
１－１　協力の背景と概要

ラオス人民民主共和国（以下、「ラオス」と記す）は、内陸国、小規模な人口（約 560 万

人）、希薄な人口密度、インフラ整備の遅れによる国内市場の未統合、といった経済開発上の制

約を抱えている。加えて、若年層人口の急激な増加が続き、労働人口の増加が見込まれている

が、市場経済化に対応するための専門知識を兼ね備えた人材が不足するとされており、これを

担うビジネス人材の育成が重要な政策課題となっている。さらに、ラオスは 2015 年に東南ア

ジア諸国連合（Association of South‐East Asian Nations：ASEAN）経済統合をめざしており、関

税撤廃をはじめ、海外直接投資を促進するための環境整備に力を入れている。一方、域内関税

の引き下げに伴い、近隣国から安価な産品が流入し、貿易赤字が更に拡大することも危惧され

ており、ASEAN 経済統合を乗り越えることができる民間セクターの強化が急務となっている。

2001 年から日本が支援してきたラオス日本センター（Laos-Japan Human Resource Development 
Institute：LJI）は、ラオスのビジネス人材育成において先進的な役割を果たしてきたが、2015
年の ASEAN 経済統合に向けたさまざまな課題に対処できるビジネス人材を育成するための組

織強化が必要になった。以上のラオスの経済状況、及び市場経済化に資するビジネス人材育成

を行ったラオス日本センタープロジェクト（フェーズ 1 及びフェーズ 2）の教訓と課題を踏まえ、

ラオスの民間セクター開発の一層の促進とラオス日本センターの自立発展可能な組織強化をめ

ざして、ラオス日本センター・ビジネス人材開発プロジェクト（以下、「本プロジェクト」と記

す）が計画された。

１－２　協力内容

（1）上位目標

ASEAN 経済統合に対応できるビジネス人材が、ラオス日本センターで継続的に育成され

る。

（2）プロジェクト目標

ビジネス人材育成機関としてのラオス日本センターの機能が強化される。

（3）成果

1.  ラオス日本センタースタッフの企業現場に即した調査能力が向上する。

2.  実践的な知識を身に付けることができるビジネス人材育成コースが運営できるようにな
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る。

3.  ラオス日本センターがビジネス人材ネットワークのハブとなる。

4.  ラオス日本センタースタッフによる自立的な運営管理体制が構築される。

（4）投入（中間レビュー調査時点）

【日本側】

・専門家派遣：日本人専門家（長期：2 職種 2 名、短期：5 職種 13 名）、タイ人専門家など

・ ローカルコスト負担（2013 年 3 月）：3,600 万 1,000 円

・ 本邦研修：第 1 年次は 1 回（6 名）、第 2 年次は 3 回（19 名）、第 3 年次は 1 回（8 名）

【ラオス側】

・ カウンターパート（Counterpart：C/P）配置　ラオス日本センターの職員（研究部門の人

員とビジネス部門の人員の一部を除く）、ラオス国立大学（National University of Laos：
NUOL）の職員（学長、副学長、経済経営学部講師）

・ 専門家の執務室、光熱費、その他活動予算（消耗品を含む）

・ ローカルコスト負担（2010 年 10 月から 2013 年 1 月まで）：63 万 2,663 米ドル

３－１　実績の確認

（1）成果

本プロジェクトのプロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：
PDM）（バージョン 1）に記述されている 4 つの成果に対する指標は、アウトプットではな

く単純に活動の結果が指標として設定されていた。したがって、調査団はプロジェクト活

動の進捗状況に重点を置き、中間レビュー調査時の成果達成状況を確認した。成果ごとに

計画された活動の進捗状況は、以下のとおりである。

・ 成果 1：プロジェクト活動は一部の活動を除きほぼ計画どおり実施されていることが確

認された。プロジェクトの年次計画が策定され、同計画に沿ってプロジェクトは実施さ

れてきた。技術移転は主に実地訓練（On-the-Job Training：OJT）形式で行われた。遅れ

が確認された活動 1-3 から 1-61
は、ラオス側プロジェクトメンバーの欠員が主な原因で

ある。成果 1 の達成に向けた活動の良い事例として、タイへの研修ツアーの企画と実施

２．中間レビュー調査団の概要

調査団 担当分野 氏　名 所　属

団長・総括 田中　章久 JICA 産業開発・公共政策部産業・貿易第二課　課長

協力企画 守屋　雅弘 JICA 産業開発・公共政策部産業・貿易第二課

評価分析 三谷　絹子 アイ・シー・ネット株式会社

調査日程 2013 年 2 月 26 日～ 3 月 16 日（19 日間） 調査種類：中間レビュー

３．評価の概要

1
　 本文 7 頁（1）成果 1 を参照。
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が挙げられる。タイとラオスは文化・地理・言語の面で非常に似ているため、ラオス人

研修生の学びの成果は大きかったと長期専門家は評価した。

・ 成果 2：成果 2 の達成に向けて日本側は短期専門家チームを投入し、ラオス人講師に対

して教材作成や教授法など講義担当者に求められる技術の移転を OJT 形式で行った。第

3 国専門家としてタイ人講師が投入されたのは、タイへの研修ツアーの強みと同様に、

ラオス人受講生にとって語学面で学習効果が高いからである。短期専門家チームによる

調査結果によると、ビジネスコース修了生の満足度は平均 80％を超えていた。

・ 成果 3：ビジネス部門では経営学修士（Master of Business Administration：MBA）プログ

ラム修了生のデータベースを作成した。このデータベースは主に修了生に対するラオス

日本センターのお知らせを発信するために使用された。プロジェクトでは開催規模が大

から小と異なるビジネス・フォーラム 6 回、MBA プログラム修了生へのフォローアップ

4 回を実施した。ビジネス・フォーラムには MBA プログラム修了生、同プログラムに関

心をもつ企業、ラオス日本センターのパートナー機関などが参加した。チーフアドバイ

ザーとして派遣された日本人専門家によると、1 回のビジネス・フォーラムを開催する

ために要する時間・人員と効果を分析した結果とビジネス部門職員数の現状を考慮する

と、大規模なフォーラムを年 1 回開催するほうがより効果的であると評価した。

・ 成果 4：現地調査時の聞き取り調査の結果、プロジェクト活動に特化したモニタリング

体制は設置されていなかったことが確認された。具体的には、本プロジェクトでめざす

C/Pの能力強化に関するモニタリングが、組織的に実施されていない。ラオス日本センター

の 5 カ年計画の策定が予定されているが、まだ策定されていない。一方で、同センター

の戦略計画を日本人専門家のアドバイスに従って策定した。日本人専門家がリードして

C/P とともに、起業家育成をめざしたビジネスコース修了生へのフォローアップ活動が

実施された。短期専門家チームによってビジネスコースの実施・運営を目的にしたオペ

レーションマニュアル（案）が作成された。

（2）プロジェクト

プロジェクト目標の達成度を測るための一部指標は、プロジェクト終了間近に定量的デー

タが収集できるデザインになっている。そのため、中間レビュー調査時には、総合的にプ

ロジェクト目標の達成度を測ることは時期早尚である。

中間レビュー調査時の成果の発現状況は、以下のとおりである。

・ 指標 1：C/P は日本人専門家が開催したセミナーに参加した。このセミナーの目的はラオ

ス日本センターの戦略計画の策定に関するものであった。日本側のアドバイスを受けな

がらラオス側が同計画をまとめた。2014 年度管理運営計画を策定するにあたり、中長期

的なラオス日本センターのビジョンを示す戦略計画はある程度役に立つ情報ではある。

・ 指標 2：① 2011 年 4 月～ 2012 年 3 月：ラオス側 60.9％、日本側 39.1％、② 2012 年 4 月

～ 2013 年 1 月：ラオス側 74.6％、日本側 25.4％
・ 指標 3：5 カ年計画ではないものの、ラオス日本センターの戦略計画は作成された。

・ 指標 4：中間レビュー調査時に既に修了生は 460 名を超えている。数値から判断したと

ころ、評価すれば指標は達成された。
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・ 指標 5：ラオス日本センターはラオス国内外の団体・組織との連携を構築してきた。主

な連携先は次のとおりである：①ラオス商工会議所（覚書を締結済み）、②泰日工業大学

と泰日経済技術振興協会（覚書を締結済み）、③ラオス政府商工省中小企業振興局

（3）上位目標

上位目標には実現可能な指標が設定されていることが確認された。MBA プログラムも実

践ビジネスコースも、定員の 7 割以上が確保できれば上位目標達成と判断できる。

３－２　評価結果の要約

（1）妥当性

本プロジェクトの妥当性は、事前評価時と同様に依然として高い。その根拠は、プロジェ

クトの目標と期待される成果が、ラオス政府の政策と日本政府の対ラオス国別援助方針と

も合致しているからである。

（2）有効性

プロジェクトは、目標達成に向けて日本・ラオス国側双方のプロジェクトメンバーが活

動中である。双方はおおむね討議議事録（Record of Discussions：R/D）に沿った投入をし

ている。ラオス側の C/P 配置に関しては、一部人員がいまだ配置されていない。したがって、

早急にラオス側のプロジェクトメンバーが増員されれば、プロジェクト目標の達成の見込

みはより高くなることが想定できる。よって、有効性はやや高いと判断できる。

（3）効率性

4つ成果の達成に向けて、プロジェクトはほぼ計画どおり順調に活動を実施している。よっ

て、効率性はやや高めと判断できる。専門家によると一部の活動の進捗度は想定より低い

ものの、プロジェクト終了時までには完了できる見込みである。

（4）インパクト（見込み）

プロジェクトを通じてラオス日本センター職員とビジネス部門で活用されているラオス

人講師の能力強化に向けた基盤を構築するには約 1 年半残っている。中間レビュー調査時

において、プロジェクトのインパクトを表するには時期尚早である。プロジェクトは進行

中であるため、大きなインパクトがまだ明確に確認されていない状況である。

（5）持続性（見込み）

中間レビュー調査時に持続性を評価することは時期尚早であるが、日本・ラオス国側双

方のプロジェクトメンバーや関係機関へのインタビューの結果からは中程度と判断できる。

３－３　効果発現に貢献した要因

（1）計画内容に関すること

・ ラオス日本センターはジャーナルを発行することでラオス国内外に向けた啓発活動を

行っている。
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・ ラオス日本センターの実践ビジネスコース修了生と MBA プログラム修了生のビジネス

管理の知見と個々の自信が向上された。

（2）実施プロセスに関すること

プロジェクトを通じて C/P の技術能力が強化されてきている。また、個々の役割を担う

ために求められる分野の専門性に関する自信がついてきている。

３－４　問題点及び問題を惹起した要因

（1）実施内容に関すること

ラオス日本センター職員と受講生の一部に、MBA プログラムへ投入された日本人専門家

（講師）の期待する英語レベルに達していない状況があった。

（2）実践プロセスに関すること

適切かつ有能な人員の追加配置について検討する必要がある。

３－５　結論

5 項目評価から、本プロジェクトはある程度計画どおりに活動が実施されていて、終了時ま

でに目標が達成される見込みである。他方、プロジェクト終了時までに対策が求められる課題

が確認された。具体的には、PDM の改訂、研究部門人員の配置、5 カ年計画の策定などが挙げ

られる。

３－６　提言　プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言）

（1）ラオス日本センタービジネスコースにおける中期計画（5 カ年計画）の策定

ラオス日本センターの中期計画（5 カ年計画）を作成したうえで、それに沿った形で年

間計画を策定すること。なお、中期計画を策定する際には以下の 3 つの点に留意する。

①ラオスが ASEAN 域内で果たすべき役割を決定する。

②ラオスの民間セクターにおけるビジネスニーズを把握する。

③ 上記①、②の結果、及びラオス日本センターの戦略計画と 2012 年にラオス日本センター

が実施した「ニーズサーベイ」の結果に基づき、ビジネスコースで提供する講義内容を

決定する。

（2）ラオス日本センタースタッフの能力強化

ラオス日本センターの機能強化のため、特に中間管理職が自立的に組織運営を行うこと

ができるよう、以下の取り組みを行うこと。

・ 日々の OJT における技術移転を通じて自己の能力を更に向上させること。

・ ラオス日本センターの各部門において、①現時点の能力のベースラインを設定し、②上

記（1）における計画に従い、プロジェクト終了時点に到達すべき目標を設定し、③活動

の進捗状況を図ることができるベンチマークを設定すること。

・ ラオス日本センタースタッフと業務調整 / 組織強化担当の専門家は、より効果的な技術

移転を行うために更なるコミュニケーションを行うこと。
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（3）財務体制の強化

将来の経済環境の変化にも対応できるよう、引き続き財務体制の強化に努めること。なお、

その際各コースの品質についても損なうことがないよう留意する。

（4）タイの各種機関との連携

調査の過程で本連携はプロジェクトにとってプラスの効果があったと認められるため、

今後も引き続き連携に努めること。

（5）ASEAN 地域の他の日本センターとの連携

他日本センターとの連携強化策について、日本人専門家及び JICA と検討すること。

（6）日本の ODA 政策への貢献

現在、日本政府は日本の中小企業の海外展開支援に力を入れており、ODA はこの政策を

実施するための 1 つの大きな方策とされている。このような新たな ODA 政策への貢献策に

ついて議論が行われることが望まれる。

（7）ラオス日本センター調査部門への追加人員の配置

現時点の業務内容を遂行し、かつ将来におけるプロジェクトの持続可能性を確保するた

め、可能な限り早い段階で調査部門へ追加の人員配置が行われること。

（8）MBA プログラム修了生のデータベースの活用

MBA プログラム修了生のデータベースはラオス日本センターの活動の周知にしか活用

されていないため、ネットワーキングやラオス日本センター外部の関係者とのビジネス活

動など、活用策を検討すること。

（9）PDM の改定

各成果の進捗状況をより適切に把握するため、ラオス日本センターは日本側調査団から

提示された PDM 改定案について検討を行ったうえで、合同調整委員会（Joint Coordinating 
Committee：JCC）において現在の PDM の改定を行うこと。
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