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アルメニア 

送配電網整備事業 

外部評価者：三州技術コンサルタント株式会社 

川畑 安弘 

0．要旨 

本事業は、アルメニア全土の送配電網の整備及び消費者用メーターの設置を行うことによ

り、電力供給の安定性及び信頼性の向上、また、テクニカルロスの削減と料金回収率の向上

を図り、送配電公社の経営強化、さらにはエネルギー資源の効率的利用による同国の国際収

支改善に寄与することを目的としていた。本事業の実施はアルメニア政府の開発政策、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。また、本事業の目的である、

電力供給の安定性及び信頼性の向上、また、テクニカルロスの削減と料金回収率の向上とい

う面で概ね計画通りの効果発現が見られ、有効性・インパクトは高い。効率性については、

アウトプットの概要が計画時と比べて大幅に変更になっているが、その変更理由は妥当なも

のであった。事業費は計画内に収まったが、事業期間が計画を大幅に上回ったため、効率性

は中程度である。本事業の持続性については、財務状況に軽度な問題があり、本事業によっ

て発現した効果の持続性は中程度である。 

 

以上より、本プロジェクトの評価は高いといえる。 

 

1．案件の概要 

 

  

プロジェクト位置図 改修された Echmiatsin 変電施設 

 

1.1 事業の背景 

アルメニアの電力セクターは、旧ソ連時代より、汎コーカサス1電力網の一部として整備

され、発電設備容量は同国の需要を上回る能力を有していた。しかしながら、アルメニア大

地震（1988 年 12 月）によるメドザモル原子力発電所の閉鎖、グルジア国内の紛争による同

国経由のガスパイプラインの破壊、輸入燃料の高騰による火力発電所の稼働率の低下等から、

1993 年の電力の供給量は 1988 年の 40%程度にまで低下していた。そのために発生した電力

                                                        
1 ヨーロッパ、アジア、中東の間にある、黒海とカスピ海に挟まれた地域 
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危機（1993 年～1995 年）の結果、安全対策上、問題のある原子力発電所の運転再開を余儀

なくされることとなった。この原子力発電所の運転再開（1995 年 12 月）と、経済低迷によ

る電力需要の低迷から、1996 年以降は 24 時間の供給体制が回復している。 

しかしながら、火力発電所のほとんど（1963～76 年建設）は 80 年代以降のメンテナンス

不足から設備の老朽化が進み、また、送配電網についても長期間にわたりメンテナンスが不

十分であったことや、供給制限時に設備容量を超える消費が短時間に集中したことを受け、

変圧器の焼損、ケーブルの溶断が生じる等、設備の劣化が著しく、電圧の変動が生じるなど、

電力の安定性が損なわれていた。このような状況の下、アルメニア政府は電力セクター改革

に取り組み、電力セクターにおいて独占的地位にあった旧アルメニア電力公社（Armenergo）

を発電・送電・配電部門に分割すると共に、電力事業営業権等の発行や電気料金設定を管轄

する独立したエネルギー委員会を設置した。 

上述の通り、アルメニア国の電力供給システムは、設備の老朽化やメンテナンスの不備に

より、電力ロスが非常に大きいものとなっていたことから、同国政府は発電所の新設及び改

修と共に送配電網の改修を国家開発計画の中で 優先事業として位置付けていた。 

1999 年の審査時点において、国際機関をはじめとする他援助機関のアルメニア電力セク

ターに対する支援が実施されており、既存発電所の緊急性の高い改修については、世界銀行

（以下、世銀）、ドイツ復興金融公庫（以下、KfW）が既に事業を実施していた他、原子力

発電所に代替するラズダン火力発電所 5 号機については欧州復興開発銀行（以下、EBRD）

の支援により、当初、1999 年末に完成予定であった。 

 

1.2 事業概要 

アルメニア全土の送配電網の整備及び消費者用メーターの設置を行うことにより、電力供

給の安定性及び信頼性の向上、また、テクニカルロスの削減と料金回収率の向上を図り、送

配電公社の経営強化、さらにはエネルギー資源の効率的利用による同国の国際収支改善に寄

与する。 

 
注： 本事業下で改修された変電所（110kV）の位置図。左側はエレバン郊外（5 箇所）、右側はエレバン区

域内（12 箇所）。本事業の対象地域はエレバン周辺に位置している。 

図 1：事業位置図 
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円借款承諾額/実行額 5,399 百万円/5,368 百万円 

交換公文締結/借款契約調印 1998 年 12 月/1999 年 2 月 

借款契約条件 金利 1.80％、返済 30 年（うち据置 10 年） 
一般アンタイド（本体分） 
金利 0.75％、返済 40 年（うち据置 10 年） 
二国間タイド（コンサルタント分） 

借入人/実施機関 アルメニア共和国政府/エネルギー投資事業実施公社2 

貸付完了 2010 年 10 月（当初完了日 2005 年 10 月 20 日） 

本体契約 
 

ABB AB（スウェーデン）・Eltel Networks Corporation 
（フィンランド）（JV）/Heilongjiang No.1 Thermal Power 
Construction Corporation（中国） 

コンサルタント契約 日本工営/東京電力 

関連調査（ﾌｨｰｼﾞﾋﾞﾘﾃｨｰ･ｽﾀﾃﾞ

ｨ：F/S）等 
世銀日本開発政策・人材育成基金（PHRD）, USAID, EU
による F/S（1996 年） 

関連事業 本事業は世銀及び USAID との協調融資 

 

2．調査の概要 

2.1 外部評価者 

川畑 安弘（三州技術コンサルタント株式会社） 

 

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： 2012 年 9 月～2013 年 8 月 

現地調査： 2012 年 11 月 24 日～12 月 9 日、2013 年 3 月 3 日～3 月 22 日 

 

2.3 評価の制約 

(1) 本事業は、国際協力機構（JICA）、世銀、USAID の協調融資であり、3 機関がそれぞ

れ融資したコンポーネント全てで事業を形成している。従って、評価については、3

機関融資事業全てを対象に、原則、DAC 評価 5 項目に基づき評価を実施した。特に、

有効性及びインパクトについては、機関毎にその有効性を分割して、検証すること

は困難なため、事業全体の効果を評価対象とした。ただし、効率性、持続性につい

ては、円借款分対象の事業に関してのみ、分析・評価を行っている。 

(2) 本事業の事業内容は、既存施設の改修であり、どの施設がどのように改修されたの

か、また改修工費の工種別見積もり金額はいくらであったのか、その詳細の確認は

困難である。また、事業実施中に円借款対象事業の内容も大きく変更されたことも

あり、事業全体の当初のアウトプット計画（あるいは事業実施途中の変更後のアウ

トプット）と実績の比較は困難であり、当分析/評価においては、円借款対象分に対

しての当初の計画時と実績の比較分析を基本とする。 

 

                                                        
2 エネルギー投資事業実施公社は本事業実施中の実施機関であり、2011 年のエネルギー関連部門/機関の

改変により、解散。 
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3．評価結果（レーティング：B3） 

3.1 妥当性（レーティング：③4） 

3.1.1 開発政策との整合性 

事業審査時（1999 年）におけるアルメニア政府の 優先課題は、国の経済競争力および

国民福祉の改善を支援するため、適正な料金で安定して電力を供給することであった。その

ため、発電所の新設・改修とともに送配電網の改修は国家開発計画の中で 優先事業として

位置付けられていた。同時に、電力セクターにおけるエネルギー資源の効率的利用を高める

ため、電力の安定供給を維持しつつ、同セクターを民営化することを計画していた。 

アルメニア政府は 2004 年にエネルギー節減及び再生可能エネルギーに関する法律を施行

し、1）経済及びエネルギー面においての独立性の強化、2）経済及びエネルギー保障、なら

びにエネルギーシステムの安全性の向上、3）エネルギー節減及び再生可能エネルギーを促

進するための新産業インフラ及び行政機関の設立・整備、4）環境及び人の健康に及ぼす技

術面での弊害低減を目標にしている。同法律の施行に伴い、その後、経済開発に関するエネ

ルギーセクター開発戦略（2005 年）、エネルギー節減及び再生可能エネルギーに関する国家

プログラム（2007 年）等が、また、2010 年には国家エネルギー効率性アクションプランが

策定された。同プランでは、2020 年までに住宅建築、公共/民間サービス、産業、農業、運

輸交通の各セクターでのエネルギー効率性向上を目的とした一連の関連法規制、機構改革及

び人材育成に関する提案を、達成すべき数値目標とともに示している。 

審査時（1999 年）及び事後評価時において、電力セクターにおけるエネルギー資源の効

率的利用を高めるため、電力の安定供給の重要性が指摘されており、本事業と開発政策との

整合性は高い。 

 

3.1.2 開発ニーズとの整合性 

1.1 事業の背景の節で記述したように、1990 年代初頭、電力供給量は大幅に減少していた。そ

の後も、アルメニアの電力供給システムは、設備の老朽化やメンテナンスの不備により、電

力ロスが非常に大きいものとなっていたことから、同国政府は発電所の新設及び改修と共に

送配電網の改修を国家開発計画の中で 優先事業として位置付けていた。その後、同国政府

は電力供給量増大に努め、審査時点（1999 年）では、既存発電所の緊急性の高い改修について

は、世銀及び KfW の融資で、原子力発電所の代替となる火力発電所（ラズダン火力発電所 5 号

機）については、EBRD の援助で事業実施中であった。これらの世銀及び KfW の融資による改

修事業及び本事業による電力ロスの改善により、ピーク需要に対する稼働可能設備容量は拡大さ

れ、2005 年まで余剰が見込まれ、必要な発電設備容量はほぼ確保されるものと判断されていた。

したがって、審査時点では、さらに電力セクターの改革/質の向上を進めるため、電力供給

の安定性向上、テクニカルロスの改善、料金回収率向上による非テクニカルロスの改善を目

的とした送配電網の改修及び近代化を早急に実施する必要があった。 

アルメニア政府は、2007 年、2008 年に発表したエネルギー節減、エネルギー効率性及び

代替エネルギー開発等に関する政策をさらに発展させて 2010 年に国家エネルギー効率性ア

クションプランを策定、その後、エネルギー節減及び効率性向上に取り組んでいる。なお、

                                                        
3 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
4 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
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本事業で導入された通信・給電指令システム・データ取得施設（SCADA）は発電された電

力を有効かつ効率的に使うことを目的にしているが、さらに一歩進めて、発電、送電、配電

を総合的に 適運用化することが可能となっている。また、本事業による送電設備・配電設

備の改修/近代化により、電力供給の安定性向上及びテクニカルロスの改善が達成され、政

府の目標であるエネルギー節減/効率性向上に貢献していることから、事後評価時点におい

ても開発ニーズとの整合性は高い。 

 

3.1.3 日本の援助政策との整合性 

「海外経済協力業務実施方針（1999 年 12 月策定）」において、コーカサス地域諸国にお

いては、旧ソ連邦時代からの維持管理不備等により、老朽化した社会インフラ修復への支援、

環境問題対策への支援、今後の自立的経済開発に必要な経済・社会インフラの整備及び市場

経済化に向けての人材育成等を支援の重点分野としていた。 

 

以上より、本事業の実施はアルメニア政府の開発政策、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5（レーティング：③） 

3.2.1 定量的効果（運用・効果指標） 

本事業の目的は、アルメニア国全土の送配電網の整備及び消費者用メーターの設置を行う

ことにより、電力供給の安定性及び信頼性の向上、また、テクニカルロスの削減と料金回収

率の向上を図り、送配電公社の経営強化、さらにはエネルギー資源の効率的利用による同国

の国際収支改善に寄与することであった。協調融資スキーム（JICA、世銀、USAID）6の下、

当初の円借款対象分は送配電網の改修であった。本事業は、3 機関がそれぞれ融資したコン

ポーネント全てで事業を形成しているため、特に、有効性については、機関毎にその有効性

を分割して、検証することは困難であり、事業全体の効果を評価対象とした。本事業のアウ

トカムは、電力供給の安定性、信頼性の向上テクニカルロスの削減及び料金回収率の向上で

あり、以下、その定量的効果を検証する。 

 

(1) 配電網におけるテクニカル7/コマーシャルロス8の低減（電力供給の安定性向上） 

本事業完成後の配電網のテクニカル/コマーシャルロスの低減効果を表 1 に示す。 

 

                                                        
5 有効性の判断にインパクトも加味して、レーティングを行う。 
6 世銀の主な担当範囲は送配電網改修及びコンサルティング・サービスで、USAID の担当範囲は消費者

用メーターの取替えであった。 
7 送電線や配電線の抵抗により、一部の電気エネルギーが熱として失われてしまうことをいう。 
8 盗電、利用者の料金不払い、会計処理ミス等が挙げられる。 
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表 1：テクニカル/コマーシャルロスの低減 

 基準値 当初目標値 実測値  

1999 2007 2009 2010 2011 2012 
テクニカル/ 
コマーシャルロス 

総配電量の
33％と想定

総配電量の
18％以下 

12.9% 13.2% 12.9% 12.9% 

出典： 基準値および目標値は世銀事業完成報告書、実測値は質問票回答。 
注： 2008 年 6 月 30 日付の世界銀行事業完成報告書によると、2003 年及び 2006 年におけ

る配電網のテクニカル/コマーシャルロスの低減量はそれぞれ 21.7%、15.1%であった。 

 

本事業開始前の総ロス量は、世銀事業完成報告書によると総配電量の約 33%と見

られ、2007 年における当初目標値は 18％以下と設定されていた。本事業完成後直近

2 年間の実績値は 12.9％であり、当初目標値よりも約 5％下回っている。なお、本事

業の円借款分完了前の 2009 年には既にロス率が低下しているが、その要因は世銀融

資分および本事業の一部設備が既に供用開始していたことによるものと思われる。 

 

(2) 送電網におけるテクニカルロスの低減（電力供給の安定性向上） 

本事業完成後の送電網のテクニカルロスの低減効果を表 2 に示す。 

 

表 2：テクニカルロスの低減 

 基準値 実測値  

2003 2006 2009 2010 2011 2012 

テクニカルロス  
総送電量の
4.2% 

1.4% 1.36% 1.68% 2.01% 2.05% 

出典： 基準値および 2006 年実績値は世銀事業完成報告書、2009 年以降の実測値は質問

票回答。 
注： 2008 年 6 月 30 日付の世界銀行事業完成報告書によると、2003 年及び 2006 年に

おける送電網のテクニカルロスの低減量はそれぞれ 4.2%、1.4%であった。  

 

本格的工事開始前 2003 年における送電網におけるテクニカルロスは 4.2%であっ

たが、2012 年におけるロス量は 2.05%であり、ほぼ半減している。なお、本事業の

円借款分完了前の 2009 年には既にロス率が低下しているが、その要因は世銀融資分

の設備が既に供用開始していたことによるものと思われる。 

 

(3) 料金回収率の改善（高圧送電網公社及び配電公社の経営状態及び財政状況の改善）

（消費者用メーターの取替え9） 

審査当時（1999 年）の料金回収率は 85％であり、事業完成時の目標を 95％として

いた。消費者メーターが各利用者宅（世帯）に設置された結果（一部、USAID 融資）、

料金回収の実績は、2009 年以来、回収率 100％を維持している。 

 

(4) 設備稼働率（電力供給の安定性向上） 

事業実施後も変電所内変圧器の稼働率 はほぼ 100％となっており、計画停電は一

部継続している。 
                                                        
9 「3.4 効率性」で後述のとおり、消費者用メーターの取替えは一部、当初円借款で実施予定であったが、

本事業の範囲より除外されアルメニア側の自己資金により実施された。 
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(5) 年間平均停電時間（電力供給の安定性向上） 

本事業完成後の年間平均停電時間の減少効果を表 3 に示す。 

 

表 3：年間平均停電時間 
単位：分/消費者 

 2008 2009 2010 2011 2012 
計画停電 91 95 186 174 123 
計画外停電 816 774 1,013 599 401 

計 907 869 1,199 773 524 
出典： 質問表への回答書 
注 1： 過去 2 年（2011 年、2012 年）の計画停電時間数が 2008 年、2009

年と比較して大きい理由は、さらに改修工事を進めるため、定期検

査を実施していることによる。 
注 2： 2010 年、停電時間の長い理由は、天候不良（冬季の豪雪及び春季に襲

来した嵐）により、電線が切断され、修復に時間を要したことによる。 
 

本事業完成後（2010 年 10 月）、年間平均停電時間は年々減少している。 

 

配電網におけるテクニカル/コマーシャルロスは当初目標値よりも約 5％、下回っ

ており、また、送電網におけるテクニカルロスも基準値より半減しているため、本

事業は電力供給の安定性向上に貢献している。料金回収率は 2009 年以来、100％と

なっており、電力利用者から電気料金を確実に徴収できることは、電力関連会社の

経営状態及び財政状況の改善につながっている。 

 

3.2.2 定性的効果 

(1) 設備故障の減少と安定した電圧での電力の供給及び送配電公社の経営強化 

アルメニアの電力事業はエネルギー/天然資源省の下、電力システム運営社（Electro 

Power System Operator CJSC- EPSO）が発電、送電、配電を総合的に 適運用する管

理任務を有し、解決センター（Settling Center）が発電、送電、配電の各機関/企業が

実際に発電、送電、配電した電力量を計測確定している。このようなシステムが構

築されたことにより、エネルギー資源の効率的利用及び安定的電力の供給が可能と

なった。また、アルメニア電線網会社（Electricity Network of Armenia – ENA）及び高

圧送電網公社（High Voltage Electric Network CJSC – HVEN）において国際会計基準が

適用されるようになり、かつ、国際会計監査法人による外部監査が実施されるよう

になり、両社の経営強化につながっている。 

 

3.3 インパクト 

3.3.1 インパクトの発現状況 

当初、本事業の実施により、アルメニアのエネルギー資源の効率的利用により、国際収支

改善に寄与することが想定されていた。 

 

(1) 外国資本直接投資増加および国際貿易収支への寄与 

本事業完成後の外国資本直接投資を表 4、国際貿易収支を表 5 に示す。 
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表 4：外国資本直接投資状況 
単位：百万ドル 

年 1999 2008 2009 2010
投資額 122 935 777 935

出典： 世銀審査報告書（1999 年、2012 年） 

 

表 5：国際貿易収支状況 
単位：百万ドル

年 1999 2008 2009 2010
輸入額 811 4,426 2,378 3,783
輸出額 232 1,057  624 1,011

貿易収支 579 3,369 1,754 2,772
貿易総額 1,043 5,483 3,002 4,794

出典： 世銀審査報告書（1999 年、2012 年） 

 

直接投資額は、リーマンショック後の 2009 年には、一旦減少したが、2010 年には

2008 年レベルまで回復し、審査時（1999 年）の約 8 倍に増加している。貿易額に関

しても、2009 年に一旦減少したものの 2010 年にはかなり回復し、約 4.6 倍に増加し

ている。一方で、輸入超過の状況は同国の経済形態から、現時点でも続いている。

ただし、本事業が外国資本直接投資および国際貿易収支に貢献したかどうかは、そ

の確認が困難である。 

 

(2) 電力輸出/輸入量の増加 

本事業完成後の電力輸出/輸入量状況を表 6 に示す。 

 

表 6：電力輸出/輸入量 
単位：百万 kWh 

年 2007 2008 2009 2010 2011 
輸出量 313 360 336 1,061 1,383
輸入量 409 338 246 157 71

出典： 質問票への回答書 

 

現時点での外国への電力輸出入はイランのみである。イランとは需要/供給状況に

より、お互い融通し合う協定を結んでおり、夏季（4 月－9 月）にはアルメニアより

輸出し、冬季（10 月－3 月）にはイランより電力を輸入している。 

 

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 

審査時点で指摘された既存施設（使用済みオイル、建設機材費等）の廃棄処理は、

適切に処理されたとの報告を実施機関より受けた。また、変電所（配電施設）につ

いては、変電所全体の周辺及び内部の変電施設を囲むフェンスが 2 重に設けられて

おり、感電事故からの防護対策が十分に取られていることが確認された。なお、変

電所（配電施設）及び SCADA は既存施設内での改修であり、特に自然環境への影

響はない。 

 

(2) 住民移転・用地取得 

本事業は既存施設の改修であり、用地取得、住民移転は発生しなかった。 
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(3) その他正負のインパクト 

変電所において、遮断器を旧型のオイル式から 新型のガス式に交換したため、

オイルの使用量が低減され、コストの削減及び変電所内機器周辺の環境改善（油漏

れの減少）につながった。 

 

以上より、電力供給の安定性及び信頼性の向上、また、テクニカルロスの削減と料金回収

率の向上を図るという面で目的が達成されていることが確認された。したがって、本事業の

実施により、概ね計画どおり効果の発現が見られ、有効性・インパクトは高い。 

 

3.4 効率性（レーティング：②） 

3.4.1 アウトプット 

本事業円借款対象分におけるアウトプット（計画及び実績）を表 7 に示す。 

 

表 7：アウトプット比較（計画/実績） 
 審査時点での事業概要 事業概要変更（2000 年 8 月） 事業完成時点での事業概要

送電網改修 1) 220ｋV の変電所 6 箇所

（Ekhegnadzor, Shahumyan-2, 
Shinuhair, Vardashen, Vardashe, 
Shengavit）を対象に断路器の

交換、エアーコンプレッサー

等の取替え。 
･ 機材（車両、工具、試験器

具）の調達。 
･ 変電所内安全対策（構内火

災対策設備等の改修） 
2) 給電指令システム・通信設備

の改修

1) 110kVの変電所 33箇所の改修

（遮断器、断路器、変流器の

交換等） 
2) 通信・給電指令システム・デー

タ取得設備（SCADA）の設置

1) 通信・給電指令システム・デ

ータ取得設備（SCADA）の設

置：ビデオ表示板（Video Wall）
の設置（追加項目）以外は計

画どおり。 

配電網改修 1) エレバン、中部、南部配電地

区の設備更新・近代化（遮断

器、ヒューズ、変圧器、電力

ケーブル） 
2) 4 配電地域の消費者用メータ

ーの取替え 

1) 配電所の改修は円借款対象か

ら除外。 
2) エレバン地区の住宅用電力量

計の取替え 

1) 110kVの変電所 17箇所の改修

2) エレバン地区の住宅用電力量

計の取替えは本事業より削

除。  

コンサルテ

ィング 
サ-ビス 

1) 詳細設計（給電制御システ

ム）、詳細設計見直し、入札補

助、施工監理補助 
2) 環境対策関連業務 

･ 公害・住環境保全を考慮した

設計、入札内容の指導/助言

･ 環境モニタリングに必要な

資機材の保有状況の確認 
･ 事業実施中の環境影響の

防止指導/助言 

外国人： 81 M/M 

ローカル： 59 M/M 

ローカルスタッフ：237 M/M

1) 詳細設計（給電制御システ

ム）、詳細設計見直し、入札補

助、施工監理補助 
2) 110kV 変電所改修に係る詳細

設計を追加。 
3) 環境対策関連業務 
･ 公害・住環境保全を考慮した

設計、入札内容の指導/助言 
･ 環境モニタリングに必要な資

機材の保有状況の確認 
･ 事業実施中の環境影響の防止

指導/助言 

業務内容はほぼ計画どおり。 

外国人： 69 M/M 

ローカル： 229 M/M 

ローカルスタッフ： 483 M/M 

出典： JICA 審査時資料、JICA 内部文書、完了時報告書、質問票への回答 
注 1： 2000 年 8 月に変更された事業概要に関して、110kV の変電所 33 箇所の改修は送電網改修の一部と

されていたが、実施機関作成の完了時報告書及び世銀の事業完成報告書によると、同改修工事は配

電網改修の一部とされているため、表 7、実績の行では、同改修工事は配電網改修の項目に入れて

ある。なお、世銀との協議の結果、世銀は送電網改修を担当することとなり、220kV の変電所 8 箇

所の改修を実施した。 
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本事業の全体事業は、USAID、世銀及び JICA の 3 者での協調融資で実施されたが、電力

セクターの構造改革（民営化等）の影響により、事業実施途中で 3 者間での担当コンポーネ

ントについての協議が行われ、変更が行われた。JICA 担当事業の円借款対象分のスコープ

が大幅に変更されているが、その変更はやむを得ないものであり妥当であった。主な変更箇

所及び理由は下記のとおりである。 

 

1) 当初計画では、220kV 送電用変電所 6 箇所の改修工事を予定していたが、世銀との

融資分担の整理を行い、110kV 配電用変電所 33 箇所の改修に変更。その後、33 箇所

の変電所の部分改修から 17 箇所の変電所の全面改修工事に変更。なお、送電網変電

所の改修（220kV の 8 変電所）は世銀融資で実施。 

2) 消費者用メーターの取替えは、アルメニア政府が実施することになり、円借款対象

外となった。 

3) ビデオ表示板（Video Wall）設置を追加工事として実施。 

4) コンサルティング・サービス従事要員数（M/M）については事業実施期間が大幅に

延長されたため、ローカル専門家及びローカルスタッフの M/M も大幅に増加。 

 

Kirza（キルザ）変電所改修機器 SCADA ビデオ表示版 

 

3.4.2 インプット 

3.4.2.1 事業費 

審査時に積算された円借款対象分の総事業費は 5,838 百万円（内、円借款は外貨分及び内

貨分に充てられ、総額 5,399 百万円、残り 438 百万円は自己資金）であった。大幅なスコー

プ変更があったが、実績は 5,368 百万円で、スコープ変更に見合った事業費であり、計画を

下回った（対計画比 92％）。 

主な円借款対象分のスコープ変更点については、3.4.1 アウトプット参照のこと。なお、

JICA が USAID 及び世銀との協調融資に参画すると決まった後の世銀が 2008 年時点で見積

もった総事業費（一部、実績額も含む）は 89.82 百万ドル（2008 年 5 月 3 日の 1 ドル=104.64

円での換算レートで約 9,398 百万円）であったが、円借款貸付完了日時点（2010 年 10 月）

での実績総事業費は 89.52 百万ドル（2008 年 5 月 3 日の 1 ドル=104.64 円での換算レートで

約 9,367 百万円）であり、総事業費の対計画比は約 100%である。 
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表 8：事業費比較（当初計画額および実績値）円借款対象分 

（単位: 百万円） 

項目 

当初計画額 
変更後

計画額
実績値 

外貨 内貨 合計 
円借款

外貨 内貨 合計 

円借款 
自己 
資金 

円借款 合計 円借款 円借款
自己

資金
円借款 合計 円借款

1) 送電網リハビリ 1,555 79 479 2,113 2,035 616 1,482 0 0 1,482 1,482
･ 変電所リハビリ 972 34 360 1,366 1,333 0 0 0 0 0 0
･ 給電制御システ

ム/通信システ

ムのリハビリ 
583 45 119 747 702 616 1,482 0 0 1,482 1,482

2) 配電網リハビリ 2,486 314 0 2,800 2,486 4,211 3,576 0 0 3,576 3,576
･ 配電変電所改善 1,490 184 0 1,674 1,490 3,213 3,576 0 0 3,576 3,576
･ 消費者用メー

ター取替え 
9986 130 0 1,126 996 998 0 0 0 0 0

3) コンサルティング

サービス 
281 0 43 324 324 214 305 0 0 305 305

4) 物的予備費 216 21 26 263 242
358

  
5) 価格予備費 275 25 38 339 313   
6) JICA 約定手数料   0 5 0  5 5

合計 4,813 438 586 5,838 5,399 5,399 5,368 0  5,368 5,368

出典： JICA 審査時資料、JICA 内部文書、完了時報告書、質問票への回答為替レート：審査時点 1 US$ = 119
円（1997 年 6 月）、事業実施中 1 US$ = 104.64 円（2008 年 5 月 31 日） 

注 1： 2000 年 8 月に変更されたスコープに関して、110kV の変電所 33 箇所の改修は送電網改修の一部とさ

れていたが、実施機関作成の完了時報告書及び世銀の事業完成報告書によると、同改修工事は配電網

改修の一部とされているため、表 8、実績の行では、同改修工事は配電網改修の項目に入れてある。 

 

3.4.2.2 事業期間 

事業実施期間は、計画を大幅に上回った。審査時に計画された 1999 年 2 月（L/A 調印月）

より 2003 年 12 月（工事完成）の 59 ヶ月に対して、実績は 1999 年 2 月（L/A 調印月）より

2010 年 10 月（貸付完了日）の 141 ヶ月であり、計画比 239％であった（コンサルティング・

サービス完了も 2010 年 10 月）。 

 

表 9：事業期間比較（当初計画および実績）円借款対象分 
 計 画 

（L/A 調印時）
実 績 

L/A 発効 1999 年 5 月 1999 年 10 月
送電網リハビリ：変電所改修 2000 年 9 月～2003 年 10 月 本事業より除外
通信・給電指令システム・データ
取得設備（SCADA）設置の入札 

1999 年 9 月～2000 年 8 月 2002 年 6 月に入札（PQ を含む）を開
始したが、2006 年、入札は無効とされ
た。2007 年 2 月～2008 年 2 月に再入札。

通信・給電指令システム・データ
取得 
設備（SCADA）の設置 
 
ビデオ表示板（Video Wall）の設
置（追加項目） 

2001 年 7 月～2003 年 12 月 2008年4月～2010年9月（SCADAの設置）
 
2010 年 6 月～2010 年 9 月（ビデオ表示
板の設置） 
2010 年 9 月～2011 年 9 月は調整、試運
転期間

配電網リハビリ： 
33 配電変電所の改修の入札 

1999 年 9 月～2000 年 8 月 2002 年 4 月に入札を開始したが、2005
年入札は無効。2007 年 4 月～2008 年 8
月に再入札。

配電網リハビリ： 
33 配電変電所の改修 

2000 年 7 月～2001 年 10 月 2008 年 9 月～2010 年 9 月（17 変電所
（110kV のみ）の改修） 

消費者用メーターの取替え 2000 年 10 月～2001 年 11 月 本事業より除外
コンサルタント選定 1999 年 2 月～1999 年 7 月 2000 年 12 月～2001 年 3 月 
コンサルティング・サービス 1999 年 5 月～2003 年 12 月 2001 年 3 月～2010 年 10 月 
出典： 審査時資料、完了時報告書、質問票への回答書 



 12

主な遅延理由は次の通りである。 

1) 円借款契約（L/A）発効の段階で発効に必要な書類の準備に時間を要し、5 ヶ月の遅

延。 

2) 実施機関が国際競争入札による調達に不慣れなため（TOR 及びショートリストの作

成）、コンサルタント調達の段階で 20 ヶ月の遅延。 

3) コンサルティング業務開始後、それぞれ詳細設計及び入札図書（国際競争入札用）

の作成に想定以上の時間を要した。SCADA については、2004 年 11 月、17 変電所

（110kV）については、2004 年 2 月に完成。 

4) SCADA 設置については、入札開始後、仕様を 新形式とするために、実施機関が仕

様及び数量の変更を行ったが、修正案に基づく入札結果に対して、検討の結果、事

業管理委員会が 2006年に無効と判断。2007年 2月～ 2008年 2月に再入札を行った。 

5) 17 変電所（110kV）改修工事の入札については、事前審査有資格社のうち、1 社のみ

が応札したため、予定金額を 60%上回り、事業管理委員会が入札を一旦、取り止め

た（2005 年）。その後、事前審査無しで再入札を実施した（2007 年 4 月～2008 年 8

月に再入札）。 

6) L/A 調印後、コンサルタントの選定、及び工事業者調達業務が進められていた段階

で、本事業の一項目である配電網事業（110kV 以下）が、2004 年に民営化後、英国

の製鉄会社に売却され、さらに 2005 年にはロシアの電力企業に転売されたため、本

事業の実施機関と民間企業とのサブリース契約締結まで時間を要した。その後、JICA

による承認に必要な書類の提出が大幅に遅れたことが事業全体の工程に大きな影響

を及ぼした。 

7) 消費者用メーターの取替え請負業者選定後、事業管理委員会が入札を取り止め、そ

の後、アルメニア政府の自己資金でメーターを調達することになったため、調達/据

付工事が遅れ、本事業にも少なからず影響を及ぼした。 

 

3.4.3 内部収益率（事業全体）（参考数値） 

3.4.3.1 財務的内部収益率（FIRR） 

審査時の FIRR 算定に用いた前提/仮定条件と同条件で算定された、世銀融資の事業完成

時点（2008 年 6 月）における FIRR 値（事業全体）を表 10 に示す。 

 

表 10：FIRR（審査時/事後評価時） 

 審査時 
（1999 年）

世銀融資の 
事業完成時点 

FIRR（％） 23 16
出典： 世銀事業完成報告書 
費用： 建設費、運営・維持管理費 
便益： システム安定性の向上、テクニカルロス低減 

 

世銀融資の事業完成時点での FIRR の低下は、事業費（現地通貨による USAID、世銀及

び円借款対象分を含めた総事業費）の増加が一因と考えられる。 
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3.4.3.2 経済的内部収益率（EIRR） 

審査時に算定された EIRR は 24％であったが、事後評価時点における EIRR は事業内容が

大きく変更されたため、再計算は困難である。 

 

以上より、本事業は事業費については計画内に収まっているが、事業期間が計画を大幅に

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：②） 

3.5.1 運営・維持管理の体制 

本事業の実施機関はエネルギー・天然資源省所管のエネルギー投資事業実施公社（2011

年のエネルギー関連部門/機関の改変により、解散。）で、借入人はアルメニア政府（財務省）

である。また、審査時点では、送電部門については、アルメニア電力公社及び高圧送電網公

社が、配電部門については、4 配電公社が、それぞれ運営維持管理を担当することになって

いた。しかしながら、2011 年には電力セクターの組織体制が一新され、図 2 に示す体制と

なった。事後評価時点において本事業（円借款分）で整備された施設を含む各部門の運営・

維持管理を担当する関連機関は、次のとおりである。 

 

表 11：運営/維持管理担当関連機関及びそれぞれの役割/責任 

関係機関 役割/責任（本事業で改修された施設の運営・維持管理を含む）

エネルギー・天然資源省 電力セクターの政策・戦略策定 
電力システム運営会社
（Electro Power System 
Operator CJSC- EPSO） 

総合運営管理指令：EPSO は本事業で整備された通信・給電指令
システム・データ取得設備（SCADA）の運営維持管理も担当。
2004 年 12 月、アルメニア電力公社より移管。 

解決センター 
（Settling Center） 

発電、送電、配電量の検証及び確定。 

高圧送電網公社 
（High Voltage Electric 
Network CJSC – HVEN） 

原子力、火力、水力、再生エネルギー（風力、太陽光等）の各発
電所で発電された電力を 220-110kV の送電網で 送電。 

アルメニア電線網 
（Electric Networks of 
Armenia ENA） 

配電：本事業で整備された 17 変電所（110kV）の運営・維持管
理を担当。配電網総延長は約 3 万 6 千 km で約 93.5 万人の利用者
へ配電。 

公共サービス規制委員会
（Public Services 
Regulatory Commission） 

電力事業関連の免許交付及び料金設定。 
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政策 / 戦略

営業権の認可/

料金設定

電力量調整 システム管理者（EPSO)

発電、送電、配電の 解決センター

各電力量の検証/確定

発電 原子力　　火力　　水力　再生エネルギー 公共サービス

規制委員会

送電 高圧送電網（HVEN)

配電 配電網（ENA)

消費 消費者

輸入/輸出

アルメニア政府エネルギー/天然資源省

 
図 2：アルメニア電力セクターの組織体制 

 

アルメニア電力セクターの運営・システム管理を担当するのは、EPSO である。同社は、

100%国有の株式会社であり、本社に約 80 名、支社に約 200 名の職員を有している。うち、

運営・維持管理を担当する職員数は約 50 名である。EPSO は、本事業で整備された通信・

給電指令システム・データ取得設備（SCADA）の運営維持管理も担当している。一方、配

電システムの運営維持管理を担うENAは 100%民間の株式会社（ロシアのОJSC INTER RAO 

UES の子会社）であり、アルメニア国内に、11 箇所の支店とともに約 8,000 名（本部には

約 670 名）の社員を有する。本事業で整備された 17 変電所（110kV）の運営・維持管理を

担当するが、その担当職員数は約 80 名である。 

EPSO および ENA 両社の幹部職員によると、本事業で整備された設備の運営・維持管理

に対しては、技術職員を含み、十分な人員体制が確保されているとの証言を得た。 

 

 
EPSO 及び解決センターの入っているビル エレバン水力発電所に設置された 

SCADA 関連施設 
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3.5.2 運営・維持管理の技術 

SCADA の本部指令室には指令官 1 名、副司令官 2 名が常時配置されており、電力の 適

運用を図るべく指令を出している。指令室には各種の運用マニュアルが整備され、また訓練

用のシミュレーションデスクも設置されており、緊急時の対応等に関する研修を定期的に行

っている。 

ENA の本部にも指令室が設けられ、各変電所とつながっている。各変電所には 4-5 名の

維持管理要員が交代で 24 時間詰めており、運転状況を監視している。簡単な維持管理作業

については、5 名程度の維持作業要員（数ヶ所の変電所を担当）が巡回し対応している。ENA

本部敷地内には、現場で行う作業の研修用の模擬施設が設けられ、定期的に維持管理職員は、

講義（社内経営改善、社内規則/規定、会計/税務処理、IT 及び人事管理等）及び現場作業の

研修を受講している。2011 年には延べ 792 人の職員が何らかの特別研修を受講し、終了試

験に合格している。現地調査時に、各変電所に、各種運用/維持修理マニュアル（リレー保

護運用、動力機器運用等）が整備されていることが確認された。 

 

3.5.3 運営・維持管理の財務 

送配電網施設に関して、本事業で整備された設備・施設の運営維持管理を担当する機関は

EPSO 及び ENA である。EPSO は 100％政府出資の国営企業であり、その収入源は消費者か

ら徴収される電力料金である。資金の流れは、ENA が消費者から徴収した電力料金を高圧

送電網公社及び解決センターを経て EPSO へ送るという流れである。EPSO は円借款の返済

義務を負っているが、借款返済分を計上した収支では過去 2 年間、赤字となっている。2011

年の収入は 1,302.3 百万 AMD10（約 260.5 百万円）、支出は 2,076.7 百万 AMD（約 415.3 百万

円）で結果として、約 774.4 百万 AMD（約 154.9 百万円）の損失を出している。支出の中

には、約 50 人の運営・維持管理要員の人件費、年間約 90 百万 AMD が含まれている。 

電力料金の設定に関しては、少なくとも、運営・維持管理費、テクニカルロス及びデット

サービス（債務元利未払金）の一部をカバー出来るよう考慮してあるとのことであるが、料

金の改定/設定に関しては、公共サービス規制委員会が決定権を有している。また、EPSO の

財務担当者からは、2013 年初頭より、円安の方向に転じ、借入金の支払いが幾分、楽にな

り、収支も改善されると想定しているとの報告を受けている。 終的には EPSO が国営企業

でもあり、借款の返済が困難な場合、アルメニア政府（財務省）が返済義務を負っていると

は言え、電力セクターの新組織体制の下、どのように EPSO が政府から財政支援を受けられ

るのか不明である。 

一方、ENA は民間企業であり、アルメニア政府より、国内の配電サービスに関して、独

占的認可を得て、電力料金からの収入で配電事業の運営・維持管理を行っている。なお、

ENA はアルメニアにおいて、 大納税企業の 1 社でもある。以下、ENA の過去 3 年間の収

支状況を表 12 に示す。 

                                                        
10 アルメニアの通貨単位。アルメニアドラム（AMD）の略。1AMD は約 0.2 円（2011 年の年間平均為替

レート）。 
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表 12：ENA の収支状況 
単位：百万 AMD 

 2009 2010 2011 
売上高/収入 92,090 99,329 108,681 
維持管理費（除原価償却） 9,415 10,068 7,398 
人件費（含む社会保険） 14,029 14,762 15,717 
営業利益（除原価償却） 16,686 25,362 16,673 
営業利益 12,336 21,245 20,994 
純利益 -21,540 11,670 2,826 

出典： ENA 年次報告書 
注： 表には主要項目のみ記載しており、項目毎の数字のみ参照のこと。 

 

ENA の収支は 2009 年には赤字を出しているが、直近の 2 年は黒字を計上している。同社

の収支については、その売上（収入源）が基準電気料金の設定に影響されるが、前述のとお

り、その設定については、同社の経営状況、他の公共料金とのバランス等を勘案して、公共

サービス規制委員会（Public Services Regulatory Commission）が決定する権限を有している。

なお、現時点（2013 年 3 月）での電気料金（35-110ｋV）は昼間 21AMD/kWh、夜間 17 AMD/kWh

である。）  

本事業で建設/設置された施設/設備は現時点で保証期間内にあるため、殆どの資機材費用

は発生しておらず、維持管理要員の人件費だけが発生している。約 80 人の維持管理要員の

人件費は年間約 117 百万 AMD であり、ENA の年間予算から支出されている。ENA の話で

は、保証期間終了後の維持管理費用については、当面、大きく増加することもなく、また、

ENA の財務能力からしても特に問題はないとしている。なお、ENA は 14 カ国で電力事業

を営むロシアの ОJSC INTER RAO UES の子会社であり、経営的に問題はない。 

電力セクター運営の核となる、ESPO の収支は過去 2 年間、赤字となっている。ESPO は

国営企業であり、 終的には政府からの財政支援が受けられるが、このような財務状況の下、

政府からの財政支援がどのような形でなされるのか不明である。 

 

3.5.4 運営・維持管理の状況 

EPSO が運営管理している SCADA、及び ENA が運営管理している 17 変電所（配電網改

修）は完成して間も無いため、特に大きな問題も無く、機能している。 

SCADA は約半年前に保証期間が終了したばかりであり、また、変電所の設備も一年に 1

回の簡単な点検だけの維持管理作業で済んでいる。ENA からは維持管理作業用の機材及び

スペアパーツについても適切に準備・整備されているとの報告を受けた。維持管理について

も、各施設・設備毎に用意されているマニュアルに基づいて、定期的に行われている。 

 

以上より、本事業の維持管理は財務状況に軽度な問題があり、本事業によって発現した効

果の持続性は中程度である。 
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4．結論及び提言・教訓 

4.1 結論 

本事業は、アルメニア全土の送配電網の整備及び消費者用メーターの設置を行うことによ

り、電力供給の安定性及び信頼性の向上、また、テクニカルロスの削減と料金回収率の向上

を図り、送配電公社の経営強化、さらにはエネルギー資源の効率的利用による同国の国際収

支改善に寄与することを目的としていた。本事業の実施はアルメニア国政府の開発政策、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。また、本事業の目的であ

る、電力供給の安定性及び信頼性の向上、また、テクニカルロスの削減と料金回収率の向上

という面で概ね計画通りの効果発現が見られ、有効性・インパクトは高い。効率性について

は、アウトプットの概要が計画時と比べて大幅に変更になっているが、その変更理由は妥当

なものであった。事業費は計画内に収まったが、事業期間が計画を大幅に上回ったため、効

率性は中程度である。本事業の持続性については、財務状況に軽度な問題があり、本事業に

よって発現した効果の持続性は中程度である。 

 

以上より、本プロジェクトの評価は高いといえる。 

 

4.2 提言 

4.2.1 実施機関への提言 

なし。 

 

4.2.2 JICA への提言 

なし。 

 

4.3 教訓 

なし。 

 

以上 
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主要計画 /実績比較  

項  目 審査時計画 事業概要変更（2000年8月） 実  績 

① アウトプット 

送電網改修 

 

1) 220ｋV の変電所6箇所

（Ekhegnadzor, Shahumyan-2, 

Shinuhair, Vardashen, 

Vardashe, Shengavit）を対象に

断路器の交換、エアーコンプ

レッサー等の取替え。 

･ 機材（車両、工具、試験器

具）の調達。 

･ 変電所内安全対策（構内火

災対策設備等の改修） 

2) 給電指令システム・通信設備

の改修 

 

1) 110kVの変電所33箇所の改修

（遮断器、断路器、変流器の

交換等） 

2) 通信・給電指令システム・デ

ータ取得設備（SCADA）の

設置 

 

1) 通信・給電指令システム・デ

ータ取得設備（SCADA）の

設置：ビデオ表示板（Video 

Wall）の設置（追加項目）以

外は計画どおり。 

配電網改修 1) エレバン、中部、南部配電地

区の設備更新・近代化（遮断

器、ヒューズ、変圧器、電力

ケーブル） 

2) 4配電地域の消費者用メータ

ーの取替え 

1) 配電所の改修は円借款対象

から除外。 

2) エレバン地区の住宅用電力

量計の取替え 

1) 110kVの変電所17箇所の改修

2) エレバン地区の住宅用電力

量計の取替えは本事業より

削除。 

コンサルティ

ング・サービス 

1) 詳細設計（給電制御システ

ム）、詳細設計見直し、入札

補助、施工監理補助 

2) 環境対策関連業務 

･ 公害・住環境保全を考慮し

た設計、入札内容の指導/

助言 

･ 環境モニタリングに必

要な資機材の保有状況

の確認  

･ 事業実施中の環境影響の

防止指導/助言 

外国人： 81 M/M

ローカル： 59 M/M

ローカルスタッフ： 237 M/M 

1) 詳細設計（給電制御システ

ム）、詳細設計見直し、入札

補助、施工監理補助 

2) 110kV変電所改修に係る詳細

設計を追加。 

3) 環境対策関連業務 

･ 公害・住環境保全を考慮し

た設計、入札内容の指導/

助言 

･ 環境モニタリングに必

要な資機材の保有状況

の確認  

･ 事業実施中の環境影響の

防止指導/助言 

業務内容はほぼ計画どおり。 

外国人： 69 M/M

ローカル： 229 M/M

ローカルスタッフ： 483 M/M

② 期間 1999年2月～2003年12月 

（59ヶ月） 

1999年2月～2010年10月 

（141ヶ月） 

1999年2月～2010年10月 

（141ヶ月） 

③ 事業費 

外貨 

内貨 

合計 

うち円借款分 

換算レート 

4,813百万円

1,024百万円

5,838百万円

5,399百万円

1US$ = 119円

（1997年6月現在）

4,940百万円

459百万円

5,399百万円

5,399百万円

1US$ = 119円

（1997年6月現在）

5,368百万円

0百万円

5,368百万円

5,368百万円

1US$ = 119 円

（審査時レートを使用）
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