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金正恩が目指す
ベトナム型市場経済
建国記念パレード終了後、手を取り合って観
衆に応える北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長
（右）と中国の栗戦書・全国人民代表大会常
務委員長（国会議長）＝平壌で2018年９月９
日、渋江千春撮影
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金正恩が目指すベトナム型「四角い枠の中の市場経済」の実相とは？

２

北朝鮮の金正恩委員長は４月の南北首脳会談の中でベトナム型の経済改革
を目指したいとの考えを示したといわれる。政治は社会主義、経済は市場経
済を標榜する「ドイモイ（刷新）」政策だ。ベトナムのたどった社会主義
的計画経済を外貨導入は凌駕したか。その実相はどうなのか。
シリーズ 米国のミャンマー人脈
スーチー氏見捨てぬ上院トップ

②



７

ミャンマー民主化指導者のスーチー氏を一貫して支援してきたアメリカ与
党・共和党のミッチ・マコネル院内総務。

転機を迎える対ベトナムＯＤＡ
財政悪化で外国資金受け入れを抑制

財務省が一元管理

ビジネス情報

ミャンマーで建機レンタルビジネス 「安全第一」教え込む

ビジネス情報

進出企業インタビュー 将来見越して人材発掘を

コラム・大武健一郎のアジアビジネスアイ

進出準備、
まずは「信頼できそうな人」採用から

コラム・小川忠のインドネシア目線

バクティアル・ナシルに見るイスラム強硬派の典型

コラム・陳言の中国「創新経済」

ガレージカフェがインキュベーター 北京・中関村はスタートアップの街

リーガルコーナー⑥

現地パートナーと秘密保持契約（ＮＤＡ）
を締結することの重要性
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トナム国営テレビ局（ＶＴＶ に
) 貴兄
を紹介したので、取材を受けてくれ。

内企業とに区分されており、外国企業

当初の外国投資法では外国企業と国

ベトナムの社会主義的計画経済を外資導入は凌駕したか
外資導入の立役者

氏と知り合ったのはＭＰＩの課長時代

絶大だった。訪越する企業トップは、

日本企業におけるフック氏の人気は

3
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金正恩が目指すベトナム型
「四角い枠の中の市場経済」
の実相とは？

北朝鮮の金正恩委員長は４月

は国内企業に比べ競争力が弱められて

いたが、フック氏は世界貿易機関（Ｗ

その記念式典にも招待したい」
ベトナムの前計画投資相、ボー・フ

ＴＯ）加盟をめざし、国際化の推進の

日夕、荒川氏の携帯電話に旧

知のベトナム要人から連絡があった。

ォン・フック氏（※１）からだった。

８月

型の経済改革を目指したいとの

「今年は（１９８８年に）外国投資法

ための法整備が必要であると言及して

の南北首脳会談の中でベトナム
考えを示したといわれる。政治

フック氏はハノイ工科大学を卒業

いた。その結果、共通投資法と統一企

年になる。その間のこ

後、１９６９年に国家計画委員会（Ｍ

業法が２００６年７月１日から施行さ

が導入されて

ＰＩ、現計画投資省）に入省し、一貫

れ、外国投資家への市場開放や外国・

は社会主義、経済は市場経済を

してＭＰＩを歩んだ「外資導入の立役

だった。その後も、次長、局長、副大

フック氏の入省時から大臣に上り詰め

動ができるようになった。

臣、大臣とポストの上がるフック氏と

るまでそのポジションに関係なく必ず

年の荒川氏が、フック

つきあって、ベトナムの外資導入と市

面談を希望した。

ベトナム歴

国内企業が同じ環境下で平等に投資活

とを良く知っている日本人として、ベ

政策だ。ベトナムのたどった社
会主義的計画経済を外貨導入は
凌駕したか。その実相はどうな
のか。「四角い枠の中の市場経
済」論を唱える荒川研氏の分析
をもとにひも解いてみた。
清宮克良】

【毎日アジアビジネス研究所


場経済の歩みを目撃してきた。

40

30

ボー・フォン・フック氏

者」である。

標榜する「ドイモイ（刷新）」

10

四角い枠に内接する円の拡大

的には社会主義体制が維持されている

の外資導入をしやすい点をあげ、政治

中国よりも資本統制が強くなく、米国

う。金委員長はベトナムの市場経済が

た。

法は四隅の空間を埋める役割を果たし

氏らが尽力した共通投資法と統一企業

を埋める必要があったからだ。フック

の中の円が拡大し、四隅にできる空間

間レベルの約束事項より、はるかに強

ことを評価したという。

荒川氏が１９９５年に「ベトナム
ルの商取引に、経済以外の要因が介在

しかし、社会主義国家体制の中で市

のビジネス体験を通しての実感でもあ

やさしいものではない。これは荒川氏

ＷＴＯ発足と同時に加盟申請し、その

の正式加盟国となった。１９９５年の

ベトナムは２００７年１月、ＷＴＯ

ＷＴＯ正式加盟

アジア読本」 河(出書房新社刊 で)発表
した「四角い枠の中の市場経済」は今
してくるということは、市場経済にな

力で、影響力を持っている。民間レベ

でも色あせずにベトナム経済を言い表

場経済を導入することは、決してなま

＞
周年

る。荒川氏は「四角い枠の中の市場経

後

＜

年間にわたる二国間交渉や多国間
済」の論文を執筆した当時、勤務先だ
権回収を担当していたからなおさら

日、金委員長は

枠の中の市場経済」にある。韓国紙の

の経済改革に着目した理由は「四角い

北朝鮮の金正恩委員長がベトナム型

行とそれ以外の金融機関の機能の分離

必要があった。銀行システムは国家銀

本とするビジネス本意の考えに改める

り、「コスト」や「費用」の認識を基

計算方法が依然として用いられてお

てくる。為替レートも影響し、労働コ

する。外国直接投資は投資国が変化し

分で、相手国の景気後退が大きく影響

ベトナムの貿易はまずは投資と不可

ち出してきた。

ありながらも、自由貿易の方向性を打

する

＞
＜

ベトナムの四隅の隙間に巣食う、
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じむものではない。これは投資する側
にとっては、大きなリスクとなる
この論文はベトナム戦争終結

を迎えた年に書かれたものである。
ベトナムはドイモイを導入した第６
年）で、四角の枠をさらに大きな枠に

だ。

マン・ショック以降の世界的な経済危

報道によると、

が必要であった。また多セクター経済

ストや失業問題など一連の改革が必要

27

4

している。
ベトナムにとって、たとえば、社
会主義を四角い枠とすると、市場経済
はその内側に作られた円である。当
初、この円は非常に小さいものであっ

協議を経たのちに承認された。

円はどんどん大きくなっていった。し

替えてきた。具体的には、（１）国家

社会主義制度下での市場経済導入

機の中で、アジア全体で一時株価は６

った三菱商事ハノイ駐在員事務所で債

かし、社会主義という四角い枠は非常

管理による社会主義計画経済に、市場

は、ハイブリッド（異種のものの組み

割下がり、輸出は３割削減した。ベト

年）、第７回党大会（

に強固なものでなくてはならず、これ

競争原理、私営経済の導入（２）旧

合わせ）的な政策である。管理メカニ

ナムは経済的な苦境に陥り、しかも

回党大会（

を壊すことは、国家の崩壊につなが

西側先進国からの資本、技術の導入

ズムが極めて官僚的かつ中央集権的で

「四角い枠の中の市場経済」の制約が

たが、ドイモイ政策が功を奏し、この

る。従って、円の拡大も、四角の辺に

（３）国営企業に経営自主権と独立採

あり、市場経済には適していない原価

２００７年後半のサブプライムロー

内接すれば、それが限界である。さら

算性を採用（４）私有財産の尊重――

もう一つの大きな矛盾は、ベトナム

韓国の文在寅大統領と南北軍事境界線

の創出も必要だった。ベトナムはそれ

4

くなればなるほど、この隙問も拡大

は、法治国家ではないということだ。

上の板門店を散歩し、ベンチで座った

となった。

月

現在、必死に法整備に努めているが、

らへの転換を目指したのだ。四角い枠

ン問題、そして続く２００８年のリー

に、四角と円による四隅の隙間をどう

である。

91

12

20

埋めるのか。四角と円の図形が大き

86

人だけの会談で思いを語ったとい

まだまだ党の決定、拘束力の方が、民

2

日越経済連携協定
２００８年は日越関係では外交関係
周年となる節目の年であり、

日にはそれを象徴すべく、日越経

樹立
月
済連携協定 Ｅ
( ＰＡ )が大筋で合意さ
れた。同協定は、 年には両国で正式

とするプロジェクトヘ参画するものが

スに移行するものや、ベトナムが目標

から、ベトナムの内需に添ったビジネ

量を海外の市場に輸出するという形態

態も、ベトナムで製品を組み立て、全

に沿って将来を見据えた産業、たとえ

に頼るのではなく、自国の工業化計画

までのような外国からの直接投資のみ

がさらなる経済成長を遂げるには、今

易にする必要があろう。今後ベトナム

国の企業のプロジェクトヘの参画を容

の考えも示した。

貿易協定（ＦＴＡ）のモデルになると

（ＴＰＰ）が経済統合を推進し、自由

た。環太平洋パートナーシップ協定

際協定とＷＴＯ原則の順守を提唱し

兆ドル（約１１００兆

カ国だけで人口５億人、国内総生

産（ＧＤＰ）

加

ＴＰＰに米国が復帰しなくても、参

出てくるであろう。そのため、ベトナ

ば電気自動車やエコ関連の産業分野な
どの基礎固めが急務である

ム政府は、２０２０年までの工業化政
策をより明確にして、日本をはじめ外

円）の経済圏となる。ＴＰＰなど国際

基準の取り決めの整備が、ベトナムに

おける行政改革や国営企業改革など内
靴などを製造する業態のままである。

月に域内関税を撤廃したはずの自動車

界の部品供給網へとつながる。今年１

リーマン後の３つのリスク
リーマン・ショック後、ベトナムや

科学技術の急速な普及や生産性の向上

輸入に対し、非関税障壁措置をとって

政の刷新のほか、外資の進出加速や世
中国をはじめアジアは回復し、世界経

が、こうした労働者の職を奪う可能性

るものの、ＴＰＰに合わせた流通業の

済の成長を牽引する存在となった。現

最後に自然災害、気候変動、地球規

規制緩和、ＦＴＡや経済連携協定（Ｅ

おり自由化政策には一部で揺らぎがあ
模の変化への対応に迫られていること

ＰＡ）で市場開放が進んでいることは

が高い。

だ。アジア諸国には質の高いインフラ

間違いない。

る。

パートナーシップが必要だが、成長過

題が潜んでいる。

しかし、そこには３つのリスクと課
まずはトランプ米政権に代表される

在もアジアは経済的に飛躍をとげてい

＞

＜

２００９年は、日本企業の投資形

程のアジア各国には重荷になってい

次に「インダストリー４・０」（製

オン・ホア・ビン副首相（※注２）は

こうした状況下で、ベトナムのチュ

「外資導入の立役者」であるフック
保護主義の復活だ。東シナ海、南シナ

る。

造業のデジタル化による第４次産業革

今年６月、国際交流会議「アジアの未

保護主義に警鐘

命）に代表されるデータを活用したも

来」で講演し、ポピュリズムと保護主

チュオン・ホア・ビン副首相
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10

海は米中２大国の紛争の火種となり、
貿易・投資の自由化と国際協定に反す

のづくり刷新の動きだ。東南アジアの

義の台頭に警鐘を鳴らすとともに、国

る政策がはびこっている。

多くは人手に頼り、単純労働で衣類、

5

に批准され、両国間での関税の撤廃・
削減が実行されるだけでなく、サービ
ス貿易の自由化で連携を強化した。入
年３月１日、天皇陛

国や滞在に対するハードルもより低く
なった（写真は
下のベトナム訪問、ハノイで梅村直承
撮影）。
こうした動きを踏まえ、荒川氏は
年、雑誌「海外投融資ＪＯＩ」７月号
で、ベトナムの工業化政策について次
のように指摘した。

12
09

09

17

11

35
25

の強化に大きく貢献したとして、日本

前計画投資相は２０１２年、日越関係
日本企業のみならず、その波及効果で

ベトナム市場への進出を容易にした。

ィブの設置・実現であり、日本企業の

四隅の空白を埋めるものである。特に

て、国際協定、ＷＴＯ、自由貿易も、

経済」を踏まえ、「ベトナムにとっ

る。

制の枠を超えることはない」と解説す

大きくなろうとも、四角い社会主義体

月４日

の勲一等旭日大綬章を授与されてい

に外資法制定

れる。

周年記念式典が開催さ

ＣＯＡＣＨ株式会社代表取締役）

１９４９年生まれ、東京都出身。慶応大学

文学研究科修士修了。長年、三菱商事のベト

ナム担当、ハノイ事務所副所長を経て、ジェ

独立行政法人北方領土問題対策協会専務理事、同理事長。北海道根室

ーなどを歴任。２０１０年２月に公募により

め、約２年を１サイクルとして取り組み、実施後の進

延）」「×（実施せず）」の４段階とするなどユニー

を「◎（実施済み）」「○（予定通り）」「△（遅

トロのハノイセンターで海外投資アドバイザ

■荒川研氏（ＡＫ

担う大事なキーとなろう。

若いベトナム人がどのような活躍をみせるのかが、べトナムの将来を

ンビナートをどのように建設していくか、ＩＴ（情報技術）の得意な

まＡＩ（人工知能）、ＩｏＴ モ(ノのインターネット 時)代に突入して
いくこととなった。原油を埋蔵保有するべトナムがその開発と石油コ

ただ、ベトナムにはこれといった重工業がなく、基幹産業もないま

員長が目指すものだということは間違いない。

状況からドイモイ政策の採用で経済はテイクオフした。北朝鮮の金委

後、南北統一し社会主義国として建国した。その後の停滞した経済の

反封建・反帝国主義の戦いから、本源的蓄積のないまま、米国に戦勝

グエン朝の封建主義体制でフランスの植民地であったベトナムが、

【荒川研の補充解説】ＩＴ人材の活躍がカギ

なる。しかし、丸い市場経済がいくら

ベトナムの首都ハノイでは

ＴＰＰなどは市場経済をさらに発展さ

前計画投資相

せ、外資導入を促進する重要な要素に

韓国、米国などの海外企業も進出しや

）ボー・ホン・フック

１９４５年生まれ、ベトナム・ゲアン省出身。

（※

荒川氏は持論の「四角形の中の市場

すくなった。

る。
荒川氏はフック氏の対日関係の功績
を次のように考えている。
（１）日本政府、日本企業と常に友好
関係を維持し、ＯＤＡの実施、外国投

（ＭＰＩ、現計画投資省）に入り、産業局課長補佐、

資を呼び入れた。
（２）日越共同イニシアティブ（※
課長、次長、局長、副大臣。

年、ハノイ工科大学鉱物学部卒。 国家計画委員会

３）をベトナム側議長として尽力し

央委員会委員。２００２年～２０１２年、計画投資
年、

ーチミン市公安局、国会議員、最高人民裁判所長官な
ど歴任。２０１６年、ベトナム共産党政治局員となり
現職。
（※３）日越共同イニシアティブ
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
的に２００３年４月、日越両国首脳の合意によって設
置された。ベトナムが投資環境を改善するために実施

10

ちょく評価を日越両国で行うシステム。進ちょく評価

すべき内容を「行動計画」として日越両国で取りまと

30

市のサンマをベトナムに輸出するためのプロジェクトを支援した。

毎日アジアビジネスレポート 2018年９月号

68

※(２ チ)ュオン・ホア・ビン 副首相
１９５５年生まれ、ベトナム・ロンアン省出身。ホ

日本の勲一等旭日大綬章を授与される。

相。ベトナムの投資環境の改善に取り組んだ。

年、ベトナム共産党中

た。
（３）根室のサンマのベトナムへの輸
出（写真は「根室産サンマ普及フェ
ア」が行われたホーチミン市の日本食
レストラン＝北海道根室市アジア圏輸
出促進協議会提供）に尽力、日本の地
方創生に協力した。
最大の功績は、日越共同イニシアテ

12

96

クな取り組みが話題となった。

6

1

シリーズ 米国のミャンマー人脈 ② 

が調査に同意しておらず、「ミャンマ

批判が高まっている。ミャンマー情勢

ウンサンスーチー国家顧問兼外相への

権限）では制御できない問題に対して

れもない事実だが、問題は、彼女（の

る結果、アウンサンスーチー氏を本当

カイン州での証拠隠滅を監督し、独立

ず、「誤ったストーリー」を広げ、ラ

毎日アジアビジネスレポート 2018年９月号

スーチー氏見捨てぬ上院トップ

ミャンマー西部ラカイン州の少数派

ーには人権問題に関し責任ある枠組み

ような提案に加わるつもりはない」。

日、議会内での記者会見で、マコネル

氏は、スーチー氏の責任にも言及した

報告書に関する記者の質問にこう答え

ている。報告書は、スーチー氏につい

のリーダーにする（憲法の）条項改正

調査を妨害した、と指摘している。報

て、軍や治安部隊の作戦を強く批判せ

は不可能だ。つまり彼女は軍隊の行動

告書は「大虐殺」（Ｇｅｎｏｃｉｄ

％の軍人配分条項があ

を指揮する権限をなんら持っていな

ｅ）の責任の一端は、スーチー氏にも

「議会での

28
い。ロヒンギャに対する残虐行為は紛

7

及川正也・毎日新聞論説副委員長

イスラム教徒「ロヒンギャ」の武装集

だから、私は彼女が何ら影響を行使で

彼女が責任を負うのかということだ。
在を際立たせている上院議員がいる。

が混迷する中、米国連邦議会でその存

９月３日にはロヒンギャへの迫害問

が存在する」と主張して拒否した。

日、

きることのない問題で彼女を非難する

団に対するミャンマー治安部隊の掃討
作戦開始から１年が過ぎた８月

年近く、民主化指導者のスーチ
ー氏を一貫して支援してきた与党・共

調査団報告書発表の翌日の８月

この

ンマー人記者２人が国家機密法違反で

和党の上院トップ、ミッチ・マコネル

題を取材していたロイター通信のミャ

が、ミャンマー国軍のミンアウンフラ

禁固７年の判決を受け、国際社会は

院内総務（

国連人権理事会が設置した国際調査団
イン総司令官を含む軍幹部らに対して

「民主主義を認めぬ判断だ」と反発し

76

25

孤高の擁護者
マコネル院内総務

）だ。

「虐殺」「人権犯罪」「戦争犯罪」の

ロヒンギャ問題をめぐるミャンマー

ている。

表した。国際刑事裁判所（ＩＣＣ）に

と国際社会の対立が先鋭化するにつ

20

問題を付託するよう要請している。こ

16

れ、ノーベル平和賞受賞者でもあるア

おいかわ・まさや
１９８８年毎日新聞社に入社。水戸
支局を経て、 年政治部。激動の日本政界を 年余り追い続
けた。２００５年からワシントン特派員として米政界や外交
を取材。 年北米総局長。 年４月から論説委員
92

れに対し、ミャンマー政府は同国当局

容疑で捜査と訴追を求める報告書を発

30

27

13
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マコネル上院議員

に実施した聞き取り調査で、２割の人
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た。約１０００人のロヒンギャを対象
これに対し、マコネル氏の発言は明

が、１００人以上が死傷する大規模掃

8

あるという内容だ。
らかにスーチー氏を擁護している。マ

討作戦を目撃したという。１人以上が

％に上

％の軍人配分

コネル氏が指摘した「

殺害される現場を見た人は

り、５割以上が性的暴力を現認したと

条項」（Ｓｅｔ｜ａｓｉｄｅ）とは、
憲法４３６条でミャンマー連邦議会の

される。ヘイリー氏はこうした事態を

ただし、ロヒンギャに対する残虐行

４分の１を軍人の固定席にしているこ

ためにはミャンマー軍の賛同を得なけ

為を「大虐殺」とまでは明言していな

「民族浄化」と指摘し、独自調査の結

ればならない。だが、権限を譲渡した

い。国務省は「特定の法的定義があ

とを指す。憲法改正の決議には議会の

くない軍側は当然ながら、スーチー氏

り、簡単には判断できない」としてい

果が国連調査の結果と「符合する」と

の権限を抑制するため条項改正を拒否

る。国務省は、オバマ政権時代にミャ

４分の３以上の賛成を得る必要があ

している。であれば、責任を負うの

ンマーとの関係正常化にこぎつけ、ス

の見解を明らかにした。

は、あくまで軍や治安部隊であり、ス

いる。「大虐殺」と認定すれば、ミャ

ーチー氏の役割に多大な評価を与えて
うわけだ。

り、スーチー政権を窮地に追い込みか

ンマーへの国際的批判が一気に高ま
連安全保障理事会で、ニッキー・ヘイ

ねないという判断もあるのだろう。そ

日の国
リー米国連大使は米国務省が独自に行

うした意味では、米政府も過度なスー

国連報告書発表翌日の８月

った現地調査の結果の一部を公表し

28

ーチー氏を責めるのは筋違いだ、とい

り、スーチー氏を国家リーダーとする

82

25
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アウンサンスーチー氏とマコネル上院議員

氏と同じ懸念を持ち合わせているとい

チー氏批判をすることには、マコネル

た。ダービン氏は昨年

極的な行動」を求める決議案を提出し

ーチー氏に人道的悲劇の終結への「積

月の上院本会
えるだろう。

議の演説で「ロヒンギャの人々の苦境

を発揮しないことに失望している」と

についてスーチー氏がリーダーシップ
マコネル氏はロヒンギャへの掃討作

批判している。この決議案には上院共

ーチー氏と電話で話し、スーチー氏が

い」と表明している。マコネル氏はス

氏を公然と批判するのは建設的ではな

での暴力は停止すべきだが、スーチー

上院本会議場での演説で「ラカイン州

ンバー５人が共同提案者に名前を連ね

ンスタイン上院議員ら超党派の有力メ

民主党のベテラン、ダイアン・ファイ

ではマコネル氏と行動を共にしてきた

長（当時。故人）や、ミャンマー問題

和党重鎮のジョン・マケイン軍事委員

マコネル氏は、上院トップの与党院

暴力停止と人道支援の重要性を強調し

問題をコントロールしているのは軍

内総務として法案や決議案を採決にか

た。演説は、マコネル氏の危機感の表

だ。根拠のないスーチー氏への批判は

けるかどうかを最終的に決める権限を

たと明かしたうえで、「憲法上、軍に

彼女の軍に対する権能を誇張してい

持つ。マケイン氏らが提案したミャン
この直前には上院民主党ナンバー２

年２月に上院外交委員会で可決され、

ョンや渡航制限を盛り込んだ法案が今

マー軍将官らへのターゲットサンクシ
のリチャード・ダービン院内幹事がス

している。

る」と、このときもスーチー氏を擁護

れだったのだろう。

戦が問題化した直後の昨年９月

日、

議会の制裁要請を阻止

10
対する権限が事実上なく、ロヒンギャ

14

9
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２００２年にスーチー氏はマコネル

時国務長官だったクリントン氏が回顧

は解決できずにいる現状もマコネル氏

後押ししていない。そうした制裁を米

録で明らかにしているが、制裁だけで
マコネル氏は初めてスーチー氏と電話

は認識していたようだ。マコネル氏の

同様の法案が５月に下院本会議を通過

年に

政府を弱体化させるだけで、問題の本

で話した。オバマ政権はミャンマーと

執務室にはスーチー氏からの手紙が額

氏に謝意を示す手紙を届けた。

氏が上院本会議への上程を阻止してい

質的な解決にはつながらないという考

の関係改善に乗り出しており、マコネ

入りで壁に飾ってあるという。私が連

国議会が求めることは、スーチー氏の

る、と米紙ワシントン・ポストが報じ

えを持っている。「スーチー氏を支え

ル氏は制裁強化を転換し、ヒラリー・

邦議会を取材していたころ、記者会見
米国人のほとんどが知らないミャン

あった。人権がすべてに勝るムードが

うより、老獪さを感じさせる雰囲気が

上院議員は「（マコネル）上院院内総

マコネル氏は当初、対話路線に踏み

が歴史的出来事の功労者・団体に贈る

を２
(Congressional Gold Medal)

最高の名誉勲章である「議会黄金勲

章」
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している。しかし、いずれもマコネル

ている。

続ける必要がある」とマコネル氏は繰

クリントン国務長官（当時）の対話路

欧州連合（ＥＵ）やカナダは６月、
り返し語っている。

７人のミャンマー軍将校に制裁を科し

マー（米政府は軍政が使う国名ではな

ある米議会で、ミャンマーの政治機構

で見るマコネル氏は強靭な政治家とい

く、従来からの英語名でビルマと呼

や権力構図を踏まえて冷静な分析がで

線に協力してきたという。

ぶ）にマコネル氏が関心を寄せたの

きるのはマコネル氏を置いて他にいな

たが、その時点では１人の将校を制裁

氏は地元ケンタッキー州の地方判事出

は、スーチー氏の存在が大きい。民主

いだろう。

対象としていただけの米国とは対照的

務が制裁を発動すべきかどうかについ

身。夫人はトランプ政権の運輸長官の

化運動を弾圧し、スーチー氏率いる国

クリントン氏とも
党派超え連携

ての議論を避けている」と米メディア

イレーン・チャオ氏である。ワシント

民民主連盟（ＮＬＤ）が圧勝した１９

だった。民主党のジェフ・マークリー

に話している。苦境に陥っているスー

ン政界の重鎮、マコネル氏がミャンマ

９０年の総選挙の結果を拒否した軍政

年目のマコネル

チー氏にとって、マコネル氏は米国政

ーに初めて関わったのは、１９８８年

だったが、欧米諸国による長期の経済

スーチー氏は１９９１年にノーベル

当選６回、議員歴

界で数少ない擁護者の一人と映ってい

に社会主義政権が崩壊して国軍が政権

制裁は国内経済の低迷と国際的な孤立

を掌握し、翌

ー経済制裁の法律や決議を主導してき

出すオバマ政権に懐疑的だった、と当

議会勲章後押しした
クローリー氏

るのだろう。

年に軍政が民主化の旗

国務省と財務省は今年８月、ロヒン

備隊長を新たに制裁対象としたが、こ

た。

強化させていた。

平和賞を受賞しているが、米連邦議会

手とされたスーチー氏を自宅軟禁した

うした制裁策をマコネル氏は積極的に

10

11

を招き、中国や北朝鮮とのつながりを

ギャに対する「民族浄化」の疑いでミ

年代以降、対ミャンマ

ころからだ。

33

ャンマー軍幹部３人と２部隊、国境警

89

90

００８年に与えられている（実際に授
小泉純一郎首相に批判的だったことか

戦犯がまつられる靖国神社に参拝した

年の実刑判決を受けたことだ。報道に

問題取材をめぐって裁判所から禁固７

マー人記者２人がロヒンギャへの迫害

の自由とはまったく関係ない」と述

裁判所が判断したからだ。判決は表現

けではない。国家機密法に違反したと

める」とスーチー氏を讃えている。

化への勇敢で揺るぎないコミットを認

「ビルマの平和、非暴力、人権、民主

ーヨーク州議員から１９９９年に下院

らの真っ正直な人間」と評する。ニュ

ローリー氏をクリントン氏は「昔なが

した。徹底した人権意識を受け継ぐク

いわゆる慰安婦謝罪決議の採択を支持

た警察官が「警察が仕組んだわなだっ

密法違反に問われた。逮捕にかかわっ

た後に別の警察官に逮捕され、国家機

トランに呼び出され、資料を受け取っ

していた。昨年

母親として残された子供の気持ちを考

決内容について、記者の妻らは「同じ

訴も可能だという考えを示したが、判

誤りだと指摘する権利はある」と、控

スーチー氏は「記者２人には判決を

月に警察官からレス

えてほしい」と訴えるなど、裁判は国

家機密法などでの記者の逮捕が続いて

なかった。

ー側が報道の自由を侵害しているとい

いる。報道機関との対立が激化すれ

ば、とくに米国などでのミャンマー批

った批判が高まっている。
こうした国際世論に対し、スーチー

判が高まり、マコネル氏らスーチー氏
だが、米欧をはじめとする国際社会

ア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）会合で、

催中の世界経済フォーラムの東南アジ

る。

擁護派を窮地に追いやるおそれもあ

11
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与されたのは２０１２年の訪米時）。
年の小泉氏の訪米時に検討され

べ、判決の妥当性を強調した。

ら、

よれば、２人はラカイン州で昨年、ロ

昨年までに約３００人に贈られている

年の下院での

提案したのは民主党のジョセフ・ク

議員に就任。現在は下院民主党議員総

た」と証言したが、裁判では考慮され

た議会演説に反対し、

）である。上下

日

は外国人への授与だ。

両院とも全会一致で採択され、当時の

会長を務める有力者だ。昨年９月

内世論にも大きな波紋を広げている。

が、このうち

ブッシュ大統領が署名して成立した。

にはロヒンギャ問題で声明を出し、ミ

米国のペンス副大統領が記者の取材

スーチー氏率いる国民民主連盟（ＮＬ

擁護派窮地のおそれも

クローリー氏は、ホロコーストの生き

ャンマーの治安部隊への訓練プログラ

活動は「投獄ではなく、称賛されるべ

Ｄ）は報道の自由を掲げているが、国

人が殺害された事件を取材

残りで、ミャンマーを含む世界の人権

ム停止を求めた。ロヒンギャ問題で米

きだ」などと擁護するなど、ミャンマ

ヒンギャ

擁護に熱心だったトム・ラントス元下

議会が再びミャンマーに厳しい目を注

ローリー下院議員（

院外交委員長（民主党、故人）に感化
ってきた。マコネル氏と同じくスーチ
ー氏とは電話でやりとりできる関係

日、ベトナム・ハノイで開

クローリー氏が師事したラントス氏

と、ミャンマーとの間には新たな火種

「２人が記者だから投獄されているわ

氏は９月

は人権においては同盟国の日本であっ

が生じている。ロイター通信のミャン

だ。

12

10

13

12

56

ても容赦なかった。先の戦争でのＡ級

ロイター記者有罪が
新たな火種に

ぐ契機となった。

07

06

され、対ミャンマー制裁の提案に関わ

31

転機を迎える対ベトナムＯＤＡ 

状況に陥っている。

・８％と初め

年度は

年度に

・３％と３分の１程度だっ

これを対ＧＤＰ比でみると、２００

０年度に

たがものが、

て５割を超え、

・４％と６

省発表）億円に上る。これに無償資金協力の１５０６億円（同）と技術協

悪化し、歳出は７兆２７００億円に膨

早い段階から公的債務管理強化に乗り

Ｆや国際金融機関からの指摘もあり、

公的債務残高を
対ＧＤＰ比 ％に抑制

出している。

らんで歳出超過は１兆円を大きく上回
政府総債務残高で見るとさらに深刻

力の１７６２億円（同）を加えた援助額はベトナムのＯＤＡ受け取り額の
ＩＣＡ）ベトナム事務所の北村周次長は説明する。しかし、日本から見た

さが増す。２０００年度に６６００億

る見通しだ。

その〝世界一の被援助大国〟が今、大きな転換期を迎えようとしている。

年度
年
の債務残高となり、国家財政は危機的

兆円超

には７兆５０００億円に達した。

への転換とともに急速に拡大、

円だった同残高は、ＯＤＡの有償協力



【日刊建設工業新聞常務国際事業本部長・髙橋治光】

３分の１に及び、「間違いなく世界一（の援助国）」と国際協力機構（Ｊ

18

度は国家予算の２倍を上回る

18

12
15

は、ベトナムの２０００年度の歳入は
年度は６

約４３００億円（日本円換算）で、
年度が３兆５１００億円、

12

対ＧＤＰ比で

％に制限することを議

は２０１２年の国会で公的債務残高を

公的債務の累積により、ベトナム政府

財政赤字などを背景にした継続的な

65

65

深刻さ増す公的債務の増加
国際通貨基金（ＩＭＦ）の推計で

18

12

毎日アジアビジネスレポート 2018年９月号

財政悪化で外国資金受け入れを抑制
財務省が一元管理
る。しかし、歳出の増加はさらにその

兆４００億円と順調に拡大を続けてい
１９８６年の対外開放政策（ドイモイ）以来、２０００年～２０１０年

スピードを上回る。２０００年度当時
は４７００億円と概ね歳入と歳出の均

の平均経済成長率が７％を超えるなど、順調に経済成長を続けてきたベト
ナム社会主義共和国。１人当たりのＧＤＰは２００５年時点の７００米ド

年度には４兆５

割に迫る勢いだ。このような債務超過

衡が取れていたが、

７００億円と１兆円も歳出が超過し

の現状を重く見たベトナム政府はＩＭ

年には２１７２ドルと３倍増に急伸した。その旺盛な経済を支

えてきた一番の柱が政府開発援助（ＯＤＡ）。日本からの円借款は２０１

年度はさらに収支のバランスが

ルから、

51

58

13

18

31
た。

12

２年度以降、２０００億円前後で推移し、その累計は２兆７０４７（外務

16

Ｉ）が各省庁・地方政府に割当額を設

定の上で国会に提出。国会財政諮問委

ら、ベトナム政府は２０１６年から
年までの公共投資の目標や具体的な投

員会と国会経済委員会が中心となって

年秋の国会で

承認された。計画では、公的債務及び

資予算の総額、実施計画を盛り込んだ

５カ年国家財政計画が

転機を迎える対ベトナムＯＤＡ 

決。その後、公的債務の増加傾向を鑑
年まで

審議するなど厳格化している。ただ、

外国債務に関する戦略として

中期公共投資計画（ＭＰＩＰ）を策定
した。投資予算の総額は約１０兆円

需要を考慮した現実的な内容となって

同計画が「公共投資事業の実際の資金

％以下、政府

％以下とし、２０３

（２０００兆ドン）に設定され、この

に公的債務対ＧＤＰ比
債務対ＧＤＰ比

％

０年までには公的債務対ＧＤＰ比

いない」（北村次長）など、実効性を
％までさ

た場合は借入可能な外国政府資金の上

疑問視する見方もある。厳格に運営し

うち外国政府資金は約１・５兆円（３

以下、政府債務対ＧＤＰ比

００兆ドン）に抑制する計画だ。
外国政府資金は計画期間５カ年に実

らに抑制強化する。さらに国会決議
で、財政赤字対ＧＤＰ比を３・９％

限１・５兆円程度（単年度ベースで３

０００億円程度）を全ドナーが分け合

効性のあるプロジェクトに対して、各

年からの５カ年平均値）、

借款契約に基づいて支出される。た

う事業採択が必要となり、ＭＰＩは難

しい舵取りを迫られそうだ。
件に配分されるため、実質の新規案件

年以降の展望」をまとめている。ＭＰ

０年のＯＤＡ活用方針および２０２１

一方、ＭＰＩは「２０１８｜２０２
枠は５年間で約１５３１億円にとどま

ＩＰの上限を５兆円程度引き上げると

月末までに借款契約を締結した案

る。外国政府資金に限ると新規案件枠

ともに、プロジェクトプロポーザル前

年

約１・４兆円分のプロジェクトは、

だ、約１・５兆円の投資予算額のうち

年度

（

は単年度で３・５％に抑制する計画も
盛り込まれた。
「ベトナム政府は２０１６年下期か
年上期は目標値スレスレの状

ら管理をかなり厳格化している。しか
し、

況」（北村次長）で、ベトナム政府に
は焦燥感が広がっている。

は単年度ベースで３０６億円までとな

の候補案件などの新規案件は

年度以

り、日本だけで２０００億円程度で推
移してきたＯＤＡは極端に減少するこ
また、予算配分された借款契約締結

とになる。
このように深刻な財政赤字を背景と

降に後ろ倒しされる見通しだ。「こう

した財政の逼迫もあり、日系企業への

支払い遅延問題も徐々に表面化してい

る。事業に着手したものの、サスペン
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20

16

20

案件のリストは、計画投資省（ＭＰ

13

16
65

20
50

60

55

中期公共投資計画
（ＭＰＩＰ）で
外国資金を抑制へ

10

16

した継続的な公的債務の積み上がりか

21

17

みて公的債務管理の強化を目的とした

日本の対ベトナム援助形態別実績（年度別）

格化に伴う候補対象事業の実施遅延や

転機を迎える対ベトナムＯＤＡ 

ドするか悩むコントラクターも各地で

減少など懸念される点は多い。旧法

だ。

改正公的債務管理法などが
発効
今年７月に発効した改正公的債務管
理法では、中期・各年計画に基づく管
理の厳格化をはじめ、国会・政府・地
方政府などの責任の詳細化、刑罰追求
及び可能性が明記され、債務抑制を企
図した内容となっている。投資計画を
所管していたＭＰＩから財務省（ＭＯ
Ｆ）に対外交渉やＯＤＡ案件の組成、
債務管理を一元化した。転貸や政府保
証付与の厳格化も盛り込まれ、「ファ
イナンスの間口がかなり厳しくなって
いる。細則や政令の発表はまだだが、
ＪＩＣＡとしてもその運用を注視して

ｉｐ）スキームを見込むなど民間資金

条でＭＰＩをハブとしていたＯＤＡ案

たベトナム型のＰＰＰ事業がどこまで

までも計画が立ち上がっては消えてき

の積極的な活用が目立つ。ただ、これ
件形成の手続きが、改正法では初期段

定着できるのか、こちらも目が離せそ

月の国会では南北高速
年までの

事業のう
Ｐａｒｔｎｅｒｓｈ

うもない。

階からＭＯＦが借入的確性審査の主体
的実施を行うように変更されたこと
で、借款案件形成手続きの長期化及び
借入抑制への転換は必至の情勢だ。と
くに日本企業にとっては、なじみの薄
いＭＯＦとのやりとりに一層困難を強
いられそうだ。
転貸の厳格化は結果的に電力分野
（発電）のＯＤＡ縮小を招き、財政基
盤の脆弱な地方政府に対する案件形成
が厳しくなり、地域格差を拡大する可
能性も秘めるなど、ベトナム政府の財
政事情の悪化を背景にＯＤＡ事情は大
年

きく変わろうとしている。
なお、

が承認された。
Ｐｒｉｖａｔｅ

ち、８事業にＰＰＰ（Ｐｕｂｌｉｃ

11
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21
道路を３フェーズに分けて整備する案

11

20

いる」と北村次長は話す。
法律の施行により懸念されるのがＯ
ＤＡへの影響だ。案件形成にかかる手
続きが長期化し、転貸対象者要件の厳

17

14

現れている」（北村次長）のが現状

円借款で建設されたベトナムで最長の海上橋＝ハイフォン市内

三菱商事、
レンタルのニッケン
ビジネス情報

インフラ整備の加速に伴い、建
設重機の需要が拡大するミャンマ
ー。三菱商事と建機レンタル大手
「レンタルのニッケン」は２０１
５年、現地の老舗建機販売会社と
合弁で、ヤンゴンに建設機械のレ

レンタル」方式とは異なり、ミャンマ

機器だけを貸し出す日本の「ドライ

で雇用したミャンマー人オペレーター

会社だというＤＲＭ社にとって、地元

場建設など、顧客の８割が日系の建設

り立たない。ティラワ経済特区への工

ーでの建機レンタルは、操作するオペ

経験者に、「安全第一」を徹底して教

が」と話した。

レーター付きで建機を貸し出す「ウェ

え込む必要があった。

ミャンマーの工事現場では、ロンジ

ットレンタル」方式だ。派遣した自社
のオペレーターが事故を起こして工事

ー（地元の男性が身につける巻きスカ
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を止めてしまっては、レンタル業は成

15

ンタル会社「ダイヤモンド・レン

ティラワ河川港の桟橋増設工事現場で活躍するＤ
ＲＭ社のクレーンと、同社の横田圭右社長＝中央

タル・ミャンマー（ＤＲＭ）」社
を設立した。建機操作の免許制度
が一切ない同国でＤＲＭ社が取り
組んだのは、地元ミャンマー人の
建機オペレーターに、徹底して、
「安全第一」を刷り込むことだっ
た。【毎日アジアビジネス研究所
・西尾英之】
今も河川港の桟橋増設や工場建設で
大規模な工事が続く、最大都市ヤンゴ
）は、特区工業団

ン南郊のティラワ経済特区。ＤＲＭ社
の横田圭右社長（

無理をすると必ず事故が起きるのです

て、重いものを吊り上げようとする。

ッター（安全装置）のスイッチを切っ

がち。機械の限界が来ても平気でリミ

無理ができるかという『腕』を自慢し

ーターは、『安全』よりも、どこまで

「地元の企業で働いていた建機オペレ

地に面した自社の機材ステーションで

49

ミャンマーで建機レンタルビジネス
「安全第一」教え込む

ート）にサンダル履きの作業員が当た
り前だ。まずは現場でのロンジー禁
止。ヘルメットのない作業員にはリフ
トを操作することも許さない。「事故
を起こして負傷すれば家族を養えなく
なる。毎朝、朝礼を開いて危ない操作
を教え込む。ニッケンから指導者が来
て講習会も開く。みんな少しずつ意識

業部や管理部など、オペレーション以

外の部門にも、日本の大学に留学し日

本で就職活動も経験するなど、「日本

企業のスタンダード」を理解してい

る、日本語が堪能なスタッフを配置し

ているのが特徴だ。

）は「営業活動でも、相手に

昨年２月に入社したチョウジンウー

さん（

きちんと納得してもらうまで説明す

る。ルールをきちんと守らなければな

らないし、日本企業に比べたらミャン

マーの会社はゆるいと思う」と話す。

ＤＲＭ社のレンタル商品は、港湾の

桟橋工事などで使われる最大１８０ト

ンのクローラークレーンを始め、油圧

シャベル、ブルドーザー、フォークリ

フトなど約４０００アイテムに上る。

中には今までミャンマーにはなかっ

た、現場事務所や従業員宿舎などに使

われるモジュラー型オフィスもあり、

ヤンゴン日本人学校で使われるなど、

工事現場以外での需要も生み出してい

る。

「ティラワ工業団地や港湾の建設工

事も今後も続き、需要は拡大してい

く。この国の重機はこれまで中古や老

朽品ばかりだったが、新しく、より品

質のよいものを現場に提供していきた
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31

い」。横田さんはそう話す。

16

が変わっていきました」。機材オペレ
）は、日本語でそう話

ーション部門の副部長、シェインウェ
ンリンさん（
す。
造船のエンジニアだったというシェ
インウェンリンさんは、ＤＲＭ社へ入
社後、日本へ出張して「セーフティー
ファースト」を徹底して学んだ。今は
人を超える同社のミャンマー人オペ

ション部門のトップを兼ねる横田さん
を補佐する。「最近は地元企業の現場
でも、ロンジー禁止のところが増えて
きた。安全第一が効率につながるとい
うことが、浸透してきた」と胸を張
る。
同社には横田さんを含め三菱商事か
ら２人、レンタルのニッケンから２人
人の

の計４人の日本人が派遣されている。
その下にオペレーターを含め約

ＤＲＭ社の日本語が話せるスタッフたち。左から２人目が
シェインウェンリンさん、３人目がチョージンウーさん

さまざまなレンタル機材が並ぶ機材ステーション

36

レーターのまとめ役として、オペレー

40
ミャンマー人社員が働いているが、営

90

三菱商事、
レンタルのニッケン
ビジネス情報

ＤＲＭ社が制作した、作業の安全マニュアルのビルマ語版

ビジネス情報

土木、建設の杭工事一筋

年の

「高脇基礎工事」（埼玉県北本
市、門脇佳典社長）が今年３月、
ベトナムのハノイに現地法人「Ｔ
Ｋエンジニアリングインターナシ
ョナル」を設立した。代表に就任
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したのは、元伊藤忠商事社員でア
）＝写真。経済発展めざ

方が多いのだろう。十分な勝算がある

高脇基礎工事の場合、将来の人手不

前はバンコクで工業用ナットを作る会

進出しようと考える中小企業は多い

足に対する危機感があった。いま、中

わけでもなく、「アジアに足を突っ込

が、体力の問題、人材の問題もあり、

小企業で働こうという日本の若者は少

社にいた。ベトナムやタイなど東南ア

実際はなかなかできない。限られた地

ない。若者自体が少なくなっているの

んでから考えてみよう」という経営で

域に根を張っている会社のオーナー社

だから、今後、ますます厳しくなる。

ジアで会社をやっていくにあたり、法

長が「海外に進出しよう」と考えたと

そこで、将来的に若い人材の提供国に

なるかもしれないベトナムに「足を突

――ビジネス本位ではなく、将来を

っ込もう」と考えた。
くても、会社の内外に反対の声が多い

見越して人材をベトナムで見つけよう

って何か吸収したい」という企業は多

「現状を打破したい」「将来に向か

できない。

ころで、なかなか自社だけでは展開は

いいのか、と自分でブレーキをかける

担当者の反対を押し切ってやっている

管理部長、イクヨ社長などを経て、今年３月か

律や労働問題など考えなければならな

年働き、ここに来る直

年に退社後、タイで農園経営、日本ケミテック

人もいる。

伊藤忠商事で

伊藤忠入社。同社ＯＤＡ担当を長く務める。91

いことがいっぱいある。東南アジアに

16

と聞く。取り引き銀行や、会社の経理

ら現職。

ジアのビジネスに詳しい上田祐嗣
さん（
系企業がベトナムで事業を始める
にあたっての心構えなどを聞い
た。【聞き手＝日刊建設工業新聞
常務国際事業本部長・髙橋治光、
毎日アジアビジネス研究所・野島
康祐】

――ベトナム進出の理由は
高脇基礎工事は地場の土木業者で、
全国展開をしていないし、海外と取引
していたわけでもない。英文の書類を
読める人間もいない。そこで、海外で
の仕事が長かった私に、門脇社長から
「ベトナムに出たい」と声がかかり、
お手伝いすることになった。

17

1954年、兵庫県生まれ。76年

うえだ・ゆうじ

60

ましい同国に進出した狙いや、日

64

ベトナムに進出した「ＴＫエンジニアリング」社 上田代表に聞く

将来見越して人材発掘狙う

ビジネス情報

と？



戦力だ。ただ、当面はハノイで工事を

ベトナムに進出した「ＴＫエンジニアリング」社 上田代表に聞く

――それがどうしてベトナムなんで

いし、暑いし、雨は降るしで、日本人

でも、現場のある仕事というのは、寒

業の人手不足は、大変なことになる。

ではない。今後、埼玉県の土木、建設

ち業者の仕事は、人間ができる仕事で

ろで、人材を引っ張りたい。我々杭打

木関係者とネットワークができたとこ

ナムでコネクションを作り、現地の土

まず、ＴＫエンジニアリングがベト

ムに貸す事業のお手伝いをしてきた。

グランドやスポーツ施設を草野球チー

に来ている。高脇基礎工事は、大学の

学生がたくさん、都市工学などの勉強

地元の埼玉大に、ベトナムからの留

タント的な位置づけから始めたい。

たい。工事を受注するよりも、コンサル

の技術指導や、機械のリースもやってみ

優先したい。将来的には、杭打ち工事

――どんな人材を見つけたいですか

の若者は来てくれない。いま、多くの

なくて、機械がする仕事。機械を使え

それで、ベトナム人学生つながりでき

受注することよりも、高脇基礎工事の

中小企業は、外国人の技能実習生を受

る人間が来てくれないと、仕事になら

ことで、ベトナムに関わるようになっ

しょう

け入れている。いろいろ批判されてい

ない。機械を使える人は、即戦力だ。

た。

ええ、儲けようと思って始めたわけ

る通り、実習生を労働者として使って

一番ほしいのは、機械をオペレーショ

――これからベトナム進出を考えて

ンできる人や、杭打ち特有の杭打ち機

る。これ以上、仕事は伸びないし、若

各地域の中小企業には、閉塞感があ

る。食べ物が柔らかい。辛い物がな

ないか。例えば、ハノイには四季があ

ベトナムはかなり日本に近いのでは

いる企業にアドバイスを

ところが、土木業が好きで仕事を学

を使える人、現場の土地を見て仕事の

い従業員への希望、刺激がない。これ

面もある。高脇基礎工事がベトナムに

とをお勧めしたい。
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技術を生かせる現場を見つけることを

いるのが実情だ。
びたい、技術指導を受けたい、研修し

やり方を決められる「段取り屋」と

入れやすい。

たい、というベトナム人はほとんどい

破口を作りたい、国際という分野に何

い。クセがあまりない。文化や雰囲気
先日、創設が決まった「高度プロフ

のつながりもない会社だけど、世界と

を何とかしたい。高脇基礎工事は非常

を勉強するけど、実はお金も貯めたい

ェッショナル制度」に該当するような

つながりを持ちたい。

来たからといって、ほかの中小企業に

か。現場で１年間やってもらえば、役

人が多い。せっかく仕事を学んだの

人材は必要ない。杭打ち工事はそんな

働きたい人を集め、ここ（ハノイ）

もお勧めできるか、と言われたら、答

ない。「日本に行ったら儲かるよ、お

に、それでは将来に生かせない。制度

高度な技術を使うわけではない。ゼネ

で、練習すればいい。高脇基礎工事の

えはＮＯ（ノー）だ。社内には反対意

が日本人になじみやすい。日本も受け

上の問題（これまで技能実習は最長３

コンなら３次元ＣＡＤを使える人がほ

機械を持ってきて、使ってくれる人を

見もあった。進出先の事情をしっかり

に地域密着の会社なので、全然違う突

年）もあったので、土木を研修したの

しいだろが、中小企業はそこまでいら

探す。段取りややり方、施工、機械の

と調べ、その上で日本から飛び出すこ

に立つようになる。

に「ベトナムに帰ったら服屋をやりた

ない。政府が考えている高プロな人材

動かし方は日本と同じだ。ここで１年

金稼げるよ」と聞いて来日し、日本語

い」「靴屋をやりたい」という若者が

が必要なのは大企業だけ。

でも、法律面など海外進出には恐い

実際いる。

も仕事したら、日本でも通用する。即

18

大武健一郎のアジアビジネスアイ
大武健一郎（元国税庁長官、ベトナム
簿記普及推進協議会理事長）

進出準備、
まずは「信頼できそうな人」採用から

年。卒業生は１

ベトナムのハノイで日本語による複式簿記

国土は全長２０００キロ、北海道から鹿児島

しかし、一口にベトナム進出といっても、

の普及活動を始めて、はや

万平方キロ

回以上通った。こんな話を聞いた方々から、

しかも、フランスに占領される前は北部ベト

と、九州を除いた日本と広さとほぼ同じだ。

県の大隅半島まであり、面積は

次のような相談が舞い込んでくるようになっ

ナムと南部ベトナムに分かれて国はひとつに

５００人を超えた。私自身、ベトナムには

た。多分に、日本の人手不足が影響している

なっていなかった。さらに、１０００年以上

前には、チャム族というインドネシアから来

ようだ。
「ベトナムの技能実習生は他の国の方々と

た民族がチャンパ王国という国をつくってい

もの少数民族が全土に点

万人（全人口の１％弱）いる。宗教は

大多数が日本と同じ大乗仏教だが、カトリッ

教も息づいている。前述のチャム族の方々に

作って取り組みたい。インターネットで送受

人材が集められないので、ベトナムに会社を

ンジニアが多いと聞く。我々中堅企業は良い

域の結束力が強く、日本の明治期の長州閥と

る。しかも、ベトナムはいまだに省ごとの地

ても、どこに進出するかが極めて重要とな

こんな感じだから、一口にベトナムといっ

は、イスラム教徒が多い。

信すれば関税も消費税もかからないので、す

なので、相談を受けた際にお勧めしている

薩摩閥のような地域の絆が強力だ。

「ベトナムにはコンピューターソフトのエ

よく分からない」

したらいいか悩んでいる。何度かベトナムを

に約

在している。中国人も、ホーチミン市を中心

を占めているが、

人種的には、現在はキン族が大半（ ％）

っている。

部、南部では、物の言い方や発音がかなり違

たこともあった。だから、言語も北部、中

比べてよく働くと聞くので、ぜひ紹介してほ
しい」
「どの国も人件費が上がってきて、ベトナ
ムも同様だと聞く。ベトナム人はなかなか優
秀で、粘り強いそうだが、実は中国やタイか
らベトナムに工場を移したい。どこに出たら
いいか相談に乗ってほしい」

86

ことがある。①日本の大学院に通っていて、
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33

クのほかカオダイ教、ホアハオ教など土着宗

「ベトナムのどこに、どのような形で進出

53
訪問して調べているが、情報が輻輳していて

90
でにいくつかの同業他社が進出している。我
々も進出したいので、よろしくお願いした
い」

19

80
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したり、優れた送り出し機関や人材教育機関

「信頼できそうな人」たちと一緒に適地を探

が立地する地域を進出のターゲットにする④

選ぶ③「信頼できそうな人」が卒業した大学

用する②その中から「信頼できそうな人」を

日本語の堪能なベトナム人学生を２、３人採

で要注意だ。

なって技能実習生を搾取するケースもあるの

近は、送り出し機関と受け入れ機関がグルに

チェックしておかなければならない。特に最

の受け入れ機関と連携しているので、十分に

様だ。送り出し機関は各省ごとにあり、日本

か」などをよく見極めることが重要である。

トナムの中で家族のステータスがどのくらい

で採用する学生が「信頼できる人物か」「ベ

事前準備をスムーズに行うためには、日本

営者は、きっと多いことだろう。でも、ベト

職した後に教育すればいい」と考えている経

るとまだまだ「平均点」は高い。「会社に就

たと言われているが、それでも、外国に比べ

ぶりは、昔に比べるとかなりレベルが下がっ

人手不足が深刻化する日本の労働者の働き

できれば、目を付けた学生の両親らを日本に

ナムをはじめ東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡ

毎日アジアビジネスレポート 2018年９月号

を探す――といった事前準備の大切さだ。

招待し、家族ぐるみの付き合いをすることを

Ｎ）の国々や中国などでは、残念ながら、優

探すことが本当に重要となる。

い。だからこそ、優秀で信頼の置ける人物を

秀な労働者とそうでない労働者の差が大き

お勧めしたい。

進出が失敗するリスク
言い換えれば、調査に十分な時間をかけな

そうした人物を探せるか否かが、事業の成

そこで、例えば、毎日アジアビジネス研究

ければ進出が失敗するリスクは高まる。十分

スによっては地元で良い人材を集められな

所を使って調査を依頼し、その結果に基づい

否を左右する。だからこそ、事前の調査が何

い。まして、地元の共産党幹部との付き合い

て企業の社長自ら現地に行き、納得できる人

に調査しないで進出すると、日本で採用した

もうまくいかず、無駄な賄賂を取られたりす

材や適地を選んではいかがだろう。現地に会

より重要なのだ。

る。だから、事前にその学生と家族ぐるみの

社をつくる場合はもとより、現地から技能実

学生がどんなに優秀でも、現地でのステータ

付き合いを深め、よくよく調査する必要があ

習生、労働者を日本に連れてくる場合にも心

がけておくべき原則だと思う。

る。
技能実習生の送り出し機関を選ぶ場合も同

20

小川忠のインドネシア目線
小川忠 跡
( 見学園女子大学教授、元国
際交流基金ジャカルタ日本文化センタ
ー所長 )

バクティアル・ナシルに見るイスラム強硬派の典型

・多宗教国家インドネシアの未来を考える上

い。世界最多のイスラム人口を抱える多民族

回は逆に強硬派の中心人物に焦点をあてた

るイスラム女性指導者たちを紹介したが、今

方向に傾斜していく流れに抗して活動してい

前回はインドネシア・イスラムが非寛容な

無視できないことを示す光景であった。

派が持ち始めた政治力を、もはや大統領さえ

に招待し、対話を呼びかけた。イスラム強硬

導してきたイスラム強硬派幹部を大統領宮殿

の初日、大統領はバクティアル師らデモを主

に雨の中、神への祈りを捧げた。翌年断食月

サウジアラビア留学の影響

と、両親とともにボネに渡り、クルアーン暗
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で無視できない存在が、ラーマン・クルアー

「２１２運動」以降、注目を集めるように

の研究機関「紛争政治分析研究所」が、彼の

拝を名目に集まったこの日の集会（後に「２

記と研究に取り組んだ。そこでの師匠は、１

ラムの聖地、サウジアラビアのメディナ大学

21

ン学習センター指導者のバクティアル・ナシ
ル師＝写真、ウィキペディア英語版より＝で
再選確実と見られていたアホック・ジャカ

来歴、思想、政治との関わり等について分析

なったバクティアル師について、ジャカルタ

ルタ特別州知事を失脚させた、大規模な大衆

している。

ある。

デモの中心にいたのが、彼だ。数十万人にお

これによれば、バクティアル師は１９６７

年生まれ、ジャカルタ北部の港湾地区ルアル

よぶイスラム・デモ隊がジャカルタ中心部で
放出するエネルギーの凄まじさを誰も予期で

・バタンで育った。父親は、スラウェシ島南

部ボネ出身の漁師であった。両親は優秀な息

きず、政治家やメディアを震撼させた。
月４日のデモに数十万のイス

子を、エリート・イスラム指導者を輩出す

２０１６年

ラム教徒が参加し、一部が暴徒化して首都を

る、名門イスラム寄宿舎プサントレン・ゴン
混乱に陥れたのに続き、

年に同校を卒業する
１２運動」、もし

９５０年代にスラウェシにイスラム国家樹立

万人が集まったとされる。金曜日の集団礼

くは「イスラム擁

を目指す分離独立運動に加わった元活動家と

年までイス
大統領も姿を見せ

94

に留学し、イスラム法を学んでいる。

90
デモ参加者ととも

年から

護運動」と呼ばれ

88

12

いう。勉学を終えて、

トールに送り出した。

月２日のデモでは

11

る）には、ジョコ

35
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サウジアラビア政府の姿に、イスラム教徒の

る。米軍のイスラムの聖地進駐、これに頼る

時あたかも第一次湾岸戦争の時期にあた

会を組織し、

で近隣の青年を集めてイスラムに関する学習

するようになった、２００１年にジャカルタ

に身を置いた後、イスラム教育者として活動

年にラーマン・クルアーン学

一部は憤激する。「イスラム覚醒」運動とい

回帰をはかることで現状を改革して行こうと

的・文化的侵略に抗し、イスラム初期の原点

パスに拡がっていった。欧米の政治的・軍事

アーンが意味するところを理解しこの真理を

ンドネシア人は少ない。「ＡＱＬでは、クル

かれた聖典クルアーンの章句を理解できるイ

イスラム教徒といえども、アラビア語で書

習センター（ＡＱＬ）を設立した。

する、攘夷的なサラフィー主義の性格を帯び

日常生活の中に実践していくイスラム教徒の
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う抗議運動が、サウジアラビアの大学キャン

た「イスラム覚醒」運動は、サウジアラビア

中東のサラフィー主義の影響を受けた彼

育成をめざしている」と、ＡＱＬ設立の意図

た。グローバリゼーションは神の存在を否定

は、インドネシアの既存イスラム教育機関の

に留学していたバクティアル青年の心を捉

し、イスラムを弱体化させる世俗主義者の陰

あり方に批判的だ。「現代インドネシアの日

を説明している。

謀であり、これに抗してイスラム教徒は団結

常生活は、クルアーンが許容することを許容

え、彼の世界観形成に大きな影響を及ぼし

し、イスラム共同体建設のための社会・政治

しくクルアーンを理解していないから、とい

せず、禁止することを許容している」とし
現代中東世界から発信されるサラフィー主

う。イスラム専門家、すなわち大学でイスラ

運動を興していくことが重要、と彼は確信す

義というイスラム厳格化の思想潮流がインド

ムを教える教育者たちは西洋近代科学に基づ

て、その原因は、既存のイスラム専門家が正

ネシア・イスラムを非寛容化させているとい

く専門用語や方法論を好み、クルアーンから

るようになった。

う説を耳にするが、バクティアル師の留学体

逸脱した彼らの主観、思考に基づいて誤った

クルアーン解釈を広めているというのだ。

バクティアル師は、こうしたインドネシア

・イスラム教育の現状を憂い、これを変える

ための社会運動を重視する姿勢を示してい

22

09

験に、その典型を見ることができる。

既存イスラム教育機関への批判
年にサウジアラビア留学を終えて帰国し
たバクティアル師は、短期間ビジネスの世界

94
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の聴衆の大半は、都市部中間層の青年男女で

で週に三度行われる彼の講義に集まる数百人

る。ジャカルタのテベット地区にあるＡＱＬ

も共有している。

くという、原理主義の特質をバクティアル師

巧みにとり入れ自らの勢力拡大に利用してい

られるように、西洋近代が産んだ科学技術を

ル師の教えを学んでいる。さらに彼はソーシ

湾地区ルアル・バタン育ち、という点が気に

筆者は、バクティアル師がジャカルタの港

イスラム非寛容派に潜む怨念

ある。ＡＱＬには１５００人の聴講生が在籍
する他、附属のイスラム寄宿舎（プサントレ
代の若者がバクティア

ャル・メディアによる宣教に積極的に取り組

なっている。１９８０年代のルアル・バタン

アでの自らの露出に積極的に取り組んだこと

高めることになったきっかけは、既存メディ

そもそもバクティアル師が社会的知名度を

告した。都市のスラム化、人権抑圧、雇用不

なき民衆が政治から放置されている状況を報

し、乱開発が進む劣悪な環境のなか、寄る辺

ル・バタンで水俣病に酷似した公害病が発生
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ン）では５００人の

万人、インスタグラ

み、フェイスブックに

は、この国の貧困を集約したかのようなスラ

万人、ツィッターに

年に上梓した拙著『イン

万人のフォロワ

ムに

ム地域であった。

にある、テレビ局ＲＣＴＩが断食月に放送す

安、犯罪・暴力の横行など、当時のスハルト

多民族国家の模索』（岩波新書）

る、子ども向けクルアーン暗記コンテストへ

軍部強権体制が推進していた開発独裁政策の

ドネシア

の審査員出演等を通じて、彼の表情は視聴者

矛盾が全て露わになっている地域、それがル

活用こそ、デジタル宣教師と呼ばれる新世代

になれ親しんだものになっていった。このク

アル師が追い落としたアホック・ジャカルタ

違法建築を強制的に撤去したのが、バクティ

ルアル・バタンに立ち並んでいた貧困層の

く世界を見つめていたのだろう。

アル少年は、どのような想いで自分を取り巻

そうしたルアル・バタンで育ったバクティ

アル・バタンであった。

カルタ知事追い落とし運動だった。

きな役回りを演じたのが、２０１６年のジャ

力を強めたバクティアル師が政治の世界で大

教育、メディアを通じて次第に社会的影響

つで４０００万人が視聴するという。

ルアーン暗記コンテストは同局人気番組の一

において、ジャカルタ中の汚水が集まるルア

ーがいる。こうしたソーシャル・メディアの

14

西洋近代を拒否しつつ、メディア活用に見

23

10
35

イスラム指導者の特徴の一つといえよう。

93

57
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日

州知事である。果断な決断と実行力を売り物

明しつつも、「インドネシア国民の人口比５

動は宗教活動であり、政治活動ではないと言

とするアホック知事は、２０１６年４月

％に満たない華人系国民に富が偏在し、彼ら

とを問題視し、また「海外からの投資、特に

に重機を持ちこんで住宅を次々と解体し、警
その翌月に現場を訪問したバクティアル師

中国からの投資はインドネシアの役にたって

がこの国の経済をコントロールしている」こ

は、「自分もルアル・バタンの住民の一人。

いない」と述べ、イスラム系国民への優遇策

官も動員して反対派の住民を抑えこんだ。

立ち退きを余儀なくされた人々の心の痛みを

を主張している。

アル・バタンに近接するプルイットに代表さ

スハルト政権は、華人系財閥と組んで、ル

間層が形成される一方で、経済発展から取り

ム台頭の背景には、経済発展が進み膨大な中

見えてくるのは何か。今日の非寛容なイスラ
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感じる。これは地獄の責めよりも残酷な行為

れるジャカルタ湾岸部の都市開発を進めた。

残された人びととの格差が広がっている社会

こうしたバクティアル・ナシルの言動から

その過程では、住民の立ち退きなど強権的手

的不公正への怒りがある。

だ」と憤慨した。

法が用いられた。華人系のアホック知事が警
察力を動員してルアル・バタンの区画整理を
進める姿に、バクティアル師はかつての世俗
国家主義スハルト政権によるイスラム教徒貧
困層への弾圧が二重写しになり、「許せな
い」とアホック打倒を誓ったのではないだろ
うか。
ルアル・バタン訪問の後、バクティアル師
は「３世紀前からルアル・バタンにはモスク
があった。それはインドネシア国家、ジャカ
ルタという都市が存在する前からの話だ」と
年に行われたメディアとのインタ

語っている。
さらに
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11

ビューのなかでバクティアル師は、自身の運

17

陳言の中国「創新経済」

陳言
1960年、北京生まれ。82年、南京大学
卒。82-89年『経済日報』に勤務。89-99
年、東京大学（ジャーナリズム）、慶応
大学（経済学）に留学。99-2003年萩国
際大学教授。03-10年経済日報月刊『経
済』主筆。10年から日本企業（中国）研
究院執行院長。

投資関連の事務所は豪奢なオフィス街にあ

もやはり投資関連だった。

・中関村のガレージカフェを訪問した。この

り、３カ月に何件かのプロジェクトに関する

今年９月７日、一橋大の学生訪中団が北京
カフェを訪れるよう強く勧めていた筆者も、

商談が行われるが、ほとんどの時間がプロジ

している「筑波方式」は、社会主義市場経済

う。もともと政府主導で国が主な資金を投入

は「シリコンバレー方式」だというべきだろ

術研究を試行してきたというならば、中関村

日本が過去数十年、「筑波方式」の科学技

ームをどこにつくるべきかの検討を重ねた。

が自然にドッキングできる交流プラットフォ

あるのだろうと考え始めた。投資家と投資先

フェの仲間は投資先のプロジェクトはどこに

く人はほんのわずか。呉氏を含むガレージカ

も激しいが、投資のために事務所の門をたた

見下ろすと、大通りは車の洪水で、人の往来

ェクト待ちに費やされる。オフィスの窓から

年生といっしょにカフェに入り、２

同大

階ロビーを見学し、共同経営者の呉建波氏
）と懇談した。

体制の中国に適合すると思われがちだが、

こうして生まれたのが世界で初めて投資と
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（

「筑波方式」は情報技術（ＩＴ）の開発と運
用の面で、ここ数年は財政困難に陥ってい
る。一方、中関村は完全自由市場主導、民間
資金投入による「シリコンバレー方式」がし
っかり根を下ろし、発展速度は極めて速い。
日本の大学生が中国を訪問して、中国を理解
しようと思うならば、筆者が真っ先に勧める
のは中関村のイノベーション、とりわけガレ
ージカフェが果たしている役割を知ること
だ。

呉建波氏は以前、投資銀行で働いていた

25

1

が、２０１１年に独立した後、思い立ったの

一橋大訪中団

45

イノベーション不足は
人材発掘で打開

ガレージカフェがインキュベーター
北京・中関村はスタートアップの街

陳言の中国「創新経済」

中関村の創業者写真

インキュベーターを兼ねたガレージカフェだ

然、コーヒーを飲むことができるが、さらに

いつく場所でもある。ガレージカフェでは当

若者がスタートアップ、イノベーションを語

った。
「１９３９年、米国の２人の青年、ウィリ

ソフト、デルおよびアマゾンなど無数の世界

の地と命名されている。グーグル、マイクロ

在、米国政府によって、シリコンバレー誕生

ド社（ＨＰ）を創設した。このガレージは現

は狭いガレージに、ヒューレット・パッカー

た、この周辺には北京理工大学、北京航空航

える研究所がカフェから５㌔以内にある。ま

権威のある研究機関・中国科学院の数十を数

㌔には清華大学がある。さらに、中国で最も

２㌔前後のところに北京大学、北東に３、４

なぜ、中関村を選んだのか？ここから北に

り、ビジネスとの関係は緊密とは言えなかっ

毎日アジアビジネスレポート 2018年９月号

る場所でもある。

的な知名度を誇るスタートアップ、イノベー

天大学、中国人民大学など数十の高等教育機

北京では若い人はコーヒーを飲み、年齢が

た。科学研究とビジネスとの連携は、中国の

26

アム・ヒューレットとデビッド・パッカード

ション型企業は全て、ガレージから生まれて

関が集中している。

中関村は中国の科学技術、研究開発の中心

比較的上の人は主にお茶を飲む。コーヒーシ

スタートアップ、イノベーションにとって極

だが、あくまでも純科学技術研究の中心であ

ョップは若者にとって、ファッションであ

めて重要だ。中国ではかつて、この方面の条

「みなさんは中関村でスタートアップした

企業家精神を育成する
揺りかごが足りない

集まってきたのだ。

を通じて、特にビジネスにふさわしい人材が

もと中関村には人材が豊富だったが、カフェ

究開発とスタートアップが結びついた。もと

件に欠けていたが、カフェの出現によって研

り、集まる場所であり、奇想天外なことを思

最適の環境を意味している。

じゃまもハードルもない、スタートアップに

います」と呉氏。ガレージとは自由自在で、

呉建波氏

陳言の中国「創新経済」

冬のガレージカフェ内部

ービスを提供し、夢を持っている全ての人に

使えます。また、基礎的なスタートアップサ

こでお金を使わなくても、ＷｉＦｉは無料で

「ガレージカフェは完全に公共施設で、こ

き、呉氏の視線を避けているように見えた。

彼らの反応に注目したが、ほとんどがうつむ

月に入学したばかりの

いと思いますか」と、呉氏が一橋大の学生に

中国には、馬、ジョブズ両氏のような企業

ーンの出現は、全く新しい産業を創造した。

ナビになった。アリババ、ｉＰｈｏｎｅパタ

をするための百科全書、観光、外出時のカー

ラ、電話、ゲーム機、ウォークマン、調べ物

このプラットフォームはハンディーなカメ

携帯電話をＥＣのプラットフォームに変え、

やタブレットＰＣ内に取り込み、パソコン、

も完璧、簡潔なデザインなどをｉＰｈｏｎｅ

ガレージカフェは必ずしも、技術、資本を

門家とも限らず、彼らはある種の「共通の精

系とは限らず、金融、企業マネジメントの専

27
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尋ねた。筆者も今年

議論のチャンスを与えます」と、呉氏は話を

持っている人とか、独自の発明をした人たち

神」｜｜ある領域で技術、商品、サービスを

続けた。

が来ることを求めていない。呉氏の見方によ

いう精神｜｜を備えている。この方面の潜在

イノベーションして次の段階を推進しようと
的財産権の保護制度も基本的に整備されてい

力を最も持っているのは若者だ。ガレージカ

「スタートアップ、イノベーションの意欲

るが、中国で最も欠けているのは企業家精神

良い。例えば、来年、アリババ（阿里巴巴）

があれば、誰でもカフェに来て、エンジニア

フェが彼らに提供しているのはまさにこの種

を引退する馬雲（ジャック・マー）氏は、大

を探し、投資家を探し、パートナーを探すこ

だ。スタートアップを考える人は、発明家で

学で英語を専攻し、ＩＴに通暁していたわけ

とができ、スタートアップの夢を実現できま

の潜在能力を発揮できる場だ。

ではない。彼の最大のメリットは、中国で最

す」と呉氏は話す。

一橋大生たちが見たガレージカフェは実際

30

スタート直後の中国最善の電子商取引（Ｅ
Ｃ）とを結びつけ、ビジネスパターンのイノ
ベーションを達成したことだ。さらに、米国
のスティーブ・ジョブズは、最新の発明、最

毎日 分のフォーラムが
きっかけに

もイノベーション能力をもったエンジニアと

ある必要はなく、思想家、科学者でなくても

ると、中国は市場に不足はなく、所有権や知

家が必要だ。この種の企業家は必ずしも理工

4

陳言の中国「創新経済」

上、専門的なインキュベーター（孵卵器）企

自体が各種のプロジェクトに投資し、企業が

ンを渡し、見返りを得る。

した時に、カフェはこのプロジェクトのバト

次の投資導入段階に達した時、あるいは上場
分のカフェフォーラ

業だった。
毎日、昼ごろには約

ムが開かれ、スタートアップを考えている

万

交流したい人であれば、誰でもこの時間を利

入れたい人、スタートアップのパートナーと

た」と言った。ガレージカフェ自体がインキ

６億元（約１００億円）の見返りがありまし

元（約２９０万円）の初期投資をして、後に

呉氏は「あるプロジェクトに私たちは

用して、登壇して話ができ、大勢の聴衆は直

ュベーター企業であり、同時に、投資企業と

中国でここ数年、イノベーション経済の成
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人、エンジニアを探している人、投資を手に

ちにさまざまな要請に反応できる。
を見ることができ、そこには、多くの情報が

長が比較的順調なのは、ガレージカフェなど

して高収益を上げている。

書かれ、連絡用の電話番号が書かれ、ここで

の一連のインキュベーターの存在と密接不可

その他の時間は、スタートアップ・ボード

その広告を書いた本人を探し出すこともで

街であり、そこにはスタートアップの発想と

分の関係にある。中関村はスタートアップの
呉氏は「北京のガレージカフェは比較的早

資本をドッキングさせる大量のガレージカフ

き、彼と商談を始めることもできる。
く作ったので、規模は小さめです。私たちは

残したのは間違いないだろう。

中関村を見学した一橋大生らに深い印象を

ンキュベーターになっている。

ェのような場所があり、事業を強大化するイ
軒のカフェをオープンし、昨年

重慶、承徳、廈門（アモイ）、福州、海口、
東莞などに

ユニコーンプロジェクト
市場化の見込みのあるプロジェクトに対し
億ドル以

て、ガレージカフェが先行投資することもあ
る。多くのユニコーン（評価額が

クトがここから生まれたが、ガレージカフェ

28

17

30

年だけでインキュベーター入りしたのは１

14

０００チームを上回ります」と説明する。

1

上の未上場のスタートアップ企業）プロジェ

10

中関村の創業通り
創業情報の広告

もちづき・たかし
2002年上智大法学部卒、08年慶応義塾大法科大学院修
了。09年虎門中央法律事務所入所。16年5月米ジョージタ
ウン大学Law Center(LL.M.in International Business
and Economic Law)修了。17年７月米国ニューヨーク
州弁護士登録。同年９月虎門中央法律事務所復帰。訴訟な
どの紛争処理案件に多く関与し、特に、被告、債務者が海
外に居住するケースなどの国際訴訟に精力的に取り組んで
きた。法分野としては知的財産権（主に著作権法）に関
する紛争・相談等を多く扱ってきた。 16年９月から17年
７月まで、アメリカに所在する日系資本のメーカーに企業
内弁護士として勤務。同社において、契約書チェック・管
理、訴訟対応・管理、コンプライアンスなど企業内弁護士
として幅広い業務に関与した経験を活かし、現在、グロー
バルなリーガルアドバイスを提供している。

して「ＮＤＡ」という）の重要性について解

ｃｌｏｓｕｒｅ

Ａｇｒｅｅｍｅｎｔ、省略

事業における秘密保持契約（Ｎｏｎ・Ｄｉｓ

取決めである。本号では現地パートナーとの

注意していただきたいのが情報開示に関する

トナーとの事業開始となるが、その前に必ず

パートナーも決定すると、いよいよ現地パー

海外進出時における進出形態が決定し現地

くいっていたが、次第にＢ社がＡ社との共同

Ａ社・Ｂ社間の共同ビジネスは当初こそうま

していなかった。製造業務委託を前提とした

ハウを開示していたが、秘密保持契約を締結

Ａ社はＢ社に対してＡ社製品の設計図やノウ

することとした。かかる業務委託にあたり、

う。）と業務委託契約を締結し、製造を委託

たため、現地パートナー（以下「Ｂ社」とい

社で製品を製造する工場を保有していなかっ

製品の模倣品が展示されていたという事案で

示会に出席するとＢ社のブースにおいて自社

ていった。そんな中、Ａ社がある商品総合展

ビジネスに何かと文句をつけ、応じなくなっ

説したい。

❶

ＮＤＡを締結しないと
どうなるのか
日本における取引においても取引を開始す
浸透しているが、ここではまず、ＮＤＡを締

において差止請求や損害賠償請求を提起した

この後、Ａ社はＢ社に対して現地の裁判所

あった。
結していなかったことが原因で大きな損失を

が、困難な闘いを強いられたことは言うまで

る前に秘密保持契約を締結することはすでに

被った事例を一つ紹介することにより、改め

製造を止めることはできず、かつ、多額の訴

もない。結局、Ａ社は、Ｂ社による模倣品の
ご相談者は日系の製造業者（以下「Ａ社」

訟費用を捻出しなければならなくなってしま

てその重要性を強調したい。
という。）であった。Ａ社は海外事業を展開

った。

ＮＤＡさえ締結しておけば上記のような事

しており、海外拠点として子会社も設立して
いた。しかしながら、海外拠点においては自

29
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現地パートナーと秘密保持契約（ＮＤＡ）を締結することの重要性

虎門中央法律事務所弁護士 望月崇司

リーガルコーナー第6回

虎門中央法律事務所弁護士 望月崇司

リーガルコーナー第6回

件は起きなかっただろう。このようにＮＤＡ
締結は共同ビジネスの開始にあたって極めて
重要なのである。

❷

ＮＤＡは
いつ締結するべきか
それではＮＤＡはいつ締結するべきだろう

❸

ＮＤＡを締結すれば
それだけで安心か

｜「秘密情報」の対象確認の重要性｜
私個人の経験上、秘密保持契約関係でトラ

ブルに発展するケースでもＮＤＡが一切締結

されていないというケースは実は少なく、Ｎ

ＤＡを締結し「秘密情報」として保護される

と当事者が考えていた情報が契約上その対象

から外れていたというケースが多い。

以下に典型的な二つのケースをご紹介す
る。

「秘密情報」の定義に従った手当をして

る潜在的パートナーは本契約の締結をせず、

交渉段階で把握してしまえば、おそらくかか

トナーが秘密情報のうち知りたかった部分を

重要である。これを怠り、かつ、潜在的パー

て、この時点でＮＤＡを締結しておくことが

締結することは不可能といえる。したがっ

れば、共同ビジネスについて合意し、契約を

については、開示の時点で秘密である旨特定

後者の応用として、「口頭で開示された情報

報」と特定して定義する場合が多い。また、

ｔｉａｌ〟（秘密）であると明示している情

「開示書面内に開示者が〝Ｃｏｎｆｉｄｅｎ

示されたあらゆる情報」と広く定義するか、

定義するかは様々であるが、「当事者間で開

ＮＤＡにおいて「秘密情報」をどのように

いなかったケース

自社で独自に事業を進めるだろう。このよう

され、開示後一定期間以内に、その概要を

ア

な事態を防止するためには、具体的なビジネ

記載した書面を〝Ｃｏｎｆｉｄｅｎｔｉａ
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か。
本契約を締結し、ビジネスを開始する前ま
でに締結しておく必要があるのは当然である
が、現地パートナーに情報を少しでも開示す
る前、つまり潜在的ビジネスパートナーと接
触後、交渉を開始する前に締結するというの
が理想的である。
共同ビジネスを開始する前の交渉時におい

ス交渉を始める前に秘密保持契約を締結する

ｌ〟（秘密）と明示した上で受領者に交付し

ても、秘密情報の一部又は全部を開示しなけ

必要がある。

30

虎門中央法律事務所弁護士 望月崇司

リーガルコーナー第6回

ベルではＮＤＡを締結していると安心してい

秘密保持契約であり、商品Ｙに関する情報は

た情報」なども併せて「秘密情報」と定義す
後者のように「秘密情報」として保護を

保護対象に含まれていなかった。その結果、

たのだが、実は当該ＮＤＡは商品Ｘに関する

受けるためには〝Ｃｏｎｆｉｄｅｎｔｉａ

上記のような事件に発展しまったという事案

るケースもある。

ｌ〟（秘密）であると指定する必要がある場

であった。

上記例からも分かるとおり、秘密情報関連

まとめ

いは、かかる手当てが必要であることを認識

のトラブルに巻き込まれる当事者もＮＤＡの

❹

合は、情報開示の都度、かかる指定を怠らな
いよう注意が必要である。ＮＤＡを締結した

していなかった）ために、結局、秘密として

重要性について一般論としては理解している
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はいいが、かかる手当てをしなかった（ある

保護されなくなってしまったというご相談も

が個別的な検証が欠けていた場合がほとんど

し、より深い検討や対応を怠ってしまったこ

である。ＮＤＡを締結したことをもって安心

非常に多い。
当該ＮＤＡが対象としている取引に該当

とにその原因があるケースが実に多い。ＮＤ

より保護すべき情報がきちんと守られている

していなかったケース
上記の他にも、取引先とＮＤＡを締結して

かが重要なのであって、その点まで踏み込ん

イ

いたが、締結済みのＮＤＡは特定の取引（例

だ検討を是非心がけて頂きたい。

Ａは締結すれば足りるのではなく、同契約に

えば、商品Ｘの製造委託契約）に関する秘密
保持契約であり、他の取引（例えば、商品Ｙ
の製造委託契約）は対象外であるにもかかわ
らず、その点に気づかず、商品Ｙに関する情
報を開示してしまうというケースもよく見ら
れる。
実は最初に挙げたＡ社の例もこの例にあた
るケースだった。Ａ社はＢ社との間で、以
前、守秘義務契約を締結していた。担当者レ
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