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第1章 略語表
略語

英文名称

ABE Initiative

African Business Education
Initiative for Youth

BBB
CAFI
CARD

Build Back Better
Central Africa Forest Initiative
Coalition for African Rice
Development

CDC

Center for Disease Control and
Prevention

疾病予防管理センター

DAC
EMT
E/N
E/S
FVC
G/A
GCF

Development Assistance Committee
Emergency Medical Team
Exchange of Notes
Engineering Service
Food Value Chain
Grant Agreement
Green Climate Fund

GPE

Global Partnership for Education

開発援助委員会
救急救命チーム
交換公文
エンジニアリング・サービス
食を基軸とする付加価値の連鎖
贈与契約
緑の気候基金
教育のためのグローバル・パートナシ
ップ

ICSA

Initiative for Food and Nutrition
Security in Africa Country
Strategy for Actions

IFNA を通じた当該国の取組方針

IFAD

International Fund for
Agricultural Development

国際農業開発基金

IFNA

食と栄養のアフリカ・イニシアチブ

INSARAG

Initiative for Food and Nutrition
Security in Africa
International Health Regulations
International Search and Rescue
Advisory Group

IOM

International Organization for
Migration

国際移住機関

JCAP
JDR

JICA 国別分析ペーパー
国際緊急援助隊

JDS

JICA Country Analysis Paper
Japan Disaster Relief Team
Japanese Grant Aid for Human
Resource Development Scholarship

JJ-FAST

JICA-JAXA Forest Early Warning
System in the Tropics

JICA・JAXA 熱帯林モニタリングシステ
ム

KMN
L/A

Knowledge Management Network
Loan Agreement

ナレッジマネジメントネットワーク
借款契約

NDCs

Nationally Determined
Contributions

（気候変動：温室効果ガス削減）国が
決定する貢献

NEDA

Neighbouring Countries Economic
Development Cooperation Agency

タイ周辺諸国経済開発協力機構

NEPAD

The New Partnership for Africa's
Development

アフリカ開発のための新しいパートナ
ーシップ

IHR

OECD-DAC
OIE
OSBP

Organisation for Economic Cooperation and Development
Development Assistance Committee
Office International des
Emizooties
One Stop Border Post
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和文名称
アフリカの若者のための産業人材育成
イニシアティブ（ABE イニシアティ
ブ）
より良い復興
中央アフリカ森林イニシアティブ
アフリカ稲作振興のための共同体

国際保健規則
国際捜索・救助諮問グループ

（無償資金協力）人材育成奨学計画

経済協力開発機構／開発援助委員会
国際獣疫事務局
ワン・ストップ・ボーダー・ポスト

Pacific Leaders’ Educational
Assistance for Development of
State
The 8th Pacific Islands Leaders
Meeting

太平洋島嶼国リーダー教育支援プログ
ラム

Prince Mahidol Award Conference
Public-Private Partnership
Record of Discussions
Reducing Emissions from
Deforestation and Forest
Degradation in Developing
Countries

マヒドン王子記念賞会合
官民連携
討議議事録
途上国における森林減少・森林劣化に
由来する排出の抑制、並びに森林保
全、持続可能な森林経営、森林炭素蓄
積の増強

SATREPS

Science and Technology Research
Partnership for Sustainable
Development

地球規模課題対応国際科学技術協力

SDGs

Sustainable Development Goals

持続可能な開発目標

SHEP

Smallholder Horticulture
Empowerment Project

小農による市場志向型農業

STEP

Special Terms for Economic
Partnership

本邦技術活用条件

TICAD

Tokyo International Conference on
African Development

アフリカ開発会議

TOD
UHC

公共交通志向型都市開発
ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ

UNDAC

Transit Oriented Development
Universal Health Coverage
United Nations Disaster Assessment
and Coordination

UNHCR

United Nations High Commissioner
for Refugees

国連難民高等弁務官事務所

WBT
WCO

Web-Based Training
World Customs Organization

ウェブベース研修
世界税関機構

Pacific-LEADS
PALM8
PMAC
PPP
R/D
REDD+
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国連災害評価調整チーム

評価の概要
１．評価対象に関する事項
法人名

独立行政法人国際協力機構

評価対象
事業年度

年度評価

2019 年度（令和元年度）
（第 4 期中期目標期間）

中期目標期間

2017 年度（平成 29 年度）～2021 年度（令和 3 年度）

２．評価の実施者に関する事項
主務大臣

外務大臣

法人所管部局

外務省国際協力局

担当課、責任
者

政策課
臼井 将人 課長

評価点検部局

外務省大臣官房

担当課、責任
者

考査・政策評価室
本田 誠 室長

主務大臣

財務大臣
（外務大臣及び財務大臣の共管項目： No.16「内部統制の強化」
、No.18「短期借
入金の限度額」
、のうち、有償資金協力業務に係る財務及び会計に関する事項。）

法人所管部局

財務省国際局

担当課、責任
者

開発政策課
河邑 忠昭 課長

評価点検部局

財務省大臣官房

担当課、責任
者

文書課政策評価室
大森 朝之 室長

主務大臣

農林水産大臣
（外務大臣及び農林水産大臣の共管項目：項目 No.21「機構法第 31 条第 1 項によ
り業務の財源に充てることができる積立金の処分」に関し、農林業の開発に係る
開発投融資の債権の回収等に関する事項。）

法人所管部局

農林水産省大臣官房国際部

担当課、責任
者

新興地域グループ
小島 裕章 参事官

評価点検部局

農林水産省大臣官房

担当課、責任
者

広報評価課
常葉 光郎 課長

主務大臣

経済産業大臣
（外務大臣及び経済産業大臣の共管項目：項目 No.21「機構法第 31 条第 1 項によ
り業務の財源に充てることができる積立金の処分」に関し、鉱工業の開発に係る
開発投融資の債権の回収等に関する事項。）

法人所管部局

経済産業省貿易経済協力局

担当課、責任
者

総務課
柏原 恭子 課長

評価点検部局

経済産業省大臣官房

担当課、責任
者

政策評価広報課
横島 直彦 課長

３．評価の実施に関する事項
評価のために以下の手続等を実施した。
（１）理事長ヒアリング：令和 2 年 7 月 27 日
（２）監事ヒアリング：令和 2 年 7 月 1 日
（３）有識者からの意見聴取：令和 2 年 7 月 27 日
４．その他評価に関する重要事項
 特になし
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総合評定
１．全体の評定
評定

Ａ：中期計画における所期の
目標を上回って達成している
と認められる。

（参考）本中期目標期間における過年度の総合評定の状況
2017 年度

2018 年度

2019 年度

Ｂ

Ａ

-

2020 年度 2021 年度
-

-

評定に至った理由
法人に対する各項目別評定を踏まえて、総合的に法人の活動結果を判断し、Ａ評定とした。
特に考慮した内容は以下のとおり。

大項目「国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項」に関する項
目の評定について、評価対象 8 項目のうち、Ｓ評定 5 項目、Ａ評定 3 項目と、多くの項目で
所期の目標を上回る成果を上げた。

大項目「業務運営の効率化に関する事項」、
「財務内容の改善に関する事項」
、
「安全対策に関
する事項」
、
「その他業務運営に関する重要事項」に属する項目の評定について、評価対象 9
項目のうち、Ａ評定 3 項目、Ｂ評定 6 項目と、全ての項目で所期の目標以上の成果を上げ
た。

法人全体の信用を失墜させる事象、中期計画に記載されている事項以外の特筆すべき実績
等、全体評定に影響を与える事象はなかった。
２．法人全体に対する評価
（１）法人全体の評価
機構は、独立行政法人国際協力機構法に基づき、開発途上地域の経済及び社会の開発若しくは復
興又は経済の安定に寄与することを通じて、国際協力の促進並びに我が国及び国際経済社会の健全
な発展に資することを目的として開発協力事業を行っている。2019 年度は第 4 期中期目標期間（2017
～2022 年度）の 3 年目であった。重要度の高い項目について、主な実績は以下のとおり。
【開発途上地域の経済成長の基礎及び原動力の確保】
日本・カンボジア友好橋やアジア各国での鉄道事業をはじめ、重要なインフラの整備を多数の国
で支援し、自由で開かれたインド太平洋の実現に資する連結性の強化を推進した。さらに、そうし
た重要なインフラへの本邦企業の関与を促進し、質の高いインフラ投資の推進にも寄与するなど、
重要な外交政策の具体化及び当該政策への各国政府からの支持の取り付けに大きく貢献した。また、
「JICA 食と農の協働プラットフォーム」の設置により、これまでになかった技能実習制度と ODA
の相乗効果を図る取組を開始したように、課題対応の更なる質向上に自主的な取組による創意工夫
を発揮した。加えて、タイ国家経済社会開発計画やモンゴル税法改正等に見られるように、相手国
政府の制度や政策に深く関与することで相手国との二国間関係強化や我が国の国際協力への信頼向
上に寄与した他、内外での数多くの授賞実績が示すように質の高い事業を各分野で展開し、我が国
の国際協力のブランドを高めたことは、我が国にとって望ましい国際環境の醸成にも寄与した。
【開発途上地域の人々の基礎的生活を支える人間中心の開発の推進】
アフリカの子どもたちの栄養改善に向け、ルワンダで機構初の栄養改善分野で政策借款を提供し
た事例等に見られるように、我が国の開発協力の基本方針である「人間の安全保障の推進」や UHC
の実現をはじめ、重要な外交政策の具体化及び当該政策への各国政府からの支持の取り付けに大き
く寄与した。また、コンゴ民主共和国におけるエボラ出血熱対応等、周辺地域や国際社会の安定に
大きく影響し、且つ安全性の確保や関係者との複雑な調整が求められる重要かつ困難な課題に取り
組み高い成果を得たことも挙げられる。更には、政府が取り組む重要施策である「スポーツ・フォ
ー・トゥモロー（1,000 万人以上を対象にしたスポーツを通じた国際貢献）
」に関し、機構単独で目
標の半数に当たる実績を上げ、目標達成に大きく貢献した。加えて、国際協力における外部資金の
活用が世界で重要視される中、これまでになかった民間企業を含めた他機関と連携した母子手帳や
教科書の配布を実施し、限られた資源の中で最大限の効果を発現するといった自主的な創意工夫が
行われた。
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【普遍的価値の共有、平和で安全な社会の実現】
紛争移行期における切れ目ない支援の観点から、フィリピン・ミンダナオ地域におけるバンサモ
ロ暫定自治政府発足後の技術支援等の平和の配当に向けた支援や、マラウィ市の再建支援など、治
安上や紛争影響下で円滑な支援が困難な地域での活動についても精力的に取り組んだ。また、海上
保安機関の法執行能力強化を通じて我が国の重要な外交政策である自由で開かれたインド太平洋の
実現に向けた具体化に貢献するなどの成果を挙げた。法制度整備支援に関し、中国では、民法典や
知的財産権法に係る取組が中国政府より高く評価され、派遣された日本人専門家が「中国政府友誼
賞」を受賞した。また、児童労働問題への対応として、カカオ産業における人権や環境等に関する課
題の解決を目的に関連企業や NGO と連携してプラットフォームを構築する等、事業効果の最大化
に向けた創意工夫を行った。
【地球規模課題への取組を通じた持続可能で強靭な国際社会の構築】
我が国の重要政策である SDGｓの達成に向け、特に、環境・気候変動や防災等の分野において積極
的な取組を実施し、国際社会における我が国のプレゼンス向上に貢献した。気候変動分野では緑の
気候基金の日本の公的機関唯一の認証機関として、第 1 号案件となるモルディブでの事業に係る提
案書を提出した。防災についても、仙台防災枠組み達成への取組をフィジーの国家防災政策策定支
援等を通じ積極的に行ったほか、大阪サミットで合意された海洋プラスチックごみに係る「大阪ブ
ルー・オーシャン・ビジョン」を実現するための案件として、東南アジアにおける研究拠点形成に向
けた協力を日本及びタイの大学が連携して開始した。廃棄物管理に関しては TICAD 7 で議論を主導
し、成果文書策定へ貢献するなど、我が国が主催する重要な国際会議での公約の具体化に大きな貢
献を行った。
【地域の重点取組】
地域横断的事項である、
FOIP 実現に貢献する質高インフラ整備や SDGs 達成へ向けた取組を通じ、
我が国の重要政策やこれまでの国際公約達成に資する取組を推進した。具体的には、東南アジア地
域では、同地域の東西経済回廊及び南部経済回廊等の陸の連結性強化とともに海洋の連結性強化に
も取り組み、FOIP 実現のための連結性強化に資する取組に多くの進展が見られたほか、大洋州地域
では同地域初の海外投融資案件をパラオで実現し、南アジア地域では、過去最高水準の対インド新
規円借款の供与を行い、日印関係深化に貢献した。中南米地域では日系社会との関係強化に注力し
た実績を上げたほか、アフリカ地域では TICAD 7 に際して成果文書への貢献や効果的な広報に努
め、会議の成功に大きく貢献し、各地域における外交政策の推進に大きな貢献を行った。
【民間企業等との連携を通じた開発課題の解決への貢献】
開発協力大綱でも重視されている開発への民間資金の活用や、本邦企業による質の高いインフラ
投資を一層推進すべく海外投融資の実施体制を強化し、規模としては最大の承認額を達成したほか、
その中で G7 シャルルボワ・サミットで合意された「2X Challenge：Finance for Women」に寄与する
初の海外投融資案件を承認した。その他、機構初の劣後融資、サブサハラ地域限定ファンドへの出
資など新たな取組を導入した。また、政府が策定したインフラシステム輸出戦略でも重要視する運
営・維持管理（O&M）の体制構築に係る借款の第一号案件が形成されたことを始め、日本企業の質
の高いインフラ輸出拡大に貢献するなどの成果を挙げた。
【多様な担い手と途上地域の結びつきの強化と裾野の拡大】
国際協力に関連する知見・技術を有する地方自治体、NGO 等市民社会、大学・研究機関との連携
を強化すべく様々な取組を実施した。協力隊の活動と国内での活動を組み合わせた人材育成モデル
を構築した熊本県との連携に代表されるように、多数の地方自治体との連携によって日本政府の重
要課題である地域の国際化に貢献したほか、大学・研究機関等との連携では、放送大学との連携に
よりリモートで多くの研修員に講義を提供するという、今後の技術協力にも貢献しうる先進的な取
組が行われるなどの成果を挙げた。日本理解プログラムの創設等を含む「開発大学院連携」を推進
し、ブラジルではサンパウロ大学と共同で「ブラジル日本開発研究プログラム」を創設したことも
特筆される。また、TICAD における我が国の公約である ABE イニシアティブの推進は、産官学の連
携の好例として内外から高く評価され、国際協力に対するオールジャパンでの取組体制の強化に繋
がった。
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【安全対策】
2016 年 7 月のダッカ襲撃テロ事件を受けた「国際協力事業安全対策会議最終報告」に基づき海
外事業者の安全対策に係る取組を着実に継続・推進するとともに、脅威情報の収集・分析・発信体制
の強化や情報共有の徹底に取り組んだ。また、新型コロナウイルス感染症拡大への対応として、適
時に安全対策措置・行動規範を見直すとともに、順次関係者の一時帰国措置を実施した。
【国際的な議論への積極的貢献及び国際機関・他ドナー等との連携推進】
TICAD 7、UHC フォーラム及び気候変動枠組条約第 25 回締約国会議（COP25）等の主要国際会
議における多数のサイドイベント等の開催により、機構の経験や知見を発信し、国際的な援助潮流
の形成に参画し、重要な外交政策上の会議の成功に貢献した。TICAD 7 では、過去最多の機構理事
長と各国要人間のバイ会談を実施した。我が国の開発協力の基本方針である「人間の安全保障」に
ついて、UNDP とも連携しつつ発信を強化し、国際協力における援助潮流の醸成に貢献するなどの
成果を挙げた。新興ドナーとの連携についても、日中政府間の第一回開発協力対話に実施機関とし
て参加し、今後の開発分野の日中協力の方向性につき、実施機関の立場から有益なインプットを行
った。
なお、2019 年度終盤に発生した新型コロナウイルス感染症の拡大に関しては、年度末に発生した
ことから当該年度の活動への影響は限定的であったが、2020 年度以降の事業実施に対しては外部要
因として大きな影響を及ぼすことが想定される。
（２）全体の評定を行う上で特に考慮すべき事項
特になし。

３．項目別評価における主要な課題、改善事項など
項目別評定で指摘した課題、改善事項

各項目別評定に記載のとおり。

その他改善事項

特になし。

主務大臣による改善命令を検討すべき事項

特になし。

４．その他事項
監事等からの
意見

１． 法人の業務は、法令等に従い適正に実施され、また、第 4 期中期目標の達成
に向けて概ね効果的かつ効率的に実施されたものと認める。
２． 法人の内部統制システムは、概ね適切に整備され運用されていると認める。
また、内部統制システムに関する役員の職務の執行について、特段指摘すべき
事項は認められない。法人業務は有償資金協力による出融資を含め複雑化し多
様化する傾向にあり、また、当該事業年度終盤に発生した新型コロナウイルス
感染症の世界的流行は、法人業務のみならず開発途上地域の経済及び社会に深
刻な影響をもたらしている。内部統制システムの整備と運用及びそれに関する
役員の職務の執行については、現状と課題を適時に把握するとともに適切かつ
迅速な改善と対応が望まれる。
３． 役員の職務の執行に関する不正の行為又は法令等に違反する重大な事実は認
められない。
４． 財務諸表等及び事業報告書に係る会計監査人の監査の方法及び結果は相当で
あると認める。
５． 事業報告書は、法令に従い、法人の状況を正しく示しているものと認める。
６． 過去の閣議決定において定められた監査事項について、給与水準の状況、随
意契約の適正化を含めた入札・契約の状況、法人の長の報酬水準の妥当性、保
有資産の見直しについては、適切な取組が行われていると認める。
７． その他（主な留意すべき事項）
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・内部統制関連：適切な予算執行、理事会運営の改善、海外投融資の適切な管理
等
・組織関連：小規模拠点の管理、NS（現地スタッフ）の活用強化、ICT 技術・AI
等の整備・活用等
・事業関連：「インパクト投資運用原則」による開発効果の分析、クラスターア
プローチの導入・定着、海外協力隊事業の新しい事業展開、日系社会との連携
強化等
その他特記事
項

第 4 期中期目標における「評価の考え方」に基づき、以下の考え方で自己評価
を実施した。
・
「外務省所管独立行政法人の業務実績評価の基準について」に従い、定量指標
の達成状況に加え、質的な成果や成果の最大化に向けた機構の取組状況も勘案して
評価を行う。
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５．項目別評定総括表
年度評価
中期目標

2017 年度

2018 年度

2019 年度

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
日本の開発協力の重点課題
Ａ
Ａ
Ａ○
Ｓ○
開発途上地域の経済成長の基礎及び原動力の確保 Ｂ○

項目別
評定調
書 No.

2020 年度

2021 年度

-

-

No.1

開発途上地域の人々の基礎的生活を支える人間中心の開発の推進

Ａ○

Ａ○

Ｓ○

-

-

No.2

普遍的価値の共有，平和で安全な社会の実現

Ｓ○

Ａ○

Ｓ○

-

-

No.3

地球規模課題への取組を通じた持続可能で強じんな国際社会の構築

Ａ○

Ｓ○

Ａ○

-

-

No.4

地
域
の
重
点
取
組
民間企業等との連携を通じた開発課題の
解決への貢献
多様な担い手と開発途上地域の結びつき
の強化と裾野の拡大
事業実施基盤の強化
Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項
戦略的な事業運営のための組織基盤づく
り
業務運営の効率化，適正化
Ⅲ．財務内容の改善に関する事項
財務内容の改善
IV．安全対策に関する事項

Ａ○

Ａ○

Ｓ○

-

-

No.5

Ａ○

Ａ○

Ｓ○

-

-

No.6

Ａ○

Ｓ○

Ａ○

-

-

No.7

Ａ

Ａ

Ａ

-

-

No.8

Ｃ

Ｂ

Ｂ

-

-

No.9

Ｂ

Ｂ

Ｂ

-

-

No.10

Ｄ

Ｂ

Ｂ

-

-

No.11

Ｂ○

Ｂ○

Ｂ○

-

-

No.12

Ｂ

Ａ

Ａ

-

-

No.13

Ａ○

Ｂ○

Ａ○

-

-

No.14

Ｂ
Ｃ

Ａ
Ｂ

Ｂ
Ｂ

-

-

No.15
No.16

Ａ

Ａ

Ａ

-

-

No.17

安全対策
V．その他業務運営に関する重要事項
効果的・効率的な開発協力の推進
国際的な議論への積極的貢献及び国際機
関・他ドナー等との連携推進
開発協力の適正性の確保
内部統制の強化
人事に関する計画

注 1：評定は「外務省所管独立行政法人の業務実績評価の基準について」に基づく S～D の 5 段階評価。
注 2：重要度「高」の項目は各評語の横に「○」
、難易度「高」の項目は各標語に下線を付す。
注 3：下線部の項目（日本の開発協力の重点課題、民間企業等との連携を通じた開発課題の解決への貢
献、多様な担い手と開発途上地域の結びつきの強化と裾野の拡大、事業実施基盤の強化）は、中期目標
における一定の事業等のまとまりとして扱い、評価を行う。
以上
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１．当事務及び事業に関する基本情報
No.－
（一定の事業等のまとまり）
業務に関連する政策・施策

日本の開発協力の重点課題
開発協力大綱、平成 31/ 令和元年度開発協力の重点、自由で開かれた
インド太平洋、インフラシステム輸出戦略、成長戦略、TICAD Ⅵナイ
ロビ宣言、横浜宣言 2019、持続可能な開発目標（SDGs）実施指針、質
の高いインフラパートナーシップ、質の高いインフラ輸出拡大イニシア
ティブ、質の高いインフラ投資のための G7 伊勢志摩原則、質の高いイ
ンフラ投資に関する G20 原則、未来投資戦略 2018、成長戦略 2019、
国際保健のための G7 伊勢志摩ビジョン、国際保健外交戦略、平和と健
康のための基本方針、国際的な脅威となる感染症対策強化に関する基本
方針、グローバル・フードバリューチェーン（GFVC）戦略、平和と成
長のための学びの戦略、新水道ビジョン、女性・平和・安全保障に関す
る行動計画、法制度整備支援に関する基本方針、パリ協定、仙台防災協
力イニシアティブ、美しい星への行動 2.0（ACE2.0）、環境インフラ海
外展開基本戦略

当該事業実施に係る根拠

独立行政法人国際協力機構法第13条

当該項目の重要度、難易度

－

関連する政策評価・行政事

令和元年度外務省政策評価事前分析表 1-Ⅵ-1 経済協力

業レビュー

令和元年度行政事業レビューシート番号

0139無償資金協力、0140独立

行政法人国際協力機構運営交付金
２．主要な経年データ
①主要なアウトプット情報
②主要なインプット情報 *

項目 No.1 ～項目 No.5 の項目別の記載を参照
2017 年度

2018 年度

2019 年度

2020 年度

2021 年度

予算額（百万円）1

107,613

104,587

106,322

-

-

決算額（百万円）2

193,476

201,957

188,3433

-

-

-

-

経常費用（百万円）

100,229

106,569

99,9554

経常利益（百万円）

△ 11,222

△ 10,984

△ 4,9275

-

-

100,027

106,378

99,9557

-

-

1,370

1,378

1,377

-

-

行政コスト（百万円）6
従事人員数

* 中期目標脚注 2 の記載に基づき、目標単位を項目 No.1 から No.5 に細分していることから、「一定
の事業等のまとまり」全体としてのインプット情報を本表で記載する。

1

2019 年度より無償資金協力事業費及び受託経費を含めたため、2017 ～ 2018 年度の計数を修正した。

2

2019 年度より無償資金協力事業費及び受託経費を含めたため、2017 ～ 2018 年度の計数を修正した。

3

暫定値、無償資金協力事業費及び受託経費を除けば98,998百万円

4

暫定値

5

暫定値

6

独立行政法人会計基準の改定に伴い、2019 年度より行政サービスコストに代わり行政コストを記載。

7

暫定値
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３－１．各事業年度の業務に係る目標、計画、主な評価指標
中期目標参照箇所：
3.（1）「開発途上地域の経済成長の基礎及び原動力の確保（「質の高い成長」とそれを通じた貧困撲滅）」
から 3.（5）「地域の重点項目」。
中期計画参照箇所8：
1.（1）「開発途上地域の経済成長の基礎及び原動力の確保（「質の高い成長」とそれを通じた貧困撲滅）」
から 1.（5）「地域の重点取組」。
年度計画参照箇所：
1.（1）「開発途上地域の経済成長の基礎及び原動力の確保（「質の高い成長」とそれを通じた貧困撲滅）」
から 1.（5）「地域の重点取組」。
主な評価指標
3.（1）「開発途上地域の経済成長の基礎及び原動力の確保（「質の高い成長」とそれを通じた貧困撲
滅）」から 3.（5）「地域の重点項目」に対応する指標。

３－４．年度評価に係る自己評価
＜評定と根拠＞ 評定：S
根拠：一定の事業等のまとまりを細分化した評価単位 5 項目（No.1 ～ No.5）では、S 評定 4 項
目、A 項目 1 項目と、全ての項目において所期の目標を上回り、かつ 4 項目においては中期計画
における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られていると認められるため。
＜課題と対応＞
No.1からNo.5の各項目を参照。
３－５．主務大臣による評価
評定：Ａ
＜評定に至った理由＞
一定の事業等のまとまりを細分化した評価単位 5 項目（No.1～No.5）では、Ｓ評定 4 項目、Ａ評
定 1 項目と、全ての項目において所期の目標を上回る成果が得られていると認められるため。
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞
各項目参照。
＜その他事項＞
（予算額と決算額の乖離）
2019 年度の予算額 106,322 百万円に対し、決算額は 188,343 百万円となっている。他方、これは無
償資金協力事業や受託業務の一部は金額等が当該年度中に決まるため、予算額には含まれていない
ことによるものである。無償資金協力事業費及び受託経費を除いた 2019 年度の決算額は 98,998 百
万円であり、予算額に対して 10%以上の乖離は生じていない。

8

中期目標及び中期計画は JICA ウェブサイト（https：//www.jica.go.jp/disc/chuki_nendo/index.html）を参照。

1-ii

１．当事務及び事業に関する基本情報
No.1

開発途上地域の経済成長の基礎及び原動力の確保
（「質の高い成長」とそれを通じた貧困撲滅）

業務に関連する政

開発協力大綱、平成 31 / 令和元年度開発協力の重点、自由で開かれたイ

策・施策

ンド太平洋、インフラシステム輸出戦略、成長戦略、グローバル・フー
ドバリューチェーン（GFVC）戦略、TICAD Ⅵナイロビ宣言、横浜宣言
2019、持続可能な開発目標（SDGs）実施指針、質の高いインフラパート
ナーシップ、質の高いインフラ輸出拡大イニシアティブ、質の高いイン
フラ投資のための G7 伊勢志摩原則、質の高いインフラ投資に関する
G20 原則、未来投資戦略 2018、成長戦略 2019

当該事業実施に係

独立行政法人国際協力機構法第 13 条

る根拠（個別法条文
等）
当該項目の重要度、 【重要度：高】開発課題の解決に直接寄与する成果を生み出すための目標項
難易度 *

目であり、開発協力大綱等の政策目標への貢献の観点からも機構の業務の
最も枢要な部分であるため。（No.1 から No.5 共通）

関連する政策評価・ 令和元年度外務省政策評価事前分析表 1-Ⅵ-1 経済協力
行政事業レビュー

令和元年度行政事業レビューシート番号 0139 無償資金協力、0140 独立行
政法人国際協力機構運営交付金

* 重要度の設定理由は項目 No.1 から No.5 で同様のため、他項目では理由の記載を省略する。
２．主要な経年データ
①主要なアウトプット情報

目標値

達成目標9

【指標 1-6】ABE イニシアティブ公

900 人

11

約達成のための育成人材数長期研修

（2013-

等）

2017）

【指標 1-6】Innovative Asia 公 約 達 成

1,000 人13

の ための育成人材数（長期研修等）

（2013-

（人）12

2017）

）

）

－

-

119 人

-

-

-

-

2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度
20,281

支出額（百万円）**

10

279 人

150人 208 人
166 人
184 人
）
）
）

②主要なインプット情報*

9

2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度

/ 年10

（定量指標）

22,558

20,499

14

-

-

日本政府公約である ABE イニシアティブ及び Innovative Asia に示されている達成目標を基に設定する。
2018 年度計画における目標値

11

ABE イニシアティブの目標値：2013 年から 2017 年に 900 人（2017 年度に 1,000 人達成）

12

2017 年度及び 2018 年度は機構の留学生受け入れ制度を通じたイノベーティブ・アジア事業に該当する長

期・短期留学生の受け入れ実績を集計していたが、2019 年度以降における長期留学生の実績については、
文部科学省が実施する国費留学生制度を通じたイノベーティブ・アジア事業に該当する留学生の受け入れ実
績を集計する。
13

Innovative Asia の目標値：2017 年から 2021 年に 1,000 人

14

暫定値
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* 項目 No.1 ～ No.4 への支出額と項目 No.5 への支出額は重複するため、インプット情報は「日本の
開発協力の重点課題」での記載に集約し、本表では参考値として各項目の支出額を記載する。以下、項
目 No.5 まで同様。
** 項目 No.1 ～ No.4 に区分されない一部の支出額が項目 No.5 に含まれることから、
No.1 ～ 4 の支
出額合計と No.5 の支出額合計は合致しない。
３－１．各事業年度の業務に係る目標、計画、主な評価指標
中期目標及び中期計画の対応箇所

中期目標：3.（1）、中期計画：1.（1）

年度計画
1.（1）開発途上地域の経済成長の基礎及び原動力の確保（「質の高い成長」とそれを通じた貧困撲
滅）
ア 都市・地域開発


持続可能な都市・地域開発に貢献するため、その基礎となる土地利用及びインフラ整備計画を含む
マスタープランの策定等を支援する。その際、その都市の人々のライフスタイルや習慣を重視した
都市開発及び公共交通志向型都市開発の推進、都市開発に携わる多様なアクターとの協働体制の構
築、回廊開発アプローチ等による都市と地域の均衡ある発展を推進する。



開発途上国の都市問題を解決し持続可能な都市開発を推進するため、スマートシティの考え方や技
術をいかす方策を検討し、具体的な開発計画を提案する。



都市・地域開発分野における人材育成、計画策定及び事業実施の有機的かつ効果的な協力を推進す
るため、留学生・研修を含めた分野全体での協力プログラムを構築する。



インドネシア中部スラウェシ地震の復興支援事業等を通じて、被災地のより良い復興（BBB：Build
Back Better）の実現や、都市防災の実現に向けた貢献を行う。

イ 運輸交通・ICT
• 「自由で開かれたインド太平洋」や「質の高いインフラ輸出拡大イニシアティブ」等にも貢献するた
め、開発途上地域の発展段階に合わせたインフラや ICT 環境の整備に向けた事業を実施する。そ
の際、自然災害リスクの最小化やインフラ資産の運営・維持管理体制の強化、交通安全、へき地で
のアクセスや社会的弱者の利用を想定した環境整備等、インフラ全体の強靭性、包摂性、持続可能
性の確保に配慮する。
• 特に、産学官との連携体制の下で道路アセットマネジメントプラットフォームの活動を展開し、ア
ジア・アフリカ地域を中心に効率的かつ質の高い道路アセットマネジメント人材育成支援を実施す
る。
• 各国での新たな都市鉄道システムを導入する。公共交通志向型都市開発（TOD：Transit Oriented
Development）を推進する。その際、基幹交通網としての計画の妥当性、持続性、現地化にも配慮し
た運営・維持管理体制の適切性、安全性の向上等を考慮する。インド高速鉄道事業では、設計、技
術基準策定、組織開発及び人材育成を支援する。
• 港湾・空港の施設建設及び運営維持管理、海上保安等に係る協力を通じてアジア・アフリカ地域に
おける物流の円滑化及び安全性の向上に取り組む。
• ICT を活用したソリューションを提供することで新しい価値や仕組みを創造する「X-TECH」を促
進し、開発事業の効率化及び効果拡大を図る。運輸交通分野ではBIM/CIM（Building Information
Modeling / Construction Information Modeling）の導入を促進する。
ウ 質の高いエネルギー供給とアクセスの向上
• 気候変動対策や「質の高いインフラ輸出拡大イニシアティブ」に貢献しつつ、安定的で質の高い電
力供給とアクセスの向上に向けた事業を実施する。事業実施に当たっては、近年のエネルギーセク
ターにおける目覚しい技術開発の進展や民間の参入といった動きに対応するため、民間、大学、他
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ドナー等が保有する最新の知見及び技術の活用や、民間資金による事業の展開を視野に入れた支援
にも取り組む。さらに、人材育成については、日本の開発の経験や知見の一層の活用に留意する。
• 特に、低炭素なエネルギーの利用に向けて、再生可能エネルギーの導入ポテンシャルの高い国、比
較的エネルギー消費量が大きく改善の余地が大きい国を中心に、協力プログラム等を形成・実施す
る。また、新技術を活用した発電所の運営・維持管理や、送配電網の保守能力強化等を通じて、発
電セクター総体としてのエネルギー効率の向上に取り組むとともに、日本のノウハウや過去の教訓
を踏まえて効果的な協力アプローチを検討する。さらに、「ハイブリッド・アイランド」プログラ
ムやソロモン再生可能エネルギーロードマップの策定、マレーシア海洋発電等を着実に実施し、再
生可能エネルギーの導入拡大に貢献する。
• アクセス向上に向けて、サブサハラ・アフリカ地域における電化率向上に重点を置き、事業を形成・
実施する。特に、他ドナーとの連携を進めつつ、TICAD 7 に向けたアフリカにおけるエネルギー支
援策の打出し及び具体的な事業形成に取り組む。またジブチでの試掘等、地熱開発支援を着実に実
施する。
• 「資源の絆プログラム」では、日本の開発経験も含めた教育を行い、プログラムの更なる質の向上に
取り組む。
エ 民間セクター開発
• 開発途上国の産業振興に貢献するため、民間企業の育成及び先進国から開発途上国への直接投資の
促進を支援する。
• アジア地域では、本邦企業と現地企業のリンケージ強化を通じ、現地の産業、企業及び人材を育成
する。IoT 等を活用した製造業の高度化や起業家育成に係る支援方策についての調査を行う。また、
フィリピンでは自動車産業サプライチェーンの強化及び産学連携を通じた人材育成、ミャンマーで
は海外直接投資促進に向けた行政官能力強化及び投資環境改善、ベトナムでは中小企業振興を通じ
た裾野産業の育成、カンボジア・ラオスでは企業経営者や起業家等の育成に加え、日本と現地の企
業・大学の連携拠点として日本人材開発センターの機能強化に取り組む。
• アジア以外の地域では、企業の能力強化を通じて民間セクター主導の成長を加速するとともに、国
際的な研究機関と共同でカイゼンに係る研究書籍の発刊を行う等ナレッジを創出する。アフリカ地
域では、カイゼン e-Learning の試行導入、カイゼンのインパクト研究への着手、金融アクセスの現
状及び解決策に係る調査、カメルーン・ガーナでの企業経営改善への取組等を通じて TICAD プロ
セスに貢献する。中南米地域では、品質・生産性向上に向けた南南協力を実施する。中東地域では、
パレスチナの農産加工団地と企業の経営支援を通じ「平和と繁栄の回廊」構想に貢献する。また、
G20 観光大臣会合での成果発信を見据えた観光開発の SDGs への効果測定手法に係る調査に取り
組む。
• 高度人材育成機能を強化するため、産業振興や産業人材育成に資する各国拠点大学の教育・研究・
運営能力強化や本邦大学等とのネットワーク強化に向けた事業を実施する。インド、インドネシア、
ベトナム、ミャンマー等での既存の取組に加え、カンボジア等において新たに拠点大学強化のため
の協力を開始する。また、アフリカ及びアジアの産業人材の育成を目指す ABE イニシアティブや
イノベーティブ・アジアでの研修員の受入を継続する。
オ 農林水産業振興
• 高付加価値産品の安定供給と生産者の所得向上を実現するため、生産から製造・加工、流通、消費
に至る一連の過程において、農林水産業の振興を支援する。
• 特に、「小規模農家向け市場志向型農業振興（SHEP）」アプローチの普及に向けた取組をアフリカ
のみならず、中南米、南アジアでも開始し、更に多くの農業普及指導者を育成するとともに、農業
生産者の所得の向上を支援する。また、TICAD 7 に向け民間企業や国際機関とともに今後の SHEP
の展開計画（SHEP100 万人計画）を策定し、TICAD 7 にて発表する。
• ASEAN 事務局と協働で進めている「ASEAN-JICA フードバリューチェーン（FVC）開発支援プロ
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ジェクト構想」の枠組の中で新規事業を形成する。また、中南米及びアフリカにおいて FVC 関連
の調査を実施し、産学官連携も視野に入れた具体的な優先事業案を策定する。
• 農林水産分野の人材育成及び産学官連携を一層推進するため、
「
JICA 食と農の協働プラットフォー
ム」を設置し、これまで蓄積した大学との連携に加え民間企業とのネットワーク拡大に取り組み、
産学官の連携事業を形成する。
カ 公共財政管理・金融市場等整備
• 「自由で開かれたインド太平洋」を踏まえつつ、経済成長の基礎及び原動力を確保する上で基盤とな
る財政の効果的かつ持続的な運営、及び金融政策の適切な運営と金融システムの育成に向けた事業
を実施する。
• 特に、アジア地域においては、連結性の強化につながる税関分野の手続きの迅速化・効率化支援、
徴税強化や歳出管理強化、公共投資管理強化による財政の健全化支援、及び証券・保険等を含む金
融分野の健全な育成に向けた支援を実施する。
• アフリカ地域においては、TICAD 7 の重点分野も踏まえたワン・ストップ・ボーダー・ポスト（OSBP）
の推進による回廊開発への貢献や国境管理強化に係る支援、及び財政管理の強化に向けた支援を実
施する。
主な評価指標（定量的指標及び実績は２．参照）

・ 都市・地域の持続可能性に留意したマスタープラン策定支援及び制度・組織等の能力開発支援の実
施状況（SDGs Goal 11 関連）

・ 地域・越境インフラを含む質の高い，安全・安心で，持続可能かつ強じんな運輸交通インフラ及び
ICT 環境整備に係る支援の実施状況（SDGs Goal 9（9.1，9.c）関連）

・ 質の高いエネルギー供給の確保及びエネルギーアクセスの改善に資する，低廉・低炭素・低リスク
をバランスよく満たす電源開発や効率的なエネルギーシステム等に係る支援の実施状況（SDGs
Goal 7 関連）

・ 現地企業の強化やグローバル経済の活力取り込みに資する，産業振興機関及び貿易投資促進機
関の能力向上，産業政策及びビジネス環境の改善に係る支援の実施状況（SDGs Goal 8（8.1，
8.2，8.3，8.5，8.6，8.8，8.9），Goal 9（9.2，9.5）関連）

・ 産業基盤の強化に資する，職業訓練・高等教育を含む産業人材育成に係る支援の実施状況
（SDGs Goal 4（4.3，4.4）関連）

・ 生産者所得向上に資する，市場志向型農業振興を含むフードバリューチェーンの強化に係る支援
の実施状況（SDGs Goal 2（2.3，2.a）関連）

・ 適正・公正・透明な財政運営並びに金融部門の安定的発展に資する，財政当局や金融当局の機能・
能力向上に係る支援の実施状況（SDGs Goal 8（10，a），Goal 10（4，5），Goal 17（1）関連）

３－２．業務実績
No.1-1 都市・地域開発

関連指
標
持続可能性分析を含むマスタープラ
ン策定都市数
15

基準値
3 件

2017 年

2018 年

度

度

3 件

5 件

15

2015 年度実績
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2019 年 2020 年
度 度
5 件

2021 年
度

公共交通志向型開発戦略提案数
ステークホルダー会議開催数

（1）

5 件

16

5 件

3 件

5 件

14 回

17

95 回

16 回

36 回

持続可能な都市・地域開発に貢献するマスタープラン（M/P：Master Plan）の策定支援

①

対象都市の人々のライフスタイルや価値観を重視した魅力あるまちづくりの推進

•

タイ「未来型都市推進持続性推進プロジェクト」：タイが抱える都市と地方の格差、高齢化等の
社会問題を踏まえて、地方都市の特徴やポテンシャル、将来を見据えた都市開発のコンセプトを
確立し、その実現に向けた事業実施プロセス、実施手法を策定した。6 つの地方都市で都市開発
計画を策定し、それらの都市で高齢化社会への対応や観光振興などのパイロットプロジェクトを
実施した。その結果、地方都市における自治体を主体とした持続可能な開発が第 12 次国家経済
社会開発計画及び 20 か年国家戦略にも位置付けられた。さらに、参加型の都市計画策定の手法
を他の都市にも定着させ、また、タイ政府自身による事業継続に向けた体制強化を図るため、実
施機関内に都市計画局が新設されたほか、新たに 2 つの地方都市を対象に都市開発計画の策定を
支援した。

•

マダガスカル「アンタナナリボ・トアマシナ経済都市軸（TaToM）総合開発計画策定プロジェク
ト」：行政と経済の中心地であるアンタナナリボ都市圏に多極型の都市構造の構築、計画的な放
射・環状道路による都市交通の改善等を内容とする、アンタナナリボ圏都市開発計画を改定した。
同様にトアマシナ都市圏にて、首都へのアクセスと国際港を有する強みをいかし、将来的な工業
拠点への発展を視野に入れたトアマシナ圏都市開発計画を改定した。これらの都市計画の検討に
当たっては、マダガスカル政府や多様なステークホルダーから都市課題を聞き取るとともに、将
来的にマダガスカルの中で担うべき都市機能について密な協議を行い、都市の開発ビジョンを決
定した。

•

モーリタニア「ヌアクショット都市開発マスタープラン策定プロジェクト」：本プロジェクトの
成果であるヌアクショット都市開発 M/P が、モーリタニア国の閣僚会議において正式承認され
た。2018 年 10 月の策定の後、機構セネガル事務所を通じてモーリタニア政府の承認手続きを適
宜フォローした。

•

ミャンマー「ヤンゴン都市開発事業」：ヤンゴンの都市開発 M/P で提案されたプロジェクトの具
現化を図るために、技術協力プロジェクト「都市開発管理能力向上プロジェクト」を実施するとと
もに、排水路改修、渋滞改善のための主要道路改修、中心商業地区の街路整備等を実施する円借
款「ヤンゴン都市開発事業」の借款契約（L/A：Loan Agreement）に調印した。

②

公共交通志向型都市開発（TOD：Transit Oriented Development）の推進

•

ラオス「持続可能な都市交通能力強化プロジェクト」：都市化の進展にともない交通渋滞など交通
環境が悪化するとともに、公共交通整備（バス高速輸送システム（BRT：Bus Rapid Transit））の
検討が進むビエンチャン市において、公共交通を軸とした街づくりに向けた都市交通政策の作成
支援及び運営能力強化を開始した。

•

インドネシア「JABODETABEK 都市交通政策統合プロジェクトフェーズ 2」：ジャカルタは堅
調な経済成長に伴い、車両登録台数が大幅に増加するとともにバスの利用割合も大きく減少する

16

2015 年度実績

17

前中期目標期間（2012-2015）実績は、56 回
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等、交通渋滞がますます悪化する状況にある。円借款による都市高速鉄道（MRT：Mass Rapid Transit）
の整備とあわせ、公共交通指向型のジャカルタ首都圏の都市交通 M/P の更新支援及び行政機関
の計画策定・実施能力強化を実施した。
③

多様なアクターとの協働体制の構築

•

TICAD 7 のサイドイベント「アフリカにおける持続可能な都市とコネクティビティ向上の実現 質の高いインフラがアフリカの都市にもたらす可能性 -」を国土交通省、アフリカ・インフラ協議
会（JAIDA）と共催するとともに、横浜市や世界銀行、アフリカ開発銀行等と持続可能な都市の実
現策や回廊開発に関する具体化を検討した。また、アジア・大洋州都市フォーラム、世界都市フ
ォーラム等のサイドイベントを通じ、国際連合人間居住計画（UN-HABITAT：United Nations Human
Settlements Programme）と今後の連携方策を検討した。

•

日本都市計画学会「海外の都市開発分野における産学官の連携のための交流分科会」の企画・運
営への参画及び課題別研修「都市計画総合」での協働や国際防災フォーラムでの土木学会との連
携等、関係学会との協働体制を強化した。2020 年度からの長期研修「持続的な都市開発」の受入
開始に向け、東京工業大学、横浜国立大学、早稲田大学等との連携を強化した。さらに、都市開
発分野等でのイノベーティブな技術の活用を促進すべく、東京大学産学協創推進本部との共同調
査に係る覚書を締結した。

④

都市と地域の均衡ある発展の推進

•

中米 6 か国「中米地域物流ロジスティックス開発マスタープラン策定支援プロジェクト」：中米
6 か国（グアテマラ、ホンジュラス、エルサルバドル、ニカラグア、コスタリカ、パナマ）におい
て、2035 年を目標年次とする物流ロジスティックス開発M/P の策定、及びその実施に資する組織
強化・人材育成を行うプロジェクトを開始した。各国の都市間をつなぐ物流ネットワークの強化
を通じて中米 6 か国域外からの直接投資を促進し、域内の貿易・経済活性化に寄与することを目
指す。

•

TICAD 7 のサイドイベントを国土交通省と共催し、アフリカ連合（AU：African Union）が掲げる
Agenda2063 の地域統合に向け、地域の連結性を重視し、産業開発、経済開発のポテンシャルとイ
ンフラ整備を複合的かつ有機的に機能させていく回廊アプローチの経済開発、域内統合への貢献
の有効性に関する事例紹介等を行い、回廊開発を進めていく上での課題に関する議論に貢献した。

（2）
•

スマートシティを通じた持続可能な都市開発の推進
ASEAN スマートシティネットワーク（ASCN：ASEAN Smart Cities Network）：シェムリアップ、
ジョホールバル等 ASCN 参加 5 都市の現地動向等を分析するとともに、国土交通省主催の「日
ASEAN スマートシティネットワークハイレベル会合」で、各都市のニーズ、都市課題に関する情
報収集を行うとともに、既存案件や将来の案件形成に関する意見交換・検討を実施した。

•

タイ「バンスー駅周辺地区再開発促進に向けたスマートシティ構想の事業提案に係る情報収集・
確認調査」：バンコクのレッドライン（円借款で支援中）の終着駅となるバンスー地区のスマー
トシティ構想策定を支援した。スマートモビリティ、スマートエネルギー、スマートエンバイロ
メント等を中心に、スマートシティ開発に向けた組織や事業モデル、ロードマップ等を提案した。
また、東京及びバンコクでセミナーを開催し、本邦企業 200 社以上に調査結果を発信した。

（3）
•

被災地のより良い復興や都市防災の実現
インドネシアでの中部スラウェシ復興支援：2018 年 9 月に中部スラウェシ州で発生した地震か
らの復興支援に当たり、「より良い復興」（BBB：Build Back Better）の実現を目指し、ハザード
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マップ及び空間計画の作成支援、インフラ復興計画作成支援、生計回復事業の実施支援からなる
「中部スラウェシ州復興計画策定及び実施支援プロジェクト」を実施した。本プロジェクトでは学
識経験者、東日本大震災の被災自治体、国土交通省をメンバーとする国内支援委員会を設置した。
本邦研修等で右被災自治体を訪問するとともに、委員を講師とする現地セミナーを開催し、日本
の復興経験を共有した。また、地震で被災した中部スラウェシ州の中核的なインフラ施設である
パル第四橋等の橋梁、道路及び堤防等を再建・整備するための無償資金協力「中部スラウェシ州
パル第四橋再建計画」の贈与契約（G/A：Grant Agreement）を締結するとともに、復興計画、BBB
のコンセプトの具現化に向け、インフラの再建及び新設を行う円借款「中部スラウェシインフラ
復興セクターローン」の L/A に調印した。
モザンビーク「サイクロン・イダイ被災地域強靭化プロジェクト」：2019 年3 月に発生したサイ

•

クロン・イダイによる被災からの復興支援に当たり、BBB の実現を図るため、ハザードマップの
作成を支援するとともに、甚大な被害を受けた学校の復旧事業を開始した。
（4）

SDGs 達成に向けた貢献
都市・地域開発分野のサブクラスター18「持続可能な都市開発／スマートシティ」、「回廊・地域

•

開発」は SDGs ゴール 11「包摂的で安全かつ強靭で持続可能な都市及び人間居住を実現する」の
達成に貢献するものである。また、都市開発 M/P や地域開発計画ではインフラ等の基本計画や構
想の策定を行っており、ゴール 9「強靭（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能
な産業化（工業化）の促進及びイノベーションの推進を図る」にも貢献する。なお、モンゴル国
家開発計画策定プロジェクトは、SDGs 達成のための「持続可能な開発ビジョン 2030」に基づき
開発計画策定支援を行っており、開発計画の策定支援を通じ開発途上国自身におる SDGs 達成に
向けた取組を促進している。
No.1-2 運輸交通・ICT

関連指標

基準値

-19

旅客数

2017 年度

945 千人 / 日

2018 年度

2,586 千人 / 日

2019 年度

1,229 千人 / 日

2020年度

2021 年度

千人

千人

/ 日

/ 日

344 千トン/ 日
-20

貨物量

3,501TEU/ 日、
2,192 台/ 日

336 千トン / 日

303 千トン/ 日

836 人

672 人

千トン / 日

千トン / 日

2,207 百万トン km/ 日
運輸交通に係る研修実
績数

860 人

21

854 人

18

クラスター・サブクラスターについては、項目 No.13 の記述参照。

19

新たに統計を取る取組のため基準値なし

20

新たに統計を取る取組のため基準値なし

21

前中期目標期間（2013-2015）実績平均
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人

人

運営・維持管理の協力
数
又は支援との連携数

（1）

4.25 件

22

23 件

11 件

8 件

件

件

相手国の発展段階に応じたインフラ整備

①

道路アセットマネジメント人材育成支援

•

開発途上地域での道路アセットマネジメントの定着に向けて、国内の経験・知見の集約を目的と
したプラットフォーム活動に対する助言及び活動支援体制として、国内支援委員会を立ち上げた。
同委員会は学識有識者を委員長とし、国土交通省、土木学会、日本アセットマネジメント協会、
モニタリングシステム技術研究組合等からなり、2019 年度は 2 回開催した。同委員会の助言も
踏まえ、課題別研修の体系の整理、研修内容の重複の排除等といった道路分野課題別研修のスリ
ム化や各国のアセットマネジメントの定着度・成熟度を評価する指標の検討を行った。また、同
指標を日本国内で活用することも視野に入れつつ、カンボジア、ラオス、ブータン、キルギスの
4 か国で成熟度評価を実施した。

•

土木学会との協力覚書の下、土木学会に新たに創出されたインフラマネジメント技術国際展開研
究助成と機構事業との連携可能性を検討した。採択件数 10 件中 5 件の研究活動が機構事業との
連携を想定した内容となっており、今後同研究助成とともに、インフラマネジメント技術の国際
展開に資する活動が期待される。

•

道路アセットマネジメント関係の長期研修で新たに 4 か国 6 名の受入を開始し、2019 年度は 6
か国 10 名に拡大した。また、2020 年春入学に向けた候補者人選を大学関係者と実施し、対象 7
か国から 18 名の候補者が合格し、受入の準備を進めた。来日中の 10 名の長期研修員に対して
は、受入大学による授業・研究以外のプログラムとして、道路アセットマネジメントに関する特
別プログラムを土木学会、国際連合地域開発センター（UNCRD：United Nations Centre for Regional
Development）との共催で 2 回実施した。このプログラムでは、国土交通省・高速道路会社といっ
た道路管理者の取組や国内大学による技術者育成の取組、民間が有する先端技術を使用した橋梁
点検デモンストレーション、千葉県君津市が取り組んでいる AI 診断導入を目指した産学官連携
による橋梁点検の取組、舗装会社が管理・運営する有料道路での道路アセットマネジメントの取
組といった帰国後に参考となる事例を紹介した。また、長期研修員と国内関係者とのネットワー
ク形成、産学官連携への理解、民間企業の開発技術に対する理解を促した。

•

産学官連携の取組事例として、地球規模課題対応国際科学技術協力（SATREPS）「ミャンマーの
災害対応力強化システムと産学官連携プラットフォームの構築」で、開発に伴う地形や地盤、都
市環境の変化等をモニタリングし、将来的な災害脆弱性を評価するシステムを開発した。このシ
ステムによるモニタリング結果に基づいた災害対応を行うための、産学官連携プラットフォーム
の構築が行われている。ミャンマーでは、2018 年 4 月の吊橋崩落事故の発生を受け、インフラ
構造物の維持管理の重要性が再認識されているなか、同様の崩落事故が懸念される橋梁が複数供
用中である。この産学官連携プラットフォームを活用した維持管理体制の構築が不可欠なため、
新規案件の道路橋梁維持管理能力強化プロジェクトの詳細計画策定調査に SATREPS 案件の日
本側研究者にも同行してもらい、SATREPS との連携・研究成果の実装を目指した道路橋梁維持管
理能力強化プロジェクトの協力内容を取りまとめ、同プロジェクトの討議議事録（R/D：Record of

22

前中期目標期間（2012-2015）実績平均
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Discussions）を締結した。ザンビアでは、岐阜大学工学部とザンビア大学が 2019 年 1 月に国際
交流協定を締結したことを受け、実施中の「橋梁維持管理能力向上プロジェクトフェーズ 2」に
ザンビア大学によるザンビア道路開発庁に対する橋梁技術者育成の取組を追加した。ザンビア大
学の技術者育成活動を支援するため、2020 年 1 月に岐阜大学と契約を締結し、官学連携による
持続的な橋梁技術者育成体制の構築を目指した協力を開始した。
•

プラットフォーム活動のなかで国内研究者との意見交換を実施し、開発途上国での活用可能性が
期待できる技術を機構事業のなかで試行的に導入した。具体的には、ケニアで実施中の技術協力
プロジェクト「道路メンテナンス業務の外部委託化に関する監理能力強化プロジェクトフェーズ
3」で、JIP テクノサイエンス㈱が開発した道路の平坦性を簡易に測定することが可能な路面性状
把握システム i-DRIMS の導入を図った。本事業を通じて同システムの効果を検証し、同システム
を活用した路面性状測定を規定することで、ケニア全土の道路において年 1 回の路面性状計測が
定着するとともに、開発企業によるケニア国内での販売に関する代理店契約の協議が進められ、
2018 年 5 月に代理店契約が締結、2019 年 4 月にケニア関係機関にて 3 台のi-DRIMS が購入
された。本事業では、同システムに関する普及活動をウガンダ、ルワンダ等の近隣諸国にも実施
しており、事業終了後は、代理店を通じて同システムが近隣諸国を含めて更に普及・展開するこ
とが期待される。

•

タジキスタンの技術協力プロジェクト「道路災害管理能力向上プロジェクト」及び「道路維持管
理改善プロジェクト」の活動を通じて、道路分野の維持管理人材の育成を含めた運輸省道路維持
管理局が抱える道路分野の課題解決に向けた取組を推進した。これら事業への高い貢献度から、
専門家チームが「名誉ハイウェイ・エンジニア賞」を、同チームの現地スタッフ 2 名が「奨励賞」
を受賞し、同国運輸大臣より授与された。同賞は旧ソ連時代に設立され、道路整備・維持管理業
務に従事する政府関係者、大学、民間企業のなかから選定されるもので、過去 10 年間で外国人
による「名誉ハイウェイ・エンジニア賞」受賞は、新規道路建設に関わった中国人技術者に次いで
2 人目である。

•

2018 年度年に引き続き、2019 年度も東京ビッグサイトにて開催された第 2 回インフラ維持管理・
老朽化対策総合展「社会インフラテック 2019」にブースを出展し、機構の道路アセットマネジメ
ントに関する活動を紹介するとともに、関係する民間企業・学識有識者との情報交換を行った。同
展示会には 3 日間で延べ 18,500 人が来場し、機構ブースに訪れた方々からは本邦技術の海外展開
支援や長期研修による人材育成の取組等について高い関心とともに、開発途上地域における道路
インフラの長寿命化に資する取組について、多くの方の好評を得た。

②

物流・交流拠点となる道路・空港・港湾整備支援

•

カンボジア「チュルイ・チョンバー橋改修計画」：ベトナムのホーチミンからカンボジアのプノ
ンペンを経由してタイのバンコクにつながる東南アジアの南部経済回廊の要所に位置するチュル
イ・チョンバー橋（日本・カンボジア友好橋）の改修が完了した。開通式典にはフン・セン首相も
出席し、「首都プノンペンと地域を結ぶ大変重要な橋で、日本による資金協力そして日本企業の
技術に感謝」と発言されるなど、両国間の友好関係の強化に大きく寄与した。

•

ミャンマー「ティラワ地区インフラ開発事業（フェーズ 1）」：ミャンマーで円借款を通じて支
援したティラワ地区港にて、機構の側面支援を経て、㈱上組、STJ Thilawa Terminal Co., Ltd.（住友
商事㈱、豊田通商㈱、㈱ JOIN の合弁企業）、ミャンマー物流企業のコンソーシアムが運営を開
始した。
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•

モンゴル「新ウランバートル国際空港人材育成及び運営・維持管理能力向上プロジェクト」：実
施中の円借款「新ウランバートル国際空港建設事業」と並行して、日本のノウハウを活用しつつ、
空港の運営・維持管理能力強化のための技術協力プロジェクトを実施中である。施設整備から人
材育成、制度設計までの一貫した支援を行うことで、空港全体の適切な運営・維持管理に向けた
能力強化を図った。これにより本邦企業が空港ターミナル運営権を取得し、日本のプレゼンスの
向上につながった。

•

ジブチ「タジュラ湾海上輸送能力強化計画」：ジブチにおいて、フェリーの建造及び港湾施設の
整備からなる無償資金協力の準備調査を実施し、G/A を締結した。本事業により、首都ジブチ市
と北部の都市の間をつなぐフェリーの輸送能力が向上するとともに、季節風の時季に運休を余儀
なくされているフェリー輸送が年間を通じて安定的に運航されるようになる。

•

バングラデシュ「マタバリ港開発事業（Ⅰ期）」：バングラデシュ国初の大水深港を新設するた
め、岸壁とコンテナヤード、多目的ヤード等を整備する円借款のL/A に調印した。取扱能力不足
で沖待ちが常態化しているチッタゴン港の機能を補完し、物流改善に寄与することが期待される。

•

タジキスタン「性能準拠型航法導入に係る能力開発プロジェクト」：衛星技術を活用したより効
率性かつ安全性の高い性能準拠型航法（PBN：Performance Based Navigation）飛行方式の導入を目
的に、PBN 飛行方式の設計に係る航空管制官・航空情報業務職員の能力強化を行う技術協力プロ
ジェクトの R/D に署名し、協力を開始した。タジキスタン空域の航空輸送の安全性向上への寄与
が期待される。

•

ミャンマー「航空機監視システム改良計画」：航空機監視レーダー等を整備する無償資金協力を
開始した。ミャンマー国内の 3 国際空港（ヤンゴン、マンダレー及びネピドー）に航空機監視レ
ーダーを、また、ヤンゴン航空交通管制センターに航空機監視装置の設置を行い、3 空港の周辺
を飛行する航空機運航の安全性向上及び離発着可能な航空機数の増強を図るものである。

③

自然災害リスクの最小化、へき地でのアクセスや社会的弱者の利用を想定した環境整備等

•

バヌアツ「テオウマ橋災害復興計画」：バヌアツでは、サイクロン被害に遭ったテオウマ橋の橋
長延伸を含む架け替え、付近の河川改修及びアプローチ道路改修を協力内容とした無償資金協力
「テオウマ橋災害復興計画」の G/A を締結した。本事業の実施により、持続可能な交通確保を図
り、同国の経済活動の維持及び各種サービスへのアクセスを確保し、自然災害に対する幹線道路
の強靭性の強化に寄与することが期待される。

•

モルディブ「地上デジタルテレビ放送網運用能力向上プロジェクト」：日本方式の地上デジタル
放送の導入を図るモルディブにおいて、地上デジタルテレビ放送普及能力、機材運用能力、番組
制作能力及び防災関連機器（EWBS：Emergency Warning Broadcast System）運用能力の強化を行う
技術協力プロジェクトを開始した。地上デジタルテレビ放送網が適切に運用されることで、島嶼
間の気象及び防災等の情報格差是正への寄与が期待される。

（2）
•

各協力手法・取組の相乗効果の発揮
カンボジアでは、無償資金協力「プノンペン交通管制システム整備計画」の竣工式が行われ、プ
ノンペン都知事から受注業者である三菱商事㈱・住友電気工業㈱ JV に対して感謝状が贈られた。
同事業ではプノンペンの 115 か所に信号制御機、車両用や歩行者用の灯器、車両感知器を、26 か
所に交通状況をモニタリングするカメラを設置したほか、交通管制センターも整備され、光ケー
ブルで接続した車両感知器で交通情報をリアルタイムに収集することで交通状況に適した信号制
御を行うことが可能となった。無償資金協力で整備した機器の効果を最大限に発揮すべく、カン
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ボジア政府と協議を重ねた結果、この交通管制センターの運営管理能力向上に関する技術協力プ
ロジェクトが要請された。
•

ケニアでは、東アフリカ地域の玄関口であるモンバサで、モンバサ島と南部のリコニ地区をつな
ぐ橋梁建設により、モンバサ域内の交通渋滞緩和及び交通円滑化を図り、域内経済活動の活性化
及び当国・周辺国の経済発展に寄与する案件として円借款「モンバサゲートブリッジ建設事業（第
一期）」の L/A に調印した。本事業は「自由で開かれたインド太平洋」上の重要拠点であるモン
バサに対する協力で、TICADVI 時に両国首脳により合意された重要政策である SEZ 経済特区開
発にも寄与する案件である。また、同橋建設後の維持管理体制の構築に向けて橋梁維持管理能力
強化プロジェクトの実施が決定し、R/D の締結に向けて協議を実施した。同プロジェクトにより
維持管理体制の強化を図り、モンバサゲートブリッジが適切に維持管理されることが期待される。

（3）
•

ICT の活用（X-TECH の促進）による開発事業の効率化及び効果の拡大
運輸交通分野では、設計内容・作業手順の理解や設計手戻りの業務軽減、将来の効率的な運営管
理等の実現に向けて、無償資金協力案件の協力準備調査 4 件で BIM/CIM を試行導入した。ベナ
ン「コトヌ立体交差建設及び道路改良計画準備調査」とガーナ「第二次テマ交差点改良計画準備
調査」では、支障物件等の地下埋設物との干渉確認・移設計画や迂回路切り回し等の施工計画の
検討・説明において、BIM/CIM を用いた調査結果を用いたことで相手国政府関係者への理解促進
につながることが確認された。タンザニア「ドドマ市内環状道路整備計画準備調査」とトーゴ「ソ
コデ・バイパス建設計画準備調査」は、ルート選定や道路計画・設計における住民説明や手戻り
による作業負担軽減といったことが期待でき、調査を実施中である。

•

ルワンダ・宇宙プログラム策定支援アドバイザー：宇宙地理空間情報の利活用のためのルワンダ
政府による政策づくりを支援することを目的として、「宇宙プログラム策定支援アドバイザー」
を派遣した。専門家の支援により宇宙政策の整備が促進され、ひいては宇宙地理空間情報の利活
用、ICT の経済・社会開発への更なる活用が期待される。

（4）

持続性の高い新たな都市鉄道システムの構築に向けた具体的な施策の実施状況

①

インドでの高速鉄道事業支援

•

インド初の高速鉄道開業に向け、詳細設計や本邦研修及び専門家派遣を通じた実施機関の組織強
化に対する支援を実施中である。2019 年度は本邦にて、インド高速鉄道関係者に対し、技術者や
実務者向けの研修を 8 回実施した。研修では、駅設備や車両の視察、各種技術に係る講義等、高
速鉄道導入に向けた技術移転を多角的に支援した。また、人材育成に活用する研修教材、カリキ
ュラム、基本マニュアル等を策定した。

②

都市鉄道等による基幹交通網の運営・維持管理の向上

•

デリー高速輸送システム建設事業：1997 年以降継続して実施している円借款「デリー高速輸送シ
ステム建設事業」及び「フェーズ 2」に引き続き、高速輸送システムの更なるネットワーク化と
環状道路の機能補完・代替による同首都圏の交通渋滞緩和を目的として、既存線の延伸及び環状
線の整備支援を実施した。デリーメトロの女性専用車両や優先席の導入、定時運航による「列に
並んで次の列車を待つ」文化の醸成、工事中の「ノーキ（納期）」の概念の定着、円借款で世界初
の鉄道事業のクリーン開発メカニズム（CDM：Clean Development Mechanism）事業登録など数々
の実績を持つ本事業が、マン・モハン・シン前首相から「日印協力の Shining Example」と形容さ
れ、バリアフリーの環境実現に貢献したとして 2019 年 12 月にインド国内で「National Award for
the Empowerment of Persons with Disabilities」を受賞した。同賞は、毎年、障害者のエンパワメント
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に貢献したインド国内の個人や団体、州及び地方政府などに対して中央政府の社会正義権限付与
省より授与されるもので、例年 14 カテゴリで受賞者が決定される。
•

チェンナイ地下鉄建設事業：インド南部の大都市チェンナイでは、交通渋滞による時間的な経済
損失、また大気汚染・騒音などの自動車公害による健康被害が重大な問題となっており、チェン
ナイ市では、大量高速輸送システムの整備を進め、フェーズⅠ事業において 2 路線の大量高速輸
送システムを建設した。同事業の市民に対する貢献度の高さを讃えて、フェーズⅠ事業完了後の運
用開始を機にチェンナイメトロ公社が「National Project Excellence Award」を受賞した。同賞はイ
ンド国における建設、都市交通、防衛、航空宇宙、エンジニアリング等の主要セクターにおいて
成功したプロジェクトやリーダーに贈られる。

•

インドネシアでの都市高速鉄道事業：円借款で整備したジャカルタ MRT 南北線が本格運行し、
ラッシュ時の移動時間の短縮（片道 1 ～ 1.5 時間→約 30 分）等、利便性の大幅な改善に貢献し
た。本事業は、マスタープラン策定から建設・人材育成まで上流段階からオールジャパンによる
取組で完成させた初の海外都市鉄道事業として、日本の令和元年度土木学会賞（技術賞）を受賞
した。同賞は「土木技術の発展に顕著な貢献をなし、社会の発展に寄与したと認められる画期的
なプロジェクト」を表彰する 90 年余りの歴史があるものである。

•

フィリピン「鉄道訓練センター設立・運営能力強化支援プロジェクト」：フィリピンでは円借款
事業「南北通勤鉄道事業（マロロス - ツツバン）」や「マニラ首都圏地下鉄事業（フェーズⅠ）」
等大型都市鉄道事業を集中的に支援していることから、質の高い運営維持管理の人材を持続的に
育成する仕組みを早急に構築することが不可欠となっている状況を受け、フィリピンにおける鉄
道人材育成・監督の柱となるフィリピン鉄道訓練センターの設立・運営能力強化の支援を実施し
ている。2019 年度は 7 月と 9 月に東京メトロ総合研修訓練センター（以下、PRI）等において
フィリピン運輸省関係者やフィリピン鉄道訓練センター（PRI）の研修指導員の計 24 名に対し研
修を実施した。研修参加者はそこで得られた知見や学びをいかして PRI でのリフレッシャー研修
や組織運営等に取り組んでいる。

•

ミャンマー「鉄道車両維持管理・サービス向上プロジェクト」：円借款で整備が進められている
ヤンゴン・マンダレー鉄道（約 620km）及びヤンゴン環状鉄道（約 46km）の改修事業において、
日本の鉄道システム（車両含む）が導入されることとなる。一方、そのシステムのメンテナンス
が現地で適切に継続して実施され、輸送サービス品質が維持・向上され、現地での鉄道輸送需要
を増やすためには、技術移転はもちろんのこと、国鉄組織体制（規則改定、予算計画、人材配置・
育成など）の改善や交換部品等を計画的に調達する必要がある。本事業ではそのなかでも特に日
本の支援が求められている車両メンテナンスと旅客サービスに関して、2018 年度から引き続き支
援を行っている。2019 年度は、当初予測していたよりも故障車両数が改善され、また、ヤンゴン
駅に階段の上り下りを分けるラインやベンチの設置が行われており、本事業の成果が少しずつ結
実してきた。さらに、駅サービスと保線の分野では、JR 東日本と協力して本邦研修を実施、OJT
として実際に駅や保線の現場で業務を行うことにより、研修員への技術移転が行われるとともに、
受入機関にとっても将来の外国人材活用可能性を検討する機会となった。

•

都市鉄道事業者レベルアップ研修：都市鉄道分野の人材育成の支援として、これまでは、主に各
国の運輸省等の政府機関職員を対象とした日本の鉄道政策・技術を体系的に学ぶ課題別研修を実
施してきたが、世界各国で都市鉄道の開業が続く最近の状況を踏まえ、2019 年度に、より都市鉄
道事業の運営に焦点をあて、鉄道事業者を対象とした「都市鉄道事業者レベルアップ研修」を新
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たに追加新設した。本研修では、鉄道事業者の基幹要員に対して、系統ごとの実習を通じて実践
的な技術や運営手法を習得し、自国にいかせる鉄道運営維持・管理スキルの体得を図っている。
2019 年度は、系統別の実習は「車両」「駅務」の２系統を実施し、横浜市交通局の協力の下、横
浜市営地下鉄の車両基地及び駅での OJT 研修を行った。研修員は、チェックリストを活用した車
両の点検や駅における点呼、指差喚呼など実習を通じて得た学びや気づきを、帰国後に職場に共
有し日々の業務にいかしている。
（5）SDGs 達成に向けた貢献
SDGs ターゲット 9.1「すべての人々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発展と人間の福

•

祉を支援するために、地域・越境インフラを含む質の高い、信頼でき、持続可能かつ強靭なイン
フラを開発する」に資する案件をアジア、アフリカ地域を中心に実施した。
SDGs ターゲット 3.6「2020 年までに世界の道路交通事故による死傷者を半減させる」に直接資

•

する案件をタイ、マレーシアで形成したほか、各種道路、橋梁整備案件の計画・設計に際し、交
通安全向上を念頭においた設計とした。
SDGs ターゲット 9.c「後発開発途上国において情報通信技術へのアクセスを大幅に向上させ、

•

2020 年までに普遍的かつ安価なインターネット・アクセスを提供できるように図る」に資する案
件をミャンマー、ブータンで実施した。

No.1-3 質の高いエネルギー供給とアクセスの向上

関連指標
初期電化・供給増・安定化等の裨益
想定人口

2017 年度

2018 年度

2019 年度

2020 年度

2021 年度

23

113 万人

861 万人

933 万人

万人

万人

582 人24

559 人

410 人

387 人

人

人

うち 9 人

うち 17 人

うち 14 人

うち 25 人

うち 人

うち 人

10 件

8 件

4 件

件

件

基準値
385.5 万人

質の高いエネルギー分野の研修実績数
うち、資源の絆研修実績数
電力開発に係る新規計画策定数

19 件

25

（1）安定的で質の高い電力供給とアクセス向上に向けた具体的な施策の実施状況
①

エネルギーアクセス向上への貢献

•

発電所の建設：アゼルバイジャンの円借款「シマル発電所建設事業」で同国の電力の 10％を供給す
るシマル複合火力発電所の 2 号機が完工した。設計から完工まで約 12 年にわたり尽力したコン
サルタントのプロジェクトマネージャー及び同企業が同国大統領より「進歩勲章」を授与された。

•

送配電系統の拡充：送配電網の計画・拡充を支援し、電力供給の安定化・損失低減・電化に貢献し
た。カンボジア国内の基幹系統に接続する南部経済回廊の配電網整備事業（無償資金協力）が完
工したほか、ミャンマー、スリランカ、キルギス、ナイジェリア、タンザニア、マラウイ、ザンビ
ア等で資金協力の協力準備調査等の実施を通し案件形成に取り組んだ。また、提案型事業では、

23

前中期目標期間（2012-2015）実績平均

24

前中期目標期間（2012-2015）実績平均

25

前中期目標期間（2012-2015）実績は、76 件
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フィリピンにて本邦企業（東光高岳、東京電力 PG）が導入を進めていた配電自動化システムが
パイロット運用を開始した。本事業を通して、電力供給の信頼度を高めるための日本の技術・
ノウハウが普及することが期待される。さらに、過去に円借款で支援したインド・バンガロール市に
おける配電自動化事業に関し、同事業を中心とした取組が高く評価され、インド国の発展に金融、テ
クノロジー、Social Inclusion 等で際立った功績を残した組織に送られる SKOCH Award の最上
位の表彰（Gold）を事業実施機関が受賞した。加えて、ラオス系統 M/P では、大メコン圏（GMS：
Greater Mekong Subregion）における電力融通を促進するため、アジア開発銀行（ADB：Asian
Development Bank）の広域連系調整プラットフォーム（RPTCC：Regional Power Trade Coordination
Committee）と協調して、周辺国における情報収集及び対話促進を強力に進めた。その他、M/P の取組を
活用し、日米エネルギー戦略パートナーシップ（JUSEP：Japan US Strategic Energy Partnership）に
おける米国との共同ワークショップを開催したり、米国による規制機関向けワークショップに日
本人専門家を派遣したりすることで、日米連携強化及び相乗効果による開発効果増大を図った。
•

M/P 策定・実施支援に係る取組：電力エネルギー分野の M/P を策定・実施支援することにより、
エネルギーアクセス向上にむけた戦略・計画策定を支援した。特に、近年、太陽光発電等の変動
性再生可能エネルギーのコスト低下に伴い、開発途上地域におけるこれら再生可能エネルギーの
導入量が増加しつつあり、電力分野の M/P においては、電源の低炭素化とともに系統の安定化を
可能とする計画を策定してきた。ブータン、パキスタン、ラオスにおいて電力分野 M/P、ソロモ
ンにおいて再生可能エネルギーロードマップ、イランにおいてクリーンエネルギー全体計画の策
定を支援し、このうちブータン、ラオス、イランで支援が完了した。また、2018 年度完成したM/P
の実効性を高めるためのフォローとして、モザンビークへの専門家派遣を継続し、スリランカに
おける技術協力プロジェクトの詳細計画策定調査を実施した。

•

運営・維持管理能力強化に向けた取組：電力供給の効率性・信頼性向上のため、発電所や送配電
網といった設備の運転・維持管理（O&M：Operation and Maintanance）改善のための技術協力を行
った。パキスタン及びバングラデシュにおいて火力発電所の O&M 改善に取り組んだほか、国際
連合工業開発機関（UNIDO：United Nations Industrial Development Organization）との連携の下、ケ
ニアの地熱発電所において遠隔監視システムを活用した O&M 改善のための案件形成に取り組
んだ。ウズベキスタンでは、円借款により建設したガスタービン・コンバインドサイクル（GTCC：
Gas Turbine Combined Cycle）発電所の O&M 強化を念頭に、研修センターに対するシミュレータ
ー導入等を行い研修プログラムの改善を行うとともに、これらの支援をより体系的に実施してい
けるよう、機構内向けに火力発電所の O&M 強化支援策検討のためのマニュアルを策定した。送
配電設備については、パキスタン、ミャンマー、カンボジア、ヨルダンにおいて O&M 改善に向
けた人材育成等の案件実施・形成に取り組んだ。シエラレオネでは、発電・送配電を含む電力設
備全般にわたる O&M 改善を実施した。

②

低炭素エネルギー利用への貢献

•

再生可能エネルギー／低炭素電源の導入促進：低・脱炭素クラスターを立上げ、太陽光や風力、
地熱等の再生可能エネルギーやコンバインドサイクル・ガスタービン（CCGT）や省エネ機器等の
普及拡大等、低・炭素社会実現に向けた支援を行った。大洋州等の島嶼国においては、引き続き
「ハイブリッド・アイランド・プログラム」を通じ、太平洋島嶼国における再生可能エネルギーの
導入促進を継続した。同プログラムに基づき開始したトンガにおける風力発電システム（無償資
金協力）が完工したほか、ソロモンにおける再生可能エネルギー 100％ロードマップ策定、フィ
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ジーを拠点とした太平洋島嶼国に対するハイブリッド発電導入促進に係る技術協力を実施した。
トンガの風力発電は可倒式と呼ばれるもので、風力発電機を 90 度近く倒すことが可能で、台風
などの強風の回避や保守管理を容易に行うことができる。当該発電所建設により、温室効果ガス
排出抑制並びに離島の発電燃料コスト・保守管理コストの低減が可能となる。また、コスタリカ
では地熱開発による再生可能エネルギーの事業（ラスパイラスⅡ）が完工し、コスタリカ大統領も
参加の上で完成式典が実施された。ラスパイラスⅡは、米州開発銀行（IDB：Inter-American
Development Bank）及び世銀が毎年開催する 2019 年 7 月の GEOLAC（Geothermal Congress for
Latin America and the Caribbean 2019：中南米カリブ地域の地熱関係者が集う会合）で地熱最優秀賞
（Best Geothermal in the Region）を受賞、機構円借款実施部分には三菱日立パワーシステムズ㈱の
タービンが導入され、日本における長い地熱開発の中で培われた日本の技術が同国のクリーンエ
ネルギー政策の実現に貢献することとなった。ヨルダンでは同国最大規模の 200MW の太陽光発
電（海外投融資）が完工間近であり、今後、輸入エネルギー依存脱却に貢献することが期待され
るほか、年間 36 万トンの CO2 減が期待される。本事業は、2017 年 5 月に機構が開発途上国に
おける民間セクター向けの協調融資を円滑に行うために国際金融公社（IFC：International Finance
Corporation）と締結した業務協力に係る覚書に基づく、2 件目の協調融資案件である。系統におけ
る再生可能エネルギー大量導入を促進しながら安定供給を実現するため、系統計画及び運用等に
関する技術協力に着手した。需給調整や系統柔軟性を確保するため需要側マネジメント（DSM）
の取組も検討を開始した。地熱開発については、日本が有する技術・知見をいかしたリスク低減
へのニーズが多く、ケニア等において地熱開発公社の能力強化を目的とした技術協力が完了した
ほか、ジブチにおける試掘支援を開始した。
•

天然ガスは比較的環境負荷が低いエネルギー源として、中期的に重要な役割を果たすことから、
効率的な需給システムを構築する必要がある。国内天然ガスから LNG への転換を進めつつある
バングラデシュにおいて、老朽化したパイプラインネットワークの安全性及び効率性を改善する
とともに、事業運営体制の強化を図るための協力を開始した。GTCC については、チュニジアに
おいて発電所（円借款）が部分完工したほか、ミャンマーにおける既設発電所のコンバインドサ
イクル化（円借款）への支援を決定した。このほか海外投融資案件として、機構はメキシコのエ
ネルギー会社との間で、同社の太陽光発電事業に対する融資契約を締結した。IFC 及び北米開発
銀行（NADB：North American Development Bank）との協調融資によるもので、機構にとって初め
ての「グリーンローン原則」の認証を受けた融資案件となる。また、機構出資による ADB に設
置された信託基金（LEAP：Leading Asia's Private Sector Infrastructure Fund）を通じた支援として、
ベトナムにおける太陽光発電や同国で初となる水上太陽光発電、タイにおける GTCC 発電所へ
の融資を決定した。このうち、水上太陽光は、ベトナム中部における水力発電所の貯水湖上にソ
ーラーパネルを敷設し、定格容量 47.5MW の発電を行うものである。本事業を契機に、用地取得
の制約を受けない水上太陽光発電が今後一層促進されることが期待される。低炭素分野における
科学技術開発を促進するため、SATREPS を通じて海洋温度差発電や地熱発電といった再生可能
エネルギーの一層の利用やバイオマス由来のガス化や液体燃料化等について、技術開発と開発途
上国における社会実装を支援した。特に、海洋温度差発電については、2020 年度にマレーシアに
おいて実験プラントを設置することを目的として、導入研修や技術的検討を行った。

•

省エネルギー促進に向けた取組：今後、本分野における支援を体系的に行っていくため、低・脱
炭素クラスターの活動を通して課題別指針の作成に取り組んだ。需要側における省エネルギー促
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進のため、パキスタンにおける省エネ基準及びラベリング制度の構築支援を継続するとともに、
バングラデシュにおける省エネ機材導入促進のためのツー・ステップ・ローン（フェーズ 2）供
与を決定した。また、カリコム諸国（ジャマイカ、バルバドス、セントクリストファー・ネービ
ス）に対しては省エネルギー促進政策の実現に向けたロードマップの作成支援を実施中である。
エジプトにおいては、エネルギーデータマネジメントの改善、省エネアクションプランの改定や
戦略作り、省エネ施策の評価や診断技術開発等包括的な省エネ協力に着手した。また、省エネ設
備の計測システム等について、エジプト日本科学技術大学（E-JUST）と連携し、現地リソースを
活用した現地適合技術の開発を支援している。省エネ課題別研修は地域別にコースが分割されて
いたが、より開発途上国ニーズに即した研修ができるよう、テーマ別の研修体制へと大幅な改善
を図った
（2）資源の絆プログラム
•

開発途上国地域の資源分野（鉱物資源・地熱資源）の人材を育成するとともに、これら人材と日
本の資源開発関係者との人的ネットワークを強化し、更には知日派・親日派を育成する目的で、
2014 年度から日本国内の資源系の大学にて修士／博士号を取得できる「資源の絆プログラム」を
実施中である。日本国内産学官のネットワークを強化し、新たに 13 か国より 24 名の留学生を
受け入れたほか（累計 107 名）、開発途上国の鉱物サンプル採取資源調査と当該国の鉱業関係機
関とのネットワーク形成を目的とした海外フィールド調査を 30 件、本邦の企業及び鉱業機関等
でのインターンシップ等を 22 件実施した。また、当該プログラムで日本側の受入大学となって
いる北海道大学や秋田大学、九州大学等と関連する SATREPS 案件を実施・形成したほか、課題
別研修による関係者の受入も行い、ネットワークの維持・拡大、人材育成と研究の相乗効果発現
に取り組んだ。

（3）

TICAD 7 への貢献
「電気をアフリカの全ての人に！ SDGs ゴール 7 達成に向けた挑戦」と題するプレイベントを 7

•

月に開始するとともに、TICAD 7 開催期間中の 8 月に「アフリカの未来の成長を支える電力セ
クターのイノベーション」と題するサイドイベントを開催した。当該イベントでは、前アフリカ
開発銀行副総裁（現セネガル経済・計画・協力大臣）のアマドゥ・ホット氏やウガンダ電力大臣
らをパネリストに迎え、アフリカにおける電力アクセス向上のため、機構は、開発途上国政府、
世銀やアメリカ合衆国国際開発庁（USAID：United States Agency for International Development）等
のドナー機関と緊密に連携しながら、官民連携に積極的に取り組んでいく方針を確認した。
（4）
•

SDGs 達成に向けた貢献
エネルギー分野のサブクラスター「エネルギーアクセス向上」、「低炭素エネルギー利用」はい
ずれもSDGs の目標・指標と整合性を取っており、上記取組を通じて、SDGs のゴール7（すべて
の人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する）及びゴー
ル 13（気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる）に貢献した。また、安価かつ
持続的なエネルギーの安定供給は、社会経済の安定と持続的成長のために重要な開発課題であり、
その観点でも、エネルギーの有無で影響を受ける数多くの SDGs（質の高い保健、教育、水・衛生
サービスの提供など）に貢献した。

No.1-4 民間セクター開発
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関連指
標

基準値

貿易・投資促進や経済特区開

38.5 件

発等
に係る協力数

26

職業訓練・高等教育機関の能

9.5 件

力向
上等に係る協力数

27

（1）

2017 年

2018 年

2019 年

2020 年

2021 年

度

度

度

度

度

81 件

95 件

132 件

件

件

2 件

4 件

5 件

件

件

産業振興政策の立案と実施能力の向上

①

アジア地域における投資促進・産業振興

•

日本センター事業：企業経営者を対象とした日本的経営に関する集中講義を実施した。特に、ベ
トナム日本センターでは 10 か月間の経営塾コースが現地のビジネスニーズにマッチしていると
して人気を博し、2009 年開始時の年間 1 コース 16 名から同 4 コース 120 名に拡大した。ま
た2019 年度には、経営塾コースが開始 10 周年を迎え、これを記念して、2019 年 11 月 15 日
に経営塾卒業生コミュニティである経営塾クラブ等からの働きかけもあり、「経営塾 10 周年記
念式典」が開催された。同コースの受講生であるベトナム企業経営層が研修で来日した際には、
東京、大阪、宮城、静岡、福岡等を訪問し、本邦企業関係者と活発な意見交換を実施した。特に東
京では、同コース受講者のうち裾野産業に関わる企業を対象に、2018 年度に引き続き独立行政法
人中小企業基盤整備機構（中小機構）と共催で CEO 商談会を実施した。日本企業 89 社・越企
業 24 社が参加し、162 件の商談を設定した結果、会場では日越企業と共に約半数が一定の合意
に至る等、活発な商談が行われた。また、「FOODEX JAPAN（食品・飲料展）」の JETRO ゾー
ンに日本センター関連企業からモンゴル（3 社）、カンボジア（1 社）、ミャンマー（2 社）、ウ
ズベキスタン（1 社）が入選し、ブースにて日本の大手飲料メーカーとの商談を実施した。また、
別途ミャンマー日本センター、カンボジア日本センターが 2020 年度出展に向けた視察ツアーを
実施し、FOODEX 会場で日本企業との交流会を実施した。

•

インド：包括的中小企業振興を通じた裾野産業の育成を継続した。プロジェクト関係者が日本デ
ミング賞委員会から「海外推進、普及功労賞」を受賞した（総合的品質管理（TQM：Total Quality
Management）の普及・推進に関し、優れた業績のあった者として 3 ～ 5 年に 1 度の頻度で原則
1 名が選定されるもの）。

•

インドネシア：インドネシアでは自動車、電気電子及び食品加工分野の国際競争力強化に向けた
取組検討のための調査を継続し、省庁横断型会議体による政策対話の会合にて政策提言を行った。
結果として、インドネシアでは、産業高度化に資する新たな減税制度（研究開発（R ＆ D）・人
材育成に取り組む企業に対する大幅な減税制度）が導入された。

②

アジア地域以外における起業家・企業育成

•

アフリカ生産性推進機関のネットワーク化、カイゼンアワード：チュニジアでアフリカカイゼン
年次会合を開催した。アフリカ、アジア、中南米から政策立案者（大臣、次官等）、生産性向上を
推進する機関の実務者、企業、学者等約 200 名の参加を得て、各国の知見共有及びネットワーク
化を推進し、TICAD 7 に向けた提言を取りまとめた。また、機構イニシアティブでアフリカにお

26

前中期目標期間（2012-2015）実績は、154 件

27

前中期目標期間（2012-2015）実績は、38 件
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けるカイゼン活動を更に活性化させるために、カイゼン優良企業を表彰する「アフリカ・カイゼ
ンアワード」を初めて開催した。カイゼンイニシアティブ対象 8 か国の代表企業間で、アフリカ
におけるカイゼンアワード受賞企業を選定し、エチオピア企業、タンザニア企業が最優秀賞に選
ばれた。本取組は、関係各国で広く報道されたほか、国内で独自にカイゼンアワードを企画する
国が複数出てくるなど等、アフリカにおけるカイゼン活動の更なる活性化の促進につながった。
•

アフリカ起業家支援：アフリカでの SDGs 達成に向けてはリープフロッグ型発展が期待されてお
り、これを推進する起業家支援を実施した。成長性のある起業家の育成に向けてはベンチャーキ
ャピタルからの投資と経営支援が重要である一方、既存スキームでは現時点では初期段階の起業
家への投資が困難であるという認識の下、アフリカ起業家向けのファンドを新規に設置した上で
同ファンドの運用を通じた知見の整理及び将来のファンド投資等に向けた機構への提言を行う調
査を委託した。企画競争の結果、日本のベンチャーキャピタルである㈱サムライインキュベート
による共同企業体が調査を受託し、同社は契約を踏まえ、2020 年 1 月にアフリカスタートアッ
プ向けの新規ファンド（20 億円規模）の設置を発表し、今後日本からアフリカ起業家への投資が
見込まれる。日本のベンチャーキャピタルとの事業連携は機構初であり、新たなパートナーとの
連携による新たな知見の活用が期待できるとともに、20 億円規模の民間資金の動員にもつながる
ことが期待される。また、日経新聞社と連携し日本企業のエチオピア・ウガンダへのミッション
派遣を行い、新聞紙面に機構の貢献が紹介された。

•

政策への啓発：TICAD 7 サイドイベント「イノベーションを通じたアフリカの社会・経済構造転
換」によりアフリカの社会経済構造転換にはイノベーションが必要であり、それを支えるのはカ
イゼンに代表される企業の基礎的能力であることを発信した。機構研究所と Global Development
Network（GDN）で各国のカイゼンによる企業成長や人材育成へのインパクトに係る共同研究を行
った成果をまとめた「Workers, Managers, Productivity - Kaizen in Developing Countries」をパルグレ
イブ・マクミラン社からオープンアクセスで出版（ウェブ公開）し、実証的な研究に基づき、カ
イゼンの効果や意義について理解促進を図った。

•

中南米地域生産性向上ネットワーク：南南協力による生産性向上活動の効果・効率的な促進を目
指し、ブエノスアイレスで「中南米地域生産性向上ネットワーク準備会合」を開催、初めて中南
米地域の 12 か国から企業の品質・生産性向上を推進する 14 機関が参加した。同会合では各機
関の取組の共有に加えて、①企業への技術指導方法、②人材育成、③コンサルタント資格制度、
④ サービスのモニタリング、⑤広域ネットワークの持続性などについても議論が行われ、同会合
後にエクアドルからアルゼンチンへの専門家派遣を実現するなど、ネットワーク間の連携が開始
された。

③

持続可能な観光開発

•

北海道で開催された G20 観光大臣会合で採択された「観光による持続可能な開発目標（SDGs）
への貢献の推進宣言（北海道倶知安宣言）」に、機構主導で国連世界観光機関（UNWTO：The World
Tourism Organization of the United Nations）と連携して開発を進めている「観光開発 SDGs 指標ツ
ールキット」が、SDGs に対する観光の貢献の最大化に資する事業という位置づけで、上記宣言文
の中で明文化された。観光開発はすべての SDGs に貢献する一方、開発効果を適切に計測できず、
その重要性が過小評価されてきたが、SDGs の観点から適切に開発効果を評価するツールを機構
が整備する旨、上記宣言に明文化されたことで、G20 の協力対象国での同ツールの活用が促進さ
れ、効果の見える化に伴う観光開発への投資促進とそれを通じた開発効果の拡大が期待される。
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•

日本政府が提唱する「平和と繁栄の回廊」構想の一部である観光回廊の実現のため、日本の旅行
業者を対象とした「パレスチナ観光促進セミナー」を開催した。当該セミナーの中で参加者を募
って催行したファム・トリップには 8 社が参加し、そのうち 2 社が観光回廊の対象国・地域で
あるパレスチナ・ヨルダン・イスラエルを回遊する日本人向けのパッケージツアーを造成した。

（2）

高度人材等育成機能の強化

①

アジアにおける高度人材

•

イノベーティブ・アジア：2019 年度より国費留学生制度と連携した実施を行うこととなり、新た
に 43 名を大学の IT、IoT、AI を中心とした理工系分野の学位課程に受け入れた。また、2018 年
度以前に来日した長期研修員が、日本企業・研究機関等を主な受入先としたインターンシップ（受
入先は AI 関連企業、国立の研究機関、大手電機メーカー等）を実施し、2019 年秋に修士課程を
修了した者のうち、約 1/3 にあたる 14 名が日本企業へ就職、あるいは日本の大学の博士課程に
進学した。短期研修では 7 大学に 76 名を受け入れ、各大学において日本企業との交流機会を含
むプログラムを実施した。

•

インド、インドネシア、ベトナム、ミャンマー等での既存の取組に加え、カンボジアにおいて新
たに拠点大学強化のための協力を開始し、研究室中心教育（LBE：Laboratory-Based Education）体
制の基盤を作るとともに、教育・研究能力の強化に貢献した。

•

アセアン工学系高等教育ネットワーク（SEED-Net：Southeast Asia Engineering Education Development
Network）で、国際共同教育プログラムの実施を通じ、東南アジアと本邦の工学系トップ大学間の
ネットワークを強化するとともに、分野別学術会議の開催を通じ、東南アジア地域だけではなく
インド（IITH：Indian Institute of Technology Hyderabad）やアフリカ、エジプト日本科学技術大学
（E-JUST：Egypt-Japan University of Science and Technology）、ケニアジョモ・ケニヤッタ農工大学
（JKUAT：Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology）/ 汎アフリカ大学（PAU：Pan African
University）、並びに本邦トップ大学をつなぐことにより、インド太平洋地域にまたがる高度知的
人材のネットワークの構築に向けて協議を開始した。

②

アフリカにおける高度人材

•

ABE イニシアティブ：TICAD 7 において、日本政府からアフリカの産業人材育成に一層貢献す
るために 6 年間で 3,000 人を ABE イニシアティブ 3.0 として受け入れる旨の発表がなされ、
機構はその第 1 期生（2014 年からの通算では第 6 期生）となる 66 名を受け入れた。また、2018
年度受け入れた 119 名に対して日本企業でのインターンシップ機会を提供し、産業人材の育成と
ともに、日本企業のアフリカ進出のための水先案内人となるように日本企業とのつながりを深め
た。本イニシアティブに対する日本企業の評価は高く、TICAD 7 前に総理に提出された「官民円
卓会議民間からの提言書」では、「内外より高く評価されている」と記載され、インターン受入
登録企業数は 601 社まで増加した。修士号取得のみならず、企業でのインターン等を通じて実際
の産業界とのつながりを持つことで、より高度な産業人材育成を行っている。修了生の中には、
インターン先の日本と母国の企業間の協力覚書締結に貢献する等、日本企業がアフリカへビジネ
ス展開する際の水先案内として活躍する人材が現れている。

•

JKUAT に設置された PAU の東部拠点である汎アフリカ大学科学技術院（PAUSTI：Pan African
University Institute for Basic Sciences, Technology and Innovation）の教育・研究能力の強化支援を通
じ、2019 年度までに累計で修士課程修了生 245 名及び博士課程修了生 63 名を輩出した。また、
2020年 3 月末時点の就学者数は、約 35 か国 246 名（修士 133 名及び博士課程 113 名）とな
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り、アフリカの発展に貢献する高度人材育成を継続した。
E-JUST ではこれまで累計で修士 108 名、博士 174 名、計 282 名（2019 年は修士 14 名及び博

•

士 43 名、計 57 名）を輩出した。また、2020 年 3 月末時点でアフリカ 4 か国から 14 名の留
学生（修士 10 人、博士 4 人）が就学している。
（3）
•

海外直接投資の促進に向けた取組
ミャンマー：外国投資振興及び素形材、繊維及び食品加工分野の産業振興施策の計画・実施を通
じた産業競争力強化に向けた支援、投資促進のための政策アドバイザー派遣、ティラワ経済特区
の特別目的会社への海外投融資、周辺インフラ整備に係る円借款、投資許認可手続き等の能力強
化に係る技術協力を継続した。これら包括的な取組の結果、トヨタ自動車㈱が完成車工場建設に
よる同国初進出を決定した。同社の新規工場建設による ASEAN 域内への進出は 96 年のベトナ
ム以来となる（24 年ぶり）。ティラワ経済特区の入居企業数（投資認可取得済）は 114 社、うち
55 社が日系企業である。工業団地の販売は年間 20 ヘクタールが目安とされている（JETRO ビ
ジネス短信 2019 年 1 月 16 日の情報）なか、既に 500ha 以上の販売実績となっている。また、
ミャンマーの知的財産制度に係る助言を継続した結果、著作権法が 100 年以上ぶりに改正され、
国際的な基準を満たした知的財産法制が整備された（2019 年 1 月の商標法・意匠法、3 月特許
法が成立したことに続き、5 月に著作権法が成立）。

•

バングラデシュ：円借款「外国直接投資促進事業」を通じてバングラデシュ政府が進めるダッカ
郊外に建設予定の経済特区開発について、2019 年 5 月にバングラデシュの経済特区庁（BEZA：
Bangladesh Economic Zones Authority）と日系商社との間で日系専用工業団地の開発に関する合弁
契約が締結された。なお、日系企業専用の経済特区が開発されるのはバングラデシュにおいて初
めての試みである。経済特区開発に係る円借款に加え、投資促進、経済特区開発（制度整備、手
続き効率化等）及び産業振興に係る包括的な取組を継続した結果、BEZA の投資許認可や各種手
続きに係るワンストップサービスセンターが正式に開所される運びとなった。

（4）
•

SDGs 達成に向けた貢献
民間セクター開発分野の取組（投資促進・産業振興、起業家・企業育成等を含む上記取組）は、
SDGs の目標・指標のうち SDGs のゴール 8、ゴール 9、ゴール 17 に貢献するものであり、本
取組の着実な実施を通じ、包摂的かつ持続可能な経済成長の促進、包摂的かつ持続可能な産業化
（工業化）の促進及びイノベーションの推進に貢献した。

•

2018 年度に、機構は観光開発による各 SDGs 達成への貢献可能性について UNWTO と共同調査
を行い、観光開発は適切な目標設定により 17 全ての SDGs の達成に貢献しうる分野であり、そ
れを正当に評価するための効果測定指標の必要性が喫緊の課題として確認した。これを踏まえ機
構は、観光開発事業の効果測定のための指標の策定、また、他ドナーや自治体等、民間事業者に
よる観光関連活動も想定し、同指標の導入に関するコンセプトや分析手法などを「SDGs 達成に
資する観光開発プロジェクト指標ツールキット」として、2020 年 1 月に UNWTO と契約を締結
し、2020 年中の最終化を目標に作成を開始した。
No.1-5 農林水産業振興

関連指標

基準値

2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度
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小農による市場志向型農

展開国数

業 の推進（SHEP アプローチ

研修人数・

等）に 係 る 展 開 国 数 及 び 研 技術指導者
修実績数

小規模農民

20 か国

28

13 か国 31

14 か国

21 か国

か国

か国

3 万人

29

2,730 人

5,175 人

5,656 人

人

人

17,913 人

49,664 人

62,957 人

人

人

13 件

件

件

1,300 人

FVC に関連する事業の数（新
規）

30

4 件

7 件

5 件
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（1）フードバリューチェーン（FVC：Food Value Chain）の改善や農産物の付加価値向上に向けた具体
的な施策の実施状況
•

ASEAN フードバリューチェーン開発支援に関し、情報収集・確認調査を実施し、ASEAN+3 農林
水産分野高級実務者会合（SOM-AMAF+3：Special Senior Officials’Meeting - ASEAN Ministers on
Agriculture and Forestry +3）及び東南アジア漁業開発センター（SEAFDEC：Southeast Asian Fisheries
Development Center）の第 42 回計画委員会で ASEAN 加盟国に同調査及び形成中の技術協力プロ
ジェクトの進捗を共有した。

•

個別案件として、ミャンマー、カンボジア、ボリビア、スリランカ、ブラジル、モンゴル、ザンビ
ア等で新規の技術協力プロジェクトを、ニカラグアで課題アドバイザー専門家派遣について開始、
ないし R/D 署名を行った。これにより各国の、生産、加工、流通、販売の各段階の技術・制度に
係る能力強化を通じた農産物の品質改善や食の安全の確保による付加価値の向上を図り、もって、
生産者を中心としたバリューチェーンに参加するステークホルダーに対し所得向上の機会を提供
するなど、社会格差是正や国民の生活の底上げなど包摂的な社会構築の一翼を担っている。

•

ASEAN のみならず、アフリカ及び中南米においてフードバリューチェーン開発のための情報収
集・確認調査を実施した。JICA 食と農の協働プラットフォーム（JiPFA：JICA Platform for Food and
Agriculture）（以下 No.1-5（3）に詳述）のフードバリューチェーン関連分科会で 9 回（ASEAN1
回、アフリカ 4 回、中南米 4 回）シンポジウムを開催し、これら調査の進捗を報告するととも
に、産官学の意見交換を推進した。

（2） 小規模農家向け市場志向型農業振興（SHEP：Smallholder Horticulture Empowerment & Promotion）ア
プローチの展開
•

TICAD 7 にて、国際農業開発基金（IFAD：International Fund for Agricultural Development）と共催
でサイドイベントを開催した。機構主導の調整により、アフリカ各国の出席者（セネガル農業大
臣、マダガスカル農業大臣、ケニア農業次官、南アフリカ農業次官補等）及びササカワアフリカ
財団、民間企業（伊藤忠、三井物産）と共に、開発途上地域の小規模農家 100 万人に SHEP を通
じた生計向上を届ける共同宣言が実現した。これに先立ち、笹川財団及び伊藤忠／ Afri Venture社
と SHEP の経験を共有し、SHEP コンテンツの活用等に関する連携協力協定を締結した。また、
機構の知見・経験共有を通じて他ドナーの事業における SHEP への理解・共感が進み、IFAD は

28

TICAD V 目標値の 2014 年度から 2015 年度実績

29

同上

30

同上

31

2017 年度の集計値に誤りがあり今回是正。
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第 4 期中期計画策定時に集計した前中期目標期間の当初 4 年間の（2012-2015）実績は、17 件
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計 8 か国（レソト、マラウイ、マダガスカル、ブルキナファソ、ガーナ、ジンバブエ、エチオピ
ア、ザンビア）、世銀は計 5 か国（レソト、マダガスカル、コートジボワール、ガーナ、セネガ
ル）で SHEP アプローチの活用検討・導入が進んだ。
•

国際的な普及ネットワークである GFRAS（Global Forum for Rural Advisory Services）の全世界会
合にて SHEP アプローチを紹介した。また、同フォーラムが管理するナレッジサイトで SHEP ア
プローチが紹介されることになった。

•

これまでサブサハラ・アフリカ中心であったが、南アジア各国やモロッコ等で SHEP を紹介した。
その結果、バングラデシュの現地企業が SHEP アプローチを導入したほか、バングラデシュ、ス
リランカから SHEP 技術協力プロジェクトの要請書を受領し、採択された。SHEP を活用した事
業の各国知見共有のため、SHEP 国際ワークショップをセネガル（中西部アフリカ対象・12 月）、
南アフリカ（英語圏アフリカ対象・2 月）及びエジプト（アラブ圏対象・3 月）の計 3 回実施し、
自国の SHEP アプローチの質の向上に向けた各国の課題及び優良事例の共有、グループ討議等を
実施した。

（3）
•

農林水産分野の人材育成と産学官連携の一層の推進（JICA 食と農の協働プラットフォーム）
SDGs ゴール 2、14 の達成に貢献するための産官学の情報共有・協働体制メカニズムとして、こ
れまでの大学との連携（農学知的支援ネットワーク（JISNAS：Japan Intellectual Support Network in
Agricultural Sciences））に加え、機構のイニシアティブで JiPFA を設立した。これにより、企業
の海外展開と地方創生（農業の活性化）の両立を実現する具体的な「場」が発足した。JiPFA は
13 の分科会から構成され、うち 10 の分科会でセミナーを実施、設立フォーラムを含めて 1 月
下旬で延べ約 1,340 人が参加した。会員は 3 月末で 414 人・団体である。技能実習制度の課題
が社会問題として取り上げられる中、JiPFA の枠組みを活用して農業・水産業の分野で技能実習
制度と ODA の協働を図り、一例としてラオス政府、香川県ファーマーズ協同組合、機構間の連
携協定締結による開発途上地域・日本双方の地域活性化に資する活動が始動した。

•

産学官の各活動指針と係る情報共有・発信・調査（① FVC に係る ASEAN・アフリカ・中南米、
②農業機械、③スマートフードチェーン、④外国人材活用）、民間等（JA 全中、豊田通商、伊藤
忠商事、香川県ファーマーズ協同組合、キリンフォールディングス）との連携協定締結による人
材育成を中心とした開発途上地域・日本双方の地域活性化に資する体制がスタートする等、所期
の目的である企業の海外展開を通じた日本と開発途上国の Win-Win 関係構築の足掛かりの機会
提供を順調に遂行している。外部関係機関（一般社団法人海外コンサルタンツ協会（ECFA：
Engineering and Consulting Firms Association）、海外農業開発コンサルタンツ協会（ADCA：
Agricultural Development Consultants Association）、日本農業新聞の他、日本技術士会、日本シニア
起業支援機構、等）からの依頼による講演で JiPFA の活動紹介を行った。

（4）その他の活動
•

キルギスでの Best Exporter 賞、栄誉賞受賞：キルギス「一村一品・イシククリ式アプローチの
他州展開プロジェクト」が支援する現地公益法人の OVOP ＋ 1 が、2016 年に引き続きキルギス
経済省が認定する Best Exporter 賞（同国の輸出を通じた経済発展に貢献する 25 部門について各
部門で 1 社が表彰され、式典には首相も参加）を受賞した。また、同プロジェクト及び生産農家
組織による一村一品運動体制の強化が認められ、キルギス大統領より栄誉賞が授与された。加え
て、良品計画（MUJI）との連携を継続し、フェルト製品等が商品化された。

（5）

SDGs 達成に向けた貢献
1-22

FVC に関し、生産者から消費者まで正当な対価や価値を得られるための仕組み（SDGs ゴール 1、

•

ゴール 2、ゴール 5、ゴール 8）の構築に係る基礎調査を ASEAN、アフリカ、中南米で実施した。
また、SHEP に関し、SDGs ゴール 17「パートナーシップで目標達成」を手段として広く他の目
標達成を推進するため、アフリカ各国の政府、NGO、国際機関、民間企業など多様なパートナー
と連携して、TICAD 7 で小規模農家 100 万人の生計向上を目指した新たな取組宣言を行った。
JiPFA は食料安全保障や栄養改善（SDGs ゴール 2）、女性を中心とする金融包摂（SDGs ゴール

•

1、SDGs ゴール 5）、フードバリューチェーン構築を通じた経済成長（SDGs ゴール 8）、持続
可能な水産資源利用（SDGs ゴール 14）における案件の発掘・形成に係る調査や最新情報発信に
係るシンポジウムを複数回実施し、食と農の分野における日本の産学官連携を通じた SDGs 達成
に係る活動の実施やメールマガジンの配信による広報を行った。
No.1-6 公共財政管理・金融市場等整備

関連指
標

基準値

財政運営及び金融に係る研修実績

328 人

数
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（1）
•

2017 年

2018 年

2019 年

2020 年

2021 年

度

度

度

度

度

393 人

319 人

265 人

人

人

経済活動を支える金融市場 / システムの育成推進
ミャンマー保険市場の育成：2012 年に民間参入が認められたばかりの同国保険市場において、適
切な競争や保険会社の健全な運営を促し、保険契約者の利益にかなう健全な市場育成に向けた制
度整備を図るために、金融庁及び関係機関が機構専門家とともに策定し、2018 年6 月にミャンマ
ー政府に手交した「ミャンマー保険セクター支援計画（COMPASS（Comprehensive Map of Proactive
Assistance）for the Future of Myanmar’s Insurance Sector）」に基づき、技術協力プロジェクト「保険
セクター育成プロジェクト」を通じた支援を実施した。保険当局の監督能力の強化や法制度整備
支援の他、自動車保険料率検証のためのデータ収集や生命保険商品の開発等、同国の保険市場の
発展に寄与する支援を実施した。11 月には、ミャンマー保険市場の外資企業への開放が実現し、
同国保険市場のポテンシャルや改善されつつある制度環境を踏まえ日系 6 社を含む外国保険会
社の参入の実現につながり、保険普及率が ASEAN の他国に比して低い同国において、今後保険
市場の発展の加速化に向けた大きな進展となった。

•

ミャンマー中央銀行支援・決済システム近代化：無償資金協力「中央銀行業務 ICT システム整備
計画」によりミャンマー初の国内銀行間決済システム整備を支援し、2016 年 1 月に同システム
は無事稼働開始した。同無償資金協力は 2018 年度事後評価において妥当性、有効性、インパク
トが評価され、総合評価 A となった。国内銀行の電子化やモバイルバンキング等の新たなニーズ
に対応すべく、ミャンマー中央銀行基幹システムの機能拡充に向けた無償資金協力を新たに実施
中

•

（「金融市場インフラ整備計画」、2018 年度に贈与契約締結）であり、同事業の仕様確定や開発
作業にあわせ、実施中の「資金・証券決済システム近代化プロジェクト」を通じて、市中銀行シ
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前中期目標期間実績（2012-2015）平均
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ステムとの直接接続や、モバイルバンキングを含む小口決済機能、災害対策サイト設置等の新し
い機能・基盤が効果的に運用されるためのガイドラインやマニュアル等制度整備や人材育成を実
施した。また、これら金融インフラの構築の進展とともに、中央銀行の中核業務となる金融政策
に関する人材育成を推進した。
•

資本市場整備支援：ミャンマー、ベトナム、モンゴルにおいて、金融機能強化に資する資本市場
整備支援を実施した。特に、ベトナムでは技術協力プロジェクト「株式市場の公正性及び透明性
改善に向けた能力向上プロジェクト」を開始し、2019 年に国会承認された証券法の改正にあわせ、
今後見直しが必要な上場基準の見直し等ベトナムが直面する課題に対応した研修を実施した。

•

フィリピン信用リスクデータベース構築：フィリピンにおいて、担保に依存しない融資促進を通
じた中小企業振興や金融システム強化に資する取組として、日本独自の手法である企業財務・信
用情報を集積した統計的スコアリングモデルを構築するための技術協力プロジェクトを開始した。

•

ウクライナ金融・財政安定化支援：機構専門家（財務大臣アドバイザー）の業務の成果により、
国有銀行社外取締役会の設置が実現する等、不良債権処理を進めていくための体制作り及びガバ
ナンス強化に貢献した。また、2020 年 2 月、日本銀行総裁経験者による講演を首都キエフ及び
地方都市にて実施し、日本の過去の政策課題（1990 年代後半の金融危機への対応やデフレに係る
政策議論）への中央銀行としての対応や課題及びその役割等について、大所高所から日本銀行の
知見・経験を共有し、財務大臣、中銀総裁や国会議員をはじめ、関係者から好評を得た。特に最
大の課題である不良債権処理問題に関してウクライナ側政府高官の理解・認識が深まり、今後の
不良債権処理の進展が期待される。

（2）
•

財政基盤の強化
国内歳入強化に向けた税務行政支援：徴税強化に向け各国の発展段階や置かれた環境に基づくニ
ーズにきめ細やかに対応し、ラオスやドミニカ共和国において、税務実務の改善や納税者管理改
善等の税務行政改善に向けた技術協力プロジェクトを新たに開始した。特に、モンゴルでは、四
半世紀ぶりの本格的な税法改正が実現したが、実施中の技術協力プロジェクト「国税庁徴税機能
強化及び国際課税取組支援プロジェクトフェーズ 2」を通じ、徴税強化に向けた自力執行権の新
規導入や国際課税への対応に係る提言が反映され、同国の税務行政の近代化に向けた大きな進展
となった。

•

財政安定化や効果的な公共財政管理に向けた支援：財政安定化問題に直面し、公共投資事業の効
率的な計画・実施が課題になっているラオス、モンゴルに対し、公共投資管理の改善に向けた人
材育成や能力向上に係る技術協力プロジェクトを継続した。また、2020 年 2 月には国際通貨基
金（IMF：International Monetary Fund）との共同国際シンポジウムにて、機構による同分野支援の
経験を共有した。さらに、多額の対外債務を抱えマクロ経済に不安を抱えるモルディブを対象に、
持続的な国家財政運営に向けての政策助言を行うべく「マクロ経済・財政政策アドバイザー」に
よる技術協力を開始し、IMF、世銀、米国財務省等との協力内容の調整を行った上で、高度な専門
知識を有する専門家により政策助言とともに、政府の財政政策の立案・実施能力強化を支援した。
加えて、ラオスでは、日本側有識者、財務省財務総合研究所及びラオス側関係機関とともにマク
ロ経済に関する専門的な分析を行い、同国の債務見通しや債務管理能力強化に必要な対応策を含
む、財政安定化のための分析・提言を実施した。2020 年 1 月、ソムディ副首相兼財務大臣への
報告を行うとともに、ラオス政府関係者や IMF、世銀等に対する最終報告会を実施した。提言内
容は同国の次期国家社会経済開発 5 カ年計画（2021 ～ 2025 年）への反映や、具体的な対策を
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講じることを含めラオス政府にて今後検討予定である。その他、「JICA- 世銀連携プログラム：公
的債務とリスク管理」に係る課題別研修では、債務持続可能性に係る国際的な関心が高まるなか、
公的債務管理の主要な財政リスクである偶発債務に係る分析手法なども取り入れ、開発途上国の
財政管理に係る課題に対応した研修プログラムを提供した。
（3）関税の適正かつ公平な徴収と貿易円滑化の推進
•

ASEAN 域内の連結性向上に向けた税関分野支援：タイやラオスにおいて、税関リスクマネジメ
ントの強化に向けた専門家派遣を実施した。また、無償資金協力により整備され、2016 年に稼働
開始したミャンマー通関システム（MACCS：Myanmar Automated Cargo Clearance System）の効果
的な運用による税関業務改善及び税関行政能力強化を引き続き支援した。特に、稼働後初めて迎
える同システムのハードウェア更改をミャンマー税関が自律的かつ円滑に実施できるよう支援し
た。また、日本最初の通関システム整備に係る無償資金協力として、2014 年に稼働開始したベト
ナム通関システム（VNACCS：Viet Nam Automated Cargo Clearance System）は、事後評価において
税関手続きの電子化に伴う効率化等が発現しているとして、総合評価 A となった。これら支援を
通じ、「自由で開かれたインド太平洋」に基づく ASEAN 域内の連結性向上が期待される。

•

アフリカ大陸自由貿易圏推進につながる貿易円滑化支援：これまで機構の支援によりワンストッ
プ・ボーダーポスト（OSBP：One Stop Border Post）正式稼働が実現したナマンガ国境（ケニア－
タンザニア間）やルスモ国境（ルワンダ－タンザニア間）の実績を踏まえ、東アフリカ共同体（EAC：
East African Community）地域において他国境への OSBP 導入支援を実施し、ルスモ・マラバ国境
（ケニア－ウガンダ間）やガトゥナ / カトゥナ国境（ウガンダ－ルワンダ間）における両国国境関
係者間の制度・手続き調和化に向けた議論を推進した。また、世界税関機構と連携し、EAC 及び
南部・西部アフリカにおいて、税関行政改善に資する指導員（マスター・トレーナー）を育成し
た。さらに、EAC 域内の国境管理強化に資する税関検査機材整備のための無償資金協力の G/A
を締結した。南スーダンでは、HS コード（貿易対象品目を分類してコード化したもの）を導入す
るとともに、域内の連結性向上に向けた原産地規則を含む新たな支援を開始した。TICAD 7 の本
会議及びサイドイベントにおいてもアフリカ大陸自由貿易圏の推進に資するソフト面の連結性向
上策の一つとして、これら OSBP 導入支援や税関分野支援の重要性について出席者の賛同を得た。

（4）SDGs 達成に向けた貢献
•

SDGs ターゲット 8.10「国内の金融機関能力を強化し、すべての人々の銀行取引、保険及び金融
アクセスを促進・拡大する」に資する案件として、ミャンマーで近年増加するモバイル決済等決
済サービスの多様化に対し、既述のとおり、無償資金協力・技協協力による中央銀行支援を通じ
た金融サービスアクセス改善に取り組んだ。

•

SDGs ターゲット 8.a「後発開発途上国への貿易関連技術支援のための拡大統合フレームワーク
（EIF）などを通じた支援を含む、開発途上国、特に後発開発途上国に対する貿易のための援助を
拡大する」に資する案件として、既述のとおり、通関システムを含む ASEAN 諸国に対する税関
分野能力向上やアフリカ地域での OSBP 推進や税関分野人材育成を通じた貿易円滑化に向けた
支援を実施した。

•

SDGs ターゲット 16.6「あらゆるレベルにおいて、有効で説明責任のある透明性の高い公共機関
を発展させる」に資する案件として、既述のとおり、公共投資管理に係る能力強化を実施した。

•

SDGs ターゲット 17.1「課税及び徴税能力の向上のため、開発途上国への国際的な支援なども通
じて、国内資源動員を強化する。」に資する案件として、既述のとおり、アジア地域を中心に徴
1-25

税能力向上に向けた支援を実施した。
３－３．指摘事項への対応
＜指摘事項＞
持続的な経済成長の基礎の形成を支援するため、強靭性、持続可能性、包摂性に留意しつつ、業務
実績報告書の「事業上の課題及び対応方針」に記載されているような、類似事業間での経験・知見の
共有や、クラスター・サブクラスターを基としたアプローチの強化、公共財政管理・金融市場等整備
分野の技術協力を担える人材の発掘等に取り組むことを期待する。その際、「自由で開かれたインド
太平洋」等の政策への貢献や G20 TICAD 等の国際イベントの機会を見据えた着実な事業形成・実施
にも留意ありたい。また、有識者からの意見に記載されているように、事業に対する目標設定や、予
算管理体制の甘さに疑いをもたれないよう、適切・効果的な事業実施に努めることを期待する。
（2018
年度主務大臣評価報告書、No.1「開発途上地域の経済成長の基礎及び原動力の確保」）
＜対応＞
中期目標における「日本の開発協力の重点課題」をクラスター、各クラスターにおける重点的な
取組をサブクラスターと位置づけ、国内外の関係者との連携を促進しながら、クラスター単位での
アプローチの強化・事業効果の最大化に取り組むとともに、類似事業間での経験・知見の共有等を
推進した。
「都市・地域開発」クラスターでは、「持続可能な都市開発／スマートシティ」、「回廊・地域
開発」のサブクラスターを立ち上げた。特に、「持続可能な都市開発／スマートシティ」では、
TICAD 7 のサイドイベント及び招聘事業を通じた案件の具体化、日 ASEAN スマートシティハイレ
ベルネットワーク会合を見据えた計画策定等を行った。
「運輸交通・ICT」クラスターでは、「道路アセットマネジメント」のサブクラスターを立ち上
げ、道路インフラ維持管理に関する我が国知見・技術の集約と開発途上国各国開発課題への柔軟な
適用促進、留学生受入による中核人材育成、複数の援助手法による包括的支援の効率的・効果的な
実施を目指して取り組んだ。
「質の高いエネルギー供給とアクセスの向上」クラスターでは、「エネルギーアクセス向上」、
「低炭素エネルギー利用」、「持続可能な資源管理」のサブクラスターを立ち上げた。「エネルギ
ーアクセス向上」サブクラスターでは、TICAD 7 等の機会を通じて、本邦企業や開発途上国政府要
人、他ドナー関係者との対話を行い、サブサハラ・アフリカにおけるエネルギーアクセス向上のた
め一層の民間資金活用・官民連携の重要性を確認した。「低炭素エネルギー利用」サブクラスター
では、「ハイブリッド・アイランド・アプローチ」に引き続き取り組み、エネルギー・セキュリテ
ィの向上を通じて「自由で開かれたインド太平洋」にも貢献した。
「民間セクター開発」クラスターでは、「アジア地域投資促進・産業振興」、「起業家・企業育
成プラットフォーム（アジア地域以外）」、「持続可能な観光開発プラットフォーム構築」のサブ
クラスターを立ち上げた。また、TICAD 7 の機会をとらえ、カイゼンと起業家支援によるイノベー
ティブビジネスの重要性を発信した。さらに、機構が UNWTO と共同で進めている「観光開発
SDGs 指標ツールキット」が G20 観光大臣会合の宣言において言及され、広く活用されることに期
待が表明された。
「農林水産業振興」クラスターでは、「フードバリューチェーン（FVC）」、「小規模農家向け
市場志向型農業振興（SHEP）」、「農業基盤整備」のサブクラスターを立ち上げた。特に
「SHEP」では、従来のアフリカに加え、南アジア、中南米、中東にも展開する「100 万人の農民に
SHEP アプローチを」を掲げ、目標達成の推進手段として、①民間企業等との連携協定締結、②各
地域を対象にした課題別研修の拡充、③ 各地域での国際ワークショップの開催、④ SHEP トレー
ナー認定制度の開発等に取り組んだ。また、民間企業との連携による開発途上国の農業分野におけ
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る課題解決を目指して JiPFA を立ち上げ、21 回のセミナー、6 回の調査を実施したほか、多数の
情報発信を通じて産学官連携の場としての実績を積み上げた。
「公共財政管理・金融市場等整備」クラスターでは、「関税の適正かつ公平な徴収と貿易円滑
化」、「国家財政の基盤強化」、「金融政策の適切な運営と金融システムの育成」、「金融包摂の
実現による貧困削減」のサブクラスターを立ち上げた。また、TICAD 7 の機会を捉え、アフリカに
おける貿易円滑化に向けた取組実績を発信した。さらに、財政分野においては、国内関係機関への
発信・働きかけを通じ技術協力人材の発掘に注力しつつ、G20 等での議論やイニシアティブ（質の
高いインフラ投資に関する G20 原則）を踏まえた案件形成や運営を推進した。

３－４．年度評価に係る自己評価
＜評定と根拠＞
評定：S
根拠：評価指標の目標水準を大幅に上回る成果を上げていることに加え、「独立行政法人の評価に関す
る指針」（平成 26 年 9 月 2 日総務大臣決定）及び「外務省所管独立行政法人の業務実績の基準につ
いて」（平成 27 年 3 月外務省）に掲げられた S 評定の根拠となる質的な成果（目標策定時に想定
した以上の政策実現に対する寄与）を満たしており、中期計画における所期の目標を上回る顕著な成果
が得られていると認められる。
具体的には、開発途上地域の経済成長の基礎及び原動力の確保に貢献した。特に、①自由で開かれた
インド太平洋に資する取組の推進及び本邦企業の海外展開への貢献（日本・カンボジア友好橋の改修、
ミャンマーへの海外直接投資促進と本邦企業の進出、ミャンマーの港湾やモンゴルの空港における本邦
企業のターミナル運営、ケニアでの本邦企業の道路維持管理技術の定着）、②協力成果の発現とそれに
対する相手国等の高評価（インドネシア、インド、キルギス、タジキスタン、コスタリカ、アゼルバイ
ジャン）、③機構イニシアティブによる大きな成果（「アフリカ・カイゼンアワード」の初開催、日本
のベンチャーキャピタルとの初の事業連携を通じたアフリカ起業家支援、「北海道倶知安宣言」におけ
る「観光開発 SDGs 指標ツールキット」の明文化、日本の地方創生にも資する JiPFA 設立、ミャンマ
ー保険市場の外資企業への開放）等、特筆すべき成果をあげた。
ア 都市・地域開発
◎

タイでの新たな都市開発に向けた国家計画・戦略への貢献【②】：タイが抱える高齢化等の社会問題
を踏まえ、地方都市の特徴や将来を見据えた都市開発のコンセプトを確立し、事業実施メカニズム
手法を策定。その結果、タイ政府は第 12 次国家経済社会開発計画及び 20 か年国家戦略に機構事
業で提案した新たな地方都市開発の方向性を反映。参加型の都市計画策定手法の他都市への展開等
を目的に実施機関内に都市計画局が新設。

○

持続可能な都市・地域開発に貢献する M/P 等を 5 件作成（①人々のライフスタイルや価値観
を重視したまちづくり（ミャンマー、マダガスカル等）
、②公共交通志向型都市開発（ラオス、インドネシア）
、
③都市と地域の均衡ある発展（中米 6 か国等）
。
）

○

タイ・バンスー地区のスマートシティ構想策定支援として、スマートシティ開発に向けた組織や
事業
モ デル、ロードマップ等を提案。

○

インドネシア中部スラウェシ復興支援として、ハザードマップ及び空間計画の作成、インフラ復
興計画の作成、生計回復事業の実施を支援。

イ 運輸交通・ICT
◎

日本・カンボジア友好橋の改修完了【④】：ベトナムのホーチミンからカンボジアのプノンペンを経
由してタイのバンコクにつながる東南アジアの南部経済回廊の要所に位置するチュルイ・チョンバ
ー橋（日本・カンボジア友好橋）の改修が完了。開通式典に出席したフン・セン首相の高い評価を
得て、両国間の友好関係の強化に大きく寄与。
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◎

ミャンマーの港湾ターミナルでの本邦企業等のコンソーシアムによる運営開始【⑤】：ミャンマーで
円借款を通じて支援したティラワ地区港にて、機構の側面支援を経て、㈱上組、STJ Thilawa Terminal
Co., Ltd.（住友商事㈱、豊田通商㈱、㈱ JOIN の合弁企業）
、ミャンマー物流企業のコンソーシアムが
運営を開始。

◎

モンゴルで整備した国際空港のターミナル運営権を本邦企業が獲得【①⑤】：円借款及び技術協力
で支援している新ウランバートル国際空港の事業運営権を本邦企業が獲得。機構は同空港の建設と
並行し、運営管理等に係る技術協力を通じ本邦企業の運営権交渉を側面支援。

◎

本邦企業の道路維持管理の新技術がケニアで定着【②⑤】：機構が設立した道路アセットマネジメ
ントプラットフォームを通じて、国内の道路アセットマネジメントに関する技術の海外展開に向け
て国内研究者と意見交換を重ね、開発途上国での活用が期待できる JIP テクノサイエンス㈱が開発
した道路の平坦性を簡易に測定可能な路面性状把握システム i-DRIMS をケニアの機構事業にて試
行的に導入。その結果、ケニア全土の道路にて年 1 回の路面性状計測が定着。同社代理店契約が締
結され、ケニア関係機関が購入。

◎

インドネシア都市高速鉄道事業による利便性の大幅改善、土木学会賞受賞【④】：円借款で整備した
ジャカルタMRT 南北線が本格運行し、ラッシュ時の移動時間の短縮（片道 1 ～ 1.5 時間→約 30
分）等、利便性の大幅な改善に貢献。本事業は、マスタープラン策定から建設・人材育成まで上流
段階からオールジャパンによる取組で完成させた初の海外都市鉄道事業として、令和元年度土木学
会賞（技術賞）を受賞。同賞は「土木技術の発展に顕著な貢献をなし、社会の発展に寄与したと認
められる画期的なプロジェクト」を表彰する 90 年余りの歴史があるもの。

◎

タジキスタン、インドにおける受賞【④】：タジキスタンで道路分野の課題解決に向けた取組が高く
評価され、同国運輸大臣より専門家チームが「名誉ハイウェイ・エンジニア賞」を、同チームの現
地スタッフが「奨励賞」を受賞。過去 10 年間で外国人による受賞は、中国人技術者に次いで 2 例目。また、イ
ンドのデリー高速輸送システム建設事業に関し、バリアフリー環境の実現への貢献が評価され、
「National Award for the Empowerment of Persons with Disabilities」を受賞。さらに、インドのチェンナ
イ地下鉄建設事業の実施機関が同事業の市民に対する貢献度の高さから「National Project Excellence
Award」を受賞。

○

道路アセットマネジメント関係の長期研修で新たに 4 か国 6 人の受入を開始し、2019 年度は
6 か国 10 人に拡大。

○

港湾・空港施設建設及び運営維持管理、海上保安等に係る協力を実施（ミャンマー、モンゴル、
バングラデシュ、ジブチ等）。

○

自然災害リスクの最小化、へき地でのアクセスや社会的弱者の利用を想定した環境整備等を実施
（バヌアツ、モルディブ）。

○

無償資金協力案件の協力準備調査 4 件で BIM/CIM（Building Information Modeling / Construction
Information Modeling）を試行導入。

○

都市鉄道システムの構築（ミャンマー等）
。

ウ 質の高いエネルギー供給とアクセスの向上
◎

インド、アゼルバイジャン、中南米での受賞・受勲【④】：インド・バンガロール市での配電自動
化事業を中心とした取組が高く評価され、機構が SKOCH Award の最上位の表彰を受賞。同賞は同
国の発展に金融、テクノロジー、Social Inclusion 等で際立った功績を残した組織に送られる。また、
アゼルバイジャンの円借款「シマル発電所建設事業」で同国の電力の 10％を供給するシマル複合火
力発電所の 2 号機完工を受け、設計から完工まで約 12 年にわたり尽力した専門家が同国大統領
より「進歩勲章」を受勲。さらに、三菱日立パワーシステムズ㈱のタービンも導入されたコスタリ
カの地熱開発による再生可能エネルギー事業が「中南米カリブ地域の地熱関係者が集う会合」で地
熱最優秀賞を受賞。同事業の完成式典にはコスタリカ大統領も参加。

○

電力エネルギー分野の M/P を策定・実施支援（ブータン、パキスタン、ラオス等）。発電所の
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運営・維持管理や、送配電網の保守能力強化を実施（アジア、大洋州、中東、アフリカ各国）。
○ 「ハイブリッド・アイランド・プログラム」やソロモン再生可能エネルギーロードマップの策定
等を通じ、再生可能エネルギーの導入を促進。
○ 「資源の絆プログラム」で 13 か国 24 人の留学生を受入（累計 107 人）、海外フィールド調査
30 件、本邦企業等でのインターンシップ等 22 件を実施。
エ 民間セクター開発
◎

品質管理の取組における受賞【④】：日本デミング賞委員会より機構プロジェクト関係者が「海外
推進、普及功労賞」を受賞。同賞は品質管理（TQM：Total Quality Management）の普及・推進に関
し、優れた業績のあった者として 3 ～ 5 年に 1 度の頻度で原則 1 人が選ばれるもの。

◎

アフリカ・カイゼンアワードの初開催【②】：アフリカカイゼン年次会合を開催し、アフリカ、ア
ジア、中南米から政策立案者（大臣、次官等）、生産性向上を推進する機関の実務者、企業、学者
等約 200 人の参加を得て、各国の知見共有及びネットワーク化を推進し、TICAD 7 に向けた提言
を取りまとめ。機構イニシアティブでアフリカ地域を対象にカイゼン優良企業を表彰する「アフリ
カ・カイゼンアワード」を初開催し、関係各国で広く報道されたほか、国内で独自にカイゼンアワ
ードを企画する国が複数出てくる等、アフリカにおけるカイゼン活動の更なる活性化を促進。

◎

日本のベンチャーキャピタルとの初の事業連携を通じたアフリカ起業家支援【③⑤】：日本のベン
チャーキャピタルである㈱サムライインキュベートに対し、アフリカ起業家向けの新規ファンドの
設置・運用を通じた知見の整理、及び機構への提言取りまとめについて調査委託。日本のベンチャ
ーキャピタルとの初の事業連携となり、新たな知見の活用及び 20 億円規模の民間資金の動員が期
待される。

◎

北海道倶知安宣言における「観光開発 SDGs 指標ツールキット」の明文化【①④】：G20 観光大臣
会合で採択された「北海道倶知安宣言」に、機構主導で世界観光機関（UNWTO：The World Tourism
Organization of the United Nations）と連携して開発中の「観光開発 SDGs 指標ツールキット」が SDGs
に対する観光の貢献の最大化に資する事業という位置付けでバイドナーの事業で唯一明文化。

◎

ミャンマーへの海外直接投資促進支援における大きな進展【②⑤】：ミャンマーでの直接投資促進
に向けた包括的な取組（産業振興施策の計画・実施に向けた投資促進政策アドバイザー派遣、ティ
ラワ経済特区の特別目的会社への海外投融資、周辺インフラ整備に係る円借款、投資許認可手続き
等の能力強化に係る技術協力）の結果、トヨタ自動車㈱が完成車工場建設による同国初進出を決定。
同社の新規工場建設による ASEAN 域内への進出は 1996 年のベトナム以来 24 年ぶり。また、ミ
ャンマーの知的財産制度に係る助言を継続した結果、著作権法が 100 年以上ぶりに改正され、国際
的な基準を満たした知的財産法制が整備。

○

アジア地域では、本邦企業と現地企業のリンケージ強化を通じ、現地の産業、企業及び人材を育
成。アジア以外の地域では、企業の能力強化を通じて民間セクター主導の成長を加速。

○

ベトナム日本センターでは経営塾コースが人気を博し、2009 年開始時の年間 1 コース 16 人か
ら 4 コース 120 人に拡大。コース受講者の一部を対象とした CEO 商談会を実施。日本企業 89
社・越企業24 社が参加して 162 件の商談を設定し、日越企業とも約半数が一定の合意。

○

高度人材育成機能強化のため、産業振興や産業人材育成に資する各国拠点大学の教育・研究・運
営能力強化や本邦大学等とのネットワーク強化に向けた事業を実施（SEED-Net、PAUSTI、E-JUST
等）。

オ 農林水産業振興
◎

地方創生にも資する JICA 食と農の協働プラットフォーム（JiPFA）設立【②⑤】：産学官の情報
共有・協働体制メカニズムとして機構イニシアティブで JiPFA を設立。従来の産学官連携は開発途
上国の課題解決に主眼が置かれていたが、JiPFA は企業の海外展開と地方創生の両立を実現する具
体的な「場」として発足（会員：414 人・団体、分科会・セミナー等に累計 1,340 人参加）。

◎

キルギスでの Best Exporter 賞、栄誉賞受賞【④⑤】：キルギス一村一品・イシククリ式アプロー
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チの他州展開プロジェクトが支援する OVOP ＋ 1 が、同国経済省が認定する Best Exporter 賞を
受賞。同賞は同国の輸出を通じた経済発展に貢献する25 部門について各部門で1 社が表彰される
もの。加えて、キルギス大統領より栄誉賞を受賞。さらに、良品計画（MUJI）との連携を継続して
フェルト製品等が商品化。
○

TICAD 7 にて、IFAD（International Fund for Agricultural Development）と共催でサイドイベント
を開催し、アフリカ各国政府関係者、ササカワアフリカ財団、民間企業と共に、開発途上地域の
小規模農家 100 万人に SHEP（Smallholder Horticulture Empowerment Project）を通じた生計向上
を届ける共同宣言を実現。アフリカ以外に、南アジア各国やモロッコ等でも SHEP を紹介。

○

ASEAN フードバリューチェーン開発支援に係る情報収集・確認調査（ASEAN、アフリカ及び中
南米）及び個別事業を実施。

カ 公共財政管理・金融市場等整備
◎

ミャンマー保険市場の外資企業への開放実現【②⑤】：2012 年に民間参入が認められたばかりのミャ
ンマー保険市場にて、保険当局の監督能力の強化等同国の保険市場の発展に寄与する支援を実施。
その結果、ミャンマー保険市場の外資企業への開放が実現し、日系 6 社を含む外国保険会社が参
入。保険普及率が ASEAN の他国に比して低い同国で、保険市場の発展の加速化に向けた大きな進
展となった。

◎

モンゴルでの本格的税法改正【②】：モンゴルでは、徴税強化に向けた自力執行権の新規導入や国
際課税への対応等の機構事業を踏まえた提言が、四半世紀ぶりの本格的な税法改正に反映された。

○

金融市場 / システムの育成推進（保険市場育成、資本市場整備）
、財政基盤の強化（税務行政支援、
財政安定化や効果的な公共財政管理に向けた支援）
、 関税の適正かつ公平な徴収と貿易円滑化の
推進（ASEAN 域内の連結性向上に向けた税関分野支援）等を実施。

○

ASEAN 域内の連結性向上に向けた税関分野の支援を実施（タイ、ラオス、ミャンマー等）。ア
フリカ大陸自由貿易圏推進につながる貿易円滑化支援として、東アフリカ共同体地域において国
境（ケニア－ウガンダ間、ウガンダ－ルワンダ間）への OSBP（ワンストップ・ボーダーポスト）
導入に向けた議論を推進。

＜課題と対応＞
引き続き「自由で開かれたインド太平洋」、「質の高いインフラ輸出拡大イニシアティブ」等の政策
を踏まえつつ、2019 年度より導入・推進しているクラスター及びサブクラスターのアプローチによ
り事業の戦略性を高めたうえで、事業を着実に形成・実施するとともに、積極的に対外発信すること
で、国際的な援助潮流の形成に貢献する。

３－５．主務大臣による評価
評定：Ｓ
＜評定に至った理由＞
開発途上地域の経済成長の基盤及び原動力の確保に向けた取組について、機構の活動として、以
下の実績が認められる。
（定量的実績）
【指標 1-6】
「Innovative Asia 公約達成のための育成人材数」が目標値（150 人）を約 22.7％上回る
184 人となり、中期目標期間において着実に指標を達成していると考えられる。
「ABE イニシアテ
ィブ公約達成のための育成人材数（長期研修等）
」は、2018 年度に目標を達成した。
（定性的実績）
１．都市・地域開発
目標・計画の達成状況：年度計画を踏まえ、持続可能な都市・地域開発に貢献する M/P の策定支
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援、スマートシティを通じた持続可能な都市開発の推進、インドネシア中部スラウェシ地震の復興
支援事業等を通じた被災地のより良い復興や都市防災の実現等を着実に実施したことを確認した。
特筆すべき実績：タイにおいて 6 つの地方都市の都市開発計画を策定するとともに、高齢化社会
への対応や観光振興などに関するパイロットプロジェクトを実施した結果、事業で提案した新たな
地方都市開発の方向性が、タイ政府の第 12 次国家経済社会開発計画及び 20 か年国家戦略に反映
された。また、同事業において活用された参加型の都市計画策定手法を他都市に展開すること等を
目的に、都市計画局が新設された。こうした成果は、相手国政府の意志決定に大きく貢献した取組
として評価される。
指標：
【指標 1-1】
「都市・地域の持続可能性に留意したマスタープラン策定支援及び制度・組織
等の能力開発支援の実施状況」に関して、上記の定性的な実績のほか、関連指標はいずれも基準値
並、または大きく上回る水準となった。
２．運輸交通・ICT
目標・計画の達成状況：年度計画を踏まえ、道路アセットマネジメント人材育成支援、新たな都
市鉄道システムの構築、アジア・アフリカ地域における物流の円滑化及び安全性の向上、ICT の活
用（X-TECH の促進）による開発事業の効率化及び効果の拡大等を着実に実施したことを確認。
特筆すべき実績：主要な外交政策の一つである自由で開かれたインド太平洋（FOIP）の実現に貢
献する質の高いインフラ整備がカンボジア等で実施され、相手国政府からも地域の経済成長の基礎
を築くとして高く評価された。また、機構が支援したミャンマーのティラワ地区港にて本邦企業を
中心とするコンソーシアムが運営を開始したことや、機構が支援しているモンゴルの新ウランバー
トル国際空港の事業運営権を本邦企業が獲得したこと、パラオにおいて本邦企業が参画する「国際
空港ターミナル拡張・運営事業」の L/A が調印されたこと、機構が設立した道路アセットマネジメ
ントプラットフォームの活動を通じて、道路維持管理に係る本邦企業の新技術がケニアで定着した
こと等は、事業を通じて本邦企業・技術の海外展開に貢献した取組として評価される。
さらに、インドネシア都市高速鉄道事業が、上流段階から建設・人材育成までオールジャパンに
よる取組で完成させた初の海外都市鉄道事業として令和元年度土木学会賞（技術賞）を受賞したこ
と、タジキスタンにおける道路維持管理に係る技術協力の取組を通じ、専門家チームが「名誉ハイ
ウェイ・エンジニア賞」等を受賞したこと、インドのデリー高速輸送システム建設事業がバリアフ
リーの取組を評価され「National Award for the Empowerment of Persons with Disabilities」を、
チェンナイ地下鉄建設事業が「National Project Excellence Award」をそれぞれ受賞したこと等、
事業の品質について外部より高い評価を受けていることが認められる。
指標：
【指標 1-2】
「地域・越境インフラを含む質の高い、安全・安心で、持続可能かつ強じんな運
輸交通インフラ及び ICT 環境整備に係る支援の実施状況」に関して、上記の定性的な実績のほか、
関連指標では運輸交通に係る研修実績に減少が見られた一方、運営・維持管理の協力等は引き続き
前期中期計画期間実績平均を大幅に上回るペースで実施された。
３．質の高いエネルギー供給とアクセスの向上
目標・計画の達成状況：年度計画を踏まえ、低炭素エネルギー利用への貢献、エネルギーアクセ
ス向上への貢献、
「資源の絆プログラム」の質向上等を着実に実施したことを確認した。
特筆すべき実績：インドにおいて、バンガロール市での配電自動化事業を中心とした取組が高く
評価され、機構が SKOCH Award の最上位の表彰を受賞したほか、コスタリカの地熱開発事業が
「中南米カリブ地域の地熱関係者が集う会合」で地熱最優秀賞を受賞するなど、事業の品質につい
て外部より高い評価を受けていることが認められる。
指標：
【指標 1-3】
「質の高いエネルギー供給の確保及びエネルギーアクセスの改善に資する低廉・
低炭素・低リスクをバランスよく満たす電源開発や効率的なエネルギーシステム等に係る支援の実
施状況」に関して、上記の定性的な実績のほか、関連指標では「初期電化・供給増・安定化等の裨
益想定人口」及び「資源の絆研修実績数」が高水準となった。
「エネルギー分野の研修実績数」及び
「電力開発に係る新規計画策定数」は低水準となった。
４．民間セクター開発
目標・計画の達成状況：年度計画を踏まえ、海外直接投資の促進、それぞれの地域における産業
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振興や企業育成、高度人材等育成機能の強化等の取組を着実に実施したことを確認した。
特筆すべき実績：アフリカにおけるカイゼン活動の活性化のためのアフリカカイゼン年次会合の
開催及び同会合におけるアフリカ・カイゼンアワードの初開催や、アフリカ起業家支援のためのベ
ンチャーキャピタルとの連携など、高い成果の実現に向けた機構の自主的な取組による創意工夫が
見られた。後者の取組では、連携の結果として 20 億円程度規模の民間資金の動員に繋がることが
期待されており、機構によるインプットの効率的な活用の観点から、顕著な取組であると言える。
カイゼンやイノベーションについては、TICAD 7 においてもサイドイベントを開催して積極的に
その重要性を発信した。
また、機構主導で UNWTO と連携して開発中の「観光開発 SDGs 指標ツールキット」が北海道
倶知安宣言に盛り込まれたことや、インドにおける裾野産業の育成に係る取組においてプロジェク
ト関係者が日本デミング賞委員会から「海外推進、普及功労賞」を受賞したことなど、機構の取組
は外部からも評価されていると認められる。
さらに、ミャンマーでの直接投資促進に向けた包括的な取組の結果として日本企業のミャンマー
進出が実現したことは、戦略的なインプットを通じた取組効果の最大化として評価される。
そのほか、Innovative Asia 修了者の約 1/3 が日本企業に就職、ABE イニシアティブのインター
ン受入登録企業が 601 社に達するなど、日本企業と連携した産業人材育成を促進し、すでに修了生
が日本企業と母国企業の協力覚書締結に貢献するといった実績が生じているほか、TICAD 7 にか
かる「官民円卓会議 民間からの提言書」でも ABE イニシアティブが内外から高く評価されている
ことが示された。
指標：
【指標 1-4】
「現地企業の強化やグローバル経済の活力取り込みに資する、産業振興機関及
び貿易投資促進機関の能力向上、産業政策及びビジネス環境の改善に係る支援の実施状況」に関し
て、上記の定性的な実績のほか、関連指標は基準値の 3 倍程度の高い水準となっている。
【指標 1-5】
「産業基盤の強化に資する、職業訓練・高等教育を含む産業人材育成に係る支援の実
施状況」に関しては、関連指標が基準値の 50%強と、同分野に係る相手国の要請数・内容・実施行
程等の影響により 2017・2018 年度に引き続き前中期目標期間に比して低位に留まっている。他方、
上記の定性的な実績や、定量指標である【指標 1-6】
「Innovative Asia 公約達成のための育成人材数」
が目標値を約 22.7％、
【指標 5-2】
「アジアにおいて育成する産業人材数」が目標値を約 75.8%上回っ
ていることを踏まえれば、引き続き産業人材の支援に係る支援は重要案件を含め着実に実施してい
ると認められる。
５．農林水産業振興
目標・計画の達成状況：年度計画を踏まえ、SHEP アプローチの展開、
「ASEAN-JICA フードバ
リューチェーン（FVC）開発支援プロジェクト構想」の枠組での新規事業形成及び中南米・アフリ
カにおける FVC 関連調査の実施、
「JICA 食と農の協働プラットフォーム」の設置及び産学官連携
事業の形成等を着実に実施したことを確認した。
特筆すべき実績：年度計画における取組のうち「JICA 食と農の協働プラットフォーム」の設置に
ついては、機構の自主的な取組による創意工夫によって高い成果が得られたものと評価される。ま
た、こうした取組を通じて技能実習制度と ODA の協働等が諮られたことは、日本政府の政策実現に
対する顕著な貢献といえる。
さらに、キルギスにおいて支援している現地公益法人がキルギス政府より「Best Exporter 賞」を
受賞するなど、機構の取組は外部からも評価されているものと認められる。
このほか、TICAD 7 では、SHEP アプローチを通じた小規模農家の生計向上に向けて IFAD と共
催でサイドイベントを開催するなど、会議の成功に貢献した。指標：
【指標 1-7】
「生産者所得向上に
資する、市場志向型農業振興を含むフードバリューチェーンの強化に係る支援の実施状況」に関し
て、上記の定性的な実績のほか、関連指標は多くが基準値を大幅に超える水準となっている。
６．公共財政管理・金融市場整備
目標・計画の達成状況：年度計画を踏まえ、アジア地域における税関迅速化・効率化、徴税強化、
歳出管理強化、財政健全化、金融分野の育成等にかかる支援や、アフリカ地域における回廊開発、
国境管理強化、財政管理強化等にかかる支援を中心に、財政の効果的かつ持続的な運営、金融政策
の適切な運営、金融システムの育成等の取組を着実に実施したことを確認した。
1-32

特筆すべき実績：ミャンマーにおいて、保険当局の監督能力の強化等を通じてミャンマー保険市
場の外資企業への開放に貢献し、日系企業を含む外国保険会社の参入に繋がったことは、相手国政
府の意志決定に着実に貢献した取組として評価されると同時に、本邦企業の海外展開支援の観点か
らも有意義である。また、モンゴルにおいても、機構事業を踏まえた提言が四半世紀ぶりの税法改
正に反映されるなど、相手国政府の意志決定に貢献した。
指標：
【指標 1-8】
「適正・公正・透明な財政運営並びに金融部門の安定的発展に資する、財政当局
や金融当局の機能・能力向上に係る支援の実施状況」に関して、関連指標は研修実績数が低位に留
まったが、これは同分野にかかる相手国からの要請に適切に応じた結果、元年度中に実施すべき研
修が比較的少なかったためであり、同分野の協力数そのものは 2017 年度、2018 年度から増加して
いる。上記の定性的な実績も踏まえれば、財政当局や金融当局の機能・能力向上に係る支援は重要
案件を含め着実に実施していることが認められる。
（結論）
以上により、定量指標が 120%を越える結果を得たこと、年度計画において予定されていた取組
をいずれも着実に実施したほか、特筆すべき定性的な成果が多数見られ関連指標からもその傾向が
概ね是認出来ること、低位に留まった関連指標についてはその他の定量的実績や定性的実績から着
実な取組が確認出来ること、さらにそれら成果には質的に顕著な成果が多く認められることから、
中期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られていると認め、「Ｓ」評
価とする。
具体的には、日本・カンボジア友好橋やアジア各国での鉄道事業をはじめ、重要なインフラの整
備を多数の国で支援し、自由で開かれたインド太平洋の実現に資する連結性の強化を推進した。さ
らに、そうした重要なインフラへの本邦企業の関与を促進し、質の高いインフラ投資の推進にも寄
与するなど、重要な外交政策の具体化及び当該政策への各国政府からの支持の取り付けに大きく貢
献した。また、
「JICA 食と農の協働プラットフォーム」の設置により、これまでになかった技能実
習制度と ODA の相乗効果を図る取組を開始したように、課題対応の更なる質向上に自主的な取組
による創意工夫を発揮した。加えて、タイ国家経済社会開発計画やモンゴル税法改正等に見られる
ように、相手国政府の制度や政策に深く関与することで相手国との二国間関係強化や我が国の国際
協力への信頼向上に寄与した他、内外での数多くの授賞実績が示すように質の高い事業を各分野で
展開し、我が国の国際協力のブランドを高めたことは、我が国にとって望ましい国際環境の醸成に
も寄与するものである。
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ （実績に対する課題及び改善方策など）
引き続き強靭性、持続可能性、包摂性に留意しつつ、業務実績報告書の「事業上の課題及び対応
方針」にある新たな技術等の導入に向けた取組や分野横断的な取組、国際協力人材が希少な分野で
の人材発掘推進、また有識者意見にある日本の質の高いインフラ技術の活用等に取り組むことを期
待する。その際、新型コロナウイルス感染症による各国の経済活動等への影響を注視し、経済成長
の基礎及び原動力の確保に関する各国の協力のニーズ把握に努めるとともに、効果的な事業展開の
在り方について不断の検討を行うよう留意ありたい。
また、ポスト・コロナにおける各分野での取組について、通信や金融等今後重要性を増すと考え
られる分野を含め、分野毎の戦略強化が進展することを期待する。なお、関連指標等からは相手国
の要請状況等によって各分野の案件数や研修数等に変動があることが示されているところ、各分野
の戦略性を強化する中で、案件形成規模や内容に関する予見性を一定程度確保するような工夫を取
り入れることで、機構内の効率的・安定的な資源配分を図ることも検討に値すると考えられる。
＜その他事項＞
（有識者からの意見）
・日本の質の高いインフラ技術を活用した事業の成果として、インドネシア、タジキスタン、イン
ド等で先方政府等より高い評価を得た点や、本邦企業の道路維持管理技術がケニアに導入され定着
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するようになった点が評価できる。また、物流の要所となるケニアのモンバサにおいて、モンバサ
開発事業及びモンバサ経済特区開発事業等の先行実施を行った点や、インドのデリーメトロ事業に
て、女性専用車両や優先席の導入、定時運行による「列に並んで次の列車を待つ」文化の醸成等、
新しいユーザーサービスを提供した点が評価できる。
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