
 
 

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 

評価結果要約表 
評価者：インテムコンサルティング株式会社 小島 孝行 

１. 案件の概要 
国名：ベトナム社会主義共和国 案件名：ハノイ工科短期大学機械技術者養成計画 
分野：職業訓練 協力形態：技術協力プロジェクト 

協力金額：9.87 億円+42.4 万ドル+74.4 億ドン 所轄部署： 
人間開発部 第二グループ 先方関係機関：ハノイ工業大学・ベトナム日本センター、商工省、

労働傷病兵社会問題省職業訓練総局、教育訓練省、計画投資省  
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： 

2000 年 4 月 1 日～2005 年 3 月 31 日 他の関連協力：  
1-1. 協力の背景と概要 

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。ベトナムでは、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この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）の訓練環境の向上および技術を向上させ、

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。 
1-2. 協力内容 
(1) 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。 
(2) 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。 
(3) アウトプット（成果） 

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。 
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(4) 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(16,837 千円) 
機材供与     ：463,222 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              総額 9.87 億円 
相手国側： 
カウンターパート配置 39 名  土地・施設提供 
ローカルコスト負担：37.4 億ドン 

2. 評価調査団の概要 
調査者 評価分析：   小島 孝行          インテムコンサルティング株式会社 
調査期間 2009 年 5 月 10 日 – 2009 年 6 月 6 日 評価種類：事後評価 
3. 実績の確認 
3-1 プロジェクト目標の状況 
(1)指標 1：短期職業訓練コース数、参加者数 

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過去 4 年間で 179 回開催され、

2,476 人の参加があった。 
(2)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） 

短期コースの受講者数も安定しており、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。商

工省（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。また、VJC と企業との連携はプロジェクト終了後

強化されているが、この背景には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、企業からも評価されていると考えられる。 
(3)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） 

2005 年から 2008 年にかけての過去 4 年間の長期コースの卒業生数は、機械加工コースで 676 人、金属

加工コースで 482 人、電気制御コースで 561 人であり合計で 1,719 人であった。 
(4)指標 4：長期職業訓練担当コース授業時間数 

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 3 コースとも

2,550 時間であった。また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。 

(5)指標 5：技術移転を受けた C/P の定着状況 
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、労働傷病兵社会問題省（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。 
(6)指標 6：関係者による長期訓練内容の評価 

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。その結果、VJC
の訓練良いと思われる内容として、70%以上の学生が「技術を重視した訓練内容、カリキュラム」、

「専門的な知識と技術を身につけられること」、「5S 等の企業で働く態度を身につけられること」を

評価している。 
3-2 上位目標の達成状況 
(1)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おり、機械工業

分野の機械技術者の増加に貢献している。また MOIT の管轄している 24 校からは毎年約 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。 
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(2)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 及び職業訓練総局（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。このため本指標を測る正確なデータを入手することができなかった。ベトナ

ム統計局による労働状況に関するデータから、金属関連、機械工業関連分野の労働者数は 2004 年で約

20 万人から 2006 年で約 25 万人と増加していることが分かった。 
3-3  終了時評価での提言の活用状況 
(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が、組織的に他校の教員への研修等は実施していない。 
(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、今後、VJC は機材を保全する組織の構築や機材操作許可基準の導入、点検

等の記録の徹底等の点について持続的に強化を進めることが必要である。 
(3)技術者の適切な評価制度の導入 

技術者の評価制度として現在 GDVT を中心とした 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。 
4. 評価結果の概要 
4-1 評価結果の要約 
(1)妥当性 

本プロジェクトのプロジェクト目標及び上位目標は、ベトナムの国家開発計画「2001-2005 年社会・

経済開発 5 カ年計画」の中で示す「質の高い労働力確保のための研修の改善、職業訓練の質・量的改

善」と整合性があり、また、我が国の援助方針である「成長を支える人材育成」に合致していること

から、本プロジェクトの妥当性は高いと言える。 
(2)有効性 

本プロジェクトでは、多数の短期訓練コース、2 年間の長期訓練コース、及び企業からの注文に基づ

く生産活動を実施してきた。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技能・

知識、指導能力、運営管理能力を身につけるに至った。関係者からは、ほとんどのカウンターパート

が、日本人専門家がいなくても自立できる能力水準にあると評価されている。さらに、企業の注文に

応じて生産活動を実施することにより、学生の更なる能力向上を図る機会を設け、同時に収益も見込

める活動を実施できる能力も身につけている。大学には、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。従って機械加工、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、大幅に強化されてきており、プロジェクト目標は概

ね達成されていると判断される。 
(3)効率性 

日本側及びベトナム側の投入は、量・質・タイミングの面において、概ね適切に実施された。日本で

の研修については、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く、もう少

し時間をかけるほうがより効果的ではないかとの指摘があった。しかし、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、日本

での研修を活用している。 
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(4)インパクト 
1) HaUI の他のセンターへの波及効果 

HaUI 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、授業管理方法は他のセンターで

も取り入れられ、モデルになっている。 
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、HaUI は他のドナー（台湾、インド等）との連携が促進された。

3)企業との連携強化 
プロジェクト実施前には VJC 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

が、現在では正式にカリキュラムに企業実習が科目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

後に即戦力にもなりえ、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。 
(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り、大学の職業訓練教育分野に属する。このため VJC の人事

権や予算権は同大学に属すこととなり、組織的に安定した機関と言える。また、VJC は当初の定員 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、将来的にも学生定員を確保できる可能性が極めて高い。 

②卒業生の就職支援等 
VJC には企業から直接求人が寄せられているが、データの管理はしていない。HaUI には学生の就職支

援を行う機関（LETCO）があるが、VJC に来た求人情報と LETCO の就職支援は直接的な関連はない。

大学として一元的に就職支援を実施した方が、より効果的であると考えられる。なお、VJC の学生の

アンケートでは約 3 割の学生が卒業後、勉強を継続したいとの希望を持っている。 
③ハノイ工業大学の学生数の状況 

HaUI は大学昇格直後、学生数が約 2.7 万人であったが、2008 年には約 4.5 万人と急速に増加している。

また MOET も HaUI 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

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、

MOET は大学の急速な拡大は教育環境や教員の質等の向上も伴うべきであるとの認識を有している。

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、現在も VJC に勤務している者が 17 名い

ることから技術的な持続性は高い。訓練カリキュラムについても、理論と実習は約 2：8 の比率であり、

現在でも実習を重視した訓練が続けられている。今後もニーズに合致したカリキュラムを改訂してい

くことが期待され、企業のニーズ調査等を積極的に実施していくことが重要である。なお、機材の維

持管理については継続して改善してい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。 
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4-2 プロジェクトの貢献要因 
(1)インパクト発現に貢献した要因 

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。訓練内容の中で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)自立発展性に貢献した要因 

大学化 
HaUI 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 HaUI
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 HaUI 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。 
(3)その他の貢献要因 

2009 年に JICA により故障機材の修理、保有機材管理、卒業生の企業評価等に関するフォローアップ

協力が実施された。 
4-3 プロジェクトの阻害要因 
(1)インパクト発現を阻害した要因 

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、新制度は現在整備中である。

このため、プロジェクト目標、上位目標が述べる「技能労働者」や「機械技術者」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。 
(2)自立発展性を阻害した要因 

特になし。 
4-4  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。 
4-5  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)教員の増加の必要性 

VJC の現在の教員：学生の比率は 1:40 であるが、GDVT の規定では 1:20 であり、今後教員の増員等の

措置を講じることが必要である。 
(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。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。 
(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。経常的に企業との対話等を行う等で企業のニ
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ーズを調査し、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。 
(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、訓練方法やカリキュラム、学校運営、企業との連携等

の様々な意味でモデルとなっている。VJC は今後、プロジェクトで構築したノウハウをより活発に大

学内外の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。 
(5)学生への就職支援の一元化 

VJC は企業との強い結びつきがあり、直接 VJC 教員へ求人の問い合わせが来ているが、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。HaUI には、LETCO（大学傘下の就業

支援会社）があり、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 では 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。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。 
(7)カリキュラムの継続的な改善 

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。 
(8)機材の維持管理 

機材の維持管理については、機材を保全する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。 
4-6  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)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。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り、現在急速な拡大を続けている。この大学全体の

発展の中で、VJC は財政面や組織面で安定したセンターとなっている。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。 
(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。機材毎にアフターセールスサービスのルートを確認し

ておく必要性が指摘でき、この点についてはフォローアップ協力でも同様に指摘されている。 
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