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国名
プレス加工技術向上プロジェクト

メキシコ

Ⅰ 案件概要

プロジェクトの背景

メキシコ政府は、1980 年代に国内産業保護政策から経済自由化政策に転換を開始した。その後、2000
年に誕生したフォックス政権では、中小企業の競争力の強化を重要な政策課題として位置付けていた。
特に、自動車、電子・電器産業を中心とする分野の国内部品調達率の向上が重要となっていたが、メキ
シコにおける金属プレス加工技術の水準が不十分であったことから、これらの部品の大部分は輸入に依
存していた。

プロジェクトの目的

1. 上位目標：ケレタロ州および周辺地域の中小プレス加工企業の技術能力が向上する。
2. プロジェクト目標：産業技術開発センター（CIDESI）が中小プレス加工企業に対し適正な技術サー

ビスを提供する。
3. 想定された課題解決への道筋1：

プロジェクトは、CIDESI のカウンターパート（C/P）に対し、プレス加工および生産管理に関する
研修を実施し、能力が強化された C/P によりモデル企業に対するアドバイザリーサービスを行う。
こうした技術的なアドバイザリーサービスを通じて、プロジェクトはモデル企業の技術能力向上を
目指す。また、CIDESI 職員は、モデル企業以外の中小プレス加工企業へのサービスを行い、これ
によりケレタロ州および周辺地域（注 1）の中小プレス加工企業の技術能力の向上を図る。

（注 1）周辺地域には、サン・ルイ・ポトシおよびグアダラハラが含まれる。

実施内容

1. プロジェクトサイト：ケレタロ州、サン・ルイ・ポトシ州、アグアスカリエンテス州、グアダラハ
ラ州、メキシコ州およびハリスコ州

2. 主な活動：ベースライン調査の実施、人員配置、予算措置等、プロジェクト実施体制の整備、 C/P
向け研修プログラムの実施およびその結果のモニタリング、アドバイザリーサービスの提供、対象
産業への研修およびセミナーの実施

3. 投入実績（上記活動を実施するための投入）

日本側
(1) 専門家派遣 9人
(2) 研修員受入 10 人
(3) 機材供与 自動プレス加工ライン

用機械・機材（サーボプレス機、自
動コイルライン、金型設計用 CAD ソ
フト、QDC ユニット）

セネガル側
(1) カウンターパート配置 13 人
(2) 土地・施設提供 機械センター、放電用ワイヤー、フラ

イス盤、等
(3) ローカルコスト 300 万ペソ

協力期間
2006 年 10 月～2009 年 9 月
（延長後）2009 年 10 月

協力金額 345 百万円

相手国実施機関 産業技術開発センター（CIDESI: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial）
日本側協力機関 ユニコインターナショナル株式会社

関連案件

我が国の協力：
・要素技術移転計画調査（開発調査、1997～1999 年）
・ケレタロ州産業技術開発センター（技プロ、1998～2002 年）
・プラスチック成型技術人材育成プロジェクト（技プロ、2010～2014 年）
・サポーティングインダストリー振興開発計画調査（開発調査、1996～1997 年）

Ⅱ 評価結果

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国家開発計画の部門別プログラムである「企業育成プロ
グラム（2001～2006）」に重点分野として掲げられた「国内市場強化および国際競争力強化による生産部門の強化」および「裾
野産業の振興」というメキシコの開発政策、「現地の熟練労働者と現地生産によるプレス加工産業の強化」という開発ニーズ
及び日本の援助政策である「日本-メキシコ経済パートナーシップ協定」（2005）と十分に合致している。CIDESI が所在するケ
レタロ州は、裾野産業が最も立地する都市のひとつであり、CIDESI はプレス加工のセンターとしてケレタロ市に競争優位を提
供していることから、ケレタロ市のプレス加工産業の中小企業を支援するアプローチは適切といえる。したがって、妥当性は
高い。

                                                  
1 事後評価時に整理。



2 有効性・インパクト

本プロジェクトは、中小プレス加工企業に技術サービスを提供する CIDESI の能力強化に係る取組を行った。プロジェクト
目標の達成度は、①CIDESI のサービスを受けているモデル企業の製品の返品率、不良品率、顧客（組立加工企業、等）の苦
情の減少、②CIDESI のサービスを受けたモデル企業の生産性（時間当たり産出比、投資収益率、等）の改善、③CIDESI の技
術サービスに対するプレス加工企業の満足度の向上、④CIDESI の技術サービスを受ける顧客の増加、の指標によって測定さ
れる。①の不良品率については、終了時評価時点で入手可能なデータによれば、11 のプレス加工技術のうち 9 件について 80％
減少した。②の指標については、①の指標の改善により、結果として生産性が向上したものと推測されるものの、具体的なデ
ータはない。③については、セミナー終了後のアンケート調査によれば、参加者の 90％以上が「大変良い」あるいは「良い」
と回答した。④については、2013 年までに CIDESI のサービスを受けた企業数は累計で、2010 年 10 社から 2013 年 22 社に
増加したが、年毎のサービスを受けた企業数は 2010 年 7 社、2011 年 8 社、2012 年 7 社、2013 年 5 社と増加は見られなかっ
た。そのほか、CIDESI は、大企業

2
へのサービスも行うようになり、中小企業については無料のセミナーに何度も参加できる

ようにしたことで、技術を向上させ、返品率を減少させることにつながった事例もある。これらのことから、指標①は部分的
に達成、②は前述のとおり達成度は確認できず、③は概ね達成、④は未達成であった。

上位目標については、達成度を測定する指標は、①プレス加工企業の製品の返品率、不良品率、顧客（組立加工企業、等）
の苦情の減少、②プレス加工企業の生産性・効率性の向上、③組立加工企業に納品されるプレス加工企業の製品件数の増加、
である。いずれの指標についても全体的な統計データは入手できなったが、事後評価時点において 3 つの指標は部分的に達成
されている。①については、切断工具およびキャビネット・ドアの返品率は、CIDESI の技術支援サービスにより 20％から 10％
に減少した（SEMEX の例）。また、取付用金具（ブラケット）の不良品率は 1％に（STEEL AND TRUCKS Company の例）、
刃物類は 5％から 1％に減少した（MetalFex の例）。Procesos Controlados S.A de C.V.によれば、全体として、順送工程によ
る機械の台座、排気システム、付属品等の取付金具などの製品の返品率は 10％減少し、不良品率は 5％に減少した。同社への
苦情は 1 件も発生していない。②については、同社のプレス機械の停止時間は、2009 年月平均 100 時間から 2013 年 40 時間
に減少し、同社の生産量は 2009 年に比べて 20％増加した(Procesos Controlados S.A. de C.V.の例)。加えて、CIDESI の技術
支援サービスを受けた後、同社の生産は 5％増加し、投資収益率は 15％向上した。MetalFex では、銀製品の生産性が 25％向
上した。これらの企業における改善は事後評価時におけるインタビューにおいて確認されたものであるが、全体的に具体的な
データが不足しており、上位目標の達成度は部分的であるといえる。よって、本プロジェクトの有効性/インパクトは中程度で
ある。

プロジェクト目標および上位目標の達成度

目標 指標 実績
3

（プロジェクト目標）

CIDESI が中小プレス加工
企業に対し適正な技術サ
ービスを提供する。

CIDESI のサービスを受けているモデル

企業
4
の製品の返品率、不良品率および

顧客（組立加工企業、等）からのクレー

ム件数が減少する。

（終了時評価時/完了時）終了時評価時に入手可能なデータによれ

ば、プレス加工技術 11 件
5
のうち、9 件に関し、不良品率が 80％減

少した。

（事後評価時）2010～2013 年の間に CIDESI のサービスを受けた

モデルプレス加工企業は 1 社（ByPasa）。ByPasa によれば、返品

率および不良品率は減少している。

CIDESI のサービスを受けているモデル

企業の生産性（時間当たり産出比、投資

収益率、等）が改善する。

（完了時）不良品率の減少は、生産指標の改善につながることが期

待されるが、具体的なデータはない。

（事後評価時）CIDESI のサービスを受けた ByPasa によれば、2010
～2013 年の間に、全体的な生産性が向上した。

プレス加工企業が、CIDESI の技術サー

ビスに対する高い満足度を示す。

注：満足度は「大変良い」、「良い」、「平

均的」、「悪い」の 4 段階

（完了時）セミナー後のアンケート調査によれば、参加者の 90％以

上が、「大変良い」あるいは「良い」と回答した。

（事後評価時）2010～2013 年の間に CIDESI のサービスを受けた

プレス加工企業 20 社のうち 1 社が回答し、満足度は 90％以上と回

答。

CIDESI の技術サービスの顧客数が増加

する。

（完了時）C/P によるプレス加工および生産管理技術に関するセミ

ナーが 14 回開催されたが、顧客数は示されていない。

（事後評価時）CIDESI の顧客数は、2010～2011 年 15 社から 2012
～2013 年 12 社に減少。

                                                  
2 CIDESI の技術サービスを受けた大企業はプレス加工技術およびカイゼン活動を下請け企業（中小企業）に指導しており、CIDESI のサ

ービスは中小企業に普及されている。事後評価時点において、2012～2015 年に実施している他の技術協力プロジェクトで支援を受けてい

る 1 社（HiLux）も同様の活動を行っている。
3 事後評価時点において、CIDESI のサービスを受けた企業全体から完全なデータが入手できなかったため、プレス加工企業へのインタビ

ューに基づく情報となっている。情報が限定的であることから、一般的な傾向は不明である。
4 PDM は改訂されなかったものの、終了時評価時において、CIDESI のサービスを受けている 40 社がモデル企業として再定義された。終

了時評価調査時には、40 社のうち、3 社へのインタビューを行っているので、事後評価時点でも、これら 3 社（SELLOORET AUTMOTRIZ、
BYPASA および Stamping and Manufacturing Mexico）から情報を収集した。
5プレス加工技術 11 件は以下のとおりである。プロセス計算（打ち抜き、曲げ加工および絞り加工）、プレス加工自動化、機械プレス設計お

よび測定、複雑な製品向けプロセス計算、単工程および順送金型、単工程金型の設計、打ち抜き用順送金型、曲げ加工用順送金型、絞り加

工用順送金型、組立・仕上げ用金型、品質強化および生産管理。



（上位目標）

ケレタロ州および周辺地域

の中小プレス加工企業の技

術能力が向上する。

プレス加工企業の製品の返品率、不良品

率、顧客（組立加工業、等）からの苦情

が減少する。

（事後評価時）2010～2013 年に CIDESI のサービスを受けたプレ
ス加工企業は 20 社。提供された情報によれば、CIDESI の技術支援
サービスを受けた後、返品率は 5 社で減少し、不良品率は 2 社で減
少した。

上記企業の生産性および効率性が向上

する。

（事後評価時）上記 20 社のうち、情報を提供した 2 社によれば、
CIDESI のサービスを受けた後、プレス機の停止時間等の生産性が
改善され、生産も増加した。

組立加工企業に納品された上記企業の

製品数が増加する。

（事後評価時）具体的な情報はなし。ByPasa および Proceso 
Controlados S.A de C.V.は、組立加工企業に製品を納品したと回答。

出所：プレス加工企業へのアンケート調査結果

3 効率性

本プロジェクトはアウトプットの産出に対し、投入要素が適切であったが、協力金額はやや計画を上回り（計画比115％）、
生産管理技術に関する活動実施のため事業期間が延長されたため、協力期間もやや計画を上回った（計画比102％）。したが
って、本プロジェクトの効率性は中程度である。

4 持続性

政策面では、PSE2013～2018 年において、国内市場の強化と国際競争力強化による生産部門の強化が目指されており、現
行の開発政策においても本プロジェクトは依然として重要性が高い。体制面では、CIDESEI は 411 名の職員を擁し、そのうち
362 名が技術系職員であり、十分な人員であるといえる。プレス加工を専門とする 9 人の C/P は、プロジェクトの効果を持続
するための活動を継続している。生産管理については、6 名の C/P のうち 2 名が関連の活動を実施しており、2014 年度には 2
名が増員される予定である。さらに、9 名の C/P は、プロジェクト完了後、生産管理の知識および技術を向上させるため、シ
ニアボランティアと業務に取り組んでいる。2010 年および 2011 年には、顧客企業から CIDESI に対して生産性管理に関する
技術支援サービスの要請はなかったが、要請に応じられる能力は十分に有している。また、職員は技術サービス提供時に生産
性改善に質する内容も含めて業務に取り組んでいる。CIDESI の技術能力については、プレス加工に関する理論的知識および
実務的技能を民間企業に移転する能力は十分である。本プロジェクトにより供与された機材は、CISDESI のシステム（金型設
計ソフト DI PRO）との互換性の問題が一部で見られるものの、全般的には活用されており、本プロジェクトで作成されたマ
ニュアルも、プロジェクト完了後に情報を追加して、活用されている。財務面では、CIDESI は通常の活動については連邦政
府予算を配分されており、また、2010～2013 年の研修・機材・中小企業強化に向けたイノベーション奨励プログラムを通じ
て約 2500 万ペソの予算を得ている（CIDESI の方針により、CIDESI の財務データあるいは財務諸表は入手不可）。この他、
CIDESI は、顧客が支払うサービス料を充当して必要な活動を行っている。なお、CIDESI の有料サービスを受けるのに十分な
予算のない中小企業は、CIDESI による無料セミナーに参加している。これらのことから、本プロジェクトによって効果の持
続性は高い。

5 総合評価
本プロジェクトは、プロジェクト目標および上位目標を一部達成した。CIDESI の技術職員の能力開発については、中小のプ

レス加工企業への技術支援サービスを行うのに十分な能力を有している。また、件数は増加していないものの、ケレタロの企
業数社は CIDESI の技術支援を受けている。持続性については、本プロジェクトは現行の開発政策においても重要性が高く、
体制面、技術面、財務面で問題は見られない。効率性は、協力金額および協力期間が計画を上回った。

以上より、本プロジェクトの評価は高いと言える。

Ⅲ 教訓・提言

実施機関への提言：

・CIDESI は、自分たちの活動を評価するため、顧客となっている企業のモニタリングを通じて収集されたデータと分析結果

を活用することが求められる。こうした評価に基づき、CIDESI は顧客がより良い成果をあげられるようどのような活動を継

続すべきか、また、どのような活動を改訂すべきか特定することができる。したがって、こうしたモニタリング・評価活動が、

CIDESI の能力を向上させることにつながる。

・予算の制約があるため、中小企業が CIDESI の技術支援サービスを受けることは困難である。本プロジェクトの目標は中小

のプレス加工企業の能力向上であることから、料金の安いあるいは無料の支援サービス等の中小企業向けの機会をより一層拡

大することが求められる。

CIDESI の支援を受けたプレス加工企業のプレス加工場 CIDESI の支援を受けたプレス加工企業の金型販売場


