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ベトナム 
ダニム電力システム改修事業 

 
外部評価者：OPMAC 株式会社 小林 信行 

0. 要旨 
本事業はベトナムの開発計画や開発ニーズとの高い整合性を有し、わが国の ODA 政策と

も合致している。コンサルタント調達が遅延したこと、詳細設計の策定・検討が慎重さを

必要としたこと等の要因から、事業実施は当初計画よりも長い期間を要した。発電所の主

要な運用効果指標である発生電力量はその目標を達成しており、電力需給が逼迫した状況

のもとで、ダニム発電所は重要な役割を担っている。過去数年において、機械故障が数度

にわたり発生しているが、事後評価時点ではダニム発電所の運転を妨げるには至っていな

い。以上より、本事業の評価は高いと言える。 
 
 

1. 案件の概要 

  
案件位置図 ダニム発電所 タービンと発電機 

 
1.1 事業の背景 
本事業により改修が行なわれたダニム発電所は、ベトナム南部のニントゥアン省にある

発電容量 160 MW の中規模水力発電所である。ダニム発電所は日本のベトナムへの戦後賠

償により建設され、1964 年に運転を開始している。1990 年代後半時点で、ダニム発電所は

完成後 30 年を経ており、設備の老朽化により運転に支障が生じていた。また、ダニム発電

所から電力消費地であるホーチミンまでの送変電設備はベトナム戦争により損傷を受けた

が、その復旧は暫定的なものにとどまっていた。 
1980 年代半ばのドイモイ政策導入後、ベトナムは経済成長を記録しており、電力需要は

急速に増加していた。1990 年代には、需要増に対して電力の供給能力は十分とはいえず、

特に需要増の著しいベトナム南部での電力不足は厳しいものとなっていた。1994 年にベト

ナムの南北を結ぶ大容量の送電線が完成し、ベトナム北部からの電力融通が可能となり、

電力需給は一時的に改善した。しかしながら、ベトナム北部でも経済成長による電力需要

の増加が見込まれており、近い将来にベトナム南部での電力不足が深刻化することが予想

されていた。 
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将来的にベトナム南部の電力需給の逼迫が予想される中、電力の安定供給を図る上で、

ダニム発電所とホーチミンまでの送変電設備の改修は喫緊の課題となっていた。本事業は

有償資金協力（円借款）の供与を通じて、実施機関（Electricity of Vietnam、EVN）がこの課

題に対応することを支援している。 
 

1.2 事業概要 
ベトナム南部において老朽化したダニム発電所及び送変電施設の改修を行うことにより、

それらの施設の操業安定化を図り、同地域の電力供給の信頼性や地域経済の発展に寄与す

る。 
 

円借款承諾額／実行額 7,000 百万円／3,935 百万円 

交換公文締結／借款契約調印 1997 年 1 月／1997 年 3 月 

借款契約条件 金利 2.3％、返済 30 年（うち据置 10 年）、 
一般アンタイド 

借入人／実施機関 ベトナム社会主義共和国政府／ベトナム電力公社 

貸付完了 2007 年 6 月 

本体契約 
 

東芝（日本）・日商岩井 1（日本）（JV）、三菱電機（日

本）・三菱商事（日本）（JV） 

コンサルタント契約 日本工営（日本） 

関連調査（ﾌｨｰｼﾞﾋﾞﾘﾃｨｰ･ｽﾀﾃﾞｨ：

F/S）等 
JICA「ダニム電力システム改修計画調査」（1995 年 6
月） 

関連事業 － 

 
 
 
2. 調査の概要 
2.1 外部評価者 
小林 信行（OPMAC 株式会社） 
 

2.2 調査期間 
今回の事後評価にあたっては、以下のとおり調査を実施した。 
調査期間：2010 年 11 月～2011 年 9 月 
現地調査：2011 年 1 月 9 日～1 月 20 日、2011 年 4 月 17 日～4 月 22 日 
 

2.3 評価の制約 
事後評価の時点では、ダニム発電所の水車に故障が生じ、補修が計画されている。故障

が再発する可能性を判断するには、技術面での知見が必要とされる。また、一定の運転期

間が経過した後に、追加的な確認を行うことが望ましい。 
                                                        
1 本体契約締結時の名称 
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3. 評価結果（レーティング：B） 
3.1 妥当性（レーティング：③） 

3.1.1 開発政策との整合性 
本事業の審査時点の社会経済開発計画 1996-2000（Socio-Economic Development Plan, 

SEDP）では、社会及び経済分野の課題に対応するため、12 分野の開発プログラムが選定さ

れていた。それらの開発プログラムのうち、産業開発プログラム、インフラ開発プログラ

ムにおいて電源及び送電ネットワークの拡充が計画期間中の重要な課題とみなされていた。 
SEDP 1996-2000 の開発目標を達成するべく、第 4 次電力セクターマスタープランでは投

資ニーズを分析している。2010 年までの電力需給に基づいて、発電容量を 4,435 MW（1994
年）から 19,000 MW（2010 年）に引き上げ、同期間に高圧送電線を 10,588 km の区間で建

設する計画となっていた。 
 
事後評価時の国家開発計画 SEDP 2011-2015 においては、インフラの未整備が社会及び経済

の発展の障害となっていることが認識され、電力セクターにおいては発電・送電システムが産業や

一般家庭の電力需要に見合っていない点が指摘されている。同計画では、水力発電所のような大

型の電源開発事業を優先される投資分野の一つと位置づけている。 
SEDP 2011-2015で提示された開発戦略と同様に、第 6次電力セクターマスタープランは、

発電容量を 12,357 MW（2005 年）から 42,000 MW（2015 年）に拡大することを計画してい

る。この間、水力発電所は主要な電源の一つと位置づけられ、全発電容量のほぼ 4 割を維

持する。第 7 次電力セクターマスタープランでも、水力発電は 2015 年において全体の約 3
割を占める電源とされ、石炭火力発電所につぐ比率を維持することが想定されている 2。資

金不足により、電源開発、特に水力発電分野の投資の遅れが生じているものの、引き続き

水力発電の発電容量の拡大が計画されている。 
 
審査時及び事後評価時において、本事業はベトナムの国家政策やセクター政策との整合

性を有している。1990 年代の半ばから、ベトナム政府は電力の供給不足が社会や経済の発

展の制約となりうる点を懸念している。電力需要の急速な拡大を踏まえて、発電所と送電

線の改修は喫緊の課題とされており、水力発電分野の開発は 2015 年までに優先される投資

分野となっている。水力発電は、今後も主要な電源として、発電容量において石炭火力に

次ぐ位置を占める予定であり、事後評価時点においても、水力発電分野への投資が引き続

き計画されている。 
 
3.1.2 開発ニーズとの整合性 
ダニム発電所は 1964 年に運営が開始され、審査時においてはすでに老朽化が著しく、1996

年には 3 か月間にわたり深刻な故障が発生していた。電力需要が増加しているにも関わら

ず、この間に出力の低下を余儀なくされていた。事業化調査（JICA「ダニム電力システム

改修計画調査」）では、大規模な改修を行わない場合、整備のため運転を停止する時間が増

加し、2010 年には年間 4 分の 1 を整備のために停止することを想定していた。ダニム発電

                                                        
2 第 7 次マスタープランは事後評価時点では承認プロセスが完了していないが、セクター政策の重要な変

更を含むため、第 6 次と同様に本評価報告書にて言及した。 
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所は 160 MW の発電容量を有しており、ベトナム

全体（4,480 MW、1995 年）の 3.6％、南部地域（1,491 
MW、1995 年）の 10.7％を占めていた。そのため、

審査時点において、同発電所はベトナム南部の電

力安定供給において重要な役割を果たしていた。

ダニム発電所からホーチミンまでの送電線も同様

に 30 年以上の間、大規模な改修は行われておらず、

ベトナム戦争による損害に対して暫定的な補修が

行われたのみであった。 
2009 年において、ダニム発電所はベトナム全体

の発電容量（18,481 MW）の 0.9％、ベトナム南部（10,723 MW）の 1.5％をそれぞれ占めて

いた 3。1996 年から 2009 年にかけ電力消費が 6 倍に増加したため、ベトナム全体の発電容

量も拡大された 4。しかしながら、2006 年から 2010 年にかけての期間では、発電設備への

投資は計画を下回っており、審査時においても電力需給は逼迫していた。水力発電の発電

ポテンシャルは発電容量ベースで 20.6 GW5に相当し、2009 年末の時点ではそのうち 3 割が

開発されているが、まだ開発の余地は大きい。 
 
審査時及び事後評価時において、本事業はベトナムの開発ニーズとの整合性を有してい

る。ベトナムの発電容量が拡大し、ダニム発電所が全発電容量に占める比率は僅少なもの

となりつつある。しかしながら、電力需給が逼迫する中で、ダニム発電所は現在も重要な

役割を担っている。ベトナムは水力に恵まれ、水力発電には開発余地が残されている。電

力需給が逼迫する状況のもとで、このポテンシャルを活用することはベトナムの開発ニー

ズに合致していると考えられる。 
 
3.1.3 日本の援助政策との整合性 
1992 年に閣議決定された旧・政府開発援助（ODA）大綱は、日本とアセアン諸国を含む

東アジアとの密接な関係に言及しており、アジア地域への支援がとりわけ重視されていた。

また、同大綱ではインフラ開発への支援を優先すべき分野としている。ODA 白書（1996 年

度版）において、ベトナムの国別援助方針には、電力及び運輸セクターのインフラ開発を

含む 4 つの優先分野が設定されている。特に円借款は上記のセクターにおけるインフラ開

発で重要な役割を担うことが想定されている。 
審査時において、日本のODA大綱はアジア諸国への支援やインフラ開発を重視していた。

また、国別援助方針は、エネルギー分野の支援について具体的に言及している。本事業は

アジア地域における電力セクターでのインフラ整備を支援していることから、日本の ODA
政策との整合性を有している。 

 

                                                        
3 EVN 子会社であるダニム・ハムトアン・ダーミー水力発電会社（DHD）の提供データに基づく。 
4 審査時資料と EVN Corporate Profile 2009-2010 に基づく 
5 JICA “The Study on the National Power Development Plan for the Period of 2006-2015, Perspective up to 2025” 
(2006) 

 
写真 1：ダニム発電所 
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以上より、本事業の実施はベトナムの開発政策、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：②） 
3.2.1 アウトプット 
審査時において、事業スコープが 4 つのパッケージに分割されて調達される予定となっ

ていた。事業実施の遅延に伴い、電力需要や商品価格などの主要な前提条件に大きな変化

が生じた結果、事業スコープも変更されている。調達ロット 4 はすべてが円借款対象から

除外された。まず、ホーチミンの電力需要が事業化調査（F/S）の想定を超えたため、2003
年 3 月時点でチュドック（サイゴン）変電所が除外された。EVN はより容量の大きい変圧

器を使って、同変電所を改修している。次いで、2006 年 1 月には、ダニム発電所からホー

チミンまでの 230 kV 送電線が除外された。 
調達の過程で 2 つの応札業者から 1 者が選定された。但し、提示価格が予定価格を上回

り、価格交渉が難航したため、契約合意に至らなかった。また、本事業を代替できる送電

線（ディーリン変電所からの 500 kV 送電線）が完成したため、送電線のリハビリは喫緊の

ニーズのある工事ではなくなった。 
 

表 1：本事業のアウトプット（計画と実績） 

計画（審査時） 実績（事後評価時） 

1. ダニム発電所の改修 

調達ロット1：発電機（4基）及び付属部品、ダ

ニム発電所変電設備  
仕様の微細な変更はあるが、ほぼ計画通り。部品

の一部は修理ではなく、取り換えとなった。 

調達ロット 2：水車（4 基）及び付属部品、水路及び

付属部品 
仕様の微細な変更はあるが、ほぼ計画通り。部品

の一部は修理ではなく、取り換えとなった。 

調達ロット 3：水文データ収集システム（雨量計測

所 6 基、水位計測所 2 基、リピーター2 基、警報シ

ステム 4 基、データ分析機器等） 

雨量計測所 7 基、水位計測所 4 基、リピーター1
基、警報システム 4 基、データ分析機器等 

2. チュドック（サイゴン）変電所及び 230 kV 送電線の改修 

調達ロット 4：サイゴン変電所及び 230 kV 送電線の

改修（ダニム発電所からホーチミンまでの 257 km） 
円借款対象外 

3. コンサルティングサービス 

内容：詳細設計、調達書類作成支援、調達支援、工

事監理 
投入：外国人コンサルタント 106 M/M 

内容：詳細設計、調達書類作成支援、調達支援、

工事監理 
投入：外国人コンサルタント 53.167 M/M、 
国内コンサルタント 77.8M/M 

出所：DHD、事業完了報告書 

 
 
事後評価時点において、本事業に当初含まれていたダニム発電所からチュドック（サイ

ゴン）変電所の送電線の現況は、以下の通りである。 

(1) チュドック－ロンビン：2005 年に改修済。 
(2) ロンビン－バオロック：2011 年末までに改修予定。 
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(3) バオロック－ディーリン－ダニム：暫定的な補修を適宜実施。 

バオロック－ディーリン間は容量が十分ではないが、代替的な送電ルート（ディーリン

変電所からの 500 kV 送電線）がある。 
 
3.2.2 インプット 

3.2.2.1 事業費 
チュドック（サイゴン）変電所や 230 kV 送電線のリハビリ工事の除外を反映すると、事

業費（計画値）は 7,148 百万円に調整される。一方、事業費（実績値）は 4,679 百万円とな

り、事業費は計画内に収まった（計画比 65％）。すべての調達パッケージにおいて、事業費

の実績値は審査時点での事業費（計画値）を下回っており、特に調達ロット 1 では事業費

の減少が著しい。実施機関によれば、競争的な入札が事業費の削減につながった。 
 

3.2.2.2 事業期間 
事業期間は計画を大幅に上回った（計画比 192％）。第一に、F/S は 1997 年 11 月に承認さ

れたが、ベトナム政府により F/S に関連した追加調査が実施された。追加調査の承認過程が

長引いた結果、コンサルタントの選定が遅れている。また、詳細設計（D/D）の承認の遅れ

も実施に影響している。本事業はベトナムにおける最初の大規模な発電所リハビリ事業で

あり、また D/D までの間、施設の現況について子細に調査することが難しかったため、本

事業では D/D 時にリハビリ工事の仕様に関して詳細な検討を行った。D/D 策定後も、EVN
及び工業省は費用や技術面から事業スコープについて詳細な検討を行った。これらの要因

を考慮すると、当初想定された D/D の策定・承認に係る期間が短かったものと推察される。

最後に、他の発電所の完成が遅れたこともダニム発電所の D/D やリハビリ工事実施に間接

的な影響を与えた。発電容量が不足しているため、実施機関は発電所の運転を止めること

ができず、円滑な事業実施が難しかった。 
 

表 2：事業実施スケジュール（計画と実績） 

 計画（審査時） 実績（事後評価時） 

L/A 調印 1997 年 3 月 1997 年 3 月 

コンサルティングサービス選定 1996 年 12 月 - 1997 年 4 月 1998 年 6 月 - 1999 年 6 月 

詳細設計 1997 年 5 月 - 1997 年 10 月 1999 年 6 月 - 2000 年 12 月 

本体工事調達 1997 年 11 月 - 1998 年 7 月 2002 年 4 月 - 2004 年 6 月 

リハビリ工事
6 1998 年 8 月 - 2001 年 5 月 2003 年 6 月- 2006 年 8 月 

事業完了 2001 年 5 月（51 カ月） 2006 年 8 月（98 カ月） 

出所：DHD 

 
 
以上より、本事業は事業費については計画内に収まったものの、事業期間が計画を大幅

に上回ったため、効率性は中程度である。 

                                                        
6 本体契約で実施する機材設計や製作を含む。 
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3.3 有効性（レーティング：③） 
3.3.1 定量的効果 

3.3.1.1 運用効果指標 
(1) 発電量 
事後評価時点においては、EVN の子会社であるダニム・ハムトゥアン・ダーミー水力発

電会社（Da Nhim-Ham Thuan - Da Mi Hydropower Company , DHD）がダニム発電所を運転し

ている。審査時点における財務的内部収益率（Financial Rate of Return、FIRR）では、リハ

ビリ工事後に、発生電力量が 943.3 GWh（1979 年から 1993 年までの平均値）に回復するこ

とを想定している。今次事後評価では、この想定を発生電力量の目標値とした。リハビリ

工事により 2005 年と 2006 年には発生電力量が低下したが、2006 年にリハビリ工事が完了

した後は、発生電力量は継続的に目標値を達成している。時間稼働率は 2008 年以降、事業

実施前の水準を回復しており、発電所の円滑な運転を示唆している。 
 

表 3：主要な運用効果指標 

 発生電力量 
（GWh） 

時間稼働率* 
（%） 

貯水池流入量 
（百万 m3） 

1996 1,129.094 97 1,189 
1997 1,083.889 93 630 
1998 1,160.052 95 1,189 
1999 1,325.704 95 1,471 
2000 1,289.394 98 1,112 
2001 1,052.571 92 570 
2002 808.997 93 492 
2003 945.715 95 599 
2004 761.130 98 359 
2005 539.434 69 667 
2006 1,016.717 73 563 
2007 1,163.593 88 676 
2008 1,209.156 96 825 
2009 1,239.611 95 750 
2010 1,226.708 96 961 

出所：DHD 
注：* 発電設備のみ 

 
 
(2) 計画及び計画外停止 
ダニム発電所は過去 3 年間に数度、計画外停止が発生しているが、計画外停止は発電所

全体の時間稼働率を大きく引き下げるには至っていない。2008 年の機械故障は本事業で調

達したコントロール盤の誤作動に起因している。DHD はダイニン発電所での運転実務を参

考にこの問題への対応を行った。なお、2010 年の計画外停止は水車故障により引き起こさ

れている。 
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表 4：計画及び計画外停止 

  2008 2009 2010 

計画外停止：人員ミス 
頻度  1 回  

時間  2 時間 54 分  

計画外停止：機械故障 
頻度 8 回  1 回 

時間 9 時間 34 分  79 時間 27 分 

計画停止 
頻度 6 回 5 回 4 回 

時間 1,416 時間 1,920 時間 1,032 時間 

合計 
頻度 14 回 6 回 5 回 

時間 1,425 時間 1,922 時間 1,111 時間 
出所：DHD 
 
 

3.3.1.2 内部収益率 
再計算の結果、本事業（発電所リハビリ部分のみ）のFIRRは 5.49％となり、審査時の計

画値（12.65％）には到達しなかった。一方、FIRRは資金調達コスト（5.03％）7をわずかに

上回り、本事業は財務的には価値のある投資と判断される。FIRR再計算の前提条件は表 5
の通りである。 

 
表 5：FIRR 再計算の前提 

 審査時（1997 年） 事後評価時（2011 年） 

費用 投資費用、維持管理費用、税金、電力損失 投資費用、維持管理費用、税金（算出方法

の詳細が不明確なため、税金は審査時と同

じデータを使用） 

便益 追加の電力収入、運用益（維持管理費用の

節減）、更新利益 
追加の電力収入、運用益、更新利益（算出

方法の詳細が不明確なため、更新利益は審

査時と同じデータを使用） 

プロジェクト

ライフ 
50 年間（完成から 45 年間、2046 年まで） 55 年間（完成から 45 年間、2051 年まで） 

出所：JICA「ダニム電力システム改修計画調査」、DHD 
 
 
審査時の予測と比較した場合、顕著な変化が数点発生している。より少額となった投資

費用と発電量増加は本事業の財務に貢献する一方で、電力料金単価が計画を下回ったこと、

運用益がほとんど発生していないことが本事業の収益性にはマイナスに働いている。 
 

                                                        
7 本事業の円借款金利と IMF “International Financial Statistics 2009”に基づくベトナム国内金利の加重平均 
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3.3.2 定性的効果 
(1) 水文データ収集システム 
水文データ収集システムにより、雨量計測

所（図 1 の RS 1～7）、水位計測所（図 1 の

WL1～4）がダニム川の周辺地域に設置された。

計測所からのデータは、貯水池水位の予測に

利用されている。この予測に基づき、貯水池

水位が上昇する前に予防的に放水することが

可能となる。DHD は類似したシステムを本事

業の実施前にも有していたが、計測所数が限

られていた。DHD は新しいシステムの予測は

以前に比べてより信頼できるものと判断して

いる。このシステムは水位予測の正確さを改

善し、ダニム川流域の住民を巻き込む恐れの

ある突然の放水を防いでいる。 
 
(2) 警報システム 
水文データ収集システムにより、警報シス

テムも設置されている。警報所（図 1 のWS1
～4）はダニム川に沿って設置されており、放

水の前にサイレンが鳴らされている。警報シ

ステムは地域住民への電話連絡に基づく既存

の警報システムを補完している。サイレンの

可聴範囲は晴天時で警報所の半径 2 km、雨天

時で半径 300～500 mとなっており、警報の範

囲はラムドン省ドンズオン郡内の主要な住宅

地に及んでいる。また、放水量の水準に応じ

て異なった種類のサイレンが割り当てられて

いる。ダニム川周辺の地域住民の聞き取りで、

放水の 2～3 時間前にサイレンが鳴らされて

いることが確認された 8。 
 
・警報システムの活用事例：2010 年 11 月

に発生した洪水 
2010 年 10 月 30 日から 11 月 3 日にかけて、ドンズオン郡を含むダニム川の下流域におい

て洪水が発生した。貯水池の水位を維持するために、DHD は放水を行っており、電話とサ

イレンの両方で地域住民に対して放水を連絡している。 
DHDとドンズオン郡の洪水対策防災委員会が合同で同郡のダニム川周辺地域の被害調査

                                                        
8 警報所周辺の住民 5 名（男性 2 名、女性 3 名）にインタビューを実施した。 

 
図 1：水文データ収集システムの地図 

 
写真 2：警報システム 
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を実施した。この調査では、DHDによるダムの運転は適切な手順に沿っており、放水予定

について、住民に対して適時の情報提供を行ったことが報告されている。また、ダニム川

流域で違法に耕作された土地を含む低地において浸水により野菜に被害が発生している 9。

なお、上記DHDと防災委員会の合同調査では死傷者は報告されていない。 
 
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 インパクトの発現状況 
(1) 電力の安定供給 
ダニム発電所は、現在のような逼迫した需給環境では不可欠な電源であると考えられる。

2009 年には、ダニム発電所は南部地域の発電量の 2.8％を占めた。ベトナム南部において送

電を担当している第 4 送電会社への聞き取りでは、全国の発電量の 1～2％程度の限定的な

供給であっても、電力の安定供給の上で重要な役割を果たしているとの意見が聞かれた。 
ダニム発電所のあるニントゥアン省の地域住民への聞き取り調査で、現在、電力供給不

足の影響は最終受益者にも及んでいることが確認された 10。住民からは、輪番停電 11が過去

3 年間でより頻繁になったとの意見が聞かれた。雨季には輪番停電は少なくなるものの、乾

期、特に 2010 年の乾期には輪番停電が頻繁に発生した。住民は 10 年前に比べて多くの家

電製品を保有しており、電力消費量も増加している。聞き取りを行った住民の間では、冷

蔵庫や扇風機が普及しており、これらの家電製品は家族経営の小規模な事業にも使用され

ている。地域住民の生活の質は以前に比べて電力の安定供給に依存するようになっている。 
 
(2) ベトナム南部の経済発展 
カインホア省とニントゥアン省においては、ダニム水力発電所は主要な電源である。両

省とも 1990 年代半ばから人口増と経済の拡大を記録しており、産業部門の生産額は製造業

の活況を示唆している。過去 10 年間において、多くの企業がニントゥアン省の国道 1 号線

沿いで工場の操業を開始しており、この活況に部分的に寄与しているものと考えられる。

他の要因も製造業の生産活動に影響するため、経済成長は本事業のみに起因するものでは

ないものの、電力供給を通じて、ダニム発電所が地域の製造業の安定操業を下支えしたも

のと推察される。 
 

                                                        
9 DHD での聞き取りでは、農民が農作業の禁止されている川の中州や河川敷を耕作することが多い。 
10 コミューンリーダーを含む 9 名（男性 5 名、女性 4 名）にインタビューを実施した。 
11 大規模な計画外停電を防止するために、配電業者が実施する計画停電の一種。 
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表 6：経済統計（カインホア省、ニントゥアン省） 

 
 

カインホア省 ニントゥアン省 

1996 年 2007 年 変化率 1996年 2007年 変化率 

人口（1,000 人） 979  1,147  17.2% 476  575  20.8% 

地域 GDP  
（1994 年価格、10 億ベトナムドン） 

2,931  9,047  208.6% 1,022  2,347  129.6% 

産業生産額 
（1994 年価格、10 億ベトナムドン） 

1,895  9,269  389.2% 248  796  221.5% 

出所：General Statistical Office (1998) “Socio –Economic Statistical Data of 61 Provinces and Cities in Vietnam”, 
General Statistical Office (2009) “Socio –Economic Statistical Data of 63 Provinces and Cities in Vietnam” 

 
3.4.2 その他、正負のインパクト 
(1) 自然環境への影響 
サイト調査では自然環境への顕著な影響は確認されなかった。本事業は既存発電所の改

修事業であることから、自然環境への影響は僅少である。DHD への聞き取りでは、DHD が

環境関連法規を順守しており、それらの法規に沿って騒音、振動、排水、表流水のモニタ

リングを実施している。また、DHD は許認可を得た外部業者に廃油等の廃棄物の処理を委

託している。 
 
(2) 用地取得及び住民移転 
本事業のスコープはダニム発電所の改修に縮小されたため、用地取得や住民移転は不要

となった。近隣コミュニティの社会環境への顕著なマイナスの影響は確認されなかった。 
 
本事業は地域の生産活動への貢献があったことが推察される一方、自然環境や社会環境

へのマイナスの影響は僅少である。 
 

3.5 持続性（レーティング：②） 
3.5.1 運営・維持管理の体制  
審査時及び事後評価時ともに、EVN は国有企業であるが、事後評価時点ではベトナム政

府は EVN の操業に対して補助金は支払っていない。1990 年代の半ばから EVN の分社化が

進行しており、EVN の傘下には、ダニム発電所の運営主体である DHD を含む複数の子会社

が存在している。事後評価時点においては、DHD の株式は、EVN がほぼ 100％を保有して

いる。外部投資家の保有割合はごくわずかであり、1％未満となっている。運営維持管理の

管掌は明確に規定されており、DHD がダニム発電所の運営維持管理に直接の責任を有する

一方、EVN は維持管理や補修の計画の検討と承認に責任を持つ。 
 

表 7：ダニム発電所の職員数 

 2008 2009 2010 
職員数 54 54 50 

うちエンジニア 25 25 25 
出所: DHD 
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ダニム発電所におけるエンジニア数は、過去 3 年間、安定しており、事後評価時点では

人員配置は運営維持管理の課題とはなっていない。 
 
3.5.2 運営・維持管理の技術 
本事業で改修したほとんどの施設に関して、職員の数とその能力は十分との意見を DHD

は持っている。「3.3.1.1 (2) 計画及び計画外停止」でも言及したように、DHD はコントロー

ル盤の不具合に対応することができた。事後評価時点ではタービン水車は故障を抱えてお

り、補修計画の策定が進められている。運営・維持管理のトレーニングに関しては、本事

業のコントラクターが新しい機材を導入する際に訓練を実施している。コントラクターは

事業完了後も技術面での問い合わせに対応し、必要があれば、ダニム発電所に人員を派遣

している。DHD は運営維持管理に関わる職員が十分な知識を有しているかを定期的に確認

し、トレーニングを通じて技能水準を維持している。ダニム発電所の運営維持管理関連の

職員は、DHD の実施による以下の試験を毎年受けている。 
 
(1) 年次理解度テスト：職務に関連する基礎的な知識を確認する。このテストに合格し

ない場合には、トレーニングが義務付けられる。 
(2) 年次安全管理テスト：事故防止のための適切な機材使用の知識を確認する。 

 
3.5.3 運営・維持管理の財務 
2007年から 2009年にかけて、DHDの運営維持管理費用は売上の 4～7％で推移している。

この 3 年間に、DHD の発電部門は利益を計上しており、DHD にとって運営維持管理費用は

負担可能な水準にあるものと考えられる。電力卸売価格は DHD が発電コストや維持管理費

用を負担できる水準に設定されている。但し、DHD の利益水準等を勘案すると、規模の大

きいリハビリに関しては、親会社である EVN の財政面での支援が必要と判断される。 
DHD は EVN を通じて借入を行っており、また DHD 株式のほぼ 100％を EVN が保有して

いる。DHD は主に EVN を通じて資金調達を行っていることから、DHD の財務安定性にお

いて EVN が果たす役割は大きい。 
表 8 に示したように、事後評価時点では、負債比率 12は 2.0 倍を超えており、EVNの借入

への依存度は高い。しかしながら、流動比率 13は 1.0 倍を超えていることから、当面、EVN
が資金繰りに問題を抱えることは考えにくい。EBIT14は金利費用（ネット）を超えており、

EVNが金利支払いに十分な収益を得ていることを示している。上記の点を考慮すると、当

面のところ、EVNによる債務支払いに問題は発生しないものと判断される。 
 
 
 

                                                        
12 総負債÷株主持分 
13 流動資産÷流動負債 
14 経常利益＋金利費用（ネット） 
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表 8：EVN の財務データ 
単位：百万ベトナムドン 

 2007 年 2008 年 2009 年 

売上 58,105,693 64,715,085 79,955,153 

金利収入 1,378,720 2,031,528 1,521,225 

金利費用 3,477,119 5,572,631 5,136,479 

経常利益 3,354,359 1,076,604 2,803,506 

EBIT 5,452,758 4,617,707 6,418,760 

純利益（税引後） 3,335,853 1,496,443 3,116,141 

流動資産 49,813,704 50,170,544 61,935,158 

固定資産 135,096,701 154,192,248 191,787,229 

総資産 184,910,405 204,362,792 253,722,387 

流動負債 25,601,309 30,373,244 43,245,794 

固定負債 81,302,337 108,173,055 139,448,343 

総負債 106,903,646 138,546,299 182,694,137 

純資産 78,006,759 65,816,493 71,028,250 

うち株主持分 73,085,628 61,250,481 64,724,962 

流動比率 1.95  1.65  1.43  

EBIT／金利費用（ネット） 2.60  1.30  1.78  

負債比率 1.46  2.26  2.82  

ROE 4.6% 2.4% 4.8% 

ROA 1.8% 0.7% 1.2% 

売上高純利益率 5.7% 2.3% 3.9% 

総資本回転率 0.31  0.32  0.32  

財務レバレッジ 2.53  3.34  3.92  
出所：EVN Corporate Profile 2008/2009、同 2009/2010 

 

 

表 9：ダニム発電所の O&M 予算 
単位：百万ベトナムドン 

 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 

O&M 予算 32,259 60,031 49,451 44,407 

O&M 費用 28,939 37,019 49,365 43,074 
出所：DHD 

 
 

3.5.4 運営・維持管理の状況 
リハビリ工事の完成後、機械故障が何度か発生している。発電量の推移を踏まえると、

機械故障は短期的にはダニム発電所の運営を妨げるに至っていないと判断されるが、長期

的にはその運営を妨げるリスクを有している。 
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(1) タービン水車 
タービン水車の設置後、二回にわたり機械故障が発生した。1 回目の故障は 2006 年に、2

回目の故障は 2010 年にそれぞれ発生している。 
2006 年には 4 号機水車の羽根が破損し、1 号機水車にはひびが発見された。1 号機水車、

4 号機水車ともに十分な設計強度を有している一方、製造段階において溶接後の熱処理が適

切に行われなかったことが原因と判断された。いずれの水車も新しく製造されたものと交

換されている。 
同様の故障が 2010 年にも発生しており、3 号機水車が破損し、1 号機水車と 4 号機水車

にひびが発見されている。事後評価時点において、詳細な検査のため、1 号機水車と 3 号機

水車は日本に送られている。原因は製造過程による材質の変容と判断され、その原因に基

づき補修計画の策定が進められている。DHD が通常運転を維持できるよう、1 号機水車、3
号機水車、4 号機水車は以前使用されていた水車と交換された。 

 
(2) 雨量計測所、水位計測所 
事後評価時点では、盗難防止のため、2011 年の乾期中は WL 1 を除くすべての水位計測所、

雨量計測所においてセンサー類が取り外され、保管される予定である。また、水位計測所

の圧力センサーは水面下に設置されるため、河川の塵芥が衝突し破損することが多い。2011
年の洪水シーズン前に、圧力センサーは水面から上に設置される超音波センサーと交換さ

れる予定である。 
 
(3) その他 
リハビリ工事完了後、発電機のベアリングと導水管のゴムシールに破損が発生した。交

換部品を使用して補修が行われており、ダニム発電所の運転を妨げることはなかった。 
 
以上より、本事業の維持管理は技術に軽度な問題があり、本事業によって発現した効果

の持続性は中程度である。 
 
 

4. 結論及び提言・教訓 
4.1 結論 
本事業はベトナムの開発計画や開発ニーズとの高い整合性を有し、わが国の ODA 政策と

も合致している。コンサルタント調達が遅延したこと、詳細設計の策定・検討が慎重さを

必要としたこと等の要因から、事業実施は当初計画よりも長い期間を要した。発電所の主

要な運用効果指標である発生電力量はその目標を達成しており、電力需給が逼迫した状況

のもとで、ダニム発電所は重要な役割を担っている。過去数年において、機械故障が数度

にわたり発生しているが、事後評価時点ではダニム発電所の運転を妨げるには至っていな

い。 
 
以上より、本事業の評価は高いといえる。  
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4.2 提言 
4.2.1 実施機関への提言 
事後評価時において、水車の補修は計画中であり、補修工事の有効性を判断するには一

定の運転期間を経る必要がある。技術上の課題を適切に解決するために、EVN は補修工事

完了後の保証期間等、コントラクターが実施する対応策の適切さを精査することが望まし

い。 
 
4.2.2 JICAへの提言 
ダニム発電所の円滑な運転を妨げていないものの、水車には故障が発生している。故障

の原因が解明されたため、補修計画の策定が進められている。補修工事の有効性を判断す

るには一定の運転期間が必要となるため、予防的な措置として水車補修後の運転状況につ

いてモニタリングすることが望ましい。 
 

4.3 教訓 
なし。 
 

 



 

 16 

主要計画／実績比較  

項  目  計  画  実  績  

①アウトプット  
 
 
 

(1) 発電機及び付属部品、変

電設備  
 
(2) 水車及び付属部品、水路

及び付属部品  
 
(3) 水文データ収集システム

（雨量計測所6基、水位計

測所2基、リピーター2基、

警報システム4基、データ

分析機器等）  
 
(4) サイゴン変電所及び230 

kV 送電線の改修  
 

(1)～(2)  
仕様の微細な変更はあるが、

ほぼ計画通り。  
 
 
 
(3) 雨量計測所7基、水位計測

所4基、リピーター1基、警

報システム4基、データ分

析機器等  
 
 
(4)円借款対象より除外  
 

②期間  
 

1997年3月～2001年5月  
（51カ月）  

 

1997年3月～2006年8月  
（98カ月）  

③事業費  

  外貨  

  内貨  

 

  合計   

  うち円借款分  

  換算レート  

 

7,000百万円  

1,239百万円  

（1,239億ベトナムドン）  

8,239百万円  

7,000百万円  

1ベトナムドン＝0.01 円  
（1996年10月現在）  

 

 

4,558百万円  

121百万円  

（302.5億ベトナムドン）  

4,679百万円  

3,935百万円  

1ベトナムドン＝0.004円  
（2011年1月時点）  
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