
事後評価調査結果要約表 

評価実施部署：エジプト事務所 
１. 案件の概要 

国名：エジプト 案件名：金属加工技術向上プロジェクト 

分野：産業/一般 協力形態：プロジェクト方式技術協力（現：技術協力プ

ロジェクト） 
所轄部署：エジプト事務所 
 
 

協力金額：9.3 億円 
 

先方関係機関：中央冶金研究所（Central Metallurgical 
Research and Development Institute; CMRDI） 

 
 
協力期間 

 2000 年 10 月から 2004 年 9 月 

日本側協力機関：R/D 締結時の名称（現名称） 

他の関連協力：シニアボランティア（指導科目：プラントメンテナンス、派遣期間：2006 年 3 月から 2008
年 3 月） 
１-１ 協力の背景と概要 

エジプトは 1991 年以来、継続的に国家統制経済から自由市場化へ移行し、財政の安定と高い GDP 成長率

を達成した。また、慢性的な貿易赤字の解消を視野に入れ、輸出産業への投資促進策がとられており、国営

企業の段階的な民営化による産業の活性化が進められた。しかし、多くの企業はそれまでの保護政策下で十

分な国際競争力を身につけていない状況にあった。同国の基幹である組み立て工業に必要な部品や資材を提

供する裾野産業は依然として基本的な技術や品質管理手法が不十分であり、産業の競争力強化を阻害する要

因となっていることから、その早急な改善が必要な状況であった。 
 WTO 規制の施行に鑑みても、エジプト企業は生産性を向上し、市場の自由化と関税による保護の緩和に適

応しなければならないため、エジプト政府は産業近代化プログラム（Industrial Modernization Program: IMP）
を EU 他との共同で実施することを決定した。IMP では、エンジニアリング産業が最重要産業のひとつとさ

れた。また、技術コンサルティングによる支援は、IMP の主要な 5 つの要素のひとつに挙げられている。こ

のような状況下、エジプトにおける金属研究開発および民間企業への技術サービス提供において中核的な役

割を担う政府組織である中央冶金研究所（Central Metallurgical Research and Development Institute：CMRDI）
は上述の政策の実施において重要な役割を担うことを期待されている。なお、CMRDI は科学研究省傘下の

国立研究機関である。 
 エジプト政府は、金属加工産業に対して CMRDI が行う技術向上の拡大を促すため、技術支援を日本政府

に要請した。これを受けて日本政府は 2000 年 10 月から 2004 年 9 月までの協力期間で、CMRDI の金属加工

技術サービスの向上に向けた技術協力プロジェクトである、「金属加工技術向上プロジェクト」（以下、「プロ

ジェクト」）を実施した。技術移転を実施した分野は大別して、熱処理、アルミダイキャスティング、レーザ

切断、材質制御/品質管理、コールドボックス/シェルモールディング、の 5 分野であった。 
 プロジェクト終了時評価は 2004 年 9 月に実施され、効率性に関し多くの阻害要因があったもののプロジェ

クトは成功裡に実施されたことと、プロジェクト成功に貢献した要因のうち、モチベーションの高いカウン

ターパートと日本人専門家によるコミットメントが非常に重要であったこと等の指摘がなされた。 
 プロジェクト協力期間 3 年を経過したため、協力後のインパクトおよび自立発展性を主に確認するため、

JICA エジプト事務所がエジプトのコンサルティング会社と契約し、事後評価調査を実施した。 
 



 
１－２ 協力内容 
（１）上位目標 

エジプトの金属加工産業の製造技術能力が向上する。 
（２）プロジェクト目標 

CMRDI が金属加工企業に対して実施する技術サービスの質が向上する。 
（３）アウトプット（成果） 
 ア．運営体制が整備される。 
 イ．必要な資機材が整備され、適切に管理される。 
 ウ．カウンターパートの技術力が向上する。 
 エ．CMRDI が金属加工企業に対し、技術サービスを提供する。 
（４）投入（プロジェクト終了時） 
 日本側： 
  長期専門家派遣    47 名    機材供与           3.8 億円 
  短期専門家派遣    6 名    ローカルコスト負担      0.27 億円 
  研修員受入      11 名    

総額 9.3 億円  
 相手国側：（2004 年 9 月時点：１LE＝約 30 円） 
  カウンターパート配置  20 名   土地・施設提供         

ローカルコスト負担925,000L.E.   0.28億円 
 

 総額 0.28 億円 

 ２. 評価調査団の概要 
 調査者 JICA エジプト事務所 

El-Zanaty & Associates Co. (ローカルコンサルタント会社） 

調査期間  2007 年 12 月 9 日〜2008 年 2 月 1 日 評価種類：事後評価 
３．実績の確認 
３-１ プロジェクト目標の状況 
プロジェクトが技術支援をした 5 分野（熱処理、アルミダイキャスティング、レーザ切断、材質制御/品質

管理、コールドボックス/シェルモールディング）において、CMRDI が金属加工産業界へ提供する技術支援

サービスの質は向上している。複数の企業、特に、小規模企業が CMRDI の技術支援サービスを役立ててい

る。研修機会の提供、およびや企業からの試作品受注サービス提供に関しては、レーザ切断、ダイキャステ

ィング、および熱処理（特に、ダクタイル鋳鉄のオーステンパー処理）分野で活発に活動が続いている。プ

ロジェクト終了時には顧客企業が 37 であったが、現在 19 社が新たに加わり、計 56 社に対し CMRDI はサー

ビスを提供している。プロジェクト終了後に CMRDI が行ったサービスは 113 種であった。この中には、研

究、プロジェクト、およびテスト・評価が含まれる。アルミダイキャスティング以外の 4 分野において、CMRDI
はプロジェクト終了後、新技術を適用したサービスを行っている。6 社に対して行った In-depth インタビュ

ーによると、CMRDI の支援をきっかけに新技術を導入し収益を増やした会社や、欠陥品の削減、生産量の

増、生産コスト･時間の削減が見られた企業があった。ダイキャスティング分野の支援を受けたある小企業は

国内市場占有率を 3.3％から約 20％へと大きく伸張したとインタビューに回答した。CMRDI の支援を受けた

企業は、輸出面では目立った変化がなかったものの、国内市場での生産に関し、正のインパクトが認められ

た。CMRDI が技術支援を行った企業で雇用の増加傾向が見られたのは、In-depth インタビューに協力した 6
社のうち、比較的小規模企業の 1 社のみであった。 
 
３-２ 上位目標の達成状況 
本プロジェクトのエジプト産業界全体に対する貢献度を示すレポートやデータを収集することが困難だっ

たため、上位目標の達成状況を測ることは難しい。CMRDI や ESLIA（エジプト工業用レーザ協会、Egyptian 



Society of Laser Industrial Application）、EDCC（エジプトダイキャスティング協会、Egyptian Die Casting 
Chapter）で入手できる記録には、例えば、裨益者のマーケットシェア、生産コストや生産性の変化といった

統計がなく、裨益者の観点からの本件プロジェクトのインパクトを明らかにできなかった。したがって、本

評価調査チームは In-depth インタビューや CMRDI の職員とのフォーカスグループディスカッションを行っ

てプロジェクトのインパクトを掴むことを試みたが、その結果はむしろ３－１のプロジェクト目標の達成状

況にあてはまるため、そちらに記載した。上位目標の達成状況を図るための指標とその入手手段は、終了時

評価もしくはその前の段階でより精査されることが望ましい。 
 
３-３ 終了時評価での提言の活用状況 
（１）定期的メンテナンス 
提言：CMRDI は機材の定期的なメンテナンスと運転テストを行うべきである。 
現状：CMRDI は定期的なメンテナンスと運転テストを行っている。 
（２）メンテナンスの記録 
提言：機械の故障等に備えて、CMRDI は職員がメンテナンスの記録をつけるべきである。 
現状：CMRDI からはメンテナンス計画と記録を持っていると説明があったが、故障やその原因分析の記録

は CMRDI から提出されなかったため存在の確認は出来なかった。 
（３）外部機関とのコミュニケーション 
提言：CMRDI は顧客の高度になっていく需要に応える技術サービスを提供するために、外部の技術関連機

関とのコミュニケーションを取り続けるべきである。 
現状：CMRDI は外部機関とのコミュニケーションおよび技術サービスの宣伝がまだ不足気味である。 
（４）教材の改善 
提言：CMRDI は顧客の高度になっていく需要に応える技術サービスを提供するために、教材を改善し続け

るべきである。 
現状：CMRDI は自力で教材を改善し続けているものの、外国専門家の支援が必要な場合もある。 
（５）ケースデータの分類と分析 
提言：CMRDI は各技術サービスを通じて得られる具体的なデータを体系的に分類･蓄積して、CMRDI 内

の経験の浅い職員が活用できるようにするべきである。 
現状：CMRDI から体系的に分析･蓄積している証拠の提示がなされかったため、該当データの存在を確認

できなかった。 
（６）新しい要素技術協会の設立 
提言：CMRDI は企業や研究者に金属加工技術に関する情報を提供するための基盤として、新しい技術協会

を設立するイニシアチブを執り続けるべきである。 
現状：プロジェクト期間中に設立された２組織（ESLIA および EDCC）以外には新組織は設立されていな

い。また、同２組織も、メンバー企業のリストやデータベース等が整備されておらず、技術面でも活動は現

在あまり活発とは言い切れない。また、同２組織ではメンバー企業の経済活動動向も把握していない。 
（７）安全対策 
提言：CMRDI は所内で安全対策を講じ続け、職員に安全対策の周知徹底を行うべきである。 
現状：CMRDI の一般的な業務では通常要求される安全対策が日常的に行われている。 
（８）環境配慮 
提言：CMRDI は環境に配慮して業務を行うべきである。 
現状：CMRDI の一般的な業務では最低限の環境配慮がなされている。しかし各業務でより詳細な評価が必

要である。 



４. 評価結果の概要 
 
４-１ 評価結果の要約 
 
（１）インパクト 
プロジェクト期間終了後、CMRDI はサービスを向上する努力を行い、プロジェクト終了時の 37 社から現在

は 56 社へと顧客企業を増やしてきた。サービスを受けた企業が引き続き支援を受けていることから、企業の

満足度が高いことがわかる。また、CMRDI が支援した企業において、新技術適用による増収、欠陥品の減

少、生産性の向上等の正のインパクトが見られた。ただし、CMRDI のサービスを受けた企業において輸出

関連の正のインパクトを示すデータは得られなかった。CMRDI が支援した社における雇用の増は、調査に

協力した 6 社のうちの 1 社でのみ認められた。また、CMRDI はダイキャスティング分野以外の４分野で各 1
種の新サービスを開発した。コールドボックス技術を活用した企業は 2 社のみであった。ただし、上位目標

がどこまで満たされたか、それにプロジェクトがどこまで貢献したかを数値で評価することはできなかった。

プロジェクトの PDM の指標と入手手段の設定により工夫が必要である。 
 
（２）自立発展性 

財政的には、CMRDI は予算の 30％を政府から得ている。その他の 70％は CMRDI が企業へ提供するサー

ビスの料金で支弁している。財政面においては、自立発展性に問題はない。 
 組織的には、CMRDI は増員の努力を続けている。カウンターパート研修員として日本で研修を受けた 11
名のうち、2 名は退職したものの、引き続き 9 名がプロジェクトの成果の発現に努めており、新規に 5 名が

採用され、エジプト国内で研修を受けた。ただし、材質評価/品質管理分野では、一層の増員が必要である。

3 年から 5 年の中期計画が CMRDI から提示されなかったため、組織としての戦略・方向性は確認できなか

った。よって、人員はほぼ問題なく増強されているものの、組織面での自立発展性が十分とは言い切れない。

 技術的には、機材が必要なときに使用可能な状態になっていることからは、自立発展性があると言える。

 
４-２ プロジェクトの促進要因 
（１）インパクト発現を促進した要因 
 ダクタイル鋳鉄のオーステンパー処理やレーザ切断といった要素技術に対する市場のニーズが高かったこ

とによって、CMRDI からの技術支援件数が増加した。 
 技術支援によって企業の欠陥品が減少するという目に見える成果があったため、技術移転が促進された。

  
（２）自立発展性強化を促進した要因 
 財政面で CMRDI の運営に問題がなかったことは自立発展性を促進した。 
 CMRDI が提供する技術支援に対して企業が支払う料金収入が適切に設定されているため、CMRDI の生産

コスト、人件費、および維持管理費を支弁できている。 
 機材が必要時に使用できる状態にあった。 
 機材の維持管理計画（月毎および週毎）は入手可能であり、また、その計画が実行されていた。 
 
（３）その他の促進要因 
 なし 
 



 
４-３ プロジェクトの阻害要因 
（１）インパクト発現を阻害した要因 
 企業にとっては機材の故障解析法（Failure Analysis）の分析コストがかさむため、同分析方法のノウハウ

は CMRDI に存在しているものの、CMRDI と企業で行う研究活動にのみ活用されており、企業の生産活動

そのものへの技術支援には活用されなかった。 
 CMRDI の企業に対する技術支援のマーケティングが不足している。よって、企業が CMRDI の実施して

いる技術支援の内容や実施時期を認識しておらず、CMRDI は顧客を増やす機会を活かしきれていない。 
 ダイキャスティング分野等については、市場のニーズがあるにもかかわらず研究費用が不足しており、増

額する必要がある。また、同分野では特に、技術を向上させるための外国人講師による支援が必要である。

（２）自立発展性強化を阻害した要因 
 機材の故障解析法は上述のとおり研究のみに活用されており、企業の生産活動への技術支援においては活

用されていないが、本手法の指導を企業の生産活動への技術支援に組み込めばその料金収入でより財政が安

定する。 
 溶接継手の疲労試験も費用がかさむため企業が活用しておらず、そのため CMRDI での技術力維持に不安

がある。 
 CMRDI は材質評価/品質管理分野で人員が不足している。 
 
（３）その他の阻害要因 
 なし 
 
 
４-４ 結論 
 上位目標がどこまで満たされたか、それにプロジェクトがどこまで貢献したかを明確に数値で評価するこ

とはできなかったが、正のインパクトが認められている。プロジェクト協力期間終了後、CMRDI は 113 の支

援および 35 コースの研修を実施した。また、協力期間中に CMRDI が技術支援サービスを行った企業数は

37 社であったが、協力期間終了後、現在までの期間に、同 37 社への継続支援に加え、新規の 19 社への支援

を行っており、顧客数は現在 57 社に達している。CMRDI の支援を受けた企業には、増収、欠陥品の減少、

生産量の増加、生産コスト・生産時間の減少、国内市場占有率の伸張といった効果が出ている。CMRDI の

支援を受けた企業は、輸出面では目立った変化がなかったものの、国内市場での生産に関し、正のインパク

トが認められた。一方、CMRDI が技術支援を行った企業で雇用の増加傾向が見られたのは、本調査（In-Depth 
Interview）に協力した 6 社のうち、比較的小規模企業の 1 社のみであった。なお、評価チームは本評価調査

実施にあたり、In-depth インタビューに多くを依拠した。 
 顧客数を増やしてはいるものの、CMRDI の研修計画は関係企業等に適切に配布されていなかった。 

自立発展性に関しては、おおむね達成していると言える。CMRDI は予算の 30％を政府から得ている。そ

の他の 70％は CMRDI が企業へ提供するサービスの料金で支弁しており、財政面においては、自立発展性に

問題はない。組織的には、CMRDI は増員の努力を続けている。ただし、材質評価/品質管理分野では、一層

の増員が必要である。3 年から 5 年の中期計画が CMRDI から提示されなかったため、組織としての戦略・

方向性は確認できなかった。よって、人員は一分野を除きほぼ問題なく増強されているものの、組織面での

自立発展性が十分とは言い切れない。技術的には、機材が必要なときに使用可能な状態になっていることか

らは自立発展性があると言える。 
 CMRDI が研修プログラムで提供している知識・技術のうち、とりわけ熱処理における故障解析法（Failure 
Analysis）の重要性が企業に知られていない。したがって、企業において故障解析法の効果的な使用が進まな

いおそれがある。 
 



 
４-５ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 
 CMRDI は非常に有益な研究や技術支援を実施している機関だが、以下の点で改善の余地がある。 
（１）CMRDI は具体的な活動計画、目標、予算、リソースを鑑みたうえで、組織として適切な将来計画を

策定するべきである。リソースとは、①外部からの必要な技術支援、②必要材料、③必要な人員、④機材、

⑤徴収見込みの料金、等を意味する。 
（２）CMRDI は次の内容を記録する正確なデータベースの構築およびその管理を行うべきである。①実施

した研究・パイロットプロジェクト、②提供した技術支援サービス、③実施した研修プログラム、④サービ

スを提供した先の企業からクレームがあった場合の原因分析およびその是正･予防策、⑤新しく適用したサー

ビスの実施結果、⑥職員の技能と職員育成計画、⑦顧客企業データベース（サービスに対する各企業のフィ

ードバック、各企業の雇用･生産量・市場占有率・輸出入等の統計を含む）、⑧機材の維持管理･故障状況の記

録。 
（３）CMRDI は金属加工分野の関連団体や企業との効果的な連携を強化することが望まれる。 
（４）CMRDI は科学研究省や通商産業省、投資省などの所有するデータベースにリンクし、雇用動向、民

営化動向、輸出入統計等の情報入手を可能にするよう努めるべきである。ただし、これには CMRDI のみな

らず、関係省庁側からの取組も必要である。 
（５）CMRDI は研修コースや支援メニューのマーケティングをより効果的に行い、サービスを提供するべ

きである。例えば、レーザ切断の研修コースはプロジェクト終了後 4 コースしか実施されていない。プロジ

ェクト実施中のように、より頻繁に開催するべきである。 
（６）CMRDI は研修と技術支援サービスに関し、効果的なマーケティングと案内を強化するべきである。

（７）なお、連休が多い時期であったため、本事後評価調査期間（8 週間）は短すぎた。ワーキングデー換

算で 10 週間は必要であった。 
 
 

４-６ 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）今後協力を実施する際には、カウンターパートとなる機関が市場重視の感覚を持ち、自身のマネー

ジメントシステムを改善する意識を持っていることが重要である。 

（２）市場を意識しないサービス提供機関では、その機関内部の技術が JICA の技術協力で一時向上したと

しても、内部に留まったままで、外部へ普及･波及しない。 

（３）マネージメントシステムが強化されると、カウンターパート機関が業務の生産性と質を向上させる

ことができ、結果、サービスが顧客重視で提供できるようになって裨益層が広がり、プロジェクトの波及

効果が広がることが期待できる。 

（４）マネージメントシステムはカウンターパート機関が作成するデータベース・記録をもとに構築され

るものであるが、そのような情報はプロジェクトの事後評価調査等にも役に立つ。 

（５）プロジェクトの投入・成果を最大限活用するため、外部の関連機関との効果的な連携が必要である。

カウンターパート機関及び外部機関に連携のための要員を指名することは、連携促進に役立つ。 
 
４-７ フォローアップ状況 
まだ具体的なアクションは起こされていない。 

 

 


