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2017年1月31日 

セミナー：どこへ行く、原発輸出？ 

～泥沼化する国際原子力産業の実態と各国の選択～ 



 

2016年11月22日、ベトナム議

会が約９割の賛成で原発計画
白紙化を決定 
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白紙撤回の理由 

1. 原発には経済的競争力がない 

2. 電力需要の伸びの下方修正…原発なしで
もやっていける 

3. ベトナムの対外債務の深刻化 

4. 核廃棄物の処理問題 

背景：住民の環境意識の高まり？ 

             福島第一原発事故？ 
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ベトナム政府：“今回の計画撤回は経済的理由
によるもので、いかなる技術的な内容によるも

のでもない” 



1. 原発には経済的競争力がない 

 原発建設費用は当初見積もられていた 

１兆円から2.8兆円以上に上昇 

 発電単価が計画当初約4.9セント/kWhで
あったのが、8セント/kWhにまで上昇 

 他の電源が競争力をもつようになった 

 
（出典：VNExpress紙、ロイター通信など） 
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２．電力需要の下方修正 

2009年には年間17-20％の電⼒需要の増加を
予測。→2016−2020に年間11％、2021-2030

に年間7-8％増加と下⽅修正 
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電力需要予測 
（2016-2030） 
 
改定版PDP VII 



３．ベトナムの対外債務の深刻化 

• 政府債務はすでにGDP比で63%。 

• 対外累積債務残高は2015年末で約12兆
3000億円。 

• EVN向けの日本の二国間ODAの額（円借
款）は累積6,000億円 

（メコン・ウォッチ調べ） 
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４．核廃棄物の処理問題 

2016年10月の原発

をめぐる国際ワー
クショップでは、
原発のライフサイ
クルコストが大き
なテーマに。 

とりわけ、核廃棄
物の処分問題がハ
イライトされた。 
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「勇気ある撤退」 

「電力需要の伸びは、原発計画が提案され
ていた当時の見込みより低下している。節
電技術が進み、LNGや再生可能エネルギー

などが競争力を持ち始めている。今後国内
需要は十分賄える。これ以上計画を進め、
さらなる損失を被らないうちに早期に計画
を中止する必要がある。」 

（科学技術環境委員会副委員長のレ・ホ
ン・ティン議員） 
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ベトナムの総発電量 
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JETRO「ベトナム電力調査2015」 



第7次電力開発計画（2011年7月） 
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JETRO「ベトナム電力調査2015」 



11 中内康夫（外交防衛委員会調査室）「ベトナムとの原子力協定の作成経緯と主な内容」 



改定第７次エネルギー開発計画 

• 2016年3月改定 

• 改訂版PDP7 での2030年の総発電量⽬標→18%下
⽅修正 

• 2030年に原発は発電容量6.6％、発電量10％ 

→3.6%、5.7%に下方修正 

• 石炭火力発電を減らし、再生可能エネルギーを
増加 
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改定第７次エネルギー計画 

 

13 アジア・バイオマスエネルギー協力推進オフィス 
 



ニントゥアン第二原発 

建設計画を振り返る 

14 



事業概要 

ニントゥアン第２原子力発電所 

• ニントゥアン省 

ヴィンハイ・コミューン、タ
イアン村 

• ファンラン=ﾀｯﾌﾟﾁｬﾑ市から北
に28km 

• 100万KW×2基 

• 514ha 

発電所敷地119ha、港湾36ha 

• 2021年 第１基発電、 

2022年 第２基発電 

• 事業規模 １兆円 
※ニントゥアン第１原発２基（100万KW×

２基）は同省フクジン・コミューンのヴィ
ンチュオン村に建設が予定されており、ロ
シアの受注が内定している。 
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事業地周辺 

• ニンチュア国立公園に隣接 

• アオウミガメ（絶滅危惧
種）の産卵地・サンゴ礁、
エコツーリズムサイト 

• 人口18万人のファンラン＝
タップチャム市が30km圏内 
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第二原発予定地 

第一原発予定地 

ファンラン市 

ニンチュア国立
公園 



事業地周辺 

• 原発予定地周辺の産業は、農業、 

漁業、エビ養殖、塩田など。 

• ブドウ、ニンニク、コーヒー、 

ニョクマム、鶏肉、ヤギ・羊肉、 

陶芸などが有名。 

• 豊かな自然資源と観光資源 

～エコ・ツーリズムも盛ん 

• 多数民族（ベト人）と少数民 

族（チャム人） 

• 第二原発予定地： 

ニントゥアン省ヴィンハイ・コミューン、タイアン村 

２km離れた場所に移転が決まっている。 
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住民の暮らし 

「風が強くて船が出せない季節でも、歩ける範囲
で網を引けば、夕飯に足りる魚がとれる」 

「豊漁のときは、近所の人が、魚をもらいにくる。
こちらも、どうぞと分けてあげる」 

 

→漁業と農業、家畜の組み合わせで生計をたてて
いる 
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乾燥地に適した独特の農業と、豊かな海洋資源に
恵まれた健全な農村経済が発達 



「国家事業なので仕方がない」 
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「気候もよく、生活は安定している。本音では移
転したくない。みんな同じ気持」 

「国家事業なので、仕方がない。住民は国に従う
責任がある」 

「しっかりとした補償がほしい」 

「移転先で農地が十分かどうか心配」 

概して･･･ 

• 原発計画の詳細は知らない。賛成・反対を表明しても
意味がない→国家事業なので、「仕方がない」 

• 移転に対する補償の内容が心配。 



経緯 

• 2002年：プレF/Sの実施（日本プラント協会） 

• 2009年11月：越国会で原発建設計画の承認 

• 2010年10月：日越首脳会談－ニントゥアン第二発
電所２基建設に日本をパートナーに 

• 2011年1月：日ベトナム原子力協定署名、同年2月
承認案件国会提出 

• 2011年3月：福島第一原発 

事故 

• 2011年12月：ヨルダン、 

ベトナム、ロシア、韓国と 

の間で結んだ原子力協定が 

国会で承認 
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日越合意の内容 

1. 事業化調査（F/S）の実施注） 

2. 低金利かつ優遇的な融資 

3. 安全・先進的な技術の提供 

4. 技術移転および人材育成 

5. 使用済み燃料及び廃棄物管理 

6. 燃料供給 

注）経産省の「低炭素発電産業国際展開調査事
業」予算により、日本原子力発電（株）が実施 
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総額28.5億円のF/S 

１．「低炭素発電産業国際展開調査事業補助金」 

 期間： 2009 – 2012年 

 補助額：1,999百万円(約20億円） 

- 主な内容：エネルギー市場分析、ユニット出力選定、炉
型候補の選定、サイト調査及び評価（敷地ならびに海域
の測量と地質調査、津波評価等、プロジェクト計画（工
程、組織、人材育成、インフラ整備等）、環境と住民へ
の影響、経済性評価と財務分析 

２． 「インフラシステム輸出促進調査等委託事
業」による追加FS  

 期間： 2011 – 2013年 

 委託金額： 500百万円(5億円）その後３．５億円追加 
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報告書は… 
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日本原電への不透明な発注 

• 平成25年度「原子力海外建設人材育成委
託事業」…トルコ・シノップ原発敷地周
辺調査（11億2,000万円） 

日本原電一社が応募し採択 

• 平成26年度…同原発活断層の評価・解析
（8億円） 

• 外部有識者による「審査」。 

• 外部有識者の名簿は非開示 

• 日本原電しか受注できないような採点表
だった。 
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日本では…原発の泥沼つづく 
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トイレなきマンション 
高レベル放射性廃棄物 
最終処分場決まらず 
調査受け入れる自治体なし 
苦肉の策→「有望地マップ」 
処分場選定基準、決定見送り 
「有望地マップ」発表、年明け以降か 
 

40年超原発も再稼働へ 

はねあがる事故費用 



まとめ 

早期の撤退を決めたベトナムのリーダー
たちの決断 

理由の最たるものは、「経済性」 

一方で、福島原発事故の影響も大きかっ
たと思われる 

原発利権にとらわれている日本との差異 

台湾とは違い「民意」による判断ではな
い 
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