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ミャンマー水力開発における社会的バリア解消のためのヒント：
モントンダムのフィールド調査を手掛かりに

１．はじめに

　2015 年 5 月 15 日、タイ国エネルギー政策委員会（National Energy Policy Committee, 
NEPC）が 2015 年の電源開発計画（Power Development Plan, PDP）を承認した。前回
の PDP と比較した時、今回は「脱ガス依存」をより強調したものとなっている。よく知
られる様に、タイ国はタイ湾におけるオフショア開発、そしてパイプランを通じたミャン
マーからの輸入を通じて、発電の 7 割近くを天然ガスに依存している 1。ところが近年、
タイ湾における天然ガス可採年数は僅か 5 年に迫っていることに加え、経済成長著しい
ミャンマーでガス輸出を渋る動きも見られる。
　そこで電力ミックスの多様化を通じた「脱ガス依存」が焦眉の急を告げている。今回の
PDP における多様化の鍵は、第 1 にクリーン・コール技術の利用、第 2 に廃棄物発電等
の再生可能エネルギーの普及、そして第 3 に近隣国からの電力輸入の増加である。この第
3 の鍵に焦点を当ててみよう。これまで、電力輸入はラオスに依存してきた。自国内需要
が限られ、包蔵水力も大きく、電力輸出を通じた外貨獲得を国策とするラオスと電力需給
のひっ迫するタイとは、電力取引に関して「ウィン・ウィン」の関係にある。タイにとっ
て、ラオスで電源開発し輸入量を増やすのは然程難しくなかった。
　他方で今後、多様化の 1 つの鍵として電力輸入量を増やすにあたり、ラオス一国への依
存を深めるのはエネルギー安全保障の観点から望ましくない。そこで、民政移管を経て外
資導入に積極的なミャンマーが、次なる電源として着目されることとなる。とはいえ、ミャ
ンマーでの電源開発を通じた電力取引は遅々として進んでいないのが現実である。このバ
リアを解明しその除去のための政策的示唆を導く事を目的として、東京大学とチュラロン
コン大学は 2013 年より共同研究を行ってきた 2。この成果の一部を用いてミャンマーにお
ける今後の電源開発に糧を得ることが本稿の目的である。

1 タイ湾における天然ガス開発は、東部臨海開発計画の嚆矢となった。例えば [1] も参照。2011 年から
Map Ta Phut Terminal (500 万トン／年 ) における LNG の商業的受入も開始。現在、天然ガス生産量と
輸入量の割合は約 4：1。
2 ERIA から東京大学政策ビジョンセンターへの研究委託の一部。タイの投資家へのヒアリングや利害関
係者会議等を行ってきた。研究概要については「国際エネルギー分析と政策研究ユニット」HP を参照。
http://pari.u-tokyo.ac.jp/unit/gepea.html

２．タイの電源開発：モントンダムを中心に

2.1　火力発電と水力発電に見られるバリア

　タイがミャンマーで電源開発を行い輸入する方法は２つに大別される。１つ目の方法は、ダ
ウェイ（Dawei）等で計画されている石炭火力発電である。石炭火力は世界銀行等による融資
が期待できず、昨今のオバマ政権の動向を見るとこの方向は今後ますます強まる。このような
状況で期待が高まる我が国の石炭火力向け融資も、ミャンマーにおけるオフテイカー ( 引き取
り手 ) の契約不履行リスク等もあり実際の融資は容易ではない。結果的にバンカビリティ（融
資適格性）の低さが、多くのプロジェクトでボトルネックとなっている（「経済的」なバリア）。
　２つ目の方法である水力発電では経済的なバリアは相対的に小さいかもしれない。「規
模の経済（Scale of Economy）」を期待できる為である。例えば、サルウィン（Salween）
川で計画されているタイ輸出向けのダムを見てみよう。その規模は 1,000MW 程度から
7,000MW 程度で、我が国最大規模の奥只見ダム（560MW）や黒部ダム（335MW）とも
比ぶべくもない。確かに大規模にして電力販売による利鞘を増すことで確実に経済性は向
上する。他方で大規模にすればするほど、地元住民や環境への影響が無視できなくなるの
も事実である（「社会的」なバリア）。

　この社会的なバリアが、水力発電におけるボトルネックとなる。このバリアを除去する
ためには、環境影響評価（Environmental Impact Assessment, EIA）等のフォーマルな
手続きをクリアする事に加えて、地元住民のリスク認識の把握と真摯な対応が必須となる。
ところが外部に漏れ伝わる地元住民のリスク認識は、地元住民以外の様々な利害関係者の
フィルターを通したものとなりがちである。いわんやタイがダム開発を進めるサルウィン
川流域の大部分は、シャン族をはじめとした少数民族の居住地で近づく事もままならない。
リスク認識の把握は困難を極める。　　

2.2　モントンダムにおける地元住民のリスク認識

　上記の問題意識を共有して、東京大学とチュラロンコン大学はモントン (Monton) ダム
建設予定地付近で 2015 年初頭に共同フィールドワークを実施した。シャン州に位置する
モントンダムは 7,000MW を予定されており、サルウィン川で計画されているダムの中で
最大である（図 1）。タイの EGATi に加えミャンマーの IGE 社及び中国の三峡総会社が
開発に加わったことで、2014 年以降事業化に向けた動きが加速している。この建設予定
地付近の 5 村から 67 世帯をランダムに選び、地元の理解を得たうえで、ダム建設に関す
る地元シャン族のリスク認識についてヒアリングした。

　その結果を図 2 にまとめた。縦軸は「リスク」と答えた世帯の割合、横軸はリスクの
種類である。図の左側に行くほど、「重大なリスク」として地元住民が認識していると解
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釈できる。ここで、「重大なリスク」として認識さ
れているのは、森林破壊 (“Forest”) 等の生態系
(“Biodiversity”) への影響や健康影響 (“Health 
Concerns”) 等である。他方で、強制移住 (“Forced 
Relocation”)、強制労働 (“Forced Labor”)、性的
虐待 (“Sexual Violence”)3 への懸念の度合いは相
対的に低いと考えられる。
　ここで注目したいのは、地元住民の懸念の度合いが
相対的に低いリスクが、社会的にフォーカスされるこ
とが多々ある事実である。しばしばミャンマー国内外
において、「ミャンマー政府によるダム建設は、強制
移住、強制労働、性的虐待を引き起こす」と指摘され
る。この対抗手段として、少数民族内の反政府武装組
織による（ダム建設中止を目的とした）介入が正当化
される側面もある。結果的に地元住民との「（生態系
破壊や健康被害等の）重大なリスク」に関する――客
観的なデータに基づいた――対話が失われがちな事実
を改めて確認したい。この「対話の欠落」こそが、社

会的なバリア除去における最大のボトルネックである。

3 図 2 の左方に位置する「女性への影響（”Impacts on Woman”）」は女性の生活水準低下への懸念を意
味し、右方に位置する「性的虐待（”Sexual Violence”）」とは異なる事に注意。

出所：EU Myanmar Center を元に筆者作成。

図 1　ミャンマー国内におけるダム及び建
設予定地

図 2　モントンダムに対する地元住民のリスク認識

３．中国の電源開発：シュウェリダムを中心に

　前節のモントンダムの事例で明らかなように、社会的なバリアの除去が困難なミャンマー
においてダム建設は非常に難しい。この点を中国のミャンマーにおける電源開発について検
討してみよう。例えば 2011 年のミッソン (Myitson) ダムの建設中止はカチンの少数民族問
題を背景とした「対話の欠落」を内包しており、モントンダムと類似した構造を見て取るの
は難しくない。ミッソンダムは中国のイラワジ（Irrawaddy）川開発における最大規模のプ
ロジェクト（6,000MW）であり建設中止は広く知られるところとなった。故に中国の他の
電源開発も少数民族問題を背景に遅々として進んでいないと思われるかもしれない。
　ところが現実には、雲南機械設備進出口会社（YMEC）を中心として雲南省が 1990 年
以降ミャンマー水力投資を積極的に行ってきた。16 もの中小型ダムがすでに建設され、こ
の中では 1998 年に建設されたパウンラウン（Paunglaung）ダムが 280MW で大規模ダム
の 1 つである 4。さらに 2005 年以降は雲南省だけでなく中国の国有大手水力発電所による
投資も始まり、現在ではより大規模なシュウェリ (Shweli) ダムとダペイン (Dapein) ダム
の 2 か所が稼働するに至っている。特にシャン州イラワジ川支流で稼働しているシュウェ
リダムは中国投資のダムの中で最大規模で、更なる大幅な増設が予定されている（図 1）5。
　シュウェリダムはミャンマー政府により 2005 年より計画されていたものの、資金調達
の問題で計画が延期されていた。この計画に（中国 5 大発電企業の 1 つである）中国華能
集団が参加したことで、シュウェリ第 1 ダムの事業展開が加速した。2006 年 8 月華能澜
沧江水電会社 (50%)、雲南電網会社 (34%)、雲南機械進出口会社 (16%) が出資して、雲南
連合電力開発有限会社（YUPD）が設立され、旧ミャンマー第 1 電力省との合弁事業が開
始された。早くも 2008 月 9 月には発電が始まり、12 月には中国への電力輸出が始まった。
尚、本事業は中国がミャンマーで初めて行った BOT 方式 6 の発電事業である [2]。
　当初、中国側のクリーン電力への需要及びミャンマー側の送配電網の未整備を背景とし
て、発電量の 85% が中国に輸出される予定となっていた。ところがミャンマーの急速な
電力需要増加に応じて、2013 年 8 月までの５年間でミャンマー国内に 70 億 kWh（この
うち約 20 億 kWh――電力費換算 4 億人民元相当――が無償提供。）もの電力が供給され
てきた [3]。また本事業に伴って、これまで YUPD がミャンマー政府に納めた税金は約 3
億人民元に上る。シュウェリダムはミャンマー国内の電力不足を緩和すると同時に、政府
の財政収支改善にも貢献したと言えよう [4]。　
　本事業は中国及びミャンマー両国のウィン・ウィン関係を土台として順調に進行してき
た事から、中緬協力のモデル・プロジェクトと位置付けることが出来るかもしれない。ミャ
4 YMEC ウェブサイト < http://www.ymec.com.cn/cn/about_yj.htm > より情報収集。
5 第 1 ダムの発電容量は 600MW（10 万 kW・6 基）、年間発電量は約 40 億 kWh である。現在、第 2 ダ
ム（520MW）及び第 3 ダム（1050MW）が計画されている。
6 BOT（build, operate and transfer）とは、外国企業が相手国で工場などの施設を建設し、一定の運営・
管理期間を経て投資を回収した後、相手国に施設や設備を委譲する開発方式。
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出所：EU Myanmar Center を元に筆者作成。

図 1　ミャンマー国内におけるダム及び建
設予定地

図 2　モントンダムに対する地元住民のリスク認識

３．中国の電源開発：シュウェリダムを中心に
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てきた [3]。また本事業に伴って、これまで YUPD がミャンマー政府に納めた税金は約 3
億人民元に上る。シュウェリダムはミャンマー国内の電力不足を緩和すると同時に、政府
の財政収支改善にも貢献したと言えよう [4]。　
　本事業は中国及びミャンマー両国のウィン・ウィン関係を土台として順調に進行してき
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5 第 1 ダムの発電容量は 600MW（10 万 kW・6 基）、年間発電量は約 40 億 kWh である。現在、第 2 ダ
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ンマー側としては、上記で説明した通り政府を始め実利を受けており反対する声は小さい
7。また地元住民に対しても YUPD は現地の配電整備を通じて電力供給を行うことに加え、
道路や病院などの建設を通じた社会開発にも積極的に取り組んでいる。地元住民との関係
は良好である。
　他方で中国側としても、水力によるクリーンな電力供給を得られるメリットがある。例
えば 2008 年から 2011 年 10 月まで雲南電網会社がミャンマーから輸入した電力は約 51.6
億 kWh( シュウェリ水力発電所から 46.5 億 kWh、ダペイン水力発電所から 5.13 億 kWh)
であるが、これにより石炭 169 万トン、二酸化炭素 443 万トン、二酸化硫黄約 1 万 5 千ト
ンの削減を達成したと言われている [5]。温暖化問題に苦慮する中国としては、このよう
な「クリーン」電源確保の意義は小さくない。

４．おわりに

　第 2 節でみたようにモントンダム開発における社会的バリアは容易に除去出来るもので
はない。既にみたように、ダム建設に伴う一部の懸念――強制移住・強制労働・性的虐待
等――がミャンマー社会で独り歩きし、反政府組織の武力蜂起に根拠を与えている構図と
なっているからである。これはモントンダムに限らず、（特に少数民族の居留地域で行わ
れる）水力発電開発に等しく当てはまる課題と考えられる。他方でモントンダムと同様シャ
ン州に位置しているにもかかわらず、第 3 節でみたシュウェリダムでは迅速に電源開発が
進み、国内供給及び電力輸出が実現されるに至った。
　なぜ、シャンの反政府組織の武力蜂起をシュウェリダムは回避できたのか。この問い
を考察する 1 つの鍵として、俗に「フリーパワー・フリーシェア」と言われる商慣習に
着目したい（脚注 8 参照）。中国がミャンマーの発電投資をする場合、入札の条件として 
10% もしくは 15% の無償電力・無償株式譲渡を認めてきた。この無償の便益が反政府組
織に流れることが約束されれば、武力蜂起するインセンティブは削がれると考えられる。
他方で仮に「フリーパワー・フリーシェア」が中央政府の利権として独り占めされている
場合、反政府組織による武装蜂起が激化しなかった理由は他にあると思われる。例えばシュ
ウェリダムはモントンダムに比べ規模が小さい事も関係しているかもしれない。
　この「フリーパワー・フリーシェア」の利益配分 (Benefit Sharing) については現段階
で解明しておらず、上記の問いにここで答える事は出来ない。今後この利益配分について
シュウェリダムを事例として、中央政府、地方政府、地元住民などを対象として更なる
フィールドワークを行う予定である。これを通じてシュウェリダム開発の成功裏にある要
因について理解を深めたい。更に、こうした要因の他の電源開発への適用可能性を考察し
て政策的示唆を導いてみたい。

7 とりわけ重要なのは、「フリーパワー（Free Power）・フリーシェア（Free Share）」が合弁事業の要件
となっていることである。シュウェリダムの場合、ミャンマー側は発電電力の 15% 及び事業収入の 10%
を無償で得ることが出来る。
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