
事業事前評価表 
 

１．案件名 
国名：ベトナム社会主義共和国 
案件名：ホアラックハイテクパーク・インフラ建設事業（E/S） 
L/A 調印日：2010 年 3 月 18 日 
承諾金額：1,005 百万円 
借入人：ベトナム社会主義共和国政府（The Government of the Socialist Republic of 
Viet Nam） 
２．事業の背景と必要性  
(1) 当該国における科学技術セクター及びハイテク産業の開発実績（現状）と課題 

1986 年のドイモイ（刷新）政策導入以来、ベトナムは市場経済への移行とともに

国際経済との統合を積極的に推進し、著しい発展を遂げてきた1。そして 2006 年、政

府は「第 8 次社会経済開発 5 ヵ年計画（2006-2010）」の中で「2010 年までの中所得

国化、2020 年までの工業国化」を国家目標として設定し、科学技術振興を目標達成

のための重要課題として位置づけた。 
政府の科学技術に対する期待は、研究開発費や研究者数の大幅な増強から読み取る

ことができる。しかし、ASEAN 諸国と比較した科学技術指標2によれば総合評価で 9
か国中 7 位と低い水準にあり、特に産学連携指標においては、8 位と遅れが目立つ。

科学技術の遅れは、ハイテク製品の輸出額占有率や純売上の伸び悩みにも現れており
3、今後は、資金・人材面の増強に加えて、研究機関・産業界間の連携体制を構築し、

技術の向上と産業化を促進することで、ハイテク産業の振興を通じた経済成長促進・

国際競争力強化を図っていくことが重要である。 
ハイテク産業へのシフトを加速させるためには、科学技術の集積拠点を建設し、産

学連携による新事業の開拓、技術革新を生み出すための環境を整えることが有効であ

る。加えて、多国籍企業にとって魅力あるビジネス環境とするために、煩雑な行政手

続きや割高なインフラコスト等の既存の問題を解決することが、同国における喫緊の

課題と言える。 
 (2) 当該国における科学技術セクター及びハイテク産業の開発政策と本事業の位置

づけ 
上記の現状及び課題を踏まえ、「科学技術 10 ヵ年戦略」（2003 年制定、2006 年改

定）では、ハイテク産業、特にソフトウェア分野の発展の重視、ハイテク工業団地の

建設、通信インフラの整備、情報技術の経営システムや金融部門への応用といった発

展指針が示された。人材面についても、「2010 年までの教育・訓練発展戦略」におい

て、工業化・近代化のための科学技術人材の育成を重視することが目標として掲げら

れている。 
ハイテク産業に関しては、2009 年 7 月にはハイテク法が施行され、優先分野とし

て①情報通信技術、②バイオテクノロジー、③先端材料技術、④自動化機械技術が指

定されるとともに、ハイテクパークの役割、ハイテク企業誘致のための優遇政策等が

規定された。また、より具体的なガイドライン、細則についても、策定作業が進んで

いる。 
                                                  
1 2008 年の国内総生産（GDP）成長率は 6.2%、直接投資受入額は前年比 197％増の 640 億 1,190 万ドル（ジェトロ）。 
2 研究開発費、人材、技術・教育インフラ、技術管理能力等を指標化し、総合的に評価したもの。対象国は、タイ、インド

ネシア、シンガポール、フィリピン、マレーシア、ブルネイ、ラオス、カンボジア、ベトナム。ミャンマーはデータなし。出所：韓

国科学技術情報研究院、2004 年（http://aseank.kisti.re.kr/） 
3 主なハイテク製品の輸出額占有率は 6％（2003 年）～７％（2006 年）、産業全体に占める純売上は 9９％前後（2003～

2007 年）と伸び悩んでいる。 



本事業で支援するホアラックハイテクパーク内には、ハイテク工業団地だけでなく、

ハノイ科学技術大学、FPT 大学、ベトナム科学技術アカデミーやベトナム国立衛生疫

学研究所をはじめとする研究開発・教育訓練施設の建設が計画されており、に隣接し

て建設されるベトナム国家大学ハノイ校と併せて、国を代表する科学技術の一大拠点

として、産学官のハイレベルな連携を実現することが期待される。本事業は、ホアラ

ックハイテクパーク内の基礎インフラ（道路、上水、下水、電力等）を整備するもの

であるが、研究教育機関と民間企業の誘致を促進し、国レベルの科学技術振興、ひい

てはベトナムの社会・経済全体の発展に資する、将来性の高い事業と言える。また、

本事業は 2006 年にズン首相が訪日した際に日本政府に対して支援要請があった 3 案

件の 1 つとして日越共同声明の中で言及されており、国レベルの重要な事業として位

置づけられている。 
 (3) 科学技術セクター及びハイテク産業に対する我が国及び JICA の援助方針と実績 

我が国の対ベトナム国別援助計画（2009 年 7 月）では、「経済成長促進・国際競争

力強化」を援助方針の４本柱の 1 つとして位置づけ、ビジネス環境整備・民間セクタ

ー開発に重点的に取り組む方向性が示された。また、同計画を受け、JICA の国別援

助実施方針（2009 年 4 月）では、4 つの援助重点分野を掲げ、「経済成長促進・国際

競争力強化」の一環として経済制度整備・運用に取り組むこととしている。ハイテク

パークの基礎インフラ整備は、外資企業、地場企業の投資誘致と安定的な企業経営に

貢献するものであり、同方針に則ったものである。HHTP に関しては、1996 年にベ

トナム政府からの要請に基づき「ホアラック・ハイテクパーク計画マスタープラン調

査及びフィージビリティ調査」（開発調査）を、2008 年には「ホアラック・ハイテク

パーク計画フィージビリティスタディ修正調査」（フォローアップ調査）を実施して

いる。 
 (4) 他の援助機関の対応 
スウェーデン国際開発途上国調査協力事業団、韓国国際協力団、JETRO 等が科学

技術・民間セクター支援に係る技術協力を行ってきた。科学技術分野のインフラ整備

に関しては、ADB がホアラックハイテクパーク内にハノイ科学技術大学の建設を検

討している他に、前例はない。 
 (5) 事業の必要性 
本事業は我が国、JICA の援助重点分野とも合致しており、本事業を実施する必要

性・妥当性は高い。 
３．事業概要  

(1) 事業の目的 
本事業は、ハノイ近郊のホアラック地区において、科学技術研究開発、教育訓練機

能等のための基礎インフラを整備することにより、科学・産業技術集積拠点の形成を

図り、もって同国のハイテク産業の振興と経済成長促進・国際競争力強化に寄与する

ものである。 
本借款は、上記事業の基本設計等に係るエンジニアリング・サービス（E/S）を対

象とし、本事業の円滑な実施促進を図るものである。 
(2) プロジェクトサイト/対象地域名 
ベトナム社会主義共和国ハノイ市 
(3) 事業概要 
1) 本体事業（E/S の結果を踏まえ最終決定される予定） 
① 事業対象地域：約 1,036ha（マスタープラン対象地域：約 1,586ha） 
② 土木工事：道路整備、道路拡幅、排水網、給水管網、下水道網、護岸、土地造成 
③ 下水処理施設 



④ 電力施設：電力網（地下ケーブル等）、変電所 
⑤ 通信施設：通信システム網（光ファイバーケーブル、アンテナタワー） 

2) コンサルティングサービス 
本借款は、上記 1）に関するコンサルティングサービスの以下の業務を対象とする。 
① HHTP における基礎インフラ整備にかかるコンサルティングサービス（地質調査、

詳細設計及び入札補助） 
② 本体工事の実施手続きにかかる能力向上支援 

(4) 総事業費 
1,186 百万円（うち、今次借款対象額：1,005 百万円） 

(5) 事業実施スケジュール 
2010 年 3 月～2012 年 3 月を予定（計 25 ヶ月）。貸付完了時（2012 年 3 月）をも

って事業完成とする。本体事業は 2011 年 9 月～2020 年 9 月を予定。 
(6) 事業実施体制 
1) 借入人：ベトナム社会主義共和国政府（The Government of the Socialist Republic 

of Viet Nam） 
2) 事業実施機関：ホアラックハイテクパーク管理委員会（Hoa Lac Hi-tech Park 

Management Board：HHTP-MB） 
3) 操業・運営／維持・管理体制：HHTP-MB 

(7) 環境社会配慮・貧困削減・社会開発 
1) 環境社会配慮 
① カテゴリ分類：Ｂ 
② カテゴリ分類の根拠：本借款は、エンジニアリング・サービス借款であり、本事

業は環境カテゴリ上、カテゴリ C に属さないため。 
③ 環境許認可：本事業に係る環境影響評価（EIA）報告書は、ベトナム天然資源省

（Ministry of Natural Resources and Environment：MONRE）が承認済み（2010
年 1 月）。 

④ 汚染対策：本事業の工事中における大気質、騒音・振動への対策については、同

国国内の規定に基づき、環境管理計画が作成される予定である。 
⑤ 自然環境面：本事業対象地域は、国立公園等の影響を受けやすい地域、またはそ

の周辺に該当せず、希少動植物も確認されていない。 
⑥ 社会環境面：本事業は約 1,036ha の用地取得を伴い、1,288 世帯の住民移転が発

生するが、同国国内手続きに沿って用地取得／住民移転が実施される予定である。 
⑦ その他・モニタリング：本借款において、実施機関が、大気質、水質、騒音・振

動、被影響住民の生計回復状況等につきモニタリング計画を作成する予定である。 
2) 貧困削減促進：特になし。 
3) 社会開発促進：特になし。 

(8) 他ドナー等との連携：特になし。 
(9) その他特記事項：特になし。 



 
4. 事業効果 
(1) 運用・効果指標（* 民間企業が入居予定のハイテク工業地区、ソフトウェアパー

クのみ対象） 

指標名 基準値 目標値 
【事業完成 2 年後】

研究・教育機関の数 本体供与時に設定予定 本体供与時に設定予定

研修生・生徒数 同上 同上 
労働者数（うち技能労働者数） 同上 同上 
投資誘致額（百万ドル） 同上 同上 
（ハイテク製品の優先分野別）

入居企業数* 同上 同上 

入居企業の純便益（億ドン）* 同上 同上 
労働者の平均所得* 同上 同上 

 (2) 内部収益率：本事業の性格に鑑み、内部収益率は算出しない。 
5. 外部条件・リスクコントロール 
特になし。 
6. 過去の類似案件の評価結果と本事業への教訓 
過去の類似案件、スリランカ「工業団地開発事業」（1994年度L/A調印）の事後評

価から、実施機関が土地取引等に関する権限を有していない場合、入居手続きに遅延

が生じる可能性があるため留意すべきとのフィードバックを得ている。本事業の実施

機関であるHHTP-MBは、首相決定No.98/2009/QD-TTg（2009年7月29日付）によっ

て土地取引に関する全ての権限が付与され、手続きの簡素化・迅速化を進めているこ

とから、特段の懸念はない。 
7. 今後の評価計画 
(1) 今後の評価に用いる指標（* 民間企業が入居予定のハイテク工業地区、ソフトウ

ェアパークのみ対象） 
1） 研究・教育機関の数 
2） 研修生・生徒数 
3） 労働者数（うち技能労働者数） 
4） 投資誘致額（百万ドル） 
5） （ハイテク製品の優先分野別）入居企業数* 
6） 入居企業の純便益（億ドン） 
7） 労働者の平均所得* 

(2) 今後の評価のタイミング 
本体事業実施時に設定予定。 
 

以 上  


