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中間レビュー結果要約表 
１. 案件の概要 

国 名：イラン・イスラム共和国 案件名：職業訓練管理強化 

分 野：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）：1 億 9,419 万 5,000 円 

先方関係機関： 
 技術職業訓練庁（TVTO） 

日本側協力機関： 
 厚生労働省、独立行政法人雇用・能力開発機構 

 
 
協力期間 

（R/D）：2007.7.1～2010.12.31 
（延長）： 
（F/U）： 
（E/N）： 

他の関連協力：  

１－１ 協力の背景と概要  

イラン・イスラム共和国（以下、イラン）では約 10％にのぼる若年層失業率が社会問題とな

っており、この問題に対処するため第 4 次国家開発計画（2005 年～2009 年）において、安定

した経済構築のための人材育成が重要課題とされ、雇用機会の創出、職業訓練メカニズムの改

革等に向けた取り組みが行われている。 
イランの職業訓練は、労働社会問題省（Ministry of Labor and Social Affairs：MOLSA）傘下の

技術職業訓練庁（Technical and Vocational Training Organization：TVTO）を中心に実施されてい

る。TVTO は全国 588 カ所の技術職業訓練センター（Technical and Vocational Training Center：
TVTC）を有し、年間約 180 万人に対する職業訓練を実施する政府機関であり、同国の職業訓

練における重要な役割を担っている。しかし、訓練基準や訓練コースと労働市場・雇用ニーズ

とのミスマッチ、訓練評価・訓練コース改善プロセスの非効率性等の課題を抱えている。本状

況を踏まえ、TVTO の訓練マネジメント能力強化を目的としたプロジェクトが日本政府に要請

された。 
本要請を踏まえ、JICA は 2007 年 7 月から 2010 年 12 月までの 3 年 6 カ月の予定で、職業訓

練管理強化プロジェクトを実施している。本プロジェクトは TVTO をカウンターパート機関と

し、これまで、立ち上げ専門家派遣や計 8 名の本邦カウンターパート研修を実施した。2008 年

11 月からは、6 名の専門家チーム（総括、副総括/職業訓練管理 1、職業訓練管理 2、訓練ニー

ズ評価・分析、訓練モニタリング・評価、訓練基準・カリキュラム）が派遣され、訓練ニーズ

の把握・分析、訓練基準・カリキュラムの見直し、パイロット訓練の実施、訓練コースのモニ

タリング・評価、訓練改善計画の策定といった、一連の訓練マネジメントの改善の取り組みが

行われている。 
 

１－２ 協力内容 

（1）上位目標 
イランの失業、特に若年層と女性の失業が改善する。 

 
（2）プロジェクト目標 

TVTO の訓練マネジメント能力が改善する。 
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（3）成 果 
1．TVTO が労働市場の訓練ニーズを効果的に把握する。 
2．TVTO が産業界の訓練ニーズアセスメント調査に基づき訓練コースカリキュラムを開

発・レビュー・更新する。 
3．TVTO が訓練モニタリング・評価システムを改善する。 
4．TVTO がパイロット訓練コースのレビューを基に、訓練マネジメント改善計画を作成す

る。 
 
（4）投入（2009 年 12 月時点） 

日本側： 
プロジェクト資金総額：1 億 9,419 万 5,000 円  
プロジェクト専門家派遣：チーフアドバイザー1 名、（業務実施）総括 1 名、副総括/職

業訓練管理（1）1 名、職業訓練管理（2）1 名、訓練ニーズ

評価・分析 1 名、訓練モニタリング・評価 1 名、訓練基準・

カリキュラム/CBT アドバイザー1 名、訓練基準・カリキュラ

ム/自動車整備 1 名 
機材供与：パソコン、プリンター等 
 

相手国側： 
プロジェクト人員配置：TVTO 局長、カリキュラム開発センター（CDC）総裁、TVTC

指導員ら 9 名 
施設・機材提供：TVTO 及び TVTC 内にプロジェクト事務室、パイロット訓練コース用

資機材 
 

２．評価調査団の概要 

団  長 ：小西 伸幸 JICA 人間開発部 高等・技術教育課 課長 

職業訓練 ：古田 光則 雇用・能力開発機構 企画部 企画課 課長補佐 

協力企画 ：白水 健一 JICA 人間開発部 高等・技術教育課 

調 査 者 

評価分析 ：三谷 絹子 アイ・シー・ネット株式会社 コンサルタント 

調査期間 2009 年 12 月 6 日～2009 年 12 月 16 日 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 

（1）プロジェクトの成果 
（成果 1）「TVTO が労働市場の訓練ニーズを効果的に把握する」 

本邦研修、企業への聞き取り調査等を通じて、TVTO は自動車整備分野における現状

を把握し、訓練ニーズへの理解を深めていることが確認された。また、プロジェクトを

通じて、産業界のニーズを的確に把握するために産業別訓練諮問準備委員会（Industrial
Reference Group：IRG）が立ち上げられ、IRG の役割・活動計画の確認等が行われてい

る。現在、第 2 回パイロット訓練コースの実施に向け、訓練で扱うパイロット分野の能
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力項目（以下、コンピテンシー）に関する議論も行われている。 
 

（成果 2）「TVTO が産業界の訓練ニーズアセスメント調査に基づき訓練コースカリキュラ

ムを開発・レビュー・更新する」 
「自動車整備における電気系修理分野」を訓練の対象とすることが決定されたのち、

産業界へのインタビューも踏まえ、パイロット訓練コースで扱うコンピテンシーの選出

が行われた。第 1 回パイロット訓練コースの教材、資機材や参考資料の準備、パイロッ

ト訓練コース実施に向けた指導員研修が実施され、12 名の訓練生に対する訓練が実施さ

れた。現在、第 2 回パイロットコースの実施に向け、第 1 回パイロットコースの教訓を

踏まえた準備が開始されている。 
 

（成果 3）「TVTO が訓練モニタリング・評価システムを改善する」 
モニタリング・評価担当の専門家が中心となり、パイロット訓練コースを対象とした

モニタリング・評価システムが作成され、第 1 回パイロット訓練コースのモニタリング

と評価が実施されている。今後、訓練校の現場レベルのみならず、職業訓練全体を管轄

する TVTO のカウンターパートも含め、今後のモニタリング・評価方法のあり方につい

て検討を進めることが必要である。 
 

（成果 4）「TVTO がパイロット訓練コースのレビューを基に、訓練マネジメントの改善計

画を作成する」 
第 2 回パイロット訓練コース終了後に、2 回のパイロット訓練コースから得られた教

訓を踏まえ、TVTO 用訓練マネジメントの改善計画を作成予定であることが確認され

た。TVTO 側もカリキュラム開発センター（Curriculum Development Center：CDC）を中

心に独自で 3 つの分野を対象に需要主導型訓練（Competency Based Training：CBT）アプ

ローチの導入検討を進めていることが確認された。一方、TVTO で実施中の CBT アプロ

ーチ導入に関する情報共有や CDC の専門家と連携した活動はまだ開始されたばかりで

あり、訓練マネジメント改善計画策定にあたっては、JICA 専門家と TVTO にて CBT ア

プローチの導入に関するより一層の議論が求められる。 
 
（2）プロジェクト目標（TVTO の訓練マネジメント能力が改善する） 

プロジェクト目標の達成を担保するための 4 つの成果のうち、成果 1 から 3 が順調に達

成されつつあることが確認された。よって、プロジェクト目標が達成される可能性が高い

ことが予測される。 
 

（3）上位目標（イランの失業、特に若年層及び女性の失業が改善する） 
現時点でプロジェクトにより女性の失業等が改善することに直接つながることは想定し

づらい。プロジェクトの延長線上の取り組みのみでの上位目標達成は、現実に即さず困難

と想定されることから、本調査にて「失業問題、特に若年層と女性の失業が改善する」か

ら「職業訓練により輩出される人材の質が向上する」に上位目標の改訂を行うこととし
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た。 
 

３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性 
イラン第 4 次 5 カ年国家開発計画の第 55 条において、国家認定職業資格の改善によっ

て安定した雇用を創出することが提言されており、イラン側によると、現在策定中の第 5
次 5 カ年国家開発計画においても同様の内容が検討中である。 

わが国のイランへの協力方針においても、国内産業の育成や雇用の創出及びそれを支え

る職業訓練への協力は援助重点分野のひとつとされている。イラン政府も、前述の第 4 次

5 カ年国家開発計画とその関連政策において、若年層を対象とした雇用機会の創出や失業

率の低減などに寄与する職業訓練プログラムの構築を掲げている。TVTO を管轄する

MOLSA は職業訓練分野を重要分野と位置づけ、TVTO の職業訓練能力の強化と産業界の

ニーズを踏まえた訓練コースの立案・実施の推進を求めている。よって、本プロジェクト

の妥当性は高いと判断される。 
 

（2）有効性  
第 1 回パイロット訓練コースにあたり、現場レベルの指導員を主な技術移転の対象に位

置づけ、パイロット訓練コースの計画・実施・モニタリングが円滑に行われたことが確認

された。 
カウンターパート（特に指導員）とともにパイロット訓練コースの計画・実施・モニタ

リングなどの一連の訓練管理のプロセスを実施していることは、TVTO の訓練コース運

営・管理能力を強化するための手段として有効であり、今後、パイロット訓練コースの実

施及び教訓を踏まえた訓練マネジメント改善計画の作成を通じ、TVTO の訓練マネジメン

ト能力が向上することが期待される。 
プロジェクト目標の達成見込みが高いことと、プロジェクトの成果・活動が順調に遂行

されている現状から、本プロジェクトの有効性は比較的高いと予測される。 
 

（3）効率性 
プロジェクト当初の投入計画に対し、イラン側と日本側双方が計画どおりに投入を行っ

た点から、本プロジェクトの効率性が比較的高いと判断される。投入例として、①イラン

側によるプロジェクト用の執務室の提供、②第 1 回パイロットコースの実施と必要な資機

材の調達、③イラン側における CBT アプローチの導入が挙げられる。 
プロジェクトカウンターパートの配置について、TVTO 側の意向により頻繁な交替が生

じたことから、プロジェクト実施方法に係る打合せなどを繰り返し実施するなど、一部プ

ロジェクトの進捗に影響を与えている。 
本プロジェクトの効率性をより一層高めるために、今後 JICA プロジェクトチームと

CDC で CBT アプローチを担当する職員との連携が促進されることが求められる。 
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（4）インパクト 
プロジェクト上位目標の変更とカウンターパートの交替等が生じたことを考慮すると、

現時点で本プロジェクトのインパクトを評価することは時期尚早ではあるが、TVTO と民

間企業間の連携が IRG を通じて促進されていること、TVTO 独自でも CBT アプローチ検

討を進めていること等が上位目標達成に寄与するものと考えられる。 
 

（5）自立発展性 
1）組織・制度面 

イラン政府は引き続き産業界のニーズを踏まえた職業訓練を提供していく計画であ

り、今後も TVTO が職業訓練分野において重要な役割を担うことが見込まれる。  
産業界のニーズを踏まえた訓練実施のため、IRG を通じた自動車産業関連企業やその他

関係機関・関係者との連携体制などが構築されつつあり、IRG の運営や CBT アプローチ

導入の役割が引き続き担保されることで、プロジェクトの取り組みが継続的に実施され

ることが見込まれる。 
 

2）財政面 
本プロジェクトの実施にあたり、イラン側が負担する運営経費に問題はない。TVTO に

よると、今後も本プロジェクトの成果を継続させるための運営予算が確保される見込み

とのことである。 
 
3）技術面 

現在 TVTO は、イラン職業訓練分野における CBT アプローチの導入について、メカト

ロニクスや電気・電子等の 3 分野をその対象として検討を進め、妥当性や有効性の確認

を行っている。 
また、プロジェクトのパイロット訓練コース等を通じて、イラン側カウンターパート

の実践的な技能獲得も進んでおり、CBT アプローチ適用に係る知識やノウハウを備える

ことが期待される。 
今後、CBT アプローチ導入及び TVTO の訓練マネジメント能力改善を継続的に行うた

めに、TVTO で CBT アプローチ導入を担当する管理レベルの職員のより一層の関与が求

められる。 
 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

プロジェクト目標及び成果達成に貢献している要因として、IRG の組織と運営を通じて産業

界との連携を図る仕組みが整えられていること、イラン側がプロジェクト運営予算を適切に確

保・支出していること、現地要員として元 TVTO 管理職であった人材を登用し JICA 専門家と

イラン側（特に TVTO）のコミュニケーションの円滑化を行っていることが挙げられる。 
 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

プロジェクトのカウンターパートが大幅に交替したことから、プロジェクト実施方法等に関
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する協議を繰り返し実施するなど、プロジェクトの効率的な実施に影響を及ぼしている。今後

の TVTO の管理レベルのカウンターパートのかかわり度合いにより、特に成果 4 の訓練マネジ

メント改善計画の策定状況が左右される懸念がある。 
 

３－５ 結 論 

本プロジェクトは、カウンターパートの交替があったにもかかわらず、第 1 回パイロット訓

練コースを円滑に実施することに成功している。TVTO の職業訓練マネジメントを向上させる

手段としての CBT アプローチ導入は、イラン側のプロジェクト関係者に評価されているととも

に、TVTO 内でこのプロジェクトと並行して進行している CBT 導入の試みに効果的に貢献して

いることが確認された。 
プロジェクトで作成予定の TVTO の訓練マネジメント改善計画をより妥当なものとし、自立

発展的に訓練マネジメント改善の取り組みが継続されるためには、TVTO の管理職レベルのカ

ウンターパートのより一層の参画に向けた働きかけが求められる。 
 

３－６ 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）イラン職業訓練制度の分析及び CBT アプローチ導入方針の策定 
TVTO が今後 CBT アプローチを導入していくにあたり、既存の職業訓練制度を踏まえ、

CBT アプローチの導入方針を策定する必要がある。TVTO においても CBT アプローチ導入

の取り組みが開始されていることも踏まえ、TVTO 内で CBT アプローチ推進のためのワー

キンググループを立ち上げ、JICA 専門家の支援を受けつつ今後の方針を検討することが望

まれる。 
 

（2）CBT アプローチ実施体制の確立 
TVTO が今後 CBT アプローチを推進するにあたり、IRG に係る取り組みに見られるよう

な、産業界のニーズ把握のための仕組みを構築するとともに、指導員がコース運営に必要

な知識・技能を獲得・向上できる仕組みの確立、訓練教材・機材等の確保について検討す

る必要がある。 
 

（3）カウンターパートの適切な配置 
TVTO が今後 CBT アプローチを導入するにあたっては、訓練現場の TVTC 指導員のみな

らず、職業訓練制度全体を統括する TVTO のコミットメントとオーナーシップが極めて重

要である。第 2 回パイロットコースの実施に向けて、指導員の追加配置のみならず、

TVTO（特に CDC の専門家）からのカウンターパートの適切な配置が必要と考えられる。

 
３－７ 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）関係機関の関与の促進 
CBT アプローチは、資格認証機関の設置、コンピテンシーの設定、評価制度など、体系

的かつ細分化された制度・訓練体系により成立しているものであるため、CBT アプローチ
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の導入にあたっては、関係機関、特に管理職レベルのカウンターパートの適切かつ長期的

な配置を働きかける必要がある。 
 

（2）現地傭人（業務支援アドバイザー）の配置 
本プロジェクトでは、イラン側との円滑なコミュニケーションを目的に、元 TVTO 管理

職であった人物を業務支援アドバイザーとして雇用している。業務支援アドバイザーは、

カウンターパートの急な異動の背景などプロジェクトで把握しにくい情報の収集や、カウ

ンターパート機関内での専門家と関係者の調整などの後方支援を行い、プロジェクトの円

滑な推進に貢献している。 
 

（3）技術通訳の配置 
イラン側より、プロジェクトで配置した技術通訳（英語/ペルシャ語）の職業訓練、自動

車整備や CBT アプローチに係る通訳・翻訳能力に関して向上を求める意見があった（ただ

し、技術通訳 2 名は、当初の配置計画上、基礎的な通訳・翻訳業務を遂行する要員であ

り、職業訓練や CBT アプローチに関する専門性は持ち合わせていない）。英語での業務が

困難な国においては通訳の適切な配置が必要であるが、その際には、カウンターパート側

との通訳・翻訳に係る役割分担を明確にするとともに、通訳・翻訳者の配置が必要な場合

は、可能な限り技術用語を理解する者の配置が望ましい。 
 

 




