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三谷産業株式会社（本社：石川県金沢市／代表取締役社長：三谷 忠照、以下 三谷産業）は、新型コロ

ナウイルス感染症の影響により変化する企業活動に適応し、ベトナム現地での事業活動を牽引する「“新

しい時代”の経営人材」について議論する「Aureole（オレオ）カンファレンス 2020」を、９月 11 日（金）

日本時間 15 時よりベトナム・ホーチミン市内のホテルと東京都内の会場をつなぎ、オンライン形式で開

催しました。 

 

本年度のカンファレンスは、在ベトナム日本国総領事館 総領事の渡邊信裕氏、ベトナム国家大学ホー

チミン自然科学大学 副学長のチャン・ミン・チェット氏より来賓のご挨拶を賜りました。続いて内閣府

参与の原丈人氏が、公益資本主義をテーマにこれからの時代に経営者が持つべき価値観や哲学について、

ベトナムグルーブ不動産会社 CEO のレー・ティ・タイン・ハン氏からはコロナ禍の人材育成計画につい

て、縄文アソシエイツ株式会社代表取締役の古田英明氏からは現代に必要な経営人材となりうるリーダー

像についてご講演いただきました。日本・ベトナム両国より計 293 名の参加者が、講演とパネルディスカ

ッションをオンラインで視聴しました。 

 

■「Aureole カンファレンス」開催の背景 

近年非常に多くの日系企業が進出しているベトナムでは、経済成長を推進するうえで高度産業人材の育

成が重要なテーマとして掲げられ、ベトナム政府により教育環境の整備が進められています。 

そしてまた、現地の日系企業にとっても人材育成は大きなテーマとなっています。特に、ベトナムをも

のづくりの拠点とする日系企業にとっては、工場で働く社員が特定の技術を持つことだけでなく、ものづ

くりに向き合うマインドセットや、現場での柔軟な対応力を身に付けることが重要な課題とされます。 

しかし、こうした日系企業の考え方は、ベトナム政府・教育機関の重視する点とはギャップがあるのが

現状です。 

こうした背景から、三谷産業は、ベトナムに 1994 年に進出して以来さまざまな事業を通じて培ってき

た経験とネットワークを活かし、2015 年よりベトナム政府および関連機関、主要大学ならびに企業各社

の方々が集う場として、「Aureole カンファレンス」を開催してきました。 

 

■新型コロナウイルスがもたらした変化に対応する「“新しい時代”の経営人材」をテーマに議論 

これまで過去５回の「Aureole カンファレンス」では、技能

面だけでなく技術者精神・職業人としてのマインドセットが必

要であること、さらにそれを大学とも連携して教育していくと

ともに、ものづくりの現場での成長を促す組織力の強化、対話

による人間関係の形成が重要であると議論してきました。 

そして６回目となる本年は、新型コロナウイルスの影響を受

け変化する社会に適応する「“新しい時代”の経営人材」を開催

パネルディスカッションの様子 

日本・ベトナム両国より、計 293 名が参加 

変化する社会に対応可能な「“新しい時代”の経営人材」を議論する
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テーマに掲げました。 

パネルディスカッションでは現在のベトナム・日系企業の現状を振り返りつつ、日本企業に魅力を

感じていただくために必要な人材育成の方向性、これからの企業のあり方について議論が交わされま

した。 

視聴者からは「日本人とベトナム人は一般的によく似ていると言われますが、実際は人によって考

え方が違う中、幹部社員はどのような考えのもとで仕事をすればよいでしょうか？」という質問が投

げかけられ、パネリストの古田氏は「お互いにリスペクトすることです。互いの良い点を１つでも見

つけることで、文化の違いを乗り越えて仕事をすることが出来ます」と回答するなど、チャットツー

ルを用いた質疑応答も活発に行われました。 

 日系企業が今後もベトナムで事業を発展させるとともに、それがベトナムの長期的な繁栄につなが

っていくためには、両国が互いに歩み寄り、理解を深め、ともにさまざまな課題に取り組んでいくこ

とが重要です。 

三谷産業は、今後も、25 年以上にわたるベトナムでの経験やネットワークを活かし、ベトナムに

おける人材育成の取り組みに注力してまいります。 

 

■「Aureole カンファレンス 2020」概要 

1. イベント名 Aureole カンファレンス 2020  「“新しい時代”の経営人材」 

 

2. 日  時 2020 年９月 11 日（金） 15:00～18:40（日本時間） 

 

3. 開催方式   Web カンファレンス（一部録画）Microsoft Teams 使用 

 

4. 参加者数 計 293 名 

 

5. プログラム詳細（以下記載時間は日本時間） 

  15:00 - 15:20 開会 

 主催者挨拶（録画） 

 三谷産業株式会社 代表取締役社長 三谷 忠照 

 

  15:20 - 15:40 来賓挨拶  （録画） 

 在ベトナム日本国総領事館 総領事 渡邊 信裕      氏 

 ベトナム国家大学ホーチミン自然科学大学 副学長（博士号） 

チャン・ミン・チェット  氏 

  15:40 - 17:25 セッション（録画） 

講演 A 「資本主義の本来の姿【 公益資本主義 】」 

 アライアンス・フォーラム財団 会長 兼 代表理事 

 デフタ パートナーズ グループ会長 

             内閣府参与                       原  丈人      氏 

 講演 B 「日本人市場向けの不動産会社における優れた人材育成戦略」 

 ベトナムグルーブ不動産会社 CEO レー・ティ・タイン・ハン 氏 

 講演 C 「経営人財の要件とエグゼクティブサーチ」 

 縄文アソシエイツ株式会社 代表取締役 古田 英明     氏 
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17:40 - 18:40 パネルディスカッション （リアルタイム） 

＜コーディネーター＞ 

 キャスター 

事業創造大学院大学 客員教授 

三谷産業株式会社 社外監査役             伊藤 聡子      氏 

 ＜パネリスト＞ 

アライアンス・フォーラム財団 理事 丹治 幹雄      氏 

ベトナムグルーブ不動産会社 CEO  レー・ティ・タイン・ハン氏 

縄文アソシエイツ株式会社 代表取締役 古田 英明      氏 

 

６. オンデマンド視聴   

今回配信された内容は後日オンデマンドでもご視聴いただけます。 

配信開始のお知らせは当社 Web サイト（https://www.mitani.co.jp/）で行います。 

 

 

 

（補足情報） 

【過去の Aureole カンファレンス開催実績】 

第１回（2015 年 11 月） 

開催場所： ハノイ市内 INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE 

内  容： ベトナムにおける人材育成について、技能訓練やスキル教育といった工学的側面のみな

らず、働く作法や技術者としての心構えなど、心理的側面からのアプローチも同等に必

要とされていることについて議論しました。 

 

第２回（2016 年 9 月） 

開催場所： ホーチミン市内 REX HOTEL 

内  容： インターンシップとチームビルディングに焦点を当て、ベトナム人人材が技術者として

のマインドセットを養うために重要となる、大学と企業が取り組む課題とその成果につ

いて議論しました。 

 

第３回（2017 年 9 月） 

開催場所： ハノイ市内 INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE 

内  容： 組織力に焦点を当て、ベトナムにおける外資系企業が現地法人の自立化を進める上で直

面する課題を明らかにするとともに、個人の力だけでなく、組織としての力を高めてい

くための教育や人材育成の重要性を確認しました。 

 

第 4 回（2018 年 9 月） 

開催場所： ホーチミン市内 REX HOTEL 

内  容： 「現場の活性化」をテーマに、多くの日系企業が課題とするベトナム人社員を主体とし

た現場力や組織力の向上について議論し、一人ひとりの自律的な行動を誘発するための

仕組み・仕掛け、雰囲気づくりが重要であると共有されました。 
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第５回（2019 年９月） 

開催場所：  ハノイ市内 HOTEL du PARC HANOI 

内  容： 「コア人材の育成」を開催テーマとし、現在そして将来の会社の中枢を担うべき人材を

どのようにして育てるべきかについて議論し、一人ひとりの自律的な行動を誘発するた

めの仕組みや仕掛けに加え、対話による人間関係の形成が重要であることが共有されま

した。 

 

 

【三谷産業グループについて】 

三谷産業グループは、化学品、樹脂・エレクトロニクス、情報システム、空調設備工事、住宅設備機器、

エネルギーの 6 つの事業を持つ複合商社です。1928 年に金沢で創業して以来、現在は、金沢と東京の二

本社体制を持つ三谷産業株式会社を中心に、子会社 29 社（日本 19 社、海外 10 社）で事業展開していま

す。商社でありながらも、製造・物流などの機能をあわせ持ち、さらに技術部門とも連携した提案型営業

を推進しています。 

 

【Aureole グループについて】 

三谷産業のベトナム子会社の総称を Aureole（オレオ）

グループと称しています。“Aureole”とは、フランス語

で「栄光」を意味する言葉であり、ベトナム子会社の社名に冠しています。三谷産業は 1994 年にベトナ

ム・ホーチミン市において事業を開始し、2020 年 9 月現在ではベトナム国内において、現地子会社７社

およびハノイ・ホーチミン駐在事務所合わせて 16 拠点、現地社員数は 2,300 人超の規模になりました。

事業内容は、化学品・健康食品原料の製造・販売、自動車部品向け樹脂成形品の製造、建築設備の CAD 設

計、情報システムのオフショア開発・システムインテグレーションなど多岐にわたり展開しています。 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

 日 本 窓 口 ：三谷産業株式会社  

コーポレート本部 経営企画部 PR 企画課 

TEL：03-3514-6003（担当：木下） 

 ベトナム窓口：三谷産業株式会社  

ベトナム広報戦略室  

TEL： +84-28-3821-9110（担当：金山） 


