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写真 

CSFIEE 実習中の学生 
 

CSFIEE 機材 

CSFIEE 実習中の学生 CSFIEE 実習中の学生 
 
略語表 
ATFP Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle 職業訓練事業団 
BTP Brevet Technicien Professionnel 技能者資格 
BTS Brevet Technicien Spécialisé 上級技能者資格 
CENAFFIF Centre National de Formation de Formateurs et 

d’Ingénierie de Formation 
国立職業訓練指導員養成セン
ター 

CSFIEE Centre Sectoriel de Formation en Industries 
Electriques et Electroniques 

電気・電子技術者職業訓練セン
ター 

FE Fabrication Electronique 電子機器製造科 
FEDELEC Fédération National de l’Electricité 全国電気電子産業連盟 
JICA Japan International Cooperation Agency 国際協力機構 
MEF Ministère de l’Education et de la Formation 教育訓練省 
MESA Maintenance Electronique des Systèmes Automatisés 自動制御科 
MIE&PME Ministère de l’Industrie et de l’Energie et des Petites 

et Moyennes Entreprises 
産業・エネルギー・中小企業省

TCE Techniques de Conception en Electronique 生産ラインネットワーク科 
TCP Techniques de Production 電子機器製造管理科 
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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 
 

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～3 月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となった電気・電子技術者訓練センター（CSFIEE）
の支援を行うこととなり、2001 年 2 月より 5 年間の協力が実施された。 
 
2-1-2 プロジェクトの概要 

 
表 2-1 プロジェクトの概要と投入実績 

上位目標 電気・電子分野の中堅技術者の質が向上する。 
プロジェクト目標 電気・電子技術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。 
アウトプット 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。 

投入（終了時評価時

点）【注】プロジェク

ト終了時の実績資料

無し 

日本側： 
長期専門家派遣    10 名   機材供与（ローカルコストに含まれる） 
短期専門家派遣    17 名   ローカルコスト負担 376 千チュニジアディナール

（約 0.3 億円）  
研修員受入      21 名  

総額 7 億円

相手国側： 
カウンターパート配置  41 名   機材購入（ローカルコストに含まれる）  CSFIEE
建物（3,300 千チュニジアディナール＝約 2.5 億円で新設）、土地、備品・消耗品等  

ローカルコスト負担  486 千チュニジアディナール（約 0.37 億円） 

 
2-1-3 評価調査範囲 

 
表 2-2 評価調査の対象範囲 

案件名 チュニジア電気・電子技術者育成計画 
協力期間 2001 年 2 月 1 日～2006 年 1 月 31 日 
主な調査先 -電気・電子技術者職業訓練センター（CSFIEE）/チュニス 

-職業訓練事業団（ATFP） /チュニス 
-国立職業訓練指導員養成センター（CENAFFIF） /チュニス 
-全国電気電子産業連盟（FEDELEC） /チュニス 
-CFMA 養成訓練卒業生、向上訓練参加経験者/チュニス及び近郊 
-CFMA 養成訓練卒業生を雇用した企業、向上訓練に従業員を派遣した企業/チュニス

及び近郊 
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2-1-4 評価調査の制約 

 
(1) CSFIEE では卒業生や向上訓練参加者のリストが整備されておらず、その後の移転・転

職等も多いため、連絡先情報が得にくく調査サンプルの特定が困難だった。一人見つ

けてはその勤務先・友人・同僚にあたるというやり方なので、サンプルとしては偏っ

たものになった。 
(2) 卒業生アンケートでは、プロジェクト実施中に入学し訓練を受けた初期の卒業生（2004

年と 2005 年の卒業生）を対象にしたため、それ以降の学生・卒業生とは CSFIEE での

経験・CSFIEE に対する意見に違いがあるものと思われる。 
(3) CSFIEE 卒業生が も多く就職している SAGEM 社1で年明け早々火災があり、面会約束

がキャンセルになった（CSFIEE 卒業生である従業員 2 名に、ローカルコンサルタント

の事務所でインタビューすることができた）。 
(4) 1 月の第 1 週は休業している企業があり、連絡・面会約束が取りにくかった。 

 
2-1-5 評価調査団構成 

表 2-3 評価調査団 

氏名 担当業務 所属先 

芹澤明美 産業開発（人材育成）評価 グローバルリンクマネージメント㈱ 

Ms. Mariém YAKEN 現地調査の補助、受益者調査 Eureka 

Ms. Hanène OMRANI 通訳 フリー 

 
2-1-6 評価調査期間 

 
本事後評価調査は、2008 年 10 月 24 日-2009 年 3 月 31 日の契約期間の中で、第一次国内

作業（国内事前準備）、現地調査（チュニジアについては 2009 年 1 月 4 日～2009 年 1 月

13 日）、第 2 次国内作業（国内分析）に分けて実施した。 
 
表 2-4 日本人評価専門家の現地調査日程（2009 年 1 月 4日～1月 13 日） 

日 曜日 行程 
1/4 日 18:35 チュニス着（AF1284） 
1/5 月 9:00 ローカルコンサルタント・通訳との打ち合わせ 

10:00 JICA 事務所表敬・インタビュー 
1/6 火 9:30 CSFIEE（実施機関）インタビュー・視察 

14:00 ATFP インタビュー 
1/7 水 14:00 CENAFFIF インタビュー 

16:30 FEDELEC インタビュー 
1/8 木 受益者調査 

9:30 CIPI-ACTIA 社2（卒業生雇用先企業） 
14:00 卒業生グループインタビュー（於 FEDELEC） 

1/9 金 16:30 JICA 事務所報告 
1/10 土 受益者調査 

11:00 卒業生グループインタビュー（於 Eureka） 
1/11 日 資料整理 
1/12 月 9:30 CSFIEE 報告 
1/13 火 08:55 チュニス発（AF1685）ラバトへ移動 

                                                        
1 SAGEM（サジェム）：フランス系企業。通信機器等を製造。 www.sagem.com 
2 CIPI-ACTIA （シピ アクティア）：フランス系ACTIAグループの企業で、カーナビ等を製造。 www.actia fr 
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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 
 

各対象案件の実績、評価 5 項目ごとの評価設問とデータ入力方法、評価指標、調査手法

については添付資料 3 の評価グリッドを参照ありたい。 
 

2-2-2 評価手法 
 

(1) 実施機関及び関係機関へのインタビュー：本プロジェクトの実施機関である CSFIEE 及

び、関係機関である職業訓練事業団（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）等に対して質問票調査及びキー

インフォーマントインタビューを実施した。面談者リストは添付資料 4 のとおり。 
(2) 機材や施設の視察：本プロジェクト実施期間中に CSFIEE に対して供与された機材の、

使用・維持管理状況を視察した。 
(3) 受益者調査：本プロジェクト実施によるインパクトを把握するため、CSFIEE の養成訓

練コース卒業生、卒業生を雇用した企業、CSFIEEの向上訓練に従業員を派遣した企業、

CSFIEE の向上訓練に参加した経験のある従業員を対象に、質問票調査及びキーインフ

ォーマントインタビュー、グループインタビューを行った。受益者調査の手法、結果

については添付資料 5 を参照のこと。 
 

2-2-3 評価のプロセス 

  
(1) 受益者調査（質問票調査）： 2008 年 11 月下旬に開始した。受益者の質問票調査にお

いては、ローカルコンサルタントが質問票のフランス語への翻訳、調査サンプルの特

定、面談しての回答入手、データ入力を行った。質問票回答は 2009 年 1 月中旬までに

回収され、データ入力は 1 月末に完了した。 
(2) 実施機関調査（質問票調査）： 2008年 12月初旬までに、プロジェクト実施機関のCSFIEE

及び関係機関に対し、質問票を送付した。質問票は 2009 年 1 月初旬から 1 月末までの

間に回収された。 
(3) 日本人コンサルタントによる現地調査： 2009 年 1 月 4 日～1 月 13 日に実施した。日

程・調査内容は 1－1－6 の通り。現地調査の 後に、現地調査結果を実施機関と JICA
事務所に報告し、実施機関における今後の方向性（提言）について意見交換を行った。 

(4) 第二次国内作業：回収した質問票、インタビュー結果、受益者調査の結果を基に、評

価報告書を作成した。 
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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：「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」 
指標１「向上訓練の企業契約数」（目標は年間 5 コース） 
プロジェクト終了時の達成状況 事後評価時点での状況 
2004 年と 2005 年に 5 コースずつ実施されたので、

目標を達成した。 
2004 年 25 名参加。 
2005 年 20 名参加。 

2006 年と 07 年は実施せず。2008 年は 2 コース実施

し、2 社から 9 名が参加。 
CSFIEE としては、企業が必要とする 新の技術を

教えられる設備や人材がなく、向上訓練を行うメリ

ットが無いので、積極的に企画・宣伝をしていない。

企業側としては、向上訓練の存在を知っていたら、

あるいは企業のニーズに合った訓練が受けられる

のなら利用したい。しかし CSFIEE 側からの情報が

なく、また、企業が必要とする 新かつピンポイン

トの技術を CSFIEE が教えられるとはあまり期待し

ていない。 
 
指標 2「卒業する学生の比率」（目標は 85％） 
プロジェクト終了時の達成状況 事後評価時点での状況 
1 期生は目標を達成したが、2 期生と 3 期生は達成

しなかった。 
1 期生（2002 年 9 月入学、2004 年 9 月卒業）85％、

2 期生（2003 年 2 月入学、2005 年 2 月卒業）65％、

3 期生（2003 年 9 月入学、2005 年 9 月卒業）50％。

1 期生から 9 期生（2006 年 9 月入学、2008 年 9 月卒

業）までの平均が 64％（9 期までの入学者 1,304 人

に対し、卒業は 832 人）。 

 
指標 3「養成訓練の卒業生就職率」（目標 80％） 
プロジェクト終了時の達成状況 事後評価時点での状況 
プロジェクト終了までに卒業した 3 期生まで、ほぼ

目標を達成していた。1 期生は 89％、2 期生は 81％、

3 期生は 79％。 

5 期生までは 80％前後、6～7 期は 70％前後、8～9
期は 40％前後（CSFIEE 資料）。 
CSFIEE 校長の説明によると、就職率は卒業後半年

で 80％程度になるとのこと。 
 
指標 4「産業界による評価」 
終了時評価報告書 事後評価時点での状況 
CSFIEE の卒業生・訓練内容について、概ね高い評

価。 
1) 卒業生を雇用する企業に対するアンケート（2005
年 6 月）で、回答者の 75％が卒業生を「卓越」「良

好」（4 段階評価上位 2 項目）と評価。 
2) 終了時評価調査団によるインタビュー（2005 年 9
月）で、対応した卒業生採用企業 4 社の内 3 社が卒

業生の仕事ぶりに満足。向上訓練参加企業 1 社も訓

練が有効であったと回答。 

概ね高い評価。 
1) 卒業生採用企業 20 社アンケート（今回）で、卒

業生の仕事ぶりに対し「非常に、あるいは、かなり

満足している」19 社。高い技術・知識を持っている。

勤務態度が良い。 
2) 企業（1 社）・産業界インタビュー（今回）での

回答：CSFIEE は基礎力のある技術者を育成してい

る。しかし企業で要求されるレベルとはギャップが

ある。語学力が不足。CSFIEE は他の同分野訓練機

関に比べて、レベルが高く、機材も新しいものが揃

っている。 
 
2-3-2 上位目標の達成状況 

 
上位目標：「電気・電子分野の中堅技術者の質が向上する」の達成状況 
指標「使用者の満足度」 
終了時評価報告書 事後評価時点での状況 
1 期生の卒業から 1 年経過しただけなので、判断は 1 期生の卒業から 4 年経過したところで、技術者の
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時期尚早。しかし以下のような正の兆候あり。 
1）卒業生を雇用する企業アンケート（2005 年 6 月）

で、回答者の 75％が卒業生を「卓越」「良好」と評

価（上述）。 
2）3 期生まで 188 名が卒業。CSFIEE は年間 340 名

ずつの卒業生を輩出する計算。中堅技術者層の中心

的なグループとなる可能性あり。 

中心を占めるにはまだ早い。しかし以下のような正

の兆候があり、中堅技術者層の質の向上に貢献しつ

つあると言える。 
1）企業は CSFIEE 卒業生を概ね高く評価している

（上述）。2004～2005 年卒業生 50 名アンケート（今

回）の回答者中 20 名がリーダーやシニアテクニシ

ャン等上級技術者となっている。 
2）電気・電子分野を教える訓練施設が全国に 73
校ある中で、CSFIEE は「製造」（メンテナンスで

なく）を教える唯一の学校。数としては、当分野学

生の 4％程度を占める（CSFIEE 在校生は 800 人程度

（2 年制）。当該分野の学生が全国で 2 万人以上

（ATFP 情報））。 
 
2-3-3 終了時評価における提言への対応状況 

 
(1) 提言１「卒業率を向上させる」 

2 期生、3 期生の卒業率が目標の 85％に達しなかったことからの提言である。その後、

現在までに卒業済みの 9 期生までの卒業率は平均 64％にとどまっている（9 期までの

入学者 1,304 人に対し、卒業は 832 人）。CSFIEE としては、職業訓練校一般の事象で

あって特に CSFIEE の問題とは考えていないため、卒業率を引き上げるための対策はと

っていない。辞める理由は様々だが、「やはり大学に行きたい」、「授業が忙しすぎ

る」、「合わない、興味がなくなった」等の理由があるという（CSFIEE、卒業生、学

生の意見）。今回インタビューした関係者の意見として、「初期の学生に比べその後

の学生の質が低いのでは」、「CSFIEE のレベルが類似の学校よりも高いので卒業する

のが難しいのでは」との可能性も指摘されたが、これらの見解が正しいかどうかは確

認できなかった。 
 
(2) 提言 2「欠員を補充」 

終了時評価時点で 5 名欠員があったが、その後定員を満たし、またさらに増員した。

特に、学生と企業の橋渡しをするカウンセラーが 11 人いる（うち 5 名は 2007 年以降

増員）。 
 
(3) 提言 3「拡充計画」と「半々教育」 

コースの増設、職員増員を実施済みである。当初 4 コースで定員 80 名だったが、現在

は 5 コースで定員 120 名となっている。産業界のニーズに応えるものとして、5 つ目の

コース「上級技能者資格 自動制御・産業情報科」（BTS-AII: Brevet Technicien Spécialisé, 
Automatisme et Informatique Industrielle）を 14 期生（2008 年 4 月入学）から始めた。職

員も増員した（特にカウンセラー）。半々教育は完全に導入済みである。修学期間 2
年間（80 週間）に、センターでの訓練 10 週間と企業実習 10 週間を 4 セット繰り返す。

終了時評価時点では「センター7 割、企業実習 3 割」と合意されていたが、現在では 5
割ずつとなっている。 
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2-4 評価結果 

2-4-1 妥当性 
 

プロジェクト実施当時も現在も妥当性は高い。チュニジアの国家開発計画、チュニジア

における電気・電子産業の重要性、業界のニーズに応えており、受益者（学生・卒業生、

企業）の満足度も高い。日本の対チュニジア援助政策とも整合している。 
 
(1) 国家開発計画との整合性 

終了時評価時点で、第 10 次経済社会開発計画（2002－2006 年）における、高い失業率

への取り組みや、職業訓練強化の方向性と整合していた。現在の第 11 次経済社会開発計画

（2007－2011 年）でも同様である。高い失業率を背景に（2006 年失業率は 14.3％）、職業

訓練強化の必要性が指摘されている。 
 
(2) 電気・電子産業の位置づけ 

電気・電子産業は、雇用規模・輸出促進・外国投資の観点から、チュニジアの重要産業

である。この傾向は強まっている。 
 
終了時評価時点（2005 年） 事後評価時点（2009 年） 
総生産高：製造業の中で 6.4％（2000 年）→8.5％
（2004 年） 
総輸出額：同じく、14.1％（2000 年）→17.5％

 
 
⇒ 

総生産高：製造業の中で 12％（2007 年） 
総輸出額：同じく、25％（2007 年）。 
雇用：同じく、13％（2008 年） 
投資：同じく、13％（2007 年） 
（産業・エネルギー・中小企業省サイト） 

 
(3) 産業界のニーズ 

電子・電気業界において中堅技術者育成の必要性が高い。終了時評価時点では、業界内

で BTS・BTP 等資格者 5,000 人を要し、毎年 500 人を新規雇用する必要があるのに対し、

CSFIEE は年間 400 人を訓練するキャパシティを持つとしていた。事後評価時点で教育・訓

練省、ATFP によると、業界は成長しており、毎年 1 万人（うち資格者 2 千人）の雇用を創

出しているとのことである。CSFIEE の現在の定員は 740 名（10 期生～15 期生が在学）で、

1 年に 400 人以上の入学者がある。また、電気・電子関係の技能を教えている訓練校が全国

で 73 校ある中で、「製造」の技能を育成しているのは CSFIEE のみである。 
本プロジェクト実施中には産業界のニーズに応えることが意識されていた。CSFIEE 運

営委員会に産業界から FEDELEC が参加していることを始め、コンピテンシ・アプローチ3の

導入、半々教育導入の検討・決定の他、日本人専門家・CSFIEE 職員による企業訪問等が行

われた。 
 
(4) 訓練生のニーズ 

終了時評価では、高い入学競争率（6 期生（2005 年 2 月入学）まで 2 倍以上を確保）と

学生定期アンケートの結果（目標到達度高い）から、CSFIEE が学生のニーズに応えている

と判断していた。事後評価時点では、入学競争率は 7 期生（2005 年 9 月入学）から 15 期生

（2008 年 9 月入学）まで 1.5 倍～3.1 倍とほぼ同レベルを維持している。学生の満足度につ

いても高い水準を維持している。2006 年から 2008 年までの定期アンケート結果で、多くの

項目で「非常に満足」「満足」が過半数を占めており、訓練内容に関する満足度は高いと

                                                        
3
 能力評価基準にもとづいた職業訓練システム。産業現場において求められる職業能力を分析し、訓練の

仕上がり像を明確にし、それに基づいて訓練コースのシラバス・カリキュラムを開発、訓練を実施（JICA
（2000 年 4 月）「テュニジア共和国 電気・電子技術職業訓練センター 事前調査団報告書（付・短期調

査員報告書）」）。 
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いえる。また、2004～2005 年卒業生 50 名アンケート（今回）の回答者のうち 43 名が CSFIEE
について「非常に、あるいは、かなり満足」と回答している。 
 
(5) 日本の援助政策との整合性 

日本の対チュニジア援助政策にも合致している。対チュニジア国別援助計画（2002 年～）

では、重点分野として「産業のレベルアップ」を掲げており、中小企業振興、技術力向上、

職業訓練を含む。JICA 国別事業実施計画では、2006 年改訂前も、改定後も、重点分野とし

て「産業界のレベルアップ支援」を掲げている。 
 
(6) 日本の比較優位 

電気・電子産業において日本には経験がある。CSFIEE・関係機関の意見では、職業訓練

システムや言語・文化の違いはあったが、それは大きな問題ではなく、違うからこそ学べ

るものがあったとのことである。日本人専門家は、CSFIEE 職員・学生・産業界と良く意見

交換していたとのことである。 
 
2-4-2 有効性 

 
終了時評価では本プロジェクトの有効性は高いと評価されている。その理由として、プ

ロジェクト目標がほぼ達成されており、成果の達成がそれに結びついているからと述べて

いる。事後評価における検証の結果、プロジェクト実施期間中についてはそれが正しいと

言えるが、プロジェクト終了後については、「向上訓練の実施」、「卒業率の向上のため

の施策」、「就職支援の実施」に関する仕組みが CSFIEE 内に不十分であると言える。 
前述の通り、プロジェクト終了時におけるプロジェクト目標「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」の達成状況は以

下の通りである。「卒業率」を除き、全体としてプロジェクト目標はほぼ達成されていた

といえる。 
 
指標１：「向上訓練の企業契約数」（目標は年間 5 コース）：達成。2004 年と 2005 年に

5 コースずつ実施。 
指標 2：「卒業する学生の比率」（目標は 85％）：1 期生は目標を達成したが、2 期生と

3 期生は達成しなかった。 
指標 3：「養成訓練の卒業生就職率」（目標 80％）：ほぼ達成。プロジェクト終了まで

に卒業した 1 期生は 89％、2 期生は 81％、3 期生は 79％。 
指標 4：「産業界による評価」：CSFIEE の卒業生・訓練内容について、概ね高い評価。 

 
向上訓練については、前述の通り、プロジェクト期間中には予定通り実施されたものの、

その後は 2008 年に 2 コース実施したのみである。向上訓練を継続的に実施していく仕組み

（アウトプット 1）が CSFIEE の中に定着していないと言える。 
 

卒業率については、プロジェクト期間中から目標を達成しておらず、プロジェクト終了

後も上がっていない。2 期生以降卒業率が下がった理由について、終了時評価報告書では断

定はしていないものの、以下の可能性が示唆されている。事後評価ではそれが事実かどう

か確認できなかった。 
 

(1) 一度で資格試験に合格できない人がいるので（合格すると卒業）、2 期生以降も時間が

経てば合格率＝卒業率は徐々に上がっていくと思われる（それでも、 終的な卒業率

は 1 期生に及ばない）。 
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(2) 1 期生に比べ、2 期生以降は学生の質が下がった（終了時評価時点で一部の CSFIEE 指

導員の意見。また、今回事後評価でインタビューした初期の卒業生の意見）。しかし、

現 CSFIEE 所長はこれを否定した。 
 

「終了時評価の提言への対応状況」の項で述べた通り、卒業率が低いことは職業訓練校

に一般的に見られることで CFSIEE 特有の事象ではないとして、CSFIEE としては特に問題

視しておらず、卒業率を引き上げるための対策はとっていない。 
 

就職率に関しては、CSFIEE の資料によるとプロジェクト期間中はほぼ 80％、プロジェ

クト終了後 5 期生までは 80％前後、6～7 期は 70％前後、8～9 期は 40％前後となっている

が、CSFIEE 校長の説明では、仕事を見つけるまでにある程度時間がかかることから、就職

率は卒業後半年で 80％程度になるとのことである。プロジェクト実施中には企業との連

絡・就職支援（学生を引率しての企業訪問等）が意識的に行われていた様子である。例え

ば、初期の卒業生の多数が就職した SAGEM 社は企業訪問先であった。プロジェクト終了

後は、企業との連絡・学生の就職支援（アウトプット 3、指標 3－4）が手薄になっている。

今回インタビューを行った現役学生・ 近の卒業生によると、「就職先を探すのは、CSFIEE
からの支援は無く自分で行う」、「企業実習先も自分で探す。実習中に CSFIEE からの連絡・

サポートは無い（企業実習ガイドは CSFIEE が作成しているが）」とのことである。CSFIEE
はカウンセラーを 近増員したが、企業をこまめに訪問することができない理由の一つに

CSFIEE には車が 1 台しかないことを挙げている。 
 

産業界による CEFIEE への評価は、プロジェクト実施中も終了後も概ね高い。プロジェ

クト期間中には、コンピテンシ・アプローチの導入や企業実習の他、運営委員会に FEDELEC
が入っていることに加え、企業へのアンケートや、CSFIEE 職員・日本人専門家による企業

訪問等が行われ、企業のニーズを把握し CSFIEE の訓練に反映させる努力がされてきた。ま

た「半々教育」が導入され、現在では完全に「センターでの訓練：企業実習＝50：50」と

なっていることで、企業側からは CSFIEE 卒業生に対し「実技に優れている」、「職場の環

境に慣れている」との高評価がある（卒業生採用企業 20 社アンケート）。企業側は CSFIEE
卒業生の実力を高評価しつつも、企業で必要とされる日進月歩の技術とはどうしてもギャ

ップがあるため、「実技をさらに重視すること」、「企業との連携強化によりニーズを把

握し、研修内容に反映させること」を CSFIEE に対して望む企業が多い（同アンケート）。 
 
2-4-3 効率性 

 
終了時評価時点では、投入が量・質・タイミングの面で適切に実施されたこと、チュニ

ジアにおける電気・電子分野の類似協力案件の規模との比較から、効率性が高かったと判

断された。事後評価における検証の結果、アウトプットの産出状況、投入の実施状況、「投

入→アウトプット」の関係が適切であったこと、類似案件の規模との比較から、本件の効

率性は高いと判断される。アウトプットの産出状況について、終了時評価の記載及び現時

点での検証結果は以下の通り。 
 

表 2-5 アウトプットの達成状況 
終了時評価報告書 事後評価での確認結果 

アウトプット 1「電気・電子分野の訓練コースが確

立される」 
養成訓練は確立され、実施されている。学生の満足

度も高い（学生定期アンケートより）。向上訓練に

ついては、2004 年と 2005 年に実施された。 

養成訓練は確立されている。学生の満足度も高い。

前述の通り、定期アンケートによれば、訓練内容に

関する満足度は高い（多くの項目で「非常に満足」

「満足」が 55％以上）。2004～2005 年卒業生 50 名

アンケート（今回）のうち 43 名が CSFIEE に「非常

に、あるいは、かなり満足」。学生・卒業生インタ

ビューでは、「CSFIEE は他の訓練校よりも優れて
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いる」、「機材も新しいものが揃っている」と評価

されている。 
向上訓練に関しては、現時点で確立されているとは

言えない。2006 年と 07 年は実施せず。2008 年は 2
コース実施した。 

アウトプット 2「指導員が効果的に訓練を実施でき

るようになる」 
指導員の能力評価（2005 年 7 月に実施）の結果は良

好。学生の指導員に対する満足度も高い（学生定期

アンケートより）。 

現在の指導員についての能力評価情報は得られな

かったが、学生定期アンケート及び卒業生アンケー

ト（今回）で指導員に対する満足度は高い。 

アウトプット 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」 
1）プロジェクト当初職員の配属が遅れ、開校時期

が半年遅れた。終了時評価時点で欠員が計 5 名あっ

た。 
2）「開発ユニット」が企業への渉外業務、学生支

援を行っている。企業からは、CSFIEE の広報・マ

ーケティングが弱いとの指摘があった。 

1）CSFIEE 職員の意識・定着率の高さ、予算が確保

されたことで活動は順調に行われた。プロジェクト

終了後、欠員の補充と増員も行われ、運営管理体制

は確立している。 
2）プロジェクト実施中には企業との連絡・就職支

援（学生を引率しての企業訪問等）が意識的に行わ

れていた。例えば、初期の卒業生の多数が就職した

SAGEM 社は企業訪問先であった。プロジェクト終

了後は、企業との連絡・学生の就職支援が手薄にな

っている。企業に対する広報・マーケティングは今

も弱い。 
アウトプット 4「機材が効率良く使用され、維持管

理される」 
機材の使用・維持管理状況は良好である。 

供与された機材は概ね十分に活用され維持管理も

きちんとされている様子。センター内も清掃が行き

届いている。 
 

終了時評価においては、コンピテンシ・アプローチや半々教育を導入するまでに時間が

かかったこと（日本の職業訓練とはアプローチが違うため、当初日本人専門家・チュニジ

ア側の間で意見の相違があった）が効率性に関する問題点として指摘された。事後評価に

おいて、これは事実として確認したが、CSFIEE・関係機関の意見では「話し合いをして納

得して導入した」、「システムの違いはあるが、違うからこそ学べるものがあった」と、

合意に至るプロセスを好意的に評価している。 
類似案件との規模の比較をすると、本件の投入規模は妥当であったと判断される。内容

が近いサウジアラビアでの JICA 事業「リアド技術短期大学 電子工学技術教育改善計画プ

ロジェクト」（1997 年～4 年間、総額 6.6 億円）、「技術教育開発訓練センタープロジェク

ト」（2004 年～5 年間、総額 4.5 億円）と 1 年あたりの金額は同程度である。また、終了時

評価報告書で、フランス支援の職業訓練機関 CIPE I（シップアン）校4（6.7 億円、1 期 350
名育成）及び世銀支援のボルジュ・セドリア校（14.4 億円、1 期 850 名育成）と比較した結

果、本件 CSFIEE プロジェクトの規模は妥当とされている。 
 

2-4-4 インパクト 

 
上位目標「電気・電子分野の中堅技術者の質が向上する」の達成状況については、前述

のとおり、1 期生の卒業から 4 年経過したところで、技術者の中心を占めるにはまだ早いも

のの、以下のような正の兆候があり、中堅技術者の質の向上に貢献しつつあると言える。 
 

(1) 企業は CSFIEE 卒業生を概ね高く評価している（上述）。また、2004～2005 年卒

業生 50 名アンケート（今回）の回答者中 20 名がリーダーやシニアテクニシャン

等上級技術者となっている。 

                                                        
4 本件実施機関 CSFIEE は CIPE II（シップドゥ）とも呼ばれており、こちらの方が通りが良い。 



第2章 チュニジア「電気・電子技術者育成計画」事後評価 

 

2-16 

(2) 電気・電子分野を教える訓練施設が全国に 73 校ある中で、CSFIEE は「製造」の

技能（メンテナンスでなく）を教えている唯一の学校。数としては、当分野学生

の 4％程度を占める。 
 

養成訓練に関し、今回インタビュー・アンケート調査した企業・産業界・関係機関の意

見を集約すると「CSFIEE 卒業生は、基礎をよく身につけている。しかし、企業で必要とさ

れる技術は変化が速いので、実際働き始めるとより進んだ技能が要求されるため、必要な

レベルとはギャップがある。語学力（仏語・英語）が十分でない傾向がある」との指摘で

あった。 
アンケート調査を行った初期の卒業生（2004 年、2005 年卒業）50 名の回答では、CSFIEE

で学んだことによって、自分自身にとってプラスになった旨の回答が多い。 
 
CSFIEE で身に付けたものについて自信をもってい

るか 
「非常に」あるいは「十分」自信を持っている：46
名 

卒業後、職を見つけることが簡単だった 「とても」あるいは「どちらかというと」簡単だっ

た：38 名 
CSFIEE で学んだことを職場で活用している 「非常に」あるいは「十分」活用している：27 名 
CSFIEE で学んだことにより得たもの 「知識・技術の向上」41 名 

「良い仕事」37 名 
「昇給・収入向上」27 名 

 
一方で、2006 年以降の卒業生のインタビュー結果では、調査人数が少なかったため結果

の一般化はできないものの、2004 年、2005 年の卒業生に比べて CSFIEE への満足度は低く

なっている印象を受けた。「就職がなかなか見つからなかった」、「就職に関して CSFIEE
からの支援は全くなかった」との声が複数あった。 

向上訓練については、アンケート回答企業が 7 社と少なかったものの、研修内容及び研

修に参加した従業員についてかなり高い評価を与えている。CSFIEE 向上訓練について「非

常に」あるいは「かなり」満足した企業が 7 社中 4 社あり、今後また利用したいかという

問いには、研修内容が会社のニーズに合うことを前提として「できれば利用したい」が 6
社となっている。参加した従業員は「高い技術・知識」（3 社）、「勤務態度の良さ」（3
社）で職場に貢献しているとのことである。 

向上訓練に参加した従業員のアンケート（回答 11 人）では、CSFIEE 向上訓練について

「非常に」あるいは「かなり」満足した者が 8 人あり、研修参加で得たこととして、「知

識・技術の向上」（8 名）、「良い仕事」（2 名）を挙げている。「昇給・収入向上」を挙

げた者はいなかった。 
その他のインパクトとして、CSFIEE 特有の事象というよりはチュニジア全体の傾向だ

が、成績が悪くて大学に進学できない人が行くところ、という職業訓練への否定的なイメ

ージが薄れてきて、「バカロレア取得者があえて大学に行かず、手に職をつけるために職

業訓練校・CSFIEE を選ぶ」ケースが増えている。CSFIEE が高レベルな訓練校として認識

されていることが、彼らの選択に影響していると思われる。 
 

2-4-5 自立発展性 

 
終了時評価においては、本件の自立発展性は高いと結論されている。その根拠となって

いる事項について以下の通り事後評価においても確認でき、自立発展性は高いと結論づけ

られる。一方で、前述のとおり「企業と連携することでの産業界ニーズ把握・就職支援」

及び「向上訓練」がプロジェクト終了後手薄になっていることが課題となっている。 
CSFIEE は、アラブ諸国・仏語圏アフリカ諸国から年間 20 人の職業訓練指導員を呼んで

訓練する案を持っており、職業訓練校の運営及びシステムについても学ばせたく、ここに
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日本への協力依頼を考えているとのことであった。CSFIEE は指導員の研修に関して実績が

ないので、この案を実施するまでには相当なリサーチ・準備が必要になると思料される。 
 

終了時評価報告書 事後評価での確認結果 
政策面：チュニジアの職業訓練政策と、CSFIEE の

方針が合致（半々教育等）。 
電気電子分野の重要性及び、技術者育成の必要性

は高い。職業訓練政策と CSFIEE の方針も合致。 
組織面・財政面：ATFP 傘下の職業訓練施設として、

カウンターパート主導で組織運営・予算確保を行う

体制が確立されている。 

CSFIEE は組織として確立されている。現在 ATFP
から十分な予算が出ている。 
弱い部分は、企業との連携（就職支援が不足。企

業のニーズを十分把握していないので 新の技

術・機材の導入ができない）。国の施設なので、

自力で収入を得るため事業を企画していくとい

う発想がない（ATFP によると、今後独立採算制

にする案もあり）。 
技術面：CSFIEE 指導員は能力が高く、定着率も高

い。 
職員に多少の出入りはあるが定着率高い。 
養成訓練で、基礎を身につけた若者を育てること

に成功している。 新のニーズへの対応には限界

がある。これは CSFIEE に限らず、職業訓練校の

限界か。特に電気電子分野の技術の変化は速い。 
機材：現有機材について維持管理システムが確立し

ている。但し、企業のニーズの変化に合わせて機材

の更新・新規購入ができる体制は作られていない。

供与された機材は概ね十分に活用され維持管理

もきちんとされている様子。センター内も清掃が

行き届いている。ただし、技術の変化に合わせた

新の機材に常に交換していくことはできてい

ない。また、企業で必要とされる機械・専門性の

中で CSFIEE が対応していないものもある。 

 
2-4-6 貢献・阻害要因の分析 

 
(1) 貢献要因： 

(ア) ニーズの高い分野・技術に着目し、CSFIEE のミッション及び他の類似訓練機関と

比べての強みが明確にされ、職業訓練校として確立されたこと。運営管理体制が

確立され、予算も継続的に確保されている。 
(イ) 質の高い職員が確保でき、継続的に勤務していること。 
(ウ) プロジェクト期間中には、産業界のニーズに応えることを意識した取り組みが各

種行われたこと。運営委員会に FEDELEC が入っていること、コンピテンシ・アプ

ローチの導入、企業実習・半々教育の導入、企業訪問等である。 
 
(2) 阻害要因： 

プロジェクト終了後、企業との連携が弱まった印象がある。これについて CSFIEE は、

その課題を認識しているので、カウンセラーの配置やセンター長自らの企業訪問等、努力

を始めている。 
 

2-4-7 結論 
 

CSFIEE は職業訓練校として確立され、チュニジア国でニーズの高い電気・電子分野に

おいて質の高い技術者を養成することに成功している。ニーズの高い分野・技術に着目し、

CSFIEE の特徴を明確化したこと、運営管理体制を確立し予算も継続的に確保し、質の高い

職員を確保したこと、産業界のニーズに応えることを意識した取り組みを行ったことが成

功要因である。プロジェクト終了後、「企業との連携：産業界のニーズ把握と就職支援」、
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「向上訓練」について継続性がやや失われていることから、それらの仕組を CSFIEE 内で作

っていくことが課題である。 
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2-5 提言と教訓 

2-5-1 提言 

 
(1) 産業界のニーズを把握し訓練内容に取り入れることと、就職支援の観点から、企業と

の連携強化が必要である。カウンセラーを配置したり、センター長自身が企業・経営

者団体を訪問したりといった努力は始めているので（センター長の着任は 2007 年 9 月

と 近）、その努力を続けていくことが求められる。就職先を探すのは学生の自助努

力となっていて CSFIEE からのサポートがないので、CSFIEE が「就職先候補のリスト

を作る」、「企業と就職協定を結ぶ」等、就職支援を活発にすべきである。企業実習

についてもサポートがないので、「訓練先の開拓」「学生との連絡」を強化すべきで

ある。 
(2) CSFIEE が養成する卒業生のレベルと質の確保の手段について、CSFIEE 内で明確なイ

メージを持つ必要がある。訓練校が企業の日進月歩の技術革新に追いつかないのは当

然ではあるが、今後も「基礎力養成重視」の方針を維持しつつも、産業界の技術の進

歩についていくためには、指導員の継続訓練（企業の見学や、継続教育）や、訓練内

容の見直し、機材の入れ替え等5は必要となる。 
(3) 「向上訓練（在職者対象の研修）」をプロジェクト終了後 CSFIEE は積極的に実施して

いないが、向上訓練を今後実施していくか否か、もし実施していくとすればその内容

や想定する対象者・頻度等について、方針を固めることが望ましい。 
(4) CSFIEE は実績把握・分析・フォローアップのため、卒業生・向上訓練受講生のリスト

（就職先情報を含む）を整備することが望ましい。現在 CSFIEE は卒業生情報を蓄積し

ていないため、卒業生のトレースや就職先についての分析が困難である。 
 
2-5-2 教訓 

 
(1) 本件のように、職業訓練施設を新設しての協力の際は、ニーズの高い分野・技術を対

象とすること、またその施設のミッション及び他の類似訓練機関と比べての特徴を明

確にすることが必要である。 
(2) 職業訓練施設に対する協力の際は、産業界のニーズの把握と就職支援のため、産業界

との連携のシステムをプロジェクト実施中から作っていくことと、プロジェクト終了

後もそのシステムを継続していくための取り組みが必要である。 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                        
5 機材については、2009 年に入り CSFIEE から JICA にフォローアップの要請があった。JICA で検討中。 




