
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：ノイバイ国際空港第二旅客ターミナルビル建設事業（I） 
L/A 調印日：2010 年 3 月 18 日 
承諾金額：12,607 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) 当該国における航空セクターの開発実績（現状）と課題 

1986 年のドイモイ（刷新）政策導入以降の市場経済化に伴い、輸出・外国投資の

伸びを原動力とした経済成長が軌道に乗って、国内運輸システム全体に占める割合は

まだ相対的に小さいものの、航空輸送は堅調に増加していて、2008 年の旅客数は 10.2
百万人（1999 年から 2008 年までの年平均増加率 18％）、貨物量は 130 千トン（同

17％）に達している。 
ベトナムには 21 の民間用空港があるが、首都ハノイ中心部の北に位置し同市及び

ベトナム北部地域のゲートウェイとなっているノイバイ国際空港、中部のダナン国際

空港及びホーチミン市のタンソンニャット国際空港の 3 空港でベトナム全土の航空

旅客数の約 89％、航空貨物量の約 99％を占め（2007 年）、さらにこの 3 空港の航空

旅客輸送量は急増（2004 年から 2008 年までの年平均増加率 20％）していて、対応

する旅客取扱施設等の整備が大きな課題となっている。今後の更なる需要増加への対

応と利便性・安全性確保のためには、各空港における施設の拡充を適切なタイミング

で実施する必要がある。 
(2) 当該国における航空セクターの開発政策と本事業の位置づけ 

ベトナム政府は「第 8 次社会経済開発 5 ヵ年計画（2006-2010）」にて、2010 年ま

での低所得国からの脱却を目標に、「経済」「社会」「環境」を柱とし、高成長、生活

改善、工業化・近代化のための基盤形成と「知識ベース経済」の発展、政治・秩序・

治安の安定、国際社会における地位向上を目指すとしており、運輸セクターの整備戦

略の一つとして、近代的な航空輸送への投資の必要性を明示している。また、｢航空

セクターマスタープラン（2020-2030）｣において、ノイバイ国際空港の整備の必要性

が強調されている。 
(3) 航空セクター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 月策定）の中で、「経済成長促進・国

際競争力強化」は援助方針の主要 4 本柱の一つであり、その中でも空港を含む都市開

発・運輸交通・通信ネットワーク整備は重要課題として位置づけられている。また、

同計画を受け、JICA は、「経済成長促進・国際競争力強化」の一環として都市開発・

運輸交通・通信ネットワーク整備に取り組むこととしている。運輸交通・都市開発へ

の支援は「幹線交通網整備プログラム」の中に位置づけられており、本事業はその一



環として実施される。 
（主な実績） 
有償資金協力「タンソンニャット国際空港ターミナル建設事業」（2001 年度承諾） 
集団研修｢航空保安セミナー｣（ベトナムは 95、97 及び 2001 年に参加） 
開発計画調査型技術協力｢持続可能な総合運輸交通開発戦略策定調査（VITRANSS-2）｣（2007-2009
年）（同調査内で航空セクターに係るサブセクターレポートを纏めている） 
開発計画調査型技術協力｢東部メコン地域（ベトナム、ラオス、カンボジア）次世代航空保安システ
ム開発整備計画調査｣（2009-2010 年） 

(4) 他の援助機関の対応 
ベトナムの航空セクターに関し他の援助機関による支援は行なわれていない。 

(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：本事業はベトナムの首都ハノイのノイバイ国際空港において、国際

旅客用の第二旅客ターミナルビル等を新設することにより、急増する航空旅客需要へ

の適切な対応とともに、利便性、安全性の向上を図り、もってベトナムの経済成長促

進・国際競争力強化に寄与するもの。 
(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ソクソン地区

（ハノイ市中心部北 22km） 
(3) 事業概要： 2020 年の航空旅客需要（年間約 1 千万人）に対応する国際旅客ター

ミナルビルの建設及び付帯施設一式の整備。 
1）工事、調達機器等（新ターミナル用地、国際旅客ターミナル、土木工事（高架

橋、道路・駐車場等）、空港設備（手荷物処理システム、旅客搭乗橋、セキュ

リティシステム等）、下水処理システム、航空機燃料供給施設） 
2）コンサルティング・サービス（施工監理、関連事業との調整補助、環境対策等） 

(4) 総事業費：83,309 百万円（うち、今次借款対象額：12,607 百万円） 
(5) 事業実施スケジュール：2010 年 3 月～2016 年 1 月を予定（計 71 ヶ月）。施設供

用開始時（2014 年 2 月）をもって事業完成とする。 
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：北部空港公団（Northern Airports Corporation） 
3) 操業・運営／維持・管理体制：ノイバイターミナル運営会社（Noibai Terminal 
Operation Company）。航空機燃料供給施設の運営・維持管理は、実施機関の 100％
子会社として設立される航空機燃料供給施設運営・維持管理会社または実施機関が

50％以上を出資する合同出資会社が実施予定。 
(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：本事業は、「環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイ



ドライン」（2002 年 4 月制定）に掲げる空港セクターのうち大規模なものに該当

せず、環境への望ましくない影響は重大でないと判断され、かつ、同ガイドライ

ンに掲げる影響を及ぼしやすい特性及び影響を受けやすい地域に該当しないた

め、カテゴリ B に該当する。 
③ 環境許認可：本事業に係る環境影響評価（EIA）報告書は 2006 年 6 月に天然資

源環境省（MONRE）により承認済み。なお、その後需要予測・事業計画の見直

しに伴い更新された EIA 報告書についても、2009 年 8 月に MONRE により承認

済み。 
④ 汚染対策：工事中の大気質、騒音等については、工事用機材の汚染物質排出量チ

ェック、散水、防音壁設置等の対策をとることで、ベトナム国内の環境基準を満

たす見込である。 
⑤ 自然環境面：事業対象地域は都市近郊であり、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、自然環境への望ましくない影響は最小限であると

想定される。 
⑥ 社会環境面：本事業は約 101ha の用地取得及び 856 の墓石の移転を伴う。なお、

建設予定地に居住者は無く、住民移転は生じない。用地取得は現在同国国内手続

きに沿って手続きが進められており、ターミナルビルの建設に必要な第一フェー

ズは 2010 年 3 月までに、航空機燃料供給施設の建設に必要な第二フェーズは

2010 年 12 月までに完了予定である。 
⑦ その他・モニタリング：実施機関が大気質、騒音、振動、水質等についてモニタ

リングする。 
2) 貧困削減促進：特になし。 
3) 社会開発促進 
①HIV/AIDS 対策：労働者の健康管理の一環として、HIV/AIDS 予防プログラム実

施が入札書類にてコントラクターに義務付けられる予定。 
②障害者配慮等：設計段階において、国内法令や国際基準等に基づき、バリアフ

リー及びユニバーサルデザインの採用等高齢者・障害者配慮を検討予定である。 
(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 

指標名 
基準値 

（2008 年実績値）

目標値（2016 年） 
【事業完成 2 年後】 

年間国際線旅客数（千人） 3,040 7,700
年間国際旅客便発着回数（回） 25,449 58,000

(2) 内部収益率：以下の前提に基づき、本事業の経済的内部収益率（EIRR）は 18.5％、

財務的内部収益率（FIRR）は 0.9％となる。 
【EIRR】 



費用：事業費（税金を除く）、運営・維持管理費 
便益：観光産業への寄与、着陸料、旅客搭乗橋利用料、駐機料、空港利用料、テナン

ト料等 
プロジェクトライフ：38 年 
【FIRR】 
費用：事業費、運営・維持管理費 
便益：着陸料、旅客搭乗橋利用料、駐機料、空港利用料、テナント料、駐車料金等 
プロジェクトライフ：38 年 

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 
（１）事業規模及び運営維持管理体制 
ケニア「モンバサ空港整備事業」、中国「ウルムチ空港拡張事業」等、過去の類似

案件から、需要予測に影響する要因（地域開発計画の現実性、近隣空港との競合等）

を慎重に分析した上で、事業実施の時期、事業規模を判断すべきこと、及び適正な運

営・維持管理体制の確立、費用の確保が重要であるという教訓を得た。本事業規模や

運営維持管理体制については、F/S 及び作成中の D/D を通じて、慎重な検討を経て策

定されているものであり、かかる懸念は小さいと考えられるが、万一計画に変更を要

する場合は、事業実施段階で雇用される施工監理コンサルタントの知見も得ながら、

適切に対応する予定である。 
（２）事業実施スケジュール 
「タンソンニャット国際空港ターミナル建設事業」では、ターミナルビルのうち工

事が完了した部分から慣熟期間を経て供用を開始し、その後に全面供用している。本

事業においても、実施機関側には部分供用による早期供用開始を目指したいとの意向

があるところ、今後、実施機関、テナント業者、コントラクター及び施工監理コンサ

ルタント間で実施スケジュールを十分に検討の上、調整する必要がある。 

7. 今後の評価計画 
(1) 今後の評価に用いる指標 

1） 年間国際線旅客数（千人） 
2） 年間国際旅客便発着回数（回） 
3） 経済的内部収益率（EIRR）（%） 
4） 財務的内部収益率（FIRR）（%） 

(2) 今後の評価のタイミング：事業完成２年後 
以 上  


