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評価調査結果要約表 
 

１．案件の概要 

国 名 東ティモール民主共和国 案件名：東ティモール大学工学部支援プロジェクト

分 野 高等技術教育 援助形態：技術協力プロジェクト 

協力金額：2億9,000万円 

所轄部署 人間開発部高等・技術教育課 協力相手先機関：東ティモール国立大学工学部、教

育省 

（R/D） 

2005年3月16日 

2007年8月23日（※） 

（※協力期間延長に係

るR/D） 

日本側協力機関：長岡技術科学大学、埼玉大学、岐

阜大学 

協力期間

（※騒乱

による協

力中断に

よ り 、 1

年 間 延

長） 

2006年4月～2010年3月（4年間）

（※当初計画は2009年3月までの

3年間） 

他の関連協力： 

 インドネシア共和国スラバヤ工科大学 

１－１ 協力の背景と概要 

東ティモール民主共和国（以下、「東ティモール」と記す）では1999年8月の独立を問う直接投

票後の混乱により、多くの住民が避難を余儀なくされ、教育機関施設を含む物的インフラの7割

以上が破壊・使用不可能となるなど甚大な被害を被った。東ティモール暫定行政統治機構は2000

年11月に東ティモール大学（National University of Timor-Leste：UNTL）を開校し、国づくりを担

うべき技術系人材の育成の観点から、工学部に機械工学科、土木工学科、電気・電子工学科を設

置したが、高等技術教育体制の整備・運営に係る経験・知識が不足していたため、わが国に支援

を要請してきた。わが国は同国の支援要請に応え、2001年よりUNTL工学部各学科のカリキュラ

ムの策定、2003年10月の緊急無償資金協力による施設復旧・機材供与、さらに長期・短期専門家

の派遣や長期研修員の受入れを通じた工学部の支援を行ってきた。 

これらの協力の成果を踏まえて、同大学工学部の強化に不可欠な教官の能力向上を目的とした

「東ティモール大学工学部支援プロジェクト」が2006年4月から3年間の予定で開始された。協力

開始直後の2006年5月には同国の騒乱によって現地での活動が停止されたが、2007年6月の国会選

挙後、治安の状況が比較的安定していることから、2007年8月に運営指導調査団を派遣し、活動

は再開された。この間、約1年間の活動の中断期間があったことから、当初設定した3年間の協力

期間を1年間延長し、2010年3月まで延長することで東ティモール側と合意がなされた。 

本プロジェクトでは具体的に、UNTL工学部の教官の基礎的な指導能力が実践的活動によって

向上することを目標に、①教官が東ティモールの工学分野のニーズに合った適切なカリキュラム

とシラバスを作成できるようになること、②教官が基礎的な数学、物理、基礎工学及び実験実施

のために必要な基礎知識を修得すること、③教育の質、教育方法、及び実験資機材を含む指教育

教材が適切な管理体制の下で改善されること、を成果とした協力を行っている。また、本案件の

実施に関しては、長岡技術科学大学、埼玉大学、岐阜大学の3大学がそれぞれ機械工学、土木工

学、電気・電子工学分野での協力にあたっている。 
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１－２ 協力内容 

 （1）上位目標 

東ティモール大学工学部における教育の質が向上する。 

 

 （2）プロジェクト目標 

東ティモール大学工学部教官の基礎的な指導能力が実践的活動によって向上する。 

 

 （3）成果 

成果1：教官が東ティモールの工学分野のニーズに合った適切なカリキュラムとシラバス

を作成できるようになる。 

成果2：教官が基礎的な数学、物理、基礎工学及び実験実施のために必要な基礎知識を修

得する。 

成果3：指導の質、指導方法、及び実験資機材を含む指導教材が適切な管理体制の下で改

善される。 

 

 （4）投入（評価調査時点） 

日本側： 

専門家派遣 

15.20 MM（チーフアドバイザー）

31.87 MM（業務調整） 

16.37 MM（基礎工学） 

17.48 MM（専門3学科） 

機材供与 約7,600万円 

現地業務費 
約1,751万円 

（1ドル＝100円換算） 
研修員受入

長期7名（※） 

短期9名 

（※長期研修員については、本プロジェクトの直接の投入ではないが、連携して実施され

たものを含む。） 

 

相手国側： 

カウンターパート配置 60名 

カウンターパート負担 プロジェクトオフィスの提供、光熱費や水道費等 

その他（東ティモール政

府による支援） 

工学部への機材供与、電気・電子学科のワークショップ及

び学生寮の修復費用 

   

２．評価調査団員の概要 

調査者 団長・総括 山下 隆男 JICA客員専門員（広島大学教授） 

 高等教育 

（学部運営） 
角田  学 

JICA国際協力専門員（現：エジプト日本科学技術

大学プロジェクト総括） 

 工学教育 

（機械工学） 
田辺 郁男 長岡技術科学大学教授 
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工学教育 

（電気電子工学） 
吉田 弘樹 岐阜大学准教授 

評価企画 布谷 真知子 JICA人間開発部高等・技術教育課 職員 

 

評価分析 坪根 千恵 
グローバルリンクマネジメント株式会社 コンサ

ルタント 

調査期間 2009年10月19日～2009年10月31日（13日間） 評価の種類：終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

 （1）成果の達成度 

成果1：教官が東ティモール大学の工学分野のニーズに合った適切なカリキュラムとシラ

バスを作成できるようになる。 

 

成果1の指標は、ある程度達成されている。 

既存のカリキュラムの軽微な修正は工学部教官らにより行われているが、抜本的な改訂

は行われていない。主な理由として、教育省は2007年に作成したナショナルカリキュラム

に沿って教育を行うことを推奨しているが、ナショナルカリキュラムは国際的なスタンダ

ードを採用しているため、現在のUNTLの教官の指導能力と資機材では教育が困難な科目

や内容があるためである。プロジェクト専門家はナショナルカリキュラムとUNTLのカリ

キュラムを整合させるためのアドバイスを行いつつ、工学部各学科と共にディプロマ3

（Diploma 3：D3）及びサルジャナ1（Sarjana 1：S1）レベルの教育目的と教育目標を策定

し、新カリキュラム策定・実施の指針とすることとしている。教官の自己評価によれば、

毎学期シラバスを作成している教官も増えており、シラバス作成の習慣は浸透しつつあ

る。その質については短期専門家が分析中であるため、プロジェクト終了までにフィード

バックされることが望ましい。 

 

成果2：教官が数学、物理、基礎工学における十分な知識及び実践的かつ適切な研究活動

のための必要な技術を習得する。 

 

成果2の指標は、おおむね達成されているが、更なる努力と改善の必要がある。 

本プロジェクトは数学、物理、基礎工学、英語の試験を3回実施し、英語、数学、物理

の理解力に関しては「70％以上の教官が高校レベル」、さらに数学、物理の理解力は「50％

以上の教官がS1レベル」に到達しているという結果が得られた。テスト内容の一貫性やサ

ンプルの制約を補完するために参照された教官の自己評価では、4教科すべてで「70％以

上の教官が高校レベル」、さらに、英語は「50％以上の教官がS1レベル」の理解力を有し

ていると認識されている。加えて工学部長や短期専門家により教官の英語力の伸びが顕著

であること、若手教官の授業の理解や応用力の向上が指摘されていること等から、基礎科

目に関しては、ある程度知識が向上していると判断できる。 

基礎工学科目（カリキュラム上の基礎特別科目）の理解と専門分野の実験方法に関して

は、短期専門家により向上が確認されているが、基礎科目同様、若手教官の伸びが顕著な
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一方、中堅の教官は講義への出席率、理解度ともに比較的低いと指摘された。また、一部

の教官は専門分野の実験スキル向上の必要性を感じていることが確認された。 

上記を総合すると、すべての分野に関しおおむね向上がみられるが、指標に示されるよ

うな明確な割合での達成度を特定するのは困難であり、また、それぞれの知識・能力に関

し、特に上級レベルをめざした更なる能力向上に努める必要がある。特に参照したデータ

の両方において低い評価であった「基礎工学」の知識を更に強化する必要がある。 

 

成果3：指導の質、指導方法、及び実験資機材の使い方を含む指導教材が適切な学部管理

体制の下で改善される。 

 

成果3の指標は、ある程度達成されているが、更なる改善の必要がある。 

学生による授業評価結果では、満足度は平均して中から中の高程度であったが、より分

かりやすい講義を求める学生の声も多く聞かれている。さらに本終了時評価では教官の授

業方法が一方的で学生とのやりとりが少ないなどの課題も確認された。これらから、教官

の教育方法はある程度のレベルに達してはいるが、改善すべき点もあるといえる。 

教官の自己評価によると、講義ノート及び実験指導書を作成している教官の割合は増加

している。一方で、作成された講義ノートの質のレビューは統一して実施されておらず、

プロジェクト終了までにレビューをし、教官にフィードバックされる予定である。 

機材のメンテナンス記録表はプロジェクトにより開発され、100万円以上の機材に関し

ては各学科によってメンテナンス記録が残され、破損等の発見が適宜なされている。 

参考図書のリストは現在のところ開発されていないが、教官の自己評価によると68％以

上の教官が各科目で3冊以上の参考図書を紹介していると報告している。 

「適切な学部管理体制」の整備にあたり、各学科の組織図とすべての科目と教官の配置

を示した表が作成され、学部管理体制整備のため定例の学部・学科会議を月に2回開催す

ることとし、実施されている。 

 

 （2）プロジェクト目標の達成見込み 

プロジェクト目標：東ティモール大学の工学部教官の基礎的な指導能力が実践的活動によ

って向上する。 

 

プロジェクト目標の指標は、教官の基礎的な知識・技術の向上はプロジェクト終了時ま

でにおおむね達成することが見込まれるが、指導能力において更なる向上が望まれる。 

前述のとおり教官の基礎科目に関する知識及び実験手法の技術はおおむね向上してい

る。教官とのインタビューでも、本プロジェクトにより能力が向上したと実感しているこ

とが確認された。特に能力が向上したと認識されているのは、機材の使用方法、機材を使

用した教育方法、シラバスの作成方法等である。自己評価では、7割近い教官が自己の教

育法がかなり向上したと評価する一方で、より分かりやすい講義を行う努力、学生と教官

の双方向のコミュニケーションを増やす点などにおいては、更なる改善が望まれる。 
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 （3）上位目標達成の見込み 

上位目標：東ティモール大学工学部における教育の質が向上する。 

現時点では、上位目標の達成を確約するに十分な教育の質の向上はみられていない。 

ナショナルカリキュラムはおおむね東ティモールのニーズを反映していると認識され

ているが、現時点においては、教官の数や能力の不足、あるいは機材の不足により、ナシ

ョナルカリキュラムを完全には踏襲することが困難な状況である。 

他方で、施設・設備の状況は改善されつつあり、ワークショップや寮が東ティモール側

の予算によって修復され、機材もいくつか東ティモール側より供与されている。今後もこ

うした改善が順調にみられれば、上位目標の達成が見込まれる。 

 

３－２ 評価5項目の評価結果 

 （1）妥当性：高い 

1）東ティモール側ニーズとの整合性 

東ティモールは2000年11月にUNTLを開校し工学部を設置したが、高等技術教育体制の整

備・運営に係る経験・知識が不足しており、教官の1/3程度は中等教育レベルの数学や物理、

英語の能力も身に付いておらず、指導計画に基づいて授業を行う指導力も望めない状況に

あった。これらのことから、UNTL工学部教官の能力強化をめざした本プロジェクトは東テ

ィモールのニーズに合致していた。 

さらに、2006年5月の国内の騒乱後のUNTLを取り巻く状況の悪化にかんがみ、騒乱後の

東ティモールのニーズに沿うよう実践的活動に重点を置いてプロジェクト・デザイン・マ

トリックス（Project Design Matrix：PDM）を修正し、2007年8月に協力を再開していること

から、協力内容もニーズに応じたものと判断できる。 

 

2）東ティモール及び日本の政策との整合性 

プロジェクト開始当初東ティモールの開発計画であった「セクター投資計画」は、教育

セクターを最重要セクターのひとつとし、技術・職業訓練及び高等教育を長期戦略のひと

つと位置づけていた。現政府においては、2009年の「国家優先課題」のひとつが人材育成

である。さらに、2007年から2012年の国家教育政策によると、高等技術教育及び大学教育

が政策目標のひとつと位置づけられている。これらのことから、本プロジェクトは東ティ

モールの政策に沿っているといえる。 

また、日本の政策との整合性も高い。日本の対東ティモール支援は東ティモール国内の

インフラの整備を最重要課題のひとつと位置づけており、本プロジェクトは同国のインフ

ラの整備及び管理を担う人材の育成を目的としている。 

 

 （2）有効性：やや高い 

プロジェクト目標はある程度達成されているが、教官の更なる能力の開発が期待される。

本プロジェクトにおいて、特に能力向上に有効であるとして教官達から評価が高かった活動

は、新しい機材の供与と使用法の指導、スラバヤ工科大学（Institut Teknologi Sepuluh 

Nopember：ITS）との連携、実践的研究活動の導入である。ITSの教官による集中講義に関
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しては、英語で理論を理解することが困難な教官が少なくないため、理論をインドネシア語

で補完するコースを提供したことが功を奏した。 

成果のプロジェクト目標達成の貢献度に関しては、成果2が最もプロジェクト目標の達成

に貢献しているが、成果1と3の貢献度はあまり顕著ではない。これは成果1と3は教官の能力

向上に直接かかわる部分でないことによるが、プロジェクト効果の継続、及び上位目標達成

を視野に入れると重要な成果であるため、プロジェクトの残り期間で更に強化されるべき部

分である。 

 

 （3）効率性：やや低い 

UNTLとITSが覚書（Memorandom of Understanding：MOU）を結び実施されたITS教官によ

る集中講義はインドネシア語でコースを行うことにより多くの教官に裨益し、日本の専門家

派遣や第三国専門家派遣よりも費用が抑えられた。 

また、JICAが協力をする他のプロジェクトとも連携し、実際の現場を利用したフィールド

ワークや、もみまき機の試作が行われた。 

東ティモール側の投入である学内のインフラ設備に関しては、電力供給や、通信回線の接

続等が不安定であることが、プロジェクト成果に負の影響をもたらしている。 

機材供与に関しては、一部の機材で供与が遅れたことに加えて、使用頻度の低さや、教官

による使用法の習得・指導が困難なもの、機材の欠損等の課題がみられ、効率性を低下させ

た。現在は、供与された機材の欠損等は改善され、機材の使用法に係る教官の技術習得に向

けた改善がなされている。 

工学部教官のなかには、上位学位修得のための国外留学、東ティモール政府によるポルト

ガル語公用語化政策によるポルトガル語の習得、副業などのために、短期専門家による訓

練・集中講義に参加することができず、機材の使用法を完全には習得できない事例も少なく

なかった。 

日本側の投入のひとつである9名の短期本邦研修に関しては、個々の研修員（教官）に対

する研修効果はみられるが、帰国後に研修員によって実施された研修報告会（他の教官に研

修の成果を共有する場）では想定していたほどに技術移転効果がみられていない。よって、

何らかの形で他の教官に技術を移転するための集中講義などを行い、技術移転を確実にする

活動があれば、本投入をより効率的に活用できたと考えられる。 

 

 （4）インパクト：中程度 

上位目標の達成の確かな兆しは現時点ではまだみられていないが、正のインパクトは発現

している。プロジェクトの活動によりUNTLと産業界との連携が強まり、いくつかの企業が

UNTLからインターンの学生を受け入れ始めている。また、工学部とこれらの企業は卒業生

に望むスキルやレベルなどについて意見交換を始めており、今後カリキュラム作成や卒業生

の雇用の増加に望ましい影響を与えると考えられる。また大学の創立記念日には、一般市民

を招いたオープンフォーラムを実施しており、広く工学教育の重要性の認知につながると期

待されている。 
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 （5）自立発展性：中程度 

1）政策的及び財政的自立発展性 

2007年から2012年の国家教育政策によれば、高等技術教育への政策的支援は継続される

であろう。東ティモール政府のUNTLへの予算は2008年から配賦されるようになり、2010

年より大学の自治が認められ、予算も125％増の予定であるため、財政的自立発展性も高ま

ることが期待されている。 

 

2）組織面及び能力開発における自立発展性 

UNTL側はITSとの連携を継続することにより教官の能力開発を実施していくことは可能

である。一方で、機材のメンテナンス記録、シラバスや講義ノート作成、学期末ごとの授

業評価実施などの学部改善のシステムを大学自身で継続して運用していけるよう、プロジ

ェクト残りの期間で根付かせることが課題である。また、大学の学務・事務体制を整備す

ることも重要である。 

教官の能力に関しては、今後も本プロジェクトで供与した教材を各教官が復習するなど

して、能力を維持、向上させていくことが必要である。 

集中講義に参加している一部の教官のモチベーションは確実に高まっており、一部の研

究活動は教官らにより提案され、日本人専門家によるアドバイスを受けつつ、主体的に実

施されている。 

 

3）人員面における自立発展性 

2010年以降、現在留学中の教官が学位を取得してUNTLに戻ってくれば人員不足は解決さ

れると思われるが、これらの教官が帰国後UNTL教官として教授活動を継続するよう、

UNTL側の対策が求められる。 

 

4）機材管理面での自立発展性 

現在、機材の故障時の対応についてはJICAプロジェクトチームに頼っている部分がある

ため、プロジェクト期間終了までにUNTL教官が機材のメンテナンスを確実に行うことがで

きるようになることが重要である。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

 （1）計画・内容に関すること 

 理論、実戦（実習）、フィールドワーク等の多様なアプローチを取り入れた（教官に対す

る）知識・能力開発トレーニング 

 （英語の苦手な教官へのトレーニングを補う）スラバヤ工科大学（ITS）との連携 

 東ティモール政府による機材供与 

 

 （2）実施プロセスに関すること 

 工学部幹部の交代やプロジェクトの定例会開催によるコミュニケーションの円滑化 
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３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

 （1）計画・内容に関すること 

 一部教官の副業や留学による学内不在 

 学術言語（英語）と指導言語（インドネシア語）の不一致 

 

 （2）実施プロセスに関すること 

 東ティモール国内の騒乱による施設・機材の破損と、教官・学生の避難生活 

 インフラ設備や交通手段の未発達 

 

３－５ 結論 

3つの成果、プロジェクト目標、上位目標の達成度について分析・評価した結果、それぞれの

成果は着実に確認されつつあるが、依然として改善すべき点も確認された。 

5段階評価に関しては、妥当性は高く、プロジェクトアプローチの有効性もある程度確認され

ている。プロジェクト終了に向けて、更なる効率性、インパクト、自立発展性の向上に焦点を置

き、機材の有効活用、上位目標達成のための下地づくり、プロジェクト効果の持続及び更なる発

展を目的とした工学部内のシステム確立に力を注ぐ必要がある。 

特に、上位目標の達成に向けては、本協力で対象としてきた工学部教官の指導能力強化に加え

て、工学部の組織・運営体制の強化に向けた取り組みも検討していかなければならない。 

 

３－６ 提言（プロジェクト終了時点までに取り組まれるべき課題） 

上記の評価結果を踏まえて、UNTL工学部へ以下の提言を行った。 

 

 （1）機材のメンテナンス計画の作成 

管理担当者の配置、維持管理の訓練、マニュアル整備、維持管理予算計画の立案など。 

 

 （2）カリキュラムに関する継続的なアドバイス 

現行カリキュラムとナショナルカリキュラムとの整合性を考慮したカリキュラムの見直

し、シラバス作成などの継続的な支援。 

 

 （3）授業評価、シラバス、講義ノート、実験指導書に関するフィードバックの実施 

これまでの授業評価結果の各教官へのフィードバックとその結果に基づいた指導の実施、

プロジェクト終了後の継続的な教育方法改善に向けた体制の検討。 

 

 （4）セミナーの開催 

プロジェクト終了時までにプロジェクト成果の確認、及びプロジェクト成果等を広く共有

するためにセミナーの開催。 

 

 （5）教材の文書化 

教官の継続的な能力向上を促進のためのトレーニングなどで使用した供与教材の科目ご
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との取りまとめと文書化。 

 

３－７ 教訓 

（1）インドネシア・スラバヤ工科大学（ITS）との連携 

東ティモールでは日常的にインドネシア語が使用され、インドネシア共和国（以下、「イン

ドネシア」と記す）からの距離も近いため、ITSとの連携が、UNTL工学部教官の研究面での

理解を促進した。 

同様に、JICAが支援をする域内の大学間で互いに協力関係を築くことによって、プロジェ

クトのみでは行き届かないフォローが行われることが期待される。 

 

 （2）プロジェクトカウンターパート（Counter Part：C/P）の参加促進 

本件の実施において制約要因であった、工学部教官の留学や副業による学内不在について

は、現地の実情を十分理解したうえで、大学全体での計画的な教官の留学措置、政府による

教職員の待遇改善と、留学や副業等でプロジェクトのトレーニング活動に参加できなかった

教官が別途自主学習で知識・技術を補うことができるような教材を残すことが有用だと思わ

れる。 

 

 （3）プロジェクト協力期間の設定について 

上述のとおり、教官の能力強化のためには、まず工学部教官の留学が不可避であり、その

間にプロジェクトの活動に参加することのできるC/Pが限定された一方で、彼らが留学から

帰国した際には教育・研究活動を牽引していくことが期待される。また、大学教官の給与水

準に関しても制度上の改善が検討されていることを本調査期間中に確認でき、今後プロジェ

クトを取り巻く環境が改善されれば、本プロジェクトによる成果の発現が期待できる。こう

した事情を勘案すれば、プロジェクトの実施期間中において、当国の政策・制度の進捗も勘

案しながら、成果の達成に必要な協力期間を適宜見直していくことも重要であると思われ

る。 

 




