
評価調査結果要約表 

１. 案件の概要  

国名：カザフスタン共和国 案件名：カザフスタン日本人材開発センタープロジェクト 

分野：人材育成一般 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：社会開発部第一グループ   

     日本センターチーム  

協力金額（評価時点）：889,583 千円 

2000 年 10 月 1 日～ 

2005 年 9 月 30 日  

先方関係機関：カザフ経済大学 

(延長): 日本側協力機関：独立行政法人国際交流基金 

協力 

期間 

(E/N)（無償）  他の関連協力： 

１-１ 協力の背景と概要 

「カ」国は 1991 年の独立以降、市場経済への移行のため各種改革を推し進めている。急速な改革政

策による混乱の中、実体経済は一時大幅に後退したがその後緩やかな回復軌道を見せた。しかしなが

ら、「カ」国では市場経済体制への移行の流れの中で経済や経営といった実体経済を支える民間の人材

や、制度面からこれを支える行政官の育成等、実務者の不足が目立っており、安定した成長を持続す

るにまだ至っていない。「カ」国政府は長期計画「カザフスタン 2030」を策定し、市場経済をベースと

した経済成長の達成、発展の基礎となる人材の開発などに重点的に取り組んでいる。 

このような状況の中、我が国は「カ」国の要請を受け、市場経済化を推進するための効率的な人材

育成ニーズへの対応するプロジェクトを立ち上げるべく、1997 年度にプロジェクト形成調査、事前調

査を実施した。2000 年 10 月には、実施協議が行われ、国立経営アカデミー（現 カザフ経済大学）を

実施機関として、「カザフスタン日本人材開発センタープロジェクト」にかかる合意議事録（Record of 

Discussion : R/D）を「カ」国側と締結した。本プロジェクトの目標は①カザフ日本センターがカザ

フスタンの市場経済化に資する人材育成に寄与する、②情報提供、交流プログラムを通じて、日本と

カザフスタン両国民の相互理解促進に寄与することである。2002 年 9 月に開所式を迎え、ビジネスコ

ース、日本語コース、相互理解促進事業という 3つの事業を本格稼動させた。 

 

１-２協力内容 

（１）上位目標 

① カザフスタンの市場経済化の進展 
② 日本とカザフスタン両国の相互理解と友好関係の強化 
 

（２）プロジェクト目標 

① カザフスタンの市場経済化に必要な人材養成に寄与する。 
② 情報提供、交流プログラムを通じて、日本とカザフスタン両国民の相互理解促進に寄 

与する。 
 

（３）成果 

  ① カザフ日本センターが適切に運営される。 

② 実践的なビジネスコースが継続的に実施される。 

③ 日本語コースが継続的に実施される。 

④ カザフ日本センターが日本に関する情報を積極的に発信するとともに、多様なレベルでの交

流が活発化する。 

 

（４）投入 

 日本側： 

  専門家派遣（現地業務費負担含む） 5.52 億円（長期 9名、短期 43 名） 

  研修員受入     0.50 億円（23 名）        調査団派遣    0.20 億円 

  機材供与     1.66 億円（2005 年 5 月末時点）  その他      0.36 億円 

 相手国側： 

  カウンターパート配置  4 名   機材購入  なし       

  センター用地、センター施設および付帯工事の提供 運営費（光熱水費）266.2 万テンゲ 

            （約 19,568USD 2004 年平均レートによる）



  

 ２. 評価調査団の概要 

調査者 団長/総括：      立原 佳和 JICA 社会開発部第一グループ日本センターチーム長 

技術協力：      川上 貴之 外務省 経済協力局技術協力課 外務事務官 

評価分析：      松本 彰  株式会社 タック・インターナショナル  

                                 コンサルティング部長 

ビジネスコース計画： 籠橋 秀樹 株式会社 UFJ 総合研究所国際本部開発 

                                 コンサルティング部 シニアコンサルタント 

日本語コース評価：  高見澤 孟 昭和女子大学大学院 文学研究科 教授 

日本語コース評価企画：高橋 裕一 国際交流基金日本語事業部 派遣助成課 

評価企画：      鈴木 桃子 JICA 社会開発部第一グループ日本センターチーム 

通訳：        小島 敬子 日本国際協力センター研修管理部研修監理員 

調査期間  2005 年 6 月 16 日〜2005 年 7 月 1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 

  プロジェクトには 5年間で 9名の長期専門家及び 43 名の短期専門家が派遣され、現地ニーズに応

じたビジネスコースや日本語コースの設計をプロジェクトの初期段階で行ったうえで、カウンター

パートへのコース運営にかかる指導を行い、日本センター雇用の現地職員を確保・育成し、KJC 事業

実施体制の基礎を整備した。ビジネスコースでは、この 3 年間に基礎的な知識習得及び応用力養成

を目的に、マーケティング、戦略的経営、人材管理、プロジェクトマネジメント、生産品質管理、

財務管理、国際貿易事務、経営計画、組織行動の科目から構成されるモジュール型ビジネスマネー

ジメントコースが提供され、これまでに 666 名が修了した（1週間および 2週間コース）。また起業

家育成コース（8 週間集中）では、73 名が修了し、欧州復興銀行（EBRD）セミナーを含む各種セミ

ナーは延べ 34 回開催（1,019 名以上が受講）され、モデル企業の創出を目的とした出前教育プログ

ラム（現場指導）も 6社に対し試験的に行った。なお、KJC のビジネスコースでは日本人専門家に加

え、カザフ人講師を高い比率で起用しており、日本人専門家による理論と日本の経験を踏まえた指

導と現地講師によるカザフスタンの状況に即した指導（会計、商法・税法、労働法等現地事業に対

する理解が不可欠な講義）の組み合わせによるコースが提供された。また、日本語コースでは秋学

期コース（9月～1月）、春学期コース（2月～翌 6月）及び日本語教師向けクラス、日本語文化紹介

クラス、子どもクラス、アスタナ日本語学習者講座、日本語教育セミナー等を実施し、この 3 年間

で合計 1,282 名が受講した。2005 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

約 77%が仕事上に有益な知識や技能の向上に非常に役立ったと回答し、日本語コース受講者の 94.8%

が授業について「満足」しており、日本に関心を持つカザフスタン人に対して、日本語の学習のみ

ならず、日本に対する知的好奇心が満たされたと回答している。また、KJC は市の中心部から離れて

いるため、図書室、コンピュータールームの主な利用者はコース受講者となっているが、これまで

に 5,823 名の図書室利用者、1,749 名のビデオ利用者があった。加えて、2002 年 8 月以来、ほぼ毎

月実施されてきた相互理解促進事業（カザフスタン人に日本文化を紹介する日本映画際や折紙教室

等のイベント）への参加者は延べ 9,736 名にのぼる。 

  本プロジェクトは、活動基盤の整備（供与機材、施設整備）に R/D 締結から 1 年半を要し、セン

ター活動の本格開始が 2002 年 9 月となる等の制約を受けたが、当初計画どおりカザフスタン国の市

場経済化に必要な人材養成に KJC が重要な役割を果たすとする目標を達成した。 

  

３－２ 評価結果の要約 

（１） 妥当性： 

 本プロジェクトのプロジェクト目標及び上位目標は、「カザフスタン国 2030」や「カザフスタン

国産業革新発展工業開発戦略プログラム（2003-2015 年）」に示されている経済分野に必要な人材を

育成するという「カ」国の国家政策と合致しており、日本の対カザフスタン援助重点分野等の援助

政策とも合致する。また、KJC が実施している活動に対する高いニーズがあり、ターゲットグルー

プの規模も適切と判断されることから、本プロジェクトの妥当性は高い。 



 

（２） 有効性： 

 KJC は、ビジネスコース、日本語コース、相互理解促進事業の 3 つの事業の実施によって、人材

育成機能を提供していると同時に、受講生等からの評価も高く、これらの点で重要な役割を担って

いると言える（プロジェクト目標 1）。また、セミナーへの応募者数、各コースや事業の実施数とも

に増加傾向にあり、両国民の相互理解促進においても有効性を確保している（プロジェクト目標 2）

と考えるものの、在留邦人のみならず両国民に対し、KJC の認知度をさらに高めていくためには、

センター事業の広報活動を更に拡充し強化していく余地がある。 

 

（３） 効率性： 

  本プロジェクトへの日本側からの投入は、ビジネスコース講師陣（業務実施契約簡易型に基づく

専門家派遣）の質のばらつきや、プロジェクトの初期費用（供与機材、施設整備）による活動基盤

の整備に時間を要すなどの制約はあったものの、その他の投入については、プロジェクト期間内に

概ね予定通りに実施された。また、KJC にはカザフスタン側からはカザフ経済大学副学長がプロジェ

クトコーディネーターとして就任し、他の大学職員 4 名ならびに、事業開始時点で急遽募集した現

地職員 13 名とともに適切に配置され、プロジェクト運営にあたっている。加えて、センターの施設

並びに供与機材もほぼ適切に活用されているが、コンピュータールームについては、適切な IT 人材

を早急に確保し、施設の更なる有効活用を推進する必要がある。KJC 運営管理部門の現地職員の能力

をさらに向上させるために、本邦研修や OJT 等の教育訓練も積極的に行われており、その結果とし

て、カザフスタン人スタッフがセンター運営上の大きな役割を担うようになり、運営上の効率性が

高まった。一方で、プロジェクトが有期限の事業であることから、若いスタッフの定着と更なる能

力の飛躍を図っていくことも課題である。効率性は概ね高いと判断されるが、より効率性の高い自

立運営体制の構築が必要である。 

 

（４） インパクト： 

  KJC がビジネスコースの実施を通じ受講者に有益な知識を提供することは、経済及び経営の分野

で、「カ」国のビジネス関係者や政府職員の人材育成に一定の役割を果たしているとも言え、ひいて

は、上位目標の一つである「カザフスタンの市場経済化の進展」に一定の程度は寄与しているとも

言える。しかしながら、定量的な視点から KJC がどれほどのインパクトを与えているかについては、

厳密な評価は現段階では困難になっている。上位目標に対するインパクトを測るためには、より長

期的な視点で活動を継続・拡充すると共に、複眼的な視点で評価を行うことが必要である。ビジネ

スコース受講者の企業における経営改善といった行動様式の変化や業績向上など個別事象との関係

から見ていくことも検討すべきであろう。 

  二つ目の上位目標である「二国間の相互理解と友好関係の強化」については、各種活動（ビジネ

スコース、日本語コース、相互理解促進事業）全般を通じて日本に関する情報を提供するリソース

センターの役割を果たしてきているといった分析は可能である。しかし、センター開所から 3 年と

いう短い期間であること、ならびに両国民の意識調査と言った大規模な定量的評価調査は困難であ

ることから、この正のインパクトの発現は現段階では確認できているが、本調査ではインパクトを

示す近似値を示すにとどめている。 

 

（５） 自立発展性： 

（組織面） 

 2004 年 6 月には、KJC はカザフ経済大学の付属機関として正式に登録され、収入を得ること、KJC

が契約主体者となることが認められた。また、カザフ経済大学副学長はじめ大学職員への報酬謝金

（給与は大学側から支出）は毎月センター収入から支払われており、KJC の運営管理業務に従事し

ている。ビジネスコース、日本語コース、相互理解促進事業が、人材開発のための研修コース及び

両国の相互理解促進のためのイベントとして定期的に実施・運営されており、組織的基礎は確立さ

れているといえる。 

（技術面） 

 ビジネスコース、日本語コースともに、カザフスタン人講師は、日本人専門家および講師から知

識や技術・技能を修得してきている。とりわけ日本語コースについては、10 名のカザフスタン人講

師が勤務しており（常勤講師 1 名、非常勤講師 9 名）日本語の教授技術も高く、OJT ならびに本邦

での実地研修を通して技術移転が進み、コース運営能力は向上していることが、コース運営の自立



発展性は高いと言える。総体的には、KJC 職員の運営管理能力は向上しているといえる。現在の職

員が離職せずに継続して KJC で働き、さらに能力向上を図っていけば、技術面での自立発展性をよ

り高めていくことは可能と言える。 

（財政面） 

 KJC の光熱費はカザフ経済大学が支出している。また KJC は研修コース受講者からの授業料収入

及びセンター会員費、図書、ビデオ、インターネットサービス料の収入があり、同収入は KJC 職員

の基本給やカザフ経済大学から KJC に着任している職員への謝金等に支弁されている。しかしなが

ら、JICA 側の経費支出額（日本人専門家、講師など）を除いても、センターでの歳入・歳出を概観

すると 5～20%程度の費用回収率にとどまっており、自己採算はとれているとはいえない。2002～

2004 年の 3年間の収入の運営経費に対する割合は平均 12.8%であり、また、「カ」国で展開中の他の

類似機関（ドイツ「ゲーテ・インスティテゥート」、英国「ブリティッシュ・カウンシル」）と比較

すると特段悪い数値ではないが、財政的にどのような方針を持って KJC を運営するのかについて、

まずは、日本側とカザフスタン側とが協力して基本方針を確認していく必要がある。以上より、自

立発展性は現段階では十分であるとはいえない。 

  

３－３ 効果発現に貢献した要因 

  本プロジェクトでは、各活動（ビジネスコース、日本語コース、相互理解促進事業）の受講者及

び他機関からのフィードバックをコース設計・内容に適宜反映しており、コース内容の定期的なモ

ニタリング、改善を図るプロセスが活動の中に組み込まれていた。そのため、変化の早いカザフス

タンの顧客ニーズと政策ジェンダに迅速に対応でき、成果を高める上で効果的であったといえる。

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

 本プロジェクトは、開始当初から KJC 運営について日本側の長期的な投入を想定している側面が

あり、かつ KJC がカザフスタンに存在すること自体が両国の友好の推進に意義が有るという観点か

ら、プロジェクトを運営すること自体が目的化した傾向がある。また、達成度を測る定量的な指標

が未設定のままプロジェクト運営がなされたため、目指す成果に対して適切なモニタリングが行わ

れてきたとは言い難く、結果として PDM に沿ったプロジェクト運営が徹底されず、KJC スタッフやカ

ウンターパートの能力向上を重視しないという点につながった。このことが、本プロジェクト成果

の一部の達成を阻害した。 

 

３－５ 結論 

  カザフスタン側関係者と日本側評価調査団との一連の協議を通じて両者は、PDM に記載されている

アウトプットについては、ほぼ達成されているとの結論に至った。「カ」国の市場経済化の進展は急

速に進んでおり、同国の経済発展のために必要な人材及び技術内容のニーズも変化してきている。

また、｢カ｣国･日本間の経済・文化面への関心も高まっていることから、これらの市場ニーズに KJC

は継続して応えていく必要がある。カザフスタン政府からも第 2フェーズとして 5年間（2005 年 10

月 1 日～2010 年 9 月 30 日）の継続支援の要望が提出されており、現プロジェクトの成果・インパク

トをさらに高めるため、これを積極的に検討することとした。 

 

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）法的ステイタスの確立等： 

現在までのところ、KJC は「カ」国内の法的ステイタスを得ていないため、独自の銀行口座を開

設できない等の問題がある。また、第 1 フェーズでは R/D が国会批准されていなかったため、供与

機材については日本大使館の財産と位置づけそれを KJC に貸し出す、という形をとっている。プロ

ジェクトの円滑な運営のために、JICA 及び C/P 機関は以上の問題を早急に解決する必要がある。 

 

（２）効果的なビジネスースの実施のための、的確なニーズ把握とモニタリングの実施： 

「カ」国は市場経済化の進捗のスピードが速く、かつ、ビジネス人材育成に当っている競合機関も

存在することから、KJC ビジネスコースに求められるニーズが多様化していくことが想定される。

このため、ニーズを的確に把握する仕組みを構築する必要がある。また、各コースの成果を逐次モ

ニタリングし、その結果に基づき必要に応じてコース設計の見直しを行うことが不可欠である。具

体的には、プロジェクトは以下のような取り組みを終了時までに実施することが望ましい。 

ア） 定期的なニーズ調査の実施 



イ） モニタリング、評価システムの確立（例：受講生、協力機関によるフィードバック等） 

ウ） 関係政府機関や協力機関との定期的な会合を通した意見交換の実施 

 

（３）情報発信機能・広報の強化： 

「カ」国における日系企業の数、さらには同国に対する日本の ODA 事業の実施は限られている。

そのため、同国において日本に関する情報を得る場は限られており、「カ」国民の日本の理解度は決

して高くない。一方で、日本においても「カ」国の文化、社会、経済に関する情報を得られる機会

は少ない。このような現状の中、両国の相互理解に対する本センターが果たす役割は極めて重要で

あり、両国に関する双方向の情報発信の場としての機能の充実が求められる。また、同時に、セン

ター自身の認知度を上げるための広報活動の充実が必要である。プロジェクトは、上記に関する取

り組みをプロジェクト機関終了時までに実施することが望ましい。 

 

（４）センター運営にかかる適切な人員配置： 

第 2フェーズにおいては、ビジネスコースを多様化していくことが期待されており、その効率的・

効果的実施のためにはコースマネージャの配置が必要である。また、アスタナでの活動展開を着実

に実施するために、アスタナでの何らかの拠点を置き、連絡員を配置することが望ましい。JICA 及

び C/P 機関は、第 2フェーズ開始の時点で必要な措置をとることが望ましい。 

 

（５）センターの収益性向上：  

KJC の運営費の多くは JICA の現地業務費で対応しているのが現状である。各種コースの評判が高

いことから、受講料収入は年々増加してきているものの、センター運営費のコストリカバリー率は

依然として低い。しかしながら、センターの安定的運営のためには、コストリカバリー率を向上さ

せることが必要である。また、将来的なセンターの自立性をどの程度まで目指すのか、どのように

達成するのかについては、ODA 事業としての公益性に鑑みつつ、かつ、KJC の将来的な方向性を考慮

しながら、第 2フェーズ開始に向けてまず日本側関係者にて十分協議する必要がある。 

 

３－７ フォローアップの状況 

2005 年 10 月より、本案件の第 2フェーズ実施について、両国政府間並びに JICA 及び C/P 機関間

で検討が進められている。 

 


