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事業事前評価表 

 

国際協力機構 産業開発・公共政策部 資源・エネルギーグループ  

資源・エネルギー第一課 

１．案件名                                               

 国 名： カンボジア国 

 案件名： 送変電システム運営能力強化プロジェクト 

 Project for Improvement of Transmission System Operation and Maintenance  

 

２．事業の背景と必要性                                       

（1）当該国における電力セクターの現状と課題 

カンボジアは、経済成長に伴い、電力需要が 2003 年～2010 年の間に最大電力・

発電電力量ともに年平均 20%以上の高い伸びを示し、これに対応するため安定的な

電力の供給体制の構築が課題となっている。このうち、発電事業については、主とし

て独立系発電事業者（以下、「IPP」）が担い、系統運用を含む送配電事業については、

電力関係機関の中核を占めるカンボジア電力公社（以下、「EDC」）が担っている。 

現在EDCは、日本をはじめとする海外ドナーの協力により、特に首都プノンペンを

中心とする南部地域で、高圧送電網の整備を推進しており、2009年にはベトナムから

の輸入電力を同地域に供給する送電線を建設し、現在は、新規に完成するIPPの発

電所からの電力を同地域に供給する送電線等を建設中である。さらに 2012 年 1 月に

は、SCADA（Supervisory Control And Data Acquisition）システム 1が導入された中央

給電指令所が建設されたことから、電力系統を適切にコントロールし経済的かつ高品

質な電力供給を行う系統運用業務 2

一方、JICA が実施した「カンボジア国電力セクター基礎情報収集・確認調査」

（2012 年 3 月）によると、EDC には、これら新規に整備された設備の運用、維持・管理

に関する能力・経験を有する職員が不足しており、電力の安定供給を行う上での大き

な懸念材料となっていることから、送変電分野に携わる EDC 職員の人材育成に焦点

を当てた取り組みを進める必要性が指摘されている。 

を実施するためのインフラも整備されている。 

 

（2）当該国における電力セクターの開発政策と本事業の位置づけ 

カンボジアでは、包括的な国家開発の枠組みを策定した第 2 次四辺形戦略に基づ

いて「国家戦略開発計画 2009-2013 （National Strategic Development Plan Update 

2009-2013）」が 2010年に策定されており、電力セクターにおいては、1)供給力の向上、

2)低廉な電気料金の実現、3)関係機関の能力強化の 3 つに重点を置くことが明示さ

                                                   
1 コンピュータを用い、遠隔地の設備の操作及び状態の監視を行うシステム 
2 電力の需給をバランスさせ、送電設備の停止・復旧や潮流監視等の電力系統の管理を行うこと 

技プロ用 
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れている。3 つ目の重点項目に関しては、カンボジア電力庁（以下、「EAC」）、EDC や

関連省庁の管理能力強化と機構改革を行って経営効率を向上することと供給電力の

品質を改善することを掲げている。 

本プロジェクトは、プノンペン連系系統地域 3

 

での電力供給の安定性向上に資する

ため、EDCの送変電設備の維持管理能力の向上と系統運用の業務基盤を確立する

ことを目指すものであり、本プロジェクトの成果をベースにEDCが電力供給の品質改

善にさらに取り組むことで、電力セクターの目標に貢献できる。 

（3）電力セクターに対する我が国及び JICA の援助方針と実績 

我が国の「対カンボジア国別援助計画」の中で、電力セクターへの協力は「社会経

済開発のための基盤整備」の重要な課題に位置付けられている。 

カンボジアの電力セクターに対しては、これまで有償/無償資金協力、技術協力な

ど多くの支援を実施している。無償資金協力では、「モンドルキリ小水力地方電化計

画（2007～2008 年）」「プノンペン電力供給施設整備・拡充計画（2004 年）」を実施し、

技術協力プロジェクトの「カンボジア電力セクター育成プロジェクト（2004～2007 年）」

では、電力技術基準の作成と実施支援を行った。現在は有償資金協力の「メコン地

域電力ネットワーク整備事業（カンボジア成長回廊）」（2007 年 3 月 L/A 調印）でシア

ヌークビル・カンポット間の送電線（230kV、2 回線、78km）を整備中である。 

 

（4）他の援助機関の対応 

カンボジア電力セクターについては、我が国以外に、世界銀行（WB）、アジア開発

銀行（ADB）、国連工業開発機関（UNIDO）、ドイツ復興金融公庫(KfW)、中国、韓国が

主な援助機関となっている。WB は、「Rural Electrification and Transmission Project

（2003～2012 年 1 月）で地方電化支援と送電網整備支援を実施した。ADB は

「Greater Mekong Subregion Transmission Project (2003-2008)」で、WB との協調融資

によって南部地域の送電網の建設・送電線整備による周辺地域の電化を促進し、

EDC の送変電・配電部門への技術協力も実施した。また「 Second Power 

Transmission and Distribution Project （2006-2013）」では、JICA、ADB との協調融資

によりシアヌークビル・カンポット間の送変電設備を建設している。さらに 2013 年から

「Rural Electrification Project」で地方部の配電網の拡張、配電事業に係る EDC 職員

の能力向上、財政・事業計画関連の能力向上を実施する予定である。中国、韓国は

水力発電所の建設や送電網の整備等に資金を提供している。UNIDO では、環境面

からのアプローチにより、国内の変圧器に含まれるポリ塩化ビフェニル（PCB）の処理

規程の策定と適切な処理方法の定着支援を予定している。 

                                                   
3 プノンペンを中心に送電線で接続された地域（プノンペン特別市、カンダル州、タケオ州、カンポット州、シアヌー

クビル特別市） 
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３．事業概要                                                

（1）事業目的（協力プログラムにおける位置づけを含む） 

本事業は、プノンペン連系系統内地域において、EDCの送変電設備の維持管理能

力の向上と、系統運用の業務基盤を確立することによって、プノンペン送変電連系系

統内 4での電力の安定供給を図り、よって配電系統 5

 

を含むプノンペン連系系統全体

における電力の安定供給に寄与するものである。 

（2）プロジェクトサイト／対象地域名 

プノンペン連系系統内地域 （プノンペン特別市、カンダル州、タケオ州、カンポット州、

シアヌークビル特別市：総面積 13,537 平方キロメートル、総人口約 510 万人） 

 

（3）本事業の受益者（ターゲットグループ） 

EDC 送変電部、配電部、発電部の職員、EDC Institute of Electrical Science（EDC 電

力大学）の講師 

 

（4）事業スケジュール（協力期間） 

2013 年 1 月～2015 年 9 月を予定（計 33 ヵ月） 

 

（5）総事業費（日本側） 

約 2.8 億円 

 

（6）相手国側実施機関 

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

 

（7）投入（インプット） 

1）日本側 

• 専門家派遣（86MM） 

 チーフアドバイザー 

 送電設備（分野総括、ルール策定、現業技能） 

 変電設備（分野総括、ルール策定、現業技能） 

 系統運用（分野総括、SCADA、リレー、通信) 

 組織/研修マネジメント 

 研修マネジメント/調整員（長期） 

• 機材供与 

                                                   
4 プノンペン連系系統のうち、230kV/115kV 送変電設備で構成される部分 
5 プノンペン連系系統のうち、22kV 以下の配電設備で構成される部分 
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• 周辺国でのカウンターパート研修 

• 現地業務費 

 

2）カンボジア国側 

• カウンターパート配置 

 Project Director：EDC 副総裁（企画・技術担当） 

 Project Manager：EDC 送変電部長 

 Project Co-Manager：EDC 電力大学責任者 

 その他カウンターパート（EDC 送変電部、配電部、発電部の職員、EDC 

Institute of Electrical Science（EDC 電力大学）の講師） 

• プロジェクト事務所スペースと設備 

 

（8）環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1) 環境に対する影響/用地取得・住民移転 

①カテゴリ分類：C 

②カテゴリ分類の根拠 

本事業は、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」（2010 年 4 月公布）上、環境

への望ましくない影響は最小限であると判断されるため。 

 

2)ジェンダー・平等推進/平和構築・貧困削減 

本プロジェクトの実施によるジェンダー・貧困層への負の影響はないと考えられる

ため、特になし。 

 

（9）関連する援助活動 

1）我が国の援助活動 

ADB との協調融資による有償資金協力「メコン地域電力ネットワーク整備事業（カ

ンボジア成長回廊）」によってシアヌークビル・カンポット間の送電線整備が現在実施

中である（2007年 L/A 調印）。本プロジェクトで EDCの送変電設備に関する維持管理

能力が強化されれば、有償資金協力によって建設された送電設備も適切に維持管理

されることになり、本プロジェクトとの相乗効果が期待できる。 

 

2）他ドナー等の援助活動 

ADB では 2013 年から「Rural Electrification Project」で地方部の配電網の拡張、配

電事業に係る EDC 職員の能力向上、財政・事業計画関連の能力向上を実施する予

定である。本プロジェクトとは重複しないが、支援対象機関が同じ EDC であるため適
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宜その進捗を確認しておく必要があるといえる。 

 

４．協力の枠組み                                             

（1）協力概要 

1）上位目標： 

プノンペン連系系統地域で電力が安定的に供給される 

指標： 

 プノンペン連系系統地域の需要家 1 軒当たりの年間停電回数（SAIFI） 

 プノンペン連系系統地域の需要家 1 軒当たりの年間停電時間（SAIDI） 

 

2）プロジェクト目標： 

プノンペン送変電連系系統内で電力が安定的に供給される 

指標：  

 プノンペン送変電連系系統内で、送変電設備における大きな事故やトラブル 6

 プノンペン送変電連系系統内で、停電時間、停電回数が減少する

が

発生しない 
7

 

 

3）成果及び活動 

成果 1: プノンペン送変電連系系統内における EDC の送変電設備の運用・維持管理

能力が向上する 

指標： 

1-1. 作成されたルールに基づいて、送変電設備の巡視・点検が実施されている 

1-2. 巡視・点検により発見された送変電設備の変化（錆の発生等）に対して、適切な

対応が取られることで、設備における事故・トラブルが未然に防げる 

1-3. 技能認定されたトレーナー（送変電維持管理）がxx人育成される 8

活動：送変電設備の維持管理の現状レビュー、維持管理関連のルール作成、作業用

機器と訓練用設備の整備、トレーナー（送変電維持管理）認定基準の作成、ト

レーナー（送変電維持管理）研修の実施、ルール周知のための内部セミナー

（送変電部のエンジニア対象）の開催、研修教材の作成、EDC 電力大学の

EDC 職員向け短期研修コースへの研修プログラム組み込み、一般職員（送変

電部のエンジニア）向けの研修実施 

 

                                                   
6 変電機器の火災、電線の断線など 
7 ただし電力需給等の要因も含まれることがあるので、事故原因や他の要素をレビューし専門家が総合的に判定

する。 
8 認定は、専門家・EDC 送変電部・電力大学で実施する試験により行う。トレーナー候補の選定方法は、活動 1-1

の現状把握の活動実施後に決定する。 
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成果 2：EDC の計画・スケジューリングから日々の実運用に至るまでの新たな系統運

用業務の実施基盤が整備される 

指標： 

2-1. 設備の作業停止計画に関するルールに基づいて停止業務が実践されている

（部門間の情報伝達・共有、連携がスムーズに行われている） 

2-2. 保護リレー9

2-3. SCADA システムの維持管理とそれを活用した系統運用業務ができるようになる 

を運用できるようになる 

2-4. 各部でトレーナー（系統運用）がxx人育成される 10

活動：現行の系統運用業務の計画・スケジューリング業務のレビュー、部門横断的な

新たな系統運用の枠組の決定、系統運用業務のマニュアル作成、研修教材の

作成、トレーナー（系統運用）研修の実施、新たな系統運用のマニュアルや業

務フロー等を周知するための内部セミナー開催（送変電部のエンジニア対象）、

EDC電力大学のEDC職員向け短期研修コースへの研修プログラム組み込み、

一般職員（送変電部・発電部・配電部のエンジニア）向けの研修実施 

 

 

4）プロジェクト実施上の留意点 

①プロジェクトデザイン 

本プロジェクトの目標である「プノンペン送変電連系系統内で電力が安定的に供給

される」を達成するため、2 つの点から活動を実施する。１つ目は、送電系統の設備

（ハード面）に注目し、EDC の送変電設備の運用・維持管理能力の向上を支援する

（成果 1）。２つ目は、送電系統の運用（ソフト面）に注目し、EDC の計画・スケジューリ

ングから日々の実運用に至るまでの新たな系統運用業務の実施基盤整備を支援す

る（成果 2）。 

また、本プロジェクトで設定した 2 つの成果では、カウンターパートの中から、送変

電部の日常業務におけるリーダーや EDC 電力大学の送変電分野の研修講師となる

トレーナーの候補を選抜・育成し、その後育成されたトレーナーが他の職員へ指導す

るよう活動を組み立てている。トレーナーの育成は、単にトレーナー養成研修を実施

するだけでなく、その前段の活動である現状のレビュー、新たな系統運用の枠組の決

定、各種ルールの作成、研修教材の作成等をカウンターパートが JICA 専門家と共同

で行うことによって、トレーナーとしての知識、スキルを身につけることとする。 

 

②指標について 

プロジェクト目標の指標である「プノンペン送変電連系系統内で、停電時間、停電

                                                   
9 電力系統に発生する落雷などの事故を高感度に検出し、事故区間を系統から高速に切り離すシステム 
10 認定は、専門家・EDC送変電部・電力大学で実施する試験により行う。トレーナー候補の選定方法は、活動1-1

の現状把握の活動実施後に決定する。 
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回数が減少する」は、送変電関連のトラブルに起因する停電時間や回数についてプ

ロジェクト活動を開始した後にベースラインを測定する必要がある。成果 2 の系統運

用に関する活動の中で、停電事故の原因分析と適切な統計処理の能力強化も実施

する予定であり、この活動によってプロジェクト目標の指標 2 のベースラインを測定す

ることになる。 

  成果 2 の保護リレーと SCADA に関係する指標は、活動で系統運用に関する枠組

を決定した後に本プロジェクトが目指すレベルを設定することになるため、当該活動

が終了する時期（事業開始後 10 ヶ月）に指標の目標値を設定する。 

  成果 1 と 2 で育成されたトレーナーの数を指標として設定している。具体的な目標

人数は活動で現状レビューを行った後に設定することとする。 

 

③その他インパクト 

EDC では現在基幹送電線網の整備を進めており、将来は国内の送電網がつなが

る予定である。本プロジェクトでは、プノンペン連系系統内の送変電設備の維持管理

能力向上と系統運用の業務基盤の確立を主な支援内容としているが、国内の送電網

がつながった場合は、この強化された能力を活用して、国内全体の系統の送変電設

備の維持管理と系統運用の業務を実施していくことになり、効果の全国への波及が

期待できるといえる。 

 

５．前提条件・外部条件 (リスク・コントロール)                          

 先方政府とは未協議のため今後確認が必要だが、プロジェクト開始のための前提

条件、その他の外部条件は以下のように考えられる。 

（1）事業実施のための前提 

 EDC が専門家執務スペースの確保やカウンターパートの配置を実施する 

 EDC が設備の維持管理や研修実施に適切に予算を配分する 

 

（2）成果達成のための外部条件 

• 研修を受けた EDC 職員が、送変電部から大規模に異動しない 

• 自然災害などで送変電設備に大規模な損害が発生しない 

 

（3）プロジェクト目標達成のための外部条件 

 特になし 

 

（4）上位目標達成のための外部条件 

 プノンペン連系系統内の発電所から計画どおりに電力が供給される 

 周辺諸国から電力が安定的に輸入される 
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 プノンペン連系系統内で EDC 配電部が適切に設備の維持管理を行う 

 

６．評価結果                                                

本事業は、カンボジア国の開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致

しており、また計画の適切性が認められることから、実施の意義は高い。 

 

７． 過去の類似案件の教訓と本事業への活用                           

鉱工業エネルギー省（MIME）、EAC、EDC を対象として 2004 年～2007 年に実施さ

れた「電力セクター育成技術協力プロジェクト」の終了時評価調査では、(1)地域の実

情に合った研修コースの実施、(2)ベースライン調査の実施、(3)既存施設・人材の能

力強化が教訓として挙げられている。本プロジェクトでは、類似した設備を有する周辺

諸国でのカウンターパート研修の実施、プロジェクトの初期段階での現状調査の実施

によるベースライン把握と目標値の設定、基礎統計を収集する活動をプロジェクト活

動の一環に含め、既存人材の能力強化を行うこと等を計画に含めているため、教訓

を活かしたプロジェクトデザインとなっている。 

 

８．今後の評価計画                                          

（1）今後の評価に用いる主な指標 

  ４．（１）のとおり 

 

（2）今後の評価計画 

事業開始後 6 ヶ月以内 ベースライン調査 

事業終了 6 ヶ月前 終了時評価 

事業終了 3 年後 事後評価 

以 上 


