
案件別事後評価（内部評価）評価結果票:無償資金協力
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国名
太陽光を活用したクリーンエネルギー導入計画

パキスタン

Ⅰ 案件概要

事業の背景

パキスタンは、主に石油・ガスを中心に化石燃料に大きく依存し、電力需要に対応してきた。2007/2008
年の電力不足は 2009 年業界状況レポートによれば 4,000MW であった。太陽エネルギーは将来性が見
込まれていたが、独立型の小型太陽光発電システムの利用に留まっており、系統連系型の太陽光発電シ
ステムは存在していなかった。2008 年 1 月、日本はクールアース・パートナーシップを設立し、開発
途上国での温室効果ガス排出削減と経済成長を目指した。パキスタンはそのイニシアティブの対象の一
つとして選ばれ、JICA はパキスタン初の系統連系型太陽光発電の計画を行った。

事業の目的

本事業は、イスラマバード市において、計画委員会及び技術委員会に太陽光発電関連機材を調達・設
置し技術者育成支援を行うことにより、発電能力の向上、エネルギー源の多様化、再生エネルギー利用
に関する意識啓発を図り、もって気候変動対策において先進国・途上国双方の取組を促す日本のイニシ
アティブを示すことに寄与することを目的とする。

実施内容

1. 事業サイト: イスラマバード （計画委員会駐車場及び技術委員会ビル向かいの駐車場）
2. 日本側の実施

（1）太陽光発電システム一式*(太陽電池モジュール、モジュール設置用架台、接続箱、集電箱、パ
ワーコンディショナー、表示装置、受変電盤、連系盤 屋内キュービクル、表示装置、データ管理・
監視システム他)の調達・設置に必要な無償資金供与。（2）技術支援（無償資金協力のソフトコン
ポーネント）
* 太陽光発電システムの設備容量は、当初計画では 220kW（計画委員会サイト・技術委員会サイト
各 110kW）であったが、入札価格が低かったため残余金を活用し、356.16kW に増設された。

3. 相手国側の実施
技術委員会サイトにおけるフェンスの設置、技術委員会サイトの整地、木の植え替え

事前評価実施年 2009-2010 年
交換公文
締結日

2010 年 2 月 11 日 事業完了日 2012 年 3 月 22 日

事業費 交換公文限度額：480 百万円、供与額: 466 百万円
相手国実施機関 技術委員会（Pakistan Engineering Council）

案件従事者
日本工営株式会社、三菱商事、日本国際協力システム
（本事業は、日本国際協力システムと計画委員会との調達代理契約の下、日本国際協力システムが調達
代理業務を行った。）

Ⅱ 評価結果

1 妥当性

【事前評価時・事後評価時のパキスタン政府の開発政策との整合性】
本事業の実施は、2005 年（事前評価時）策定の国家環境政策や、国家気候変動政策 2012・国家電力政策 2013（共に事後評

価時)その他政策文書において再生可能エネルギーの促進・開発が掲げられており、パキスタンの開発政策に合致している。
【事前評価時・事後評価時のパキスタンにおける開発ニーズとの整合性】

パキスタンでは火力発電への依存が大きく（2013 年における設備容量の 64％）、電力セクターはパキスタンにおける最大の
温室効果ガス排出源であり（2008 年における CO2 排出量 310 百万トンの 51％）、パキスタンにおける代替エネルギーへのニー
ズは高い。
【事前評価時における日本の援助方針との整合性】

本事業は、事前評価時において日本のパキスタン支援における重要分野である経済インフラ整備による市場経済推進・貧困
削減と合致している。
【評価判断】

以上より、本事業の妥当性は高い。

2 有効性・インパクト

【有効性】
本事業は、事業目的として掲げられた発電能力の向上、エネルギー源の多様化、再生可能エネルギー利用に関する意識啓発に
ついて、概ね計画どおりの効果発現が得られた。定量的効果の指標として掲げられた、送電端発電量、CO2 の削減、電気料金
の削減は、当初導入を予定した発電容量 220kW に基づき事前評価時に設定された目標値をほぼ達成しているものの、増設後の
356.16kW による想定発電量と比べると若干低い実績となっている。これは、2012 年から 2014 年の間、計画停電の実施が増加
しているため、太陽光発電の効果も影響を受けている1こと、更に、計画委員会サイトでの太陽光発電施設は 2014 年には 3 ヶ
月（5 月～7 月）、運転が停止された2こと、等によると考えられる。太陽光発電システムの設置により、事前評価で想定されて
いたとおり、火力発電により排出されたであろう CO2 が削減されたが、削減量は発電量に連動しているため、年により変動が
ある。電気料金も削減されたが、CO2 排出量と同様である。
計画委員会と技術委員会は本事業のデモンストレーションを効果的に行い、再生可能エネルギーに関する意識啓発が行われ

                                           
1

計画停電の際には、太陽光発電による送電も停止され、系統から逆潮流が生じないようにする。これは、イスラマバード配電公社（IESCO）

職員の安全確保のために行われる。よって、本事業による太陽光発電システムの発電も影響を受ける。
2
IESCOにおいて相回転に不具合が生じ、3ヶ月システムが停止したことによる。その後、IESCO により原因究明と修理が行われ、以降シス

テムは正常に機能している。



た。計画委員会は、事業の詳細を毎月発行するニュースレターやウェブサイトで紹介し、情報板にて情報の表示を行っている。
また、様々な工科大学の学生を事業サイトに案内し、また、パキスタン国鉄など多くの政府系企業のサイト訪問も実施してい
るが、訪問企業は太陽光発電に大きな関心を寄せている。技術委員会は、専門家、エンジニア、学生などの技術委員会・計画
委員会の事業サイト地訪問を受け入れている。受け入れ団体は、IESCO、エネルギー省、パンジャブ州政府、投資委員会、パ
キスタン再生可能技術協議会や、工科系大学、民間企業などが含まれる。セミナー、展示会への参加や、電子媒体・印刷媒体
なども再生可能エネルギ－への意識啓発の手段として使われている。
ソフトコンポーネント実施の結果、技術委員会の運営維持管理技術は向上し、同委員会は系統連系型太陽光発電システムの

運営を問題なく行っている。ソフトコンポーネントは、電力売買契約が計画委員会、技術委員会、IESCO の間で締結され、逆
潮流(余剰電力)の売買が行われることを目指していた。しかしながら、ネットメータリング規則*はまだ通知されていない。電
力売買契約は技術委員会が作成し IESCO に提出されたが、国家電力規制庁（National Electric Power Regulatory Authority：NEPRA)
は 2 年間保留しており、その理由は関係者に明らかにされていない。ソフトコンポーネント実施後、気象データ・発電データ
の計測・分析が行われているが、人員配置の制約から分析の範囲は限られている。

*余剰電力売買に関する規則
【インパクト】
インパクトに関しては、本事業はパキスタンに初の系統連系型太陽光発電システムとして、再生可能エネルギーの電力売買

関連の規則導入の触媒としての役割を果たした。技術委員会によれば、本事業の波及効果として、パンジャブ州での複数の太
陽光発電事業や大規模系統連系ソーラーパーク等の事業が開始されている。また、技術委員会は、関係者と本事業に関する経
験・知識を関係機関と共有しており、それら関係機関は類似事業の導入に大きな関心を示している。計画委員会・技術委員会
によれば、従前は、太陽光は費用が高いため有効な代替手段とは考えられていなかったが、本事業の運営維持管理が低コスト
であることも手伝って、本事業により、太陽光が連系系統発電の有効な手段であることに関する意識啓発が図られた。日本の
気候変動対策促進のイニシアティブに関しては、JICA は（公財）地球環境産業技術研究機構が 2013 年 11 月にイスラマバード
で開催した政策協議に主要な演説者として参加した。日本の再生可能エネルギーによる気候変動緩和対策の促進および環境保
全への貢献はパキスタンの関係者に広く認知されている。しかし、具体的なケーススタディとしては積極的に広報されてはい
ない。想定されなかった正のインパクトとしては、日本企業の建設管理、特に安全管理の高い水準は高く評価され、本事業は
建設労働者の安全管理のモデルとして言及されている。

本事業による自然環境への負のインパクト、用地取得・住民移転は発生していない。
【評価判断】
以上より、本事業の有効性/インパクトは高い。

定量的効果

指標 事業実施前

(2010 年）

目標値

（2014 年）

実績値

(2012 年)
実績値

(2013 年)
実績値

(2014 年)
指標 1: 送電端発電量（MWh/年） 0 315 (注 1) 204 380 304
指標 2: CO2 削減量（t/年） 0 153 (注 2) 99 185 148
指標 3: 電気料金削減額 （百万パキスタンルピー：PKR） 0 1.77 (注 3) 1.15 2.13 1.71

注 （1）発電量目標値は、当初発電容量 220kW に基づき計算された。356.16kW の発電容量の想定発電量は 510MWh/年である。（2）315MWh/
年×0.486 t-CO2/MWh（パキスタンの基準値）。実際の設備容量に基づく想定 CO2 削減量は 245t/年。（3）計画委員会及び技術委員会の 2008
年 11 月から 2009 年 10 月の年間電力消費量は 980MWh であり、太陽光発電システムによる発電は 32％を占めると想定されている。太陽光

発電システムによる電気料金削減額は単価 5.62PKP により算定された（315kWh x 5.62 PKR=1.77 million PKR）。実際の設備容量による想定削

減額は 2.87 百万 PKR。
出所：JICA 内部資料、計画委員会・技術委員会への質問票・インタビュー

3 効率性

事業費については計画内に収まった（計画比 100％）ものの、太陽光発電システムの設備容量を増設したこともあり、事業
期間が計画を大幅に上回った（計画比：168％）。アウトプットについては、設備容量の増加を伴った上で計画どおり産出され
たことが確認された。よって、効率性は中程度である。

4 持続性

【体制面】
本事業で整備された施設・機材の運営維持管理は実施機関である技術委員会（管理・人事部門および人材開発部門）、計画

委員会（電力部門）が各々の事業サイトで行っている。
技術委員会の体制は、事前評価時に想定されたものとなっている。職員一名が、他の担当業務に加え、太陽光発電システム

の維持管理監督の責任を負っており、制御室に派遣されている技術者が常時太陽光発電システムを監視している。計画委員会
では、電力部門の副部長が太陽光発電システムの監督運営を担当している。電力部門は計画委員会から 5km 離れた場所に位置
しているため、事業サイトでの発電施設の定期管理を行う同職員への支援はなく、また事業完了後、専任の運転管理者は配置
されていない。

太陽光発電システムは現在まで維持管理の問題は生じていないため、維持管理に関して両機関の間で特別な情報共有のシス
テムは取られていないが、計画委員会は必要な場合、技術委員会に助言を求めることが出来る。
【技術面】
本事業のソフトコンポーネントにより、計画委員会・技術委員会は必要とされる技術レベルを身につけ、太陽光発電施設は

問題なく運営されている。計画委員会・技術委員会の二名の担当職員は、ソフトコンポーネントでの訓練を受け、その後勤務
を続けている職員である。計画委員会及び技術委員会によれば、ソフトコンポーネントで開発され引き渡された研修教材やマ
ニュアルはシステムの運営維持管理に適切である。しかしながら、ソフトコンポーネントの技術を内部で移転する戦略や、現
在の担当職員が異動した際に即座に維持管理能力を育成する仕組みが存在しない。
【財政面】
技術委員会は本事業による効果継続に必要な財源を有している。しかし、計画委員会の事業サイトでは、少なくとも 1 名、

専任の維持管理職員を確保する必要がある。本事業完了後の施設・機材の維持管理に必要なリソース手当のための基本文書で
ある PC-IV の技術委員会による策定が遅れているため、計画委員会は必要なリソースが動員出来ずにいる。



【維持管理状況】
本事業で整備された施設・機材の状況は良好である。技術委員会では、システムの全てのコンポーネントについて毎日の点

検および毎年の定期点検を実施しているが、計画委員会では日常的な点検スケジュールはない。職員の配置が適切でないため
であり、電力部門の職員 1 名が時間の許す範囲で点検を行っている。
【評価判断】

以上のとおり、職員の配置に関する制約があることから体制面、技術面、財務面において課題が見られるものの、施設・機
材の状況は良好である。よって、本事業によって発現した効果の持続性は中程度である。

5 総合評価

本事業は、事業目的とした発電能力の向上、エネルギー源の多様化、再生可能エネルギー利用に関する意識啓発について、
発電量の増加、CO2 の削減、電気料金の削減に関する目標値をほぼ達成しており、概ね計画どおりの効果発現が得られた。ま
た、本事業による太陽光発電のデモンストレーションも効果的に行われ、ソフトコンポーネントにより関係機関の運営維持管
理能力も向上した。本事業は再生可能エネルギーに関する規則導入や系統連系型太陽光発電システムの新たな事業の導入への
触媒的役割を果たすという正のインパクトも確認された。

持続性については、人員配置の制約から、体制面・技術面・財務面に課題があるが、施設・機材は良好に保たれている。効
率性については、事業期間が計画を上回ったが、事業費は計画内に収まった。

以上より総合的に判断すると、本事業の評価は高いといえる。

Ⅲ 教訓・提言

【実施機関への提言】
1.パキスタン政府/NEPRA はネットメータリング規則に関する通知を早急に行うことが求められる。同規則により、系統連系
型太陽光発電の系統側への供給の枠組みが作られることで、消費者／発電者／投資家への余剰電力の便益の還元が図られると
共に、将来、同種の事業の実施を促進する波及効果も期待できる。同通知の遅延はパキスタンにおける再生可能エネルギーの
促進に影響を与えかねないため、通知の期限を設定することが求められる。NEPRA は、また、電力売買契約の最終化を早急
に行う必要がある。JICA は、パキスタン政府に対し膠着している認可手続きの迅速化を促す形で、本規則の導入・電力売買
契約の締結実現への支援も可能であろう。技術委員会と計画委員会は本事業の直接の受益者として、中間層の職員が形式的
な催促のレターを関係者に送付するに留まらず、上層部（委員長、大臣など）が自ら動いて、必要な手続きや認可の承認を求
めるべきである。
2.計画委員会と技術委員会は、より焦点を絞った有意義な太陽光発電施設の管理および厳格なデータ分析を行えるよう、リソ
ース配分を見直すことが求められる。PC-IV 策定の期限を設けるべきであると同時に、予算要件を見直し、現行の維持管理予
算条項の中で、配賦の見直し等を行うべきである。また、計画委員会と技術委員会は、短期の再研修を実施し、故障の確認や
施設の運営維持管理、データ分析に関する担当職員の技術維持・向上を行うことが求められる。また、太陽光施設の運営維持
管理に関するソフトコンポーネントの技術を内部で移転するプロセスを内部で設け、職員の異動の影響が生じないようにする
べきである。
【JICA への教訓】

事後評価において、人員配置の不足により、データ分析の範囲がソフトコンポーネントで期待されていた程度ではないこと

が判明した。また、計画委員会では、定期的な運営維持管理を行い太陽光発電システムの効果を最大限にするために、専任の

職員を配置する必要があることも判明した。将来の類似事業では、JICA は関係機関の能力向上に関し、事業実施後に問題が生

じないように最大限配慮することが必要である。ソフトコンポーネントが実施されても、適切な体制が確保されていない場合、

ソフトコンポーネントの効果は継続しない可能性がある。

技術委員会サイトでの表示装置 技術委員会に設置された太陽光モジュール


