
円借款用 

事業事前評価表 

 

１．案件名 

国名：インド 
案件名：マディヤ・プラデシュ州送電網整備事業 
L/A 調印日：2011 年 6 月 16 日 
承諾金額：18,475 百万円 
借入人：インド大統領（The President of India） 

 

２．事業の背景と必要性  

(1) インドにおける電力セクターの開発実績（現状）と課題 
インドでは、近年の年平均 8%を越える急速な経済成長に伴い、エネルギー消費が増加を続けて

おり、世界第 5 位のエネルギー大量消費国となっている。他方、エネルギー需給状況は、供給能
力が需要の拡大に追いついていない状況が継続している（2010 年度（2010 年 4 月～2011 年 3 月）：
電力供給量 10.6％不足、ピーク時出力 12.1％不足）。加えて、高い送配電ロス率（2010 年度：イ
ンド全国平均 25.5％）、頻繁に生じる停電が供給面での大きな問題となっている。 
(2) インドにおける電力セクターの開発政策と本事業の位置づけ 
インド政府は、第 11 次 5ヶ年計画（2007 年 4 月～2012 年 3 月）中の取り組みとして、78,600MW

の新規電源開発や送配電設備の整備を掲げており、これを受けて、マディヤ・プラデシュ州（以
下、「MP 州」という。）政府は、「MP 州第 11 次 5 ヶ年送電計画」を策定しており、同州の送電網を
整備する本事業もこの取り組みに含まれている。 
(3) インド電力セクターに対する我が国及び JICA の援助方針と実績 
対インド国別援助計画における重点目標として「経済成長の促進｣が定められ、これを受け JICA

は、「経済インフラ整備を通じた持続的経済成長の支援」を援助重点分野として掲げ、エネルギー
の安定供給のために、電力供給能力と送配電能力を強化するべく、高効率電力供給施設（発電所、
送配電網）の整備、老朽化した既存施設の効率改善、送配電ロスの低減を支援の柱と位置づけて
おり、本事業はこれら方針に合致するものである。なお、実績としては、円借款では、電力セク
ターに対し過去 69 件 9,666 億円の円借款承諾実績(全承諾額の 31%)があり、送電整備事業に関し
ては、2006 年度「ハイデラバード都市圏送電網整備事業」、2007 年度「マハラシュトラ州送変電
網整備事業」、及び 2008 年度「ハリヤナ州送変電網整備事業」等への円借款を供与している。技
術協力では「アンドラ・プラデシュ州配電改善計画調査」（開発調査）及び「火力発電運用改善計
画調査」（開発調査）を実施している。 
(4) 他の援助機関の対応 
世界銀行及びアジア開発銀行（ADB）が各州における電力セクター改革を支援しているほか、送

配電網の整備、州電力公社のキャパシティ強化、水力発電、エネルギー効率化等の面で支援を実
施している。 
(5) 事業の必要性 
MP 州は、日印政府イニシアティブにより進められているデリー・ムンバイ間産業大動脈構想

(DMIC)を構成する州でもあり、同州では、インドール空港近辺の経済特区の開発、デワス市近辺
の物流拠点の開発及びピタムプール工業地域開発等が計画され、引き続き堅調な経済発展が見込
まれ、今後も都市部の電力需要が増加することが予想される。こうした急増する電力需要に対応
するため、2013 年までに 2 ヶ所の新規火力発電所(計 1,700MW)の運用開始が予定されており、新
規発電容量の増加に伴い送電網の増強が必要とされている。加えて、インドの 5 つの電力系統地
域のうち、同州はインド最大の電力需要地である西部地域に属するが、同州は同地域の中央に位
置しているため、同地域にある 19 ヶ所の電力運用の基幹変電所のうち 9ヶ所を有している。よっ
て同州の系統の増強は西部地域ないしはインド全土の系統運用の安定化及び DMIC の推進にも寄
与するものである。このような状況下、同州の送電網整備を行うことにより、同州ないしはイン
ド西部地域の系統の安定化、送電ロス率の低下及び安定運用を通じた電力の安定供給の達成を図
る本事業に対し、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、インド西部 MP 州全域において、送電線及び変電設備の整備を行うことにより、同州



の系統の安定化、送電ロス率の低下及び電力の安定供給の達成を図り、もって同州及びインド西
部地域の経済発展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 
MP 州全域 

(3) 事業概要 
MP 州全域における送電線敷設(220kV、132kV)、新規変電所建設及び既存変電設備の増強を行な

う。 
 1) 機器調達 

・ 送電線(220kV、132kV)の敷設、増強 総計約 2,100km 
・ 以下の変電所の新設・増強  

 新設 増強 

400kV/220kV なし 3 ヶ所 

220kV/132kV 8 ヶ所 15 ヶ所 

132kV/33kV 26 ヶ所 66 ヶ所 

 2）据付に伴う土木工事 
(4) 総事業費 
22,213 百万円（うち、円借款対象額：18,475 百万円） 

(5) 事業実施スケジュール 
2011 年 6 月～2015 年 5 月を予定(計 48 ヶ月)。施設供用開始時(2014 年 5 月)をもって事業完成

とする。 
(6) 事業実施体制 
 1) 借入人：インド大統領 (The President of India) 
 2) 事業実施機関：MP 州送電公社(Madhya Pradesh Power Transmission Corporation Limited) 
 3) 操業・運営／維持・管理体制:2)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、「国際協力機構 環境社会配慮ガイドライン」(2010 年 4

月制定)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、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、同国国内法上作成が義務付けら
れていない。 

④ 汚染対策：工事中は、散水や荷台への覆いによる粉塵等の緩和、車両や重機の適切管理等
の対策が取られる。 

⑤ 自然環境面：事業対象地域は国立公園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。送電線敷設・変電所建
設用地は森林指定地域ではなく問題ない。 

⑥ 社会環境面：本事業は約 97.16ha の用地取得を伴うが、そのうち、91.71ha は政府所有の
土地であり、民間保有の 5.45ha に関し、現在、同国国内法及び実施機関が定める補償方
針に従い、再取得価格での補償を実施し、用地取得の手続きが進められている。既に4.57ha
が取得済であり残りの 0.88ha についても 2011 年 8 月までに完了する予定である。なお住
民移転は発生しない。 

⑦ その他・モニタリング：建設中には、大気質、水質、騒音、振動について、事業完成後は
廃棄物、排水、固形廃棄物、大気質及び騒音について、実施機関がモニタリングを実施す
る予定であり、建設中については、半期に 1回、事業完成後は 3年間、1年に 1度モニタ
リング結果を JICA へ報告することを実施機関と合意している。 

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：特になし 
(9) その他特記事項 
本事業は、送電ロス率低減によるエネルギー利用の効率化を図るものであり、温室効果ガス

(GHG)排出抑制に貢献する。 

 



4. 事業効果 

(1) 定量的効果 
1) 運用・効果指標 

指標名 
基準値 

（2010 年実績値） 
目標値(2016 年) 

【事業完成 2年後】 

400kV 4,200 8,610 

220kV 14,030 18,450 変電容量(MVA) 

132kV 15,070 18,032 

400kV 変電所 99.05 98 

220kV 変電所 99.58 98 

220kV 送電線 98.22 98 

132kV 変圧器 99.84 98 

平均稼働率(%) 

132kV 送電線 98.70 98 

送電ロス率(％)1  3.88 4 以下 

 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 18.50%、財務的内部収益率(FIRR)は

14.23%となる。 
【EIRR】 
費用：事業費(税金を除く)、運営・維持管理費 
便益：送電収入の増加、送電ロスの削減 
プロジェクトライフ：30 年 
【FIRR】 
費用：事業費、運営・維持管理費 
便益：送電収入の増加、送電ロスの削減 
プロジェクトライフ：30 年 
(2) 定性的効果 
 MP 州における投資促進、生活環境の向上及び同州の経済発展 
5. 外部条件・リスクコントロール 

インド及び事業対象周辺地域の政治経済情勢の悪化並びに自然災害 
 

6. 過去の類似案件の評価結果と本事業への教訓 
「アンパラ送電システム建設事業(1)(2)」の事後評価において、電力部門の構造改革のため、

電気料金の適正化(過度のクロス・サブシディーの是正)、配電部門の分社化等、実効的な施策へ
の努力を継続することが必要である、との提言が得られている。  
本事業については、州の電力局が定めた料金設定方法に従い、一定の利益が確保される水準の

送電網使用料金を配電公社より徴収出来るため特段の問題はないと考えられるが、送電網使用料
金の設定方法について変更が加えられる場合には、適切な利益が確保されるよう MP 州政府と協議
する。 
 

7. 今後の評価計画 
(1) 今後の評価に用いる指標  
1）変電所の変電容量（MVA） 
2) 変電所の設備稼動率（％）  
3）送電ロス率(％)  
4）経済的内部収益率（EIRR）（％）  
5）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  

                                                  
1 平均稼働率及び送電ロス率は、現状でも非常に高いパフォーマンスを達成している。本事業において、運用指

標である設備稼働率については、引き続き現状のレベルを維持することを目標とする。 


