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評価調査結果要約表 
１. 案件の概要 
国名：ラオス人民民主共和国 案件名：ラオス日本人材開発センタープロジェクト（フェーズ 2）
分野：その他 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）：560,577 千円（08 年度実施計画ベース） 

先方関係機関：教育省、ラオス国立大学 
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): 2005/09/01~2010/08/31  
 
 

他の関連協力：無償資金協力  
１-１ 協力の背景と概要 
 ラオス国では、1986 年以降、市場経済移行のための経済改革が行われており、そのための人材育成が重要

な課題とされている。1995 年には人材育成の一環として、アジア開発銀行の支援を受けてラオス国立大学が

設立され、その際に経済経営学部も新設された。しかし、アジア開発銀行の支援プロジェクトが 2001 年 9
月で終了するため、それ以降の技術協力を日本に求めてきた。 
 一方、わが国においては、市場経済移行国に対する人材育成支援の一環として、「日本人材開発センター」

を設立することが構想され、1998 年 7 月にラオス日本人材開発センター設立構想をラオス側へ提示した。そ

の結果、ラオス国立大学経済経営学部支援及び日本人材開発センター設立への協力を一つの技術協力プロジ

ェクトとして実施することが合意された。2000 年 7 月 6 日に討議議事録(R/D)に署名し、2000 年 9 月 1 日か

ら 5 年間の技術協力プロジェクトを開始した。当初 4 年間は、ラオス日本人材開発センター（以下、「LJC」
という。）プロジェクトとラオス国立大学経済経営学部支援を、1 つのプロジェクトとして運営していたが、

それぞれの活動が拡大したため、2004 年からそれぞれを分離して実施することとした。 
  カウンターパート機関であるラオス国立大学は、LJC プロジェクトの協力を高く評価し、JICA からの協力

の継続を要請した。JICA は 2005 年 9 月から 5 年間の予定で「ラオス日本人材開発センター（フェーズ 2）」
を開始した。 
 
１-２ 協力内容 
（１）上位目標 
ア LJC がビジネス分野においてラオスの市場経済化に資する人材開発のための中核的な役割を果たす。

イ LJC がラオス・日本両国の人々の間に相互理解を促進する拠点として活用される。 

（２）プロジェクト目標 

ア ラオスの市場経済化に対応する人材育成を推進する為のサービスが LJC によって提供される 

イ 相互理解を促進する活動に参加するための情報と機会が LJC によってラオス・日本両国の国民に提供

される。 

（３）成果 

ア LJC 事業実施体制が強化される。 

イ ラオスの民間人材を対象とした実践的ビジネスコース並びにビジネス分野サービス（工場診断、起業

家育成（インキュベーション機能）、ビジネスマッチング）が提供される。 

ウ LJC がラオスにおける日本語教育の拠点となる（リソースのネットワーク化を推進） 

エ 両国民間の相互交流システムが構築され、活動が活発化される。 

（４）投入（評価時点） 
ア 日本側： 
 長期専門家派遣 4 名(延べ 7 名) 短期専門家派遣 17 名 

本邦研修  25 名  第三国研修 5 名（タイ） 
 機材供与  0.13 億円  在外事業強化費 0.45 億円 
イ 相手国側： 
 カウンターパート配置 15 名      LJC 雇用スタッフ 35 名 
 土地・施設提供 （LJC 敷地と駐車場）  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： 梅本 真司 JICA 公共政策部日本センター課 課長 

評価分析：  竹井 誠  （株）パンテル・インターナショナル 
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 5 月 26 日～2008 年 6 月 12 日 評価種類：中間評価 
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３. 評価結果の概要 
３-１ 投入の確認 

 ラオス側の C/P（公務員として LJC に勤務するラオス側教職員。なお、LJC で雇用されている職員は「スタ

ッフ」、双方を総称する場合は「LJC スタッフ」と記す。）は本フェーズ開始当初 10 名だったが、調査時点で

は 15 名に増加しているなど、ラオス側の強いオーナーシップとコミットメントにより、プロジェクトの投入

は適時適切に行われている。C/P の配置に空白期間が生じた例もあったが、プロジェクトの進捗には大きな支

障は生じていない。日本側の投入についてもほぼ計画通りに進捗している。 

 これらをはじめ、双方の適切な投入がプロジェクトの円滑な進捗に貢献していると判断できる。 

 

３-２ 成果の達成状況 

 LJC の事業実施体制強化のための方策が当初計画されていた活動に沿って行なわれており、組織として LJC

が成長・強化されていることが確認された。特に、人材育成の面では、個々人の能力の現状把握と到達目標、

及びそのために必要な措置について個人と組織（マネジメントレベル）が情報を共有しており、個々人の能

力強化が組織の強化につながりつつある事例といえる。 

今後のより一層の体制強化のためには、総務部門を中心とする総合調整機能の強化が必要であると判断さ

れる。これについても、組織改編や人事異動、特別手当の支給基準の変更など、積極的に問題を把握し、改

善しようとしていることが確認できた。 

 また、運営管理のより一層の効率化のために昨年度から行われている業務分析に基づき、業務フローや意

思決定過程の効率化が期待できる。 

LJCの実施体制強化の一環として、LJCスタッフに占めるC/Pの割合をさらに増やすことも検討されている。

現在、ラオス人所員 50 名のうち、15 名が C/P（公務員スタッフ）であるが、ラオス側としては、班長クラス

以上の 21 名を全て公務員スタッフとしたいとの意向がある。ただし、現在 LJC は大学の付属機関という位置

づけであり、NUOL では通常、付属機関は 10 名程度の公務員しか配置されない。このため、これ以上の定員拡

大のためには、学内の設置ステータスの見直し（例えば現在の Center から学部と同等の Institute へ格上げ

する）といった抜本的な対策が必要であるという意見があった。 

 

ビジネス部門は、基本的にラオス側人材によって運営管理されている。これは、フェーズ１からの知見の

蓄積により、事業の企画・立案・実施・評価の一連のサイクルが基本的にラオス側のみで自立的に行われて

いることによる。これに対して日本側の投入は「実践的な経営スキル・手法」に絞って行ってきた結果、理

論と実践のバランスの取れたカリキュラムを提供できるという比較優位性を確立しつつある。当初想定され

た省庁等との連携についても、セミナーやコンピュータコースの提供により、一定の評価と地位を確立する

ことに成功している。 

他方、事業マネジメントに対して必ずしも十分な投入を行なってこなかったことに起因すると思われるマ

イナスの要因も確認された。具体的には、2007 年度に入ってラオス側による座学コースの受講生が減少した、

ということである。これに対し、2008 年 2 月には日ラで協働して問題解析を行い、コースカリキュラムを改

訂した。更に、ラオス側のイニシアティブにより 2008 年 9 月からは MBA コースが経済経営学部と LJC によっ

て開講予定となっており、より高度なビジネス人材の育成が行なわれることが期待される。 

一方、市中に類似機関が増加しつつあり、より一層の競争力強化が必要であるので、より効果の高いサー

ビス提供のための実施体制（日本側を含む）の構築が必要である。 

ラオスにおける日本語教育は、援助再開以降まだ歴史が浅く、現地講師の人材育成が急務であるが、その

ためには少なくとも今後 5～10 年は人材育成による日本語学習者の数と質の向上が必要と推測される。NUOL

日本語学科とのより一層の連携により、より幅広くかつ高度な人材育成によって、拠点としての機能は強化

されていくことが期待される。 

これまでの活動により、ラオス国内及び国外とのネットワーク作りは盛んに行われている。また、LJC が「日

本語教育研究会」の事務局となっていること、LJC が日本語能力試験の実施機関となっていること、ラオス国

内にあるほぼ全ての日本語教育機関（評価調査時点で 11)でも利用されているラオス語教材の作成も行ってい

ること等から LJC はすでにラオスにおける日本語教育の拠点として機能していると判断される。 

相互交流部門については、各種活動結果や本調査のインタビュー調査から判断するに、両国民間の相互交

流システムが構築され、活動が活発化されているといえる。相互理解促進の活動についても日本語部門と同

様、すでに日ラの交流の拠点としての地位を確立している。これは、追随する他の類似機関が存在しないこ

とも理由のひとつではあるが、それ以上に着実な活動実績により、交流拠点としての LJC の認知度が市民だ

けでなく政府にも浸透しつつあることから判断される。さらに、マスメディアを通じた広報活動により、LJC

の認知度も向上していると判断される。 

 現在、日本の大学との連携強化やラオス人に対する日本への留学情報の提供など、さらに高度な機能付

加が行われつつある。相互理解促進の拠点として LJC の役割は増大していくことが想定される。 
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３-３ 評価結果の要約 

（１）妥当性 

ラオス政府の国家開発計画との整合性、受益者ニーズとの整合性、日本側の政策との整合性の全てについ

て妥当性はあると判断され、全体としても妥当性は十分にあると判断される。また、関係者への質問票の回

答などからも大部分の人が妥当性はあると判断している。 

 

（２）有効性  

LJC は、ビジネスコース、コンピュータコース、日本語コースの実施を通じて人材開発面で重要な役割を担

っており、ラオス国立大学幹部も LJC ビジネスコースの重要性を認識し、またビジネスコースだけでなく、

日本語コース、コンピュータコース、相互理解促進事業についても高く評価している。 

インターネットや AV 機器等の情報設備の希少性から、メディアルームや図書室等を利用して情報を得るた

めに LJC を利用する学生・一般利用者は多く、情報発信の拠点としても重要な役割を果たしている。また、

一般民間企業の経営者や従業員を対象とした日本的経験を活かしたビジネスコースや広く一般に開かれた日

本語コースの実施も、相互理解の促進につながっていると捉えることができる。 

本プロジェクトが掲げる２つのプロジェクト目標との関係では、上述の「目標ア」については、現時点で

は成り行きを観察しなければ有効性を判断できない点が存在するが、「目標イ」については、技術移転や人材

育成などについて一層の努力をする必要があるものの、目標は一定程度達成されていると判断される。 

 

（３）効率性 

ラオス側からも人材を中心に積極的に投入がなされ、これらを含めた投入によって成果はあがっている。

またプロジェクトの実施プロセスにおいても、おおむね問題はなく、効率性については高いと判断される。

 

（４）インパクト 

すでにいくつかの注目すべき事例を確認することができるなど、本案件の活動が一定の波及効果を発現さ

せつつあると判断できる。また、上位目標の達成の可能性については、既に上述の「上位目標イ」がほぼ達

成されているといえる。 

 

（５）自立発展性 

 本フェーズの事前評価調査においては、以下の 2 点によって自立発展性の可能性が評価されており、今次

中間評価調査では、その可能性を評価した。 

 ①LJC の実施体制はおおむね確立されており、ラオス側のオーナーシップも高いが、給与水準が民間と比較

して高くはないため、福利厚生や諸手当によるインセンティブシステムの構築が必要であり、計画され

ていること。 

 ②各コースが受講料を徴収していることから、長期的には自己収入による支出負担比率の増大が期待でき

ること。 

第 1 点目に関しては、手当支給体系の見直しや語学手当の導入などによる改善が行われており、今後の効

果発現が期待される。他方、現地調査での LJC スタッフに対するインタビューにおいては、依然として各種

インセンティブに対する要求（国外での留学や研修機会の提供、給与水準など）が聞かれた。これらの要望

を踏まえつつ、限りある予算規模の中で各個人の能力を 大限引き出すための仕組みづくりが今後も継続的

に行われる必要があることが確認された。また、既述のとおり、今回の調査で総務機能のより一層の強化が

組織・個人双方で必要であることが確認された。すでに、組織改編やマネジメントクラスの人事異動などの

措置は取られているが、これらに対して日本側としての協力の可能性について検討することが必要である。

上記との関連で、LJC で育成したスタッフが大学の正職員への格上げ見込みが薄いということや給与などの

待遇面で折り合いがつかず離職してしまうケースがある。これは知見・ノウハウの蓄積による技術面での自

立発展性に対する負の要因となりうる。ラオス人の職業観によるところも否定できないが、ラオス政府及び

NUOL による LJC への公務員配置人数の拡大などの対応策について、然るべきレベルへの働きかけも重要と思

われる。 

以上より、福利厚生や諸手当によるインセンティブシステムの構築は計画されているが、その効果の発現

を確認することは時期尚早といえる。 

 

第 2 点目に関しては、JICA の負担とラオス側負担及び自己収入充当の比率がほぼ 1:1 である。短期的な変動

要因としては、JDS 研修の受託収入が減少要因となり、MBA による収入が増収要因となる。次項に示す簡易な

シミュレーションによれば、これらの要因を踏まえた短期的な財務状況の傾向は自己収入による支出負担比

率の増大が期待でき、プロジェクト終了時までにさらなる増大も期待できる。したがって、「長期的には自己

収入による支出負担比率の増大が期待できる」といえる。しかしながら、自己収入による全額の支出負担 
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は困難と思われ、残りの部分については、引き続き日本側による何らかの財政負担が必要である。 

 

３-４ 効果発現の阻害・貢献要因 

貢献要因 

（１）ラオス側のオーナーシップの強さ 

LJC は NUOL の付属機関として位置づけられ、法的措置に問題はない。市場経済化の動向や、政府の支援も

特に大きな変化はみあたらない。さらに、プロジェクトは多くの関係者の理解を得ており、既述のようにラ

オス側のオーナーシップは強く、大きな貢献要因となっている。 

 

（２）コスト負担の割合 

ラオス側の予算措置とセンター収入によるコスト負担の合計が年々増加傾向にあり、昨年度はセンター支

出全体の 50％に達するなど、より健全なコストシェアへ向けての努力が見られる。 

 

（３）ラオス国立大学経済経営学部との連携体制 

プロジェクト設計当初から、経済経営学部の教員をビジネスコースの現地講師として活用することが計画

され、その計画どおり LJC ビジネスコースの現地講師の大部分は、経済経営学部の教員が担っている。この

ような相互連携の枠組みは、安定的な現地講師の確保を容易にし、ビジネスコースの自立発展性の向上に貢

献している。また同時に、受講者は現役の経営者並びに従業員であることから、現地講師はそれらの受講者

との意見交換を通じて実践面における課題を吸収し、教員にとっては実践的な知識が身に付き、それがさら

に、講義内容の改善につながっている。 

 

（４）ラオス国立大学文学部との連携体制 

日本語コース運営では、文学部との間にビジネスコースにおける講師派遣のような連携体制はないものの、

LJC と文学部日本語学科が車の両輪となって、ラオスにおける日本語教育の中心的役割を果たしていることが

目標達成を促進している。 

国際交流基金の日本語教育に関するノウハウをもとに、体系的なクラス体系を採用して実施しており、さ

らに教材の作成等の面でも LJC がラオスにおける日本語教育の中心的役割を果たしている。しかしながら、

外部からはさらなる教材の作成や辞書の作成、さらにはより上のクラスの設立を望む声も上がっている。こ

れらのニーズに応えられる意味でも、今後技術移転により、C/P 及びスタッフのレベル向上が求められる。

 

（５）定期的なコース評価の実施 

LJC では、各活動（ビジネスコース、コンピュータコース、日本語コース、相互理解促進事業）の参加者に

対して終了時にアンケート調査などを行っている。同調査結果は、コース内容の改善のために活用されてい

る。例えば、ビジネスコースにおいては、アンケート結果に基づくテキスト内容の修正・見直しはもちろん

のこと、人気のない科目については、新しい科目と入れ替えられている。 近は受講者ニーズの大きな変化

が見られ、これに対して、新しいカリキュラムの検討がなされ、FEBM との MBA プログラムの設立が準備され

ており、対応が図られている。さらに、ビジネス実践コースの運営では、2006 年以降、業務委託方式によっ

てコンサルタントが継続的なニーズ調査、コース企画・運営、事後評価と次期企画への反映を終始一貫して

行っており、これも目標達成を促進していると考えられる。このように、コース内容を定期的にモニタリン

グ・評価し、改善を図るということが通常活動の中に組み込まれていることは、ニーズに応じたカリキュラ

ムの提供につながり、プロジェクトの成果を高める上で効果的である。 

 

（６）ラオスに進出する日系企業の数 

近ラオスに進出する日系企業の数が増加しており、日系企業を対象とした日本語の特別コースが実施さ

れるなど、本プロジェクトに対してプラスの変化をもたらしている。一方、中国やベトナム、タイなどによ

るビジネススクール設立など積極的な進出により、日本のプレゼンスが相対的に低下していく恐れもある。

これらの変化に対応するため、センターの活動強化や広報活動の一層の努力が望まれる。 

 

阻害要因 

（１）コミュニケーション力 

実施プロセスにおける特記事項で述べたように、いくつかのレベルごとの定期的な会合をもつなど、プロ

ジェクト内のコミュニケーションはよいと言えるが、特に総務部門を中心に、英語によるコミュニケーショ

ン力の不足がみられ、これが阻害要因になっているという指摘があった。これに対してはすでにいくつかの

対策がとられているものの、今後も一層の努力が必要である。 
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（２）ラオス人ビジネスコース講師の質 

ビジネスコースのラオス人講師に関しては、C/P 機関である NUOL の FEBM の人材が確保されていることは目

標達成を促進している一方、これら講師の実務知識の不足や、講義内容の質の低さが目標達成の阻害要因と

なりうるおそれがある。特に MBA コースが開始された場合、受講生からの講師の質に対する期待はさらに高

まると思われ、教授方法も含め、講師の質の向上に向けた努力が肝要である。 

 

（３）スタッフの離職 

LJC は内部昇進制度が確立しており、スタッフの定着率は比較的高いが、班長以下に、給与等の待遇あるい

は昇進の可能性のより高い組織へ離職するスタッフが散見される。これも阻害要因となる恐れがあり、公務

員枠の増大も含めた、インセンティブの確保に努力をしていく必要がある。 

 

（４） 教室の数の不足 

建物は日本の無償資金協力を通して建設されたものであるが、その後日本語教育用の教室用建物が増設さ

れた（5 教室）。施設の多くはフェーズ 1 で整えられ基本的に問題はない。しかし活動の発展、活発化により、

教室の数の不足の問題が発生しつつあり、これが阻害要因となる可能性がある。 

  

３-５ 結論 

日ラ双方の各レベルにおける努力によって、本プロジェクトは当初計画した投入により活動を行ない、一

定の成果を発現しつつある。プロジェクト終了時点にプロジェクト目標を達成する可能性は高いと判断され

る。さらに、本プロジェクトはまさに日ラの「拠点」としての地位を確立しつつあり、その観点で本案件は

すでに上位目標の一部を達成していると判断される。 

総務を中心とする実施体制のより一層の強化や、日本側からの投入に依存している活動費のより一層の現

地化など、終了時に向けて改善が必要な課題はいくつかあるが、現時点においてはそれらがプロジェクト目

標の達成を阻害する大きな障害ではないと判断される。 

 

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） 

本フェーズ後半、さらには将来に向け、より効率的かつ効果的な運営を図るため、調査団はプロジェクト

に対して以下の提言を行なった。 

 

（１）実施体制をさらに強化する。 

（ア）LJC C/P 及びスタッフ（特に総務部門）の業務実施能力強化のため、およそ以下の方策を通じて特に他

部門との調整能力、コミュニケーション能力等を強化するべく、LJC 所長・副所長並びに JICA 専門家

間で検討し、実施する。 

①C/P 及びスタッフ（特に総務部門）の事務処理能力の向上を図るための各種指導（経理処理の迅速化、

他部門との調整カ強化、カスタマーサービスの向上など）を日本人専門家（ビジネスコース専門家

等）によるセミナー開催や OJT を通じて行う。また、他の類似機関（JICA 事務所含む）の総務部門

での研修実施の可能性について検討する。 

②英語、日本語能力の更なる向上のため、英語については現行の外部専門家による OJT に加え、会話

能力の向上を目指すとともに日本語についても同様に会話能力の向上を目指す。 

③LJC で外部向けに実施する活動を LJC 自身が実践することで、他機関のモデルとなるよう努力する。

（例：ビジネスコースで提供する 5S やカイゼン等の実践例を LJC 自らが行う、また LJC 自身の企業

診断をビジネスコース専門家が行うなど） 

 

（イ）各部門がコア・コンピタンスを持つことによる他機関との比較優位性を向上させ、自立発展性をより

強化する。調査団が想定する各セクションのコア･コンピタンスは以下のとおりであるが、LJC 内でよ

り一層議論が深まることを期待する。 

①総務部門 

公的機関としての質の高いカスタマーサービスが提供できる。 

②ビジネス部門 

 日本的経営の実践例やラオス国内の実践例に基づいた、実践的なビジネスノウハウやスキルを提

供することができる。 

 



vi 

③日本語部門 

初級および初中級の日本語能力向上のための質の高い講義を提供できるのみならず、初級および

初中級レベルまでの教材開発、語彙集などを開発することができる。 

④相互理解部門 

日本・ラオスの文化交流イベントを実施する国内唯一の機関としてのコア・コンピタンスをすで

に有するが、広報活動の更なる強化を図り、イベント等を通じ LJC の認知度を向上させる。また、

日本への留学情報発信ならびに大学間交流の拠点さらにラオス青年の派遣前研修、JOCV 語学訓練な

ど両国青年の研修の拠点となる。 

 

（２）LJC が実施する各事業の一層の効率的かつ効果的運営のための方策を検討する。必要に応じ、プロジェ

クトとして必要な予算措置・投入を検討する。 

（ア）ビジネスコース 

①今年度の LJC ビジネスコースについては、ラオス側提案のカリキュラムを実施するが、引き続き受

講生のニーズに柔軟に対応できる体制を維持し、必要に応じて改編する。 

②今年度派遣予定のビジネスコース専門家については、ビジネスコース部門の責任者を C/P とし、企

画立案も含む運営指導について技術移転を行うこととする。 

③９月開設の MBA プログラムの円滑な運営およびコース内容の質を確保するため、以下の方策を講じ

る。 

・MBA プログラム運営プロセス（募集、選考、登録、出欠管理、受講料徴収管理等）における透明性、

公平性の確保に十分な配慮を行い、質の高い運営に努める。 

・MBA プログラムの円滑な運営を図るため、ビジネスコース事務局の能力強化を図る。 

・MBA 運営管理委員会（Management Committee of MBA；仮称）メンバーに LJC 日本側所長を加える

と同時に、講師陣の質を継続的に確保するための評価委員会的な機能を付与する。 

・ビジネスコース運営管理専門家は C/P を通じ、MBA の効果的な運営に関する必要な助言が行えるこ

ととする。 

・講義内容の質を確保するため、教授法の継続的な改善が図られるよう適切なモニタリングシステ

ムを確立する。 

④現在主にラオスの主要な産業である縫製業や木材加工（家具等）等製造業を中心とした現場指導を

実施しているが、サービス産業（販売、流通業など）を対象とした現場指導を可能な範囲で行う。

⑤現場指導で得た教訓を座学（講義）に取り入れ、ラオスの現状に即したより実践的な講義内容とす

る。そのための仕組み（メカニズム）を日ラ協働で構築する。 

  

（イ）日本語コース 

①ラオス国立大学文学部日本語学科との連携を強化し、大学全体としての初級レベルおよび初中級レ

ベルの受講者に対する日本語教育能力を一層高める。具体的には、日本語学科は教室が不足してい

るため、今後も継続して LJC 教室の昼間の貸与を行う。また同学科の一部科目を LJC で実施する。

LJC の行う日本語関連情報を同学科学生と等しく共有を図り、また日本語祭りなどへの参加を奨励

し、両機関の受講生の能力強化を協同して行う。 

②初級および初中級レベルまでを教授できる現地講師育成を一層強化する。 

③初級および初中級レベルを対象とした教材開発能力を一層強化する。 

 

（ウ）相互理解促進事業 

①情報文化省他関連するラオス側政府機関との連携を通じ、ラオス事情全般にかかる情報収集機能を

強化し、日本の大学関係者や訪問者に対する情報提供機関としての機能を強化する。 

②自立的なイベント等運営管理能力の一層の強化を図るべく、C/P への技術移転を促進させる。 

③日系企業等との協力体制をさらに強化し、文化イベント等開催時の企業からの協賛を得るなど運営

基盤を強化する。 

④日本への留学情報支援、日ラ大学間交流のための支援、両国を訪問する青年らへの研修機関として

の機能を強化する。 

 

（３）LJC の更なる発展（自立発展性の強化）のための取り組みを日ラ双方で検討する。 

①フェーズ２後の LJC のあり方について、現在までの成果を踏まえた現実的な将来像の検討を開始す

る。JCC の sub-committee を設立するなど定期的に将来像を日ラオス双方で検討するメカニズムを確

立し、年度内には日ラ双方で一定の合意形成を目指す。 

②財政基盤の一層の強化を図るため、現地での事業実施にかかる必要経費にかかる日本側の経費負担
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と事業収入を含むラオス側負担との比率については、フェーズ２終了に向けてより自立発展性の高

い財務体質を指向する。このため、業務の効率化を図りコスト削減に努める一方、事業の質を損な

わない範囲で受講料等各種収入増を図る。 

③より詳細な財務分析を可能とするため、日ラ双方で共通の収支比較ができるよう必要な準備（財務

会計科目の標準化など）に着手する。 

 

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） 

ラオス側は共同所長を始め各セクションの管理職（チーフ、サブチーフレベル）に多くの C/P（公務

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。また、共同所長のリーダーシップによる広

報活動の強化、日ラ双方の広範なプロジェクト関係者に対するセンター活動の理解促進を不断に行っ

てきている。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国内における知名度向上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上で有効と思われる。ただし一方で、共同所長体制をとることから、両

者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）組織内の体制強化の方策について 

LJC ではスタッフ人材育成を強化するために、個々の能力に合わせた個別研修計画を適度なインセン

ティブ（語学手当て等）と組み合わせて実施しており、個々の目標設定が明確となっている点で、組

織のあらゆるレベルでの体制強化につながるものと判断される。他の日本センターでの現地スタッフ

育成の上で参考となる方策であり、同様の育成計画の導入を検討することが望まれる。ただし、いか

なる人材育成計画も自らの自発的な意思により継続した取り組みがなされなければ中長期的な効果発

現に至らないと思われ、スタッフのモチベーションを保つ工夫（能力強化キャンペーンを半期に一度

程度実施するなど）も必要である。 
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