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序　　　文

メキシコ合衆国においては、1980年代の債務危機の反省に基づき、それまでの閉鎖的・保護的
な経済政策を転換させ、自国産業の国際競争力強化をめざす急速な対外経済開放政策の導入と、
民営化の促進、保護・奨励策の整理などが前政権により実施されてきました。対外的には 1986年
のＧＡＴＴ加盟、1994年１月の北米自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）発効、同年５月のＯＥＣＤ加盟と
いった政策で具現化されました。
しかしながら、国内に目を移すと、多くの部品産業を中心とする中小企業（裾野産業）は大量に

流入してくる輸入品との激しい競争に耐え得るほどの競争力はなく、倒産や失業者の増大による
社会不安が助長され、メキシコ政府にとって中小企業の競争力の強化が喫緊の課題となっていま
す。
かかる状況下、1994年 12月に誕生したセディージョ政権は、前政権が推進した自由開放経済政

策を基本的に踏襲する形で発足しましたが、政権交代直後に起こったペソ切り下げの経済危機を
契機に中小企業の重要性が見直されはじめたことから、前政権と異なり中小企業の振興を全面に
打ち出しました。
こうした背景下、メキシコ政府はわが国に対し、ケレタロ州ケレタロ市に在する教育文化省科

学技術審議会傘下の産業技術開発センター（ＣＩＤＥＳＩ）を実施機関として、その機能を拡充
し、中小企業の支援体制を強化することを目的とする「中小企業振興計画」の実施にかかるプロ
ジェクト方式技術協力を要請してきました。
右要請を受けてわが国政府は、国際協力事業団（ＪＩＣＡ）を通じて、1997年２月24日から３月

12日まで事前調査団、同年７月７日から８月８日まで長期調査員を派遣し、要請の背景、案件の
妥当性を確認するとともに、協力内容の詳細や機材の仕様など、投入の詳細について協議・確認
を行いました。
上記調査の結果を踏まえ、同年 11月 10日から 11月 21日までの間、実施協議調査団を派遣し、

プロジェクト実施に際しての日墨双方の責任分担を再確認するとともに具体的な技術協力内容及
びその計画について最終的に合意し、Ｒ／Ｄ、ミニッツを取りまとめ、署名・交換を行いました。
上記Ｒ／Ｄの署名・交換を踏まえ、同年 12月８日から 12月 16日までの間、機材計画調査員を

派遣し、現地調達予定機材の現地調達手続き（発注）の促進業務を行った後、1998年２月１日より
４年間を協力期間として、本件プロジェクトは開始されました。
当初予定されていた長期専門家が全員現地に着任したのに加え、供与機材についても全機材の

納入および検収が完了し、９月 21日には機材引渡式、22日には記念セミナーが開催され、これか
らまさに本格的な技術移転が実施されようとしているところです。
かかる状況下、プロジェクト開始後約８カ月が経過した現時点において、現地における広報、評

価・モニタリングを含むプロジェクト運営管理体制の構築状況を確認すること、ＰＤＭの見直し
を含めたプロジェクト進捗管理表の一応の確定作業を行うこと、さらに平成 10年度年次活動計画
の進捗を把握し、右活動から得られた教訓を踏まえ、今後の活動計画を作成することを目的とし
て、1998年 10月 11日から 10月 21日の日程で運営指導を派遣することとなりました。
本報告書は、この運営指導の調査結果を取りまとめたものです。
ここに、本運営指導の派遣に関してご協力いただいた日本・メキシコ両国の関係各位に対し深

甚なる謝意を表するとともに、あわせて今後のご支援をお願いする次第です。

1998年 11月

国 　際 　協 　力 　事 　業 　団
鉱工業開発協力部
部長　谷　川　和　男
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第１章　調査の概要

１－１　要請の背景および経緯

メキシコにおいては、1980年代前半の債務危機の反省に基づき、デラマドリ（1982～ 1988）、サ

リーナス（1988～ 1994）前政権下において、これまでの国内産業保護政策（＝輸入代替産業の育成）

から、経済の自由化、市場開放による国内製造業の近代化政策に転換、対外的には 198 6 年の

ＧＡＴＴ加盟、1994 年１月の北米自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）発効、同年５月のＯＥＣＤ加盟と

いった政策で具現化されてきている。

しかしながら、国内に目を移すと、多くの部品産業を中心とする中小企業（裾野産業）は多量に

流入してくる輸入（部）品との厳しい競争に耐えうるほどの競争力はなく、倒産や失業者の増大に

よる社会不安が助長され、メキシコ政府にとって中小企業の競争力の強化が喫緊の課題となって

いる。

かかる状況下、1994年 12月に誕生したセディージョ政権は、サリーナス前政権が推進した自由

開放経済政策を基本的に踏襲する形で発足したが、前政権とは異なり中小企業の振興を全面に打

ち出してきた。具体的には、1995年１月に発表された「緊急経済計画（ＡＵＳＥＥ）」において、「国

家中小企業審議会」を設立し中小企業支援を強化することなどを打ち出し、さらに 1995年５月に

発表された「国家開発計画1995－ 2000（ＰＮＤ）」でＡＵＳＥＥの方針を国家計画として追認してき

ている。

こうした背景下、わが国は、1995年２月に中米産業技術育成基礎調査を実施し、先方の中小企

業関係機関を訪問し、プロジェクト方式技術協力の紹介を実施するとともに案件形成を実施。同

調査の報告において、首都から北東 250kmのケレタロ州ケレタロ市に在する教育文化省（ＳＥＰ）

科学技術審議会（ＣＯＮＡＣＹＴ）傘下の産業技術開発センター（ＣＩＤＥＳＩ）を実施機関として

協力を実施することが提言された。

その後、1995年７月 11日に上記基礎調査の提言をも踏まえ、ＣＩＤＥＳＩの機能を拡充し中小

企業の支援体制を強化することを目的として、メキシコ側から「中小企業振興計画」が正式要請さ

れた。

これを受けて、我が国は、国際協力事業団を通じて 1997年２月 24日～３月 12日の間、事前調

査団を派遣し、案件の妥当性を確認するとともにプロジェクト方式技術協力による協力の可能性

を調査確認し、あわせて協力の基本的な枠組みを策定した。

その後この調査結果によりプロジェクト実行の可能性が確認されたことを受け、1997年７月７

日～８月８日の間、長期調査員を派遣し、我が国の協力体制を念頭に置いた上で、協力内容の詳

細や機材の仕様など投入の詳細について協議・確認した。

上記事前調査および長期調査の結果を踏まえ、1997年 11月 10日～ 11月 21日の間、実施協議調
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査団を派遣し、プロジェクト実施に際しての日墨双方の責任分担を再確認するとともに、すでに

作成済みの技術協力計画（ＴＣＰ）、暫定実施計画（ＴＳＩ）案およびＰＤＭ案について再検討し

た。また年次活動計画（ＡＰＯ）を作成することによって具体的な技術協力内容とその計画につい

て最終的に合意し、Ｒ／Ｄおよびミニッツに取りまとめのうえ、11月 17日に署名・交換を行った。

１－２　運営指導派遣の経緯と目的

上記Ｒ／Ｄの署名・交換を踏まえ、本プロジェクトを円滑に立ち上げるため、またプロジェク

トに必要となる機材は保守・管理面から現地調達が望ましいと考えられたため、できるだけ早く

必要機材の現地調達を実施すべく、1997年 12月８日～12月 16日の間に機材計画調査員を派遣し、

現地調達予定機材の現地調達手続き（発注）の促進業務を行った。

以上の経緯を経て、本プロジェクト（ケレタロ州産業技術開発センター事業）では、1998年２月

１日より４年間を協力期間として、材料試験（機械試験、金属組織学ならびに化学分析）および非

破壊検査の分野においてまず専門家がカウンターパートへの技術移転を行い、カウンターパート

がその移転された技術をセミナーおよび研修コースならびに依頼試験、巡回指導、技術相談、情

報サービスを通じてケレタロ州とその周辺企業に対して提供することによって中小企業（裾野産

業）振興に寄与することを目的に、協力が開始されている。

専門家については、98年２月 19日のチーフアドバイザーおよび業務調整員の派遣を皮切りに、

同年４月上旬までに３名の技術担当長期専門家も派遣された。当初予定されていた長期専門家が

全員現地に着任したのに加え、供与機材についても当初予定されていた全機材の納入と検収が完

了し、９月 21日には機材引渡式、22日には記念セミナーが開催され、これからまさに本格的な技

術移転が実施されようとしているところである。

かかる状況下、プロジェクト開始後約８カ月経過した現時点において、協力期間開始後６カ月

をめどに実施するとしていた現地における広報、評価・モニタリングを含むプロジェクト運営管

理体制の構築状況を確認すること、また最初の計画打合せ調査団で実施するとしていたＰＤＭの

見直しを含めたプロジェクト計画管理諸表の一応の確定作業を行うこと、さらに平成10年度年次

活動計画の進捗を把握し、活動から得られた教訓を踏まえて今後の活動計画を作成することを目

的として、運営指導チームを派遣するものである。

１－３　主な調査指導内容

（1）協力期間開始後６カ月をめどに実施するとしていた現地における広報、評価・モニタリン

グを含むプロジェクト運営管理体制の構築状況を確認するとともに、これまでの活動を通

じて得られた教訓を踏まえ見直しを行う。
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（2）最初の計画打合せ調査団注１で実施するとしていたＰＤＭの見直しを含めたプロジェクト計

画管理諸表注２の、一応の確定作業を行う。

（3）平成 10年度年次活動計画の進捗を把握し、活動から得られた教訓を踏まえ、今後の活動計

画を作成する。

（4）その他プロジェクトの実施上の問題点について、専門家およびカウンターパートのインタ

ヴュー、また全体会議の場で議論し、解決の方法を検討する。

１－４　運営指導の構成

氏　名 分　野 所　　　属

山下　　誠 総　括 国際協力事業団　鉱工業開発協力部

鉱工業開発協力第一課　課長代理

矢野　照久 技術協力計画 通商産業省　環境立地局　保安課　通商産業技官

藤江　武久 技術移転計画 高圧ガス保安協会　情報調査部　部長

北澤　志郎 運営管理 国際協力事業団　鉱工業開発協力部

鉱工業開発協力第一課　職員

注１ 今年度から、予算上、計画打合せ調査団は無くなり、本運営指導が同任務をも果たす調査団として新

たに認可された。

注２ プロジェクト計画管理表とは、プロジェクトデザインマトリックス（ＰＤＭ）、技術協力計画

（ＴＣＰ）、年次技術協力計画（ＡＴＣＰ）、活動計画（ＰＯ）、年次活動計画（ＡＰＯ）、暫定実施計画

（ＴＳＩ）を指す。
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日順 月　日 曜日 日　　　　　程

1 10月 11日 日 17：20 成田発 （JL062）

11：15 ロスアンジェルス着

13：00 同発 （MX901）

18：25 メキシコシティ着

21：00 専門家チームとの打合せ（0）

2 10月 12日 月 09：30 ＪＩＣＡメキシコ事務所打合せ

11：30 KICK-OFF MEETING （ＳＲＥ、ＣＯＮＡＣＹＴ、ＳＥＣＯＦＩ、ＣＩＤＥＳＩ）（場所：ＳＲＥ）

14：30 メキシコシティ発 （陸路）

17：00 ケレタロ着

17：30 ＣＩＤＥＳＩ表敬および KICK-OFF MEETING （これまでの全体の進捗状況の報告を含む）

20：30 ＣＩＤＥＳＩ主催夕食会

3 10月 13日 火 08：30 専門家チームとの打合せ（1） （今次調査の目的）

10：00 サイト視察

11：00 技術専門家インタヴュー （3人／ 1人 1時間程度）

17：00 専門家チームとの打合せ（2） （評価・モニタリングにかかる協議）

4 10月 14日 水 団長 技術協力計画・技術移転計画・運営管理

08：30 業務調整員インタヴュー 終日 Direct TechnicalＣ／Ｐインタヴュー

09：30 チーフアドバイザーインタヴュー （8名／ 1人 20分程度）

10：30 Project Director & Managerインタヴュー 計画管理表の見直し

午後 ＣＩＤＥＳＩとの協議（1）（プロジェクトの現状）

（出席者：Project Director & Manager、PC）

19：00 専門家チームとの打合せ（3） （計画管理表の見直し）

5 10月 15日 木 団長 技術協力計画・技術移転計画・運営管理

08：30 ＣＩＤＥＳＩとの協議（2） 終日 Indirect TechnicalＣ／Ｐ

（プロジェクト運営管理上の問題点） （8名／ 1人 20分程度）

（出席者：AdministrativeＣ／Ｐ、ＣＡ、ＰＣ） および Supporting Staffインタヴュー

17：00 ケレタロ州知事表敬 計画管理表の見直し

（参加者：団長、運営管理、AdministrativeＣ／Ｐ、ＣＡ、ＰＣ）

19：00 専門家チームとの打合せ（4） （計画管理表の見直し）

6 10月 16日 金 団長 技術協力計画・技術移転計画・運営管理

午前 ＣＩＤＥＳＩとの協議（3） 午前 計画管理表の見直し

（評価およびモニタリング）

（出席者：AdministrativeＣ／Ｐ）

16：00 ＣＩＤＥＳＩとの全体協議（1）（プロジェクトの現状及び評価およびモニタリング）

20：00 運営指導チーム主催夕食会

7 10月 17日 土 団長・運営管理 技術協力計画・技術移転計画

午前 ミニッツ案作成 午前 資料整理

15：00 ＣＩＤＥＳＩとの協議（4） （研修員受入れ）

16：00 ＣＩＤＥＳＩとの全体協議（2）（ミニッツ案の内容についての協議）

8 10月 18日 日 団長・運営管理 技術協力計画・技術移転計画

午前 ミニッツ案作成 午前 資料整理

16：00 ケレタロ発　　　　　（陸路） 午後 ケレタロ発　　　　　（陸路）

18：30 メキシコシティｰ着 メキシコシティｰ着

9 10月 19日 月 団長、技術協力計画および運営管理 技術移転計画

11：30 合同調整委員会 （場所：ＪＩＣＡメキシコ事務所） 09：20 メキシコシティ発（MX900）

ミニッツ署名・交換 11：00 ロスアンジェルス着

13：00 同発（JL061）

10 10月 20日 火 団長 技術協力計画および運営管理 16：15 成田着

終日 調整員会議 10：30 メキシコシティ発（JL011）

11 10月 21日 水 終日 調整員会議（～ 24日） 16：50 成田着

１－５　調査日程
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１－６　主要面談者リスト

＜メキシコ側＞

1） 外務省（ＳＲＥ）

Abel Abarca Ayala Director General de Cooperacion

Tecnica y Cientifica

Cristina Ruiz Ruiz Directora de Demanda de Cooperacion

2） 科学技術審議会（ＣＯＮＡＣＹＴ）

Carlos O'farril Santibanez Director de Coordinacion y Apoyo

Institucional

3） 商務・工業振興省（ＳＥＣＯＦＩ）

Carlos A. Ramos Burboa Director de Programas Y Estudios

Sectoriales

4） 産業技術開発センター（ＣＩＤＥＳＩ）

Angel Ramirez Vazquez Director General

Cirilo Noguera Silva Gerente de Tecnologia de Materiales

Judit Rivera Montealvo Gerente Administrativo

Santiago Soriano Reyes Jefe del Departamento de Estudio

y Caracterizacion de Materiales

Joel Chaparro Gonzalez Jefe del Departamento de Ingenieria

en Soldadura y Ensayos No

Destructivos

Jara Castillo Tellez Jefe del Departamento de

Comunicacion y Difusion

＜日本側＞

1） ケレタロ州産業技術開発センター事業派遣専門家

千坂　平道 チーフアドバイザー

遠藤　又一 業務調整

塚原　宏 材料試験（機材試験および金属組織学）

瀬野　英夫 材料試験（化学分析）
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秋山　武彦 非破壊検査

2） ＪＩＣＡメキシコ事務所

山口　三郎 所長

半谷　良三 次長

藤井　敬太郎 所員

Daniel Gonzalez Gonzalez ローカルスタッフ

3） メキシコ合衆国要素技術移転調査チーム

守口　徹 団長

栗原　昭八 生産技術（スタンピング、金型を含む）

4） 通訳

古川　玲子
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第２章　調査・協議結果の概要

２－１　要約（ミニッツ和訳）

本運営指導チームは 1998年 10月 11日から 10月 20日までメキシコに滞在し、主に教育文化省

（ＳＥＰ）科学技術審議会（ＣＯＮＡＣＹＴ）傘下の産業技術開発センター（ＣＩＤＥＳＩ）との間

で、プロジェクト開始後約８カ月が経過した現時点での協力開始後６カ月をめどに実施すること

としていた現地における広報、モニタリング・評価を含むプロジェクト運営管理体制の構築状況

を確認し、最初の計画打合せ調査団で実施することとしていたＰＤＭの見直しを含めたプロジェ

クト進捗管理表の一応の確定を行い、さらに1998年度年次活動計画の進捗を把握し、活動から得

られた教訓を踏まえて今後の活動計画を作成した。

最終的には、上記協議内容をミニッツとして取りまとめ、10 月 19 日午前、メキシコ市内の

ＪＩＣＡ事務所会議室で、当方団長山下誠とメキシコ側ラミレスＣＩＤＥＳＩ所長、アベル外務

省科学技術協力局長との間で署名・交換を行った。

署名されたミニッツの概要は以下のとおり。

（1）一般的事項

1） 日本のＯＤＡの現状

日本のＯＤＡの現状、すなわち日本のＯＤＡ予算が 1998年度から少なくとも３年以上は

継続的に減少していくこと、したがって日本政府はＪＩＣＡを通じて、より効率的・効果

的な形でより実行可能性が高く、自立発展性のあるプロジェクトを形成・実施していく必

要があることを説明し、メキシコ側の理解を得た。

2） プロジェクト運営の現地化

前述のＯＤＡ予算の制約から、プロジェクト開始後に調査団を毎年派遣することはきわ

めて困難であること、したがってプロジェクトの運営管理ならびにモニタリングと評価は

合同調整委員会の主導下で現地化されるのが望ましいことを説明し、メキシコ側の了解を

得た。

3） モニタリングと評価

a） プロジェクトサイクルマネジメント（ＰＣＭ）

日墨双方で以下を確認した。

① プロジェクトの円滑な実施のため、すべてのプロジェクト方式技術協力案件に関し、

ＰＣＭと呼ばれるプロジェクトの計画・モニタリング・評価手法が導入されている。
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② ＰＣＭ導入に従い、その具現化のため、ＰＤＭという表の作成が必要となった。

③ ＰＤＭは、投入が成果に、成果がプロジェクト目標に、プロジェクト目標が上位目

標に到るといった様々なレヴェルの原因と結果を分析するために設計されたプロ

ジェクト管理のための道具である。

④ ＰＤＭは、投入・成果・プロジェクト目標・上位目標といった一連の要素の因果関

係を明示しているので、プロジェクト期間中あるいは終了後、目標が達成されたか

否かを判断するためのフレームワークとして使用することができる。

⑤ ＰＤＭはプロジェクトの計画段階で作成されるべきであって、評価の段階で作成さ

れるべきものではない。

⑥ このマトリックス導入の結果として、現在では、プロジェクトは投入重視ではなく、

成果重視であることが求められている。

⑦ 換言すると、専門家派遣、研修員受入れ、機材供与はプロジェクト方式技術協力を

構成する３要素であるが、現在では専門家からカウンターパートへの技術移転の成

果が重視されており、ほかの２つ、すなわち研修員受入れと機材供与は技術移転を

円滑に実施するための補完であると見なされている。

b） 評価５項目の導入

ＰＤＭの導入と並行して、ＪＩＣＡが評価５項目（効率性、妥当性、目標達成度、効果、

自立発展性）を導入し、同項目が評価・モニタリングの視点として使用されていることを

説明した。

c） モニタリング

前述のＰＤＭと評価５項目に基づき、まずカウンターパートと専門家がプロジェクト

の定期モニタリングを実施しなければならない。そのため、プロジェクト開始後６カ月

をめどに主に現地主導で「モニタリング・評価計画書」の作成をはじめとするモニタリン

グ・システムを構築し、以後６カ月ごとにモニタリングを実施し、結果を関係者に周知

することになっていることを説明し、メキシコ側の理解を得た。

d） 評価

以下を説明し、メキシコ側の理解を得た。

① プロジェクト目標の達成度を評価するため、終了時評価をプロジェクト終了前約６

カ月をめどに共同で実施する。

② その他、プロジェクトの進捗と自立発展度を測定するために、必要に応じプロジェ

クト期間中と期間後に評価を実施する場合がある。

さらに、この関連で、以下の終了時評価の手法をメキシコ側に説明した。
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① 評価の公正を確保するため、メキシコ側評価チームは、プロジェクトに直接関係の

ないメンバーを含める必要がある。

同様の理由で、ＪＩＣＡは、日本側評価チームの一員として専任のコンサルタント

を雇用する。

② 上述のコンサルタントは、評価に必要な情報を収集するために他の日本側評価チー

ムメンバーに先立ってプロジェクトに派遣され、評価を実施するために必要な情報

を収集し、評価グリッド案として取りまとめる。

③ 上述のグリッド作成準備を含む評価は、ＰＤＭと評価５項目を基本として実施され、

同５項目は評価の視点として活用される、

④ 日本側評価チームの他のメンバーが派遣され、メキシコ側評価チームとともに、成

果品として合同評価報告書を作成する。

（2）裾野産業および中小企業に対する国家開発計画および製作

メキシコにおける裾野産業（中小企業）育成の重要さはこれまで以上に認識されてきている

との説明がメキシコ側よりあった。

さらに、ケレタロ州知事への表敬の際に、ケレタロ州においてもまた裾野産業への支援を

強化していくことを確認した。

（3）実施機関の現状

1） 組織

実施機関である産業技術開発センター（ＣＩＤＥＳＩ）の組織については、実施協議調査

時点と変更のないことをメキシコ側より確認した。

2） 法的ステータス

ＣＩＤＥＳＩの法的ステータスについては、ＣＩＤＥＳＩの交渉努力とＣＯＮＡＣＹＴ

による支援とにかかわらず、現在までのところより一層の自立に向けての新たな法的ス

テータスは認められるに至っていないが、近い将来には承認される見込みとの説明がメキ

シコ側よりあった。

さらに、現在の法的ステータスのもと、終身雇用やその他のインセンティヴにつながる

ような実際的な雇用期間の改正を行ったとの説明がメキシコ側よりあった。

本運営指導チームは、このメキシコ側の努力に対し感謝するとともに、ＣＩＤＥＳＩの

法的ステータスにかかわる交渉の進捗状況について定期的に日本人専門家チームに報告す

るよう、メキシコ側に依頼した。
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3） 人員配置

ＣＩＤＥＳＩは現在、管理部門を中心に人員削減を実施している一方で、技術部門につ

いてはスタッフ数の増加を通じて強化していく方針である。

実施協議調査時と現在の人員配置状況を比較すると、以下のとおりである。

実施協議調査時 現　　在

所長 1 1

技術部門スタッフ 91 117

技術部門補助スタッフ 77 53

管理部門スタッフ 35 18

合　　計 204 189

4） 離職率

1997年のＣＩＤＥＳＩにおける離職率は 20％であり、197人中 39人が離職している。そ

の内訳は、技術部門 27人、管理部門 12人となっている。

これに関連して、ＣＩＤＥＳＩのような公的な機関は人材を育成することが期待されて

おり、そこで育成された人材がその後民間部門へと再雇用されるため、民間企業に大学の

新卒者が就職することは滅多にないという当国の雇用システムについて、メキシコ側より

説明があった。

5） 給与

ＣＩＤＥＳＩの給与システムは 1998年１月に改善されている。これにより、大学新卒者

の基本給は、諸手当を含めて月当たり約 4600ペソ（約６万円）となっている。

6） 雇用契約

ＣＩＤＥＳＩにおいては、海外での研修から帰国した後、一定期間ＣＩＤＥＳＩで働か

なければならなかったり、あるいは帰国後ＣＩＤＥＳＩで働かない場合にその研修に要し

た費用を弁償しなくてはならない、といった雇用上の拘束はない。

7） 予算措置

1994年から 1998年９月までＣＩＤＥＳＩの予算措置状況についてのデータを入手し、ミ

ニッツに添付した。それによると、技術サービスによる自己収入が十分増加しているにも

かかわらず政府からの補助金は増加傾向にあり、これは政府がＣＩＤＥＳＩの活動を高く
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評価していることの証左であるとの説明がメキシコ側よりあった。

8） 活動状況

本プロジェクトの活動とは直接に関係はないものの、特にＣＩＤＥＳＩの計量およびプ

ロトタイプ分野の技術サービスが好調であり、この２分野は当初、本プロジェクトでの協

力対象として要請のあった分野である。

この関連で、本プロジェクトの開始、言い換えればプロジェクトの広報を強化すること

により、ＣＩＤＥＳＩの他の活動をも促進し得るとの説明がメキシコ側よりあった。

さらにメキシコ側より、本プロジェクトが上記２分野をも含むように再検討してもらい

たいとの依頼があった。

これに対し日本側は、これらの分野での協力は難しい状況にあるものの、在メキシコ日

本大使館やＪＩＣＡメキシコ事務所および日本人専門家チームと十分に相談することをメ

キシコ側に勧告した。

（4）当該プロジェクト

1） 組織

本プロジェクトの組織について、特に変更のないことを確認した。

さらに依頼試験について、その受付窓口が現在技術営業部にあることによる問題を指摘

し、メキシコ側にその改善措置を依頼した。

それに対する答えとして、メキシコ側より、上記問題に対して必要な措置を施してきて

いるものの、問題解決のためには今しばらく時間のかかるとの説明があった。

2） 人員配置

本プロジェクトに対する人員配置状況について最新情報を入手し、これまでの変遷状況

とともにミニッツに添付した。

この関連で、メキシコ側に対し、スタッフの離職への対応措置を十分にするよう依頼し、

了解を得た。その具体的な措置として、以下の２点が挙げられた。

a） 移転された技術および経験を文書化、蓄積することにより、他のスタッフと共有でき

るようにすること。

b） 一度に２人以上のスタッフが離職する可能性は低いので、２人以上のチームを構成し

て技術移転や他の活動を実施すること。
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3） 予算措置

メキシコ側より本プロジェクトに対するＣＩＤＥＳＩ側の予算措置状況についての最新

の情報を入手し、ミニッツに添付した。

ＣＩＤＥＳＩ側が当初の予定よりも多くの予算を本プロジェクトに措置してきているこ

とに対して謝意を示すとともに、日本政府もまたＪＩＣＡを通して本プロジェクトに対し

て十分な投入を行う意向であることを伝え、プロジェクトが終了した後でも引き続き機材

および人材育成両面でのプロジェクトの成果を維持し、さらなる向上に努めるようメキシ

コ側に依頼した。

4） 活動状況のレビュー

a） 日本側投入

① 専門家派遣

プロジェクト開始後、現在までの日本人専門家派遣実績について日墨双方で確認し、

ミニッツに添付した。

この関連で、以下の理由により、短期専門家の派遣期間を少なくとも２カ月とする

ようメキシコ側からの依頼があった。

① -1 日本とケレタロとの間の距離および時差の問題、さらに日本語とスペイン語と

いうコミュニケーション問題などがあるため、専門家が現地に慣れるまでには一

定の時間が必要となること。

① -2 本プロジェクトにおいては、移転された技術をＣＩＤＥＳＩからケレタロ州周

辺の産業界へと普及させると同時に、ＣＩＤＥＳＩのような公的試験研究機関や

関連する大学機関および産業界から構成される組織の設立を通じ、機材を共同で

使ったり、プロジェクトの成果の国レヴェルでの効果的な普及に資することを目

的としている。したがって専門家は、プロジェクトの開始段階から、ＣＩＤＥＳＩ

のカウンターパートだけではなく上記関連機関のスタッフに対しても技術移転を

することが期待されている。

さらにメキシコ側より、累次調査で日本側から要望のあったカウンターパート

に対する英語研修を毎日実施していることをあげて、日本側にも十分な英語力の

ある専門家を派遣してもらいたいという要望があった。

それに対して、日本側としても可能な限り努力するが、専門家のリクルートい

かんによっては必ずしも応えられないこと、また要求されるレヴェルの語学研修

とそれに要する予算措置が可能であるか否かにもよること、同時にこのような努

力はプロジェクトの円滑なコミュニケーションのために、長期専門家に対しても
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なされるべきであることをメキシコ側に説明した。

② カウンターパートの日本研修

プロジェクト開始後、現在までのカウンターパートの日本研修の実績について日墨

双方で確認し、ミニッツに添付した。

この関連で、本プロジェクトのＲ／Ｄの（３）５）に規定されているように、カウン

ターパートが日本研修で得た知識と経験はプロジェクト実施のために有効に活用され

るべきものであり、帰国後速やかに研修の成果を報告するための会議を定期的に開催

することをメキシコ側に提案し、了解された。さらに、エコー・トレーニング・シス

テムについても今後実施されることとなった。

③ 機材供与

日本側が供与した機材の実績のリストを日墨双方で確認し、ミニッツに添付した。

④ 調査団派遣

これまでに派遣された調査団の実績を日墨双方で確認し、ミニッツに添付した。

b） メキシコ側投入

① 建物および施設

プロジェクトの実施機関として、メキシコ側は累次調査で日本側より要求のあった

４分野（機械試験、金属組織学、化学分析、非破壊検査）のラボラトリーの設置および

刷新を予定通り実施済みである。専門家およびメキシコ側カウンターパートの執務室

についても、同じように整備済みである。

② カウンターパート配置

配置済みカウンターパートのリストを日墨双方で再確認し、ミニッツに添付した。

③ ローカルコスト負担

本プロジェクトに対するメキシコ側予算措置状況について再確認し、ミニッツに添

付した。

④ 機材

日本側が供与した機材以外でプロジェクトに必要な機材については、1997年 11月 17

日に署名・交換されたミニッツに規定されているとおり、ＣＩＤＥＳＩ側予算により

購入、据え付けが実施済みである。

⑤ 機材のメンテナンス

ＣＩＤＥＳＩ側は、日本側供与の機材のメンテナンスのため、必要に応じて各機材

の業者とメンテナンス契約を取り交わしていること、ならびに各機材の操作とメンテ

ナンスについての外部研修にＣＩＤＥＳＩ側負担でカウンターパートを派遣している
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ことを説明した。

さらに、機材の校正計画が策定され、各機材が納入後に校正された後も、毎年定期

的に校正を受けることの説明がメキシコ側よりあった。

メキシコ側のこのような努力に対し感謝の意を伝えるとともに、今後も継続される

よう依頼した。

c） 技術移転の進捗状況

実施協議調査時には1998年 10月から実質的な技術移転が開始される予定であったこと

を考えると、専門家がプロジェクトの運営管理システムの立ち上げに多大な時間を取ら

れたにもかかわらず本プロジェクトの技術移転は円滑に開始されてきていることを、日

墨双方が合意した。

1998年度の技術移転のスケジュールは、年次活動計画および技術移転実施計画として

策定済みであり、ミニッツに添付した。

さらに、訪問企業のリストおよび依頼試験の件数についてもミニッツに添付した。

この関連で、詳細な訪問企業のリストがよく整備されていることに対してメキシコ側

に謝意を伝えるとともに、既述したように依頼試験の受付窓口の機能を改善するよう依

頼した。

d） その他の活動

専門家とカウンターパートとの協力により、以下の活動が実施されていることに対し

て謝意を示すとともに、それが継続されることをメキシコ側に依頼した。

① 広報の強化

実施協議調査時に確認されていたとおり、パンフレットの作成・配布および機材引

渡式におけるマスメディアへの本プロジェクトの紹介を通じて、専門家とカウンター

パートがともに広報の強化に取り組んできた。

この関連で、以下のような広報の手段と機会を最大限に活用して、プロジェクトの

広報の強化を継続して実施するようメキシコ側に依頼し、了解された。

① -1 合同調整委員会およびその他の重要な活動

記念行事とは別に、広報活動がタイムリーかつ定期的に実施される必要がある。

例えば、Ｒ／Ｄの項目（4）および添付書類（6）に記載されている合同調整委員会や研

修コース、セミナーなどが考えられる。

① -2 プロジェクト記念日

メキシコ国内でプロジェクトを広く広報するために、プロジェクト記念日を設定
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し、年齢やプレス関係者を問わず、プロジェクトサイトへの訪問希望者に対しては

立ち入りを許可し、活動を公開することが提案された。

プロジェクト記念日の候補として、たとえば、Ｒ／Ｄ署名日やプロジェクトの開

所式、機材引渡式などがあげられる。

この関連で、他部署、特に広報部門の継続的かつ協力的な支援が不可欠であり、

ＣＩＤＥＳＩ内での関連する組織および関係者間の緊密な協力関係が継続される必

要があることをメキシコ側に提案し、了解された。

② プロジェクト運営管理システム

② -1 定期会議

専門家、カウンターパート間の定期会議のシステムが確立され、実施されてきて

いる。会議の議事録は取りまとめられた後、関係者に配布されてきている。

② -2 共通フォーマット

以下のフォーマットが作成されており、現在見直し中である。

・ケレタロ州周辺の中小企業リスト

・カウンターパートの技術力モニタリング・シート

・企業訪問調査票

・プロジェクトで実施される各種技術サービスの記録票

・写真付き機材メンテナンス記録票

・研修コースおよびセミナー参加者へのアンケート票

・プロジェクトにより実施される研修コースやセミナー以外のサービスを利用する

組織および関係者

さらにこれまでの調査で確認されていたように、管理部門を含めた技術移転の成

果は、書類の形、同じレヴェルの質で、容易にアクセスできるように保管されてき

ており、プロジェクト関係者であればだれでもプロジェクトの内容や進捗状況につ

いての情報を入手し、モニタリングすることができるようになっている。この、い

わゆる「シンプルかつシステマティックなプロジェクト運営管理システム（M I S S

Project Management System）」の項目についてミニッツに添付した。

この関連で、上記共通フォーマット類およびプロジェクト運営管理システムをマ

イクロソフトオフィスなどのソフトウェアで作成し、修正やアクセスの面で便宜を

図っていくことを日墨双方が合意した。

さらに、以下のようなフォーマットを本格的な技術移転が始まるまでに準備する

ことをメキシコ側に依頼した。

・ＣＩＤＥＳＩが技術サービスを提供している企業の技術力モニタリング・シート
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・プロジェクトの成果のメキシコ国内での普及を実現するためにＣＩＤＥＳＩと協

力関係にある産官学関連機関のリスト

③ 機材引渡式

1998年 9月 21日に機材引渡式が開催され、さらにその翌日には記念セミナーが開催

された。この機材引渡式への参加者数は 100人程であり、ケレタロ州知事、在メキシ

コ日本大使館公使、ＪＩＣＡ本部担当部部長、国内委員会委員長などが参加した。ま

た、記念セミナーの方は、上記国内委員会委員長と民間企業の社長を講師として、60

人ほどの参加者を得て実施された。

これらのセレモニーの状況はケレタロ州内のマスメディアにより十分に広報された。

④ 以上のプロジェクトにおけるその他の活動に加えて、以下をメキシコ側に依頼した。

④ -1 プロジェクト支援委員会

このプロジェクトにおいては、移転された技術がＣＩＤＥＳＩからケレタロ州周

辺の企業へと普及することをめざしている。

そのために、関係する公的試験研究機関や大学、民間企業などからなるプロジェ

クト支援委員会を早急に設置し、プロジェクトの成果の普及を図っていくことが実

施協議調査時に確認されている。

これに対し、メキシコ側より、このプロジェクト支援委員会を早急に設置するこ

との重要さについては十分認識しているものの、機材引渡式やその翌週に予定され

ていたキックオフミーティングの開催準備など、本格的な技術移転開始に向けての

環境整備業務で忙しかったため、プロジェクト支援委員会設置に十分な時間を割く

ことができなかった旨説明があった。

プロジェクト支援委員会の設置に関する今後の進捗状況について、ＪＩＣＡメキ

シコ事務所を通じて適宜連絡するようメキシコ側に依頼した。

④ -2 民間企業の代表者会議への参加

民間企業の真のニーズを把握することやプロジェクトの進捗状況を報告するため、

民間企業の代表者会議に専門家の代表とカウンターパートを参加させるシステムを

創設することの可能性について、メキシコ側に提案した。

5） プロジェクトの活動計画

a） 基本方針

プロジェクトに関連する投入および活動の基本方針について、以下のとおり、メキシ

コ側および日本人専門家チームに説明した。

① ＰＤＭおよび評価 5項目導入後、プロジェクトの自立発展性により重点が置かれる
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ようになっている。

② この自立発展性は、技術的・組織的・財政的という 3つの観点を含み、これらが終

了時評価の際にプロジェクトが成功したか否かを決める要因となる。

③ プロジェクトの場合には、カウンターパートの技術力は専門家によるモニタリング

によって評価される。将来的に予測されるカウンターパートの離職に対処するため

には、移転された技術がプロジェクト内で保持され、かつさまざまな状況に応用で

きるように、専門家とカウンターパート両者のさらなる努力と工夫が必要である。

これにより技術的な自立発展性が促進される。

④ これまでの調査で日墨双方が確認してきたことであるが、本プロジェクトでは以下

のような思想により計画策定が行われてきた。

④ -1 技術移転項目

日本人専門家からカウンターパートへの技術移転は、ある一定のプロジェクト協

力期間の中で行われることとなる。本プロジェクトの場合、現在のところ、その期

間は 3年間であり、残り 1年間で移転された技術の定着度のモニタリングが行われ

る。そのモニタリング結果により、必要なフィードバック、すなわち、追加の技術

移転が必要に応じ行われることになる。

④ -2 長期専門家の派遣期間

上記本プロジェクトの思想を実現するために、すべての長期専門家がプロジェク

ト終了時まで派遣されるのではないということが、実施協議調査時の暫定実施計画

（ＴＳＩ）において規定されている。このＴＳＩもミニッツに添付した。

長期専門家による技術移転の期間は、プロジェクトの進捗状況およびニーズによ

り変わり得るが、当該技術移転の期間を短縮するか延長するかについては、適宜見

直しを行っていくこととする。

以上、本プロジェクトの設計思想を具現化するために、モニタリング・評価計画

書が作成されることになる。今回は、時間的制約から日墨双方が最終的に合意する

までのものはできなかったので、とりあえずのドラフトをミニッツに添付した。

これについては、メキシコ側に、日本人専門家チームおよびＪＩＣＡメキシコ事

務所と十分に相談・協議した上で、本年 12月までに最終版を作成するよう依頼し、

了解を得た。

組織面および財政面については、プロジェクト支援委員会の設置とは別に、既述

のラインでメキシコ側が実際的な措置を取ってきており、今後もそれが継続される

ようコメントした。
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b） 活動計画

① 技術移転項目および達成目標

カウンターパートの技術力モニタリング結果に基づいて、プロジェクトで協力対象

とすべき技術移転項目を日墨双方で見直した。

技術移転項目の比較表と、カウンターパートの最初の技術レヴェルとプロジェクト

を通じての達成目標としての技術レヴェルを各項目ごとにまとめた表をミニッツに添

付した。

② プロジェクト運営管理チャート類

これまでの活動から得られた教訓と前述 a）で述べた基本方針に従い、以下のとお

り、日墨双方によりプロジェクト運営管理チャート類の見直し、作成作業を行った。

② -1 技術協力計画

前述した技術移転項目の見直しに従い、技術協力計画（ＴＣＰ）を見直し、ミニッ

ツに添付した。

② -2 ＰＤＭ案

日墨双方により見直しを行ったＰＤＭ案をミニッツに添付したが、モニタリン

グ・評価計画書の完成を待って最終版とする。

② -3 活動計画

活動計画（ＰＯ）については、作成済みのものをミニッツに添付した。

② -4 年次技術協力計画

ＴＣＰと1998年度技術協力実施計画に基づいて、日墨双方により99年度年次技術

協力計画（ＡＴＣＰ）を作成し、ミニッツに添付した。

② -5 年次活動計画

1999年度年次活動計画をミニッツに添付した。

② -6 暫定実施計画

見直しを行い、ミニッツに添付した。

③ 日本側投入

上記計画を考慮して、以下の日本側投入が予定されている。

1999年度の日本側予算は現在、大蔵省にて閲読中であるため、ここでの投入計画は

あくまで現時点での案として取り扱い、最終的には1999年３月末に確定されることを

日墨双方で確認した。

③ -1 専門家派遣

1998 年度残りの期間および 1999 年度の短期専門家派遣計画をミニッツに添付し

た。
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③ -2 カウンターパート日本研修

1998年度残りの期間および1999年度のカウンターパート日本研修の計画をミニッ

ツに添付した。

この関連で、1998年度追加分で受け入れる予定であったカウンターパート研修に

ついて、該当者が参加不可能となったことから早急に代わりの研修員を決め、至急

必要書類をＪＩＣＡメキシコ事務所まで提出する必要のあること、さらにその必要

書類受領後も研修開始までには約３カ月かかること、つまり本研修にかかる予算は

原則として 1998年度内のみで有効であるため、早急な手続きが必要であることを説

明した。

③ -3 機材供与

メキシコ側より追加の機材供与の打診があったが、プロジェクトの自立発展性を

考慮して、今後はスペアパーツを含め、いかなる機材もメキシコ側により購入され

るべきであることを説明した。

しかしながら、プロジェクトの活動にどうしても必要で、なおかつメキシコ側に

よる購入が困難である場合には、必要に応じ専門家の協力を得て、日本側でその必

要性を検討する旨説明した。

③ -4 調査団派遣

既述したように 99年度については調査団派遣の可能性は小さいので、プロジェク

トの運営管理のために設置される合同調整委員会を活用して、プロジェクト運営管

理の現地化を進めることを提案した。

③ -5 ローカルコスト負担

メキシコ側から、来年度に定期的な開催を予定しているセミナーと研修コースに

関し、その予算の応分の負担について日本側への協力要請があった。

それに対して、ＪＩＣＡの現地業務費の一つである中堅技術者養成対策費につい

てメキシコ側に説明し、日本人専門家およびＪＩＣＡメキシコ事務所と十分協議・

相談することを提案した。

④ 墨側投入

1998年度残りの期間および 1999年度のメキシコ側投入については予定通り措置され

る予定であることを日墨双方で確認した。

人員配置と予算措置状況についてミニッツに添付した。

（5）出席者リスト

出席者リストをミニッツに添付した。
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第 0 一般的事項
1 日本のＯＤＡの
現状

2 プロジェクトの
運営管理の現地
化

3 モニタリングと
評価

（1）プロジェクトサ
イクルマネジメ
ント（ＰＣＭ）

これまでの調査で以下の点を
メキシコ側に説明済みである。

ア プロジェクトの円滑な実施
のため、すべてのプロジェク
ト方式技術協力案件に関し、
ＰＣＭと呼ばれるプロジェ
クトの計画・モニタリング・
評価手法が導入されている。

イ ＰＣＭ導入に伴い、右手法を
具現化するため、ＰＤＭとい
う表の作成が必要となった。

ウ ＰＤＭは、投入が成果に、成
果がプロジェクト目標に、プ
ロジェクト目標が上位目標
に到るといった様々なレ
ヴェルの原因と結果を分析
するために設計されたプロ
ジェクト管理のための道具
である。

エ ＰＤＭは、投入・成果・プロ
ジェクト目標・上位目標と
いった一連の要素の因果関
係を明示しているので、プロ
ジェクト期間中あるいは終
了後、目標が達成されたか否
かを判断するためのフレー
ムワークとして使用するこ
とができる。

オ ＰＤＭは、プロジェクトの計
画段階で作成されるべきで
あって、評価の段階で作成さ
れるべきものではない。

カ （このマトリックス導入の）
結果として、現在では、プロ
ジェクトは投入重視ではな
く、成果重視であることが求

日本のＯＤＡの現状、すなわち
日本のＯＤＡ予算が1998年度か
ら少なくとも３年以上は継続的
に減少していくこと、したがって
日本政府はＪＩＣＡを通じてよ
り効率的・効果的な形で、より実
行可能性が高く、自立発展性のあ
るプロジェクトを形成し、実施し
ていく必要があることを説明し、
メキシコ側の理解を得、ミニッツ
に記載する。

前述のＯＤＡ予算の制約から、
プロジェクト開始後に調査団を
毎年派遣することはきわめて困
難であること、したがってプロ
ジェクトの運営管理ならびにモ
ニタリングと評価は、合同調整委
員会の主導下で現地化されるの
が望ましいことを説明し、メキシ
コ側の理解を得、ミニッツに記載
する。

念のため、左記を再確認する。

左記説明し、メキシコ側の理解
を得、ミニッツに記載した。

左記説明し、メキシコ側の理解
を得、ミニッツに記載した。
今回、1998年10月19日に開催
された第１回合同調整委員会に
引き続き、第２回を99年１月に、
以降、６カ月ごとに、毎年１月と
７月に合同調整委員会を開催し、
プロジェクトの運営管理ならび
にモニタリングと評価を実施し
ていくことになった。

左記につき、再度説明し、メキ
シコ側の理解を得、ミニッツに記
載した。

２－２　調査協議事項、対処方針および調査結果

調査項目 現状および問題点 対処方針 調査結果
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（1）プロジェクトサ
イクルマネジメ
ント（ＰＣＭ）
（続き）

（2）評価５項目の導
入

（3）モニタリング

（4）評価　
ア 種類

イ 終了時評価の手
順

められている。
キ 換言すると、専門家派遣、研
修員受入れ、機材供与はプロ
ジェクト方式技術協力を構
成する３要素であるが、現在
では専門家からカウンター
パートへの技術移転の成果
が重要視されており、ほかの
２つすなわち、研修員受入れ
と機材供与は技術移転を円
滑に実施するための補完で
あると見なされている。

ＰＤＭの導入と並行して、
ＪＩＣＡが評価５項目（効率性、
妥当性、目標達成度、効果、自立
発展性）を導入し、同項目が評価
モニタリングの視点として使用
されている。

以下の点については、これまで
の調査においてメキシコ側に対
し、説明はされていないものの、
代わりに専門家チームより説明
が実施されている。
前述のＰＤＭと評価５項目に

基づき、まずカウンターパートと
専門家がプロジェクトの定期モ
ニタリングをしなければならず、
このため、プロジェクト開始後６
カ月をめどに、現地主導で「モニ
タリング・評価計画書」の作成を
はじめとするモニタリング・シス
テムを構築し、以後６カ月ごとに
モニタリングを実施し、結果を関
係者に周知することとなってい
る。

（ｱ）プロジェクト目標の達成度
を評価するため、終了時評価
をプロジェクト終了前約６
カ月をめどに共同で実施す
る。

（ｲ）その他、プロジェクトの進捗
と自立発展度を測定するた
めに、必要に応じてプロジェ
クト期間中と期間後に評価
を実施する場合もある。

以下の点については、これまで
の調査においてメキシコ側に対
し、説明はされていない。
（ｱ）評価の公正を確保するため、

メキシコ側評価チームは、プ
ロジェクトに直接関係のな
いメンバーを含める必要が
あ る 。 同 様 の 理 由 で 、
ＪＩＣＡは、日本側評価チー
ムの一員として専任のコン
サルタントを雇用する。

（ｲ）上述のコンサルタントは、評
価に必要な情報を収集する
ためほかの日本側評価チー
ムメンバーに先立ってプロ
ジェクトに派遣され、評価を

念のため、左記を再確認する。

念のため、左記を再確認すると
ともに、後述の協議の結果を踏ま
え、「モニタリング・評価計画書」
を作成する（詳細は、第３の５の
５）参照。）。

念のため、左記を再確認する。

左記を、評価グリッドの内容を
含めメキシコ側に説明し、理解を
得、結果をミニッツに記載する。

左記を再確認し、ミニッツに記
載した。

左記を再確認し、ミニッツに記
載するとともに、「モニタリング・
評価計画書」のドラフトを作成
し、ミニッツに添付した。　

左記を再確認し、ミニッツに記
載した。

左記を説明し、ミニッツに記載
するとともに、評価グリッドの作
成例をミニッツに添付した。
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イ 終了時評価の手
順
（続き）

第1 裾野産業および
中小企業の現状

（1）国家開発計画の
現状

（2）統計データ

第2 実施機関の現状
1 組織

実施するために必要な情報
を収集し、評価グリッド案
として取りまとめる。

（ｳ）上述のグリッド作成準備を
含む評価は、ＰＤＭと評価
５項目を基本として実施さ
れ、同５項目は評価の視点
として活用される。

（ｴ）日本側評価チームの他のメ
ンバーが派遣され、メキシ
コ側評価チームとともに、
成果品として合同評価報告
書を作成する。

これまでの調査において、メ
キシコ政府が、1995年１月に発
表 さ れ た「 緊 急 経 済 計 画
（ＡＵＳＥＥ）」において「国家中
小企業審議会」を設立し、中小企
業支援を強化してることなど、
さらに1995年５月に発表された
「国家開発計画 1 9 9 5 - 2 0 0 0
（ＰＮＤ）」でＡＵＳＥＥの方針を
国家計画として追認しているこ
とが確認されている。

これまでの調査においては、
ＪＩＣＡの開発調査で収集され
た以外の統計データはあまり多
くはないことが確認されている。

実施協議調査時に下記を確認
している。

職員数（1997年７月現在）
204名

うち 所長 １名
研究職員 91名
技術補助員 77名
事務職員 35名

（ドライバーなど補助要員を含
む）

合同調整委員会などの場を通
じて、左記現状を可能な範囲で確
認するとともに、上述の評価５項
目の「効果」との関連で、現地にお
いて左記を適宜フォローする必
要があることを説明する。

上述のモニタリング・評価との
関係で、各種工業統計および業界
統計が必要とされているところ
から、左記データの有無を改めて
確認し、ない場合は別の指標を検
討することとする。
なお、今回のプロジェクト目標
レヴェルのターゲットグループ
はケレタロ州およびその周辺の
中小企業、上記目標レヴェルの
ターゲットグループはメキシコ
全土であるので、両面から確認を
行う必要がある。

左記現状を確認する。

左記につき、キックオフミー
ティングおよび合同調整委員会
において、メキシコ国内で裾野産
業（中小企業）育成の重要さがこ
れまで以上に認識されてきてい
ることを確認し、ミニッツに記載
した。
また、ケレタロ州知事への表敬

の際に、ケレタロ州においても裾
野産業への支援が重視されてい
ることを確認した。

ケレタロ州の経済統計の最新
版である「Queretaro Economic
Yearbook 1997」を入手した。
モニタリング・評価に必要な指

標については、「モニタリング・評
価計画書」の検討と並行して、今
年度内にプロジェクトから提出
されることとなった。

ＣＩＤＥＳＩが現在、管理部門
を中心に人員削減を実施する一
方で技術部門についてはスタッ
フ数を増加し、強化していること
を確認し、ミニッツに記載した。
現在の人員配置状況は以下の

とおりである。

職員数（1998年 10月現在）
189名

うち 所長 1名
技術部門スタッフ

117名
技術部門補助スタッフ

53名
管理部門スタッフ

18名

なお、ＣＩＤＥＳＩの組織形態
については、実施協議調査時と変
更のないことを確認した。
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2 法的ステータス

3 予算

4 雇用条件（離職
率）

5 活動状況

こ れ ま で の 調 査 で 、
ＣＩＤＥＳＩの法的ステータス
が見直され、雇用条件などを含め
た改善が実施される予定である
ことを確認している。

これまでの調査で、過去５年間
のＣＩＤＥＳＩの収支決算（自己
収入見合い支出を含む）を確認す
るとともに、予算の構造として、
連邦政府からの予算で人件費な
どの経常経費が賄われ、自己収入
により新規機器調達といった設
備投資が実施されていること、さ
らに、今後も経常経費については
連邦政府予算で賄われる見込み
であることを確認した。

上記２との関連で、雇用条件
（形態）が改善され、職員の定着率
が上がる見込みである。

ＣＩＤＥＳＩは、本プロジェク
トの対象部局以外に金属加工部
門、計量部門などを有している。

左記実態を確認する。

左記現状、特に連邦政府予算の
状況を確認し、結果をミニッツに
記載する。

雇用条件および職員の定着率
を確認する。

本プロジェクトの対象部局以
外の活動状況を確認する。

ＣＩＤＥＳＩの交渉努力と
ＣＯＮＡＣＹＴによる支援とに
かかわらず、政府内の諸手続きの
複雑さなどの問題もあり現在ま
で左記ステータスは認められて
いないものの、近々認められる見
通しであることを確認した。
また、現在の法的ステータスの

もと、終身雇用やその他のインセ
ンティヴにつながるような実際
的な雇用期間の改正が実施され
たことを確認した。

1994 年から 1998 年９月まで
ＣＩＤＥＳＩの予算措置状況を
入手し、ミニッツに添付した。
メキシコ側より、技術サービス

による自己収入の増加にもかか
わらず政府からの補助金は増加
傾向にあり、これは政府が
ＣＩＤＥＳＩの活動を高く評価
していることの証左であるとの
説明がなされた。

1997 年のＣＩＤＥＳＩにおけ
る離職率は20％で197人中39人
が離職しており、その内訳は技術
部門27人、管理部門12人となっ
ていることを確認し、ミニッツに
記載した。
な お こ れ に 関 連 し て 、

ＣＩＤＥＳＩのような公的な機
関は人材を育成することが期待
されており、そこで育成された人
材がその後、民間部門へと再雇用
されるため、大学の新卒者が民間
企業に就職することはめったに
ないというメキシコの雇用シス
テムについて確認し、ミニッツに
記載した。

本プロジェクトの活動とは直
接に関係はないものの、特に計量
部門および金属加工関連での試
作品製作分野の技術サービスが
好調であることを確認し、ミニッ
ツに記載した。
この関連で、本プロジェクトの

開始、言い換えればプロジェクト
の広報を強化することにより、
ＣＩＤＥＳＩの他の活動をも促
進し得るとの説明がメキシコ側
よりあり、その旨ミニッツに記載
した。
なお、この計量および金属加工

分野は、当初、本プロジェクトで
の協力対象として要請のあった
分野であるが、今回メキシコ側よ
り改めて本プロジェクトが上記
２分野をも含むように再検討し
てもらいたいとの依頼があった。
これに対し日本側は、これらの

分野の協力は現実的に難しいも
のの、在メキシコ日本大使館や
ＪＩＣＡメキシコ事務所および
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5 活動状況
（続き）

第3 当該プロジェク
ト

1 技術移転分野・
項目

（1）技術移転分野

（2）技術移転項目

2 技術移転の方法

実施協議調査の際に以下を確
認し、ミニッツに記載している。

ア 材料試験
（ｱ）機械試験および金属組織学
（ｲ）化学分析
イ 非破壊検査

ア 共通技術項目
（ｱ）冶金学
（ｲ）溶接および金属施工法
（ｳ）品質管理
（ｴ）試験の基礎
イ 材料試験
（機械試験および金属組織学）
（ｱ）試験方法
（ｲ）機械試験および金属組織

学用機器
（ｳ）機械試験および金属組織

学関連技術
（ｴ）破壊解析
（化学分析）
（ｱ）分析方法
（ｲ）化学分析機器
（ｳ）化学分析関連技術
ウ　非破壊検査
（ｱ）試験方法
（ｲ）非破壊検査機器
（ｳ）非破壊検査関連技術
（ｴ）材料および溶接の欠陥評価

実施協議調査時に以下のとお
り確認し、ミニッツに記載してい
る。
プロジェクトの協力期間中は、
オンザジョブ・トレーニング
（ＯＪＴ）により技術移転を実施
するとともに、ＯＪＴを通じて専
門家がカウンターパートの能力
を把握し、補完的にワークショッ
プ形式で座学を実施する。
なお、協力期間の経過に伴う
ＯＪＴの方法は以下のとおり。
（プロジェクトの初期段階）
ＣＩＤＥＳＩが受託している
依頼試験および工場訪問を通じ
て実施する。
（一定期間が経過した段階）
上記に加え、ＣＩＤＥＳＩ内お
よび巡回指導による技術指導や
セミナーならびに研修コースの
開催を通じて実施する。

左記を再確認する。

専門家がこれまでの活動を通
じ把握したカウンターパートの
技術力および対象企業の技術力
を踏まえ、左記項目の過不足の有
無、移転内容の深度、項目間の優
先度を検討し、結果をミニッツに
記載する。
また、その結果を踏まえ、技術

協力計画（ＴＣＰ）のitem欄を見
直す。

現状を専門家の基本スケ
ジュールとともに確認する。

日本人専門家チームと十分に相
談することをメキシコ側に勧告
し、その旨ミニッツに記載した。

左記再確認した。

カウンターパートの技術力モ
ニタリング結果に基づいて、プロ
ジェクトで協力対象とすべき技
術移転項目を日墨双方で見直し、
これまでの技術移転項目との比
較表をミニッツに添付した。
また、カウンターパートの最初

の技術レヴェルとプロジェクト
を通じての達成目標としての技
術レヴェルを各項目ごとにまと
めた表をミニッツに添付した。

左記技術移転の方法について、
専門家の個別ヒアリングなどを
通じ、特に大きな問題のないこと
を確認した。
プロジェクトの初期段階にあ

る現時点においては、依頼試験お
よび工場訪問を通じたＯＪＴと
カウンターパートの自己研修に
対する支援が行われている状況
にある。
ただし、語学などの問題により

専門家とカウンターパートとの
間のコミュニケーションが十分
行われていないことや、専門家が
書類作りに時間を取られて実質
的な技術移転に十分な時間を取
れないなどの問題点が指摘され
た。
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3 技術移転の進捗
状況

（0）進捗管理方法
ア 進捗管理表

イ フォーマット化

形態ごとの活動状況が、以下の
とおりプロジェクトより報告さ
れている。

技術協力計画（ＴＣＰ）、活動計
画（ＰＯ）、年次活動計画（ＡＰＯ）
に加え、以下の手順で年次技術協
力計画（ＡＴＣＰ）が作成され、技
術移転の進捗管理が実施されて
いる。
さらに、技術移転進捗度月間モ

ニタリングシートにより、右進捗
のモニタリングが実施されてい
る。
（ｱ）カウンターパートの技術能

力自己評価および第三者評
価の実施

（ｲ）技術移転必要項目の洗い出
し

（ｳ）優先度の確定
（ｴ）投入を６つの形式（内部研

修、ＯＪＴ、外部研修、自己
研修、短期専門家派遣、日本
研 修 ）に 分 け た 上 で 、
ＡＴＣＰを作成する。

ただし、上記６つの投入形式の
内、長期専門家が担うＯＪＴと自
己研修について、その活動の詳細
が明確でないため、さらなるブ
レークダウンが必要である。

実施協議調査のミニッツにお
いて、以下のフォーマットを作成
してプロジェクト活動の進捗管
理を実施し、一部については、
フォーマット案を記載する。
（ｱ）工場訪問のための、ケレタ

ロ州および周辺の中小企業
リスト

（ｲ）プロジェクトの成果を国レ
ヴェルで普及させるために、
ＣＩＤＥＳＩと共同歩調を
とる（産官学の研究）機関リ
スト

（ｳ）ケレタロ州および周辺の中
小企業の技術力モニタリン
グシート

（ｴ）カウンターパートの技術力
モニタリングシート

専門家およびカウンターパー
トからのインタヴューなどを通
じて現状を把握し、結果をミニッ
ツに記載する。

各種進捗管理表の活用状況を
把握すると共に、ＡＴＣＰの導入
経緯の詳細を聴取し、今後の
ＡＴＣＰの継続の適否について
検討する。なお、調査団としては、
内容（作成方針）が適切であるこ
とが判断され、かつ、専門家及び
カウンターパートの双方からプ
ロジェクトで継続作成すること
が可能であると確認されれば、継
続使用に賛意を示すこととする。

左記の導入状況を確認する。

専門家との協議およびカウン
ターパートへのインタヴューを
通じて、実施協議調査時には1998
年 10月から実質的な技術移転が
開始される予定であったことを
考 え る と 、 専 門 家 お よ び
Administrativeカウンターパー
トがプロジェクトの運営管理シ
ステムの立ち上げに多大な時間
を取られたにもかかわらず、本プ
ロジェクトの技術移転は円滑に
開始されてきていることを日墨
双方が合意し、ミニッツに記載し
た。　

協議の結果、左記「技術移転実
施計画」は、作成の端緒は本部側
からの依頼であったものの、技術
移転を効率よく実施し、かつ進捗
管理するとの発想から、むしろカ
ウンターパートが主体となって
作成したものであることが確認
されたため、今後はこれを
ＡＴＣＰと称し、技術移転の現場
で専門家とカウンターパートが
使用していくとともに、プロジェ
クト全体のモニタリング・評価の
非公式な（補助的な）参考資料と
して使用していくこととした。
なお、本計画の名称について

は、作成済みの1998年度分につ
いては「技術移転実施計画」とし、
今回作成した1999年度分から、分
野間のフォーマットを可能な限
り統一したうえで、「年次技術協
力計画（ＡＴＣＰ）」という名称と
することとした。

自己研修とは、ＯＪＴなどの際
に、専門家から与えられた課題を
カウンターパートがみずから独
習することである旨、確認した。

（ｱ）訪問済みの中小企業リスト
は作成済みであり、ミニッツ
に添付した。

（ｲ）産官学研究機関リストは未
作成であるため、本格的な技
術移転が始まるまでに準備
するようメキシコ側に依頼
し、ミニッツに記載した。

（ｳ）と（ｴ）については、今後、よ
り使いやすいように現在の
フォーマット案を見直していく
予定であり、特に企業の技術力モ
ニタリングシートについては、本
格的な技術移転が始まるまでに
準備するようメキシコ側に依頼
し、ミニッツに記載した。
左記４つに加えて、以下の

フォーマットが作成され、現在見
直し中であり、その旨ミニッツに
記載した。
・企業訪問調査票
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イ フォーマット化
（続き）

ウ プロジェクト運
営会議

（1）工場訪問

上記に加えて、プロジェクトの
関係者がプロジェクトの内容を
把握し、モニターできるよう、技
術移転の成果は可能な限り以下
の様態で保存されるべきである
ことが確認されている。
（ｱ）文章化する（書き物にする）。
（ｲ）どの分野も均質のものとす

る（可能な限りのフォーマッ
ト化）。

（ｳ）保存場所は関係者がいつで
も閲覧できる場所とする。

また、今後、本プロジェクト活
動の広がりが大きくなってくる
に従い、管理する項目（特に、プ
ロジェクト活動より派生する成
果関連項目）が増えることが予想
され、これらの項目を管理するた
め、新たなプロジェクト成果関連
項目管理システム（案）を構築中
であるとの報告をプロジェクト
より受けている（第２回定期報告
書）。

プロジェクト開始後、下記のプ
ロジェクト運営会議が定期的に
開催され、懸案事項の処理、プロ
ジェクト関連情報の共有化およ
びプロジェクト関係者間の円滑
なコミュニケーションの確保を
図ってきている。
（ｱ）プロジェクト運営週間会議
（ｲ）プロジェクト運営管理月例

会議
（ｳ）部門別週間会議

上記定例会議の議事録につい
ては、第１回及び第２回の定期報
告書により報告されている。

プロジェクト活動の訪問企業
への紹介、中小企業の技術力と
ニーズの把握、ＣＩＤＥＳＩの活
動内容（依頼試験、技術相談、研
修など）の訪問企業への紹介、今
後の活動計画に含まれる巡回指
導を実施する際の技術指導モデ
ル企業の選択を目的として、以下
のとおり工場訪問が実施されて
いる。

左記の現状を確認する。

システムの計画詳細を確認す
る。
なお調査団としては、ＡＴＣＰ
同様のライン、すなわち内容（作
成方針）が適切であることが判断
され、かつまた専門家とカウン
ターパートの双方からプロジェ
クトで継続作成することが可能
であると確認されれば、継続使用
に賛意を示すこととする。

頻度を含め実態を確認すると
ともに、議事進行の方法について
聴取し、かかる定例会議が単なる
レポーティングの場ではなく日
墨間の協議の場となるよう、今後
とも引き続き申し入れを行う。

左記を確認するとともに、1998
年７月以降の企業訪問実績を確
認し、ミニッツに記載する。
訪問企業のリストを入手する
とともに、技術力モニタリング結
果を聴取する。

・プロジェクトで実施される各
種技術サービスの記録票

・写真付き機材メンテナンス記
録票

・研修コースおよびセミナー参
加者へのアンケート票

・プロジェクトにより実施され
る研修コースとセミナー以外
のサービスを利用する組織及
び関係者

技術移転の成果は、書き物の形
なおかつ同じレヴェルの質で、い
つでもアクセスできるように保
管されてきており、プロジェクト
関係者であればだれでもプロ
ジェクトの内容や進捗状況につ
いての情報を入手し、モニタリン
グすることができるようになっ
ていることを確認し、ミニッツに
記載した。この関連で、上記共通
フォーマットなどの文書を、マイ
クロソフトオフィスなどのソフ
トウェアで作成し、修正やアクセ
スの面で便宜を図っていくこと
を日墨双方が合意し、ミニッツに
記載した。

左記システムを確認し、シンプ
ルかつシステマティックに整理
された成果項目をミニッツに添
付した。
左記を確認したうえで、本シス
テムを今後、継続的に使用してい
くことに賛意を示した。

左記現状のとおり、専門家、カ
ウンターパート間の定期的会議
のシステムが確立・実施されてお
り、また会議の議事録は取りまと
められた後、関係者に配布されて
いることを確認し、ミニッツに記
載した。
ただし、非破壊検査部門の週間
会議については未確立であった
ため、早期に確立するようメキシ
コ側に申し入れた。

1998年５月以降10月までの訪
問企業実績を確認し、技術力モニ
タリング結果を聴取するととも
に、そのリストをミニッツに添付
した。
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（1）工場訪問
（続き）

（2）依頼試験

（3）その他

ア 開始時期および頻度
1998年５月より週１回２社

イ 実績（計23社　1998年７月時
点）
５月　６月　７月
８社　７社　８社

現在、これまでの企業訪問の成
果を取りまとめているところで
あり、今後モデル企業を10～20
社選定し、これらにターゲットを
絞って、セミ巡回指導を実施予定
である。

本プロジェクトでの技術移転
対象である材料技術部門におけ
る、1998年度上半期（１～７月）の
依頼試験件数、試験依頼者および
自己収入について報告されてい
るが、今年度上半期の依頼試験件
数は、昨年度の同時期に比べほぼ
増減がなく横ばい状態が続いて
おり、売上高も昨年と同水準にて
推移している。
なお、自己収入（売上高）に関し

ては、1998年７月26日現在での
目標達成率は 67 . 4 6％であり、
ＣＩＤＥＳＩ全体でも55.58％と
低くなっている。

こ の 関 連 で 、 従 来 よ り
ＣＩＤＥＳＩの依頼試験実施手
順において、営業部門から各試験
室へのサービス・オーダーに時間
がかかるなどの種々の問題が存
在しており、抜本的な解決策が取
られないまま放置されてきてい
た。本プロジェクトを実施するに
あたり、早期にこの問題を解決す
べ く 専 門 家 チ ー ム と
ＣＩＤＥＳＩ側とで協議を重ね、
依頼試験実施手順の見直し案が
策定され、その内容をプロジェク
ト管理月例会議にて確認し、1998
年９月初めより本手順に従って
依頼試験が実施されている。
しかしながら、この新依頼試験

手順も、現在までうまく機能して
いない状況にある。

左記現状を聴取し、計画が策定
されていれば、必要に応じコメン
トする。

左記を含め、最新情報および委
細について聴取し、ミニッツに記
載する。

左記現状を聴取するとともに、
可能な範囲で助言を行い、内容に
よっては持ち帰り、国内委員会へ
の諮問ないしは研修員受入れ時
の対応をも検討する。

上記以外の長期専門家による
ＯＪＴを含むカウンターパート
への技術移転について、具体的な
活動内容を聴取し、ミニッツに記
載する。
あわせて、カウンターパートと

専門家のインタヴューを通じ、こ
れまでの活動から教訓を導き出
し、今後の活動に反映することと
する。

1998年度活動計画（ＰＯ）に従
い、10月まで企業訪問をした後、
11月と12月の２カ月間で巡回指
導の計画を策定する予定である
ことを聴取、確認した。

本プロジェクトに関連する
1995 年から現時点までの分野ご
との依頼試験数を整理し、ミニッ
ツに添付した。
依頼試験の件数が昨年度と同

水準で推移しているにもかかわ
らず、自己収入の目標達成率が低
くなっているのは、目標そのもの
を高水準に設定しているためで
あることを確認した。

依頼試験の実施手順の現状を
確認したところ、企業からの受付
窓口が技術営業部となっている
ことに問題があるため、受付窓口
機能を本プロジェクトの直接の
実施部門でもある材料技術部に
移行するようプロジェクト・マ
ネージャーを通じＣＩＤＥＳＩ
側に依頼しているものの、
ＣＩＤＥＳＩ内部の組織上の事
情からそれが実現できていない
状況にあることを確認した。
引き続き、上記をＣＩＤＥＳＩ

側に依頼し、依頼試験の効率的な
実施手順を探っていくこととし
た。

専門家からの個別ヒアリング
を通じ、たとえば、カウンター
パートからの質問に対して優先
的に答えるようにしたりして、カ
ウンターパートと過ごす時間を
とるように工夫していることが
あげられる。また、これまで、会
議や企業訪問その他の雑務で時
間をとられ、実際に自由に使える
時間は１週間のうち２日間程度
であったので、毎週火曜日と水曜
日の午前中をカウンターパート
と過ごす時間と決め、スケジュー
リングを工夫したりしている。
問題点としては、言葉の問題に

より専門家とカウンターパート
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（3）その他
（続き）

4 投入実績および
計画

（1）日本側
ア 専門家

（ｱ）長期専門家

（ｲ）短期専門家

（1997、1998年度実績）（計５名）
a チーフアドバイザー
千坂　平通
（1998.2.19～ 2000.2.18）

b 業務調整
遠藤　又一
（1998.2.19～ 2000.2.18）

c 材料試験（機械試験および金
属組織学）
塚原　宏　
（1998.3.16～ 2000.3.15）

d 材料試験（化学分析）
瀬野　英夫
（1998.3.16～ 2000.3.15）

e 非破壊検査
秋山　武彦
（1998.4.13～ 2000.4.12）

（1999年度計画）
上記５専門家とも派遣期間が
終了する。特に材料試験（化学分
析）専門家については、当初計画
していた当該専門家の派遣期間
自体が終了する。

（全体計画）
実施協議調査時のミニッツに、
短期専門家については必要に応
じ派遣すること、当面、以下の12
分野につき派遣予定であること
が記載されている。
a 破壊力学
b 破壊解析
c 最新の溶接技術
d 最新の非破壊検査

左記実績を確認し、ミニッツに
添付する。

インタヴューなどを通じ、各長
期専門家のプロジェクトにおけ
る役割及び現時点まで（1 9 9 7、
1998年度）の各長期専門家の活動
実績を再確認する。

専門家の特権免除および執務
環境に関し、現状を確認し、問題
点があれば必要に応じメキシコ
側に申し入れる。

インタヴューにより各専門家
の意向を確認するとともに、化学
分析については、取り扱いぶりを
メキシコ側とも協議する。

左記を再確認する。

とのコミュニケーションが十分
でないことや、専門家がペーパー
ワークに時間を取られてカウン
ターパートへの技術移転に割け
る実質的な時間が限られている
ことなどがあげられた。
しかし、今後、巡回指導が本格

化するなかで、日本人長期専門家
の役割は必然的にはっきりして
くると思われる。

1999年度の日本側予算は現在、
大蔵省にて閲読中であるため、こ
こでの日本側投入計画はあくま
で現時点での案として取り扱い、
最終的には1999年３月末に確定
されることを日墨双方で確認し、
ミニッツに記載した。

左記を確認し、ミニッツに添付
した。

左記につき、各長期専門家に対
するインタビューを通じ再確認
した。

左記につき、特に問題点のない
ことを確認した。

左記につき、実施協議調査時の
暫定実施計画（ＴＳＩ）に現時点
で変更のないことを確認したう
えで、すべての長期専門家がプロ
ジェクト終了時まで派遣される
のではないことを再確認し、この
ＴＳＩをミニッツに添付した。
長期専門家による技術移転の

期間は、プロジェクトの進捗状況
やニーズにより変わり得るが、当
該技術移転の期間を短縮するか
延長するかについては、適宜見直
しを行っていくこととし、その旨
ミニッツに記載した。

左記を再確認し、以下の分野名
の変更および派遣分野の追加を
することとした。

（1）d「最新の非破壊検査」を「渦
流探傷試験器の操作と活用」
に変更。

（2）k「環境計測分析技術」を「有
機試料の分析」に変更。
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（ｲ）短期専門家
（続き）

e 試験機関の認証
f 金属材料の腐食および防食
g 非破壊検査の信頼性
h ISO9000体制の保持
i 品質向上
j 電子顕微鏡操作および破面

解析
k 環境計測分析技術
l ISO14000への対応

（1998年度実績）
a 電子顕微鏡操作指導および

破面解析
菅野　裕
（1998.7.27～ 1998.9.5）

b 破壊力学（機材引渡式セミ
ナー講師）
石川　圭介
（1998.9.18～ 1998.9.25）

左記実績を確認し、ミニッツに
添付する。
左記短期専門家の派遣にかか

る問題点を整理し、今後の派遣に
向けての教訓とし、要すればミ
ニッツに記載する。

（3）「小型材料試験機」分野を追
加。

（4）「湿式化学分析」分野を追加。

左記を確認し、ミニッツに添付
した。

左記につき、以下の２点の問題
点を整理し、ミニッツに記載し
た。

1 短期専門家の派遣期間を少
なくとも２カ月とすること。

この理由は以下のとおり。
（1）日本とケレタロとの間の距

離および時差の問題、さらに
日本語とスペイン語という
コミュニケーション問題な
どがあるため、専門家が現地
に慣れるまでには一定の時
間が必要となること。

（2）本プロジェクトにおいては、
移 転 さ れ た 技 術 を
ＣＩＤＥＳＩからケレタロ
州周辺の産業界へと普及さ
せると同時に、ＣＩＤＥＳＩ
のような公的試験研究機関
や関連する大学機関および
産業界から構成される組織
の設立を通じ、機材を共同で
使ったり、プロジェクトの成
果の国レヴェルでの効果的
な普及に資することを目的
としており、したがって専門
家は、プロジェクトの開始段
階から、ＣＩＤＥＳＩのカウ
ンターパートだけではなく、
上記関連機関のスタッフに
対しても技術移転をするこ
とが期待されていること。

2 十分な英語力のある専門家
を派遣すること。

この背景には、メキシコ側にお
いて累次調査で日本側より要望
のあったカウンターパートに対
する英語研修を毎日実施してい
ることから、日本側にも相応の努
力をしてもらいたいとのメキシ
コ側の意向がある。

上記２点の問題点に対して、日
本側としても可能な限り努力す
るが、専門家のリクルートいかん
によっては必ずしも応えられな
いことをメキシコ側に伝えると
とともに、専門家の語学力の養成
については、要求されるレヴェル
の語学研修とそれに要する予算
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（ｲ）短期専門家
（続き）

イ 研修員受入れ

（1998年度計画）
a 小型材料試験機
調整中

b 湿式化学分析（追加要請）

（1999年度計画）
プロジェクトで現在計画を立
案中。

（1997年度実績）
a プロジェクト運営管理
Angel Ramirez Vazques
（1998.1.18～ 1998.2.6）

b プロジェクト運営管理
Noguera Silva Ciliro
（1998.1.18～ 1998.2.6）

（1998年度計画）
a 金属組織
Carlos Ramirez Baltazar
（1998.11.9～ 1998.12.8）

b 化学分析
Estela Gonzalez Caballero
（1998.11.9～ 1998.12.8）

c 非破壊検査
Jaime Gonzalez Silva
（1998.11.9～ 1998.12.8）

d 機械試験（追加要請分）
Cano Lopez Hose Antonio
（1999.2～ 1999.3）

今年度残りの期間に派遣予定
の短期専門家の活動計画を確認
する。特に、プロジェクトより追
加派遣の要請があった「湿式化学
分析」分野の短期専門家について
は、その必要性を再確認するとと
もに、その活動計画を確認する。

上述の全体計画をも踏まえ、
1999 年度短期専門家派遣計画を
協議し、案としてミニッツに記載
する。

左記実績を確認し、ミニッツに
記載する。

本邦研修の成果及び問題点（要
望）についてメキシコ側から聴取
し、今後の効果的な研修員受入れ
に役立てる。

研修員が研修から帰国した場
合は、必ず他の職員にその成果を
披露・移転するEcho Training
Systemを確立するよう依頼する。

今年度受入れ予定の研修員の
研修計画について、プロジェクト
より追加受入れの要請があった
「機械試験」分野の必要性の再確
認を含め、協議する。

措置が可能であるか否かにもよ
ること、同時にこのような努力は
プロジェクトの円滑なコミュニ
ケーションのために、長期専門家
に対してもなされるべきである
ことをメキシコ側に説明し、ミ
ニッツに記載した。

左記について、「小型材料試験
機」および「湿式化学分析」両分野
ともに、具体的な派遣時期と人選
については検討中であるものの、
派遣の必要性および活動計画を
再確認し、ミニッツに記載した。

左記について、下記のとおりミ
ニッツに記載した。
（1999年度短期専門派遣計画）
（1）破壊力学
（2）渦流探傷試験器の操作と活

用
（3）非破壊検査の信頼性
（4）有機試料の分析

左記につきミニッツに記載し
た。

カウンターパートからの個別
ヒアリングを通じ、研修期間を長
くして（少なくとも３カ月）本格
的な技術研修を受けたいとの要
望があった。

今後のより効果的な研修員受
入れに資するべく、カウンター
パートが日本研修で得た知識と
経験をプロジェクト実施のため
に有効に活用するため、帰国後速
やかに研修成果の報告会を定期
的に開催すること、また E c h o
Training Systemを確立すること
をメキシコ側と合意し、その旨ミ
ニッツに記載した。

「金属組織」、「化学分析」、「非
破壊検査」の３分野については予
定どおり受入れることとし、ミ
ニッツに記載した。
追加分の「機械試験」分野につ

いては、受入れ予定であったカウ
ンターパート（Cano Lopez Hose
Antonio）が海外留学することに
なり、急きょ辞退の申し入れが
あったため、分野を変更し、依頼
試験の受付窓口機能の改善など
の問題をかかえる管理部門の責
任者を、同様な業務を行っている
日本の公設試験場で研修させる
方向で検討することとした。
この関連で、追加分のカウン

ターパート研修について、早急に
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イ 研修員受入れ
（続き）

ウ 機材供与

（1999年度計画）
以下の要望調査表が提出され

ている。
a 化学分析

Rosabla Hemandez Rivera
（1999年 10月ごろ）

b 金属材料機械試験技術
Maria Concepcion Obregon
Zepeda
（1999年 9月ごろ）

c 非破壊検査
J Santos Garcia Miranda
（1999年 10月ごろ）

（1997年度実績）（総額１億7317万
7千円）
以下の機材が納入、据え付け済

みである。なお、rおよびuを本
邦購送した以外はすべて現地調
達による。
a 万能試験機
b 走査型電子顕微鏡
c ロックウェル硬度計
d 微小硬度計
e 小型万能試験機
f ブリネル硬度計
g 携帯式工業X線装置
h 蛍光Ｘ線分析装置
i 原子吸光分析装置
j 可搬式発光分析装置
k 設置式発光分析装置
l 極間式磁粉探傷器
m 高周波試料準備装置
n 顕微鏡試料研磨装置
o 顕微鏡試料電研装置
p 顕微鏡試料埋込装置
q 超音波探傷装置
r 溶接欠陥サンプル
s 渦流探傷試験器
t 衝撃試験機
u 技術文献、技術資料
v 標準サンプル
w コピー機
x ファクシミリ
y 電子黒板
z 車両

上記a～zまでの試験検査関連
供与機材のうち、新たに機器操作
指導を必要とするものは以下の
５点であり、各機材ごとに操作指
導計画および保全／校正計画が
策定されており、現在、計画どお
り実施されているとの報告を受
けている。

要望調査表の内容を確認する。

左記を確認し、ミニッツに記載
する。

機材管理台帳に基づいた機材
の維持管理が行われているか否
か確認する。

左記計画および進捗状況を確
認する。

代わりの研修員を決めて必要書類
をＪＩＣＡメキシコ事務所まで提
出する必要のあること、さらに、
その必要書類受領後も研修開始ま
でには約３カ月かかること、要す
るに原則として本研修にかかる予
算は98 年度内のみで有効である
ため、早急な手続きが必要である
ことを説明し、ミニッツに記載し
た。

左記を確認し、ミニッツに記載
した。

左記を確認し、ミニッツに添付
した。

左記について、機材管理台帳に
基づいた機材の適切な維持管理
が行われていることを確認した。

蛍光Ｘ線分析装置を除いた４
機材については、すでに操作指導
を終了している。蛍光Ｘ線分析装
置はＣＩＤＥＳＩにとって初め
て扱う機材ということもあり、操
作指導に時間を要している。
保全／校正についても計画通

りに実施されていることを確認
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ウ 機材供与
（続き）

エ 調査団および調
査員

走査型電子顕微鏡
万能試験機
小型万能試験機
蛍光Ｘ線分析装置
渦流探傷試験器

（1998年度計画）
プロジェクトから化学分析お
よび機械試験に関する追加機材
の要請が非公式に打診されてい
る。

（1999年度計画）
現在、プロジェクトで取りまと
め中である。

これまでに以下の調査団・調査
員を派遣している。なお、調査員
については、予算上は専門家扱い
である。
（ｱ）事前調査

（1997.2.24～ 1997.3.12）
a 総括　

山下　誠
b 技術協力計画

本井　満
c 技術移転計画

塚原　宏
d 非破壊検査

松山　欣郎
e 業務調整

遠藤　又一

（ｲ）長期調査員
（1997.7.7～ 1997.8.9）
a 総括　

山下　誠
b 技術協力計画

田坂　謙介
c 技術移転計画

内容および必要性を確認し、持
ち帰り検討することとする。

プロジェクトから要請があっ
た場合は、内容および必要性を確
認し、原則として持ち帰り検討す
ることとする。

左記実績を確認し、ミニッツに
添付する。

予算削減の影響から、今後必ず
しも調査団を毎年派遣できなく
なるため、合同調整委員会がより
主体的に案件管理（計画策定・モ
ニタリング・評価の現地化）をす
る必要がある旨を伝え、可能であ
れば定期モニタリング実施のた
びに開催するよう依頼し、理解を
得、ミニッツに記載する。

左記実績を確認し、ミニッツに
添付する。

した。
なお、ＣＩＤＥＳＩ側から、日

本側供与機材のメンテナンスの
ため、必要に応じて各機材の業者
とメンテナンス契約を取り交わ
していること、ならびに、各機材
の操作とメンテナンスについて
の外部研修に自らの負担でカウ
ンターパートを派遣しているこ
とについて説明があり、その旨ミ
ニッツに記載した。

左記追加機材については、
ＣＩＤＥＳＩ側負担により供与
される見込みであることを確認
した。　

粉体分析関連機器と引っ張り
試験用 D i f e r r e n t i a l
Transformer Extensometerの増
強が必要であるとの専門家から
の要望があったが、これらについ
てもＣＩＤＥＳＩ側予算で調達
予定であることを確認した。

その他、非破壊検査関連のスペ
アパーツなどメキシコ側より追
加の機材供与の打診があったが、
プロジェクトの自立発展性を考
慮して、今後はスペアパーツを含
めいかなる機材もメキシコ側に
より購入されるべきであること
を説明した。
しかしながら、プロジェクトの

活動にどうしても必要でなおか
つメキシコ側による購入が困難
である場合には、必要に応じ専門
家の協力を得て、日本側でその必
要性を検討することとする旨説
明し、ミニッツに記載した。

左記を確認し、ミニッツに添付
した。

ＣＩＤＥＳＩとの協議および
合同調整委員会の場を通じ、左記
をメキシコ側に伝え、理解を得て
ミニッツに記載した。

左記を確認し、ミニッツに添付
した。
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エ 調査団および調
査員
（続き）

オ ローカルコスト
支援

（2）メキシコ側
ア カウンターパー
ト配置状況

塚原　宏
d 非破壊検査
松山　欣郎

e 化学分析
瀬野　英夫

f 業務調整
遠藤　又一

（ｳ）実施協議調査
（1997.11.10～ 1997.11.20）
a 総括　
米田　一弘

b 技術移転計画
藤江　武久

c 機材計画
塚原　宏

d プロジェクト協力企画
横澤　康浩

e 業務調整
遠藤　又一

（ｴ）機材計画調査員
（1997.12.8～ 1997.12.18）
a 総括　
千坂　平道

b 業務調整
遠藤　又一

（ｵ）運営指導チーム（機材引渡
式）
（1998.9.18～ 1998.9.22）
a 総括　
谷川　和男

（1997年度実績）（98年２、３月分
のみ）
42万 6000円

（1998年度計画）（実績含む）
275万 5000円

（1999年度計画）
1998 年度と同額の予算規模を

予定しているが、1999年度より外
部の研修生（一般企業技術者、政
府機関技術者および研究者、大学
の教官および学生など）を招いて
の技術研修の開催を定期的に計
画しており、その費用に充当する
ために中堅技術者養成対策費の
申請を予定しているとの報告を
プロジェクトより受けている。

実施協議調査時に下記を確認
し、ミニッツに記載している。
（ｱ）Administrative カウンター

パート 4名
a ＣＩＤＥＳＩ所長

帳簿および証拠書類を確認す
る。

今年度については、機材引渡式
などが実施されたものの、とりあ
えず配布済みの現地業務費でプ
ロジェクトが対応してくれてい
るところから、1998年度残りの期
間について不足が生じないか否
か確認する。
仮に不足が生じる場合は、その

積算を確認し、持ち帰り検討する
こととする。

左記技術研修の内容を確認し、
中堅技術者養成対策費の必要性
を吟味するとともに、中堅技術者
養成対策事業実施に必要となる
諸手続について説明する。

左記につき、最新のカウンター
パート配置状況を確認して、ミ
ニッツに記載する。

カウンターパートのインタ

左記を確認した。

左記について、とりあえず不足
の生じないことを確認した。もし
不足の生じる場合には、現地業務
費の追加支給を申請することと
した。

左記を確認し、中堅技術者養成
対策費の必要性が認められたと
ころから、手続きに必要な参考資
料を配布し、中堅技術者養成対策
事業実施概要について理解を得
た。

左記を確認し、ミニッツに添付
した。

左記のとおりカウンターパー
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ア カウンターパー
ト配置状況
（続き）

イ ローカルコスト
負担

b ＣＩＤＥＳＩ材料技術部長
c ＣＩＤＥＳＩ総務部長
d ＣＩＤＥＳＩ広報課長

（ｲ）Direct Technicalカウンター
パート 8名

a 材料試験分野 4名
b 非破壊検査分野 4名

（ｳ）Technical カウンターパート
5名

a 材料試験分野 3名
b 非破壊検査分野 3名

（ｴ）Supporting Staff 4名
a Technician 2名
b Skilled Worker 2名

（ｵ）Administrative Staff 2名
a Secretary 1名
b Driver 1名

1998年４月時点で、上記カウン
ターパート全員が配置されてい
ることが確認されている。

懸案であるカウンターパート
の離職については、実施協議調査
時に、すでに雇用条件の改善など
により離職防止対策を打ってき
たとの説明がＣＩＤＥＳＩ側か
らなされ、今後とも適切な対策を
講じる旨を要請している。

さらに、カウンターパートの定
着はプロジェクトの成否を握っ
ており、技術移転の成果がカウン
ターパート個人のみならず、
ＣＩＤＥＳＩという機関に蓄積
されていく仕組みをつくる必要
があることに合意し、その旨をミ
ニッツに記載している。

（1998 年上半期（１月～７月）実
績）

（約４万7600ドル）
a 供与機材設置に要する試験
室の改修工事費

１万2095ドル
b 機材設置費用 6900ドル
c 機器購入費用１万2683ドル
d 機器保全・運転用資機材購入

ヴューを行い、日本側への要望事
項を把握する。

左記現状を確認し、具体的な対
策につき検討し、ミニッツに記載
する。

左記実績を確認し、ミニッツに
記載する。

トへのインタヴューを行い、本プ
ロジェクトに対する要望事項や
派遣専門家や日本研修に対する
要望について聴取した。

昨年度に１年の期限付きで
あった雇用形態が無期限の雇用
契約に改善され、それが維持され
ていることを確認した。また、
ＣＩＤＥＳＩの給与システムが
1998年１月に改善され、大学新卒
者の基本給が、諸手当を含めて月
当たり約4600ペソとなっている
こと、またＣＩＤＥＳＩにおいて
は、海外での研修から帰国した後
に一定期間ＣＩＤＥＳＩで働か
なければならなかったり、あるい
は帰国後ＣＩＤＥＳＩで働かな
い場合にその研修に要した費用
を弁償しなくてはならないと
いった雇用上の拘束はないこと
を確認し、ミニッツに記載した。

左記現状との関連で、今回の運
営指導においてメキシコ側に対
し、スタッフの離職への対応措置
を十分にするよう依頼し、了解を
得、その具体的な措置として、以
下の２点を確認し、ミニッツに記
載した。
（1）移転された技術および経験

を文書化、蓄積することによ
り、他のスタッフと共有でき
るようにすること。

（2）一度に２人以上のスタッフ
が離職する可能性は低いの
で、２人以上のチームを構成
して技術移転や他の活動を
実施すること。

メキシコ側より本プロジェク
トに対するＣＩＤＥＳＩ側の予
算措置状況に関する最新の情報
を入手し、ミニッツに添付した。
ＣＩＤＥＳＩ側が当初の予定

よりも多くの予算を本プロジェ
クトに措置してきていることに
対して謝意を示すとともに、日本
政府もまたＪＩＣＡを通して本
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費 9420ドル
e プロジェクト関連家具、備品

購入費 2010ドル
f 供与／携行／輸送機材保険、

通関、輸送費 4492ドル

上記プロジェクト運営に要す
るＣＩＤＥＳＩ側予算は何ら問
題なく執行されてきている。

（1998年下半期（８月～12月計画）
当該期間に予定されている供与

機材操作指導計画、機材保全／校
正計画、消耗品購入計画、広報活
動計画などに基づく活動に要する
費用および本プロジェクト実施に
必要なその他のローカルコスト項
目を積算し、その積算額に基づい
てＣＩＤＥＳＩが現在措置してい
る本プロジェクト関連の本年度運
営歳出予算の見直しを行った結
果、当該期間の予算計画の総額は
約２万4433ドルとなっている。

（1999年度計画）

実施協議調査時に、日本人専門
家の執務室などＣＩＤＥＳＩ内
の建物・施設を本プロジェクト実
施のためにメキシコ側が提供す
ること、また供与機材との関連で
建物の改修が必要な場合には、各
機材の到着までに改修を実施す
ることを合意している。
専門家赴任時には、すでに上記

実施協議調査時に合意された内容
にて日本人専門家の執務室は整備
されており、ロッカー、本棚など
の事務備品を追加するだけですぐ
にでも執務を開始できる状態にあ
り、またその他の文房具などの消
耗品も必要なものはＣＩＤＥＳＩ
側により提供される状況にあっ
た。日本人専門家の基本的な業務
環境整備はほぼ終了している。

本邦及び現地調達分を含めて
全供与機材の据え付けは終了し
ており、機材管理台帳もカラー写
真付きで作成済みである。現在
は、操作指導および保全・校正に
かかる活動を行っている。

左記予算配分計画を確認し、ミ
ニッツに記載する。

自己収入が見込みよりも落ち
ているとの情報を得ているので、
1999年度の予算計画について、そ
の見込みなりとも聴取する。

現状を確認するとともに、専門
家とも意見交換し、改善すべき点
がある場合にはメキシコ側に申
し入れる。

機材の据え付け状況およびメ
ンテナンス状況を確認する。

メキシコ側負担で調達した機
材を確認し、ミニッツに記載す
る。

プロジェクトに対して十分な投
入を施す意向であることを伝え、
プロジェクトが終了した後も引
き続き機材および人材育成両面
でのプロジェクトの成果を維持
し、さらなる向上に努めるようメ
キシコ側に依頼し、ミニッツに記
載した。

左記について、インフレ率を勘
案したうえでも十分なローカル
コストを措置する予定であるこ
とを確認し、プロジェクト終了時
までのＣＩＤＥＳＩ側予算配分
計画をミニッツに添付した。

第３の３の（２）依頼試験の項
で既述したように、見込みよりも
落ちているのは自己収入の目標
達成率であり、依頼試験件数と自
己収入額そのものは増加傾向に
あることを確認した。

左記について、プロジェクトの
実施機関として、メキシコ側は累
次調査で日本側より要求のあっ
た４分野（機械試験、金属組織学、
化学分析、非破壊検査）のラボラ
トリーの設置と刷新を予定どお
り実施済みであり、専門家および
メキシコ側カウンターパートの
執務室についても同じように整
備済みであることをサイト視察
を通じて確認し、ミニッツに記載
した。

左記につき、サイト視察を通じ
て、すべての供与機材が適切に据
え付けられ、維持管理されている
ことを確認し、機材リストをミ
ニッツに添付した。

左記について、サイト視察を通
じて確認した。
日本側供与機材のメンテナン

スに必要な費用および付属品な
どについてもメキシコ側が負担
してきており、今後も同じ方針で
あることを確認した。

イ ローカルコスト
負担
（続き）

ウ 施設整備状況
（ｱ）専門家に対する

便宜供与

（ｲ）機材据え付けお
よびメンテナン
ス

（ｳ）機材供与
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5 進捗管理表の見
直しおよび作成

（0）ＰＤＭ

（1）技術協力計画
（ＴＣＰ）および
活動計画（ＰＯ）

（2）年次活動計画
（ＡＰＯ）

実施協議調査のミニッツに日
墨双方が合意したＰＤＭが添付
されており、プロジェクトのモニ
タリング、達成度の評価を図るた
めにＰＤＭをプロジェクトの共
通のツールとして使用していく
ことが合意されている。
なお同ミニッツでは、プロジェ
クト開始後の最初の計画打合せ
調査団来墨時に、ＰＤＭの見直し
を行うこととなっている。前述の
とおり、計画打合せ調査団の予算
が削減され、本運営指導チームが
従前の計画打合せ調査団に相当
する。

プロジェクト開始後、ＰＤＭ検
討会議が開かれ（1998 年４月７
日）、成果の指標の妥当性などに
ついて議論された。その結果、成
果２－１の"No. of technical
services conducted by Ｃ／Ｐ
"はカウンターパートにより実施
された依頼試験の数ではなく、カ
ウンターパートが自己申告する
習得した要素技術の数であるこ
とが確認されており、表現を"No.
o f  t e c h n i c a l  s e r v i c e s
acquired by Ｃ／Ｐ "と変更す
る案が提示されている（注：この
ＰＤＭ検討会議は定期的に開催
されることになっている。）。

議論の中で、英語と西語の語意
の違いから解釈にばらつきが見
られたため、ＰＤＭの西語版を作
ることがプロジェクトから提案
されている。

本件は、当部で初めてＴＣＰと
ＰＯを作成した案件であるが、実
施協議調査の際のミニッツに、プ
ロジェクト全体のＰＯに相当す
るもの（活動の実施スケジュー
ル）がＴＣＰとして、ＴＣＰに相
当するもの（技術移転項目の実施
スケジュール）がSupplementary
Chartと暫定的に命名されている
ので、今回の調査において内容と
ともに変更する必要がある。

実施協議調査時に、1997年度お
よび1998年度の年次活動計画が
策定され、ミニッツに添付されて
いる。

上記１～４の協議の結果を踏
まえ、必要に応じ、進捗管理表の
見直し、作成を行う。

左記議論をも踏まえ、また昨
今、当部が活用しているＰＤＭの
基本パターンも念頭に置いて、指
標、指標入手手段、外部条件を中
心にＰＤＭの見直しを行い、とり
あえずの確定版を作成し、ミニッ
ツに添付する（注：本件で活動を
見直す場合は、Ｒ／Ｄの変更は必
要としない。）。

西語版については、ＰＤＭは広
くプロジェクト関係者に理解さ
れるべきであるので、解釈は英文
版によるという条件で作成を認
めることとする。

名称を含め、見直しを行い、ミ
ニッツに添付する。

現時点までの実績を確認する
とともに、残りの期間の計画につ
いて見直しを行い、ミニッツに添
付する。

可能な範囲で、1999年度年次活
動計画（案）を策定し、ミニッツに
添付する。

日墨双方により見直しを行っ
たＰＤＭ案をミニッツに添付し
たが、第０の３の（３）モニタリン
グの項で既述した「モニタリン
グ・評価計画書」の完成を待って
最終版とすることとし、ミニッツ
に記載した。

左記条件のもと、ＰＤＭの西語
版を作成することを認め、プロ
ジェクトにおいて今後作成する
こととした。

第３の１の（２）技術移転項目
の項で既述した改訂版技術移転
項目に従って、作成済みのＴＣＰ
の見直しを行い、改訂版ＴＣＰを
ミニッツに添付した。
ＰＯについては、実施協議調査

時にＴＣＰとして作成したもの
を改めてＰＯとしてミニッツに
添付した。

左記のとおりこれまでの実績
を確認したうえで、残りの期間に
ついて作成済みの 9 8 年度分
ＡＰＯを見直し、ミニッツに添付
した。

左記について、99年度分ＡＰＯ
を作成し、ミニッツに記載した。



調査項目 現状および問題点 対処方針 調査結果

- 37 -

（3）年次技術協力計
画（ＡＴＣＰ）

（4）暫定実施計画
（ＴＳＩ）

（5）モニタリング・
評価計画書

6 プロジェクト運
営・実施上の問
題点など

（1）試験所認定

前述のとおり、プロジェクトに
より 19 9 8 年度および 19 9 9 年
度ＡＴＣＰが作成されている。

実施協議調査時に策定され、ミ
ニッツに添付されている。

ＪＰＣＭにおいては、前述のと
おりプロジェクト開始後６カ月
をめどに計画打合せ調査団（現在
では運営指導チーム）を派遣し、
現地においてＰＤＭとＰＯの内
容を確認するとともに、協力期間
中のモニタリング・評価業務の実
施概要骨子を盛り込んだ「モニタ
リング・評価計画書」を作成し、ミ
ニッツに添付することとなって
いる。

ＣＩＤＥＳＩの計量、金属組織
および化学分析試験室は、商工振
興省規格局試験所認定国家機関
による定期的な認定検査により、
現在、有効な認定を受けている。

機械試験および非破壊検査室
に関しては、以前認定を受けてい
たが、認定を更新する条件が整っ
ていなかったという理由により
現在は認定は受けていないため、
1998年10月に再度の認定申請を
行うべく現在、その準備作業中で
ある。

この試験所認定は、本プロジェ
クトの活動を展開していくうえ

前述の条件が満たされた場合
は、1998年度計画および1999年
度（案）を協議し、ミニッツに添付
する。

現時点までの実績を確認する
とともに必要に応じ見直しを行
い、ミニッツに添付する。

上記のモニタリング・評価に関
する説明・協議を踏まえ、以下の
手順により、可能であればモニタ
リング・評価計画書を作成し、ミ
ニッツに添付する。
a モニタリング・評価実施体制

を構築する。
b モニタリング・評価スケ

ジュールを作成する。
c 評価５項目に従い、モニタリ

ング・評価項目を作成する。
d モニタリング調書を作成す

る。
e 実績記入表を作成する。

左記の実状を確認するととも
に、本プロジェクトとの関連を確
認し、必要に応じ、適宜、コメン
トを行うこととする。

98年度分については、残りの期
間の内容を確認したうえで、作成
済みのものを技術協力実施計画
（T e c h n o l o g y  T r a n s f e r
Execution Plan）としてミニッツ
に添付した。
99年度分については、第３の１

の（２）技術移転項目の項で既述
した改訂版技術移転項目に従っ
て項目をさらに詳細にブレーク
ダウンし、各分野ごとのフォー
マットを統一したうえで、専門家
とカウンターパートとの協議に
より作成され、年次技術移転計画
（ＡＴＣＰ）としてミニッツに添
付した。
今後、専門家の技術移転活動の

カリキュラムとして、またモニタ
リングの際の基本計画として継
続的に右ＡＴＣＰを使用してい
くことをメキシコ側と合意した。

第３の４の（１）および（２）で
既述したこれまでの日墨双方の
投入実績を確認したうえで、策定
済みＴＳＩを見直し、ミニッツに
添付した。

時間的制約から日墨双方が最終
的に合意するまでのものはできな
かったが、とりあえずのドラフト
を作成しミニッツに添付するとと
もに、本年12月までに日本人専門
家チームおよびＪＩＣＡメキシコ
事務所と十分に相談・協議したう
えで最終版を作成するようメキシ
コ側に依頼し、了解を得、その旨
ミニッツに記載した。
また今後、毎年１月と７月に合

同調整委員会を定期的に開催し、
プロジェクト活動のモニタリン
グを含めた運営管理を現地主導
で行っていくことをメキシコ側
に提案し、了解を得、その旨ミ
ニッツに記載した。

左記について、ＣＩＤＥＳＩに
おける試験所認定が本プロジェ
クトと密接にかかわっているこ
とを確認し、必要に応じて右認定
手続きに対しても支援していく
こととした。
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（1）試験所認定
（続き）

（2）プロジェクトの
広報

（3）本邦との連絡・
報告体制

で非常に重要と思われる一方で、
実際の試験所業務において、規定
の要求項目に従いどれだけ日常
業務をこなしていけるかは大き
な疑問であるとの報告をプロ
ジェクトより受けている。

平成10年度用プロジェクト紹
介用パンフレットを約2000部作
成し、本プロジェクト関連の産官
学機関に配布済みである。

ＣＩＤＥＳＩ広報課および技
術管理部営業課による広報活動
は、実際上、機能していない。し
たがって、今後、同二課の機能を
洗い直し、本プロジェクトの活動
を含めたＣＩＤＥＳＩ全体の広
報活動を効率よく実施できる体
制を敷いていく必要がある。

ＣＩＤＥＳＩが定期的に開催
している、金属加工業界を中心と
する業界団体との会合に積極的
に参加し、本プロジェクトの広報
を行う必要がある。

四半期報告書に加え、プロジェ
クト活動現状報告書（定期報告書
と略称）を２カ月ごとに作成し、
プロジェクト活動計画の進捗状

左記パンフレットの内容を、配
布状況およびその広報効果とと
もに確認し、今後の広報活動につ
いて検討し、ミニッツに記載す
る。

左記現状を見越してプロジェ
クトのAdministrative Ｃ／Ｐに
広報課の代表を加えた経緯もあ
るところから、Project Director
とManagerも同席のうえで広報課
と技術管理部営業課の機能を整
理し、本プロジェクトの活動を含
めたＣＩＤＥＳＩ全体の広報活
動を効率よく実施できる体制を
構築する。

必要に応じ他の広報の機会（同
窓会、プロジェクト記念日など）
のアイディアを提供する。

左記会合の開催状況および本
プロジェクトの広報実績を確認
するとともに、今後の広報戦略を
検討する。

積極的かつ定期的な情報提供・
連絡に対し、謝意を表す。

一方で、以下の点を確認・依頼

左記を確認し、ミニッツに記載
した。

実施協議調査時に確認されて
いたとおり、上記パンフレットの
作成・配布に加えて、本年９月21
日に開催された機材引渡式にお
いて、広くマスメディアに対して
本プロジェクトの紹介を行うな
ど、専門家とカウンターパートが
共に広報の強化に取り組んでき
たことを確認し、ミニッツに記載
した。
今後さらに本プロジェクトの

広報を強化していくために、以下
のような手段と機会を最大限に
活用して広報への取り組みを継
続的に実施するようメキシコ側
に依頼し、了解を得、ミニッツに
記載した。
（ｱ）記念行事とは別に、合同調整

委員会およびその他の重要
な活動を通じて、広報活動が
タイムリーかつ定期的に実
施される必要がある。たとえ
ば、Ｒ／Ｄの項目および添付
書類に記載されている合同
調整委員会や研修コース、セ
ミナーなどが考えられる。

（ｲ）メキシコ国内でプロジェク
トを広く広報するためにプ
ロジェクト記念日を設定し、
年齢やプレス関係者を問わ
ず、プロジェクトサイトへの
訪問希望者に対しては立ち
入りを許可し、プロジェクト
活動を公開するすることも
一案である。プロジェクト記
念日の候補として、たとえ
ば、Ｒ／Ｄ署名日やプロジェ
クトの開所式、機材引渡式な
どがあげられる。

この関連で、他部署、特に広報
部門の継続的かつ協力的な支援
が不可欠であり、ＣＩＤＥＳＩ内
の関連組織および関係者間の緊
密な協力関係が継続される必要
があることをメキシコ側に提案
し、了解を得、ミニッツに記載し
た。

左記について日本人専門家
チームに謝意を示した。
他方、専門家より、報告書作成

に時間を取られて本来の技術移
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（3）本邦との連絡・
報告体制
（続き）

（4）プロジェクト専
門家チーム内規

（5）開発調査との連
携

（6）プロジェクト支
援委員会（合同
調整委員会小委
員会）

況のモニタリングを行ってきて
いる。
このうち、定期報告書について

は、西語版も作成され、メキシコ
側関係者に配布されている。

現時点で、下記の報告書がプロ
ジェクトより送付されている。
ア 着任報告書
イ 1997年度第４四半期報告書
ウ 1998年度第１四半期報告書
エ 第１回定期報告書
（1998年２～５月）

オ 第２回定期報告書
（1998年６～７月）

プロジェクト専門家チーム、国
内委員会事務局およびＪＩＣＡ
間の連絡がうまく行かず、再調整
が必要になるケースがある。

専門家チームの内規が作成さ
れている。

現在、開発調査「メキシコ合衆
国要素技術移転調査」により、
ＣＩＤＥＳＩに対し、スタンピン
グ分野（プレス加工および金型）
の生産技術向上を目的とした協力
が実施されており、日本人コンサ
ル タ ン ト の 指 導 の も と 、
ＣＩＤＥＳＩ自身による巡回指導
が行われており、高い評価を受け
ている。

上記巡回指導と本プロジェク
トにおけるセミ巡回指導の連携
について検討中である。

実施協議調査時に、合同調整委
員会の小委員会としての位置付
けで、移転技術の普及と産官学の
ネットワーク構築を目的とする
プロジェクト支援委員会を、
ＣＩＤＥＳＩ所長を議長として
1998 年末までに設置することが
合意され、その役割、組織などが
ミニッツに記載されている。
しかしながら、1998年度年次活

動計画に記載されている中小企
業支援機関（産官学）との定期会
合は、右定期会合の参加者の調整
に手間取り、現在までのところ開
催されておらず、なおかつ、現時

する。
ア 四半期報告書の体裁
技術専門家の報告書はＰＤＭ

の活動、成果に沿った形で作成さ
れるよう依頼する。
イ 定期報告書
今後、定期モニタリングを６カ

月ごとに実施するようになると
ころから、このモニタリング報告
書と本報告書との内容の区別を
確認する。

専門家チームと調査団との間
で十分協議を行い、連絡体制を再
構築する。

適用状況を確認する。

左記巡回指導の内容、実績及び
成果について確認する

連携に向けた調整状況を確認
する。

左記内容を再確認し、現状の問
題点を整理、検討する。

左記支援委員会および定期会
合をはじめとする産官学ネット
ワークの構築は、プロジェクトの
成果の普及に不可欠であるとこ
ろから、早急な対応を依頼する。

転活動に割く時間が十分取れな
いとのコメントがあったため、今
後の報告書作成・送付について
は、以下のとおり効率化・簡略化
することとし、日本人専門家チー
ムと合意した。

1 これまで２カ月ごとに作成
していた定期報告書につい
ては、四半期報告書の添付物
とすることにし、四半期ごと
の提出とする。

2 今後、毎年１月と７月にモニ
タリング調書を作成し、四半
期報告書とともに提出する。

プ ロ ジ ェ ク ト 調 整 員 と
ＪＩＣＡ本部担当者を基本的な
連絡窓口として、今後、コミュニ
ケーションを密にしていくとと
もに、関係者間の情報の共有化を
徹底することとした。
また、一部技術的な連絡事項に

ついては、直接、各技術分野の専
門家と国内委員会事務局との間
でやりとりしても差し支えない
が、経緯を含めた最終的な決定事
項については、上記連絡窓口を通
じた関係者への連絡を遅滞なく
行っていくこととした。

左記につき、特段大きな問題の
ないことを確認した。

本運営指導チームのケレタロ
滞在中、左記コンサルタントが活
動中であり、最新版（平成10年３
月）プログレスレポートを入手し
た。
本調査に対するＣＩＤＥＳＩ

側の評価についても左記現状の
とおり確認した。

具体的な調整はまだであるが、
今後、本プロジェクトにおいて巡
回指導が本格的に実施されてい
く際に、より緊密な連携をしてい
くこととした。

左記についてメキシコ側より、
プロジェクト支援委員会を早急
に設置することの重要さについ
ては十分認識しているものの、機
材引渡式やその翌週に予定され
ていたキックオフミーティング
の開催準備など本格的な技術移
転開始に向けての環境整備業務
で忙しかったため、プロジェクト
支援委員会設置に十分な時間を
割くことができなかった旨説明
があり、ミニッツに記載した。
また、プロジェクト支援委員会

の設置に関する今後の進捗状況
についてＪＩＣＡメキシコ事務
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（7）機材引渡式およ
び記念セミナー

7 合同調整委員会

点ではまだプロジェクト支援委
員会も設置されていない。

９月21日はケレタロ州知事、在
メキシコ日本国大使館公使、
ＪＩＣＡメキシコ事務所長、谷川
鉱工業開発協力部長、石川国内委
員会委員長も列席し機材引渡式
が盛大に執り行われた。
その翌日には、石川国内委員会
委員長が「もの作りと材料」とい
う表題で記念セミナーを実施し
た（同委員長以外に、メキシコ民
間企業社長が「工業分野での市場
拡大における品質システム重要
性」に関するセミナーを、千坂
リーダーがプロジェクトの紹介
を実施した。）

詳細およびその後の反響を聴
取するとともに、報道ぶりに関す
る資料を入手する。

今後のセミナー実施について、
意見交換する。

第１回合同調整委員会を本運
営指導チームのミニッツ署名・交
換に合わせて開催する。
予算削減の影響から、今後必ず
しも調査団を毎年派遣できなく
なるため、合同調整委員会がより
主体的に案件管理（計画策定・モ
ニタリング・評価の現地化）をす
る必要がある旨を伝え、可能であ
れば定期モニタリング実施のた
びに開催するよう依頼し、理解を
得、ミニッツに記載する。

所を通じて適宜連絡するようメ
キシコ側に依頼し、合意を得、ミ
ニッツに記載した。

左記のとおり、1998年９月21
日に機材引渡式が開催され、さら
にその翌日には記念セミナーが
開催された。この機材引渡式への
参加者数は100人ほどであり、ケ
レタロ州知事、在メキシコ日本大
使館公使、ＪＩＣＡ本部担当部部
長、国内委員会委員長などが参加
した。また記念セミナーの方は、
上記国内委員会委員長と民間企
業の社長を講師として、60人ほど
の参加者を得て実施された。
これらのセレモニーの状況は

ケレタロ州内のマスメディアに
より十分に広報された。
以上につき、ミニッツに記載し

た。

左記のとおり、10 月 19 日に
ＪＩＣＡメキシコ事務所にて第
１回合同調整委員会を開催した。
第０の２で既述したように、今

後、合同調整委員会を毎年１月と
７月に開催して、プロジェクト運
営管理の現地化を推進していく
こととし、メキシコ側の了解を
得、その旨ミニッツに記載した。
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第３章　調査団所見（留意事項）

＜調査団所見＞

（1）　過去の累次の調査同様、今次運営指導を通じて終始感じられたのは、実施機関の

ＣＩＤＥＳＩのみならず、メキシコ側のあらゆる機関が本件プロジェクトに強い期待を

持って注視しているという点であった。

特に、外務省の本件に対する変わらぬ関心の強さには目を見張るものがあった。これは、

本プロジェクトが橋本・セディージョ両首脳の会談で取り上げられたことにそもそも起因

していると思われるが、本件の事前調査時に議論が紛糾し、一時ミニッツの署名が危ぶま

れたが、外務省科学技術協力局長であったペレス・ブラヴォー氏の尽力によって署名に

到った。以降、同氏が多忙な身にもかかわらず累次の調査団のラップアップ会合に必ず参

加くださったことは、関係者の記憶に新しいところである。

同氏は、本調査団の派遣に先立ち 1998年 10月初めにパナマ大使としてご栄転されたが、

後任のアベル・アバルカ氏も、ＡＰＥＣの会合の準備で多忙であったにもかかわらず第１

回合同調整委員会に出席された。運営指導レヴェルの調査では異例のことであるが、同氏

の強い要望によりミニッツにも証人として署名され、外務省としても本件の成功を強く希

望しているとの発言をいただいたところである。

またラミレスＣＩＤＥＳＩ所長の説明によれば、研修員受入れについて最近は外務省か

らＣＩＤＥＳＩに優先的に枠が割り当てられるようになってきているということであり、

良い意味でこの関係を維持・向上させていくべきであると考える。

なお、これは同所長がメキシコシティを訪問するつど外務省などの関係省庁を訪問し、

プロジェクトの進捗報告を実施してきたことによるところが大きく、今後は運営管理の２

名の長期専門家（チーフアドバイザーおよび業務調整）も従前以上にこれに同行して支援し

ていくことが本プロジェクトの組織的自立発展性の強化につながると思われるので、協力

をお願いしたい。

またケレタロ州に目を移しても、今回州知事を表敬した際、知事から、ケレタロ州も中

小企業育成を重視しており、その意味でＣＩＤＥＳＩおよび本プロジェクトに期待してい

る旨の発言をいただいた。同知事がＲ／Ｄ署名、機材引渡式などの節目節目に参加くだ

さっていることを考えあわせてもその期待は大きいといえ、プロジェクト目標レヴェルの

ターゲットグループはケレタロ州とその周辺の企業であることから、引き続きこの関係を

継続していく必要がある。メキシコ政府機関に対しての場合と同様、運営管理の２名の長

期専門家を中心とする専門家チームのコミットメントが期待されるところである。

なお本運営指導チームとしては、あまりに高い期待がややもすると今後のプロジェクト
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活動に支障をきたすことにもなりかねないことから、日本側の協力の範囲（限界）を繰り返

し説明した。また日本のＯＤＡ予算が縮小傾向にあり、投入重視から成果重視の方向へと

変わるなかでプロジェクト活動のモニタリングと評価を重視した現地主導のプロジェクト

運営管理が求められていることの詳細も、その具体的な手法とともに説明してきたところ

である。

（2）　実施機関であるＣＩＤＥＳＩにおいても、Kick-off Meetingの際に、メキシコシティか

らの移動が遅れ、所定の勤務時間（8：00～ 17：00）を過ぎていたにもかかわらず、カウン

ターパート全員が本運営指導チームを出迎えてくれた。また調査期間中も、（調査団の手際

が悪かったためであり、我が方としては誉められた話ではないのだが）部長級はもちろんの

こと秘書レヴェルの者までが上記勤務時間をはるかに超え、土日も含めて連日にわたり我

が方の調査活動に協力してくれて、さまざまな質問を積極的に問いかけてくれたことが非

常に印象に残った。

さらに今回、幹部を含むカウンターパート全員の個別インタヴューを実施することがで

き、ＣＩＤＥＳＩ幹部のみならず、各技術担当カウンターパートレヴェルからも本件プロ

ジェクトに積極的に取り組んでいきたいという意気込みを直接確かめることができたのは、

大きな収穫であるといえる。

その意味で、予算・専門家のリクルートといった制約はあるものの、今回のカウンター

パートのインタヴューを通じて得られた教訓・要望を、可能な範囲で今後の投入・活動に

フィードバックしていくことが肝要であるといえる。

（3）　プロジェクトの成功にとって不可欠な「ヒト」については、ＣＩＤＥＳＩが現在、管理部

門を中心に人員削減を実施しているものの、技術部門についてはスタッフ数の増加を通じ

て重視していることを聴取した。また本プロジェクトについては、協力開始後すでに１名

が離職したもののすぐに補充されたこと、実施協議時にメキシコ側が公約したとおり非破

壊検査分野のカウンターパートが増員されていることを確認した。

プロジェクト開始前から懸念されていたカウンターパートの離職については、

ＣＩＤＥＳＩ側の雇用条件改善などの努力にもかかわらず、1997年１年間でスタッフ 197

人中 39人が離職しており、改めて離職を前提とした技術移転を実施していくことの重要性

を再確認した次第である。累次の調査でもすでに言及されてきたことであるが、移転され

た技術および経験の文書化による共有や、一度に２人以上のスタッフが離職する可能性は

低いので２人以上のチームを構成して技術移転や他の活動を実施・継続していくことが望

まれる。
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（4）　もう一つの重要な要素である「予算（カネ）」については、技術サービスによる自己収入が

十分増加している一方で政府からの補助金もまた増加傾向にあったが、これは政府が

ＣＩＤＥＳＩの活動を高く評価していることの証左でもあり、今後の予算の見通しも明る

いことを再確認できたことは大きな収穫であった。

（5）　「資機材（モノ）」についても、日本側供与機材はすべて納入・据え付け済みであり、累次

の調査団の要請に基づいて、ＣＩＤＥＳＩ側はこれらの機材のメンテナンスのために必要

に応じて各業者とメンテナンス契約を取り交わしていること、また各機材の操作とメン

テナンスについても、ＣＩＤＥＳＩ側負担によりカウンターパートを外部研修に派遣して

いることを確認できた。

さらに、機材の校正計画が策定され、納入時にすでに校正を受けており、以後、毎年定

期校正を受ける予定であること、また日本側供与機材以外でプロジェクトに必要な機材や

消耗品などもＣＩＤＥＳＩ側予算により適切に措置されていることを確認した。

このように、供与機材が適切に管理され、メンテナンスなどに要する費用も積極的に負

担されていることは、今後これらの機材を使ってプロジェクト活動が本格化した際に基本

となる運営管理システムが確立されたことを意味し、非常に喜ばしいことであるといえる。

（6）　このように、プロジェクト立ち上げ準備段階としては、特にＣＩＤＥＳＩ側と専門家

チームの尽力もあり非常に順調であると判断された。今後、所期の成果を確保し自立発展

性の高いプロジェクトとするためには、以下の点に留意すべしと考えるところから、これ

を記載し、以上をもって所見としたい。

1） モニタリング・評価と技術移転の時間的なインターフェイスの確保

今回のメキシコ側との協議および調査後、メキシコで開催された鉱工業分野のプロジェ

クト調整員会議のプログラムの一貫として本運営指導チームの団長が他の同会議参加者と

再度ＣＩＤＥＳＩを訪問した際、ノゲラ材料技術部長からＣＩＤＥＳＩ側のプロジェクト

運営管理の考え方の説明を受けた。これにより、ＣＩＤＥＳＩ幹部がＪＰＣＭ手法に則っ

たモニタリング・評価手法を十分理解し、ＪＩＣＡとの協力のためにこれを実施していか

ねばならないという強い決意を有していることが把握できた。

一方、専門家とカウンターパートからのインタヴューを通じて、専門家が資料作成に時

間を取られ、技術移転に割く時間が制限されるとの発言が寄せられたのも事実である。

これに対し、チームとしても、本プロジェクトは技術移転を一義的な成果としているこ

とは認めつつも、その成果の達成度の測定にはモニタリング・評価が必要であるとして理
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解を求めてきたところであるが、時間の制約もあり全専門家およびカウンターパートの理

解を得ることができたとは言い難い状況にある。

今後、今回作成した「モニタリング・評価計画書（案）」がプロジェクトで再検討され、最

終版として本年 12月には確定されることになるが、いずれにしても年に２回のモニタリン

グを実施することになるわけである。

今次調査でも説明したところであるが、モニタリング・評価は、最終的には第三者にも

わかる形でまとめる必要があり、今後は技術担当専門家を中心にその取りまとめに取り組

んでいただくことになるが、その関連で運営管理の２名の専門家、特にチーフアドバイ

ザーによるＪＰＣＭ手法のプロジェクト内での啓蒙・普及をいっそう実施していく必要が

ある。

さらに、国内においても事業団および国内委員会事務局を中心として本プロジェクトの

モニタリング・評価のあり方を引き続き議論していくとともに、現地から提出されてくる

モニタリング・評価結果に対して適切なフィードバックを行っていく必要がある。

なお、今回メキシコ側のイニシアティヴで作成されたプロジェクト運営（成果）管理シス

テム（The Make it Simple and Systematic Project Management System）の表題にもある

とおり、モニタリング・評価をはじめとする各種報告は、定期的に、各分野共通のフォー

マットで、第三者にわかる範囲で簡潔に記載される必要があることを付言したい。

2） 短期専門家の派遣期間および研修員の本邦滞在期間

本項はＣＩＤＥＳＩの幹部および担当レヴェルのいずれからも強く要望されたことであ

り、予算、専門家のリクルート、受入れ先の都合などの制約から実現は容易ではない旨、

チームからは回答し置いたところである。しかしこれまでのプロジェクトの立ち上げ準備

期間中、ＣＩＤＥＳＩ側が予算措置はもちろんのこと、主に日本側の予算や人的要因から

対応が困難な分野については自己負担でカウンターパートを外部研修に行かせるなどして

補完し、何とかプロジェクトの所期の目標を達成したいと努力してきていることを考える

と、わが方としてもこの要求に可能な限り対応すべきと考えられる。所管官庁、国内委員

会委員、および国内委員会事務局のさらなる協力を得られるよう、働きかけていく必要が

ある。

3） プロジェクト支援委員会の早期設置

本委員会は、当初計画では今年 12月をめどに設置される予定であったが、現状では難し

い状況にある。

ラミレス所長からは、非公式な席上で、団長に対し、（メキシコの場合）このような委員
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会は形式的なものになりがちなので、人選を含めて慎重に準備したい旨の発言があったが、

一方、公式な協議の席上では、前述した短期専門家の派遣期間に関し、他の産官学の関連

機関にも指導してほしいので最低でも２カ月は確保してほしいとの要望か表明される場面

もあり、今回の短い期間ではその意図を今一つ測りかねるところがあった。

本委員会はプロジェクトの成果の普及には不可欠の存在であり、実効を伴った形での早

期設立が望まれているところから、専門家チームによるフォローをお願いしたい。

4） 分野間の成果品・活動の共通化

前記1）でも一部言及したところであるが、各種フォーマットおよび定例会議などの中味

を吟味すると、分野間でかなりの差異が見られる部分がある。

チームとしてもすべてを共通にすることをプロジェクトに要求するわけではないが、

ＣＩＤＥＳＩ全体の動き（国際規格による試験所認定への指向）および累次調査でのメキシ

コ側に対する申し入れ（共通フォーマット化、共有化）を勘案すると、今後とも可能な範囲

で共通化を継続すべきと考えられる。今後とも専門家チーム内での継続的な調整をお願い

したい。

5） ＣＩＤＥＳＩの広報活動への協力

先述したようにラミレス所長は、その外向的なキャラクターに起因するところも大きい

と考えられるが、本プロジェクトの広報を通じてこれまで知名度がそう高くなかった

ＣＩＤＥＳＩ自体の広報も実施してきており、ミニッツにも記載したとおり同所長もその

手ごたえを感じとっているようである。

同所長はいっそう広報（営業）努力に傾注したいと考えており、そのために専門家チーム

の協力を得たいと考えている模様であるところから、これに対応いただくことが必要であ

る。また将来的な自立発展性を考え、所長の専管とさせることなく、ノゲラ材料技術部長

およびハラ広報課長のより積極的な関与の必要性を今後とも説き続けていただきたい。

6） カウンターパートの種別

本プロジェクトの場合、専門家の技術移転の容易さを念頭に置いて、カウンターパート

を専門家が移転された技術の定着に責任を負う Directカウンターパートとそれ以外のカウ

ンターパートに区別しているが、Directカウンターパートに選出されなかったカウンター

パートから若干の不満の声が聞かれた。

我が方としてはあくまでも技術移転のスムーズな進捗のために、便宜上こういったシス

テムを導入したわけであり、実際には Directカウンターパート以外に対しても専門家は技
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術移転をしている。この種別の存在がカウンターパートの結束（モメンタム）に支障を来す

ことのないよう、専門家チームを通じて注視していくとともに、ＣＩＤＥＳＩ幹部からも、

必要に応じて担当レヴェルのカウンターパートに対してその意図の周知を図るよう、働き

かけていっていただきたい。

7） 巡回指導調査（中間評価）の派遣の検討

調査結果にも記載したとおり、化学分析については、現時点では当初計画した２年間で

技術移転が終了する見込みであると判断された。

一方、他の分野のうち、３年間の配置を予定している非破壊検査については、当初想定

していた以上にカウンターパートの技術力が高かったことから、来年度に予定されている

中間評価（現時点では暫定的に2000年１月を予定）の結果を踏まえると、配置期間を見直す

必要があるといえる。

さらには、この判断基準となるモニタリング・評価手法やプロジェクトの成果の普及の

核となるプロジェクト支援委員会のあり方についても、プロジェクトの折り返しにあたる

中間評価の機会に関係者で協議する必要がある。

その意味で、メキシコ側からも強く要請されたことではあるが、プロジェクトの現地化

を進める一方、側面から支援する意味で、中間評価にあわせて巡回指導調査団の派遣を検

討することが望ましいと考えられる。
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２．カウンターパートプロフィール（インタヴュー結果総括表）

３．機材引渡式（1998年９月 21日）

　　１　出席者

　　２　新聞記事
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