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事業事前評価表 

 

国際協力機構 

産業開発・公共政策部 

産業・貿易第二課 

１．案件名                                                 

 国 名： インド国 

 案件名： 和名 包括的成長のための製造業経営幹部育成支援プロジェクト 

 英名 Project on Champions for Societal Manufacturing (CSM) in India 

  

２．事業の背景と必要性                                       

（1）当該国における製造業の現状と課題 

 1991 年の経済自由化開始以来、インドは急速な経済成長を遂げているが、その成

長は情報通信産業を中心とするサービス産業の急速な発展に牽引されたものであり、

製造業の発展は相対的に遅れている。GDP における製造業シェアは過去 20 年間

16％前後に留まっており、中国や東南アジア諸国に比べ製造業のポテンシャルは未

だ十分に活かされていない状態である。また、2005 年以降、製造業の雇用数は減尐

しており1、本来農村部の余剰労働力を受け入れるべき製造業は雇用吸収の役割を

果たしていないと言える。この様な状況を改善し、インド経済の包括的な成長を進め

るという経済的ニーズ上、製造業を発展させることは、喫緊の課題である。こうした状

況を受け、インド政府は 2004年に国家製造業競争力委員会（National Manufacturing 

Competitiveness Council: NMCC）を設立し、製造業の競争力強化に取り組んでいると

ころである。 

 インド製造業の課題の一つは、製造業のマネジメントを改善することである。2008年

において製造業企業の管理職（マネージャー）の数は約 500 万人であったが、製造業

の成長率を年 12～13％と想定すると、2025 年までに新たに約 800 万人の管理職が

必要となる。しかしながら、工学系及び経営系の大学卒業生が製造業企業に就職す

る割合は高くなく、管理職人材の需要と供給に大きなギャップが生じているのが現状

であり2、製造業分野における経営上の課題となっている。 

一方、インドでは近年大気・水質汚染、土壌务化等の環境汚染が深刻化しており、

その最大の原因は製造業によるものである。政府は規制強化や環境に配慮した生産

技術・機器の採用の奨励等を進めているが、特に中小企業経営者の環境への意識

は未だ低く、また環境対策技術に関する知識も不足しているのが現状である。また、

製造業の効率性を高めるために、省資源も一つの課題となっている。 

                                                   
1 2005年の 5,500万人から 2010年には 5,000万人へ減尐。第 12次 5カ年計画（2012-17）の記

述による（Vol.2, pp.53-54）。 
2 本パラグラフの記述は、同じく第 12次 5 カ年計画（2012-17）に基づく（Vol.2, p.71）。 
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 さらに、インド政府が最重要課題ととらえる「包括的な成長」を実現する手段の一つ

として、貧困層に寄与し同時に企業側にも利益をもたらす BOP（Base of Pyramid）層

へのビジネス展開が企業経営者の間で注目を集めている。貧困層を対象とした製造

業ビジネスの拡大も期待されている。 

 このような背景の下、我が国はインド政府の要請を受けて技術協力プロジェクト「製

造業経営幹部育成支援（Visionary Leaders for Manufacturing: VLFM）プロジェクト」

（2007年 8月～2013年 3月、延長期間含む）3を実施し、これまでに 900人近くの経営

幹部を育成する等の成果を上げている。本プロジェクトは、VLFM プロジェクトで構築

された経営幹部育成プログラムの枠組みを基礎とし、プログラムへの参加企業と卒

業生のコミュニティの協力を得ながら、同枠組みにおける運営・指導者の育成とその

制度の確立に注力しつつ、製造業の課題である環境配慮と包括的な成長への寄与と

いう新たな分野を付加することによって、同プログラムの強化・拡大を図るものである。

これにより、インド政府が国家目標として掲げる包括的かつ持続可能な発展に貢献

することを目指している。 

（2）当該国における製造業にかかる開発政策と本事業の位置づけ 

 第 11次 5カ年計画（2007-12）において製造業は年平均 12％の成長を達成すること

を目標とし、雇用の拡大に貢献することが期待された。さらに、次期の第 12 次 5 カ年

計画（2012-17）は、製造業のマネジメントを改善する必要性を強調し、本プロジェクト

の前身である VLFMの拡大について特に言及している。 

また、2011 年に発表された国家製造業政策では、雇用の創出と国内産品の高付

加価値化のために、製造業の発展は不可欠としている。同政策では 2022年までに現

在 16％程度である製造業の GDP シェアを 25％まで高め１億人の新規雇用を創出す

ることを目標としている。このように製造業の発展は政府の重要課題であり、本プロジ

ェクトはこれに整合する。 

（3）製造業に対する我が国及び JICAの援助方針と実績 

 日本政府は2006年5月に発表された対インド国別援助計画の中で、１）経済成長の

促進、２）貧困の緩和、３）人材育成・人的交流の拡充のための支援を重点目標として

掲げており、本プロジェクトはこのうち１）と３）に該当する。また現行（2011 年 6 月現

在）の対インド事業展開計画においては、援助重点分野の一つである「雇用を伴った

経済成長に向けた支援」のうち民間セクター支援プログラム（産業振興、産業人材の

育成等）に VLFM プロジェクトは位置づけられており、本事業も同プログラムに位置づ

けられる。 

また、「JICA 国別分析ペーパー」（2012 年 3 月）においては、援助重点分野「産業・

                                                   
3上級・中堅管理者を対象とした「上級経営幹部コース」、製造業経験者の中堅管理者候補を対象

とした「中級経営幹部コース」（大学院での学位認定プログラム）、経営者対象の「社長コース」、下

請け中小企業を対象とした「中小企業育成コース」から構成されている。 
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都市インフラの整備」の下に、主要開発課題の一つである「スキル・ナレッジの向上」

が位置づけられており、日本のスキル・ナレッジを活用して産業人材を育成し、民間

セクターの底上げを図る支援を進めることが提案されている。本事業は、この方向性

に合致するものである。 

なお、財団法人海外産業人材育成協会（HIDA）が国庫補助事業として経済産業人

材育成支援事業を実施しており、インドも対象国となっている。同事業では、途上国

の技術者・管理者を対象とした日本での技術研修と管理研修及び途上国企業への日

本からの専門技術者の派遣を実施している。 

（4）他の援助機関の対応 

 様々なドナーが産業開発関連分野での協力プログラム、プロジェクトを実施している

が、製造業の強化を直接の目的とした協力は尐ない。産業開発分野では、ドイツ国

際協力公社（GIZ）が中小零細企業振興のための政策支援や金融アクセス支援等の

技術協力を実施している。また、英国（DFID）は中小企業を対象にしたビジネスサー

ビス（BDS）支援等の協力を実施している。 

 

３．事業概要                                                

（1）事業目的（協力プログラムにおける位置づけを含む） 

 本事業はインドにおいて以下の事項を行うことにより、インドの製造業の経済・経営、

社会的なニーズに応える能力を有する経営幹部育成のためのプログラムの質の向

上及び規模の拡大のための枠組みを構築し、もって企業の競争力と社会的課題への

貢献度の向上に寄与する。 

①経営幹部の能力を強化するための人材育成プログラムの運営・指導者の能力及

び運営体制の強化 

②企業間（一次サプライヤーと二次・三次サプライヤー）の互恵関係強化のためのプ

ログラムを拡大していける持続的な実施体制モデルの構築 

③環境意識の向上と環境配慮型製造の導入を目的とした科目の既存プログラムへ

の導入 

④農村の貧困層にも裨益する包括的な社会を実現するためのビジネスに取り組む製

造業の育成プログラムの導入 

 

（2）プロジェクトサイト／対象地域名 

 インド全土。具体的な活動地域は VLFM プロジェクトで活動を行ってきたコルカタ

（1,141万人）、ムンバイ（1,841万人）、チェンナイ（505万人）、カンプール（870万人）、

プネ（292 万人）、グルガオン（88 万人）が中心となるが、この他の地域についても、必

要性に応じて双方の合意に基づき対象となりえる。 

（3）本事業の受益者（ターゲットグループ） 
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- インド工科大学カンプール校（IITK）、インド工科大学マドラス校（IITM）、インド経営

大学院カルカッタ校（IIMC）の教員、及び「中級経営幹部コース」学生（30 名/年程

度） 

- インド産業連盟（CII）及びインドにおける製造業界（250社以上） 

（4）事業スケジュール（協力期間） 

 2013年 4月～2016年 3月（計 36 ヶ月） 

（5）総事業費（日本側） 

 1.86億円 

（6）相手国側実施機関 

 NMCC、人的資源開発省（Ministry of Human Resource Development: MHRD）、CII、

IITK、IITM、IIMC 

（7）投入（インプット） 

1）日本側 

①専門家派遣 

- チーフアドバイザー 

- 調整員 

- その他の短期専門家（生産管理、省エネルギー/環境、ベンチャービジネス経

営等） 

②研修員受入れ（日本及び第三国）  

 - 「上級経営幹部コース」及び「中級経営幹部コース」参加者の日本等訪問 

③機材供与（プロジェクトの実施過程で必要に応じて検討） 

④現地活動経費 

- 専門家旅費 

- 出版物作成費 

- 広報・普及セミナー、ワークショップ開催費 

- その他の必要経費 

2）インド国側 

①施設の提供 

- プロジェクト事務所及び必要設備（机、椅子、エアコン、PC、インターネットアク

セス等） 

- 活動に使用する教室及び必要設備（上記と同様） 

- コース B（中級幹部コース）参加者のための宿泊施設 

②カウンターパート・スタッフの配置 

a. 事業全体のファシリテーター 

- NMCC代表者 

- MHRD代表者 

b. 各コース調整役 
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- CII VLFM 事務局主任アドバイザー（「上級経営幹部コース」、「社長コース」、

「中小企業育成コース」及び新設コース） 

- IIMC学長（「中級経営幹部コース」） 

c. VLFM 事務局（CII）、VLFM 調整事務局（IIMC）及び IITK、IITM 事務局のスタッ

フ（主要スタッフは 20名程度） 

d. プログラムの運営・指導者（日本人専門家と協力してカリキュラム/モジュール

の内容を企画し講義を担当）（全体で 45名程度） 

③現地活動経費 

- カウンターパート・スタッフの国内旅費 

- インド国内での研修（OJTを含む）に係る費用 

- 光熱水費（電気、水道）、通信費（電話、ファックス、インターネット） 

- 成果３、成果４のパイロット活動に係る経費 

- その他の必要経費 

（8）環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1) 環境に対する影響/用地取得・住民移転 

①カテゴリ分類： ｃ 

②カテゴリ分類の根拠 

本事業は、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」（2010 年 4 月制定）に揚

げる影響を及ぼしやすいセクター・特性及び影響を受けやすい地域には該当せず、

環境や社会への望ましくない影響は最小限であると判断されるため。 

2) ジェンダー平等推進/平和構築・貧困削減 

特になし。 

（9）関連する援助活動 

1）我が国の援助活動 

 製造業経営幹部育成支援（VLFM）プロジェクト（2007-2013年）は本プロジェクトの前

身であり、本事業では同プロジェクトで設置された４つのコースに新モジュール/科目

を加えて継続実施するとともに、新規のコースを設置して実施する計画である。 

2）他ドナー等の援助活動 

 なし。 

 

４．協力の枠組み                                             

（1）協力概要 

1）上位目標 

経営幹部及び中小企業育成プログラムに参加した企業の競争力と社会的課題への

貢献度が高まる。 
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[指標] 

1. 参加企業の業績 

2. 参加企業による環境・社会活動の数 

2）プロジェクト目標 

インドの製造業の経済・経営面のニーズ（競争力強化及び経営改善）及び社会的ニ

ーズ（環境・貧困層への配慮）に応える、経営幹部育成のためのプログラムの質の

向上及び規模の拡大のための枠組みが構築される。 

[指標] 

1.経営幹部及び中小企業育成プログラムならびに同プログラムの運営・指導者を育

成するシステムに対する（一般的な）評価 

2. 新たに導入された科目・内容の数 

3. 参加者及び参加企業の数 

4. 参加企業によるプログラムに対する評価（例：スポンサー企業の数、インターンシ

ップの数、採用者数、コース修了者の昇給） 

5. 参加者によるプログラムに対する評価 

6. 成果３、成果４に係るパイロット活動の成功事例の数 

3）成果及び活動 

＜成果１＞ 

 経営幹部及び中小企業育成プログラムの運営・指導者の能力及び運営体制が強

化・拡大される。 

[指標] 

1-1. 運営・指導者向けの研修に対する参加者による評価 

1-2. 産学連携の事例 

1-3. 新たに作成された指導員用ガイドライン及び教材 

1-4. 新たに作成された経営幹部育成プログラム用のカリキュラム及び資料 

[活動] 

1-1. 経営幹部及び中小企業育成プログラムの運営・指導者の能力開発のニーズを

分析し、同プログラムの運営と品質を向上させるためのシステムの確立に向けた

詳細計画を策定する。 

1-2. 運営・指導者向けの研修を実施する。 

1-3. 日本研修を実施し、持続的実施のための将来計画を検討する。 

1-4. 経営幹部及び中小企業育成プログラムにおいて新たなトピックを試行し、導入

する。 

1-5. 運営・指導者向けのガイドラインと教材を開発する。 

＜成果２＞ 

 企業間（一次サプライヤーと二次・三次サプライヤー）の互恵関係強化のためのプ

ログラム（中小企業育成プログラム）を拡大していける持続的な実施体制モデルが構



 

7 

築される。 

[指標] 

2-1. 組織化されたコモン・プラットフォーム4の数 

2-2. 中小企業育成プログラムに参加した中小企業の数 

2-3. 訓練を受けた改革リーダーの数 

2-4. 改革リーダー研修コースに対する評価 

2-5. 中小企業育成プログラムから派生した成功事例 

2-6. 中小企業育成プログラムの持続的に実施する体制に対する評価 

[活動] 

2-1. 中小企業育成プログラム拡大のための持続的実施体制を構築するための詳

細計画を策定する。 

2-2. コモン・プラットフォームを組織し、その機能を定める。 

2-3. 改革リーダー向けの研修を実施する。 

2-4. 改革リーダーの活動を見直す。 

2-5. ベスト・プラクティスを普及させるために成功事例をまとめ、共有する。 

2-6. 上記活動の結果と教訓に基づき今後のプログラム運営のためのガイドラインと

教材を開発する。 

＜成果３＞ 

 環境意識の向上と環境配慮型製造の導入を目的とした科目が既存プログラムに導

入される。 

[指標] 

3-1. 経営幹部の環境に対する意識の向上と環境配慮型製造の導入のためのモジ

ュール/科目の詳細内容と教材 

3-2. モジュール/科目に対する評価 

3-3. パイロット活動の成功事例 

3-4. 成功事例普及のためのパンフレット作成数及びセミナー開催数 

3-5. モジュール/科目実施の将来計画 

[活動] 

3-1. 経営幹部の環境に対する意識の向上と環境配慮型製造の導入のためのモジ

ュール/科目の実施計画を策定し、詳細内容、教材を開発する。 

3-2. モジュール/科目を導入し、実施する。 

3-3. 参加者の工場でクリーン・アプローチのパイロット活動を展開する。 

3-4. パイロット活動で得られた成功事例をまとめ、共有する。 

3-5. 実施過程で得られたフィードバックを基に、モジュール/科目を改訂し、今後の

モジュール/科目の運営のためのガイドラインを開発する。 

                                                   
4 過去に中小企業育成プログラムに参加した企業及び参加者の協力を得て、現場での改善を実

践・指導できる人材を育成する場及び体制を指す。 
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＜成果４＞ 

 農村の貧困層にも裨益する包括的な社会を実現するためのビジネスに取り組む製

造業の育成プログラムが開発される。 

[指標] 

4-1. 作成されたプログラムのガイドライン及び教材に対する評価 

4-2. プログラムの参加者数 

4-3. パイロット活動の評価 

4-4. ベスト・プラクティス共有者数 

4-5. プログラム実施の将来計画 

[活動] 

4-1. 製造業企業が包括的なインド社会の実現に寄与するためのプログラムの実施

体制、モジュール、マニュアル及び教材を計画・準備する。 

4-2. プログラム参加者を募り、実施する。 

4-3. プログラム参加者のパイロット活動実施を支援する。 

4-4. 実施過程で得られたベスト・プラクティスをまとめ、普及させる。 

4-5. プログラムを改訂し、今後のプログラムの運営のためのガイドラインと教材を

開発する。 

4）プロジェクト実施上の留意点 

a. プロジェクト目標と成果の関係 

 プロジェクト目標には、「経営幹部育成のためのプログラムの質の向上」と「同プロ

グラムの規模の拡大のための枠組みの構築」の二つの要素が含まれている。前者

について、成果 1及び 2は運営・指導者の質を向上させることで寄与し、成果 3及び

4 は新規の内容を付加することで寄与する。他方、後者については、既存のコース

運営に関係する成果 1 及び 2を達成することで実現される。 

 b. 成果２、３、４の活動 

 成果２の活動においては、日本人専門家による製造現場の直接指導よりも、イン

ド側の改革リーダー育成に重点を置く。成果３の活動においては、既存の「上級経

営幹部コース」及び「中級経営幹部コース」の中で、環境に関するモジュール/科目

を導入する。特定の製造業業種や環境技術に焦点を当てることも詳細活動計画立

案の過程で検討する。成果４の活動においては、短期の速効型コースと、中期のビ

ジネス振興型コースを新設する。 

 c. 産学連携 

 産業界と学界が双方の利点と強みを活かし、協力してプロジェクトの効果的実施と

相乗効果の実現を図るよう留意する。 

 d. 日本企業との連携 
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 インド企業と日本企業との連携を強化する取り組みが可能であれば、できる限り

検討する。 

e. 指標の数値目標 

数値目標は事業開始後に決定する。また、プロジェクト開始後、6 ヶ月以内を目途

に、誰が、何をもって測るのか、具体的な方法について関係者で協議し明確化する。

この結果として必要性が確認された場合には、ベースライン調査を行う。 

（2）その他インパクト 

 本プログラムの内容には日本の製造業の経営管理手法が含まれ、日本訪問研修も

実施されることから、インド製造業経営幹部の日本理解が進み、日本企業とのビジネ

ス関係が緊密化し、さらには日印関係にも好影響をもたらすことが期待される。 

 

５．前提条件・外部条件 (リスク・コントロール)                          

（1）事業実施のための前提 

 事業内容がすべてのステークホルダーに共有され、十分に理解される。 

（2）成果達成のための外部条件 

 企業が、継続的に、プロジェクトに参加・協力する。 

（3）プロジェクト目標達成のための外部条件 

 育成された社会的製造業推進のための主要な人材が事業に留まる。 

（4）上位目標達成のための外部条件 

 インド政府の製造業強化政策が継続される。 

 

６．評価結果                                                

本事業は、インド国の開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致して

おり、また計画の適切性が認められることから、実施の意義は高い。 

 

７．過去の類似案件の教訓と本事業への活用                           

（1）インド国で実施された過去の類似案件では、同案件の中で用いられたスキルや

方法論の適用を通じて、多くの発明や改善、成功事例が生まれ、これらの事例がレポ

ートや図書として出版された。これにより、その成果が広く認知されることになり、成果

の共有・普及が可能となった。また、求められる対応は環境によって異なり、状況は

常に変化するという認識の下、インド側関係者の主体的な関与を促し、単なる知識の

移転に留まらない、インド側独自の発想、方法論、イノベーションを喚起することが図

られた。さらに、インド側関係機関が効果的に政府に働きかけた結果、同案件が開発

計画や政府高官談話でも言及されることとなり、プロジェクトは政策に反映され、イン
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ド側のコミットメントを導くことができた。同じく、まず企業のトップ（CEO）にプロジェクト

の意義を理解してもらい積極的な参加の確約を得るというアプローチをとったことによ

り、各企業からの参加者のコミットメント・意識・責任感を形成し向上させることが可能

になった。 

（2）本事業への適用 

 上記教訓をふまえ、同様のアプローチを本事業においても継続し、本事業の自立発

展性を確実なものにする。 

 

８．今後の評価計画                                          

（1）今後の評価に用いる主な指標 

  ４．（１）のとおり。 

（2）今後の評価計画 

事業開始 6 ヶ月以内 ベースライン調査（必要に応じ） 

事業開始 1年以内 指標見直し 

事業中間時点 中間レビュー（必要に応じ） 

事業終了 6 ヶ月前 終了時評価 

事業終了 3年後 事後評価（必要に応じ） 

以 上 


