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評価結果要約表 

1. 案件概要 

国名：フィジー（南太平洋大学加盟国は

全 12 カ国） 

案件名：南太平洋大学・情報通信技術強化プロジェク

ト 

分野：ICT 協力形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署： 社会開発部 第二グループ

情報通信チーム（当時） 

協力金額： 約 3 億 2,000 万円 

      ＊ 金額は確定値ではない。 

先方実施機関：南太平洋大学（USP） 協力期間 2002 年 7 月 1 日～ 

2005 年 6 月 30 日 
日本側協力機関：電気通信大学、独立行政法人メディ

ア教育開発センター（NIME）、琉球大学、独立法人情

報通信研究機構（NICT）、総務省 

1-1 協力の背景と概要 

 南太平洋大学（USP）は、1968 年に太平洋地域島嶼国 12 カ国により国際大学として共同設

立され、その建学以来、郵便による通信教育や短波による音声チュートリアルを交えた教育

方法の採用など、遠隔教育（DFL）を積極的に実施してきた。日本が、オーストラリア、ニ

ュージーランドと協調して 1998 年から実施した無償資金協力「南太平洋大学通信体系改善計

画」によって、フィジーにある本校と加盟各国にある 11 の分校を結ぶ衛星通信ネットワーク

（USPNet）を構築し、音声と画像の同時双方向通信による遠隔教育が可能になった。 

 その後 USP から日本に対し、USPNet の拡充やコンピュータ科学分野での人材育成の協力

要請があったので、2002 年 6 月に実施協議を行い、2002 年 7 月から 2005 年 6 月までの 3 年

間の予定で、「フィジー南太平洋大学遠隔教育・情報通信技術強化プロジェクト」が開始さ

れた。本プロジェクトは、コンピュータ科学（CS）コンポーネント、遠隔教育（DFL）コン

ポーネント、IT 調査研究・研修（IT R&T）コンポーネントの 3 つのコンポーネントからなる。

 

1-2 協力内容 

（１）上位目標 

 質・量ともに改善された教育を通じて、USP が人材育成の中核的役割を果たすようになる。

（２）プロジェクト目標 

USP の情報通信技術力の向上を通じて、より多くの学生が質の高い教育を享受する。 

（３）アウトプット（成果） 

1. CS コンポーネント 

より多くの学生が対面・遠隔教育により、適正な数の有能な講師による、 新で多様な CS

コースを受けられる。 

2. DFL コンポーネント 

より多くの遠隔地の学生が、情報通信技術の活用により改善された遠隔教育コースを受けら
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れる。 

3. IT R&T コンポーネント 

南太平洋地域における IT 活用とデジタルデバイドに関する調査研究をもとに、短期モデル研

修コースを実施する。 

 （４）投入 

日本側： 

長期専門家派遣    4 名        機材供与       0.97 億円 

短期専門家派遣 延べ 27 名        ローカルコスト負担     0.74 億円 

研修員受入 8 名             その他        1.49 億円 

                                                            総額 3.2 億円 

相手国側： 

カウンターパート配置 49 名            ローカルコスト負担  76,290 フィジードル

土地・施設提供 

【ラウザラ本校】プロジェクトオフィス、CS大学院ラボ、CSラージラボ、CSスモールラボ、

マルチメディアラボ、情報技術サービス部（ITS）ラボ、教育開発技術センター（CELT）ラ

ボ、3会議室 

【ラオトカ分校】PCラボ 

【ランバサ分校】PCラボ 

【エマルス分校】マルチメディアワークショップ 

【トンガ分校】PCラボ 

【アラファ分校】PCラボ 

  

 2. 評価調査団の概要 

調査者 本村 公一 アイ・シー・ネット株式会社 

現地調査期間  2009 年 3 月 23 日～2009 年 4 月 12 日 評価種類： 事後評価 

3．プロジェクト終了後の実績 

3-1 プロジェクト目標の達成状況 

指標 1 新の実用的な IT の知識と技術を身につけた卒業生の数が増加する（2000 年 130

名/年→2005 年 195 名/年（50%の増加））。 

→ CS/IS専攻の学士課程の卒業生は、終了時評価時点の 2004年度で 261名（104%

増）に達している。その後 2005 年度以降も増加傾向にあり、2008 年時点では 285

名（約 120%増）となっている。 

指標 2 マルチメディア技術を活用した遠隔教育（DFL）コース開発能力が向上する。 

→ ブレンド型 e-ラーニングコースの開発手順の文書化は、プロジェクト終了ま

でに完了していた。DFL で提供されるコース数は、終了時評価時点では約 200 コ

ースとされていたが、現在では 350 コース以上に増えている。 
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指標 3 IT 調査研究・研修に関する能力が向上する。 

→ プロジェクト期間中に承認された 8 本のプロポーザルのうち、終了時評価ま

でに 6 本が出版、残り 2 本もプロジェクト終了までに出版が完了した。短期研修

コースは、プロジェクト終了から事後評価時点までに実施されたという情報を得

ることはできなかった。 

 

3-2 上位目標の達成状況 

指標 1 高等教育及び社会人教育の双方における入学応募者が増加する。 

→ USP の入学応募者数の推移は確認できなかったが、受講者数は、プロジェク

ト終了後の 2005 年から 2007 年にかけて増加傾向にある。また、社会人の受講者

数も増加しているとみられる。 

指標 2 卒業生に対する質の高い求人が増加する。 

→ CS/IS 専攻卒業生に対する社会的評価は高く、海外の IT 関連企業、USP 加盟

国の IT 関連企業、教育機関、大手銀行などに就職している。 

指標 3 国際会議で発表する論文数及び国際学術誌に掲載される論文数が増加する。 

→ IT に関する論文については、プロジェクト終了後に少なくとも 5 件が国際会

議で発表され、より規模の大きい学術研究プロジェクトも実施された。 

 

3-3 終了時評価での提言の活用状況 

提言 1 機材の活用とメンテナンス 

→ 供与機材は概して有効に活用され、適切にメンテナンスされている。PC など

古くなった機材については概ね買い換えられている。 

提言 2 USPNet の早急なアップデート 

→ フィジー国内については、2005 年からの「USPNet 強化プロジェクト」や、オ

ーストラリア学術研究ネットワーク（AARNET）経由でのインターネット接続によ

り改善された。一方、他の 11 カ国については、依然として配信・受信における制

限が大きい。 

提言 3 IT 調査研究グラント制度の確立 

→ 制度の確立は確認できなかった。 

提言 4 IT 産業や地域社会との連携 

→ IT 産業とは、アタッチメント、産業リエゾングループ、ICT パークプロジェク

トを通して連携を深めているが、地域社会との連携は具体的な事例が乏しい。 

提言 5 本プロジェクトの成果を日本・太平洋 ICT センターで 大限活用 

→ 意識的に活用するような事実は確認できなかった。 
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 4. 評価結果の概要 

4-1 評価結果の要約 

（１）妥当性の検証 

ICT 分野の人材育成やそれに対する支援については、南太平洋島嶼地域の ICT 政策・戦略計

画や、日本の国別援助計画とも整合性が高い。また、ICT 分野の人材需要も見込まれること

が確認された。加えて、IT における高い技術と信頼性を誇る日本が支援したことが、USP の

CS/IS 専攻やオンラインコースに対する社会的な評価を高めていると思われる。以上から、妥

当性は「高い」と判断される。 

 

（２）有効性の検証 

プロジェクト目標の指標は、プロジェクト終了時にはほぼ達成されていた。しかしながら、

プロジェクト目標と指標 3「IT 調査研究・研修に関する能力の向上」の関連性が必ずしも明

らかでなく、指標としての適切性に問題がある。IT 分野の応用に関する調査研究は、それだ

けで自動的に人材育成につながるわけではなく、成果をカリキュラムに反映させるための仕

組み、産業界や他の研究機関との共同研究への発展などが、合わせて必要であろう。有効性

は「中」と判断される。 

 

（３）効率性の検証 

日本側の投入については、供与機材は、USP 側のニーズと技術レベルにあった投入がされ、

現在も有効活用されている。一方、日本人専門家の投入については、DFL コンポーネントの

遠隔教育コースの開発にとって重要な、インストラクショナル・デザインの専門家の投入タ

イミングや投入量に疑問がある。フィジー側の投入については、終了時評価で述べられてい

た「USP の管理者クラスがオーナーシップをもって取り組んだ点が大きいが、2003 年の USP

教職員の大量辞職による CS 専攻と DFL のシニアクラスの空席が効率性を低下させる結果と

なった」ことが確認された。以上から、効率性は「中」と判断される。 

 

（４）インパクト 

当初見込まれていたインパクトは概ね発現している。ただし、上位目標の指標 1 に対するプ

ロジェクトの貢献分については疑問がある。これは、プロジェクト開始前の 2000 年から 2007

年にかけて、対面教育も含む全学の学生数が順調に伸びてきているのに対して、DFL の学生

数はそれほど伸びていないことによる。予想されていなかったインパクトとしては、情報技

術サービス部（ITS）が 5 種類の実務家向けの実用資格コースを提供できるようになっている

こと、その受講生も年々増加する傾向にあることが挙げられる。以上のように、インパクト

は発現しているものの、プロジェクトの貢献度に疑問があることから、インパクトは「低」

と判断される。 
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（５）自立発展性 

自立発展性は、下記のとおり、技術面、組織面、財務・政策面から判断して「高い」と判断

される。 

技術面 

CS/IS 専攻と法学部の DFL コースの大部分がオンラインで提供できるようになり、ムードル

（Moodle）という学習管理システムが 2007 年から全学導入された。人材面でも、プロジェク

トで育成された講師やスタッフがほぼ定着し、他のスタッフへの技術移転や後進育成も積極

的に行っている。 

組織面 

エマルス分校でも遠隔教育コース開発の業務プロセスが確立されている。一方で、ローカル

チューターについては、量的・質的な問題を抱えている。 

財務面・政策面 

赤字が続いていた USP の収支は 2008 年から回復基調にあり、ドナーからの支援も安定してい

る。 

 

4-2 貢献要因の分析 
・ インパクト発現の貢献要因としては、第一に、USP のネットワーク環境の改善が挙げられ

る。また、ICT 分野の人材需要の高まりを後押しするものとして、フィジーにおける情報

通信技術の振興に関する政策、具体的には「e-フィジー情報通信技術政策（2004 年）」や

「通信サービスライセンスの自由化（2008 年」などが考えられる。 
・ 持続性への貢献要因には、カウンターパートの自身と高いモチベーション、それを促した

効果的な人事管理が考えられる。 

 

4-3 阻害要因の分析 
・ 更なる発展のためには幾つかの課題があるが、阻害要因というほどでのものはない。 

 

 4-4 結論 

 本プロジェクトは、政策との整合性や人材需要との整合性などから考えて、プロジェクト

実施の妥当性は高いといえる。プロジェクトは当初の計画通りプロジェクト目標を達成して

いる。また、IT 関連の社会人向けの実用資格取得コースを大きく増やしているなどの副次的

なインパクトも見られた。元カウンターパートの多くは昇進して現在も活動を続けているこ

と、機材の維持管理にも問題は見られないこと、さらに、遠隔教育の管理システムとしてム

ードルが全学的に導入されるなど、技術面での独自の自立発展が認められた。全体的な自立

発展性も高いということができる。 

 一方で、プロジェクトの 3 つのコンポーネント（CS、DFL、調査研究）の相互関連性と USP

の人材育成能力の向上という上位目標との関連性は必ずしも明確ではない。USP の受講生数

は大きく伸びているが、DFL コースを充実させた学部･学科や CS コースでの受講生の伸びは

その中であまり大きな部分を占めていないことが判明した。また、DFL コースでは、インス
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トラクショナル・デザインの専門家の派遣の時期が遅く、かつ短いことから、遠隔教育教材

を物理的に制作するという面が優先して進められ、その質的な面の改善がやや後回しになっ

たのではないかと思われるふしがある。今後のさらなる自立発展を考えると、フィジーとそ

の他の加盟国の間の通信環境の改善、DFL コースを受けている受講生の中途退学への対応な

どの課題がある。 

 

 4-5 提言 

（1）ネットワーク環境の改善： USP は、ネットワーク環境に関する現状調査と分析、そ

れに基づいた中長期的な改善計画の作成、そしてその実施を行うべきである。 

（2）遠隔教育の改善・強化： USP は、情報通信技術やマルチメディアの作成技術だけでな

く、インストラクショナル・デザインの重視、中途退学を防ぐ方策のひとつとしての学習進

捗管理や評価のためのムードルの活用、マルチメディアデータベースの修復・再構築などに

よる情報と知識の共有の改善・強化などを行うべきである。 

（3）コンピュータ情報数理科学学科のカリキュラム拡充と教員養成： USP は、ICT 分野に

おける産業界のニーズに合った人材を輩出するために、ソフトウェア・エンジニアリングと

ネットセントリック・コンピューティングに関するカリキュラムを拡充し、それに対応でき

る教員養成を行うべきである。 

（4）ドナー連携の促進： USP や各ドナーは、通常のコミュニケーションを含め、効果的な

ドナー連携を促進していくように努めることが求められる。 

 

4-6 教訓 

（1）全体計画の重要性： ICT 分野のプロジェクトにおいては、活動や投入における柔軟性

を前提としつつも、できるだけ詳細な全体計画を事前に作成するように努めることが肝要で

ある。 

（2）インストラクショナル・デザインの重視： 遠隔教育分野のプロジェクトにおいては、

教育の効果・効率・魅力を高めるための方法論であるインストラクショナル・デザインを重

視し、それに関する投入のタイミングと量については慎重に検討されるべきである。 

（3）PDM に関する共通認識： プロジェクトの実施プロセスにおいて、プロジェクトの目

標と責任範囲を含めた PDM に関する共通認識の確立を徹底すべきである。 

（4）産業界の参画促進のための意識的な取り組み： 特に高等教育を対象にした類似案件で

は、産業界の参画を促進するための活動を、計画段階から意識的に組み込み、実際の投入や

活動に反映させていくべきである。 

（5）情報マネジメントの意義： プロジェクトの関連情報は、プロジェクトの特設ウェブペ

ージなどを活用するなどして、適切に管理・保管するべきである。 

 

 




