
終了時評価結果要約表 

１. 案件の概要 

国名：ミャンマー連邦共和国 案件名：ソフトウェア及びネットワーク技術

者育成プロジェクト 

分野：情報通信 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：経済基盤開発部運輸交通・情

報通信グループ 

協力金額（評価時点）：約 7.3 億円 

 

 

協力期間 

(R/D):  

2006 年 12 月～2009 年 11 月 

先方関係機関：情報通信技術訓練センター

（ICTTI） 

(延長): 

2009 年 12 月～2011 年 11 月 

日本側協力機関：日本開発サービス 

(F/U) : 他の関連協力： 

  

１-１ 協力の背景と概要 

 JICA は、ミャンマー国の政策立案者の能力向上を図ることを目的に、日本とミャンマー

国の産官学メンバーから構成される「ミャンマー経済構造調整支援プロジェクト」を設置

し、財政・金融、産業貿易、情報通信技術（ICT）及び農業農村分野の調査と政策提言を行

った。ICT 部会では、ICT の利用促進と ICT を利用した産業振興に資する政策提言策定が行

われた。ミャンマー政府は、政策提言にあった ICT 人材の育成を実現するために、「情報通

信技術訓練センター（ICT Training Institute, ICTTI）」設立に向けた技術協力プロジェ

クトの要請書を日本政府に提出し、2006 年 5 月に討議議事録（R/D）の署名・交換が行われ、

2006 年 12 月～2009 年 11 月までプロジェクトを実施した。 

その後、終了時評価（延長前）にて持続性の観点から、短期モジュールコース開設や外

部向けセミナー、他大学・卒業生のサポートなどを活動内容に加えて 2 年間のプロジェク

ト延長を行うこととなった。 

  

１-２協力内容 

 ミャンマー国にて ICT 分野に係るより実践的な演習中心の訓練を実施できるようにする

ため、情報通信技術訓練センター（ICTTI）設立に向けた機材供与、教員の育成を行う。 

（１）上位目標 

ICTTI から質の高い修了生が継続的に輩出される。 

（２）プロジェクト目標 

ICTTI が演習中心の ICT 訓練を実施できるようになる。 

（３）成果 

1. ICTTI の組織・機能が確立される。 

2. 必要な供与機材が据付、運用、保守される。 

3. 教官の ICT 関連技術における授業の実施能力が向上する。 

4. 訓練コースのカリキュラム、シラバス、教材が整備される 



（４）投入（評価時点） 

日本側：（総投入額：７．３億円）  

業務実施契約専門家派遣 計 10 名 

機材供与 JPY 69,169 千円（USD 900,767） 

ローカルコスト負担  JPY7,813 千円（USD 101,745） 

研修員受入 延べ 39 名  

相手国側： 

カウンターパート配置  計 51 名  

光熱費 

土地・施設提供 

 

2011 年 9 月 JICA 統制レート USD1=JPY76.7893, Kyat1=JPY0.12286 

２. 評価調査団の概要 

 調査者 （担当分野：氏名  職位） 

三宅 繁樹  団長／総括 JICA 経済基盤開発部運輸交通・情報通信第二課

長 

狩野 剛   協力企画  JICA 経済基盤開発部運輸交通・情報通信第二課

青木 裕子  評価分析  国際航業株式会社 都市環境部 コンサルタン

ト 

調査期間  2011 年 9 月 18 日〜2011 年 9 月 30 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 

 プロジェクト終了時までに、成果 1～4はすべて達成される見込みである。 

成果１：ICTTI の組織・機能が確立・強化される。 

C/P 養成の仕組みが確立され、コースモニタリングがなされている。 

成果２：必要な供与機材が据付、運用、保守される。 

 供与した機材の適切な活用及び管理手順書の作成、更新ルールが作成されている。

成果３：教官の ICT 関連技術における授業の実施能力が向上する。 

 コース担当教員を決めることによる責任感の向上や、学生アンケートの結果からも、

当初目標としていた水準には達している。 

成果４：訓練コースのカリキュラム、シラバス、教材が整備され、必要に応じて改定さ

れる。 

 各改訂マニュアルが専門家により整備され、それに従い C/P が改訂を行っている。

 

 加えて、前回終了時評価時に、各成果の達成をより確実にするために以下 5つの活動

が提言され、プロジェクト延長期間中に全て実施された。 

(1)短期コースの開催（成果 3及び 4 の達成を補強する活動） 

(2)外部向けセミナーの開催（成果 3 及び 4 を補強する活動） 

(3)他大学の教員へのサポート（成果 3及び 4を補強する活動）  



(4)ICTTI の修了生に対するフォローアップ（成果 4を補強する活動） 

(5)C/P マネジメント層のマネジメント能力向上支援（成果 1,2 及び 4 を補強する活動）

 プロジェクト目標である「ICTTI が演習中心の ICT 訓練を実施できるようになる。」に

ついても C/P 指導体制、体系的な実施・フィードバック、受講生状況などから達成見込

みである。 

 上位目標に関しては、既に現在 ICTTI では年間 200 人程度の修了生を輩出できる状況

にあり、また外部からの応募者も継続して見込まれることから、プロジェクトの活動を

継続して実施してゆけば、達成されると判断する。 

 

３-２ 評価結果の要約 

（１）妥当性 

 プロジェクト計画時から、ミャンマー政府の ICT 政策や日本の対ミャンマー援助方針

に変更はなく、政策との整合性は確保されている。本終了時評価時も、本プロジェクト

の方向性がミャンマーの ICT 産業が直面している課題に応えるものであることが確認

できた。ターゲットグループは ICTTI の教官、ICT 関連大学の教官とその卒業生である

が、コースの内容は各々のニーズに則したものと判断できる。よって、本プロジェクト

の妥当性は高いと判断する。 

 

（２）有効性 

 プロジェクト目標は既にほぼ達成されており、かつプロジェクトの活動によって目標が

達成されていることから、プロジェクトの有効性は高いと判断する。プロジェクト目標の

達成に貢献した要因としては、①適切な機材供与、②C/P のモチベーションの高さ、③研修

コースの内容が、ミャンマーICT 市場のニーズやトレンドに沿ったものであり、適宜テキス

トを改訂し対応していったことが挙げられる。一方で、C/P が定員を満たしていないことが

多く、他の C/P への過剰業務や受講生数やコース数を制限せざるを得なくなることが阻害

しかねない要因であった。 

 

（３）効率性 

 投入は、成果達成のためにその目的に沿って活用され、達成された成果から見て、質お

よび量もほぼ適切であった。投入機材についてはプロジェクト開始から 6 年が経過し、寿

命のため部品交換が必要なものも出てきているが、ミャンマー側の積極的な対応や予算措

置が見られた。本邦研修については、C/P のほぼ全員が参加しており、総じて評価が高く、

帰国後の活動への適用・応用をしており、本プロジェクトの効率性は高いと判断する。 

 

（４）インパクト 

 現時点では、正のインパクトは見込まれる一方、負のインパクトの発現は予測されてい

ない。実習中心の ICT トレーニングの価値が、ICTTI 内部や受講生ばかりでなく、卒業生の

就職先企業においても高く評価されている。ICTTI 卒の教官が、他の ICT 関連大学で教鞭を

とるなどのインパクトが見られる。このままプロジェクトの活動を継続して実施してゆけ



ば、上位目標も３年以内に達成される見込みである。 

 

（５）持続性 

 前回終了時評価時に提言された活動である短期モジュールコース開設や外部向けセミナ

ー、他大学・卒業生のサポートなどが実施され、受講生層の拡大や他大学への裨益、卒業

生ネットワーク構築など、持続性の確保に向けて、プロジェクトは順調に推移している。

 

３-３ 効果発現に貢献した要因 

（１）計画内容に関すること 

 アカデミックな知識の習得を中心に行ってきた C/P に対し、システムの開発・導入を行

う実践の機会をより多く提供するために、ICTTI の組織運営で必要なシステム開発・導入を、

プロジェクト形式で実施した。これが、C/P の実践力向上に寄与し、かつトレーニングのワ

ークショップ題材としても使用でき、さらには、そのシステムをプロジェクトの組織運営

に利活用し組織運営が効率化される、という 3 重の効果を生んだ。また、ネットワーク技

術コースのケーススタディ題材として実施した UCSY のネットワーク環境整備は、C/P がネ

ットワークの設計から機材調達、施工管理まで一貫して経験したため C/P の実践力が飛躍

的に向上した。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

 専門家と C/P によるモニタリングが毎週定例的に実施されており、かつグループウェ

アなどを情報共有やプロジェクトメンバー間のコミュニケーションツールとして活用

し、プロジェクトの進捗や課題が共有されていることは、優れている点である。また、

C/P のモチベーションが非常に高いこと、同僚に教え合う文化があることも、専門家か

らの技術移転が複数の C/P にうまく伝播でき、効果発現に貢献している。 

 

３-４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（１）計画内容に関すること 

特になし。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

 プロジェクト期間中のほとんどは、C/P は定員を満たしていない状態であった。C/P

の欠員は、他の C/P への過重業務や研修コースの変更・中止で対応せざるを得なかった。

 科学技術省の方針により、C/P の民間企業との接触、専門家の他のコンピュータ大学

や民間企業との接触が制限されていることは、ICT 産業の動向、ICT 産業の人材育成に

関するニーズを把握する際の障害である。とはいえ、同窓会活動やジョブマッチングシ

ステムの稼動が開始になるなど、状況は緩和しつつある。 

 

３-５ 結論 

 プロジェクト終了まで残すところ約 2ヶ月となり、本プロジェクトは、プロジェクト



目標、4 つの成果の達成がほぼなされている状況にある。プロジェクトの妥当性、有効

性、正のインパクトは高く（負のインパクトは予測されていない）、効率性も高いと判

断される。 

 

 以上から、終了時評価調査団は、本プロジェクトは終了時までに目標をほぼ達成でき

ると判断する。目標達成を確実なものにし、持続性をより高めるために、提言 3-6 にあ

る事項を提言する。 

 

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） 

 プロジェクト延長期間をつうじて、プロジェクトの成果の持続性を確保するための活動

が実施され、その体制も整いつつある。プロジェクトでは、こうした活動を ICCTI Future 

Management Plan としてまとめた。その中で特に、以下の点を提言としたい。 

（１）CBT（Competency Based Training）の活用(ICTTI Future Management Plan “2-3 

Training of new lecturers based on CBT”に該当) 

 ICTTI 講師陣の技術レベルを維持するために、今後も CBT を活用し、経験のある講師が新

人講師の指導し、また講師自ら自分の技術・知識のレベルを知ることは重要である。 

（２）研修生へのアンケート調査の継続(3-10 Obtaining Feedback from Students) 

 研修生への研修内容に関するアンケートは、質問票は共通であるが、結果は担当講師ご

とに取りまとめており、その方法は統一されていない。今後は、集計や分析を容易にする

ために Moodle を活用するなど、結果を講師間で共有できるようにしたほうがよい。 

（３）ICTTI 卒業生の追跡調査(“1-2 Organize graduates’ meeting for knowledge sharing 

and marketing”および”3-8 Research on Graduates’ needs”) 

 IT エンジニアに対する需要の動向や、卒業生の就職関連情報を得るために、追跡調査を

続け、調査結果を、研修コースに反映させていく必要がある。 

（４）講師の定員を確保すること。(“2-2 Allocation of appropriate number of lecturers 

at ICCTI”) 

ICCTI は現在、受け入れ研修生の増員を計画しているが、プロジェクトで高めた質を

維持するためにも適当な講師数を常時確保する必要がある。 

（５）機材のメンテナンス(“4.Equipment Maintenance”) 

 ICT 教育にとって機材のメンテナンスは必須である。メンテナンス頻度やチェック項目な

どについては、マニュアルが作成されているが、必要なタイミングで修理や部品交換がで

きるよう、予算の確保にかかる手続きや時間を組み込んで、計画的なメンテナンスが出来

るようにする必要がある。 

 

３-７ 教訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、

実施、運営管理に参考となる事柄） 

（１）C/P の人事異動に対する策をプロジェクト初期から盛り込む（3-1.実績の確認、にお

ける成果 1） 

 JICA プロジェクトにおいて、C/P は公務員であることが多く、その公務員の人事異動の



ローテーションによって、C/P がプロジェクト期間中に異動になることもあり得る。その人

事異動を、プロジェクトの外部要件と捉えるのではなく、それに対する対策を、プロジェ

クト内部の活動として取り込んだ人材育成策を、プロジェクト実施初期段階から導入して

おくことが望まれる。 

 本プロジェクトにおいては、新 C/P を経験豊富な C/P が育成する体制を確立しつつある。

まず、新 C/P はコースを受講し、次に基礎コースを教える中で、徐々に教えられるコース

を増やしていく。加えて CBT により、各教員の習熟状況を可視化することで、一人の教員

にノウハウが集中しないようにした。 

 

（２）LMS(Learning Management System:学習管理システム)の導入（3-1.実績の確認、に

おける成果 1、成果 4） 

 本プロジェクトでは、オープンソースの学習管理システム Moodle が導入され、試験実施、

試験結果自動集計、教材の配布や、学生の成績管理、受講履歴管理、等に活用して、トレ

ーニングの効果・効率向上に貢献している。本システムはオープンソースで無償であり、

すでに世界中で実績があることからJICAの他のトレーニング関連のプロジェクトでも活用

が検討できる。CBT の導入も効果が高い。 
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