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案件別事後評価（簡易版）評価結果票：無償資金協力 

評価者（所属） 志村 明美（新日本サステナビリティ株式会社） 調査期間 

案件名 
(和) 国営放送局番組制作機材整備計画 

2011年 10月～2012年 4月 (英) The Project for the Improvement of Program Production Equipment of the 
National TV and Radio Broadcasting Corporation 

Ⅰ 案件概要 

国名 キルギス共和国 

事業期間 2005年 1月～2006年 1月 

実施機関 国家テレビ・ラジオ放送協会（NTRC: National TV and Radio Broadcasting Company） 
（現・キルギス公共放送協会（PBC: Public Broadcasting Company of Kyrgyz Republic）） 

事業費 E/N限度額：681百万円 供与額：468百万円 

案件従事者 
施工・調達 （調達）三菱商事株式会社 

コンサルタント 八千代エンジニヤリング株式会社 

基本設計調査 2004年 6月~2005年 1月 

関連案件 

<技術協力> 
� 全国ラジオ・テレビ放送網整備計画調査（1995年） 
<無償資金協力> 
� 編集機材供与（文化無償 1997年） 
<その他国際協力、援助機関等> 
� ラジオ編集機材一式(UNDP、1995~1997年) 
� コンピュータ、民生用テレビカメラ、民生用ビデオ編集機材一式(UNESCO、1996~1997年) 
� 取材用ビデオカメラ機材一式、衛星受信装置、VTR(ドイツ、1996~1998年) 
� 小規模スタジオ番組制作機材一式、ビデオ編集機材一式、VTR(デンマーク、1998年) 
� オシュスタジオ機材(中国 2004年) 

事業背景 

NTRC は、キルギスのソビエト連邦からの独立以前はモスクワ放送の 1支局であったが、91年の独立以後に現在
の組織に改編され、キルギス全土にキルギス語で放送を行う唯一の放送局となっていた。しかしながら、保有機材

の老朽化や不足のため、正確・迅速なニュース制作等の番組制作上の需要を十分に満たすことができないことに加

え、既存の機材では、番組の編集等の番組制作に支障を生じていた。 
このような状況下で、キルギス政府は国営放送局の機能回復を図り、効率的な番組制作を行うことを目的として、

「国営放送局番組制作機材整備計画」を策定し、この計画の実施に必要な番組制作機材等の購入に必要な資金につ

き、わが国政府に対し無償資金協力を要請した。 

事業目的 

キルギス全土に対する放送網を持つ国家テレビ・ラジオ放送協会に対し放送番組制作機材を整備することにより、国営放送

局の機能回復を図ると共にキルギス語による自主制作番組の拡大を可能にし、地方の社会問題や文化等を伝える番組制

作や、自然災害、社会的催し物等の地域住民への即時伝達、公正・中立なニュース番組制作による民主化の促進、民族の

相互理解、情報の共有化を図る。 

アウトプット 
（日本側） 

①番組制作機材の整備 
C-600-1 TVスタジオ、C-120 TV スタジオ、主調整システム、方式変換システム、屋外取材システム、映像ノ
ンリニア編集システム、A/Bロール編集システム、1対 1編集システム、保守用機材及び工具、消耗品 
②上記調達機材の操作・維持管理に関する OJTの実施 

Ⅱ 評価結果（評価５項目） 

総合評価 
キルギス全土に放送網を持つ唯一のテレビ局であった PBC（旧・NTRC）に最新式の番組制作機材を整備した本事業は、妥当性の観
点から、広大な国土に居住する同国の国民に情報サービスを偏りなく提供するというキルギス共和国の開発政策、キルギス国内で最も
信頼性の高いテレビ局で番組制作機材を更新しキルギス語による番組制作能力を向上させるという開発ニーズ、及び地域間融和と民主
主義・市場経済体制の促進のための社会インフラ支援という日本の援助政策とも合致していたといえる。 
アウトプットは計画どおりに実施され、事業期間はほぼ計画通り、事業費は計画金額を大幅に下回っており、効率性も高い事業であ
ったといえる。 
有効性・インパクトの観点からは、キルギス共和国の社会的混乱の影響は見受けられるものの、本事業の実施により、事業目的とし
て目指したキルギス語による自主制作番組の放送時間は増加し、テレビ放送の信頼性やニュース・報道番組の即時性に改善が見られた。
また、キルギス語放送による保健・医療に関する知識の啓発や、番組制作の効率化による総放送時間の延長にも一定の効果をもたらし
ていると考えられる。 
持続性については、実施機関であった国家テレビ・ラジオ放送協会（NTRC: National TV and Radio Broadcasting Company）がキ
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ルギス公共放送協会（PBC: Public Broadcasting Company of Kyrgyz Republic）に体制移行した点においては、番組制作における創意
工夫を促し番組制作機材をより活用する効果があると考えられる。一方で、機器の維持管理要員は財源の不足により十分とは言えない
状況にある。技術面では運営維持管理技術の維持向上が図られており技術レベルの懸念はない。しかし、財源不足により維持管理用の
スペアパーツ等が十分に入手できていない。今後の財源確保についても、公共事業化により将来的に政府からの財政支援がどれほど見
込まれるかについては懸念が残っている。また、スポンサーの確保を各番組の制作部門が独自に行っており、必ずしも広告部との連携
が取れていないことから、運営収入の効率的な確保がなされていない可能性がある。機材の維持管理状況については、2010年 4月の政
変発生時に一部機材の破損、盗難があったものの、放送活動への影響は解消されている。また、機材保守は PBC内部で財源不足の中、
可能な限り実施されており、本事業で整備された機材は 2015年に予定されているテレビ放送デジタル化の後も活用することが見込まれ
ている。さらに、本事業完了後に派遣された JICAシニアボランティアによる技術移転により、PBCでは整備機材の効果的な活用によ
る番組作りが行われている。 
 
以上より、本事業の評価は非常に高いといえる。 

 
＜実施機関への提言＞ 
 現状で維持管理のための財源が不足しているとされることに加え、民主化により政府からの財政支援がこれまでと同様に受けられる
か判断できないため、PBC は自主財源を増やすため視聴者の視点に立った番組作り等の改革を今後も進め、機材の維持管理及び更新に
十分な資金の確保を目指すことが望ましい。 
 
＜JICAへの提言＞ 
 運用収益を伸ばすための番組作りや経営マネジメント手法について、可能な情報提供や技術移転を継続することにより、本事業整備
機材の持続的な活用がより効果的になると考えられる。また、PBC は供与機材をデジタル放送への移行後も運用する予定であることか
ら、必要に応じた技術情報の提供により、デジタル化がより円滑に進み、整備機材の有効な活用が行われると考えられる。 
 
＜教訓＞ 
本案件の実施後に行われた JICAシニアボランティアの派遣は、整備機材の有効活用に効果的であったと考えられる。以後の類似案件
においては、機材の技術的な使用方法のみならず、機材を活用した番組制作のあり方について、日本の放送番組の事例等の情報提供や
指導を行うことが望ましい。 

 
１ 妥当性 
（1）キルギスの開発政策との整合性 
 事業計画時の国家開発計画である総合開発枠組み（CDF: Comprehensive Development Framework 2003-2004）では、広範囲に少人数単位
で居住する国民への情報サービスの提供は同国の発展に不可欠であるとして、テレビ放送は有効な手段として位置付けられていた。現行
の国家開発戦略（CDS: Country Development Strategy 2009-2011）では、国民の間の情報アクセスに関する格差や、ロシア、ウズベキ
スタンの海外放送局の技術力や資金力による国内放送局の淘汰の恐れがあることが懸念材料として挙げられている。また、国内の情報産
業を育成するためにも、全国放送の信頼性を向上させることを政策課題の 1つとしている。 
（2）キルギスの開発ニーズとの整合性 
 キルギスは多言語国家であるがキルギス語を国語としている。事業計画時において地方ではキルギス語のみを理解する住民が多い中、
NTRCはキルギス全土にキルギス語の放送を行う唯一の放送局であった。しかしながら、NTRCは、機材の老朽化や形式の不統一等から
自主製作番組の制作に支障が生じており、機材を早期に更新する必要があった。事後評価時においても、PBC（旧・NTRC）は放送エリ
アの広域性や独自番組の品質水準等ではキルギス国内で最も信頼性の高いテレビ局とされているため、PBC においてキルギス語自主制
作番組を放映する必要性は高い。 
（3）日本の援助政策との整合性 
 事業計画時、日本の中央アジア・コーカサス地域への協力方針は、地域間融和と民主主義・市場経済制の促進のための社会インフラ支
援を重視していた（2004年版 ODA白書）。また、日本のキルギスに対する支援の重点分野は（１）市場経済の導入支援（２）基礎生活
（基礎医療、教育など）（３）経済インフラ分野（４）農業分野であった（2005 年度版外務省国別データブック）。テレビ等のマスメデ
ィアによる市場経済制の浸透、国民教育、経済情報の即時伝達等は多くの分野にわたる重点分野の開発を促進する効果があり、日本の援
助政策に整合していた。 
 
以上より、本事業の実施はキルギス共和国の開発政策、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 
日本側のアウトプットは計画どおり実施された。 
（2）事業期間 
基本設計調査により設定された計画 12.5ヶ月に対してほぼ予定通り実施された。 
（3）事業費 
 本事業の機材調達にかかる競争入札の結果、機材調達費が削減された。結果として、事業費は計画額 681百万円に対して実績 468百万
円となり、計画内に収まった（計画比 68.7%）。 
  
以上より、本事業は事業費及び事業期間ともに計画通りであり、効率性は高い。 
３ 有効性・インパクト 
（1）定量的効果 
キルギス語による自主製作番組時間は、事業計画時の 46時間/週から事業完了後 5年後の 2011年に 51時間/週以上に増加させることが
目標とされていた。2010年に 53時間/週となり目標値を超えたが、2011年には 48時間/週に減少している。結果、目標年として設定され
た 2011 年には基準時に比べると増加しているものの（基準値の 104.3%）、目標値には達していない（目標値の 94.1%）。この要因として
は、2010年 4月の騒乱以降、同年 6月の実施機関の組織改編及び 2011年 10月の大統領選の実施に伴い、番組編成が平時から変更された
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影響があったと考えられる。また、政変の際にマイク、ビデオモニター等の本事業による調達機材の一部を含む機材の盗難や破損が発生

した。PBCによると他のスタジオから代替品を融通する等によって番組制作への影響は解消されているとのことであるが、自主制作番組
時間への影響の有無及び程度については判断できなかった。 
一方で、JICA短期シニアボランティアによると、2011年春の法律改正により、全てのテレビ放送においてキルギス語による放送を 50%
にすることが求められている（PBCにおける現在のキルギス語番組比率は約 40%）。キルギス語は文法が難しく記述を得意としない記者
も多いことから、テロップや表のコンピュータグラフィックスといった映像表現の向上を目指すために職員に対してキルギス語を再教育

する等、 PBC は現在、キルギス語放送を増加させるための計画を進めている。したがって、キルギス語による自主制作番組は今後増加
する可能性が高いと考えられる。 
（2）定性的効果 
事業計画時において、定性的効果として①テレビ放送の信頼性の向上、②ニュース・報道番組の即時性の確保、が想定されていた。PBC
によると、①テレビ放送の信頼性の向上については、古い放送機材が最新機材に置換されることにより番組の品質が向上し、放送機材の
故障の減少によるテレビ放送の安定性の向上にも一定の効果があったとのことである。このため、信頼性の向上に本事業が寄与している
といえる。また、②ニュース・報道番組の即時性の確保についても、本事業によって整備された野外取材システムや編集システムにより
スタジオ外で撮影された素材が番組内で活用されるようになり、首都周辺や他の州から地域に密着した情報を直接報道するようになった
ことから、一定の効果が発現していると考えられる。 
（3）間接的効果の発現状況及びその他正負の間接的効果 
 PBC によると、キルギス語の番組の増加に伴い、特に保健・医療についてトークショーやニュースで正確な情報が国民に共有される
ようになった。また、キルギス語によるテレビ放送は結核、肺炎、HIV等の感染症予防を目的とした広報や、薬物摂取、喫煙、飲酒等を
避けて健康的な生活を促進することを目指したメディア・キャンペーンにも活用されている。 
 また、番組の総放送時間は事業計画時(2004年)の 5,636時間/年から事後評価時(2011年)の 6,205時間/年に増加しており、本事業によ
る機材整備により番組制作の効率化が図られたことが総放送時間の増加に一定の効果をもたらしていると考えられる。 
 
以上より、2010年 4月の政変という外部要因の影響を除いては本事業の実施による概ね計画通りの効果発現が見られ、有効性は高い。 
４ 持続性 
（1）運営維持管理の体制 
本事業実施後、2010 年 4 月にキルギス共和国で発生した政変の後に制定された暫定政府法令及び大統領令によって、NTRC は国営か
ら公益化され PBC となった。その際、PBC の会長及び監督機構である監視委員会委員の選任方法がそれまでの大統領による選任から変
更された（監視委員会委員は NPO 等の推薦を受けたうえで大統領と議会、一般の支持のもとに選出され、PBC の会長は監視委員会によ
って選任されることとなった）。PBCによると、公共事業化により、視聴者のニーズを反映した番組作りが可能となったとのことである。
また、幹部職員の交代も行われ、民主的で視聴者の視点に立った番組作りを目指して、意欲的に組織内部で改革が行われている。これら
の政変後の体制の変更は PBC のテレビ局としての機能を向上させ、前政権時代と異なった視聴者のための報道機関になることを目指し
ていることから、本事業の持続性にプラスの効果をもたらすと考えられる。 

PBCによると、機材の運用に当たるテレビ番組制作部門の人員は 231名で十分であるが、維持管理部門の技術者が 41名で若干不足し
ている。PBCからの質問票の回答によると、維持管理作業の円滑化のためには専門技術者 2名を追加して採用する必要があると考えてい
る。 
（2）運営維持管理の技術 
 PBC は本案件の機材納入時に実施された OJT 研修の内容に従った週次の機器運用・維持管理のトレーニングや専門職員向けの情報提
供の仕組みを持っており、技術及び知識のアップデートに努めているとのことである。現在まで機材メーカーからの修理サービスは受け
ていないが PBC 内部で対応できているとのことであるため、技術レベルに問題はないと考えられる。ただし、テロップやコンピュータ
グラフィックス等を使った視聴者に視点に立ったわかりやすい番組作りのための知識・経験の不足や、アナウンサーの確保やスポンサー
に対する営業を番組ごとに行っている等の経営マネジメントには課題がうかがわれる。 
（3）運営維持管理の財務 
維持管理のためのスペアパーツ等を購入するための財源が不足している。運用収入は B/D 時に算定された 2000 年～2002 年の平均値

22,218千ソムから事後評価時（2010年）の 98,537千ソムへと大幅に増加しているものの、政府からの補助金収入が収入全体の 80%程度
を占めており、自主財源は十分とはいえない。現状では政府補助金が割り当てられているが、民主化により PBC の位置づけも前政権時
代の政権寄りの報道機関から大きく変容しているため、今後も政府補助金が継続的に確保されるかについて留意する必要がある。また、
事業計画時、2015年までに機器の主要部分を更新する費用（約 3億円）の財源を確保するため、広告収入の 5%と番組制作費と一般経費
の毎年 2%削減分を毎年、準備金として積み立てるとされていた。しかし、PBC によると、キルギス共和国政府が対外債務の削減のため
支出全般を削減していることから、財源が確保されるかどうか、明らかではないとのことである。 
なお、番組制作担当者が番組ごとにスポンサーを探し、資金のめどがついたら番組を制作・放映していることから、広告部の業務や他
の番組の制作部門の活動と重複している。また、スポンサー候補企業に対して単一の番組に対する広告出稿ではなく、継続的、安定的に
スポンサーになってもらうための営業活動が行われていない可能性がある。今後、PBCは新たな財源を確保する努力を組織的に行うとの
ことであった。 
（4）運営維持管理状況 

PBCからの回答によると、2010年 4月の政変時にビシュケク市で起きた騒乱により、PBCも被害を受けた。被害内容はマイク、拡声
器、ビデオモニター、カメラ・アダプター、マルチスキャン・ディスプレー等 17点の機器で、破損 5点、盗難 12点となっている。機材
の代替品購入や修繕は資金不足により行われていないが、番組制作を含めた放送活動への影響は解消され、2010年、2011年においては
一日 17時間の放送を継続しており、毎週火曜日午後に 1時間、機材補修のための放送休止があるものの、放送状況には特段の問題は見
られない。 
整備された機材は財源不足により修理のためのスペアパーツや技術仕様書が不足している中、PBC は内部で可能な限りのメンテナン
スを行って良好な状態を保つように努力しており、2015年 6月に予定されている放送のデジタル化後も本事業で整備した機材の活用が見
込まれている。 
また、2010年 3月から 6カ月間、PBCにおいて JICAシニアボランティアがテレビ番組制作指導を実施した結果、ニュース番組や情報
生番組で現場取材が増える等、本案件において整備された機材がより有効に活用される番組作りが進められている。 
 
以上より、本事業の維持管理は財務状況・体制の一部に問題があり、本事業によって発現した効果の持続性は中程度である。 

 


