
事業事前評価表（技術協力プロジェクト）

作成日：2005年9月14日
担当部署：社会開発部第1グループ日本センターチーム

1．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（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

本プロジェクトは、2000年10月より協力を開始した「カザフスタン日本人材開発センター（通称
KJC／カザフ日本センター）」プロジェクトの第2フェーズである。

第2フェーズでは、第1フェーズで整備してきたカザフ日本センターの組織基盤を土台とし、その成果
をより発展させてインパクトを拡大するために、「カザフスタンにおける市場経済化に対応する人材
育成」及び「カザフスタン・日本の相互理解促進」を行う拠点としてのカザフ日本センターの機能を
強化することを目的としている。

本プロジェクトで期待される成果（アウトプット）は以下のとおり。

1. カザフ日本センターが効率的に運営される体制とシステムが確立される。
2. 企業経営・中小企業振興等についての実践的ノウハウ・知識を民間・公的セクターに効果的に提

供するシステムが構築される。
3. 質の高い日本語教育を提供すると共にその機会を拡大するシステムが構築される。
4. 経済・社会・文化面を中心にさまざまな分野に関するカザフスタンと日本の情報を双方向に発信

する機能が強化される。
5. カザフスタンにおけるカザフ日本センターの認知度が高まる。

（2）協力期間（予定）

2005年10月～2010年9月

（3）協力総額（日本側）

7億円（推定）

（4）協力相手先機関

1. 監督機関：教育科学省
2. 実施機関：カザフスタン経済大学（アルマティ）
3. 協力機関：ユーラシア国立大学（アスタナ）

（5）国内協力機関

独立行政法人 国際交流基金

（6）裨益対象者及び規模、等

1. カザフ日本センター事業への参加が想定される中小企業経営者・従業員、起業家、コンサルタン
ト、NGO、大学関係者、学生、行政官、一般市民（年間約30,000～40,000人）。

2. カザフ日本センターのカウンターパート及びカザフ日本センタースタッフ（約20人）

3．協力の必要性・位置付け

（1）現状及び問題点：



カザフスタンは、1991年12月に独立して以来、CIS諸国の中でも急進的な改革路線をとり、ロシア金
融危機等により打撃を受けた1998年以外は、1996年からプラスの成長を達成している。順調な経済
成長の背景には、豊富な資源（石油、天然ガス、鉱物）に恵まれていること、特に石油の輸出増が上
げられる。その結果、2000年のGDPは9.6％増となり、ここ数年は石油関連を中心に外国投資も伸び
てきている。

一方で、経済分野の人材については、急速な経済成長に追いついておらず、企業活動に実務面で従事
しているものへのビジネスの基本知識・ノウハウの知的支援が必要とされている。加えて、順調に見
える経済成長は過度に鉱工業分野に依存しているとともに、穀物や綿花などの農産品は原材料のまま
輸出されており、産業の多角化は進んでいない。

このような状況の中、カザフスタン政府は1997年、長期開発計画｢カザフスタン2030｣を策定
し、2030年を目標年とし市場経済をベースに東アジアの中進国レベルの経済成長の達成、及び、そ
のための人材の開発に重点的に取り組む開発戦略を掲げている。また、「カザフスタン 2030」をよ
り具体化させた「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）」（以下
産業革新プログラム）では、中小企業振興の必要性に着目しており、製造業を中心に、産業の多角化
が目指されている。

「カザフスタン日本センター」プロジェクトフェーズ1ではこれまで、中小企業経営者・中間管理者
層を主なターゲットとし、日本の経験に基づいた実践的な企業経営手法を教えるビジネスコースと大
学等における公開型セミナーを実施してきた。これらのコース、セミナーの修了者・参加者
は、2,000人を数え受講者からは非常に高い評価を得ているだけでなく、習得した知識・ノウハウを
企業経営に生かして事業拡大につなげているケースがみられる。これらのことから、本プロジェクト
はビジネスに携わる民間人材を育成することを通し、カザフスタンの中小企業育成に一定程度の貢献
をしてきたことが終了時評価で確認されている。しかしながら、カザフスタンにおいては国家統制経
済から市場経済への移行が進み、かつ経済が成長するとともに、ビジネスコースに対するニーズが多
様化してきておりカザフ日本センターにおいても、それらへのすばやい対応が必要である。また、民
間人材の育成のみでなく、中小企業振興政策を策定・推進する政府側の人材育成についても要望が強
い。このため第2フェーズにおいては、カザフスタン側のニーズの変化に対応し多様なテーマを設定
するとともに、コース内容を深化させる。これに加え、新首都アスタナの公務員向けに中小企業振興
関連政策セミナーを開催し、制度面からの市場経済化支援のアプローチを進めていく。また、このア
スタナでの活動では、カザフスタン政府側のニーズをより具体的に汲み取り、今後のJICAの対カザフ
スタン協力の橋渡しとしての役割も期待されている。

両国の相互理解の面では、これまでカザフ日本センターでは日本語コースと相互理解促進事業を実施
してきた。日本の民間企業の進出がまだ少ないカザフスタンでは、民間レベルでの2国間の交流がほ
とんどない。カザフ日本センターはカザフスタン一般市民が日本との交流を持てる国内唯一ともいえ
る場である。このような状況の中、両国の国民がお互いの国に対する理解及び関心を深めていくこと
が重要である。これまで実施してきた日本語事業のインパクトとして、協力が始まる5年前に比べて
日本語学習者の数が2倍以上に増加していること、また、日本語コースを通じて日本の経済・社会・
文化面についての理解を深めたカザフスタン国民が増加していることが、各種調査から明らかになっ
ている。第2フェーズでは、日本語コースが受講者の職の機会を得られることも意識したコースを設
定する。

図書館サービス等の情報発信事業や映画鑑賞会、生け花教室等の日本理解事業は、カザフスタン国民
が日本の文化・社会を理解することに貢献してきている。しかしながら、以上のようなこれまでの取
り組みは日本の情報をカザフスタンに発信することが中心になっており、カザフスタンの情報を日本
に発信すること、相互に考え方や意見を交換する取り組みが弱かった。上位目標の「両国の相互理
解」の実現に向け、第2フェーズにおいては、双方向の情報発信機能を強化する。

カザフ日本センター運営の面では、カザフ日本センターで雇用しているスタッフは、これまでOJT研
修や本邦研修を通して、センターの運営・マネージメント及びコース運営にかかる能力や知識を蓄積
しつつある。しかし一方で、いまだ自立的にコース運営を行えるところまでにはいたっていないた
め、第2フェーズにおいては中・長期的な人材育成計画の策定と、それに基づいた日本人専門家の指
導の強化が必要である。



（2）相手国政府国家政策上の位置付け

1997年にカザフスタン政府が策定した「2030年までの長期国家戦略」の優先課題である7項目の中
にも、外資及び国内貯蓄を有する市場経済体制に基づいた経済発展が挙げられている。その後
「2030年までの長期国家戦略」を具体化するためにこれまで「2010年前の発展計画」、「2003－
2015年までの産業・技術革新発展国家プログラム」が作成されているが、その中では、製造業の再
生及び人材育成や中小企業育成を通じた経済の多角化が課題とされている。

2005年大統領年次教書演説の中でも、中小企業ビジネスの発展並びに金融部門改革の実施について
個別に取り上げており、カザフスタン側の中小企業振興に関する関心の高さが伺える。

また、地域間協力に積極的で、中央アジア協力機構、ユーラシア経済共同体、及び上海協力機構にも
参加している。日本との関係においては、「中央アジア＋日本」対話が2004年立ち上げられた。こ
の中では、日本と中央アジアの協力関係の強化と共に、中央アジア諸国内における域内連携を通じ
た、中央アジア諸国の平和と安定的成長のための協力が謳われている。

（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）

我が国とカザフスタンとの間では、1996年から2002年に3回の2国間政策協議が実施されてい
る。2002年11月に実施された2国間経済協力政策協議では、「民主化・市場経済導入のための人材
不足や経済インフラの老朽化、貿易構造の崩壊による経済的な困難を克服するための積極的な支援を
行う」ことを目的とし、これを達成するために、1）市場経済に基づく制度整備・人材育成、2）経
済・社会インフラ整備、3）体制移行や環境問題から生じる社会的困難の緩和、が重点分野とされて
いる。

また、2004年に立ち上げられた「中央アジア+日本」対話では、平和の定着のための協力のほか、経
済・社会開発のための協力、経済交流の拡大とそのための基礎の強化、文化交流の拡大、人物交流、
人材育成の円滑化及び促進等、これまで実施されてきた上記協力を一層深化、拡大させていくことを
目指している。

4．協力の枠組み

（1）協力の目標

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）

「カザフスタンにおける市場経済化に対応する人材育成」及び「カザフスタン・日本の相互理解
促進」を行う拠点としてのカザフ日本センターの機能が強化される。

（指標・目標値）

1. カザフ日本センタースタッフの事業運営能力（自己評価及び管理者による評価）
2. カザフ日本センター利用者数
3. センター収入による現地活動費カバー率（目標値30％以上）
4. カザフスタン国内におけるカザフ日本センター認知度

（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

（上位目標）

1. カザフスタンにおける市場経済化に資する人材が育成される
2. 日本とカザフスタン両国の相互理解が促進される。

（指標・目標値）



1. カザフ日本センタービジネスコース受講生の企業のうち収益及び効率性が向上した企業数
2. 両国間でビジネスマッチングにつながった事例及びその数
3. 両国の市民間連携・交流につながった事例及びその数

［上記（1）及び（2）の指標・目標値における留意点］
1．数値目標については、ベースライン調査等の結果及び先方実施機関との協議を踏まえ、プロジェクト開始後7ヶ月以内に
設定する。

2．（1）―2）の定性的評価手法はプロジェクト開始7ヶ月以内に設定する。

（3）活動及びその成果（アウトプット）

センター運営

（アウトプット）

カザフ日本センターが効率的に運営される体制とシステムが確立される。

（活動）

1. 長期的運営計画（運営方針、財務計画、活動計画、人材育成計画）を策定する。
2. 合同調整委員会（JCC）を年1回開催し、運営計画の承認及びモニタリングを行う。
3. 人材育成計画に基づいたスタッフ研修を実施する。
4. 中央アジア域内の各日本センターとの間で専門家、スタッフの相互交流・情報交換を行い、共通

課題に関するノウハウを蓄積する。

（指標・目標値）

センターの財務諸表、人材育成計画に基づき実施されたスタッフ研修の数

ビジネスコース運営事業

（アウトプット）

企業経営・中小企業振興等についての実践的ノウハウ・知識を民間・公的セクターに効果的に提
供すると共にそのシステムが構築される。

（活動）

1. ニーズ調査に基づいたビジネスコース実施計画（活動計画・コースカリキュラム含む）を策定、
実施する。

2. 日本の経験・知識を広く普及するための商工会議所、経済団体とのネットワークを構築する。
3. 質の高い現地講師の安定確保を図るための、人材リストを作成する。
4. 中央・地方政府と連携をとり、公務員を対象に、中小企業振興等にかかるさまざまな行政

施策・措置・制度を紹介する。
5. 日本の最新の産業動向や企業情報等を提供する。
6. カザフスタン企業が日本等外国に情報発信する手法・手続きを紹介する。
7. コースの実績をモニタリング・評価し、必要に応じて、ビジネスコース実施計画を修正する。
8. 修了者同窓会を組織し、その活動を支援する。

（指標・目標値）

ビジネスコースの活動の数と種類、受講者の数・満足度・経営能力向上レベル、現地講師の数と
質、商工会議所等・経済団体・行政組織との連携事業数

日本語コース運営事業

（アウトプット）



質の高い日本語教育を提供すると共にその機会を拡大するシステムが構築される。

（活動）

1. 日本語コース実施計画（方針・コースカリキュラム含む）が策定・実施される。
2. コースの実績をモニタリング・評価し、必要に応じて、日本語コース実施計画を修正、

改善する。
3. 日本語教師及び日露通訳を育成するための特別コースが開催される。
4. 必要に応じて日本への留学生向けの特別コースを実施する。
5. カザフスタン国内で日本語を教えている大学に対して、技術的指導を行うとともに、カザフスタ

ン日本語教師連盟に対して、運営指導を行う。

（指標・目標値）

日本語コースの活動の数と種類、受講者の数・満足度・日本語能力向上レベル、
日本語を教えるカザフスタンの大学・日本語教師連盟への指導回数

相互理解促進事業

（アウトプット）

さまざまな分野におけるカザフスタンと日本の情報が双方向に発信される機能が強化される。

（活動）

1. 双方向の情報発信を基本として、相互理解促進事業に関する年度計画を策定する。
2. 両国における社会、経済、文化に関する情報を収集し、それらを概括的にまとめた両国の紹介資

料を作成する。
3. さまざまなイベント、活動、メディアを利用し、相互理解促進事業を実施する。
4. 日本への留学情報を提供する。
5. 必要に応じて日本への留学生に対して、事前オリエンテーションを実施する。
6. ビジネスコース及び日本語コースとの連携を強化する。

（指標）

相互理解促進のための各種活動の開催数、参加者数及び参加者の満足度（アンケート）、
両国それぞれに関する紹介資料（内容／種類）

広報事業

（アウトプット）

カザフスタンにおけるカザフ日本センターの認知度が高まる。

（活動）

1. 広報戦略を策定し、年度計画を作成する。
2. カザフ日本センターのホームページの内容を改善し、リンク先を拡大する。
3. ニュースレター／メーリングリストの定期的な発行を継続する。
4. ホームページ、メーリングリスト、新聞、ラジオ、雑誌等さまざまなメディアを活用して、広報

事業を実施する。

（指標・目標値）

ホームページの更新頻度、ホームページのアクセス数、MLメンバー数、 ML送信数、ニュースレ
ターの発行回数、新聞、雑誌等各種メディアに取り上げられた数

（4）投入（インプット）



1）日本側（総額約7億円）

1. 専門家派遣
長期専門家 3名：カザフ日本センター所長1名、業務調整1名、日本語コース運営1名、
短期専門家 35名：ビジネス分野

2. 供与機材：図書館用書籍、DVD、
3. 研修員受入れ：中小企業経営者、中小企業政策に携わる公務員、KJCの運営スタッフ、講師、一

部コース参加者等を、それぞれ対象とした国別研修
4. 現地活動費：スタッフ給料、現地講師謝金、新聞広告費、消耗品費、テキスト翻訳費

2）カザフスタン国側（総額約 4000万円）

1. カウンターパート配置：「カ」側コーディネーター、会計士、ドライバー等
2. 施設：カザフ日本センター用施設（スペース）・設備の提供
3. 光熱費

（5）外部要因（満たされるべき外部条件）

（上位目標達成のための外部条件）
1）カザフスタンの対日政策に変更が生じない。 
2）カザフスタン政府の中小企業振興政策に変更が生じない

（プロジェクト目標達成のための外部条件）
1）カザフ経済大学の経営方針に変更が生じない。
2）教育省における日本センターの位置づけに変更が生じない。

（成果達成のための外部条件）
1）カザフスタン関係各省・大学等から、日本センターに対するビジネスコース・日本語コース講師
派遣等に対して、継続的な支援が得られる。

（前提条件）
1）カザフスタン側責任範囲の投入（場所の提供、コーディネーターの配置）が確実に行われる。

5．評価5項目による評価結果

以下の視点から評価した結果、協力の実施は適切と判断される。

（1）妥当性

この案件は以下の理由から妥当性が高いと判断される。

「3．協力の必要性・位置付け」でも述べたとおり、「カザフスタン国2030」や「産業革新プ
ログラム」で示されているように、経済分野に必要な人材を育成するという国家政策と合致して
いる。2005年の大統領年次教書演説の中でも、中小企業の育成・振興が重要政策として取り上
げられており、本分野における政府のコミットメントも認められる。
これまでわが国とカザフスタンの間で3度実施されてきた経済協力に関する2国間政策協議で
は、援助重点分野の1つとして「人材育成・制度整備」が合意されている。この点においても、
中小企業経営及び中小企業振興に実務的に携わっている人材を育成する本プロジェクトのアプ
ローチは適切であると言える。
2004年立ち上げられた「中央アジア＋日本」対話では、日本と中央アジアの関係の深化と拡大
が示されており、若い世代を含む幅広い人的交流を促進することを通じて、日本と中央アジア諸
国との関係の基盤を一層強固にすべきとの各国の意見の一致が見られる。さらに、民間レベルで
の交流がそれほど活発でないカザフスタン国内で、カザフ日本センターは一般市民が日本との交
流の機会を持てる唯一とも言える場であり、本プロジェクトのニーズは非常に高い。

（2）有効性

この案件は以下の理由から有効性が見込める。



本プロジェクト目標は「カザフスタンにおける市場経済化に対応する人材育成」及び「カザフス
タン・日本の相互理解促進」を行う拠点としてのカザフ日本センターの機能を強化することであ
る。「拠点としての機能強化」とはつまり、カザフ日本センターのアドミニストレーション、オ
ペレーションそれぞれの部門での効果的・効率的な実施体制を改善・整備すること、かつ、それ
らのプロセスを通じて活動そのものの効果的成果を生み出していくことである。また、それぞれ
の実施体制強化のプロセスにおいては、各活動における効率的運営（あるいは財政基盤強化）、
スタッフの能力向上なども含まれる。
アドミニストレーション部門の実施体制の改善・整備とはすなわち、成果1及び5であり、オペ
レーション部門の実施体制の改善・整備とは2、3、4である。ただし、これらはそれぞれに明確
に切り分けられるものではなく、成果1及び5は全体にも関わることであり、2、3、4は相互に
関連し合うものであり。つまり、これらの成果全てが成し遂げられることで、・プロジェクト目
標が達成されることとなる。また、2、3、4を通しカザフ日本センターのコースを受講したカザ
フスタン国内で優秀な人材が輩出され、かつ、カザフスタンと日本との相互理解が促進されてい
くことは、プロジェクト目標の達成につながるだけでなく、同時に上位目標の達成につながって
いくものとも言える。

（3）効率性

この案件は以下の理由から効率的な実施が見込める。

本プロジェクトはビジネス人材育成事業、日本語事業、相互理解促進事業という3つの事業を統
合して実施しているものである。また、日本語事業に関しては国際交流基金との連携事業であ
り、日本語専門家派遣に関しては基金が費用を負担している。3つの事業を統合して実施するこ
とによって、相乗効果が生まれ、一つ一つを別プロジェクトで実施するよりも、効率的に効果を
上げることができる。
本プロジェクトはすでに5年間協力を実施してきておりカザフ日本センターには協力に必要な機
材等はすでに設置済みである。また、これまでOJT等を通じて育成してきたセンタースタッフ
は、本事業に関して精通しており、彼らを継続的に活用することが、初期投資を抑えたセンター
の効率的運営につながる。また、中央アジア等の他の日本センターと連携することは、互いのノ
ウハウ・リソースの有効活用になる。
ビジネスコース運営に関しては、商工会議所等の各種経済団体との連携を計画しており、このこ
とは、ターゲット層としている中小企業経営者層のニーズを把握しやすくする上に、彼らに対す
るアプローチをより効率的に出来るようになる。また、講師供給面から見ても、連携団体を通し
て、優秀な現地講師を確保することが容易となり、効率性が高まると言える。
日本語コース運営に関しては、日本理解者の底上げを行うとともに、日本語教師全体の質の向上
を目指している。 特に日本語教師全体の質が高まれば日本語学習者への波及効果も期待できる
ことから効率性が高いといえる。

（4）インパクト

この案件のインパクトは以下のように予測できる。

上位目標の「カザフスタンにおける市場経済化に資する人材が育成される」及び「日本とカザフ スタ
ン両国の相互理解が促進される」には、プロジェクト目標「『カザフスタンの市場経 済化に対応する
人材育成』及び『カザフスタン・日本の相互理解促進』を行う拠点としてのカザフ 日本センター機能
が強化される」状態が達成され、効果的な活動が継続して行われることで発 現される。

本プロジェクトでは、中小企業経営者等民間人材に対して、経営ノウハウを伝授することによっ
て、民間レベルでのエンパワーメントを計る。さらに、各種経済団体ネットワークを形成したえ
うえで連携してその加盟企業に成果を広く普及すること、またアルマティ以外の地方に活動を展
開していくこと等により、量的・面的なインパクトの拡大が見込まれる。
さらに公務員レベルに対する中小企業政策等各種行政制度に関するセミナーを実施することは、
市場経済化対応への制度面の改革に寄与するだけでなく、同分野におけるカザフスタン側のより
具体的なニーズを発掘することにもつながり、案件形成への橋渡しになるものであり、この意味
でもインパクトが予測できる。



（5）自立発展性

1）技術面

技術面においては2つの側面があり、一つは現地スタッフについて、もう一つは現地講師につい
てである。第1フェーズのプロジェクトの成果として、センターの現地スタッフは日本人専門家
の指導の下、ロジスティック面においては事業の運営を出来るほどになっている。今後第2
フェーズにおいては、カザフ日本センタースタッフが主体的に事業を計画・実施・評価していく
レベルまで持っていく取り組みをすることとしており、スタッフが育成されれば、この点におけ
る自立発展性は見込まれる。
現地講師のレベルにおいては、ビジネス、日本語共に日本人専門家／講師から知識や技術・技能
を修得してきており、自分の講義に活かしてきている。講師レベルにおいてさらに安定的確保の
体制作りが行われれば、自立発展性が見込まれる。

2）財政面

カザフ日本センターが実施する各種コースは原則受講料を徴収しており、これらの受講料収入は
カザフ日本センターを運営するための運営経費の一部として支出するとともに将来的な自立運営
を目指し、一部を留保している。現時点では、カザフ日本センター運営に必要な経費の多くを
JICAの現地活動費にて充当しており、センターの歳入・歳出を概算すると5～20％程度の費用
回収率である。カザフ日本センターの自立的な運営体制の構築にはまだ時間が必要であると考え
られるが、今回の協力期間では運営のより一層の効率化を目指すとともに、関係機関からの支援
も視野に入れつつ、JICAの投入経費を減額した状況でも事業活動が可能となる運営体制の基盤の
整備を目指すこととする。しかしながら、カザフ日本センターの安定的な運営のためには、プロ
ジェクト終了後も日本の継続的な支援が必要と想定される。

6．貧困・ジェンダー・環境等への配慮

本プロジェクトは、特に中小企業を直接的なターゲットとして市場経済化に対応する人材育成を
行うことで、カ国全体の経済の底上げを図り貧困軽減に寄与するものである。また、広くカザフ
スタン国民の人的資源の育成を目指しており、男女平等に教育機会を提供するという形でジェン
ダー配慮がなされている。特にビジネスコースにおいては、女性の起業支援もトピックに想定し
ている。さらに、カザフ日本センターで実施するさまざまな交流事業においては男女双方の関
心、問題意識を取り込んで企画を練る予定である。
環境配慮面としては、ビジネスコースでISO14001の紹介を行うほか、企業の社会的責任として
の環境配慮もトピックに想定している。

7．過去の類似案件からの教訓の活用

本プロジェクトは2000年10月から2005年9月まで実施している「カザフスタン日本人材開発セン
ター」の第2フェーズに当たる。本プロジェクト第1フェーズから得られた教訓は以下のとおり。

1）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：

カザフスタンは他の中央アジア諸国と比べ市場経済化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に変化
していくことが想定される。このため、そのニーズを的確に把握し柔軟に対応できる仕組みを構築す
る必要がある。このため具体的には、以下のような取り組みを行うこととする。

1. 定期的なニーズ調査の実施
2. 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）
3. 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

2）情報発信機能の強化：

これまでカザフ日本センターの相互理解促進事業では、図書館サービス等の情報発信事業や映画鑑賞



会、生け花教室等を中心に実施してきており、カザフスタン国民が日本の文化・社会を理解すること
に傾注してきたが、一方で、カザフスタンの情報を日本に発信すること、相互に考え方や意見を交換
する取り組みは十分に実施されてはいなかった。相互理解促進のためには、第2フェーズにおいて
は、在カザフスタン在留邦人に対するサービス提供や、日本の地方自治体、市民団体との連携プロ
ジェクトを実施していく、等の双方向の情報発信の機能を強化していくこととする。

3）情報共有・日本センター間協力

日本センタープロジェクトは現在8カ国9センターあり、各センターその国の事情・ニーズに応じた協
力を実施してきている。一方で日本センターのセンター運営等共通する課題もあり、これまで各セン
ターの教訓や成功事例等の情報の共有が不足していた。日本センター関係者のみが閲覧できるウェブ
ページ「日本センター情報ネット」の内容の充実をはかることで、ノウハウを共有化し、効率的・効
果的なプロジェクト運営を行う。

8．今後の評価計画

1）評価計画：

中間評価 2008年5月頃
終了時評価 2010年2月頃


