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インドネシア 

グレシック火力発電所 3･4 号機改修計画 

 

外部評価者：OPMAC 株式会社 藤原 純子 

1. 案件の概要 
 

プロジェクト位置図 3・4 号機 蒸気タービン 

 

1.1 事業の背景 

インドネシアの電力需要は、首都ジャカルタを中心とするジャワ島に集中している。ジ

ャワ－バリ間の電力系統の電力需要は、1997 年の経済危機により、1998 年の電力販売量に

停滞がみられたが、その後は年平均 9.4%の伸びで需要は増加してきていた。他方、経済危

機の影響でインドネシア国営電力会社（PT PLN (Persero)。以下、PLN）および独立発電事

業者（Independent Power Producer）による新規発電所建設計画の実施は困難となっており、

2003 年から 2005 年にかけて電力供給不足が懸念されていた。2003 年時点で供給可能能力

が 12,500～14,000MW であったのに対し、2002 年の実績 大負荷は 13,830MW と、PLN に

よる電力供給に私企業の売電による電力供給を加えても、電力不足が予測される状況であ

った。 

東部ジャワ州グレシック市に位置するグレシック火力発電所は、ジャワ―バリ電力系統

に連系されて東部ジャワ州のみならずジャワ島とバリ島の電力安定供給に大きく貢献して

いた。同発電所は、ガスタービン発電設備 4 基（計 80.4MW）、汽力発電設備 4 基（計 600MW）

およびガスタービン・コンバインドサイクル 3 基（計 1,578.78MW）からなっていた。 

我が国は、このグレシック火力発電所の汽力発電設備に対し、1970 年代から一連の円借

款および無償資金協力を行ってきた。1980 年と 1981 年に 1･2 号機、1988 年に 3･4 号機の

建設を円借款事業で支援した。3・4 号機については、国家政策「エネルギー源多様化にお

ける石油依存度低下」に則り、さらに円借款にてガス化改造事業を行い、重油焚きであっ

たものを重油／ガス併焚きとしていた。こうした一連の支援は、安定した電力供給により

発電所としての信頼を積み重ね、また、高度成長のインドネシア経済を支えてきた。 

1･2 号機は経年劣化したことから 1999 年の無償資金協力により改修され、その結果、設

備稼働率が大幅に向上していた。しかしながら、3･4 号機は建設以来約 15 年が経過して経

年劣化が進行しており、出力回復および熱効率の改善、安定した運転のできる耐力の回復
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が希求視されており、協力対象事業の実施に到った。 

 

1.2 事業の概要 

東ジャワ州スラバヤ市北西に位置するグレシック火力発電所において、出力が低下して

いる 3・4 号機に対し、タービン動翼の取替え、ボイラー給水ポンプ修理等、設備を改修す

ることにより、出力の回復、熱効率の改善および発電設備耐力の回復を図る。 

 

E/N 限度額／供与額 1,985 百万円／1,975 百万円 

交換公文締結 2004 年 7 月 

実施機関 インドネシア国営電力会社（PT PLN (Persero)） 

事業完了 2006 年 3 月 

本体 住友商事株式会社 案件従事者 

コンサルタント 東電設計株式会社 

基本設計調査 2003 年 12 月 

詳細設計調査 2004 年 9 月 

関連事業 案件名 
借款契約日／ 

交換公文締結日 

借款契約／ 
E/N 供与限度額

（百万円） 

有償 グレシック火力発電所事業（E/S） 1975 年 10 月 14 日 276

有償
グレシック火力発電所 1 号機建設

（E/S） 
1977 年 6 月 28 日 975

有償 グレシック火力発電所1号機建設事業 1977 年 6 月 28 日 12,559

有償
グレシック火力発電所事業 3 号機

（E/S） 
1981 年 3 月 31 日 368

有償
グレシック火力発電所 3 号機（本体）・

4 号機（E/S） 
1982 年 4 月 30 日 28,210

有償 グレシック火力発電所 4 号機 1984 年 3 月 8 日 8,815

有償 グレシック火力発電所 4 号機 1984 年 3 月 8 日 11,999

有償
グレシック火力発電所 3・4 号機ガス化

改造事業 
1989 年 12 月 22 日 4,445

無償
グレシック火力発電所1・2機改善計画

（1/2 期）  
1999 年 3 月 25 日 1,182

 

無償
グレシック火力発電所1・2号機改善計

画（2/2）  
1999 年 7 月 29 日 1,134

 

 

2. 調査の概要 

2.1 外部評価者 

藤原 純子（OPMAC 株式会社） 

 

2.2 調査期間 

今回の事後評価に当っては、以下のとおり調査を実施した。 
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調査期間：2009 年 10 月～2010 年 8 月 

現地調査：2010 年 3 月 11 日～3 月 20 日 

 

2.3 評価の制約 

特になし。 

 

 

3. 評価結果（レーティング：A） 

3.1 妥当性（レーティング：a） 

3.1.1 開発政策との整合性 

(1) 国家開発計画との整合性 

基本設計調査実施当時の「国家開発計画（2000～2004 年）」（PROPENAS）にて、インフラ

整備については既存インフラのリハビリや改善、基礎的サービスへのアクセス確保に重点

が置かれており、本事業はそうした方針に合致したものであった。 

その後のユドヨノ政権により、2005 年 1 月に発表された「国家中期開発計画（2005~2009

年）」（RPJMN）においても、他インフラ基盤整備と同様に電力エネルギーセクターへの取

り組みが引き続き重要視されていた。エネルギー危機を回避するために、向こう 5 年間で

発電容量を 22,261MW 新規増強する必要があることなどが指摘されていた。 

 

(2) 国家電源開発計画との整合性 

本事業実施当時の国家電力総合計画（RUKN）2003 年では、①電力セクターの再編成と

競争市場の確立、②料金制度改革、③発電エネルギーの利用政策、④民間参入促進、⑤法

制改革、が 重要課題として掲げられていた。発電エネルギーの利用政策においてインド

ネシア国全体で新たに 22,261MW の発電容量が必要と掲げられ、そのうち、ジャワ―バリ

地域においては、13,365MW を確保することが述べられていた。本事業は、この目標に沿う

もので計画に整合するものであった。 

なお、現在の開発計画である RUKN 2008‐2027（2008 年 11 月作成）によると、2008 年

現在のインドネシア国全体の電力ピーク需要の 25,407MW のうち、ジャワ―バリ系統は

19,389MWである。RUKNにおいて必要と指摘される電源設備容量は同国全体で 33,631MW、

うちジャワ―バリ系統が 25,205MW となっており、2003 年に見込まれていた発電容量の 2

倍近くとなっている。 

 

3.1.2 開発ニーズとの整合性 

本事業の対象であるグレシック火力発電所の合計出力（計 2,259.18MW）は、2003 年当時

のジャワ―バリ系統供給容量の約 12%の設備容量を要する基幹発電所であり、改修の対象

となる 3・4 号機の定格合計出力（計 400MW）は同供給容量の約 2.1%に相当した。 

2009 年現在、グレシック火力発電所全体の設備容量は同系統の既存容量の約 10.2%（3・

4 号機は約 1.8%）と依然として大きな割合を占めており、同系統で主要な位置づけとなっ

ている（図 1）。 
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図 1：グレシック火力発電所全体配置図 

 

2002 年時点のジャカルタを中心とした大需要地を抱える西部ジャワ州のピークロードは

8,251MW、予備率を考慮すると 10,310MW の供給容量が必要となっていた。これは、当時

の設備容量 9,848MW を上回るもので、供給に余裕がある東部ジャワ州からの電力供給が望

まれており、本事業はかかる電力需要予測に対応するものであった。グレシック火力発電

所から西ジャワ州へ送電する場合、ジャワ島の

東西を結ぶ500kVの北周りの送電線2回線では

系統安定度の見地から制約があり、南回りの

500kV の送電線が建設中であった。したがって、

本事業は、南回りの送電線の完成前の建設が予

定されていた。このジャワ島南回りルート

500kV 送電線は 2006 年 7 月に完成し、同 8 月

から送電を開始していることから、実際に本事

業は送電線建設前に完成した。 

その後、ジャワ―バリ系統の 2007 年までの

既存容量は 19,980MW で、2007 年の 大電力

は、2002 年当時の約 2 倍の 16,896MW に達し

ていた。また、上記 RUKN 2008-2027 によると、インドネシア国全体の電力需要は年平均約

9.5%（ジャワ―バリ系統約 9.8%、外島約 8.2%）で伸びる見込みであり、逼迫する電力需給

の緩和が急務となっており、依然としてジャワ島東部から電力需要が集中するジャワ島西

部への電力の融通が求められている。 

一方、石油燃料価格の大幅な上昇を受け、大統領令にて導入された「クラッシュプログ

ラム」と呼ばれる非石油燃料発電所開発加速プログラム（第一プログラム：2006～2009 年、

写真 1：グレシック発電所 全景 

高い煙突が 3・4 号機 

Steam Turbine 
Unit3: 200 MW, Unit4: 200 MW 

Steam Turbine 
Unit1: 100 MW, Unit2: 100 MW 
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後に 2013 年に延長、第二プログラム：2009～2014 年）の下、石炭や再生エネルギー（地熱・

水力等）を利用した発電能力拡大の早期実現が進められている。こうした使用燃料の大幅

な転換は、新規電源開発の進捗に左右されるところが大きく、これを下支えする既存容量

の確保や、適切なエネルギーミックス、非常時対応等の観点から、グレシック火力発電所

が占める位置づけは依然として必要不可欠なものである。 

以上を鑑みると、事業実施当時から現在に至るまで新規発電所計画が遅延していた中、

本事業のような既存の設備の改修による迅速な発電能力の確保は優先度、緊急性が高かっ

たといえる。 

 

3.1.3 日本の援助政策との整合性 

2004 年 11 月に策定された対インドネシア国別援助計画における 3 つの重点分野として、

（イ）「民間主導の持続的な成長」実現のための支援、（ロ）「民主的で公正な社会造り」の

ための支援、（ハ）「平和と安定」のための支援、が掲げられた。そのうち、（イ）において

は、投資環境改善のための経済インフラ整備が含まれており、エネルギー分野における発

電容量増強への支援の重要性が認識されており、協力対象事業への支援は我が国の対イン

ドネシア援助政策と整合するものであった。 

日本政府は、1975 年以降、グレシック火力発電所に対し、一連の円借款で支援をしてお

り、3・4 号機も円借款事業で建設し、ガス化の改造をしたもので、発電所との関係は長期

に亘る。また、グレシック火力発電所が電力供給するジャワ―バリ系統関連には、1971 年

以降、全部で 15 の円借款事業があり、日本の支援が中枢をなしている。本事業の実施に際

しては、3・4 号機のタービン等の腐食・侵食が非常に進行しており、将来の事故につなが

る可能性が高く、需給が逼迫しているジャワ―バリ系統に多大な影響を及ぼしかねないこ

となどから、協力対象事業の必要性・緊急性が確認された。 

 

以上より、本事業の実施は、インドネシア国の開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策

と十分に合致しており、妥当性は高い。 

 

3.2 効率性（レーティング：a） 

3.2.1 アウトプット 

本事業のアウトプットは計画どおりであった。詳細は表 1 のとおりである。なお、イン

ドネシア側についてはアウトプットの作業の一部を担当し、実施した。 

 

表 1：本事業のアウトプット 

日本側 

計画 実績 

定格出力計 400MW の 3・4 号機について、以下を対象とする。 
 蒸気タービン設備 

全動翼の取替え、一部の静翼取替えと残りすべての静翼の修理、グランドパッキン

リングおよびノズルパッキンリングの取替え 
 主要蒸気弁 

弁の内部部品の取替え、主要蒸気弁駆動油圧シリンダーの部品交換またはパワーシ

リンダー本体取替え 

計画どおり
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日本側 

計画 実績 

 ボイラー給水ポンプ 
内部部品の修理と部品取替え 

インドネシア側 

以下の分担作業を担当 
 該当機器・設備の分解・手入れ・組立て 
 試運転に係る燃料供与や作業 
 調達部品の国内輸送 

 

3.2.2 インプット 

3.2.2.1 事業期間 

基本設計調査では、全体：21 ヶ月（E/N 締結～試運転・性能試験終了）、詳細設計：3 ヶ

月（入札仕様書作成含む）、入札：2 ヶ月（公示から入札評価）、調達・施工：16 ヶ月（契

約～試運転・性能試験終了）が想定されていた。 

実際は、表 2 に示すとおり、全体：20 ヶ月（2004 年 7 月～2006 年 2 月）となっており、

計画を下回った。詳細設計と入札は 5 ヶ月（2004 年 8 月～12 月）、調達･据付：15 ヶ月（2004

年 12 月～2006 年 2 月）であった。 

 

表 2：本事業の工期 

項目 計画(基本設計時) 実績 

E/N 締結～性能試験終了 21 ヶ月 20 ヶ月 

詳細設計 3 ヶ月 

入札 2 ヶ月 
5 ヶ月 

調達・施工 16 ヶ月 15 ヶ月 

 

3.2.2.2 事業費 

日本側事業費は E/N 限度額 19.85 億円に対し、実績では 19.75 億円（計画比 99%）となっ

ており、計画内に収まった。機材調達および据付工事の部分でサブコントラクター6 社のう

ち 3 社を現地から採用するなど、工事費用の軽減が効率的に図られた（表 3）。 

 

表 3：本事業の事業費 

項目 計画 実績 

無償資金協力総額 19.85 億円（E/N/限度額） 19.75 億円 

機材調達費 16.37 億円 

現地据付工事費 2.86 億円 
19.11 億円 

機材設計監理費 0.65 億円 0.64 億円 

（注）為替レート：1 ルピー＝0.0151 円、1 ドル＝119.72 円（2003 年 8 月時点） 

 

以上より、本事業は事業費および事業期間ともに計画内に納まり、効率性は高い。 
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3.3 有効性（レーティング：a） 

3.3.1 定量的効果 

3.3.1.1 運用効果指標 

本事業のガス焚きが当初予定よりも少なく、重油焚きが主となっている1が、運用状況は

概して良好で一定の発電量を確保している。期待設備寿命については、計画どおり本事業

完成後 20 年と見込まれている。 

成果達成を示す評価指標として事前評価表に示されていた、 大出力と発電端熱効率の

他、設備利用率、計画および計画外停止時間の実績を表 4 に示すとおり確認した。発電端

熱効率は、計画目標値を上回っている。 大出力は、瑕疵検査時点、油焚きで 3 号機 197MW

（2007 年 2 月）、4 号機 195MW（2006 年 10 月）の出力が確認されていたが、評価時点では

ガス焚で 3・4 号機ともに 195MW（20.4%の回復）、重油焚で 3 号機 187～190MW、4 号機

180～190MW であった。重油焚中心となっていることから 大出力は目標値を下回るもの

の、本事業実施前の重油焚きの 大出力（3 号機 162MW、4 号機 172MW）よりも上回って

おり、本事業の効果は認められる。 

 

表 4：3 号機、4 号機の運転状況 

（基準値） （目標値） 実績 
指標名（単位） 

2003 2006 2006 2007 2008 2009 

ガス焚（3・4 号機） ― 200 195 

3 号機 162 187 187 187 190 
大出力 

（MW） 重油焚 
4 号機 172 

195 
185 180 180 190 

3 号機 
31.55

（35.48）
34.70 38.20 38.00 37.53 38.10 

発電端熱効率（%） 

4 号機 
31.48

（35.23）
34.60 36.70 36.64 36.77 36.97 

3 号機 399.34 - 370.52 720.34 765.10 411.89 
計画停止時間（時間） 

4 号機 704.03 - 462.47 749.94 412.41 1,041.82

3 号機 187.84 - 273.33 0 0 49.18 
計画外停止時間（時間） 

4 号機 269.382 - 0 154.29 0 0 

（出所）グレシック火力発電所提供資料 
（注）発電端熱効率の基準値の（）内数値は 1994 年のガス焚き改造時の値。 
 

 
図 2 に示すように、設備利用率は 3・4 号機ともに約 70%～90%確保できている。2006

年以降の送電端発電電力量は、3・4号機ともに 2003年の事業実施前の数値を上回っており、

順調に稼動している。2006 年以降、年によっては送電端発電電力量が下がっているが、こ

れは、3・4 号機が重油中心の燃料使用となっており2、近年の原油価格高騰に伴い発電コス

トが相対的に高いものとなっていること、また、運転開始後既に 20 年以上経過して他発電

所設備に比して老朽化が進行していること等により、給電指令所（P3B）がジャワ－バリ系

統全体における電力供給状況を総合的に判断して、3・4 号機について発電抑制を要請して

                                                        
1 インドネシア国内におけるガス供給が不足しており、グレシック火力発電所においては、発電効率がよ

り高いコンバインドサイクル発電所でのガス使用に優先的に供給が行われている。 
2 重油・ガスの 2009 年の燃料費実績は、3 号機がそれぞれ 96%・4%、4 号機が同 93%・7%となっており、

発電端発電量は油焚・ガス焚が 3・4 号機ともそれぞれ 80%弱、20%強となっている。 
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いるためである。なお、3・4 号機はピーク時についてフルロード運転、ベース時に 小運

転可能出力で対応している。 
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送電端発電量 (Unit 4) 974,878 958,763 848,746 1,188,195 1,183,763 1,255,859 1,087,726 

設備利用率% (Unit 3) 93.3 56.2 49.9 71.0 75.1 73.0 94.5 

設備利用率% (Unit 4) 88.8 58.2 51.5 71.7 71.7 75.9 86.6 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 
（出所）グレシック火力発電所提供資料 
（注）2009 年数値は第 3 四半期まで。 

図 2：グレシック火力発電所 3、4 号機設備稼働率と送電端発電量 

 

計画停止は定期点検によるものである。2009 年に計画停止時間が増加しているのは、4

年毎に実施する本格点検の時期であったためである（各定期点検の実績および予定は、

「3.5.4 運営・維持管理の状況」参照）。計画外停止は、毎日の点検時に発見される機器の

不備を解決することを主目的としたものであった。計画外停止の要因は、機器の不備に拠

るもので、ボイラー火炉が高圧になり過ぎたこと、パイプ損傷、ボイラー配管のリークが

挙げられており、それらの問題に対しては対処がとられている。本事業運用開始以降、一

定の設備利用率が確保されていることから、こうした計画外停止時間は比較的抑えられて

いるといえる。 

 

3.3.2 定性的効果 

特になし。 

 

以上より、本事業の実施により概ね計画通りの効果発現が見られ、有効性は高い。 

 

3.4 インパクト 

3.4.1 間接的効果の発現状況 

(1) 対象地域及び対象者への裨益 

事前評価時点、協力対象事業は、対象地域がジャワ―バリ電力系統地域、対象者が同地

域住民とされ、ジャワ―バリ系統のジャワ島、マドュラ島、バリ島住民に対する安定した

電力供給に寄与する、とされていた。 
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3・4 号機による発電量は発電所全体の約 20%を占める。現時点では、グレシック火力発

電所設備のうち、500kV 送電線に連系しているコンバインドサイクル機は西部ジャワ地域を

含む広域運用がなされている一方、3・4 号機による発電電力は、150kV 送電線によって

WARU 変電所に連系され、東部ジャワ地域へ供給されている。 

以上、年間発電量が概ね改善されていることで、ジャワ―バリ系統への一定の供給の貢

献があったと考えられる。 

 

(2) 燃料費削減 

事前評価時点では、本事業の発電端熱効率の改善により、ガス焚きの場合の燃料削減効

果として、3・4 号機の合計で約 7 億円の燃料削減が推算されていた。本事業完了後、現在

に至るまで、ガス焚きによる運転実績は発電量全体の 13%～25%であった。グレシック火力

発電所は KODECO、HESS、MKS、の三社よりガス供給を受けているが、すべて契約量を

下回る供給となっており、これは国内使用ガス量の不足に拠るものである。従って、ガス

使用を想定した燃料削減量・燃料費削減のインパクトについては述べられず、基本設計当

時計算された予測値との比較は適切ではない。 

 

(3) 自然環境へのインパクト 

燃料費削減と同様、発電端熱効率の改善の燃料使用量減少による CO2 削減の数値が挙げ

られていたが、現在までガス焚きによる運転は限定的であるため、インパクトとして述べ

られない。 

発電所運用の環境モニタリングの実施については、基本設計時に本事業対象のグレシッ

ク火力発電所 3・4 号機は、すでに提出済みの環境影響評価、環境管理計画、環境モニタリ

ング計画に対し、変更の必要がないことが確認されていた。環境管理およびモニタリング

にかかる実施レポートは、3 ヶ月ごとに関係機関に提出されていることが確認されていた。 

評価時点において、発電所運転の環境への影響につき確認した範囲では、深刻な問題に

ついては報告されていなかった。まず、グレシック火力発電所で使用されている重油の質

については、炭素・水素・窒素・硫黄分は 2006～2009 年の間にそれぞれ 80.12～84.79%、

0.21～11.9%、0.51～0.685%、1.22～2.07%と測定されており、政府の定めている基準範囲内

であった。また、東ジャワ州政府の担当局による 2006 年、2008 年の 3・4 号機の環境モニ

タリング数値の結果では、二酸化硫黄（SO2）が国内の基準値を上回った数値があったもの

の、2009 年の 2 回のモニタリングでは国内基準を大幅に下回っている。二酸化窒素（NO2）、

浮遊粒子の値は国内基準値を常に下回っていた。 

なお、現在のところ、PLN 側は脱硫装置や脱硝装置等の対策設備を設置する予定はない。 

 

(4) 住民移転・用地取得 

既存発電所の改修であり、発生しないとされていたが、計画どおり住民移転・用地取得

はなかった。 

 

3.4.2 その他正負の間接的効果 

特になし。 
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3.5 持続性（レーティング：a） 

3.5.1 運営・維持管理の体制 

PLN からジャワ島の発電部門を 2 分割して会社組織化された 1 つ、ジャワ―バリ発電会

社（PT PJB。以下、PJB）がグレシック火力発電所を所有している。グレシック火力発電所

の組織体制図は図 3 のとおりである。発電所所長（Manager）の下に運転、メインテナンス

担当の部長（Deputy Manager）を配置し、その下にボイラー、タービン設備の担当ごとのチ

ームがあり、各チームに監督職員（Supervisor）を配置している。環境モニタリングは化学

部門の環境課が行っている。 

 

 
（出所）グレシック火力発電所提供資料より作成 

図 3：グレシック火力発電所組織図 

 

基本設計調査時には、協力対象事業の 3・4 号機の運営は、PJB 発電部に所属する総員 36

人の運転員で構成される 4 チームによる 1 日 3 交代制により運転されていた。発電所の維

持管理は、PJB 保守グループにより行われ、2003 年 2 月にそれまでの 15 人から 143 人へと

増員された。増員により、事後保全のほか、予防保全や状態監視による将来の大掛かりな

機器の修繕計画、定期点検に必要な修理項目の実施を目指していた。こうした新たな保守

グループへの組織変更は、今後の 3・4 号機の期待設備寿命の長期化や設備の劣化防止、劣

化設備の更新の見地から望ましいと判断されていた。 

協力対象事業完成以降も運営維持管理担当の組織体制に大幅な変更はない。3・4 号機の

担当は、図 3 のグレシック発電所の運転、保守（メインテナンス）部署のチームが担当し

ている。現在の運転・保守担当職員の定員および配置は表 5 のとおりである。日常の運転

に当たっては 1 チーム当たり 10 人、計 4 チームが編成されており、1 日 3 交代のシフトと

なっている。運営・維持管理体制には問題はなく、概して適切とみなされる。 

 

表 5：グレシック発電所の運営・保守担当の人数 

配置計画 実態 
項目 

定員（人） レベル 配置（人） レベル うちエンジニア（人）

運転 120 3 120 3 12 

保守 130 3 130 3 10 

（出所）グレシック発電所提供資料 
（注）レベル 3 とは、国内で定められている運営保守に関する一定の知識をもつ資格者を指す。 

総務 運転 メインテナンス エンジニアリング 

グレシック火力発電所  

化学 人事 財務 

国営電力会社（PT PLN (Persero)） 

ジャワ―バリ発電会社（PT PJB）  
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3.5.2 運営・維持管理の技術 

運営保守に従事するのはレベル 3 の資格を

有する人材となっている。レベル 3 資格技術

者は、熱力学、水質管理、燃焼理論、ボイラ

ー運転、蒸気タービン運転、電力システム、

交流機、コントロール・システム、各種効率、

蒸気タービン発電所運転等を修めている。 

また、PJB 社内では、定期的に技術研修が

行われている。外部研修機関よりボイラーや

タービンの専門家を外部講師として招き、発

電所スタッフを対象とする運営保守に関す

る技術研修の主なものは表 6 のとおり行わ

れている。非破壊検査（NDT）等については

スタッフを外部研修に送り出すなどもしている。 

運営・維持管理を担当する職員の技術レベルについては、通常の点検を行うのに十分と

みられる。 

 

表 6：グレシック火力発電所における技術研修の概要 

研修内容 目的 対象 講師 頻度 期間 

ボイラー点検 運転保守技術向上 10 人 1 人 四半期 2 週間 

タービン点検 運転保守技術向上 10 人 2 人 四半期 2 週間 

非破壊検査（NDT） 状態監視の技術向上 10 人 3 人 四半期 2 週間 

ポンプ・補助エンジン 保守技術向上 10 人 1 人 四半期 2 週間 

（出所）グレシック火力発電所提供資料 

 

3.5.3 運営・維持管理の財務 

グレシック火力発電所が予算計画を提出するも、 終的には PJB を経由して PLN が予算

承認を行うこととなっている。3・4 号機の実績を発電所全体の補修予算実績と比較すると、

表 7 のとおり、3・4 号機の補修費の発電所全体補修費における割合は、 大で 14.15%（2007

年）となっており、3・4 号機については 2006 年以降安定した予算確保がなされている。 

 

表 7：グレシック火力発電所全体と 3・4 号機の運営維持費および補修費の比較 

（単位：百万ルピア） 

項目 2006 2007 2008 2009 

(1) 発電所全体 200,626 139,241 143,981 201,295

(2) 3・4 号機 13,097 19,697 18,863 20,443

(2) / (1) (%) 6.53% 14.15% 13.10% 10.16%

（出所）グレシック火力発電所提供資料 

 

 

写真 2：3 号機蒸気タービン内部 
（蒸気弁） 
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基本設計調査時点で PJB が提示した 2006～2010 年までの 3･4 号機補修費予算は、平均で

21,872 百万ルピア（日本円で約 3.3 億円3）であり、1998 年から 2002 年時点までの実績平均

7,548 百万ルピア（日本円で約 1.14 億円）と比較して、2.9 倍に増額されており、将来に対

する長寿命化への取組みが本格化していた。 

3・4 号機の補修予算を、基本設計調査時点の毎年の計画値と実績とで比較すると表 8 の

とおりとなる。実績は 2008 年を除いて計画値に達していないが、定期点検以外にも、毎日

の点検で機器の不備が発見された場合は迅速に修理を行うなどの措置が取られており、予

算が限られていることに起因した問題は発生していない。したがって、必要な予算手当て

はなされてきており、効率的に運用されているとみなされる。 

 

表 8：3・4 号機の補修予算（計画・実績） 

（単位：百万ルピア） 

 2006 2007 2008 2009 

予算計画 17,110 23,085 18,764 30,545 

実績 13,097 19,697 18,863 20,443 

（出所）グレシック火力発電所提供資料 

 

3.5.4 運営・維持管理の状況 

評価時点の現地調査で設備の運転状況を視察し、問題なく運営維持管理されていること

を確認した。 

運営時管理に関しては、PJB は、2003 年 7 月以降、維持 適化プログラム（MOP）をス

タートし、予防保全や状態監視保全の割合を増やすことで事故率を削減することを目指し

ている。グレシック火力発電所の現場視察においても、予防保全の考え方が浸透しており、

現場の状況に応じて随時対応がなされているとみられた。 

日常点検に加え、定期点検には簡易（18 日間・2 年毎）・準本格（30 日間・4 年毎）・本

格（45 日間・4 年毎）がある。3・4 号機の保守点検実績は表 9 のとおりである。簡易・準

本格・本格の各定期点検には 432 時間、720 時間、1,080 時間程度を要する。なお、表 9 の

定期点検実績を表 4 の計画停止時間と検証すると、2006、2007 年については本件事業の実

施や完了後検査に伴う停止等があったため、必ずしも反映されていなかったが、2008 年・

2009 年は、定期点検に実際要した時間が当初の計画停止予定時間に近似している。 

 

表 9：3・4 号機の定期点検実績と予定 

対象 2006 2007 2008 2009 2010（予定）

3 号機 本格 簡易 準本格 簡易 本格 

4 号機 簡易 準本格 簡易 本格 簡易 

（出所）グレシック発電所提供資料 

 

以上より、本事業の維持管理は体制、技術、財務状況ともに問題なく、本事業によって

発現した効果の持続性は高い。 

                                                        
3 1 ルピア 0.0151 円（2003 年 12 月時点） 
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4. 結論及び提言・教訓 

4.1 結論 

本協力対象事業は、グレシック火力発電所 3・4 号機の経年劣化に伴う大規模改修を支援

したものであり、ジャワ―バリ系統の安定的な電力供給に貢献している。事業としての妥

当性は引き続き認められ、3・4 号機の性能は維持・発揮されていることから有効性・持続

性についても良好な結果を得ている。事業実施の効率性についても問題は認められなかっ

た。 

以上より、本協力対象事業の評価は「(A) 非常に高い」といえる。 

 

4.2 提言 

4.2.1 実施機関への提言 

今後も重油焚きを中心に発電を継続する場合は、機器への影響や環境モニタリング結果

に留意し、また、継続的に環境基準値を超えるような問題がある場合は、脱硫装置や脱硝

装置等の環境対策設備の設置も将来的な検討事項として視野に入れることが望ましい。 

 

4.2.2 JICA への提言 

なし。 

 

4.3 教訓 

既往円借款事業による発電所建設およびガス化改造事業を踏まえ、本件無償資金協力事

業は、我が国による支援がスキーム横断的に、タイミングよく、効果的に実施された例で

ある。 

インドネシア国内でガス供給不足が続いており、ガス・重油両焚が可能である 3・4 号機

は使用燃料の選択が柔軟に行える位置づけにあり、東ジャワ地域の電力供給の安定に貢献

している。今後の電力エネルギーセクターへの協力支援に当たっても、既往案件のフォロ

ーアップや、環境対策の実施など、今後の修繕や修理等の各種リハビリや、設備の延命に

効果的な案件の形成が望ましい。 

 

 

以上 

 

 


