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案件別事後評価（簡易版）評価結果票：無償資金協力 

評価者（所属） 西川 圭輔、志村 明美（新日本サステナビリティ株式会社） 調査期間 

案件名 
(和) プノンペン市電力供給施設整備・拡張計画 

2011年 10月～2012年 4月 
(英)The Project for Upgrading and Extension of Electricity Supply Facilities in Phnom Penh 

Ⅰ 案件概要 

国名 カンボジア王国 

事業期間 2004年 11月～2006年 2月 

実施機関 カンボジア電力公社（EDC: Electricite du Cambodge） 

事業費 E/N限度額：359百万円 供与額：359百万円 

案件従事者 
施工・調達 丸紅パワーシステムズ株式会社 

コンサルタント 八千代エンジニアリング株式会社 

基本設計調査 2004年 7月 

関連案件 

<技術協力> 
� プノンペン市及びシアムリアップ市電力復興マスタープラン調査(1992～1993年) 
� シアヌークヴィル コンバインドサイクル発電開発計画(1999～2001年) 
� 電力技術基準及びガイドライン整備計画調査(2002～2004年) 
� 電力セクター育成技術協力プロジェクト(2004～2007年) 
� 電力セクター基礎情報収集・確認調査（2011～2012年） 
<無償資金協力> 
� プノンペン市電力供給施設改善計画(第 1次及び第 2次。1993～1999年) 
� シアムリアップ電力供給施設拡張計画(2002～2003年) 
<その他国際協力、援助機関等> 
無償資金協力 
� プノンペン配電網修復(アイルランド、1995年) 
� プノンペン電力供給システム修復(1993～1996年、フランス) 
� プノンペン及び地方配電網修復(1996～1998年、フランス) 
� プノンペン配電網修復(1995～1996年、ベルギー) 
有償資金協力 
� 電力設備修復緊急支援(1995～1996年、ADB) 
� 地方都市及びプノンペン電力設備修復プロジェクト(1997～2000年、ADB) 
� プノンペン電力セクター修復および拡張プロジェクト(1996～2000年、WB) 

事業背景 

カンボジア王国の電力系統は長い内戦期間中に大部分が破壊されたため、燃料費の高いディーゼル発電設備の建設

や IPP(独立系発電事業者)からの電力の購入により、内戦復興による電力需要の伸びを緊急的に支えてきた。しかし、
発電所の規模が小さい、ディーゼル油価格が高い、IPP からの電力購入価格が高いこと等から、電気料金単価はア
ジア地域で最も高い水準にあり、経済発展を阻害する要因の一つとして危惧されていた。 

事業目的 
カンボジア国プノンペン市の既設の発電設備 2 台(出力 5MW／台)の主燃料をディーゼル油から重油に転換することよ
り、発電原価の低減を図るものである。 

アウトプット 
（日本側） 

1. EDCプノンペン C5発電所(既存 1号機及び 2号機)における発電設備の調達・改造・据付工事 
① ディーゼル発電設備(出力 5MW×2台)の燃料転換に係る機材の調達と既設設備の改造及び据付工事 
② 当該設備に必要な付帯設備の調達と据付工事 
2. ソフトコンポーネント 
「燃料転換ディーゼル発電プラント技術指導」、「C重油燃料の燃焼管理、運転指導」 

Ⅱ 評価結果（評価５項目） 

総合評価 
＜評価の制約＞ 
本評価対象の発電所は、燃料価格高騰や周辺国からの電力輸入といった外部環境に大きな変化が生じた結果、事後評価時点では、事
業計画時の想定とは異なりピーク需要の最終対応を担う発電所として活用されている。そのため、事後評価時の内容と事前計画時の内
容を比較することに制約が見られた。こうした制約の中で、本発電所の効果発現を把握するには発電所の活用度合いを見ることが適当
であると考えられるため、本事後評価においては、事前計画時から事後評価時に亘る設備利用率の観点を重視して評価を行った。 
上記制約を踏まえた事後評価結果は以下の通りであるが、同結果は本発電所が現在活用されていないことを意味するものではない。
後述の通り、本発電所は、現在、ピーク需要の最終対応を担う発電所として、プノンペン周辺地域における安定的な電力供給にあたり
重要な役割を果たしており、制約が伴う中で、カンボジア政府が有効活用に努めている点は認められる。 
（詳細は、有効性・インパクトを参照。） 
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＜総合評価＞ 
燃料費の高いディーゼル油を使用した発電機が多いこと、IPPからの電力購入価格が高いこと等から電気料金が周辺諸国の中で高い水
準にあったカンボジア王国で発電原価の低減を目指した本事業は、妥当性の観点からは計画時、事後評価時ともにカンボジア王国の開
発ニーズに合致しており、計画時の日本の援助政策とも合致していたといえる。ただし、政策面では石油による発電から水力や石炭に
よる発電に移行することを想定しており、本事業にて整備した発電設備は、国内の総発電容量が十分確保されるようになった段階でそ
の位置づけが再検討される可能性がある。アウトプット、事業期間、事業費については、全てが計画内に収まっており、実施の効率性
が高い事業であった。事業目的として目指した発電原価の低減に関しては、燃料価格の上昇等の外部要因の大幅な変化を考慮すると、
本事業の単位当たり発電原価は事業を実施しなかった場合と比較して低減したと考えられる。また、発電所は乾季の電力不足や供給域
内の停電に対応する電源として機能している。しかし、本事業で整備した発電所の年間設備利用率は、ベトナムからの電力輸入の開始
や契約に基づく独立系発電事業者からの電力購入の必要性等の理由から、低い水準にとどまっている。そのため、有効性は低い。なお、
環境面では問題は生じていないことが見受けられた。持続性については、実施機関における体制の変更や人員の交代はほぼ起きておら
ず、通常の保守点検は実施機関自らが行っており、研修やマニュアルの活用によって職員の運営維持管理技術の維持・向上が図られて
いる。発電設備やスペアパーツの維持管理状況も良好であった。実施機関の財務にも特段の問題は見受けられなかったが、本事業で整
備した発電所の単体での黒字化は見込まれないことから、引き続き組織全体として財務面の健全性を強化していくことが重要である 
 
以上より、本事業の評価は低いといえる。 

 
＜実施機関への提言＞ 
 事後評価時においては重油の価格上昇率が高い傾向が続いているため、燃料価格の動向に応じて他の電源との組み合わせを行うこと
により発電原価を低くするような設備運用を実施することが望まれる。 
 
＜JICAへの提言＞ 
 事業対象の発電所の設備利用率が低調なままであった大きな要因として、ベトナムからの電力輸入や独立系発電事業者からの電力の

優先購入などが挙げられた。そのため、今後の対象機材の選定においては、外部的な要因を含むあらゆる環境要因や、供与する機材の

役割を踏まえて慎重に検討することが重要である。 
 

 
１ 妥当性 
（1）カンボジアの開発政策との整合性 
 計画時に進められていた「国家貧困削減戦略」(2002 年)において、貧困克服のため電化率向上の観点から、カンボジア政府は電力セ
クターの改革・強化が必要であると認識していた。また、カンボジアのエネルギーセクターの開発計画（CESS: Cambodia Energy Sector 
Strategy）によると、ベトナム等からの電力輸入を開始するとともにベースロードの火力電源を沿岸部及びピークロード用火力電源を
プノンペンに設置すること、小中規模のディーゼル発電機は地方のベースロード用又はピークロード用電源とすること、並びに送電線
拡張等により地方においても低コストで電力供給を行うことを目指していた。現行の「国家戦略開発計画 2009-2013」においては、6
つの優先政策の 1つとして「物的インフラの更なる復旧と建設｣を掲げており、その中で電力インフラについては、発電原価を低減する
ことにより民間セクターの発展を促し、貧困層にも供給可能な電力料金を実現することが求められている。 
本事業は、既存の発電設備の燃料転換による発電原価の低減を図ったものであり、計画時及び事後評価時の政策の方向性と概ね合致
している。しかし、鉱工業エネルギー省（MIME: Ministry of Industry, Mines and Energy）によると、世界的な燃料高騰を背景に、
石油燃料への依存を減らし水力及び石炭火力による発電の比率を高めていくとのことであった。また、本事業にて整備した発電設備は
2015年以降のしかるべき時期に運転を終了させることが想定されており、水力及び石炭火力発電所の運転開始に伴ってより一層ピーク
カット、また最終的にはバックアップに役割を変えていくと見込まれる。したがって、低コストでの電力供給という点で本事業はカン
ボジアの開発政策に整合しているが、発電手段が今後徐々に停止されていく手段であるという点で今後の政策の方向性とは合致しない。 
 
（2）カンボジアの開発ニーズとの整合性 
内戦復興期の経済発展を緊急的に支えるために、燃料費の高いディーゼル発電設備を備えた小規模発電所が建設されたこと、独立系
発電事業者から高い価格で電気を購入する契約を結んでいたこと等から、計画時において同国の電気料金はアジア地域で最も高い水準
にあり、経済発展を阻害する要因の 1つとみられていた。また、計画時には電力需要の伸び率が年 10%以上となっており、電力供給予
備率の減少に伴いプノンペン周辺地域で毎日 10MW程度の規模で輪番停電が実施されていた。このような環境下で、発電原価の低減や
電力供給安定化を実現するため、C5発電所に対するニーズは高かった。事後評価時においても、同国の電気料金は周辺国より高い水準
にあることから、周辺国からの買電価格の値上げや燃料価格の上昇という環境下においても、海外からの投資促進等のために発電単価
を低減させ電気料金を引き下げることが求められている。また、①カンボジアにおける電力販売量の急増に対応するため特にプノンペ
ンを含む南部電力系統の電力供給余力を確保すること、②電力需要の輸入依存度を 2010年の 61.5%から引き下げること、等の観点から、
本事業の対象である C5発電所をピークロード用電源として引き続き運転する必要性が高いことが認められた。 

 
（3）日本の援助政策との整合性 
事前評価時有効であった 2002年「対カンボジア国別援助計画」において同国はアジア地域における開発重点国とされており、社会・
経済インフラ整備支援と経済振興のための環境整備を課題とし、その中に電力セクターが含まれていた。また、JICAの対カンボジア事
業実施計画の中では、「経済産業振興」のための施策として電力供給体制の整備に総合的に協力することになっていた。本事業の実施は
その方針に合致するものである。 

 
以上より、本事業の実施はカンボジアの開発ニーズ及び日本の援助政策と十分に合致しているものの、事後評価時の開発政策面で必
ずしも整合しているとはいえないことから、妥当性は中程度である。 
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２ 効率性 
（1）アウトプット 
日本側のアウトプットは概ね計画どおり実施された。 
 
（2）事業期間 
基本設計調査により設定された計画 16ヶ月に対して実績 16ヶ月であり、計画どおりであった（計画比 100%）。 
 
（3）事業費 
 計画額 359百万円に対して実績 359百万円であり、計画どおりであった（計画比 100%）。 
 
以上より、本事業は事業費及び事業期間ともに計画通りであり効率性は高い。 

３ 有効性・インパクト 
事業計画時に定量的効果として想定されていたディーゼル油から重油への転換による原価削減効果については、①事前評価時と比較
してディーゼル油と重油の価格がともに約 3 倍程度に高騰したこと、②電力輸入も始まり C5 発電所の年間設備使用率が事前評価時に
単位あたり発電原価の想定計算に用いられていた 50%(注 1)より低くなったこと、等の要因によって単位当たり発電原価は著しく上昇して
おり、事後評価時（2010年）の単位当たり発電原価 305米ドル/MWhと事前評価時に算定された単位当たり原価の見込 117米ドル/MWh
を比較しても本案件の効果を測定することはできない。よって、事後評価時のディーゼル油価格、発電設備の燃料消費率等を用いて燃
料転換しなかった場合の単位当たり発電原価を推定計算し、実際の単位当たり発電原価との比較分析を行った。 
その結果、燃料転換せずにディーゼル油のみで発電した場合の単位当たり発電原価は 401米ドル/MWhと算定されたことから、燃料
転換によって 96米ドル/MWh（8.5円/kWh：2010年年平均為替レート 87.71円で換算）の原価削減効果があったと推定（24%の削減）
される。ソフトコンポーネントにより提供された運営維持管理技術及びマニュアル等を随時参照していることから、従来のディーゼル
油による発電設備よりも運営に高度な技術を要するにもかかわらず特段の問題は起こっていない。よって、ソフトコンポーネントの実
施は修繕費の増加による発電原価の上昇を防いでおり、発電原価の低減に寄与していると考えられる。 
一方、C5発電所の年間設備利用率については、事業実施前の 2003年、2004年はそれぞれ約 24%、約 35％程度であったが、事業実
施後 2007年から 2009年は 25%前後にとどまった。更に 2010年からベトナムからの電力輸入が 135MWに増加した影響で大きく減少
し、2011年は同利用率 17.4%と、2009年及び事業実施前の水準よりもさらに下がっている。 
(注 1) 事業計画時には増設予定であった 2台の発電機と本事業対象である既設発電機 2台の計 4台で 50%の年間設備利用率を達成することにより C5
発電所単体で運転収支を黒字化し自立運営を行うことが想定されていた。しかし、C5 発電所の役割の変化から発電機の増設は事業計画から除外され、
既設発電機はピーク時対応の電源として運用されている。 
環境面については、事業実施前に初期環境調査を実施しており、その際に対応が必要とされた煙突の改修（高さ 12ｍから 16m へ伸
長）が実施されていることが確認された。NOX、SOX、CO2 の排出、騒音によるインパクト及び周辺住民等からの苦情は寄せられてい
ない。また、重油流出事故は発生していないが、万が一発生した場合にも、流出した重油が周囲に広がらないようにタンクが設置され
ており、環境への間接的な効果を防ぐようになっている。 
以上より、燃料転換とそれに伴うソフトコンポーネントの実施による発電原価の削減という直接的効果は一定程度達成されたと考え
られ、後述のとおり発電現状は認められるものの、事後評価時点まで年間設備利用率は伸びておらず、また、事後評価時点において同
率は事業前より低い水準にとどまっており、事業全体としての効果は限定的といえる。以上のことから、本事業の有効性は低いといえ
る。 
  
 なお、本事業にて整備した発電設備による発電現状は以下のとおりであり、カンボジア側は置かれた制約の中で有効活用のための
努力をしているといえる。 
本事業にて整備した発電設備は、現在はベトナムからの買電、国内の送電網整備の遅延や、独立系発電事業者とテイク・オア・ペイ
契約（EDCが一定量以上の電力を購入し代金の支払をすることが定められている契約）を締結しているという制約のある中で、ピーク
時の最終対応用の電源としてプノンペンの電力供給システムの安定化に貢献しており、様々な前提条件が変化した中で実施機関は限定
的ではあるが最大限に利用しているといえる。 
今後については、①カンボジア国内の電力販売量は高い水準で増加中であること、②実施機関の説明によると、現在進められている
地方電化計画によりプノンペンからの送電網が整備されること等から、C5 発電所の供給電力に対する需要は少なくとも 2010 年代半ば
以降に国全体の発電容量が増加するまでは高まることが想定されており、発電設備はピーク時対応の電源としてその時点まで引き続き
運用される計画である。 
また、カンボジアでは世界的な原油価格の高騰により電力輸入相手国であるベトナム、タイより買電価格の引き上げを求められてい
ることから、周辺国からの輸入電力への依存度を低下させるために発電所の建設を進めており、中でも自国資源を活用した水力発電を
重視する方針を持っている。しかし、実施機関によると既存の水力発電所において電力需要のピークと重なる乾季の後半に十分な水量
が得られず、電力供給が安定しないことが問題となっている。また、カンボジアの経済発展に伴う冷房の使用等により一日のうちの電
力需要のピーク時であるオフィスアワーの電力使用量が急増していることから、本事業の対象である C5発電所は 2011年 1月から 9月
の実績で 6月に最も稼動日が多かった 6月で 24日、少なかった 1月でも 5日稼動しており、電力供給のピーク時に最終対応する電源
として引き続き活用されている。さらに、C5 発電所は、停電時に系統から脱落した独立系発電事業者の発電所（地域の電力供給量の
40.5%（2010 年現在）を供給）を再始動させるための電源として用いられており、プノンペン地域の電力ネットワークの安定的な運用
に貢献しているといえる。 

 
４ 持続性 
（1）運営維持管理の体制 

C5 発電所を担当する職員は継続的に 40 名以上おり、大規模なオーバーホールや修繕を除き、自社で運営維持管理を実施するための
十分な人員を配置している。また、運転時間 7,500 時間ごとのオーバーホールを含む大規模なオーバーホールや修繕は発電機メーカー
から技術者を派遣してもらうことになっている。メーカー担当者が作成した報告書をその後の維持管理に活用するなど、協力体制も十
分に保たれていると判断された。 
一方、実施機関である EDCは送配電部を分割したが、発電所を管轄する発電部の組織体制には影響はなかった。また、EDC及び監
督官庁である鉱工業エネルギー省及びカンボジア電力庁（EAC: Electricity Authority of Cambodia）において、今後の組織体制の変更
は予定されていない。 
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（2）運営維持管理の技術 
実施機関は運転時間 2,500 時間ごとの小規模な保守点検を含めた通常の運営維持管理業務を実施しており、設備の維持管理をするた
めの充分な水準の技術を有している。また、技術水準を維持･向上させるために、年間 10 名以上の職員が EDC のトレーニングセンタ
ー（充実した訓練設備を有しており、2011年に大学として認可を受けた）で研修を受講している。発電所建設時及び本事業において供
与されたマニュアルは、必要に応じて閲覧できるように発電所内に保管されている。 
従業員の定着率は極めてよく、定年退職以外の理由で退職することはほとんどない。 
 
（3）運営維持管理の財務 
EDC は独立採算制で経営されており、政府からの財政支援は行われていない。①EDC の幹部は維持管理の重要性を認識しており、例
年、充分な金額を予算計上できるように努めていること、②利益剰余金の規模が充分であること、③発電原価や IPP等からの買電原価
の上昇を反映させやすい料金体系の下で商業･工業需要家へ安定的に電気の供給していることから、収益構造としても安定しているとい 
える。EDC における黒字確保努力も続けられており、カンボジアの経済成長が続く状況下で電力需要も旺盛であることから、EDC の
経営体質は長期的にも概ね安定するものと考えられる。ただし、電力料金が全国的に引き下げられる見通しであることから、安定的な
財務構造を確立・維持していくためには引き続き実施機関の努力が重要である。 
本事業で燃料転換した C5発電所はピーク時対応の電源としての位置づけが明確になっていることから、発電所単体で運転収支を黒字
化し自立運営を行うことは困難である。燃料の高騰により輸入電力よりも高コストであることから、C5発電所が今後とも財務面で自立
することは見込まれないため、EDC全体としてカバーしていく必要がある。 

 
（4）運営維持管理状況 
発電設備は瑕疵検査時以降現在に至るまで故障等もなく引き続き運用されている。維持管理については、発電機及びスペアパーツ等
の関連部材の維持管理の重要性は EDCの幹部、現場職員ともに十分認識しており、サイト実査ではストックヤードの整理整頓やスペア
パーツの入出庫管理等の発電所内の管理が行き届いていていることを確認した。また、高額であっても正規品のスペアパーツを使用し、
発電設備を良好な状態に保つように心がけているとのことであった。 
  
以上より、本事業の維持管理は体制、技術面で問題はなく、EDC 全体の財務状況も概ね健全であるといえる。したがって、本事業に
よって発現した効果の持続性は高い。 

 


