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評価結果要約表（和文） 
1．案件の概要 
国名：チュニジア 案件名：電気・電子技術者育成計画  
分野：職業訓練  協力形態：技術協力プロジェクト 
所轄部署：人間開発部第二グループ 協力金額： 7 億円（終了時評価時点見込。プロジェク

ト終了時の実績資料が無く、終了時点の金額は不明）

先方関係機関：教育訓練省、職業訓練事業団（ATFP）、
電気・電子技術職業訓練センター（CSFIEE） 

 
 
協力期間 

2001 年 2 月 1 日～2006 年 1 月 31 日

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 

他の関連協力：無し。 
１-１ 協力の背景と概要 
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）の支援を行うことになり、2001
年 2 月より 5 年間の協力が実施された。 
 
１－２ 協力内容 
（１） 上位目標 
電気・電子分野の中堅技術者の質が向上する。 
（２） 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。 
（３） アウトプット（成果） 
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。  
 
（４）投入（終了時評価時点：プロジェクト終了時の実績資料が無いため） 
 日本側： 
  長期専門家派遣 10 名 機材供与      2.9 億円 
  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 その他               

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 （下記ローカルコストに含まれる） 
  土地・施設提供：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   

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）  その他 
 ２. 評価調査団の概要 
 調査者 産業開発（人材育成）評価：芹澤明美、グローバル リンク マネージメント㈱研究員 

調査期間  2009 年 1 月 4 日〜2009 年 1 月 12 日 評価種類：事後評価 
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３．実績の確認 
３-１ プロジェクト目標の状況 
「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） 

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。プロジェクト終了後現在までの
状況は、2006 年と 07 年は実施せず、2008 年は 2 コース実施。 
 
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。その後、現在までに卒業済みの 9 期
生までの平均が 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％） 
プロジェクト終了までに卒業した 3 期生まで、ほぼ目標を達成していた。その後、CSFIEE の記録に

よると 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
長の口頭説明によると、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」 
卒業生を雇用してい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」と評価。終了時評価調査団によるインタビュー（2005 年 9 月）でも、回答企業 4 社の内 3 社
が卒業生の仕事ぶりに満足。今回の事後評価の卒業生採用企業 20 社アンケートでも、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」が 19 社。企業・産業界インタビューでは、CSFIEE
が基礎力のある技術者を育成していること、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と評価している。しかし、卒業生の技術レベルは企業で要求されるレベ
ルとはギャップがあること、語学力が不足していることが指摘された。 
 
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」 
指標「使用者の満足度」 
終了時評価時点では、1 期生の卒業から 1 年経過しただけなので判断は時期尚早としつつ、卒業生採

用企業アンケートでの高評価及び CSFIEE の訓練キャパシティから、中堅技術者の中心的グループを
養成できる可能性があると述べている。事後評価時点でもまだ 1 期生の卒業から 4 年経過したところ
にすぎないが、企業の CSFIEE 卒業生に対する高評価、アンケート回答卒業生の 40％が上級技術者に
なっていたこと、CSFIEE が電気・電子分野の訓練校の中でも「製造」の技能を教える唯一の学校であ
ることから、中堅技術者の質の向上に貢献しつつあるといえる。 
 
３-３ 終了時評価での提言の活用状況 
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。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、卒業率引き上げのための対策はとっていない。
 
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を 近増員した。 
 
提言 3「拡充計画」と「半々教育」 
コースと定員を増やし、職員も増員した。産業界のニーズに応え情報分野のコースを増設した。半々

教育は完全に導入済みで、「センターでの訓練 5 割、企業実習 5 割」となっている。 
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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 
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、産業界）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。 
 
（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（在職者対象の研修）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。 
 
（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。 
 
（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 年経過したところにすぎないが、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。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。 
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」技能を教える唯一の

学校。数としては、当分野学生の 4％程度を占める。 
 
養成訓練に関し、今回調査した企業・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。 
初期の卒業生（2004 年、2005 年卒業）50 名のアンケート回答では、CSFIEE で学んだことによって、

「知識・技術が向上した」、「良い仕事を得た」、「卒業後職を見つけることが簡単だった」と答え
る者が多数を占めた。 
 
（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、政策

面・組織面、技術面の裏付けについて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、「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（在職者対象の

研修）」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。 
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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 
1）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。 
2）質の高い職員が確保でき、継続的に勤務していること。 
3）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）自立発展性に貢献した要因 
1）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こと。 
2）質の高い職員が確保でき、継続的に勤務していること。 
（３）その他の貢献要因 
特になし 

 
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 
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）自立発展性を阻害した要因 
プロジェクト終了後、企業との連携が弱まったことについては、プロジェクト期間中意識的に行わ

れていたことがその後継続されなかったといえる。 
（３）その他の阻害要因 
特になし 

 
４-４ 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。一方で、「企業との連携：産
業界のニーズ把握と就職支援」、「向上訓練」についてプロジェクト終了後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。 
 
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）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。就職支援・企業実習支援も強化すべきである。 
2）CSFIEE が養成する卒業生の質について、CSFIEE 内で明確なイメージを持つ必要がある。訓練校

が企業の技術革新に追いつかないのは当然ではあるが、「基礎力養成重視」の方針を維持しつつも、

技術の進歩についていくためには、指導員の継続訓練や、訓練内容の見直し、機材の入れ替え等は必

要となる。 
3）「向上訓練」についての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。 
 
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）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が必要である。 




