
事業事前評価表 

 

１．案件名 

国名：パキスタン・イスラム共和国 

案件名：電力セクター改革プログラム（II） 

L/A 調印日：2016年 2月 2日 

承諾金額：5,000 百万円 

借入人：パキスタン・イスラム共和国政府大統領（The President of the Government of the 

Islamic Republic of Pakistan） 

 

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 

パキスタン・イスラム共和国（以下、「パキスタン」という。）では、ピーク時電力需要の

20%以上が不足しており、工場の操業や商業活動に必要な電力が十分に供給されないため、

年間 GDP が 2～3%押し下げられていると推測されている。深刻な電力不足を引き起こす最

大の要因は、適切な電力料金設定が行われていないことや、低い料金徴収率、高い送配電ロ

ス等により、各電力会社の収入が不足し、配電会社は送電会社に、送電会社は発電会社に、

発電会社は燃料供給会社にそれぞれ債務を抱えるという構造的問題である。結果的に発電会

社が資金不足により石油等の燃料を十分に調達できないため、発電所の設備稼働率が低下し、

電力不足が生じている。 

また、パキスタン政府は、電気料金を低く抑えるため、2013/14 年度までの 11 年間で累

計約 1.7兆ルピー（約 170億ドル）の補助金を交付しているが、これは財政上の大きな負担

となっている。加えて、財政の逼迫により補助金の支払遅延や未払いが発生し、各電力会社

の収入が減る結果、発電量が更に低下し、停電等による経済への悪影響が増大している。 

(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 

パキスタン政府は、電力セクター改革を国家の最優先課題の一つに位置付けている。本事

業は、2013年 7月にパキスタン政府が発表した国家電力政策「National Power Policy 2013」

に則し、電力セクターにおける各種改革の推進を包括的に支援するものである。 

(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 

対パキスタン国別援助方針（2012 年 4 月）では、援助の基本方針を「経済成長を通じて

の安定した持続的な社会の構築」とし、重点分野の一つ「経済基盤の改善」において、「経

済インフラ（運輸・電力）の拡充と整備」を開発課題の一つとしているほか、JICA 国別分

析ペーパーでも、電力セクターを最優先課題と位置付けており、本事業はこれら方針・分析

に合致する。なお、パキスタンの電力セクターに対しては、本事業に先行する「電力セクタ

ー改革プログラム（I）」を含めた累計 19 件（承諾額約 2,112 億円）の円借款事業を実施し

ているほか、近年、適切な発電コストの管理の実現に向けた「最適電源・送電開発計画策定

支援プロジェクト」、省エネルギー促進に係る制度構築を行う「省エネルギー普及促進専門

家」、送電会社のメンテナンス部門への研修能力改善のための「送変電維持管理研修能力強

円借款用 



化支援プロジェクト」（2014年 12月終了）等の技術協力を実施している。 

(4) 他の援助機関の対応 

世界銀行及びアジア開発銀行（Asian Development Bank。以下、「ADB」という。）は各

種改革の実施を電力分野における重要課題と位置づけ、本プログラムへの支援（第一期：世

界銀行 6 億ドル、ADB4 億ドル／第二期：世界銀行 5 億ドル、ADB4 億ドル）を実施してい

る。また、両機関はいずれも送配電網整備事業を実施しているほか、世界銀行は大型水力発

電所、ADB は石炭火力発電所の建設も支援している。 

(5) 事業の必要性 

本事業は、当国の国際収支及び財政収支悪化の一因である電力セクターにおいて改革を行

うものであり、当国の開発政策・我が国の援助方針に合致することから、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、世界銀行及び ADB と協調し、パキスタンの財政収支及び国際収支悪化の一因

である電力セクターの構造的課題に対して改革実施を支援することにより、①適切な電力料

金設定と補助金の削減、②発電コストの縮小、③説明責任と透明性の向上を図り、持続的で

安定的な電力供給を可能とするとともに、財政収支及び国際収支への対応強化に寄与するも

のである。 

(2) プロジェクトサイト/対象地域名：パキスタン全土 

(3) 事業概要 

本事業は、以下の3つの政策エリア及び10の改革目的から成る全五期間の政策マトリック

スに基づき、第二期の改革の進捗を踏まえ、一般財政支援を行うものである。 

政策エリア 改革目的 

政策エリア A: 

適切な電力料金設

定と補助金の削減 

① 電力料金と低所得者層をターゲットとした補助金にかかる政策の適用、電力

規制委員会の規則を通じた確実な政策実施、電力料金の承認と通知における

政治的裁量による決定減少と時間短縮 

政策エリア B:  

発電コストの縮小 

② 配電会社のロス削減と料金徴収率の改善 

③ 需要側のエネルギー効率の改善と省エネルギー推進 

④ 最適電源計画を通じた発電コスト管理と同計画に沿った新規発電の確保 

⑤ ガス増産と大口需要家とのガスの直接販売契約を目的とするガス市場の開放 

⑥ 国営電力会社のパフォーマンス改善 

⑦ 中央電力購買局の独立・オペレーション開始及び大口需要家との直接契約に

よる複数バイヤー市場の開始 

政策エリア C:  

説明責任と透明性

の向上 

⑧ 電力セクターに係る情報公開促進 

⑨ 電力規制委員会の強化 

⑩ 電力セクター改革のモニタリングと監視 

(4) 総事業費：5,000 百万円 

(5) 事業実施スケジュール 



本事業による財政支援は 2014年 7月以降の支出を対象とする。本事業の対象となる第二

期の政策アクションは 2015 年 10 月までに全ての達成が確認された。貸付実行完了（2016

年 2 月予定）をもって完成とする。 

(6) 事業実施体制 

 1) 借入人：パキスタン・イスラム共和国政府大統領（The President of the Government of 

the Islamic Republic of Pakistan） 

 2) 事業実施機関：財務省（The Ministry of Finance） 

 3) 実施体制：本事業の実施機関である財務省がプログラム全体の進捗を監督する。個別

の政策アクションの進捗状況は、水利電力省及び石油・天然資源省に設置されている

プログラムモニタリングユニット（PMU）を通じてモニタリングされる。 

(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：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 月公布）上、セクター特性、事業特性及び地域特性に鑑みて、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。 

③ 環境許認可：本事業に係る環境影響評価（EIA）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：最適電源計画にかかる政策アクションについては、最適電源・送電開発計

画策定プロジェクトを通して、戦略的環境アセスメント（Strategic Environmental 

Assessment。以下、「SEA」という。）が実施される。政策アクションにおけるガス

増産に係る政策アクションについては、今後国内ガスの開発計画が実施される際には

SEAが実施される。 

⑤ 自然環境面：最適電源計画にかかる政策アクションについては、最適電源・送電開発

計画策定プロジェクトを通して、SEA が実施される。政策アクションにおけるガス

増産に係る政策アクションについては、今後国内ガスの開発計画が実施される際には

SEAが実施される。 

⑥ 社会環境面：最適電源計画にかかる政策アクションについては、最適電源・送電開発

計画策定プロジェクトを通して、SEA が実施される。政策アクションにおけるガス

増産に係る政策アクションについては、今後国内ガスの開発計画が実施される際には

SEAが実施される。 

⑦ その他・モニタリング：四半期ごとに個別政策アクションの緩和策の実施状況等をモ

ニタリングする。 

2) 貧困削減促進：本事業は電力料金設定に関して低所得者層に配慮した補助金の政策適

用を含むため、貧困層に配慮する内容となっている。 

3) 社会開発促進：特になし 

(8) 他スキーム、他ドナー等との連携 

本事業は、世界銀行及び ADB との協調融資であり、政策アクションの進捗状況を確認す



るため原則四半期毎に 3 者合同モニタリングを実施している。また、最適電源計画策定支援

や省エネルギー推進専門家の派遣等、技術協力との相乗効果を通じて政策目標の達成を支援

している。 

(9) その他特記事項：本事業により、省エネルギーや送配電損失率の低減等が図られるため、

気候変動の緩和効果が期待できる。 

 

4. 事業効果 

(1) 定量的効果：アウトカム（運用・効果指標） 

指標名 
基準値 

（2013年実績値） 
目標値（2017年） 

電力セクター補助金（対 GDP 比、％） 1.8 0.3-0.4 

送配電損失率（％） 21.9 17.9 

配電会社の電力料金徴収率（％） 86 94 

最低エネルギー消費効率基準（*）の策定・

通知（数） 
0 5 

（*）対象機器が満たすべき、エネルギー消費効率指標の最低基準を定めたもの。 

(2) 定性的効果：本事業の実施により、当国政府が推進する電力セクターの諸改革が実施さ

れ、当国政府の財政強化、経済活動の活発化等が図られる。 

 

5. 外部条件・リスクコントロール 

パキスタンにて実施中の IMFプログラムにおける電力セクター改革関連事項の円滑な進捗。 

 

6. 過去の類似案件の教訓と本事業への適用 

(1) 類似案件からの教訓 

スリランカ「電力セクター改革プログラム」の事後評価結果等では、同事業では、主要政

策アクションであった電力庁の分割を含む電力改革法が労働組合の強い反対により成立せ

ず、事業実施の阻害要因となったことから、セクター改革に際しては、改革への道筋が明確

に立てられているかの見極めが重要であると指摘されている。また、ADB が 2000年にパキ

スタンで実施した「Energy Sector Restructuring Program」の事後評価では、協調融資先で

ある IMF 及び世界銀行との緊密な調整や、政策アクションの達成に向けた技術支援がプロ

グラムの円滑な推進及び成功に不可欠であると指摘されている。 

(2) 本事業への教訓の活用 

本事業では、上記教訓を踏まえ、パキスタン政府が策定した「National Power Policy 2013」

及び政府政策マトリックスを踏まえてドナー政策マトリックスを作成している。これに加え、

ステークホルダーからの反発のリスクを軽減するため、世界銀行がコミュニケーション・広

報分野のコンサルタントを派遣し、適切なコミュニケーション方法についてパキスタン政府

への助言を行っている。また、本事業では、世界銀行及び ADB と緊密に調整を行い、原則

四半期毎に合同モニタリングを実施してきているほか、同モニタリング時期を IMF による

プログラムレビューの時期と合わせることで、IMF プログラムに含まれる電力セクター改革



に関連する事項についても情報収集を行っている。更に本事業においては、政策アクション

達成促進のため技術支援を世界銀行及び ADBと共に実施中である。 

 

7. 今後の評価計画 

(1) 今後の評価に用いる指標 

1）電力セクター補助金（対 GDP 比）（%） 

2）送配電損失率（%） 

3）配電会社の電力料金徴収率（%） 

4）エネルギー効率基準の策定・通知（数） 

(2) 今後の評価のタイミング：第五期までの政策アクション完了時（2017年） 

 

以 上  


