
１－１　協力の背景と概要

メキシコ合衆国（以下、「メキシコ」と記す）は、国民 1 人当たり GDP が 9,935 米ドル（2008
年）の OECD 加盟国でありながら、国内にさまざまな開発問題を抱えており、経済格差是正と

貧困削減が大きな課題となっている。

特に、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

業と同じく中小零細企業が多く、これらの企業レベルの向上が重要課題となっている。同産業

界の労働力は、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の 3 つに分けた場合、②中間技術者・スーパーバイザーの

育成が遅れており、社内実務研修（OJT）や社外研修を行っているものの、その育成は不十分

であることから産業界としては一定の技術レベルをもつ中間技術者をコンスタントに確保した

いという強い要望があると認識している。

この中間技術者を継続して一定量供給できる技術教育機関である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。このような状況下、メ

キシコ政府は、工業高校にプラスチック成形技術コースを新設し、そこで必要となる教員を育

成するために国立職業技術活性化センター（Centro Nacional de Actualización Docente：CNAD）

のインストラクター研修能力の向上を目的とする「プラスチック成形技術人材育成プロジェク

ト」（以下、「プロジェクト」と記す）を日本国に要請した。

本プロジェクトは、現在、6 名の日本人専門家（総括、副総括／プラスチック射出成形技術、

プラスチック材料、射出成形用金型メンテナンス、連携制度構築、業務調整）を派遣中である。

１－２　協力内容

（１）上位目標：

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。

（２）プロジェクト目標：

職業技術教育活性化センター（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。

（３）成　果：

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。

２． CNAD にて工業高校教員を研修するため、メキシコのプラスチック産業界のニーズ

１．案件の概要

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

分野：民間セクター開発 協力形態：技術協力プロジェクト

所轄部署：産業開発・公共政策部 協力金額（2012 年 3月）：1 億 8,300 万 5,000 円

協力期間

（実績）

2010 年 10 月～ 2014 年 9
月（4 年間）

先方関係機関：メキシコ連邦政府公共教育省産業技術教

育局（DGETI）、メキシコ職業技術活性化センター（CNAD）

日本側協力機関：無
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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。

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

４． モデル工業高校のプラスチック成形技術コースのうち射出成形技術に関するカリ

キュラムがメキシコの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。

５． CNAD とモデル工業高校並びにプラスチック産業界との連携促進を目的として合同

委員会が設置される

（４）投入（中間レビュー時点）

【日本側】

・ 専門家派遣：日本人専門家　6 人（総括、副総括／プラスチック射出成型技術、プラス

チック材料、射出成型用金型メンテナンス、連携制度構築支援、業務調整／普及促進支

援）

・本邦研修：2012 年 11 月に 5 名を派遣して実施予定。

【メキシコ側】

・ カウンターパート（C/P）配置：（CNAD 講師 9 人）、3 校のモデル工業技術高校（CETIS/
CBTIS）の教員

・ 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、

公用車提供等

３－１　実績の確認

（１）成　果

活動計画表（PO）Ver.1 及びプロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM） Ver.2 に基

づいた活動実績にかんがみた成果の達成状況は、おおむね計画どおりである。以下に、成

果の達成状況を指標ごとに示す。

１）成果１

・ 計画どおり 9 人の CNAD インストラクターが同コースに配属されている。また、日本

のプラスチック射出成形技術技能検定３級相当（C クラス）の習熟確認テスト結果より、

全 9 人のインストラクターに関して一定レベルの知識向上が確認されている。

２）成果２

・ CNAD は計画どおり、工業高校教員研修カリキュラムのモジュール I（材料）、II（押

出成形）、III（射出成形）を開発した。

・ カリキュラム承認委員会が工業高校教員研修カリキュラムのモジュール I、II、III をプ

ラスチック産業界のニーズを踏まえて取りまとめ、承認した。

３）成果３

・CNAD にプラスチック射出成形技術グループが発足し、活動中である。

２．中間レビュー調査団の概要

調査団

団　　長 荒井　浩 JICA 産業開発・公共政策部　参事役

評価計画 石亀　敬治
JICA 産業開発・公共政策部

産業・貿易第二課　主任調査役

評価分析 小泉　香織 株式会社ティーエーネットワーキング

調査日程 2012 年 10 月 8 ～ 28 日（21 日間） 調査種類：中間レビュー

３．評価の概要
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・ 日本人専門家の支援を受けながら、プラスチック射出成形技術コースの研修準備、計

画に従った研修の運営、進捗モニタリング、次回研修に向けたフィードバックを実施

している。

・ 将来的に、CNAD インストラクターが工業高校教員向けプラスチック射出成形技術

コースの研修計画を自ら策定できるよう、定期的にレビューを行っている。

４）成果４

・ モデル工業高校のプラスチック成形技術コースが連邦公共教育省産業技術教育局

（DGETI）に認可されたカリキュラムに沿って開設、運営されている。カリキュラムは

産業ニーズを満たすよう策定されている。

・ モデル工業高校においては第１期生を対象にモジュール I の授業が 2011 年 2 月から 6
月にかけて実施され、日本人専門家及び CNAD インストラクターによる授業評価から

高い結果となっている。

・ プラスチック成形技術コースのカリキュラム案は、授業実施状況を踏まえながら産業

界のニーズを満たすものとするべく、DGETI によってレビューと改訂が行われている。

５）成果５

・ 官民連携活動の内容が具体化するなかでパイロット・プロジェクト・カイゼン（PPK）

が提起され、年次のロードマップが策定された。

・ 工業高校教員向けプラスチック射出成形技術研修のカリキュラム内容を検討すべくカ

リキュラム承認委員会が開催されている。

（２）プロジェクト目標の達成状況

今後の活動が計画どおりに実施されることにより十分に達成可能と見込まれる。

・ 指標１： 2012 年 9 月より成形実習に重点を置く技術移転を計画どおり実施しており、理

論及び技術の習得が加速されるとみられる。

・ 指標２：�モジュール I、III、V の研修がプロジェクト終了時までに 2 回ずつ計画されてお

り、更なる技術移転の質的向上が見込まれる。加えて、カリキュラム承認委員

会を通じて産業ニーズを汲んだカリキュラムが承認され、工業高校教員向け研

修が実施されることになっている。

・ 指標３：�CNAD の最終試験はプロジェクト終了前の 2014 年時点の目標であり、既述のと

おり研修が予定されていること、また習熟確認テストが計 4 回予定されている

ことから、設定目標の達成は可能と判断される。

（３）上位目標

上位目標の達成見込みは現時点では判断できない。上位目標「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。」の達成見込みの判断は、

指標が具体的ではないことに加え、モデル工業高校のプラスチック成形コース第１期生の

卒業が 2014 年 6 月であるために、時期尚早である。

３－２　評価結果の要約

（１）妥当性：高い

・ メキシコ国の「国家開発計画（Plan Nacional de Desarrollo）2007 ～ 2012 年」の五本柱の

ひとつに「競争力の高い経済と雇用創出」が掲げられている。メキシコは 2005 年 4 月の

日・メキシコ経済連携協定（日墨 EPA）発効後、日系企業の誘致と投資の呼び込みを促
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進し、特に自動車等の輸出を伸ばし続けている。

・ 教育政策に関しては、DGETI が卒業生の専門履修課程と関係のある産業界に多くの学生

が就職できるよう 2009 年よりカリキュラム改訂を進めている。

・ 本プロジェクトは対メキシコ国別援助方針の中の重点目標「中小企業・裾野産業の競争

力強化プログラム」に位置づけられる。

・ 日本は概して高いプラスチック成形技術を有し、特にその原理及び理論の教授という点

で優位性をもつ。メキシコでは 1994 年の CNAD 設立支援以来、メカトロニクス分野に

おける人材育成の経験を有しており、また他国における射出成形技術に関する支援の経

験も豊富である。

（２）有効性：おおむね高い

・ プロジェクト関係者の高いコミットメント、CNAD における 18 年にわたる人材育成経

験、多くのプロジェクト関係者が JICA の本邦研修への参加経験を有すること、そして

CNAD の活動が民間企業に受け入れられ始めており、CNAD が所有しない機材を用いた

実習のために現場を貸してくれる企業が存在することから、プロジェクトの有効性は高

いといえる。

・ 他方、大半の CNAD インストラクター及びモデル工業高校教員が兼務あるいは兼業せざ

るを得ない状況に起因する時間的制限や、CNAD の限られた予算内でモデル工業高校へ

のモニタリングに係る出張旅費等を確保することの難しさがある点は、改善が求められ

る。

（３）効率性：おおむね高い

・ 日本側投入については、おおむね計画どおりに実施されている。連携制度構築支援専門

家がプロジェクト開始時には業務調整を兼務していたが、成果５に係る官民連携活動の

重要性にかんがみ、2 名体制となった結果、同活動が計画を超えて進捗している。また、

技術移転へのフォローアップが日本人専門家によって綿密になされており、技術移転効

率は高い。また、CNAD への機材調達の導入を予定していた期間（3 年）よりも短期間

で実施した。

・ メキシコ側投入については、CNAD インストラクターの定員（9 名）が投入された。他方、

DGETI によるモデル工業高校用機材調達は米州開発銀行（IDB）の融資を用いて 2013 年

2 月に予定されている。なお、金型及び周辺機器といった一部の機材調達も翌年度に繰

り越されることとなっている。

（４）インパクト：現時点では判断不可

・ 上位目標の達成見込みは現時点では判断できないものの、プロジェクトの実施による正

のインパクトは複数確認された。

・ メキシコは、プラスチック産業界が本プロジェクトの影響を受けて人材育成の必要性を

認識しつつあることが産業界の代表へのインタビューを通じて確認された。また、モデ

ル工業高校の関係者は本プロジェクトを通じたプラスチック成形コースの効果的な運営

が学校自体の発展に寄与していると述べている。

（５）持続性（見込み）：高い

・ 組織運営面おいては、CNAD にはプラスチック射出成形技術コースのインストラクター
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とロジ担当者が配置されており、18 年にわたって維持する人材育成機能を本プロジェク

トを通じて強化していることからもその組織運営力は十分と見込まれる。

・�技術面に関しては、CNAD インストラクターがプロジェクト期間に計画どおり必要な技

術を習得することにより、全国の工業高校にプラスチック成形コースを拡張するなかに

おいても担当教員に対する技術移転を継続できるものと判断される。

・�財政面について、CNAD 設立以来、同機関全体の年間予算は一定額となっている。各関

係者の意見を総合的に判断すると、CNAD/DGETI の予算は一定レベルでは確保されると

考えられる。

３－３　結　論

・ 本プロジェクトでは、関係者の尽力の下で活動に取り組んできた結果として、各活動は順調

に進捗していることが確認された。

・ ５項目評価については、メキシコ及び日本の政策と合致し、メキシコ産業界及びターゲット

グループのニーズと合致し、プロジェクトのアプローチも適切であることから妥当性は高い

ことが確認された。

・ 有効性及び効率性については、各活動の成果の達成状況及び投入のタイミング、量、質から

おおむね高いことを示している。ただし、プロジェクト目標を確実に達成するためにはメキ

シコ産業界のニーズの把握、本プロジェクトの円滑な推進のための PR 等のための官民連携活

動の更なる促進、活動上の時間的制限にかんがみた実施体制上の工夫、効率的なモニタリン

グの実施、機材調達及び CNAD/DGETI の活動予算の確保上のフォローアップが重要となる。

・ インパクトについて、上位目標の達成はプロジェクト目標の達成が前提となることに加え、

モデル工業高校のプラスチック成形コース第１期生の卒業が 2014 年 6 月であるため、現段階

における判断は時期尚早である。さらに、上位目標の達成の判断に際しては指標の具体化が

求められる。

・ 持続性については、政策・制度面、組織運営面、技術面の持続性は確保される見込みが高い。

財政面については、プロジェクトの上位目標を達成するまでメキシコ政府が実施に必要な予

算を確保することが必要である。

・ 以上の状況から、プロジェクト目標の達成に向けて、さらには上位目標の達成を見据えて、

プロジェクト後半の活動を促進させるため、PDM を関係者間で再検討した。

３－４　提　言

残る 2 年間のプロジェクト期間において着実にプロジェクト目標を達成するために、以下を

提言する。

（１）モデル工業高校向け実習用機材の確実な調達

DGETI は米州開発銀行（IDB）の融資を通じた詳細な機材調達計画を策定し、確実に実

行する。各モデル工業高校においては機材の設置計画を策定し、調達後には性能確認を速

やかに実施し、プラスチック成形コースでの授業に活用できるようにする。

（２）人材育成現場のモニタリング強化

CNAD で実施されるモデル工業高校教員向けプラスチック射出成形技術研修に対して、

日本人専門家はモニタリングを強化する。また、モデル工業高校でプラスチック成形コー

ス担当教員が実施する授業に対して、CNAD インストラクター及び日本人専門家がモニタ
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リングを確実に実施していく。

（３）官民連携制度の強化

CNAD における官民連携活動の実施体制を強化する。また、CNAD 及びモデル工業高校

の所在地において関連機関と連携してセミナーを開催するなど、本プロジェクトの PR を

より一層強化する。

（４）プラスチック成形コースの増設に向けた計画策定の推進

DGETI は、①産業・地域ニーズに関する基礎調査、②産業ニーズを有する地域に所在す

る工業高校の調査、③プラスチック成形コース設置候補となる工業高校の選定を実施する。

これは、DGETI が毎年実施している計画策定方法（フィージビリティ・スタディ）への改

善・追加提案である。

（５）PDM の改訂

本中間レビュー調査の結果を踏まえて、PDM 及び PO を改訂する（巻末付属資料２「M/M」

の Annex 2「PDM Ver.3」及び Annex 4「POVer.2」参照）。
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