
事業事前評価表（技術協力プロジェクト）

作成日：平成2005年8月16日
担当部：社会開発部

1.案件名

ラオス日本人材開発センタープロジェクト（フェーズ2）

2.協力概要

(1) プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述

本協力では、ラオス国（以下、「ラ国」という）ビエンチャン市内において、ラ国の市場経済化支援
並びにラ国と日本両国民間の相互理解を促進することを目的とし、ラオス日本人材開発センター（以
下、「LJC」という）が、ラ国の市場経済化に対応するビジネス人材を育成するためのサービス提供
並びに両国民の相互交流機会を提供する体制の強化を行う。そのため、LJC施設管理並びに事業運営
に従事するスタッフ（計40名）の更なる能力向上を図るとともに、関係機関（ラオス商工会議所等）
との事業連携を強めつつ、LJC事業の採算性向上に資する事業展開を支援する。

フェーズ2を「事業展開フェーズ」と位置付け、無償資金協力によるLJC施設建設、ゼロベースからの
施設管理・運営体制構築を目指した「ラオス日本人材開発センタープロジェクト」（以下、「フェー
ズ1」という）の成果を踏まえ、以下の4点に焦点をあて実施する。

1. LJC事業実施体制の更なる強化
2. 従来のビジネスコース運営に加え、実践的ビジネス分野サービス〔企業・工場診断、起業家育成

（インキュベーション機能）、ビジネスマッチング〕の提供
3. ラオス国における日本語教育の拠点化（リソースのネットワーク化）
4. 両国民間の相互交流システム構築と促進活動

(2) 協力期間

2005年9月～2010年8月（5年間）

(3) 協力総額（日本側）

約5.3億円

(4) 協力相手先機関

教育省、ラオス国立大学

(5) 国内協力機関

独立行政法人国際交流基金（日本語教育）

(6) 裨益対象者及び規模、等

ア LJCスタッフ 計40名（カウンターパート10名、LJC雇用スタッフ30名）

イ LJC事業への参加が期待される年間50千人（日本に関係・関心を有する一般市民（ラオス人）並び
にラ国に関係・関心を有する一般市民（日本人）が本プロジェクトの潜在的裨益対象と位置づけられ
る。ラ国の民間企業の経営者・従業員、学生（起業家予備軍を含む）、政府職員、関係機関（ラオス
商工会議所、民間日本語学校等）関係者、一般市民など幅広い階層を対象とすることが本プロジェク
トの特徴のひとつ）。

3.協力の必要性・位置付け

(1) 現状及び問題点



ラ国は、面積24万Km2、人口570万人（2003年）、一人当たりGNI（Gross National Income）は
320US$（2003年）である(1)。主要産業は農林業（米、野菜、木材等）で、国内総生産の約52％を
占めており、労働人口の80％以上が従事している。その他の主要産業は農林関係加工業、水力発電等
に限られている。

1986年「新経済メカニズム」導入・経済改革に伴った計画経済から市場経済への路線転換以降、国
有企業の民営化、統制価格の撤廃、貿易自由化、外国企業の誘致、財政金融制度の改革等の諸課題へ
の取組みを開始し、1990年代以降平均6%程度の成長率を達成している。また、内陸国で制約のある
経済条件を克服するため、1997年の東南アジア諸国連合（ASEAN）加盟後、同枠組みを通じた経済
統合、即ち2008年からの域内での関税撤廃を開始すべく（完了は2015年）国内での制度整備を含め
た準備を進めるなど、地域の経済統合・協力にも積極的に参画している。

一方、1）人口規模＝国内市場が小さい、2）内陸国であるため輸送コストが割高である、3）国内の
経済的地域間ネットワークが未形成（分断された多くの地域が自給経済の段階のまま併存）、4）金
融システムが充分に機能していないため、開発に必要な資金が循環していない（遊休資金の相当部分
が外貨や貴金属の形で退蔵）、などの構造的問題を抱えたまま現在に至っている。さらに、労働力の
観点から見ると、現時点において総人口570万人の44%が15歳未満、生産人口比率は50.1%であ
り、今後も、若年層の急速な増加が続き、労働力人口の増加が見込まれる。一方、アジア開発銀行の
予測推計(2)によれば、市場経済化に対応するための専門知識を兼ね備えた人材は約2万人不足すると
されており、これを担うビジネス人材の育成が急務となっている。

ラ国内におけるビジネス分野の研修機会については、学生を対象とした長期（1年以上）の研修を提
供する研修機関は、ビエンチャン市内だけでも相当数が存在し広く一般に提供している一方、実際の
ビジネス活動に役立つ人材を育成・輩出するためには、教科内容・質の面でさらなる改善が必要とさ
れている。これに対し、社会人を対象とした教育・研修は、質・量ともに十分とはいえないのが現状
であり、特に、「マーケティング」や「人材開発」といったビジネス一般を教科内容とした短期（1
年未満）の研修機会は、ほぼ皆無であった。

LJCでは、2001年9月以降現在までに計12回（4ヶ月／1回）にわたる社会人を対象としたビジネス
一般を教科内容とする短期のビジネスコースを提供し、これまでの約4年間で計1,735名が受講し
た。当初計画どおり、日本人短期専門家講師による特別セミナーを除く全ての科目（計16科目：基礎
8科目、上級8科目）を現地講師（経済経営学部教師陣）が担当し、全科目についてラオス語によるテ
キストが整備された。コース運営管理についても、日本人専門家による技術移転を受けたLJCスタッ
フ（カウンターパート2名）が主として担当しており、運営面での現地化が進められた。また、日本
語コースでは、LJCが独自で版権を取得し現地で出版したラオス語版テキスト『みんなの日本語』を
使用し、計13回（3ヶ月／回）に渡る日本語コースを実施し、約4年間で計2,809名が受講した。テ
キスト『みんなの日本語』は、ビエンチャン市内の日本語学校でも活用されている。加えて、ほぼ毎
月実施されてきた相互理解促進事業（ラオス人に日本文化を紹介するイベント等）への参加者は、述
べ7,163名にのぼる。また、図書室、視聴覚室の利用者数は約4年間で約17.4万人を数え、上記事業
参加者数と併せて約18.6万人がLJCを利用したことになる。2004年に実施したアンケート調査によ
ると、ビジネスコース受講者の75％以上が仕事上で有益であったと回答し、日本語コース受講者の
80％が仕事あるいは生活上で非常に有益であると回答している。2005年2月に実施された「ラオス
日本人材開発センター」プロジェクト終了時評価調査では、LJC施設の管理運営体制が概ね確立さ
れ、活動の柱である「ビジネスコース」「日本語コース」は、ラ国の人材開発に一定の役割を果たし
たことが確認された。

実施機関であるラオス国立大学は、フェーズ1の協力の成果を高く評価し、ラオス日本人材開発セン
ターの取り組みを継続する方向性を打ち出した。しかしながら、フェーズ1は、無償資金協力による
LJC施設建設を踏まえたゼロベースからの施設管理並びに基礎的な事業運営体制の構築にとどまって
おり、フェーズ2では事業採算性の向上を視野に入れた、より実践的な活動への展開の為の体制づく
りが不可欠となっている。

(1) 統計データ出典：「World Development Report 2005」（The World Bank, Oxford University Press）
(2) 参考文献：研究論文「ラオスにおける経済・経営関係の高等教育」（豊田利久教授・広島専修大学）



(2) 相手国政府国家政策上の位置付け

ラ国では5年毎に開催される人民革命党大会において経済社会開発のための5カ年計画を採択している
が、2001年3月の第7回党大会において、従来の経済開放化政策の継続が確保されると共に、
「2020年までに後発開発途上国から脱却する」ことを目指した長期開発計画が打ち出され、農業開
発に焦点を当てつつ、自然経済から商品経済への転換を一層推進するとしている。

2003年9月「国家貧困削減プログラム（NPEP: National Poverty Eradication Strategy）」（後に
「国家成長・貧困削減戦略（NGPES: National Growth and Poverty Eradication Strategy）」に変
更）では、「貧困削減」と共に「投資の誘致」、「中小企業の育成・開発」、「農業を基盤とした産
業開発」に引き続き重点を置くとしている。

本協力は、ラ国の市場経済化に対応する人材を育成することを目的として、中小企業を含む民間企業
の経営者や従業員を対象とした日本的経験に基づくビジネスコースの提供はもとより、生産性向上指
導（5Sを用いた工場診断等）やビジネスマッチングサービス、起業家（予備軍を含む）に対するイン
キュベーション機能などのサービス提供を行うものであり、「中小企業の育成・開発」をより効果的
に達成する土台となるだけでなく、将来的な「投資の誘致」に対し、投資環境の整備促進、ビジネス
パートナーの育成という面からインパクトを与える。

(3) 我が国援助政策との関連、JICA国別事業実施計画上の位置付け（プログラムにおける位置付け）

対ラオスJICA国別事業実施計画では、「激変する対外環境に対応できる民間セクターの土台が形成さ
れていない。特に、貿易収支を改善するような有望な輸出企業の育成が緊急課題である」とし、「民
間セクターの活性化」を重点分野としている。

本プロジェクトは、民間人材に実践的実務を研修する機会を提供し、人材育成の面から、民間セク
ターの活性化に資するものであり、「中小企業育成、貿易促進、投資環境の整備」を開発課題とした
「民間人材育成プログラム」として位置づけられる。

4.協力の枠組み

本協力におけるビジネス分野では、ラオス商工会議所との事業連携を含めたラオス経済界とのリン
ケージを強化し、LJCスタッフの能力向上を通じた活動主体の「現地化」を強化しつつ、座学による
実践的なビジネスマネージメント講義の提供から、工場診断を含む現場実践型へ活動の中心をシフト
する。また、日本語教育では、テキスト教材や現地教師といったリソースをネットワーク化し、より
実用的な日本語教育の提供を含めた拠点化を計る。加えて、相互理解促進事業では、HPの更新等の広
報・情報発信機能を強化するとともに、日本国内のラオスと交流を希望する団体・個人と、日本との
交流を希望するラオス人との相互交流をマッチングさせる仕組みを構築する。

〔主な項目〕

(1) 協力の目標（アウトカム）

ア 協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値

［達成目標］
（ア）ラ国の市場経済化に対応する人材育成を推進する為のサービスが、LJCによって提供される。
（イ）相互理解を促進する活動に参加するための情報と機会がLJCによってラオス・日本両国の国民
に提供される。

［上記（ア）に対応する指標・目標値(3)］
a LJCのビジネス分野サービスの参加者・利用者数
b LJCのビジネス分野サービスを満足していると評価した参加者・利用者の割合
c LJCのビジネス分野サービス利用によって起業した参加者の数
d LJCのビジネス分野サービス利用によって海外企業と関係するビジネスを始めたラオスの民間企業数
e LJCのビジネス分野サービス利用によって業務の効率性と労働観を向上したラオスの民間企業

［上記（イ）に対応する指標・目標値］



f LJCの相互理解分野サービス（施設利用を含む）の参加者・利用者数
g LJCの相互理解分野サービスを満足していると評価した参加者・利用者の割合
h 日本語教師になった日本語コース参加者数

［上記（ア）（イ）に共通する指標・目標値］
j LJC訪問者数
k LJCの年間メンバーシップ(4)発行数

(3) 数値目標については、ベースライン調査の結果を踏まえ、プロジェクト開始後7ヶ月以内に設定する。
(4) LJCでは、事業参加者や施設利用者を対象にメンバーシップ制度（有料）を導入し、メンバーに対する定期的なアン
ケート調査を行うことで、ユーザーのニーズ把握とサービス改善に役立てる予定。有料のメンバーシップとなること
は、LJCの利用価値が高いと認め日常的に利用することを意味する。

イ 協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値

［達成目標］
（ア）LJCがビジネス分野においてラオスの市場経済化に資する人材開発のための中核的な役割を果
たす。
（イ）LJCがラオス・日本両国の人々の間に相互理解を促進する拠点として活用される。

［上記（ア）に対応する指標・目標値］
a ビエンチャン市内の民間企業のうち、LJCを認知している企業数
b 商工会議所の会員企業数

［上記（イ）に対応する指標・目標値］
c 日本に留学するラオス人学生数
d 相互理解の促進度（LJC利用者・受講生を対象としたベースラインサーベイ値との比較による）

［上記（ア）（イ）に共通する指標・目標値］
e サンプリングしたビエンチャン市民のうち、LJCを認知している割合

(2) 成果（アウトプット）と活動

［成果1］LJC事業実施体制が強化される。

［活動］
1-1. ベースライン調査を実施する。
1-2. 経理システムを含む運営管理体制を確立し、機能させる。
1-3. スタッフ研修を実施する。
1-4. 定期的に運営管理体制をモニタリング評価する。

［指標］長期的なLJC人材開発計画に基づき実行された人材研修の数、自己目標を達成したスタッフ
の割合。

［成果2］ラ国の民間人材を対象とした実践的なビジネスコース並びにビジネス分野サービス〔工場
診断、起業家育成（インキュベーション機能）、ビジネスマッチング〕が提供される。

［活動］
2-1. ビジネス分野の活動の年間実施計画を作成する。
2-2. 年間実施計画に基づきビジネス分野の活動を実施する。
2-3. 関係機関（ラオス商工会議所や経済関係省庁等）と連携し、市場経済に関連する特別コースを提
供する。
2-4. ラオス国立大学経済経営学部との連携体制を強化する（夜間コースへの編入制度確立等）。
2-5. 定期的に活動実績をモニタリング評価する。

［指標］ビジネス分野の活動の数と種類、省庁・商工会議所などと連携し提供された活動の有無

［成果3］LJCがラ国における日本語教育の拠点となる（リソースのネットワーク化を推進）。

［活動］



3-1. ラオス国立大学の日本語教育に係る包括的戦略、年間実施計画を策定する。
3-2. 日本語コースを実施する。
3-3. 日本語教師研修を実施する。
3-4. 市中民間日本語学校やアセアン諸国内の日本語教育関係者との人的ネットワークを形成する。
3-5. LJCが実施する教師セミナーや教材提供を通じ、ラ国内の日本語教育関係者との相互連携を促進
する。
3-6. 日本語コース参加者向けに自主学習に適した自習用教室の新設や自習用教材を開発する。
3-7. 定期的に活動実績をモニタリング評価する。

［指標］日本語コースの活動の数と種類、受講生の日本語能力、ラオス人教員の指導可能レベル、他
関係機関とのネットワークの有無

［成果4］両国民間の相互交流システムが構築され、活動が活発化される。

［活動］
4-1. 相互理解活動に関するニーズ調査を行う。
4-2. 日本・ラオス両国に関する情報を収集し提供する。
4-3. LJCの施設を活用し、場の提供を行う。
4-4. LJCのビジネス分野と日本語教育分野との連携を強化する。
4-5. 定期的に活動実績をモニタリング評価する。

［指標］相互理解促進のために提供されたサービスの数と種類、相互理解の促進度、LJCホームペー
ジへのアクセス数

(3) 投入（インプット）

ア 日本側（総額 約5.3億円）

（ア）専門家派遣：
〔長期専門家4名（チーフアドバイザー、業務調整、日本語教育、相互理解促進）〕
〔短期専門家10名（ビジネス分野）〕
（イ）現地活動費：新聞広告費、消耗品費、テキスト翻訳費、印刷・製本費等
（ウ）研修員受入：LJC管理運営スタッフ等を対象とした本邦（または第三国）での研修

イ ラオス日本人材開発センター側（総額 約3,500万円）

LJC雇用スタッフ基本給、ビジネス・日本語教育分野の現地講師謝金、小額消耗品（文房具、トナー
等）、ガソリン代、国内電話代と郵便料金、広告宣伝費、その他設備維持費用

ウ ラオス国側（総額 約1,000万円）

カウンターパート人件費、施設・土地手配、電気・水道料金

(4) 外部要因（満たされるべき外部条件）

ア プロジェクト目標

（ア）ラオス政府が現在の市場経済化推進の政策を維持する。

イ 上位目標

（ア）ラオスの政治状況が安定している。

ウ 成果

（ア）教育省、ラオス国立大学がLJCに協力する。
（イ）ラオス国立大学経済経営学部の講師がLJCで教える。
（ウ）LJCのカウンターパートを配置する予算がラオス政府によって確保される。



5.評価5項目による評価結果

(1) 妥当性：以下の点により、本協力の妥当性は高いと判断される。

ラオス国においては、1988年に採択された「新経済メカニズム」の下で、一貫して市場経済移
行を目的とした経済改革が進行中である。このような状況下、市場経済化に対応できる人材の不
足が、国家の重要課題と見なされている。
ビエンチャン市中には人材育成機関として私立のカレッジがあるものの、最も必要とされている
「ビジネスマンを対象としたビジネス一般を教科内容とする短期コース」を提供している機関
は、LJC以外に存在しない。2005年2月に実施されたフェーズ1の終了時評価においても、ビジ
ネスコース、日本語コース、コンピューターコースの実施を通じて人材開発面で重要な役割を
担っていると評価されたおり、本プロジェクトは社会のニーズに合致し、必要性は高い。
本プロジェクトはラオス国の開発政策に整合し、かつ日本の援助政策・JICA国別事業実施計画の
協力の重点分野とも整合しており、優先度が高い。
本プロジェクト実施には、日本の経済成長の経験の活用が計画されており、日本の技術の優位性
を活かすことから、手段として適切である。

(2) 有効性：以下の理由から、本協力の有効性が高いと判断される。

本プロジェクトでは、ターゲットグループの1つである「LJCスタッフ40名」の能力向上が、活
動に組み込まれ、成果を測る指標にも設定されている。LJCスタッフの能力向上によって成果1
が達成され、これにより他の計画されている活動も円滑に推進されることが期待でき、成果
2、3、4の達成が見込める。
プロジェクト目標は、もう1つのターゲットグループ「LJC事業への参加が期待される年間50千
人（日本に関係・関心を有する一般市民（ラオス人）並びにラ国に関係・関心を有する一般市民
（日本人※相互理解促進事業の潜在的裨益対象とする）」を対象に、LJCによって市場経済化に
資する人材育成のためのサービスとラオス・日本両国に関する相互理解の情報・機会が提供され
ることであり、指標も設定されていることから、目標は明確である。また、成果1、2、3、4の
達成と外部条件が満たされることにより、プロジェクト目標の達成も見込める。
プロジェクト目標の指標のモニタリングは、以前よりLJCにて記録やアンケート実施などにより
行われていたが、本プロジェクトにおいては、プロジェクト開始当初にベースラインサーベイが
計画され、これにより指標となる数値が明確に確保できる。また、それぞれの成果を導く活動の
一つとしてモニタリングを位置づけたことにより、定期的かつプロジェクト実施・改善に有効な
モニタリングが期待できる。
その指標としては「LJCの訪問者数・メンバーシップ発行数」「LJCに対する満足度」「LJCの
活用が受講生に利益をもたらしたかどうか」「民間企業の効率性、職務観の向上」「相互理解の
深度」などが設定されており、ベースラインサーベイの数値を基準として、達成度が数値で測れ
るものとなっている。
プロジェクトレベルの外部条件は、ラオス政府の政策に関わるものであり、プロジェクト内では
コントロール不可能であるが、世界的な動向も併せ見ると、市場経済化の方向性が転換する可能
性は低く、これも満たされる見込みが高い。

(3) 効率性：以下の理由から、本協力の効率性が高いと判断される。

本プロジェクトでは、ラオス国立大学経済経営学部との緊密な連携が計画されており、従来どお
りビジネスコースにおいては、経済経営学部の教授陣が講師となり指導することから、現地講師
のみによるビジネスコースの実施が可能であり、効率性は極めて高い。さらに、タイ・ベトナム
など近隣国の第三国専門家の活用も計画されており、日本人専門家に投入する費用に比して効率
性は高いと言える。
ビジネス分野、日本語教育分野、相互理解促進事業において、ラオス国内はもとより他国セン
ターや近隣諸国のリソースを活用する計画がされており、効率性は高い。
成果レベルの外部条件は、教育省とラオス国立大学との協力関係に関わるものであり、LJCの価
値を高め、連携を強化することにより満たされる。



(4) インパクト：以下の理由から、本協力によるインパクトの発現が期待できる。

本プロジェクトの上位目標は「LJCがビジネス分野においてラオスの市場経済化に資する人材開
発のための中核的な役割を果たす」、「LJCがラオス・日本両国の人々の間に相互理解を促進す
る拠点として活用される」であり、プロジェクト目標「LJCがラオスの市場経済化に資する人材
を育成するためのサービスを提供する」、「相互理解を促進する活動に参加するための情報と機
会がLJCによってラオス・日本両国の国民に提供される」状態が継続することで発現する効果で
ある。
上位目標の設定について、フェーズ1ではプロジェクト目標から上位目標までの隔たりが課題と
された。その教訓を活かしフェーズ2では、より実現性の高いものにレベルが引き下げられた。
本プロジェクトの上位目標は、プロジェクト終了後から数年後に達成可能かつ測定可能なものと
なっている。
LJCビジネス分野のサービス提供を通じて、1）民間セクターの将来的な成長が促進されるこ
と、2）起業家支援により民間企業数が増え、ラオス商工会議所の会員数が増えること、LJCが
ラ国における日本語教育の中核的な役割を果たすことにより、3）日本語学習者の日本留学の機
会が増えること、LJCが相互理解活動を活発化することにより、4）同活動を通じたラ国日本人
訪問者の数が増えること、5）ラオス・日本両国の相互理解の度合いが深まること等のインパク
トの発現が期待できる。

(5) 自立発展性：以下の理由から、本協力の自立発展性の確保が期待される。

LJC施設の管理運営体制は、一部（経理システム等）を除き、概ね確立されている。また、ラオ
ス側所長以下、マネージングクラスのリーダーシップ・勤務意欲は高く、LJCを主体的に運営し
スタッフを指導する役割を十分に担っている。一方、LJCの給与は公務員給与に準じていること
から、民間の他類似機関に比べ極めて低く、モチベーション低下の恐れも懸念されることか
ら、LJCスタッフに対する福利厚生の充実、超過勤務手当ても含めた給与水準の見直し等、イン
センティブシステムの構築が計画されている。
LJCは、ビジネスコース、日本語コースを有料で一般に提供していることから、各コース受講者
からの受講料収入があり、大学から配置されているカウンターパート（10名）に加えて、独自
にスタッフ30名を雇用している。本プロジェクトでは、各事業の採算性を向上させるべく、LJC
経費支出に占める自己収入による支出の割合を増加させるという長期的な方向性が確認されてい
る。

6.貧困・ジェンダー・環境等への配慮

本プロジェクトは、ラオスの一般市民を対象とし市場経済化に資する人材育成を図るものであ
る。男女平等に、教育機会およびラオス・日本両国における相互理解促進の機会が提供されてお
り、ジェンダー配慮がなされている。
本プロジェクトの基本計画においては、消費電力・水の節約が盛り込まれており、環境への配慮
もなされている。

7.過去の類似案件からの教訓の活用

本プロジェクトと類似するプロジェクトとしては、「ベトナム日本人材協力センタープロジェクト」
（2000-2005年）が挙げられる。日本的経営のノウハウを活かし、実際の工場視察を組み込んだ、
より実践的な短期ビジネスコースや、現地企業を対象とし5S（整理・整頓・清掃・清潔・躾）手法等
を用いた工場診断を中核に位置付けた活動が今日展開されている。

同案件では、現地商工会議所等の経済団体と密接な協力関係を築き、現地ニーズに基づくコース
設計のメカニズムを構築した。本協力においても、フェーズ1で関係構築を開始したラオス商工
会議所との連携を強め、現地中小企業の人材育成ニーズをLJCビジネス分野活動に反映させる体
制を構築していく。
同案件では、受講者の募集・選考といったコース運営の基本的なノウハウだけでなく、日本的な
「現場型」工場診断手法（5S等）までをも、実際の診断活動を通じてカウンターパートに技術
移転を行い、診断技術の「現地化」が進められている。本協力においても、LJCスタッフへの技



術移転・研修を重視し、人材育成体制を整備する。

8.今後の評価計画

中間評価：プロジェクト開始後2.5年後
終了時評価：プロジェクト終了の半年前
事後評価：プロジェクト終了後3年を目途に実施


