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第 1 章 業務の目的と背景 

1.1 業務の背景 

インドネシア政府は年率約 8%で急速に成長している電力需要に迅速に対応することを企図

し、第 1 次クラッシュプログラム、第 2 次クラッシュプログラムを打ち出し、新規電源開発

を進めてきている。国営電力公社（PLN）による「電力供給総合計画」（RUPTL 2013-2022）
では、2022 年までに電力設備容量を 59,518MW 増設することとしており、この計画の中では、

小水力は 836MW 導入される計画となっている。加えて、インドネシア政府として、10MW
以下の再生可能エネルギーによる発電事業に対して固定価格買取（FIT: Feed-In Tariff）制度を

導入する等、小規模ながら初期投資が比較的少額かつ短期間での開発が可能な小水力発電等

の導入を政策的に促進している。 
 
この様な状況の下、小水力 IPP にかかる事業提案が大幅に増加している一方で、新規電源開

発は順調に進んでいない。その要因として、①主に発電施設の設計段階における民間事業者

の技術的未熟、②長期ノンリコースまたはリミテッドリコースによる現地通貨建て融資の不

在が挙げられる。他方で、小水力発電を含む再生可能エネルギー事業は、インドネシア国内

法上、煩雑な事業権入札プロセスが不要であること、FIT 制度の一定程度の事業採算が確保

されうることから、事業投資および機器納入の双方の観点で日本企業の関心が高い分野であ

る。JICA においても、民間提案型の事業化調査制度や民間企業・事業に対する海外投融資等、

小水力発電を含む途上国での再生可能エネルギー事業を支援する枠組みが整備されている。 
 
上記に基づき、本業務は、日本企業が有する技術の活用、海外投融資による支援を通じて、

民間企業による新規電源開発の促進・普及においてボトルネックとなっている技術面や金融

面の課題を抽出し、事業化のための方策を検討することを目的として実施されることとなっ

た。 
 

1.2 業務の概要と範囲 

1) 目的 
インドネシアにおける小水力 IPP 事業の推進を図るため、同セクターの概況、個別事業の概

要や進捗状況、日系企業・金融機関の動向等を調査し、日本企業による事業参画かつ JICA 海

外投融資によるファイナンス支援に適した案件リストを策定し、事業化に向けた方策を検討

することを目的とする。 
 
2) 調査対象案件 
PLN から提供された小水力案件リストを調査対象とする。 
 
3) 調査対象地域 
インドネシア、スマトラ島およびスラウェシ島 
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4) 調査対象分野 
インドネシアにおける小水力発電セクター（10MW 以下） 
 
5) 関連機関 
インドネシア政府エネルギー鉱物資源省（MEMR）、国営電力公社（PLN） 
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第 2 章 インドネシア小水力発電セクターの概況・関連法制度 

2.1 電力需給状況・発電施設の開発状況・水力ポテンシャル 

2.1.1 電力需給状況 

インドネシアの近年の経済成長率は年率平均 6%を超えており、高い経済成長に伴い、電力需

要も年率 8％に及ぶ増加を示している。用地取得問題等による電力開発計画の遅れにより、

電力需給は逼迫しており、北スマトラ州等では一部計画停電が行われている。この様な状況

は、今後の経済発展の妨げになる可能性があり、電力開発の早急な実施が望まれている。 
2013 年における設備容量、発生電力量、また設備容量・ピーク負荷の状況は以下のとおりで

ある。 
 
1) 設備容量 
全体的には、主に石炭火力による汽力発電の依存度が高い。IPP 設備容量はインドネシア全体

の約 1/4 である。小水力、太陽光、風力等の再生可能エネルギーの占める割合は、まだ小さ

い。特筆すべきは、ジャワ-バリ以外における、ディーゼル（主にレンタル）発電の容量が大

きく、地方村落の電力はディーゼル発電によって賄われていることが解る。これらのディー

ゼル発電が、開発が進められている小水力 IPP によって置き換えられることが期待される。

2013 年における一人当たりの設備容量は 0.2kW/人程度で、日本の 2.2kW/人と比べてまだ低い

水準にある。 
 
2) 発生電力量 
発生電力量も設備容量と同様で、石炭火力が主で、ジャワ-バリ以外ではディーゼル発電の比

率が高い。ジャワ-バリではコンバインドサイクルの比率が比較的高い。 
 
3) 設備容量・ピーク負荷 
ジャワ-バリ以外の地域ではピーク負荷が設備容量を超えている。上記数値は IPP を含んでい

ないので、IPP からの買い取りおよび地域的には計画停電で対応している。インドネシア全体

でも厳しい需給状態にあり、電源開発が遅れると継続的な経済成長の足かせになる可能性が

高い。 
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表 2.1.1 設備容量（2013 年） 
(MW) 

        地域 
電源 スマトラ スラウェシ カリマンタン

マルク、パプア、 
ヌサテンガラ 

ジャワ- 
バリ IPP 全インドネシア 

水力 863.82 223.56 32.11 7.97 2,392.03 

11,898.37 

3,519.49 10.3%
汽力（石油・石炭） 1,182.00 112.00 260.00 30.00 13,970.00 15,554.00 45.5%
ガスタービン 635.60 134.72 89.00 0.00 2,034.56 2,893.88 8.5%
コンバインド 
サイクル 857.88 0.00 60.00 0.00 7,896.23 8,814.11 25.8%

地熱 110.00 80.00 0.00 3.00 375.00 568.00 1.7%
ディーゼル*) 1,047.57 454.55 613.90 631.13 100.63 2,847.78 8.3%
太陽光 0.43 3.08 0.61 3.82 0.00 7.98 0.0%
風力 0.00 0.08 0.00 0.35 0.00 0.43 0.0%

小計 4,696.70 1,007.88 1,046.62 673.27 26,768.45 34,205.63 100.0%
(74.2%)

IPP      11,897.37 (25.8%)
合計 7,437.18    26,768.45 11,897.37 46,104.00 (100.0%)

*) レンタルおよびディーゼルガス発電を含む。 
（出典：PLN Statistics 2013 および PLN Annual Report 2013 から作成） 

 
 

表 2.1.2 発生電力量（2013 年） 
(GWh) 

  地域 
電源 スマトラ スラウェシ カリマンタン マルク、パプア、

ヌサテンガラ ジャワ-バリ 全インドネシア 

水力 3,699.16 1,453.10 163.53 30.60 7,663.15 13,009.55 6.0%
汽力（石油・石炭） 5,233.94 470.43 1,760.37 147.07 73,314.28 80,926.10 37.4%
ガスタービン 1,967.09 54.35 257.10 0.00 3,637.97 5,916.51 2.7%
コンバインドサ

イクル 3,482.29 0.00 393.38 0.00 32,547.75 36,423.42 16.8%

地熱 825.18 521.09 0.00 27.93 2,970.89 4,345.09 2.0%
ディーゼル 707.06 472.67 956.14 1,006.98 69.27 3,212.13 1.5%
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  地域 
電源 スマトラ スラウェシ カリマンタン マルク、パプア、

ヌサテンガラ ジャワ-バリ 全インドネシア 

ディーゼル 
ガス 371.19 3.76 6.80 0.00 - 381.75 0.2%

太陽光 0.36 2.05 0.44 2.64 - 5.48 0.0%
風力 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 
レンタル 9,536.02 2,014.83 3,959.75 2,690.28 1,544.87 19,755.71 9.1%
IPP 7,337.42 3,657.65 869.52 149.00 40,209.21 52,222.79 24.2%

合計 33,159.71 8,649.93 8,367.03 4,054.50 161,957.39 216,188.55 100.0%
（出典：PLN Statistics 2013 および PLN Annual Report 2013 から作成） 
 

表 2.1.3 設備容量とピーク負荷（2013 年） 
  地域 

項目 スマトラ スラウェシ カリマンタン マルク、パプア、

ヌサテンガラ ジャワ-バリ 全インドネシア

設備容量(MW) 4,697.30 1,007.99 1,055.62 676.27 26,768.45 34,205.63 
ピーク負荷(MW) 5,329.11 1,346.88 802.00 770.48 22,575.21 30,833.60 
負荷率(%) 113.5% 133.6% 76.0% 113.9% 84.3% 90.1% 
予備率(%) -13.5% -33.6% 24.0% -13.9% 15.7% 9.9% 
年可能総発電量(GWh) 2) 41,148.3 8,830.0 9,247.2 5,924.1 234,491.6 299,641.3 
年発電量(GWh) 3) 25,822.29 4,992.28 7,497.51 3,905.5 12,1748.18 163,965.75
設備利用率(%) 4) 62.8% 56.5% 81.1% 65.9% 51.9% 54.7%
年ピーク発電量(GWh) 5) 46,683.00 11,798.67 7,025.52 6,749.40 197,758.84 270,015.44

年総発電量(GWh) 6) 33,159.71 86,49.93 8,367.03 4,054.5 161,957.39 216,188.54

総負荷率(%) 7) 71.0% 73.3% 119.1% 60.1% 81.9% 80.1%
（出典：PLN Statistics 2013 および PLN Annual Report 2013 から作成） 
注： 1) IPP は含まれていない。 
 2) 設備容量 x 8,760 時間 
 3) 発電端での発電量 
 4) 設備利用率=年発電量(GWh)／（設備容量 x 8,760 時間） 
 5) ピーク負荷 x 8,760 時間 
 6) IPP 等外部からの購入発電量を含めた総発電量 
 7) 総負荷率＝年総発電量/ピーク負荷 x 8,760 時間 
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2.1.2 発電施設の開発状況 

インドネシアでは、国家電力総合計画(RUKN)およびその実施計画である電力事業計画

(RUPTL)の基に、旺盛な経済発展を支える電力供給を行うため発電施設の開発を進めている。 
2005~2013 年までの開発状況（設備容量の増加）は以下のとおりである。 
 

表 2.1.4 設備容量の増加（PLN のみ, MW） 

 
（出典：PLN Statistics 2013） 

 
上表に見る様に、2005~2013 年の 9 年間に 11,690MWの設備容量が増加している。一方、RUPTL 
2013-2022 によれば 2022 年までの、電力導入計画（IPP を含む）では、今後 59,518MW の発

電所の建設が計画されている。これは年平均 6,000MW の電力導入を継続的に実施する事を意

味する。この計画の中では、小水力は 836MW 導入される計画となっている。 
 

表 2.1.5 電力導入計画 (RUPTL 2013-2022) 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Existing  46,104 
Addition 2,832 3,786 2,838 5,948 5,459 10,627 9,154 7,473 5,348 6,053 59,518
Total 

Capacity 46,104 49,890 52,728 58,676 64,135 74,762 83,916 91,389 96,737 102,790

Planning  
PLN 2,518 2,908 2,013 2,919 1,869 1,234 55 90 2,003 1,244 16,853
IPP 314 878 729 2,003 1,506 6,838 6,410 3,948 1,391 1,535 25,552
Unallocated  96 1,026 2,084 2,555 2,689 3,435 1,954 3,274 17,113
Total 2,832 3,786 2,838 5,948 5,459 10,627 9,154 7,473 5,348 6,053 59,518

Power Source  
Steam 2,464 2,931 1,545 2,891 2,014 7,339 6,933 5,640 2,932 3,280 37,969
Geo-thermal - 60 30 85 580 495 1,665 650 670 1,825 6,060
Combined 90 80 330 1,200 950 2,350 - - - - 5,000
Gas 250 539 642 1,376 273 128 165 60 123 120 3,676
Diesel - - - - - - - - - - -
Mini-hydro 21 107 180 249 241 31 5 3 - - 836
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Hydro - 20 45 10 341 284 386 671 1,173 824 3,753
Solar - - - - 1,040 - - 450 450 - 1,940
Others 6 50 65 137 20 - - - - 4 282

 
インドネシア政府は、旺盛な電力需要を賄うため、また石油依存を低減するために、2 つの

クラッシュプログラムを策定･実施中である。クラッシュプログラムの概要は以下のとおりで

ある。 
 

表 2.1.6 クラッシュプログラムの概要 
項目 第一次クラッシュプログラム 第二次クラッシュプログラム

開発計画期間（当初） 2006 - 2009 2010 - 2014 
目的 - ジャワ・バリを中心とした緊

急電源開発 
- 脱石油対策 

- 緊急電源開発 
- 電源の多様化 
- 再生可能エネルギーの活用 

開発設備容量 10,000 MW 
(ジャワ・バリ：6,900MW 
外領：3,100 MW) 

10,000 MW 
(ジャワ・バリ：5,070MW 
外領：4,452 MW) 
2012 年、2013 年に見直しされ、

18,000MW が目標となった。 
電源構成 石炭火力：100% 再生可能エネルギー：54% 

（地熱 41％、水力 13%、） 
化石燃料：46% 
（石炭 36%、ガス 1%、コンバ

インドサイクル 9%） 
2014 年までの進捗 完成：7,368MW 

進行中：2,439MW 
完成：55MW 
進行中：17,403MW 

 
現状では、両クラッシュプログラムとも大幅な遅れを生じているが、その主な原因は用地取

得や、各種許認可取得手続きの遅れ等である。また、第一次クラッシュプログラムは殆どを

中国企業が受注したが、中国企業の資金難、工事の遅れ、完成し運転しても設備不良で、故

障の多発、定格出力が発現できない等の問題が報告されている。さらに、2014 年のジョコウ

ィ新政権になって、2015-2019 年の 5 年間に 35.5GW の開発を進める野心的な計画が発表され

た。 
 

表 2.1.7 (1) 35GW (2015-2019) 導入計画 
(Unit: GW) 

No. Status of Process Owner Total Capacity PLN IPP 
1 Construction 4.2 3.2 7.4 
2 Committed 2.9 4.3 7.2 
3 Procurement 2.2 11.3 13.6 
4 Plan 5.1 9.6 14.7 

Total (incl. Construction) 14.4 28.5 42.9 
(excl. Construction) 10.2 25.2 35.5 

（出典：2015 年 1 月 28 日 BKPM セミナーでの PLN プレゼン資料） 
 
この導入計画の地域別、電源別の計画は次表のとおりである。 
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表 2.1.7 (2) 35GW (2015-2019) 導入計画（地域別） 

 (Unit: GW) 

Sumatra Jawa-Bali Kaliman
tan Sulawesi Maluku Nusa 

Tenggara Papua Total 

PLN 1.1 5.0 0.9 2.0 0.3 0.7 0.2 10.2 
IPP 7.6 15.9 1.0 0.7 0.0 0.0 0.1 25.3 
Total 8.7 20.9 1.9 2.7 0.3 0.7 0.3 35.5*) 

*) 35.5GW は表 2.1.7 (1)の Total (excl. Construction)に対応 
（出典：2015 年 1 月 28 日 BKPM セミナーでの PLN プレゼン資料） 

 
表 2.1.7 (3) 35GW (2015-2019) 導入計画（電源別） 

 (Unit: GW) 

Steam 
Steam 
(Mine 

Mouth) 

Gas/ 
Combined Hydro Geo- 

thermal Others Total 

PLN 5.6 - 7.2 1.4 0.1 0.1 14.4
Extension 5.2 - - - - - 5.2
IPP 12.3 1.6 6.2 0.2 1.1 0.7 22.1
Captive - 1.2 - - - - 1.2
Total 23.1 2.8 13.4 1.6 1.2 0.8 42.9*)

*) 42.9GW は表 2.1.7 (1)の Total (incl. Construction)に対応 
（出典：2015 年 1 月 28 日 BKPM セミナーでの PLN プレゼン資料） 

 

2.1.3 水力ポテンシャル 

インドネシアの水力ポテンシャルに関しては、1999 年に実施された WB 包蔵水力調査におい

て、第 3 次スクリーニングを通過した包蔵水力量は計画・実施中を含めて 22.0GW とされて

おり、2011 年の JICA 水力マスタープランでは、2027 年までの水力開発可能量は、14.6GW と

されている。RUPTL 2013-2022 によれば、再生可能エネルギーのポテンシャルおよび開発状

況は以下のとおりとなっている。 
 

表 2.1.8 再生可能エネルギーのポテンシャルと開発状況 

No. 
New and Renewable 

Energy Potential Developed 
Capacity Ratio (%) 

(1) (2) (3) (4) = (3)/(2) 
1 Mini/Micro-hydro 7,500 MW 86.1 MW 1.15 
2 Biomass 49,810 MW 445.0 MW 0.89 
3 Solar Power  4.80 kWh/m2/day 12.1 MW - 
4 Wind Power 9,290 MW 1.1 MW 0.01 
5 Ocean 240 GW 1.1 MW 0.001 

（出典：RUPTL 2013-2022） 
 
また、同資料における 2022 年までの開発計画は以下のとおりである。 
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表 2.1.9 再生可能エネルギーの開発計画1 

 
（出典：RUPTL 2013-2022） 
 
再生可能エネルギーの中でも、小水力発電は約 50%（1,481/2,786 = 53%）を占め、その開発

が期待されている。 
 
PLN によれば、FIT が適用される 10MW 以下の小水力は、インドネシア全国で 318 案件の開

発申請を受けているとのことである。また、318 案件中、49 件が現在稼働中、49 件が建設中、

220 件がフィナンシャル・クローズ以前の段階とのことである。 
 

表 2.1.10 小水力の開発状況（2015 年 2 月末現在） 

 
（出典：PLN） 

 

                                                        
 
 
1 表 2.1.5 での小水力（PLTM）の導入計画値 836MW に対し、表 2.1.9 での同値は 1,481MW となっており、齟齬

があるが、いずれも RUPTL 2013-2022 掲載のデータである。表 2.1.10 のデータ等も鑑みると、表 2.1.9 の値が正し

いと推察される。 

No.
New/Renewable

Energy Unit 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total

1 Mini/Microhydro MW 33 42 96 149 237 192 186 156 190 200 1,481
2 Solar Power MWp 6 104 75 54 36 60 75 75 75 75 634
3 Wind Power MW - - 50 20 20 20 30 40 50 50 280
4 Biomass MW 48 10 15 20 30 40 50 50 50 50 363
5 Ocean MW - - 1 - 1 3 3 5 5 10 28

MW 87 156 237 243 324 315 344 326 370 385 2,786Total

Status Number Capacity (kW)
Indonesia Timur 84 305,720

Operation 21 59,840
Construction 11 39,700
Financing Proces 7 32,700
PPA Process 21 88,330
Proposal 24 85,150

Jawa Bali 114 413,885
Operation 17 17,870
Construction 15 60,070
Financing Proces 10 62,620
PPA Process 33 111,206
Proposal 39 162,119

Sumatera 120 713,730
Operation 11 37,625
Construction 23 156,458
Financing Proces 26 162,948
PPA Process 27 185,700
Proposal 33 170,999

Grand Total 318 1,433,335
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2.2 電力にかかるインドネシア政府の政策・制度・方針 

2.2.1 電力開発の政策・制度・方針 

インドネシアのエネルギー政策は、国家エネルギー政策(KEN)、国家エネルギー総合計画

(RUEN)が基本となっている。その基に、事業実施計画として、国家電力総合計画(RUKN)と
電力供給事業計画(RUPTL)がある。国家エネルギー政策(KEN)は、2014 年 1 月に改められ、

電力エネルギー供給の各資源割合の数値目標を以下のように定めた。 
 
- 石油：2015 年に 25%以下、2050 年には 20%以下にする。 
- 天然ガス：2025 年に 22%以上、2050 年に 24%以上とする。 
- 石炭：2025 年に 30%以下、2050 年に 25%以下とする。 
- 再生可能エネルギー：2025 年に 23%以上、2050 年に 31%以上とする。 
 
また、電化率は 2015 年に 85%、2020 年には 100%に近づけるとされている。その際、国産一

次エネルギーは出来るだけ国内使用に向ける方針としている。関連政策として、国家エネル

ギー管理ブループリント(BP-PEN) 2006-2025 が定められ、エネルギーに関する国家目標を定

めている。国家エネルギー政策(KEN)の基本方針に従い、電力分野では、エネルギー鉱物資源

省が国家電力総合計画(RUKN)を策定し、国営電力公社である PLN が電力供給事業計画

(RUPTL)を策定し、事業実施に当たっている。電力供給事業計画(RUPTL)は 10 年計画である

が、毎年改定されている。関連経済政策としては、国家長期開発計画(RPJPN)が 20 年ごとに

定められ、その基に国家中期開発計画(RPJMN)が 5 年ごとに策定されている。最新の国家中

期開発計画(RPJMN)は 2015 年 1 月に定められた。 
 
エネルギーおよび電力に関する法は、i) エネルギー法(2007)、ii) 電力法(2009)、iii) 省エネル

ギーに関する政令(2009)、iv) 地熱法(2003)がある。エネルギー法は、エネルギー資源全体の

管理･使用等を網羅しており、i) 政府によるエネルギー資源の管理、ii) エネルギーの安定供

給、iii) 資源開発の促進、iv) 国家エネルギー政策、エネルギー総合計画の策定、v) 再生可能

エネルギーの利用等を定めている。電力法（2009）は 1985 年の電力法（旧）を改定したもの

である。電力供給は国が責任を持つことになっているが、電力供給の向上を目指して、PLN
以外の国営企業、公営企業、民間企業、協同組合、市民団体等が電力供給事業を実施するこ

とが可能となった。また、国家電力総合計画の策定と、電力料金の改定は国会の承認が必要

となった。省エネルギーに関する政令は、エネルギーの大規模需要家を対象に省エネルギー

の義務を課したものである。地熱法は、地熱開発促進のため、蒸気開発、供給および発電を

含めた一貫開発事業への民間参入を認めたものである。これにより、地熱開発の各段階にお

ける、許認可等が明確になった。 
 

2.2.2 電気事業体制 

電力部門の行政組織としては、エネルギーの開発・利用の総合的な政策策定を担う国家エネ

ルギー審議会(DEN)、国家プロジェクトの開発政策や調整を行う国家開発計画省(BAPPENAS)、
電力部門を含むエネルギー分野全体の行政機関であるエネルギー鉱物資源省(MEMR)、PLN
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を含む国営企業の監督官庁である国営企業省(MSOE)および予算の承認管理をする財務省

(MOF)が関連している。 
 
エネルギー鉱物資源省(MEMR)は、エネルギー分野全体を所轄する主要機関であり、政策立案

に加えて、エネルギー関係企業の規制・監督を行っている。MEMR の電力総局は電力部門の

規制・監督を行っており、政策策定、基準・手続きや標準化の調整等の役割を果たしている

他に、国家電力総合計画(RUKN)の策定にも責任を負っている。2010 年に再生可能エネルギ

ーの開発と促進のため、新・再生可能エネルギー・省エネルギー総局(DGNREEC)を発足させ、

鉱物・石炭・地熱総局から地熱部門が、電力総局から再生可能エネルギー部門が DGNREEC
に編入された。 
 
インドネシアでは発電事業を PLN（国営電力公社）とその子会社および IPP（独立発電事業

者）が行い、送電は PLN が独占している。電力需給規模の大きいジャワ・バリ地域では、発

電を PLN の子会社である IP (Indonesia Power) と PJB (Pumbankit Jawa Bali)の 2 社と IPP が受

け持っている。送配電はジャワ・バリ送電・配電指令所(P3B Jawa Bali)と 5 つの配電事務所が

運営している。スマトラでは、発電は PLN の 2 つの発電ユニットが管理し、送配電はスマト

ラ送電・配電指令所(P3B Sumatra)および 7 つの地域事務所が行っている。 
その他の地域は、地域支店が統合的に発送電を行っている。 
 

2.2.3 電力開発計画 

政府のエネルギー基本方針に基づき、エネルギー鉱物資源省が策定した国家電力総合計画

(RUKN)の基に、PLN が電力供給事業計画(RUPTL)を策定し、電力開発を計画し実施している。 
国家電力総合計画(RUKN)に示されている主な開発基本方針は以下のとおりである。 
 
電力供給計画の方針 
• MP3EI（2011-2025 年のインドネシア経済開発加速化および拡大マスタープラン）の支援 
• 電力供給不足の回避 
• 充分な発電用エネルギー備蓄 
• ガス発電、揚水発電によるピーク負荷発電所の開発 
• 競争力のある電気料金体系 

 
電力エネルギーの多様化 
• 新・再生可能エネルギーの利用促進 
• 様々な電力エネルギーに対応できる電力供給体制の構築 
• 石油依存減の対策としての石炭火力発電の燃料確保、ガス発電用のガス供給支援 

 
電力供給事業計画(RUPTL)は 10 年計画であるが、実際の計画実施の遅れや状況の変化に合わ

せて、毎年改定されている。電力供給事業計画(RUPTL)は現状認識を踏まえて、将来の経済

成長、人口増加等を考慮して電力需要を予測し、それに見合う電力開発計画を策定している。
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電力開発に合わせて、送電網、配電網の整備も計画されている。またこれら電力開発に必要

な建設費、運転に必要な燃料費等も計上されている。 
 

2.2.4 電力料金 

政府補助金は 2000 年台前半は 3～4 兆 Rp.であったが、その後の石油価格の上昇により発電燃

料価格も上昇し、政府補助金も増加している。2013 年の補助金は 101 兆 Rp.であった。2013
年における、発電原価の平均は 1,207Rp./kWh であり、一方売電価格の平均は 818.4Rp./kWh
であった。 
 
インドネシアの電力料金は政府の補助金により低く抑えられてきた。PLN の売電収入等では

賄いきれない発電コストの赤字分には、政府が補助金を出すことになっており、補助金額は

財務省省令により計算される。これにより、燃料費が高騰しても、電力料金が安定して低め

に抑えられてきた。電力料金は 2013 年 10 月には約 15%の値上げが実施された。また、2014
年 5 月 1 日からは、工業用（大型需要家）の電気料金を、契約容量 200kVA 以上は 38.9%、2
カ月ごとに 8.6%の値上げ、契約容量 30,000kVA 以上は 64.7%、2 カ月ごとに 13.3%の値上げ

を実施した。さらに 2014 年 11 月にも値上げを実施した。 
 
次表に、電力料金の改定の経緯を示す。 
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表 2.1.11 電力料金の改定の経緯 

 

Condition before 2013 Oct. 2013 Nov. 2014

S-1/TR 220 VA (per month) 14,800 14,800 14,800
Block I : 0 - 30 kWh 123 123 123
Block II : 30 - 60 kWh 265 265 265
Block III : > 60 kWh 360 360 360
Block I : 0 - 20 kWh 200 200 200
Block II : 20 - 60 kWh 295 295 295
Block III : > 60 kWh 360 360 360

S-2/TR 1,300 VA 605 708 708
S-2/TR 2,200 VA 650 760 760
S-2/TR 3,500 VA-200 kVA 755 900 900

Peak K x P x 605 K x P x 735 K x P x 735
Off peak P x 605 P x 735 P x 735
kVArh - 925 925

Block I : 0 - 30 kWh 169 169 169
Block II : 30 - 60 kWh 360 360 360
Block III : > 60 kWh 495 495 495
Block I : 0 - 20 kWh 275 275 275
Block II : 20 - 60 kWh 445 445 445
Block III : > 60 kWh 495 495 495

R-1/TR 1,300 VA 790 979 1,352

R-1/TR 2,200 VA 795 1,004 1,352

R-2/TR 3,500 VA-5,500 VA 890 1,145 1,352

Block I H1 x 890
Block II H2 x 1,380

Block I : 0 - 30 kWh 254 254 254
Block II : > 30 kWh 420 420 420
Block I : 0 - 108 kWh 420 420 420
Block II : > 108 kWh 465 465 465

B-1/TR 1,300 VA 790 966 966
B-1/TR 2,200 VA-5,500 VA 905 1,100 1,100

Block I H1 x 900
Block II H2 x 1,380
Peak K x 800 K x P x 1,020 K x P x 1,020
Off peak 800 P x 1,020 P x 1,020
kVArh - 1,117 1,117

Customer/
Category Contract Voltage

 Basic Tariff
(Rp./kVA/month)

Usage Tariff (Rp./kWh) 

Social

S-2/TR 450 VA

10,000

S-2/TR 900 VA

15,000

S-3/TM more than 200 kVA

Residential
R-1/TR less than 450 VA

11,000

R-1/TR 900 VA

20,000

R-3/TR more than 6,600 VA
1,352 1,352

Business
B-1/TR 450 VA

23,500

B-1/TR 900 VA
26,500

B-2/TR 6,600 VA-200 kVA
1,352 1,352

B-3/TM more than 200 kVA
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Condition before 2013 Oct. 2013 Nov. 2014

Block I : 0 - 30 kWh 160 160 160
Block II : > 30 kWh 395 395 395
Block I : 0 - 72 kWh 315 315 315
Block II : > 72 kWh 405 405 405

I-1/TR 1,300 VA 790 930 930
I-1/TR 2,200 VA 905 960 960
I-1/TR 3,500 VA-14 kVA 915 1,112 1,112

Peak K x 800 K x P x 972 K x P x 972
Off peak 800 P x 972 P x 972
kVArh - 1,057 1,057
Peak K x 680 K x P x 803 K x P x 1,115

Off peak 680 P x 803 P x 1,115

kVArh - 864 1,200

Peak & Off Peak 605 723 1,191

kVArh - 723 1,191

P-1/TR 450 VA 20,000 575 575 575
P-1/TR 900 VA 24,600 600 600 600
P-1/TR 1,300 VA 880 1,049 1,049
P-1/TR 2,200 VA-5,500 VA 885 1,076 1,076

H1 x 885
H2 x 1,380

Peak K x P x 750 K x P x 947 K x P x 1,115

Off peak P x 750 P x 947 P x 1,115

kVArh - 1,026 1,200

P-3/TR 997 1,352

Peak K x 390 K x 483 K x 483
Off peak 390 483 483
kVArh - 808 808

Peak & Off Peak K x 445 Q x 707 Q x 707
kVArh 445 Q x 707 Q x 707

L/TR, TM, TT 1,450 1,650 1,650

Notes, 1) K : Factor for cost between Peak and Off-peak in each system (region) decided by PLN. (1.4 < K < 2.0)
2) P : Factor for social building, (Pure social building : 1.0,  General social building : 1.3 ) 
3) kVArh : If monthly average power factor is less 85%, electric tariff for kVarh is added. 
4) H1 : National average % saving on Lighting Time x Connected Power (kVA)
5) H2 : Energy consumption - H1
6) Q : Factor depend on commercial use and non-commercial use decided by PLN (08 < Q < 2.0) 

Customer/
Category Contract Voltage

 Basic Tariff
(Rp./kVA/month)

Usage Tariff (Rp./kWh) 

Industry
I-1/TR 450 VA

26,000

I-1/TR 900 VA
31,500

1,352

I-2/TR 14 kVA-200  kVA

I-3/TM more than 200 kVA

more than 200 kV
23,000

(30,950 after 2013)

I-4/TT more than 30 MVA

Government Office & Public Use

P-1/TR 6,600 VA-200  kVA
1,352

Bulk Use for Large Customer
C/TM more than 200 kV 30,000

( 0 after 2013)

Emergency/Multipurpose

P-2/TM more than 200 kVA

Railway
T/TM
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2.2.5 予算・財源 

発電事業の予算は、基本的に事業実施者の PLN および IPP 事業者に委ねられる。PLN の収入

は売電収入と政府補助金で成り立ち、支出は IPP への買電支払い、燃料代、維持管理コスト、

人件費、償却費等である。IPP 事業者は、建設・運転費を投資し、PLN への売電で投資を回

収する。売電価格はエネルギー鉱物資源省が制定し、国会の承認を得なければならない。 
 
旺盛な電力需要の伸びに応じた、発電所建設、送電網、配電網の建設・整備コストは、公的

資金として、インドネシア政府を通じた ODA 等の 2 国間援助資金および多国間援助資金、イ

ンドネシア政府資金および PLN の独自資金で賄われている。しかし、建設・整備資金を手当

てするのに公的資金だけでは不足するので、民間資金を利用した IPP 事業の実施、建設業者

による輸出信用クレジットによる資金調達および民間銀行からの融資等で賄っている。 
 
政府補助金は、PLN の電気料金収入では賄い切れない発電コスト等の赤字分を補てんしてい

る。補助金は財務省省令で計算方法が定められており、電力料金区分ごとに電力販売価格と

発電コストを比較し、電力販売価格が低い場合にその差額を補助している。PLN は一括して

補助金を受領する。この補助金により、燃料価格が高騰しても、電気料金を安く抑えられる

ことになっている。しかし、財政負担の軽減から、電気料金を段階的に改定し、補助金の削

減を目指している。以下に 2008-2013 間の補助金の推移を示す。 
 

表 2.1.12 政府から PLN への補助金 
年 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

補助金（兆 Rp.） 78.6 53.7 58.1 93.2 103.3 101.2 

（出典：PLN Statistics 2013） 
 
参考に、各電源の発電コストの推移を以下に示す。 
 

表 2.1.13 各電源の発電コスト 

 
（出典：PLN Statistics 2013） 
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2.2.6 投資促進・民間事業促進 

上述したように、旺盛な電力需要の伸びに応じた発電所等の建設資金を公的資金のみで賄う

には限界があり、民間資金による発電事業への投資が促進されている。2013 年時点では、約

24%の電力が IPP から供給されている。現在進行中の第 2 次クラッシュプログラムでは、全

79 案件、17,918MW 中、59 件 12,169MW が IPP によるものである。また、2019 年までに完成

予定の 35GW 計画でも、25.3GW が IPP による発電計画である。 
 
10MW 以下の小水力発電所については、FIT 制度を設けて売電価格をやや高めに設定し、民

間資本による IPP 事業を促進している。小水力発電所建設に際しては、必要資金がそれほど

多額にならないため、多数の民間事業者が関心を示し、IPP 事業の申請をしている。一方、

10MW を超える中・大型発電案件ついても、エネルギー鉱物資源省は政令で、IPP からの買

い取り価格の標準値を示し、IPP 事業の進展を促している。加えて、これまで複雑で数多くの

ステップが必要であり、不満の多かった許認可の取得手続きを、投資調整庁（BKPM）に設

けた PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) PUSATに集約したワンストップサービスとして 2015
年 1 月から開始した。具体的には次頁に示すとおりとなっており、地方政府による Izin Lokasi
（用地取得許可）、MEMR による IUPTL（電力事業免許）、PLN との PPA など、多くの機

関への許可申請・取得を BKPM で出来ることとなった。 
 
また、再生可能エネルギーの開発促進のため、政府は様々なインセンティブ政策を実施して

いる。これらは次のように整理できる。 

• 法人税：事業者は 6 年間に亘って毎年投資金額の 5％が法人税の免除対象となる。 
• 加速償却：固定資産の償却を 10 年以内で実施し、法人税の低減を図る。 
• 外国法人へのインセンティブ：外国からの投資家には、投資の配当金にかかる所得税は

10％とする。 
• 輸入関税：インドネシアで調達できない設備、機器等の輸入については、関税を免除す

る。 
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図 2.2.1 BKPM の発電事業にかかるワンストップサービス 

（出典：BKPM 情報を基に調査団作成） 
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2.3 小水力発電事業にかかる民間参加促進策の状況 

2.3.1 エネルギー鉱物資源省省令 

1) 小水力開発の手続き 
インドネシアでは現在、小水力開発については固定価格買取制度を中心に民間企業からの投

資を促進しようとしている。この法的根拠は、エネルギー鉱物資源省省令 12/2014（2014 年 5
月 2 日公布）に基づくものである。固定価格買取制度を適用する発電事業を行おうとする申

請者は、PLN 新・再生可能エネルギー総局長（DG of EBTKE）に宛てて、以下の資料を申請

書として事前に提出しなければならない。 
 

a. 会社概要 
b. 法令・規則に準拠した政府、または地方政府からのライセンス書類 
c. PLN によって技術的な確認を得た pre-FS 結果 
d. 予想総投資額 
e. CoD (Commercial Operation Date) 迄の建設スケジュール 
f. 土地使用が可能なことを示す書面 
g. 事業者として決定した日から 30 営業日以内に、総投資額の 5%をデポジットとして拠出

する確約書 
h. PLN によって発行された売買電契約（PPA）の確認と実行を確約する書面 
i. 上記の受入れに関する確約書 

 
事業認可申請者は、これらの書類をベースに審査、承認を経て開発を進めていくことになる

が、その手順は次のように規定されている。これは課題のある事業を整理し、発電事業を促

進させることを企図していると考えられる。 

 
（出典：調査団） 

図 2.3.1 小水力発電事業にかかる審査・承認フロー 
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2) ネガティブリスト 
インドネシアの投資ネガティブリストの最新版（2014 年 4 月 24 日付け）は小水力セクター

の海外直接投資について場合分けをしている。 以前の規定ではその様な投資はローカル企業

との「パートナーシップ」のもと 100％の海外投資が可能であった。しかしながら、「パー

トナーシップ」が何を意味するかは明らかではなかったため、この規定は海外投資家を躊躇

させる要因となっていた。今回の規制では小水力への投資は 49％までの海外投資が認められ

ている。 
 
3) 審査・承認プロセスにおける課題 
現時点での審査・承認プロセスにおける課題は次のように指摘される。 

• 資金調達に課題のあるプロジェクトの場合は、PPA 調印からフィナンシャル・クロージ

ャーに至るまでの期間が短いと認識する事業者がいる。 
• 経済性に課題があるプロジェクトの場合は、FS 調査の取りまとめに時間がかかることが

考えられ、電気料金の引き上げを要請している案件もある。 
• 規制実施、行政指導に関して、エネルギー鉱物資源省と PLN との連携を強化し、事業者

に的確な指示をする必要性を指摘する事業者があった。 
 

2.3.2 買電契約および買い取り価格 

2012 年エネルギー鉱物資源省は省令 No.04/2012 によって、再生可能エネルギーの固定価格買

取制度を定め、再生可能エネルギーの開発促進を図った。さらに 2014 年 5 月に省令 No.12/2014
で、小水力部分のみ改定し、PLN に出力 10MW 以下の小水力発電事業者からの固定価格での

買電を義務づけている。PLN の買い取り価格は次に示すとおりである。 
 

表 2.3.1 小水力発電事業における売電価格 

Voltage/Capacity 
Feed-In-Tariff (Rp./kWh) 

F Factor, depending on the location 
General Small Hydro Projects 

Medium Voltage  
(up to 10MW) 

Year 1 - 8 : 1,075.0 x F · Java, Bali and Madura:  1.0 
· Sumatera:  1.1  
· Kalimantan and Sulawesi:  1.2  
· West Nusa Tenggara and East 

Nusa Tenggara:  1.25 
· Maluku and North Maluku:  1.3  
· Papua and West Papua:  1.6 

Year 9 - 20 : 750.0 x F 

Low Voltage 
(up to 250kW) 

Year 1 - 8 : 1,270.0 x F 

Year 9 - 20 : 770.0 x F 

（出典：エネルギー鉱物資源省省令 No.12/2014 を基に調査団作成） 
 
この政令で、発電事業の実施に必要な手続き、必要書類、許認可、許認可者および必要期間

等を明確にした。買い取り価格の上昇や手続きの明確化によって、多数の小水力案件が事業

申請されている。 
 
エネルギー鉱物資源省省令 No.22 (2014 年 8 月)では、インドネシア政府が、多目的ダムや灌
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漑用水路を利用した小水力プロジェクトにも固定価格買取制度を適用するとの改訂を行った。

（しかしながらこれらのプロジェクトには低い電気料金が適用される。）既存構造物を利用

した小水力に対して適用される PLN の買い取り価格を下表にまとめる。なお、調査時点（2015
年 2 月）において売電価格の見直しが PLN にて行われているという情報があった。これは価

格レベルの引き上げや価格のベースとなる通貨等について検討しているということであった。 
 

表 2.3.2 既存構造物を利用した小水力発電事業における売電価格 

Voltage/Capacity 
Feed-In-Tariff (Rp./kWh) 

F Factor, depending on the location Small Hydro Projects utilizing 
multipurpose dams and/or irrigation

Medium Voltage  
(up to 10MW) 

Year 1 - 8 : 967.5 x F · Java, Bali and Madura:  1.0 
· Sumatera:  1.1  
· Kalimantan and Sulawesi:  1.2  
· West Nusa Tenggara and East 

Nusa Tenggara:  1.25 
· Maluku and North Maluku:  1.3  
· Papua and West Papua:  1.6 

Year 9 - 20 : 675.0 x F 

Low Voltage 
(up to 250kW) 

Year 1 - 8 : 1,143.0 x F 

Year 9 - 20 : 693.0 x F 

（出典：エネルギー鉱物資源省省令 No.22/2014 を基に調査団作成） 
 
固定価格買取制度の主要な特徴は次のとおりである。 
 
1) 物価補正がない 
固定価格買取制度は、上に規定された価格はいかなる物価補正も適用がされないと明示して

いる。この規定によって買電契約において物価補正や指標連動等の価格変動契約をすること

を禁じている。この制限に従うと、PLN が公表している買電契約は価格変動の適用ができな

いことになる。 
 
2) 送電にかかる責任 
固定価格買取制度では、開発費用に PLN のグリッドと発電所をつなぐ送電線の建設費を考慮

することが求められている。したがって、近隣のグリッドに近い水力発電所は極めてコスト

競争力があることになる。一方、送電線が長い場合には、土地収用にかかるリスクやコスト

面での競争力に課題があることも考えられる。 
 
3) 経過措置  
この新規制が有効になる前に小水力発電について合意された価格は、エネルギー鉱物資源省

省令（No.04/2012）によって規定される。しかしながら、発電所が運転開始等の段階になっ

た場合、価格は上方修正される可能性がある。この場合は、事業者がまずエネルギー鉱物資

源省からの発電事業者としての指定を受けなければならない。この買電価格の上方修正は

PLN と事業者との合意に基づいてなされることになるが、省令に記載されている価格（電圧、

発電所場所をパラメータとして調整される）を上限に決められることになり、新価格は、固

定となり買電契約に規定されることになる。そして PPA 契約期間中、有効となる。価格調整
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のプロセスは事業者が水力発電業者として指定された日から営業日で 90 日以内に終了しな

ければならない。また、調整された価格は大臣の認可事項となる。 
 
4) 10MW 以上の水力発電所 
エネルギー鉱物資源省省令（No.03/2015）では、発電容量が 10～50MW の場合は最大 9.00 US 
cents/kWh、50～100MW の場合は最大 8.50 US cents/kWh、100MW 以上の場合は最大 8.00 US 
cents/kWh と定められている。買電価格は事業者と PLN の合意対象事項となる。 
 
5) 電気料金改定 
電気料金の改訂時期には、新料金にて PPA の締結をするため、PPA 締結をを後送りする事業

者、プロジェクトがあり、これが結果的にプロジェクト遅延の要因となっている場合がある。 
 

2.3.3 買電契約改訂状況 

PLN は、現在 PPA テンプレートの改訂を進めている。その内容は以前のバージョンに比べて

マイナーな改訂になっているが、その特筆すべき点についてレビューを行った。 
 
1) 契約解除条項 
この条項では契約解除の条件が規定されている。条項では Buyer (PLN)が買取代金を 3 カ月間

に渡り滞納する場合等が挙げられている。しかしながら、PPA 契約の解除に伴う違約金等の

規定はされていない。これについては、インドネシア民法(1243 条)の規定で「債務履行に伴

う損害賠償権」はカバーされており、この適用をすることで対応可能と考える。 
 
2) 補足書類 
補足書類として、自己資本 30%相当の預金証明書の提出が求められている。30%にあたる預

金証明が条件になることで事業者へのハードルが上がることになる。これについては事業者

側から議論がある可能性がある。 
 
3) PPA にかかる課題 
本調査の PPA 検討のなかで指摘される事項、および事業者、金融機関からヒアリングにおい

て課題として挙げられた事例を次に示す。 

• Take and pay：想定した発電ができたとしてもグリッドにおける需要等の理由により売電

ができない場合も想定されることから収益面での課題が指摘されている。 
• 買電価格が低いことからプロジェクトの経済性が確保されない。（これについては PLN

にて改訂の検討中という情報がある）これについては単純に kWh 当たり単価を引き上げ

ることや、発電容量に応じた定額料金と kWh に応じた変動料金の併用等の検討が考えら

れる。 
• PLN 側の送電設備による受電対応に問題がないかを確認する必要性から、その確認のた

めの FS 調査の追加項目が生じたため、プロジェクトスケジュールに遅延が生じた。 



JICA インドネシア国 小水力 IPP 事業への民間投資促進にかかる情報収集・確認調査 
ファイナル･レポート 

 

22 日本工営 
コーエイ総合研究所 

• 発電所や変電所位置の関係から、発電した電気をグリッドに送るための送電線容量が不

足している場合、小水力事業者の対応可能な範囲を超える場合があり、これについては

PLN が対応を検討することが考えられる。 
• PPA が期限切れになるケースについて PLN がなんらかの対応を考えることが望まれる。 
• ルピア以外の通貨建て買電契約についても検討をすることが望まれる。 
• SPC は自社の信用だけで融資契約をできる場合は限られており、実体としては親会社の

関与が必要となっている場合がある。したがって、買電契約についても SPC だけで対応

できない場合も考えられるため、PPA の契約相手先についても検討をする必要があるの

ではないか。 
• PLN の、PPA 等についての事業者への指導や政府機関との調整にかかる能力強化を希望

する意見が、事業者からあった。 
 

2.3.4 小水力発電事業にかかる許認可 

小水力発電事業にかかる許認可としては、SPC の設立に加え、以下の許認可が必要となる。 
 

表 2.3.3 小水力発電事業にかかる許認可 
No. 名称 内容 許認可者 

1 Izin Princip 基本許可 地方政府 
2 UKL&UPL 環境許可 地方政府 
3 Izin Lokasi 用地取得許可 地方政府 
4 HGB 土地登記簿 地方政府 
5 IMB 建設許可 地方政府 
6 HO 障害許可 地方政府 
7 SIPTPP 河川利用許可 河川管理者 
8 SIPPA 水利用許可 河川管理者 
9 HPO*) 

(Hydropower Operation License) 
水力発電計画許可 MEMR (EBTKE) 

10 IUPTLS 暫定電力事業免許 MEMR (Kelistrikan) 

11 IUPTL 電力事業免許 MEMR (Kelistrikan) 

*) 正式名称は無いため、仮称 

（出典：調査団） 

 
• No.1-8 は、並行作業が可能であり、期間として 9 カ月程度は必要と想定される。 
• No.2 UKL&UPL は、通常、Pre-FS と並行して行われる。 
• No.3 Izin Lokasi 後、土地収用を行い、HGB を取得する。 
• No.9 HPO の申請には、No.1, Pre-FS レポート, No.3-8 が必要である。 
 
上記に加え、公有の森林地域が用地に含まれる場合は、Izin Pinjam Pakai（森林利用許可）を

林業省から取得する必要がある。 
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第 3 章 現在の民間小水力事業の参画者 

3.1 事業者 

旺盛な電力需要の伸びを賄うための電力開発は、公的資金のみでは不足するので、インドネ

シア政府は、1992 年に大統領令（1992 年第 37 号）を発令して、民間会社の発電事業参入を

促し、所謂、IPP（Independent Power Producer）の参入が可能となった。その後、IPP 事業者

の参入が相次ぎ、表 2.1.2 に示した様に、2013 年現在で、IPP からの電力供給は 24%に達して

いる。 
 
インドネシア政府の水力を含む再生可能エネルギーの最大活用の方針のもと、2012 年に再生

可能エネルギーの固定価格買取制度が導入された。さらに 2014 年 5 月に、エネルギー鉱物資

源省省令 No.12/2014 で小水力に関する部分を改定し、PLN に出力 10MW 以下の小水力発電所

からの、一定価格での買い取りを義務づけている。FIT 制度は、発電事業者にとって有利な

価格で買い取ることにより、民間事業者の参入を促進するとともに、地方電化およびディー

ゼル発電の置き換えを進める側面もある。一方、2014 年 4 月に大統領令第 39 号（所謂、Negative 
List）を発令し、インドネシア事業者の保護、インセンティブ向上の促進の意味から、IPP 事

業者（SPC : Special Purpose Company）の外国企業の最大資本参加率を 49%と定めた。ただし

2014 年 4 月以前に設立された SPC は、設立時の資本比率は維持される。 
 
この様な背景のもと、インドネシア民間事業者の FIT が適用される IPP への参入意欲は高く、

PLN の情報によれば、インドネシア全土から、IPP 事業として 318 件のプロジェクトの申請

を受けており、Pre-FS および FS レポートが提出されている。318 件中 49 件が現在稼働中、

49 件が建設中であり、220 件がフィナンシャル・クローズ以前の段階にあるとのことである。 
 

3.2 融資金融機関 

全般的には小水力案件については融資実績を積み重ねている状況で、融資審査に課題を抱え

ている状況が理解できる。そのため、ノンリコースのプロジェクトファイナンスよりコーポ

レートベースでの融資が多いようである。 
 

3.3 建設業者・製造業者 

水力 IPP の SPC に相当数のインドネシア建設会社が資本参加していると思われるが、SPC の

名前からは判断が難しい。国営建設会社 PT. Wijaya Karya は IPP 事業に積極的である。また、

運転開始、建設中の小水力 IPP 案件の数はまだ多くはないが、建設業者はその本業であるコ

ントラクターとして参画していると思われる。 
 
外国建設業者が水力 IPP に参入しているのは、大型水力 IPP の事業者および建設で、韓国業

者の参入が顕著である。一方、FIT 案件への外国建設業者の参画は、殆どない。また、多く

の事業者は建設業者として国内のコントラクターを採用することを予定している。一部には、
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中国の銀行からの融資を受けて中国のコントラクターを予定しているケースもあった。また、

建設は自社で直接行っていないが、建設コンサルタントの会社が、事業者として、自社で設

計、建設コンサルティングを行い、コントラクターのみ雇用するケースもある。さらに、自

社で建設機械リース業および建設業を行っている事業者は、自ら建設を行うところもあった。

すなわち、建設業者のアレンジは事業者によって多岐に亘ることがわかる。 
 

3.4 機器サプライヤー 

機器メーカー/サプライヤーのコントラクターとしての事業への参画は当然活発である。水門、

鉄管等は国産が可能で、国内企業および外資系企業が設計、製作、据え付けが可能である。

一方、水車・発電機および関連機器は一部を除いて、設計、製作は外国企業に頼らざるを得

ない状況であり、海外企業がコントラクターとして参画している。 
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第 4 章 事業推進が必要な小水力発電案件の抽出・特定 

有望な小水力案件の抽出・特定は、技術面、組織・財務面、環境面の 3 点の検討に加え、複

数案件のバンドリングの可能性を考慮して行った。 
 
技術面に関しては、i) 年雨量、ii) 設計流量、iii) 水路長および運転の安定性、iv) 設備容量

および発生電力量、v) 建設単価および発電単価、vi) 送電線の 6 つの項目に対し検討を行っ

た。加えて、有望案件に対しては、特に水文と構造物について詳細検討を行った。組織・財

務面については、概略検討に加え、個別ヒアリングに基づき、i) 事業者組織力、ii) 財務能力、

iii) プロジェクト準備状況、iv) プロジェクト投資規模の 4 項目の視点から検討を行った。環

境面に関しては、制度上は全てのプロジェクトが環境審査を経ているはずので、環境上の致

命的な問題はないと想定した。したがって、本調査では関連資料（UKL/UPL, FS）のレビュ

ーと懸念事項のコメントを行った。 
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（出典：調査団） 

図 4.2.1 案件スクリーニングのフロー 
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第 5 章 JICA 海外投融資による取り組み方法・支援策等の検討 

5.1 インドネシア小水力 IPP プロジェクトにかかるリスクの分析 

1) 小水力 IPP 施設の建設リスク 
小水力 IPP では FIT 制度により収入がほぼ確定されているので、プロジェクトの収益性を最

も大きく左右するのが初期投資に伴う建設コストである。不十分な FS 調査により、工事開始

後に重大なコストオーバーラン等につながる問題が発生しないことをリスク分析で事前に確

認する必要がある。一般的に施設建設は、次の 3 部門に分類される。すなわち、水門・ペン

ストック、水車・発電機および土木工事である。水門・鉄管、水車・発電機は、見積額の精

度は相対的に悪くないと推測される。一方、土木工事に関しては、各プロジェクトで立地条

件が大きく異なることから十分な FS 調査が実施されていることを含めて詳細な検証が不可

欠である。また、本調査のポテンシャル案件の技術面での抽出基準にも採用されているが、

水路・ペンストック・送電線の長さ等の客観的で比較的入手の容易なデータに基づいて建設

コストが高くならない立地条件のプロジェクトを予め選定することも有効である。それを踏

まえて信頼できるゼネコンによる建設工事の見積額が、採算ライン、例えば IRD300 億/MW
を下回ることを確認する。更に、融資契約に際して完工保証を徴求できば与信リスクは低減

されるが、これはディベロッパーとの交渉を踏まえて総合的に判断される事項である。 
 
2) 渇水・洪水等の河川の流量にかかる発電リスク 
キャッシュフロー予測に基づく売電収入を確保するために、小水力 IPP 事業では渇水・洪水

等の河川の流量リスクが最重要事項となる。なお、小水力 IPP が実施される河川では流量の

測定データの蓄積が十分でない場合も考えられる。その場合には類似案件の事例を参考しな

がらケースバイケースの対応とならざるを得ない。流量リスクへの対応策としては、単に技

術的アプローチだけでなくファイナンス的な手法から、返済準備口座(Debt Service Reserve 
Account)の積立金を増額して渇水期間の返済原資を確保する方法等の併用も検討に値する。 
 
3) PLN と締結する PPA 契約に関連するリスク 
PPA 契約のテンプレートについては、現在 PLN にて改定作業を進めている。このテンプレー

トに基づく契約条件が、今後インドネシアで契約される全ての小水力 IPP プロジェクトに適

用されることから包括的なリスク分析が可能である。 
 
まず、大前提として PLN が PPA 契約に規定された買取義務を履行する財務能力を有すること

の検証が必要である。財務諸表によると、PLN の収益構造は政府からの補助金に大きく依存

しているものの、欧米の主要な格付け機関による PLN の評価はインドネシア政府のソブリン

格付けと同格で BBB-以上の投資適格を維持していることから、特に問題ないと看做して本調

査では詳細な分析を省略する。次に、事業者が通常のオペレーションを実施する際に適用さ

れる買取価格を含めた契約条件や手続き等の契約内容を確認する。その概要は既に本報告書

で既に確認したとおりだが、事業者にとっても関心が最も高いポイントだから事業者が豊富

な類似業務の経験を有するのであれば事業者サイドの分析結果をある程度信頼して進めるこ

とも可能であろう。なお、PPA 契約には損害保険の加入義務や不可抗力(force majeure)発生時
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の対応に関する規定も定められている。最後に、プロジェクト SPC が返済不能に陥って融資

銀行が担保処分(Step-inを含む)を実行する場合の規定について検討する必要がある。ここは、

事業者にとって全く関心のない事項となるので、銀行サイドによる慎重な検討が極めて重要

になる。 
 

 現在 PLN にて改定作業が進められている PPA 契約の 19 条では、プロジェクト SPC(PPA
契約では「SELLER」)が破産、支払い不能、清算手続きの開始等の破産に準じた事態が

発生した場合に PPA 契約は終了するとの規定がある。なお、PPA 契約が終了してしまう

と FIT 制度に基づく PLN からの買取義務も終了してしまうために、プロジェクト資産は

ほぼ無価値になることから銀行側にとって極めて深刻な問題である。 
 
ARTICLE 19 AGREEMENT TERMINATION 
1. Each of the following events is the SELLER’s failure which may result in this AGREEMENT 

TERMINATION: 
a. (省略) 
b. (省略) 
c. the occurrence of the following events: (i) the passing of judgments on bankruptcy, financial 

inability, liquidation process, or liquidation or other similar events related to the SELLER; (ii) 
appointment of trustee, liquidator, custodian, temporary officer to implement the process set 
forth in point (i), where such appointment is not revoked or survives for more than 60 (sixty) 
CALENDAR DAYS, or (iii) court order to execute liquidation process, or confirm bankruptcy 
or financial inability, where such order is not revoked or survives for more than 60 (sixty) 
CALENDAR DAYS. 
 

 一方、PPA 契約の 18 条では、PPA 契約の譲渡手続きについて発電設備にかかる融資につ

いては一定の配慮が規定されている。 
 
ARTICLE 18 ASSIGNMENT OF AGREEMENT 
1. (省略) 
2. (省略) 
3. If in the performance hereof, the SELLER assign and delegate part or all of its rights and 

obligations to any OTHER PARTY without the BUYER’s prior written approval, the BUYER 
may unilaterally terminate this AGREEMENT, save such assignment and delegation are 
obliged by the lender in connection with POWER PLANT construction financing. (太
字・下線は調査団による) 
 

単純にこれら二つの条項を(融資銀行側に有利になるように)あわせ読めば、次の様な解釈も不

可能でないだろう。すなわち、プロジェクト SPC が経営不振に陥ったとしても 19 条に規定

された SPC が破産に準じた事態に陥る直前に 18 条に基づいてプロジェクト資産を競売等に

よって転売すれば、転売後でも PPA 契約は終了せずに FIT 制度に基づく PLN の買取義務は継

続する余地が残されていると考えることも可能であろう。また別の解釈として、そもそも 18
条の規定は SPC が PPA 契約を第三者に譲渡する際に適用されるので、例えば、PPA 契約の当

事者は SPC のままで変更しないものの SPC の株式 100%を第三者に譲渡することには適用さ
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れないと考えることも可能かもしれない。逆に、SPC の株式 100%を第三者に譲渡すれば実質

的にプロジェクト資産も譲渡される効果がもたらされるので実質認定で 18 条が適用される

との解釈もありうる。この辺りの法律的な整理については、インドネシア法の弁護士による

正式な検討が不可欠であるが、いずれにせよ融資銀行が担保処分をする際にプロジェクト資

産が無価値にならない様な状況を確保することが極めて重要である。 
 
4) ディベロッパーのスポンサーリスク 
ディベロッパーが小水力 IPP プロジェクトに必要な知見や実施体制を備えていることの確認

が必要である。また、小水力 IPP ではディベロッパーがオペレーターを兼務することが多い

ので、水力発電に関する業務経験を確認する必要がある。更に、プロジェクト SPC に対する

出資金の払い込み義務を遂行できる財務能力の確認も必要となるが、もし、融資金の払込開

始が出資金の払込完了後となる equity first 方式の場合はリスクが軽減される。 
 
以下、手続面での確認事項を挙げる。 
 
5) 土地の権利関係・水利権・許認可(地方政府を含む)等の法務リスク 
キャッシュフロー予測に基づく収入を確保するために、安定的な事業継続が不可欠である。

その大前提として、土地の権利関係・水利権や各種許認可がクリアーであるまたはクリアー

になる見込みがあることを信用リスクの分析にて確認する。なお、途上国では一般的に法律

関係について 100%クリアーとならない状況が想定されるが、その際には現地の銀行実務で一

般的に行われる手続きに基づく対応を参考にすることが望ましい。 
 
6) 環境・社会リスク 
重大な環境面での問題や住民移転を含む各種の社会リスクが存在しないことを確認する。 
 
7) 突発的な事故・自然災害等への対応能力 
事故や自然災害への対応マニュアルや損害保険の契約状況等を確認する。また、実務的には、

事業者による類似プロジェクトの業務経験から推測する手法も広く行われている。 
 

5.2 小規模プロジェクトにおける FS コスト等の問題 

小水力 IPP プロジェクトにかかるファイナンス手法を検討する際に、金融実務の問題として

融資審査に必要な FS を作成するための調査費用および融資・担保契約の作成にかかる法務費

用が挙げられる。例えば、大型ダム建設で融資額 100 億円程度の民間銀行によるプロジェク

トファイナンスを想定する場合に、概算で融資額の約 2~3%程度に相当する約 2~3 億円を FS
および法務コストとして見込むことが少なくない。これらは、前節で確認した信用リスクの

確認項目をカバーするには必要なコストと判断される。一方、プロジェクトファイナンスで

確認すべき信用リスクの項目は、融資金額が小さくなっても大幅に削減されるわけではない。

例えば、10 億円のプロジェクトファイナンス組成でも、100 億円のプロジェクトファイナン

ス組成と同様に慎重な融資審査が求められるので、それに伴うコストもほぼ同額が必要とな
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る。約 2~3 億円の FS および法務コストは、100 億円プロジェクトでは 2~3%にすぎないが、

10 億円プロジェクトでは約 20~30%となり投資収益性を著しく毀損する。小水力 IPP では

10MW 以下に規制されているので、総投資額について、簡易キャッシュフローによる概算に

よる採算ラインのベンチマークである IDR300 億/MW を使って計算すると、最大でも

IDR3,000 億程度(約 28 億円)の小額投資に留まり、融資額としては IDR1,500~2,100 億(14~20
億円程度)となる。この様な小規模プロジェクトに対して、調査に必要なコストを如何に確保

するかが重要となってくる。 
 
この様な問題に対する解決策の一つとして、JICA の協力準備調査(PPP インフラ事業)が挙げ

られる。この制度は、プロジェクトファイナンス型融資に必要な調査費用について 1.5 億円

を上限に支援するもので、直接的に投資家の費用負担を軽減することにより一つの有効な解

決策を示している。上限 1.5 億円では不十分との意見もあろうが、投資家が実施すべき調査

の一部を支援していると解釈すれば十分に有効な制度である。別のアプローチとしては、必

要な調査コストを確保するために、複数案件を取りまとめて全体の規模を大きくすることが

考えられる。次節以降では、現地金融機関の取り組み状況を踏まえてファイナンススキーム

を検討する。 
 

5.3 ファイナンス手法による複数案件に対する包括支援の方策 

1) ファイナンス手法による出資スキーム 
まず、IFC 等の国際機関やヨーロッパ諸国の開発援助機関が民間投資家と同等ステータスで

参加する投資ファンドへの参加を検討することが考えられる。 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
(出典: 調査団) 

図 5.3.1 投資ファンドを通じた複数案件の取り組みスキーム 
 
検討課題としては、この様なファンドへの参加は事前の募集期間中に手続きを進める必要が

あるのでタイミングが合わなければ投資できないことが挙げられる。また、投資対象プロジ

ェクトをインドネシアの小水力 IPP に限定すると投資対象が狭すぎるので、現実的にはイン

JICA 

投資ファンド 

Project Project Project ・・・ 

ファンド出資 

個別プロジェクトへの出資

IFC 欧州諸国の 
開発援助機関

民間投資家 
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ドネシアの小水力 IPP を含む東南アジア諸国の再生可能エネルギー等に拡大しなければなら

ない。 
 
2) ファイナンス手法による融資スキーム 
現地金融機関によるプロジェクトファイナンスへの取り組みを後押しする意味からも JICA
の海外投融資制度によるツーステップ・ローンが有効であると思料される。なお、ツーステ

ップ・ローンの対象プロジェクトとして、FIT 制度に基づく小水力 IPP のうちで日本企業が一

定比率以上の出資をするものに限定する等の条件を事前に設定する。これにより、AFD が既

に実施しているツーステップ・ローンとは異なるプロジェクトをターゲットにするスキーム

になる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(出典: 調査団) 

図 5.3.2 ツーステップ・ローンによる複数案件の取り組みスキーム 
 
融資審査に際しては、当然ながらプロジェクトファイナンスで確認すべき全ての事項を網羅

すべきだが、FS コスト等の軽減の観点から重複を避けつつ JICA と仲介銀行による効率的な

役割分担が強く望まれることになる。先に述べたとおり、主なリスクとしては以下が挙げら

れる。 

① 小水力 IPP 施設の建設リスク 
② 渇水・洪水等の河川の流量にかかる発電リスク 
③ PLN と締結する PPA 契約に関連するリスク 
④ ディベロッパーのスポンサーリスク 

具体的な役割分担について、以下のとおり提案する。 
 
[JICA が主担当として信用リスクの確認を行う項目] 
リスク分析の項目のうち、③「PLN と締結する PPA 契約に関連するリスク」については、JICA
が主担当として仲介銀行との協議に先行して実施することを提案する。つまり、実質的に

JICA が単独で PPA 契約に関する融資審査のみを先行実施して、個別案件の技術面に問題がな

ければ融資可能と判断される場合のみに現地の仲介銀行との更に詳細な検討に進むべきであ

ると思料される。これは、既に PPA 契約の詳細な条件がテンプレートとして PLN から公表さ

JICA / PSIF 

仲介銀行 

Project Project Project ・・・ 

Loan

Project Financing Loans 

[JICA が主担当の主なリスク

の確認事項] 
(3)PPA 契約関連のリスク 
(4-1)日系スポンサーリスク [仲介銀行が主担当の主な

リスクの確認事項] 
(1)建設コスト・完工リスク 
(2)渇水等の流量リスク 
(4-2)イ国スポンサーリスク 
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れているので、インドネシアの FIT 制度に基づく小水力 IPP プロジェクト全般に対する包括

的な融資審査を JICA が単独で先行実施することが望ましいとの考え方に基づいている。もし、

この段階で審査上の大きな問題が存在する場合は、その後の仲介銀行と一緒に実施する個別

案件の技術面での融資審査を待たずにインドネシアの小水力 IPP プロジェクト全般に関して

融資を断念することとなろう。 
 
一般論としては、契約条件だけに基づいて融資審査を実施することには慎重でなければなら

ない。但し、インドネシアの小水力 IPP プロジェクトでは PPA 契約に規定された FIT 制度に

より製品の販売リスクをプロジェクト SPC が負担しないスキームなので、キャッシュフロー

の想定を立てやすいメリットがある。更に、インドネシア民間小水力案件の協力準備調査（PPP
インフラ事業）も過去に実施済みで、リスク分析の手順も予め予測できることから、PPA 契

約に基づく融資審査に力点を置くことを提案する。また、④「ディベロッパーのスポンサー

リスク」の日本側スポンサーについても、現実問題として現地の仲介銀行としては日本企業

の信用力については日本の金融機関による判断に強く影響を受けてしまうので、JICA が主担

当として信用リスクの分析を実施せざるを得ない状況になると推測される。 
 
[仲介銀行が主担当による信用リスクの分析を JICA が補助的に支援する項目] 
リスク分析の項目のうち、①「小水力 IPP 施設の建設リスク」および②「渇水・洪水等の河

川の流量にかかる発電リスク」については個別案件で状況が大きく異なるので現地の仲介銀

行が主担当として審査することが効率的である。両方とも技術面での審査になるので、実際

には豊富な業務経験を持つ技術コンサルタント等による報告書の妥当性について仲介銀行が

判断することになる。更に、その審査基準・過程について JICA が必要に応じて助言すること

により、最終的にプロジェクトファイナンスで確認すべき項目は全て網羅されることが期待

される。また、④「ディベロッパーのスポンサーリスク」のインドネシア側スポンサーにつ

いては、現地銀行が審査をする必要がある。 
 
また、仲介銀行向けの融資ガイドライン(案)に含める項目について、以下のとおり提案する。 
 
i) 日本企業による出資比率が●%以上、または取締役(可能であればインドネシア駐在)の派

遣を含めた経営コミットについて客観的に確認できる。 
ii) (既述の AFD のツーステップ・ローンを参考に)JICA による能力強化プログラムを受け入

れる。 
iii) 完工リスクを低減するために必要な方策(例えば、「財務基盤のしっかりした企業による

完工保証がある」｢コストオーバーランが発生した際の具体的な資本増強策が用意されて

いる｣「有力コンサルタントによる技術レビューで高評価を受けている」「経験豊富なコ

ンサルタントによる施工管理」等)が講じられている。 
iv) その他、③「PLN と締結する PPA 契約に関連するリスク」にかかる審査を通じて提起さ

れた指摘事項等に対して必要なリスク軽減策が講じられている。 
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仲介銀行との詳細な協議に入る前に、JICA が単独で③「PLN と締結に関する PPA 契約に関

連するリスク」について審査を実施されていることが前提となるので、融資ガイドライン(案)
では技術面での諸リスクに対して必要な軽減策が講じられていることの確認が中心となる。 
i) については、海外投融資制度による適用条件を確認することを目的としている。また、ツ

ーステップ・ローンでは、仲介銀行が全面的に与信リスクを負うスキームとなっているので

最終的な融資判断は仲介銀行が実施しなければならないのだが、仲介銀行がプロジェクトフ

ァイナンスの経験が少ない場合には、能力強化プログラム等の支援が必要となってくる。 
 

5.4 単一事業者が複数案件を実施する取組みに対する支援方策 

本節では、複数案件のうちでも、特に単一事業者による取組みに対する支援方策を検討する。

例えば、同一河川の流域で単一事業者が複数案件を実施する場合には、②「渇水・洪水等の

河川の流量にかかる発電リスク」の分析データを共有しながら信用リスクの分析を実施する

ことが可能となり、FS コスト等の軽減が達成されるので案件の実現化に繋がる。具体的なス

キームとしては、下図の要領にて複数案件を束ねる持株会社を設立してその持株会社へ融資

することが考えられる。この場合、JICA の海外投融資制度の直接融資方式にてプロジェクト

SPC に直接融資する場合、またはツーステップ・ローンで仲介銀行を経由する場合のいずれ

でも有効である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(出典: 調査団) 

図 5.4.1 単一事業者による複数案件の取り組みスキーム 
 
なお、持株会社を設立することから、各案件を実施するディベロッパーは同一であることが

望ましい。その理由としては持株会社が借入人となる JICA 融資に対する返済原資は、各案件

からのキャッシュフローの合算になることから、実質的に各案件ベースで持株会社の融資を

保証していることに等しいからである。もし、各案件に対する事業主体や出資比率が異なる

と相互に保証を提供する段階で意見の集約が著しく困難になることが予想されるので、ツー

ステップ・ローンで対応することが望ましい。  
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第 6 章 簡易アクションプラン 

これまでの調査検討結果に基づき、インドネシアの小水力開発にかかる許認可手続き、日本

企業の参加のタイミング、JICA 海外投融資の諸手続き等を考慮したアクションプランを検討

した。 
 
過去の省例改定、各プロジェクトの個別事情等により、実際の開発スケジュールは一様では

ないが、小水力プロジェクトの開発スケジュール例を下図に示す。プロジェクトは、案件発

掘から運転開始に至るまでに、大きく５つの段階に分類される。 
 

 

(出典: 調査団) 
図 6.1.1 小水力プロジェクトの開発スケジュール例 

 
① 開発ステージ 
プロジェクト発掘、SPC 設立、基本許可取得に加え、Pre-FS 実施、UPL&UKL（環境監視・

管理方法）承認、用地取得、各種許可（IMB：建設許可、HO：障害許可、SIPTPP：河川利用

許可、SIPPA：水利用許可）取得を行う。日本企業がグリーンフィールド案件への参画を希望

する場合は、Pre-FS 実施にかかわることにより、その後の案件参画が可能となろう。用地取

得、各種許可取得に関しては、現地ディベロッパーに担当してもらうのが現実的である。 
 

No. Item By 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12
1 Project Identification Developer
2 SPC establishment Developer

3 Principle permit Local gov.
4 Pre-FS, UKL&UPL Developer
5 Location Permit Local gov.
6 Land acquisition Developer
7 Permissions (IMB, HO, SIPTPP, SIPPA) Local gov., River authority

8 HPO Application with Pre-FS to MEMR(EBTKE) Developer
9 Technical verification of Pre-FS PLN

10 HPO Approval by EBTKE MEMR(EBTKE)
11 Deposit Developer
12 IUPTLS MEMR(Kelistrikan)

13 FS Developer
14 FS submission to PLN (incl. other required docs) Developer

15 PPA Developer, PLN

16 Share holders agreement Developer, Japanese company

17 Financial arrangement by JICA-PSIF JICA
18 Financial closure Developer

19 IUPTL MEMR(Kelistrikan)

20 DD, Bid docs
21 Bidding of contractor Developer
22 Construction Developer
23 COD Developer

4th Yr 5th Yr1st Yr 2nd Yr 3rd Yr

Development
stage

Proposal
stage

Proess PPA
stage

Process financing
stage

Implementation
stage
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② 発電事業者認定ステージ 
Pre-FS、UPL&UKL、その他必要書類を EBTKE（新・再生エネルギー総局、エネルギー・鉱

物資源省）に提出、PLN による Pre-FS 審査を得て、HPO（Hydropower Operator Approval）11が

事業者に発給され、発電事業者として認定される。Pre-FS の信頼性にもよるが、効率的なス

ケジュールを鑑みれば、前記開発ステージ期間にもラップして、FS を実施すべきである。日

本企業がブラウンフィールド案件への参画を希望する場合は、FS 実施にかかわることにより、

その後の案件参画が可能となろう。 
 
③ PPA 締結ステージ 
上記 HPO 発給後、事業者はデポジット（総投資額の 5%相当）を EBTKE に支払い、仮発電

事業免許である IUPTLS が事業者に発給される。当ステージにおいて FS が完了する。日本企

業がブラウンフィールド案件への参画を希望する場合は、このタイミングまでが通常であろ

う。また、FS において、機器の基本スペック、コストが決定されるため、投資（出資）だけ

でなく、機器サプライヤーとしての事業参画もこのタイミングまでに確約を得る必要があろ

う。 
 
FS では、特に以下項目を確認する必要がある。 

 発電利用可能流量 
発電利用可能水量の推定は、計画の基本であり、これが過大に見積もられていると、必

要容量、発電量が出ない可能性があり、経済性に大きな影響を与える。 
 各構造物の機能、安定性 

各構造物の必要機能が満たされているかの確認をする。未達の場合は確保する様、過大

の場合は適正化し、修正する。また各構造部の安定・安全をレビューする。長期安全運

転を確保するため、特に、不良地質部の処理、長大な法面保護、水路の横断構造物につ

いて注意を払う必要がある。 
 
④ 資金調達ステージ 
PPA が締結されることにより、融資の資金調達が可能となる。現況は、インドネシア地場銀

行によるコーポレートファイナンスが主流となっているが、JICA 海外投融資制度を活用する

場合、融資審査等に相当の時間がかかるため、上記ステージにもラップして、FS 結果がほぼ

判明する時期以降、日本企業の SPC への出資を含み、出来るだけ早い段階からの活動が望ま

れる。なお、IUPTL（本発電事業免許）の取得時期は、クリティカルパスではない。 
 
⑤ 実施ステージ 
資金調達が完了すれば、建設業者入札を経て、建設が行われる。なお、資金調達は相応の時

間がかかることが想定されるため、当期間において詳細設計、入札図書の作成を行えば効率

的なスケジュールとなろう。なお、建設業者がインドネシアローカル企業となることが想定

                                                        
 
 
11 正式名称は無いため、仮称。 
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される場合は、能力のある建設業者を選定し、品質管理システムを確立させることが重要で

ある。また、建設工法や建設機械の指定を入札条件にする等、建設中のトラブルや遅延等を

出来るだけ回避する施策も検討する必要があろう。 
 
加えて、プロジェクトのステージにかかわらず、インドネシア事業者、日本側関係者の双方

で下記のアクションが必要と考えられる。 
 
インドネシア事業者 
イ) 資金、技術、要員、調達管理能力、プロジェクト管理能力等リソースの面からプロジェ

クト準備の現状を確認し、補強ニーズを把握する。必要に応じて専門家のアセスメント、

アドバイスを受ける。 
ロ) 個別の補強ニーズについて、日本側関係者との連携の可能性について整理を行い、面談

を行う。必要に応じて JICA、専門家のアドバイスを受ける。 
ハ) プロジェクト実施手続きと平行して、日本側関係者との協力にかかる契約締結準備を行

う。また、JICA 海外投融資の準備も含まれる。 
 
日本側関係者 
イ) 各案件の FS レポート内容をレビューする。 
ロ) 各案件、事業者におけるインドネシア側のニーズ項目、度合い、タイミング等を理解し、

自社の戦略、投入予定リソースに照らし合わせてスクリーニングを行う。 
ハ) 対象のインドネシア事業者とコンタクトをとり、連携の可能性について協議を行う。 
ニ) プロジェクト実施手続きと平行して、インドネシア事業者との協力にかかる契約締結準

備を行う。また、JICA 海外投融資の準備支援も含まれる。 
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Guideline for Feasibility Study for Small Hydropower Project 
(Draft) 

 
Though the captioned survey, various feasibility study reports for small hydropower projects are preliminarily evaluated.  Referring to the survey work, the 
required information and data to be included in feasibility study report and how to preliminarily evaluate them are summarized below. 
 

Item Required Information/Data Evaluation 

1.0 INTRODUCTION 

1.1 Background, Objectives, 
Scope of Work 

Background, Objectives, Scope of Work are described 
briefly and comprehensively. 

Verify the description of the information/data. 

2.0 STUDAY AREA CONDITIONS 

2.1 Geographic features Administrative information etc. are described briefly and 
comprehensively. 

Verify the description of the information/data. 

2.2 Socio-economy Population, Gross domestic product etc. are described 
briefly and comprehensively. 

Ditto 

2.3 Power situation Power demand, Power generating facilities, Electrification 
situation etc. are described briefly and comprehensively. 

Ditto 

3.0 SITE CONDITIONS 

3.1 Site Conditions General condition of the project site (topography, land 
use, existence of local people) is investigated and 
described. 

Verify the description of the information/data. 

3.2 Site Access The project location and access to the project including 
information of administrative area, close major city, land 
route to the site with distance, road condition (width, 
pavement condition) are described. 
The information especially for transportation of 
equipment (bridge, cross drain, topography of both sides 
of road, town/village on the route) is included. 
If transmission line route is assumed, condition of the 
route is described. 

Verify the description of the information/data. 

3.3 Topography   

3.3.1 Regional Topography Regional topography around the project area including 
any lineament to show fault and special topography of 
land slide is examined. 

Verify the description of the information/data. 
Regional topography may affect the overall project layout. 

3.3.2 Topographic Survey Topographic survey is carried out and make topographic 
map. Topographic map needs to be 1/1,000-1/2,000 scale 
for general layout covering in and around the project 
and 1/100 -1/500 scale for design of structures.  
For the survey, bench marks need to be firmly established. 
The survey records such as bench marks, triangle points, 
base points, survey points including survey method and 
used equipment need to be kept for clarification. 
Information of geological investigation (location of core 
boring, seismic exploration lines) is also included in the 
topographic information. 

Verify the description of the information/data. 
The topographic survey with the required accuracy is 
indispensable for FS stage. 

3.4 Geology   

3.4.1 Regional Geology Regional geology is investigated. Geological map of 
1/250,000 scale is commonly available. General geology 
around the project is examined. Special geological 
condition such as existence of large fault needs to be 
carefully confirmed. 

Verify the description of the required information/data. 
Regional topography may affect the overall project layout. 
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3.4.2 Geological Investigation The related available data (geological map, record of 
earthquake, activity of volcano) are collected. 
Record of site reconnaissance includes geological 
property from the outcrop, existence of fault, possible 
land slide and water spring. Degree of weathering and 
depth of over burden is also estimated. Detailed 
geological condition is investigated by core boring 
together with geological test and seismic exploration if 
necessary.  
Major structures shall be founded on the sound rock. Core 
boring with SPT (Standard Penetration Test) and water 
pressure test are carried out; 3-5 holes at the intake dam, 
several holes at waterway and penstock, at least 1 hole 
each at head pond, and powerhouse site. The number may 
be increased at the site with special geological condition. 
Depth of bore holes shall be deeper than the rock surface 
by 5m at least. Laboratory test is carried out for the 
sampled materials. Seismic exploration will be carried out 
if waterway is planed as tunnel type or to be located at 
special geological condition. 
All results of geological test and laboratory test need to be 
included in the FS report. 

In order to properly design the structures, geological 
information derived from the geological investigation 
shall be verified. 
Verify geological information for examining the project 
layout then structure design shall be specified. 

3.4.3 Site Geology Geological condition at each structure site is specified. 
Sound rock surface at each structure site is investigated 
and estimated. 

Intake site requires sound rock foundation and water 
tightness. Depth of river bed deposit is also investigated. 
Depth of overburden (soil, weathered rock) along 
waterway is estimated; excavation volume is subject to 
depth of the over burden. Possible land slide along the 
waterway needs to be examined. Geological condition at 
head pond, penstock especially anchor block shall be 
investigated. Powerhouse shall be founded on the sound 
rock. 

3.5 Meteorology and 
Hydrology 

  

3.5.1 Study Area River catchment area, length of main stream and each 
tributaries, average slope, and average basin elevation 
based on topographic map with 1/25,000 or 1/50,000 
scale. 
These data are used as parameters of low flow and flood 
flow analysis. 

Verify the description of the information/data. 

3.5.2 Meteorological Data Monthly meteorological data in and around the river 
basin.  
The meteorological data is 1) monthly mean temperature, 
2) monthly maximum temperature, 3) monthly minimum 
temperature, 4) monthly mean humidity, 5) monthly mean 
wind speed/direction, 6) monthly mean sunshine hour, and 
7) monthly mean evaporation. 
The data are classified into 3 items by every year and 
figured; 1) Complete data, 2) Incomplete data (including 
missing data), and 3) Data not available. 

Verify the description of the information/data. 
The data are used for hydrological analysis. All collected 
data shall be attached to the FS report. 
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3.5.3 Rainfall Data Daily rainfall data in and around the river basin for low 
flow and flood flow analysis.   
Hourly rainfall data for design flood hyetograph of flood 
flow analysis, if available. 
The collected data is verified in terms of applicability for 
analysis. Typical way for data verification is double mass 
curve method. Through the verification, abnormal data are 
rejected. 

The estimated annual rainfall will be more accurate when 
several rainfall stations exist around the project site. But, 
the estimation shall be inaccurate when there is few or no 
rainfall station around the project site. 
 
 
 

Evaluation of annual rainfall: 
1) The annual rainfall is estimated from records of rainfall 

stations when more than two rainfall stations exist 
around the project site commonly by Thiessen method. 

2) The annual rainfall is estimated from the isohyetal map 
created by BMKG when less than one rainfall station 
exists around the project site. 

3)±20% of difference between the annual rainfall in FS 
and the above estimated rainfall is to be a permissible 
range. 

3.5.4 Runoff Data Daily river water level data, daily discharge data, and H-Q 
(river water level - discharge) curve to convert river water 
level into discharge in and around the project river basin.  
Hourly river water level data and hourly discharge data 
for calibration of flood flow analysis, if available. 

The required discharge data in the project river basin and 
vicinity of the river basin are compiled. If data is not 
enough, supplemental data shall be referred. 

3.5.5 River Flow Measurement Data of river flow measurement at water level gauging 
station site. Frequency of the measurement is 2 times in a 
month at the minimum. The H-Q curve needs be properly 
updated by result of the measurement. 

Verify the description of the information/data. 
The required data shall be used for hydrological analysis. 

3.5.6 Low Flow Analysis For low flow analysis, F.J. Mock method and Nreca 
method are popular in Indonesia. These methods are half 
monthly or monthly basis, therefore these are applicable 
for Pre-FS stage. Daily basis analysis is required for FS 
stage. 
Referring to the available discharge data of water level 
gauging stations in and around the project river basin, 
discharge at the project intake site is calculate by 
catchment area ratios between the water level gauging 
station sites and the project intake site. 
Based on the estimated discharge, Flow Duration Curve 
(FDC) is prepared for examination of design discharge 
and calculation of annual energy production.  

Evaluation of design discharge: 
1) The design discharge shall be evaluated considering 

runoff coefficient. If there is a large deviation between 
the design discharge and the estimated average 
discharge considering probable runoff coefficient 
(50%), it is considered that there are basic mistakes on 
the data, calculation, and estimation method for the 
design discharge. 

2) The design discharge less than 1.5 times of the 
estimated average discharge is to be a permissible 
range. 

3.5.7 Flood Flow Analysis Probable flood discharge for design of spillway and 
powerhouse shall be estimated. The probable rainfall is 
generally estimated using Gumbel or Log Pearson III 
methods. Those methods are common in Indonesia. 
For flood flow analysis, Nakayasu unit hydrograph 
method is common in Indonesia.  

Evaluation of flood discharge: 
Adequacy of the estimated design flood discharge shall be 
evaluated by Creager’s Curve. Range of Creager’s 
coefficient (=C) in Indonesia is 20 to 100. 
Probability of flood discharge for intake weir and 
powerhouse is generally 100 years. 

3.5.8 Sedimentation Sampling survey for suspended load and riverbed material 
survey is desirable for examining abrasion prevention 
countermeasure of turbine and generator. The sand trap 
basin is designed considering the survey result. 

Based on the survey result, sand flush gate at intake and 
sand trap basin shall be suitably designed. 
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4.0 HYDROPOWER PLAN FORMULATION 

4.1 Layout Run-of-river type is generally applied for small 
hydropower project. 
Based on the topographic and geological condition, 
general layout of civil structures is examined and 
optimized using discharge data from result of low flow 
analysis. In order to optimize the layout, alternative study 
for several layouts is carried out. Penstock costs 
prominently and therefore shorter penstock for the head is 
theoretically economical. 
High water level at intake weir and Tail water level at 
tailrace are decided to match the topographical condition 
of the project site. 

Evaluation of project layout: 
In this survey, the following value is used for evaluation. 

Length	of	waterway	 headrace penstock	x	2
plant	discharge	x	head

 

This value is expected to be less than 10 for project 
feasibility. 

Intake location at start of rapid flow of river is preferable. 
It is also noted that the layout should be avoid high and 
huge excavation. 

4.2 Plant Discharge Based on the result of low flow analysis, daily (monthly) 
discharge is calculated and the FDC is established. 
Based on the FDC, alternative study for several maximum 
plant discharge is carried out in order to optimize project 
scale. 

In general, maximum plant discharge is set so that the 
flow utilization factor (FUF) at the project site is 
approximately 70% even though the maximum plant 
discharge shall be set based on the result of alternative 
study. 

4.3 Installed Capacity and 
Energy Production 

Based on the layout and maximum plant discharge, 
installed capacity and annual energy production is 
calculated. Head loss in the waterway and efficiencies of 
turbine and generator shall be considered. 

In order to correctly estimate energy production, 
maximum plant discharge, head losses, efficiencies of 
turbine and generator shall be properly set and seasonal 
and annual change of river discharge shall also be 
simulated.  

5.0 BASIC DESIGN   

5.1 Civil Works   

5.1.1 Intake Weir and Intake 1) Intake Dam (Weir) 
The following issues shall be appropriately examined.
a. Layout 
b. Foundation 
c. Dam shape 
d. Dam material 

1) Intake Dam (Weir) 
a. Layout 
Layout shall be proper to the river course. It is better 
to locate straight portion as practicable. 
b. Foundation 
Foundation shall be sound rock. Special treatment 
such as grout is not common for small hydropower. 
c. Dam shape 
Downstream slope more than 1:0.75-0.8 is desirable 
and dam stability shall be checked. Top elevation of 
the non-overflow section is decided to have enough 
free board (1.0 m or more) to the flood water level. 
d. Dam material 
Wet rubble masonry covered by concrete is 
acceptable. 

 2) Spillway 
The following issues shall be appropriately examined.
a. Design flood 
b. Type 
c. Width 
d. Stilling basin 

2) Spillway 
a. Design flood 
Return period of design flood shall be 100 years and 
flood discharge per meter of spillway shall be less 
than 100-150 m3/s.  
b. Type 
Non-gated ogee crest type is common for small 
hydropower. 
c. Width 
Width shall be nearly same with river width. 
d. Stilling basin 
Stilling basin shall be designed to adjust 
topographical and geological conditions. If geological 
condition in downstream of stilling basin is not good, 
further protection measures are required. 
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 3) Sand Flush Way 
The following issues shall be appropriately examined.
a. Bottom elevation 
b. Dimension 

3) Sand Flush Way 
a. Bottom elevation 
Bottom of sand flush way shall be lower than that of 
power intake to flush sediment in the reservoir. 
Difference of elevation between bottom of sand flush 
and power intake is more than 2 m. 
b. Dimension 
Sand flush way shall have appropriate dimension to 
flush sediment and equip the gate. 

 4) River Diversion 
River diversion during construction shall be planned 
considering intake dam structures, topography and 
construction period.  
The following issues shall be appropriately examined.
a. Method 
b. Return period 

4) River Diversion 
a. Method 
Stage river diversion by open channel is common for 
small hydropower. Discharge capacity of each stage 
shall be confirmed. 
If stage river diversion cause huge volume 
excavation, the tunnel type river diversion is 
considered. 
Layout of the river diversion does not disturb the 
layout the permanent structure. Closing measure of 
the river diversion so considered. 
b. Return period 
Return period of design flood shall be 5-10 years 
depending on the construction schedule. 

5.1.2 Power Intake and Sand 
Trap 

1) Power Intake 
The following issues shall be appropriately examined.
a. Layout 
b. Dimension 
c. Elevation 
 

1) Power Intake 
a. Layout 
Layout shall be perpendicular to river or parallel to 
intake dam axis. 
b. Dimension 
Power intake shall have appropriate dimension. 
c. Elevation 
Bottom of power intake shall be set 1m or more 
higher than the sand flush way. 
Approach velocity shall be at around 1.0m/s. 

2) Sand Trap 
Necessity of sand trap shall be examined and number 
of sand trap bay shall be studied. 

2) Sand Trap 
If river water is clean, the sand trap may be omitted. 
Two or more number sand trap is desirable. 
Outlet of sand trap shall be higher than the river 
elevation, if not, flow velocity of sand trap is not 
enough and sand trap function will be down. 
Dimension of sand trap is correct. Target particle size 
shall be 0.5mm or less and flow velocity in sand trap 
shall be 0.5m/s or less and depend on length of sand 
trap. 
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5.1.3 Headrace Channel  Type 
Type of headrace as open channel or tunnel shall be 
studied. Usually, small hydropower project selects an 
open channel type waterway. However, if huge volume 
excavation due to steep topography, land slide and poor 
geology on the headrace route are expected, a tunnel type 
shall be considered. 
 Section 
As for typical section, if geological condition is good, 
trapezoidal section leaning on the both excavation face 
with wet rubble masonry is adoptable. If geology if not so 
good, the reinforced concrete U flume is adoptable.  
 Crossing 
The headrace crossing the deep river/valley shall provide 
the waterway bridge or siphon. Appropriate cross drain 
structure shall be provided at the crossing of small 
rive/valley.  
Along the headrace channel, access road shall be 
constructed for construction and maintenance purposes. 
Possible landslide along the waterway route shall be 
checked. 

 Route 
 Selected headrace channel route shall be appropriate 

based on the topographic and geological conditions.  
 

  
 
 
 

In terms of the project layout, “length of headrace 
channel/head” is checked and the value less than 10 is 
preferable. 

 Section 
Typical section is leaning trapezoidal type or concrete 
flume type. Independent wet rubble masonry wall is not 
appropriate.  

 Slope and flow velocity 
The slope of open channel shall be around 1/1,000 at 
bottom. Flow velocity is around 1.0-1.5m/s. 
River/Valley crossing structures are designed correctly, 
and not disturb flowing of the flood water. 
If there is some possibility of land slide, appropriate 
countermeasure shall be designed. 

5.1.4 Head Pond  Location 
Head pond is located at the end of the headrace channel 
and the beginning of the penstock.  

 Function 
Head pond functions to supply water when power 
generation operation is started and waste surplus water 
when power generation is downed or stopped. In addition, 
Head Pond has sand trap function. 

 Spillway 
Spillway of Head Pond shall have capacity equal to Plant 
Discharge and chute way to the river shall protected 
appropriate structure. 

 Location 
Location of head pond is selected to suit to topography 
and geology and minimize the length of penstock. 

 Capacity 
Volume of head pond shall have about 3 minutes of the 
Plant discharge in general. 
Structure 
Reinforced concrete structure is desirable. 

 Spillway 
Spillway and chute way of Head pond have enough 
capacity and are correctly designed. 
Inlet of Penstock shall have water depth more than 2 x 
diameter of Penstock. 

5.1.5 Penstock (Anchor Block)  Route 
Route of penstock shall be selected properly. Longer 
penstock is costly and cause unstable condition of the start 
of power generation operation.  

 Diameter and Thickness 
Diameter of penstock shall be selected economical 
diameter. Thickness is also designed correctly. 

 Anchor block 
The anchor block shall be prepared at bending portion and 
at around 50-100 m interval. The anchor block shall be 
constructed on the sound rock. If not, the pile foundation 
shall be considered. 

 Length 
 Layout and length of penstock shall be studied 

carefully together with location of head pond.  
 

In terms of the stability of operation, the case that 
penstock length is more than 500m shall be carefully 
examined 
In terms of the project layout, “length of penstock/head” 
is checked and the value less than 3 is preferable. 

 Flow velocity (Diameter) 
Flow velocity of economical diameter is usually at around 
2-3m/s. 
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5.1.6 Powerhouse and Tailrace  Layout 
Layout of powerhouse is correctly arranged in relation 
with Penstock and Tailrace/River course. The Access 
Road to transport the equipment is correctly designed. 

 Type 
Type of Powerhouse, in general, is selected an open air 
type in mini hydropower project. The Powerhouse shall 
be constructed on the sound rock. Layout of 
Powerhouse/Tailrace shall be set not to enter sand and 
gravel of the river to the tailrace. 
Tailrace is constructed conjunction with powerhouse 
usually and shall have enough capacity to flow out the 
plant discharge in relation with water level of the river. 

Powerhouse shall be reinforced concrete structures. The 
elevation of erection bay and yard around powerhouse 
shall be set higher than 100 years flood. 
Powerhouse shall have enough space to accommodate the 
Turbine and Generator, and finally, the design of the 
manufacturer shall be reflected. 
Access Road shall have slope of around 10% and enough 
radius curvature. 

5.1.7 Main Transformer 
/Switchyard 

Main transformer yard/Switchyard shall be set at around 
the powerhouse and same or higher elevation of 
powerhouse yard. 

These yards shall be designed easy for construction and 
maintenance.  

5.2 Hydro-mechanical Works   

5.2.1 Gates, Hoists and Screen  Necessity and function of screen, gate and hoist at each 
structure shall be studied carefully. 
Basic dimension of each screen, gate and hoist shall be 
decided taking civil structures into consideration. 
Operation method as manual or mortar driven shall be 
decided necessity of emergency operation. 

Detail design will be made by the Contractor, design 
condition of each gate and hoist shall be prepared clearly. 

5.2.2 Penstock General layout study and design of civil works decide the 
penstock layout. 
Diameter and thickness of penstock shall be designed 
based on the plant discharge and internal water pressure 
including of water hammer or minimum thickness for 
transportation. For allowable stress of steel, the available 
material in the country shall be considered.  

Detail design will be made by the Contractor. The design 
condition shall be prepared clearly. 

5.3 Electro-mechanical Works   

5.3.1 Hydraulic Turbine Based on the decided effective head and plant discharge, 
the type of turbine is selected.  
 

Selection of type of turbine is correctly done subject to 
reference. Francis type turbine with horizontal axis is 
widely selected for small hydropower projects. For the 
project with high effective head, Pelton type turbine is 
selected. For the project with low head, Kaplan type 
turbine is applicable. 
Consequently, rotational speed and turbine setting level 
shall be decided. 

5.3.2 Generator Following the selected turbine, the type of generator shall 
be selected. 

Selection of type of generator shall be correctly done. 
Flywheel effect (GD2), maximum speed rose and 
maximum pressure rise (water hammer) together with 
closing time of turbine shall be studied and calculated. 

5.4 Transmission Line   

5.4.1 Present Conditions of 
Transmission and 
Distribution Line  

Transmission and distribution line system around the 
project is mentioned as diagram. If PLN has construction 
plan of new transmission and distribution line, the route 
and capacity need to be confirmed. 

Verify the description of the information/data. 

5.4.2 Connection to Power Grid 
System 

Based on the above study, the connection point to PLN 
grid is decided. Length of transmission and distribution 
line shall be minimized. Required capacity of conductor is 
studied for new or the existing transmission and 
distribution line. 
Power flow analysis shall be carried out in order to secure 
the connection between the project and PLN grid. 

Connection point to PLN grid, size and length of 
conductor shall be cleared. 

Evaluation of transmission line: 
The case that length of transmission line more than 20km 
shall be carefully examined. 
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6.0 INITIAL ENVIRONMENTAL EXAMINATION (IEE) 

6.1 IEE IEE shall include the following issues. 
a. Laws and regulation 
b. Land acquisition/use 
c. Natural and Social Environment 
d. Environmental impacts at pre-construction, during 

construction and operation stage 
IEE is used for preparation of UKL and UPL.  

Verify the description of the information/data. 
UKL and UPL shall be prepared separately and the 
developer needs to get approval from the local 
government. 

6.2 Social Environment Social environmental impact such as land acquisition and 
resettlement, if any, is studied carefully. 

Verify the description of the information/data. 

6.3 Natural Environment Natural environmental impact such as special fauna and 
flora, if any, is studied carefully. 

Verify the description of the information/data. 

7.0 CONSTRUCTION METHOD AND SCHEDULE 

7.1 Construction Materials  Type 
Materials of sand and gravel for concrete aggregate and 
masonry is important 

 Quantity 
Required quantities based on the design shall be secured. 

 Location 
As much as practicable, materials near by the project shall 
be used. Investigation of construction materials shall be 
done. 

Investigation results shall be mentioned. 
Source of construction materials and volume shall be 
mentioned clearly.  

7.2 Construction Method  Method 
Construction method of each structure shall be studied 
and mentioned. 

 Equipment 
Required equipment to achieve the method and period 
shall be described. 

 Period 
Required period based on method above for each structure 
and total shall be described. 

Expected construction method, employed equipment and 
period of main structures shall be studied and mentioned 
clearly. 

7.3 Construction Schedule Construction schedule from mobilization to COD 
(Commercial Operation Date) is examined in detail. 
 

Construction period of small hydropower project is 
expected to be around 24 months.  
In the schedule, sequence of various works as well as 
interface of the contract lots such as civil, 
hydro-mechanical and electro-mechanical works shall be 
considered. 

8.0 CONSTRUCTION COST 

8.1 Cost Estimate   

8.1.1 Cost of Civil Works Construction cost of civil works is estimated generally 
referring to the market price and/or contract unit price of 
similar and/or neighboring projects. The work quantities 
for cost estimate refer to the basic design. 

The related cost shall be appropriately estimated. 

8.1.2 Cost of Hydro-mechanical 
Works (Gates and 
Penstock) 

Construction cost of hydro-mechanical works is estimated 
generally referring to the past/similar projects. 
Quotation from manufacture is usable. The cost shall also 
include design, fabrication, transportation, installation and 
tests. 

The related cost shall be appropriately estimated. 

8.1.3 Cost of Electro-mechanical 
Works (Generating 
Equipment) 

Construction cost of electro-mechanical works is 
estimated generally referring to the past/similar project.  
Quotation from manufacture is usable. The cost shall also 
include design, fabrication, transportation, importation, 
installation and tests. 
Cost of transmission/distribution line shall also be 
included. 

Verify the description of the information/data. 
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8.1.4 In-direct Cost Cost of in-direct cost including engineering, land 
acquisition, administration, general expenses and 
contingency other than the above direct construction cost 
is estimated. 

Verify the description of the information/data. 

8.1.5 Project Cost Total project cost includes the above direct costs, in-direct 
cost and tax. 

Evaluation of cost: 
Unit construction cost is expected to be less than 
2,500USD/kW for project feasibility. 

Unit energy cost is expected to be less than 10US¢ for 
project feasibility. 
It is noted that the cost less than 1,000USD/kW or  
2.0 US¢/kWh seems to be not reliable in terms of quality. 

9.0 FINANCIAL EVALUATION 

Conditions for Financial 
Analysis 

1) Inflation rate for CAPEX (Capital Expenditure) and 
OPEX (Operational Expenditure) and  

2) Revenue (Tariff, Energy) 
3) Initial construction cost 
4) Depreciation period of initial construction cost 
5) OPEX 
6) Corporate tax rate 
7) Source of the fund (Debt equity ratio) 

8) Bank loans: terms of conditions (IDC (Interest 
During Interest), interest rate, maturity, grace period)

Verify the description of the information/data. 

Financial Analysis 1) Cash flow projection 
2) Profit & loss statement 
3) Balance sheet 

Verify the description of the information/data. 

Financial Evaluation 1) Equity IRR (Internal Rate of Return) 
2) Project IRR 
3) NPV (Net Present Value) 
4) Financial sensitivity 

Verify the description of the information/data. 

10.0 CONCLUSION Both of technical and financial feasibility of the project 
shall be concluded. 

Verify the description of the information/data. 

   

Attachment -1 Design Drawings Check whether there is the required information/data. 

Attachment -2 Investigation Data 
- Topography 
- Geology 
- Hydrology 

Check whether there is the required information/data. 

Attachment -3 Analysis and calculations 
- Hydrological analysis 
- Hydraulic calculation 
- Structural calculation 
- Cost estimation 
- Financial analysis 

Check whether there is the required information/data. 

Remarks)  

For details of the colored evaluation, see the survey report. 
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