
 

中間レビュー調査結果要約表 

 

1. 案件の概要 

国名：ガーナ 案件名：「技術教育制度化支援プロジェクト」 

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 

先方関係機関：技術教育・職業訓練評議会（Council for 

TVET:COTVET）、パイロット校 3校 

日本側協力機関：なし 協力期間 
2007 年 4 月～ 

2011 年 3 月 
他の関連協力： 

技術教育計画開発調査（2000 年～2001 年） 

1－1. 協力の背景と概要 

 ガーナ国では、技術教育・職業訓練（Technical and Vocational Education and Training：TVET）

は複数の関係省庁が独自の教育訓練を実施しており、教育訓練の内容やレベルに一貫性が薄く、

かつ各主官省庁による労働力の供給主導となっており、教育又は訓練の内容も理論中心であるた

め、産業界が求める人材を育成することが困難な状況にある。このため、我が国は 2000 年から

約 1年半に亘って「技術教育計画開発調査」をガーナ国と共同で実施し、産業界のニーズに適合

したレベルの教育を実施し、所要の技術能力を獲得する需要主導型 TVET の導入が産業人材育成

に対する一つの方策であるとの結論を得た。 

 ガーナ国はこの提言を受け入れ、職能基準方式訓練（Competency-Based Training：CBT 方式）

を自国の TVET 政策に採用する運びとなり、2006 年 7 月には技術教育・職業訓練評議会（Council 

for TVET：COTVET）設立法が国会で可決成立した。また、同法に基づき 2007 年 11 月には、産業

人材育成の監督調整機関である COTVET が正式に設置された。 

 JICA はこうした TVET 実施体制の準備を支援してきたが、COTVET 発足を受け、COTVET を主たる

カウンターパート機関とした技術協力プロジェクトを開始することとしてガーナ国側と合意し

た。本プロジェクトは、雇用社会福祉省管轄の NVTI(National Vocational Training Institute)

及び教育省管轄の ATTC（Accra Technical Training Center）とアクラポリテク(Accra 

Polytechnic)を試行校として、各校で機械工学分野（上述の 3校において順に、電気／電子工学、

溶接、プラントエンジニアリング）を支援対象分野とし、COTEVT 等 TVET 実施機関の組織能力強

化および試行校の教育・訓練実施能力向上を通じて CBT 方式訓練の実施体制を確立することを目

標に、2007 年 4 月から 2011 年 3 月までの予定で事業を実施している。なお、本プロジェクトで

導入している「CBT 方式訓練」の定義は、「CBT 方式の概念を取り入れた本プロジェクトオリジナ

ルの訓練方式であり、一般に理解されている「CBT 訓練」と区別するために、「需要主導型 TVET」

と呼んでいる。 

 

1－2. 協力内容（プロジェクト開始時） 

(1) 上位目標 

1) 需要主導型 TVET を導入する TVET 教育機関が増加する。 

2) 資格認定制度が運用されている。 

(2) プロジェクト目標 

TVET 実施機関の組織強化、人材育成及び需要主導型 TVET に基づく教育・訓練の試行を通じ、

需要主導型 TVET 導入に係る実施体制が強化される。 

(3) 成果  



 

1) 成果 1：COTVET が設置され、TVET 実施機関の組織能力及び政策運営能力が獲得される。 

2) 成果 2：機械工学分野の需要主導型 TVET が試行校で実施されることにより、TVET 制度化に

向けた教訓が蓄積される。 

3) 成果 3：他分野における需要主導型 TVET 実施のための環境が整備される。 

(4) 投入（中間評価時点） 

【日本側】 

1) 長期専門家派遣：合計 44.0 人月（チーフアドバイザー19.6 人月、業務調整員 24.4 人月） 

2) テクニカル･オフィサー：合計 55.5 人月（TVET 実施機関・カリキュラム開発 27.9 人月、TOT・

パイロット実施 27.6 人月） 

3) 研修員受入：国別研修 8名（2研修コース） 

3) 機材供与実績： 124,111 米ドル 

4) 現地業務費：合計 39,088 千円（第 1年次 19,544 千円、第 2年次 16,716 千円、第 3年次 2,828

千円） 

【ガーナ側】 

1) オフィス･スペースと運営管理（光熱費・水道）  

2) カウンターパート配置：中央レベル（COTVET 事務局長）、学校レベル（試行校教員計 17 名：

各校における作業グループ構成員として参加） 

3) 各試行校におけるワークショップ活動経費（参加者への参加費・交通費、配布資料のコピー

代等） 

 

2. 評価調査団の概要 

佐藤 仁 団長 JICA ガーナ事務所 次長（事業担当） 

中野 頼明 技術教育・職業訓

練 

海外職業訓練協会 海外協力課 技術顧問 

武藤 小枝里 技術教育・職業訓

練計画 

JICA 人間開発部高等技術教育課 特別嘱託 

調査者 

坪根 千恵 評価分析 グローバルリンクマネージメント(株) 

社会開発部ジュニア研究員 

 小島 早永 調査管理 JICA 人間開発部高等技術教育課 職員 

 若杉 裕司 協力計画 1 JICA ガーナ事務所 所員（教育産業班長） 

 オウス・ママ 協力計画 2 JICA ガーナ事務所 在外専門調整員 

（教育ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ） 

調査期間 2009 年 8 月 9 日～8月 30 日 評価種類：中間レビュー調査 

3. 評価結果の概要 

3-1. 実績の確認 

(1) 成果 

各成果(アウトプット)の達成状況は以下のとおりである。 

成果 1：「COTVET が設置され、TVET 実施機関の組織能力及び政策運営能力が獲得される。」 

 2007 年 10 月 31 日の COTVET の正式な設立と 14 名の COTVET 諮問委員任命を受け、2008 年 10

月に COTVET 事務局長が正式に任命されたが、その後の政権交代により COTVET 諮問委員会が解散

し、COTVET 技術スタッフの人選及び雇用、承認手続きが滞った。その後も人選作業はなかなか進



 

まず、本プロジェクトに携わる主要カウンターパートは、本調査時点で COTVET 事務局長のみで

ある。雇用方針が正式に承認された COTVET の職員 15 名（うち技術職員は 10 名）のポストは、

近日中に求人広告に出される予定である。 

 CBT 方式の導入と官民連携を強化した TVET への理解向上のための取り組みについて、TVET 関

連政府組織ではそれらが認知されるようになったが、産業界においてはこれらに関する認知度は

まだあまり高くなく、企業内実務訓練への協力もまだ得られていない。 

以上から、本調査時点における成果 1の達成度はかなり限定的である。しかし、現在進められ

ている COTVET 技術スタッフの雇用により COTVET の調整及び監督機能が確立していくことで、プ

ロジェクト後半には本成果の達成度を高めていく予定である。 

 

成果 2：「機械工学分野の需要主導型 TVET が試行校で実施されることにより、TVET 制度化に向け

た教訓が蓄積される。」 

需要主導型 TVET 試行に必要な訓練パッケージ（訓練カリキュラム、シラバス、訓練モジュー

ル、訓練教材等）は、当初産業教育諮問委員会（ITAC）の業種別委員会と COTVET により開発さ

れる予定だったが、これらの組織的設立と人員配置が遅れたため、急遽試行校の指導員により開

発される措置をとった。しかしながら、本措置は当初の計画外のことであったため、各パイロッ

ト訓練対象校（以下、施行校）における活動も必ずしも順調とは言い難く、3 つの試行校のうち

本調査時点でカリキュラム開発が完了し訓練が開始されたのは NVTI1 校に留まっている。残り 2

校については 2009 年 10 月にカリキュラム開発を終え、訓練を開始する予定である。 

企業内実務訓練については、CBT 方式共通化委員会により方針案が準備されており、プロジェ

クト期間後半に開始する予定である。 

以上から、成果 2 の達成度は成果 1 よりは高いが、需要主導型 TVET の試行が開始された訓練

校が 1校のみであることから、達成度は低い。成果 2の達成を確実なものとするため、プロジェ

クト後半では、需要主導型訓練がまだ開始されていない試行校で早急に実施に繋げ、既に開始さ

れている試行校においては、訓練の質および指標 3、4 の達成度を注意深くモニタリングしてい

く必要がある。 

 

成果 3：「他分野における需要主導型 TVET 実施のための環境が整備される。」 

プロジェクトチームは、需要主導型 TVET の普及に関心を持つ職業訓練団体に対し、プロジェ

クト活動に関するプレゼンテーションを実施するなど、他分野への普及に貢献する取り組みを行

ってきた。しかし、本成果は、成果 1および 2がある程度達成された後に達成されるよう位置付

けられているため、本調査時点で実施に繋がった取り組みはあまり多くは行われておらず、達成

度は低い。 

 

(2)プロジェクト目標 

 需要主導型 TVET に基づく職能基準及び訓練パッケージの開発は、支援対象 3 分野のうち 1 分

野では完成しているものの、残り 2分野では本調査時点で完了しておらず、またそれぞれの開発

過程を見直すと産業界のニーズを十分に反映した仕組みにはなっていないことから、開発済みの

ものについても改善の余地があることが確認された。また、需要主導型 TVET 方式による訓練実

施についても訓練パッケージ開発の進捗状況と同様 1校でしか実現されていない。その他、COTVET

の実施体制も本調査時点でほとんど整理されておらず、国家職業訓練資格枠組みと国家技能資格

認定制度設立に関しては、現在のプロジェクトの進捗状況から鑑みて、実現にはまだ時間を要す



 

ると考えられる。これらの状況に鑑みて、2011 年までのプロジェクト目標の達成は困難であると

判断せざるを得ない。一方で、活動が順調に進捗したとしても、現在の COTVET 職員の配置状況

や、その他活動の進捗状況を踏まえると、4 年間のプロジェクト期間で国家職業訓練資格枠組み

と国家技能資格認定制度設立までを視野に入れた目標を達成することは容易でなく、現状に見合

ったプロジェクトの内容に計画を見直す必要が考えられる。 

 

 

3-2. 評価結果の要約 

(1) 妥当性 

本プロジェクトはガーナ国の「第二期成長及び貧困削減戦略（GPRSⅡ）」における開発重点基幹

3 分野のうち「民間セクター振興」及び「人的資源開発」のための支援に位置づけられ、また同

戦略が目標として掲げる「経済成長を通じた貧困削減」に貢献しうる。さらに、我が国の対ガー

ナ国国別援助計画では、産業育成分野における戦略プログラムの 1つとして産業人材育成支援が

重点分野として挙げられており、この点からも当該分野におけるプロジェクトの実施意義は高

い。 

ただし、プロジェクト協力期間の中間期を過ぎても、ガーナ側のカウンターパートの人員配置

が十分になされておらず、プロジェクト活動の進捗や目標達成に大きな影響を及ぼしている。事

前評価調査の時点では、ガーナ国政府の計画上、COTVET は本プロジェクトが開始するまでに正式

に設立される見込みであったが、2008 年 10 月下旬に COTVET 事務局長が正式就任した以降に発生

した新政権の省庁再編により、2009 年 1 月に COTVET の諮問委員会が解散し各ポストの雇用及び

承認手続きが滞る事態が発生したため、結果的に COTVET の正式な設立が大幅に遅れることとな

った。本件による影響はプロジェクトの根幹に関わる重要な事項であるが、相手国政府の政権交

代を事前に把握するのは困難であり、さらに本件の場合プロジェクト開始後 1年以上経過してか

ら発生した事態であったため、回避するのは不可能だったと言わざるをえない。今後は COVTET

職員が円滑に配置されていくよう、プロジェクトからも支援を行っていく必要がある。 

以上のとおり、本プロジェクトの妥当性は両国の政策との関係及びプロジェクト計画の論理的

整合性という点を総合的に判断し、比較的高いといえる。 

 

(2) 有効性 

 試行校 3校のうち本調査時点でパイロット訓練を実施している訓練校は NVTI１校のみであり、

プロジェクトの有効性を検討するには時期尚早である。また、試行校の教員を動員して開発され

た訓練パッケージには、本プロジェクトが目指す需要主導型 TVET とするために不可欠な産業界

からの働きかけが十分になされていない等の改善の余地があるため、プロジェクト後半ではこれ

ら質を確保するための仕組みづくりと、同パッケージによって実施される訓練のモニタリングの

実施及びその結果を訓練内容にフィードバックすることが必要である。 

 以上から、プロジェクトの有効性の測定は現段階では時期尚早ではあるものの、各試行校にお

いて成果達成に向けた基盤が徐々に形成されつつあるため、成果の達成に向けてこれまで以上に

スピードを上げて取り組むことが重要である。 

 

(3) 効率性 



 

 本プロジェクトでは、主要カウンターパートである COTVET のスタッフの雇用が進められてい

ない等の状況を受け、試行校の教員を中心に作業グループを結成して各試行校で訓練パッケージ

の開発を行なう等臨機応変に対応してきた点は高く評価できる。また、これを実現するにあたっ

ては、試行校での取り組みに従事するためプロジェクトで雇用したテクニカルオフィサーが、自

身の経験とガーナ側関係者との関係を構築する等して大きく貢献した。 

一方で、日本人専門家の中に職業訓練に係る技術指導及び、CBT 方式の訓練指導に関する専門

性を有した人材配置がなされなかった点は、日本側からガーナのTVET取り纏め機関であるCOTVET

に対し、適時技術的な助言を行うことを難しくし、この点においてプロジェクト活動の投入が適

当でなかったと言える。この背景には、専門家公募及び公示の際に、応募者の間口を広げるため

敢えて CBT 方式訓練といった用語で条件を限定しなかったことが要因の一つとして考えられる。

日本人材に専門家候補が少ないことがあらかじめ判明している分野については、日本人材が強み

を持つ異なる切り口から課題解決を図る可能性を検討することが、日本の知見を活かした実現性

の高い取り組みを実施するのに効果的である。 

以上の観点から、本調査時点でのプロジェクトの効率性はやや低いが、今後の投入計画の見直

しによって大いに改善していけると判断することができる。 

 

(4) インパクト（見込み） 

 上位目標達成の見込みは現時点では見られないものの、プロジェクトによって生じた正のイン

パクトとして、NVTI において直接的な支援対象でない年次の訓練生に対しても需要主導型方式訓

練を導入し始めたこと、ATTC において独自の予算を使って CBT オリエンテーションワークショッ

プを開催する予定があることなどが挙げられる。 

一方、手法の異なる他ドナーの CBT 訓練がガーナ国内で混在することが負のインパクトとして

挙げられる。本プロジェクトの有効性をより高めていくには、ガーナ国内で TVET 分野支援を行

う他ドナーとの調整も必要となってくる。 

以上から、プロジェクトのインパクトの測定は現段階では時期尚早ではあるものの、上述のと

おり正のインパクトの発現に向けた基盤が形成されつつあると判断できる。 

 

(5) 自立発展性 

 政策支援の持続性は高いと考えられるが、プロジェクトの自立発展性にはCOTVET及び他のTVET

実施機関の設立及び、スタッフの迅速な雇用と彼らの能力開発が急務であり、これを支えるため

のガーナ側の予算状況が不安定であることが確認されているため、需要主導型 TVET に基づく訓

練のさらなる展開の可能性を現時点で検討するのは時期尚早である。 

 需要主導型 TVET 訓練を受けた訓練生がその技能を十分に活かして産業界に受け入れられるよ

うになるためには、彼らの職能や技術力を正しく証明するための認証システムが、国家レベルで

確立されることも重要な課題である。 

以上から、プロジェクトの自立発展性の判断は現段階では時期尚早であり、今後は自立発展性

の確保に向け、今まで以上に積極的に取り組んでいく必要がある。 

3-3. 結論 

結論として、本プロジェクトは、カウンターパートの配置が大幅に遅れていることを主要因と



 

して当初の計画どおりに進んでおらず、諸活動の進捗が遅れているため、全体的に現時点で成果

を図るのは時期尚早ではある。ただし、テクニカルオフィサーを中心として、試行校教員等を動

員して活動を進める等の臨機応変な対応を取ったことや、それに応えた試行校教員の努力は高く

評価できる。 

今後は、残りのプロジェクト期間内に取り組み可能なことに主軸を置いて、着実に成果を出し

ていく必要がある。 

 

4. 提言と教訓 

4-1 提言 

(1) COTVET 設立支援 

 成果 1 で言及している COTVET に対する直接支援に関しては、プロジェクトによる能力開発等

の取り組み以前に COTVET が十分に機能できる状態で設立される必要があるため、まずはガーナ

側の COTVET 設置に向けた自助努力を大いに期待したい。 

他方、本プロジェクトが計画している COTVET への直接支援について、残りの限られた協力期

間を有効活用するためにも、取り組み可能な範囲を関係者間で明確にしておく必要がある。その

際、既に成果が出始めている試行校における取り組みを重点的に支援することが、これまでの投

入の成果を効果的かつ飛躍的に発揮する観点から重要である。 

 

(2) 需要主導型 TVET システムの開発支援 
 本プロジェクトで試行中の需要主導型訓練について、その作成過程や本調査時点における完成

度合いから判断すると、モデルとしてきた CBT 方式訓練にはレベルが到達していないことが確認

された。プロジェクトの残り協力期間が限られていることから、プロジェクト後半では、活動対

象を絞って集中的に取り組んでいくことが肝要である。見直しにあたってのポイントは以下のと

おり。 

1）産業界及び民間セクターからの承認 

 本来の「CBT」とは、産業界の需要を職業訓練現場に反映するための手法であるが、本プロジ

ェクトで作成した教材とマニュアルは、産業界及びその他の関係機関からの意見が十分に反映さ

れる場を設けることなく作成された。同訓練を受けた訓練生が産業界のニーズに応えうる技能を

有するためには、今後は、産業界等と共に内容を精査し、必要に応じて改良していく仕組みを構

築していくことが必要である。 

また、本来であればこれら教材やマニュアルの内容は、訓練が開始される前に産業界及び民間

セクターから承認される必要があるが、現状は一部の試行校で既に訓練が始まっていたり、開始

間近であることを踏まえると、近い将来こうした試行校から輩出される卒業生が産業界で受け入

れられるための仕組みづくり、例えば指導員が卒業生の就職を斡旋したり、卒業生の就職先に足

を運び企業から卒業生の評価を聞いて次期支援に反映するなどの体制を図ることが必要である。

2) パイロット訓練の実施 

 パイロット訓練を実施する学校・訓練機関は、教員の配置も含めた訓練計画を作成する必要が

ある。これら訓練計画の作成及びパイロット訓練の指導・監督を行うために、職業訓練計画を管

轄できる専門家の配置が望ましい。 



 

3) 企業内実務訓練 

 CBT 訓練の一環として実施される企業内実務訓練について、その訓練内容及び、準備の進め方、

実施時期等について、受入先企業の関係者と速やかに合意する必要がある。 

4) パイロット訓練のフィードバック 

 パイロット訓練期間中には、訓練生の技能習熟度及び需要主導型訓練の内容についてそれぞれ

評価を行う必要がある。しかしながら、現時点におけるプロジェクト活動の進捗状況を勘案する

と、これらの取り組みはプロジェクトの終了後まで実施がずれ込むことが見込まれるため、プロ

ジェクト期間中に実施するパイロット訓練の結果が次期訓練の計画段階に正しくフィードバッ

クされるよう、プロジェクト期間中に必要な実施ガイドラインを作成することが望ましい。 

また、訓練生の技能習熟度の測定については、訓練計画に従って彼らの技能獲得レベルを評価

できるようなモニタリングと評価の仕組みづくりが必要である。 

 

5-2 教訓 

(1) プロジェクト開始時点におけるカウンターパート機関の存在 

 本件では、プロジェクト開始後に発生した政権交代等の影響を受け、COTVET の職員の配置が大

幅に遅れたため、しばらくは政策レベルでのカウンターパートが実質不在という状態が続いた。

そのために、COTVET の能力開発自体が遅れたことはもちろん、COTVET が中心となって取り組む

ことが予定されていた他の活動にも影響し、プロジェクト活動全体が遅延する結果となった。技

術協力を実施するに当たっては、カウンターパートの存在が不可欠であるため、事前評価調査の

時点でカウンターパートが確保できない等の懸念が万一確認された場合には、プロジェクト開始

時期の変更や、プロジェクト活動内容を見直す等、協力の枠組みを柔軟に検討することが必要で

ある。 

(2) 在外主管案件に対する、本部からの適切な支援の必要性 

 高い専門性を必要とするプロジェクトを在外事務所主管で実施する場合、早い段階から在外事

務所と当該分野の担当課題部間において必要な情報や教訓を共有する機会を設け、支援体制を強

化することがプロジェクトの適切な運営管理を行う上で望ましい。 

 

 

 


