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ベトナム人材市場から独自のニュースを毎月お届け！！ 

 

HR-Link 

ベトナムは 20年以内に高中所得国へ 
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今月 5 日に開催された「全国会議」でベトナムのフック首相は演説の

中で、ベトナムは 20 年以内に高中所得国になることを目指すと強調し

た。これまでを振り返り、ベトナムはマクロ経済の安定を維持しつ

つ、経済構造の転換を進め、中所得国になったと述べている。今後の

目指す方向性として、20 年以内の早い時期に高中所得国になるよう取

り組むとした。 

他にも競争力、人材の質を高めることや、第 4 次産業革命への取り組

みなど具体的な政策を演説で述べ、生活環境の改善や調和のとれた社

会を目標に取り組んでいくと発表している。 

 [Thoi Bao Ngan Hang 05/07/2018] 

 

 

駐在員の生活ランキング、ベトナムの順位は？ 

アメリカの人事コンサルティング会社マーサーが発表した「2018 年度

世界生計費調査」によるとハノイ市が 137 位、ホーチミン市が 124 位

といずれも前年の 100 位、97 位より後退した。 

今回のランキングではトップ１０のうちアジアの国は 6 都市で、世界で

最も高い国は香港だった。因みに日本は東京が全体の 2 位で大阪が 2３

位となっている。上位の国は以下上から、香港、東京、チューリッヒ、

シンガポール、ソウルとなっている。 

同調査は世界２０９都市の住居費、交通費、食費、衣料費、娯楽費用な

どの総合的なものから算出されてランキングを決めており、今回で２４

年目の取り組みとなっている。 

 

【マーサーA 26/06/2018】 
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今回のワールドカップでは序盤から

波乱の結果が多く、多くのギャンブ

ラーが大負けしているらしい。そこ

で足りなくなったお金を工面するた

めに質屋に人が殺到するという事態

が起きているようだ。 

質屋の関係者によると、このワール

ドカップ特需はある程度期待はして

いたものの、ここまでとは思いもし

なかったとのこと。バイクを預かろ

うにも預ける人が多く、スペースを

確保できないとの理由から、スマー

トフォンのみ質として受け入れてい

るという店もあるらしい。 

6 月から始まったロシアワールドカッ

プの影響で、ベトナムでは普段よりも

経営利益が急上昇している業界があ

る。それはベトナムの質屋だ。 

ベトナムでは現在でも質屋（ベトナム

語で cầm đồ）が普及しており、日常で

お金が足りなくなった時にバイクや携

帯電話を質に入れて、お金を工面する

ことも多い。 

ではなぜワールドカップの影響で質屋

が儲かるのか。それはワールドカップ

の試合の勝敗をめぐっての賭け事に起

因しているようだ。 

年間 30 億 USD：ベトナム

人海外就労者が母国へ送

金する額 

労働傷病兵社会省によると、海外で正規

に働くベトナム人の数は約 50 万人とされ

ており、海外から母国へ送金されてくる額

は毎年 30 億 USD（約 3300 億円）と発表し

ている。 

2017 年に送り出した労働者は前年比の

6.7％増で、送り出し先の多い国は主に台

湾、日本、韓国、マレーシアとなっている。

もっとも派遣の多い国は台湾だが日本も 5

万人を超える人材が送られている。 

ベトナム側は今後もこの派遣数を維持して

いくと共に、現在まだ労働派遣に関して取

引の少ない中東方面への関係性強化も

図っていくとしている。 

タイとは受け入れ、送り出しに関する覚書

が結ばれたことにより、送り出しに関する

手続きが以前より簡素化されている。 

 

 

 

今回はベトナム人のパーソナルスペースについて紹介します。まずこの言葉の定義ですが、

「パーソナルスペース…対人間の距離で個人が不快に感じない距離間」とされています。日

本人はこのパーソナルスペースが比較的広めで、外国人と接したときはその距離の近さに少し

驚くことも珍しくありません。ベトナム人に対しても同様の感覚を抱きますが、今回はその辺りを

日本とベトナムで生活経験のあるベトナム人に聞いてみました。 

 

・ベトナム人は人同士の距離が近くても気にしないの？ 

「日本人よりは近いと思います。でも誰でも近くて気にしないというわけではありませんよ。他人

だったらあまり近いと不快に感じることもあります。」 

・でも他人（ベトナム人）でも距離が近いと感じることがあるんだけど？ 

「多分他人の定義が日本人とベトナム人で少し違うからじゃないでしょうか。ベトナムの場合、

友達はもちろんですが会社の同僚なども身内のような親しみを持って接する感覚があります。

異性であっても嫌いな感情がなければ軽いスキンシップをとることもよくあります。日本だと身体

が触れ合うとセクハラとかを心配しますが、ベトナムではそういうのも日本ほど厳しくないですか

ら、嫌いじゃなければ問題ありません。」 

・飲み会で隣のベトナム人女性の腕が常に密着していてドキドキしたことがある(笑) 

「女性の中にはそういう人もいますね。その人はきっとあなたに親しみをもっていたんでしょう。で

もそれが特別な恋愛感情を持っているという意味にはなりませんから勘違いしないでください。

女性同士でも腕を組んで歩いたりするのが好きな人はそんな感じの人が多いですよ。」 

・日本人のパーソナルスペースについてどう思う？ 

「始めのうちは仲が良くても微妙に距離が離れているのに違和感を感じましたが、今は慣れま

した(笑)でも広めの距離感を好む日本人が、あの満員電車の密着具合に耐えられるのは不

思議ですね。ベトナム人だとエレベーターでもそんなに詰めて乗りませんよ。」 

いかがでしょうか。ここにも文化の違いを感じることができるわけですが、最後は若干日本人の

矛盾を皮肉られたようなコメントでした(笑)しかし的を射ているように思います。 

 

 

 

ワールドカップで意外に儲かった業種は？ 

時事 ベトナム人のパーソナルスペースとは？ 
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映画館が街中至るところにあることからベトナム人の映画好きを窺えます。一方テレビドラマ

もよく見られているようで、ローカルのテレビ番組をみると、どの時間でも何かしらのテレビドラマ

が放送されています。しかしそのドラマの種類も世代によって好みが分かれているのが面白い

ところ。本日はベトナムでよく放送されているドラマを種類別にご紹介します。 

①トレンディードラマ 

若者向けのドラマですが、一般にベトナム人が憧れるような生活体系のドラマが多いです。

例えば出演する俳優は美男美女で、綺麗で大きな家に住んでいて車持ち。食事をとるレス

トランも高級レストランがいつも舞台になるような設定です。仕事も会社の経営者やエリート

サラリーマンが多いのが特徴。内容はやはり恋愛ものが圧倒的に多いですが、それ以外にも

若者に関心があるようなテーマが扱われます。上の写真は嫁姑のバトルを扱ったドラマで、

非常に人気がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

②大衆ドラマ 

一般的なベトナム人の日常に沿った内容のテーマです。日本で言う「渡る世間は鬼ばかり」

みたいな感じでしょうか。登場する人物も会社員からワーカー、物売りなど様々で日本人が

見ても正にベトナムという印象を受ける内容です。ベトナム人にとってもこういったドラマのほう

が現実的で見ていて親近感があると感じる人も多いようです。ただ①のトレンディードラマ支

持者からすると、この手のドラマは「イケてない」んだとか。 

 

（次ページへ続く） 

 

 

 

 

 

 

街角便り 

 

年間８．３L：ベトナム人の

年間アルコール摂取量は

世界平均超え 

WHO（世界保健機構）の調査によると１５

歳以上のベトナム人のアルコール施主量

は純アルコール量８．３L で世界平均の６．

６L を大きく上回っている。前回の調査で

は世界９４位だったが、今回の順位では６

４位と３０位もランクアップした。 

現在１６５か国がビール価格調整政策を実

施しており、うち９０％は特別消費税を課し

ている。因みに価格を２５％引き上げると

酒類の消費が１１％下がると一般的に言

われている。 

酒類の販売時間については世界の約半分

の国で制限を設けており、スウェーデンの

ように国が酒類の販売を独占しているよう

なところもある。また約１０％の国では全面

的に広告を禁止しており、多くの国では若

者向けの広告を禁止している。 

WHO では世界各国へアルコールの消費

が健康への悪影響を与えていることを訴

え、各国に販売時間の制限や価格の引き

上げ、その他販促活動の規制などを設け

るよう勧めている。 

ローカルドラマに見るベトナム人の好み 
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今月の一品 

 

本ニュースレターに関するご要望、ご意見、その他弊社人材に関するお問い合わせ

は左記の連絡先または info@hr-link.jpまでお願いいたします。 

HR-Link.Vietnam 

15Fl., TTC Bldg., 19 Duy Tan 

St., Dich Vong Hau Ward, Cau 

Day Dist., Hanoi (ハノイ本社) 

 

553 Xo Viet Nghe Tinh, Binh 

Thanh District, Hochiminh City  

（ホーチミンオフィス） 

 

東京都中央区日本橋箱崎町

32-3 11F 日本 HR リンク株式

会社  （日本拠点） 

 

Tel: (84-24) 3795-7037（ハノイ） 

Fax:(84-24) 3795-7038（ハノイ） 
Web: http://hr-link.com 

HR-Link.Vietnam は、人材紹介事

業を通じて企業の事業拡大と個人

の自己実現をサポートし、豊かな

社会づくりに貢献します。 

 

  

    

お問い合わせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③インドドラマ 

日本ではあまり馴染みがありませんが、ベトナムのお昼の時間帯によく放送されているの

がインドドラマです。なぜインド？と思われる方も多いと思いますが、この手のドラマは年

配の女性を中心に支持があるようです。扱われるテーマが家族との絆ものが多いそうです

ので、そう聞くと何となく頷けます。ベトナムの海外ドラマは一人の声優が全役をこなして

いることが多いので、集中して画面を見ないと誰が喋っているのかよく分からなくなってしま

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④日本のドラマとの違い 

どういったテーマを扱うかというのはドラマによりそれぞれですが、学園ドラマはこちらではほ

とんど見かけません。日本で言う「金八先生」のような教師ものドラマも見かけないのは少

し不思議な気もします。「ごくせん」や「GTO」のような少しアウトローな学生を扱ったドラ

マが敬遠されるのは分かるんですが。。。 

 

いかがでしたでしょうか。ローカルのテレビドラマを目にする機会はあまりないかもしれません

が、ローカル番組の傾向からベトナム人の嗜好を垣間見ることができますので興味深い

部分でもあります。特にハノイやホーチミンはドラマの舞台になりやすいので、自分が住ん

でいる家の近くが舞台になっていたりするなど思わぬ発見があるかもしれませんよ。 

 Bánh xèo  

バインセオ 

本日の一品はこちらです。ベトナム風お好み

焼きと呼ばれることもありますが、お好み焼きと

は異なります。専用の生地でエビや香草など

を巻き、付けわせのタレと一緒にいただきま

す。 

中に巻く具材は自分の好みで選べるので、苦

手な具材を外すこともできます。ですので、比

較的クセの強い具材が苦手な方にも食べや

すいというのがこの料理の特徴とも言えます。 

レストランのメニューも有りますが、路上でおや

つ代わりに出している店も多く、多くの人から

親しまれているローカルフードです。 

20000 ドン（100円）程度～ 


