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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：ガルフ･エル･ゼイト風力発電事業（Gulf of El Zayt Wind Power Plant Project） 

L/A 調印日：2010 年 3 月 30 日 

承諾金額：38,864 百万円 

借入人：新・再生エネルギー庁（New and Renewable Energy Authority、以下 NREA） 

 

２．事業の背景と必要性  

(1) 当該国におけるエネルギー分野に係る開発政策、実績（現状）と課題および本事

業の位置付け 

エジプトでは、ここ数年の急速経済成長を背景に、エネルギー需要は、1996 年以

降年平均 7.1％ のペースで増加している。エジプト政府は、第 6 次五カ年計画

（2007/8～11/12 年度）において発電設備容量を年率 9.1%以上増加させるため、計

8,547MW の発電設備を増設する計画である。 

エジプトは、従来から電力生産の大宗を自国で産出される石油や天然ガスで賄っ

てきたが、今後も電力需要が伸びていく場合、エネルギー資源の輸入が増加すると

見込まれ、資源エネルギー安全保障、対外収支、財政等の面において多大な影響が

出ると懸念されている。 

また近年、地球温暖化への問題意識も非常に高まってきていることから、エジプ

ト政府は、2006 年に首相を議長とするエネルギー 高評議会を設立し、石油依存度

の軽減や、新・再生可能エネルギーの積極開発等に取り組んでいる。2020 年には、

全発電設備容量のうち、新・再生可能エネルギーの割合を 20％（内 12％を風力発

電、8％を水力発電）とする計画である。 

本事業は、このようなエジプトの電力開発政策及び風力発電整備計画に則り、エ

ジプト紅海沿いのガルフ・エル・ゼイト地域において、220MW の風力発電施設を新

設することにより、電力供給量の増加及び化石燃料使用抑制を図り、もって電力需

要への対応、温室効果ガス排出抑制による温暖化の緩和、及びエジプトの社会経済

成長に寄与するものである。 

(2) 我が国及び JICA の援助方針と実績 

我が国政府は、「鳩山イニシアティブ」において、「省エネルギー・クリーンエネ

ルギー化推進」をうたっており、本案件は、右イニシアティブに基づく支援である。

エジプト国別援助計画において、「新・再生可能エネルギー導入支援」は、三大重

点分野の「持続的成長と雇用創出の実現」の下の「投資・ビジネス環境の整備」の

開発課題の柱の 1つとして位置付けられている。 

JICA は、我が国のエジプト国別援助計画に基づき、「持続的成長と雇用創出の実

現」、「貧困削減と生活水準の向上」及び「地域安定化の促進」を援助の三本柱と位

置づけ、「競争力のある安定した経済社会に移行すること」を目標としており、中

でも電力セクターを重点セクターのひとつとして、従来から「電力供給向上」、「新・

再生可能エネルギー開発」、「省エネルギー推進」といった観点からのアプローチを

行っている。「新・再生可能エネルギー開発」では、これまでに、2003 年 12 月に「ザ



ファラーナ風力発電事業」、2006 年 1 月・2008 年 12 月に「コライマット太陽熱・

ガス統合発電事業」に借款供与した実績がある。 

JICA は、引き続き、新・再生可能エネルギー利用による電力開発を支援し、同国

の電力供給の安定、エネルギーの多様化、温室効果ガス排出削減等に貢献していく。 

(3) 他の援助機関の対応 

・ 世界銀行によるアインソフナ発電所建設 

・ 米国 USAID による国立給電制御所建設 

・ ドイツ、デンマーク、スペインの支援による、ザファラーナ風力発電所整備 

・ ドイツ、欧州投資銀行、EC によるガルフ･エル･ゼイト風力発電所の整備 

(4) 事業の必要性 

本事業は我が国の重要な国際公約である気候変動対策に寄与する事業であり、我

が国の援助方針にも合致していることから、JICA が支援する必要性・妥当性は高い。 

  

３．事業概要  

(1) 事業の目的 

本事業は、エジプト紅海沿岸のガルフ･エル･ゼイト地域において 220MW の風力発

電施設等を新設することにより、電力供給量の増加及び化石燃料使用抑制を図り、

もって電力需要への対応、温室効果ガス排出抑制による温暖化の緩和、及びエジプ

トの社会経済成長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 

ガルフ･エル･ゼイト地域（紅海沿岸） 

(3) 事業概要 

220MW の風力発電施設の新設、変電設備･連系線の増設等、コンサルティング･サー

ビス（詳細設計、入札補助、施工監理等） 

(4) 総事業費 

66,059 百万円（うち、円借款対象額：38,864 百万円） 

(5) 事業実施スケジュール 

2010 年 3 月～2018 年 6 月を予定（計 100 ヶ月）。施設供用開始時（2015 年 6 月）

をもって事業完成とする。 

(6) 事業実施体制  

 1) 借入人：新・再生エネルギー庁（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：NREA 及びエジプト送電公社（Egyptian Electricity Transmission 

Company、以下 EETC） 

 4) 操業・運営／維持・管理体制：3)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：A 

② カテゴリ分類の根拠：本事業は、｢環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガ

イドライン｣（2002 年 4 月制定）に掲げる影響を受けやすい地域に該当するた

め、カテゴリ A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、2009 年 4 月にエジ

プト環境庁により承認済み。 

④ 汚染対策：機材据付が主であること等から、特段負の影響は予見されない。 

⑤ 自然環境面：本事業のサイト予定地は、NREA が実施した調査の結果、希少種

を含む鳥類の飛行ルートにあたるが、負の影響が生じる可能性が少ないエリア

とされ、エジプト環境庁より開発事業許可が下りている。また、①可視性を配

慮した塗装､②風車高さ制限（110m 以下）、③渡り鳥の飛行回廊の確保、④航

空障害灯の制限等に加え、工事中・工事後のモニタリング結果を緩和策の改

善・強化に反映させる予定である（EIA で、一部風車の移転・運転停止措置も

ありうる旨記載されている）。 

⑥ 社会環境面：用地取得及び住民移転は発生しない。 

⑦ その他・モニタリング：実施機関が工事中の騒音・振動の他、工事中及び工事

終了後に、鳥類の風力発電施設への衝突につきモニタリングする。 

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。 

4) 気候変動：本案件は、世界規模での「環境と経済の両立」の実現と「低炭素社会」

への転換への貢献を目的として発表された「鳩山イニシアティブ」に基づく支援

であり、優先条件適用分野の「５．代替エネルギー（新・再生可能エネルギー）」

に該当し、温室効果ガスの排出抑制に該当することから、気候変動対策円借款条

件を適用する。 

(8) 他ドナー等との連携：特になし。 

(9) その他特記事項：特になし。 

 

4. 事業効果 

(1)  運用・効果指標 

指標名 
基準値 

 

目標値(2017 年) 

【事業完成 2年後】

設備利用率(%)       -                 45

計画外停止時間(hr/年)（故障による） -             18,250

計画外停止時間(hr/年)（暴風その他） -                  0

計画点検・補修による停止時間(hr/年) -              2,920

稼働率(%) -                 95

送電端電力量(GWh/year) -                867

CO2排出削減量(tCO2/year) -            494,000

(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 13.89%、財務的内部

収益率（FIRR）は 7.19%となる。 

 【EIRR】 

費用：事業費（税金を除く）、運営・維持管理費 

便益：代替発電施設としての火力発電所の建設工事費・燃料費・運営･維持管理

費の節減、排出権売却収入  



プロジェクトライフ：20 年 

 【FIRR】 

費用：事業費、運営・維持管理費 

便益：売電収入、補助金、排出権売却収入 

プロジェクトライフ：20 年 

(3) 定性的効果 

 ・電力の安定的、効率的供給による経済活動の活性化、民生向上への貢献 

 ・新・再生可能エネルギー技術の開発・利用促進への貢献 

   

5. 外部条件・リスクコントロール 

天候の異常（風況の変化）によるタービンの不稼働発生。 

 

6. 過去の類似案件の評価結果と本事業への教訓 

既往の発電案件における事後評価から、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 及び EETC は、電力セクターの上位機関にあたる

Egyptian Electricity Holding Company(EEHC)から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・維持管理にかかる技術移転が行われる

とともに、必要に応じて JICA が技術協力を実施することも検討している。 

また、環境配慮は一義的には実施機関自身が対策を講じるべきではあるが、JICA

としても対策の実現のために、必要に応じ実施機関への働きかけを行うことが重要

と指摘されている。本事業は、こうした教訓を踏まえつつ、環境モニタリング強化

について、必要に応じてコンサルティング・サービスを通じた支援を行っていく。 

 

7. 今後の評価計画 

(1) 今後の評価に用いる指標 

①設備利用率（%） 

②計画外停止時間(hr/年)（故障による） 

③計画外停止時間(hr/年)（暴風その他） 

④計画点検・補修による停止時間(hr/年) 

⑤稼働率(%) 

⑥送電端電力量(GWh/year) 

⑦CO2 排出削減量(tCO2/year) 

⑧経済的内部収益率（EIRR）（%） 

⑨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  


