
 

評価調査結果要約表 
 

１．案件の概要 

国名：サウジアラビア王国 案件名：自動車技術高等研修所計画 

分野：民間セクター開発 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：経済開発部中小企業チ－ム 協力金額（評価時点）：13 億 8,800 万円 

（R/D）:2001.9.1～2006.8.31

（延長）: 

（F/U） : 

先方関係機関： 

技術教育・職業訓練庁（GOTEVT） 

自動車技術高等研修所（SJAHI） 

日本車輸入代理店協会（JADIK） 

 

 

協力期間 

（E/N）（無償） 日本側協力機関： 

経済産業省製造産業局自動車課 

社団法人 日本自動車工業会 

１－１ 協力の背景と概要 

 1998 年 10 月のサウジアラビア王国（以下、「サウジアラビア」と記す）アブドゥッラー皇

太子（当時）訪日時に、自動車産業における両国関係の推進とサウジアラビアの人材育成へ

の寄与を目的として同国における SJAHI 設立に向け日本・サウジアラビア官民共同で努力す

ることが合意された。 

 これを受け 2000 年 7 月には本件プロジェクト方式技術協力の正式要請書が GOTEVT から

わが国政府に提出される一方で、民間ベースで校舎の建設作業が進められた。JICA は 2000

年 11 月及び 2001 年 3 月に事前調査団、2001 年 5 月に実施協議調査団を派遣して、プロジェ

クトの詳細について協議を行い、同年 9 月に 5 年間の協力が開始された。 

 

１－２ 協力内容 

 （１）上位目標 

自動車整備技術におけるサウジアラビア人雇用拡大化政策（サウダイゼーション）を

推進する。 

 

（２）プロジェクト目標 

１）SJAHI は、現地の自動車整備産業向けにサウジアラビア人テクニシャンを輩出でき

る。 

２）SJAHI は、自動車整備技術に関する有効な訓練を提供できる能力を備える。 

 

（３）成 果 

１）SJAHI の運営体制が確立される。 

２）技術教育に必要な資機材が調達・設置され、適切な運用及び維持管理が実施される。

３）カウンターパート（C/P）である SJAHI の教員の技術能力が向上する。 

４）教育手法及び教材が開発される。 

５）自動車整備技術教育のためのカリキュラムが体系的に実施される。 

６）技術教育の現状に対する内部評価が組織的に実施される。 

 

（４）投 入（評価時点） 

日本側： 

    長期専門家派遣 11 名  機材供与 4 億 5,400 万円 

    短期専門家派遣  7 名  ローカルコスト負担   3,500 万円 



 

    研修員受入 17 名 

相手国側： 

    C/P 配置 59 名 

    土地・施設提供 SJAHI の用地、SJAHI 建設費（約 8 億円） 

    ローカルコスト負担 6,000 万サウジ・リアル（SR） 
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 調査者 

評価分析 十津川 淳 佐野総合企画株式会社 主任研究員 

調査期間  2006 年 2 月 16 日～3 月 15 日 評価種類：終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（１）プロジェクト目標の達成見込み 

以下の点が確認されていることから、プロジェクト目標はプロジェクト終了時までに

達成されると予想される。 

１）2006 年 7 月卒業予定の在校生を含めた場合、569 名の卒業生を輩出することになり、

又、過去 3 年間の卒業率は約 91％となる（計画値：180～200 名の卒業生/年、卒業率

90～100％）。 

２）JADIK 企業、SJAHI 学生及び同卒業生からのヒアリングの結果、なお改善の余地は

あるものの SJAHI の教育についておおむね満足しているとの回答を得た。 

 

（２）成果の達成度 

１）SJAHI が本プロジェクト開始時に新たに設立された組織であることを考慮すれば、

現時点までに行われた組織構成の再構築（インストラクターのエリア別配置）、意見交

換の場の設置及び副校長兼教育部長の補佐役の配置等運営体制の整備のための努力に

ついては一定の評価はできる。一方で、SJAHI 職員の各業務所掌、手順が明確に規定

されていない点等課題も見受けられる。最終的なスタッフの配置は以下のとおり。管

理部門 19 名、学生課 6 名、技術科目課 29 名、一般科目課 5 名。 

２）技術教育に必要な資機材の調達、適切な運用及び維持管理については、技術教育に

必要な機材が調達され（数 4 億 5,400 万円）、操作マニュアルの作成（11 点）、スペア

パーツ調達のためのカタログの整備、及びストアキーパー・メンテナンス担当者によ

る現状把握・メンテナンス状況の記録等が実施されており、おおむね達成していると

判断できる。 

３）SJAHI インストラクターの指導方法や技術力等を広く査定する SJAHI Qualification
System Test（SQST）において、現職のサウジアラビア人ジュニアインストラクター5

名全員が「インストラクターⅡ」に合格しており、SJAHI インストラクターの技術能

力は向上したと判断できる。また、日本人専門家もインストラクターの技術レベルは

目標レベルに到達したと評価している。 



 

４）教育手法の開発については、「教授法マニュアル」及び「レッスンプラン」を作成中

で、2006 年 3 月には全科目のうち約 8 割が完成する予定であることから、期待された

成果が達成されたと判断できる。また、教材開発については、わが国で活用されてい

る教科書をベースに全 50 種類の教科書、教材を作成し、「教科書作成ガイドライン」

も併せて作成しているが、インストラクター及び SJAHI 学生からは質・量の両面で過

大であると指摘されており、適正な教材の内容・量の検討が期待される。 

５）自動車整備技術教育のためのカリキュラムについては 2004 年 7 月に改訂が行われ、

効果的な授業展開、学生を飽きさせない内容となった点はインストラクターや学生か

らも評価されており、期待された成果は達成されたと判断できる。JADIK 会員企業ワ

ークショップの満足度から判断して、卒業生全員（569 名）が目標とした技能レベル

に到達したといえる。一方で、たび重なる授業スケジュールの変更が問題視されてお

り、授業の組織的な実施という側面からはなお課題が残っている状況である。 

６）技術教育の現状に対する内部評価については、試験方法・内容の改善に加えて、試

験結果のみならず出席率等を加味した総合的な学生評価システムを漸次整備してお

り、大きな進展があったと判断できる。一方で、筆記試験問題の精査、技術試験実施

方法の標準化及び試験結果をカリキュラム、教材等の改善にフィードバックさせる仕

組みづくり等なお課題が残っている状況である。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（１）妥当性 

サウジアラビアではサウジアラビア人の雇用拡大をめざす政策「サウジアラビア人雇

用拡大化政策（サウダイゼーション）」を進めており、第 7 次 5 ヵ年計画（2000-2004）

及び第 8 次 5 ヵ年計画（2005-2009）において最重要課題のひとつとなっている。 

JICA 国別事業実施計画において、援助重点分野のひとつに「教育・技術教育」があり、

本件は同重点分野に位置づけられている。また、わが国では自動車整備技術に係る教育

方法、教材及び教材開発方法にて研究が進んでおり、本件に貢献できる経験や手法が十

分に蓄積されていることから、わが国が本件協力を実施する妥当性は高い。 

 

（２）有効性 

SJAHI はプロジェクト終了時までに 569 名（卒業率 91％）の卒業生を輩出する予定で

あり、ヒアリングの結果、JADIK 企業、学生及び卒業生からは、なお改善の余地はある

ものの SJAHI の教育についてはおおむね満足しているとの回答を得ていることから、指

標からみるプロジェクト目標の達成度は高い。しかし、SJAHI の運営体制整備に関して

は、職員間の情報共有方法、業務手順の明確化等課題が散見され、技術教育の内部評価

に関しても、試験問題の精査、技術試験実施方法の標準化等課題が残っている。 

 

（３）効率性 

日本側の投入（専門家の派遣及び資機材の供与）は、量、計画どおりの投入スケジュ

ール、成果への貢献の視点から、適切な投入であった。また、サウジアラビア側の投入

（C/P の配置及び資機材・運営経費）も適切であった。 

本邦研修の実施については、量、タイミングともに適切であったものの、2000～2001



 

年にかけて日本で研修を受けたサウジアラビア人インストラクター5 名全員がプロジェ

クト期間中に SJAHI を退職しており、効率性の損失があった。 

 

（４）インパクト 

プラスのインパクトとして以下の項目が確認された。 

１）本件の上位目標は「自動車整備技術におけるサウジアラビア人雇用拡大化政策（サウダイ

ゼーション）が推進される」であり、本件は同上位目標に貢献するものである。 

２）2003 年時点の従業員 20 名以上の企業におけるサウジアラビア人自動車整備技術者は約

3,100 名であったことから、2004 年以降プロジェクト終了までに SJAHI 卒業生が約 600 名弱

輩出されることを考慮すると、サウダイゼーションへの貢献が推測される。 

３）SJAHI は、学生の 100％がいずれかの企業に就職することが確約され、民間セクタ

ーのニーズを踏まえたカリキュラムにて授業が展開され、官民連携にてコストシェア

をするという独自の学校運営を行っていることから、サウダイゼーションの推進のた

めの有効なモデルとして認識されており、国内のみならず海外からも多くの見学者が

あり、結果として他企業、他業種においても SJAHI 形式の学校運営が計画されている。

このような動きは他業種におけるサウダイゼーション推進に寄与すると考えられる。

４）サウジアラビアでは、一般的にはブルーカラーの職種は外国人労働者が行うものと

の認識があるが、自動車整備士はブルーカラーの職種ではなく、マネージメント部門

等ホワイトカラーの職種へのキャリアパスの一環になることが一部の学生のうちで認

識されるようになった。 

 

（５）自立発展性 

１）技術面：SJAHI ではレッスンプランの作成や試験問題のデータベース化を進めてき

ており、技術面の自立発展性を確保するうえで非常に有益であった。 

２）財政面：現在 SJAHI の運営に関しては学生 1 人当たり約 4 万 SR の費用が必要であ

る。その内訳は、政府の人材開発基金から 1 万 8,000SR、JADIK メンバーから 1 万 9,000SR、
学生の授業料としての 3,000SR により賄われている。GOTEVT によると、人材開発基

金は今後も現在の援助額が維持され、JADIK メンバー各社も現在と同様の拠出金を負

担する予定であり、財政面においては比較的高い自立発展性がある。 

３）組織面：エリア制の導入や各種委員会の設置などの点でプロジェクト開始当初と比

較して改善が図られているが、マネージメント層とインストラクター間の情報交換が

不十分であり、また、インストラクターの人材開発計画、人材登用計画が未策定であ

ることから、組織面での自立発展性のためには更なる改善が必要である。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（１）計画内容に関すること 

自動車産業界における日本とサウジアラビア両国関係の推進とサウジアラビアの人材

育成に資することを目的として、サウジアラビアに自動車技術高等研修所を設立するこ

とが両国政府のハイレベルで確認されたことで、プロジェクト関係者のモチベーション

が高まったことが効果の発現に大きく貢献した。 

 



 

（２）実施プロセスに関すること 

日本側民間企業の経験を基に教育カリキュラム及びテキストが準備され、自動車整備

分野での経験が豊富な日本人専門家がインストラクターを指導したことが効果の発現に

大きく貢献した。 

 

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 

特になし。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

本件はプロジェクト開始時に新たに設立された組織（研修所）に対する協力であった

ことから、研修所運営上の様々な課題が指摘された。これに対して専門家チームと C/P
は定期的な会合をもつことにより、解決すべき課題に優先順位を付しながら取り組んだ

ことから、効率的に事業が実施された。 

本邦研修の実施については、2000～2001 年にかけて日本で研修を受けたサウジアラビ

ア人インストラクター5 名全員がプロジェクト期間中に SJAHI を退職しており、効率性の

観点から問題があった。 

 

３－５ 結 論 

プロジェクト開始時に策定された計画におおむね沿って投入・活動が実施され、これを受

けて達成度の差異はあるものの PDM に定められた成果 6 項目において、それぞれ一定の成果

を収めたといえる。また、これらの成果に基づき、SJAHI は自動車産業界に年間約 200 名の

サウジアラビア人整備士を供給し始めており、プロジェクト目標についても満足できる水準

で達成されたといえる。 

効率性の観点からは、日本で能力強化を行ったサウジアラビア人インストラクター5 名全員

がプロジェクト期間に SJAHI を退職したものの、授業レベルを確保するためにレッスンプラ

ンを作成する等一定の取り組みを行っている。また、自立発展性の観点からは、技術面、財

政面及び組織面のいずれも高い自立発展性が見込まれる。 

さらに、学生の 100％がいずれかの企業に就職することが確約され、民間セクターのニーズ

を踏まえたカリキュラムにて授業が展開され、官民連携にてコストシェアをするという

SJAHI 独自の学校運営については、サウダイゼーションの推進のための有効なモデルとして

認識されており、結果として他企業、他業種においても SJAHI 形式の学校運営が計画されて

いる。このような動きは他業種におけるサウダイゼーションに寄与すると考えられる。 

 

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）学校の運営・経営システムの改善 

内部規定/規則の策定や同内部規定/規則に基づいた適正な学校運営が望まれる。その

最初のステップとしてエリア内会議をより頻繁に開催することが SJAHI に望まれる。 

また、インストラクターの能力開発のために、カリキュラムに対する適当なインスト

ラクターの人数の見直し、インストラクターに対するリフレッシュメントトレーニング

制度の導入が SJAHI に望まれる。この点では、JADIC 会員企業との比較交流制度の構築

等 SJAHI と JADIC とのより強い協力関係が必要である。 

 



 

（２）試験・評価システムの改善及び教育内容の改善のための試験結果の適切なフィード

バックシステムの確立 

記述試験問題を蓄積するデータベースの確立、実技試験の手法と内容の再開発、試験

結果の授業内容とカリキュラムへのフィードバックシステムの確立のために努力するこ

とが望まれる。 

 

（３）機材の更新計画 

すべての研修用機器の更新計画の策定が望まれる。 

 

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） 

 サウジアラビア側及び日本側の官民ステークホルダーによる緊密な連携が行われたことが

本プロジェクトに成果をもたらした。官民の意思決定に係るスピード感の違いや ODA 事業の

公益性等配慮すべき事項はあるものの、本件のようにサウジアラビア政府が研修施設の土

地・人材開発基金を提供し、日本・サウジアラビアの民間セクターが建設費を負担し、ODA
事業にて人材育成、カリキュラム作成等の技術支援を行うという官民連携による協力は、産

業界のニーズをダイレクトに協力内容に反映させるとともに各アクターの強みを生かした点

で有効であるといえる。 

 

３－８ フォローアップ状況 

 フェーズⅡプロジェクトが要請されている。 

 

 




