
事業事前評価表（技術協力プロジェクト） 

作成日：平成 17 年 9 月 9 日 

担当部・課：社会開発部情報通信チーム 

1.案件名 

ミャンマー国ソフトウェア及びネットワーク技術者育成プロジェクト 

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 

本プロジェクトは、科学技術省（以下 MOST）傘下の情報通信技術訓練センター（以下 ICTTI）がヤンゴン・コ

ンピュータ大学（以下 UCSY）を始めとする ICT 関連大学の卒業生を主たる対象に演習中心の訓練を実施で

きるようになることを目的とする。 

ICTTI は本プロジェクトの実施にあたって新たに設立されるため、本プロジェクトでは、1) プロジェクト運営の

ための（ICTTI の）組織・機能の確立・強化、2) 必要な機材の供与、据付、運転、保守、3) 教官の ICT 関連技

術の授業実施能力の向上、4) 訓練コースのカリキュラム、シラバス、教材の整備、4 つの成果からなる協力

を行う。なお、カリキュラムについては技術者育成のフレームとして経済産業省が策定した IT スキル標準

（以下 ITSS）を使用する予定である。 

(2) 協力期間 

2006 年 4 月～2009 年 4 月 

(3) 協力総額（日本側） 

3.1 億円 

(4) 協力相手先機関 

ミャンマー国科学技術省（MOST: Ministry of Science and Technology） 

ヤンゴン・コンピュータ大学（UCSY: University of Computer Studies, Yangon） 

情報通信技術訓練センター（ICTTI: Information and Communication Technology Training Center）（当初は

UCSY 付属。将来的には MOST 管轄予定） 

(5) 国内協力機関 

経済産業省（本プロジェクトは法人契約による案件実施を予定している。） 

(6) 裨益対象者及び規模、等 

直接受益者：情報通信技術訓練センターの教官 27 名（講師 20 名、その他 7 名） 

間接受益者：ICT 関連大学を中心とした大学卒業生のうち ICTTI の入学試験に合格した学生年間約 200 名

3.協力の必要性・位置付け 



(1) 現状及び問題点 

ミャンマー国において 1996 年のコンピュータ科学開発法の施行に伴い、ICT 人材育成の所管官庁である

MOST は大規模な予算を投入し、2000 年 9 月以降 24 のコンピュータカレッジを相次いで建設・開校した。ま

た、ミャンマー国は 2000 年 11 月に合意した e-ASEAN フレームワークの実施に向けた対応を行うために e-

National Task Force を設立した。同タスクフォースには、ICT アプリケーション、ICT 教育、ICT インフラストラ

クチャー、ICT 法制度、ICT 自由化、ICT メジャーメント（統計）、ICT 標準化の 7 つの委員会が形成されてお

り、電子政府化（e-Government）の実現に向けた具体的施策の推進を開始している。 

UCSY（ヤンゴン・コンピュータ大学）はミャンマー国の ICT 教育の最高峰に位置するが、その教育方法は座

学中心であって実習が不足しており、学生がコンピュータを使った授業を受けられるのは週 30 時間の授業

のうち 1.5 時間だけである。このため、UCSY の卒業生が企業に就職後、新たに OJT による長期の訓練が

必要となっている。UCSY もカリキュラムの改定により演習の強化を目指しているが、教員の能力不足、機材

不足および頻繁な停電により大きな改善は望めない状況にある。UCSY の学生も問題意識を有しており、大

学の授業の終了後に民間のコンピュータ学校で別途訓練を受けている学生も多いが、そこでは民間訓練セ

ンターも一般的なアプリケーションソフトの使用方法の学習や資格取得を目的とした訓練が主となっており、

必ずしも ICT 企業への就職を目的とする学生のニーズに合致したものではない。 

このような状況の中で、ミャンマー国における情報通信分野では実践的スキルを有した ICT 人材及び訓練機

関の設立が急務となっている。 

(2) 相手国政府国家政策上の位置付け 

e-National Task Force による電子政府化に向けた取り組みと共に、2002 年に策定された ICT マスタープラ

ンでは、2010 年までを見据えたミッション、戦略、実施計画を規定しており、ICT 教育を始め、ICT アプリケー

ション、ICT 産業の確立、ICT インフラストラクチャー、ICT 法整備の 5 つの側面を戦略実施に向けての優先

分野としている。 

(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） 

外務省のミャンマーに対する ODA 経済協力の基本方針は、1) 緊急性が高く、真に人道的な案件、2) 民主

化・経済構造改革に資する人材育成のための案件、3) ASEAN 全体、CLMV 諸国を対象とした案件、を原則

としている。本プロジェクトは ICT 教育の強化を通じた ICT 産業界の人材育成を目的としており、上記の経済

構造改革に資する人材育成のための案件に位置づけられる。2002 年 10 月に行われた経済構造調整支援

の IT 小部会が ICT 人材育成の重要性を提言しており、本件はこの提言に基づいている。また、JICA 国別

事業実施計画においては、本件は、重点分野「経済改革支援」、開発課題「市場経済を担う人材の育成」、プ

ログラム名「ICT 技術者育成」に位置づけられている。 

4.協力の枠組み 

〔主な項目〕 

(1) 協力の目標（アウトカム） 

1）協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値 

目標：ICTTI（情報通信技術訓練センター）が演習中心の ICT 訓練を実施できるようになる。 



指標： 

1 ICTTI 教官が IT スキル標準レベル 3 相当 8 の ICT に関する能力を身につける。 

2 ニーズに応じた訓練コースを年に 2 回体系的に実施する。 

2）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 

目標：ICTTI から、質の高い修了生が毎回継続的に輩出される。 

指標： 

1 プロジェクト終了後、3 年間の修了生が 600 人に達する。 

2 訓練コース修了生が IT スキル標準レベル 2 相当 9 の能力に達する割合が年々増加する。 

8 チームリーダーの指導の下で特定技術分野に関して設計と開発が可能なレベル。 

9 チームリーダーの指導の下でプロジェクトメンバーとしての責任を果たすことができるレベル。 

(2) 活動及びその成果（アウトプット） 

成果 1：ICTTI の組織・機能が確立・強化される。 

主な活動 

1-1. ICTTI の組織体制が決定する。 

1-2. ICTTI に教官及びスタッフを配置する。 

1-3. 教官及びスタッフの業務内容を確定する。 

1-4. 合同委員会（JCC：Joint Coordinating Committee）の機能を確立する。 

1-5. 合同調整委員会を通じて関係者にプロジェクトのコンセプトが承認される。 

指標 

1-1. 職員の職務規定が確定する。 

成果 2：必要な機材が供与、据付、運転、保守される。 

主な活動 

2-1. プロジェクトの後半に導入する機材の仕様を確定する。 

2-2. 機材を設置し、ソフトウェアをインストールする。 

2-3. システム管理者を訓練する。 

2-4.システム管理手順書を作成する。 

2-5. IT 教育に必要な機材の運転・保守を行う。 

指標 

2-1. 設置した機材が適切に作動する。 

2-2. LAN システムが管理手順書に基づき適切に管理される。 

2-3. ソフトウェアが定期的に更新・管理される。 

成果 3：教官の ICT 関連技術における授業の実施能力が向上する。 

主な活動 

3-1. 教官の訓練担当科目を配分する。 

3-2. 教官を講師およびアシスタントとして訓練する。 



3-3. 教官の間で模擬授業を実施する。 

3-4. ICT 大学へ受講生を募集する。 

3-5. 各コースのトライアルコースを実施しモニタリングする。 

3-6. トライアルコースを通じて訓練コースのモニタリング評価方法を決定する。 

3-7. トライアルコースの結果を基に訓練コースの改定方法を確立する。 

3-8. 教官が訓練コースを実施する。 

3-9. 教官が訓練コースを客観的に評価する。 

指標 

3-1. 講師およびアシスタントによる授業の質が日本人専門家の認定するレベルに到達する。 

3-2. 学生が教官の指導方法に満足する。 

成果 4：訓練コースのカリキュラム、シラバス、教材が整備される。 

主な活動 

4-1. 最新技術動向を調査する。 

4-2. 技術動向に合わせてカリキュラムを改定する。 

4-3. シラバスを作成する。 

4-4. 教科書、演習教材、及び修了試験を作成する。 

4-5. 各コースの指導方法を開発する。 

4-6. 訓練修了者の就職先企業に対してアンケートを実施する。 

4-7. UCSY（ヤンゴン・コンピュータ大学）の新しいカリキュラムとシラバスを調査する。 

4-8. UCSY の新卒業生のレベルに合わせて、ICTTI（情報通信技術訓練センター）のカリキュラム、シラバス、

教材、修了試験を改定する。 

4-9. 改定方法をマニュアルにとりまとめる。 

指標 

4-1. IT スキル標準に沿ったネットワークコースとソフトウェアコースのカリキュラム・シラバス・教科書・演習教

材・修了試験が作成される。 

4-2. カリキュラム・シラバス・教材・修了試験それぞれの改定マニュアルが作成される。 

(3) 投入（インプット） 

1）日本側（総額 3.1 億円） 

専門家派遣 

• 専門家：総括／IT 教育、Java プログラミング、プロジェクトマネジメント、データベース管理、ネットワー

クサーバー管理、ネットワークデザイン、セミナー講師 （総計 67MM） 

• 供与機材：サーバー、パソコン、ソフトウェア等の訓練に必要な機材 

• 研修員受け入れ：プロジェクトマネージャー、コースディレクター、教官（計 12 名／3 年） 

• その他： 

・ICTTI 建物改修工事 

・一部の活動に対して現地再委託の可能性あり。 



2）ミャンマー国側 

カウンターパート人件費、施設・土地手配、プロジェクト運営費、施設改修 

(4) 外部要因リスク（外部条件） 

PDM 上の外部条件は、以下のとおりであるが、目標及び活動が成立するのに概ね問題はないと思われる。

(1) 前提条件 

• UCSY（ヤンゴン・コンピュータ大学）により ICTTI（情報通信技術訓練センター）の予算が措置され

る。 

(2) 外部条件（活動レベル） 

• 優秀な ICT 大学卒業生が ICTTI への入学を希望する。 

(3) 外部条件（プロジェクト目標レベル） 

• ミャンマー政府が ICTTI の訓練コース実施に必要な予算措置及び人員配置を行う。 

(4) 外部条件（上位目標レベル） 

• ミャンマー政府は継続して ICT 開発を優先課題に置く。 

5.評価 5 項目による評価結果 

(1) 妥当性 

ICT 分野の人材育成は、外務省のミャンマーに対する ODA 経済協力の基本方針のうちの「民主化・経済構

造改革に資する人材育成のための案件」に合致するものである。なお、ミャンマーでは ICT 技術者のスキル

レベルが十分とはいえず、ミャンマー国の ICT マスタープランにおいても、ICT 分野の人材育成は優先課題

として挙げられている。 

本プロジェクトは ICT 関連大学の卒業生に対し、演習中心の訓練を提供することによりスキルレベルの向上

に資する。 

本プロジェクトは日本の援助方針およびミャンマー国の政策及びニーズに沿った内容となっており、妥当性

は高いといえる。 

(2) 有効性 

プロジェクト目標の内容：本プロジェクトは、ICTTI が実習中心の訓練コースを実施できるようになることを目

標とし、そのプロジェクト目標を計る指標として教官が到達すべき IT スキル標準の具体的な該当レベルを挙

げており、目標は明確に設定されているといえる。 

因果関係：機材面の整備、カリキュラムや教材の作成、教員の技術能力および指導能力の強化等を成果と



して挙げており、また機材面の整備では供与後の維持管理、またカリキュラムや教材ではその改定方法等も

活動の一つとして掲げていることから、これらの成果はプロジェクト終了後も ICTTI に一定の重要な機能を持

たせるプロジェクト目標を達成するために妥当なものであると判断できる。 

(3) 効率性 

以下の理由から本件では効率的な実施が見込める。 

• IT 研修を企画・実施するためには、到達目標とその判定基準及び目標に到達するために学ばなけれ

ばならない技術項目を詳細に決める必要がある。日本の経済産業省が取り纏めた IT スキル標準

（ITSS）ではこれらが全て明記されており、ITSS を用いることによって新たに目標や講義で網羅すべ

き技術項目を決めていく作業が軽減でき、効率的なカリキュラムの作成を行うことができる。 

• 本プロジェクトでは、成果を達成するために必要な時期に必要な専門家を派遣する法人契約によるプ

ロジェクト実施を予定しており、効率性の高い投入と活動が期待される。 

• 本プロジェクトで投入されるコンピュータ、サーバーおよびネットワーク環境は、基本的には全て ICTTI

のスタッフがメンテナンスすることとなっている。これにより、メンテナンス費の削減にもつながることに

なる。 

(4) インパクト 

本プロジェクトの 3 年目以降にミャンマー国内の ICT 企業への就職を希望する訓練修了生が毎年 200 名以

上輩出されることになっており、年々講師の熟練とカリキュラムの改善により上位目標が達成されることが見

込まれる。 

また、本プロジェクトで実施を予定するカリキュラムの一部には、将来、ヤンゴン・コンピュータ大学及び 24 校

のコンピュータカレッジのカリキュラムに反映可能なものも含まれている。さらに、本プロジェクトではヤンゴ

ン・コンピュータ大学の学長がプロジェクト・ダイレクターであるので、本プロジェクトの成果を受けて大学のカ

リキュラムが改善される可能性は高く、ICT 分野の人材育成に資することが可能である。 

一方、本プロジェクトは既存の教育機関の施設を活用して実施されるので、物理面・環境面でのネガティブ・

インパクトは発生しないと考えられる。また、本プロジェクトはプログラム開発やネットワークを対象としている

ので、アプリケーションソフトウェアの教育に主力をおいている民間の訓練センターと競合する可能性は低く、

これらの需要を圧迫することはないと考えられる。 

(5) 自立発展性 

組織面：ICTTI（情報通信技術訓練センター）は、新たに設立される機関であるが、機関の設立に係る政府内

での手続きに約 1 年間を要するため、その間は UCSY（ヤンゴン・コンピュータ大学）がプロジェクトの代行機

関となる。科学技術省は既に ICTTI の設立を認めており、また、現地調査時点では本プロジェクト教官にも

13 名が内定しているため、ICTTI 設立に大きな問題は無いと考えられる。 

財務面：ICTTI は未設立のため、プロジェクトに係る予算措置は行われていない。但し、職員は現大学教員

が配置されるため、給与・その他手当て等に関する新たな予算措置は必要としない。また、本プロジェクトで

のミャンマー側負担コストは、電気代、水道代等の公共料金で大きな負担は発生しない。また ICTTI 設立ま

ではプロジェクトのミャンマー側予算は UCSY の予算から支出されることとなっており、さらに設立後は



MOST から予算が配分されることとなっているので、財務面での自立発展性も見込める。 

技術面：本プロジェクトでは訓練コース実施に必要な機材やソフトウェアの保守・管理方法、またカリキュラム

や教材などの改定方法に関しても技術移転を行う予定であるので、プロジェクト終了後も自分たちで適切に

訓練コースを実施すると共に、機材の維持管理を行うことが可能である。また教官候補者は、大学教員とし

ての指導経験の他に小規模なプログラム開発にも係わっており、基礎的な技術は有している。従って、これ

らの教官に本プロジェクトで実施するレベルの技術指導を行い、自立発展性を保つことは可能であると判断

される。 

6.貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

本案件では、特にネガティブなインパクトを与えることはない。 

7.過去の類似案件からの教訓の活用 

(1) コンピュータ技術のように発展の早い分野に対する技術協力では、陳腐化による無駄を省くために、供与

する機材は分割して段階的に導入する必要がある。（中国／国家科委コンピューター・ソフトウェア技術セン

ター協力） 

(2) 研修コース実施に先駆けて講師となる C/P（カウンターパート）にリハーサルを行わせること（ヨルダン／

情報処理技術向上） 

(3) C/P への動機付けとして、手当ての増額を行うことをミャンマー側が検討中（キルギス／IT 人材育成（国

立 IT センター）） 

(4) 成果を達成するために、必要なスキルを持った専門家を必要な時期に派遣する、法人契約による実施

（ヨルダン／情報処理技術向上） 

8.今後の評価計画 

プロジェクト開始後早い時期に運営指導調査団派遣、1 年半後を目処に中間評価、プロジェクト終了 6 ヶ月

前を目処に終了時評価、プロジェクト終了後 3 年後を目処に事後評価を実施する予定である。 

 


