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P2M 理論にて「プログラム」は、オーナーより与えられたミッションを、マネジャーらが実

施することが想定されている。一方、政府開発援助（ODA）は一般に、ステークホルダーが多

岐に渡り、個別プロジェクトの実施と成果発現に要する時間は長くなることから、そのプログ

ラムアプローチにおけるミッション形成と組織体制、その後の価値実現プロセスに特徴が生じ

る。本研究は先行研究及び事例分析を通じて、ODA 事例の「プログラムアプローチ」のマネジ

メント組織体制及び価値実現プロセスの枠組みに関する特徴を示し、続いてその条件の下で

ODA に P2M 理論のプログラムアプローチを適用し持続的価値を実現するために、充足が望ま

れる条件の抽出と検討をおこなった。その結果、多くのステークホルダーによる「集合的ミッ

ション」形成の必要性及びそのために必要となる条件と方法論を明らかとした。 

キーワード：公的社会的価値、プログラムアーキテクチャ、集合的ミッション、アジャイル 

 

According to P2M theory, "program" is supposed to be formulated and implemented by the 

program manager under the mission given by the program owner. Meanwhile, Official Development As-

sistance (ODA) programs generally have various stakeholders, and the length of time required for the im-

plementation and achievement of results is long, then the process of value creation has specific features.  

This research shows characteristics of the management organizational structure of the "program ap-

proach" of ODA cases and the framework of the value realization process, through the preceding research 

and case analysis and then applies the program approach of P2M theory. As a result, the necessity of 

forming a "collective mission" by many stakeholders and the conditions and methodology necessary for 

that are clarified. 
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1. はじめに 
政府開発援助（Official Development Assistance : ODA）では、1980 年代より個別プロジェク

トベースによるアプローチの限界が認識され、日本の ODA 実施機関である（独）国際協力機

構（Japan International Cooperation Agency : JICA）も関連する対応の検討、実践を行ってき

た。 
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プログラムマネジメントの一般理論である P2M 理論においては、その検討初期より ODA

をその適用対象に含めており[1]、ODA による価値実現のための P2M 理論適用とその有効性に

ついて、これまで多くの研究成果が蓄積されている。それらの成果により、ODA において

P2M 理論の基本的概念である 3S モデルやその他マネジメント知識体系の有効性及び妥当性が

示されるとともに、ODA のより望ましいマネジメントが提案されている。 

一方 ODA はその内容や対象、実施主体等の多様性から、そこでの「プログラム」を定義

する主体及びその考え方は多様であり、ODA における「プログラムアプローチ」は、必ずし

も P2M 理論にある「プログラム」の定義に依拠したものではない。特にその「プログラム」

遂行にあたってそのマネジメント組織体制は重要であるが、P2M 理論では「プログラムオー

ナー」より与えられた「ミッション」を「プログラムマネジャー」がプログラム統合マネジ

メントにより 3S モデルの展開を図り価値を実現するという内容を想定している一方、具体

ODA 事業における「プログラムアプローチ」が、かかる模式的な「プログラムオーナー」と

「プログラムマネジャー」より構成される「マネジメント組織」体制の下で実施されている

とは限らない。 

これまでの P2M 理論を適用した ODA に関する研究においては、プラットフォームマネジ

メントのあり方などの検討はなされているが、前述した「プログラムオーナー」及び「プロ

グラムマネジャー」の配置状況など「プログラムマネジメント組織体制」の観点からの検討

は十分なされていない。それ故に実際に持続的価値を実現している ODA 事例等について、

「プログラムマネジメント組織体制」はいかなるものとなっているか、そして同観点から見

た価値実現のためにいかなる条件が望まれるかを明らかにすることは、今後の新たなプログ

ラムの立ち上げや、既存事業改善による持続的価値実現のために重要な示唆となると考えら

れる。 

かかる問題意識の下、本研究は先行研究及び事例分析を通じて、ODA 事例の「プログラム

アプローチ」のマネジメント組織体制と価値実現プロセスの特徴を示した上で、同アプロー

チによる持続的価値実現のために充足が望まれる条件を明らかとすること、を目的とする。 

 

2. ODA におけるプログラムマネジメントとその組織体制及び関連する先行研究 
本章では、「プログラム」の定義と考え方について、プログラムマネジメントに関連する

諸論及び P2M 理論をもとにまとめる。続いて JICA が実施する ODA 事業における「プログラ

ム」の実際の類型を示し、本研究における「プログラム」の考え方をまとめる。 

 

2.1. 「プログラム」の定義とマネジメント組織体制 
2.1.1. PMBOK®等における「プログラム」の定義 

プラント建設等におけるマネジメントの理論体系、知識体系として広く用いられている

「プロジェクトマネジメント標準体系：PMBOK ®(Project Management Body of Knowledge)」

は基本的にはプロジェクトマネジメントに関する体系であるが、「組織のプロジェクトマネ
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ジメント」体系に、「ポートフォリオ」「プログラム」「プロジェクト」が位置づけられ

る。「プログラム」は、「プロジェクトの個別的なマネジメントでは得ることのできないベ

ネフィットを得るために、調和のとれた方法でマネジメントされるプロジェクト、サブプロ

グラム、及びプログラム活動のグループとして定義される。」[2]と示され、そのマネジメント

組織体制は、ある個別組織のマネジメントの一部分であり組織のポートフォリオマネジメン

トの下位概念とされている。また他の例として、IPMA(International Project Management Insti-

tute) は[3]、”A program is set up to achieve a strategic goal. A program consists of a set of related pro-

jects and required organizational changes to reach a strategic goal and to achieve the defined business 

benefits”と定義している。 

これら定義において「プログラム」は、複数のプロジェクトを調和のとれたマネジメント

により実施し、その相乗効果により個別プロジェクトの単なる加算よりもより高い成果を実

現するものであると示されている点が共通している。 

 

2.1.2. P2M 理論の「プログラム」定義とマネジメント組織体制の考え方 
P2M 理論において「プログラム」は、「全体使命（プログラムミッション）を実現するた

めに複数のプロジェクトが有機的に結合された事業」であり、プログラムが企図する価値の

全体は個々のプロジェクトの総和をはるかに超えるもの、と定義している[1]。P2M 理論は、

かかる「プログラム」の定義の下のその価値実現のためのマネジメント体系として、「プロ

グラム」に関してその取り巻く状況が常に変化し不確実であると認識した上で、その価値実

現のために「（開発された）システムの利用・運用という定常的な業務遂行の過程で実現さ

れる価値までを含めたトータルな評価を視野にいれた[1]」内容となっている。プログラムマネ

ジメント組織体制の考え方として P2M 理論では、プログラムマネジメントは、組織の長によ

り与えられた運営方針（ミッション）を実現するものであり、プログラムマネジメントの中

にプロジェクトマネジメントが位置づけられる。これらの関係は図２−１のとおり示される。 

そしてプログラムには、事業主（プログラムオーナー）である組織の長と、「プログラム

の開始から成果を出すまでの間、特命業務活動をうまく進めることに責任を持つ」[4]プログラ

ムマネジャーの存在が想定され、プログラムマネジャーはプログラムオーナーに対して「確

認・提案・合意」することができ、プロジェクト実行部隊のプロジェクトマネジャーに大所

高所から指示を出す人材でなければならない、と位置付けられている[4]。 
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図２−１ P2M 理論におけるプログラムミッションとプロジェクト群の関係[5] 

 

2.2. ODA における「プログラム」の導入（国際機関・他ドナーの対応） 
ODA において「プログラム」の必要性は 1980 年代後半より議論がなされてきた。その背

景には、多くの援助機関（ドナー）がそれぞれ独自のプロジェクト群を、最貧国を含む被援

助国において、十分な調整がなされないまま実施することにより、プロジェクト乱立による

非効率性、開発途上国（被援助国）側資源の分散、援助依存体質の進行などが見られたこと

が指摘されている[6]。そして 1989 年及び 1992 年の国連総会にて関連する決議[7] [8]がなされる

など、個別プロジェクトベースのアプローチに対する限界認識は一般的なものとなってい

た。 

このような背景より、世界銀行における「包括的開発フレームワーク（Comprehensive De-

velopment Framework : CDF）」の提案[9]、被援助国のセクター全般を包括的に支援の対象とし

た「セクターワイド・アプローチ（Sector Wide Approach: SWAP）」導入などがなされた[10]。

これらの成果については成果を認めるものもある一方、否定的な論調[11]もあり、評価は容易

ではない。また、各国の援助機関においても「プログラムアプローチ」の導入はなされた

が、自国政府との関係、予算配分や意思決定の権限やしくみは大きく異なり、「プログラ

ム」の定義や考え方において「複数のプロジェクトを有機的に連携させてプログラムとして

管理し、より高い成果を目指す」という一般論より踏み込んだ共通点を見出すことは困難で

ある。 

 

2.3. 日本政府と JICA における「プログラム」の考え方 
2.3.1. 「JICA 協力プログラム」の導入 

JICA では 2001 年に「事業マネジメントハンドブック（初版）」[12]にて、「協力プログラ

ム」を、「共通の目的・対象の下に緩やかに関連づけられて、計画・実施されるプロジェク

ト群」と定義し、2006 年には協力戦略として質を高めた協力プログラムとして「途上国の特

定の中長期的な開発目標の達成を支援するための戦略的枠組み（＝協力目標とそれを達成す

るための適切な協力シナリオ）」と定めた。そしてこの定義に基づき、「プログラムの目
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標、指標、期間、予算概算額」、「プログラムを構成する事業」、「事業展開計画（ローリ

ングプラン）」等を基本情報とした「プログラム計画書」を作成することとしている。 

導入された「JICA 協力プログラム」について、2015 年に JICA が公表した「JICA 協力プロ

グラムの評価可能性」に関する調査研究[13]では、プログラム目標が曖昧で設定レベルが高すぎ

ること、プログラム目標と成果に因果関係が弱いこと、指標設定の不適切さ、外部要因分析の

不十分さなどの課題が指摘されている。また JICA では「協力プログラム評価」を実施してい

るが、JICA の WEB サイト[14]に公開されている同評価の件数は 8 件に留まり、JICA が事業を

プログラムとして形成し、評価するというサイクルが確立されていない実態を示している。 

 

2.3.2. 国別事業展開計画における「協力プログラム」 
日本政府も、国際的な援助潮流の変化等を受けて「プログラム」の導入を検討しており、

2003 年度に改訂された「開発援助大綱」[15]においてはプログラム評価の推進が謳われてい

る。そして、2010 年におこなわれた日本の ODA のあり方検討の結果[16]を受けて、外務省は

「事業展開計画」を「国別援助方針」の付属書類と位置づけ、その結果「事業展開計画」の

中に「協力プログラム」が含まれている。このように日本政府において、開発協力大綱に始

まり、被援助国別に「協力プログラム」を含めて援助方針を定めるという流れが確立され

た。一方、実態として「協力プログラム」は環境、農業等の技術的課題毎に整理されるもの

が多く、その範囲内では全く別地域の事業も同一プログラムに位置付けられるなど、マネジ

メント上の課題がある。 

また「協力プログラム」は支援をおこなう日本側にとってのものであり、支援終了後の維

持発展に責任を持つ当事者である相手国側の観点からの「プログラム」ではない。 

このように「協力プログラム」は「プログラムマネジメント」に関する理論が想定するも

のと整合しているとは限らず、かつ P2M 理論で想定している「プログラムオーナー」や「プ

ログラムマネジャー」に該当する主体の存在は、想定されない。 

 

2.3.3. プログラム型借款 
JICA の事業には「プログラム型借款」がある。JICA はこれを「開発途上地域に対して、

当該地域の経済開発計画や政策制度の改善を支援するものです。特定のプロジェクトを対象

に貸付を行うプロジェクト型借款とは異なり、借入国と JICA で合意した政策アクションの達

成状況を踏まえて資金を融資します。」と説明している[17]。 

具体事例の一つとして、ベトナムにおいて 2010 年より開始している「気候変動対策支援

プログラム」がある。同プログラムは、ベトナム政府が策定した「気候変動対策にかかる国

家目標プログラム」の実施を支援するために、環境管理分野のみならず、運輸、交通、保健

など幅広いセクターにおいて政策アクションを形成し、その実施状況を評価して、一般財政

支援をフランス等他ドナーとの協調し実施するものである。プログラムの取りまとめは天然

資源環境省がおこなっているが、実際の政策アクションは関連するライン省庁が実施し、借
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款は財務省への一般財政支援となるため、政策アクションに対する直接的な財政支援ではな

い。そのためプログラムオーナー（天然資源環境省大臣）やプログラムマネジャー（同省の

Project Management Unit）のプログラム傘下プロジェクト実施に対する影響力、権限は限定的

と言える。 

他のプログラム型借款も多くが同様の構造を持ち、プログラムオーナーやマネジャーの権

限は限定的なしくみとなっている。 

 

2.4. JICA による「プログラム」アプローチの実践と本研究の対象 
本項では、ここまで日本政府、JICA の事業において明示的に「プログラム」とされている

ものを記述した。これらは政策の具体事業への反映、予算の効率的な配分等のための行政計

画的な性質が中心であり、各「プログラム」の実施組織体制は、定まったものではない。 

一方、JICA の現場においては、JICA が公式に定められた「プログラム」に拘らず、複数投

入を有機的に組み合わせて相乗効果を発揮させる事業運営を実践している事例があり、その

例を JICA 理事長表彰に見ることができる。2015 年度の第 11 回 JICA 理事長表彰では「ハノ

イ市国際ゲートウェイ三事業」が表彰を受けた[18]。これは別「プログラム」に属する「ノイ

バイ国際空港第二旅客ターミナルビル建設事業」、「ニャッタン橋（日越有効橋）建設事

業」、「ノイバイ国際空港−ニャッタン橋間連絡道路建設事業」の３事業を一体に捉えて表彰

したものである。 

この事例に代表されるとおり、JICA の「プログラムアプローチ」の実際と公式の「プログ

ラム」は必ずしも一致せず、ODA のプログラムマネジメントに関する先行研究においてもそ

の対象は、公式に定められる「プログラム」に限定されていない。本研究では、JICA が公式

に位置付けるプログラムではなく、プログラムマネジメントに関する理論が想定し、実態的

に JICA もプログラムと看做しているものを対象とし、これを以下本論にてプログラムと呼称

する。 

 

3. ODA「プログラム」による価値実現 
本章では ODA の価値創出の対象が持つ構造、そこにおける ODA による価値創出のプロセ

スと手段、プログラムマネジメント組織に関する先行研究の成果をまとめる。 

 

3.1. ODA が対象とする課題のシステム構造 
筆者らはこれまで、ODA が対象とする公的社会的価値の実現が望まれる対象を検討した

[19]。その結果（１）ODA で扱う問題は「多数の構成要素が有機的な秩序を保ち、同一目的に

向けて行動するもの」[20]というシステムにより構成されること、（２）社会における課題は

「バリューチェーン」に代表されるとおり複数要素が連結して循環しそれらの総体により価

値を実現していること、及び（３）その問題構造はシステムとしての階層性を持つとともに

「直接価値を実現するシステム群」と「それを支えるハードインフラや制度等ソフトインフ
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ラなどから成る基盤的システム群」の複層構造から成るシステム群の組合せであること、等

を示した。そして、かかる問題構造に対する外部介入である ODA には、それらシステムが膠

着状態から好循環へと転換させる役割が期待され、システムのクリティカルパスに介入する

支援が必要であることを明らかとした。これらの構造は図３−１のとおり示すことが出来る。 

 

図３−１ 公共的・社会的プログラムの協力対象の構成要素（出典[19]より引用） 

 

3.2. 公的社会的価値実現の時系列の展開 
前節において示した問題の構造は。時系列にある時点を切り取り要素間の構造を示した

「静的」な記述であるが、本節では時系列の観点からの「動的」な価値実現の構造を示す。 

3.1.に示したとおり、複数のシステム群から成る課題構造を持つ故に公的社会的価値はシ

ステムが持つ問題要素に対応しつつ、システム群を好循環させることで持続的な価値実現を

図る必要がある。そして公的社会的価値においては、多くのステークホルダーがそれに関与

しており、それらが実施する多数のプロジェクトによる「集合的価値」として同価値は実現

される。 

また公的社会的な新たな価値創出のための取り組みは、当該地域あるいは課題領域における

既存のオペレーション（定常業務）や様々な主体によるサービスプロジェクト等が実施さ

れ、それらによる現存価値が存するところにおいて行われる。また ODA による支援は協力期

間に限定されたものであり、その対象となる地域や課題は ODA による協力期間終了後は引き

続き自らの手により価値を維持発展させていく必要がある。これは図３－２のとおり図示で

きる。 
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図３－２ 既存オペレーション等と ODA による協力、及び自立的な成果の維持発展の関係 

 

「集合的価値」に関連する内容として 2011 年に Kania ら[21]が、アメリカにおける初等教

育改善のような大規模な社会的課題への対応に”Collective Impact”の概念とアプローチを提唱

している。これは異なるセクターに属する複数組織によるオペレーション等の連携の必要性

を述べたものであり、その後大きな広がりを展開している。Kania らの論考はプログラムマネ

ジメントの観点によるものではないが、その横断的な協働には、①共通のアジェンダ設定、

②共有された評価システム、③相互に調整された活動、④継続的なコミュニケーション、⑤

独立してサポートする組織（Independent Backbone Organization）の存在、が必要であるとして

おり、「集合的価値（Collective Impact）」実現のためのマネジメントの要素を示していると

言える。 

 

3.3. 政府部門によるプログラム実施手段 
ODA は「政府開発援助」という定義のとおり、その実施は政府部門が中心となる。そして

政府部門が「プログラム」を実施する方法は「政策実施手段」であり、秋吉ら[22]によると、

同手段は表３－１のとおり整理できる。同手段の中で「直接供給・直接規制」及び「誘引

（抑制）」は、原理的にはプログラムのオーナーである政府部門の意思を、関係するステー

クホルダーに対して直接的に反映させることが可能である。しかし、それ以外の手段ではプ

ログラムのオーナーである政府部門の意思に従うかどうかは、実際に行動を起こすステーク

ホルダーに委ねられていると言える。  
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表３−１ 政府による政策達成手段（秋吉ら[22]をもとに筆者作成） 

手段 内容 

直接供給・ 
直接規制 

直接供給 
公共財（民間では供給不能）、価値財（民間供給では不十

分） 

直接規制 経済的規制（経済活動）、社会的規制（社会安全・秩序） 

誘引 
誘導 補助金、税制上の特例、政策融資 

抑制 課税、罰金（法律による）、課徴金（行政権による） 

情報提供 行政が企業や住民に特定の情報を与えることで、その情報をもとに企業
や住民の意識が変化し、行動の変化へとつながることを期待するもの 

ポリシーミックス 上記３種の政策達成手段を、様々に組み合わせて用いる手法 

 

3.4. ODA「プログラムマネジメント組織体制」と価値実現に関連する先行研究 
ODA のプログラムマネジメントにあたって、「プログラムオーナー」のあり方についてこ

れまでも検討がなされてきた。 

村瀬[23]は、P2M 理論の ODA への適用にあたってプログラムオーナーの位置付けを検討

し、プログラムオーナーを「主導する立場にあり、人、モノ、金など資源の配分権限を持つ

者」と位置づけ、途上国がオーナーになる場合のみならず、JICA など支援側が「オーナー」

となるケースがあるがそれは特殊な状況であり、「プログラム自体は途上国の施策であり、

3S モデルのサービスモデルの段階においては途上国政府が運営・維持しなければならな

い。」としている。 

中村ら[24] は、ODA のステークホルダーに着目し、3S モデルの推移とステークホルダーマ

ネジメントの関係について検討している。そこでは「ODA 事業の主体者は、あくまでも被援

助国側であり、援助機関の JICA はそれらの事業を支援 する立場により関与を行う。」とい

う原則を確認しつつ、3S モデルの推移に応じ、スキームモデルの初期段階において関係性の

設計が行われ、システムモデルにて関係性の構築と維持がなされる、という考察をおこなっ

ているが、そのプロセスをいかなる組織体制でマネジメントするかは言及されていない。 

また筆者[25]は ODA の実施組織体制について検討したが、そこでは中村らによる ODA への

3S モデル適用の考え方を踏襲した上で、村瀬、中村らと同様にサービスモデルの運用維持管

理、発展の責任は途上国側にあり、そこまでを見通した価値実現のあり方が必要という観点

から、プログラムオーナーは途上国側にあるとした。 

このように ODA へのプログラムマネジメントの適用にあたって、P2M 理論によるステー

クホルダーマネジメントの考え方、3S モデルの適用、プログラム全体のオーナーが途上国側

にあることなどは導出されているが、具体プログラムのマネジメント組織体制と、その観点

から見た価値実現にあたっての充足すべき条件は、十分検討はなされていない。 
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4. 具体事例検討による ODA プログラムマネジメント組織の特徴 
第２章において ODA に関する各種「プログラム」の形態を整理し、第３章において既往検

討にある、ODA による公的社会的価値実現構造と動的プロセスのモデルを整理した。本章で

は社会に持続的価値を実現しているあるいは実現が期待される具体 ODA 事例を、プログラム

マネジメント組織のあり方の観点より分析し、その特徴を考察する。 

 

4.1. プログラムアーキテクチャの類型 
P2M 理論[20]ではミッション達成のプロセスを複数のプロジェクトに割り当てる構造形式で

あるプログラムアーキテクチャを、複数の逐次型プロジェクトを重複しながら同時並行的に

進行する「並列型プロジェクト結合」、複数のプロジェクトが時間経過に従い順番に進行す

る「逐次型プロジェクト結合」、スキームモデル・システムモデル・サービスモデルの３つ

のプロジェクトをサイクル結合して更に次のプロジェクトとして循環する「サイクル型プロ

ジェクト結合」に分類している。本章では、分析する対象事例を抽出するにあたってこれら

の分類を基本とるが、一方で「サイクル型結合」は「逐次型」と「並列型」の組合せとなる

ことから、本論では「並列型」、「逐次型」、及びその「組合せ」という３種に分類する。 

「並列型」の事例として JICA 理事長表彰を受けた「ハノイ市国際ゲートウェイ三事業」

を、「逐次型」はベトナムにおける母子保健手帳の開発と普及を事例として考えたい。これ

ら事例は「プログラム」としての相乗効果という観点からは複雑性の低い事例であり、それ

らによりプログラムマネジメント組織の特徴を検討する。ODA における複雑なプログラムア

プローチの多くは「組合せ」となっているが、ここではベトナム「産業人材育成」の事例を

検討する。 

 

4.2. 並列型のプログラムアプローチ事例検討：ハノイ市国際ゲートウェイ三事業 
「ハノイ市国際ゲートウェイ三事業」は、３つの有償資金協力（円借款）プロジェクトを

連携させ一体として実施することにより、ハノイ・ノイバイ国際空港のハード及びソフトの

機能向上（旅客利用者処理能力向上、航空燃料供給システム改善、セキュリティシステム改

善、免税店を含むホスピタリティ改善など）をおこなうとともに、新規連絡道路と紅河をま

たぐ主橋長約 1,500m の橋梁を建設することでノイバイ空港からハノイ市内へのアクセスを従

前の 1 時間以上から約 30 分に短縮し、ハノイに到着する旅客の利便性と快適性を高めたもの

である。 表彰対象には直接は含まれていないが、空港オペレーションの改善のために技術

協力「ノイバイ国際空港運営・維持管理計画策定支援プロジェクト」も実施された。３プロ

ジェクトの概要は表４−１のとおりであり、時期的にほぼ並列に実施されている。 
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表４−１ 「ハノイ市国際ゲートウェイ三事業」を構成するプロジェクト群の概要 

 ノイバイ国際空港第二旅客

ターミナル建設事業 

ニャッタン橋（日越友好

橋）建設事業 

ノイバイ国際空港－ニャッ

タン橋間連絡道路建設事業 

工期 2011 年 12 月〜2014 年 12 月 2009 年 4 月〜2014 年 12 月 2010 年 2 月〜2014 年 12 月 

事業費 約 761 億円 

（うち円借款約 593 億円） 

約 800 億円 

（うち円借款約 542 億円） 

約 270 億円 

（うち円借款約 181 億円） 

供用開始日 2014 年 12 月 31 日 2015 年 1 月 4 日 2015 年 1 月 4 日 

プロジェクト 

オーナー 

ベトナム空港会社（Airports 

Corporation of Vi-

etnam:ACV） 

ベトナム運輸省（Ministry 

of Transport : MOT） 

ベトナム運輸省（Ministry 

of Transport : MOT） 

プロジェクト 

マネジャー 

ACV Noibai T2 Project 

Management Unit (PMU) 

運輸省第 85 事業実施部局

（PMU 85） 

運輸省第 85 事業実施部局

（PMU 85） 

 

本事業のミッションはハノイ市内と空港のアクセス利便性と快適性を向上するとともに、

従来からのものと合わせて複数のルートを確保することで、空港とハノイ市内アクセスの強

靭化に資するものであり、その必要性は非常に明確であった。 

事業内容は空港運営に関するソフト面の技術協力も含まれるが、建設事業として総額

1,800 億円を超える巨大事業であり、かつ空港ターミナル、道路、長大橋という技術的に全く

異なる事業を、同時に供用開始するというプロジェクトマネジメント的に複雑かつ困難なも

のであり、これら３つの事業が一体となることで高い相乗効果が生まれたと評価される。す

なわちこれら３事業は個別３建設プロジェクトを内容面、スケジュール面、技術面（それぞ

れの接続形態、技術仕様、施工日程等）において、高度な調整をおこなったものである。 

 

一方で各プロジェクトの実施主体（その長がマネジャーと言える）も、MOT が実施した道

路と橋梁は同一であるものの、空港は別組織（ACV）であり、これら３つを統括する単一の

プログラムオーナーは存しない。実態としては、ACV に影響力を持つ MOT が ACV と定期的

にすり合わせをおこなうとともに、資金協力をおこなっている JICA と MOT/ACV が定期協議

を持ち、施工業者、コンサルタントとともに進捗管理をおこなったものである。 

このように、並列型の建設プロジェクト群の連携においても、単一の強い権限をもつ「プ

ログラムオーナー」は設定されていなかったものの、同じミッションを共有した関係者が集

合して調整することにより、結果的に「プログラム」的な成果を達成したと言える。 

 

4.3. 逐次型のプログラムアプローチ事例検討：母子保健手帳 
ODA では、建設事業のようにミッションが明確に定義されているオペレーション型ではな

く、概念的な戦略的目的のみで始まる「戦略型プログラム」に該当するものが多い。すなわ

ち技術協力等により新たな価値実現のためのモデルを開発し、それを発展普及させていくも

のである。通常、技術協力は資金協力に比して協力予算や規模は小さく、その成果品はパイ
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ロット的なものとなり、そしてそれを如何に普及するかが次の課題となる。本項ではその一

例として、ベトナム母子保健手帳の開発と普及を例にとり考察する。 

ベトナムでは、特に少数民族の居住地域を中心に、高い乳児死亡率や母子保健の改善の必

要性が認識されていた。そのような中、1998 年に日本の NGO「ベトナムの子供達を支援する

会（The Support of Vietnam Children Association : SVCA」により南部ベトナムのベンチェ省に

「母子保健手帳」が紹介されるとともに同省にて普及活動が開始され、2004 年には同省内の

すべての村において母子保健手帳が使われ、成果を挙げた[26]。同 NGO は 2009 年より北部ハ

ザン省においても活動を開始し、ベトナム保健省はその有用性に着眼し、我が国に対して

ODA による技術協力の要請がなされ、2011 年 2 月より 2014 年 12 月まで技術協力プロジェク

ト「母子健康手帳全国展開プロジェクト」が実施された。同技術協力プロジェクトは、全国

標準となる母子保健手帳及びガイドラインの策定と、全国展開に向けたプロモーションとア

ドボカシー活動を目的とし、同プロジェクトとしては所定の成果を達成して終了した。その

後は、JICA 等もシンポジウムの開催等で支援をしているが、全国展開はベトナム側で実施す

ることとなっている。 

これらプロジェクト群及びその後の展開は、次のとおり図示できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図４−１ ベトナムにおける母子保健手帳導入と普及のための活動 

 

また、この内容にあるプロジェクトの「プロジェクトオーナー」及び「プロジェクトマネ

ジャー（実施機関）等は、表４−２のとおり整理できる。 

これらプロジェクト群は、時系列にその成果を積み重ね、質的に深みを増すとともに面的

な展開を図っていくものであり、それらの相乗効果により高い成果達成を目指すものと言え

る。その過程でベトナム側のプロジェクトオーナーはプロジェクト毎に、その位置付けと役
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割に応じて変わり、それら全体を統括可能な「プログラムオーナー」は見当たらない。本件

は、保健省母子保健局を JICA が支援して実施したプロジェクトの後半より、保健大臣に対し

て進捗や具体的な成果物、実績等を説明することでコミットメントを強く求めた経緯があ

り、プロジェクト終了後もそのサポートは続いている。 

 

表４−２ ベトナムにおける母子保健手帳導入にかかるプロジェクト群 

 ベンチェ省における 
母子保健手帳導入と展開 

全国版母子保健手帳・ 
ガイドライン開発 

全国展開 

実施期間 1998〜2004 年 2011〜2014 年 2015 年〜 

内容 
ベトナムへの母子保健手帳

の導入と、ベンチェ省での

展開、普及 

全国版母子保健手帳及びガ

イドラインの作成、普及戦

略検討 

全国への展開・普及による

母子保健状況の改善 

３S モデルで

の位置付け 
ベンチェ省におけるスキー

ム・システム・サービス 
スキームモデル 
システムモデル 

サービスモデル 

プロジェクト 
オーナー 

ベンチェ省人民委員会 ベトナム保健省 ベトナム保健省、地方省人

民委員会等 
プロジェクト 
マネジャー 

ベンチェ省保健局 
（SVCA 支援） 

ベトナム保健省母子保健局 
（JICA 支援） 

ベトナム保健省予算部局、

母子保健局、地方省保健局 

 

4.4. 並列型と逐次型双方を含むプログラムアプローチ事例検討：産業人材育成 
本節では関係するプロジェクト数が多く、並列型及び逐次型双方を含むアーキテクチャ構

造を持つプログラムアプローチの事例として、ベトナムにおける産業人材育成を検討する。 

 

4.4.1. ベトナムにおける JICA の産業人材育成にかかる協力の方向性 
JICA はベトナムにおける産業人材育成の協力について、図４−２に示される方向性を打ち

出している[27]。これは（１）製造業を中心とした労働集約型産業を主な対象とした熟練技能

者の養成を職業訓練校のカリキュラム等や施設、技能検定制度、政策等の整備により行うも

の、（２）製油所等複雑な設備産業向けの「実践的技術者」育成のシステムの開発と整備

を、日本の高専をモデルに行うもの、（３）IT 人材や経営管理者などビジネス人材の育成を

支援するもの、（４）大学の教育研究機能の拡充による高等教育人材の育成を図るもの、か

ら構成されている。 

これらの方針は相互に関係しており、特に「職業訓練校」を中心とした熟練技能者の養成

と「高専」をモデルとした実践的技術者の育成は相互に連携しており、この全体像あるいは

これら二つの部分を「プログラム」と捉える見方もあり得る。一方で、この中には職業訓練

校から高等教育・研究、ビジネス層向け人材育成まで極めて多数のステークホルダーによる

多数のプロジェクト群が含まれ、これらを「プログラム」としてその相乗効果を発揮させる

ためにマネジメントすることは極めて困難である。このマネジメントの現実性の問題は、図

２−２のとおり一般化される公的社会的課題を構成する課題システム群を、どこの範囲まで

「プログラム」にて取り扱うことが出来るか、という課題を示している。 
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本論ではこの一般的課題を掘り下げることは目的としないが、プログラムマネジメント組

織のあり方から検討すべく、更に「職業訓練」分野に焦点を絞り、検討を進める。 

 

 

図４−２ JICA の対ベトナム「産業人材育成」支援の考え方（出典：JICA[27]） 

 

4.4.2. ベトナムにおける JICA の職業訓練分野にかかる協力 
ベトナムには多くの企業が生産拠点を設けており、熟練技能者に対するニーズは高く、ま

た所得の向上、投資の誘致、雇用のマッチング等のために政府もその育成に注力している。

JICA も早い段階からこの分野の協力を開始しており、その経緯は次のとおりまとめられる。 
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図４−３ ベトナムにおける「職業訓練」分野の JICA 協力経緯概要 

 

当該分野の協力はハノイ工科短期大学（2005 年にハノイ工業大学へと発展改組された）に

対する「日本式職業訓練」の導入、開発に関する技術協力プロジェクトより開始された。こ

れは当時より進出が始まっていた日本企業からのニーズに応えたものであり、その卒業生の

多くは日本企業に雇用されている。ハノイ工業大学との協力は合計３フェーズに渡り実施さ

れ、後半はハノイ周辺のみならず中部やホーチミン市など南部からもモデル職業訓練校を選

定し、その開発されたノウハウを移転、普及するための能力開発に重点が置かれた。 

並行して 2014 年度からは、全国に存する職業訓練校の中核となるものについて、日本式

職業訓練や、個別専門家が支援してきた技能検定制度の導入を可能とすべく、有償資金協力

の準備調査を実施し、施設改修のための円借款によりハード面からこれらの全国展開の支援

を予定している。当該円借款事業は、国家債務状況を鑑みベトナム財務省は借入れに慎重な

状況にあるものの、その他の協力は成果をあげている。そしてこのプロセスは P2M 理論の 3S

モデルのとおり展開し、いくつかの職業訓練校ではサービスモデル段階に入っているととも

に、円借款を含めて新たなスキームモデルの検討がなされている状況にある。 

この一連の協力、活動は、ハノイ工業大学において開発、適用されたベトナムに適した日

本式職業訓練のモデル、カリキュラム、展開ノウハウ、企業との関係性等を中核としてお

り、そのノウハウ等を他協力にて他の学校や地域に展開を図っている。ここで特徴的なこと

として、2000 年頃より始まるハノイ工業大学と JICA の長期に渡る関係において、学長は途

中で交代し合計３名が関与しているが、現場の中心人物は協力開始時には講師であったが現

在は同学内の「日越プロジェクト実施部局（Vietnam-Japan Project Management Unit(PMU)）の

副部局長とポジションは変えつつ、一貫して日本との協力に携わっていることが指摘でき

る。 
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また職業訓練分野は、日本国内の地方自治体や民間企業の関心が高い。地方自治体は「草

の根技術協力」にて、民間企業は「民間連携事業」というそれぞれ JICA の「提案型事業」に

応募し、採択されると実施に移されるが、ベトナムの職業訓練分野ではそれぞれ図４−３のと

おりの実績があり、それらは大きな実績と展開を見せている。 

 

4.4.3. 職業訓練分野のプログラムとしてのマネジメント体制 
4.4.2.に記載した協力経緯に関係するステークホルダーは、極めて複雑である。その主なス

テークホルダーとその役割概要は表４−３のとおり整理できる。 

ここに記載した内容は、それぞれが大規模である組織全体の役割から職業訓練分野の協力

に関連があるものを抜粋したものであり、実際には各組織には長（大臣、学長など）をはじ

め、予算、政策、人事、施設など各機能別に所掌を持った部局等が存する。JICA は職業訓練

分野の技術協力等では、MOLISA においては「職業訓練総局（GDVT）」を主なカウンター

パートとしているが、他組織でも同様に中心となる部局がある。 

このように所掌は異なり、特に MOLISA 関係と HaUI が直接の所管等の関係がないことに

よる困難は大きい。しかしながらこれら関係者に、技術協力プロジェクトの枠組みの下で情

報交換の場を持つ、あるいは技術協力プロジェクト合同調整委員会など公式枠組みのメンバ

ーとして参画してもらうなどの工夫と対応を長年積み重ね、現在に至っているものである。 

 

表４−３ ベトナムにおける職業訓練政策・実施の主なステークホルダー 

 名称 役割 
中央省

庁・ 
地方人

民委員

会 
 

労働傷病兵社会問題省 
(MOLISA) 

職業訓練政策、傘下職業訓練校の設立運営 

商工省（MOIT） 産業政策、傘下大学等の設立運営 
財務省（MOF） 円借款の借入管理 
計画投資省（MPI） JICA への協力要請、援助関連政策 
他省庁 所管分野政策、傘下職業訓練校の設立運営 
地方省人民委員会（PPC） 各地方省所管政策、傘下職業訓練校の設立運営 

学校 ハノイ工業大学（HaUI） MOIT 傘下の大学として教育、訓練、研究 
各職業訓練校 地方人民委員会、各省庁傘下の学校として教育訓練 

 

5. ODA プログラムマネジメント組織体制と価値実現のための条件 
第４章では、第２章及び第３章の内容を踏まえて、プログラムアーキテクチャ構造ごとに

事例を検討し、プログラムアプローチによる ODA を通じた公的社会的価値の実現のための取

り組みと、そのマネジメント組織体制の実際を整理した。本章ではその成果を基に、P2M 理

論にて想定するプログラムマネジメント組織体制との比較等を考察し、ODA のプログラムに

よる持続的価値実現のために充足が望まれる条件を明らかとする。 
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5.1. P2M 理論の想定との差異の下での価値実現に必要な条件 
5.1.1. P2M 理論想定とのプログラムマネジメント組織体制の差異 

第２章において本論における ODA における「プログラム」の考え方を整理した、第３章

にでは公的社会的価値においては、課題群は階層性を持つ多数のシステム群により創出され

ることを述べた。かかる構造の ODA において、限りなく連関が考えられるシステム群のどの

範囲までを「プログラム」とすべきかの決め方は個別状況により異なる。4.4.1.にて示した

JICA の産業人材育成にかかる戦略は、それらシステム群を大きく捉えた考え方であり、4.4.2.

以降で考察した「職業訓練校」に関する内容は、その中の一部システム群を切り出した内容

と言える。 

このように「プログラム」の考え方が多様となる中、ODA においても P2M 理論が想定す

る、プログラムオーナーがミッションを与えそれをプログラムマネジャーが複数のプロジェ

クト群を統合マネジメントすることで実現する、という模式的なマネジメント組織体制が、

可能な場合や領域も存すると考えられる、4.1.にて検討した「ハノイ市国際ゲートウェイ三事

業」は、それに近い形態と言える。また同事例を含め、ミッションが明確に定められた建設

事業を中心とするプログラムは、3.3. にまとめた政府部門による「直接実施」という手法に

該当し、プログラムオーナー、マネジャーが直接的に権限を行使することが可能である。 

一方で 4.2.において検討した「母子保健手帳」の事例は、規模的には 4.1.の事例に比する

と大幅に小さいものであるが、中央と地方、省庁内の部局の役割等から、単一のプログラム

オーナーやマネジャーを置く形態をとることは困難である。このケースでは原理的には保健

大臣がオーナーあるいはマネジャーと成り得るが、それは現実的ではない。そして 4.3.にて検

討した「職業訓練校」関連の事例は、省庁や地方省をまたがる内容とならざるを得ず、単一

のプログラムオーナー及びマネジャーの想定は不可能である。 

すなわち、公的社会的価値は第３章で示したとおり「集合的価値」により実現され、かつ

それら価値群の内容はさまざまな内容に分かれており、単一の主体が全て実施することは困

難なことが多い。このように、ODA においては「プログラムマネジメント」を実施する前提

となる、ミッションの形成方法、実現方法が、強い権限やリソースを持つ「オーナー」やそ

こから付託を受けた「マネジャー」から構成される形態にて、額面通り実施することは困難

なことが多い。 

 

5.1.2. 価値実現のための条件としての集合的ミッション共有 
本論で検討した事例はいずれも社会に価値を実現した、あるいは実現しつつあるところで

ある。ODA におけるプログラムマネジメントについては数々の先行研究があり、それらの成

果を基に筆者[28]は、3S モデル及びプログラム統合マネジメントの有効性やその適用フレーム

ワークを検討し、そこでは本論で事例としたベトナムにおける母子手帳導入及び職業訓練分

野の協力事例の価値創出プロセスを検討し、プログラム統合マネジメントフレームワークを

提案した。このようにプログラムマネジメント組織体制が理論的想定と異なった場合も、プ
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ログラムマネジメント理論にある各種マネジメントの有効性は変わらないと言える。プログ

ラムマネジメント理論には多くの内容があり、プログラムマネジメント組織体制はその一部

を構成する要素である。すなわち同組織体制のあり方は価値創出の手段であり、条件や目的

ではない。プログラムのミッションがステークホルダー間で明確で、全体としてその実現に

向けた各種マネジメントが適切に運用されれば目指す価値創出は可能であると考えられる。 

これらより、ODA による公的社会的価値実現のためのプログラムマネジメントにおいて

は、単一のプログラムオーナーやマネジャーを必ずしも想定するのではなく、多くの主体が

集合してそれと同一の役割を果たすという「集合的プログラムオーナー及びマネジャー」が

存する状態を実現することが必要であると言える。そしてそのためには、多くのステークホ

ルダーが同じミッションを共有し、相互に連携しつつそれぞれの役割を果たし、状況が変化

すればその内容を修正していく「集合的ミッション共有」と言える状態を実現することが必

要である。 

 

5.2. 集合的ミッション共有のあり方 
5.2.1. P2M 理論想定とのプログラムマネジメント組織体制差異の類型 

「集合的プログラムオーナー及びマネジャー」の下の「集合的ミッション共有」は、プロ

グラムアーキテクチャ類型と同様に、「逐次型」「並列型」と「その双方」のパターンがあ

る。 

ODA のプログラムは、一般にその価値実現までに長い時間を要する。4.2.で考察した逐次

型の「ハノイ市国際ゲートウェイ三事業」は、工期こそ最長 5 年程度であるが、それ以前の

計画、設計、土地確保、調達（業者選定）等から起算すると 10 年以上を要している。「母子

保健手帳」の事例は 1998 年より、「職業訓練校」の事例は 2000 年より正式に開始され、

2018 年現在でも継続中である。これら長きに渡るプログラムを遂行する過程では、それぞれ

の組織の中心的人物や長（プロジェクトオーナーとなり得る）も交代する。4.4.2.に述べたと

おり「ハノイ工業大学」の学長任期は 5 年以上あり決して短いものではないが、それでも協

力期間中に３人の学長が担当している。かかる状況の中で、その時代や状況に合わせた修正

をかけながら、逐次的に長い時間に渡る「ミッション共有」が必要である。また政府部門が

中心となる公的社会的プログラムにおいては、所管課題や地域が異なるステークホルダーは

別組織となり、相互に指示命令系統が異なってくる。その結果として「並列的」な「ミッシ

ョン共有」が必要となる。 

 

5.2.2. プログラムの一環としてのミッション形成活動の有効性 
多くのステークホルダーが共有する集合的ミッションは、その内容が極めて適切であり、

ステークホルダー相互に理解に相違がなく、利害の対立も超えてその実現に向けてそれぞれ

が相互に連携を図りながら行動できるようなものであれば、理論的には問題は生じない。し

かし実際には、そのような理想的なミッション形成は容易ではない。本論で考察した事例に
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おいて 4.2.に考察した「ハノイ市国際ゲートウェイ三事業」は、ウォーターフォール型のプロ

グラムが適するミッションの明確さがあり、かつ理解も容易なものであった。それ故に、ミ

ッション自体を共有することには大きな労力は不要であり、むしろその QCD(Quality, Cost, 

Delivery)条件を満たしつつ、相互に技術的スケジュール的整合性をとりながらの活動遂行が課

題であった。各種インフラ等の不足が深刻な開発途上国において、このように万人が必要性

を明らかに認めるミッション形成が可能な領域は存する（その場合も事業性の厳密な評価は

必要である）。 

一方、「母子保健手帳」や「職業訓練校」における「日本式職業訓練」は、その内容自体

が当事者であるベトナム側にとって、全く新しいものであり、かつ日本の経験として持ち込

まれるものをベトナム側の条件や事情に合致した適切な内容のものとするためには相当の修

正が必要なところからスタートした。かかる性質のため、多くのステークホルダーにとって

ミッション理解自体が容易ではない。それ故に最初のアプローチは、ベンチェ省における母

子手帳開発と適用、ハノイ工業大学における職業訓練モデルの開発と適用など、モデル地域

やモデル校における、ベトナムに適した成果物の開発、そのための条件の整理と整備とな

る。そしてその過程とその成果物を持って他ステークホルダーを巻き込み、理解と共感を深

めていくというプロセスをとっている。本論では事例として取り上げていないが、ベトナ

ム・ラムドン省における農業農村開発の事例では、最初に技術協力を実施するのではなく、

ベトナム側と日本側で調査（基礎情報収集調査）を合同で実施[29]し、その過程で関係するス

テークホルダーが参画することで、調査にて示された将来像の案への共感を形成するという

方法を採った。 

 

最初に調査等によりビジョンを定める方法は、「マスタープラン作成」などと類似してい

る。松村[30]は、ホーチミン市都市マスタープランの実効性向上に関する研究にて、マスター

プラン策定システム（既存の法律との整合性の問題など）との関係、策定後の予算面を含む

運用能力の問題などについて課題を指摘し、その実効性に関する問題を指摘している。JICA

によるマスタープラン作成協力の評価[31]は、マスタープランがカバーする範囲と、それを実

現するための現実的な戦略性の範囲の差異が大きいこと、戦略適用可能性の逓減（10 年近く

経過すると必ず古くなる）の問題、「目標（ビジョン）−戦略−道具」の整合性が弱いことな

どを指摘している。これらの指摘のとおり、マスタープランが計画策定のみを目的として、

短期間集中的に場合によっては少数のステークホルダーのみにより作業して作成された場

合、その後の時代や状況及び、ステークホルダーの関心や能力の変化等を随時反映させるこ

とが困難という課題がある。 

その弱点の克服には、課題解決をプログラムによりアプローチすることで解決を図り、そ

の活動の初期に「集合的ミッション形成」のためのコンテンツ開発をおこなうとともに、コ

アとなるグループを育成することが効果的であることが考察事例より指摘できる。「日本式

職業訓練」において、ハノイ工業大学のカウンターパートのグループはその役割を果たして
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いる。そして同グループが中心となり時間をかけて関係ステークホルダーを巻き込み、時代

の変化に合わせてその内容を調整していくということが効果的であると考えられる。 

 

5.3. 「集合的ミッション共有」の下のプログラムマネジメントのあり方 
5.3.1. 「集合的ミッション共有」の主体と構造 

本項では「集合的ミッション共有」が必要となるプログラムのマネジメントのあり方の特

徴を、ベトナムにおける産業人材育成の中の、特に職業訓練分野の協力を事例に考察する。 

同協力は 2000 年に最初の協力が開始され、以来現在に至るまで継続している。そして

「日本式職業訓練」というベトナムには明確に存しない職業訓練の内容を取り入れて成果を

挙げてきた。この「並列型」と「逐次型」双方のプロジェクト結合を持つプログラムアーキ

テクチャを、関係する主体とそれぞれが実施するプロジェクト間の関係を、前述した「ミッ

ション共有」とともに示すと図５−１のとおり整理できる。 

 

図５−１ ベトナム日本式職業訓練の導入と普及におけるプロジェクト結合と関係主体 

 

ベトナムにおける産業人材育成の事例では、これまで実施されたプロジェクト群は成果を

挙げていると言えるが、財務省による円借款事業（図５－１の主体「E」の部分）は未だ承認

されておらず、プログラムとして図４−２に示された日本式職業訓練が定着し製造業を中心と

した企業へ多数の熟練技能者を供給するという目標が達成できるか否かは、予断を許さな

い。このようにプログラム全体としての目標達成には、図５−１に示した各主体が実施するプ

ロジェクト群が成功裏に実施され相乗効果を発揮させる必要がある。 

 

5.3.2. プログラム構成プロジェクト群実施のための必要条件 
ベトナムにおける産業人材育成の事例では、これまで実施されたプロジェクト群は成果を

挙げていると言える。しかし現時点で検討されている財務省が鍵を握るによる円借款事業

（図５－１の主体「E」の部分）は未だ承認されておらず、日本式職業訓練が定着し製造業を
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中心とした企業へ多数の熟練技能者を供給するという図４−２にあるプログラムとして目標が

達成できるか否かは予断を許さない。当然ながらプログラム全体の目標達成には、関係する

各主体が実施するプロジェクト群が成功裏に実施され、相乗効果を発揮させる必要がある。 

その基本的な必要条件は、プロジェクト群を実施する各主体がプログラムのステークホル

ダーとして、自らが責任を持つプロジェクトの意義と目的を理解し、実行に移し成功させる

ことである。これは必ずしも十分条件とはなり得ないが、必要条件である。 

日本式職業訓練など当事者国の関係者にとって新しいコンセプトを導入し実現、普及させ

るためには、「逐次型」「並列型」とも、各主体がプログラム及びその構成プロジェクトの

目的や内容を（１）理解し、（２）納得した上で、（３）実施し成功させること、が必要と

なる。これらの段階それぞれに障壁があり、各主体が「言っていることはわかる」という

「理解」の形成は容易ではないが、更に各主体の「確かに実施することに意義がある」と

「納得」を得ることは別段階のことと言える。そしてこれらを満たしたとしても、各主体が

必要なリソースを確保し「実施」するためには、各主体にとっての外部条件（職業訓練円借

款事業で言うと国家債務の状況なども関係する）も関係することとなり、更に障壁は高くな

る。 

 

当事者と支援として外部から介入する者の間には社会的文化的側面を含む差異が存する

中、日本式職業訓練等の新たなコンセプトは、プログラムのステークホルダーとなる各主体

が、自らのこととしてそれぞれの立場から理解し、かつ納得する必要がある。そのためにプ

ログラムミッションである「プログラムにて達成される将来像」は、「外部からの介入者」

による提示ではなく、当事者ローカルの文脈により共有されることが必要である。そしてこ

の共有による「集合的ミッション形成」のためのコンテンツ開発を、プログラム初期の活動

として組み込むことが効果的である。 

加えて、母子保健手帳や産業人材育成の例などのように 10 年以上に渡る長期のプログラ

ムにおいては、当初は曖昧であった望ましい姿を具体化していく、あるいは時代や状況の変

化を受けて修正していくことが必要となる。そのためには導入以来の経緯を熟知し、同時に

ローカルの文脈も理解している 5.2.2 に記載したコアグループ等がローカルに信頼を得て、

様々な側面から長期にわたる変化に対応しながら「集合的ミッション」の形成、維持、発

展、調整に必要な対応をおこなうことは有効であると考えられる。 

 

5.3.3. プログラムと構成プロジェクト群実施のマネジメントのあり方 
プログラムを構成するプロジェクト群は、それぞれが独立した固有の目的を持つ。例え

ば、最初にモデル的に新たな概念を導入するプロジェクト、そこで開発されたモデルを近隣

の他モデルに展開するためのプロジェクト、これらモデル内容の更なる展開のための政策立

案プロジェクト、必要となる施設やハードウェアを建設・調達するためのプロジェクト、そ

れらを運用し成果を出すための人材を育成するプロジェクトなど、それぞれ内容は異なる。
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そしてこれらプロジェクト群をプログラムとしてマネジメントするための方法論は、プロフ

ァイリングマネジメント、プラットフォームマネジメント、ライフサイクルマネジメントな

ど、プログラムマネジメント理論にて様々に示されている。これらマネジメント知識を適用

し、単一オーナーではなく「集合的ミッション共有」により、ODA においては対応すること

が望まれる場合があることを、これまでに示した。 

すなわち「単一オーナーによる明確なミッション提示の下のプログラム」ではないとい

う、マネジメントの観点からの条件的不利を、コアグループの活動などを通じて如何に補え

ているかをモニタリングし、課題が認められれば対応が必要である。各プロジェクトはそれ

ぞれの内容に応じて進捗管理の指標があり、技術協力プロジェクトであれば PDM(Project De-

sign Matrix)に、資金協力であれば資金のディスバース率等それぞれ指標がある。しかしプロ

グラムとしての指標は、これらプロジェクト固有の活動の進捗を測る指標とは異なる内容が

必要となろう。 

これはプログラムマネジメントにある「価値指標マネジメント」の活動として、かかる性

格を持つプログラムの KPI(Key Performance Indicator)の設定と取得、活用にかかる課題と言え

る。単一のプログラムオーナーやマネジャーが存しにくい状況において、いかなる主体がこ

の役割を効果的に担うことが出来るかは、プログラムプロファイリングの段階から検討が必

要である。Collective Impact の議論を展開した Kania ら[21]は、”Independent Backbone Organiza-

tion”の役割に”measurement”を挙げている。プログラムとして実施される ODA においては、

特に「独立した」グループである必要性よりも、むしろ「プログラムオーナー」の機能の一

環としてその進捗を管理することが望まれ、理想的には当事者である相手国側、特に「コア

グループ」が担うことが考えられるが、それは縦割り意識の問題等より開発途上国において

は必ずしも現実的ではない面がある。それ故に外部者である支援側がこの機能を果たすとい

う選択もあり、本論で言及したベトナムにおける産業人材育成等の試みでも、それに近い実

態があると言える。 

このように「誰が」「如何に」指標を収集しマネジメントに反映させるかは場合により異

なると考えられるが、その設定方法や一般的な考え方の抽出は、今後の検討課題である。 

また 5.1.1 において「ODA において、限りなく連関が考えられるシステム群のどの範囲ま

でを「プログラム」とすべきか」という論点を提示したが、KPI の取得によるモニタリング

とその活動への反映が、現実的に可能な範囲とすることがその有力な条件の一つと考えられ

る。 

 

5.4. アジャイル・オープンイノベーションによる価値実現とプログラムマネジメ

ント組織体制 
これまで検討した内容を総合すると、ODA がプログラムにおいて取り組む公的社会的価値

の実現、特に「戦略型プログラム」として実現するべき価値についてそのあり方や具体的内

容を小規模な具体モデルにより形成した上で全体を明確化していく取り組みは、アジャイル
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型開発プロセスとの類似が指摘できる。なおかつ、そのプログラムオーナーは単一ではな

く、「集合的プログラムオーナー」である必要がある。 

「アジャイル型開発」は元来、ソフトウェア開発を手戻りと無駄な機能を少なくし、「敏

速に」開発を実施するために、短い期間を区切り「その中ですべての手順を踏んで動作する

完成品の一部を作り、それを繰り返し成長させていく。」[32]手法である。アジャイル開発に

は様々な特徴があるが、ここで類似点として強調したいのは、そこでは知識の運び手は

「人」であり、「学びを組織で共有」して全体の開発につなげるという考え方である。これ

は技術協力等によりコアとなるグループを中心にモデルを作り、それを改良しながら普及さ

せていくという、ODA によるアプローチと類似性が高い。野中[32]は、新製品開発における

「ユーザーや顧客と開発者をつなぐのは、仕様書ではなくプロダクトオーナーの仕事であ

り」、「最初に企画した人は最後まで残って、身体で意図を伝えよ」と述べている。この指

摘は ODA でも同様であり、ベトナム「職業訓練校」開発においてハノイ工業大学と日本の協

力の最初期から携わっているカウンターパートは、まさにその役割を体現していると言え

る。このように 10 数年に渡る長期間、特定個人が携わり続けることを前提として協力プログ

ラムを形成することは現実的ではないが、その開発された内容の継承と伝搬、発展の体制

は、極めて重要な課題である。 

また、JICA が開発途上国の社会問題解決に資する技術やビジネスモデルを本格的に民間企

業からの提案を受けるように制度を作ったのは 2012 年であるが、その実施件数は大幅に伸び

ており、2018 年 9 月現在でベトナム「職業訓練校」開発の関連でも 11 件が実施されている。

提案型事業は、従来政府部門が中心となり対応してきた領域に、民間企業が持つ技術やノウ

ハウを導入して、共創価値として社会課題の解決に資することを目的としたものである。こ

の政府部門のプログラムオーナー等には開発、提案が不可能な内容を、民間等の技術を取り

込み試行、実施するという方法は、オープンイノベーションの考え方に近いと言える。 

これら提案型事業の成果を関連する「プログラム」に如何に取り込み、展開させていくか

という経験は蓄積の途上にあるが、そのためには関係する民間企業等のステークホルダーと

の「集合的ミッション共有」が重要な役割を果たすと考えられる。 

政府は民間と異なり、所管の地域や課題領域から撤退することはあり得ず、極論すればそ

れらと永遠に付き合い続けて、常にその改善、向上を図ることが使命である。それ故、プロ

グラムの実施に長期間を要したとしても、関連活動に終わりはなく、プログラムアプローチ

を続けなければならない。その過程でアジャイル型アプローチにより「集合的ミッション」

の共有を強固なものとし、オープンイノベーションに関係するステークホルダーも「集合的

プログラムオーナー、マネジャー」として取り込むことができる、プログラムマネジメント

組織体制の実現が望まれると言えよう。 
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6. まとめ 
本論では、ODA の特徴に着目して ODA のプログラムに関する議論一般を整理するととも

に、成果が発現している JICA のベトナムでの協力事例を分析し、そのプログラムオーナー、

プログラムマネジャーといったプログラムマネジメント組織のあり方が P2M 理論の一般的想

定とは異なるものとなることを示した。その上でマネジメント組織のあり方は異なるもの

の、プログラムマネジメントが適切になされるための条件として、多くのステークホルダー

がミッションを共有した上で、相互に連携しながらそれぞれの役割を果たすことが必要であ

るとする「集合的ミッション形成」の必要性を導いた。そしてその実現のために、プログラ

ムの中に「集合的ミッション形成」にための活動を組み込むことの有効性を明らかとした。 

以上の考察を経て、ODA による公的社会的価値実現にはアジャイル型の開発アプローチに

より「集合的ミッション形成」をおこないつつ、オープンイノベーションに関するステーク

ホルダーを取り込むことの有効性を示唆した。これらは今後の ODA や、あるいは ODA に限

定されない公的社会的価値実現のための有用な検討題材になることが期待される。 

今後の課題として、アジャイル型開発やオープンイノベーションの取り込みにあたって、

必要となるマネジメント上の枠組み、特にプログラムとしての指標の設定方法及び取得方

法、その活動への反映のための方法論等について、一層検討を深めることが必要である。 
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