
『ベトナムスケッチ』が産声を上げてから、15 年。当時から今日に至るまで、経済発展に伴い、
ベトナムは豊かになったといえる。その変遷を写真で振り返ってみよう。また、その変化を
在住 10 年以上の日本人が見て、触れて、感じたことを語ってもらった。
写真提供／福井隆也、勝恵美（North Area 一部）、大池直人（South Area 一部）

15 年の間に起こったベトナムの出来事を年表で見てみよう。数あ
るターニングポイントによって、ここまでベトナムは発展したとい
えるかもしれない。

１区と４区の間の川沿いにある、ボーヴァンキエット（Vo Van Kiet）通り。2003 年 ©fukui takaya ©fukui takaya2010 年、ボーヴァンキエット通りが整備されたことで、郊外へも行きやすくなった

写真で見るベトナムの15年
『ベトナムスケッチ』創刊 15 周年企画

ベトナム近代史

Before

2000年4月	 『ベトナムスケッチ』誕生

2000年7月	 ホーチミン証券取引所設立、同時に取引開始

2003年	 ADSL 開始。インターネット利用者急増

2006年	 ホーチミン市に初のコンビニエンスストア「G7	Mart」が登場

2006年7月	 ASEAN 諸国相互ビザ免除が締結

Now

2007年1月	 ベトナムがWHOに加盟

2007年12月	 ヘルメット着用の義務付け

2008年	 国内のバイクは 2000 万台、日本向けの縫製品輸出、関税撤廃へ

2009年	 携帯電話３Gサービス開始、電話の契約件数 1億 1000 万件に

2010年	 ホーチミン市にビテクスコ・フィナンシャルタワーが登場

2013年	 人口 9000 万人に、世界 14 位・東南アジア３位
	 	 中学・高校での日本語教育、31 校・２万 5000 人
	 	 「大型バイク」全面解禁へ
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　旧市街は大きな変貌は遂げていないものの、
街全体を見渡すと、建物のリノベーションや
木々の伐採などで、ハノイの街は明るくなった。

　古い家がただ残っているだけの寂れた街。それがか
つてのホイアン。1999 年、ユネスコ世界文化遺産に登
録され、その古びた家々に価値があるとわかると、状
況は一変した。

ホアンキエム（Hoan Kiem）湖近くにある、
1995 年頃のショッピングモール「チャン
ティエンプラザ／ Trang Tien Plaza」

ハノイは p.20 〜 21 で紹介

中部エリアは p.22 〜 23 で紹介

「オペラハウスから望む（1995 年頃）」。車やオートバイは
ほとんど走っておらず、市民の交通手段は主に自転車

「オペラハウスから望む（2007 年）」。車やオートバイがひっきりなしに行き
交う

ホイアン観光の中心地ともいうべき場所、「日本橋」。
1994 年に初めて訪れたときは、この木造の橋をオートバ
イクもシクロも自転車も人も通っていった

1999 年、「日本橋」が世界遺産に登録。
ホイアンの旧市街は観光客で溢れている

2007 年の「チャンティエンプラザ」。かつてと違い、
黄色をベースにし、明るい建物へと変貌

15 年以上前からベトナムを撮り続けている写真家・
福井隆也氏。ハノイ、ホイアン、ホーチミン市と各
エリアの変化が写真から伺える。

　かつて、視界を遮る高層ビルはなく、道路
も整備されておらず、いわば質素な街だった
ホーチミン市。道は整備され、美しい街並み
へと変化した。

2003 年当時のホイ
アン市場。地元の人
たちの生活に欠かせ
ない存在

2009 年、ホイアン市場は
建て替えられた

2010 年、完成。
美しいホイアン市場に

2015 年のホイアン市場。風雨にさらされ、汚れがつき、
カビが生え、あっという間に周囲になじんでゆく

福井隆也　1963 年生まれ。20 代の頃、中国
や東ヨーロッパ各国をまわり、その後たどり
着いたベトナムに惹かれ、1993 年よりライ
フワークとして撮り続ける。2003 年からの
３年間、家族３人でベトナムに移住。

ホーチミン市は p.24 〜 25 で紹介

1995 年、ベトナムは ASEAN 加盟を果たす。
その年のチャンフンダオ（Tran Hung Dao）
通り

区画整理され、チャンフン
ダオ通りは三車線となり、
広々とした道路となった

ファインダーから覗いた
ベトナムの変遷

ホーチミン市【チャンフンダオ通り】

1995年

2009年

2003年

2010年

2007年

2015年

【ホイアン市場】

ハノイ【ハノイ中心部】

ホイアン【日本橋】

1995年頃

1994年頃

1995年頃

2007年

2013年

2007年
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ベトナム国内の他エリアに比べて、歴史建造物が多
く残り、大切にされているハノイ。それでも、在住
者は少しずつ変化を感じているという。

1975 年９月２日の建国記念日にできた「ホーチミン廟／ Lang Chu Tich Ho Chi Minh」。写真は 2005 年 10 月

2005 年 10 月、公
園では当時も朝か
ら運動する地元民
が多かった

2005 年 ９ 月、
ハノイの街

朝の定番メニュー、ベトナム風米粉クレープ「バインクオン／ Banh 
Cuon」専門店。写真は 2005 年８月

フランス建築はおしゃれなスタイルが純粋に感じるから、何度
見ても飽きない。オペラハウス（Nha Hat Lon）、ハノイ大教
会（Nha Tho Lon）、ソフィテルレジェンドメトロポール（Sofitel 
Legend Metropole）など訪れる旅に撮影してしまう。（在住
20 年・男性・K）

2002 年、 路 上 の フ ォ ー は １ 杯 5000VND、 卵 入 り バ イ ン
ミーは１つ 3000VND だった。今ではフォーは安くても２万
5000VND、バインミーは 1 万 VND 前後。ここ 10 年でおしゃ
れな店も増えたし、レストランで食事をするベトナム人も増え
た。物価も上がったけれど、人々の生活も豊かになったなと思
う。（在住 13 年・女性・T）

ずっと変わらず、路地が好き。人々の生活が
息づいていて面白い。（在住 13 年・女性・M）

一言で言うと街が明るくなった。
人も建物も垢抜けて明るくなっ
た。（在住 20 年・男性・K）

赴任当初よりは何でも買えるよ
うになったし、食生活の選択肢
が増え、生活しやすくなったの
は事実。ベトナム人との仕事は
毎日がエキサイティングで、飽
きない。だからまだいるのかも。

（在住 13 年・男性・K）

ハノイ旧市街（ホアンキエム）の街並みとホーチミン廟周辺の並木道は以前と変わらなくて好き。（在住13年・男性・I）

ハノイの代表的なフレンチコロニアル建築の「オペ
ラハウス」。2008 年１月

2005 年の「文廟／ Van Mieu」。2011 年には、「ユネスコ記
憶遺産」に登録された

2005 年５月日曜、「ハノイ大教会／ Nha Tho Lon」では、カ
トリック信者の祈りをささげる姿が。当時も外壁はカビとほ
こりで黒ずんでいた

1995 年、「チャンティエンプラザ／ Tran Tien Plaza」前 2005 年秋、タイ（Tay）湖では今と同様、夕陽を眺めるカッ
プルが多かった

2005 年９月、良く晴れた日の旧市街の様子

10 年以上前、ハノイ郊外の友達の家に遊びに行った時。髪を洗いたいという
と、何かの草を煮だした汁をシャンプー代わりに差し出されて、衝撃を受け
たことを覚えています。ちなみに当時もシャンプーは売られてはいたけれど、
リンスを見かけたことはほとんどなかった。（在住 14 年・女性・M）

利便性を否定しないが、変貌する
と東南アジアどの国へ行っても、
同じ景観となり面白みがまったく
ないなどといわれるが、日本人は
先進国から来たからそう感じるの
かもしれません。ベトナムにとっ
て発展は良いことで、外国人から
するとベトナムっぽさを残してほ
しいというエゴがあり、相容れな
い。（在住 15 年・男性・S）

以前と比べて、人も、
建物も明るくなった

Northern	Viet	Nam
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かつては３階建ての家が珍しかったが、今では高層ビルがあちこちに建って
いる中部エリア。車といえば、タクシーとバスだったが、今では自家用車が
たくさん走る。

女性の変化がすごい。昔は、黒髪ロングヘ
アで自転車に乗っている子が多く、髪が絡
むんじゃないかと思うくらいの長さで何度
か注意したことがある。ジーンズもはいて
なくて白いシャツに黒いパンツと便所サン
ダルが主流。黒く焼けていてスッピン姿も
多かった。今は、女性はカラーやパーマは
もちろん化粧もしている。（在住14年・女性・
A）

1999 年のダナンは
高いビルもなく、
街中が工事現場の
ようだった。街中
の大規模インフラ
の発展には目を見
張った。（在住 16
年・男性・A）

フエの街のゆったりした空気は、いつ帰ってもほっとする。美味し
いベトナム料理。田舎の田園風景。人の人懐っこさ。（在住 13 年・
女性・K）

昔の若い世代に比
べて、今の若い世
代のほうが情報を
多 く 持 っ て る の
で、柔軟性がある
と思う。ただ、余
計 な 情 報 が な い
分、10 年 前 の ほ
うが素直な人が多
かった気がする。

（在住 18 年・男性・
H）

ベトナムの田舎街が好き。昔と変
わらずゆっくりとした時間が流れ
ている。フエ駅は今も変わらず、
とても好き。（在住 14 年・女性・A）

少数民族の村はダックラック（Dac Lak）
近辺にある、バナール族やジャライ族の
村など、クアンナム省にあるコトゥ族の
村は、今でもどことなくほのぼのとした
空気が流れていて好き。（在住14年・男性・
S）

今の若い世代が情報の溢れる中、自分で
取捨選択して正しい方向へ向かってほし
い。今の子達ならそれが可能なような気
がする。あまりきれいになりすぎるベト
ナムは味が薄くなってどこの町でも特徴
が無くなりつまらなくなりそう。（在住
14 年・男性・S）

当分はここ 10 年の成長の延長線上だと
思うので、この先、多くは変わらない気
がする。徐々にではあるが確実に変わっ
てきて、人の考えも変わってきたし、多
様化してきたと思います。もうしばらく
は、この国で一緒に成長したい。（在住
13 年・男性・H）

ベトナム人の年配の世代は人に配慮し、目立つことを好まない。若者は、世界共
通でファッションに興味を持ち、日本人と感覚が変わらなくなってきている。ダ
ナンはホイアンへ抜ける海沿いの道がキレイ。マンションからソンチャー（Son-
Tra）半島の山と海のコントラストは最高の絶景。（在住 13 年・男性・K）

2005 年。白いアオザイをまとった女子学生たち

ダナンから約１時間半のクアンナム（Quang Nam）省ナムヤン
（Nam Giang）県にいるコトゥ（Co Tu）族。現在では彼らを訪
問するツアーが組まれている。写真は 2013 年

ダナン市街から車で約 15 分の連山「五行山／
Ngu Hanh Son」の洞窟。写真は 2008 年２月

王宮の中で演奏されてきた雅楽「ニャー・
ニャック／ Nha Nhac」。ユネスコの無形文
化遺産に登録されている

ベトナムで最初に世界遺産に登録されたエリア・フエの阮朝王宮。写真は 2007 年５月

ホイアンの旧市街と同じ年の 1999 年にミーソン遺跡（Thanh 
Dia My Son）は世界遺産に登録された

1995 年頃。まだ世界遺産に登録される前のホアイン旧市街 2006 年１月、ニャチャンのダム市場前

2005 年。ニャチャンにあるダム（Dam）市場近くの市場。朝、海
からあがってきた魚をさばく女性たち

©fukui takaya

道路には車線はなく、
信号機もほとんどなかった。
中心部以外は全て砂利道

Central	Viet	Nam
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15 年前、ホーチミン市では５階建てのビルがポストカードになるほどの象徴となっていた。
当時はコロニアルな建物が多かったのに比べ、今では近代的なビルがばかりだ。

ベトナム料理、とくにブンボーが美味し
いから、今でもずっと暮らせていると思
う。変わったのは値段。当時は１万 VND
で、毎日朝ごはんとして食べていた。バ
インミーも 5000VND だったお店も多
かった。味は変わっていない（物によっ
ては変わっているところもあるが）のに、
値段だけが急激にかわってしまった。（在
住 15 年・女性・W）

働かないと食べていけない上に働く先がなか
なかなかった昔、安くても、長時間労働でも
真面目に勤務していたベトナム人の若者。し
かし、今は職業の選択もできる中、しんどい
と思えば、気軽に仕事を変えてしまうように
なった。（在住 19 年・男性・H）

明るい性格の子が多く、救われることが多い
が、今が良ければ OK という感覚はときとし
て、仕事の邪魔をさせてしまうのはずっと変
わらない気がする。（在住 19 年・男性・S）

美に関してのベトナム女子共通の固定観念が強いなとは思っていた
が、近年はネットの普及などにより海外の情報がたくさんあり、良
い意味で個性がでてきた。（在住 25 年・女性・M）

昔は、バイクを持っている人は金持ちで、
ほとんど自転車。みんながちょっぴりお
金持ちになって、日々発展しているなと
思う。昔は、お腹いっぱい食べらればよ
かったけど、今は美味しいものが食べた
い！になっている。そして、昔の美人 &
もてる子は、裕福そうに見えるちょっと
ぽっちゃりめ。今の美人は、痩せている
子へと変わった。（在住 22 年・女性・K）

iPhone が登場する前後で、ベトナム人の価値観が大きく変貌。
以前は多くの情報を得られず、海外旅行にも行けない、雇う
上でも人件費が安かった。しかし、iPhoneが出たことによって、
インターネットに触れられる機会が増え、国内外の情報を得
られるようになった。僑越の人たちもベトナムに戻ることで、
洗練された感覚がベトナムに浸透してきていると感じる。（在
住 20 年・男性・K）

昔は古い建物があった
けど、今はどんどん少
なくなっていて、もっ
た い な い。15 年 前 は、
７区はほとんど何もな
かったのに。まさか今
のように住宅地になる
とは。（在住 15 年・女性・
S）

2006 年 11 月、フェリー乗り場。渡し船はもうない

2005 年 12 月、ベトナムサッカー代表が東南アジアカップで優勝した日、街中がオートバイで溢
れていた。当時はまだヘルメット規制がなかった

2004 年、住宅街では隣の家の敷地をも利用して洗濯物が干されて
いた

2004 年、ドンコイ（Dong Khoi）通りにある「タイムズスクエア／ Times Square」が建てられる前の工
事の様子

2004 年８月１区レタントン（Le Thanh Ton）通りの建物か
ら見た風景。

2004 年、川沿いのヴォーヴァンキエット（Vo Van Kiet）通りは整備されていなかった

2006 年、４区の町並み

2005 年の１区タイヴァンルン（Thai Van Lung）通りにあったインター
ネットカフェには欧米人など外国人がよく利用していた

路上のカフェが次々に無くなっていくのは寂しいこと。オートバイ
の多さは変わらない。カブバイクがほとんどでしたが、いまはオシャ
レなスクーターが増えた！　（在住 14 年・女性・S）

かつては、５階建てのビルが
「ポストカード」になるほどの存在

Southern	Viet	Nam
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