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案件名：コスタリカ国「生産性向上計画」 

 

地 図 

 

 
出所：「コスタリカ生産性向上プロジェクト」終了時評価調査団報告書（平成 17 年 11 月） 
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略語表 

 

CEFOF  Centro de Formación de Formadores y de 
Personal Técnico para el Desarrollo 
Industrial de Centroamérica  

中米域内産業技術育成センター 

CIPET  

 

 Centro de Investigación y 
Perfeccionamiento de la Enseñanza Técnica  

技術教官養成機関 

CUNA  Colegio Universitario de Alajuela アラフエラ単科大学 

CUP 

 

 Colegio Universitario de Regio del Trópico 
Seco Cañas 

カナス単科大学 

 

CURDTS  Colegio Universitario de Puntarenas プンタレナス単科大学 

ECAG  La Escuela Centroamericana de Canadería 中米畜産専門学校 

HACCP  Hazard Analysis and Critical Control Point 危害要因分析必須管理点 

JICA  Japan International Cooperation Agency 独立行政法人国際協力機構 

MEIC  Ministerio de Economía Industria y 
Comercio 

経済産業商務省 

MEP  Ministerio de Educación Pública 教育省 

MICIT  Ministerio de Ciencia y Tecnología 科学技術省 

MIDEPL
AN 

 Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica 

国家計画政策経済省 

OJT  On the Job Training 職場内研修 

TPM  Total Productive Maintenance & 
Management 

総合的設備管理 

TQM  Total Quality Management 総合的品質管理 

UTN  Universidad Técnica Nacional 国立工科大学 
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1-2 案件別評価調査の概要 

 

1-2.1 プロジェクトの背景 

コスタリカ（以下、「コ」国）は、経済自立促進、経済基盤強化及び産業発展と民生の向

上の両立を目指しており、特に生産性向上分野は、企業の人材育成及び近代化を通じて同

国の産業発展に大きく貢献する分野であると認識されており、国家開発政策の中でも重点

分野一つとして挙げられていた。 

このような背景から、我が国は無償資金協力（1989 年～93 年）によって中米域内産業技

術育成センター（CEFOF）を設立し、1992 年から 1997 年までプロジェクト方式技術協力

「中米域内産業技術育成計画」を実施した。同技術協力プロジェクトでは、5S（整理、整

頓、清掃、清潔、躾）などの日本式生産性向上にかかる技術移転を行い、その結果、CEFOF
は「コ」国内及び周辺国において 5S を中心とした研修事業を実施できるまでになり、その

活動は高く評価された。 

しかしながら、その後、産業活動のグローバリゼーションによって生産性向上にかかる

ニーズが大きく変化したこともあり、CEFOF が「コ」国及び中米域内において生産性向上

に関わる技術や情報の発信基地としての位置づけを引き続き維持・発展させるためには、

企業経営及び生産現場に直結した技術の向上並びにサービス内容の拡充が必要であるとの

認識から、2001 年 1 月から 2006 年 1 月にかけて本プロジェクトが実施された。 

 
1-2.2 プロジェクトの概要 

本プロジェクトは、生産管理、品質管理、経営管理、生産性測定の 4 分野の技術を CEFOF
のカウンターパート（C/P）に移転し、その後 C/P が習得した技術を活かした高い技術サー

ビスを企業や団体に提供することにより、「コ」国及び中米域内の中小企業の生産性向上に

貢献することを目指したものである。これら 4 分野において終了時評価時点で 13 名のコン

サルタントが養成された。 

なお、本プロジェクトの上位目標、プロジェクト目標、アウトプットは下記のように設

定されている。 

上位目標： コスタリカ国内及び中米域内において、CEFOF を通じ、生産性向

上の活動が強化される。 
プロジェクト目標： CEFOF がコスタリカ企業に対する生産性向上活動を実施できる

ようになるとともに、その水準を向上できるようになる。 
アウトプット： ・ プロジェクトの運営管理体制が整備される。 

・ カウンターパートの「生産管理」、「品質管理」、「経営管理」、「生

産性測定」にかかる分野の技術レベルが向上する。 
・ コンサルティングサービスが体系的に実施される。 
・ 情報・普及促進サービスが改善される。 
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1-2.3 事後評価調査の目的 

本評価調査の目的は次の通りである。 

1） プロジェクトの実施により、コスタリカ国内及びその他中米諸国の生産性向上活動が

どの程度拡充されたか（インパクト）、また移転された技術や機材等は継続して活用

され、今後も活用される見込みがあるのか（自立発展性）を検証する。 

2） 終了時評価の中で、案件終了時までに達成されるべき課題として指摘されたことが、

実際にどの程度達成されたかを確認するとともに案件終了時点における妥当性、有効

性、効率性を確認・検証（二次調査）する。 

3） 評価結果をもとに、主にインパクトの発現や自立発展性への貢献要因・阻害要因を分

析し、今後の類似プロジェクト等に有益な教訓を導き出す。 

 
1-2.4 評価調査範囲 

本評価調査は、「コ」国「生産性向上計画」（2001～2006）の成果並びにそれらがもたら

した影響を調査の対象とした。「技術協力プロジェクト案件別事後評価実施要領（2008 年

10 月）」に沿って、プロジェクト実績の検証を行い（検証結果は下記 1.4 参照）、さらに評

価 5 項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性）において分析を行った（分

析結果は下記 1.5 参照）。「コ」国における現地調査では、CEFOF、教育省、経済産業商務

省、アラフエラ大学、日本人専門家等を訪問し、インタビューをおこなった。 

なお、本プロジェクトは広域プロジェクトとして、プロジェクト終了後、中米域内への

裨益が期待されている案件であることから、上述評価 5 項目のうち、インパクト及び自立

発展性の 2 項目の達成状況を確認するために中米域内における CEFOF の活動実績やその

裨益状況も本評価調査の範囲内とした。 

 
1-2.5 評価調査の制約 

本プロジェクトは広域案件として実施された経緯があることから、本プロジェクトの実

施により中米域内の生産性向上活動がどの程度強化されたかという点については、本来こ

れらの国々における CEFOF 活動の状況、裨益した企業・組織への効果発現の状況、その

他生産性向上活動全体への影響等を現地調査により解明することが望ましいが、本評価調

査では、時間的な制約から、「コ」国以外の中米諸国では現地調査を実施せず、調査票等の

手段により情報収集を行い、評価分析につなげた。 

 
1-2.6 評価調査団構成 

評価調査団の構成は次の通り。 

 担当 氏名 所属 

1 総括／評価設計監理 宮川 眞木 （株）コーエイ総合研究所 コンサルティング第 2 部 課長 

2 民間セクター開発評価 石田 宗俊 （株）コーエイ総合研究所 コンサルティング第 3 部 主任研究員 
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1-2.7 評価調査日程 

主な調査内容 
月日 曜日 

宮川 石田 

1 月 15 日 木 東京→ダラス→サンホセ 

16 日 金 JICA「コ」国事務所表敬訪問及び打ち合わせ 

17 日 土 裨益企業へのアンケート調査の準備 

18 日 日 「コ」国内の訪問機関への質問リストの作成 

19 日 月 

 

CEFOF への調査概要の説明、CEFOF 関係者からの聞き取り

20 日 火 バルバドス→サンホセ CEFOF 関係者及び JICA 専門家からの聞き取り 

21 日 水 教育省、技術教官養成センター（CIPET）からの聞き取り 

22 日 木 
経済産業商務省中小企業支援局（MEIC-DIGEPYME）、アラフエラ単科大学（CUNA）からの

聞き取り、「コ」国内中小企業へのアンケート調査の準備 

23 日 金 裨益企業 4 社（Baxter、Pasta Roma、Holcim、Micro Planta）からの聞き取り 

24 日 土 アンケート調査結果の取りまとめ、資料取りまとめ 

25 日 日 アンケート調査結果の取りまとめ、事後評価調査結果要約表（案）の作成 

26 日 月 裨益企業 2 社（Sol Caribe、Irex）からの聞き取り 

27 日 火 サンホセ→ニューヨーク 
コーペメックス（COOPEMEX）、国家計画政策経済省

（MIDEPLAN）からの聞き取り 

28 日 水 ニューヨーク→（機中泊） 
裨益企業 1 社（Ponche Familiar）からの聞き取り、CEFOF との

調査結果にかかる協議 

29 日 木 東京 大使館及び JICA「コ」国事務所への調査結果の報告 

30 日 金 サンホセ→ダラス 

31 日 土 ダラス→（機中泊） 

2 月 1 日 日 

 

東京 

 

1-3 評価方法 

 

1-3.1 評価設問と必要なデータ・評価指標 

本評価調査の評価設問は、「技術協力プロジェクト案件別事後評価実施要領（2008 年 10
月）」に基づき、評価 5 項目それぞれにおいて、大項目及び小項目の評価設問を設定し、各

小項目の設問に対し関連する情報・データ収集をそれぞれ行った。なお、本評価調査にて

用いた評価設問及び調査結果は本章末尾の添付資料 1-5「事後評価調査評価グリッド」を参

照のこと。 

 
1-3.2 評価手法 

本評価調査では、文献レビュー、関係者インタビュー、民間企業の生産現場の直接視察、

アンケート調査等の手法により、情報・データを収集した。「コ」国内において直接視察を
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行った企業は個別コンサルティングサービス1の裨益企業 7 社であった。インタビュー調査

については、CEFOF 関係者や日本人専門家、シニア海外ボランティアのほか、国内関係機

関である教育省（MEP）、経済産業商務省中小企業支援局（MEIC-DYGEPYME）、国家計

画政策経済省（MIDEPLAN）、技術教官養成センター（CIPET）、アラフエラ単科大学

（CUNA）を対象に行った。 

また、アンケート調査は、1）「コ」国内の集団研修の裨益企業、2）中米域内の個別コン

サルティングサービスの裨益企業、3）中米域内の集団研修の裨益企業、4）「コ」国内の中

小企業（ランダムにサンプルを抽出）を対象に行った。有効回答はそれぞれ、1）4 社、2）
4 社、3）3 社、4）23 社であった。 

なお、直接視察対象企業及びアンケート調査対象企業の選定基準は添付資料 1-7、直接視

察及びアンケート調査対象企業リストは添付資料 1-8、アンケート調査票は添付資料 1-9、
直接視察及びアンケート調査結果取りまとめは添付資料 1-10 の通り。 

 

1-3.3 評価のプロセス 

本評価調査では、以下の手順により評価を行った。 

1）第 1 次国内作業（国内事前準備） 
・ 既存の文献や報告書のレビュー 
・ 評価グリッド案の作成 
・ 評価検討委員会への出席、評価グリッド案の修正 
・ その他国内における情報収集 
・ 現地説明用資料作成の資料とその他現地調査の準備 

 
2）現地調査 
・ CEFOF におけるキックオフ・ミーティングにて本評価調査の概要の説明 
・ CEFOF 関係者及びその他関係機関へのインタビュー調査 
・ 「コ」国内訪問企業及びアンケート調査対象企業の選定 
・ アンケート調査票の作成と送付 
・ 「コ」国内企業 7 社の直接視察 
・ 事後評価結果要約表素案の作成と同要約表にかかる CEFOF 及び日本側現地関係機

関との協議 
 
3）第 2 次国内作業（国内分析） 
・ アンケート調査結果の取りまとめ 
・ 現地調査完了報告書の作成 
・ 報告書の作成 
・ 報告会への出席 

                                                  
1 プロジェクト期間中個別コンサルティングサービスを実施した企業では、日本人専門家が C/P の能力開

発も同時に行う、OJT 形式で実施された。 
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1-4 プロジェクト実績の検証 

 

1-4.1 プロジェクト目標の達成状況 

本プロジェクトのプロジェクト目標は、「CEFOF がコスタリカ企業に対する生産性向上

活動を実施できるようになるとともに、その水準を向上できるようになる」である。また、

プロジェクト目標の達成度を測る指標として、裨益企業数の増加、CEFOF が提供するサー

ビスの種類の増加、裨益企業の満足度が設定されている。 

本プロジェクトの実施期間中、「コ」国内における裨益企業数は着実に増加し、CEFOF
が提供するサービスの種類についてもその数が増えた。また、本調査において実施したイ

ンタビュー調査やアンケート調査結果からも明らかなように、裨益企業（顧客）全社が

CEFOF のサービスに対し満足している。このような状況から、本プロジェクトの実施によ

り CEFOF がより高い水準で生産性向上活動を行えるようになったと判断される。 

なお、C/P11 名は（財）社会経済生産性本部からシニアコンサルタントに認定されるまで

に能力を高め、日本式の生産性向上技術の拠点として「コ」国内の高い認知度と評価を得

た。このような状況は現在でも維持されている。 

 

1-4.2 上位目標の達成状況 

2006 年 1 月以降、CEFOF は引き続きコスタリカ国内及び中米域内の企業に対し集団研

修や個別コンサルティングサービスを実施しており、着実に実績を積み上げている。中米

域内での活動は、エルサルバドル職業訓練機関（INSAFORP）と協力してセミナーを開催

するなど、活動実績を積み上げており、その結果、関係者からの聞き取りにも裏づけされ

るように、中米域内においても CEFOF の活動にかかる認知度は少しずつ高まっていると

いえる。 

しかしながら、これらの中米域内での活動は日本人専門家やシニア海外ボランティアの

協力により実施された背景があり、CEFOF が独立独歩で中米域内の活動を推進していると

いう状況ではない。これには、CEFOF の財政問題も関係しており、中米域内の活動を実施

するための C/P の旅費の問題などが常に活動の推進を妨げている。また、中米域内におけ

る生産性向上促進機関とのネットワーク強化については、未だほとんど成果が上がってお

らず、今後の課題として残されている。かかる現状から、上位目標については、現在の時

点で、ある程度達成されつつあるものの、十分ではない。 
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1-5 評価結果 

 
1-5.1 評価 5 項目による分析 

 
1-5.1.1 妥当性 

本プロジェクトの妥当性は以下の理由から総じて高かったと判断される。 

・必要性 

MEIC-DIGEPYME が取りまとめた資料によると、「コ」国の企業数全体の 98％を占める

中小零細企業（「コ」国における中小企業の基準は添付資料 1-11 参照）の生産性向上及び競

争力強化は同国の経済発展にとって重要な課題であることが窺える。また、中小企業への

無作為アンケート調査の結果から、「コ」国の中小企業が潜在的に生産性向上にかかるコン

サルティングサービスに対し関心を持っていることは明らかであり、生産性向上活動のニ

ーズは高かったことが確認された。 

しかしながら、本プロジェクトの技術移転対象分野の一つである生産性測定技術につい

ては、「コ」国内の中小企業は財務諸表などのデータを外部に公表しない傾向が強いため、

同分野の活動は現状では困難であり、プロジェクト実施前にその実施可能性を十分に調査

すべきであった。 

・優先度 

「コ」国「国家開発計画（2002-2006）」において生産セクターの競争力向上が重点政策

として掲げられている。また、2002 年には、中小企業強化法（Ley de Fortalecimiento de las 
Pequeñas y Medianas Empresas）が制定されるなど、中小企業の競争力強化及び生産性向

上は「コ」国の重要政策課題であった。また、我が国の「コ」国に対する援助基本方針に

おける重点分野は「環境・防災」と「産業振興」であったことから、我が国援助政策とも

整合性があった。 

・手段としての適切性 

プロジェクト開始時に既にCEFOFには 5Sをはじめとする日本式生産性向上技術を習得

したスタッフが配置されていた。現在では、5S、KAIZEN などのスキルを提供する民間会

社が CEFOF の競合先として存在するが、「コ」国内では CEFOF がこれら日本式技術の『発

信源』であることが民間企業の間でも広く認識されており、その役割を十分に果たしてい

ることから、CEFOF を本プロジェクトの技術移転対象機関に設定したことは妥当であった

と判断される。コンサルタント養成・資格認定機関としての役割が途中で追加されたこと

については、その後の C/P の定着率や国内外の次世代のコンサルタント養成のニーズから

もみても妥当な対応であった。また、我が国は生産性向上の類似プロジェクトを中南米地

域でも多数実施しており、技術的優位性が確保されていた。 
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1-5.1.2 有効性 

プロジェクトの目標は高い水準で達成されているものの、一部のアウトプットで達成度

が低く、アウトプットのプロジェクト目標達成への貢献度は十分なレベルよりやや低いと

判断される。したがって、本プロジェクトの有効性はある程度高いが、十分な水準ではな

い。 

・プロジェクト目標の達成状況 

本プロジェクトのプロジェクト目標達成度を測る指標として、「裨益企業数の増加」、「提

供するサービスの種類の増加」、「裨益企業の CEFOF サービスに対する満足度」が挙げら

れている。プロジェクト期間中の裨益企業数は述べ 643 社2に達し（CEFOF 活動の実績に

ついては添付資料 1-12 参照）、これらの企業の殆どがプロジェクト実施期間中に新規に開

拓された顧客であることから、プロジェクト実施前と比較して裨益対象企業数は大幅に増

えている。また、CEFOFが提供可能なサービスの種類は、5SやKaizen以外にTPM、TQM、

HACCP など 10 種類以上に増えている。本評価調査において実施した（直接視察対象企業

に対する）インタビュー調査及びアンケート調査の結果からまた、ほぼ全ての顧客が

CEFOF の活動に高い水準の満足度を示している。これらのことから、プロジェクトの目標

は十分に達成されていたことが確認された。 

・アウトプットとプロジェクト目標との因果関係 

下記 1-5.1.3 に記す通り、期待されたアウトプットのうち一部が達成されていない状況で

あり、その他のアウトプット、特に人材育成面での成果及び体系的なコンサルティングサ

ービスの実施がプロジェクト目標の達成に効果的につながった。 

 
1-5.1.3 効率性 

日本側及びコスタリカ側の投入は、概ね効率よく成果へと転換されたが、達成されなか

ったアウトプットの存在がインプットとアウトプットの因果関係を損ねており、効率性は

普通よりやや高かったと判断される。 

・アウトプットの産出状況 

本プロジェクトにおいて期待されたアウトプットのうち「運営管理体制が適切に整備さ

れる」については、日本側の重なる指摘にも拘らず、実質的な改善は見られなかった。管

理責任者のリーダーシップの欠如が事業戦略策定、販売促進、顧客獲得、広報など経営全

般に負の影響をもたらしており、管理責任者と技術 C/P との信頼関係の欠如がプロジェク

ト運営に大きな支障となっていた。その他のアウトプットの達成状況は次の通り。「C/P の

技術レベルが向上したか」については、計 11 名の C/P が（財）社会経済生産性本部よりシ

ニアコンサルタントの認定を受けるまでに能力を向上させた。「コンサルティングサービス

が体系的に実施されたか」については、OJT 実施先企業において、セルシステムの導入の

基盤作り、製造現場における異部門間の壁の撤廃、ライン故障率の解析とその対策作りに

                                                  
2 プロジェクト実施期間中（2001 年～2005 年）に本プロジェクトにより裨益したコスタリカ国内及び中

米域内の企業数。数字は延べ裨益企業数であり、個別コンサルティングサービスと集団研修の双方にて裨

益した企業はそれぞれの範疇でカウントされている。 
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かかるシステム構築、小集団活動の組織構築などが成果となって現れ、これらの企業が、

CEFOF のコンサルティングサービスにつき、手順を踏んだ、理解しやすい内容であったこ

と、現在でも習得した技術や意識改革が定着しており、効果を上げていると評価している

ことから、コンサルティングサービスは概ね体系的に実施されたといえる。「情報・普及促

進サービスが改善されたか」については、セミナーや会議を通じた普及活動については、

計 784 回実施されており、さらに積極的な顧客獲得のための広報や販売促進を実施する余

地があったとする一部 CEFOF 関係者の意見もあるが、十分な実績を残している。 

・活動とアウトプットの因果関係 

本プロジェクトの期待されたアウトプットのうち、「運営管理体制が適切に整備される」

は達成度が低く、財務計画を作成し、同計画を適切に実施するという活動が十分に実施さ

れなかったことが要因の一つとして挙げられる。また、「情報・普及促進サービスが改善さ

れる」は、セミナー教材や生産性向上にかかるマニュアルの作成など関連する活動がある

程度計画通り実施されたといえるが、その他のアウトプットと関連する活動については、

計画通り実施され、効率的にアウトプットにつながった。 

・タイミング 

中間評価時に品質管理分野及び経営管理分野における日本人専門家の派遣の遅れや C/P
不足が一時生じたが、技術移転を損ねるだけの決定的な要因とはならなかった。C/P を含む

関係者の多くが、科学技術省による予算配賦が十分でないために、職員の給与の遅配など

が生じ、プロジェクトに影響を及ぼしたとしている。科学技術省からの予算配賦の計画と

実際の配賦は表 1-1 の通りであるが、本評価調査で入手したデータだけでは、予算配賦にか

かるインプットの適正を判断することは困難であった。その他の日本側及び「コ」側の投

入の量、質、タイミングについては、関係者からの聞き取りや CEFOF プロジェクト報告

書の記録から判断して概ね適切であったといえる。 

 

表 1-1：科学技術省による予算配布計画と実際の予算配布 
 2001 2002 2003 2004 2005 
予算配賦案 145.73 161.90 178.40 198.34 220.87 
実際の配賦 152.00 164.16 175.60 187.89 201.04 

 （単位：百万コロン） 
（1 コロン=0.2475 円（2003 年 10 月） 

出所：CEFOF が保有するデータを本評価調査にて取りまとめたもの 
 

1-5.1.4 インパクト 

以下の理由により、本プロジェクトのインパクトは、現時点（2009 年 1 月）においてあ

る程度達成されつつあるものの、十分ではない。 

・上位目標の達成度 

本プロジェクトの上位目標達成度を測る指標として、「CEFOF と中米域内の生産向上活

動拠点とのネットワークの強化」、「「コ」国内及び中米域内の裨益企業が増加」、「KAIZEN、
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TQM 等の活動を実践している企業数の増加」、「中米域内における CEFOF 活動の認知度の

向上」が設定されている。2006 年以降、中米域内におけるネットワーク強化は期待通りの

成果を上げていない。「コ」国内及び中米域内の裨益企業数は、2006 年以降も増えており、

さらに、インタビュー調査やアンケート調査から、これらの企業が CEFOF より習得した

技術やスキルを現在でもその生産活動の中に活かしていることが確認された。中米域内に

おける CEFOF の認知度については、2008 年 10 月及び 11 月に日本人専門家がグアテマラ

を訪問した際、同国の政府機関や民間企業の間で CEFOF の認知度が高まっていることが

確認されている。 

これらの状況を総合的に判断すれば、プロジェクトが終了して 3 年が経過した現在にお

いてある程度上位目標は達成されているといえる。しかしながら、これらの中米域内での

活動は日本人専門家やシニア海外ボランティアの協力のもとに実施された経緯があり、

CEFOF が独自に活動を推進しているという状況ではない。中米域内の活動を実施するため

の C/P の旅費の問題などが活動の推進を妨げている要因の一つである。また、中米域内に

おける生産性向上促進機関とのネットワーク強化については、未だほとんど成果が上がっ

ておらず、今後の課題として残されている。かかる現状から、上位目標については、現在

の時点で、ある程度達成されつつあるものの、十分ではない。 

・プロジェクトとの因果関係 

本プロジェクトの実施により、CEFOF のコンサルタント組織としての能力は十分に向上

したが、CEFOF の経営面及び財政面での問題が積極的な生産性向上活動の妨げとなってい

たと考えられ、2006 年以降に配置された日本人専門家と 4 名のシニア海外ボランティアの

存在なくして、CEFOF が独立独歩で中米域内の活動を継続し得たかどうかは疑わしい。 

・波及効果 

本プロジェクトの実施により、日本式の生産性向上技術の価値が市場でも評価されるよ

うになり、このような技術を提供する民間のコンサルタント会社が出現し、「コ」国全体と

して生産性向上活動がより活発になった。 

 

1-5.1.5 自立発展性 

 プロジェクト終了後も C/P は日本式生産性向上分野だけでなく、経営戦略分野の技術

も習得しており、技術面における自立発展性は十分に確保されている。しかしながら、組

織運営面及び財政面での問題が積極的な生産性活動を阻害する要因となっていた。 

・政策／制度面 

「国家開発計画（2006-2010）」において、国家開発目標 8 項目の中の 2 項目「貧困削減・

格差是正」及び「経済成長・雇用促進」を達成するための重要な手段として中小企業支援

が挙げられている。したがって、中小企業の生産性向上及び競争力強化は引き続き「コ」

国の重要な政策課題である。現在 CEFOF は UTN の一部門として教育省が管轄官庁となっ

ており、科学技術省より多くの予算を CEFOF に対し配賦している。教育省からの聞き取

りにより、現時点で教育省としては CEFOF の活動を維持したいという意向を示している。 
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・組織／財政面 

これまでの CEFOF の組織体制において一番の問題は経営権限が組織トップの一部の人

に集中し過ぎたことであり、その結果、組織としての成果が経営トップの能力にあまりに

も左右され過ぎていた。プロジェクト終了後も十分な顧客獲得やマーケティングを実施し

ているとは言い難く、さらに積極的な販売促進・広報活動を実施していくことが必要であ

る。また、2007 年度には多額の予算未消化が発生するなど、杜撰な予算編成の問題が露呈

している。これらのことから、CEFOF は依然運営管理面において課題を残しているといえ

る。プロジェクト終了後の 2006 年及び 2007 年度においても、予算の大半が人件費に充て

られている状況であり、活動費が乏しかった。2007 年 4 月、教育省の管轄となった後、同

省から CUNA を通じて CEFOF に配賦された予算（約 450 億コロン（2008 年度））はそれ

までの科学技術省からの助成額（約 220 億コロン（2007 年度））の約 2 倍となった。 

・技術面 

裨益企業へのインタビュー及びアンケート調査の結果から、CEFOF の C/P の能力は高い

水準にあると判断される。しかしながら、コンサルタントとして常に顧客の新たなニーズ

に対応する技術の習得が肝要であり、今後 UTN の中でも C/P が自律的に能力開発を行って

いくことができる環境（サポート体制）を整備する必要がある。CEFOF 関係者からの聞き

取りにより、CEFOF 組織内で技術移転については特になされておらず、新たなコンサルタ

ントは誕生していない。但し、プロジェクト終了後に派遣された日本人専門家及びシニア

海外ボランティア 4 名が C/P の技術更新に貢献しており、技術面における自立発展に貢献

しているといえる。 

 
1-5.2 貢献・阻害要因の分析 

 
1-5.2.1 プロジェクトの貢献要因 

・インパクト 

本プロジェクトの貢献要因として挙げられるのは、経済産業商務省（MEIC）やコーペメ

ックス（COOPEMEX）3との連携である。2007 年 6 月から MEIC との連携により、アラ

フエラ（20 社の中小企業が参加）及びトゥリアルバ（14 社の中小企業が参加）において研

修並びに個別コンサルティングサービスを実施している。また、COOPEMEX との連携に

より、中小企業向けの研修コースを平日の夜間実施している。これらの活動により、2006
年以降、裨益企業の中での中小企業の割合が増加している。 

・自立発展性 

プロジェクト終了後配置された 4 名のシニア海外ボランティアと日本人専門家の活動は

C/P のさらなる能力向上に貢献しており、自立発展性への貢献要因となっている。C/P の技

術は、プロジェクト終了時、既に高い水準に達していたが、それでもプロジェクト期間中

                                                  
3 COOPEMEX は中小企業組合のような組織で、中小企業に対し融資等を行っているが、それらの融資と

併せ中小企業の能力開発も国内研修実施機関を通じて行っている。 
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に習得した技術は、5S、TQM、TPM 等の日本的生産性向上手法があり、プロジェクト終

了後、シニア海外ボランティアが戦略経営などの技術移転を行ったため、C/P は、より包括

的な経営コンサルタントとしての活動が可能になった。そのほかにも安全管理の項目など

がシニア海外ボランティアにより指導されている。 

また、終了時評価報告書において記載されている通り、プロジェクト実施期間中に導入

された、コンサルタント養成・認定機能は、C/P のモチベーション向上に貢献し、C/P の定

着率の向上につながった。 

・その他 

特になし。 

 

1-5.2.2 プロジェクトの阻害要因 

・インパクト 

2006 年 1 月以降、シニア海外ボランティアの協力を得て、エルサルバドルの企業（Grupo 
Sigma 等）に個別コンサルティングを実施するなど中米域内での活動も実施しているが、

これらの中米域内での活動は C/P の旅費不足という問題に常に悩まされ続けてきた。この

ように CEFOF の財政面での問題がプロジェクトのインパクトの発現を抑制してきた要因

の一つとして挙げられる。 

また、プロジェクト終了後も経営トップの意識は変わらず、積極的な事業展開ができて

いない状況が続いている。 

・自立発展性 

前項と同様、運営管理体制面と財政面における問題が積極的な事業展開への妨げとなっ

ていた事実は否めないことから、これらの問題がプロジェクトの成果の持続を損ねていた。 

・その他 

特になし。 

 

1-5.3 結論 

・総合判定、貢献阻害要因の総合検証 

「コ」国内において中小企業の生産性向上活動は同国の経済発展にとっても重要であり、

本プロジェクトの実施は政策及びニーズに合致していた。また、CEFOF に付与した役割に

ついて、その実施能力から判断して CEFOF を本プロジェクトの技術移転対象機関に設定

したことは妥当であった。これらのことからプロジェクトの妥当性は高かった。C/P が（財）

社会経済生産性本部が認定するシニアコンサルタントの資格を持つようになるなど、本プ

ロジェクトは人材育成面で計画通りの成果を上げており、プロジェクト目標は高い水準で

達成されている。インプットもほぼ計画通り実施された。しかしながら、「運営管理体制が

適切に整備される」は達成度が低かったことから、プロジェクト目標とアウトプットの因

果関係さらにはアウトプットと活動／インプットの因果関係においてマイナスの評価とな
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り、その結果、プロジェクトの有効性及び効率性が十分なレベルからやや低くなった。 

プロジェクトの運営管理面での問題は、企画・広報・販売促進部門の脆弱性や積極的な

事業展開の欠如に現れ、さらに、この運営問題が財政の問題とも相互に関連していた。収

入の殆どが人件費に充てられる状況はプロジェクト開始時の2001年以降ほとんど改善され

ることはなく、活動費を圧迫していた。特に、これらの運営管理面及び財政面での問題が、

プロジェクト終了後の中米域内での積極的な生産性向上活動の展開を阻んでいたことから、

本プロジェクトのインパクト及び自立発展性において阻害要因となっていた。 

2006 年以降に派遣された日本人専門家とシニア海外ボランティア 4 名は、C/P の技術レ

ベルのさらなる向上と CEFOF の中米域内での活動を支援してきたことから、インパクト

と自立発展性の貢献要因の一つであった。 

・特記事項 

CEFOF は 2008 年 6 月に新設の国立工科大学（UTN）に編入された4。現在、UTN の組

織構造や運営規則などの基本構想が UTN 基本構想検討会（Comisión de Conformación de 
la Universidad Técnica Nacional）の中で策定されつつあるが、UTN の一部門としてどの

ような経営体制や事業戦略の下、どのような活動を将来実施するのか、特に中米域内の生

産性向上の拠点としての機能を引き続き実施していけるのか否かは現時点でその方向性は

決まっていない。本プロジェクトの実施により、C/P は高いレベルの技術を身につけており、

CEFOF はコスタリカ国内において他の機関や民間組織に類をみない生産性向上分野の人

材的リソースを備えており、これらの蓄積されたリソースがさらなるインパクトの発現や

持続性の向上につながるかどうかは、UTN における CEFOF の位置付け及びその事業戦略

次第である。 

 
 

1-6 提言と教訓 

 
1-6.1 提言 

上述のように、CEFOF は現在 UTN の一部となっているが、UTN の組織構造や運営規

則などの基本構想が策定されている段階であり、UTN の一部門としてどのような経営体制

や事業戦略の下、どのような活動を将来実施するのか、その方向性は定まっていない。こ

のような現状を踏まえ、以下の提言を示す。 

1） 本プロジェクトの自立発展性を確保するためには、現在策定中の UTN の基本構想に

おいて、CEFOF が今後もコスタリカ国内及び中米域内の中小企業を対象とした生産

性向上活動の拠点としての本来の活動を継続する旨、明確に記されなくてはならない。

そのために、日本側及びコスタリカ側関係者は最大限の努力を払うべきである。さら

に、将来、積極的且つ柔軟に生産性向上活動を行う環境を確保するためにも、UTN
                                                  
4 CEFOF は、アラフエラ単価大学（CUNA）、技術教官養成センター（CIPET）、中米畜産専門学校（ECAG）、

プンタレナス単科大学（CUP）、カナス単科大学（CURDTS）の 5 つの教育機関と統合された。 
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における CEFOF の位置付け、組織体制、事業戦略、財務計画等につき有識者ととも

に、C/P のモチベーションや中米域内の活動に対するインセンティブを維持する方向

性に沿って具体的な計画を作成し、必要に応じて上記 UTN 基本構想検討会に対しこ

れら具体案を提唱していくことが重要である。 

2） 将来の UTN における CEFOF の事業戦略において、改めてコンサルタント養成活動

をその中核に据えることが効率的な生産性向上活動の観点からも重要である。現在

C/P は企業診断を行うための十分な技術を備えているが、今後個別の企業に対しコン

サルティング活動を実施しているだけでは、生産性向上活動の効果は限定的となって

しまう。コスタリカ国内及び中米域内において新たな人材を育て、彼らを通じて生産

性向上活動を乗数的に活性化させることが中長期的なビジョンとして求められる。 

3） また、上記 2)の人材育成の重要性に留意しつつ、今後、関係機関との連携強化をより

積極的に取り組むべきである。国際労働期間（ILO）、中米経済統合銀行（CABEI）
及び米州開発銀行（IDB）5などの国際機関は中小企業支援に対する資金援助プログラ

ムを持っており、個別プロジェクト等に対し資金援助も提供している。また、コスタ

リカ国内においては MEIC、COOPEMEX などの機関が中小企業のグループ研修等

の発注者となっている。これらの関係機関と連携を深め、協働することにより、

CEFOF にとって効率的な中小企業支援が容易となり、安定した収入をもたらすとと

もに、多大な広報効果を引き出すことができるはずである。 

 

1-6.2 教訓 

本評価調査により得られた教訓は次の通り。 

1） 本プロジェクトは、実施機関である CEFOF が有償でサービスを提供し、事業収入を

得る一方、組織運営に必要な不足分を監督官庁である科学技術省（注：現在は教育省

の管轄）からの補助金により得ている。また、ターゲットグループを支払能力が決し

て高くない中小企業に設定しているため、少なくともプロジェクト期間中それほどの

事業収入は期待できない。本プロジェクトのプロジェクト目標は、CEFOF の能力強

化であるが、組織を健全に運営するための十分な財源が確保されていなければ、技術

移転活動を行っていくのも困難である。したがって、このようなプロジェクトの場合、

プロジェクト実施前の段階において、必要な財源とその財源の確保手段につき先方政

府機関と十分に協議することが不可欠である。 

2） 本プロジェクトは、将来 CEFOF が生産性向上にかかる中米のコアセンターとなるこ

とを目指したプロジェクトである。しかしながら、中米域内での活動を実施するため

の予算措置が乏しいなど、本プロジェクトでは先方政府の広域プロジェクトに対する

コミットメントが実際の活動につながっていない。広域プロジェクトを実施する際、

実施機関の能力もさることながら、先方政府の政策と強いコミットメントが不可欠で

ある。現在 CEFOF が UTN の一部門としてその組織形態を変えつつあり、広域プロ

                                                  
5 IDB は 2008 年 12 月に中米において農業セクターの中小企業支援プロジェクト（Support for the 
development of micro and small apicultural producers）の実施を決定した。 
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ジェクトとして持続的に活動していけるかまさに正念場を迎えているが、それを推し

進めていくためには、先方政府が広域プロジェクトのメリットを感じ、強い意志を持

つまでにならなくてはいけない。そのような観点から、プロジェクト期間中において

は、終了後を見据え広域案件としての礎をしっかりと築くためのプロジェクト設計が

必要である。 
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