
事業事前評価表 
   

国際協力機構 産業開発・公共政策部 行財政・金融チーム 

１．案件名                
国 名：ベトナム国    
案件名：和名 VNACCS による税関行政近代化プロジェクト   

英名 Project for strengthening the effectiveness of Viet Nam Automated Cargo Clearance 
System (VNACCS) 

２．事業の背景と必要性                  
（1）当該国における税関セクターの開発実績（現状）と課題  
  ベトナムは、1986年のドイモイ（刷新）政策導入以降、継続的に経済成長を達成しており、

2007 年～2014年の平均成長率は 5.84%と、東南アジア地域の中でも比較的高い成長を達成し

ている。この背景には 2007年 1月の WTO加盟以降、急速に伸びた外国直接投資があげられる

が、これに比例し、輸出入申告件数も 2002 年の 116 万件から 2010年には 416 万件へと急増

した。そのため、税関職員の業務負担も増大していることから、ITを活用した輸出入・通関

手続きの効率化がベトナム税関総局（General Department of Vietnam Customs, 以下「GDVC」）

にとって喫緊の課題であった。また、2015 年末に ASEAN 経済共同体が発足する予定であり、

域内貿易の自由化による経済成長と共に、輸出入・通関手続きの更なる効率化が求められて

いる。 

  このような状況の下、GDVCは、ナショナル・シングルウィンドウ実用化や通関手続きの簡

素化・国際的調和化といった税関行政の近代化を強力に推進しており、「税関近代化 5カ年計

画 1」に基づき、必要な法・体制整備や人材育成等を行ってきた。その一環で、GDVC は、わ

が国財務省関税局をはじめとする関係機関が使用している輸出入・港湾関連情報処理システ

ム（以下「NACCS」）および周辺システムの技術的優位性に鑑み、NACCS および周辺システム

技術を活用したベトナムの通関 ITシステム（Viet Nam Automated Cargo Clearance System, 以

下「VNACCS」）構築について無償資金協力「税関近代化のための通関電子化及びナショナル・

シングルウィンドウ導入計画」を 2011年 9月に我が国政府に対し要請し、2012 年 3月に E/N

署名交換（26.61億円）を行った。その後、2014 年３月に完工、2014年 6月に全国導入が完

了している。 

  VNACCS導入に当たっては税関分野における既存の法規制や業務プロセスを見直すとともに、

新システムについて関係者への周知・説明等、同システム導入に向けた周到な検討・準備が

必要となるため、ベトナム政府は当該課題に対応するための体制作りや人材育成にかかる技

術協力「通関電子化促進プロジェクト」を我が国政府に対し要請し、2012年から 3年間の協

力が実施されている。2014年の VNACCS稼働から 1年が経過し、99%の輸出入申告が本システ

ムを通じて行われており、これまでの技術協力の成果が確認されている。他方ベトナム政府

は、本システムのさらなる有効活用及び維持管理能力の向上に加え、本システムを活用した

税関業務の近代化の関する協力を求めており、引き続き日本政府に対し協力を要請し、本協

1 2011 年６月１１日付財務省決定 No.1514/QD-BTC (on Promulgating “Plan of Reform, Development and Modernization 
of Customs Sector during the period o f 2011-2015”) 

 1 

                                            



力を実施することとした。 

 
（2）当該国における税関セクターの開発政策と本事業の位置づけ 
ベトナム政府は政府決議「ビジネス環境と国家競争力を向上させるための主な役割と解決

策 2」の中で、行政手続きの改善や簡素化を推進して行政機関の透明性と説明責任を強化し、

これによってビジネス環境の改善と国家の競争力を高めることを打ち出している。行政手続

きには税関業務も含まれており、通関手続きの短縮が目標として掲げられている。さらに、

ベトナム政府は「2020 年までの税関近代化戦略 3」および「税関改革・開発・近代化計画

2011-2015」を策定し、税関業務の改革・近代化を推進している。同計画では、特に税関手続

きを電子化することによって手続きの簡素化・迅速化を図り、通関処理の平均時間を短縮す

ること、リスク管理を体系的に実施すること、税関査察と監査について近代化された技術機

材を活用することなどを掲げている。本プロジェクトでは、無償資金協力「税関近代化のた

めの通関電子化及びナショナル・シングルウィンドウ導入計画」及び技術協力「通関電子化

促進プロジェクト」で導入された VNACCSを安定的に稼働するようモニタリングすると同時に、

同システムをさらに有効活用し関税業務の質を向上させることを目的としている。これに

よって、ベトナム政府が掲げている税関管理の簡素化・迅速化がさらに高まると同時に、リ

スク管理や税関監査の能力向上によって税関業務がより国際慣行レベルに合致し、ビジネス

環境の改善に貢献することが期待される。 

 
（3）税関セクターに対する我が国及び JICA の援助方針と実績 

本事業は、わが国の対ベトナム国別援助方針（2012 年 12 月）の重点分野「成長と競争力

強化」で設定されている開発課題の「市場経済システムの強化」に位置づけられ、「市場経済

制度・財政・金融改革プログラム」に該当するプロジェクトである。対ベトナム事業展開計

画 4では、WTO への加盟や日越経済連携協定（EPA）交渉を受けた一層の経済統合・貿易円滑

化の推進等に必要となる投資事業環境の整備を支援するとしている。また日本政府は、アジ

アにおける貿易円滑化のための共通目標として「アジア・カーゴ・ハイウェイ」構想を提案

し、シームレスな物流を実現するために協力しており、2020年の達成目標に向けて、認定通

関業者（AEO）の制度構築と各国間での相互認証、ナショナル・シングルウィンドウの構築と

システムの相互運用、税関近代化のための制度改革に取り組んでおり、本事業も同構想にお

ける支援のひとつとして位置づけられる。 

これまで JICA では「税関行政近代化のための指導員養成プロジェクト(2004-2007)」、「メ

コン地域における税関リスクマネジメント・プロジェクト(2007-2010)」、「税関行政官能力向

上のための研修制度強化プロジェクト(2009-2012)」を通じて、通関手続きの適正化・迅速化

のための人材育成を行っている。さらに、上述のとおり VNACCSの導入に関する無償資金協力、

技術協力プロジェクトを通じて税関業務の効率化、近代化を支援しており、ベトナムの税関

2 2014 年 3 月 18 日付政府決議 No.19/NQ-CP (Key Duties and Solutions to Improve Business Environment and National 
Competitiveness) 
3 2011 年 3 月 25 日付首相決定 No.448/QD-TTg （the Strategy for Customs Development through 2020） 
4 外務省 2014年 12月作成。 

 2 

                                            



分野に対して一貫した支援を実施している。 

 
（4）他の援助機関の対応    
  税関セクターに対する他援助機関の支援実績は次のとおりである。尚本協力では、USAID・

ベトナム商工会議所（Vietnam Chamber of Commerce and Industry, 以下 VCCI）が共同実施する

通関所要時間調査等の結果を活用する予定である。 

・ USAID「Support for Trade Acceleration PLUS: Star PLUS」（2010-2013） 
国際貿易と外国投資を増加させることを通じて広範囲にわたる経済成長を維持するこ

とを目的として実施されており、「効果的な貿易協定交渉とその実施」を推進するため

にリスク管理、関税法の改正、税関と企業とのパートナーシップに関する技術協力を

実施している。VCCIと共同で企業満足度調査を実施し、通関業務の透明性や通関所要

時間、規制に関する意見徴収等も行っている。 

・ USAID「Governance for Inclusive Growth Program」（2013-2018） 
複数のベトナム政府機関をカウンターパートとしてガバナンスの向上を目的とした技

術支援プロジェクトであり、GDVCに関しては、Vietnam Trade Facilitation Alliance

設立、官民連携強化、民間企業への新規定に関する周知活動、貿易・投資分野の職員

の能力強化、HSコード分類の一貫性向上等を実施している。 

・ 世界銀行「Trade Facilitation Support Program (TFSP)」(2016-2018) 

国家貿易円滑化委員会の設立や、税関以外のベトナム政府機関における自由貿易協定

への対応能力強化に向けた支援、及び WTOの貿易円滑化協定に準じた Trade Portal の

開発などを計画している。 

・ 世界税関機構（WCO)「Customs Capacity Building for WCO Members 2012-2015」
（2012-2015） 
NORAD（Norwegian Agency for Development Cooperation, ノルウェー開発協力局）の資金

援助を得て WCO がメンバー7 カ国に対して税関業務に関する技術指導を行っている。

ベトナムでは、官民の関係強化、交渉紛争管理、リスク管理、コンプライアンス管理

のトピックスがカバーされている。 

 

３．事業概要                        
（1）事業目的（協力プログラムにおける位置づけを含む） 
本事業は、ベトナムにおいて、VNACCSの利活用強化及び事後調査・リスク管理分野の効率

化・能力強化を行う事により、VNACCSの更なる有効活用によって税関業務の改善を図り、もっ

て貿易の円滑化の促進に寄与するものである。 

（2）プロジェクトサイト/対象地域名：ベトナム全国 
（3）本事業の受益者（ターゲットグループ）： 
   直接受益者：税関総局（GDVC）職員（約 10,570人） 

   間接受益者：ベトナム国民及びベトナム税関利用者 

（4）事業スケジュール（協力期間）：2015年 8月〜2018年 6月を予定（計 2年 11ヵ月） 

（5）総事業費（日本側）：約 2.4億円（予定） 
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（6）相手国側実施機関：ベトナム財政省 税関総局（GDVC） 
（7）投入（インプット） 

1）日本側： 
専門家派遣：長期専門家：チーフアドバイザー、税関行政/事後調査、システム運営

管理/業務調整 

短期専門家：IT支援ミッション（専門家チーム）、事後調査、リスク管理 

本邦研修 

現地活動経費 

 
  2）ベトナム国側 

カウンターパートの配置、JICA 専門家の執務スペース、研修や月例会議等にかかるカウ

ンターパートの旅費などの費用、電気・水道等の運営費など 

 
（8）環境社会配慮・貧困削減・社会開発    

1）環境に対する影響/用地取得・住民移転    
① カテゴリ分類（A,B,Cを記載）：C 

② カテゴリ分類の根拠 

本件は、VNACCSを更に利活用することを通じた税関業務の近代化を図るプロジェク

トであるため、環境社会配慮上の影響は生じない。 

 ③ 環境許認可：特になし 

 ④ 汚染対策：特になし 

  ⑤ 自然環境面：特になし 

  ⑥ 社会環境面：特になし 

  ⑦ その他・モニタリング：特になし 

2）ジェンダー平等推進・平和構築・貧困削減 
特になし 

3）その他   
 特になし 

（9）関連する援助活動    
1）我が国の援助活動 
・ 技術協力プロジェクト「税関行政近代化のための指導員養成プロジェクト」(2004-07

年） 

・ 技術協力プロジェクト「メコン地域における税関リスクマネジメント・プロジェクト」

（2007-10年） 

・ 技術協力プロジェクト「税関行政官能力向上のための研修制度強化プロジェクト」

（2009-12年） 

・ 無償資金協力「税関近代化のための通関電子化及びナショナル・シングルウィンドウ

導入計画」（2012-14年） 

・ 技術協力プロジェクト「通関電子化促進プロジェクト」（2012-15年) 
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2）他ドナー等の援助活動    

  上記 2．（4）の記載のとおりである。本事業の活動レベルで行う具体的な活動の連携

は特になく、適宜情報共有や意見交換を行っている。 

 

４．協力の枠組み             
（1）協力概要 

1）上位目標と指標 
税関手続きの更なる近代化により、貿易円滑化が促進される。 

＜指標＞ 

1. 貿易手続きの効率化指標 

2. 税関手続きの近代化と貿易円滑化に関する企業の評価 

 

2）プロジェクト目標と指標 
VNACCS の有効活用によって税関業務が改善される。 

＜指標＞ 

1. 通関所要時間が短縮される 

2. 通関手続きに関する利用者の満足度が向上する 

 

3）成果 
成果 1. VNACCSの利活用をより強化するための今後の方向性が特定される。 

成果 2：事後調査の実施が効率化・強化される。 

成果 3：リスク管理（Risk Management）に関する税関職員の能力が向上する。 

 
５．前提条件・外部条件               
（1）前提条件    

 プロジェクトを円滑に実施するためのカウンターパートが適切に配置される。 

 

（2）外部条件（リスクコントロール）    
 GDVC が、VNACCS の維持管理に必要となる十分な職員数と予算を確保する。 

 VNACCS が持続的に活用されるために、GDVC は継続的に税関職員を育成する。 

 プロジェクトで強化された専門性が GDVC によって継続的に強化される。 

 
６．評価結果                
本事業は、ベトナム国の開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致しており、

また計画の適切性が認められることから、実施の意義は高い。  

     
７．過去の類似案件の教訓と本事業への活用         
（1）類似案件の評価結果： 
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「税関近代化のための指導員養成プロジェクト（2004 年 8 月～2007 年 8 月）」では、同一

の短期専門家をシャトル形式で累次派遣し、日本人専門家とカウンターパート機関専門家が

合同で参加・協議する「ワーキング・グループ」が行われた。グループを通じた良好な人間

関係は、ベトナム側メンバーの能力習得状況を適時モニタリングすることが可能となり、継

続的な技術支援が可能となった。しかし事後評価では、GDVC内の職員研修の実施体制に課題

がある点が教訓として指摘されている。また、「通関電子化促進プロジェクト」でも同様の実

施体制で協力を実施し、常にプロジェクトの活動の情報や課題を共有し、JICA 側より一貫性

のある技術移転が行われ、プロジェクトの円滑な実施につながっている。 

 
（2）本事業への教訓    
 本事業では、VNACCS導入後、ベトナム側が自ら運用・維持管理できる能力・体制を整備し

ていく必要があるため、不断の改善に向けたきめ細やかな支援が必要になる。上記教訓を活

かして、本事業でも極力同一の専門家が関与できる派遣体制を組む。またシステムの運用・

維持管理分野のみならず、事後調査・リスク管理分野についても同様の体制が取れるように

する。更に、本事業の活動では、開発された事後調査・リスク管理分野の研修コースが GDVC

の正規の研修として認識され、プロジェクト終了後も改良・維持される点で GDVC 側と合意し

ている。GDVCとの緊密な連携を行い、同分野における職員研修の、効果的な実施体制を整備

する。 

 

８．今後の評価計画              
（1）今後の評価に用いる主な指標      

４．（１）のとおり。   

（2）今後の評価計画    
事業開始 3か月以内 ベースライン調査   

事業終了 3年後  事後評価 

 

以上 
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