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【個別特集】国際会議参加報告  
 

「日越エネルギー・フォーラム」開催報告(ベトナム) 
 

NEDO技術開発機構 
  エネルギー・環境技術本部 国際事業統括室 

前野 功 
 

NEDO技術開発機構（以下、NEDO）は、日越双方から様々なエネルギー分野にお
いてプレゼンテーション、意見交換等を行う初の試みとして、経済産業省及びベトナ

ム工業省との共催で「日越エネルギー・フォーラム」を2007 年3月19日にベトナムの
首都ハノイで開催した。 
日本側から山本幸三経済産業副大臣、NEDO山本隆彦理事、ベトナム側からHoang 

Trung Hai工業大臣（以下、ハイ工業大臣）をはじめとして、両国政府、主要企業及
び研究機関等の首脳・幹部を含めた総勢約350名が参加し、成功裡に終了した。 
本フォーラムでは、開会セッションの他、エネルギー政策、省エネルギー、原子力、

エネルギー技術、石炭に関し、各分野における日越の協力事業の報告、今後の協力に

関する議論、及び日本の技術の紹介等が行われた。 
本フォーラムの開催により、日越のエネルギー分野に関する知見の共有、共通認識 

の醸成が図られ、今後に繋がる具体的成果が確認された。終了後の記者会見では両国

代表により共同声明が発表され、今後両国政府間及び産業界での一層の協力が進展す

ることへの大いなる期待が表明された。 
以下、本フォーラムの概要について紹介する。 

   
 
 
1. 名称：「日越エネルギー・フォーラム」（「Vietnam-Japan Energy Forum」） 
2. 開催日時年 3月 19日（月） 
3. 場所：ベトナム国ハノイ市 Hanoi Daewoo Hotel 
4. 主催者及び出席者： 
(1) 主催者：経済産業省、NEDO技術開発機構、ベトナム工業省 

クロージング・セッション 共同記者会見 
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(2) 出席者：山本経済産業副大臣、ハイ工業大臣をはじめ、日越両国で合計約 350名
が参加 

① 日本側：経済産業省、在ベトナム日本大使館、NEDO技術開発機構他関係機関、
業界団体、関係企業等 

② ベトナム側：工業省及び傘下関係機関、エネルギー研究所、ベトナム電力公社、
科学技術省、原子力エネルギー委員会、計画投資省、ベトナム石炭

鉱物・工業グループ、関係機関、業界団体、関係国営・民間企業等 
 
5. フォーラムの構成：（詳細は「7.プログラム」を参照） 
(1) 開会セッション「日越両国代表による挨拶および基調講演」 

－越ハイ工業大臣と山本経済産業副大臣による挨拶と基調講演 
(2) 議題 1：エネルギー政策 
－日越のエネルギー政策の概要：今後の協力について 

(3) 議題 2：テーマ別分科会における議論① 
・第１分科会：省エネルギー 
－日越の省エネルギー政策／民生部門における省エネルギーに関する取組 

・第2分科会：原子力  
－原子力発電導入計画と人材育成 

・第 3分科会：エネルギー技術 
－日本のエネルギー関連技術による越への貢献 

(4) 議題3：テーマ別分科会における議論② 
・第１分科会：省エネルギー 
－産業部門における省エネルギーに関する取組 

・第2分科会：原子力 
－今後の日越原子力発電協力 

・第3分科会：石炭 
－日越の石炭政策・協力（炭鉱開発から発電まで） 

(5) 最終議題：今後の協力の可能性に向けて 
－フォーラムの結果の報告と講評 

(6) 記者会見 
－フォーラムの結果報告と共同声明の発表 

 
6. 開催結果 
(1) 基調講演においては、山本副大臣が原子力、石炭、クリーンエネルギー、電力、 
省エネ、石油備蓄（緊急時対応）、アジア地域の多国間エネルギー安全保障の各分 
野において、協力を促進する旨発言された。 

(2) 議題１においては、NEDO山本理事が、エネルギー・環境分野における NEDOの
活動について講演。その他、テーマ別分科会において時下省エネ部長、石垣石炭部主
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幹も、省エネ及び石炭分野に関し講演を行った。各分科会（省エネ、原子力、エネル

ギー技術、石炭）においては、日越双方より計 20近くの講演がなされた。 
(3) 最終セッションでは、各分科会の議長が集結し、今後の協力と可能性に向けてのフ
ォーラム結果の報告と講評がなされた。 

(4) フォーラム後の記者会見では、山本副大臣、山本理事、ハオ工業副大臣が参加し、
フォーラムの結果報告の他、「アジア地域のエネルギー安全保障に向けた日越エネル

ギー協力」と題した共同声明の発表が行われた。 
 
7. プログラム 

2007年 3月 19日（月） 

8:00-8:30 受付手続き 

8:30-9:00 開会セッション 
－日越両国代表による挨拶及び基調講演－ 
（越 側）Hoang Trung Hai工業大臣 
（日本側）山本幸三経済産業副大臣 
     「Japan-Viet Nam Energy Cooperation」 

   
 

9:00-10:15 【議題 1：エネルギー政策】 
－日越のエネルギー政策の概要：今後の協力について－ 

議長：（日本側）経済産業省資源エネルギー庁 本部和彦審議官 
   （越 側）Ta Van Huong工業省エネルギー石油局長 

Le Tuan Phong 工業省エネルギー石油副局長 
Vu Van Thai工業省国際協力副局長       

スピーカー： 
（日本側）NEDO技術開発機構 山本隆彦理事 
     「NEDO's Activities in Energy and Environmental Fields」 

住友商事 岡本巖専務執行役員（元資源エネルギー庁長官） 
（越 側）Tran Hong Nguyen 工業省エネルギー石油局専門官 
     「Vietnam Energy Development Policy」 

METI山本副大臣（開会セッション） 開会セッションの様子 
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10:15-10:45 休憩（ティー／コーヒー・ブレイク及び会場設営） 

10:45-12:15 【議題2：テーマ別分科会における議論①】 
＜第１分科会＞省エネルギー 
－日越の省エネルギー政策／民生部門における省エネルギーに関する取組－

議長：（越 側）Nguyen Dinh Hiep工業省科学技術副局長 
（日本側）経済産業省資源エネルギー庁 省エネルギー･新エネルギー部 

政策課 高見牧人国際協力推進室長 
スピーカー： 
（日本側）経済産業省資源エネルギー庁 高見牧人国際協力推進室長 
     「Energy Efficiency and Conservation Policy in Japan」 
（越 側）Phuong Hoang Kim工業省科学技術局専門官 
     「Review of Vietnam Energy Efficiency & Conservation Policy」 
（日本側）住環境計画研究所 中上英俊所長 
     「日本の民生部門における省エネルギーに関する取組」 
 
＜第2分科会＞原子力  
－原子力発電導入計画と人材育成－ 

議長：（日本側）九州電力 松下清彦原子力最高顧問 
(JETRO委員会副委員長) 

（越 側）Ta Van Huong工業省エネルギー石油局長 
スピーカー： 
（日本側）経済産業省資源エネルギー庁 水元伸一企画官 
     「原子力発電の重要性と越日原子力発電協力」 
（越 側）Ta Van Huong工業省エネルギー石油局長 
     「Plan of Introduction of Nuclear Power Plants in Vietnam」 
（日本側）電気事業連合会 伊藤範久専務理事 
     「日本における原子力発電の経験とベトナム原子力発電導入への協

力について」 
 
＜第 3分科会＞エネルギー技術 
－日本のエネルギー関連技術による越への貢献－ 

議題 1のセッションで発表

する NEDO山本理事 
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議長：（日本側）経済産業省製造産業局 國友宏俊国際プラント推進室長 
（越 側）Nguyen Phu Cuong 工業省科学技術副局長 

スピーカー：  
 (日本側) 三菱重工業 玄後義新エネルギー事業推進部長 
     「Solar Cell & Fuel Cell」 

三菱重工業 沼田明エンジン技術部長 
「ガスエンジンコジェネレーションシステムの紹介」 
カワサキ・プラント・システムズ 反田克史排熱設計グループ長 
「セメント・プラントにおける廃熱利用」 
日揮 牧野幸博エネルギープロジェクト統括本部長代行 
「Solution Provider with New Energy Technologies」 

（越 側）Truong Huy Hoang電力大学教授  
     「Technology Status Assessment for Vietnam's Electricity」 

   

12:15–13:30 昼食 

13:30–15:00 【議題3：テーマ別分科会における議論②】 
＜第１分科会＞省エネルギー 
－産業部門における省エネルギーに関する取組－ 
議長：（日本側）経済産業省資源エネルギー庁  高見牧人国際協力推進室長 
   （越 側）Nguyen Dinh Hiep工業省科学技術副局長 
スピーカー： 
（日本側）NEDO技術開発機構 省エネルギー技術開発部 時下俊一部長 
     「Energy Conservation in Industrial Sectors」 
（越 側）Tran Manh Hungエネルギー研究所経済予報部長  

「Energy Efficiency & Conservation Program on Industrial Sector 
in Vietnam」 

 

議題 2：省エネルギー技術分科会の様子 
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（日本側）（財）省エネルギーセンター 石原 明常務理事 
     「産業分野の省エネルギー管理」 
 
＜第2分科会＞原子力 
ショートプレゼンテーション及びパネルディスカッション 
－今後の日越原子力発電協力－ 

コーディネーター： 
（日本側）アジア太平洋エネルギー・フォーラム 末次克彦代表幹事 

（JETRO委員会委員長） 
（越 側）Ta Van Huong工業省エネルギー石油局長   
スピーカー・パネリスト： 
（日本側）経済産業省原子力安全・保安院 八木雅浩国際室長（プレゼン） 
     「原子力安全協力プログラム」 

日本原子力発電 目黒芳紀副社長（プレゼン） 
「ベトナムへの原子力発電導入に関する協力について」 
経済産業省資源エネルギー庁 水元伸一企画官 

（越 側）Vu Van Thai工業省国際協力副局長（プレゼン） 
     Lam Du Sonベトナム電力公社副総裁（プレゼン） 
     Vuong Huu Tanベトナム原子力エネルギー委員長 

Pham Khanh Toan エネルギー研究所長 
「Human Resource Preparation for 1st Nuclear Power Plant in 

Vietnam」 

   
 
   
 
 

＜第3分科会＞石炭 
－日越の石炭政策・協力（炭鉱開発から発電まで）－ 
議長：（越 側）Nguyen Khac Tho 工業省エネルギー石油副局長 
   （日本側）（財）石炭エネルギーセンター 吉村佳人専務理事 
 

議題 3：省エネルギー分科会で発表す
る NEDO 省エネルギー技術開発部の

時下部長 
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スピーカー： 
（日本側）NEDO技術開発機構 石炭事業部 石垣宏毅主幹 
     「日本・ベトナムの石炭分野における協力について」 
（越 側）Nguyen Canh Namベトナム石炭鉱物･工業グループ開発戦略副部長
     「Current Status and Development Directions of Coal Sector. 
            Proposals for Cooperation with Japan in Coal Sector」 
（日本側）（財）石炭エネルギーセンター 吉村佳人専務理事 
     「ベトナムにおける JCOAL事業の展開」 
(日本側) 石川島播磨重工業 福島仁電力プロジェクト部長 
     「USC Technology and Biomass Application to Achieve CO2 

Reduction」 

    
 
 

15:00–15:30 休憩（ティー／コーヒー・ブレイク及び会場設営） 

15:30–16:10 【最終議題】今後の協力の可能性に向けて 
－フォーラムの結果の報告と講評－ 

議長：（日本側）経済産業省資源エネルギー庁 本部審議官 
        九州電力 松下清彦原子力最高顧問 

アジア太平洋エネルギー・フォーラム 末次克彦代表幹事 
        経済産業省資源エネルギー庁 高見牧人国際協力推進室長 
               経済産業省製造産業局 國友宏俊国際プラント推進室長 
               （財）石炭エネルギーセンター 吉村佳人専務理事 

（越 側）Ta Van Huong工業省エネルギー石油局長 
Vu Van Tai工業省国際協力副局長 
Nguyen Dinh Hiep工業省科学技術副局長 
Nguyen Phu Cuong工業省科学技術副局長 

16:15- レセプション 

18:15-18:45 記者会見 

議題 3：石炭分科会で発表する
NEDO石炭事業部の石垣主幹 

議題 3：石炭分科会の様子
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