
 

評価調査結果要約表 

 

１．案件の概要 

国名：ラオス人民民主共和国 案件名：経済政策支援フェーズ２ 

分野：経済政策支援 援助形態：プロジェクト方式技術協力 

所轄部署：JICA アジア第一部第二グループ

東南アジア第四チーム 

協力金額：（評価時点：9,140 万円） 

先方関係機関：国立経済研究所/計画投資

委員会、農林業省、産業手工芸省、商業省、

財務省、中央銀行、ラオス国立大学、その

他関係省庁 
協力期間 

(R/D):2003 年 4 月 8 日署名 

2003 年(平成 15 年)4 月から

2005 年(平成 17 年)3 月まで

(二年間) 

日本側協力機関：東京大学、京都大学、滋

賀大学、神戸大学、広島大学、青山学院大

学、法政大学、鈴鹿国際大学、日本政策投

資銀行 

１－１ 協力の背景と概要 

ラオスでは 1986 年に「新思考(チンタナカンマイ)」の下、「新経済メカニズム」を採

択し市場経済化を推進していていたが、アジア経済危機により経済状況が急激に悪化

し、経済運営の建て直しが必要とされていた。そのような中、国際機関からは、構造改

革を要求され、さらに 1991 年から連続してラオス国のトップドナーであった日本は、

援助を効果的に持続させるためにも同国が健全な経済運営を行なうことが不可欠であ

った。 

以上の背景から、日本は 2000 年(平成 12 年)4 月から「ラオス経済政策支援(フェー

ズ１)」を実施し、マクロ経済、財政/金融、国営企業、FDI、貧困対策等の 9 分野にお

いて現地調査及び政策提言策定を行った。 

この研究成果に対しては高い評価が得られたものの、２年間という短期間では、協力

の目的の一つであった人材育成が十分に達成され得なかったという日本、ラオス双方の

認識があった。そこで、ラオス側から、政策立案に関する Capacity Development を主

要目的とし、かつより具体的な分野についての研究、提言を共同研究により作成したい

との要望が出され、2003年(平成15年)4月に実施協議調査団を派遣しR/Dに署名し、｢経

済政策支援フェーズ２｣を技術協力プロジェクトにより開始された。 

フェーズ２では、経済統合、金融制度、中小企業振興、農業農村開発の 4 部会に分か

れ日・ラオ共同で調査を進め、本邦における研修も利用して調査結果の分析を行い、2005

年(平成 17 年)3 月にヴィエンチャンにおいてワークショップを開催し、最終報告書を

ラオス政府へ提出した。 

 



 

１－２ 協力内容 

(1) 上位目標：ラオス政府が独自で適切な経済政策を策定・運営することができる 

(2) プロジェクト目標：ラオス政府の経済政策策定能力が向上する 

(3) 成果： ０．ラオス政府の、調査、研究、分析能力が向上する 

      １．日・ラオスの共同研究・調査活動を通じて、政策提言が策定される 

      ２．ラオス側 CP が独自に調査・研究を提案し、実施できるようになる 

      ３．政策決定レベルの政府高官が政策提言を理解する 

(4) 投入（評価時点） 

 日本側：１.専門家派遣（3,580 万円） 

          長期専門家: プロジェクト調整員   24M/M 

          短期専門家: 20M/M（各年度 10M/M） 

2. 機材供与（130 万円）          

          コンピュータ, プリンター、その他調査･研究に必要な機材        

3. 本邦研修（1,290 万円） 

         報告書作成方法の研修: 6.0M/M 

4. 現地活動費（1,930 万円） 

          現地活動に必要な費用 

     5．評価調査団派遣（2,210 万円） 

 相手国側：1. カウンターパート人員供与 (C/P) 

             プロジェクト･マネージャー: 24M/M 

             プロジェクト調整員:24M/M                

             各作業部会メンバー  

2. 供与施設： 

              プロジェクト事務局, 経済情報センター 

3. 現地費   80,000 米ドル 

4. 日本人専門家への特別待遇 

２．評価調査団の概要 

評価・調査者 団長/総括：梅崎 路子 国際協力機構アジア第一部第二グループ グルー

プ長 

技術支援/分析：嶋田 晴行 国際協力機構アジア第一部第二グループ東南

アジア第四チーム 職員 

調査/分析：角田 健一 国際協力機構アジア第一部第二グループ東南アジ

ア第四チーム ジュニア専門員 

調査期間 2005 年(平成 17 年)1 月 17 日から 21

日まで、及び 2005 年(平成 17 年)2

月 28 日から 3月 4 日（全 10 日間）

評価種類：終了時評価 

 



 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

・投入については、ラオス側との共同作業に時間が十分確保できなかったということか

ら、タイミングの面において問題を残した。それ以外については日本側、ラオス側共に、

当初の計画どおりの投入は、実施・実行された。 

・活動についても、程度の差はあるものの、概ね計画どおり実施・実行された。 

・成果については、2005 年 3 月末のプロジェクト終了時最終ワークショップまでには、

政策提言を含んだ最終報告書が用意され、ラオス政府高官への説明、理解を得る予定で

あり、すべて達成される見込みである。 

・以上の実績から、プロジェクト目標も達成できたと判断できる。 

 

３－２ 評価結果の要約 

(1) 妥当性 

• ラオス政府は、第 5 次国家社会経済開発計画(2001 年―2005 年)において、『治安

と政治の安定を図り、持続的な経済成長を確保できる環境を整備する』、『新規雇

用機会を創出』、『国民貯蓄率を向上させる』、『国営・民間企業改革を推進する』

などといった、マクロ経済政策の推進強化を前提とした主要目標を掲げているこ

とから、本案件の実施に妥当性が認められる。 

• 本案件は、ラオスにおける JICA の援助重点分野の一つ『人造り』に焦点を置いて

おり、中期的優先課題の『行政の質と能力の向上』及び『民間セクターの活性化』

とも整合性が確認でき、本案件実施の妥当性は確保されている。 

(2) 有効性 

• そもそも二年間のプロジェクトの期間内で人材育成への効果を確認することは非

常に困難である。 

• そういった中で、実施機関、とりわけ国立経済研究所(National Economic Research 

Institution、以下 NERI)は、経済政策提言・策定に必要な調査、研究、分析能力

を向上させるという成果を達成できたことから、本案件の有効性は認められる。

• 同時に、日・ラオ共同調査・研究活動を通じて、政策提言としての報告書を作成

するに至った成果からも、プロジェクト目標達成への繋がりが確認でき、本案件

の有効性が認められる。 

(3) 効率性 

• 本案件の開始前当初から、日本側関係者の時間的制約は承知済みであったものの、

専門家の投入ならびに活動実施のタイミングに問題を残した。 

• 予算と日本側の受け入れ体制の制約から５名という枠ではあったが、日本側関係

者の短いラオス滞在期間をカウンターパートの本邦研修の機会で補ったことによ

り、ラオス側の能力向上に高い効果が認められた。 

 



 

• 二年間に支出された費用の多くが、日本側関係者の派遣費に費やされた。逆にそ

の分専門家の技術協力費、機材供与費、現地活動費などが比較的低予算で賄われ

たにもかかわらず、想定された成果が達成されたことから、コスト的な効率性は

比較的高かったと評価する。 

(4) インパクト 

• カウンターパート全員が調査・分析に関わる活動に十分参加できなかったことも

あり、上位目標達成には将来的な支援も必要であるが、それとともに今回協力の

成果を活かしたラオス側の自助努力が一層求められる。 

• 新五ヵ年計画への貢献については、その事実を現時点で確認することは不可能な

がらも、評価調査におけるプロジェクト参加者へのインタビュー結果から、その

貢献度は大きいと見込まれる。 

• 同じプログラム内もしくは関連案件との連携・協調については、日常業務に追わ

れ、あまり積極的に行なわれなかったため、お互いのインパクトは最小限のもの

に限定された。 

(5) 自立発展性 

• 財政面においては、当案件に投入された資金と同程度の予算をラオス政府が継続

的に確保することは困難であると思われ、財政的な自立発展性については困難な

見通しである。 

• 習得された調査、研究、分析方法については、経済政策策定業務へのオーナーシ

ップの確保、活動の実施における取組状況、スタッフの熱心さと向上心から判断

して、今後の政策提言・策定に活かされていくことが見込まれる。 

• ラオス側へのインタビュー結果から、当案件を通じて作成された報告書は、今後

ラオス政府によって様々な形で引用される可能性が高いことからも、経済政策支

援としての自立発展性も期待ができる。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

(1) 計画内容に関すること 

• 当案件が 2000 年(平成 12年)4月から二年間実施された、「ラオス経済政策支援(フ

ェーズ１)」での経験を踏まえて「人造り」に焦点を当て、また４つの主要調査研

究課題に絞り込んで協力を実施したことなど、これまでの教訓を活かして計画及

び実施に至ったこと。 

• これまでの JICA の Capacity Development 案件の経験を活かして、日本側からの

専門家の派遣と、ラオス側からの本邦研修への派遣とのツイニングを特に意識し

て計画したこと。 

(2) 実施プロセスに関すること 

• 専門家の投入や活動実施のタイミングに難点が残る課題は残しつつも、フェーズ

 



 

１と比較して、より連絡、調整、計画に力を入れることによって成果を導き出す

ことに貢献したこと。 

• 調査・研究をできる限り日・ラオ共同で行なうことにより、ラオス側に学ぶ機会

を提供したこと。 

 

３－４ 問題点および問題を惹起した要因 

(1) 計画内容に関すること 

• 日本側関係者の投入および活動の実施のタイミングが明確に設定できず、その分

調整業務に過剰な負担をかけたこと。 

• ラオス側作業部会参加者が、省庁や政府機関間のバランスへの配慮を優先して人

選が行なわれたため、プロジェクトの裨益者が計画よりも限定されたこと。 

(2) 実施プロセスに関すること 

• 日本側関係者の投入および活動が不定期かつ各々が短期間に限定されたため、ラ

オス側との共同作業の機会およびラオス側の学ぶ機会が限定されたこと。 

• 調査結果分析・研究と政策提言論文・報告書作成のための本邦研修への参加人数

が限定されたため、調査から政策提言・策定への過程における実施能力向上への

更なる支援・協力への要望が強く残ったこと。 

 

３－５ 結論 

今回の評価調査の結果、2005 年(平成 17 年)3 月の本案件協力終了までに、当初計画

されていたプロジェクト目標は達成されるとの結論に至った。本案件の協力を通じて調

査・研究・分析方法さらには政策提言論文・報告書の作成方法を習得したことにより、

ラオス政府において経済政策策定に携わる人材の能力向上は図られたと判断できる。従

って、当初の目的である経済政策策定のための人造りの目的は果せたことから、当案件

の終了は妥当であると結論付けられる。 

しかしながら、本邦研修の参加等の機会を通じて直接的に調査・研究・分析等に従事

した人材の数が限られたなどの理由から、政策策定能力を有する人材が充足するまでに

は引き続き、ラオス側の自助努力が求められる。 

 

３－６ 提言 

(1) 上位目標を実現させるためには、関係省庁・政府機関全体のキャパシティ向上に向

けた、さらなる努力が必要である。 

(2) 本プロジェクトを通じて設立された情報センターは、今後もその利用価値を高める

べく、さらなる量的及び質的向上のための努力を続ける必要がある。 

 

 

 



 

３－７ 教訓 

(1) 人造り並びに組織のキャパシティ・デベロップメントを支援する際は、専門家派遣

による技術協力と、C/P 研修を組み合わせた、ツイニングによる協力が効果的であ

る。 

(2) 政策支援の協力においては、本案件における“政策策定能力向上のための人造り”

などのように、ある特定の分野に目標を絞って実施することが重要である。 

(3) 同様に政策研究テーマについても、今回の 4 分野の選定のように、相手国 C/P との

十分な検討の上での的確なテーマの選定、絞込みが重要である。 

(4) 本案件においては、ＮＥＲＩからの参加者は積極的で自立発展性の観点からも有効

であった一方、他の省庁・政府関連機関からの作業部会への参加者は意欲的とは言

い難かった（上層部からの指示で参加させられたという理由はあるが）ことから、

C/P の人選には十分な配慮と準備が必要である。 

(5) 同じプログラム内の連携、他案件との連携、他ドナーとの連携・協調並びに情報交

換といったものを促進することにより、実施案件の有効性の強化、付加価値の追加

につながる。 

(6) 定量的な効果の測定が困難な人造り案件であるが故、モニタリングも兼ねて、日頃

から活動が実施される度に、その活動実施により何を学びどれだけ能力の向上に結

びついたかを記録に残すことが、プロジェクトの効果と進捗状況を確認する上で役

立つと考える。 

(7) 専門家、調整員、作業部会メンバーの役割、課題、役務、タイムフレームを明確に

設定した TOR を用意した上で、活動の実施計画を随時作成・更新することにより、

プロジェクトの管理運営および成果の達成の効率をより高めることができると考

える。 
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