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Ⅰ 案件概要 

国名 カンボジア王国 

事業期間 2004 年 6 月～2005 年 11 月 

実施機関 王立プノンペン大学 日本・カンボジア人材開発センター 

事業費 E/N 限度額:490 百万円 供与額:489 百万円 

施工 株式会社鴻池組 
案件従事者 

コンサルタント 株式会社パシフィックコンサルタンツインターナショナル 

基本設計調査 2004 年 5 月 

関連案件 
カンボジア「カンボジア日本人材開発センター(CJCC)プロジェクト」(技術協力プロジェクト)(2004 年
より継続中) 

事業背景 

1991 年のカンボジア和平協定成立後、カンボジア国は過去の負の遺産を乗り越えるべく、経済発展と貧
困削減を通じて自由市場経済化と民主化の早期実現に尽力してきた。急激にグローバル化する市場経済
環境に対応できる人材育成とカンボジア国と日本、その他の国々との相互理解の深化を目指して、日本
政府に対し、カンボジア日本人材開発センター施設建設のための無償資金協力の要請が行われた。 

事業目的 
プノンペン市に日本・カンボジア人材開発センター(CJCC)を建設することにより、同センターにおける
市場経済化推進に伴い求められる人材および日本･カンボジア間の交流促進を担う人材の継続的な育成
の実施促進を図る。 

アウトプット 
(日本側) 

1.施設建設 
1)セミナー室、コンピューター室、交流事業室、和室、会議室、応接室、講師室等 
2)多目的ホール、パントリー、倉庫、台所、トイレ、共用部分(階段、廊下他)等 
2.機材調達 
大型ディスプレイ、図書機材 1 式、図書受付カウンター1 式、監視テレビシステム、視聴覚システム 1
式、教室家具類 1式、事務用機材及び家具 1式、通信機材 1式、収納棚 1式等 

Ⅱ 評価結果(評価 5 項目) 

総合評価 

本事業は、日本から派遣される講師陣による人材育成の技術協力プロジェクトと一体化した全く新しい施設を建設する事
業であるため、現時点では同技術協力プロジェクトの継続なくしては同国による自立的な組織運営及び維持管理に対する
難易度は高く、持続性の確保については自立に向けた一定程度の時間が必要と考えられる。 
本事業の妥当性は非常に高く、人材育成の成果が期待されている。また、有効性に関しては計画時に設定された指標であ
る人材育成コース及び日本語コースの修了者数で評価する限り、目標値を超えて達成度は高く、また、カンボジア国と日
本との交流を目的として施設の活用が行われている。他方、効率性の観点からは、事業期間の遅れがあり、コース開講予
定日の延長の原因になったことが効率性を低めることとなっている。持続性の観点からは、徐々に自立経営に向かって財
務的に改善されつつあるものの、運営経費の大半を日本の協力に頼らざるを得ない状況であり、技術的にも施設や機材の
維持管理が困難との報告がなされている。また、本事業完成後わずか 3 年後にホルムアルデヒド及びシロアリ対策が必要
となっており施設の物理的な持続性にも懸念が生じており、同国に対して財務的に負担の少ない適切なフォローアップ等
の施策による改善が期待される。 
以上より、本事業の評価は高いといえる。 
実施機関に対する提言としては、本事業では、財務面での持続性の課題が見られた。したがって、財務的基盤強化には、
独自財源の確保や同国の人材の活用が不可欠であることから、王立プノンペン大学のリソース活用も含めて、受講者の増
員を目指した将来の CJCC の運営に関する計画策定が必要である。また、今後の域内市場統合を視野に入れ、メコン諸国の
日本センターとの TV 会議システムを活用した共通研修を継続、活性化することで、CJCC が貢献のインパクトが大きくなる
ものと考える。 

 

1 妥当性 

1.カンボジア国開発政策との整合性 
本事業計画時には同国教育青年スポーツ省が「教育に関する戦略計画」が発表されており、右計画に基づき 2001 年～2005 
年の優先プログラムを含む「教育セクター支援プログラム(Education Sector Support Program:ESSP)」が策定され、教育
の質の向上が目指されており、特に「民間セクターの参入促進」、「雇用環境に即した高等教育の提供」等を具体的な目標
としていた。よって、本事業の計画は、当時の政策と整合していた。 
事後評価時、2009 年以降の 5ヶ年計画として策定された国家戦略開発計画(National Strategic Development Plan: 2009
～2013、以下 NSDP)では、人材育成及び高等教育の重要性が謳われている。さらに、第二次 ESSP(2006 年～2010 年)では、
職業訓練や高等教育へのアクセスの改善が明確に示され、「教材・学校施設・設備の拡充」、「行政官の能力強化やモニタリ
ングを通じた教育行政機能の強化」等、教育セクターの課題を幅広く取り上げた優先行動プログラム(Priority Action
Program: PAP)が盛り込まれている。よって、計画時及び事後評価時において、本事業は、カンボジアの開発政策と整合し
ている。 
2.カンボジア国開発ニーズとの整合性 
 計画時、市場経済化を目指す同国では、経済のグローバル化の進展、ASEAN 加盟等により、経済・社会各分野において専
門的な知識・技術を備えた国際的な人材の育成強化が重要であった。特に、同国教育青年スポーツ省所管の 13 の大学によ
るビジネス・マネジメントコースにおいて体系的にビジネスを学習できるが、拡大する経済界、産業界のニーズに対応し
きれていなかった。また、国立プノンペン大学は、本事業実施以前からボランティアを活用して日本語コースを運営して
おり、日本語学習者のニーズはあったと考えられる。 



事後評価時、ビジネスコースに関しては、ニーズは引き続き高い状況である。ただし、2006 年前後を境にビジネス環境に
関わる法制度が急速に整備されてきており*、いくつかのビジネス系の大学においては専門的なレベルの強化がなされ、以
前と状況が変わってきているようである(National University of Management 等)。日本語のニーズについても、正規コー
スとして、発展定着しており、引き続きニーズは高い。よって、計画時及び事後評価時において、本事業は、開発ニーズ
と整合している。 
*『カンボジア投資ガイドブック』、カンボジア開発評議会 2010 年 1 月 
3.日本の援助政策との整合性 
本事業計画時、日本の対カンボジア国別援助計画では、アジア・太平洋地域の平和と発展においては、同国の持続的な

安定が不可欠であり、市場経済化移行国を対象として市場経済化を担う実務人材を日本の特色を生かして育成することが
方針となっていた。また、JICA のカンボジアに対する事業実施の方針によると、重点分野の一つである「経済・産業振興」
の中に、民間セクター開発が上げられており、事業を通じて経済産業振興に貢献できる専門性やスキルのための人材育成
を行っていくとしていた。さらに、同国と日本の関係を緊密にし、両国の経済交流を促進することが期待されていた。本
事業は、人材育成コース、日本語コースおよび交流事業の実施を促進するための施設の整備であり、日本の援助政策と合
致していた。 
以上により、本事業はカンボジアの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致しており、妥当性は高い。 

2 効率性 

1.アウトプット 
アウトプットに関しては以下のように変更が行われている。 
基本設計時は耐震壁の配置の変更、床材の変更(磁器質タイル⇒タイルカーペット)、GRC ルーバーの数量変更、天井カセ
ット型エアコン(1 台)の追加、多目的ホールのステージ照明の見直し、雨水浸透桝 2箇所の追加、浄化槽のサイズ変更、上
記変更に伴う一般管理費の変更が行われている。 
詳細設計時に関しては中庭西側フェンスの高さの一部変更、目的ホール内装仕上げ材の変更、2 階倉庫の天井仕上げの変
更が行われている。 
2.事業期間 
事業期間は計画が 2004 年 6 月(E/N 締結)から 2005 年 10 月の 17 ヶ月に対し、実績は 2005 年 11 月までの 18 ヶ月間となっ
ており、計画を若干上回った(計画比 106%)。この遅延にともない人材育成コース開設が遅延した。 
3.事業費 
事業費の、計画額は 490 百万円に対し、実績額は 489 百万円となっており、ほぼ計画通り(計画比 99.8%)。 
以上により、本事業は事業費についてはほぼ計画通りであるものの、事業期間が計画を若干上回ったため、総合的に判断
し、効率性は中程度である。 

3 有効性・インパクト 

1.定量的効果 
計画時に想定された各コースの受入予定人数の内訳は、人材育成コース修了者数及びセミナー参加者であり、目標年は
2009 年とし、目標値は、延べ 5,000 人以上と設定されていた。 
これに対し、実施機関側から回答があったデータは、2009 年の人材育成コース修了者数のみであり、セミナー参加者は入
手できなかった。ついては、このデータを補完するため、2008 年の終了時評価時におけるセミナー参加者数を実績値と見
なすこととした。 
結果、2009 年の人材育成コース修了者数は、1,819 人であり、これに加えて、2008 年の終了時評価におけるセミナー参加
者数は、延べ 5,578 人であった。これらを合算すると 7,397 人であり、設定されていた 2009 年の延べ 5,000 人以上という
目標は超えている。 
さらに、計画時に想定されていた日本語コース修了者数は延べ 700 人以上とされていたが、2009 年の実績では、1,150 人
であり、目標を達成していた。 
さらに、施設別に稼働率を集計した提供データに基づき、セミナー室(5 室)、交流室(2 室)、多目的ホールの年稼働率を
計算した。これによると、セミナー室全体の使用状況は 80%前後の高い水準で安定的に推移していることが確認された。一
方、多目的ホールについては、当初の稼働率は低迷(2005 年度:27%、2006 年度:48%)していたが、その使用頻度も時間経過
と共に上がってきており、施設が順調に活用されていることが分かる(2008 年度:66%、2009 年度:81%)。 
2.間接的効果の発現状況及びその他正負の間接的効果 
実施機関からの回答では、本事業による施設を活用し、日本留学フェア、両国の伝統的民族衣装のファッションショー、
友好コンサート、文化祭、ロボット展示会、和太鼓コンサート、盆踊り、科学実験ショーなどがこれまでに開催され、間
接的に本事業施設が両国間の学術・文化交流に貢献しているとの回答があり、同国と日本の交流に具体的な役割を果たし
ていることが確認された。また、本施設が日本語学習やビジネスに関する人材育成に対して支援する役割を果たしている
かという点については、日本語コース修了者のうち、数名は日本留学や日系企業に就職しており、人材育成コースの修了
者のうち、2008 年の実績では 22%の受講者が起業を果たしたという回答があった。これに加え、本事業の施設が政府や国
際機関、ビジネス団体、大学、NGO 等による情報交換の場所として活用されたことが回答された。計画時に構想されていた、
アジア地域全体の情報交換や、人材育成を目指した他の日本センターとの連携については、起業家育成コース受講者がベ
トナム日本センター(ホーチミン市)を訪問し技術研修を行なった事例がある。更には、第 1 回日メコン首脳会議の東京宣
言を踏まえ、TV 会議システムを活用した CLV 共通研修を定期的に実施することで達成しており、間接的効果も発現してい
るといえる。 
その他、環境、住民移転、用地取得にかかる問題は、特に報告されていないとの回答であった。 
以上により、本事業の実施により概ね計画通りの効果発現が見られ、有効性は高い。また、深刻なマイナスのインパクト
は指摘されていない。 

4 持続性 

1.運営維持管理の体制 
本事業の体制については、計画時から変更はなく、主管官庁は教育青年スポーツ省であり、CJCC は王立プノンペン大学の
責任の下で運営されている。政府及び、学長以下、大学執行部からも引き続き支援されている。さらに、本事業による施
設と機材が収益向上に繋がっているといった認識があると報告されている。 



2.運営維持管理の技術 
本事業における施設や供与機材の運営維持管理には問題があり、CJCC によると適切な技術者を探すことが困難であるとと
もに、スペアパーツ切れに対して、現地で購入ができない状況が報告されている。 
3.運営維持管理の財務 
本事業における運営維持管理予算に関しては、王立プノンペン大学が政府予算を通じて CJCC にかかる一部の職員人件費
及び施設維持管理費(電気、電話、給排水等)を負担している。CJCC は、受講料や機材および施設レンタル料等による自己
収入を活用し、謝金、ごみ処理、消毒サービス、造園、交際費等を支出している。但し、受講料についていえば、技術協
力プロジェクトによるコース開設による受講者からの受講料収入となっており、技術協力プロジェクトの存在が前提とな
っている。 
運営にかかる活動経費(スタッフ人件費、残業代、通信費、旅費等)については、JICA による支援が占めており、CJCC の
収益もしくは王立プノンペン大学の予算からの支出ではない。このように、運営及び維持管理にかかる経費の大きな割合
をしめる運営費を JICA 側に依存しており、2007 年の実績におけるカンボジア側(王立プノンペン大学及び CJCC)の負担費
用は、全経費のなかの 19%の水準であった。但し、2008 年は 22%、2009 年では 34%という実績値であり、未だ充分とはいえ
ないものの、改善傾向にある。なお、技術移転等により人材育成コースの講師の現地化が進むことによって、全体として
の財務的な自立化も進むといえる。JICA によると講師に占める現地人講師の割合(実績ベース)は 2008 年では 46 人中 4人、
2009 年では 40 人中 9人となっている。 
4.運営維持管理状況 
また、瑕疵検査後の 2008 年、本事業で実施された施設においてホルムアルデヒド様の異臭の発生があり、施設使用者か
ら長時間、部屋の中にいると気分が悪くなる等の苦情や、また、発病の危険性が高まるなどの懸念が示された。さらに、
2009 年末には施設内にシロアリが発生し、改めて防蟻処理が必要となった状態になっていることが確認されている。なお、
JICA によれば、ホルムアルデヒド様の異臭及びシロアリの駆除については既に対応済み、防蟻は現在対応中である。然る
べき防蟻処理の後、フォローアップ事業にてセミナールームの拡張が予定されている。 
 以上により、本事業は運営維持管理の技術及び財務状況に課題があり、本事業によって発現した効果の持続性は中程度で
ある。 

 


