
 

 

調査結果要約表

 

１．案件の概要 

国名：ラオス国 案件名：電力技術基準促進支援プロジェクト 

分野：電力 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：ラオス事務所 協力金額： 

先方関係機関：エネルギー鉱業省電力局（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、近隣諸国への売電を通じた外貨獲得と

いう国家目標に対して、その業務を担う人材が不足している。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、同国の電力セクターには様々な問題が生じている。 

 上のような問題への対処策として JICA は、同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の育成を目的として、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（STEP Ⅰ）」を実施した。同プロジェクトでは、電力技術基準を整備するための

人材育成とともに、電力技術基準（Lao Electric Power Technical Standard：LETS）の整備・作成を行っ

た。なお、同プロジェクト終了後の 2004 年２月に LETS は省令として承認された。 

 ラオス国政府は、上のプロジェクト完了後、次の段階として、同国の電力関係者が LETS を効率的か

つ円滑に運用するために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た技術協力を我が国

に求めてきた。これに対して JICA は、2005 年１月 18 日～2008 年１月 17 日の３年間の技術協力プロジ

ェクトとして、「電力技術基準促進支援プロジェクト（STEP Ⅱ）」を実施してきた。 

 STEP Ⅱ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

に知見を持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。JICA の事業評価ガイドラ

インによると、終了時評価はプロジェクト終了の６ヶ月前に実施することとされている。そのため、2007

年６月５日から 15 日の日程で合同終了時評価調査団が編成され、終了時評価が実施された。 

 

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 

きる知見および技術を身につける。 

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、その内容を地方電力局に対して教

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（検査機関及び第三者監視機関）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・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        

短期専門家派遣 延べ 42 名 

ローカルコスト負担 126,677 米ドル(2007 年第一四半期分まで) 

研修員受入 延べ 11 名 

相手国側： 

カウンターパート配置 延べ 19 名(フルタイム：11名、パートタイム：８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 約 22.1 千米ドル 

２．評価調査団の概要 

担当分野 氏名 職位 

団長     鈴木 薫 JICA 経済開発部第２グループ電力・エネルギーチーム長 

電力技術評価 鳴海 英樹 海外電力調査会 

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 2007 年６月５日～2007 年６月 15 日 評価種類：終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

３－１－１ プロジェクト目標の達成状況 

 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」に

対し、３つの指標（①DOE および EDL 等が実施する新設プロジェクトへの LETS の適用、②DOE お

よび EDL 等が管理する既存の設備のうち、一定規模以上のものへの LETS の適用、③ビエンチャン県

が有する設備での事故履歴のデータベースの整備と分析）が設定されている。 

 これらのうち、①及び②については、これまでに 14 の新規プロジェクトについて、LETS に基づい

て現場における検査、書類審査などが行われており、今後も LETS が適用されるプロジェクトは、拡

大していくことが確認された。③については、事故履歴の作成の基礎となる施設台帳が本プロジェク

トにおいて整備され、事故内容を報告するための書式、手続き等が LETS によって明示されているこ

とが確認された。しかしながら、評価実施時点において事故報告はまだなされていない。 

 

 



 

３－１－２ 成果の達成状況 

 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。」は、ほぼ完全に達成さ

れ、2007 年５月に LETS のガイドラインと安全基準が MEM によって正式に承認され政令として公布

されている。成果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。」に関しては、C/P を対象とした研修がほぼ完了し、C/P23 名が LETS トレーナ

ーとして認定試験に合格している。成果３：「LETS 運用の担当者（検査官、技術者）が育成される」

同３-１：「DOE スタッフは検査員としての技術・知見を身につけ、その内容を地方電力局に対して教

育する」及び同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」に

関しては、地方レベルの技術者・行政官への技術移転については現在、認定試験に合格した C/P が中

心となって長期専門家の支援を受けながら準備を進めている。この C/P による地方レベルの技術移転

については 2007 年７月以降、短期専門家による支援も計画されており、2008 年１月のプロジェクト終

了時までに達成する見通しである。また JBIC 送電線建設プロジェクトを含む、各種電力整備プロジェ

クトへの LETS の適用についても順調に実施されている。 

 成果４：「LETS 運用に必要な管理体制が構築される」、同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、同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」、及び同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」ならびに

成果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 の重要性と考え方

が普及する」のそれぞれに関しては、活動が継続中であることから達成状況を確認するに到っていな

い。今後は、地方部も対象とした広報活動とともに、LETS 及びその運用ガイドライン等の普及活動が

進められる予定である。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（１）妥当性 

本プロジェクト（STEP Ⅱ）は、ラオス国政府が制定した第６次国家社会経済開発計画(2006-2010)

における目標の１つである「電力輸出促進と国内電力供給のための電力施設整備」の推進に資する

ものであり、またラオス国の電力セクター政策大綱（2001 年３月制定）に沿ったものである。同国

の電力法 23 条で電力設備設置の許認可条件として、ラオス国電力技術基準の制定を求めており、法

制化された LETS が各種電力事業に適用され普及することは、同国における電力の安定供給や安全

性の向上を促すために効果的であると言える。本ロジェクトは、DOE と EDL が長期的に電力開発

プロジェクトを推進するための能力強化にも貢献し、ひいてはラオス国政府が高品質の電力供給と

社会経済開発を同時に実現することに大きく寄与すると考えられる。その他、電力セクターへの支

援は、我が国が 2006 年９月に取りまとめたラオス国に対する「国別援助計画」にも位置づけられて

おり、同計画との整合性が高い。以上により、本プロジェクトの妥当性は高いと評価することがで

きる。 

 

（２）有効性 

プロジェクトは PDM に規定されたプロジェクト目標及び主要な成果の多くをすでに達成もしく

は、達成しつつある。本プロジェクトの活動は継続中で協力期間中にこれらの成果を達成する見

通しである。 

本プロジェクトはこれまでに、14 件の電力整備プロジェクトに対する検査・審査を実施している。

C/P は、それら検査・審査業務に必要な知識と技能を修得している。また、EDL 訓練センターに

おいて LETS を用いた訓練・研修が実施されている。さらに、電力技術基準運用管理ガイドライン

や運転保守の保安規定は計画通り完成しており、2007 年５月にそれぞれが省令として正式に承認を

受けた。また、将来電力セクターの管理及び規制を担う機関の予備的な組織として、検査部門が電

力局内に新たに整備されることになっている。現在のところ未達成である「地方行政官あるいは事



 

業者への LETS の普及」については、現在も達成に向けた活動が継続している。LETS 普及に向けた

実施体制については EDL の研修センターとも協力の上構築済みであり今後は研修計画に基づいて

普及していくこととなっている。これらから、本プロジェクトの終了時には、C/P が LETS の適用及

び運用に必要な能力を獲得することが可能であると評価することができる。以上により、本プロジ

ェクトの有効性は高いと評価することができる。  

 

（３）効率性 

双方の投入記録によると、それぞれの質、量、タイミングはいずれも適切なものであった。また、

両国の関係者は、2004 年 12 月７日に署名した討議議事録（R/D）に基づいて活動を実施してきた。

これらの人的・物的資源を用いて当初の予定どおりに活動が行われており、その活用方法などには

齟齬がなく、本プロジェクトは効率的に運営されている。  

 

（４）インパクト 

評価時点で、いくつかの目に見えるインパクトが発現し始めている。第一に、新規投資プロジェ

クトのうち、LETS を適用しているものの数が著しく増えていることがあげられる。現在 14 件の電

力整備プロジェクトに同技術基準が適用されており、今後も同基準が適用されるプロジェクトは増

加すると考えられる。第二に、前フェーズプロジェクトの成果である LETS の法制化に伴い必要と

なった LETS 関連ドキュメント（LETS ガイドライン、検査マニュアル等）が本プロジェクトを通じ

て整備された。これによって、各種電力事業者にとって LETS を適用することが容易になった。本

プロジェクトの活動を通じて整備された LETS 関連ドキュメントがさらに法制化されたことによっ

て、LETS の運用方法が確立できたという、ラオス国の電力セクターにおける制度的なインパクトが

発現していると考えられる。ラオス国においては本プロジェクト実施前には、各電力事業者は LETS
を自己解釈して運用していたが、本プロジェクトにより LETS 関連ドキュメントが整備・法制化さ

れたことからこれらを仕様書として（有料で）各事業者に配布することにより LETS の運用が適切

に行われるようになった。2007 年５月に行われた LETS 関連ドキュメント法制化をはじめとする電

力関連法制度の構築は、ラオス国における電力セクターの改善に貢献するものである。また、LETS
の適用によって新規電力整備プロジェクトの技術水準が安定的に確保されるようになり、長期的に

は電力の安定供給、品質の確保に寄与することとなる。また、LETS 及びその関連ドキュメントの法

制化は、DOE が電力セクターを適切に管理・運営・規制していくことを保障し、国内外の投資家に

とっても好ましい投資環境をもたらすといえる。 

  

（５）自立発展性 

評価結果から、LETS に関係するすべての規制業務を行う規制部門の確立はプロジェクトの自立発

展性を確保するために必要な事項であることが確認された。前述のように C/P はすでに電力プロジ

ェクトの審査・検査に当たって LETS を適用するために必要な能力を獲得していることから、今後

は審査・検査にかかる実戦的な経験を積み重ねることにより、LETS を適切に運用していくための能

力を深化させることが可能である。 

 

３－３ 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 

本プロジェクトは、技術協力プロジェクトの前フェーズである STEP Ⅰにおいて策定された LETS
（ラオス国電力技術基準）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や LETS を運

用する検査官・技術者を養成するためのトレーナートレーニングを通じて、C/P の能力開発を図る

ものである。これらは、長期・短期専門家の指導のもとで実施されており、図書の整備並びにその

ラオス語化の過程において、LETS の理解を深めることにより、電力行政に携わる行政官あるいは



 

EDL における LETS トレーナーとしての技能を習得することになっている。関係者へのインタビュ

ーによると、これまでの研修が、実際の業務に役にたっているということである。また、今後電力

施設の設置・建設を希望する事業者や投資家からの申請書類の審査や現場における検査立会い、さ

らに LETS 運用に係る研修を通じた LETS の実際の業務への適用といった現場経験を通じて、これ

まで獲得した技術・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 

前フェーズプロジェクト終了後の早い段階で LETS が法制化され、関連する LETS ガイドライン

と保安規定も 2007 年５月に法制化された。現段階では、一部 C/P の技術力不足も否めないとしても、

LETS 及びその関連ドキュメントが国の制度として厳然として位置づけられたことは、プロジェクト

の実施に大きな効果をあげたと考えられる。プロジェクトの活動は、そのようなラオス国の法的な

枠組みによって実施が促進されている。法制化によって、DOE が IPP の投資家に対して法令に従っ

た強い指導を行っていくことができるようになった。今後は未達成の成果を中心に活動を行いなが

ら LETS の運用を通じて表面化する C/P 能力の足りない点への対応を行うことによって、プロジェ

クト終了時には、C/P は LETS を効果的に運営・運用できると考えられる。  

 

３－４ 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 

事故データベースの仕組み及び手順については、LETS 策定の過程で整備された。しかし、EDL
の各事業所においては事故を報告することについて強い抵抗感があるようであった。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

該当なし 

 

３－５ 結 論 

以上のように、プロジェクトは実施計画に従って、成功裏に運営・実施されているとともに、プロジ

ェクト目標を達成する見込みであり、合同評価チームは本プロジェクトを当初の予定どおり 2008 年１月

17 日をもって終了させることの妥当性を確認した。しかしながら、LETS 運用に係るラオス国側の技能

と知識をより確かなものとするために、2008 年２月に実施される予定の現行の JBIC 送電線建設プロジ

ェクトに係る設計審査業務を実務トレーニングと位置づけ、プロジェクト期間を約２ヶ月延長して当該

審査業務を支援することが適切であると判断した。 

 

３－６ 提 言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

合同評価チームは、プロジェクトの実施を成功に導くために、以下のような提言を行った。 

 

３－６－１ EDL その他の電力事業者が事故報告を適切に行うよう監督していくこと(DOE 及び 

EDL に対して) 

事故報告の要件とその手続きは LETS とそのガイドラインで規定されているにも関わらず、ラオス

国内で起こる深刻な事故に関する報告がなされていない。DOE と EDL あるいはその他の電力事業者

との間で、事故報告に関する規定が遵守されるよう対話を行うことが必要である。  

 

 ３－６－２ DOE の規制部門の確立 (DOE に対して) 

日本・ラオス国の双方とも規制部門が電力セクターの活動を規制し正しく指導するという LETS 推

進に重要な役割を果たすことを確認した。合同評価チームはプロジェクトの修了後、DOE が独立した

予算を持ち、所属長の指示のもと検査官を動員することのできる規制部門を設立するためにあらゆる



 

努力をすることを期待する。 

  

３－６－３ IPP から提出された企業化調査（F/S）の審査をすることの重要性 (JICA に対して)  

IPP プロジェクトから提出される事業認可申請及び予備的な検討書の数は増え続けている。これらの

前段の F/S 報告書を審査することが本プロジェクトの上位目標達成に必要になってくると考えられ、

プロジェクト期間中は短期専門家がこうした F/S 審査業務を支援することが望まれる。 

 

３－６－４ EDL の実施するプロジェクトへの LETS の適用について (EDL に対して)  

LETS、LETS ガイドライン及び保安規定がすでに省令として発効しているにもかかわらず、EDL 所

管の電力施設プロジェクトに対してさえ（JBIC 送電線建設プロジェクトを除く）、これらの省令が遵

守／適用されていないようである。EDL は、供用中か新規かを問わず全ての電力施設プロジェクトに

対して LETS を適用させるための必要な措置をとるべきである。 

 

３－６－５ LETS の全国への普及について (DOE と EDL の双方に対して)  

LETS の普及もまた実施すべき重要なことがらである。DOE と EDL の両者は、LETS を全国に普及

させるためにできるだけ早く具体的な措置を取るべきである。 

 

３－６－６ プロジェクトの延長 (JICA に対して)  

上に述べた JBIC 送電線建設プロジェクトは、LETS が計画当初から適用される初めての事例となる。

2008 年２月に当該プロジェクトの詳細設計の審査が実施されるが、本プロジェクトをおよそ２ヶ月間

延長して当該審査業務を支援することにより、C/P の審査能力をより着実なものとすることが期待さ

れる。 

 

３－７ 教 訓 

３－７－１ プロジェクトデザインにおいて組織成立を成果指標とすることは適切ではない 

本プロジェクトでは、規制部門設立を成果の指標として定義することには限界があった。なぜなら、

組織の設立は相手国側政府の内部の問題で人事制度をも含む事項であるからである。その結果、本プ

ロジェクトは相手国政府ならびに MEM に対して規制部門設立の必要について説得するために、多大

な時間とエネルギーを浪費してしまった。 

JICA の PCM マニュアルに従えば、組織の設立はプロジェクトの外部条件の一つとして定義すべき

である。本プロジェクトの経験から、組織設立に関しては、活動を相手国政府への助言や提言にとど

めておくことが適切であると考えられる。 

 

３－７－２ 試験の実施と合格証交付の効果 

専門家によって構成された評価委員会による公平な問題作成と評価基準の事前設定をもとに、C/P
を対象とした試験の実施、専門家による採点／評価、そして合格者に対して、合格証を発行、表彰す

ることは効果的であった。  

 試験の目的は、プロジェクト期間中に移転された技術の理解度と到達度をモニター、評価すること

であった。合格証の交付は、評価基準に従って、LETS トレーナーとして能力のある C/P に対してのみ

交付された。このような試験の実施とトレーナー資格証の交付はプロジェクト当初から計画されてい

たが、この仕組みは C/P に対して極めて強いインセンティブとして働いた。その結果として、23 名の

C/P が、LETS トレーナー資格を取得することができ、彼らは今後、自信と誇りを持って地方の技術者・

行政官の指導に当たると期待される。  




