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終了時評価調査結果要約表 

１．案件の概要 

国名：エルサルバドル共和国 案件名：MEGATEC ラウニオン校指導力向上プ

ロジェクト 

分野：職業訓練・産業技術教育 協力形態：有償技術支援－附帯プロ 

所轄部署： 経済基盤開発部 協力金額：2 億 700 万円 

協力期間 

（R/D） 2008 年 10 月 先方関係機関：教育省（MINED）、MEGATEC ラ

ウニオン校 

（延長） 日本側協力機関：なし 

（F/U） 他の関連協力：なし 

１－１ 協力の背景と概要 

エルサルバドル共和国（以下、「エルサルバドル」と記す）は人口に比して国土が狭く資源に

も乏しいために、産業人材育成、特にサービス産業における中堅・高等技術者、上級技能工の

育成が今後の発展の鍵となっている。 特に、内戦の影響を強く受けた東部地域においては、経

済・社会の開発が遅れており、わが国の円借款により建設されたラウニオン港は、東部地域に

おける商業・観光産業発展の起爆剤として大きく期待されている。また、このラウニオン港の

開港に伴って、港湾関連及び同港周辺地域の地域産業を担う地元の人材の育成が、東部地域の

発展において大きな課題となっている。 

 一方、エルサルバドル教育省（Miniterio de Educación：MINED）は 2005 年 3 月に発表した

長期政策「国家教育計画 2021（Plan Nacional de Educación 2021）」のなかで、産業人材の育成及

び競争力強化を打ち出し、その具体的な施策として「MEGATEC プログラム」を発表した。同プ

ログラムは、高等技術教育の強化目標として高校から大学を含む技術教育システムの強化を主

な目的とし、地域の特性を生かした高等技術学校（日本の高専、短大レベル）の教育課程を創

設している。 

 かかる背景の下、ラウニオン港及びその周辺地域の産業を担う地元人材の育成を目的とし

た、MEGATEC ラウニオン校が、世界銀行及び日本政府の協力で積み立てられた見返り資金によ

り建設された。同校は 2006 年 2 月に 4 学科を設置し、第 1 期生の受入れを開始している1。その

なかで、専門性をもつ指導員を確保し授業を開始したものの、現状としてこの指導員の指導能

力が十分なものとはいえず、また、MEGATEC ラウニオン校を運営している中米技術学院

（Instituto Technológico Centroamericano, La Funcación Empresarial para el Desarrollo Educativo：

ITCA-FEPADE）自身にとって新しい学科である物流税関科（Logística y Aduanas：LyA）/港湾運

営管理科（Administración y Operación：AOP）等については、教材・カリキュラムが未整備であ

り、手探りで授業を実施している等の課題が散見された。このため、2006 年 8 月に日本政府に

対して、MEGATEC ラウニオン校の指導力の向上を目的とした技術協力プロジェクトが要請され

た。 

 

 

                                                        
1 現在は全 7 学科に拡大されている。 
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１－２ 協力内容 

(1) 上位目標 

東部地域開発に必要なテクニコ（技術者・技術士）レベルまたはそれ以上の人材が輩出

される。 

 

(2) プロジェクト目標 

MEGATEC ラウニオン校の運営及びテクニコレベルの教育・訓練内容が東部地域開発に対

応するよう改善される。 

 

(3) アウトプット（成果） 

成果 1：MEGATEC ラウニオン校の教員の指導能力が強化される。 

成果 2：MEGATEC ラウニオン校の学生課機能（学生募集、就職支援）が向上する。 

成果 3：MEGATEC ラウニオン校の LyA 及び AOP において、教員の技術能力が強化され

る。 

 

(4) 投入（プロジェクト終了時） 

【日本側】投入総額：約 2 億 700 万円 

長期専門家派遣：2 名     本邦研修・第三国研修：延べ 22 名 

短期専門家派遣：3 名     ローカルコスト負担： 10 万 2,062 USドル 

供与機材： 4 万 8,189.89 USドル 

【エルサルバドル側】 

カウンターパート（Counterpart：C/P）配置：13 名 

土地・施設提供：MEGATEC ラウニオン校の教室、専門家の執務室など   

２．評価調査団の概要 

調査者 

川上泰司 JICA 経済基盤開発部 技術審議役 

川辺了一 JICA 経済基盤開発部 運輸交通・情報通信第三課 

福田由紀 ビンコーインターナショナル株式会社 

調査期間 2011 年 10 月 23 日～11 月 11 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（アウトプットの達成度） 

３－１－１ 活動実績 

(1) 成果 1 

【指標 1】MEGATEC ラウニオン校に新たに適用した指導法のマニュアルが作成される。

【指標 2】新たに適用された指導法に関連する研修が C/P によって 2 回以上実施される。

【指標 3】MEGATEC ラウニオン校の正規雇用教員の 80％以上が新たに適用した指導法

研修を修了する。 

終了時評価時点で、新たに適用した指導法マニュアルの作成は完了している。この指

導法マニュアルの作成には ITCA-FEPADE 本部と MINED の職員も参加した。 

このマニュアルを使用した教員向けのパイロット研修が 2011 年 7 月に実施された。こ
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の研修には 15 名の教員（12 名が MEGATEC ラウニオン校の教員：正規雇用教員 6 名・契

約雇用教員 6 名、3 名が ITCA-FEPADE サン・ミゲル校の教員）が参加している。また、

オブザーバーとして ITCA-FEPADE 本部の職員も 2 日間参加している。研修終了後、研修

の評価も実施され、この評価に基づき、指導法マニュアルの改訂作業が行われた。改訂

されたマニュアルを使用した第 2 回目の研修が 2011 年 12 月に実施される予定である。こ

の研修の参加者は 15 20 名の MEGATEC ラウニオン校の正規雇用教員が予定されてい

る。 

以上のように、新規の指導法マニュアルが作成され（指標 1 の達成）、C/P による指導

法の研修が 2 回以上実施される予定である（指標 2 の達成見込み）。また、予定どおり 2

度目の研修が実施されれば、正規雇用教員 80％以上（29 人中 23 人）が研修を受けるこ

ととなるため、指標 3 が達成される見込みがある。したがって、プロジェクト終了時ま

でに MEGATEC ラウニオン校の教員の指導力が強化される見込みがある。 

 

(2) 成果 2  

【指標 1】MEGATEC ラウニオン校の現状に即した学校案内書が作成される。 

【指標 2】MEGATEC ラウニオン校の応募人数が 大受入れ可能学生数（1,000人/1 学年）

の 50％以上を維持する。 

【指標 3】MEGATEC ラウニオン校で就職支援に係るイベントが 4 回以上実施される。 

プロジェクトの報告書によると、学生課機能を向上させるため、学生課職員を含む成

果 2 担当の C/P グループ（コアグループと呼ばれている）による現状分析が行われた。

その分析により、抽出された改善点や問題点を基に、活動計画（Plan of Operation：PO）

を策定し、学生募集と就職支援を実施している。 

学校案内書は MEGATEC ラウニオン校の関係者（教員、生徒、卒業生、ITCA-FEPADE

本部、MINED）そして企業と協力し、半年間かけて製作され、2010 年 9 月より配布され

ている。また、学校案内書の作成以外にも学生募集に係る活動（学校紹介 DVD 製作・学

生募集説明会・オープンキャンパス）が試験的に実施された。 

2011 年入学予定の MEGATEC ラウニオン校の応募者数は 998 人で、前年の応募者数（349

人）よりも 2 倍以上増加している。また、終了時評価調査時点で、2012 年入学応募者は

505 人であることから、目標としている 500 名以上を維持できており、これは学生募集の

活動によるものが大きい。 

就職支援イベントは既に 4 回実施されている（2010 年 9 月と 11 月、2011 年 4 月と 5

月）。また、イベントで配布する就職ガイドも作成された。イベントの実施以外にも、就

職支援の活動として、卒業生と企業のフォローアップを目的としたデータシステムの構

築も開始されている。 

以上のように、学校案内書が完成し（指標 1 の達成）、学生募集イベント等で配付され

ている。また、応募者数も目標の 500 名以上を維持できている（指標 2 の達成）。就職支

援に係るイベントも 4 回実施されている（指標 3 の達成）ことから、MEGATEC ラウニオ

ン校の学生課機能は向上する見込みがある。 
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(3) 成果 3 

【指標 1】LyA/AOP の技術能力強化のための教員研修計画が作成される。 

【指標 2】LyA/AOP の授業用教材が 2 回以上改訂される。 

LyA 及び AOP の教員研修計画は①各学科の現状把握（授業参観や使用教材の検証）、

②卒業生やラウニオン港関係者、その他関連企業の見解把握を基に、日本人短期専門家

と成果 3 のコアグループが研修内容を検討し、研修計画を作成した。この研修計画に基

づき、2011 年 6 月 17 日～8 月 6 日の 51 日間、日本で実施された教員研修に LyA と AOP

の教員 6 名が参加した。この本邦研修とは別に、2010 年に延べ 3 人が日本へ既存の課題

別研修に派遣されている。 

LyA と AOP の授業用教材は、本邦研修の講義内容や入手した教材や資料を参考に、短

期専門家の支援の下、教科担当者による改訂作業が行われた。具体的な改訂作業として、

①文字だけでなく、図表や写真、イラスト等を取り入れた視覚的な情報を充実させる、

②これまで取り上げていなかったテーマの追加、などが確認されている。 

以上のように、LyA 及び AOP の教員研修計画が作成され、本邦において実務を広範に

わたり学ぶ研修も行われた。また、これらの学科の授業用教材が、プロジェクト終了ま

でに 2010 年と 2011 年の本邦研修参加者により、それぞれが教材改訂を実施し、その作業

が完了する予定である。したがって、MEGATEC ラウニオン校の LyA 及び AOP において、

教員の技術能力は強化される見込みがある。 

 

３－１－２ プロジェクト目標の達成状況 

【指標 1】MEGATEC ラウニオン校卒業生の就職者のうち、80％以上が東部地域で就職する。

【指標 2】MEGATEC ラウニオン校の卒業生を受け入れた東部地域における企業の満足度が

8 割を達成する。 

東部地域で就職した卒業生は全就職者の 76%（2010 年 4 月卒業生）、82％（2011 年 4 月卒

業生）であり、指標を達成している。特に、LyA と AOP の卒業生は 9 割以上が東部地域に就

職している。 

2011 年 10 月に実施された卒業生の就職先企業に対する調査2によれば、回答があった企業

（15 企業）が高い満足度をもっていることが確認された。以下に調査結果を示す。 

 

3 期生（2010 年卒）の就職先企業調査3 

 すばらしい とても良い 普通 悪い 

ITCA-FEPADE の人材育成についてどう思う

か。 

15% 85% 0% 0% 

卒業生の勤務態度はどうか。 21% 79% 0% 0% 

卒業生が受けた人材育成と企業の業務内容の

関連性はどうか。 

21% 72% 7% 0% 

参照：学生課作成の調査結果資料 

                                                        
2 ITCA-FEPADE が行う卒業生と就職先企業の追跡調査は卒業後 1 年半後をめどに実施される。今回の調査対象となっている
卒業生は 3 期生（2010 年 4 月卒業）。 
3 卒業生の就職先企業へのアンケートは ITCA-FEPADE が運営するすべての教育機関に共通のもの。満足度と関連する質問項
目を抜粋し、満足度を評価した。 
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現時点で入手できるデータによれば、指標 1 と指標 2 ともに達成していることから、プロ

ジェクト目標はおおむね達成しているといえる。 

なお、この調査の留意点として、回答のあった企業が AOP 関連企業のみであることが挙げ

られる。この理由は、その他の企業に就職した卒業生は、調査時点で既に離職しており、追

跡が不可能となっているためである。今後は、企業ニーズの把握のためにも、追跡調査の強

化が望まれる。 

  

３－１－３ 上位目標の達成状況 

【指標】東部地域におけるテクニコレベルまたはそれ以上の人材の割合が増加する。 

MEGATEC ラウニオン校は 2006 年の開講以降、着実にテクニコレベルまたはそれ以上の人

材を育成し、輩出している。終了時評価時点で、2 学年に在籍している学生は 488 名で、2012

年４月に卒業する予定である。今後、新しい指導法を習得した教員による指導が実践される

こと、また、LyA と AOP では改訂された教材を使用した授業が実施されるため、より質の高

い教育を受けた卒業生が輩出されることが期待されている。 

以上のように、MEGATEC ラウニオン校では毎年テクニコレベル以上の人材を育成し、今後

も着実に卒業生を送り出すことが可能である。したがって、上位目標は達成される見込みが

ある。 

 

３―２ 評価結果の要約 

(1) 妥当性：非常に高い 

2010 年に発表された「開発 5 カ年計画（2010～2014 年）（Plan Quinquenal de Desarrollo）」

では 6 つの優先開発課題が挙げられている。このなかで、「経済の活性化及び雇用の創出」

は人材育成を通した東部地域開発支援を目的とする本プロジェクトと関連している。 

MINED が 2005 年に発表した長期政策「国家教育計画 2021」では 4 つの計画目標が定め

られており、テクニコの育成が目標のひとつとして掲げられている。この具体的な施策が

MEGATEC プログラム（高等技術学校レベルの教育強化）である。 

MEGATEC ラウニオン校がある東部地域は、長年続いた内戦の影響を強く受け、経済社会

開発が遅れている。このため、本地域における経済産業開発とそれに伴う雇用の確保が求

められている。MEGATEC ラウニオン校では、観光業、漁業、物流関係科、港湾運営管理科

など、当地域における産業の担い手を輩出することが期待されている。一方、2006 年に当

校の教育課程が開始されたが、教員の指導能力が不十分であったこと、新設学科である LyA

と AOP の教材やカリキュラムも整備されておらず、ラウニオン港の開発と歩調を合わせた

レベルアップが求められていた。 

2010 年外務省発行の「国別データブック：エルサルバドル」によれば、対エルサルバド

ルの援助基本方針のひとつとして、東部重視の地域開発が含まれている。また、設定され

ている 4 つの重点分野のうち、「経済の活性化と雇用拡大」と「社会開発」は特に本プロジ

ェクトとの関連性が高い。 

以上のように、本プロジェクトはエルサルバドルの政策、開発ニーズ、日本の援助政策

と整合していることから、妥当性は高いと評価できる。 

 



vi 

(2) 有効性：中程度 

プロジェクト目標は、3-1-2 で記載のとおり、おおむね達成されている。しかしながら、

2011 年 10 月に実施された企業満足度の調査結果では、限られた企業（AOP 関連企業）の回

答しか得ることができなかった。これは、多くの卒業生がすでに離職をしているためであ

り、エルサルバドルにおける高い人材の流動性が原因といえる。また、もうひとつ留意す

べきは、企業満足度調査の対象である。この結果は、2010 年 4 月以前の卒業生と就職先企

業を対象とした評価結果であり、彼らはプロジェクト開始 1 年後の卒業生であることから、

プロジェクト成果をより正確に確認するためには、今後も継続的に調査を実施する必要が

あると思料される。 

また、プロジェクト開始当初は、ラウニオン港の開港により周辺地域の雇用の増大が期

待されていた。しかし、開港の大幅な遅れにより、外部要因である「卒業者数の増加に応

じた人材の需要」が認められなかった。このため、現時点まで、東部地域開発の産業は活

性化したとは言い難く、地域ニーズも明確になってはいない。幸い、2011 年 9 月よりラウ

ニオン港に週 1 回の定期船が就航し、少しずつであるが地域産業の芽が生まれつつあるこ

とから、引き続き地域産業動向をモニタリングのうえ、MEGATEC ラウニオン校のカリキュ

ラムに反映させることが重要になる。 

プロジェクト目標達成の貢献要因として、C/P のプロジェクトに対する高いコミットメン

トやモニタリング体制（プロジェクト関係者間の定期的な情報共有や PO の改訂）が確認さ

れた。また、プロジェクト目標達成の阻害要因は確認されていない。 

以上の状況を踏まえると、現時点でプロジェクト目標はおおむね達成されているものの、

より正確な成果の確認、及びラウニオン校のカリキュラムに対する地域産業動向の適切な

反映のためには、継続的なモニタリングが必須と考えられ、現段階における有効性は中程

度と評価される。 

 

(3) 効率性：高い 

日本人専門家の投入計画は長期専門家 2 名であり、予定どおり 2 名派遣された。短期専

門家の派遣も実施されたが、日本国内での人材確保に時間を要したため、そのタイミング

は当初の予定よりも遅延した。これに対し、PO 改訂という対策がとられ、その結果、改訂

された PO どおりにプロジェクトが進行し、成果の達成に大きな影響はなかった。 

プロジェクト期間中、C/P は常に配置されていた。C/P は成果ごとに 3 4 人のコアグル

ープに分かれ、成果に対する活動を実施している。プロジェクト報告書によれば、主要な

C/P の離職があったものの、プロジェクト活動への大きな影響は確認されていない。その理

由として、C/P は成果ごとにグループで活動していたこと、そして、新しい C/P のプロジェ

クトに対するコミットメントの高さが確認された。 

終了時評価時点までに、本邦研修・第三国研修には延べ 22 名が参加した。このうち、終

了時評価時点で、4 名が既に離職していることが確認された。しかし、退職した職員 1 名は

その他の職員への伝達研修を実施している。参加者への質問票調査によれば（回答者 9 名）、

研修に対する評価は高く、全員が研修内容は現在の業務に活かすことができていると回答

している。また、研修参加者によるほかの教員、関連企業職員への伝達研修も実施されて

いる。 
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以上のように、専門家派遣の遅れ、C/P の交替という問題があったものの、それに対する

適切な対策がとられたことで、プロジェクト活動への大きな影響はなかった。したがって、

効率性は高いといえる。 

 

(4) インパクト：高い 

プロジェクト実施により開発された新しい指導法による教育の実践、LyA と AOP に関し

ては改訂された教材を使用した授業の実施が、プロジェクト終了後も継続される。このこ

とによって、より質の高い教育を受けたテクニコレベルまたはそれ以上の人材が輩出され

ることとなる。 

本プロジェクトの実施により、以下のような予期しなかったインパクトが確認された。 

 プロジェクトの成果として開発された MEGATEC ラウニオン校に適用した指導法が、

ITCA-FEPADE 本部職員により、高く評価されている。この結果、MEGATEC ラウニオ

ン校のみならず、ITCA-FEPADE が運営するすべての教育機関も、この指導法による指

導法研修の実施を推奨している。 

 MEGATEC ラウニオン校の学生課と各学科の代表から構成される学生支援委員会

（Comité de Apoyo Estudiantil：COMAE）が設立され、学校長と学部長により承認され

た公式委員会となった。 

 MEGATEC ラウニオン校と企業の連携が構築された。本邦研修に参加した LyA と AOP

教員は、他の教員や関連企業職員に向けた研修を計画・実施し、日本で得た情報や知

識を伝達している。また、一部の学科では、関連企業も参加する委員会が設置され、

企業のニーズと教育内容の情報共有がなされた。近々、カリキュラムの改訂を共同で

実施する予定もある。 

以上のように、プロジェクト終了以降に上位目標の達成が見込まれ、予期せぬ正のイン

パクトも確認された。従って、本プロジェクトのインパクトは高い。 

 

(5) 自立発展性：高い 

エルサルバドル政府のテクニコレベル以上の人材育成は 2021 年までの長期国家教育計画

のひとつとして位置づけられている。また、MEGATEC プログラムも、この国家教育計画の

一部であることから、MEGATEC ラウニオン校は今後も継続して教育を提供すると考えられ

る。 

現在、当校には教員 78 名（正規雇用教員・契約雇用教員）、教育管理職員 6 名、学校運

営管理職員 10 名、学生支援職員 7 名の 101 名が勤務している。質問票調査によれば、学生

支援（特に学生募集と就職支援）の職員数不足と教員数の不足（特に AOP）が懸念されて

いる。学生募集と就職支援に携わっている学生福祉課は職員数 1 名から 2 名に増員されて

おり、改善されつつある。 

MEGATEC ラウニオン校の運営管理費は MINED から予算が配分されている。このため、

2006 年開校以降、安定した財務状況にあり、大きな政策転換がない限り、今後も継続して

予算が配分される。MEGATEC ラウニオン校長によれば、割り当てられている予算は学校を

運営、管理するには十分とのことである。また、プロジェクト成果である教員向け研修、

学生募集と就職支援に係る予算も計上されている（MEGATEC ラウニオン校作成 2012 年活
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動計画による）。 

教員向けの指導法研修は、成果 1 担当のコアグループがマニュアル作成と研修を実施し

ていることから、既に指導法研修の技術は備わっている。2012 年の活動計画も作成されて

おり、成果 1 で開発された新しい指導法に関する研修もこの計画に組み込まれている。 

学生募集・就職支援は、プロジェクトで実施された活動（学校案内の実施、企業情報の

収集、企業への訪問、卒業生の追跡調査、就職セミナーの実施など）が計画されている。

この活動の人員には学生課職員のみならず、各学科のコーディネーターも含まれている。 

LyA と AOP 教員は本邦研修後、教材の改訂を積極的に進めている。この改訂された教材

は、2012 年以降からの使用をめざしており、新たな教材による授業の実施が見込まれてい

る。校内には実習に必要な機材が不足しているため、代替的な方法としてラウニオン港で

実習が行われている。 

以上のように、エルサルバドルの政策・制度面、運営体制、財政面、技術面ともに問題

はなく、本プロジェクトの自立発展性は高い。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

(1) 計画内容に関すること 

効果発現に貢献した要因としては、日本人専門家による技術指導のみならず、本邦研修・

第三国研修における技術移転に注力したことが挙げられる。これにより、学校内のみに目

を向けがちな教員及び職員等が、外の世界を体験し、教職に対する新たな動機づけをする

ことができた。本邦研修・第三国研修を受講した教員等は、自身の経験を学校外の機関（ラ

ウニオン港従事者等）で講義する等、当初予想していなかった活動が確認された。 

 

(2) 実施プロセスに関すること 

本プロジェクトでは高い頻度（1～2 カ月に 1 回の頻度）でプロジェクト関係者（MINED、

ITCA-FEPADE 本部、JICA 事務所、MEGATEC ラウニオン校、日本人専門家）月例会議が行

われた。これにより、予期せぬ正のインパクト（開発された指導法の普及）が発現した。 

また、C/P のプロジェクトに対する高いコミットメントにより、C/P の交替によるプロジ

ェクト活動に対する大きな影響も確認されなかった。 

 

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 

プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）の指標設定にお

いて課題が確認された。エルサルバドルにおける高い人材の流動性（卒業生の就職先への

定着率に関連）と C/P 機関による卒業生の追跡調査の実施時期を十分に把握していなかっ

たため、プロジェクト終了時点でのプロジェクト目標の達成度を正確に測ることができな

い。 

 

(2) 実施プロセスに関すること 

成果 3 に係る短期専門家の投入時期が遅れたことにより、活動計画の修正を余儀なくさ

れた。 
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３－５ 結 論 

本プロジェクトは PDM（第 3 版）の成果はプロジェクト終了時に達成する見込みがある。プ

ロジェクト目標に関しては、現在においておおむね達成が確認されているが、より正確な成果

や地域産業動向の把握が必要とされる。 

5 項目評価は、「妥当性」「効率性」「インパクト」「自立発展性」は高いと評価できる。投入に

関して、幾つかの問題点が確認されたものの、プロジェクト運営における適切なモニタリング

や定期的な情報共有により、プロジェクトの進捗に大きな影響は与えていない。また、この定

期的な情報共有が予期せぬインパクトも生み出している。テクニコの育成は、エルサルバドル

政府の政策において優先課題とされているため、制度面や財政面の持続性は高い。C/P はプロジ

ェクト活動に積極的に参加し、ほとんどの活動を主導的に実施しているため、技術面の自立発

展性も高い。 

プロジェクトの「有効性」を正確に把握するためには、今後も継続したモニタリングが必要

となる。MEGATEC ラウニオン校は、このことを踏まえ、移転された技術を持続し、発展させる

ことが期待される。 

 

３－６ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

(1) プロジェクト終了までの提言 

 プロジェクト成果の達成に向け、プロジェクトと C/P は以下の活動を継続することが求

められる。 

 教員向け指導法研修を正規雇用教員 15 名以上に対して実施する（成果 1）。 

 卒業生と企業の追跡調査のためのデータシステム構築を完了する（成果 2）。 

 LyA と AOP の教材の改訂を完了させる（成果 3）。 

 

(2) プロジェクト終了後の提言 

 プロジェクト終了後、プロジェクト目標の達成及び上位目標の達成のため、以下を提言

する。 

 一定レベルのテクニコを輩出するため、プロジェクトにより開発された新しい指導法

の教員研修を拡大することが望ましい。プロジェクト期間では、まずは MEGATEC ラ

ウニオン校の正規雇用教員への研修に重点が置かれていた。しかし、MEGATEC ラウニ

オン校における教育の質を統一するためにも、契約雇用教員への研修も必須である。

また、MEGATEC ラウニオン校へ入学する技術提携高校の教員に対する研修も有効であ

る。 

 東部地域開発及び企業のニーズに対応するためにも、卒業生と就職先企業への追跡調

査を徹底することが望ましい。この追跡調査には、プロジェクト期間中に完了するデ

ータシステムを 大限に利用し、より多くの卒業生の情報を把握することが期待され

る。 

 LyA と AOP は引き続き、関連機関（民間企業、空港・港湾運営自治委員会：CEPA）と

の連携を維持、強化していくことが望ましい。MEGATEC ラウニオン校は実習授業を重

視しているが、この 2 学科に関しては物理的な制限（実習に必要な機材の不足）があ

り、実習を確保することが容易ではない。現在、関連企業との連携により、現場実習
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が提供されている。将来的には、関連企業から MEGATEC ラウニオン校へ臨時講師が

派遣される等、更なる連携がとられることが期待される。 

 

３－７ 教訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、

運営管理に参考となる事例） 

(1) プロジェクト関係機関との定期的な情報共有の実施 

本プロジェクトでは、関係機関（MINED、ITCA-FEPADE 本部、MEGATEC ラウニオン校、

JICA 事務所）が高い頻度で会議を実施し、積極的に情報共有を行ってきた。このため、プ

ロジェクト活動遅延への適切な対策がとられたほか、予期せぬインパクト（新しい指導法

の全国普及）も生み出した。 

 

(2) 日本が提供できる投入内容の事前把握 

本プロジェクトでは、成果 3 に関する専門家の確保が難航し投入時期が予定よりも遅れ、

PO の修正を余儀なくされた。このような事態を少なくするためにも、プロジェクト実施前

に、投入予定である日本側のリソース（特に人材）の状況を把握することが重要である。 

 

(3) プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）上の成果と指標の設定 

本プロジェクトは各プロジェクト活動が精力的に実施されたものの、有効性が中程度と

判断された。これは、PDM（第 3 版）の成果と指標が、人材の流動性が極めて高い地域で

あることや C/P 機関が実施している卒業生の追跡調査の実施時期等の現地の状況等を十分

把握せずに設定されたことに起因する。この結果、プロジェクト完了時においても、プロ

ジェクト目標の達成度を正確に把握することができなかった。達成度を測る指標の設定は、

現地状況を十分把握したうえで設定する必要がある。 
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