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評価調査結果要約表 
１．案件の概要 

国名：カンボジア王国 案件名：カンボジア日本人材開発センタープロジェクト 

分野：人的資源 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：公共政策部 

日本センター課 

協力金額（評価時点）：1,263,095千円（2008年度実施計画
ベース） 

先方関係機関：教育青年スポーツ省、王立プノンペン大学

日本側協力機関：独立行政法人国際交流基金 協力期間 
（R/D）：2004/04/01～
2009/03/31 

他の関連協力：（E/N）（無償）2004年６月15日 

１－１ 協力の背景と概要 

 カンボジア王国（以下、「カンボジア」と記す）では、1970年に始まった20余年にわたる内戦
により、インフラ・人的資源・社会制度等多くのものが失われた。特に1975～1979年の間は共
産主義国家となり、急進的な政策の実施により大きな混乱を来すことになるとともに、その後
に続く内戦の負の影響は現在も多く残っている。1991年のカンボジア和平協定成立後、政府は
本格的に自由市場経済の採用に努力してきたが、まだ体制・制度基盤が脆弱であり、ハード面
および人材育成や政府組織・制度整備に係るソフト面での支援が必要とされている。その中で
も特に市場経済化に伴う制度作りおよび人材育成は喫緊の課題である。 
 日本・カンボジア政府は2002年１月に、王立プノンペン大学（RUPP）構内に日本センターを
設置することを決定し、2004年４月から「日本人材開発センタープロジェクト」を開始した。
また、2005年11月には無償資金協力による「カンボジア日本人材開発センター（CJCC）」施設建
設が完工した。2006年10月に実施された中間評価調査ではそれまでの活動実績を確認するとと
もに、広報・情報発信を活動の柱に加えることとし、2007年５月、ステアリングコミッティ（評
議委員会）において活動計画変更（PDM、PO改定）が確認された。 

 現在本プロジェクトにおいては、①人材育成（Human Resourse Development：HRD）コース（ビ
ジネスコース）、②日本語教育、③相互理解促進事業、④広報・情報発信活動の４つの活動と、
これらの活動を通じたCJCCの事業実施体制強化を行っており、我が国から４名の長期専門家（チ
ーフアドバイザー、業務調整員、日本語コース運営指導、相互理解促進事業）および複数名の
短期専門家（HRDコースおよび広報・情報発信活動）を派遣中である。 

 

１－２ 協力内容 

（１）上位目標 

   カンボジアの市場経済化促進に資する人材の育成と、日本・カンボジア間の相互理解・
協力関係が促進される。 

 
（２）プロジェクト目標 
   市場経済化促進のための人材育成と、日本・カンボジア間の相互理解・協力関係を促進

するための活動を継続的に実施できる体制が整う。 

 
（３）成果 

１）CJCCが効率的・効果的な管理・運営システムを構築する。 
２）CJCCが効果的なHRDコースを提供する。 
３）CJCCが質の高い（中級レベルの）日本語コースを提供する。 
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４）CJCCがカンボジアと日本の間の人材と情報のネットワークに貢献する交流事業を提供
する。 

５）CJCCがウェブサイトやその他の活動を通じた広報、情報提供、カンボジアと日本双方
の他機関とのネットワーキング活動を促進する。 

 

（４）投入（評価時点） 

１）日本側 

長期専門家派遣    ４名（延べ７名）  短期専門家派遣  51名 

本邦研修       ８名 

機材供与       ２億円       現地業務費負担  約119万ドル 

２）相手国側 

カウンターパート（C/P）配置  ５名    CJCC雇用スタッフ41名 

土地・施設提供（CJCC敷地と施設）     運営費（光熱費や通信費） 

２．評価調査団の概要 

調査者 

団長・総括       伏見 勝利  JICA公共政策部日本センター 課長 

評価分析        岩瀬 信久  有限会社アイエムジー 

日本語コース評価分析  中島 透   国際交流基金関西国際センター 専門員
日本語コース評価企画  武田 友理  国際交流基金日本語事業部派遣・助成課
協力企画        末田 和也  JICA公共政策部日本センター課 

調査期間  2008年10月1日～10月18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 
 調査の結果、プロジェクト開始から約４年半が経過した終了時評価時点まで、上記「１－２
（４）」のとおり当初のスケジュールに従って日本・カンボジア双方からの投入は適切に行われ
ていることが確認された。 
 
 ３－１－１ 成果の達成状況  

成果の達成状況は以下のとおりである。 
 
（１）成果１：CJCCが効率的・効果的な管理・運営システムを構築する。 
   カンボジア人所長の下で７部門からなる CJCC組織が整備され、各職位に人材が配置さ

れている。職員の基本的な義務と責任を規定する「スタッフ規則（Rules and Regulations for 

Cambodian Staff）」が導入された。運営の意思決定にかかわる「承認書（Approval Sheet）」
も導入されている。モニタリング・システムの一環として各部門の月次報告が所長に提
出されている。CJCC内の運営会議と専門家会議も頻繁に開催されている。 

   JICA 予算に基づく年次予算計画が毎年策定されて、四半期ごとに適切に見直しされて
いる。しかし、CJCCの自己収入・支出の予測と計画を含めた統合的な財務計画は策定さ
れていない。カンボジア人所長、各部門マネージャー、専門家による会議が毎週開催さ
れている。 

   CJCCサービス・ユーザーに対しては「施設・設備利用規定（Rules and Regulation for the 

Use of CJCC Facilities and Equipment）」が作成され、クメール語、日本語、英語で用意さ
れている。来館者数、CJCC 会員費を含めた図書館収入、CJCC 設備の稼働率はいずれも
増加している。 

   このように成果１にかかわる活動は順調に進んでおり、プロジェクト終了までに成果
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１は達成される見込みである。 
 
（２）成果２：CJCCが効果的な HRDコースを提供する。 
   HRDコースでは、「セミナー・シリーズ」「起業家コース」「企業経営コース」が設計・

実施されている。終了時評価時点までに、24 回のセミナーに 5,578 名の参加者、18 クラ
スの起業家コースに 81 名の受講者、21 クラスの企業経営コースに 60 名の受講者（フル
科目ベース）があった。コース修了者数は起業家コースで 45 名、企業経営コースで 228
名である。これらのプログラムの受講者・参加者の満足度は大変高いと見られる。 

 
（３）成果３：CJCCが質の高い（中級レベルの）日本語コースを提供する。 
   日本語コースでは終了時評価時点までに 44 の研修コース、１回のセミナー、８つの特

別プログラムが計画・実施された。応募者数は常に各コースの定員を上回っており、す
べてのクラスが 100％の定員で充足されている。受講者総数は 1,620 名に達した。参加者
のうち、71％がコースを修了する一方、すべての参加者が各コースに「大変、満足した」
または「満足した」と質問表調査で回答している。 

   CJCC日本語コースの特徴は中級クラスと日本語教師研修の運営であり、相対的に高い
レベルの受講者に対する質の高い研修を提供している。プノンペンの日本語学校の現地
講師も CJCCの研修コースを受講している。また、現地講師による研修実施も進んでいる。
これらの観点から、CJCCは成果３をほぼ達成すると見込まれる。 

 
（４）成果４：CJCCがカンボジアと日本の間の人材と情報のネットワークに貢献する交流事

業を提供する。 

   プロジェクト開始以来、2008 年８月末までに 206 の交流事業が実施され、30,325 名の
参加者があった。各事業の参加者に対する質問表調査では、ほぼすべての参加者が当該
事業に満足したことが明らかとなっている。これらの事業では日本文化だけでなくカン
ボジア文化の様々な側面も紹介している。なお、大部分の事業の参加費は無料である。
指標の観点からは、CJCCが成果４を達成しつつあることを示している。 

   本分野での課題は日本文化事業にかかわる人材の欠如である。お茶や生け花等の事業
はプノンペン在住日本人のボランティアに頼っているが、日本文化を教えることのでき
る適切なボランティアを確保することは難しいことが多い。特定分野での短期専門家の
派遣がないことも交流事業実施にかかわる制約の一つである。 

 
（５）成果５：CJCCがウェブサイトやその他の活動を通じた広報、情報提供、カンボジアと

日本双方の他機関とのネットワーキング活動を促進する。 
   成果５は中間評価の結果として PDM に追加されたもので、CJCC は広報活動・情報提

供を行ってきた。CJCCはクメール語、日本語、英語のウェブサイトを稼動させており、
アクセス件数は 16 万以上に達している。プロジェクトは HRD・日本語の両コースのマル
チメディア教材を開発するとともに、カンボジアの日本人を紹介するテレビ番組「お元
気ですか」を監修した。認知度調査によれば、CJCCの名前を知っている人の割合は 2007
年の 14％から 2008 年９月の 24％に上昇した。 

 
 ３－１－２ プロジェクト目標の達成度 
 〈プロジェクト目標〉 
 市場経済化促進のための人材育成と、日本・カンボジア間の相互理解・協力関係を促進す
るための活動を継続的に実施できる体制が整う。 
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指標-1：CJCC会員数が 900 名に増加する。 
指標-2：現地経費の 15％が CJCCの自己収入によってカバーされる。 
指標-3：プノンペン市内での CJCCの認知度が高まる。 
指標-4：両国の大学間交流等の交流活動の数 
指標-5：HRDコースのすべての段階が C/P主導で実施される。 
指標-6：HRDコース卒業生のうち、６名が新事業を開始する。 
指標-7：HRDコース卒業生のうち、70％が現在の業務において経営改善する。 
指標-8：日本語コースのすべての段階が C/P主導で実施される。 
指標-9：日本に留学した卒業生数（読売奨学生プログラム等を含む）が増加する。 
指標-10：交流事業のすべての段階が C/P主導で実施される。 

 
以下のとおり、プロジェクト目標達成を測定する指標の大部分は終了時評価時点までに満

足されている。CJCCの会員数と認知度は増加しており、各部門の運営の大部分がC/P側の主導
で徐々に実施されつつある。多くのHRDコース卒業生が既存事業の経営改善や新規事業を開
始したことを認めている。奨学金を得て日本に留学した日本語コース卒業生は17名に達した。
既述のように期待された５つの成果は発現しつつあり、プロジェクト目標達成の前提となる
３つの外部条件は基本的に満足される見通しである。これらの観点から、プロジェクト目標
はほぼ達成される見通しである。成果の達成結果を受けて、ほとんどの専門家、C/P、CJCC

スタッフがプロジェクト目標は達成されると見ている。この見方は評議委員会の何人かのメ
ンバーのコメントによっても確認された。 
 
３－２ 評価結果の要約 
（１）妥当性 
   本プロジェクトは、カンボジア開発政策との妥当性、ターゲットグループのニーズとの

妥当性、JICA の対カンボジア協力方針との妥当性のいずれも確保されており、全体的な妥
当性は高いということができる。 

 
（２）有効性 
   既述のように、プロジェクト目標はほぼ達成される見通しである。日本側から移転され

る技術・ノウハウの吸収能力の高い C/Pおよびプロジェクト（CJCC）により雇用されたス
タッフが適切に配置され、プロジェクトに対する強い責任意識を彼らが示し専門家との効
果的な共同作業が行われたことが主な貢献要因である。無償資金協力よる建物と設備、お
よびカンボジア国民の間での日本に対する好感度が、当初から CJCCの認知度と関心を一定
程度高めたと見られる。全体として、本プロジェクトは比較的高い有効性をもつと評価さ
れる。 

 
（３）効率性 
   本プロジェクトでは、当初計画どおり円滑に日本・カンボジア双方の投入が行われてい

る。また、専門家および C/P への質問表・面接調査の結果、投入の内容や質が適切であっ
たと評価されることから、投入による成果達成への転換が適切な水準で確保されており、
比較的高い効率性をもつと評価される。特に、能力の高いカンボジア側 C/P およびスタッ
フの配置が、効果的なプロジェクト運営に貢献したと評価される 

   CJCCの管理・運営手順はおおむね適切に確立されているが、プロジェクト設計時に運営
委員会（Managing Committee：MC）の機能とメンバーが定義され、これまでに MCが３回
開催されたものの、プロジェクト設計時に期待されたほどには機能していない。 
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（４）インパクト 
   終了時評価時点では相対的に限定的なインパクトをもたらしているものの、本プロジェ

クトは経済的・社会的側面において、より大きな規模のインパクトを発現する高い可能性
を有すると評価される。CJCCの様々な活動が将来的に継続し、さらに強化されれば上位目
標の達成は長期的に可能であると考えられる。上位目標の達成は本プロジェクトに対する
将来のカンボジア側の更なるオーナーシップとコミットメントの増加にかかっている。 

 
（５）自立発展性 
   本プロジェクトは技術面では比較的高い自立発展性を有するが、組織・財務両面におい

て中程度の自立発展性を有すると評価される。プロジェクトの自立発展性向上のためには、
組織体制の強化や自己収入の増加等の対応策が取られるべきである。 

 
３－３ 効果発現に貢献した要因 
（１）カンボジア政府、特に教育青年スポーツ省とRUPPによるオーナーシップ 

   プロジェクト形成時から本案件カンボジア側関係者であった教育大臣（開始当初同省次
官）、同省次官（開始当初 RUPP学長）の強いリーダーシップと調整力が本案件の円滑な遂
行、特にカンボジア側負担の予算の確保に貢献したと思われる。また、CJCC所長をはじめ
とする５名の RUPP教官がほぼ専任の C/Pとして配置されていることも強みとなっている。

 

（２）適切かつ意欲ある人材のC/Pまたはスタッフとしての登用 

   能力の高い人材が C/P として配置されたこともプロジェクトの成功をもたらした要因で
ある。また、C/P以外にも本プロジェクトにより雇用されたカンボジア人スタッフの多くが
有能かつ責任感をもった人材である。C/Pと主要スタッフの多くが日本での留学や仕事の経
験を有すると同時に、５名の C/P 全員が本プロジェクトでの本邦研修を受けており、プロ
ジェクトの有効性と効率性を高めたということができる。なおその前提として、本プロジ
ェクトが JICA日本センター案件では最後発のプロジェクトであり、配置された C/Pやスタ
ッフに対する適切な技術移転のノウハウと経験を日本側が有していたこともプロジェクト
の有効性と効率性の双方を高める要因になったと考えられる。 

   今後、CJCCの組織的自立発展性を高めていくためには、これら既存の中心的人材の更な
る能力向上を図るとともに、一般スタッフの研修や OJT を通した新たなマネージャー層の
育成、より幅広い層からの潜在的な CJCCスタッフ・マネージャー候補の掘り起こしを図っ
ていく必要がある。 

 
（３）HRDコース運営における専門家派遣形式 

   HRD コース運営では、プロジェクト開始当初から法人一括契約による業務委託方式での
事業運営を行ってきた。これにより、変化が激しくカバーする領域の広いビジネス分野に
おけるコース設計・運営を終始一貫して行ってきた。その結果、ベースライン調査や各種
ニーズ調査に基づいた柔軟なコース設計・運用、広い範囲にわたる適切な短期専門家の選
定と派遣、プロジェクトの PDMを数値目標等の面でさらに詳細に定義したモニタリング用
PDMを独自に策定してより効果的・効率的な業務管理とモニタリングを進めたことなどに
より、プロジェクトの有効性と効率性の向上に寄与したと考えられる。 

 
３－４ 問題点および問題を惹起した要因 
（１）HRDコース運営における専門家派遣形式 

   HRD コース運営に関しては、上記の貢献要因が考えられる反面、成果が求められる業務
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実施契約であるがゆえに、HRD コースの円滑な運営を重視するあまり、時に現地スタッフ
への技術移転が計画どおり進まなかったり、現地講師の発掘・活用に慎重になるケースが
あった。 

 

   これらの点を踏まえた今後の教訓として、業務実施契約による専門家派遣とプロジェク
ト実施のプラス面を十分評価しつつ、プロジェクトの有効性と効率性を一層高めるために、
業務委託方式での事業運営をプロジェクトのどのタイミングの、どの範囲の投入で適用す
るかについて、より慎重に検討する必要がある。 

 

（２）CJCCマネージャー・スタッフの離職懸念の増大 

   CJCCが有能な C/Pと若い現地スタッフの確保に成功し、採用された現地スタッフが高い
意欲と責任感をもって業務にあたっていることはプロジェクトの成功要因の一つであるが、
能力を高めた CJCC現地スタッフの離職の傾向が今後顕在化することが懸念されており、今
後の自立発展性に影響を与える要因となりうる。 

 
３－５ 結 論 
本プロジェクトはJICAによる協力の開始から４年半を経過した。全くのゼロからのスタート

だった本プロジェクトは順調な進展を見せており、プロジェクト終了までにプロジェクト目標
を達成する見込みが非常に高い。CJCCは二国間の相互理解を促進するための自立発展可能な「サ
ービス提供」機関としての基本的な管理・運営構造を確立した。実践的なビジネス研修と日本
語教育の双方における質の高い研修実施機関としてのCJCCの認知度はプノンペン市内で次第に
広まりつつある。しかし、カンボジアの市場経済促進と二国間の相互理解・友好関係の促進に
係る目に見えるインパクトを確認するにはもうしばらく時間を要するものと見られる。将来の
満足すべきインパクトを確保するためには、より長期にわたって効果的・効率的な事業を計画・
実行するCJCCの継続的な努力が求められる。特に、CJCCの組織的、財務的な自立発展性を確保
することが今後検討すべき重要課題である。本プロジェクトは今後の発展のための基盤を確立
したものの、カンボジアの関連する諸機関やJICAとともに、CJCCが本プロジェクトの自立発展
性を強化するためにより多くの努力を払う必要がある。 
 

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） 
調査団はプロジェクトに対して以下の提言を行った。 

 
（１）センター運営管理 

   各部門間のより効率的な情報共有と協働を図りながら、HRD コース、日本語コース、交
流事業の各活動の連携を強めた運営を図る。 

１）各職位の書面による機能定義の明確化を含め、中期的な人員配置と職員研修プログラ
ムを策定する。 

２）職務マニュアルの整備等の制度能力を開発する自立的方法を検討する。 

３）収入創出事業と自己収入の効果的な支出の双方に係る明確な方針を含めた中期的な財
務管理計画を策定する。 

４）自立発展可能な運営を可能にする自己収入増加のための更なる努力を行う。 

５）自立発展可能かつ現実的な財務計画を可能にするCJCC施設能力の向上を検討する。 

 
（２）HRDコース運営 

１）現地講師の発掘および能力向上にさらに注力する。 
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２）商務省や他のビジネス研修機関等の関連機関との協働にかかわる努力を増加させる。
３）HRDコース卒業生に対するフォローアップ活動として卒業生間の意見・経験の交換を
図る機会とCJCCネットワーク拡大のための機会を増やす。 

 

（３）日本語コース運営 

１）中級クラス以上のコースで教えることのできる現地講師の数を増やすために、カンボ
ジアの日本語教師に対する日本語研修能力の更なる向上のためのより多くの研修コース
実施に努力する。 

２）大学や語学学校を含めた日本語教育コミュニティのネットワーキングにかかわる調整
機能を強化する。 

 

（４）交流事業運営 

１）王立芸術大学やその他の大学との情報共有と協働を増やす。 

２）既存事業の改善と両国の文化・伝統の一層の理解を深めるための新たな事業の設計を
行いながら、新たなターゲットグループを発掘する努力を行う。 

 

 またさらに効果的な成果を達成するために、プロジェクトの残り期間中と終了後において次
の事項を検討するように提言した。 

 

（５）商務省等の評議委員会メンバーである関係機関とCJCCの関係を強化すべきである。CJCC

はそれら機関との共同事業を効果的に計画・実施するためにより積極的なアプローチを取
ることが期待される。 

 

（６）運営委員会の権限と責任の再定義とともに、CJCCの意思決定プロセスについてさらに検
討すべきである。 

 

３－７ 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） 

本評価調査を通じ、調査団は本案件の経験から導き出され、主に他の日本センタープロジェ
クトで参考となるべき教訓として、以下の２点を抽出した。 
 
（１）オーナーシップの高いC/Pとの関係構築について（C/P側の人員配置、リーダーシップ） 
   カンボジア側はCJCC所長をはじめ主なセクションの管理職にC/P（大学職員）を配置して

いる。これら定着率の比較的高い人員を配置することはプロジェクトの組織運営上の基盤
強化につながり、自立発展性を高めるものといえる。したがって、他の日本センターにお
いても組織人員の定着率に着目した運営を行い、かつ所長の適切なリーダーシップ発揮に
よる組織運営体制の強化や、関係者の理解促進を図ることがプロジェクトの成果を高める
うえで有効と思われる。ただし一方で、日本側専門家チームとの円滑なコミュニケーショ
ンならびに信頼関係が損なわれるとプロジェクトの運営に重大な影響を及ぼすことが懸念
される。 

 
（２）組織作りにおけるプロセス管理の重要性について 
   本案件においては、ゼロからの組織体制を構築し、46名のC/Pおよびスタッフを擁する組

織に発展させてきた。この間、日本側からの技術移転は継続的に行われてきたが、協力期
間中は一貫して、カンボジア側がCJCC活動の中心であるべきとの日本側プロジェクト関係
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者の共通認識のもとで協力が行われてきた。案件開始当初は日本側も含め試行錯誤が多か
ったが、本件調査時点では多くの活動がカンボジア側主導で行われるようになっていた。 

   プロジェクトにおける自立発展性を確保するためには、本案件に見られるように、プロ
ジェクト関係者の共通認識がプロジェクト期間中のあらゆるプロセスにおいて意識され、
共有・実践されることが重要である。 
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