
事業事前評価表 

 

国際協力機構地球環境部自然環境第１チーム 

１．案件名                                

国 名： ラオス人民民主共和国  

案件名：（和名）持続可能な森林経営及び REDD＋支援プロジェクト 

     （英名）Sustainable Forest Management and REDD+ Support Project 

２．事業の背景と必要性                         

（1）当該国における森林・自然環境セクターの開発実績（現状）と課題 

ラオス人民民主共和国（以下、「ラオス国」という）の森林率は 1940年代には 70％以上

であったが、水力発電、鉱山開発、プランテーション開発等の土地利用変化及び焼畑農業

の拡大により 1989 年には 47％まで減少し、2010 年には 40%まで低下した。ラオス政府は

森林率を 70%に回復させることを目標とした「森林戦略 2020（FS2020）」を策定するととも

に、途上国の森林減少・劣化に由来する温室効果ガス排出の削減（Reducing Emissions from 

Deforestation and Forest Degradation: 以下、REDD+1）についても、森林保全を行う上

で、全てのレベルにおける管理能力強化と行政歳入及び地域住民の生計向上に資する有効

な手段としてとらえ 2、REDD+タスクフォースを設置し、実施準備に取り組んでいる。  

一方で、REDD+につながる森林保全を促進するためには、森林セクター担当行政官の政策

策定、実施能力の強化が必要であるが、2011年の省庁再編に伴い、森林行政は保護林・保

全林が天然資源環境省森林資源管理局（DFRM）、生産林は農林省林野局（DOF）の所管にな

り、実施体制が十分に整備されておらず、特に REDD+の窓口である DFRMの人材や知見が不

足している。また、県、郡レベルの森林管理は、地方分権化に伴い、県農林事務所、郡農

林事務所等が担っている。北部地域は焼畑農業等による森林減少が顕著であり、特に、ル

アンプラバン県は森林減少対策にあたる人材強化が急務でありながら他の主要ドナーによ

る支援がなされていない。 

REDD+の実施においては、衛星情報解析等による精度の高い森林資源情報の整備と森林モ

ニタリングシステムの確立が不可欠であるものの、ラオス国において森林資源情報管理シ

ステムは処理能力や容量が REDD+関連データの適切な解析・管理に対応できるものでない

他、情報を集積・分析する人材が不足しており、REDD+を通じた森林保全のための基盤がぜ

い弱であり、信頼度の高い国レベルの森林モニタリングシステムの確立も求められている。 

（2）当該国における森林・自然環境セクターの開発政策と本事業の位置づけ   

 ラオス政府は、REDD+を森林・自然環境セクターの中心と考え、国家 REDD+タスクフォー

スを設置し、「森林法」や、「森林戦略 2020」を REDD+等の概念に対応させるため改定作業

を行っている他、我が国との二国間クレジットメカニズム（JCM）3 に合意し REDD+の実施

も期待されている。本協力はラオス国の REDD+実施体制の整備及び持続的森林経営に貢献

1 気候変動枠組条約（UNFCCC）下で検討されている、開発途上国が森林減少・劣化の抑制や森林保全により、

温室効果ガス排出量を減少させた際等に、排出削減量等に応じて先進国が途上国へ経済的支援(資金支援等)

を行う仕組み。 
2 ラオスの温室効果ガス排出のうち 51百万 CO2トン/年が森林を含む土地利用変化由来(R-PP/FCPF 2010) 。 
3
途上国への温室効果ガス削減技術・製品・システム・サービス・インフラ等の普及や対策を通じ、実現し

た温室効果ガス排出削減・吸収への日本の貢献を定量的に評価し、日本の削減目標の達成に活用するもの。 
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する事業と位置付けられる。 

（3）森林・自然環境セクターに対する我が国及び JICAの援助方針と実績  

我が国の対ラオス国国別援助方針は、「農業の発展と森林保全」を重点分野と位置付け

ている。また、JICA はラオス国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+の地域レベルでの参加型土地森林管理活動、REDD+の実施を見据

えた国家森林モニタリング体制整備を実施している。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、ラオス国において 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協力の実施意義は大きい。 

（4）他の援助機関の対応 

 国際開発協会（IDA）とフィンランドは、生産林を対象とした参加型森林保全「参加型による

持続的森林経営の普及プロジェクト（SUFORD SU）」を実施中である。 

 ドイツ国際協力公社（GIZ）とドイツ復興金融公庫（KfW）は、サヤブリ県、フアパン県を対象

として天然林の保全と REDD+への貢献を目指した「森林減少抑制を通じた気候の保護」

（CliPAD）」を技術協力と資金協力を組み合わせ実施している。 

 世銀の「森林炭素パートナーシップファシリティー（FCPF）」が REDD+準備枠組策定支援を

行っている。 

 各国の支援の協調は、JICA が共同議長を担う森林サブセクターワーキンググループ

（FSSWG）（ドナー会合）を通じておこなっている。 

３．事業概要                               

(1) 事業目的（協力プログラムにおける位置づけを含む）    

本事業は、REDD+の活用戦略明確化と、森林資源情報を整備することにより、ラオス

国の持続可能な森林経営に係る能力の強化を図り、もってラオス国の持続可能な森林経

営に寄与するものである。 

(2) プロジェクトサイト/対象地域名 

ラオス国全国 

(3) 本事業の受益者（ターゲットグループ）     

天然資源環境省（MONRE）森林資源管理局（DFRM）、農林省林野局（DOF）、地方自治体職

員（ルアンプラバン県天然資源環境事務所（PONRE）、農林事務所（PAFO）等の森林保全

担当者約 10名）を直接の裨益者とする。 

(4) 事業スケジュール（協力期間） 

2014年 12月～2020年 10月(計 70ヶ月) 

(5) 総事業費（日本側）    

約 7億円 

(6) 相手国側実施機関 

天然資源環境省（MONRE）森林資源管理局（DFRM）、農林省林野局（DOF）、ルアンプラバ

ン県 

(7) 投入（インプット） 

1) 日本側 

専門家派遣：  

・ チーフアドバイザー、森林政策、森林情報システム、リモートセンシング、森林イン
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ベントリ、データベース管理他 

供与機材：森林資源データベースやルアンプラバン県の REDD+活動実施等に必要な機材 

研修員受入：年間数名程度 

その他：プロジェクト実施に必要な活動費 

2）ラオス国側 

・ カウンターパートの配置 

・ DFRM、DOF、及びルアンプラバン県におけるプロジェクトの執務スペースならびに

機材確保  

(8) 環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

 1）環境に対する影響/用地取得・住民移転    

① カテゴリ分類：C 

② カテゴリ分類の根拠  

施設の建設等は伴わず、環境社会への影響は殆どないと考えられる。 

2) ジェンダー平等推進・平和構築・貧困削減 

   自然資源に依存している地域住民の生活実態を踏まえたプロジェクトである。 

(9) 関連する援助活動 

1) 我が国の援助活動 

技術協力としては、「森林減少抑制のための参加型土地・森林管理プロジェクト

（PAREDD）」でルアンプラバン県において参加型土地森林管理手法の確立と対象 2 郡

における実証活動を行い REDD+事業の試行を行った。「森林セクター能力強化プロジェ

クト」では森林セクターの政策立案・実施を支援し、森林サブセクターワーキンググ

ループ（FSSWG）の事務局を務め、ドナー協調を主導してきた。また、「持続可能な森

林経営及び REDD+のための国家森林情報システム構築に係る能力向上プロジェクト」

は、全国レベルの森林動態情報の整備等を支援し、国家森林モニタリングの枠組み設

計に貢献している。なお、2015年度前半までにすべてのプロジェクトは終了予定であ

り、本事業が FSSWGの運営の継続、国家森林モニタリングの整備等、これらの協力成

果を引き継ぐ。 

無償資金協力として、森林資源情報センター計画、森林保全計画の GAを 2010年度

に署名し、衛星画像等の解析を行うセンター施設の建設や、森林行政を担う地方事務

所への資機材供与等を行った。森林保全計画の一部が継続実施中である。 

2) 他ドナー等の援助活動 

ドイツ国際協力公社が「森林減少抑制を通じた気候の保護」、IDAとフィンランドが

「参加型による持続的森林経営の普及プロジェクト」を実施中。世銀「森林炭素パー

トナーシップファシリティー」は、REDD+の準備段階の枠組策定を支援予定。FSSWG

等を通じて他ドナーとの棲み分け、協調を進めるとともに、それぞれの事業で得られ

た知見を交換する。  

４．協力の枠組み                              

(1) 上位目標と指標 
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ラオス国において REDD+の完全実施 4により、持続可能な森林経営 5が促進される。 

【指標 1】国の REDD+による（温室効果ガス排出量の）測定、報告及び検証（MRV）結果が隔年更

新報告書（BUR）を通じて UNFCCCに報告される。 

【指標 2】FS2020改訂版に沿って持続可能な森林経営が自立的に進展する。 

【指標 3】ルアンプラバン県の森林面積が増加し、FS2020に貢献する。 

(2) プロジェクト目標と指標  

REDD+の活用戦略明確化と、森林資源情報の整備を通じて、ラオス国の中央および地

方政府において REDD+を担当する機関及び人材の持続可能な森林経営に係る能力が強

化される。   

【指標 1】FS2020の改訂版がラオス政府に承認される。 

【指標 2】国家森林モニタリングシステム（NFMS）の恒常的運用が可能な状態となる。 

【指標 3】REDD+活動の有効性がラオス国天然資源環境省、農林省、地方政府、開発パートナー

等のステークホルダー参加の下で評価され NRTFに提出される。 

【指標 4】ルアンプラバン県への支援結果が国の森林・REDD+政策策定に活用される。 

(3) 成果 

【成果 1】中央政府の森林セクターにおける政策策定、実施、コーディネーションが促進される。 

【成果 2】国家森林モニタリングシステムの運用を通じて REDD+による国全体の排出削減・吸収

量が測定される。 

【成果 3】国レベルの REDD+の構築・管理、コーディネーションが促進される。 

【成果 4】ルアンプラバン県の REDD＋準備が促進され、保護区ネットワーク化に必要な国家レベ

ルのガバナンスと、管理手法が強化される。 

５．前提条件・外部条件                      

（1）前提条件    

ラオス国の持続可能な森林経営及び REDD+に関する方針に変更がない。 

REDD+に係る国際的な議論が進展する。 

ラオス国が気候変動枠組条約（UNFCCC）の求める REDD+結果払い必要事項を満たす。 

（2）外部条件（リスクコントロール）    

ラオス国の社会経済開発方針に大きな変更がない。 

省庁再編によってプロジェクト活動が大きな影響を受けない。 

６．評価結果                                        

本事業は、ラオス国の開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致しており、

また計画の適切性が認められることから、実施の意義は高い。    

７．過去の類似案件の教訓と本事業への活用                          

（1）類似案件の評価結果  

4 REDD+活動を段階的に実施するという考え方であり、フェーズ１（準備段階）、フェーズ２（政策改革及び

成果に基づく実証活動）、フェーズ３（完全実施・結果に応じた支払い）からなる。 
5
国際的作業グループ「モントリオール・プロセス」で達成度評価のために 7 つの基準（①生物多様性の保全、

②森林生態系の生産力の維持、③森林生態系の健全性と活力の維持、④土壌および水資源の保全と維持、⑤

地球的炭素循環への森林の寄与の維持、⑥社会の要望を満たす長期的・多面的な社会・経済便益の維持及び

増進、⑦森林の保全と持続可能な経営のための法的、制度的及び経済的枠組み）を設定。本プロジェクトは

REDD+の推進、FS2020 の改訂等を通じてこれら基準に貢献する。 
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自然環境保全課題別教訓 3では、「効果発現までの時間がかかる植林や資源管理のプロジ

ェクトの場合、プログラムアプローチの視点に基づき、フェーズ分け、他機関との連携を

図るべき」としている。 

また、自然環境保全課題別教訓 12 では、「中央政府の他関係省庁や地方政府レベル、さ

らには NGO、民間等の多種多様なステークホルダーの関与が不可欠な場合」、「責任分担の

明確化と、複数の関係機関との協議・調整を行い、意思決定をするための枠組み（プラッ

トフォーム）の設置が効果的」であるとしている。 

 

（2）本事業への教訓    

教訓 3 を受けて本事業は、これまでのラオス森林セクター支援の成果や課題を継承する

とともに、複数あった森林セクターの技術協力を１つに統合してプログラムアプローチの

視点に立ち協力を行うものである。 

また、教訓 12 に関連し、REDD+に関係する中央政府、地方政府、地域住民、REDD＋を支

援する他ドナーとの調整が必要であるところ、本事業が事務局を務める FSSWG を通じて

REDD+関連事業の調整枠組としての機能を兼ねることとする。 

８．今後の評価計画                                    

(1) 今後の評価に用いる主な指標 

４．(1)の通り。 

（2）今後の評価計画    

事業開始 11か月 ベースライン調査 

事業終了 3年後  事後評価 
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