そのため、外資企業の労働組合役員を対象に、労使交

渉のスキルアップを目的とした研修の実施を計画している。 

繊維・縫製業については、産業別労組が企業別労組の設立を指導している。例えば、ハイフォン

にある野村ハイフォン工業団地（ＮＨＩＺ）にある縫製産業の企業は産業別労組が労働組合を設立

する際に支援を行った。それ以外の産業では、工業団地労組が使用者側、労働者双方に働きかけて、

労働組合設立に対する同意を得て、臨時の中央執行委員会を開催し、工業団地内の他の企業でも組

織化をはかるよう働きかける。組織化については、①使用者側、労働者双方に働きかける従来の設

立方法と、②労働者の方から労働組合設立の働きかけが起きる新しい方法の２つがある。日系企業

の場合はほとんどが①に該当する。 
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(3) 企業別労使関係 

ベトナムの労働組合の基礎単位は企業別労働組合である。企業別労働組合の役員は、企業の主任

クラスであることが多く、使用者側の主導により、労働組合の役員が選ばれることもある。労働組

合の主な活動は組合員の福利厚生の充実、慰安イベントなどが主流であったが、日系企業において

は、使用者側が「労働組合の役割」を労働組合の役員に「指導」することにより、日本的な労働組

合の形成がなされつつある企業が見られるようになった。 

労働者の苦情は法で実施が義務づけられている使用者側との対話（３ヵ月に１回の労働組合との

対話、および年１回の労働者全員との対話＝「労働組合大会」）で使用者側に持ちあがるケースが

多く、ストライキを起こす際も、労働組合が主導することは大概においてない。 

これとは別に、労働者個人や労働組合と紛争が起きた場合、和解による解決、仲裁、地方の郡レ

ベルの和解による解決のメカニズムがある。これには、Hanoi Industrial Zone Authority（ＨＩ

ＺＡ）のような地方行政組織が重要な役割をしている。 

2015年以降、ストライキは年間約200件起きており、そのうち７割、140件が外資系である。日系

企業のストライキは激減している。2012年以前は年30件のストライキが発生していたが、2015年以

降は、日系は８～９件と非常に少ない。 
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