
終了時評価調査結果要約表 

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：人間開発部高等教育・社会保

障グループ高等・技術教育課 

協力金額（評価時点）： 295,014千円 

 

 

協力期間 

(R/D): 2007.7.1～2010.12.31 

(延長):  

(F/U) :  

(E/N)：  

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 

他の関連協力：  

１－１．協力の背景と概要  

 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、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きた。 

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箇所の技術訓練センターを有し、年間約 180万人に対する職業訓練

を展開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ヶ月の予定で、「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、

立ち上げ準備のための専門家派遣や計 8 名の本邦カウンターパート研修を実施するとともに、

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

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

CBT 手法1が職業訓練庁の訓練体系の基礎となる。 

 

                                                   
1 ※CBT とは、Competency-Based Training の略称で、産業界ニーズに基づいた訓練を指す。CBT 手法

はあくまでも手段であり、目的は産業界のニーズを反映した訓練を実施する訓練管理サイクル（労働市場

のニーズ情報の収集、労働ニーズを踏まえたカリキュラムと教材の開発、訓練の実施、訓練実施後のモニ

タリング・評価と訓練への反映）の確立にある。 
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（２） プロジェクト目標 

職業訓練庁（TVTO）の職業訓練管理サイクルが改善する。 

 

（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が労働市場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（2010年 10月時点） 

日本側： 

プロジェクト資金総額 （評価時点）：  295,014千円 

プロジェクト専門家派遣：チーフアドバイザー（立上げ準備）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 2名 

機材供与：パソコン、プリンタ等 

 

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（Curriculum Development 

Center,CDC）総裁、技術職業訓練センター（ Technical and 

Vocational Training Center,TVTC）指導員等 3名 

施設・機材提供：TVTO及び TVTC内における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 

調査者 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 ： 長 俊夫 雇用・能力開発機構 京都センター 相談役 

協力企画 ： 小松 謙一郎 JICA 人間開発部 高等・技術教育課 

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  2010 年 10月 22日～2010年 11月 3日 評価種類：終了時評価調査 

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」 

本プロジェクトで実施した本邦研修を通じて TVTO 職員等に、そして専門家による本プロジェ

クトを直接実施した指導員に訓練マネジメント手法が理解された。また、本プロジェクトで開発

した訓練ニーズアセスメント（評価）手法を用いて各パイロット訓練コースの計画時や対象分野

を検討する際に訓練ニーズ調査が実施され、第 1,2回いずれのパイロット訓練コースも「自動車
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整備分野」を対象とすることとなった。以上から、成果 1は達成されたと判断できる。 

（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」 

 自動車整備業界の企業や自動車修理工場を対象としたニーズ調査を実施し、「自動車整備の電

気系修理」と「自動車点検整備」を訓練対象とすることが決定され、コンピテンシー（職能）の

選定が行われた。その結果、第 1、2 回のパイロット訓練コースの単位も決定し、単位ごとのカ

リキュラムが作成され、コースは実施されたことから、成果 2も達成されたと判断できる。 

（成果 3）「TVTOが訓練モニタリング・評価システムを改善する。」 

プロジェクト実施期間内に訓練モニタリング・評価マニュアルのドラフト版が作成され、プロ

ジェクト終了後にはイランの自助努力により最終版が完成する予定である。また、パイロット訓

練コースを対象とした訓練モニタリング・評価システムも開発・実施された。2 回のパイロット

訓練コースを対象としてこれらシステムが活用されたことから、成果 3は達成されたと判断でき

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」 

本プロジェクトで実施した 2回のパイロット訓練コースの経験と教訓を踏まえ、TVTO訓練マネ

ジメント改善計画（英語版）を作成した。第 1版の完成後、日本及びイラン側の協議結果を踏ま

えて第 2版を現在作成中である。この改善計画は、TVTOの訓練マネジメントの向上を支援するた

めのツールであり、プロジェクト終了後はイラン側によってペルシャ語に翻訳される予定であ

る。なお、訓練マネジメント改善計画（第 2版すなわち最終版）の内容を、プロジェクト終了時

に日本人専門家から提出される事業完了報告書に含める予定のため、指標 4-1及び 4-2は、プロ

ジェクト終了までに達成される見込みである。 

（2）プロジェクト目標（職業訓練庁の職業訓練管理サイクルが改善する） 

 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（CBT 手法が職業訓練庁（TVTO）の訓練体系の基礎となる） 

今次調査の協議の結果、プロジェクト終了後 3～5年（2013～2015 年）以内に当初の上位目標

「国家職能基準枠組みが改善される」の達成見込みは低いとの判断から、日本及びイラン双方の

合意の下、「CBT手法が職業訓練庁（TVTO）の訓練体系の基礎となる」に改訂された。本プロジェ

クトが終了するまでに、CBT手法マニュアルの英語版（ドラフトファイナル）が完成予定である。

したがって、プロジェクト終了後にイラン側の自助努力によって CBT手法マニュアルのペルシャ

語版が作成され、プロジェクトで提案している訓練マネジメント改善計画に沿って同マニュアル

が適切かつ戦略的に活用された場合、上位目標達成の見込みは高くなると判断できる。 

 なお、CBT手法が TVTOの訓練体系の基礎になるということは、TVTO傘下の関係機関において、

適切な職業訓練管理サイクルに基づいた訓練が行われることを意味する。 
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３-２ 評価結果の要約 

（１）妥当性：  

以下の理由から、妥当性は高いと評価する。 

・イラン政府の政策、日本の援助方針、またターゲットグループのニーズに合致している。 

 

（２）有効性：  

以下の理由から、有効性は比較的高いと評価する。 

・ プロジェクトの成果がプロジェクト目標達成に寄与している。 

・ イラン側のオーナーシップも向上している。 

・ 他方、最終的に直接技術移転を受けた指導員が 3 名に減尐した。イラン側のプロジェクト

実施・管理体制が度々変更された。 

 

（３）効率性： 

以下の理由から、効率性は中程度と評価する。 

・ 日本側の投入は計画通りで、CBT 手法導入にあたってはオーストラリア人専門家を起用す

るなど効率性を高める工夫を行った。 

・ 一方で、イラン側の管理体制が度々変更されたり、C/P指導員の人数が途中減尐された。 

 

（４）インパクト： 

本プロジェクトの正のインパクトは、今後 3～5 年以内に以下の条件や環境が満たされること

で担保されることが見込まれる。ただし、プロジェクト終了後にイラン側独自の努力によってパ

イロット訓練コースのフォローアップ調査を実施して結果を分析することが求められる。同調査

を実施することで今後の課題が明確になることが想定できるとともに、上位目標の達成に向けた

イラン側の実施方針・体制を改善・強化できると判断できる。 

 世界経済の停滞やイランへの経済制裁の継続・拡大等により、イラン経済の停滞が発生しな

い。 

 イラン側の職業訓練分野の組織改編が円滑に行われる。 

 CBT 手法が本格的に導入された場合、同手法にそった国家職能基準が整備される。 

 CBT 手法の実践的な活用方法を習得した指導員数が増加する。 

本プロジェクトで設立された自動車整備分野での IRG をモデルとして、他分野において同様の

官民連携を促進する IRG が設立される。 

 

（５）持続性： 

持続性については、「組織・制度面」及び「財政面」、「技術面」の 3 側面から評価を行った。

その結果は次のとおり。 

（1）組織・制度面 

本プロジェクトの持続性を担保するためには、組織・制度面におけるイラン側の管理・実施体
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制が、強化・改編されることが急務である。また本プロジェクトで設立された IRGを継続的に活

性化するためには、JICAプロジェクトチームが担っていた IRG コーディネーター業務を TVTO に

引き継がれることが必要である。 

（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大きな問題はみられなかっ

た。本プロジェクトでは日本側から大型の資機材が供与されることがなく、既存の施設を活用し

てパイロット訓練コースを実施することができた。プロジェクト終了後にイラン側が自力で本プ

ロジェクトの成果を活用し続けていくためにも、TVTOには活動計画の立案と同時に、予算計画の

作成も行うことが期待される。 

（3）技術面 

TVTO は、CBT 手法がイランの職業訓練分野で妥当かつ有効な訓練手法であると位置づけてい

る。本プロジェクトで実施した 2回のパイロット訓練コースを通じ、イランでの CBT手法導入の

妥当性と有効性は確認された。またこれらのパイロット訓練コースを計画・実施・評価・モニタ

リングすることで、専門家から直接的な技術指導を受けた指導員は、今まで以上に、より実践的

な技能を習得したことが確認された。カウンターパートはプロジェクト終了までに CBT手法導入

に関し、より一層深い知識やノウハウを習得し、プロジェクト終了後は、イラン側独自で実施す

るイラン全国への CBT 手法の展開に欠かせないマスター指導員として TVTO 傘下の関係機関・関

係者を支援することが期待される。 

 

３-３ 結論 

プロジェクト開始当初からイラン側のプロジェクト管理・実施体制が何度も変更されたこと

で、イラン側のプロジェクトへのオーナーシップは必ずしも高いとは判断できなかったが、2010

年 7月以降、イラン側のプロジェクト関係機関の間で CBT手法の効果がより一層理解されたこと、

職業訓練センターの指導員を訓練する指導員訓練センター（Instructor Training Center,ITC）

で第 2回パイロット訓練コースが実施されたために、ITC内における CBT手法の本格的導入の可

能性がより高まったこと等から、イラン側のプロジェクトへのオーナーシップが向上されている

ことが確認された。したがって、本プロジェクトで直接的技術移転対象とした指導員 3人から、

その他の ITC指導員へ、その他の ITC指導員から県レベルの指導員へ、県レベルの指導員から各

訓練センターの指導員へと、CBT 手法の実践的ノウハウが次々と伝授されることで、本プロジェ

クトの持続性が確実に担保されていくことが見込まれる。 

これらの課題への対応が望まれる一方で、今次調査時点では、プロジェクト目標を達成するた

めの活動がほほ計画通りに実施され、見込まれた成果がほぼ達成されていることが確認できた。

よって、プロジェクト終了時までにプロジェクト目標は達成されるという結論に至った。 

 

３-４ 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) 自動車整備コースの残りユニットの実施 

 第 2回パイロット訓練コースのうち、本プロジェクト実施期間内に実施に至ったのは、21ユニ

ットのうち 10ユニットである。 
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 パイロット訓練コースを 2度に亘り実施したプロセスを通して、現地カウンターパートへの技

術移転が着実に行われたが、移転された技術の更なる定着を図るために、ITCが残る 11ユニット

を主体的に実施し、全てのユニットを取りまとめたパッケージを完成させることが望まれる。 

 なお、実施に際しては、本プロジェクトに携わった指導員を中心に、ITC に所属する他の自動

車整備系指導員及び他職種の指導員もアシスタントとして参加させたプロジェクトとして実施

することが、CBT 手法導入要員の養成、さらには他分野への普及・拡大に繋がっていく。 

 また、IRG が適切に運営されるよう ITC が積極的に産業界に働きかけ、双方の関係を維持する

ことが必要である。 

(2)  ITC内での CBT手法の普及 

 CBT手法の普及を ITCの自発的事業として実施することを提言する。（１）で述べたように、ま

ずは自動車整備分野での普及を行い、段階的に自動車整備以外の分野へも CBT手法を適用してい

き、ITCにおいて CBT手法が広く普及されていくことが望ましい。 

 CBT 手法の導入は産業界の人材育成ニーズに適切に応えるための手段であり、CBT 手法そのも

のは目的ではない。大切な点は、産業界のニーズを随時把握し、カリキュラムに反映させ、同カ

リキュラムに基づいた実践的訓練を実施し、その訓練結果をモニタリングして、次回の訓練実施

に反映させる仕組みを構築することである。 

なお、業種、職種によっては CBT以外の手法を用いるほうがより有効である場合があり、技術

革新を伴わない伝統的技能訓練職種等、カリキュラム改編を必要としない職種にまで CBT手法を

適用する必要はなく、必要性に応じて導入の可否を決めるべきである。 

 

(3) CBT手法の全国展開 

 CBT手法を ITC 内で普及させた次の段階として、全国に普及させることを提言する。全国展開

のためには効率的な仕組みが必要である。例えば ITC内に CBT手法に関する研修コースを設置し、

全国の TVTCの指導員を受講させることが有効であろう。 

 研修を受けた TVTC の指導員がそれぞれの TVTCに戻り、そこで CBT手法の普及活動を行い、地

方版 CBT手法導入要員として活動するという仕組みである。 

 

(4)  CDCと ITC との連携強化 

 イラン国内で CBT手法を普及させる上で、イランにおける職業訓練の国家カリキュラム開発の

役割を担う CDCと ITCの連携は非常に重要である。ITC の現場でのカリキュラム改編成果を随時

国定基準カリキュラムに反映していくためにも、CDC と ITC との間で緊密なコミュニケーション

をとり、CBT手法の普及に向けた実際的な協議を進めるべきである。 

 

３－５ 教訓 

 本プロジェクトの終了時評価から以下の教訓が導き出された。 

(1) プロジェクト実施機関の選定 
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 本プロジェクトでは、当初の計画では訓練全体の統括を行っている行政機関、すなわち TVTO

を実施機関として位置づけ、TVTOの上級管理職をカウンターパートとしていた。これは、プロジ

ェクト目標の内容からは妥当な判断であったと言えるが、技術移転に当たっては、安定した人的

配置、経験の蓄積が必要である。本プロジェクトにおいては、同ポストが政治的要因により頻繁

に人事異動の対象となり、プロジェクトの効率性を落とす要因となった。相手国政府機関での人

事事項をプロジェクト側で制御することはほぼ不可能であり、ある程度やむを得ない部分はある

ものの、プロジェクト開始時に、将来的な人事異動の発生頻度も可能な限り考慮の上でプロジェ

クト実施機関を選定することが、プロジェクトの効率性を高める意味では大変重要である。 

 また、プロジェクト終盤からは ITC がプロジェクト実施機関となったが、ITCは過去にも日本

が協力を行った実績があり、ITC でのマネジメント層は日本からの協力の枠組みについて大変理

解があり、かつプロジェクトに対する取り組み姿勢も非常に高かった。また、本プロジェクトで

現地要員として庸上したスタッフの１人は、以前のプロジェクトのカウンターパートであったが

日本側の立場をより深く理解し、プロジェクト活動の実施に大いに貢献していた。このように過

去の協力成果を活用することは、プロジェクトを効率的に実施する上では非常に重要である。効

率的かつ効果的に成果を出すために、過去のアセットを十分に活用できる枠組みであるかどうか

という点を、案件形成時に十分考慮に入れることが望ましい。 

 

(2) 有用な現地人材の活用 

本プロジェクトでは、TVTOを退職した人材をプロジェクトサイトにおいてアドバイザーとし 

て傭上した。彼の活躍により、人事異動が頻繁に起こる等で連絡・連携が取りにくかった TVTO

との調整が非常に円滑にいった点は、本プロジェクトの成果の大きな要因の一つである。プロジ

ェクト実施の際、現地人材を様々な場面で傭上する必要が発生するが、こうした人材をいかに発

掘するかがプロジェクトの成否を大きく左右すると言っても過言ではない。 

(3) CBT手法の導入に関する協力 

本プロジェクトでは、CBT 手法の専門家としてオーストラリア人専門家を投入し、結果として

効率的な技術移転が可能になった。CBT 手法は日本では国家制度的に、また企業風土的に受け入

れが難しい制度であるが、世界的に見れば職業訓練の中では広く認知されている概念・手段であ

る。今後も CBT手法に関係した支援の要請が各国から挙がることは容易に想定されるが、日本と

してどのように対応していくのか、方針を決めることが必要である。 

 方針として、一つの方法にこだわる必要はなく、協力内容に応じて柔軟に対応すべきであるが、

本プロジェクトから、日本国外の人材をうまく組み合わせた形での実施という経験を得た。また、

CBT 手法はあくまでも手段であり CBT 手法を導入して実現しようとするものについては、日本の

ノウハウ・経験が活用できる部分とそうでない部分を判別した形で協力の在り方を探ることが肝

要であろう。 



 


