
評価調査結果要約表 

１．案件の概要 

国名：カンボジア王国 案件名：電力セクター育成技術協力プロジェクト 

分野：電力セクター 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：カンボジア事務所 協力金額（評価時点）：227,826（千円） 

（R/D）：2004 年９月 19 日～ 

    2007 年９月 18 日 

先方関係機関：鉱工業エネルギー省（MIME）、カン

ボジア電力庁（EAC）、カンボジア電力公社（EDC）

（延長）： 日本側協力機関：海外電力調査会 

（F/U）： 他の関連協力： 

協力期間 

（E/N）（無償）  

１－１ 協力の背景と概要 

 カンボジア国の電化率、発電／電力消費量は、近隣諸国に比べても非常に低く、また内戦などの

影響により、送電設備の老朽化、技術者の不足など多くの問題を抱えている。しかし、近年、都市

部を中心に電力需要は急激に増加してきており、今後更なる需要の拡大に見合うエネルギー供給能

力の拡大、維持管理技術の向上が求められている。このような状況からカンボジア政府は電力設備

の維持・運用に係る法整備の支援とこれらの実運用に係る技術協力を我が国に求めてきた。 

 

１－２ 協力内容 

（１）上位目標 

カンボジアの電力が安定的かつ安全に供給される。 

 

（２）プロジェクト目標 

電力技術基準が EAC により効率的及び適切に運用される。（EAC） 

配電系統が効率的及び適切に運用される。（EDC） 

 

（３）成果 

  １）EAC 
成果１：電力技術基準を遵守するためのルールが明確になる。 

成果２：電気事業の許認可業務が円滑に行なわれる。 

成果３：電気事業者に対する指導能力が向上する。 

  ２）EDC 
成果１：配電系統の保守能力が向上する。 

成果２：配電系統の事故復旧能力が向上する。 

成果３：配電系統の計画、拡張に係る能力が向上する。 

 

（４）投入（評価時点） 

  １）日本側 

長期専門家派遣 ２名（EAC１、EDC１） 

機材供与 EAC：USD63,336、EDC：USD402,145 

短期専門家派遣 22 名（EAC19、EDC３） 

ローカルコスト負担 EAC：USD76,664、EDC：USD59,116 

研修員受入れ 10 名〔EAC（MIME,EDC 含む）６、EDC４〕 

 



  ２）相手国側： 

カウンターパート配置 EAC：５名〔電力技術基準作成ワーキンググループ（WG）には

MIME、EDC から７名参加〕 

EDC：18 名 

専門家のためのプロジェクト事務室 

ローカルコスト負担 EAC：USD2,280 及び 5,399,119 リエル 

EDC：USD2,854 

２．評価調査 団の概要 

 調査者 （担当分野：氏名  職位） 

総括： 村上 雄祐 JICA カンボジア事務所 次長 

電力技術基準評価： 鳴海 英樹 社団法人海外電力調査会 

配電技術移転／PDM 評価： 岸並 賜 （株）国際開発アソシエイツ 

  パーマネントエキスパート 

運営管理： 三宅 繁輝 JICA カンボジア事務所 

調査期間 2006 年９月３日～９月 13 日 評価種類：中間評価調査 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

プロジェクト目標の指標に対する実績は以下のとおりである。両プロジェクトとも順調に進んで

おり、プロジェクト終了予定の 2007 年９月までには、すべての指標が満たされると考えられる。 

 

（１）EAC 

指標 達成状況 

１．電力技術基準（細則）（SREPTS）が MIME
に提出される。 

SREPTS の作成は計画通りに進捗しており、

2007 年１月に開催の SREPTS セミナーを経

て、2007 年４月に最終版が完成する予定であ

る。 

２．電気事業者への技術指導が実施される

（回数が増える）。 

プロジェクト開始以来、必要の都度、技術指

導を実施しており、SREPTS 第一次案完成後

の 2006 年７、８月には電気事業者に対するセ

ミナーも開催された。MIME へ SREPTS 最終

案が提出されたあとにも、技術指導が実施さ

れる予定である。 

 

（２）EDC 

指標 達成状況 

１．設備データベースが適切に運営・管理さ

れる。 

プノンペン市の中圧配電に関するデータベー

スは完成している。EDC 管轄下の地方都市

（11 州）については 2007 年の３月に完成す

る予定である。 

２．EDC の設備拡張計画が適切に実施され

る。 

GIS システムは既に導入され、プノンペンや

いくつかの地方都市の設備拡張計画に利用さ

れている。 
 
 



また、前頁のとおり、それぞれのプロジェクトに３つの成果が設定されているが、2006 年９月現

在ほぼ達成されている。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（１）妥当性 

妥当性は「高い」といえる。 

「国家貧困削減戦略」「電力セクター開発政策」“Cambodia Power Sector Strategy”などの国

家・セクター政策は電力セクターとその人材育成を強調しており、本プロジェクトとの整合性

は高い。また、EAC は今後の電力の急激な需要増に対処する電力行政指導の滞りや、電力の供

給信頼度と安定性の低下が危惧され、早急な対応が求められていたとともに、EDC は人材・技

術・経験及び資金力の不足からこれらの問題に対処する能力が低く、組織化された技術者集団

の育成が急務となっていた。したがって、受益者である EAC 及び EDC のニーズとも合致して

いる。 

 

（２）有効性 

有効性は「比較的高い」といえる。 

EAC については、プロジェクト目標レベルの指標のひとつである「電気事業者への技術指導

が実施される」に係る活動は、電気事業者での問題発生時や電気事業者訪問時に実施している。

また、SREPTS 第一次案完成後の 2006 年７、８月には電気事業者に対するセミナーも開催され

ている。細則が MIME の省令として発布されたあとにも技術指導が予定されており、2007 年６

月発布（予定）以降、プロジェクトの終了時までにはさらに充実した技術指導が実施されると

見込まれる。 

EDC については、ふたつのプロジェクト目標レベルの指標は、ほぼ満たされており、プロジ

ェクトの終了時までには完全に達成されると見込まれる。また、設定された効果はすべてプロ

ジェクト目標発現に貢献しており、外部条件もほぼ満たされている。   

 

（３）効率性 

効率性は「比較的高い」といえる。 

一部投入が若干遅れているが（探査用の車両）、日本側、カンボジア側ともにほぼ計画通りの

投入がなされている。成果レベルの指標もほぼ達成されていることから、投入の質、量、タイ

ミングは妥当であったと考えられる。また、本プロジェクトのそれぞれ３つの成果はいずれも

プロジェクト目標の達成に直結すべく設定されており、プロジェクトの投入がなければ実践・

普及されないものである。 

 

（４）インパクト 

以下のとおり、ポジティブなインパクトが発現している。 

・上位目標の指標は「カンボジアの電力が安定的かつ安全に供給される」である。顧客当たり

の停電回数はプロジェクト開始前の3.769×10－３回／戸・年から2.060×10－３回／戸・年（2005

年）に改善されている。この効果の発現は、発電量の増加など直接本プロジェクトに起因す

るものではない要因によるものもあるが、リレー整定など本プロジェクトの活動が直接貢献

していることも事実である。 

・地図情報システム(GIS)導入を紹介するセミナーを関係諸機関向けに行い、その結果いくつか

の機関において GIS を導入したり、情報（衛星写真）を共有したりする効果があった。 

 

 

 



（５）自立発展性 

自立発展性は「比較的高い」といえる。 

 組織・制度面では、電力セクターの強化が国家政策と合致しており、今後もこの傾向は続くこと

が予想される。また、EAC は MIME が電力技術基準細則を省令として発布すれば、電気事業者を指

導する強力な手段・正当性をもつこととなるとともに、EDC はリレー整定・問題分析に係る部署を

設立するなど組織強化に努めている。しかしながら、両組織ともカウンターパート（C/P）は専属で

はないため、プロジェクト終了後の活動の継続性に懸念が残る。技術面は、順調に技術移転が実施

されており、供与機材も C/P により適切に保守・管理されているため、自立発展性は高いといえる。

財政面に関しては、EAC は許認可事業などによる収入により資金が潤沢であるが、EDC の予算は限

られており、今後も予算確保のための努力を続ける必要がある。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（１）計画内容に関すること 

貢献要因としては、計画内容が国家・セクターの政策と合致し、MIME、EAC、EDC の優先

課題であったため、これら機関の関心も非常に高いものであることから時宜を得たものであっ

たといえる。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

プロジェクト実施・関連機関が複数存在するため、プロジェクトの進捗状況、問題点などの

情報を共有することが必要となる。2006 年５月に合同調整委員会（JCC）において活動状況の

報告、プロジェクト・デザイン・マトリクス（PDM）協議が実施されたことで情報共有が進め

られたといえる。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（１）計画内容に関すること 

特にない。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

EDC は全国で活動を行っているが、２台供与予定であった探査車両が手続き上の事情で 2006

年９月現在１台しか供与されていない。プロジェクトの大きな阻害要因とはなっていないが、

故障への対処が遅れるなど雨季の活動に若干の影響があった。 

 

３－５ 結 論 

PDM に記載されている指標の達成度が高いことから、プロジェクトの成果及びプロジェクト目標

はプロジェクト終了時までの達成が見込まれる。また上記のとおり、上位目標に関しても、一部効

果が発現しているといえる。５項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性）による

評価は、各項目とも「高い」もしくは「比較的高い」と判断され、プロジェクトは順調に進んでい

る。したがって、当初の計画通り、2007 年９月をもって､プロジェクトは終了する予定である。 

 

３－６ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

合同評価チームとして以下の提言を行った。 

（１）EDC に GIS 及び技術基準の責任組織（Office）の設立 

EDC の組織能力を拡大・向上するためには、プロジェクト終了後も GIS 関連の活動を継続す

ることが不可欠である。また､新しい技術などに応じて EDC の技術基準を更新していくことが

重要となっている。しかしながら、現在のところ C/P は専任ではなくパートタイムでこれらの



活動に従事しており､プロジェクト終了後も現在の活動が維持される保証はない。そこで評価調

査団は EDC 内に GIS 及び技術基準に関する責任組織（課＝office）を設立することを強く提言

した。EDC は設立される組織が活発に活動できるようプロジェクトで経験を積んだ人材及び十

分な予算を確保するべきである。また、この組織が活動を進め、人材や能力の開発が進んだ段

階で部（＝department）にアップグレードされることが望ましい。また、EAC の GIS と EDC の

GIS がリンクされ、全国すべての電気事業者を管理していくことが不可欠である。 

 

（２）ベースライン調査の実施 

本プロジプロジェクトの PDM において指標の達成状況を測る際に、定量的なデータが不足し

ていたために効果の発現が不明確であった指標が存在した。今後、「有効性」「効率性」及び「イ

ンパクト」の達成度を明確かつ定量的に測るためには、ベースライン調査が計画的に実施され

る必要がある。 

 

３－７ 教訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、運

営管理に参考となる事柄） 

 

 前記提言（２）と同様。 

 

 




