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（現地調査2007年5月） 
円借款事業事後モニタリング報告書 

 
 

評価者：薗田 元（株式会社グローバルグループ２１ジャパン） 
案件名：インド「テースタ用水路水力発電事業（Ⅰ）（Ⅱ）」（L/A No. ID-P40, ID-P72） 
 
[借款概要] 
承諾額／実行額 ：8,025百万円/7,882百万円（第1期）、6,222百万円/6,121百万円（第2期）  
借款契約調印  ：1986年12月締結（第1期）、1991年1月（第2期）  
貸付完了     ：2000年3月（第1・2期） 
事後評価   ：2002年度 
実施機関   ：西ベンガル州配電公社 (WBSEDCL : West Bengal State Electricity Distribution Co. Ltd.) 
   （2007年4月1日に当初の実施機関である西ベンガル州電力公社（WBSEB: West Bengal State Electricity Board）から分離） 
 
[事業目的]   
西ベンガル州・マハナンダ主水路（MMC）の落差を利用した67.5MWの水力発電所を建設することにより、西ベンガル州北部5地区の電力供給の安定化を図り、もっ
て地域開発の促進に寄与するもの。 

コンサルタント：なし 
コントラクター：住友商事、TELK ENGINEERING（ｲﾝﾄﾞ），M/S ANDREW YULE & CO. LTD.（ｲﾝﾄﾞ）, 他 

[結果概要] 

項目 事後評価時 事後モニタリング時 

[有効性・イ

ンパクト] 

有効性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)発電所の稼動状況 

西ﾍﾞﾝｶﾞﾙ州において 3 ヶ所の水力発電所が建設され、各発電所

には 3 機ずつの発電機（各 7.5MW）が設置され（計 67.5MW）、

1997 年 10 月から 1999 年 10 月にかけて順次実施機関に引き渡

され、1999 年 11 月より全発電所において正式な商業運転を開始

した。マハナンダ主水路(MMC)上に建設されたこれら発電所は、

 

水路護岸の崩壊と堤防決壊のリスクを避けるため放流量が抑制された

上、2003年度以降、修復工事のため乾季の放流が停止。このため放流

量は不足し、過去4年間の発電量は計画の3分の1以下であった。修復が

完了する2008年以降は発電量が回復すると見込まれる。 

 

(1) 発電所の稼動状況 

2001 年度以降、マハナンダ主水路(MMC)の放流量が計画最大値の 330 m3/秒の

3 分の１前後にとどまった上、2003 年度～2006 年度の 4 年間は水路修復のために

平均して年間 6 ヶ月近く放流が停止されてきたため、発電量は審査時計画の 3 分の

1 以下であった。特に 2006 年は MMC の修復のため放流が長期間停止され、2006

年度の発電量は計画の 11％にとどまった。 
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1事後評価時に確認された「水量不足の理由」としては、①MMC 老朽化に伴う通水機能の低下、②MMC の下流部にある水路・河川の排水容量不足、③水路の河床および発電所取水部における砂泥（ｼﾙﾄ）の堆

積、④多量の漂流物による発電所取水口の目詰まり、等である。（*詳細・改善策は持続性欄にて説明） 

テースタ川およびテースタ・マハナンダ連携水路からマハナンダ

堰を通じて MMC に取水された水を利用して発電を行っている。

下表は発電所の年度別稼動状況であるが、フル稼働するために

必要な流水量が 310 ㎥/秒-330 ㎥/秒であるのに対し、実際の

MMC の水量はこれらを大きく下回っている1。 

 

＜表 1：テースタ用水路発電所の年度別稼動状況（１）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：WBSEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 年度は雨季（7～10 月）に 150 m3/秒程度の放流が予定されているが、修復

工事はその後も 2008 年 9 月まで続き、発電量は 100GWｈ程度にとどまると見込まれ

る。それ以降は、修復された水路に大きな問題が生じなければ雨季の放流量は 200

～220 m3/秒まで増加が可能であり、発電量は回復すると予想される。 

 

＜表３：テースタ用水路水力発電所の年度別稼動状況（２）＞ 

  01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 
総発電量  第一 52.8 50.0 28.1 32.8 31.4 9.5 
 第二 54.2 57.7 32.4 37.8 36.7 12.9 
 第三 62.1 56.5 32.5 36.6 33.2 12.1 

(GWh) 合計 169.1 164.1 93.0 107.2 101.3 34.5 
ピーク出力 第一 12.0 9.7 9.5 11.4 8.5 8.4 
 第二 13.8 12.0 10.7 13.1 10.0 10.3 

(MW) 第三 13.6 10.5 10.6 12.4 9.4 10.4 
プラント稼働率 第一 48.05 45.46 25.54 29.85 28.59 8.68 
 第二 50.49 53.75 30.23 35.20 34.16 11.98 

(%) 第三 60.54 53.02 31.71 35.65 32.34 11.74 
平均放流量(注) (m3/秒) 140 110 110 130 90 90 
年間放流停止期間 

1ヶ月 1ヶ月 5ヶ月 3ヶ月 
5.5ヶ

月 
9ヶ月 

出典：WBSEDCL 

注：平均放流量は放流停止期間を除く期間のMMC取水堰における年間平均放流量 

 

本事業の発電量は MMC の放流量にもっぱら依存するが、放流量を決めるのは

テースタ堰事業を実施する州灌漑水路局である。同局は発電所から放流量増加の

要請を受けつつも、以下の理由により放流を制限してきた。（現状と今後の見通しに

ついて持続性の項で詳述） 

 

① MMC の護岸崩壊：護岸損傷や決壊を恐れて流量を抑える。 

② MMC の修復工事：根本的な修復工事のための長期放流停止。 

③ 下流の流下容量不足：下流の灌漑水路未完成による容量不足。 
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 なお、発電所導水路のスクリーンから漂流物（家庭ゴミを含む）を手作業で取り除く

ため、数時間おきに発電所への流入水量を減らしたり、漂流物が多い場合は発電

を停止してそれをやりすごしたりしなければならない。このため、最初に水を受ける

第一発電所では漂流物の多い雨季には発電量が約３割失われており、第二、第三

発電所でも程度は少ないものの同様の問題が生じている。これは本事業計画時に

は予想されていなかった。水路周辺の人口が増え水路に捨てられるゴミが増えたも

のと考えられる。ロスを防ぐため、WBSEDCL は効率的にゴミを取り除く設備の導入

を検討しており、近々コンサルタントに委託して詳細な調査を行う予定である。 

インパクト

 

 

(1) 社会・経済へのインパクト（州北部地域） 
① 電力需給バランス改善への貢献 
事業終了時までの州北部地域の電力不足はかなり深刻なもので
あった。そのため、一般世帯及び電力への依存度が高い産業
は、度重なる計画停電と停電に悩まされている。今後、本事業に
より建設された発電所が北部地域の電力状況の改善に貢献する
ことが期待される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 社会・経済へのインパクト 
① 電力需給バランス改善への貢献 
西ベンガル州では90年代初頭、電力不足率は10％近く、ピーク時電力の不足

は20％以上に達しており、州都コルカタにおいても1日数回、合計10時間にも
およぶ停電が起きていた。 

1998年度以降、電力需要は毎年9％の高い伸びを示したが、発電能力増強と
設備利用率向上、送配電ロス減少等により、電力不足は緩和された。（表４）
ピーク時供給能力は未だにやや不足しており計画停電が必要なこともあるが、
コルカタ市内の停電は多くて週に1、2回、長くても1回30分程度である。また、
送電網の整備が進められた結果、州北部の電力事情は大幅に改善し、今ではコル
カタを含む州南部とほとんど差がなくなった。 
 

＜表４：西ベンガル州の電力需給動向＞ 
 98/99 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 

電力需要(GWh) 16,319 20,670 20,551 22,091 23,115 24,936 
電力供給(GWh) 16,778 20,575 20,249 21,608 22,789 24,509 

不足率 (%) -2.80 0.50 1.50 2.20 1.60 1.70 
ピーク時電力需要 (MW) 2,981 3,614 3,752 3,836 4,117 4,743 
ピーク時電力供給 (MW) 2,808 3,414 3,418 3,652 3,965 4,599 

不足率 (%) 5.8 5.5 8.9 4.8 3.7 3.0 

（出典：Power Sector Profile, Eastern Region 2006, Ministry of Power, Gov. of India） 

 
 本事業のこれまでの年間発電量は最大で2001年度の169GWｈであり、これは同年
の西ベンガル州の電力需要の0.8％に過ぎない。したがって、電力需給バランス改
善についての本事業の貢献は軽微である。 

 
しかしながら、西ベンガル州では今後10年間、電力需要は年率7.1％、ピーク需

要は年率5.2％で増加すると予想されており、安定した電力供給を維持するた
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② 地方電化の推進に与えた影響 
2000年3月末時点の西ﾍﾞﾝｶﾞﾙ州の平均地方電化率は77.3％で、
同時期の全国平均86.3％を下回っている。州内の電力ｾｸﾀｰ構
造改革に伴い、1999年11月に州の地方電化を推進するために
「西ﾍﾞﾝｶﾞﾙ地方電力開発公社（WBREDC）」が設立された。
WBREDCは2002年3月末までに州内の地方電化率を85％までに
引き上げる目標を有している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 環境へのインパクト 
発電所の環境への影響は特段報告されていない。（環境測定機
器は導入されていない） 

めには発電能力の継続的な増強が必要である。したがって、本事業の発電所
が発電量を回復することにより、同州の電力安定供給に一層貢献することが
求められる。 

なお本事業は幹線送電網（National Grid）に接続されており、本発電所の電力は
州北部に限らず州全体、ひいては近隣他州にも届けられている。したがって、本事
業の電力需給バランス改善への貢献を州北部に限定する必要はない。 
 
② 地方電化の推進に与えた影響 

西ベンガル州の村落電化率は2000年度末の79％から2006年度末の91％まで
上昇し、2008年度には全村落電化を完了する計画である。（2005年12月の全
国村落電化率は80%）2006年度末の同州の農村世帯電化率は32％である。また、
2004年度の一人当たり電力消費量は414kWhで、全国平均の約3分の2である。 

 
村落電化率（06年度末）   西ベンガル州 90.7％ 
                  北部 90.8％ 
農村世帯電化率（06年度末） 西ベンガル州 32.1％ 
                  北部 23.9％ 
 
本事業は前述のように西ベンガル州の電力需要の1％足らずを供給してい

るに過ぎず、電力量から見れば地方電化への貢献はわずかである。 
他方、本事業の3ヶ所の発電所にはそれぞれ変電施設(33kV)が併設されてお

り、本発電所の発電電力および幹線送電網の電力が直接または他の変電施設
（現在は合計５ヶ所、必要に応じて増加可能）を経由して周辺村落に配電さ
れている。このように、本事業は発電が行われないときにも変電施設として
機能しており、周辺村落の電化の一端を担っている。 
 
(2) 環境へのインパクト 
環境への好ましくない影響は見られない。むしろ、発電時には水路を流れるゴミを取
り除くことにより、下流の環境保全に貢献していると考えられる。環境モニタリングは
行われていない。 
 
 
 
 

[持続性] 

 

 

 
 
 

 
 



 5

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
(1)技術： 
各発電所にはｱｼｽﾀﾝﾄ・ｴﾝｼﾞﾆｱ1名、ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ2名、補助員2名
の計5名で構成されたｸﾞﾙｰﾌﾟが各4つ組織され、3交代制で施設
の運転を行っている。また下請け業者の従業員が9-10名おり、ﾒﾝ
ﾃﾅﾝｽ･ｴﾝｼﾞﾆｱの指示のもと、協力体制が確立している。技術ﾚﾍﾞ
ﾙに関しては特段問題ない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（2）体制： 
発電所の運営・維持管理は西ﾍﾞﾝｶﾞﾙ州電力公社(WBSEB)によっ
て行われている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（3）財務： 
州電力公社は最低でも3％の収益率を達成することが求められて
おり、WBSEBは州政府からの補助金などの救済措置のおかげで
1997-98年度まではその収益率を達成していた。しかし、98年度
以降は、経常利益が急激に悪化し、州政府からの補助金を入れ
ても収益率は-102％となっている。また、西ﾍﾞﾝｶﾞﾙ週電力規制委

（1）技術： 
各発電所はジュニア･エンジニア 1 名、オペレーター1 名、補助員 2 名の計 4 名の

グループが 3 交代制で運転しており、事後評価時に比べて人員数が 1 名削減され
たが、維持管理の人員体制は事後評価時とほぼ同じである。技術レベルに問題は
見られない。 

2002 年度に第一発電所において、発電所運用の効率化を目的とする SCADA
（Supervisory Control and Data Acquisition System）システムが導入された。PC
を用いたコンソールにより発電･送変電施設の稼動状況をリアルタイムで把
握できるほか、発電については PC 上で全ての操作が可能となった。2006 年度
には第二、第三発電所にも導入され、同一システムに取り込まれた。水路修
復により発電が停止しているため、まだ運用試験ができていないが、将来は
より効率的なオペレーションが可能となる見込みである。 
 
（２）体制： 
西ベンガル州電力公社(WBSEB)は電力セクター改革の一環として、商業効

率とサービスの持続的な改善を目指して 2007 年 4 月より西ベンガル州配電公
社(WBSEDCL : WB State Electricity Distribution Co. Ltd.)と西ベンガル州送電公
社(WBSETCL : WB State Electricity Transmission Co. Ltd.)に分割された。
WBSEB の水力発電事業は州配電公社が所有し、その運営･維持管理を行って
いる。 
（1998 年に州政府は電力セクター改革案を策定し、2001 年には中央政府と覚
書を締結し行動計画を策定、中央政府からの資金援助を受けつつ WBSEB の機
構分離、料金合理化、料金構造の透明性確保、送配電ロス削減などの改革を
推進している。） 
 
（3）財務： 
 電力省による調査“State Power Sector Performance Ratings”（2006年6月）によ
ると、事後評価時に挙げられたような努力が効を奏し、WBSEBの財務は他州
への売電、送配電ロス改善、電力料金回収率向上などにより改善したほか、
配電部門の改革は大きな成果をあげたとされる。2001年度からは州政府から
の補助金も不要となった。2003年度には営業利益がプラスに転じ、2005年度
には、設立51年目にして始めて8.1億ルピーの商業利潤（営業利益－減価償却

発電所の維持管理は適切で、運営維持管理を行う西ベンガル州配電公
社の技術・体制･財政面に問題はない。特に、財務状況は事後評価時以
降、大幅に改善している。水路修復が終了する来年秋以降、雨季には計
画の3分の2程度の放流量を得られる見込みだが、乾季の放流量がどこま
で確保できるかは不明。 
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員会の指導のもと、電力料金が値上げされ、財務状況の改善に
一役買っているが、1999-2000年度においても収益率は依然とし
てﾏｲﾅｽであり、財務状況に大きな懸念があるといえる。（*事後評
価報告書には、財務状況が悪化した明確な要因・理由は記され
ていない） 
 

＜表2：WBSEBの損益（１）＞   （単位：百万ﾙﾋﾟｰ） 

 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 
A.収入 13,737 14,829 18,851 18,925 23,381 
電力売却収入 13,579 14,552 18,416 18,625 21,334 
その他の収入 158 277 436 300 2,047 
B.支出 14,382 17,102 20,493 27,967 33,669 
電力購入費 9,022 10,335 13,991 17,164 17,474 
販売ｺｽﾄ 4,738 6,162 6,935 8,047 9,033 
売掛金 -1,483 -1,538 -3,073 -212 3,971 
減価償却・利子 2,010 3,624 4,202 5,253 5,931 
資本的支出 0 -1,561 -1,640 -2,350 -2,835 
その他 96 25 78 65 95 
税引き後純収入 -645 -2,273 -1,642 -9,042 -10,288 
補助金・助成金 817 2,455 1,843 1,864 4,440 
余剰金 172 183 201 -7,178 -5,848 

 出典：WBSEB 

 
WESEBの財務状況を改善するため、①2004-05年度まで送配電
ﾛｽを20％以下に抑えることを目標とし、送配電ﾛｽを厳密に測定し
対策を講じる電力監査の実施、②WESEBの配電部門が利益を出
すために地域分業体制にする、③未収金を減らすための料金回
収処理体制の見直し、等を行っている。 
 
（４）発電所の維持管理状況 

施設のｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙについては、機器を納入した現地企業の協
力のもと行われている。業者から配布されたﾏﾆｭｱﾙで指定された
頻度・方法に基づいて施設の維持管理が行われるなど、維持管
理体制は構築されている。 

事後評価の現地調査では第2発電所の5号機ﾀｰﾋﾞﾝに機械的
な問題点が生じており、2ヶ月間稼動停止状態であった。同様に6
号機の試運転時にも生じていることが確認された。 

－支払い利子）をあげるに至った。（下表において同年度の最終損益がマイ
ナスなのは、蓄積されてきた損失のうち33.6億ルピーを同年度の支出として計
上したためである。） 

なお、WBSEDCLとWBSETCLの分割により、2007年度からは会計も分離さ
れるが、その際に州政府が旧WBSEBへの債権の一部を放棄するかどうかにつ
いて協議が行われている。 
 
                   ＜表５：WBSEBの損益（２）＞    （単位：百万ﾙﾋﾟｰ） 

 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06
収入（売電＋他） 23,029 24,100 27,119 42,798 44,243 52,720 
電力購入＋燃料費 19,755 23,586 23,641 33,340 32,509 38,785 
人件費＋管理費 4,244 4,060 4,186 4,276 6,698 7,540 
営業利益（EBDIT） -2,521 -5,067 -2,321 3,000 5,036 6,395 
減価償却 1,864 1,808 1,974 2,435 3,005 3,522 
最終損益（PAT） -8,881 -17,129 -9,153 -3,050 -2,851 -2,568 
補助金・助成金 2,154 2,391 0 0 0 0 

    出典：WBSEB年報 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（4）発電所の維持管理状況 

維持管理状況および維持管理体制は事後評価時と変わらず、大きな問題は
見られない。事後評価時に報告された第二発電所のタービン調速機の問題は、
部品交換により解決した。その後、これまでに発電設備の深刻な故障は一度
もなく、機械故障による発電停止はほとんどない。 
輸入スペアパーツは、これまで本事業により調達されたものがまだ残って

いるが、種類によっては新たに調達が必要なため、リストを作成して業者に
見積もりを依頼中である。 
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（５）灌漑水路の運営維持管理状況 

灌漑水路の維持管理には以下のような問題があり、本事業の
効果発現を妨げていることが指摘されている。 
 
① マハナンダ主水路(MMC)の老朽化 
通水の開始以降、ｺﾝｸﾘｰﾄ護岸壁が度重なって崩壊するなど多く
の問題が生じている。灌漑・水路局はその都度問題箇所の応急
処置を行ってきているが、根本的な問題は解消していない。 
 
② マハナンダ主水路（MMC）下流部における流下容量不足 
発電所のﾌﾙ稼働に必要な流水量が310-330㎥/秒であるのに対
し、ﾀﾞゥｸ川の最大流下能力は205㎥/秒にすぎない。このため、発
電所の稼動に深刻な影響を与えてしまっている。 
 
③ ﾏﾊﾅﾝﾀﾞ主水路（MMC）河床への砂泥の堆積 
水路床に1.0-1.5ｍの砂泥が堆積し、水路の流下能力を低下させ
ている。これは、上記②の実際の水路の流水量が少ないため、運
ばれてきた砂泥は堆積するだけで、なかなか下流へ流れない状
況である。  

 

④ 取水口のへのｺﾞﾐ（浮遊物など）詰まり 

ﾏﾊﾅﾝﾀﾞ主水路（MMC）に流れ込んでくる植物を主とした多量の

浮遊物は、発電所の取水口の柵に詰まり、砂泥の沈殿・堆積を促

進し、発電所への通水を阻害している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

なお、本事業により発電所に付随して建設された水路（導水路･放流路･捷
水路）では WBSEDCL により堆砂除去作業も含めた適切な維持管理が行われ
ており、施設の状態は良好であるi。 
 
（５）灌漑水路の運営維持管理状況 
＜MMCへの放流量＞ 
 本事業の成否を左右するテースタ堰事業(Teesta Barrage Project)は州灌漑水路
局の事業として1975年度に開始され、当初はテースタ川にダム(Teesta High Dam)を
建設するとともに、その下流にテースタ堰を建設し、テースタ・マハナンダ連結水路
（テースタ側左岸：西側）およびテースタ･ジャルダカ主水路（右岸：東側）に連結され
る支線水路により灌漑を行う計画であった。その後、マハナンダ川に放流され流下
してしまう水を活用するため、マハナンダ堰、マハナンダ主水路（MMC）、ダウク堰、
ダウク･ナガール主水路（DNMC）などが計画に加えられ、その際にMMC上の落差
を利用した用水路発電（本事業）が併せて構想された。 
本事業は、MMC とそれに連結する支線水路およびその下流の灌漑施設（ダ

ウク堰、ダウク･ナガール主水路およびそれに連結する支線水路）が完成し、

必要な灌漑用水が MMC に放流される際にその位置エネルギーを発電に利用

するものである。 
テースタ灌漑事業は最終的な計画灌漑面積が92万haにも及ぶ東インド最大の灌

漑事業であるが、その実現は大幅に遅れ、現時点では約15万ｈａのみを対象に建設
が進められている。本事業の審査時（1986年）には既にテースタ堰とテースタ･マハ
ナンダ連結水路は完成していたが、マハナンダ堰、MMC、ダウク堰は建設中（その
後1995年に通水）、DNMCは計画中あるいは建設中（今も未完成）であったと考えら
れるii。なお、テースタ川のダム計画は、堆砂問題が解決できないことなどにより、90
年代に入り見送られた。 

本事業の発電に必要な放流量が十分得られない直接の原因は、テースタ灌漑事
業の建設が予定通り進まず、かつ建設された水路の品質と維持管理が不十分であ
ったことにある。その背景は事業計画と運営管理の稚拙さ、技術の稚拙さ、予算不
足、遠隔地であること、用地取得問題、政治的介入など様々であるiii。 

MMC の放流量が制約されてきた具体的理由およびそれに対する灌漑水路

局の取り組み状況は以下のとおりである。 
 
① MMC の護岸崩壊 

マハナンダ堰から第一発電所までの5.5kmおよびその下流の数kmで
は、水路護岸として小型のコンクリートパネルと遮水シートが用いら
れたが、この護岸は設計寿命 30 年の半分もたたないうちにほとんど崩
壊した。また、第二発電所の 2-3km 上流では 1999 年と 2005 年の二度
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にわたり堤防が決壊した。ほかの区間でも、コンクリートパネルの劣
化や継目部分の植生など、放置すれば護岸の崩壊に至る恐れのある箇
所が残されている。 
放流量が多ければ堤防の損傷や崩壊が進み、最終的に決壊する危険

性がそれだけ高まる。このため灌漑水路局は放流量を増加させること
に慎重で、これまでほとんどの期間、放流量を MMC の設計最大放流
量（345m3/秒）の 3 分の 1 程度に抑えてきた。 

MMC のうち第二発電所までの区間の多くは水路河床が周辺の標高
より高い Filling Zone で盛土により施工されている上、砂質であるため、
堤防と護岸には十分な強度が必要である。灌漑水路局は上述の経験を
踏まえ、現在実施中の修復工事においては堤防の拡幅や護岸構造の改
善を行っている。修復工事終了後は、放流量を 1～2 ヶ月かけて少しず
つ増やしながら、まず護岸の性能を確認する必要がある。 
施工品質にも問題があると考えられ、施工管理、コントラクターの

技量、不適切な建設材料など様々な要因が挙げられる。維持管理予算
の不足も深刻である。コンクリートパネル継目の植生の除去（放置す
ればいずれ護岸が損傷する）、河床からの堆砂の除去、劣化したコン
クリートパネルの補修･交換などが十分に行われていない。テースタ灌
漑事業に配分される維持管理予算は年間 1000 万ルピー程度で、必要額
の 10 分の 1 以下に過ぎない。このため毎年、補修や修復などの名目で
予算を獲得して施設を維持しているのが現状である。 

 
② MMC の修復工事 

2001 年 9 月の事後評価現地調査の後、JBIC からの申し入れを受けて、
同年 12 月に西ベンガル州首相のもとで州電力大臣、州内務大臣、灌漑水
路局長、テースタ灌漑事業主任技師らが協議し、MMC の修復の必要性に
ついて 2002 年 1 月までに WBSEB と灌漑水路局で合同視察を行うこと、灌
漑水路局は流下容量を確保するための放水路建設を急ぐこと（後述）、これ
らの措置の目的は当面は 220m3/秒、長期的には 330m3/秒の放流を可能と
することであることが確認された。 

さらに再び JBIC からの申し入れにより、翌 2002 年 9 月にも西ベンガル州
Chief Secretary のもとで同様の協議が行われ、灌漑水路局は排水路建設と
修復を急ぐことが確認された。 

その結果、2003 年から毎年のように堤防の修復工事が行われ、長期の放
流停止が続くようになった。 

 
2003 年 6～7 月   第１発電所上流の修復工事 
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2003 年 12～04 年 6 月      （同上） 
2004 年 12 月       （同上） 
2005 年 4～6 月  堤防決壊後の修復工事 
2006 年 2～7 月  第 1～2 発電所間の修復工事 
2006 年 11 月～07 年 6 月（予定）  （同上） 
2007 年 11 月～08 年 9 月（予定）  （同上） 
 

 これらの工事は応急措置ではなく根本的な修復工事であるが、本来なら
ば水路の設計寿命（30 年）が経過する 2020～25 年以降に必要とされるべき
工事である。灌漑水路局は予算上の制約、工事上の制約（水路沿の作業に
必要な場所の確保）などのため、毎年異なる区間で順次工事を進めざるを
得ず、そのたびに MMC の放流が止められてきた。 

修復工事は河川流量の多い雨季を避けて行われ、雨季には一定の放流
と発電が可能であったが、何ヶ月間にもおよぶ放流停止は本事業の発電量
に大きな損失を与えている。 

2008 年 9 月までに MMC の修復作業は全て完了する見込みである。その
下流部分（ダウク･ナガール連結水路）についてはまだ修復が必要な箇所が
残されており、2009 年度以降に修復工事が行われる可能性がある。ただし、
その場合はダウク川にある程度の放流が可能なため MMC への放流が完全
に停止されることはないと考えられる。 

 
③ 下流の流下容量不足 

 本事業が見込んだマハナンダ堰からの最大放流量330m3/秒には、本来、
下流における灌漑用水消費量が含まれる。MMCに連結する支線水路は
4割しか完成しておらず、ダウク･ナガール連結水路も未完成で通水し
ていない。このため、MMCに放流される水はMMCを通じた灌漑用水
消費量約30m3/秒にダウク川を通じて放流できる流量180m3/秒を加えた
約210m3/秒が限度であった。 
 ダウク･ナガール連結水路の完成の見通しが立たないことから、灌漑
水路局は、同水路のダウク堰から数km下流からドロンチャ川に70m3/
秒を放流できる延長約5kmの放水路を2005年に完成させたiv。MMCの修
復工事が終了し最大220m3/秒程度の放流が開始される2008年度から運
用される予定である。これで理論上は最大280m3/秒の放流が可能であ
る。 

ただし、実際にダウク川に放流できる量はダウク川自体の水量にも左右さ
れ、悪条件が重なると下流で洪水が発生することもある。灌漑水路局は、過
去に70m3/秒の放流がダウク川下流で洪水を引き起こしたことを理由に
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挙げ、MMCへの放流量の大幅な増加には慎重である。 
 

このように、事後評価時に指摘されたMMCの修復と流下容量確保という課題に
対して、灌漑水路局は、時間をかけて取り組んできた。その成果により、同局は2007
年の雨季（7～10月）には150m3/秒程度、MMCの修復が完了する2008年10月以降
はテースタ堰で利用できる水量に応じて200m3/秒以上の放流を行うことを考
えている。一方、WBSEDCL側は2002年の協議に基づき最大220m3/秒の放流を
期待している。 

MMCが当初計画どおり最大330m3/秒の放流を得るためには、ダウク･ナガー
ル主水路が完成し、灌漑が開始されることが条件となる。同水路の工事は全
長80kmのうち45kmが建設されたのち用地取得問題と予算の制約により20年
間中断していたが、今年度より国家事業として67.5km地点までの工事が再開
されることとなったv。しかし、灌漑利用が始まるにはこれから新たに支線水
路建設のための土地取得を進めなければならず、この区間の通水および灌漑
がいつ開始されるかは不明であるvi。 
 一方、テースタ堰事業の建設主任技師らから、放流を制約する可能性のあ
る以下の新たな事実･認識が提示されたvii。 
 
・ テースタ堰の水をMMCに運ぶテースタ･マハナンダ連結水路の容量が長

年の堆砂により失われつつある。同水路は過去に一度も堆砂を取り除いて
おらず、現場の技師によると容量は設計容量の半分以下、180m3/秒程度に
下がっている。しかし現地視察による目視からはこの数値はにわかに信じ
がたく、より客観的な検証が必要である。 

・ テースタ川の流量が減少したため、雨季以外の放流量が制限される可能性
がある。ただし、灌漑水路局が示したデータの信頼性が不明であり、Central 
Water Commissionなどのデータに基づくさらなる検証が必要である。 

・ 環境クリアランスが得られずに中断していたテースタ川左岸の灌漑開発
が再開されたことにより、2～3年後には最大で70m3/秒程度の灌漑用水が
必要とされる。その分、MMCへの放流量が減少する可能性がある。 

・ テースタ川の水利権についてこれまで下流のバングラデシュと明確な取
り決めがなかったが、テースタ堰の下流にバングラデシュが新たな堰を建
設し、水利権についての協議が開始された。その結果次第では、乾季にテ
ースタ堰から取水できる総水量が制限される可能性がある。 

 
 以上をまとめると、現在行われている修復工事が予定通り完了すれば、2008年10
月以降、MMCでは少なくとも雨季の4ヶ月間は200～220m3/秒程度が確保できる
見込みである。ただし、灌漑水路局は、年間を通じた放流量はテースタ堰で



 11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

利用できる流量次第であり、灌漑に必要とされる放流量を超える分について
は必ずしも多くを保障できないという立場を取っている。また、現時点では
不確定要素が多く、MMCへの放流量が将来さらに増加することはあまり期待
できない。 
 
＜MMC河床への砂泥堆積＞ 

灌漑水路局が頻繁に砂泥除去作業を行わないため、MMC河床ではさらに砂泥
の堆積が進んでいる模様である。当面、砂泥除去作業が行われる予定はない。 

この砂泥は発電所導水路にも堆積するが、発電所では労働者がホースを使って
圧縮空気を送り込みながら導水路内を移動する方法で、その堆積を最小限に抑え
る応急的な努力を続けている。発電所側はMMCの放流量が増えればこの問題は
解決されることを期待し、長期的な対策は特に考えていない。なお、砂泥堆積は
MMCの容量を大幅に低下させるほどには至っておらず、また非常に細かい砂であ
るため問題なくタービンを通過し、これまでのところ発電に支障は生じていない。 
 
＜発電所取水口への浮遊物の詰まり＞ 
 多量の浮遊物があっても灌漑には支障がないことから、灌漑水路局は浮遊物に対
して特に対策は採っていない。しかし前述のように浮遊物の除去作業は雨季の発
電量を3割程度減少させており、WBSEDCLではより効率的な除去方法を検討中で
ある。 

[教訓、提言

及び資料情

報とモニタ

リング方法]

 

 

 

(1)事後評価

報告書及び事

後評価後に実

施した評価等

の教訓及び提

言をﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ

 

(2)事後モニ

タリング時の

 
 
 
 
 
 
 
 
(1)教訓 
水路を利用する水力発電ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄにおいて、水路の維持管理
を実施する機関がﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの実施機関と異なる場合、水路の
維持管理機関も事業の持続性に大きな影響を与える可能性が
ある。従って、同様の事業においては計画時に、維持管理の
全体的な枠組みについて十分な検討を行う必要がある。 
 
(2)提言 
①本事業は、種々の問題により期待された効果を発現するに

 

（教訓）審査時には、円借款事業の成否を決定付ける条件となる他事業に
も円借款事業と同様の注意を払うことが必要である。 
（提言）西ベンガル州政府は、灌漑水路局が水路の修復を進め適切な維持
管理予算を確保するよう働きかける。WBSEDCLは浮遊物除去方法を改善す
る。インド政府及び西ベンガル州政府は今後放流量をモニターし、必要に
応じて問題解決のイニシアチブをとる。 

 
(1) 教訓 
・ 円借款事業の成否を決定付ける外部条件となる他事業があり、特にそれが

計画･実施段階の場合は、審査において他事業にも円借款事業と同様の注
意を払うことが必要である。そのような審査ミッションには他事業を見る
専門性も必要である。 

 
(2) 提言 
・ 西ベンガル州政府は、灌漑水路局が品質に気をつけながら修復工事を予定

通り進め、また維持管理に適切な予算を確保するよう働きかける。 
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i  事後評価時には第二発電所の捷水路は灌漑水路局が建設するとされていたが、技術的な検討の結果、第二発電所の下流には複数の灌漑排水路があり十分

な排水容量があるので不要との結論に達し、建設は取りやめとなった。 
ii  灌漑水路局職員へのヒアリングによる。審査時資料が保存されていないため、当時の灌漑事業の進捗状況･計画等の詳細は確認できなかった。 
iii  灌漑水路局職員等へのヒアリングによると、テースタ灌漑事業が進まなかった大きな理由として、中央政府と西ベンガル州政府の関係悪化により中央政

府からの予算が一時期得られなかったこと、遠隔地のため主任技師が現場に赴任したがらずコルカタにとどまってきたこと（現在は主任技師とは別に建

設主任技師が現場に赴任している）が挙げられる。 
iv  ただしゲートのシーリングなど一部は運用開始前に完成させるため、未完成である。 
v  67.5km地点より下流の計画については、実施に移される予定は立っていない。 
vi  近年西ベンガル州では工業団地ための用地取得を巡る社会問題が広がったことから、住民は政府に土地を売りたがらない傾向が強くなり、本件のための

用地取得も難航する恐れが強い。 
vii  大規模で複雑な利水施設を限られた予算で常に良好な状態に保つことは容易でない上、河川流量や水利権といった外部条件に左右されることも理解できる。しか

し、本調査で灌漑水路局の技師の中には、MMCへの放流の主目的は灌漑であるとの認識を持ち、灌漑水路局が実際の放流量を決める権限を持つことを背景に、

灌漑利用量を超えた発電のための放流に必ずしも積極的でない者もいるようであった。他方、WBSEDCLの関係者は当面の目標とされていた220m３/秒がなかなか

実現されないことによる長期の発電停止を余儀なくされていることに不満を募らせると同時に、灌漑水路局への根強い不信がある。灌漑水路局のMMC担

当技師は発電所から放流量増加の依頼をしばしば受けるが、発電所側はテースタ堰事業の現状や放流を制約する様々な条件について十分理解しておらず、

現実的には難しい過度の要求をしてくると感じている。 

教訓及び持続

性確保の為の

提言 

 

至っていない。問題を解決するための解決策も提案されてい
たものの、実施に向けた承認は、事後評価現地調査では判明
しなかった。これら対策は早急に実施されることが望まれる。
②MMCのﾘﾊﾋﾞﾘを除けば、その他の対策はWBSEBによって資金が
手当てされ実行に移されるべきである。ﾘﾊﾋﾞﾘについては、灌
漑・水路局が責任をもって実施することが望まれる。 

・ WBSEDCLは浮遊物の効率的な除去を研究し、妥当性が確認されれば実行す
る。 

・ インド政府及び西ベンガル州政府は水路修復の進捗、その後の放流量につ
いてモニターする。もし雨季に200m3/秒以上の放流が確保できない、ある
いは年間発電量が過去の最高実績（約170GWh）を超えない場合はその理由
を把握し、WBSEDCLと灌漑水路局の協議により問題解決を図るべく、適切
なイニシアチブをとる。 
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