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評価調査結果要約表 

１．案件の概要 

国名：ASEAN10カ国 案件名：アセアン工学系高等教育ネットワーク

（AUN/SEED-Net）プロジェクト・フェーズ2 

分野：高等教育 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：日本側21.7億円） 

先方関係機関：ASEAN10カ国19メンバー大学、

高等教育担当省 

日本側協力機関：国内支援大学11校（北海道大

学、東京大学、東京工業大学、政策研究大学

院大学、豊橋技術科学大学、京都大学、九州

大学、慶應義塾大学、早稲田大学、芝浦工業

大学、東海大学） 

協力期間 （R/D）：2008年3月～2013年3

月（5年間） 

 

他の関連協力：ASEAN事務局、AUN事務局 

１－１ 協力の背景と概要 

1980年代後半から高度経済成長を続けていたASEAN諸国は、1997年にタイに端を発した通

貨・経済危機により大きな打撃を受けた。これを機に、持続的・安定的な経済開発には産業界

を支え、活性化する工学系人材の養成が重要であるとの認識が共有されるようになった。この

ような認識に基づき、ASEAN諸国の関係者と協議を重ねた結果、工学系高等教育による人材養

成事業として、ASEAN10カ国各国の工学系トップ大学19校を対象とし、その教育及び研究能力

を向上させることを目的とした、「アセアン工学系高等教育ネットワーク（ASEAN University 

Network/ Southeast Asia Engineering Education Development Network、略称「AUN/SEED-Net」）」が

2001年4月に設立され、2年間の準備期間を経て、技術協力プロジェクトが2003年3月より5年間

実施された。2008年3月から引き続いてフェーズ2が開始され、2013年3月に終了の予定である。

本プロジェクトは、ASEAN10カ国（「メンバー国」）の各国の工学系トップクラス大学19校（「メ

ンバー大学」）を対象とし、わが国の11の国内支援大学の支援を受けて、工学分野における人材

育成、研究能力向上、域内及び日本とのネットワーク強化をねらいとした事業である。本プロ

ジェクトの目的は以下のとおりである。 

①メンバー大学の更なる強化 

②ネットワークの基盤強化と対象者の拡大 

③ASEANの地域・産業界が共通に抱える分野横断的な課題に対処する共同研究実施 

④共同大学院プログラム・コンソーシアム（「パートナーシップ大学」）の形成 

今般、フェーズ2実施期間の中間地点を経過した時点で、本プロジェクトの中間レビューを実

施し、プロジェクトの効果を総合的に評価し、プロジェクト活動を改善するための提言を行う

べく、2010年9月下旬から10月中旬にかけて調査団を関係各国に派遣した。調査においては、関

係各国政府・各メンバー大学や留学生を含む関係者と協議を行い、プロジェクト・デザイン・

マトリックス（Project Design Matrix：PDM）に基づくプロジェクトの計画達成度を把握すると

ともに、評価5項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性）の観点から総合的な評価

を行うことにより、これまでの成果の確認と、今後のプロジェクトの方向性・あり方に関する

議論と検討を行った。併せて、本プロジェクトにおけるインパクト発現の具体的事例を収集し

た。 

本評価の結果は各国関係者に送付するとともに、2010年11月にブルネイで開催された本プロ

ジェクトの運営委員会において、この結果の報告とそれに関する議論を行った。 
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１－２ 協力内容 

（1）上位目標（PDM） 

ASEAN地域の社会・経済発展に必要とされる工学系人材が持続的に輩出される。 

 

（2）プロジェクト目標（PDM） 

ASEAN地域の社会・経済発展に資する工学系人材を持続的に育成するための体制の基盤

が整備される。 

 

（3）成果（PDM） 

＜成果1＞メンバー大学の教育・研究能力が更に向上する。 

＜成果2＞メンバー大学を中心に、産業、地域社会、既存の学術ネットワーク及び非メンバ

ー大学を包含する域内学会が確立する。 

＜成果3＞ASEAN地域の産業・地域社会の共通課題に対する解決方法の発見に寄与する共同

研究活動が推進される。 

＜成果4＞フェーズ1において設立されたシステムとネットワークが強化され、ASEAN・日

本間のパートナーシップ大学として機能する。 

 

（4）投入（2010年9月時点） 

＜日本側＞ 

・プロジェクト活動費合計：15.4億円（2010年度計画含む） 

・プロジェクト事務局運営専門家派遣（累計）：チーフアドバイザー1名、アカデミック

アドバイザー2名、業務調整員5名 

・国内支援大学教授派遣（累計）：178人 

＜相手国側＞ 

・メンバー大学・政府の投入額合計：約180万ドル（2008、2009年度合計） 

・学位取得プログラムの一部費用負担（授業料、渡航費等） 

・他のプロジェクト活動の一部費用負担（授業料、旅費、共同研究費等） 

・プロジェクト事務局の施設提供、事務局経費の一部負担（チュラロンコン大学） 

・プロジェクト事務局の人員配置（累計2名）：事務局長1名、副事務局長1名、秘書2名 

＜ASEAN基金＞ 

日本ASEAN連帯基金を通じた資金提供：778,734ドル（2008-9年度における25回の地域

会議開催に係る費用） 

 

２．評価調査団の概要 

業 務 氏 名 所 属 チーム 

団長・総括 熊谷晃子 JICA人間開発部高等教育・社会保障グループ次長 A（9/26-10/2）

協力計画 小西伸幸 JICA人間開発部高等・技術教育課 課長 A（10/2-10/7）

協力企画1 梅宮直樹 JICA人間開発部高等・技術教育課 調査役 B 

協力企画2 小松謙一郎 JICA人間開発部高等・技術教育課 ジュニア専門員 A 

評価分析1 黒田康之 国際開発センター A 

評価分析2 長谷川祐輔 国際開発センター B 

調査期間 2010年9月26日～10月15日 評価種類：中間レビュー 
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３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

＜成果1＞メンバー大学の教育・研究能力が更に向上する。 

域内修士プログラムと本邦博士プログラムは、その学位取得者数及び現時点までの学位取得

見込み者をみると、順調に進んでいるといえる。さらに本プロジェクトを契機に、いくつかの

メンバー大学が大学院を新設したことは特筆すべきである。しかしながら、次のような課題も

ある。 

    

・サンドイッチ博士プログラムが定員を満たしていない。また、奨学生の研究分野と日本の受

け入れ教員の研究分野が必ずしも一致していないケースがあることや、ホスト大学の指導教

員と日本側の共同指導教員の指導方針に相違があるケースがあること等が課題として挙げら

れる。こうした課題を改善するために、奨学生の送り出し大学、奨学生のホスト大学、本邦

支援大学の間での「コーディネーション」の方法を再検討する必要がある。 

・シンガポール博士プログラムにおいても、同様に奨学生の数が定員に満たない状況にある。

この原因として、シンガポール博士プログラムについては、ホスト大学による選考基準が厳

しく、その基準を満たす候補者が十分集まらないことが挙げられる。 

・修了生が本国に帰国後、研究機材・施設の不足・不備、研究資金の不足、研究のための時間

の不足（教員不足から個々の教員の学務・事務の負担が大きいため）などにより、留学先で

学んだことを十分に生かせないことがある。 

 

＜成果2＞メンバー大学を中心に、産業、地域社会、既存の学術ネットワーク及び非メンバー大

学を包含する域内学会が確立する。 

地域会議の開催は計画どおりに実施されているが、域内学会を設立するまでには至っていな

い。特に研究テーマがASEANにとって新たな領域である場合、域内のみでは関係する人材が限

られ、域内学会が成立するまでには時間が必要である。 

ジャーナルの発刊はプロジェクト事務局が中心となって進めており、学会設立の基盤づくり

を行っている。しかし「学会設立」に向けた考え方は、関係者間で必ずしも統一されていない。

域内学会の設立の要否や方向性については、運営委員会の場などを利用しつつ、設立の目的

や意義を含め、全体的なプロジェクトの活動状況も踏まえつつ、関係者で議論する必要がある

と考えられる。 

 

＜成果3＞ASEAN地域の産業・地域社会の共通課題に対する解決方法の発見に寄与する共同研究

活動が推進される。 

共同研究のテーマは、防災、バイオマスエネルギー、都市交通計画、排水処理等の環境問題

対策など、ASEAN地域の共通課題を取り上げたものが数多く実施されている。その研究内容の

発表は、プロジェクトの地域会議で行われている。この地域会議には民間企業、NGO、政府関

係者等の非メンバーが数多く出席しており、共同研究の内容の周知・普及は幅広い層に行われ

ているといえる。 

 

＜成果4＞フェーズ1において設立されたシステムとネットワークが強化され、ASEAN・日本間

のパートナーシップ大学として機能する。 

リソースの共有やネットワーク強化に係る個別の取り組みは実施されており、また、メンバ

ー19大学間で協定（Memorandum of Understanding：MOU）が締結されているほか、メンバー大

学間での単位互換やダブルディグリープログラム形成に係る議論も開始されているが、パート

ナーシップ大学としての組織化には至っていない。また、現時点では、パートナーシップ大学
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の機能やその組織のあり方、組織化に向けた具体的なスケジュールなどについて関係者間で合

意形成がなされていないことから、まずはこれらの点について合意形成をメンバー大学間で図

る必要がある。 

 

３－２ プロジェクト目標達成の見込み 

前述の「３－１ 実績の確認」で述べた課題を解決することにより、本プロジェクト目標を

達成することが可能である。 

 

３－３ 上位目標の達成の見込み 

現在、ASEAN域内の8つの拠点大学において、本プロジェクトやホスト国・大学の独自の取り

組みを通じて、ASEAN各国から工学系人材が留学したり、分野別の学術会議である地域会議等

の活動を通じて、域内での人材育成や相互交流が進展している。これにより、ホスト大学を集

合体としてみた場合、「ASEAN広域工学大学院」が形成されつつあるといえる。このことを踏ま

えると、上位目標「工学系人材が域内で持続的に輩出される」方向に向かっている、といえよ

う。 

したがって、前述の4項目の課題を解決して、プロジェクト目標「工学系人材育成に係る自立

的枠組みの基盤の確立」を達成できれば、上位目標「ASEAN地域の社会・経済発展に必要とさ

れる工学系人材が域内で持続的に輩出される」を達成することが今後見込まれる。 

 

３－４ ５項目評価のまとめ 

３－４－１ 妥当性 

本プロジェクトはASEAN諸国の高等教育政策、及びASEAN諸国に対する日本の外交政策・

援助方針と合致し、高い妥当性をもつ。 

 

３－４－２ 有効性 

現時点においては一部のアウトプットは計画を下回っており、プロジェクト目標の達成に

はそれらに関して今後の取組強化が必要であることから、有効性は中程度である。 

 

３－４－３ 効率性 

本中間レビューのアンケート（2010年9-10月）回答によると、メンバー大学は日本側の投入

はおおむね適切であり、効率よく生かされたと評価している。さらに二国間プロジェクトと

比較して、広域プロジェクトを実施する手順・仕組みがつくられ、本プロジェクトの効率性

を高めている。 

 

３－４－４ インパクト 

本プロジェクトはメンバー大学、日本の支援大学、ASEANの地域社会に大きなインパクト

を及ぼしつつあり、引き続きプロジェクト活動を継続することによって、上位目標である

「ASEAN地域の持続的な社会・経済発展に必要とされる工学系人材が持続的に輩出される」

の実現に向かうものと考えられる。 

 

３－４－５ 持続性 

持続性は政策・制度面や技術面で実現しつつあるが、組織・財政面では強化が必要である。

 

３－５ 結 論 

以上より、本プロジェクトの妥当性は高く、効率性、インパクトの発現見込みについてもお

おむね高いと判断される。 
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他方、現段階において一部のアウトプットは計画を下回っており、プロジェクト目標の達成

には、それらに関して今後の取り組み強化が必要であることから、有効性は中程度である。ま

た、持続性は政策・制度面や技術面で確立しつつあるが、組織・財政面では現時点では十分で

ない。これらの課題を解決すれば、本プロジェクト第2フェーズを一層効果的に進めることがで

きる。 

 

３－６ 提 言 

本プロジェクトは第2フェーズ終了時で、準備期間から通算すると設立から12年を経過する。

本中間レビューの現地インタビューにおいて、各国の教育省やメンバー大学のすべてから第2フ

ェーズ後の継続を強く希望し、長期的なあり方についてさまざまな意見が述べられた。以下、

第2フェーズのプロジェクト目標を達成するための提言と長期的な視点に立つ提言を行う。 

 

３－６－１ プロジェクト目標を達成するための提言 

（1）メンバー大学の教育・研究能力の向上 

「修士プログラム」「サンドイッチ博士プログラム」については、メンバー大学で宣伝

を強化し、候補者の増加を図る。さらに、奨学生の送り出し大学、ホスト大学、日本の

支援大学間のコミュニケーションを更に密にし、効率的な「マッチング」の仕組みをつ

くる。 

「シンガポール博士プログラム」についても同様に、メンバー大学で宣伝を強化し、

候補者の増加を図る。 

各プログラムの修了生については、各メンバー大学が各国政府の提供する競争的研究

費の獲得や産業界との連携促進による研究費や研究実践の場の獲得のための努力を促

す。本プロジェクトとしても修了生の研究活動継続、ネットワーク維持のための支援を

引き続き積極的に実施する。 

 

（2）学会の設立 

運営委員会や各分野で開催される地域別会議において、域内学会の要否とその対応に

つき具体的に検討をする。 

 

（3）パートナーシップの確立 

運営委員会の場などを通じて、「パートナーシップ大学のあり方」について、改めて協

議する。 

 

（4）メンバー大学、各国政府による負担 

外部資金の調達を含め、本プロジェクトの費用負担について今後のあり方を、運営委

員会等で検討する。 

 

３－６－２ 長期的な視点に立つ提言 

（1）ネットワーク型協力のインパクトのとらえ方 

本プロジェクトの第1フェーズから現在までの活動により、ASEAN域内大学間及び日本

の支援大学との人的なつながりが形成されている。また、メンバー大学・本邦支援大学

ともに、大学が組織として参画しており、組織的なネットワークをつくる基礎ができて

いる。メンバー大学の中にはこのネットワークを活用して、個別のMOU締結に基づく大

学間協力、大学院の新設等、本プロジェクトの枠を超えた活動を行っている。したがっ

て、ネットワーク型協力のインパクトをとらえるとき、この「本プロジェクトの直接・

間接的な影響により生まれた予想以上の波及的な成果」に着目すべきである。これらは
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PDM上では記載されていないが、プロジェクトの「インパクト」の一部として定期的に

把握することが望ましい。 

 

（2）第2フェーズ以後のあり方 

本中間レビューの現地インタビューにおいて今後の本プロジェクトのあり方について

各国の教育省や大学から出された意見を運営委員会等で取り上げて、検討する。 

今次調査で提起された主な点は次のとおり。 

・人材の「育成」から「活用」の強調：これまでの協力で育成された人材を「活用」

し、成果を上げていくことが求められている。 

・アカデミックな研究から実践的な応用研究の強調：産業界の技術力向上に資する言

及など、アカデミックな研究だけでなく、実践的な応用研究がより求められている。

・産業界との連携強化、産業界との連携の仕組みづくり：人材育成と研究活動の両方

における産業界との連携をより強化することが求められており、また、そのための

仕組みづくりを行っていかないといけない。 

・留学生の送り出し大学、分野のホスト大学、本邦支援大学の教員の連携の更なる強

化：三者間の連携を更に強化し、より良い事業展開をすることが求められている。

・博士プログラム修了後のプログラム（帰国後のフォローアップ）の強化：多くの留

学生が帰国し教員となっていることから、これら帰国留学生のフォローアップを行

い、更なる能力強化とネットワークの維持・強化を図る必要がある。 

・ジョイントプログラムやダブルディグリープログラムの実施の可否の検討：大学間

連携を更に強化し、ジョイントプログラムやダブルディグリープログラムなどの教

育プログラムの共同形成・実施の可能性を検討していく必要がある。 

 

（3）プロジェクトからプラットフォームへの転換  

本プロジェクトは今まで築いたネットワークを長期的に持続させるために、「パートナ

ーシップ大学」に発展させ、メンバー大学・関係国政府・日本支援大学間の組織的な運

営をめざすものである。この｢組織的運営｣の具体的な内容としては、例えば、大学間で

教員の常時の交流、遠隔教育、さらには共同学位プログラム、単位互換制度の導入が挙

げられる。 

折しもASEANは、高等教育政策として域内の大学間で「1）教育の質の確保（quality 

assurance）」「2）単位互換（credit transfer）」「3）学生の移動促進（mobility）」をめざして

いる。 

したがって、本中間レビューの現地調査インタビューで、東南アジア教育大臣機構

（Southeast Asian Ministers of Education Organization：SEAMEO）や各国の教育省は、本プロ

ジェクトが「ASEANの高等教育政策」を進める土台になるとして高く評価した。さらに、

前述のとおり、メンバー大学のすべてが第2フェーズ後の継続を強く希望し、今後の長期

的なあり方についてさまざまな意見を述べた。 

したがって、本プロジェクトの活動を「期間限定のプロジェクト」ではなく「長期的

なプラットフォーム」としてとらえ、ASEANのニーズに応じて一層有効に機能させるこ

とが求められている。言い換えれば、この「プラットフォーム」の一層の機能強化によ

り、現ネットワークが持続的に発展し機能することが可能となる。そこでまず、運営委

員会などの場で、「ASEAN域内・日本の大学の工学分野高等教育プラットフォーム」の長

期的なあり方について、メンバー大学や各国の財政負担を含めて、関係者間で合意を形

成する必要がある。その際には、各メンバー大学のみならず、各国の教育省の理解と一

層の関与の下で議論を進めることが望ましい。また、日本側としても、JICA及び本邦支

援大学にとどまらず、All Japanとしていかにプラットフォームを支えていくかの検討を進
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めるべきである。 

プラットフォームとして持続的な組織運営がなされるためには、関係機関のネットワ

ークを調整・管理する事務局機能の存在が不可欠である。現在のところ、各メンバー大

学はコーディネーターを設置するなどそれぞれのリエゾン・オフィス機能を果たすこと

でプロジェクトへの貢献を行っているが、全体調整を担うAUN/SEED-Net事務局（バンコ

クに所在）については、タイ側による部分的な財政支援を除き、大半の運営経費は日本

側が負担している。他方で、活動経費については、既にみたように、奨学金プログラム

における一部の奨学金免除や渡航費の負担をはじめとしてメンバー大学側の負担努力が

みられつつあるが、今後AUN/SEED-Netがプラットフォームとして持続するためには、メ

ンバー国・大学、日本側関係機関、更にはその他の外部資金も含めたリソースの多様化

が不可欠である。こうした観点から、既存のメンバー国・大学の負担強化を含めた財政

基盤の強化について、運営委員会において更なる議論が求められる。 

 




