
事業事前評価表（開発計画調査型技術協力） 

作成日：平成 24年 9月 24日 

担当部署：産業開発・公共政策部 

  資源・エネルギー第一課 

１．案件名 

 スリランカ国 ピーク需要対応型電源最適化計画調査 

 The Project for Development Planning on Optimal Power Generation for Peak Demand in 

Sri Lanka 

２．協力概要 

（１）事業の目的 

スリランカ民主社会主義共和国（以下、スリランカ）において、ピーク対応型電源最適化計画

を作成することにより、適切な電源開発の策定に寄与する。 

 

（２）調査期間 

 2013 年 1月～2014 年 8月（計 20ヵ月） 

 

（３）総調査費用   約 2.2億円 

 

（４）協力相手先機関 

(a) 監督官庁：電力・エネルギー省（MOPE） 

(b) 事業実施機関：セイロン電力庁（CEB）系統・電源計画部 

 

（５）計画の対象（対象分野、対象規模等） 

  対象分野：電源開発計画 

  対象地域：スリランカ全土 

  裨益者：特にコロンボ都市圏住民 

３．協力の必要性・位置付け 

（１）現状及び問題点 

 スリランカ経済は、世界金融危機の影響により 2009 年の GDP 成長率は年率 3.5％程度まで減

少したものの、2009 年後半以降は、紛争終結に伴う復興需要による鉱工業及び運輸・通信業の

成長や観光業の回復が見られ 8％強の成長を達成し、今後も伸びが見込まれている。 

スリランカの人口は主要な港湾や国際空港が位置し、また、政治経済の中心地であるコロン

ボを含む西部州（大コロンボ圏）に全人口の約 30％が集中している。こうした社会・経済構造

から、特に大コロンボ圏における電力需要の集中への対応が喫緊の課題となっている。 

最近の電力需要は堅調な経済状況を背景に、ピーク需要が年率約 6.3%、販売電力量ベースで

同約 6.5%のペースで増加している 1

政府の開発政策を踏まえ、電力セクターの主管官庁であるセイロン電力庁（Ceylon 

Electricity Board、以下、「CEB」）では、長期電源拡張計画（2011－2025）を策定し、電力需

要予測と長期電源開発計画を示している。かつてスリランカでは国産エネルギーを有効活用す

べく水力中心の電源開発が進められ、1990年代半ばには発電電力量の 90%を水力が占めていた。

一方、水力発電は降水量に左右されやすくベース電源として不安定であることから、2000 年以

降は火力を主体とする電源構成への転換が図られてきた。2010 年において、水力と火力の発電

量の割合は均衡していたものの（水力 46％、火力 47％、再生可能エネルギー7％）、2011年は極

。電力需要の伸びを見据えつつ、2010 年に策定された開発

政策「マヒンダ・チンタナ（2010－2016）」では、今後安定した電力供給の確立を主要な目標と

している。 

                                                   
1 2000年 5,258GWh、2007年 8,276GWh。CEB, Long Term Generation Expansion Plan 2009-2022。 



度の雨不足により、水力発電が約 20％にまで落ち込み、火力発電が主力となった。CEBは今後、

安定した電力供給のため、燃料コストが低く安定的な発電が可能な石炭火力をベース電源とし、

水力はピーク対応に移行させるほか、液化天然ガス（LNG）、及び風力や太陽光等の再生可能エ

ネルギーを含むバランスのとれた電源構成を模索している。現在、ベース電源については開発

計画の事業化が進みつつある一方、ピーク対応電源の開発計画についてはこれから検討が必要

な状況にある 

CEB では特に大コロンボ圏におけるピーク需要対応型の電源開発の必要性が高まるなか、CEB

は既存の水力発電所のみでは将来のピーク需要への対応が不足するものと予想している。その

ため、国産エネルギー（水力）を有効活用したピーク需要対応や、今後見込まれる再生可能エ

ネルギー電源による出力変動の調整策も含め、揚水発電の導入を検討する意向を有している。

ピーク需要対応型の電源オプションとして揚水発電は一つの選択肢として考えられるが、スリ

ランカにおける電力需要の特性、既存の電源構成等を踏まえ、最適なピーク需要対応の観点か

ら揚水発電の導入の必要性や一般水力の運用による対応の可能性等、電源計画並びに最適な運

用の検討が必要とされている。 

 

（２）相手国政府国家政策上の位置づけ 

 「マヒンダ・チンタナ（2010－2016）」では、安定した電力供給を国全体に供給することを目

標としており、そのために持続可能な電源開発、電力サービスへのアクセスの改善、エネルギ

ーの効率的な活用、電力料金体制の改善に注力するとしている。本事業は、特にエネルギーの

安定供給の向上に資する。 

 

（３）他国機関の関連事業との整合性 

 スリランカの電力・エネルギーセクター開発における主なドナーは、アジア開発銀行（ADB）、

中国、イラン、JICA であり、これら 4 ドナーの援助額が、電力・エネルギーセクターへの援助

総額に占める割合は約 9割と大半を占めている。 

 中でも ADB は、送配電網拡充に積極的である他、発電コスト削減や地方電化、省エネルギー

による電力効率化も重視する等、JICA の関心分野と重複する部分があるが、ピーク対応を目的

とした電源開発計画についての支援は特段されていない。 

 一方、特に石炭火力を中心とする大規模電源開発への新興ドナーの参入が活発である。ノロ

ッチョライ石炭火力（計 900MW）については中国（エンジニアリング・サービスは 1994 年円借

款により実施）、トリンコマリー石炭火力（計 1,000MW）については CEB とインド企業の合弁事

業体により実施されている。また、新興ドナーである韓国も電力分野での協力を表明している。 

 

（４）我が国援助政策との関連、JICA国別事業実施計画上の位置づけ 

我が国の「対スリランカ国別援助方針」（2012年 6月）において経済成長の促進を重点分野と

して定め、経済発展の促進に寄与するインフラ整備を積極的に支援することとしている。また、

「対スリランカ国事業展開計画」においては、同重点分野における開発課題「成長のための経

済基盤整備」、協力プログラム「電力事情改善プログラム」に位置づけられることから、本事業

は経済発展に資する電力インフラ整備の一環の整備のための調査として意義がある。 

４．協力の枠組み 

（１）調査項目 

調査を以下の 3段階のステージ分けのうえ実施する。 

 Stage 1: 初期評価ステージ 

 Stage 2: ピーク対応型電源最適化計画策定ステージ 

 Stage 3: ピーク対応型電源計画候補（揚水発電含む）調査ステージ 

 

＜Stage 1> 初期評価ステージ 

(a) ピーク対応電源の比較 

a 関連情報収集（エネルギー政策、経済政策、電力政策） 



 エネルギー政策、経済政策、産業開発政策、電力政策 

 電力需要予測、系統計画、電力供給計画、電源開発計画の確認 

 再生可能エネルギー開発ポテンシャル（水力、風力、ソーラー、バイオマス） 

 電源開発の課題（中断や遅延事例及びその理由） 

 既設発電所の運転状況 

 水力（揚水）開発計画の基礎データの収集（包蔵水力、水文、地形、地質） 

 水力開発における環境関係情報（社会環境、自然生態系、地下構造物の環境影響） 

b ピーク対応電源の代替電源比較 

(b) 系統調査 

 

＜Stage 2＞ ピーク対応型電源最適化計画策定ステージ 

(a) 長期電力需給計画策定作業の改善 

a ピーク対応電源として、揚水発電の導入、揚水発電以外の考慮、及びその運用改善・

新規導入による経済性検討 

b ピーク対応電源の組合せによるピーク需要対応のための電源開発シナリオの検討（揚

水発電導入の妥当性検討） 

c 候補地点調査（地図調査及び現地踏査） 

(b) ピーク電力需給のシナリオ設定及び最適化検討 

a 系統安定運用のためのシナリオ検討及び最適化検討 

b 自然環境や地域社会に配慮したピーク対応型電源開発マスタープランの提案 

 

＜Stage 3＞ ピーク対応型電源計画候補（揚水発電含む）調査ステージ 

(a) 揚水開発ポテンシャル調査 

a ピーク対応型電源のスクリーニングのクライテリアの検討（技術・経済・環境面評価

基準、関連送電線）及び代替電源の比較検討、SEAの実施 

b 揚水開発に関する制度、政策面の課題抽出 

c 揚水開発の位置づけ整理、整合性確認 

(b) ピーク対応型電源（揚水発電所）開発計画策定 

a 長期電源開発計画、送電計画との整合性の検討 

b 有望計画地点の開発優先順位付け並びに開発有望地点の絞込み 

 

（２）アウトプット（成果） 

a ピーク対応型電源最適化計画が策定される。 

b ピーク対応型電源計画候補（揚水発電含む）を選定し、開発優先順位案を提案する。 

 

（３）インプット（投入）：以下の投入による調査の実施 

（a）コンサルタント（9分野／11人）（約 51人月） 

a 総括/電源開発計画 

b 水力開発計画（水力土木 A） 

c 水力開発計画（水力土木 B） 

d 地質 

e 水文・気象解析 

f 系統計画（A） 

g 系統計画（B） 

h 電気設備 

i 経済財務分析 

j 環境社会配慮（自然環境） 

k 環境社会配慮（社会環境） 

 



（b）その他 研修員受入れ 

  本邦研修（2週間程度）及び現地セミナー（1日程度） 

５．協力終了後に達成が期待される目標 

（１）提案計画の活用目標 

 スリランカ国内電力システムにおけるピーク対応電源導入（例えば揚水発電）に係る技術

面、経済面、環境社会配慮面を検討する実施可能性調査が行われる。 

  

（２）活用による達成目標 

 経済的開発と環境管理の調和。 

６．外部要因 

（１）協力相手国内の事情 

(a) 政策的要因：MOPE及び CEBによるピーク対応電源導入への方針が継続する。 

(b) 経済的要因：持続的経済発展に基づくピーク需要の伸びが継続する。 

(c) 社会的要因：治安が悪化しない。 

(d) 自然条件：水力発電所（揚水発電所）に適する条件（自然環境、水文、地質等）の候

補地を見出すことができる。 

 

（２）関連プロジェクトの遅れ 

  特に無し。 

７．環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

（1）環境社会配慮 

（a）カテゴリ分類： Ａ 

（b）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）に掲げる水力発電セ

クター及び影響を及ぼしやすい特性に該当するため。 

（c）環境許認可：本調査で確認 

（d）汚染対策：本調査で確認 

（e）自然環境面：本調査で確認 

（f）社会環境面：本調査で確認 

（g）その他・モニタリング：本調査で確認 

（h）気候変動対策：気候変動緩和策に位置付けられるか本調査で確認 

８．過去の類似案件からの教訓の活用（注）  

 インド国スリサイラム左岸揚水発電所建設事業の教訓として、早い段階で地質情報を収集す

ることの必要性を挙げており、本調査においても実施機関が適切なタイミングでの地質条件の

調査を開始するよう提言を盛り込むことを検討する。 

 

９．今後の評価計画 

（１）事後評価に用いる指標  

（a）活用の進捗度 

・ CEB の長期送電系統開発計画（2011－2020）に本調査による開発計画案が反映され、ピー

ク対応電源導入の実施可能性調査に着手される。 

（b）活用による達成目標の指標 

・ ピーク対応電源導入の実施可能性調査の中で、経済面、技術面のみならず、環境社会配慮

面の調査が行われ、ステークホルダー協議等が開催されたうえで計画検討が行われる。 

 

（２）上記（ａ）および（ｂ）を評価する方法および時期  

・調査終了３年後 事後評価 

・必要に応じてフォローアップ 

（注）調査にあたっての配慮事項 


