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【円借款事後モニタリング報告書】 

 

スリランカ 

「ケラニティッサ・コンバインドサイクル発電所建設事業」 

外部評価者：株式会社国際開発センターシーク美実 

１．案件の概要 

 

    案件位置図        ケラニティッサ・コンバインドサイクル発電所 

 

1.1 事業目的 

コロンボ市北部のケラニティッサ地区にある重油火力およびガスタービン発電所の

区域に、150MW 級のコンバインド・サイクル発電所を建設することにより、ベース・

ロード電源の増強と電力供給の安定化を図り、スリランカの経済成長に寄与する。 

 

1.2 事業概要 

円借款承諾額／実行額 13,481 百万円 ／  13,406 百万円 

借款契約調印／貸付完了 1996 年 10 月 ／  2003 年 6 月 

事後評価実施 2005 年度  

実施機関 セイロン電力庁 

本体契約 丸紅 (日本)・Alstom Power Centralles（フランス）

コンサルタント契約 Lahmeyer International（ドイツ）・中央開発 （日本）

 

1.3 事後モニタリングの対象となった背景・理由 
 本事業が実施された当時、スリランカでは、経済成長の持続に伴って、電力需要が

増加し、2000 年時点の可能出力がピーク需要に達しないという事態が予測されていた。
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このような状況に対応するため、本事業では、150MW 級のコンバインド・サイクル

発電所を建設した。事後評価時では、ケラニティッサ・コンバインドサイクル発電所

の建設にかかる事業費、期間ともに計画を上回ったため、効率性の評価において低い

結果となった。また、環境モニタリング体制が未整備であるという理由から周辺環境

への将来的なインパクトや、現場の技能レベルの維持を担うべきトレーニングセンタ

ーの施設の老朽化を理由に維持管理技術の持続性に関しても懸念が示された。この他、

セイロン電力庁（以下、CEB という）の財務状況の悪化が深刻化しているため、対応

策を講じることが急務であることも指摘されている。こうした状況から、事後評価報

告書では、CEB に対しては、本発電所の環境モニタリング体制を整備することにより、

本事業の周辺環境に与える影響の把握を行うこと、また、スリランカ政府に対しては

CEB の財務状況改善に向けた対応を行うことが提言された。 
 したがって、本事業を事後モニタリングの対象とし、とりわけ本事業の自然環境へ

のインパクト及び CEB の維持管理能力や財務面での持続性を再確認することを目的

として今次現地調査等の結果に基づき本事業を評価項目別にレビューし、 結論を導き

出した。 

 

2．調査の概要 

2.1 調査期間 

 今回の事後モニタリングは、以下のとおり調査を実施した。 

 調査期間：2011 年 4 月～2012 年 2 月 

 現地調査：2011 年 8 月 7 日～8 月 18 日 

 

2.2 評価の制約 

 特になし。 

 

3 モニタリング結果 
3.1 有効性 

3.1.1 定量的効果 

3.1.1.1 運用効果指標 

(1) 運用効果指標の事後評価時実績値との比較 

 事後モニタリング時の発電電力量、設備利用率の運用効果指標は、表 1 に示すよ

うに、事後評価時点に比べて低い値となっている。これは、2010 年 8 月にスチー

ムタービンの主要部分が故障し、現在も運転を中止していること、また、2010 年の

年間降水量が前年の 1,711mm に比べて 1,992mm と多かったことにより、火力によ

る発電を抑えたこと等の理由による。故障中のスチームタービンは現地調査時にお

いて既にインドで修理され、港で通関待ちの状況であり、その他の部分の修理は既

に完了している。今後、通関手続きがスムーズに行われれば、2011 年中にも全体の
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修理を終え、稼働できる予定である。スチームタービンが故障する前の 2008 年時

点における各運用効果指標の値を確認したところ、事後評価時と殆ど変わらない数

値となっていることから、現在の状況は一時的なものであり、将来的には特に問題

はないと判断される。 
 

表 1 運用指標の推移 （単位：千トン） 
 事後評価時 

（2005 年） 
事後モニタリング時 

（2011 年）1 
大出力(MW) 168 165 

発電電力量(GWh) 1043.5 493.3 
設備利用率(%)  72.2 31.9 

  出所：ケラニティッサ・コンバインドサイクル発電所の提出データより作成 

 

(2) 事故停止時間 

 ケラニティッサ・コンバインドサイクル発電所の事故停止時間についてみると、ガ

スタービン及びスチームタービンの合計停止時間は 2009年まで 2003年の数値を下ま

わっていたが、2010 年はスチームタービンの主要部分の取り替えを伴う故障が生じた

ため、停止時間に大幅な増加がみられる。ガスタービン或いはスチームタービンの故

障は一定の頻度で生じているものの、スチームタービンが故障の際にはガスタービン

で補完することで、施設全体の停止時間を 小に留めるなどし、発電所として常に一

定規模の発電を維持できるよう努めていることが確認された。 
 

表 2 事故停止状況（時間） 
 ガスタービン スチームタービン 合計停止時間 
2003 年 444.40 1826.26 2,270.66 
2004 年 222.45 936.20 1,158.65 
2005 年 299.50 675.37 974.87 
2006 年  468.11 1219.30 1,687.50 
2007 年 448.42 1101.41 1,549.83 
2008 年 187.36 1064.06 1,082.42 
2009 年 259.10 558.56 314.66 
2010 年 340.21 4896.28 5,236.49 

     出所：ケラニティッサ・コンバインドサイクル発電所の提出データより作成 

 
3.1.1.2 内部収益率 

 事後モニタリング時の財務的内部収益率（以下、FIRR という）と経済的内部収益率

（以下、EIRR という）は、表 3 に示す通り試算の結果、ともにマイナスとなった。

マイナスとなった要因は、維持管理費の増加及び売電価格が低く抑えられているため

                                                  
1 新データは 2010 年のものを使用。設備利用率＝年間利用時間／年間時間（8,760
時間) 
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と考えられる。このような状況であるものの、同国が今後も電力供給の安定を維持し

ていくためには、本事業を引き続き稼働させることが重要である。CEB の財務状況は

持続性でも述べるとおり良好とは言えないが、2009 年以降から電気事業法の改正によ

る電気料金の改定を含め、抜本的な財務構造改革が行われているところであり、また、

現在行われているスチームタービンの大規模改修が予定通り完了すれば 2012 年から

はスチームタービン部分の維持管理費が減少する可能性も考えられること等から、将

来的には内部収益率の改善が見込まれる。なお、計算の前提条件については、以下表

4 を参照のこと。 

 

表 3 内部収益率の比較  
 事後評価時（2005 年） 事後モニタリング時（2011 年）

FIRR 
EIRR 

14.5% 
14.2% 

マイナス 
マイナス 

 

表 4 内部収益率算定の前提条件 

プロジェクト・ライフ 施設供与開始年後 20 年 

年度 暦年 

固定価格算出方法 基準年（事後完成年）をベースとして、内貨・外貨それぞれ

の消費者物価指数で割り引き、固定価格に変換。外貨表示固

定価格は基準年の為替レートで変換 

費用内訳 事業費、維持管理費 

FIRR 便益内訳 i) 本発電所が発電した電力の販売収入、ii)燃料節約分 

EIRR 便益内訳 同上 

 

3.1.2 定性的効果 

 定性的な効果は特に確認されなかった。  

 

 以上より、本事業は、維持管理費の増加と為替変動に伴い、内部収益率はマイナス

となっているものの、 大出力、発電電力量、設備利用率等の観点からは、事後モニ

タリングの時点においても概ね計画通りの効果を発現していると判断される。 

 

3.2 インパクト 

3.2.1 インパクトの発現状況 

3.2.1.1 電力の安定供給 

  2010 年のケラニティッサ・コンバインドサイクル発電所の発電量（493.3GWh）
は、スリランカの総発電量（10,714GWh）の 4.6％を占める。また、同年のスリ

ランカの可能出力（2,818MW）は、ピーク需要（1,955MW）を上回っており、
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863MW の供給予備力が保持されている。事後評価が行われた 2004 年時点での需

要予備力は、766ＭＷであったことから、スリランカの電力供給は以前に比べて

より安定していると言える。 
  また、水力および火力の電源構成は以下表 5 の通りである。2010 年は、雨量

が多かったこともあり、水力の割合が若干増えているが、90 年代のような水力へ

の極端な依存は解消されていることがわかる。 
 

表 5 電源構成（%） 
 水力 火力 
1992 年 82％ 18% 
2004 年 50% 50% 
2008 年 48% 52% 
2009 年 48% 52% 
2010 年 53% 47% 

          出所：CEB のデータより作成 

 

3.2.1.2 自然環境へのインパクト 

  事後評価では、周辺環境への影響を把握することが困難であるとの指摘がなさ

れていた。これに対応し、ケラニティッサ・コンバインドサイクル発電所は、2006

年に環境担当官を配属し、排水、騒音、振動の月例検査を独自に実施するように

なっている。これに加え、同じく 2006 年以降より、スリランカの環境規制法に基

づき、第三者検査機関による環境検査を四半期毎に受けるようになっている。本

検査は全て第三者検査機関が持ち込む検査機で行われており、検査の対象は、騒

音、振動、煙突出口の汚染物質濃度の測定である。過去の検査報告書を確認した

ところ、ケラニティッサ・コンバインドサイクル発電所は、これまでに環境問題

に関する指摘を一度も受けていない。中央環境局により発行される環境保全ライ

センス取得書も確認された。 

  事後評価報告書において懸念が示された煙突出口の汚染物質濃度に関する第三

者による環境検査報告書の結果を以下表 6 示す。これにみるように、窒素酸化物

（NOx）、二酸化硫黄（SO2）、浮遊粒子状物質（SPM）のいずれの汚染物質につ

いても、スリランカの基準を大きく下回っており、本発電所が自然環境に与える

インパクトは限定的であると結論づけられる。 

 
表 6 煙突出口の汚染物質濃度 

 NOx 
(mg/Nm3) 

SO2  
(mg/Nm3) 

SPM 
(mg/Nm3) 

2009 年 85 27 8 
2011 年 (July) 71 41 85 
スリランカの環境基準 3,000 250 300 
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      出所：第三者評価機関による検査結果報告書より作成 

 

  なお、建設時に設置された煙突出口の汚染物質濃度の継続的モニタリングシス

テムは機材及び機材設置等の諸問題が解決できなかったため、発電所建設時から

一度も使用されていない。事後モニタリング調査時点では、CEB は全面買い替え

との決断に至っており、現在その準備及び検討が進められているところである。 

          

3.2.1.3 経済成長への貢献 

  スリランカの実質経済成長率は表 7 に示すとおり、2009 年にはリーマンショ

ックによる一時的な落ち込みを見せたが、全体的に良好である。2011 年も 8.0%
前後の高成長率が見込まれている。 

 

表 7 実質経済成長率の推移 （単位：％） 
 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009年 2010 年

GDP 成長率（%) 6.2 7.7 6.8 6.0 3.5 8.0 
出所：World Bank, World Indicators, 2010 より作成 

 

  国内総生産の構成では、表 8 に示すとおり、農業の割合に対して、工業セクタ

ー及びサービスセクターの割合が増える傾向にある。両セクターの発展には、安

定的な電力供給が不可欠であり、本事業はこうしたニーズに対応しており、ひい

ては、スリランカ経済の発展に対してプラスのインパクトを与えてきたといえる。 

 

表 8 国内総生産の構成（単位：％） 
分野 1999 2008 2009

農業 20.7 13.4 12.6 
工業 27.3 29.4 29.7 
 （製造業） 16.4 18.0 18.0 
サービス 52.0 57.7 57.7 

          出所：World Bank, World Indicators, 2010 より作成 

  

 以上より、本事業は、事後モニタリング時点においても、スリランカの電力供給の

安定及び国の経済発展に資するべく重要な役割を担っていることが確認された。また、

事後評価で懸念されていた自然環境に対するインパクトについては、2006 年以降に自

己及び外部による定期検査が実施されるようになったことにより、本事業による汚染

物の量はスリランカの基準値内であり、これまでに問題は生じていないことが明らか

になった。 
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3.3. 持続性 

3.3.1 運営・維持管理の体制  

  事後評価時と同様に組織の意思決定を支える部門、人材、施設、法制度、維持

管理機能を支える全体のシステムにおいて特に問題点はみられない。 

 
 3.3.2 運営・維持管理の技術 

  事後評価時と同様に特に問題はみられなかった。現地調査では、ケラニティッ

サ・コンバインドサイクル発電所には、発電所の設立当初から勤務している技術

者が数多くおり、彼らが施設全体における技術水準の維持・向上を図っているこ

とが確認された。また、施設幹部によると、CEB の研修システム及び日々の職場

内教育により、若手技術者の技術水準は以前にも増して向上しているとのことで

あった。 

  

3.3.3 運営・維持管理の財務 

  3.1.1.2 内部収益率でも述べたとおり CEB の財務については、積年にわたって

恒常的な赤字が続いており、現在も良いとは言えない状況である。累積損失は、

2008 年度末で 1,051 億ルピーの赤字となっている。この状況に鑑み、スリランカ

政府は CEB の財務構造を抜本的に改革するために、以下のアクションをとって

いることが確認された。 

 
 2009 年に電気事業法を改定し、新たにスリランカ公共事業委員会（以下、

PUCSL という）を設置した。これにより、電気料金の設定を PUCSL に委

ねる。 
 2011年から 2014 年までの期間、借入金利息の支払いを政府が肩代わりする。 

 
  さらに、CEB 財務部は、主に以下の計画を実行に移すことにより、2015 年まで

に CEB を収益性のある組織にすることを目標として掲げている。これら計画は現

在までのところ順調に進捗しており、計画では、2013 年頃から経常収益が徐々に

黒字に転ずる見込みである。 

 

 プッタラム石炭火力発電所が 2011 年から投入され、2014 年にはプッタラム

第 2 機がフル稼働する状態になる。 
 2012 年からアッパーコトマレ水力発電所が 2015 年から Broad Land 水力発

電所が電源に加わる。 
 高価格の西海岸からの調達量が 2014 年から減少する。 

 
  こうした CEB の上記見通しについて PUCSL は、これら全ての計画が確実に
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写真１ ピリヤンダラ研修センター講

義の様子 

 

実現し、さらに今後も国が高い経済成長を維持できれば、目標の達成は可能であ

るとみている。 

  なお、ケラニティッサ・コンバインドサイクル発電所の良好な運営は CEB の

売電収入に直接関係することから、CEB のこうした財務状況にかかわらず、本事

業の運営維持管理予算は必要に応じて適宜確保されていることが確認された。 

  

3.3.4 運営・維持管理の状況 

  本体プロジェクトには直接的に影響

はないものの、事後評価では CEB のピ

リヤンダラ研修の施設の老朽化による将

来的な運営・維持管理の質が懸念されて

いた。同研修センターを訪問、視察した

ところ、施設は全面的にリニューアルさ

れ、研修員数も年々増加しており、施設

内は受講者で活気に満ちていた。また、

研修センター施設の受講者の評判は良く、

近では CEB のみならず、独立系電力

事業企業からも研修参加の依頼を受けるほどになっている。よって、事後評価時

に確認された問題は全て解決されている。同研修センターの昇進研修受講者数の

推移を表 9 に示す。 
 

表 9 ピリヤンダラ研修センターにおける昇進研修受講者数の推移 
 
 

 
      出所：ピリヤンダラ研修センター提出データより作成 

 
 以上から、実施機関の能力及び維持管理体制ともに顕在化した問題はなく、事後評

価で懸念された財務状況についても改善の兆しが見られることから、持続性は問題な

いと判断される。 
 

4．結論及び提言・教訓 
4.1 結論 

  本事業は、事後モニタリング時点においてもスリランカの電力供給の安定に

資するべく重要な役割を担っていることが確認された。事後評価報告書にお

いて問題として指摘された環境モニタリング体制については、環境担当者を

配置し、月例検査を実施することに加え、2006 年以降は、特に懸念されてい

た煙突出口の汚染物質濃度の測定を含め、第三者評価による環境検査が定期

  2007年 2008年 2009年 2010年 
研修者数（人） 254 405 831 2,029 
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的に実施されるようになっており、環境モニタリングに関する問題は概ね解

決されたと判断される。 
  持続性については、実施機関の能力及び維持管理体制ともに顕在化した問題は

ないと判断される。CEB の財務状況については引き続き課題が残るが、改善に

向けた動きが見られること、また、CEB の財務状況に関わらず、ケラニティッ

サ・コンバインドサイクル発電所の稼働に必要な維持管理費は、本施設の国にお

ける重要性に鑑み必要に応じて適宜配分されていることから、現時点では特に問

題はないと考える。また、老朽化が指摘された CEB のトレーニングセンター

についても事後評価時点から大幅な改善が確認されており、事後評価時にお

ける課題は解決された。 

4.2 提言 
（実施機関に対する提言） 
  JICA の事後評価において提言された環境モニタリング体制については、事

後評価以降、実施機関により改善に向けた努力が継続的になされていたこと

が確認された。現在 CEB で検討中の煙突出口の汚染物濃度測定機器の取り替

えは、必要性、有用性の観点から機材のスペックを十分に検討した上で、CEB
として 適と考える方法で対応すべきである。 

 

4.3 教訓 

なし。 
以 上  
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主要計画／実績比較  

項  目  計  画  実  績  

①アウトプット  

(1) コンバインド・サ

イクル発電設備  

1) ガス・タービン  

2) 排熱回収ボイラ  

3)蒸気タービン  

 

(2)熱料貯蔵タンク  

 

(3)冷却水整備  

 

150 MW 

 

出力37-67MW×2～3台  

2～3台  

出力37-67MW×1台  

 

17,000t×2基  

 

直接冷却または冷却塔  

 

165MW 

 

出力110MW×1台  

1台  

出力55MW×1台  

 

4,500t×2基  

 

計画通り  

②期間  

 

 

1996年10月～  

   2000年3月  

（42ヶ月）  

1966年10月～  

   2003年3月  

（78ヶ月）  

③事業費  

  外貨  

  内貨  

 

  合計   

  うち円借款分  

  換算レート  

 

10,926百万円  

5,288百万円  

（現地通貨）  

16,214百万円  

13,481百万円  

1 ルピー＝1.9円  

（1996年10月）  

 

12,613百万円  

5,199百万円  

（現地通貨）  

17,812百万円  

13,406百万円  

1 ルピー＝1.4円  

（ 1996年 5月～ 2003年 6

月平均）  

 
 

 


