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パラグアイ 

品質生産性センター（CEPPROCAL）強化計画プロジェクト 

 

外部評価者： 株式会社グローバル・グループ21ジャパン  

薗田 元 

０．要旨 

本プロジェクトはパラグアイの産業、特に中小企業の競争力強化に貢献するため、「パラグアイ

品質生産性センター（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」ことを目標に実施された。本プロジェク

トはパラグアイの政策、中小企業の開発ニーズおよび日本の援助政策とも合致し、妥当性は高い。

CEPPROCALの事業実施能力が強化され、コンサルティング・サービス能力が改善されたことによ

り、上記プロジェクト目標はほぼ達成された。プロジェクト完了後、研修サービスは拡大している

が、コンサルティング・サービスは継続されているものの受注件数が減少傾向にある。商工省によ

る成果の普及は十分に実現しておらず、インパクトはコンサルティング・サービスの受益企業にほ

ぼ限られている。よって本プロジェクトの有効性・インパクトは中程度と判断される。地方展開の

ための活動が非効率のため中断されたが、本プロジェクトは全般的に円滑に実施され計画通り3年

2か月間で終了したこと、JICA側の投入金額が計画の7割にとどまったことから、効率性は高かっ

たと判断される。CEPPROCALの体制・技術面・財務面の持続性に特に問題はないが、インパクト

の拡大につながる商工省との連携および補助金の活用について十分明確な見通しがないことから、

持続性は中程度と判断される。 

以上より、本プロジェクトの評価は高い。 

 

１．案件の概要 

  
プロジェクト位置図          コンサルタント養成研修修了式 
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1.1 協力の背景 

パラグアイ共和国では中小企業1（約1,300社、事前評価時）がGDPの14％、総労動人口の18％

を占め、経済開発において重要な役割を担っていたが、1995 年のメルコスール加盟以降
2
、国際競

争力は極めて低かった。そのような状況下で、国際協力機構（以下、「JICA」という）が 2000 年

に実施した開発調査「経済開発調査」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。同事業は商工省とともにカウンター

パート機関であったパラグアイ工業連盟（以下、「UIP」という）の教育研修部門が実施する企業

向け研修コースおよびコンサルティング・サービスの強化を目的として3、生産性向上・品質管理分

野の研修カリキュラム等を整備し、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 12 名を研修指導員として育成した。それまではビジネス・マナーの研修が多かったが、本事業

により全研修コースの約9割が生産性向上・経営改善に関する研修に変更された。さらに、経営管

理と生産管理についてのコンサルティング・サービスが新たに開始され、12件が実施された。 

なお、援助資金に多くを依存しかつ政権交代等の影響を受ける商工省は研修・コンサルティング

などの企業向けサービスを提供する直接の担い手として持続性のある取り組みを行うことに制約

があるため、同事業では公益法人であるUIPが商工省とともに同事業のカウンターパート機関に選

ばれ、商工省はプロジェクトに関する全般的な調整に責任を持ち、UIP はプロジェクトの実施に責

任を持つとされた。このような官民連携によりプロジェクト運営が活性化し、協力の持続性が高ま

るとともに、商工省の直接の役割ではない民間企業向けの研修およびコンサルティング・サービス

について民間部門の能力が強化されることが期待されていた。 

「品質生産性センター（CEPPROCAL）強化計画プロジェクト」（以下、「本プロジェクト」と

いう）は、上記プロジェクトの後継事業であり、先行プロジェクトで育成された指導人材と企業向

けサービス事業全般を継承して UIP 傘下に設立された「パラグアイ品質生産性センター（以下、

「CEPPROCAL」という）」が、パラグアイにおける企業コンサルテーション・サービスのモデル

機関となることを目標として2007～2010年に実施された。 

 

1.2 協力の概要 

 

上位目標 パラグアイの産業、特に中小企業の競争力がCEPPROCALのコンサルティング・サー

ビスの活用によって強化される。 

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。 

                                            
1  従業員10－99人 
2  南米南部共同市場（メルコスール）は、アルゼンチン、ブラジル、ウルグアイ、パラグアイの4カ国が国際競争

力強化を目指して合意し、1995年に発足した関税同盟である。 
3  UIPは1936年にパラグアイの産業グループが産業見本市を企画・実施したのを機に誕生した公益法人で、パラグ

アイの産業界を代表する業界団体のひとつである。会員・非会員に研修、セミナー、アドバイス等のサービスを

提供し、企業の質・競争力・生産性を向上し、パラグアイの経済開発に貢献することを目的とする。UIPは収益を

目的とせず、その運営資金は会員企業の拠出金、見本市や教育訓練部門の収入等で賄われている。 
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成果 成果1：CEPPROCALの事業実施能力が強化される。 

成果2：CEPPROCALのコンサルティング・サービス能力が改善される。 

成果3：CEPPROCALのコンサルティング・サービスが地方に拡大される。* 

投入実績 【日本側】 

1. 専門家派遣 12名：長期専門家 3名、短期専門家 延べ9名（うち第三国短期専

門家3名） 

2. 研修員受入 延べ21名 

3. 機材供与  13.8百万円 

4. 現地業務費 14.3百万円 

【相手国側】 

1. カウンターパート配置 3名 

2. プロジェクト事務室 

3. ローカルコスト負担 

協力金額 217百万円 

協力期間 2007年1月 ～ 2010年2月 

相手国 

関係機関 

パラグアイ工業連盟（UIP）、商工省 

関連案件 商工政策アドバイザー（2002～2004年） 

中小企業活性化のための指導者育成計画プロジェクト（2002～2005年） 

UIPへのシニア・ボランティアの派遣（2010年以降、事後評価時までに3名） 
* 成果3は計画変更により2008年11月に削除された。 

 

1.3終了時評価の概要 

1.3.1 終了時評価時の上位目標達成見込み 

「上位目標は、プロジェクト目標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」とされた。コンサルティングを受けた企業に業績改善の兆しが見られることがパ

ラグアイの中小企業セクターに影響を与えてゆくことが期待された。上位目標の指標である「プロジ

ェクトの成果が商工省を通じて普及される」については、ドナー資金を使った国の政策の実施におい

て連携の仕組みが検討されており、商工省の寄与が高まることが期待された。 

 

1.3.2 終了時評価時のプロジェクト目標達成見込み 

「CEPPROCALの組織は強化され、また高品質のコンサルティング・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」とされた。具体的には、CEPPROCALの組織・

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

きたこと、職員数12名と研修・コンサルティング担当部門とも少数精鋭の組織でありながらも、サー

ビス提供時は必要に応じて外部人材を活用する仕組みができたこと、コンサルタント育成コースが開

設され、大学との連携などの新規人材育成の動きがみられること、企業の間でCEPPROCALの知名度

が高まったこと、コンサルティング対象企業の8割近くに業績改善が確認され満足度が高いことなど

が報告された。 
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1.3.3 終了時評価時の提言内容  

 終了時評価では以下の3つの提言が行われた。 

① コンサルタント間の情報交換の場の設定：CEPPROCALの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とともに、CEPPROCALが組織としてそれらの情報を蓄積し

て将来のサービス提供を改善するために、コンサルタント間の情報交換のための定期的な会合

を行う。 

② 近隣諸国関係機関との協定：ブラジル、コスタリカ、ウルグアイ、アルゼンチンにある類似機

関との協力協定を結び、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努力する。 

③ 中小企業支援政策を担う商工省の積極的な係わり合い：CEPPROCALと商工省の協力協定を実

現し、プロジェクトの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商工省に認識させ、普及につながるように働きかけていく

とともに、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

を検討する。 

 

2．調査の概要 

2.1 外部評価者 

 薗田 元 （株式会社グローバル・グループ21ジャパン） 

 

2.2 調査期間 

 今回の事後評価にあたっては、以下のとおり調査を実施した。 

   調査期間：2013年1月～2013年12月 

   現地調査：2013年3月17日～4月22日、8月1～16日 

 

3．評価結果（レーティング：B4） 

3.1 妥当性（レーティング：③5） 

3.1.1 開発政策との整合性 

プロジェクト開始当時、「中小企業開発の促進」「国際的ビジネス能力の向上」はパラグアイの国

家開発計画（2003-2008）の重点項目に含まれていた。また、当時の商工省の政策目標（2004-2008）

では中小企業がメルコスール環境下で競争力を強化し、発展的に拡大してゆくことが最重点課題の

一つとされていた。 

パラグアイの国家計画である「経済社会戦略計画（2008～2013）」に掲げられた 4 つの目標のひ

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挙げられており、その柱のひとつ

には市場拡大、雇用創出のための生産性と競争力強化が挙げられている。 

このように、中小企業振興は事前評価時においても、プロジェクト完了時においても主要政策の

                                            
4  A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
5  ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
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一つとして重要視されていることから、本プロジェクトは開発政策との整合性が高い。 

 

3.1.2  開発ニーズとの整合性 

事前評価時、パラグアイ経済の最大の課題は雇用機会の不足であり、中小企業による雇用が大半

を占める当時の状況では、中小企業の競争力強化が不可欠であった。そのために全国を対象に研修

や技術支援へのアクセスを改善することが必要とされていた。プロジェクト完了時においても、パ

ラグアイの中小企業の状況に大きな変化はなく、研修、コンサルティング・サービスに対するニー

ズは変わらず存在すると考えられる6。 

先行事業ではUIPによる中小企業向け研修事業が強化されたが、コンサルティング・サービスを

通した技術支援の能力は不十分であった。研修が理論面中心であるのに対し、コンサルティング・

サービスではコンサルタントが時間をかけて対象企業の現場指導を行うことで、より具体的なイン

パクトがもたらされると考えられていた。このためUIP側では先行事業の成果を基にCEPPROCAL

を設立し、コンサルティング・サービスの強化を要望していた。他方、商工省はCEPPROCAL/UIP

が品質生産性分野の企業向け研修およびコンサルティング・サービスのモデルとなり、公益法人と

して一定の公的役割を果たすことを期待していた。 

他方、パラグアイの中小企業の多くはコンサルティング・サービスに興味を示すものの、実際に

対価を支払って利用する企業が多くないことは当時からある程度認識されていた7。このため、米州

開発銀行の融資を利用して2005年から商工省を通じて実施されていた「中小企業開発事業」では、

中小企業のコンサルティング・サービスへの投資を促すための需要喚起策として経営者の意識改革、

啓蒙普及および補助金の提供等が行われていた8。 

本プロジェクトはCEPPROCALが質の高い企業向け研修およびコンサルティング・サービスを提

供することを目指して実施されたが、これはサービス供給側の能力強化である。中小企業開発事業

の補助金制度を活用することで本プロジェクトのモデル企業（本プロジェクトの活動の一環として

CEPPROCALのコンサルティング・サービスを利用する企業）の確保が容易になると考えられ、事

前評価時には、本プロジェクトと中小企業開発事業とは相互補完的な関係を持つことが期待され、

商工省を通じた米州開発銀行との調整によりこれが実現することが想定されていた。したがって、

本プロジェクトは事前評価時に存在した中小企業の研修・技術支援へのニーズに応えるためにサー

ビス供給能力の強化を目的として実施されたものであるが、上記事業との連携を前提に、需要喚起

策は協力範囲に含まれなかった9。 

                                            
6  2012年に制定された新法の法案提出時の政府資料は、零細中小企業の発展のためには政府の強力な支援が必要で

あり、研修・技術支援のほか融資、税、雇用制度等についての優遇策が必要であると述べている。 
7  先行事業の事後評価では「専門家等へのインタビュー等で、パラグアイ人経営者や経営幹部の保守的な気質、人

材育成への投資に対する関心の低さ、経済的・人的余裕がないため対価を支払ってコンサルティングを受けよう

とする企業が少ないこと等が多く指摘された」と報告された。また、UIPが2006年に200企業を対象に行った調

査では、企業の75％がコンサルティング・サービスに興味があるが、その半数は、対価は1,000ドル以下が妥当

であると回答した。 
8  Enterprise Development for SME (Small and Medium Enterprise) (PR0100) 
9  成果のための外部条件の記述は「コンサルテーション実習実施のための必要な数のモデル企業が確保される」で

あるが、事前評価表からは、その実現のために中小企業開発事業の補助金の活用が期待されていたことが明らか

に読み取れる。なお、有効性（3.2.1.2）で述べるように、プロジェクトは商工省を通じて中小企業開発事業の補助
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以上から、本プロジェクトはパラグアイの中小企業の潜在的な開発ニーズに合致していると考え

られる。ニーズ顕在化のための施策を協力範囲に含めなかったことを指摘できるが、そのために開

発ニーズとの整合性が大きく損なわれたとまでは言えない。 

 

3.1.3 日本の援助政策との整合性 

 日本政府は事前評価時、農業、保健医療、人的資源開発、環境を援助重点分野とし、開発課題の

一つに「メルコスールに対応するための競争力の強化と経済成長の促進」を掲げていた。JICA国別

事業実施計画では「メルコスールに対応するための競争力の強化と経済成長の促進」は重点分野の

一つであり、「零細中小企業人材の育成体制整備支援」が重点プログラムの一つであった。 

 

以上のように、本プロジェクトは開発政策との整合性があり、開発ニーズに合致し、日本の援助

政策との整合性も高いことから、妥当性は高いと判断される。 

 

3.2有効性・インパクト10（レーティング：②） 

3.2.1 有効性 

3.2.1.1 プロジェクトの成果（アウトプット） 

1） 成果1：CEPPROCALの事業実施能力が強化される。 

 成果 1 について設定された以下の 8 つの指標のうち指標 1.1（研修・セミナー参加企業が 10％以

上増加する）を除く7つの指標が達成されたことから、成果1は概ね達成されたと判断される。 

 

表1 CEPPROCALの研修サービス実績 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

公開研修（回） 

（人） 

79 

1,705 

133 

3,034 

107 

1,830 

110 

2,272 

113 

2,302 

142 

2,690 

社内研修（回） 

（人） 

14 

282 

19 

509 

31 

619 

39 

1,183 

26 

762 

27 

534 

公開セミナー（回） 

（人） 

6 

105 

13 

510 

6 

206 

5 

152 

4 

85 

6 

122 

社内セミナー（回） 

（人） 

2 

63 

10 

365 

9 

237 

28 

818 

21 

659 

20 

616 

研修･ｾﾐﾅ  ー 合計（回） 101 175 153 182 164 195 

参加者合計 （人） 2,155 4,418 2,892 4,425 3,808 3,962 

参加者満足度 85% 84% 84% 85% 88% 88% 

参加企業数 （社） 332 306 200 201 299 338 

うち新規 （社） na 208 125 75 113 131 

出典：CEPPROCAL 
注：2007～2009年はプロジェクト期間中の実績 

                                                                                                                                
金利用について米州開発銀行との調整を進めたが、同補助金の利用は実現しなかった。 

10  有効性の判断にインパクトも加味して、レーティングを行う。 
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指標1.1 研修・セミナー参加企業が10％以上増加する（新規の5％以上を含む）：プロジェクト

期間中（2007～2009年）にセミナー参加企業は60%に減少したことから、未達成であ

った（表 1）。ただし、参加者数は 34％増加した。2009 年は研修参加企業数・参加者

数が前年に比べて大きく減少したが、これは大豆等の農産物価格の下落やリーマンシ

ョック（2008年9月）以降の出稼ぎの海外送金の減少等により、経済全体がマイナス

成長となったためと考えられる。なお、新規企業は2008~2009年合計で全参加企業の

66%に達した。 

指標1.2 研修・セミナー参加者の65％以上が満足する：達成された。参加者の満足度はプロジ

ェクト期間を通じて80％を超えた（表1）。 

指標1.3 コンサルタントの倫理規定、給与規定・労働基準が作成され適用される：達成された。

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、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為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：達成された。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・販売分野で全14冊のテキスト・マニュア

ルが作成され、活用された。 

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）の能力が確立する：達成され

た。パンフレット、ウェブ、UIP 会報、新聞・テレビ出演など多種媒体による多数の

広報宣伝が行われた。 

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）：達成された。100

～200企業を対象とした調査がプロジェクト期間を通じて毎年実施された。 

指標1.7 年度計画・中期（3 年）経営計画の策定能力が確立し、計画が理事会に承認される：

達成された。2010～2012年の中期経営計画が作成・承認された。 

指標1.8 研修コースが定期的（年 1 回）に見直される：達成された。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。 

 

2） 成果2：CEPPROCALのコンサルティング・サービス能力が改善される。 

 以下の指標に基づき、成果2は達成されたと判断される。CEPPROCALによるコンサルタント育

成の実績を表2に示す。 

指標2.1 16名の新規コンサルタントが育成される：達成された。専門家による集中講義、各人

最低5社での企業コンサルティングの実地指導により、品質・生産性分野でカウンター

パート 1名と準カウンターパート 8名、マーケティング・販売分野でカウンターパー
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ト 1 名と準カウンターパート 8 名の合計 18 名がコンサルタントとして育成され、17

名が認定試験・面接に合格した11。 

 

表2 CEPPROCALによるコンサルタント育成実績 

（単位：人）        

 2009 2010 2011 2012 

生産性品質   研修修了者数

       見習い（在籍数）

      正式採用（在籍数）

11  
8  

10  
12  
9  

22  
23  
7  

9  
8  
8  

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ販売  研修修了者数

      見習い中（在籍数）

      正式採用（在籍数）

11  
8  

12  
11  
9  

7  
9  
9  

5  
4  
6  

その他の分野（正式採用）    5  

出典：CEPPROCAL 
注：2009年の研修修了者は準カウンターパート 16名を含む。 

 

CEPPROCALが提供するコンサルティング・サービスの概要 

CEPPROCAL は対象企業毎に担当コンサルタントを任命し、必要に応じて副担当を 1～2 名配

置する。1件の業務期間は4～8か月程度で、コンサルタントは情報収集、研修および現場指導の

ために企業を繰り返し訪問する。本プロジェクトが支援した生産性品質・マーケティング販売分

野では以下のようなテーマに対するコンサルティング・サービスが実施されている。 

 

＜生産性品質＞ 

5Sの導入（注）、不良率チェック、品質検査の改善、作業見直し・作業標準化、生産組織見

直し、生産計画の作成・改善、設備更新計画作成、生産・販売・在庫の一体管理、ISO取得

支援など 

＜マーケティング販売＞ 

組織見直し、職務分掌の整理、市場分析、顧客満足度調査、ブランド認知度調査、販売計画、

販売促進計画、顧客コミュニケーション向上など 

（注）5S（ごエス、ごーエス）とは職場の管理の基盤づくりの活動で、「整理」「整頓」「清掃」「清

潔」「しつけ」の頭文字の5つの「S」をとったもの。単なる職場の美化ではなく、「職場内

からムダなモノ、スペース、時間を無くす」「モノや情報の共同利用をしやすくする」「乱

れや異常のない状態をつくり、異常が発生すればひと目でわかるようにする」「あらゆるモ

ノや情報が完全に管理された状態を維持する」「モノや情報を扱う人間の意識と行動を改善

する」など、職場全体の管理レベルをあげるための最も基礎的な活動と位置づけられる。 

                                            
11  CEPPROCAL職員ではないが本プロジェクトによりコンサルタントとして養成された者を「準カウンターパート」

と呼ぶ。品質・生産性分野では8名が研修を修了したが、1名は都合により認定試験と面接を受験できなかった。

準カウンターパートは個別にCEPPROCALと契約を結び、「契約コンサルタント」としてCEPPROCALのコンサ

ルティング業務に従事する。 
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3.2.1.2 プロジェクト目標達成度 

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」について、以下に示す指標 1～指標 6 が設

定されていた。事後評価時にあたり、上記目標の達成を判断するには既定の指標だけでは不十分で

あると判断し、「コンサルティング・サービス実施実績（契約受注件数・契約額）」を指標に加えた。 

以下に示すように、7 つの指標の達成度は高く、プロジェクト目標は概ね達成されたと判断され

る。なお、上述の2つの成果は概ね達成されており、プロジェクト目標の達成に結び付いている。 

指標1 CEPPROCAL の組織が強化される：達成された。職務規定、責任分担、ミッション、

ビジョン、価値観が明確化された。 

指標2 CEPPROCAL の職員数が維持、増加する：達成された。職員数は 7 名から 12 名に増

員し、C/Pはプロジェクト期間を通じて定着していた。 

指標3 CEPPROCAL の収入と支出が増加する：達成された。収入・支出とも大きく増加し、

利益も増加した（表3）。 

 
表3 CEPPROCALの収支状況の推移 

（百万ガラニ） 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

収入 450 1,937 867 906 1,690 1,802 

研修 434 1,763 881 741 1,440 1,602 

 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸ  ゙ 17 174 266 165 225 200 

支出 206 1,381 867 662 1,028 1,282 

利益 244 556 279 244 661 520 

出典：CEPPROCAL 
注：2007～2009年はプロジェクト期間中の実績 

 

指標4 企業の中でCEPPROCALの知名度と認知度が増加する：達成された。200企業に対す

る市場調査によると、CEPPROCALの知名度は3年間で9％から62％に増加した。 

指標5 コンサルティング対象のモデル企業の25％以上で、コンサルティングの結果改善が認

められるか、その可能性が期待される：達成された。プロジェクト終了前に行われた

対象企業へのヒアリングによると、70％以上の企業で改善効果が確認された。 

指標6 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：達成された。プロ

ジェクト終了前に行われた調査において79％の企業が満足したと回答した。 

指標 7 コンサルティング・サービス実績（契約受注件数・契約額）（追加指標）：概ね達成さ

れた。プロジェクト期間中は、養成中のコンサルタントに十分な実地指導を行うため

に 48 件の受注が目標とされていたのに対し、対象企業の確保に苦労したことから、
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2008 年 6 月の合同調整委員会で目標は 40 件に下方修正され、実績は 41 件であった。

各業種の代表的な企業に対してコンサルティングを実施することで業界にインパクト

を与える計画であったが、実際はコンサルティングを希望する企業が少なく、数を揃

えるのに苦労するような状況であったため、必ずしもそのような企業が対象とはなっ

ていない。 

 

表4 CEPPROCALのコンサルティング・サービス受注実績 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

生産性・品質（件） 4 7 9 12 8 6 

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ・販売（件） 4 7 10 4 2 1 

その他（件） - - - 4 4 10 

合計（件） 8 14 19 20 14 17 

合計契約額（百万ガラニ） 79 163 162 211 206 241 

1件あたり契約額（百万ガラニ） 9.9 11.6 8.5 10.6 14.7 14.2 

出典：CEPPROCAL 
注：2007～2009年はプロジェクト期間中の実績。 

その他は経営組織、経営管理、人事、事業計画、安全管理、GMP（医薬品の品質と製造に関す

るWHOの国際基準）など。 
1百万Grはおよそ230ドル（2013年8月のレートに基づく）。 

 

プロジェクト目標の達成を促進した要因としては、専門家とカウンターパートが良好なコミュニ

ケーションを保ち、着実に活動を展開したことに加え、CEPPROCALの民間組織としての効率の良

さ、専門家のスペイン語能力の高さが指摘できる。 

他方、コンサルティングを希望する企業が予想より少なかったことが、プロジェクト期間中の対

象企業の選定を難しくした。後述するように、このことはプロジェクト終了後のコンサルティング

活動の継続にも影響を与えている。中小企業が高額なコンサルティング・サービスを利用したがら

ないことは事前評価時から認識されていたが、2008年の中間評価時にはそれがプロジェクト終了後

の活動の障害となる恐れがあることが指摘され、廉価なコンサルティング商品を開発すること、政

府補助金の可能性についてプロジェクト終了までに検討すること、コンサルティング・サービスの

重要性を中小企業経営者に広く啓蒙する活動を強化することなどが提言された。これを受けて、プ

ロジェクトでは小規模なコンサルティング商品や無料診断を導入した他、メディアやイベントを活

用したマーケティング活動を強化した。しかし、事前評価時から連携を期待していた「中小企業開

発事業」による補助金の利用は実現できず、コンサルティング・サービスの対象企業選定は最後ま

で難航した12。 

なお、本プロジェクトで開発されたカリキュラムと教材をもとに、プロジェクト後半にカウン

ターパート自身によりコンサルタント養成研修が開始された。これは当初の計画には明示されない

活動であったが、後述するように、プロジェクト終了後もこの研修は拡充されて継続されており、

                                            
12  中小企業開発事業による補助金はコンサルティング・サービス費用の65%を助成するものであったが、

CEPPROCAL はコンサルタントの業務経験年数について補助対象となるための条件を満たすことができなかった。

商工省は特例としてCEPPROCALにはこの条件を適用せず補助金の利用を可能とすることに同意したが、米州開

発銀行はコンサルタント業界の公平な競争を歪めることはできないとして同意しなかった。 
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CEPPROCALで活動するコンサルタント数の維持に結び付くとともに、一部の研修修了者がそれぞ

れの所属企業で活動することにより産業界にインパクトを与えている。 

 

  

コンサルタント養成研修         工場現場で指導するコンサルタント 

 

3.2.1.3 プロジェクト終了後の活動継続状況 

1) CEPPROCALの組織体制と運営状況全般 

CEPPROCALの組織体制については、倫理規定は維持される一方、給与基準・労働基準は見直さ

れた。プロジェクト期間中には見習い期間中のコンサルタントに対して支払われなかった報酬が少

し支払われるようになった13。プロジェクト終了時のカウンターパート3名のうち1名は離職し、事

務職員7名のうち6名が離職した。プロジェクト終了時には職員数は12名であったが、2012年末現在

は正規職員11名および契約社員2名の13名と増加した。 

広報宣伝活動は継続され、2010年にはウェブサイトを通じた広報活動が開始された。企業を対象

としたニーズ調査はプロジェクト終了後も継続して毎年実施されている。2012年度の調査では、

CEPPROCALの認知度は95%まで高まった。 

CEPPROCALでは2012年度まで、プロジェクトで作成された中期経営計画に沿って年度計画が作

成されてきた。中期経営計画の改定は行われていない。プロジェクト期間中に作成された中期経営

計画は市場の状況を十分に踏まえたものではなかったこともあり、その後は、前年の実績と毎年の

ニーズ調査に基づいて単年度計画のみを作成するようになったためである。なお、年度計画の作成

についてはCEPPROCALに派遣された経営分野のシニア・ボランティアがCEPPROCALとUIPの財務

計画・営業計画の作成を支援した14。 

財務状況については表3に示すように、2012年度にはコンサルティングによる収入がプロジェク

ト最終年2009年の4分の3に減少したが、研修による収入は2009年の倍以上に増加し、利益はプロジ

ェクト期間平均値の4割増しとなった15。 

                                            
13  プロジェクト期間中は日本人専門家がいることが見習い期間中のコンサルタントへのインセンティブとなってい

たが、プロジェクト終了後は金銭的なインセンティブが必要とされるようになった。 
14  プロジェクト終了後2013年までに JICAにより経営分野（2010～2012）、生産性品質分野（2011～2013）、マーケ

ティング販売分野（2013～事後評価時点で派遣中）の合計3名のシニア・ボランティアが派遣された。 
15  2011年には単価が高い研修を受注できたため研修収入が前年の1.9倍に増加した。 



12 
 

 

2) 研修事業 

表1に見られるように、プロジェクト終了後、2012年にかけて研修企業数は回復し、参加者数は

大きく増加した。研修内容は企業ニーズに応じて多様化し、参加者の満足度はさらに向上している。

プロジェクト終了後も研修の定期的な見直しが行われ、受講生からのフィードバックによる研修内

容の改善（実務的な説明や事例紹介の増加など）、企業の新たなニーズや要望に基づく新規コース

の開設（例えば労働安全法による取り締まり強化に対応した労働安全コースの開設など）が行われ

た。2013年度はウェブを使ったバーチャル・コースの開設を予定している。このように、プロジェ

クト終了後も研修事業は順調に継続されている。 

 

3) コンサルタント養成 

プロジェクト終了までに用意された10モジュール200時間程度のカリキュラムを用いてコンサル

タント養成研修が開始されたが、プロジェクト終了後に人材育成、ITなど新たなモジュールが追加

された。この研修は事後評価時までには15モジュール400時間に拡充され、専門家養成研修として

教育省認定基準を満たすようになった。 

コンサルタント養成研修では、受講開始者の半分程度が修了する。表2に示したように、プロジ

ェクト期間およびプロジェクト終了後の3年間で87名が研修を終了した。CEPPROCALは成績と面接

結果に基づき研修修了者の中から数名を選んで契約を結び、コンサルタントとして雇用する。 

プロジェクト終了までに育成された18名のコンサルタントのうち、現在もコンサルタントとして

CEPPROCALで活動しているのは8名である。その後新たに育成されたコンサルタント、品質生産

性・マーケティング販売以外の分野で新たに契約したコンサルタント5名を含め、2012年現在は合

計19名が正式なコンサルタントとして、12名が見習いコンサルタントとして活動している。 

 

4) コンサルティング事業 

プロジェクト終了後、生産性品質とマーケティング販売の両分野において受注件数は大きく減少

しており、プロジェクト終了後に開始したその他分野がそれを補っている（表4）。CEPPROCAL、

商工省、専門家、シニア・ボランティア等へのヒアリングから、受注が減少した理由は以下のよう

に整理される。 

 中小企業経営者の多くはコンサルティング・サービスの費用を投資ではなくコストと考え、

1,000ドルを超えるようなコンサルティング・サービスは積極的に利用しようとしない16。特

に2012年は政権交代や牛肉輸出減少による不景気の影響を受けたため、企業経営者の多くは

コンサルティング・サービスへの投資に消極的であった。なお、企業経営者はコンサルティ

ング・サービスに期待できる成果が具体的、定量的に示されればコストではなく投資と捉え

ることができるが、CEPPROCALに派遣されたシニア・ボランティア等の意見によると、

                                            
16  2012年度に実施されたCEPPROCALのコンサルティング・サービスの平均契約額は約3,200ドル／件であった。

（表4を参照） 
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CEPPROCALの提案は定性的に記述されたものが多く、説得力に乏しい面があることが否め

ない。ただし、数値目標を示すためにはコンサルタント側に十分な経験と実力が求められる。

また、品質管理の国際基準（ISO9001）に関心を示す企業は多いが、その１ステップとして

5Sやカイゼンを活用できることについての理解は浸透していない17。 

 CEPPROCALのコンサルティング・サービスに対して中小企業向けの補助金の利用が進まな

かった。（その経緯については3.3.2.1 上位目標達成度および脚注22を参照） 

 より低価格のサービスを提供する個人コンサルとの競争に勝てない。特にマーケティング・

販売分野では低価格競争が激しい。 

 CEPPROCALの営業力の限界。プロジェクト期間中は専門家も含めた営業活動により受注数

を確保できていたが、現在営業に取り組んでいるのはカウンターパート1名のみである。

CEPPROCALは試行錯誤しながら営業戦略の見直しを重ねている。なお、契約コンサルタン

トは営業へのインセンティブが少ないため、営業にはほとんど力を投入しない18。また、事

後評価時の企業調査によると19、UIP会員企業・非会員企業ともに、ほぼ半数はCEPPROCAL

がコンサルティング・サービスを提供していることを知らないなど、広報を強化する余地が

見られる。 

 

他方、コンサルティング・サービスを受けた企業のほとんどはそのサービスに満足し、一部の企

業では業績向上につながる重要な成果が見られた。事後評価にあたり生産性品質・マーケティング

販売分野で2007年以降に契約額5百万ガラニ（約1,100ドル）以上のコンサルティング・サービスを

受けた30企業へのヒアリング調査を行ったが、90％以上の企業がコンサルティング・サービスのプ

ロセス、結果、費用対効果について5段階評価で上位1～2段階（とても良い～良い）の評価を与え、

ほぼ全ての企業は同様のコンサルティングを他企業にも勧めると回答した。また、30企業全てがコ

ンサルティングは企業業績に良いインパクトを与えたと回答し、うち4割は重要な良いインパクト

を与えたと回答した。 

 

3.2.2インパクト 

3.2.2.1 上位目標達成度 

 本プロジェクトの上位目標は「パラグアイの産業、特に中小企業の競争力がCEPPROCALのコン

サルティング・サービスによって強化される」ことであり、その指標は「プロジェクトの成果が商

工省を通じて普及される」こととされていた。ここでは、上位目標に関連するインパクトを、1）

                                            
17  カイゼン（改善）とは、おもに製造業の生産現場で行われている作業の見直し活動で、作業効率の向上や安全性

の確保などに関して、経営陣から指示されるのではなく、現場の作業者が中心となって知恵を出し合い、ボトム

アップで問題解決を図る手法を指す。 
18  契約コンサルタントはCEPPROCALと個別に契約を結び、CEPPROCALのコンサルティング業務に従事する。本

プロジェクトの準カウンターパート、CEPPROCALのコンサルタント養成研修の修了者の一部（生産性品質・マー

ケティング販売分野）、およびその他の分野の専門家が含まれる。（脚注11を参照） 
19  企業調査としてUIPの会員企業50社、非会員企業50社を対象に電話インタビュー調査を行った。 
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コンサルティング・サービスを受けた企業（以下「受益企業」と呼ぶ）におけるインパクト、2）

商工省を通じた成果の普及、3）パラグアイ産業の競争力の3つの観点から分析する。 

 

1） コンサルティング・サービスの受益企業 

CEPPROCAL のコンサルティング・サービスの受益企業は2012年までに67社にのぼり、その6

割が従業員 50 人以下、9 割が従業員 99 人以下である20。対象企業の多くは UIP の会員で、ほとん

どが製造業である。前述したように、生産性品質・マーケティング販売分野でCEPPROCALのコン

サルティング・サービスを受けた 30 企業全てがコンサルティング・サービスは企業に良いインパ

クトを与えたと回答し、うち4割は重要な良いインパクトを与えたと回答したことから、これらの

受益企業の 4 割程度において競争力の強化につながる何らかのインパクトがあったと推測される。

ただし、コンサルティングの成果について明確な指標ならびに到達目標が設定されていなかったこ

と、および、企業経営者は具体的な業績データを開示したがらないことから、コンサルティング・

サービスのインパクトについての定量的な分析は困難であった。なお、受益企業のうち従業員 99

人以下の企業は58社あり、これはパラグアイに約1,300社（事前評価時）あるとされる中小企業（従

業員99人以下）の4パーセントに過ぎず、上位目標への貢献は軽微なものにとどまる。 

 

2） 商工省を通じた成果の普及 

 上位目標の指標は「プロジェクトの成果が商工省を通じて普及される」こととされていた。どの

ようにして商工省がこれを実施するかについて、プロジェクト開始時には具体的な方法は明確にな

っていなかったが、プロジェクト終了前の 2009 年に、既存の補助金の活用等による成果の普及に

ついてUIPは商工省と協定を結んだ。この協定により、商工省が実施する2つの補助金制度の活用

について、商工省はCEPPROCALの企業向けサービスを産業界に積極的に紹介し、その利用促進を

図ることが合意された。また、CEPPROCAL では商工省のコーディネーターが毎週 CEPPROCAL

における会議に参加し、プロジェクト期間中から継続的に商工省との連携に努めてきた21。しかし

ながら、プロジェクト終了後3年以上の間、補助金を利用した受注は1件もなかった。CEPPROCAL

によると、これは商工省による補助金運営手続きの遅さや補助金額の少なさが影響している22。ま

た、商工省のコーディネーターは同一人物が継続的に担当してきたが、同省幹部の頻繁な交代など

により、本プロジェクトの成果の活用についての省としてのコミットメントは必ずしも明確でなく、

CEPPROCALは、商工省のより強力なリーダーシップが必要であると考えている。 

以上から、本プロジェクトの成果をもとにコンサルティング・サービスへの需要を喚起するため

                                            
20  67社の構成は零細企業（10人以下）7社、小企業（30人以下）21社、中企業（50人以下）13社、大企業（51人

以上）26社であった。（零細中小企業の定義は2012年の新法による） 
21  プロジェクトを実施した3年間に商工省では大臣が3回交代し、工業次官が7回交代したが、コーディネーター

は事後評価時まで同じ人物が務めており、商工省との継続的な連携に貢献している。 
22  輸出企業向けの補助金制度については手続きの煩雑さ、遅さ等から、その利用があまり進んでこなかったが、2013

年になり運営に改善が見られ、2013年8月現在、CEPPROCALのコンサルティング・サービス利用についての最

初の補助金交付が実現する見通しである。零細企業を対象とした別の補助金制度では、安価な市中コンサルタン

トを想定してコンサルティング・サービスの時間あたり補助単価が小さく設定されたため、CEPPROCALのサー

ビスには利用できない。 
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の商工省による積極的な活動がほとんど行われなかった点も含め、「商工省を通じた成果の普及」

について、事後評価時点では見るべき結果が得られていないと言える。 

 

3) コンサルタント養成研修のインパクト 

表2に示したように、2012年までに87名がCEPPROCALのコンサルタント育成研修を終了した。

そのうち事後評価時点で CEPPROCAL とコンサルタント契約を結んでいるものは 15 名である。

CEPPROCAL以外で個人あるいは他企業でコンサルタントとして活動する者も含めると、現在フル

タイムでコンサルタントとして活動している者は 29 名、時々コンサルタントとして活動している

者は6名である。コンサルタントとして活動しなくても、研修で得られた知識を所属企業において

活用する者は多い23。産業セクター全体への貢献程度は大きくないものの、コンサルタント養成研

修受講者はパラグアイ産業の競争力向上に何らかの貢献があると考えられる。 

 

4) パラグアイ産業の競争力 

世界経済フォーラムが発行した国際競争力報告書（2011～2012）によると24、パラグアイの国際

競争力指標は7 点中 3.5 点、142 ヶ国中122 位と、メルコスール 4ヶ国中の最下位であり25、2 年前

（2009～2010 年）の 3.4 点、133 国中 124 位に比べて大きな改善は見られない。また、APC（パラ

グアイ品質協会）へのヒアリングによると、これまでにパラグアイで品質管理についての ISO9001

を取得した企業はおよそ250～300社であり、ウルグアイの約2,000社、アルゼンチンの約8,000社、

ブラジルの約20,000社に比べて圧倒的に少ない26。以上から、パラグアイ産業の競争力は今も低く、

近年目に見える改善はないと判断される。なお、パラグアイの零細中小企業の過半数は未登録の非

公式企業であると考えられており、零細中小企業セクターの国際競争力について信頼できる統計

データは存在しない。 

 

以上から本プロジェクトのインパクトが限定的で、商工省を通じた成果の普及がほとんど実現し

ていないことから、上位目標の達成度は低いと判断される。 

 

3.2.2.2 その他のインパクト 

事後評価時の企業調査によると、約3分の1の企業はCEPPROCALがコンサルティング・サービ

スを行っていることを知っている。また、約 3 分の 2 の企業は本プロジェクトが用いた 5S あるい

はカイゼンなどの職場管理・生産管理の手法を知っており、約半数の企業が興味を示している。

CEPPROCALによると、近年パラグアイでも5Sやカイゼンを扱うコンサルタントの増加が見られ、

本プロジェクトが影響を与えていると考えられる。 

                                            
23  事後評価にあたり研修修了者に対して電子メールによる質問票調査を行い、87名中86名から回答を得た。86名

中55名は研修内容は有用で、54名は現在の業務に十分活用できると回答した。 
24  Global Competitiveness Report 2011-2012 (World Economic Forum) 
25  同報告書によるとブラジルは53位、ウルグアイは63位、アルゼンチンは85位にある。 
26  人口比で見ても、パラグアイは人口2.2～2.6万人あたり1社、ウルグアイは人口1,700人あたり1社、アルゼンチ

ンは人口5,000人あたり1社、ブラジルは人口1万人あたり1社と、パラグアイが最も少ない。 
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以上をまとめると、本プロジェクトの実施により一定の効果発現が見られ、有効性・インパクト

は中程度である。本プロジェクトの成果１は概ね達成、成果2は達成され、プロジェクト目標はほ

ぼ達成されたと判断される。プロジェクト完了後、研修サービスは拡大しているが、コンサルティ

ング・サービスは継続されているものの受注件数が減少傾向にある。商工省による成果の普及は実

現しておらず、本プロジェクトのインパクトはコンサルティング・サービスの受益企業と育成され

たコンサルタントの勤務先に限定されることから、上位目標の達成度は低い。 

 

3.3効率性（レーティング：③） 

3.3.1 投入 

投入要素 計画 実績（終了時） 

専門家派遣 

 

長期専門家4名： 

組織強化 

品質生産性 

販売マーケティング 

業務調整 

短期専門家8分野： 

戦略情報システム、製造管理、企業

診断、企業経営、メルコスール域内

マーケティング、ビジネスプラン作

成、生産性セミナー 

長期専門家3名（107M/M）： 

品質生産性 

販売マーケティング 

業務調整 

 

短期専門家9分野（9名、9M/M）： 

生産計画・工程管理、組織強化、

市場調査・顧客満足、電子商取引、

食品工業品質管理、企業管理、在

庫管理・工業原価管理、ロジステ

ィクス 

研修員受入 研修員受入 

 

研修員受入  

C/P研修14名（民間企業視察等）

地域別研修9名（地域起業・新規事

業支援、中小企業・地場産業活性化、

生産性向上実践技術等） 

機材供与 研修・事務室用機器 

車両 

パソコン、プリンター、プロジェク

ター、車両等（138百万円） 

協力金額合計 約3.0億円 約2.1億円 

パラグアイ側

投入（UIP） 

カウンターパート：4名（組織強化、品

質生産性2名、販売マーケティング） 

準カウンターパート：20名 

実習生（学生） 

商工省：ダイレクター、コーディネーター

 

UIP：ゼネラルマネージャー、マネージ

ャー、カウンターパート：3 名（組織

強化、品質生産性、販売マーケティン

グ）、準カウンターパート：16名 

 

3.3.1.1投入要素 

効率性に影響を与えた投入要素についての分析は以下のとおりである。 

 当初はコンサルティング・サービスの地方展開が成果のひとつとされていた（成果3：

CEPPROCALのコンサルティング・サービスが地方に拡大される）。工業集積度の高い地方

都市シウダ・デル・エステはJICAの安全対策により立ち入りが規制されたため、対象として
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別の地方都市エンカルナシオンが選定された。しかし、同市にはコンサルティングに適した

企業が極めて少なく、閉鎖的な企業が多かったため、対象企業を見つけることが困難であっ

た。遠隔地で訪問に時間がかかることも考慮し、このまま同市での展開を継続することは極

めて非効率と考え、プロジェクト開始から1年10か月後に合同調整委員会にて地方展開の中

止が決定され、計画が修正された。これは非効率的で十分な結果が得られないと予想された

活動を中止したものであり、本プロジェクト全体の効率性の低下を限定することにつながっ

たため、適切な決定であったと判断される。 

 終了時評価では、商工省との連携の強化、毎週の作業委員会へのUIP副総裁の参加など、プ

ロジェクト内のコミュニケーションは非常に良好だったと判断された。カウンターパートお

よび専門家へのヒアリングによると、プロジェクト期間中にプロジェクト・ディレクターで

ある工業次官が7度変わったが、先行プロジェクトから関わってきた商工省元次官が2009年

10月よりプロジェクト・コーディネーターとしてCEPPROCALに半日勤務するようになり、

終了まで良好なコミュニケーションが可能だった。 

 長期専門家のほとんどがスペイン語を使えたこと、先行プロジェクトに参加した専門家が本

プロジェクトのリーダーを務めたことも、効率的な実施に貢献したと考えられる。 

 専門家へのヒアリングによると、病気などのものを除きほぼすべてのカウンターパート、準

カウンターパートが本邦研修に参加でき、専門家に指導されたことを直接見聞きしたことで

自信を深めて帰国したことが、カウンターパートのより積極的な取り組み姿勢につながり、

技術移転が進んだ要因のひとつと考えられる。 

 終了時評価においては、投入の質・量・タイミングに関してパラグアイ側、日本側の双方か

ら特に問題は提起されておらず、適切な投入が行われていると判断されたが、これは事後評

価時のCEPPROCALおよび専門家へのヒアリングからも確認された。 

 

3.3.1.2協力金額   

 協力金額は計画 3.0 億円に対して実績約 2.1 億円であり、計画の 70％であった。本プロジェクト

の活動計画および実績（工程表）から判断して、活動の地方展開（成果 3）に計画された投入は全

体の3割を超えないと見られることから、一部活動が中止されたことを考慮しても協力金額につい

ての効率性は高いと判断される。 

 

3.3.1.3協力期間     

 協力期間は3年2か月であり、計画通りであった。 

 

以上より、本プロジェクトの協力期間は計画通りであり、協力金額が成果に比べて計画を下回っ

たため、効率性は高い。 

 



18 
 

3.4 持続性（レーティング：②） 

3.4.1 政策制度面 

パラグアイ政府はプロジェクト終了後の 2012 年 5 月、過半数が非公式に活動しているといわれ

る零細中小企業の法的認知を促進することで公式市場への参入を拡大し、零細中小企業の振興とそ

の競争力強化を図るために「零細中小企業法」を制定した。同時に、商工省に零細中小企業副大臣

が置かれ、零細中小企業政策の策定と実施を行う部門が設置された。同法は研修・技術支援・技術

革新などへの補助金制度、起業・廃業・行政管理に関する手続きの簡素化、融資・税・雇用条件に

ついての優遇措置などについて定めている。 

商工省が実施する補助金制度は資金の多くをドナーに依存しているが、同法の施行により今後も

何らかの補助金制度が継続されることが期待される。ただし 2013 年 8 月の政権交代時点では、同

法の施行の見通しは明らかではない。また、CEPPROCALのコンサルティング・サービス利用への

補助金の活用は事後評価時点でようやく最初の事例が得られる見通しが立った段階であり、今後に

ついては予断を許さない。 

2013年8月に誕生した新政権を率いるオラシオ・カルテス大統領は産業界出身で、産業振興のた

め積極的な外資の導入を進めるとともに、零細中小企業に対しても積極的な支援策を講じることを

表明しているが、補助金制度の動向は本プロジェクトの持続性を直接脅かす可能性があり、十分な

注意が必要である。 

 

3.4.2 カウンターパートの体制 

プロジェクト実施当時のCEPPROCAL 職員12名は3名を除いて交代・退職したが、研修・コン

サルティングなどの活動は新たな対象分野を追加するなどして内容をさらに高度化・充実させて継

続されており、組織能力の低下は見られない。 

プロジェクトで養成されたコンサルタント16名のうち8名は、プロジェクト終了後CEPPROCAL

との契約を更新しなかった。その後養成されたコンサルタントにより6名を補充し、新たな分野で

5名を雇用し、現在は19名がコンサルタントとして稼働している。CEPPROCALによると、コンサ

ルティング・サービスの受注が少ないため、コンサルタントはパートタイムとしてしか稼働できず、

長く続けるものは多くない。新人コンサルの見習い期間（2～3年間）の報酬が低いこともあり、養

成したコンサルタントの定着があまり良くない。 

プロジェクト終了後、JICA はシニア・ボランティアを継続的に派遣して CEPPROCAL への技術

支援を継続している（脚注14を参照）。CEPPROCAL／UIPの組織強化（特に財務能力強化）、生産

性・品質へのコンサルティング・サービス強化などへの重要な貢献が見られる。 

プロジェクト終了後、CEPPROCALはコンサルタント養成研修について2つの大学に修士課程と

しての認定を提案したが、大学側の反応は鈍く、実現しなかった。他方、ウルグアイおよびアルゼ

ンチンの類似機関との協力関係により、年間4～7回の国際研修コースが実施されている27。 

                                            
27  ウルグアイ技術研究所（LATU、ISO等の国際規格の承認に関する半官半民の検査機関）、アルゼンチン国立工業

技術院（INTI、新規技術の開発、分析・試験、認定などをおこなう国家機関）との協力関係が維持されている。

これらの機関はいずれも JICAの技術支援を受けた経験がある。 
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3.4.3 カウンターパートの技術 

CEPRROCALは本プロジェクトを通して組織が確立し、前述のプロジェクト終了後の活動継続状

況からも分かるように、組織運営、研修事業、コンサルタント養成については内容を発展させつつ

活動を継続できており、十分な技術力があると判断される。 

コンサルティング・サービスについては対象企業の評価が高く、サービス提供の技術力は十分高

いと考えられるものの、本プロジェクトにより支援を受けた生産性品質・マーケティング販売の両

分野では受注が減少傾向にある。補助金の利用が進んでいないこともあるが、補助金は永続的に利

用できるとは限らない。CEPPROCALは補助金に頼らずとも受注を維持できることを目指すべきで

あり、その営業力をさらに高める必要があると考えられる。 

 

3.4.4 カウンターパートの財務 

CEPPROCALの収支をプロジェクト期間中（2007～2009年）とプロジェクト終了後の3年間（2010

～2012 年）で比較すると（表 5）、コンサルティング・研修による収入はいずれも増加し、総収入

は35%増加した。利益は全てUIPの収益となるが、これも32%の増加を見せている。コンサルティ

ング・サービスの受注が伸び悩んでいる点には注意を要するが、CEPPROCALは民間組織として採

算を維持するための厳しい努力を続けており、財務面の持続性に問題は見られない。 

 

表5 CEPPROCALの収支 

（プロジェクト期間中3年間と終了後3年間の比較） 

（百万ガラニ／年） 

期間中平均 

2007~2009年 

終了後平均 

2010~2012年 

 

増加率 

収入 1,085  1,466  35% 

研修 1,026  1,269  24% 

コンサルティング 152  197  29% 

支出 818  991  21% 

利益 360  475  32% 

出典：CEPPROCAL 

 

以上をまとめると、コンサルティング・サービスの対象分野の拡大、コンサルタント養成研修の

充実など、プロジェクトの成果は維持・発展し、CEPPROCALの体制面・財務面の持続性に問題は

ない。ただし、生産性品質・マーケティング販売分野のコンサルティング・サービスの受注は減少

しており、その要因としてコンサルティング・サービスの営業には改善の余地があること、コンサ

ルティング・サービス受注の拡大につながる政府補助金制度について十分明確な見通しがないこと

が指摘できる。以上から、本プロジェクトの持続性は中程度と判断される。 
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4．結論及び教訓・提言 

4.1 結論 

本プロジェクトはパラグアイの産業、特に中小企業の競争力強化に貢献するため、「パラグアイ

品質生産性センター（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」ことを目標に実施された。本プロジェク

トはパラグアイの政策、中小企業の開発ニーズおよび日本の援助政策とも合致し、妥当性は高い。

CEPPROCALの事業実施能力が強化され、コンサルティング・サービス能力が改善されたことによ

り、上記プロジェクト目標はほぼ達成された。プロジェクト完了後、研修サービスは拡大している

が、コンサルティング・サービスは継続されているものの受注件数が減少傾向にある。商工省によ

る成果の普及は十分に実現しておらず、インパクトはコンサルティング・サービスの受益企業にほ

ぼ限られている。よって本プロジェクトの有効性・インパクトは中程度と判断される。地方展開の

ための活動が非効率のため中断されたが、本プロジェクトは全般的に円滑に実施され計画通り3年

2か月間で終了したこと、JICA側の投入金額が計画の7割にとどまったことから、効率性は高かっ

たと判断される。CEPPROCALの体制・技術面・財務面の持続性に特に問題はないが、インパクト

の拡大につながる商工省との連携および補助金の活用について十分明確な見通しがないことから、

持続性は中程度と判断される。 

以上より、本プロジェクトの評価は高い。 

 

4.2 提言 

4.2.1 カウンターパートへの提言 

(1) 商工省への提言 

商工省はCEPPROCAL/UIPとの連携を強化し、本プロジェクトの成果をパラグアイの産業界に広

く波及させるために、中小企業がコンサルティング・サービスを受けることによる便益や利益に対

する認識や意識を高めるような施策を取ることが望まれる。具体的には、研修・セミナーを通した

産業界への普及、印刷物・メディア・ウェブサイト等による広報、「零細中小企業法」に沿った研

修・技術支援のための助成金制度の充実と、その利用企業に対するCEPPROCALについての積極的

な情報提供・紹介などが考えられる。 

 

(2) CEPPROCAL/UIPへの提言 

CEPPROCALはコンサルティング・サービスの受注を増やして本プロジェクトのインパクトを高

めるため、以下の努力が必要である。 

・ UIPの会員企業をはじめとした国内の企業を対象に、CEPPROCALの企業向けサービスの

内容、具体例とその成果、サービスを受けた企業の意見などの情報を、より積極的に広報

する。 

・ CEPPROCAL が得意とし、国内で最初のサービス提供者となった 5S およびカイゼンに関

するコンサルティングに重点を置くとともに、継続的なサービス提供により 5S やカイゼ
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ンだけでなく品質管理に関する ISO取得も視野に入れたコンサルティング・サービスを行

う。 

・ 零細中小企業の経営者がコンサルティング・サービスのメリットをより具体的・定量的に

理解できるような営業資料を作成する。また、コンサルティング・サービスに関心を示す

企業の主要な課題について、期待される成果を、指標を用いてより具体的に提示し、業務

終了後にその結果を定量的に評価できるような提案を行うことを検討する。 

 

4.2.2 JICAへの提言 

JICA は新政権下の商工省に対して本プロジェクトの経緯と結果ならびに UIP と商工省の協定内

容を改めて説明するとともに、商工省によりその成果の普及が促進されるように働きかける必要が

ある。 

 

4.3 教訓 

・ 本プロジェクトでは民間部門のコンサルティング・サービス供給能力を高めて中小企業振興

を行う技術協力を実施したが、中小企業側の需要が弱いにもかかわらず効果的な需要喚起策

が取られなかったことで、インパクトが限定され、持続性も低められる結果となった。これ

に類似する技術協力を計画する際は、中小企業のコンサルティング・サービスに対する必要

性の認識、対価の支払意思など需要側の特性を良く理解して協力の内容を決める必要がある。

需要があまり強くないことが分かっている場合は、公的部門による情報普及・意識啓蒙や補

助金制度の運用改善など、何らかの需要喚起策を協力範囲に含めることを検討すべきである。 

・ 本プロジェクトに見られたように、競争環境の中で効率性を追求する必要がある民間部門を

対象とした技術協力では効率的な事業運営や財務的な持続性が期待できるが、公的政策の決

定や実施に直接関与できないために、国全体へのインパクトが限定される恐れがある。これ

を補うためには、関連する民間部門および公的部門の役割を明確化したうえで、官民連携の

具体的な仕組みを作り上げることを協力範囲に含めることが望ましい。 
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