
１．案件の概要

国名：マレーシア 案件名：労働安全衛生能力向上計画

分野：社会保障 援助形態：技術協力プロジェクト

所轄部署：JICA人間開発部 協力金額（無償のみ）：

協力期間 （R/D）：2000.11.15～2005.11.14 先方関係機関：人的資源省労働安全衛生局

日本側協力機関：厚生労働省、

中央労働災害防止協会

他の関連協力：

１－１．協力の背景と概要
マレーシアの実質GDPは1988年以降1997年まで平均７％以上の高度成長を遂げてきたが、その一方で

重度の労働災害・職業性疾病は増加の傾向にある。
第７次マレーシア計画（1996年～2000年）では、労働安全衛生プログラム（特に運輸、製造、建設分

野）の拡充および国立労働安全衛生センター（NIOSH）の機能強化を定めている。また、第８次マレー
シア計画（2001年～2005年）においても、労働安全衛生法に基づき、引き続き同セクターの強化を計画
している。
こうした状況のもと、マレーシア政府は、労働安全衛生の確立が不可欠であると認識し、NIOSHの

研修機能・研究機能を向上させ、政府関連機関、民間企業、工場等での労働安全衛生の改善を図るため
に、日本側に技術協力を要請し、これを受けて日本政府は本プロジェクトの実施を決定した。

１－２　協力内容
（1）上位目標

マレーシアにおける労働災害および職業病の発生状況が減少する。
（2）プロジェクト目標

国立労働安全衛生センター（NIOSH）の機能（技術支援、人材開発、情報収集・提供）が向上する。
（3）成果
技術支援機能
1）作業環境の管理技術が習得される。
2）職業病および作業関連疾病の予防対策が整備される。
3）人間工学的見地から作業管理システムが改善される。
人材育成機能
4）労働安全衛生（OSH）訓練プログラムおよび調査開発活動が改善される。
情報提供機能
5）労働安全衛生意識の向上のための情報収集機能と提供機能が充実化される。
6）政策策定に必要な情報提供機能が強化される。

（4）投入（評価時点、2000年～2005年度）
日本側：
長期専門家派遣 ：延べ９名（チーフ・アドバイザー、健康管理・人間工学、産業衛生工学、

業務調整）
短期専門家派遣 ：延べ37名
研修員受入 ：30名（国別研修21名、集団研修コース参加９名）
機材供与 ：約1億6,000万円（2000年～2005年度予定）

現地業務費 ：約3,400万円（2000年～2005年度予定）
相手国側：
カウンターパート配置 ：60名（NIOSHスタッフ増加に伴い増加した）
土地・施設提供 ：NIOSH内にプロジェクト執務室設置
ローカルコスト負担 ：35万リンギット

評価調査結果要約表
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２．評価調査団の概要

調査者 団長・総括 ：橋爪 章　 JICA人間開発部技術審議役

労働安全行政 ：守山 栄一　 厚生労働省労働基準局安全衛生部国際室長

産業衛生 ：福澤 義行 中央労働災害防止協会技術支援部次長

健康管理／人間工学：伊規須 英輝　産業医科大学環境中毒学教室教授

計画評価 ：鈴木 あゆ美　JICA人間開発部第二グループ社会保障チーム

評価分析 ：斉藤 幸子　　オーバーシーズ・プロジェクト・マネージメント・

コンサルタンツ株式会社（OPMAC）

調査期間 2005年9月28日～2005年10月15日

３．評価結果の概要

３－１　成果達成状況の確認
概要は以下のとおり。
（1）作業環境管理技術の習得

作業環境における化学物質の特定、サンプリング、測定、評価の手法および技術の習得、労働者
の化学物質の暴露レベルの評価手法、局所排気システムをはじめとする、作業環境改善手法および
技術習得のための活動が実施され、日本人専門家によるカウンターパートに対する技術移転等を通
じて関連技術が習得された。また、関連機材に関する標準作業手順書とが整備された。

（2）職業病および作業関連疾患の予防対策の整備
職業病発生の実態および健康診断制度の運用状況の調査分析と、その結果抽出された危険要因に

対する適切な健康影響評価の技術的手法の習得、その診断に基づく処置方法の習得、また、個人保
護具（PPE）（粉塵、騒音等からの保護具等）の適切な使用技術の習得のための活動が実施され、日
本人専門家によるカウンターパートに対する技術移転等を通じて関連技術が習得された。また、関
連機材に関する標準作業手順書が整備された。

（3）人間工学的見地からの作業管理システムの改善
人間工学的見地から、作業場における問題の特定、分析、その結果抽出された危険要因に対する

適切な健康影響評価の技術的手法の習得、人間工学的な考察に基づく労働安全衛生のための方策の
検討等が実施された。日本人専門家による技術移転等を通じてこれら技術が習得された。また、関
連機材に関する標準作業手順書が整備された。

（4）労働安全衛生（OSH）訓練プログラムおよび調査開発活動の改善
既存のNIOSH研修プログラムのレビュー、問題点や訓練のニーズの把握を行い、現行カリキュラ

ムを改善し、新しいカリキュラムを作成することが当初計画されたが、研修プログラムの運営、教
材作成、カリキュラム見直し等は、NIOSH研修課が独自に行っており、日本人専門家が直接的にこ
の見直し作業に関与する必要性は低かった。他方、カウンターパートがプロジェクトを通じて習得
した技術が研修プログラムやカリキュラムの見直しにあたり有効に活用されていることが確認され
た。結果として、協力期間内にNIOSHの提供する研修コース数は大きく増加した。また、調査研究
活動が活性化された。

（5）労働安全衛生意識向上のための情報収集・提供機能の強化
セミナー・ワークショップを開催し多数の参加者を得たほか、NIOSHニューズレター等の出版物

を発行し、安全衛生意識を向上するための情報提供を行った。供与されたデジタル教材作成用機材
により、研修教材の作成能力とともに情報提供機能が格段に高まった。情報収集の面においても、
DOSH（労働安全衛生局）、SOCSO（社会保障機構）といった政府関連機関および民間企業との連携
が図られるようになった。

（6）政策策定に必要な情報提供機能の強化
上位機関であるDOSHの安全衛生ガイドライン作成作業部会のメンバーとしてNIOSHスタッフが

参加しているほか、日本人短期専門家の来訪時などをとらえて、DOSHに対して日本の労働安全衛
生行政について最新の情報を提供した。

３－２　評価結果の要約
（1）妥当性

プロジェクトは、マレーシアの開発政策や産業界のニーズ、および日本の対マレーシア開発支援
策にも合致しており、プロジェクトの妥当性が確認された。

－ii－



第一に、「第８次マレーシア計画（2001年～2005年）」の第17章「保健」において、「職場の安
全衛生の重要性」と、「労働安全衛生プログラムの導入は戦略の１つとして取り組む」ことが掲
げられおり、現在までその方針に変更はない。
第二に、NIOSHの技術指導、作業環境測定の件数や、健康診断受診者数が増加していること

からも、NIOSHのサービスは産業界のニーズに合致していることがわかる。
第三に、本プロジェクトは、JICAの対マレーシアの国別事業実施計画のうち、「人的資源開

発」分野の「安全・衛生に関わる人材の育成」に該当し、同国への協力方針と整合している。
第四に、マレーシアの労働安全衛生分野支援の端緒として、NIOSHの能力の強化（技術面、

人材育成面、情報収集・提供面）を行い、企業関係者を中心とする幅広い関係者の労働安全衛生
に関する意識の向上を図る、というアプローチを採用したことは妥当である。

（2）有効性
プロジェクト目標である、NIOSHの能力（技術支援能力、人材開発能力、情報収集・提供能

力）の向上は、達成された。カウンターパートは、日本人専門家を通じて技術を習得し、その結
果、自信をもって日々の業務に従事できるようになった。習得された技術は、確実に日々の業務
すなわち研修の実施、技術支援サービス、情報収集、普及サービス、研究開発、DOSH等への政
策提言等の活動に活かされている。
第一に、技術面に関しては、プロジェクトにより、NIOSHにおいて初めて４つのハンドブッ

クが作成され、2002年６月に職業保健センターが開設された（現在までに利用者数は3,000人）。
2003年にはマレーシアにおいて初の試みとして移動健診サービスも開始され（2005年８月までに
利用者数は928人）、プロジェクトの有効性の高さが確認できる。同様に技術支援数も増加してお
り、これに対して企業からの満足度も高い。
第二に、人材育成面に関しては、NIOSHは研修種類の多様化、コースの改善を行い、その結

果研修参加者数も増加した。また、各研修の講師の質についても参加者からおおむね満足との評
価を得ている。また、プロジェクトは、79冊の労働安全に関する専門書を提供した（現在の
NIOSH図書館の労働安全衛生分野に関する蔵書数は、マレーシア国内最大）ほか、NIOSHの研
究活動への協力を行った。その結果、スタッフの国家レベルの研究プロジェクトへの参加、
NIOSH－Journalの発刊（2004年より）が行われるようになった。
第三に、情報収集・提供面に関しては、プロジェクトにおける機材供与の有効性は非常に高い

と判断される。NIOSHの情報課は、13件の労働安全衛生に関するビデオを作成した。そして、ジ
ュークボックスにそれら教材を一括保存することにより、NIOSH各支所へコンピューターネット
ワークを通じてこれら教材を適宜提供することが可能になった。また、NIOSHはインターネット
を通じた労働安全衛生の広報についても積極的に実施している。NIOSHのウェブサイトは日々更
新されており、毎月約35,000件のアクセスがある。さらに、NIOSHは研修参加者からのフィード
バックに基づき、NIOSHのサービスに関する品質管理を始めている。これらのことから、プロジ
ェクトの有効性が確認された。

（3）効率性
プロジェクトがおおむね効率的に実施されていることも確認された。合計９名の長期専門家、

37名の短期専門家および、約１億6,000万円の供与機材は効率的に活用されていることが確認され
た。特に、短期専門家に関しては、技術移転のテーマの選択やその順序は非常に適切であったと
評価される。短期専門家は実施する講座ごとに明確な目的を有し、それらはカウンターパートの
ニーズに合致するものであった。また、日本側の供与機材についてもマレーシア側の高い評価を
得ており、効率的に活用されている。各機材の使用頻度は、産業界からの分析の需要によって異
なっているが、NIOSHが労働安全分野における国の中核機関であること、当分野における将来の
需要にも対応していくことが期待されていることから、比較的使用頻度の少ない機材の導入も必
要である。本プロジェクトの実施において、効率性に特段の問題はみられなかった。

（4）インパクト
プロジェクトの上位目標である、「マレーシアにおける労働災害、職業病の減少」への貢献度

は、プロジェクトのみだけでなく、労働安全衛生法の執行状況やマレーシアの経済状況、産業構
成、外国人労働者の存在、産業界の意識等の他の要因からも影響を受けるので、因果関係の立証
は容易ではないが、マレーシア側関係者のインタビューから本プロジェクト活動は確実に上位目
標の達成に向けてのプラスの影響を及ぼしていると判断される。その他のインパクトとして、プ
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ロジェクトの実施期間中に、DOSHの発行するガイドラインの数が増大しているが、プロジェク
トの実施が影響していることが推測される。

（5）自立発展性
プロジェクトの自立発展性が、政策面、組織面、財務面、技術面において認められた。
第一に、政策面に関しては、DOSHは労働安全衛生に関する新規法律やガイドラインを引き続

き策定しており、このことは、政府が職場における労働安全衛生に関して積極的に取り組んでい
ることのあらわれといえる。また、DOSHへのインタビューによれば、「DOSHは今後、関連する
法律・規則の執行、監督体制をさらに強化する」とのことであり、NIOSHの労働安全衛生の中心
的機関としての必要性は政策的にみても継続することが予想される。
第二に、組織面に関しては、NIOSHは４つの支所においてサービスの提供を拡大し、スタッ

フの数も増加させてきており、さらに、サバ州にも５つめのNIOSH支所を開設する予定である。
このように組織は拡大傾向にある。
第三に、財務面に関して、プロジェクト期間中、NIOSHはプロジェクトの運営経費を毎年順

調に負担してきた。その額は、毎年１万リンギット程度増額しており、プロジェクト運営に対す
るNIOSHのオーナーシップが認められる。今後の見通しについては、NIOSHは積極的に研修参
加者、サービス利用者の増加のための努力を行っており、NIOSHの経営陣も、プロジェクトの効
果を普及することについて合意している。
第四に、技術面に関しては、カウンターパートは、「プロジェクトを通じて、有用な技術・知

識を習得し、日々の業務により自信をもって、取り組むようになった」としている。また、
NIOSHスタッフの数人は独自に大学等との連携を積極的に進めている。これらのことから、研究
機関としての技術水準や評価は今後も維持されていくことが期待される。

３－３　効果発現に貢献した要因
（1）計画内容に関すること

プロジェクトにおいて、セミナー、ワークショップ等を実施したが、プロジェクトとは、直接
関係のない外部のセミナーに対しても協力を行った。例えば、SOEMと共同で医師・医療従事者
を対象としたセミナーを実施し（セミナー開催費用もプロジェクトが負担）、DOSHや日系企業の
会合に講師として参加するなどの協力を行った。このように、プロジェクト活動を当初計画の枠
内に限定せず多様な活動を行ったことは、プロジェクトの上位目標の発現に貢献したと思われる。
また、NIOSHへの技術移転のみならず、OSHに関する産業界の意識向上のために、JICA－

NIOSHニューズレターを発行したことは、産業界のNIOSHへのニーズを開拓させることにもつ
ながり、効果的なアプローチであった。

（2）実施プロセスに関すること
中間評価において提案された事項（NIOSHスタッフのプロジェクト活動への積極的な参加を

人事評価面でプラスの要素として考慮すること）が取り入れられるとともに、スタッフの退職を
防止するための‘Training Bond’の導入、スタッフ間の技術移転を促進するための‘Technical
Talks’の導入等が具体的に実行された。
さらに、本邦での技術移転のための研修等にNIOSHのカウンターパート以外（DOSH職員等）

も参加できるように、柔軟な対策が取られた。

３－４　問題点および問題を惹起した要因
（1）計画内容に関すること

プロジェクトの「妥当性」評価において確認したように、プロジェクトのターゲットグループ
（NIOSHスタッフ）の設定は妥当であった。しかし、NIOSHスタッフのレベルが、大学を卒業し
たばかりで、経験の少ないスタッフも多く、日本人専門家からの高度な技術を受けるためには、
時間を要する面もあったことは否めない。他方、NIOSHスタッフは一様に自らの能力が向上した
ことを実感し、より質の高いサービスを提供できることになったことに満足しており、プロジェ
クトの効果が認められる。

（2）実施プロセスに関すること
NIOSHが独立採算を求められる組織であることから、NIOSHスタッフは研修の実施、技術支

援サービスの提供等を通じて収益を確保することが要求され、それらに時間・労力が割かれ、日
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本人専門家からの技術移転に100％注力することが困難であった。

３－５　結論
プロジェクトは、マレーシアの開発政策や産業界のニーズ、および日本の対マレーシア援助政策
にも合致しており、その妥当性が確認された。また、当初計画された活動はすべて実施され、所期
の成果が達成されたことが確認された。プロジェクト目標である、NIOSHの機能（技術支援、人材
育成、情報収集・提供）の向上は達成され、プロジェクトは有効であったと判断できる。
プロジェクトが効率的に実施されていることも確認された。合計９名の長期専門家、37名の短期
専門家および、約１億6,000万円の供与機材も効率的に活用されていることが確認された。
さらに、インパクトに関して、プロジェクトの上位目標である、「マレーシアにおける労働災害、
職業病の減少」への貢献度は、プロジェクトのみだけでなく、労働安全衛生法の執行管理状況やマ
レーシアの経済状況、産業構成、外国人労働者の存在、産業界の意識等の他の要因からも影響を受
けるので、因果関係の立証は容易ではないが、プロジェクトの活動が確実に上位目標の達成に向け
てプラスの影響を及ぼしていると判断された。プロジェクトの自立発展性についても、政策面、組
織面、財務面、技術面すべてにおいて認められた。

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）調査研究遂行能力の向上

労働安全衛生の向上には調査研究が重要な役割を果たす。NIOSHは労働安全衛生分野におけ
る主要な機関としての機能を着実に強化してきたが、調査研究においても学際的な活動を行って
おり、NIOSHはマレーシアにおいて総合的な調査研究を行うことができる数少ない機関である。
したがって、同国における労働安全衛生の向上においては、NIOSHの調査研究遂行能力のさらな
る向上が重要である。その際、調査研究の結果を適時にNIOSHの提供する研修カリキュラムに活
用することにより、研修参加者／企業数の増加や高い評価につながることが期待され、ひいては
NIOSHの財政基盤の強化に寄与することが期待される。
独立採算を求められる組織としては、必ずしも収益に直結しない調査研究に対する予算確保が

難しい、とのNIOSHからの発言もあったが、長期的な観点から調査研究への積極的な取り組みが
望まれる。

（2）情報収集能力の向上
NIOSHの情報提供機能は着実に強化された。プロジェクトで供与されたデジタル情報配信シ

ステムを最大限に活用し、デジタル情報・映像、労働安全衛生関連資料やウェブシステムを作成
した。
しかしながら、情報提供機能をさらに向上するためには、作業現場における労働安全衛生情報

や各種災害データ等の情報収集能力の向上が必須である。NIOSHが、DOSH、SOCSO、労働局
などの関連部局・機関と協力し、効率的・包括的な情報収集システムを立ち上げることが望まれ
る。同時に、NIOSH研修コース参加者との情報交換の機会を最大限に活用し、作業現場の情報・
データを収集するなど、積極的に現場の状況を把握することも望まれる。これらにより、政策策
定に必要なNIOSHの情報提供機能もさらに充実されることが期待される。

（3）機材等に関する標準作業手順書の完備
NIOSHは現在整備中の各種標準作業手順書（SOP）のうち、特に機材に関するものを速やか

に完備することが望まれる。その際、特に使用方法を習得している人材が少ない機材に対するも
のを優先的に整備するべきである。標準作業手順書を準備することにより、スタッフの離職に伴
う技術ノウハウ損失のリスクに備えることができる。さらに、生体試料の分析準備にかかる技術
は複雑であるため、当該技術は広くNIOSHスタッフ間で共有されることが望ましい。

（4）NIOSH研修コース参加者へのフォローアップ
NIOSHはウェブサイト上に OSH Forum（労働安全衛生フォーラム）を運営し、企業間のネッ

トワークを促進している。NIOSHはOSH Forumを活用し、日々実際の作業現場で生じる諸問題
を把握している研修コース参加者と積極的に意見交換を行い、彼らに対するフォローアップを行
うと同時に、現場の情報収集を行うことが望ましい。

－v－



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）日本人専門家の有効活用
日本人専門家はセミナー、ワークショップ、会議等の開催および日常的な技術移転を通じて

NIOSHの機能向上に大きく貢献した。本プロジェクトでは、直接的なカウンターパートである
NIOSH以外にも、プロジェクトとは直接関係のない産業保健衛生部会（SOEM）といったNGO
の開催するセミナーに対しても講師派遣や資金面で協力を行った。その結果、セミナー参加者の
労働安全衛生に対する意識の向上が図られ、結果としてNIOSHの知名度・ニーズが上がるなど、
NIOSHの活動に対しプラスの効果を与えた。

（2）多数の出版物の発行
プロジェクトはJICA-NIOSHニューズレターやハンドブックなど、多数の出版物を発行した。

これらの出版物は広く企業に配布され、産業界における労働安全衛生に対する意識を高めた。結
果として、企業からのNIOSH活動への参加が増加するなど、プラスの効果が生じた。

（3）中間評価時の提言の実行
中間評価時の提言に対応して、NIOSHは各種の取り組みを行った。例えば、JICAプロジェク

トへの従事を職員の人事考課の対象に含めることにより、カウンターパートはプロジェクト関連
業務でのパフォーマンスを高めるインセンティブを得ることができ、より積極的にプロジェクト
関連業務に従事するようになった。また、本邦研修の成果の二次技術移転については、帰国後に
他職員に技術移転を図る講習会（Technical Talks）の開催を強化した。さらに、カウンターパー
ト職員の離職対策については、本邦研修参加後に一定期間離職しないことを約束させる研修ボン
ド制度（Training Bond）を導入した。これらの取り組みはプロジェクト目標の達成に大いに貢
献した。

（4）プロジェクトの柔軟性
プロジェクトの主要な焦点は産業衛生、産業保健および人間工学であったが、プロジェクトの

柔軟な運営により、その裨益対象は他課（産業安全課など）やDOSHの職員にも及んだ。直接の
担当機関・課以外の関係者もプロジェクト活動に取り込む柔軟な運営は、マレーシアにおける労
働安全衛生関係者全体の能力強化に貢献し、上位目標の達成にプラスの効果を及ぼした。

（5）労働安全衛生における宗教的特殊性
労働安全衛生の適切な取り組みには、現場の企業や労働者の労働慣習を含む各種データの把握

が必須であるが、労働慣習には文化や宗教的な慣習が影響することがある。マレーシアの労働人
口の多くはイスラム教徒であり、宗教的な背景からの特徴的な生活・労働慣習を有している。例
えば、トドゥン（イスラム教の女性が頭に巻くスカーフ）が機械に巻き込まれるという事故の発
生や、特定時間の礼拝やラマダン期間中の労働習慣など、イスラム教国にある程度共通の慣習と
思われるものがある。今後JICAが他のイスラム教国において類似プロジェクトを実施する際に
は、この観点からも本プロジェクトの経験を参考にすることが望ましい。
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