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略語表 
 

AFD  フランス開発庁 

AfDB  アフリカ開発銀行 

ANARE  コートジボワール国家エネルギー規制局 

APIEX  アンゴラ投資貿易促進庁 

BEE  黒人経済強化政策 

c  セント 

CBIPPPP 石炭ベースロード独立系発電事業者調達プログラム 

CCGT  コンバインドサイクル・ガスタービン 

CCI  資本導入証 

CEC  カッパーベルト・エネルギー・コーポレーション 

CFA  CFA フラン 

CIE   コートジボワール電力会社 

CI-Energie コートジボワールエネルギー公社 

CIPREL  コートジボワール発電会社 

CNELE  モザンビーク国家電力委員会 

COD  商業運転日 

CPI  モザンビーク投資促進センター 

CSP  集光型太陽熱発電 

CTRG  レサーノガルシア発電所 

DNI  直達日照強度 

DoE  エネルギー省 

EAPP   東アフリカ・パワープール 

ECG  ガーナ電力公社 

EDM  モザンビーク電力公社 

EEA  エチオピア電力庁 

EECI  旧コートジボワール電力会社 

EEP  エチオピア電力公社 

EEPCo  旧エチオピア電力公社 

EES  エチオピア電力サービス会社 

EIA  環境影響評価 

ENDE  アンゴラ配電公社 

ENE  旧アンゴラ電力公社 

EOI  関心表明書 

EPP  緊急時発電事業者 

EPC  設計・調達・建設事業  

ERB  エネルギー規制委員会  

ERC  エネルギー規制委員会 

EUR  ユーロ 

EWURA  エネルギー・水管理規制庁 
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FGN  ナイジェリア連邦政府 

FinnFund フィンランド産業協力基金 

FiT  固定価格買取制度 

FUNAE  エネルギー基金 

GDC  地熱開発会社 

GDP   国内総生産 

GIZ  ドイツ国際協力公社 

Gp  ガーナ・ペセワ 

GRIDCo  ガーナ送電公社 

GSM  移動通信規格 

GTG  ガスタービン発電機 

GTP  エチオピア成長と構造改革計画 

GUMP  天然ガス利用計画 

GW  ギガワット 

GWh  ギガワット時 

HCB  カオラ・バッサ水力発電 

HFO  重質燃料油 

IA  実施協定 

IEA  国際エネルギー機関 

IFC  国際金融公社 

IFU   デンマーク開発途上国工業化基金 

IMF   国際通貨基金 

IPP  独立系発電事業者 

IPTL  タンザニア発電会社 

IRENA  国際再生可能エネルギー機関 

IRP  統合型資源計画 

IRSE  電力セクター規制庁 

KenGen  ケニア電力公社 

KETRA  ケニア送電会社 

KPLC  ケニア電力・電灯会社 

kW  キロワット 

kWh  キロワット時 

LNG  液化天然ガス 

LTWP  トゥルカナ湖風力発電事業 

M3  立方メートル 

M/s  メートル/秒 

MCB  モザンビーク銀行  

MEM  エネルギー・鉱物省 

MINEA  エネルギー・水資源省 

MoEP  エネルギー・石油省 

MOTRACO モザンビーク送配電会社  

MOWE  水・電力省 
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MPLA  アンゴラ解放人民運動 

MTOE  石油換算 100 万トン 

MW  メガワット 

MWE  水・電力省 

MWh  メガワット時 

MYTO  複数年料金制度 

NBET  ナイジェリア国卸電力取引所 

NED  北部電力局 

NEDCo  北部地域配電公社 

NERC  ナイジェリア電力規制委員会 

NESI  ナイジェリア電力供給会社 

NERSA  国家エネルギー規制庁 

NGN  ナイジェリア・ナイラ 

NIPP  国家総合電力事業 

OCGT  オープンサイクル・ガスタービン 

OPPPI  民間投資推進室 

PPA   電力購入契約 

PPP  購買力平価 

PRODEL アンゴラ発電公社 

PURC 公益事業規制委員会 

PV  （太陽）光発電 

REA  地方電化局 

REFiT  再生可能エネルギー電力買取料金 

REIPPPP 再生可能エネルギー独立系発電事業者調達プログラム 

REMP  地方電化マスタープラン 

RFP  提案依頼書 

RGC  レイキャビク・ジオサーマル社  

RNT  アンゴラ送電公社 

SADC  南部アフリカ開発共同体 

SAPP  南部アフリカ・パワープール 

SEB  スワジランド電力公社 

SMTP  第二次中期計画 

SPV  特別目的事業体 

SSA  サハラ以南のアフリカ 

TANESCO タンザニア電力供給公社 

TANWAT タンザニア・ワトル社 

Tcf  1 兆立方フィート 

TPC  タンガニーカ植林会社 

TWh  テラワット時 

UC  完了予定日不明での建設中 

UK  イギリス 

UN  利用不能 

UNFCCC 気候変動枠組条約 
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US  アメリカ合衆国 

USAID  アメリカ合衆国国際開発庁 

USD  米ドル 

VRA  ボルタ川開発会社 

WAPCo  西アフリカ天然ガスパイプライン会社 

WAPP  西アフリカ・パワープール 

ZAR  南アフリカ共和国・ランド 

ZDA  ザンビア開発庁 

ZECO  ザンジバル電力公社 

ZESA  ジンバブエ電力公社  

ZESCO  ザンビア電力供給公社 

ZRA  ザンベジ河川庁 



アフリカの IPPプログラムに対する投資機会について 

vii 
Copyright © 2016 JETRO. All rights reserved. 

免責事項 

 

本報告書は JETRO（ヨハネスブルグ）により、フロスト＆サリバン社（ケープタウン）に委託さ

れたものである。 

提示した情報は出版時点において正確なものである。 

特定の部門についての情報は、すべての国で利用可能というわけではない。複数の国において

利用可能でない情報は以下のとおりである。 

- 本報告書においては、料金表はすべての国で利用可能というわけではない。厳密な意味

で正確であるというよりは、大まかな数字として与えられる場合がある。 

- 複数の国におけるプロジェクトのビジネスモデルに利用可能な情報が存在しない場合は、

そのように示した。 

- IPP プロジェクトについて利用可能な十分な情報が存在しない場合は、各プロジェクトに

対するリスクは示さなかった。 

- 複数の事例において、例えばいくつかの国が需要予測を持っていないなど、信頼性の高

い最新の基本データが欠落している場合があった。 

 

仮定と制約 

 

 一次調査における仮定：フロスト＆サリバン社は、業界の専門家などの情報源から直接得た

情報はすべて正しいものと仮定した。得た情報が真実からかけ離れていると疑われる場合、

もしくは事実上誤りであると疑われる場合には、その情報の合理性について検証し、そのよ

うに示した。 

 二次調査における仮定：二次調査においても、上記と同様の仮定・原理・プロセスを適用し

た。 

 文書化における仮定：回答者から提供された文書はすべて総合的なものであり、調査の現況

を反映したものと仮定した。 

 情報が利用可能でない場合には、特定の国の章における情報は提供していない。 
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エグゼクティブ・サマリー 

サハラ以南のアフリカの電力部門について 

アフリカ大陸には 10 億人以上の人口があるが、アフリカ諸国の多くでは電気の利用率が 30％を

下回っている。このことがアフリカ諸国の社会経済学的な発展を阻害し、経済成長を抑制して

いるため、アフリカ諸国にとっては大きな課題の一つとなっている。アフリカには世界で最も

急速に成長する 10 か国のうち 4 か国あり、それらの国々が継続的に成長するためには、電力の

供給は必要不可欠である。 

産業目的および中流階級の消費者による電力消費の急速な拡大により、多くのアフリカ各国政

府にとって、エネルギー問題が大きな焦点となった。これまで優勢であったそれぞれの国営電

力会社による発電・送電・配電というビジネスモデルは、多くのアフリカ諸国で持続できなく

なっている。 

2000 年代初頭以降、独占型の国営企業は時代遅れであると認識したアフリカ各国政府は路線を

変更し、独立系発電事業者（IPP）に対して市場を開放してきた。これらの民間企業は、アフリ

カにおける莫大なエネルギー資源に対する機会を得ており、国家の電力需要の大部分を提供す

るものもある。 

大陸全体にわたるいくつかのイニシアティブによって、多くの国々において民間による発電事

業者の産業を育成することとなった。南アフリカ共和国の再生可能エネルギー独立系発電事業

者調達プログラム（REIPPPP）は、2011 年の創設以来、南アフリカ共和国の経済にとっての一筋

の光となっている。2013 年にアメリカ合衆国のオバマ大統領によって創設された「パワー・ア

フリカ・イニシアティブ」は、アフリカにおけるクリーンエネルギーへの多大な貢献の火付け

役となり、多くの IPP プロジェクトを開始に導いた。 

本報告書は以下の 3 点に注目する。 

1. 選定した国々のエネルギーおよび経済的展望について概要を提供する 

2. 各国における短期・中期・長期機会について、およびそれに関連するその国での事

業の展開方法について所見を提供する 

3. 各国に関するリスクを選定する 

 

この調査は各国の一流の法律事務所や IPP、金融機関および規制当局といった主要プレーヤーへ

の直接的な電話インタビューを通じて行われたものでる。 
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選定した 10 か国のサハラ以南のアフリカ諸国の設備容量の概要 

 

 

選定国の主要指標 

国名 人口(100

万) 

2015 年度

GDP (10 億

米ドル) 

実質

GDP 成

長率

(2015) 

現在の設

備容量
(MW) 

将来の設

備容量

(MW、想

定年) 

現存 IPP 送電網接続率 

南部アフリカ        

南アフリカ共和国 
53.6 725 1.4 45,000 89,000 

(2030) 
92 85.4 

アンゴラ 
24.2 185.17 4.2 2,230 9,500 

(2025) 
1 30 

ザンビア 
15.9 65.74 5.7 2,200 5,500 

(2030) 
5 26 

モザンビーク 
26.5 33.42 7 2,816 4,000 

(2025) 
2 39 

東アフリカ        

エチオピア 
92.2 158.35 8.7 2,300 37,000 

(2037) 
1 23 

ケニア 
47.2 142.7 6.5 2,200 24,000 

(2030) 
12 23 

タンザニア 
51 128 7 1,439 10,000 

(2025) 
2 15.3 

西アフリカ        

ナイジェリア 
186.9 1108.72 4 13,000 40,000 

(2020) 
2 45 

ガーナ 
26.7 113.03 3.5 2,650 3,470b 

(2017) 
4 72 

コートジボワール 
21.54 72.19 7.9 1,784 4,992 

(2030) 
  

 

0
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サハラ以南のアフリカ諸国の設備容量 

天然ガス 

再生可能エネルギー（太陽光、風力、地熱） 

石炭 

熱発電（原子力、重油、ディーゼル） 

水力発電 
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2016 年現在のアフリカ選定国の信用格付け 

国名 S&P 格

付け 

見通し ムーディーズ

格付け 

見通し フィッチ格付

け 

見通し 

南部アフリカ       

南アフリカ共和国 BBB- ネガティブ Baa2 なし BBB- 安定的 

アンゴラ B 安定的 Ba2 なし B+ ネガティブ 

ザンビア B ネガティブ B2 安定的 B ネガティブ 

モザンビーク CC ネガティブ B3 なし B ネガティブ 

東アフリカ       

エチオピア B 安定的 B1 安定的 B 安定的 

ケニア B+ ネガティブ B1 安定的 B+ ネガティブ 

タンザニア なし なし なし なし なし なし 

西アフリカ       

ナイジェリア B+ ネガティブ Ba3 なし BB- ネガティブ 

ガーナ B- 安定的 B3 ネガティブ B ネガティブ 

コートジボワール なし なし Ba3 安定的 B+ 安定的 

 

 

出典：世界銀行、IMF、S&P、ムーディーズ、フィッチ、各国国営電力会社、各国エネルギー規

制当局 

  

格付け ムーディーズ社 フィッチ社 S&P 社 

信用力は最も高い 

信用力は高い 

信用力は十分である 

信用力に当面の問題はない 

信用力に問題がある 

信用力に重大な問題がある ― 

債務不履行の懸念 

信用力は極めて高い 
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独立系発電事業者の市場概況 

おもな原動力 

 

1. 電力需要の拡大および電力の安定供給を行う国営電力会社の欠如 

アフリカにおける電化状況は平均して人口の 30％と極めて低い。アフリカ大陸にはおよそ 10 億

人の人々が住んでいるが、電化率についてはその他の新興市場に後れを取っている。サハラ以

南のアフリカ（SSA）各国政府の大半はこのことを鑑みて、それぞれの国で電力へのよりよい利

用機会を提供すべく、送配電網を急速に拡大する計画を立案した。電化率の増加、およびより

多くの人々に現代的な電力への利用機会を与えることによって、電力需要が急速に拡大するこ

ととなる。このことが SSA 諸国における電力需要のおもな推進要因となっている。 

SSA 各国政府は、電力需要の拡大に対処できる大規模な発電所を建設・所有・運営するだけの財

源に乏しい。地域的には、電力会社による大規模な発電所建設に必要な技術についても不足し

ている。そのため各国政府は電力需要の拡大に対処するため、発電所の建設・所有・運営を IPP

へと転換しつつある。 

2. 政策および規制の枠組みによる投資の推進 

電力マスタープランおよび堅実な規制枠組みが、SSA における IPP 部門への投資の推進要因とな

っている。電力マスタープランは、潜在的な投資家や開発業者にとってエネルギーミックスが

どのようなものになるかを理解するための重要な情報源であり、電力部門の概要を得るために、

ハイレベルでの実施のためのロードマップを提供している。電力マスタープランを持たない

国々は、投資や開発業者からの関心を集めにくい。堅実な規制枠組みは投資家や開発業者にと

ってリスクを軽減するのに役立つ。規制枠組みはインセンティブを提供し、政府が同部門を開

発しようとする意図を示している。 

選定した 10 か国のうちの大部分には、各国における発電への投資および開発を促進する政策や

規制が存在する。しかし、アンゴラには投資を促進するような十分な規制が存在しない。これ

らの国々にはすべて、将来のエネルギーについてのロードマップを示す電力マスタープランが

存在し、同部門を監督する独立したエネルギー規制当局が存在する。 

3. 莫大なエネルギー資源 

SSA 各国には発電に利用可能な莫大な潜在的資源が存在し、過去 10 年間における最も重要な石

油・天然ガスの発見のうちの一部は、アフリカ大陸において発見されたものである。豊富な資

源はプロジェクトを求める投資家や開発業者にとっての原動力となってきた。 
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おもなリスク 

 

1. 電力会社の財政状況の安定性  

多くの場合、唯一のオフテイカーである電力会社の財政状況の安定性は、アフリカ全体にとっ

ての大きな懸念材料である。多くの電力会社は財政的にひっ迫しており、負債を抱え、発電者

に対して発電した電力の費用を支払うことができない。これらの電力会社は回収率が低く、コ

ストを反映していない料金によって、赤字に陥っている。モザンビーク電力公社（EDM）、ガー

ナ電力公社（ECG）およびタンザニア電力供給公社（TANESCO）は、同様の状況にある電力会社

の一例である。電力会社は運営のため資金援助者に依存している場合が多いが、これでは長期

的に見て持続可能ではない。そのため、銀行の多くはしかるべき国家の保証または一種の国際

保険がなければ、プロジェクトに資金を提供するのに二の足を踏んでいる。IPP の場合、オフテ

イカーが電力に対して支払いができなければ、IPP は発電を終了することができる。このことが

開発業者にとっては一種の保証となっている。プロジェクトが担保可能なものになるためには、

オフテイカーの信用を強化する必要がある場合が多い。各国政府は自らの財政的制約にぶつか

っていることも多く、そのため、この信用強化および国家による保証を提供したがらない、ま

たは提供できないことがある。すべての保証は発電所の建設に先立って実施されるべきである。 

2. 燃料供給のリスク 

アフリカにおける熱発電の IPP が直面しているおもなリスクのうちの一つが、燃料供給の保証で

ある。代替の天然ガス市場の方がより収益性が高ければ、長期の燃料供給契約を結ぶのが難し

いこともある。安定した燃料供給がなければ、開発業者は発電ライセンスを保証されない。例

えばコートジボワールでは、政府がアジト（Azito）社および CIPREL 社のプロジェクトに対する

燃料供給の責任を負っている。ナイジェリアのような国々には十分な天然ガスが存在するが、

天然ガスのインフラが欠如している。現地の天然ガス供給業者はつねにプロジェクトの需要を

満たしているわけではない。IPP は、天然ガスの供給または輸送において途絶が生じた場合、支

払い保護を受けられる。西アフリカ天然ガスパイプラインは、天然ガスの安定供給において重

要な役割を果たすこととなる。しかし、パイプラインが設計能力で稼働するのを妨げる破壊行

為によって不安定になる場合もある。そのため、燃料供給リスクを補填することはたやすいこ

とではない。燃料の安定供給が不足しているために、発電所は天然ガスがなくても発電を継続

できるよう、天然ガスと液体燃料の双方を使って稼働できるよう設計しなければならなくなっ

た。 

3. 政治的リスク 

アフリカ諸国の多くには、内戦や政情不安による政治的リスクが存在する。IPP は不可抗力の場

合には保護されるよう確保しなければならない。コートジボワールの場合、この種の事態の例

が内戦である。これら内戦終了によって、IPP への支払いを行う事態となっている。ガーナでは、

内戦または発電所に影響する法律の変更の場合には、政府が政治的リスクの責任を負うことに

なっている。また発電所が通常の容量で発電できない場合、政府が収益保護を提供する。 
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IPP は、これらの事態が生じた場合に政治的リスクの保証が実施されるよう確保しなければなら

ない。保証の必要性が大きければ大きいほど、交渉は難航する。政府もまた、その財政状況を

処理する方法を決定できなければならない。こういった類の保証は、IPP への支払いを防ぐため

に、これらのリスクが現実とならないよう政府が確保するのを促進する材料となる。しかし、

政府が支払いを渋った場合には、独立した資金提供者からの財政支援を引き出すことができる。

このことが、政府がそのような事態が生じるのを防ぐもうひとつの材料となっている。 

いくつかの国においては、大統領の交代も政治的リスクと考えられている。タンザニアのケー

スに見られるとおり、大統領の交代がその国の IPP の発展に寄与する場合もあれば、阻害する場

合もある。IPP の発展においては、政治的な援助が必要不可欠である。 

 

参入プロセス 

1. 通常プロセス 

IPP として参加するためのプロセスは国によって異なるが、おもに二つの方法がある。 

- 競争入札 
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- 調査先行型アプローチ 

 

2. 典型的なビジネスモデルおよび財政構造 

アフリカにおける IPP のビジネスモデルの最も一般的な形式が、プロジェクトを開発するた

めの特別目的事業体（SPV）の設立である。プロジェクトの開発業者および金融機関は、直

接自らの財政状態においてプロジェクトのリスクを取ろうとはしたがらない。そこで、プロ

ジェクトに伴うリスクのために、プロジェクトを開発するための別会社を設立する。SPV は

電力のオフテイカーと電力購入契約（PPA）を締結し、すべての合意書に署名する。 

プロジェクト・ファイナンスがこれらのプロジェクトにおける融資の最も一般的な形式であ

る。上述したとおり、SPV が創設され、通常 7：3 の割合の負債と株式の混合によって資金

が援助される。プロジェクトの開発業者は通常は過半数株主であり、さまざまな商業的金融

機関からのデットファイナンスの共同事業体である。 

 

3. 料金交渉 

アフリカ諸国全体を通して、料金は通常コストを反映したものではない。多くの政府が料金

の値上げを拒んでいるため、このことは潜在的な政治問題となっている。また、電力は消費

者に対して再販売される額よりも高額で購入されている。このことが電力会社の財政的安定

性にとっての潜在的な問題の一つとなっている。電力会社はこの営業方法では収入を得るこ

とができない。ガーナのようないくつかの国では現在、料金は四半期ごとに見直されている。

料金は多くの国で着実に上がっており、結果としてコストを反映したものとなっている。料

金の増加は収入の増加を伴い、それにより電力会社が現存する発電所の改修や送電網の改良

などを通じて、安定的な電力供給を行うのに集中することができる。 
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国別エグゼクティブ・サマリー 

 

南部アフリカ 

 

南アフリカ共和国における現在および将来の容量の見通し 

 

  

1. 南アフリカ共和国 
 
 

経済 南アフリカ共和国はアフリカ大陸で最も発展した先進経済国であり、GDP も二番

目に大きい。同国には優れた金融および司法システムが存在するが、現在 2015

年度の GDP 成長率は 1.4％と、GDP 成長率の点では多くのほかのアフリカ諸国に

後れを取っている。 

設備容量 同国はアフリカ大陸最大のおよそ 45,000 MW の設備容量を有している。 

計画 電力マスタープランおよび統合型資源計画によれば、南アフリカ共和国は 2030

年に 89,000 MW の設備容量を目指している。 

電力会社 ESKOM が独占的な国営の電力会社であり、電力の 90％以上を発電し、南アフリ

カ共和国における送配電を管理している。 

資源 南アフリカ共和国は鉱山資源が豊富な国であり、地球科学委員会によれば、発掘

可能な石炭埋蔵量はおよそ 650 億トンに上る。南アフリカ共和国は、太陽光発電

（太陽 PV）や集光型太陽光発電（付録 A を参照）、陸上風力発電の点で、莫大

な再生可能エネルギー資源を持っている。南アフリカ共和国では最近、カルー盆

地でシェールガスが発掘され、領土内におよそ 50～300 兆立方フィート（tcf）が

埋蔵されていると言われている。 

IPP の経験  南アフリカ共和国では、市場において長年の経験を持ち、IPP プロジェクトで成

功を収めた多くの IPP が存在する非常に競争的な環境にある。統合型資源計画

（IRP）によれば、2030 年までに 15 GW の電力を調達すると設定したエネルギー

省の IPP 調達プログラムによって、南アフリカ共和国の IPP にとっては格好の機

会が存在する。調達の大部分は石炭や天然ガスによる発電だけでなく、太陽光発

電や風力発電といった再生可能エネルギーによって行われる予定である。 
 

参入プロセ

ス 

南アフリカ共和国は、プロジェクトの競争入札プロセスを用いるアフリカ諸国に

おける少数派の一部である。入札窓口ではすべての入札を公表するなど十分に組

織化され、透明性の高いプロセスを用いている。 
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アンゴラにおける現在および将来の容量の見通し 

 

 

  

2. アンゴラ 
 
 

経済 アンゴラは大西洋岸に面した南部アフリカの中規模経済国である。おもに石油

に依存した経済であり、GDP のおよそ 50％を占めている。石油価格の世界的

な下落により、同国の経済は深刻な打撃を受け、政府の支出は削減された。ド

ルのような外貨が不足して、現地の経済活動を阻害しており、現地通貨である

クワンザの切り下げによりインフレが加速した。 

設備容量 アンゴラでは発電において水力発電や火力発電に依存しており、その設備容量

は 2,230 MW である。 

計画 アンゴラの電力部門改革計画では同部門を改革し、設備容量を 9,500 MW へ 4

倍に増やし、さらに電化率を 30％から 60％に倍増させることを目指してい

る。 

電力会社 アンゴラ発電公社（PRODEL）が政府所有の発電施設の運営および維持管理だ

けでなく、新規発電プロジェクトも担当している。旧会社のアンゴラ電力公社

（ENE）の全責任と全資産を PRODEL が引き継いだ。発電所の設計・実行・運

営を担当する国営の設計会社である GAMEK は、PRODEL の傘下に入る予定で

ある。 

資源 アンゴラには広大な水資源があり、水力発電については相当な資源を持ってい

る。アンゴラはナイジェリアに次ぐアフリカ第 2 位の産油国であり、石油の埋

蔵量だけでなく、相当な天然ガスの埋蔵量を持っている。 

IPP の経験およ

び参入プロセ

ス 

アンゴラ国内の法律により、電力部門への民間企業の参加が促進されている

が、これまでのところ本格的な投資は行われていない。これは IPP がエネルギ

ー資源を開発する権利を与えられるには政治的な人脈が必要でもあるため、と

いえよう。 
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ザンビアにおける現在および将来の容量の見通し 

 

 

 

  

3. ザンビア 
 
 

経済 ザンビアは南部アフリカの内陸国であり、一人当たりの年収がおよそ 4,000 米ド

ル（購買力平価における GDP）の中規模経済国である。過去 10 年以上にわたっ

て、年間 6％の急速な経済成長を経験している。 

設備容量 ザンビアの設備容量は現在 2,200 MW であり、使用した経済成長のシナリオに従

えば、2030 年までに 3,500～5,500 MW になると予測されている。 

電力会社 ザンビア電力供給公社（ZESCO）が、発電の大部分を管理し、送電を単独で担当

する国営の電力会社である。同社はまた配電の大半も担当し、国内北部の銅山に

電力を販売するカッパーベルト・エネルギー・コーポレーション社に電力を販売

している。 

資源 ザンビアは最大 6,000 MW の莫大な水力発電資源を有している。 

IPP の経験  ザンビアでは 5 つの IPP プロジェクトがあり、これまでおもに水力発電および石

炭部門に特化してきた。 

参入プロセ

ス 

プロセスは通常、ザンビア開発庁（ZDA）および民間投資推進室（OPPPI）と接触

することから始まる。これら 2 つの政府機関は、投資家や開発業者を潜在的なプ

ロジェクトに誘致することができる。同国政府は競争力のある入札者と太陽光調

達プログラムを開始したが、プロジェクトの大半は入札プロセスを経ていない。 
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モザンビークにおける現在および将来の容量の見通し 

 

  

4. モザンビーク 
 
 

経済 2015 年のモザンビークの GDP 成長率は 7％であり、2014 年の 7.2％から減少し

た。同国の経済は発電、製造業、貿易および輸送業に支えられている。過去 20

年の平均 GDP 成長率はおよそ 7％であった。国の負債額は GDP のおよそ 50％で

ある。天然ガスや石炭といった資源の利用可能性が高いことから、モザンビーク

の採掘部門は経済のおもな原動力となっている。 

設備容量 現在の設備容量は 2,816 MW である。石炭、天然ガス、水力による発電プロジェ

クトが現在進行中であり、その設備容量はそれぞれ、4,400 MW、650 MW、3,860 

MW である。モザンビークには 2025 年までに 4,000 MW の設備容量を保有する計

画がある。 

電力会社 モザンビーク電力公社（EDM）が 1977 年に創設された国営の電力会社であり、

モザンビークにおける発電・送電・配電を担当している。 

資源 モザンビークの再生可能エネルギー分布図では、1,446 件の新規水力発電プロジ

ェクトが特定されており、同国の発電量に 18 GW を追加する可能性が見込まれて

いる。しかし、モザンビークはその可能性の 13％しか実現できておらず、その大

半を占めるのは HCB によるザンベジ川でのカオラ・バッサプロジェクトによるも

のである。また、現地の石炭の鉱床はテテ州で発見されている。国際エネルギー

機関（IEA）は、まだ手付かずの発掘可能な石炭の埋蔵量をおよそ 250 億トンと概

算している。未発達の交通インフラおよび不十分な港湾施設により、同国におけ

る石炭の産出および輸出が阻害されている。モザンビークで算出される天然ガス

の大半は、サソール（Sasol）社によってロンプコ（ROMPCO）パイプラインを通

じて南アフリカ共和国へ輸出されている。天然ガスの輸出は、特に液化天然ガス

（LNG）施設が 2020 年～2022 年の間に操業を開始する今後 15～20 年で優先的に

行われるようになると予測されている。 

IPP の経験  175 MW という初の大規模な天然ガス発電所であるレサーノガルシア発電所

（CTRG）が 2014 年に操業を開始し、パンデ・ガス田から産出した天然ガスを燃

料にしている。2 件目の IPP が 2015 年 12 月に完了し、現在 15 件の IPP プロジェ

クトが開発中である。 
 

参入プロセ

ス 

モザンビークにおける参入プロセスは競争的な性質を持っている。提出案はプロ

ジェクトの財政的および技術的な実現可能性を実証しなければならない。そのた

め、プロジェクトは環境を破壊するものでなく、より有益なものである必要があ

る。 
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東アフリカ 

 

エチオピアにおける現在および将来の容量の見通し 

 

 

  

5. エチオピア 
 
 

経済 エチオピアの経済はおもに農業で成り立っており、GDP の 45％を占め、人口

の 80％以上が農業に従事している。過去 10 年以上にわたって年間平均約

10％の比較的高い経済成長を経験しており、今後もこの傾向が続くと予測され

ている。 

設備容量 現在の設備容量は 2,300 MW である。 

計画 エチオピアは 2037 年へ向けた意欲的な「成長と構造改革計画（GTP）」によ

り、37,000 MW の設備容量を目指している。今後数年の間に複数のプロジェク

トが実施されることが見込まれており、それによって設備容量が 8,000 MW を

超える見込みであることにも触れておくべきであろう。エチオピアの GTP は

おもに水力発電に力を入れており、経済的に実現可能な 45 GW という全アフ

リカの国々の中でも 2 番目に大きな資源を持っている。 

電力会社 エチオピア電力公社（EEP）が発電、送電および変電所の建設を担当してい

る。同社は送電線を管理・維持し、求めに応じてリースしている。大口電力を

販売しているが、顧客への配電は担当外である。 

エチオピア電力サービス会社（EES）が配電網の建設・維持・管理を担当して

いる。同社は EEP から大口電力を購入し、その配電網を使って顧客に配電して

いる。 

資源 エチオピアは広大な土地をもつ国であり、水力発電や風力、太陽熱、地熱とい

った莫大なエネルギー資源を持っている。 

参入プロセス エチオピアにおける参入プロセスはその他の国々ほど明確ではない。過去に実

施された唯一の IPP の前例だけでは、その他の開発業者や投資家がこの部門に

参入できるかどうかについての十分な知見は得られない。 
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ケニアにおける現在および将来の容量の見通し 

 

 

  

6. ケニア 
 
 

経済 ケニアは東アフリカにおいて最も発展した経済国であり、やや下位の中規模経済

国である。現在もなお雇用の 80％以上を農業に依存しており、その大半は小規模

な家族経営の農業である。 

設備容量 ケニアは現在 2,200 MW の設備容量を持っているが、国内の 20%しか送配電網に

接続していない。 

計画 ケニアでは 2013～2017 年の「第二次中期計画（SMTP）」の一環として、5,000 

MW の設備容量を目標に掲げている。同国は 2030 年までに目標の 24,000 MW の

設備容量に対して、18,000 MW の需要を見込んでいる。 

電力会社 ケニア電力公社（KenGen）がおもな発電事業者である。同社はナイロビ証券取引

所に株式の30％を上場し、残りの70％を政府が所有して一部民営化している。同

社はケニアにおけるおもな発電事業者であり、設備容量の70％以上を占めてい

る。 

資源 ケニアの最大のエネルギー資源は地熱にあり、大地溝帯地域だけでもおよそ 10 

GW の地熱資源があると見込まれている。これはアフリカ最大の地熱資源であ

り、世界で 8 番目に大きな資源である。 

IPP の経験  ケニアでは 1990 年代後半以降、長年にわたる IPP の歴史があり、設備容量に関し

て設定された達成目標のほぼすべては、IPP によるものである。 

参入プロセ

ス 

過去に行われた IPP プロジェクトの大半は、開発業者が、自ら発見し実現可能と

判断した計画地を開発する案を政府に提案することにより実施されてきた。 
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タンザニアにおける現在および将来の容量の見通し 

 

  

7. タンザニア  
 
 

経済 タンザニアの経済は農業に強く依存しており、同国の GDP の大部分を占めてい

る。2014 年の GDP 成長率は 7％であった。電力部門の脆弱性が経済成長を阻害し

ている。また、タンザニアは一人当たりの発電量が 0.033 kW と、南アフリカ共和

国の 0.85 kW に比べて、アフリカでも最も低い国の一つである。タンザニアの電

力インフラを活性化するために世界銀行から資金が提供されており、経済成長を

後押ししている。また、タンザニアには金や鉱石、ダイヤモンドといった採掘鉱

物が豊富にある。 

設備容量 タンザニアの現在の設備容量は 1,439 MW であり、2025 年までに 10,000 MW に発

電量を増やす計画である。この計画の実現のためには、送配電網を改善し、さら

に拡大しなければならない。タンザニアにおいて交渉が実現する時間の長さを考

えれば、この目標は 2025 年までに達成できそうにない。 

電力会社 TANESCO がタンザニア全体の電力の発電、送電、配電を担当している。 

資源 タンザニアには太陽光やさらに重要な天然ガスの埋蔵量を含む天然資源が豊富に

存在する。水力も発電に用いられるおもな資源の一つである。水力発電の発展に

必要な莫大な資源が存在するが、干ばつのリスクが電力の安定供給に対する懸念

となっている。タンザニアの地熱資源は東アフリカの地溝帯系で発見されてい

る。地熱発電所を開発するための資本コストは高いが、一方運営コストは低いま

まである。タンザニアには優れた風力資源もあり、100 MW の風力発電所が開発

中である。同国の中央部は太陽光資源の可能性が特に高い。天然ガスの埋蔵量も

豊富であり、発電の大部分を支えている。 

IPP の経験  ソンガス（Songas）プロジェクトが現在タンザニアで行われている火力発電 IPP

であり、ソンゴソンゴ（Songo Songo）島から採掘した天然ガスを利用している。

シンギダ（Singida）風力発電プロジェクトは 2018 年に完成予定であり、タンザ

ニアに 100 MW のクリーンな再生可能エネルギーによる電力を供給する予定であ

る。 

参入プロセ

ス 

タンザニアにおける調達プロセスは現在のところ競争によるものではない。政府

は投資家に対して新規プロジェクト案を申し出るよう、積極的に奨励している。

2016 年 2 月にはエネルギー省担当大臣が会合を開き、プロジェクト案を申し出る

見込みのある投資家を招待した。しかし、世界銀行が政府に対して競争によるプ

ロセスを開発するよう説得を試みたが、いまだ実現していない。 
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西アフリカ 
 

8. ナイジェリア  
 
 

経済 ナイジェリアは石油に依存しており、歳入の 70%を生み出しているが、現在は石

油価格の急激な下落により減少傾向にある。2015 年には経済の急降下を経験し

た。国際通貨基金（IMF）もまた、石油価格が下落し続けるとみられるため事態

はさらに悪化する、と予測している。2020 年までには石油価格は持ち直すとも予

測されている。プライスウォーターハウスクーパース社の調査によると、ナイジ

ェリアで汚職が続けば、その結果 GDP の 30％を失うことが判明した。石油以外

の部門はこれには影響されず、経済に対し貢献し続けると思われる。同部門には

農業や製造業が含まれる。 

設備容量 現在の総設備容量は 13,000 MW であり、そのうちの 6,056 MW のみが利用可能で

ある。しかし、総量 19,407 MW にあたる発電認可が発行されている。設備容量の

およそ 40％以下しか利用可能でないのは、発電所への支払いや現在の発電所の状

況、送電能力および天然ガスの利用可能性の不足によるものである。ナイジェリ

アでは、2020 年までに 40,000 MW の設備容量を目指す計画である。 

電力会社 ナイジェリア電力供給会社（NESI）が電力部門を担当していたが、2005～2006 年

に発電会社、送電会社、配電会社および国家総合電力事業（NIPP）に分割され

た。ナイジェリア電力規制委員会（NERC）がエネルギー規制当局であり、ナイジ

ェリア国卸電力取引所（NBET）が電力を購入・再販売している。 

資源 ナイジェリアにはいまだ十分に採掘されていない再生可能資源および非再生可能

資源が豊富に存在する。その資源には石油、天然ガスの埋蔵量、太陽光および水

力資源が含まれる。 

IPP の経験 アズラ（Azura）発電所がナイジェリアで初めて融資合意に至った IPP である。同

発電所は 2018 年に操業を開始する予定である。イトベ石炭（Itobe Coal）のよう

なその他のプロジェクトも発電認可を得ているが、いまだ融資合意に至っていな

い。現在 NBET との合意書を締結した 9 つの太陽光プロジェクトが存在する。 

参入プロセ

ス 

ナイジェリアには、競争による調達プロセスと非競争的な調達プロセスの両方が

存在する。市場に参入する前に、開発業者はプロジェクトが財政的に健全であ

り、発電した電力に対し支払いを確保する保険が実施されていること、および署

名済みの契約が法的強制力を持つものであることを確保しなければならない。ま

た、非競争的な調達プロセスによる太陽光発電および風力発電プロジェクトが進

行中である。再生可能エネルギープロジェクトについてのプロセスは、さらなる

競争が市場に持ち込まれるよう天然ガスプロジェクトについても実施される必要

性があるため、今後 12～18 か月のうちに競争によるものになると想定されてい

る。 

 

ナイジェリアにおける現在および将来の容量の見通し 

 



アフリカの IPPプログラムに対する投資機会について 

xxiii 
Copyright © 2016 JETRO. All rights reserved. 

 

ガーナにおける現在および将来の容量の見通し 

  

9. ガーナ 
 
 

経済 ガーナの経済は、その他の経済的要因の中でも深刻なエネルギー危機のために成

長が伸び悩んだ。GDP 成長率は 2013 年に 7.3％、2014 年は 4.2％となり、2016 年

は増加すると見込まれている。経済の強化は石油・天然ガスの産出、政治的安

定、民間部門からの投資に基づいている。ガーナには金やカカオ、ダイヤモン

ド、マンガンといった資源が豊富である。これらの資源は貿易にとっても重要な

ものである。ガーナのエネルギー危機は、事態を改善しなければ成長を阻害し続

けることとなる。 

設備容量 ガーナの電力部門は 2008 年に分割され、設立されたガーナ電力公社（ECG）は、

現在ボルタ川開発会社（VRA）から電力を購入している。ガーナの現在の設備容

量は 2,650 MW であり、2015 年の目標の設備容量 5,000 MW に届かなかった。こ

れはおもに、政府による実行が難航したためである。そのため、同国は総発電量

の 10％を再生可能エネルギーにもとづくものにするという、2020 年の再生可能

エネルギー目標も達成できない見通しである。 

電力会社 ガーナ電力公社（ECG）はボルタ川開発会社（VRA）から電力を購入しているが、

VRA は唯一の発電事業者であり、南部に電力を配電している。ガーナ送電公社が

電力を送電し、加えて発電事業者から大口電力を購入し、購入した電力はその後

ECG および北部地域配電公社（NEDCo）に販売される。 

資源 ガーナは太陽光および風力を含むさまざまな天然資源に非常に恵まれている。こ

れらのエネルギー資源が活用されれば、ガーナが直面しているエネルギー危機を

軽減するのに役立つものと考えられる。ガーナの北部地域には高いレベルの日照

量が存在する。また、ガーナは沿岸部で 300 MW の風力発電を生み出す可能性が

高いと考えられている。より小規模ではあるが、水力発電所の候補地も存在す

る。またガーナには石油・天然ガスの埋蔵量も存在する。 

IPP の経験 センパワー（CenPower）によって開発されたポーン（KPone）発電所が、350 MW

の発電量を持つ予定である。これはガーナにおける設備容量の 10％に相当し、熱

発電全体の 20％に相当する。同発電所は安定かつ効率的で、低コストの電力をガ

ーナに提供すると思われる。「ガーナ 1000」イニシアティブが複数の段階を経て

建設され、総発電量 1,300 MW の CCGT を持つこととなると考えられる。この発

電所で用いられる天然ガスはガーナ国営石油公社から購入予定である。 

参入プロセ

ス 

現段階では調達プロセスは非競争的なものである。競争プロセスが再生可能エネ

ルギーIPP のために開発されるべきとする誘因も存在する。ガーナにおいて IPP を

開発するためには、ガーナの登録企業が必要である。ガーナのエネルギー委員会

が電力の送電、供給、配電を認可する当局である。 
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コートジボワールにおける現在および将来の容量の見通し 

 

  

10. コートジボワール 
 
 

経済 コートジボワールの経済は農業主導型である。世界最大のカカオ豆の産地であ

り、コーヒー豆やヤシ油の大輸出国となった。石油や天然ガス、ダイヤモンド、

金などの天然資源も豊富である。2010 年、2011 年に政治的問題によって経済成

長が阻害されて以後、安定に向かう傾向がうかがわれる。コートジボワールでは

2014 年 1 月には 9.4％、2015 年には 8.4％、2016 年 1 月には 9.8％の GDP 成長率

を経験した。電力部門への民間投資が増加したことから、経済が急速に成長して

いる。 

設備容量 現在の設備容量は 1,784 MW であり、アグレコ（Aggreko）社、CIPREL 社、ブリデ

ィ（Vridi）社、アジト（Azito）社および水力発電所によって発電されている。

2020 年および 2030 年の計画設備容量は、それぞれ 3,290 MW と 4,992 MW であ

る。 

電力会社 民間会社のコートジボワール電力会社（CIE）が電力を発電、送電、配電する権限

を持ち、さらに輸入、輸出も行っている。 

資源 コートジボワールは天然資源に恵まれており、大規模な天然ガスの埋蔵量を誇

る。現在までに発電に活用されている 2 つの資源は水力資源と天然ガスの利用だ

けである。「戦略的開発計画 2011～2030」によれば、コートジボワールは 2030

年までにエネルギーの 20%を再生可能エネルギーから生み出す計画である。同報

告書ではそれぞれ 2 MW、6 MW の発電量を持つ小規模な太陽光および風力発電

所を開発する計画について概説した。 

IPP の経験  火力発電による電力が、CIPREL 社、アジト社、アグレコ社、ブリディ社の各 IPP

によって発電されている。アジト社は 2015 年に規模の拡大を行った。ソンゴン

（Songon）熱発電 IPP が 2019 年に操業を開始する予定である。 

参入プロセ

ス 

コートジボワールにおける調達プロセスは競争によるものあれば、そうでないも

のもある。この規則の例外となるが、緊急時発電の必要性である。電力の必要性

にもとづき、競争によるプロセスを経ていないさまざまなプロジェクトが存在す

る。 
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短期・中期・長期における投資機会の活況図 

各国の投資機会の概要は地図の下の表に詳述している。 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短期（0～5 年） 
 
 

中期（5～10 年） 

 
 

長期（10 年以上） 

モザンビーク 

南アフリカ共和国 

コートジボワール  ガーナ  ナイジェリア 

エチオピア 

ケニア 

タンザニア 

ザンビア 

アンゴラ 
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市場機会の概要 

国名 短期（0～5 年） 中期（5～10 年） 長期（10 年以上） 

南部アフリカ 
南アフリカ共

和国 

○ 

第五次 REIPPPP の入札窓口が 2016

年の第 2 四半期に公示される予定で

ある。 

○ 

中期的には石炭 IPP プログラムの第二

次入札窓口が 1,200 MW の投資機会と

なると考えられる。天然ガス IPP プロ

グラムは、第一次入札窓口を決定する

天然ガス活用マスタープランを今なお

待機している。 

○ 

南アフリカ共和国は依然として、大規模および小規

模の再生可能エネルギー、石炭、天然ガス、小規模

水力発電、および熱電併給などのさまざまな発電源

からの IPP プログラムによって、15 GW 以上の電力

を調達する予定である。 

アンゴラ × 

アンゴラには短期の投資機会はほと

んど存在しない。世界的な石油価格

の下落によって、短期的にアンゴラ

の経済に多大な影響を与えている。 

○ 

国営の電力会社 PRODEL が発見した多

くのエネルギー資源が存在するが、財

政的制約のために十分に利用できない

と考えられる。IPP がさまざまなプロ

ジェクトを開発・資金提供する機会が

存在する。 

○ 

アンゴラはその「電力部門改革計画」の一環とし

て、2025 年までに 9,500 MW の設備容量を目指して

いる。 

ザンビア ○ 

短期的に見て、ザンビアには 600 

MW の太陽光発電を調達することを

目的とした大規模太陽光イニシアテ

ィブに入札する機会がある。 

○ 

中期的には、最大 6,000 MW の水力資

源をもつさまざまな河川流域におい

て、水力発電資源を開発する機会があ

ると考えられる。 

 

モザンビーク × 

予定されているプロジェクトが需要を満たしており、短・中期的には市場は

飽和状態にある。2023 年までに開発予定のおよそ 15 の IPP プロジェクトが開

発中であり、その後市場は投資に再び開放される予定である。潜在的なプロ

ジェクトおよび事前の実現可能性調査を市場の再開放に先立ち実施すべきで

ある。 

○ 

2023 年以降、モザンビークにおける需要がその時

点で存在するプロジェクトによって満たされない場

合、市場は新規投資に再開放される可能性がある。

2025 年のピーク需要は 3,000 MW 以上となり、この

時点でエネルギーミックスは石炭および天然ガスに

有利に働く可能性が高い。 
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国名 短期（0～5 年） 中期（5～10 年） 長期（10 年以上） 

東アフリカ   

エチオピア × 

エチオピアには短期的な IPP の機会

は存在しない。現在、政府は IPP が

電力部門への投資を促すよう、規制

の枠組みや標準的な電力購入契約の

策定に取り組んでいる。 

○ 

エチオピアの資源に関心を表明し、プ

ロジェクトのさらなる開発のための事

前の実現可能性および実現可能性の調

査を行うという点で、中期的な機会が

存在する。 

○ 

エチオピアはアフリカ第 2 位の人口を持ち、政府が

積極的に送配電網を開発して、その結果かなりの需

要が拡大している。エチオピアはアフリカにおける

急成長の経済国の一つでもあり、国民一人当たりの

消費は急増すると見込まれている。設備容量は

2037 年までに 37,000 MW になると予測されてい

る。 

ケニア × 

ケニアは 2017 年までに 5,000 MW の

設備容量を目指しているが、多くの

プロジェクトが遅延し、見積を超過

しているため実現は難しい。利用可

能な短期の機会はほとんど存在しな

い。 

○ 

ケニアは急速に地熱資源を開発してお

り、7～10 GW の地熱エネルギー資源が

見込まれている。ケニアでは IPP 主導

で 2020 年までに 6,730 MW の設備容量

を目指している。投資家にとっては、

地熱発電部門やその他風力といったエ

ネルギー資源において機会が存在す

る。 

○ 

ケニアでは、GDP の成長や人口統計学的な傾向か

ら、2030 年までに需要が 18,000 MW になると予測

しており、それに対して目標とする設備容量は

24,000 MW である。開発業者や投資家にとっては、

この需要の急速な拡大を利用する大きな機会が存在

する。 

タンザニア ○ 

豊富な天然ガス埋蔵量およびますます過酷となる干ばつの影響により、短・

中期的には天然ガス型の熱発電所の試運転が行われるものと考えられる。こ

れにより、タンザニアにおける需要の拡大を満たす必要性とともに、民間投

資の新たな機会をもたらすと考えられる。 

○ 

タンザニアでは 2025 年までに 8,000 MW のピーク

需要が見込まれる。これにより、需要拡大に見合う

10,000 MW 以上の設備容量が必要となると考えられ

る。 
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国名 短期（0～5 年） 中期（5～10 年） 長期（10 年以上） 

西アフリカ 

ナイジェリア ○ 

ナイジェリアでは現在 13,000 MW の設備容量があるが、現在利用可能な設備

容量は 6,000 MW である。需要の拡大により、電力部門への新規開発が必要と

されている。同国では 2020 年までに 40,000 MW の設備容量を目指しているた

め、民間部門からの投資を含む短・中期の機会が存在する。 

○ 

同国は最も急速に発展する経済国の一つであるた

め、ナイジェリアの国内需要は今後 20～30 年の間

に 100,000 MW に増加すると予測されており、長期

的には大きな機会が存在する。 

ガーナ × 

ガーナの市場は進行中のプロジェクトで飽和状態にあり、需要は満たされて

いる。そのため、2020 年までの短・中期的には市場は飽和状態にある。潜在

的なプロジェクトや事前の実現可能性調査を市場の再開放に先立ち実施すべ

きである。 

○ 

各プロジェクトが国内の需要拡大を満たすことがで

きなくなるため、2020 年には市場が再開放され、

新規投資の機会をもたらすであろうと考えられる。 

コートジボワ

ール 

× 

進行中のプロジェクトが需要を満た

しているため、市場は短・中期的に

は飽和状態にある。 

○ 

コートジボワールの需要の拡大を満

たすため、市場は中・長期的には新

規投資を求めている。2020 年の国内

需要は 1,800 MW になると予測されて

いる。 

○ 

民間の火力発電からなるエネルギーミックスの部分

が増加している。これにより、発電所を開発する同

部門への投資機会がもたらされる。コートジボワー

ルは、2030 年までに 5,000 MW の設備容量を目指し

ている。 
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南部アフリカ 

1. 南アフリカ共和国 

電力部門の概要 

1. 南アフリカ共和国の電力部門の概要 

南アフリカ共和国はアフリカ大陸で最も発展した先進経済国であり、GDP も二番目に大きい。

同国には優れた金融および司法システムが存在するが、現在は 2015 年度の GDP 成長率は 1.4％

と、GDP 成長率の点では多くのほかのアフリカ諸国に後れを取っている。 

ESKOM が独占的な国営の電力会社であり、電力の 90％以上を発電し、南アフリカ共和国におけ

る送配電を管理している。ESKOM が需要に見合う十分な電力を供給できなかったことによる

2008 年の重大な電力供給停止ののち、エネルギー省（DoE）は 2009 年に再生可能エネルギー独

立系発電事業者調達プログラム（REIPPPP）を導入し、2011 年、その実施に成功した。同プログ

ラムはこれまでに世界で成功した再生可能エネルギーIPP プログラムの一つである。 

南アフリカ共和国には石炭および天然ガスによる IPP プログラムも存在するが、REIPPPP ほど進

展していない。しかし、これらのプログラムは今後 20 年間に 5,000 MW の電力の調達を目指し

ている。 

石炭および天然ガス IPP プログラムに加えて、総容量 1,005 MW のオープンサイクル・ガスター

ビンによるピークロード発電所の建設が行われた（クワズール・ナタール州エイボン（Avon）

の 670 MW およびポートエリザベス市近郊デビサ（Debisa）の 335 MW）。これらのピークロー

ド発電所は入札によるものではなく、重大な電力供給停止に対処すべく DoE が調達したもので

あった。同プロジェクトは GDF スエズ社、レジェンド・パワーソリューション社、三井物産、

ピーカー・トラスト（黒人経済強化政策トラスト）によって開発中である。この共同事業体は

2013 年 6 月に ESKOM と電力購入契約を締結した。 

より広範な IPP プログラムのもとで、DoE は石炭ベースロード独立系発電事業者調達プログラム 

（CBIPPPP）を創設し、2,500 MW を調達することになっている。同プログラムはすでに見込みの

ある開発業者に提案書の提出を求めたが、優先入札者の公示はまだ行われていない。公示は

2016 年の第 2 四半期または第 3 四半期に行われる予定であり、kWh ごとの支払価格を含む予定

である。リスク分担に関する詳細情報は通常、優先入札者の公示後に利用可能となる。CBIPPPP

の第二次入札は 2016 年の第 2 四半期を予定していたが、第一次入札の遅れのため、2016 年末に

公示される予定である。 

南アフリカ IPP
プログラム 

REIPPPP 
石炭ベースロー
ドIPPプログラム 

天然ガスIPPプ
ログラム 

小規模プロジェ
クトREIPPPP 

電熱併給 



アフリカの IPPプログラムに対する投資機会について 

2 
Copyright © 2016 JETRO. All rights reserved. 

天然ガスによる電力 IPP プログラムは 3,126 MW を調達予定であり、南アフリカ共和国のエネル

ギーミックスにおいて天然ガスが果たす役割を決定する重要な政策文書である「天然ガス利用

計画（GUMP）」の完成を待っている。文書が公表されれば、天然ガス IPP プログラムの形成に

役立つであろう。 

 

南アフリカ共和国は南部アフリカ・パワープール（SAPP）の一翼を担っており、同パワープー

ルにおける最大の発電事業者である。同国はモザンビーク、ジンバブエ、ナミビア、ザンビア

に電力を輸出している。 

出典：ESKOM、IMF および DoE 
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1.1 エネルギー部門における主要関係者の概要 

 

エネルギー省（DoE）  DoE は南アフリカ共和国のエネルギー部門を監督する政府機関

である。 

 同省は政策の作成および実施を担当する。DoE が同国のエネル

ギーミックスの方向性および同国の電力に用いられる資源を決

定する「統合型資源計画 2010-2030」を作成した。 

 同省はまた、石油・天然ガスの採掘・産出の認可を与えるな

ど、南アフリカ共和国の石油・天然ガス産業も担当している。 

 IPP 事務局は DoE の下部組織であり、再生可能エネルギーや石

炭、天然ガスを含む IPP プログラムを担当している。 

南アフリカ共和国国家エ

ネ ル ギ ー 規 制 庁

（NERSA） 

 NERSA は南アフリカ共和国の電力を規制する国家機関であり、

同部門の規制・監督を担当し、南アフリカ共和国における小売

料金を決定する。 

 NERSA は料金値上げについて ESKOM と頻繁に情報交換を行い、

料金値上げを承認または拒否しなければならない難しい立場に

置かれることも多い。同庁は事業者や消費者にとっての良心的

な価格設定を、さらに必要とされる電力インフラへの投資を行

うための料金値上げの必要性と比較考量しなければならない。 

ESKOM および IPP  ESKOM は南アフリカ共和国が全額出資する国営の電力会社であ

り、同国の全電力の 90%以上を発電している。同社はまた、唯

一の送電事業者でもある。 

 南アフリカ共和国には、これまでに 4 回の入札を通じて 6,500 

MW を調達した REIPPPP の一部である 92 件の IPP プロジェクト

が存在する。これらのプロジェクトのうちの 2,021 MW は商業

運転を行い、現在も発電を行っている。エイボンとデビサに 2

つのオープンサイクル・ガスタービンによるピークロード発電

所があり、総容量は 1,005 MW である。Debisa は現在運転中で

あるが、Avon は 2017 年に操業を開始する予定である。 

 ESKOM は 187 の地方自治体に対して大口電力を販売しており、

地方自治体が住宅用顧客に再販売している。ESKOM はまた、鉱

山や製造業者、商業農家のような大規模消費者にも電力を販売

している。 

 ESKOM は 2007～2008 年に需給バランスの問題を経験した。こ

の問題はインフラの老朽化と、老朽化した発電所の代替建設計

画の遅延および新発電所のネットワークへの追加の遅延とによ

るものである。さらに、資産基盤の老朽化による不定期の維持

管理活動が増加傾向にあり、電力供給停止状況の原因ともなっ

ている。 

出典：ESKOM および DoE 
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1.2 発電状況 

出典：DoE 

南アフリカ共和国北部の莫大な石炭資源は比較的低コストで採掘可能なため、石炭はその他の

資源に比べて安い価格で発電するのに用いることができる。南アフリカ共和国の電気料金は

kWh あたりおよそ 10 米ドルと、世界の中でも安い部類に入る。このことは過去 100 年間にわた

り、石炭がエネルギーミックスの中で優位であったことを意味している。ピーク時にはオープ

ンサイクル・ガスタービン（OCGT）が必要な電力を生み出すために用いられたが、天然ガスの

供給が不安定なために、ディーゼル燃料を燃焼させるよう転換された。西ケープ州のクバーグ

（Koeberg）発電所は 1985 年に操業開始した同国およびアフリカ唯一の原子力発電所であり、

1,900 MW の設備容量を持っている。太陽光や風力といった再生可能エネルギーは現時点では占

める割合が低いが、エネルギーミックスの中に占める割合を増やしている。 

南アフリカ共和国の発電所の一覧 

発電所名 燃料 設備容量 
(MW) 

発電所名 燃料 設備容量 
(MW) 

アーノット 石炭 2,100 アカシア 天然ガス・ 

石油 

171 

カンデン 石炭 1,600 アンカーリグ 天然ガス・ 

石油 

1,327 

ドゥヴァ 石炭 3,600 ゴウリクワ 天然ガス・ 

石油 

740 

グルートゥブレイ 石炭 1,200 ポートレックス 天然ガス・ 

石油 

171 

ヘンドリナ 石炭 2,000 ガリエプ 水力 360 

ケンダル 石炭 4,116 ヴァンダークルーフ 水力 240 

コマティ 石炭 1,000 ドラケンスバーク 揚水 1,000 

   パルミエ 揚水 400 

クリエル 石炭 2,850 イングラ 揚水 1,332 

レサボ 石炭 3,708 クバーグ 原子力 1,800 

マジュバ 石炭 4,110 セレ 風力 100 

マティンバ 石炭 3,990 クリペウエル 風力 3 

マトラ 石炭 3,600 ルーイワル発電所 石炭 300 

トゥトゥカ 石炭 3,654 プレトリア西発電所 石炭 180 

79% 

6% 

4% 

4% 
3% 2% 2% 

南アフリカ共和国の現在の設備容量45 GW（2016年） 

石炭 - 39,000 MW 

ガスタービン - 2,700 MW 

原子力 - 1,900 MW 

水力 - 2,192 MW 

揚水 - 1,500 MW 

風力 - 1,034 MW 

太陽光 - 1,069 MW 
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ケルヴィン発電所 石炭 600 メドゥピ 石炭 計画－
4,764  

稼働中－
794 

クシレ 石炭 計画－
4,800  

稼働中－
0 

合計  46,252M
W 

 

1.3 2030 年のエネルギーミックス予測 

出典：DoE 2011 

「統合型資源計画（IRP）2010～2030」によれば、南アフリカ共和国は 2030 年までに設備容量を

現在のおよそ 2 倍である 89,000 MW にすることを目指している。IRP は南アフリカ共和国の電力

マスタープランとして機能し、南アフリカ共和国の今後のエネルギーミックスを設計している。

今後のエネルギーミックスの 23 GW 以上は、大規模な再生可能エネルギーや石炭、天然ガス、

電熱併給といった、さまざまな種類の技術および資源を用いた IPP から調達することになってい

る。その電力源の大半は太陽光や陸上風力によるものであり、それぞれ 11 GW をもたらすとみ

られる。 

47% 

10% 

11% 
3% 

11% 

5% 

13% 

 2030年の総容量の計画（89 GW）  

石炭 - 41,800 MW 

風力 - 8,900 MW 

太陽光 - 9,800 MW 

揚水 - 2,700 MW 

天然ガス・ディーゼル - 

9,800 MW 
水力 - 4,500 MW 

原子力 - 11,500 MW 
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1.4 部門ごとの消費量 

 

出典：NERSA 

南アフリカ共和国における最大の産業電力消費者は鉱山業および製造業であり、発電した電力

の半分以上を占める。住宅部門は発電した電力の 5 分の 1 しか消費していないが、中流階級の

消費者層が拡大するのに伴い、増加すると見込まれている。 

1.4 エネルギー資源 

南アフリカ共和国におけるエネルギー資源の概要 

 エネルギー資源 

石炭埋蔵量（単位：トン） 推定 650 億前後 

石油埋蔵量（単位：バレル） 1,500 万 

天然ガス埋蔵量（単位：m³） 150 億 

水力資源（単位：GWh/年） 14,000 

日照量（単位：DNI） 3,200 kWh/m² 

風力資源（単位：MW） 30,000（推定） 

出典：南アフリカ共和国統計局、CIA ワールド・ファクトブック、BP エネルギー統計、メイン

ストリーム・エネルギー社 

利用可能な資源に関する知見 

 南アフリカ共和国は鉱物資源が豊富な国であり、地球科学委員会によれば、同国には推

定 650 億トンもの発掘可能な石炭埋蔵量が存在するという。同国の石炭はおもに瀝青炭

で、石炭埋蔵量の 95%を占めている。石炭が豊富なことから、石炭は発電のおもなエネ

ルギー源となっており、南アフリカ共和国で用いられる液体交通燃料の約半分が石炭由

来のものである。 

 

 南アフリカ共和国では、最近カルー盆地でシェールガスが発掘され、領土内におよそ 50

～300 兆立方フィート（tcf）が埋蔵されていると言われている。カルー盆地でのシェー

ルガスの探鉱は「水圧破砕」による環境への影響に対する懸念から、さまざまな団体が

これに反対しているが、南アフリカ共和国政府はシェールガスの探鉱を推進する意向を

示唆している。  

 

39% 

20% 

17% 

15% 

4% 3% 2% 

部門ごとの総消費電力量 

製造業 

住宅 

鉱山 

商業 

一般 

農業 

交通機関 
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 また同国政府は、さまざまな多国籍エネルギー企業に対し、南アフリカ共和国の東岸沖

および西岸沖の地区の石油・天然ガスを探鉱する許可を承認した。政府は、OCGT やク

ローズドサイクル・ガスタービン（CCGT）に用いられる天然ガスは、ベースロード電力

として我が国の優先事項であると述べた。天然ガスの燃料供給は、最近天然ガスの大規

模なガス田を発見した隣国モザンビークから得られる見込みであり、推定によって多少

異なるものの、ロブマ（Rovuma）盆地だけで 170 tcf が存在すると推定されている。 

 

 南アフリカ共和国には太陽光発電（太陽光 PV）、集光型太陽光発電（CSP、付録 A を参

照）および陸上風力の点で、莫大な再生可能エネルギー資源を持っている。南アフリカ

共和国は日照量の点では世界第 2 位に位置づけられており、一日に 4.5～6 kWh/m2 の日

照量がある。南アフリカ共和国政府は、再生可能エネルギーをベースロード電力として

利用することは考えていないが、2030 年までには少なくとも 20%の設備容量は再生可能

エネルギーにもとづくものになると見込んでいる。 

出典：南アフリカ国営石油会社、アナダルコ社、ENI 社 

2. 経済指標 

2.1 南アフリカ共和国経済の概要 

南アフリカ共和国はアフリカ大陸で最も発展・多様化した経済を持ち、サービス業が経済活動

の大部分を占めている。 

南アフリカ共和国の経済 % 

サービス業 65 

工業 32 

農業 3 

  

ヨハネスブルク証券取引所（JSE）は、時価総額 8,000 億米ドルを取り扱う一流の証券取引

所である。国債は現在、投資レベルの格付けにおいて「BBB-」と格付けされているが、スタ

ンダード&プアーズ社によれば同国の見通しは「ネガティブ」である。 

南アフリカ共和国は、同国の外貨獲得の大部分を占める輸出商品に対する世界的な需要低迷

を背景に、2016 年にも低調な経済成長に直面している。また、ランド・米ドルの為替レー

トの深刻な悪化や、25.5%という高い失業率の問題も依然として残っている。2016 年および

2017 年の成長見通しはそれぞれ 1.6%と 2.1%となっている。政情不安や商品価格の世界的な

下落が、短期的には経済成長を抑制しつづけると考えられる。 

出典：IMF、南アフリカ共和国統計局、S&P、JSE 
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2.3 おもなエネルギー政策  

 

エネルギー政策白書（1998 年）  この政策白書は、手頃な価格の電力サービス利用者

を増やし、エネルギーに関するガバナンスを改善

し、エネルギー部門の競争拡大によって経済成長を

刺激し、エネルギーに関連する環境や人体への影響

を管理し、エネルギーミックスの多様化を通じて供

給を確保するために作成された。 

統合型資源計画 2010～2030  統合型資源計画は 2010 年に作成された、南アフリ

カ共和国のエネルギーの今後にとってのロードマッ

プである。 

 同計画には 2030 年の時点で望ましいエネルギーミ

ックスがどのようなものであるかを示してあり、2

～3 年ごとに更新される予定である。 

新・発電容量規制（2009 年）  IPP と ESKOM の間での PPA がどのように機能するか

を規制するものである。 
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IPP プロジェクトの概要 

1. 南アフリカ共和国におけるおもな IPP の傾向、市場の課題と制約 

 

1.1 南アフリカ共和国における IPP 市場のおもな動向 

エネルギー省： 

 南アフリカ共和国の IPP 産業のおもな推進力は、DoE および国営の電力会社 ESKOM を通じた

政府である。REIPPPP は、IPP が参加できる環境を作り出した政府主導のプログラムである。

ESKOM は南アフリカ共和国において独自に発電する唯一のオフテイカーであり、IPP 企業と

PPA を締結している。 

 度重なる電力不足により、DoE は 2009 年に IPP プログラムを開始し、独自の再生可能エネル

ギー電力買取料金（REFiT）を考案した。この料金制度は 2011 年に競争入札形式に変更され

た。DoE は資源の利用可能性のみにもとづいてプロジェクトを開発する政府に接触する民間

部門の当事者というよりは、むしろ主要な推進力であったといえる。 

政府による保証： 

 南アフリカ共和国の一流の法律事務所は、政府による保証の基盤として、開発業者が DoE と

締結する実施協定（IA）が重要であると強調している。IA は万が一唯一のオフテイカーであ

る ESKOM が何らかの理由で実施することができなくても、PPA にしたがって開発業者が支

払いを受けることを保証するものである。この合意書は一種の政府保証であり、投資家や営

利的金融機関に信用を与えている。現時点では ESKOM は財政状況が健全でないため、政府

による保証はプロジェクトを担保可能なものにする一助となっている。 

世界的な落ち込み： 

 REIPPPP のおもな成功の要因は、2011 年の REIPPPP 公表時の再生可能エネルギー産業の世界

的な落ち込みであった。REIPPPP は発達した市場における成長環境の低迷に直面する開発業

者たちにとって大きなチャンスとなり、国際的に大きな関心を呼んだ。 

流動性の制約： 

 STANDARD BANK や NED BANK、ABSA、RMB といった南アフリカ共和国における営利的金融機

関はすべて、この分野において積極的であり、これらのプロジェクトに資金を提供するデッ

トファイナンスの大半を提供した。現地市場における利用可能な財務流動性は南アフリカ共

和国の一流法律事務所によって懸念が示されてきた。1950 億ランド以上がこれらのプロジ

ェクトに投資され、プロジェクトの返済期間の平均は 15 年である。そのため、さらなるプ

ロジェクトに利用可能な負債性資金は減少している。南アフリカ共和国はアフリカで最も高

度な金融システムを持っているが、営利的金融機関はすでにこの部門に対して莫大なエクス

ポージャーを持っているため、さらなる負債性資金を提供することは難しいものと思われる。 

 石炭および天然ガスによる IPP プログラムは、REIPPPP の開始以来劇的に変化した金融環境

のために現地の金融機関の流動性に負担をかけかねない。営利的金融機関は石炭と比較して

より環境にやさしいプロジェクトに資金援助したいと考えているため、石炭は資金を調達す

るのが難しいということになりそうである。  
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 上述の一流法律事務所の意見に同調して、これらのプロジェクトに資金援助する現地の一流

金融機関の一つも、現地市場の流動性について懸念を示した。石炭および天然ガスによるプ

ログラムは、それぞれ 600 MW を上限とする大規模なプロジェクトのうちの一握りに過ぎな

い。これは REIPPPP とは異なっており、5 つのプロジェクトにわたって 3,000 MW ではなく、

REIPPPP は 92 ものプロジェクトにわたって 6,500 MW を生み出すものである。その見方は、

石炭および天然ガスによるプロジェクトはこれまでの IPP プログラムにおけるプロジェクト

と比較して、資金を確保するのが難しいと考えられる。この傾向は現地だけでなく、国際的

に見ても同様である。アフリカ開発銀行（AfDB）が石炭および天然ガスによるプロジェクト

に資金提供を義務付けられた唯一の開発銀行である。 

kWh 当たりの価格の下落： 

 太陽光発電や陸上風力発電の価格の下落がおもな傾向であった。kWh 当たりの平均価格

（ランド）は、第一次入札以来大幅に下落した。太陽光発電の価格は、3 回の入札の間

に、kWh 当たり 276 南アフリカセントから 99 南アフリカセントに下落した。陸上風力

発電は kWh 当たり 114 南アフリカセントから 74 南アフリカセントに下落しており、一

流法律事務所によれば、開発業者は価格面での底辺へのの競争について取りざたしてい

ると述べている。 

 ESKOM および政府にとっては、これは大きな成功であった。というのも、競争入札プロ

セスが価格の引き下げをもたらしたからである。しかし、価格がこのまま下落を続けれ

ば、開発業者たちが十分な投資利益率を得られるかどうか疑問である。複数の国際的な

開発業者は、このことは現地市場に足跡を残すのに重要であると考えており、そのため、

より安い入札価格を喜んで受け入れている。 

 プロジェクトの開発業者に資金を提供するおもな営利的金融機関は、価格の下落により、

最も積極的な参加者はより安い価格で開発を行うスケールメリットを持った大型の開発

業者になるであろうと述べている。中小の開発業者は、戦略的に低い料金を受け入れる

ことのできる大型の完全一体型開発業者と競争することができなくなると推測できる。 

2. プロジェクトのおもなリスク 

 

南アフリカ共和国はより高度な電力部門を持っているため、他のアフリカ諸国に比べて IPP プロ

ジェクトに対するリスクは相対的に低い。しかし、ここではこれらのプロジェクトに関するリ

スクについて概観を示しておく。 

価格の暴落 

価格面で底値を争う競争は、プロジェクトの入札に勝つために持続不可能な価格で入札する開

発業者にとってはリスクの一つである。営利的金融機関および独立の審査チームが実施したさ

まざまなデュー・デリジェンスによれば、理論上これはあり得ない。 

不可抗力 

自然災害や政変といった契約当事者のいずれかがその義務を満たさなくてもよくなるような予

測不能な出来事は、PPA および IA によってカバーされているリスクの一つであると考えられて

いる。IA は、万が一 ESKOM が何らかの理由で電力を購入できなくなった場合、南アフリカ共和

国がその代わりに支払いを行うという、DoE による一種の保証である。 
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3. 南アフリカ共和国における IPP プロジェクトの概要 

 

以下に挙げるのは、南アフリカ共和国において REIPPPP の一部となった 2 つの IPP プロジェクト

の概要である。プロジェクトは以下の条件にもとづいて選定された。 

 2010 年以降に融資合意に至ったプロジェクトであること 

 40 MW より規模が大きいプロジェクトであること 

 プロジェクトの範囲上、水力発電を除いた IPP のエネルギーミックスに大きく貢献した資源

にもとづいたプロジェクトであること 

 

選定した陸上風力発電プロジェクト 

3.1 ドーパー・ウィンド・ファーム―東ケープ州、インクワンカ（Inkwanca）市 

設備容量 98 MW 

開発業者 住友商事、レインメーカー・エナジー  

融資日 2012 年 11 月 6 日  

総事業費 2 億 5700 万米ドル  

融資者 ネッドバンク・キャピタル、ABSAキャピタル、三井住友銀行、ユーラーヘ

ルメス 

出資者 住友商事、レインメーカー・エナジー、コミュニティ・トラストからなる

黒人経済強化政策（BEE）共同事業体 

法律顧問 ウェバー・ウェンツェル法律事務所（住友商事）、DLAパイパー法律事務所

（ネットバンク、ABSAキャピタル） 

プロジェクト設備・

サービス提供者 

ノルデックス（タービンの提供） 

出典：ビジネス・デイ、DoE、ウェバー・ウェンツェル・アンド・エンジニアリング・ニュース。

総事業費は 2012 年 11 月 6 日時点の為替レートで算出。 

※以下、入札窓口の「窓口」を削除願います 
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ドーパー・ウィンド・ファームは、REIPPPP の第一次入札において優先入札者として選定された。

東ケープ州に位置し、陸上風力発電による 100 MW の設備容量を持つ。 

レインメーカー・エナジー社は、2009 年に 550 MW の風力発電施設を開発するため、東ケープ

州のストームズバーグ（Stormsberg）地区に土地を確保した。レインメーカー社はその豊富な風

力資源と環境に与える影響の少なさからこの場所を選んだが、そのことがこのプロジェクトで

成功を収めるうえで重要な役割を担った。同社は水利権、遺産管理者の承認、民間航空局の承

認を得て、環境影響評価（EIA）も大きな困難なく終了した。 

当時はまだ REIPPPP が創設されておらず、レインメーカー社はどの種類の再生可能エネルギーの

技術にも存在する上限に気づいていなかった。REIPPPP は陸上風力発電に 140 MW の上限を設け

ていた。そのためレインメーカー社はその後、入札を四つの入札機会に分ける必要があった。

最初のプロジェクトがこのドーパー・ウィンド・ファームであり、近隣の変電所の現行の 132 

kV への接続を容易にするため、100 MW に減らすこととなった。 

レインメーカー・エナジー社はさらにその後の入札において、同地域における 320 MW の風力

発電施設を開発する権利を獲得し、その後送電網に追加する必要のある電力に合わせるため、

400 kV の変電所を建設した。  

成功の要因： 

現地での経験・市場におけるタイミング：レインメーカー・エナジー社は 2009 年以来南アフリ

カ共和国に関与してきており、これにより、同社が現地市場およびその運営方法を理解するの

に競争的に有利に働いた。第一次入札において関与した企業が、その後の入札窓口においても

さらなるプロジェクトを獲得しつづけたという傾向がある。これは必要な条件すべてを経験し、

理解することによるものであると言える。 

※以下、入札窓口の「窓口」を削除願います 

 

 

BEE による所有：このプロジェクトには REIPPPP の重要な部分である地元コミュニティによる所

有権があった。このプロジェクトでは、推奨される 5％の所有権をはるかに上回る 12.5％の所有

権が BEE のパートナーに与えられたという点で、の所有権に関する BEE の要件を上回った。 

経験豊かな海外のパートナー：住友商事が陸上風力発電プロジェクトの開発において、豊富な

経験を持っていたため、同社との連携協定がプロジェクトに有利に働いた。 
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選定した太陽光発電プロジェクト 

3.2 カルクブルト太陽光発電所－北ケープ州、カルクブルト（Kalkbult） 

設備容量 78 MW 

開発業者 スカテック・ソーラー社 

融資日 2012 年 11 月 8 日 

総事業費 2 億 6700 万米ドル 

融資者 スタンダード銀行、南部アフリカ開発銀行 

出資者 スカテック・ソーラー（スカテックおよび伊藤忠商事所有）、ノルファンド、 

オールド・ミューチュアル投資グループ、シマセル 

法律顧問 ノートン・ローズ・フルブライト 

プロジェクト

設備・サービ

ス提供者 

スカテック・ソーラー（運転管理・保守点検事業）、ケンツ・コーポレーション

（設計・調達・建設事業） 

出典：ビジネスデイ、DoE、ノートン・ローズ、スカテック・ソーラー 

※上記、入札窓口の「窓口」を削除願います 

ノルウェーの太陽光発電開発業者であるスカテック・ソーラー社は 2010 年に南アフリカ共和国

の市場に参入した。同社は REIPPPP の第一次入札の一端を担った初期開発業者のうちの一つであ

る。同社は 2011 年の提案依頼書に応募し、2011 年 12 月に優先入札者に選定された。 

  

2010年  
スカテッ
ク・ソー
ラーが南ア
フリカに参

入 

2011年8月 
提案依頼書
の提出 

2011年12月  
第一次入札窓口
において優先入
札者に選定 

2012年11月
ESKOMと

PPAを締結 

2012年11月 
建設開始 

2013年11月 
商業運転開始
（当初予定の3

か月前）  
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プロジェクトのビジネスモデル 

1. IPP のビジネスモデル 

最も一般的に用いられるビジネスモデルは、プロジェクト会社の設立である。 

出典：各プロジェクト開発業者、DoE 

このビジネスモデルはプロジェクト・ファイナンスの必要性から、全プロジェクトの 90％以上

で用いられている。プロジェクトの開発業者は自らの財政状態において、これらのプロジェク

トにおけるリスクを負うことができない。そのため、親会社に対するエクスポージャーを低減

する方法として、南アフリカ共和国で設立したプロジェクト開発会社を利用するのである。 

2. これらのプロジェクトの資金調達方法 

南アフリカ共和国におけるプロジェクトの大半は、プロジェクト・ファイナンスを通じて行わ

れる。南アフリカ共和国で設立された SPV は、これらのプロジェクトが資金提供される事業体

として機能する。開発業者は通常、株式の 51％を保有し、数社のその他金融機関も株式を保有

して、BEE コミュニティ・トラストが通常、プロジェクト開発会社の株式の 20％を保有する。 

これらのプロジェクトにおける負債と株式の比率は通常 7：3 である。ネッドバンクやスタンダ

ード銀行、ABSA キャピタル、RMB のような大型の企業金融機関がプロジェクト開発会社に対し

ておもに融資を行う。 

  

プロジェク
ト開発会社
（株式会
社） 

設備・ 

建設業者 

法律事務所 

プロジェクト
開発業者 

金融機関 

負債 70% 

株式 30% 

運転管理・ 

保守点検業者 
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2. 南アフリカ共和国の REIPPPP の料金体系 

3. ※下記、入札窓口の「窓口」を削除願います 

 

 陸上風力発電 太陽光発電 集光型太陽

光発電 

水力発電 バイオマ

ス発電 

埋立地 

第一次入札窓口（2011）       
- kWh 当たりのランド（セ

ント）平均 
114c 276c 269c 適用なし 適用なし 適用なし 

-kWh 当たりの米ドル（セ

ント）平均（1 米ドル 8

ランド） 

14.3c 34.5c 33.6c 適用なし 適用なし 適用なし 

第二次入札窓口（2012）       
- kWh 当たりのランド（セ

ント）平均 
90c 165c 251c 103c 適用なし 適用なし 

kWh 当たりの米ドル（セ

ント）平均（ 1 米ドル

7.94 ランド） 

11.3c 20.8c 31.6c 13c 適用なし 適用なし 

第三次入札窓口（2013）       
- kWh 当たりのランド（セ

ント）平均 
74c 99c 164c 適用なし 140c 94c 

kWh 当たりの米ドル（セ

ント）平均（ 1 米ドル

9.86 ランド） 

7.5c 10c 16.6c 適用なし 14.2c 9.5c 

出典：DoE 

各種技術の kWh 当たりの価格の下落図 

 

出典：DoE 

市場のおもな動向で述べたとおり、価格面での底値を争う競争が存在しているようだ。市場は

まだ底値には達していないが、それに近づきつつある。南アフリカ共和国における借入コスト

が増加するにつれ、南アフリカ共和国準備銀行がインフレと戦うために回収率を引き上げてい

るため、これらのプロジェクトにおけるコストも増加するにちがいない。 

営利的金融機関が開発業者の提示する価格を査定するために必要なデュー・デリジェンスのお

かげで、プロジェクトが低価格のために持続不可能となることはなさそうである。万が一、開

発業者が持続不可能であるような価格を提示したとすれば、それはそのプロジェクトが融資合
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意に至らないか、もしくはデュー・デリジェンスを実施する商業銀行によって資金提供されな

いかのいずれかであろう。 

IPP 市場への参入 

1. 参入プロセス 

 

これは投資家がどのように南アフリカ共和国の IPP プログラム、特に REIPPPP プログラムに参入

することができるかを示した概要である。石炭および天然ガスによる IPP プログラムは REIPPPP

にまで進展しておらず、そのためこれらのプログラムについての情報および知見はそれほど存

在しない。 

1.1 参入の条件 

REIPPPP はこれまでに 4 回の入札を持ち、再生可能エネルギーによる合計 6,500 MW の発電量を

調達してきた。DoE は投資家および開発業者がどのようにプロジェクトに入札できるかについて、

非常に透明性の高いガイドラインを公表してきた。 

以下が参入の通常プロセスである。 

 

出典：エネルギー省 

1.2 提案依頼書（RFP） 

プロジェクトの開発業者が特定のメガワットに対して入札するための提案依頼書を DoE が発送

する。最終の入札では 1,300 MW であった。 

RFP は、参入の条件およびプロセスを決定する規則について示した文書である。文書にアクセス

するためには、少額の費用が必要である。現時点での石炭 IPP プロジェクトの入札情報へのアク

セス料は、200,000 ランド（13,500 米ドル）である。 

・要件 

・規則 

・規定 

・環境 

・土地 

・商業 

・経済発展 

・財務 

・技術 

・価格 

・経済発展 

 ・雇用創出 

 ・現地調達 

 ・所有権 

 ・経営管理 

 ・優先調達 

 ・企画開発 

 ・社会経済学的発展 

RFP パート A 

RFP パート B 

資格審査 

RFP パート C 

比較評価 

提案依頼書（RFP） 
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1.3 資格基準 

調達プロセスの第二段階は資格基準である。プロセスの評価段階に進むためには、すべてのプ

ロジェクトはある最低限の基準を満たさなければならない。満たすべき基準は以下のとおりで

ある。 

- プロジェクトのための EIA が完了していなければならない。 

o 独立した第三者が EIA を実施し、周辺地域におけるプロジェクトの環境影響につ

いて示さなければならない。 

o プロジェクトは土地を購入しているか、またはプロジェクトが実施される土地の

長期借地権を示さなければならない。 

- 実施に必要なすべての合意に関するプロジェクトの法的側面 

o 農地法における分譲 

 これらのプロジェクトに用いられる土地は通常は農地であり、同法に従

って分譲されなければならない。 

o プロジェクトの開発業者は、水資源省から水利権を確保しなければならない。 

o 風力発電所の場合は民間航空局からの承認を得ていなければならない。風車は高

さ 50 メートルに及ぶことがあるため、いかなる航空機をも妨害することなく正

しく建設されなければならない。 

o 土地の権利として遺産の承認も同様に与えられていなければならない。 

- 過去のプロジェクトの実施状況の証明をもって、開発業者の実務経験を証明する必要が

ある。 

- 経済開発基準は非常に厳格であり、プロジェクトの評価項目の 30％を占める。 

- 出資者および営利的金融機関からの財政誓約が入札前に実施されなければならない。 

- kWh 当たりの価格の上限があり、資格を得るためには特定の価格以下で入札しなければ

ならない。 

- プロジェクトが確実に利益をもたらすよう、技術的基準には証明済みの技術の利用が含

まれる。 

 

1.4 比較評価 

入札は価格と経済開発目標について、70 対 30 の割合で評価される。過去の入札窓口において、

価格がかなり劇的に下がったことで、入札は開発業者同士の間での激しい競争となった。 

経済開発目標には以下の項目が含まれる。 

- 雇用創出 

- 設備および材料についての現地調達 

- 所有権 

- 経営管理 

- 優先調達 

- 企画開発 

- 社会経済学的発展 

DoE によると、評価手順は以下のようになる。 
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評価は厳格なセキュリティ条件のもと、非公開の評価環境において実施される。評価チームの

メンバーは利害の衝突が存在しないよう、各企業内に囲い込みされている。このことは多くの

開発業者がプロジェクトの顧問として入札を評価する同一の企業を用いる場合があるため、必

要な条件である。そのため、すべての企業および個人が関与を表明した署名済みの利害表明書

が存在する。 

各部門が準備した報告書は独立した審査チームが審査を行い、さらに特定の入札について優遇

措置がないよう確保する。全体のプロセスも同様に、独立したガバナンス審査チームが審査す

る。 

各部門の審査には以下が含まれる。 

法的評価チーム 

法的評価チームは環境についての認定、土地の所有権、公正証書による賃貸借登録、土地利用

の申請の証明、PPA の承諾、プロジェクトの構造、貢献者の地位および全方面の法的順守などの

評価を担当する。以下の法律事務所からの代表者が法的評価チームを構成する。 

- ボウマン・ジルフィラン 

- エドワード・ネイサン・ソネンバーグス 

- レドワバ・マズワイ 

- ウェバー・ウェンツェル 

技術評価チーム 

技術評価チームは、技術、選定された用地のエネルギー資源、用いられる技術の技術的資源の

適格性の評価を担当する。 

- モット・マクドナルド 

財政評価チーム 

財政評価チームは全体および一部の価格の指数化、ならびにプロジェクトの財政提案の評価を

担当する。 

- エルンスト・アンド・ヤング 

- プライスウォーターハウスクーパース 

独立審査チーム 

- 法的審査－リンクレーターズ（イギリス） 

- 技術審査－トニー・ウェラー/ブループリント・コンサルティング 

- 財政審査－ピーター・ヴァン・ヒュイスティーン 

- ガバナンス審査－エルンスト・アンド・ヤング 

各プロジェクトは、上記の評価基準すべてにもとづき点数を与えられ、点数にしたがって格付

けされる。 

出典：DoE 
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2. 入札の最重要局面 

 

以下の側面は、多くの REIPPPP プロジェクトに関わってきた一流法律事務所および営利的金融機

関が、入札にとって最も重要であると述べたものである。 

 

電力購入契約 

PPA はプロジェクトの基礎となる文書である。DoE は REIPPPP が公表される前に、南アフリカ共

和国のウェバー・ウェンツェル法律事務所およびリンクレーターズ国際法律事務所に対し、各

種技術についての標準的な PPA を作成するよう任命した。PPA は交渉の余地がないものであり、

開発業者がそれらの条件に合意できない、またはそれらの条件を変更しようとした場合、その

開発業者は入札から除外された。 

PPA は開発業者と ESKOM の間で締結される。PPA が 2011 年に登場したとき、PPA は IA と呼ば

れる重要文書により、プロジェクトの担保可能性の概念の枠を優に超えた。IA は南アフリカ共

和国政府に代わり行動する DoE からの保証であり、万が一 ESKOM が何らかの理由で支払うこと

ができなくなった場合、政府が支払いを肩代わりすることとなる。 

REIPPPP における契約合意の概要 

 

出典：DoE 

PPA の最も重要な側面の一つは、契約がカバーする期間の長さである。通常の長さは 20 年であ

り、10～15 年をかけて借入金を返済し、出資者に十分な財政的リターンを提供する。 

政府 

政府組織支援契約 

電力購入契約 実施契約 
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REIPPPP における PPA では、ESKOM は発電実態が存在する場合のみ開発業者に支払いを行うと規

定する。万が一発電実態が存在しなければ、石炭および天然ガスによるプロジェクトの場合の

ような、設備容量に対する料金は支払われない。 

PPA は商業運転日（COD）から有効であり、COD に遅れが生じた場合、支払いは PPA の最初と最

後から差し引かれる。 

 

送配電網の利用可能性 

プロジェクトに接続可能であり、プロジェクトで発電した電力を送ることのできる変電所が必

要不可欠である。もしそのような変電所が存在しなければ、プロジェクトの開発業者は自らそ

れを建設しなければならず、プロジェクトのコストが増加することになる。以前は開発業者ら

が ESKOM から変電所に関する情報を請求することができたが、現在では受理するリクエストの

量が多いために、少額の費用が必要となっている。ESKOM は自身の財政的制約のため、開発業

者らに変電所を「自己負担により建設」するよう促している。 

REIPPPP の第一次入札においては、開発業者は先着順で変電所にアクセスしており、ESKOM もそ

れに対応できていた。しかし現在は、現存する変電所に対してプロジェクトの件数が多すぎる

ため、プロジェクトが行われる地域で処理しきれていない。 
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2. アンゴラ 

電力部門の概要 

1. アンゴラの電力部門の概要 

 

アンゴラは大西洋岸に面した南部アフリカの中規模経済国である。おもに石油に依存した経済

であり、GDP のおよそ 50％、外貨獲得のための輸出の 90%以上を占めている。石油価格の暴落

により、GDP の大部分を石油が占めるアンゴラの経済は深刻な打撃を受けた。石油価格の下落

状況は経済成長の短・中期的なおもな障害となっている。 

アンゴラは 2002 年に終結した 27 年間におよぶ内戦から復興しつつある。内戦では、アンゴラ

国内の水力発電用ダムや送電網といったインフラの大半が破壊された。 

アンゴラ発電公社（PRODEL）が発電、送電、配電を担当する国営の電力会社である。アンゴラ

国内の送電網は北部、南部、中部、東部に分かれている  

1.1 エネルギー部門における主要関係者の概要 

 

エネルギー・水資源省（MINEA）  MINEAはエネルギー、水、公衆衛生の分野に関する政

府の政策を策定、実行を担当する機関である。エネル

ギー資源を開発し、同国の持続可能な発展を確保する

戦略を提案・実行する権限を持っている。 

 

 政府所有の国営電力会社が重複して発電・送電・配電

を担当していた。MINEAは厳密にそれぞれを担当する3

つの新会社を設立し、これらの新会社への制限は前向

きな進展と考えられてきた。 

アンゴラ発電公社（PRODEL） 

 

 PRODEL は新規発電プロジェクトを担当するだけでな

く、政府所有の発電施設の運転管理・保守点検も行っ

ている。  

 旧会社は ENE であり、PRODEL は ENE の全職務と全資

産を引き継いでいる。 

 同社は発電資産の設計、実行、運転管理を担当する国

営の設計会社クワンザ川流域開発事務所（GAMEK）と

統合し、GAMEK は PRODEL の傘下に入った。 

アンゴラ送電公社（RNT） 

 

 RNT はアンゴラにおける送電網を担当している。同社

は新規送電線の計画・管理、および現在寸断されてい

る送電網全体の接続を任されている。 

アンゴラ配電公社（ENDE） 

 

 

 ENDEはアンゴラにおける配電を担当している。同社は

旧会社のEDELの役割およびENEの配電網を引き継いで

いる。 

電力セクター規制庁（IRSE）  IRSEは2002年に創設された電力部門の規制当局であ

る。同庁は料金規制、ネットワークへのアクセスおよ
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 び相互接続の規制、サービス品質の規制および給電規

制を担当している。 

 IRSEのおもな目的は電力の供給を保証し、消費者を保

護し、国営電力会社の経済・財政的状況を安定させ、

競争を促進して差別のない環境を生み出すことにあ

る。電力部門の企業はすべて、IRSEの規制を受けてい

る。 

アンゴラ投資貿易促進庁（APIEX）  APIEXはアンゴラにおける潜在的な投資の推進、法的枠

組み、事業機会の推進を担当している。 

出典：IRENA、水・電力省、パワーアフリカ・イニシアティブ 

 

アンゴラの国営電力会社の構造改革 

 

 
出典：全アンゴラ持続可能エネルギー報告書 

発電 発電 

配電 配電 

送電 

発電 配電 送電 
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1.2 現在の発電状況 

出典：ENE 

上記図の重油熱発電を重油火力発電に変更願います 

アンゴラは発電において、水力発電と火力発電にのみ依存している。熱発電はおもにディーゼ

ル燃料およびガスタービンによる火力発電所からなる。 

アンゴラ国内の発電所 

おもな発電所 

発電所名 種類 設備容量（MW） 完成年度 

カパンダ発電所 水力発電用ダム 520 1999 

カンバンベ発電所 水力発電用ダム 180 使用不能 

カンバンベ第二発電所 水力 960 未完成 

ベングエラ発電所 水力発電用ダム 49 使用不能 

マタラ発電所 水力発電用ダム 40 使用不能 

マブバス 水力 25.6 使用不能 

ロマウン 水力 50 使用不能 

ビオピオ 水力 14.4 使用不能 

ゴヴェ 水力 60 使用不能 

ラウチモ 水力 8.4  

チカパ 水力 42  

41% 

59% 

アンゴラの現在の設備容量 2,230 MW（2016年） 

水力発電 

重油熱発電 
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ルアンダ発電所 ガスタービン 148 1979 

ルアンダ水上発電所 ディーゼル燃料 96 使用不能 

カゼンガ発電所 重油および天然ガス 210 使用不能 

ソヨ 石炭  未完成 

キレヴァ 天然ガス 60  

ヴィアナ 天然ガス 20  

ボンビスタ 天然ガス 132  

CFL 天然ガス 75  

ビオピオ 天然ガス 18  

ロビト 石炭 10  

カルアパンダ 石炭 7.5  

カアラ 石炭 1.5  

カマクパ 石炭 2  

チングアル 石炭 0.93  

カヴァコ 石炭 40 未完成 

キレヴァ 石炭 40 未完成 

フアンボ 石炭 15 未完成 

ルバンゴ ディーゼル燃料 80  

ナミベ 石炭およびディーゼ

ル燃料 

20  

トウバ ディーゼル燃料 8  

メノンゲ ディーゼル燃料 10  

マレンボ 天然ガス 70  

ルエナ ディーゼル燃料 5.1  

サウリモ 石炭 7.5  

合計：2,863 MW 

出典：PRODEL、JETRO および各メディア出版物 
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建設中の発電所 

発電所名 種類 設備容量（MW） 完成予定年度 

カンカンベ発電所（拡張） 水力 960（拡張した最

大容量） 

2016 年 11 月 

ソヨ・ガス燃焼発電所 コンバインドサイク

ル・ガスタービン 

700 2016 年 12 月 

ラウカ水力発電所 水力 2,000 2018 年 8 月 

  合計：3,660 MW  

出典：ENE  

1.3 部門ごとの消費量 

 

 

出典：ENE 

  

52% 
37% 

11% 

アンゴラにおける部門ごとの電力消費量 

住宅用 

サービス業 

産業用 



アフリカの IPPプログラムに対する投資機会について 

28 
Copyright © 2016 JETRO. All rights reserved. 

1.4 需要予測 

アンゴラは電化率を現在の 30％から 60％に倍増させ、顧客数を 3 倍の 3700 万人に増やすこと

を目指している。これにより、2025 年には現在の一人当たり 375 kWh の電力消費量が 1,230 

kWh に増加する予定である。 

出典：全アンゴラ持続可能エネルギー報告書 

出典：全アンゴラ持続可能エネルギー報告書 

 

1.5 アンゴラの送電状況 

アンゴラの送電網は北部、南部、中部、東部に分かれている。ルアンダ（Luanda）は国内の電力

の 65%以上を消費しており、北部送電網に属している。その他の送電網は相互に接続しておらず、

そのため、発電した電力の大半は国の北部で消費されている。 

  

42% 

32% 

26% 

2025年におけるアンゴラの部門ごとの電力消費量の予測 

住宅用 

サービス業 

産業用 
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アンゴラの現在の送電網図 

 

出典：ゲスト・エナジー・コンサルティング 
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今後の送電網開発計画 

 

 

出典：ゲスト・エナジー・コンサルティング 

送電網は北部、中部および南部を結ぶ予定であるが、東部の送電網は依然として孤立したまま

である。 
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1.6 アンゴラにおけるエネルギー資源の概要 

 

 エネルギー資源 

石炭埋蔵量（単位：トン） 利用可能なデータなし 

原油埋蔵量（単位：バレル） 880 億（ナイジェリアに次いでアフリカ第 2 位の産油国） 

天然ガス埋蔵量（単位：tcf） 9.7 

水力資源（単位：MW） 18,000 

日照量（DNI） 最高 2,000 kWh/m2/年 

出典：IRENA、CIA ワールドファクト・ブック 

利用可能な資源に関する知見 

アンゴラには莫大な水資源が存在し、水力発電の可能性も大きい。また、アンゴラはナイジェ

リアに次いでアフリカ第 2 位の産油国であり、石油の埋蔵量に加えて、天然ガス埋蔵量も豊富

である。この天然ガスは計画されているソヨ（Soyo）OCGT プロジェクトのような OCGT によ火

力発電所においても用いられるであろう。アンゴラは現在天然ガスを焼却するか、または油田

に再送している。天然ガスはベースロード電力のよりクリーンな電力源として、費用のかかる

ディーゼル燃料による発電所にとって代わるであろう。 

出典：アンゴラエネルギー局、EEP、IRENA 

 

2. 経済指標  

 

アンゴラの経済は石油に過度に依存しており、ナイジェリアに次いでアフリカ第 2 位の産油国

である。世界的な石油価格の急落によってアンゴラの経済は大きな打撃を受け、2013 年に 6.8%

を記録した経済成長率も 2014 年には 4.5%にまで減少した。同国政府は歳入のおよそ 70％を石

油による収入に依存しており、石油価格の下落によって公共支出が減少した。2015 年度予算は

170 億米ドルにまで減少した（25％減少）。このことが電力部門への投資やプロジェクトに大き

な影響を与えるであろう。 

現地通貨のクワンザは外貨獲得を狙ってアンゴラの中央銀行によって切り下げられてきた。こ

れにより、昨年は 10.4%となる 3 年連続の高い水準のインフレが生じた。クワンザの切り下げに

よってドルのような外貨が大幅に不足したため、アンゴラで事業を展開することが難しくなっ

た。ドル不足のため、各企業は海外の債権者への支払いを 50 日から 210 日待ってもらわなけれ

ばならないと言われている。 

しかし、アンゴラは石油以外のGDP成長によって大幅な多様化を経験しており、石油部門よりも

急速に成長している。これはおもに農業や電力、製造業、建設業、サービス業などによって引

き起こされたものである。しかし、経済は十分に多様化しておらず、今年の経済成長率は4％程

度になると見込まれている。 

 

出典：IMF、世界銀行、ビジネスデイ、ファイナンシャルメール、AfDB  
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3. 政治情勢の概要 

 

アンゴラでは、アンゴラ解放人民運動（MPLA）が政権の座に就いて 2002 年に内戦が終結して以

来、政情は安定している。2010 年には大統領制的議院内閣制が導入された。これは、人民によ

る選挙で選ばれた大統領ではなく、政権与党の党首が大統領になるというものである。現在任

期は 2 期 10 年の上限が存在する。現職の大統領ジョゼ・エドゥアルド・ドス・サントスが 1979

年以来統治してきた。選挙は 2017 年に開かれる予定である。 

ドス・サントス大統領の一家はアンゴラで最も裕福な家庭であり、政治的にも経済的にも多大

な影響力を持っている。石油および天然ガスのプロジェクトは通常、大統領が与えた特権によ

ってのみ開始される。政治的・経済的影響力の網が複雑に張り巡らされているため、この一家

を攻略することがアンゴラで事業を展開する際に必要不可欠な要素である。 

  



アフリカの IPPプログラムに対する投資機会について 

33 
Copyright © 2016 JETRO. All rights reserved. 

4. IPP に適用可能なおもなエネルギー政策 

 

電力部門改革計画 電力部門改革計画のおもな目標は、電力部門に変革をもたらすこ

とにある。アンゴラ政府は、魅力的な料金体系や明確な規制枠組

みといった動機づけが存在しないと認識している。同計画の最終

目標のうちのいくつかは 2025 年までに達成予定である。 

 

- 電化率を人口の 30％から 60％に倍増する 

- 設備容量を 2,230 MW から 9,500 MW に 4 倍に増やす 

- 2,500km 以上の送電線を拡張し、変電所を追加する 

- 公共電力会社の効率を高める 

- アンゴラの天然資源をうまく利用した最適なエネルギーミ

ックスを開発する 
 

長期戦略は野心的であるが、すでに 2017～2018 年までに稼働可能

な 3,500 MW の設備容量が存在し、送電線の拡張も進んでいる。 

官民パートナーシップ法 官民パートナーシップ法は、アンゴラの電力産業への民間投資を

促す目標がある。同法は参入プロセスをプロジェクト全体のサイ

クルと定義している。同法は、その機能を十分に確保するための

複数の規制を伴ってきた。残念ながら、規制はまだ作成されてい

ない。アンゴラ政府はいつその規制が実施されるか言及していな

い。 
 

総合電力法 

 

総合電力法では、アンゴラ政府の認可による発電・送電・配電の

電力部門への民間の参入を認めている。しかし、同法には公共の

福祉に反する場合、国が認可を取り消すことを認めた条項があ

る。これはつまり、その資産が国有化される場合があることを意

味している。通常 20 年以上の長期にわたるプロジェクトにとって

は不安定要因であり、このことが同部門への民間投資の抑止力と

して働いている。 

 

電力部門への規制に関する概評 

アンゴラにおける電力部門への規制は、電力部門への投資を推進するほど十分に体系化されて

おらず、一貫していない。 

 

 
出典：アンゴラ・エネルギー水資源省、全アンゴラ持続可能エネルギー報告書 
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IPP 市場への参入 

1. 参入プロセス 

 

アンゴラにおける参入プロセスはその他の国ほど明確でない。電力部門への民間による参入は

認められており、奨励されているが、参入方法についての透明で明確なプロセスは利用できな

い。 

上述したとおり、投資家はプロジェクトへの参加権を得て、アンゴラ政府から認可を受けるた

めには、現地の政治的人脈を作る必要がある。たとえ現地の政治家である必要はなくても、ア

ンゴラの環境における運営方法を熟知したアンゴラの現地パートナーを獲得することを強く勧

める。 

2. 現存する独立系発電事業者 

アンゴラで操業する IPP の正確な数は明らかでないが、電力供給を確保する自身の事業活動の一

部として発電資産を運営する企業は数社存在する。彼らは余剰電力を送電網に販売している。 

アルロサ・ダイヤモンド鉱山会

社 

アルロサ社は 2007 年に稼働開始した 16 MW の水力発電用

ダムを運営するロシアのダイアモンド鉱山会社である。ア

ルロサ社が運営するカトカ（Catoca）ダイヤモンド鉱山で

は、その電力の大半を消費し、残りの 2 MW を地元の自治

体に販売している。プロジェクトが稼働した当時、国営の

電力会社 ENE は普通株を除く同社の株式の 45％を所有する

と考えられていた。アルロサ社は営利的金融機関からの借

入金なしに自らのバランスシートからプロジェクト全体の

資金を調達した。 

ボン・ジェズス・セメント工場 ボン・ジェズス・セメント工場はアルロサ社と似たケース

である。同社は 145 MW の電力を発電し、余剰電力を

PRODEL に販売している。 

イソルクス・コルサン イソルクス・コルサン社はアンゴラ政府のために 96 MW の

浮体式発電所を建設した。同発電所はルアンダ港に設置さ

れ、48 MW の OCGT を持っている。これはルアンダにおけ

る電力需要を満たすための緊急的な措置である。このプロ

ジェクトを IPP として分類するかどうかは不明確である。

PPA に関する情報は利用できない。 
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3. ザンビア 

電力部門の概要 

1. ザンビアの電力部門の概要 

 

ザンビアは南部アフリカの内陸国であり、中規模経済国である。ザンビアの一人当たりの年収

はおよそ 4,000 米ドル（PPP における GDP）である。過去 10 年以上にわたって、年間 6％の急速

な経済成長を経験している。経済活動の増加により、電力需要も増加した。 

ザンビア電力供給公社（ZESCO）は、発電の大部分を管理し、送電を単独で担当する国営の電力

会社である。同社はまた配電の大半も担当し、国内北部の銅山に電力を販売するカッパーベル

ト・エネルギー・コーポレーション（CEC）に電力を販売している。 

1.1 エネルギー部門における主要関係者の概要 

 

鉱山・エネルギー・水開発

省 

 鉱山・エネルギー・水開発省は、政策枠組みの策定を担当す

る政府機関であり、DoEを通じてガイダンスを提供してい

る。 

民間投資推進室（OPPPI） 

 

 OPPPIは民間部門にザンビアにおける民間電力会社への投資

機会を知らせる役割を担っており、主要なプロジェクトに資

金を誘致する。同室はザンビアにおける電力部門への投資推

進機関である。 

エ ネ ル ギ ー 規 制 委 員 会 

（ERB） 

 前述したとおり、ERBはザンビアにおけるエネルギー部門全

体の規制当局である。同委員会の役割は、あらゆるステーク

ホルダーを管理し、公正で透明な、効果的で効率的な方法で

エネルギー部門を規制することにある。 

 ERBは価格および電気料金を設定し、ザンビア送電規則を監

督し、電力部門が安全に操業できるように各基準を作成す

る。同委員会は電力会社が投資に対する十分な配当を得られ

るよう確保する責任を持ち、競争を監督し、認可を与える役

割を持つ。 

地方電化局（REA）  2003年の地方電化法により設立されたREAのおもな責務は、

地方の電化を実行し、地方電化のための送電網の拡大の運営

のためのメカニズムを開発し、さらには地方における電力供

給のために設計されたプロジェクトの資本コストに対して、

補助金を適用することである。 

 地方電化プログラムはまた、試行プロジェクトにのみ適用さ

れてきた太陽光発電技術の利用を促進しており、期待できる

結果を得ている。 

ザンベジ河川庁（ZRA）  ZRAはカリバ・ダム複合施設の運転管理・保守点検を担当し

ており、ザンベジ川流域に新たなダムの用地を調査・開発し

ている。 

 同庁は、ザンビアおよびジンバブエの両政府の連携によるも

のである。ザンベジ川での水力発電プロジェクトで発電した

電力は、二つの国に平等に分けられる。 
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ザ ン ビ ア 電 力 供 給 公 社

（ZESCO） 

 ZESCOは国内の発電所の大部分を運営する国営の電力会社で

あり、また、ザンビアの送配電網の大部分を管理している。 

 ZESCOは小規模な水力発電所および、国内に点在する多くの

ディーゼル燃料による発電所を運営しているが、主要な送電

網とは接続していない。 

カッパーベルト・エネルギ

ー ・ コ ー ポ レ ー シ ョ ン

（CEC） 

 CECはZESCOから大口電力を購入する民間企業であり、その電

力をカッパーベルトにある鉱山・資源会社に再販売してい

る。 

ザンビア開発庁（ZDA）  ZDAは貿易や投資、新プロジェクトの開発、中小企業の開

発、技術訓練を促進することで、同国の経済成長や発展を促

す役割を果たしている。 

独立系発電事業者（IPP）  ルンセンファ水力発電会社  
ルンセンファは総設備容量 56 MW の 2 つの水力発電所を運営し

ているザンビアの独立系発電事業者である。同社はその 51%を

ノルウェーの企業 SN パワー社が所有している。同社はまた、ム

チンガ電力会社を通じてさらに 250～300 MW の水力発電所を開

発する権利を確保している。 
 

 グレート・レークス・アフリカ・エナジー（GL アフリカ・
エナジー） 

GL アフリカ・エナジー社は、カッパーベルト州の都市ヌドラ

で、50 MW のヌドラ重油発電所を運営している。今後 5 年をか

けて 200 MW の電力を追加する見込みである。 
 

 マーンバ炭鉱 
マーンバ石炭プロジェクトは、2016 年の 6～7 月に稼働を開始す

ると見られている。同プロジェクトは同国南部における 300 MW

の石炭による火力発電所である。広大な炭田に位置し、マーン

バ炭鉱はインドの企業ナヴァ・バラット（Nava Bharat）とザン

ビア政府が所有している。 
 

 EMCO エナジー 

EMCO もまたインドの企業であり、ザンビアの南部地域に 300 

MW の石炭による火力発電所を開発中であると公表している。

これまでのところ大きな進展はないが、ZESCO の社員によれば、

EMCO と ZESCO は今年 PPA を締結する見込みであるという。 

 

出典：国際再生可能エネルギー機関（IRENA）、ERB、ZESCO 
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1.2 現在の発電状況 

出典：ZESCO、ザンビア開発庁 

上記図の重油熱発電を重油火力発電に変更願います 

ザンビアではその設備容量の 98%を水力発電に依存している。2014～2015 年には同地域で平均

雨量以下の降水量を記録したため、ザンビアが発電を水力に依存していることには問題が多い。

少ない降水量のために地域的な干ばつが起き、それによりダムや貯水池の水位が非常に少ない

状況となった。万が一事態がさらに悪化するようなことがあれば、つねに停電しがちなザンビ

アの発電状況を著しく制限することになると推測できる。エルニーニョ現象も通常よりも被害

を大きくし、世界的な気候の変化によってさらに悪化するものと見込まれている。 

 

ザンビアの発電所の一覧 

稼働中のおもな発電所 

発電所名 種類 設備容量（MW） 運営者 

カフエ渓谷上部 水力 900 ZESCO 

カリバ北部堤防 水力 720 ZESCO 

ヴィクトリア・フォールズ 水力 108 ZESCO 

カリバ北部堤防（拡張） 水力 360 ZESCO 

ルンセンファ 水力 24 ルンセンファ水力発電 

ムルングシ 水力 32 ルンセンファ水力発電 

ヌドラ発電所 重油熱発電 50 グレート・レークス・エ

ナジー・カンパニー（イ

ギリス） 

  合計：2,194 MW  

上記図の重油熱発電を重油火力発電に変更願います 

2% 

98% 

ザンビアの現在の設備容量の内訳 

2300 MW （2016年） 

重油熱発電 

水力発電 
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建設中の発電所およびその他イニシアティブ 

発電所名 種類 設備容量

（MW） 

運営者 

イテジ・テジ 水力 120 ZESCO およびタタ電力（イン

ド） 

カフエ渓谷下部 水力 750 ZESCO 

マーンバ炭鉱 石炭熱発電 300 マーンバ炭鉱（インド） 

大規模太陽光イニシア

ティブ 

太陽光発電 600 複数企業 

EMCO 石炭プロジェクト 石炭熱発電 600 EMCO（インド） 

  合計：2,370 MW  

上記図の重油熱発電を重油火力発電に変更願います 

 

実現可能性調査段階のプロジェクト 

発電所名 種類 設備容量

（MW） 

運営者 

バトカ渓谷 水力 1600 ZESCO およびジンバブエ電力

公社（ZESA） 

カルンギシ発電プロジェクト 水力 247 民間部門 

ルシワシ上部および下部 石炭熱発電 98 ZESCO? 

  合計：1,945 MW 

上記図の重油熱発電を重油火力発電に変更願います 
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1.3 エネルギーミックスの計画 

ザンビアには今後のエネルギーミックスの計画について明確に規定した電力マスタープランが

存在しない。ザンビア政府は水力発電の依存からの脱却が必要であり、発電するためにその他

の支援を用いるべきであるということを理解していない。600 MW を太陽光エネルギーから調達

する「大規模太陽光」イニシアティブといったさまざまなイニシアティブや、同国南部に石炭

燃焼型の火力発電所を建設することによって、ザンビアのエネルギーミックスは大きく変わる

と考えられている。  

ZDA はザンビアには 6,000 MW 以上の水力資源があり、同国は南部アフリカ開発共同体（SADC）

の水資源の 40％を占めると述べている。 

下記の表はフロスト＆サリバン社による今後 5 年間のプロジェクトおよび政府イニシアティブ

の分析にもとづく将来のエネルギーミックスの予測である。この分析では、今後 5 年間に送電

網に接続する見込みの主要なプロジェクトを考慮した。 

ザンビアの 2025 年のエネルギーミックス 

エネルギー源 設備容量（MW） エネルギーミックスの割合 

水力 3,200 72.6% 

石炭 600 13.7% 

太陽光 600 13.7% 

出典：ZESCO、フロスト＆サリバン社による分析 
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1.4 部門ごとの消費量 

 

 

出典：エネルギー規制委員会 

ザンビアにおける最大の電力消費者は鉱業である。なかでも特に集中して電力を消費している

のは国内北部の銅山である。住宅用の電力消費は首都ルサカのような都市部に集中している。 

1.5 需要予測 

電力需要は年間 GDP 成長率が 5％の中程度の成長シナリオの場合、2030 年までに 3,500 MW に

なると予測されており、年間 GDP 成長率が 7%の高成長の場合、5,500 MW になると予測されて

いる。2016 年度の成長予測は 6.7%である。 

ある ZESCO の社員が述べるには、少ない降水量により過去数年にわたって電力負荷制限が必要

であったため、将来の需要は予測するのが困難であるとのことである。現在ザンビアでは、住

宅用、商業用および工業用の顧客に対して、毎日 5～6 時間の電力負荷制限が実施されている。

鉱山は電力負荷制限を受けておらず、鉱山が契約した全電力を受け取っている。同社員は存在

する累積需要量が不明なため、予測するのが困難であると述べた。 

  

  

55% 28% 

10% 

7% 

部門ごとの電力消費量の合計 

鉱業 

住宅用 

産業および商業 

その他（輸出、農業など） 
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1.6 エネルギー資源 

 

ザンビアにおけるエネルギー資源の概要 

 エネルギー資源 

石炭埋蔵量（トン） 1 億 300 万（高品質の石炭） 

7000 万（低品質の石炭） 

水力資源（MW） 6,000 

日照量（DNI） 2,000 kWh/m² 

地熱資源 最高 80 か所のホットスポットを特定 

出典：IRENA および CIA ワールドファクト・ブック 

利用可能な資源についての知見 

ザンビアには豊富な水力資源があり、ZDA によれば SADC における水資源全体のおよそ 40%を占

めるという。最高 6,000 MW の水力資源が存在するが、これまでにそのうちの 30%しか活用され

ていない。干ばつの可能性や定期的な降水量の少なさにより、十分な雨量が確保されるまでの

間、発電を著しく阻害しているため、水力発電には問題が多い。 

ザンビアには判明している埋蔵量だけで 1 億 300 万トン以上の良質な石炭と、7000 万トンの低

品質な石炭があり、それらはおもに同国南部に位置している。今まで採鉱されておらず、未開

発のままの石炭鉱床も存在するとみられている。将来 IPP によって運営されることとなる同国の

石炭プロジェクトが現在 2 件計画されている。ザンビア政府は石炭を十分なベースロード電力

源とみなしており、降水量が少ない場合に依存できると考えている。 

ザンビアには地熱資源も存在するが、まだ十分に開発されていない。80 か所のホットスポット

のうち 35 か所が、水温や流量の点から見て最良の場所であると考えられている。ザンビアでは

これまでのところ、石油または天然ガス田は発見されていない。 

2. 経済指標 

ザンビアの経済は鉱業が GDP の 8％しか占めていないにもかかわらず、銅の輸出に依存してい

るという特徴がある。銅の輸出はザンビアの外貨獲得手段の 80%以上を占め、南部の都市リビン

グストンから首都ルサカや銅山のある同国北部へ伸びる鉄道の路線さえも、銅の輸出によって

決められた。 

ザンビア経済の構成 % 

サービス業 45 

工業 33.8 

農業 21.2 

 

ザンビアの経済政策は銅への依存から脱却し多様化することに重きを置いてきており、また雇

用の創出にも力を注いできた。おもに世界中の電子産業の銅に対する需要に後押しされて、経

済成長率は過去 10 年間以上平均 6％であった。2016 年度の経済成長率は 6.7%になると予測され

ている。銅の価格は世界的な商品価格の下落により、10 年ぶりの低い水準であった。このこと
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が短期的にザンビアの経済に影響を与えるとみられ、銅山がザンビアで発電される全電力の半

分以上を使用することから、電力需要にも歯止めがかかるとみられる。 

中・長期的な成長率は、インフラ整備プロジェクトや公共部門への投資に後押しされると見込

まれている。スタンダート＆プアーズ社の格付けでは、ザンビアは B と格付けされている。

「ザンビア経済目標 2030」は同国の指針であり、同国の経済が鉱山採掘への依存から脱却し、

多様化すること、および国内の大きな貧困を軽減することを目指している。 

出典：IMF、世界銀行、AfDB 

3. おもなエネルギー政策（電力マスタープラン、EIA、海外投資） 

 

法律： 

1995 年電力法（ 2003 年改

正） 

 1995年電力法は、ザンビアの電力のサプライチェーンを規制

する目的で作成された。同法の目的は、電力部門に対し発

電、送電、配電への民間投資を開放することにある。同法に

より、ERBおよびOPPPIの2つの重要な政府機関が創設され

た。 

 ERBは電力部門を規制し、電気料金を監督するために創設さ

れた。 

 OPPPIはさらに必要となる設備容量への資金を調達し、送配

電システムを改善するため、電力部門への民間投資を誘致す

る目的で設立された。 

1995年電力規制法（2003年

改正） 

 電力規制法によりERBが設立され、ザンビアの電力部門にお

けるERBの役割を定義した。 

 その役割はあらゆるステークホルダーを管理し、公正で透明

な、効果的で効率的な方法でエネルギー部門を規制すること

にある。ERBが価格体系および電気料金を設定し、ザンビア

送電規則を監督し、電力部門が安全に操業できるように各基

準を作成する。 

2003年地方電化法  地方電化法によりREAが設立され、地方の電化問題に取り組

むための専用の資金がREAに与えられた。  

 REAは地方電化イニシアティブを開発・監督する責任を負

う。電気料金を設定し、その料金が良心的であることへの必

要性と電力システムの持続可能性の間のバランスを確保す

る。その資金はザンビア政府および議会により援助されてお

り、ザンビア政府および議会が提供する資金の量を決定す

る。 

政策文書： 

2006年ザンビア送電規則 

 ザンビア送電規則は電力部門の自由化を確保し、送電システ

ムへの民間企業の参加を促す目的で作成された。同文書は作

成されたものの、これまでのところ採決されていない。 

出典：ERB 
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IPP プロジェクトの概要 

1. ザンビアにおけるおもな IPP の傾向、市場の課題と制約 

 

電気料金のコスト反映度 

ザンビアへの直接インタビューで浮上したおもな傾向が、顧客へ請求される小売料金は ZESCO

が IPP に支払う実際のコストを反映していない、ということである。ZESCO のある幹部社員は、

IPP からの電力に対して彼らが支払う価格は kWh 当たり 10 米セントを上回る程度であるのに対

し、電力の小売料金は現在 kWh 当たりおよそ 3 米セントであると述べている。つまり、ZESCO

は発電した電力の kWh 当たり 7 米セント損しているということになる。 

為替レートの不安定性 

PPA が米ドル建てで行われるのに対して、小売料金は現地通貨のクワチャで請求されている。ク

ワチャは米ドルに対して去年だけで 25%下落しており、これにより小売料金は PPA が締結され

た時点の小売料金よりもずっと低いものになっている。 

IPP が求める保証 

IPP は ZESCO が置かれている状況を理解しており、ZESCO の財政的実行可能性に対する懸念から、

IPP は支払い不能のリスクを軽減するために一定の保証を求めている。同じ ZESCO の社員によれ

ば、IPP は支払い不能に対する保証の一種として、彼らへの請求の一定額を伴うエスクロー勘定

を求めている。エスクロー勘定はリスクを軽減する手段として、第三者（通常は商業銀行）が

一次的な取引当事者に対して金銭を支払う契約である。 

ERB はこのことを理解し、2015 年末までに 180%の料金値上げを認めた。電気料金の政治的性質

と 2016 年 8 月に行われる予定の総選挙のため、ザンビア政府はこの値上げを拒否した。総選挙

を間近に控えての大幅な料金値上げは政治的に悪影響を及ぼすと考えられ、そのため 8 月まで

は料金に大きな変動は見られなさそうである。ERB および政府はより長い期間にわたって電力料

金の値上げを段階的に実施していくとみられている。 

コストを反映した小売料金は、電力部門が発電事業者に対して十分な投資利益率を提供して同

部門への投資を促すことにより、同部門が機能していくためにも必要である。 

中国の低迷および商品価格のスーパーサイクル 

世界的な商品価格の下落によってザンビアの鉱業部門は大きな影響を受け、価格の下落が経済

活動の低迷を招いた。鉱山は電力消費のおよそ半分を占めており、商品価格の下落は鉱山によ

る電力需要の低迷を招く恐れがある。 

ザンビアおよびその他アフリカ諸国のおもな輸出先は中国である。最近の中国の経済成長の停

滞はザンビアの製品に対する需要にも影響を与えている。これによりザンビアの経済活用およ

び同国の電力需要全体に影響を与えている。 
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水力発電への過度の依存 

ザンビアにおける電力の大半は水力発電所を通じて発電されており、そのため万が一降水量が

少なければ、同国は停電に陥りやすい。同国全体における最近の干ばつや少雨は、今後深刻な

停電状況を生む可能性があることを意味している。ZESCO が建設中の新規発電所プロジェクトの

大部分は、水力資源を使わないものになるとみられている。 

政府もこのことを理解し、石炭や太陽光といったその他の資源を模索している。2020 年までに

2 つの大規模な石炭プロジェクトが稼働する予定であり、政府による「大規模太陽光」イニシア

ティブでは、太陽光発電により 600 MW の電力を調達する予定である。 
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2. ザンビアの IPP プロジェクトの選定 

以下はザンビアにおける IPP プロジェクトの概要である。プロジェクトの概要には設備容量、総

事業費、関係するステークホルダーが含まれる。プロジェクトは以下の条件にもとづいて選定

した。 

 2010 年以降に融資合意に至ったプロジェクトであること 

 40 MW より規模が大きいプロジェクトであること 

 プロジェクトの範囲上、水力発電を除いた IPP のエネルギーミックスに大きく貢献した資源

にもとづいたプロジェクトであること 

 

ザンビアにおける大規模 IPP プロジェクトの概要 

 

2.1 マーンバ石炭発電所―ザンビア、マーンバ（Maamba） 

 

上記図の石炭発電所を石炭火力発電所に変更願います 

 

マーンバ石炭火力発電所はザンビア南部における IPP の一つである。150 MW の発電機が 2 基あ

り、合計の設備容量は 300 MW である。同発電所はマーンバ炭田に建てられている。インドの

ナヴァ・バラット・ベンチャーズ（Nava Bharat Ventures）社が 2009 年にマーンバ炭鉱の 65%を

取得し、残りの 35%を ZCCM 投資持株会社を通じて、ザンビア政府が所有している。 

マーンバ炭鉱はザンビア最大の石炭鉱山であり、判明している埋蔵量は高品質石炭が 1 億 3 百

万トンと、低品質石炭が 7000 万トンである。同炭鉱は 1970 年に採掘を開始した。マーンバ石

炭火力発電所は現存するザンビアの炭鉱を石炭による火力発電所へ改修する工事である。工事

の第一段階は 300 MW の発電所単体であるが、第一段階の完了後、600 MW に倍増される予定で

ある。同発電所は 2016 年に発電を開始する予定である。 

設備容量 300 MW（2×150 MW） 

開発業者 マーンバ炭鉱 

融資日 2015 年 7 月 

総事業費 8 億 2800 万米ドル 

融資者 南アフリカ共和国産業開発公社、AfDB、中国輸出信用保険公司、バークレイ

ズ、中国銀行、中国工商銀行、スタンダードチャータード銀行 

出資者 ナヴァ・バラット・ベンチャーズ、ザンビア国営 ZCCM 投資持株会社 

法律顧問 クリフォードチャンス法律事務所 

プロジェクト設

備・サービス提供

者 

2012 年 5 月、山東電力建設第三工程公司がプロジェクト建設のための 6 億米

ドルの契約を獲得した。 



アフリカの IPPプログラムに対する投資機会について 

47 
Copyright © 2016 JETRO. All rights reserved. 

マーンバ石炭火力発電所は ZESCO と 20 年の PPA を提携しており、その電力の 100％を ZESCO に

供給する。 

同発電所は 2015 年 7 月末に融資合意に至っており、総事業費 8 億 2800 万米ドルのうち 70%を

債務、30％を株式に分割している。バークレイズ・キャピタル、中国銀行、中国工商銀行およ

びスタンダードチャータード銀行が当初の 3 億 6500 万米ドルを 2 回の海外債券に分けて提供し

た。残りの 1 億 5000 万米ドルは、南アフリカ共和国産業開発公社および南部アフリカ開発銀行

によって提供された。株式はナヴァ・バラット・ベンチャーズおよびザンビア政府が提供した。 

クリフォード・チャンス法律事務所が同プロジェクトの法律顧問であり、融資先をアドバイス

した。山東電力建設第三工程公司が発電所の建設を請け負っている。発電所の運転管理・保守

点検業務はナヴァ・バラット社が行う予定である。 
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IPP 市場への参入 

1. 参入プロセス 

 

参入プロセスは通常、ZDA および OPPPI への接触から始まる。これら 2 つの政府機関は投資家お

よび開発業者を潜在的なプロジェクトに誘致することができる。政府は競争入札により太陽光

発電プログラムを開始したが、プロジェクトの大半は入札によるプロセスを経ていない。 

水力発電プロジェクトについては、政府の OPPPI 事務局が潜在的な設備容量として特定したさま

ざまな水力発電所用地の管理機関である。同事務局が競争的なプロセスを通じて、これらの用

地に対する認可を潜在的な開発業者に与えるが、いったん潜在的な開発業者が認可を取得すれ

ば、それでも ZESCO との PPA 交渉を自身で行う必要がある。 

水力でない発電プロジェクトの開発プロセスは公開入札によるものではなく、むしろ開発業者

が開発すべき資源を特定し、実現可能性調査に資金を提供し、政府に対してプロジェクトを開

発するという関心を表明する必要がある。いったん開発に対する許可が与えられれば、主要な

オフテイカーである ZESCO との PPA を締結するプロセスが存在する。 

認可 

各種認可は ERB が与えている。 

免税インセンティブ 

ザンビアにおける発電に投資する人々に与えられるインセンティブが存在する。プロジェクト

用に輸入される機械類および設備は免税される。開発業者は ZDA が発行した登録証をもらい、

ZDA が開発業者に代わり財務省に対して設備および機械類への免税の適用を申し込む。例えば、

火力発電所の建設資材や風力発電施設の風力タービンなどである。 

利益の還流 

 法が定めた要件をすべて満たせば、100%の利益還流がある。 

 海外からの投資に制限はない。 
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電力購入契約 

エネルギー省および ERB が、最大 20 MW までの小規模プロジェクトの潜在的な開発業者に PPA

を保証する、再生エネルギー電力調達のための枠組みを策定した。PPA は米ドル建てで行われる。 

ZESCO との PPA の締結の際の課題が、電力部門のおもなステークホルダーとのインタビューに

おいていくつか持ち上がった。 

PPA 締結の際の課題： 

 料金―IPP が販売したいと考える価格がつねに ZESCO が顧客に販売する価格よりも高い。 

 問題の一つが値上げの際、料金をどの指標にリンクさせるべきかというものである。

PPA の期間に合わせて支払いを固定すべきか、それともインフレを特定の指標に合わせ

てリンクさせるべきか。 

 IPP は PPA がテイク・オア・ペイ契約なのか、それとも彼らが受け取る額が保証・固定

されているのか知りたいと考えている。 

 ZESCO の財政的実行可能性による IPP の財政的な保証の必要性。 
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4. モザンビーク 

電力部門の概要 

1. モザンビークの電力部門の概要 

 

モザンビーク電力公社（EDM）は 1977 年に設立された国営の電力会社であり、モザンビークに

おける発電、送電、配電を担当している。過去 20 年以上にわたり、電力部門の改革を行ってき

た。歴史的に見れば、モザンビークにおける発電は水力発電が大勢を占めていた。電力部門は

火力発電をエネルギーミックスに導入した民間部門による投資を経験した。 

出典：EDM、2009 

1.1 エネルギー部門における主要関係者の概要 

 

エネルギー・鉱物資源省 
 

この政府機関は、電力部門を管理する各政策の策定を担当してい

る。同庁はまた、再生可能エネルギーおよび非再生可能エネルギ

ーに関する発電ポートフォリオの監督も担当している。 

国家電力委員会（CNELE） 
 

CNELE はモザンビークの電力部門を管理する独立の規制機関であ

り、諮問委員会である。 

モザンビーク電力公社

（EDM） 
 

EDM は政府所有の国営の電力会社であり、モザンビークにおける

発電、送電および利用者への配電を担当している。 

カオラ・バッサ水力発電 

（HCB） 

HCB は政府が大部分（92.5%）を所有する独立系発電事業者であ

る。2,075 MW の設備容量をもつカオラ・バッサ発電所での発電を

担当している。 

モザンビーク送配電会社 

（MOTRACO） 
 

The MOTRACO は ESKOM、EDM およびスワジランド電力公社

（SEB）による共同ベンチャー企業である。これらの当事者のそれ

ぞれが同社の株式を等分して保有している。MOTRACO は 400 kV

の送電線を維持・管理している。 

エネルギー基金（FUNAE） 
 

FUNAE はおもに地方電化のための戦略の策定および実行を担当し

ている公共事業体である。 

 

 

1.2 発電状況 

 

モザンビークはアフリカの中でも最大級の水力資源を持つ国である。そのため、モザンビーク

における発電は水力発電のみに基づくものであった。現在の設備容量は 2,816 MW である。下記

の表はモザンビークの設備容量の詳細であり、水力発電所および天然ガス発電所を含んでいる。

ガスタービン発電機（GTG）による第 1、第 2、第 3 発電所およびベイラ（Beira）発電所、なら

びにテルミカ・デ・テマネ（Termica de Temane）発電所は現在は発電しておらず、エネルギー

ミックスには貢献していないことも指摘しておくべきであろう。水力発電の大部分は HCB が運

営するカオラ・バッサ・ダムで発電している。 

サソール（Sasol）、アグレコ（Aggreko）、ギガワット・ガス（Gigawatt Gas）による発電所が完

成して、エネルギーミックスが変化した。最初の大規模な 175 MW の天然ガス火力発電所であ
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るレサーノガルシア発電所（CTRG）は 2014 年に操業を開始し、パンデ（Pande）ガス田で産出

した天然ガスを燃料にしている。テテ（Tete）州もまた 600 MW の石炭火力発電所の建設認可を

得ており、ヴァーレ（Vale）社のモアティゼ（Moatize）炭鉱に接続している。石炭プロジェク

ト、天然ガスプロジェクトおよび水力発電プロジェクトが現在進行中であり、それぞれの設備

容量は 4,400 MW、650 MW、3,860 MW である。 

モザンビークにおける給電センターは発電場所から遠く離れた場所にあり、インフラが未発達

なために、カオラ・バッサ発電所で発電した 1,575 MW を南アフリカ共和国へ輸出する必要に迫

られている。モザンビークは逆に南アフリカ共和国から電力を輸入している。モザンビークは

天然ガスや石炭、水力資源が豊富であり、多くのプロジェクトがこの広大な資源を活用すべく

進行中である。これらのプロジェクトにより、モザンビークは南部アフリカにおける電力輸出

国へと変化するものと考えられる。 

 

発電所  設備容量（MW） 

 種類 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 

コルマナ 水力 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 

チカンバ 水力 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 

マヴジ 水力 52 52 52 52 52 

クンバ 水力 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 

リチンガ 水力 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 

GTG1 マプト 天然ガス 17 17 17 17 17 

GTG2 マプト 天然ガス 36 36 36 36 36 

GTG3 マプト 天然ガス 24 24 24 24 24 

GTG ベイラ 天然ガス 14 14 14 14 14 

テルミカ・デ・テ

マネ 

天然ガス 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 

ノヴァ・マンボネ 水力 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 

ギガワット 天然ガス 0 0 0 0 100 

サソール 天然ガス 0 0 0 0 175 

アグレコ 天然ガス 0 122 244 244 262 

カオラ・バッサ 水力 2075 2075 2075 2075 2075 

合計  2,279.69 2,401.69 2,523.69 2,523.69 2,816.69 

 

出典：EDM 年次報告書（2011 年）、世界銀行（2015 年）、AfDB、経済協力開発機構、国連開

発計画（2015 年）、フロスト＆サリバン社分析 
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出典：EDM、フロスト＆サリバン社分析 

水力発電および火力発電による EDM の設備容量は、およそ 180.6 MW に相当する。EDM はまた、

国内の電力需要を満たすため、HCB から 500 MW を購入している。 

発電システムの給電量はつねに EDM が利用可能な設備容量を超えており、そのため電力を輸入

し、IPP から電力を購入する必要が生じている。ESKOM が供給する電力は、HCB の水力発電所が

供給する電力よりも EDM にとって割高である。EDM は輸入や IPP からの購入により、電力需要

を満たすことができてはいるが、これらの獲得電力のコスト増により、現地の電力インフラを

開発する必要に迫られている。 

出典：EDM、フロスト＆サリバン社分析 
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1.3 需要状況 

ピーク需要が増加するにつれ、モザンビークでは電力需要もつねに増加してきている。マプト

近郊の工業地域および住宅地が同国における電力の最大の消費者である。しかしながら、同国

南部にはモザンビーク北部の発電所で発電した電力を供給する送電インフラが欠如しており、

そのため ESKOM から電力を輸入し、天然ガス火力発電所を運営する IPP との PPA によって電力

を購入する必要に迫られている。 

 

出典：モザンビーク電力部門の見通し、ノルディック・ビジネス・ブレックファスト（2014 年） 

上の図はモザンビークにおける電力需要を示しており、2023 年までの電力需要の予測も含んで

いる。EDM によれば、予測値は電力需要が年 14%増加すると仮定した場合の数字である。電力

需要の最大値はおよそ 3,000 MW であると予測される。開発中のプロジェクトにより、2023 年

度の同国の需要を満たすことができる見込みである。そのため、今後投資市場が再開放される

ことも考えられる。現在 15～18 件のプロジェクトが開発中である。以下の表は 2011 年におけ

る EDM の顧客ベースの内訳である。 

出典：EDM、アフリカ経済フォーラム（2014 年）、フロスト＆サリバン社分析 

 

顧客 % 

国内 92.73 

商業 7.03 

農業 0.01 

ヴィクトリア湖盆地委員会 0.24 

 

出典：EDM 年次報告書（2011 年） 

モザンビークの電化率は 2013 年の 26%から 2015 年には 39%にまで増えた。同国は 2021 年まで

に電化率を 44%にまで増やすことを目指している。これが現実のものとなるにはさらに多くの発

電プロジェクトが実施される必要があり、送電網の緊急改良も必要となる。モザンビークが同

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

M
W

 

年 

2011～2023年度のピーク需要 



アフリカの IPPプログラムに対する投資機会について 

54 
Copyright © 2016 JETRO. All rights reserved. 

国の電化率を増やし続ければ、電力需要も同様に増加するものと考えられる。電化地域の数は

2012 年の 109 か所から 2014 年には 128 か所に増えた。EDM によれば、残りの地域は 2015 年末

までに電化される予定であるという。これが完了したかどうかについての言及はこれまでのと

ころなかった。 

 

出典：EDM、アフリカ経済フォーラム（2015 年）、フロスト＆サリバン社分析、モザンビーク

電力部門の見通し、ノルディック・ビジネス・ブレックファスト（2014 年） 

1.4 エネルギーミックス 

モザンビークはこれまで、電力需要を満たすために水力発電に依存してきた。水力発電は今後

も中・長期にわたって安価なベースロード電力を提供し、同国の発電ポートフォリオにおいて

大きな位置を占めるであろうと思われる。海上および陸上での天然ガスの発見や、テテ州にお

ける大規模な石炭埋蔵量の存在が、今後同国の発電状況を大きく変化させることも考えられる。

水力、石炭および天然ガスが今後の発電のためのおもなエネルギー源を構成すると見込まれる。 

 

出典：ドイツ・アフリカ・エネルギーフォーラム、PETROMOC、フロスト＆サリバン社分析 

 

水力発電が占める割合は、ムパンダ・ヌクワ（Mphanda Nkuwa）発電所の完成およびカオラ・バ

ッサ発電所の拡張により増加した。稼働を開始するとみられている天然ガスおよび石炭型発電

所の完成により、モザンビークは短期的に同国の電力需要を満たすことができる見込みである。

今後の石炭プロジェクトも開発される予定であるが、融資者が環境に悪影響を与えるプロジェ

クトの開発を快く思っていないため、資金を確保するのに困難を伴うことも考えられる。その

ため、石炭火力発電所に関する規制が実施されれば、このことが今後のエネルギーミックスに

影響すると推測できる。しかし、モザンビークは国民一人当たりの二酸化炭素排出量は世界平

均を下回っている。 
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1.5 モザンビークにおけるエネルギー資源の概要 

 

モザンビークの再生可能エネルギー分布図では、1,446 もの新規水力発電プロジェクトが特定さ

れており、同国の設備容量に 18 GW を追加する可能性があると見積もられている。モザンビー

クはこのうち 13%しか実現できておらず、その大半は HCB のザンベジ川流域でのカオラ・バッ

サ発電プロジェクトによるものである。また、テテ州では大規模な石炭の埋蔵量が発見されて

いる。IEA は未活用の採掘可能な石炭埋蔵量をおよそ 250 億トンと予測している。交通インフラ

が未発達であり、港湾施設が不十分なため、同国における石炭の生産および輸出を阻害してき

た。モザンビークで算出される天然ガスの大半は、サソール社により ROMPCO パイプラインを

通じて、南アフリカ共和国へ輸出されている。天然ガスの輸出は今後 15～20 年間、特に LNG 施

設が稼働を開始する 2020～2022 年には優先事項となる見込みである。 

 

出典：モザンビーク再生可能エネルギー分布図、IEA、フロスト＆サリバン社分析 

資源 実現可能性 

CSP 資源（TWh/年） 16 851 

PV 資源（TWh/年） 22 024 

風力資源（TWh/年）       設備利用率＞20% 10 805 

地熱資源（MW） 147 

技術的に実現可能な水力資源（GWh/年） 37 600 

天然ガス（判明済み埋蔵量、単位：百万 m3） 1 416 000 

石炭（判明済み埋蔵量、単位：MTOE） 101 

石油（判明済み埋蔵量、単位：バレル） 0 

出典：フロスト＆サリバン社分析 

下の表は再生可能エネルギー分布図からとったものであり、さまざまな再生可能エネルギー資

源の優先的な設備容量の概要である。これらの天然資源への投資機会は大きい。 

資源 実現可能性 優先性 

水力 18 GW 5.6 GW 

風力 1,100 MW 230 MW 

太陽光 2.7 GW 599  MW 

バイオマス 2 GW 128 MW 

地熱 147 MW 47 MW 

潮力 低い 低い 

出典：モザンビーク再生可能エネルギー分布図（2014 年） 
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2. 経済指標 

2.1 モザンビークの経済の概要 

2015 年のモザンビークの GDP 成長率は 7%であり、2014 年の 7.2%から減少した。同国の経済は

発電、製造業、貿易、輸送に支えられている。過去 20 年以上にわたって、平均 GDP 成長率はお

よそ 7%であった。国の債務は GDP のおよそ 50%である。天然ガスや石炭といった資源の利用可

能性が高く、モザンビークの採掘部門は同国経済のおもな推進力となっている。 

 

出典：モザンビークの概要、世界銀行（2015 年）、モザンビークの国家概要、アフリカ経済概

要（2014 年） 

2.2 プロジェクト・ファイナンス  

モザンビークにおいてプロジェクトを開発するためには、プロジェクトが大規模なものであり、

事業認可を受けるか、または直接投資を通じてのいずれかで行われる。関係閣僚会議が各プロ

ジェクトの技術的、財政的、経済的側面を考慮し、いずれのプロジェクトが経済的に実現可能

であるかを決定する。開発業者が財政的にプロジェクトを開発できない場合には、国が負債ま

たは株式を通じてプロジェクトに参加することもある。国の参加の上限は総事業費の 20%までと

なっている。政府もまたこの参加に保証を提供するか、またはさまざまな国の機関からの投資

を促すことができる。法律によって決定された料金によって、サービスがコストを下回って提

供される場合、政府が各事業に対し補助金を出すことも可能である。 

モザンビークの投資促進センター（CPI）が投資プロジェクトを承認しなければならない。モザ

ンビーク銀行（MCB）は同国への資金の借り入れを含む外貨の取引を監督する。これらは MCB

の承認を必要とする。 

資金の還流が生じるためには、満たさなければならない特定の条件が存在する。また資金の還

流は、以下の条件のうちの一つを満たせば生じる。 

1. 最低限の取引高または直接投資であること。 

2. 雇用や商品の輸出を通じて、プロジェクトの開発から一定額の利益を得ることができる

モザンビークの企業が最低 25 社あることを保証すること。 

出典：モザンビークにおけるプロジェクト・ファイナンス、ノートン・ローズ・フルブライト

（2014 年） 
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2.3 プロジェクトのリスク 

 

EDM の財政的安定性 

 

EDM の安定性は同社の現在の財政状況の不安定さから懸念材料となっている。同社は回収率が

低く収益が少ないため負債額が大きく、また顧客ベースも小さいため、料金はコストを反映で

きていない。EDM は電力会社として運営していくため資金提供者に依存しているが、このモデ

ルでは長期的に持続可能とは言えない。同社は国家としての保証を提供する地位にない。各銀

行は国家による保証が実施されるか、または一種の国際保険がなければ、プロジェクトに対す

る資金提供に難色を示している。 

 

しかし、EDM は IPP に対して支払い保証の終了を提供する予定である。これにより、EDM が発

電した電力に対して支払いができない場合に、IPP がプロジェクトを終了することができるよう

になる。このことが開発業者に対する一種の保険を提供することになる。しかし、EDM がこれ

を継続できない場合には、依然としてリスクが存在する。 

 

送電網の問題 

 

モザンビークの送電網は現在、脆弱な状態にある。電力の大半は北部で発電され、南アフリカ

共和国へ輸出されている。現在整備されている送電網ではこの電力を北部から南部へ配電する

ことができないため、その後モザンビーク南部に電力が逆輸入される。また、電力はより高い

コストで輸入されている。「CESUL バックボーン」と呼ばれる北部と南部の送電網を結ぶ送電線

計画が存在するものの、年々遅れが生じている。短・中期的に稼働を開始するモザンビークに

おける設備容量の増加により、送電線が必要となっている。送電網はここ数年定期的に改修さ

れておらず、今後新規プロジェクトを実施できるかどうかは疑わしい。EDM はこの規模のプロ

ジェクトに資金を提供できる財政状況にない。CESUL バックボーンが開発されれば、IPP へのさ

らなる投資を促し、これにより発電された電力が送電されないというリスクがなくなるものと

考えられる。 

 

 

以上はモザンビークのおもな取引当事者および技術顧問とのインタビューによる。また、モザ

ンビークで活動中の世界規模の法律事務所との直接インタビューによる。 
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3. エネルギー政策 

 

電力マスタープラン（2012～

2027 年） 
 

電力マスタープランは 2012 年から 2027 年の期間について策

定されたものである。EDM によれば、同計画の目的は以下の

とおりである。 

(i) 投資ポートフォリオおよび電力送電網の成長計画

を更新すること。 

(ii) 電力システムの高い信頼性を確保するため、送電

網の再建・強化・拡張に対する投資からの利益を

最大化すること。 

(iii) モザンビークにおける電力システムの開発計画を

策定し、発電・送電・配電および拡張を調整し

て、それらへの投資が体系化された長期投資計画

の一部となるよう確保すること。 

(iv) 送電網の拡張計画が経済的に有効であることを確

保すること。 

(v) 損失の削減のための現実的な計画を確保するこ

と。  

同マスタープランは非公開である。 
 

天然ガスマスタープラン（2014

～2034 年） 
 

天然ガスマスタープランは、モザンビークの莫大な天然資源

を持続可能な方法で開発・利用を促進するために策定され

た。モザンビークの最大の天然ガス田は、最も貧困度の高い

地域に存在する。これらのガス田の活用が同地域の経済発展

を促すものとみられる。同計画は天然ガスの安定供給のため

の枠組みを策定するための天然ガスのインフラ増強計画を含

み、天然ガスが今後のエネルギーミックスに大いに貢献する

のを確保するものとみられる。 
 

モザンビーク再生可能エネルギ

ー分布図（2014 年） 
 

モザンビークの再生可能エネルギー資源がこの分布図に記さ

れている。同分布図には風力、太陽光、水力、潮力およびバ

イオマス資源が記載され、優先的な開発プロジェクトの用地

も含んでいる。事前の実現可能性調査および技術調査が優先

プロジェクトの用地で実施された。およそ 500 のプロジェク

トが特定され、各用地に関する情報の概要が含まれている。 
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IPP プロジェクトの概要 

1. おもな IPP の傾向、市場の課題と制約 

 

EDM は安定した電力会社ではない。経営陣にも多くの変化があり、国民とも十分に意思の疎通

を図っていない。EDM と接触を試みることも難しい。EDM との交渉は長期にわたるプロセスで

あることがわかっている。この電力会社はより小規模の企業に解体する必要があり、電力部門

における信頼性を確保するためには、その後民営化されるべきである。モザンビークの電力料

金はコストを反映したものではなく、これにより電力会社が収益を上げるのを妨げている。EDM

はカオラ・バッサ発電所に対する支払いについても負債を抱えている。。EDM はかろうじて発

電した電力に対して IPP に支払いをすることができた。 

モザンビークにおける天然ガスの埋蔵量によって、モザンビークのエネルギー分布が変化した。

今後 IPP の開発により、同部門への投資が促されるものと考えられる。これによって経済成長が

期待でき、電力部門が強化されることになるであろうと思われる。 

出典：モザンビークにおけるプロジェクト・ファイナンス、ノートン・ローズ・フルブライト

（2014 年） 
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2. プロジェクトの概要 

2.1 サソール・レサーノガルシア中央発電所 

設備容量 175 MW 

開発業者 サソール社および EDM 

総事業費 2 億 5000 万米ドル 

融資者 サソール社および EDM 

出資者 フランス開発庁（AFD） 

法律顧問 非公開 

設計・調達・建設 バルチラ社 

 

CTRG による設備容量 175 MW の天然ガス発電所が 2014 年に操業を開始した。同発電所はモザ

ンビークにおける初めての大規模天然ガス火力発電所である。同発電所で使用される天然ガス

は、サソール社が処理施設を運営するテマネ地区から供給されることとなる。同発電所はモザ

ンビークの人口では 200 万人に相当し、電力需要の 23%に相当する電力を発電することとなる。

同発電所のステークホルダーは EDM であり、EDM が 51%の株式を所有するのに対し、サソール

社は 41%を所有している。同プロジェクトに必要な総事業費は 2 億 5000 万米ドルである。EDM

がこのプロジェクトに参加するにあたり、AFD が資金提供した。サソール社はテマネ地区の処理

施設、ガス田の拡大、多国籍間のパイプラインを含む資本投資に 30 億米ドルを投資している。

パイプラインはモザンビークのテマネ・ガス田から、南アフリカ共和国セクンダのサソール社

までつながっている。 

出典：サソール社、マイ・サソール、IPP 市場へのおもな参加者に対する直接インタビューによ
る。 

 
 

 
出典：マイ・サソール 

 
 

出典：サソール社、マイ・サソール、フロスト＆サリバン社分析 

セクンダへの天然ガス運搬用のモザンビーク・南アフリカ共和国間パイプライン 
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2.2 ギガワット発電所 

設備容量 100 MW 

開発業者 ギガジュール電力 

総事業費 2 億 3500 万米ドル 

融資者 ギガジュール電力、オールド・ミューチュアル保険会社、WBHO 建設 

出資者 非公開 

法律顧問 ボウマン・ジルフィラン 

設計・調達・建設 エネルガス・テクノロジーズ、WBHO コンソーシアム（PB ワールドお

よび TSK を含む） 

 

ギガワット発電所は、レサーノガルシア発電所近郊に二段階で建設予定の天然ガス火力発電所

である。プロジェクトの第一段階の設備容量は 100 MW である。プロジェクトの第二段階は複

数の CCGT からなり、250 MW の設備容量を持つ予定である。発電所の建設作業は 2014 年に開

始され、2015 年に発電を開始した。ギガワット発電所は 2015 年 12 月に操業を開始し、発電し

た電力は EDM、ナミビア電力会社および ESKOM に販売される。同プロジェクトは 350 MW の認

可を受けているが、送電能力の問題によりそれほど多くは供給できていない。 

出典：ギガワット社、フロスト＆サリバン社分析 

 
  



アフリカの IPPプログラムに対する投資機会について 

62 
Copyright © 2016 JETRO. All rights reserved. 

3. プロジェクトのビジネスモデル 

3.1 IPP のビジネスモデル 

 

料金体系 

 

モザンビークの電力料金は独立の規制当局が確立したものではない。料金は契約ごとに設定さ

れている。現在のところ、モザンビークの電力料金はコストを反映したものではない。EDM は

カオラ・バッサ発電所、アグレコ社および ESKOM からそれぞれ 2 米セント/kWh、10 米セント

/kWh、16 米セント/kWh で電力を購入している。その後 EDM が顧客に対しておよそ 5 米セント

/kWh で電力を販売している。これは電力会社が持続可能なモデルではない。社会的・政治的問

題から、EDM が電力料金を値上げすることに政府が難色を示しているため、これらの電力料金

には政府が補助金を出している。しかし、電力料金は 2015 年 11 月に 27％も値上がりした。今

後も電力料金の値上げは比較的緩やかに生じるとみられ、料金がコストを反映したものとなる

には相当な時間がかかるとみられる。 

IPP に対して設定された料金は合理的なものであり、発電所で使用される技術によって異なる。

これらはコストを反映した料金に近いと考えられている。2016 年 4 月には電力料金についての

新しい政策が策定される予定である。南部アフリカ・パワープール（SAPP）は、コストを反映

したものにするにはどのような料金を設定すべきかについての基準を決定するため、EDM はサ

ービス生産費調査を受けるべきであると勧告している。SAPP 地域における電力料金の平均は 10

米セント/kWh である。EDM はかなり安い料金で電力を販売していることになる。 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

住宅用平均 2.93 2.93 2.93 2.93 3.81 3.81

商業用平均 3.55 3.55 3.55 3.55 5.64 5.64

工業用平均 1.25 1.25 1.25 1.25 1.91 1.91

料金平均 2.58 2.58 2.58 2.58 3.79 3.79
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現地通貨における顧客タイプごとの料金（2011～2016年） 
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エネルギー法では電力料金は以下にもとづいて決定すると規定している。 

a) 料金は提供されるサービスのコストを考慮しつつも、消費者に対し公正な値で設

定されるべきである。 

b) 料金は資本コストにもとづいて決定されなければならず、一定の投資利益率を提

供しなければならない。  

上記のグラフは 2014 年～2020 年の料金を示している。料金は今後 5 年間値上げされ、よりコス

トを反映したものになるとみられている。電力の安定供給を得るために、すべての消費者が値

上げに同意するとみられる。 

出典：SAPP との直接インタビュー、IPP 市場へのおもな参加者に対する直接インタビューによ

る。「アフリカ電力部門への投資：モザンビーク」、ノートン・ローズ・フルブライト（2013

年）、「モザンビークにおける投資：天然ガス活用型経済」、フィナンシャル・メール（2014

年）、EDM、フロスト＆サリバン社分析 
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IPP 市場への参入 

1. 参入プロセス 

1.1 参入条件 

 

モザンビークの電力法は、IPP への投資を通じて電力部門への民間企業の関与を保証している。

モザンビーク政府が発電についての認可を与えることになる。これらの認可は公共の調達を通

じて与えられる。提出された案はプロジェクトの財政的および技術的な実現可能性を明示しな

ければならない。したがって、プロジェクトが環境を破壊するのではなく、有益であることが

証明されなければならない。発電所はまた、接続するネットワークの設備容量に準じていなけ

ればならない。2010 年に設定された調達規制は、関心のある参加者すべてに適用される。入札

は CNELE および調達当局によって審査される。認可契約は PPA の後に締結される。モザンビー

クには標準的な PPA は存在しない。 

 

1.2 参入における課題 

 

市場の飽和 

現在 15 件以上のプロジェクトが開発中であり、市場は飽和状態にある。これにより、短期的に

は投資家への市場は閉ざされている。2023 年以降、同時点で存在するプロジェクトによってモ

ザンビークの需要が満たせなければ、新規投資に対する市場の再開放が行われる可能性もある。 
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複数のオフテイカー 

プロジェクトの開発業者にとって、電力会社が発電した電力の唯一のオフテイカーではないこ

とを確保することが重要である。電力の一部は SAPP の一部をなす近隣諸国に輸出される場合も

ある。 

複数のライセンス 

プロジェクトの開発業者は発電および送電のライセンスを得ている必要がある。投資の一部は

送電網の開発に充てられる必要がある。これは発電プロジェクトが信頼性の高い送電網に接続

されていることを確保するためである。開発業者がこの手順を経由するのに難色を示した場合、

PPA は発電した電力を発電元から直接購入するよう確保しなければならない。これにより、イン

フラの状況による送電のリスクを取り除くことができる。 

土地の所有権 

プロジェクト開発のための土地を確保するためには、国がプロジェクトに対して土地の使用許

可を与える必要がある。モザンビークの土地はすべて政府所有であり、そのため土地を購入す

ることができない。したがって、所有権は企業名義で登録することができる。 

EDM との接触 

この電力会社と接触を図るのには困難が伴う。プロジェクトを進展させるためには、開発業者

は交渉について財務省およびエネルギー省と接触し、連携しなければならない。 

出典：モザンビークにおけるプロジェクト・ファイナンス、ノートン・ローズ・フルブライト
（2014 年）、一流法律事務所およびおもな融資者との直接インタビューによる。 
 

1.3 現地調達率に関する諸条件 

 

モザンビークの各法律により、国外居住者の雇用に関する割り当て制度が存在する。定数は以

下のとおりである。 

必要とされる現地採用の割合（%） 従業員数 
5 100 人以上 
8 10 人～100 人 

10 10 人 

この定数が強化される必要性が労働省によって取り上げられる予定である。 

 

出典：モザンビークにおけるプロジェクト・ファイナンス、ノートン・ローズ・フルブライト

（2014 年） 
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東アフリカ 

5. エチオピア 

電力部門の概要 

1. エチオピアの電力部門の概要 

エチオピアはアフリカ大陸で 2 番目に大きな人口をもつ東アフリカの内陸国である。エチオピ

アでは 20 世紀後半、マルクス主義政府を採用していたが、1990 年代に終結し、現在はゆるやか

に自由市場経済に移行しつつある。しかし、経済の大部分はいまだに国家が管理している。エ

チオピアは巨大な陸塊をもつ広大な国であり、水力や風力、太陽光、地熱といった莫大なエネ

ルギー資源を所有している。 

エチオピアでは意欲的な「成長と構造改革計画（GTP）2037」が実施され、37,000 MW の設備容

量を目指している。これは現在稼働中の設備容量 2,300 MW を考えればかなり大きな数字である。

今後数年の間に、一定のプロジェクトが操業を開始し、設備容量を 8,000 MW にまで引き上げる

予定であることも指摘しておくべきであろうと思われる。エチオピアの GTP はおもに水力発電

に力を入れており、経済的に実現可能な 45 GW という全アフリカ諸国のうち 2 番目に大きな可

能性を持っている。 

1.1 エネルギー部門における主要関係者の概要 

 

水・電力省（MWE）  MWEは政策枠組みを設定し、DoEを通じてガイダ

ンスを提供する役割を担う政府機関である。 

旧エチオピア電力公社（EEPCo）  EEPCoはエチオピアにおける巨大な国営の電力会

社であり、発電、送電、配電、運転管理・保守点

検作業といった電力部門全般を担当していた。 

 電力部門を開放することを望んだエチオピア政府

が2013年に、EEPCoをエチオピア電力公社（EEP）

とエチオピア電力サービス会社（EES）という2つ

の異なる事業体に分割した。 

エチオピア電力公社（EEP）  EEPは発電、送電および変電所の建設を担当してい

る。  

 同社は送電線の運転管理・保守点検を行い、必要

に応じてリースしている。同社は大口電力を販売

しているが、顧客への配電は担当外である。 

エチオピア電力サービス会社（EES）  EESは電力の配電網の建設、維持・管理を担当して

いる。 

 同社は大口電力をEEPから購入し、ネットワーク内

の顧客に配電している。 

エチオピア電力庁（EEA）  EEAはエチオピアにおける電力部門を監督する規

制機関である。同庁は認可を受けた電力会社の検

査や品質管理といった技術的な責任を負ってい

る。同庁は十分な経済的利益を得られるよう、実

現可能で持続可能な料金を勧告する。同庁はまた

起こりうる紛争の法的解決も担当している。 
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 EEAはエチオピアにおける発電、送電および配電

の認可を与え、更新している。同庁はまた、国の

エネルギー効率戦略を策定・実施する役割を担っ

ている。 

独立系発電事業者（IPP）  レイキャビク・ジオサーマル社（RGC） 
 

RGC はエチオピアで初めての IPP であり、アメリカと

アイスランドの合弁企業である。RGC は 2009 年より

エチオピア に参入しており、コルベッティ

（Corbetti）地熱プロジェクトを運営する予定であ

る。 

 

出典：IRENA、MOWE およびパワーアフリカ・イニシアティブ 

 

1.2 現在の発電状況 

出典：EEP およびパワーアフリカ・イニシアティブ 

エチオピアは設備容量の 86%を水力発電に依存しており、2015～2016 年の同地域での少雨によ

りダムや貯水池の水位が低くなるなど問題も多い。万が一事態がさらに悪化すれば、水力発電

タービンを動かす水が足りず、エチオピアにおける発電をかなり制限することになると考えら

れる。 

  

86% 

6% 
8% 

エチオピアの現在の設備容量2,300 MW（2016年） 

水力発電 

重油熱発電 

再生可能エネルギー（風力・

地熱） 
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エチオピアの発電所の一覧 

おもな発電所 

発電所 種類 設備容量（MW） 完成年 

ティス・アバイ第一発電所 水力発電用ダム 12 1953 

コカ発電所 水力発電用ダム 43 1960 

アワシュ第二発電所 水力発電用ダム 32 1966 

アワシュ第三発電所 水力発電用ダム 32 1971 

フィンチャ発電所 水力発電用ダム 134 1973 

メルカ・ワケナ発電所 水力発電用ダム 150 1989 

ソル発電所 水力発電用ダム 5 1990 

ティス・アバイ第二発電所 水力発電用ダム 73 2001 

ギルゲル・ギベ第一発電所 水力発電用ダム 184 2004 

テケゼ発電所 水力発電用ダム 300 2009 

ギルゲル・ギベ第二発電所 水力発電用ダム 420 2009 

べレス発電所 水力発電用ダム 460 2010 

アシェゴダ 風力発電 120 2013 

アダマ 風力発電 51 2012 

  合計：2,016 MW  

 

建設中の発電所 

発電所 種類 設備容量（MW） 完成予定 

グランド・ルネサンス・ダム 水力発電用ダム 6,000 2017 

ギベ第三発電所 水力発電用ダム 1,870 2016 

ゲナレ・ダワ第三発電所 水力発電用ダム 254 UC 

アダマ第二 風力発電 153 UC 

太陽光発電所 太陽光発電 300 UC 

アルト・ランガノ拡張 地熱発電 70 UC 

コルベッティ 地熱発電 1,000 UC 

  合計：9,647 MW 

出典：EEP（UC―完了予定日不明で建設中） 
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1.3 部門ごとの消費量 

 

 

出典：EEA 

エチオピアはその他多くのアフリカ諸国のように、鉱山資源に重点を置いた経済をとっておら

ず、電力消費は国内のさまざまな部門に等しく分割されている。9200 万人の人口を持ちながら

も、一人当たりの電力消費量は年間 50 kWh ほどしかないため、大きな成長の機会が見込まれる。

政府が最低 5,000 の町や村に送電線を展開しているため、この成長の大半は都市部の住宅部門で

起きる見込みである。エチオピアの電力消費量を大局的に見た場合、一人当たりの平均電力消

費量は他のアフリカ諸国と同程度の 500kwl にむかっていく。 

  

37% 

37% 

26% 

部門ごとの現在の電力総消費量 

工業用 

住宅用 

商業用その他 
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1.4 需要予測 

 

エチオピア電力公社（EEP）の戦略・投資部長のメクリア・レンマ（Mekuria Lemma）氏は、需

要の成長率を年間 25%以上と見積もっている。レンマ氏はこの成長のカギを握る要因として、以

下を挙げている。 

- 過去 10 年間以上、年間平均 GDP 成長率が 10%をキープし、今後も継続すると予測され

ている。 

- 周辺町村部への送電網の積極的な拡大により、7 年間で電化率が 15%から 41%に増加し

ている。 

- 大規模な灌漑イニシアティブ。 

- 新規鉄道路線の開発。 

2037 年における部門ごとの消費量の予測は以下のように設定されている。 

出典：EEP 地熱プレゼンテーション 

 

地域での消費に加えて、エチオピア政府は余剰電

力によってスーダンやケニア、ジブチへの電力輸

出を増やし、その一方で南スーダンやウガンダ、

ソマリア、タンザニア、果ては紅海のイエメンに

まで送電網を建設したいと考えている。エチオピ

アは東アフリカ・パワープールの一部であり、同

パワープールを余剰電力の市場として利用してい

る。同国政府は電力を輸出する準備段階として、

送電線の建設を開始した。 

  

46% 

18% 

8% 

14% 

14% 

2037年における部門ごとの電力総消費量 

工業用 

住宅用 

鉄道 

灌漑 

商業用その他 
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1.5 エチオピアにおけるエネルギー資源の概要 

 

 エネルギー資源 

石炭埋蔵量（単位：トン） 2 億 6000 万 

天然ガス埋蔵量（単位：tcf） 4.3  

水力資源（MW） 45,000 

日照量（DNI－kWh/m2） 2,000  

風力（MW） 1,350（可能性） 

地熱（MW） 5,000（可能性） 

出典：IRENA および CIA ワールドファクト・ブック 

利用可能な資源についての知見 

エチオピアには豊富な水力資源が存在し、大陸全体で二番目に大きな水力発電資源が存在する。

最高で 45,000 MW の水力資源が存在するが、これまでにその 6%しか活用されていない。干ばつ

が起こりやすく、一定期間しか雨が降らず降水量が少ない場合もあることから、雨が多く降る

まで発電を著しく阻害するため、水力発電には問題が多い。しかし、エチオピアは水力資源が

今後の発電の最大の電力源となるであろうと述べている。 

エチオピアには石炭の埋蔵量が 2 億 6000 万トン以上あることが判明しており、また天然ガスの

埋蔵量は 4.3 兆立方メートルである。これまでのところ、これらの資源は全く活用されていない

が、今後依存できる大規模な資源になることも考えられる。 

エチオピアには太陽光や風力といった大規模な再生可能エネルギー資源も存在する。エチオピ

アは赤道付近の国であり、平均して 5.5 kwh/m2 の日照量があることから、太陽光発電の高い可

能性を持っている。風力では、地上 50 m の地点で風速 7.5 m/s を持つ地域で 1,350 MW に相当す

る資源を持っている。 

出典：EEA、EEP、IRENA 

2. 経済指標 

 

エチオピアの経済はおもに農業に依存しており、GDP の 45%を占め、人口の 80%以上は農業に従

事している。過去 10 年間以上平均しておよそ年間 10%の比較的高い GDP 成長率を経験しており、

この傾向は継続すると予測されている。エチオピアの最大の輸出品はコーヒー豆であり、2014

～2015 年には国全体で 9 億米ドルの収入を得た。同国はいまだ干ばつが起こりやすく、国際的

な援助機関からの大量の救援物資に依存している。国の人口の 80%以上が今もなお農村部に居住

しており、都市化はその他の新興市場ほど進んでいない。 

出典：IMF、世界銀行、AfDB 
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3. IPP に適用可能なおもなエネルギー政策 

 

エチオピア成長と構造改革計

画（GTP） 

 GTPはエチオピアが経済発展するために沿うべきロードマ

ップであり、その中核をなしているのは電力部門の発展で

ある。エチオピアは歴史的にマルクス主義的経済政策を採

用してきており、GTPは同国の経済発展のための5か年計画

として機能している。GTPは2035年まで5年ごとに策定され

る。同計画では、2035年までに37,000 MWの設備容量を目

標としている。 

 

 GTPでは電力部門に対し意欲的な目標を掲げ、そのうちの

いくつかは2015年末に以下のとおり挙げられた。 

- 設備容量を2,000 MWから8,000 MWへ拡大。 

- 顧客数を200万人から400万人に倍増。 

- 電化率を国の75%に拡大。 

- 送配電網の倍増。 

 2010～2015年のGTPは目標のうちの多くが達成できなかっ

たが、今後数年のうちに進行中のプロジェクトが完成する

はずである。 

 

電力固定価格買取制度（FiT）

案 

 

 FiTは2012年に完成する予定であったが、現在まで草案段階

であり、不完全なままである。この制度は発電部門への投

資を促し、投資家たちが利益を上げるよう保証することを

目的としている。規模が最大10 MWまでのプロジェクトに

対して起草されたものである。 
 

 下記の図1は、FiTプログラムでの想定料金および体系を示

したものである。 
 

気候に対する強靭性および緑

化経済戦略 

 エチオピアは2025年までに炭素中立経済を達成したいと考

えている。同政策は、エチオピアがその発電において化石

燃料に依存しない電力部門を開発するのを促す目的で起草

された。 
 

新エネルギー法（2013） 

 

 同法はIPPおよびEEP間のPPAに特化して、電力部門を規制す

る各政策に広がっている。同法はさらに、上記の「気候に

対する強靭性および緑化経済戦略」において概説された持

続可能な発展に寄与するものである。 
 

 

出典：EEPおよびEEA 
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FiT 設計特性 エチオピア 

適格基準 ・主要送電網接続プロジェクトのみ 

・政府所有 50％以下のプログラム 

・水力（0.1～10 MW） 

・バイオマス（0～10 MW） 

・地熱（0.5～10 MW） 

・バガス（0.1～10 MW） 

・風力（0.2～10 MW） 

・太陽光 PV 
料金区別 技術 設備容量

（MW） 
確定エネルギ

ー（米ドル

/kWh） 

未確定エネル

ギー（米ドル

/kWh） 

全エネルギ

ー（米ドル

/kWh） 
 水力     

 バイオマス     

 地熱     

 バガス     

   風速 7.5 m/s
以下 

風速 7.5 
m/s 以上 

 

 風力     

支払い期間 風力、バイオマス、バガス：15 年、水力、地熱：20 年 

支払い体系 契約締結年の価格で下限を設定し、上限は PPA 締結年の料金の 150%

（消費者物価指数にしたがって調整）に設定する。 

相互接続保証 配電会社および大口電力消費者は、エネルギー需要の一定割合を再生可

能エネルギーから購入しなければならない。 

相互接続コスト システム運営者は最大 25km までの送電線コストを受け持つ。そのコス

トは消費者から取り戻すことができる。 

契約上の問題 標準契約（電力購入契約） 

支払い通貨 エチオピア・ブル 
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図1：設計当時のREFiTの想定項目 出典：世界未来協議会 

IPP プロジェクトの概要 

1. 選定したエチオピアの IPP プロジェクト 

以下はある IPP プロジェクトの概要である。プロジェクトの概要には設備容量、総事業費、関係

するステークホルダーが含まれる。プロジェクトは以下の条件にもとづいて選定した。 

 2010 年以降に融資合意に至ったプロジェクトであること 

 40 MW より規模が大きいプロジェクトであること 

 プロジェクトの範囲上、水力発電を除いた IPP のエネルギーミックスに大きく貢献した資源

にもとづいたプロジェクトであること 

 

エチオピアの IPP プロジェクトの概要 

1.1 コルベッティ地熱発電所―コルベッティ（カルデラ）、エチオピア 

 

プロジェクトの時系列 

コルベッティ発電所はエチオピア初の IPP である。同発電所は 1,000 MW の設備容量を予定して

いる地熱発電所であり、その第一段階として 500 MW が 2018 年までに操業を開始する予定であ

る。RGC 社が地熱発電所の建設および運営を行う予定である。RGC は 2009 年以降エチオピアで

地熱資源のための試掘井を掘削している。 

同発電所は、2013 年にアメリカのバラク・オバマ大統領がエチオピアへ訪問した際、アフリカ

に 30,000 MW のクリーンな電力を供給する「パワーアフリカ・イニシアティブ」の一環として

公表された。EEP は kWh 当たり 7.53 米セントの価格でコルベッティ地熱発電所との 25 年間の

PPA を締結した。 

設備容量 1000 MW 

開発業者および出資者 レイキャビク・ジオサーマル社（RGC）？  

融資日 2015 年 8 月 

総事業費 40 億米ドル  
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同発電所はオロミア地区に建設予定である。追加の発電所がプル・モイェおよびアバヤ地区に

開発される予定である。これら 3 か所に対する投資総額は、およそ 40 億米ドルになると見込ま

れている。  
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IPP 市場への参入 

1. 参入プロセス 

 

エチオピアにおける参入プロセスはその他の国ほど明確ではない。過去に 1 例の前例があるだ

けで、その他の開発業者や投資家たちが同部門に参入する方法についての十分な知見は得られ

ていない。しかしながら、上述したとおりコルベッティでのプロジェクトがどのように開発さ

れたかを理解することには意味がある。 

エチオピアは発電について非常に意欲的な成長目標を掲げているが、これまでのところ達成で

きていない。しかし、目標をはるかに下回ったわけではなく、プロジェクトの多くが開発中で

あることも付け加えておくべきであろう。エチオピアの規制枠組みは海外の投資家や IPP が同国

に十分貢献できるほど明確ではない。規制枠組みは起草中であり、プロジェクトを前進させよ

うという政治的な意思は確かなものであるが、さらに取り組む必要がある。エチオピアにおい

て存在感を持つことは賢明であり、市場における関係を確立し、プロジェクトがいつ入札に付

されるかについての直接の知見を得て、投資家がどのプロジェクトを追跡すべきかを理解する

ことは重要である。 
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6. ケニア 

電力部門の概要 

1. ケニアの電力部門の概要 

ケニアは東アフリカではもっとも発達した中規模経済国である。同国では今もなお雇用の 80%以

上を農業に依存しており、その大半は小規模な家族経営農業である。ケニアは 1963 年にイギリ

スから独立し、その後比較的平和な時代を経験してきた。 

ケニア最大のエネルギー源は地熱であり、大地溝帯地区だけで推定 10 GW の地熱資源があると

されている。これはアフリカにおける最大の地熱資源であり、世界でも 8 番目に大きな資源で

ある。ケニアでは 2013～2017 年の第二次中期計画（SMTP）の一環として、2017 年までに 5,000 

MW の設備容量を目標に掲げている。同国は 2017 年までに設備容量を 2,200 MW から 5,300 MW

へ成長させたいと考えている。SMTP は「ケニア・ビジョン 2030」の一環であり、経済成長やマ

クロ経済的な安定、公正や貧困削減、ガバナンスの向上などを目的としている。 

出典：世界銀行および KenGen 

1.1 エネルギー部門における主要関係者の概要 

 

エネルギー・石油省（MoEP） 

 

 MoEPはエネルギー政策を策定し、同部門の効率的な

運営および成長のための環境を整える役割を担って

いる。 

 同省は電力部門に対して戦略的な指示を出し、「ケ

ニア・ビジョン2030」の実施を担当している。 

エネルギー規制委員会（ERC） 

 

 ERCは電力部門の規制を担当している。その機能には

認可、小売・大口料金の設定および業界全体の監督

が含まれる。 

地方電化局（REA）  REAは2007年に設立され、政府主導の地方電化プログ

ラムの実施を担当している。 

ケニア電力公社（KenGen）  KenGenは発電事業におけるおもな当事者である。 

 同社は一部民営化しており、株式の30％をナイロビ

証券取引所に上場し、残りの70％を政府が所有して

いる。 

 同社はケニアにおけるおもな発電事業者であり、総

設備容量の70％以上を占めている。 

ケニア電力・電灯会社（KPLC） 

 

 KPLCは送電網の大半および配電網全体を運営してい

る。 

 同社はケニアにおける唯一の電力小売り業者であ

り、IPPがPPAを締結するオフテイカーである。 

ケニア送電会社（KETRACO） 

 

 KETRACOはケニア政府が100％を所有する国営会社で

あり、国内の送電網および地域相互の接続のバック

ボーンとなる新規の高圧（132 kV以上）送電線の計

画、設計、建設、所有、運営および管理を担当して

いる。 

独立系発電事業者（IPP）  これらの民間企業は全体で同国の設備容量のおよそ

29％を占めている。ケニアに存在するおもなIPPは以

下のとおりである。 
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• イベラフリカ 

• オアパワー 1 

• ツァヴォ 2 

• ティカ 3 

• ラバイ 4 

• アグレコ 
 

地熱開発会社（GDC） 

 

 GDCは政府完全所有の特別目的事業体であり、地表の

試掘および坑井の掘削を通じて、ケニアにおける地

熱資源の急速な開発を推進することを目的としてい

る。 

 同社はその後、坑井の開発を独立系発電事業者に引

き継ぐ。 
 

 

出典：エネルギー規制委員会 

  

                                                           
1
 http://www.ormat.com/case-studies/olkaria-iii-complex 

2
 http://www.globeleq.com/portfolio/operating_assets/3/Kipevu-II-Tsavo 

3
 http://thikapower.co.ke/ 

4
 http://www.bwsc.com/Rabai-Power-Plant--Kenya.aspx?ID=208 
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1.2 発電状況 

出典：KPLC 

ケニアはその他のアフリカ諸国と比較するとかなり多様化したエネルギーミックスを持ってお

り、水力や地熱、さまざまな種類の火力発電が発電の大部分を占めている。 

ケニアにおけるおもな発電所の一覧 

ケニア電力公社（KenGen）所有のおもな発電所 

発電所名 種類 設備容量（MW） 完成年 

キンダルマ 水力発電 72 1968 

カンブル 水力発電 94 1974 

ギタル 水力発電 225 1978 

キアンベレ 水力発電 164 1988 

トゥルケル 水力発電 106 1991 

ソンドゥ・ミリウ 水力発電 60 2008 

キペヴ第一、第二、

第三発電所 

ディーゼル・ガスタービン 合計 255 1999 および 2011 

オルカリア 地熱 250 1981～2014 

  合計：1,226 MW  

 

  

38% 

27% 

29% 

3% 
1% 

1% 1% 

ケニアの現在の設備容量2,200 MW （2016年） 

水力発電 

地熱発電 

熱発電（中速ディーゼルタービン） 

熱発電（ガスタービン） 

臨時熱発電 

風力発電 

電熱併給 
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おもな IPP の設備容量 

IPP 名 種類 設備容量（MW） 完成年 

イベラフリカ 火力発電 109 1997 

ツァヴォ 水力発電 74 1997 

オアパワー 地熱発電 110 2000 

ラバイ電力 重質燃料油（HFO）タービン 90 2010 

ティカ電力 HFO タービン 87 2014 

  合計：470 MW  

 

1.3 2020 年のエネルギーミックス計画 

出典：ERC 

更新された SMTP では 2020 年までに 6,730 MW の設備容量を目指している。同国政府は高コス

トなディーゼル燃料による火力発電への依存を減らし、風力や太陽光といった再生可能エネル

ギー資源へ移行したいと考えている。目標は意欲的なものであるが、中期的には複数の主要な

地熱発電プロジェクトが操業開始を予定しており、達成可能である。 

  

16% 

11% 

40% 

11% 

22% 

2020年における総設備容量の計画（6,730 MW） 

石炭 

風力 

地熱 

熱発電 

水力 



アフリカの IPPプログラムに対する投資機会について 

81 
Copyright © 2016 JETRO. All rights reserved. 

1.4 電力消費 

経済社会活動の増加により、予測される需要は 2030 年までに 18,000 MW になるとみられている。

これは 24,000 MW の設備容量の目標に対するものであり、余剰電力を近隣諸国に輸出すること

を想定している。 

この成長のおもな推進力は以下のとおりである。 

- 人口統計学的傾向：ケニアの人口は毎年 100 万人増えるとみられている。特に都市部の

人口は 2020 年までに現在の 32%から 43％に成長すると予測されている。同国の成長と

急速な都市化が電力需要にも直接の影響を与え、需要拡大のおもな推進要因となるであ

ろう。 

- GDP 成長率：同国の経済は中期的には年間 5％以上成長するとみられており、ケニア国

民の収入にも影響を与えるとみられる。収入の拡大は電力需要の拡大と密接に結びつい

ている。 

出典：エネルギー規制委員会および世界銀行 
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1.5 ケニアにおけるエネルギー資源の概要 

 

 エネルギー資源 

石炭埋蔵量（単位：トン） 特筆すべき埋蔵量および発見なし 

石油埋蔵量（単位：バレル） 特筆すべき埋蔵量および発見なし 

判明済み天然ガス埋蔵量（単位：m3） 特筆すべき埋蔵量および発見なし 

水力資源（MW） 3,000 

日照量（DNI） 1 日当たり 4～6 kWh/m² 

風力資源（MW） 3,000（推定） 

地熱資源（MW） 7,000～10,000（推定） 

出典：KenGen、CIA ワールドファクト・ブック、BP エネルギー報告書、エネルギー規制委員会 

 

1.6 利用可能な資源についての知見 

ケニアは石炭や石油、天然ガスといった鉱山資源に恵まれていないが、太陽光や風力、地熱と

いったさまざまな再生可能エネルギー資源を持っている。ケニアは再生可能なベースロード電

力の電力源となる地熱資源において世界第 8 位に位置している。 

 

2. 経済指標 

ケニアは 2014 年に GDP の基準を変えて再計算し、アフリカ第 9 位の経済大国に躍り出て、中規

模経済国と目されるようになった。同国は自由市場経済であり、東アフリカの貿易拠点として、

スタンダード＆プアーズ社の信用格付けでは B+を得ている。サービス業を中心とした経済であ

り、GDP の 58％をサービス業が占めている。その他多くのアフリカ諸国と同様のサービス業中

心の経済ではあるが、農業部門にはケニアの労働者の 75％以上が従事している。 

GDP 成長率は 2012 年と 2013 年で、それぞれ 6.9%と 5.7%であった。2016 年には 6.3%になると

みられている。ケニアには「ケニア・ビジョン 2030」と呼ばれる経済成長計画があり、同国の

経済発展のロードマップとなっている。同計画には全ケニア国民の生活の質を高める最終目標

があり、経済、社会、政治の 3 本の柱から成っている。 

出典：IMF、世界銀行および AfDB 
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3. おもなエネルギー政策  

 

ケニア・ビジョン 2030 
 

 この開発計画はケニアにおける経済発展の推進力

となっており、電力部門の発展のためのロードマ

ップを設定している。  

 これはケニアの電力部門にとってのマスタープラ

ンであり、ケニアにおける発電事業への民間部門

の参加を促進している。 

地方電化マスタープラン（REMP） 
 

 REMP はケニアの地方電化を前進させ、電力への

平等なアクセスを推進することで、社会経済的発

展を促す目的をもった文書である。 

 REMP は電化率を拡大し、今後の需要を推進する

要因の一つとなるであろう。 

固定価格買取制度（FiT） 
 

 ケニアは 2008 年にアフリカで初めて FiT システム

を導入した国である。 

 同制度は風力、太陽光、バイオガス、小規模水力

および地熱といった再生可能エネルギー資源に特

化している。 

 料金は kWh 当たり 8～12 米セントの範囲である。

これは 10～50 MW の小規模プロジェクトに向けた

ものである。 

投資および収益に対する規制  規制の要件をすべて満たす限り、ケニアには投資

の制限や利益の還流の制限は存在しない。 

 

出典：エネルギー規制委員会、オックスフォード・ビジネス・グループ、KenGen 
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IPP プロジェクトの概要 

1. ケニアにおけるおもな IPP の傾向、市場の課題と制約 

 

再生可能エネルギーに対する取り組み 

エネルギー規制委員会のエンジニアによると、ケニア政府はディーゼル燃料による火力発電所

に代わり、再生可能エネルギー資源への取り組みを強めているとのことである。そのおもな理

由の一つが、ディーゼル燃料による火力発電所のコストの高さである。ケニアには風力、太陽

光、地熱および小規模水力といった資源があり、火力発電所よりもずっと安い kWh 当たりの価

格で発電できる。 

土地の問題 

ケニアの一流法律事務所によると、IPP プロジェクトについて土地の権利に関する問題が存在し

たという。具体例としては、ケニア中央部で 60 MW の風力発電所を計画していたキナンゴップ

（Kinangkop）風力発電プロジェクトが挙げられる。周辺のコミュニティが誤って厳しい内容の

契約に署名させられたと主張している。同プロジェクトは、主要な出資者であるノルファンド

社がプロジェクトから撤退したため中止された。ノルファンド社は同プロジェクトに対して

2013 年に 1 億 5000 万米ドルを投資していた。 

おもな問題の一つが風力タービンをコミュニティの家々にどれほど接近して設置するかという

ものであり、風力タービンをコミュニティの家々から 20 メートル以内に設置してもよいという

主張がなされた。これは世界的な成功事例に沿ったものではない。コミュニティはまた、土地

が不正に取得されたものだと主張している。建設が開始されたとき、コミュニティの人々が抗

議しはじめ、抗議活動はしばしば暴徒化し、建設予定地では作業員が建設を継続するには安全

ではなくなってしまった。 

これらの IPP プロジェクトを開発する際のおもな課題は、地域コミュニティからの支持である。

地域コミュニティは開始当初からプロジェクトに関与すべきであって、単なるプロジェクトの

障害となってはいけない。キナンゴップでの失敗経験を教訓に、強力なコミュニティの支持を

もつプロジェクトに対して政府が支援に前向きであることから、今後の IPP プロジェクトでは地

域コミュニティをも含むべきである。 
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2. ケニアにおける IPP プロジェクトの概要 

 

以下は、ケニアにおける IPP プロジェクトの概要である。プロジェクトは以下の条件にもとづい

て選定された。 

 2010 年以降に融資合意に至ったプロジェクトであること 

 40 MW より規模が大きいプロジェクトであること 

 プロジェクトの範囲上、水力発電を除いた IPP のエネルギーミックスに大きく貢献した資源

にもとづいたプロジェクトであること 

 

選定した陸上風力発電プロジェクト 

2.1 トゥルカナ湖風力発電所―トゥルカナ湖、ケニア北西部 

 

出典：トゥルカナ湖開発会社、トリニティ・インターナショナル LLP。総事業費は 2014 年 12 月

時点の為替レートにより、ユーロで算出した。 

 

トゥルカナ湖風力発電事業（LTWP）は 6 億 2500 万ユーロというケニア史上最大の単独の民間投

資となる予定である。同事業は 310 MW のクリーンな電力を生み出し、新たに建設された 400 

kV の送電線を通じて、ケニアの送電網に送られる予定である。 

LTWP は KP&P アフリカおよびオールドウィッチ・インターナショナルによる共同開発であり、

出資者による大規模な共同事業体を伴っている。LTWP は風力発電所の資金調達、建設および運

設備容量 300 MW 

開発業者 KP&P アフリカ株式会社およびオールドウィッチ・インターナショナル  

融資日 2014 年 12 月     

総事業費 6億2500万ユーロ 

融資者 AfDBおよび南アフリカ共和国スタンダード銀行、ネッドバンク・キャピ

タル 

出資者 KP&P アフリカ株式会社、オールドウィッチ・トゥルカナ・インターナシ

ョナル、ヴェスタス東アフリカ有限会社、KLP ノルファンド・インベスト

メント株式会社、デンマーク開発途上国工業化基金（IFU）、フィンラン

ド産業協力基金（Finnfund）、サンドパイパー有限会社 

法律顧問 トリニティ・インターナショナルLLP 

プロジェクト設備・

サービス提供者 

ヴェスタス（風力タービン365基） 
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営を担当しており、ヴェスタス社が 15 年契約で維持作業を提供する。発電した電力は両当事者

が締結した PPA にもとづき、20 年以上にわたって KPLC に販売される予定である。 

a. トゥルカナ湖プロジェクトのビジネスモデル 

最も一般的に用いられるビジネスモデルは、その他多くの国々と同様、プロジェクト会社の設

立である。 

出典：トゥルカナ湖風力発電事業、トリニティ・インターナショナル LLP および KPLC 

プロジェクトの開発業者は自らの財政状況においてリスクを負うことができない。そのため、

親会社に対するエクスポージャーを低減する方法として、ケニアで設立したプロジェクト開発

会社を利用するのである。このプロジェクト開発会社は資金調達、建設、運営を担当している。

実際の作業を行うのは、プロジェクト開発業者からの代表者による法人組織である。 

 

b. トゥルカナ湖風力発電事業のおもな成功要因 

 立地：このプロジェクトの用地は特に優れた風力資源を持つことから選定されており、

年間を通じて安定した風力が得られ、実現可能性調査の一環として徹底的な風力分析が

実施されている。  

 炭素クレジット：LTWP は気候変動枠組条約（UNFCCC）に加盟しており、ゴールド・ス

タンダードに格付けされている。これはコミュニティに対して炭素クレジットが還元さ

れる資格を持つことを意味している。 

 低料金：交渉で合意した料金は kWh 当たり 7.52 米セントであり、全資源について同国

内で最も低い価格である。kWh 当たり 11 米セントである風力の FiT 価格よりもずっと低

い。発電した風力のみが支払い対象となっているため、万が一プロジェクトが予測通り

に風力発電を行えない場合に、KPLC は何らリスクを負わない。 

トゥルカ
ナ湖風力
発電事業 

ヴェスタスが全
365基の風力

タービンを提供 

トリニティ・イ
ンターナショナ
ルLLPが法律上の
助言を提供 

KP&Pおよびオー
ルドウィッチが
プロジェクトを

開発 金融機関 

負債―70% 

株式―30% 

ヴェスタスが15
年間のメンテナ
ンス契約を提供 
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 コミュニティの支持および開発：同プロジェクトはこの地域に住む風力資源に詳しいオ

ランダ人農家によって始められた。この地域の人々が地元についての知識を持っていた

ことと、コミュニティが当初から関与していたことが大いに貢献した。上述したとおり、

現地コミュニティの引き受けがなければ、プロジェクト全体が頓挫してしまう恐れがあ

る。LTWP はケニアでも最も貧しい地域の一つに位置しており、社会経済的発展イニシ

アティブがコミュニティの引き受けのみならず、政府がプロジェクトに前向きになる助

けとなっている。 

c. LTWP が直面したおもな課題 

 

LTWP が直面した課題はいくつかあるが、その中でも特筆すべきは以下の課題である。 

- 僻地であること：このプロジェクトの用地はケニア北部の遠く離れた場所に位置してい

た。これらのプロジェクトの大半は人口密度の低い周辺部に拠点を置いており、用地へ

のアクセスは未舗装の道路または空路であった。このことがプロジェクトの用地に設備

や建材を供給する際に大きな問題となった。LTWP は用地に設備を輸送するために 204 

km もの公道を建設した。 

- 変電所の不足：この用地はまた電力の送電にとっても難題となった。僻地に位置してい

るため周辺地域に変電所がなく、2 か所の変電所の建設を余儀なくされ、またこれらの

変電所へ接続する送電線も建設せざるを得なかった。 

- 送電網の脆弱性：プロジェクトの設備容量は 310 MW であり、ケニアの総設備容量のほ

ぼ 20%に相当する。これにより、電力を潜在的に「脆弱な」送電網に給電する際に大き

な課題が生じた。LTWP では送電網への給電に可変の電圧オプションが必要となった。 

- 携帯電話の受信状況：同地域に GSM または携帯電話の受信可能地域がなく、これにより

通信にも課題が生じた。 

 

d. プロジェクトの資金調達方法 

 

ケニアにおけるプロジェクトの大半は、プロジェクト・ファイナンスを通じて資金を調達して

いる。プロジェクト開発会社はケニアで設立され、この事業体を通じてこれらのプロジェクト

が資金を調達する。これらのプロジェクトにおける負債と株式の比率は、通常 70 対 30 である。 
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IPP 市場への参入 

1. 参入プロセス 

 

以下に示すのは投資家がケニアの IPP 部門に参入する方法の概要である。  

これまでの IPP プロジェクトの大半は、用地を発見し実現可能であると判断したプロジェクト用

地の開発案をもって、政府に接触した開発業者によって行われてきた。開発業者が参入するプ

ロセスは FiT プログラムのもとでも変わっていない。 

- 用地の特定：開発業者は用地を特定し、位置や出力、資源、スケジュール案といった基

本情報だけでなく、その他有益である情報を決定しなければならない。 

- 関心表明書：開発業者はその後エネルギー省に関心表明書（EOI）を提出しなければなら

ない。この EOI には、地図や事前の実現可能性調査、送電網への接続地点の指示、プロ

ジェクトに必要なインフラ計画といった項目を含んでいなければならず、開発業者の取

り組みと能力について十分な証拠材料を提供しなければならない。 

エネルギー省、オフテイカーおよび規制当局からなる委員会が EOI を審査し、さらなる

開発に対して承認を与えるかどうか決定する。同委員会は開発業者に EOI の状態を通知

するため 3 か月以内に返答する。 

- 実現可能性調査：その後、プロジェクトについての十分な実現可能性調査を実行し、エ

ネルギー省に提出しなければならない。同委員会はその後調査を審査し、プロジェクト

を承認するか却下するか決定する。 

- 実現可能性調査後の段階 

o 土地の取得－外国人はケニアで農地を所有することはできず、プロジェクトの大

半は地方の農地であるため大きな課題となっている。これを回避する方法はいく

つか存在するが、プロセスが複雑である。現地の法律事務所がこの問題に対する

解決案を提供している。 

o 認可および同意 

- PPA の交渉：プロジェクトの実現可能性調査が承認されれば、次にオフテイカーである

KPLC との PPA の締結に進む。 

- 資金調達：建設開始前に融資者および出資者との融資合意に至る。 

- プロジェクトの開発および建設 

- 試運転および現地引き渡し試験 

- プロジェクトの運営・管理 
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7. タンザニア 

電力部門の概要 

1. タンザニアの電力部門の概要 

タンザニア初の電力会社は 1908 年にダルエスサラームでドイツによって設立された。領土をイ

ギリスに占領されると、民間企業であるタンガニーカ電力供給会社およびダルエスサラーム地

域電力供給有限会社が設立された。1964 年に政府がこの 2 つの企業を買収し、タンザニア電力

供給公社（TANESCO）が設立された。TANESCO はタンザニア全土にわたって、発電、送電、配電

を担当している。電力はザンジバル電力公社（ZECO）にも販売している。 

出典：TANESCO 社内事業計画（2015 年） 

1.1 エネルギー部門における主要関係者の概要 

 

エネルギー・鉱物省（MEM） 
 

同省の目的は、タンザニアにおける鉱物資源およびエネル

ギー部門の開発を促すことにある。同省はこれら 2 つの部

門を管理する政策および法律を策定する役割を担ってい

る。 

タンザニア電力供給公社

（TANESCO） 

TANESCO の電力会社としての目的は、同国において発電、

送電および配電を行うことにある。 

エネルギー・水管理規制庁 

（EWURA） 
 

この多部門からなる規制庁は、タンザニアにおける水と電

気を規制している。同庁は石油、天然ガス、水、電力の経

済的・技術的両方の面を規制している。同庁は部門内の認

可、料金の審査、基準の監督を担当している。 

 

1.2 発電状況 

 

タンザニアのおもな電力源はバイオマスであり、主要エネルギーミックスの 90%を占めている。

バイオマスはおもに電化されていない地域において、暖房目的で用いられている。電力の 1%は

水力と天然ガス型の電力源が占めており、2014 年にはそれぞれ 36%と 33%であった。過去数年

間、深刻な干ばつ期における供給の制限に対する懸念が強まっていることから、水力発電が国

の発電ポートフォリオに占める割合が次第に下がってきている。これらの干ばつが 2011～2013

年に発生し、その後の電力不足により、国営の電力会社である TANESCO が電力需要を満たすた

めに IPP や緊急時発電事業者（EPP）から電力を購入する事態となった。 
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出典：フロスト＆サリバン社 

タンザニアの現在の設備容量は1,439 MWであり、2025年までに設備容量を10,000 MWにまで増

やす計画がある。この計画を実行するためには、送配電網の改修および拡大が必要となる。タ

ンザニアでの交渉には時間がかかるため、2025年までにこの目標を達成するのは難しいと考え

られる。 

 

発電所 設備容量（MW） 種類 

PAP ディーゼル発電所 100 ディーゼル燃料 

ウブンゴ第一火力発電所 100 天然ガス 

ウブンゴ第二火力発電所 120 天然ガス 

テゲタ火力発電所 

45 天然ガス 

ムトゥワラ火力発電所 

18 天然ガス 

ドドマ火力発電所 55 ディーゼル燃料 

ソンガス火力発電所 180 天然ガス 

アルシャ火力発電所 50 ディーゼル燃料 

ニャカト・ディーゼル発電所 60 重油 

キニェレジ第一火力発電所 150 天然ガス 

ムテラ発電所 

80 水力 

キハンシ発電所 180 水力 

ニュンバヤ・ムング発電所 8 水力 

キダトゥ発電所 

204 水力 

パンガニ発電所 

68 水力 

ハレ発電所 

21 水力 

 合計：1,439 MW  

 

TANESCO のほかに、IPP であるタンザニア発電会社（IPTL）、シンビオン電力、アグレコ電力、

ソンガス・タンザニア、ムウェンガ水力発電会社、タンザニア・ワトル社（TANWAT）およびタ

ンガニーカ植林会社（TPC）が民間の発電事業者として活躍している。シンビオン社およびアグ

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_power_stations_in_Tanzania#cite_note-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Ubungo_I_Thermal_Power_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_power_stations_in_Tanzania#cite_note-3
https://en.wikipedia.org/wiki/Ubungo_I_Thermal_Power_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_power_stations_in_Tanzania#cite_note-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Tegeta_Thermal_Power_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_power_stations_in_Tanzania#cite_note-6
https://en.wikipedia.org/wiki/Mtwara_Thermal_Power_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_power_stations_in_Tanzania#cite_note-7
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_power_stations_in_Tanzania#cite_note-8
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_power_stations_in_Tanzania#cite_note-9
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_power_stations_in_Tanzania#cite_note-10
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_power_stations_in_Tanzania#cite_note-11
https://en.wikipedia.org/wiki/Diesel_fuel
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_power_stations_in_Tanzania#cite_note-12
https://en.wikipedia.org/wiki/Mtera_Dam
https://en.wikipedia.org/wiki/Kidatu_Dam
https://en.wikipedia.org/wiki/Pangani_Power_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/Hale_Dam
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レコ社の発電所を含む EPP は通常、ディーゼル発電所を利用して運営されているが、断続的な

発電所であるとして長期の合意には至っていない。 

出典：ロードマップ 2014、エネルギー・鉱物省、 TANESCO、IPP 市場への主要な参加者への直

接インタビューによる。TANESCO 社内事業計画（2015 年） 

 

1.3 電力需要 

タンザニアでは、電力需要は平均して年間10～15%拡大しており、2025年までにはピーク需要が

8,000 MWに到達すると見込まれている。これにより、拡大する需要を満たすため10,000 MW以

上の設備容量が必要となるであろう。2014年にはIPPとEPPが国内の設備容量の26.4%と13.4%をそ

れぞれ占めていた。IPPやEPPはおもに天然ガスまたはディーゼル燃料による発電システムを利用

して発電を行っている。天然ガスの埋蔵量が豊富であり、干ばつがますます深刻になっている

ため、短・中期的には天然ガス火力発電所（1,500 MWに相当）が操業を開始することになると

思われる。これにより、中断することのない安定的な品質の電力供給に対する需要の拡大を満

たすことができると予測できる。 

 

 

出典：パワーアフリカ（2011 年）、エネルギー・鉱物省（2014 年）、フロスト＆サリバン社分
析 

今後 10 年間に天然ガス部門は安定し、低コストの発電が可能となるであろう。電力需要が大き

く、国の発展に伴い増加するとみられるため、タンザニアにおける投資機会は大きい。 

出典：ロードマップ（2014 年）、エネルギー・鉱物省、TANESCO、IPP 市場への主要な参加者へ

の直接インタビューによる。 

1.4 エネルギーミックス 

「電力供給業界の構造改革戦略およびロードマップ（2014～2025）」では、天然ガスによる電

力（3,968 MW）および石炭による電力（2,900 MW）を設備容量に大幅に追加することで、現在

の発電ポートフォリオの多様化を模索している。同ロードマップはまた、風力（200 MW）、太
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陽光（100 MW）および地熱（200 MW）発電システムを通じた再生可能エネルギーによる設備

容量の大幅な追加を想定している。同ロードマップは民間部門からの顕著な貢献により、2025

年までに設備容量を 10,000 MW に増やすことを目指している。 

 

  

出典：電力供給業界の構造改革戦略およびロードマップ 

 

上記のグラフからわかるように、エネルギーミックスは再生可能エネルギーの導入と石炭によ

る発電により変化している。これまでのエネルギーミックスは水力発電にかなり依存していた

が、今後のエネルギーミックスにみられる低下に伴い、今後変化するのは間違いない。エネル

ギーミックスは2009年には80％までもが水力であったのが、2015年には50%以下にまで減少し、

残りを火力発電が占めている。火力発電はおもに天然ガスおよび液体燃料によるものである。

利用可能な資源が豊富なことから、今後のエネルギーミックスは天然ガス中心になっていくも

のと思われる。また、多くの天然ガス火力発電所が開発中である。天然ガスのコストが下がれ

ば天然ガスから発電した電力の料金全体を押し下げ、すでに天然ガス発電所に関心が集まって

いることから競争原理が持ち込まれる事が予測される。中期的には天然ガスはLNG事業がうまく

軌道に乗り、国内利用ができるようになるかどうかにかかっている。 

 

2015 年 10 月に政権交代が生じたことで、発電プロジェクトの開発という点では有利に働いた。

前政権はプロジェクトを推進することができなかったため、かなり長い期間計画を温存する必

要があった。新政権もまた太陽光や風力のみならず、天然ガスの供給による天然ガス発電プロ

ジェクトに関心を抱いている。開発可能とみられる地熱発電への関心も高まってきた。タンザ

ニアは新たな設備容量に躍起になっており、IPP 開発の機会も確かに存在するが、政府はこれら

の開発を実現するための枠組みを開発するレベルにまでは到達していない。 

IPP 市場への主要な参加者への直接インタビュー、電力供給業界の構造改革戦略およびロードマ

ップによる。 
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2015 年と 2025 年のエネルギーミックス 
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1.5 エネルギー資源 

 

タンザニアには太陽光やさらに重要な天然ガスの埋蔵量を含む天然資源が豊富である。水力も

発電に用いられるおもな資源の一つである。水力発電所の開発の可能性は大きいが、干ばつの

リスクが電力の安定供給に対する懸念となっている。タンザニアの地熱資源は東アフリカ地溝

帯において特定されている。地熱発電所を開発するための資本コストは高いが、一方運営コス

トは依然として低い。タンザニアには優れた風力資源もあり、100 MW の風力発電所が開発中で

ある。同国の中央部は太陽光資源の可能性が特に高い。天然ガスの埋蔵量は豊富であり、発電

の大部分を支えている。風力および太陽光の可能性については補足資料で見ることができる。 

出典：迅速評価およびギャップ分析、タンザニア（2013 年） 

資源 可能性 

CSP 資源（TWh/年） 31,482 

PV 資源（TWh/年） 38,804 

風力資源（TWh/年）       設備利用率＞20% 18,456 

地熱資源（MW） 650 

技術的に実現可能な水力資源（GWh/年） 20,000 

天然ガス（判明済み埋蔵量、単位：百万 m3） 6,510 

石炭（判明済み埋蔵量、単位：MTOE） 94.9 

石油（判明済み埋蔵量、単位：バレル） 0 

 

2. 経済指標  

2.1 タンザニア経済の概要 

タンザニアの経済は農業にかなり依存しており、同国の GDP の大部分を占めている。2014

年の GDP 成長率は 7%であった。電力部門の脆弱性が同国の経済成長を妨げている。タンザ

ニアでは一人当たりの設備容量が 0.033 kW と、南アフリカ共和国の一人当たり 0.85 kW と

比べても、最も低い国の一つである。タンザニアが電力インフラを回収し、経済を成長させ

る目的で世界銀行が資金を提供している。またタンザニアには金や鉱物、ダイヤモンドとい

った採鉱商品が豊富に存在する。 

出典：タンザニア国家プロフィール、KPMG（2012 年）、世界銀行のデータ（2014 年） 
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2.2 プロジェクト・ファイナンス  

 

発電所の開発は通常、プロジェクト・ファイナンスを通じて行われる。これにはエクイティ

ファイナンスおよびデットファイナンスが必要となる。デットファイナンスはプロジェクト

の総費用の 70%を占め、残り 30％を株式が占める。商業銀行は政府による保証がなければ、

タンザニアでのプロジェクトを支援しようとはしない。同様に、世界銀行のような機関から

の保険もプロジェクト開発資金を得るためには重要である。 

 

 

2.3 プロジェクトのリスク 

 

財政面での保証 

タンザニアの IPP 部門に参入するプロジェクトでは、さまざまなリスクに対する保証を確保

する必要がある。これには発電した電力に対するオフテイカーからの支払いを確保すること

も含まれている。TANESCO が収益不足から発電した電力に対して支払い不能になっている

ため、電力部門は財政危機の状態にある。これは新規投資が市場に参入する前に取り組まな

ければならない問題である。もしこの問題が近い将来に解決できれば、タンザニアには電力

需要もあり、また料金も発電をサポートする合理的なレベルであるので、事業を行う上でさ

らに持続可能な国となるものと思われる。 

2016 年に融資合意に至るとみられている一例として、シンギダ（Singida）風力発電所を挙

げることができる。同プロジェクトは潜在的なリスクがすべてカバーされるよう、世界銀行

による 5 段階の介入がある。 

1. 世界銀行による保証またはリスクの一部保証 

運営に関する支払いや電力会社からプロジェクト会社への支払いは、世界銀行から

利用可能な 1 億米ドルから支援されることになっている。これは強力な手段である。

PPA を TANESCO と締結し、さらに TANESCO との契約上の合意を実行する財務省と IA

を締結することになる。世界銀行は財務省を支援するため、この機能を実行する。

これによりプロジェクト会社への支払いが確保され、金融機関がプロジェクトの一

部となるのを促す。 

2. TANESCO がプロジェクト会社との交渉を行うために利用可能な資金を調達するため

のリクエストが世界銀行に対してなされる。これにより、その顧問機関への支払い

が確保される。 

プロジェクト・ 

ファイナンス 
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3. IFC が同様にプロジェクト会社である東アフリカ風力発電会社の株式の 20％を保有

する。 

4. TANESCO が IDA から利用可能な 1 億米ドルを通じて、プロジェクト会社の株主にな

ることができる。  

5. プロジェクト会社が譲歩的な金銭面の条件にもとづいて、プロジェクトの負債の一

部について IDA との交渉を開始する。 

世界銀行からのこのような複層的な支援を受けている IPP はそれほど多くはない。これはプ

ロジェクトを確実に成功させるためであり、ビジネス手法をクリーンに保つためである。世

界銀行は贈収賄や腐敗のない財政的にも技術的にも実現可能なプロジェクトを支援している。

タンザニアもまた世界銀行に依存しており、その予算のおよそ 3 分の 1 の資金援助を受け

ている。 

出典：IPP 市場への主要な参加者への直接インタビューによる。 

3. エネルギー政策 

 

電力供給業界の構造改革戦

略およびロードマップ

（2014～2025 年） 
 

このロードマップは電力供給部門が構造改革を含む改革を受

け、同部門が直面する諸問題を軽減するために実施すべき理

由と枠組みについて概観する。短期、中期および長期におい

て実施予定のプロジェクトについても概観している。 

国家天然ガス政策（2013

年） 
 
 

国家天然ガス政策は現在および今後の発電において社会経済

的変革を達成するために、天然ガスを重要な国家資源と位置

づけている。国家石油政策と同様に国家天然ガス政策もま

た、長期的な国民の生活の質を向上させるため、国内市場と

輸出市場のバランスをとることを目的としている。 
 
 

タンザニア電力システムマ

スタープラン（2013 年） 

このマスタープランは 2012 年に原案が起草され、2013 年に

更新された。同マスタープランは電力需要および発送電の観

点から、短期、中期、長期の計画を評価する。 
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IPP プロジェクトの概要 

1. おもな IPP の傾向、市場の課題と制約 

 

オフテイカーの財政的安定性 

タンザニアは安定しており、改革を経て国際的なビジネス共同体の合法的な一員を目指して

いるとみられている。海上に広大な天然ガスの埋蔵量があり、同国における開発は増加する

とみられる。タンザニアの電力部門が直面しているおもな問題が、電力会社の財政状況であ

る。TANESCO は 2 億 5000 万米ドルに相当する負債を抱えている。これにより、タンザニア

で IPP を開発しようとする潜在的な投資者にとっては、電力会社が電力を購入できないので

はないかという懸念となっている。 

温存期間 

タンザニアにおけるもう一つの問題が IPP 開発にかかる時間の長さであり、IPP 市場へのお

もな参加者によれば、「物事を断行する能力の欠如」である。例えば、ソンガス（Songas）

プロジェクトは融資合意に至るまで 1988 年から 2001 年まで開発中のままであった。前大統

領が電力会社に対し、PPA 交渉に取り組むよう指示することができなかったため、プロジェ

クトを開発できなかった。同様の状況が 2005 年に始まったシンギダ（Singida）風力発電所

にも見られ、現在のところ PPA は締結されていない。これがタンザニアの事業のやり方であ

り、汚職や贈収賄が受け入れられない場合には困難である。開発業者らはこれらのプロジェ

クトを開発するうえで、忍耐強く進めることの重要性を強調してきた。贈収賄を行わずに進

めたプロジェクトも多数存在するが、成功していない。 

政治的問題 

タンザニアには政治的問題も存在する。2015 年に選出された新大統領は、これまでのビジ

ネス手法はこの国では通用しないという姿勢を明確にした。これにより、各部門が影響を受

けたが、同国が前進するためには必要である。新大統領は汚職を減らすべく国を方向転換さ

せようとしており、これにより今後タンザニアが前進することができるようになるとみられ

る。 

IPP 市場への主要な参加者への直接インタビューによる。 
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2. プロジェクトの概要 

2.1 シンギダ風力発電所 

設備容量 100 MW 

開発業者 東アフリカ風力発電会社 

総事業費 3 億米ドル 

出資者 IFC、オールドウィッチ、シックス・テレコムズ 

融資者 非公開 

法律顧問 非公開 

設計・調達・建設 非公開 

 
シンギダ（Singida）風力発電所はプロジェクト会社である東アフリカ風力発電会社によって開発

されている。タンザニア政府は天然ガス、水力および液体燃料に依存しているエネルギーミッ

クスを多様化したいと考えている。このプロジェクトは同地域に対する今後の投資を誘致し、

同地域の成長を促すとみられている。このプロジェクトは同国の中央部に位置し、同国北部に

電力を供給することで、国内の送電網のバランスをとるであろう。風力による発電は、同国に

対して安価で安定的な電力を供給することになると考えられる。 

2005 年、潜在的な投資家のための風力データを取るために、複数の風車が設置された。東アフ

リカ風力発電会社の傘下にある現地企業のシックス・テレコムズ社がこのデータを購入し、潜

在的なパートナーを模索した。2009 年、オールドウィッチ・インターナショナル社との契約が

結ばれた。風力資源を確認するため、さらなる調査が実施された。 

同発電所の設備容量は 100 MW である。株主にはそれぞれ 40％を所有するシックス・テレコム

ズ社とオールドウィッチ社が含まれている。残りの株式は世界銀行の IFC が所有している。同契

約はその 25％が株式で、75％がデットファイナンスで構成されている。PPA は TANESCO 経営陣、

TANESCO 理事会、エネルギー省、EWURA の承認待ちである。PPA が締結されれば、プロジェク

トは 2017 年の第 2 四半期に融資合意に至るとみられている。その後、デットファイナンス融資

者および EPC 業者に対する入札プロセスが実施される予定である。シンギダ風力発電プロジェ

クトでは、株式に対して 18～20%の利回りが見込まれている。同国はサハラ以南のアフリカで

第 2 位の風力資源を持っているため、このプロジェクトは同国に安価でクリーンな電力をもた

らすものと思われる。同発電所の設備利用率は 52％以上であり、再生可能エネルギーによる発

電所としては十分である。 

出典：オールドウィッチ・インターナショナル、フロスト＆サリバン社分析、IPP 市場への主要

な参加者への直接インタビューによる。 

 



アフリカの IPPプログラムに対する投資機会について 

98 
Copyright © 2016 JETRO. All rights reserved. 

2.2 ソンガス天然ガス燃焼型発電所 

 

ウブンゴ（Ubungo）地区に位置するソンガス（Songas）天然ガス燃焼型発電所は 180 MW の発

電所である。ソンガス発電所は 2000 年にカナダ企業から買収して以降、グローベレック

（Globeleq）社が所有している。PPA は買収に先立ち、すでに締結済みである。2005 年に行われ

た拡張により発電所の設備容量は倍増し、現在は 180 MW である。利用可能率は 96%であり、負

荷率は 90％である。同発電所は発電した電力を TANESCO に kWh 当たり 5 米セントで販売して

おり、最も安価な電力源の一つである。同発電所はソンゴソンゴ（Songo Songo）島のソンゴソ

ンゴ天然ガス田から採掘した天然ガスを利用している。プロジェクトの進展に汚職的手段を採

用したプロジェクトが優先的に開発されたため、このプロジェクトには 10～12 年間の温存期間

があった。しかし汚職的手段を採用したプロジェクトは長続きしなかった。同プロジェクトは

政治的にクリーンな方法で開発された初めての IPP であった。同発電所は十分に活用され、現在

はタンザニアの電力のおよそ 20%を発電している。 

出典：フロスト＆サリバン社分析、グローベレック社 
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3. プロジェクトのビジネスモデル 

3.1 IPP のビジネスモデル 

 

料金体系 

 

タンザニアにおける料金は、現在のところコストを反映したものではない。財務省が補助金を

継続している一方、同国はアグレコ社のような緊急時発電事業者の発電所から kWh 当たり 30～

50 米セントという高価な電力を購入している。緊急時電力に対する必要性はあるものの、安価

で安定した電力を供給するためには、新規の天然ガス発電所を開発する必要がある。 

今後開発予定の水力発電所は kWh 当たりおよそ 10 米セントで発電するとみられているが、一方

で旧式の水力発電所は kWh 当たりおよそ 2 米セントで発電しており、そのためこれらの発電所

が過剰に運転している。ソンガス天然ガス燃焼型発電所は kWh 当たり 5 米セントで発電する一

方、新規の天然ガス発電所は kWh 当たり 9 米セントで発電する予定である。 

料金は通常、政治的理由から値上げされることはなく、このことは多くのアフリカ諸国で一般

的である。料金の値上げはこれまで財務省によって却下されてきた。しかし、過去 5 年以上の

間に、kWh 当たり 11 米セントから 18 米セントへと緩やかな上昇がみられた。発電コストも低

く抑える必要がある。コストを反映した料金にするには、住宅用電気料金は kWh 当たり 11 米セ

ントから 16 米セントの間に抑えるべきであり、それによって財務省が電力会社の負債を帳消し

にする必要性をうまく避けることができるであろうと思われる。政府機関は支払いを免除され

ているため、タンザニアにおける回収率は低い。汚職や贈収賄もまた顧客からの利益回収を妨

げている。 

出典：IPP 市場への主要な参加者への直接インタビューによる。 
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IPP 市場への参入 

1. 参入プロセス 

1.1 参入条件 

 

タンザニアにおける調達プロセスは、これまでのところ競争によるものではない。同国政府は

投資家に対し、新規プロジェクトの提案を出すよう積極的に奨励している。エネルギー省は

2016 年 2 月に会合を開き、潜在的な投資家が提案を出せるよう招待した。しかし世界銀行は、

まだ実現できていない競争によるプロセスを開発するよう、政府に対して説得を試みている。 

 

 

タンザニアにおいて IPP を開発するためには、開発業者はプロジェクトが技術的・財政的に実現

可能であるよう確保しなければならない。これを決定するため、実現可能性調査を実施する必

要がある。プロジェクトが成功するためには、プロジェクトのリスクをカバーする世界銀行の

介入も欠かせない。プロジェクトが周辺地域の地域コミュニティに及ぼす影響も考慮する必要

がある。プロジェクトがコミュニティによって支持されれば、開発業者が同地域で事業に着手

することが容易になり、プロジェクトの成功を確実なものにすると考えられる。 

出典：IPP 市場への主要な参加者への直接インタビューによる。フロスト＆サリバン社分析 
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1.2 参入への課題 

 

温存期間 

タンザニアの市場に参入する方法は二つあり、汚職や贈収賄によるかよらないかである。タン

ザニアでは事業を行う際に汚職を行ったために、複数のプロジェクトが頓挫してきた。しかし、

クリーンなプロセスには相当量の時間がかかり、そのためプロジェクトは長い温存期間が必要

になる。プロジェクトが世界銀行によって支援されれば、タンザニアはその財政支援を失うこ

とができないので、汚職は起こらないものと思われる。 

土地の所有権の問題 

IPP を開発する際のおもな問題の一つが土地の所有権の問題である。同国では外国人が土地を所

有することができない。投資推進センターがプロジェクト会社に対して、土地から派生する二

次的権利を与えることになっている。土地を開発するためには同センターの承認が必要である。

タンザニアにおいて発電所を設置する明確な方法は存在せず、そのためプロジェクトの多くは

詳細な開発および交渉段階を経なければならない。 

財務計画 

PPA 交渉が完結し、電力会社が署名するまでは、プロジェクトにまつわるコストは最低限にとど

めなければならない。これには相当量の時間がかかるが、プロジェクトが進展しない場合に特

に重要である。これによってプロジェクト会社が大きな損失なく開発を完了させることができ

るようになる。 

政治的問題 

政治的な支援も IPP の開発に必要不可欠な側面である。必要とされる支援はトップダウン式でも

ボトムアップ式でもある。プロジェクトの用地がある地域の指導者との関係のみならず、各省

庁とも関係を築く必要がある。開発を求めるその地域の人々がプロジェクトを進展させるよう

尽力してくれる場合も多く、プロセスの重要な部分となっている。 

出典：IPP 市場への主要な参加者への直接インタビューによる。 
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1.3 現地調達の諸条件 

タンザニア石油・天然ガス産業における現地調達政策は 2014 年に策定された。この新政策は調

達についての規制を課すことになる。同産業に関与する人々は、現地住民を雇用する能力を明

らかにし、潜在的な現地パートナーを特定しなければならないものと考えられる。同政策では、

地元住民を訓練し、さらに発展させることでタンザニアに付加される価値について概観してい

る。2013 年の天然ガス政策ではおもな柱の一つとして、「タンザニアで発見される天然ガス資

源はタンザニア人のものであり、タンザニア社会全体に利する方法で管理されなければならな

い」と規定している。このように、現地調達政策はタンザニア人がこの部門に参加できるよう

な戦略の実施を目指している。 

 

発電事業における現地調達の諸条件は非公式のものである。しかし、プロジェクト会社の過半

数をタンザニア企業が所有していない場合、タンザニア投資推進センターを通じた特別事業体

が必要となる。 

 

出典：IPP 市場への主要な参加者への直接インタビューによる。タンザニア石油・天然ガス産業

における現地調達政策（2014 年） 
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西アフリカ 

8. ナイジェリア 

電力部門の概要 

1. ナイジェリアの電力部門の概要 

ナイジェリア初の電力会社は 1929 年に設立されたが、一方同国は 1896 年から発電を続けてい

た。ナイジェリア電力供給会社（NESI）が電力部門を担当していたが、2005～2006 年に発電、

送電、配電会社および国家総合電力事業（NIPP）に分割された。2010 年には電力部門構造改革

ロードマップが公表され、2013 年までに同部門は送電会社を除き、完全民営化した。電力部門

の完全民営化は、ナイジェリアでの安定的で信頼性の高い電力供給を確立・確保するために行

われた。 

電力部門は配電網に関して大きな課題を抱えており、現在の配電網が発電される電力量のみな

らず、給電や安定性を制限しているため、拡張工事が必要となっている。そのため、同部門は

IPP の開発のみを望んでいるのではなく、システム全体の開発を望んでいる。世界銀行は同部門

に投入される投資額をさらに増やすためのシステムを模索している。配電会社の民営化への道

のりは平坦ではなかった。所有者が直面しているおもな問題は、回収率の低さによる収益の損

失である。収益の損失を削減するため、より効率的なビジネスモデルが採用される必要がある。

容量に関する制約も電力部門全体に生じている。 

同国政府は電力供給の問題を解決するため IPP に路線変更した。まずラゴスの工業部門のための

発電開始を模索していた。初めて開発された IPP は 2011 年の AES バージであり、電力会社に電

力を販売し、その電力会社が工業部門にそれを配電した。PPA は利益確実なものではなかったが、

その当時この種のプロジェクトが設立された前例は存在しなかった。それ以降、同国ではアズ

ラ（Azura）発電所のみが融資合意に至っている（2015 年 12 月）。 

出典：ナイジェリアの法律事務所との直接インタビューによる。ナイジェリアの電力部門ガイ

ド、KPMG（2013 年）、一流法律事務所との直接インタビューによる。 

  



アフリカの IPPプログラムに対する投資機会について 

104 
Copyright © 2016 JETRO. All rights reserved. 

エネルギー部門における主要関係者の概要 

ナイジェリアの電力部門は同部門を改革し、安定した電力供給を確立するため 2013 年に民営化

された。同部門の分割によって、11 社の異なる配電会社と 6 つの発電会社が設立され、送電会

社 1 社を除いてすべて民営化された。 

 

電力部門の関係者 

連邦電力省 
 

同省はさまざまなエネルギー資源のための政策およびプ

ログラムの策定を通じて、発電の開始、策定、調整およ

び実施を担当している。エネルギーミックスをさらに多

様化させるため、再生可能エネルギー資源から発電され

た電力を奨励している。 

 

ナイジェリア電力規制委員会

（NERC） 
 

独立した規制機関が 2005 年に設立され、同部門への発

電、送電、配電の認可を発行し、市場を監督・規制して

いる。同委員会はまた、発電事業者が規則や標準を順守

するよう確保し、コストを反映し、顧客の権利を守るよ

うな料金を設定するために設立された。 
 

ナイジェリア国卸電力取引所 

（NBET） 
 

同取引所は IPP やその他の発電会社から大口電力を購入

および再販売するためのライセンスを持っている。IPP や

民営化された発電会社、ならびに政府所有の発電所を含

むさまざまな連携先と PPA を締結している。 
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1.1 発電状況 

 

ナイジェリアにはアフリカ最大の天然ガスの埋蔵量を含む豊富な資源があり、アフリカ最大の

石油輸出国でもある。ナイジェリアの経済は上昇傾向にあったが、石油価格の下落により 2015

年に大幅な減少を経験した。設備容量の拡大の必要性がさらなる懸念となりつつある。今後同

国が需要を満たすことができなければ、同国の経済成長全体を妨げてしまうものと推測される。

経済成長を成し遂げるため、ナイジェリア連邦政府により三段階のプロセスが実施されてきた。

第一段階では 2013 年に配電および発電会社の民営化を実施した。それ以降、民間所有の発電所

がさらに建設される予定である。 

現在の総設備容量は 13,000 MW であるが、そのうちの 6,056 MW しか利用できていない。しか

し、全体で 19,407 MW に相当する発電のライセンスが発行されている。設備容量のおよそ 40％

しか利用できていないのは、発電所への支払い不足や発電所の現在の状況、送電能力および天

然ガスの利用可能性などのためである。各発電会社は全体で 5 年以上をかけて追加の 6,000 MW

を発電する予定である。同国政府もまた、同じく 5 年以上をかけて IPP によって 2,000 MW を発

電する予定である。同国の設備容量の増加に加えて、末端利用者へ電力を供給するため送電網

および配電網の拡大・改修も必要である。 

電力部門改革のためのロードマップによれば、ナイジェリアは 2020 年までに設備容量を 40,000 

MW にまで増やすことを目指している。残る 4 年間に、同国は 27,000 MW の設備容量を増やさ

なければならない。この不足は電力部門のために策定された計画の実施不足を示すものである。

開発中のプロジェクトでも 4,500 MW の電力追加分を超えない。そのため、設備容量の計画を成

し遂げることはできないであろう。政府は天然ガスの供給やインフラを改良することによって

ギャップを埋めるべく、新規投資を求めている。開発中のプロジェクトが完成すれば、2020 年

までに 10,000 MW に到達するというのがより現実的な目標であるといえる。世界銀行によれば、

今後 20～30 年間に増加するナイジェリアの人口の需要を満たすためには、およそ 100,000 MW

の電力が必要になるであろう、と言われている。 

 

  



アフリカの IPPプログラムに対する投資機会について 

106 
Copyright © 2016 JETRO. All rights reserved. 

ナイジェリアの発電所の一覧 

発電所 MW 種類 発電所 MW 種類 

アバ発電所（IPP） 140 天然ガス オモク発電所（IPP） 

150 天然ガス 

アファム第六発電所

（IPP） 

624 天然ガス オモトショ第一発電所

（FGN ののち民営化） 

336 天然ガス 

アラオジ発電所

（NIPP） 

1074 天然ガス オモトショ第二発電所 

（NIPP） 

450 天然ガス 

エグビン火力発電所

（ナイジェリア連邦政

府[FGN]ののち民営化） 

1320 天然ガス サペレ発電所（NIPP） 450 天然ガス 

ゲレグ第一発電所（民

営化） 

414 天然ガス サペレ発電所（民営化） 1020 天然ガス 

ゲレグ第二発電所

（NIPP） 

434 天然ガス トランスコープ・ウゲリ発

電所（民営化）/デルタ発

電所 

900 天然ガス 

イボム発電所（IPP） 190 天然ガス カインジ発電所 

800 水力 

イホボル発電所

（NIPP） 

450 天然ガス ジェバ発電所 

540 水力 

オクパイ発電所（IPP） 

480 天然ガス シロロ発電所 600 水力 

オロルンソゴ第二発電

所（NIPP） 

675 天然ガス ザムファラ発電所 100 水力 

オロルンソゴ発電所 336 天然ガス カノ発電所 100 水力 

オモク第二発電所

（NIPP） 

225 天然ガス    

   合計： 11,808 MW 

 

出典：ナイジェリア国家概要、世界銀行（2015 年）、ナイジェリア電力部門概要、USAID、パ

ワーアフリカ（2015 年）、パワーアフリカへの直接インタビューによる（2016 年）。ナイジェ

リア電力部門、GIZ 有限責任会社（ナイジェリア電力支援プログラム（NESP）、2014 年）、電

力部門改革のためのロードマップ（ナイジェリア連邦共和国、2010 年）、ナイジェリア国内法

律事務所との直接インタビューによる。フロスト＆サリバン社分析 

下記のグラフは 2000 年から 2014 年までの 10 億 kWh ごとの発電量および電力消費量を示してい

る。CIA ワールドファクト・ブックによれば、電力供給は同期間内においては需要を満たすこと

ができているという。 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Omoku_Power_Station_(IPP)&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Afam_VI_Power_Station_(IPP)&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Afam_VI_Power_Station_(IPP)&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Omotosho_I_Power_Station_(FGN-Privatized)&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Omotosho_I_Power_Station_(FGN-Privatized)&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Egbin_Thermal_Power_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/Egbin_Thermal_Power_Station
https://en.wikipedia.org/wiki/Egbin_Thermal_Power_Station
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Geregu_I_Power_Station-_Privatized&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Geregu_I_Power_Station-_Privatized&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Kainji_Dam
https://en.wikipedia.org/wiki/Jebba_Power_Station
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Okpai_Power_Station_(IPP)&action=edit&redlink=1
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出典：CIA ワールドファクト・ブック（2015 年） 

同国の電化率は現在 45%である。同国の「ビジョン 2020」および「地方電化戦略」によれば、

政府は 2025 年までに電化率を 75%にする計画である。しかし、都市部と周辺部の電化率の差は

非常に大きい。都市部の電化率は 78%であるのに対し、周辺部の電化率は 23%しかない。政府が

国の電化率を拡大しようと計画していることで、電力需要は必然的に拡大するものとみられる。 

2020 年以降の需要予測は現段階では明らかになっていない。統合型資源計画が開発中であり、

2016 年末には予測が公表されて利用できるようになるであろうと思われる。最低限の需要で

20,000 MW から 40,000 MW の間になると予測されている。送電網が安定的に 7,000 MW を送電

できるようにするため、非公式のロードマップが採用されている。このことが 7,000 MW を超え

て総設備容量を拡大しようとするプロジェクトが実施される際に、大きな制約となっている。

天然ガスの供給は限られており、現在は規制されている。天然ガス火力発電所で利用可能な天

然ガスは制限されており、政治的な問題となっている。 

出典：パワーアフリカへの直接インタビューによる。 
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1.2 エネルギーミックス 

 

2015 年のエネルギーミックスでは火力発電が 81%を占めており、残りを水力発電が占めていた。

同国は強固な化石燃料資源を持っており、おもなエネルギー源はバイオ燃料であり、より具体

的には電力不足のために暖房目的で薪を利用している。火力発電所が南部に位置しているため、

電力の大半は南部で発電されている。 

ナイジェリアでは十分な電力が発電されておらず、同国の複数の地域では電化率が低いため、

ディーゼル発電セット市場が存在する。パワージェン（PowerGen）社の統計によれば、2014 年

には 28,678 セットもの発電セットが輸入されている。 

 

少なくとも目標のうちの 10,000 MW はおもに火力発電によるものとなるであろう。しかし、政

府は総発電量の 20％を再生可能エネルギーによるものにする計画である。火力発電所は同国の

資源により、天然ガスまたは石炭によるものとなる予定である。ナイジェリアの法律事務所に

よれば、同国は電力を渇望しており、ベースロード電力が不足している一方で環境問題を考慮

に入れるほどの余裕はないという。しかし、今後の火力発電プロジェクトではクリーンな技術

が採用されるべきである。2020 年までに実施予定の NERC が設定したさまざまな種類の再生可

能エネルギー技術による設備容量にもとづいて、総設備容量 10,000 MW のエネルギーミックス

計画が提案された。 

出典：ナイジェリアの法律事務所との直接インタビューによる。ナイジェリアにおける再生可

能エネルギー電力に対する固定買取価格制度規制案、NERC（2015 年）、一流法律事務所との直

接インタビューによる。 
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出典：フロスト＆サリバン社分析、ナイジェリアにおける再生可能エネルギー電力に対する固

定買取価格制度規制案、NERC（2015 年） 

エネルギーミックスは規制の問題である。政府の見地からすれば、どの種類の発電所が必要で

あるかはつねに明確であるわけではない。水力はエネルギーミックスの一部であり続けると考

えられる。また、現存する水力発電所を拡張する計画も存在する。同国北部は水力および天然

ガス資源が不足している一方で、同地域では太陽光プロジェクトの可能性は高い。今後のエネ

ルギーミックスは、最低レベルのコストと発電の安定性の観点から、政府が何を実現可能とみ

なすかにかかっている。プロジェクトの詳細はパワーアフリカ・追跡ツールを使って見ること

ができる。 

出典：パワーアフリカとの直接インタビューによる。 

 

1.3  エネルギー資源 

ナイジェリアにはまだ十分に活用されていない再生可能資源および非再生可能資源が豊富に存

在する。下記の表は同国に存在するさまざまな資源の可能性を要約したものである。太陽光資

源の可能性について示した地図は補足資料に掲載している。 

資源 可能性 

CSP 資源（TWh/年） 10,045 

PV 資源（TWh/年） 32,456 

風力資源（TWh/年）       設備利用率＞20% 12,867 

地熱資源（MW） 0 

技術的に実現可能な水力資源（GWh/年） 32,450 

天然ガス（判明済み埋蔵量、単位：百万 m3） 5,100,000 

石油（判明済み埋蔵量、単位：バレル） 37,070,000,000 

出典：フロスト＆サリバン社分析 
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同国北部では太陽光プロジェクトの開発の機会があるが、同地域には安定した送電網が欠如し

ている。電力を北部へ送電することができず、またインフラの欠如により、天然ガスを北部へ

送ることもできない。もし同地域で発電プロジェクトを開発する場合には、電力を南部へ送電

するため、送電網を改修する必要があると考えられる。現在、NBET との契約を締結した 9 つの

太陽光プロジェクトが存在する。いまだ活用されていない再生可能資源には大きな可能性が残

されている。これにより、今後の発電プロジェクトの新規開発の機会が開けるであろう。 

出典：パワーアフリカとの直接インタビューによる。 

2. 経済指標  

 

同国はその収入の 70％を石油に依存しており、石油価格の急落によって現在は減少傾向にある。

2015 年には経済の急降下を経験した。IMF もまた、石油価格は今後も下落すると予測されるた

め、事態はさらに悪化するものと予測している。また、2020 年までには石油価格が持ち直すで

あろうという予測もある。プライスウォーターハウスクーパースによる調査では、ナイジェリ

アで政治的腐敗が続けば、その結果同国は GDP の 30%を失うのではないか、ということが判明

した。石油以外の部門はこの影響を受けることはなく、経済に貢献し続けるとみられている。

その部門には農業や製造業が含まれる。 

 

出典：プライスウォーターハウスクーパース、世界銀行、「ナイジェリア経済の見通し」、フ

ォーカスエコノミクス（2016 年） 

2. 1 プロジェクト・ファイナンス  

 

発電所の開発は通常、プロジェクト・ファイナンスを通じて行われる。これにはエクイティフ

ァイナンスとデットファイナンスが必要となる。デットファイナンスは総事業費の 70%を占め、

残り 30％を株式が占める。ナイジェリアにおける負債の期限は最大で 6～7 年である傾向がある。 

 

2.1 プロジェクトのリスク 

 

燃料供給のリスク 

IPP の開発におけるおもなリスクが燃料供給の保証である。ナイジェリアには豊富な天然ガスの

埋蔵量があるが、天然ガスのインフラに乏しい。ナイジェリアには現地の天然ガス供給会社が

ほとんどなく、政府が前向きな姿勢を示している天然ガスプロジェクトの需要すべてを満たす

ことができない。またこれらの供給業者にはプロジェクトを支援する資金的能力がない。政治

的な不可抗力事態が生じた場合に天然ガスの供給または輸送に対して混乱が生じれば、IPP が支

払い保証を受ける可能性がある。 

財政的リスク 

プロジェクト・ファイナンス 
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世界銀行によるリスクの一部保証がこれら IPP の開発には欠かせない。これにより、信用度を強

化することでオフテイカー・電力会社または政府からの支払いを確保することができる。プッ

ト・オプションおよびコール・オプションに関する契約をプロジェクトの終了に備えて実施す

べきである。政府は世界銀行による介入があれば、プロジェクト開発業者との契約に従う場合

が多い。金融機関の共同出資分が少なくてすむため、この介入により金融機関がこれらのプロ

ジェクトへ参入するのを促すであろう。 

その他 

送電網および新規開発業者すべてが発電した電力の送電能力についても問題がある。 

海外投資家にとっては外貨獲得のリスクもある。PPA は現地通貨建てで行われており、料金はナ

イジェリア・ナイラ（NGN）で支払われる。通貨の価値の低下も懸念材料である。  

2008～2016 年における米ドルに対するナイジェリア・ナイラの価値 

 

出典：トレーディングエコノミクス 

上記のグラフは長期間にわたる米ドルに対する NGN の価値の低下を示している。トレーディン

グエコノミクス社によれば、この通貨は時とともにドル高が進んでおり、2020 年までに 1 米ド

ル 159 ナイラまでドル安が進むと予測されている。 

 

出典：「アフリカ電力部門への投資：ナイジェリア」、ノートン・ローズ・フルブライト

（2013 年）、フロスト＆サリバン社分析 
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3. エネルギー政策 

電力部門改革のためのロードマ

ップ 
 

2010 年にナイジェリア政府は、同国の電力供給を安定させる

ため、電力部門改革のためのロードマップを策定した。必要

とされる資金が政府から利用できないため、政府は同部門の

改革は民間部門の支援がなければ実現しないと認めている。

当初講じられる手段としては、発電プロジェクトの形式を通

して民間部門からの投資を促すことである。また同計画はコ

ストを最大限に反映させるため、料金体系を改革することを

目指している。このロードマップはまた、発電、送電、配電

のための短期・中期・長期計画について概説している。 

ナイジェリア・ビジョン 2020 
 

ビジョン 2020 文書では、2020 年までにナイジェリアを世界

20 位以内の経済大国の一つにする計画を概説している。特化

されるおもな 4 つのグループ領域としては、包括的なエネル

ギー生産性、政府による環境・社会的発展、情報および持続

可能な発展がある。特化した各領域における問題が特定さ

れ、それらを低減する計画が同文書に概説される予定であ

る。 

再生可能エネルギーおよびエネ

ルギー効率に関する国家政策

（NREEEP）2015 
 

この政策文書は再生可能エネルギーに関する問題を概観して

おり、発電プロジェクトの活用、価格設定、法制化および実

施が含まれている。同政策により、再生可能エネルギーによ

る同国のエネルギーミックスの成功を確保し、ナイジェリア

が直面しているエネルギー効率の問題を軽減する助けとな

る。重点的に取り組む再生可能エネルギーの種類は以下のと

おりである。水力、バイオマス、太陽光、風力、地熱、潮

力。各資源について実施される政策、目的および戦略は、同

文書に概説されている。また、FiT 体制についても取り組む。

同文書は必然的に再生可能エネルギー部門への投資を促すで

あろう。 
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IPP プロジェクトの概要 

1. おもな IPP の傾向、市場の課題と制約 

これまでにナイジェリアで融資合意に至った IPP はたった 1 件である。この節において概説する

課題の多くは、アズラ（Azura）発電所にもとづいたものである。 

燃料の供給 

IPP が直面しているおもな課題の一つが火力発電用燃料の利用可能性である。この課題がある程

度火力発電 IPP の開発を制限している。開発会社が天然ガスの安定供給を確保できれば、PPA を

締結することができるものと考えられる。天然ガス火力発電所以外の天然ガス市場は利益率が

高く、長期契約を確保することが課題となっている。天然ガスの供給は価格を決定する国家の

手中にある。一方、民間の天然ガス供給会社は管理価格を持っていない。天然ガスの利用可能

性が国全体にわたる問題であるものの、天然ガス発電所では現在、主要な天然ガスパイプライ

ンの一つであるエスクラボ（Escravo）パイプラインの近くに発電所を建設する計画である。 

契約の法的強制力 

同部門の民営化によって、契約が法的強制力を持った効果的な市場が開放されるものとされて

きた。各配電会社はその損失や義務が低減されるという仮定の下に民営化された。送電会社へ

の支払い不足のために生じた債務により、その損失は当初想定されたものより大きかった。政

府は IPP および非 IPP のためにこの損失を低減しようと試みている最中である。支払いもまたナ

イジェリアの IPP が直面しているおもな問題の一つである。アズラ（Azura）発電所では、プッ

ト・オプションおよびコール・オプションに関する契約が、市場が安定するまで同種の契約に

数例しか合意しなかった財務省によって締結された。アズラ発電プロジェクトはまた、世界銀

行によるリスク保証も得ている。 

再生可能エネルギーによる電力 

その一方、再生可能エネルギー部門は極めて有望である。非競争的な調達プロセスの産物であ

る IPP の第一ラウンドとして、開発中の太陽光および風力発電プロジェクトが存在する。エネル

ギー省および政府は今後 12～18 か月のうちに、南アフリカ共和国の REIPPPP と同様の再生可能

エネルギープロジェクトのため、競争による調達プロセスを開発する予定である。これにより

競争に拍車がかけられ、発電した電力の料金を押し下げることになるであろうと思われる。 

温存期間 

契約交渉に関する期間も開発業者にとっては懸念となっている。PPA が締結される前に交渉およ

び再交渉が行われる必要があるため、時宜を得たプロセスとなっている。まだ１カ所の発電所

しか融資合意に至っていないため、これらのプロセスの平均的な期間は存在しない。同発電所

では 2013 年に PPA が締結されるまで 7 年の温存期間があり、同プロジェクトがおもな問題をす

べて検討することができた。同プロジェクトはその後 2015 年 12 月に融資合意に至った。前例

が存在しないために、取引が妨げられた。これに続く IPP は最初のプロジェクトが検討したほど

多くの課題を検討しなくてもよい。アズラ発電所に続く IPP では、あらゆる関係者がこのプロセ

スを理解しているため、うまく行けばより迅速に融資合意に至るであろう。 

出典：パワーアフリカ、および一流法律事務所との直接インタビューによる。 
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2. プロジェクトの概要 

2.1 イトベ石炭発電所 

設備容量 300 MW 

開発業者 ズマ・エナジー 

総事業費 50 億米ドル 

出資者 エタ・ズマ 

融資者 詳細未定 

法律顧問 詳細未定 

設計・調達・建設 詳細未定 

 

ズマ・エナジー社が開発する 300 MW のイトベ石炭火力発電所は、2016 年にプラントの建設を

開始する予定である。同発電所は 30 か月以内に発電を開始する。NBET がズマ・エナジー社と

20 年の PPA を締結した。同発電所は当初 1,200 MW の設備容量を持っていたが、その後イトベ

第一から第四までの 4 つに分割され、それぞれが 300 MW の設備容量を持つことになっている。

この方法はプロジェクトの実施を容易にするために行われた。ズマ・エナジー社はナイジェリ

アにおける設備容量の大部分を占めており、石炭から発電するための国内最大のライセンスを

持っている。石炭部門にはさらに多くの企業が投資しようとしている。 

出典：パワーテクノロジー、イトベ石炭発電プロジェクト（2015 年） 
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2.2 アズラ・エド発電所 

設備容量 450 MW 

開発業者 シーメンス、ジュリウスベルガー・ナイジェリア、オールドウ

ィッチ（共同開発者） 

総事業費 9 億米ドル 

出資者 APWAL（97.5%）、エド州政府（2.5%） 

融資者 国際金融公社、スタンダードチャータード銀行、RMB、FMO、

KfW、DEG、フランス経済協力振興投資公社、新興アフリカ諸国

インフラストラクチャー基金、スタンダード銀行、ファースト

シティモニュメント銀行、シーメンス銀行、ICF 債権プール、ス

ウェドファンド、CDC および OPIC 

法律顧問 トリニティ・インターナショナル 

設計・調達・建設 未特定 

 

アズラ・エド発電所は、450 MW の設備容量を持った OCGT による発電所である。これは 1,500 

MW の発電所計画の第一段階であり、変電所へ接続する送電線、および各国の天然ガス供給業

者に接続する天然ガスパイプラインからなる。プロジェクトの時系列は以下に示したとおりで

ある。同発電所は 2018 年に操業を開始する予定である。この発電所は同国の天然ガスの最大の

供給源に近いベニン市に隣接している。アズラ発電所に関するおもな問題は、これが初めての

IPP であり、今後の IPP が市場に参入する道筋をつけなければならないという点にある。担保可

能な PPA は存在せず、政府支援の形でのプット・オプションやコール・オプションもなく、天

然ガスに関する契約も締結されていない。過去にプロジェクト・ファイナンスを経験したこと

のない国との合意を得るには問題が多い。これらの問題を軽減したのち、同プロジェクトは

2015 年 12 月に融資合意に至った。 

出典：パワーアフリカ、オールドウィッチ・インターナショナル、一流法律事務所との直接イ

ンタビューによる。 
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3. プロジェクトのビジネスモデル 

3.1 IPP のビジネスモデル 

 

料金体系 

 

ナイジェリアにおける料金体系は、複数年料金制度（MYTO）によるかよらないかのいずれかで

ある。MYTO による料金体系は料金が消費者に対して公正であり、かつ開発業者が料金から収益

をあげられるように確立されたものであった。この料金体系はまた、消費者が不当に過度の料

金値上げに直面することのないよう確保するものでもある。当初の MYTO I は 2012 年に改正さ

れ、MYTO II が設定された。MYTO II では料金は 2 年に一度見直されることになっている。コス

ト要因がプロジェクトによって異なるため、各プロジェクトでは燃料および技術の種類にもと

づいて料金を交渉する。これらの値は公開されていない。MYTO による料金は特定の期間に合わ

せて設定されている。各プロジェクトは自身の料金体系を持つことができるが、MYTO に準拠す

るかどうかを選択することができる。 

出典：一流法律事務所およびナイジェリアの法律事務所との直接インタビューによる。 

新規参入の天然ガス発電所に対する卸売電力価格  

 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 

卸売契約価格（NGN/MWh） 10,743 11,534 13,520 14,665 15,910 

米セント/kWh 5.3715 5.767 6.76 7.3325 7.955 

 

新規参入の石炭発電所に対する卸売電力価格 

 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 

卸売契約価格（NGN/MWh） 25,106 27,024 29,097 31,559 34,232 

米セント/kWh 12.553 13.512 14.5485 15.7795 17.116 

出典：2012～2017 年度発電コスト決定のための MYTO、NERC（2012 年） 

上の表は、市場に新規参入する天然ガスおよび石炭発電所の発電コストを表している。これら

の値は NERC によって設定されたものであり、開発コストに対する想定にもとづいている。 

また、住宅用、商業用、工業用および特殊なケースのさまざまな種類に応じて料金レベルが存

在し、料金は地域によっても異なる。NERC の顧客は消費した電力とは別に、毎月定額料金を支

払わなければならなかった。2015 年 12 月、規制委員会は消費者の抗議を受け、定額料金の体系

を廃止した。現在は顧客は消費した電力に対してのみ毎月支払いを行っているが、電力料金を

以前より多く支払わなければならないマイナス面を抱えている。月額の定額料金は居住してい

る地域によって異なるが、およそ 700 ナイラであった。 
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再生可能エネルギーについて確立された FiT 制度により、発電事業者が再生可能エネルギーを選

択するのを促すことで、おもに化石燃料によって発電を行っていた国々でエネルギーミックス

の多様化が実現した。またこれにより、エネルギー市場に対する民間部門の参加をも促すであ

ろう。 

FiT では、価格設定についての長期契約（20 年間）が均等化発電原価にもとづいて決定されるメ

カニズムを提供する。この手法は発電事業者を保護し、同部門へのさらなる投資を促す。また、

配電会社がこれらの発電事業者と接続し、電力を購入する義務もある。そのため、発電事業者

は収益の流れを保証されている。発電事業者は料金が発電コストをカバーし、さらに加算部分

で投資に対する利益がもたらされる、という前提によって奨励されている。 

送電網および配電のためのネットワークに隣接した 30 MW までのプロジェクトに対する標準的

な PPA を受け入れることで、運営費用は削減された。より大きな設備容量を持つプロジェクト

には入札プロセスが必要となる。風力、太陽光、小規模水力およびバイオマスといったさまざ

まな技術に対して、異なるレートが提供されている。 

出典：ナイジェリアにおける再生可能エネルギー電力に対する固定買取価格制度規制案、NERC

（2015 年） 
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IPP 市場への参入 

1. 参入プロセス 

1.1 参入条件 

ナイジェリアにおける現在の調達プロセスは競争によるものではない。プロセスを以下に示し

た。 

 

出典：NBET 

投資家は以下の 3 種類のライセンスのうち、１つを得る必要がある。  

1. 送電網に販売する IPP ライセンス 

2. 配電会社への販売ライセンス 

3. 囲い込みプロジェクト：特定の電力会社または産業に販売するライセンス 

出典：ナイジェリアの法律事務所との直接インタビューによる。 

NBET が PPA の重要部分について述べている詳細は以下のとおりである。 

a. 料金体系 g. 紛争解決 

b. リスク分担 h. 測量 

c. 前提条件 i. 責任および免責事項 

d. PPA の文言 j. 保険 

e. プロジェクト各文書 k. スケジュール通知 

f. 試運転および検査手順 l. 不可抗力 
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プロジェクト開発に必要な用地は、州政府によって開発業者に支給される。地域コミュニティ

の権利が侵害されないよう確保するため、地域コミュニティと契約を締結する。 

競争による調達プロセスは以下に示したとおりである。 

 

出典：NBET 

競争による調達プロセスおよび非競争的な調達プロセスについてのガイドラインが、NBET によ

って説明される。現段階で、再生可能エネルギーおよび非再生可能エネルギーのプロジェクト

のプロセスは非競争的なものである。再生可能エネルギーのプロジェクトのためのプロセスは、

天然ガスプロジェクトに対して競争がもう一度市場に持ち込まれるようこのプロセスが実施さ

れる必要性から、12～18 か月以内に競争的なものになる予定である。 

1.2 参入についての課題 

 

開発業者は市場に参入する前に、プロジェクトが財政的に健全であり、発電した電力に対して

の支払いを確保するため保険がかけられ、締結した契約が法的強制力を持つものであることを

確保する必要がある。今後の IPP にとって、ナイジェリア初の IPP は忍耐強くかつ根気強く行わ

なければならないという前例となっている。エネルギー省、NBET およびエネルギー委員会はみ

な一様に非常に誇り高く、IPP 部門の拡大に前向きである。 

プロジェクト案をもって電力会社に接触するためには、発電の認可を獲得している必要があり、

天然ガス供給会社の確保とともに、金融機関および EPC に対する入札プロセスが実施されなけ

ればならない。政府は天然ガスおよびガスの輸送のための代金を用意している。しかし、今後

は天然ガス供給ネットワークを改善する必要があり、これはもはや必要ではなくなると考えら

れる。電力会社はプロジェクトの開発に興味がない会社が探査をしていることを承知している。

各プロジェクトにまつわる課題は、政権の変更に伴って変化するもの思われる。 
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PPA 交渉におけるおもな問題としては、料金交渉、終了期間および料金支払いなどがある。契約

が終了すれば、政府は発電所を購入し、投資家は払い戻しを受ける。PPA は通常、米ドル建てで

行われるが、一方で料金はナイラで支払われる。為替のコントロールが必要となるが、この通

貨は比較的安定している。資本逃避の制約が存在するため、米ドルの利用可能性もまた問題と

なり、また資本導入証（CCI）が必要なため、このことが事態を複雑にしている。国際金融機関

が米ドル建てで支払うことになっている場合、このことが懸念となる。これは高度に官僚的な

行政プロセスであり、時間がかかる。プロジェクトが法律の範囲内で行われることを確保する

ためには、綿密な構造化が必要となる。 

出典：ナイジェリアの法律事務所、一流法律事務所、パワーアフリカとの直接インタビューに

よる。 

 

1.4 現地調達の諸条件 

 

これまで各企業が政治的背景を理解している現地パートナーと連携することが必要不可欠であ

ると強調されてきた。これには発電所の建設地の知事からの支持を得る重要性が含まれる。ア

ズラ発電所の場合、支援者との結びつきは強かったが、それでも融資合意に至るまでに 6 年を

要した。そのため、この結びつきはプロジェクトの進展を保証するものではなかったが、有利

に働いたとみられている。ライセンスの発行の際にナイジェリアの企業に優先権が与えられる

よう、現地人員の利用は最適化されるべきである。現地調達率もまた入札の評価対象であると

考えられている。そのため、海外投資家は現地のナイジェリア企業と連携すべきである。しか

し、正式な現地調達の要件は存在しない。現地調達の用件はプロジェクトの費用に悪影響を与

えかねない。その具体例としては、現地人員の訓練が必要になった場合である。これらの制限

がナイジェリアにおける海外からの投資を阻害する場合もある。 

出典：ナイジェリアの法律事務所、パワーアフリカとの直接インタビューによる。 
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9. ガーナ 

電力部門の概要 

1. ガーナの電力部門の概要 

ガーナの電力部門はこれまで、発電、送電、配電を担当するボルタ川開発会社（VRA）が管理し

てきた。VRA の子会社である北部電力局（NED）はガーナ北部を担当していた。ガーナの電力部

門は 2008 年に分割され、ガーナ電力公社（ECG）が設立された。現在、ECG は唯一の発電事業

者である VRA から電力を購入し、同国南部に配電している。ガーナ送電公社（GRIDCo）は発電

事業者から大口電力を購入するだけでなく、送電も行っている。購入した電力はその後 ECG お

よび NED に販売される。 

1.1 エネルギー部門における主要関係者の概要 

エネルギー省 
 

同省の任務は、電力部門に関する政策を策定・実施するこ

とにある。これらの政策はガーナ国民に対して安全・確実

な電力供給を確保するためのものである。 

ガーナ・エネルギー委員会 
 

エネルギー委員会はエネルギー省に助言を行い、発電認可

を発行し、電力部門を規制する役割を担っている。 

ボルタ川開発会社（VRA） 
 

VRA はガーナ政府所有のおもな発電事業者である。同社は

水力、太陽光、火力発電所を通じて、国内および輸出市場

のための発電を行っている。 

ガーナ電力公社（ECG） 
 

ガーナ電力公社はガーナに電力を供給し、VRA が発電した

電力のおよそ 60％を購入している。 

ガーナ送電公社（GRIDCo） 
 

同送電会社のシステムは国内全体をカバーし、コートジボ

ワール電力会社（CIE）の国内送電網にも接続している。 

公益事業規制委員会（PURC） 
 

PURC の目的は電力および水資源部門を規制することにあ

る。PURC はまた、料金を設定し、PPA のための料金交渉を

行う役割を担っている。 

北部地域配電公社（NEDCo） 
 

NEDCo はガーナ北部地域への配電を担当している。同社は

VRA の子会社である。 

 

1.2 発電状況 

 

ガーナの現在の設備容量は 2,650 MW であるが、現在のインフラの状態により 2,000 MW しか利

用されていない。「電力部門戦略および開発計画 2010」によれば、2015～2016 年までに設備容

量を 2,000 MW から 5,000 MW にまで増やす計画であった。このことは政府がこれらの目標を達

成するために実施した施策の不足を表している。また同計画では、火力発電全体の 50％を天然

ガス発電所で発電し、IPP への民間部門からの投資を増やすことについても概説した。また同計

画では国家電化構想を通じて、2020 年までにすべてのコミュニティを送電網に接続する計画も

実施されている。2010 年の電化率は 60.5%であり、現在は 72%である。あと 4 年しか残ってい

ないが、同国の 28%は送電網に接続していない。電力部門戦略および開発計画ではこれらの目的

について概説し、これらの問題を軽減する戦略が実施されている。これには国家電化構想およ

び自立電化計画が含まれる。 

出典：電力部門戦略および開発計画（2010 年）、フロスト＆サリバン社分析 
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発電所 MW 種類 燃料 

アコソンボ 1038 水力 水力 

ポーン 160 水力 水力 

タコラディ 330 火力 石油・天然ガス 

CENIT 126 火力 石油・天然ガス 

タコラディ第二 220 火力 石油・天然ガス 

タコラディ第三 132 火力 天然ガス 

鉱山特別発電所 80 火力 石油・天然ガス 

BUI 400 水力 水力 

スノン・アソグリ 180 火力 天然ガス 

合計 2,666 MW   

出典：ボルタ川開発会社、フロスト＆サリバン社分析 

 

 

出典：電力供給計画（2014 年） 

上記グラフにおいて供給予備力を見ることができる。電力供給計画の報告書によれば、2016 年

には 216.8 MW の電力不足が生じるものとみられる。2011～2015 年のピーク需要も同様に、下

記のグラフで見ることができる。 

需要 

供給量 

供給予備力 
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出典：GRIDCo 年次報告書（2011～2014 年） 

  

1.3 エネルギーミックス 

2010 年の電力供給計画では、ガーナのエネルギーミックスの 10％を 2020 年までに再生可能

エネルギーにしなければならないと規定した。また電力供給計画では 2014 年までに完成予

定の太陽光および風力発電所を設置する計画を報告した。しかし、現在のエネルギーミック

スには再生可能エネルギーは全く含まれていない。 

 

出典：電力供給計画（2014 年） 

2020 年のエネルギーミックスはおもに天然ガスからなるとみられている。ガーナの天然ガス埋

蔵量で、火力発電に必要なエネルギーのおよそ 50%を支えることができる。天然ガスの輸入に利

用されている西アフリカ天然ガスパイプラインがその設計能力どおりに稼働すれば、火力発電

量のさらに 30%を支えることができるものと考えられる。2020～2021 年の間にプロジェクトが

水力 

60% 

天然ガス 

12% 

石油・天然ガス 

28% 

火力発電 

40% 

ガーナのエネルギーミックス（2014年）  
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操業を開始すれば、現地で調達するか、または輸入することでプロジェクトを支えるに十分な

天然ガスが手に入るであろうと思われる。 

再生可能エネルギーの市場にも機会はあるものの、ベースロード電力としてではない。政府は

2020 年までに設備容量の 10％を再生可能エネルギー資源で発電したものにすることを目指して

いる。エネルギーミックスの残りの部分は天然ガスおよび水力発電プロジェクトからなるとみ

られ、これを維持していくのに十分な資源が存在する。現時点で、水力発電を行える可能性を

持つ 3 か所のダムが存在し、4 か所目が建設中である。政府は 2020 年までに 10％の再生可能エ

ネルギー目標（水力発電を除く）を達成できないとみられ、同市場にはまだまだ利用できる機

会がある。2015 年の全体の目標は 5,000 MW であったが、同国政府はこれを実行できなかった。

このことからもガーナにおける発電量を増やす戦略を実行する政府の能力の欠如は明らかであ

る。 

 

   

上記のグラフは戦略的国家エネルギー計画に示された今後のエネルギーミックスの選択肢とし

て検討中の 3 つを表している。これら 3 つの選択肢すべてにエネルギーミックスの一部として

再生可能エネルギーが含まれている。ガーナで利用できる天然資源の可能性を考慮すれば、再

生可能エネルギーによる IPP プロジェクトを開発する大きな機会が存在すると言える。 

3 番目の選択肢には 5%の原子力発電が含まれている。2015 年 8 月、ガーナ原子力規制法が可決

された。その結果、ガーナ原子力規制委員会が設立されることとなった。原子力発電プロジェ

クトとロシア連邦の国営原子力企業（ロスアトム）との間で、発電所建設に関する覚書が署名

されていた。発電所の設備容量は 1,000～1,200 MW である。2015 年 8 月に法案が可決したこと

から、原子力が 2020 年時点のエネルギーミックスの一部になる可能性は非常に低い。契約に関

するこれ以上の報告書は見つかっていない。資金プロジェクトの開発の焦点は、資源の利用可

能性からしても天然ガスであるべきである。天然ガスもまた安定的で低コストな電力を発電す

る効率的な方法である。 

出典：フロスト＆サリバン社分析、パワーアフリカとの直接インタビューによる（2015 年）。

オールアフリカ、電力部門戦略および開発計画（2010 年） 

  

再生可

能エネ

ルギー 
10% 

水力  
40% 

火力 
50% 

再生可

能エネ

ルギー 
10% 

水力 
47% 

火力 
43% 

再生可

能エネ

ルギー 
7% 

水力 
46% 

火力 
42% 

原子力 
5% 

「戦略的国家エネルギー計画 2020」に示された今後のエネルギーミックスの選択肢 
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1.4 エネルギー資源 

ガーナは太陽光や風力資源を含むさまざまな天然資源に恵まれている。これらの資源が活用さ

れれば、ガーナが直面している電力危機を軽減することができると考えられる。ガーナ北部地

域は高いレベルの日照量がある。またガーナの沿岸部では 300 MW の風力発電を行える可能性

が高い。小規模水力発電所の候補地も存在する。またガーナには天然ガスおよび石油の埋蔵量

も存在する。 

資源 可能性 

CSP 資源（TWh/年） 229 

PV 資源（TWh/年） 7,644 

風力資源（TWh/年）       設備利用率＞20% 606 

地熱資源（MW） 0 

技術的に実現可能な水力資源（GWh/年） 10,600 

天然ガス（判明済み埋蔵量、単位：百万 m3） 165,000 

石炭（判明済み埋蔵量、単位：MTOE） なし 

石油（判明済み埋蔵量、単位：バレル） 660,000,000 

出典：フロスト＆サリバン社分析 

2. 経済指標 

2.1 ガーナ経済の概要 

ガーナの経済はその他の経済的要因の中でも特に深刻な電力危機によって、成長の低迷を経験

した。GDP 成長率は 2013 年には 7.3％、2014 年には 4.2%であり、2016 年には増加する見通しで

ある。経済の強化は石油・天然ガスの産出、政治的安定、民間部門からの投資にもとづいてい

る。ガーナには金やカカオ、ダイヤモンドやマンガンといった資源が豊富である。これらの資

源は貿易の際に重要である。ガーナにおける電力危機は事態が改善されなければ、今後も成長

を阻害するものと思われる。 

出典：ガーナ経済の見通し、AfDB、迅速評価およびギャップ分析：ガーナ（2012 年） 

 

2.2 プロジェクト・ファイナンス  

 

発電所の開発は通常、プロジェクト・ファイナンスを通じて行われる。これにはエクイティフ

ァイナンスとデットファイナンスが必要となる。デットファイナンスは総事業費の 70%を占め、

残り 30％を株式が占める。これらの値はプロジェクトごとに異なる場合もある。  

 

 

 

プロジェクト・ファイナンス 
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2.3 プロジェクトのリスク 

 

燃料供給のリスク 

これは特に火力発電所の保証に当てはまる。このことが IPP 開発における最大の制約となってい

る。西アフリカ天然ガスパイプラインが、天然ガスの安定供給において大きな役割を果たすこ

とになる。しかし、パイプラインが設計能力どおりに稼働することを阻害する破壊行為のため

に、パイプラインが安定供給を行うことは難しい。そのため、燃料供給のリスクをカバーする

ものを見つけるのは至難の業である。燃料供給が安定しないために、天然ガスがなくても発電

を継続できるよう、発電所は天然ガスと液体燃料の両方で稼働できるように設計することを余

儀なくされている。 

 

西アフリカ天然ガスパイプラインは民間企業である西アフリカパイプライン会社（WAPCo）が

所有・運営している。この会社の使命は、ナイジェリアで産出される天然ガスを全長 678 km の

パイプラインを通じて、ベニン、ガーナ、トーゴへ輸送することにある。同社は天然ガスを安

定的にかつ完全に輸送しており、低価格を維持している。このパイプラインは以前、船団やそ

の他不特定の破壊行為により損傷を受けたことで天然ガスの供給が制約され、2012 年 8 月から

2013 年 8 月までの期間、天然ガスが供給されなかった。同パイプラインはこれらの国々と合意

した量の天然ガスより少ない量しか供給できず、その容量を下回って稼働している。WAPCo に

よれば、同パイプラインはガーナの天然ガス需要を満たすため、改修される予定である。 

出典：西アフリカ天然ガスパイプライン会社、パワーアフリカとの直接インタビューによる。 

財政的リスク 

プロジェクトの開発業者は、プロジェクトが確実に利益をもたらすよう確保する必要があり、

なおかつ建設を開始する前に政府、電力会社、エネルギー委員会が提示した要件すべてを満た

さなければならない。IPP は容易に開発できるが、大きな課題は融資合意である。融資合意に至

った唯一の IPP がセンパワー（CenPower）社による 350 MW のコンバインドサイクル・ガスター

ビンプロジェクトである。同プロジェクトは PPA の締結後、信用管理の要件により、2014 年に

融資合意に至るまで 6 年を要した。このプロジェクトが実施される前に信用管理が必要とされ

た。また、世界銀行が部分リスク保証契約を提供した。同プロジェクトは現在建設中であり、

2017 年の第 4 四半期に完成予定である。 

ガーナには海外投資に関する制約はなく、認定ディーラーが為替を取り扱うことができる。こ

の性質の取引はすべてガーナ銀行に報告される。  
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政治的リスク 

ガーナは現在、政治的に安定しており、西アフリカで最も安定した国の一つであると考えられ

ている。同国政府は内戦や法律の改正によって発電所が影響を受ける場合、政治的リスクの責

任を負うことになっている。また、同国政府は発電所が通常の容量で発電できない場合の収益

保護も提供する。次の総選挙は 2016 年 11 月に行われる予定である。 

出典：一流法律事務所およびパワーアフリカとの直接インタビューによる。 

3. エネルギー政策 

 

電力供給計画 

 

電力供給計画は 2015～2017 年の短期間における電力の需

要と供給を試算するために 2014 年に策定された。同文書

は発電および送電についての国民やステークホルダーに対

する電力部門の現状を示している。同文書では電力需要の

拡大を示し、水力および火力発電所からの電力供給計画を

概説している。またガーナが直面する電力不足について、

および今後数年間に各発電所・送電網に対して設定された

改修予定を通じて、どのようにこの問題を軽減するかにつ

いて示している。同文書の以前のバージョンは 2006 年に

策定され、2006～2020 年の同国の計画について概説し

た。 

電力見通し：供給と需要 ガーナ・エネルギー委員会が 2015 年のガーナの電力の供

給と需要の見通しを策定した。同文書では電力、石油、木

炭、原油および天然ガスの需要予測を示した。また、持続

可能な方法で特定の年度において需要を満たすための戦略

的計画を概説した。発電量が需要を満たすための要件が概

説されており、民間部門からの投資を促すであろう。 

電力部門戦略および開発計画 

（エネルギー省） 

2010 年にエネルギー省が電力部門戦略および開発計画を

策定した。以下の領域が同文書における焦点となってい

る。すなわち、電力部門の各機関、電力の下位部門、原油

の下位部門、再生可能エネルギーの下位部門、廃棄物発

電、電力とジェンダー、である。これらの焦点となった各

領域について、戦略、計画およびプロジェクトが概説され

ている。同文書によって、エネルギー省はガーナの電力部

門の改善を図る計画である。 
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IPP プロジェクトの概要 

1. おもな IPP の傾向、市場の課題と制約 

 

市場の飽和 

 現在ガーナでは電力不足が問題となっているが、ガーナのエネルギー委員会から認可を受け、

ECG と PPA を締結した進行中のプロジェクトが多数存在する。 

 認可を受けたプロジェクトが多いため、総設備容量は短期的には必要な量より大きくなる見

込みである。そのため IPP が成功するためには、市場における隙間を特定しなければならな

い。 

 2018 年までは複数のプロジェクトで市場は飽和状態であり、新規プロジェクトを開発する

機会は存在しない。 

 現在の需要見通しには合計 2 TWh の電力を近隣諸国に輸出する分も含まれている。2020 年

以降であれば競争が増え、新規開発に対して市場が再開放されるものと予測できる。 

 

各交渉 

 PPA のような契約交渉にかかる時間またはプロジェクトの資金を調達することが IPP が直面

している問題である。価格がプロジェクトの詳細によって決まるため、PPA に関するおもな

問題は料金交渉である。 

 オフテイカーの信用強化もまた別の問題である。政府は不払いの電力会社からの保険の複数

の形式のような包括的な保証範囲を防ぐため、信用サポートは削減されるべきであると考え

ている。センパワー社のプロジェクト以降のプロジェクトは、政府が提供する新たな保証範

囲を受けることになる。これらのプロジェクトに関係するさまざまな機関は、すでに前例が

あるため、このプロセスについての知識を持っている。過去にも生じた停電は政府の行動の

遅れや怠慢によって起こった結果である。中期的には電力の過剰供給により、この現象は起

こらないと考えられる。 

出典：フロスト＆サリバン社分析、パワーアフリカおよび一流法律事務所との直接インタビュ

ーによる。 
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2. プロジェクトの概要 

2.1 ポーン発電所 

設備容量 350 MW 

開発業者 センパワー発電会社 

総事業費 4 億 1000 万米ドル 

出資者 アフリカン・ファイナンス、住友商事、オランダ開発銀行

（FMO） 

融資者 FMO、DEG、OFID、EAIF、DBSA、IDC、RMB、ネッドバンク、ス

タンダード銀行 

法律顧問 クリフォード・チャンス 

設計・調達・建設 グループ 5 

 

センパワー社が開発予定のポーン発電所は 350 MW の設備容量を持つ予定である。これにより、

ガーナの設備容量の 10％を占め、火力発電全体の 20%に相当する。同発電所はガーナに安定的

で効率的、かつ低コストの電力を供給するであろう。同発電所は冷却プロセスに海水を用いる

予定であり、このことが同プロジェクトのおもな課題の一つとなっている。また、同発電所は

留出燃料、軽質原油、天然ガスといったさまざまな種類の燃料を使って稼働することができる。

天然ガスは西アフリカ天然ガスパイプラインを使って供給され、その他の燃料は発電所付近に

設置されたタンクから供給される予定である。同発電所は天然ガスが安定して供給されない場

合、その他の燃料を活用する。ECG が電力のオフテイカーであり、その後国内に電力を配電する

ことになっている。 

 

出典：パワーアフリカ、ESI アフリカ、パワーアフリカとの直接インタビューによる。 
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2.2 ガーナ 1000 

設備容量 1,300 MW 

開発業者 ワン・エナジー 

総事業費 10 億米ドル 

出資者 エンデバー・エナジー、ジェネラル・エレクトリック、セージ

石油、エラノヴェ 

融資者 非公開 

法律顧問 非公開 

設計・調達・建設 ジェネラル・エレクトリック 

 

ガーナ 1000 は複数の段階を経て建設される予定であり、総設備容量は 1,300 MW の CCGT を持

つことになる。同発電所で使用される天然ガスは、ガーナ国営石油会社から購入予定である。

プロジェクトの各段階は以下のとおりである。 

 第 1 段階 a：2 基のガスタービンおよび 1 基の蒸気タービンによる 375 MW の発電部分 

 第 1 段階 b：2 基のガスタービンおよび 1 基の蒸気タービンによる 375 MW の発電部分 

 第 2 段階：3 基のガスタービンおよび 1 基の蒸気タービンによる 550 MW の発電部分 

同発電プロジェクトはエクセレレート・エナジー社から確保した、使用される液化天然ガス

（LNG）を貯蔵および再ガス化する装置を提供する浮体式 LNG 貯蔵再ガス化設備からなる予定で

ある。共同事業体であるワン・エナジー社はエンデバー・エナジー、ジェネラル・エレクトリ

ック、セージ石油、エラノヴェからなり、ガーナ 1000 プロジェクトを開発するための連携協定

を結んでいる。同プロジェクトは発電コストを 35%削減することにより、手頃で安定した電力を

発電するものと思われる。 

 

出典：エンデバー・エナジー、ESI アフリカ、フロスト＆サリバン社分析 
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2. プロジェクトのビジネスモデル 

2.1 IPP のビジネスモデル 

料金体系 

 

さまざまな料金のスケジュールがあり、各事業体はその顧客に対して異なる料金を請求してい

る。下記の表は、それぞれのスケジュールに該当するさまざまな料金を示している。料金はオ

フテイカーと料金を交渉する規制緩和型市場か、もしくは PURC が料金を設定する規制型市場に

分類される。プロジェクトの技術的詳細および財政的モデルを詳説した提案が PURC に提出され、

PURC がその後プロジェクトの明細書および技術の種類にもとづいて提案を分析する。各プロジ

ェクトはそれぞれ独自の料金を与えられるが、kWh 当たりの平均コストは 12 米セントである。 

料金カテゴリー Gp（ガーナ・ペセワ）/kWh（2015 年 12 月時点） 

第一スケジュール 

大口発電料金（VRA） 21.08 

複合大口発電料金 

（VRA および IPP） 

35.96 

第二スケジュール 

送電サービス料金 5.58 

第三スケジュール 

配電サービス料金 22.21 

第四スケジュール 

住宅用 33. 55（0～50 kWh） 

67.23（51～300 kWh） 

87.37（301～600 kWh） 

97.08（601 kWh 以上） 

非住宅用 96.79（51～300 kWh） 

102.99（301～600 kWh） 

162.51（601 kWh 以上） 

出典：PURC 料金表（2015 年） 

料金は 2014 年 10 月および 2015 年 7 月に値上げされ、住宅用料金はおよそ 2.5%値上げされた。

また、2015 年 12 月には大幅な料金見直しが行われ、料金は 59%値上げされた。料金はコスト反

映型の料金を策定するため、定期的に値上げされている。料金は米ドルとの為替レートといっ

たさまざまな経済的変数によって変更される。米ドルとの為替レートは用いられるおもな変数

の一つである。料金は四半期ごとにこれらの経済的要素に合わせて調整される。 

2011 年には再生可能エネルギー法が可決され、FiT を通じて再生可能エネルギー発電プロジェク

トに参加する誘因を提供している。これらのプロジェクトに資金援助するため、再生可能エネ

ルギー基金が創設される予定である。2015 年 8 月時点でこの基金は開設されていない。同基金

は再生可能エネルギープロジェクトへの魅力を増し、電力部門への海外投資を呼び込んでいる。

またこれにより、再生可能エネルギーが今後のガーナのエネルギーミックスの一部となるであ

ろうと考えられる。 

出典：PURC およびガーナ・エネルギー委員会との直接インタビューによる。 
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IPP 市場への参入 

1. 参入プロセス 

1.1 参入条件 

 

ガーナの IPP 部門に参入する際には、以下の手順を踏まなければならない。

 

 

ガーナで IPP を開発するためには、開発業者はガーナの登録企業を必要とする。開発業者は送電、

卸売電力供給、配電または電力の販売および天然ガスの利用を行うための認可を発行するエネ

ルギー委員会と接触する必要がある。これらの認可を得るためのガイドラインは、電力認可申

請マニュアルに概説されている。発行される認可の種類に応じて異なる関連コストが存在する。

同委員会が提示した要件を満たせない場合にのみ認可は却下される。発電所を設置する前には

環境に関する認可も必要である。経済的な規制当局である PURC が料金を提供する。電力省はそ

の他の活動を監督する。開発業者は関心のある資源を特定し、正式申請書をもって委員会に接

触し、各要件を満たすことを確保しなければならない。再生可能エネルギーおよび非再生可能

エネルギーによる設備容量の枠が存在する。電力の 10％は再生可能エネルギー（水力発電を除

く）から発電しなければならないという政策が実施されているが、現在までその条件は満たさ

れていない。PPA が開発業者および予定された電力のオフテイカーとの間で交渉・締結される。 

出典：フロスト＆サリバン社分析、ガーナ・エネルギー委員会および PURC との直接インタビュ

ーによる。 
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1.2 参入における課題 

 

ガーナの市場は民間部門が電力部門に参入できるよう開放されてきた。オフテイカーの財政状

況が同国における IPP に影響を与えるおもな問題の一つである。オフテイカーの担保可能性がお

もな問題の一つであるため、政府が保証を発行するか、もしくは世界銀行が介入する必要があ

る。もう一つの大きな問題が、プロジェクトの融資先を獲得するために実施されるべき燃料供

給契約を取得することである。燃料供給のリスクおよび政治的リスクに関する契約はともに実

施されるべきである。 

オフテイカーの財政状況 

ECG は深刻な財政難の状態にある。プロジェクトのオフテイカーが確実に利益を上げるためには、

信用強化を行う必要がある。政府には自身の財政的制約があるため、この信用強化や国家によ

る保証を提供することに難色を示し、また提供できていない。政府はこの信用強化を提供する

ための別の戦略を模索している。しかし、この代替戦略を用いたプロジェクトはいまだ融資合

意に至っていない。独立した海外支援組織であるミレニアムチェンジ・コーポレーションのお

もな目的は、ECG および同社の財政状況に焦点を当てることである。国営の電力会社はすべて財

政難に陥っており、信用度の欠如に悩まされている。以前、政府が料金値上げを拒否したため、

このことが根本的な政治問題となっている。料金は現在、四半期ごとに見直され、調整されて

いる。 

競争入札 

現時点で競争入札のプロセスは存在しないが、潜在的な投資家を増やすためにも是が非でも必

要である。ドイツ国際協力公社（GIZ）が小規模な再生可能エネルギープロジェクトに国際的な

競争入札プロセスを導入しようと試みている段階である。再生可能エネルギーによる電力がエ

ネルギーミックスの一部となることを確保するには、これがいずれ同国の拡大計画の一部とな

るであろう。 

出典：フロスト＆サリバン社分析、パワーアフリカ、PURC、IPP 開発業者、一流法律事務所と

の直接インタビューによる。 

1.3 現地調達の諸条件 

 

現地調達法（2013 年）では、石油部門においては現地の従業員を優先して採用すべきであると

規定している。同法はまた、海外投資家がガーナの資源から利益を得るためには、技術や知識

が海外投資家からガーナ人に移譲されなければならないとしている。また同法では、最低 5％は

現地の所有権が必要であると規定している。潜在的な投資家はプロジェクトが地域コミュニテ

ィにもたらす利益を考慮する必要がある。このことは特に再生可能エネルギー部門の場合に当

てはまる。プロジェクトを進展させるためには現地パートナーを持ち、政治的なコネクション

を持つことが理想的である。政府は一部現地調達であることを望んでいるが、それには所定の

パーセンテージが存在する。 

 

出典：フロスト＆サリバン社分析、パワーアフリカ、一流法律事務所との直接インタビューに

よる。  
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10. コートジボワール  

電力部門の概要 

1. コートジボワールの電力部門の概要 

コートジボワールは電力部門への民間部門の参入を認めたアフリカ初の国の一つである。1985

年の電力法で、民間部門による発電が認められた。同法において、民間の事業者であるコート

ジボワール電力会社（CIE）が発電、送電、配電の認可および輸出入の認可を受けた。それまで

の国営の電力会社であった旧コートジボワール電力会社（EECI）が CIE にとって代わられた。コ

ートジボワールにおける初の IPP は、同国の設備容量を増やすために 1990 年代に開発された。

同国初の IPP はアジト（Azito）社とコートジボワール発電会社（CIPREL）であり、いずれも火力

発電所で、その電力は CIE が購入した。 

出典：「コートジボワールの電力部門における新規開発」、エメリー・ミケンディ・ワファナ

＆アソシエーツ（2014 年） 

 1.1 エネルギー部門における主要関係者の概要 

 

石油・エネルギー省 同省の役割は発電、電化、同部門のプランニングの観

点から電力部門にまつわる政策を立案、実施、監督す

ることにあり、再生可能エネルギーの利用を促すこと

にある。 

コートジボワール電力会社（CIE） 
 

コートジボワール電力会社はエラノヴェ社が過半数を

所有しており、アフリカにおける公共サービスを管理

している。また同社は、CIPREL の発電所を所有してい

る。CIE は発電、送電、配電を担当している。 

コートジボワールエネルギー公社

（CI-ENERGIE） 
 

CI-ENERGIE はエネルギー省の介入のもと、電力の需給計

画を担当している。また同社は、送電網の拡張および

改善を計画している。CI-ENERGIE は発電の認可を担当し

ている。 

国家エネルギー規制局（ANARE） ANARE の任務はコートジボワールの電力部門を規制す

ることである。同規制局は電力部門を改善し、民間投

資に適した市場を作ることを目指している。また、国

民全体に安定した電力を利用できるようにすることを

目指している。 
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1.2 発電状況 

コートジボワールにおける発電はおもに水力発電と火力発電による。コートジボワール政府は

CIE に対し、同国全体で電力を購入・販売する認可を与えている。電力はアグレコ社、CIPREL、

ブリディ社、アジト社および水力発電所によって発電されている。2015 年、アグレコ社は 200 

MW の天然ガス火力発電所プロジェクトの契約を 3 年間延長し、さらに 2 年間延長する可能性

がある。アグレコ社は臨時の電力ソリューションを用いているが、同国は永久的な電力インフ

ラの増設を目指している。アジト社の発電所は 2015 年に拡張され、同国の設備容量を 2014 年

の 1,630 MW から 2015 年の 1,784 MW へと 150 MW 増やすこととなった。 

出典：フロスト＆サリバン社分析、CIE 年次報告書（2012、2013、2014 年）、アグレコ社

（2015 年） 

 

発電所 設備容量（MW） 種類 

CIPREL 455 天然ガス 

ブリディ 100 天然ガス 

アジト 450 天然ガス 

アグレコ 200 ディーゼル燃料 

タアボ 210 水力 

コソウ 176 水力 

ブヨ 165 水力 

アヤメ第一 22 水力 

アヤメ第二 30 水力 

合計 1808  
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出典：CIE 年次報告書（2012、2013、2014 年） 

以下の表は短期・中期・長期において開発される予定の火力発電所および水力発電所を示して

いる。これらの計画は電力、石油、鉱業、地学部門および新興プロジェクトのための「戦略的

開発計画 2011～2030」に示されている。中・長期的には、政府が民間部門による開発を予定し

ている石炭コンバインドサイクル火力発電所が存在する。これにより投資機会が開かれ、火力

発電所による発電に占める割合を増やす計画が示されている。 

出典：フロスト＆サリバン社分析 

  MW 短期 中期 長期 

   2011～2015 2016～2020 2021～2030 

火力発電 バッファ火力発電 150 ○   

 アジト第 3 フェーズ 420 ○ ○  

 CIPREL 第四 222 ○ ○  

 トレイクヴィル 320 ○ ○  

 CC 火力発電所 450 ○ ○  

 CC 火力発電所 450  ○  

 CC 火力発電所 450  ○  

 CC 火力発電所 450  ○  

 CC 火力発電所 450   ○ 

 CC 火力発電所 450   ○ 

水力発電 スブレ・ダムの建設 270 ○ ○  

 ササンドラ/グリボポポロ 112  ○  

 ササンドラ/ブートゥブレ UN  ○  

 ササンドラ/ルーガ 270   ○ 

 ササンドラ/クルコロ 29   ○ 

 ボルメレ・ダム UN   ○ 

 タイブリ 18   ○ 

 ドル・ダム 1.5   ○ 
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 アニェビ・ダム 300kw  ○  

 アボイッソ/ビア・ダム 5  ○  

 アボイッソ/コモエ・ダム 150    

*UN＝利用不能 

出典：電力、石油、鉱業、地学部門および新興プロジェクトのための戦略的開発計画 2011～

2030（2011 年） 

開発中の短・中期プロジェクトがすべて開発されれば、それにより電力の供給過剰が生じる可

能性がある。長期プロジェクトでは年に 100 MW の増加が必要となると推定している。これは

つまり、目標を達成するため発電所が 3 年ごとに開発されなければならないということである。

これら可能性のあるプロジェクトにより、市場はある程度まで飽和している。しかし、これら

のプロジェクトがすべて開発される見込みはないものと思われる。 

出典：IPP 市場のおもな参加者、および一流法律事務所との直接インタビューによる。 

 

1.3 電力需要 

 

現在、同国の電力需要は満たされていない。コートジボワールの特定の地域で電力不足が生じ

ている。複数の地域が送電網に接続していないままであり、コートジボワールの電化率が増え

るにしたがって、電力需要も増えるであろう。 

 

出典：CIE 年次報告書（2012、2013、2014 年） 

電力需要は毎年 8～10%増加すると予測されている。毎年 8%の需要が増加すると仮定して、コー

トジボワールの需要予測をグラフに示してある。電力需要が 8～10%の割合で増加するという仮

定にもとづけば、2030 年の電力需要はおよそ 3,900 MW から 5,300 MW の間になるであろう。 
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1.4 エネルギーミックス 

コートジボワールの現在のエネルギーミックスは大半を火力発電が占めており、発電した電力

の 66%を占め、その残りが水力発電によるものである。エネルギー省は再生可能エネルギーを推

進していない。同省は特にベースロード電力としては天然ガスの方が発電するうえで信頼でき

ると考えている。今後の政権交代により、コートジボワールのエネルギーミックスについて異

なる戦略が実施される可能性もある。天然ガスはまた、石炭やディーゼル燃料による火力発電

所よりも環境にやさしく、そのため政府はコンバインドサイクル・ガスタービンプロジェクト

に前向きである。アジト社および CIPREL 社の発電所の拡張により、これらの発電所では天然ガ

スと液体燃料の両方で発電できるようになった。CIPREL 社の拡張プロジェクトでは、設備容量

を 500 MW 以上にすることができると思われる。同国にとってはこれらの拡張工事が重要であ

る。今後さらに多くの拡張プロジェクトが発生すると考えられる。 

 

出典：CIE 

ある一流法律事務所によれば、コートジボワールがさらに多様化したエネルギーミックスを開

発するためには、今後再生可能エネルギーに対する需要が生じるであろうということである。

現時点では再生可能エネルギーは優先度が高くはない。コートジボワール政府にとって再生可

能エネルギーが優先度の高いものになれば、電力部門への投資を促すため、今後再生可能エネ

ルギーによる発電が奨励されるであろう。これらのプロジェクトを遂行するのに十分な風力資

源は存在しないが、北部地域における太陽光発電の可能性は高い。人口の大部分は北部に居住

していないため、太陽光発電プロジェクトは現時点では関心を集めていない。現在のインフラ

の状況を考えれば、太陽光発電プロジェクトを送電網に接続することもまた懸念材料となる。

エネルギーミックスは再生可能エネルギーがかなりの割合を占めるものにはならず、石炭の産

出の可能性もあり、今後も火力発電所および水力発電所が大部分を占めるであろうと。 

出典：IPP 市場のおもな参加者との直接インタビューによる。フロスト＆サリバン社分析、一流

法律事務所との直接インタビューによる。CIE（2015 年） 

水力発電 

34% 

火力発電  

66% 

2015年のエネルギーミックス 
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出典：CI-ENERGIE（2013 年） 

上記のグラフは 2020 年および 2030 年のエネルギーミックスの予測を示している。このエネル

ギーミックスではどちらの予測においても、少ない規模ではあるものの再生可能エネルギーを

導入している。またエネルギーミックスの民間の火力発電による部分が増加している。これに

より、発電所を開発するための同部門への投資機会が生じる。今後の再生可能エネルギー発電

プロジェクトを開発する機会もあるものと思われる。2020 年および 2030 年の推定設備容量は、

それぞれ 3,290 MW と 4,992 MW である。 

出典：フロスト＆サリバン社分析、CI-ENERGIE（2013 年） 
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1.5 エネルギー資源 

 

コートジボワールは天然資源に恵まれており、すでに判明している大規模な天然ガス埋蔵量も

ある。現在活用されている資源はたった 2 つであり、水力資源と発電における天然ガスの利用

である。戦略的開発計画 2011～2030 によれば、コートジボワールは 2030 年までに発電量の

20%を再生可能エネルギーによるものにする計画であった。同文書ではそれぞれ 2MW と 6 MW

の小規模太陽光発電所および風力発電所を開発する計画を概説していた。 

資源 可能性 

CSP 資源（TWh/年） 221 

PV 資源（TWh/年） 10,325 

風力資源（TWh/年）       設備利用率＞20% 430 

地熱資源（MW） 0 

技術的に実現可能な水力資源（GWh/年） 12,400 

天然ガス（判明済み埋蔵量、単位：百万 m3） 28,320 

石炭（判明済み埋蔵量、単位：MTOE） なし 

石油（判明済み埋蔵量、単位：バレル） 100,000,000 

出典：フロスト＆サリバン社 

2. 経済指標 

2.1 コートジボワール経済の概要 

コートジボワールの経済は農業主導型である。世界最大のカカオ豆の産地であり、コーヒー豆

およびヤシ油も多く輸出してきた。また、同国には石油や天然ガス、ダイヤモンド、金といっ

た天然資源も豊富に存在する。2010～2011 年には政治問題により経済成長が阻害されたが、確

実に安定へと持ち直している。コートジボワールは 2014 年 1 月に 9.4%、2016 年 1 月に 9.8%の

経済成長を達成した。電力部門への民間投資の増加により、同国の経済はますます成長するも

のとみられる。 

出典：アフリカ経済の見通し、コートジボワール（2016 年）、フロスト＆サリバン社分析 
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2.2 プロジェクト・ファイナンス  

 

発電所の開発は通常、プロジェクト・ファイナンスを通じて行われる。これにはエクイティフ

ァイナンスとデットファイナンスが必要となる。デットファイナンスは総事業費の 70%を占め、

残り 30％を株式が占める。国際金融公社（IFC）や AfDB といった金融機関が通常、開発業者へ

のデットファイナンスを調達する際に関与する。これらのプロジェクトに関与する金融機関は

多国籍企業であり、積極的にアフリカの開発に関与している。現地の銀行はこれらのプロジェ

クトに関与することがつねにできるわけではない。その後、エクイティ部分が開発業者によっ

て確保される。 

 

 

出典：IPP 市場のおもな参加者との直接インタビューによる。フロスト＆サリバン社分析 

 

2.3 プロジェクトのリスク 

 

政治的リスク 

コートジボワールにおけるおもなリスクの一つが、2002 年に勃発し、2004 年に終結した内戦後

の政治情勢である。二度目の内戦は 2010 年に始まり、2011 年初頭に終結した。終戦後初の大統

領選が 2015 年に行われた。旧政権を地元住民の一部がいまだ支持していることから、内戦がま

た勃発するのではないかと警戒する潜在的な開発業者にとって、長期にわたる内戦が懸念材料

となった。この結果、街中での暴動も頻発している。そのため、コートジボワールにおける政

治的リスクは、法的リスクよりも大きなものである。 

プロジェクトは不可抗力、すなわち内戦の場合、保護されることになっている。この場合のプ

ロジェクトの終了によっても、支払いが発生する。アジト社の場合、現在アジト社はアビジャ

ンの需要のおよそ 50％を供給しているため、プロジェクトの終了が同国にとって最良の結果で

はなかった。このプロジェクトにかかわる金融機関や株主に対して支払いが行われ、プロジェ

クトは続行した。このケースは、市場に参入する新規 IPP の場合とは異なるであろう。 

西アフリカ経済通貨同盟は、コートジボワールを含む地域における海外投資を規制している。

特にコートジボワール向けに実施されている特定の規制も存在する。これらの規制は独立した

機関が策定したものではなく、中央銀行によって規制されたものである。この規制は厳格なも

のであり、法的に健全である。財務省は資金の還流を認定する必要がある。 

出典：一流法律事務所との直接インタビューによる。フロスト＆サリバン社分析 

  

プロジェクト・ファイナンス 
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3. エネルギー政策 

 

電力、石油、鉱業、地学部門および

新興プロジェクトのための戦略的開

発計画 2011～2030 
 

戦略的開発計画では、2011～2013 年のコートジボワー

ルにおける電力、石油、鉱業、地学部門のための計画

を概説している。同計画は鉱山・石油・エネルギー省

が策定した。同計画にはこの期間に開発予定の現在お

よび今後のプロジェクトのためのデータシートが含ま

れている。 

1985 年電力法 
 

1985 年電力法により、電力部門への民間部門の関与が

導入された。民間部門が関与を許されたのは発電部門

だけであり、送電、配電、輸出入は国の任務のままで

ある。これらの任務は CIE に移譲された。 

2014 年電力規則 
 

この電力法には電力部門の改革も併記された。同法で

はコートジボワールにおける発電、送電、配電、商業

化、電力の輸出入についての枠組みを概説した。コー

トジボワールにおける料金が低すぎると考えられたた

め、新たな料金設定戦略が開発された。また同法にお

いては、再生可能エネルギーについても考慮し、電力

規制当局を強化する。 
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IPP プロジェクトの概要 

1. おもな IPP の傾向、市場の課題と制約 

 

コートジボワールにおける IPP の開発を制約する特定の課題が存在する。それは燃料の確保、政

府からの支援、汚職、開発業者同士の競争の拡大、である。 

燃料供給のリスク 

 CIPREL 社およびアジト社のプロジェクトでは、天然ガスが政府から供給され、天然ガス発電

所にとっての燃料供給のリスクはなくなった。今後の天然ガス発電プロジェクトにおいて、

このような天然ガス供給のメカニズムが実施されるかどうかは不透明である。 

 現在 7～8 か所のプロジェクトが存在するが、うち 2 か所しか実現可能ではない。 

 市場は実現可能でないプロジェクトで緩やかに飽和しつつあり、これにより同部門での経験

が豊かな開発業者による活発なプロジェクトの開発が妨げられている。  

 3 年前には市場にはたった 2 社の当事者しか存在していなかった。市場の過密化は今後の投

資家にとって大きな課題である。  

 

政治的問題 

 アジト社についての大きな問題は内戦であった。1990 年代に着手した発電所が完全に操業

を開始したのは 2001 年のことであった。 

 当時の大統領はプロジェクトを全面的に支援し、その進展を助けた。内戦の期間中、料金は

支払いは滞ったままであり、債務の未処理が生じた。そのため世界銀行が同部門に対する債

務を清算した。 

政策の問題 

 旧態依然とした 1985 年電力法が改正され、民間部門による関与を認めた。  

 2014 年電力法では IPP に関する認可および契約についての明確な規則を提供した。同部

門はさらに透明化され、各契約がどのように認められるかについての明確な言及があっ

た。 

 同法では再生可能エネルギーを奨励しているが、現時点では優先度の高いものではない。 

出典：IPP 市場のおもな参加者との直接インタビューによる。 
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2. プロジェクトの概要 

2.1 アジト発電所 

設備容量 450 MW（拡張後） 

開発業者 グローベレック 

総事業費 4 億 5000 万米ドル 

出資者 IPS 西アフリカ：30%、グローベレック：70% 

融資者 IFC 

法律顧問 リンクレーターズ  

設計・調達・建設 現代建設 

 

アジト発電所の拡張により、発電所の設備容量が 300 MW から 450 MW に増えた。アジト発電

所は財政資金を確保することで内戦を生き延び、内戦中も同国のために発電した発電所の好例

である。発電所の拡張工事は 2013 年に開始され、2015 年に送電網に接続した。拡張工事にあた

っては、PPA は変化に合わせて修正されただけであった。同発電所は 3 段階に分けて建設され、

そのうちの 2 つの段階は 1999 年と 2000 年に稼働を開始し、それぞれの段階において 144 MW

が追加された。同発電所が発電するのに用いる天然ガスのおもな供給源は FOXTROT 社のガス田

である。その他のガス田にはデヴォン社のガス田および CNR 社のガス田がある。アジト・エナ

ジー社は ABB、EDF および産業推進サービス（西アフリカ）からなる。しかし、2010 年に ABB

および EDF の株式はグローベレック社が買収した。コンバインドサイクル装置に用いられる蒸

気タービンはジェネラル・エレクトリック社が提供している。アジト O&M 社がグローベレック

社の子会社である同発電所を運営する予定である。 

出典：グローベレック社、一流法律事務所との直接インタビューによる。フロスト＆サリバン

社分析 
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2.2 ソンゴン発電所 

設備容量 372 MW 

開発業者 エンデバー・エナジー 

総事業費 5 億 1400 万米ドル 

出資者 デナム・キャピタル、スター・エナジー 

融資者 非公開 

法律顧問 非公開 

設計・調達・建設 テレメニア 

 

375 MW の CCGT 発電所がデナム・キャピタル社、スター・エナジー社の後援のもと、エンデバ

ー・エナジー社によって開発中である。テレメニア社がスター・エナジー社に発電所の設置・

試運転を提供する。同プロジェクトは 2015 年 12 月に融資合意に至る予定であった。発電所は

それぞれ 126 MW、126 MW、120 MW の 3 段階に分けて稼働を開始する予定である。 

出典：テレメニア社、スター・エナジー社、エンデバー・エナジー社 
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3. プロジェクトのビジネスモデル 

3.1 IPP のビジネスモデル 

料金体系 

コートジボワールにおける料金体系は、発電される電力の種類によって異なる。現時点では

料金はコストを反映しているとみられる。コストを反映した料金を設定するため、アジト社

が融資合意に至った時点で料金を値上げする契約が結ばれた。 

料金は発電所の容量にもとづいて請求される稼働料にもとづいて決まる。稼働料は開発の固

定コストをカバーしている。また、発電した電力に対する電力料もある。この料金体系によ

り、良好な投資利益率が実現している。また、料金はユーロまたは米ドルにもとづいて決ま

り、政府が為替リスクを引き受けることになっている。天然ガスの供給は、燃料供給のリス

クを引き受けている政府によって調整されるため、天然ガス IPP は低コストの発電である。 

出典：一流法律事務所、IPP 市場のおもな参加者との直接インタビューによる。 
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IPP 市場への参入 

1. 参入プロセス 

1.1 参入条件 

コートジボワールにおける調達プロセスには、競争によるものとそうでないものとがある。緊

急時発電についての必要性を含む競争プロセスには例外が存在する。競争プロセスによらなか

った発電の必要性にもとづいたプロジェクトも多数存在する。これらのプロジェクトを開発す

るためには、プロジェクトの管理を同国内のチームによって行う必要があり、海外から行って

はならない。 

国と IPP 開発業者の間で PPA が締結される。PPA 契約では電力会社への電力の販売、両当事者お

よび発電所の運営者の義務に関する諸条件について明記する。また契約には、送電網への接続、

燃料供給、プロジェクト用地のリースに関する諸条件も含まれる。PPA については国を代表して

エネルギー省および財務省が承認しなければならない。契約の諸条件がこれらの省によって承

認されれば、融資合意後、プロジェクトの開発が開始される。 

プロジェクトの開発業者が政府との関係または政治的な関係を築くことが最も得策である。コ

ートジボワールにおける贈収賄や汚職のレベルは低い。しかし、政府は潜在的な投資家に対し

て非常に反応が良い。このことは開発段階におけるアジト社および CIPREL 社のプロジェクトで

も見られた。世界銀行が介入した場合、新規開発において汚職が起きることはない。 

出典：IPP 市場のおもな参加者、一流法律事務所との直接インタビューによる。「コートジボワ

ールの電力部門における新規開発」、エメリー・ミケンディ・ワファナ＆アソシエーツ（2014

年） 

1.2 参入における課題 

 

政治的問題 

コートジボワールに参入する場合の開発業者にとってのリスクとしては政治的リスクが知られ

ており、正確な保証が実施されるよう確保するのが得策である。内戦が勃発した場合、政府は

政治的リスク保証のもとであれば、投資家から株式を買い取ることになっている。保証の必要

性が大きければ大きいほど、交渉は難航する。また政府はその資金をどのように処理するかを

決定することができ、IPP に対して支払いをしないことを決定することもできる。これらの種類

の保証は、政府がこれらのリスクが現実のものとならないようにすることを促す材料となって

いる。しかし、政府が支払いに難色を示した場合には世界銀行が財政支援を終了させることに

なっており、そのことがコートジボワールにとって壊滅的となることもある。これは政府が同

様の事態の発生を避けることを促すもう一つの材料となっている。 

PPA 交渉 

PPA 交渉は長引く場合も多い。これは政府と接触することの難しさと、計画を承認するために必

要な権限のレベルによるものである。政府は必ずしも自らの支援の必要性に気付いているわけ

ではない。PPA は通常、CFA フランが為替を固定しているユーロ建てで行われる。中央銀行は巨

額の外貨の移動を事前に承認しなければならない。これは今後の取引すべてに当てはまる。 



アフリカの IPPプログラムに対する投資機会について 

148 
Copyright © 2016 JETRO. All rights reserved. 

 

再生可能エネルギー発電プロジェクト 

再生可能エネルギー発電プロジェクトを開発する際の課題もある。これまで進展しなかった潜

在的な再生可能エネルギー発電プロジェクトもあった。これは政府が天然ガス発電所の方を好

んでいたためであろう。コートジボワールにおける再生可能エネルギー電力はコストも高く、

このことが政府が天然ガス発電プロジェクトに賛同しているもう一つの理由であると言える。 

出典：IPP 市場のおもな参加者、一流法律事務所との直接インタビューによる。 

 

1.3 現地調達の諸条件 

コートジボワールには公式の現地調達要件は存在しない。アジト発電所の場合、現地の労働力

が必要に応じて活用され、開発業者は同地域の現地住民を利用することを約束した。しかし、

設備の供給に関しては、コートジボワールの資源は限られている。電力を購入する顧客が政府

所有または一部政府所有である場合、その事業体は現地調達を主張することができる。プロジ

ェクト開発会社は通常、海外の株主と現地従業員の利用によってコートジボワールで設立され

る。現地調達は競争による調達プロセスが用いられる場合により問題となることが多い。入札

が審査中である場合はこのことが考慮されることもある。 

出典：IPP 市場のおもな参加者、一流法律事務所との直接インタビューによる。 
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補足資料 

10 か国の選定方法 

調査のために 10 か国を選定する際、以下の方法に従った。 
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アフリカの各パワープール 

 

電力会社がさまざまなパワープールへ参加することにより、電力の不足または余剰が生じた

場合の国同士の電力の託送が可能になった。パワープールは特定の国で利用可能な資源を利

用したいと考える IPP にとって有益であり、近隣諸国に電力を輸出したいと考える電力会社

に発電した電力を販売している。アフリカにはさまざまなパワープールが存在し、以下で論

じている。 

  

COMELEC（マグレブ電力委員会） 

西アフリカ・パワープール 

中央アフリカ・パワープール 

東アフリカ・パワープール（コンゴ民

主共和国、ルワンダを含む） 

南部アフリカ・パワープール 

COMESA-EAC-SADC 3 者間 FTA 

地図提供：TradeMark Southern Africa

（www.trademarksa.org） 

 

出典：南部アフリカ・

パワープール

（www.sapp.co.zw） 
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南部アフリカ・パワープール（SAPP） 

SAPP は 1995 年に設立され、加盟 12 か国内での電力の託送を調整する、アフリカで最も発

達したパワープールである。2015 年の SAPP 年次報告書によると、アンゴラ、タンザニアお

よびマラウィはパワープールの運営会員ではない。計画されている送電プロジェクトには以

下のようなものがある。ザンビア―タンザニア―ケニア間、モザンビーク―マラウィ間、ナ

ミビア―アンゴラ間、ジンバブエ―ザンビア―ボツワナ―ナミビア間、モザンビーク―ジン

バブエ―南アフリカ共和国間の相互接続である。2015 年の SAPP の利用可能な容量は 52,598 

MW であり、需要は 49,563 MW である。同パワープール内で発電された電力の大部分は、

南アフリカ共和国での石炭発電所によるものであり、SAPP の総発電量の 80%を占めている。 

 

東アフリカ・パワープール（EAPP） 

EAPP は 2005 年に設立され、8 か国が加盟している。上記の地図に示した他にリビアがある。

タンザニアは 2010 年に EAPP に加盟した。同パワープール内の相互接続は以下のとおりで

ある。コンゴ民主共和国―ブルンジ間、コンゴ民主共和国―ルワンダ間、ブルンジ―ルワン

ダ間、ケニア―ウガンダ間、エチオピア―スーダン間、エチオピア―ジブチ間、ウガンダ―

ルワンダ間、ケニア―ウガンダ間、エチオピア―スーダン間、エチオピア―ジブチ間、コン

ゴ民主共和国―ウガンダ間、ウガンダ―南スーダン間、ケニア―タンザニア間、ウガンダ―

タンザニア間。 

 

西アフリカ・パワープール（WAPP） 

WAPP は 2006 年に設立され、14 か国からなる。2012 年までは同パワープール内に明確な取

引プラットフォームはなかった。国同士の取引は長期契約にもとづくものであり、発電した

余剰電力を加盟国内で割り当てていた。取引プラットフォームの開発が遅れているのは、脆

弱なインフラの状態および不十分な加盟国の設備容量によるものである。加盟国間でのおよ

そ 14 の相互接続計画を含んだマスタープランが策定されている。 

出典：SAPP 年次報告書（2015）、EAPP、WAPP、「電力市場の地域統合推進のための組織

間協定：国際的な事例」ムシリウ・O・オセニ、マイケル・ポリット、ケンブリッジ大学

（2014 年） 
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南部アフリカ 

1. 南アフリカ共和国 

 

  

全天日射量（GHI） 南アフリカ共和国 

メッシナ 

ポロクワ
ネ 

プレトリア 

ヨハネスブルグ 

フェリーニヒン
グ 

ニューキャッスル 

レディスミス 

ピーターマリッツバーグ 

ダーバン 

マサータ 
クイーンズタウン 

ビショ 

イーストロンドン グレアムズタウン 

ポートエリザベス 

オイテンハーヘ 
ジョージア 

オウツフルン パール 
ケープタウン 

ビューフォートウエスト 

カルビニア 

デ・アール 

ブルームフォンテーン 

キンバリー 

アピントン 

ウェルコム 

クラークスドープ 

クルーガーズドープ 

ソウェト 

ソーラーGIS 

http://solargis.info 

平均年間照射量（1994～2013 年） 
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2. アンゴラ 

 

  

ンバンザ＝コン
ゴ 

全天日射量（GHI） アンゴラ 

ウイゲ 

カシト 

ヌダラタンド 
マランジェ 

スンベ 

クイト 

ルアンダ 

ベンゲラ 

ウアンボ 

ナミベ 
ルバンゴ 

オンジヴァ 

メノンゲ 

ルエナ 

サウリモ 

ルカパ 

カビンダ 

ソーラーGIS 

http://solargis.info 

平均年間照射量（1994～2010 年） 
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3. ザンビア 

 

 

 

全天日射量（GHI） ザンビア 

 

ソルウェジ 

ヌドラ 

モング 

リビングストン 

ルサカ 

カブウェ 

チパタ 

マンサ 

カサマ 

チンサリ 

ソーラーGIS 

http://solargis.info 

平均年間照射量（1994～2013 年） 
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4. モザンビーク  

 

  

リシンガ 

テテ 

シモイオ 

マトラ マプト 

シャイシャイ 

イニャンバネ 

ベイラ 

ケリマネ 

ナンプーラ 

ペンバ 

全天日射量（GHI） モザンビーク 

ソーラーGIS 

http://solargis.info 

平均年間照射量（1994～2010 年） 
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東アフリカ 

5. エチオピア 

 

 

  

バハルダール 

アソサ 

アジスアベバ 

ガンベラ 

アワサ 

アダマ 

ハラール ジジガ 

ディレダワ 

アサイタ 

メケレ 

全天日射量（GHI） エチオピア 

 ソーラーGIS 

http://solargis.info 

平均年間照射量（1994～2010 年） 
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6. ケニア 

 

  

モヤレ ロドワル 

マルサビット 

マララル キタレ 

エルドレット 

ブンゴーマ 
カカメガ 

キスム 

メル 

ナクル 

ナロク 
ナイロビ 

キリフィ 

モンバサ 

マリンディ 

ラム 

ガリッサ 

ワジル 

マンデラ 

全天日射量（GHI） ケニア 

ソーラーGIS 

http://solargis.info 

平均年間照射量（1994～2010 年） 
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7. タンザニア  

 

表 1：風力資源  

用地 調査 10m 地点の風速（m/s） 30m 地点の風速（m/s） 

マカンバコ 東アフリカ風力発電会社 7.6 8.7 

シンギダ 東アフリカ風力発電会社 8.2 9.4 

カラトゥ DANIDA/リソ/TANESCO 4.9 5.5 

ムクンバラ DANIDA/リソ/TANESCO 4.14 4.9 

ゴンヴ DANIDA/リソ/TANESCO 3.56 4.28 

リテンベ DANIDA/リソ/TANESCO 3.21 4.47 

出典：タンザニアの風力エネルギー市場、GIZ（2009 年） 

 

出典：ソーラーGIS 
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西アフリカ 

8. ナイジェリア  
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9. ガーナ 
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10. コートジボワール  
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