
事業事前評価表 

 

１．案件名 

国名：カンボジア王国 

案件名：プノンペン首都圏送配電網拡張整備事業（フェーズ２）（第一期） 

L/A 調印日：2015年 3月 30日 

承諾金額：3,816百万円 

借入人：カンボジア王国政府 (The Royal Government of Cambodia) 

 

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開発実績（現状）と課題 

カンボジア経済は、近年、縫製業、観光業、農業に牽引され、安定した成長を続けてい

る。2013 年は 7.4％の実質 GDP 成長率を達成しており、今後も引き続き高い成長が見込ま

れている。経済成長に伴い電力需要も急速に拡大し、2003 年から 2013 年までの発電・輸

入電力量は年平均 19.4％伸長しており、電力セクターにおける設備拡充が喫緊の課題とな

っている。とりわけプノンペンは人口約 170 万人を抱え国内電力需要の約 7 割を占めてい

る経済の中心地であり、同地区における電力の安定供給はカンボジア電力公社（EDC）にと

って最優先課題となっている。しかし、現在、送変電・配電設備の容量不足や系統制御シ

ステムの未整備から、停電エリアが大きくなり、また、復旧に長時間を要する状況にある。

この状況を改善し、電力需要の増加に対応するためには、送変電・配電設備の増強は不可

欠であり、早急な取り組みが必要である。 

(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 

カンボジア政府の掲げる第三次四辺形戦略において、「電力開発」は、四本柱の一つであ

る「インフラの開発」に含まれる重点分野として位置付けられている。また、「国家戦略開

発計画」（2014-2018年）においても電力セクターは優先課題分野の一つに位置付けられて

おり、この中で政府は、成長に必要となる十分な電力の安定供給のため、低コスト・高技

術の電源開発のさらなる拡大と送配電網の拡充に高い優先順位を付している。 

(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「対カンボジア王国国別援助方針」（2012年）において「経済インフラの整備」

は重点分野として位置付けられており、「海外からの民間投資促進のため重要な要素である

安定的な電力供給システム（中略）の支援に優先的に取り組む」としている。対カンボジ

ア国 JICA国別分析ペーパーにおいても、電力セクターでは新規電源開発は独立系発電事業

者（IPP）を中心に進んでいることから、JICA は電力需要が高まっている首都圏を中心に

電力供給の安定性向上のため、送配電網の増強と共に、設備の運営・維持管理能力強化を

継続的に支援することが重要であると分析している。 

電力セクターへの支援実績としては、円借款「メコン地域電力ネットワーク整備事業」

により、カンポット-シハヌークビル間の基幹送電線を建設した（2014 年 11 月完成）。ま

た、2014年 7月には、プノンペン中心部の電力安定供給確保を目的とした「プノンペン首

都圏送配電網拡張整備事業」（以下、「フェーズ１」）について L/A が調印された。フェーズ

１では、プノンペン中心部の送変電設備の増強を行う。本事業においては、フェーズ１同

円借款用 



様に送変電設備を増強し、さらに高圧の 230kV 送電線を初めて郊外からプノンペン中心部

に敷設することでプノンペン首都圏の電力供給能力及び安定性向上を図る。なお、技術協

力「送変電システム運営能力強化プロジェクト」（2013 年 1 月～2015 年 9 月）を実施中で

ある。 

(4) 他の援助機関の対応 

カンボジアの電力セクターに対しては、世界銀行が地方電化基金（REF）により地方電化

支援を行った。また、アジア開発銀行（ADB）、ドイツ、中国等も、グリッドの拡張による

地方電化支援等を行っている。 

(5) 事業の必要性 

本事業は、カンボジアの課題、先方政府の開発政策に合致しており、我が国の援助方針

に合致することから、JICA が本事業の実施を支援する必要性及び妥当性は高い。 

 

３．事業概要 

(1) 事業の目的 

本事業は、首都プノンペンにおいて、変電所の新増設、送電線・配電線の敷設により、

首都圏の電力供給の安定性を高め、もってカンボジアの経済発展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 

プノンペン首都圏 

(3) 事業概要 

1) 変電設備（2箇所新設、2箇所増設）、送配電網拡張（230kV及び115kV架空送電線敷設、

230kV地中送電線敷設、22kV配電線敷設） 

2) コンサルティング・サービス（基本設計、詳細設計、入札補助、施工監理等） 

(4) 総事業費 

26,587百万円（うち、円借款対象額：20,475 百万円、今次借款額：3,816 百万円） 

(5) 事業実施スケジュール 

2015 年 3 月～2021 年 1 月を予定（計 71 ヶ月）。施設供用開始（2020 年 2 月）をもって

事業完成とする。 

(6) 事業実施体制 

 1) 借入人：カンボジア王国政府 (The Royal Government of Cambodia) 

 2) 保証人：なし 

 3) 事業実施機関：カンボジア電力公社 (Electricité du Cambodge: EDC) 

 4) 操業・運営／維持・管理体制：カンボジア電力公社（EDC） 

(7) 環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1) 環境社会配慮 

① カテゴリ分類：B 

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）に掲げる影響を及ぼしやすいセクター・特性及び影響を受けやすい地

域に該当せず、環境への望ましくない影響は重大でないと判断されるため。 

③ 環境許認可：本事業に係る初期環境影響評価（IEIA）報告書が作成済であり、2015

年 3月中に環境省へ提出され、同年 4月に承認予定。 



④ 汚染対策：工事中は大気質、騒音等について、コントラクターにより散水による土

埃の飛散防止、低騒音装置・工法の導入などの対策がとられ、供用後の廃棄物につ

いては、廃棄物処理業者による適切な処理が行われるなどの対策により、環境への

望ましくない影響は最小限とされる予定。 

⑤ 自然環境面：事業対象地域は国立公園等の影響を受けやすい地域、またはその周辺

に該当せず、自然環境への望ましくない影響は最小限である。 

⑥ 社会環境面：本事業は約 4.6 haの用地取得、及び 3世帯の非自発的住民移転を伴う。

住民協議及びステークホルダー協議では特段の反対意見は出ておらず、今後 JICA

環境ガイドライン及び同国国内法に沿って住民移転・用地取得が行われる予定。 

⑦ その他・モニタリング：本事業は、工事中は EDC の監理の下、コントラクターが大

気質、騒音等について、供与後は EDC が廃棄物等についてのモニタリングを実施す

る予定。 

2) 貧困削減促進：特になし 

3) 社会開発促進：特になし 

(8) 他スキーム、他ドナー等との連携：技術協力「送変電システム運営能力強化プロジェ

クト」により EDC の送変電設備の運用・維持管理能力の強化を行っており、その成果が本

事業で設置する設備の運用・維持管理に活かされることが期待できる。 

(9) その他特記事項：特になし 

 

4. 事業効果 

(1) 定量的効果 

1) 運用・効果指標 

指標名 対象設備 基準値 
目標値（2022 年） 

【事業完成 2 年後】 

変圧器設備稼働率

（％） 

ナショナル・コントロール・センター - 98 

トゥールコック変電所 - 99 

送電端電力量 

（MWh／年） 

ナショナル・コントロール・センター - 89,104 

トゥールコック変電所 - 90,119 

変電所全停電回数

（回／年） 

GS5 変電所 - 0 

ナショナル・コントロール・センター - 0 

 

2) 内部収益率 

以下の前提に基づき、本事業の経済的内部収益率（EIRR）は 15.4％、財務的内部収益

率（FIRR）は 11.1％となる。 

【EIRR】 

費用：事業費（税金を除く）、運営・維持管理費 

便益：代替電力調達費用削減 

プロジェクト・ライフ：25年 

 

 



【FIRR】 

費用：事業費、運営・維持管理費 

便益：売電収入 

プロジェクト・ライフ：25年 

(2) 定性的効果：国内電力供給安定化、投資促進・産業活性化等 

 

5. 外部条件・リスクコントロール 

既存送変電設備の老朽化等に伴う電力ネットワークの機能不全。自然災害。 

 

6. 過去の類似案件の評価結果と本事業への教訓 

(1) 類似案件の評価結果 

タイ「地方配電網増強事業」の事後評価結果等では、配電システムの運営が高度化する

に伴い、職員の技能を強化するニーズが強まっているため、配電システムの自動化を踏ま

えて、職員の能力強化を進め、本事業で整備したインフラの一層の活用を図ることが望ま

しいとの教訓を得ている。 

(2) 本事業への教訓 

本事業においても維持管理を担う EDC の送電部及びビジネス・配電部の職員の一層の能

力強化が求められることから、2013年 1月より、技術協力「送変電システム運営能力強化

プロジェクト」を開始し、EDC の送変電設備の運用・維持管理能力の強化を行っている。

2014 年 11 月現在までに、設備の保守基準を制定し、点検業務の運用を開始した。またト

レーナー認定基準の制定、トレーナーの育成、技術移転を実施した。今後は、自主的に運

用改善を実行できる体制作りを目指し、基準の見直し検討、組織内教育体制の強化を図る。 

 

7. 今後の評価計画 

(1) 今後の評価に用いる指標 

1) 変圧器設備稼働率（％） 

2) 送電端電力量（MWh／年） 

3) 変電所全停電回数（回／年） 

4) 経済的内部収益率（EIRR）（％） 

5) 財務的内部収益率（FIRR）（％） 

(2) 今後の評価のタイミング 

事業完成後 2年後 

以 上  


