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今年、ミャンマーは東南アジア諸国連合（ASEAN）
の議長国に就任した。1997年の加盟以来、初めてのこ

電力セクターの組織

とであり、孤立からの脱却に向けた新たな節目となっ

ミャンマーの電力部門は依然として大部分が国営で

た。現在、ミャンマーはその発展において非常に重要

あり、細分化している。エネルギー政策に対する全責

な局面を迎えている。進行中の改革と制裁の緩和によ

任はエネルギー省（Ministry of Energy）にあり、

り、近隣諸国に追いつかんとするミャンマー自身にとっ

電力部門の監督権限は電力省（Ministry of Electric

ても、また、新たなフロンティア市場を模索している海

Power：MOEP）にある。図１の組織図に示すように、

外投資家にとっても、絶好のチャンスが訪れている。

MOEP内には電力部門で運営する４社の国有企業を

しかし、こういったチャンスには必ずリスクが伴う。リ

担当する３つの主要な局がある。

スク要因のひとつは、ミャンマーの電力インフラが不十

少々紛らわしいが、火力発電所（ガス火力発電所を

分なことである。このことは、今後数年にわたり、ミャ

除く）は、水力発電計画局と水力発電建設局の管轄下

ンマーの成長に対する重大な制約となるおそれがある。

にあるのに対し、ガス火力発電所と風力発電は、電力

本稿では、以下の事項について簡潔に概観する。

局により管理される。電力セクターの開発調整を改善

・ミャンマーの現在および予想される電力需要

するため、エネルギー省と電力省の代表者などで構成

・ミャンマーの電力供給業界の構造

される国家エネルギー管理委員会（National Energy

・表面化しつつあるミャンマーの電力不足を解消し得

Management Committee）が設置されているが、政

る方法

策決定の合理化や業界の管理監督効率の向上に役

電力供給の前途

立っているのかどうかは明らかではない。
図１

MOEP 組織図

現在、ミャンマーの電化率は世界最低水準である。

電力省

これは、農村人口が圧倒的に多いこと、産業の発展率
が低いこと、送電インフラが限られていることに起因
している。理論上は、ピーク需要を満たすのに十分な

水力発電計画局

電力局

水力発電建設局

能力を備えたシステムがある。しかし、ミャンマーに
設置されている発電所は水力発電所が大部分を占めて
いるところ、これらは一年のうち数カ月にも及ぶ乾季

水力発電公社

の間は、依存するのに十分な電力を供給することはで
きない。また、発電所の効率が低く、相当な送電損失

ミャンマー電力公社

もあるため、数少ない電化地域では頻繁に負荷制限や
計画停電が行われる結果となっている。この問題は、
今後数年のうちに経済が急成長すると、電力需要の増
加によりさらに悪化する可能性が高い。
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ヤンゴン配電公社
出所：Ashurst（以下同）

地方配電公社

ASEAN 最前線 —— 役立つ会計・法務 ——
図２

MEPE を中心とする発電ポートフォリオ
IPP

図３

送電網の簡略図
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いずれにしても、ミャンマーの電力セクターの要は

※国境に達していない。

MOEPやその内部局ではなく、ミャンマー電力公社
（Myanmar Electric Power Enterprise：MEPE）
である。シングルバイヤーモデルに基づき組織された
セクターにおいて、MEPEは（電力の大量購入者とし

ジ・デルタ地域のほか、主要都市であるヤンゴン、ネ

て）網目のような第三者である発電事業者との間の電

ピドー、マンダレーを結ぶ地域を主にカバーしている

力購入契約の中心に位置する。MEPEは購入した電

（図３）
。水力発電の潜在能力が高い国の北部から需要

力をヤンゴン配電公社（Yangon Electricity Supply

の中心である南部に500kV線を建設し、送電網を伸ば

Board：YESB）と地方配電公社（Electricity Supply

す計画もある。

Enterp rise：ESE）に販売し、両配電公社が配電や

配電網は、低圧の33kV線、11kV線、0.4kV線から

エンドユーザーへの販売を行う。MEPEはシングルバ

構成され、ヤンゴン地域ではYESB、その他の地域で

イヤーとしての役割を担うだけでなく、電力配分およ

はESEにより運営されている。

び送電網による送電についても責任を負う（図２）
。

前述のように、ミャンマーは電化率が低く、送電・
配電システムの地理的範囲が限られており、地方には

現行体制のMEPEは、1989年ミャンマー国有経済

（オングリッドかオフグリッドかを問わず）特に電化の

企業法（Myanmar State-Owned Economic Enter

ニーズがある。さらに、送電・配電損失も高いため、

prises Law 1989）に基づいて設置された。しかし、

システムの信頼性と効率の向上が必須である。

MEPEの権能・権限は同法に定められておらず、また、
（市場開放の過程にある国では驚くようなことではない
が）その定款は非公開である。MEPEは、MOEPとは
別個の法人であることは明らかなようである。つまり、

法的枠組み
ミャンマーの電力セクターに関する主な法律は、

MEPEが電力購入契約に基づき義務を負っていても、

1948年電力法（Electricity Act 1948）
、1984年電力

それはミャンマー政府を拘束せず、MEPEの財政状態

法（Electricity Law 1984）
、1985年 電 力 規 則

はミャンマー政府とは別個のものということである。こ

（Electricity Rules 1985）である。これらはもはや時

のことは、特にエンドユーザーが支払う料金が補助金

代遅れであり、投資、近代化および拡大の需要が高

の影響で供給原価を下回っていることからも、MEPE

まっているセクターにとっては不十分なものと認識さ

の信用度に対する懸念を引き起こしているが、少なく

れている。現行の法的枠組みは、独立電力プロジェク

とも当面の間、MEPEはミャンマー政府からの資金提

トに対する規制を設けることを意図したものではない

供と支援により一定の利益を得ることが考えられる。

ため、MOEPはアジア開発銀行（ADB）と協力し、ミャ

送電・配電インフラ

ンマーの現在のニーズに適合する新たな電力法を策定
しようとしている。これに加えて、国家エネルギー管
理委員会は、関係省庁と協力して、エネルギーセク

ミャンマーの送電網は、66kV線のほか、132kV高

ター全体を対象とする新たな法制度を整備中であると

圧線、230kV架空線から構成され、人口の多いイラワ

されている。新電力法の法案は回付されており、われ
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われが閲覧した非公式の英訳に基づく限り、新法には

（memorand um of understanding：MOU）が
締結される。

下記を含む事項が盛り込まれる可能性が高い。

（ⅱ）プ
 ロジェクト開発段階：フィージビリティ・スタ
・電力セクターを監督する電力規制委員会（Elec

ディと環境社会影響評価が完了した後に、下記の
契約が授与される。

tricity Regulatory Commission）の設置

・電力局との間の拘束力のある契約覚書

・電力セクターの業務に参入するための免許制度

（memorandum of agreement：MOA）

・業界基準・規格の周知

・MEPEとの間の拘束力のある電力購入契約
もっとも、新法が最終決定され可決されるまでは、
電力供給業界の新体制に関して確実にいえることはほ
とんどない。新法は、かなり前から切望されてきたが、
本稿の執筆時点では依然として可決されていないよう
である。

注
（power purchase agreement：PPA）

注：ただし、MOAまたはPPAの授与に関して公表されている基準やガイド
ラインは存在しない。

IPPに関するプロジェクト文書

ミャンマーのIPP

MOAとPPAは、ともに電力プロジェクトの建設と

現行の法制度には不備があるものの、立法上の進展

運営に関して基盤となる契約である。通常、MOAは

もある。新たな外国投資法が2012年に制定され、これ

プロジェクト実施の枠組みを定める（付与された利権、

に基づき翌年には投資規則が公布された。また、官民

発電所の仕様、料金、用地・土地の賃貸借に関する問

の連携や独立電力プロジェクト（IPPs）の具体的な根

題、減税などの重要な原則を記載する）のに対し、

拠は特にないが、多数のIPPsが実施されている。

PPAは発電所の工程表、発電された電力の売買、技

しかし、IPPに関するプロセスには透明性と仕組み

術的事項（発電所の電力配分、計量など）
、支払いお

が欠如している。現時点では、電力プロジェクトは

よび責任について定める。発電所の用地に関しては、

MOEP主導の正式な入札プロセスではなく、MOEP

別途、借地契約（land lease agreement：LLA）も

への提案書の提出により開始される傾向にある。昨年

締結される。実務においては、当事者らの関心の対象

の後半、シュエ・タウンのIPPに関して一般入札が発

はMOAからPPAおよびLLAへ、後者が署名された時

表されたが、これがMOEPによるIPP調達方法の系統

点で移っていくことになる（図４）
。

的変更を示すものであるのかどうかは、現時点では不

また、海外の出資者にとっては、ミャンマーへの投

明である。その一方で、電力購入契約のひな型が作

資に関してミャンマー投資委員会（Myanmar Invest

成・採用されていないため、プロジェクトに関する多

ment Commission：MIC）から許可を取得すること、

くの側面は、MOEPとプロジェクト出資者との間の２

また、投 資・企 業 管 理 局（Directorate of Invest

者間の交渉に委ねられている。生産分与契約のひな型

ment and Companies Administration：DICA）か

に基づく組織的な入札ラウンドで探査用地が付与され

ら営業許可を取得することも重要となる。

る同国の石油・ガスセクターとは、明らか
な差がある。

図４

IPP に関する一連のプロジェクト文書（Suite Dagon）
プロジェクト投資家

そうはいっても、実務上、ガス火力発電
所のIPPに関するプロセスには主に下記の
２つの段階が存在する。

投資家１

MIC

MIC の
許可

（ⅰ）準
 備段階：この段階では、電力プロ
者によるフィージビリティ・スタディ
比較的簡潔かつ拘束 力のない覚書
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投資家３

MOA
プロジェクト
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ジェクト案に関するプロジェクト出資
と環境社会影響評価の実施について、

投資家２

PPA

取引許可
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MOEP
（DEP）

MEPE
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ガス供給に関する問題

PPAに基づく保護

IPP用の供給原料であるガスは、通常、MEPEによ

外国投資法に基づき海外投資家に与えられる保護に

り提供されており、無料でIPPに提供される場合もあ

加えて、われわれが見たことのあるPPAも、下記を含

る。この点は、トーリング（tolling）契約に類似して

む契約上の保護規定を置いている。

おり、燃料供給リスクは主にミャンマー政府が負担す
る。その見返りとして、政府は生み出された電力の一

（ⅰ）法
 律の改正に対する保護：プロジェクトの資本支

部を「無料の電力」として取得したり、プロジェクト

出や運営費の大幅な増加、またはプロジェクトの

に対する持ち分の一部を「無料の持ち分」として取得

収入の大幅な減少を考慮して、PPAに基づく支

したりすることが少なくない。しかし、所定の基準を

払額を調整する旨を定める。

超えて燃料が消費された場合は、燃料の超過分につい

（ⅱ）契
 約終了時の補償：PPAの終了時にMEPEが発

てMEPEが負担した費用のパススルーにより、IPPに

電所を買い取ることを選択した場合における補償。

対して超過分を請求することができる。
ミャンマーのガス埋蔵量は相当なものであるが、開

しかし、上記の対策による保護には限界がある。例

発は徐々にしか進んでいない。現在国内で生産される

えば、不利な法改正があった場合に支払金をどのよう

ガスは、かなりの部分を中国とタイに輸出しているた

に調整するのかという点に関する定めや、MEPEへの

め、火力発電によるIPP用の供給原料であるガスの利

売却・譲渡の際に発電所をどのように評価するのかと

用可能性は、少なくとも新たなガス田の操業が開始さ

いう点に関する定めはなく、また、MEPEが発電所を

れるまでは、限られたものとなる可能性がある。

買い取らないことを選択した場合は、契約終了時の補

石炭は火力発電所の代替燃料として採算の合うもの

償は適用されない。これらの規定の適用については

であり（ミャンマーは石炭埋蔵量も豊富である）
、また、

ミャンマー法のもとでも依然として実証されていない

前述のように、ミャンマーは水力発電の潜在能力も

が、いずれにせよ、これらの規定をPPAに盛り込むこ

高い。

とは有益である。

料金と支払い

資金調達

前述のように、ミャンマーではエンドユーザーの払

ミャンマーでは、プロジェクトの資金調達が始まっ

う料金に多額の補助金が投入されている。今年、ミャ

てからまだ日が浅い。長期に及ぶ経済制裁が最近緩和

ンマー政府は料金引き上げに踏み切った。多数の抗議

されたばかりであるため、国内の銀行・融資セクター

を生んだ不人気な措置であったが、引き上げ後の料金

によるサービスは遅れをとっており、限られている。

も依然としてコストを反映するものではない。料金の

ミャンマーでのプロジェクトに現時点で利用可能な資

設定に関する強力な市場原理が存在しないため、ミャ

金調達の多くは、輸出信用や開発金融の形式のもので

ンマーでのIPPを検討している出資者は、プロジェク

ある。ミャンマー内外の商業銀行は、ミャンマーでの

トの経済的価値の分析の一環として、政府のMEPEに

プロジェクトに対して貸し付けを行うことに興味を示

対する継続的な支援に依拠しなければならない。

しているが、従来型のプロジェクト・ファイナンスを

われわれが見たことのあるPPAには、IPPへの交換

適用するのはあまり現実的とはいえない。これは前述

可能通貨による「支払保証」が含まれていた。このよ

したように、電力セクターの構造と規制に関して、ま

うな「支払保証」は買取約束や支払約束に似たもので、

た、ミャンマー法に基づき執行可能な担保を取ること

プロジェクトに安定した収益源を提供するのに役立つ

や法的な権利・救済手段一般の確実性に関しても、多

のに対し、交換可能通貨の支払い（エンドユーザーの

数の法的な不確定要素が存在するからだ。

払う料金がチャット建てであっても、通常は米ドル建
て）は通貨リスクを軽減するのに役立つ。

しかし、リスクを選好する投資家にとっては、ミャ
ンマーの電力セクターは一点の光かもしれない。興味
のある方々には、ぜひこの分野でチャンスをつかんで
いただきたいと思う。
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