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事業事前評価表（地球規模課題対応国際科学技術協力） 

 

国際協力機構 地球環境部 環境管理第二課 

１．案件名                                                 

国 名： ベトナム社会主義共和国 

案件名：(和)ベトナムおよびインドシナ諸国におけるバイオマスエネルギーの開発による多益性気

候変動緩和策の研究プロジェクト 

     (英)Project for multi-beneficial measure for mitigation of climate change in Vietnam and 

Indochina countries by development of biomass energy  

２．事業の背景と必要性                                       

(1) 当該国における再生可能エネルギー、荒廃地利用、気候変動セクターの現状と課題 

ベトナム社会主義共和国（以下、ベトナム）は急速な経済成長に伴い、エネルギー消費量が急

増しており、1990年から2006年の16年間で約5倍に増加している。一方でエネルギーの利用効率

が低く、一人当たりの一次エネルギー消費量（石油換算）の対GDP（2005年時）比は、611トン/100

万ドルであり、アジア主要国の中では中国（同790）、インドネシア（同618）に次ぎ3番目に効率が

悪い国となっている。今後も国の発展を支えるべく、高い経済成長を維持しながらエネルギーを安

定的に供給し続けるためにも、エネルギーの地産地消となる国内資源によるバイオマス活用によ

り、エネルギー利用効率の向上が求められている。 

また、ベトナムは約3,400kmに及ぶ長い海岸線、広大なデルタ地帯を有しており、世界銀行等の

調査によると最も気候変動の影響を受けやすい国の一つに挙げられている。今後、海面が１ｍ上

昇すると、人口の23％が住居を失い、メコンデルタ穀倉地帯を中心に国土の12％が水没すると言

われている。もともとベトナム戦争の際に散布された枯葉剤の影響等により、国土の900万ha（全

体の28％）が農業に適さない荒廃地と言われるベトナムにとっては、このような気候変動に伴う耕

作適地の減少は、同国の持続的な開発にとって大きなリスク要因となることが懸念されている。 

上述背景のもと、ベトナムではエネルギーの安定供給と気候変動影響緩和に有効な、国内資

源を活用したバイオマスエネルギーの開発に資する研究の実施が求められている。 

 

(2) 当該国における再生可能エネルギー、荒廃地利用、気候変動セクターの開発政策と本事業

の位置づけ 

2007年に策定された国家エネルギー戦略では、2020年における再生可能エネルギーによる発

電量を全体の5％にする目標を掲げている。ベトナムにおいてすでに普及している風力や小水力

に加え、本事業によりバイオマスエネルギーの活用技術が開発されることで、同目標達成を促す

ことが期待される。 

荒廃地利用については、ベトナムの国家戦略「National Strategy for Environment protection」で

2020年に向けた36課題の取り組みのうち、(1)アメリカの化学兵器によって引き起こされた汚染地

の回復、(2)500万haの植林、(3)ジャトロファ1等の植林による荒廃地の回復が挙げられている。本

事業ではダイオキシンによる土壌汚染の除去と、その後のジャトロファ植林による荒廃地の回復

を予定しており、同戦略と合致するものである。 

気候変動セクターでは、気候変動対策にかかる包括的な取り組み方針として、2008年12月に

「気候変動対策にかかる国家目標プログラム（NTP-RCC）」を首相決定として策定し、省庁横断的

に気候変動対策のための各種政策立案を促進している。本事業では気候変動対策を主管する天

然資源環境省（MONRE）に加え、非食用バイオディーゼル燃料（以下、BDF）の植林という観点で

は農業地域開発省（MARD）、BDFの公共交通利用という観点では運輸交通省（MOT）など、複数

の省庁が関係・協力して気候変動緩和に取り組むことが期待されている。 

 

(3) 再生可能エネルギー、荒廃地利用、気候変動対策に対する我が国及びJICAの援助方針と実

                                                  
1 和名：ナンヨウアブラギリ、学名：Ｊａｔｒｏｐｈａ Ｃｕｒｃａｓ。中南米原産の落葉低木で、種子からは油がとれる。 
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績 

我が国の対ベトナム国別援助計画（2009年）における支援方針では、重点分野の一つである

「経済成長促進・国際競争力強化」の一環として、資源・エネルギーの安定供給を掲げている。同

じく重点分野「環境保全」の一環として、自然環境の量の向上を掲げている。また、同計画では気

候変動対策の視点を重視する必要性が明記され、ベトナムにおける気候変動対応策の取り組み

を支援することを計画の冒頭で表明している。特に、JICA「気候変動対策プログラム」等の支援に

代表されているとおり、幅広い気候変動対策の支援を推進していく中で、再生可能エネルギーの

推進による気候変動緩和策も重点課題の一つとなっている。以上から、本事業によるバイオマス

エネルギー生産・利用拡大により気候変動緩和策に資することは、上述のエネルギー分野、荒廃

地利用、気候変動対策分野の3つの観点から、対ベトナム援助方針と合致する。 

なお、これまでの実績としては以下の案件が実施中または実施済みである。 

 ・省エネルギー・再生可能エネルギー促進事業（2009-2012年：有償資金協力） 

 ・北部再生可能エネルギー利用による地方電化計画調査（2001-2002年：開発調査） 

 ・北部荒廃流域天然林回復計画プロジェクト（2003-2008年：技術協力） 

 ・国家温室効果ガスインベントリー策定能力向上プロジェクト（2010-2013年：技術協力） 

 ・AR-CDM促進のための能力向上開発調査（2007-2009年：開発調査） 他 

 

(4) 他の援助機関の対応 

国連開発計画（UNDP）はNTP-RCCの策定を支援し、デンマーク政府はNTP-RCCの実施支援

を目的として40百万ドルの無償資金協力を行っている。また、世界銀行はエネルギー分野や農業

分野を中心に、ドイツ（GTZ）は森林分野や再生可能エネルギー分野を中心に支援を実施してい

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、ベトナムおよび周辺のインドシナ諸国において、荒廃地での生育が可能な非食用作

物や未利用の非食用果実を原料としたバイオディーゼル燃料の製造、利用方法の研究を行うこと

により気候変動影響緩和策を策定することを目的とする。 

 

（2）事業スケジュール（協力期間） 

2011 年 10 月～2016 年 9 月を予定（計 60 ヶ月） 

 

（3）本事業の受益者（ターゲットグループ） 

ベトナム関係研究機関（以下(5)に記載）及びその研究者 

 

（4）総事業費（日本側） 

約 3.7 億円 

 

（5）相手国側実施機関 

・研究機関 

ベトナム国家大学ハノイ校（VNU）／ベトナム側研究代表機関 

ベトナム国家大学ホーチミン校（VNUHCM）／大気汚染物質分析担当 

林木育種機構（IIFPD／MARD）／原料植林試験担当 

ベトナム科学アカデミー（VAST）／大気・土壌汚染分析及び原料植林試験担当 

・行政機関 

   農業地域開発省（MARD）林業開発局（DDF）／ジャトロファ植林試験、荒廃地管理分野担当 

天然環境資源省（MONRE）Office33、環境モニタリングセンター（CEM）／ダイオキシン分析分

野担当 
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(6)国内協力機関 

 公立大学法人 大阪府立大学 

 

（7）投入（インプット） 

1）日本側： 

専門家派遣：短期派遣研究者 約 15 名、業務調整員 1 名 

供与機材（約 1.4 億円）：土壌中のダイオキシン分析のための試料前処理装置と測定用ルミノ

メーター、土壌中の重金属原子吸光高度分析の元素還元システ

ム、搾油装置、ダイオキシン分解のための超音波照射システム、

高純度バイオディーゼル燃料製造パイロットプラント及び BDF 添

加物製造機、燃料電池性能試験機、排ガス測定システム、ディー

ゼル発電機、BDF 燃料使用のための小型船舶エンジン改造、環

境大気測定システム、他 

研究員受入れ：長期／短期 約 30 名 

 

2）ベトナム側： 

カウンターパート（以下 C/P）職員の配置：その給与及び手当 

プロジェクト実施に必要な施設：会議室、専門家用執務室、機材の設置場所、水・電気・ガ

ス・通信等にかかる費用等 

機材の国内輸送・保管費用 

 

（8）環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1) 環境社会配慮 

カテゴリ分類：C 

2) ジェンダー・平等推進/平和構築・貧困削減 

ジェンダー・平等推進：植林従事者のジェンダーバランス 

本事業実施中の植林は、MARD の保有地にある圃場を中心に行うため、従事する作業員

についても同省の管轄により雇用されるものであるが、本事業の実施に当たり、新たな雇用

が発生する場合は、従事者のジェンダーバランスを考慮し、必要に応じて女性従事者の雇

用・育成を図るよう促す。また、将来的な普及に当たっても、ジェンダーの視点を考慮するよう、

当該国及び周辺国に促す。 

 

（9）関連する援助活動 

1) 我が国の援助活動 

  ハノイ工科大と長岡技術科学大学との間で実施中の「天然ゴムを用いる炭素循環システム

の構築プロジェクト」（２０１１年-２０１５年：科学技術協力）では、天然ゴムの樹液を生成する

技術研究を行っている。本事業では天然ゴムの実を原料として BDF の製造を検討しており、

天然ゴム資源（実）の活用に際して補完となる連携が見込まれる。 

2) 他ドナー等の援助活動 

    ２．（4）のとおり。 

４．協力の枠組み                                             

（1）協力概要 

1）プロジェクト目標：バイオマスエネルギーの原料の植林、製造、利用により、ベトナム及びイン

ドシナ諸国において多益性のある気候変動緩和策を策定する。 

 

2）成果及び活動 

＜成果と成果に係る指標＞ 
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成果 1．非食用 BDF 原料(ジャトロファ)の最適種とその最適栽培方法が特定される 

指標：荒廃地でも油分生産量が 2t/ha/年以上となるジャトロファ種子が特定される 

活動 1-1 （試験地となる）植林地の調査を行う 

活動 1-2 優良樹種を選択し栽培する 

活動 1‐3 油の採取と成分分析を行う 

活動 1‐4 周辺諸国へ成果を普及させる 

 

成果 2．土壌汚染改善のための技術が確立され、非食用 BDF 原料の栽培適性が確認される 

   指標：(a)1 日 20 検体以上が測定可能な簡易測定手法が確立される 

(b)1 時間 90％以上の除去率が達成される 

     活動 2‐1 土壌測定法を開発する 

     活動 2‐2 植林地の汚染マップを製作する 

     活動 2‐3 土壌汚染質の油への移行調査を行う 

     活動 2‐4 汚染土壌浄化技術を開発する 

 

成果 3．栽培・採取した原料油から安全で精度の高い2、廉価な3BDF が製造される 

   指標：ジャトロファ及び天然ゴム種子から精製した油分のうち、97％以上が EU の BDF 基準

に合致する 

     活動 3-1 B1004で利用できる BDF を開発する 

     活動 3-2 副生物であるグリセリンの利用法を開発する 

     活動 3-3 BDF 添加物の製造技術を開発する 

     活動 3-4 周辺諸国へ成果を普及させる 

 

成果 4．成果 3 で製造した BDF 利用の影響を評価するための環境モニタリング手法が開発され 

る 

   指標 1：BDF 燃焼により排出される光化学スモッグ関連物質の三態同時（気/液/固分配）測

定法が新たに開発される 

   指標 2：BDF 利用による大気への影響が評価される   

     活動 4-1 ベトナムの大気汚染の現状調査と光化学活性評価を行う 

     活動 4-2 BDF 使用による大気汚染低減効果を評価する 

     活動 4-3 BDF 使用による新たな大気汚染を評価する 

 

成果 5. 開発成果の実効性が検証される 

  指標：包括的環境影響評価5により、製造した BDF 利用の効果が実証される 

    活動 5-1 環境影響評価を行う 

    活動 5-2 経済性評価を行う 

      活動 5-3 統合評価を行う 

  

3）プロジェクト実施上の留意点 

本プロジェクトの最終的な成果は環境に配慮した BDF の（原料の）植林、（BDF そのものの）製

                                                  
2 安全で精度の高い BDF＝有害物質や不純物の含有が少なく、BDF100％で利用できるような高品質の BDF。 

3 廉価＝既存の石油燃料に比べて値段が同等または安いことと、EU 基準に合致する品質になることが、将来的な市場での流

通を勘案した場合、必須条件となる。そのため、精製後の残渣（廃棄物）をできるだけ少なくする、また出た場合でも副生物が再

利用することにより、廃棄物の処分費用を軽減し、リサイクルに成功した場合は新たな付加価値をつけることを目指す。 

4 他の燃料を混ぜることなく、BDF100％で利用できる状態。 

5 ある人間の開発行為における経済、環境、健康の調和を図るための指標（Inclusive 

 Impact Index）を導き出すための総合的な評価手法。大阪府立大学大塚教授の研究グループが提唱しているもの。 
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造と利用による気候変動緩和策の策定であり、最終的にはその効果を客観的に評価できるよう

検証を行うこととしている。具体的な環境面での配慮として、以下の点を考慮する。 

① BDF 原料生産過程での配慮：ベトナムでは荒廃地やダイオキシン汚染地がまだ多く存在す

ることから、（他種に比べ）荒廃地でも生育するジャトロファを主な原料とし、これまで農耕に

使われていない荒廃地に植林する。その際、ダイオキシン汚染地の場合は土壌状況を把

握するため、土壌汚染の測定とジャトロファの植林に影響を及ぼさない程度まで改善させる。

これにより、荒廃地の活用と土壌流出を防ぐことになり、ダイオキシン汚染地である場合は

汚染土壌の流出・拡大を防ぐことにつながる。なお、優良品種の特定の末、インドシナ諸国

の荒廃地での適用を検討する（成果１、２） 

② BDF 製造過程での配慮：BDF の精製度を高め（メチルエステル含有量 97％以上）、製造過

程で出る残渣（廃棄物）をできる限り少なくすること、また残渣のうち使える成分（現時点で

はグリセリンを想定）が出る場合はその再利用法を検討する。さらに、ハノイなどの都市を

はじめとする気温 10℃以下となる地域でも燃料として使用できるよう、原料油に含まれる飽

和脂肪酸を除去するための添加物を製造し、冬季でも凝固しないようにする。この段階で、

BDF として使用した際の環境への影響を図るため、公共交通機関で利用した場合の大気

への影響を測定する（成果３、４） 

以上 2 つの成果を達成した後に、本事業の一連の活動が経済的にも環境的にも負荷のない

気候変動緩和策となるかどうかを検証するため、環境面での評価、経済面での評価（貧困層へ

のインパクトを含む）を総合し、包括的環境影響評価手法を用いて検証する（成果５）。 

 

(2)その他インパクト 

  本事業で確立された BDF の植林、製造、利用法は、化石燃料に依らない新たなエネルギー源

となること、また荒廃地での植林により土壌流出を防ぐこと等の理由から、気候変動緩和策となる。

試験レベルから一般的な使用へつなげるためには、本事業で生産する（非食用作物を原料とす

る）BDF の価格が従来の化石燃料由来のディーゼルと同程度の価格に抑えられることが必須とな

る。 

 一方、現在経済的に耕作が可能な土地で、ＢＤＦ原料の栽培が既存の作物栽培よりも経済的に

有利となることは想定されず、またベトナム政府として転作を推進する政策を掲げていないため、

転作が進む可能性は低い。一方、現在作物の栽培に適さず荒地となっている場所では、新たな

作付けによる現金収入を通じて、貧困削減への貢献が期待される。 

５．前提条件・外部条件 (リスク・コントロール)                          

（1）事業実施のための前提 

 ・本事業で活用する予定のベトナム側で保有している機材が正常に稼働する 

 ・ベトナム政府におけるエネルギー関連政策（国家エネルギー戦略）や気候変動対策に関する

政策（NTP-RCC）が維持される 

（2）成果達成のための外部条件 

BDF 原料の育成に影響を与えるような気象条件の変化が起こらない。 

（3）プロジェクト目標達成のための外部条件 

特になし 

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                           

  本事業の研究機関の一つであるベトナム科学アカデミー環境技術研究所に対してはこれまで

の技術協力プロジェクトで分析機器の機材供与を行っており、通常の分析業務においては活用さ

れているが、応用研究等での発展的活用という面では、さらなる能力向上が必要となっている。こ

れにより、本事業で同様の研究機関に機材を導入する場合、将来的に研究面での活用・応用を

見込んだ先方実施機関の管理運用能力の向上にも配慮する。 
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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 

事業中間時点 中間レビュー 

事業終了 6 ヶ月前 終了時評価 

 

以 上 


