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ベトナムの「今」とオフショア開発の「実情」を解説
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ベトナムオフショア開発の概要
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1. 概要
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1-1. オフショア開発とは

間接

On-site

Off-site

Near-shore

Off-shore

近距離 遠距離

直接
Client

システムやアプリなどの開発業務を海外の開発会社や海外子会社に委託すること

委託する主な業務としては、システム・ソフトウェア開発、開発後の運用保守などがあります。

また、近年では開発業務の他にもデータ入力やコールセンター業務などもオフショアリングする企業が増えています。

（BPO=Business Process Outsourcing)
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1-1. オフショア開発とは

費用削減効果

質の高いサービスの利用

高いITスキルの利用

柔軟な資源活用

オフショア開発のメリット

安全性・プライバシー

外国語によるコミュニケーション

仕様理解など費用削減の実現性

異文化の壁

オフショア開発の懸念点
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1-2. オフショア開発が注目されているワケ

 IT人材の大幅な不足が見込まれる。

 企業における人材獲得はますます競争が激化。

①IT人材不足 ②グローバル化への対応 ③新たなエンジニア供給元の検討

30万人
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1-2. オフショア開発が注目されているワケ

IT人材平均年齢推移（日本）
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1-2. オフショア開発が注目されているワケ

（画像引用元：IT関連産業の給与等に関する 実態調査結果2019）

現状においても、「中途／新卒採用で良い人材を採

用したいが、求める人材が採用できない」というITベ

ンダーの割合は高く、採用活動において自社が求め

る人材を思うように採用できないことが大きな課題。
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2. ベトナムのオフショア開発
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ベトナム – 新たなオフショア開発先

中国 ベトナム インド フィリピン

主なオフショア委託国 • 日本 • 日本
• アメリカ
• 韓国

• アメリカ
• 欧州各国
• 日本

• アメリカ
• 日本

コミュニケーション言
語

• 日本語
• 中国語

• 日本語・英語
• ベトナム語

• 英語
• （日本語）

• 英語
• （日本語）

主な委託エリア • ソフトウェア開発
• BPO

• ソフトウェア開発
• BPO

• ソフトウェア開発
• 製品開発

• ソフトウェア開発
• BPO

コスト 比較的安価であった
が、近年高騰傾向

比較的安価で安定 優秀なエンジニア中
心に高騰

比較的安価

採用の難易度 高い 低い 高い 高い
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ベトナム – 新たなオフショア開発先

• 国家戦略 - 第4次産業革命・先端ICT国に向けてのデジタル人材育成

• 税制優遇措置 - ITなどへの進出企業に対し設立後4年間は所得税免除。その後、9年間は50％減税

• ICT教育 - 約300の大学&専門学校でICTコースを提供、毎年約55,000人のICT分野を修めた学生が卒業

• GDP成長率 - 直近3年間は「6％」を超え（日本は1％前後）、世界の中でも急速に経済成長を遂げている国の中の1つ

• 教育への投資 - GDPに対する教育への政府支出割合が6.6%（日本は3.4%）と世界的に高い水準

• 日本語教育 - ベトナム全土に219か所の日本語教育機関、日本語の学習者数は世界6位（2018年）
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ベトナム – 新たなオフショア開発先

ベトナムのIT人材の平均年齢は32.5歳

（数字引用元：ベトナムIT白書）

ベトナムのIT人材の年齢層
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ベトナム – 新たなオフショア開発先
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フィリピン ベトナム 中国 インド

アジア各国のITエンジニアの平均単価比較

高騰するインド・中国

のエンジニア給与に

対し、ベトナムはまだ

まだ強い価格競争力

を持っている

単位：万円

※当社調査
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ベトナムICT人材市場
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ベトナム概要

国名 ベトナム社会主義共和国

位置 飛行機で約6時間※日本との時差は – 2時間

面積 33万1230平方キロメートル※日本の0.88倍

人口 約9,549万人（2019年）

GDP 約2,452億ドル（2018年）※日本は「4,971兆ドル」

人種と
民族

キン族(越人)が90％以上
他は華人やタイ人、クメール人など53の少数民族から構成

政体 社会主義共和制

首都 ハノイ

宗教 無宗教 81.8% 、仏教 7.9% 、キリスト教 7.5%

公用語 ベトナム語

通貨 ベトナムドン（VND） ※1JPY＝約200VND
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世界におけるベトナムICT業界

 『Global Cybersecurity Index（GCI） 2018

50 / 194カ国 ※日本は14位
サイバーセキュリティの課題に対して各国の
取り組み具合を測定・評価

 『電子政府発展度指数（EGDI） 2018年』

88 / 193カ国 ※日本は10位
「オンラインサービス」、「通信インフラ」、「人的資源」の3分
野の個別指標から算出

 『WIPOグローバルイノベーション指数 2019』

45 / 126カ国 ※日本は15位
各国の政策立案者がイノベーションを促し、
測定する方法をより理解する上で有効な世界的な指数

 『世界競争力レポート（World Economy Forum 2018）』

77 / 140カ国 ※日本は5位
各国の生産性の決定要因となる競争力を評価
※2018年より「インダストリー4.0」の概念も取り込む
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ベトナムのICT産業 ※引用 「VIETNAM IT MARKET REPORT 2020（TOPDev）」

 規模：約1.3兆円 ※日本は94.4兆円（2018年度「総務省」調べ）

 ITエンジニア数：約40万人 ※日本は109万人（2020年度「ヒューマンリソシア」調べ）

 産業成長率：13.8% ※日本は3.4%（2019年度「ZDNet Japan」調べ）

 企業数：約5万

 今後の注目・発展する分野

 FinTech / EdTech / E-Commerce / 運送・流通

https://topdev.vn/Eng_VietnamITNation2020_ByTopDev.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-zJKBuuzqAhWLH3AKHbueAvwQFjABegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.soumu.go.jp%2Fjohotsusintokei%2Fwhitepaper%2Fja%2Fh30%2Fhtml%2Fnd251110.html&usg=AOvVaw2xoYb1WQHZWpx6f5OVnyUb
https://hrzine.jp/article/detail/2123
https://japan.zdnet.com/article/35137675/
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ベトナムのICT産業 – 魅力と課題

*ベトナムの平均離職率約20%に対し、

CMCでは12.8%（昨年度実績）

競争力のある人件費

S.T.E.M.教育に注力

経済・政治の安定性

政府の支援

魅力

人件費の上昇

プライバシー・著作権制度が不十分

高い離職率

課題
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年齢層

ベトナムのICT人材 ※引用 「VIETNAM IT MARKET REPORT 2020（TOPDev）」

https://topdev.vn/Eng_VietnamITNation2020_ByTopDev.pdf
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経験年数

ベトナムのICT人材 ※引用 「VIETNAM IT MARKET REPORT 2020（TOPDev）」

https://topdev.vn/Eng_VietnamITNation2020_ByTopDev.pdf
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ホーチミン市ハノイ

55.3%

34.7%

5.4%

4.6%

ホーチミン

ハノイ

ダナン

その他

都市の割合

ベトナムのICT人材 ※引用 「VIETNAM IT MARKET REPORT 2020（TOPDev）」

https://topdev.vn/Eng_VietnamITNation2020_ByTopDev.pdf
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熟練度

ベトナムのICT人材 ※引用 「VIETNAM IT MARKET REPORT 2020（TOPDev）」

https://topdev.vn/Eng_VietnamITNation2020_ByTopDev.pdf
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参考情報 ：「海外IT人材採用・定着ハンドブック（厚生労働省）

日本における外国人の情報通信産業従事者数の推移

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000617377.pdf
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参考情報 ：「海外IT人材採用・定着ハンドブック（厚生労働省）

各国における日本語の学習状況

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000617377.pdf
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ベトナムの新型コロナウイルス対策とその成果
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日本の各メディアが伝えるベトナムのコロナ状況
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新型コロナウイルス感染状況（最新）

2020年7月26日 - CNN

2020年7月25日 - Bloomberg News

2020年7月27日 - Newsweek
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新型コロナウイルス感染状況の統計 ※「world meter」（更新日：2020年7月28日午後）

https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdvegas1?%22%20%5Cl%20
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ベトナムの新型コロナウイルス対策 – ハイライト 1/2

• 1月：国内初の感染者を確認。1週間後、新型コロナ対策本部を発足

• 2月：全国の学校を閉鎖。クラスター感染を確認した地区周辺に住む約11,000人を21日間強制隔離

• 3月：海外からの入国者にビザの支給を一時停止。15日間の緊急事態とソーシャルディスタンスを通告

• 4月：ベトナム政府が経済困適窮者、約2000万人を対象に総額2900億円を直接支援を交付

• 5月：全国で学校再開。ベトナム全国の失業者数が67万人に

• 6月：入国制限について日本と段階的緩和で合意。約440人の日本人駐在員及び出張者が渡越

• 7月：ダナンで新型コロナ市内感染発生



33

ベトナムの新型コロナウイルス対策 – ハイライト 2/2

【ベトナムに入国可能である対象者】

1. 海外からの帰国を望むベトナム人

2. 海外からの入国を希望する専門家や技術者

それら以外のすべての外国人の入国を停止する措置が取られており、入国者は14日間の隔離が義務付けられている

【感染者発見後の対応】

越中国境の封鎖や航空便の段階的な制限、入国制限を次々と実施するとともに、

感染者とそのF1～F3の接触者(F1：感染者の接触者、F2：F1の接触者、F3：F2の接触者)の追跡を

徹底的に行い、対象者に隔離措置を適用する戦略を取っている。
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ベトナムの新型コロナウイルス対策 – 若者への訴求

保健省が若者に人気のある有名アーティストに
コロナウイルス対策の楽曲を特注し、宣伝活動を行った。
（英語、日本語などのカバーバージョンも作られ、多くの閲覧数を記録）
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ベトナムの新型コロナウイルス対策 - ITを活用した対策

政府がIT対策を牽引

• 国民全員に健康申告要請

• コロナ情報発信サイトの開設や感染地図などのアプリを提供

• 保健省がキャリア経由で毎日個人の携帯へ直接ショートメッセージ

• クラスター発生時国民の不安払拭と行動指針なるように即時情報開示

• ２０２０年７月２５日に、１００日ぶりの感染経路不明の新規感染がダナン市で

発見され、新規感染者の移動情報がすべて公開され、１１０万人を対象に隔離宣言
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ベトナムの新型コロナウイルス対策 – 「CMC Corporation」の場合

• ロックダウン発令（3月）の一ヶ月前からテレワークの環境を準備

• テレワークガイドブックを全社員に配布、ウェブでも無料公開

• 「CMC e-learning」システムにて、在宅勤務時のセキュリティ教育を実施

• テレワークも問題なく機能し、平常通りのサービスを提供
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ベトナムの新型コロナウイルス対策 – 「CMC Corporation」の場合 （最新）

• ７月２７日（月） ダナン開発センターの社員が濃厚

接触者の濃厚接触者（F2)と確認、その社員と接触したメ

ンバー（F3、F4）をリストアップしテレワークに切り替えた。

• ７月２８日（火） ダナン市内の新規感染者が１１名と」

なったため、７月２９日から全員にテレワークを指示。

• ８月１５日に納品を控えている案件があるが、その

案件品質と納期に影響が出ないように、７月２９日の

緊急対応会議が行わる。

他の拠点からの応援メッセージ

テレワークに必要な資産の貸し出しプロセス

社内緊急対策本部より以下の指示が出された。
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