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Ⅰ 案件概要 

国名 パキスタン・イスラム共和国 

協力期間 2002 年 9 月 15 日～2006 年 9 月 14 日(4 年間) 

相手国側機関 工業生産省工業技術指導センター(PITAC) 

日本側協力機関 (財)素形材センター 

協力金額 903.54 百万円 

関連協力 
1.PITAC 機械加工技術開発(プロジェクト方式技術協力)(1982.9～1985.10) 

2.PITAC 機械加工技術開発(アフターケア)(1994～1995) 

上位目標 
パキスタン国内のプラスチック金型企業がプラスチック生産のために、より質の高い金型を供給できる

ようになる 

プロジェクト目

標 
パキスタン工業技術指導センター(PITAC)の技術能力が向上してプラスチック金型技術における技術サ
ービスを提供できるようになる 

成果 

1.高度技術を要するプラスチック金型を製造するためのプロジェクト運営実施主体が形成される 

2.必要な機材が適切に調達され、設置、操作、維持される  

3.カウンターパートの技術能力が向上する  

4.トレーニングコース及びセミナーが計画的に実施される  

5.技術サポートが計画的に実施される 

6.アドバイザリー・サービスが計画的に実施される 

7.プロジェクトと民間企業の相互作用が強化される  

投入(日本) 投入(相手側) 

専門家派遣 長期専門家 6名、短期専門家 20 名 C/P 配置  30 名 

機材供与 3.4 億円 機材購入 N.A. 

ローカルコスト 1,043 万円 ローカルコスト 27 百万パキスタン・ルピー 

研修員受入 26 名 土地・施設提供 建物・機材提供 

その他 N.A. その他 N.A. 

Ⅱ評価結果(評価 5 項目) 

総合評価  
本プロジェクトは、工業技術指導センター(PITAC)のプラスチック金型製作技術能力を向上させるとともに、PITAC 自身が
研修、技術サポート、アドバイザリー・サービス(以下 A/S)を通じて産業界に貢献することを目的として実施された。従っ
て単に PITAC が金型を作成する技術を習得するだけでは十分ではなく、PITAC 自らが産業界との関係を築き、様々な技術的
サービスを提供できるまでになることがプロジェクト目標であった。同国は、複雑な部品などを自国で生産することができ
ず輸入に頼っていたため、部品の国内調達率を増やす国産化政策を採っており、プラスチック金型の需要は非常に高いもの
であった。本プロジェクトでは、4 つのモデル金型の製作を通じ、PITAC の金型製作技術は確実に向上した。研修の実施や
関連企業への訪問および技術サポート、A/S の提供についても、日本人専門家の指導なしにある程度 PITAC 自身で行えるま
でになったが、プロジェクト期間内ではその実施数に限りがあり、産業界に大きく貢献するまでには到らなかった。理由の
ひとつとして、4 年間のプロジェクト期間のうち半分以上をパキスタン側が整備すべき建物の建設・改修や C/P の配置、そ
してそのための予算確保といった前提条件を満たすことにプロジェクトは力を費やさざるを得ず、予定していた技術移転が
計画どおり進まなかったことが大きく起因した。また、PITAC 所長の頻繁な交代が一貫性のあるプロジェクト運営に影響を
及ぼしたことも原因のひとつであった。 
事後評価時点で、プロジェクトで実施した研修は継続して運営されており、また新たに 25 種類の金型を作成するなどプロ
ジェクトで育成した能力の向上がみられる。他方、PITAC 運営維持費を賄える財政基盤がなく、セミナーの開催、ソフトウ
ェアの更新、ワークショップ施設の整備、一部機材のスペアパーツの調達などが実施できていない。また、プロジェクト期
間中から問題であった電力供給の問題が解決されておらず、研修が妨げられる問題が引き続き発生しているなど、効果の持
続性が懸念される。 
以上より、本プロジェクトの実施は概ね高いといえる。 
<制約> 
プロジェクト目標および成果の一部に数的な目標値の設定がなかったため、明確な有効性は測れなかった。なお、成果 1(プ
ロジェクト運営主体の形成)および成果 2(機材の調達・設置・操作・維持)は、それぞれの指標(予算措置、人員配置、機材
の調達など)を見る限り本来成果レベルではなく、投入・活動レベルのものであるため、効率性で確認することとし、有効
性の検証では省略した。 
<JICA への提言> 
PDM に記載された前提条件が満たされていない状態(本プロジェクトの場合は、プロジェクトで実施する研修施設の建設及
び C/P の配置などの大幅遅延)でプロジェクトを開始してしまうと、前提条件を満たすまでに相当な時間と労力がかかり、
本来のプロジェクト業務に大きく影響する。プロジェクトを開始する前に実際に前提条件が満たされているか、満たされて
いない場合どのような対策をとるべきか、相手側政府とも十分に検討しておく必要がある。 
<PITAC への提言> 
電力供給問題による研修の中断や予定変更は、内容の良い研修を実施していても PITAC 自体の信用にも関わる大きな問題
である。財政が限られている中、様々な問題の優先順位を考慮の上電力供給の問題に対して早急な対応をすべきである。 

 
1 妥当性  



1.パキスタン国開発政策との整合性 
 パキスタンの「10 ヵ年長期開発計画 2001～2011」では、生産性、効率性、質の向上を通じて国内産業の競争力を高め、中
小企業を含め民間セクターを開発することによる経済成長が重要課題として挙げられている。また、1999 年に発表した経済
再生計画の重点産業政策の一つとして中小企業育成を掲げ、国内に進出している外国企業に対して部品の現地調達率目標の
達成を求める国産化政策を採っており、同国の裾野産業の育成を図っている。 
2.パキスタン国開発ニーズとの整合性 
 様々な工業セクターでプラスチック金型製作の需要が高まっており、経済成長のためにもその技術、質の向上が求められ
ていた。また、上記政策の一環として、輸入に頼っている精密な金型・部品を国産化する必要性が高かった。 
3.日本の援助政策との整合性 
1996 年の経済協力総合調査とその後の政策協議によると、対パキスタンの援助重点分野の一つは経済基盤整備となってい
る。「国別援助計画(2005 年 2 月)」でも、輸出指向企業と中小企業の生産管理・品質管理改善を課題とする「健全な市場経
済の発達」を重点課題としており、本プロジェクトの課題と一致している。 
以上より、本プロジェクトの実施はパキスタン国の開発政策、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 有効性・インパクト  
1.プロジェクトの成果及びプロジェクト目標達成度 
本プロジェクトでは以下の成果を産出した。 
1)金型に関する C/P の技術能力は、引き続き訓練が必要だが、ターゲットのモデル金型(4 型)の製作を通じて確実に向上し
た。(成果 3) 
2)研修コースは年間計画に基づき実施された。情報が確認できた 2006 年 6 月までの実績では、36 コースで計 295 名の参加
の計画に対し、34 コース開催し累計 273 名が参加した。コースに対する参加者評価は概ね高く、予定通りの成果を出してい
る。また、セミナーに関しても、労働安全(12 回)、最先端金型技術(3 回)、総合品質管理(4 回)、プロジェクト紹介(1 回)、
3D モデリング(1 回)の 5分野で計 21 回開催され、累計 1,454 名の顧客(サービス対象企業)が参加している。(成果 4) 
3)技術サポートサービスはプロジェクト開始後 3 年を経た 2005 年 10 月になってようやく開始され、終了までに 14 件の受
注があり 6 件を完了させた。また、A/S は、2005 年 6 月より開始され、計 7 社から 26 件の受注があり、終了までに半数以
上についてサービスの提供を完了した。A/S は当初 JICA 専門家が対応していたが、徐々に C/P のみがサービスの提供を行え
るようになった。なお、これら 2つのサービスは、C/P への技術移転が完了し 2004 年には実施する予定であったが、プロジ
ェクトの前提条件である建物の建設、C/P の配置などが大幅に遅れたことにより実績数は限定的となった。(成果 5、成果 6)
4)終了時評価時のアンケートによると PITAC が提供した研修、技術サポート、A/S に対する産業界からの評価は概ね高く、
また、その結果は各種民間支援サービスの向上・改善のためにフィードバックされるなど双方関係強化に繋がった。2005
年 4 月時点で、顧客データベースの登録企業数は 284 社を数え、その数は年々増加傾向にあった。(成果 7) 
プロジェクト目標の指標は成果の一部の指標と重複しており成果の言い換えと判断される。従って、上記成果の産出によ
ると、3)にあるように産業界へのサービス提供がプロジェクト期間内では限定的な効果しか産出できなかったことから、プ
ロジェクト目標が十分に達成したとは言えない。 
(2)間接的効果の発現状況及びその他正負の間接的効果 
同国の天然ガスパイプライン業者は PITAC が作成した金型を基にこれまで欧米から輸入していた難しい部品を同国で唯一
安価に生産できる企業になったなど、中小企業振興に貢献しており、また、上位目標である「質の高い金型の提供」に大き
く貢献した例も見られる。顧客登録数は事後評価時点で 528 社に増加しており、技術サポートの実績は 2009 年には 49 件(25
社)と増加、A/S は 7 社とその数を維持している。 
以上より、本プロジェクトの実施により、一定の効果発現がみられ、有効性は中程度である。 

3 効率性  
1.成果 
「有効性・インパクト」の 1.で述べたとおり、本プロジェクトは一部の成果については未達成であった。 
2.投入要素 
予定していた金型加工分野の長期専門家の人選・リクルートが困難であったため同分野の技術移転が遅れた。結果的には
指導分野によって本邦研修や短期専門家の派遣で対応するなど工夫し、この分野に関する成果の産出には問題はなかった。
供与機材は数、種類、投入のタイミングとも問題はなかった。一方、前提条件となっていた建物の建設・改修、C/P の配置
が日本側協力の開始までに完了しておらず、また、これらに要する同国の予算確保が遅れ、日本人専門家は 4年間のプロジ
ェクト期間のうち半分は前提条件を満たすための努力に費やされ、本来予定していた業務の遂行に支障が生じた。更に、
PITAC 所長の頻繁な交代により一貫性のあるプロジェクト運営や専門家との意思疎通に支障が生じた旨、報告されている。
3.協力期間・協力金額 
計画 48 ヶ月に対して実績 48 ヶ月であり計画通りであった(計画比 100%)。協力金額は計画額が提示されていなかったが実
績は 903.54 百万円であった。 
以上より、本プロジェクトは成果およびプロジェクト目標に対し投入要素が一部不適切であり、効率性は中程度である。

4 持続性  
1.政策制度面 
現在も金型製作は産業界の需要が高く、プラスチック業界はパキスタンで第 2の成長産業となっている。また PITAC の近

代化/技術促進は、同国の長期政策である Vision 2030、中小企業政策(2007)、産業政策 2009～2010(2009)と合致している。
2.カウンターパートの体制 
プロジェクトで立ち上げた 4部門は現在 PITAC の既存の部署に吸収され組織的に安定している。PITAC 内部検討委員会が設
置され、PITAC の短・長期戦略を策定している。28 名いた C/P のうち 23 名が在籍しており、また当時 C/P の約半数が契約
社員であったが、12 名が正職員として雇用されている。人員的には PITAC 運営に十分な体制であると自己評価されている。
3.カウンターパートの技術 
プロジェクト終了後 PITAC 自身で 25 種類の金型を製作しており(現在他 4種類も製作中)、技術的な蓄積を証明している。
また、4 種類の研修教材を改訂しており、現在のニーズや状況に対応する能力が備わったことを示している。職員は技術研
修のため国内、海外の研修に年間 4～6人参加し、内部での担当部署の異動を 2～3年毎に行っていることから、幅広い技術
を身につけることが出来る制度となっている。プロジェクトで作成した研修マニュアルは現在も頻繁に使用しており、また
機材の担当者および監督者は運用基準方法を厳密に遵守していると自己評価しており、技術的な問題はないと判断する。 
4.カウンターパートの財務 
政府からの予算配分は年々増加傾向であり、PITAC による収入も終了時に比べて倍以上(411 万ルピー(2005/06)から 1,030
万ルピー(2008/09))に増加している。予算のうち研修収入が半分以上を占めている。しかし、PITAC の運営費を賄うにはこ
の予算では不足しており、PITAC 施設の改善、シンポジウムやセミナーの開催、ウィルスソフトの更新やライセンスソフト



の購入といった必要事項が実施できていない。また、供与した機材の維持管理費はある程度確保しているものの、機材によ
っては消耗品やスペアパーツが現地調達できないものもある。予算不足、輸入による調達プロセスの煩雑さにより、そのよ
うな機材を必要とする研修や金型製作の効果的な実施が妨げられている。 
5.効果の持続状況 
研修は継続されており、2007 年から 2009 年までに毎年約 34 コース、200～290 名が参加している。研修後の満足度調査で
はほとんどのコースで「満足」以上の結果が得られている。技術サービスや A/S の受注数の増加にみられるように、民間企
業の顧客登録データ数は増加傾向にあり、産業界との協力関係も強化されている。プロジェクト中に導入された「5S」(整
理、整頓、清潔、清掃、躾)の慣行の中で、作業着及び作業靴の着用、巡回パトロールの実施が継続されている。また、広
報活動として PITAC は自身のホームページを月 1回更新し、パンフレットの配布、新聞による研修広報など実施している。
しかし、中間評価やプロジェクト中にも指摘があったPITACワークショップ内の電力供給の問題は未だに解決されていない。
プロジェクトでは PITAC 側が自動電圧調整器(AVR)および発電機を調達することとなっており、AVR は配置された。しかし、
発電機は 35KVA のもので、射出成形など大型の機械や機材を必要とする研修はこの発電機では容量不足であり、2007 年以降
現在まで頻繁に研修が妨げられている状態である。供与機材に関しては、ビデオカメラ、コピー機など 4つの機材が修理費
または現地でスペアパーツが入手できないため故障したままとなっている。また、終了時評価で提言のあったプロジェクト
により移転された技術に関する国際的な規格の認定はまだ受けていない。 
以上より、本プロジェクトは、財務状況に軽度な問題があり、本プロジェクトによって発現した効果の持続性は中程度で
ある。 

 


