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評価調査結果要約表 
 

１．案件の概要 

国名：ブータン王国 案件名：地方電化促進プロジェクト  

分野：電力・エネルギー 援助形態：技術協力プロジェクト 

所管部署：産業開発部 

資源・エネルギーグループ

電力課 

協力金額：合計約1.8億円（終了時評価時点の計画） 

3,679万2,000円（2008年度） 

8,993万9,000円（2009年度） 

5,732万3,000円（2010、2011年度計画額） 

協力期間 2008年6月22日～ 

2011年6月21日 

（3年間） 

先方関係機関： 

ブータン電力公社（Bhutan Power Corporation：BPC） 

経済省エネルギー局再生可能エネルギー課（Renewable 

Energy Division, Department of Energy：DOE, Ministry of 

Economic Affairs） 

他の関連協力：開発調査「地方電化マスタープラン」（2003年～2005年）、電力設備専門家派遣

（2007年～2008年）、有償資金協力「地方電化事業」（2007年～2012年） 

１－１ 協力の背景と概要 

ブータン王国（以下、「ブータン」と記す）政府は、2013年世帯電化率100％を政策目標とし

ているが、人口の約70％が生活する農村部の世帯電化率は約6割に留まっている。地方電化は、

生活環境の整備が遅れる地方農村部と発展の目覚ましい都市部の間で広がる格差を是正すると

いうブータンの優先課題解決の重要な手段と位置づけられている。 

送配電線の延伸による地方電化はブータン電力公社（BPC）が実施しているが、険峻な国土に

集落が散在しており、BPCの現在の技術及びマネジメント能力では対応が難しいため、持続可能

な地方電化事業の構築に向けた総合的な支援が求められていた。一方、送配電線の延伸が困難な

地域については、太陽光発電やマイクロ水力発電等の独立電源の開発が必要とされており、担当

部署であるエネルギー局（DOE）再生可能エネルギー課に対する技術支援が求められていた。 

このような状況を改善すべく、国際協力機構（Japan International Cooperation Agency：JICA）

は「地方電化マスタープラン」（開発調査：2003年～2005年）、電力設備専門家派遣（2007年～

2008年）、及び「地方電化事業」（有償資金協力：2007年～2012年）を実施しており、これらの

成果を踏まえ、ブータンからわが国への協力要請に基づいて2008年6月から2011年6月までの3年

間の計画で技術協力プロジェクト「ブータン王国地方電化推進プロジェクト」を開始した。 

 

１－２ 協力内容 

 （1）上位目標 

地方部における電力供給サービスが向上する。 

 

 （2）プロジェクト目標 

BPC及びDOEの地方電力供給効率性向上のための技術及び制度面の能力が強化される。

 

 （3）アウトプット（終了時評価時修正後） 

1．地方電力供給に焦点をあて、制度面のアセスメントに基づき、総合訓練プログラムが

策定される。 

2．地方電力供給のための訓練機材が拡充される。 
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3．地方電力供給のためのガイドラインとマニュアルが作成される。 

4．地方電力供給に関し、研修生の知識と技術が向上する。 

5．地方電力供給のための訓練施設のトレーナーの能力が向上する。 

6．太陽光発電システムの現場の技術支援スキームのモデルが準備される。 

 

 （4）投入（2010年7月時点） 

日本側： 

日本人長期専門家 1名（25人/月） 

日本人短期専門家（累計）10名（17.55人/月） 

第三国専門家/コンサルタント（累計）6名 

機材供与 1,622万6,000円 

研修員受入  （本邦）16名、（第三国）11名 

ローカルコスト負担 4,052万1,000円 

相手国側： 

カウンターパート配置   5名 

機材購入 1,031万8,000ニュルタム 

土地・施設提供 

ローカルコスト負担 19万4,000ニュルタム 

２．評価調査団の概要 

調査者 団長/総括 米田一弘 JICA産業開発部 部長  

協力企画 冨谷武史 JICA産業開発部資源・エネルギーグループ 

 電力課 職員 

評価分析 三島光恵 OPMAC株式会社 海外事業部 次長 

調査期間 2010年7月24日～8月13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 

本プロジェクトは、プロジェクト開始後に活動内容が具体化されたため、事前評価時に作成

されたプロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）version 1を基に、

プロジェクト開始後の変更点をレビューし、実績評価を行った。その後、アウトプット、活動、

指標、カウンターパート構成等を再整理し、PDM version 2としてまとめた。同PDMに基づく実

績の評価は以下のとおり。 

 

 （1）アウトプットの達成度 

アウトプット1、2、6については、達成済みである。訓練プログラムは策定されており（ア

ウトプット1）、必要な訓練用機材の供与・利用状況は良好である（アウトプット2）。また、

太陽光発電の現場での技術支援の訓練が実施され、支援スキームのモデルとして提示され

た（アウトプット6）。アウトプット3のガイドライン、マニュアル作成は、おおむね達成し

つつあるが、設備の保守管理に関するマニュアルは、日本人専門家のアドバイスに従って

修正中である。アウトプット4達成のための活動の1つであるDOE職員向けのマイクロ水力

開発の研修についてはプロジェクト終了時までさらに理解度を向上させるために尽力する

必要がある。アウトプット5のトレーナーの能力強化については達成しつつあると判断する

が、優先課題解決活動や太陽光発電のトレーナーについては自立発展性の観点からプロジ

ェクト終了までの期間にさらに指導経験を積んで能力を向上する必要がある。 
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 （2）プロジェクト目標の達成見込み 

優先課題解決活動、太陽光発電、マイクロ水力発電の分野の各活動で、トレーナーの訓

練、技術の習得などで終了時調査時点では活動が修了していないため現時点では実績の評

価はできないが、概してプロジェクト目標は達成しつつあるといえる。優先課題解決活動

をBPCの組織戦略において制度化すること、マイクロ水力発電などの残りの活動の強化に努

めることでプロジェクト目標達成が可能とみられる。 

 

 （3）上位目標の達成見込み 

上位目標の達成度については、優先課題解決活動を通したBPCの問題解決数やマイクロ水

力発電所のパフォーマンス改善、太陽光発電システムの維持管理状況等を確認する必要が

あり、現在評価するには早いが、優先課題解決活動の結果として、配電線の保守管理の信

頼性や安全性の向上に貢献したケースがみられた。BPC職員が習得した予防メインテナンス

技術については、その技術を活用し、既存のマイクロ水力発電所からのより安定した電力

供給に貢献していくこととみられる。太陽光発電システムに関しては、資金手当てが予定

どおりなされれば、目標数値である3,500システムの維持管理は達成されうる。マイクロ水

力発電については、プロジェクト目標の計画策定とフィージビリティ・スタディの評価能

力が向上し、マイクロ水力発電所の開発が進むことが考えられるが、マイクロ水力発電に

よる電力供給サービス開始までには時間がかかる可能性がある。 

 

３－２ 評価結果の要約 

 （1）妥当性 

本プロジェクトの妥当性は高いと判断した。 

本プロジェクトはブータン側政策及び日本側のODA政策に合致しており、他ドナーのア

ジア開発銀行による支援との整合性もある。プロジェクト・デザインとアプローチについ

ては、いずれの分野の活動も実践的な研修内容が業務に役立っており、BPCやDOEのター

ゲットグループのニーズと研修内容は合致していた。特に優先課題解決活動については中

間管理職を対象としたターゲッティングが的確であった。 

 

 （2）有効性 

各活動分野で達成度が異なるが現時点でプロジェクトの有効性は認められる。残りの期

間の活動の結果やアウトプットの一部の達成状況がまだみられないため、評価するには時

期尚早であるが、BPCについては優先課題解決活動の研修及び太陽光発電システム研修を通

じて職員の技術及びマネジメント能力が向上しつつあり、配電線、水力及び太陽光発電の

運営維持管理トレーニングに必要な機器の利用状況は良好である。ただし、優先課題解決

活動については残りの活動期間でBPCの業務計画や方針における位置づけを明確化する必

要がある。DOEについては、太陽光発電システムについては点検・モニタリング技術はト

レーナー資格取得まで能力が向上したが、マイクロ水力発電については職員の知識の向上

について努力が必要である。 

 

 （3）効率性 

プロジェクトの効率性はおおむね高いといえる。 

今までに達成したアウトプットを検証すると、日本側及びブータン側の人的な投入は、

質を確保しつつも最適な投入時期及び人数に絞って行われており、適切といえる。日本側

は、費用面での効率性や質を考慮し、日本人専門家のみならず、第三国専門家の投入を行

い、特にフィリピンからの太陽光発電専門家はBPC、DOE職員の知識・技術能力の向上、
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及びプロジェクトサイトの村民の太陽光発電システムの理解の向上に非常に貢献した。機

器の調達はタイミングよく実施され、資金の投入についても問題なかった。各活動の投入

量も適切であったが、組織開発やマネジメント研修の活動の一部はアウトプットの達成に

向けて他の活動との相互関連性を意識することにより、さらに高い成果が見られたと考え

る。 

 

 （4）インパクト 

本プロジェクトのインパクトは現時点において部分的に確認されており、将来的にはさ

らに発現することが予測できる。優先課題解決活動の継続的な実施や太陽光発電システム

のメインテナンス体制の整備が予定どおり行われれば、上位目標達成の見込みは大きい。

BPCについては、優先課題解決活動の結果として、配電の安全性や信頼性の向上に貢献し

たケースが確認された。マイクロ水力発電のメインテナンスについては研修した技術がパ

フォーマンス向上に貢献することが見込まれ、太陽光発電システムのメインテナンスにつ

いてもDOEとの覚書を交わし、BPCが訓練した農村部契約職員による適切な運営管理が実

施されれば電力供給サービスの向上が期待できる。DOEの新規のマイクロ水力開発による

電力供給サービスの向上の達成には、今後DOEによる詳細な計画策定や資金の確保に時間

がかかる可能性がある。 

 

 （5）自立発展性 

プロジェクト活動の自立発展性の見込みは、現時点では中程度である。しかしながら、

残りの活動の達成次第ではより高い自立発展性が見込まれる。 

政策・制度・組織面では、BPCについては、優先課題解決活動のBPC内での位置付けが不

明確なままであると自立発展性の制約要因となりうるが、優先課題解決活動を初め、O&M

機器の供与、安全及び運営維持管理（Operation & Maintenance：O&M）マニュアルへの支援

等、組織戦略として掲げられているパフォーマンス・ベース・インセンティヴ・システム

向上に役立つものであり、自発的に継続あるいは活用されることが期待される。太陽光発

電はBPCの業務担当が公的に明確になることで活動の発展が期待できる。 

財務面、技術面では、BPCにおいては、特段問題はない。DOEについては、技術面では、

太陽光発電システムの持続性は見込まれるが、マイクロ水力発電の技術と知識習得につい

ては一層の努力が必要である。財務面では政府あるいはドナーの事業化推進への資金手当

てが確実になれば、技術能力の一層の向上と定着化が見込まれる。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

 （1）計画内容に関すること 

プロジェクトの計画は、カウンターパート機関であるDOEとBPCのニーズに即して柔軟

に対応し、研修の実施内容を決定した。研修デザインにおいては、業務上の問題の解決に

資するように考慮された点が適切であった。優先課題解決活動の研修では、各職員が実際

に日常業務で抱える問題への取り組みを主題とし、現場の責任者である中間管理職を研修

の主な対象者として絞り込んだことが功を奏した。太陽光発電研修では実際のプロジェク

トサイトにて技術研修を行ったことで、各研修で学んだことを日常業務ですぐに適用でき

た。 

 

 （2）実施プロセスに関すること 

ファシリテーターとなる長期専門家が現場で各関係機関の状況を把握して分析すること

により、カウンターパートのニーズに合致した研修や講師をアレンジした。長期専門家1名
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と日本人専門家及び第三国専門家の短期派遣によるプロジェクト実施体制は、ニーズに即

した活動の実施に役立ち、本プロジェクト全体の円滑な運営に貢献した。 

 

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 

本プロジェクトでは、プロジェクト開始時に具体化した活動内容に沿ってPDMが見直さ

れず、その後実施された各活動やアウトプットがPDMにて整理されていなかった。そのこ

とは、例えば、組織開発やマネジメント研修活動の一部が、アウトプットへの貢献や他の

活動との関連性について十分に考慮されずに実施された一因となった。 

 

 （2）実施プロセスに関すること 

日本側については、専門家の英語のコミュニケーション能力が研修内容の理解促進を阻

害した要因としてあげられた。ブータン側については、マイクロ水力開発の研修において、

職員の異動やより緊急業務への対応で、研修への継続的な出席が確保できなかったことが、

能力向上の進捗が遅れた一因となった。 

 

３－５ 結論 

両国関係者による合同評価を実施した結果、BPCにおいては優先課題解決活動のトレーナー育

成、DOEにおいてはマイクロ水力発電の知識・技術習得に関する活動を強化することにより、

本事業の評価は高くなると判断した。本プロジェクトの妥当性は高く、プロジェクト目標達成

に向けて軌道に乗っており、有効性が認められ、部分的なインパクトも既に確認されている。

効率性に関しては、アウトプット達成への貢献の点から関連性が若干弱い活動実施を除いては、

高いレベルであった。プロジェクトの自立発展性はBPCにおいては見込まれる。DOEについて

は、マイクロ水力の知識・技術向上への一層の努力が必要と判断した。以上の結果、重点的な

協力が必要な分野に絞り込んだうえで、本プロジェクトを継続することが望ましいと判断した。

 

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） 

 （1）PDM Version 2とプロジェクトの残り期間の活動への提言（DOE、BPC、JICAへの提言）

本終了時評価調査を通して、今までの活動実績を整理し、PDM をVersion 2に改訂した。

プロジェクト目標の達成のためには、残りのプロジェクト期間において、各アウトプット

を達成するために必要な活動を修正したPDMを基に論理的に実施することが必要である。

 

 （2）プロジェクト終了後の自立発展性を考慮した短期専門家の投入（DOE、BPC、JICAへの

提言） 

プロジェクト終了後の自立発展性を重視し、今後の専門家の投入については、短期専門

家の派遣人数や派遣頻度を減らし、専門家の代わりにカウンターパートがより主体的に活

動に取り組むようにする必要がある。一方、必要が認められた分野（優先課題解決活動や

マイクロ水力）の短期専門家の派遣期間を若干伸ばすことにより、より確実に技術移転が

されることを提言した。 

 

 （3）プロジェクト成果のBPCとDOEの行動計画及び政策への反映（DOE、BPCへの提言） 

BPC及びDOEがプロジェクトの各分野（優先課題解決活動、マイクロ水力、太陽光）の

成果を一層活用するための戦略的な計画を策定することを合同評価チームは提案した。 
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３－７ 教訓 

 （1）PDM改訂のタイミングとより効率的な活動実施 

実際の活動に即した具体的な指標がPDMにて設定されていなかったため、各活動の関連

性、プロジェクト目標の達成への貢献について不明確な部分があった。事前評価時に設定

されたモニタリング指標がプロジェクト開始時に具体化された内容に一致しない場合は、

その時点で実際のプロジェクト活動内容に即してPDMを修正し、達成度を判断するための

明確な指標を設定しておくことが重要である。これは、その後により効率的な活動実施を

めざしてプロジェクトの運営やモニタリング行ううえで不可欠である。 

 

 （2）ニーズに即した研修デザインと専門家投入構成 

トレーニングコースの内容については、研修参加者の日常業務に直接適用可能な、実践

的な訓練を含むことが重要である。そして、研修対象者のニーズに即した研修を実施する

ためには、プロジェクトの専門家の選定と構成を考慮することが肝要である。本プロジェ

クトの専門家は、日本人長期専門家1名と日本やフィリピンなどからの複数の短期専門家か

ら構成されており、ブータン側からのニーズに柔軟に対応していた。 

 

 （3）第三国専門家の投入 

第三国専門家の投入の中でもフィリピンのJICAプロジェクトにて育成されたフィリピン

専門家の有効性が高く評価されている。実際、フィリピンの第三国専門家のブータンへの

派遣に関しては、JICA内の複数の関連部署（産業開発部、ブータン事務所、フィリピン事

務所）の調整により、技術レベル、指導方法、費用効果の点において有効性が高い投入が

可能となった。この経験は、将来的に類似プロジェクトに適用される1つの教訓となりうる。

 

 （4）日本の技術協力と有償資金協力との相乗効果 

本プロジェクトは有償資金協力案件の実施者であるBPCを技術面から支援しており、優先

課題解決活動を通じた配電線の敷設とO&Mの能力向上、O&M機器の供与など多くのプロジ

ェクト活動がBPCの地方部における電力供給サービス能力の向上に貢献している。円借款案

件終了後に検証すべきであるが、双方のプロジェクトの相乗効果は高いと見込まれ、技術

協力と有償資金協力との連携の良い事例となりうる。 
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Summary of Evaluation Report 
 

1. Project Outline  

Country ：The Kingdom of Bhutan Project Title ： IMPROVEMENT OF EFFICIENCY FOR 

RURAL POWER SUPPLY 

Sector： Electric Power and Energy Cooperation Scheme：Technical Cooperation Project 

Division in charge：Power Division, Natural 

Resources and Energy Group, Industrial 

Development Department 

Total Cost：Approximately 180 million Yen (Plan as of 

Terminal Evaluation） 

367.92 million Yen  (FY 2008) 

899.39 million Yen  (FY 2009） 

573.23 million Yen (Plan for FY 2010 and 2011） 

Period of 

Cooperation 

22 June, 2008～  21 June, 

2011 （3 years） 

Partner Country’s Implementing  Organizations： 

Bhutan Power Corporation(BPC) 

Renewable Energy Division, Department of Energy (DOE), 

Ministry of Economic Affairs 

Related Cooperation：ODA Loan Project “Rural Electrification Project” (L/A Date : May 9, 2007) 

1-1 Background of the Project 

The Royal Government of Bhutan has a policy to electrify 100% of households by year 2013, however, at 

this moment rural electrification rate was still about 60% while 70% of the population live in rural area. 

Rural electrification is stated as an important mean to resolve a priority issue in Bhutan, that is, to rectify the 

widening disparity between the underdeveloped rural area and remarkably developed the urban area in terms 

of the living conditions. 

  Bhutan Power Corporation (BPC) has been implementing rural electrification projects by extending the 

transmission and distribution lines. However, their technical and management capacities were limited to deal 

with difficult tasks to electrify the scattered communities in rugged national terrain, and, therefore, 

comprehensive assistance was required strongly to establish the sustainable rural electrification. On the other 

hand, the areas where is difficult to extend the transmission and distribution lines, it is required to develop 

off-grid power generation system such as solar power and micro hydropower generation. Accordingly, 

technical assistance for this system  is necessary for Renewable Energy Division (RED) in Department of 

Energy (DOE), Ministry of Economic Affairs, which is in charge of off-grid power generation development. 

In order to improve this situation, JICA has conducted “the Integrated Master Plan Study For 

Dzongkhag-wise Electrification” (the development study, Year 2003 to 2005), the dispatch of Japanese expert 

on electric power facility (Year 2007 to 2008), and also “the Rural Electrification Project” (Official 

Development Assistance (ODA) loan, Year 2007 to 2012). Given the outcomes of those projects and based on 

the request by the Bhutanese government for Japan, “the Technical Cooperation Project on Improvement of 

Efficiency for Rural Power Supply” (hereinafter referred to as “the Project”) has commenced, with a planned 

period of there year from June 2008 to June 2011.  

 

1-2 Project Overview 

(1) Overall Goal 

Electricity service delivery in rural areas will be enhanced. 

(2) Project Purpose 

Technical and institutional capacity of BPC and DOE are developed to enhance efficiency in  
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delivering rural power supply. 

 

(3) Outputs (revised upon terminal evaluation） 

1. Based on institutional assessment, comprehensive training program with focus on rural power 

supply is prepared. 

2. Training equipment for rural power supply is improved. 

3. Guidelines and manual for rural power supply are prepared. 

4. Knowledge and skills of trainees for rural power supply are increased. 

5. Capacity of trainers for training facility for rural power supply is improved. 

6. A model of local technical support scheme of monitoring and maintenance for solar home system is 

prepared. 

 

(4) Inputs (As of July, 2010) 

Japanese Side： 

Japanese Long-term Expert: 1 person (25 Man/ Month) 

Japanese Short-term Experts: (accumulated total）10 persons（17.55 Man/ Month） 

Third Country Experts/Consultants: (accumulated total）6 persons 

Equipment Supply: 16,226 thousand yen  

Trainees Received:（Japan）16 persons （Third Countries）11 persons 

Local Cost : 40,521 thousand yen  

 

Bhutanese Side： 

Counterparts: 5 persons (main persons)   Purchase of Equipments 103.18 million Nu. 

Land and facility provision            Local Cost 194 thousands Nu. 

2. Evaluation Team 

Members of Evaluation Team Team Leader: 

Kazuhiro YONEDA, Director General, Industrial Development Department, 

JICA  

Planning and Evaluation: 

 Takeshi TOMITANI, Staff, Electric Power Division, Natural Resources and 

Energy Group, Industrial Development Department, JICA 

 

Evaluation Analysis: 

Mitsue MISHIMA, Deputy General Manager,  

Overseas Project Department, OPMAC Corporation 

Period of Evaluation July 24 ～August 3, 2010 Type of Evaluation ： 

Terminal Evaluation  

3. Result of Evaluation 

3-1 Achievement of the Project 

Since the Project activities had been specified after the commencement of the Project, the terminal 

evaluation team reviewed the activities and evaluated the actual performance based on the Project 

Design Matrix (PDM) version 1, which was made before the commencement of the Project. Then, the 

PDM was revised as PDM version 2 after re-defining activities, outputs, indicators, composition of 

counterparts and others. The following is the achievement of the Project based on indicators in the
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PDM version 2. 

 

(1) Achievement of Outputs 

Outputs 1,2,6 were achieved: training program was already prepared and equipment have been 

supplied and utilized well, and trainings of local technical support for solar power were implemented 

and its support scheme was presented as a model.. Output 3, support for guideline and manual, was 

being achieved mostly, O&M manual is being revised according to advices by Japanese experts. As 

for Output 4, improvement of knowledge and skills of trainees, it is necessary to enhance the 

understanding of DOE personnel about micro hydropower generation. Output 5, capacity development 

of trainers, was evaluated to be on the track to achieve; however, it is necessary to further strengthen 

the capacity of trainers of Priority Issues Solving Activities (PI activities) and solar power system by 

accumulating teaching experiences.  

 

(2) Prospect for Achievement of Project Purpose 

The Project is generally on the track to achieve the project purpose at this moment although it is still 

early to evaluate its achievement due to incompletion of some outputs and activities such as trainers’ 

training and improvement of the knowledge and skills in PI activity, micro hydropower, and solar 

power system respectively. By institutionalizing PI activity into BPC ‘s organization strategy and 

reinforcing the activities for the remaining Project period, in particular on micro hydropower 

generation, the Project purpose can be achieved.  

 

(3) Prospect for Achievement of Overall Goal 

It is early to evaluate overall goal, however, some evidences showed that PI activity training 

contributed to improving reliability and safety in operation and maintenance of distribution lines. It is 

also likely that BPC will conduct advanced maintenance of existing micro hydropower plants 

contributing to improvement of service delivery. Depending on the fund availability, target number 

3,500 solar power systems can be better maintained by technical staff supported by the Project. If the 

Project purpose is achieved and the fund is available, micro hydropower plant can be developed 

although its implementation and commencement of power supply may require more time. 

 

3-2 Summary of Evaluation Result 

(1) Relevancy 

Relevancy of the Project is adjudged to be high. 

The Project is highly relevant to the Bhutanese policy and Japanese ODA policy and also consistent 

with assistance by other donor, Asian Development Bank (ADB).  In terms of project design and 

approach, practical training content in activities in each field contributed to the trainees’ work and it is 

consistent to needs of target group in BPC and DOE. Targeting middle level manager was appropriate 

for PI activities. 

 

(2) Effectiveness 

Effectiveness of the Project is admitted at this moment, although the degree of the achievement is 

different in each area. It is early to evaluate because the result of remaining activities and outputs are 

not envisaged yet. However, technical and management capacity of BPC staff are being enhanced 

through PI activities and solar power system training. Also, BPC utilized equipment well for O&M 

training on distribution lines, hydropower and solar power system. The PI activities should be,
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however, clarified in its status in corporate plan  or policy of BPC during the remaining period. As for 

DOE, technical capacity of staff on inspecting and monitoring solar power system has been developed 

as trainers while it is necessary to enhance the staff’s the knowledge on micro hydropower.  

 

(3) Efficiency 

Efficiency of the Project is mostly satisfactory. 

Examining the outputs achieved so far, quality, quantity, and timing of human resource inputs from 

Japan and the Kingdom of Bhutan are mostly adequate. For the Japanese side, considering the cost 

efficiency and quality of the trainers, there were inputs from the third counties. In particular, solar 

power specialists in the Philippines contributed to enhancement of the knowledge and skills of BPC 

and DOE staff and also to improvement of the understanding on solar power system for villagers in the 

project site. Procurement of the equipment was implemented timely and there was no problem about 

financial inputs. The level of effectiveness in comparison to the volume of inputs is mostly good; 

however, one part of individual activities such as organizational development and management 

trainings would have been even better by considering inter-connection with other activities to achieve 

the output. 

 

(4) Impact 

At this moment, the Impact of the Project is partly observed and it can be expected that there will be 

more in the future. 

As for BPC, there are some cases that PI activities contributed to improvement of safety and reliability 

of distribution system. It is expected that technical skills for maintenance small and micro hydropower 

by training can contribute to improvement of performance. Regarding technical skills on maintenance 

for solar power system, power supply service will be improved if memorandum of understanding is 

signed with DOE and appropriate maintenance was supported by village technicians trained by BPC. 

To achieve the improvement of the power supply by the new micro hydropower, it may require more 

time for DOE to conduct the detailed planning and to assure the finance for it. 

 

(5) Sustainability 

Prospect for Sustainability of the Project activities is fair at this moment. However, depending on the 

achievement of the remaining activities, there is a possibility to assure higher sustainability. 

As for BPC, if the position of PI activities within BPC remains obscure, this can constrain the 

sustainability, however, PI activities together with O & M equipment supply, assistance for safety and 

O&M manuals and others can contribute to enhancement of the performance based incentive system 

that is stated as an organization strategy, therefore, it is expected those can be continued or utilized to 

some extent by staff’s own initiatives. Solar power development can be promoted once the task of BPC 

is clarified officially. Financial and technical problem have not been identified particularly in BPC. 

Regarding DOE, while technical sustainability of solar power system is envisaged, technical skills and 

knowledge on micro hydropower requires further efforts. In financial aspect, further development and 

establishment of technical capacity will be assured if the governmental or international donor’s fund is 

surely allocated to trainings and promotion of project implementation.  

 

3-3 Factors that have promoted realization of effects 

(1) Factors concerning the planning  

In terms of the planning, the Project responded flexibly to needs of counterpart organizations,  DOE
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and BPC, and determined the content of the training finally. As for the Project design, it was adequate 

to consider it with a view to contributing to the problem solution in their work. t. PI activities focused 

on solving the problems in their work and it was effective to target the trainees who are primarily the 

middle level managers and responsible to tackle with the problems in local area. In case of solar power 

system training, technical guidance in the project site made it possible that the trainees can apply 

immediately what they learned to their daily work.  

 

(2) Factors concerning the implementation process 

Long-term expert, who has a role of facilitator, collected information on the situation of counterpart and 

stakeholder organizations and analyzed them, and then arranged the training and trainers that matches 

the needs of the counterpart organizations. The project implementation structure which consists of one 

long-term Japanese expert and short-term Japanese and third country’s experts contributed to 

implementation of needs-based activities, and also it promoted the smooth management of the Project. 

 

3-4 Factors that have inhibited realization of effects 

(1) Factors concerning the planning 

In this Project, the Project Design Matrix (PDM) was not revised according to the project activities 

specified at the outset of the Project and each activity implemented thereafter and the output of them 

have not been organized logically in PDM. This is one of the reasons why one part of organization 

development and management training activities was not considered sufficiently on inter-connection 

with other activities, contributing to the achievement of the Project output.  

 

(2) Factors concerning the implementation process 

For the Japanese side, English ability of a part of the Japanese experts was identified as an impeding 

factor to promote the understanding of the training content. For the Bhutanese side, regarding micro

hydro power training, attendance rate of training was not constantly assured due to change of staff and 

urgent work, and therefore it was one of the reasons that caused the delay in the progress in capacity 

development.  

 

3-5 Conclusion 

It is expected that the Project is evaluated to be satisfactory at the time of the project completion by 

reinforcing some project components, such as trainer’s training for PI in BPC and micro hydropower in 

DOE. Relevancy of the Project is high, and effectiveness is admitted on the track to achieve the project 

purpose. Some impacts are already observed. Efficiency was satisfactory except for some activities’ 

which have relatively weak link to contribution to the Project purpose. Sustainability of the Project is 

seen in BPC. Sustainability of the Project activities in DOE will be assured by further efforts for 

enhancing the skills and knowledge on micro hydropower. Based on the results of the evaluation, the 

project is expected to be continued by focusing on prioritized fields of cooperation.   

 

3-6 Recommendations  

(For BPC, DOE and JICA) 

(1) Suggestion for PDM version 2 and activities in the rest of the project  

The PDM was revised based on the changes and addition of project activities. In order to achieve the 

project purpose, it is necessary that the activities of each output continue to be logically inputted in 

the rest of the project period.  
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(For BPC, DOE and JICA) 

(2) The input of short-term experts considering the sustainability after the completion of the project.  

Considering sustainability after the completion of the project, the team proposed to reduce the number 

and frequency of dispatch of short-term experts in order to encourage counterparts to engage with 

their own initiatives in activities for the Project.  At the same time, the team suggested to have 

slightly longer dispatch period for each expert in the area requested by the Bhutanese side（PI and 

micro hydropower）, in order to focus more on the transfer of knowledge and techniques from experts 

to counterparts.  

 

(For BPC and DOE) 

 (3) Incorporating the project activities into BPC and DOE future plan / policy 

The team suggests both DOE and BPC to make strategic plan to further utilize the Project outputs in 

each field: PI activity and management, hydropower and solar power.  

 

3-7 Lessons Learned 

1. Lessons Learnt 

(1) Timing of revision of PDM and more efficient implementation of activities 

Due to the lack of specific indicators based on actual activities, one part of the activities could not be 

explained well in inter-linkage among the activities and its contribution to the project purpose. Thus, 

if the monitoring indicators at the time of exante-evaluation are not consistent  with the project 

activities which were specified at the commencement of the Project, at this timing it is very critical to 

revise the PDM based on specified project activities and set tangible indicators to judge the 

achievement of the Project  This is indispensable for the project management and monitoring 

thereafter in order to assure more efficient implementation of project activities. 

  

(2) Needs-based training design and structure of inputs of experts  

In terms of the content of the training course, it is important that the training course entails practical 

exercises for trainees which are directly applicable to their work. In order to conduct the trainings 

based on the needs by trainees, it is also critical to consider the selection and structure of inputs of 

experts. In this project, one long-term Japanese expert and various short-term experts from Japan and 

the Philippines can practically and flexibly deal with the needs from the Bhutanese side.   

 

(3) Inputs of third-country experts 

Among the third-country experts inputs, contribution by the Filipino experts who were trained under 

the JICA project in the Philippines are evaluated to be highly effective. In fact this was a challenge in 

terms of internal tripartite coordination inside of JICA (headquarters, Bhutan office, Philippine office) 

to dispatch the first Filipino experts to Bhutan. It was revealed that the effect of the input was high in 

terms of technical level, teaching methodology, and cost effectiveness. This experience should be one 

lesson to be applied to similar projects in the future.   

 

(4) Synergy effect of Japanese technical cooperation and ODA loan 

The Project is started to support the ODA loan to BPC in technical aspect. Examining the 

achievement of the Project, all project components can contribute to enhance BPC’s capacity of rural 

power supply, in terms of O&M capacity of distribution lines through PI activity and O&M 

equipment supply. The synergy effect of both projects is expected to be high and one of good practice
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of collaboration of technical cooperation and ODA loan  although it should be verified after the ODA 

loan project completion.   
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第１章 終了時評価調査の概要 
 

１－１ プロジェクト背景・概要 

ブータン王国（以下、「ブータン」と記す）政府は、2013年世帯電化率100％を政策目標として

いるが、人口の約70％が生活する農村部の世帯電化率は約6割に留まっている。地方電化は生活環

境の整備が遅れる地方農村部と発展の目覚ましい都市部の間で広がる格差を是正するというブー

タンの優先課題解決の重要な手段と位置づけられている。 

地方電化事業の実施母体であるブータン電力公社（BPC）は、険峻な国土に散在する集落を電化

するという難題に対し、技術面及び経営面のキャパシティが不足しており、持続可能な地方電化

事業構築に総合的な支援が強く求められている。技術面においては、特に国内配電・変電・送電

部門が経験不足で十分な技術力を有しておらず、電力供給の効率化という課題を抱えている。電

力供給管理を効率化すべく、BPCはSCADA/地理情報システム（Geographic Information Systems：

GIS）といった通信制御設備を購入しているが、技術力不足により設備が十分に活用できずにいる

現状がある。経営面においては、不採算である地方電化事業の赤字支出が明確に把握されていな

いなど、財務の透明性に問題を抱えている。地方電化に伴い、BPCの財務負担増が予想されるため、

配電網の損失低減、電気料金徴収、運用管理体制構築のための人材育成が必須である。また、独

立系統ではコミュニティによる運営維持管理が進められており、持続的な地方電化事業が実施で

きるような体制構築や人材育成が求められている。 

このような状況を改善すべく、JICAは「地方電化マスタープラン」（開発調査：2003年－2005年）、

電力設備専門家派遣（2007年－2008年）、及び「地方電化事業」（有償資金協力：2007年－2012年）

を実施しており、これらの成果を踏まブータン政府からわが国への協力要請に基づいて2008年6月

から2011年6月まで3年間の計画で技術協力プロジェクト「ブータン国地方電化推進プロジェクト」

を開始した。 

今回の終了時評価調査は、本プロジェクトについて現地調査やブータン政府関係者との協議を

実施し、プロジェクトに係る協力内容及び投入結果につき、評価5項目（妥当性、有効性、効率性、

インパクト、自立発展性）の観点から評価することを目的とする。また、終了時評価を通じて、

今後類似案件に活用できる教訓を導き出すことを目的とする。 

 

１－２ 調査団派遣の目的 

 （1）プロジェクト活動の実績、成果達成状況について評価・確認を行い、5項目評価（妥当性、

有効性、効率性、インパクト、自立発展性）の観点から検証する。 

 

 （2）事前評価時PDMからの活動やアウトプットの変更点とその背景を整理・分析し、PDMを修

正し、関係者と合意する。 

 

 （3）評価結果（PDMの修正を含む）に基づき、プロジェクトに対して活動終了に向けた留意事

項等を提言するとともに、協力期間終了後の取るべき対応策について協議し、その結果を

両国政府関係機関に報告提言する。 

 

 （4）今後、類似案件が実施される場合に、その案件を効率的に立案・実施するために、本協力
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の実施による教訓を取りまとめる。 

 

１－３ 調査団構成 

No. 分野 

Assignment 

氏名 

Name 

所属 

Occupation 

派遣期間 

（到着－出発）

Period（Arr.- Dep.）

1 団長/総括 

Team Leader 

米田 一弘 

Kazuhiro 

YONEDA 

JICA産業開発部 部長 

Director General, 

Industrial Development Department, JICA 

8月4日－8月9日 

2 協力企画 

Coordination 

Planning 

冨谷 武史 

Takeshi 

TOMITANI 

JICA産業開発部資源エネルギーグループ

電力課 職員 

Staff, Electric Power Division, Natural 

Resources and Energy Group, Industrial 

Development Department, JICA 

8月1日－8月13日 

3 評価分析 

Evaluation 

Analysis 

三島 光恵 

Mitsue 

MISHIMA 

OPMAC株式会社 海外事業部 次長 

Deputy General Manager, Overseas Project 

Department, OMPAC Corporation 

7月25日－8月13日

 

１－４ 現地調査日程 

No. 月日 米田団長 冨谷団員 三島団員 

1 7/24（土） 
  成田－バンコク（ JL717：

11：00-15：35） 

2 7/25（日） 
  バンコク－パロ（KB131：

05：50-08：55） 

3 7/26（月） 

  打合せ（JICA、プロジェク

ト専門家） 

カウンターパート表敬（GM

他） 

4 7/27（火） 
  BPCヒアリング（マネジメ

ント） 

5 7/28（水） 
  DOE（ヒアリング（小水力、

太陽光） 

6 7/29（木） 
  BPCヒアリング（マネジメ

ント、配電） 

7 7/30（金） 
  Begana訓練センター視察 

打合せ（JICA） 

8 7/31（土） 
 成田－バンコク（ JL717：

11：00-15：35） 
書類整理 

9 8/1（日） 

 バンコク－パロ（KB131：

05：50-08：55） 

JICA打合せ、団内打合せ 

団内打合せ資料作成 

 

午後：団内打合せ 
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10 8/2（月） 

 Wangdue移動 

太陽光発電サイト査察（Tsirang Dzonkhag） 

Damphuへ移動 

11 8/3（火） 成田－バンコク 
ESD in Wandue and Phunakha ヒアリング 

Thimphuへ移動 

12 8/4（水） 

バンコク－パロ 

（KB131：0550-0855）

午後：JICA打合せ、

団内打合せ 

午前：M/Mドラフト作成 

午後：団内打合せ 

13 8/5（木） 

10：00 DOE表敬 

11：00 Begana訓練センター視察 

14：00 M/M協議 

午前：M/Mドラフト修正

14：00 M/M協議 

14 8/6（金） 

午前：書類整理（米田部長はGNHコミッション表敬） 

15：00 M/M最終打合せ 

16：00 M/M署名、JCC 

15 8/7（土） サイト（小水力発電所）視察（Trongsa） 報告資料作成 

16 8/8（日） 書類整理 

17 8/9（月） 

午前：事務所報告、

PI活動最終プレゼン

テーション視察 

午後：パロ－バンコク

午前：事務所報告、PI 活動最終プレゼンテーション視察

午後：第三国（フィリピン）専門家派遣に関する協議

（DOE、BPC） 

円借款事業への技プロの貢献についての協議（BPC） 

18 8/10（火） －成田着 パロ－バンコク（KB130：11：40-16：35） 

19 8/11（水） 

 バンコク－マニラ（TG520：9：05-13：20） 

15：00 JICA打合せ（終了時評価調査に関するフィードバ

ック、今後のフィリピン専門家派遣について） 

16：30 DOE打合せ（今後のブータン技プロへの協力、及

び、その後のJICA他事業に対する協力について）

20 8/12（木） 

 10：00 フィリピン事務所打合せ（現在のフィリピンDOE

との協力について） 

11：00 資料整理 

14：00 ADBとの打合せ 

21 8/13（金） 

 9：00 JICA事務所報告及びブータンプロジェクトへの今

後の投入について 

マニラ－成田（JL742：14：25-19：50） 
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１－５ 主要面談者 

 １－５－１ ブータン側関係者 

氏名 役職 組織・機関 

Dasho Sonam TSHERING Secretary Ministry of Economic Affairs 

Mr. Rinchen WANGDI Chief Program Coordinator 
Development Cooperation 

Division, GNH Commission 

Mr. Yeshi WANGDI Director DOE 

Mr. Mewang GYELTSHEN Head RED, DOE 

Dasho Bharat TAMANG Managing Director BPC 

Mr. Kinley DORJEE General Manager DCSD, BPC 

Ms. Chhomo RINCHEN General Manager HRAD, BPC 

Mr. Mr. Suresh NEPEL General Manager RED, BPC 

Mr. Heruka ZANGPO Manager CMTD Begana,DCSD, BPC 

Dasho Pemba WANGCHUK Dzongda Tsirang District 

Mr. Pasang TOBGAY Assistant Engineer Tsirang District 

 

 １－５－２ ドナー側及びフィリピン側関係者 

氏名 役職 組織・機関 

Kaoru OGINO Senior Energy Specialist Energy Division, South Asia 

Department, ADB 

Hiroki KOBAYASHI Senior Energy Specialist Energy Division, South Asia 

Department, ADB 

Francesco TORNIERI Senior Social Development 

Specialist （ Gender and 

Development） 

Office of the Director General, 

South Asia Department 

Mario C. Marasigan Director Renewable Energy Management 

Bureau, DOE（Pilippines） 

 

 １－５－３ 日本側関係者 

氏名 役職 組織・機関 

仁田知樹 所長 JICAブータン駐在員事務所 

ドイル恵美 企画調査員 JICAブータン駐在員事務所 

 

１－６ 団長所感 

本調査では、プロジェクト期間が10カ月残っていることから、プロジェクトの実績・達成状況

を確認・評価するだけでなく、終了時評価調査の結果を基にしたPDMの再整理までを行った。 

プロジェクトの実績・達成状況に関しては、おおむね期待どおりの活動が実施されており、プ

ロジェクト目標及びアウトプットの達成状況も良好であることを確認した。また、本プロジェク
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トは、長期専門家、短期専門家、第三国専門家の派遣を組み合わせ、ブータン側のニーズに柔軟

に対応しており、カウンターパートの技術能力の高さも考慮した活動を継続して実施している。

特に、フィリピン専門家の派遣については、過去にフィリピンにて実施した技術協力プロジェク

トにて育成された人材が投入されており、ブータン側だけでなく、フィリピン側の人材育成にも

寄与していることが確認された。第三国専門家派遣を通じた南南協力の1つの優良事例として提示

したい。 

また、現在実施中の有償資金協力「地方電化事業」にて進行中の配電線の延伸を支援している

が、本技術協力プロジェクトでは、配電線の保守管理能力の向上に役立っており、有償資金協力

と技術協力の連携という点でも良い事例を提示していると考える。 

残りのプロジェクト期間においては、今回関係者間で合意したPDM修正版及び提言に基づき、

今後の行動計画を再整理し、プロジェクト目標達成及びプロジェクト終了後の自立発展性に寄与

する活動が実施されることが重要である。プロジェクト終了後の協力については、有償資金協力

との連携や他ドナーの活動状況についても考慮しながら、検討する必要がある。 
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第２章 終了時評価の方法 
 

２－１ プロジェクトの概念と運営管理の現状 

本プロジェクトは、事業開始時から終了時評価時点までにおいて、事業内容に即してPDMの項

目の整理とアウトプット、プロジェクト目標、上位目標の指標が修正されておらず、PDMの指標

に基づいたプロジェクト運営管理はなされていなかった。事前評価時に研修内容の詳細がまだ具

体化されていなかったので、達成度をモニタリングする具体的な目標数値は、プロジェクト開始

時にもう一度見直すように推奨されていた。プロジェクト開始時、第1回合同調整委員会（Joint 

Coordination Committee：JCC）において協力内容が見直され、研修内容がより具体化したので、そ

の時点でPDMのアウトプットの見直しと具体的な指標の設定を行う必要があったが、事前評価時

以降、PDMの見直しはなされず、今次終了時評価の実施に至っている。 

プロジェクトの運営管理は、プロジェクト開始の初年度前半までは事前評価時の活動計画（Plan 

of Operation：PO）が参照されていたが、プロジェクト内容変更に伴ってPDMが修正されなかった

ため、当初のPOによるプロジェクトの運営が困難となった。実態として、本プロジェクトの運営

管理は、プロジェクト目標である「BPC及びDOEの制度面及び技術面の能力強化」以下の4つのコ

ンポーネントに分けてなされていた。 

 

制度面の 

能力強化 

マネジメント能力向上のための優先課題解決（PI）活

動（Priority Issue Solving Activity）（オングリッド） 
BPC担当 

   

マイクロ水力発電研修（オフグリッド） DOE担当 

太陽光発電研修（オフグリッド） BPC及びDOE担当 技術面の 

能力強化 地方電力供給（オングリッド（配電技術）に関する機

材供与やマニュアル作成支援） 

BPC担当 

（一部DOEにも供与）

図２－１ プロジェクトコンポーネント 

 

本プロジェクトでは、上記の制度面及び技術面の能力強化について、どのようなアプローチで

取り組むのか、その概念をそれぞれ次のように示して、プロジェクトの運営を行っていた。 

制度面の能力強化に関する本プロジェクトの取り組みは、図2-2に示すとおり、中間管理職向け

の優先課題解決活動（Priority Issues Solving Activities：PI）研修を中心に実施されている。また、

初年度にPI活動の補完として2つの活動が行われた。1つは部長レベルの上層部向けのマネージメ

ント研修（Management Training）であり、もう1つは上層部のほか各部署の代表職員を対象とした

組織開発（Organizational Development）ワークショップである。 

技術面の能力強化については、図2-3に示すとおりである。BPCへの機材供与及びマニュアル作

成のアドバイスなどを通じて、オングリッド配電技術（On-grid Rural Power Supply）の能力強化を

支援しているほか、DOE及びBPC向けに、オフグリッドのマイクロ水力発電のフィージビリティ・

スタディ（F/S）に関する研修や太陽光発電の技術能力強化研修を行っている。 
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出所：プロジェクト進捗報告書（3） 
注：GMs：General Managers（部長）、ESD：Electricity Service Division 地方支店 

図２－２ 制度面の強化の概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出所：技術協力プロジェクト事業進捗報告書（3） 
注：MHP：Micro hydropower plant、PV：Photovoltaics 

図２－３ 技術面の強化の概念図 

 

２－２ 今次終了時評価調査の留意点 

プロジェクトの現状を踏まえ、今次終了時評価においては、プロジェクト終了時までの残りの

10カ月間に実施すべき優先事項を分析するために、PDMの修正及び指標の設定を主目的として評

価作業を行った。 

まずは、事前評価時の当初PDMからどのようにプロジェクト計画を変更したのか、また、その

変更は適切であったのか、という観点からプロジェクト実績を整理した。次に、プロジェクト関

係者と確認したうえで、プロジェクトがめざしている方向性、プロジェクト活動、アウトプット 

 

 

Top 

Management

Middle 

Management

General 

Employee 

Management Training 
(by Japanese Experts, Indian  

Instructor) 

Priority Issue Solving 
Activity 

(by Japanese Experts)

Organization Development
(by Bhutanese consultant) 

JICA Project Activity 

 

Rural Power Supply (on-grid) 
(by BPC Begana Instructors,  

Equipment, Technical Manuals) 

Micro Hydropower Training 
(by Japanese Experts, Equipment) 

Solar Photovoltaic Training 
(by Third -country Experts, Equipment) 
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e Energy 
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Off-Grid On-Grid 

PV 
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MHP

PV

Service 
Centers

Training for Feasibility Study & Equipment 

Operation and Maintenance 
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Central  
Level 

Dzongkhag 

(District) 
Level 

Community 

Level 
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Electricity 
Service 
Division

 

Trainers’ Training

District Training 

Equipment、
Advices for 
manuals, 
etc. 

JICA Project Activity 

Trainers’ Training & Equipment
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を再整理し、具体的指標の追加などを含め、PDMの改訂を行い、現時点での達成度を評価した。

最後に、残り期間のプロジェクトの運営管理を目的としたPDM修正版を提示した。 

 

２－３ 主な調査項目と評価設問（評価グリッド） 

本終了時評価においては、まずプロジェクト実施実績と実施プロセス分析についてレビューを

行った。5項目評価は下表の視点が特に重要と考えた。（プロジェクト実績及びプロセスの評価設

問及び5項目評価設問に関する詳細は、付属資料1. ANNEX13 評価グリッドを参照。） 

 

表２－１ 本プロジェクトの評価5項目の重点事項 

評価5項目 本プロジェクトの場合の評価の視点 

妥当性： プロジェクト開始以降、ターゲット・グループをとりまく組織や環境の変化

により、ニーズの変化が生じていないか確認する。 

プロジェクト目標や上位目標からみたプロジェクト・デザインやアプローチ

の適切性について評価を行う。 

有効性： 能力向上についてはPDMにて具体的な指標設定がされていないため、CP機関

の対象職員の能力向上は技術面及び制度面において、BPCとDOEを対象に具

体的に「どのような点で、どのようなレベル」までの能力向上が目指されて

いたのかを明確に定義し、評価を行う。また、C/P機関以外の関係者も対象

に含まれるところがあるので、能力向上関係者の範囲も正しく確認し、評価

を行う。 

能力向上評価については、ブータン側実施機関、日本人専門家、評価団の評

価をあわせて総合評価を行う。 

効率性： 投入―活動―アウトプット達成の促進、阻害要因について確認する。（特に機

材投入のタイミング、日本人長期専門家1名と短期専門家数名、ローカルや

第三国専門家の投入形態の効率性について確認する。） 

インパクト 上位目標の達成見込みは、BPC内及びDOEのターゲット・グループの範囲を

整理し、どのような波及効果まで見込まれているかを分析して評価する。 

そのほか、各方面（政策、社会、文化面等）のインパクトの有無などを確認

する。 

自立発展性 ブータン側実施機関の意欲、実施機関側の組織体制の中での本事業の位置づ

け、その他関連機関（モデルサイトの県政府など）の動向、本事業による制

度の人員・資金手当て見込み、活動の継続性・発展性について確認する。 

 

 なお、本プロジェクトは有償勘定による技術協力案件であることから、現在実施中の有償資金

協力「地方電化事業」への貢献についても現時点で検証可能な範囲で述べる。 

 

２－４ 情報・データー収集方法と分析 

 ２－４－１ 既存情報・データーによる分析 

JICA本部及びプロジェクト側からの下記の提出情報の整理、分析を行った。 

✓ 長期専門家のプロジェクト進捗報告書、短期専門家の報告書、プロジェクト関連書

類をベースに投入の計画/実績、活動計画と実績の比較（課題とその対応状況含む）、

アウトプット、プロジェクト目標、上位目標の指標の再定義と達成度の分析 
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✓ 実施運営体制の機能に関する情報の確認 

✓ 日本人短期専門家による研修対象者評価（PI活動の最終発表時評価、水力、太陽光の

理解度テスト結果等既存のもの） 

✓ プロジェクトの成果品の確認（マニュアル、教材等） 

 

 ２－４－２ アンケート及びインタビュー調査 

本プロジェクトの有効性、インパクトを評価するうえで研修を行った対象者にインタビュー

を行った。プロジェクト活動である研修が多岐にわたっていたが、研修生へのアンケート及び

グループディスカッションについては、主要な長期的研修（PI活動、太陽光発電、マイクロ水力

発電）について行った。 

その他の単発的な研修、例えばプロジェクト初年度において実施されたインド人講師による

マネジメント研修、組織改革についてのローカルコンサルタントによる組織改革支援の研修の

有効性については、PI活動の補完活動としての位置づけとされており、主に日本人専門家とC/P

からの意見で判断することとした。 

 

表２－２ アンケート、インタビュー対象者と実施方法 

目的 対象者 方法 

（1）日本人専門家 プロジェクト・リーダー、研修コ

ーディネーター現在プロジェクト

に従事している短期専門家（配

電・マネジメント3名、水力2名）

計7名 

（2）フィリピン人専門

家 

太陽光専門家の3名 

（うち、2名はフィリピンの地方に

いるため、意見徴収は電子メール

にて可能な範囲で行った。） 

1.プロジェクト実施者

による実績、実施プ

ロセス、ターゲッ

ト・グループへの能

力向上に関連する意

見徴収 

 

（3）ブータン側カウン

ターパート（C/P）

BPC2名及びDOE1名の3名 

質問票による回答＋イ

ンタビュー（あるいは記

入回答のみ回収）で意見

を聞く。 

（1）優先課題解決活動

（PI）研修対象者

（配電・マネジメ

ント） 

（1年度目 研修対象者） 

BPC職員地方営業所（ESD）マネー

ジャー、本部人材部職員20名 

（2年度研修対象者） 

地方電化部など他部署の中間管理

層20名 

（2）マイクロ水力研修

対象者 

DOE職員6名 

（評価時点でDOEに所属する職

員） 

2.能力向上対象のター

ゲット・グループの

自己評価と本プロジ

ェクトに関する意見

徴収 

（3）太陽光研修対象者 フィリピン第三国専門家の研修対

象のBPC Begana訓練センター4名、

Tsirang ESD1名、DOE職員5名、県

政府職員5名、民間業者4名 

（＊上記のうち、実際にはBegana

訓練センタートレーナー2名、DOE

職員5名、県政府職員1名、民間業

者1名から直接インタビューある

いは質問票に対する回答にて情報

を収集） 

質問票を配布し、回答の

み回収、あるいはサイト

訪問をする場所では、直

接関係者インタビュー、

あるいは、フォーカスグ

ループディスカッショ

ン 
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２－４－３ サイト視察 

下記のプロジェクトに関連するサイトの視察及び関係者へのインタビューを行った。 

✓ 機材の運営・利用状況（Begana訓練センター） 

✓ Wangdue及びPunakaの地方営業所の視察、関係者インタビュー 

✓ 太陽光パイロット・プロジェクトサイト（Tsirang）の確認及び関係者インタビュー 

 

２－４－４ ブータン側以外の関係機関との意見交換 

今次評価調査においては太陽光発電についてのフィリピン第三国専門家を投入し、その効果

が評価されることから、ブータンにおける評価調査後、フィリピンを訪問し、以下の点につい

て意見交換を行った。 

✓ フィリピンDOEへの本プロジェクト評価フィードバックと今後の展望に関する意見

交換 

✓ ADBと今後のブータン地方電化支援に関する情報・意見交換 

 

２－５ 事前評価時PDMの見直し 

PDM指標がないまま、プロジェクト管理が行われていたため、現段階でプロジェクト活動、成

果、目標及び上位目標に対するプロジェクト側の理解及び達成度を確認しつつ、PDMを修正した。

主要な修正点は、第3章の3-4に後述する。 

 

２－６ 調査・評価上の制約 

２－６－１ 終了時評価時点でのPDM指標の設定 

PDM指標に基づく運営・管理が行われたという前提がないと本来的なPDMに基づく評価分析

とならない。本プロジェクトではPDM指標が具体的に設定されておらず、プロジェクトが潜在

的にめざしていた方向性とプロジェクト実施期間内で達成すべきと思われる指標を事後的に設

定しているため、厳密な計画・実績の比較分析には限界があった。 

 

２－６－２ アンケート及びインタビュー対象者範囲とアンケート回収率 

本プロジェクト終了時評価の実施時点では、2年目のPI活動研修は修了しておらず、1年目の研

修のみがすでに修了していた。1年目の研修参加者に対しては、その後時間が経過していたため、

研修終了後の研修成果の業務への適用度などについて質問した。2年目の研修参加者については、

研修修了前であったため、研修内容の理解度や適切性などが主な質問事項となった。 

PI活動研修の参加者については、首都ティンプーのみならず、全国の地方支店のマネージャー

やスーパーバイザーが対象者となっていた。電子メールにてアンケート回収を試みたが、地方

によっては通信設備が整備されておらず、回収率は約60％程度にとどまった。また、優先問題

解決活動のグループインタビュー対象者については、主にティンプー本店及びその近郊にて勤

務している2年目参加者が中心となった。 
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第３章 プロジェクトの実績 
 

３－１ プロジェクトの実施体制 

プロジェクト活動の各コンポーネントの実施体制は図3-1に示すとおりである。BPCに関しては、

配電・顧客サービス部（Distribution and Customer Services Division：DCSD）部長と人事総務部（Human 

Resource and Administration Department：HRAD）の部長が主要カウンタパートとなり、PI解決活動、

配電線による地方電力供給に関する機材供与、機材活用推進のための研修、太陽光発電研修が行

われている。BPC顧客サービス部の中でも首都Thimphuから車で30分程に位置するBeganaにある中

央メインテナンス・研修課（Central Maintenance &Training Division、Begana訓練センター）を中心

として各活動を行っている。DOEに関しては、再生可能エネルギー課課長をプロジェクト実施の

主要カウンターパートとし、マイクロ水力担当職員、太陽光発電担当職員に対し、トレーニング

を行っている。 

JICA専門家は、長期専門家が研修プログラム調整・ファシリテーターとしてBPCに常駐し、研

修ニーズを分析し、研修内容及び講師となる専門家を調整し研修を実施する体制をとっている。

また、研修ニーズや研修目的に応じて、フィリピン、インド、ブータン国内の専門家やトレーニ

ング講師等を登用してプロジェクトを実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：プロジェクト資料 

図３－１ プロジェクト実施体制図 

 

 PI活動においてはマネジメント専門家及び配電/変電技術専門家を投入しており、PI活動の指導

を行う他、機器調達支援やアドバイスも行っている。また、マイクロ水力発電研修においては、

水力土木及び水力電機の専門家を定期的に投入し、マイクロ水力発電分野の知識及び技術力の向

上のためのOJT研修を実施している。太陽光発電においては、フィリピンなどの第三国専門家の投

入を主としており、Tsirang県をモデルサイトに選定し、Tsirang県政府の技術職員、村民、民間サ

プライヤーも実施に携わっている。 
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３－２ プロジェクトの実績（投入、アウトプット、目標達成度） 

３－２－１ 投入実績 

  （1）日本側投入実績 

1）専門家派遣 

事前評価時の計画では、日本人専門家については、長期専門家1名（地方電化訓練プロ

グラム支援）と必要に応じて短期専門家を3名以上（配電技術、マネジメント、オフグリ

ッド電化等）を派遣することが計画されていた。2010年7月末時点の実績では、計画どお

り、長期専門家1名（研修プログラム調整・ファシリテーター）と短期専門家10名が派遣

された。長期専門家の合計人/月（Man/Month：M/M）は25M/M、短期専門家派遣の合計

M/Mは、17.55M/Mとなっている。各担当分野別の詳細は表3-1に示すとおりであり、マネ

ジメント分野の投入は合計6.14M/M、配電技術分野は合計6.94M/M、オフグリッド分野（マ

イクロ水力）は合計4.47M/Mの実績となっている。 

 

表３－１ 分野別日本人専門家の投入実績（2010年7月末時点） 

専門家

タイプ 
担当分野 人数 派遣回数 総派遣回数 

Man/Month

（M/M） 

長期 研修監理 1名 1回 ＝1人・回 25.00

短期 事業運営総括（マネジメント） 1名 5回 ＝5人・回 2.08

短期 経済財務分析（マネジメント） 1名 6回 ＝6人・回 3.04

短期 人材育成（マネジメント） 1名 3回 ＝3人・回 1.02

短期 配電技術 1名 6回 ＝6人・回 3.04

短期 変電技術 1名 5回 ＝5人・回 2.38

短期 配電技術（現場指導） 2名 1回 ＝2人・回 1.52

短期 オフグリッド総括 1名 7回 ＝7人・回 2.75

短期 オフグリッド 

（マイクロ水力・電機） 

1名 3回 ＝3人・回 0.86

短期 オフグリッド 

（マイクロ水力・土木） 

1名 3回 ＝3人・回 0.86

合計（短期専門家のみ） 10名 9回 40人・回 17.55

出所：プロジェクト資料より計算。 

 

第三国専門家あるいはブータンの専門家が実施した投入実績はのとおりであり、太陽光

発電についてはフィリピンの第三国専門家が主な投入となった。他に、単発で実施した太

陽光発電及びマネジメントの研修についてはアメリカ人とインド人、組織開発ワークショ

ップについてはブータン人の専門家（コンサルタント）を投入した。 

 



 

－13－ 

表３－２ 第三国専門家/コンサルタント投入実績（2010年7月末時点） 

出身国 担当分野 人数 派遣回数 総派遣回数 Man/Month（M/M）

フィリピン 太陽光発電 3名 2回 ＝5人・回 4.05

アメリカ 太陽光発電 1名 1回 ＝1人・回 0.46

インド マネジメント 1名 3回 ＝3人・回 0.33

ブータン 組織開発 1名 1回 ＝1人・回 5.00

合計 6名 7回 10人・回 9.84

出所：プロジェクト資料より計算。 

注：組織開発のコンサルタントはブータン国内のコンサルタントであるため、契約期間を積算。 

 

2）機材供与 

事前評価時はBPCに対し、不足している配電の運用・保守トレーニング用機材一式を必

要に応じて供与する計画であった。 

実績においては、BPCへ配電の運用・保守及びトレーニング用機材一式を供与したほか、

BPCとDOEに対し、太陽光発電用機材一式（Tsirang県のモデルサイト住民への供与及び運

用・保守・トレーニング用機材としての供与）、マイクロ水力発電機の運用・保守及びト

レーニング用機材一式が供与された。モデルサイトのプロジェクト2年度終了時期までの

供与機材全額は、約1,623万ニュルタム（参考：円貨換算額では約3,083万円、2010年7月レ

ート：1ニュルタム＝1.9円で計算）であり、うち、63％がBPC向け、37％がDOE向けに供

与された。なお、供与された機材は適切に使用・管理されている。 

 

表３－３ 機材供与金額実績（2010年7月末時点） 

単位：ニュルタム 

供与対象機関 1年度 2年度 合計（全体からの割合） 

BPC 2,839,890 7,357,800 10,197,690（63％） 

DOE 1,542,212 4,382,970 5,925,182（37％） 

Tsirang県政府 - 104,000 104,000 

合計 4,382,102 11,844,770 16,226,872 

出所：プロジェクト資料より計算。 

 

3）カウンターパート機関職員の本邦/第三国研修 

事前評価では、ブータン側からの要望に応じ臨機応変に対応できるような形態が計画さ

れており、海外の研修先は日本あるいはタイなどの第三国等、訓練内容によって 適な研

修が受けられる場所を選択することが望ましいとしていた。 

実績では、BPCから2名、DOEからの1名の主要カウンターパート3名を対象にプロジェク

ト初年度に地方電力供給（Rural Power Supply）の研修を日本にて行った。他にもDOE職員

に対してはエネルギー政策の研修、BPC職員に対しては地方電力供給マネジメント

（Management on Rural Power Supply）研修が実施され、合計13名が本邦研修を受けている。

第三国研修については、ラオス、インド、フィリピンにおいて合計11名が研修を受講した。 
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表３－４ 本邦/第三国研修の実施実績（2010年7月末時点） 

実施年度 対象者 研修テーマ 参加人数 研修場所 

2008年 BPC及びDOEの主要C/P Rural Power Supply 3名 日本 

2008年 DOE職員 Promotion of Rural Electrification 2名 ラオス 

2009年 DOE職員 Energy `Policy（集団研修） 1名 日本 

2009年 BPC職員 Management on Rural Power Supply 10名 日本 

2010年 BPC職員 Practical Project Management 1名 フィリピン

2010年 DOE職員 Energy `Policy（集団研修） 2名 日本 

2010年 BPC職員 Advanced Maintenance Management 8名 インド 

出所：プロジェクト資料 

注：C/P：Counterpart 

 

4）現地活動費 

2010年7月末時点で、日本側が投入した現地活動費は約4,052万円（2010年7月時点の為替

レート、1円＝88.66米ドル、1ニュルタム＝1.908円）であった。現地活動費は、ワークシ

ョップ実施経費、第三国専門家やコンサルタントの投入に必要な費用、国内旅費や第三国

研修費等になどに使われた。 

 

  （2）ブータン側投入実績 

1）カウンターパートの配置 

計画どおり、下記のように配置されていた。明示的にここには入っていなかったが、BPC

のManaging Director（MD）もキーパーソンとしてJCCの際には協力内容の承認を行ってい

た。そのため、2010年8月以降、以下のとおり、より実態に即したカウンターパートの配

置に変更することを合意した。 

 

（変更前） 

・ Project Director：Director General, DOE 

・ Senior Project Manager：General Manager of Human Resource and Administration Dept., 

BPC 

・ Project Manager：General Manager of Distribution Customer Service Dept., BPC 

・ Project Coordinator：Division Head, Renewable Energy Division, DOE 

（変更後） 

・ Project Advisor：Director General, DOE 

・ Project Director：Managing Director, BPC 

・ Project Manager（Technical-BPC）：General Manager of Distribution Customer Service Dept., BPC 

・ Project Manager（Human Resource Development）：General Manager of Human Resource and 

Administration Dept., BPC 

・ Project Manager（Technical-DOE）：Division Head, Renewable Energy Division, DOE 
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2）予算手当て（現地活動費） 

ブータン側（BPC及びDOE）では約1,051万ニュルタム（2010年度に日本側供与機材と同

様のものをその後BPCが購入した分も含む）の予算手当てがあった。加えて、交通費やオ

フィス用品についても手当がなされた。 

 

3）オフィスやその他設備の提供 

計画どおり、プロジェクトのための専門家執務室やトレーニングに必要な施設などはブ

ータン側から提供された。 

 

３－２－２ 活動実績 

プロジェクト活動は、3つのプロジェクト活動分野、すなわち、マネジメント分野（PI活動、

マネジメントトレーニング、組織開発）、マイクロ水力、太陽光発電に分けて実施されていた。 

事前評価時に計画されていた活動計画と活動実績を比較すると、ほとんどの活動は実施され

ているといえるが、第1回JCC開催時（2008年9月）に以下のとおり活動が変更されていた。（付

属資料2-Annex5及び13参照） 

 

 BPCの訓練内容については、Begana訓練センターのトレーナーに対する支援が中心となるこ

と（特にアウトプット2の機材供与、アウトプット3のガイドライン・マニュアル作成、アウ

トプット4のトレーナーの能力強化）が想定されていた。しかし、トレーナーの技術能力レ

ベルを考慮し、PI活動を通じたマネジメント能力・技術向上を目的とした研修を中心に活動

を実施することとなった。また、上層マネジメント職員に対する研修も実施されることにな

った。 

 

 太陽光発電についてはモデルサイトを対象とした活動等が増えたため、事前評価時よりも

DOEの活動が増えた。 

 

 オングリッドの新技術（配電システムの遠隔モニター、コントロールの自動システム、日本

の無償資金協力によって建設された既存の小規模水力発電所の系統連系など）の紹介につい

ても要望があり、それらについても活動に追加された。 

 

上記の活動修正については、日本側及びブータン側双方で合意し、計画どおり実施された。 

ただし、上記の修正に伴い、PDMの枠組みの中で修正理由を明らかにし、記述や具体的指標

の設定についても修正して双方の合意がなされることが必要であったが、この時点では、PDM

の枠組みの中での見直しが行われなかった。 
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３－２－３ アウトプット 

【アウトプット1】 

地方電力供給に焦点をあて、制度面のアセスメントに基づき、総合訓練プログラムが策定さ

れる。 

【指標】 

（事前評価時） 

・策定あるいは更新した長期・短期的な（運用保守に関する）制度と人的資源開発方針 

・地方電力供給に焦点をあてた総合的訓練プログラム 

・優先的訓練の詳細コース内容 

 

（終了時評価時修正・追加指標） 

〔オングリッドシステム：BPC〕 

・策定あるいは更新した長期・短期的な（運用保守に関する）制度と人的資源開発方針 

・地方電力供給に焦点をあてた優先課題解決活動（TQM*のPI Activities）の総合的訓練プ

ログラム 

・優先課題（PI）活動の研修コース内容 

 

〔オフグリッドシステム（マイクロ水力、太陽光発電）：DOE〕 

・マイクロ水力発電について策定されたトレーニング計画 

・太陽光発電について策定されたトレーニング計画 

＊TQM＝Total Quality Management

 

  （1）指標修正・追加と理由 

事前評価当時はアウトプット1については、DOEの意向も踏まえつつ、BPCを中心とした

総合訓練プログラムの策定が想定されていたが、実際にはオフグリッドのマイクロ水力発

電や太陽光発電についても直接DOE職員を対象とした指導が個別に行われた。したがって、

終了時評価ではトレーニング計画の策定について、対象組織別に指標を設定した。また、

BPCに対する優先的な訓練プログラムを「優先課題解決活動」とした点について明確にした。 

 

  （2）達成度 

アウトプット1は達成したと判断した。 

プロジェクト開始当初に長期日本人専門家及び主要カウンターパートにてBPCとDOEの

各組織の組織分析と能力強化のニーズアセスメントを行った。また、人材開発総務部長に

よると、指標1-1の長期・短期的な運用保守に関する制度については、本プロジェクトの活

動（マネジメント、組織改革ワークショップ）により2010年7月に更新された“BPC Service 

Rules & Regulations”の組織構造の改革と新規組織図の提案に貢献したとの報告があった。

また、同部の職員が参照する“Human Resource（HR）Manual”の更新にも役立った。 

「優先課題解決活動」トレーニング計画や研修内容については、初年度にすでに策定さ

れた。マイクロ水力発電及び太陽光発電の研修計画と内容はすでに策定された。 
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【アウトプット2】 

（事前評価時） 

 Begana訓練センター設備が拡充される。 

 

（終了時評価時） 

 地方電力供給のための訓練機材が拡充される。 

【指標】 

（事前評価時） 

 訓練のために必要な機材設置・利用 

 

（終了時評価時修正・追加指標） 

〔オングリッドシステム：BPC〕 

・配電とマイクロ水力（オフグリッドのものも含む）のメインテナンスや点検に必要な機材

が保持され、研修のために利用される。 

 

〔オフグリッドシステム（太陽光発電システム）：DOE及びBPC〕 

・太陽光発電システムに必要な機材が保持され、研修のために利用される。 

 

  （1）アウトプットの記述及び指標修正・追加と理由 

アウトプット2では主にBegana訓練センターに対して機材供与を予定していたが、その後

の活動の変更により、DOEやモデルサイトのTsirang県にも一部機材が供与されたため、

「Begana訓練センターの」と場所を特定した記述を変更し、「地方電力供給のための訓練機

器」とした。また、機材内容や利用目的ごとに指標を修正した。 

 

  （2）達成度 

アウトプット2は達成したと判断した。 

Begana訓練センター、DOE、Tsirang県に対し、機材は年度計画どおり供与され、研修の

ために利用されていることが確認できた。その後、機器の故障などの問題は現時点では報

告されていない。Tsirang県においては、実地の技術支援トレーニングを行うと同時に、2013

年までにグリッド延伸が困難なTsirang県の52世帯に対し太陽光発電システムが供与され利

用されている。 

 

【アウトプット3】 

地方電力供給のためのガイドラインとマニュアルが作成される。 

【指標】 

（事前評価時） 

・作成された必要なガイドラインとマニュアル 

 

（終了時評価時修正・追加指標） 

〔オングリッドシステム：BPC〕 

・優先課題解決活動（TQM PI Activities）の研修教材 

・見直し/修正された配電システムO&Mや安全管理マニュアル 
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〔オフグリッドシステム（マイクロ水力）：DOE〕 

・F/Sマニュアル 

 

〔オフグリッドシステム（太陽光発電）：DOE及びBPC〕 

・メインテナンスマニュアルと教材 

 

  （1）指標修正・追加と理由 

事前評価時は、アウトプット3の対象は主にBPCとし、Begana訓練センターのトレーナー

を対象としたガイドライン、マニュアルの作成が活動として想定されていた。その後の第1

回JCCのミーティング時において、必ずしもトレーナーのみを対象とするのではなく、各活

動分野でそれぞれの目的でマニュアルが作成または更新されていたため、現状を反映して

指標を修正した。 

 

  （2）達成度 

おおむね達成しつつあると判断した。 

PI活動のトレーニング用ガイドライン、教材等はすでに準備された。安全マニュアルとガ

イドラインについては日本人専門家の指導のもとに更新された。O&Mマニュアルについて

は、日本人専門家のアドバイスに基づいた修正は終了していない。 

マイクロ水力発電のF/Sマニュアルについては、DOEの再生可能エネルギー課と協議しつ

つ、全体の80％程度の作成が完了した。 

太陽光発電システムのメインテナンスマニュアルと教材作成についてはすでに作成され

ている。 

なお、アウトプット3の当初の主旨としては、ブータン側が主体的にマニュアルの作成・

更新に取り組み、日本人専門家が協力支援するような形式を想定し、そのような活動を通

じて、能力強化に貢献することを図っていた。O&Mマニュアル及び安全管理マニュアルは

実際に上記のアプローチで作成されたが、PI活動、マイクロ水力F/S、太陽光発電システム

に関するマニュアルについては、日本人専門家やフィリピン専門家側がより主体的に作成

にかかわった。 

 

【アウトプット4】 

地方電力供給のための訓練施設のトレーナーの能力が向上する。 

【指標】 

（事前評価時） 

・資格認定されたトレーナーの人数 

・トレーナーによって作成された訓練メニューと教科書 

・訓練生によるトレーナーへのフィードバック 

 

（終了時評価時修正・追加指標） 

〔オングリッドシステム：BPC〕 

・優先課題解決活動において20名を超えるトレーナーの財務分析と統計分析の知識が向上

する。 

・優先課題解決活動において15名を超えるトレーナーがオン・ザ・ジョブ・トレーニング
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を通じて指導方法を習得する。 

 

〔オフグリッドシステム（太陽光発電）：DOEとBPC〕 

・DOE4名、BPC3名以上がトレーナー資格を取得する。 

・全トレーナーがトレーナー訓練の講義内容を理解する。 

・DOE及びBPCトレーナーが2回以上の訓練を実施する。 

 

  （1）指標修正・追加と理由 

事前評価時においては、アウトプット4の指標はBegana訓練センターのトレーナーを主な

対象としていた。実際は、Begana訓練センターのトレーナーのみならず、PI活動については

BPC本部職員も対象となっており、また太陽光発電については、Begana訓練センターのトレ

ーナーの他にDOE職員も対象としていたため、その点につき修正を加えた。 

なお、PI活動の指導を行うトレーナーの人数の設定については、プロジェクト実施期間中

に1期20名×3回の研修が実施される予定であり、合計60名に対し研修が実施されることに

なる。そのため、1期当たりトレーナー候補者が8～10名選ばれるため、少なくとも合計20

名のトレーナーが資格を持つ候補者となると考える。（研修参加者は、1年目は成績の順で

選定されたが、2年目は希望によって選定した。）なお、業務上の都合などですべての研修

に参加できないトレーナー候補者を考慮し、20名の約80％の15名以上は実際に研修指導を

経験できることとし、指標を設定した。 

なお、PI活動の対象者は中間レベルのマネージャーであり、初年度は配電顧客サービス地

方支店のマネージャー、シニアマネージャー、人事総務部のアシスタント・マネージャー

が主な対象者であった。2年度以降は、農村電化部、送電部などのマネージャー、エンジニ

アなどの他、社長室（MD Office, Corporate Planning）シニアマネージャー、財務部職員など

にも対象範囲を広げている。2010年7月現在、BPCには地域担当マネージャー4名、マネージ

ャー職40名、アシスタント・マネージャー23名、シニアマネージャー15名、シニアエンジ

ニア26名、エンジニア73名と、合計約181名の職員が勤務しており、指標である20名という

数値は、これらのレベルの職員数の約10％にあたる。また、BPCは今後17部署体制となる予

定であり、20名という数値は1部署1名以上のトレーナーを養成する規模となるため、妥当

な数値とみられる。 

太陽光発電のトレーナーの人数（DOE4名、BPC3名）については、現状のトレーナー資格

者の人数が各関係部署の担当職員数全体からみて妥当とみられたため、その数字を適用し

ている。 

 

  （2）達成度 

本アウトプットを達成しつつあると判断できる。ただし、PI活動のトレーナーとしての指

導経験はまだ十分なレベルではないため、残りの活動の中で指導能力の向上を図る必要が

ある。また、太陽光発電のトレーナーに関してもプロジェクト終了時までにもう一度モニ

タリング指導経験を積む必要がある。 

PI活動のトレーナーは、1年度の研修生から10名がトレーナー用の研修を受講しており、

本調査時点で目標数値20名の50％達成していた。本報告書作成時点では、さらに2年度の研

修生8名がトレーナー用の研修を受講していることからほぼ達成したといえる。 
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太陽光発電システムについては、すでにDOE4名、BPC3名がトレーナー資格を取得してお

り、トレーナー用研修を受講し、指導内容を理解している。DOE及びBPCの2名のトレーナ

ーは、プロジェクト活動の中でトレーナーとして1回研修を実施した。今後は、プロジェク

ト実施期間中に太陽光のモデルサイトにてモニタリングに関する研修が予定されている。 

 

【追加アウトプット】 

地方電力供給に関し、研修生の知識と技術が向上する。 

【指標】 

（終了時評価時修正・追加指標） 

〔オングリッドシステム：BPC〕 

・60人を超える人数の研修生が優先課題活動のコースを終了し、内容を理解する。 

・60人を超える人数の研修生がマネジメントやその他関連コースを終了する。 

 

〔オフグリッドシステム（マイクロ水力発電）：DOEとBPC〕 

・DOE職員3名以上が研修コースの80％を終了する。 

・DOE職員3名以上がテストの70％を正答する。 

・DOEの全研修生がポテンシャルサイトの特定や事前調査実施に関する基本的知識を理解

する。 

 

〔オフグリッドシステム（太陽光発電）：DOEとBPC〕 

・DOE職員5名、BPC職員3名以上が研修コースを終了する。 

 

  （1）アウトプットの追加及び指標修正・追加と理由 

事前評価時においてはBegana訓練センターのトレーナーの能力向上を中心としていたが、

トレーナー以外の職員の能力向上のための活動も多く行われていたため、アウトプットと

して追加した。各分野の能力向上対象人数については、PI活動に関しては、既述のとおり合

計60名（1期20名×3回）に対して研修を行う予定である。上層マネジメントなど他の研修

や組織開発ワークショップへの参加人数も同程度の人数の参加が必要と思われるため、同

程度の数値を設定した。 

DOE職員のマイクロ水力開発に関する知識については、まず出席率の改善が重要であっ

たことから、妥当と思われる出席率の数値をあげた。またDOE職員については、今後の組

織の業務展開にかんがみると、将来的な人事異動なども考慮し、少なくとも3名の理解度が

7割程度に達する必要があると判断した。 

BPC職員のマイクロ水力発電所の予防メインテナンス（Advanced Maintenance）技術の習

得については、対象者8名全員が研修を修了、同じく太陽光発電システムの研修参加につい

てもDOE職員5名とBPC職員3名を対象とするのは妥当な数値とみられた。したがって、現状

の実績数値をそのまま指標としてあげた。 

 

  （2）達成度 

本アウトプットに関しては、太陽光発電システムやBPCのマイクロ水力発電の予防メイン

テナンスについての技術習得については達成していると判断できるが、PI活動の達成状況は、

現時点ではまだ部分的である。DOE職員のマイクロ水力発電に関する研修は、研修生の理
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解度向上に向けて更に努力が必要である。 

PI活動については、現地調査時点で、研修対象者の目標60名のうち20名が研修終了、20

名が研修実施中で約60％以上の人数が研修を修了あるいは研修実施中であった。研修生自

身による自己評価やカウンターパート及び日本人専門家へのインタビューの結果、研修生

は研修内容を理解し、知識と分析技術が向上したとみなされる。上層部向けのマネジメン

ト研修については、部長レベルの15名が研修を受講し、また、PI活動対象者よりも下のレベ

ルの44名のマネージャーが研修を受けた。また、合計120名の低位から高位のマネジメント

職員が組織開発のワークショップに参加した。以上のようにPI活動に参加している周辺の職

員もマネジメント関連の研修あるいはワークショップに参加していることが確認できた。 

DOE職員のマイクロ水力開発関連の研修コースの出席については、プロジェクトの残り

期間にも複数回の研修が予定されており、研修途中であるため現時点では十分な評価はで

きない。2010年7月時点の実績は以下のとおり。 

 

✓ 2010年7月末までに6回の研修コースが開催され、合計で8名の職員が研修に参加したが、

今年6月までの各人の参加実績は下表のとおり。全研修コースに参加したのは1名のみ、

5回参加は1名、4コース以上の参加者は2名であった。この理由として、途中で職員の

人事異動があったこと、緊急の業務で出席ができなかったことがあげられた。今後の

残りの研修に出席を確保することがまず重要である。 

 

表３－５ DOE職員のマイクロ水力開発研修参加実績 

（2010年7月末時点） 

参加研修回数 参加率（％） 人数 

6コース 100％ 1名 

5コース 85％ 1名 

4コース 66％ 2名 

3コース以下 50％ 4名 
出所：プロジェクト資料 

 

✓ 研修実施の途中で2回テストを実施していたが、70％以上正答率であったのは参加者5

名の中で1～2名、正答率の平均は50％前後であった。 後のテスト結果による 終的

な評価が必要であるが、残りの活動期間で70％の理解度を確保できるように尽力する

ことが必要である。 

✓ マイクロ水力開発の研修を受講した職員の自己評価（シートの記入とグループディス

カッションによるもの）、カウンターパート及び日本人専門家へのインタビュー結果で

は、DOE職員の基礎知識の理解は満足のいくレベルに到達していない。その理由とし

ては、既述の研修参加率の問題があげられるが、一方、DOE職員からは日本人専門家

との英語によるコミュニケーションに制約があると指摘があった。また、日本人専門

家の滞在期間の長期化、講義の増加、より多くのケーススタディの導入、などの提案

が挙げられていた。今後の残りの活動期間で理解度を向上させるような研修内容の工

夫が必要である。 
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【追加アウトプット】 

太陽光発電システムの現場の技術支援スキームのモデルが準備される。 

【指標】 

（終了時評価時修正・追加指標） 

〔オフグリッドシステム（太陽光発電）：DOEとBPC〕 

・現場の技術支援制度の計画が策定される。 

・4人の地方政府技術職員が訓練を受ける。 

・（太陽光発電機器の）民間サプライヤーが訓練を受ける。 

・20名の村民が（太陽光発電利用ガイドの）指導を受ける。 

 

  （1）指標修正・追加と理由 

本アウトプットは、プロジェクト開始以降に追加された新たな活動に関して追加したも

ので、太陽光発電システムの現場の技術支援のあり方を模索するため、モデルサイトでの

関係者訓練実施を通じて、技術支援スキームのモデルを提示することである。DOE職員、

BPC職員（Begana訓練センターのトレーナーの他、地方支店職員）がモデルサイトでのプロ

ジェクト実施による実地研修を通じて、知識向上・技術能力を強化することが図られた。

また同時に、サイトが遠隔地にあるため、サイト近くにいる地方政府の技術者、そして機

器設置や部品交換などに関与する民間サプライヤーなども研修対象者に含めた。さらに、

サイトの村民を対象に適切な太陽光発電システムの利用についての訓練を行い、利用者側

でも正しい使い方を習得させ、普及させることを図った。以上、様々な関係者を巻き込ん

で現場の技術支援を行うという技術支援スキームのモデルを示し、同様の方法を他の場所

でも普及させ、ひいては国全体の太陽光発電による電力供給の質の向上をめざしていた。 

 

  （2）達成度 

本アウトプットは達成されたと判断できる。指標にあげた各関係者の訓練については既

に実施済みであり、村人への太陽光発電利用に関する指導については、各世帯から1名の参

加を呼びかけ、20名以上が指導を受けていることが確認された。 

 

３－２－４ プロジェクト目標 

【プロジェクト目標】 

BPC及びDOEの地方電力供給効率性向上のための技術及び制度面の能力が強化される。 

【指標】 

プロジェクト終了時に以下の指標が達成される。 

（事前評価時） 

［オングリッドシステム］ 

・一定割合*以上のプロジェクト実施中の訓練生が資格試験に受かる。 

・一定割合*以上のプロジェクト訓練生が配電システムを適切に運用・保守できる。 

［オフグリッドシステム］ 

・DOE職員がオフグリッドの開発に適切な知識及び技術*を取得する。 

（注：*プロジェクト開始時の総合訓練プログラム策定時に具体的項目と数値を決定する。）
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（終了時評価時修正・追加指標） 

〔オングリッドシステム：BPC〕 

・優先課題解決活動の各訓練の終了時にBPCの地方支店及び他の部署の全研修生の80％以

上がよりよいサービスデリバリーのためにTQMの優先課題解決活動を自身で実施できる

とみなされる。 

・10名を超える数の優先課題活動のトレーナーが自身でトレーニングを実施できる。 

・トレーナー自身によって研修コース計画、内容、教材が準備/改善される。 

・TQM優先課題解決活動が会社の戦略計画あるいは方針に導入され、同活動の推進が組織

体制の中で明確化される。 

 

〔オフグリッドシステム（マイクロ水力発電）：DOEとBPC〕 

・DOEの担当職員がマイクロ水力計画を適切に策定し、フィージビリティ・スタディ（F/S）

を評価できるようになる。 

・BPCのBeganaのメインテナンス担当職員がBPCが管轄するすべてのミニ/マイクロ水力発

電所について予防メインテナンス方法に基づいてモニタリングとメインテナンスを実施

する。 

 

〔オフグリッドシステム（太陽光発電）：DOEとBPC〕 

・地方における太陽光発電のメインテナンスとモニタリングの技術支援スキームのモデル

が確立される。 

 

  （1）指標修正・追加と理由 

実際の活動分野毎に指標を整理した。PI活動については、活動の取り組みの発表について

は、日本人専門家からの評価が一定以上（5段階評価で平均3以上と考え、総合得点108点以

上）である人数を一定の割合で確保することが、今後の自立発展性に向けて必要であると

考え、指標を設定した。また補足的に、定性的インタビュー評価にて、各人の評価がどの

程度かを確認する指標を追加した。 

トレーナーは今後も2年目、3年目の研修を徐々に自分たちで実施して実地経験を積み、

終的にトレーナーとして1人で実施できるとみなされる人数が10人を超える必要がある

と判断した。今後持続的にBPC側で活動を継続していくために、活動継続のためのキーパー

ソン（＝トレーナー）を一定人数確保すべきである。また、トレーナーの能力の向上を確

認する指標として、日本人専門家が計画したトレーニング内容や教材をトレーナー自身に

よって修正及び改善できることを指標とした。 

他にPI活動の持続性を確保する重要な指標の1つとしてPI活動が組織内の戦略や方針に位

置づけられ、活動継続体制も明示されることを指標として設定した。PI活動が制度化される

ことで、BPCの研修制度の向上としてもとらえられる。 

マイクロ水力発電開発については、研修生が作成中のF/Sの内容が第三者（日本人専門家

など）からのおおむね適切であると評価されることで、研修生の能力が強化されたと証明で

きる。 

太陽光発電の地方における技術支援スキームのモデルについては、各レベルの関係者（中

央、地方、村）への支援結果の有効性や他地域への適用性も含め、技術面での支援スキーム

のレビューが行われて、スキームとして確立されるまでをプロジェクト終了時の目標とした。 
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  （2）達成度 

PI活動、マイクロ水力発電、太陽光発電で未達成のアウトプットがあるため、まだ評価す

るには早いが、プロジェクト目標は概して達成の方向にあるといえる。 

少なくとも1年目のPIの研修生に関しては、日本人専門家の評価によると80％以上の人数

が良好な評価を得ている。また、自己評価の回答者全員（40名中25名）が自分たちの能力

を改善できたと回答している。PI研修を通じての能力向上は認められつつある。課題として

は、残りのプロジェクト期間中にプロジェクトPI活動については、BPCの戦略や方針の中で

の位置づけが明確に位置づけられれば、プロジェクト目標達成と判断される。 

特に遅れが見られるのは、マイクロ水力開発の研修に関しては、アウトプットレベルで

基礎知識の取得状況であり、残りのプロジェクト期間での活動の強化が必要となっており、

それを実施することでプロジェクト目標達成可能である。 

太陽光発電システムに関しては、プロジェクト終了時までにもう一度関係者がモニタリ

ングを行うことによって技術支援スキームとしての有効性の検証ができる。 

 

 ３－２－５ 上位目標 

【上位目標】 

地方部における電力供給サービスが向上する。 

【指標】 

（事前評価時） 

プロジェクト終了後約5年後までに一定の割合*以上の地方の顧客が電力サービスの信頼

性と安全性に満足する。 

（注：*プロジェクト開始時の総合訓練プログラム策定時に具体的項目と数値を決定する。）

 

（終了時評価時修正・追加指標） 

 2016年までに以下の指標が実現される。 

〔オングリッドシステム：BPC〕 

・研修生自身によりTQM 優先課題解決活動を通じて実現された問題解決の数が増加し*、

顧客の満足、電力サービスの信頼性、供給コスト、またはその他パフォーマンス・ベー

ス・インセンティヴ・システムの指標や社の戦略に関する事項に貢献する。 

 

〔オフグリッドシステム（マイクロ水力発電）：DOEとBPC〕 

・よりよい電力サービスデリバリーのために実施可能なマイクロ水力発電開発計画がDOE

によって作成される。 

・マイクロ水力発電のモニタリング・メインテナンス担当のBPC職員全員が予防メインテ

ナンスを実施し、同発電所のパフォーマンスの改善に貢献する。 

 

〔オフグリッドシステム（太陽光発電）：DOEとBPC〕 

2013年までに3,500太陽光発電システムがプロジェクトで実施された技術支援経験に基づ

いて維持管理される。 

＊問題解決数は次のとおり設定した。優先課題解決活動による問題解決の数は、各地方支店

と顧客配電サービス部及びBegana訓練センターで研修生が所属する各課で2件、人事総務

部で研修生が所属する各課で2件、農村電化部で研修生が所属する各課で2件。その他の部

署については、研修生が所属する各課に1件。 
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  （1）指標修正・追加と理由 

現状の活動を継続した後にどのような改善がみられたかを具体的に指標としてあげた。

PI活動については各研修生が所属する課ごとに問題解決数を設定した。各個人としなかった

のは、問題の内容が様々であり、個人で解決できないものも多く含まれるためである。ま

た、比較的に短期に解決できる事項と長期的な取り組みが必要なものがある。プロジェク

ト終了後の約5年以内に達成すべき指標としては、 低限達成すべき問題解決件数をあげて

いる。本プロジェクトとの関連性が高く主要カウンターパートの部署である配電顧客サー

ビス部、人事総務部の他、農村電化部については、これらの部署の部長と協議した結果、

指標を2件以上と設定した。また、その他の部署は 低1件を指標として設定した。 

各部署ともBPCのパフォーマンス・ベース・インセンティヴ・システム（Performance Based 

Incentive System ：PBIS）にて部署ごとに各年の目標値とその達成度のモニタリングが行わ

れている。PI活動はPBISに貢献するものであり、PI活動の結果として、PBISで定めた指標

の改善にどのように貢献したかを検証し、地方部における電力サービスの質の向上を確認

することとした。例えば、2010年の配電顧客サービス部が達成すべき指標としてエネルギ

ーロス、信頼性、顧客サービス満足度調査、設備利用率等があげられている。 

また、太陽光発電システムの維持管理対象数3,500システムについてもDOEの再生可能エ

ネルギー課課長から具体的に挙げられた目標値を指標とした。 

 

  （2）達成度 

上位目標の達成度については現在評価するには早いが、PI活動の結果として、配電線の

O&Mの信頼性や安全性の向上に貢献したケースがみられた。このようにPI活動を継続し、

組織内で普及されていけば、上位目標は達成可能とみられる。 

BPC職員が習得した予防メインテナンス技術については、その技術を活用し、既存のマイ

クロ水力発電所からの電力供給の向上に貢献していくこととみられる。太陽光発電システ

ムに関しては、資金手当てがなされれば、目標数値である3,500システムの維持管理は達成

される見込みである。（終了時評価調査時点では、すでにADBの無償資金プロジェクトが進

行中であり、資金支援の見込みは高い。）マイクロ水力発電については、プロジェクト目標

が達成されて計画策定とF/Sの評価能力が向上し、資金手当てがなされれば、マイクロ水力

発電所の開発が進むことが考えられる。ただし、マイクロ水力発電による電力供給サービ

ス開始にいたるまでには、上位目標達成までの想定期間（通常、プロジェクト終了後5年程

度）よりも時間がかかりうる。 

 

３－３ プロジェクトの計画及び実施プロセスにおける特記事項 

３－３－１ 貢献要因 

  （1）計画内容に関する事項 

プロジェクトの計画は、カウンターパート機関であるDOEとBPCのニーズに即して柔軟に

対応し、研修の実施内容を決定した。また、研修デザインにおいては、業務解決に直接的

に資するように考慮された点が適切であったといえる。PI活動では各職員が実際に抱える業

務上の問題の解決の取り組みを主題とし、対象者を主にグリッドの運営維持管理上の問題

解決において現場で要となる中間管理職に絞ったことが功を奏した。太陽光発電では実際
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のプロジェクトサイトにて技術指導を行っており、これらの研修にて得た知識や技術は日

常業務ですぐに適用できるものであった。 

 

  （2）実施プロセスに関する事項 

カウンターパートの研修ニーズは、ファシリテーターとなる長期専門家が現場で各関係

機関の状況を把握、分析し、 適と判断した研修や講師をアレンジした。長期専門家1名と

研修内容をかんがみた日本人専門家あるいは第三国専門家の短期派遣によるプロジェクト

実施体制は、日本及びブータンの双方のコミュニケーションの向上とニーズに合致した研

修の実施に役立ち、本プロジェクトの円滑な実施に貢献した。 

 

３－３－２ 阻害要因 

  （1）計画内容に関する事項 

本プロジェクトでは、現場で状況に応じてタイミングよく研修を実施できた一方、プロ

ジェクト開始時に具体化した活動内容に沿ってPDMが見直されず、その後実施された各活

動やアウトプットがPDMにて整理されていなかった。そのことは、組織開発やマネジメン

ト研修活動の一部が、アウトプットへの貢献や他の活動との関連性について十分に考慮さ

れずに実施された一因となった。 

 

  （2）実施プロセスに関する事項 

カウンターパートから一部の専門家の英語のコミュニケーション能力が研修内容の理解

促進を阻害した要因としてあげられた。また、マイクロ水力開発の研修は、職員の異動や

より緊急業務への対応のため研修への継続的な出席が確保できなかったことが、能力向上

の進捗が遅れた一因となった。 

 

３－４ PDMの修正点のまとめ 

 3-2のプロジェクトの実績にて検証した結果を事前評価時のPDMに反映し、PDM version 2（付属

資料1 ミニッツ ANNEX 15を参照）として作成した。主な修正点をまとめると以下のとおり。 

 プロジェクトの投入、活動、アウトプットの記述の追加、修正 

 アウトプットの2点追加及びナンバリングの修正 

 アウトプット、プロジェクト目標、上位目標の指標の追加、修正 
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第４章 プロジェクトの評価 
 

４－１ 評価5項目による分析 

４－１－１ 妥当性 

本プロジェクトは以下の理由から妥当性が高いと判断される。 

 

  （1）ブータンの開発政策との整合性 

本プロジェクトはブータン政府の開発政策に対する妥当性が高い。2008年2月の事前評価

時点でブータン政府の長期開発ビジョンである「Bhutan 2020年- A vision for peace」では

「2020年までに全国民へ電力を（Electricity for all by 2020）」が掲げられていた。その後、

第10次5カ年計画（2008―2013年）が最終策定され、「2013年までに全国民へ電力供給を

（Provision of Electricity for all by 2013）」と終了の目標年が加速化された。同計画では目標

達成に向けての戦略は「グリッド延伸による農村電化」と「グリッド接続による電化が困

難な場所での小規模、ミニ、マイクロ水力の開発」が述べられていた。また、「再生可能エ

ネルギー政策」が終了時評価時点で草案作成中であり、マイクロ水力発電や太陽光発電の

推進が述べられていた。以上の点から電化プロジェクト効率的に実施する能力を向上させ

ることは重要であった。プロジェクト目標と上位目標は、BPCとDOEの技術面、制度面の能

力向上を通じ、地方の電力供給サービスの向上を改善することであり、直接的に政府政策

を支援するものである。 

 

  （2）プロジェクトのアプローチとデザインの適切性 

上位目標とプロジェクト目標はBPC及びDOEのターゲット・グループのニーズと合致して

いた。プロジェクトのアプローチとデザインにおいてもBPCとDOEのターゲット・グループ

のニーズに合致していたといえる。 

事前評価以来、BPCにとってプロジェクトは「Corporate Strategic Development Plan 2007」の

目標である「顧客に最高のサービスを提供すること」、「安全で信頼性があり、効率的な方法

で電力を送配電し、提供すること」、「プロフェッショナリズムを醸成し、業務への熱意を引

き出すこと」に即したものであった。これらの目標を達成するために、ターゲットを明確化

した行動をとる必要があった。BPCのターゲット・グループは技術的及びマネジメント技術

を向上させることが急務であった。特に中間レベルのマネージャーが問題の分析技術を取得

し、行動と成果志向のマインドをもって問題解決能力を向上することは重要であった。 

DOEにとって、プロジェクトアプローチとデザインは実際の訓練を行っている点で適切

であるとみなされた。ただし、マイクロ水力開発の能力開発へのニーズについては、上位

目標「地方への電力供給の質が改善されること」については特定のプロジェクト実施に向

けての資金支援がない限り、短期間での上位目標への貢献は限定的とみられる1。しかしな

                             
1 プロジェクト実施中にマイクロ水力発電にはティンプー県北部の山岳部に位置するリンシ、ソエの2カ所においてマイクロ水

力の建設が決定、予算手当てがなされ、工事の入札まで進められた。その意味にいて、本プロジェクト実施中にマイクロ水

力発電に関する能力強化のニーズが高まっていた。しかしながら、落札価格が予定価格よりも非常に高かったため、その後

実施が進んでいない。またこれらの案件の他に実施に向けて進みそうなマイクロ水力発電案件は特になかった（2010年8月初

旬時点の情報）。 
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がら、DOE職員自身がマイクロ水力開発のモデルサイト（実際のものではない）を対象に

フィージビリティ・スタディ（F/S）を作成する実践的訓練を通じてマイクロ水力の開発を

計画し、F/Sを評価するための基礎技術・知識を向上させることはアプローチとして適切と

みられる。太陽光発電システムのメインテナンスと点検の技術支援は農村電化終了の目標

年が早期化したために、プロジェクト実施中に優先度が高くなった。 

 

  （3）日本のODA政策との整合性 

本プロジェクトはプロジェクト開始当時から現時にいたるまで対ブータンの日本のODA

政策とJICAの国別援助計画への整合性が高い。日本のODA支援は農村と都市部のバランス

のとれた成長や電力インフラを担当する人材育成を支援している。また2007年以降、BPC

のグリッド延伸を支援する円借款案件を供与しており、本プロジェクトの内容は、グリッ

ドの運営維持管理の向上に資するものである。 

 

  （4）他ドナー支援との整合性 

アジア開発銀行（Asian Development Bank：ADB）は1990年代よりBPCに対し、グリッド

延伸に資金支援を行ってきていた。また技術協力支援も行ったが、ADBの支援は、末端の

マルチタスク職員（検針、料金回収、簡単な配電線の維持管理業務を行う）を支援したの

に対し、本プロジェクトにおいては中間レベルのマネージャーの支援と技術支援対象グル

ープが異なっており、双方が相互補完的にBPC全体の技術能力向上を行っている。 

 

４－１－２ 有効性 

各分野で達成度が異なるものの、現時点でプロジェクトの有効性は認められる。残りの期間

の活動の結果やアウトプットの一部の達成状況がまだみられないため、評価するには時期尚早

である。しかしながら、プロジェクト活動の結果としてBPC及びDOEの技術能力と制度開発の有

効性がみられる点がある。プロジェクト開始から現在に至るまでのプロジェクトの達成度を検

証すると、活動を強化することによって本プロジェクトの目的とすべてのアウトプットは達成

可能である。 

 

  （1）BPCの技術面及び制度面の能力向上 

1年目及び2年目の研修生（全対象者の63％の回答による）、カウンターパート、日本人専

門家の評価を総合すると、研修生は「PI活動」によって能力は向上したとみなされる。しか

し、「PI活動」のトレーナー育成については、現時点で指導法のアドバイスはあまりなされ

てないため、今後必要となってくる可能性がある。 

また、特にまだBPCの業務計画や方針において本活動（訓練）が明示的に組み入れられて

いない。これは、プロジェクト開始時に修正されるべきPDMの枠組みの中にそもそも入っ

てなかったことが一因である。プロジェクトによる組織開発ワークショップがBPCの組織体

制の発展に貢献したとされているが、PI活動との関連性などについては、その組織開発の提

案についての最終報告書では特に述べられている点はない。マネジメントトレーニングコ

ースについては、PI活動の対象外の、より上層あるいは下層のマネージャーを対象に行い、

これらの対象者の知識の取得には役立ったとみられるが、この点に関してもPI活動との関連
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でより強化されれば一層よかったといえる2。 

太陽光発電システムに関しては、研修に参加したBPC職員は点検・モニタリングの知識・

技術を向上させ、トレーナー資格を合格しており、それをもってBegana訓練センターで教

えるために十分なレベルまで達成したといえる。 

配電線の運営維持管理、水力及び太陽光発電システムのトレーニングに必要なO&M機器

については、すべて設置され、よく利用されている。 

 

  （2）DOEの技術面及び制度面の能力向上 

マイクロ水力発電については、DOE職員の知識を向上させる努力がさらに必要である。

DOE職員の自己評価、日本人専門家やカウンターパートへのインタビューによると、マイ

クロ水力開発計画、特に詳細建設デザインや予算見積りについて、さらに学ぶ必要がある

ことが認められた。この理由の1つとして、業務に従事するため、あるいは、職員の限られ

た人数の職員のみが継続的にコースに参加できたことや英語のコミュニケーション上の制

約があったことがあげられる。 

太陽光発電システムについては、DOE職員は、点検とモニタリングに関する技術等を他

者にトレーニングを実施できるレベルまで能力が向上した。 

 

４－１－３ 効率性 

プロジェクトの効率性はおおむね高いといえる。 

今までに達成したアウトプットを検証すると、日本側及びブータン側の人的な投入について

の質、人数、タイミングについては、ほぼ適切といえる。日本側は、日本人専門家のみならず、

費用面での効率性や質を考慮し、第三国専門家の投入も行っている。第三国専門家の中でもフ

ィリピンからの太陽光発電専門家はBPC、DOEの知識・技術能力の向上、及びプロジェクトサイ

トの村民の太陽光発電システムの理解の向上に非常に貢献した。 

ただし、PI活動に関してより高い達成度をめざすには、研修生はトレーニング実施のタイミン

グや継続期間の見直しを図ることが良いとの指摘があった。中には、場合によっては研修実施

時期の間の期間の設定を短期化や専門家の滞在期間の長期化がよいとの意見があった。この要

望に関しては、エンジニア系と非エンジニア（すなわち、計画や人事・総務などの部署の職員）

の職員間で相違があったことから、それぞれのグループのニーズに合わせて多少の違いを加え

たほうがよいことが考えられる。 

機器は、特に太陽光発電システムの活動について、それらの利用に比較的タイミングよく調

達された。また、全体的に日本側及びブータン側の資金的な投入についても問題はなかった。 

投入量に対しての有効性の達成度はほぼ良いとみられる。しかしながら、組織開発やマネジ

メント関連の研修の活動の一部等はアウトプット達成の観点から他の主要活動との相互の関連

性を意識して実施されていれば、さらに高い成果が得られたといえる。 

 

                             
2 プロジェクト長期専門家やマネジメント担当の短期専門家のインタビューによると、インド人のマネージメントコンサルタン

トと内容のデマケについてはある程度、事前調整がなされたようである。ただし、インド人コンサルタントの教材などには

優先課題解決活動の記述はあまりみられなかったため、より明確にこの点を強調してもよかったとみられる。 
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４－１－４ インパクト 

本プロジェクトのインパクトは現時点において以下に述べるように部分的にみられており、

将来的にはさらに発現することが予測できる。 

 

  （1）上位目標の達成度 

BPC 

まだ限られたケースのみであるが、BPC職員によるとPI活動の結果として、配電の安全性

や信頼性の向上に貢献したケースがあったことが報告された。1年目の研修生の自己評価で

は、PI活動は有益なツールとしており、回答者のほぼ全員（研修対象者全体からみると50％）

が研修終了後、それぞれの職場でPI活動を業務で適用し、そのまま継続していると回答して

いる。他の期の研修生についても同様のケースであれば、上位目標の達成の可能性を示唆

している。 

国内の小規模、マイクロ水力発電所のメインテナンスの改善については、BPCは、その後

も水力発電所のパフォーマンスの向上に貢献していくことが見込まれる。 

太陽光発電システムについても、BPCとDOEの間で覚書（Minute of Understanding：MOU）

が結ばれ、研修センターにて継続的に今後雇用する農村部の契約職員に継続的に訓練を実

施し、これらの職員による適切な管理が実施されれば、地方部の電力供給のサービスの向

上が実現できる。 

 

DOE 

DOEにおけるマイクロ水力開発の計画及び実施については、他の活動と比較すると、実

際のプロジェクト実施し、地方部の電力サービスデリバリー改善への貢献にいたるまでに

は今後さらに時間がかかることが予測される。DOEによる詳細な計画策定とそれを実施す

る資金確保に時間を要する可能性があある。 

DOEが担当する太陽光発電システムの支援については、技術面では問題はなく、資金面

での手当てがなされるかによって、メインテナンスがなされる。 

 

  （2）その他のインパクト 

O&Mに関する新機器の習得 

BPCのカウンターパートやBegana訓練センターのマネージャーによると、本プロジェクト

のO&M関連の機器供与を通じ、BPC職員はプロジェクト実施前に未知であったタイプの機

器を学習する機会になったと指摘があった。調達された機器の有効性を経験した後、BPC

側の予算で調達されたものと同様の機器を社内で普及すべく、購入し始めている。自社で

購入した機器の金額は730万ニュルタムであった。本プロジェクトによって、よりより機器

を知るきっかけとなり、どういた機器を調達すればよいのか、機器調達の入札の際に質の

高い機器を調達するためにどのように仕様書を書くべきかを学んだとBPC職員は指摘して

いた。 

 

太陽光発電システムの知識の普及 

太陽光発電システムについては、DOEのトレーナー資格の職員はすでの本プロジェクト
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のモデルサイト以外の県（Trashigangなど）で太陽光発電サイトにて、技術面で地域住民に

対して指導を行った。BPCのトレーナー資格の職員はすでに、Begana訓練センターの研修に

て、地方支店の技術者向けあるいは契約ベースで雇用する農村技術者向けに太陽光発電シ

ステムの授業を実施していた。このことは、すでに彼らを通じて、50人以上に対し、太陽

光発電システムに関する知識の普及がなされたといえる。 

 

４－１－５ 自立発展性 

プロジェクト活動の持続性の見込みは、現時点では中程度である。しかしながら、プロジェ

クト終了時までの残りの活動の達成次第で、より高い自立発展性が見込まれる。 

 

  （1）政策・制度・組織面 

BPC 

現時点においては、PI活動はBPCの戦略あるいは今後の研修計画の中でどのような位置づ

けとなるのか明確になっておらず、BPC内でPI活動を推進し、発展していくうえでの制度面

でのアレンジメントがなされていない。このことはPI活動の今後の組織内の普及と継続性の

制約要因となるため、プロジェクト終了時までに明確にする必要がある。 

一方、すべてのプロジェクトのコンポーネント、すなわち、PI活動、O&M研修機器の提

供、安全及びO&Mマニュアルへの支援は、BPC各年達成度のモニタリングを行っているパ

フォーマンス・インセンティヴ指標の向上に非常に貢献するものである。BPCが組織戦略と

して導入している枠組みに合致していることから、すべてのプロジェクトコンポーネント

は今後も継続し、活用されていることが期待できる。 

太陽光発電システムの技術や知識の向上を図った、Begana訓練センターのトレーナーの

支援は、すでにBeganaの研修コースの一部となっている。BPCとDOEの間でメインテナンス

業務についてはBPCが担当するというMOUが交わされれば、太陽光の研修活動はさらに増

加することが見込まれる。 

 

DOE 

現在草案中の新しい再生可能エネルギー政策にみられるようにマイクロ水力の推進はブ

ータン政府政策として述べられている。この政策により、将来的に開発が進められる推進

要因となる。しかしながら、一方、2013年までの全国民に電力供給を行うという急務の目

的との関連では、グリッド延伸と太陽光発電推進との比較で、マイクロ水力発電について

は緊急性がやや低いようにみられる。 

太陽光発電システムに関する技術や知識を向上させたDOE職員は研修コース終了後、日

常業務ですでにその技術を適用してきている。 

 

  （2）財務面 

BPC 

プロジェクト実施中にBPCからプロジェクト活動費の拠出はあり、本プロジェクトにより

供与されたO&M研修機器を利用あるいは管理すること、また、プロジェクトによって導入

された研修コースを今後継続していくうえで特に深刻な財務的な問題は見受けられない。
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農村部へのグリッド延伸とともに、BPC全体のO&Mコストは2006年9,600万ニュルタムであ

ったのが2009年には1億2,000万ニュルタムへと約25％増加していた。 

 

DOE 

マイクロ水力及び太陽光発電の両方の活動の発展は、政府あるいは国際援助機関の資金

による関連分野の研修や事業化推進への資金手当てが確実になれば、技術能力の一層の向

上と定着化が担保される。 

 

  （3）技術面 

BPCについて、PI活動の研修、機器の利用、太陽光発電システムの研修を継続していく上

で特に問題はない。 

DOEについて、太陽光発電システムの技術の継続性はみられた。ただし、マイクロ水力

発電の技術と知識の習得については、これからプロジェクト終了時点までに向け、一層努

力が必要である。研修への出席率、職員の交代、コミュニケーション上の問題がプロジェ

クト目標達成の阻害要因となりうる。したがって、残りの活動期間でこれらの点の改善が

必要である。 

 

４－２ 結論 

本プロジェクトはプロジェクト終了時において、BPCではPI活動のトレーナー育成、DOEについ

てはマイクロ水力の知識・技術習得に関する活動を強化すれば、各対象組織のターゲットグルー

プの能力向上は必要性を満たすレベルに達すると見込まれる。本プロジェクトの妥当性は高く、

プロジェクト目標達成に向けて軌道に乗っており、有効性が認められており、インパクトも部分

的に既に発現している。効率性は、アウトプット達成への貢献の点から比較的やや関連性が弱い

部分がみられた活動を除いては、高いレベルであった。プロジェクトの自立発展性はBPCにおいて

見込まれる。DOEについては、マイクロ水力の知識・技術向上への一層の努力により、自立発展

性が見込まれる。 

 



 

－33－ 

第５章 提言と教訓 
 

５－１ 提言 

５－１－１ プロジェクト終了までの提言 

（対JICA、DOE、BPC） 

  （1）PDM Version 2とプロジェクトの残り期間の活動への提言 

本終了時評価調査を通して、今までの活動実績を整理し、PDM をVersion 2に改訂した。

プロジェクト目標の達成のためには、残りのプロジェクト期間において、各アウトプット

を達成するために必要な活動を論理的に投入することが必要と考える。 

PI活動に関しては、プロジェクト終了後の自立発展性を確保するために、今後は、新たな

受講者に対してPI活動の基礎について研修を行うだけでなく、既に研修を受講した成績優秀

者に対して応用編（統計や費用便益分析等）の研修を行い、プロジェクト終了後にトレー

ナーとしてPI活動をBPC内で推進する人材の育成にも力を入れる必要がある。 

マイクロ水力に関しては、残り期間内でF/Sマニュアル及び報告書を完成させるために、

短期専門家を派遣し、現在のDOE対象者の理解度を把握し、理解度が不十分な分野の補講

を行うことが必要である。なお、理解度の定着のためにも、DOE対象者の継続的な研修へ

の参加が重要である。 

太陽光発電に関する協力においては、すでに各世帯への太陽光の設置に関する研修は実

施済みであり受講者の能力の向上も確認されている。残り期間の協力では、設置後の太陽

光発電システムの検査やモニタリングの能力向上のための研修を目的とした研修が必要で

あることを、関係者間で確認した。 

アウトプット5「地方電力供給のための訓練施設のトレーナーの能力が向上する」を達成

するためには、Begana訓練所のトレーナーに対して、トレーニング技術や手法に関する研

修を補完的に行うことも一案と考える。 

また、本調査を通して、本邦研修がプロジェクト及びアウトプットの達成に貢献してい

ることを確認した。残りのプロジェクト期間内も本邦研修が予定されているが、その際は、

研修参加者が帰国後に研修内容や学んだ点について関係者に対してフィードバックするこ

とによる本邦研修の成果の普及が必要とされる。 

 

  （2）プロジェクト終了後の自立発展性を考慮した短期専門家の投入 

PI活動及びマイクロ水力の両分野の短期専門家派遣について、専門家の現地での活動目的

と比較すると派遣期間が短いとの認識をブータン側が持っている点を確認した。一方、プ

ロジェクト終了後の活動の自立発展性を考慮すると、短期専門家の投入規模は徐々に縮小

し、専門家が担っていた業務をブータン側のカウンターパートに移行する必要がある。そ

のため、合同評価チームは、今後の専門家の投入については、派遣する人数を減らす一方、

各専門家の派遣期間を延ばし、カウンターパートの技術移転により重点を置くことを提言

した。なお、短期専門家チームの編成の際には、専門家の英語能力や現地でのサポート体

制についても考慮し、コミュニケーションに支障がないよう工夫する必要がある。 
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（対DOE及びBPC） 

  （3）プロジェクト成果のBPCとDOEの行動計画及び政策への反映 

BPC及びDOEの将来的な行動計画や政策に本プロジェクトの取り組みの成果が反映され

るように、プロジェクトにて実施した各分野（PI活動、マイクロ水力、太陽光）の成果の戦

略的な活用案作りを、合同評価チームは提案した。特に、PI活動をBPCの組織的な取り組み

として定着させるための制度作りや、DOEによるマイクロ水力発電のF/Sマニュアルや報告

書の活用方法について、プロジェクト終了前から検討を始めることが重要である点を合同

評価チームは確認した。 

 

５－１－２ プロジェクト終了後の提言 

（対DOEとBPC） 

  （1）太陽光発電システム推進のための適切な制度的アレンジメント 

本プロジェクトでは、モデルサイトであるチラン県にて、太陽光発電システムの導入及

び維持管理体制を強化することができた。チラン県での成功事例を他県に普及させるため、

各組織の役割や責任範囲を明確化させた適切な制度設計を行うことが重要である。 

 

  （2）プロジェクト終了後の協力について 

BPC及びDOEは、本プロジェクトの上位目標である地方部における電力供給サービスの向

上のための今後の計画について検討する必要がある。なお、ブータン政府は現在、JICA及

びADBの支援を受けて配電線の延伸を進めているが、合同評価チームは、地方部の技術者

の保守管理能力の向上のための技術協力についてのブータン側からの要望を確認した。本

プロジェクトは地方電化の供給効率性を向上させるためにマネージャーレベルの人材の能

力向上を中心に活動を実施してきた。一方、ブータン政府は、2013年までの電化率100％を

国家目標として掲げており、合同評価チームは、現場レベルの技術者の能力向上など地方

の送配電線の維持管理を目的とした今後の協力の重要性について確認した。 

 

５－２ 教訓 

５－２－１ PDM改訂のタイミング 

実際の活動に即した具体的な指標がPDMにて設定されていなかったため、各活動での関連性、

プロジェクト目標の達成への貢献について不明確な部分があった。プロジェクト開始時に具体

化された活動にあわせてPDMを修正し、明確な指標を設定しておくことがその後のプロジェク

トの運営やモニタリングにおいて重要である。 

本プロジェクトの場合は、第1回のJCC開催時あるいはその後のタイミングにPDMを修正し、

指標が設定がされていれば、より適切なプロジェクトの運営管理が可能であったと考えられる。 

 

５－２－２ ニーズに即した研修デザインと専門家投入構成 

トレーニングコースの内容については、研修参加者の日常業務に直接適用可能な、実践的な

訓練を含むことが重要である。 

本プロジェクトの場合、PI活動に参加した研修生全員が質問票の回答において、本研修は業務

の実際の問題解決に向けて有効なツールであると評価している。また、太陽光発電システムの
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実地トレーニングにおいても、研修参加者からは、実務的で有効であるとのコメントが多かっ

た。マイクロ水力開発についても研修生はF/S作成を通じたトレーニングは業務に必要な知識・

技術の向上に役立つと認識していた。 

研修対象者のニーズに即した研修を実施できた一因として、本プロジェクトの専門家の構成

が挙げられる。本プロジェクトの専門家は、日本人長期専門家1名と日本やフィリピンなどから

の複数の短期専門家から構成されており、ブータン側からのニーズに柔軟に対応していた。 

 

５－２－３ プロジェクト目標及びアウトプットと各活動の関連性 

組織開発ワークショップ及びマネジメントトレーニング（インド人コンサルタントにより実

施）はPI活動研修の補完的な活動とみなされていた。ただし、効率性の観点からは、各活動やア

ウトプットとプロジェクト目標や上位目標との関係をより明確に整理し各活動を計画した方が

良かったといえる。特に、組織開発ワークショップはPI活動のプロジェクト目標との関連性が弱

かった。効率性をかんがみると、プロジェクト活動の拡散を回避し、プロジェクト目標や上位

目標達成への道筋ですべての活動が統合されるよう、PDM上の明確な指標に基づいてモニタリ

ングが実施されるべきであった。 

 

５－２－４ 第三国専門家の投入 

第三国専門家の投入の中でもフィリピンのJICAプロジェクトにて育成されたフィリピン専門

家の有効性が高く評価されている。実際、フィリピンの第三国専門家のブータンへの派遣に関

しては、JICA内の複数の関連部署（産業開発部、ブータン事務所、フィリピン事務所）の調整

により、技術レベル、指導方法、費用効果の点において有効性が高い投入が可能となった。こ

の経験は、将来的に類似プロジェクトに適用される1つの教訓となりうる。 

 

５－２－５ 日本の技術協力と円借款との相乗効果 

本プロジェクトは円借款案件の実施者であるBPCを技術面から支援しており、PI活動を通じた

配電線の敷設とO&Mの能力向上、O&M機器の供与など多くのプロジェクト活動がBPCの地方部

における電力供給能力の向上に貢献している。円借款案件終了後に検証すべきであるが、双方

のプロジェクトの相乗効果は高いと見込まれる。技術協力と有償資金協力との連携の良い事例

となりうる。 
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