
  

事業事前評価表 

 

１．案件名 

国名：エジプト・アラブ共和国 

案件名：コライマット太陽熱・ガス統合発電事業（Ⅱ） 

L/A 調印日：2008 年 12 月 24 日 

承諾金額：9,440 百万円 

借入人：新・再生可能エネルギー庁（New and Renewable Energy Authority；NREA） 

 

２．事業の背景と必要性  

 エジプトでは近年、電力需要の伸びが年間約 10％にも達する一方、供給予備率は

1%前後に留まるなど需給が逼迫した状況にある。エジプトの電力需要は今後も同様の

伸びが予想されており、安定的に電力を供給するため、需要に見合った計画的な発電

設備の整備が喫緊の課題となっている。同時に、エジプト政府は、増大する電力需要

に応えながらも、環境負荷の軽減を目指す観点から、新・再生可能エネルギーによる

発電設備の整備を重要視している。国家開発 5 ヶ年計画（2007 年度～2012 年度）で

は、2010 年度迄に整備する発電設備のうち約 5％に当たる 1,490MW を新・再生可能エ

ネルギーによって賄う計画である。 

 2006 年 1 月に L/A が締結された「コライマット太陽熱・ガス統合発電事業」（以下、

「本事業」。円借款供与額 10,665 百万円）は、上記 5ヶ年計画に基づく、エジプト初

の太陽光集熱装置を利用した発電事業であり、パイロットプロジェクトとして、エジ

プトにおける太陽熱発電の実用化の上でも重要な役割を担っている。 

 しかしながら、本事業においては、2005 年以降の鋼材価格およびタービン価格の世

界的な高騰の影響等から、事業費が当初見込みより大幅に増加しており、事業実施の

ために追加的な資金手当が必要となった。これに対し、エジプト政府は、自己資金に

よる対応とあわせ、日本政府に対して追加借款の要請を提出した。 

エジプト国別援助計画では、持続的成長と雇用創出の実現に向けた投資・ビジネス 

環境の整備、環境対策が謳われている。これを受けて、JICA としては、主に電力イン

フラ整備（新・再生可能エネルギー導入支援を含む）、都市交通整備、物流インフラ

整備、空港インフラ整備投資、ビジネスにかかる政策制度面の問題解決等の分野にお

いて、開発計画策定や計画策定能力向上に係る技術協力、インフラ整備のための資金

協力、政策制度面の問題解決のための技術協力等の実施を検討していく方針である。

加えて、経済インフラ整備においては、事業規模等から政府の果たす役割が依然とし

て大きいことを踏まえ、電力セクターを引き続き支援していくセクターの一つとして

いる。また、環境対策では、新・再生可能エネルギー開発について、資金協力による

インフラ整備とともに、事業により得られる地球温暖化ガス排出権の CDM 事業化支援

を実施する方針である。従って、電力供給増を通じた経済成長と温室効果ガスの排出

抑制に寄与する本事業は、これらの方針と合致する。 
 よって、JICA が支援することの必要性・妥当性は高い。 

 

 



３．事業概要  

(1) 事業の目的 

本事業は、カイロ市南方約 100Km のコライマット地区において、設備出力 150MW の

太陽熱・ガス統合発電所を建設することにより、国内の既設送電網へ供給するための

電力を生産するとともに、太陽熱を発電の補助エネルギーとすることで、電力供給に

伴う環境負荷低減を図り、もって経済発展と環境改善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 

エジプト・アラブ共和国 カイロ市南方約 100Km コライマット地区 

(3) 事業概要 

1) 太陽熱・ガス統合発電所（総出力 150MW）1 基建設 

2) コンサルティングサービス（施工監理、運営・維持管理補助等） 

(4) 総事業費 

46,131 百万円（うち円借款対象額 ①Ⅰ期円借款対象額：10,665 百万円、②今次

円借款対象額：9,440 百万円） 

(5) 事業実施スケジュール 

2005 年 5 月～2010 年 8 月を予定（計 64 ヶ月）。商業運転開始時をもって事業完成と

する。 

(6) 事業実施体制 

 1) 借入人： 新・再生可能エネルギー庁（New and Renewable Energy Authority, NREA） 

 2) 保証人: エジプト・アラブ共和国政府（The Government of the Arab Republic 

of Egypt） 

 3) 事業実施機関 : 1)に同じ。 

 4) 操業・運営／維持・管理体制 ：1)に同じ。 

(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、「環境社会配慮のための国際協力ガイドライ

ン」（2002 年 4 月制定）に掲げる火力発電セクターのうち大規模なものに該当

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、かつ、同ガイドラ

インに掲げる影響を及ぼしやすい特性及び影響を受けやすい地域に該当しな

いため、カテゴリ Bに該当する。 

③ 環境許認可 : 本事業に係る環境影響評価（EIA）報告書は 2004 年 11 月にエジ

プト環境庁により承認済み。 

④ 汚染対策 : 本事業は天然ガスを用い、エジプトの排出基準、環境基準も満た

す見込みであることから、特段の負の影響は認められない。また冷却水などに

ついても適切に処理されるため、周辺河川等への特段の負の影響は予見されな

い。 

⑤ 自然環境面 : 事業対象地域は既設の発電所に隣接する砂漠地帯に建設するも

のであり、自然環境への特段の負の影響は予見されない。また、冷却水をナイ

ル川より取水することをうけて、同川下流域の生態系、水利用等の影響の程度



を、雇用されるコンサルタントを通じて実施機関が確認する。 

⑥ 社会環境面：本事業は取得済みの国有地に建設されるものであり、用地取得及

び住民移転を伴わない。 

⑦ その他・モニタリング : 本事業は、実施機関が工事中及び供用時の大気質・

水質等についてモニタリングする。 

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) 他ドナー等との連携：本事業の一部に対し、GEF が無償資金を供与している。 

(9) その他特記事項  

① 太陽光集熱装置から得た熱エネルギーをガスコンバインドサイクルに転嫁し、

スチームタービンによる発電の補助エネルギーとすることで環境負荷を低減

する新方式の発電システムであり、パイロット事業としての効果が期待できる。        

② GEF (無償資金協力)との協調資金協力案件。 

 

4. 事業効果 

(1) 運用・効果指標 

指標名 
目標値(2012 年) 

【事業完成 2年後】 

最大出力（MW） 140MW 

設備利用率（%） 70% 

設備稼働率（%） 91% 

発電端熱効率（%） 50% 

人員ミスによる停止時間（時間/年） 0 時間/年 

機械故障による停止時間（時間/年） 0 時間/年 

定期点検等による計画的な停止時間（時間/年） 720 時間/年 

送電端発電量（GWh/年） 816GWh/年 

CO2排出削減量 (tCO2/年) 160,740tCO2/年 

(2) 内部収益率（経済的・財務的内部収益率） 

以下の前提に基づき、本事業の経済的内部収益率（EIRR）は 18.3%、財務的内部収

益率（FIRR）は 1.1%となる。 

【EIRR】費用：事業費(税金を除く)・維持管理費 

     便益：電力供給量、CO2削減、燃料の国内利用節約分の輸出に伴う差益。 

    プロジェクトライフ：25 年 

【FIRR】費用：事業費・維持管理費 

    便益：売電による収入 

        プロジェクトライフ：25 年 

 

 



5. 外部条件・リスクコントロール 

(1) 関連施設等整備計画の着実な実施 

 本事業に必要な関連施設の整備計画について、計画通りの実施がなされるようエジ

プト側の進捗状況を確認する必要がある。 

 

(2) ガスタービン部分のスペアパーツ供給等契約の確認 

 本事業のガスタービン部分については、コントラクターがガスタービン製造業者に

発注を行い次第、NREA 側が自己資金でガスタービン製造業者と直接、6年間のサービ

ス契約を結び、その中でスペアパーツ供給や O&M サポートが行われる予定である。同

契約は円借款対象外であるが、事業の運営・維持管理に不可欠なものであり、JICA

としても円滑な契約締結（2008 年第 3四半期予定）をモニタリングする。 

(3) 事業実施・運営維持管理体制の強化  

 本事業では、NREA の太陽熱・ガス統合発電所事業に係る事業実施及び運営・維持管

理経験不足を踏まえ、NREA が EEHC から必要に応じて技術者の派遣を受けることとな

っているほか、コントラクターによる運営維持管理に係る技術移転、コンサルタント

による事業完成後 2年間の運営維持管理補助等が予定されているところ、これら計画

が着実に実施されるようモニタリングする。 

(4) 燃料ガス購入契約及び売電契約の確認 

 本事業の発電燃料となる天然ガスの長期購入契約については、ガス価格の決定を待

って、商業運転開始の 6 ヶ月前までに GASCO と NREA の間で締結する予定。また、本

発電所で生産される電力の売電契約についても、電力価格の決定を待って、商業運転

が開始する 6ヶ月前までに EETC と NREA の間で締結する予定。いずれも予定通りに契

約がなされるよう留意する必要がある。 

 

６. 過去の類似案件の評価結果と本事業への教訓 

既往の発電分野における類似案件の事後評価から、事業効果の持続性を確保するた

めには、完成後の適切な運営・維持管理の実施が重要であるとの教訓を得た。本事業

の運営・維持管理機関である NREA は、EEHC から必要に応じて技術者の派遣を受ける

こととなっているほか、コントラクターによる運営・維持管理に係る技術移転、コン

サルタントによる事業完成後 2年間の運営・維持管理補助が予定されている。 

 

７. 今後の評価計画 

(1) 今後の評価に用いる指標 

1) 最大出力（MW） 

2) 設備利用率 (%) 

3) 設備稼働率 (%) 

4) 発電端熱効率(%) 

5) 人員ミスによる停止時間(時間/年) 

6) 機械故障による停止時間(時間/年 ) 

7) 定期点検等による計画的な停止時間(時間/年 ) 



8) 送電端発電量 (GWh/年) 

9) CO2排出削減量 (tCO2/年) 

10)経済的内部収益率（EIRR）（%） 

11)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 2年後 

 

以 上 


