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スリランカ 

コロンボ市配電網整備事業 

外部評価者：三州技術コンサルタント株式会社 

川畑 安弘 

０．要旨 

本事業は、コロンボ市において、2005 年予測負荷レベル 350MW に対応するため、

配電網の強化、システムロスの低減等を行うことにより、安定的な電力供給を図り、

もってコロンボ市地域の経済活動促進に寄与することを目的としていた。本事業の実

施はスリランカの開発政策、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。効率性については、当初の事業概要はほぼ計画通りに実施された。しか

しながら、11kV/低圧工事については、事業予算の制約のため、調整のし易い配電線

の数量を変更し、事業概要を修正している。本事業は、事業費が計画を上回り、事業

期間が計画を大幅に上回ったため、効率性は低い。他方、本事業下での配電網の強化

工事（アウトプット）は計画どおり実施され、送配電ロスも低減されたことにより、

停電時間も大幅に低減された。結果、安定的な電力供給実現にも貢献しており、コロ

ンボ市地域の経済活動促進に寄与していることから、本事業の実施により概ね計画ど

おりの効果の発現が見られ、有効性・インパクトは高い。本事業の維持管理は体制、

技術、財務状況ともに問題なく、本事業によって発現した効果の持続性は高い。  

以上より、本事業の評価は高いといえる。 

１．事業の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

      事業位置図            ケラニッティッサ変電所内部 

 

1.1 事業の背景 

スリランカは、審査時点（2001 年）で過去 5 年間（1996 年～2000 年）、約 5％/年

の経済成長率を達成し、工業化の進展、家電製品の普及及び地方電化の拡大等から発

電電力量も同時期、約 6.8％/年の伸びを示していた。しかしながら、電力需要が年率

約 7％のペースで増加している一方、発電設備容量は 1999 年時点で、1,691MW しか

なく、供給量不足に陥っていた。また、1999 年には、渇水のために水力発電量が制限

され、エアコン使用制限や計画（及び計画外）停電等を発生する状況にあった。この
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ような不安定な電力供給状態は、国民生活や投資等経済活動にとっても大きな制約要

因となっていた。 

こうした事態に対して、スリランカ政府は「6 ヵ年開発計画」及び「公共投資計画」

において、老朽化及び発電能力拡大に対応するため、送変配電設備の整備と電化率向

上等の電力セクターの主要課題を明確にし、電力の安定供給を図るための諸対応策を

計画していた。 

 

1.2 事業概要 

コロンボ市において、2005 年予測負荷レベル 350MW に対応するため、配電網の強

化、システムロスの低減等を行うことにより、安定的な電力供給を図り、もってコロ

ンボ市地域の経済活動促進に寄与する。本事業位置図を図 1 に示す。 

 

  

                注：太線は 132kV 地中送電線。出典：セイロン電力庁 

図 1 事業位置図 
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円借款承諾額/実行額 5,959 百万円/5,957 百万円 

交換公文締結/借款契約調印 2001 年 10 月/2001 年 12 月 

借款契約条件 金利 2.20％、返済 30 年（うち据置 10 年）、複合（本

体分） 

金利 0.75％、返済 40 年（うち据置 10 年）、複合（コ

ンサルタント分） 

借入人/実施機関 スリランカ民主社会主義共和国/セイロン電力庁  

貸付完了 2012 年 4 月 

本体契約 ABB AG（独）、Siemens AG（独）、ビスキャス（日本） 

コンサルタント契約 Fichtner GMBH & Company KG.（独）/電源開発 （日

本）/東電設計（日本） 

関連調査（ﾌｨｰｼﾞﾋﾞﾘﾃｨｰ･ｽﾀﾃﾞ

ｨ：F/S）等 

・F/S：“Development Plan for Electricity Network in 

Colombo City： Development Plan”、Worley 

International Ltd.（ニュージーランド）,1997 年 

・JICA 開発調査「全国送電網整備計画調査」1997

年 

関連事業 技術協力： 

・電力セクターマスタープラン調査（2004 年～2006

年） 

円借款： 
・大コロンボ圏送配電損失改善事業（L/A 調印：2013
年） 

その他国際機関等： 

・アジア開発銀行：Power Sector Development 

Project（2005） 

 

2.  調査の概要 

2.1 外部評価者 

 川畑 安弘（三州技術コンサルタント株式会社） 

 

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：2014 年 7 月～2015 年 5 月 

 現地調査：2014 年 9 月 13 日～9 月 28 日、2014 年 12 月 7 日～12 月 20 日 

 

3．評価結果（レーティング：B1） 

3.1 妥当性（レーティング：③2） 

3.1.1 開発政策との整合性 

審査当時（2000 年）運用されていた「6 ヵ年開発計画」（1999 年～2004 年）及び「公

共投資計画」（1999 年～2001 年）において、電力セクターの主要課題として、効率性

                                                   
1 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
2 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
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と信頼性の向上、需要に見合った発電能力の拡大、施設の老朽化及び発電能力拡大に

対応すべき送変配電設備の整備と電化率の向上、料金制度の合理化等が掲げられてい

た。その内、特に重点の置かれた課題は、1）バランスの取れた電源開発（「水主火従

型」→「火主水従型」への転換）、2）送配電網の整備、3）電力セクター改革の進展（電

力セクター全体の効率化、財務・経営強化、信頼性の強化や民間投資の促進）及び 4）

地方の電化率向上であった。また、審査時点での配電網関連の整備は、各州の電力需

要予測を基に策定された「中圧配電網開発計画」（1995 年～2005 年）に従って整備が

進められていた。 

事後評価時点では、2010 年に策定された「マヒンダ・チンタナ」の改訂版（「将来

ビジョン」）において、経済構造変革により、2016 年までに、2010 年時点の経済規模

を倍増（国民一人当たりの GDP が US4,000 ドル）する目標が掲げられている。同時

に都市地方間格差の拡大を避けるべく、バランスの取れた経済成長を図るとしている。

電力セクターに関しては、改訂版「マヒンダ・チンタナ」の第 3 章において、2012 年

末までに全ての世帯に停電の無い電力供給を行うため、必要な措置（配電網の敷設を

含む）を取るとともに、高品質、信頼性の高い、停電の無い電力供給を実現するため、

中低電圧配電網の整備・改良を推進するとしている。さらに、2020 年までに発電コス

トの一番低い方法で全ての必要な発電所を建設することにより、増加し続ける電力需

要に対応すべく諸措置を講じるとしている。 

審査時及び事後評価時点において、本事業の実施はスリランカの開発政策に整合し

ている。 

 

3.1.2 開発ニーズとの整合性 

審査時、本事業対象地域のコロンボ市の配電用変電設備は、老朽化が激しく、急激

な負荷量増大に対応出来ない状態にあった。（当時の負荷レベルは 231MW であり、

2005 年には 350MW で増大すると予測されていた。）このような状況の下、コロンボ

市の停電時間（1999 年に於いて）は 8.5 時間/年/需要家と日本の約 80 倍となってお

り、信頼度の低いものとなっていた。そのため、スリランカの社会経済開発を促進す

る上で、コロンボ市の老朽化した配電網を整備し、信頼度を向上させることで、電力

の安定供給を早急に達成することは極めて重要であり、早急に取り組むべき課題とさ

れていた。 

事後評価時（2014 年）、スリランカでは、過去 4 年間（2010 年～2013 年）の年平均

7.5％の経済成長もあり、電力需要が増加しており、需要増加に対応すべく電源開発が

活発に進められている。しかしながら、送配電網の整備は需要に追いつかず、送配電

ロスの改善及び送配電容量の増強が事後評価時でも課題となっている。特に、同国経

済活動の中心地、大コロンボ圏（同国 GDP の約 5 割を占める）の電力消費量が毎年約

10％で増加している状況の下、既存の送電・変電施設の容量では増加しつつある電力

需要に対応出来ない状況にある。さらに、送配電負荷増大に伴う、送配電ロス増大へ
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の対応も喫緊の課題となっている。（出典：「大コロンボ圏送配電損失率改善事業」事

業事前評価表） 

配電網の強化及びシステムロスの低減等を行うことにより、安定的な電力供給を図

る本事業は、審査時及び事後評価時において、開発ニーズに整合している。 

 

3.1.3 日本の援助政策との整合性 

審査時の「スリランカ国別援助方針」（1999 年）において、次の 5 分野が重点分野

とされていた。1）経済基盤の整備・改善、2）鉱工業開発、3）農林水産業開発、4）

人的資源開発、及び 5）保健・医療体制の改善。特に経済基盤の整備・改善について、

スリランカの産業振興には、立ち遅れている運輸、電力、通信等の基盤整備が不可欠

であり、コロンボ周辺地域を中心としつつも全国的なネットワーク形成を考慮して援

助協力を進めるとしており、本事業は当時の援助方針に合致していた。 

 

以上より、本事業の実施はスリランカの開発政策、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 効率性（レーティング：①） 

3.2.1 アウトプット 

本事業におけるアウトプット（計画及び実績）を表 1 に示す。 

 

表 1 アウトプット比較（計画/実績） 

 

 審査時点での事業概要 事業完成時点での事業概要 

工事 1)  132kV 工事 

・ 132kV 変電所増設 3 箇所（プライマリー変

電所 “C”、ケラニッティッサ・グリッド変

電所、コロナワ・グリッド変電所） 

・ 132kV 送電線新設 8km 

 

2)  33kV 工事 

・ 33kV 変電所増設 1 ヶ所（プライマリー変

電所 “H”） 

3)  11kV/低圧工事 

・ 11kV 配電線新設及び取替え 130km 

・ 11kV コンパクト型配電用変電所新設 100

ヶ所 

・ 11kV RMU（地上設置型開閉器）取替え 50

箇所 

・ 低圧配電線新設 40km 

・ 低圧分岐箱新設 200 箇所 

・ 11kV 変電所遮断器取替え 474 箇所 

 

4)  その他 

・ SCADA（遠隔監視制御システム）設置 

 

1) 132kV 工事 

・ 132kV 変電所増設 3 箇所    計画通り 

 

 

 

・ 132kV 送電線（地中線）新設 9.3km ほぼ計画通り 

2) 33kV 工事 

・ 33kV 変電所増設 1 ヶ所  計画通り 

 

3) 11kV/低圧工事 一部若干の変更あり 

・ 11kV 配電線新設及び取替え 82km   

・ 11kV コンパクト型配電用変電所新設 40 ヶ所 

・ 11kV RMU（地上設置型開閉器）取替え 380 箇所 

・ 低圧配電線新設 16km 

・ 低圧分岐箱新設 72 箇所 

・ 11kV 変電所遮断器取替え 175 箇所 

ファイバー光通信ケーブル 77km（配電自動化のた

めに必要なケーブルで、当初は SCADA の項目に入

っていた。） 

 

4) その他（配電自動化） 

・ SCADA（遠隔監視制御システム）設置 計画通り 
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コンサル

テ ィ ン

グ・サー

ビス 

1) 詳細設計及び入札補助 

2) 施工監理 

3) 実施機関の技術者の訓練 

4) 環境対策 

5) その他 

 

外国人専門家：154M/M 

 ローカル専門家：180M/M 

 

1) 詳細設計のレビュー及び入札補助 に変更 

2) 施工監理          計画通り 

3) 実施機関の技術者の訓練   計画通り 

4) 環境対策          計画通り 

5) その他         

外国人専門家：161M/M 

 ローカル専門家：213M/M 

 

出典：JICA 提供資料、実施機関からの聞き取り調査結果 
 

当初の事業概要はほぼ計画通りに実施された。ただし、審査時に合意された「コン

サルタントが詳細設計を実施、請負業者が機器供給/据付工事」というスキームは、

JICA の同意を受けた上で、実施機関の意向に沿ったターンキー方式3に変更されたた

め、コンサルタント業務の一部について、「詳細設計の実施」から、「請負業者が設計

した設計のレビュー」に変更されている。また、11kV/低圧工事については、数量に

変更が生じている。その理由は事業予算の制約のため、調整のし易い配電線の数量を

変更し、事業概要（数量、項目）を修正したことによる。これらの変更は合理的であ

り、適切と考えられる。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

 変電所”H”外部設備          変電所”H”内部 

                            

3.2.2 インプット 

3.2.2.1 事業費 

審査時に積算された総事業費は 7,945 百万円で円借款額は 5,959 百万円であった。

事業費実績額は 9,919 百万円（うち円借款部分は 5,957 百万円）であり、計画を上回

った（対当初計画比 125％）。 

事業費増加の主な理由は、工事費見積もりは 2001 年に実施されたが、実際の工事が、

計画の 2003 年開始から 2008 年開始にずれ込んだため、その間の物価上昇（特にケー

                                                  
3 鍵を回せば設備が稼働する状態にして引き渡すという意味での一括 請負契約方式。（実態は、詳

細設計及び機器供給/据付工事が一体となったデザイン・ビルド方式と言える） 
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計画の 2003 年開始から 2008 年開始にずれ込んだため、その間の物価上昇（特にケー

ブルの主材料である銅の価格）による。 

 

表 2 事業費比較（計画/実績）          

 （単位：百万円） 

出典：JICA 提供資料 

為替レート：審査時点：1 ルピー=1.44 円  1US$ =112 円 

工事期間中平均（2008.10-2012.6）1 ルピー=0.76 円、1US$ =87 円、1EUR=118 円 

プライス・エスカレーション：外貨 0.8％ 内貨 2.8％ 

予備費：10％ 

コスト積算基準時期：2001 年 2 月   

注 1：数値は 4 捨 5 入のため、合計は合わないことがある。  

注 2：当初の調達パッケージ 

パッケージ A：132kV 変電所増設 2 箇所 

パッケージ B：132kV 変電所増設 1 箇所、132kV 送電線新設 8km 

パッケージ C：33kV 変電所増設 1 ヶ所、11kV 配電所新設及び取替え 130km、コンパクト型

配電用変電所新設 100 ヶ所、低圧配電線新設 40km、低圧分岐箱新設 200 箇所 

パッケージ D：11kVRMU 取替え 50 箇所、11kV 変電所遮断器取替え 474 箇所、SCADA（遠

隔監視制御システム）設置  

 

3.2.2.2 事業期間 

当初予定の事業実施期間は 2001 年 12 月（L/A 調印）より 2006 年 8 月（工事完成）

までの 57 カ月であったが、実際は 2001 年 12 月より 2012 年 6 月（工事完成）までの

127 ヶ月であり、対計画比 223％で計画比を大幅に上回った。 

 

 

 

 

 

 

項目 

計画値 実績値 

円借款 

（外貨） 

内貨 合計 円借款 

（外貨） 

内貨 合計 

自己 

資金 

円借款 合計 円借款 自己 

資金 

円借款 合計 円借款 

・工事 3,525 0 1,010 4,535 4,535 3,738 2,707 1,123 7,568 4,861 

1. パッケージ A - - - - - - - - 1,685 - 

2. パッケージ B - - - - - - - - 2,390 - 

3. パッケージ C - - - - - - - - 2,750 - 

4. パッケージ D - - - - - - - - 743 - 

プライス・エスカレ
ーション 

87 0 88 175 175 - - - - - 

 予備費 362 21 97 479 459 - - - - - 

・コンサルティング 

サービス  
407 0 16 423 423 633 0 223 856 856 

・税金  0 1,391 0 1,391 0 0 853 0 853 0 

・用地取得 0 115 0 115 0 0 0 0 0 0 

・管理費その他 0 459 0 459 0 0 402 0 402 0 

・建中金利 367 0 0 367 367 234 0 0 234 234 

・サービスチャージ - - - - - 6 0 0 6 6 

      合計 4,748 1,986 1,211 7,945 5,959 4,611 3,962 1,346 9,919 5,957 
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表 3 事業期間比較（当初計画および実績） 

 

 計 画 

（ L/A 調印時） 
実 績 

コンサルタント選定 2002.01 – 2002.09 2003.03 – 2005.07 

用地取得 2001.02 – 2001.12  

工事入札 2002.10 – 2003.06 2006.02 – 2008.04 

工事 2003.07 – 2006.08 2008.10 – 2012.06 

・パッケージ A 2008.10 – 2012.02 

・パッケージ B 2009.06 – 2011.01 

・パッケージ C 2008.10 – 2011.01 

・パッケージ D   2008.11 – 2012.06 

コンサルティング・

サービス 

2002.10 – 2006.04 2005.09 – 2012.03 

     出典：JICA 提供資料 

    注：数字は年・月  

 

事業期間延長の主な理由は次のとおりである。 

 

1）当初計画では、2002 年 9 月までにコンサルタントが選定される予定になってい

たが、実際には約 35 ヶ月遅延し、2005 年 7 月に選定が完了。選定の遅れは上述

のように、借款調印後、実施機関の意向で、機器供給/据付工事がターンキー方

式に変更になったため、コンサルタントの業務内容が変更になり、その変更に伴

う事務手続き等のプロセスに時間を要したことによる。 

2）工事入札は、当初、9 ヶ月で完了することになっていたが、実際には、27 ヶ月

を要し、約 18 ヶ月の遅延が生じた。なお、コンサルタント選定及び工事入札に

おける遅延は、当初予定のセイロン電力庁（以下、「CEB」という。）のプロジェ

クト・ダイレクターが配置されない等、適切な事業実施体制が確立されなかった

ため、国際競争入札（コンサルタント選定及び工事）の手続き・承認業務が円滑

に実施されなかったことが主要因と思われる。 

3）工事期間は当初、38 ヶ月と想定されていたが、実際には、一番時間を要したパ

ッケージ D の工事期間は 44 ヶ月であり、若干、計画より長くなっている。長期

化の理由は工事業者のスコープに「ターンキー方式」への変更に伴う詳細設計が

追加されたことによる。 

 

以上より、本事業は事業費が計画を上回り、事業期間が計画を大幅に上回ったため、

効率性は低い。 

 

3.2.3 内部収益率 

審査時点で便益を特定するのは極めて困難であるとの理由で、内部収益率の算定は

されていない。従って、事後評価時点での算定も行われていない。 
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3.3 有効性4（レーティング：③） 

3.3.1 定量的効果（運用・効果指標） 

本事業のアウトカムは、配電網の強化及びシステムロスの低減等を行うことによ

り、安定的な電力供給を図る事であるため、以下、その定量的効果を検証する。 

 

（1）コロンボ市の売電量 

コロンボ市の過去 4 年間の売電量（GWh）を表 4 に示す。なお、審査時点で想定

されていた送電端電力量に関してのデータが入手出来ないため、送電端電力量とほ

ぼ同じ変動を示す売電量で運用効果を検証する。 

 

表 4 コロンボ市での売電量 

 

                              （単位：GWh） 

 基準年 目標値 実績値 実績値 実績値 実績値 

 2000 年 

 

2010 年 

当初事業完

成 4 年後 

2010 年 2011 年 2012 年 

事業完成年 

2013 年 

事業完成 

1 年後 

売電量 786 1,479 1,170 1,239 1,247 1,244 

出典：JICA 提供資料、CEB 年報（2011）、CEB 提供資料 

注 1：当初の本事業完成予定年：2006 年 8 月 

 

コロンボ市の売電量は基準年と比較し、2013 年現在、約 58％増加しているが、

過去 3 年間は約 1,240GWh でほぼ一定している。なお、当初事業完成 4 年後の目標

値と 2013 年の実績値を比較すると、約 14％、売電量は低い。 

 

（2）コロンボ市における停電時間 

コロンボ市における過去 4 年間の停電時間を表 5 に示す。 

 

表 5 コロンボ市における停電時間 

 

                           （単位：時間/年/顧客） 

 基準年 目標値 実績値 実績値 実績値 実績値 

 2000 年 

 

2010 年 

当初事業完

成 4 年後 

2010 年 2011 年 2012 年 

事業完成年 

2013 年 

事業完成 

1 年後 

停 電 時

間 

8.7 6.5 0.64 0.3 0.34 n/a 

出典：JICA 提供資料、CEB 年報（2011）、CEB 提供資料 

注 1：当初の本事業完成予定年：2006 年 8 月 

 

コロンボ市における停電時間は基準年（2000 年）と比較し、2012 年時点ではわ

ずか 0.34 時間/年/顧客となり、激減している。 

 

                                                   
4 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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（3）コロンボ市における送配電ロス率 

コロンボ市における送配電ロス率を表 6 に示す。 

 

表 6 コロンボ市における送配電ロス率 

 

                                （単位：％） 

 基準値 目標値 実績値 実績値 実績値 実績値 

 2000 年 

 

2010 年 

当初事業完

成 4 年後 

2010 年 2011 年 2012 年 

事業完成年 

2013 年 

事業完成 

1 年後 

送電ロ

ス率 

 不明  

9.0 

 

3.11 1.99 2.02 2.59 

配電ロ

ス率 

9.5 9.78 9.55 8.59 8.50 

出典： CEB 提供資料 

注 1：当初の本事業完成予定年：2006 年 8 月 

注 2：2010 年における目標値は送電及び配電一体のロス率  (JICA 提供資料) 

 

コロンボ市における送電ロス率は 2011 年に一旦、大きく改善されたが、その後、

悪化している。しかしながら、配電ロス率については、本事業の主要項目（配電網

の強化）が完成した 2011 年から、大きく改善している。 

 

3.3.2 定性的効果 

（1）配電設備の過負荷状況緩和 

 2013 年のスリランカ全土の電力設備容量（Installed Capacity）は 3,362MW であっ

た。一方、最大需要（Maximum Demand）は 2,164MW であり（出典：CEB Statistical 

Digest 2013）、配電設備の過負荷状況は緩和されていると推測される。なお、本事業

による変電能力増強による貢献は約 79MW である。 

 

本事業による定性的効果（安定的な電力供給）を検証するために、以下の要領で

受益者調査5を実施した。 

 

受益者調査結果： 

1) 停電発生回数の低減 

   停電発生回数の低減に関する調査結果を図 2 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
5サンプル数：計 100（コロンボ市住民、公務員（16％）、民間企業従業員（24%）、ビジネスマン（会
社/事業経営者、15％）、自営業（12％）、主婦（10％）、学生（14％）、その他（9%）、男性（64％）、
女性（36％）、方法：質問票調査 
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           注：（ ）内数字は低減の程度を表示 

図 2  停電発生回数の低減 

 

調査回答者の 91％が、本事業完成後（2012 年）、停電発生回数は低減したと認識

しており、その認識度合いは約 71％が大幅に低減もしくは一定程度低減としている。 

 

2) 停電時の停電時間の短縮 

停電時の停電時間の短縮に関する調査結果を図 3 に示す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：（ ）内数字は短縮の程度を表示 

 

図 3  停電時の停電時間の短縮 
 

調査回答者の 75％が、本事業完成後（2012 年）、停電時の停電時間は短縮された

と認識しており、その認識度合いは約 61％が停電時の停電時間は大幅に短縮もしく

は一定程度短縮としている。 

 

3) 電力供給信頼度の改善 

電力供給信頼度の改善に関する調査結果を図 4 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30%

41%

20%

9%

大幅に低減 （30％）

一定程度低減（20％）

若干低減（5％）

あまり変わらない

0% 50% 100%

24%

37%

14%

25%

大幅に短縮 （30％）

一定程度短縮（20％）

若干短縮（5％）

あまり変わらない

0% 50% 100%
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注：（ ）内数字は改善の程度を表示 

 

図 4 電力供給信頼度の改善 
 

調査回答者の 88％が、本事業完成後（2012 年）、電力供給の信頼度は高まったと

認識しており、その認識度合いは約 84％が電力供給の信頼度は大幅にもしくは一定

程度高まったと認識している。 

 

3.4 インパクト 

3.4.1 インパクトの発現状況 

本事業のコロンボ市地域の経済活動促進への貢献に関して、電力販売量のカテゴリ

ー別比率の経年変化及び経済活動状況についての情報収集をおこなった。その結果を

表 7、表 8 に示す。 

 

(1)電力販売量のカテゴリー別比率の経年変化 

電力販売量のカテゴリー別比率の経年変化を表 7 に示す。 

 

表 7 電力販売量のカテゴリー別比率の経年変化 

 
                                               （単位：％） 

 2005 年 2011 年 2012 年 2013 年 

一般家庭 33.1 33.7 33.6 32.8 

宗教団体 0.6 0.5 0.5 0.5 

一般目的 17.3 19.2 19.5 19.4 

ホテル - 1.6 1.5 1.6 

産業 33.7 31.2 31.4 31.5 

政府機関 - - - 0.8 

LECO への販売 14.2 12.6 12.4 12.3 

街燈 1.1 1.1 1.0 1.0 

出典：CEB Statistical Digest 2011, 2012, 2013 

注 1：一般目的：商店、事務所、銀行、倉庫、病院、学校等 

注 2： LECO：Lanka Electricity Company 

 

本事業実施前と実施後の電力販売量のカテゴリー別比率については大きな変化は

見られない。 

37%

47%

4%

12%

大幅に改善 （30％）

一定程度改善（20％）

若干改善（5％）

変わらない

0% 50% 100%
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(2) 経済活動状況  

スリランカの経済活動状況に関する指標を表 8 に示す。 

 

表 8 スリランカの経済活動状況に関する指標 
 

 2001 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 

経済成長率（国）（％） -1.55 8.02 8.25 6.34 7.30 

コロンボ市の企業数（社） - 3,211 3,428 - - 

コロンボ市の新規雇用者数（人） - 104,179 187,846 68,223 - 

コロンボ市の失業率（％） - 3.3 2.9 2.9 - 

貿易収支（百万＄） - -4,825 -9,710 -9,417 -7,609 

出典：IMF World Economic Outlook Databases, Sri Lanka Labor Force Survey Annual Report 

2010-2012, Department of Census and Statistics の各種 Annual/Statistical Report, CEB

提供資料 

  

 

スリランカの経済成長率は内戦が終結した 2009 年の 3.54％から 2010 年には 8.02％

へと上昇、その後も、経済成長は好調を維持している。また、失業率も 2012 年時点で

2.9％であり、日本の 2013 年時点での 4.03％と比較しても、低い。実施機関によると、

このような好調な経済活動を支えているのは、安定性のある電力供給実現を目的とし

ている本事業も一定程度、特に、コロンボ市地域での経済活動促進へ貢献していると

している。 

受益者調査結果： 

受益者調査によるコロンボ市地域の経済活動促進への貢献については、次のような

認識結果が得られた。  

 

1)ビジネス機会の増加 

ビジネス機会の増加に関する調査結果を図 5 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注：（ ）内数字は増加の程度を表示 

 

図 5  ビジネス機会の増加 
 

調査回答者の 71％が、本事業完成後、安定的な電力供給により、ビジネス機会は増

12%

54%

5%

29%

大幅に増加（30％）

一定程度増加（20％）

若干増加（5％）

あまり変わらない

0% 50% 100%
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加したと認識しており、その認識度合いは 66％の人が大幅に増加もしくは一定程度増

加と認識している。 

 

2)地域経済活動の促進 

地域経済活動の促進に関する調査結果を図 6 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注：（ ）内数字は促進の程度を表示 

 

図 6  地域経済活動の促進 

 

調査回答者の 75％が、本事業完成後、安定的な電力供給により、地域経済活動が促

進されたとしており、その認識度合いについては、66％の人が大幅に促進もしくは一

定程度促進と認識している。 

3.4.2 その他、正負のインパクト 

（1）自然環境へのインパクト 

審査時点で、本事業は事業区分6が地域特性、事業性格共に A 種要件に該当し

ないため、「円借款における環境配慮のための JBIC 環境ガイドライン」上、B 種

に分類されていた。また、本事業は配電線建設事業のため、スリランカ国内法令

上、EIA の作成は不要であった。工事中の環境問題としては、現場での交通処理

が想定され、事業実施中、施工監理コンサルタントによるモニタリングが実施さ

れることになっていた。 

実施機関によると、送電線ケーブル（延長約 9km）の現道への地下埋設工事に

よる交通処理問題（交通渋滞）は、工事を夜間工事（午後 8 時より午前 5 時まで）

に切り替えたため、大幅に軽減されたとしている。 

 

（2）住民移転・用地取得 

審査時点では、コンパクト型配電用変電所建設に当り、約 100 ヶ所（1 ヶ所当

                                                   
6
 カテゴリA：環境や社会への重大で望ましくない影響のある可能性を持つようなプロジェクトに適
用される分類。カテゴリB：環境や社会への望ましくない影響が、カテゴリAに比して小さいと考え
られるプロジェクトに適用される。 

 

 

10%

56%

9%

25%

大幅に促進 （30％）

一定程度促進（20％）

若干促進（5％）

あまり変わらない

0% 50% 100%
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り 4m2）の用地取得が計画されていた。しかしながら、取得箇所の過半数はコロ

ンボ市所有地で、特に用地取得上、問題はないとされていた。また、本事業実施

に伴う住民移転は想定されていなかった。 

事業実施中、コンパクト型配電用変電所はすべて公有地に設置されたため、用

地取得/住民移転は発生していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

     変電所 C 入り口            変電所 C 内部 

 

（3）その他の正負のインパクト 

   特になし。 

 

本事業下での配電網の強化工事は計画どおり実施され、送配電ロスも低減されたこ

とにより、停電時間も大幅に低減された。結果、安定的な電力供給実現にも貢献して

おり、コロンボ市地域の経済活動促進に寄与している。 

以上より、本事業の実施により概ね計画どおりの効果の発現が見られ、有効性・イ

ンパクトは高い。 

 

3.5 持続性（レーティング：③） 

3.5.1 運営・維持管理の体制 

審査時点（2001 年）では、2003 年に CEB の会社分割化が予定されていたが、2009

年に電力法（Electricity Act）が制定され、電力事業はライセンス制となった。CEB

は発電、送電、配電に係るライセンスを取得、分社化は実行されなかった。2014 年時

点の CEB の組織はコーポレート戦略、発電、送電、地域別の 4 配電、資産管理/集中

サービス、プロジェクト運営及び財務の計 10 部から成っている。本事業完成後の運

営・維持管理を直接、担当している部局は送電及び配電 1（コロンボ市）の 2 部であ

る。CEB の総職員数は 2013 年末時点で約 16,300 人である。 

送電部のコロンボ市地域の運営維持管理を担当する部署の組織を図 7 に示す。 
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図 7 送電部（コロンボ市地域）の運営維持管理を担当する部署の組織 

 

コロンボ市地域の運営維持管理を担当する部署には技師長（Chief Engineer）の下、

電気技師（Electrical Engineer）3 名、監督員（Supervisor）13 名、その他、事務員、

技術員、職工等を含め約 250 名が配置されている。 

 

配電 1 部（コロンボ市）の運営維持管理を担当する部署の組織を図 8 に示す。 
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図 8 配電 1 部（コロンボ市）の運営維持管理を担当する部署の組織 

 

配電 1 部（コロンボ市）の運営維持管理を担当する部署には 9 人の技師長（Chief 

Engineer）が配置されており、本事業で設置された機器/施設の運営維持管理を担当

するのは次の 3 人の技師長である：計画/開発担当（SCADA 担当を含む 5 人の電気技

師を監督）、運営担当（4 人の電気技師及び 1 人のマネージャーを監督）及び維持管理

担当（1 人の電気技師を監督）。配電 1 部（コロンボ市）で運営維持管理を担当する総

職員数は監督員、事務員、技術員、職工等も含め、約 150 名である。運営維持管理を

担当する部署の管理職員によると、送電、配電の運営維持管理に配員されている職員

数はいずれも適正としている。 

（出典：CEB Statistical Digest 2013、運営維持管理部門からの質問票への回答）  

 

現在の維持管理体制は適切に組織されており、職員数も概ね適切である。  

 

3.5.2 運営・維持管理の技術 

本事業で建設/敷設された施設の運営維持管理を担当する部署の管理職員によると、

送電部に関しては、技術職員の技能及び運営維持管理作業に必要とされる技術的能力

に関しては特に問題はないとしている。しかしながら、配電 1 部（コロンボ市）に関

しては、現時点では、研修を受講した一部職員が社内移動となったこと等もあり、若

干問題があるとしている。ただし、近い内に欠員ポストは補充される予定になってい

る。 

なお、技師（Engineer）になるためには、エンジニア協会の認定する「エンジニア」



 18 

の資格を取得する必要があるが、運営維持管理部門に配員されている技師（Engineer）

はいずれも同資格を有している。CEB に入社する技術職員については、入社時にオリ

エンテーション/研修が実施されるが、入社後も定期的に関連科目についての研修受講

が義務付けられている。送電部門に所属する技術職員の受講する科目の例としては、

サプライヤーが実施する変圧器、変電所オートメーション、防護制御、スウィッチギ

ア等に関する運用、維持管理方法及び一般原理等がある。研修期間は大体各コース 1-2

週間である。また、上述の機器/施設に関する運営維持管理のために必要なガイドライ

ン、マニュアル等も整備されている。 

配電１部に所属する技術職員の受講した科目の例としては、SCADA7の運用等に関

するインドでの研修（3～4 週間/コース）、変電所オートメーション・システムに関す

るドイツでの研修（5 日間）、ルーター8及び各種スウィッチに関するカナダでの研修

（10 日間）等がある。また、ガイドライン、マニュアルについても、SCADA 運用、

停電時管理システム、計画停電管理等に関するものを含め各種マニュアル等が整備さ

れている。 

また、定期点検については工事、施設/機器の敷設完了後間もないため、簡単な定期

的点検が主な作業である。 

適正な技能を有した技術者が配置されており、また、研修の実施やマニュアルの整

備についても適切に対応されており、特に問題はなく、本事業の効果を持続するにあ

たり技術的な課題は見られない。 

 

3.5.3 運営・維持管理の財務 

CEB 単体の過去 3 年間の収支状況は表 9 に示す通りである。 

 

表 9 CEB の収支状況 

                      （単位：百万ルピー） 

   2011 年   2012 年 2013 年 

総売上げ額  132,460 163,513 194,167 

直接費 151,449 222,420 166,926 

総利益 -18,989 -58,907 27,221 

運営管理費 1,636 2,997 2,597 

営業損益 -16,814 -57,679 29,730 

税引き前利益 -20,185 -61,447 18,594 

平均電力料金 

（ルピー/kWh） 

13.21 15.56 17.93 

出典：CEB’s Financial Statement 2011, 2012, 2013 

                   CEB Statistical Digest 2012, 2013 

注： 収支項目は主な項目のみ記載 

 

CEB の収支は 2011 年、2012 年の 2 年間、赤字となっているが、その主要因は同

                                                   
7 Supervisory Control and Data Acquisition（リモート監視・制御システム） 
8 データの送信経路を決定する装置 
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2 年間、十分な降雨が無かったため、水力発電所を定常的に運用出来なかったことで

ある。2013 年には十分な降雨があり、水力発電（全発電の約 60％を占めた）を運用、

ディーゼル油を燃料とする火力発電所の運用が低く抑えられ（全発電の約 30％を占め

た。なお、2012 年における火力発電の運用は全発電の約 60％を占めていた。）、直接

費（原価）を低減出来たことで、黒字に転じている。 

CEB は安定的な電力供給を図るため、近年「火主水従型」の発電整備を進めて来

たが、石炭を燃料（重油より安価）とするプタラム火力発電所の二期工事分（一期、

二期の合計で 90 万 kW）も 2013 年年末までにほぼ完成、この新設発電所をフル稼働

出来たことで安定的な電力供給が可能となった。また、電力料金平均価格が 2 年連続、

値上げされたことも 2013 年の収支で黒字に転じた大きな要因となっている。 

CEB 幹部の話によると、2014 年度の収支については、同年は降雨量が少なかった

こともあり、水力発電所の稼動が低く、前年の黒字から黒字幅が減少し、プラスマイ

ナスゼロになると予想しているとのことであった。また、もし赤字決算となった場合

は、政府の承認を得て、国立銀行（State Bank）より借り入れを行い、黒字決算とな

った時に返済することになるとのことであった。実際、2013 年には前年度までの借入

金の返済を行ったとしている。 

 

本事業完成後の運営・維持管理を直接、担当している送電部（コロンボ市）の運営

維持管理費の推移を表 10 に、配電 1 部（コロンボ市）の運営維持管理費の推移を表

11 に示す。 

 

表 10 送電部（コロンボ市）の運営維持管理費 

 

                      （単位：百万ルピー） 

 2011 年 2012 年 2013 年 

運営費 不明 不明 185 

維持管理費 不明 不明 25 

             出典：質問票への回答 

 

表 11 配電 1 部（コロンボ市）の運営維持管理費 

 

                     （単位：百万ルピー） 

 2010 年 2011 年 2012 年 

運営費 125 149 156 

維持管理費 115 77 90 

 出典：質問票への回答 

 

表 10 及び 11 に記載してある運営/維持管理費はいずれも実績値であり、送電部及

び配電 1 部とも定常的な運営維持管理を行う上では十分であったとしている。 

 

本事業対象施設の運営維持管理費は売上で十分に賄えており（2013 年）、運営維

持管理にかかる財務状況に概ね問題ないと考えられる。 
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3.5.4 運営・維持管理の状況 

本事業で設置された機器/施設の日常点検及び修繕については、各維持管理担当部署

もしくは外部業者により、適切に実施されている。しかしながら、SCADA に関して

の維持管理契約に関しては、現在、サプライヤーと契約交渉中である。 

事業完成後 2 年経過した段階で、機器により、細かい点/個所で不都合が見られる

ようになり、その対応策を検討中もしくは機器サプライヤーとすでにその対応を協議

中である。なお、これらの不都合は、送配電を停止する等の運用上、大きな障害とは

なっていないが、その例としては次のような項目が含まれる。 

 

・変電所内コントロールルーム室に設置のコンピューターの突然のフリーズ（マイ

ナーな問題） 

・配電 1 部（コロンボ市）が維持管理している主変電所 C のオートメーション・シ

ステムが計画通り機能せず、時々、自動的に停止、再起動する。 

 

事業完成後、1 年間の瑕疵担保期間は終了しているが、実施機関はサプライヤーと

今後予定されている導入機器との整合性も考慮した上で上記問題に対しての対応策を

協議中である。また、オートメーション・システムについては、機器のアップグレー

ドも必要であるため、次の JICA 融資事業（大コロンボ圏送配電損失率改善事業）に

含まれる予定になっている。 

 

本事業で設置された機器/施設の日常点検及び修繕については、各維持管理担当部署

もしくは外部業者により、適切に実施されている。なお、それら機器/装置は完成後、

2～3 年経過して、一部機器/装置に不具合が生じているが、現時点では、送配電を停

止する等の運用上、問題とはなっていない。また、不都合の見られる点/箇所の改善対

応策については、サプライヤーと協議中である。 

 

以上より、本事業の維持管理は体制、技術、財務状況ともに問題なく、本事業によ

って発現した効果の持続性は高い。 

 

 

4．結論及び提言・教訓 

4.1 結論 

本事業は、コロンボ市において、2005 年予測負荷レベル 350MW に対応するため、

配電網の強化、システムロスの低減等を行うことにより、安定的な電力供給を図り、

もってコロンボ市地域の経済活動促進に寄与することを目的としていた。本事業の実

施はスリランカの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致しており、妥
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当性は高い。効率性については、当初の事業概要はほぼ計画通りに実施された。しか

しながら、11kV/低圧工事については、事業予算の制約のため、調整のし易い配電線

の数量を変更し、事業概要を修正している。本事業は、事業費が計画を上回り、事業

期間が計画を大幅に上回ったため、効率性は低い。他方、本事業下での配電網の強化

工事（アウトプット）は計画どおり実施され、送配電ロスも低減されたことにより、

停電時間も大幅に低減された。結果、安定的な電力供給実現にも貢献しており、コロ

ンボ市地域の経済活動促進に寄与していることから、本事業の実施により概ね計画ど

おりの効果の発現が見られ、有効性・インパクトは高い。本事業の維持管理は体制、

技術、財務状況ともに問題なく、本事業によって発現した効果の持続性は高い。  

以上より、本事業の評価は高いといえる。 

 

4.2 提言 

4.2.1 実施機関への提言 

特になし。 

 

4.2.2 JICA への提言 

特になし。 

 

4.3 教訓  

（１）審査段階での審査内容（調達実施計画）の不十分なレビュー及び実施機関と

の協議 

上述したように、当初の事業概要はほぼ計画通りに実施された。しかしながら、

審査時に合意された「コンサルタントが詳細設計を実施、請負業者が機器供給/据

付工事」というスキームは、JICA の同意を受けた上で、実施機関の意向に沿った

ターンキー方式に変更されたため、コンサルタント業務の一部について、「詳細設

計の実施」から、「請負業者が設計した設計のレビュー」に変更されている。その

ため、その変更に伴う事務手続き（JICA 及び CEB）等のプロセスに時間を要した。

さらにそれに続く工事入札段階で、契約に含まれる業務内容及び工事調達パッケー

ジの事業概要の変更に伴い、関連部局（JICA 及びスリランカ政府）の承認に時間

を要したため、工期が大幅に遅延している。この事は、審査段階での調達実施計画

に関する実施機関との協議が不十分であったことを示唆している。特に、本案件の

ように発電・変電関連のプラント等を含む調達については、機器の供給（Supply）、

据付（installation）、試運転（commissioning）までを含む契約内容が一般的であるた

め、今後の同種の工事については、JICA の「Standard Bidding Documents under 

Japanese ODA Loans: Procurement of Plant Design, Supply and Installation, February 

2013 Version 1.1」の採用が推奨される。電力セクター事業では、供給される機器

に特殊な物品が多いため、発注者の配布する入札図書では、基本的で絶対的に必要
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な仕様項目を記載した概念設計図（Concept design）を提示し、詳細設計図面は応

札者に提出してもらうことが一般的である。 

審査段階での JICA と事業実施機関との調達実施計画に関し、調達方式

（International Competitive Bidding, National Competitive Bidding, ショッピング等）、

入札図書の様式/内容、調達パッケージ及び調達実施工程（調達各段階の所要時間

等を含む）についての協議・打ち合わせが不十分な場合、事業開始後、「調達」に

関しての変更が生じ、事業工程が遅延する等の問題が多々生じる。従って、審査段

階での調達実施計画に関する協議では、実施機関と上記の項目について詳細に協議

を行い、書面で合意しておく必要がある。 

 

 

以上  
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主要計画/実績比較 

項  目  計  画  実  績  

①  ア ウ ト プ ッ

ト工事  

1) 132kV 工事 

・ 132kV 変電所増設 3 箇所（プライマリー

変電所 “C”、ケラニッティッサ・グリッ

ド変電所、コロナワ・グリッド変電所） 

・ 132kV 送電線新設 8km 

 

2) 33kV 工事 

・ 33kV 変電所増設 1 ヶ所（プライマリー

変電所 “H”） 

3) 11kV/低圧工事 

・ 11kV 配電線新設及び取替え 130km 

・ 11kV コンパクト型配電用変電所新設

100 ヶ所 

・ 11kV RMU（地上設置型開閉器）取替え

50 箇所 

・ 低圧配電線新設 40km 

・ 低圧分岐箱新設 200 箇所 

・ 11kV 変電所遮断器取替え 474 箇所 

 

 

 

 

4) その他 

・ SCADA（遠隔監視制御システム）設置 

 

1) 132kV 工事 

・ 132kV 変電所増設 3 箇所    計画通り 

 

 

 

・ 132kV 送電線（地中線）新設 9.3km ほぼ計画

通り 

2）33kV 工事 

・ 33kV 変電所増設 1 ヶ所  計画通り 

 

3）11kV/低圧工事 一部若干の変更あり 

・ 11kV 配電線新設及び取替え 82km   

・ 11kVコンパクト型配電用変電所新設 40ヶ所 

・ 11kV RMU（地上設置型開閉器）取替え 380

箇所 

・ 低圧配電線新設 16km 

・ 低圧分岐箱新設 72 箇所 

・ 11kV 変電所遮断器取替え 175 箇所 

・ ファイバー光通信ケーブル 77km（配電自動

化のために必要なケーブルで、当初は

SCADA の項目に入っていた。） 

 

4) その他（配電自動化） 

・ SCADA（遠隔監視制御システム）設置 計

画通り 

 

 コンサルティン

グ・サービス  

1) 詳細設計及び入札補助 

2) 施工監理 

3) 実施機関の技術者の訓練 

4) 環境対策 

5) その他 

 

 外国人専門家：154M/M 

 ローカル専門家：180M/M 

1）詳細設計のレビュー及び入札補助に変更 

2) 施工監理          計画通り 

3) 実施機関の技術者の訓練   計画通り 

4) 環境対策          計画通り 

5) その他         

 

外国人専門家：161M/M 

 ローカル専門家： 213M/M 

②  期間  

 

 2001年12月～2006年8月  

（57ヶ月）  

2001年12月～ 2012年6月  

（127ヶ月）  

③事業費  

  外貨  

  内貨  

  合計  

 うち円借款分  

  換算レート  

 

4,748百万円  

3,197百万円  

7,945百万円  

5,959百万円  

    1Rs ＝1.44円  

（ 2001年2月時点）  

 

   5,308百万円  

3,197百万円  

9,919百万円  

5,957百万円  

1Rs ＝ 0.76円     

（2008年10月～2012年6月平均）  
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