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   事後評価調査結果要約表 
 

外部評価者：（株）コーエイ総合研究所 宮川眞木・石田宗俊 

１. 案件の概要 
国名：コスタリカ国 
 

案件名：生産性向上計画 

分野：商業経営 
 

協力形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：産業開発部中小企業課 
 

協力金額：6.65 億円 
 
先方関係機関：科学技術省（事後評価時の監督
官庁は教育省）、中米域内産業技術育成センター
（CEFOF） 

 
 
協力期間 

2001 年 1 月～2006 年 1 月 
（5 年間） 

日本側協力機関：経済産業省、（財）社会経済生
産性本部 

他の関連協力：特になし 
 
１-１ 協力の背景と概要 
 コスタリカは、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 年までにおいて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
はコスタリカ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 がコスタリカ内のみならず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 月まで本プロジェクトが実施された。 
 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、コスタリカの生産性向上に貢献することを目指した
ものである。 
 
１-２ 協力内容 
（１）上位目標 
コスタリカ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。 
（２）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。 
（３）アウトプット（成果） 
１）プロジェクトの運営管理体制が整備される。 
２）C/P の生産管理、品質管理、業務管理、生産性測定に係る分野の技術レベルが向上する。
３）コンサルティングサービスが体系的に実施される。 
４）情報・普及促進サービスが改善される。 
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（４）投入（プロジェクト終了時） 
 日本側： 
  長期専門家派遣 9 名  機材供与 0.61 億円 
  短期専門家派遣 23 名  ローカルコスト負担 0.45 億円 
  研修員受入 26 名 0.35 億円 その他（調査団派遣） 0.21 億円 総額 6.65 億円
 
 相手国側： 
  カウンターパート配置 述べ 16 名（うち技術系 C/P13 名） 
  機材購入 3.17 億コロン／0.87 億円 土地・施設提供 なし 
  ローカルコスト負担 15.56 億コロン／3.85 億円 その他 なし 
  （1 コロン=0.2475 円（2003 年 10 月））

２. 評価調査団の概要 

調査者 
 
 

（担当分野：氏名、所属先、職位） 
総括／評価設計監理：宮川眞木（コーエイ総合研究所 コンサルティング 
第 2 部課長) 
民間セクター開発評価：石田宗俊（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） 

調査期間  2009 年 1 月 15 日～2009 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 
 本プロジェクトの実施により、プロジェクト期間中の裨益企業数は述べ 643 社（注：コス
タリカ国内及び中米域内における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一度ずつカウントされている）に達し、
CEFOF が提供するサービスも、5S や KAIZEN に、TPM、TQM、HACCP、ISO9000s などが
加わり、その数が増えた。また、本評価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）のほぼ全てが CEFOF のサービスに対
し高い満足度を示していることからも、CEFOF がより高い水準で生産性向上活動を行えるよ
うになったといえる。さらに、C/P 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たことから、プロジェクト目標は十分に達成された。 
 
３-２ 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コンサル
ティングサービスや研修を行っており、ある程度実績を積上げている。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。他方、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っている。
また、特に中米域内の成果については、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の活動の貢献度が高かった。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が、十分ではない。 
 
３-３ 終了時評価での提言の活用状況 
 終了時評価では、「CEFOF の自立発展性を確保するには、CEFOF 職員のビジネス活動に対
する認識を変え、マーケティング・販売部の組織再構築を行い、より多くの顧客を獲得する
ためコンサルティングに関わる広報及び販売促進の機能を強化する必要がある」と指摘され
た。プロジェクト終了後も管理責任者とその他 CEFOF 職員の意識の溝が埋まることなく現
在に至っており、依然、広報・販売促進を十分に行っていないなど、実質的に運営管理状況
はあまり変わっていない。 
 但し、コスタリカ政府は、CEFOF 組織改革への意欲を示し、2007 年 4 月に CEFOF をアラ
フエラ単科大学（CUNA）に編入し、それにより監督官庁を科学技術省から教育省に移管し

5.03 億円
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た。現在、CEFOF は CUNA も含めた複数の教育・研修機関を統合した新設の国立工科大学
（UTN）の一部となっており、組織改革が行われている最中である。 
 
４. 評価結果の概要 
４-１ 評価結果の要約 
（１）妥当性 
 本プロジェクト実施の妥当性は以下の理由により総じて高かったと判断される。 
 コスタリカは、「国家開発計画（2002-2006）」の中で中小企業の生産性向上を重要課題の一
つとして位置付けていた。また、我が国も産業振興分野を対コスタリカ支援の重点分野の一
つに掲げていることから、プロジェクト実施の正当性は高かった。 
 コスタリカの企業全体数の 98％を占める中小零細企業に対する生産性向上にかかる支援
活動はそのニーズが高く、我が国が同分野で技術的優位を保持することから、プロジェクト
実施の必要性は高かったといえる。しかしながら、技術移転を行った 4 分野のうち生産性測
定分野については、ニーズは存在したが、コスタリカの企業が抱える特有な事情から、実際
の活動は困難であり、プロジェクト末期にはその活動はほとんど実施されていなかった。 
 また、新たな「コンサルタント養成・認定機能」の追加に関し、個別企業に対し研修やコ
ンサルティングサービスを実施するだけでなく、高度な技術を備えたコンサルタントを養成
し、生産性向上活動にさらなる活性化を図ったことについては、CEFOF 活動の継続性及び生
産性向上活動の乗数効果への期待という観点から高く評価される。 
（２）有効性 
 以下の理由により、本プロジェクトの有効性は普通よりやや高かったと判断される。 
 本プロジェクトの実施により、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、経営コンサルタントとして高い水準のサ
ービスを提供できるようになった。また、プロジェクト期間中の活動実績から判断して、OJT
を兼ねたコンサルティングサービスやセミナー・会議等を通じた情報・普及促進活動が概ね
計画通り実施されたといえる。しかしながら、プロジェクトの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、十分な整備がな
されたとは言い難く、プロジェクトの有効性を阻害していた要因の一つとして挙げられる。
 上述の通り、C/P の能力は高い水準に達し、CEFOF が提供するサービス分野の数と顧客の
数が増えている。さらに、これら顧客が CEFOF の活動に対し高い満足度を示していること
から、プロジェクト目標は十分に達成されている。 
（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ことから、効率性は
普通よりやや高かったと判断される。 
 本プロジェクトの投入については、中間評価前の段階において日本人専門家の派遣の遅れ
や C/P の欠員状態などの問題が生じたこともあったが、プロジェクトの技術移転活動に大き
く影響することはなかった。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
でなかったために、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コメン
トしているが、本調査で入手したデータだけでは、プロジェクトの財政上具体的にどの部分
に問題があったのか判断するまでには至らなかった。その他の日本側及びコスタリカ側の投
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。また、これらの投入が効率的にプロジェク
トのアウトプットの産出につながった。 
（４）インパクト 
 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、十分ではないが、ある
程度の水準に達している。 
 プロジェクト終了後も CEFOF はコスタリカ国内及び中米域内において企業に対するコン
サルティングや研修を実施しており、裨益企業（顧客）が着実に増加し、さらにこれら顧客
の間で現在でも生産性向上にかかる知識やスキルが定着している。また、第三国研修の実施
などを通じて、中米域内での生産性向上活動も拡充されており、中米域内における CEFOF
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の認知度も高まっている。但し、プロジェクト上位目標の指標の一つとなっている「中米域
内の生産性向上活動センターや関係機関とのネットワークの強化」については、プロジェク
ト終了後現在までほとんど成果が上がっていない。 
（５）自立発展性 
 CEFOF は、プロジェクト終了後も運営管理面及び財政面において引き続き課題を抱え、こ
れらの課題が自立発展性を阻害していたと判断される。 
 終了時評価調査の提言を受けてからも、CEFOF の運営管理体制には抜本的な改善が見られ
ず、特に管理責任者のリーダーシップの欠如や広報・販売促進活動の脆弱性が顧客獲得や関
係機関とのネットワーク強化において負の影響を及ぼしていた。また、支出の殆どが人件費
に充てられているなど硬直した財政状況がその後も続き、上述の運営管理体制との問題とも
相互に関係し合って、積極的な事業展開につながらなかった。 
 
４-２ プロジェクトの貢献要因 
（１）インパクト発現に貢献した要因 
 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 COOPEMEX
との連携である。2007 年 6 月から MEIC との連携により、アラフエラ及びトゥリアルバにお
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。 
（２）自立発展性に貢献した要因 
 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。また、プ
ロジェクト末期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。 
 
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 
 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として挙げられる。 
（２）自立発展性を阻害した要因 
 上記（１）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。 
 
４-４ 結論 
 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。しかしながら、プロジェクトのアウトプットの一つである「運
営管理体制の整備」については、プロジェクト期間中十分な成果を上げることができず、管
理責任者の経営マインドやリーダーシップの欠如、組織としての企画・広報・販売促進部門
の脆弱性、管理責任者と C/P との間の問題意識の乖離など組織運営の面で数多くの問題があ
った。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。特にプロジェクト終了後は中小企業への支援が期待されていたが、これに
より、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。 
 CEFOF は 2008 年 6 月に新設の UTN に編入された。現在、UTN の組織構造や運営規則な
どの基本構想が UTN 基本構想検討会の中で策定されつつあるが、UTN の一部門としてどの
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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不明である。 
 
４-５ 提言 
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 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）などの国際機関は中小企業支援にかかるプログラムを持ち、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経済産
業商務省中小企業局、COOPMEX 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、効率的な中小企業支
援へのアクセスが容易となり、安定した収入をもたらし、広報効果を引き上げることに
つながるはずである。 

 
４-６ 教訓 
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）本プロジェクトでは、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
とが目指された。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、広域プロジェクト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。 

 
 




