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第 2 章 ベトナム社会主義共和国ハノイ工科短期大学機械技術者養成計画 
地図：第 1 章を参照。 

写真 

マシニングセンター実習風景 金属加工実習風景 

学生による実習後の実習室や機材の清掃 企業との契約に基づく生産活動（コンベアの

製造） 

 

略語表 

略語 正式名称 和訳 

C/P Counterpart カウンターパート 

GDVT General Department of Vocational Training 職業訓練総局 

MOLISA Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs 労働傷病兵社会問題省 

MOIT Ministry of Industry and Trade 商工省 

HIC Hanoi Industrial College  ハノイ工科短期大学 

HaUI Hanoi University of Industry ハノイ工業大学 

VJC Vietnam Japan Center ベトナム日本センター 

PDM Project Design Matrix プロジェクトデザインマトリッ

クス 
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2.1 案件別評価調査の概要 

2.1.1 プロジェクトの背景 

ベトナムにおいては、外資系企業の進出及び合弁企業の設立が進む中で技能労働者の

技術レベルの向上が重要な課題であると認識されている。ベトナムは、教員のレベル

の向上、カリキュラムの改善及び施設の充実を図ることによって上記目標を達成しよ

うとしている。 

 

要請内容は、ハノイ工科短期大学（旧第一技術職業訓練校）の訓練環境の向上、技術

のアップグレードを行い、新技術に対応した授業を行えるよう指導員の再教育を行う

ことにより、指導員の運営管理能力の向上、指導員の新技術への理解の深まり及び新

技術に対応したカリキュラムの作成が達成できるようにするものであった。 

 

これを受けて、我が国は 1997 年 12 月の基礎調査において工業省第一職業訓練校（当

時）が協力の対象として適格であると判断し、以後 2 回の調査を経て 1999 年 11 月に

討議議事録（R/D）を締結した。本プロジェクトは、ベトナム北部において機械部門

の技術者養成の拠点校と位置づけられているハノイ工科短期大学（HIC）の機械技術

者養成能力を向上させ、必要な訓練コースを開発、実施することを目的に 2000 年 4

月から 5 年間の予定で協力を行った。 

 

2002 年 8 月には、活動実績や運営状況の把握と、活動方針について協議することを目

的として中間評価を実施し、PDM に記載されていなかった短期訓練コースの実施を追

加する等、当初の計画の見直しが行われた。2004 年 8 月には終了時評価が実施され、

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、プロジェクトの

今後に対する提言、ならびに教訓が導き出された。 

2009 年 2 月にはフォローアップ調査が実施され、機材保守管理指導及び HIC 卒業生

に関する調査と企業のニーズに関する調査が実施された。 

 

なおハノイ工科短期大学は 2005 年 12 月にハノイ工業大学（HaUI）に昇格し、プロジ

ェクトの活動は大学構内のベトナム日本センター（VJC）において継続している。 

 

2.1.2 プロジェクトの概要 

本対象プロジェクトの PDM は添付資料に収録している。以下、プロジェクトの概要

と投入実績を示す。 
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上位目標 ベトナムにおける機械工業分野の技能労働者の技能レベルが向上する。 

プロジェクト目標 ハノイ工業短期大学（HIC）の機械技術者養成能力が向上する。 

アウトプット (1)機械工業分野のニーズに合った訓練計画が策定される。 

(2)訓練生募集・選考体制が確立される。 

(3)ハノイ工科短期大学の機械工業分野の指導教官の能力が向上する。 

(4)機械加工、金属加工、電気制御分野での適切な訓練が短期、長期職業

訓練コースとして確立される。 

(5)適切な施設、機材、設備が設置され有効に活用される。 

(6)ハノイ工科短期大学の組織、人事、財政が適切に運営される。 

投入（プロジェクト終

了時） 

日本側： 

 専門家派遣      ：長期 10 名、短期 17 名（494,967 千円） 

 研修員受入      ：23 名（14,533 千円） 

 機材供与       ：463,322 千円 

その他        ：13,843 千円 

 ローカルコスト負担  ：42.4 万ドル+74.4 億ドン 

ベトナム側 

 カウンターパート配置 ：39 名 

 土地・施設提供    ：実習室、会議室、事務室等 

 ローカルコスト負担  ：37.4 億ドン 

 

2.1.3 事後評価調査の目的 

本事後評価は「ハノイ工科短期大学機械技術者養成計画」を評価対象とし、国民への

説明責任を果たすために案件を評価すること、また JICA 事業の改善を図るため評価

結果を基に案件実施にかかる教訓を導き出し、フィードバックすることを目的として

いる。 

 

2.1.4 評価調査範囲 

本評価調査の対象範囲は下表の通りである。 

 

評価調査の対象範囲 

案件名 ベトナム社会主義共和国ハノイ工科短期大学機械技術者養成計画 

協力期間 2001 年 4 月 1 日－2005 年 3 月 31 日 

主な調査先 商工省（Ministry of Industry and Trade）／ハノイ 

職業訓練総局（General Department of Vocational Training）／ハノイ 

ハノイ工業大学ベトナム日本センター（HaUI-VJC）／ハノイ 
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2.1.5 評価調査の制約 

本調査を実施するにあたり、以下の制約があった。 

(1) Asia-European Educational Ministers Conference の開催 

事後評価の現地調査時期にベトナムで Asia-European Educational Ministers Conference

が開催され、このカンファレンスの他にもサイドイベント等があった。このため教育

訓練省（MOET）との協議は限られた範囲でしか実施することが出来なかった。 

 

(2)JICA 事務所の支援 

JICA 事務所により関係機関とのアポイントメント、質問票の事前の配布等の支援を受

けることができ、評価調査を円滑に進めることができた。調査の実施あたってロジ的

な部分における制約はなかった。 

 

2.1.6 評価調査団の構成 

本評価の現地調査は以下のメンバーにより実施された。 

氏名 担当 所属先 

小島 孝行 技術教育評価／副総括 インテムコンサルティング㈱ 

Tran Thi Huong Giang 現地調査補助・通訳 フリーランス 

 

2.1.7 評価調査期間 

日順 作業内容
1 5月10日 日 成田－ハノイ（JL/VN5135)
2 5月11日 月 現地要人雇用・打合せ、現地調査計画説明準備
3 5月12日 火 インセプションレポートの説明、現地調査計画説明（JICA)、現地調査日程の確認
4 5月13日 水 商工省、運輸交通省、職業訓練総局とのキックオフ会議、質問票内容等説明
5 5月14日 木 ハノイ工業大学日本ベトナムセンターとのキックオフ会議、質問票内容等説明
6 5月15日 金 第1中央交通技術カレッジとのキックオフ会議、質問票内容等説明
7 5月16日 土 文献等購入、資料整理
8 5月17日 日 資料整理
9 5月18日 月 ハノイ工業大学日本ベトナムセンターへのヒアリング調査、資料収集

10 5月19日 火 ハノイ工業大学日本ベトナムセンターへのヒアリング調査、資料収集
11 5月20日 水 ハノイ工業大学日本ベトナムセンターへのヒアリング調査、資料収集
12 5月21日 木 第1中央交通技術カレッジへのヒアリング調査、資料収集
13 5月22日 金 第1中央交通技術カレッジへのヒアリング調査、資料収集、JICA事務所中間報告
14 5月23日 土 文献等購入、資料整理
15 5月24日 日 資料整理
16 5月25日 月 第1中央交通技術カレッジへのヒアリング調査、資料収集
17 5月26日 火 運輸交通省、商工省へのインタビュー調査、質問票回答の内容確認協議
18 5月27日 水 職業訓練総局カリキュラム担当部、資格担当部との協議
19 5月28日 木 ハノイ工業大学日本ベトナムセンターへの調査結果概要の説明、コメント受領
20 5月29日 金 第1中央交通技術カレッジの調査結果概要の作成、送付
21 5月30日 土 データ・情報分析、現地調査結果取りまとめ
22 5月31日 日 データ・情報分析、現地調査結果取りまとめ
23 6月1日 月 事後評価結果の関係機関への送付、CVCTコメント受領、内容確認
24 6月2日 火 MOTコメント受領、内容確認
25 6月3日 水 GDVTコメント受領、内容確認、調査結果取りまとめ
26 6月4日 木 MOETコメント受領、内容確認、調査結果取りまとめ
27 6月5日 金 現地調査結果報告、コメント受領（JICA)、ハノイ-成田（JL767)
28 6月6日 土 -成田

日付
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2.2 評価方法 
2.2.1 評価設問と必要なデータ・評価指標 

対象案件の実績、評価 5 項目ごとの評価設問とデータ収集方法、評価指標、調査手法

については添付資料 2-3 の評価グリッドを参照。 

 

2.2.2 評価手法 

本評価の評価手法として以下の方法を採用した。 

 

評価方法 実施内容 

実施機関・関係機関へ

の質問紙調査 

本プロジェクトの実施機関である HaUI-VJC、監督機関であ

る商工省、職業訓練総局に対し質問票を作成し、その回答

の内容を確認・精査を行った。 

実施機関・関係機関へ

のインタビュー調査 

本プロジェクトの実施機関である HaUI-VJC、監督機関であ

る商工省、職業訓練総局に対しインタビューを行った。面

談者リストは添付資料 2-2 の通り。 

機材・施設の視察 プロジェクトで調達され HaUI-VJC 内に設置された機材、

施設の活用状況、維持管理状況を確認するため現場視察を

行った。 

 

2.2.3 評価のプロセス 

本評価のプロセスは以下の通りであった。 

 

評価のプロセス 実施内容 

事前準備 2009 年 3 月から 4 月にかけて、プロジェクトに関する事前

評価、中間評価、終了時評価の報告書のレビューを行い、

事後評価実施のための評価グリッド等を含むインセプショ

ンレポート、現地調査資料の作成を行った。 

現地調査 2009 年 5 月 10 日から 6 月 6 日にかけて、現地調査を実施

した。現地調査では、本プロジェクトの実施機関であるハ

ノイ工業大学の一組織である日本ベトナムセンター

(Vietnam Japan Center)、監督機関である交通運輸省、職業訓

練総局に対し質問票調査、インタビュー調査、視察、文献

レビューを通じて、プロジェクトの実績確認、評価 5 項目

に従って作成した評価グリッドを軸に調査を実施した。現

地調査の 終段階で、調査結果を取りまとめ、先方関係機
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関による記載内容の事実確認、コメントを取り付け、JICA

事務所に報告を行った。 

国内分析 2009 年 6 月から 7 月にかけて現地調査を通じて収集した資

料の分析及び評価調査報告書の作成を行った。また別途、

評点付けガイドラインに基づき対象案件の評点付けを行っ

た。 

 

2.3 プロジェクト実績の検証 
2.3.1 プロジェクト目標の達成状況 

プロジェクト目標「ハノイ工科短期大学（HIC）の機械技術者養成能力が向上する」

の達成状況を調査した結果、終了時評価時点と事後評価時点では以下の通りであった。 

 

終了時評価時点達成度

（2005 年 9 月） 

事後評価時点達成度（2009 年 6 月） 

指標 1：短期職業訓練コース数、参加者数。 

2001 年 7 月から開始され、

終了時評価時点までに 74

回の短期訓練コースが実施

された。参加者総数は約

1,300 人であった。 

2005 年から 2008 年にかけての短期コース開催回数と参加者数の実

績は下表の通りである。 

 

コース開催数 2005 2006 2007 2008 過去 4 年合計

機械加工 6 12 11 11 40

金属加工 22 44 38 31 135

電気制御 1 1 1 1 4

合計 29 57 50 43 179

コース参加者数           

機械加工 86 124 128 131 469

金属加工 382 585 556 457 1,980

電気制御 7 5 6 9 27

合計 475 714 690 597 2,476

出所：VJC 質問票回答（事後評価） 

 

上記表の通り、短期訓練コースは過去 4 年間で 179 回開催され、2,476

人の参加があった。 

指標 2：短期職業訓練参加者による訓練内容の評価（聞き取り調査等）。 

短期訓練が開始された当初

は、受講者による訓練コー

事後評価ではプロジェクト終了時点で、短期職業訓練に参加してい

た人から聞き取りを行うことは出来なかった。但し、短期コースの
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スの評価が毎回実施されて

いたが、現在では、必要に

応じて実施されている。過

去の評価データによると、

大半の受講者が、訓練内容、

指導教官の指導能力、機械

設備、教材などについて高

く評価している。また、今

回の評価調査で、短期訓練

を受講した技能労働者が勤

務する企業を訪問しインタ

ビューを行ったが、訓練内

容について概ね良好な評価

を下している。なお、受講

した訓練コースの内容が、

基礎的事項であったため、

もう少し高度な技術につい

ての研修があっても良かっ

たという意見もあった。 

受講者数も安定しており、コースのニーズが高いと考えられること

から、概ね短期コースは一定の評価を受けていると推察できる。 

 

VJC を管轄している MOIT は、VJC の訓練内容が技能重視であるこ

と、新しい技術に対応していること、企業のニーズと合致している

こと等から高く評価していることがヒアリングで明らかになった。

 

また、VJC と企業との連携はプロジェクト終了後強化されており、

VJC のカリキュラムに「企業実習」が正規の科目として採用されて

いる。この連携強化の背景には VJC の訓練内容が企業ニーズと合致

していること、学生が企業で実習できる能力を身に付けていること

等が要因として挙げられ、VJC の訓練内容は企業からも評価されて

いると考えられる。 

 

 

指標 3：技能労働者資格を取得した当該長期訓練コース卒業生数（120 名以上）。 

2002年10月に入学した第1

期の学生 237 名のうち（3

つの長期訓練コースの定員

数は 240 名）、約 230 名が

初の卒業生として卒業する

見込みである。中間評価時

に設定した 120 名という目

標値と比較すると約 2 倍と

なっている。 

技能労働者資格は 2006年の職業訓練法の改正を受けて、それまで 1-7

段階であった資格制度が、1-5 段階の資格制度へ移行中である。但し

1-7 段階の資格制度は一般労働者(Worker)を対象として付与していた

ものであるのに対し、1-5 段階の資格制度は全労働者（一般労働者、

技能労働者、技術者等）の技術基準を定めたものであり、1-7 段階の

資格制度とは性格が異なる。このため、指標が指定する「技能労働

者資格」は事後評価時点では測定可能な指標ではないことが判明し

た。 

終了時評価と同様の尺度で長期訓練コースの卒業生数について確認

したところ、下表の通りであった。 

コース 2005 2006 2007 2008 過去 4 年合計

機械加工 126 184 185 181 676

金属加工 118 125 119 120 482

電気制御 136 177 123 125 561

合計 380 486 427 426 1,719

出所：VJC 質問票回答（事後評価） 
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指標 4：長期職業訓練担当コース授業時間数） 

機械加工、金属加工、電気制

御の各長期訓練コースの授

業時間数（2 年間）は下表の

通り。 

 機械 金属 電気 

講

義 

985 806 780 

実

習 

1,640 1,819 1,560 

計 2,625 2,625 2,340 

各コースが実技に 60-70％の

時間をかけている。 

2008 年の機械加工、金属加工、電気制御の各長期訓練コースの授業

時間数（2 年間）は下表の通り。 

 

 機械加工 金属加工 電気制御 

講義 510(20%) 675(26%) 795(31%)

実習 2,040(80%) 1,875(74%) 1,755(69%)

計 2,550 2,550 2,550

出所：VJC 質問票回答（事後評価）、括弧内は比率 

 

授業時間数に実習が占める割合は、機械加工で 80%、金属加工で

74%、電気制御で 69%であった。 

 

指標 5：技術移転を受けた C/P の定着状況。 

当初、カウンターパート全員

が他の業務と兼任であった

が、2002 年 8 月以降、各分

野のカウンターパートは、専

任となった。機械加工 6 名、

金属加工 7 名、電気制御 7

名は 2002 年 8 月以降変更が

なく定着状況は良好である。 

事後評価時点で、プロジェクト期間中に日本で研修を受けた 23 名

の教員の内、VJC で継続勤務しているスタッフが 17 名、MOLISA

で働いているスタッフが 1 名、留学 2 名、退職者 3 名である。留学

している 2 名は HaUI から派遣されており、帰国後 VJC で勤務する

予定である。 

 

カウンターパートの定着状況は良好である。 

 

指標 6：関係者による長期訓練内容の評価。 

長期訓練内容の評価、すなわ

ち、産業界が求めている機械

技術者を長期訓練コースで

育成できているかについて

は、卒業生が企業に就職し、

しばらく企業で勤務した後

に、企業側による評価を待つ

必要がある。少なくとも就職

魚、半年程度は必要であると

考えられる。なお、求人率が

2 倍あることや、2 年生がイ

ンターンとして働いた企業

事後評価では在校生（2 年生 104 名）に対し、VJC の職業教育に関

するアンケート調査を実施した。アンケートでは、VJC の志望理由、

職業訓練で良い点、今後強化してほしい点等について調査を行っ

た。アンケートの結果、「VJC の職業訓練で良いと思う点」、「VJC

の訓練内容で今後強化してほしい点」について学生から も指摘の

多かった内容は以下の通りであった。 

 

設問：VJC の職業訓練で良いと思うもの 

設問 割合 

技術を重視した訓練内容・カリキュラム 75.0% 

専門的な知識と技術を身につけられること 72.1% 

5S 等の企業で働く態度を身につけられること 70.2% 
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で良い評判が得られている

こと等を合わせて判断する

と、長期訓練の内容が良好で

あると推察できる。 

設問：VJC の訓練内容で今後強化してほしいもの 

設問 割合 

日本語授業 61.4% 

実習科目 45.2% 

英語授業 24.0% 

 

上記結果の通り、VJC の技術重視、専門性の訓練が在校生から高く

評価をされている。VJC の特徴である技術や専門性を重視し、理論

よりも実習に重点を置いた訓練が高く評価された結果と考えられ

る。一方、語学（日本語・英語）の授業について強化してほしいと

の要望があることが分かった。これらは VJC にとって卒業生の日系

企業等への就職が進む中で新たな挑戦課題と考えられる。 

 

2008 年にフォローアップ活動として HIC 卒業生に対する企業の評

価に関する調査がなされた。この調査から以下の結果が得られた。

(1)VJC の卒業生は他の訓練校の卒業生に比べ、比較的高い評価がな

されている 

(2)しかしながら十分に良好とは言えない 

※詳細はフォローアップ報告書を参照。（事後評価時点では報告書

は未完であったため入手できなかった。） 

 

2.3.2 上位目標の達成状況 

上位目標「ベトナムにおける機械工業分野の技能労働者の技能レベルが向上する」の

達成状況を調査した結果、終了時評価時点と事後評価時点では以下の通りであった。 

 

上位目標「ベトナムにおける機械工業分野の技能労働者の技能レベルが向上する」 

終了時評価時点達成

度（2005 年 11 月） 

事後評価時点達成度（2009 年 6 月） 

指標 1：職業訓練を終了した機械技術者の増加。 

本プロジェクトにより約

840 名の企業で働く技術

者が短期の職業訓練を受

講した。 

既述の通り、VJC では長期コースで毎年約 300 名、短期コースで毎年

約 600名の卒業生を輩出している（数値は過去 4年間の平均値による）。

ほとんどの卒業生が機械工業分野の企業等に就職していると推定さ

れ、同分野の機械技術者の増加に貢献している。 

なお、MOIT の管轄している 24 校（VJC も含む）から職業訓練を受け

た技能労働者は、毎年約 24,000 人が輩出されており、機械工業分野の

技能労働者の増加に貢献している。過去 4 年間の MOIT 管轄の職業訓
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練校の卒業生数は以下の通りである。 

 

年 2005 2006 2007 2008 

卒業生数 22,960 23,540 25,000 26,500

出所：MOIT 質問票回答（事後評価） 

 

MOIT は機械工業分野の開発戦略（”The Strategy on Development of 

Vietnam’s Mechanical Engineering Industry till 2010, with Vision to 2020”）

の中で、機械工業分野の人材育成政策として、「新しい技術に対応した

訓練教育の強化、有能な技能労働者の海外での訓練強化」を挙げてお

り、今後も職業訓練を受けた機械技術者が増加することが見込まれる。

 

※本指標の述べる「機械技術者」の定義は、事後評価では「職業訓練

教育を受けた者」とした。理由は後述の「プロジェクト阻害要因」を

参照。 

指標 2：機械工業分野に就職している機械技術者の増加。 

本プロジェクトの長期訓

練コースから約 230 名の

卒業生が 2004 年 9 月に出

る。これらの卒業生のほ

とんどが実践的な技能と

知識ならびに良好な作業

態度を身につけている。

約 2 倍の求人があること

から、ほとんどの卒業生

が機械工業に関する企業

に就職できるものと予想

される。今後も毎年、約

240 名の卒業生を輩出す

る予定であり機械工業分

野の機械技術者の増加に

貢献するものと言える。 

本プロジェクトの短期訓

練コースには、他の職業

訓練機関の指導教官が参

加している。今回の評価

MOIT 及び GDVT によると、機械工業分野に就職した機械技術者数に

関する統計データは整備されていない。このため指標の指定する「機

械工業分野に就職している機械技術者の増加」については正確なデー

タを入手することができなかった。 

 

代替指標として、ベトナム統計局による 新のデータから、金属関連、

機械工業関連分野の労働者数について調査を行った。その結果は下表

の通りである。 

 

職業分野 2003 2004 2005 2006

金属生産 37,216 39,713 42,957 45,462

金属加工 89,672 114,735 130,016 149,781

機械 49,499 54,668 54,331 59,023

合計 176,387 209,116 227,304 254,266

前年比   119% 109% 112%

出所：ベトナム統計局 

 

上記データは必ずしも機械技術者数を示すものではないが、機械技術

者の就職先と考えられる分野の労働者数は増加傾向にあることが分か
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調査では、どの程度、短

期訓練で学んだことをそ

れぞれの職場で活用して

いるか調査することはで

きなかったが、仮に短期

訓練で身につけた教授法

や技能・知識、カリキュ

ラムや教材を活用して、

それぞれの職場での職業

訓練内容の向上を図って

いるのであれば、全国的

な範囲でより高い技能・

知識を身につけた機械技

術者を輩出する可能性が

高いと期待できる。 

る。 

なお、2008 年 10 月から 11 月にかけて開催された短期コースに参加し

た他の職業訓練機関関係者は、123 名、64 校に上る。VJC の職業訓練

が短期コースを通じてプロジェクトで構築した訓練内容が他の訓練校

にも波及しており、より高い技術を有する機械技術者の育成に貢献し

ている。 

 

 

 

 

2.3.3 終了時評価における提言への対応状況 

 

終了時評価における提言 事後評価時点での対応状況 

(1)ハノイ工科短期大学内外へのプロ

ジェクト成果の共有と情報発信 

現在、VJC の職業訓練教育の内容や方法を他の学校の教員

が視察や、他校からの生徒を訓練コースに受入等がなされ

ている、VJC はプロジェクトを通じて構築した訓練方法等

について他校へ積極的に発信させたい意向がある。 

(2)機材の保守、管理体制の持続的強化 機材の保守管理については、2009 年 2 月に機材保守管理

指導のコンサルタントがフォローアップ協力として VJC

に派遣される等 JICA による継続的な支援がなされてい

る。今後、VJC は同フォローアップ協力で指導された以下

の点について持続的に強化を進めることが必要である。 

①保全組織の構築と担当者の任命 

②機材操作の許可基準導入 

③点検等の記録の徹底 

(3)技術者の適切な評価制度の導入 技術者の評価制度は現在 GDVT を中心とし National Skills 

Standards の構築が 2020 年に全職種に導入できるよう進め

られている。 

(4)ハノイ工科短期大学の大学化にお

ける技能重視の配慮 

VJC の 2008 年のカリキュラムから算定した結果、授業時

間数に実習が占める割合は、機械加工で 80%、金属加工
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で 74%、電気制御で 69%であった。技能重視の訓練が現

在も実施されている。（終了時評価時点ではハノイ工科短

期大学が大学化することによりプロジェクトで実施して

いた活動に何らかの影響があることを想定していたと思

われる。実際には大学化によるプロジェクトの活動への技

術的な影響はなく、VJC は現在もプロジェクト当時と同様

に 2 年間の職業訓練コースを継続している。） 

 

2.4 評価結果 
2.4.1 評価 5 項目による分析 

(1)妥当性 

1)ベトナム政府の国家開発政策との整合性 

ベトナム政府の国家開発政策である「2001-2005 年社会・経済開発 5 カ年計画」に

よれば、教育訓練及び科学技術の発展が、主要目標の一つとして挙げられている。

また、質の高い労働力を確保するための研修プログラム、内容、手法、訓練手順を

見直すことの重要性も述べられている。そのほか、全国に職業訓練学校を設立する

こと、職業訓練学校の入学者数を毎年 7～8%増加させること、技術者訓練学校のシ

ステムの改善・開発、短期職業訓練制度の質的向上についても述べられている。本

プロジェクトは、このような 5 カ年計画の主旨を先導する形で実践しており、国

家政策と整合性があると言える。また社会経済開発 5 ヵ年計画（2006-2010）にお

いても、今後の課題として教育や訓練プログラムが不十分であること、多くの職業

訓練施設で実習能力が不十分であることが指摘されている。 

2)ハノイ工科短期大学（HIC）の位置づけ 

HIC は、政府が実施している技術教育・職業訓練プロジェクトの 15 重点校の一つ

に位置付けられており、その規模においても 大級の教育訓練機関の一つであり、

設立から 100 年以上という長い歴史を有している。このように、HIC は、職業訓

練を提供する重要な役割を実践している。プロジェクト実施対象として適切な選定

であったと言える。 

3)機械工業界が求める人材ニーズとの整合性 

ベトナムでは一般的に、学歴偏重と理論重視の風潮があるため、大学卒のエンジニ

アであっても実技・実践能力に欠けることが多く、製造企業側（民間企業や外資系

企業）は知識だけでなく実技能力も併せ持つ人材、そして仕事に対して真摯に取組

む人材が求められている。その点、本プロジェクトの訓練コース、特に 2 年間の

長期訓練コースは、実技重視の訓練を提供するとともに、規律ある態度を身につけ

るよう指導が行われている。工場の現場リーダー、作業長、課長レベルの人材育成

も実施している。本プロジェクトの関係者からの聞き取り結果や、企業から HIC プ
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ロジェクト訓練生への求人の多さからみて、企業の求めるニーズに見合った人材育

成が行われているものと考えられ、整合性はあると判断する。 

 

4)日本の援助事業としての妥当性 

我が国の対ベトナム国別援助計画の重点分野は、「成長促進」、「生活・社会面での

改善」、「制度整備」の 3 つであり、成長促進の中では、「成長を支える人材育成」

及び「中小企業・民間セクター振興」が重点課題として位置付けられている。JICA 

の国別援助計画でも同様な方針である。さらに、2003 年 12 月にベトナム政府及び

日本政府との間で作成された「競争力強化のための投資環境整備に関する日越共同

イニシアティブ報告書」では重点 44 項目が示されており、それらのうちの一つに、

「人材育成（IT 人材、職業訓練等）」が含まれている。一方、我が国政府は、IT 人

材養成と職業訓練を支援方針の一つとしている。したがって、本プロジェクトは、

我が国の援助方針に合致し、妥当性があると言える。なお平成 20 年の対ベトナム

国別援助計画（第 1 案）でも産業人材（技術者、経営者）育成の観点から支援を行

うこととなっており、事後評価時点でも整合性が認められる。 

 

(2)有効性 

本プロジェクトでは、短期訓練コースと 2 年間の長期訓練コース、そして企業から

の注文に基づく生産活動を実施している。これらの活動を通じて、ほとんどのカウ

ンターパートは、訓練コースに関わる高い実践的技能・知識、指導能力、運営管理

能力を身につけるに至った。さらに、企業の注文に応じて生産活動を実施し、学生

の更なる能力向上を図る機会を設け、なおかつ収益も見込める活動を実施できる能

力も身につけている。HIC には、本プロジェクトのために必要な指導教官を配置

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。これらのことか

ら、HIC の機械加工、金属加工、電気制御の分野における機械技術者育成能力は、

大幅に強化されており、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 

以下に示す理由から、本プロジェクトの効率性は高いと判断する。 

1)投入の適切さについて 

質問紙調査結果とカウンターパート及び専門家へのインタビュー結果から判断し

て、日本側の投入、すなわち、日本人専門家の派遣（長期及び短期）、カウンター

パートの日本での研修、機材供与、現地活動費負担が、量的、質的、タイミング的

に適切なものであったと判断する。供与された機材は効率的かつ高い頻度で利用さ

れている。なお、日本でのカウンターパート研修については、一部のカウンターパ

ートから、「多くの科目について研修を受けるよりも、特定の科目についてより深
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く、もう少し時間をかければ、よりよい研修になったであろう」との指摘があった。

一方、日本で学んだ研修内容を他のカウンターパートに伝達したり、日本で得た研

修テキストを教材作りに活用したりするなど、カウンターパート内での技術移転が

行われている点では、効率的であると言える。ベトナム側の投入に関しては、適切

な人数の専任カウンターパートが配置され、専任となって以降、継続して勤務して

いる（プロジェクト実施中に退職者や異動した者はいない）。多くのカウンターパ

ートが真面目な姿勢で取り組んでおり、時には夜間や休日にもプロジェクト活動に

従事していることが、プロジェクト活動の円滑な進捗に貢献している。ベトナム側

が 2001 年に建設した校舎の一部を、本プロジェクトの会議室、事務室、実習室と

して活用しており、これらは適切なスペースと必要な設備を有している。これらの

適切な投入により、プロジェクト活動は順調に進捗し、アウトプットの達成に寄与

している。また、ベトナム側の予算支出も、プロジェクト活動を行う上で適切であ

った。さらに、ベトナム側は、必要に応じ、設備や機材の購入を行っている。 

事後評価時点では、プロジェクトで調達された機材の修理に対し、JICA が修理費

用（約 100 万円）の支援を行ったことが確認された。 

2)カウンターパートと日本人専門家間のコンセンサスの構築 

毎週月曜日にカウンターパートと日本人専門家による定期会議が行われ、情報の共

有化を図っていた。これらの定期会議は、カウンターパートと日本人専門家間のコ

ンセンサスを築く上で有効に機能し、プロジェクト活動を円滑に進めるうえで役立

っていた。 

 

(4)インパクト 

1)上位目標の達成状況 

指標 1：職業訓練を終了した機械技術者の増加 

VJC では長期コースで毎年約 300 名、短期コースで毎年約 600 名の卒業生を輩出し

ている（数値は過去 4 年間の平均値による）。ほとんどの卒業生が機械工業分野の

企業等に就職していると推定され、同分野の機械技術者の増加に貢献している。 

なお、MOIT の管轄している 24 校（VJC も含む）から職業訓練を受けた技能労働

者は、毎年約 24,000 人が輩出されており、機械工業分野の技能労働者の増加に貢

献している。 

指標 2：機械工業分野に就職している機械技術者の増加 

MOIT 及び GDVT によると、機械工業分野に就職した機械技術者数に関する統計デ

ータは整備されていない。このため指標の指定する「機械工業分野に就職している

機械技術者の増加」については正確なデータを入手することができなかった。代替

指標として、金属関連、機械工業関連分野の労働者数についてベトナム統計局によ

る 新のデータについて調査を行った。その結果、既述の通り金属関連、機械工業
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関連分野の労働者数は年々増加傾向にある。 

 

以上 2 つの指標から判断すると、上位目標は達成されたと考えてよい。 

 

2)プロジェクトとの因果関係（外部条件の検証を含む） 

プロジェクト目標の外部条件として次の 2 つが設定されていた。 

 

①職業訓練に対する社会的認知度が改善する。 

②技能労働者を育成する職業訓練校の数とキャパシティが減少しない 

 

以下、外部条件の検証結果を述べる。 

①職業訓練に対する社会的認知度が改善する。 

この外部条件については改善の度合いを測るベースとなる数値がないことから、改

善されたかどうかは調査を行うことが出来なかった。 

 

②技能労働者を育成する職業訓練校の数とキャパシティが減少しない 

職業訓練学校数について職業訓練制度が新しくなった 2007 年以降の数値を下表の

通りまとめた。 

 

 2007 2008 

技術プライマリー 653 691

技術セカンダリー 131 250

技術カレッジ 55 92

合計 839 1033

出所：GDVT 質問票回答（事後評価） 

 

職業訓練学校数については、3 つのレベルの学校数も全学校数も増加している。ま

た MOIT 傘下の職業訓練学校の卒業生数はプロジェクトの実績で示したとおり増

加している。従って本外部条件は満たされたと考えてよい。 

3)波及効果 

①ハノイ工業大学の他のセンターへの波及効果 

ハノイ工業大学に所属する訓練センターは、VJC の他、自動車運転訓練センター、

溶接技術センター、語学 IT センター等がある。VJC が取り組んでいる 5S の重視、

安全管理方法、授業管理方法（教員の授業準備方法、実習方法等）は他のセンター

でも取り入れられており、ハノイ工業大学傘下の職業訓練センターのモデルになっ

ている。 
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②他のドナーとの連携促進 

日本とのプロジェクトの経験により、ハノイ工業大学は他のドナー（台湾、インド

等）との連携が促進された。台湾との連携は、大学構内に訓練センターを作り、マ

シニングセンター、放電加工機等の訓練実習を行っている。インドとの連携は

Vietnam-India Project として IT 分野等における HaUI 教員のインドでの研修、IT 関

連の書籍供与がなされている。 

③企業との連携強化 

プロジェクト実施前には HIC（ハノイ工科短期大学）は訓練科目として学生の企業

での実習はほとんど実施されていなかった。しかしプロジェクトによって①教育内

容が向上したこと、②新しい技術を学生が習得していること、等が企業により評価

され、企業が実習生を受け入れるようになった。現在では正式にカリキュラムに企

業実習が科目（180-240 時間）として組み込まれるまでになっている。企業での実

習を通じて学生が実際の作業現場を体験し技術を一層向上させるだけでなく、この

経験により卒業後に即戦力にもなるとのことで、就職率の向上や求人数の増加にも

つながっている。 

④大学への昇格 

日本による協力の間接的な影響として、ハノイ工科短期大学からハノイ工業大学に

昇格する要因ともなった。MOET によると機材整備や教員の能力向上の面が間接的

に大学化に貢献しているとのことであった。次項「自立発展性」で述べるが、VJC

がハノイ工業大学という大きな組織の一部となったことにより、組織的、財政的に

安定したものとなったインパクトも指摘できる。 

 

(5)自立発展性 

1)組織面 

①VJC の応募・定員等 

VJC は現在ハノイ工業大学の一組織である。ハノイ工業大学にはアカデミック教育

分野と職業訓練教育分野の 2 つの教育体系を有しており、VJC は職業訓練教育分野

に属する。ハノイ工業大学の組織に組み込まれていることにより、VJC の人事権や

予算権は同大学に属しており、組織的に安定した機関と言える。 

 

また、VJC はプロジェクト当初の定員 120 名から 360 名に増員しているが、入学希

望者数は各コースとも毎年定員の約 2 倍であり、現在も 400 名程度の学生を受け入

れており、VJC での訓練ニーズは高い。なお、学生に実施したアンケート調査で、

VJC を志望した理由について調査したところ、以下の通りの結果であった。 
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志望理由 比率 

VJC は技術を重視した教育をしているため 77.9% 

VJC では日本の技術を学ぶことができるため 73.1% 

VJC には訓練のための機材や設備が充実しているため 77.9% 

VJC は有名だから 37.5% 

VJC を卒業すると就職しやすいため 52.9% 

VJC はハノイ工業大学に属する組織だから 43.3% 

出所：VJC 在校生アンケート調査（事後評価） 

 

上記アンケートの結果から、VJC が技術重視の訓練を実施していること、また日本

の技術や支援による機材整備等も VJC の高い志望理由となっていることが分かる。

VJC は今後も技術重視の訓練を続ける予定であり、将来的にも学生定員を確保でき

る可能性が極めて高い。なお、VJC の学生に対し、卒業後の進路について確認した

ところ、約 50%が就職希望、約 30%が進学希望、約 20%がどちらとも希望とのこ

とであった。 

②ハノイ工業大学の学生数の状況 

2006 年にハノイ工科短期大学は、ハノイ工業大学に昇格した。大学昇格後、ハノ

イ工業大学の学生数は下表の通り急激に増加している。 

 

 2005 2006 2007 2008 

大学生 0 2,173 8,629 15,643

カレッジ学生 13,359 13,945 14,763 16,107

中等教育、職業教育学生 10,852 11,691 12,005 13,772

合計 24,211 27,809 35,397 45,522

出所：ハノイ工業大学 

 

2005 年時点に比べ 2008 年では学生数がほぼ倍増しており、現在第 3 キャンパスを

建設中である。VJC の母体であるハノイ工業大学も発展傾向にあることから、組織

的な持続性は高い。また MOET もハノイ工業大学がアカデミック教育分野と職業

訓練分野の 2 つの教育内容を提供していることを高く評価しており、今後も当大学

が社会ニーズに対応した教育や訓練を続けることを期待している。但し大学が急激

に発展していることから、MOET としては学生数の増加に合わせた教育環境の整備、

教員の能力向上等の必要性も指摘している。 

2)技術面 

プロジェクト期間中に日本で研修を受けた 23 名の教員の内、VJC で継続勤務して

いるスタッフが 17 名、MOLISA で働いているスタッフが 1 名、留学 2 名、退職者
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3名である。現在も VJCに勤務している 17名いることから技術的な持続性は高い。

また、VJC の教員(26 名)は大学管理コースを受講しているもの（9 名）、専門分野の

教育を継続して受けたもの（12 名）がおり、教員の技術レベルの向上にも取り組

んでいる。 

 

訓練カリキュラムについても、プロジェクト期間中 VJC は実習を重視した訓練を

行うことが訓練内容のポイントとなっていたが、現在でも理論と実習は約 2：8 の

比率であり、継続して実習を重視した訓練が続けられている。また技術を重視した

訓練内容は VJC に応募する学生の志望理由にもなっており、今後も学生のニーズ

に合致した訓練を行う計画である。 

 

但し、機材の維持管理技術については、フォローアップ活動のコンサルタントから

の指摘がなされた通り、今後も継続して改善して行くことが求められる。 

3)財政面 

VJC の予算は大学全体の予算に組み込まれており、VJC 単独での予算申請・執行は

行われていない。ハノイ工業大学の予算は収入における政府補助金が 20％、学費

等自己収入が 80％であり、通常経費の状況は問題がない。従って、VJC の財政面

での持続性は高い。HaUI の収支実績は以下の通りである。 

2005 2006 2007 2008
収入の部

政府補助金 16,247,000,000 28,082,986,172 37,970,647,000 36,490,318,960
学費収入 54,599,468,420 66,843,286,440 86,909,068,479 139,747,198,981
活動収入 3,968,568,210 10,582,678,200 13,210,587,553 18,728,655,982

収入合計 74,815,036,630 105,508,950,812 138,090,303,032 194,966,173,923
支出の部

人件費等 15,800,930,797 25,725,880,424 31,680,482,214 43,552,208,691
建設費・設備費 21,776,661,302 33,695,084,754 50,976,296,910 73,512,558,019
消耗品・教材費等 19,948,097,376 20,208,593,374 27,735,013,405 36,441,927,812
光熱費 2,303,662,039 3,267,287,877 3,320,691,851 4,008,218,025
その他 14,985,685,116 22,612,104,383 24,377,818,652 37,451,261,376

支出合計 74,815,036,630 105,508,950,812 138,090,303,032 194,966,173,923  

出所：ハノイ工業大学 

 

2.4.2 貢献・阻害要因の分析 

(1)プロジェクトの貢献要因 

1)インパクトの貢献要因～社会ニーズに合った訓練内容・カリキュラムとハード面ソ

フト面の協力 

プロジェクトでは機械加工、金属加工、電気制御の 3 コースを協力の対象とした。

そしてこの 3 コースに対し、実習に重点を置いた技術教育重視の訓練内容、カリキ

 77



 
 

第 2章 ベトナム社会主義共和国ハノイ工科短期大学機械技術者養成計画 

ュラムを整備した。またこれら訓練内容に対応した 新式の機材も調達され、結果

として VJC に対しソフト面、ハード面の両面からの支援がなされることとなった。 

 

ソフト面では、訓練内容の中で も重視すべき実習科目が強化され、企業での実習

等が組み込まれたことが、学生にとって魅力的な訓練となっているだけでなく、卒

業生の就職にも有利に働いている。この訓練内容に対応した機材（ハード整備）は、

カリキュラム実施を可能にしただけでなく、企業との契約に基づく生産活動の活性

化等の企業との連携強化にも繋がっている。 

2)自立発展性の貢献要因～大学化 

ハノイ工業大学には、大学教育部門、カレッジ教育部門、中等教育・職業訓練部門

の 3 部門があるが、2008 年の新入生数を見ると、約 70％が大学教育部門に入学し

た学生となっている。今後、大学教育部門がハノイ工業大学の発展をリードしてい

くことが予想され、大学化によって本校が一層発展していく契機となった。 

VJC はハノイ工業大学の一組織であり、大学の中等教育・職業訓練部門に属し 2 年

間の職業訓練を行う技術セカンダリーセンターである。VJC がハノイ工業大学の一

組織となったことで、組織的にも財政的にも安定した組織に所属することとなった。 

 

(2)プロジェクトの阻害要因 

1)インパクトの阻害要因 

①資格制度の改正 

2006 年の職業訓練法の改正を受けて、技能労働者の資格制度が改正され、従来一

般労働者を対象とした 1-7 段階の資格制度であったものが、全労働者を対象とした

1-5 段階（National Skills Standard）となった。新旧の資格制度の違いは下図の通り

整理される。 
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技術者

技能労働者

一般労働者
Vocational 

Primary Level

Vocational 
Secondary 

Level

Vocational 
College Level

University Level

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

Level 5

←旧資格制度
1-7 grade

職業訓練
レベル

New National 
Skill Standard

新資格制度→
1-5 grade

労働構造

 

図：労働構造に基づく新資格制度と旧資格制度の位置づけ 

出所：GDVT ヒアリング（事後調査） 

 

旧制度では職業訓練学校を卒業するとレベル 3あるいは 4の資格が与えられていた。

新制度は現在整備中であるが、職業訓練学校を卒業しても自動的に資格は付与され

ない。一定期間の労働に従事し試験を受けることが求められることになる見込みで

ある。このため、現在ではプロジェクト目標、上位目標が述べている”Technical 

worker”や“Skilled worker”の定義が不明瞭となってしまい、特に上位目標の達成状

況を PDM の指標に沿って測ることは困難な状況となった。 

 

現在、GDVT を中心に技術カレッジレベルと技術セカンダリーレベルを合わせて

695 職種に対して 1-5 段階の技術基準が構築されつつあり、2020 年を目途に全面実

施する計画である。本事後評価では、職業訓練学校で訓練を受け卒業することが出

来た者を技能労働者と定義し、評価を行ったが、技術基準が確立後、”Technical 

worker”や“Skilled worker”の再定義を行った上で、上位目標の達成状況を確認する

ことも考えられる。 

2)自立発展性の阻害要因 

自立発展性の阻害要因については事後評価では該当するものは見つからなかった。 

 

2.4.3 結論 

調査の結果、本プロジェクトによるプラスのインパクトが確認された。持続性を確認

した結果、技術面で機材の維持管理に関し課題が明らかになったが、組織面、財政面

では特段の問題はなかった。 
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2.5 提言と教訓 
2.5.1 提言 

(1)教員の増加の必要性 

GDVT の規定では教員：学生の比率を 1:20 としているが、現在の VJC の比率は 1:40

である。VJC の職業訓練教育をより一層強化してゆく上で、今後教員の増員等の措

置を講じることも必要である。 

 

(2)学生のトレーススタディの実施 

現在、VJC では卒業生のトレーススタディは実施していない。このため VJC は卒

業生の就職状況や就職先を十分に把握しておらず、企業による卒業生の評価やその

フィードバックを受けることが困難な状況にある。トレーススタディを実施するこ

とにより、卒業生が企業の現場で抱える問題や課題、また企業の求める労働者の能

力やスキル等について情報収集を行い、VJC の職業訓練教育をより一層強化してい

くことが必要である。 

ベトナムでは郵便事情が悪く、はがき等による卒業生へのコンタクトは困難な状況

にある。このためインターネットを活用した卒業生へのコンタクト、あるいは同窓

会等を開催し卒業生とコンタクトを図る等の措置を検討していく必要がある。 

 

(3)企業のニーズ調査の実施 

ハノイ工業大学では、企業による学生向けの就職セミナーやフェアーが実施されて

いる。しかしながら、VJC は企業のニーズ調査等は現在実施していない。VJC が今

後もハノイ工業大学の職業訓練分野の教育を担う重要な機関として機能するため

に、企業のニーズ調査を実施し、より一層、企業のニーズに合った訓練の計画・実

施に役立てることが必要である。なお、ニーズ調査は単発で実施するよりも、タイ

ムリーにニーズを把握していく為の経常的な企業との対話を行っていくことが期

待される。 

 

(4)他の職業訓練校への指導強化 

他の職業訓練学校にとって VJC の職業訓練は様々な意味でモデルとなっているこ

とがインタビューを通じて明らかになった。特に以下の点が他の訓練学校のモデル

となっている。 

 

(1)訓練方法・訓練カリキュラム 

(2)学校運営 

(3)国内外の企業との連携及び企業との契約に基づく生産活動運営 

(4)大学や他の機関との連携 
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VJC は今後、プロジェクトで構築した訓練方法や企業との連携等のノウハウをより

活発に他の職業訓練学校にも波及させ、職業教育の全体的な改善に資する活動を行

うことが望まれる。 

 

また外部の学校だけでなく、ハノイ工業大学全体あるいはハノイ工業大学所属のセ

ンターに対する波及効果も今後も続けていくことが望まれる。 

 

(5)学生への就職支援の一元化 

VJC は企業での実習や生産活動を通じた企業との結びつきから、直接教員へ学生の

求人の問い合わせが来ている。しかし VJC は企業からの求人依頼に対して、求人

情報の管理や求人リスト等を作成し学生に提示することはやっていない。現在

HaUI には、LETCO（大学傘下の就業支援会社）があり学生の就職支援や国内外へ

の人材派遣を行っており、大学内の就職支援を組織的に実施する部署となっている。 

VJC に寄せられた求人情報等を LETCO が一元管理するシステムが構築されれば、

HaUI が有する他のセンター等（Welding technology centre の学生や Vocational Post 

Secondary Educationに進学した学生）にも就業機会が拡大されることが期待できる。 

 

(6)職業訓練から大学教育への編入学に向けた検討 

HaUIにはMOETに管轄される教育プログラムとMOLISAに管轄される職業訓練プ

ログラムが並立している。現在、MOLISA の職業訓練プログラムから MOET の教

育プログラムへの編入学等の措置は講じられていない。 

VJC の学生が学習を継続したい場合には Vocational Post secondary Education に進学

し 6 カ月間の学習が保障されているが、大学教育への編入学することはできない。

VJC は労働市場のニーズに合った人材育成を目的とする訓練機関であるが、多様な

生徒のニーズに応じた教育機会を提供することはハノイ工業大学が今後より一層

発展するために重要である。 

 

事後評価時点で確認した HaUI の学生の編入学システムと今後検討を行っていくべ

き編入学システムを下図の通り整理した。 
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図 ：編入学システムの現在と今後の課題 

出所：HaUI へのヒアリング（事後評価） 

 

(7)カリキュラムの継続的な改善 

GDVT は職業訓練カリキュラムの策定において、「カリキュラムフレームワーク」

を策定する責任を有する。カリキュラムフレームワークとは、①教育目標、②カリ

キュラム実施授業総時間、③科目と時間配分、④科目毎の詳細な記述、⑤試験の種

類と実施時期等を記載したものである。 

カリキュラムフレームワークはカリキュラムの全てを規定するものではなく、

Compulsory として学校に実施義務が課せられるのは、カリキュラム実施授業総時間

の内、約 70％を占める科目と時間配分のみである。残りの 30％の授業時間と科目

内容については各学校が状況に合わせて設定することができる。 

 

VJC の訓練内容やカリキュラムは在校生からも高く評価されているが、今後も社会

ニーズ等を反映したカリキュラムの改善を続けてゆくことが望ましい。またカリキ

ュラムフレームワークは 3 年毎に GDVT が見直しすることになっている。GDVT

も社会ニーズ等に基づく適切なカリキュラムフレームワークの改善を継続するこ

とが望まれる。 
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(8)機材の維持管理 

機材の維持管理についてはフォローアップ協力のコンサルタントの指摘もあった

ように、機材の保全組織や担当者を選定すること、機械操作の許可基準を導入する

こと、操作記録や点検記録等の記録を残すこと等を徹底し、機材の維持管理体制を

再度構築することが望まれる。 

 

2.5.2 教訓 

(1)全国への波及を見据えたモデル校支援 

単独の学校に対する技術協力を行う場合、プロジェクトで構築したカリキュラムや

教材等を全国に波及させることを目的とした活動も必要ではないかと考えられる。

VJC は学生数の増加や入学競争倍率や就職率からその訓練活動が一定の評価を受

けていると考えられる。また他の職業訓練学校に対する学校運営等の面でのコンサ

ルティング活動も行っており、VJC の職業訓練活動は学生、他の学校、企業から一

定の評価を受けていると考えられる。しかしながらプロジェクトの PDM では VJC

を対象とした協力やその成果を他の学校へ波及させる仕組みが組み込まれていな

い。 

 

単独の学校に対する協力の成果を拡大し、職業教育全体の改善に資するために、プ

ロジェクトの成果を見極めた上で、全国展開してゆくスキームを取り入れることも

効果的な支援の方法であると考えられる。 

 

 

(2)協力対象校の選定について 

VJC の所属する HaUI は商工省が管轄する学校である。HaUI は第一技術職業訓練

校からハノイ工科短期大学となり、2005 年にハノイ工業大学になった経緯がある。

ハノイ工業大学となった 2005 年当時は学生数が 24,000 人だったものが 2008 年に

は 45,000 人となる程、急速な拡大を続けている。この大学全体の発展の中で VJC

自体も知名度が上がり、また大学という大きな経営母体があることから、VJC の財

政面や組織面で安定したセンターとなっている。学生の募集方法についても、HaUI

の規定に基づき募集・選定されることから、申請書類や申請方法を含め制度的に確

立したものとなっている。 

 

従って本センターのケースでは、日本の協力と学校の発展が歩調を合わせる形で展

開されたことで、プロジェクトの自立発展性やインパクトが生み出されたものと考

えられる。 
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プロジェクトの事前評価実施当時、HaUI の前身である第一技術職業訓練校が現在

のハノイ工業大学という形に発展することは予測が困難であったと考えられるが、

より大きな組織へと発展する可能性を持った学校を協力対象としたことはプロジ

ェクト成功の秘訣であったと考えられる。 

 

今後も単独の学校への技術協力を行う場合には、協力対象校の発展の可能性を見極

め、選定することが望ましい。 

 

(3)輸入機材を調達する際の留意点 

機材を調達する際に、機材の仕様等から輸入機材を調達する方がプロジェクトにと

って有効なケースがある。VJC のケースでも日本メーカーの機材が調達されている。 

但し全ての日本メーカーがベトナムに代理店を有しているとは限らず、結果として

VJC は部品の調達や故障対応で直接日本あるいは海外代理店に頼らざるを得ない

こともあり、必ずしも円滑かつタイムリーな調達や修理ができているとは言えない。

また機材毎にアフターセールスサービスのルートを確認しておく必要性がフォロ

ーアップ専門家からも指摘されている。 

 

プロジェクトで輸入機材を調達する際には、機材単体を調達・納入するだけでなく、

代理店情報やアフターセールスサービスのルート等も調達業者選定の入札図書に

含む等の措置を講じることも必要である。 
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