
 
 

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 2 課 

 

１．案件名                                                 

国 名： ラオス人民民主共和国 

和 名：ラオス日本センター民間セクター開発支援能力強化プロジェクト   

英 名：The Project on Capacity Building for Supporting Private Sector Development 

and Japanese Investment in Lao P.D.R. through Laos-Japan Human Resource   

Development Institute (LJI) of National University of Laos (NUOL)  

 

２．事業の背景と必要性                                       

(１）当該国における民間セクター開発の現状と課題 

ラオス国は、1986 年「新経済メカニズム」導入・経済改革に伴った計画経済から市場経

済への路線転換を開始し、2010年代以降平均 7%以上 1の成長率を達成している。また 2015

年に向けて ASEAN 域内での関税撤廃を開始すべく、国内での制度整備を含めた準備を進

めるなど、地域の経済統合・協力にも積極的である。また、近年の中国やタイなどでの

社会・経済状況の変化により、チャイナ＋１やタイ＋１といった新たな外資企業の動き

があり、その先としてラオスへの関心が高まっている。 

一方同国は内陸国、小規模な人口（約 651 万人 2)、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ことに加え、独立

以降、若年層人口の急激な増加が続いており、労働人口の増加に伴う雇用の創出、そし

て今後の経済成長や海外からの直接投資を支える産業人材の育成が重要な政策課題とな

ってきた。 

 

（2）当該国における民間セクター開発の開発政策と本事業の位置づけ 

「第 7 次国家社会経済開発計画(2011 年～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、人材育成は当国における産

業振興のための主要な 5つの柱の一つとされている。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。ラオスへの外資による直接投資の誘致や、ラオスの国内企業の体力の向上にあたっ

ての最大の懸案が適切な労働力の確保である。その際、さまざまある労働者層の中で、

需給ギャップがもっと大きいのは工場労働者レベルであるものの、現在は少なからぬ企

業が中間管理者層にタイやベトナムなどの隣国の人材を充てており、中間管理者層や経

1 2011年版及び 2013年版 JETRO 世界貿易投資報告 
2 2012年ラオス統計局 

                                            



 
 

営層の能力ギャップ・需給ギャップも大きい。これらの点から、本プロジェクトが目指

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、ラオ

スの開発政策の重点分野とラオスの労働市場ニーズに合致したものであるといえる。 

 

(３)民間セクター開発に対する我が国及び JICA の援助方針と実績 

我が国の対ラオス国別援助方針（平成 24年 4月）には、1）経済・社会インフラ整備、2）

農業の発展と森林の保全、3）教育環境の整備と人材育成、4）保健医療サービスの改善

の 4 つの重点分野が示されており、重点分野 3 の「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、本プロジェクトはこの方針に合致する。また、対ラオス国別援助実施方針（平

成 24年 4月）の重点分野 4分野の 3番目「教育環境の整備と人材育成」として民間経済

セクターの強化促進のための高等教育・技術職業教育への支援が挙げられている。 

これらの背景を受け、JICA は 2000 年 9月から 2005 年 8月まで「ラオス日本人材開発セ

ンター」、2005年 9月から 2010年 8月まで「ラオス日本人材開発センタープロジェクト(フ

ェーズ 2)」を、2010 年 9 月から 2014 年 8 月まで「ラオス日本センタービジネス人材育

成プロジェクト」を実施してきた。これまでの協力成果として、人材育成面においては、

2014 年 4 月の時点で、MBA プログラム卒業生 162 人、ビジネスコースの受講者 953 人に

上り、テーラーメイド研修を 4 企業に対し実施してきた。また LJI では、部門ごとの年

間活動計画の策定とそれに基づく年間予算計画の策定が標準業務プロセスとして、導入

された。 

他方、今後の事業の拡大や、組織運営の自律性を担保する上において、課題が残されて

いる。人材育成面においては、MBAプログラムや実践型ビジネスコースにおけるこれまで

の実績は、「日本式マネジメントが学べる」という特色によるものであるが、今後も日本

式経営という側面は残しながらも、ラオス人講師を中心として継続的に実施していくこ

とを考えた場合、日本式経営管理手法をラオスに適用するためのサイクルを構築してい

く必要性が残っている。さらに、ビジネスコース・MBAコースの募集・運営面においては、

効率的かつ効果的に実施する体制を構築する必要性がある。 

 

(4)他の援助機関の対応 

世界銀行（以下、WB）は Trade Development Facility(TDF) 2 において、TDF1 で支援し

た輸出入関連制度と貿易競争力の強化の政策・制度面の整備を基盤として、より実施面

への支援にシフトしている。アジア開発銀行(以下、ADB)は、資金協力と技術協力を通じ

た中小企業振興策を含めた産業振興政策の立案能力支援と、実施に係る制度整備支援を

実施した。ドイツ国際協力公社(以下、GIZ)は、WB との TDF2 との連携による ASEAN 経済

統合への支援と職業訓練個の能力強化支援を行っている。 

 



 
 

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、首都ビエンチャン及びサバナケット県において、LJIの能力強化を柱として、地

元の企業家や(現地進出の日系企業を含む)民間企業を対象としたビジネスコースの実施と

ビジネスネットワーキングの活用・維持運営体制の強化を通じて、ラオスの民間セクター

における成長や発展に寄与するものである。 

 

(2)プロジェクトサイト／対象地域名 

・首都ビエンチャン 

人口：約 797 千人 3 

面積：3,920 Km² 

位置：ラオス中部。メコン川に面し、対岸はタイ。 

・サバナケット県 

人口：約 938 千人 4 

面積：21,774 Km² 

位置：ラオス南部。メコン川に面し、対岸はタイで、東側はベトナムと接している。 

※プロジェクト活動の大部分は首都ビエンチャンで実施されるが、成果 3 及び成果 4 関連の活動

を中心として、他県(サバナケット県及びその他県)で実施される。 

 

(3)本事業の受益者（ターゲットグループ）  

直接受益者：LJI 

最終受益者：首都ビエンチャン及びサバナケット県を含む他県においてビジネスを展開している企

業、企業経営者やその従業員、起業家等、ラオス国立大学(以下、NUOL)、サバナケット大学 

 

(4)事業スケジュール（協力期間） 

2014 年 9 月～2019 年 8 月を予定(計：60 か月) 

 

(5)総事業費（日本側） 

4.97 億円 

 

(6)相手国側実施機関 

ラオス国立大学 ラオス日本センター 

 

3 2012 年ラオス統計局 
4 2012 年ラオス統計局 

                                            



 
 

(7)投入（インプット） 

1） 日本側 

・専門家派遣：220ＭＭ 

長期専門家： チーフアドバイサー(5 年間)、業務調整(5 年間) 

短期専門家(業務実施契約)：20ＭＭ/年×5 年間 

派遣予定の短期専門家の指導分野：ビジネスコース運営管理(ビエンチャン都、サバナケット県)、

MBA プログラム運営管理、MBA プログラムにおける専門科目(複数)、実践ビジネスコースにお

ける専門科目(複数)、ビジネスフォーラム実施支援、ジョブフェア実施支援等。 

・研修員受入： ビジネス実務研修 

・機材供与： パソコン、コピー機 

 

2） ラオス側 

・カウンターパートの配置 

Project Director (NUOL 学長)：プロジェクトの事業管理・実施の上で、全体的な責任を有する。ま

た、JCC の議長を務める。 

Project Supervisor(NUOL 副学長)：プロジェクト運営面とプロジェクト活動の技術面における助

言・提言等を行う。   

Project Manager(LJI 所長)：プロジェクト運営面及び実施面での責任を有する。 

 NUOL は、その他プロジェクト活動実施の上で必要な職員を配置する。 

・執務室及び業務遂行に必要な機材の設置、プロジェクト活動実施に必要な維持管理費 

 

(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（A,B,C を記載）C    

② カテゴリ分類の根拠：「JICA 環境社会配慮ガイドライン」に掲げる影響を及ぼしやすい特性

や影響を受けやすい地域に該当しないため。  

2)ジェンダー平等推進・平和構築・貧困削減 

特になし 

3)その他 

 特になし 

 

 (9)関連する援助活動 

1）我が国の援助活動 

・技術協力プロジェクト「ラオス日本センター・ビジネス人材育成プロジェクト」 

2010年 9月から 2014 年 8月 



 
 

・個別派遣専門家「経済政策・投資促進アドバイザー」  

2014年 4月から 2016 年 3月 

2）他ドナー等の援助活動 

・WBは A) Trade Facilitation, Trade policy and Regulation, B) Diversification and 

Competitiveness, C) Mainstreaming Aid-for-trade の 3つのコンポーネントからなる

TDF2 を実施中。コンポーネント A は行政能力の向上支援、B は個別の企業支援で、貿

易拡大や事業多様化などのビジネスプランに対するマッチンググラントと、生産性改

善のための技術改善（GIZによる支援との連携）が含まれる。Cは関係機関によるタス

ク形成などを通した共同研究や合意形成など。この他に、2014 年 6月以降開始予定の、

中小企業向けツーステップローンも準備されている。 

・GIZは、2014年 2月から Regional Economic Integration of Laos into ASEANを 3年

プロジェクトとしてスタートした。これは WB の TDF2 との連携も含まれており、貿易

と起業促進を目的とするもの。現在優先セクターを選定中で、観光と運輸・流通とな

る見込み。エコノミック・コリドー開発として の視点もあり、北部のルアンプラバー

ンと南部のチャンパサックが候補となっている。運輸・流通セクターについては、運

輸・流通のコスト面の低減や地域レベルを見据えた運輸・流通の効率化などを目指す

ことが含まれる見込み。また、2014 年から 3 年の予定で、職業訓練校の講師の技術向

上を目的とした技術協力プロジェクトを予定している。 

 

４．協力の枠組み                                            

（1）協力概要 

1）上位目標： 

LJI が MBAプログラム、ビジネスコース、テイラーメードコース、ネットワーキングや 

その他活動を通じて、ラオスの民間セクターにおける成長や改善に貢献する。 

指標： 

・MBA プログラム卒業生、ビジネスコース修了生の中から、○人以上が起業あるいは自身の

ビジネスの拡大・発展を実現する。 

・LJI の活動が、日系企業がラオスの民間セクター開発や人材育成に関わりながらビジネス

を展開していくことに貢献した事例が○件以上生まれる。 

2)プロジェクト目標： 

ラオスの人材やラオスの民間企業、そして日系企業が、それぞれの知識や経験、専門的知

識や技術をビジネス展開のために交換・交流するセンターとしての機能が確立され、認知

される。 

指標： 

・MBA プログラムの卒業生、ビジネスコースの修了生、テーラーメイド研修を委託した企業 

の○%以上が LJI のサービスがビジネスの改善に有効であったと回答する。 



 
 

・MBAプログラム、ビジネスコース、テーラーメイド研修で、それぞれ毎年、○人以上の 

卒業生、○人以上の修了生、○社以上の企業・組織を育成する。 

・LJIのサービスを利用した日系企業の○%以上が、LJI のサービスの品質に満足する。 

3）成果 

成果 1：民間セクター人材育成のための LJIの能力が強化される。 

成果 2：LJI の運営管理の有効性と効率性が改善される。 

成果 3：LJI のビジネスネットワークを活用し、維持させるための運営上の手順や責任の分

担が確立される。 

成果 4：サバナケット県における LJIの活動展開に向けた戦略計画とアクションプランが 

策定され、地元の起業家や日本企業を支援するために実施される。 

注：○字部分はプロジェクト開始後速やかに決定する予定。 

 

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

（1）前提条件 

・LJIが必要な人員の配置が完了する。 

(2) 外部条件 

・アセアン経済統合の影響でラオスの民間セクターの成長が大きく阻害されない。 

・海外からラオスへの直接投資が大きく減少しない。 

 

６．評価結果                                                

本事業は、ラオス国の開発政策、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) 類似案件の評価結果 

・前フェーズにおいて、2013年 3 月に実施された中間レビュー調査では、LJI の組織強化に向けた、

スタッフの能力向上のための取り組みを進めるように提言が出された。それ以降、プロジェクト専

門家を中心に各部門における年間活動計画及び LJI 全体の 5 か年計画の策定指導を重点的に

行い、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の定例化等を通じた、組

織内の情報共有を進めてきた。終了時評価の結果、LJI スタッフは計画策定方法と、PDCA

サイクルに沿った事業運営の重要性と、組織構造及びその役割分担について、理解してい

る状況になっている。 

(2)本事業への教訓（活用） 

・ＬＪＩの組織能力強化については、前フェーズにおいても取り組みを進めてきたが、本 

事業においては、残された課題である組織の運営管理と効率性の改善に重点を当てて取り 

組みを進める。具体的には、部門・活動別の収益性改善と、マーケティング活動の強化で 



 
 

ある。右目的を達成するために、PDCA サイクルに沿った事業運営が進められるように支 

援を行う。 

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 

  事業終了 3 年後 事後評価 

以 上 


