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ベトナムにおける官民パートナーシップ 

ベトナム政府（政府）は、ベトナムの現代インフラの課題に取り組むため及び民間セクターの長期戦略的公共

インフラ開発への参画を促すビジネス環境を提供するために、待望の官民パートナーシップ（PPP）型投資形

態に係る政令第15/2015/ND-CP号（政令15）を2015年2月14日に公布した。これは2015年4月10日より施行さ

れている。 

本リーガル・アップデートは、政令15の主要規定に関する当職らの検討を中心とし、また、ベトナム法の観点

から貸主、主催者、請負人及び公共セクター企業にとっての特定の利害に関する特定のPPP／プロジェクトの

財務問題について実務的考察を提供する。 

統合された法的枠組み 

PPPのコンセプト及びその特有の請負構造の性格は、数々の重要な法規（2014年11月26日にベトナム国会によ

り制定された投資法（2014年投資法）及び政令15を含む。）に明白に認められる。 

政令15をもって（BOT方式に関する）政令第108/2009/ND-CP号（政令108）及び（試験的PPPスキームに関す

る）首相決定第71/2010/QD-TTG号（首相決定71）の両方が廃止され、政令15にはベトナムにおけるPPPの調

達に関する統合された法的枠組みが提示されている。 

その結果、プロジェクト後援者は、もう大プロジェクトを「BOT」プロジェクトとして構成すべきか「PPP」
プロジェクトとして構成すべきか（厳密な問題として、従前別個の規則が適用されていた。）検討しなくてよ

くなった。 

取引構造 

「官民パートナーシップ」とは、「インフラプロジェクトを実施、管理及び運営するため、又は公共サービス

を提供するために、授権された国家機関及び投資家・プロジェクト会社間の契約に基づいて行われる投資の形

態」をいう。 

以前は、政令108に基づくBOT方式及びBT方式が、ベトナムにおけるガス火力／石炭火力発電プロジェクト及

び有料道路投資の調達において一般的に採用されていた。 

政令15によって初めて、建設─所有─運営（BOO）、建設─移転─リース（BTL）、建設─リース─移転

（BLT）並びに運営及び管理（Q&M）といった新種のPPP執行方式が導入された。また、首相は、他の方式を

承認する裁量を有する。 

大局的な所見として、設計─建設─資金調達─運営─維持（DBFOM）及び設計─建設─資金調達─維持

（DBFM）といった他の発展途上法域で広く使用されている他の数々の取引構造は、政令15では明示的な対象

となっていない。実は、当初、DBFOMは政令15の早期草稿に盛り込まれていた。 
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支払方法 

プロジェクト後援者の報酬は、プロジェクトによって異なるものであり、また、インフラの性質次第になる。

BOT方式を採用する商業インフラは、概して、需要リスク移転による「利用者負担」構造（収入源が政府とい

うよりインフラ利用者に直接由来する構造）を伴う。 

対照的に、BTL／BLTといった新しい請負方式は、概して、利用可能性に基づくものであり、また、合意された

履行基準の遵守を怠った場合の控除を含む、長期コンセッションの期間にかけて政府から直接支払われる定期

点検の支払（すなわち、利用可能性に基づく支払方法に基づく点検手数料構造）に依拠するものである。 

対象となるインフラセクター 

首相決定71に比べて、政令15では、以下を含むPPPのコンセッションが付与される公共インフラの主要なセク

ター又は種類の拡大が試みられている。 

· 輸送 

· 道路照明、給水、廃水処理 

· 発電所及び送電線 

· 農業 

· 商業インフラ 

· 社会インフラ 

· 首相決定によるその他のセクター 

全てのPPPプロジェクトは、公共投資法に従って国家重要案件として分類され、かつ、A、B、Cのグループに

分類される。プロジェクトをA、B又はCにグループ分けする際の基準は、現在、政令第12/2009/ND-CP号（修

正を含む。）及びその実施規則によって管理されている。 

国家レベルでのPPPプロジェクトの監督のためにPPP運営委員会が設立される。計画投資省は、PPPの方針の

実施を管理するためにPPP運営委員会を取り纏めかつ支援することによって、その権限を維持するつもりのよ

うに思われる。また、政令15において、PPPに関する規制を施行するために、PPPの現地レベルの管理機関を

設立することが提唱されている。 

PPP執行の各段階 

政令15に、以下を含むベトナムにおけるPPP執行の主要な段階が計画されている。 

· プロジェクトの確認及び準備 

· プロジェクトリスト及びフィージビリティ・スタディ・レポートの承認 

· 調達（競争入札によるプロジェクト後援者の選定を含む。） 

· プロジェクト契約の交渉及び締結 

· 投資登録証明書の発行 

· プロジェクト会社の設立 

· プロジェクトの実施 

· 政府へのプロジェクト施設の移管（該当する場合） 

未開発地域のPPPにおけるリスク配分 

プロジェクト構造における「アンバランスな」リスク特性は、巨大な民間セクターによるベトナムのインフラ

への投資の妨げとなる主な要素の一つとしてずっと強調されてきており、そのせいで、プロジェクト契約の条

件について当事者らは長期のかつ費用のかかる交渉を行っている。 
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あいにく、政令15では、政府が抱えるリスク（例えば、法律／政治が変わるリスク）、プロジェクト後援者

に移転されるリスク及び当事者が共有するリスク（例えば、不可抗力）についてプロジェクト後援者のより

良い理解を得るための手助けとなるようなPPPのリスク配分の原則について、多くは論じられていない。 

（ 大化するというより）PPPにおける 適なリスク配分を律する総則は、公共セクターか民間セクターか

を問わず 小限のコストでリスクを管理できる も優れた当事者へプロジェクトのリスクを移転するよう努

めることであるべきである。また、リスク移転により、民間セクターに、適時にコスト効率及び高品質サー

ビスを提供するために負担するリスク水準に相応する優遇措置がもたらされるべきである。 

そのため、政府は、未開発地域のインフラプロジェクトのためのプロジェクトのコスト及びリスクの両方を

小限に抑えるために、リスク配分へのもっと柔軟なアプローチを取るべきであると勧告したい。 

プロジェクトにより資金調達がなされるPPPにおいては、プロジェクト会社は、概して、プロジェクト契約

に基づくプロジェクトのリスク及び義務の殆どを、建設及びサービス下請人に移転するだろう。 

PPPプロジェクトの選定 

政令15では、提案されるPPPプロジェクトは以下の適格要件を全て満たすことが求められている。 

· 承認された開発マスタープランに沿うものであること 

· 規定されたインフラセクターに該当すること 

· 民間投資家の商業資金、技術及び経営経験を引き寄せることが可能であること 

· 十分な品質の製品及びサービスを納入することが可能であること 

· 総投下資本が200億ドン（約92万米ドル）以上であること（一部の例外を除く） 

PPPにおける調達の原則 

PPPは、確実にベトナムにおける重要な公共サービスを提供するための主要な方法となっていくことから、

政令15において、金額に見合う価値、平等な扱い及び透明性を含む下請人による物品及びサービスの調達の

ためのPPPの公的管理の基本原則に関する政府の支援が確約されているという快報に留意されたい。 

投資家の選定 

政令第30/2015/ND-CP号（政令30）（2015年5月5日より有効）に、ベトナムにおけるPPPプロジェクトのプ

ロジェクト後援者の選定に適用される一連の手続が規定されている。 

その総則は、プロジェクト後援者の選定を、承認されたフィージビリティ・スタディ・レポートに基づいて

競争入札手続を通じて行わねばならないということである。契約手続の間、金融案は、その専門的提案が入

札規則の要件を遵守している場合にのみ、公開及び分析される。 

それか、以下のいずれかの限られた場合に、直接任命することができる。 

· 入札登録を行い入札資格を満たす投資家が単数である場合 

· プロジェクトを遂行できる投資家が単数である場合 

· 投資家がプロジェクトを提案し、(i)承認されたフィージビリティ・スタディ・レポート、(ii)合理的なサー

ビス価格、及び(iii)「国家主権、国境又は島々の保護」に関する要件の充足を含め、「 も高い実現可能性と

効率性をもって」プロジェクト実施要件を満たす（と首相から承認された）場合 

自発的な提案 

競争入札は、依然として、ベトナムにおいて民間セクターを巻き込んだ公共インフラプロジェクトを実行す

るための政令30に基づく総則である。 

プロジェクト後援者は、PPPプロジェクトに関して（政府からの要求又は勧誘に応じて提出されるものでは

ない）自発的な提案をすることができる。但し、かかる提案が、選定手続が承認又は公表されたPPPプロ

ジェクトの承認されたリストに該当していないことが条件である。 
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但し、自発的な提案は、調達担当当局の承認を受けた場合もなお競争入札の対象である。 

ベトナムでは、自発的な提案を促すために「ボーナス制度」が利用されており、同制度は、公開入札におい

て発案者の入札案に支払われる5％をプロジェクト発案者に対する入札手続におけるボーナスとして付与する

ものである。 

事業性採算を確保するための政府支援 

プロジェクトの経済状況によっては、政府は、民間セクターの資金調達上の制約を軽減するため及び関連プ

ロジェクトの財政を存続可能なものとするために、「国家投下資本」によりPPPプロジェクトのコストへ出

資を行うことができる。 

「国家投下資本」の使用目的は、政令15に以下のとおり明確に定められている。 

· 商業運営を伴う[及び／又は]利用者手数料の回収を伴うプロジェクトだが、収入が投資資本を回収し利益を

創出するのに不十分である場合、施設の建設を支援するために出資を行う目的 

· BTL、BLT又は他の同様の執行方式に基づいてサービスを提供するプロジェクト後援者へ支払いを行う目的 

· 補助的工事の建設を支援する目的及び補償、現場清掃・再定住を手配する目的 

「国家投下資本」には、国家予算、国債、地方政府発行債、ODA並びに外国の援助供与国からのコンセッ

ショナルローンが含まれる。 

「国家投下資本」をPPPプロジェクトの総投下資本の30％以下に制限した首相決定71（従前の試験的PPPス
キームが定められたもの）とは反対に、政令15では、政府の出資に関する法定制限が設けられていない。 

特定のPPPプロジェクトのための国家投下資本の額を決定する要素についての記載は不明瞭なものであり、

これには、プロジェクトの財務計画、国家投下資本の使用方針の決定及びプロジェクトのために国家投下資

本源を調達し精算する能力が含まれている。 

特に留意することとして、民間セクターからの自発的な提案から派生したPPPプロジェクトは、かかる「国

家投下資本」による出資を得る資格がないように見受けられる。 

低資本金額 

ベトナムにおける大規模なインフラプロジェクト（BOTベースで行われるプロジェクトを含む。）は、主

に、株式投資及び借入による資金調達の組合せによって出資を受けている。 

政令108同様に、政令15には、PPPプロジェクトは、1兆5,000億ドン（約6,800万米ドル）までの部分は総投

下資本の15％の 低資本金額を、1兆5,000億ドンを超える部分は投下資本の10％の 低資本金額を有する旨

が定められている。残りの出資は、通常、正式な協調融資団を通じた商業銀行からの上位債による資金調達

により提供され、プロジェクト資産が担保に供される。 

ベトナムにおけるリミテッド・リコースベースのIPP発電プロジェクトの資金調達は、概して、80：20から

70：30の借入比率で固定されている。 

貸主の介入権 

政令15に基づいて貸主の介入権を取得することができるが、当該介入権は、貸主の選択に応じて拠り所とな

るプロジェクト契約の存続を確保するために文書化せねばならない。 

実際問題として、貸主は、概して、政府及びプロジェクト会社と三者間契約を締結し、当該契約により、貸

主に、（プロジェクト契約に基づく不履行の発生か上位融資文書に基づく不履行の発生かを問わず）不履行

事由が一定期間継続した場合、PPPプロジェクトに介入しこれを引き取る権利が付与される。 

政令15では、プロジェクト契約に基づくプロジェクト後援者の権利の第三者（上位貸主及び他の開発予定者

を含む。）への譲渡も認められている。これに関して、借主の債権的財産を担保とする譲渡は、ベトナム法

下で認められた種類の担保権ではないことにも留意するに値する。 
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不履行及び終了時の支払金 

プロジェクト契約には、概して、一方の当事者の不履行に起因して終了時に他方当事者が利用できる契約上

の救済手段が定められる。 

これに関して、政令15に、政府の不履行によりプロジェクト契約が終了する場合にプロジェクト後援者へ支

払われる終了時の支払金／補償の計算に対する政府の「標準的な」アプローチについて具体的なガイドライ

ンが規定されていることが望ましかった。 

国際プロジェクトの資金調達協定において、採用されるべき総則は、民間当事者の不履行の場合を除くプロ

ジェクト契約の早期終了時に、政府が未払いの全ての上位債務その他の資金調達コストを弁済するのに十分

な額の終了支払金を民間当事者に支払わねばならないということである。 

政府による保証 

対応する2014年投資法の規定に概ね一致して、政令15は、明示的に「首相に対して、 

原材料の供給、製品やサービスの消費・販売及びプロジェクト後援者、プロジェクト会社又はプロジェクト

の実施に参加しているその他の企業に対する契約上の義務に関する保証並びに国有企業によるプロジェクト

後援者・プロジェクト会社への燃料や原材料の販売義務及びプロジェクト後援者・プロジェクト会社からの

製品やサービスの購入義務の履行に関する保証を提供するために政府の代理を務める国家機関を任命する」

権限が付与されている。 

実際問題、プロジェクト後援者にとって、ベトナムのプロジェクトの相手方の履行義務を対象とする政府保

証を取得するのが困難であった。 

さらに、政令15には、PPPに関する政府保証を発行するために政府の代理を務めることを授権される「国家

機関」（おそらく政府の省庁）の特定と権限についての詳細なガイダンスがない。これにより、ベトナムに

おいてリミテッド・リコース・ファイナンスが付与された発電プロジェクトに不確実性が生じるため、施行

法においてこれらの問題がもっと的確に取り扱われることが求められる。 

低収入保証 

脱線になるが、政令15の早期草稿では、PPPの 低収入保証に関する法定規定を盛り込む試みもあったが、

かかる規定は政府の反発にあい、敵対的な議論を経て 終的に政府により除外された。 

通貨リスク 

ベトナムの通貨切下げ及び通貨兌換性の低さは、プロジェクト後援者及び国際的な貸主にとって依然として

不確実性領域である。 

これに関して、政令15には、「国会の投資方針の決定権限に基づくプロジェクト、政府の投資プログラムの

対象であるインフラ建設プロジェクト及び首相の決定に基づくその他の重要なプロジェクト」に関する政府

による「外貨残高の確保」についての不明瞭な記載がある。 

主なリスクとして、プロジェクトの収入である現地通貨を外貨（概して米ドル）に兌換するプロジェクト後

援者の能力及びベトナム国外への外貨の送金があるため、この法定規定の不適切性に関する懸念が増大して

いる。 

こうした通貨リスクは、概して、政治リスク保険（PRI）、通貨スワップ及びベトナム国外の債務返済準備金

勘定を組み合わせることによって軽減される。 

首相レター1604 

BOT方式の石炭火力発電プロジェクトに関して、留意事項として、首相が2011年9月12日に首相レター第

1604/TTG-KTN号（首相レター1604）を発行したことがあり、これには、政府が、とりわけ、現地通貨（ド

ン）建てのプロジェクトの収入（諸費用控除後）の 大30％の米ドルへの兌換のみを保証する旨が記載され

ている。 
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首相レター1604は厳密には発電プロジェクトにしか適用されないが、同様の問題点が検討される他の（発電

以外の）インフラプロジェクトに対して首相レター1604が黙示していること及び政府が一貫して採用する政

策的アプローチについて議論の余地が残っている。 

国際的な貸主の観点からすれば、ベトナムのプロジェクト文書に基づいて受領するドンの兌換のための外国

為替の利用可能性が100％保証されることが必要不可欠である。 

法務省の法律意見 

2015年5月26日、政府は政令第51/2015-ND-CP号（政令51）を発行した。これは2015年7月15日に有効とな

るもので、PPPに適用される法務省（法務省）による法律意見の提供に関するものである。 

法務省の法律意見の発行の方針は、以下のとおり明示的に定められていることに触れておく。 

· 法律意見は、発行時のベトナム法に基づき、かつ、同法に従って発行される。 

· 法律意見は、意見を述べる対象であるプロジェクト文書がベトナム法に従って適式に署名、承認、批准又

は公表された後に発行される。 

· 法律意見は、意見を述べる対象であるプロジェクト文書に基づく又は発行時の適用法に基づく当事者らの

権利義務を加減又は変更するものではない。 

法務省の法律意見の対象となるプロジェクト文書 

PPPプロジェクトにおいて、法務省の法律意見は、以下のプロジェクト文書を対象とする。 

· プロジェクト契約 

· 政府保証 

· 土地賃貸借契約 

· ベトナム国家、政府又は国家機関が当事者である他のプロジェクト文書 

当該法定規定を厳密に解釈すると、国有企業は厳密には「国家機関」を構成しておらず、かかる規定によ

り、国有企業（例えば、PetroVietnamやEVN）が当事者である他の主要プロジェクト文書（ガス販売契約及

び／又は電力購入契約等）が法務省の法律意見から除外される可能性がある。 

意見の範囲 

政令51に基づき、法務省の意見の範囲には以下の事項に関する法的結論が含まれ得る。 

· ベトナムのプロジェクト会社が文書を締結又は発行する能力 

· ベトナムのプロジェクト会社が文書を締結又は発行する権限 

· 文書の交渉、締結及び発行手続に関するベトナム法の遵守 

· その他の事項（該当する場合） 

実際問題として、国際的な貸主は概して、とりわけ、関連するベトナムのプロジェクトの相手方の義務が、

ベトナム法に基づいて適法であり、有効であり、拘束力を有し、執行可能なものであるかについて、法務省

の意見を必要とする。 

経過条項 

政令15の経過条項には、インフラプロジェクトのプロジェクト後援者のための保護が規定されており、政令

15の効力発生日（すなわち、2015年4月10日）より前に政府に承認され当事者らの署名が付されたプロジェ

クト契約が保証されている。これがなかったら、プロジェクト後援者は、政令15に定められた数々の強制的

規則に引っかかることになったり、PPPプロジェクトに関して合意された取引条件の再交渉を行わねばなら

なかったりしただろう。 
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経過条項の要旨を以下に記載する。 

· 2015年4月10日より前に公表されたプロジェクトリストは、首相から別段の承認が得られた場合を除き、

再検討及び再承認されなければならない。 

· 2015年4月10日より前に承認されたフィージビリティ・スタディ・レポートは、再承認の対象ではない。 

· 2015年4月10日より前にプロジェクト後援者が選定されたプロジェクトは、再選定の対象ではない。 

· 2015年4月10日より前に署名が付されたプロジェクト契約は、再交渉の対象ではない。 

· 2015年4月10日より前に投資証明書が付与された又はプロジェクト契約に署名が付されたプロジェクトは、

引き続き投資証明書／プロジェクト契約の条件に従って運営するものとする。 

結論 

政令15は、ベトナムのインフラ開発が直面する数々の投資回収問題（例えば、事業性採算を確保するための

政府支援、関税、土地取得、貸主の土地の担保）が適切に対処されていないため、ビジネス界が当初期待し

ていたような、従前のBOT又は試験的PPP体制に望ましい根本的な変化をもたらさなかった、というのが当

職らの大局的所見である。それに、国際的な貸主及びプロジェクト後援者にとって、外貨兌換に関する政府

保証は、依然としてとても扱い難いものである。 

政府がベトナムにおける主要インフラプロジェクトのために多様なPPP執行方式を新たに強調していること

が奨励である一方で、特に投資回収性のあるインフラプロジェクトの強力かつ透明なパイプラインがない状

況で、各PPP方式がどのように成立するのかについて政令15に基づく法的及び商業的確実性が欠けているこ

とを考えると、新しい方式を採用するプロジェクトがどれだけ出てくるかというのは蓋を開けてみないとわ

からない。 


