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日本国内だけでなく世界全体が新型コロナショックで経済
的な大打撃を受ける中、オフショア開発を含めたアウトソー
シング市場でも、「そもそも機能できない」などの影響を受け
ている国や企業は少なくありません。しかし、ベトナムオフシ
ョア開発企業であるNashTechは万全なリモート体制を整
備し、平常通りに設定したスケジュール通りに開発をしてい
ます。

今回は現在のインドなどの世界のオフショア開発状況と、そ
の中でNashTechが機能している理由、日本企業を救うセー
フヘブン（安全な投資先）としてのNashTechのベトナムオフ
ショア開発をご紹介します。

近年のデジタル化の加速により、多くの企業が自社システム
やアプリケーションの開発需要がありますが、システム開発
時には、多くのプログラマー、SEが必要になります。しかし現
在、日本国内のSI業界は慢性的な人材不足で、即戦力の技
術者を大量に確保することは極めて困難です。また、直近の
新型コロナの影響でリソースの確保がさらに難しくなった企
業も少なくないでしょう。

世界のオフショア開発市場も、国の基礎環境や企業のリスク
管理体制で、新型コロナウィルスの影響が様々です。

日本が非常事態宣言を発令したように、世界の多くの国で
は非常事態宣言が発令されています。
それに伴い、リモートワーク化が促進されてように、やはり世
界中で同様の動きがある中、オフショア開発市場ももちろん
リモートワーク化の動きがあります。日本以上に外出に対す
る規制が厳しい国もあるため、リモート対応の準備ができて

新型コロナウイルス 
が世界の 
アウトソーシング業界
への影響

いない企業はオフショア開発拠点としてそもそも機能できな
くなる、という事例も発生してしまっています。
近年まで、インドはオフショア市場を牽引してきました。元々
数学に強い国民気質から、多くのプログラマーを排出してき
ました。しかし、インドのIT企業は最も新型コロナの影響を
受けています。

人材ソリューションのコンサルタント会社であるNew 
Street Groupの情報によると、インドをアウトソーシング先
として活用する英国企業が、今後の影響を考え対処を急い
でると発表しました。

そもそも、インドでは3月から首都のロックダウンが継続され
続けてしまい、外出規制もかかっているため、突然のロック
ダウン勧告は、企業に準備をする時間も与えず、インフラ環
境の不足や確立されてきたワークスタイルに囚われているた
め、オフショア開発を含めた多くのIT企業が打撃を受けてい
ます。

以上の理由から、リスク回避のためインドからのシフトを早
期に決めているグローバル企業は少なくありません。
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では、ベトナムの現状はどうなのでしょうか。インドのように
ロックダウンは勧告されてはいないものの、日本企業と同様
に多くの企業がリモート化に移行している段階です。そのた
め、リモート化の対応が遅れてしまいクライアント様に影響
を出してしまっている企業も一部あります。

一方、NashTechのベトナムの開発拠点では、今後の未来
を予期し2月初旬よりリモート化への準備を行っていたた
め、4月中旬現在でリモート化は完了し既に問題なく機能
し、通常通りのサービスを提供できている状態となっており
ます。オフショア開発拠点として機能を失う国や企業がある
中、NashTechは同じく新型コロナショックを受ける日本企
業のセーフヘブンとなります。そこで、まずは改めてベトナムの
オフショア開発のポテンシャルについてご紹介させていただ
いた上で、NashTechをご紹介させていただきます。

まずご紹介するのは、「質の高いエンジニア」です。現在、
弊社のベトナムのオフショアセンターは着実に成長を遂
げ、2200人以上ものエンジニアが在籍しており、世界各国
の開発案件を対応しています。

また、弊社の新入社員は、18ヶ月間にわたる厳しい研修を終
えてから、オフショアプロジェクトでの作業を許可されます。
さらに、技術者の離職率は信じられないほど低く、退職者の
ほとんどは大学に戻り、専門性をさらに高めてから弊社に戻
ってくるケースが多くみられます。離職者が少ないことが、会
社経営の安定性につながっています。

これにより、複雑なプロジェクトや納期の短い作業にも柔軟
に対応することが可能となり、お客様から厚い信頼を頂いて
います。

２つ目のポイントは、ベトナム人は努力家で献身的で、日本人
の文化に近い文化を兼ね備えているということです。プロジ
ェクトの成功の中心にはいつだってメンバーがいます。有能
なリーダーの元、意欲的なエンジニアたちがその能力を出し
惜しみなく発揮できる環境が重要なのです。

また、文化や言語は異なる場合がありますが、NashTechの
エンジニアは価値観に需要的でプロジェクトに対する意欲
が人一倍あることが特徴的です。 

NashTech 
の対策について

ベトナムオフショア 
開発の3つの 
ポテンシャル

ポテンシャル１： 
質の高いエンジニア

ポテンシャル2：努力家
で献身的なベトナム人



5

ベトナムのGDPの成長率は過去5年間、中国と同様でした。
また、近年はWTO、英国、米国、オーストラリアから多大な
投資がありました。そして、世界最大の米の輸出国であり、2
番目に大きいコーヒーの輸出国です。近代的なオフィス施設
と、安定した電力供給、高度なセキュリティと災害復旧施設、
そして優れた国際通信を備えた専門の先端技術の街があり
ます。ソフトウェア部門について、政府による大きな支援と投
資があります。

多くの大手企業がこのタイミングに注目しており、マイクロソ
フトは主要な研究開発施設を開設しました。他にもIBM、Ci-
tibank、CMG、NTT、Sony、Lucent、Nortelなどが参入し
ています。HSBCは中国から2,000人のセンターをベトナム
に移転しました。

NashTechは中長期でコスパのいい開発リソースを提供で
きます。また、少人数からの導入も可能で、リスクがなくコス
パのいい御社専用の開発チームの構築が可能です。インドで
コストを押し上げる圧力が強まった場合でも、今までベトナ
ムは悪影響を受けたことはなく、非常に競争力のある価格を
提供することができます。

そして、ベトナム政府はIT＆ソフトウェアアウトソーシングを
国の重要産業として位置づけ、技術力を強化するべく大幅な
投資をすることを決定しています。それにより、価格が抑えら
れ、安定的に低コストで質の高い技術者を獲得することがで
きているのです。

2つ目は、柔軟性・信頼・イノベーションを兼ね備えた開発体
験の提供です。NashTechが最も大事にしていることの一つ
はお客様です。お客様と協力しながらコミュニケーションの
機会を模索し、リスクと利益を共有、信頼関係を構築、イノベ
ーションを促進、広く変化の媒体としての役割を柔軟に果た
します。

「成果ベースの価格設定」などの新しくシンプルで柔軟な契
約、およびオンデマンドの「サービスとしてのソフトウェア」な
どの運用モデルに対するニーズにも対応することが可能で
す。お客様の競争力を高め、「市場投入までの時間」を短縮で
きることが強みです。

ポテンシャル3：政府か
らの大きな支援、今最も
勢いがある

政府の後ろ盾がある、
コスパの良い開発

1. 

柔軟性・信頼・ 
イノベーション

2.

現在、ベトナムには2つのオフショア開発センターがありま
す。1つはホーチミン市に1,600名、もう1つはハノイに600
名のエンジニアが在籍しております。当社はマイクロソフトゴ
ールドパートナーやIBMビジネスパートナーなどの技術的な
資格も保有しており、すでにバークレイズ銀行やホンダ、ディ
スカバリーチャンネル、ペトロナス、HSBC、キャピタなどの
大手企業の信頼できるパートナーとして大きな役割を担っ
ています。

NashTechの 
オフショア開発の概要

NashTechの 
オフショア開発で 
実現できる４つのこと
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NashTechは開発ソリューションの提供はもちろん、さまざ
まな業界に対するグローバルな知識、ビジネスプロセスに関
する幅広い専門知識も提供しています。 

米国政府、ユニリーバ、日立キャピタル、ホンダを含む世界
中の企業にビジネスプロセスアウトソーシングサービスを
提供しています。例えば、生産管理システム、給与管理システ
ム、E-ラーニングシステム、デジタルトランスフォーメーショ
ン、保守サポート業務などにがあります。複合的な観点から
ビジネス全体の成功をサポートする事が可能なのです。

当社のソフトウェア配信サービスは、グローバル水準の品質
認証のゴールドスタンダードであるCMMIレベル5に認定さ
れています。納期を遵守し予算どおりに納品するという優れ
た実績があり、柔軟でカスタマイズ可能なプロセスにより、
開発の生産性を最大25％向上させた実績があります。 

業界には、変化のタイミングとリズムを動かす独自の「テン
ポ」があります。 私たちはお客様がそのサイクルタイムを打ち
負かし、強豪と差をつけることをサポートします。

複合的な観点から 
ビジネス全体の 
成功をサポート

3. 4. CMMIレベル5認定
の品質保証
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NashTechは、アプリケーションの開発・保守や既存のシス
テムから最新のデジタルプラットフォームの開発・移行をサ
ポートしています。さらに、ソフトウェア製品の開発とサポー
トやテストサービス、コンサルティングなども行っています。

また、お客様の管理下で進行するプロジェクト専用の開発リ
ソース、ラボ型開発サービスを提供することも可能です。

そして、プロジェクトの品質を監視、制御、改善、報告すること
に役立つ、既製のオーダーメイドツールを数多く活用してい
ます。 ツールには、SourceSafeやMS Projectなどの商用
パッケージと組み合わせたものや、問題の追跡と欠陥管理の
ためのオーダーメイドシステムなどがあります。では、最後に
NashTechの開発品質保証のために行っている3つのことを
ご紹介いたします。

NashTechの品質管理システム（QMS）は、ソフトウェアの
開発、構成、およびプロジェクト管理活動を支えています。こ
れらのプロセスには、適切で瞬時の情報を基にプロセスの追
跡、監視、管理をサポートするツールが組み込まれています。
我々は常に、測定、分析、改良のプログラムを通じて、実際的
な改善に努めています。

提供サービスの概要と
品質管理の体制

NashTechは下記のことを通じて高品質のソフトウェア開発
を保証します。

当社のお客様へのエンゲージメントモデルに対する、世界各
国のソフトウェア開発の課題に対応するように設計されてい
ます。 

ローカルでプロジェクトを管理し、ローカルスタッフをビジ
ネス分析にアサインし、オフショア開発チームを活用して、設
計、開発、テストの大部分を行います。

日本の多くの企業は、オフショアビジネスアナリストの質に
不満を抱いています。しかし、多くのアジア文化とは異なり、
ベトナム人スタッフは気兼ねなく質問し、挑戦し、積極的にア
イデアを推進しています。彼らの洞察力は非常に高く、ビジネ
スニーズを誤って解釈するリスクが大幅に軽減されるため、
作業が滞りなく進行します。

NashTechは、管理体制の構築を徹底しました。PRINCE2
、PMIやSCRUMを使用した管理および制御技術を活用、-
C3i（コマンド、制御、通信、およびインテリジェンス）を活用し
目標を設定します。

そして、常に達成状況を監視し、進捗状況を分析、関係者全
員に伝達、必要に応じてコース調整に通知するフレームワー
クなどを効果的に活用し、目に見える形で工数、期限、予算
内で納品します。

 � 堅牢かつ柔軟なプロセスの組みあわせ
 � 統合され最適化された独自ツールの利用
 � 卓越性を提供する文化
 � 実績のある実行アプローチ
 � 国際的に認められた最高の達成認定
 � 継続的な改善への取り組み

独立した品質管理と
テスト

世界各国に対応する 
エンゲージメントモデル

3. 徹底された管理体制1. 

2.
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本記事では、改めてオフショア開発についてご知見を深めて
いただいたともに、直近の新型コロナの影響や、その影響を
大きく受けるインドと、ベトナムのオフショア開発市場をご紹
介させていただきました。そして、そう言った状況の中でも事
前の準備により現在も通常通りお客様の開発パートナーと
して稼働をしているNashTechについてご紹介させていただ
きました。

最後に
改めて、日本国内だけでなく、世界も新型コロナショックの大
打撃を受ける中で、機能し続けている開発パートナーとして、
弊社は日本企業のセーフヘブンとなります。

開発のプロフェッショナルとして通常通りに稼働し、お客様
のビジネスを守り、お客様のビジネスを成長させ続けること
をお約束いたします。
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NashTechのサービス概要
NashTechは、次のオフショア開発サービスを提供しています。

アーキテクチャから設計、アプリケーション開発、テス
トサービスまで、アプリ開発の全てに対応可能。御社
のご要望に合わせたアプリ開発が可能です。

御社のビジネスのプロセス、組織、手段、ツールをグ
ローバル視点で評価し、課題を見つけ出し、迅速で効
果的な変革を提供します。

既存のアプリケーションのサポート、メンテナンス、お
よび改修をサポートすることにより、コアビジネスの
成長を支援。

NashTechのQCセンターは、御社のソフトウェアやア
プリケーションに対して、システムやユーザー承認、回
帰、ユーザー負荷、ストレス予測のテストを提供してい
ます。私たちは、最新のベストプラクティス、自動化さ
れたツールとテクニックを提供することができます
NashTechは、いかなるプロジェクトやサービス、また
はお客様の管理下で稼働可能な御社専用のテストチ
ームを提供します。

ソフトウェア開発ベンダーを対象としているこちらの
サービスは、エンドユーザーの開発、保守、および拡
張を、ご指定の運用ロードマップおよび定義されたサ
ービスレベルで納品することをサポートいたします。

JAVAや.NETなどを使用した既存システムの従来の
テクノロジーから、最新のプラットフォームへの移行と
変換をサポート。

アプリケーション
開発

コンサルティング

アプリケーションの
管理・運用

ソフトウェアテスト・
検証

ソフトウェア製品の
開発サポート

アプリケーションの
最新技術への移行と
変換
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