
評価調査結果要約表 

Ｉ．案件の概要 

国名：チュニジア共和国 案件名：チュニジア国電気電子技術者育成計画 

分野：職業訓練 援助形態：プロジェクト方式技術協力（技術協力プロジェクト） 

所轄部署： 
社会開発協力部 
社会開発協力第二課 

協力金額（評価時点）： 
機材供与総額 約 2 億 8,000 万円 
 

協力期間：（R/D） 
2001 年 2 月～2006 年 1 月 
 

先方関係機関： 
教育訓練省（MEF）（所管省）、職業訓練事業団（ATFP）、国立職業訓練

指導員養成センター（CENAFFIF）、全国電気電子産業連盟（FEDELEC）、
電気電子技術職業訓練センター（CSFIEE）（プロジェクト実施機関） 

 日本側協力機関：厚生労働省、独立行政法人雇用・能力開発機構 

 他の関連協力：特になし 
１．協力の背景と概要 

チュニジア共和国（以下、「チュニジア」と記す）は、1995 年に欧州連合（EU）との間で自由

貿易協定（パートナーシップ協定）を締結し、1998 年 3 月から 12 年以内に欧州との間で関税を

撤廃することとしている。このため、産業の国際競争力を強化することが必要となっており、第

9 次国家開発計画（1997～2001 年）に引き続き、第 10 次国家開発計画（2002～2006 年）では「雇

用問題への挑戦」を第 1 の課題、「職業訓練」も重要分野に掲げられている。JICA 国別事業実施

計画においても、同課題への支援は優先課題の一つとされている。 
 こうしたなか、チュニジア政府は、国際競争力のある輸出産業として電気・電子分野の育成を

重視しており、我が国に対して電気・電子分野における職業訓練の充実について技術協力の要請

があった。当初は既存の訓練施設である電気技術者職業訓練センター（CSFE）への協力が要請さ

れたが、1998 年 2～3 月に基礎調査団派遣後、新しくチュニス市内に建設される職業訓練センタ

ーに対する協力が要請された。この要請を受け、我が国は事前調査団、短期調査団を派遣し、2000
年 12 月に R/D を締結し 2001 年 2 月より 5 年間の協力が開始された。 
 

２．協力内容 

（１） 上位目標 

 電気電子産業における技術者の質が向上する。 
 
（２） プロジェクト目標 

新しく設立されたセンターから優秀な技術者が輩出される。 
 

（３） 成果 

 ① 電気電子セクターの訓練コースが設置される。 
② 指導員が効率的に訓練を実施できる能力をもつ。 
③ センターの管理運営システムが確立され、訓練コースが持続的に実施される。 
④ 機材の使用及び維持管理が効率的に実施される。 



 

 

Ⅲ．評価結果の概要 

１．評価結果の要約 

（１）妥当性 

チュニジア政府は近年、産業競争力の強化及び雇用問題に力を入れて取り組んできており、第

10 次国家開発計画においては、「年間平均 8 万人の新規求職者の雇用機会を創出すること」を主要

課題の一つとして掲げている。このことから、電気電子産業のニーズに即した職業訓練を行う

CSFIEE プロジェクトは、チュニジアの政策に合致していることが確認された。また、日本の対外

援助政策としても、｢中小企業支援及び職業訓練を通じた人材育成｣を重点課題として掲げているこ

とから、本プロジェクトはチュニジア、日本双方の政策に照らして、その妥当性が確認された。 
 

（２）有効性 

プロジェクト前半期間における達成度は、付属資料１.ミニッツのとおりである。C/P（指導員）

は順調に技術力を向上してきていることから、プロジェクト期間中にプロジェクト目標は達成され

る見込みである。ただし、主として C/P 配置の遅れにより、技術移転及び訓練の準備のための時間

が不足気味であり、後半期間における技術移転に支障を来すことが懸念される。また、向上訓練に

ついても早期の実施が必要である。 
 

（４）投入（評価時点） 

日本側 
長期専門家派遣 10 名（延べ人数。以下同様） 
短期専門家派遣 14 名 
研修員受入れ  13 名 
機材供与 2 億 8,000 万円 

チュニジア側 
カウンターパート配置 30 名 
土地・施設提供 センターの土地を提供、センター建物を建設 
ローカルコスト負担 電気・水道費、維持管理費等につき、評価時点までに計 25 万 4,950TD
を措置済み。 

Ⅱ．評価調査団の概要 

調査者 団長・総括    
職業訓練（技術） 
 
協力企画 
 
プロジェクト効果分析 
通訳 

松野 裕  
丸山 雅滋 
 
高畠 千佳 
 
渡辺亜矢子

関田真理子 

厚生労働省職業能力開発局 海外協力課課長 
雇用・能力開発機構 職業能力開発企画部 
国際協力課 専門役 
国際協力機構 社会開発協力部社会開発協力第

一課 
（株）地域計画連合 国際部主任研究員 
国際協力機構 フランス事務所 

調査期間 2004 年 1 月 12 日～1 月 23 日 
（プロジェクト効果分析及び通訳団員は、1 月 5 日～1
月 23 日） 

評価種類：中間評価 



（３）効率性 

日本側投入については、専門家の派遣、機材供与、C/P の日本研修ともに、その時期、質及び量

はおおむね適切であったと判断された。特に機材については、その品質の高さと適切な選択がチュ

ニジア側より高く評価されている。チュニジア側投入についても、センター建物の建設、アドミス

タッフの配置、施設・設備の投入等おおむね適切であった。企業担当者については、既に人選・採

用（1 名）が行われ、2004 年 2 月中に CSFIEE に配置されることとなっている。C/P の配置につい

ては、全体的に遅れを来している。C/P 配置の遅れは、今後訓練生が増加することを考慮すると、

訓練の実施に支障を来すおそれがある。また、器材（消耗品）管理担当者も、依然配置されていな

い。 
 

（４）インパクト 

卒業生を輩出するに至っていないため、現時点において産業界の満足度を評価することはできな

い。第一期卒業生輩出後に、調査を実施する必要がある。これまでのところ向上訓練は開始されて

いないが、本格的に開始されることにより、チュニジアにおける人材育成促進に寄与することが期

待される。CSFIEE と FEDELEC との関係は、訓練実施を通じて強化されつつある。 
 

（５）自立発展性 

組織面、財政面、技術面及び政策面のいずれについても高い自立発展性が見込まれる。これは、

アドミスタッフの配置状況や機材管理システムの導入・運用、C/P の技術力・学習意欲の高さ、予

算措置状況、ATFP 管轄下のセンターとしての位置づけなどから判断されたものである。今後の課

題としては、C/P の配置、予算の措置及びコミュニケーションの促進が指摘された。 
 
２．効果発現に貢献した要因 

（１）計画内容に関すること 

チュニジアにおいて、電気・電子分野における人材育成に対する関心が高まってきている。 
（２）実施プロセスに関すること 

MEF を始めとするチュニジア側政府関係機関、また、FEDELEC の本プロジェクトに対する期

待は高い。CSFIEE と FEDELEC の協力関係が築かれつつある。 
チュニジア側 C/P の技術力は総じて高く、学習意欲も高い。 

 
３．問題点及び問題点を惹起した要因 

（１）計画内容に関すること 

チュニジア側は、職業訓練政策としてコンペタンシ･アプローチを掲げているが、同アプロー

チに基づく訓練プログラムが固まらないうちに、本プロジェクトの活動を始めることとなっ

た。このため、訓練プログラムの変更の度に活動内容の精査を行う必要が生じた。 
（２）実施プロセスに関すること 

C/P の採用・配置に遅れが出ており、技術移転のための時間が不足気味である。また、今後学

生数の増加に伴い業務に支障を来す可能性が高いと懸念される。 
 

４．結論 

上記の結果から、本プロジェクトはこれまでのところ、おおむね順調に進められていると結論づ



けられる。今後は、早急な C/P 配置及び効率的な作業配分による技術移転時間の確保が重要な課題

である。 
 

５．提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

① プロジェクトは、2004 年 3 月末までに向上訓練を開始すること。当初は、企業に対するデ

モンストレーション、あるいは試行的なものでもよいこととする。 
② CSFIEE センター長は、同センターの卒業生が一般技術者（BTP）、上級技術者（BTS）の

国家資格を取得できるよう、訓練コースの資格承認に必要な手続きを取ること。 
③ プロジェクト及び関係機関は、引き続き関係者間のコミュニケーション促進に努めるこ

と。合同調整委員会（JCC）は少なくとも年 1 回、技術委員会は少なくとも年 4 回（3 か

月に 1 回程度）は開催すること。 
④ CSFIEE センター長は、日本人専門家と協力して訓練コースのモジュール見直しに必要な

作業を行うこと。電気電子分野は、技術革新の早い分野であることから、産業界のニーズ

の変化に迅速に対応する必要がある。 
⑤ 短期専門家の専門分野及び C/P の日本研修については、プロジェクト目標達成に必要な範

囲内で選択することを前提とし、「技術委員会」において検討したうえで決定することと

する。 
 
６．教訓（当該プロジェクトから導き出された、他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、 

運営管理に参考となる事柄） 

 本プロジェクトにおいては、チュニジア側の職業訓練システムとして採用されている「コンペタ

ンシ･アプローチ」と整合性のとれた活動として、本プロジェクトの内容を精査・整理してまとめ

るまでに、少なからぬ混乱と追加の作業を生じることとなった。中間評価時点においては、一連の

混乱は収束され追加作業もほぼ完了し、プロジェクトとしての方向性がおおむね定まってきてお

り、プロジェクト後半期間においてはより円滑な活動が期待できる。 
コンペタンシ･アプローチについては、R/D にも記載され、当初から議論のなかでチュニジア側

は言及していたとのことであるが、結果的にはプロジェクト形成の過程において十分にチュニジア

側のシステムに沿った枠組みが作られず、プロジェクト開始後スムーズに活動を行なうことが困難

であったと言わざるを得ない。 
事前の調査時には、日本の職業訓練現場で行われているアプローチとは異なる本アプローチで協

力を進めることがプロジェクト実施時に大きく影響することが予見されていなかった可能性があ

る。その結果、関係者間で本アプローチのプロジェクトへの影響についての理解が不足したまま、

プロジェクトを開始したと思われる。このことは、当然のことではあるが、事前の調査とその結果

の関係者間での共有、プロジェクト形成への反映がやはり重要であることを示しているといえよ

う。 
また、プロジェクト実施期間中の教訓としては、C/P 配置の遅れが指摘される。この点について

はチュニジア側も問題として認識しており、対応に努めてきてはいるものの、当初の計画どおりに

必要な人材を採用できていないのが現状である。このことは、プロジェクト後半期間において技術

移転や 4 学年分の訓練（養成訓練）の実施や向上訓練の実施に影響を及ぼすことが懸念される。本



プロジェクトについては、計 32 名の C/P を新規に採用することが R/D において合意されているが、

こうした比較的多数の C/P を新規採用する場合は、計画どおりに人員配置が進まないことも念頭に

置きつつ、プロジェクトの形成及び実施に臨む必要がある。 
最後に、コミュニケーションの不足についてであるが、主なコミュニケーション･ツールがフラ

ンス語ということで、日本人専門家と、主にチュニジア側マネージメント部門（関係政府機関など）

との間のコミュニケーションに困難を生じている。上記のコンペタンシ･アプローチに係る件、ま

た C/P 配置の遅れの件についても、コミュニケーション不足に伴う部分が少なくないと考えられ

る。言語障壁克服の方法を検討する必要がある。 

 

 




