
 1 

事業事前評価表（技術協力プロジェクト） 

 

作成日：平成 22年 6月 1日 

担当部・課：産業開発部 産業･貿易課 

１．案件名 

国名：メキシコ合衆国 

案件名：プラスチック成形技術人材育成プロジェクト 

Project for Human Resource Development in the Technology of Plastic Transformation 

２．協力概要 

（１） プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述 

メキシコ合衆国メキシコ･シティの実施機関の職業技術活性化センター（National Actualization 

Center for Teachers: Centro Nacional de Actualizacion Docente（CNAD））が、メキシコのプラ

スチック産業界のニーズに見合った中間技術者育成のために、プラスチック射出成形技術研修コー

スを設置して産業/職業技術高校（Centros de Estudios Tecnológicos Industrial y de 

Servicios(CETIS)/Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios(CBTIS)：日

本の工業高校に該当、以下工業高校）のプラスチック成形技術コース担当教員に対する研修が行え

るように、またモデル工業高校にてプラスチック成形技術コースの立上げ･運営について、本邦専門

家による技術移転等にて支援する。 

（２） 協力期間 

 2010 年 10月～2014年 10月（4年間） 

（３） 協力総額（日本側） 

総額約 4.48億円 

（４） 協力相手先機関 

• メキシコ連邦政府公共教育省産業技術教育局（Dirección General de Educación Tecnológica 

Industrial(DGETI), Secretaría de Educación Pública）：産業技術教育に関わる中等教育部門

を管轄し、CNAD や工業高校にかかる予算配分やカリキュラムの承認等を行う監督省庁 

• メキシコ職業技術活性化センター（CNAD）：プロジェクト実施機関 

（５） 国内協力機関 

 無し 

（６） 裨益対象者及び規模、等 

• 直接裨益者：CNADインストラクター9人、モデル工業高校教員 18人（1校 6人×3校） 

  モデル工業高校のプラスチック成形技術コース生徒 90人（1校 30人×3校：初年度） 

• 間接裨益者：メキシコ全国の工業高校数：433校、2006/07年度の総生徒数 547,597名 

メキシコプラスチック製造業者数：3,500社（うち射出成形企業数 1,995社）、総従業員数 152,600

人（うち中小企業零細の射出成形企業従業員数約 8万人（中間技術者約 3,000人） 

３．協力の必要性・位置付け 

（１） 現状及び問題点 

 メキシコは原油産油国であり、そのためプラスチック素材プラントの設置が拡大している。しか
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し、エンジニアリング･プラスチック成形品 1

メキシコのプラスチック成形関連企業総数は 3,500 社（登録企業数）で、他分野の産業界と似て

中小零細企業が多く、これらの企業のレベル向上が重要課題となっている。3,500社で 15万人の直

接雇用と 100 万人の間接雇用を生み出しているが、国内市場向け容器や日用品など汎用プラスチッ

ク製品の生産が全体の 85％を占め、エンジニアリング･プラスチック製品の生産は全体の 9％となっ

ている。 

の殆どは輸入に頼らざるを得ない状況にあるのが実態

であり、消費をカバーできるだけの生産量や十分な品質が確保できていない。2005年の日墨経済連

携協定（EPA）発効後、日系企業の進出及び投資額は高い伸び率で成長しており、特に自動車･家電

部品等の輸出が伸び続けている一方で、メキシコ企業はこうした日系企業を始めとする海外企業や

国際市場に部品を供給できるレベルに無く、今後の日系企業によるメキシコへの投資拡大及び経済

関係の強化のためにも、メキシコ裾野産業で生産される中間財の質の向上及びメキシコ労働力の質

の向上が重要な課題の一つとなっている。とりわけ、上述のとおり中間財としての重要性が高く、

かつ国内需要を賄えないプラスチック成形品の国内生産能力向上が課題となっている。 

プラスチック成形企業分布は消費地であるメキシコ・シティが最も多く 800 社、2 番目がメキシ

コ州で 650社、3番目は自動車産業が多く進出する北東部ヌエボレオン州で 320社、4番目も自動車

産業があるグアナファト州で 280 社である。北部･北東部地域はエンジニアリング･プラスチック成

形企業が多く、中部地域は汎用プラスチック成形企業が中心で、南部は農業製品関連の成形企業が

多い。 

このような状況下で、プラスチック成形企業数は増えているが一定のレベルの労働力供給が追い

ついていない。プラスチック産業界の労働力を①技術者･エンジニア、②中間技術者･スーパーバイ

ザー･職工長やライン長、③単純労働者･機械のオペレーターと分けると、①のエンジニア育成は大

学工学部での教育や技術研究機関での研修等により比較的行われており、また③の単純労働者につ

いても質は別として量的な育成には特段の問題はないことがプラスチック産業界からの聴取で分か

っている。他方で中間技術者の育成は遅れており、産業界からは社内 OJT や社外研修を行っている

ものの需要を充たしていないために一定の技術レベルを持つ中間技術者をコンスタントに確保した

いとの思いは強い。この中間技術者の育成が強化されれば、増加中のプラスチック成形企業の労働

需要と求められている技術レベルを充たすことができ、更に将来的には中小企業の起業にも繋がる

ことが期待される。 

中間技術者の育成に関して、大別すると技術教育の中等後期レベルを卒業した新卒者の採用と、

職業訓練を受けた既卒者の採用によって確保する方法があるが、メキシコでは工業高校（国立の

CETIS/CBTIS、州立の工業高校やその他の中等教育後期に位置する職業訓練高校を含む）の数が多い

ために、継続して定量を供給できるのは技術教育の中等後期レベル卒業者と考えられる。しかしな

がらそれらを輩出するメキシコの工業高校にはプラスチック成形技術コースがなく、また同技術を

教える教員も育成されていないために産業界の要望に応えていない状況にある。 

技術教育についてDGETIは工業技術教育に関する中等教育部門を管轄しており、その下部組織に本

                                                   
1 合成樹脂（プラスチック素材・熱可塑性樹脂）の中で、所定の目的に添った機能（主に耐熱性）を強化してあるもの 
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プロジェクトの実施機関となるCNADと工業高校（CETIS/CBTIS：名称が異なるが、現在は同じ工業高

校）がある。CNADの機能は、CETIS/CBTISに所属する教員に対して主にメカトロニクス 2

技術教育と職業訓練は異なるが、メキシコでは職業訓練も連邦教育省が管轄しており、職業訓練

センター局（DGCFT）の下に職業訓練研究開発センター（CIDRORT）と CECATI（国立職業訓練センタ

ー）、ICATHI（州立職業訓練センター）がある。 

の専門課程

を開設し、能力向上の研修を実施して人材育成と再教育を行うことにある。工業高校の技術系教員

研修を行っている機関はCNADのみであるが、CNADにもプラスチック成形技術研修コースは設置され

ていない。 

（２） 相手国政府国家政策上の位置付け 

メキシコ政府は80年代半ばから保護育成策を見直し、輸入自由化、外資規制の緩和等を進め、製

造業の国際競争力を高める努力を行った。これに民間部門の投資努力も加わって、全輸出額に占め

る工業製品の割合は8割に至った。工業製品輸出のうち約55％をマキラドーラ（加工貿易業）製品が

占めており、投資資金と技術が流入する同部門が製造業をリードしている。 

06年12月に発足したカルデロン政権は、任期中の国家開発計画「2007～2012年国家開発計画」を

07年6月に発表した。同計画の柱は①法治国家と公共の安全、②競争力ある経済と雇用の創出、③機

会の平等、④環境の持続性、⑤効果ある民主主義と責任ある外交、である。②に関し、所得水準、

競争力ランキング、開発インフラ、観光など各分野の数値目標を示した。これに先立ち07年5月に公

表した長期開発計画「2030年のビジョン (Vision 2030)」の中では、①～⑤の柱を掲げるとともに、

数値目標を設定している。 

本案件は、カルデロン政権の長期計画の②競争力ある経済と雇用の創出に貢献し、同政権が2008

年の世界金融危機以後に打ち出した中小企業･裾野産業支援強化策にも合致している。 

（３） 我が国援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置付け（プログラムにおける位置

付け） 

産業開発及び裾野産業支援は、我が国の援助重点分野に該当する。対メキシコ ODA の重点分野と

しては（ロ）産業開発と地域振興に関する協力（産業開発と地域振興）「日墨 EPA協定発効も視野に

いれつつも、従来より実施してきた裾野産業支援や中小企業育成・振興のための協力推進を目的に

支援を実施する」に合致している。そして国際協力機構の対メキシコ援助重点分野「産業開発と地

域振興」、開発課題「中小企業政策の強化」、プログラム「産業開発人材プログラム」に合致してい

る。 

また 2005 年 4月の日墨経済連携協定（EPA）発効後、日系企業の進出及び投資額は高い伸び率で

成長を続けており、特に自動車・家電部品等の輸出が伸び続けている。しかし一方でメキシコ国内

の裾野産業で供給できる部品の品質及び生産量は低く、在メキシコの外資系企業や国際市場ニーズ

を十分に満たせていない状況にある。今後の日系企業の当国への投資拡大及び経済関係強化のため

には、メキシコの裾野産業で生産される中間財の質の向上及びメキシコ人労働力の質の向上が最重

要であり、本件プロジェクトはその方向性に一致する。 

４．協力の枠組み 

                                                   
2 機械工学に電子工学（エレクトロニクス）を結びつけ、機械の制御などに電子技術を応用して機械の高性能化・自動化を図るた

めに利用される学問･技術分野 
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〔主な項目〕 

（１） 協力の目標（アウトカム） 

1. 協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値 

CNADにおいてプラスチック射出成形技術に関わる教員育成機能が向上する。 

指標 

① プラスチック産業界ニーズを反映した、CNADのプラスチック射出成形技術 3

② プラスチック産業界ニーズを反映した、モデル工業高校の高校生向けプラスチック成

形技術コースの改善されたカリキュラムの教育省による承認、教材整備･コース生徒数 

工業高校教

員研修コースの改善されたカリキュラムの教育省承認、教材整備･研修員数 

③ プロジェクトで育成された C/P（CNADインストラクター）数 9人 

④ CNADインストラクターによる研修を受けたモデル工業高校教員数 

2. 協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値 

  工業高校が質の高い労働力をメキシコのプラスチック産業界に供給することに貢献する。 

指標 

① CNADのプラスチック射出成形技術工業高校教員研修コースの研修員数 

② CNADのプラスチック射出成形技術工業高校教員研修コース研修員の技術レベル（日本

の技能検定の 1～2級程度） 

③ 工業高校プラスチック成形技術コースの卒業生数 

④ プラスチック成形技術コースが設置された工業高校数 

⑤ 工業高校プラスチック成形技術コースの卒業生のプラスチック産業界への就職者数 

⑥ 工業高校プラスチック成形技術コースの卒業生の技術レベル（日本の技能検定の 3級

程度） 

（２） 成果（アウトプット）と活動 

  

① CNAD インストラクターがプラスチック射出成形技術を工業高校教員に指導できるようにな

る。 

※ CNADにおける成果と活動 

○主要指標 

日本のプラスチック射出成形技術技能検定 1～2級同等レベルに達した CNADインストラクタ

ー数 

○主要活動 

本邦専門家が CNADインストラクター研修計画を作成する。 

JICAが実習に必要な機材を供与する。 

本邦専門家が研修計画に沿って講義･実習研修を行う。 

② CNAD にて、工業高校教員を研修するため、プラスチック産業界のニーズに見合ったプラス

チック射出成形技術カリキュラムが作成される。 

○主要指標 

                                                   
3 プラスチックの成形方法に押出成形法、ブロー成形法、真空成形法、カレンダー加工法等があり、最も使われている成形法が射

出成形法である。射出成形は高熱のシリンダーによって溶かされたプラスチックの原料を金型に流し込み、一定時間冷却すること

でプラスチックが固められ成形品が出来上がる。 
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CNADにおける工業高校教員研修カリキュラム･研修教材 

○主要活動 

CNAD/DGETI と本邦専門家が工業高校教員研修カリキュラム作成のために、メキシコ側が作

成した素案の協働レビューを行う。 

産業界代表を含めたカリキュラム委員会を設置して、同カリキュラムについて協議する。 

③ CNADの工業高校教員向けプラスチック射出成形技術研修コースが効率的に運営される。 

○主要指標 

CNADにおける新部門としてプラスチック射出成形技術グループの設置 

CNADによる研修計画に従った研修の実施･モニタリング･フィードバック状況 

定例モニタリング回数 

○主要活動 

CNADが本邦専門家の指導を受けてモデル工業高校教員研修コースを実施する。 

モニタリング委員会を設置･開催する。 

 

  

④ モデル工業高校に新たに設置予定のプラスチック成形技術コースのうち射出成形技術部分

（科目や実習）がプラスチック産業界のニーズに見合うよう作成･改善される。 

※ モデル工業高校における成果と活動 

○主要指標 

DGETIに認可されたカリキュラムに基づいたモデル工業高校におけるプラスチック成形技術

コースの設置 

モデル工業高校による同上コースに射出成形技術コンポーネントの組み込み 

DGETIによるモデル工業高校のカリキュラムの定期的な見直し状況 

日本のプラスチック射出成形技術技能検定2級同等レベルに達したモデル工業高校3校教員

数 

○主要活動 

CNAD インストラクターが本邦専門家の指導を受けてモデル工業高校におけるカリキュラム

と実習用機材の選定に関してアドバイスする。 

CNADインストラクターがモデル工業高校教員の研修を実施する。 

CNADにてモデル工業高校教員研修に対する試験が行われる。 

CNAD インストラクターが本邦専門家の指導を受けつつ、モデル工業高校教員の活動を監督

する。 

 

  

⑤ CNADとモデル工業高校並びにプラスチック産業界とのリンケージとして合同委員会が設置

される。 

※ CNADとモデル工業高校の両方における成果と活動 

○主要指標 

合同委員会の設置と委員会開催数 

○主要活動 
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CNADがプラスチック産業界との定例会合を開く。 

CNAD が本邦専門家の手助けを得て、プラスチック産業界向けにプラスチック射出成形技術

に関するオープンセミナーを開催する。 

CNADと本邦専門家が、モデル工業高校とプラスチック産業界のリンケージ構築のため、合

同委員会の設置を支援する。 

 

（３） 投入（インプット） 

① 日本側（総額約 4.48億円） 

専門家 4人派遣（総括、プラスチック材料、射出成形技術、射出成形用金型メンテナンス） 

供与機材（射出成型機関連機材、金型組立･メンテナンス機材、分析･試験･検査機材） 

研修員受け入れ（9人） 

在外事業強化費 

② メキシコ側 

カウンターパート人件費、施設（専門家執務室、プラスチック射出成形技術実習室等）提供、

専門家執務室光熱費、公用車提供 

（４） 外部要因（満たされるべき外部条件） 

メキシコにおいて劇的な政治･経済的な変化が起こらないこと。 

CNADインストラクター9名が離職しないこと。 

５．評価 5項目による評価結果 

（１） 妥当性 

 以下の理由により、妥当性が高いといえる。 

• メ国の 2007 年～2012 年の国家開発計画に競争力ある経済のための施策として中小企業振興策

が明示されており、国家開発計画と合致しているといえる。 

• 日墨経済連携協定（EPA）の二国間協力分野として「裾野産業」「中小企業」が明記されており、 

本プロジェクトはプラスチック成形関連の中小企業の競争力強化に寄与することが期待される

こと、また JICAメキシコ国別事業実施計画では、中小企業の育成振興を重点分野の一つとして

おり、本プロジェクトとの整合性は確保されている。 

• 2001～2010 年の 10 年間における一人当たりプラスチック消費量は、北アメリカ地域で 223kg

から 326kgと 46%増大し、メキシコのプラスチック成形産業の振興が重要なことが分かる。 

• メキシコのエレクトロニクス・自動車産業でプラスチック成形加工品の需要増加は著しいが、

輸入に依存しているためにプラスチック成形品の内製比率の向上/輸入代替が強く求められ、そ

のための人材育成が急がれている。 

• プラスチック成形企業のニーズは優秀な技能工の確保であるが、現状では経験に依存しがちな

知識を伴わない技能工しか雇用できておらず、新たな知識と技術を持った労働力人材育成が要

望されている。 

• 産業人材能力向上のための教育用機材整備費として、DGETI 向けに 2010 年単年度で 3～5 億ペ

ソの予算案が審議される予定であり、メキシコでの産業人材育成が重要視されている。 

• CNADをプロジェクト実施機関と選定したことは、同機関に「メキシコ職業技術教育活性化セン
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タープロジェクト方式技術協力（1994～1999）」の成功実績があり、人材育成の知見が蓄積され

ていることから実施機関の妥当性は高いといえる。 

• 当初に CNAD が育成する工業高校教員が所属するモデル工業高校 3ケ所（メキシコ・シティ、テ

ィファナ、シウダ・ビクトリア）の地域選定については、メキシコ・シティは国内最大のプラ

スチック成形企業集積地域（800 社：全体の 23%）、ティファナはエレクトロニクス組立メーカ

ー等の日系企業が多く進出している地域、シウダ・ビクトリアはメキシコの原油を利用して生

産されるプラスチック素材の 60%を生産する工業地帯に近くて石油の付加価値向上のためのプ

ラスチック製品の生産が望まれている地域であることから、3 地域では特にプラスチック成形

産業を強化するための産業人材が求められている。 

• この分野は、日本が得意とする生産技術分野であるため、これまでの経験を十分に活用できる

意味からも、協力の妥当性は高い。 

 

（２） 有効性 

以下の理由により、有効性は高いと見込まれる。 

• ターゲットグループとして、CNAD インストラクターとモデル工業高校教員を設定している。彼

らの能力向上の評価指標として日本のプラスチック成形技能検定の等級を参考指標として利用

すること、このモニタリング方法論もプロジェクトに組み込むことが可能であることからプロ

ジェクト目標の能力向上に関する目標設定は明確化されている。 

• 工業高校教員研修コースの設置に関して、プラスチック成形産業集積地に地理的に近い高校 3

校を選定しており、また、産業界のニーズを吸い上げるための産業界と CNAD、工業高校との連

携体制も整備されつつあり成果が有効に目標に結びつくと思われる。 

• 本プロジェクトの対象技術ではないブローや押出成形技術に関して、基礎的な理論部分は射出

成形技術と共通するために CNAD インストラクターやモデル工業高校教員に教授することがで

き、本プロジェクトで供与しないそれら成形技術の機材実習については民間企業との連携によ

る実習が検討されているため、総合的なプラスチック成形技術に関する能力向上が期待できる。 

 

（３） 効率性 

以下の理由により、効率性は高いと見込まれる。 

• 工業高校の卒業生の育成目標レベルを仮設定し、それに基づいて工業高校教員の到達能力の目

標レベルと、彼らを育成する CNAD の到達能力の目標レベルを設定する案を採用したことで各階

層の到達目標レベルが客観的に把握できるため、効率的な技術移転が期待できる。 

• メキシコ側が先行して、モデル工業高校でのプラスチック成形技術コースの設置準備を進めて

いるため、アウトプット達成のための活動は時間的なムダが極力少ない状態で進展することが

期待できて高い効率で活動が実施されると思われる。 

• アウトプット達成のために設定されている活動の質･量には、プラスチック射出成形技術を総合

的に捉えて各分野の専門家を設定し、機材も精査しており、4 年間の期間もモデル工業高校で

のプラスチック成形技術コースの立上げ支援も含めて設定しており、過不足はない。 

• アウトプット達成のために、既存のリソース（CNAD保有機材）や組織（民間企業、メキシコプ
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ラスチック製造業協会（ANIPAC）等の業界団体）の協力、プロジェクト実施体制の長所を最大

限に活用する計画が検討されている。 

• モデル工業高校がある州政府･自治体の政策等を活用して、特に産業界との連携（射出成形以外

の成形技術の実習において産業界で実習を行う等）や、将来的に射出成形技術のモデル工業高

校以外への普及に関して相乗効果が期待できる。（例：タマウリパス州） 

• DGETI が管轄する工業高校は全国に分布しており、CNAD を通じての技術移転を図ることは、将

来的に全国に波及が期待されるために効率的と判断できる。 

 

（４） インパクト 

正のインパクトが、以下のように見込まれる。 

• モデル工業高校 3 校の実績の他校への拡大については、メカトロニクス技術の普及に関して

DGETI/CNADにその経験があって CNADで研修を受けた教員が増加し、メカトロニクス･コースを

設置する工業高校も増加した。本プロジェクトにおいても将来的にプラスチック射出成形の教

員が増加して、メキシコ国内の工業高校でプラスチック成形技術コースが増えることが期待で

きる。結果、卒業生も増えてプラスチック成形産業に就職する例も多くなると予想され、プロ

ジェクト目標の達成によって上位目標も達成されるとの論理構成になっている。 

以下は、上位目標以外に予見されるインパクト。 

• 本プロジェクトによりプラスチック成形産業における技能工の能力が各企業において好ましく

評価された場合、メキシコにおける技能工の重要性が認識され、その結果として工業高校卒業

生のステータスが向上することも期待される。 

• これまで技術知識のみを有する管理職と生産現場のスーパーバイザーの間に話が通じない状態

があった関係が改善され、管理職と生産現場担当責任者の問題認識の共有化ができる可能性が

ある。このことから、現場改善の環境良化が期待できる。 

• 工業高校の卒業生が就職先の中小企業で活躍することで、彼らが指導する機械オペレーターの

能力向上が期待できる。 

• モデル工業高校 3 校とその他の工業高校において、機材格差やその他の教育環境の格差が著し

く大きい場合には、他校に所属する教員/生徒の意欲低下などの負のインパクトが生じる場合が

ある。 

 

（５） 自立発展性 

以下の理由により、限定された課題が解決されたならば自立的発展性は高いと見込まれる。 

• メキシコ側の中小企業･裾野産業振興政策の優先順位は高く、プロジェクトに影響を与える「中

小企業振興」、「産業人材育成」に関する政策の継続性は維持されると想定できる。 

• 実施機関の組織体制やモニタリング体制は、CNADが過去における「メキシコ職業技術教育活性

化センタープロジェクト方式技術協力（1994～1999）」を効果的に運営した経験を有しているこ

とから、本プロジェクトにおいても同様の効果が期待できる。 

• 財政面での持続的発展性については、供与機材のメンテナンス費用と CNADで教育実習に要する

プラスチック材料費等の消耗品費が追加計上されることなく現状予算内での実行が前提と成っ
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ている。この点は、今後における懸案課題として必要予算の推定試算を試み、必要に応じて改

めて提言する等の支援が必要と思われる。 

• 技術面の自立的発展性は、「メキシコ職業技術教育活性化センタープロジェクト方式技術協力

（1994～1999）」で適切な実績を残していることから技術移転内容の維持・改良は期待できると

思われる。懸念事項は、供与機材のメンテナンスに関し、自立的に維持管理できる能力の吸収

と保全予算面の確保である。 

• モデル工業高校から他の工業高校へと成果を拡大するには、上位機関である DGETI が工業高校

でのプラスチック成形技術コース設置計画を策定し、連邦教育省予算を確保して設置拡大･教員

配置を行う必要がある。2010 年度には DGETIが工業高校全 433校向けに各コースの実習機材用

予算を確保した例があり、産業界のニーズに見合った人材供給のために技術教育部門で行える

人材育成の重要性に鑑みて、将来的に DGETIが計画を策定･予算を確保して全国の工業高校にプ

ラスチック成形技術コースを拡大して行くことが期待できる。 

 

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

 本プロジェクトの関係機関の工業高校生徒における男女比率は概ね半々である。 

 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 

 メキシコ･プレス加工技術向上プロジェクトでは、業務実施契約において必要に応じた専門家の交

替が容易なことや短期派遣の繰返しによる専門家と C/P の緊張感の持続（専門家帰国中は宿題を出

して C/P が次回専門家派遣時までに提出する、専門家が次回派遣時まで課題解決のために日本で知

見を深めるなど自己研鑽して対応できること等）などが理由となってスムーズな技術移転が行われ

たとして高い評価を得ており、本プロジェクトでも業務実施契約による法人委託型を想定している。 

 JICA による支援としてこれまで金型技術に特化した支援例はあっても、もの造りを総合的に捉え

ていなかったために金型技術が向上してもそれを利用する製造技術のレベルが合致しないなど目標

達成が困難なことがあった。本プロジェクトにおいても、プラスチック成形技術向上に関して単に

射出成型機の操作技術が向上すれば製品の質が向上するわけではなく、射出成形技術のみならず金

型技術や材料に関する知見も重要なために、もの造り全体を総合的に捉えつつプロジェクトを形成

している。 

 前述のプレス加工技術向上プロジェクトでは、技能が高く知見を持つ産業技術分野の専門家には

語学力が高くない人材も多いため、また英語圏ではないので細かいニュアンスをも伝達させるため、

日本語⇔スペイン語通訳を専門家活動に充分見合うように配置した結果、専門家による講義･実習の

両面においてきめ細かな指導が行えていた。これに鑑みて本プロジェクトでも通訳配置について配

慮している。 

 メキシコでは日系企業による地場中小企業･裾野産業からの部品調達の増加が期待されているが、

前述のプレス加工技術向上プロジェクトではそこに資する活動が特段含まれていなかった。本プロ

ジェクトはプラスチック産業界（中小企業）に質の高い労働力を供給するという上位目標を設定し

ており、産業界との連携について配慮している。日墨 EPAも 2005年に締結済みであり、日系企業は

品質が良ければそれら中小企業から部品調達を増やそうとしていることから、実施機関や工業高校
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による産業界のニーズ把握の際に日系企業（プラスチック成形加工業、自動車メーカー、家電メー

カー等）からの聴取も計画している。 

８．今後の評価計画 

 中間レビュー：2012年秋 

終了時評価：2014年春 

 事後評価：2018年（予定） 
 


