
事業事前評価表 

 

１．案件名（国名） 

国名：スリランカ民主社会主義共和国 

案件名：全国送配電網整備・効率化事業  

L/A 調印日：2015 年 8 月 11 日 

承諾金額：24,930 百万円 

借入人：スリランカ民主社会主義共和国政府 

（The Government of Democratic Socialist Republic of Sri Lanka） 

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の現状・課題 

当国では、近年の年平約 7%の経済成長に伴い、電力需要が過去 10 年平均 3.9％

増加してきており、今後ピーク需要は引き続き増加することが見込まれている

（ピーク需要は、2012 年実績 2,146 MW に対し、2021 年予測 3,920 MW）。他方、

送配電部門は、既存施設の更新が十分進んでいないため、システム全体の老朽化

が問題となっていることに加え、今後の急速な電力需要拡大に伴う送電容量増強

への対応も急務となっている。さらに、エネルギー効率化の観点から、高圧かつ

低損失の送電線を導入するなどの送配電損失率を一層低減させる取り組みにつ

いても課題となっている。 

(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 

電力政策を主管する電力エネルギー省（MOPE）は、国家エネルギー政策（2006

年）の中で、電力の安定供給とエネルギー効率化を重要政策の一つとして掲げ、

需要増に対応するために送・配電設備の新設・増強を進めている。特に送電線に

ついては、既存送電線の更新・増強等による損失率削減を進めており、送・配電

損失率は改善傾向にある（2009 年 13.90%、2013 年 10.79%）。他方、先進国や東

南アジア諸国等（2011 年：タイ 6.9％、マレーシア 6.4％）と比較すると依然と

して高い水準にあり、一層の改善余地がある。このため、損失率低減を更に進め

るべく低損失送電線の導入も進められている。本事業は、最大の需要地である大

コロンボ圏を含む全国の送・配電設備の新設・更新・増強等の整備を通じて、全

国における電力の安定供給とエネルギーの効率化を図るものであり、同国政府の

開発政策と合致する。 

(3) 電力セクターに対する我が国及び JICA の協力方針と実績 

「対スリランカ JICA 国別分析ペーパー」において、「電力事情改善プログラム」

として、電力供給信頼度の向上と、エネルギーの効率化を重点課題であると分析

している。我が国の「対スリランカ国別援助方針」においても、安価な電力の安

定供給や電力基盤インフラの整備を通じた「経済成長の促進」を重点分野として

掲げており、本事業は、これら分析、方針に合致する。JICA は「大コロンボ圏送

配電損失率改善事業」（2012 年度 L/A 調印、承諾額 159.41 億円）等、スリランカ

電力セクター（発・送・配電含む）で累計 1,721 億円の円借款を承諾している他、

「電力セクターマスタープラン」（開発調査）等の技術協力等を通して支援して



いる。 

(4) 他の援助機関の対応 

  アジア開発銀行（Asian Development Bank、以下「ADB」という。）が、同国にお  

  ける送・配電網の整備を支援しているが、本事業との重複はない。なお、ADB 支 

援事業とは、電力ネットワークにおいて相互補完関係にあることから、電力の安

定供給に向け相乗効果が期待できる。 

(5) 事業の必要性 

  本事業は、電力供給の安定化及びエネルギー効率化に資するものであり、当国電   

  力開発政策及び我が国支援方針に合致する。また、本事業で導入を想定している 

  低損失送電線については、本邦企業が比較優位を有する技術であり、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、大コロンボ圏を含む全国の送・配電網の整備を通じて、送・配電網の

容量拡大と効率化を図り、もって電力の安定供給と経済活動の活性化に寄与するこ

とを目的とするものである。 

(2) プロジェクトサイト/対象地域名：西部州、中部州、北中部州等 

(3) 事業概要 

1)送電設備新設・増設（400 kV、220 kV、132 kV）及び変電所等の新設・増  

 強（220/33 kV、132/33 kV等）（国際競争入札） 

2)配電線増強・改良及び変電所新設（国際競争入札） 

3)コンサルティング･サービス（基本設計、施工監理、維持管理研修等）（ショー 

 トリスト方式） 

(4) 総事業費 

31,430 百万円(うち円借款供与額：24,930 百万円) 

(5) 事業実施スケジュール（協力期間） 

2015 年 8 月～2020 年 4 月を予定（計 57 ヶ月）。施設供用開始時（2019 年 4 月）   

をもって事業完成とする。 

(6) 事業実施体制 

1) 借入人：スリランカ民主社会主義共和国政府 （The Government of the   

Democratic Socialist Republic of Sri Lanka) 

2) 事業実施機関：電力エネルギー省（Ministry of Power and Energy） 

3) 操業・運営／維持・管理体制：セイロン電力庁（CEB: Ceylon Electricity Board） 

(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評価(IEE)報告書は実施機関により作成さ

れ、中央環境庁(Central Environmental Authority)により承認済。 

④ 汚染対策：工事中は、大気質、水質、騒音等について、同国国内の排出基準及

び環境基準を満たすよう、大気質については、掘削作業時に水を撒くことで発

塵を抑制する対策、地表水汚染に関しては、モンスーンの季節に建設業務を抑

制する対策、騒音に関しては、事前に工事スケジュールを現地住民に伝え、日

中に工事を行う等の対策が工事業者によりとられる予定である。また、廃棄物

（植皮、材木）については、工事中、供用後を通して適切に管理され、廃棄さ

れる予定である。 

⑤ 自然環境面：事業対象地域は、国立公園や世界遺産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と

想定される。なお、一部、同国森林局により登録されている森林保護区（タム

ビクラマ、アヌグナウェラペレッサ、カラウィラヘナ地区）を通過するが、本

事業が通過する地域は既存の送電線が存在するプランテーション地域等であ

り、森林保護区内の森林への影響は最小限である。加えて、本事業実施に係る

許認可は、森林局より取得済である。また、工事中は樹木伐採を必要最小限に

留め、必要に応じて植林を行う等、環境への望ましくない影響を最小限とする

配慮がなされる予定。 

⑥ 社会環境面：本事業は、住民移転は伴わないが、約 7.57ha の用地取得が想定

されるため、JICA ガイドライン及び同国国内法に基づき作成・承認された用

地取得計画に沿って取得が進められる予定。 

⑦ その他・モニタリング：工事中は CEB が地表水汚染、近隣地域への騒音の影響、

浮遊粉塵等について、供用後は CEB 等が動植物への影響、植生、森林伐採の影

響、変電所の安全性等について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（ジェンダーの視点、エイズ等感染症対策、参加型開発、障害者

配慮等）：特になし。  

(8) 他スキーム・他ドナー等との連携：特になし。 

(9) その他特記事項：本事業では、送配電損失低減による温室効果ガス（GHG）排出

削減への貢献が期待されている。気候変動の緩和効果（GHG 排出削減量）は、約

33,659 トン/年（CO2 換算）が見込まれている。  

4. 事業効果 

(1) 定量的効果 

1) 運用・効果指標 

指標名 基準値 

（2014 年実績値）

目標値（2021 年）

【事業完成 2 年後】

送電線設備稼働率（％）* - 46 

送電用変圧器設備稼働率（％）* - 34 

送電損失率（％）* - 0.55 

配電用変圧器設備稼働容量（MVA） 8.1 38.7 



配電損失率（％） デヒワラ・マウント・ラ

ヴィニア地区 

 

1.70 1.62 

バッタラムラ地区 

 
2.06 0.65 

*対象送変電設備全体の単純平均値。事業実施中は対象設備毎に目標値を設定の上、

実績値の確認を行う。 

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 16.16％、

財務的内部収益率（FIRR）は適切な財務的収益を算出することが困難(*)であるた

め、算出しない 。 

(*) 送電コンポーネントが多く、売電価格を用いて送電部分のみの財務的収益を

正確に算出することが難しい。また、電力公社のアンバンドリングがなされてお

らず、送・配電毎の収入・支出の計算も困難であるため。 

【EIRR】 

費用：事業費（税金を除く）、運営・維持管理費 

便益：送配電損失率低減、電力供給能力拡大による経済効果等 

プロジェクト・ライフ：30 年 

(2) 定性的効果：電力の安定供給に係る信頼性の向上 

5. 外部条件・リスクコントロール 

  特になし。 

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 

ベトナム社会主義共和国「フーミー～ホーチミン市 500 kV 送電線建設事業」事

後評価等において、500 kV 送電線については、新しい施設運営に係る必要な研

修が十分に実施されておらず、運転段階において、追加研修が必要だった点が指

摘されている。 

(2) 本事業への教訓 

本事業においても、スリランカにおいて初となる 400 kV 送電線設備が含まれる

ことから、新たな施設の運営・維持管理が適切かつ円滑に行われるよう、コンサ

ルティングサービス等を通じて運転前に十分な研修を実施する予定である。 

7. 今後の評価計画 

(1) 今後の評価に用いる指標 

1) 送電線設備稼働率（%） 

2) 送電用変圧器設備稼働率(%) 

3) 送電損失率（％） 

4) 配電用変圧器設備稼働容量（MVA） 

5) 配電損失率（％） 

6) 経済的内部収益率（EIRR）(%) 

(2) 今後の評価のタイミング  

事業完成 2年後                           以上 


