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１－１　協力の背景

急速な経済成長と情報通信技術に代表されるサービスセクターの発展にもかかわらず、包括的

な成長はインドにとって大きな課題である。雇用創出には製造業が重要な役割を果たすという認

識の下、インド政府は国家製造業競争力委員会（NMCC）を設置し、NMCC は 2006 年に人的資

源開発省（MOHRD）、インド工科大学（IITs）、インド経営大学院大学（IIM）、インド工業連盟（CII）
の産官学連携により、製造業における人材育成のための製造業経営幹部育成支援プロジェクト（以

下、VLFM プロジェクト）を立ち上げた。

製造業の競争力強化に向けてインド側のわが国支援に対する期待は大きく、2005 年 4 月、2006
年 12月及び 2007年 8月の日印首脳会談時の共同声明において、わが国の協力について言及された。

このような背景のなか、インド政府は VLFM プロジェクトを円滑に開始するために必要な技術支

援を日本政府に要請し、2007 年 8 月より 3 年間のプロジェクトとして VLFM プロジェクトが開

始した。

VLFM は、上級・中堅管理者を対象とした「Opportunity A」と呼ばれる A コース（上級経営幹

部コース）、製造業経験者で中堅管理者候補を対象とした「Opportunity B」（B コース：中級経営

幹部コース）、経営者対象の「Opportunity C」（C コース：社長コース）、下請け中小企業を対象と

した「Opportunity D」（D コース：中小企業育成コース）から構成されている。また、各コースに

おける考え方の普及と相互啓発のための場としての VLFM コミュニティの設立も必要とされてい

る。

１－２　協力内容

（1）上位目標

産官学連携によって形成された Visionary Leader のコミュニティがインド製造業界の継続的

革新を推進できるようになる。

（2）プロジェクト目標

インド企業の各階層において Visionary Leader が育成され、その考え方や技術を効果的に企

業内や業界全体に伝えていくことができるフレームワークが確立される。

１．案件の概要

国　名：インド

分　野：商業経営

所属部署：産業開発部

協力期間 2007 年 8 月 26 日

　～ 2010 年 8 月 25 日

案件名：製造業経営幹部育成支援プロジェクト

援助形態：技術協力プロジェクト

協力金額（評価時点）：1 億 3,827 万 6,000 円

先方関係機関：人的資源開発省、国家製造業競

争力委員会、インド工業連盟、インド工科大

学、インド経営大学院大学

日本側協力機関：なし

他の関連協力：なし

評価調査結果要約表
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（3）成　果

①　各コースの開発が持続的に行われるためのシステムが構築される。

システムとは以下のような状態が確立されていることを示す。

a）コースのデザインが確立されている

b）講師の能力が質・量の両面で増加している

c） インドの事業環境の変化に対応するよう、各コースが常に改善されながら実施されてい

る

②　VLFM 卒業生を含めた産官学が連携してそれぞれの交流を深めながら、インド製造業界

の強化を目的とした VLFM コミュニティが形成される。

③　インド製造業界を牽引する 300 名の Visionary Leader を輩出する。

（4）投入（評価時点）

［日本側］

①　インドへの専門家の派遣と配置

長期専門家 1 名、短期専門家（チーフアドバイザー含む）延べ 35 名

②　協力機関に対する本邦研修

講師 30 名、A コース・B コースの参加者 156 名及び運営側スタッフ 8 名

③　資機材供与

テレビ会議システム  2 セット、コンピュータ 3 台

④　費用負担

Learning Convention の会場費及び出版費用の一部

［インド側］

①　協力機関の職員配置

CII：プロジェクト運営の専門部署を設置し、7 名の職員をムンバイ、プネー、デリーに

配置

IIM コルカタ、IIT カンプール、IIT マドラス：VLFM プロジェクト運営のために 6 名の

職員を採用

②　オフィス並びに機材の供与

CII：VLFM 専用教室及び 3 つの教育施設をプロジェクト実施のためにムンバイの CII 
Naoroji Godrej Center of Excellence、プネー、グルガオンに提供

IIM コルカタ、IIT カンプール、IIT マドラス：宿舎 30 室

IIT カンプール：自転車 30 台（参加者の移動用）

IIM コルカタ、IIT カンプール、IIT マドラス：教室及び研究室を必要に応じて提供。IIM
コルカタは VLFM プロジェクト専用の教室を提供している。

インド産業界：B コースの参加者 92 名に対して 10 週間のインターンシップのポジショ

ン及びその報酬を提供し、A コース及び B コースの参加者に対して工場見学の場を提

供した（A：延べ 36 工場、B：延べ 24 工場）。

③　本邦研修費の負担

A コース及び B コースの参加者は本邦研修の費用の一部（航空運賃、宿泊費）を負担した。
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３－１　評価結果の要約

（1）妥当性

・ ①革新的なブレークスルー思考、②製造業、③業界を牽引するリーダーの育成に焦点を当

てた本プロジェクトは急速に発展するインドの産業界のニーズを満たしている。また、プ

ロジェクト関係者の満足度は非常に高かった。

・ プロジェクト目標と上位目標はインド政府の開発政策〔11 期 5 カ年計画（2007 ～ 2011）〕、
日本政府のインド支援政策、及び JICA の事業展開計画に合致している。

・ プロジェクトに適用されている本邦研修や参加者の選考基準などの方法は適切であった。

・ プロジェクトは、技術や製造業における最先端の強みといった日本の優位性をインドに伝

える機会となっている。

以上の点を踏まえ、プロジェクトの妥当性は高いといえる。

（2）有効性

・ B コースの基本的な枠組みは確立されたといえるが、より一層の強化が必要である。また

A コースは順調に運営されているものの、組織的な枠組み（カリキュラム検討委員会、コー

ス運営委員会、社長・会長による協議会など）の確立が必要である。C コース、D コース

はそれぞれ 1 回、2 回開催されたが、その詳細については完全に確立されていない。

・ プロジェクトの実施期限までに、成果に掲げられている目標数の社会の牽引役となり得る

Visionary Leader の育成を達成する見通しである。

・ 各コースはインド社会の急激な変化を見通し、対応していくのに十分な柔軟性をもって運

営されている。

・ 各コースの講師の能力と質は Visionary Leader を育成するのに十分であるが、インド全体を

革新するために必要な数の Visionary Leader を育成するには、講師数が不足している。

・ Learning Convention と Annual Session は、VLFM の卒業生が集まり、意見や情報を交換す

る場を提供する役割を担ってきたが、評価時点では正式な VLFM コミュニティの枠組みは

確立されていない。

・ プロジェクトをより効果的に機能させるため、政府関係機関、産業界、大学はさまざまな

場面で協力している（例：Learning Convention の開催、各コースの経験の共有化、B コー

ス卒業生の就職先の確保と斡旋）。

以上の点から、プロジェクトはプロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）で定義さ

れた成果とプロジェクト目標を部分的に達成し、その有効性は一定の要件を満たしているが、

上記に挙げられるような幾つかの課題も残している。

２．評価調査団の概要

３．評価結果の概要

調 査 者

調査期間

団長・総括：上田　隆文　JICA 国際協力専門員

評価分析：荒川　亨　（株）日本能率協会 コンサルティング

業務調整：水沼　由佳子　JICA 産業開発部 貿易・投資・観光課 調査役

2010 年 2 月 8 日～ 2010 年 2 月 26 日 評価種類：終了時評価
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（3）効率性

・ 日本より派遣されたチーフアドバイザー、長期専門家、及び短期専門家はプログラムのコ

ンセプト、手法及びスキル（実行力）の移転に努め、インド側の協力機関と受益者に高く

評価されている。

・ 短期専門家のインドへの派遣は、その派遣期間中に複数のコースにおいてその役割を果た

すように効率的に活用されるようカリキュラムが計画されている。

・ インド側の協力機関から投入されているスタッフがプログラム運営において重要な役割を

担っており、日本側の人的資源投入の抑制に貢献している。また、参加者自身や参加企業

がコースの費用を負担しており、日本側の費用負担を軽減している。

・ プログラムに必要な多くの資機材（宿泊施設、教室、オフィス機材、研究室等）はインド

側の協力機関によって提供されている。日本側はテレビ会議システム 2 セット、コンピュー

タ 3 台を供与しており、これらすべての資機材は適切に設置され、効果的に活用されている。

・ コースでのオンザジョブ・トレーニング（OJT）を通じて、幾つかの単元は日本人の専門

家からインド側講師に移管された。

・ プログラムは多くのメディアに紹介されており、効果的にその必要性と効果をインド社会

に伝えることができている。

上記を踏まえると、非常に効率的に活用された投入によってプログラムは一定の成果（有

効性の項で記述）を達成したといえる。したがって、プログラムは一定以上の効率性をもっ

て実施されたと評価できる。

（4）インパクト

・ インドでは前例のない産官学連携のプロジェクトとして推進されている。

・ IIT と IIM との協調はインドでは初の試みであり、今後の大学院間の協調のモデルを形成

した。

・ すべての参加者がプログラム卒業後に、よりやりがいのある役職や責任ある役職に就いて

いる。

・ Learning Convention、Annual Session 及び出版物を通じて、81 件の成功事例が紹介された。

これらの成功事例はプログラムの参加者が卒業後の短い期間において企業内で目に見える

成果を生み出した事例である。

・ VLFM の卒業生はプログラムで学習した手法や考え方を、自分の上司、同僚、部下、サプ

ライヤーと共有している。このようにプログラムで育成された Visionary Leader が新たな

Visionary Leader を育成することを通じて、将来的にはインド全体を革新するのに必要な数

の Visionary Leader を確保できる見込みがある。

・ プログラムは参加者のみならず、派遣元企業の経営層の考え方を変革することにも寄与し

ており、その経営層たちが自社の風土や戦略を革新しつつある。

・ Learning Convention や企業グループ内での VLFM 卒業生によるコミュニティ（VLFM クラ

ブ）などの卒業後の活動は、Visionary Leader の能力開発に大きく貢献している。

・ ほとんどの協力機関や受益者（参加企業、参加者）が VLFM コミュニティの必要性を認識

しているが、その組織構成、活動の目的、機能などについては評価時点において正式に決

定されていない。
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以上のことから、プログラムはインドの製造業界のみならず、インド社会全体に大きなイ

ンパクトを与えており、上位目標を達成する高いポテンシャルをもっているということがで

きる。

（5）自立発展性

・インド政府と協力機関はプログラムを積極的に推進する意思がある。

・ A コース及び B コースは、参加者・参加企業・講師のフィードバックを踏まえた計画‐実

行‐評価‐改善（PDCA）サイクルを確立している。

・ B コースでは、コースの全体構成についての見直しは実施されていないが、3 大学院は 5
年目終了時に全体の評価と見直しを実施する予定である。

・ プログラムは日本の専門家から手法やツール、考え方やスキル（実行力）を学習し、イン

ド人講師を育成してきたが、省エネルギー、製造業における環境経営、イノベーションと

いった先鋭的な分野については、日本人のチーフアドバイザーや専門家の支援を必要とし

ている。

・ A コース、B コースの本邦研修をインド側が自立的・継続的に運営するための枠組みは、

評価時点では完成していない。

・プログラムを継続的に実施するのに十分な数のインド人講師は確保できていない。

・ 劇的に変化していくインドの事業環境に適応し、“インド流”の製造手法を確立していく

ためにプログラムをアップデートしていく能力は、未だインド側に移転できていない（プ

ログラム開発、改訂は日本人専門家に依存している）。

・A コースと B コースの参加者間の交流セッションの開催は非常に限定的である。

・以下に挙げるような、上位目標や最終目標を達成するための活動やテーマが未着手である。

‐　 社長（CEO）向けのコース（C コース）や中小企業（SME）向けのコース（D コース）

の確立

‐　 VLFM コミュニティの形成、対象となる製造業の範囲の拡大（自動車産業を中心とし

たインテグラル型製造業からエレクトロニクス産業などのモジュラー型製造業など）

‐　 他の大学院の参画

‐　 VLFM の組織化（社長・会長協議会、カリキュラム開発委員会、モジュール・ダイレ

クターによるプログラム運営委員会など）

以上の事実を踏まえて、インド側機関による継続的・自立的なプログラム運営を実現する

ために必要な枠組みは評価時点では構築されていないといえる。

３－２　提　言

〈実施プロセスに係る提言〉

（1）プロジェクト期間の延長

終了時評価調査の結果、プロジェクトの成果として掲げられている 3 つの項目に対し、成

果３の「300 名の visionary leader の育成」は達成されたものの、成果１の「自立的な指導者

育成システムの確立」及び成果２の「VLFM コミュニティの確立」については未達成である

ことが確認された。これは、3 年間というプロジェクト期間では、プロジェクト目標「イン

ド企業の各階層において Visionary Leader が育成され、その考え方や技術を効果的に企業内や
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業界全体に伝えていくことができるフレームワークが確立される」を達成するには不十分で

あったということが明らかになったためである。

そのため、終了時評価調査団は、プロジェクト目標を達成するために、未達成の成果１及

び２の目標達成のために必要な期間を再検討し、その期間のプロジェクト延長を提言する。

（2）延長期間における活動内容の提言

本件プロジェクトに対しておおむね高い評価を与えることができるが、未達成の活動も多

く、課題も多く残っている。そのなかでも、最重要課題はプロジェクトの持続性の確保である。

調査団は、関係者が各コース及び VLFM コミュニティ確立のためのアクションプランとし

て、以下の活動を提言した。

1）大企業へのサプライヤーとなっている中小企業の能力強化に取り組んでいる D コースに

おいては、インドで国際レベルの製造業を創出することが重要な課題となっている。D コー

スは始まったばかりであり、現時点ではパイロット段階であるが、現在の経験を基に研修

内容を標準化し、マニュアルを作成して、さまざまな産業セクターに適用できるようなシ

ステムを構築していくことが必要である。

2）C コースもまだ始まったばかりであるが、今後は CEO が本プロジェクトについてより深

く理解し、コースについて学ぶ機会が増えるようなメカニズムがつくられるべきである。

3）B コースは、基本的な枠組みは確立されたが、プロジェクトと製造業との関連などの研究

における民間セクターとの連携はあまりできていない。研究対象として発表されることで

広く世の中に知られることになり、また、他の研究者によってより良い方法について検証

がなされ、プロジェクトの改良につながっていくことから、本プロジェクトが自立発展し

ていくためには、この点が強化されるべきである。

4）A コースは、順調に運営されているものの、組織的な枠組みの確立には至っていない。組

織的な枠組みの確立に必要なこととしては、具体的には、モジュール ･ ダイレクターや専

門家を研修して育成すること、指導・学習のためのテキストの作成、時流の変化に応じて

“インド流”の製造業手法を確立していくためのカリキュラムの改訂及び新規科目への対

処、A コースの運営及び支援のための組織の設立、の実施が挙げられる。

5）A コース及び B コースともに、プロジェクト終了後の本邦研修の運営体制ができていない。

1 年間の研修の最後に本邦研修を通じて日本のものづくりの現場を実際に見ることで学ぶ

ことは非常に多く、各コースにおいて重要な役割を果たしている。これまでは JICA がロ

ジ面における支援を行っているが、プロジェクトが終了した後には、これらを自分たちで

行う必要がある。今後は、研修を運営するための持続的な枠組みを確立することが必要で

ある。

6）評価時点では VLFM コミュニティの正式な枠組みは確立されていないが、大半の協力機
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関や受益者（参加企業、参加者）が VLFM コミュニティの必要性を認識している。評価時

点では、Learning Convention や Annual Session が VLFM 卒業生が集まって意見や情報を交

換する機会を提供したり、既に A コースの参加企業のうちの数社で企業グループ内での卒

業生グループができて活動していたりしているが、今後は、同窓会メンバーの更なる拡大、

VLFM 活動の新たな投入、社会貢献の 3 つを目標とする組織を正式に設立し、本プロジェ

クトを支援する組織として活動するべきである。

7）本プロジェクトでは、プロジェクトの形成期において将来の予測が立たないことが多かっ

たために、その成果や活動内容などが PDM を読んでも明確には分からない状態であった。

プロジェクト開始から 2 年半が過ぎて、進んでいくにつれて形が定まってきた面もあり、

またコースごとに進捗状況に差が出てきていることから、延長する際には、PDM について

も、記載方法も含めて再度見直す必要があるだろう。

３－３　教　訓

本件事業から得られる教訓として、以下の点が挙げられるところ、類似の事業、及び一般的な

点での参考事項とすることが望まれる。

（1）関係者のコミットメント

司馬チーフアドバイザーの強い熱意があり、またインド側にもその熱意を受け止めてイン

ドに適用しようというキーパーソン〔Krishnamurthy 氏（現 NMCC 国家製造業競争力委員会

会長）、Kapur 氏（現 SONA 社会長）、Sarita Nagpal 氏（CII 副会長）ら〕の存在が挙げられる。

インド初の産官学連携かつインド初の大学間協力の試みということもあって、プロジェクト

開始当初は関係者間の意見の調整も含めて多くの困難を伴ったが、関係者（特にキーパーソ

ン）の強いコミットメントがあったことが、プロジェクトの円滑な運営につながった。

（2）プロジェクトマネジメント

本プロジェクトでは、A コースから D コースまで各コースの進捗については専門家の報告

書を基に状況把握していたものの、プロジェクト全体の目標達成状況・進捗に関しては PDM
に基づいた管理を十分に行っていなかった点が反省点として挙げられる。現場ニーズに合わ

せた臨機応変な活動は必要とされるものの、プロジェクトマネジメントの観点からは当初

計画と成果の比較、投入の妥当性の判断根拠となる全体像を把握することは不可欠である。

PDM の記載方法も含め、現場での柔軟性とプロジェクトマネジメントの両立を図ることをイ

ンド側カウンターパート（C/P）機関も含め早急に検討する必要がある。
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