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平成 24 年度 円借款中間レビュー報告書 
 

評価者：種田 博（OPMAC 株式会社） 
現地調査時期：2012 年 10 月 

 
案件名：インドネシア「国有電力会社発電業務改善事業」（L/A No. IP-537） 
 
[借款概要]  
承諾額／実行額 ：4,498 百万円／184 百万円（2012 年 7 月末時点） 
借款契約調印日 ：2007 年 3 月調印 
当初完成予定日 ：2013 年 9 月 
変更後完成予定日 ：2015 年 4 月 
貸付実行期限 ：2018 年 1 月 
実施機関 ：インドネシア国有電力会社（Perusahaan Listrik Negara (Persero) PLN） 
維持管理機関 ：(1) データ収集システム 本事業で設立される情報収集維持管理センター（GENCO Shared Service Center：GSSC） 

(2) 変電コンポーネント：PLN のジャワ・バリ系統の運営・維持管理を担う送変電・給電部門（P3B ジャワ・バリ）。 
本コンポーネントは PLN の自己資金による実施を JICA と協議中。 

 
 
[事業目的] 
国有電力会社及び発電子会社への発電業務改善システムの導入、職員向け研修の実施及びジャワ・バリ系統の変電設備の更新を行うことによ

り、インドネシア全系統における発電所の効率的な運用及びジャワ・バリ系統設備の信頼性向上を図り、もって同国の投資環境改善を通じた

経済発展に寄与するもの。 
 
コンサルタント ：日本工営（株） 
コントラクター1 ：（未調達） 

                                                        
1 コンサルタント、コントラクターは、JICA 年次報告書業務統計「円借款の主な受注企業名・契約金額一覧（本体部分は 10 億円以上、コンサルティング・サービス部

分は 1 億円以上のみで記載）で既に公表されている場合は企業名及び国籍を記載。年次報告書業務統計に記載がない場合は、「現地企業等」あるいは「日本企業等」と

記載（JICA より提供）。 
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項目 事前評価時（2007 年） 
中間レビュー結果及び中間レビュー時に想定される 

事後評価内容 

[妥当性] 
 

(1) 開発政策との整合性 
エネルギー鉱物資源省が 2006 年 6 月に作成した 2006 年から

2026 年を展望する国家電力総合計画（RUKN）によれば、今後

電力需要は年平均約 6.9％で伸びる見込みであり、逼迫する電

力需給の緩和は急務であるとしている。さらに、RUKN では効

率的かつ自律的な電力セクターを構築するため、効率性、透明

性及び競争性の向上を基本理念とする構造改革が必要と認識

されている。 
また、インドネシア政府は競争的な電力市場を構築し、電力

セクターの効率改善を行うために、1998 年に電力セクター再編

政策を発表し、市場原理の導入や民間参入等の改革に着手し

た。その後新電力法の制定には至っていないものの、発電燃料

コストの削減を図りつつジャワ・バリ系統を中心とした新規電

源開発の促進を行っている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 開発ニーズとの整合性 
PLN は発電、送電、変電、配電について 32 か所のビジネス

ユニットで事業を展開しているが、基幹となるジャワ・バリ系

統の発電資産及び運営・維持管理については 1995 年に 2 つの

(1) 開発政策との整合性 
PLNは 2009年法律第 30号により電力供給に責任を持つ機関

として位置づけられている。 
PLN は国家電力総合計画（RUKN）を参考に、10 年間の電力

開発のための指針となる「電力供給事業計画（RUPTL）」を作

成している。また、RUPTL に基づき「長期 5 か年計画（RJPP）」
を策定し、具体的な年間の投資計画をたてている。RUPTL は

2011-2020 を対象とするものが最新であり、RJPP は 2011-2015
版が公表されている（間もなく 2012-2016 版が発表される）。 
現在まで本事業については継続して RJPP において主要プロ

ジェクトの一つとして位置づけられており、変更することは想

定されていない。また、世界銀行（世銀）の Enterprise Resource 
Planning (ERP) 、基幹業務システム導入プロジェクトについて

も同様である。 
また、RUPTL によれば、その目標の一つとして「より適切

な燃料混合により、生産コストを縮小する。石油燃料の使用を

削減し、2020 年には電気エネルギー生産全体における石油燃料

発電の割合を 2011 年の 21％から 1％にまで縮小することを目

指す」ことを掲げている。これは本プロジェクトが目指す「最

適な消費燃料構成を通じた発電原価の節減」に一致するもので

あり、本事業の重要性は維持されている。 
 

(2) 開発ニーズとの整合性 
PLN が直面している主要な課題は電力供給が不足している

地域（西部および東部）への対応、石油燃料を用いる発電所を

非石油系燃料の発電所に転換すること、いまだ電力を受けてい

ない地方の電化である。また、PLN における組織的な問題とし



 

 3

項目 事前評価時（2007 年） 
中間レビュー結果及び中間レビュー時に想定される 

事後評価内容 

発電子会社（ジャワ・バリ発電会社（PJB）およびインドネシ

アパワー社（IP））に分離し、効率化を進めている。しかし、

現状では発電原価の節減や設備稼働率の向上に対応する基礎

データの収集が十分でなく、信頼性が低いことから正確なデー

タ収集・分析体制の構築及び職員研修を通じた既設発電施設の

効率的な運用が必要となっている。 
また、ジャワ・バリ系統の変電設備の誤動作による大規模停

電が起きており、同設備の更新による系統の信頼性の向上が求

められている。 

て国からの補助金に依存しない財務体質の強化が言われて久

しい。 
本事業による正確なデータに基づく既設発電設備の燃料管

理等を通じた効率的運用や、変電設備の更新による信頼性の向

上は、供給力不足への対応や効率化に伴うコスト削減等を通じ

て今後の電力需要に応えるとともに、PLN の財務体質改善に貢

献する。 
特に本事業の対象となる発電子会社であるジャワ・バリ発電

会社（PJB）およびインドネシアパワー社（IP）は、インドネ

シアの最大の需要地であるジャワ島とバリ島における設備容

量の 7 割近くをカバーしており、特に石油系発電所の効率的運

用は最も重要な課題である。 
 

[有効性] 
 

(1) 定量的効果 
運用・効果指標等 
指標名 基準値 

（2006 年）

目標値（2018 年） 
事業完成 5 年後 

①データ収集システム（EAM システム）等コンポーネント 
EAM システムを通じて正確なデー

タを収集する発電所数（箇所） 
－ 19＊

発電運用・保守研修に係る受講者

数（人） 
－ 保守運用に関わる全職員＊

保守資機材費用削減（％） － 2.5
計画外停止時間削減（％） － 7.5
追加電力収入（百万円／年） － 61.5
石油燃料費用節減（百万円／年） － 122.8

 
 
 

(1) 定量的効果 
運用・効果指標等 
指標名 基準値 

（2006 年）

目標値（2018 年） 
事業完成 5 年後 

①データ収集システム（EAM システム）等コンポーネント 
EAM システムを通じて正確なデー

タを収集する発電所数（箇所） 
－ 19＊ 

発電運用・保守研修に係る受講者

数（人） 
－ 保守運用に関わる全職員＊ 

保守資機材費用削減（％） － 2.5 
計画外停止時間削減（％） － 7.5 
追加電力収入（百万円／年） － 61.5 
石油燃料費用節減（百万円／年） － 122.8 
注 1：＊事業完成 2 年後に目標達成を予定 
注 2：EAM: Enterprise Asset Management 
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項目 事前評価時（2007 年） 
中間レビュー結果及び中間レビュー時に想定される 

事後評価内容 
②変電コンポーネント 
遮断器の誤動作に起因する計画

外停電数（回／年） 
2 0＊

保護リレーの誤動作に起因する計

画外停電数（回／年） 
2 0＊

注 1：＊事業完成 2 年後に目標達成を予定 
注 2：EAM（Enterprise Asset Management）システム運用開始後、正確なデ

ータ収集・管理が可能となった時点で、基準値及び目標値を再度設定す

る予定。 
 

(2) 定性的効果 
① 発電業務に携わる人材の育成及び能力の向上 
② 発電データの統合管理による経営の効率化及び最適電源選

択の実現 
③ 正確な発電データを用いた効率的な系統運用の実現 
④ ジャワ・バリ系統設備の信頼度向上、投資環境改善 
 
(3) インパクト 
 
 
(4) その他効果の発現に影響を与える事項 
① 事業実施機関の運営体制・技術・財務 
≪EAM システムコンポーネント≫ 
調達段階は PLN 本社の 3 部門（発電・燃料、販売・顧客サ

ービス、財務）の職員からなる特別チームが行い、事業実施中

は PLN および発電子会社（IP、PJB）の職員からなる事業実施

チームが行う予定。 
事業実施チームは世銀のパイロットプロジェクトの実施体

制を継承する予定。 

②変電コンポーネント 
変電コンポーネントは PLN の自己資金による実施を検討中のため、今回のレ

ビューにおいては対象から除外した。 
 
 
 
 
 
 

(2) 定性的効果 
EAM システムの運用により信頼のおける正確なデータが早

期に把握され、PLN の経営判断の迅速化につながることから、

審査時に想定された左記で挙げられている効果の実現は期待

できる。 
 
 
(3) インパクト 
定性的効果に同じ 

 
(4) その他効果の発現に影響を与える事項 
① 事業実施機関の運営体制・技術・財務 
≪EAM システムコンポーネント≫ 
現時点における体制はジャワ・バリ発電部門の長が責任者と

なり、その下で発電子会社（PJB および IP）からも職員が参加

して調達に対応するチームを構成している。ただし、調達手続

き（入札）が開始されていないことから、本体事業の実施体制

は PLN 内でまだ固まっていないが、世銀のプロジェクトでの

経験は共有できる体制にある。今後は本プロジェクトで雇用さ
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項目 事前評価時（2007 年） 
中間レビュー結果及び中間レビュー時に想定される 

事後評価内容 

 
 
 
 
≪変電コンポーネント≫ 

事業の実施はプロジェクト実施ユニット（PIU）が行い PLN
の送変電・給電部門（P3B ジャワ・バリ）が助言を行う予定 
 
 
 
② NGO・現地大学等との連携 
特になし 
 

③ 無償・技協との連携 
特になし 
 

④ 他ドナーとの連携 
世銀の「ジャワ・バリ系統再編・強化事業」においてパイロ

ット事業として PLN の送電部門の財務・人事部門への企業資

源計画（Enterprise Resource Planning: ERP）システムの導入が行

われている。 
本事業との相乗効果が期待される。 
 
 
 
 
 

れたコンサルタントが調達から実施、完成にいたるまで上記チ

ームに対し技術的な支援を行うことになっている。また、PLN
が全体の責任を負うことから実施段階での財務的な問題はない。 

 
≪変電コンポーネント≫ 

対象の機材である relay、circuit breaker については停電を避け

るためにも早急に更新する必要があり、PLN の自己資金による

実施を検討中。これによりプロジェクトの効果に影響を与える

運営体制・技術・財務上の問題はない。 
 
② NGO・現地大学等との連携 
特になし 

 
③ 無償・技協との連携 
特になし 

 
④ 他ドナーとの連携 
世銀の「ジャワ・バリ系統再編・強化事業」において PLN

の送電部門の財務・人事部門への改善プロジェクトである ERP
の導入が進んでいる。ERP はパイロット段階を経てスマトラ

島、スラウェシ島へと本格展開する段階へと移行しつつある。

EAM システムとの連携は ERP がより経営効率化という点に重

点を置くのに対し、EAM システムは技術面に重点を置くとい

う補完的な関係になる。 
また人材育成面においてもERPで行われる人材育成が、EAM

システムで行われる発電業務に係る技術系の人材強化とあい

まって、PLN 全体の能力の向上が図られる。 



 

 6

項目 事前評価時（2007 年） 
中間レビュー結果及び中間レビュー時に想定される 

事後評価内容 

⑤ 環境影響 
カテゴリーC 
 

⑥ 用地取得 
特になし 
 

⑦ 運営・維持管理機関の体制・技術・財務 
≪EAM システムコンポーネント≫ 
本事業により設立される情報収集維持管理センター（GSSC）

が運営・維持管理を行う。（GSSC は 2013 年までに設立される

予定） 
 
≪変電コンポーネント≫ 

PLN の P3B ジャワ・バリが維持管理を行う予定。 
 

⑤ 環境影響 
特になし 

 
⑥ 用地取得 
特になし 

 
⑦ 運営・維持管理機関の体制・技術・財務 
≪EAM システムコンポーネント≫ 

GSSC の設立を含めた今後の運営・維持体制についての議論

が PLN 内部で行われており、現時点で決定されたものはない。 
 
≪変電コンポーネント≫ 

PLN の自己資金による対応を検討中であり、維持管理は当初

通り P3B となる見込。 

[効率性] 
 

(1) アウトプット 
(a) 機材 
 
 
 
≪EAM システム等コンポーネント≫ 
① EAM システムの導入 
② 発電所端末装置の設置・更新 
③ GSSC の設立 
④ ネットワーク容量の増強 
⑤ 発電所運用・保守業務改善のキャパシティービルディング 
 

(1) アウトプット 
(a) 機材 
中間レビュー時点においては、下記の業務について事前資格

審査（PQ）書類の最終化を進めている段階であった。 
 
≪EAM システム等コンポーネント≫ 
① EAM システムの導入 
② 発電所端末装置の設置・更新 
③ GSSC の設立 
④ ネットワーク容量の増強 
⑤ 発電所運用・保守業務改善のキャパシティービルディング 
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項目 事前評価時（2007 年） 
中間レビュー結果及び中間レビュー時に想定される 

事後評価内容 

≪変電コンポーネント≫ 
① 変電設備の更新 
 
 
(b) コンサルティング・サービス 
① 概念設計 
② 入札補助 
③ 施工監理 
 
 
 
 
 
 
 
(2) インプット 
① 事業費（百万円） 
 
 
項目 全体 借款対象 
EAM システム等コンポーネント  3,241 2,648
変電コンポーネント 897 897
プライスエスカレーション 413 276
物的予備費 228 192
コンサルティング・サービス 485 485
一般管理費 218 0
税金 526 0
合計 6,008 4,498

 

≪変電コンポーネント≫ 
① 変電設備の更新 
前述の通り、PLN の自己資金による実施を検討中。 

 
(b) コンサルティング・サービス 
① 概念設計：終了 
② 入札補助 

PQ 書類の作成支援、PQ およびその後の入札から契約までの

実施支援を行う。 
これに対し PLN 側は本事業のために調達の責任者を 1 名指

名しており、また、コンサルタントのカウンターパートとして

2 名配置している。それぞれ取締役会の管理下にある。 
③ 施工監理 

入札を経て契約者が決まり工事に着工してから開始される。 
 
(2) インプット 
① 事業費（百万円） 
コンサルティング・サービス費用は実績。その他はまだ調達

が開始されていないため当初見積を記載している。 
項目 全体 借款対象 
EAM システム等コンポーネント 3,241 2,648 
変電コンポーネント 897 0 
プライスエスカレーション 413 276 
物的予備費 228 192 
コンサルティング・サービス 485 485 
一般管理費 218 0 
税金 526 0 
円借款未使用部分 － 897 
合計 6,008 4,498 
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項目 事前評価時（2007 年） 
中間レビュー結果及び中間レビュー時に想定される 

事後評価内容 

② 事業期間 
 
 
 
 
 
 
1) コンサルタント選定 

2007 年 1 月～9 月（9 ヶ月） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) コンサルティング・サービス 
2007 年 10 月～2013 年 9 月（72 ヶ月） 
 
 

 
 
 
 

② 事業期間 
2007 年 3 月に L/A を調印したが、PLN 内部における Board of 

Commissioner の承認（2008 年 1 月）、国有企業省および財務省

による PLN に対する Sub-Loan Agreement（転貸契約）の承認

（2008 年 11 月~12 月）に時間がかかり、コンサルタントショ

ートリストの JICA による同意が 2009 年 2 月となった。 
 
1) コンサルタント選定 

2009 年 3 月～2010 年 5 月（15 ヶ月） 
プロポーザル評価結果の JICA による同意は 2009 年 9 月であ

ったが、1 社（日本工営）だけの入札になったことから単価、

Man Month（人・月）に関する契約交渉に時間を要した。また、

PLN の社長交代、組織改革などが 2010 年初旬にあり PLN 側の

決裁が遅れ、契約締結が 2010 年 5 月となった。 
この結果、コンサルタントの選定は当初見込みより 2 年 8 ヶ

月の遅れとなっている。このうちコンサルタント選定に至るま

での遅れが 2 年 2 ヶ月、コンサルタント選定に係る遅れが 6 ヶ

月である。 
 

2) コンサルティング・サービス 
2010 年 7 月～2016 年 6 月（予定）（72 ヶ月） 
システム完成は 2015 年 5 月。その後のシステム改善のため

の事後監理業務終了が 2016 年 6 月を見込んでいる。この予定

で実施されると、コンサルティング・サービスの終了は 2 年 9
ヶ月の遅れとなる。 
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項目 事前評価時（2007 年） 
中間レビュー結果及び中間レビュー時に想定される 

事後評価内容 

3) 調達期間 
2007 年 8 月～2009 年 7 月（24 ヶ月） 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4) EAM システム等導入 

2009 年 8 月～2013 年 9 月（50 ヶ月） 
 
 

5) 変電設備更新 
2008 年 12 月～2010 年 4 月（17 ヶ月） 
 

6) 職員向け研修 
2009 年 8 月～2013 年 9 月（50 ヶ月） 
 
 

(3) 内部収益率 
FIRR：12.4％ 
費用：事業費、運営・維持管理費 
便益：電気料金収入増加、保守資機材費用削減、IT 追加投資

費用削減、石油燃料費用節減 

3) 調達期間 
2012 年 12 月～2013 年 9 月（予定）（10 ヶ月） 

PQ 書類審査に 1 年を要したため PQ 開始が遅れた。これは

IT システムの開発について円借款業務では事例が少なく、書類

内容の確認が多岐にわたり、IT 企業の参加資格を判定する基準

の設定に時間を要したためである。 
PQ 実施は 2012 年 12 月～2013 年 1 月、その後の本体入札は

2013 年 3 月～6 月と想定している。 
この予定では調達期間の終了時で当初予定より 4 年 2 ヶ月の

遅れとなる。 
 
4) EAM システム等導入 

2013 年 10 月～2015 年 5 月（予定）（20 ヶ月） 
事前評価時の予定より 1 年 8 ヶ月の遅れとなる。 

 
5) 変電設備更新 
本円借款の対象外となった。 

 
6) 職員向け研修 

2013 年 11 月～2015 年 5 月（予定）（19 ヶ月） 
事前評価時の予定より 1 年 8 ヶ月の遅れとなる。 

 
(3) 内部収益率 
現時点では計算ができないため対象外。 



 

 10

項目 事前評価時（2007 年） 
中間レビュー結果及び中間レビュー時に想定される 

事後評価内容 

プロジェクトライフ：30 年 
 

EIRR：13.4％ 
費用：事業費（税金除く）、運営・維持管理費 
便益：電気料金収入増加、保守資機材費用削減、IT 追加投資

費用削減、石油輸出収入増加 
プロジェクトライフ：30 年 

 
変電設備の更新は、定量化が困難であることから含まれてい

ない。 
 

[教訓及び 
提言] 
 

JICA 業務への教訓 
 コンサルタント選定時におけるコンサルタント業務に関する委託条件（Terms of Reference：TOR）内容の充実 
本事業において導入する EAM システムは日本においては中部電力が採用しているが、一般的に普及しているとはいえない。 

実施機関が作成する Request for Proposal（RFP）に含まれるコンサルタントの TOR の情報が充実していないと、プロポーザルを

作成する応札コンサルタントの対応にも制約が生じることから、EAM システムのように技術的な詳細が必要と思われる調達に

ついては、実施機関が TOR を作成する段階から、例えば有償資金協力専門家による調達支援等を行うことを検討するなど、留

意が必要である。 
 
 IT プロジェクトに関する調達審査・支援の強化 
今回のプロジェクトでは通常のハードインフラを想定した二札入札方式を採用している。 

一方で、先行する IT システム導入プロジェクトである世銀の ERP（2003 年 6 月に借款契約調印）では、二段階入札を行ってい

る。これは IT 技術の進歩が速いことから、技術仕様の提案を踏まえて実施機関側が最終的な仕様を決めた上で入札を行う方が、

効率的・効果的な入札を行えるという利点を踏まえたものである。 
IT システム導入型プロジェクトにおいては、IT 技術革新のスピードも視野に入れつつ、実施機関との間で十分な検討・協議

を踏まえて適切な入札方式を適用することが重要である。 
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項目 事前評価時（2007 年） 
中間レビュー結果及び中間レビュー時に想定される 

事後評価内容 
（注）二段階入札とは「応札者は第一に、最小限の操業および性能要求等に基づき価格抜きの技術プロポーザルを提出する。技術面・商業面におけ

る明確化、調整を踏まえて入札書類が修正された後、第二段階として応札者は最終的技術札と価格札を提出する」という入札方法をいう。 
 

[事後評価時

用設定指標] 
事前評価時に想定した指標 
(1) EAM システムを通じて正確なデータを収集する発電所数

（箇所） 
(2) 発電運用・保守研修に係る受講者数（人） 
(3) 保守資機材費用削減（％） 
(4) 計画外停止時間削減（％） 
(5) 追加電力収入（百万円／年） 
(6) 石油燃料費用節減（百万円／年） 
(7) 遮断器の誤動作に起因する計画外停電数（回／年） 
(8) 保護リレーの誤動作に起因する計画外停電数（回／年） 
(9) 内部収益率（％） 

 

変電コンポーネントについては前述の通りであり、その他に

ついては PLN 側から異論はない。 
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