
評価結果要約表 

１．案件の概要 

国名：ラオス人民民主共和国 案件名：森林セクター能力強化プロジェクト(FSCAP)
分野: 森林・自然環境保全 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：地球環境部 森林・自然環境保全第

1課 

協力金額（評価時点）：335 百万円（終了時評価時点）

協力期間 (R/D): 2010 年 10 月

～2014 年 9 月(4 年間)

先方関係機関: ラオス国農林省林野局（DOF）

(延長): 日本側協力機関: 農林水産省林野庁 

(フォローアップ) : 他の関連協力: なし 

１－１ 協力の背景 

ラオス人民民主共和国（以下、「ラオス」と記す）の森林被覆率は 1940 年代には 70％以上であったが、

2002 年には 41.5%まで低下した。このため、2005 年 8 月、ラオス政府は森林の保全回復及び貧困削減へ

の森林セクターの貢献を目標とし、146 項目の具体的な行動提案からなる森林戦略 2020（FS2020）を採

択した。この戦略では、2020 年までに森林被覆率を 70％まで回復し、持続可能な木材生産や消費の創出

等を計画している。 

国際社会では地球温暖化対策として開発途上国における森林減少・劣化に由来する排出の削減等

（REDD+）が議論されているが、ラオス政府はこれを森林セクター管理能力の強化と歳入改善、及び地

域住民の生計向上に資する有望な手段ととらえて取り組みを加速させている。 

国際協力機構（JICA）はラオスの森林保全分野の協力において、REDD+の制度構築を目指した政策支

援、REDD+の地域レベルでの実証活動、REDD+の実施を見据えた国家森林資源モニタリングのための無

償資金協力（施設建設、機材供与、技術支援）及び技術協力を実施している。ポスト京都議定書の枠組

みの中で国際的に REDD+が議論されており、ラオスにおいて REDD+に係る活動を実施することは、日

本の気候変動対策にも資するものであり、JICA による協力の実施意義は大きい。

ラオスでは世界銀行、フィンランド、ドイツなどが森林セクターの支援活動を実施しているなか、ド

ナー調整の枠組みである森林サブセクター作業部会（FSSWG）の共同議長を日本（JICA）が務めるなど、

日本は同国の森林保全や REDD+の活動の中心的なドナーであり、今後も日本を中心とした活動支援がラ

オス政府から期待されている。2006 年 4 月から 2010 年 9 月まで JICA が実施した「森林戦略実施促進プ

ロジェクト（FSIP）」では FS2020 の効果的な実施とモニタリングを支援し、森林法の改正、村落土地・

森林利用権利関係法令集の整備・普及、土地・森林利用計画及び分配に関するマニュアルの開発等が行

われ、ラオス政府から高い評価を受けた。しかし、それらの運用規則や技術指針の策定、現場レベルで

の実務遂行体制の構築はまだ不十分であり、農林省林野局（DOF）の更なる能力向上が必要な状況であ

る。 

また、主に水力発電、鉱山開発や植林地開発等への外国直接投資によってラオス経済が急速な伸びを

示すなか、その影響で土地・森林の利用形態が大きく変化しており、現状に即した森林の保全と持続的

利用のための対策が急務となっている。 

このような背景のもと、ラオス政府は FSIP の終了後、FSIP で行った FS2020 の実施とモニタリングに

加えて、新たな課題に対応するための能力強化を目指す技術協力として、「森林セクター能力強化プロジ

ェクト（FSCAP）」を日本政府に要請した。
本プロジェクトは FSIP の成果を引き継ぎ、日本・JICA の他の協力を包括するプログラム協力の推進

役・司令塔としての機能をもつことが求められている。上記要請を受けて、JICA は 2010 年 6 月に詳細

計画策定調査を実施、協力のフレームワークを形成しラオス政府と合意した。同調査の結果を踏まえ、
両国政府は協議内容を討議議事録（R/D）に取りまとめ、2010 年 8 月 31 日に署名した。本プロジェクト

は、DOF をカウンターパート（C/P）機関として、2010 年 10 月 1 日から 2014 年 9 月 30 日の 4 年間の予

定で実施されており、現在、3 名の長期専門家（チーフアドバイザー、REDD＋/ドナー協調、森林管

理/業務調整業務）を派遣中である。プロジェクト終了前に、本終了時評価調査が実施された。 
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１－２ 協力内容 

(1) 協力期間 

2010 年 10 月～ 2014 年 9 月 (4 年間)

(2) 対象地

ラオス全体 

(3) ターゲットグループ

下記を含む森林セクターの中央、県、郡レベルの行政： 

- 農業林業省林野局（DOF）
- 天然資源環境省森林資源管理局（DFRM）

(4) 上位目標

ラオスにおいて、持続可能な森林管理が促進される。 

(5) プロジェクト目標

森林戦略 2020 及び気候変動戦略（REDD+）の実施が促進される。

(6) 成果:

1. REDD+を含む森林セクター管理のための政策策定、制度設計能力に係る DOF の能力が向上する。

2. 関連戦略・計画（森林戦略 2020、気候変動戦略、農林省 5 カ年計画）において優先度の高い政策を

実施管理するための林野局の能力が向上する。

１－３ 投入 (終了時評価調査時点) 

日本側: 

- 合計 120.00 MM の日本人専門家の派遣:

 チーフアドバイザー/林業政策 47.00 MM
 森林管理/業務調整 48.50 MM
 REDD+/ドナー協調 24.00 MM
 プロジェクト・サイクル・マネジメント（PCM）研修 0.50 MM

- 資機材供与: 約 25,000 ドル相当

- 在外事業強化費：約 87,000 ドル

- 本邦研修: 17 名

相手国側: 

- プロジェクトディレクターとプロジェクトマネージャーの任命

- 首都ビエンチャンにおけるプロジェクト執務室の提供とその維持管理費

- ローカルコスト：スウェーデン国際開発協力庁（Sida）の余剰資金から 275,695 ドルを拠出

２．評価調査団の概要 

調査者 日本側メンバー: 

氏名 分野 所属 

宍戸  健一 総括 JICA 地球環境部 次長兼森林・自然環境グループ長

井上  幹博 森林保全 林野庁  林政部木材産業課  海外森林資源情報分析官 

三戸森  宏治 評価計画 JICA 地球環境部  森林・自然環境保全第一課

辻 新一郎 評価分析 日本工営株式会社 環境技術部 参事 

相手国側メンバー: 

氏名 所属 

Mr. Oukham Phiathep Deputy Director General, Department of Planning and Cooperation, 
Ministry of Agriculture and Forestry 

Ms. Saymonekham 
Mangnomek 

Deputy Director General, Department of International Cooperation, 
Ministry of Planning and Investment 

Mr. Phousith 
Phoumavong 

Senior Officer, Department of Agriculture Extension and Cooperative, 
Ministry of Agriculture and Forestry 

Mr. Bouneua 
Khamphilavanh 

Senior Technical Staff, Department of Planning and Cooperation, 
Ministry of Natural Resources and Environment 
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調査の期間 2014 年 2 月 15 日～3 月 12 日 評価の種類: 終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

投入: 投入はおおむね予定どおりに実施され、投入された専門家や資金、資機材は適切に活用されて維

持された。両国間で合意された R/D に沿って日本側とラオス側が事業実施に必要な投入を行ったことか

ら、投入の実績は計画どおりであったといえる。 

活動: 実際の状況に則して柔軟に事業活動を行い、活動の実績はおおむね計画どおりであったといえる

が、活動 1-5「森林セクターへの既存の資金源確保の仕組み（例：森林開発基金）の改善の検討を行う」

は実施しなかった。 

成果 1:おおむね達成された。プロジェクトの支援により、FSSWG や国家 REDD+タスクフォース（NRTF）
などの森林セクターにとって重要な制度機構の管理運営能力が向上した。一方、事業期間中に DFRM に

新たな REDD 課が設立されたため、NRTF が改組され REDD+推進のための能力向上に遅れがみられた。

また、プロジェクトの支援で作成したいくつかの法規法令や指針の素案は、継続支援されなかった。

成果 2: 中程度達成された。FS2020 のレビューを通じて、FS2020 の実施に貢献し、国家レベルで実施

に携わる職員の能力向上に寄与した。成果 2 は、現場レベルの政策実施能力の向上が含まれているとこ

ろ、こうした分野における能力向上に対するプロジェクトとラオス側の投入は限られており、支援を始

めたものの、適切に終了することができなかったケースもあるため、事業の貢献は限られていた。 

プロジェクト目標: おおむね達成された。本プロジェクトは、能力向上を通じて、FS2020 や気候変動

戦略の実施に必要な仕組みや基盤、制度機構を強化し、それらの実施を推進することを意図していた。

FS2020 のレビューや FSSWG の定期協議の支援、NRTF の改編・整備などを行い、計画実施の仕組みや

体制が強化されたため、プロジェクト目標はおおむね達成されたといえる。 

上位目標: 本事業の詳細計画策定時及び事業期間中に、上位目標の指標とデータ入手手段（MoV）が最

終化されていなかったため、終了時評価調査団が適当な指標と MoV を提言し、その達成見込みを評価

した。現在の外部条件などを考慮すると、提言した指標は全体として達成可能である。上位目標の達成

のためには、ラオス側の更なるコミットメントと能力向上が重要となる。 

３－２ 評価結果の要約 

1) 妥当性- 高い

日本及びラオスの関連重要政策は、中間レビュー時から大きな変更はなく、プロジェクトはラオス

に対する日本の国別援助方針に合致している。気候変動の緩和に関する重要な活動として、森林セク

ターの適切なガバナンスと REDD+の推進は、国際・国内的にその重要度が増しており、これらの事業

の有用性が高まっている。また、ラオス森林行政の再編（DFRM の創設）にあたり、事業の必要性が

より増した。事業の計画は適切であったが、プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）上、モ

デル活動の目的が不明確で、焦点を当てる政策分野が曖昧であった。PDM の論理的構造を更に手直し

すると良かった。 

2) 有効性– やや高い

プロジェクトは、関連 5 カ年計画の実施のための仕組みや制度機構の強化に寄与し、FSSWG の運営

に対する支援や FS2020 のレビュー、NRTF の再編と機能強化、県農林業事務所年次計画策定支援、他

ドナーとの協議の主導などを通じて重要課題に対処した。特に、プロジェクトが事務局を務める森林

セクターの FSSWG は、国家円卓会議制度のもとに数多くあるサブセクター作業部会の中でも、最も

活動的で効果的であると世界銀行から評価された。 

また、2011 年に始まった森林行政の再編成の支援を行い、Protection Forests や Conservation Forests
の管理、FSSWG の議長、REDD+の国家レベルでの調整などの責任と権限を DOF から引き継いだ DFRM
が天然資源環境省（MONRE）の中に創設されたことを受け、その整備を支援した。新しい森林行政の

体制は、更なる強化と整備が必要であるが、プロジェクトの支援とファシリテーションにより、DOF
から DFRM への責任・権限移譲が促進されたことがうかがえた。 
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プロジェクトでは、各種の研修プログラムやセミナー、ワークショップ、国際スタディーツアー（ベ

トナムなど）、日常的な指導などの実施を通じて、C/P の能力向上を支援した。向上した能力により、

「プロジェクト目標」の達成が促進された。一方、REDD+の推進に関する能力向上は、森林行政の再

編成や、連携予定であった世界銀行の森林炭素パートナーシップ基金（FCPF）事業の開始が遅れたこ

とにより遅延した。また、実証活動の「プロジェクト目標」達成に対する効果が不明であった。 

3) 効率性– やや高い

全般的に、日本人専門家や携行機材、供与資機材、事業費などの投入はおおむね適正に活用され、

想定されていた成果がおおむね達成された。プロジェクトは C/P の組織と職員の能力向上に確実に貢

献した。事業活動は他のドナー事業などと十分に調整しながら実施され、情報共有や意見交換、活動

の共同実施・出資などが頻繁に行われた。その結果、関連事業との相乗効果・シナジーが生まれ、プ

ロジェクトのリソースや技術的投入が効率的に活用された。 

一方、一部の事業活動は、妥当な帰結を見ないものもあり、事業全体の目的や成果との整合性が取

れないものもあった。例えば、プロジェクトでは実証活動の教訓をもとに、森林管理に係る村落組織

（VFU）設立の指針（案）の草稿を支援し、林地境界確定の指針（案）策定や学校における環境教育

活動なども実施したが、それらは継続されず、プロジェクトにおける位置づけの整理が進まなかった。

これらは、プロジェクト実施期間中に森林行政が再編成されたことや、事業活動に対して DOF やプロ

ジェクト側に計画的なアプローチが不足していたことなどが一因と考えられる。現場レベルのパイロ

ット活動の実施を通じて県・郡レベルの C/P の能力は向上したものの、パイロット活動の結果がモデ

ルや政策、仕組みとして昇華、主流化し、プロジェクト全体の目標の達成することは確認ができなか

った。 

4) インパクト– やや高い 顕著な負のインパクトは認められず、正のインパクトはやや高い

環境や社会的弱者の社会経済・文化に対する顕著な負のインパクトはみられなかった。プロジェク

トの「上位目標」は持続可能な森林経営（SFM）の推進であるところ、国際的に認知されている SFM
の主題分野である「法体系と政策、制度枠組みの整備」に寄与し、ラオスで SFM を促進する基盤作り

を確実に支援し、正のインパクトが認められた。 

優先政策課題は時とともに変化することを勘案し、事業実施に柔軟性を持たせるために REDD+関連

の課題以外はプロジェクトで焦点を当てる政策課題を PDM 上明確にしていない。その結果、PDM に

ある指標の表現の一部に明確さを欠くものもあり、「上位目標」の指標は設定されなかった。中間レビ

ューまで PDM が改訂されることはなく、事業実施の目的の焦点が定まらなかった点は否めない。例え

ば、「効率性」で述べられた通り、開始はされたが継続されず、事業目的に繋がる合理的な結論に達し

なかった活動が散見された。プロジェクトが特定の政策課題に焦点を当て、パイロット・プロジェク

トを政策レベルで主流化する試みをしていれば、可視的な事業インパクトがさらに増したと予想され

る。 

5) 持続性 – 中程度に高い

プロジェクトでは、事業の成果の持続性を担保する基礎となる組織や制度、職員の能力などを強化

した。他ドナーのラオス森林セクターにおける現時点でのコミットメントを考慮すると、支援はしば

らく継続すると思われる。現在の状況が継続するようであれば、ラオス森林セクターにおけるプロジ

ェクトの成果は継続的に活用され、重要となり続けるであろう。 

また、森林セクターにおける気候変動の問題は、国際的・国内的に重要度を増しており、ラオス政

府は将来もこうした課題へ対応することが求められる。ラオスでは、主要な温室効果ガスは森林セク

ターから排出されているものの、ラオス政府の森林行政に対する予算は、持続的な森林管理を実現す

るうえで限定的である。したがって、森林管理に必要なリソースを持続的に創出するうえで、REDD+

に潜在性を見出している。そうした意味で、プロジェクトの成果はラオスの森林セクターで重要な意

味を持ち続けることが予想される。 

一方、事業の途中で森林行政が大幅に再編され、多くの職員が異動するなど、行政の不安定さが垣

間見られた。将来再びこうしたことが起こる可能性も排除できず、プロジェクト活動を安定して継続

するうえでのリスクを内在しているといわざるを得ない。また、事業の成果を持続する活動の費用を

捻出するためには、ラオス側の財政能力を更に強化する必要がある。パイロット活動の持続性は不明

で、その持続性を担保するためにも、パイロット・プロジェクトの教訓を政策や予算措置に反映させ

るべきであった。 
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３－３ 効果発現に貢献した要因 

JICA ラオス事務所が共同議長を務める FSSWG が事業開始当初から設立されており、FS2020 も制定さ

れ、事業実施中に大臣令により NRTF が創設されるなど、効果的な事業実施に必要な基本的な制度体系

がラオス側によって整備された。日本政府が実施した先行事業により必要資機材や車両などが購入され、

それらを有効活用することができた。ラオス政府により、DOF の庁舎内に適切なプロジェクト執務空間

が提供された。 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

Protection Forests と Conservation Forests を所轄するため、2011 年に MONRE 下に創設された DFRM と、

農林省（MAF）にある DOF の間の詳細な所掌分担は当初不明な点が多く、明確化の必要があった。権限

の移管や職員の異動に伴い、重要な組織的経験や知見、資料などが失われた。REDD+推進や FSSWG の

運営、FS2020 のモニタリングなどの役割や管轄の分担に関して、DOF と DFRM の間で合意を形成する

のに時間を要し、新しい職員の能力向上にも時間がかかっている。 

３－５ 結論 

プロジェクトは、森林行政の再編成や C/P の変化に柔軟に対応し、想定されていた成果をおおむね上

げることができた。FSSWG の運営や FS2020 のレビュー、REDD+の推進、関連機関の年次計画策定支援、

パイロット・プロジェクトなどを具体的なツール・手段として、日本人専門家とローカルコンサルタン

トによる日常的な指導を通じて C/P の能力向上に貢献した。プロジェクトが支援した研修プログラムや

ワークショップも全体として効果を上げており、これらの貢献はラオス側から高く評価されている。し

たがって、プロジェクトの実施は満足できるものであったと結論づけることができる。 

プロジェクトは、県レベルでは年次計画策定の支援を行い、中央レベルでは FS2020 のレビューのため

のタスクフォースを設立して、レビューに必要なデータ収集や FSSWG での協議のファシリテーション、

フォローアップを行うことで、関連 5 カ年計画や FS2020、年次計画の実施を行うラオス側当局の制度機

構や協議の場、仕組みなどを強化した。比較的小さなラオスの森林セクターに多くのドナーが支援を行

っている特殊事情のなかで、参加型の手法を採用し、各関係者が同じテーブルに集い、調整しながら協

調することをプロジェクトが主導した。ラオスの森林セクター関係者の中でプロジェクトの存在感が大

きい点は特筆に値する。積極的な広報や出版などがあれば、市民社会などにも存在感が及んだであろう。

これらの実績は、関係者と C/P の協力のもとに実現した。DFRM の創設とそれに伴う森林行政の再編は、

プロジェクトが更なる実績を上げるうえで障害となったが、REDD+に関する事案も含め、DOF の一部の

役割と責任を DFRM へ移管することを支援し、プロジェクトの存在意義が増す結果になった。パイロッ

ト・プロジェクトや一部の法規法令強化支援などが妥当に帰結する必要があり、特定の政策課題に焦点

を当てていれば、さらに可視的なインパクトを生むことができたであろう。 

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) 

<プロジェクトに対して> 

1) FS2020 のレビュー

進行中の FS2020 のレビューを更に推し進め、次期の関係 5 カ年計画や第 8 次国家社会経済開発計画

の策定に間に合うようにすること。 

2) 国家 REDD+戦略の策定に対する継続支援

DOF と DFRM の調整を通じて、NRTF の強化を継続し、今後策定が想定される国家 REDD+戦略に

関して関係者が同等の理解を確立するよう、事業終了まで支援すること。また、FCPF コンサルタント

の業務指示書（TOR）に対して、REDD+の推進に関連している他の JICA 事業の意見を取りまとめる

こと。 

さらに、REDD+の推進に対するプロジェクト支援のプロセスと結果、教訓などを、他事業の参考と

なるよう資料に取りまとめること。 

3) パイロット・プロジェクトのフォローアップ

プロジェクトで支援した、現場レベルでのパイロット活動の取り組みを適切にモニターし、事業終

了までに帰結させること。 

4) プロジェクト成果の広報と可視化

下記の主題に関して、事業活動を今一度精査して分析し、総括して冊子や技術手引書などに取りま

とめて出版し、最終ワークショップ時などを通じて広く配布すること。 
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i) FS2020 の進捗に関するレビューのプロセスと結果

ii) 私有林の推進や中山間地における生計向上、村落林の適正管理に関するパイロット・プロジェク

トからの教訓と政策提言

iii) プロジェクトで採用した能力向上手法

上記を事業終了までに完了するために必要に応じてローカルコンサルタントを雇用についても検討

し、他ドナー事業との連携も視野に入れること。 

5) 財政機構の強化

他ドナーが既に実施した調査などを参考として、ラオスの森林セクターにおける財政機構や制度の

現状に関する概要を取りまとめ、課題の特定と対策の考察を行い、完了報告書に含めること。 

<相手国側に対して> 

6) 森林セクターにおける継続した能力向上

事業成果の持続性を担保するため、DFRM や DOF の REDD 課を含む関連部局に適切な質と数の職

員を配置し、十分な予算を配分して森林管理と REDD+推進の能力を強化すること。頻繁な職員の異動

を避け、継続性を確保し、職員の知識と経験、技術が適正に共有される体制を取ること。 

7) 森林セクターの継続的な制度機構整備

ラオス政府は早急に国家 REDD 事務所（NRO）を設立すること。また、各種林地の境界確定に関す

る指針を正式に定め、境界を確定すべきである。ラオス政府は改訂森林法を早急に最終化し、正式な

承認過程を完了すること。 

8) FS2020 のレビュー結果の活用

ラオス政府は、FS2020 のレビュー結果を、次期関連 5 カ年計画や第 8 次国家社会経済開発計画を含

む計画、政策に反映させるべきである。 

<日本側に対して> 

9) プロジェクトの教訓の活用

本プロジェクトからの教訓を次期事業の計画に取り込むこと。ラオスの森林セクターで協調するド

ナーグループの一員として、他ドナーや C/P から期待され、プロジェクトが今まで担ってきた FSSWG
事務局等の役割に配慮する必要がある。 

３－７ 教訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、運営管

理に参考となる事柄） 

1) 適切な PCM
REDD+等国際社会の議論により大きく影響を受けるものをプロジェクト対象とする場合、状況の変

化に柔軟に対応する必要があると同時に、適切な事業モニタリングと評価のための指標を設定すべき

である。柔軟性と明確さの両方を実現するために、定期的な合同調整委員会（JCC）の開催や、PDM
や活動計画（PO）の周期的な見直しを実施することが重要である。また、事業計画時や実施期間中に、

必要に応じて C/P 組織や職員の追加・変更を検討することも重要である。

2) インパクトの担保

プロジェクト前半に実施した活動が引き継がれず、活動の位置づけが明確でないものがあった。事

業計画時に優先政策課題を特定し、プロジェクトの焦点を明確にし、それを共有することが必要であ

る。また、作業部会やタスクフォース、非公式審議グループなどの調整機能は、その運営を適正に管

理すれば、事業の相乗効果を創出し得る。 

3) パイロット活動の目的の明確化

モデル活動の結果が汎用性のあるモデルや実行可能な方法論などに取りまとめられ、政策に主流化

されるまでに至らなかった。現場レベルのモデル活動を事業に含める場合は、それが合理的な結果と

成果につながるかを、事業計画時に特に留意すべきである。 

4) REDD+のための教訓

REDD+推進のプロセスを適正に記録し、目に見える成果や資料を作成することが重要である。

REDD+推進に関連する利害関係者は多様なため、適正な調整は不可欠で、それらの利害関係者全体が、

REDD+推進における課題につき共通理解を持っている必要がある。そのためには、NRTF のような多

機関による協議の場を強化し、定期的に会合を開催することを支援する意義は大きい。 
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