
終了時評価調査結果要約表 
１. 案件の概要 

国名： チュニジア共和国 案件名：チュニジア電気・電子技術者育成計画 

分野： 職業訓練 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：人間開発部第二グループ 協力金額（評価時点）：7 億 2,392 万 4,000 円 

先方関係機関：教育訓練省、職業訓練事業団（ATFP）、

          電気・電子技術職業訓練センター 

          （CSFIEE） 

日本側協力機関：厚生労働省職業能力開発局、 

           雇用能力開発機構 

協力期間 2001.2.1.～2006.1.31  

(R/D): 2000.12.1 

(延長): 

（F/U） 

他の関連協力： 

１-１ 協力の背景と概要 

  チュニジアは 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。産業の国際競争力

を強化するとともに、産業を担う人材の育成が急務となっている。「第 10 次チュニジア国家開発計

画（2002-2006）」においては、雇用問題への挑戦が第１の課題として取り上げられており、職業訓

練も重要分野とされている。JICA 国別事業実施計画においても、工業分野の国際競争力強化支

援は優先課題の一つとされている。 

  本案件は、チュニジア政府より我が国に対して、電気・電子分野にかかる職業訓練の充実につい

て技術協力要請があったものである。1998 年 2月 23 日～3月 7日に行った基礎調査の結果、チ

ュニス市内に新しく建設されることになった電気・電子技術者訓練センター（Centre Sectoriel de 

Formation en Industries Electriques et Eectroniques, CSFIEE）の支援を行うこととなった。その

後、事前調査団、短期調査団が派遣され、2000 年 12 月に R/D が締結され、2001 年 2 月より 5

年間の協力が開始された。 

  本プロジェクトは、①電気・電子分野の訓練コースが確立されること、②指導員が効果的に訓練を

実施できるようになること、③センターの運営管理体制が確立され、訓練が継続的に実施されるこ

と、④機材が効率よく使用され、維持管理されることを通じて、同センターにおいて質の高い電気・

電子技術者を育成することを目的としている。 

  プロジェクト開始後 2003 年 2 月には運営指導調査が、2004 年 1 月には中間評価が実施され、

それまでの活動実績や運営状況の把握を行ってきた。 

  今般、協力期間が 2006 年 1 月末まで残り６ヶ月未満となったことから、プロジェクト終了にあたっ

て評価５項目に基づき評価を行い、本プロジェクトの目標達成度を検証するため、終了時評価調

査団を派遣することとなった。本終了時評価調査では、プロジェクト終了を半年後に控え、評価５

項目に基づきプロジェクトの活動、成果に対する評価を行い、本プロジェクトの今後に対する提

言、並びに教訓を引き出すことを目的として調査を行った。 

 

1-2 協力内容 

（１） 上位目標 

  電気・電子分野の中堅技術者の質が向上する。 

 

（２） プロジェクト目標 

  電気・電子技術職業訓練センターが新たに創設され、能力の高い技術者を育成できるようになる。

 

（３） 成果 

１） 電気・電子分野の訓練コースが確立される。 

２） 指導員が効果的に訓練を実施できるようになる。 

３） センターの運営管理体制が確立され、訓練が継続的に実施される。 

４） 機材が効率よく使用され、維持管理される。 

 



 

（４） 投入（評価時点） 

    日本側： 

    長期専門家派遣       10 名   機材供与           2.94 億円 

    短期専門家派遣       17 名   ローカルコスト負担     37.6 万 Tunisian Dinar(TD) 

    研修員受入          21 名 

    相手国側  

    カウンターパート配置    41 名   ローカルコスト負担     48.6 万 TD 

    土地・施設提供        センター建物（330 万 TD にて新設）、土地、備品・消耗品 

 

 

 ２. 評価調査団の概要 

 調査者  （担当分野：氏名  職位） 

団長／総括：坂田 章吉   JICA 人間開発部管理チーム チーム長 

電気・電子 ：後藤 豊    雇用能力開発機構 九州職業能力開発大学校 講師 

協力企画：  田中 香織   JICA 人間開発部第二グループ（高等・技術教育） 

                  技術教育チーム 

評価分析：  黒田 泰久  OPMAC（株） 

通訳 ：    関田 真理子   

調査期間  2005 年 9 月 12 日～2005 年 9 月 25 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 
 本プロジェクトの投入、アウトプットの実績およびプロジェクト目標の達成度について、質問票調

査や聞き取り調査を通じた関係者の意見と実績データを入手し、それを分析した結果、適切な実

績が上がっていると確認された。 

 本プロジェクトで設立された CSFIEE は、チュニジアで採られている職業訓練システム（コンピテン

シ・アプローチ）に従い、産業界のニーズを訓練内容に反映される形で運営されている。卒業率・

就職率も当初目標を達成し、訓練生の就職後のパフォーマンスについても７５％の企業が満足を

表明している。こうした実績から、チュニジア関係団体である教育訓練省、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）

から、本プロジェクトで育成している人材は実学を重視した産業界のニーズに応えたものであるとの

認識が得られ、高い評価を得られた。 

 

3-2 評価結果の要約 
 （１）妥当性： 高い 

   本プロジェクトのプロジェクト目標及び上位目標は、チュニジアと EU とのパートナーシップ協定

締結や第１０次国家開発計画（2002-2006）の中で示されている国際競争力確保のための、職業

訓練の質・量的改善と整合性がある。また、センターには毎年定員の2倍以上の応募があり、訓練

に対する訓練生の満足度も高い。我が国の援助方針である「工業分野の国際競争力強化への支

援」にも合致していることから、本プロジェクトの妥当性は高いと判断される。 

 

（２）有効性： 高い 

   CSFIEE では、2 年間の養成訓練コース、就業者を対象とした短期間の向上訓練コースを計画

通り実施している。ほとんどのカウンターパートは、研修コースに関わる高い実践的字技能・知識、

指導能力、運営管理能力を身につけている。第一期生（2004 年 9 月卒業）の卒業率は 85％、就

職率は84.8％であり、当初目標を達成している。CSFIEEは、ATFPが導入した新運営モデルに従

い運営体制が整えられており、本プロジェクトのために必要な指導員、管理・スタッフを配置し、必

要な予算支出も実施してきた実績と良好な管理能力がある。訓練に必要な機材についても、維持

管理システムが構築されると共に、日常的な点検が実施されている。これらのことから、CSFIEE の

訓練実施能力は強化されており、プロジェクト目標は達成されていると考えられる。 



（３）効率性： 高い 

   日本側及びチュニジア側の投入は、量・質・タイミングの面において、概ね適切に実施された。

チュニジア側がほぼ遅滞なく訓練施設を建設したことは特筆に価する。ただし、カウンターパート

の配置に遅延が見られ、調査時点でも 4 名の指導員と 1 名の管理・スタッフに欠員が生じており、

特に指導員の配置は、日本人専門家の技術移転進捗に影響を与えた。しかしながら、全般には、

当初計画どおりの投入がなされ、効率的なプロジェクト運営がなされたと判断される。 

   コスト面においては、単純比較は難しいものの、電気・電子分野における類似の協力として

CEPEI 校の改編がフランス開発庁の協力により総額 790 万 TD（約 6.72 億円）で１期 350 名が育

成されていること、ボルジュ・セドリア校において世銀の協力により施設建設・機材供与総額920万

TD（14.45 億円）で１期 850 名が育成されていることと比較すると、本プロジェクトによる投入（施設

建設、機材供与、技術協力）規模も妥当であると類推できる。 

  

  （４）インパクト： 正のインパクトが見込まれる。 

  技術者を使用している企業の満足度を計ることは、第一期生が 2004年 9月に卒業して 1年が経

過したのみであり、今後の確認事項である。しかし、プロジェクトにて実施した企業アンケート調査

の結果では、75％の企業が第一期生の仕事振りに満足していること、CSFIEE が今後も定期的に

技術者を輩出することが見込まれること、訓練の内容がコンピテンシ・アプローチに基づき企業ニ

ーズを最大限反映させる仕組みになっていることから、正のインパクトが見込まれる。 

  現在、電気・電子産業は繊維産業の打撃などで厳しいチュニジア経済にとって、成長産業である

が、雇用環境については注意深く見守る必要がある。 

 

（５）自立発展性： JICA 協力終了後のチュニジア側による自主運営は可能である。 

   １）政策的自立発展性 

   チュニジア政府の第 10 次開発計画に基づく職業訓練政策においては、職業訓練体制の強化

がうたわれたおり、訓練生の拡充と訓練センター・企業での訓練比率を 50％：50％とする「半々教

育」の強化が目指されている。プロジェクトは本政策に従いつつ、質の高い訓練生を育成するとい

う方針で実施されている。 

   2004 年 11 月の合同調整員会（JCC）においては、CSFIEE の定員を拡大するにあたっては人

員・予算・機材の手当てが必要であることを日本側から指摘した。また、「半々教育」の導入に際し

ては、訓練内容のレベルを維持するため、センター・企業での訓練比率を 70％：30％とするよう、

日本側より提案している。チュニジア側は、JCC での合意・提案内容に従い、予算措置を構ずるな

どの準備を進めており、本プロジェクトの成果を維持しつつチュニジアの職業訓練政策に沿った

自立発展が可能と判断される。 

 

  ２）組織的自立発展性 

  CSFIEE は ATFP の運営モデルに従って運営されており、訓練コースの計画・実行・評価の運営

サイクルが確立されている。カウンターパートの定着率も高く、高い意識と自覚を持って訓練が実

施されている。以上より、組織的にも自立発展が見込まれる。 

 

 ３）技術的自立発展性 

  ほとんどのカウンターパートは、指導教官としての技能と知識を十分に身につけている。また、指

導員間で新たに習得した技術や開発した教材をCSFIEE内で共有する仕組みが整えられている。

コンピテンシ・アプローチによる訓練を実施するに際しては、産業界のニーズが訓練モジュールの

改廃・内容見直しなどに反映されなくてはならない。機材の維持管理についても管理体制は確立

されているので、適切に実施されれば特段の問題は生じない。以上より、技術的な自立発展性も

確保されている。 
 
 
 
 

 

 



3-3 問題点及び問題を惹起した要因 
  チュニジアの職業訓練政策に従って、訓練コース内容をコンピテンシ・アプローチに適合させる措

置を講じたり、定員の拡充と「半々教育」の導入をプロジェクト期間中に開始することとなったが、日

本側・チュニジア側の協議により、プロジェクトの成果を確保しつつチュニジアの政策を尊重する措

置を講ずることができた。 

  また、チュニジア側カウンターパート配置の遅延はプロジェクトの進捗に影響を与えた。 

 

3-4 結論 
 本プロジェクトは、チュニジア側の政策、産業ニーズ、わが国の援助政策に合致しており、プロジェ

クトの成果、目標を当初の予定通り達成している。本プロジェクトは妥当性を確保しつつ有効性、効

率性のあるプロジェクト運営がなされ、インパクトや自立発展性が期待できるものであり、成功裏に実

施されたと言うことができ、チュニジアの電気・電子産業へ質の高い人材を供給することに貢献できる

と判断される。 

 したがって、CSFIEE の電気・電子技術者育成能力の向上を目的とする本プロジェクトへの JICA 協

力は、予定通り 2006 年 1 月 31 日をもって終了することが妥当であると判断する。 

 

3-5 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） 卒業生の向上努力の必要性 

 第一期生の卒業率は８５％と目標としていた指標を達成しているものの、第二期・第三期生の卒業

率は指標に達していない。今後、取得しなかったモジュールの補講・追試により徐々に卒業率が向

上していくことは確認された。しかしながら、CSFIEE の開発ユニットの活動を拡充させるなど、さらな

る対応が必要である。 

 また、上級資格のBTSに対して、より基礎的なレベルの資格であるBTPの卒業率が低くとどまって

いる現状があることから、BTP の訓練生に対して、適正をはかったり教授法に工夫をするなど、きめ

細かいサポートも必要であろう。 

 

（２）必要人員のリクルート 

 現在欠員となっている 4名の指導員および 1名の管理・スタッフについて、予算措置を講じ、実際

にリクルート活動を行ったことは認められたが、センターの適切な運営には欠員の補充は必要不可

欠である。2005年内に非常勤講師の手配を含め対応したいとの発言がチュニジア側からあったが、

早期の実行が必要である。 

 

（３） 訓練生拡充計画及び「半々教育」導入への対応 

 2004 年の JCC にて合意された、訓練生拡充計画に対応した人員・予算・機材の手当てを早期に

実行に移す必要がある。2005年 9月生以降は、定員を倍増させていくとのチュニジア側の方針もあ

ることから、訓練実施に必要な体制整備が望まれる。 

 また、「半々教育」については、これまでプロジェクトを通じて構築してきた訓練内容の技術レベル

を維持するためには、センター内での教育を 70％、企業での訓練を 30％として実施することを日本

側が提案し、チュニジア側も同意し、準備に入っている。「半々教育」についても2005年9月期生か

ら本格導入するとの方針であるので、プロジェクト終了までは日本人専門家も本格導入に向けた技

術的助言を行い、プロジェクトの効果の持続性確保に努める必要がある。 

 

3-6 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） 

  

（１） 就職支援システムの重要性 

 チュニジアにおいては、企業の採用は不定期に行われていることから、一般に学生は、学校や職業

訓練センターを卒業後に就職活動を行い、１年間程度をかけて就職していくこととなっている。ATFP

は、訓練センターと企業との連携をより強化するため、開発ユニットを全職業訓練センターに設置し、

渉外活動や就職支援を行うこととしている。CSFIEE にも開発ユニットが設置されたことに伴い、日本

人専門家が日本の職業訓練センターで行っている就職支援システムを共有したり、専門家が開発ユ

ニット担当者と共に企業訪問を行うなどのノウハウの共有を行った。これにより、開発ユニットという 



チュニジアにとっては新しい仕組みが実際に機能し始めたと CSFIEE 関係者は評価している。 

本主就職支援の経験は、今後の類似案件にも生かせるものと考えられる。 

  

（２） 柔軟なプロジェクト実施プロセス 

 本プロジェクト開始後、チュニジア政府は強力なオーナーシップを発揮し、コンピテンシ・アプローチ

による訓練プログラムの作成、訓練人員の拡充、「半々教育」を CSFIEE にも導入することを決定し

た。いずれも日本の職業訓練制度にはない訓練アプローチであったが、日本側・チュニジア側双方

が話し合いを重ねることにより、チュニジア側の政策を尊重しつつ日本の技術的比較優位性を生かし

た協力を実施することができた。先方政府の政策変更に対応し、先方政府の政策と一貫性を持った

プロジェクト運営は、柔軟なプロジェクト実施プロセスとして今後の参考になると思われる。また、コン

ピテンシ・アプローチや「半々教育（ドイツの職業訓練システムに類似）」は他の多くの途上国でも採

用されている訓練アプローチであり、本プロジェクトの経験は、他国で技術教育・訓練案件を実施す

る際に参考にすべきと思われる。 

  

 


