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評価結果要約表 
 

１．案件の概要 

対象国：ラオス人民民主共和国 
案件名：ラオス日本センター・ビジネス人材育成プロジェ

クト（ポストフェーズ 2） 

分野：その他 援助形態：技術協力 

所轄部署：産業開発・公共政策部

産業・貿易第二課 
協力金額（評価時点）：3 億 9,902 万 1,000 円 

協力期間： 

（R/D）：2010/09/01-2014/08/31 

（E/N）（無償）2000 年 1 月 12 日 

先方関係機関：教育スポーツ省、ラオス国立大学 

日本側協力機関：独立行政法人国際交流基金 

１－１ 協力の背景と概要 

1986 年に「ラボップ・マイ（新経済メカニズム）」を導入以降、ラオス人民民主共和国（以

下、「ラオス」と記す）は国営・公営企業の独立採算制の導入及び民営化、国内経済・貿易自

由化政策の導入などを通じ、市場経済化を推進してきた。同国の経済は順調に成長し、1997 年

に発生したアジア経済危機の影響を受けたものの、1999 年には回復に転じ、過去 10 年間にお

いては年平均 7％を超える経済成長を達成している。一方、ラオスは、内陸国、小規模な人口

（約 650 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、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、関税撤廃や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、関税撤廃は、

近隣国から安価な産品が流入し、貿易赤字の拡大も危惧されており、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。現在ラオス日本センターは、2015 年の ASEAN 統合に向けた課題に対処できる高

度なビジネス人材を自立的に育成するため、組織強化を図る必要性に迫られている。 

上記の背景と、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促進とラオス日本センターの持続可能な組織強化を

めざして、「ラオス日本センター・ビジネス人材育成プロジェクト」（以下、「本プロジェクト」

と記す）を実施している。 

 

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にて継続的に育成さ

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。 
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(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（評価時点） 

1) 日本側： 

長期専門家派遣 3 名（延べ 10 名）  短期専門家派遣 89 名 本邦研修 30 名 

第三国研修 5 名（タイ機材供与 5,800 万円  在外事業強化費負担 4,700 万円 

2) ラオス側： 

カウンターパート（Counterpart Personnel：C/P）配置 31 名  ラオス日本センター雇

用スタッフ 32 名 

土地・施設提供（LJI 敷地と駐車場）  運営費（光熱費、通信費、ラオス側スタッ

フ基本給） 

２．評価調査団の概要 

担 当 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 

評価分析 伊藤 毅 アイ・シー・ネット（株） シニアコンサルタント 

協力企画 戸谷 幸一 JICA 産業開発・公共政策部 産業・貿易第二課 調査役 

調査期間：2014 年 3 月 23 日～4 月 5 日 

 2014 年 4 月 20 日～4 月 30 日 
調査種類：終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

(1) 投入の確認 

・ラオス・日本国側双方の適切な投入がプロジェクトの円滑な進捗に貢献したと判断でき

る。 

・ラオス側投入のうち、研修部門に配置する C/P の確保が遅れた。本フェーズ調査時点で

は 16 名に増員されるなど、ラオス側の強いオーナーシップとコミットメントにより、

投入は適時適切に行われている。日本側の投入についてもほぼ計画どおりに進捗してい

る。 

 

(2) 成果の達成状況の確認 

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。 

・事例研究とその活用及びジャーナルへの掲載は達成しているが、調査研究部門へのラ

オス側 C/P が未配置であり、組織として調査能力の向上という点では不十分である。

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

になる。 

・経営学修士（Master of Business Administration：MBA）プログラム、ビジネスコース、
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テーラーメイド研修は目標設定に近い回数を実施し、受講生満足度も 8 割を超えてい

る。講師の技術レベル、事業運営管理能力も向上し、本成果は十分に達成したといえ

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。 

・MBA プログラムの修了生データベースは完成し、更新・活用されている。関係機関・

組織との協力合意も 5 件に至り、ビジネスフォーラムも 5 回実施され、ラオス日本セ

ンターのネットワークとしての基盤が整備された。 

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。 

・年間事業計画とこれに基づく予算計画は部門ごとに作成されており、月例会議で進捗

管理が行われている。中期 5 カ年計画は、プロジェクト終了までには完成する見込み

である。 

 

(3) プロジェクト目標の達成状況の確認 

・プロジェクト目標はプロジェクト終了までにおおむね達成できるといえる。 

・①中期 5 カ年計画の策定と年間計画の策定、②ラオス側による事業支出のカバー率 80％

以上、③MBA プログラム修了生とその雇用主の満足度が 80％以上、④ビジネスコース

の修了生が 1,000 名以上、⑤国内外の団体とのネットワークの形成、の指標のうち、①

中期 5 カ年計画はプロジェクト終了までに完成見込みであり、年間事業計画は策定され、

計画に基づいた事業が実施されている。②事業支出カバー率は 76.6％で、達成に近づい

ている。③修了生の満足度は 80％を超えているが、雇用主満足度が確認されてない。④

合計 1,132 名で達成。⑤5 つの協力合意書を締結しており、達成と考えられる。 

 

３－２ 評価結果の要約 

(1) 妥当性 

・妥当性は高いといえる。 

・ラオス政府の「第 7 次国家社会経済開発 5 カ年計画（2011～2015 年）」では、労働力の

需給バランスが今後の経済発展における大きな障害であることが示されており、人材育

成はラオスにおける産業振興のための主要な柱の 1 つとされている。さらに、ASEAN

地域経済への統合が 2015 年内に予定されており、ビジネス人材の育成を含むこれへの

対応は喫緊の課題である。 

・わが国の対ラオス国別援助方針の重点分野「教育環境の整備と人材育成」のなかで、「民

間経済セクター強化促進のための高等教育・技術職業訓練への支援を行う」としており、

また対ラオス国別援助計画でも重点分野分野の 1 つとして「民間セクター強化に向けた

制度構築及び人材育成」が挙げられており、本プロジェクトはこのなかに位置づけられ

る。 

・近年の政府開発援助（ODA）の方向性においては、受入国と日本の互恵関係の強化とい

う視点がより一層求められるようになっており、ラオス・日本間の人材育成を柱として、

両国間の人材交流を図るという本プロジェクトは、ODA の新しい流れのなかで一層貢献

が期待できる位置にあるといえよう。 

・工場労働者レベルにおける需給ギャップが大きいのは確かであるものの、中間管理者層
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や経営層の能力ギャップも課題の 1 つである。この点から、本プロジェクトがめざして

いるマネジメント知識・技術を備えたビジネス人材の育成という取り組みは、労働市場

のニーズに合致したものである。他方、ラオスの中小企業は家族経営的であるため、人

材育成事業とともに、中小企業経営者層への経営改善を促進する取り組みも見据えた活

動展開も必要であろう。 

 

(2) 有効性 

・有効性はおおむね高いといえる。 

・プロジェクト目標の 5 つの指標のうち、2 つは達成済み。「受講者とその企業の満足度」

については、企業の満足度についてはプロジェクト終了までにある程度確認できると見

込まれる。プロジェクトの全体支出に占めるラオス側の支出の割合は 76.6％で、目標（支

出の 80％）達成が見込まれる。唯一の未達は「中期 5 カ年計画の策定」だが、プロジェ

クト終了までに完了することが見込まれる。 

・成果 1（調査研究をとおした能力向上）は、ラオス側 C/P の未配置により遅れており、

課題として残されている。成果 2（人材育成事業の自立的運営）は、ラオス人講師への

技術移転は十分に進み、ラオス日本センターの機能強化に直接的な効果をもたらしてい

る。MBA プログラム及びビジネスコースの受講生の満足度は 80％を超えるものの、唯

一の懸念は、MBA プログラムの生徒に、英語能力の低い者の習得度が低い可能性があ

る点である。 

・成果 3（ビジネス人材ネットワーク）は、ラオス日本センターのもつ人材育成とネット

ワーク機能を更に発揮してくために必要な外部関係者とのつながりとして構築された

といえよう。今後、顧客拡大、事例研究の促進、ビジネス情報の収集と共有などラオス

日本センターが果たすべき機能に生かされていくことが期待される。 

・成果 4（ラオス日本センターの運営管理体制の構築）は、「中期 5 カ年計画の策定」が遅

れているものの、運営管理体制はかなり整備されており、ラオス側 C/P で自立的に運営

できる程度に向上した。 

 

(3) 効率性 

・一部懸念はあるものの、効率性はおおむね高いといえる。 

・日本側からの投入は予定どおり行われ、投入の規模、タイミングともに適切である。た

だし、コンサルタントチームとのプロジェクトの進め方に関する共通認識の形成に若干

の困難があり、MBA プログラムやビジネスコースのオペレーションマニュアル作成の

遅れにつながったという意見を確認されている。 

・ラオス側の投入は、調査研究部門への人員の配置の遅れが成果 1 の発現に影響したこと

を除いて、投入の量・質・タイミングに問題はみられなかった。調査研究部門への人員

配置は、ラオス日本センターへの人員配置計画として含まれていなかったために改めて

承認を要し、時間がかかった。 

 

(4) インパクト 

・指標で記載された内容以外の効果を考慮した場合、インパクト発現見込みは高い。 
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・上位目標の指標として「年間 115 名の MBA プログラム、ビジネスコース修了者が育成

される」が設定されている。ラオス日本センターは 2011 年以降、115 名を超える修了生

を育成しており、上位目標を達成したと評価できるが、「プロジェクト終了後 3 年から 5

年後に達成が期待できる開発目標」という上位目標の定義からみて比較的低いレベルが

設定されており、十分なインパクト発現したとは言い切れない。 

・他方、ラオス日本センターが育成した民間セクター人材の規模感についてみてみると、

2001 年からの MBA プログラム修了生、ビジネスコース受講生の合計はそれぞれ 133 名

と 4,132 名であり、14 年間で 4,000 名を超える人材を育成してきている。第 7 次国家社

会経済開発計画では、2011 年から 2015 年の間に、経済の工業化へのシフトと近代化の

ために、製造業・建設業で 1 万 5,000 名、サービス業で 5 万 2,000 名、約 6 万 7,000 名の

適性人材を生み出すとしており、（単純には比較はできないものの）4,000 名という規模

は小さい数字ではない。 

・修了生へのラオス日本センターの人材育成事業の効果という観点では、限られたサンプ

ル数であるが、ラオス日本センターで学んだことが事業拡大や新規サービスの導入につ

ながった例が確認された。断片的ではあるが、ラオス日本センターが提供している科目

とそれらのラオス日本センター講師陣による講義が、実際に企業の経営改善に貢献する

可能性があることを示しているといえよう。 

・その他にも、近年日本からの視察団が増加しており、（企業を含む）視察参加者に対す

る情報提供や場の提供などにおいてラオス日本センターが支援したケースも出てきて

いる。 

 

(5) 持続性 

・ラオス日本センターが確かな自立性を獲得するための課題はあるものの、本評価時点に

おける効果の持続性の見込みは、おおむね高いといえる。 

・プロジェクト目標の指標である「プロジェクト支出の 8 割を負担する」はほぼ達成でき

たが、時間外勤務手当やプリンター・コピー機のインクなどの主要な消耗品費は日本側

負担である。 

・今後もある程度の期間はラオス・日本国側双方による共同事業としてラオス日本センタ

ーを運営していく予定であること、ラオス日本センターの機能の更なる強化と拡大のた

めに追加的に係る費用は協力事業として双方で負担すべきであることも考えると、中・

長期的な取り組みとして、事業拡大と事業ごとの収益性の改善をとおして収支バランス

の改善を図っていくことが必要であろう。ただし、収益性を高める必要のある事業と、

公共性を考慮すべき事業など、事業の性格を反映した収支計画を検討することが重要と

なる。 

・ラオス日本センターの組織構造と役割分担は適切に整理され、各部署のスタッフは十分

に理解している。また、部署内や部署間の調整と業務進捗管理のための月例会議も定例

化されている。 

・プロジェクト目標の指標ともなっている 5 カ年中期計画は未完であるが、年間活動計画

などは部署ごとにラオス側 C/P 主導で作成されており、これに基づいて年間予算計画を

作成するという業務プロセスも確立している。このような体制の整備により、MBA プ
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ログラムとビジネスコースの運営はラオス側 C/P が自立的に行える段階に至っている。

・組織体制面での懸案として最も大きいのは、マーケティング・宣伝・募集活動を強化す

ることであろう。例えば、優良顧客に対する継続的な営業などが挙げられる。なお、ラ

オス人講師の多くは、現在の科目について、主講師として講義を受け持つことが可能な

技術レベルになっており、講義内容の改善や教材の検討などもラオス人講師によって行

われるようになっている。また、3 つの新しい科目がラオス人講師によって導入された。

・調査研究部門へのラオス側 C/P の配置が遅れたことによる調査・研究に関する技術レベ

ルの向上が懸案として残されている。特に、ラオスにおける日本式経営の適用可能性に

ついて、事例研究などをとおして確認し、それを講義や教材に反映していくことが必要

である。 

・さらに、テーラーメイド研修の更なる改善による委託企業の課題への対応力の強化も将

来的課題である。他方、ラオス日本センターが、「日本式マネジメントが学べる」とい

う特色を際立てた形で維持するためには、厳選した科目について今後引き続き日本人講

師が担当すべきであろう。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

(1) 多様な管理体系の積極的な改善 

活動の進捗管理や財務管理などが順次整備されていった。あわせて、月次会議や、総務・

人事部門での朝礼なども導入され、関係者間の意思疎通や業務上の調整の機会も確保され

た。これらにより、活動の事前段階における調整や準備が効率的に行われるようになって

いる。 

 

(2) ラオス人講師の成長と主体性の向上 

プロジェクト後半でラオス人講師のオーナーシップの高まりがみられた。3 つの新規科

目の作成などの新しい試みがラオス側のイニシアティブで始まっている。また、テーラー

メイド研修の営業と顧客との調整・準備や、ビジネスフォーラムの企画・計画などはラオ

ス側が自発的に行うまでになっており、プロジェクト全体の進捗を推し進めた。 

 

(3) テーラーメイド研修の導入と成功 

・新たに導入したテーラーメイド研修が、新しい顧客層をターゲットにしており、研修後

の企業満足度も高く、初期段階として成功といえる。 

 

３－４ 効果発現を阻害した要因 

(1) 調査研究部門への C/P 配置の遅れ 

調査研究部門への C/P の配置の遅れは、ラオス日本センターの当初定員に含まれていな

い人員の配置となったため、新規増員の申請が必要となり、必要な手続きに時間がかかっ

てしまった。 

 

(2) マーケティング・宣伝・募集の弱さ 

ラオス日本センターの人材育成事業の総合的なマーケティング戦略と宣伝・募集活動の
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強化は、本プロジェクトのスコープには含まれていないため、十分に対応しきれなかった

課題である。各科目の内容を受講者ニーズに沿ったものに改善していくことや新しい科目

の追加、顧客へのフォローアップ営業や、ラオス日本センターの立地条件の不利の克服な

どに取り組んでいく必要がある。 

 

３－５ 結論 

・プロジェクト目標はほぼ達成しており、未達のものもプロジェクト終了時までに達成見込

みである。プロジェクト期間をとおして、本プロジェクトがめざしたラオス日本センター

の持続性の向上と機能強化は、人材育成事業に係る技術的な面、ラオス日本センターの運

営管理に係る組織・財務的な面において大きく進展した。本プロジェクトを通じて、ラオ

ス日本センターの技術的・組織的基盤が確立され、次期プロジェクトの開始に必要な条件

が整えられた。 

・他方、持続性を担保した形でラオス日本センターの運営が実施されるためには、更なる技

術力の向上、特に調査研究部門における能力向上と、各事業の戦略的マーケティングの強

化と収支管理の精緻化をとおしたラオス日本センターの収益構造の改善が必要である。ま

た、近年ラオスでは、急激な経済成長と、ASEAN 経済統合が進むなかにおいて、特に経

済特区を有するサバナケット県では、製造業を中心として、日系企業も含むさまざまな国

籍の企業による進出が盛んになりつつある。他方、労働力といった面では、現地人材の質

（労働生産性）や、中間管理層の確保に課題が大きいことが伝えられており、ラオス日本

センターのビジネスコースとして、ニーズにマッチした企業別研修（テーラーメイド研修）

などの提供に需要があると考えられる。このような背景も踏まえつつ、ラオス日本センタ

ーに継続支援を実施していくことで、両国間の互恵関係の強化に貢献していくことが期待

される。 

 

３－６ 提言 

・本プロジェクト期間中における調査研究部門への適切な人材の迅速な配置 

・調査研究部門における活動目的の明確化とラオス日本センタースタッフによる適切な理解

・未達成の成果を早期に達成するための迅速な対応の必要性 

・経営者及び会社側の満足度を把握するためのデータ収集の重要性 

・日本人講師が教えることが望ましい科目の特定 

・事業別収支管理を導入すること 

・テーラーメイド研修の対象とする事業部門の明確化と有効性の担保 

・英語能力が低い MBA 学生に対する適切な追加措置の実施 

・マーケティング・宣伝・募集を強化し、収入の向上を図ること 

・事業展開を拡大するためのネットワークの効果的活用策の検討 

 

３－７ 教訓 

・「日本式経営管理手法」は途上国において大きな関心を得るものである。これを教える日

本センターでは、日本センターの魅力を維持するために、日本人講師を戦略的に継続配置

することが成功の秘訣と考えられる。一方、日本式経営管理手法を適用するための応用が、



viii 

教育・訓練効果を高めるうえで重要といえよう。そのために、教育・訓練→アフターケア

→実際の導入例→事例研究による抽出→講義・教材の改善、というサイクルを確立するこ

とが望ましい。 

・中間レビュー調査時における具体的かつ実務的な提言は、その後のプロジェクトの効率性

と効果を高めるうえで重要であった。このような中間段階での第三者からの介入はプロジ

ェクトの方向修正や成功への道筋の整理をするうえで効果的だといえる。 

・日本センターの、ビジネス人材育成、日本語教育、文化交流という機能は、相互補完的な

効果をもたらしている。この日本センターの異なる機能の相乗効果を意識的に活用してい

くことが、プロジェクトの効果・効率を高めるうえでの有効である。 

 

  




