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円借款事業事後評価報告書 

（スリランカ）「電力セクター改革プログラム(SL-C15)」 

評価者：アイ・シー・ネット（株） 

笹尾 隆二郎 

現地調査：2008 年 10 月 

１．事業の概要と円借款による協力 
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1.1 背景： 

 スリランカの電力需要は、1990 年代に年平均で約 8％の割合で伸びてきた。ス

リランカ政府は、こうした電力需要に対応するため、水力発電を中心とした電源

開発を推進した。結果的に降水量に発電電力量が左右されやすい構造となり、今

後は火力発電の開発に主眼を置く必要があると認識されていたが、電源開発の遅

れは深刻であった。また、それまで発電設備への投資に重点が置かれていたこと

から送配電網の整備が遅れており、送電系統の容量不足、高い送配電ロス、供給

信頼度の低下などの問題が生じていた。 

 スリランカの電力事業は、電力省の管轄下にあるセイロン電力庁（CEB）が垂

直統合型の電力公社として発・送・配電事業を一元的に担ってきた。しかし、電

力セクター全体の効率化や財務・経営強化の観点から、スリランカ政府は、「電力

セクター政策方針」の中で CEB の発・送・配電事業を分離することを明らかにし、

世銀とアジア開発銀行（ADB）の支援を受けて分割案の詳細を審査時点まで検討

してきた。 

 1993 年以降、ADB の政策提言により電力料金の改定を段階的に行ってきたこと

などから CEB の収益は順調に伸びてきた。しかし、1999 年～2001 年にかけて起

きた渇水対策としての緊急買電の増加と燃料費の上昇に伴い、CEB の財務は急速

に悪化し、2000 年 10 月には収支が赤字に転じ、総資本利益率も 1998 年末の 3.0％

から 2000 年末の▲2.28％に低下した。 
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1.2 目的：  

スリランカ政府の電力セクター改革を支援することにより、競争と商業化の推

進によるセクター効率の向上、透明で独立性の高くコストを反映した形での電力

料金設定の仕組みの導入、透明性の高い経営環境の整備による民間資金の導入促

進、マクロ経済の安定に寄与する CEB の財務の健全性の回復をはかり、もって長

期的に廉価で質の高い電力の安定供給に寄与する。 

 

1.3 借入人／実施機関： 

  借入人：スリランカ民主社会主義共和国政府 

  実施機関：スリランカ政府・財務省 

 

1.4 借款契約概要： 

円借款承諾額／実行額 7,440 百万円 ／  3,720 百万円 

交換公文締結／借款契約調印  2003 年 3 月／ 2003 年 3 月 

借款契約条件 金利 2.2％、返済 30 年（うち 10 年据置） 

一般アンタイド 

貸付完了 2006 年 1 月 

本体契約 なし 

コンサルタント契約 なし 

事業化調査（フィージビリテ

ィ･スタディ）等 

なし 

 

２．評価結果 

 

2.1 妥当性 

 本事業の実施は審査時及び事後評価時ともに、開発ニーズ、開発政策と十分に

合致しており、事業実施の妥当性は高い。 

 

2.1.1 審査時点における計画の妥当性 

 スリランカ政府は、1997 年に「電力セクター政策方針」を策定し、電力セクタ

ー改革を進めていた。同方針においては、民間投資の導入による電源開発を掲げ

るとともに、CEB の発・送・配電事業を分離することが明らかにされていた。 

本事業の目的（アウトカム）は、「競争と商業化の推進によるセクター効率の向

上」「透明で独立性の高く、コストを反映した形での電力料金設定の仕組みの導入」

「透明性の高い経営環境の整備による民間資金の導入促進」「マクロ経済の安定に

寄与する CEB の財務の健全性の回復」である。特に、「競争と商業化の推進によ
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るセクター効率の向上」は、「電力セクター政策方針」で述べられた「CEB の発・

送・配電事業の分離」そのものであり1、また、「透明性の高い経営環境の整備によ

る民間資金の導入促進」も同政策方針に掲げられた民間投資の導入による電源開

発を具現化するものであった。 

本事業の目的（アウトカム）として掲げられたその他の 2 項目にも、下記の通

り、それぞれ根拠があり、目標自体の妥当性も高かったと思われる。 

・「透明で独立性の高く、コストを反映した形での電力料金設定の仕組みの導入」：

電力料金に実際の発・送・配電コストが反映されていなかったのは明白であり、

料金設定の仕組みの改善には強いニーズがあった。 

・「マクロ経済の安定に寄与する CEB の財務の健全性の回復」：「1.1 背景」で見た

ように、2000 年以降、CEB の財務は急速に悪化してきた。肥大化した公的部門の

改革、とりわけ脆弱な財務体質を有する電力セクターを改革し、透明性が高い効

率的なセクターを確立することは、適正な資源配分の観点から非常に重要であっ

た。一方、改革に必要とされる資金を内貨資金で充当することは、脆弱な財政収

支に鑑みるに困難であった。 

 

2.1.2 評価時点における計画の妥当性 

事後評価時においては、まず政策面では、「マヒンダチンタナ：新しいスリラン

カのビジョン（2006 年～2016 年のフレームワークの構築）」の中で、エネルギー

セクターにおける 8 項目の重要課題が選定されており、その中に、「電気の普及」

「公益事業委員会（PUC）の独立した規制の確立」「電気料金の適正化」「発電燃

料の多様化と電源開発」「送配電網の整備」という本事業に関連した項目がある。 

これらの項目は、本事業のアウトカムや、インパクトである「廉価で質の高い

電力の安定供給」と密接に関連している。 

 次に、施策の面でも、2008 年 5 月に公表された「スリランカの国家エネルギー

政策と戦略」（National Energy Policy & Strategies of Sri Lanka）によると、9 つの政

策項目が掲げられており、その中に、「基本的なエネルギー需要の充足」「適正な

価格政策の導入」という項目がある。また、これら 9 項目とは別に「全体戦略」

という項目があり、この項目の中では、CEB の組織再編（アンバンドリング）や

PUC による規制の導入がうたわれている。したがって、「スリランカの国家エネル

ギー政策と戦略」も、本事業のアウトカムやインパクトと密接に関連している。 

なお、スリランカの電力セクター改革の重要な動きとして、電力改革法の制定

の試みがあった。まず 2002 年に電力改革法案が作成され、国会の承認までは得ら

                                                  
1 こうした CEB の発・送・配電事業の分離、いわゆる「アンバンドリング」が、スリランカの国情

からみて最も妥当なアプローチであったかどうか、また実際にどのような効果が想定できたかについ

ては、審査調書のうえでは、詳細に分析・説明されているとはいえない。ただし、本件と同時に協調

融資を実施した ADB のアプレイザル・レポートや CEB の関係者への聞き取りによれば、本件の形成

段階で数多くのオプションが協議され、スリランカ側も納得した形で最終決定がなされたようである。 
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れたが、発効せず、電力セクター改革のプロセスを見直すことになった。その後、

法律の修正の動きが出てきて、2007 年に新たなスリランカ電力法案が作成され、

2009 年 3 月 3 日に国会で成立した。この新法の特徴は、2002 年電力改革法に明記

されていた CEB の分社化に関する規定が削除され、結果的に、現在の戦略的事業

単位 （Strategic Business Unit、SBU）体制を容認していることである。2002 年電

力改革法のもうひとつの大きな柱である電力料金設定に関する独立した規制機関

の機能については維持されている。 

さらに、事後評価時点でも、本事業の背景となった問題状況には大きな変化は

ない。すなわち、これらの事業目的は、事後評価時点でもスリランカ電力セクタ

ーにおける重要な課題である。これらの目的を達成するための事実上のアクショ

ンプランの役割を担っていた第 2 コンディショナリティ2が実現されず、本件が中

断案件3となったゆえにこうした問題状況が依然として残っているともいえる。 

今回、審査時点の 1990 年代終盤から 2000 年代初めにかけての電力セクター全

体の課題を確認した。当時の主要課題は、「電力供給の量的問題（全国に電力供給

が行き渡っていない）」と「電力供給の質的問題（停電や電圧の面で供給が安定せ

ず、電力価格が高い）」であった。さらに、これらの課題は、「発電量の不足」「高

い発電コスト」「電力価格設定の問題（コストの不十分な反映）」「送電網の未整備」

「配電網の未整備」などが問題要因になって引き起こされている。本事業は、複

数の問題要因の解消に関連しているが、特に電力価格設定の問題に直接対応する

ものであった。 

 

2.2 効率性 

 本事業は、ADB が供与している電力セクター開発プログラム （Power Sector 

Development Program、PSDP）4のコンディショナリティ（貸出条件）をベースとし

て、JICA 独自のコンディショナリティを追加した単独のプログラム型融資である。

コンディショナリティは、融資の第 1・第 2 トランシェ（融資実行額）に分けて規

定されている。第 1 トランシェのコンディショナリティは主にセクター改革の枠

組み作りに相当するものであり、第 2 トランシェのコンディショナリティは、第 1

トランシェのコンディショナリティを前提としたセクター改革に向けての具体的

なアクションとなっている。（詳細は、以下の表 1 を参照） 

 当初予定では、第 1 トランシェは借款契約（L/A）5発効後に、第 2 トランシェ

は第 2 トランシェ用のコンディショナリティが満たされた時期で、2003 年 12 月を

                                                  
2 コンディショナリティは貸出条件を意味する。第 2 コンディショナリティについては、「2.2 効

率性」で詳述する。 
3 「2.2.2 期間」で詳述するが、本件は、2 回の貸付実行期限の延長後中断され、予定された半額の

貸付しか行われなかった。 
4 本融資案件とのいわゆる協調融資案件であるセクター融資プログラムの名称。 
5 Loan Agreement 
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目標としていた。 

表 1 本事業のコンディショナリティ 
（第 1 トランシェ用のコンディショナリティ） 

政策手段 具体的な措置・確認手段 

A.電力セクター改革  

1.1 IMF とのマクロ政策に関する枠組みの合意 ・詳細計画 
・IMF との合意書 

2.1 電力セクター改革の運営委員会の設置 ・委員会の設置（1999 年 2 月 26 日に設置） 
2.2 エネルギー供給委員会の設置 ・委員会の設置（2002 年電力供給法に基づいて設立

された） 
2.3 エネルギー供給委員会による電力セクター改革

運営委員会の引き継ぎ、同委員会の決定の承認・採択

・関連する議事録 

2.4 エネルギー供給委員会による CEB の財務リスト

ラ計画、財務改善計画、改革の実施計画、人材配置計

画等の策定 

・各種計画書 

2.5 電力セクター政策の承認と公表 ・政策文書 
・電力法案の議会への提出 

2.6 改革に係る日常業務を取り扱うリフォームオフ

ィスの設置 
・設立に関する文書（2000 年 8 月に設立） 

2.7 セクターの将来像を描いたリストラ計画の承認 ・承認を示す議事録 
2.8 改革に向けての組織体制と作業スケジュールの

設定 
・左記内容を含む報告書 

3.1 規制機関である公益事業委員会法案の作成 ・公益事業委員会法案の国会提出 
3.2 電力改革法案の作成と国会への提出 ・電力改革法案の国会への提出 
3.3 公益事業委員会法および電力改革法の国会での成

立 
・電力改革法案の国会での成立 

B. CEB の財務改革  

1.1 政府による財務リストラ計画と財務改善計画の

策定と承認 
・財務リストラ計画が 2002 年 3 月までに承認される

・財務改善計画がエネルギー供給委員会により承認さ

れる 
1.3.1 公的セクターの CEB に対する延滞債務 800 百万

ルピーの解消 
・支払いを示す文書 

2.1 CEB の改革期間中の現金不足の補填への政府の

保証 
・融資契約 

 
（第 2 トランシェ用のコンディショナリティ） 

政策手段 具体的な措置・確認手段 

A.電力セクター改革 
 

4.0 政府の憲法委員会に対する公益事業委員会のメ

ンバーの任命に対する同意の要請 
・要請書 

4.1 公益事業委員会のメンバーの任命 ・設立を確認する公的文書 
4.2 料金設定のガイドライン策定 ・ガイドライン 
4.3 改革プログラムで認定された新規事業者へのラ

イセンス付与 
・ラインセンス発行の確認 

4.4 公益事業委員会による電力セクターの運営基準

の発行 
・運営基準（performance standards） 

5.1 CEB の発電部門の分割化の完了 ・分社化の裏付けとなる文書、理事会の発足、資産の

供与、職員の雇用等 
5.2  CEB の送電部門の分割化の完了 ・分社化の裏付けとなる文書、理事会の発足、資産の

供与、職員の雇用等 
5.3  CEB の配電部門の分割化の完了 ・分社化の裏付けとなる文書、理事会の発足、資産の

供与、職員の雇用等 
5.4 政府が主要な融資機関からの CEB の組織再編に

関する同意書の取り付け 
・同意書 

5.5 分社化された各社による独自の調達ガイドライ

ンの策定 
・調達ガイドライン 

6  民間事業者参入のための環境整備 ・新送電会社による IPP プロジェクト・マネジャーと
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しての事業計画の策定＊ 
・新送電会社によるモデル事業契約の作成 
・政府による IPP 事業支援指針の作成 
・新送電会社による効率的な競争入札指針の作成 
・環境影響評価プロセスの標準化 

B. CEB の財務改革  

1.2 政府が、CEB の正味の売掛金を売上金の 2.5 カ月

分に抑えるなど、CEB の流動性確保を支援する、 
・流動性改善を示す報告書 

1.3.2 政府が街灯コストの未払い分を支払い、将来の

支払いスキームを開発する 
・未払い金支払いを示す書類 
・スキームに内閣の承認書 

1.3.3 自家発電の税金払い戻しの未精算分を支払う ・支払いを示す書類 
1.3.4 送電新会社が、自家発電とジェネレーター借入

を含む緊急電力購買制度を開発し、管理する 
・左記の制度に関するガイドライン 

1.4 政府が、公的部門の電力コストの債務（買掛金）

を 2.5 か月以下に抑えるようにする 
・四半期報告 

＊注：IPP は独立発電事業者。  

 

なお、本事業により貸し付けられる資金により一般物資の輸入代金が決済され、

スリランカ中央銀行に設置される見返り資金特別勘定に積み立てられ、さらに見

返り資金は以下のような用途に充当される予定であった。 

 

１．政府・国有機関による電力料金未払い分の支払い 

２．政府による街灯コストの未払い分の支払い（2002 年末まで） 

３．政府の自家発電の税金還付の未精算分の支払い＊ 

４．CEB の公的債務の返済 

５．退職割増金 

６．組織改革に伴う設備購入費用 

７．組織改革に関するアウェアネス（啓発）活動費 

８．過去勤務債務（年金債務）の支払い 

＊注：CEB は発電燃料の購入にあたって免税措置を受けていた。1999 年から 2001 年の渇水の際、

CEB は工場等から自家発電の余剰分を買い取り電力需給の逼迫に対応したが、工場が購入した燃料

には税金が含まれていたため、CEB は税金相当額の還付を政府に要求し、政府もその支払いに同意

している。 

 

本事業評価においては、融資のコンディショナリティが事実上のアウトプット

になるとみなした。すなわち、第 2 トランシェ用のコンディショナリティ（以下

「第 2 コンディショナリティ」）を主要なアウトプットと位置づけ、第 1 トランシ

ェ用のコンディショナリティは、第 2 コンディショナリティ実現のための前提条

件とみなした。（第 1 トランシェ用のコンディショナリティはすべて実現してい

る。） 

 

結果的に、アウトプットの実現は一部分にとどまっており、期間は計画値を超

過しており、本事業の効率性は低い。 
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  2.2.1 アウトプット 

4 つの事業目的（アウトカム）に沿って個々の第 2 コンディショナリティの

達成状況や未達成原因を下表に整理した。 
 

表 2 第 2 コンディショナリティの達成状況 

＊略語はそれぞれ、R: Realized（実現された）, N: Not realized（実現されていない）を意味する。 

コンディショナリティ項目 
2005 年 

11 月時点の

達成状況＊

未達成の理由 

A.電力セクター改革 

事業目的「透明で独立性の高く、コストを反映した形での電力料金設定の仕組みの導入」対応項目  

4.0  政府の憲法委員会に対する公益

事業委員会のメンバーの任命に対す

る同意の要請 
R ― 

4.1 公益事業委員会のメンバーの任

命 
R ― 

4.2 料金設定のガイドライン策定 N 
ガイドライン案は作成されたが、適用の対象となる新

会社が設立されていないため、発行はされていない。

4.3  新規事業者ライセンスのガイド

ラインの策定 
N 上記と同じ 

4.4 改革プログラムで認定された新

規事業者へのライセンス付与 
N 上記と同じ 

4.5 低所得者等向け電力料金設定ガ

イドラインの策定 
N 予定されたアクションプランは作成されていない。 

事業目的「競争と商業化の推進によるセクター効率の向上」対応項目  

5.1-5.3 CEB の発電、送電、配電部門

の分割化の完了 
N 

5.4 政府が主要な融資機関からの CEB
の組織再編に関する同意書の取り付

け 
N 

5.5 分社化された各社による独自の調

達ガイドラインの策定 
N 

本項の未達成については、政策レベルと組織レベルの

2 つの要因がある。組織レベルでは、一部の労働組合

の反対が強かったことが主因としてあげられる。政策

レベルでは、改革に向けてのコミットメントが必ずし

も高くはなかった。 
ただし、ドナー（JICA/ADB）の強い働きかけで CEB
の組織改編が促され、SBU の導入に結びついたと思わ

れる。 

事業目的「透明性の高い経営環境の整備による民間資金の導入促進」対応項目 

6 民間事業者参入のための環境整備 N 
これらの事柄は、上記の分社化が前提となっているか

ら、実現されていない。 

事業目的「マクロ経済の安定に寄与する CEB の財務の健全性の回復」対応項目  

B. CEB の財務改革 

1.2 政府が、CEB の正味の売掛金を売

上金の 2.5 カ月分に抑えるなど、CEB
の流動性確保を支援する 

R ― 

1.3.2 政府が街灯コストの未払い分を

支払い、将来の支払いスキームを開発

する 
R ― 

1.3.3 自家発電の税金払い戻しの未精

算分を支払う 
R ― 

1.3.4 送電新会社が、自家発電とジェ

ネレーター借入を含む緊急電力購買

制度を開発し、管理する 
N 

上記の分社化が前提となっているから、実現されてい

ない。 

1.4 政府が、公的部門の電力コストの

債務（買掛金）を 2.5 カ月以下に抑え

るようにする 
R ― 
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上表の示すとおり、アウトプット、すなわち第 2 トランシェ用のコンディシ

ョナリティの達成度は低い。以下に達成度が低かった要因について考察する。 

充足されなかった中核のコンディショナリティは、「CEB の発電・送電・配

電への分割」である。分割が実施されなかったのは、分割を含んだ電力改革法

（2002 年）が実施されなかったことによる。電力改革法が実施されなかった

のは、CEB の内部に労働組合という強い反対勢力があった6ためであり、電力

セクター改革のプロセスの見直しが行われることとなった。 

なお、本事業では、計 3 回（2004 年 9 月、2004 年 12 月、2005 年 10 月）の

レビューミッション（ADB との合同ミッション）が派遣されている。例えば、

2004 年 9 月のミッションは、スリランカ電力省と協議し、2004 年 10 月 30 日

までの CEB の分割化に必要な Reorganization Scheme（組織改革スキーム）の

新政権による閣議承認、2005 年 2 月 28 日までの CEB の分社化実施について

合意している（スリランカ政府に提出された ADB と旧 JBIC の覚書あり）。 

したがって、JICA としてのリソースの投入は不十分であったとは思われな

い。また、法案への主たる反対者が労働組合であったことを考えると、一つの

アプローチとして、労使の仲介を取るような人材を投入するということも考え

られるが、反対者は単にその労働組合には限定できず複雑な政治情勢もあり、

こうした仲裁者の投入にどれほど効果があったかには疑問が残る。先方政府と

もしかるべき手順を踏んで借款契約の調印に至っており、事前に事業が中断す

ることを予見するのは必ずしも容易ではなかったと思われる。 

 

   2.2.2 期間 

予定期間は、融資契約の発効後、2 年間だった（当初貸付実行期限は、2005

年 6 月 30 日）。2003 年 3 月に第 1 トランシェの貸付が完了したが、上述した

ような背景があり、第 2 トランシェは、貸付実行期限を 2 回延長しても貸付が

なされなかった。貸付は、2006 年 1 月 4 日を持って完了とされた（事業中止）。 

 

  2.2.3 事業費 

当初予定の事業費は 7,440 百万円だったが、実績は 3,720 百万円（第 1 トラ

ンシェのみ）であり、計画比 50％である。 

 

2.3 有効性 

 以下の分析の結果、本事業の実施による効果発現は計画と比して限定的であり、

有効性は低い。 

                                                  
6 CEB の内部には複数の労働組合がある。このうち有力な組合である Technological Engineers’ Union
（組合員 300 人）や Store keeper’s Union（組合員 150 人）が電力改革法（2002 年）の導入には強く反

対してきた。Store keeper’s Union の代表者は、CEB の労働組合の連合組織の代表も兼ねているため、

組織全体への影響力も強い。 
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本事業では、適用できる標準的な運用・効果指標はなく、設定された事業目的

（アウトカム）の個々の項目の達成度を以下のように確認した。 

 

 はじめに、「妥当性」の項で記述したように、本件のコンディショナリティは、

それぞれ、事業目的（アウトカム）の各項目に直結しており、コンディショナ

リティの設定自体は妥当であったと思われる。以下に、項目ごとの達成度とそ

の背景を示す。 

 

１）競争と商業化の推進によるセクター効率の向上：システムロスは、2002 年

の 19.5％から 2007 年の 15.7％まで低下して、効率性の向上を示している。しか

しながら、CEB の収益性については、ここ数年赤字が続いており、経営は効率

的になされているとは言い難い。 

  本項目については、目標自体があまり実現されていないが、これは、本事業

すなわちコンディショナリティの達成が不十分だったため、事業の直接効果で

ある目標も実現度が低かったといえる。 
 

２）透明で独立性の高く、コストを反映した形での電力料金設定の仕組みの導

入：独立規制機関は開設されたものの、現在に至るまで規制を実施する機能を

発揮しておらず、電力料金設定における透明性の向上は実現していない。 

 本項目についても、本事業すなわちコンディショナリティの達成が不十分で

あったため、事業の直接効果である目標も実現度が低かったといえる。独立規

制機関が規制を実施する機能を発揮していないのは、同機関の機能について規

定している電力セクター改革を目的とする法律が成立・発効しなかったためで

ある。現状では、料金体系は CEB によって準備され、それが電力省を経て閣議

に付されるが、その場では、選挙への影響など政治的な配慮が働き、実際のコ

ストを反映しない割安の水準で料金が決定されることが多い7。 

 

３）透明性の高い経営環境の整備による民間資金の導入促進：2002 年までに独

立発電事業者 （Independent power Producers、IPP）の 5 基の火力発電所があり、

23 基の小規模発電事業者 （Small Power Producers、SPP8）があった。これらの

合計で、スリランカ全発電量の 19.7％に達していた。2007 年までに、IPP は 8

基、SPP は 64 基にまで増加し、全発電量の 39.5％をまかなっている。 

 本項目に関しては、一定の成果が上がっている。しかしながら、民間事業者

参入のための環境整備に対応するコンディショナリティが実現していないため、

                                                  
7 第 2 次現地調査時点（2009 年 2 月）。その後 3 月 3 日に電力法が議会で成立した。 
8小規模の水力やバイオマス発電所を意味する。 
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本事業自体は、本項目の成果の実現には貢献していない。 

 

４）マクロ経済の安定に寄与する CEB の財務の健全性の回復：見返り資金を活

用した CEB の財務の改善がある程度は実現した。旧 JBIC と ADB の資金（第 1

トランシェ）は、当初想定された 8 項目のうち、4 項目の必要額の 53.2％を充

足したことになる（JICA 単独では 27.3％）。詳細は、下表のとおり。 
 
 

表 3 見返り資金の使途 
単位：百万ルピー 

実績＊2 
項目 見返り資金の使途内容 

必要予

算 
＊1 

ADB 
ﾎﾟｰｼｮﾝ 

JICA 
ﾎﾟｰｼｮﾝ

1 政府・国有機関による電力料金未払い分の支払い 889

2 
政府による街灯コストの未払い分の支払い（2002

年末まで） 
896

3 政府の自家発電の税金還付の未精算分の支払い 452

4 CEB の公的債務の返済 8,934

2,898.6 3,047.0

5 退職割増金 650 - - 

6 組織改革に伴う設備購入費用 2,925 - - 

7 組織改革に関するアウェアネス（啓発）活動費 96 - - 

8 過去勤務債務（年金債務）の支払い 804 - - 

 合計 15,646 2,898.6 3,047.0

＊1. 出所：Minutes of Discussion (Dec.20, 2002), ANNEX III 
＊2．出所：CEB 

 

2.4 インパクト 

 本事業のインパクトは、「廉価で質の高い電力の安定供給」である。この目標の

達成状況とその背景を以下のように分析した。 

 

1) スリランカの電力価格は、実際には発電と送配電のコストを合計した水準を

下回っているにもかかわらず、国際的に比較してみると、近隣諸国よりも割高

な水準にある。例えば、タイと比較すると、個人・商業・工業の各カテゴリー

のいずれを見てもスリランカの電力価格がタイを上回っている9（2007 年 1 月時

点）。 

 電力料金について廉価の実現が難しいのは、近年の発電コストが相対的に割

高であったことによる。ただし、今現在は、電力の供給総コストを下回る水準

に価格設定がなされているため、価格の適正化がさらに「廉価」の実現の阻害

                                                  
9 Sri Lanka Country Assistance Program Evaluation: Power sector（August,2007, ADB） 
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要因となる恐れもある。 
 

2) 電力の供給面は、電化率を見ると 2000 年代に入って着実に伸びており、2001

年の世帯電化率 66.4％が 2007 年には 80.0％に達している。 

電化率の改善傾向が見られるが、本事業は特にこの指標改善には直接貢献し

ているとはいえない。本事業目的のうち、「透明性の高い経営環境の整備による

民間資金の導入促進」は電化率向上に関連があるが、上述のとおり、本事業自

体は、民間資金の導入促進に貢献していないためである。すなわち、本事業以

外のプロジェクトや相手国事業の貢献により、特に量的な電力供給面でインパ

クトが発現していると言えよう。具体的には、「電力セクター政策方針」（2002

年）に地方電化の推進がうたわれており、ドナー支援により多くの地方電化事

業が実施された。完了期日が 2000 年代にかかっている事業で見ると、ADB が 2

件、スウェーデン国際開発庁（SIDA）が 1 件、クエートが 1 件、中国が 1 件実

施している。 

 

3) 電力供給の質の高さに関しては、例えば、停電回数・時間等の信頼性の指標

で見た場合、132kV、220kV の送電網で見ると、以下の表のように増減を繰り

返しながらの漸減傾向にあり、2002 年と比べ 2007 年は大幅に改善している。 

 

表 4 停電回数・時間の推移 
年度 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

132kV:停電時間 38,392 20,631 13,221 17,849 19,642 19,679 

132kV:停電回数 464 337 200 233 290 222 

220kV:停電時間 5,220 3,903 1,094 8,327 1,981 2,827 

220kV:停電回数 39 30 28 38 30 20 

出所：CEB 

 

電力供給の質の向上については、信頼性の改善傾向が見られるが、旧 JBIC が

別途支援した送配電事業などの他事業や CEB 自身の取り組みの影響によるも

のと考えられるため、本事業は特にこの指標改善には貢献しているとはいえな

い。 

 

2.5 持続性 

セクターローンの場合、開発事業のコンポーネントがあれば、そうした事業の

組織・技術・財務の観点から持続性が検証できる。本件では、特に該当する開発

事業はないので、予定されたアウトプットである「第 2 コンディショナリティ」(第

2 トランシェ用のコンディショナリティ)の持続性と組織全体の財務的な持続性を

診断した。 
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まず、実現されたコンディショナリティは、「公益事業委員会のメンバーの任命」

「政府に対する正味の売掛金の 2.5 カ月分以下への抑制」など、項目は少ないもの

の、今後も維持継続される可能性が高い。また、実現されなかったコンディショ

ナリティに関しても、特に重要である「CEB の発電、送電、配電部門の分割化の

完了」については、2009 年 3 月の電力法の成立を受け、当初志向された分社化で

はない SBU という経営形態で、ある程度類似した効果は発現する可能性がある。

実際に CEB のトップマネジメントは、SBU 別会計（バランスシートや収支表）の

導入による財務状況の明確化による組織全体の財務改善を目指している。 

 

2007 年以降の収支見込みを含む、CEB の 2003 年以降の収支を以下にまとめた。

これによると、2008 年に税引前の損失がいったん約 390 億ルピーまで膨らむが、

2009 年には損失額が約 21 億ルピーにまで縮小する見込みである。この背景として

は、電力消費の伸びと販売価格の引き上げにより売り上げが増加する反面、原油

価格の下落により発電コストは下がっていることがある。これに加えて、新たな

火力発電所の操業開始により相対的に割安な火力発電のシェアが増えることで、

さらなる発電コストの低下が期待できる10。 

 

表 5 CEB の収支表 
単位：百万ルピー 

年度 
2009 

（見込み） 
2008 

（暫定値）
2007 2006 2005 2004 2003 

総売上 115,492 115,653 87,574 69,941 55,978 51,119 47,719

直接費 116,199 155,236 112,754 81,733 71,027 61,564 48,363

売上総利益 -707 -39,583 -23,477 -11,792 -15,049 -10,445 -644

運営管理費 4,063 1,415 1,379 2,383 2,518 634 2,347

営業損益 -4,770 -40,998 -24,856 -14,175 -17,567 -11,079 -2,991

その他収入＊1 4,248 3,562 11,748 9,572 16,348 2,017 5,440

支払い金利 1,560 1,600 1,703 1,521 5,634 6,645 6,199

税引前損益 -2,082 -39,036 -14,811 -6,125 -6,852 -15,707 -3,750
出所：年次報告書（2006）、CEB 財務部 
注＊１．「その他収入」には、2005 年度で 113 億ルピー、2006 年度で 50 億ルピー、2007 年度で 50 億ルピー

の政府の補助金が含まれている。 
 

こうした事情を総合すると、CEB 全体の財務状況は明確に改善しつつある。し

かしながら、2009 年までは赤字が継続するのがほぼ確実であり、財務改善の背景

には急速な原油安という一時的な外部要因もあるため、今後 CEB は事業部門別の

損益状況を把握することにより、コストマネジメントを効果的に行い、財務の健

                                                  
10 CEB 経営幹部のジェネラル・マネージャー（General Manager）や財務部長から以下のような説

明がなされている。 
「CEB の財務は、発電部分だけが問題であり、特に燃料の石油の価格が高騰していることが問題

である。しかしながら、この問題については、１）大統領が国営のセイロン石油会社  （Ceylon 
Petroleum Corporation、CPC」の CEB への石油販売価格をリットル当たり 71 ルピーから 45 ルピー

に値下げすることを発表し、２）中国政府の支援を受けることになった石炭を用いる火力発電所が

2011 年に操業を開始する（発電シェアは約 20％）ので、発電コストは下がる予定である。」 
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全化を定着させる必要がある。 

 

2.6 中断案件に関する補足分析 

2.6.1  当該事業が中断されなかった場合の影響（想定） 

結果論ではあるが、仮に（CEB 分社化がほぼ不可能であることが判明して

いながら）本事業が 2006 年 1 月 4 日で打ち切られなかった場合は、軽微では

あれ、案件監理のためのコストの負担は続いたことになる。また、中断されな

い状態が続くことは、いわゆる日本政府としての「ディシプリン（規律）を欠

く」こととなり、今後の先方政府との政策対話や交渉面に悪影響をもたらした

可能性がある。 

 

2.6.2 当該事業の中断のタイミング 

中断のタイミングは適切であったと思われる。第 1 回の貸付実行期限（2005

年 3 月 28 日）が到来した際には、関係者への情報収集により、先方政府が事

態を打開する可能性があり11、そこですぐさま中断の判断を下すのはやや厳し

すぎたと思われる。また、2005 年 3 月の期限延長後、特別委員会が設置され、

電力セクター改革案を閣議に諮るための最終的な改革案が検討されたが、第 2

回の貸付実行期限（2005 年 6 月 30 日）が到来した時点で同委員会の結論は出

ず、スリランカ政府は再度の貸付実行期限延長を要請したものである。ここで

も事態を見極めたいとの判断が働いたものと思われ、2005 年 12 月 31 日まで

延長された。ただし、第 3 回の ADB との合同レビューミッション（2005 年

10 月）では、もはやコンディショナリティの実現はほぼ不可能と判断され12、

それが、第 3 回目の貸付実行期限（2005 年 12 月 31 日）が到来した際になさ

れた、3 度目の期限延長はしないとの判断の根拠となった。 

本件の中断のタイミングは、早すぎも遅すぎもせず、妥当であったと言えよ

う。 

 

３．結論及び教訓・提言 

                                                  
11 2005 年 3 月 28 日付の旧 JBIC 開発第 2 部第 3 班作成資料によると、2005 年 2 月末に、分社化に反

対する CEB 組合と大統領の間でセクター改革に関する協議が行われ、組合との意見交換を踏まえた

セクター改革の方針を閣議決定することとなり、①ADB や JBIC と合意済みのセクター改革の方針を

踏襲し、②2005 年 6 月 1 日までに CEB の分社化を実施するというセクター改革案が大統領・財務大

臣・電力大臣の連名で提出され、期限延長申請がスリランカ政府より提出された。組合の反対により

実施不可能と考えられていた CEB の分社化についても近々に閣議了解が得られる見込みであり、第 2
トランシェのコンディションについても 2005 年 6 月末に達成される可能性が高まった。 
12 本合同審査により、セクター改革修正法案（7 月に閣議決定）について、CEB 組合の代表ら電力セ

クター改革ステアリングコミッティーの一部のメンバーが署名を拒否するなど同法案に関する意見

集約がなされていないことが判明した。同法案の内容自体に関しても、新会社が公社法で設立され会

社法での設立ではないため、新会社の政府からの独立性が低くなることが懸念されるなどの問題が発

覚した。 
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3.1 結論 

本事業実施の妥当性は高く、本事業を中断に導いた要因については、事前にそ

の発現を予見し事業実施の判断を撤回することは可能ではなかった。事業の中断

のタイミングは妥当と思われ、仮に中断の判断が遅れた場合にはマイナスの効果

が発現したことも推測される。したがって、本件の実施や中断という判断は妥当

だったと思われる。なお、中断案件ではあるが、部分的に効果は発現している。 

 

3.2  教訓 

・ 案件が中断される事態を防ぐための教訓：今回特に審査時点で大きな瑕疵があ

ったとは思われない。したがって、本件からの教訓ということは特にはないが、

セクター改革のような事業の場合は、改革への道筋がどれぐらい明確に立てら

れているかをしっかり見極める必要があろう。今後、スリランカで事業を実施

する場合には、左派政党の勢力が強いというこの国固有の政治情勢を踏まえ、

特に組合の支持を得られていない国の事業の推進あるいは民営化の実施には

極めて慎重に対処すべきである。 

・ 案件が中断せざるを得ない場合のベストな中断方法：今回のように、節目では

レビューミッションを派遣するなどして、しっかりと重要なステイクホルダー

をおさえ、意見交換・情報分析を行うということであろう。 

 

3.3  提言 

今回の調査の範囲では、今後スリランカの電力セクターで CEB の分社化が進む

可能性は必ずしも大きくないと判断される。既に ADB は、ドナーの意向が強すぎ

てもオーナーシップのある改革にはならないとの考えで、スリランカ側のイニシ

ャティブを尊重し、前回のコンディショナリティ（分社化）に固執せず電力セク

ターを支援する姿勢を打ち出している。JICA も、現在の SBU を前提としてセクタ

ー改革を進めるという、より現実的なアプローチをとることが望まれる。現在、

CEB は、発電・送電・配電の 3 事業（SBU）別の財務諸表の作成に関心を示して

おり、たとえば、技術支援によりそうした試みを促進することは、今後の CEB の

収益改善にも貢献するものと思われる。 

  


