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Ⅰ 案件概要 

国名 中華人民共和国 

事業期間 2004 年 8 月～2006 年 2月 

実施機関 中華人民共和国 商務部、大連市科学技術局 

事業費 E/N 限度額:968 百万円 供与額:967 百万円 

施工・調達 大成建設―伊藤忠商事コンソーシアム 
案件従事者 

コンサルタント 株式会社パフィシ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 8 月 

関連案件 中華人民共和国 大連ビジネス人材育成計画プロジェクト(技術協力プロジェクト) 

事業背景 

大連市は、全国唯一の「ソフトウエア人材育成基地」の指定を受けるなど、IT 産業の拠点としての発展
が期待されていた。また、中国の WTO(世界貿易機関)加盟に伴い、ハイテク産業分野における日本の投資
拡大を図るために、同市は日本語能力と IT、工学、経営等の専門知識を合わせ持つ人材育成を優先課題
としていた。進出する日本企業側も、経営の現地化に向けて優秀な中国人人材を確保する必要があったが、
実際には人材確保に窮していた。斯かる状況下、日本との経済関係を重視する大連市および中国政府は、
人材育成を目的とした「日中友好大連人材育成センター建設計画」を策定し、同センターの建設及び設置
機材にかかる無償資金協力を日本に要請した。 

事業目的 
日本語能力に加え、IT、工学、経営等の専門技術を兼ね備えたビジネス人材を育成し、大連市および遼寧
省などの経済発展に寄与すると共に、現地日本企業を支援する。 

アウトプット 
(日本側) 

1.施設建設(日中友好大連人材育成センター) 
(地上 5階＋屋上階建て/敷地面積:2,320 ㎡、建物面積:4,856 ㎡) 
事務室(5 室)、教育情報センターオフィス、インターネットセンターオフィス、コンピューターサーバ室、
会議室、専門家事務室(10 室)、ホール、普通教室(10 室)、ヒアリング教室(4 室)、パソコン教室(3室)、
模擬実験室(3 室)、受講生活動室、図書室、講師休憩室、受講生休憩室 
2.機材調達(上記センターへの設置機材) 
語学演習装置、LCD プロジェクター、DVD プレイヤー、スクリーン、サーバー、PC、PC デスク/イス、AV
機器、会議テーブル、車両等 

Ⅱ 評価結果(評価 5 項目) 

総合評価 

 本事業は、従来日本との繋がりが強い大連市に、日本企業就業(希望)者や日本企業と業務提携を行っている中国企業への
就業(希望)者の人材育成に寄与するための施設の建設と機材整備であり、中国政府の方針や開発ニーズ、及び日本の ODA と
の整合性を有しており妥当性は高い。事業実施プロセスも、従事した日中双方の協力により効率的に行われ、有効性につい
ても所期の目標を概ね達成しているといえる。一方、運営体制(人員配置)や財務状況に懸念される点が見られることから、
持続性は中程度と評価される。 
 JICA に対する提言としては、ビジネス事業経営の知識を有していない同センター経営陣に対し、技術協力プロジェクトの
専門家が、運営に関する助言や支援を行っていたということである。新規に設置される運営組織や、ビジネス事業の経営能
力に不安のある運営組織に対しては、これら分野に関する指導をコンポーネントに含むことが望ましい。 
 実施機関に対する提言としては、本事業では持続性に課題が見られることから、将来的に独立採算での運営を実現するた
めの財務的・組織的基盤強化が望まれる。短期的には、技術プロジェクトから提案されているセンター発展のための施策(講
師陣の拡充、研修企画の拡充・拡大等)への取り組みが肝要であると考える。 
<評価の制約> 
 本事業計画時に設定された指標は、2010 年を目標年としている。本事後評価は 2010 年半ばに実施されていることから、実
績値は 2009 年の数値を使用しているため、目標数値の達成度を正確に判断することは出来ない。 

 

1 妥当性 

1.中国開発政策との整合性 
 計画時、中国は改革・開放政策の下、日本を含めた外国資本の導入を梃子に経済成長を図る手法を積極的に進めていた。
2003 年の中国共産党中央委員会全体会議では、中国東北地域の旧工業地域再開発計画「東北地域振興」を 重要課題の 1
つとし、日本をはじめとする外国資本による国有企業改革の促進が目指された。本事業の実施地である遼寧省大連市は、中
国科学技術部より「ソフトウェア産業国際化モデル都市」(全国唯一)、国家開発発展委員会より「ソフトウェア産業基地」
(全国 12 ヵ所)、「国家ソフトウェア人材育成基地」(全国唯一)の指定を受ける等、IT 産業の拠点としての発展が期待されて
おり、特に日本語能力と専門技術を兼ね備えたビジネス人材の育成を行うことが、大連市及び東北地域に対する日本からの
貿易・投資の拡大を促す手段とされていた。本事業実中から実施後にかけても、「東北旧工業基地を促進するに当り、対外
開放を一層拡大する実施意見」(国務院弁公庁:2005 年)、「大連市がソフトウェア及びサービスアウトソーシング産業の発展
をより一層促進させることに関する若干の規定」(大連市人民政府弁公庁:2008 年)、「大連市の情報技術に係る人材養成・訓
練機構認定弁法」(大連市情報産業局:2008 年)等、東北地域の外資企業導引政策やソフトウェア及びサービスアウトソーシ
ング人材育成に関する法令も公布されている。よって、本事業は、計画時より事後評価時まで、一貫して中国政府の方針と
の整合性を有していたといえる。 
2.中国開発ニーズとの整合性 
 計画時、大連市と日本との経済的関係は非常に密接であった。2003 年には進出日本企業数は約 2,500 社に達し、大連市か
らの対日貿易額は、輸出入共に、同市における総輸入・輸出額の約 40％を占め、日本からの対大連直接投資額(実行ベース)
は、2000 年以後、常に投資国・地域別順位の 1位を占めていた。大連市は日本からの投資を更に拡大させ、同市及び遼寧省



の経済発展促進を目指していたが、日系企業で活躍できる日本語能力と IT・工学・経営等の専門技術を合わせ持つジネス人
材が不足しており(年間約 50,000 人の求人のところ、実際には年間約 34,000 人程度の人材を供給する能力しか無かった)、
日系企業に対して必要人員を供給する必要があった。事後評価時においても、大連市と日本との経済的関係は依然強く、対
日輸出入合計額は 2008 年まで一貫して伸び続けている。上述の各種法令に見られるとおり、情報技術に係る人材養成に力
を入れていることからも、本事業は開発ニーズとの整合性を強く有しているといえる。 
3.日本の援助政策との整合性 
 2001 年 10 月に日本政府が策定した「対中国経済協力計画」の重点分野「改革・開放支援」、「相互理解の増進」及び「民間
活動への支援」との整合性を有している。一方で、「今後の対中国経済協力の方向性」としては、中国の経済発展に伴い中
国が自ら国内外の民間資金を調達することにより手当が可能なもの、あるいは民間企業で実施可能なものについては、中国
自らの国内資金や海外からの民間資金調達により実施されるよう移行が促されている。中国の発展状況を考えると、ODA に
よる本分野への協力の是非については検討されることが望ましい。 
 以上より、本事業の実施は、中国の開発政策、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 
 日中友好大連人材育成センター(施設)は、計画通り建設された。調達機材リストと基本設計調査時の機材リストの数値に
一点差異が見られるが、記載方法の違い(スピーカー:4 システム(計画時)→8コ(実績値))と考えられる。 
2.事業期間 
 事業期間は、計画、実績共に E/N 締結から 19 ヵ月であり(計画比 100%)、事業は計画通り実施された。 
 なお、中国での建設においては着工前の認可申請手続きが複雑で時間を要することから、本事業計画時も重要懸念事項の
ひとつとされていた。業者が主体となり、従事したコンサルタントがサポートするという体制を整えつつ、事業着工早期か
ら、JICA 北京事務所及び中国側商務省の協力獲得に努めた結果、各種手続きを潤滑に終わらせることが出来たとのことであ
る(本事業従事コンサルタントからの情報提供)。 
3.事業費 
 計画額 968 百万円に対して実績 967 百万円であり、計画内に収まった(計画比 99.9%)。差額の主な理由は、為替変動(2004
年 3 月 1RMB=13.06 円→2004 年 8 月 1RMB=13.21 円)、鉄筋単価の価格下落、航空運賃の価格下落である(本事業従事コンサル
タントからの情報提供)。 
 以上より、本事業は事業費及び事業期間ともにほぼ計画通りであり、効率性は高い。 

3 有効性・インパクト 

1.定量的効果 
 本事業計画時に設定された指標は、①年間実績研修数(48 クラス)、②年間研修修了者数(3,900 人)、③年間各種セミナー
参加者数(約 14,000 人)であり、目標年は 2010 年であった。これに対し、2009 年の実績値(実施機関提供資料)は、①114 コ
ース、②3,882 人(達成度 99.5%)、③3,430 人(達成度 24.5%)であった。①の「研修数」については、指標の単位が「クラス」
である一方、実績値として入手した値は「コース」となっているために一概に比較は出来ないが、②の研修修了者数から判
断する限り、概ね所期の目標を達成しているといえる。他方、③セミナー参加者数は目標値を達成していない。2006 年以後、
年々参加者数が増えている(対前年比は 2008 年 36%増、2009 年 27%増)ことから、今後増加していくことが期待できる。 
 本事業で建設された施設(日中友好大連人材育成センター、以後「センター」)については、経営管理模擬実験室として設
置された部屋が中日文化交流協会事務局として使用され、日系企業情報室の名称が対外連絡部に変更されている以外は、計
画通り使用されている。主要な供与機材についても、修理予定のエアコンが 1台ある以外は、全て問題なく使用されている
との回答が得られており、使用状況は良好であるといえる(実施機関提供資料)。 
2.間接的効果の発現状況及びその他正負の間接的効果 
 近年、日系企業だけでなく、鉄道など国有企業の研修が増加してきていることから、センターで実施される研修が発展し
つつあると考えられる(実施機関からの回答)。また、中国国有企業の社員教育の促進や教育環境形成に対し、プラスの影響
を及ぼしていると思われるとのことである(実施機関からの回答)。また、IT クラブ会議、企業親睦会、茶道、華道、音楽会
等、様々な催しの開催を通じ、日系企業や現地関連機関との連携が強まり、センターが日中文化交流のプラットフォームに
なっているとの回答(実施機関からの回答)もあり、日本の ODA 政策にある「相互理解の増進」に貢献していることが確認で
きた。 
 なお、建設地は運動場として利用されていたため、住民移転等の問題は生じていない。また、社会面の配慮として、エレ
ベーターや身障者用トイレの設置等、バリアフリーを考慮した設計がなされている。 
 その他マイナスのインパクトに関する問題は報告されていない。 
 以上より、本事業は一部所期の目標が達成されていない点が見られるものの、概ね目標を達成していることから有効性は
高い。 

4 持続性 

1.運営維持管理の体制 
 センターは、当初計画のとおり、独立法人格を有する非営利公立教育機関として大連市政府科学技術局の管轄下に位置づ
けられている。他方、運営体制は、当初、関連各機関の代表者によって理事会を組織すること、センター主任は大連市科学
技術局から任命されることが想定されていたが、この体制は基本計画後に変更されている(本事業関連技術プロジェクト報
告書)。現在の実施体制は大連交通大学下にあり、センターの主任は大連交通大学学長が務めている。運営方針の決定プロ
セスについては確認できていない。同報告書では「大連交通大学におけるセンター活用方針が、正の要因にも負の要因にも
なり得る」との記載がみられる。 
 なお、センターの人員配置状況は職員数 13 名、講師数 10 名(2010 年)である。2009 年まで年々人員が増加されていたが、
2010 年に入って若干減少していることが懸念される(減少の理由は不明)(実施機関提供資料)。 
2.運営維持管理の技術 
 同センターの施設及び機材については、技術上の理由から使用に支障をきたしているものはみられない。 
 他方、研修の運営については、経済環境および大連に進出する業種が変化し続ける中で、如何に企業のニーズに合ったカ
リキュラムを提供していくか、また日本人教師(企業診断や管理職者向け講座を教えられる人材)の獲得について課題を抱え
ているとのことである(実施機関からの回答)。 



 なお、関連する技術協力プロジェクトの専門家が、センター経営陣に対して、センター運営(ビジネス事業運営)に関する
助言や支援(研修企画、広報、計画・実施管理等)を行っていたという報告があり(「大連ビジネス人材育成計画 終報告書」)、
運営管理能力については不安な面がみられる。 
3.運営維持管理の財務 
 計画時に想定された収支状況と実際値とはかなりの隔たりがある(例:学費の計画値 1,500 元→実績値 396 元、宿泊費収入
の計画値 311.4 万元／年→実績値 0 元、等)。計画では、2008 年から黒字に転じることが想定されていたが、センター開設
当初から赤字経営が続き、2009 年は 3万元の赤字であった(実施機関提供資料)。2009 年の収入 253 万元の内訳は、学費 142
万元、大連市補填 100 万元、その他 11万元で、大連市による補填額が約 40%を占めている。研修の規模拡大とプログラム増
加による運営資金の獲得に努めてはいるものの、政府をはじめとする各方面からの資金援助が必要であるとの回答があった
(実施機関からの回答)。 
 よって、同センターの財務面での持続性は、大連市政府の財政的支援に大きく依存しているといえる。 
4.運営維持管理状況 
 センターに設置された主要機材については、故障している機器や(エアコン 1台:修理予定)、想定された目的とは異なる用
途で使用されている機器があるとの報告があるが、使用状況に問題はみられない(実施機関提供資料)。研修実施運営面に関
しては、独自のウェブサイトを活用する他、様々な手段でセンターの広報・宣伝を行うと共に、現地企業との関係強化に努
めている(実施機関提供資料)。 
 なお、関連する技術協力プロジェクトが、本年(2010 年)2 月に終了した。同プロジェクトの 終報告書(「大連ビジネス人
材育成計画 終報告書」)では、センター運営(研修事業運営)について、JICA からの今後の協力計画に関する提案や、セン
ター発展に向けた提言がなされており、今後実施機関自らが、これら課題に取り組んでいくことが期待される。同報告書に
おいて、「センターはいまだ自立準備期の初期段階」と記されているように、プロジェクトを通じて育成されたカウンター
パートの運営維持管理能力は、今後の状況を見守った上で判断することが望ましいと考える。 
 以上の状況により、本事業の維持管理は、体制及び財務状況に若干不安な点があることから、本事業実施により発現した
効果の持続性は中程度である。 

http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/northeast/ (日本貿易振興機構JETRO エリア別情報(東北)より「各種資料」参照:2010 年 9 月 6日) 
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