
資料 2 評価結果要約表（和） 

評価調査結果要約表 

１. 案件の概要 

国名：ミャンマー 案件名：ソフトウェア及びネットワーク技術

者育成プロジェクト 

分野：情報通信 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：経済基盤開発部運輸交通・情

報通信グループ 

協力金額（評価時点）： 

(R/D): 2006 年 5 月 23 日 先方関係機関：ヤンゴン・コンピュータ大学

(延長): 日本側協力機関： 

(F/U) : 他の関連協力： 

 

 

協力期間 

  

１-１ 協力の背景と概要 

JICA は、ミャンマー国の政策立案者の能力向上を図ることを目的に、日本とミャンマー国

の産官学メンバーから構成される「ミャンマー経済構造調整支援プロジェクト」を設置し、

財政・金融、産業貿易、ICT 及び農業農村分野の調査と政策提言を行った。ICT 部会では、

ICT の利用促進と ICT を利用した産業振興に資する政策提言策定が行われた。 

ミャンマー政府は、政策提言にあった ICT 人材の育成を実現するために、「情報通信技術訓

練センター（ICT Training Institute, ICTTI）」設立に向けた技術協力プロジェクトの要

請書を日本政府に提出し、2006 年 5月に討議議事録（R/D）の署名・交換が行われ、プロジ

ェクトの概要について合意された。 

 

１-２協力内容 

（１）上位目標 

ICTTI から質の高い修了生が継続的に輩出される。 

 

（２）プロジェクト目標 

ICTTI が演習中心の ICT 訓練を実施できるようになる。 

 

（３）成果 

1. ICTTI の組織・機能が確立される。 

2. 必要な供与機材が据付、運用、保守される。 

3. 教官の ICT 関連技術における授業の実施能力が向上する。 

4. 訓練コースのカリキュラム、シラバス、教材が整備される 

 

（４）投入（評価時点） 

日本側： 

業務実施契約専門家派遣   7 名  

機材供与 約 42,173 千円 

ローカルコスト負担 約 6,173 千円 

研修員受入 13 名  

相手国側： 

カウンターパート配置  25 名  

光熱費 

土地・施設提供 

 

2008 年 10 月末 JICA 統制レート 1USD=105.9JPY 
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２. 評価調査団の概要 

 調査者 （担当分野：氏名  職位） 

畝 伊智朗 団長／総括 JICA 経済基盤開発部審議役 

増田 吉朗 協力企画 JICA 経済基盤開発部運輸交通・情報通信第 2課 

徳良 淳  評価分析 アイ・シー・ネット株式会社 シニアコンサルタント

調査期間  2008 年 9 月 14 日〜2008 年 10 月 1 日 評価種類：中間評価 

３.評価結果の概要 

３-１ 実績の確認 

4 つの成果の達成に関しては、順調に推移しており、プロジェクト終了時までに全て達

成されるものと思われる。その達成を確実なものにするために、カウンターパート（C/P）

の空席補充、トレーニングの有効性を確認することを目的とした修了生の追跡調査を行

うとともに、C/P の更なる能力向上、例えば、機材修理やソフトウェア更新に関する能

力、授業実施能力、最新 ICT 技術動向に関する調査能力の向上を実現する必要がある。

 

プロジェクト目標に関しては、プロジェクトの活動が継続して実施されれば、達成され

ると判断する。その達成を確実なものにするため、以下の取り組みが必要である。 

・ 途中からプロジェクトに参画している C/P の知識とスキルをレベル 3まで向上さ

せる。今後、新たに C/P が加わった場合も同様である。 

・ コンピュータ大学の講師、大学卒業生、ICT 企業の若手技術者のニーズの把握 

 

上位目標に関しては、プロジェクトの活動を継続して実施し、コンピュータ大学の教員

だけではなく、外部からの受講生を増やせば達成される。 

 

３-２ 評価結果の要約 

（１）妥当性 

プロジェクト計画時から、ミャンマー政府の ICT 政策や日本の対ミャンマー援助方針に

変更はなく、政策との整合性は確保されている。今回の調査で、本プロジェクトの方向

性が、ICT 人材の不足といったミャンマーICT 産業が直面している課題に応えるもので

あることが確認できた。ターゲットグループのニーズとの整合性に関しても、コースの

内容はニーズに則したものと判断できる。よって、本プロジェクトの妥当性は高いと判

断する。 

 

（２）有効性 

プロジェクト目標の達成見込みが高いこと、プロジェクトの活動によって目標が達成さ

れることから、プロジェクトの有効性は比較的高いと判断する。しかし、以下のような

プロジェクト目標の達成を阻害しかねない要因もある。 

・ICTTI のマネジメント能力：プロジェクトマネージャーが独力でマネジメント業務を

取り仕切っている。マネージャーは、本プロジェクト以前にマネジメント業務の経験が

なく、ミャンマー側と日本側の要求の間で苦心することも少なくない。本プロジェクト

の PDM では、マネジメント強化に関する活動はない。 

・C/P の異動・欠員：C/P の異動が何度かあり、現在は、ネットワーク技術担当の C/P

が 1 人欠員である。第 4フェーズより授業数が増えることから、講師の数がこれ以上減

るとコース運営に支障をきたしかねない。 

・インターネット接続：インターネット接続が安定していない。ソフトウェアをダウン

ロードしようとしても円滑に行えない。 

・電圧振幅：過電圧の問題はほぼ解消したが、電圧振幅に関しては解消されていない。

過度の電圧振幅が機材の故障の原因になることも予想される。ただし、電圧振幅はミャ

ンマーの電力会社の問題であり、プロジェクトのコントロール外の事項である。 
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（３）効率性 

成果を達成するために必要な投入が、適切に行われていることから、本プロジェクトの

効率性は比較的高いと判断する。ただし、C/P の数が必要最小限であることは、効率性

を高めている一方、C/P が 1 人でも病欠したら、プロジェクト運営に支障をきたしかね

ないといったリスクもある。プロジェクト計画時には、日本の IT スキル標準を活用し、

カリキュラムを作成すること、短期専門家を必要な時のみスポット的に投入すること、

ICTTI のスタッフ自らがシステムを管理することで、プロジェクトの効率性を確保する

ことができると想定していた。システム管理担当の C/P を 2 人配置し、専門家の助言の

もとシステムを管理していることは効率性の確保に寄与している。短期専門家のスポッ

ト的投入は、効率性の向上に寄与しているものの、専門家が長期に張り付かないことに

よる課題も見受けられる。実際、業務調整/研修計画担当の専門家が、自己負担で現地

業務期間を延長している。 

 

（４）インパクト 

現時点では、正のインパクトが見込まれる一方、負のインパクトの発現は予測されてい

ない。上位目標はプロジェクトの活動を継続して実施し、コンピュータ大学の教員だけ

ではなく、外部からの受講生を増やせば達成される。本プロジェクトでは、ミャンマー

国内の ICT 企業の経営改善まではプロジェクトの対象とはしていない。しかし、修了生

が ICT 企業に就職し、ICTTI で習得した知識や技術を活用して、ICT 企業の売り上げに

貢献するといった、ICT 企業への経済的なインパクトが期待できる。大学の講師として

コースに参加した修了生が、ICTTI で習得した知識や技術を自分の大学で広めれば、技

術的なインパクトも期待できる。ICT 企業に就職した修了生に関しても同様で、ICT 企

業への技術的なインパクトが期待できる。なお、プロジェクト計画時に期待されたコン

ピュータ大学のカリキュラム改善は、現時点では発現していない。 

 

（５）自立発展性 

自立発展性の確保に向けて、プロジェクトは順調に推移していると判断する。ただし、

自立発展性の強化に向けて、今後実施すべき施策も少なくない。プロジェクト計画時は、

ICTTI が、ヤンゴン・コンピュータ大学（UCSY）から独立した組織となることを想定し

ていたが、現在は UCSY の付属機関として位置づけられている。よって組織面や財務面

で完全に自立することは求められていない。自立発展性を確保するためには、今後 C/P

が自ら最新技術動向を調査するとともに、ICT 産業の動向、ICT 産業の人材育成に関す

るニーズを把握して、カリキュラムや教材に反映させることとすることが欠かせない。

 

３-３ 効果発現に貢献した要因 

（１）計画内容に関すること 

技術移転計画書に基づいて、技術移転を着実に進めている。最初の半年で、日本人専門

家が C/P に技術移転を行い、その後すぐに C/P による授業が始まるといった、非常に厳

しい日程ではあったが、双方の努力により計画通り技術移転が進められている。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

専門家と C/P によるモニタリングが定例的に実施されており、プロジェクトの進捗や課

題が共有されていることは、本プロジェクトの優れている点である。JICA 本部は、2008

年 5 月のサイクロンの後、運営指導調査団を派遣し、迅速に対応策を講じた。科学技術

大臣自身の本プロジェクトへの関心が高く、ミャンマー側の投入を確実に行っているこ

ともプロジェクトの効果発現に貢献している。 

 

３-４ 問題点及び問題を惹起した要因 
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（１）計画内容に関すること 

プロジェクトの活動に ICTTI へのマネジメント支援が含まれていなかった。ICTTI のマ

ネジメントを担当しているプロジェクトマネージャーには、マネジメント経験がないこ

とから、ICTTI のマネジメント能力強化もプロジェクト支援対象とすることが適切であ

った。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

ミャンマーは上意下達の社会であることから、大臣の意向で計画が変更されかねない。

本プロジェクトでも、大臣の意向によってターゲットグループが変更された。これは大

臣の本プロジェクトの関心が高いが故ではあるが、プロジェクトの円滑な運営を妨げる

場合もある。大臣とプロジェクトの現場をつなぐプロジェクトディレクターと日本人専

門家の間のコミュニケーションが十分でないのも課題である。 

 

2008 年 5 月に C/P の雇用計画が変更されたこと、本邦研修参加者の人選に関して不公

平感が生じたことで、C/P のモチベーションが著しく低下したことは、プロジェクトの

課題として残っている。 

 

科学技術省の方針により、C/P が民間企業との接触を制限されていることは、ICT 産業

の動向、ICT 産業の人材育成に関するニーズを把握する際の障害である。 

 

３-５ 結論 

プロジェクト開始後 1年半が過ぎ、プロジェクト目標、4つの成果の達成に向けて順調

に推移している。プロジェクトの妥当性は高く、有効性と効率性も比較的高い水準を維

持している。インパクトに関しては、正のインパクトこそ期待されるが、現時点で負の

インパクトは予測されていない。自立発展性に関しては、様々な取り組みが行われてい

る最中である。 

 

以上から、中間評価調査団は、プロジェクトは順調に実施され、プロジェクト期間終了

時までに目標を達成できると判断する。しかし、目標達成を確実なものにするため、プ

ロジェクトが必要な対策を実施することを要望する。 

 

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） 

(１)PDM の改訂 

ターゲットグループの変更など、PDM が作成された時点からプロジェクトの枠組みが若

干変わったため、PDM の改訂を提案する。 

 

(２)マネジメント能力の強化 

プロジェクトマネージャーの能力に問題があるわけではないが、独力でミャンマー側と

日本側の要望を調整しつつ、プロジェクト運営することはたやすいことではない。マネ

ージャーだけにマネジメントを任せることのリスクもある。プロジェクトの自立発展性

を確保するためにも、今後はマネジメント支援に焦点をあてることを提案する。具体的

には、現在週 1日しか ICTTI で勤務していないコースディレクターが、プロジェクト運

営のためにもっと時間を振り向けること、日本人専門家が日常的に支援を行うことが考

えられる。 

 

(３)修了生のフォローアップ  

修了生が ICTTI のコースで習得したことを、現場でいかに活用しているかをフォローア

ップすることを提案する。コース終了後に行われるアンケートでは、概してコースの評
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価が甘くなる傾向がある。一定期間を経た後、修了生にコースの有効性を再度確認する

ことは、授業の質を向上させるためにも重要である。修了生も最新技術に関する傾向を

入手することを要望していることから、ICTTI からの情報発信、質問などを受け付ける

ことが望ましい。 

 

(４)本邦研修の強化 

今回の調査で、本邦研修の有効性と効率性を確認することができた。専門家からの技術

移転とのシナジー効果を確実なものにするために、これまでの研修結果をふまえた研修

の質の改善、研修参加人数の増加を提案する。 

 

（５）C/P の確保 

現在は、プロジェクト運営に必要な最小限の C/P を確保しているが、今後 C/P の異動、

退職があった場合に、即座に運営に支障をきたしかねない。リスク管理のためにも、必

要最小限の数から数人多い C/P を確保することを提案する。 

 

（６）ICTTI の中長期計画の策定 

プロジェクト終了後も想定した中長期計画を策定することを提案する。その計画には機

材更新にかかる費用を見積もった財務計画も含まれるべきだ。今回の調査期間中に、プ

ロジェクトディレクターから、受講生の数を増加させたい、ICTTI 自らアウトソーシン

グ事業を始めたいといった要望が聞かれた。後者に関しては、決して容易なことではな

いので、まずはアウトソーシング事業の実施に向けた工程を、専門家の助言を得ながら

明確にすることを期待する。評価団としては、アウトソーシング事業の将来的な実施に

向けて、UCSY 内のネットワーク構築を修了生が請け負う、もしくはコース内のワーク

ショップで取り組むことを提案する。 

 

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） 

（１）マネジメント能力支援の重要性 

技術協力プロジェクトの場合、概して技術移転に焦点があたり、プロジェクト実施機関

のマネジメント能力への支援が十分でないことがある。特に自立発展性を確保するため

にはマネジメント能力の強化が不可欠なことから、マネジメント能力向上に必要な投入

を確保するべきである。本プロジェクトの PDM では、マネジメント能力強化に必要な活

動が含まれていなかったが、今後は PDM 上でマネジメント強化に関する成果と活動を明

確にすることを教訓としたい。 

 

（２）修了生のフォローアップの重要性 

技術協力プロジェクトで研修を実施する際には、過去の受講生を対象としたフォローア

ップを行うことが有効と考える。上記のように、コース終了後に行なわれるアンケート

調査では、概してコースの評価が甘くなる。過去の受講生に、研修の有効性を再度確認

することによって、研修の内容は適正だったかを確認できる。 
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