
終了時評価調査 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 

主管部署： ガーナ事務所 協力金額： 4.88億円（2010年 12月時点見込） 

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。 

 

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。 

(4) 投入（終了時評価時点） 

【日本側】 

1) 長期専門家派遣：合計 84.55人月 

2) テクニカル･オフィサー：合計 143.4人月 

3) 研修員受入：国別研修 10名（3研修コース）、集団研修 3名（3研修コース） 

        第三国研修（南ア、ボツワナ）6名 

3) 機材供与実績： 57,470千円 

4) 現地業務費：合計 100,050千円（第 1年次 19,544千円、第 2年次 16,716千円、第 3年次 15,290

千円、第 4年次(見込み)48,500千円） 

【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、CBT担当課長、秘書室長）、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 

木藤 耕一 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 

十津川 淳 評価分析 佐野総合企画株式会社 

主任研究員 

Mama Owusu TVET政策 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） 

福原 一郎 調査企画 JICAガーナ事務所 所員 

調査者 

梛野 耕介 評価補佐 JICAガーナ事務所 在外評価専門員 

調査期間 2010年 11月 18日～12月 10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) 成果 

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。」 

成果 1の終了時評価時点における達成度は「中程度」である。 

 プロジェクトの活動を通して、COTVETおよび常任委員会の能力強化および各種の制度化が進展

したことは明らかである。特に CBTアプローチを今後促進するうえで必要となる各種の規則や必



要な手続き・書式などの整備が進展した点は高く評価できる。しかしながら、現在なお不足する

COTVET の人員体制に鑑みると、現在の COTVET が周囲の期待に応えられるだけの組織能力および

政策運営能力を擁しているとは言い難い。そのため大きな進展があったことを高く評価するもの

の、「組織能力の獲得」という成果目標については、その達成度は｢中程度｣と考えられる。 

  

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。」 

成果 2の終了時評価時点における達成度は「高い」と評価される。 

 各試行校による積極的なプロジェクト参加などを主たる促進要因として、成果 2 が目指した

「CBT 実施の運営メカニズム」は大きく改善した。試行校のそれぞれ異なる学科、学年で試行さ

れた活動は、すべからく教訓としてカリキュラムや教材、企業実習方法などに直接・間接的に反

映されており、成果の文面が示す「教訓を通じ」とする文脈にも即した成果が挙げられていると

判断できる。 

 

(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」 

プロジェクト目標の終了時評価時点における達成度は「おおむね高い」と評価される。 

 COTVETや試行校ならびにプロジェクト関係者の尽力によって、中間レビュー以降の過去 1年間

強でプロジェクトが大きく進捗したことは特筆に価する。 

総じて、プロジェクト目標が示す COTVET の組織能力および実施体制が「強化される」との観

点においては、新生組織の COTVET が業務蓄積の全く無いレベルから、現状様々な課題を抱えつ

つも TVET セクターの調整機関として組織を運営している事実に鑑みると、プロジェクトが目指

した「強化」は実現できたと判断できる。しかしながら、同時に COTVET が未だ人員不足などを

主因として、多くのステークホルダーが期待しているレベルには達していない点もまた事実であ

る。 

以上の両観点から、プロジェクト目標の達成度は「高い」から一段階下の「おおむね高い」との

判断とした。 

  

3-2. 評価結果の要約 

(1) 妥当性 

ガーナ政府の政策との整合性 

ガーナ国教育セクターの基本政策である「教育戦略計画 II（ESPII）2010-2020 年」は、TVET

セクターの充実・強化を重点 4分野のひとつとして掲げている。同計画では「需要主導型の訓練

を通じて、教育の質を向上させることが重要である」としており、この点で本プロジェクトの内

容はガーナ政府の政策内容と整合していたことが確認できる。 

 

国別援助計画との整合性 

本プロジェクトの内容は、対ガーナ国別援助計画（2006年 6月）が重点支援項目として示す「民

間セクターの競争力強化」に該当するものである。同計画では「競争力強化」の具体的なコンポ



ーネントとして「職業訓練体制の向上」を取り組むべき課題のひとつとして挙げている。 

 

ターゲットグループ/カウンターパートの選定 

① ニーズとの整合性（COTVET） 

TVET セクターを主導する機関として新設された COTVET にとって、その組織・人員の能力強化

を進めること、および CBT アプローチを主対象とした様々な制度構築を進めてゆくことは、同組

織にとって最初に取り組むべき重要課題であり、その全般に亘る支援活動はニーズに極めて整合

していたと考えられる。 

 

② ニーズとの整合性（TVET校全般） 

ガーナ国では、TVET校卒業生の技術力が産業界の求めるレベルに達しておらず、その両者間の

ギャップが、結果的に TVET 校卒業生の就職難として現れていた。そのため、企業実習などをは

じめ実際の技術訓練に重きをおく CBTアプローチの導入は、TVET校の教育の質向上へのニーズに

合致するものであった。 

 

③ 試行校選択の適切性 

試行校の選択にあたっては、CBT アプローチを実施しうる教育環境の有無など、様々なクライ

テリアを通して選定がなされている。また、対象の指導分野についても日本の技術的な優位性や

他ドナーとの重複回避などの視点から選択されており、妥当な選択がなされている。 

 

日本国技術の優位性 

試行校で選択された学科は日本が高いレベルの技術を誇るものである。また、現場での指導に

おいては 5S やカイゼン活動などが組み込まれており、日本の技術の優位性や経験が活用された

プロジェクト内容になっている。 

また、本プロジェクトが主題とした CBT アプローチについては、訓練名称としてこそ日本で

は馴染みが少ないものの、実際には日本で採用する訓練手法も CBT アプローチと高い類似性を

有している。そのため、本プロジェクトの実施においても日本で行われてきた職業訓練にかかる

経験は有効に活用されている。 

 

(2) 有効性 

プロジェクト目標および成果の達成度 

上述のとおり、本プロジェクトの目標については、「おおむね高い」レベルでの達成が見込ま

れる。他方、成果 1と 2ではそれぞれ「中程度」および「高い」レベルでの達成度が見込まれる

結果となった。 

 

外部条件の充足 

本プロジェクトでは、COTVET および COTVET 常任委員会の人員確保が外部条件として設定され

ていた。これらはプロジェクトの長い期間、担保されないままプロジェクトの活動および達成度

に影響を与えた。 

 



プロジェクト目標・成果達成にかかる貢献要因 

 本プロジェクトの実施においては、下記の点がプロジェクト目標および成果達成への貢献要因

として作用してきたものと考えられる。 

① 試行校での教員の尽力 

 本プロジェクトでは試行校の教員が中心となって CBTにかかる教材を作成した。通常の業務に

加えて、相当の労力負担を強いた教材作成を無償で実施したことは、貢献要因のひとつに挙げら

れる。 

 

② プロジェクトが雇用したスタッフの尽力 

 本プロジェクトでは CBTアプローチにかかる業務経験を豊富に有するローカル人材を投入した

ことによって、プロジェクト活動の質を高めることができた。また、各試行校からの教員をプロ

ジェクトスタッフとして雇用したこと（休職扱いとして）も、試行校とのコミュニケーションを

円滑にするなどの効果があった。 

 

③ 企業研修における企業からの協力 

 CBT アプローチの重要なコンポーネントである企業研修において、ガーナ国内の一流企業など

が試行校の学生を受け入れたことによって、有効な企業研修の実施が可能となった。 

 

プロジェクト目標・成果達成にかかる阻害要因 

COTVETにおける人員体制の確立が遅延しており、プロジェクトの進捗に影響を与えた。この点

は中間レビュー以降の過去 1 年間に大きな改善が見られたものの、現在なお COTVET の業務量に

比して明らかに人員は不足している。この遅延は、本プロジェクトの成果達成に影響してきたば

かりでなく、今後の自立発展性を視野に入れた技術移転の側面においても大きな影響を及ぼし

た。 

 

(3) 効率性 

人的投入（日本側） 

中間レビューの提言を受けた、新たな人員投入体制はプロジェクト目標および成果の達成に大

きく貢献した。特に技術分野の専門家投入によって、試行校での活動が促進され、訓練パッケー

ジの開発などに対して有効なフィードバックを与えることができた。 

 

人的投入（ガーナ側） 

COTVET の職員数は依然として少ないため、結果として COTVET 側のカウンターパートがプロジ

ェクトに充当できた時間および人員は本来期待したものに比して少なくなってしまった。このこ

とは、専門家等との協同作業を行う機会を減少させる結果となっており、プロジェクトの活動が

コンサルティング・サービスとしての性格を併せ持つことにも繋がったといえる。 

他方、試行校については、教材作成などの時間的・労力的負担を要求する活動においても積極

的に参加し、CBTアプローチを検証するというプロジェクトの成果達成に大きく寄与した。 

 

物的投入 



 本プロジェクトで供与された機材は訓練実施に必要なものであり、妥当と判断できる。しかし

ながら、一部で機材納入が遅延したため、試行校での活動に影響を与えた例も見られる。 

 

予算 

 本プロジェクトでは、予算額および予算支出のタイミングに起因する問題は生じていない。 

 

第三国・本邦研修 

COTVET および試行校らの関係者を対象として日本および第三国研修(南アフリカ、ボツワナ)

が実施された。特に CBT先進国での第三国研修は、今後ガーナにおいて採用可能な制度や取り組

みを見聞する機会となり、有意義な研修と評価できる（2010 年 10 月実施のため、現時点では明

確な効果発現にまでは至っていない）。 

  

その他（重複活動の有無） 

CBT ハーモナイゼーション委員会の調整活動によって、ガーナ国としての CBT アプローチの方

向性が定められた。そのためアプローチをめぐる混乱は回避できており、非効率な重複は見られ

ない。 

 

(4) インパクト 

上位目標達成の見込み 

CBT アプローチの採用拡大については、大幅な予算増の確保と CBT を教授できるトレーナーの

育成などが求められるが、特に前者については外部ドナー資金の有無に左右されるなど外的要因

に大きく影響される。そのため、現時点での達成見通しについては判断が難しい。 

また、二つ目の上位目標である資格認証体制は終了時評価時点において、未だ関係機関間の調

整が終了していない。上位目標達成時期の 2016年を目処として、COTVETを中心に如何なる決定・

調整がなされるか現時点で見通しを得ることは難しい状況である。 

 

その他インパクトの発現 

① プラス・インパクト 

・産業界と TVETセクターのコミュニケーション深化 

産業界と TVETセクターのコミュニケーション頻度が常任委員会の活動や TVETフォーラムの開

催などを通して深化した。この深化は、今後の企業実習の拡大などの局面で直接・間接的に好影

響を与える可能性が期待できる。 

 

・CBT卒業生の就職率向上の見込み 

本プロジェクトが実施した企業実習においては、学生の技術能力が受け入れ企業先で高く評価

された例が多い。このことから、CBT 卒業生の就職率の向上が期待できる（ただし、まだ卒業生

が出ていないため実績は無し）。 

 

・CBT手法の浸透・ECOWAS諸国への普及可能性 



TVET フォーラムや ECOWAS による TOT ワークショップを通して、CBT アプローチの知名度およ

び理解度が向上した。特に ECOWAS は、ガーナを CBT アプローチの有効な先進事例として捉えて

おり、今後 ECOWAS内の 15カ国を対象としてガーナの制度や経験が普及する可能性がある。 

 

② マイナス・インパクト 

特筆すべきマイナスのインパクトは生じていない。 

 

(5) 自立発展性 

政策面 

同国教育セクターの基本政策である「教育戦略計画 II（ESPII）2010-2020 年」および COTVET

法の観点からも、ガーナ政府は TVETセクターの充実・強化を重視していることは明らかであり、

政策面における自立発展性はほぼ確保されていると判断できる。 

 

組織面 

(COTVET) 

COTVETは職員の中長期にわたる雇用計画を策定しており、仮にその計画に基づいた人員増が実

現できれば、COTVETの組織面における自立発展性は飛躍的に高まると考えられる。換言すれば、

現時点の人員数では、今後更に業務量が増大してゆくなかで、全活動を消化することは困難にな

る可能性が高い。 

 

(試行校) 

本プロジェクトが対象とした学科・学年に限定すると、CBT アプローチによる教育を継続する

ための組織体制はほぼ十分なレベルで整備されている。ただし、他学年および他学科への拡大を

視野に入れた場合は、従来の教育方法に比べて教員を多く必要とする CBTでは教員数が不足する

ため、その自立発展性は低下せざるを得ない。 

 

財政面 

(COTVETが担うべき他校展開の促進) 

CBTアプローチを今後拡大するためには TVETセクターに対する大幅な予算増が必要であるが、

現時点における政府の予算計画から判断するにあたり、その確保には困難が予想される。他方で、

現在 DANIDAおよび世銀を中心として設けられている SDF（Skills Development Fund）の活用が、

資金面での持続性を支えうる鍵と期待される。しかしながら、同ファンドはまだ本格始動してい

ないため、どの程度活用しうるか現時点では判断ができない。 

 

(試行校) 

各試行校ともに、自己収入の拡大努力を続けているが、CBT アプローチ継続のための資金を確



保することは困難になる可能性が高い。 

 

技術面 

(COTVET) 

COTVET人員体制の整備が遅延したこともあり、本プロジェクトで技術移転が実施できた人員は

限られている。今後優秀な人材が COTVET に加入する可能性は期待できるものの、現時点の状況

から判断すると、技術面での自立発展性は高いとはいえない。 

 

(試行校) 

試行校は一連のプロジェクト活動を通して、CBT アプローチにも習熟しており、技術面での自

立発展性は高い。ただし組織面の懸念と同様に、他学科や他学年への拡大にあたっては、CBT ア

プローチに関して経験のない教員への研修などが自立発展性を担保するために必要となる。 

 

(その他) 

CBT アプローチの教員研修を実施できるトレーナー人材を、安定的に確保できる体制を整備す

ることが自立発展性を確保するうえで必要である。 

 

社会面 

企業研修を受け入れた各企業による学生評価からも明らかなとおり、CBT アプローチを採用し

た技術教育の成果は高く、産業界における受容性は高いと考えられる。 

一方、企業実習の継続実施については、産業界と TVET 校にとって相互に便益のある、安定的

な仕組みを構築してゆく必要がある。 

3-3. 結論 

本プロジェクトは、特に中間レビュー調査以降、飛躍的な進捗を見せており、プロジェクト目

標ならびに成果も概ね高いレベルで達成するものと判断できる。 

プロジェクト開始当初から遅々としてきた COTVETの人員体制整備も、この 1年強の間に人員増

を少しずつ実現させており、その能力強化は徐々にではあるものの発現してきたといえる。また

COTVET常任委員会も設立、本格稼動に入っており、制度化も進展したものと評価できる。 

他方で、自立発展性については課題が見られる。COTVETの人員はその業務量に比して未だなお

不足しており、プロジェクト終了後の自立発展性は現時点では高いとはいえない。また、CBT ア

プローチは多大な予算を要求するため、現在の政府予算では国内展開をまかなう余力はない。現

在、国内外のファンド利用の可能性が生まれてきており、財務面の持続性は一定程度高まる可能

性はある。しかしながら、これらは外的条件によるものであるため、その自立発展性を現時点で

確信させるには至らない状況である。 

 

4. 提言と教訓 

4-1 提言 



（1）ファンドアクセス改善に向けたメカニズムの開発 

ドナーファンドである SDFはその有効な資金ソースとして期待できるものであるが、今後 TVET

校が CBT アプローチの拡大のために利用し易いように、そのメカニズムの改善を COTVET が中心

となり働きかけることが必要である。 

 

（2）COTVETの職員採用 

COTVET の職員数は未だ業務量に比して少ない。教育省および関係機関は COTVET が有する雇用

計画に基づいて、遅滞なく人員増を実現できるよう調整努力を払うことが必要である。 

 

（3）CBTの制度化 

本プロジェクトが作成した多数のマニュアルやガイドライン、規則等々を実際の業務に適用で

きるよう、法的側面での承認手続きを早めることが必要である。また合わせて、制度の円滑な導

入のために関連ステークホルダーとのコンセンサスを積み上げてゆくことも重要である。 

 

（4）ガーナ版 CBT（ハーモナイズド CBT）の堅持 

今後、様々な開発ドナーが TVETセクター支援を進めることが想定できるが、その際にガーナ側

は本プロジェクトで同意されたガーナ版 CBT（ハーモナイズド CBT）を堅持することが必要であ

る（堅持してゆく意識なくしては、再び様々な CBTモデルがプロジェクトごとに開発されること

が懸念される）。 

 

（5）企業実習 

企業実習の円滑な継続実施のために、企業連盟・職種別連盟との強力なパートナーシップの構

築や受け入れ企業先へのインセンティブ供与など、有効な仕組みを構築することが必要である。 

 

（6）CBTトレーニング・パッケージ開発 

1）フローチャート開発 

CBTアプローチを実施するにあたり、取るべき手順を示すフローチャートの作成が必要である。

フローチャートは今後他の TVET校での普及の際に有用となる。 

2）トレーニング・パッケージの開発体制 

今後新たにトレーニング・パッケージの開発を計画するに当たっては、事前に COTVETを中心と

して、教員へのインセンティブなどを視野に入れた開発体制を整備することが必要である。 

 

（7）調達資機材のメインテナンス 

資機材を長く有効に使用できるようにするため、資機材の維持管理計画を策定することが求め

られる。また維持管理計画に加えて、消耗品のコスト負担を含めた利用計画の策定も合わせて求

められる。 

 

4-2 教訓 

（1）現地人材の有効活用 

本プロジェクトには、ガーナ人の専門家やスタッフがプロジェクト活動に多く携わっており、



プロジェクトの効果発現に大きく貢献した。こうした現地人材を有効活用・育成することにより、

プロジェクト終了後も技術教育・職業訓練制度の定着、普及にこれら専門家やスタッフが今後貢

献できる可能性が高い。また、ガーナ人専門家の活用により、ガーナの現状により合った CBTモ

デルを本プロジェクトの協力の中で開発することができたと言える。 

 

（2）詳細計画策定調査時の質の確保 

 本プロジェクトでは、カウンターパートとなる COTVET の設立遅延、また職員の配置遅延があ

ったことから、しばらくカウンターパート不在及び事務局長のみの状態が続いた。また、日本側

実施体制の見極め不足から、プロジェクトの専門家配置形態をプロジェクト期間中に何度も替え

ることとなった。 

 技術協力を実施するにあたっては、カウンターパートの存在と適切な日本側実施体制の確保が

不可欠であるため、詳細計画策定調査時にはカウンターパートの配置をプロジェクト開始の前提

条件にしたり、投入リソースの想定も含めた日本側実施体制を十分に検討しつつ、実現可能な協

力内容を設計するなど綿密な調査が重要である。 

 

 




