
 

中間評価調査結果要約表 

１. 案件の概要 

国名：アセアン 10 か国  案件名：アセアン工学系高等教育ネットワーク  
分野： 高等教育 援助形態：技術協力プロジェクト 
所轄部署： 人間開発部第 2 グループ（高

等・技術教育）技術教育チー

ム 

協力金額（評価時点）：1,055,047 千円 
（2005 年度計画含む） 

先方関係機関：  
タイ高等教育委員会（CHE） 
アセアン大学ネットワーク（AUN） 
アセアン 10 か国 19 メンバー大学 

日本側協力機関： 
11 国内支援大学（北海道大学・東京大学・東京工業

大学・政策研究大学院大学・豊橋技術科学大学・京

都大学・九州大学・慶應義塾大学・早稲田大学・芝

浦工業大学・東海大学） 

協力期間 

（R/D）：2003.3.11～2008.3.10
（延長）：  
（F/U）：  
（E/N）：  

他の関連協力：  

１‐１．協力の背景と概要  

本ネットワーク構想は、日アセアン首脳国会議（1997）において、当時の橋本首相により、ASEAN
の経済危機を克服するために、理工系、技術系、経営等の分野の高等教育の強化に向けた協力を

行っていく旨の発表がなされたことに端を発する。我が国はこれまで、ASEAN 地域における工学

系高等教育機関の強化に対し大きな貢献を果たすとともに、有用な経験を蓄積してきた。さらに、

グローバル規模で変革する産業構造に対応できる人材育成を図るためには、ASEAN 各国における

工学系の大学を中心に、これまでの経験と成果を ASEAN 域内に広げていくことが有効である。

 このような認識から、アセアン地域の大学間協力の枠組みである、ASEAN University Network 
（AUN）と連携して、工学系に特化した新たなネットワークであるアセアン工学系高等教育ネッ

トワーク（SEED-Net）を創設することが構案され、本邦の 11 大学と連携の上、SEED-Net を支援

することが決定された。2001 年 4 月、アセアン域内の関係大学により Cooperative Framework が署

名され、メンバー大学が確認された後、2002 年 6 月に Strategy Paper の策定により、案件骨子が形

成された。これらを受けて、2003 年 3 月に日本とタイ側とでプロジェクト実施に関する R/D が締

結され、プロジェクトが正式に開始された。なお、本件の実施は、1999 年 11 月にマニラで開催さ

れた ASEAN と 3 か国首脳会議で発表された「小渕プラン」の人材育成に関する 10 項目の支援策

の一つともなっている。 
 

１‐２．協力内容 

（１） 上位目標 

経済の持続性がアセアン諸国の工業セクターの再活性化のための工学系人材育成を通じて向上

する。 

（２） プロジェクト目標 

参加大学の教育及び研究能力が参加大学間の活発な資源の交流あるいは日本の支援大学との協

力関係を通じて改善する。 

（３） 成果 

1. 教員の質が大学院学位取得を通じて改善される。 
2. ホスト大学の大学院プログラムが向上する。 
3. 参加大学の共同活動と人的つながりが強化される。 
4. 情報配信システム、活動管理体制、コミュニケーションネットワークが確立する。 



 

（４） 投入（2005 年 11 月時点） 
日本側 

プロジェクト経費合計：1,055,047 千円（2003 年以降、2005 年度計画含む） 
プロジェクト事務局運営専門家派遣：チーフアドバイザー1 名、アカデミックアドバイザー

1 名、プロジェクト業務調整員 3 名 
国内支援大学教授派遣：199 人／回 
奨学金対象者数：修士課程：175 人、博士課程：54 人（年度当初数） 
機材供与対象研究件数：34 件 
その他分野別セミナー開催、共同研究、メンバー大学教官本邦派遣、等 
 

相手国側 

ローカルコスト負担総額：約 643,000 バーツ／年（事務室用の公共料金及びプロジェクト事務

局人員人件費一部負担） 
プロジェクト事務局人員配置： 事務局長 1 名、副事務局長 1 名、秘書 2 名 
施設提供：チュラロンコン大学工学部にプロジェクト事務室 
 

日本アセアン連帯基金 

資金総額：316,073.56US ドル 
奨学金対象：修士課程 9 名 
研究プロジェクト支援：6 件 
アカデミックセミナー開催：5 回 

 

メンバー大学（特にホスト大学） 

一部の修士課程延長期間の学費支援（50-100％免除） 

２. 評価調査団の概要 

JICA 人間開発部 第二グループ長 
JICA タイ事務所・アジア地域支援事務所 所員 
JICA 人間開発部第二グループ 技術教育チーム 職員 調査者 

団   長：小野 修司 
協力企画１：鈴木 和哉 
協力企画２：松元 隆 
評 価 分 析：三島 光恵 オーバーシーズ・プロジェクト・マネージメント・コンサ

ルタンツ株式会社 コンサルタント 
調査期間  2005 年 11 月 16 日～2005 年 12 月 10 日 評価種類：中間評価 

３. 評価結果の概要 

３‐１．実績の確認 

本プロジェクトの主な実績は以下の通りである。 

（１） 教員の学位取得状況 

評価時点での学位取得者合計数は修士 70 名と博士 1 名（プロジェクト準備期間中に奨学金を供

与した者も含む）で、そのうち、約 7 割が大学教員として働いていることが確認された。博士に

関しては、評価時点に 3 年間の博士課程の途中であったが、うち本邦大学の博士課程 1 名が早期

に学位を取得した。 

（２） ホスト大学大学院プログラムの向上 

各大学によって異なる形であるがプログラムの向上がみられる。各ホスト大学の自己評価では

プロジェクトを通じて教育及び研究能力の両面において向上していると認識しており、研究プロ

ジェクト、学会での論文発表、外国人学生のための補足的授業の増加や新たなプログラムの設置

に貢献したとしている。 
 



 

（３） メンバー大学の共同活動や人的つながりの強化 

特に送り出し大学の活動への参加促進などの面で各メンバー大学の努力による一層の強化が図

られる必要があるが、部分的に達成されている。メンバー大学によりセミナーやワークショップ

が 2003 年度には 17 回、2004 年度には 19 回の開催され、また、ホスト大学は他のメンバー大学へ

プロモーショナル・トリップ（大学院プログラムの紹介、共同研究の可能性の検討を目的とした

短期訪問）を実施しており、これらの活動はメンバー大学教員や学生が知り合う機会や共同活動

の発展を推進した。 

（４） 情報配信システム、活動管理体制、コミュニケーションネットワークの確立 
これらの活動事項の具体的に再定義し、見直すことでさらに強化が図られるべきであるが、部

分的には達成されつつある。情報配信やコミュニケーションネットワークはプロジェクトのウェ

ブサイトの充実やメンバー大学のウェブサイトでの AUN/SEED-Net の紹介やリンクがなされてお

り、四半期毎のニュースレター、プロジェクトのパンフレットの配布の努力がなされている。活

動管理体制について、事務局組織、プロジェクトスキームは定着し、プロジェクトのモニタリン

グについては半期毎に開催される運営委員会においてプロジェクトの進捗状況・課題の確認とそ

の結果のフィードバックを行う体制が構築されている。 
 

３‐２．評価結果の要約 

（１）妥当性  

プロジェクトの目標「教育及び研究能力の向上」とその達成を AUN/SEED-Net のメンバー大学

間及び日本の大学と交流を通じて行うことは、各メンバー大学のニーズに沿うものであり、その

内容は対アセアン諸国の産業発展に資する人材育成支援を重視する日本の ODA 政策とも合致す

るものである。プロジェクトの上位目標のアセアン諸国にとって工学系高等教育における人材育

成は、プロジェクト計画時同様、各国によって重点の比重の違いはあるものの現在も重要な課題

としてあげられている。上位目標にある経済の持続性の向上は各国ニーズの方向性を示すもので

あるが、より長期的な時間的枠組みの中でプロジェクト以外の更なる投入をもって達成されうる

ものである。プロジェクト・デザインとしては、域内留学で他のアセアン諸国で学ぶことを通し、

状況が類似した自国で適用可能な知識や技術を習得できる点に妥当性が認められる。 

（２）有効性 

プロジェクト目標の達成度を、現段階で検証するには時期尚早ではあるが、中間評価時までに

確認された状況からは、教員の質の向上、ホスト大学大学院プログラムの強化に関する成果は達

成されつつあり、また、メンバー大学間の連携強化の進展があることから、プロジェクトは効果

的に実施されているといえる。 
教育能力開発について、博士課程取得のニーズの対応が今後必要となってくることが考えられ

るが、送り出し大学では修士号取得した教員が増加しつつあり、ホスト大学は、域内留学生の受

け入れ増加に対応したコースワークの変化、新たなプログラムの設定などの向上が認められた。

研究能力開発について、ホスト大学では共同研究プログラムを通じて、研究活動の増加と学術

誌や学会における研究発表数の増加、研究環境の改善、コースワークの改善などの効果がみられ

た。ホスト大学以外の送り出し大学については、学位取得後の留学生や共同研究活動に参加した

教員の自国の大学への貢献を確認する必要がある。 
メンバー大学と日本の大学の協力関係の強化については、プロジェクトの共同研究プログラム、

分野別セミナー、その他の学術セミナーの開催がきっかけとなり、各機関間での協力関係の推進

がみられ、中には個別に協力合意書結んでいるケースもあった。ただし、送り出し大学は比較的

活動への参加が限れられることなどから、メンバー大学間で交流は一層促進されるべきである。

（３）効率性 

2003 年度以降の日本側、タイ側、及びメンバー大学側からの投入と現状の成果を比較すると、



 

概ね投入は成果を上げるための活動に十分活用されており、活動は投入を用いて計画通りに実施

されている。共同研究プログラムの実施に日本とタイ側からの事務局投入人員の規模は必要最低

限のレベルとみられるが、マネージメントのニーズに合わせてタイのプログラム・オフィサーを

雇用し、全体として効率的にその役割を果たしている。AUN/SEED-Net の留学生は多くの学生が

計画の 2 年以内で卒業し、共同研究プログラムは、資金や機材の投入をもって、AUN/SEED-Net
プロジェクトの奨学金供与対象となっている送り出し大学の学生、ホスト大学アドバイザー、日

本の教授、メンバー大学の共同アドバイザー、また、あるいは、その他にもホスト大学の学生や

講師も巻き込んだ活動を通じて成果を上げている。機材調達タイミングの迅速化、日本の教授派

遣のタイミングや人数の増加等についてのニーズがメンバー大学からあげられているが、プロジ

ェクト側ではなるべく最適な実施をするように努力がみられる。詳細な点ではまだ改善努力が必

要な点はあるものの、活動のほとんどは成果の達成に貢献している。 

（４）インパクト 

プロジェクトの上位目標「経済の持続性の向上」についてはプロジェクトの枠組みを超えて、

更なる時間と投入が必要となるため、プロジェクトのインパクトについては現段階で検証できな

いが、プロジェクト目標達成の結果として工学系分野における人材育成が促進されることは予測

できる。工業セクターの再活性化への間接的な効果が期待されるケースもありうるが、プロジェ

クトの具体的な活動と成果として組み入れられていないので現状では直接的なインパクトは限定

的とみられる。 
一方、本プロジェクトのネットワークを通じたアセアン諸国間の関係強化・拡大はプロジェク

トの明らかなインパクトである。本ネットワークがきっかけとなって、メンバー大学間の協力覚

書の締結、本プロジェクトでの博士修了者の研究助手としての採用、プロジェクトでの分野別セ

ミナー開催後の地域セミナーの独自開催、留学生の多い国際色豊かな就学環境の創出による地元

の学生への刺激、などの正のインパクトの報告があった。また、タイでは、本プロジェクトの枠

組みを教員の質向上のモデルとして、同国高等教育委員会による自国学生への国内大学院留学の

奨学金制度が創始された。以上のインパクトは域内で他にも期待できることから、終了時評価に

総合的に検証を行う必要がある。 

（５）自立発展性 

AUN/SEED-Net の拡充を通じて、メンバー大学間や日本の国内支援大学間の個別の人的関係は

将来も持続することが期待されるが、他方、ネットワークそのものの自立発展性は、戦略面、組

織・管理面、財務面からの課題を考慮する必要がある。 
戦略面においては、アセアン諸国の現状に合わせて策定されていることが強みとなっており、

域内のメンバー大学教員の質の向上と、それを支援するホスト大学の能力向上に重点がおかれて

いるが、そのためには、各メンバー大学が主要アクターであるという認識を十分に共有し、自立

発展性に関する Position Paper などを作成し、具体的な取り組みを推進する必要がある。同取り組

みにあたっては、本プロジェクト卒業生の組織化も含め、プロジェクト終了の将来の展望を見据

えた体制も考慮しつつ活動することは重要である。 
組織・管理については、今後のネットワークの自立性を高めるには各メンバー大学、あるいは

各国政府機関による業務あるいは経費負担の増加、またはネットワークをマネージメント可能な

規模に抑えることを検討することも考えられる。分野別にホスト大学を設定する方法は運営効率

化に役立ったが、ネットワークの継続性の観点から改善すべき点については再検討する必要があ

る。 
財務面については、資金的持続性が、最も大きな影響を受ける域内・本邦留学や、他の活動の

持続性の観点からも重要である。各メンバー大学や関係国の既存の制度活用によって、個別に対

応できるものを検討し、場合によっては、各活動についてより費用対効果の高い方法による実施

も検討する。 
 
 



 

３‐３．効果発現に貢献した要因 

本プロジェクトの効果発現に貢献した主な要因として、以下があげられる。 

（１） 計画内容に関すること 

分野別にメンバー大学側にホスト大学、日本側に幹事大学を置く制度をとったこと、域内留学

生の論文指導のために共同研究スキームを設置することにより、メンバー大学と日本の国内支援

大学の交流を促進すると同時に研究の質の向上を図ったことが、関係各機関との調整業務を効率

化し、目に見える効果発現の促進に役立った。 

（２） 実施プロセスに関すること 

各メンバー大学や日本の国内支援大学の本プロジェクトに関する理解とコミットメントの高さ

が効果発現を促進した。 
 

３‐４．問題点及び問題を惹起した要因 

（１） 計画内容に関すること 

現在までに実施されている計画内容に関して、特段大きな問題となった事項はないが、今後は

プロジェクト終了後の自立発展性向上のための活動を計画内容に明確に取り入れる必要がある。

（２） 実施プロセスに関すること 

一部の機材調達の遅延が個別の研究活動に影響しているが、本プロジェクトの場合、関係各国

が多く、各国 JICA 事務所とプロジェクト事務局間との調整等で時間がかかったことが部分的な要

因となったとみられる。ただし、プロジェクト側としては、遅延の回避のための努力はなされて

いる。 
 

３‐５．結論 

本プロジェクトはアセアン諸国の大学間に新しいタイプのネットワークを構築するという大き

な試みであり、当初の 2 年半の間にプロジェクト目標の達成に向けて、そのスキームと活動を発

展させてきた。分野別にホスト大学/送り出し大学を設定するアプローチにより、対象を絞ったス

キームを構築し、業務や費用負担を抑えた形で、各国の地域に根ざした知識・知見の活用を促進

すると同時に、アセアン諸国のメンバー大学と日本の支援大学との関係強化に資する、という人

材育成の相乗効果をもたらした。本プロジェクトの人材育成スキームと大学間の人的ネットワー

クは他の JICA プロジェクトにも適用あるいは利用されるべきもので、アセアン地域の高等教育に

おける南南協力の今後の類似の取り組みのモデルとなりうる。プロジェクトの活動は、現時点に

おいてはフルスケールの運営規模に到達したばかりであるが、成果を達成し始め、ネットワーク

としての機能を果たしつつある。プロジェクトの効果、インパクトを一層確実なものにするには、

プロジェクト期間終了後もネットワークが持続する体制を構築することが不可欠である。 
 

３‐６．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） プロジェクト戦略の展開 

メンバー大学の根本的ニーズを把握した上での取り組みが必要である。例えば、各メンバー大

学の人材育成のニーズに応じてプロジェクトへの投入を計画・実施し、また、他方、各分野の活

動をより活発し、自立的に発展させるために対象 9 分野それぞれの戦略を策定すべきである。明

確化した戦略に基づいて PDM を改訂することが望ましい。改訂においては、メンバー大学のニー

ズに合わせてそれぞれに指標を設定することも、終了時評価に向けてより明確な目標を立てる上

で有効である。 

（２） メンバー大学間のマッチングの再検討 

「有効性」において記述したとおり、各分野のモニタリングを通じ、ホスト大学やホストの分

野及び日本の国内支援大学のマッチングについて検証することが望ましい。 



 

（３） プロジェクトの対象範囲の絞込み 

修士号を取得した大学教員数の増加が見込まれる一方、博士号取得のニーズが今後増加するも

のと考えられる。メンバー大学の様々なニーズに応じて、修士号及び博士号向けの奨学生数、さ

らには研究関連の活動経費上限や内容を見直す必要がある。一つの可能性としては、博士号取得

者数の増加とメンバー大学の研究能力の向上に焦点を当てることがあげられる。 

（４） ホスト大学以外の参加の拡大 

共同研究プログラムでは、ホスト以外の大学の直接的な参加は全体からみると比較的限定され

おり、プロジェクトの活動へのホスト大学以外の参加を一層促進すべきである。ホスト以外の大

学による参加を拡大するために、すべての共同研究プログラムにホスト以外の大学を参加させる

こと、あるいは、他のプログラムについてホスト以外の大学に重点を置く方針を明確に定めるこ

とも検討課題と考えられる。 

（５） 卒業生のネットワークの強化 

AUN/SEED-Net の学生の活発な交流は、ネットワークのさらなる発展に重要である。修士、博

士課程の修了者、メンバー大学及びプロジェクトによって、プロジェクト成果を継続的に有効に

活用する策を講じる必要がある。 

（６） メンバー大学及び参加国とその他の資金源による費用負担 

プロジェクトは、メンバー大学またはメンバー国による費用負担を奨励しており、すでにメン

バー大学によって実施されている部分もあるが、これをさらに推進することが必要となっている。

本プロジェクトに関し、各メンバー国政府の高等教育所管機関と JICA の間でミニッツを締結して

いるが、政府機関の関与ついては、これまでは非常に限定的であり、今後は、資金援助を含む、

各国からのネットワークへの支援に係る公式コミットメントが、プロジェクト終了後のネットワ

ークの円滑的・持続的運営に必要である。同時に、奨学金制度の資金的実施可能性を確保するた

めに、ネットワーク以外の新たな資金源を探す活動を行う必要がある。 

（７） ホスト大学の大学院プログラムの自立発展性 

ネットワークの自立発展性はホスト大学大学院プログラムの自立発展性に依存する。ホスト大

学の大学院プログラムを国際水準のプログラムへと改善し、それを維持するためには、ホスト大

学がそれぞれに戦略を策定し、目的に向かって活動を行っていくことが必要である。 

（８） 学位プログラムの期間 

本プロジェクトで供与された博士号向けの奨学金は、研究期間が終了するまで支援を継続すべ

きであり、そのために必要な方策を講じる必要がある。これは、プロジェクト目標達成に不可欠

であり、また、各メンバー大学からの要請が多かった。 

（９） 終了時評価に向けたプロジェクトモニタリング 

プロジェクトでは、活動の進捗状況を確認するためのモニタリングを定期的に行っているが、

プロジェクト目標達成の管理を目指すより一層踏み込んだモニタリングの実施、具体的には終了

時評価にむけて改訂された PDM に示された指標に基づくモニタリングを強化する必要がある。プ

ロジェクトでは多くの機関と様々な活動を対象としていることから、指標のモニタリングはデー

タベース化しておくことが望ましく、また、教育及び研究能力の向上については、各メンバー大

学の状況に応じた明確な指標を設定することが求められる。 

（10）ネットワークの知名度の向上 
メンバー大学間の情報配信は、ウェブサイト及びニュースレターによって促進されている。よ

り広い一般社会へ向けてのプロジェクトの広報について、国際機関、工学系学会及び一般向けの

広報活動をビデオ、新聞及びテレビ等を通じてより積極的に行う必要がある。また、これを通じ

て、各国政府の理解も深め、さらなる協力を得ていくことが重要である。 



 

３‐７．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） 

（１） 広域技術協力案件の運営管理のあり方と PDM 

本プロジェクトのような数か国を対象とするプロジェクトの場合、二国間の協力プロジェクト

と比較して、活動範囲の広さと関係機関数の多さから、明確なプロジェクト概念・活動詳細の決

定により多くの時間がかかり、運営業務負担が大きく、また、プロジェクト全体の運営管理の考

え方について関係者間で齟齬が生じることが考えられる。以上の状況を考慮した上で、実状に沿

った明確な運営管理を行うことが重要である。段階的な期間設定をし、各期間に到達すべき事柄

を予め明確に定め、それに基づいてプロジェクト運営管理を行うことが重要である。また、PDM
はプロジェクトの方向性を示す重要な指針であるので、活動内容が明確に定まっていないプロジ

ェクト開始直前に PDM が作成された場合は、モニタリングの活動と同時に PDM をいつ見直すべ

きかを示しておくか、できれば、活動が定まった時点で早期に見直した方がよいと考えられる。

広域技術協力案件の場合、その内容によっては、プロジェクト外部者による年 1 回の全体のモニ

タリングを行い、そのタイミングにあわせて、必要あれば PDM を改訂することなどを検討するこ

とが考えられる。 

（２） 広域技術協力案件の評価企画と体制 

広域案件の場合は、数か国が関連し、広範囲な活動となるため、評価にあたってプロジェクト

の活動・実績の確認に作業負担がかかり、二か国間技術協力案件の評価と同じ人員投入と体制で

は十分な分析に基づく評価実施が困難である。広域案件に係る評価の実施にあたっては、モニタ

リングと評価を分けて実施するか、あるいは同時に実施する場合は、準備期間、評価実施期間、

人員や経費投入を十分に考慮し、効率的に実施することが望まれる。その際には、日本人コンサ

ルタントのみならず、プロジェクト対象各国のコンサルタントを用いて調査を行うなど、分析の

目的や予算的制約上の効率性を十分に吟味した上で評価企画を作成する必要がある。また、広域

案件はその中身が多岐にわたることから、評価方法についてはプロジェクト実施の事前評価時に

その方法を示すか、あるいは、評価実施の少なくとも半年以上前から評価企画を各関係者に提示

し、準備を進めることが望ましい。 
 

 




