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評価調査結果要約表 
 

１．案件の概要 

国名：パキスタン・イスラム共和国 案件名：技術教育改善プロジェクト 

分野：技術教育 援助形態：技術協力プロジェクト 

相手国実施機関：パンジャブ州技術教育・職業訓練庁

（Technical Education & Vocational Training Authority：

TEVTA） 

レイルウェイロード技術短期大学（Government College 

of Technology Railway Road Lahore：GCT R.R.） 

日本側協力機関：なし 

協力期間： 

2008 年 12 月～ 

2013 年 11 月（5 年間） 

他の関連協力：GCT R.R.の施設整備・機材供与のための

無償資金協力（予定） 

１－１ 協力の背景と概要 

パキスタン・イスラム共和国（以下「パ」国）では、国家開発計画である Vision2030 の下、

工業化の推進に取り組んでいる。本プロジェクトサイトのパンジャブ州ラホールは、カラチに

次ぐ同国第二の工業都市であり、各種エンジニアリング産業が発達し、機械、建築分野の技術

者に対する需要も高い。特に労働者の作業現場と経営層をつなぐ中堅技術者の育成に対する需

要が高まっている。 

「パ」国の技術教育・職業訓練（Technical and Vocational Education and Training：TVET）シス

テムは、主に連邦レベルの国家職業技術教育委員会（National Vocational & Technical Education 

Commission：NAVTEC）、州レベルの技術教育・職業訓練庁（Technical Education & Vocational 

Training Authority：TEVTA）、そして技術短大（Government College of Technology：GCT）や職

業訓練校といった TVET 実施機関という 3 つの階層により構成されている。本プロジェクトで

対象とするレイルウェイロード技術短期大学（Government College of Technology Railway Road 

Lahore：GCT R.R.）は、パンジャブ州で中堅技術者育成を担う中核技術教育機関であるが、10

年以上も改訂がなされていないカリキュラムに基づく教育・訓練サービスが提供されていたこ

とや、教員の技術力や指導力が十分でなく、教材が適切に活用されておらず、実習用機材が長

期にわたり更新されていない、さらには卒業生の就業支援が組織的に行われておらず、産業界

との連携体制が構築されていないなど、多くの課題を抱えていた。 

かかる状況の下、「パ」国政府から、GCT R.R.を産業界のニーズに沿う教育を提供できる先進

的モデル校（Center of Excellence：COE）とすべく、その強化を目的とした「技術教育改善プ

ロジェクト」が要請され、現在、産業界のニーズ等も踏まえた教育・運営体制の確立のために、

機械・建築の 2 分野を対象として協力を実施している。 

 

１－２ 協力内容（中間レビュー時点） 

（１）上位目標 

 産業界のニーズを踏まえた技術教育を提供するために、プロジェクト知見がパンジャブ

州内の他校（機械、建築）に適用される。 

 

（２）プロジェクト目標 

 GCT R.R.が、機械・建築分野の COE として、産業界のニーズを踏まえた技術教育を提供
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できる機関となる。 

 

（３）成果 

１）成果 1：産業界のニーズを取り入れた技術教育が提供できるよう GCT R.R.の組織体制

が強化される。 

２）成果 2：機械・建築コースの訓練マネジメントサイクルが強化される。 

３）成果 3：GCT R.R.の就職支援体制が強化される。 

４）成果 4：GCT R.R.がプロジェクトで得た経験・知見が、GCT R.R.内の他のコースや他

の TVET 機関（機械・建築）に周知される。 

 

１－３ 投入（中間レビュー時点） 

（１）日本側 

１）専門家派遣：累計 6 名 

派遣分野（長期専門家）：チーフアドバイザー／業務調整、機械、建築 

派遣分野（短期専門家）：訓練ニーズ調査、建築、学校運営管理 

２）研修員受入れ：本邦カウンターパート（C/P）研修に累計 11 名 

３）機材供与実績：合計 50,305,000 PKR 

４）現地活動費 ：合計 21,224,016.50 PKR 

 

（２）「パ」国側 

１）C/P： 

主要 C/P 累計 11 名 

機械 33 名（29 名在職）、建築 13 名（10 名在職） 

２）専門家執務スペース 

３）事業運営費：合計 10,640,000 PKR（施設改修費等） 

２．評価調査団員の概要 

調査者 団長・総括 梅宮 直樹  JICA 人間開発部高等技術教育課主任調査役 

評価分析  荻野 有子  株式会社コーエイ総合研究所主任研究員 

調査期間 2011 年 6 月 13～24 日 評価の種類：中間レビュー 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（１）成果 

 各成果の達成状況は以下のとおりである。 

１）成果１：産業界のニーズを取り入れた技術教育を提供できるよう GCT R.R.の組織体制

が強化される。 

 学生（全校 2,000 人）や供与機材のデータベース化は完了した。教員データは既存のも

のがある。企業等、その他の情報のデータベース化及び学校運営改善のためのデータ活用

は今後の計画に含まれている。また、産学連携を目的としたワーキング・グループは、既

存グループの活性化または新規グループの立ち上げが課題であり、今後は主要企業の積極

的参加を促進させる必要がある。これまでの連携活動は限定的であり、GCT R.R.と産業界

との連携会合も不定期・散発的なものであった。なお、広報の点ではニュースレターが 2

回発行され、学校のウェブサイトも作られている。 
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２）成果２：機械・建築コースの訓練マネジメントサイクルが強化される。 

 プロジェクトの開始とともに、企業、卒業生等を対象に訓練ニーズ調査が実施され、調

査結果に基づきカリキュラムが改訂された。エンジニアリング・ディプロマ（Diploma Associate

of Engineering：DAE）コース 3 年分のカリキュラム改訂は、1 年次から順次開始され、「改

訂→評価・承認→1 年間のパイロット・コース実施並びにモニタリング・評価（Monitoring 

& Evaluation：M & E）→ 終評価」の過程を経て行われる。1 年次から 3 年次までは既に

改訂を終え、機械については 2010 年より 1 年次改訂カリキュラムの州内他校への普及が始

まっている。2 年次も 2011 年 9 月より州内普及が行われる予定である。3 年次は、機械・

建築とも 2011 年 9 月からパイロット・コースが開始され、2012 年 6 月には、改訂カリキ

ュラムによる初の卒業生が送り出される予定である。このほか、シラバス、教材や試験問

題の改訂も行われるとともに、施設改修・機材設置も実施され、機材目録も作成された。

 マスター・トレーナーは、現在のところ機械学科で 3 名、建築学科で 5 名が訓練された。

建築学科は十分であるが、機械学科では新規に改訂された科目が 10 科目であることから更

に 7 名を訓練する必要がある。マスター・トレーナーによる他教員への訓練は今後の計画

であり、訓練マネジメントサイクルのマニュアルも、サイクルが一巡したのちに作成され

る予定である。 

３）成果３：GCT の就職支援体制が強化される。 

 就職情報のコンピュータ化に着手したところである。改訂カリキュラムによる 初の卒

業生となる現在の 2 年生を対象に、今夏にインターンシッププログラムを実施すべく準備

が進んでいる。また、就職課が立ち上がり、これまで教員が個人的に対応していた就職相

談を組織的に行うこととなった。今後、これらの活動を具体的に実施していくこととなる。

就職支援に対する学生の満足度データは、活動の進展とともに収集することとなり、雇用

主の満足度データはエンドライン調査で収集する予定である。 

４）成果４：GCT がプロジェクトで得た経験・知見が、GCT 内の他のコースや他の TVET

機関（機械・建築）に周知される。 

 プロジェクト後半において、訓練マネジメントサイクルが一巡した段階で、経験を共有・

普及するためのセミナーを開催する計画となっている。 

 

（２）プロジェクト目標 

プロジェクト目標：GCT R.R.が、機械・建築分野の COE として、産業界のニーズを踏まえた

技術教育を提供できる機関となる。 

 プロジェクト目標の達成状況は、改訂カリキュラムの卒業生に対する企業側の評価、卒業生

自身の満足度、各学年末試験の合格率によって測られることから、（卒業生未輩出の現段階では）

成否の判断は時期尚早である。なお、本調査において在校生から聞き取りを行った結果、改訂

カリキュラムに基づく授業に対する生徒の評価は全般的に高い。また、試験合格率については

過去 3 年分のデータがあることから、終了時評価時点で比較を行うこととなる。 

 

（３）上位目標 

上位目標：産業界のニーズを踏まえた技術教育を提供するためにプロジェクトの知見が、パン

ジャブ州内の他校（機械、建築）に適用される。 

 既に 1 年次のカリキュラム（機械）が他校に普及されている他、TEVTA では予算措置を含む
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普及のための具体的計画の策定に着手したところであることから、上位目標達成の見込みは高

い。建築学科は GCT R.R.のみに設置されているが、共通する基本科目をもつ他校の土木学科へ

の改訂カリキュラムの一部導入や、学科の新規設立などの可能性もある。また、GCT 初の女子

学生受入経験の普及により、ジェンダーの観点からもポジティブなインパクトが期待される。

 

３－２ 評価５項目に基づく評価結果 

（１）妥当性：「高い」 

 中堅技術者に対する産業界からのニーズは引き続き高く、「パ」国政府及びパンジャブ州

政府の政策（MTDF、Vision 2030, Skilling Pakistan など）や、日本の ODA 政策（国別援助

計画）にも合致している。GCT R.R.は施設の老朽化や敷地の狭さといった問題はあるが、

豊富な教員を擁し、地理的にも中心部に位置すること、アクセスの良い場所であることな

どから、対象校の選定も妥当である。NAVTEC のドナー調整を経ているため、他ドナーと

の重複もない。同校には、別途無償資金協力による施設建設・機材供与が予定されており、

本プロジェクトとの相乗効果が期待される。 

 

（２）有効性：「プロジェクト後半においても計画通りに活動が実施されれば、潜在的に高い」

 計画どおりに活動が実施されれば、プロジェクト目標の達成見込みは高く、成果からプ

ロジェクト目標達成に至るロジックも適切である。外部条件のひとつである「訓練された

教員が異動しない」について、TEVTA では JICA 側の合意なしに異動は行わない方針であ

り、担保される見通しである。 

 

（３）効率性：「高い」 

 成果がおおむね計画どおり達成されており、日本側、「パ」国側からの投入は、量・質・

タイミングの各点でおおむね適切であった。 

 

（４）インパクト：「引き続き TEVTA が成果の維持・普及に尽力するのであれば、潜在的に高

い」 

 既述のとおり、既に 1 年次カリキュラムの普及が開始され、予算措置も含めた計画策定

に着手するなど、普及に向けた取り組みが始まっている。また、女子学生の入学によりジ

ェンダーの観点からもポジティブなインパクトが期待できる。 

 

（５）持続性：「引き続き技術的なキャパシティが強化され、かつ TEVTA/GCT が財政的にもコ

ミットを継続するのであれば、潜在的に高い」 

 政策面では、よりどころとする政策がすぐに変化することはないと見込まれる。組織・

財政面は、人材育成も着実に進展しており、TEVTA の予算措置の規模は安定している。GCT 

R.R.でも、プロジェクト後の自己負担も可能な見通しであり、関係機関のオーナーシップ

も高い。ただし、今後さらに機材や施設の整備が進むと、その維持管理の量が増えること

から、組織的・体系的な取り組みが必要になる。また、マスター・トレーナーについても、

更なる育成を行い、「パ」国側自身で教員の育成を行える体制を作っていかなければならな

い。州内普及については、既述のとおり開始済みである。 

 

３－３ 効果発現に対する貢献要因／問題を惹起し得る阻害要因 

（１）貢献要因 

 TEVTA/GCT の高いコミットメントが貢献要因となっている。特に、現在の TEVTA 長官

のプロジェクトに対するコミットメントは高く、各種課題の解決に迅速に対応している。
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TEVTA/GCT の高いコミットメントにより女子学生受入れも実現した。また、学士号をも

つトレーナーの採用がプロジェクトの効果発現を促進した。 

 

（２）阻害要因 

 長期専門家の派遣がプロジェクト開始から遅れたこと、及び、「パ」国側カウンターパー

ト（Counterpart：C/P）〔特にプロジェクト・ダイレクター（PD）とプロジェクト・マネジ

ャー（PM）〕が頻繁に替わったことで、プロジェクトの計画に沿ったスムーズな運営に多

少の支障があった。 

 

３－４ 結論 

 妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性のいずれについても高い（もしくは潜在的に

高い）と判断されることから、これまでのプロジェクトの活動とその成果は高く評価できる。

 ただし、特に成果１、３、４に関する活動の多くはプロジェクト後半において取り組みが開

始されるものであり、そのボリュームは小さくないことから、引き続き「パ」国側・日本側の

継続的な取り組みが必須である。また、GCT R.R.に対しては別途、本技術協力により改訂され

たカリキュラムの実施のために必要な施設・機材を整備するための無償資金協力が予定されて

おり、両者は密接な連携を取りつつ実施される必要がある点に十分に留意が必要である。 

 

３－５ 提言 

 プロジェクト後半に向けた提言は以下のとおりである。 

 

（１）詳細な活動計画（PO）の作成 

 既述のとおり、後半の活動は多岐・多数に上る。限られた時間内でこれらの活動を確実

に実施するためにも、早期に個々の活動の実施者とスケジュールも記載した後半の活動の

詳細計画を策定すること（2011 年 7 月末まで）。 

 

（２）計画の密接なモニタリング 

 新規に設定されたプロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）指標に基づき、同活

動の進捗を定期的に（半年に 1 度）モニタリングしていくこと。 

 

（３）関係者間のより密接なコミュニケーション 

 プロジェクト前半においては、「パ」国側・日本側のコミュニケーションが不十分であっ

た点があり、後半においては、実施レベルでの定期協議（JICA プロジェクトと TEVTA・

GCT）、及び合同調整委員会（JCC）の定期開催（年 1 度程度）を行い、より密接なコミュ

ニケーションを図ること。 

 

（４）維持管理予算の継続的確保 

 無償資金協力により整備される機材を含む施設を適切に管理していくために、組織的・

体系的な維持管理体制の構築と必要な予算の措置が「パ」国側によりなされること。 

 

（５）トレーナーの適切な配置 

 プロジェクトの持続性のためにも、プロジェクトの成果を維持・普及する鍵となる教員

を適切に配置すること。 

 




