
事業事前評価表（技術協力プロジェクト）

作成日：平成18年2月20日
担当部：人間開発部第二グループ 技術教育チーム

1．案件名

東ティモール大学工学部支援プロジェクト

2．協力概要

（1）プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述

本プロジェクトは、2003年10月の緊急無償資金協力による施設復旧・機材供与の完了と復旧された
キャンパスにおける実習を含むコースの全面的開講等、これまでの協力の成果を踏まえ、施設や機材
が技術者の育成に効果的に活用される教育体制を整え、かつ教官の教授能力を向上して、工学部教育
を軌道に載せることを、その協力の目標とする。

東ティモール大学工学部も、いずれは教育機関・研究機関として、高等教育機関として標準的なレベ
ルに達することが望まれるが、本プロジェクトにおいては、そのための過程として、現状では大部分
が数学・物理等の基礎学力が低い工学部教官に各学科に共通な基礎科目と学科の基礎専門科目の指導
を行い、D3教育（ディプロマレベル）を実施することが可能なレベルまで引き上げるところに、協力
の焦点を絞ることとする。

（2）協力期間

2006年4月から3年間

（3）協力総額（日本側）

約2.9億円

（4）協力相手先機関

国立東ティモール大学工学部
教育文化省

（5）国内協力機関

埼玉大学、長岡技術科学大学、岐阜大学

（6）裨益対象者及び規模

東ティモール大学工学部三学科（機械工学科、土木工学科、電気・電子工学科）教官50名（パートタ
イム教官含む。2005年8月時点人数）

その他、同大学工学部全学生（450名）、関連機関の省庁のスタッフ

3．協力の必要性・位置付け

（1）現状及び問題点

東ティモールでは1999年8月の独立を問う直接投票後の混乱により、多くの住民が避難を余儀なくさ
れ、教育機関を含む物的インフラの7割以上が破壊・使用不可能となるなど甚大な被害を被った。東
ティモール暫定行政統治機構（UNTAET／ETTA）は2000年11月に東ティモール大学を開校。国造
りを担うべき技術系人材の育成の観点から、インドネシア時代の旧東ティモール・ポリテクニックを
母体として工学部に電気／電子工学科、機械工学科、土木工学科を設置したが、東ティモールでは高
等技術教育体制の整備・運営に係る経験・知識が不足しており、我が国に支援を要請してきた。



我が国は、東ティモールの支援要請に応え、2001年より東ティモール大学工学部各学科のカリキュ
ラムの策定、緊急無償資金協力による施設復旧・機材供与、電気／電子工学科に対して実習指導の専
門家派遣を行ってきたところである。

東ティモール大学工学部は、東ティモール国内では唯一の公的高等技術教育機関であり、現時点で国
内最高の工学系教育機関であるにも関わらず、教官のレベルは著しく低く、多くの者は中等教育レベ
ルの数学や物理、英語の能力も身についておらず、また、指導計画に基づいた形式の確立した授業を
行う等の、基礎的指導力も教官に望めない状況である。

このため、学生に対しても、高等教育レベルの工学教育を適切に行なえる状態になく、東ティモール
の工学教育の正常な運営や、同国に必要な技術者の育成は、困難な状態となっている。

本プロジェクトにより、工学部教官の基礎的な指導能力が向上すれば、国内で必要とされる技術者の
養成を行うことが可能となり、同国の発展に資するといった効果が得られることが見込まれる。

なお、日本は高等教育支援・工学系大学支援の分野では、タマサート大学工学部拡充計画（タイ）、
日本情報工科大学プロジェクト（ポーランド）、高等教育開発計画（インドネシア）などの協力実績
を有しており、今回のプロジェクトにおいても、事前評価調査の段階からそうした協力実績のある大
学の参加を得る等、優位性を有している。

（2）相手国政府国家政策上の位置付け

東ティモール国の実質的な開発計画である「セクター投資計画（Sector Investment Plan: SIP）」
（2004年9月）において、教育セクターは保健、農林水産業、インフラの各セクターと並び、最重要
セクターの一つとして位置づけられている。

そのなかで教育セクターは四つの長期目標を掲げており、そのうちの「高等教育」分野に関しては、
「国内唯一の国立大学である東ティモール大学は国内高等教育発展のために、有能な教官の育成・獲
得、実験施設や図書館をはじめとした施設の充実が急務である」といった内容が指摘されており、当
案件は東ティモールの教育セクターの目標に沿うものである。

（3）我が国援助政策との関連、JICA国別事業実施計画上の位置付け（プログラムにおける位置付
け）

プロジェクトは、東ティモール国に対する協力の四本柱の一つである「人材育成・制度づくり」にお
ける重点課題「エンジニア・テクニシャンの育成」の下に位置づけられ、唯一の公的高等技術教育機
関の体制整備を図るものである。

4．協力の枠組み

［主な項目］

（1）協力の目標（アウトカム）

1）協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値

工学部教官の基礎的な指導能力が向上する

指標：

1. 教育の能力評価（知識、講義、指導力、実験方法）を実施し、その評価が向上する
2. S1以上の学位を有する教官が増加する

2）協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値

工学部における教育の質が向上する

指標：

1. 東ティモールに適した工学部教育が実施される



2. 卒業生のレベル（試験結果等の点において）が向上する
3. 講義・実験に必要な施設・設備が充実し、実験予算等が自立的に確保される

（2）成果（アウトプット）と活動

1）教官が東ティモール国の工学分野のニーズにあった適切なカリキュラムとシラバスを作成できる
ようになる

活動：

1-1 カリキュラムおよびシラバス改訂のためのタスクフォース・グループを結成する

1-2 国内の工学分野における社会ニーズを把握するため、関係情報の収集、分析を行なう

1-3 上記分析結果を反映して東ティモール大学における工学教育方針を策定する

1-4 現行の東ティモール大学におけるカリキュラムおよびシラバスのレビューを行なう

1-5 カリキュラムおよびシラバスを改訂する

指標：

1-1 カリキュラムが改訂される

1-2 改善に向けたシラバスのレビューが毎年行なわれる

2）教官が基礎的な数学、物理、基礎工学および実験実施のために必要な基礎知識を修得する

活動：

2-1 教官の工学分野における知識と技術のレベルを把握するために試験を実施する

2-2 トレーニング・コースの内容を決定する

2-3 トレーニング・コースの参加者を決定する

2-4 トレーニング・コースに参加する教官の講義スケジュールを調整する

2-5 基礎数学、基礎物理について指導を行なう

2-6 基礎工学科目について指導を行なう

2-7 実験内容・方法について指導を行なう

2-8 教官の習得状況をモニタリングし、必要に応じて指導内容およびスケジュールを変更する

指標：

2-1 65％以上の教官が高校レベルの数学と物理を理解する

2-2 50％以上の教官がD3レベルの数学と物理を理解する

2-3 機械学科においては60％以上、土木学科においては50％以上、電気・電子工学科においては
50％以上の教官が基礎工学科目を理解する（基礎工学科目は各学科カリキュラム上の基礎専門科目を
指す）

2-4 80％以上の教官が自己の専門分野の実験を実施できるようになる

＊ 2-1から2-4に関する指標は日本人専門家によって用意される試験によって評価される

3）指導の質、指導方法、および実験資機材を含む指導教材が適切な管理体制の下で改善される

活動：

3-1-1 授業参観を行ない、指導の質、指導方法および学生の理解度を評価する

3-1-2 指導方法に関する規準（スタンダード）を設定する



3-1-3 設定された規準に則った指導方法を訓練する

3-1-4 指導の質の変化についてモニタリング、評価する

3-2-1 現在利用されている講義用の参考図書と実験指示書をレビューする

3-2-2 講義ノートおよび実験指示書の内容について討議し、内容を決定する

3-2-3 講義ノートおよび実験指示書を作成する

3-2-4 新たに作成された講義ノートおよび実験指示書の効果をモニタリングする

3-3-1 実験用資機材の利用状況およびメインテナンス状況をレビューする

3-3-2 適切な実験用資機材の使用方法、メインテナンス方法について指導を行なう

3-4-1 指導の質を向上させるための活動内容を決定する

3-4-2 決定された活動内容を実施する

3-4-3 活動から得られた結果をカリキュラムへフィードバックする

指標：

3-1 学生の殆どが新たに導入、もしくは改善された指導方法に満足する（質問票実施）

3-2 適切な講義ノートおよび実験指示書の数が増加する

3-3 資機材メインテナンス記録が作成される

4）将来の工学部において中心人物となる教官が、東ティモール大学外で学位を取得する

活動：

4-1 留学候補者の選定を行なう

4-2 活動2を合わせて利用しながら）留学前の準備訓練コースを行なう

4-3 候補者は留学し、学位を取得する

指標：

4. D4や修士もしくは修士以上の学位を得た教官の数が増加する

（3）投入（インプット）

1）日本側（総額 288,000千円）

1. 専門家派遣
長期：1名×3年（チーフアドバイザー／調整員1名）
短期：1名×18ヶ月（工学教育）14名×0.7ヶ月（機械工学）
13名×0.7ヶ月（土木工学） 13名×0.7ヶ月（電気・電子工学）

2. 研修員受入
教員合計 6名
（長期研修 土木工学：1名、機械工学：1名、電気・電子工学：1名
短期研修 土木工学：1名、機械工学：1名、電気・電子工学：1名）

3. 機材供与
日本国および東ティモール国間で合意されたプロジェクト実施に必要と判断される資機材

4. 現地活動に必要な経費

2）東ティモール側（総額 19,780千円）

1. 要員配置：カウンターパート配置



（学部長×1、教員×50）
2. 日本人専門家執務スペース
3. プロジェクト実施に際してのローカルコスト

（コピー代、プリンター、紙、発電用ディーゼル、文具用品等消耗品）
4. 資機材メインテナンス

（配電盤、ポンプの修繕費）

（4）外部要因（満たされるべき外部条件）

PDM上の外部条件は、以下のとおりであるが、成立するのに概ね問題はないと思われる。

1）外部条件（活動レベル）

教官が辞職、転職しない。

2）外部条件（成果レベル）

東ティモール大学本部と教育文化省が改訂されたカリキュラムとシラバスを認可する

3）外部条件（プロジェクト目標レベル）

高等教育に関する東ティモール政府の政策が維持される。

5．評価5項目による評価結果

（1）妥当性

本プロジェクトは東ティモール国の政策や社会ニーズ、日本国の援助方針等に合致しており、高い妥
当性があると判断される。

1）東ティモール国政策・ニーズに対する整合性

東ティモール国の実質的な開発計画である「セクター投資計画（Sector Investment Plan: SIP）」に
おいて、教育セクターは保健、農林水産業、インフラの各セクターと並び、最重要セクターの一つと
して位置づけられている 。

そのなかで教育セクターは四つの長期目標 を掲げており、そのうちの「高等教育」分野に関しては、
「国内唯一の国立大学である東ティモール大学は国内高等教育発展のために、有能な教官の育成・獲
得、実験施設や図書館をはじめとした施設の充実が急務である」といった内容が指摘されている。

これらの点から、本プロジェクトが目指す高等教育分野への支援、具体的には東ティモール大学工学
部教官の能力向上およびそれに伴う人的・物的投入は、現在の東ティモール国政策・ニーズに合致し
ており、本プロジェクト実施の妥当性は高いと考えられる。

2）国別事業実施計画との整合性

日本の対東ティモール国援助重点分野は、1）農業・農村開発、2）インフラ整備・維持管理、3）人
材育成・制度づくり、4）平和定着支援の4項目から構成されている。

さらに3）の人材育成分野においては、1）公共行政能力の向上、2）基礎的サービスのアクセス改
善、3）若者への技術教育の強化を具体的な支援項目としており、本プロジェクトはそのうちの3）技
術教育の強化の一環として位置づけられるものである。東ティモール大学工学部への支援は2001年
から資機材供与や短期専門家派遣などを中心としながら、これまで脈々と継続されてきており、援助
重点分野としての位置づけは現在なお変わらず、高い整合性を有している。

3）他ドナーとの重複・補完関係

現在東ティモール国における高等教育分野への支援を行なっているドナーとしては、ポルトガル国
（ポルトガル語教育および東ティモール大学本部キャンパスにおいて電気・電子、情報工学、農業、
政治経済、教育の分野を指導）、およびブラジル国（東ティモール大学本部・工学部においてポルト



ガル語・基礎数学を指導）が挙げられる。

ポルトガル国による東ティモール大学での指導は同国人講師による学生への直接指導の形態を取って
おり、東ティモール大学の教官は関与していない。ポルトガル国による支援はいつまで継続されるか
未定であり、ポルトガル国の支援終了後に新設された学科自体が継続されるか否かは明確にはなって
いない状況である 。

この他に現時点では東ティモール国の高等教育分野へのドナー支援は無く、むしろ比較的多くのド
ナーは初等教育やノンフォーマル教育への支援を行なっている。この点からも高等教育および工学教
育を支援する日本への期待は大きいと考えられる。

（2）有効性

1）プロジェクト目標と成果の因果関係

本プロジェクトではプロジェクト目標「教官の基礎指導能力の向上」に向けて、大きく4方向からの
アプローチを採用する。

・アプローチ1：カリキュラム・シラバスの作成能力向上

教官の基礎指導能力の根幹を成すものであり、本プロジェクト目標の達成に欠かせない項目である。

・アプローチ2：教官自身の数学、物理等の基礎分野における学力向上

教官としての絶対条件とも言うべきものであり、この点における成果の発現はプロジェクト目標達成
に向けて必須と考えられる。

・アプローチ3：指導方法や指導マテリアルの改善

現在個々の教官が独自の指導教材によって授業を行なっていることから、これら指導方法の学内スタ
ンダード作成に向けた活動が必要とされている。この点における成果もまたプロジェクト目標達成に
直接的に資すると考えられる。

・アプローチ4：国内外での学習機会

国内外で学習機会を得ることは教官個々人の能力向上に大きく貢献するため、プロジェクト目標達成
に直接の因果関係を有していると考えられる。

以上の点から、これら4つのアプローチにおける成果の発現はプロジェクト目標に直接的に貢献する
内容となっており、両者間には因果関係があると考えられる。

2）プロジェクト目標・成果にかかる指標

今般事前評価調査ではプロジェクト目標である「基礎能力の向上」を数値的指標で測ることは適切な
評価を示しにくいと判断したため、プロジェクト目標にかかる指標は「指導能力の向上を測る総合的
な自己評価調査の評価結果」とした。

自己評価調査の大項目はプロジェクト成果を構成している内容になると考えられるが、小項目につい
てはプロジェクト開始後に経過を見ながら内容を決定することとなる。

一方、成果にかかる指標については各学科の教官を中心に十分に議論された結果であり、適正な指標
が設定されたものと判断される。試験による成果達成指標のパーセンテージなども学科ごとに教官の
レベルを勘案した内容となっている。

プロジェクト関係者はプロジェクト開始の早い段階で試験や質問票、授業参観等を利用してベースラ
イン・データを整備することが求められるが、これらについても十分に対応可能と考えられる。

（3）効率性

予定されている投入は成果の達成に対して、高い効率性をもって寄与すると考えられる。



1）人的投入

人的投入の側面からは長期専門家（1名もしくは2名：チーフアドバイザー、工学教育等）の派遣が予
定されている。プロジェクトの活動は多岐にわたっているため、各学科のバランスを取りながらプロ
ジェクトの進捗ならびに工学教育の全般を見渡したアドバイスを行なうアドバイザリー業務が求めら
れる。また本プロジェクトでは学内外との調整を果たす役割も合わせて重要であり、これらの側面を
押さえた人材配置によって効率性の高いプロジェクト運営が可能となる。

またさらに、本プロジェクトの成果2にあたる基礎数学や物理の指導については極力、長期専門家の
支援を受けることが期待される。

一方、各学科における専門分野の指導については短期専門家の派遣によって対応することが予定され
ている。工学教育における専門領域が幅広いことから、各専門分野の短期専門家スキームを利用した
集中講義による指導形態を採用する。

以上のようにプロジェクト進捗管理と基礎数学や物理等の継続的な学習が必要とされる基礎分野には
長期的な関わりが可能な長期専門家（およびその他支援）と、専門分野の指導については短期専門家
という二つの側面からの人的投入が計画されており、効率的な成果の発現が期待できる。

2）物的投入

本プロジェクトにおいて投入される予定の各種資機材は、工学部教育で使用する基本的な資機材であ
り、教官が学生に指導を行う上で必要なものであることから、教官の指導力を向上させるという本プ
ロジェクトの目標、成果達成に貢献するものと考えられる。

これら新規の投入資機材は、2001年からの緊急無償協力に際して投入された資機材および2001年以
降の短期専門家が携行機材として投入した資機材と合わせて、更に有効かつ効率的に利用することが
可能である。

3）効果の広がり

今後多数の卒業生を送り出す教官に対して指導を行うことにより、その効果は直接の指導対象となる
教官本人だけでなく、教官の数の10倍近くの学生に対し及ぼすこととなり、それがプロジェクト終了
後も毎年繰り返されるため、投入のコストが生み出す効果は大きなものとなると考えられる。

（4）インパクト

本プロジェクトでは講義、指導の一環として現場との接点を増大させることを予定している。このよ
うな活動の過程において、東ティモール大学と運輸通信公共事業省や民間企業との連携が強化される
ことが期待される。また連携強化による波及効果として、学生のこれら関連機関への就職機会の増大
なども期待される。

上位目標に対するインパクトとしては、プロジェクト目標である工学部教官の基礎的な指導能力の向
上が達成されれば、学生の講義内容に対する理解が深まり、卒業生の能力も高くなることによって、
就職率、就職先、試験結果等の点において卒業生の質が向上し、上位目標が達成されるというプロセ
スが見込まれる。

（5）自立発展性

1）政策面

教育セクターの発展は東ティモール国にとって最重要課題の一つであるため、政府による政策的支援
が継続されることは確実と考えられる。

2）財政面

現在の東ティモール大学工学部における財政状況は潤沢とは言えない状況である。経費の多くは職員
給与とジェネレーター用の燃料代等に当てられており、資機材メインテナンス費用や学外での調査研
究費等は非常に限定的となっている。



ただし国家の歳出政策の観点からは、教育セクターに対しては予算を重点的に配分することが明確に
されており、その点では厳しい国家財政にもかかわらず比較的厚い予算配分を得ることが期待される
が、現時点での判断は困難な状況である。

3）組織面

（教官について）

東ティモール大学工学部では本年10月に10名の教官の新規採用（機械：3名、土木：3名、電気・電
子：4名）を行っている。厳しいと考えられる財政状況下での新規採用は、東ティモール大学をはじ
め教育文化省側の強い認識の表れと判断することができる。翌年以降の新規採用は未定であるが、学
生数に応じた教官の量および質が整備されてゆく方向に向かっていることはこのことからも明らかと
いえる。

一方、一部の非常にレベルの低い教官については、テクニカル・スタッフに転向させるなど、工学部
教官全体としての質の向上を促すための諸策が今後必要になると考えられる。

（学部運営について）

近年工学部では学部内の管理部門における専属の人員は2名であるが、今後職員数を増強していく方
針にある。また学生担当としての副学部長ポストを設置するなど、徐々に学部機能の強化にも努めて
いることが確認されている。本プロジェクトの過程において、人員増加のみならず学部運営にかかる
経験が蓄積されることが期待される。

4）技術面

本プロジェクトによって提供される指導内容は、現在の工学部教官の全体レベルを勘案したうえで柔
軟に調整されるため、基本的にはほぼ全ての工学部教官にとって受容可能であり、かつ将来的には教
官自身によって指導することが可能になるものと考えられる。

また本プロジェクトでは東ティモール国の社会ニーズにあった技術内容を積極的に取り入れてゆくこ
ととしている。その点では机上の理論と現場での技術展開を相互に確認する機会も増大すると考えら
れるため、これらの指導内容はより定着すると判断できる。

一方、これら同様の技術内容を継続的に指導できるようになるためには実験等に要する各種資機材が
確実にメインテナンスされていることが必須である。現在の工学部における資機材管理・メインテナ
ンス状況は改善する余地が大いにあることから、本プロジェクトの過程において一定の技術レベルに
達するまで指導を受けることが必要不可欠と考えられる。

5）社会・環境面

本プロジェクトでは東ティモール国の社会ニーズを工学部の指導内容に反映することを予定してい
る。そのため自ずと本プロジェクトに対する社会的な受容性は高いと考えられる。また環境の側面か
らも太陽電池の導入など、環境保全に正の影響を与える技術内容が提供されることから環境面におけ
る受容性も同様に高いと考えられる。

6．貧困・ジェンダー・環境等への配慮

本案件では、特に配慮していないが、ネガティブなインパクトを与えることは考えにくい。

7．過去の類似案件からの教訓の活用

短期専門家の所属大学での長期研修：

スラバヤポリテクニークにおける教育プログラム開発支援プロジェクトの例などと同様、短期専門家
として現地に派遣した日本の大学の教員の所属大学で長期研修員を受け入れ、現地での短期指導の内
容と長期研修における学習の内容の接続が良くなる効果を期待するとともに、指導に当たった教員と
長期研修員との人的つながりを通じた、長期研修員受け入れ大学と東ティモール大学の継続的なつな



がりを形成することにより、プロジェクトの効果がより継続的に発揮されるよう工夫する。

8．今後の評価計画

2008年9月頃を目処に終了時評価を実施する予定である。

2011年9月頃を目処に事後評価を実施する予定である。


