
事業事前評価表 

 

１．案件名 

国名：エジプト・アラブ共和国 

案件名：配電システム高度化事業 

L/A調印日：2016 年 2月 29日 

承諾金額：24,762 百万円 

借入人：エジプト電力持株公社（Egyptian Electricity Holding Company：EEHC） 

 

２．事業の背景と必要性  

(1) 当該国における電力セクターの開発実績（現状）と課題 

エジプト・アラブ共和国（以下、「エジプト」とする。）では、2004/05 年度から

2013/14 年度の 10年間に平均伸び率 4.4%の経済成長を遂げたが、同期間中、最大需

要電力はそれを上回る 6.0％の平均伸び率を示した。発電設備容量は年々増強されて

きており、2013/14年度の発電設備容量は32,015MWと2004/5年度と比較して約1.74

倍となったが、定期点検等により稼働していない発電設備を考慮した発電可能容量を

ベースで見ると、2012/13 年度の発電所の平均稼働率は 85％と報告されていることか

ら、発電可能容量は 26,183MW となり、同年度の最大需要電力の 27,000MW を下回

る。電力需給は逼迫した状況にあるといえ、旺盛な電力需要に対応した安定的な電力

供給のため、今後も更なる発電設備容量の増強が必要であるとともに、増加する電力

需要に対応した送配電設備の整備・改善によるエネルギー効率化も求められている。 

送配電ロス率の低減は、発電電力量やそれに必要な燃料消費の削減、そして発電設

備投資の合理化につながる。2012/13 年度時点のエジプトの送電ロス率は 4.1%、配

電ロス率は 8.9%であるものの、今後、電力供給量の増加につれ、送配電ロス率が大

幅に増加することが懸念される（注：送配電ロスは電流の 2乗に比例して増加／減少

するため、一般的に電力供給が増えると送配電ロス率は増加）。送配電においては、

技術的なロスだけでなく、盗電や料金未徴収等によるノンテクニカルロスが存在する

が、本事業対象地域ではいずれも送配電ロスの約 50%がノンテクニカルロスによるも

のと報告されていることから、こうしたロスにも対応する配電設備の整備が必要とな

っている。 

(2) 当該国における電力セクターの開発政策と本事業の位置づけ 

2012 年 7 月に閣議承認された電力分野における国家エネルギー効率化計画（the 

National Energy Efficiency Action Plan of Electricity Sector（2012-2015年））は、電

力消費量の削減によるエネルギー効率化を目指しており、本事業は同計画の下に位置

付けられている。また、2015 年 3 月に開催されたエジプト経済開発会議（Egypt 

Economic Development Conference）で発表された電力セクター戦略によると、エジ

プト政府は 2022年までに 54.5 GW 分の発電設備容量を増強する計画であり、それに

伴い、送配電網の強化・更新も行う計画である。配電設備の更新・新設によりエネル

ギー効率化を図る本事業は、同国の課題及び方針に合致する。 

 

円借款用 



 

(3) 電力セクターに対する我が国及び JICAの援助方針と実績 

我が国は、対エジプト国別援助計画（2008 年 6 月）の中で、援助重点分野「持続

的経済成長と雇用創出の実現」下で、基幹インフラ整備支援等を行う「投資・ビジネ

ス環境改善」を開発課題として設定し、JICA は、同開発課題「投資・ビジネス環境

改善」の下、協力プログラム「新・再生可能エネルギー導入支援及び省エネルギー推

進プログラム」により発電設備容量の増強及びエネルギー利用効率化と省エネ推進を

支援している。これまでに 16件の電力分野の円借款案件を実施、現在、「ガルフ・エ

ル・ゼイト風力発電事業」及び「上エジプト給電システム改善事業」の 2案件を実施

中である。本事業は、エネルギー効率化を図るものであり、これら方針に合致する。

また、2013 年に開催された第 5 回アフリカ開発会議で、日本政府は経済成長の基盤

の強化に必要なインフラ整備を支援していくとしており、電力供給の効率性、信頼性

を高める本事業は、この取り組みに資する案件である。 

(4) 他の援助機関の対応 

欧州投資銀行、ドイツ復興金融公庫（KfW）、フランス開発庁（AFD）、欧州委員会

（EC）が近隣国投資ファシリティ（Neighborhood Investment Facility）を通じて、2010

年から 4年間の予定で送電線網拡充事業を支援しており、韓国国際協力団（KOICA）

が北カイロ配電公社を対象に配電自動化システムの無償資金協力の第二期事業を実

施中である。 

(5) 事業の必要性 

2014 年 6 月に就任したシシ大統領は、エネルギー補助金の削減を含む財政健全化

に着手しており、エネルギー効率化に資する本事業は、同政権のかかる取り組みを側

面支援するものである。また、本事業の実施により配電ロス率が低下し、温室効果ガ

ス排出量が削減されることで、気候変動の緩和に貢献する。上記の通り、本事業は同

国の開発政策及び開発課題、我が国及び JICA の援助重点分野とも整合していること

から、JICAが本事業の実施を支援する必要性及び妥当性は高い。 

 

３．事業概要 

(1) 事業の目的 

本事業は、アレキサンドリア、北カイロ、北デルタ配電公社管轄地域において、配

電設備の更新・新設を行うことにより、配電ロスの削減及び電力供給の効率性・信頼

性向上を図り、もって経済発展の促進及び気候変動の緩和に寄与するもの。 

(2) プロジェクトサイト/対象地域名 

アレキサンドリア、北カイロ、北デルタ配電公社管轄地域（アレキサンドリア県、

カイロ県、ダカリア県、ダミエッタ県） 

(3) 事業概要 

1) アレキサンドリア配電公社、北カイロ配電公社、北デルタ配電公社の配電設備

の新設・更新 

2) コンサルティング・サービス（基本設計、入札補助、施工監理、配電公社によ

るスマートメーター設置工事のためのトレーニングの管理及び工事のモニタ



リング） 

(4) 総事業費 

32,322百万円（うち、円借款対象額：24,762百万円） 

(5) 事業実施スケジュール 

2016年 3月～2023年 2月を予定（計 84か月）。配電公社によるスマートメーター

据付工事完了時をもって事業完成予定とする。 

(6) 事業実施体制 

 1) 借入人：エジプト電力持株公社（Egyptian Electricity Holding Company: EEHC） 

 2) 保証人：エジプト・アラブ共和国政府（The Government of the Arab Republic of 

Egypt） 

 3) 事業実施機関： 

エジプト電力持株公社（EEHC） 

アレキサンドリア配電公社（Alexandria Electricity Distribution Company） 

北カイロ配電公社（North Cairo Electricity Distribution Company） 

北デルタ配電公社（North Delta Electricity Distribution Company） 

4) 操業・運営／維持・管理体制： 

アレキサンドリア配電公社、北カイロ配電公社、北デルタ配電公社が、各配

電公社に据付けられた配電設備・機器を運営、維持管理する。 

(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）上、環境への望ましくない影響は最小限であると判断さ

れるため。 

2) 貧困削減促進：特になし 

3) 社会開発促進：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： 

1) 本事業は配電ロス率の低下を図るもので温室効果ガス（GHG）排出削減に貢献

する。本事業による気候変動の緩和効果（GHG排出削減量の概算）は約 142,773

トン/年 CO2換算である。 

2) 自動検針装置およびスマートメーターの設置により、盗電状況の把握が可能とな

り、盗電への対応を通じてノンテクニカルロスの削減に寄与する。 



 

4. 事業効果 

(1) 定量的効果 

1) アウトカム（運用・効果指標） 

(2) 定性的効果 

・ 省エネルギーの促進 

・ 経済発展の促進 

・ 配電ロス率の低下による気候変動の緩和 

(3) 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 13.13%、財務的内

部収益率（FIRR）は 9.77%となる。 

【EIRR】 

費用：事業費（税金を除く）、運営・維持管理費 

便益：火力燃料削減、停電に伴う経済的なコスト削減 

プロジェクト・ライフ： 20年 

【FIRR】 

費用：事業費（税金を除く）、運営・維持管理費 

便益：電力販売増加、発電所建設コスト削減 

プロジェクト・ライフ：20年 

 

5. 外部条件・リスクコントロール 

特になし 

指標名 
配電公社 

（対象管轄地域） 

基準値 

（2012年実績値） 

目標値（2025年） 

事業を実施 

しない場合 

目標値 

停電時間 

（分/顧客） 

アレキサンドリア 

（西アレックス） 
22分 22分 4.5分 

北カイロ 

（ヘルメイヤ） 
95分 95分 19.6分 

北デルタ 

（北ダカリア） 
159分 159分 32.7分 

最大需要 

電力（MW） 

アレキサンドリア 

（西アレックス） 
530 MW 953 MW 904 MW 

北カイロ 

（ヘルメイヤ） 
1,030 MW 2,218 MW 2,195 MW 

北デルタ 

（北ダカリア） 
520 MW 1,000 MW 982 MW 

配電ロス率 

（%） 

アレキサンドリア 

（西アレックス） 
12.6% 17.4% 12.3% 

北カイロ 

（ヘルメイヤ） 
10.8% 16.8% 15.7% 

北デルタ 

（北ダカリア） 
11.1% 14.1% 12.3% 



 

6. 過去の類似案件の評価結果と本事業への教訓 

タイ国「配電網システム信頼度向上事業」の事後評価結果等から、事業により高度

化された配電システムに対応するための職員の能力強化が重要であるとの教訓が得

られている。 

本事業においては、上記教訓を踏まえ、コンサルティング・サービスやコントラク

ターを通じ、本事業で導入する配電システムに対応する職員の能力強化のためのトレ

ーニングを行うこととしている。本事業対象地域では送配電ロスに占める盗電等によ

るノンテクニカルロスが約 50％であることが課題であるが、本事業で導入する自動

検針装置により盗電の検知が可能となるため、JICA が実施する配電分野の課題別研

修への配電公社職員の参加等を通じて、ノンテクニカルロスを含めた総合的な送配電

ロス対策の能力強化を図る予定である。 

 

7. 今後の評価計画 

(1) 今後の評価に用いる指標 

 停電時間（分／顧客）、最大需要電力（MW）、配電ロス率（％）、内部収益率 

(2) 今後の評価のタイミング 

 事業完成 2年後 

以 上  


