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３．評価調査結果要約表

１．案件の概要 

国名：ラオス国 案件名：電力技術基準促進プロジェクト 

分野：電力 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：アジア部 協力金額： 

先方関係機関：エネルギー鉱業省（MEM）の電力局

（DOE）及び電力公社（EDL） 

協力 

期間 

2005 年１月 18 日～2008 年 1 月 17 日 

（３年間） 

日本側協力機関：海外電力調査会 

他の関連協力： 

１－１ 協力の背景 

ラオス国の電力セクターは、電力の安定供給、電化率の向上、売電による外貨獲得の至上命題に対し

て基礎的人材が不足している状況にある。また、同国の発電設備、送変電・配電設備は外国資本により

建設されるものが多く、これらの設備がそれぞれの国の基準で建設されていることから効率的な運用が

できないなど様々な問題が生じている。 

 そこでラオス国の実情に即した電力技術基準を整備し、その運用を行うことのできる行政官育成を目

的として、2000 年５月から 2003 年４月にかけて「ラオス国電力技術基準整備プロジェクト」を実施し、

電力技術基準を整備できる人材の育成とともに、電力技術基準（Lao Electric Power Technical Standard：

LETS）の作成を行った。LETS は上記プロジェクト終了後の 2004 年２月に省令として承認された。 

 その次の段階として、ラオス国の電力関係者が同基準を効率的かつ円滑に運用するための十分な行政

能力及び実務能力を身につけることを目的として、2005 年１月 18 日～2008 年１月 17 日の３年間の予定

で本プロジェクトを実施中である。なお、実施機関は MEM の電力局（DOE）及び電力公社（EDL）で

ある。 

 本プロジェクトでは、電力技術６分野（水力土木、水力発電、変電、送電、配電、屋内配線）に関す

る技術指導に知見をもつ行政官及び現場技術者を持続的に養成可能とすることを目標に掲げ、電力事業

監督機関（DOE）及び電力事業実施機関（EDL）にそれぞれ派遣されている長期専門家２名（電力技術、

電力技術基準運用）と業務調整員に加え、上記６分野の短期専門家が活動している。 

 

１－２ 協力内容 

（１）上位目標 

ラオス国の電力設備の安全性が高まり、電力セクターが健全に機能することで安定した電力が供

給される。 

 

（２）プロジェクト目標 

ラオス国の行政組織および電力事業者内において電力技術基準が機能する。 

 

（３）成果 

１）LETS 運用に必要なガイドライン・検査マニュアルが整備される。 

２）OJT を通じて、DOE および EdL のカウンターパートが基準運用に関する研修を適切に実施でき

る知見及び技術を身につける。 
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３）LETS 運用の担当者（検査官、技術者）が育成される。 

３－１）DOE スタッフは検査員としての技術・知見を身につけ、その内容を PDIH に対して教育

する。 

３－２）EdL の技術者は自身の業務で LETS を活用・遵守できる能力を身につける。 

４）LETS 運用に必要な管理体制が構築される。 

４－１）LETS 運用に管理組織（検査機関及び第３者監視機関）が確立する。 

４－２）LETS 運用に関係する機関・組織・職員の責任と役割が明確になる。 

４－３）LETS 運用について審査・協議・評価する仕組みが構築される。 

５）行政機関、電気事業者のみならず、電力セクターの関係者に対し、LETS の重要性を考え方が普

及する。 

 

（４）投入（実績） 

日本側： 

長期専門家派遣 延べ３名 合計 108M/M 

機材供与 160,270 米ドル 

短期専門家派遣 延べ 33 名 

ローカルコスト負担 85,556 米ドル 

研修員受入れ  延べ５名 

相手国側： 

カウンターパート配置 延べ 33 名 

機材購入 

土地・施設提供（事務スペース、研修施設、同建屋、電気、水道、燃料等） 

ローカルコスト負担 22,100 米ドル 

２．評価調査団の概要 

担当分野 氏名 職位 

団長 森  千也 JICA ラオス事務所 所長 

電力技術評価 鳴海 英樹 海外電力調査会 

企画協力 小林  悟 JICA 経済開発部 

計画評価 関根 創太 JICA ラオス事務所 所員 

調査者 

評価分析 小野澤 雅人 株式会社ピオニエ・リサーチ 取締役 

調査期間 2006 年９月 13 日～2006 年９月 26 日 評価種類：中間評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 評価結果の要約 

（１）妥当性 

STEP Ⅱは、ラオス国の電力セクターポリシー（2001 年３月制定）と、同国の電力セクターに照

らし合わせて高いニーズがある。LETS の法制化は、同国の電力設備が様々な規格・基準に基づい

て整備されている現状を改め、安全性と質の向上を確実なものとする効果が期待される。本プロジ

ェクトを通じ、DOE と EDL のプロジェクト実施能力が強化され、同国高品質の電力供給と社会経
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済開発の実現が期待されることから、妥当性が高い。  

 

（２）有効性 

本プロジェクトは、LETS を運用・実施するためのガイドラインと、マニュアル類の製作・編纂

が実施され、2006 年 10 月に組織される翻訳委員会による審査を経て、まもなく完成する見通しで

ある。また、DOE 内部に設置される予定の規制部門または規制部署についても年内に実現する見通

しである。これにより、LETS の運用が行われる見通しであることから、プロジェクト目標の達成

の可能性は高く、プロジェクトの有効性は高いと評価された。  

 

（３）効率性 

全体として、プロジェクトへの投入資源の質と数量は適切であると考えられることから、現在ま

での本プロジェクトの効率性は高いと評価できる。プロジェクトの全体の進捗は、ほぼ予定通りの

進捗を示している。しかし、運営面では、コミュニケーション向上や情報共有などになお改善の余

地があることが指摘されており、その解決について関係者間での話し合いが必要である。  

 

（４）インパクト 

評価時点において、ほとんどの活動は現在も進行中であることから、目に見えるインパクトはま

だ確認することができなかった。 

 

（５）自立発展性 

自立発展性確保の観点から、DOE 内部に、LETS の規制関連業務のすべてに責任を負う規制部門

（部署）の設置が必要である。 

 

３－２ 効果発現に貢献した要因 

（１）LETS 関連図書の整備と、短期専門家による技術的なトレーニングの実施による相乗効果 

STEP I で策定された LETS の運用に必要なガイドラインや説明書等の関連図書の作成に、検査官・

技術者を養成するためのトレーナートレーニングを組み合わせて実施することを通じ、C/P の能力

開発を目指している。プロジェクトの実施主体はラオス国側で、長・短期専門家の指導により、業

務が実施されている。また、ラオス語化の過程で C/P は STEP 条文の理解を深めることができる。

今後は、電力施設の設置・建設に係る書類審査、検査立会い、エンジニア養成研修の実施を通じ LETS

を実際の現場の業務に適用させていく経験を重ね、これまでに獲得した技術・知識を有機的に結び

つけていくことが可能である。 

 

（２）LETS が法制化されていること 

フェーズ I 終了後の早い時点で LETS が法制化され、国の制度として厳然として位置づけられて

いることは、プロジェクトの実施に大きな効果をあげている。プロジェクトの実施によって、実際

に制度が運用・適用されていくことが明らかである。 

 

 

 



－102－ 

３－３ 問題点及び問題を惹起した要因 

（１）計画内容に関すること 

該当なし 

 

（２）実施プロセスに関すること 

該当なし 

 

３－４ 結 論 

評価調査団は本プロジェクトが、PO (ANNEX 4-1-2) と AWP (ANNEX 4-1-3)に従って実施され、

計画に従った成果を出しているという結論を導いた。しかしながら、プロジェクト管理面において若干

の改善を、指摘した。プロジェクトは、ほぼ計画通り進捗していることから、以下の提言に基づいて活

動することにより、プロジェクト目標を予定通り達成するが可能であると考える。 

 

３－５ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

 ３－５－１ DOE 内部に規制部門を設置することの重要性 

関係者は、LETS の規制を推進するために、DOE 内に適切な地位をもつ規制部門が設置されること

が重要であることを確認し、その設置を 2006 年 12 月を目途に推進することを約した。DOE はこれま

でに、規制部門が行う業務（例えば書類審査、検査業務など）を試行的に実施している。JICA ラオス

事務所は、上のようなラオス国側の努力を継続して支援していくべきである。 

 

 ３－５－２ JBIC 送電線プロジェクトとの調整 

計画中の JBIC プロジェクトは、DOE が LETS をごく初期の段階から適用し、審査を行う最初のケ

ースである。そのため、2008 年１月に予定されているプロジェクトの終了を、若干延長し、審査が滞

りなく行われるよう支援することが必要と考えられる。評価調査団は、専門家の援助が継続できるよ

う、プロジェクトを２～３か月程度延長すべきと提言した。JICA は、この提言を継続的に考慮し、最

終的な決定を終了時評価の時に行うこととした。 

 

 ３－５－３ DOE に派遣されている専門家の STEPⅡへの支援 

評価調査団は、プロジェクトの活動がより効率的・効果的に行われるように、DOE に派遣されてい

る長期専門家がプロジェクトに支援をすることを提言した。 

 

 ３－５－４ コミュニケーションの向上と情報の共有 

プロジェクト関係者間のコミュニケーションの向上と情報共有が必要であることが指摘されたこと

から、様々なレベルにおける定期的な会議の開催が必要である。両者は、公式・非公式の情報の流れ

を作ることによってプロジェクトの日常の活動に対する共通理解を高めることの必要性を確認した。

長期専門家（業務調整担当）は、様々な事柄について討議する定期的な会議・打ち合わせの場をもつ

ように提案した。 

 




