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ベトナムの原子力計画 

ニントァン省フォックジン（ロシア） 
ニントァン省ビンハイ（日本） 

＜原子力発電所建設計画地＞ 

ベトナムは、2030年までに1０基の原子力発電所を稼動する計画 

2010年10月31日、ニントゥアン省第二サイトの原子力発電所建設について、日本を
パートナーとすることで合意 

首都ハノイ 

ホーチミンシティ 

ニントゥアン No.2 発電所予定地 （Vinh Hai） 

 運転開始 
• 初号機        2020 
• 2号機             2021 

 フィージビリティスタディ(FS) は今後レビュー  

２ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・ベトナムの国土は、この図にあるように南北にほぞ長く、日本の青森から九州の南端位の距離があります。南北に長いため南北の送電線の連携は弱く、特に南のホーチミンシティ（旧サイゴン）の発展が著しいことから、原子力発電所は南に計画されています。・日本とパートナーの覚書を結んでいるニントアン省ビンハイ地点はホーチミンシティから約３５０Km北、第一サイトのフックディンはその南約４０KMのところにあります。・第一サイトと第二サイトのプレフィージビリスタディは２００２年から２００３年にかけて日本の支援で行われ、２００９年１１月に４基４００万ｋWが国会承認されています。



原子力新規導入国に対して、わが国が提供できる原子力発電所の建設、運転・

保守、人材育成、発電所の運営等を、日本政府による制度整備や資金等に関

する支援策と連携して、一元的・包括的に提案。 

国際原子力開発㈱ 
 
 

日本政府 

原産協会/ 
原子力国際協力センター 

電力会社 メーカ 

金融機関 

ニーズを 
一元的に受付 

包括的に提案 

提案を取りまとめ 

その他関係企業 

プロジェクトの 
受注へ 

新規導入国 
（ベトナム） 

支援 

ファイナンス 

国際原子力開発（JINED）の役割 
３ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　・当社は、先ほど述べたように、２００９年の暮れ頃に、日本はUAEへの売り込みで韓国に敗れ、またベトナムが第一期のパートナーとしてロシアを選定したことから、日本の海外での原子力プラントの売り込みには、官民一体となった一元的体制が必要との声が国、産業界で高まり、２０１０年の初めころから官民一体となった日本の原子力発電所の売り込みを始めると共に、会社設立の検討を電力会社、国、メーカーではじめ、１０月に設立されたわけです。・この官民の売り込みが功を奏し、幸運にも会社設立後すぐに、ベトナムが日本をパートナーとして選定していただいたわけです。・現時点ではベトナムへの提案のとりまとめ等の仕事をしていますが、政府の要請を受けて提案をとりまとめることとしています。・政府要請前の幅広い途上国協力については、先ほど講演のあった国際協力センターが担当しています。



ベトナムむけ人材育成の考え方 

 
将来の管理チーム 

 
エンジニアリング 
コアメンバーをサポート 

コアメンバー 
（所長～課長レベル) 
全所員の10％程度 

サブコアメンバー 
（係長～担当者レベル）全所員

の90％程度 

発電所人数を４００人 
（100万KW、２ユニット）

と想定すると、 
・コアメンバー：40～60人 
・スタッフ：360人 

メンテナンス部隊 
・EVNおよび外部調達 

成績優秀者は日本の大学院での研修も可能 

４ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・まず、ベトナム電力公社と、人材育成の基本的な考え方について協議しました。・この中では、将来の発電所の要員を約４００人と想定し、このうちの４０人程度を、サイトの部長、課長のリーダー級として育成し、さらに現地での研修や展開教育も含めて要員を育成することにしました。・また、発電所運転開始以降には、メンテナンス部隊を教育していくことが重要です。・これらのメンバーは、発電所の建設契約以降、メーカーさんの責任で訓練をしていくこととしました。



     ～我が国の初号機導入時の経験から～  

 
 １．発電所幹部候補（コアメンバー）は日本語を学習 
   （東海大学ＧＩＡＮＴプログラムのノウハウを活用） 

 
 ２ ．発電所幹部候補は、日本チームと共に、サブコアメンバーの育成 
   （ＯＪＴ）を行う。 

 
 ３ ．運転マニュアル等は、日本から提供されたものを手本に、 
   ベトナム語版を作成、自分たちで訓練・実務に活用 

    
 

５ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・ここで、教育を日本語で行うか、英語で行うか、ベトナム語で行うかを検討しました。・検討においては、日本の過去の経験や、ベトナムで定着している日本企業の工場等を訪問して検討を行いました。・その結果、ここに書いてある３点を骨子とすることにしました。・すなわち、コアメンバーに日本語を学習させ、このコアメンバーと日本チームのコミュニケーションを中心に発電所の運営を教育して以降というものです。



ベトナム人材育成ロードマップ 

１ Key Date                           

２ 

ベトナムでの
日本語学習 
Japanese 
Language  
Lesson In 
Vietnam 
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東海大学 
(Japanese 
Language & 

Nuclear)  

4 

On the Job 
Training  

(at Japan & 
Vietnam) 

                          

－ 
設計段階 

(Japan Team) 

5 
建設段階 

(Japan Team) 

6 運転員育成 

▽EPC  
契約??? 

▽運開 

土木工事 

日本での詳細設計、調達、組み立て 

1st group 

FS （日本原電） 

Training under EPC contract 

  建設事務所 NPP         建設準備所 EVN 内組織 

ｼﾐｭﾚｰﾀ設計  

OJT – 日本にて OJT – 現地にて 

2nd group 
3rd group 

運転責任者認定 

シミュレータ訓練   

 建設工事      

注：人材育成の検討のために仮に設定した工程であり、確定されたものではありません。 

試運転 

建設  

マニュアル・テキストの作成 
ベトナムにてＯＪＴ・講義 

4th group 

EPC契約後に加速 

2nd group 3rd group 4th group 

成績優秀者は国内大学院での研修も 

６ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・教育はプロジェクトスケジュールを勘案して１グループ２年、４グループとしました。・２年間の教育では、最初の１年間に集中的に日本語を学ばせ、半年後からは、原子力の教育をいれつつ１年半の原子力教育を行う計画です。・また、日本の企業風土や実務に慣れていただくために、最後の２～３カ月は実際の発電所や企業の工場においてOJTを計画しています。・この研修は昨年の１０月から開始されています。



人材育成の実例(1)  
（１）研修期間 2012年9月～2014年9月 
（２）研修生  EVNコアメンバー15名（第1期生） 
 
（３）研修内容 
   日本語授業（特別教育含む） 
   原子力工学基礎 
   実務者向け原子力専門教育 
   原子力関連施設の見学 
   原子力発電所・メーカ工場における現場研修 
（４）指導者 
   東海大学教員、電力会社社員、メーカ社員、 
   JINED社員ほか 
（５）研修場所 
   東海大学 
   原子力関連施設、原子力発電所、メーカ工場他 

７ 



東海大学での研修スケジュール 
9 1 4 7 10 1 4 7

3ヶ月

6ヶ月

現場研修

(発電所、メーカ工場, etc.)

原子力専門技術
（メーカ・電力による講義）

日本語研修（ビジネス/工学）

日本語研修（基礎）

基礎コース

原子力工学基礎

*東海大学の講義を聴講

12ヶ月

15ヶ月

2年目1年目

ビジネス日本語 / 工学日本語

12ヶ月

東海大学の講義を聴講

８ 



日本語研修 
 基礎を最初の６ヶ月で。（原子力初歩の学習も行い、後の原
子力関連講義につなげる。） 

 

 工学用語やビジネス用語を次の１年間で学び、 
 

 現場研修時に、日本語で十分なコミュニケーションをとれる
ようにした。 

 

ふすまで勉強 
原子力初歩の講義 

９ 



原子力工学の習得 
 
 ラマーシュの「原子核工学入門」をテキストに、      
原子炉物理から熱水力学まで幅広く学習 

 原子炉シミュレータ実習も実施 

シミュレータ実習 自主勉強会 

1
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特長：原子力発電所で学ぶ 
 ・大学で習得した原子力の基本的、理論的な内容をベース 
  

 ・さらに実務的、実践的能力を身につけるため 
  ⇒これまで日本が培ってきた原子力発電における 
   設計、建設、保守・運営についての電力会社やメーカ 
   の知識やノウハウについて学べる研修を提供 
 
カリキュラムの構成：座学と実習 
 ・「専門技術教育」で座学で実務についてテキストで勉強 
 ・「現場研修」で発電所に長期間滞在、業務を体験 

研修プログラムの特長(1) 
～実務能力習得カリキュラム～ 

11 



テキスト：電力会社、メーカによる独自テキスト 
 ・「専門技術教育」のテキストを 
  電力会社、メーカで独自に開発 
 ・電力会社、メーカから講師を派遣し、 
  テキストの内容を説明 
 ⇒ 実務内容に関する質疑応答を通じて 
   レベルアップ 
 ⇒ 座学で分らないところは、現場研修 
   時に目で見て確認 
新規導入国への汎用性を持たせる 
 ため英語翻訳版も確保 
 

研修プログラムの特長(2) 
～実務能力習得テキストの作成～ 

1
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研修プログラムの特長(3) 
～現場研修～ 

受入場所：原子力発電所、メーカ工場及び調達先工場 
実習内容：「専門技術教育」で学んだ内容の実習 
 ・座学では理解が難しい発電所の運営体制や原子力安全・品質 
  管理・放射線管理がどのように確保されているかについて 
  現場で意見交換を交えながら研修 
 ・特に安全確保がどのようにおこなわれているのか、ベトナム 
  帰国後に活用できるように学習 
 

カリキュラム：①～③電力9社原子力発電所で各3週間 
        ④3プラントメーカで各1週間 
① 発電所の組織と体制、放射線管理、品質管理の仕組みなど 
② 保修体制、保修要員育成の仕組み 
③ 運転管理体制、運転員育成の仕組み 
④ メーカ工場及び調達先工場にてQA/QCシステムの仕組み 

 

1
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人材育成の実例(2) 
～今後の人材育成～ 

○第１グループ向け 
 コアメンバー１期生にとって、日本語能力と 
      原子力技術関連知識の維持向上はプロジェクト 
      推進上重要課題 
 
 EVN－JINEDでアクションプランを策定し、 
   両者協力体制の下実施 
 
 東海大学での研修に続く、次フェーズの研修と位置
づけ、彼らのベトナムでの成長を支援 

 

1
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支援方策の検討 
 ・育成メニューに関しては、研修生の個別要望にも応えら     
  れるよう検討  
 ・かれらは本来業務を持っているため、業務に直結した 
  内容で主体的に研修に臨めるメニューを工夫。 
  
方策例 
 ・日本語教材による学習  
 ・日本語自主学習の支援 
 ・日本語で行う会議への参画 
 
○第２グループ向け 
 第１グループの実績をベースにカリキュラムを改良 
 →ベトナムにおいて、来日の半年前から日本語集中講義 
 →研修初期より原子力工学講義を開始 

1
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日本語教材による学習 
 実施日 2014年12月25日  
 場  所 JINED会議室 （EVNとはTV会議システムで接続） 
 出席者 EVNNPB：コアメンバー1期生 14名 
        日本側：JINED および メーカ各社 
 ねらい  
 ・日本語で考え、議論し、発表する場を設け、日本語力および 
  原子力関連技術力の維持向上を図る。 
 内容 
 ・教材には、原子力関連トピックス記事等、業務に関係の深いものを選定。 
 ・検討結果をグループ毎に発表。 
 ・日本側からは、電力会社およびメーカの経験に基づき助言。 

TV会議のようす 発表資料 

1
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日本語自主学習の支援 
 実施日 2015年2月9日  
 場  所 JINED会議室  
        （EVNとはTV会議システムで接続） 
 出席者 EVNNPB：コアメンバー1期生 12名 
        日本側：JINED  
 ねらい  
 ・日本語による業務状況報告、日本語エッセーの 
     輪読により、日本語力の維持向上を図る。 
 内容 
 ・1期生からの日本語による報告に、日本語でコメント。 
 ・日本語のエッセーを教材に、担当者が解説し、 
  JINEDからは、補足解説を加える。 

1
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日本語で行う会議への参画 
 実施日 2014年11月13日、2015年1月21-22日 
 場所   EVNNPB 本社 
 セミナーのテーマ 原子力プラントのテクニカルデザイン 
 ねらい 
 ・カウンターパートとしての支援業務を通じて、日本語能力を維持。 
 ・プレゼン資料を事前に読み込み、セミナー当日の通訳を担当。 
 内容 
 準備には、ベトナム側のカウンターパートとして1期生が参画。 
 日本語能力および技術力の維持向上の機会となった。   

セミナーの様子 

1
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まとめ 
ベトナムの原子力技術者に対する、東海大を拠点
とした日本語による独自のシステマティックなカ
リキュラムを構築。EVN研修生は、原子力発電に
関する一連の知識・技術を習得。 

ベトナム帰国後も、日本語および専門知識の維持
向上をねらっての人材育成を継続。建設プロジェ
クトにおける日本チームとのコミュニケーション、
日本でのOJTの円滑実施につなげる。 

先方のニーズを踏まえた育成が必須であり、自主
性を尊重し、研修の成果を個別業務のアウトプッ
トにつなげる工夫が重要。 
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