
評価調査結果要約表 

１. 案件の概要 

国名：メキシコ合衆国 案件名：プレス加工技術向上プロジェクト 

分野：民間セクター開発 援助形態：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（評価時点）：約 199,247 千円 

(R/D): 2006 年 10 月 1 日～ 

2010 年 9 月 30 日

先方関係機関：産業技術開発センター（CIDESI） 

(延長):  日本側協力機関：  

 

協力期間 

(F/U) :－ 他の関連協力： 

１-１ 協力の背景と概要 

メキシコ国（以下「メ」国）政府は、1980年代前半の債務危機の反省から、デラマドリ（1982～1988）及びサリーナス（1988～

1994）の両政権下において、これまでの国内産業保護政策（輸入代替産業の保護）から経済自由化政策への転換を行うととも

に、対外的には1986年の関税及び貿易に関する一般協定（GATT）加盟、1994年1月の北米自由貿易協定（NAFTA）発効、

同年5月の経済協力開発機構（OECD）加盟等を通じて市場開放を図ってきた。しかしながら、多くの部品産業を中心とする中

小企業（裾野産業）には輸入（部）品との厳しい競争に耐え得るほどの競争力はなく、市場経済化の進展に伴い、その多くが倒

産し失業者が増大した結果、社会不安が助長された。このような状況の下、2000年12月に誕生したフォックス前政権では、経済

自由化政策を踏襲しつつも、裾野産業への支援を中心とする中小企業振興･中小企業の競争力強化が国の重要な政策に位

置付けられていた。特に、自動車、電子・電気産業を中心とする分野の国内部品調達率を改善することが重要となっているが、

金属プレス加工等の要素技術の蓄積が必ずしも十分でないため、これらの多くは輸入に頼っている状況であった。 

我が国はこのような状況を踏まえて、金属プレス加工技術の向上を目的とする開発調査「要素技術移転計画」（1997年8月

～2000年3月）を産業技術開発センター（以下CIDESI）をカウンターパート機関（以下C/P機関）として実施した。当該開発調査

においてはパイロットプロジェクトの実施を通じて、CIDESIに対してプレス加工技術の基礎知識を移転し、関連中小企業への技術

支援に必要な基礎を築いた。さらに、これまでの協力実績･成果の拡大･発展を図るために、「メ」国政府はCIDESIを実施機関と

した技術協力プロジェクト「プレス金型加工技術支援センター（仮称）」について我が国に対し要請し、我が国は協力を決定して

「プレス加工技術向上プロジェクト」（2006年10月～2009年9月）として実施することとなった。 

 

１-２協力内容 

（１）上位目標 

 ケレタロ州周辺の中小プレス加工企業の技術能力が向上する。 

 

（２）プロジェクト目標 

 CIDESIが中小プレス加工企業に対し適正な技術サービスを提供する。 

 

（３）成果 

0. プロジェクト運営、CIDESIアドバイザリー部門が強化される。  

1. C/P機関のプレス加工関連技術が向上する。  

2．モデル企業への巡回指導サービスが体系的に実施される。  

3．中小企業対象のセミナー、技術研修が体系的に実施される。 



（４）投入（評価時点） 

日本側： 

短期専門家派遣  2006 年度 4 名 

   2007 年度 5 名 

   2008 年度 6 名 

機材供与  2007 年度 14,111 千円 

ローカルコスト負担    25,184 千円 

国別研修  2007 年度 10 名    その他            円 

相手国側： 

カウンターパート配置   13 名（プレス加工技術：9 名、生産管理：5 名＜1 名重複＞）  機材購入         

土地・施設提供          ローカルコスト負担   3,849,625.00 ペソ（FY2006/10～FY2008/9）≒30,065,571 円 

      （1 メキシコペソ＝7.81 円＠2008/10/31 の参考レート）

２. 評価調査団の概要 

 調査者 （担当分野：氏名  職位） 

団長・総括 十郎正義  国際協力専門員 

評価分析 稲田明弘  日本国際開発サービス（JDS） 

協力企画 1 石塚賢司  JICA 産業開発部中小企業課 

協力企画 2 中条典彦  JICA メキシコ事務所 

  2008 年 9 月 16 日〜2008 年 10 月 3 日 評価種類：中間評価 

３. 評価結果の概要 

３-１ 実績の確認 

活動実績と活動計画を照らし合わせた結果、専門家派遣計画の一部修正を除けば、ほとんどの活動が当初計画通り実施

されている。そのうちセミナーに関しては、当初計画のケレタロ州以外にもサンルイポトシ州及びグアナファト州で合計10 回を開催し

ており、当初計画を大幅に上回っている。その他に、当初計画になかったプレス機開発を技術移転項目の一つとして加えた。

また、派遣計画の一部縮小の影響を 小限にするための対策が実行され、ほぼ満足できる活動実績が得られつつある。各活動

の詳細な状況は以下のとおりである。 

（１）アウトプット１： 1 C/P の技術力向上（技術移転の実施） 

（1－1 活動計画の作成） 

インセプションレポートにて作成された活動計画が毎年見直されていることを確認した。 

（1－2 C/P への技術移転の実施） 

年度毎の活動報告書、およびインタビュー調査により予定通り実施していることを確認した。 

（1－3 C/P への技術移転成果のモニタリングと評価の実施） 

生産技術 C/P に対しては、本プロジェクト期間中に実力評価試験を 3 回実施し、毎週開催されている生産技術に関する座

学の理解度も、翌週に実施する復習会でモニターされている。 

（２）アウトプット２： 2 体系的な技術指導の実施 

（2－1 企業訪問による技術指導ニーズ調査） 

第 1 次、第 2 次現地作業期間中、ベースライン調査の一環として 49 社に対するニーズ調査を実施していることを確認した。

（2－2 技術指導計画の作成） 



技術指導計画が作成されていることを確認した。 

（2－3 技術指導の実行） 

技術指導計画に沿って予定通り実施していることを確認した。 

（2－4 技術指導の結果のモニタリングと評価の実施） 

モニタリングと評価を盛りこんだ技術指導記録を取っていることを確認した。 

（３）アウトプット３：3 体系的なセミナーと技術研修の実施 

（3－1 企業訪問によるセミナーと技術研修のニーズ調査） 

第 1 次、第 2 次現地作業期間中、ベースライン調査の一環として 49 社に対するニーズ調査を実施していることを確認した。

（3－2 セミナーと技術研修のための計画の作成） 

プロジェクト開始時にセミナーと技術研修計画を作成しており、その後第 2 年次の終わりにニーズに応じた修正計画（ケレタロ州

のみで計 4 回の計画を、ケレタロ州･サンルイスポトシ州･グアナファト州で計 21 回に変更）を作成したことを確認した。 

（3－3 セミナーと技術研修の実施） 

セミナー開催の修正計画通り、実施していることを確認した。 

（3－4 セミナーと技術研修結果のモニタリングと評価の実施） 

アンケートシート等のモニタリングツールを用いて集められた情報によって、次回実施の参考のために評価が的確になされている

ことを確認した。 

 

３-２ 評価結果の要約 

（１）妥当性・・・本プロジェクトの妥当性は以下の理由により高いと評価される。 

・現カルデロン政権の総合開発計画である「国家開発計画 2007-2012」の政策課題として“競争力ある経済と雇用の創出”

が、また、「経済部門別プログラム：PSE2007－2012」にも“国内市場強化と国際競争力強化による生産部門の誘導”が優

先課題として定められており、さらに重要改革課題として裾野産業育成が継続して取り上げられていること∗ 等からプロジェクト

は「メ」国の国家政策の内容と合致しているといえる。 

・日墨間の具体的な二国間関係においては、「メ」国セルヒオ･ガルシアデアルバ経済大臣が「日墨 EPA と両国企業の世界戦

略」と題した講演を行い、メキシコの雇用改善への効果と日墨の中小企業への恩恵期待についてと中小企業向け施策の事

例として CIDESI プロジェクトが言及されている∗。 

・2005 年 4 月 1 日に発効した日墨経済連携協定（EPA）の二国間協力分野として「裾野産業」「中小企業」が明記されてお

り、本プロジェクトはその中心的役割を果たすことが期待される。また、JICA メキシコ国別事業実施計画では、中小企業の育

成振興を重点分野の一つとしており、本プロジェクトとの整合性は確保されている。 
∗ 出典：メキシコ日本商工会議所、経済調査委員会 2007 年度年報「メキシコの現状と課題：改革を進めるカルデロン政権」 

∗ 出典：第２７回日本メキシコ経済協議会 2006 年 

 

（２）有効性・・・本プロジェクトの有効性は以下の理由により比較的高いと評価される。 

・プロジェクトは、PDM（Project Design Matrix：プロジェクト概要）と PO（Plan of Operation：プロジェクト工程表）に従い順調に

進捗しており、プロジェクト終了時までにプロジェクト目標を達成する見込みである。 

・CIDESI の C/P へのプレス加工関連技術に関する技術移転状況については、セミナーにおいて部分的に C/P が講師を勤めら

れるレベルになったこと、さらに、2008 年 9 月の本中間評価の前の時点で民間企業からの技術相談に対し、日本人専門家の

協力を得ずに対応した件数比率が 75%であったこと等から、C/P 個々人で対処できる能力が着実に向上しているといえる。 

・技術移転戦略として、①「メ」国民間企業のプレス加工技術者が通常では知り得ない技術的解決手段を移転する、②この



ことにより CIDESI の C/P が自信を持って民間企業に対する技術指導が可能な領域を形成する、が編み出されており、ほぼ狙

い通りの C/P の能力向上が図られている。 

（３）効率性・・・現時点まで成果が適切に達成されており、また投入実績と進捗状況を確認した結果、プロジェクトの効率性は

以下の理由により高いと評価される。 

１） 繰り返し派遣方式による専門家派遣の効果 

従来の長期滞在型プロジェクトに較べて次の 4 項目の長所が存在する。 

ⅰ） C/Pの進捗状況に応じて、専門家は帰国期間中を活用してより好ましい教材の準備に専念できるため、技術移転の効

率性を常に向上できること 

ⅱ） 専門家の帰国期間のメリットとして、①C/P 自身で理解度が低い箇所に気づく、②プロジェクトが終了し専門家がいなく

なる状態を C/P が想定できること 

ⅲ） C/P と専門家間の技術面での信頼度を維持するため、より適切な専門家への早期交代が長期専門家派遣と比べて

容易であること 

ⅳ）上記の結果、C/P の意欲･熱意に良い影響を及ぼすこと 

なお、次の 2 項目が短所として CIDESI 側より挙げられた。 

ⅰ） 企業相談において、専門家帰国期間中は対応能力が低下すること 

ⅱ） 専門家帰国期間中は、C/P が他の仕事を優先するようになりプロジェクト専従比率が低くなるため効率が低下すること

２） 技術移転戦略による効果 

  専門家らにより編み出された技術移転戦略は以下の通りである。 

ⅰ）「メ」国民間企業のプレス加工技術者が通常では知り得ない技術的解決手段を移転する 

ⅱ）このことにより CIDESI の C/P が自信を持って民間企業に対する技術指導が可能な領域を形成する 

この戦略により、当初はプレス加工関連技術の基礎知識も現場経験もほとんど無かった C/P 達が短期間に民間企業を指導

できるレベルに到っている。 

 

（４）インパクト・・・現時点ではプロジェクトのインパクトを評価するには時期尚早と思われる。 

しかし、民間企業 6 社から企業内研修を CIDESI に要請してきているという実績も出ており、プレス加工関連業界への成果の

波及効果が実質的に現れつつあることが判る。 

 

（５）自立発展性・・・本プロジェクトの自立発展性は以下の理由により高いと評価される。 

･プロジェクト終了後も継続的に C/P グループを維持･運営するための予算は確保されるとの方針を確認した。C/P 機関

CIDESI に、独自の活動に基づく収入に対して自治権（収入の資産化とその運用に関する自治権）が与えられていることが法

制化されている。（官報公示：2000 年 8 月、2006 年 10 月改定） 

・技術サービスを支援する仕組みとして、連邦政府に中小企業支援ファンドがあり、CIDESI はセミナー開催時にすでにこれらの

ファンドを活用している。 

・CIDESIのプロジェクトに対するオーナーシップは、①所長の職責としてCIDESIの重要な使命である民間支援の方針を維持し

つつ、CIDESI の経営健全化と職員に対するモチベーションを発現させるためのマネジメントに積極的姿勢があること、②プロジェ

クトマネージャーによる技術移転成果の積極的な拡張への意欲（産業界への貢献、第三国研修）、③C/P からのリンクモーシ

ョンプレス機の設計製作の提案など、全ての関係者から確認できた。 

・過去に実施された非破壊検査プロジェクトの経験を踏まえ、移転された技術の維持および継承のメカニズムも着実に形成さ



れつつある。 

 

３-３ 効果発現に貢献した要因 

 民間企業による公的技術支援機関としての CIDESI の認知度が元々高く、技術指導、セミナーの実施がスムーズに行われた。

過去に実施された 1 件の開発調査、1 件のプロ技、およびシニアボランティアの受け入れを通して CIDESI が JICA スキームに精通

していたこともプロジェクトの立ち上げとその後のスムーズな実施に貢献した。 

 

３-４ 問題点及び問題を惹起した要因 

特になし。 

 

３-５ 結論 

今回の中間評価作業全体を通じて、プロジェクト期間内に所期の目標が達成される見込みが高いことが確認された。プロジェ

クトは「メ」国の裾野産業育成･強化のニーズに合致している。また、技術移転の内容は日本の国際的な優位性が特に高い分

野であること、さらに CIDESI が過去に複数の JICA 協力を経験して、実施スキームをよく理解していたことなどが功を奏して、プロ

ジェクト活動を円滑に実施できている。JICA と CIDESI の関係は、まさに上位目標を目指すに 適な組合せであって、期待に値

する成果を残しつつプロジェクトは遂行されている。 

今後は上位目標の達成に向けて中小企業支援を実施するその他関係機関との連携強化などの環境整備を進めることが重

要と考える。 

  

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） 

次の 2 点について提言を行う。 

（１） 上位目標の達成に向けて次の課題に CIDESI 組織として取り組む 

１）支援サービス地域の拡充のため、CIDESI の支部機能を有効活用する仕組みを構築する。 

２）多くの企業が支援サービスを受けやすくするために、州および連邦政府の中小企業支援制度および機能を有効に活用

する仕組みを構築する。 

３）支援ニーズの積極的発掘のために、プロジェクト成果を効果的に広報する仕組みを構築する。 

 

（２） プロジェクトの成果２．「体系的に技術指導を実施する」および、成果３．「体系的にセミナーと技術研修を実施する」を検証

するための指標項目をそれぞれ追加検討する。 

 

 


