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　先進国の都市化率の平均は

70 ～ 80％。それに比べれば、

まだまだ地方の人口率が大きい

ベトナムだが、貧困から、

伝統家業を辞めて、都

市に出稼ぎに行かざるを

えない世帯が増えている。

富裕層

3 人

貧困層

38 人

中間層

56 人

　都市部と地方では、地方

の方が結婚率が高く、離婚

率が低い。また、全体的に

女性より男性の未婚率の

方が高いのが特徴。

2008 年～ 2010 年の間に約

30 万人の女性が国際結婚をし

ている。平均して、年間 10 万

人の女性が国際結婚をしている

ことに。

　ベトナムにおける2000 年～ 2012 年の

インターネット人口の増加率は、155 倍！　　

インターネット普及率は、アジア地域で8 位、

アセアン（ASEAN）諸国で3 位。

　現在は平均年齢が若いため、今後の

経済発展が期待されている反面、ベトナ

ムは、今後世界の中でも、中国・タイと

並び高齢化が懸念されている。

　総人口ではなく、出生時の男

女比 (1.12:1)で考えると、男性

53 人、女性 47 人と男性の方

が多い。ベトナムでは、女性の方が国際結

婚をする比率が大きいので、ベトナム人男性

の危機！　などと、ここ数年騒がれている。

車所有者

2 人
オートバイ所有者

30 人

【出典：VIETKABU】

【出典：JETRO & VIETKABU】

平均年齢 平均寿命 生涯に生む子どもの数

28.2 歳 72.7 歳 1.87 人

なんらかの縁があって訪れた国ベトナム。「オートバイが多い」、「食べ物が安くておいしい」って、そ
れだけで終わらせるのはもったいない。でも「人口は 9247 万人で、GDP は…」なんて小難しい話
は、右から左へ。そこでわかりやすくベトナムをギュッと縮小した「100 人の村」で見てみよう ！

男性

50 人

キン族

86 人

その他の民族

14 人

仏教

80 人
カトリック

10 人

その他※

10 人

65 歳以上

6 人

※その他の宗教としては、
カオダイ教・ホアハオ教
など
【出典：ベトナム大使館】

　　 全 体 の

約 9 割を占め

るキン族と、そ

の他 53民族の計 54民族が存在。独自の

言語を話す民族もいるが、どこでもベトナム語

が通じる。特に北部地方のサパ（SaPa）は

山岳民族が暮らす地域として有名。

都市部

32 人

平均月収

398 万ＶＮＤ

失業率

2.2%

平均月収

253 万ＶＮＤ

地方

68 人

女性

50 人

　富裕層は、世帯収入が 3000 万

VND（約 14 万 7060 円）以上、

貧困層は、世帯収入が450万VND

（約 2 万 2060 円）以下の生活を

送っている人々。

未婚

24 人

既婚

67 人

死別

7 人

離婚

2 人

国際結婚

0.3 人（女性）相手国 1 位
台湾

相手国２位
アメリカ
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韓国
字が読める

93 人

字が読めない

7 人

学士取得率
4.2％

修士以上
0.2％
留学

0.1％

留学先国（2012 年度）
１位

オーストラリア
2 位

アメリカ
3 位
中国

「2014年QSア

ジア大学ランキン

グ」で、ベトナム国家大学ハノイ市校、ベト

ナム国家大学ホーチミン市校、ハノイ工科大

学の3 校がトップ300 入りするなど高まる教

育熱。
　ベトナム人留学生

は、現在 49ヶ国で学

び、総数は10 万人

以上。2012 年度で

は、ベトナム人の留学

先として日本は 8 位

だったが、2013 年度

に日本への留学生数は1 年で4 倍に！　現在は、

日本は2 位と推定。また、2010 年度の日本語

能力試験受験者数は、東南アジアで最多を記録。

　日本のオート

バイ所有率は

9.5％。世界 1

位 は 台 湾 で

65.3％。ベトナム政府は、交通事故

の削減と環境汚染の抑制を目標にオートバイの保有台数を減

らし、2020 年までに自動車の保有台数を350 万台にまで伸

ばすという目標を掲げている。

　交通事故死「0.01 人」とみると少なく感じるが、日本の場

合は「0.004 人」。ベトナムの実数で考えると、1 年に 9369

人、つまり1日25 人が事故死していることになる。

　2011 年のベトナム歯科口

腔病院の調査より。この驚愕な

数字の原因としては、精製糖を

含んだ食品摂取量の増加や、ベ

トナムの生活用水のフッ素濃度

が低いなどの事柄が指摘されて

いる。

交通事故

0.01 人の人が
事故死

90 人が虫歯や
歯に関する病気に

かかっている

15 ～ 64 歳

70 人

０～ 14 歳

24 人

【出典：外務省】

【出典：JETRO】

※一部、出典先データを基に編集部が作成

※総人口での比率

【出典：ベトナム輸送省＆全日本交通安全協会】

【出典：Vtown, JETRO & VNNIC】

【出典：VIETJO, General Statistics Office, 
JETRO & RECRUIT】

【出典：ベトナム保健省】

【出典：General Statistics Office】

【出典：General Statistics Office ＆ Tuoi Tre News】

【出典：外務省 & THE BOSTON CONSULTING
 GROUP】
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日本では、ナルシスト的な言動はあまり好まれません。しかし、ベ

トナムにいるとそれこそ「自分が好きなのが普通」。そのことに関

して堂 と々していられるし、お互いにマイナスな印象

を抱くことがないようです。ベトナム文化の素敵なと

ころではないでしょうか。

上記のニュースによる集団失神が起こった原因は、栄養不足で過労気味という体

の状況が、精神に大きく影響したとして、ベトナムでは別の意味でも問題視されて

いるらしいです。

　アセアン５ヶ国を対象

に野村総研が行った調査

（2012 年）の結果、今

後、お金を費やしたい分

野として「スポーツや健康

増進のための費用」と答えたベトナム人が４割。これは、

他４ヶ国と比較するとダントツで１位。
※【出典】野村総合研究所「国別アンケートで読み解くASEAN 消費市場」

迷信や幽霊をすごく
信じるって本当？

「トイレに幽霊が！」の一言で、その場にいた女性
約 100 人が失神したというニュースが 2010 年
にベトナム各紙で報じられた。他にも似たような
ニュースが数件。そ、そんなに、怖がり！？

総数は9313 人。国別在留邦人数ランキングでベトナムは、

第 19 位。都市別上位 50 のうちハノイにおいては、前年

比からの 増 加 率が

13.6％。第 3 位とな

る増加率となっている。

【出典】外務省領事館政策
課「海外在住邦人数統計

（平成 24 年速報版）」を基
に作成

ベトナムにいる外国人

アジア諸国（日本 12 人）

58 人

ヨーロッパ諸国

28.5 人

その他

13.5 人

　ここからは、「それ、私も気になっていた」と思うような、あなたが日々のベトナム生活の中で疑
問に思うベトナム事情や噂についての真相に迫る。
※19～99歳までの男女88人にアンケートを実施（2014年7月17日～24日）

爪を伸ばしていますか？
「ベトナム人のおっちゃんって爪、長いよね？　特に
小指」、「しかも無造作のようで、意外と磨かれ整
えられているような…」

ＹＥＳ NO

20% 80%

  ナルシストが多い？
カメラを向けられた時に見せる、100 点満点の笑顔や決め顔、ポ
ージングなど。ベトナム人は、写真を撮られ慣れていると感じる人
は多いはず。また、フェイスブックなどにどんどん自分の顔写真を
アップさせたり、待ち受けにしたり。
ベトナム人って…ナルシストなの？

携帯電話やフェイスブックの
トップ画像が自分の写真

運動好き・健康趣向？
日本のある新聞で、「もともと体を動かすの
が好きな国民性」と表現されるベトナム人。
確かに至る所でストレッチやスポーツを楽し
む人々の姿をよく見るけれど、「国民性」と
まで言えるのかな？

◆伸ばす理由
・いろいろな場面で使える

・耳掃除に最適

・他の指の掃除に使う

・小指だけ他の指と比べて異常に短いから

   捜査事例 1

   捜査事例 3

   捜査事例 4

   捜査事例 2 

あれ !?　意外な結果です。爪を伸ばして

いると答えた人が少なく、しかも女性の圧

勝とは。しかし取材中、日本人編集部から

見て「長い」と声を揃えたベトナム人の爪

を、本人とベトナム人スタッフは、「え？　こ

れで長いの？　これは普通でしょう」と。つ

まりこの結果には、「伸ばす・

長い」の感覚のズレがありそう

です。

男性：女性 2：15

ＹＥＳ NO

77% 23%

自撮り

34％

幽霊の存在を信じますか？

ＹＥＳ NO

74% 26%

有名な怖い話
【ダラットの呪われた屋敷】

　リゾート地として有名なダラット（Da 

Lat）のヴィラの中に、呪われた屋敷が

あるという。

「深夜ここの前を通ると少女が車をヒッ

チハイクしようとしている。車を止めてみ

ると…。少女の姿が消えた」。

　なんでも昔、このヴィラとその周辺で

若い女性や子どもが殺される事件が

続いていたからとか。

運動が好きですか？

ＹＥＳ NO

78% 22%

職種

民間企業 52 人

自由業 3 人
・留学生
・研究者
・教師 22 人

政府関係 1 人

その他 22 人

健康に気をつけていますか？

ＹＥＳ NO

91% 9%

男性

69 人

女性

31 人

永住者 1 人

★性別

★滞在形態

長期滞在者

99 人 30 代
ホーチミン市在住（1 年目）

某メーカー社員20 代
ハノイ在住（2 年目）

幼稚園教員

「ベトナムは少し騒
がしいけれど、どん
な環境でも心穏や
かに、笑顔で過ごし
たいと思ってます」

「ベトナム人を管理し、
常に責任がつきまとう
が、とてもやりがいがあ
る仕事ができてます」

「茶道・華道・着付け
といった日本文化を伝
えたい～！　友達１００
人できるかな」

40 代
ホーチミン市在住（4 年目）

某商社の社員

「ベトナムでの生活は、
仕事もプライベートも
楽しいですね。大好き
です」

【出典】 ベトナム労働・
傷病兵・社会省

40 代
ハノイ在住（2 年目）

日本語教師

ちなみに…
サンタクロースの存在を

信じますか？

ＹＥＳ NO

17% 83%

迷信（何かをすると良い、また
は罰があたる）を信じますか？

ＹＥＳ NO

70% 30%

◆なぜ自分の写真を待ち受けに？
・「自分だ」と、他人に認識されやすいから
・綺麗だから
・その写真が好きだから
・自分の所有物であることが
わかりやすいから
------------------------------------------

◆他人がしているのを見て
どう思う？
・それが普通 !
・特に何も思わない
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