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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）：29 億 1,500 万円（2012 年度

計画含む） 

協力期間 （R/D）：2008 年 3 月～2013

年 3 月（5 年間） 

 

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） 

他の関連協力：ASEAN 基金  

１－１ 協力の背景と概要 

1997 年にタイに端を発し、ASEAN 諸国を襲ったアジア通貨危機からの教訓として、ASEAN

諸国の持続的な経済発展には産業界を支える工学系人材の養成が重要であることが認識され

た。このような認識に基づき、わが国は 1997 年の日本・ASEAN サミット及び 1999 年の ASEAN

プラス 3 会議にて、産業界に必要な人材養成への協力や、工学系高等教育分野への支援策を表

明した。上記を経て「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：AUN/SEED-Net）プロジェクト」（以

下「本プロジェクト」）が形成された。 

本プロジェクトは、ASEAN10カ国（以下「メンバー国」）の各国工学系のトップ大学 19 校（以

下「メンバー大学」）及びわが国の 11 の本邦支援大学の間の大学間ネットワークを通じ、工学

系人材育成とメンバー大学の教育・研究能力強化をねらいとした事業である。2001 年に ASEAN

の一組織である ASEAN 大学ネットワーク（ASEAN University Network：AUN）のサブネット

ワークとして設立され、2 年間の準備期間を経て、2003 年 3 月から 2008 年 3 月までのフェーズ

1 を実施し、現在、2008 年 3 月から 2013 年 3 月までのフェーズ 2 を実施中である。上述のメン

バー大学の教育・研究能力強化のために、メンバー大学の若手教員を中心とした ASEAN 域内

及び日本への留学（修士・博士レベル）、共同研究、本邦及び ASEAN 教員派遣、地域会議等の

活動を実施している。フェーズ 2 では、留学プログラムの重点を博士課程及びカンボジア・ラ

オス・ミャンマー・ベトナムに置くとともに、共同研究領域の拡大、本プロジェクトで学位を

取得し母国教員となった修了生への研究支援の活動実施等の変更を加えている。 

本プロジェクトは現在までに、①ASEAN 域内・日本での学位取得を通じたメンバー大学若

手教員の育成、②メンバー大学における国際大学院プログラムの新設・強化、③ASEAN 域内

の大学間及び日本の大学間のネットワークの形成等の成果を上げてきている。 

本プロジェクトが 2013 年 3 月に現行フェーズの協力期間を終了する予定であることから、今

般、本プロジェクトの成果等の達成状況を確認するとともに、プロジェクトの残り期間の課題

及び今後の方向性について確認することを目的にフェーズ 2 にかかる終了時評価を行うことと

した。 

 

１－２ 協力内容 

本プロジェクトは、ASEAN10カ国の工学系トップ大学と日本国内の支援大学による大学間ネ
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ットワークの構築を通じ、ASEAN各国拠点大学の教育・研究能力の強化と大学間のネットワー

クの強化に取り組むものである。 

(1) 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持続的に輩出される 

 

(2)  プロジェクト目標 

ASEAN 地域において、地域の社会・経済開発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 

＜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＞メンバー大学に加え、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ネットワーク及びそのシステムが強化され、

ASEAN 域内及び日本との工学系パートナーシップ大学として機能する 

 

(4) 投入 

＜日本側＞ 

プロジェクト活動費合計：29 億 1,500 万円（2012 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2 名、副チーフアドバ

イザー1 名、アカデミックアドバイザー2 名、プロジェクト調整員 7 名 

・国内支援大学教授派遣（累計）：339 名（2011 年度までの実績） 

・プロジェクト活動費（学位取得プログラム、ネットワーキング・共同研究、ネットワー

ク運営・管理） 

＜相手国側＞ 

メンバー大学・政府の投入額合計：約 323 万 US ドル（2008 年度～2011 年度合計） 

・各メンバー大学で窓口となる代表者、事務局とのリエゾン業務を行う事務職員・教員の

配置 

・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（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、副事務局長 1 名・秘書 2 名の

人員配置（チュラロンコン大学） 

＜ASEAN 基金＞ 

日本 ASEAN 連帯基金を通じた資金提供：77 万 8,734USドル（2008～2009 年度における 25

回の地域会議開催費用）並びに約 40 万 USドル（2010 年度 12 回の地域会議開催費用） 

＜ASEAN 基金以外の外部資金＞ 

2011 年より開始された産学連携共同研究プログラムにより、産業界から 12 万 6,100U Sドル

の外部資金を獲得 
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２．評価調査団の概要 

担当分野 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（マレーシア）

工学教育 田中 努 JICA 人間開発部高等・技術教育課 課長 B（タイ、ベト

ナム、シンガポ

ール） 

協力企画 1 梅宮 直樹 JICA 人間開発部高等・技術教育課  C（フィリピン、

インドネシア、

ラオス） 

協力企画 2 井上 数馬 JICA 人間開発部高等・技術教育課  A（ミャンマー、

カンボジア） 

評価分析 1 荻野 有子 （株）コーエイ総合研究所 A（ミャンマー、

カンボジア、マ

レーシア） 

評価分析 2 深井 崇史 財団法人日本国際協力センター（JICE） C（フィリピン、

インドネシア、

ラオス） 

評価分析 3 坪根 千恵 グローバルリンクマネージメント（株） B（タイ、ベト

ナム、シンガポ

ール） 

調査期間 2012 年 7 月 15 日～7 月 26 日 評価種類：終了時評価 

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。 

成果 1 は、課題もあるがおおむね達成されていると判断される。サンドイッチ博士プログラ

ムとシンガポール博士プログラムについては、応募者増加に向けた取り組みにより改善された

ものの、依然として定員割れがみられるため、引き続き応募者及び合格者を増加させるための

方策を講じる必要がある。以上のような課題もみられるものの、論文数が 336 から 1,230 に大

きく増加したほか、メンバー大学で新たな修士、博士コースの創設も進んでいる。また、認知

度や教員数・学位取得年数といった教育・研究の質に係る指標の向上もみられた。 

 

＜成果 2＞ メンバー大学に加え、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 2 は、組織としての域内学会の設立には至っていないが、関連活動は着実に進捗してい

ると判断される。関係機関は「域内学会」の定義に関する共通認識をもっていない。今後、運

営委員会の場などを利用しつつ、「域内学会」について関係者間で議論し、見解を共有する必要

がある。他方、プロジェクトが実施する分野別地域別会議は定期的に行われており、ASEAN 

Engineering Journal が定期的に発行される等、域内学会設立に向けた整備は進められている。ま

た、メンバー大学と非メンバー大学等とのネットワークについては、AUN/SEED-Net プロジェ

クトの活動を通して広がりがみられる。 
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＜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 3 は、おおむね達成される見込みである。メンバー大学において、ASEAN 地域の共通

課題もしくは域内社会のニーズに対応した共同研究や、関連する産業・地域社会と連携した研

究が多数行われている。 

 

＜成果 4＞ フェーズ 1 において設立されたネットワーク及びそのシステムが強化され、

ASEAN・日本間のパートナーシップ大学として機能する。 

成果 4 は、組織としてのパートナーシップ大学の設立には至っていないが、関連活動は着実

に進捗していると判断される。関係機関は「パートナーシップ大学」の定義に関する共通認識

をもっていない。ASEAN 関連機関や各国教育省等、ASEAN 地域レベル、国レベルの関係機関

の更なる関与が望まれるとともに、タスクフォースを形成しての集中的な議論なども必要であ

ると考えられる。他方、資源の共有やネットワーク強化にかかる個別の取り組みは実施されて

おり、また、パートナーシップ大学の形成にもつながるメンバー19 大学間で学術協力協定

（MOU）が締結されているほか、メンバー大学が個別に MOU を締結する事例もみられる等、

関連活動は着実に進捗している。 

 

＜プロジェクト目標達成の見込み＞ 

プロジェクト目標は「部分的な達成」が見込める。まず、メンバー大学の教育・研究機能の

強化が順調に進み、産業・地域社会の共通課題の解決に資する共同研究の推進並びにメンバー

大学によるコストシェアも進展したことから、プロジェクト目標である工学系人材育成の自立

的枠組みの基盤は強化されつつあるといえる。他方、「域内学会」と「パートナーシップ大学」

については、関連活動はおおむね着実に進展しているものの、PDM 上の目標として設定した組

織化・制度化には達しておらず、そのフィージビリティや計画変更も含め再検討が必要である。

コストシェアについてはメンバー大学を中心として増加傾向にあるものの、教育省や外部機関

からの貢献を含め、ASEAN 側の割合が当初計画に及ばなかった。よって、「部分的な達成が見

込める」と判断される。 

 

３－２ 評価結果の要約 

(1) 妥当性 

本プロジェクトは ASEAN 諸国の高等教育政策や人材育成ニーズ、及び ASEAN 諸国に

対する日本の援助方針・外交政策と合致するとともに、各メンバー大学の教育・研究機能

強化ニーズに照らして妥当性は高いと判断される。 

 

(2) 有効性 

メンバー大学の教育・研究機能の強化が順調に進み、産業・地域社会の共通課題の解決

に資する共同研究の推進並びにメンバー大学によるコストシェアも進展したことから、プ

ロジェクト目標である工学系人材育成の自立的枠組みの基盤は強化されつつあるといえ

る。他方、「域内学会」と「パートナーシップ大学」については、関連活動はおおむね着実

に進展しているものの、PDM 上の目標として設定した組織化・制度化には達しておらず、

そのフィージビリティや計画変更も含め再検討が必要である。コストシェアについてはメ

ンバー大学を中心として増加傾向にあるものの、教育省や外部機関からの貢献を含め、

ASEAN 側の割合が当初計画に及ばなかった。以上から、プロジェクト目標は「部分的な
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達成」が見込める」となり、有効性は中程度と判断される。 

 

(3) 効率性 

プロジェクト関係者は、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うえで

効率的な手順・仕組みがつくられ、さまざまな工夫により本プロジェクトの効率性を高め

ており、コスト効率性が高い。ASEAN 域内相手国側の投入についてもおおむね適切であ

り、メンバー大学による学位取得プログラムの一部費用負担などコストシェアが推進され

るとともに、ASEAN 基金等も含めた外部資金についても進展がみられた。他方、ASEAN

側の負担割合については当初計画に及ばなかったことや、留学生プログラムにおいて効率

性に影響する検討事項もある。以上により、効率性については比較的高いと判断される。 

 

(4) インパクト 

上位目標はプロジェクト終了後 3～5 年で達成をめざすものであるが、①メンバー大学に

おける工学教育/研究に従事する教員数実績・推移、②AUN/SEED-Net プロジェクト修了生

のうち教員/研究に従事する人数・割合実績・推移、③メンバー大学における工学分野卒業

生数の推移・累積、④メンバー大学における工学分野卒業生の就業状況の 4 つの項目につ

いて回答のあったデータを中心に検証したところ、メンバー大学教員数や工学分野卒業生

数などに増加がみられ、現時点においてもおおむね良好な傾向を示している。 

AUN/SEED-Net の活動を通じて形成されたネットワークを活用し、大学・研究室間の連

携等、プロジェクト外での活動が実施され ASEAN 加盟国の連帯強化に貢献している例も

数多くみられる。また、メンバー大学、日本の支援大学、非メンバー大学も含む ASEAN

の地域社会の連結性の向上等に正のインパクトを及ぼしつつあり、普及のメカニズムもあ

ることからインパクトは潜在的に大きいと判断される。また、より大きなインパクトのた

めには、持続性の確保が条件となる。 

 

(5) 持続性 

持続性は、政策・制度面並びに技術面では実現しつつある。プロジェクトにより強化さ

れた人材や大学並びにさまざまなネットワークの展開を通じ、各国大学の国際化が活発に

推進されるなか、国際化に貢献する AUN/SEED-Net の各種活動は今後も継続的に実施され

るものも多いと考えられる。他方、同規模の活動継続をするには予算面の措置にいまだ課

題があるとともに、大学によっても異なるとみられる。よって、持続性については中程度

である。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

(1) 計画・内容に関すること 

・域内の各国で相互協力し学びあう南南協力の枠組みを取り入れたことで、すぐに応用可

能な知識を学生が学べることや、地域の課題解決に資する共同研究の実施に加え、先進

国への留学に比べ費用が抑えられるなど、効果的・効率的な人材育成が可能であり、ま

た、域内の工学系人材育成に係る自立的な枠組みを構築するうえでも効果的である（ア

プローチ/デザインが有効であった）。 

・奨学金を提供するだけでなく、学位取得中、学位取得後も、共同研究の資金の提供や、

地域会議への出席へのサポートなどさまざまな支援があることがAUN/SEED-Netで留学
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することのインセンティブになっているとともに、教員の継続的な能力強化を可能にし

ている（アプローチ/デザインが有効であった）。 

 

(2) 実施プロセスに関すること 

・長期にわたる支援により、フェーズ 1 で始まったネットワークがフェーズ 2 でさらに発

展したことで、フェーズ 2 では奨学生の受入れや共同研究などがより円滑に行えるほか、

奨学生のプログラムや共同研究の内容も改善・強化された。 

・すべてのメンバー大学が本プロジェクトのさまざまな活動に、熱心に取り組んでいる（除

くブルネイ）。また、メンバー大学による留学費用負担など、コストシェアも進んだ。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

(1) 計画・内容に関すること 

・フェーズ 2 では、ネットワークの基盤拡充と制度化・持続性確保に焦点を当てて協力を

行うことを基本方針とし、その一環として、域内学会設立やパートナーシップ大学の「組

織化・制度化」を目標としたが、その目標設定自体がさまざまな外部要因と関係すると

ころ、フェーズ 2 の 5 年間で達成する目標として難しいものであったと判断される。2010

年の中間レビュー時点では、域内学会、パートナーシップ大学については、関係者間で

共通認識は確立していなかったことを考えると、その時点で、必要に応じて PDM の改

訂もありえた。 

・現行 PDM は、一部、プロジェクトに組み込まれていない活動（例えば、学生の交流）

が含まれていたり、本来、活動や成果レベルでは難しく、波及効果と整理したほうがよ

い事項が活動や成果のレベルに設定されていた（例えば、大学院新規コースの設置など）。

この点でも、PDM の改訂が望まれる。 

・ネットワークの要である事務局機能については、フェーズ 2 期間中に、プログラム実施

調整事務に係る更なる効率化と、現在の AUN/SEED-Net 事務局への集中体制からメンバ

ー大学への分権化体制へ徐々に移行することをフェーズ 2 の重要活動の 1 つとするとあ

ったが、事務局機能の分権化には着手されていない。他方、プログラム運営上、分権化

は非効率的でもあるとの意見もある。持続性/分権化と効率性が相反することとなり、分

権化の計画が現実的であったのかは検討を要するとともに、今後においても効率性と持

続性確保の双方の観点から、事務局機能のあり方については、一考を要する。またその

際、本ネットワークが日本の大学等へも裨益することを考えると、事務局への日本の貢

献の必要性についても検討が必要である。 

・事務局に配置された人員については、プログラム運営は行うことができたが、より戦略

的な活動には量が不足し、一部アウトプット（「域内学会」「パートナーシップ大学」の

合意形成に至っていないなど）の達成に影響を及ぼした可能性がある。 

 

(2) 実施プロセスに関すること 

・「工学系人材育成に係る自立的枠組みの基盤確立」のためには教育省など、国レベルの

機関の巻き込みが必要であるが、国によって国レベルの機関の関与が限定的とみられる。

合同レビュー委員会（JRC）の開催が、終了時評価の時点までなかったこともその一因

とみられる。 

・留学プログラムについては、指導教員と学生との間でコミュニケーションが不十分なケ

ースがあること、学生の選考方法に検討の余地があること、修了生は必ずしもメンバー
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大学の教員として就職していないケースもあるとともに、メンバー大学以外（他大学や

産業界等）に就職することにより共同研究の継続を不可能にしていることがある。 

・モニタリングデータの蓄積・更新について、全般的に事務局によりプロジェクト実績デ

ータは整備されているが、一部の指標データが整備されていないなど、指標に即した定

量的評価に制約があった。 

 

３－５ 結論 

本プロジェクトの妥当性、インパクトは高く、効率性も比較的高いことから、本プロジェク

トを実施した意義は高い。有効性、持続性については中程度と判断され、プロジェクトで形成

するネットワークの組織化・制度化を通じた持続性の確保には、さまざまな外部要因が関連す

ることもあり課題が残った。よって、プロジェクト目標である「ASEAN 地域において、地域

の社会・経済開発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」に

ついては、本フェーズを通じて強化された基盤を、さらに持続的なものとするためのさまざま

な選択肢について検討し、予算面での課題への対応などもより具体化したうえで、今後の協力

で取り組むことが望ましい。 

 

３－６ 提言 

(1) 学位取得プログラム 

1) 帰任率/追跡調査並びに学位取得ニーズの調査 

プロジェクト事務局による修了生の帰任率も含めた追跡調査並びに学位取得ニーズの

より詳細な調査の実施を提言する。事務局では、修了生のメールアドレスをきちんと保

管しており、帰任率/追跡調査についてもメールを活用した迅速な調査が可能とみられ

る。また、各大学へも、修了生教員数の再調査を行うことが推奨される。また、調査に

おいては、現況とともに、どのような経緯をたどって現況に至っているかをも聞くこと

で実態を正確に把握することが推奨される。 

2) 選考プロセス 

プロジェクト事務局及びホスト大学による留学生の英語力を含む事前スクリーニング

の方法については検討を要する。現在は、CV、推薦状の書類審査のみであり、英語の必

要要件が設定されていないが、留学後の教育・研究活動を効果的・効率的に進めるため

にも、応募必要書類（TOEFL、GRE スコア、英語による論文の提出等）、事前準備（自

国にいる間に英語コースを受講させる、必要となる科目を受講させておく等）、テレビ会

議による事前インタビューの実施等を検討することが推奨される。 

3) マッチング・コミュニケーション 

学位取得プログラムにおける、研究分野にかかるマッチングやコミュニケーションに

ついては、さまざまな対応策がとられた結果、多くのケースで改善がみられてきてはい

るが、引き続き、改善について、プロジェクト事務局、関係大学による一層の努力が期

待される。 

4) 応募者数の増加 

域内サンドイッチ博士プログラムやシンガポール博士プログラムへの奨学生が定員を

満たしていないことについては、候補者増加に向けて対策がとられており、徐々に効果

を上げていることが確認されているが、より多くの質の高い応募者を得るために、今後

もホスト大学やプロジェクトに事務局により応募者増加に向けた対策を継続して行うこ

とが推奨される。 
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(2) 域内学会 

「域内学会」の設立ニーズやフィージビリティの確認を行い、定義・コンセプト・方向

性について関係者間で合意形成を図る必要がある。域内学会の設立は、形成されたネット

ワークの制度化・持続性確保を目的に計画されたものある。よって、形成されたネットワ

ークの持続性・発展性の確保という視点で、関係者間の合意形成を行うことが求められる。

今後、フェーズ 2 終了後を見据え、各分野別に学会設立の可否並びにその代替案も含め、

具体的な計画・ロードマップを策定することが推奨される。 

 

(3) パートナーシップ大学 

「パートナーシップ大学」については、教育省を含む国レベルの関係機関による定義・

将来像等の共有が求められる。組織としての「パートナーシップ大学」をめざすのであれ

ば、政治的なイニシアティブのほか、域内の国による教育制度やレベルの違いもあり、外

部の要因にも大きく左右される事項であることにも留意する必要がある。域内学会設立同

様、「パートナーシップ大学」も、形成されたネットワークの制度化・持続性確保を目的と

して計画されたものであることから、形成されたネットワークの持続性・発展性の確保と

いう視点で、関係者間の合意形成を行うとともに、今後、フェーズ 2 終了後を見据え、組

織化・制度化の可否並びにその代替案も含め、具体的な計画・ロードマップを策定するこ

とが推奨される。 

 

(4) プロジェクトマネジメント 

1) プロジェクト計画の共有 

関連機関間での、計画/PDM の内容にかかる共通認識の醸成が望まれる。プロジェク

トのフレームワーク（PDM）の内容が主要な関係者に必ずしも十分に共有されておらず、

PDM で使われている「域内学会設立」、「パートナーシップ大学」等にかかる理解が、メ

ンバー大学及び本邦支援大学によってさまざまであった。本プロジェクトの全体像につ

いては、主要な関係者とはプロジェクトの計画枠組みである PDM についての共通理解

を図ることが望ましく、PDM はそのためにもわかりやすいものであることが期待され

る。 

2) 教育省等国レベルの関係機関の巻き込み 

「工学系人材育成に係る自立的枠組みの基盤確立」のためには教育省など、国レベル

の関係機関の巻き込みが必要である。そのためには、今後は定期的な合同レビュー委員

会（JRC）の開催も含め、JICA 事務所とも連携したより一層の巻き込みが期待される。

3) 本邦支援大学の関与 

本邦支援大学のなかには、必ずしも、大学としての組織的な関与に至っていない大学

がある。持続性の観点から、必要であれば、大学組織としての関与をさらに引き出すこ

とについて検討することが推奨される。 

4) データ整備 

メンバー大学の基本データ（教員数、学生数、卒業生数、論文数、非メンバー大学・

機関との共同研究、外部資金獲得等）の収集については、今後は年 1 回など定期的に行

うほうが、大学側も回答しやすいと思われるとともに、プロジェクトのデータベースに

蓄積しておくことが望ましい。 

5) 事務局機能 

事務局機能について今後のあり方について検討する必要がある。またその際には、本
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ネットワークが、日本のグローバル人材の育成、ASEAN の大学と本邦大学とのさらな

るリンケージの強化、共同教育プログラムの促進、ASEAN 地域と日本の頭脳循環の促

進などにも貢献することを踏まえ、事務局に日本が貢献することの必要性・重要性につ

いても検討が必要である。 

6) コストシェア 

メンバー大学等、ASEAN 側の一層のコストシェアを進展させることが必要となり、

その方法について検討することが望まれる。 

 

(5) その他 

地域レベルでのより大きなインパクトの産出並びにAUN/SEED-Netプロジェクトのさら

なる価値の向上をめざし、シンガポール及びブルネイのメンバー大学の、より効果的なプ

ロジェクトへの巻き込みや協働の方法について検討することが推奨される。 

 

３－７ 教訓 

類似の案件やフェーズ 2 終了後を見据えた教訓を念頭に記載する。 

(1) 高等教育/ネットワーク支援構築案件の観点から 

1) ネットワーク構築支援プロジェクトにおいて、長期間にわたる支援に有効性が認めら

れる。 

2) 一方的な支援ではなく、本邦支援大学にもメリットがあることで、本邦支援大学から

継続的な協力を得ることができている。 

3) 持続性の担保のため、大学への支援においても、プロジェクト開始時より対象国教育

省を巻き込むことが重要である。 

 

(2) 広域案件の観点から 

関係国・者の数が多く、かつ、物理的な距離も遠いことから、各関係者がプロジェクト

内容について十分な認識を有し、それぞれの関係機関・関係国においてオーナーシップを

醸成することが重要である（相手国側のみならず、日本側も含む）。 

 

(3)  今後の協力検討の観点から（上記に加え） 

＜計画・PDM＞ 

1) 計画・目標は、フェーズ 2 の教訓も踏まえ、フィージビリティを確認しつつ現実的な

内容とすることが望ましい。 

2) 関係者間で計画・目標の具体的な内容について共通理解の形成を図るとともに、PDM

上の表現も具体的で、わかりやすいものとすることが望ましい。 

3) 持続性確保/プロジェクト終了に向けた活動をプロジェクトデザインのなかに取り込

むことが望ましい。 

4) 本プロジェクトのコンセプト自体が、ネットワークの構築・発展であることから、こ

の点における成果を、どの程度、直接的成果としてプロジェクト内に位置づけるのか（そ

の場合でも、成果レベルなのか、プロジェクト目標・上位目標レベルなのか）、あるいは

波及効果としてプロジェクト外に位置づけるのかについては、整理する必要がある。 

＜プロジェクトマネジメント＞ 

1) プロジェクト実績データのデータベース化や、PDM 指標に即したデータ整備・蓄積が

求められ、定期的なデータ収集によるモニタリングを行うことが望ましい。 
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2) PDM や評価に必要なデータについては、メンバー大学など関係者間で事前に共有して

おくことにより、本プロジェクトの目標並びにその検証方法が理解され、必要データの

正確な提供・収集も進むものと思われる。 

 

その他、フェーズ 2 において要検討事項/課題/提言として述べられたことを検討し、必要に

応じて改善案を講じて今後の協力の計画策定に教訓として生かすことが期待される。 

 

  


