
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：タイビン火力発電所及び送電線建設事業（Ⅰ） 
L/A 調印日：2009 年 11 月 10 日 
承諾金額：20,737 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) 当該国における電力セクターの開発実績（現状）と課題 
近年、ベトナムは 8%前後の高い GDP 成長率を記録し、それに伴い、2005 年まで

の過去 10 年間の電力需要は年平均 15%、最大電力は 3,200MW から 10,500MW と 3.3
倍に、それぞれ増加している。本傾向は、昨今の世界的な経済危機（同時不況）の影

響を受けるものの、中長期的なトレンドとしては、再び高い経済成長へと回帰するも

のと想定される（アジア開発銀行（ADB）の見込み（2009 年 3 月時点）によれば、

2010 年に 6.5%成長と域内最高水準が想定される)。2007 年に承認された「第 6 次国

家電力マスタープラン」では、2015 年に向けて、毎年約 17%の電力需要増を見込ん

でおり、2008 年から 2015 年にかけて、計 30,000MW 近くの電源開発を想定してい

る。しかし、同マスタープランに記載される電源開発投資計画の多くは遅延しており、

ベトナムの電力需給バランスを一層緊迫なものにしている。 
(2) 当該国における電力セクターの開発政策と本事業の位置づけ 
ベトナムではエネルギー資源が偏在しており、北部の発電所は水力と石炭、南部の

発電所は天然ガスを主なエネルギー源としている。「第 6 次国家電力マスタープラン」

では、今後の電力需要増を踏まえ、短期的には石炭火力発電所の建設、中長期的には

原子力発電所や揚水発電所の開発が計画されている。2008 年 7 月時点の総発電所設

備容量は 15,060MW であり、その 37%を水力発電が占めているが、今後は石炭火力

発電所の割合を増やす方針である。 
(3) 電力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）においては、援助方針の主要 4

本柱の一つである「経済成長促進・国際競争力強化」の中で、資源・エネルギー安定

供給の分野での協力が挙げられ、発電量の増強（特に基幹発電施設）に係る支援は、

重点分野の一つとして取上げられており、本事業は同計画に則ったものである。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、電力供給

能力強化に取り組むこととしている。発電施設開発と送電線網の整備は「エネルギー

安定供給」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。 
(4) 他の援助機関の対応 
世界銀行は電力セクター改革支援や地方電化に力を入れており、ADB はセクター

改革支援に加え、OCR による資金供与を活用することで、より収益性の高い発電・

高圧系統部門の支援を一層強化する方針である。 
(5) 事業の必要性 
本事業は、電力が緊迫しているベトナム北部に位置するタイビン省において、同地

域産出の石炭を燃料とする石炭火力発電所等を建設することで、北部の電力需要に効

率的に対応し、電力安定供給に寄与するものであり、我が国、JICA の援助重点分野



と整合している。以上より、本事業を JICA が支援することの必要性・妥当性は高い。 
３．事業概要  
(1) 事業の目的 
本事業は、ベトナム北部のタイビン省において石炭火力発電所(600MW)等を建設す

ることにより、同国の逼迫した電力需給バランスを緩和し、同国の経済成長促進・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 
 タイビン省タイトゥイ郡 
(3) 事業概要 

1)タイビン火力発電所（300MW×2 基）の建設 
  ① 土木工事（冷却水取放水路、石炭運搬用設備を含む港湾施設等） 
 ② 資材調達･据付(タービン、ボイラ、発電機、排煙脱硫装置等) 

  2)220kV 送電線（約 30km）の新設 
 3)コンサルティング・サービス（ショートリスト方式） 
(4) 総事業費 

82,199 百万円（うち、今次借款対象額：20,737 百万円） 
(5) 事業実施スケジュール 

2009 年 11 月～2017 年 5 月を予定（91 ヶ月）。施設供用開始時（2015 年 5 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：（発電所）ベトナム電力公社（Vietnam Electricity）、（送電線）全

国送電会社（National Power Transmission Corporation） 
3) 操業・運営／維持・管理体制：（発電所）ニンビン火力発電会社、（送電線）第一

送電会社 
(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：A 
② カテゴリ分類の根拠 
③ 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）に掲げる火力発電セクターに該当するため、カテゴリ A に該当する。 
④ 環境許認可：（発電所）環境影響評価（EIA）報告書は 2009 年 3 月に天然資源

環境省により承認済み。（送電線）EIA 作成は義務付けられていないが、環境

保護許認可書は 2009 年 2 月にタイビン省人民委員会により承認済み。 
⑤ 汚染対策：（発電所）大気質については脱硫装置を設置し、温排水については

放水路による自然放熱により、同国国内基準及び世銀基準1を満たす見込みで

ある。（送電線）主に工事中の大気質、騒音・振動につき、同国国内基準を満

たす見込みである。 
⑥ 自然環境面：事業対象地域は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。 
⑦ 社会環境面：（発電所）約 250ha の用地取得を伴い、同国国内手続きに沿って

取得が進められる。なお、住民移転は発生しない。（送電線）約 5ha の用地取

                                                  
1 Pollution Prevention Abatement Handbook 1998 



得を伴い、1 世帯の住民移転が発生するが、同国国内手続きに沿って取得が進

められる。 
⑧ その他・モニタリング：本事業は、工事中は実施機関により、供用時は本発電

所の運営に向けて設立される電力会社により、大気質、水質、騒音・振動、被

影響住民の生計回復状況等につきモニタリングされる予定。 
2) 貧困削減促進：特になし。 
3) 社会開発促進（ジェンダーの視点、エイズ等感染症対策、参加型開発、障害者

配慮等）：タイビン省人民委員会傘下の HIV/AIDS 防止センターが、工事労働者

及び周辺住民に対し、エイズ防止対策をベトナム国家予算で実施する予定。  
(8) 他ドナー等との連携：特になし。 
(9) その他特記事項：エネルギー安定供給プログラムの枠内で技術協力プロジェクト

との連携を検討中。 
4. 事業効果 
(1) 運用・効果指標 

指標名 基準値 
目標値（2017 年） 
【事業完成 2 年後】

最大電力（MW） - 600 
送電端発電量（GWh） - 3,276 以上 
設備利用率（%） - 68.5 以上 
発電端熱効率（%） - 39.9 以上 
稼動率（%） - 92.0 以上 

所内率（%） - 9.0 以下 
計画外停止（人的ミス）（時間） - 0 

計画外停止（機械故障）（時間） - 218 以下 

定期点検による停止（時間） - 480 
(2) 内部収益率 

以下の前提に基づき、本事業の財務的内部収益率（FIRR）は 7.4％となる。 
費用：事業費、運営・維持管理費 
便益：売電収入 
プロジェクト・ライフ：25 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 
既往の発電所建設事業に係る円借款案件の事後評価においては、環境配慮は一義的

には実施機関自身が対策を講じるべきものではあるが、JICA としても対策の実現のた

めに、必要に応じ実施機関への働きかけを行ってゆくことが重要であると指摘されて

いる。本事業は、このような教訓を踏まえつつ、環境モニタリング強化等について、

必要に応じてコンサルティング・サービスを通じた支援を行っていく。 

7. 今後の評価計画 
(1) 今後の評価に用いる指標 

1) 最大電力（MW） 
2) 送電端発電量（GWh） 
3) 設備利用率（%） 
4) 発電端熱効率（%） 



5) 稼動率（%） 
6) 所内率（%） 
7) 計画外停止（人的ミス）（時間） 
8) 計画外停止（機械故障）（時間） 
9) 定期点検による停止（時間） 
10) 財務的内部収益率（%） 

(2) 今後の評価のタイミング 
事業完成 2 年後 
 

以 上  


