
1 

ガーナ共和国 

地方電化計画 

外部評価者：佐野総合企画株式会社 十津川 淳 

 

０．要旨 

本事業では、東部州西アキム地域ならびに中央州アッパーデンチラ地域の未電化地域に

配電網を整備することによって、地方農村部住民に安定した電力を供給し、基本的な生活

水準の向上をもたらすことを目指していた。本目的は、事業計画時、事後評価時双方の政

策やニーズに合致していることから妥当性は高い。配電網整備にかかる資機材の調達なら

びに据付はおおむね予定通り実施され、事業費は当初計画内に収まったが、事業期間が約 5

か月遅延したことから、効率性は中程度と判断される。なお、本事業については 33/11kV 配

電設備の調達・据付については日本側が実施し、 終需要家へのメーター設置や接続はガ

ーナ側が行なった。今次調査にて収集した情報からは、計画時に設定された域内の町村電

化率や世帯電化率が目標値を上回っていることや、地域経済の活性化や保健衛生サービス

の改善などの正のインパクト発現も見られる。以上のことから、本事業の有効性・インパ

クトは高いといえる。また、ガーナ電力公社の維持管理にかかる組織体制や技術力につい

ても重大な懸案事項は無く、今後も一定の持続性を担保できるものと評価できる。 

以上より、本事業の評価は非常に高いといえる。 

 

１．案件の概要 

 

 

アッパーデンチラ地域 据付施設 

 

 

プロジェクト位置図  

（西側の黄色箇所：中央州アッパーデンチラ、 

東側の黄色箇所：東部州西アキム） 
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1.1 事業の背景 

1990 年代のガーナ共和国では、農村地域から都市部へ人口が大量に流入し、都市のスラ

ム化が進むなど、貧困問題および経済格差が深刻な状況となっていた。このため、ガーナ

政府は持続的経済成長および貧困削減を目指し、1995 年に長期開発指針である

「VISION2020」を、2003 年に「ガーナ貧困削減戦略文書」を策定し、そのなかで地方農

村部の生活水準向上、ならびに貧困削減に不可欠な事業として、地方電化事業を 優先課

題のひとつに位置付けた。 

実質的な取り組みとして政府は、地方電化推進のために全国電化計画（以下 NES という: 

National Electrification Scheme）を策定し、2020 年までに人口 500 人以上の全ての集落

に対して電力を供給することを目標に掲げ、全 6 期に分けて電化計画を進めることとした。

同計画の第 1 期（1991～1995 年）、第 2 期（1996～2000 年）では、世界銀行の主導に

より日本を含む各ドナーが協調し、郡都及び地方中核市町村の電化が実施され、全郡都（110 

ヶ所）の電化は計画通りに完了した。その後の第 3 期からは、地方中核市町村の電化と並

行して、自立電化計画1（以下 SHEP という: Self Help Electrification Project）を合わせて

進めるなど、国内の地方電化に向けた取り組みを更に強化する意向を示していた。 

しかしながら、当時の通貨ガーナセディの下落、原油価格の高騰による電力コストの増

加、電気料金の滞納等によって、電力セクターの資金不足は深刻な問題となり、NES の進

捗にも影響が生じ始めていた。そのため地方農村部の電化率は平均 20%と緩やかな上昇に

とどまっており（首都圏では約 60%）、都市部と地方部の格差是正が改めて緊急課題として

浮かび上がってきていた。このような状況のもと、ガーナ政府は特に電化が遅れていた同

国中南部の 2 地域（東部州西アキム地域、中央州アッパーデンチラ地域）の電化を NES の

一環として計画し、その配電網整備に必要な資金について、我が国に対し無償資金協力を

要請した。 

 

1.2 事業の概要 

東部州西アキム地域および中央州アッパー・デンチラ地域において配電網を整備するこ

とによって、地方農村部住民に安定した電力を供給し、基本的な生活水準の向上を目指す。 

 

E/N 限度額／供与額 第 1 期 678 百万円、第 2 期 410 百万円／ 

第 1 期 677 百万円、第 2 期 408 百万円 

交換公文締結 第 1 期 2006 年 8 月、第 2 期：2007 年 8 月 

実施機関 エネルギー省、ガーナ電力公社 

事業完了 2008 年 12 月 

                                                  
1 SHEP と は NES で電化対象とならない遠隔散村地域において、住民からの資金供出を得ながら、電化

を進める事業形態を指す。SHEP の実施にあたっては、① 対象地域が既設配電線から 20km 以内に位置

していること、② 低圧配電用電柱（木柱）の費用は、住民が負担すること、③ 住民の 3 分の 1 以上が屋

内配電設備を所有し、電化事業を希望していることを条件とした。 
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案件従事者 本体 （機材調達）三菱商事株式会社、西澤株式会社 

コンサルタント 八千代エンジニヤリング株式会社 

基本設計調査 2006 年 3 月、2006 年 8 月 

関連事業（if any） ・第 1 次協力「地方電化計画」（E/N1989 年 8.26 億

円） 

・第 2 次協力「ボルタ河下流地域電化計画」（E/N1993

年 10.68 億円、1994 年 8.08 億円） 

・第 3 次協力「アセセワ・イエジ地区電化計画」

（E/N1996 年 5.07 億円、1997 年 6.05 億円） 

・第 4 次協力「地方電化計画」（E/N 2002 年 7.55 億

円、2003 年 3.06 億円） 

 

2．調査の概要 

2.1 外部評価者 

十津川 淳 （佐野総合企画株式会社） 

 

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：2011 年 11 月～2012 年 8 月 

現地調査：2011 年 11 月 30 日～12 月 22 日、2012 年 5 月 6 日～5 月 21 日 

 

2.3 評価の制約 

 特になし。 

 

3．評価結果（レーティング：A2） 

3.1 妥当性（レーティング：③3） 

3.1.1 開発政策との整合性 

（事業計画時） 

ガーナ国は、国家の長期総合開発指針として、2020 年までに中所得国入りすることを目

標とした「VISION 2020」を策定しており、その中で地方電化事業は 優先課題のひとつ

に位置付けられていた。同計画は、社会経済の発展を支えるために信頼性があり、経済的

かつ効率的な電力供給体制のもと、全国民に電気を供給することを 終目標に位置づけて

いる。また、国家の基本政策のひとつである貧困削減戦略文書（GRPS I および GRPS II4）

においては、地方電化事業が地方農村部住民の生活水準向上ならびに貧困撲滅に不可欠な

                                                  
2 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
3 ③：「高い」、②「中程度」、①「低い」 
4 GPRS：Growth and Poverty Reduction Strategy の略 
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取り組みとされている。 

さらにエネルギーセクター政策の観点からも、2005 年には「戦略的国家エネルギー計画

（2006～2020 年）」が策定されており、地方電化を更に押し進めることが謳われていた。 

 

（事後評価時） 

ガーナ国の長期総合開発指針である「VISION2020」は本事後評価時においても、国家

の基本指針を示す政策として位置づけられており、その整合性は維持されている。また、

貧困削減戦略文書については、GPRS II 後に GSGDA5（2010～2013 年）が策定されてい

るが、同文書では 7 分野の重要課題のひとつとして「インフラ・エネルギー・居住環境改

善」が挙げられている。その中で、地方農村部の産業育成と住民の生活環境の向上に資す

る電力供給の重要性が明言されており、この点においても政策整合性を確認できる。さら

に戦略的国家エネルギー計画においても、地方電化の促進はなお重要課題のひとつとされ

ていることに変化はない。 

以上から、本事業はガーナ国の当時の開発政策に整合していたのみならず、事後評価時

点の現在においても重要政策のひとつに位置付けられる取り組みである。 

 

3.1.2 開発ニーズとの整合性 

(1) 事業計画時の開発ニーズ 

NES の第 1 期（1991～1995 年）、第 2 期（1996～2000 年）では、世界銀行の主導に

より日本を含む各ドナーが協調し、郡都及び地方中核市町村の電化が実施され、2000 年に

はまず全郡都（110 ヶ所）の電化が完了した。 

本事業を計画した 2006 年時点では、残る地方中核市町村の電化を進めながら、利用者負

担のコンセプトを取り入れた SHEP を同時に展開するなど、地方電化への取り組みを更に

強化する状況にあった。しかしながら、このような政府の努力にもかかわらず全人口の約 7 

割が居住している地方部の電化率は 20％程度に留まっており（全国の平均電化率は 43%）、

地方未電化地域における住民の生活水準の向上ならびに医療や教育機関等の公共サービス

の質向上のためには、地方電化を更に促進することが重要かつ喫緊の課題と認識されてい

た。 

本事業対象地である東部州西アキム地域および中央州アッパーデンチラ地域は電化率が

それぞれ 6％、7％であり、全国平均の 43％に比して著しく低い状況にあったため、地域住

民の電化へのニーズは極めて高かった。 

以上から、本事業はガーナ国および対象地域の開発ニーズに整合していたといえる。 

 

(2) 事後評価時の開発ニーズ 

ガーナ国は地方電化を政府の重要課題のひとつとして取り組んできた。市町村ベースに

よる電化率は、近年多数のドナー支援を受けてきたこと等を背景として、急速に増大して

                                                  
5 GSGDA：Ghana Shared Growth and Development Agenda の略 
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おり、直近の公式統計による 2009 年数値では 66％の市町村が電化されている6。 

本事業も、この急速な電化率向上の一翼を担ったものであり、本事業はガーナ国の開発

ニーズに即していたといえる。 

このように電化計画は基本的に順調な進捗を見せているものの、2020 年を目標とした全

国町村の完全電化についてはなお途上にあることも事実である。その観点からは、電化分

野への支援は現在も政府の開発ニーズに即した課題といえる。 

 

3.1.3 日本の援助政策との整合性 

日本の対ガーナ国別援助計画（2006 年）においては、「自立的経済成長のための人造りと

経済社会基盤を含む基本環境の整備を支援してゆく」ことが対ガーナ支援の基本的開発目

標として定められていた。同計画内の重点開発課題としては、「地方・農村部の活性化」が

掲げられており、「貧困地域における基礎生活環境の改善」を支援することが示されている。

さらに「産業育成」の観点からも、「民間セクターの開発」を促す要素として、エネルギー

分野をはじめとした経済インフラ整備支援をおこなうことが示されている。 

以上の点から、同国の電化を進める本事業は、日本の援助政策の方針および内容に整合

していた。 

 

以上より、本事業の実施はガーナ国の開発政策、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 有効性7（レーティング：③） 

3.2.1 定量的効果 

本事業が目指した定量的効果は下表のとおり実現されている。 

表 1 町村電化率  
 基準値

(2005 年) 
目標値

（2008/09 年） 
現在 

（2011 年） 

東部州西アキム地域 16 町村、6％ 47 町村、17％
＊本事業による純増分

(31 町村)＋既存町村 

106 町村、40％
＊本事業＋その他支援

中央州アッパー・デンチラ地域 15 町村、7％ 31 町村、13％
＊本事業による純増分

(16 町村)+既存町村 

47 町村、22％
＊本事業＋その他支援

出所：基本設計調査および ECG 資料 

 

（定量的効果にかかる注釈） 
＊ 定量的効果の目標値（2008/09 年）である町村電化数は、本事業の実施によって純増する町村数が掲

げられている（つまり其々31 町村、16 町村）。他方、現在の町村電化数は本事業での純増実績に加え
て、他ドナー支援（後述のとおり、中国および世界銀行）で電化された町村数が含まれている。 

 

                                                  
6 2011 年時点での推測値は 72％（ガーナ国エネルギー省資料による）。 
7 有効性判断にあたり、インパクトも加味してレーティングを行う。 
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 町村電化率については、既に目標値を大きく上回る状況となっている。これは本事業の

効果に加えて中国と世界銀行の電化事業が実施されたことに拠る。中国の支援は 2007-2008

年、東部州西アキム地域で 57 町村を電化し、同じく世界銀行の支援事業（2009-11 年）は

域内 2 町村の電化を支援した。また、アッパーデンチラ地域でも中国によって 16 町村が電

化されている（2008-11 年）。そのため、対象地域では電化が当初想定よりも早いスピード

で進展する状況となった。 

 他方、世帯電化率についても同様であり、目標としていた電化率を達成した状況にある8。

なお、世帯電化率については、中国による支援事業の対象町村が人口の少ない地域であっ

たため、町村電化率の増加率と比べると、数値を増大させる効果としてはやや限定的にな

っている。 

 

表 2 世帯電化率  

 基準値
(2005 年) 

目標値
（2008/09 年） 

現在 
（2011 年） 

東部州西アキム地域 15％ 35％ 42％ 

中央州アッパー・デンチラ地域 22％ 44％ 46％ 

出所：基本設計調査および ECG 資料 

 

 

表 3 事業別による電化された町村数および世帯数の増加（2006－2011 年） 

 本事業 中国支援事業 世界銀行支援事業 

町村数 世帯数 町村数 世帯数 町村数 世帯数 

東部州西アキム地

域 

31 8,171 57 3,025 2 105 

中央州アッパー・デ

ンチラ地域 

16 5,870 16 1,621 0 0 

出所：ECG 資料 

 

3.2.2 定性的効果 

 本事業では電化による地域社会への効果を定性的効果ではなく、間接的効果として整理

したため、これらの発現状況については次項にて記す。 

 

 以上より、本事業の実施により概ね計画通りの効果発現が見られ、有効性は高い。 

 

 

                                                  
8 地域の全世帯数はガーナ国勢調査結果(2010 年実施)が現地調査時点では未公表だったため、基本設計調

査が前提とした人口予測値を利用した。また、世帯電化率はメーター数をもととして計算している。 
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3.3 インパクト 

3.3.1 インパクトの発現状況 

本事業の実施によって、以下のインパクトが発現している。なお、このインパクトの発

現状況を確認するにあたり、本事後評価調査では受益者調査9を実施した。 

 

（1）電化による保健衛生サービスの改善 

 本事業対象地域では、電気を利用した医療機器、薬品用冷蔵庫の導入が可能となり、地

域住民ならびにクリニック職員の双方に歓迎されている。 

 

表 4 クリニックの医療サービス改善にかかる住民の認識（回答数） 

 良くなった ほぼ同じ 悪化した 分からない 計 

西アキム 23 20 0 7 50 

アッパーデンチラ 20 19 0 11 50 

計 43 39 0 18 100 

出所：受益者調査結果 

 

 このうち、ワクチン接種キャンペーンが地域のクリニックで対応できるようになったこ

とや夜間の診療ができるようになったことが、住民からは特に歓迎されている。 

 またクリニック職員自身も、ワクチン等の保存体制が整備されたことや、電化に合わせ

て扇風機やテレビを購入し、患者待合室での環境整備が改善できたこと等をインパクトと

して挙げている。 

 

（2）地域経済の活性化 

1) 商店の増加、営業時間の延長 

対象地域では以前から商業、飲食業、理容業など小規模な経済活動が行われていたが、

電化後は電気、電化製品の利用により営業時間が延長されたり、商店数や商店のバラエテ

ィが増加したりといった経済活動の活性化が見られる。 

 下表は域内の商店数の増加や開業時間にかかる住民の認識を示す。 

 

表 5 域内商店数の増減にかかる住民の認識（回答数） 

 非常に 
増加した 

増加した ほぼ同じ 減少した 分からな

い 
計 

西アキム 15 21 11 1 2 50 

アッパーデンチラ 15 26 9 0 0 50 

計 30 47 20 1 2 100 

出所：受益者調査結果 

                                                  
9 受益者調査は① 地域の一般住民（両地域 50 本＊2＝100 本）、② 地域の商店主（5 本＊2＝10 本）、③ 

クリニック（5 本～域内の全クリニック）を対象に対面式の質問票調査を行なった。 
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表 6 域内商店の開店時間の増減にかかる住民の認識（回答数） 

 非常に 
増加した 

増加した ほぼ同じ 減少した 分からな

い 
計 

西アキム 21 18 9 0 2 50 

アッパーデンチラ 14 29 7 0 0 50 

計 35 47 16 0 2 100 

出所：受益者調査結果 

 

2) 製粉コストの低減 

本事業実施前は、主食であるトウモロコシを製粉するにあたり高価なディーゼルエンジ

ンが使われており、住民の経済的負担となっていた。そのため本事業の電化によって、製

粉価格の低減が期待されていたが、実際には製粉価格が高くなったとの回答さえ挙げられ

ており、インパクトの発現状況としてはやや期待に満たない状況となっている。これは製

粉価格に限らず、全ての消費者物価が過去数年間で大きく値上がりしているため、住民の

物価に対する一般的な印象が反映された回答という側面もあるものと推測できる。 

 

表 7 製粉費にかかる住民の認識（回答数） 
 非常に安

くなった 
やや安く

なった 
ほぼ同じ 高くなっ

た 
分からな

い 
計 

西アキム 2 5 8 22 13 50 

アッパーデンチラ 4 12 4 3 27 50 

計 6 17 12 25 40 100 

出所：受益者調査結果 

 

（3）ケロシンランプの影響軽減効果 

電化によってケロシンランプの使用が無くなり、ランプの煙による健康への悪影響を軽

減することが期待されていた。しかしながら、受益者調査では、煙の軽減効果を認識して

いる住民は比較的少なく、「認識の有無」という観点からはインパクトは限定的なものにと

どまった。これは下表のとおり、ケロシンランプの利用が無くなった現在も健康状況は「ほ

ぼ同じ」と回答する例が多いことから、そもそもケロシンランプの煙被害を強く認識して

いた住民は比較的少数だったことが背景として考えられる。 
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表 8 ケロシンランプを使用しないことによる健康状況（喉や目の痛み）の 

変化にかかる認識 (回答数) 
 非常に良

くなった

（楽にな

った） 

やや良く

なった 
ほぼ同じ 悪化した 分からな

い 
計 

西アキム 3 7 35 0 5 50 

アッパーデンチラ 1 2 23 0 24 50 

計 4 9 58 0 29 100 

出所：受益者調査結果 

 

（4）その他 

 地域住民、特に婦女子の負担となっていた水汲み作業が緩和され、労働削減につながる

ことも基本設計調査においては期待されていたが、大半の住民は依然としてコミュニティ

内の井戸を手動で利用しており、電動ポンプが導入されたケースはほぼ皆無である。 

 

3.3.2 その他、正負のインパクト 

(1) 自然環境へのインパクト 

自然環境に対する正負のインパクトは見られない。 

 

(2) 住民移転・用地取得 

住民移転・用地取得は行なわれていない。 

 

(3) その他 

1）地域住民の生活上のインパクト 

 上記に加えて、本事業では地域住民の生活に下記の通りのインパクトを与えており、そ

の正のインパクトは大きいと考えられる。 

 

表 9 電化によるその他の正の影響(回答数～100 人からの複数回答) 

 家族で過ご

す時間が増

えた 

子供の勉強

時間が増え

た 

泥棒・空き

巣が減少し

た 

テレビを通

して情報が

増えた 

買い物が楽

になった

（近隣商店

が増えたた

め） 

若者が自ら

の町に居る

ようになっ

た＊. 

西アキム 38 32 11 34 28 24 

アッパーデンチラ 35 45 10 31 28 14 

計 73 77 21 65 56 38 

注：*以前は電化されている周辺町へ夜間外出する例が多かったとの意 

出所：受益者調査結果 
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 また、表内の回答のほかに、冷蔵庫が使えるようになったことや夜間の外出が安全にな

ったこと（治安および蛇などの危険を回避）等が挙げられた。 

 他方、負のインパクトも下表のとおり挙げられている。特に、電気代の支払いが数か月

まとめて請求されるシステムであるために、金銭的な一回当たりの負担を大きく感じる家

庭も見られるようである。また、子供たちのテレビに接する時間などが増えたことによっ

て、家の手伝い時間が減ったことなどを負のインパクトとして挙げる例も見られた。 

 

表 10 電化によるその他の影響(回答数～100 人からの複数回答) 

 コミュニティがうるさく

なった(音楽や宣伝など) 
金銭的負担が大きくなっ

た 
若者が店などに長居する

ようになった（家の手伝い

時間が減少した） 

西アキム 22 16 14 

アッパーデンチラ 14 29 9 

計 36 45 23 

出所：受益者調査結果 

 

2）他事業との重複の有無および関連性 

 本事業と中国および世界銀行の事業の間で非効率な重複は生じていない。 

 しかしながら、郡全域における需要家の増加に伴って、本事業の一部地域（特に西アキ

ム）ではたびたび電圧降下が見られる。ECG も、本地域での電圧降下の現状を認識してお

り、既設 11kV 線のアップグレードもしくは新たな変電所建設を検討課題として討議そのも

のは進めているが、具体的な結論は出ていない状況にある。 

 

 本事業の電圧降下の状況に関しては、地域住民は下表の認識を持っている。 

 

表 11 電圧降下にかかる住民の認識(回答数) 

 安定して

いる 
ほぼ安定 やや不安

定 
不安定 分からな

い 
計 

西アキム 24 13 10 3 0 50 

アッパーデンチラ 33 16 1 0 0 50 

計 57 29 11 3 0 100 

出所：受益者調査結果 

 

 以上より、本事業は日常生活環境の向上や地域経済の活性化、保健衛生サービスの向上

などに正の影響を与えており、その有効性・インパクトは高い。 
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3.4 効率性（レーティング：②） 

3.4.1 アウトプット 

本事業では東部州西アキム地域および中央州アッパー・デンチラ地域を対象として、以

下の資機材調達および据付を行なった。このうち、1/2 期対象の東部州西アキム地域への緊

急用機器を除いて、予定通りの資機材調達並びに据え付けが行なわれた。 

 

表 12 本事業による調達および据付け資機材 

No. 項 目 単位 
東部州 

西アキム地域 

中央州 

アッパーデンチ

ラ地域 

合計 

 

A.  33 kV 及び 11 kV 配電線路用資機材の調達及び据付 

(1) 33 kV 配電線路 

1) 33 kV/ 433-250 V 変圧器     

a) 50 kVA [台] ー 2 2 

b) 100 kVA [台] ー 7 7 

2)自動再閉路遮断装置 [台] ー 1 1 

3)負荷開閉器 [台] ー 5 5 

4)避雷器 [台] ー 16 16 

5)カットアウトヒューズ [台] ー 9 9 

6)配電線路（AAC 120 mm2 ） [km] ー 28.9 28.9 

7)鋼管柱（11m） [本] ー 275 275 

(2)  11 kV 配電線路 

1) 11 kV/ 433-250 V 変圧器     

a) 50 kVA [台] 22 3 25 

b) 100 kVA [台] 16 8 24 

c) 200 kVA [台] 4 0 4 

2) 自動再閉路遮断装置 [台] 1 0 1 

3) 負荷開閉器 [台] 9 2 11 

4) 避雷器 [台] 53 13 66 

5) カットアウトヒューズ [台] 42 11 53 

6) 配電線路（AAC 120 mm2 ） [km] 98.6 21.3 119.9 

7) 鋼管柱（11m） [本] 1,108 233 1,341 

(3)  主配電盤 (MDB) [式] 42 20  

B. 低圧配電用資機材の調達 

(1)  低圧幹線 [km] 455.8 183.4 639.2 

(2) 配電線路用装柱金物 (碍子、端子等) [式] 1 1 2 

(3) 保守用道工具及び緊急用機器の調達 [式] 1 1 2 

出所：基本設計調査 

 

【計画と実績との差異】 

東部州西アキム地域への調達を予定していた緊急用の配電用変圧器（11kV/433-250V、

50kVA、100kVA、200kVA の 3 台）が調達されなかった。これは事業期間中に外貨交換レ

ートが想定以上の円安ユーロ高となったため(4.7％のユーロ高)、約 5,065 千円の減額調整

が必要となったためである。なお、対象の緊急予備品については、既にガーナ側で調達が
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なされており、地域支店に配備されている。 

 

【資機材の利用状況】 

 事後評価時点の現在、中央州アッパーデンチラ地域の自動再閉路遮断装置を除く全ての

施設、機材は有効に活用されている。 

 自動再閉路遮断装置については、アッパーデンチラ地域が樹木や鳥獣の接触、風来飛散

物の接触による事故停電を起こしやすい地域であるため、管轄事業所は同装置を現在使用

していない。同装置は停電事故の原因である異物が自動除去されると（電線に付着した物

が風などによって落下する等）、改めて自動投入、再送電する機能を有する装置であるが、

同地域での異物接触は自動除去されないケースが多いため、使用しないとの判断に至って

いる。なお、アッパーデンチラに比較して植生の少ない西アキム地域では同装置が問題な

く利用されていることを付記する。 

 

3.4.2 インプット 

3.4.2.1 事業費 

本事業における事業費支出の予定と実績は下表のとおりであり、事業費は計画内に収ま

った。 

表 13 事業費支出の予定と実績 

 日本側 ガーナ側 事業合計 

日本・ガーナ負担予定 第 1 期 第 2 期 計 

678 百万円 410 百万円 1,088 百万円 344 百万円 1,432 百万円 

実績 677 百万円 408 百万円 1,085 百万円 

(計画比 99.7％) 

227 百万円 

(計画比 65.9%) 

1,312 百万円 

(計画比 91.6%) 

出所：JICA 資料および ECG 資料 

 

 なお、日本側の負担事項は、電化対象地域における 33/11kV 配電設備の調達・据付並び

に低圧基幹配電資材の調達であった。一方のガーナ側負担事項は、a) 配電線据付ルート上

の樹木の伐採、b) 低圧配電設備の調達および据付、c) 積算電力量計の調達、需要家への接

続、および引込み線用遮断機の調達および据付、d) 運転・維持管理要員の確保、e) 調達さ

れた設備の運転・維持管理となっていた。 

 

【事業費支出の予定と実績の差異】 

1/2 期については、上記のとおり緊急予備品調達の調整を通して、結果的に日本側負担の

事業費は計画された事業費に収まった。 

一方、ガーナ側の負担事項～樹木伐採や低圧配電設備の調達等についても、当初の計画

事業費内で収まった。計画時の負担額と実績の差異については、主に西アキム地域の樹木

伐採費用が計画よりも少なかったことに拠る。 
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3.4.2.2  事業期間 

本事業における事業期間の予定と実績は下表のとおりであり、事業期間は計画を若干上

回った。 

 

表 14 事業期間の予定と実績 

 第 1 期 第 2 期 計 

予定 実績 予定 実績 予定 実績 

日本側 11 か月間 14 か月間 
：計画比 127％

(2007 年 2 月

-2008 年 3 月) 

10 か月間 12 か月間 
：計画比 109％

(2008 年 1 月

-2008 年 12 月)

全体：21 か月

間 
 

全体：26 ヶ月

間 
：計画比 123％

ガーナ側 29 か月間 32 か月間 
：計画比 110％
(2007 年 2 月

-2009 年 7 月) 

28 か月間 30 か月間 
：計画比 127％
(2007 年 2 月

-2010 年 4 月）

全体：57 か月

間 

全体：62 か月

間 

：計画比 108％

事業合計 30 か月間 46 か月間 

：計画比 153％

38 か月間 

 

42 か月間 

：計画比 110％

全体：78 か月

間 

全体：88 か月

間 

：計画比 114％

出所：JICA 資料および ECG 資料 

 

【事業期間の予定と実績の差異】 

工期については、若干延長された。原因としては、調達資機材の製作遅延および資機材

輸送の遅れが挙げられる。1/2 期においては、資機材到着が計画よりも約 3 ヶ月遅延、2/2

期で同じく約 2 ヶ月遅延した。結果的に日本側の事業全体に要した工期として、約 5 ヶ月

程度を余分に要する結果となった。ガーナ側負担分については日本側事業の完了が遅れた

ことに伴って、ガーナ側負担工事の開始が遅れ、結果的に完了時期は若干遅れた。ただし、

ガーナ側の負担事項そのものに要した工期は計画通りであった10。 

 

 以上より、本事業は事業費については計画内に収まったものの、事業期間が計画を若干

上回ったため、効率性は中程度である。 

 

3.5 持続性（レーティング：③） 

3.5.1 運営・維持管理の体制 

本事業で設置された設備、資機材を今後も持続するに概ね十分な組織体制が敷かれてい

ると考えられる。 

ガーナ南部の 6 州にわたって事業管轄地域を有する ECG は、本部、州支店、郡事業所か

                                                  
10 本事業におけるガーナ側の負担事項は需要家への接続等が含まれていたため、日本の事業負担分が完了

した後から更に 18 か月間を予定していた。日本側の事業完了がそれぞれ 3 か月間、2 か月間遅れたため、

結果的にガーナ側負担事業も同様に 3 か月間、2 か月間遅れることとなった。 
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ら構成されており、2009 年末時点で 5,390 人の職員を擁する。これは計画時数値（2005

年）の 4,889 人から約 10％の人員増を意味しており、業務量の拡大と並行して職員数を増

強してきたことが分かる。また、本部では組織改革にも着手しており、戦略部門を強化す

るとともに、ICT セクションを独立させるなど、組織体制の強化も進めている。 

 他方、本事業設備の日常的な運営維持管理を行なう郡事業所については、下表のとおり、

日常業務の鍵となる部門において人員増が行なわれており、持続性のある体制が整備され

ていると考えられる。 

 

表 15 対象事業所における技術者数等の推移（人） 

地域 事業所 技術者 検針員 顧客サービス

2008 2011 2008 2011 2008 2011 

西アキム アサマンケセム 5 8 2 6 1 3 

ンサワム 3 5 4 7 6 8 

アッパーデンチラ ドンクワ 3 6 3 4 1 3 

セフィ 3 5 7 13 2 3 

出所：ECG 資料 

 

 なお、顧客サービスにかかる体制として各戸集金からカード制による集金方法への移行

も検討されたが、地方部ではネットワーク構築自体が費用面で難しいこと、ならびに盗電

を防止するためには、むしろ検針員が訪問するほうが抑制効果を望めることなどを要因と

して当面は導入しない計画である。 

 

3.5.2 運営・維持管理の技術 

本事業で設置された、ほぼ全ての機材は、ECG が通常使用している機材と同様の機材で

あり、その運営維持において新たな技術もしくは特別に高度な技術能力を求めるものはな

く、技術的には概ね十分な持続性があると考えられる。 

 

 なお、ECG の技術者は、現場配属の前に ECG が保有するテマ研修所11において研修を受

講することが義務付けられている。技術者は資機材の操作および日常維持管理に関して一

定の技術レベルを修了した後、現場に配属される規則である。また、同研修所ではリフレ

ッシュトレーニング・コースも設けられており、中堅技術者への研修体制も整えられてい

る。以上の点からも、ECG 技術者の技術力は一定程度に担保されていると考えられる。 

 

                                                  
11 2012 年 5 月現在、専従講師の 4 名に加えて、コース内容によって派遣される登録講師が 20 名在籍して

いる。新人研修は同研修所 6 か月間、OJT6 か月間の計 1 年間のコースが義務付けられており、中堅職員

も人事プログラムに則り、2-3 週間のリフレッシュトレーニングが義務付けられている。なお、同研修所は

ガンビア、リベリア、シエラレオネなどの第三国研修も受け入れている。 
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3.5.3 運営・維持管理の財務 

 本事業で調達される機材は基本的にメンテナンスフリーであるが、資機材の運転に必要

な消耗品と劣化状況に合わせて交換する予備品を常備する必要がある。下表のとおり、ECG

は一定額を毎年維持管理費として確保しており、域内事業そのものが大きく拡大している

現状においても、ユニットあたりの維持管理費は概ね従前のレベルを維持している。この

ような実績から判断するに当たり、財務面での持続性も本事業の効果を継続するには概ね

対応できるレベルを維持していると判断できる。 

 

表 16 配電線維持管理費 

 州 東部州 中央州 

単位/年 2004 2010 2004 2010 

既存配電線 Km 1,708 4,121 888 2,298 

年間維持管理

予算 

百万セデ

ィ 

2,832 6,985 2,444 5,924 

配電線 Km 当

り 

百万セデ

ィ/Km  

1.66 1.69 2.75 2.58 

出所：ECG 資料 

 

また、ECG 本体の財務状況については直近の 4 年間では 2009 年を除いて黒字化を実現し

ている12。更に、ECG としては今後も財務状況を改善するべく経営努力を続けてゆく旨、

年次総会において宣言している。具体的なターゲット項目としては、①配電ロスの低減、

②プリペイドカード制度の都市部導入、③料金徴収の徹底、④ICT の有効活用などが挙げ

られている13。これまでのところ、配電ロスについては、近年 24％から 27％弱の間にとど

まっているため、今後 ECG としては顧客サービスを更に充実させてゆくことによって、特

に非技術的な配電ロスの改善を図る意向である（配電ロスのうち非技術的なロスは大半が

盗電と推測されている）。この点については検針などのさらなる徹底で収支改善はある程度

見込める可能性があり、実際に上記の体制面にあるとおり、検針員の増員などの体制を強

化させていることも一つの証左と言える14。 

 

                                                  
12 これまで ECG の事業収支は赤字となる年度も散見されていた(2006 年、2007 年は赤字)。これは主に電

気料金が国策によって低額に抑えられていることや政府系組織の支払い時期が遅延する傾向があること等

が主たる要因であった。直近では政府系組織の支払いが比較的順調であることなどから黒字化していると

みられる。 
13 企業体の短期的な財務健全性を示す指標とされる流動性比率については、186%(2008 年)を示しており、

通常 150%以上が望ましいとされる基準はクリアしている状況にある。なお 150%はあくまでも一つの目安

であるが、借入金の大きい重厚長大産業の場合は一般的に 150%を下回っているケースが多いとされてい

る（経済産業省商工業実態基本調査 2011 年より） 
14 なお、技術的損失と非技術的損失の割合は実際には明確に分けることが出来ないため、ECG では損失の

うち 45％を技術的な損失によるもの、残る 55％を非技術的な損失としてみなしている。ちなみに技術的損

失としては、主要/配電用変圧器に関する損失が大半を占めると推測されている。 
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             表 17 ECG の事業収支の推移      （単位：千セディ） 

    2008 2009 2010 2011

収入 電気料金収入 598,770 616,079 967,112 1,190,381

支出 

  

  

電力購入および関連費 495,205 541,332 825,977 1,010,801

送電経費 15,842 23,369 29,974 41,109

人件費 51,970 77,673 81,940 111,887

その他支出入 

  

  

  

為替損益 3,483 6,107 17,051 3,653

借入金利子 -24,838 -15,717 -4,695 -17,439

関連企業配当 163 170 448  - 

その他収入 11,213 10,413 9,344 10,634

事業収支 25,774 -25,321 51,369 23,432

注：2011 年度は暫定数値 
出所：ECG Annual Report 

 

表 18 ECG の配電損失 

 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 

技術的損失 10.9% 10.8% 11.5% 11.7% 12.0% 

非技術的損失 13.3% 13.2% 14.1% 14.3% 14.6% 

計 24.3% 24.0% 25.6% 26.0% 26.6% 

出所：ECG 資料 

 

3.5.4 運営・維持管理の状況 

運営維持の状況は良好と考えられる。本事後評価調査における郡事業所技術者からも、

本事業の資機材はこれまで一度も大きな故障をしておらず、他案件と比較しても非常に質

が高いとの意見を表明している（4 箇所の全事業所にて同種の意見）。 

なお、仮に代替機の購入が必要になった際についても、代理店などが確保されており、

スペアパーツ等の入手に特段の問題は見られない。 

以上の状況からも、本事業の資機材は今後も持続的に利用される可能性が高いと判断で

きる。 

 

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。 
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4．結論及び教訓・提言 

4.1 結論 

本事業では、東部州西アキム地域ならびに中央州アッパーデンチラ地域の未電化地域に

配電網を整備することによって、地方農村部住民に安定した電力を供給し、基本的な生活

水準の向上をもたらすことを目指していた。本目的は、事業計画時、事後評価時双方の政

策やニーズに合致していることから妥当性は高い。配電網整備にかかる資機材の調達なら

びに据付はおおむね予定通り実施され、事業費は当初計画内に収まったが、事業期間が約 5

か月遅延したことから、効率性は中程度と判断される。なお、本事業については 33/11kV 配

電設備の調達・据付については日本側が実施し、 終需要家へのメーター設置や接続はガ

ーナ側が行なった。今次調査にて収集した情報からは、計画時に設定された域内の町村電

化率や世帯電化率が目標値を上回っていることや、地域経済の活性化や保健衛生サービス

の改善などの正のインパクト発現も見られる。以上のことから、本事業の有効性・インパ

クトは高いといえる。また、ガーナ電力公社の維持管理にかかる組織体制や技術力につい

ても重大な懸案事項は無く、今後も一定の持続性を担保できるものと評価できる。 

以上より、本事業の評価は非常に高いといえる。 

 

4.2 提言 

4.2.1 実施機関への提言 

  

ECG の財務状況を確固としたものとするために、配電ロスの低減および料金徴収の徹底

などの努力が今後さらに必要である。 

 

自動再閉路遮断装置の利用方法については機材の有効利用をにらみ、装置内部の詳細設

定を再検証することが必要である。同装置は、遮断に至るまでの感度など、諸処の利用条

件に即して幾通りにも設定変更することが可能であるため、再度、設定条件の調整を行な

うことによって有効利用が可能である。また、合わせて、同機材の適正な使用方法につい

て関係者に対する再研修を実施することも必要である。 

 

 

4.2.2 JICA への提言 

特になし。 

 

4.3 教訓 

本事業の日本側負担事項は配電機材の調達、一部据付までであり、電力の 終需要家へ

の接続、配電はガーナ側の負担となっていた。 終段階の取り組みを相手国側政府負担と

することについては若干のリスクも伴うものであるが、本件の場合は、これまで過去の無

償資金協力による取り組み実績等から、事業体の実施能力ならびに事業全体の難易度、コ
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スト負担能力等を見極めたうえで、妥当な範囲の業務分担を行なったといえる。このよう

に過去の取り組み実績を基礎として、両国間で適正な業務分担を行なうことは事業効率の

面からも有効な事業設計であり、他の類似事業実施にあたっても参考となるべき事例とい

える。 
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