
事事後後評評価価調調査査結結果果要要約約表表  

Ⅰ．案件の概要 
国名：ラオス人民民主共和国 案件名：森林保全・復旧計画フェーズⅡ 

分野：林業・森林保全 協力形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：森林・自然環境協力部‐森林環 
     境協力課（現地球環境部・森 

林・自然環境保全第一チーム） 

協力金額：6.3 億円 

先方関係機関：ビエンチャン県、農林省林野局 協力期間 1998.7.16～2003.7.15 

日本側協力機関：農林水産省林野庁、森林総合研究所 

他の関連協力：バンビエン郡流域森林保全計画（JICA 開発調査）、東北タイ造林普及計画フェーズⅡ（JICA 
プロジェクト）等 

1-1. 協力の背景と概要 

 ラオスは国土面積の 80％が山岳地帯で、近隣国に比べて森林資源が比較的豊かな国である。しかし、熱帯林行動

計画（TFAP）の報告によると、1940 年代には国土面積の 70％を占めた森林が、89 年には 47％に減少した。ビエン

チャン県北部に位置するナムグムダム水源流域でも、企業による不適切な伐採や人口の集中と増加による焼畑移動

耕作の周期の短期化などのため、森林の荒廃が急速に進んでいる。  

 この問題を解決するために、ラオス政府は、水源林荒廃の進行を抑え、荒廃した森林を復旧させる目的で、住民

参加を基本とした森林保全・復旧技術に関する技術協力を我が国に要請した。これに対し我が国は 96 年 7月から 2

年間、プロジェクト方式技術協力「森林保全・復旧計画」を実施し、当該分野の住民参加による活動計画をビエン

チャン県の対象村で策定した。その後、ラオス政府はこの計画を踏まえ、本格的な技術協力を我が国に要請した。 

1-2. 協力内容 

（1）上位目標 

 ナムグムダム集水域下部、その周辺において森林の荒廃が抑制される。 

（2）プロジェクト目標 

 森林荒廃の抑制のために、住民参加型森林管理を促進する地方行政組織の能力が向上する。 

（3）成果 

 1）村落レベルの「土地及び森林利用に関する規則」の見直しをもとに、村落森林管理計画が作成される。 

 2）プロジェクトによって開発された技術をもとに、住民による森林管理手法が確立される。 

 3）プロジェクトによって導入された現金収入活動モデルが、住民によって行われる。 

 4）行政、技術、財務面に関する村落レベルの森林管理についての提案レポートが作成される。 

 5）カウンターパートを中心とする、地方行政組織・行政官の業務実行技術と知識が向上する。 

（4）投入 

日本側：     
 長期専門家派遣 11 名 機材供与 5135 万円  
 短期専門家派遣 20 名  
 研修員受け入れ 18 名 

ローカルコス

ト負担   
1 億 2788 万円 

 
相手国側：     
 カウンターパート配

置 
32 名 ローカルコス

ト負担 
596 万 4000 円  

  
 

土地・施設提供 造林センター、農

林省林野局施設の

一部 

  
 

      

Ⅱ．評価調査団の概要 
調査者 日本側： 

武井 耕一 JICA ラオス事務所次長 

佐々木 貢 JICA ラオス事務所所員 

波多野 誠 JICA ラオス事務所所員 

新井 雄喜 JICA ラオス事務所付所員 

長岡 明  ラオス農林省・農業政策アドバイザー 

Viengsavanh Sisombath JICA ラオス事務所所員 

相手国側： 
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Mr. Savanh Hanephome, Deputy Director General, Department of Planning 
Mr. Buaphanh Konedavong, Deputy Director General of Vientiane PAFO 
Ms. Thongsawath Boupha, Deputy Director of Extension and Project Management Division, NAFES 
Mr. Khamsingh Kinnavong, Director of Administration Division, DOIn 
Mr. Lattana Phaxaysomboun, Deputy Director of AFTC, NAFES 
Mr. Khamphachanh Bounakeo, Technical Staff, Department of Forestry 
Mr. Phommy Inthichack, Programme Officer, DICI, Department of Planning 
Mr. Alounxay Onta, Technical Staff, Information Technology Center, Department of Planning  
ローカルコンサルタント： 
Lao Management and Development Consultants Co., Ltd.  

調査期間 2007 年 11 月 1 日～12 月 7 日 評価種類：事後評価 

Ⅲ．評価結果の概要 

3-1. 評価結果の要約 

（1）インパクト 

上位目標へのインパクト 

本プロジェクトの上位目標は、部分的には達成されたといえる。プロジェクトサイトであるバンビエン／ヒンフー

プ両郡における 2007 年 11 月現在の森林面積は、プロジェクト終了時（2003 年）と比較すると、23897ha から

36681ha にまで増加している。また、両郡における焼畑の面積は、2003 年から 2007 年にかけて、バンビエン郡では

945ha から 475ha、ヒンフープ郡では 2449ha から 100ha と大幅に減少した。こうした現状の背景には様々な要因が

影響していると思われるが、プロジェクトを通して造成された展示実証林・水源涵養林・魚付林・アグロフォレス

トリー林は概ね維持されており、森林荒廃の抑制という上位目標の達成に一定の貢献をしたものと考えられる。し

かし、分収林の拡大は見られなかった。短期間では収入が得にくいため、村人が自主的に分収林の管理・造成に取

り組むインセンティブには欠けたためと考えられる。一方、焼畑に代わる現金収入活動については、プロジェクト

で導入したアグロフォレストリーや養殖等は存続が確認されたため、上位目標の達成に寄与したといえる。 

森林保全・復旧へのインパクト   

プロジェクトによって造成された展示実証林・水源涵養林・魚付林は現在も適切に維持・管理されており、森林保

全・復旧には一定のインパクトがあったといえる。プロジェクト活動の拠点として建設された造林センターによ

り、2003 年のプロジェクト終了後も、毎年およそ 2ha のラオス産樹木が焼畑の跡地に水源涵養を目的とした展示実

証林として植林されており、2007 年 11 月現在、合計植林面積は 77ha となった。これらの森林は順調に成長してお

り、ナムグム流域の水源の保全に役立っている。また、3村にて実施した 10ha の水源涵養林の植林についても、乾

季に発生した森林火災によって消失してしまった例を除けば、2007 年 11 月現在においても村人達の手で維持・管

理されており、水源涵養と地域の自然環境の保全に寄与している。養殖技術の導入と共に植林された魚付林につい

ても、地域住民によって適切に管理されていることが確認された。一方、分収林においては、アカシアが予想以上

に早く成長し、他の樹種の成長を圧迫してしまっている事例もあり、当初期待されていたインパクトは確認できな

かった。 

焼畑に代わる現金収入活動の確立へのインパクト    

プロジェクトにより導入された現金収入活動のうち、アグロフォレストリー・魚の養殖については一定のインパク

トが認められたが、紙漉き・紙布織りについては大きなインパクトは見られなかった。アグロフォレストリーの試

みとして、ラタン・パイナップル・ライチ・マンゴー等が導入されたが、調査団が訪れた村々においてそれらは概

ね順調に育っており、村人達にとって貴重な現金収入（年間約 400,000Kip～1,000,000Kip）をもたらしていること

が確認された。3村で導入された魚の養殖も、貧困を削減する上で成果を挙げている。魚付林は村人達によって適

切に管理されており、毎年ナムグム湖への稚魚の放流も行われている。各村では養殖魚の販売等により年間約

5,000,000Kip～6,000,000Kip の収入があり、そのうち 5分の 2は村落基金に貯蓄され、5分の 3は村人たちの現金

収入として各世帯に配分されている。一方、紙漉き・紙布織りについては器具の老朽化や需要不足のために存続が

困難な状況にある。 

バンビエン／ヒンフープ両郡における世帯の平均収入は、2003 年から 2007 年にかけて 2.67 倍に増加し、最貧困層

に分類される世帯の数も、2003 年には両郡にて 609 世帯あったのが、2007 年には 285 世帯に減少した。こうした背

景には近年の様々な社会経済的変化の影響があると思われるが、プロジェクトが導入した活動の一部は両郡の村人

達に新たな収入源を提供しており、貧困削減においても一定の成果があったといえる。  

（2）自立発展性  

技術面における自立発展性  

プロジェクトの実施期間中、ラオス側関係者の能力向上が認められたのは事実であるが、プロジェクト終了後の人

事異動や組織改編、昇進等により、プロジェクトを通して知識や技術を身につけた関係者が、2007 年 11 月現在で

は必ずしも森林保全に携わることができていない場合もあり、技術面における自立発展性には懸念が残る。しか

し、造林センターでは新任のスタッフを対象とした研修を実施したり、人事異動が行われる前に新任スタッフへの
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引継ぎを徹底させたりといった対策が検討されており、現状の改善が見られる。  

財政面における自立発展性  

造林センターはプロジェクト終了後も、農林業普及庁より毎年継続的に予算を確保している。2005 年度（2005.10

～2006.9）には 225,000,000Kip、2006 年度（2006.10～2007.9）には 200,000,000Kip がラオス政府から配賦され、

その予算で、水源林の保全を目的としてラオス産の樹木を年間約 2 ha 植林している。この他、造林センターでは今

後も運営資金を確実に担保するための新たな方策も検討されている。例えば、プロジェクト対象村から木材を買い

取り、センターでそれらを家具に加工して販売する、備長炭を生産してそれらを外国に輸出する、バイオディーゼ

ルの原料となる樹木を村人たちと協力して植林し、その利益の 70％を村人たちに与える一方、30％をセンターの活

動資金にあてる、などといった具体案が出されている。財政面での大きな課題は、郡農林事務所の予算不足であ

る。郡農林事務所では、普及員の出張にかかる移動経費が捻出できないため、村人へのモニタリングや森林管理の

ための技術指導等が困難な状況にある。プロジェクトの自立発展性を確保するためにも、郡農林事務所がモニタリ

ングや技術指導に必要な経費を生み出す方策が、今後検討されていく必要がある。 

組織面における自立発展性  

プロジェクトの実施により、関係者の連携・協力関係は強化されたと言える。例えば、村落森林管理計画の策定に

は村落管理委員会、学校林の植栽には学校や村長等、村の関係組織が積極的にプロジェクトの活動に参加した。し

かし、各関連機関の役割が不明確な場合もあり、活動の自立発展に支障が出ている。例えば、造林センターは農林

業普及庁の傘下に置かれており、郡農林事務所職員は村人の活動をモニタリング・指導したりするのも農林業普及

庁の仕事だと考えている一方、農林業普及庁はそうした業務は郡農林事務所のするべきことと考えているために、

モニタリングや指導が十分に行われていない現状が見られる。農林業普及庁も多数のドナーのプロジェクトを抱え

ており、造林センターの指導に力を注ぐのは現実的に難しい状況にある。自立発展性を確保するためには、各関連

機関の役割の明確化と、互いの連携を可能にする仕組みが必要である。  

3-2.プロジェクトの促進要因 

ラオス政府は、「森林戦略 2020」や「国家成長貧困撲滅戦略」に基づき、焼畑の抑制や森林資源の持続的な管理、

貧困削減を推進しており、ラオス政府のこれらの取り組みがプロジェクトのインパクト発現・自立発展性強化の促

進要因となった。 

3-3.プロジェクトの阻害要因 

村人達の森林保全活動への参加を阻害する要因の一つは、中国企業によるゴム植林の急増である。ラオスの自然環

境（気候、土壌等）はゴムを育てるのに適しており、またラオスでは安価な労働力の確保が見込めるとの理由か

ら、近年、中国企業による積極的な投資傾向が見られる。ラオスの村人達にとっては比較的多額の現金収入が得ら

れるため、多くの村人達がゴム植林に強い関心を示している。このため、プロジェクトで導入した分収林等の短期

間での現金収入を得にくい活動に参加するよりも、ゴム植林に参加したいという村人が多く、プロジェクトのイン

パクトを弱める一因となっている。また、ラオス政府の組織改編や人事異動も阻害要因になっている。プロジェク

トを通して森林の保全や管理に関する知識や技術を身につけた人材が、組織改編や人事異動により造林センターか

ら他機関へ異動となり、この分野の知識や経験の乏しい職員が新たに造林センターに配属される、などという事例

は、自立発展性を確保する上での阻害要因となっている。 

3-4.結論 

プロジェクトを通して導入された森林の保全・管理技術は、アカシア等一部の樹種が土地に適さない場合はあった

ものの、ラオスの森林荒廃の抑制に一定の貢献をしたものと考えられる。また、焼畑に代わる現金収入活動につい

ても、紙布織り等存続に困難を伴うものもあったが、魚の養殖やアグロフォレストリーのようにプロジェクト終了

後も村人達の手で続けられているものもあり、貧困削減にも一定の効果があったといえる。  

3-5.提言 

本調査を通して、ラタンやパイナップル等のアグロフォレストリーは概ね成功していることが確認された。アグロ

フォレストリーは村人達に短期間に現金収入をもたらすだけでなく、自然環境の保全にもつながるため、造林セン

ター等が主体となり、この成功事例をより多くの村人や政府関係者に紹介し、それぞれの村の環境に適した形で普

及させていくべきである。また、自立発展性を確保するため、郡農林事務所が村人への植林や森林管理に関するモ

ニタリング・技術指導を継続的に実施できるよう、ラオス政府は予算を確保する必要がある。その他、ラオス政府

は各関係機関の役割の明確化と連携強化を推進し、造林センターは新任スタッフに対する引継ぎやフォローアップ

研修の充実化を図ることにより、自立発展性を強化していくべきである。 

3-6.教訓 

自然環境保全のためには役立つ植林であっても、短期間での現金収入につながらなければ、村人達が積極的に植林

や森林管理に取り組む動機付けには欠ける、ということが本調査を通して確認された。今後はアグロフォレストリ

ー等を最大限に活用し、村人達の短期的な収入につながり、また自然環境の保全にも貢献できる植林・森林管理活

動をさらに検討し、普及させていくべきである。 
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