
事業事前評価表 
 

１．案件名 
国名：インド 
案件名：ハリヤナ州配電設備改善事業 
L/A 調印日：2014 年 3 月 31 日 
承諾金額：26,800 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 4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の継続（2012 年度（2012 年 4 月～2013 年 3 月）：電力供給量 8.7％不足、ピ
ーク時出力 9.0％不足）に加えて、高い送配電ロス率（2011 年度：インド全国平均 23.7％）等が問題と
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 12 次 5 ヶ年計画（2012 年 4 月～2017 年 3 月）中の取り組みとして、88,537MW の新

規電源開発、送配電網の整備及び送配電ロス率低下を掲げている。ハリヤナ州では 2012 年度末時点、
電力供給量で年 7.7％強の供給不足（消費電力量：38,209GWh）、ピーク時出力においては 9.5%不足（
大供給可能量：6,725MW）となっているが、同州でも第 12 次 5 ヶ年計画内に 2,002MW の新規電源開発を
目標としている。また、新規電源開発に応じた送配電網の整備計画が予定されており、2016 年度までに
は配電ロス率を同州北部では 20.9%（2012 年度は 44.0%）、南部では 17.7%（2012 年度は 24.8%）に低減
する計画を掲げている。本事業は、ハリヤナ州の配電設備を改善するものであり、インド政府及びハリ
ヤナ州政府が進める配電部門の増強・効率化の一環と位置づけられる。 
(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 

我が国の対インド国別援助計画（2006 年 5 月作成）における重点目標として「経済成長の促進｣が定
められ、また、JICA 国別分析ペーパー（2012 年 3 月）では、「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 73 件 1 兆 944 億円の円借款承諾実績があり、配電事
業に関しては、2005 年度「地方電化事業」、2006 年度「バンガロール配電網整備高度化事業」及び 2011
年度「アンドラ・プラデシュ州農村部高圧配電網整備事業」等の供与実績がある。技術協力では 2001
～2003 年度に「アンドラ・プラデシュ州配電改善計画調査」（開発調査）及び 2008～2010 年度に「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 
世界銀行はオリッサ州、ハリヤナ州、アンドラ・プラデシュ州、ウッタル・プラデシュ州、ラジャスタン

州等において、一方、アジア開発銀行はグジャラート州、マディヤ・プラデシュ州、ケララ州、アッサム州、
ウッタルカンド州等において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。ハリヤナ州においては、世界銀行
が2009年に同州送電公社に対し250百万ドル、同州南部配電公社に対し70百万ドルの借款を供与しており、
主に送電網の強化及び配電ロス率低減に向けて都市の配電網整備を実施している。 
(5) 事業の必要性 
ハリヤナ州では電力セクター改革がインド他州と比較して進んでおり、効率的な運用及び市場原理の導入

を目的に、民間事業者の参入などを進めているが、電力供給インフラが十分でないために停電が頻発し、不
安定な電力供給状況が続いている。そのため、工業団地を中心に本邦企業を含む国内外の企業の進出が増加
しているが（2014 年 1 月時点でハリヤナ州の日系企業拠点数は 325 でタミル・ナド州、マハラシュトラ州
に次ぐ第三位）、進出日本企業においては停電の回避、電圧の安定等の理由により、自社による専用線（変
電所から事業所・工場等まで直接敷設される配電線）の導入や自家発電の保有を選択し、電力供給の安定を
図る企業も多数ある。加えて、同州では盗電やメーターへの細工が横行しており、送電電力量から販売電力
量を差し引いた配電ロスが 50％を超える地区も多いことから、既存の配電設備への対策を講じる必要性が
生じている。 
このような状況下において、本事業は同州の上記諸問題を解決する配電設備を設置し、改善することによ

り、同州の系統の安定化、配電ロス率の低減、及び電力の安定供給の達成を図るものであり、インド政府の
開発政策及び我が国、JICA の援助方針に合致するところ、JICA が本事業の実施を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、インド北部ハリヤナ州において、配電設備の改善を行うことにより、配電ロス率低減及び同州

の電力安定供給の達成を図り、もって地域の経済発展及び生活水準向上に寄与するものである。 
 

円借款用 



(2) プロジェクトサイト/対象地域名 
 ハリヤナ州全 21 地区 
(3) 事業概要 
1) 配電線(11kV、総延長約 4,359km)の新設・張替に伴う資機材の調達、土木工事 
2) 変電所の新設（75 ヶ所）及び増設（74 ヶ所）に伴う資機材の調達、土木工事 
3) 自動検針電力計（AMR：約 63,000 台）及び AMR サーバー（2台）の導入（北部のみ） 
4) メーターボックス（約 131,000 ヶ所）及び電子メーター（1,705,000 ヶ所）の設置 
5) メーター試験設備（10 ヶ所）の増設と機材試験設備（2ヶ所）の増設 
6) 33kV/11kV 変圧器その他機器の調達 
7) コンサルティング・サービス（実施機関の自己資金による基本設計、入札補助、実施監理） 

・調達方法：事業コンポーネント及びコンサルティング・サービスともに国内競争入札 
(4)  総事業費 

32,756 百万円（うち、円借款対象額：26,800 百万円） 
(5) 事業実施スケジュール 
2014 年 4 月～2019 年 6 月を予定（計 63 ヶ月）。施設供用開始時(2019 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：インド大統領（The President of India） 
 2) 事業実施機関：北部ハリヤナ配電公社（Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam Ltd.）及び南部ハリ

ヤナ配電公社（Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam Ltd.） 
 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：C 
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 月公

布、以下「JICA ガイドライン」という）上、環境への望ましくない影響は 小限であると判断
されるため。 

2) 貧困削減促進：農村部の生活改善（供給停止時間の減少） 
 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) 他スキーム、他ドナー等との連携：世界銀行が同州南部において AMR を導入する事業を展開してお

り、同事業の入札状況、事業進捗等についてフォローする。 
(9) その他特記事項：本事業は、配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（Greenhouse Gas。以下、「GHG」という。）排出抑制に貢献すると考えられる。本事業
による GHG 排出削減量の概算は、約 329,509 トン／年 CO2 換算である。 
 

４. 事業効果 
(1) 定量的効果 
1)運用・効果指標 

指標名 
基準値 

（2012 年度実績値） 
目標値(2021 年) 

【事業完成 2 年後】 

変電設備増加容量
（MVA） 

北部 0 1,161 

南部 0 744 

合計   1,905 

計器類試験実施数
量（個/年）* 

北部 176,973 335,000 

南部 241,611 381,000 

合計  418,584 716,000 

AMR 通信可能率（％）
** 

北部 N/A 100 

配電ロス率（％）*** 
北部 44.00 14.60 

南部 24.84 12.18 

   *2012 年実績値は過去 5年間の年間平均値。 
  **AMR 通信可能率は、（本事業による AMR 導入台数のうち、通信可能な台数）／63,433 台 （AMR メー

ター総導入数）にて算出される。 
    ***目標値はインド電力省承認済みの実施機関の財政改革計画（Financial Restructuring Plan）に基

づく。 
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 16.7％、財務的内部収益率（FIRR）は
14.0％となる。 

 



【EIRR】 
費用：事業費（税金を除く）、運営・維持管理費 
便益：配電ロス低減により削減される経済費用 
プロジェクトライフ：15 年 
【FIRR】 
費用：事業費、運営・維持管理費 
便益：配電収入の増加 
プロジェクトライフ：15 年 

(2) 定性的効果 
ハリヤナ州の経済発展、配電効率向上による同州の電力需給状況の改善、気候変動の緩和 
 

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 
(1)類似案件の評価結果 
インド国「送配電システム改良／小水力発電建設事業」の事後評価等において、維持管理を担当する

各州の送配電公社の財務基盤が脆弱であることから、事業の持続性に一部問題があるとの指摘がなされ
ている。 
(2)本事業への教訓 
本事業においては盗電及びメーターの細工等のノンテクニカルロスによる電力料金未収分の改善を

図り、配電部門の収入を向上させるため、AMR やメーターボックスを導入する。また、現在、実施機関
はインド電力省主導の財務改革計画を導入しており、同計画では盗電による配電ロス低減や実施機関の
債務削減等を通じて、2016 年度までに利益を生みだす財務体質の改善を目標として掲げている。目標達
成に向けた進捗について定期的にモニタリングを実施する予定。 
 

 ７. 今後の評価計画 
(1) 今後の評価に用いる指標 

1) 変電設備増加容量（MVA） 
   2) 計器類試験実施数量（個/年） 
   3) AMR 通信可能率（％） 
   4) 配電ロス率(％) 

5) 経済的内部収益率（EIRR）（％） 
 6) 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 


