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は じ め に

　ベトナム国会は2016年11月22日，議員の92.7％の賛
成をもって原子力発電案件への投資方針の実施を停止
する決議を可決し，これにより同国南東部ニントゥア
ン省で建設が予定されていたロシアからの原発２基，
日本からの原発２基の建設が白紙撤回されることが確
定した。ベトナムの原発導入計画は，2009年11月にベ
トナム国会が，ニントゥアン省の２地区に100万kW
級の原子力発電所を各２基（計４基400万kW）建設
する計画を承認したことに端を発している。ベトナム
政府は当時，2030年までにさらに10基の原発を建設す
る方針を公表し，合計14基の原発導入の計画が立案さ
れていた。今回の国会決定は，これら原発建設計画の
すべてが撤回されたことを意味している。2011年３月
の東京電力福島第一原発事故が示すように，原発は安
全でも安価な発電でもなく，いったん過酷事故が起こ
れば経済的・人的被害が計り知れなく増大することが
明らかになった。
　「（公社）日本経済研究センター（JCER）」は2017年

３月のレポートで福島原発事故処理費用が，2016年12

月の経済産業省の試算22兆円をはるかに超え，70兆円
に上る恐れがあると明らかにした１。そのようななか
でのベトナムの判断は賢明なものと言えるだろう。
　同時に，経済成長や個人の生活レベルの向上に伴う
電力需要増加にいかに対応していくのかが，今後，ベ
トナムに問われることになる。原発に依存することな
く，電力需要の増大に対応し，かつ，2016年12月の
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図１：ニントゥアン第２サイト建設予想図
　　　VIETJOニュース2015年12月１日
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「COP21パリ合意」が示す地球温暖化対策に対応する
打開策の一つとして，ベトナムには再生可能エネル
ギー発電の導入加速化が求められている。
　本論では，原発から再生可能エネルギー発電への転
換による持続可能な社会の実現に向けた日越協力につ
いて検討するうえで，以下の５点について論じる。
１．2009年当時，ベトナムがなぜ14基もの原発導入計

画を策定したのか
２．2016年11月の原発導入撤回決議は，なぜなされた

のか
３．2016年に改定された「第７次国家電力マスター・

プラン（改訂版）」の内容はどのようなものか

４．日本とベトナムの再生可能エネルギー発電技術の
利用を通じた国際協力の課題と可能性
５．適正な固定買取価格の導入：エネルギーの「ドイ

モイ（刷新： ）」

１．2009年当時，ベトナムがなぜ14基もの
　原発導入計画を策定したのか

　ニントゥアン省の２地区に100万kW級の原子力発
電所を各２基（計４基400万kW）建設する計画は，
2009年11月25日にベトナム国会が議決・承認した国会
決議第41/2009/QH12に端を発している。
　全５条からなるこの国会決議は800語程度の極めて
簡潔なものである。内容を概説したうえで，同決議か
ら浮かび上がる点を指摘する２。
　第１条では，各２基の原発の立地場所をニントゥア
ン省内の地域と定めている。
　第２条は，ニントゥアン第１サイト，第２サイト計
４基の総発電量が400万kWであること，原子炉の炉
型は，最新世代炉であり，実証済みのものであること，
総投資額を200兆ドン（約１兆円）とするとある。
　第３条は，政府の投資判断と基本的タスク，プロジェ
クトについて「最大限の安全性の下で設計を行い，建
設予定地域の地殻断層，気候変動，海面水位上昇の影
響を評価する」とされている。また，請負業者に関し
ては「設計，製造，建設，運転に長い経験を持ってい
る」とされ，人材育成計画についても実行するとある。
　第４条は，影響を受ける地域の住民の生活の安定，
賠償支払い，移転に伴う補償，経済対策のために銀行
からの資金提供を含めた施策の検討を政府が行うよう
求めている。
　第５条は，計画の時々の段階での政府による国会報
告を義務づけている。
　以上が，国会決議第41/2009/QH12の概要である。
この決議から以下の三点を指摘したい。第一に，決議
は，ベトナムにおいてはじめての原発導入を認める内
容であったにもかかわらず，極めて簡潔な内容となっ
ている点である。とくに，導入する原子炉の炉型や安
全性の確立方法，請負業者の選定基準，基本タスクと
プロジェクトのいずれの点でも，前述の通り，項目の
羅列の域を出ず，詳細な言及がなされていない。この
ことと関わるが，第二に，この決議は，ニントゥアン
原発４基の総出力を400万kWであるとし，総投資額
を200兆ドン（約１兆円）とした，事実上，枠組みの
みの承認を国会に求めたものであったといえる。第三

地図１
http://www.jcp.or.jp/
akahata/aik13/2014-01-
18/2014011807_01_1.jpg

写真１：ニントゥアン第２サイト近くの漁民
　　　　『週刊金曜日』2013年11月11日
　　　　満田夏花撮影
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に，決議第４条で，影響を受ける住民への賠償，対応
施策について銀行融資も含め検討することを政府に求
めているにもかかわらず，なぜニントゥアン省を建設
予定地としたのかという理由の説明，また，建設予定
地の住民への移住に関する説明がともに十分なされな
いなかで，当該地域の住民が移住を強いられたとの指
摘がある。ユニセフ（国連児童基金）親善大使のケイ
ティ・ペリーは2016年６月にベトナムを訪問し，ニン
トゥアン省の貧困地域を訪問しているが３，2009年時
点のニントゥアン省の貧困率（１日の生活費が1.1ド
ル未満の比率）は，「世界銀行」調査で約80％と中部
以南の地域では最も高い状況にあった４。この地域へ
の原発導入はベトナム政府による「貧困解消対策」で
あると考えることもできるが，それであれば，決議の
趣旨に照らした貧困解消対策としての実効性，現地住
民への補償の妥当性や建設・移住への合意形成の在り
方が問われる必要がある５。
　なお，ベトナム国会は，決議第41/2009/QH12を承
認したものの，福島原発事故が起こる前であったにも
かかわらず，採決では39名の国会議員が反対し，18名
の議員が棄権をした（合わせて全国会議員500名の約
１割）。このことは，当時，原発導入を懸念する意見
がベトナム国内に既に存在していたことを示している。
　他方，この時期，日本側では輸出に向けた準備が進
められる。NPOメコン・ウォッチによると，国会決
議から一年後の2010年10月31日，「グエン・タン・ズ
ン首相と菅直人首相（いずれも当時）がハノイ市で会
談し，ベトナム中部のニントゥアン省ビンハイ地区で
計画されている原子力発電所２基の建設について，日
本を戦略パートナーとすることを発表した。続いて，

『㈱日本原子力発電』（以下，日本原子力発電）は2011

年２月にベトナム電力公社（EVN）との間で原子力
発電導入に関する協力協定を結び，2011年度中に事業
化調査の請負契約を締結し，その後１年から１年半程
度かけて調査を行い，建設候補地の地盤調査，環境影
響調査の結果のほか，必要な発電容量の試算，原子炉
のタイプの選択肢なども提示するとされた（同社プレ
スリリース『ベトナム電力公社との原子力発電導入に
関する協力協定の締結について』2011年２月16日）。
なお，この協定には2010年10月に設立された官民協力
組織『国際原子力開発株式会社（JINED）』が参加し
ており，報道によれば，建設・運転・保守に関する詳
細な検討を進める上で，中核的役割を担うことになっ
て」いたという６。
　では，2009年当時，ベトナムはなぜ14基もの原発導

入計画を策定したのであろうか。
　その理由として，１）2000年から2005年にかけてベ
トナムの電力需要の伸び率が年率約13％となり，ベト
ナム政府が2007年に策定した「第６次国家電力開発マ
スター・プラン」では，需要の更なる加速度的増加（年
率約17％）が見込まれており，電力供給が逼迫すると
見られていたこと。また，総発電量の３割以上を占め
る水力発電は建設可能な水域が少なくなり，火力発電
は資源価格の高騰や二酸化炭素排出の問題を考慮する
と増設は困難となっているとされた７。２）当時，日
本は韓国，ロシアとの原発受注競争激化のなかで，民
主党鳩山由紀夫首相が「国を挙げてのトップセールス
が十分でなかった」とし，菅内閣時の2010年６月に閣
議決定された「新成長戦略」に基づき，官民一体の原
発輸出を繰り広げたことで日本からの輸出が決定した
ことがあげられる８。
　JICAは2007年８月当時，ベトナムの状況を次のよ
うに分析している。
　「ベトナムは，電力の安定供給を最重要課題のひと
つと位置づけ，これまで５年ごとに電力開発基本計画
を策定し，計画的な電力設備の開発を目指してきた。
しかし，経済の堅調な成長を背景に，過去10年間の電
力消費量，最大電力は想定していた電力供給量を上回
る高い伸び率となっており，電力不足による計画停電
まで行われていた。ベトナム国家電力調整センターに
よると，暑さの厳しい日には，１日の電力消費量が過
去最大の２億1,700万kWhに達する日もあると予想さ
れ，送電停止に陥る可能性もある。（中略）ベトナム
政府は今回承認された電力開発計画をもとに，電力供
給量の年間17～20％増加，また急激な需要増に備えて
最大22％増まで対応できるよう電源開発を行っていく
ことになる９」。
　このことからも明らかなように，ベトナムが東南ア
ジアで初めて原発を導入し当初計画で14基もの建設計
画が策定された最大の理由は，電力需要の急激な増加
が見込まれていたことにあった。しかし，このことは
逆に，電力需要増加が過大な見積もりであったとの再
検討を招き，そのことが原発導入計画の見直し・中止
にいたる原因ともなったのである。

２．2016年11月の原発導入撤回決議は，　
　なぜなされたのか 10

　2011年３月，東京電力福島第一原発事故が起こり，
ベトナム国内でも原発導入を懸念する市民や有識者，
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一部政治家らの動きが生じてはいたが，2009年の国会
決議が存在するために取り組みを表面化させることは
極めて困難であった。そのようななかでも，2016年11

月国会決議で，ベトナムが原発導入の撤回を決めた背
景には，１）ベトナム国内有識者の原発導入に対する
慎重姿勢の表明，２）原発導入がベトナム経済に与え
る負荷・原発事故が生じた際の被害の甚大さをベトナ
ム側に伝える国際機関・日本からの情報発信，３）海
外からの借款負担が限界に達し，原発導入費用を確保
できない財政事情がベトナム国内で生じていたこと，
の三点があげられる。
１）ベトナム国内有識者の原発導入に対する慎重姿勢
の表明
　代表的なものは，ベトナム・ダラトの「原子力研
究所」で所長をつとめた原子力研究の第一人者であ
るファム・ズイ・ヒエン教授の指摘である。ヒエン
教授は，当時の菅直人首相に公開書簡を送り，次の
ように指摘した。「核のエネルギーを制御すること
はこれまでも，これからもいかなる時も容易なこと
ではありません。もし，日本の原子力発電体系のす
べてが，エネルギー産業がつくりあげた『安全神話』
の交響曲のなかに沈んでいなければ，福島の事故は
これほど悲惨なことにならなかったでしょう。（中
略）もし，日本国が再生エネルギーを促進すると約
束するなら，それは世界全体にとって喜ばしい転換
点となるでしょう」。
　ヒエン教授は，2012年ベトナム誌のインタビュー
で次のように論じ，2009年の原発導入国会決議の根
拠ともなった電力需要の急増についても，過大評価
であるとの認識を示した。
　「2009年11月に工商省が国会に提出した報告では，
2020年には我々は4,200億kＷhの電力を必要とする
が，石炭，ガス，水力など古典的な電源を開発しつ
くしたのちに，きわめて大きな電力量であり，今日
の電力生産体制が供給可能な量に匹敵する1,150億
kＷhの電力が不足するとしています。この予測は
次の２つの基本的な推論に基づいています。2008～
2020年の段階のGDPは年平均8.5％成長する。そし
て，電力需要は多年にわたり連続的にGDPの２倍
の速度で，年平均約15％増大する。現実はこの２つ
の推論とも主観的であり，そこから電力需要予測が
非常に高くなり，2020年の期限に近づくほど予測が
現実から遠ざかることを示しています。この４年間
にGDPは年平均６％しか伸びませんでした。今年
はさらに低くなる可能性がありますし，今後，2020

年まで年平均７％以上の伸びがあるとはきわめて信
じがたいことです。経済は再構築されつつあり，こ
れまでのような資本，エネルギー，天然資源の最大
限活用に依拠した成長モデルを継続し続けることは
できません。（中略）予測と現実の開きは日増しに
大きくなっており，もはや祖国にあまりにも大きな
重荷を背負わせることになる冒険的な目標を追い求
め続けることはむずかしくなっています。もはやロ
シアと日本の２つの原子力発電所の建設計画を，原
子力発電のための最低限の条件が熟するまで，とり
わけ現在，すべてにわたって弱体である人材，法律
的土台，工業における安全文化などの条件が熟する
まで延期する以外にはありません。福島で起こった
ことを見つめなおし，責任ある人々は遅すぎること
になる前に原発プロジェクトを止める必要を認める
べきであります 11」。
　2013年１月に福島大学科研費研究グループ（研究
代表者・坂本恵）が行った複数のベトナム国会関係
者への聞き取り調査のなかでも同様に，「原発建設
は最も経済的だと言われているが，実際には海外か
ら技術者や資材，部品を購入しなければならない。
莫大な借款をしてまで導入することが経済的と言え
るのか。最も先進的なアメリカ，ロシア，ドイツ，
日本と比べて後進国のベトナムで安全性が確保でき
るか。安全性が確保されたと言えるためには，十分
な人材，工業技術，法律の枠組みが必要で，これら
３つはベトナムにはいずれもない」との意見が表明
された 12。
　このようにベトナムの一部有識者，国会関係者や
ニントゥアン省の先住民族チャム人有識者らの取り
組みはあったものの 13，新規導入国となるベトナム
では原発に関する知識が広く共有されていたわけで
はなかった。とくに原発の安全性や，建設・運用・
廃炉に要する膨大な費用が日本の経済規模の20分の
１しかないベトナム経済に及ぼす負荷，賠償法整備
の必要性や避難計画策定，長期に及ぶ放射能汚染の
深刻さなどについての認識はベトナム国会関係者の
なかですら十分認識されていたわけではない。
２）原発導入がベトナム経済に与える負荷・原発事故
が生じた際の被害の甚大さをベトナム側に伝える国
際機関・日本からの情報発信
　このようななかで，国際機関・日本からの情報発
信は，ベトナム政府の今回の導入計画の撤回の決断
を後押しする一因となったといえる。
　2012年には日本の研究者・専門家らが，①福島原
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発事故の深刻な放射能被害の実相，②長期避難者の
存在と生活破壊，③原発建設・維持・廃炉に要する
原発コストの莫大さ，④再生可能エネルギー，化石
燃料発電と比較した場合の原発の優位性のなさ，⑤
原子力発電所運用に求められる技術の高度さ・複雑
さなどについて，多くの文献をベトナム語訳し，そ
の翻訳集がベトナム国内で一定程度流通した。
　また，「国際原子力機関（IAEA）」の専門家，ベ
トナム研究者，友好交流諸団体らが様々な機会をと
らえて福島事故の実相をベトナム側に伝える努力を
行ってきた。「国際原子力機関」の天野事務局長は
原発導入にあたってベトナムには受け入れの基礎技
術が醸成されていないことを知り，2013年末にベト
ナムを訪問した際にベトナム指導層に対して「原発
建設を急いではいけない，もっと綿密に準備するべ
きだ」と語ったという 14。
　日本からベトナムに輸出される原子炉の炉型につ
いても注目が集まっていた。2009年，経済産業省資
源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課は「低炭素
発電産業国際展開調査事業」を公募し，このなかで
日本原子力発電が採択された。この事業は，ベトナ
ムの原発計画に関する実施可能性調査（F/S）に費
やされ，予算は約20億円となっている 15。ベトナム
側での日本側建設事業者選択が遅れたため，調査事
業は2010年度に繰り越されたが，2011年９月には，
日本原子力発電とベトナム電力公社（EVN）の間で，
原子力発電の導入可能性について調査する契約が締
結・実施された 16。実施可能性調査が行われたにも
かかわらず，日本側の原子炉建設メーカー，および
炉型については公表されず，明らかになったのはよ
うやく2015年８月２日の日本国内朝刊の次のような
報道によってであった。
　「日本勢が建設することで政府間合意しているベ
トナムの原子力発電所の建設計画で，日本政府がベ
トナム政府に三菱重工業・仏アレバ連合の新型炉を
推奨していることが明らかになった。原発メーカー
の三菱重工，東芝，日立製作所の３社のどの炉型を
採用するかが焦点となっていた。ベトナム側が受け
入れれば，三菱重工・アレバ連合が受注する見通し。
２基の原発輸出による総事業費は計１兆円規模とな
る」（日経新聞）。
　三菱重工・アレバ連合が2007年以降，開発を進め
てきたのが出力110万ｋＷの第３世代加圧水型軽水
炉（PWR）「Atmea（アトメア）１」である。しかし，
このAtmea1に関しては，建設費用が膨大でベトナ

ム経済への負荷が大きすぎること，建設完了・稼働
実績が世界にひとつもなく，とくに初めて原発を導
入するベトナムには不向きであるとの指摘が日本側
専門家からなされた。
　原子力コンサルタント佐藤暁

さとし

の指摘によると，
Atmea1に関する課題は次のとおりである。

①　Atmea1は，フランスアレバ社・三菱重工の
（第３世代）の原子炉。ただし，世界中どこで
もまだ建設完了・稼働した実績はない，まっ
たく新しい技術。そもそもAtmea1は，先進工
業国向け大規模出力の「欧州加圧水型原子炉
EPR」を中型化したものであるが，先進工業国
向け大規模出力のEPR自体も稼働実績はない。

②　フィンランドで建設中のEPRは，一基の出
力165万kwの大出力のもの。しかし，フィンラ
ンドは18年かけて建設中で，費用は当初予想の
３倍となっている。また，EPRのような大出
力原子炉を運用するには，それに見合う，大規
模な送電ネットワーク網が必要になる。これは，
大規模原子炉が止まった場合でもバックアップ
ができるだけの，補助火力・水力発電所建設が
必要となることを意味している。補助火力・水
力発電所建設事業費は，原発建設コストには含
まれていない。ベトナム経済に与える負荷がさ
らに大きくなるのではないか。コスト・建設
期間の長さからいってベトナムのような原発
を初めて導入する国に，EPRは不向き。そこ
でEPRを中型化したAtmea1が有力となるが，
これ自体世界で稼働実績はないもの。

③　それでも，最新鋭のAtmea1が有力となる理
由は，2011年９月29日に日本の「国際原子力開
発株式会社」と「ベトナム電力公社」が交わし
た「覚書」の「六条件」の第一条件に「最新で
実証済みで，高度な安全性をもつ原子炉の提供」
をすること，とあり，ベトナム側がこのことを
建設受け入れ条件としているため。ただし，「最
新で」は満たすが「実証済みで」は満たせてい
ない。

　佐藤はAtmea1自体が必要な国際承認を得られて
おらず，申請しても承認を受けるまでに５年はかか
ると指摘する。初めて原発を導入することを検討し
ていたベトナムにとって，原発の炉型や建設・維持
費用，安全性や発電能力とベトナム国内の電力需要
のバランスなどに関する情報が十分であったとは考
えにくく，上記のような指摘はベトナム側にとって

7



福島大学地域創造　第29巻　第１号　2017.9（8532）

―　　―

導入の是非，国内経済に与える負荷と効果を検討す
るうえで極めて重要であったと推察される。
３）海外からの借款負担が限界に達し，原発導入費用
を確保できない財政事情
　2016年１月に開催されたベトナム共産党第12回大
会で新指導部として19名の党政治局員が選出され，
安倍首相と原発導入で連携を進めてきたグエン・タ
ン・ズン首相も政権を退いた。原発導入見直しの機
運は2016年７月に，ベトナム共産党新政治局の議論
のなかで起こり，同年10月の共産党中央委員会の議
論を経て，11月国会への提起・白紙撤回承認という
経過をたどった。国会では，商工大臣 チャン・トゥ
アン・アインが原発建設計画の中止に関する議案
の説明を行った。「VNEXPRESS」2016年11月10日
ウェブ記事のレ・ホン・ティン（科学技術環境委員
会副主任）の以下の発言は，原発計画の撤回理由が，
財政負担の大きさとともに，総合的で高度な判断で
あることを物語っている。
　「原発計画の実現可能性は，現時点ですでにない。
というのも，以前の建設計画では発電単価が約4.9
セント/kWとなっていたが，今ではこれが８セン
ト/kWにまで上昇している。計画の展開が遅れる
と資金も追加する必要がある。さらに重要なことに，
計画を展開した後に出る核廃棄物の解決は議論が必
要だ。特に，最近の環境事故の後ではその必要が高
まっている。わが国の債権はすでに許容範囲ぎりぎ
りに迫っている。さらに大きな計画に投資を続ける
となると，危険はさらに増す。この時点で中止する
ことが，さらに展開を続けてからやめるよりもすぐ
れている 17」。
　ここでレ・ホン・ティンが「わが国の債権はすで
に許容範囲ぎりぎりに迫っている。さらに大きな計
画に投資を続けるとなると，危険はさらに増す」と
述べているのは，ベトナムの赤字財政と政府の債務
残高（GDP比）が限界にきていることを指摘して
いると考えられる。
　HSBCのアジア経済調査部エコノミスト，デバリ
エ・いづみはベトナムの財政赤字について次のよう
に述べている。「ベトナム政府の財政赤字拡大の主
な原因は歳入の減少です。歳入減少には２つの要因
が見られます。ひとつは世界的な原油安の影響によ
る石油・ガスセクターからの歳入減，もうひとつは
石油製品以外の税収減です。（中略）弊行の見通し
ではベトナムの政府債務残高（GDP比）は，2015

年の59.6％から2016年には63.3％に増加。公的債務

の悪化はインフレ率低下に伴う名目GDP成長率の
減少や，ドン安に伴う対外債務拡大に起因していま
す。投資家は政府が公的債務の上限である65％を引
き上げる可能性を懸念しているようですが，各政府
機関は支出の縮小と政府保証債の抑制・使用を通
じて，上限越えを避けられると考えているようで 
す」18。
　ベトナムはニントゥアン原発第一サイトのロシア
側建設分２基に関しても，77億ドルをロシア側から
借款するとも一時伝えられたが，原発建設に関する
膨大なコスト負担に耐えられないとする判断が，今
回の原発導入撤回の決定の重要な一因となった。

３．2016年に改定された「第７次国家電力
　マスター・プラン（改訂版）」の内容は
　どのようなものか

　ベトナムは原発導入を中止したが，では今後どのよ
うなエネルギー政策をとるのだろうか。電源開発計画
についてベトナムは５年ごとに10年間の中期計画を
定めており，最近では2011年７月21日首相決定1208/
QD-TTｇ号による「第７次国家電力マスター・プラ
ン（Power Develop Plan7，PDP7）」がある。この

「第７次マスター・プラン」はその後，前述したよう
に電力消費量の見積もりが経済成長の一部鈍化もあり
過大であったとされ，見直しが行われた結果，2016年
３月18日，新たに「第７次国家電力マスター・プラン

（改訂版）PDP7-A」（以下，PDP7-A）が発表された。
PDP7-Aは，2011年から2020年の電力需要，電源開
発について定め，さらに2030年までをも視野に入れた
内容となっている。本章では，まず，1995年以降のベ
トナムの総発電量の推移を電源別に見たうえで，さ
らに，2015年総発電量実績とPDP7-Aを比較検討し，
ベトナムが今後どのような電源開発を行い，電力消費
需要に対応しようとしているのかを明らかにする。ま
た，そのなかで，再生可能エネルギー利用が数値目標
としてどのように掲げられているのかを見ることで，
ベトナムの2030年にいたる電源開発が，とくに2015年
12月のCOP21パリ合意による地球温暖化防止目標達
成との関係でどのような課題があるかを指摘する。
　はじめに，1995年から2015年までのベトナムの総発
電量の推移を電源構成別に示す。
　1995年の総発電量は14,325GWhであり，一人あた
りのGDPが増加するのに比例して毎年増加をたどり，
2015年には164,312GWhとなった。20年間の総発電量
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の増加は約11.5倍であり，年平均1.13倍の増加であっ
た。推移からもわかるとおり，1990年代の電源構成比
の８割は水力発電が占めていた。石炭・天然ガスによ
る火力発電が半数を占めるのは2004年以降のことであ
る。
　2015年の電源構成比でみると，石炭火力発電34.4％
と天然ガス発電28.9％と合わせて火力発電は６割強を
占めるが，伝統的に大きな比重を占めてきた水力発電
も34.2％を占め，この三種の電源構成がほぼ三分の一
を占めるバランスをとっていることがわかる。
　しかし，2014年２月のJICA報告書「ベトナムの国
情と原子力開発」はこういった電源構成比率に変化が
生じる可能性について示唆していた。
　「ベトナムは国土の全域に水力資源，北部に石炭，
南部に石油・天然ガス資源がある上，国内で電力が不
足した場合，隣接するラオス，カンボジア，中国から
融通を受けやすい環境にある。ベトナムの電源構成は
水力が全発電設備容量の約50％を占める。包蔵水力は
820億kWhと豊富な水力資源を有するが，ダム建設に
伴う環境破壊と年間降水量が雨季（通常６月中旬から
11月中旬）に約60％も集中し，１年を通しての電力の
安定供給が困難となっている。ベトナム政府は，経済

成長に伴う電力需要の急増から，エネルギー政策が重
要であるとの認識のもとにエネルギーの多様化と安定
確保をめざした火力・原子力発電所の建設を最優先オ
プションと位置付けた」。
　伝統的に重要な比率を占めていた水力発電の増加
にほぼストップがかかるなかで「エネルギーの多様
化・安定確保」が求められていたベトナムは2014年当
時，火力発電とともに原発建設を掲げていたわけであ
るが，その一端であった原発導入は中止された。この
ことは，相対的に火力発電への依存度がいっそう増大
することを意味している。次頁で2015年の総発電量実
績とPDP7-Aの2030年総発電量計画を比較・分析す
るが，そのなかで火力発電依存の増大が顕著な特徴と
なっている。
　比較検討から明らかになるのは以下の４点である。

（なお，中止が決議された原発に関しては2030年総発
電量計画から除外した）
①　2015年からの15年間で総発電量を約3.5倍にする

計画である。これは毎年約６％の発電量増加をめざ
す計画である。2009年に論じられた15％増が必要に
なるという試算の半分以下への下方修正であり，さ
らに1995年から2015年までの年平均増加率13％も下

図２：「ベトナム電力調査2016」JETRO・ベトナム事務所より
　　　（引用の都合上，一部加筆修正した）
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回っている。
②　各電源別構成比率でみると，水力発電が34.2％か

ら12.4％と約三分の一まで低下している。水力発電
による実際の発電量自体も微増にとどまるというこ
とである。

③　天然ガス火力発電も28.9％から16.8％に構成比率
が減少しているが，逆に石炭火力発電が34.4％から
53.2％に増大しており，石炭・天然ガスを合わせた
火力発電依存率を63.3％から70％に増加させる計画
である。総発電量自体が2015年から2030年にかけて
約3.5倍となっていることを勘案すると，石炭・天
然ガスによる火力発電総発電量は15年間で約3.8倍
に増加する。

④　再生可能エネルギー構成比率を，1.1％から
10.7％へと増加させる計画である。

　PDP7-Aは，とくに石炭火力発電量でいうと，
56,523GＷhから304,304GWhに5.4倍増加させること
になり，石炭火力発電依存増大を最大の特徴としている。
　上記の通りPDP7-Aの概要を見たうえで指摘しな
ければならないのは，以下の２点である。第一に，本
来，石炭輸出国であったベトナムは，2015年に石炭輸
入国となり，石炭火力発電依存の増大によって，石炭
購入費用がベトナム経済に負荷を与えかねない点であ
る。第二に，COP21パリ合意による温室効果ガス削
減目標の達成が火力発電の増大で，困難になりうる問
題である。
　第一の石炭輸入の経済負荷の問題について2016年４
月15日Sankei Bizは「ベトナム，石炭需要が急増，30

年に１億5,660万トン，生産能力強化へ」と題してベ
トナムが国内石炭生産能力強化のために「鉱区の探査
や採掘に加え，鉱区から発電所に至る石炭輸送網の構
築など，あらゆる面で最新技術を導入し，生産能力を
強化しつつ環境に配慮して持続可能な開発を目指す。
政府は，同計画を推進するため，石炭産業には30年ま
でに269兆ドン（約１兆3,181億円）の資金が必要と試
算している」と論じている 19。国内石炭の生産力向上
は電力セクターのみに資するものではないが，新規に
求められる資金は，単年度でも18兆ドン＝900億円程
度となる。さらに，このように国内の石炭生産能力向
上にかかる資金に加え，石炭の輸入量の増加が予想さ
れている。ベトナム商工省（MOIT）は2014年12月３
日，石炭火力発電所開設の燃料確保のために，2020

年まで毎年3,500万ｔの石炭輸入が必要であると発表
した 20。石炭輸入量は，2020年以降さらに急増すると 
いう。
　石炭輸入量については火力発電所の新増設の進捗に
よっても変動が予想され，いくつかの想定があるが，
年間3,500万ｔの輸入が必要との試算にもとづくと，
国際取引価格でオーストリア産石炭価格１ｔ＝90.69
米ドル（2017年４月現在）21を掛け合わせると，総額
で約32億米ドルとなる。ベトナムの輸入総額は2016年
統計で1,741億米ドルであり，海外炭輸入額は総輸入
額の約２％に達する試算となる。さらに予想される
2020年以降の輸入石炭量の急増は，ベトナム経済に負
荷を及ぼすことは避けられない。
　ベトナムの政府債務残高（GDP比）は，先に述べ

図３：2015年総発電実績と2030年総発電計画比較（JETRO資料などから作成）
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た通り2015年の59.6％から2016年には63.3％に増加
し，公的債務の上限である65％にほぼ達しており，新
規借款による火力発電所新増設自体もきわめて難しい
状況にある。
　第二に，PDP7-Aの火力発電依存の増大が，COP21
パリ合意による温室効果ガス削減目標の達成に及ぼす
影響である。
　2015年11月成立したCOP21パリ合意は，全体目標
として「世界の気温上昇を産業革命前と比較して２℃
未満に抑えること」とし，とくに気候変動に脆弱な国々
への配慮から「1.5℃以内に抑えることの必要性」に
言及し，今世紀後半，実質的に温室効果ガス排出ゼロ
をめざすことを確認した。パリ合意はまた，すべての
国に2020年以降の温暖化対策の国別目標案＝「約束草
案」（Intended Nationally Determined Contributions）
の作成と提出を義務づけ，これにもとづいてベトナム
は2015年９月30日に対1990年比で８％の温室効果ガス

（Green House Gas，以下，GHG）削減を目標値とす
る「約束草案」を提出した 22。
　ちなみに，他国の削減目標を見てみると，GHG排
出量ワースト一位の中国は，2030年までにGDP当た
りCO2排出量－60～－65％（2005年比），ワースト二
位のアメリカは，2025年までに－26～－28％（2005

年比），（ただし，2017年６月，トランプ米大統領が
COP21パリ合意からの「離脱」を表明），EUは2030

年までに少なくとも－40％（1990年比），ロシアは
2030年までに－25～－30％（1990年比）が長期目標
となり得るとし，日本は，2030年度に2013年度比－
26.0％（2005年度比－25.4％）としている 23。ベトナ
ムが1990年比－８％を目標としたことは，削減幅が小
さくもうつるが，GHG排出上位５カ国の排出量が全
排出量の６割ほどになり，その責任が大きいこと，さ
らに，先に示したとおりベトナムは2015年と比較した
場合，20年前（1995年）の発電量は十分の一以下であ
り，この20年で急速に電力需要が増えたことから考え
ると，1990年と比較してさらに８％を削減する目標は
相当程度「意欲的」と思われる。
　2011年に発表された当初PDP7では，2030年の総
発電量は695,000GWhとされていたが，2015年９月
の「約束草案」発表後に公表された2016年３月の
PDP7-Aでは，総発電量計画自体が18％下方修正さ
れ572,000GWhとなった。このことは「約束草案」の
履行にとっては好材料である。他方，原発の導入中止
により，その分を主に火力発電で補てんするとするな
らば，「約束草案」の実現にとってはマイナス要因と

なる。GHG削減目標実現に向けたベトナムの今後の
取り組みが注目される。

４．日本とベトナムの再生可能エネルギー
　発電技術の利用を通じた国際協力の課題
　と可能性

　前章でふれたとおり，ベトナムは2015年総発電量実
績で1.1％の再生可能エネルギー発電比率を，2030年
には10.7％まで高めるとしている。火力発電依存を回
避し，COP21パリ合意の「約束草案」で示したGHG８％
削減目標の着実な実現のためには，ベトナムにとって，
再生可能エネルギー発電比率のさらなる向上が不可避
であることが明らかになった。本章では，１）ベトナ
ムでの再生可能エネルギー発電がどこまで進んでいる
のかを検証し，今後の一層の普及の課題を検討する。
２）再生可能エネルギー発電導入に関する日越協力の
先進事例を紹介し，３）今後の持続可能性社会実現に
向けた日越協力の点でベトナムの貧困解消施策とし
て，地域住民が主体となる小規模再生可能エネルギー
発電モデルの提示を試みる。
１）ベトナムでの再生可能エネルギー発電はどこまで
進んでいるのか
　伝統的に比重が高かった水力発電はPDP7-Aの
予想を見ても明らかなように今後の比率向上は困難
な状況にある。ここでは，バイオマス発電，風力発
電，太陽光発電についてその現状を概観する。
　バイオマス発電：農業国であるベトナムは，もみ
殻，稲わら，薪，トウモロコシ残滓などが豊富で，
広く日常の煮炊きで一次燃料源として使用されてお
り，これらバイオ燃料は発電資源としてのポテン
シャルも高いとされる。ベトナム政府も，バイオマ
ス・エネルギー・プロジェクトのための優遇策（政
令24/2014/ND-CP）を2014年５月に施行し，促進
に努めている。内容は次のとおりである 24。
•電力会社に対してバイオマス発電事業者から電力

の全量買取義務を課し，発電事業者の申請後，６ヶ
月以内に売買契約を結ばなければならない。この
契約の有効期限は20年間であり，延長も可能。

•バイオマス発電プロジェクトでは，投資資金，投
資保証，輸出保証の優遇および材料や製品の輸入
税免除を受けることが出来る。さらに土地使用料
や電力系統接続のための費用の免除が可能。

•電力買取価格は，5.8USセント/kW（税抜，2014

年８月現在）。
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　風力発電：2012年にようやく３か所の風力発電
所が建設されるなど，導入自体が遅れてスタート
している。その後，2016年現在のベトナム国内の
風力発電能力量は151MWhと拡大されてきてお
り，PDP7-Aでは，2020年までに風力発電容量を
800MWhに，2030年までにさらに6,000MWhをめ
ざすとされている。実際，今後13省で77の風力発電
所開設計画があり，総発電量は2030年に6,200MWh

（PDP7）が計画されている 25。また，計画のなかに
は原発導入が中止されたニントゥアン省のニンハイ

（Ninh Hai）地区に2018年10月完成予定でスペイン・
ガメサ社製の大型ウインドタービン（直径114ｍ，
出力2.625MW）16基を設置する計画が含まれてい
る 26。
　「風力発電は，長い海岸線と季節風のために東
南アジア地区の中でポテンシャルが大きく，最大
9,000MWのポテンシャルがあると言われている。
風力発電を郊外に設置することで，非電化地域の解
消，地域の雇用促進の効果も期待されている。風力
発電は，今までほとんど導入されていなかったが，
固定価格買取制度で7.8USセント/kWhで買い取ら
れることと，税制優遇によりビントゥアン省，バク
リュウ省で本格的導入が始まった。ただし，導入の
ためには電力送電用のネットワークと容量が不足し
ているため，送電線の増強も必要である」27。
　2012年に国内初の風力発電所が，東南部ビントゥ
アン省トゥイフォンに20基（30MWh）完成し，同
年，メコンデルタ地方バクリュウ省で国内初となる

洋上風力発電所（第１期）の10基（16MWh）が米
国の技術支援によって完成。ビントゥアン省ではさ
らに2013年にフークイ風力発電所が，2016年にフー
ラック風力発電所（第１期）が完成した。フーラッ
ク風力発電所は，「ドイツのフィクナー社（Fichtner）
がコンサルティングと技術サポートを担当した。同
発電所は総出力24MWの風力タービン12基を設置
し，スウェーデンとデンマークの機械設備を導入し
ている。年間電力供給量は5,900万kWh余り。第１
期の投資総額は１兆890億VND（約54億円）で，こ
のうちドイツ復興金融公庫（KfW）が3,500万EUR

（約41億7,000万円）を融資し，残りをトゥアンビン
風力発電社が拠出した 28」という。また，メコンデ
ルタ地方カマウ省で，同省初でメコンデルタ地方最
大規模の風力発電所となるカイロン観光区風力発電
所案件第１期が2016年９月に着工するなど新増設が
進んでいる。
　ベトナムの風力発電の特徴は，上記のとおり技術
サポート，機械設備，資金提供の点でほぼドイツ・
スウェーデン・デンマーク・米国など海外資本に依
存していることである 29。また，建設計画，設置も
政府と各地の人民委員会が主導している。このよう
な設置形態の問題は，風力発電機器が海外から輸入
されるため，技術開発がベトナム国内で成長するこ
とにつながらないこと，また，海外機器を使用した
場合，機器の機密保持との関係で保守点検自体も海
外メーカーに依存せざるをえず，ベトナム側の関与
や技術開発につながらない可能性があることが挙げ
られる。また，何より欧州や日本の風力発電所の多
くが市民共同発電によるものであり，地域住民の意

図４：‘The Wind Power’より
http://www.thewindpower.net/
country_en_74_vietnam.php

写真２：トゥイフォン風力発電所
　　　　（VIETJO 2012年12月７日）
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思によって計画・設置・運営・保守管理・売電がな
されていることと比して，国家主導で導入が進む現
段階では，地域住民の参加や同意がともなわない傾
向が顕著である点が指摘できる。
　太陽光発電：ベトナムでは日照時間が2,000～
2,500時間にのぼり，豊富な太陽光発電潜在能力が
ある。ベトナム政府も2016年４月に総発電量のうち
に占める太陽光発電の割合を2020年に0.5％，2025

年に1.6％，2030年には3.3％へと拡大をめざすとし
た 30。
　アジアバイオマスオフィスによると，「豊富な日
射量を持つベトナムではあるが，2014年の時点で太
陽光発電の導入量は45MWに留まっている。この
うち80％が系統電力とは独立したオフグリッドで，
20％が系統電力に接続されたオングリッドで使用さ
れている。オフグリッドの太陽光発電は，１W程度
のピコ太陽電池，１kW程度の家庭用システム，そ
れより大きい学校，病院用の電源やディーゼル発電
と風力発電と組み合わせた地域電力供給として使用
されている。一方，オングリッドタイプは住宅の屋
根に配置された１～50kWのユニットや，商業施設
や工場の屋根に設置された40kW以上のユニットと
地上設置のユニットがあり，実証事業として導入さ
れている 31」。
　このように太陽光発電に関しては，１kW程度の
サンプル品程度のものか，ごく一部の病院ないし学
校の実証実験的導入にとどまっており，発電施設と
しての稼働は2017年段階でもベトナム国内ではほぼ
皆無の状況にある。他方，新しい動きとして，「2015

年９月１日にThien Tan社が，クアンガイ省の郊外
環境地区にベトナムで初めてのオングリッドのメガ
ソーラー太陽光発電所の建設を開始した。19.2MW
の設備容量を持ち2016年６月に系統に接続される予
定である。投資額は４千万USDであるが，世界的
な太陽光発電の普及による太陽光パネルの値下がり
で，事業性が見込まれるとしている。Thien Tan社
はNinh Thuan省への設置も計画しており，この成
功をきっかけに太陽光に恵まれたベトナムでの太陽
光発電の普及が期待される」という 32。
　Thien Tan社によるとニントゥアン省での発電規
模は第１期が1,000MWで第２期にさらに1,000MW
が追加され，2018年10月稼働予定で合計2,000MW
とする計画であるという 33。同省では，スペイン，
ガメサ社製風力タービン16基の導入計画と合わせ
て，太陽光発電でも大規模な導入が計画されている

ことになる。
　以上のことから太陽光発電の現状について言える
ことは，日本でも多く見られる40-50kWの中小規
模発電施設の稼働は2017年段階でもほぼ皆無の状況
にあること，他方で，政府や省人民委員会が進める
計画はニントゥアン省の2,000MWの計画にみるよ
うにメガソーラー発電計画であり，風力発電開発と
同様に海外資本を基盤としつつ，政府，省人民委員
会が主導する計画であり，地域住民が主体者とし
て関与する計画とはなっていないことが指摘でき 
る。
２）再生可能エネルギー発電導入に関する日越協力の
先進事例
　先に指摘したとおり，ベトナムにおける風力発電，
太陽光発電ともに2030年に向けて，政府・各省人民
委員会が外資を得て導入する規模の大きな計画が進
んでいる。欧州や日本では，市民共同発電として地
域住民が資金を出し合い，計画立案，設計，建設，
保守管理，売電までを自分たちの手で行う再生可能
エネルギー発電システムが一般的になっているが，
このような市民共同発電の仕組みづくりは，ベトナ
ムではまだ普及していない。このような住民の直接
参加による電力生産の仕組みづくりを契機として，
スタートが遅れたベトナムにおける再生可能エネル
ギー発電を今後，爆発的に普及させることは不可避
の課題である。同時に，日本とベトナムの間で，中
小規模の再生可能エネルギー発電分野での協力も開
始されており，ここでは日越協力の最新事例を紹介
する。
　まず，㈶イオン環境財団によるホーチミン市の中
学校10校への太陽光発電システムの寄贈である。同
財団の発表によると，「環境とエネルギーが世界的
課題となる中，当財団は環境にやさしいエネルギー
活用の啓発と普及を目的に（中略）海外でも再生可
能エネルギーを通じて環境への理解を深めていただ
きたいとの想いから，マレーシアの中学校10校へ贈
呈し，本年［筆者注：2014年］は，ASEANでは２
カ国目となるベトナムの中学校へ太陽光発電設備を
贈呈します。同国は，経済発展に伴う急速な電力需
要の伸びにより，その不足が深刻な課題となってい
る一方で，日射量が多く太陽光発電に適した土地柄
でもあります。当財団は，同国の恵まれた再生可能
エネルギー資源の啓蒙・普及を通じて，環境への意
識を高めていただくため，このたび太陽光発電設備
を贈呈することとなりました」34。
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　福島大学科研費研究グループは，2016年９月に
イオン環境財団が10kWの太陽光発電施設を寄贈し
た，ホーチミン市ビンチャイン（Binh Chanh）地
区のタンニュット（Tan Nhut）中学校を訪問し現
地調査を行った。同校のグウェン・ミン・チエット
校長は太陽光パネルを使用して，校舎の照明などを
まかなっており，年間7,000kＷの発電により消費
電力の40％が削減されたこと，さらに，生徒らに対
する再生可能エネルギーに関する教育効果が得られ
ていることを語った。
　イオン環境財団がホーチミン市の中学校10校に寄
贈した太陽光発電システムの設置費用は一校あたり
500万円であり，10校で総額5,000万円にのぼる。
　先進事例の第２としては，ベトナムの高温環境に
適した太陽光パネル導入の取り組みである。太陽光
パネルは高温になると発電効率が低下することが知

られている。ベトナムは，北部のハノイ市の年間平
均気温は24℃であるが，５月から10月の６ヶ月間の
月平均気温は30℃を超える。さらに，南部ホーチミ
ン市は熱帯モンスーン気候に属し，年間平均気温
28℃であり，月別最高気温は年間を通じて約32℃と
なる。太陽光が最も強い夏には，太陽光パネル自体
の表面温度は日本でも70～80℃に上昇し，10％程度
発電効率が低下するとされる。日本より高温のベト
ナムにおいては，通常の多結晶シリコン型太陽光パ
ネルを使用すると，年間を通じて発電効率の低下が
避けられない。
　高温による発電効率の低下への有効な対処法とし
て，対高温性能を持った薄膜シリコン型技術を用い
た太陽光パネルを設置する方法がある。この方法を
ベトナム・ハノイ市で先進的に実践しているのが，
静岡市の㈱リガーレ社の取り組みである。福島大学

写真３：タンニュト中学校
　　　　（2016年９月22日筆者撮影）

写真４：タンニュット中学校（イオン環境財団）
http://www.aeon.info/en/library/
hotpress/469.html

写真５：㈱リガーレ社薄膜パネル設置例
　　　　（撮影：リガーレ社）

写真６：㈱リガーレ社薄膜パネル設置例
　　　　（撮影：リガーレ社）
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科研費研究会は，2016年９月に現地調査を行い，㈱
リガーレ社の榑林陵社長から聞き取りを行った。パ
ネルは写真の通り３階建て民家の屋根に設置されて
いる。薄膜シリコンパネルのもう一つのメリット
は，軽量であるため，鉄筋，鉄骨を使用しないベト
ナムの一般的民家にも設置しやすいという利点があ
る。また，屋内に設置された蓄電池はフォークリフ
トなどの使用済みバッテリーを安価に再利用したも
のであり，初期導入費用の高額さが障害となりうる
ベトナムの家庭用設備導入にも適している。ベトナ
ムの民家ではエアコンの使用が広く普及しているわ
けではなく，日本の平均的家屋よりも一日の使用電
力量は少ない。この設置例では，家屋自体はオング
リッドで送電網に接続はされているが，電線網から
の送電にするか，太陽光発電のみを使用するか，屋
内の切り変えスイッチ一つで簡単に切り替えること
ができるという。簡易さ，コストを抑えた工夫，高
温下での発電効率の高さからベトナムの一般家庭用
としての普及の可能性を持った先進事例である。な
お，この薄膜シリコン型太陽光パネル技術の導入は
現在，ベトナム国内で市単位の公共施設で導入する
検討がなされており，導入が決まれば日本とベトナ
ムの小規模再生可能エネルギー技術の提携事例とな
る。
３）貧困解消施策としての地域住民が主体となる小規
模再生可能エネルギー発電モデル
　ベトナムの都市部（地域１）の月額最低賃金は，
2017年１月で375万ドン=１万8,750円である。また，
平均給与額は，JETRO調査によるとハノイ市，ホー
チミン市でともに160米ドル/月，地方都市ダナンで
は142米ドル/月という。しかしこの数字は，あくま
でも都市部の工場労働者など賃金労働者の平均賃金
額であって，地方都市の平均賃金はさらに低く，農
業国であるベトナムで農業に主として従事する者が
一定の現金収入を得ることには依然困難がある。
　ベトナムの貧困率は貧困ライン１日当たり1.9米
ドル以下で見た場合，1992年の49.1％から2012年
の3.2％と大幅に改善されている。しかし，地域別
にベトナム政府が設定する国内貧困率で見た場合，
2012年の貧困率の全国平均は13.5％であり，とくに
農村部は18.6％，都市部は3.8％と農村部に集中し
ている 35。ベトナム政府は引き続き貧困解消施策に
取り組んでいるが，経済の好調による物価上昇もあ
り，さらなる取り組みが求められている。
　福島大学科研費研究会は，福島原発事故の教訓を

ベトナム側に伝え，原発ではない電源開発の選択肢
でベトナムの持続的発展を実現するためには何が求
められるのかを検討してきた。そのなかで得た一つ
の構想は，欧州や日本で進む市民共同発電による再
生可能エネルギー発電をベトナムに本格的に導入す
る必要があるということであり，なおかつ，おもに
農村部などの貧困地域を対象にし，再生可能エネル
ギー発電導入が貧困解消にもつながるというモデル
の提示が爆発的普及のために必要ではないかとの着
想を得た。このような着想を得るうえで，「自然エ
ネルギー財団」の大林ミカディレクターからの示唆
はきわめて重要であった。大林ディレクターには，
この研究プロジェクトを進めるうえで，インドのバ
ンカー・ロイが行っている，「裸足の学校（Barefoot 
College）」の実践を紹介いただいた。
　バンカー・ロイが設立した「裸足の学校」は，同
氏が世界各地の貧困地域を回り，とくに読み書きの

写真７：TEDで「裸足の学校」について語る
　　　　バンカー・ロイ
　　　　https://www.ted.com/talks/bunker_roy

写真８：インドの「裸足の学校」で太陽光技術を
　　　　学ぶ女性ら

https://www.greenprophet.com/tag/
barefoot-college/
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できない既婚女性を見い出し，インド・ラジャスタ
ンの「裸足の学校」で６ヶ月にわたり太陽光発電技
術を学ばせ，帰国後にその技術で無電化地帯に灯か
りをともすとともに，技術を得た女性らの経済的自
立を支援する取り組みである。このユニークな実践
は，その後，テレビシリーズ「TED」でも「バンカー・
ロイ：『裸足の大学』から学べること」として取り
上げられ，日本では「BS世界のドキュメンタリー」
として紹介された。
　原発導入を中止したベトナムで今，求められるの
は，たしかに大規模な電力生産を可能とする外資と
政府主導のメガソーラーや大規模ウィンドファーム
の建設であろう。しかし，ベトナムで今，もっとも
遅れているのは地域住民が主体となった発電の取り
組みである。
　再生可能エネルギー市民共同発電の取り組みが地
域活性化につながることは，すでに欧州や日本の実
践を通じて明らかである。風力，太陽光，小規模水
力，バイオマスなどの再生可能エネルギー発電は，
むろん，初期投資が求められるもののメガソーラー
や大規模ウィンドファームのような多額の投資は必
要ではなく，市民にも手の届くものである。ベトナ
ムでは政府の管理もあり，自由な取り組みは困難と
はいえ，地域住民が共同で計画を立案し，地域の人

民委員会の支援を得ながら，無理のない形で徐々に
太陽光パネルや風車，小規模水車を設置すること
は可能である。そこに2040年にエネルギー需要の
100％を再生可能エネルギーで供給する長期ビジョ
ンを推進中の福島県や，日本各地の市民共同発電の
先進的取り組みが協力することができれば可能性は
大きく広がることが予想される。同時に，日本から
ベトナムに対する支援が一方的なものにとどまるの
ではなく，両国が相互に恩恵を享受できるサイクル
としてのモデルの提示が求められている。例示とし
て，各段階での日越の国際協力モデルを，図５のよ
うに循環モデルの形で示してみたい。
＜１．初期計画・準備段階＞
　対象地域の選定。対象地域としては，例えば南部
メコンデルタや北中部山岳地帯の貧困地域を対象と
考え，管轄の各省・市人民委員会との協議を開始し，
人民委員会から例えば戸数100戸ほどの対象地域・
集落の紹介を受ける。この手続きは，人民委員会の
許可なく事業が困難なベトナムでは不可欠なもので
あるとともに，地域人民委員会から新事業に意欲的
な地域の紹介を受けられる利点がある。
＜２．対象地域住民への市民共同発電に関するレク
チャーと合意形成＞
　ベトナムでは市民共同発電の発想がほとんど普及

図５　再生可能エネルギー市民共同発電循環モデル（筆者作成）
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していないため，この手法に関する十分な理解を対
象地域の住民から得ることが必要になる。また対象
地域との協議は，事業開始のための合意を得る事務
的なものではなく，相互の信頼関係を構築するうえ
でも重要である。その最重要点は，あくまでも事業
の主体は地域住民であって，資金の共同出資，設置
場所選定，基本計画を住民自身が担うという自覚を
促すことが求められる。
＜３．基本計画の策定＞
　設置場所，費用の共同出資，省・市人民委員会・
銀行からの低利の資金貸付，建設業者選定，規模な
どの基本構想確定，保守管理を含む地元技術者養成
方法の検討，売電による利益確保の計画立案。これ
らの点で日本側専門家から日本で確立したノウハウ
を伝えることが重要である。保守管理については，
バンカー・ロイが「裸足の学校」で実践しているよ
うに，最初の技術者は，該当地域が２～３名を選定
し人民委員会の費用を用いて，日本に派遣し，３～
６ヶ月をかけて日本の専門学校などで技術講習を受
けることが可能である。帰国後，この技術者は計画
の現地責任者となり，日本で得た保守点検の技術を
帰村後にさらに若い世代に伝える教師の役割を果た
すことで，現地の雇用拡大にもつながることが期待
される。

＜４．建　設＞
　ベトナム国内での発電機器の価格は依然高いた
め，地域住民にとって無理のない建設計画の策定が
求められる。導入機器についても予算との関係で柔
軟な選択があってよい（使用済蓄電池の再利用。２
～３年ほど型落ちした機器を使用することで初期費
用を抑えることも可能）。建設業者の選定にあたっ
てはベトナム国内で設置実績のある業者を選定す
る。ベトナムの場合，とくに部品の輸入時の通関手
続きのノウハウ，代用品を含めた安価な現地材料・
資材の確保などからこれらの点に精通していること
が求められる。
＜５．利益の確保＞
　発電された電力は，必要に応じて各地域で消費す
ることも可能である。公共施設の電力，屋外街灯，
共同井戸水のくみ上げなどで使用することによっ
て，地域の生活水準の向上にもつながる。ベトナム
電力公社（EVN）には各固定買取価格での買取が
義務づけられており，固定買取価格に応じた売電に
よって，収入を上げることができる。なお，固定買
取価格は図６のとおりである。
＜６．他地域へのノウハウの供与＞
　成功した地域はそのノウハウを他の集落，地域に
伝えることで技術導入の「受益者」から，今度は技

図６：「ベトナム電力調査2016」JETRO・ベトナム事務所より
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術導入の「発信者」となることで，再生可能エネル
ギー発電の普及拡大に貢献することができる。

５．適正な固定買取価格の導入：エネルギー
　の「ドイモイ（刷新： ）」

　図７にみられるように，ベトナムの再生可能エネル
ギー固定買取価格は，風力，バイオマス，太陽光，小
水力のいずれをとっても欧米各国はもちろん，東南ア
ジア諸国と比較しても依然として低い。その理由は先
述した通り，物価要因を差し引いたとしても国民の月
額収入が必ずしも高くはなく，改善されてきたとはい
え農村部を中心に貧困率が高いため，ベトナム政府が
電力など基本的なインフラ価格を安く抑えてきたため
である。このこと自体は，貧困対策や経済効果の点で
十分評価されてよい。しかし，他方で，固定買取価格
が低いことは海外資本をはじめ再生可能エネルギーへ
の投資意欲を減退させることにもなってきた。また，
市民共同発電による事業が始まったとしても固定買取
価格が低ければ初期投資の回収に困難が生じ，新規事
業開始の意欲はそがれ，再生可能エネルギー発電の爆
発的な普及は望めない。
　では，この点をどのように考えればよいのだろうか。
　今，求められているのは，エネルギーの「ドイモイ

（刷新）」なのではないのだろうか。
　ベトナムでは，1986年ベトナム共産党第６回党大会
で「ドイモイ」が提起された。ドイモイの経済面での
重要な転換は，価格の自由化であった。これによって
物の価格に市場価格が導入され，今日の経済的興隆が
生まれた。ベトナム戦争後，配給制度をとり，戦後も
政府が安価な「公定価格」で農民から籾（もみ）を買
い上げ，低価格で国民に売り渡すシステムは，国民の
食糧確保のために当時，必須のことであった。しかし
時代の進行とともに，農民は自由市場価格の五分の一
から六分の一に過ぎない公定価格での国家への籾拠出
に抵抗するようになる。自由市場価格による利益享受
を農民自身が求めるようになったのである。その後，
ホーチミン市，ロンアン省では，籾の購入に自由市場
価格をとるという「地方の実験」が行われ，この実践
が他の地域にも広がった 36。籾の価格は上昇したが，
農民は自由市場価格で籾を販売することで，利益を受
けることが可能となった。これら「地方の実験」の拡
大が中央政府を動かし，全体的な経済刷新であるドイ
モイに結実した。古田元夫が指摘するようにベトナム
戦争遂行を支えた，「貧しさを分かち合う社会主義」
の時代から，時代状況に応じて利益を享受できるシス
テムを下から求めたのもまた国民であった。
　電力料金が安価なことは，現時点でも必要なことで

図７：「ベトナム電力調査2016」JETRO・ベトナム事務所より
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あるかもしれない。しかし，時代の枠組みが今，新た
な電力料金体系の導入，さらに電力の固定買取価格の
上昇による利益の享受を可能とする時代に入ろうとし
ているのではないだろうか。電力料金が上がったとし
ても，固定買取価格の上昇によって売電によって市民
が利益を享受できるなら，再生可能エネルギーによる
新しい経済システムが登場することになる。
　では，どの程度の固定買取価格の上昇が想定可能な
のだろうか。ベトナムの原発導入撤回は2016年11月の
ことであり，それによって電力生産体制にどのような
影響が出るのかについては，もう少し時間をかけた見
極めが求められる。ここでは試論として，一人当たり
年間GDP，総人口数でベトナムと最も近い国の一つ
であるフィリピンとの比較により検討する。
　いずれもASEANに加盟する両国は，一人当たり
GDPでは，2016年統計でベトナムが2,173米ドルであ
るのに対し，フィリピンもほぼ同水準の2,924米ドル
である。両国は総人口でも2016年統計で，ベトナム
9,264万人に対し，フィリピン１億420万人とほぼ近接
している。気候・日照量・雨量などの点でも，全域が
熱帯に属するフィリピンに対し，ベトナムは北部こそ
温帯夏雨気候であるものの，中部は熱帯モンスーン気
候，南部はサバナ気候（熱帯の一種）であり，ほぼ同
緯度であるなど類似点は多い。このような両国ではあ
るが，図７にみるとおり，フィリピンの再生可能エネ
ルギー固定買取価格は，ベトナムの約1.6～2.3倍に及
んでいる点で特徴的である。以下，kWhの価格で比
較すると，フィリピンの風力の固定買取価格17.1米セ
ントは，ベトナムの7.8米セントの約2.2倍，バイオマ
スのフィリピン13.3米セントは，ベトナム5.8米セン
トの約2.3倍，太陽光に関してフィリピンの17.4米セ
ントは，ベトナムの法案で示されている11.2米セント
の約1.6倍となる。
　ベトナムは，近代史においてほぼ100年におよび，
戦争と植民地支配を経験してきた。1887年から1945年
まではフランスの植民地統治を受け，第二次世界大戦
中の日本軍による仏印進駐，1946年から54年までの抗
仏戦争，1960年から75年のベトナム戦争，1978，79年
のカンボジア，中国との戦争が続いた。このような動
乱の歴史によって多大な人的被害が生じたことで，ド
イモイ以降も貧困解消施策が求められ，インフラとし
ての電力価格が意識的に低く抑えられ，市民の生活基
盤が守られてきた点は見落とされるべきではない。し
かし，一人当たりGDPで同水準に並ぶフィリピンが，
再生可能エネルギー固定買取価格の点で，ベトナムの

約1.6～2.3倍の価格を実現できているということは，
ベトナムによる同水準の適正な固定買取価格導入の可
能性を示唆している。PDP7-Aの達成を保証する固
定買取価格がどの程度なのかは，原発導入中止を受け
た影響の見極めが必要となるが，いずれにせよフィリ
ピンの固定買取価格制度はベトナムにとって，今後，
一つの重要な指標となりうると考えられる。

ま と め に

　1986年のドイモイからすでに30年が経過し，ベトナ
ムは急速な経済成長を遂げ，一部貧困地域や都市部の
貧困層の存在はあるものの，国民の生活水準は全体と
しては向上した。再生可能エネルギーの固定買取価格
を，フィリピンの取り組みなども参照しつつ，引き上
げるのであれば，その原資を得るために，電力使用料
の一定の引き上げが生じることも避けられないかもし
れない。しかし，一定の電力使用量の上昇は，節電
やLEDの本格導入など，電力の効率よい消費を実現
することによって，現在のベトナム経済は十分に包摂
できる可能性が生じている。先述の通り，市民共同発
電による地域社会が主体となる再生可能エネルギーの
導入は，各地域の貧困対策，就業機会拡大にもつなが
るものである。売電によって国民が利益を得，生活を
向上させることのできる全体的な改革を開始すること
が，今，ベトナムにとって可能となり，また，求めら
れてもいる。このことは同時に，「電力は国が供給し
てくれるもの」という既成概念を取り払い，発電設備
を自らで導入し，運用・管理・売電によるシステムへ
の個人の主体的関与意識を醸成することにもつながり
うる。むろん，ベトナムにとって，この道のりは，ま
だ険しいかもしれない。
　しかし，唯一その道にこそ，原発に依存しない社会
をベトナムが維持し，温室効果ガスの排出を抑制する
ことで，地球温暖化施策をリードする国の一角にベト
ナムが加わることを可能にする未来がある。福島県を
はじめとした日本の先進地域が，再生可能エネルギー
と市民共同発電のノウハウをベトナムに積極的に伝
え，日本とベトナム両国が良好な経済・友好関係をさ
らに発展させることが，アジアに位置する両国がとも
に持続可能な社会を実現する方途なのではないだろう
か。
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　　インラサラ，吉井美知子訳「チャム人と原発建設
計画」，『原発輸出の欺瞞』74－84頁

14　フランス国営RFI放送のベトナム語放送2014年２
月３日に放送より。（翻訳は鈴木勝比古による）

15　F/Sの非公開性など問題点の指摘は次の論考に詳
しい。

　　満田夏花「ベトナムへの原発輸出は同推進されて
きたのか」，『原発輸出の欺瞞』40－42頁

16　ベトナムの原発開発計画と日本の原発輸出（メコ
ン・ウォッチ）

　http://financegreenwatch.org/jp/?p=10545
　　実施可能性調査を請け負った，㈱日本原子力発電

は，ウェブサイトに以下の通り掲載している。「当
社は，ベトナムにおける原子力発電導入プロジェ
クトに関し，2011年９月からニントゥアン省第２
サイトにおける原子力発電導入可能性調査（FS：
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Feasibility Study）を実施し，2016年２月に業務を
完了しました。

　　このFSは，海外の原子力発電導入に関する日本
初の業務となり，現地での気象，海象，地形，地質
などの調査を行うとともに，その結果を基にした「適
地性評価」や，原子力発電所の基本設計，炉型評価，
経済・財務分析などによる「プロジェクトの成立性
評価」などを実施しました。」

　http://www.japc.co.jp/project/overseas.html
17　同紙日本訳は次のサイトを参照のこと
　https://foejapan.wordpress.com/2016/11/10/
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18　http://sketchpro.biz/business/2926/
19　SankeiBiz 2016年４月10日
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とが主な要因だ。（中略）米エネルギー省エネルギー
情報局は，ベトナムが15年に石炭の純輸入国に転じ
たとの見方を示している。同国のグエン・タン・ズ
ン前首相は，20年までの石炭産業開発計画を３月に
承認した。鉱区の探査や採掘に加え，鉱区から発電
所に至る石炭輸送網の構築など，あらゆる面で最新
技術を導入し，生産能力を強化しつつ環境に配慮し
て持続可能な開発を目指す。政府は，同計画を推進
するため，石炭産業には30年までに269兆ドン（約
１兆3,181億円）の資金が必要と試算している」。

　http://www.sankeibiz.jp/macro/news/160415/
mcb1604150500004-n1.htm

20　㈳海外電力調査会JEPIC
　https://www.jepic.or.jp/world/2014/2014120303.

pdf
21　新電力ネット「石炭価格の推移」
　https://pps-net.org/statistics/coal
22　ベトナムが提出した「約束草案」（英語）
　http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/

Publ ished%20Documents/Viet%20Nam/1/
VIETNAM'S%20INDC.pdf

23　「COP21の成果と今後」，環境省地球環境局 国際
地球温暖化対策室

　https://www.env.go.jp/earth/ondanka/cop21_
paris/paris_conv-c.pdf

24　アジアバイオマスオフィス，「ベトナムでバイオ

マス発電導入のために優遇策実施」
　https://www.asiabiomass.jp/topics/1408_04.html
　　‘Development of biomass fuel chains in 

Vietnam’，Arvo Leinonen, Nguyen Duc Cuong, 
VTT TECHNOLOGY 134，2013．

25　‘WIND ENERGY IN VIETNAM’, Nguyen 
Thuy Nga, Asia Renewable Energy Workshop 
2015

　https://www.asiabiomass.jp/item/arew2015/
arew2015_20.pdf

26　‘Wind power plant built in Ninh Thuan‘, 
Vietnam Energy Online（英文），2017年５月８日

　http://nangluongvietnam.vn/news/en/nuclear-
renewable/wind-power-plant-built-in-ninh-
thuan.html

27　アジアバイオマスオフィス，「ベトナムの再生可
能エネルギーは風力発電を重視」

　https://www.asiabiomass.jp/topics/1301_05.html
28　VIET JOニュース「ビントゥアン省：フーラッ

ク風力発電所が完成，同省３か所目」2016年11月29

日
　http://www.viet-jo.com/news/economy/ 

161128072630.html
29　ベトナムの再生可能エネルギー導入に関する海外

支援については次に詳しい。
　　清水規子「途上国の再生可能エネルギー促進にお

けるドナーの役割：ベトナムの事例より」，地球環
境戦略研究機関（IGES）

　https://pub.iges.or.jp/system/files/publication_
documents/pub/conferencepaper/4193/Donors_
Roles_on_Promotion_of_Renewable_Energy_in_
Developing_Countries_Vietnam.pdf

30　VIET.JOニュース，2016年４月１日付「20年ま
での電力開発計画，再生可能エネルギー発電に注力」

　http://www.viet-jo.com/news/economy/ 
160331025718.html

31　アジアバイオマス，「ベトナムで大型太陽光発電
の設置スタート」2015年11月

　https://www.asiabiomass.jp/topics/1511_02.html
32　同上サイト
33　Thien Tan Solar社ウェブサイトより：
　http://en.thientangroup.vn/thien-tan-solar
34　「イオンは子どもたちの環境学習を応援してい

ます ベトナムの中学校10校へ太陽光発電システ
ムを贈呈」，公益財団法人イオン環境財団NEWS 
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RELEASE，2014年４月15日
　http://www.aeon.info/news/2014_1/pdf/140415 

R_2.pdf
35 IPPEI TSURUGA，「ベトナムの貧困と不平等 

WORKING PAPER NO. 1」，2016年６月12日
　IPPEI http://www.povertist.com/wp-content/

uploads/2016/06/WP1-Poverty-Vietnam.pdf
36　古田元夫，『ドイモイの誕生』，青木書店，2009年，

29-36頁
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