
１－１　協力の背景と概要

カンボジア王国（以下、「カンボジア」と記す）では、急速な経済成長に伴い、電力需要も

2003 ～ 2010 年の間に年平均 20％以上の高い伸びを示すなど急増しており、これに対応するた

め、安定的な電力供給体制の構築が課題となっている。カンボジアの電気事業のうち、発電分

野については、主として独立系発電事業者（Independent Power Producer：IPP）が担い、系統運

用を含む送配電分野については、唯一の国営電気事業者であるカンボジア電力公社（Electricité 
du Cambodge：EDC ）が担っている。EDC では、全国高圧送電網の整備を計画しており、現在

ベトナム社会主義共和国から輸入した電力を、プノンペンを中心とする南部地域に供給するた

めの送電網や、新規に完成する IPP の発電所からの電力を同地域に供給する送電線等を整備中

である。さらに 2012 年 1 月には、中央給電指令センター（National Control Center：NCC）が建

設され、電力系統を適切にコントロールし経済的かつ高品質な電力供給を行う系統運用業務を

実施するための体制も整備されつつある。

わが国は、2006 年より有償資金協力「メコン地域電力ネットワーク整備事業（カンボジア成

長回廊）」によってシアヌークビル・カンポット間の送電線建設を支援している。また、JICA
が実施した「カンボジア国電力セクター基礎情報収集・確認調査」（2012 年 3 月）によると、

EDC では職員研修施設を EDC 電力大学（Institute of Electrical Science：IES）へと組織強化する

など、人材育成に注力しているものの、これら新規に整備された送変電設備の運用、維持・管

理に関する能力・経験を有する職員育成には、さらなる取り組みを進める必要性が指摘されて

いる。

このような状況の下、カンボジア政府は送変電システムの運営維持管理の強化をめざした技

術協力プロジェクトの実施をわが国政府に対して要請した。これを受けて、JICA は 2012 年 6
月に「送変電システム運営能力強化プロジェクト」（以下、「本プロジェクト」）の詳細計画策定

調査を実施し、2013 年 1 月より 2 年 9 カ月の予定で本プロジェクトは開始された。

１－２　協力内容

送変電システムの運営維持管理の強化に向け、① EDC の送変電設備運用・維持管理能力の向

上、及び② EDC の新たな系統運用業務の実施基盤の整備をめざす技術協力プロジェクトである。

（1）上位目標

プノンペン連系系統地域で電力が安定的に供給される。

１．案件の概要

国名：カンボジア王国 案件名：送変電システム運営能力強化プロジェクト

分野：電力 援助形態：技術協力プロジェクト
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源エネルギーグループ第一チーム

協力金額（評価時点）：3 億 3,700 万円

協力期間

（R/D）：2013 年 1 月～

2015 年 9 月

（延長）：－

（F/U）：－

先方関係機関：カンボジア電力公社（EDC）

日本側協力機関：－

他の関連協力：－

評価調査結果要約表

i



（2）プロジェクト目標

プノンペン送変電連系系統内で電力が安定的に供給される。

（3）成果

1 ．プノンペン送変電連系系統内における EDC の送変電設備の運用・維持管理能力が向上

する。

2 ．EDC の計画・スケジューリングから日々の実運用に至るまでの新たな系統運用業務の

実施基盤が整備される。

（4）投入（評価時点）

1）日本側

短期専門家派遣：延べ 15 名（55 人 / 月）長期専門家：1 名（24 人 / 月）

研修員受入：延べ 36 名（うち C/P　24 名）機材供与：約 2,670 万円（22 万 6,994 USD）

ローカルコスト負担：約 1,150 万円（10 万 414 USD）

日本側：総投入額　3 億 3,700 万円

2）カンボジア側

カウンターパート（C/P）配置：延べ 36 名　ローカルコスト負担　6 万 6,110 USD（約

790 万 9,400 円）

土地・施設提供：EDC 本社及び NCC 内のプロジェクト執務室、訓練用鉄塔設置用地の提

供

３－１　実績の確認

＜成果 1 ＞

送電分野は、巡視・点検（定期・臨時）、修繕、作業安全に関する基準・ルールが作成・承認

され、新しい点検項目に沿って、EDC 所有の鉄塔 326 基（全体の 20％）及び電柱 505 基（全体

の 43％）の点検作業が実施された。この結果、累計 1,031 件の不具合が発見されたが、補修計

２．評価調査団の概要
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３．評価結果の概要
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画に基づき緊急度に応じて対応がとられたため事故を未然に防いでいる。変電分野は、「変電設

備点検基準」及び「油中ガス分析（Dissolved Gas Analysis：DGA）による変圧器修理・取替ガ

イドライン」が作成・承認され、EDC 所有の変圧器全 20 台の DGA 試験が実施された。全変電

設備 1,104 機器のうち 25 機器（4 施設）で普通点検が実施され、43 件の不具合が発見されたが、

緊急度に応じて対応がとられており、設備事故は未発生のうえ今後の補修計画も作成されてい

る。また、EDC IES では、合計 6 名の送変電分野のトレーナーがプロジェクトで導入した認定

評価基準に基づいて認定され、研修教材を作成し研修を実施している。

＜成果 2 ＞

系統運用については、給電運転、停電作業調整、需給計画、電圧調整など系統運用業務関係

の基準が作成・承認され、基準に基づき、EDC では初めてとなる系統運用計画が策定された。

関係部門間の情報伝達・共有、連携はおおむねスムーズに行われている。系統保護リレーにつ

いては、系統保護継電装置設置基準、同整定基準や業務ルールが作成・承認され、EDC で初と

なるインピーダンスリスト・故障電流マップが作成された。系統運用状況変更に伴う同リスト・

マップの更新及び、各設備の保護リレー整定の再検討と不適切箇所の見直しを行うことで事故

の未然防止につながっている。また、EDC IES では、合計 4 名の保護リレー分野のトレーナー

がプロジェクトで導入した認定評価基準に基づいて認定され、研修教材を作成し研修を実施し

ていると同時に、C/P は新たに 1 名のトレーナーを育成している。

＜プロジェクト目標の達成度＞

送電線への飛散物（トタン板）の発見・除去や、送電線碍子（がいし）の破損発見・補修、

保護区間の不整合の発見・既設リレーの整定見直し、などの事例が報告されている。これらを

放置すれば停電事故につながったが、プノンペン送変電連系系統内で、プロジェクト期間中に

変圧器の火災、電線の断線といった送変電設備における大きな事故やトラブルは発生していな

い。また、プロジェクトでまとめた停電統計の分析によれば、プロジェクトで定着しつつある

巡視・点検を確実に実施していれば不具合を発見し防げたと思われる停電事故は件数・時間と

もに減少した可能性が高いと報告されている。これらの指標達成状況から、プロジェクト目標

の達成度は高いと判断される。

３－２　評価結果の要約

（1）妥当性

妥当性は高い。プロジェクト開始以降のカンボジア政府の開発政策（第三次四辺形戦略）

の重点分野に変更はなく、本プロジェクトの方向性は現在の日本の対カンボジア協力政策

にも合致していることが確認された。また、カンボジアにおける今後の高圧線及び変電所

新規増設に伴った電力系統の拡大をかんがみると、巡視・点検技術の向上による予防維持

管理の強化、系統運用計画による電力供給信頼度の向上がもたらされたこの評価は高く、

本プロジェクトは受益者ニーズに対しても適切な対応であったと判断される。

（2）有効性

有効性は高い。送変電設備の巡視・点検作業にかかる基準、ルールの策定、技術の向上、

人材育成の強化（成果 1）並びに、保護リレー整定を含む系統運用にかかる計画策定、実

施基盤の整備、人材育成（成果 2）という 2 つの成果は、予防保全並びに電力供給信頼度

の向上、ひいては電力の安定供給という目標の手段として適切であり、ほぼ達成されている。
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また、プロジェクトはこれら 2 つの成果に加えて、電力の安定供給には欠かせない早期復

旧計画の策定も補足的に実施しており、これらの成果や補足活動は目標達成に貢献してい

る。プロジェクト期間中に、プノンペン送変電連系系統内で、送変電設備における大きな

事故やトラブルは発生しておらず、停電時間、停電回数も減少される見込みであることから、

プロジェクト目標は協力期間内に達成される見込みである。今後のプロジェクトにおいて

は、ルールやマニュアルの規定どおり、基準やルール、業務プロセスを実状に合わせて定

期的に見直すプロセスにおいて、プロジェクトで行ったルール策定及び実務への適用を通

じて得た経験やノウハウを活用・強化することが望まれる。

なお、本プロジェクト終了後は、電力需要のさらなる拡大を見据え、EDC として「低廉

で安定的な電力供給」という高度な経営目標を設定することが望まれる。

（3）効率性

効率性は高い。活動実施に必要な日本側、カンボジア側からの投入はほぼ計画どおり行

われた。機材調達の遅れにより一部活動の開始が遅れたが、プロジェクト活動の延長は発

生しておらず成果は計画どおり発現している。また、通信回線の問題により設定値制御及

びデータ収集システム（Supervisory Control and Data Analysis：SCADA）の完全運用を前提

とした系統運用業務が実施できず、技術移転の内容・レベルに変更が生じたが、かえって

同システム運用以前に不足していた基礎能力の向上が図られる結果となりプロジェクト目

標に貢献したと考えられる。

（4）インパクト

インパクトは大きい。プノンペン市内の需要家 1 軒当たりの年間平均停電回数（System 
Average Interruption Frequency Index：SAIFI）、 年 間 平 均 停 電 時 間（System Average 
Interruption Duration Index：SAIDI）は終了時評価時点で減少傾向にあり、協力期間後もプ

ロジェクトで技術移転を受けた事業が継続されることで、上位目標達成（プノンペン連係

系統地域における電力の安定供給）に向けた正のインパクトが確認された。しかしながら、

カンボジアにおいては電力の安定供給をモニターする指標及びモニター対象地域が限定さ

れていることから、さらなる電力統計整備が求められている。なお、負のインパクトは特

段確認されていない。

（5）持続性

持続性は高い。プロジェクト開始以降のカンボジア政府の関連政策の重点分野に変更は

なく EDC に対する政策的な支援は継続される見込みである。EDC 送変電部は新たな送変

電設備に必要な人員強化を進めており、離職率も 1％程度と低いことから、組織面での持

続性は高く、EDC は近年収益を上げており財務状況も健全であることから、事業継続に必

要な財政面にも問題はみられない。ただし、EDC 送変電部は 2007 年に設立されたばかり

ということもあり各部門及び職員の役割・責任分担などが明確ではなく組織としては未成

熟な部分があり、本プロジェクトで作成され EDC で公式に承認された維持管理要則などに

定められた役割分担、業務手順を念頭においた組織の改編、強化が必要である。また、プ

ロジェクトの成果を EDC 送変電部内の共有にとどめるのではなく、送変電部内の関係部門

や、他部門、さらには系統運用の観点から、IPP にも共有、理解促進を図ることが持続性

をより高めるために効果的である。

技術面については、IES の認定トレーナーや送変電部 C/P による移転技術の普及は今後

iv



も継続される見込みであり、持続性は高いと見込まれる。

３－３　効果発現に貢献した要因

（1）計画内容に関すること

系統運用分野の研修をタイにて実施（第三国研修）したことで、ASEAN 諸国での電力

公社での見聞のなかから EDC がめざすべき技術基準レベルを明確に認識できるようになっ

た。

（2）実施プロセスに関すること

プロジェクトでは、各対象分野にかかる技術移転の基本方針及び計画を決定する前に

ベースライン調査を行い、決定後、日本人専門家と C/P により忠実に計画に沿って活動が

実施された。専門家派遣のタイミングや期間はプロジェクトの進捗に従って慎重に決定さ

れ、業務計画や内容も十分に事前に知らされていた。また、（短期）専門家チームの不在時

は EDC に常駐の長期専門家によって活動支援が行われ、進捗もモニタリングされていた。

EDC は効率的な技術移転を促すためにタイムリーに必要な投入を行った。これらに加え、

専門家チームの不在時に緊急的な技術移転が必要となった際には、JICA カンボジア事務所

及び本部の全面的な協力により、プロジェクトは TV 会議を利用したテクニカル・ミーティ

ングを開催するなど、プロジェクト全関係者による献身的な活動と支援がプロジェクトの

貢献要因といえる。

３－４　問題点及び問題を惹起した要因

（1）計画内容に関すること：該当なし

（2）実施プロセスに関すること

当初、本プロジェクトは、送変電システムの監視制御を目的に NCC による SCADA シス

テムを活用した系統運用業務に関する技術移転を行う計画であった。しかし、プロジェク

ト開始後、通信担当の日本人専門家が詳細に調査した結果、複雑な通信上の問題が判明し、

SCADA は全面的に稼働できない状態であることがわかった。EDC は外部からの協力を得

て現在も問題解決の努力を続けている。これによりプロジェクトが大幅に阻害されたわけ

ではないが、移転技術の変更により実務指導内容の一部変更を余儀なくされた。

３－５　結　論

プロジェクトは特段の問題や遅延なく実施され、期待された成果を着実に生み出しているこ

とが確認された。協力期間終了までにプロジェクト目標が達成される見込みは高いと判断され

る。

３－６　提　言

３－６－１　プロジェクトへの提言

（1）EDC に対する提言

1）新たな基準、ルール、業務プロセスのさらなる普及

プロジェクトの持続性、インパクトの観点から、プロジェクトの成果を送変電部内の関

係部門や、他部門に普及を図ると、より効果的である。

C/P 職員が、現場や地方を含めた全関係職員に、ルールや業務プロセスについての説明
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や指導を体系的に、継続的に行うことが肝要である。さらに、系統運用の観点から、IPP
にも新たな基準、ルールを継続的に知らしめる必要がある。

2）基準、ルール、業務プロセスのさらなる改善

ルールやマニュアルの規定どおり、基準やルール、業務プロセスは実状に合わせて定期

的に見直し、プロジェクトで行ったルール策定及び実務への適用を通じて得た経験やノウ

ハウを活用し、今後も改善を続けていくことが肝要である。したがって、すべての基準、ルー

ル、業務プロセスを規定で定められたとおり定期的に見直しすること。

３－６－２　今後に向けた提言

（1）EDC に対する提言

1）低廉で安定的な電力供給に向けて

プロジェクトが予防保全及び電力供給信頼度の確保の観点から技術力の向上を図り、プ

ロジェクトが成功を収めたことへの EDC の評価は高い。今後は、低廉で安定的な電力供

給を電力公社の経営目標として掲げ、経営層が必要な対処を行うことを提言する。例えば、

組織面では N-1 基準、事故の早期復旧、最小費用での開発・運用を考慮した計画、建設、

維持管理、系統運用を行う中核組織の強化や、人材育成面では、人材育成部の設置や、技

術部と電力大学の緊密な連携を可能にする人材育成方針の策定などが挙げられる。

2）電力統計の信頼度の向上

電力の安定供給をモニターする指標として、SAIDI、SAIFI を含め、一層信頼性のある

電力統計の整備を進めることが望ましい。

3）NCC の SCADA システムの完全運用

系統運用の自動制御化に向けて、EDC は SCADA システムに関する通信上の問題を解決

するために多大な労力を費やしている。プロジェクトの有効性の観点から、NCC におけ

る SCADA システム完全運用を促進し、通信システム技術を適切に管理できる職員を配置

することが望ましい。

３－７　教訓

（1）第三国研修の有効活用

系統運用分野の研修について、C/P は、タイにおける第三国研修で、実際にプロジェク

トが EDC に導入しようとしている系統運用業務が国際標準であると知り、目から鱗が落ち

るほどの経験を得たと報告している。研修後、C/P は策定された基準の重要性を再認識し、

活動はさらに活発になり加速されたとの報告もあった。これは、ASEAN 諸国の電力公社で

の見聞によって、EDC が電力公社としてめざすべき技術基準レベルを明確に認識できるよ

うになったという、第三国研修が有効に機能した好事例である。

類似プロジェクトにおいては、プロジェクトで導入しようとする基準を既に運用してい

る第三国での研修を実施し、基準の重要性の自覚と将来的な運用技術獲得を図ることが効

果的である。

（2）停電・事故統計の整備

プロジェクトでは、予防保全の効果を分析するため、事故及び停電データの詳細記録を

指導し、EDC において停電・事故統計の基礎が整備された。事故を分析し、予防できたと

思われる事故の結果（停電）を試算することで、プロジェクトの効果を停電件数と停電時

間の観点から定量的に推測することが可能となり、経営層へ予防保全の重要性を認識させ
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ることができた好事例である。

類似プロジェクトにおいては、予防保全の効果を事故の未然防止に関する数的データと

して整備することで、プロジェクトの有効性を特に経営層に効果的に示すことができる。

（3）適正技術の選択

SCADA システムに関して、EDC と IPP 間で複雑な通信上の問題があり、結果的に約 3
年もの間、同システムの完全運用が制限されている状態であった。同システムは本プロジェ

クトで導入されたものではないが、高度なシステムの導入にあたっては C/P 組織の技術レ

ベルを見極め、現地の状況に即した投入を行う必要がある。
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