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１． はじめに
ベトナム国は、ここ数年間の電力需要は年 13%で増加してきており、更には 2015 年
まで年 17〜20%増加すると予測されている。この旺盛な電力需要を満たすには、2015
年には 2005 年比 3.7 倍の新規電源が必要とされるが、ベトナム電力公社（EVN）だけ
ではその対応が難しい状況であり、全国大での計画停電が日常化している。
同国電力セクターへの外資参入は、Phu My2-2（720MW）ならびに Phu My3（720MW）
といった大型 IPP 火力が BOT 方式にて開発されたのみであり、それ以降は事実上スト
ップしている。一方、国内の中小民間企業が中小水力プロジェクトに多く参入したが、
着工後まもなく資金繰りに困り工事が中断するものも散見されている。
そこで、工事が中断した中小水力プロジェクトをターゲットに、外資が参入しやすい
新たな IPP ビジネススキームとして「BLT（Build-Lease-Transfer）方式」が期待されて
いる。
本調査では、同国の政府系機関、金融機関ならびにプロジェクト会社他を訪問し、
BLT 導入の可能性について調査（ニーズ調査）をするとともに、BLT 導入に向けて克服
すべき課題や障害の抽出を行なった。また、プロジェクト会社に対しては、当該プロジ
ェクトを BLT のモデルプロジェクトとすることが可能か否かについても併せて調査
（案
件発掘調査）を行った。
２． ベトナム電力セクターの現状と課題
（１）電力需給
高い経済成長の中、最大電力ならびに販売電力量は年 10%以上の高い伸びを示してい
るが、これに対し EVN ならびに IPP による新規電源開発は追いついておらず、ここ数
年全国大での計画停電が慢性化している。
表1

需給バランスの推移（2004 年〜2008 年）

発電電力量（MWh）
前年比増加率
電力輸入量（MWh）
販売電力量（MWh）
前年比増加率

2004 年
46,201
13.2％
49
39,696
13.8％

2005 年
52,050
12.7％
327
44,921
13.2％

2006 年
59,013
13.4％
761
51,350
14.3％

2007 年
66,773
13.1％
2,320
58,438
13.8％

2008 年
74,224
11.2％
3,156
65,890
12.8％

用途別販売電力量は、これまで永らく住宅用が首位であったが、2004 年に初めて工
業用が逆転し以降首位をキープしている（図 1 参照）
。販売電力量の伸びは、全体で軒
並み 13％以上の高い水準で推移しているが、その中でも工業用は年平均 16.7％と極め
て高い伸びを示す。
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発電電力量は、全体で年 12.1％と高い伸びを示すが、EVN の増加率が年 6.45％に対
し、IPP は 5 年で約 3.5 倍と大幅に増加し、IPP のシェアは全体の 28.5％にまで達してい
る（図 2 参照）
。
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（２）第 6 次電源開発計画
2007 年 7 月に、政府は第 6 次電源開発計画を発表した。本計画では、年 10％を超え
る電力需要に対して EVN のみでは対応しきれないことから、EVN と IPP の両者にて新
規電源開発を進める計画としている（表 2 参照）
。
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表2

第 6 次電源開発計画の個別プロジェクト概要

2006 年運転開始
〜2010 年運転開始
2011 年運転開始
〜2015 年運転開始
合

計

開発主体
EVN
IPP 事業者
プロジェクト数；28
プロジェクト数；33
設備容量；5,630MW
設備容量；8,951MW
プロジェクト数；28
プロジェクト数；46
設備容量；16,225MW
設備容量；17,938 MW
プロジェクト数；56
プロジェクト数；79
設備容量；21,855MW
設備容量；26,889MW

現在，同国は石炭の輸出国であるが、電力需要の増大に伴い 2015 年頃に純輸入国に
転ずると予測されている。そのため、新規の石炭火力発電所の多くは輸入炭によるもの
となる。また、天然ガスも産出されるが、同国のガス田は小規模であり、今後の新規ガ
ス火力発電所にガスを安定供給することは非常に難しいと考えられている。
一方水力資源は、
開発可能なものが設備容量で 12,000MW〜13,000MW であるが、
EVN
が所有する水力発電設備は 5,499MW（2008 年末時点）と約半分が開発されたのみであ
る。近い将来、化石資源の純輸入国に転じる同国にとって、エネルギー安全確保の観点
から純国産である水力資源の開発に力点を置いている。
（３）電力セクターの課題
同国の電力セクターの課題は、慢性的な電力不足にも関わらず新規電源開発が進んで
いないことである。この背景には、電気料金（平均小売り価格）が 5 セント/kWh 未満
という同国の規制料金政策に端を発する負のスパイラルが存在しており、それが要因と
なって現在の電力不足を招くに至っている（図 3 参照）
。
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EVN は、同国唯一の電気事業者として伸び行く電力需要に見合った新規電源開発を
行う義務があるが、EVN 自身の財務状況悪化により開発資金の調達が間々ならず、2008
年 9 月には 13 の新規電源開発（計 13,800MW）からの撤退を表明するほどであった。
このような状況下において、資金力が豊富な外資系企業が EVN に替わって新規電源
開発を進めることができれば好都合であるが、4 セント/kWh 未満と低い卸電力料金が
ネックとなり、外資が計画中のプロジェクトは数多くあるものの、実際に開発にまで至
っているものは僅かに留まっている。
一方、ベトナム国内企業による新規電源開発は、Petrovietnam や Vinacomin が開発主
体の大型火力 IPP プロジェクトは概ね順調に進捗しているが、これ以外の国内民間企業
によるものは進捗が芳しくない。特に中小水力プロジェクトについては、投資ブームの
中で多くの異業種民間企業（特に中小企業）が参入したが、工事には着手したものの資
金不足により途中でストップし、そのまま放棄されたものも多い。当社も、同国内での
様々な活動を通して、そのようなプロジェクトを数多く見てきたが、その中には技術支
援と資金調達の目途さえ立てば再開可能なプロジェクトが多いのも事実である。
原因となる、規制料金政策を撤廃し、電気料金の値上げを行うのが根本的な課題解決
となるが、同国の経済はインフレであり、政策的に電気料金の値上げを行えない状況に
ある。また、同国はチャイナプラス１として、日系企業を含む多くの外資系製造業が進
出し高い経済成長の一端を担っているが、その進出の理由には安価な電気料金というの
もあり、なかなか電気料金の値上げに踏み切れないジレンマも存在する。
３． IPP の新たなビジネススキームとしての BLT
（１）BLT の概要
2007 年頃のベトナム経済は、銀行の貸出金利が 20％を超えるなど過熱気味であった。
このような調達金利の上昇は、ただでさえ収益性の低い中小水力プロジェクトの採算性
を一気に悪化させ、更には、その後の世界金融危機の影響もあり、多くの中小水力プロ
ジェクトが資金不足に陥った。こうした頓挫したプロジェクトの再生に向け、ベトナム
国外の投資家に対して魅力的な投資スキームを提供しないことには、同国に対する外資
直接投資を喚起することは難しいと推測される。そこで、同国での中小水力プロジェク
ト向けの新たな投資スキームとして、外資にとってリスクマネジメントの観点からも有
利となる BLT が期待されている（図 4 参照）
。
以下、BLT について具体的に説明する。
① 日系企業等により新プロジェクト会社を設立する。
ここでは日本企業連合（銀行、事業会社等）による再建会社設立を想定してい
るが、参画企業の国籍や業種を制限する意図はない。
② 開発が中断したプロジェクトないしは資金不足により未着工のプロジェクト
を、プロジェクトの旧オーナーから買収する。
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③

④
⑤
⑥
⑦

あるいは、旧オーナーとの共同事業とする。
ここでは上記②も含み、新プロジェクト会社が途中で頓挫している中小水力プ
ロジェクトを日系金融機関の低利融資による資金供給を元手に買収し、完工さ
せる。
新プロジェクト会社が、プロジェクトの開発権（ライセンス）や発電資産を所
有する。
新プロジェクト会社は、所有する発電資産を EVN にリースする。
EVN は、新プロジェクト会社にリース料金を支払う。
EVN は、発電資産の運転維持管理を行う。
また、新プロジェクト会社は EVN に対して運転維持管理に関する助言を行う。
①新プロジェクト会社
⑥リース料金
支払い

②買収 または
③旧オーナー
との共同事業

④資産所有

⑤リース

EVN

⑦O&M

料金支払

(総計 200MW 程度)

図4

電気
消費者

対象プロジェクト;
- 開発が中断したもの
- 資金不足により着工していないもの

FOR
LEASE

BLT スキーム

なお、買収するプロジェクトの規模は、規模の経済によるメリットを発揮させるため
にも複数の中小水力プロジェクトをパッケージ化し、
総計 200MW 程度を想定している。
（２）BLT のメリット・デメリット
プロジェクト会社側のメリットとしては、まず、リース料金による資金回収のため、
収入変動リスクが少ないことが挙げられる。水力発電の場合、河川流量の下振れにより
収入減少リスクが存在するが、リース料金により収入が均等化される。これにより投資
家にとってプロジェクトの魅力が大幅に増す。次に、中小水力プロジェクトを複数束ね
スケールメリットを得ることにより、エクイティ部分への投資家を広く募りやすくなる。
世界規模で投資案件探索を行なう投資家にとって、小規模の投資を自ら複数手掛けるこ
とは、投資効率が決して良いとはいえない。デッド部分の融資条件についても、規模が
大きいほうが有利であり、規模によってはプロジェクトファイナンス適用も可能となる。
ベトナム側のメリットとしては、まず、EVN は初期投資がゼロでも供給力を確保で
きる。次に、これまで IPP には不向きとされてきた中小水力プロジェクトの市場が拡大
し、供給力の確保ならびに地球環境問題において優位性のある再生可能エネルギー利用
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が拡大する。最後に、水力プロジェクトはその特性上，山間部等の地方に多く存在する
が、開発の促進により地方経済の活性化（雇用創出、税収増等）に繋がる。
一方、デメリットとして次の点が指摘される。まず、複数のプロジェクトを束ねるた
め、個々のプロジェクトの権益、開発権の買収に時間を要する、また、許認可手続き等
が煩雑になる可能性がある。次に、EVN がリース設備を O&M するため、それに向け
た体制等の枠組み作りを行なう必要がある。これは、裏を返せば国外企業が提携する等
の新たなビジネスチャンスと捉えることもできる。
現実問題として、現状の低い卸売料金と収入変動リスクの狭間で、中小水力 IPP プロ
ジェクトに日系企業を含む外資が参入することは非常に難しいが、BLT はベトナム側に
も応分のメリットがあり、かつ出資する外資側のリスク低減が期待できるものである。
４． 現地調査内容
（１）中央政府系機関
発電設備の借り手となる EVN は、少ない初期投資での供給力確保が望めることから、
リース料金次第との条件付きながらも関心を示しており、今後リースの条件面を明確に
できれば、既存 IPP ビジネススキーム以外の新たな選択枝になり得ると考える。
また、同国 CDM の指定国家機関（DNA）である MONRE は、中小水力の開発は CDM
の開発可能性に繋がることから関心を示しており、中小水力をターゲットとすることは
同国のニーズにも沿っており、潜在的な需要があることを改めて認識した。
一方 MPI との協議において、BLT 法を新規に制定する必要があることが明らかとな
った。BLT 法の整備には 5 年程度を要するとの話であり、パイロットプロジェクトによ
って検証しながら進める手法も有効ではとの意見も出された。
また、実際に BLT を実行に移す際、休止した中小水力プロジェクトを旧オーナーか
ら買収するが、水力開発の権益取得の難しさについての注意事項があった。同国におい
て水力開発を行なうには開発権や投資ライセンスが必要であるが、全てのプロジェクト
オーナーは幾多の困難を乗り越えてそれら権益を取得している。そのため、例え開発が
途中でストップし不良資産化したプロジェクトであっても、その権益を簡単には手放さ
ない可能性がある。その背景として挙げられるのは、同国の投資家にとっての水力プロ
ジェクトは、一旦運転を開始さえすれば向こう 100 年に渡って安定した利益を生み出す
ものであり、現在不良資産であっても開発してしまえば子の代、孫の代まで利益を生み
出すものであるという、超長期的視点に立った投資スタイルがまだ一般的であるという
ことと、資産所有の意識が非常に強いことが理由となる。ただし、開発権にも有効期限
があることから、期限切れの迫った休止プロジェクトを選定対象とすることも有効と考
える。
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（２）地方人民委員会
ゲーアン省ならびにダックラック省人民委員会との協議を行ったが、両省には開発が
ストップした中小水力プロジェクトが幾つか存在しており、それらプロジェクトからの
経済効果ならびに救済に資するものとして BLT に関心を示した。彼らからの要望は、
プロジェクト権益を旧オーナー（地元オーナー）から買収し外資 100％とするのではな
く、旧オーナーとの共同事業が好ましいとの意見が挙げられた。
一方で、EVN とのリース料金交渉が非常に難航するのではとの懸念する意見もあっ
た。この背景には、これまで IPP 事業者が EVN との電力の卸売り価格契約（電力購入
契約；PPA）交渉において、EVN 圧倒的優位の立場で交渉が進み、卸売価格は非常に低
いものに抑えられてきたというこれまでの苦い経験があるからである。
（３）金融機関
中央政府系の投資機関である国家資本投資会社（SCIC）
、地方政府系の投資機関であ
るホーチミンインフラファンド（HIFU）との協議を行った。
SCIC は、EVN から分社化された発電会社の株式を多く所有しており、更には水力な
らびに火力プロジェクトへの出資計画もあり、電力プロジェクトへの国内機関投資家と
しては屈指の規模を誇る。同社は、ファンド形式にも電力プロジェクトにも精通してい
ることもあり、中小水力をターゲットとした BLT に賛同する意見であった。ただし、
BLT 法の整備については懸念が残るとしたが、これから段階的に始まる電力の完全自由
化（小売り自由化）という大きな変革を新しいビジネススキーム展開の好機と捉え、実
際のプロジェクトを進めながら制度面や実務面を固めるのが最善であり、そのためにも
モデルプロジェクトを早急に発掘する必要があるとの建設的な意見が挙げられた。
一方 HIFU は、現在ホーチミン市人民委員会傘下のインフラ投資部門であり、これま
でホーチミン市内の約 250 インフラプロジェクトにローンを供与してきた他、投資家と
して BOT や BOO による道路や浄水場プロジェクトにも参画している。現在は、その活
動範囲はホーチミン市内に限定されているが、2010 年に予定されている金融機関への
移行後は地域限定が撤廃され、それに向けて同ファンドは事業拡大のチャンスを伺って
いる。また、HIFU が資金供与を受けている世界銀行（WB）からは、再生可能エネル
ギーへの進出を促されていることもあり、金融機関への移行後は中小水力や風力への新
規参入を計画している。今後、電力セクターへ参入する際には BLT を参考にしたいと
の意見もあり、同社のこれまでの投資活動経験や電力セクターへの進出ニーズを勘案す
ると、将来的に BLT を展開する際の事業パートナーの有力候補であると考える。
（４）プロジェクト会社
BLT のモデルプロジェクト発掘を目的に、
「バンコック＆ニャンハック水力プロジェ
クト」、
「ダックブルソル水力プロジェクト」および「スレポック４A 水力プロジェクト」
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の事業会社との協議を実施した。
a.バンコック＆ニャンハック水力プロジェクト
同プロジェクトは、ゲーアン省（Nghe An 省）に位置し、3 つの流れ込み式中小水力
プロジェクトからなる（表 3 参照）。2009 年 8 月現在、Ban Coc（18MW）ならびに Sao
Va（3MW）は概ね完成しているが、Nhan Hac（45MW）は資金不足により工事着工の
目途が立っていない状況であった。また、110kV 送電線（L=約 50km）も完成しており、
資金回収の観点から Nhan Hac（45MW）の早期運転開始が望まれていた。
表3
プロジェクト

出

Ban Coc
Sao Va
Nhan Hac

プロジェクト一覧

力

現在の状況他
2009 年 8 月現在試運転実施中。
18MW
最大使用水量 11.13m3/s、有効落差 187m
2009 年 9 月竣工。
3MW
最大使用水量 11.96m3/s、有効落差 29.5m
基本設計完了、アクセス道路あり。
45MW
最大使用水量 34.95m3/s、有効落差 145.29m

同プロジェクトの事業会社 Que Phong Hydropower JSC 社との協議を行ったが、Nhan
Hac の早期着工のために今すぐ建設資金を出せる投資家を探しており、また馴染みのな
い BLT よりも通常の BOO が良いとの考えが強く、同 Nhan Hac をモデルプロジェクト
として選定することは難しいと思われた。
b.ダックブルソル水力プロジェクト
同プロジェクトは、ダックノン省（Dak Nong 省）に位置し、2 つの小水力プロジェク
トからなる（表 4 参照）。2009 年 8 月現在、ダムサイト付近に工事事務所を構えている
ものの、資金調達が行なえずに着工の目途は全く立っていない状況であった。
表4
プロジェクト
Dak Bul Sor１
Dak Bul Sor３

出

プロジェクト一覧

力

現在の状況他
一部現地調査を実施中。
計 10MW
設備諸元は不明。

同プロジェクトの事業会社 Tan Viet Duc Corporation 社は、食料品等を扱うサービス業
が本業であり、まさに異業種からの新規参入者である。そのため、水力発電やプロジェ
クト開発のノウハウに乏しく、また調査設計もあまり進んでおらず、現状では権益をた
だ所有しているに近い状況であった。同社との協議では、BLT については概ね理解いた
だいたが、リース期間終了後の EVN への設備移譲（Transfer）については抵抗があると
の意見であった。これも、前述した超長期的視点に立った投資スタイルや所有意識が強
いことが背景にあり、敢えて言うならば BLO（Build-Lease-Own/Operate）なら検討する
余地があるとの意見が出された。
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c.スレポック４A 水力プロジェクト
同プロジェクトは、ダックラック省（Dak Lak 省）内に位置する流れ込み式の水力プ
ロジェクトである（表 5 参照）
。現在、同プロジェクトは各種詳細設計や許認可手続き
を進めており、資金調達については未だとしながらも、国内市中銀行との協議を進めて
いる状況であった。
表5
プロジェクト
Srepok４A（IPP）

出

プロジェクト一覧

力

現在の状況他
詳細設計他実施中、水路式。
64MW
最大使用水量 498m3/s、有効落差 14.8m

同プロジェクトには、以下の大きな特徴がある。
1) 上流プロジェクト Srepok4 の放水口に直結することから、新たにダムを築造し
ない。
2) そのため、住民移転数が 18 世帯と少ない。
3) 導水路が 10km、放水路が 4km と、大規模な開水路を有する。
同プロジェクトは、技術面ならびに環境面においてリスクが少ない魅力あるものであ
ることから、同プロジェクトへの BLT 適用について協議を行った。BLT については理
解を頂き、水力プロジェクトが避けて通れない問題をビジネススキームにて克服する良
案であるとの前向きな意見も出されたが、早期着工を目指している中でスピード感を特
に重視しており、Srepok4A への BLT 適用は難しいと思われた。
ただし、当社に対して Srepok4A への関与についてリクエストがあったことから、今
後とも何らかの形で Srepok4A に関わって行きたいと考える。
５．まとめ
（１）BLT 導入の可能性/ニーズ
同国において BLT を導入するには、新たに BLT 法を制定する必要があることから、
BLT 導入にはやや時間を要するものと思われる。ただし、中小水力プロジェクトは供給
力確保としてのみならず、CDM による恩恵や地方経済の活性化に資するものとして、
その開発ニーズは非常に高い。また、今回現地調査を行った各関係機関とも、現在の中
小水力プロジェクト開発を取り巻く厳しい環境を如何に克服していくかという点にお
いて頭を悩ましており、その解決が期待できるものとして BLT に賛同する意見が多か
ったのも事実である。故に、BLT 法の新規制定というハードルはあるものの、BLT によ
る中小水力プロジェクトの開発可能性は非常に高いと判断される。
（２）モデルプロジェクトの選定/発掘
本調査の中で、技術面ならびに環境面のリスクが少なく、CDM クレジット獲得の可
能性もある優良なプロジェクトとして、Srepok4A プロジェクトが発掘された。同プロ
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ジェクトの事業会社は、BLT に対して非常に好意的な姿勢を示していたことから、同プ
ロジェクトへの BLT 適用を試みたが、工事スケジュールの関係上、その適用はやや困
難と思われた。
ただし、同社より同プロジェクトへの当社関与がリクエストされていることから、当
社としても継続した関与を考えている。この関与を通じて、同社が次に開発する水力プ
ロジェクトへの BLT 適用を志向したい。
（３）今後の取り組み
モデルプロジェクトが発掘された時点で、BLT を速やかに実行に移すためにも、BLT
に関わる税制や投資ライセンス等の制度面について細部を詰める必要がある。そのため
に、当社と繋がりのある現地の投資法律コンサルタント会社の活用や、BLT に賛同する
SCIC や HIFU からもアドバイス等を頂きながら実施できればと考えている。
その上で、事業採算性の検討や、リース料金メニューの検討を行い、BLT の実施準備
に努めたい。
最後に、当社の今後の同国での継続的な活動に資する貴重な場を提供いただいた、財
団法人 JKA ならびに社団法人

海外コンサルティング企業協会に対し、ここに感謝の

意を込め、御礼申し上げます。
以
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上

