
 

評価調査結果要約表 
１．案件の概要 

国 名：パラグアイ共和国 案件名：品質生産性センター強化計画プロジェクト  

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）：1億9,017万7,000円  

 先方関係機関：パラグアイ工業連盟（UIP）・商工省（MIC）

協力期間 日本側協力機関：  

 

(R/D): 2007/1/7～ 
 2010/2/28 
(延長): 
(F/U): 
(E/N)(無償) 

他の関連協力：商工政策アドバイザー（2002～2004）、中小
企業活性化のための指導者育成計画技術協力プロジェクト
（2002～2005）  

１－１ 協力の背景と概要�

 パラグアイ共和国（以下、「パラグアイ」）の中小企業（従業員数10～99人、約1,300社、主業
種は食品加工・化学薬品・繊維裁縫等）の占める割合がGDPの14％、総労働人口の17.8％であり、
経済開発において重要な役割を担っている。しかしながら、1995年の南米南部共同市場（メル
コスール）への加盟以降、自由貿易に対応し得る競争力は極めて低いのが現状である。 
 そのような状況下で、我が国が2000年に実施した経済開発調査（EDEP）の提言を踏まえて、
JICAはこれまでに「パラグアイ国中小企業活性化のための指導者育成計画」（2002～2005）を実
施した。MICとともにカウンターパート（C/P）機関であったUIPの企業向け研修コース実施体
制の強化を目的として、生産性向上・品質管理分野の研修カリキュラム等の整備、UIPの内部人
材、大学教授や個人コンサルタント等の外部有識者を研修指導員として育成した。 
 本プロジェクトは、上記「中小企業活性化のための指導者育成計画」の後継プロジェクトと
して位置づけられる。 
 具体的には、上記プロジェクトの成果を全パラグアイ産業界に制度的・組織的・継続的に引
き継ぎ発展させる機関としてUIP内部に2007年に新設された「パラグアイ品質生産性センター
(CEPPROCAL)」が、パラグアイにおける品質・生産性コンサルティングのモデル機関として確
立することを目標とする。 
 その内容は、CEPPROCALの組織強化及びコンサルティング・サービス能力強化を図るため、
期間は2007年1月から2010年2月の3年間、投入は日本人長期専門家、日本人及び第三国専門家の
派遣、本邦研修、機材供与を行い、専門家によりC/Pに対する講義・セミナー開催・企業実地研
修（OJT）を通じてコンサルティングの技術移転を行っている。 
 
１－２ 協力内容 
 （1）上位目標 

 パラグアイの産業、主に中小企業の競争力が、品質生産性センター（CEPPROCAL）によ
り提供されるコンサルティング・サービスを活用して強化される。 
 

 （2）プロジェクト目標 
 品質生産性に係るコンサルティング・サービス及び研修を提供するセンターとしての
CEPPROCALが組織として確立され、高品質のコンサルティング・サービスが提供される。



 

（3）成 果 
１ CEPPROCALの実施能力が強化される。 
２ CEPPROCALのコンサルティング・サービスが改善される。 
３ CEPPROCALのコンサルティング・サービスが地方に拡大される。 

 
 （4）投入（評価時点） 

日本側： 
長期専門家派遣 3名 
短期専門家派遣 延べ9名 
第三国短期専門家派遣 3名 
機材供与 
平成19年度 4億9,733万3,230グアラニー（Gs.） 
平成20年度 8,420万190Gs. 
平成21年度 2,284万Gs. 
合計 6億437万3,420Gs. 約1,124万8,000円(Gs.1,000=19円＠2009/12/11の参考レート) 

研修員受入れ 延べ21名 
 
相手国側： 

C/P配置  3名 
土地・施設提供 プロジェクト執務室等 
ローカルコスト負担 UIP支出予算（プロジェクト費用のみの区分は困難） 

２．評価調査団の概要 

調  査  者  団  長： 西本 光徳 JICA産業開発部  参事役  
協力企画1： 石塚 賢司 JICA産業開発部中小企業課  調査役  
協力企画2： 片山 典子 JICA産業開発部中小企業課  ジュニア専門員 
評価分析： 荒金  煉 ㈱グローバル企画  技術顧問  

調査期間  2009年11月10日～2009年11月23日 評価種類：終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 
＜プロジェクト目標＞ 

CEPPROCALが品質・生産性に関して質の高いコンサルティング・サービスと研修を提供する
役目を持ったセンターとして定着する。 

 
指標１．CEPPROCALの組織が強化される。 
（達成状況） 
 CEPPROCALの職務規定が見直され、責任分担が明確化された。またミッション、ビジョ
ン、価値観が明確にされている。 

指標２．CEPPROCALの職員数が維持、増加する。 
（達成状況） 
 人員が7名から12名に増員された。またC/P及び準C/Pは定着しており、スタッフの教育



 

も継続して実施されている。 
指標３．CEPPROCALの収入と支出が増加する。 
（達成状況） 
 2007年に比べて収入、支出ともに大幅に増加している。 

指標４．企業の中でCEPPROCALの知名度と認知度が増加する。 
（達成状況） 
 200社に対する知名度調査が行われ、CEPPROCALの知名度は3年間で大きく増加してお
り、2009年には6割を超えている。 

指標５．コンサルティング対象のモデル企業の25％以上においてコンサルティングの結果、
改善が認められるか、またはその可能性が期待される。 

（達成状況） 
品質・生産性分野： 回答のあった 13社中 10社（約 77％）で改善効果確認 
マーケティング・販売分野： 回答のあった 10社中 7社（70％）で改善効果確認 

指標６．CEPPROCALのコンサルティングを受けた企業の65％以上がその結果に満足する。 
（達成状況） 
 コンサルティングを受けた延べ40社に対する満足度調査を実施し、回答のあった24企
業のうち80％以上の満足度を示した企業数は19社であり、79％の企業が満足している。

 
＜各アウトプット＞ 
 アウトプット１：CEPPROCALの事業実施能力が強化される。 
指標 1-1）プロジェクト期間中に研修及びセミナーに参加する企業が10％増加する（新規の5％

以上も含む）。 
（達成状況） 
 第3章3-2で表に示すように、2009年は世界不況の影響を受けて参加企業数は減少して
いる。しかし、参加者数では2007年と2009年の実績を比較すると8.4％増となっており、
2009年末には10％を超える見込みである。 

指標 1-2）研修及びセミナーの参加者の65％以上が満足する。 
（達成状況） 
 研修及びセミナー満足度の調査結果では、3年連続して80％を超えている。 

指標 1-3）コンサルタントの倫理規定、給与規定及び労働基準が作成され、適用される。 
（達成状況） 
 倫理規定、給与規定及び労働基準は、コンサルタントとして活動している準C/Pと締結
する契約書式に記載されており、適用されている。 

指標 1-4）企業に対するコンサルティングのための新規コンサルタント育成のカリキュラム、
マニュアル、テキストが作成される。 

（達成状況） 
 分野別に作成したカリキュラムに基づいて、品質・生産性分野とマーケティング・販
売分野で合計1,885ページ、全14冊のテキスト・マニュアルが作成された。これらは、コ
ンサルタント育成のための集中講義及びコンサルティングに活用されている。 

指標 1-5）広報宣伝活動（リーフレット、ポスター、電話勧誘等）のための能力が確立する。



 

（達成状況） 
 パンフレット類、Website開設、UIP会報及び一般経済紙への投稿、新聞記事掲載、テ
レビ番組への出演、EXPOでの特設会場設置など多種類の媒体による多数の広報宣伝が行
われている。 

指標 1-6）ニーズ調査及びモニタリング調査が定期的に実施される（年1回）。 
（達成状況） 
 2007年、2008年、2009年に実施されている。 

指標 1-7）年度計画及び中期（3年）経営計画の策定能力が確立し、計画がUIPの理事会によっ
て承認される。 

（達成状況） 
 年度計画が作成されており、プロジェクト終了後の2010～2012年の中期計画を作成済
みで、UIP理事会に諮られ、総裁の承認を得ている。 

指標 1-8）研修コースが定期的に見直される（年1回）。 
（達成状況） 
 毎年見直されており、結果は翌年の研修コース計画作成に反映されている。 

 
 アウトプット２：CEPPROCALのコンサルティング・サービス能力が改善される。 
指標 2-1）16名の新規コンサルタントが育成される（集中研修を修了しそれぞれ5つのモデル

企業のコンサルティングに参加する）。 
（達成状況） 
 専門家による集中講義、最低5社での企業コンサルティングOJT、新規コンサルタント
育成指導、認定試験及び面接試験により、品質・生産性分野でC/P 1名と準C/P 8名、マー
ケティング・販売分野でC/P 1名と準C/P 8名の合計18名がコンサルタントとして育成され
ている。 

 
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。 

パラグアイの国家計画としての「経済社会戦略計画（2008～2013）」の目標のひとつに、
市民社会と民間セクターの参加による経済開発の促進があげられており、またこれらの目
標を実現する柱のひとつとして市場拡大、雇用創出のための生産性と競争力強化があげら
れている。 
パラグアイはメルコスール支援案件対象国であり、日本政府の援助重点分野のひとつと

して持続的経済開発があげられ、JICAは上記の持続的経済開発の分野において産業振興を
開発課題のひとつとし、具体的には中小企業（地場産業）の経営能力向上等をめざすこと
としている。 

CEPPROCALはパラグアイで唯一の中小企業に対するコンサルティングと各種の研修・
情報提供を活動の柱とするセンターとして2007年に設立されたが、品質生産性センターと
しての運営経験・ノウハウに欠けているため、カイゼン・5S活動など他国からの評価も高
い経験・実績をもつ日本の協力を期待し、要請してきた経緯がある。また、パラグアイ政
府商工省は「中小企業の競争力強化」という政策目標の達成に向けて、政府機関でも民間
でも質のよいコンサルティング・サービス提供を行えるようなBusiness Development Service
（BDS）を育成しようとしており、今後CEPPROCALを輸出中小企業支援のためにコンサル



 

ティング・サービスを実施する機関として活用しようとしている。また、CEPPROCALは民
間団体であるUIPの一部門であるが、本プロジェクトの事前調査で運営体制や実施能力をそ
の他の政府機関と比較してそれらが高いと判断された結果に基づいて実施機関としてお
り、支援の実施には妥当性があると判断される。 
本プロジェクトのターゲットグループはCEPPROCAL職員とコンサルタント及び改善の

モデルとなる中小企業であるが、品質・生産性、マーケティング・販売の重要性の認識は
パラグアイ中小企業全体に波及していくことが期待される。CEPPROCALの組織を確立し、
中小企業振興分野の大きな課題として競争力強化に資するように品質・生産性分野と販
売・マーケティング分野を選定し、企業活動に適したサービスを提供できるように、専門
家派遣、研修等を組み合わせており、プロジェクトのアプローチは適切であった。 

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

CEPPROCALの組織は強化され、また高品質のサービス提供が行われるようになり、プロ
ジェクト目標は達成される見込みである。具体的には、5次にわたる組織強化短期専門家の
指導により、組織・権限が明確となり、年次計画・中期計画が作成され、それに基づいて
業務を推進する体制が確立してきた。 
またコンサルティングの結果、対象企業において置き場や製造設備のレイアウト改善、

情報の整備と共有、市場分析と販売戦略など品質・生産性、販売・マーケティング両分野
において多くの面で効果があがっている。 

 
 （3）効率性：本プロジェクトの効率性は以下の理由により比較的高いと評価される。 

当初はコンサルティング・サービスの地方展開が計画され、目標のひとつとしてプロジ
ェクト・デザイン・マトリックス（PDM）に記載されていた。対象都市に関するMICの要
望は工業集積度の高い地方都市エステであったが、JICAの安全対策にて立ち入りが規制さ
れているため、エンカルナシオンを選定した。しかしコンサルティングに適した企業が極
めて少なく、企業が閉鎖的であり、遠隔地であり、同市での展開を継続することは極めて
非効率と考え、PDMを改訂して地方展開を中止した。これらの調整により、効率性の低下
は妥当な範囲に収まった。 

2009年10月にMICからプロジェクトコーディネーターがCEPPROCALに半日勤務するよ
うになり、MICとCEPPROCALの方針のすり合わせが円滑になった。日常の専門家とC/Pの
緊密な連携に加え、毎週開催した作業委員会にCEPPROCALのゼネラルマネージャー（UIP
副総裁）が自ら出席するなど、日本とパラグアイ側のコミュニケーションは非常に良好で
ある。 

 
 （4）インパクト：本プロジェクトのインパクトは以下の理由により高いと評価される。 

コンサルティングを受けた企業においては、従業員の自発的な改善活動の萌芽がみられ
る。このような小さな変化の広がりが、パラグアイ社会に影響を与えていくことが期待さ
れる。 
なお、指標において「プロジェクトの成果が商工省を通じて普及される」とされている

が、プロジェクトに対してこれまで具体的な支援が得られなかったことは事実である。た
だし、ドナー資金を使った国の政策の実施において、CEPPROCALを活用するような連携の
仕組みが検討されていてMICの寄与が高まることが期待される。 
パラグアイの中小企業がCEPPROCALのコンサルティング・サービスを活用して強化され



 

るという上位目標は、プロジェクト目標である「品質・生産性に係る良好なコンサルティ
ング・サービスと研修を提供するセンターとしてのCEPPROCALの組織の確立」を達成して
数年後には到達するものとして設定されており、その実現が期待される。 

 
 （5）持続性：本プロジェクトの持続性は以下の理由により高いと評価される。 

プロジェクトによってCEPRROCALの組織が確立し、自己の活動に関連した様々な情報
を整理・分析し、次の計画に反映できるようになっている。既に専門家の援助なしに、将
来を見据えて後進のコンサルタントを育成する研修コースを運営し、研修コース高度化・
拡充も計画しており、事業の拡大に備えている。 
財政的にも、CEPPROCALは政府予算に依存せず、自立して活動できる独立採算制の財務

能力を有している。 
プロジェクト終了までに結ばれる予定のMICとCEPPROCALとの協定によって、

CEPPROCALを活用する方針が明確になり、今後中小企業支援政策に寄与する協力体制が構
築されることが期待される。 
ブラジル、アルゼンチン、コスタリカ、ウルグアイの関係機関との交流・提携の話し合

いが進められ、一部機関とは協定を締結した。国際的な視点をもった企業支援が容易にな
ることが期待される。 

 
３－３ 効果発現に貢献した要因 
・ 講義とOJTを組み合わせた指導方針、経験の深い日本人専門家による指導及びC/Pらの熱
意・創造性によるところが大きい。 

・ 組織強化に関して、業務計画書を作成することによって、CEPPROCALのなすべきことが明
確になり、自主的な取り組みが容易となった。 

・ 窓口機関をMIC、実施機関を民間組織のCEPPROCALにしたため、政策当局の責任者の頻繁
な交代の影響及び政府予算・法律等の制限を受けにくかった。 

・ 国の支援を受けずに自立を迫られているCEPPROCALの自立発展意識は極めて高い。 
 
３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 
 政策当局の責任者が頻繁に交代したため、CEPROCAL育成の方針に一貫性がなかった。 
 
３－５ 結 論 
本プロジェクトが総じて比較的高い評価を得た要因のひとつとして、効果的な技術移転が行

われたことがあげられる。講義形式で知識を伝授した後で、実際の企業におけるコンサルティ
ングの実践を通じてOJTを行うというコンサルタント育成スキームも、その実効性はコンサルテ
ィング先企業からも高く評価されている。 
本プロジェクトで確立をめざしているCEPPROCALの組織体制については、人員が増加され、

業務計画や中期計画が作成され、規定等の形式要件が整備され、組織体として確立されたとい
える状況にある。 

CEPPROCALが提供するコンサルティングや研修は、それらを受けた中小企業から高い評価を
得ており、既に質の高いサービス提供が行われているといえる。 
また本プロジェクトの特色として、以下の点があげられる。 
 

 



 

 （1）実施機関がUIPの一部門であるCEPPROCALという民間団体であったこと 
本プロジェクトの責任機関はMICであるが、専門家の配属先は民間団体であるUIPとなっ

たため、以下のメリットがあったと考えられる。 
① CEPPROCALは独立採算制であるため自立発展の必要性を自覚しており、生き残りの
ための事業展開に意欲的である 

② プロジェクトの広報宣伝活動が活発であり、上部機関UIPが業界団体であるためにそ
こからプロジェクトやコンサルティング・サービスの紹介も行われた 

③ 政府機関と異なり法的制限が少なく、手数料設定、研修等の時間設定など、民間企
業の状況や要請に合わせて柔軟な対応ができる 

④ 実施機関の基本方針、トップ人事などが政府予算や政治に左右されない 
 
 （2）準C/Pの存在がプラスに働いたこと 

中小企業支援活動に必要なコンサルタント数を確保するために、外部人材である準C/Pを
取り入れて活用する仕組みをプロジェクトで作り上げた。彼ら（コンサルタント専業者も
いる）は各自の仕事をもっており、CEPPROCALに常勤していないので財務的にも負担が少
なく、かつコンサルティングを行う期間だけ活動するので効率的でもある。 

 
 （3）パラグアイ側との良好なコミュニケーションが保たれたこと 

日常の専門家とC/Pとの緊密な連携に加え、毎週開催されている作業委員会に
CEPPROCALのゼネラルマネージャー（UIP副総裁）が自ら出席したり、MICの高官がプロ
ジェクトコーディネーターとして毎日CEPPROCALに半日勤務してプロジェクトとMICと
の間を取り持ったりするなどしており、コミュニケーションは非常に良好である。また長
期専門家3人ともにスペイン語で講義やコンサルティング指導が可能で、すべての業務をス
ペイン語で行えることが良好なコミュニケーションの要因のひとつとなっている。 

 
 （4）プロジェクトの詳細設計に専門家が参加できたこと 

本プロジェクトでは案件形成段階から長期専門家がプロジェクトデザイン策定にかかわ
ることができたため、その後の実施段階における活動が円滑化された。 

 
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） 
 （1）コンサルタント間の情報交換の場の設定 

C/P及び準C/P（コンサルタント）に対するアンケート調査やインタビューにて、コンサ
ルティング上の問題点や課題をお互いに話し合ったり、解決のアイデアを見つけたり、コ
ンサルティングに関する情報交換を目的とした場を設けているがそれを改善するとよいと
のコメントがあった。これはコンサルタントが互いの知見を交換してコンサルティングに
役立てることができ、CEPPROCALにとっても組織としてそれらの情報や解決方法を蓄積し
て将来のサービス提供を改善することが可能となるため、効果的と考えられる。よって定
期的なコンサルタント会合として開催頻度を増やすことを提言する。 

 

 （2）近隣諸国関係機関との協定 
CEPPROCALは既に近隣諸国の中小企業支援としてコンサルティング・サービスを提供し

ているブラジルのIBQPとは協力協定を締結し、コスタリカCEFOF、ウルグアイLATU、ア



 

ルゼンチンINTIとも締結すべく準備中である。この協定締結が単なる交流に終わらずに、
国際的な視点をもった企業支援が容易になることや、将来的には地域内で連携して中小企
業支援強化の一環となるよう、具体的な活動に結びつけるようにすることが重要である。

 
 （3）中小企業支援政策を担うMICの積極的な係わり合い 

現在、MICは輸出中小企業向けの支援としてCEPPROCALのコンサルティング・サービス
を活用すべくCEPPROCALと協定を締結しようとしている。 
今後はさらにプロジェクト成果やコンサルティングを受けた企業の満足度等を材料にし

て、中小企業向けコンサルティングの重要性をMICに認識させ、普及につながるように働
きかけていくことや、上述のような中小企業支援のための連携強化をMICに促すことが、
上位目標の達成の観点からも重要である。その意味で、CEPPROCALの活動の円滑化のため
の政府予算投入など、何らかの具体的な支援策の検討も重要である。 

 
３－７ 教 訓 
 （1）実施機関として、プロジェクト開始前に要請時の候補以外の機関も比較して制約の少な

い別の機関（民間団体）を選定したこと、既に企業研修の実績がある機関を選定したこと
が、成功につながった大きな要因のひとつである。 

 
 （2）特に効率性を考えて、外部人材である準C/P（普段は別に定職をもっていて、コンサルタ

ント専業で働く者もいる）をCEPPROCALに取り入れて活用する仕組みを作り上げたこと
が、スムーズなコンサルティング・サービスの展開につながっている。サービス提供その
ものはBDSの業務の一事項であり、官・民のどちらが供給者となってもよく、その国の状
況に合わせた成果の普及を検討することが重要である。   


