
評価調査結果要約表 

１．案件の概要 

国名：カザフスタン 案件名：カザフスタン日本人材開発センター（フェーズ２）

プロジェクト  

分野：人的資源 協力形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：公共政策部 ガバナンスグループ

日本センター課 

協力金額（評価時点）：9.34 億円 

先方関係機関： 教育科学省、カザフ経済大学（アルマティ、

アスタナ）、カザフ人文法科大学（アスタナ） 

日本側協力機関：独立行政法人 国際交流基金 協力期間 

平成 17 年 10 月から 

平成 22 年 9 月まで  

5 年間 

他の関連協力：カザフスタン日本人材開発センタープロジェ

クト 

 

１－１ 協力の背景と概要 

カザフスタン国（以下「カ」国）は、1991 年 12 月に独立して以来、CIS 諸国の中でも急進的な改革路

線をとっており、プラスの経済成長を達成している。また、石油等の天然資源の輸出増等により、実質 GDP

成長率は近年 9～10%台を維持している。 

その一方、経済分野の人材に関しては、急速な経済成長に追いついておらず、企業活動従事者へのビジ

ネス知識・スキルの知的支援が必要とされている他、産業の多角化も進んでいない状況にある。 

こうした背景のもと、「カ」国政府は 1997 年、長期開発計画｢カザフスタン 2030｣を策定し、2030 年を

目標年に、市場経済をベースとしたアジアの中進国レベルまでの経済成長の達成と、そのための人材の開

発に重点的に取り組む開発戦略を掲げている。また、「カザフスタン 2030」をより具体化させた「カザフ

スタン国産業革新発展工業開発戦略プログラム（2003‐2015 年）」では、中小企業振興の必要性に着目し

ており、製造業を中心に産業の多角化を目指している。 

本プロジェクトは、「カザフスタン日本人材開発センター（以下、「KJC」）」プロジェクトの第２フェー

ズであり、2005 年 10 月より 2010 年 9 月までをプロジェクト期間として、第１フェーズで整備してきた

「KJC」の組織基盤を土台に、その成果をより発展させ、インパクトを拡大するため、「「カ」国における

市場経済化に対応する人材育成」及び「「カ」国・日本の相互理解促進」を行う拠点としての「KJC」の機

能強化を目的に、ビジネスコース、日本語教育、相互理解促進の活動をアルマティ市（主に「KJC」が設

置されているカザフスタン経済大学）及びアスタナ市を中心に行なっている。 

 

１－２ 協力内容 

（１）上位目標 

１． カザフスタンにおける市場経済化に資する人材が育成される。 

２． 日本とカザフスタン両国の相互理解が促進される。 

 

（２）プロジェクト目標 

「カザフスタンにおける市場経済化に対応する人材育成」及び「カザフスタン・日本の相互理解促進」

を行う拠点としてのカザフ日本センターの機能が強化される。 

 



（３）成果 

１． センター運営：カザフ日本センターが効率的に運営される体制とシステムが確立される。 

２． ビジネスコース運営事業：企業経営・中小企業振興等についての実践的ノウハウ・知識を民間・公

的セクターに効果的に提供すると共にそのシステムが構築される。 

３． 日本語コース運営事業：質の高い日本語教育を提供すると共にその機会を拡大するシステムが構築

される。 

４． 相互理解促進事業：さまざまな分野におけるカザフスタンと日本の情報が双方向に発信される機能

が強化される。 

５． 広報事業：カザフスタンにおけるカザフ日本センターの認知度が高まる。 

 

（４）投入（評価時点） 

日本側（JICA）：                    （1 カザフテンゲ＝0.62 円（09年 2月 12日レート））

長期専門家派遣   ９名      機材供与        8,118,526 テンゲ 

短期専門家派遣  ３８名      ローカルコスト負担  98,379,816 テンゲ 

研修員受入    ２８名 

カザフスタン側： 

カウンターパート配置 ５名     ローカルコスト負担   7,747,157 テンゲ 

施設・設備の提供          （光熱水道費など） 

２．評価調査団の概要 

調査者 

団長・総括： 村岡敬一 公共政策部 次長 

日本語評価分析：池津丈司 国際交流基金 

日本語評価企画：牧野美保 国際交流基金 

協力企画： 末田和也 公共政策部 日本センター課 調査役 

評価分析： 首藤久美子 アイ・シー・ネット（株）第一事業部 プログラムオフィサー 

調査期間 平成 21 年 3 月 3 日～3 月 21 日 評価種類：中間レビュー 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（１）センター運営 

長期的運営計画の策定や JCC により、プロジェクトの進捗管理がなされている。また、人材育成計画に基

づいてスタッフに対する研修が実施され、これまで延べ 19 名が本邦研修を受けた。財務面では、事業収

入が伸び悩む傾向が生じつつある一方、支出も年々増加しており、より効率的な事業運営が望まれる。 

 

（２）ビジネスコース運営事業 

これまでで総計 46 コースが開催され、フェーズ１よりも多様な講座が提供されている。これまでの延べ

受講者数は約 1,600 名である。受講生の講座に対する満足度は、ほとんどが 80％以上と回答しており、高

いと言えるが、一部の講座では定員割れが生じている。このことはコースの収益性に大きな影響を及ぼし

ており、改善が必要である。また、運営面では、センタースタッフの更なる能力向上による、安定したコ

ース運営体制の確立が必要である。 

 

（３）日本語コース運営事業 



これまで約 2,200 名が受講し、フェーズ１の 1,282 名を大きく超えている。受講者の満足度も非常に高い。

現在、9 レベルのコースが提供されており、日本語学習者の幅広いニーズに適応している。安定した集客

率が確保されており、財務的な自立発展性も高い。 上級者向けクラスを除いてローカル講師が問題なく

指導できているほか、運営面でもマニュアルが整備されているなど、ローカルスタッフ・講師のみで事業

実施がほぼ可能な状況である。自立的に新しい教師を養成する技術がまだ十分とはいえないため、教師会

の勉強会を通じて技術移転を進めていくことが必要である。 

 

（４）相互理解促進事業 

これまで計 41 のイベントが開催された。大規模イベントの他、毎週の小規模イベント等、様々な形態の

催し物がコンスタントに開催されている。KJC が位置するアルマティ市以外でも積極的に活動が展開され

ている。ただし、カザフスタンにおける日本の情報は十分に発信されているが、カザフスタン情報の日本

への発信は必ずしも十分ではない。 

 

（５）広報事業 

メーリングリストの購読者は 1,000 人を超え、電子メールの案内が、ビジネスコース受講のきっかけにな

っている例も数多く見受けられる。カ国で一般的な情報源となっているホームページの一層の充実が今後

の課題であるほか、C/P 機関であるカザフ経済大学とより緊密に連携した、より戦略的な広報・宣伝活動

への転換が急務である。 

 

３-２評価結果の要約 

（１）妥当性 

プロジェクトで行っている活動のほとんどが高い妥当性を示しているが、ビジネスコースに関しては、近

年の世界的な経済危機の状況を踏まえ、急速に変化するニーズに対応した講座の提供が必要である。 

 

（２）有効性 

フェーズ１に比べ、提供するサービスの質がより向上し、活動領域にも広がりを見せてきている。ビジネ

スコースの集客率の低さと、戦略的な企画立案能力を行えるスタッフの育成が今後の大きな課題ではある

が、プロジェクト目標の達成は一定程度見込まれる。PDM に則り、数値目標達成に向けた確実なモニタリ

ング体制の充実が今後望まれる。 

 

（３）効率性 

カザフスタン･日本両国側からの投入は計画通り行われており、期待される成果もほぼ確実に生み出され

ている。ただし、日本人専門家の派遣の遅れや派遣のタイミング、更に契約形態の変更が円滑な業務引継

ぎや業務遂行に負の影響を及ぼし、効率性を低下させた例があった。 

 

（４）インパクト 

プロジェクト目標が達成できた場合、事業を継続して実施していくことが出来れば上位目標の達成の可能

性は高いと判断できる。ただし、そのためには、プロジェクト終了後、特に財政面、組織・運営面での自

立発展性が確保できるかどうかが鍵となってくる。また、上位目標の達成度合いは、カザフスタンの経済

状況や日本企業の事業展開に大きく影響されると思われる。 



 

（５）自立発展性 

日本語コースは組織・運営面、技術面、財務面すべてにおいて高い自立発展性を示している。その他の事

業に関しては、スタッフの適正な人員数・質の確保が課題であり、特に戦略的な企画を行えるスタッフの

育成が急務である。また、財務面での自立性確保の一環として、センター収入のより効果的な活用方法の

検討が必要である。更に、ビジネスコースに関しては、集客数の増大による一層の財務改善が望まれる。

 

３-３ 効果発現に貢献した要因 

（１）計画内容に関すること 

フェーズ１で築いた運営基盤を基に、スケールメリットを活かしつつ活動領域をアスタナ等へ拡大する形

で事業がデザインされたため、投入規模を抑えつつ効率的な活動を展開している。また、カウンターパー

ト機関であるカザフ経済大学が、KJC を自らのプレゼンスを高める活動だと認識しており、オーナーシッ

プも高まりつつある。本案件に対する中央政府からの評価も高い。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

外部諸団体との協力関係が効果を高めるのに寄与している。例えば、カザフ人文法科大学は、アスタナ

における日本語コース実施のための教室を提供しており、EBRD は KJC のビジネスプログラムとの連携を

行っている。在カザフスタン日本大使館は、日本文化デーや日本語弁論大会等の相互理解講座を KJC と

共同で開催している。こうした良好な関係および実践的なパートナーシップは、プロジェクトが限られ

た人的・財政的リソースの中で効率的に成果を産出する一助となっている。 

更に、KJC が提供する多岐にわたるサービス、つまり相互理解促進活動、日本語コース、図書館、視聴

覚教材、インターネット等は、利用者が個別の活動を通じて他の活動にも興味を持つようになるといっ

た相乗効果を生み出しており、KJC 利用者に対して、日本に対する興味や理解を深めさせる効果をもた

らしている。プロジェクトにとって、正のインパクトを生み出す大きな要因である。 

 

３-４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（１）実施プロセスに関すること 

特に 2007 年度に KJC スタッフ（プロジェクト契約職員）の交替が相次いだ。総務で 4 名、ビジネスプロ

グラムで 1 名、日本語プログラムで 1 名が同年に離職している。スタッフの離職は、組織の脆弱化や業務

の非効率化を引き起こしていた可能性がある。スタッフに対する能力開発の機会の少なさや、人事考課制

度がないこと、更にはローカルスタッフの中に管理職ポストがないこと等が、主な要因であり改善が必要

である。現在、プロジェクトは、人事考課制度の導入や、能力開発機会の増大などの取り組みを実施中で

あり、状況は改善されつつある。 

 

３-５ 結論 

フェーズ１と比べ事業が拡大し、活動領域のほとんどで期待された成果が産出されつつあり、プロジェ

クト目標は、一定程度達成できる見込みである。プロジェクトの強みは、KJC が関連する様々なサービス

を提供しており、互いが相乗効果をもたらしていることにある。この相乗効果は、カザフスタンの人々

の間でたくさんの「日本ファン」を作り、将来的にかなりの正のインパクトをもたらすと期待できる。 

一方、案件開始当初に合意されるべきであった、個別の活動に関する具体的な数値目標がこれまで設定



されていなかったことなど、プロジェクトマネジメント体制に関してプロジェクトの円滑な進行を阻害

する要因も確認された。自立発展性の観点では、KJC の財務面、組織・運営面での弱さもプロジェクトの

弱みとして挙げられる。プロジェクトの妥当性を高めるためには、ビジネスコースや相互理解促進事業

に関して、ニーズにより合致した事業を企画・実施するため、スタッフの更なる育成が必要である。ま

た、中長期的には財務的に自立性の高いコース設計を行う必要がある。 

後に、カザフスタンの経済状況や、日本企業のカザフスタンにおけるビジネス動向について、今後、

プロジェクトは注視していく必要がある。プロジェクトのインパクト、つまり上位目標が達成できるか

どうかは、こうした外部条件に大きく影響を受ける可能性があるからである。この観点で、特にビジネ

スコースに関しては、カザフ側関係者との協議を踏まえつつ、短期的には財務的自立性の確保ではなく、

現下の経済危機に対応する、より公益性の高いコースの企画・実施を検討する必要もある。 

 

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） 

 PDM の成果に対応した数値目標を設定し、両国側で継続的に進捗管理するなど、プロジェクトのモニ

タリング体制を整える必要がある。 

 KJC スタッフが自立的に戦略的な企画立案ができるよう、彼らに対して、包括的なマネジメントスキ

ルを技術移転する必要がある。マネジメントスキルを向上させることは、長期的に KJC の財務面、組

織・運営面での自立発展性を高めることになる。そのため、総務、ビジネスプログラム、日本語コー

スそれぞれに 1 名ずつ管理職を配置し、OJT や Off-JT により能力強化すること。 

 財務面での自立発展性を担保するため、内部留保しているセンター事業収入を適切な支出ルールを決

めた上で、有効活用すること。戦略的な財務計画も立案すること。 

 プロジェクトの成果を長期にわたって維持するためには、KJC は KazEU と協力し、部門ごとの事業拡

大あるいは縮小の要否を検討すること。カザフスタン・日本両国側からのプロジェクト関係者は、KJC

の将来像を固めるために議論を深めていくこと。 

 高付加価値をつけた個別企業相談や研修講師向けコースなどを盛り込んだビジネスコースの立て直

しについては、その実績を注意深くモニターすること。プロジェクトは、急速に変化するカザフスタ

ンの経済・ビジネス環境に適応していく必要がある。カザフスタンの社会・経済状況を考慮し、カザ

フスタン政府と継続的に相談の上、ビジネスコースの多様化について検討すること。 

 広報活動については、KazEU の関連部署との連携の強化、例えば KJC と KazEU のホームページの相互

リンクなどを行っていくこと。 

 

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） 

各国の日本センターは、カザフスタン日本センターと同様、ビジネス部門、日本語部門、相互理解部門と、

事業内容の大きく異なった複数の部門を同時に運営している。部門同士が相乗効果を生み出している部分

はあるものの、それぞれの部門を取り巻く社会環境の変化から、全ての部門がプロジェクト開始当時の妥

当性やインパクトを維持するのは困難な場合もある。外部条件に関しても、部門ごとに大きく異なってい

たり、将来、ある特定部門に新たな外部条件が加わってきたりすることも稀ではない。こうした状況から、

日本センターの自立発展性を考える際には、現在の事業内容・事業規模をそのまま維持することが必ずし

も得策でない場合もある。部門ごとに、異なる機関が、現在とは異なった規模・内容で事業を継続してい

くこともありえるだろう。プロジェクト終了後にどのような外部リソースが期待できるか、どの相手国機



 

関が日本センターのどの部門を引き継いでいくのがふさわしいのか、などの選択肢を十分考察し、各国の

実情に合わせた現実的な選択肢を選んでいく必要がある。 




