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シエラレオネ

フリータウン電力供給システム緊急改善計画

外部評価者：オクタヴィアジャパン株式会社 稲澤 健一

０．要旨

本事業は、内戦により荒廃したフリータウンにおいて電力供給の安定化を目的に、発電

設備の調達・据付、発電所建屋の建設、変電所新設、配電線の敷設等を行った。事業開始

前及び事後評価時において、本事業は電力が重点分野とされている「貧困削減戦略書」

（PRSPII）の政策や発電設備の増設・供給量の増大などの開発ニーズとの整合性が認めら

れ、妥当性は高い。本事業後もフリータウン及び周辺地域における総電力需要は依然とし

て供給能力を上回っているものの、キングトム発電所への発電ユニット 2 基の調達・据付

により、本事業は電力供給体制の改善に寄与している。一方、電化対象地区として選定さ

れた郊外のリージェント地区の電化世帯数は、当初世界銀行の事業で据付予定であった一

部配電盤に未整備があったため計画比で低迷している。本事業による電力供給全体への貢

献に加え、キングトム発電設備運営の安定化等を踏まえると、有効性・インパクトは中程

度である。事業期間は計画どおり、事業費は計画内に収まったため、効率性は高い。実施

機関の運営維持管理上の組織面には特に大きな問題は見受けられない。一方、主に同財務

面において赤字が続き、実施機関は財務改善に向けて取り組みを進める必要があるため、

持続性は中程度である。

以上より、本事業の評価は高いといえる。

1．案件の概要

案件位置図 調達された発電ユニット

（キングトム発電所）
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1.1 事業の背景

シエラレオネ（以下、｢シ｣国という）では、1998年から2002年にかけて発生した内戦に

より経済的・社会的に国土は疲弊し、電力セクターにも甚大な影響があった。当時、フリ

ータウンの電力供給設備はキングトム発電所のみであったが、既に設備は老朽化し、内戦

中に維持管理業務が適切に行われなかったことに起因する故障・不具合が頻発し、発電容

量も低下していた。また、同市内の配電網及び変電所の設備・機器にも故障・不具合が生

じるなど、電力供給能力は充分とは言えなかった。このため、住民は満足に電力供給を受

けられず1、行政・公共サービス水準も低下していた。金銭的に余裕のある家庭ではディー

ゼル発電機による自家発電を行えていたものの、発電機の購入が困難な家庭ではほとんど

電気の無い生活を強いられていた。商工業施設の大半も自家発電設備に依存していたが、

世界的な原油価格の高騰により、自家発電用燃料コストを含んだ生産コスト全体が増加し、

採算性の低下等により閉鎖する工場が増えるなど、同国経済や雇用には大きな影響があっ

た。かかる背景から、発電設備の増強及び配電網の整備は喫緊の課題であった。

1.2 事業の概要

内戦により荒廃したフリータウンにおいて、発電設備（5MW×2 台）の調達・据付、発電

所建屋の建設、変電所新設、11kV 及び 33kV 配電線の敷設等を行うことにより、電力供給

の安定化を図ることを目的とする。

E/N 限度額/供与額 【限度額】総額 2,240 百万円（第 1 期事業： 570 百万円、

第 2 期事業： 1,652 百万円、第 2 期詳細設計：18 百万円2）

【供与額】総額 2,232 百万円（第 1 期事業：568 百万円、

第 2 期事業：1,647 百円、第 2 期詳細設計：17 百万円）

交換公文締結 第 1 期事業：2007 年 8 月

第 2 期事業：2008 年 5 月

第 2 期詳細設計：2008 年 1 月

実施機関 国家電力公社

National Power Authority (NPA)

事業完了 2010 年 3 月

（第 1 期事業：2009 年 3 月、第 2 期事業：2010 年 3 月）

1 一例として、2008 年時点でウェスタンエリア地区住民の 77.1%が満足に電気を受け取っていなかった。
2 JICA 資料によると、本事業はフリータウンの配電網整備を第 1 期、キングトム発電所増設を第 2 期とす

る、2 フェーズに分けて実施された。なお、第 2 期事業に関しては詳細設計が実施された。
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本体 （施工業者）

伊藤忠商事株式会社・大日本土木株式会社（JV）

（機材調達）

第 1 期事業：株式会社アドバリュー

第 2 期事業：伊藤忠商事株式会社

案件従事者

コンサルタント 八千代エンジニヤリング株式会社

基本設計調査 2006 年 8 月～2007 年 3 月

詳細設計調査 2008 年 1 月

関連事業 【技術協力プロジェクト】

「電力供給設備維持管理のための能力向上プロジェクト

3」（2011-14 年）

【無償資金協力】

「フリータウン電力供給改善計画4」（1993 年）

【その他、国際援助機関のプロジェクト】

世界銀行「電力・水プロジェクト5」（2004-09 年）

2．調査の概要

2.1 外部評価者

稲澤 健一（オクタヴィアジャパン株式会社）

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：2012 年 9 月～2013 年 8 月

現地調査：2013 年 2 月 23 日～3 月 12 日、2013 年 7 月 13 日～7 月 20 日

3 実施機関スタッフの電力供給設備に係る維持管理能力向上を目的として、ディーゼル発電設備、送配変

電設備の運転維持管理に関する技術研修を実施している。具体的な内容として、同スタッフに対する OJT

研修、座学研修等の技術移転研修、並びに第三国研修等が挙げられる。
4 当該事業によりキングトム発電所に定格出力 5MW のディーゼル発電機 1 基が調達・据付された。
5 主にフリータウンへの電力･水供給を目的として開始された。当プロジェクトを通じて、キングトム発電

所のディーゼル発電機本体、補機及び共用設備（燃料・冷却水）の改修・整備（対象は全ユニット）、及び

消火設備の調達、プリペイドメーターの導入、営業所の設置、高中圧及び低圧配電設備の改修、増強、33kV

配電線の建設、11kV 及び低圧配電網の改修等が実施された。
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3. 評価結果（レーティング：B6）

3.1 妥当性（レーティング：③7）

3.1.1 開発政策との整合性

事業開始前において、「シ」国政府は内戦後の経済復興を目的として「国家経済・改革・

開発計画」（2003-06 年）を策定し、その中で国家復興及び産業・経済安定化のための重点

分野として、「産業部門の再生とインフラの再建」を掲げていた。同政府は、電力インフ

ラ施設の整備は民間投資を呼び込み、経済復興及び雇用促進を実現するために必要不可欠

と認識していた。

事後評価時においては、「シ」国政府が 2009 年に策定した「貧困削減戦略書」（PRSPII）

の中で、電力、農業、道路及び人材育成（教育・保健）の 4 つの重点分野が示されている。

特に電力に関しては、「新規電源開発を進め、民間セクターによる投資呼び込みに取り組

む」と明記されている。また、同政府は 2011 年 9 月に「国家電力法」を制定し、その中で

「電力供給力の向上は国家経済にとって最優先事項」としていることも踏まえると、事後

評価時においても引き続き電力セクターは重要視されていると言える。

以上により、「シ」国の電力セクター整備を扱う本事業に関しては、事業開始前及び事後

評価時ともに国家計画、セクター計画等それぞれにおいて政策・施策との整合性が認めら

れる。

3.1.2 開発ニーズとの整合性

事業開始前（2007 年 2 月）において、フリータウン及び周辺地域におけるピーク時電力

需要は 45MW であったものの、唯一の発電供給源であったキングトム発電所の総発電（定

格）設備能力は 39.2MW（発電ユニット計 7 基）であった。しかし、当時実質的に稼働して

いる発電ユニットは僅か 1 基（定格出力 6MW）であったため、電力供給能力は低かった。

このため、「シ」国政府は 2005 年より 10 年間計画で 100MW の新規電源開発を計画しつつ、

その一部となる定格出力 10MW（計 2 基）のディーゼル発電ユニットの増設、及び配電損

失率低減を目的とした配電網の改修について、無償資金協力による支援を我が国に要請し

た。

事後評価時においては、内戦終了後の高い経済成長8によりフリータウン及び周辺地域の

電力需要は増加している。一方、供給体制全体を概観すると、本事業で整備されたキング

トム発電所およびアフリカ経済開発アラブ銀行（BADEA）の支援により整備されたブラッ

6 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」
7 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」
8 直近数年の GDP 成長率は平均 7％である。



5

クホールロード発電所9が、ブンブナ水力発電所10と相互に補完し合う関係にあり（ブンブ

ナ水力発電所の出力が低下する乾期に合わせて、キングトム発電所及びブラックホールロ

ード発電所が発電量を増やし、フリータウン及び周辺地域に電力供給を行い、逆に雨期は

キングトム発電所及びブラックホールロード発電所はスタンバイ（計画的停止）をする関

係）、本事業実施機関である国家電力公社（以下、「NPA」という）によると、事後評価時の

総電力需要は約 50MW であるのに対し、総発電（定格）出力は約 32MW（内訳はキングト

ム発電所が定格出力 10MW、ブンブナ水力発電所が約 6MW、ブラックホールロード発電所

が約 16MW の計 32MW）である。事業開始前と同様、事後評価時においても電力需要が供

給量を上回っている状態であり、電力供給の安定化及び電源開発のニーズは引き続き高い

と判断できる。なお、ブンブナ水力発電所は、雨期（例年 5 月-11 月）における定格出力が

50MW（発電ユニット 2 基）、乾期（例年 12 月-4 月）には同出力 18MW（同 2 基）による

発電が見込まれていたが、運転開始直後から不具合が発生し、2012 年 11 月に発電ユニット

1 基が故障した。残りの 1 基によりかろうじて運転されているものの、実際の出力は 2013

年 3 月現在、6MW 程度と低下している11。このため、ブンブナ水力発電所の復旧はもちろ

ん、電力供給体制全体の改善も行い、フリータウン市における電力供給安定化を図ること

は急務であることから、引き続き本事業に対する高いニーズがあるといえる。

また、本事業によりフリータウン及び周辺地域における配電網整備は進捗したものの、

老朽化した配電網は引き続き残っており、また、盗電による配電損失12も確認されているこ

とから、早急な対策が求められている。

以上より、事後評価時においてもフリータウン及び周辺地域の電力供給量は依然として

不足し、電力需要増加への取り組みは引き続き求められることから、事業実施前及び事後

評価時ともに開発ニーズとの整合性が認められる。

3.1.3 日本の援助政策との整合性

我が国の「シ」国に対する援助方針（2006 年に外務省が示した ODA 基本方針）では、1）

内戦終結後の平和の定着と国の再建のための支援により、貧困削減に対する政府の取り組

みの前提条件を整えること、2）行政能力の再建を促進しつつ地域住民の参加による社会開

発・生産活動の活性化を図ることが、目下の優先課題であるとの認識のもと、支援を行っ

9 BADEA の支援により整備され、2011 年 4 月に運転を開始した（定格出力は約 16MW：発電ユニット 2

基）。
10 南アフリカ電力公社（ESKOM）及びアフリカ経済開発アラブ銀行（BADEA）の支援に加え、世界銀行

を中心とした協調融資により整備された。運転開始は 2009 年 11 月。
11 NPA によると、2013 年中に同発電所の発電ユニットの技術審査・原因特定を海外の業者に委託して行い、

その結果を踏まえて、修理・再稼働を行う方針とのことである。
12 後述の有効性･定量的データのとおり、直近データ（2010 年）の配電ロス率は 40-50％前後と高い。
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ていた13。

本事業は、1993 年度に実施された無償資金協力事業「フリータウン電力供給改善計画」

に続く支援である。電力供給設備の整備を通じて「シ」国の平和の定着と経済復興への貢

献に合致することから、上記 1）とも関連性があり、我が国援助政策との整合性は高いと言

える。

以上より、本事業の実施はシエラレオネの開発政策、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 有効性14（レーティング：②）

3.2.1 定量的効果（運用・効果指標）

表 1 は本事業実施前に計画された発電設備・配電網の運用成果目標及び完成後の実績を

示す指標データである。なお、事業実施前における電力供給はフリータウン中心部に限ら

れており、郊外では未電化地域が存在していた為、本事業ではフリータウン郊外に位置す

るリージェント変電所周辺地域への配電用資機材の調達も行うことにより、同地区 3,200 戸

が新たに電化することも目標とされた。

表 1：本事業の直接的効果（事業実施前実績・完成後目標・完成後実績）に係るデータ

2007年実績 完成後目標（2010年） 完成後実績（2012年）

【キングトム発電所の増強】

①発電設備容量（定格出力） 6.0MW
16.0MW

（うち、本事業は10MW）
10.0MW

②電力供給力改善による停

電回数の減少（回数/日）
1回 0.5回

0.5回
（12年11月以降は1回/日）

【フリータウン33/11kV配電網の改修】

③フリータウン及び周辺地

域における配電損失の減少
40％以下 約30％ 40%弱程度

④リージェント地区周辺の

未電化村落の電化
0戸 3,200戸 187戸

出所：JICA 資料、NPA 回答

① キングトム発電所設備容量（定格出力）の改善、及びフリータウン市の電力供給体制全

体における同発電所の役割から見た本事業の効果

既出のとおり、本事業開始前のキングトム発電所内には発電ユニット 1 基（定格出力は

6.0MW）のみが稼働していた。本事業により新たに発電ユニット 2 基（同出力は 5MW×2

13 なお、2012 年 12 月に策定した国別援助方針においても、電力分野に対する支援が明示されている。
14 有効性の判断にインパクトも加味して、レーティングを行う。
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基：計 10MW）を調達･据付することで、事業完成後の発電設備容量は 16.0MW を目指して

いた。しかし、既存発電ユニット（6.0MW）は本事業開始前より不具合が進んでいたため15、

NPA によると、当ユニットは 2008 年中に故障し、復旧の見込みも立たず破却された。その

結果、事後評価時において、本事業により調達･据付された 2 基（上述の計 10MW）のみが

稼働している（表 1 参照）。したがって、本事業により計画どおりに発電ユニットは調達・

据付され、計画どおりの発電・電力供給が不具合等もなく行われているものの、同発電所

全体としては 16.0MW の出力を達成することはできなかった。

一方、既出のとおり、キングトム発電所はフリータウン市にとって電力供給の相互補完

を行う電源設備のひとつである。以下図 1（2011 年）及び図 2（2012 年）は、ブンブナ水力

発電所・キングトム発電所・ブラックホールロード発電所の発電電力量の推移・傾向を示

す。これは、ブンブナ水力発電所が雨期（例年 5-11 月）に稼働している間、キングトム及

びブラックホールロード発電所の稼働は低下し、逆に乾期（例年 12-4 月）には稼働割合が

相対的に高いことを示している。なお、図 1 に関して、ブラックホールロード発電所は 2011

年 4 月に稼働を開始したため、同年 1-3 月の発電電力量は皆無である。図 2 に関して、既出

のとおり、2012 年 11 月にブンブナ水力発電所の発電ユニットが不具合を起こし稼働割合は

低下したため、発電電力量は同月より大幅に低下し、キングトム発電所が稼働割合を上昇

させていることが窺える。つまり、キングトム発電所は電力供給の相互補完を行う電源設

備のひとつとしての役割を十分に担い、NPA 全体の発電電力量を下支えしていることが窺

える。

図 1：3 発電所の発電電力量（kWh）の推移 図 2：3 発電所の発電電力量（kWh）の推移

（2011 年） （2012 年）

加えて、本事業の NPA の発電運営改善への貢献に関して、表 2 のとおり、本事業開始以

15 1995 年に調達されたものであったが、90 年代後半の内戦による混乱期に維持管理不足が進み、当初の耐

用年数よりも早く寿命が来てしまったと考えられる。
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降における NPA 全体の発電施設運営に関する運用指標データを示す。

表 2：NPA 全体の運用状況

指標 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年

1. 発電電力量（MWh） 30,681 138,538 132,855 175,045 182,863 189,894

2. 所内電力量（MWh） 2,250 321 508 833 N/A N/A

3. 所内率（%） 7.3 0.23 0.38 0.48 N/A N/A

4. 送電電力量（MWh） 28,431 138,217 132,348 174,212 160,963 167,994

5. 販売電力量（MWh） 17,341 76,395 67,540 82,339 N/A N/A

6. 送配電損失（MWh） 11,090 61,822 64,808 91,873 N/A N/A

7. 送配電損失率（%） 39.0 44.7 49.0 52.7 N/A 40弱程度

8. 電気料金回収率（%） N/A N/A 55以下 55前後 N/A N/A

出所: NPA

このうち、運用状況を知るために特に重要データとされる発電電力量についてレビュー

を行うこととする。

発電電力量については、①本事業開始前の 2007 年において、キングトム発電所では既存

発電ユニット 1 基が辛うじて稼働していた状況であり、フリータウン及び周辺地域への電

力供給水準は危機的であった。②そのため翌 2008 年は状況を打開すべく、NPA は国内の独

立系電気事業者（IPP）から電気を購入し同地域内に電力供給を行った結果、138,538MWh

の発電量を確保できた16。③NPA は 2009 年も同様に IPP に依存し17、前年水準の 132,855MWh

の発電量を確保できた。④2010 年は、ブンブナ水力発電所が 2009 年末に運転開始となった

ことに加え、本事業によるキングトム発電所における発電ユニット 2 基も運転開始（2010

年 3 月）したため前年比で発電量は増えた。その一方、NPA は IPP からの電気購入を止め

た。⑤2011 年は前年の状況を引き継ぎ、ブラックホールロード発電所が運転を開始（2011

年 4 月）したため、182,863MWh の発電量を確保した。⑥2012 年は、ほぼ前年と同様の状

況であり、10 月迄の同電力量は比較的安定していたが、同年 11 月以降の発電量は低下して

いる18。

以上より、本事業は NPA 全体の発電量増加に一定の貢献が見られる。一方で、NPA には

引き続きフリータウン市の電力供給体制全体の安定化に努める必要があると考えられる。

② 電力供給力改善による停電回数の減少

表 1 のとおり、フリータウン及び周辺地域の停電回数について、完成後は「1 日あたり平

16 NPA は IPP より単年契約にて電気を購入した。購入費用は世界銀行が負担した。
17 NPA は前年の契約期間（1 年）をさらに 1 年延長して電気を購入した。
18 既出のとおり、2012 年 11 月以降はブンブナ水力発電所の発電ユニット 1 基が故障し、もう 1 基も出力

を下げて運転しているためである。
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均 0.5 回」と見込まれていたところ、本事業完成後約 1 年半は計画通り達成していた。しか

し、既出のとおり、2012 年 11 月にブンブナ水力発電所の発電ユニットが故障したため、キ

ングトム及びブラックホールロード発電所の発電設備容量だけではフリータウン及び周辺

地域の電力需要を満たしきれなくなっている。こうした外部条件の影響を受け、それ以降

の停電回数は「1 日平均 1 回」と、増加している。現状として、停電回数の減少はブンブナ

水力発電所の発電ユニットの復旧次第となっている中、既出のとおり同発電ユニットは

2013 年中に今後技術審査・原因特定が行われる予定である。

③ フリータウン及び周辺地域における配電損失の減少

表 1 の配電損失率に関して、事業完成後目標は約 30%と見込まれていたが、現在は 40%

弱程度であり、完成後見込みを達成していない。その理由として、市街地では未だ老朽化

した配電線が多く存在し、配電効率が低いことが挙げられる。加えて、盗電が多いことも

高い配電損失率の要因である。表 2 を見ても、NPA 全体の送配電損失率は、2009 年が 55%

以下、2010 年が 55%前後、2012 年が 40%弱程度という推移である。NPA は中央政府・警察・

国軍の支援を得て、2010 年より MACPI という盗電対策プログラムを実施している。盗電が

報告されている地区のパトロールを行い、取り締まりを強化しているため、送配電損失率

は減少に転じていることが考えられるが、依然として高い水準であることには変わりはな

い。NPA は引き続き盗電対策の強化等を進め電力供給の安定化に努める必要があると考え

られる。

④ リージェント地区周辺の未電化村落の電化

リージェント地区周辺の未電化村落の電化に関して、表 1 のとおり完成後の電化世帯数

は 3,200 戸と見込まれていたが、2013 年 3 月現在、総電化戸数は 187 と低迷している。本

事業開始前には既出の世界銀行のプロジェクト「電力・水プロジェクト」により、フリー

タウン変電所～ウィルバーフォース変電所間の 33kV 配電線を、本事業によりウィルバーフ

ォース変電所～リージェント変電所間の 33KV 配電線を建設し、ブンブナ水力発電所からの

送電電力量をリージェント地区に配電する計画（図 6 参照）であった。しかし、33kV 配電

線は完成しているものの、ウィルバーフォース変電所に調達・据付予定であった世銀側の

33kV 配電盤19が未だ実施されておらず、事後評価時点において、高圧とされる 33kV 配電線

による電力供給がリージェント地区周辺に行われていないことが総電化戸数の低迷に繋が

19 当初、世界銀行は「電力・水プロジェクト」を通じて調達・据付を行う予定であった。世銀と NPA は合

意していたものの履行には至らなかった。なお、事後評価時までに JICA は文書を通じて調達・据付が行わ

れるよう幾度も督促を行っていた。
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っている20。なお、2013 年 6 月、同銀行は新規融資事業「エネルギー・アクセス事業21」を

「シ」国に承認し、その中で「電力・水プロジェクト」で実施されなかったウィルバーフ

ォース変電所・世銀側の 33kV 配電盤の調達・据付を計画している。同配電盤が稼働すると、

リージェント地区周辺の電化戸数は増加することが見込まれている22。

図 5：フリータウン及び周辺地域の発電所・変電所・配電網図（サイト位置図23）

20 世界銀行から委託を受けていた施工業者と NPA との間において、手続き・調整に時間を要してしまい（主

に意思疎通の問題）、当該事業の契約期間内に調達・据付できなかったとされている。現状として、キング

トム発電所から低圧とされる 11kV 配電線による電力供給のみが行われているため、電化戸数は増加してい

ない。
21 融資額は約 16 億円。フリータウン及び西部地域の配電損失率の低減、NPA の財務改善等を目的とする。

加えて現在、世界銀行グループである国際開発協会（IDA）が「シ」国エネルギー・セクターの改革を目

的に財政支援を行うことを計画している（概算融資額は約 35 億円）。この 2 つの事業により、高い配電損

失率の改善及び NPA の財務改善が期待されている。
22 補足情報になるが、NPA によると、事後評価時においてリージェント地区住民からは電気サービス加入

申請に関する要望が多いとのことである。新たに電気サービスに加入する場合、住民は接続料（およそ

US100-130 ドル）を支払う必要があるが、同地区には比較的裕福な世帯が多いため、支払い能力に大きな

懸念はないとのことである。
23 出所は JICA 基本設計調査報告書

図 3：リージェント地区周辺の様子

（住宅開発が進行している）

図 4：ウィルバーフォース/リージェント間配電線

（左側が 11kV 配電線、右側が 33kV 配電線）
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図 6：フリータウン及び周辺地域の発電所・変電所・配電網図（概略図24）

（黒線は 11kV 配電線、赤点線は 33kV 配電線、青太線は 161kV 送電線を示す）

3.2.2 定性的効果（発電設備運営の安定化及び電力供給能力の改善）

事業開始前において、本事業によりキングトム発電所における発電設備に関するスタッ

フの維持管理能力が向上することにより、故障が減少し、施設運用性の改善が期待されて

いた。本事業により調達・据付された発電ユニット 2 基は事後評価時（2013 年 3 月現在）

において正常に稼働している。また、同発電所スタッフが、本事業発電ユニットの納入業

者から運用に関する指導を現在の業務に役立て、事業完成後でも時折メールベースで連絡

を取り合い、助言も踏まえて適切な維持管理に取り組んでいることも確認した。以上の現

地視察による確認を踏まえると、適切な維持管理が継続することで、今後は同発電施設に

おいてトラブル・故障は減少し、稼働安定性の向上及び電力供給能力の改善もさらに進む

と考えられる。なお、同発電所のスタッフ数名にインタビューを行ったところ、「維持管理

に関する実施研修・トレーニングを重ね25、丁寧に日々の業務を行うことで、調達・据付さ

れた発電ユニット等のトラブル・故障を未然に防止し、施設の耐久力も向上させることが

できる」等のコメントもあった。

24 本事業施工監理コンサルタントの提供資料に基づいて作成した。
25 なお現在、JICA 技術協力プロジェクト「電力供給設備維持管理のための能力向上プロジェクト」の研修・

トレーニングを通じて、同発電所スタッフは更なる維持管理能力・技術力の向上に取り組んでいる。
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3.3 インパクト

3.3.1 インパクトの発現状況

3.3.1.1 安定的な電力供給による生活環境及び経済活性化への貢献

本事後評価調査では、フリータウン及びリージェント地区周辺に居住する住民に対して

インタビュー形式による受益者調査を実施した26。なお、本受益者調査の前提として、ラン

ダム・サンプリングの対象者の中には、ブンブナ水力発電所やブラックホールロード発電

所からの発電電力も供給されている世帯はもちろん、自家発電設備に大きく依存している

世帯も含んでいる可能性が考えられ、また、質問内容もあくまで電気接続による生活環境

の変化等のインパクトを調べるためのものである。したがって、本受益者調査結果は必ず

しも本事業の直接的なインパクト（電化状況が十分か否か等）を示すものではないことを

注記する。

先ず、図 7 の電気の主な使用目的については、家屋内の電灯、電化製品の使用や携帯電

話の充電という回答が多く、実際に使用する電化製品に関しては、図 8 のとおり、テレビ・

携帯電話・冷蔵庫という回答が多かった。図 9 は電化によるインパクトに関する質問であ

るが、多様な回答が見られた。学習環境が良くなった、家庭内の会話が増えた、近隣住民

との関係が良くなった等の回答が確認される上、夜間の治安が良くなったとの回答もある。

以上から電化により生活・コミュニティの環境改善にかかるインパクトはあると推察され

る。図 10 は月電気料金に関する質問であるが、回答者の約 6 割は月額 51,000 レオン（＝約

1,200 円）以上を支払っていることが判る。また、図 11 のとおり、電気料金の負担度合いに

ついては、「安くも高くもない」という意見が多いものの、「高い」以上の回答は比較的多

いことが窺えるが、補足として当面（6-12 ヶ月）は電気サービスを使用し続けるかどうか

に関して質問を行ったところ、全ての回答者は「使い続ける」と回答した。よって、上述

の電化によるインパクトと共に電気サービスのメリットや信頼性も感じていると推察され、

電力が十分確保されれば、電気サービスの加入が促進される可能性は否定できない。

26 サンプル数は計 100-110。質問項目によるが、そのうち、フリータウン市から 7-8 割程度のサンプル、リ

ージェント地区から 2-3 割程度のサンプル取得し、ランダム・サンプリングにより対象者を選定して実施

した。
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図 7：電気の主な使用目的は何か
（複数回答あり）

図 8：家庭内において使用する主な電化

製品は何か（複数回答あり）

図 9：電化によるインパクトは何か
（複数回答あり）

図 10：月額電気料金はどの程度支払って

いるか

図 11：月額電気料金の負担はどのように

感じているか
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3.3.1.2 経済復興への貢献

「シ」国の主要産業は農業と鉱業27である。事業開始前は内戦により農産物・鉱物の産地

の荒廃が進み、経済は破綻状態であったが、事業実施中の国内総生産（実質GDP）は年平

均5.2%28の成長を遂げている。経済成長データは本事業以外の要因も影響していると思われ

るため、本事業と経済インパクトの関係は明確に立証できないものの、同国経済の中心で

あるフリータウン及び周辺地域に電力供給を行う本事業は経済維持・発展の下支えとして

の役割は小さくないと考えられる。なお、補足として今次調査時にフリータウンの不動産

業やホテル業を営む経営者等（いわゆる大口需要家）に対して本事業と経済インパクトに

関するインタビューを行ったところ、「フリータウンの電力事情は未だ厳しいと感じる。一

方、電力供給量の増加とビジネスの成長は表裏一体であり、その中で発電施設整備への支

援は大きな意義があると思う。仮に支援がなかった場合、（燃料を多く必要とする）非常用

発電機の稼働頻度は多くなり、費用負担はさらに大きかったと思う。また、電力供給量が

充分でないと、社会不安を招き治安の悪化等も考えられるかもしれない」といったコメン

トもあった。

3.3.2 その他、正負のインパクト

3.3.2.1 自然環境へのインパクト

「シ」国では 1993 年に「国家環境アクションプラン」が制定され、同プランに基づき 2000

年に環境保護法が制定された。同法は、発電所や送電線建設プロジェクトの実施に際して、

NPA のような事業実施者に対して環境影響評価（EIA）の実施を促している。本事業につい

て NPA は 2007 年 4 月末迄に EIA を実施し、NPA によると 2008 年 2 月に承認されたとのこ

とである。

キングトム発電所整備に関する環境インパクトについて、｢シ｣国では発電設備に関連す

る環境基準が定まっていなかったため、我が国の基準等が参考とされた上で29、発電ユニッ

ト 2 基が調達・据付が実施された。また、本事業を通じてキングトム発電所において廃油

処理設備も調達・据付されたため、油分流出による環境汚染等は発生していない。今次調

査時にキングトム発電所スタッフへのインタビューを通じて、現在の同発電所敷地内には

環境問題（例：大気汚染、騒音、汚臭等）は発生していないことを確認した。

27 農業はカカオ、コーヒー等の作物など一次農産品、鉱業はダイヤモンド、金、ボーキサイト等の鉱物資

源が主な輸出産品である。これらは主要な外貨獲得源となっている。
28 出所は世界銀行「World Development Indicators」（2012）
29 NOx 排出基準は 950ppm 以下、SOx 排出基準は 250ppm 以下、油分排出基準は 50ppm 以下、煤塵排出基

準は 100mg/Nm3 以下、騒音基準は 110dB 以下（発電設備運転時）、振動基準は敷地境界で 65dB 以下（同

運転時）と設定された。
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なお現在、NPA で環境・安全管理を担当している部署は技術サービス部30である。定期的

な環境モニタリングは行っていないものの、問題が発生した場合には直ちに対処する体制

が敷かれている。

3.3.2.2 住民移転・用地取得

本事業では住民移転はなかった。一方、リージェント変電所建設の際に用地取得が発生

した（取得面積は約 670 ㎡）。「シ」国土地・国家計画・環境省が土地所有者（1 名）と交渉

を行った。用地取得は補償金による買収ではなく、同省及び所有者双方合意の下、代替用

地が同所有者に提供された。同省からは所有者や代替用地に関する詳細情報の開示は得ら

れなかったものの31、同じリージェント地区内の同等以上の価値がある土地が提供されたと

のことである。なお、用地取得プロセスは本事業開始時に双方の合意があったため、手続

きは円滑に進んだとのことから、用地取得には問題はなかったと言える。

【有効性・インパクトの判断・結論】

キングトム発電所では当初計画どおり 10MW の発電容量が調達・据付られた。ブンブナ

水力発電所及びブラックホールロード発電所と共に電力供給の相互補完を行う電源設備の

ひとつであるキングトム発電所は、本来の機能を十分発揮し、フリータウン及び周辺地域

全体の電力供給の安定には資している。一方、当初計画の目標の一つであったリージェン

ト地区の電化世帯数に関して、ウィルバーフォース変電所において世銀により調達・据付

予定であった 33kV 配電盤の整備が未完了であったため、同電化世帯数は低迷している。

30 発電・配電施設に従事するスタッフの安全管理や環境問題を扱う部署である。
31 移転対象者が 1 名であるため、個人情報保護の観点からか、具体的な情報（移転先等）は得られなかっ

た。

図 12：キングトム発電所外観 図 13：配電ユニット制御室

（キングトム発電所内）
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以上より、本事業の実施により一定の効果の発現が見られ、有効性・インパクトは中程

度と判断できる。

3.4 効率性（レーティング：③）

3.4.1 アウトプット

表 3 は、本事業のアウトプット計画及び実績である。

表 3： 本事業のアウトプット計画及び実績

計画（審査時） 実績（事後評価時）

【日本側投入予定】

1) 発電設備の増設

① 発電設備（5MW x 2台）の調達・据付

② 発電所建屋の建設

③ 予備品・工具の調達

2) 配電設備の整備

① 33 kVリージェント変電所の建設

② 33 kV配電線の延線（ウィルバーフォース

変電所とリージェント変電所間）

a) 33kV：地下ケーブルの敷設約3.2km、架

空線約1.3km

b) ウィルバーフォース変電所内の33 kV配

電盤：1式の増設32

③ 11 kV配電線路の建設

a) キングトム発電所とコンゴクロス変電

所間：約3.8km（架線約3.3㎞及び地下ケーブ

ル0.5㎞)）及び11 kV配電盤1式の増設

b) コンゴクロス変電所とウィルバーフォ

ース変電所間：約2.5km

④ 以下の資機材の調達（据付は｢シ｣国側が

実施）

a) ファルコンブリッジ変電所とブラック

ホールロード変電所間：約3.4km（架線0.8㎞、

地下ケーブル2.6㎞）

b) リージェント変電所と下記配電用変電

所間：

1) グマ貯水場：約1.3km

【日本側投入実績】

左記のアウトプットについて、計画どお

りに実施された。

32 本文中の世銀が調達・据付を行う予定であった 33 kV 配電盤は図 6 のフリータウン変電所から送電され

た 33kV の受電用の配電盤であった。一方、本事業で日本側が負担するこの配電盤は当世銀プロジェクトの

配電盤にて受けた 33kV 電力をリージェント変電所に送り出すために必要とされ、調達・据付された別の配

電盤である。
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(500kVA及び200kVA変圧器各1台並びに

RMU 332式)

2) ラジオ送信所：約1.6km

(315kVA及び200kVA変圧器各1台並びに

RMU 2式)

3) ウィルバーフォース線：約 100m

⑤ 予備品、工具の調達

【シエラレオネ側投入予定】

【キングトム発電所の整備】

(1) 鉄骨造、平屋一部2階建て、延床面積約

1,087㎡（建築設備を含む）

(2) 発電設備及び補機類の基礎1式

【配電設備の整備】

(1) ファルコンブリッジ変電所とブラック

ホールロード変電所間配電線用資材の据付：

11kV架線0.8km、地下ケーブル2.6km 約
3.4km
(2) リ－ジェント変電所と配電用変電所間

配電用資材の据付：

1) グマ貯水場：架線11kV約1.3km

2) ラジオ送信所：架線11kV約1.6km

3) ウィルバーフォース線：架線11kV約
100m
(3) 配電用変電所用機材

1) 500kVA及び200kVA変圧器各1式並びに

RMU2式

2) 315kVA及び200kVA変圧器各1式並びに

RMU2式

(4) 配電設備用の予備品・維持管理用動工具

の調達

(5) 配電設備の運転維持管理マニュアルの

調達と OJT の実施

【シエラレオネ側投入実績】

左記のアウトプットについて、ほぼ計画

どおりに実施された。【配電設備の整備】（4）

について、本事業実施中にアフリカ経済開

発アラブ銀行（BADEA）及びサウジアラビ

ア開発基金（SFD）の事業により維持管理

用動工具の供与があったため、（重複を避

けるため）本事業では調達されなかった。

日本側及び「シ」国側のアウトプットについてほぼ計画どおりに実施された。但し、既

出のとおり、ウィルバーフォース変電所に調達・据付予定（世界銀行が実施予定）であっ

た 33kV 配電盤が事後評価時点において整備されていない。そのため、ウィルバーフォース

～リージェント変電所間では33kV配電線による電力供給は行われていない。本件について、

世界銀行にインタビューを行ったところ、新規事業である「エネルギー・アクセス事業」

を通じて、今後 33kV 配電盤の整備を進めるとのことであった。

33 配電用変電所における開閉器
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3.4.2 インプット

3.4.2.1 事業費

当初計画では総事業費2,259百万円（日本側E/N限度額は2,240百万円、「シ」側負担分は

約19百万円）であったのに対し、実績額では約2,249百万円（日本側実績は2,232百万円、「シ」

国側実績は約17百万円）と、ほぼ計画どおり（計画比99％）であった。

3.4.2.2 事業期間

本事業の期間は、2007 年 8 月から 2010 年 3 月までの 2 年 8 ヶ月（32 ヶ月）と計画され

ていたが、日本側は調達・据付実施は計画どおり（2007 年 8 月～2010 年 3 月）、「シ」国側

の工事等は 2008 年 2 月～2009 年 3 月の間に実施された34（したがって、計画比 100％であ

った）。

以上より、本事業は事業費については計画内に収まり、事業期間は計画どおりであった

ため、効率性は高い。

3.5 持続性（レーティング：②）

3.5.1 運営・維持管理の体制

本事業の実施機関は国家電力公社（NPA）である。一方、NPA を監督するのはエネルギ

ー省（MEP）である35。NPA の組織体制としては、7 の部門（経営企画事業部、技術サービ

ス部、人事管理部、商業部、財務管理部、情報通信部、法規室）により構成される。事後

評価時（2013 年 3 月）の総職員数は 770 名である。このうち、本事業のキングトム発電所

は技術サービス部が管轄し、従事スタッフ数は 98 名である。また、同じく調達･据付され

た配電施設・機材の運営維持管理を担当するのは送配電課（同技術サービス部の下位組織）

である。従事スタッフ数は 212 名であり、リージェント変電所を含むフリータウン及び周

辺地域の主要変電所に配置されている。なお、事業開始前（2006 年 8 月末時点）における

総職員数は 593 名、このうち、キングトム発電所のスタッフ数が 72 名、送配電課スタッフ

78 名であった。NPA 幹部によると、「本事業により調達・据付された施設・機材の運営維持

管理を担う現在のスタッフ数は充分である。なお、近い将来はフリータウン以外の地域へ

の配電事業を行うために、引き続き人材確保及び育成、能力向上に力を入れることを考え

34 事業実施中における発電設備や機材の納入・据付に関して NPA にインタビューを行ったところ、手続

き・輸送等に遅延はなかったことを確認した。
35 NPA を監督するエネルギー省（MEP）は、「シ」国政府のエネルギー関連政策を推進する行政機構であ

り、NPA はその実施部隊組織という関係である。
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ている」としている。以上のとおり、事業開始以前からの運営維持管理に従事するスタッ

フ数の増加、及び NPA 幹部のコメントもその裏付けとすると、本事業の運営維持管理の体

制面については概ね問題はないと考えられる。

3.5.2 運営・維持管理の技術

事業完成後において、NPA ではスタッフ 8 名がガーナにおいて配電網に関する研修･トレ

ーニング（期間は 4 週間）に参加し、維持管理に関するスキル向上に努めている36。キング

トム発電所及び送配電課スタッフの技術水準について同スタッフにインタビューを行った

ところ、運営維持管理の重要性や本事業で調達された設備･機材の性能を理解していること

が確認できた。また、経験豊富なスタッフは電気エンジニヤリング等の資格を保有し、新

規スタッフ向けの OJT も実施されていることも確認した。

一方、NPA 幹部にインタビューを行ったところ、「本事業開始前においてキングトム発電

所をはじめ施設・機材は満足な維持管理は行われていなかったが、発電ユニット導入時に

納入業者から指導・助言があり、発電設備の運営には役に立っていると言える。但し、適

切な維持管理の実現には一つ一つ積み重ねが重要であり、継続した研修・トレーニングは

重要と考える」等のコメントがあった。今後も同スタッフ向けの研修･トレーニングの継続

に力を入れたい姿勢・必要性を確認できた。

以上、NPA では引き続き研修・トレーニングが行われ、スタッフは専門的な資格を有し、

OJT も行われていることから、NPA の運営維持管理の技術面には事後評価時点において特

段大きな懸念はないと考えられる。但し、上記 NPA 幹部のコメントから、引き続き同スタ

ッフの維持管理能力の向上に係る研修・トレーニングの継続は重要と考えられる。

3.5.3 運営・維持管理の財務

表 4 は NPA の財務状況を示す直近 3 カ年の損益計算書（P/L）である37。経常費用が経常

収益を上回り、当期経常損失は年々拡大していることが窺える。経常費用の中では特に営

業費用が大きいが、主要な費目として発電所稼働に必要なディーゼル燃料購入費が挙げら

れる。購入単価が年々上昇しており38、NPA の財務を圧迫している大きな要因のひとつとな

36 事後評価時において、JICA 技術協力プロジェクト「電力供給設備維持管理のための能力向上プロジェク

ト（2011-14 年）」が実施されている。当プロジェクトを通じて、NPA スタッフに対する座学や実務研修が

実施されている。一例として、「ディーゼル発電設備に係る運営維持管理の理論と解説」、「給電システムの

総合理解」といった内容の講座（合計 39 名が参加）から、本事業で調達された発電設備の検査、オーバー

ホール・定期点検実施といった実務研修（合計 114 名が参加）、技術・マネージメントに関するワークショ

ップ（合計 44 名が参加）など、NPA スタッフの技術力向上に資する支援が実施されている。
37 事後評価時点において NPA では財務監査が入っている（2013 年 10 月終了予定）。特に 2010-11 年のデー

タについては今後若干修正になる可能性がある。なお、2012 年データは事後評価時点には正式に公表され

ていない。
38 2008 年を起点とすると、事後評価時点迄の上昇割合は約 90％である。
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っている。NPA は毎年赤字を計上している一方、「シ」国政府が多額の損失補填を行ってい

る(毎年損失補填が行われ、2011 年度末時点の累積赤字 338,090,百万レオンに対して、297,168,

百万レオンが累積で補填されている)。同国政府としては、フリータウン市の電力供給の改

善に注力する方針をとっており、当面 NPA に対して補填を行うとしている。但し、その一

方で NPA には同政府の補填に依存しないような組織の財務改善に鋭意取り組む努力が必要

と考えられる。具体的には、盗電対策の強化、老朽化した配電網の取り替え等により配電

損失率を低減させ、営業収益の増加を図り、ディーゼル燃料購入費以外の営業費用も可能

な限り抑える等の努力が求められる。NPA 幹部インタビューを行ったところ、「経常収益は

増加傾向にあるものの、経常費用も年々増大している。政府補填もあるが、引き続き財務

改善努力に取り組んでいきたい」とのコメントもあった。

表 4：NPA の財務収支状況

（単位：1,000レオン）

2009年 2010年 2011年

経常収益
（A）＝（B）＋（C）

139,536,976 124,769,302 138,760,237

営業収益（B） 90,714,761 122,009,222 135,485,965

営業外収益（C） 48,822,215 2,760,080 3,274,272

経常費用
（D）＝（E）＋（F）

158,672,103 151,107,924 177,728,407

営業費用（E） 142,879,427 125,104,896 145,288,359

営業外費用（F） 15,792,676 26,003,028 32,440,048

当期経常損失
（G）＝（D）－（A）

(19,135,127) (26,338,622) (38,968,170)

法人税等（H） 0 0 0

当期純損失（I） (19,135,127) (26,338,622) (38,968,170)

出所：NPA

備考：1,000 レオン＝約 23 円（2013 年 3 月為替レート）

本事業の運営維持管理費用は表 4 の営業費用から支出されている。キングトム発電所や

リージェント変電所において実際にどの程度使用されているかについては、データが正確

に整備されていないため把握困難であった。但し、NPA 幹部によると、同費用は既出のデ

ィーゼル燃料費をはじめ、年々増加傾向にあるものの、必要な費用は支出しているとのこ

とであった。その一方、キングトム発電所や送配電課等の現場スタッフからは、スペアパ

ーツの手続きや配達は遅れることがあるため、予算配賦や手続きは必ずしも迅速でないと

のコメントもあった。したがって、迅速な運営維持管理予算の配賦及び内部手続きの強化

が一層求められると考えられる。
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3.5.4 運営・維持管理の状況

今次調査を通して、キングトム発電所に調達・据付された発電設備及び配変電設備の運

営維持管理状況に特段問題は見受けられなかった。キングトム発電所の発電設備に関して、

日常点検（設備の外部点検、燃料油面の確認等）に加え、定期予防メンテナンスとして、

4,000 時間毎に給排気弁・始動弁･燃料弁の稼働状況の点検等が実施されている。また、8,000

時間毎の定期予防メンテナンスとして、シリンダーヘッドの分解、燃料噴射弁の点検とノ

ズルの交換等が行われている39。配変電設備に関しては、巡視点検として機材稼働及び設備

外観の確認に加え、操作装置･制御盤の点検等が行われている。これらの維持管理業務は運

転･保守（メンテナンス）マニュアルに基づいて行われている40。今次調査では、運営維持

管理を担当するキングトム発電所及び送配電課の技術者へのインタビュー及び現場視察を

通じて、各設備・機材の稼働状況は良好、かつ、特に不具合等は発生していないことを確

認した。

上記スタッフの勤務体系については、24 時間体制・3 交代制により運営維持管理業務が

行われている。緊急トラブル発生時にはいつでも出動できる体制が敷かれている。

スペアパーツは、キングトム発電所・送配電課・リージェント変電所において適切に保

管されている。NPA によると、調達手続きは迅速ではない場合があるものの、本事業にて

整備された設備・機材は重要との認識の下、同パーツの確保に鋭意努めているとしている。

なお、参考情報として、以下表 5 に事業完成後のキングトム発電所に調達・据付された

発電ユニット 2 基の停止時間データを掲載する。

表 5：キングトム発電所に調達・据付された発電ユニット 2 基の停止時間数

（単位：時間）

ユニット名 停止の種類 2010 年 2011 年 2012 年

予防メンテナンス及び機材トラブル 0 1,056.0 107.0
1）新潟 7 号

スタンバイ（計画的停止） 1,448.5 5,926.5 4,763.4

予防メンテナンス及び機材トラブル 0 1,344.0 51.0
2）新潟 8 号

スタンバイ（計画的停止） 1,430.0 5,295.0 5,029.0

出所：NPA

通常、予防メンテナンスは発電ユニットの稼働開始 4,000 時間後に実施されるものである。

具体的には、キングトム発電所に据え付けられた発電ユニット 2 基（名称は新潟 7 号・8 号）

39 2013 年上半期中に実施されている。
40 これら維持管理業務は前出の技術協力プロジェクトも関与している。
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が 2010 年 3 月に供用開始となり、翌 2011 年に同発電ユニットの給排気弁・始動弁･燃料弁

の稼働状況の確認等の総点検として「4,000 時間メンテナンス」が実施された41。なお、予

防メンテナンスとは別に、2011 年及び 2012 年には両発電ユニット共に不具合が発生42した

ため、結局予防メンテナンス及び機材トラブルに要した時間については、2011 年の新潟 7

号は 1,056 時間、新潟 8 号は 1,344 時間、2012 年の新潟 7 号は 107 時間、新潟 8 号は 51 時

間が計測された。なお、事後評価時（2013 年 3 月）現在、両発電ユニットには不具合等は

なく、正常に稼働している。

一方、スタンバイ（計画的停止）とは、主にブンブナ水力発電所が本格的に稼働してい

る雨期（例年 6-12 月）の間に、キングトム発電所が稼働停止（計画的停止）する時間を指

す。NPA によると、2010 年はキングトム発電所の発電ユニット 2 基の稼働開始が同年 4 月

以降であったためであり、計測された時間数は少ない。また、2011 年及び 2012 年のスタン

バイ時間数は、新潟 7 号・8 号共に計画どおりであったとのことである。

以上より、キングトム発電所は事後評価時点で正常運転が確認される。また、ブンブナ

水力発電所と相互補完を行う電源設備としての役割を担っているとあらためて判断できる。

【持続性の判断・結論】

事後評価時において、NPA の運営維持管理にかかる組織体制面・技術面には特に大きな

問題は見受けられない。一方、同財務面に関しては赤字が続き、NPA は依然として配電損

失率の低減や収益率の向上等、財務改善に向けた取り組みを進める必要がある点は今後の

課題であると考える。以上より、本事業によって発現した効果の持続性は中程度と判断で

きる。

41 約 600-700 時間を要した。
42 両発電ユニットともシリンダ内部の燃料噴射ポンプが破損した。原因は噴射ポンプ内に異物が混入した

ためとされている（異物の噛み込み）。数回にわたり原因調査･復旧作業が行われた。

図 15：調達された配電用変圧器

（リージェント変電所内）

図 14：配電制御室

（リージェント変電所内）
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4. 結論及び教訓・提言

4.1 結論

本事業は、内戦により荒廃したフリータウンにおいて電力供給の安定化を目的に、発電設

備の調達・据付、発電所建屋の建設、変電所新設、配電線の敷設等を行った。事業開始前

及び事後評価時において、本事業は電力が重点分野とされている「貧困削減戦略書」

（PRSPII）の政策や発電設備の増設・供給量の増大などの開発ニーズとの整合性が認めら

れ、妥当性は高い。本事業後もフリータウン及び周辺地域における総電力需要は依然とし

て供給能力を上回っているものの、キングトム発電所への発電ユニット 2 基の調達・据付

により、本事業は電力供給体制の改善に寄与している。一方、電化対象地区として選定さ

れた郊外のリージェント地区の電化世帯数は、当初世界銀行の事業で据付予定であった一

部配電盤に未整備があったため計画比で低迷している。本事業による電力供給全体への貢

献に加え、キングトム発電設備運営の安定化等を踏まえると、有効性・インパクトは中程

度である。事業期間は計画どおり、事業費は計画内に収まったため、効率性は高い。実施

機関の運営維持管理上の組織面には特に大きな問題は見受けられない。一方、主に同財務

面において赤字が続き、実施機関は財務改善に向けて取り組みを進める必要があるため、

持続性は中程度である。

以上より、本事業の評価は高いといえる。

4.2 提言

（シエラレオネ側への提言）

・NPA ではスペアパーツの調達に時間を要することもあるが、発電機の安定的な運転確保

のためには迅速に運営維持管理予算を配賦し、調達・配備も滞りなく行うことが重要と考

えられる。

・フリータウン及び周辺地域にとって最大の電力供給源であるブンブナ水力発電所が火力

発電所の相互補完電源として正常に稼働するよう、「シ」国中央政府は可及的速やかに適切

に復旧に向けた取り組みを進めることが望ましい。

・事後評価時において、世界銀行が新規事業の中でウィルバーフォース変電所における 33kV

配電盤の調達・据付を計画しているところ、NPA は可及的速やかに、かつ、不備がないよ

う同銀行と調整・協議を進めることが望ましい。

・「シ」国中央政府より NPA の赤字に対して補填が行われているが、NPA は財務改善・強

化に主眼を置いた経営改善計画を策定し、同計画に基づいて赤字の解消に努めることが望

ましい。
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4.3 教訓

・ウィルバーフォース変電所の33kV配電盤の調達・据付に関して、未実施が続いている間

は逸失便益が生じることになる。本事業実施中およびその後も、JICAはNPAと世銀両者の

協議や進捗について確認し、調達・据付が実現するよう調整を行った。しかし、結果とし

て事後評価時、配電盤の調達・据付は未実施のままである。従って、NPAはもちろん、JICA

も設計段階より調達・据付工事が当初の予定どおり実現するよう調整・協議を十分に行う

ことは検討に値したと考えられる。今後の類似案件においては、事業関係者間の意思疎通・

コンポーネントの調達・据付の進捗等について、計画時より十分に協議を行う必要がある

と考えられる。

以 上


