
  
 

評価調査結果要約表 

１. 案件の概要 

国名：トルコ共和国 
案件名：自動制御技術教育普及計画強化プロジェクト

（SPREAD） 

分野：産業技術教育・職業訓練 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：人間開発部高等・技術

教育課 
協力金額（評価時点）： 約 222 百万円 

先方関係機関：国民教育省 （MoNE） 

日本側協力機関： 文部科学省 
協 力

期 

間 

2007 年 8 月～2010 年 9 月

（R/D 署名: 2007 年 5 月 7

日） 
他の関連協力：技術協力プロジェクト「自動制御技術教育改

善計画」（2001 年～2006 年） 

1-1 協力の背景と概要 

トルコ共和国の経済は、2001 年に経済危機のため一時的にマイナス成長を記録したものの、

1990 年以降、成長を維持している。同国政府は、こうした成長を支える人材の育成を重視して

おり、第 9 次開発計画（2007 年～2013 年）では「人的資源の開発」を主要目標の一つに掲げ、

その一環として教育システムの向上に関する取り組みを進めている。 

なかでも、トルコ製造業の成長の一方で、それらに携わる人材、特に制御技術を持った人材の

技能水準は民間企業のニーズを十分に満たしておらず、その分野の人材育成を強化する必要性が

指摘されている。こうしたなか、トルコ国民教育省（MoNE）は、制御技術を備えた人材育成の

ため、日本の支援により 2001 年から 2006 年まで技術協力プロジェクト「自動制御技術教育改善

計画」を実施し、アナトリア職業高校（AML）イズミール校とコンヤ校に自動制御（IAT）学科

を設立した。この成果を受け、さらに同省では、トルコ国内各地のアナトリア職業高校 20 校（普

及校）にも IAT学科を新設するとともに、イズミール校の付属施設として教員研修センター（TTC）

を設立し、トルコ国内における IAT 技術教育の普及に取り組んでいる。 

このような背景のもと、トルコ政府から日本に対し、TTC における教員研修システムの整備を

目的とする「自動制御技術教育普及計画強化プロジェクト」（SPREAD）への協力が要請され、

2007 年 8 月に 3 年間のプロジェクトが開始された。同プロジェクトは、①TTC における教員研

修の計画・実施・評価システムの確立、②普及校 IAT 学科教員への研修の実施、③TTC の長期運

営計画の策定、の 3 点を柱として実施されている。 

 

1-2 協力内容 

1-2-1. 上位目標 

  自動制御に関する職業・教育訓練が普及校において有効に実践される。 

 

1-2-2. プロジェクト目標 

  TTC における教員研修システムが確立される。 

 

1-2-3. 成果 



  
 

（1）TTC の教員研修計画策定能力が強化される。 

（2）TTC の教員研修コース実施能力が強化される。 

（3）TTC の教員研修評価に係る能力が強化される。 

（4）TTC の長期運営計画策定機能が強化される。 

 

1-2-4. 投入実績 （評価時 2007 年 10 月時点） 

（1）日本側 

1) 人材:日本人長期専門家の派遣 6 分野、58.69MM、現地秘書 1 名 

2) プロジェクトコスト（2007 年 8 月～2009 年 3 月）:約 222 百万円 

3) 機材調達: PC、周辺機器、実験・実習教材用部品など（携行機材） 

（2）トルコ側 

1) 人材：プロジェクトダイレクター（MoNE の GDTVE 研修部長）、プロジェクトマネージャー

（イズミール校校長）、イズミール校副校長、IAT 学科長、一般研修講師 18 名 

2) プロジェクトコスト: トルコ側スタッフ給与・手当、TTC 施設・資機材維持管理費、教員研

修実施経費、光熱水費など（イズミール校予算と合算で配分・支出） 

3) 施設の提供：TTC 研修施設、専門家執務室 

２. 評価調査団の概要 

調査者 団長/総括  渡辺雅人 JICA 人間開発部高等教育・社会保障グループ長兼次長 

教員研修  池守 滋 文部科学省初等中等教育局参事官付 教科調査官 

協力企画  後藤幸子 JICA 人間開発部高等・技術教育課 職員 

評価分析  竹井 誠 株式会社パンテル・インターナショナル 取締役 

調査期間（現

地） 

2009 年 2 月 17 日～2009 年 3 月 7 日、19 日

間 

評価種類：中間レビュー 

３. 評価結果の概要 

3-1 実績の確認 

3-1-1. 主な成果の達成度 

（1） 成果 1（教員研修計画策定能力の強化） 

成果 1 は、いくつかの点で改善する余地はあるものの、一定程度達成されつつある。 

教員研修カリキュラムの再構成が行われ、研修科目は 23 科目、専門領域ごと 6 グループに整

理された。各科目の内容の詳細は、所定のシラバス様式に従って具体化されるとともに、研修対

象者の専門分野（機械、電気、電子、コンピュータの 4 分野）、IAT 学科カリキュラム上の対象

学年（10、11、12 年生の 3 学年）、研修で扱う時期（前半、後半の別）に応じて分類され、その

分類に基づき個別の教員研修コースが開発されている。研修コースは合わせて 8 種類開発される

予定であるが、これまでに 6 種類のコースが開発・実施済みである。残る 2 コースは、TTC 研修

機材の不足によって研修テキスト作成作業が滞っているため、完成に至っていない。 

以上の改定により、これまで教員研修カリキュラムに見られた問題（IAT 学科カリキュラムと

の不整合性、複数モジュールに共通する基本的内容の重複、対象者レベルとの不整合性）が改善

された一方、これら研修内容の受講者に対する明示、対象者の専門分野に合わせたさらなるクラ

ス分けなど、今後検討すべき課題も確認されている。 



  
 

また、こうしたカリキュラム開発の手順・方策については、 「教員研修運営マニュアル」の

策定が進められており、現在、ドラフト第 1 版が完成したところである。今後、その内容につい

て、日本人専門家とカウンターパート間で詳細な議論を行い、マニュアルの精緻化がなされる予

定であり、その早期完成が望まれる。 

 

（2） 成果 2（教員研修実施能力の強化） 

成果 2 は、主としてトルコ側による投入が十分でなく、成果達成に遅れが生じている。 

教員研修テキストは、研修科目ごとに合計 23 種作成予定であるが、現在までに完成したのは

9 テキストにとどまっている。これは、成果 1 にも述べた TTC 研修機材の不足や、カウンターパ

ートがイズミール校教員と兼務で多忙なため、作成作業が滞りがちなことによるところが大き

く、特に 12 年生用科目に関する教員研修テキストの作成が遅れている。研修講師の能力につい

ては、研修コース終了時に実施しているアンケートで、8 割を超す受講者が概ね満足と評価して

いる一方、今次調査時の受講者インタビューでは、分野・講師によっては専門分野と教授法の両

面で強化が必要との指摘も聞かれた。 

研修実施実績については、プロジェクト開始後、これまでに実施された教員研修は 3 バッチ

97 名、臨時の短期コース 1 回を含めるとのべ 139 名となっている。10･11 年生用科目を扱う基礎

コースは、前半・後半を合わせた完成版を 2 バッチ実施している一方で、12 年生用科目を扱う

上級コースは、機材不足等に起因するテキスト作成の遅れなどにより、今次調査時点ではプロジ

ェクト開始前のスキームによる暫定版が前半部分のみ 1 回実施されたにとどまっている。なお、

TTC 設立以来、現在までの研修受講者数は、臨時コースも含めてのべ 268 名に上る。 

研修実施の際の事務手続きについては、TTC 立ち上げ当時に比べ確実に改善されてきているこ

とが受講者インタビューなどにより確認される一方で、カリキュラムやシラバスなどの研修の全

体構成、研修目的などを十分理解しないまま参加している教員がいまだいることも指摘されてお

り、今後は、これら情報の整理とその事前提供・説明の一層の充実が必要である。同時に、こう

した提供情報の不備は、研修実施手続きを明文化したマニュアルやガイドラインが存在しないこ

とも一因である。これは、TTC の権限・業務範囲がいまだ明確でなく、MoNE との役割分担が必

ずしも確定的なものではないために、こうした文書を整備できないという側面もあり、MoNE に

よる TTC の位置づけの明確化が強く求められる。 

このほか、事務手続きに関しては、受講者人選の遅れによって受講案内が直前となるケースの

あることが確認されているが、これは、現行の教員配置制度上の制限によって IAT 学科への配置

を希望する教員が減少傾向にあることが影響している。MoNE は、こうした制約を改善するため

の制度変更に関する特別措置の申請を省内で検討しているが、IAT 学科教員の安定的配置はプロ

ジェクトの目標達成のための重要な条件であることから、その早期実行が強く望まれる。 

 

（3） 成果 3（教員研修評価能力の強化） 

成果 3 は、一定程度達成されつつあるものの、今後さらに強化していくことが必要である。 

TTC では、各研修コースの 後や終了 6 カ月・1 年後に研修受講者に対してアンケート調査を

実施しており、その結果は、その都度研修の改善に使用されている。しかし、当該手順の系統的

な整理は現在までのところなされていない。TTC 研修の評価活動の一環である普及校へのモニタ



  
 

リングは、現在までに 20 回（各普及校 1 回ずつ）実施された。モニタリングは一定の様式に沿

って行われ、様々な問題点が言及されているものの、表面的な概要把握にとどまっている傾向が

強く、十分な分析やその結果をふまえた TTC 研修への反映の仕組みが整備されているとはいえ

ない状況である。 

このほかにも、プロジェクトでは日本人専門家によるカウンターパート講義のモニタリング、

あるいは、カウンターパート相互の講義モニタリングといった評価活動が行われているが、いず

れもその結果を分析し、研修改善に結びつけるためのシステムは明確でない。 

このように、現在までのところ評価は実施されてはいるものの、体系的システムとしては必ず

しも整っておらず、今後の体制整備が望まれる。 

 

（4） 成果 4（長期運営計画策定機能の強化） 

成果 4 の達成はいまだ初期段階にあり、今後の加速化が必要である。 

TTC の長期計画については、各関係者がそれぞれのアイディアを草案として作成しているもの

の、まだ各関係者のアイディアレベルにとどまっており、関係者間で議論・共有が十分行われる

段階には至っていない。 

これには、本来長期計画の土台となるべき TTC の位置づけ・機能（TTC の法的地位、責任と

権限、予算の仕組み、人員体制と TTC 講師の立場、研修受講者要件など）に関する整理がいま

だ明確でないことが大きく影響している。これらを整理するためには、MoNE の強いイニシアテ

ィブが求められると同時に、プロジェクトチームからも活発な提案や議論を行い、現実的かつ適

切な戦略策定に積極的インプットを行っていくことが期待される。 

 

3-1-2. プロジェクト目標と上位目標、及びスーパーゴールの達成見込み 

（1）プロジェクト目標  

プロジェクト開始後、これまで TTC において計 3 バッチ、のべ 97 名に対する IAT 学科教員向

け研修が実施されたが、機材不足やカウンターパートが兼務で多忙なことにより研修テキストな

ど研修に必要な準備が一部で間に合わず、必ずしも計画どおりの実施とはなっていない。一方、

実施された研修の質に対しては、コース終了時のアンケートや今次調査で実施した質問票調査に

より、受講者である普及校教員やその監督者（普及校校長）から比較的良好な評価を受けている

ことが確認されている。同時に、改善の必要性を指摘する声も一定程度あり、TTC における機材

の整備、受講者の専門性に応じた研修内容の設定、研修内容の詳細（カリキュラム、シラバスな

ど）に関する受講者への事前情報提供の充実、の 3 点が主な改善点として挙げられる。また、研

修実施手順を組織的に明確化し、定着させるための具体的方策は、現在「教員研修運営マニュア

ル」の策定という形で進められており、 近完成した第 1 稿をもとに今後精緻化が進められる予

定である。 

以上から、TTC における教員研修はプロジェクト開始前と比較して改善されつつあり、研修シ

ステムの確立というプロジェクト目標に向けて確実に前進しているとみなすことができるが、

終的に目標とされている到達レベルとの比較では、①計画どおりの研修実施、②研修の質の一層

の向上、③研修運営手順明確化の加速、を中心に十分とはいえないところがある。これらの不足

は、一部成果達成状況の遅れに起因するものと考えられ、特に（1）12 年生用科目を扱う上級コ



  
 

ース（後半）がいまだ完成・実施に至っていないこと（成果 2 関連）、（2）研修の評価とそのフ

ィードバックが体系的に行われていないこと（成果 3 関連）、また、全体に影響を及ぼしている

問題として、（3）TTC の位置づけがあいまいであり、長期計画策定に関する議論はまだ緒に就い

たばかりであること（成果 4）などが主な要因として挙げられる。 

今後、予定された協力期間内にプロジェクト目標を確実に達成していくためには、こうした課

題をふまえ、後半協力期間で活動を加速化していくことが求められる。すなわち、前段の（1）

～（3）を重点課題として、トルコ側必要機材の投入とそれをふまえた 12 年生用教員研修準備の

早急な完成（（1）への対応）、モニタリング・評価活動の体系化とそれをふまえたコース分け等

現在の研修構成・内容の改善（（2）への対応）、TTC の位置づけと将来像に関する国民教育省・

TTC を中心とした関係者間の議論の深化（（3）への対応）などの取り組みを強化していくことが、

プロジェクト目標の確実な達成のために必要である。 

 

（2）上位目標及びスーパーゴール  

上位目標、スーパーゴールについては、普及校第 1 期生が先発校でようやく 12 年生に進級し

た現時点では、十分な情報をそろえうる段階にはなく、判断を行うことは時期尚早である。しか

し、今次調査で訪問した普及校所在地域の企業は、一様に他分野と比較した IAT 学科の優位性や

それに対する期待感を表明しており、こうした IAT 学科に対する強いニーズは、これら中長期的

目標の達成に向けたプラス材料ととらえることができる。 

ただし、スーパーゴールについては、その外部条件である普及校への教員配置について、制度

上の制約から希望者の減少という傾向が見られ、MoNE による対応が強く望まれる。 

 

3-2. 評価結果の要約 

3-2-1. 妥当性 

本プロジェクトの妥当性は、以下 3 点から高いと判断される。 

（1）トルコ政府の政策との整合性 

トルコ政府は第 9 次開発計画（2007 年～2013 年）で「人的資源の開発」を主要目標の一つに

掲げ、教育システムの向上と、それによる科学技術を備えた人材育成の必要性や有効な教員研修

実施の意向を示している。また、同じく主要目標の一つである「雇用機会の増大」においても、

産業界の要請に応えうる技術を持った人材の必要性が挙げられている。本プロジェクトは、TTC

の教員研修体制整備によって全国 20 の工業・職業高校 IAT 学科における教育の充実を図り、も

って自動制御技術を有する人材の育成を図るものであり、これら同国政府の政策との整合性は明

らかである。 

（2）社会および受益者ニーズとの整合性 

従来複数の分野に分かれていた技術領域を統合的に扱う IAT 分野は、トルコの教育制度の中で

特異な位置を占めているとともに、産業界からの要請も高い。TTC は IAT にかかわる技術動向を

まとめ、同分野をリードしていく役割を果たす唯一の組織として大きな期待が寄せられており、

本プロジェクトは、こうした TTC の体制整備を目指すものであることから、トルコ社会のニー

ズに合致したものといえる。 

（3）日本の対トルコ援助政策との整合性 



  
 

JICA のトルコに対する事業展開の方向性においては、経済社会開発のための人材育成が援助

重点分野の一つとされている。本プロジェクトは、そのための「産業人材育成プログラム」にお

ける主要な協力と位置づけられ、日本の対トルコ援助政策との整合性も明らかである。 

 

3-2-2. 有効性 

本プロジェクトの有効性は一定程度見込まれるが、現時点においてはいくつかの課題や懸念も

見受けられる。 

（1）プロジェクト目標の達成見込み 

3-1-2（1）で記載のとおり、プロジェクトの開始後、TTC における IAT 学科教員研修は着実に

改善が図られてきており、プロジェクトは目標に向け確実に前進していると考えられる。しかし、

上級コースの開発・準備が未完成であること、研修運営サイクルにおける体系的評価やフィード

バックの弱さ、緒に就いたばかりの長期運営計画策定など、進捗の遅れや強化が必要な課題も見

受けられ、プロジェクト目標を確実に達成するためには、今後活動の加速化が必要と判断される。

とりわけ、コース準備を遅らせる主要因となっている TTC 研修機材のトルコ側による早急な

調達は不可欠であり、MoNE より表明された予算の優先的配分と調達手続きの進捗を今後フォロ

ーしていくことが重要である。このほか、研修運営サイクルにおける Check や Action の体制強

化、長期運営計画の策定、TTC の位置づけの明確化といった課題に対し、確実かつ極力迅速な対

応をとっていくことが、プロジェクトの有効性を高めるために重要となる。 

（2）成果のプロジェクト目標達成への貢献度 

プロジェクト開始後、TTC の研修は着実な改善が図られており、これは、研修コース構成の明

確化やテキスト等研修資料の充実など、主として成果 1、2 に取り組んだ結果もたらされたもの

である。また、これら改善事項の把握は成果 3 のモニタリング・評価の取り組みを通じてなされ

ている。さらに、 終的にプロジェクト目標が達成されるためには、これら日常的な研修運営の

土台として、成果 4 として設定されている TTC の中長期的方向性の明確化が必要である。以上

から、本プロジェクトで計画されている成果はプロジェクト目標の達成に必要十分なものであ

り、そのつながりは適切であるといえる。 

また、成果からプロジェクト目標に至る外部条件は「TTC 講師（カウンターパート）がその業

務を続けること」と設定されており、現在までのところは充足されている。ただし主として物質

的インセンティブの不足から、TTC 講師として選任された者全員が TTC の業務に必ずしも高い

モチベーションを有し続けているわけではなく、この点はプロジェクト目標達成に向けた潜在的

懸念材料と考えられる。 

 

3-2-3. 効率性 

本プロジェクトの効率性は一定程度認められるが、今後の活動でより高めていくことが期待さ

れる。 

（1）成果の達成度 

 各成果はいずれも確実に前進しているものの、成果によってその進捗は異なり、特に成果 2

の研修コース準備に遅れが見られるとともに、成果 3 の評価体制整備や成果 4 の長期運営計画策

定についても今後取り組みの強化が必要である。これらは、主としてトルコ側による TTC の機



  
 

材整備が大幅に不足してきたこと、TTC の位置づけや具体的権限、業務などが明確でないことに

起因しており、いずれも MoNE のイニシアティブによる取り組みが強く望まれる。同時に、プ

ロジェクトにおいても、これらを促進ないし後押ししていくことが肝要である。 

（2）投入の量、質、およびタイミング 

人材面の投入は、2 年次冒頭に日本人専門家メンバーの大幅な交替が生じた以外は概ね満足で

きるものとなっている。とりわけ、士気の高いカウンターパートが配置され、主体性を持ってプ

ロジェクト活動を牽引していることは特筆に値する。また、日本人専門家とカウンターパートの

コミュニケーションも概ね良好である。ただし、カウンターパートがイズミール校教員と兼任で

あることは、プロジェクトに従事する時間的余裕や物質的モチベーションを下げ、活動を円滑に

進めるうえでの阻害要因となっている。 

運営費については、日本側、トルコ側双方より投入されているが、特にトルコ側について、TTC

予算とイズミール校予算が明確に区分されていないことが、消耗品の購入など日常的経費の支出

で一部不都合を引き起こしている。 

機材については、再三言及しているように、TTC への予算配分の不足から研修の準備や実施に

不可欠な機材がいまだ調達できておらず、これが成果 2 の遅れの主要因となってプロジェクトの

進捗全体に影響を及ぼしている。既述のとおり、今次調査において、MoNE より今年度機材予算

の TTC への優先配分が表明されたことから、今後の回復が期待される。 

 

3-2-4. インパクト 

本プロジェクトのインパクトを明確に判断することは時期尚早であるが、部分的ながらいくつ

かの正の効果が確認されている。 

（1）上位目標及びスーパーゴールの達成見込みとプロジェクト目標の貢献度 

現時点では、上位目標、スーパーゴールの達成状況を判断し得る十分な情報はそろっていない。

しかし、一部で普及校周辺企業による IAT 学科インターン生への良好な評価や、同学科への期待

など、これら目標の達成見込みを示す前向きな材料も確認されており、今後プロジェクトが計画

どおり進み、TTC が十分な知識・技術を持った IAT 学科教員を養成することで、プロジェクトの

中長期的目標達成の可能性は高まるものと見込まれる。 

ただし、スーパーゴールについては、その外部条件である IAT 学科への教員配置が現在必ずし

も順調でないことから、その主要な原因となっている教員配置制度の MoNE による早急な改善

が待たれるところである。 

（2）予期されなかった正負のインパクト 

予期されなかったインパクトとしては、以下 4 点の正の効果が確認されている。 

・ トルコ側カウンターパートは、日本人専門家と日常的に活動を共にすることで、技術力のみ

ならず、働き方、仕事への取り組み姿勢、責任感などについても学んでいる。 

・ TTC 研修が行われることにより、受講者である普及校教員が一堂に会して意見交換を行う機

会が生まれ、これが学校現場における課題の改善や取り組みに役立っている。 

・ TTC の研修を通じ、TTC と普及校間にネットワークが構築され、TTC は普及校からの各種相

談に応じるセンターとして機能するようになりつつある。 

・ TTC では、これまでの教員研修コース実施によって蓄積したノウハウをもとに、第三国向け



  
 

研修コースの実施も開始している。 

 

3-2-5. 自立発展性 

自立発展性は、現時点では十分に確保されておらず、今後の検討が必要である。 

（1）政策・制度面 

TTC の今後に関し、MoNE の産業技術教育･職業訓練総局（GDTVE）は今後も IAT 分野の研修

施設として継続することを明言している。一方で、それを明示的に示した文書は GDTVE 局長か

ら大臣あてに発出され承認されたレターのみであり、その記載は具体的なものとはなっていな

い。これ以外に TTC の位置づけや役割を制度的に担保するものはなく、自立発展性の確保には

十分でないと考えられることから、今後 MoNE によるこの点の明確化が強く望まれる。 

（2）組織・財政面 

TTC の活動はトルコ側カウンターパートの強いオーナーシップのもとで進められている。特に

TTC カウンターパートの自立性は高く、将来を担う人材は育ってきており、この点ではプロジェ

クト終了後もトルコ側自身の手で TTC の活動が継続される見込みは十分と考えられる。一方で、

現在 TTC 講師はイズミール校教員と兼任で TTC の活動に従事しており、著しい業務負荷や時間

的余裕のなさが問題となっていることから、TTC への専任常勤スタッフの配置など、人員体制の

充実を検討することが必要と考えられる。 

財政面では、既述のとおり TTC としての独立した予算はなく、イズミール校予算に混在して

の配分であるため 、TTC の活動に沿った執行が難しいなどの問題が指摘されている。このこと

は、逆に本来イズミール校で使用すべき予算を一部 TTC 用に回さざるを得ないなどイズミール

校側の活動にも影響を与えており、両者予算の明確な区分が求められる。 

また、現状では、TTC の位置づけや責任・権限の範囲は明確でなく、研修コースの実施・延期

など TTC の活動にかかわる多くの決定が MoNE によってなされているが、TTC の現場からはよ

り TTC の独立性を求める声も聞かれ、この点についても自立発展性を念頭に置いた検討が望ま

れる。 

（3）技術面 

技術面に関しては、TTC カウンターパートは日本人専門家から IAT 分野の新たな知識・技術を

着実に吸収しているが、今後、彼らが移転された技術をどのようにして維持していくかが課題と

して指摘される。また、IAT 分野は技術革新の早い領域であることから、変化する市場動向に合

わせ、TTC 講師の当該分野に関する知識・技術を継続的に更新していく方策を検討することも重

要である。 

 

3-3. 効果発現に貢献した要因 

3-3-1. 計画内容に関すること 

（1）貢献要因 

・ 本プロジェクトの主要カウンターパートとして、イズミール校の TTC のみならず MoNE を組

み込んだことは、MoNE による判断・意思決定が絶対的なトルコの現状をふまえると、適切な

設定であったと考えられる。 

・ 一方で、現在までのところ、物理的な距離などの要因もあり、こうした計画上の利点が必ずし



  
 

も十分には発揮されていないと見受けられることから、今後は、現場の活動状況の報告にとど

まらず、プロジェクトから MoNE により積極的な働きかけを行い、実際的な巻き込みを図って

いくことが肝要である。 

（2）阻害要因 

・ IAT 学科はトルコでは新しいタイプの学科であり、それをめぐる制度・体制は TTC の位置づけ

を含めて必ずしも整理・明確化されていない。TTC の位置づけについては、そのアイディアの

整理も成果 4 という形でプロジェクトスコープの一部に含めているが、法制度にかかわる問題

は政策的イニシアティブを必要とする側面もあり、プロジェクトでの取り組みには限界があ

る。これらは、その他 IAT 学科教員の配置をめぐる問題なども含め、本来プロジェクト開始前

に MoNE による十分な整理が必要であったと思われる。 

・ 同時に、このようなプロジェクトの枠組みをふまえ、プロジェクトの中でも MoNE への働きか

けやインプットを積極的に行うことが重要である。これまでのところ、必ずしもこの点が十分

に意識されてきたとはいえないことから、今後はこうした本プロジェクトの枠組みのあり方に

一層留意し、成果 4 における TTC の将来像を検討する過程でその位置づけに関する議論も行

われていくことが期待される。 

・ 普及校 IAT学科教員数の不足の主要因となっている教員配置制度の問題も本プロジェクトの重

要な周辺環境であるが、当該制度とその問題がプロジェクト計画時から明確に認識されていた

とは言い難く、事前により詳細な確認がなされるべきであったと考えられる。同時に、既述の

とおり MoNE において特例措置のための審議など解決・改善に向けた取り組みが進められてい

ることから、今後プロジェクト活動においてその進捗をフォローしていくことが必要である。

 

3-3-2. 実施プロセスに関すること 

（1）貢献要因 

・ 本プロジェクトに対する MoNE の高いコミットメントは、プロジェクト活動の円滑化に貢献し

ている。 

・ TTC カウンターパートは非常に士気高く、主体的にプロジェクト業務に取り組んでおり、これ

が様々な制約要因の中でプロジェクトを推進する原動力となっている。また、日本人専門家と

TTC カウンターパートが十分な信頼関係を構築していることは、活動の円滑化に貢献してい

る。 

（2）阻害要因 

・ これまで TTC に十分な機材予算が配分されてこなかったことは、研修の準備や実施に不可欠

な機材の不足を招き、プロジェクト活動の遅れを招いている。 

・ TTC の位置づけが不明確であることに起因する予算の不確実性は、TTC における必要経費の不

足を招き、適切な研修コースの実施を阻害する要因の一つとなっている。 

・ カウンターパートがイズミール校教員と兼任であることによる業務負荷は、プロジェクト活動

に割く時間の減少とそれによるテキスト作成など作業の停滞を招いている。また、こうした業

務負荷にもかかわらず、TTC 業務を行う分だけイズミール校での授業時間が減ることで給与手

当が下がるという状況も生じており、こうした物質的インセンティブの不足は、一時的ながら

カウンターパート内の不和など、プロジェクト活動を阻害する要因となった。 



  

 

・ プロジェクト内部におけるモニタリング・運営管理の体制が必ずしも明確でなく、特にプロジ

ェクトの全体像や周辺状況を広く見る視点はこれまで必ずしも十分でなかった。そのため、

TTC における研修機材不足の問題など、プロジェクト活動に影響を及ぼす事項の適時・的確な

把握が遅れ、問題への対処にも時間を要することとなった。 

 

3-4. 結論 

本プロジェクトは、トルコ国の開発政策や産業界などからの社会的ニーズに対応し、IAT 分野に

特化した教員研修施設の体制整備という同国初の試みに取り組んでおり、MoNE からの関心、コミ

ットメントも強く、協力の妥当性は高い。また、士気の高い TTC カウンターパートによる主体的

な活動の結果、TTC の研修には明確な改善が見られ、プロジェクトは確実に前進しているものと

判断される。 

一方で、主として TTC に対する機材予算の配分不足に起因する成果 2 の遅れや、成果 4 をはじめ

プロジェクトの様々な部分にかかわる TTC の位置づけの不明確さが、有効性や効率性に影響を及

ぼしており、今後のプロジェクト目標達成に向けた大きな課題として指摘される。これらには、共

に MoNE のイニシアティブが求められるが、前者の機材については今次調査で同省より優先的対

応を行う旨が表明されたことから、今後プロジェクトにおいてその進捗をフォローしていくことが

肝要である。後者については、主として成果 4 における取り組みの中で、MoNE を積極的に巻き込

みながら検討を行っていくことが必要である。さらに、プロジェクト目標の達成に向けたその他の

課題として、TTC における教員研修構成のさらなる改善、研修運営サイクルにおける Check や

Action プロセスの強化の必要性も指摘される。これらは TTC 現場の活動によるところが大きく、

今後取り組みの強化が期待される。 

残り半分となった今後の協力期間においては、以上の点に留意し、これまで以上に活動を加速化

していくことが、期間内のプロジェクト目標の達成には不可欠である。同時に、プロジェクト終了

後を見据え、これまで必ずしも注力されてこなかった自立発展性をより意識し、その確保のための

検討を行っていくことも重要と考えられる。 

  

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）MoNE により行われるべき事項 

・ TTC の研修機材に係る必要予算の配分 

・ IAT 学科の教員配置に係る規定の改正 

・ TTC の位置づけに係る検討 

・ TTC 研修講師（カウンターパート）に係るインセンティブの検討 

（2）プロジェクトチームにより行われるべき事項 

・ 教員研修プログラムの改善（特にカリキュラム構成や対象者の専門分野に応じたコース分けに

ついて） 

・ 機材調達をふまえた教員研修テキスト作成作業の加速化や未開発研修コースの早急な開発 

・ 教員研修の運営やプロジェクト運営管理における PDCA サイクルの強化 

・ 研修コース実施前の受講者に対する事前提供情報の充実（特にカリキュラム・シラバスの明示

など） 



  
 

（3）関係者共同で行うべき事項 

・ プロジェクト後の自立発展性確保に向けた検討の開始 

 

さらに、主として（1）と（3）の各事項を検討し、あるいは実施するために、MoNE 内の関係部

局、プロジェクトチーム、そして必要に応じて普及校をメンバーとするタスクフォースの設置を提

言する。これにより、懸案事項について、関係者間の意思疎通と共通認識の形成を促進することが

重要である。 

 

 




