
案件別事後評価（内部評価）評価結果票:技術協力プロジェクト
評価実施部署：タイ事務所（2013 年 3月）

国名
HIV/AIDS 地域協力センタープロジェクト

タイ

Ⅰ 案件概要

協力金額 231 百万円
協力期間 2005 年 4 月～2008 年 3月

相手国側機関 マヒドン大学アセアン保健開発研究所（AIHD）

日本側協力機関 エイズ予防財団

関連案件
我が国による協力：
（第三国研修）HIV/AIDS 予防対策に係る政策・戦略と実施（2012～2014 年）

プロジェクトの
背景

タイの周辺国であるカンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム（CLMV 諸国）では、HIV/AIDS に関
する問題への取り組みは制度的・人的能力の不足という制約を受けていた。また、これらの国とタイと
の間では人の移動が多く、その数は将来さらに増加すると予測されていたことからも、感染の拡大を防
ぐための地域レベルでのアクションが喫緊の課題であった。

これら周辺国は、JICA・アセアン地域協力推進会議（JARCOM）にて合意された広域協力メカニズムに
基づいて、タイに HIV/AIDS分野での技術協力を要請した。

AIHD は 1982 年にアセアン人造りプロジェクトの一環として日本の援助により設立され、プライマリ
ヘルスケアや健康マネジメント等の研修コースをタイおよび他のアセアン諸国（CLMV 諸国を含む）向け
に提供し、評価を得てきた。また、AIHD は HIV/AIDS 対策に関する研究や研修も積極的に行っていた。
このため、AIHD は本プロジェクトの協力にて HIV/AIDS 地域協力センター（RCC）を設置することで、そ
のような研修実施経験とネットワークを HIV/AIDS 対策における人材育成に生かすことが期待された。

投入実績

日本側 相手国側

1. 専門家派遣 長期専門家 3人
2. 機材供与  9 百万円
3. 現地業務費 プロジェクトスタッフの人件費、

トレーナー研修費用他の経費

1. カウンターパート配置 7人
2. ローカルコスト 運営管理費（AIHD/タイ国

際開発協力機構（TICA）分担）、４カ国合同
研修費用（TICA/JICA 分担）

3. プロジェクト事務所、研修施設（AIHD負担）

プロジェクトの
目的

上位目標

RCC から提供されるリソースを適切に活用することにより、カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナ
ムにおける各国のニーズと状況に基づいて、HIV/AIDS対策に従事する人材の能力を向上させ、その成果
が HIV/AIDS 対策のために活用される。

プロジェクト目標

カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナムにおいて、RCC が HIV/AIDS 対策に従事する人材の能力開発
を支援するために必要な研修、情報および人材を提供するための地域協力センターとして機能し、関係
機関から認められる。
アウトプット

 RCC の組織および運営体制が確立され、強化される。
 カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナムにおける各国特有のニーズに応じて、研修プログラム

に係る運営体制、カリキュラムおよび教材が開発され、改善される。
 カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナムおよびタイにおける HIV/AIDS 分野の人材、研究、活

動事例に関する情報が収集され、適切に維持管理されるとともに、カウンターパート機関、援助機
関、RCC のトレーナー研修参加者、その他の関係者に向けて発信される。

 HIV/AIDS 対策に係るリソースをより効果的に活用するために、関係者のネットワークを通じてカン
ボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナムおよびタイにおける HIV/AIDS 対策に係る人材、情報およ
び財源が動員される。

Ⅱ 評価結果

総合評価

CLMV 諸国では、HIV/AIDS の流行はタイよりも後であった。これら諸国の政府は HIV/AIDS の流行を自国の社会経済発展へ
の重大な脅威ととらえ、対策を強化していた。また、CLMV 諸国とタイの間で人の移動が増加していたことから、国境を越
えた HIV 感染拡大の可能性が将来にわたり感染症対策の重要な問題であり続けると考えられていた。しかしながら、
HIV/AIDS 対策プログラムを効果的に実施するための制度的・人的能力が十分ではない状況であった。

本プロジェクトは、プロジェクト目標として目指した、HIV/AIDS 対策に関する研修や情報を提供する地域協力センター
としての RCC の確立について、RCC がタイおよび CLMV諸国で HIV/AIDS 対策に関連した能力開発のネットワークを構築した
ことから、概ね想定どおりの効果発現が認められる。また上位目標については、研修修了者が RCC で学んだことを自国で
HIV/AIDS 関連の活動に用いているケースがみられることから、一定程度効果があったといえる。持続性は、実施機関の財
務面において、プロジェクト実施中の活動を外部資金を財源とするプロジェクト予算に依存していたため、プロジェクト完
了後に同規模の活動を継続するのが困難な状況となっている。

また、妥当性については、CLMV 諸国およびタイの開発政策・開発ニーズならびに日本の援助政策と、事前評価・プロジ
ェクト完了の両時点において合致し、効率性についても、協力金額・協力期間ともに計画どおりであった。

以上より、総合的に判断すると、本プロジェクトの評価は高いといえる。

1 妥当性

本プロジェクトの実施は、事前評価時・プロジェクト完了時ともに、各国の HIV/AIDS 戦略計画に掲げられた、HIV/AIDS



の諸課題に取り組むというタイおよびCLMV 諸国の開発政策、各国内および国境を越えた HIV/AIDS 対策・拡散防止という開
発ニーズ、ならびに「タイ開発協力戦略（2007～2011年）」に掲げられたタイの周辺国に対する開発協力方針および日本の
対タイ ODA 実施において第三国への日タイ合同での協力が重点分野の一つと位置付けられていること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

本プロジェクトの実施により、プロジェクト目標は完了時に概ね達成され、上位目標は事後評価時に一定程度達成された。
プロジェクト目標（HIV/AIDS に関する地域協力センターとしての RCC の確立）については、本プロジェクトは AIHD の下に
RCC を設立し、RCC は CLMV 諸国とタイを対象とした諸活動（HIV/AIDS 分野の専門家・実務家の人材データベースの構築、
トレーナー研修、ニュースレターやウェブサイトによる関連情報の提供）を通し、プロジェクト完了時までに 66 の関連機
関とのコンタクトを確立した。プロジェクト完了時のアンケート調査によると、それら関連機関の、効果的な HIV/AIDS 協
力センターとしての RCC の認知度は、期待したレベルにほぼ到達した。事後評価時には、AIHD

1
は 64の関連機関とコンタク

トを継続し、情報のアップデート、研修講師の招聘、研究サービスの提供を行っている。また、AIHD は JICA 支援による第
三国研修プログラム（現在準備中）を含め、コース名やセミナー名に HIV/AIDS を冠するかまたは関連のトピックを扱う研
修コース・セミナーを、タイおよび CLMV 諸国を含む他国の学生、研究者、実務家に対して継続的に提供している。もっと
も、関係機関の RCC/AIHD に対する現在の認知度についての情報は入手できなかった。

上位目標（参加各国における、RCC のリソースを活用した、HIV/AIDS 分野の人的能力開発）の達成度を検証するための追
跡データはほとんど入手できなかったが、2010年のアンケート調査および事後評価時の若干の聞き取り調査

2
で得られた研

修修了者の回答によると、修了者が RCC で学んだことに基づいて自国の保健医療従事者に HIV/AIDS 関連の研修を行ったケ
ースや国家保健戦略計画の策定に情報提供したケースがあり、少なくとも一定程度の達成はなされたと考えられる。

タイ国内における間接効果としては、HIV/AIDS 分野国家計画策定に対する AIHD の貢献が挙げられる。例えば、AIHD が
2011 年 11 月に実施した「タイの国家 AIDS 対策の評価」から、次期 AIDS 対策 5カ年計画（2012～2016 年）に情報が提供さ
れる予定である。

以上のことから、本プロジェクトの有効性・インパクトは中程度である。

RCC トレーナー研修

（本プロジェクトの活動）への参加者数
2005 2006 2007 2008 合計

カンボジア 0 39 15 19 73
ラオス 24 23 25 0 72

ミャンマー 24 16 15 0 55
ベトナム 0 38 22 0 60

合計 48 116 77 19 260

出所：RCC RCC 関連活動に従事するプロジェクト

スタッフ

AIHD 施設

3 効率性

本プロジェクトは成果の産出に対し、投入要素が適切であり、かつ、協力金額・期間は計画どおりであるため、効率性は
高い。

4 持続性

プロジェクト完了後の RCC の組織的位置づけに関し、当初、①AIHD 傘下の一組織として、プロジェクト実施中と同様の
形で継続させる案と、②AIHD の他の活動と統合させる案の二つが検討されていたが、2009 年の組織再編時、AIHD は後者の
オプションを選択した。したがって、HIV/AIDS 分野のネットワーキングや研修は、現在は AIHD が RCC の機能を担う形で直
接実施している。

本プロジェクトは実施機関の財務面の一部に問題が見受けられる。AIHD の収支は黒字を維持し、一定の予算
3
を HIV/AIDS

関連の研修コースや研修科目を含む研修・研究活動に割り当て可能であるものの、RCC の活動（研修、情報提供、研修修了
者の追跡訪問調査を含むモニタリング等）を本プロジェクト実施中と同様の規模で継続するだけの予算確保は困難である。
これは、プロジェクト実施中の活動の多くは外部資金源（TICA および JICA）からのプロジェクト予算にて実施されていた
ことによる。

もっとも、政策制度面、実施機関の体制面および技術面には問題はみられない。政策制度面では、本プロジェクトはタイ
および CLMV 諸国の HIV/AIDS 対策国家計画・戦略と引き続き整合している。体制面については、2009 年の組織再編により
AIHD の体制は本プロジェクト期間中から一部変更され、RCC の機能は複数の部署に引き継がれたが、継続している活動もあ
る（「2 有効性・インパクト」参照）ことから、組織変更はプロジェクトの効果の継続に重大な影響を与えてはいないとい
える。AIHD 所長も、本プロジェクトで確立した RCC の機能を維持することを認めている。AIHD の技術面にも問題はない。
本プロジェクトに関わった主要なスタッフはAIHD の要職に就いており、周辺国に対するHIV/AIDS 関連の研修も継続してい
る。

よって、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。

Ⅲ 教訓・提言

実施機関への提言：

1) AIHD に対し、研修の効果を測定するために研修修了者のモニタリングやフォローアップ（修了者が RCC で学んだこと

                                                  
1

2009 年に AIHDの組織は再編され、RCC の機能は複数部署に引き継がれた。
2

本事後評価実施上の制約として、上位目標の達成度を検証するためのデータが入手できなかったことが挙げられる。時間的制約により、

在外事務所（評価者）が CLMV 諸国の研修修了者に対し追跡調査を実施することは不可能であった。その代わりに、在外事務所は電子メール

により研修修了者数人に連絡を取り、意見を聴取した。
3
AIHD の予算源は政府からマヒドン大学への予算（50％）および AIHD自己収入（50％）からなっている。



を広めているかどうかの追跡および RCC の認知度のアンケート調査）を強化することを提言する。

2) AIHD に対し、自己財源の充当あるいは外部資金の獲得により財務面の持続性を高め、JICA 第三国研修プログラム以外

にも必要性の高い HIV/AIDS関連研修を CLMV 諸国に対し継続することを提言する。

JICA への教訓：

1) 協力期間終了後にもプロジェクト活動の継続が必要な場合、明確な出口戦略および信頼性確保のための戦略を、組織

制度のあり方についての方針とともに策定することが重要である（例えば、実施機関が通常予算から活動費を支出で

きるような準備をプロジェクト実施中から行っておくなど）。

2) 研修プロジェクトの効果測定には修了者に対する調査が必要となることが多いが、海外からの参加者に研修を提供す

る広域プロジェクトでは、そのような追跡調査が特に困難である。この課題を克服するためには、プロジェクト完了

後のモニタリング評価メカニズムの構築に、プロジェクト計画段階から真剣に取り組むことが必要である。考えられ

る方法としては、ドナー側（JICAまたは TICA）の事後評価に十分な時間とリソースを確保しておくことや、修了者の

追跡調査を行う代わりに実施機関が事後評価時に至るまで継続して効果的に研修を提供しているかを評価するよう

な、より現実的な評価フレームワークを策定することなどが挙げられる。


