
ベトナム労働市場と問題点

Ⅰ．はじめに

労働は、すべての生産活動に対して最も基礎的

な生産要素の一つである。開発途上国にとって、

工業化の初期には安価な労働力という比較優位が

あるので、いかに労働市場を安定的な発展させる

ことが出来るかは、長期の経済成長の重要な条件

である。

ベトナムの経済は、2001年以降外資系企業部門

と国内民間資本系企業部門に対する本格的な規

制緩和の実施により、一定の経済発展の成果を

遂げた。国内総生産（GDP）と工業生産の年平
均増加率は、2001－2010年の間に、それぞれ６－

７％と９－10％であった。2010年には一人当たり

GDPが1,000米ドルの水準に達し、貧困の罠から
脱出することに成功、低中所得国となった。

しかし、これらの数字の裏にベトナムの経済に

は多くの望ましくない特徴がある。例えば、資源

輸出過度依存型経済成長や外国直接投資（FDI）
の（技術移転効果やスピルオーバー効果などがな

い）非効率的な利用、脆弱な国有企業部門を抱え

る経済構造、労働市場での深刻な需給ミスマッチ

である。主要輸出品目は、ドイモイ初期以来ほと

んど変わらず、主に米やコーヒー（土地の資源）、

石油、鉱物（天然資源）、アパレル、履物、単純

な組み立て製品（安価労働の資源）である。農村

人口のシェアはまだ圧倒的に多い（2011年末に５

割以上）。

世界での投資・貿易の自由化の高潮を背景に、

製造業を中心とする外国直接投資の誘致と効率的

な利用は経済発展の欠かせない条件となった。し

かし、近年ベトナムの労働市場は不安定な要素が

多く、投資環境に悪影響を及ぼす兆候がある。実

際に、北部から南部まで各地でのストライキの頻

発や最低賃金水準の急上昇、マネジャー級人材の

不足、農工間の労働構造の不均衡、農村では余剰

労働だが都会では雇用難などの現象は、労働市場

の不安定性を示している（Anita Chan 2011）。
如何にすれば労働市場を安定的に発展させるこ

とが可能であろうか。本研究はこの問いを解くた

めのヒントを提示することを目的とし、ベトナム

の労働市場の現状を把握しながらここ十数年間に

農業（農村）から工業（都会）への労働移動プロ

セスを阻害する要因を探求していく。

具体的に、まず次の節は農工間の労働の移動と

農村・都市間の人口の移動の問題に注目しながら

経済発展と労働市場との関係を論じる（Ⅱ）。こ

こで農工間の労働及び農村・都市間の人口の移動

を促す要因と工業発展による生産要素集約度の構

造の変化に関する諸仮説を提示する。この分析枠

組みを基に、公的機関に公表された統計データ及

び今まで筆者が実施した現地調査により収集され

た情報を利用しながらベトナムの労働市場の実態

を吟味する（Ⅲ）。ここでの分析は、労働市場を

不安定化させる要因として農工間の労働及び農

村・都市間の人口の移動を阻害する条件を指摘す

る。最後に、労働市場の歪みを是正するための政

策含意及び工業化と労働（人口）構造の変化との

関係についての理論的に更なる検討すべき課題を

述べる（Ⅳ）。
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Ⅱ．経済発展と労働市場の構造の変化に
ついての理論

１．ルイスモデル

市場経済においては、「労働」は生産要素とし

て労働価格（賃金）及び数量（労働者数）が他の

商品と同様、需給のバランスによって調整され

る。健全且つ安定的な労働市場では労働価格と労

働の構造は、経済発展レベルに従い量的及び質的

に変化しつつある。即ち、賃金水準は漸次に増加、

失業率が低下、農業セクター（伝統経済部門）の

労働のシェアが逓減、工業セクター（近代経済部

門）が逓増していく傾向がある。こうした労働市

場の変化と工業発展との関係は、ルイス（1954）

のモデルに説明された（このモデルについて今ま

で数多くの文献に紹介されたので、ここでその骨

子だけを述べたい）。１

図１の横軸OLは総労働量とする。所与の生産
要素（資本、技術）及び天然資源の賦存状況で、

労働者数が増えれば増えるほど労働生産の規模収

穫逓減法則により賃金水準が低下していくので、

農業セクターでの労働の需要（限界収入）曲線

（Ａ）は右下がりとなる。最低生存賃金水準（W０）

以下では、部分的な失業が発生し、L０の時点（賃
金水準がゼロ）から完全失業状態となる。この

時、工業発展は農業セクターからW０以下の余剰

労働を吸収し始める。工業セクターでの投資の規

模拡大により、工業の労働需要（限界収入）曲線

が次第に左側に（I１ → I２ → I３）シフトしていき、

工業セクターでの賃金水準（Wｉ）の上昇によっ

て市場全体の最低賃金水準が次第に上がる。農業

から工業への労働移動はＴ（turning point）に近
づき、その後市場全体の最低賃金水準が農業セク

ターでの賃金水準と等しくなってから、余剰労働

が枯渇となり、当該経済は工業化後の段階にシフ

トする。

ルイスモデルにより、セクター間の労働構造変

化の視点からみると経済発展は工業セクターでの

投資の拡大と賃金の上昇によりもたらされる農工

間の労働移動プロセスそのものである。工業セク

ターでの投資拡大は労働の需要（限界収入）曲線

を速く左側にシフトさせればさせるほど、労働市

場の機構が工業化指向に変化する。この場合、労

働市場が健全に発展する。

２．ルイスモデルからみた問題点

ルイスモデルは、投資構造の変化を触れなかっ

たが、理論的に工業投資のパターンによって農工

間の労働移動は円滑に実現されず、労働市場での

需給の深刻なミスマッチ（余剰労働が存在する

が、企業は新規募集できない事態）が発生される

可能性がある。このことは次のように説明され

る。即ち、経済発展の初期段階には、工業投資の

拡大が資本集約的産業に傾斜すれば、工業の労働

需要（限界収入）曲線を縦方向に（I１から I２’に）
回転させるが、横方向に（I１から I２に）シフト
させる効果がない。その結果、工業生産が一定の

レベルで拡大するが、工業セクターでの労働規模

及び賃金水準はあまり変わらない。

この工業投資拡大のパターンは、特にベトナム

のような外国直接投資（FDI）に高度に依存する
開発途上国に発生し易い。なぜなら経済発展の初

期段階には、資本不足及び生産技術の制約により

殆ど天然資源を含む一次産品の生産と輸出に依存

する傾向がある。しかし、殆どの生産物は加工度

が低いままで市場に提出されるので低付加価値且

つ安価という特徴がある。これらの安価な原材料

の利用を目的とするFDIは資本集約型の投資が
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図１　ルイスモデル
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多く、余剰労働力を吸収する効果が大きくない。

また、もう一つの原因は法的規定による最低賃金

の乱用である。法的な最低賃金の調整は経済発展

レベルに合わなければ、労働市場の需要を圧迫さ

せ、投資が資本集約的産業に集中する傾向があ

る。

工業発展と同様、農業セクターでの投資の拡大

も資本集約的な生産工程（自動化）に過度に集中

すれば（労働集約的な工程とのバランスを無視す

る場合）農業の労働需要（限界収入）曲線を縦方

向に（AからA’に）回転させる効果がある。結
果的に、農業セクターでの賃金の上昇も均衡賃金

水準を改善する効果がない。この場合、ターニン

グポイントでの賃金水準が低下する。工業セク

ターでの投資拡大の同様の動きを考慮すれば、工

業及び農業生産量の増加からみると経済全体が発

展すると言えるが、低賃金・低所得水準の改善が

なく、なお失業率が悪化する可能性が高い。

３．トダロモデル

労働市場の安定は、農工間の労働移動の他に農

村・都市間の人口の移動にも大きく左右される。

トダロ（1969）によると、多くの開発途上国では

都市と農村との間に賃金水準の差が存在すること

により、（労働）人口は常に農村から都市へ一方

的に移動する傾向がある。この動きは、都市での

労働市場が不均衡（超過供給）になった状態でも

発生し続け、結果的に都市での失業率をさらに悪

化させる要因となる。２

トダロによれば、農村から都市への人口移動の

誘因は単なる両地域間の絶対賃金の格差ではな

く、その背後には期待所得（都市での賃金水準×

仕事を見つける確率）及び未来の期待所得（期待

所得×時間）がある。例えば、都市では平均賃

金は月100＄、農村では50＄とする。この場合、

都市での仕事を見つける確率が50％以下であれ

ば、期待所得は50＄（100＄×50％）より少ないの

で、労働者は移動しない。もしその確率が50％以

上で、都市での期待所得が農村での所得と機会費

用を含む移動コストの額を上回る場合、農村での

労働者は都市への移動を決める。しかし、一般の

開発途上国では、生産能力の制約により都市での

労働の需要は農村から移動するすべての労働（人

口）を吸収することが出来ない。これは「見えざ

る手」の失敗とも言える。これは長期的に労働市

場を不安定化させる。

トダロモデルからの最も重要な含意は、失業問

題を解決するためには都市での失業率を下げる直

接な対策よりも、政府の政策は農村の開発や農村

での生活水準（実質賃金・所得）を改善すること

を重視すべきであるということである。

４．トダロモデルからみた問題点

トダロモデルは、多くの開発途上国での慢性的

な失業状態を説明し、不均衡的な労働市場を是正

するには深い意義がある。しかし以下の点を議論

に加える必要がある。

まず第１に、理論的に都市での失業率の上昇

は、仕事を見つける確率を低下させ、従って期待

所得も下がり、いつか農村からの労働移動は次

第になくなると考えられる。ここで現実期待所

得（実質失業率に基づいて計算）と推測期待所得

（個々労働者自身に推測される仕事を見つける確

率に基づいて計算）との差を検討すべきである。

労働者の心理もこの差を発生させる要因の一つで

あるが、当事者の情報収集及び処理能力と労働市

場の実態（人材派遣会社や公的機関に提供される

情報）との間の情報の非対称性も重要な要因であ

ろう。

第２に、農村での実質所得がゼロに近い場合

（特に最貧困層）には、都市で仕事を見つける確

率はいくら小さくても農村からの移動を誘発する

要因となる。これらの労働者にとって都市への移

動の機会費用は殆どゼロに近い。尚、開発途上国

の農村には、自給自足で生活可能の環境（自然条

件）があるため、労働者は失敗したらいつでも元

のところに戻れるので、仕事を見つける確率に拘

らずに都市への移動を安易に決めることができ
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る。つまり、農村地域の特徴も農村から都市への

移動の動きを左右する要因となる。

第３にトダロモデルは市場経済体制を研究対象

としたが、混合経済体制の場合（特にベトナムや

中国などの移行経済国）に政府は市場に厳しく介

入することが可能となり、人々の移動の自由権が

厳しく規制されると、農村・都市間の人口移動は

一方的ではなくなる。即ち、経済体制も労働市場

の均衡を左右する要因となり得る。

上述のルイスとトダロモデル及び両モデルから

みた問題についての議論を基に、次節では農工間

の労働移動と農村・都市間の人口移動を巡り、ベ

トナムの労働市場の実態を分析していきたい。

Ⅲ．ベトナム労働市場の実態と不安定の
要因

１．産業別労働構造の変化と労働市場の発展に関

わる問題点

ベトナムは経済制度の刷新（ドイモイ）政策を

1980年代後半から打ち出したが、国内資本系民間

セクターに対する規制緩和を本格的に実施したの

が2000年からであった。労働市場について1990年

代後半からFDI企業部門の流入をきっかけにイ
ンフォーマルからフォーマルに切り替えた。その

後、労働の需要は（2000年以降）民間企業部門の

投資の増加により急速に拡大し、供給側では公的

職業紹介所に加え、民間人材派遣サービスの登場

により労働市場は本格的に発展し始めた。３

図２をみると、産業別GDPと労働構造は同様
に変化していた。即ち、生産も労働も農業のシェ

アが次第に縮小、その代わり工業及びサービス部

門のシェアが拡大していった。2000年からの工業

部門での投資の急速な増加は、経済成長に大きく

貢献していた。工業セクターでの賃金水準（一人

当たり所得）は全体の平均賃金を引き上げていっ

た。経済発展と労働構造の変化は、大まかにルイ

スモデルを反映するものであった。

しかし、工業部門の構造を詳細にみると、同部

門での投資拡大は、長期経済成長を阻害させた

り、労働市場を不安定化させたりする諸要因をは

らむ可能性がある。第１に、GDP及び工業生産
の構造変化と比べ、産業別労働の構造変化は遅れ

た。その理由は工業部門において所有形態別各企

業部門の発展と労働需要の拡大（農業部門からの

労働の吸収力）との関係は均等に発展しなかった

からである。

移行経済国であるベトナムの工業生産は３つの

企業部門に担われている。それらは、国有企業

（SOEs）、外資系企業（FDI）と国内資本系民間
企業部門（PEs）である。４これらの中、所有形態
別工業生産のシェアをみればSOEsは政府に主要
な経済の柱として重視されたが、工業発展への貢

献が次第に低下し、その代り経済制度の自由化に

伴いFDIとPEsは工業生産の主力となった。2000
年代初頭まで工業生産全体の中、SOEsのシェア
がまだ過半を占めたが、その後縮小し続けてい

た。2009年以降最近まで、SOEs：PEs：FDIの工

資料）ADB （2012） Key Indicators for Asia and the Paci�c 2012から計算、作成

図２　産業別総生産（GDP）と労働構造の変化
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業生産のシェアは、それぞれ２割弱：４割弱：４

割強の水準に安定に維持されていた（ベトナム統

計総局の統計年鑑各年版を参考）。

一方、図３をみると SOEsの労働コストは三つ
の企業部門の内2005年まで首位を占め、その後２

位に転落したものの、2000年から2008年までの間

に上昇し続けたが、労働者数は逆の動きで逓減し

続けた。これらの数字は、同企業部門の平均賃金

が逓増していた意味を示したが、上述の工業生産

のシェアが次第に縮小していたトレンドを考慮す

ると、SOEsの非効率性が明らかになった。
FDI企業部門は、生産の拡大に伴い労働コスト

も上昇していたが、労働者数は安定に増加してい

た。ただし、同企業部門の労働の吸収能力は近年

飽和状態に近づく兆候をみせている。PEsは2000
年から本格的に市場に参入したばかりだが、農村

からの労働力を吸収する主力の経済主体となって

いる。しかし、この企業部門は若く、土地の利用や

資本力などについての優位性がないで、常にSOEs
やFDIとの競争を避け、大部分中小零細規模で短
期的かつ不安定の労働を使用する傾向がある。

第２に、工業部門での賃金上昇率は、経済発展

の速度よりも遅いので、同部門の余剰労働への吸

収力が弱い。これも移行経済の固有的な属性に関

わっている。即ち、正常な市場経済の場合、公的

経済部門のサービスを除き、他の商品と同じく労

働の価格（賃金）は市場の需給の均衡により調整

される。その均衡水準は、労働者と競争的な企業

と自由に交渉される結果であり、経済発展に伴い

上昇していく。しかしベトナムの場合、労働市場

の需要はFDI、PEsとSOEsという三つの企業部
門に左右され、これらの企業部門はお互いに競争

的ではなく、それぞれ異なる制度的な条件（規制、

優遇）があるので、平均賃金水準への影響も同じ

ではない。

全体的にみると三つの企業部門の中、FDIでの
賃金水準は最高位で、一般労働者にとって魅力

的な就職先である。しかし、この企業部門の余剰

労働への吸収力は、現段階で期待ほど高くない。

FDIの労働者数の増加率は投資及び総生産の増加
率よりも遥かに低い。その理由は、労働集約型だ

けではなく、（労働節約）資本集約型FDIも平行
に流入していたからである。これらの中、資本集

約型FDIは、余剰労働への吸収や賃金の改善にあ
まり貢献しなかった。また、労働集約型FDIは、
理論的に労働の吸収だけではなく、所得水準の改

善や国内市場の購買能力の向上などのスピルオー

バー（spillover）効果が大きいと見られるが、実際
に多くのFDI企業は最大限労働コストを節約する
ため、単純（高卒又は中卒）労働を使う傾向があ

るので、これらの効果をあまり発揮されなかった。

筆者のヒアリング調査の結果によれば、多くの

FDI企業の求人は学歴を問わず、識字（書く、読
む）能力だけが求められた。５また、日系企業で

働いている労働者へのインタビューによると、企

業内部での昇給は特に単純労働者にとって殆どな

いことが判明した。６

10年前に、平均賃金水準より２、３倍近く高い

資料）統計総局（2010），�e Enterprises in Vietnam 9 Years at the Beginning of Century 21から計算、作成。

図３　所有形態別企業の労働規模と労働コスト（支払った給料）の推移
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賃金水準を採用した日系企業は多くの労働者に

とって憧れの就職先であった。しかし近年都会地

域では平均賃金水準が上昇し続けた結果、その差

がなくなり、また日系企業で働く場合の将来性

（昇進しにくいこと）を考慮すると日系企業に就

職する魅力がさらに低下した。

FDIでの賃金水準の上昇率は労働生産性の増加
率より低かった結果をもたらしたもう一つの理由

は、FDI企業部門は現地で自発に組織される商工
会の活動を通じ、採用される賃金水準についての

情報を共有することができるので、お互いに新規

採用に関する競争を避け、労働コスト（賃金）を

低い水準に維持するからである。一方、供給側を

みると本格的な（労働者のための）組合が存在し

ないので、個別の労働者の労働契約に関する交渉

力が弱い。こうした事情は、徐々にFDI企業と国
内資本系企業部門との賃金の差を縮小させ、同企

業部門の余剰労働への吸収力を低下させた。

SOEs企業は、計画経済時代と異なりある程度自
主経営権を持つようになったが、資金や土地利用

などの様々な面で保護的な優遇を受け、独占の地

位を維持し続けているので、労働市場においても

競争性が欠けている。また、SOEsでの賃金は公務
員制度に規制されることに加え、国有企業の改革

によりこの企業部門の労働への需要も次第に縮小

していた傾向があるから、実際に労働市場の需給

及び一般の賃金水準にあまり影響しなかった。

一方、PEs企業部門は余剰労働吸収の主力であ
るが、賃金水準は農業部門との差が小さい。PEs
の社数が多いが、FDIやSOEs企業部門と比べ、
（技術、資本、経営資源などについて）競争力が

弱い。また労働集約型PEs企業の大部分は2000年
以降設立されたため、規模が小さく、雇用状態が

不安定なので、労働者にとって望ましい就職先で

はない。図３に見られるように、工業部門の総労

働需要のうち、PEs企業のシェアは大きく、増加
率も早かったが平均一社の労働規模をみれば零細

規模企業が多かった。

２．農村・都市間の人口の移動と労働市場への影響

マクロデータをみると、都市の対農村人口の割

合はドイモイ初期と比べ、工業化に従い逓増しつ

づけていた。しかし詳細にみれば、農村から都市

への人口の移動は、2000年を境に分けられ、その

前後の特徴が大きく変わった（Sudipto M., Brian V. 
A. 1997, Cu C. L. 2005を参照）。
1990年代には、人口移動の動きはトダロモデル

の説明の通りに、全国の農村地域からホーチミン

市とハノイ市へ過度に集中していた。但し都市部

では、特にホーチミン市の場合、FDIとPEs企業
の急速な発展は、農村から移動された労働が十分

に吸収されていたので、必ずしもこれらの地域で

の失業率を増加させなかった。

ところが2000年以降、ホーチミン市とハノイ市

資料）統計総局（2012）から計算、作成
注）図４（ｂ）に、2010年ハノイ市の都市対農村の人口の倍率の低下は、政府による首都の拡大計画（近
隣のHATAY省などの合併）の結果であった。

図４　地方別人口移動（純流入レート）と都市対農村人口割合の変化
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ベトナム労働市場と問題点

以外の地域でも工業化、新都市開発が急速に展開

され、両大都市での投資は労働集約的産業から不

動産の開発や銀行・金融、情報サービスなどの分

野を中心とする資本集約産業へシフトすることに

よって、単純労働はこれらの大都市から地方（の

新都市）に逆流する現象が現れた（図４を参照）。

典型的な例は、ホーチミン市周辺の工業団地か

ら北部及び中部地域の新開発都市への人口移動の

動きである。この間、FDIに加えて地方における
PEs企業が中心から地方への人口（労働）の逆流
的な移動に大きく貢献していた。こうした逆流的

な労働移動の現象は、トダロモデルに説明されて

いなかった。

ベトナムで農村・都市間の人口の移動は労働の

需要側（都市での工業・投資の発展）の他に、労

働の供給側にも左右されていた。即ち、第１に農

村から都市へ移動した人口の中、出身地域によ

り異なる特徴がある。南部の農村は農業発展に

とって恵まれた天然条件（気候、風土など）があ

り、人口密度も低く、実質の生活水準も比較的に

高い。よって、これらの地域に出身する労働者に

とって比較的に機会費用が高い。一方北部又は中

部の農村は、実質の生活水準がかなり低いので、

都市への移動（出稼ぎ）の機会費用がゼロに近

い。この特徴により、農村から都市への移動人口

の中、中部又は北部地域出身の割合が高かった。

第２に大部分のベトナム農村の労働は、都市へ

の移動をしながら、仕事が見つからない場合の保

険として農村での生活拠点を残す方法を選択する

傾向がある。都市で安定的な生活拠点を確保した

後になって初めて、故郷へ戻る道を諦める決意を

選択する。但し、大都市から地方への労働移動の

逆流は、必ずしも工業セクターから農業セクター

への逆流的な移動を意味せず、殆どの場合、物価

が高い大都市での厳しい生活（仕事）を辞め、地

元（出身地）近くの新開発都市・工業地帯に移動

する動きである。

第３に、農村から都市へ移動する人口の大部分

は非熟練・単純労働者である。このため、出稼ぎ

労働者は安定的な仕事を見つけるのが難しい。さ

らに、都市での貧富の格差の深刻化やインフレ率

の増加などは低賃金労働者（貧困層）の実質の生

活水準をさらに低下させる傾向がある。これは貧

困労働者が大都市から地方へ分散する動きを誘発

した。その結果、都市での単純労働の供給が減少

しつつある。

また、非熟練労働は（肉体労働が要求される）

単純な仕事しか担当できず、賃金が安いため、離

職率が高い。この動きは、逆に労働の需要に影響

を及ぼし、企業（雇用者）は常に離職労働の代わ

りに新規募集を行う必要があるが、離職や転職は

過剰労働供給を低下させる効果がないので、平均

賃金が上がらず、所得水準が改善されない。

要するに、これまでベトナムでの農村・都市間

の人口（労働）の移動は、トダロの悪循環（期待

所得－農村から都市への一方的人口移動－失業人

口の増加）を誘発せず、大都市（ホーチミン市、

ハノイ市）での失業率を悪化させなかった。しか

し以上の分析のように、これらの動きは実際のと

ころ長期的には労働市場を不安定化させる（需給

両側に関わる）誘因を抱えると見られる。

３．労働市場の不安定をもたらす制度的な要因

以上の農工間及び農村都市間の人口（労働）移

動の要因の他に、労働市場は直接又は間接的に経

済制度及びマクロ経済政策の影響を受けた。

まず第１はインフレに関わる問題である。イン

フレ率の急上昇は、労働市場の需要と供給の両サ

イドに大きな影響を及ぼしていた。つまり、供給

サイドでは、インフレの影響により実質賃金水準

が下がるため、労働供給の量及び質（離職率も含

め）の両面とも低下していた。需要サイドでは、

名目賃金上昇の圧迫が労働コストを引き上げ、ま

た賃金上昇率の急増は企業（雇用者）の経営に支

障となり、結果的に労働の需要が拡大出来ない又

は縮小してしまう。こうした悪循環は、経済発展

を失速させてしまう。

第２は不合理的な最低賃金制度である。近年最
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低賃金政策の変更は極めて不透明で予測不能であ

るため、労働市場を不安定化させ、FDIに対する
魅力、即ち安い労働コストという比較優位を失わ

せていた。現段階ではベトナムでの賃金水準は近

隣諸国より低いが、政府の規定により法的最低賃

金の上昇はあまりにも早いので、企業（雇用者）

が決まった経営計画を調整できず、労働者側の賃

金の引き上げの要求に対応出来ない（図５を参

照）。

インフレ率の上昇と不合理的な最低賃金制度

は、労働者の心理を不安定にさせ、結果的に労使

紛争の起因によりスト行為が広範囲で発生した。

第３は、経済制度・政策の非効率性である。ベ

トナムは現在でも計画経済から市場経済への移行

途中であり、市場経済体制が部分的に導入された

が、全体的にみると経済政策は計画経済（政府の

市場への官僚的な介入）の特徴がまだ強い。例え

ば、労使問題に関わる組合法はストライキの問題

が深刻化となった後に制定された。また同法は、

第１条に「組合は「労働者の社会政治的な団体で

あり、政治システムの一員として共産党の傘下に

置かれ、同団体は行政的な機能がある」と定義さ

れたように、本来組合の目標（労働市場の安定化、

ビジネス環境の改善）を狙わず、官僚的な考えが

反映された。或いは、労働需給のミスマッチを調

整する人材派遣サービスの大部分は、国有企業を

含め、公的機関に設立・運営される会社だけに提

供されていた。これらの会社は政府と密接なコネ

があるため、情報の独占や不正競争などで、実際

に労働市場の需供ミスマッチの調整についてあま

り機能しなかった。

また、2007年にベトナムの世界貿易機関

（WTO）への加盟後でも、投資環境に関する一
定の規制緩和が実施されたが、あらゆる分野及び

地域で保護の恩恵を受ける非効率的な国有企業の

温存又は拡大は、市場経済化への逆行の動きも

あった。これは労働需要サイドの主力な担い手で

ある国内資本系民間企業の発展を支障し、余剰労

働の問題の処方に悪影響及ぼす。

Ⅳ．労働市場の安定化に関わる政策含意 

以上の分析を念頭にすれば、今後労働市場を安

定的に発展させるための政策を立案する際には、

以下の点に留意する必要があろう。

第１に、長期経済発展のためには、健全市場経

済体制への移行を目標に、経済制度・政策体系を

抜本的に改革する必要がある。即ち、政府は市場

への介入を最小限にする基本方針を決め、市場の

機能を最大限効率的に利用できるような経済制度

を設計することが不可欠である。

具体的には、労働市場の需要サイドを刺激する

には、税制や融資制度などの経済政策は、余剰労

働を吸収する主力となる国内資本系民間企業部門

の発展を重視すべきである。無論、FDIの誘致も
労働需要規模を拡大させる効果がある。しかし、

グローバル経済への統合（投資と貿易の自由化）

過程には、行政的な措置で労働集約型又は資本集

資料）ベトナムの各種の法律とジェトロの調査 Jetro （2012） から計算、作成

図５　ベトナムの最低賃金水準の推移と国際比較
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ベトナム労働市場と問題点

約型FDIを差別的に誘致することは認められない
ので、技術移転効果により労働の質を向上させる

効果があるFDIの誘致政策を工夫する必要がある。
このため、外国直接投資の誘致政策は大規模投資

や高度技術（ハイテック、オートメーション云々）

などのFDI企業を狙う必要はない。むしろ裾野産
業（部品・中間財産業）における多種多様な中小

零細FDI企業への誘致を重視すべきである。
これらのFDIの受け入れは、労働市場の質と量
を改善する直接効果だけではなく、流入した中小

零細FDI企業から（国内資本系民間）地場企業へ
の技術移転効果やFDI企業との繋がり（取引）が
ある地場企業の雇用創出効果などの間接効果も期

待される。

またSOEs企業部門にとっては、抜本的な改革
を行う必要がある。公共財・サービスに限っては

SOEs企業の存在が必要だが、それ以外の分野に
おいて規制緩和を進め、民間企業の活力を最大限

活用しなければならない。国有企業の徹底的な改

革は、労働市場の発展に対する直接効果よりも、

良質な競争環境に置かれる民間企業の発展によっ

て雇用が拡大されるという間接効果が大きい。

第２に、農村と都市間の発展の格差は、労働の

過剰的な移動により都会での失業率の増加や貧富

の格差問題の深刻化を誘発する重要な原因である

ので、都市部での工業発展と同時に、マクロ経済

政策は農村開発（農業の近代化、都市化）の問題

にも重点が置かれる必要がある。

むろん、農村開発政策は天然賦存及び社会的な

条件を考慮に、それぞれの地域の比較優位を最大

限利用しながら農業の生産性を向上する目的を目

指すべきである。現在の農村開発（絶対平等的な）

政策は不合理的で長期経済発展を阻害する要因を

誘発する恐れがある。これらの中、近年一番重要

なのが「耕作地のコンクリート化」の問題であ

る。大都市だけではなく、大部分の農村地域（省、

県）は地元の経済発展戦略として都市化計画を立

て農業用地を新住宅地や工業用地（工業団地）に

する政策を実施してきた。しかしこの動きは、実

際に農業用地を浪費し、多くの農民を失業状態に

押し込んでしまった。こうした非効率的な農村の

工業化政策は、工業部門の生産性を改善出来ない

だけではなく、逆に農業の生産性を悪化させてし

まう。その結果、農村での平均所得（賃金）を低

下させ、農村と都市間の賃金格差を広げ、結果的

に労働市場はさらに不均衡、不安定となる。

第３に、低所得労働者をサポートする政策が必

要であるが、無理に最低賃金政策を乱用、悪用し

てはならない。こうした最低賃金水準は、実際に

科学的な根拠がなく官僚主義的な考え方により決

められ、雇用に対する影響は無視された。この最

低賃金政策は、政府の労働市場への過度の介入を

呈した。最低賃金が変更される度に、賃金や雇用

保険、労働条件などの改善を要求しようとする

（労働者の）心理的な反発が発生しやすいため、

労使紛争を誘発させる要因ともなる。近年、賃金

問題を中心とする労使紛争による広域でのストラ

イキの多発は、不合理的な最低賃金政策の導入と

の直接な因果関係があった。

低賃金労働者層を保障するには、最低賃金政策

ではなく、労働者をサポートできる組合活動につ

いての法的規制が重要となる。但し、最も重要な

のは労働者が自主的に自らの労働組合を組織する

ことである。現在、ベトナムで（「計画経済」の

遺産として）ドイモイ前から設置された国営系

（或いは政府主導型）組合組織もあるが、実際に

本来組合の（労働者を守る）機能が働かない。一

方非国営系の労働組合の活動に関する法的規定は

まだ整備されないので、民間セクターでの労働者

にとって、賃金や労働条件などの交渉に「市場の

失敗」（雇用者の談合による労働価格と自由競争

市場の価格との差）を是正することが出来ない。

第４に、供給サイドの改善も重要である。工業

セクターに相応しい労働を安定的に供給するた

め、農村地域の労働の質（基礎、義務教育の知識

など）を振興する政策を導入する必要がある。農

村での余剰労働は、職業教育を受ける能力を事前

に備えれば、農工間の労働移動及び農村・都市間
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の人口の移動はより合理的且つ効率的に展開され

やすい。ここで言及される労働の質とは、工業セ

クターに求められる熟練度合や技能、専門職の経

験等ではなく、それよりも健康、識字能力、（社

会自然科学に関する）一般常識、即ち職業訓練を

受けられるための基礎能力・知識である。このた

め、農村地域での基礎、義務教育の振興は政府に

とって大変重要な政策課題である。

Ⅴ．結びに代えて

開発途上国の場合、労働市場を安定的に発展さ

せるには、政府の役割が欠かせない。しかし、労

働市場を合理的に調整するためには、労働政策は

行政的或いは官僚主義的な介入ではなく、健全な

市場経済体制への移行戦略との整合性を保つ必要

がある。本稿は農工間の労働移動と農村・都市間

の人口移動の問題を中心に、労働市場の問題点の

分析に重点を置き、政策立案のための参考材料と

して最も根本的な留意点を述べていた。具体的な

法律及び政策体系を構築するには、労働の供給サ

イドの量及び質的な発展に関する条件の検討を含

め、より包括的な分析枠組みが必要であるが、残

された課題として引き続き次の研究にしたい。

＊本稿は、文部科学省科学研究費助成金・基礎研

究Ｂ「東アジア経済と国際労働移動」（2011－

2013年度、研究代表─早稲田大学トラン・ヴァ

ン・トゥ教授）の研究成果の一部である。本稿

執筆にあたり匿名レフリーから多くの有益なコ

メントを頂いた。記して深く感謝の意を表した

い。残る誤りはすべて筆者の責任に帰する。

【注】

１ 例えば、ルイスモデルの詳細な説明について、トダロ
（1997）『Economic Development』（OCDI開発経済研究会 
訳）国際協力出版会、91～96ページを参照。

２ トダロモデルの詳細な説明について、トダロ（1997）
『Economic Development』（OCDI開発経済研究会 訳）国際
協力出版会、340～349ページを参照。

３ 1994年の労働法により、人材派遣サービスの事業について
言及されたが、事実上2000年の企業法の制定、特に2002年
の労働法の改正の後、民間資本は人材派遣サービスの分野
に参入し始めた。

４ ここで、国有企業（SOEs）とは政府が支配権を持つ株式
企業を含む。それ以外の国内民間資本系企業企業（株式企
業、自営業、非政府系集団企業など）は民間企業（PEs）
と分類される。外資系企業（FDI）は、合弁会社も含む。
但し、事実上現在ベトナムで殆ど100％外国資本の企業で
ある。

５ 筆者は2001年から今まで毎年ベトナムの北部、中部、南部
の主要地域に現地調査を行い、その際、大学卒業生や工業
団地で働く労働者をインタビューしていた。特に、2008年
と2010－2013年間の（ベトナムの労働問題をテーマとし
た）２つの共同研究プロジェクトに参加した時に数回で
ハノイ市とHCM市周辺の様々なタイプ（現場作業員から
エンジニア、管理者まで）の労働者をインタビューした。
2008年の共同研究プロジェクトは、国際協力銀行（JBIC）
からの委託調査研究として、「ベトナムの労働移動に関す
る調査－投資環境の視点から」（2009）という報告書で調
査結果をまとめた。この調査は、2008年８月７日～17日
まで、ホーチミン市経済研究所とベトナム開発フォーラ
ム（VDF）の協力を頂き、TAN THUAN輸出加工特区と
THANG LONG工業団地でそれぞれ16社の企業を訪問し
た。また、同年８月９日、14:00～16:30までホーチミン市
でのヤザキベトナム社の社員のアパートで、６名の労働者
を、同年８月16日、8:30～11:00まで、ハノイ市でのVDF
オフィスで、９名の労働者をインタビューした。

６ 例えば、TANTHUAN輸出加工特区にある日系企業の従
業員により、約十数年前には、日系企業は一般の賃金水準
より２、３倍近く高い賃金を支払うので、日系企業で働く
ことは多くの労働者の憧れだったが、近年都市部では一般
の賃金水準が上昇し続ける結果、その差がなくなり、また
日系企業で働く場合の将来性（昇進）を考慮すると日系企
業で仕事する魅力がさらに低下した。
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