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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： 約 222 百万円 

協力相手先機関： 国民教育省(MoNE) 

協力期間： 

(R/D)： 2007 年 5 月 7 日 日本側協力機関： 文部科学省 

2007 年 8 月～2010 年 9 月 
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（以下、トルコ）では、1990 年以降の製造業の急速な拡大に伴い、製造業技術者、特
に中堅技術者の質的、量的ニーズを満たすことが急務とされ、第 7 次 5 カ年計画（1996 年～2000 年）
では、こうした成長を支える人材育成が開発計画の最重要項目のひとつに挙げられてきた。この政策を
受け、トルコは教育システムの向上に係る取り組みを進めてきたが、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が民間企業のニーズを十分に満たしておら
ず、当該分野に係る人材育成を強化する必要性が指摘されていた。 
 こうした中、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、我が国の支援により
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
高校イズミール校及び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、
内各地のアナトリア職業高校 20校（以下、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、国内における IAT技術教育の普及に取り組んできた。 
上述プロジェクトが終了を迎える頃、トルコは第 9次開発計画（2007年～2013年）においても「人的資

源の開発」を主要目標の一つに掲げ、引き続き当該分野への取り組みを重視していた。このような背景
の下、トルコ政府から我が国に対し、TTC における教員研修の実施体制整備を目的とする「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月から 2010年 9月ま
で、約 3年間の計画で同プロジェクトが開始された。 

 
1-2 協力内容 

（１）スーパーゴール：自動制御技術の技能者が育成され、トルコ産業セクターの人材需要が相当程度
充足される。 
（２）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。 
（３）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。 
（４）成果： ①TTCの教員研修計画策定能力が強化される。 

②TTCの教員研修コース実施能力が強化される。 
③TTCの教員研修評価に係る能力が強化される。 
④TTCの長期運営計画策定機能が強化される。 

（５）投入（評価時点） 

日本側：   専門家派遣 21 名    供与機材 6,904 千円 

          研修員受入 25 名    ローカルコスト負担 22,235 千円 

相手国側： カウンターパート配置 15 名      

          機材購入 999,900 トルコリラ（58,554 千円） 

その他 TTC 施設及び日本人専門家執務室（TTC 内）提供 

同施設の光熱費・水道代・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ費    

ローカルコスト負担 普及校からの研修参加者への日当・宿泊費 

2．評価調査団員の概要 

 
団長/総括 小西 伸幸 

JICA 人間開発部高等教育・社会保障グループ高等・
技術教育課長 

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 小島早永 
JICA 人間開発部高等教育・社会保障グループ高等・
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ージメント（株）コンサルタント 
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調査期間 2010 年 2 月 23 日～2010 年 3 月 14 日 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】TTC の教員研修プログラムの計画策定能力が強化される。 

成果 1 はほぼ達成した。 

プロジェクトチームは、教員研修カリキュラム開発の準備として、1) ベースライン調査での
TTC 及び産業界のニーズアセスメント、2) 研修コースの目的の明確化、3) 既存の教員研修コー
スの評価とそれによって抽出された課題の精査、を行った。 

カリキュラム開発及び改訂の枠組みは、プロジェクト作成の「教員研修マニュアル」にも記載
されているが、簡単な紹介に留まっている。よって、カリキュラム開発・改訂に係る暗黙知を文
書に落とし、マニュアルを精緻化することが必要である。また、カリキュラムの改訂とそれに合
わせた研修計画の変更の必要性及び方法についてもより詳細に記述される必要がある。加えて、
プロジェクト期間中に行われたカリキュラム改訂の理由と改訂のプロセス、並びにカリキュラム
改訂に合わせて行われた研修計画の修正についても、今後のため、文書に残しておく必要がある。 

プロジェクトチームは、国民教育省の定める IAT 学科カリキュラムの枠組みと常に照合しな
がら、教員研修カリキュラムの再構成を行い、25 科目、6 グループから構成されるカリキュラム
を開発した。カリキュラムは受講者の専門科目毎に各科目の受講時間が設定されている。 

【成果 2】TTC の教員研修コース実施能力が強化される。 

成果 2 はある程度達成した。 

シラバスのフォーマットが明確化され、2009 年 8 月までに全科目のシラバスが作成された。
テキストの内容も規定の様式により明確化され、本終了時評価時点で 10、11 年生用は全て作成
が完了、12 年生用は全ページ数中 87%（9 冊中 4 冊）、サマーコース用は 64%（3 冊中 2 冊）が
完成しており、プロジェクト終了までに完成見込みである。  

2008 年 1 月に TTC 教員は国民教育省が実施したトレーニングを受講し、正式に TTC 教員と
して承認されている。2009 年後半に実施された研修コース参加者へのアンケート結果によると、
90%以上が「TTC 教員の知識や教授法・技術が適当である」と判断した。一方、本終了時評価の
アンケートによると、63%が TTC 教員の質に関し肯定的、37%がネガティブな評価をしており、
インタビューにおける聞き取りでも、評価が割れていたことが確認された。回答者の中には、プ
ロジェクト前半は TTC 教員の業務負荷が重かっため、研修の質向上に労力が割けなかったと分
析する者も多くいた。これらから判断し、TTC 教員の知識、技能はある程度のレベルに達して
はいるが、改善の余地もまだ残されていると言える。 

全ての研修コース、すなわち 10、11 年生用の基礎レベル 1 と 2、12 年生用上級レベル 1 と 2

及びサマーコースは全て 2009 年末までに一回以上実施された。 

本終了時評価団のアンケートによると、59%が研修の後方支援業務（宿泊施設の手配、研修案
内の送付など）に関しネガティブな評価をしている。この理由として、第一回目の研修が長かっ
たこと、研修参加者を選定する基準やプロセスが明確化されていないこと、などの理由が挙げら
れた。しかし、研修に係るこれらの後方支援業務は研修開始当初と比べ改善されてきているとも
認識されている。また、研修の目的を十分理解しないまま研修に参加している教員が多いことも
確認されたため、情報の事前提供と周知の徹底が望まれる。 

【成果 3】TTC の教員研修評価能力が強化される。 

 成果 3 はある程度達成した。 

評価並びにモニタリング用のフォーマットが作成され、評価が 11 回、普及校でのモニタリン
グが計 28 回行われた。一方 TTC 教員のモニタリング・評価能力はさらに強化される必要があり、
モニタリング・評価及び結果のフィードバックシステムを構築する必要性があることが確認され
た。 

本指標達成を目指し、本終了時評価団は研修コースの評価及びインターン評価用のアンケート
様式を改良する必要があると指摘した。同時に、集計されたデータは綿密に分析された後、TTC

内で共有、検討され、次の研修コースの改善のために有効に活用されることが望ましい。特に普
及校のモニタリングに関しては授業観察用のチェックシートを作成し、授業観察を行って結果を
各普及校にフィードバックすることが期待される。また、モニタリングの際には、ポイントを絞
った聞き取りを行い、その解決方法について各校教員と十分に議論をし、解決案を提案すること



 3 

が望ましい。モニタリング後も引き続き経過を観察し、各校に対し適切なサポートやアドバイス
が継続して与えることも重要である。また、これら各校でのモニタリング結果をさらに今後の
TTC 研修に活かしていくことが期待される。 

【成果 4】TTC の長期運営計画策定能力が強化される。 

成果 4 はほぼ達成された。 

国民教育省、TTC スタッフ、JICA プロジェクトチーム、JICA トルコ事務所から成るタスクフ
ォースが 2009 年 5 月に立ち上がり、2009 年 5 月から 8 月にかけて 4 度の会議が開催され、TTC

と教員研修システムの将来の方向性について議論がなされた。その議論内容と TTC の現状を踏
まえ、長期運営計画のドラフトが 2009 年 9 月に TTC と JICA プロジェクトチームによって作成
された。長期運営計画には TTC のミッション、方針、目的、活動が盛り込まれている。 

計画の内容は 2010 年 1 月の本邦研修の際にさらに議論され、トルコ側と日本側で合意に達し
た。長期運営計画は既に最終化され、国民教育省により承認された。 

 

(2) プロジェクト目標の達成見込み 

【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。 

プロジェクト目標は相当程度達成したと判断された。 

私的な事情によりコースを中途終了せざるを得なかった 1 名を除き、現時点で延べ 727 名が研
修を終了し、終了証を授与されている。 

2009 年後半に実施された研修コース参加者へのアンケートによると、平均 78%が「TTC 研修は
現場での生徒への授業において役立つ」と回答している。達成目標の 90%より低いものの、終
了時評価時点で指標の 8 割は達成できている。研修参加終了後数カ月経過時点での研修参加者へ
のアンケートによると、96%以上が研修は「現場の授業において役に立った」と評価している。
本終了時評価チームのアンケートでは、77%が「TTC 研修で学んだことを現場の授業で使ってい
る」、と回答し、いずれのデータでも目標値の 65%は達成している。また、プロジェクトチーム
のアンケートによると、IAT 学科長の 100%が研修を受けた教員の知識や技能が向上したと評価
している。 

教員研修コースの運営・管理手順に関してはプロジェクトチーム作成の「教員研修マニュアル」
で明確化されている。同マニュアルはプロジェクト終了までに更なる精緻化を図り、最終化され
ることが望まれる研修コースの実施は、機材不足やテキスト作成の遅延のため 12 年生用コース
の実施が遅れたことを除いては、ほぼ計画通り実施された。 

 プロジェクト目標は相当程度達成されたと判断されるが、プロジェクト終了までに一層の研修
の質向上を目指すことが期待される。 

 
(3) 上位目標達成の見込み 
【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。 

上位目標は達成の見込みが確認された。 
イズミール校が収集したインターン受け入れ企業によるインターン生に対する評価では、100%

の企業が「とても良い」または「良い」と評価した。普及校のインターン生も概ね良い評価を得
ており、5 校からの報告によると、90%以上の企業がインターン生を「良い」以上に評価してい
る。今次調査団が実施したインターン受け入れ企業へのインタビューにおいても、「他のインタ
ーン生と比べて学習が早い」等、肯定的な評価が聞かれた。 

普及校教員の大多数は上位目標の達成を肯定的に考えている。回答者によって挙げられた潜在
的な上位目標達成への阻害要因としては、1) 機材や作業場が十分に整備されていない、2) 優秀
な生徒を確保することが困難、3) IAT 学科教員が十分に確保できない、4) 地域に産業が少ない
（一部の普及校からの回答）、などである。MoNE、TTC 及び普及校がプロジェクト終了後も協調
してこれらの課題を解決し、普及校での自動制御に関する職業・教育訓練が有効に実践されるた
めの努力を継続していくことが必要である。 
 
(3) スーパーゴール達成の見込み 
【スーパーゴール】自動制御学科に関する技術者が養成され、トルコ産業界の当該技術者に対す 
るニーズが継続的に満たされる。 

スーパーゴールの達成度を図るのは現時点では時期尚早である。今次調査時に MoNE と行った
協議の結果、スーパーゴールの達成時期として、暫定的に 2030 年をターゲットとすることで合
意した。外部条件の一つであるトルコ産業界の発展に関しては、多くのトルコ内製造業が世界不
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況の影響を受けており、従業員や生産量の削減をしたことが確認されているが、自動制御技術を
持つ質の高い人材に対するニーズは変わらず高いため、普及校は継続して質の高い教育を供与し
続けることが重要である。二点目の外部要因である IAT 教員の確保に関しては、TTC における
研修を受けた教員のうち約 6 割強が正式に IAT 教員になることを希望し、MoNE から正式に承
認された。現時点では、まだ十分な数の教員が確保されているとは言えないが、中・長期的には
大学のメカトロニクス学科卒業生が IAT 学科教員になることが見込まれることから、教員不足
の問題は次第に解決されていくと考えられる。スーパーゴール達成のモニタリングのため、普及
校は卒業生の就職、また大学に進学した場合はその後の進路まで追跡するシステムを確立するこ
とも重要である。 

 

3-2  評価 5 項目の評価結果 

(1) 妥当性 
トルコ及び日本の政策との整合性 

トルコ政府の第 9次開発計画（2007年～2013年）によると、「ト」国は「人的資源の開発」を
優先課題の一つに掲げており、「教育システムの向上」を同ゴール達成のための戦略の一つとし
ている。この中で、「科学技術に関する知識を備えた人材開発」と、「効果的な教員研修の実施」
の重要性が強調されている。加えて、同開発計画中の優先課題の一つである「雇用の拡大」にお
いても、産業界のニーズを満たすことのできる、科学技術の知識や技能を持った人材育成の必要
性について触れられている。このことから、TTCの教員研修体制整備によって工業・職業高校の
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に貢献する本プロ
ジェクトと同国政府の政策との整合性は高いと言える。 

また本プロジェクトは日本の対トルコ援助政策とも合致している。2008 年のトルコ政府との
経済協力政策会議において、本プロジェクトが該当する「人材育成」を含む既存の 5つの重点分
野1を引き続き支援対象分野とすることが確認されている。2006 年に策定された JICA の対トル
コ援助方針も同重点分野に沿って策定されており、「人材育成」を優先課題の一つと位置付けて
いる。 
TTCと産業界のニーズ 
 トルコ産業界では、上述のとおり自動制御技術を有する人材の需要が増加している一方、同国
において自動制御はまだ新しい教育分野であるため、当該分野の効果的な教員研修システムの確
立を通じ、学生輩出に繋げるシステム作りに対する産業界からのニーズは大変高い。これらのこ
とから、本プロジェクトは TTC及び産業界のニーズに合致している。 
プロジェクト計画 

TTC は本プロジェクト開始直前にイズミール校の付属施設として設立された新しい機関であ
ったが、それ故、その運営・管理上の課題、TTC教員の位置づけ、さらに全国の IAT学科教員の
承認制度などがトルコ内で十分に整理されないままプロジェクトが開始された。また、プロジェ
クト開始前から、予算が TTC に個別に配賦されない2、TTC 教員をめぐる人事制度が不明確3など
制度上困難な課題が解決されないままプロジェクトが開始したため、TTC教員の業務負荷がプロ
ジェクト前半の活動の進捗と質に影響を与えた。 

なお、TTC における IAT 学科教員養成訓練の制度化4が曖昧なままプロジェクトが開始されて
いる。プロジェクト途中で、教育評議会が「IAT学科教員の承認の対象は大学のメカトロニクス
学科卒業生に限る」と規定する、TTC 研修を通じた教員養成と整合性を持たない方針を明示した
が、これにより、トルコ内で TTCに対する見解の違い、TTCにおける教員研修の位置づけや制度
化について十分に議論・認識されていなかったことが判明した。結果的に、この問題は産業技術
教育・職業訓練総局の尽力により、本プロジェクトを通じて TTC研修を受講した教員は IAT学科
教員となることを選択できるとよう解決された。プロジェクト途中で発生した混乱であったた

                                            
1 その他４つの分野は、「環境」、「格差是正」、「南南協力」、「防災」である。 
2 イズミール校分の予算に若干の上乗せが考慮され配分されている。  
3 TTC はイズミール校の付属施設として設立された経緯から、TTC 教員はイズミール校教員を兼務してお

り、業務量が単純計算で 2 倍近くになることがあった。これを改善するため、イズミール校校長の判断に

より、イズミール校所属の教員を 2 分し、半数を主にイズミール校での業務を専門とし、残り半数を TTC

の業務を専門とすることで改善を試みた。 
4 TTC による IAT 研修を受講すれば、元々、電気、電子、機械、コンピューターの専門であっても（メカ

トロニクス学科を卒業していなくても）、正式に IAT 教員として承認される、ということが MoNE 内で制

度化されていなかった。 
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め、プロジェクト開始前に対処を図ることは困難ではあるが、このような事態の可能性について、
プロジェクト開始前にトルコ内部で十分協議されていれば、よりプロジェクト活動を円滑に実施
することができた。 

さらに、IAT学科教員の認証システムの確立前に同学科教員向け研修を開始することへの妥当
性も慎重に検討する必要があった。現在、TTCにおいて IAT学科の研修を受けた計 218名の普及
校教員のうち、最終的に同学科教員となることを希望したのは約 60%の 136名に留まることが確
認されている。これは、IAT 学科を有する学校が全国に限られるために、異動先が限定されるこ
とを嫌っての結果とも分析できるが、教員の認証システムが確定した後、実際に同学科への異動
を予定している教員に対象を限定して研修を行う方がより効率的かつ効果的であったと考えら
れる。 

 

(2) 有効性 
 「３－１（2）プロジェクト目標の達成見込み｣で既に説明したとおり、プロジェクト目標は相
当程度達成されていることから、プロジェクトアプローチの有効性が確認されたと言える。今後、
プロジェクト目標の達成度の更なる向上を目指し、成果２と３の達成度をさらに高めていくこと
が重要である。そのためには、TTCカウンターパートと共に既存のモニタリング・評価結果を再
分析して研修コースの課題を抽出し、研修コース改善のための方策を検討した上で、具体的な改
善計画を作成・実行することが有用であると考えられる。 
 各成果のプロジェクト目標達成への貢献度に関しては、成果２の研修実施に係る成果が他の成
果よりも大きな割合を占めている。換言すれば、研修の実施に直接関連する成果１から３を「サ
イクル」と考えた相乗効果の産出による効果発現はまだ弱い。例えば、本調査では、教員研修参
加者の 66%が同コースは「各自のニーズをある程度満たしていた」と回答している5。この数値
から、参加者の満足度はかなりの割合で適えられたと評価できる一方で、その満足度合いが「十
分」ではなく｢ある程度｣と比較的低く留まった理由として、(1) TTC の機材と自校の機材が異な
るため、研修で学んだことを授業で活用することが難しい場合がある、(2) TTC の機材数及び実
習の時間数が十分でなかった、(3) 自分の専門以外を浅く広く学ぶのではなく、自分の専門分野
の最先端技術を学ぶなど知識を深めたいなどの点が挙げられた。TTC では、基礎知識や理論を身
につけていれば、たとえ機材の型が異なっても使いこなすことができるよう、自動制御技術の実
習技能の根幹となる基礎知識や技術を教授することを目的として研修を計画・運営しているが、
この方針が研修参加者には十分に浸透していないと分析できる。研修参加者の期待と TTC が提供
するコースの意図の若干のずれがプロジェクトで実施中のモニタリング・評価活動ではうまく把
握できておらず、また、一部プロジェクトチームにより認識されていても解決のための根本的な
策が考えられ、次の研修に活かすことが十分には行われていない。これは、プロジェクトが目指
す「Plan→ Do→ See→ Action」のサイクルが十分に機能するには、改善の余地があることを示
している。 
 研修の質（研修コースの内容、TTC教員の質、配布物や教材の質、及び手続き業務）に関し、
本調査で過去の研修参加者にアンケートを行った結果、それぞれに関して肯定的に評価した回答
者の割合は、TTC教員の質については 63%6、研修コースの内容では 55%7、配布物や教材の質では 
48%8、手続き業務については 41%であった9。研修コースの内容、配布物や教材、後方支援業務
に関する比較的低い評価は、TTC 教員がプロジェクト期間前半において多忙を極めていたため、
研修の改善に十分な時間と労力を割けなかったことも理由の一因であると考えられる。また、い
くつかの項目に関しては比較的低い評価がなされているが、回答者の多くはこれらの項目に関
し、プロジェクト開始当初よりは改善されてきていると認識しており、上述の「See→Action」
のサイクルへの取り組みが一部で評価されていることの証しである。 

モニタリング・評価の結果を計画と実施に活かしていくことでプロジェクトアプローチの有効
性をさらに高めることができると考えられる。特に、TTC カウンターパートが普及校から十分に
聞き取りを行いその結果を分析、フィードバックすること、参加者に TTC研修の方針や目的を十
分に周知し理解を促進することが望まれる。 

一方で、外部条件の「カウンターパートが TTCに留まる」は現在のところ満たされているもの

                                            
5 N=127 
6 N=132 
7 N=130 
8 N=132 
9 N=130 
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の、将来的には TTC 教員の身分が規定されていないことから、長期的に継続して行くか否かが定
かではない。プロジェクト終了後もプロジェクト効果が持続されるためには、後任の TTC 教員養
成の検討なども含めた方策を講じることが必要である。 
 

(3) 効率性 

 TTC と普及校に対する機材調達のための MoNE からの予算配賦が遅れたことにより、いくつか
の研修コースが当初のスケジュールどおり実施するのが困難となったため、急遽日本側が TTC
向け機材を供与することとなった。 
 前述したとおり、プロジェクト前半は、TTC 教員が付属のイズミール校との兼任だったため、
業務負荷が原因で TTC における研修の質をさらに向上させていくことが困難であった。プロジェ
クト後半では、この教員割り当ての問題はイズミール校校長の尽力の結果整理がなされ、現在で
は TTC教員は研修に十分な労力を割けるようになり、成果 2、3の達成度が改善されつつある。 

IAT 学科の教員数について、プロジェクト開始当初、同学科教員の認証システムが MoNE 内で
明確化されていなかったため、一部の対象教員が IAT 学科への異動を躊躇し、十分な数の IAT
学科教員を確保するのが難しい状況であった。2010 年 3 月 10 日に MoNE 人事局により発行され
た公式通知により、TTCで研修を受けた教員で IAT学科の教員になることを希望した教員全員を
正式に IAT学科教員として承認する措置が取られ、218 名中 137名がこれを希望し全員が正式に
IAT学科教員として承認されたが、未だ必要な数には到達していない。ただし、今後、大学のメ
カトロニクス学科卒業生が IAT学科教員として採用される手続きが開始していくことから、教員
不足の問題は次第に解決されていくと考えられる。 
本プロジェクトの効率性に貢献した要因としては、重い業務負荷に負けない程の士気が高く、優
秀なカウンターパートが配置され、彼らがプロジェクト活動を主体性を持って牽引してきたこと
が挙げられる。さらに前プロジェクト10が産出した成果、つまり、研修を受け十分な能力を身に
つけたカウンターパートや、日本側と TTC 及び MoNEとの良好な関係、トルコ側の高いオーナー
シップ、イズミール校に供与された機材などを有効活用したことが挙げられ、このことによりプ
ロジェクト活動がスムーズに進捗した。 
 

(4) インパクト 

上位目標達成の予兆は確認されており、プロジェクト終了後の達成は可能と考えられる。 
その他の性のインパクトとして産業界との研修実施の契約や、スペインの教員養成施設である

TKNIKA との連携が確立されたことが挙げられる。これらの協力関係は本プロジェクトにより TTC
の人材及び組織的能力が向上したことにより実現された。さらに TTC は国際協力庁（TIKA）と連
携してアゼルバイジャンの IAT学科教員のための研修も行っており、今後さらに他の周辺国へ支
援を拡大したいとしている。加えて多くの普及校教員が、TTCは研修を受けるだけの場に留まら
ず、他校の教員との交流の場としても機能しており、他校教員と意見や経験を共有し学び合う場
となっていることを高く評価した。さらに普及校間の横のつながりができ、日常的に情報を交換
したり、助け合うようになったこともインパクトの一つとして挙げられる。そして本プロジェク
トで教員研修システムのモデルが構築されたことで、MoNE は IAT 学科以外の分野においても同
様の教員研修システムの導入を検討し始めている旨、産業技術教育・職業訓練総局から発言があ
り、更なるインパクトをもたらすことが期待される。 
 

(5) 自立発展性 

政策面 
トルコ内における技術教育に関する政策的支援は、産業界の需要を満たすことを重視している第
9 次開発計画(2007 年～2013 年)により今後も持続するものと考えられる。一方で、本プロジェ
クトの中間レビュー調査時に指摘されているとおり、TTC の組織的位置づけや役割を制度的に担
保しうるものはこれまで産業技術教育・職業訓練総局長から大臣に発出・承認された文書のみで
あり、それも、TTC はイズミール校の付属施設として産業技術教育・職業訓練総局の管轄下にあ
ること、IAT 分野の教員研修を行う目的に活用されるべきことが簡単に述べられているだけで、
その詳細な責任範囲や業務内容、予算措置、人員配置や職員の身分に関する事項については十分

                                            
10 「自動制御技術教育改善計画プロジェクト」2001 年 4 月開始 2006 年 4 月終了 
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に規定されていない。その結果、TTC に必要な予算や人員はイズミール校に配分された中からイ
ズミール校校長の裁量で配分するという状態が続いている。終了時評価調査の実施前に TTCの長
期運営計画が MoNE 産業技術教育・職業訓練総局によって承認されてはいるが、今後この長期運
営計画及び TTC の位置づけ・制度化に関し MoNE内で広く承認を得、組織的自立発展性をより確
実なものにしていくことが望まれる。そのためには、TTC の活動や成功例を MoNE 内外で広く共
有・周知し、広めていくことが重要である。 
 
財政面 

2010 年 2 月時点では TTC に対する個別の予算の配賦は計画されておらず、イズミール校と共
同の予算であるため、予算の振り分けや個別の管理などに関し、不便が生じている。他方、TTC
はフィリップモリスや SMCと連携して研修を実施する契約を結ぶこととなっており、これらの活
動から今後数年は独自の収入を得ることができると考えられる。 

TTC に供与された機材の修理・維持費用は、現時点では個別に確保されていない。TTC におけ
る質の高い研修を今後も継続していくためには、本プロジェクト期間中に供与された機材の修
理・維持費用を、これらの収入から個別に確保することが望ましい。 
人員面及び技術面 
 TTC 教員の身分、後任者の養成、配置ローテーション等を含む TTC の人事制度は、今現在 MoNE
により明確化されていない。この人事制度が不明確なことにより、将来にわたり継続的に質の良
い TTC教員を確保することが困難になることが憂慮される。本プロジェクト及び前プロジェクト
により集中的に訓練され能力開発された TTC 講師がプロジェクト終了後他校に異動になること
も考えられるため、後任者の養成を含め、引き続き TTC で質のよい研修を提供し続けるための方
策を MoNEと TTCが協力して検討していくことが重要である。 

TTCカウンターパートの能力及びモチベーションは既に十分高いと判断できる。よって、今後、
彼らが産業界や他国の教員養成施設との連携により、自らの知識及び技術レベルを保持あるいは
さらに高めていくことは大いに可能性があると考えられる。 
 

3-3 効果発現に貢献した要因 

(1) 計画・内容に関すること 

 前プロジェクトの成果や経験の活用 

(2) 実施プロセスに関すること 

 MoNE 及び TTC カウンターパートの強いコミットメントとオーナーシップ 

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 

 プロジェクト開始前の TTC の運営・管理上の課題及び TTC の教員の位置づけに関する課題
の整理 

 プロジェクト開始前の IAT 教員の承認制度の整理の欠如 

(2) 実施プロセスに関すること 

 国民教育省による TTC への予算配賦の遅れ 

 普及校用機材調達の遅れ 

 

3-5 結論 

 今次調査の結果から、本プロジェクト活動は途中、トルコ側の予算配賦の遅れが原因で一部作
業が遅れることがあったが、その後の挽回によって、当初の協力期間内にプロジェクト目標を達
成する見込みが確認された。プロジェクトに対するトルコ側のオーナーシップは大変高く、プロ
ジェクト途中で確認された様々な課題についても、一つずつ解決にあたった姿勢はプロジェクト
が円滑に実施している最大要因の一つとして評価に値する。こうしたトルコ側のオーナーシップ
を受けて、残りの協力期間も順調に活動が進んでいく見込みが確認されたために、今次調査では
プロジェクト活動を延長する必要はないと判断する。 

他方、上位目標やスーパーゴールをそれぞれの予定時期までに達成するためには、現在予定され
ている活動に加えて新たな活動をプロジェクト期間中に実施・開始しておくことが望ましく、こ
の点については次章で詳しく述べたい。 
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3-6 提言 

＜プロジェクト期間中に係るもの＞ 
（１）普及校の研修参加教員に対する理解促進及び、研修結果のモニタリング・フィードバック体制の強
化： 
今次調査では、普及校からの研修参加者が、TTC における教員研修で得た知識の内容には満足し

つつも、一方で、より最新技術について学びたいなど自身のニーズとの相違を指摘する意見が一部見
受けられた。ただし、教員研修の目的は、あくまでも各普及校における授業をより効果的に実施するた
めに、基礎技術の習得や教授法等を重視すべき性質のものである。TTC 教員はこのことをよく承知しこ
れまでも関係者への説明を試みてきたが、今次調査の範囲では、依然として TTC での研修の意義が、
普及校のすべての教員にまでは必ずしも十分に理解されていないことが確認された。そのため、TTC
では引き続き普及校参加者の理解促進のための取り組みを行っていくことが求められる。 
一方、TTC の教員向け研修の受講者人数を一定程度確保するために、研修参加者のニーズを取捨

選択し、政党に検討した上で研修内容に反映していくことも必要である。現在作成中（使用していく中
で、随時更新を行う予定）の「教員研修マニュアル」は、実施済み研修の受講者に対するモニタリング実
施手法について計画されている。残りのプロジェクト期間内にこれらを確実に行い、過去の研修参加者
からのコメントを今後予定されている研修内容にフィードバックさせる仕組みの更なる強化が必要であ
る。 
 
＜プロジェクト期間中及び終了後に係るもの＞ 
（２）TTCの活動及び予算面における自立発展性： 
 TTC は本プロジェクトの終了を見据え、スペイン等他国の同様の国際機関や産業界との連携の準備
を進めており、こうした組織から技術的・予算的な支援を得る見込みがある。こうした関係機関との連携
をより強化していくことで、TTC 教員の技術的なスキルアップ、活動実施のために必要な予算の確保、
更にこれら関係機関からの新規研修のニーズを発掘するなど、TTC の自立発展性に寄与することを期
待する。 
（３）TTC教員の身分の明確化： 
これまで実施してきた TTC における様々な取り組みを今後も継続的に実施していくためには、プロジ

ェクトを通じて直接支援してきた 8名の教員がプロジェクト終了後も継続的に TTCに配置されることが重
要である。ところが、現時点では同教員の身分を定めた規定がないことから、今後 MoNE には、同教員
の身分を明確にするための対応を期待する。 
（４）授業運営に係る新規研修の計画及び実施： 
本プロジェクトで当初計画していた IAT 学科教員向けの研修はすべてプロジェクト期間中に開発・実

施されており、これらはプロジェクト終了後も継続的に実施されていくことが期待される。一方で、第 3 章
評価結果でも触れたように、TTC では教授法や授業計画作成方法等、生徒の学力を高めるための効
果的な授業運営に関する新規研修をも計画・実施していくことが望ましい。 
＜プロジェクト終了後に係るもの＞ 
（５）メカトロニクス学科卒業者向け研修の制度化： 

IAT学科の教員に関し、TTCで研修を受講している全国 20の普及校教員が優先的に IAT学科に配
置されることになっているが、今後は大学のメカトロニクス学科を卒業した者が同学科教員に配置される
こととなっている。MoNE には、これらメカトロニクス学科を卒業した教員に対して TTC での教員研修の
受講を制度化することを期待する。 
（６）周辺国への支援展開： 
トルコ国は地理的な関係から、周辺の中央アジアや中東等の地域との関係が強く、自国の知見を生

かしたこれらの国々に対してする支援の実施は、トルコ国の政策とも合致している。本プロジェクトで扱っ
てきた IAT（自動制御技術）は汎用性が高く、様々な産業における人的資源開発に貢献できる技術とし
て、高い可能性を有している。本プロジェクトを通じて TTCが得た成果やノウハウを、周辺諸国に普及さ
せることで、本プロジェクトの更なる成果発現を期待する。 
（７）国内の他学科への展開： 
 TTC は、トルコにおける初の教員研修センターとして設立された。プロジェクトの更なる成果発現の観
点から、TTCで構築した教員研修システムをモデル化し、DGVETが所掌する他の産業技術・職業教育
分野にまで普及させていくことが期待される。 
 

3-7 教訓 

（１）プロジェクト開始前における、援助対象機関・部署の組織的位置づけの明確化： 

相手国のオーナーシップや活動の自立発展性を担保するためには、予算や人員が滞りなく計画的
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に配置されていくことが不可欠である。その大前提として、対象機関・部署の位置づけや設立目
的が組織的に承認されることが必要であり、プロジェクト開始時には、この点が明確になってい
ることを確認してから、あるいはその整理を行ったうえでプロジェクトを開始する必要がある。 

（２）当該国の教員制度の整理 

 新規に学科を設立する、もしくは新規に設立された学科を支援するような枠組みの案件の場
合、当該国の教員制度への配慮と対応が十分でないと、プロジェクトを通して育成する教員の採
用先が確保できなかったり、そうした事態を恐れてプロジェクト活動の参加者が十分に集まらな
い可能性がある。教員制度は各国で事情が異なるため、プロジェクト開始前はもちろん、プロジ
ェクト開始後も、相手国の担当省庁の動きを常に確認していくことが求められる。 

（３）前フェーズの成果の活用： 

 本プロジェクトでは、前フェーズのプロジェクトが産出した成果（能力・意欲の高いカウンタ
ーパートの配置、カウンターパートと日本側関係者との良好な人間関係、供与機材の活用等）の
活用が、成果の達成に大きく貢献したと言える。過去に同一のカウンターパートを対象とした支
援を行った実績がある場合には、前身プロジェクトの成果をうまく活用できるような枠組みにし
ていくことが、より高い成果を上げるためにも望ましい。 

 

以上 
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