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ミャンマー 

ソフトウェアおよびネットワーク技術者育成プロジェクト 

外部評価者：株式会社国際開発センター 長谷川さわ 

０. 要旨 

本事業では、ミャンマーのヤンゴンに演習中心の情報通信技術（ information and 

communication technology、以下「ICT」という）訓練を行う機関として、情報通信技術訓練

センター（Information and Communication Technology Training Center、以下「ICTTI」という）

を新規に設立することにより、ICTTIによる演習中心の ICT訓練の実施を図り、もって ICTTI

から質の高い訓練コースの修了生を継続的に輩出することを目的とした。これにより、将

来的にミャンマー各地にあるコンピュータ大学の教育能力を強化すること及び ICT 産業界

に質の高い人材を供給することを視野に入れている。 

本事業はミャンマーの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策とも十分に合致しており、

事業実施の妥当性は高い。ICTTI では演習中心のソフトウェア開発コース、ネットワーク開

発コース、短期モジュールの各訓練コースが開設・実施され、これまでに輩出されたコー

ス修了生の数は、プロジェクト期間中に 951 人、プロジェクト後から事後評価時点までに

1,012 人、合計 1,963 人に及び、ミャンマーにおける ICT 人材レベルの底上げにつながって

いる。訓練コースの修了生のうち、コンピュータ大学の現役教員は自身の授業実施能力を

向上させ、一般受講生は ICT 企業に多数就職しており、コンピュータ大学の教育能力強化

及び ICT 産業界への質の高い人材の供給に貢献している。よって、本事業は所期の目的を

十分に達成し、将来的に生じることが期待された効果ももたらしている。本事業の協力期

間及び協力金額は計画より超過したが、プロジェクト後も ICTTI の訓練コースは順調に実

施されており、本事業によって発現した効果の持続性も高い。 

以上より、本事業の評価は高いといえる。 

 

１. 事業の概要 

  

事業位置図 ICTTIでの訓練コースの授業の様子 
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１.１ 協力の背景 

日本はミャンマーの政策立案者の能力向上を図ること等を目的に、2000 年 12 月～2003

年 3 月に「経済構造調整政策支援」を行った。具体的には、同支援を実施するために日本・

ミャンマー両国の産官学の代表者から構成される合同タスクフォースが設置され、「財政・

金融」「産業・貿易」「ICT」「農業・農村」の各分野に係る政策提言を行うための調査が実

施された。このうち ICT タスクフォースでは、ミャンマーにおける ICT の利用促進及び ICT

を利用した産業振興に資する政策提言の策定が行われた。 

一方、ミャンマー政府は、同国の情報通信産業の発展を阻害する要因となっている ICT

人材不足の解消に向けて、1990 年代終わりから 2000 年代初頭にかけて、国立のコンピュー

タ大学 2校及び 24校のコンピュータ・カレッジ1を全国に相次いで設立した。しかしながら、

各大学・カレッジの学部課程の科目、カリキュラム、教材等は共通していたが、その教育

方法は座学中心で実習が絶対的に不足していたため、コンピュータ大学の卒業生が企業に

就職したあと、新たに OJT による長期の訓練が必要となっていた。ヤンゴン・コンピュー

タ大学はミャンマーの ICT 教育の中心的な役割を担う存在で、全国のコンピュータ大学の

運営を統括しているが、カリキュラムの改訂によって演習の強化をめざしたものの、教員

の ICT に係る実践的な指導技術の不足やコンピュータ等の演習用機材の不足、頻繁な停電

等により大きな改善は望めない状況にあった。 

このような状況の下、国を挙げて ICT 振興に取り組んでいるミャンマー政府は、実践的

スキルを有する ICT 人材を育成する訓練機関の設立が急務と考え、日本政府に対し、将来

の中核的な ICT エンジニア候補を育成し、大学教育と ICT 産業界との橋渡し的な役割を果

たすことを期待して、ヤンゴン・コンピュータ大学の傘下に「情報通信技術訓練センター」

を設立するための技術協力プロジェクトの要請を行った。これを受け JICA は、同センター

設立の必要性や産業界の需要・動向等を把握するため数回にわたる調査を実施し、2006 年

12 月から本事業が実施されることとなった。 

 

１.２ 協力の概要 

上位目標 ICTTI から質の高い修了生が継続的に輩出される。 

プロジェクト目標 ICTTI が演習中心の ICT 訓練を実施できるようになる。 

成果 

成果 1 ICTTI の組織・機能が確立される。 

成果 2 必要な供与機材が据付、運用、保守される。 

成果 3 教官2の ICT 関連技術における授業の実施能力が向上する。 

成果 4 訓練コースのカリキュラム、シラバス、教材が整備される。 

                                            
1 すべてのコンピュータ・カレッジは 2007 年 1 月に大学に昇格した。 
2 本事業の計画表（プロジェクト・デザイン・マトリックス）では「教官」と表記されているが、ここで

の教官とは ICTTIで訓練コースを教える講師のことを指し、計画表の英文版では「lecturers」と表記されて

いるため、本報告書の本文においては「ICTTI講師」と記載する。 
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日本側の協力金額 746 百万円 

協力期間 
2006 年 12 月 ～ 2009 年 11 月 

（延長期間）2009 年 12 月 ～ 2011 年 11 月 

実施機関 

科学技術省（Ministry of Science and Technology）、ヤンゴン・コンピ

ュータ大学（University of Computer Studies, Yangon）、情報通信技術

訓練センター（Information and Communication Technology Training 

Center） 

注：上記はプロジェクト期間中の実施機関名。現在 ICTTI は、科学技術省の情

報通信技術研修センター（Center of Information and Communication Technology 

Training、以下「CICTT」という）の傘下にある。 

その他相手国 

協力機関など 
なし 

我が国協力機関 株式会社 日本開発サービス 

関連事業 なし 

 

１.３ 終了時評価の概要 

１.３.１ 終了時評価時のプロジェクト目標達成見込み 

2011 年 9 月に実施された本事業の終了時評価調査3では、プロジェクト目標の達成は完

了までに十分可能と結論付けている。また、同目標の達成は各成果の達成により至った

とも述べられている。 

 

１.３.２ 終了時評価時の上位目標達成見込み（他のインパクト含む） 

プロジェクト後も ICTTI の訓練コースを継続して実施していけば、上位目標は達成見

込みであると判断している。また、ICTTI の訓練コース修了生のうち、コンピュータ大

学の現役教員は大学での授業実施能力の向上、一般受講生は修了後に就職した ICT 企業

で好評を得るなどの正のインパクトがみられる一方、負のインパクトの発現については

報告及び予測されていなかった。 

 

１.３.３ 終了時評価時の提言内容 

終了時評価調査において、下記の提言がなされた。 

1) ICTTI 講師陣の技術レベルを維持するための「能力ベースのトレーニング

（Competency Based Training、以下「CBT」という）」を基にしたチェックリストの

活用 

2) 訓練コース受講生に対する研修内容に関するアンケートの継続実施 

                                            
3 本プロジェクトは 2 年間延長されたが、延長前の 2009 年 9月と延長後の 2011 年 9 月の 2回、終了時評

価調査が実施された。 
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3) ICTTI 講師の定員確保 

4) 「ICTTI 運営計画（ICTTI Future Management Plan）」の実施 

本事後評価調査において ICTTI 関係者に確認を行った結果、上記の ICTTI に対する提

言はプロジェクト後もすべて実行されている。すなわち、ICTTI の新任講師に対して CBT

に基づき技術レベルのチェックが行われており、訓練コース受講生に対するコース終了

時のアンケートも継続して実施されている。ICTTI の講師はプロジェクト後も常時 20 名

前後が配置・維持されており、訓練コースを実施する上で不足のない人数が保たれてい

る。「ICTTI 運営計画」についてもプロジェクト完了後、同計画に基づいて ICTTI の運営

が行われている。 

 

２. 調査の概要 

２.１ 外部評価者 

 長谷川 さわ （株式会社 国際開発センター4） 

 

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：2014 年 9 月～2015 年 8 月 

 現地調査：2014 年 11月 30 日～12 月 18 日、2015 年 3 月 18 日～3 月 23 日 

 

３. 評価結果（レーティング：B
5） 

３.１ 妥当性（レーティング：③6） 

３.１.１ 開発政策との整合性 

本事業の事前評価時におけるミャンマーの ICT セクターにおける開発政策7は、2002

年策定の『ICT マスタープラン（ICT Master Plan）』（2000～2010 年）であり、同マスタ

ープランでは 2010 年までを見据えたミッション、戦略、実施計画を規定しており、ICT

教育（ICT 発展に向けた人材育成）をはじめ、ICT アプリケーション、ICT 産業の確立、

ICT インフラストラクチャー、ICT 法整備の 5 つの側面を戦略実施に向けての優先強化

分野としていた。その後、2011 年 7月策定の第 2 期『ICT マスタープラン』（2011～2015

年）では、「ICT 人材の育成」が 8 つの優先強化分野の一つとして位置づけられていた。

よって、本事業の事前評価時から完了時まで ICT 人材の育成及び ICT 教育の強化はミャ

ンマーの ICT セクター開発政策における優先分野に位置づけらており、本事業はミャン

                                            
4 OPMAC株式会社より補強団員として参加 
5 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
6 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
7 ミャンマー政府は 1992 年度以来、5カ年ごと（ただし 1992年度に始まる第 1次のみ 4カ年）の各省の事

業計画を取りまとめた「国家開発計画（National Development Plan）」を策定しているが、一般には公表され

ていない。他方、保健、教育、農業、環境等、開発セクターごとの開発計画は策定かつ公表されている。

（外務省「国別データブック（2011年度）」） 
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マーの開発政策に一致していた。 

 

３.１.２ 開発ニーズとの整合性 

ヤンゴン・コンピュータ大学関係者、ミャンマーの ICT 関連企業・団体、ICTTI 訓練

コース修了生に対する質問票・インタビュー調査の結果によると、ミャンマーではプロ

ジェクト開始前の 2000 年前後にコンピュータ大学・カッレジが全国に 26 大学相次いで

設立されたものの、各大学の授業は実習用の機材不足や教員の能力不足等により質が伴

わず、学生のスキル習得に問題があり、ICT 産業界においてスキルを持った ICT 人材の

育成に対して喫緊のニーズがあったことが確認された。加えて、コンピュータ大学教員

のスキル不足についても各大学及びミャンマー政府が問題意識として持っており、教員

として実践的なスキルを身に付けさせる必要があったことから、教員に相応の ICT スキ

ルを獲得させることがニーズとしてあった。このような教員の質向上を含むコンピュー

タ大学の質向上や ICT 人材育成のニーズは本事業の事前評価時から完了時まで続いてお

り、本ニーズはプロジェクト期間中一貫して続いていた。 

 

３.１.３ 日本の援助政策との整合性 

本事業の事前評価時における日本のミャンマーに対する ODA の基本方針は、1) 緊急

性が高く、真に人道的な案件、2) 民主化・経済構造改革に資する人材育成のための案件、

3) CLMV 諸国（カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム）もしくは ASEAN 全体を

対象とした案件、を原則としていた8。本事業は ICT 教育の強化を通じた ICT 産業界の人

材育成を目的としており、上記の経済構造改革に資する人材育成のための案件として位

置づけられていた。さらに、2002 年 10 月に「経済構造調整政策支援」の一環で行われ

た ICT タスクフォースが ICT 人材育成の重要性を提言しており、本事業はこの提言にも

基づいている。よって、本事業は日本の援助政策とも合致していた。 

 

以上より、本事業の実施はミャンマーの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分

に合致しており、妥当性は高い。 

 

３.２ 有効性・インパクト9（レーティング：③） 

３.２.１ 有効性 

３.２.１.１ 成果 

ICTTI は本事業により新規に設立された機関であり、本事業では、1) ICTTI の組織・

機能の確立（成果 1）、2) ICTTI で必要な機材の据付、運用、保守（成果 2）、3) ICTTI

の訓練コースのカリキュラム、シラバス、教材等の開発と必要に応じた改訂（成果 4）、

                                            
8 外務省「国別データブック」（2006 年度） 
9 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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4) 訓練コースを教える ICTTI 講師の授業実施能力の向上（成果 3）、の 4 つの成果を

達成することにより、ICTTI が演習中心の ICT 訓練を実施できるようになることをめ

ざした。 

上記の 4 つの成果はプロジェクト期間中にすべて達成された。すなわち、プロジェ

クトの開始とともに ICTTI が公式に設立されたあと（成果 1）、ソフトウェア開発コ

ース、ネットワーク開発コースの二つの訓練コースの開設準備が進められ、「IT スキ

ル標準（次項において説明）」に沿い、当時の ICT の動向等も踏まえた各訓練コース

のカリキュラム、シラバス、受講生用テキスト、講師用指導マニュアル、演習教材、

最終試験問題、改訂マニュアル等が、主に専門家によって作成された。これらの教材

等は、実際に各訓練コースの授業を実施するたびに ICTTI 講師により改善・改良され

ていった（成果 4）。約 20 名の ICTTI 講師が両訓練コースのどちらかを担当し10、最

初は専門家が講師となって訓練コースの全プロセスを彼らに講義し、次回から講師自

身が実際に講義を教えることにより授業の実施能力を高めていった（成果 3）。コンピ

ュータ、ソフトウェア、ラックマウント型サーバー、ネットワーク機材、プロジェク

ター等、訓練コースを実施するのに必要な機材も供与・設置され、これらの機材の操

作・維持管理マニュアルも作成された（成果 2）。機材のハードは ICTTI 所属のシス

テム・アドミニストレーターが管理し、ソフトウェアの更新は ICTTI 講師が担当した。 

両訓練コースの期間は 22週間であり、5～9 月期と 10～3 月期の年 2 回実施され、

プロジェクト期間中、第 1 期から第 9 期までの計 9 回が開催された。これとは別に、

ICT 産業界からモジュールベースの上級コース実施の要望があり、2～7 週間から成る

短期モジュールコースがプロジェクトの途中から追加された。 

訓練コースの受講生は二つのタイプから成り、一つはコンピュータ大学の現役の教

員で彼らは科学技術省の職員でもあり11、もう一つは主にコンピュータ大学の新卒生

から成る一般受講生である12。コンピュータ大学教員の受講生はコース受講料が無料

であり、コース修了後も大学に戻ることが義務づけられているのに対し、一般受講生

はコース受講料を支払い、彼らのほとんどはコース修了後、民間の ICT 関連企業に就

職することを希望している。 

ソフトウェア開発、ネットワーク開発、短期モジュールの各訓練コースの科目を以

下の表に示す。 

 

 

 

                                            
10 プロジェクト期間中の ICTTI講師の所属先はヤンゴン・コンピュータ大学であり、科学技術省の職員で

もあったため、各講師は人事異動によって ICTTIから各コンピュータ大学に異動することもあり、講師の

数は流動的であったが、訓練コースの授業を担当するのに必要な 20 名前後が配置されていた。 
11 本タイプの受講生には、科学技術省傘下の技術大学等、コンピュータ大学とは別の ICT 関連大学や他の

省庁から参加している職員も若干いた。 
12 訓練コースの応募要件に「コンピュータ大学の卒業資格」がある。 
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表１ ICTTI の各訓練コースの科目一覧 

ソフトウェア開発・ネットワーク開発コースの共通科目（約 5週間） 

Linux 基礎 

 ネットワーク基礎 

 セキュリティ基礎 

 アプリケーション開発基礎 

 データベース基礎 

 最新の技術動向 

 プロジェクトマネジメント基礎 

 技術のレビュー 

ソフトウェア開発の専門科目（約 17週間） ネットワーク開発の専門科目（約 17週間） 

Java プログラミング 

 データベースデザイン・管理 

 データベースプログラミング 

 オブジェクト指向解析・デザイン 

 チームソフトウェアプロセス 

 局所化・グローバル化 

 計画・評価・試験 

 ソフトウェア製品開発方法 

 上級 Java プログラミング 

 ワークショップ、プレゼンテーション 

TCP/IP・Routing 通信接続手順 

 ネットワークデザイン 

 Linux管理 

 Linuxサーバー 

 Linuxマネジメント・セキュリティ 

 ネットワーク管理 

 ワークショップ、プレゼンテーション 

短期モジュールコース 

上級ウェブ開発コース（ウェブデザイン・PHP ウェブ開発）（5 週間） 

 Oracleデータベース 11g コース（SQL、PL/SQL、DBA）（3 週間） 

 Java フレームワークに基づく開発コース（Spring-3）（2 週間） 

 ウェブ・クラウドシステム開発コース（4 週間） 

 Ruby on Rails フレームワークに基づく開発コース（2週間） 

 上級サーバーコース（Virtualization and LDAP）（7 週間） 

 Cisco Learning ネットワークコース（Cisco Routing & Switching and Voice）（4 週間） 

プロジェクト・マネジメントコース（4 週間） 

携帯電話システム開発コース（4 週間） 

出所：ICTTI紹介パンフレット 

注：上記の短期モジュールコースは事後評価時点において ICTTI で提供されている内容であり、プロジェ

クト後、産業界の要望等に応えていくつかのコースが一つにまとめられ、「携帯電話システム開発コース」

は第 12 期から新たに追加されたコースのため、プロジェクト期間中に提供されたコース数とは若干異なる。 

 

３.２.１.２ プロジェクト目標達成度 

プロジェクト目標の達成状況については、あらかじめ設定された指標の結果により

達成度を判断する。指標とその実績について以下に示す。 

 

プロジェクト目標の達成度 
目標 指標 実績 

ICTTI が演習
中心の ICT 訓
練を実施でき
る よ うに な
る。 

ICTTI教官が ITスキル標準レベ
ル 3相当の ICTに関する能力を
身につける。 

- 2007 年 1～8 月に、ソフトウェア開発・ネッ
トワーク開発の各訓練コースを担当する
ICTTI 講師に対し、専門家がコース内容の全
プロセスを講義することにより技術移転が行
われた。2007 年 10 月に開始した第 2 期から
各講師がそれぞれ担当する訓練コースの授業
を教えるようになり、回数を重ねていくこと
によって各講師は ITスキル標準レベル3相当
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の ICT に関する能力を身につけた。なお、「IT

スキル標準」のレベルを測る公式な試験等は
ないため、レベル 3 相当は専門家の判断に基
づく。 

ニーズに応じた訓練コースを
年に 2 回体系的に実施する。 

- 2007 年 10 月以降、ICTTI でソフトウェア開
発・ネットワーク開発の両訓練コースが年 2

回（10～3 月期、5～9 月期）開講され、プロ
ジェクト完了までに計 8 回開催された（専門
家から ICTTI 講師へ講義を行った第 1 期を含
めると計 9 回）。各訓練コースでは演習が必
須化されている。 

- 訓練コース終了後、受講生に対し毎回アンケ
ートが実施され、その回答に基づき科目間の
時間配分など反映可能なものは次回のコース
内容に反映された。 

- 第 5 期開講中の 2009 年 6 月に、より細かなニ
ーズに対応した短期モジュールコースが試験
的に開講され、プロジェクト期間延長後の第
7 期から本格的に導入された。短期コースは
既存のコース内容から抜粋したモジュール及
び新規モジュールを含む各コースが開催さ
れ、期間は各コースによって異なる。 

訓練コース修了生が IT スキル
標準レベル 2相当の能力に達す
る人数が年々増加する。 

- 上述のとおり「IT スキル標準」のレベルを測
る試験はないが、各訓練コースの内容はレベ
ル 2 相当以上の内容を習得できるようもとも
と設定されているため、受講生は最終試験に
合格し訓練コースを修了すれば、レベル 2 相
当の能力を身につけたことになる。最終試験
に合格しなければコースを修了できないた
め、ICTTI 修了生数＝IT スキル標準レベル 2

相当の能力に達した人数となる。下記の表２
のとおり、修了生の総数は年々増加している。 

コンピュータ大学の教員等 ICT

関連大学から参加した修了生
の授業の質が向上する。 

- 訓練コースを修了したコンピュータ大学教員
へのアンケート結果によると、彼らのほとん
どが、自身の知識や教授法が ICTTI の訓練コ
ース履修によって向上し、ICTTI で培った演
習中心の ICT訓練を自身の教える授業におい
てできる範囲で実践しているという回答であ
った。 

- プロジェクト・マネージャーであるヤンゴ
ン・コンピュータ大学教授による訓練コース
を修了したコンピュータ大学教員に対する評
価によると、彼らの大学での授業を観察した
結果、授業の質は向上しているとの判断であ
った。 

注 1：「IT スキル標準」とは独立行政法人情報処理推進機構により提唱され、「各種 IT 関連サービスの提供

に必要とされる能力を明確化・体系化した指標であり、産学における IT サービス・プロフェッショナルの

教育・訓練等に有用な「ものさし」（共通枠組）を提供しようとしたもの」とされている。（＜出所＞情報

処理推進機構ホームページ http://www.ipa.go.jp/index.html） 

注 2：情報処理推進機構では「IT スキル標準」のレベル認定を行う公式な試験は設置していないが、「レ

ベル 3」とは、プロジェクトのチームリーダーの指導の下で特定技術分野に関して設計と開発が可能なレ

ベル、「レベル 2」とは、チームリーダーの指導の下でプロジェクトメンバーとしての責任を果たすこと

ができるレベルとされている。 
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表２ プロジェクト期間中の ICTTI 訓練コースの修了生数 

期（コース期間） 訓練コース 修了生数 

第 2 期 

（2007年 10月～2008年 3月） 
ソフトウェア開発 25 人 

ネットワーク開発 20 人 

小計 45 人 

第 3 期 

（2008 年 5 月～2008 年 9 月） 

ソフトウェア開発 40 人 

ネットワーク開発 32 人 

小計 72 人 

第 4 期 

（2008年 10月～2009年 3月） 
ソフトウェア開発 53 人 

ネットワーク開発 51 人 

小計 104 人 

第 5 期 

（2009 年 5 月～2009 年 9 月） 

ソフトウェア開発 32 人 

ネットワーク開発 59 人 

短期モジュール 10 人 

小計 101 人 

第 6 期 

（2009年 10月～2010年 3月） 
ソフトウェア開発 51 人 

ネットワーク開発 73 人 

小計 124 人 

第 7 期 

（2010 年 5 月～2010 年 9 月） 

ソフトウェア開発 38 人 

ネットワーク開発 39 人 

短期モジュール 158 人 

小計 235 人 

第 8 期 

（2010年 10月～2011年 3月） 
ソフトウェア開発 32 人 

ネットワーク開発 35 人 

短期モジュール 54 人 

小計 121 人 

第 9 期 

（2011 年 5 月～2011 年 9 月） 

ソフトウェア開発 33 人 

ネットワーク開発 32 人 

短期モジュール 84 人 

小計 149 人 

合計 951 人 

出所：JICA、株式会社日本開発サービス『「ミャンマー国ソフトウェア及びネッ

トワーク技術者育成プロジェクト」事業完了報告書 2』（2011 年 12 月） 

注 1：訓練コースの第 1期は専門家が講師を務め、修了生は ICTTIの講師であった

ため、第 1 期の修了生数は本事後評価では除外する。 

注 2：短期モジュールコースは第 5 期に試行的に実施され、第 7 期から本格的に導

入された。 

注 3：上記は各期の最終試験に合格した修了生数であるが、プロジェクト期間中の

受講生数については既存の報告書等に記録が残っていなかった。 

 

上記のとおり、プロジェクト目標に設定された 4 つの指標ともプロジェクト完了ま

でに達成され、プロジェクト目標は期間内に達成された。ICTTI は本事業により新規

に設立され、各成果である 1) ICTTI の組織・機能の立ち上げ及び確立（成果 1）、2) 必

要機材の据付・運用・保守（成果 2）、3) 訓練コースのカリキュラム・シラバス・教

材の作成（成果 3）、4) ICTTI 講師の授業実施能力向上（成果 3）、を達成したことに

より、演習中心の各訓練コースを提供できるようになったため、プロジェクト目標の

達成は各成果の達成により実現したといえる。 
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３.２.２ インパクト 

３.２.２.１ 上位目標達成度 

上位目標の達成状況についても、あらかじめ設定された指標の結果により達成度を

判断する。指標とその実績について以下に示す。 

 

上位目標の達成度 
目標 指標 実績 

ICTTI から質の
高い修了生が継
続的に輩出され
る。 

プロジェクト終了後、3 年間
の修了生が 1,000 人に達す
る。 

- プロジェクト後も ICTTI ではソフトウェア開
発、ネットワーク開発、短期モジュールの各
訓練コースがプロジェクト期間中と変更なく
年に 2 回実施されている。各訓練コースを担
当する講師のレベルは保たれており、受講生
は最終試験に合格しないとコースを修了でき
ず、試験問題は改訂マニュアルに従って毎年
更新されており、修了生のレベルが一定に保
たれるようにしている。よって、プロジェク
ト後も訓練コースのレベルは保たれていると
いえる。下記の表３のとおり、プロジェクト
後の修了生数は合計 1,012 人である。 

- プロジェクト後の訓練コースの主な変更点
は、ネットワーク開発コースのクラス数を 2

クラスから 3 クラスに増やした点、短期モジ
ュールコースのうち必要に応じて二つのモジ
ュールを一つにまとめた点、短期モジュール
コースに「携帯電話システム開発コース（4

週間）」を新設した点など。 

 

表３ プロジェクト後の ICTTI 訓練コースの受講生数・修了生数 

期（コース期間） 訓練コース 受講生数 修了生数 

第 10 期 

（2011年 10月～2012年 3月） 
ソフトウェア開発 41 人 39 人 

ネットワーク開発 40 人 39 人 

短期モジュール 75 人 62 人 

小計 156 人 140 人 

第 11 期 

（2012 年 5 月～2012 年 9 月） 

ソフトウェア開発 39 人 33 人 

ネットワーク開発 55 人 47 人 

短期モジュール 76 人 64 人 

小計 177 人 144 人 

第 12 期 

（2012年 10月～2013年 3月） 
ソフトウェア開発 46 人 44 人 

ネットワーク開発 59 人 54 人 

短期モジュール 67 人 63 人 

小計 172 人 161 人 

第 13 期 

（2013 年 5 月～2013 年 9 月） 

ソフトウェア開発 48 人 43 人 

ネットワーク開発 59 人 54 人 

短期モジュール 39 人 37 人 

小計 146 人 134 人 

第 14 期 

（2013年 10月～2014年 3月） 
ソフトウェア開発 37 人 35 人 

ネットワーク開発 62 人 60 人 

短期モジュール 51 人 46 人 

小計 150 人 141 人 
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期（コース期間） 訓練コース 受講生数 修了生数 

第 15 期 

（2014 年 5 月～2014 年 9 月） 

ソフトウェア開発 42 人 37 人 

ネットワーク開発 59 人 55 人 

短期モジュール 52 人 52 人 

小計 153 人 144 人 

第 16 期 

（2014年 10月～2015年 3月） 
ソフトウェア開発 44 人 38 人 

ネットワーク開発 61 人 51 人 

短期モジュール 64 人 59 人 

小計 169 人 148 人 

合計 1,123人 1,012人 

出所：CICTT 提供資料 

 

以上より、プロジェクト完了後も ICTTI の各訓練コースは継続して実施されており、

完了から 2015 年 3 月までの修了生の総数は 1,012 人となっており、指標である「完了

後の修了生が 1,000 人に達する」を満たしている。修了生はすべて最終試験を合格し

ているため、上位目標である「質の高い修了生の継続的な輩出」も満たしている。よ

って、上位目標は達成されている。 

 

３.２.２.２ その他のインパクト 

本事業の実施により、上位目標達成以外のインパクトも生じている。本事後評価で

は、プロジェクトの対象受益者に生じた具体的な効果を検証するために、1) ICTTI の

訓練コースの修了生（コンピュータ大学の現役教員及び一般受講生）に対する質問票

調査、2) 訓練コースを修了したコンピュータ大学教員が所属している大学及び一般

受講生が訓練コース修了後に就職したミャンマーの ICT 関連企業に対するインタビ

ュー調査、の二種の受益者調査を実施した。 

質問票調査においては、当初、コンピュータ大学教員及び一般受講生の過去の修了

生のうち、第 10～15 期に所属した受講生リストから約 150 人を無作為に抽出して E

メールにより質問票を送付したが、期日までに得られた回答は7人のみであったため、

コンピュータ大学教員の修了生への質問票はヤンゴン・コンピュータ大学を通して各

コンピュータ大学に直接送付し、最終的に 98 人からの回答が得られた。一般受講生

の修了生への質問票は、インタビュー調査の対象となった ICT 関連企業に直接送付し、

これらの企業に所属している ICTTI 修了生の従業員を中心に回答を得た13。その結果、

質問票調査の回答者数は合計 166 人となった。 

インタビュー調査では、最も多くのコンピュータ大学教員の修了生が所属している

ヤンゴン・コンピュータ大学、おのおの 3～20人程度の一般受講生の修了生が就職し

ている ICT 関連企業（日系企業を含む）6 社、ミャンマーにおける最大の ICT 関連の

業界団体である「ミャンマーコンピュータ連盟」を対象とした。 

                                            
13 これにより、一般受講生の修了生からの回答の多くが ICT 企業の現社員である修了生からの回答となり、

回答者に偏りが生じたため、調査結果では修了生の ICT 企業への高い就職率を示すことになった。 
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質問票調査及びインタビュー調査を併せた受益者調査の回答者数の内訳は、以下の

表のとおり。 

 

表４ 受益者調査の回答者数 

調査方法 調査回答者 回答者数 

質問票 コンピュータ大学教員の修了生 ソフトウェア開発コース 52 人 

ネットワーク開発コース 46 人 

計 98 人 

一般受講生の修了生 ソフトウェア開発コース 37 人 

ネットワーク開発コース 31 人 

計 68 人 

インタビュー コンピュータ大学 

- ヤンゴン・コンピュータ大学 
1 校 

ICT 関連企業・団体 

- Myanmar Information Technology Pte., Ltd. 

- Acroquest Myanmar Technology Co., Ltd. 

- Myanmar DRK Co., Ltd. 

- NTT Data Myanmar Co., Ltd. 

- Myanmar Daiichi Computer Resource 

- Azure Net Co., Ltd14 

- ミャンマーコンピュータ連盟（Myanmar Computer 

Federation） 

6 社 

1 団体 

 

（１）ICTTI 訓練コースの修了生に生じた効果 

ICTTI 修了生に対する質問票調査の回答者のうち、コンピュータ大学教員の修了生、

一般受講生の修了生それぞれの現在の就労状況については、以下の表のとおり。 

 

表５ コンピュータ大学教員の修了生の現職状況（数字は回答者数） 

受講コース 現職 退職 

ソフトウェア開発 51 1 

ネットワーク開発 45 1 

 

表６ 一般受講生の修了生の就職先（数字は回答者数） 

受講コース 
ICT 

関連企業 
その他企業 

政府機関 

（含コンピュ
ータ大学） 

無職 

ソフトウェア開発 37 0 0 0 

ネットワーク開発 19 7 4 1 

 

質問票調査の結果によると、訓練コースはソフトウェア開発、ネットワーク開発の

コース種類に関係なく、またコンピュータ大学教員、一般受講生の種類に関係なく、

修了生から非常に高い満足度を得ていることが確認された。例えば、表７のとおり、

ほとんどの修了生が受講した訓練コースに対して「非常に満足」、少数が「ある程度

                                            
14 Azure Net Co., Ltd に対してはインタビュー調査でなく質問票調査により行われた。 
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満足」と回答したのに対し、「あまり満足していない」「満足していない」と回答した

修了生は皆無であった。 

 

表７ ICTTI 修了生の受講コースに対する満足度（数字は回答者数） 

修了生 受講コース 非常に満足 
ある程度 

満足 

あまり満足

していない 

満足して 

いない 

分からない 

／無回答 

コンピュータ

大学教員 

ソフトウェア開発 45 7 0 0 0 

ネットワーク開発 41 5 0 0 0 

一般受講生 
ソフトウェア開発 29 8 0 0 0 

ネットワーク開発 28 1 0 0 2 

 

ほかにも、コンピュータ大学教員及び一般受講生の修了生にとって、現在の仕事に

おいて訓練コースの内容が有用・有効であることを示す好意的な回答が多く得られた。

それら回答の一例を、大学教員、一般受講生の修了生ごとに以下に示す。 

 

表８ コンピュータ大学教員の修了生における訓練コースの効果（数字は回答者数） 

1) 受講した訓練コースの内容と自身が教えている科目は関連しているか 

受講コース 非常に関連 
ある程度 

関連 

あまり関連
していない 

関連して 

いない 

分からない 

／無回答 

ソフトウェア開発 35 15 0 0 2 

ネットワーク開発 32 11 1 1 1 

 

2) 受講した訓練コースの教材等を自身の授業で活用しているか 

受講コース 非常に活用 
ある程度 

活用 

あまり活用
していない 

活用して 

いない 

分からない 

／無回答 

ソフトウェア開発 22 22 3 3 2 

ネットワーク開発 19 21 2 3 1 

注：訓練コースで使用された教材等はコンピュータ大学の公式な教材ではないため、本来、大学の授業

では使用されないものであるが、「非常に活用」「ある程度活用」と回答した教員は、コース教材を授

業の参考資料として活用していることを意味する。 

 

3) 受講した訓練コースの内容について、自身の授業で教える環境が整っているか 

受講コース 
非常に 

整っている 

ある程度 

整っている 

あまり整っ
ていない 

整って 

いない 

分からない 

／無回答 

ソフトウェア開発 25 22 0 0 5 

ネットワーク開発 24 18 3 0 1 

 

4) ICTTI の訓練コースが自身の大学のカリキュラムやシラバスに影響していると思うか 

受講コース 
影響して 

いる 

影響して 

いない 

分からない 

／無回答 

ソフトウェア開発 29 23 0 

ネットワーク開発 28 16 2 

 

5) 訓練コース受講後、自身の授業実施能力は向上したか 

受講コース 非常に向上 
ある程度 

向上 

あまり向上
していない 

向上して 

いない 

分からない 

／無回答 

ソフトウェア開発 27 22 1 0 2 

ネットワーク開発 41 4 0 0 1 
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表９ 一般受講生の修了生における訓練コースの効果（数字は回答者数） 

1) 現在の就職先は希望していた進路だったか 

受講コース 
希望して 

いた 

希望して 

いなかった 

ソフトウェア開発 35 2 

ネットワーク開発 18 13 

注：ネットワーク開発コースの修了生が、就職先について「希望していなかった」と回答した数が比較

的多い理由は、ミャンマーにおいてネットワークに直接関連した企業の数は近年増えてきてはいるもの

の、まだ十分にはないことによる。 

 

2) 就職の際、ICTTI 修了が有利になったか 

受講コース 
有利に 

なった 

有利になら
なかった 

ソフトウェア開発 36 1 

ネットワーク開発 31 0 

 

3) 他の訓練機関でも受講した訓練コース内容と同様の訓練が受けられたと思うか 

受講コース そう思う 

そう思うが
ICTTI の方
がよい 

そうは 

思わない 

分からない 

／無回答 

ソフトウェア開発 0 17 15 5 

ネットワーク開発 1 21 9 0 

 

4) 現在の仕事において受講した訓練コースの内容が役に立っているか 

受講コース 
非常に役立
っている 

ある程度役
立っている 

あまり役立
っていない 

役立って 

いない 

分からない 

／無回答 

ソフトウェア開発 19 16 0 1 1 

ネットワーク開発 18 5 4 1 3 
 

 

（２）コンピュータ大学及び ICT 関連企業に生じた効果 

コンピュータ大学に対するインタビュー調査の結果では、ヤンゴン・コンピュータ

大学関係者によると、同大学の教員が ICTTI の訓練コースを受講したことにより実践

的な ICT の知識・スキルを身につけることができ、コース修了後の彼らの授業実施能

力も向上していると認識しており、彼らを訓練コースに参加させたことに満足してい

ると回答した。同大学は今後も定期的に教員を ICTTI の訓練コースに派遣する予定で

あり、教員の再訓練の場として ICTTI を活用する計画である。同大学は全国のコンピ

ュータ大学を統括する立場にあるが、このような修了生の教員の能力向上については

他のコンピュータ大学でも同様とのことであった。 

ICT 関連企業・団体に対するインタビュー調査の結果では、現在 ICTTI 修了生を雇

用している ICT 企業 6 社中 5社は ICTTI の修了生を積極的に採用しており、6社とも

採用した修了生の技術レベルについては満足しているとの回答が得られた。6 社とも

新入社員に対して入社後半年程度の社員教育を行っているが、ICTTI の修了生は半年

の教育期間が 3 カ月程度で済むと回答した企業もあった。また、ICT 企業の現場では

チームで作業することも多いが、ICTTI 修了生は訓練コースでチームワークについて

学んでおり、実際にワークショップの演習において受講生同士でチームを組んで作業
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した経験もあるため、協調性等、技術的な面以外の必要なスキルも有しているとの回

答もあった。 

ミャンマーにおいて ICT 企業は非常に人気の職種であり、公募を行っている企業は

毎回定員の 10 倍以上の応募があり、競争率が非常に高いため、書類選考の段階にお

いて、コンピュータ大学卒業のみの応募者よりも ICTTI 修了の応募者の方が有利に働

くことが確認された。ミャンマーコンピュータ連盟関係者によると、ICTTI の訓練コ

ースの内容は、コンピュータ大学の新卒者が実践的な ICT スキルを学ぶのに適してお

り、ミャンマーの ICT 人材レベルの底上げに貢献しているとのことであった。 

 

（３）その他の効果例 

プロジェクト後に生じたその他のインパクトの例として、プロジェクト期間中は訓

練コースの修了生に対して ICTTI 発行の修了証が与えられていたが、プロジェクト後

にヤンゴン・コンピュータ大学と提携し、第 15 期から ICTTI のソフトウェア開発・

ネットワーク開発の両コースがディプロマコースとして認められ、両コースの修了生

にはヤンゴン・コンピュータ大学と ICTTI の連名でディプロマ資格が与えられるよう

になった。 

 

以上のように、本事業の実施によってさまざまな正のインパクトが生じた。一方、

負のインパクトについてはプロジェクト後も報告されておらず、今後も生じる見込み

は極めて少ない。 

 

本事業の実施により、プロジェクト目標として掲げられた「ICTTI が演習中心の ICT 訓練

を実施できるようになる」は達成された。上位目標についても、プロジェクト完了後も ICTTI

の訓練コースが順調に実施されており、最終試験に合格した質の高い修了生が継続的に輩

出されていることが確認された。さらに、コンピュータ大学教員及び一般受講生から成る

ICTTI 修了生は、訓練コースを修了したことによってそれぞれ授業実施能力の向上や ICT 企

業への就職等の効果を得たことが確認され、彼らを受け入れているコンピュータ大学及び

ICT 企業の満足度も高い。以上のように、計画どおりの効果発現がみられることから、有効

性・インパクトは高い。 

 

３.３ 効率性（レーティング：①） 

３.３.１ 投入 

本事業の投入内容（計画及び実績）は、以下のとおり。 

投入要素 計画 実績（事業完了時） 

（1）専門家派遣 
長期 0 名 

短期 7 名（67 人月） 

長期 0 名 

短期 12 名（延べ人数、218 人月） 
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（2）研修員受入 12 名 41 名 

（3）機材供与 
サーバー、パソコン、ソフトウ

ェア等の訓練に必要な機材 

コンピュータ、ソフトウェア、ラ

ックマウント型サーバー、ネット

ワーク機材、プロジェクター等 

（4）その他 ICTTI 建物改修工事 
ICTTI 建物改修工事、サイクロン

被害による建物損壊時の補修 

日本側の協力金額

合計 
合計 310 百万円 合計 746 百万円 

相手国政府投入 
カウンターパート人件費、プロ

ジェクト運営費等 

カウンターパート人件費、プロジ

ェクト運営費等 

 

３.３.１.１ 投入要素 

投入は、日本側・ミャンマー側ともほぼ計画どおりの要素が投入された。専門家は

ほぼ当初の計画どおり派遣されたが、プロジェクト延長後に短期モジュールコースを

追加したことにより、追加分野の短期専門家が派遣された。研修員受入人数は、計画

時には 1 年につき 4 人、計 12 人を予定していたが、実際には 41人と計画を大幅に上

回った。機材供与はほぼ計画どおりに投入された。ICTTI 関係者に対する質問票・イ

ンタビュー調査結果によると、日本側からの投入の量、質ともに問題はなかったとの

ことである。 

 

３.３.１.２ 協力金額 

上記のとおり、協力金額は計画額の 310 百万円に対し、実績額は 746 百万円と計画

を大幅に上回った。実績額が超過した主な理由はプロジェクト期間が 2年間延長され

たことによる純増分であるが、その他の要因として、1) 研修員受入人数が計画の 12

人から実績は 41 人と大幅に増加した点、2) プロジェクト延長後、訓練コースに短期

モジュールコースが追加されたことによる追加分野の専門家の派遣、3) 2008 年にミ

ャンマーに甚大な被害をもたらしたサイクロン・ナルギスにより ICTTI の校舎が一部

損壊し、補修費等を追加補填した点、が挙げられる。 

研修員受入人数の大幅な増加については、専門家は当初、カウンターパートのうち

研修参加者の選定については彼らのパフォーマンスに応じて人選すべきと提案した

が、ミャンマー側はカウンターパート内での序列などその他の要素も考慮して決定す

べきとしたため、人選に関してカウンターパート内に不公平感が生まれ、彼らのモチ

ベーション低下につながることとなった。対応策として、初期に研修に参加したカウ

ンターパートの研修効果が大きいことが確認されたため、ほとんどすべてのカウンタ

ーパートが研修に参加することとなり、結果として受入人数の大幅な増加となった。 

よって、協力金額は計画を大幅に上回った（150％超）。 
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３.３.１.３ 協力期間 

2009 年 9 月に実施された本事業の最初の終了時評価調査において、各成果及びプ

ロジェクト目標ともほぼ達成され、妥当性、有効性、効率性、インパクトとも高い結

果を示していたが、持続性（当時は「自立発展性」と呼称）のみやや低い結果であっ

たため、事業の持続性をより高めるために協力期間が 2 年間延長された。この延長に

よってプロジェクトのアウトプット（成果）の内容は変更されなかったが、延長期間

中に持続性を高めるための活動 5 点（短期モジュールコースの実施、外部向けセミナ

ーの開催、コンピュータ大学教員へのトレーニングのサポート、ICTTI 修了生に対す

るフォローアップ、ICTTI マネジメント層のマネジメント能力向上支援）が追加され

た。これらの活動は延長期間中にすべて実施され、後述するように本事業の持続性は

良好であることから、これらの活動実施が事業の持続性の向上にある程度貢献したこ

とは認められるが、当初の協力期間内で各成果及びプロジェクト目標ともほぼ達成さ

れていたことから、2 年という延長期間がこれらの活動実施に見合った期間であった

かどうかについては、必要性が低かったといえる。 

よって、協力期間は計画を大幅に上回った（150％超）。 

 

以上より、本事業は協力金額・協力期間ともに計画を大幅に上回ったため、効率性は低

い。 

 

３.４ 持続性（レーティング：③） 

本事業では、演習中心の ICT 訓練を行う機関として ICTTI を新規に設立し、ICTTI から質

の高い訓練コース修了生を継続的に輩出することを目的とし、将来的にミャンマー各地に

あるコンピュータ大学の教育能力を強化すること及び ICT 産業界に質の高い人材を供給す

ることをめざした。上記「有効性・インパクト」の項目で述べたとおり、ICTTI ではプロジ

ェクト完了後も期間中と変わらない量・質を維持した状態で各訓練コースが実施され、質

の高いコース修了生が継続的に輩出されているため、事後評価時点において本事業でめざ

した効果は持続していることが確認されたが、このような効果の持続を可能にしている要

因及び今後も効果を持続させていくために必要な観点について、政策制度、体制、技術、

財務等の面から示す。 

 

３.４.１ 発現した効果の持続に必要な政策制度 

科学技術省関係者に対する質問票・インタビュー調査結果によると、現行の『ICT マ

スタープラン』（2011～2015 年）に変更はなく、ミャンマーでは引き続き電子政府化

（e-government）の推進を始めとして国全体で ICT セクターの発展を重要課題としてお

り、ICT 人材の育成及び ICT 教育の強化は事後評価時点においてもミャンマー政府によ

り支持されている。事後評価時点において、科学技術省は現 ICT マスタープランに対す
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る評価調査を実施しており、同調査の結果を踏まえて次期マスタープランの方針・内容

を決める計画である。 

政府による ICT 教育強化策の一環として、将来の ICT エリート人材の養成拠点とする

ことを意図して、2012 年にヤンゴン・コンピュータ大学内に同大学の上位入学者を対象

にした「Center of Excellence」と呼ばれる分校が設立された。さらに、政府は ICTTI の訓

練コースも今後の重要な ICT 人材育成手段として継続していく方針であり、今後、各省

庁の職員を対象にした e-government に関する研修を ICTTI の新規コースとして設立する

ことが計画されている。 

よって、ミャンマーの ICT 人材育成・教育強化に関する政策・制度は、プロジェクト

完了後も変更なく継続されている。 

 

３.４.２ 発現した効果の持続に必要な体制 

本事業が完了する直前の 2011 年 9 月に、ICTTI はヤンゴン・コンピュータ大学の傘下

から科学技術省の直轄（CICTT 傘下）となることに変更された15。 

現在の ICTTI の運営体制は、CICTT が、ICTTI と 2008 年にインドの資本により設立さ

れた「インド・ミャンマーIT スキル強化センター（India Myanmar Center for Enhancement 

of IT Skills、以下「IMCEITS」という）」の二つの訓練機関を管轄し、CICTT のセンター

長 1 名と事務スタッフ 9 名が両機関の運営管理を担い、講師は ICTTI と IMCEITS のそれ

ぞれに専属の講師がいる16。事後評価時点における ICTTI の講師数は 23 名であり、各訓

練コースの授業を担当する上で、講師数に不足は生じていない。 

CICTT センター長に対する質問票・インタビュー調査結果によると、センター長も含

む 10 名による CICTT の運営体制に問題はなく、ICTTI がヤンゴン・コンピュータ大学

の傘下から科学技術省の直轄になったことにより、科学技術省とのコミュニケーション

が円滑になり、予算等も大学を通さず省へダイレクトに申請できるようになったため、

ICTTI の運営環境はプロジェクト実施時に比べてよくなったとのことである。また、プ

ロジェクト実施時、ICTTI の講師はヤンゴン・コンピュータ大学所属となっていたため、

訓練コースの授業に加えて同大学の授業も掛け持ちして教えていたが、現在は ICTTI の

授業のみに集中できるため、この点においても実施体制がプロジェクト時より改善した

とのことである。機材の維持管理についてはプロジェクト実施時と同様、ソフトウェア

の更新は ICTTI 講師、ハード自体の維持管理はシステム・アドミニストレーターが担当

し、「ICTTI 運営計画」にある機材管理表に従って適切に管理されており、この体制につ

いても問題は生じていない。 

加えて、プロジェクト後、2011 年 3 月にあった民政移管の影響もあり、ICTTI と民間

                                            
15 ミャンマーの教育改革の一環で、2015 年 4 月から各コンピュータ大学は科学技術省傘下から教育省傘下

に移ったが、CICTT は引き続き科学技術省傘下に残っている。 
16 CICTT センター長によると、2015年度に ICTTIと IMCEITS に加え、ICT の研究開発を主体とする新機

関を CICTT 下に設立する計画とのことである。 
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の ICT 企業との交流が積極的に図られるようになり、これによって ICTTI が企業から技

術的・物理的な支援を提供されるようになったり、訓練コース修了生の就職機会の増加

や ICT 産業界の最近の動向に関する情報取得の機会も増加したりするようになっており、

ICTTI を取り巻く環境はプロジェクト実施時より向上しているといえる。 

よって、本事業により発現した効果の持続に必要な体制は十分に整備されている。 

 

３.４.３ 発現した効果の持続に必要な技術 

ICTTI 講師に対する質問票・インタビュー調査結果によると、プロジェクト後、各訓

練コースのソフトウェアや教材、最終試験問題等の更新は、改訂マニュアルに従って講

師自身が行っており、更新作業も問題なく行われている。事後評価時点における講師 23

名中、プロジェクト実施中から所属している講師は 13 名であり、新任講師はすべて過去

の訓練コースの修了生であり、厳しい基準により選定されているため、優秀な講師陣が

揃えられている。既存の講師から新任講師への技術移転も問題なく行われており、CBT

の活用によって講師のレベルが保たれるようになっている。 

プロジェクト後、新規に開設されたコースは「携帯電話システム開発コース」のみで

あるが、技術的な問題というよりは、従来コースの応募数が定員の倍近くあるため、新

規コースを開設するよりも従来コースの定員数を増やすことの方が先決という理由が大

きい。実際、プロジェクト期間中のソフトウェア開発・ネットワーク開発の両コースは

それぞれ 2 クラスずつであったが、プロジェクト後にネットワーク開発コースが 1 クラ

ス追加され、3 クラス体制となっている。 

よって、本事業後の効果持続において、技術面に関しても問題はない。 

 

３.４.４ 発現した効果の持続に必要な財務 

CICTT センター長への質問票・インタビュー調査結果によると、ICTTI の訓練コース

の受講料は科学技術省に納付され、ICTTI の予算はすべて省から配賦されている。以下

に、CICTT（ICTTI 及び IMCEITS を含む）の年間予算及び支出実績を示す。 

 

表 10 CICTT の年間予算・支出実績17
 

年度：4 月～3月、単位：ミャンマーチャット18 

 2012/13 年度 2013/14 年度 2014/15 年度 2015/16 年度 

予算 36,169,900 98,351,000 109,648,474 109,648,474 

支出 127,210,750 384,028,660 911,544,644 未確定 

出所：CICTT 提供資料 

 

上記表によると、毎年度、支出額が予算額を大幅に超過しているが、ミャンマーの政

                                            
17 2012/13 年度より前の予算・支出実績については、ICTTIの予算はヤンゴン・コンピュータ大学から配賦

されており、本事後評価調査において当時のデータは入手できなかった。 
18 1 チャット＝約 0.11円（2015 年 3 月時点の換算による） 
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府機関ではこのような予算・支出実績となるのが通常であり、科学技術省から毎年の予

算として配賦される費目は人件費や光熱費、消耗品費等の通常発生する費目のみであり、

機材購入費等、追加的に発生する費用は予算額には含まれず支出のみに計上されている。

機材購入費等は必要に応じて CICTT から科学技術省に申請され、当該分の費用が配賦さ

れている。上記表のとおり、CICTT の年間予算・支出実績とも毎年増えているが、この

ような伸びは政府傘下の機関の中では唯一とのことである。これらの配賦予算以外にも、

交流のある ICT 企業から受講生の奨学金付与やプロジェクターの無償提供を受けるなど、

外部の支援を獲得する努力が行われている。CICTT センター長によると、科学技術省か

らの通常予算・追加予算を含む配賦額に不足はなく、ICTTI 運営に係る財務的な問題は

生じていない。 

本事業により供与された機材はプロジェクト開始時から 8 年以上が経過しているが、

多くの機材は特に問題なく作動しているものの、コンピュータ、無停電電源装置

（uninterruptible power(-supply) system、以下「UPS」という）、プロジェクターの 3 点に

ついては、老朽化により故障している割合が高い。故障した機材のうち修理可能な機材

は修理して使用し、コンピュータとプロジェクターは単価が比較的安価なため、科学技

術省からの追加予算により新しい機材に交換されている。2015/16 年度には、ICTTI で約

200 台分、IMCEITS で約 120 台分の動きが遅くなったコンピュータが科学技術省の追加

予算により交換される計画である。一方、サーバー用の UPS は、JICA のシニアボラン

ティア派遣時に新しい UPS に交換されたが、各教室の UPS は故障したままになってい

る。高価ということもあり、追加予算としての迅速な承認・配賦が行われていないのが

原因だが、訓練コース自体は実施可能であるため優先度が低くなっているものであり、

事業全体の運営への影響は小さい。 

よって、本事業後の効果持続において、財務面に関しても問題はない。 

 

３.４.５ 実践的な ICT 訓練に対する需要の持続状況 

ミャンマーにおける ICT 訓練の需要動向に関し、上述のとおり、ICTTI の訓練コース

には毎回定員の倍以上の応募が集まっている。加えて、2011 年の民政移管以降、ミャン

マーでは国内・外資系を含む ICT 関連企業の数が急増している。ミャンマーコンピュー

タ連盟によると、「ミャンマーコンピュータ産業協会（Myanmar Computer Industry 

Association）」に所属する会員企業数は 2014 年 12 月時点で 894 社であり、2010 年 10 月

時の 275 社、2011 年 10 月時の 301 社から急増しており、会員以外の企業も含めると増

加率はそれ以上になる。以下の表は、業種形態別の会員企業数の推移である。 
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表 11 ミャンマーの業種形態別 ICT 企業数 

業種 
2011 年時の
ICT 企業数 

2014 年時の
ICT 企業数 

ハードウェア販売・サービス 134 社 448 社 

ソフトウェア 43 社 113 社 

携帯電話販売・サービス - 99 社 

教育・研修 55 社 90 社 

ウェブ・インターネットサービス 6 社 52 社 

マルチメディアサービス - 47 社 

ICT サービス - 43 社 

電気通信 - 2 社 

その他 63 社 - 

計 301 社 894 社 

出所：ミャンマーコンピュータ連盟提供資料 

注：2011 年と 2014 年における業種の区分け方法は一致しない。 

 

このように企業数の急激な増加に伴ってミャンマーにおける ICT 人材の需要は伸びて

おり、ミャンマーコンピュータ連盟関係者によると、産業界において ICT の実践的な訓

練を受けた人材に対する需要は非常に高いとのことである。さらに、上述のとおりミャ

ンマー政府による e-government 推進に伴い、科学技術省は各省庁の職員を対象にした

e-government に関する新規コースを ICTTI に開設することを検討している。よって、今

後もミャンマーにおいて訓練を受けた ICT人材に対する需要は続く見込みであり、ICTTI

は実践的な ICT 訓練を提供する場として、産業界及び公的機関からの安定的な需要に支

えられることが見込まれる。 

 

以上より、本事業は、政策制度、体制、技術、財務状況、いずれも問題なく、本事業に

よって発現した効果の持続性は高い。 

 

４. 結論及び教訓・提言 

４.１ 結論 

本事業では、ミャンマーのヤンゴンに演習中心の ICT 訓練を行う機関として ICTTI をゼ

ロから設立し、ICTTI から質の高い訓練コース修了生を継続的に輩出することを目的とした。

これにより、将来的にミャンマー各地にあるコンピュータ大学の教育能力を強化すること

及び ICT 産業界に質の高い人材を供給することを視野に入れている。 

本事業はミャンマーの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策とも十分に合致しており、

事業実施の妥当性は高い。ICTTI では演習中心のソフトウェア開発コース、ネットワーク開

発コース、短期モジュールの各訓練コースが開設・実施され、これまでに輩出されたコー

ス修了生の数は、プロジェクト期間中に 951 人、プロジェクト後から事後評価時点までに

1,012 人、合計 1,963 人に及び、ミャンマーにおける ICT 人材レベルの底上げにつながって

いる。訓練コースの修了生のうち、コンピュータ大学の現役教員は自身の授業実施能力を
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向上させ、一般受講生は ICT 企業に多数就職しており、コンピュータ大学の教育能力強化

及び ICT 産業界への質の高い人材の供給に貢献している。よって、本事業は所期の目的を

十分に達成し、将来的に生じることが期待された効果ももたらしている。本事業の協力期

間及び協力金額は計画より超過したが、プロジェクト後も ICTTI の訓練コースは順調に実

施されており、本事業によって発現した効果の持続性も高い。 

以上より、本事業の評価は高いといえる。 

 

４.２ 提言 

４.２.１ 実施機関などへの提言 

ICTTI で現在使用している機材はプロジェクト開始時から 8 年以上が経過し、老朽化

が進んでいる。故障した機材のうちコンピュータやプロジェクター等、比較的単価の安

い機材については科学技術省からの追加予算により適宜新しい機材に買い替えられてい

る。一方、UPS は高価かつ訓練コース実施自体への影響が小さいため優先度が低く、追

加予算としての迅速な承認・配賦が行われず、サーバー用の UPS は JICA のシニアボラ

ンティア派遣時に新しい UPS に交換されたが、各教室の UPS は故障したままになって

いる。UPS が故障していても訓練コースの実施自体は可能だが、停電による各コンピュ

ータの作業データ消失や与えるダメージを考慮すると、サーバーと同様に各教室の UPS

も新しい機材に交換することが望ましい。よって、訓練コースの良好な実施環境を保つ

ためにも、科学技術省は次年度の予算策定時に各教室の UPS を交換するための追加予算

配賦を検討することが望ましい。 

 

４.２.２ JICA への提言 

JICA はプロジェクト後も ICTTI に対して、シニアボランティアの派遣や一部講師の研

修員受入（JICA 沖縄国際センターでの技術研修）等の協力支援活動を行っている。これ

らのソフト支援も有効であるが、ICTTI 関係者へのインタビュー結果によると、ICTTI

が今後も訓練コースを維持していく上で優先度が高いと考えている課題は、技術的な面

よりも老朽化の進んだ機材の交換であることがうかがえた。上記科学技術省への提言に

もあるように、まずはミャンマー側の予算措置を促すことが必要であるが、既にシニア

ボランティア派遣の一環で特に老朽化の激しかったサーバー用のUPS交換を支援してお

り、今後も ICTTI に対する支援を継続するのであれば、ソフト支援に加えて UPS 交換の

一部を支援することにより、プロジェクト効果の持続性を更に高めることに貢献すると

考えられる。 

 

４.３ 教訓 

なし 

以上 
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