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国名
職業訓練管理強化プロジェクト

イラン

Ⅰ 案件概要

プロジェクトの背
景

イランでは、人口の 40％が 15 歳以下という極めて若年人口が多い人口構成であるなかで、若年層の失
業率が 10％を超え、この高い失業率が社会問題となっていた（2005 年）。イランにおける職業訓練は主と
して、労働社会問題省（MOLSA）の管轄下の技術職業訓練庁（TVTO）が全国で実施しており、TVTO は年間
約 180 万人に対し職業訓練を行ってきた。しかしながら、TVTO の訓練内容は、労働市場のニーズに合致し
ておらず、また、TVTO は訓練コースのレビュー、評価、改善を行う効率的な方法を整備していなかった。

プロジェクトの目
的

1. 上位目標：CBT(Competency Based Training)手法注 1がTVTO の訓練体系の基礎となる。
2. プロジェクト目標：TVTO の職業訓練管理サイクルが改善する。

注 1：CBT は、能力ベースの訓練を指し、産業界のニーズに基づく訓練である。CBT 手法は手段であり、本事業の目的

は産業界のニーズを反映した訓練（労働市場のニーズの情報収集、労働市場ニーズに基づく訓練カリキュラム開発及

び教材の作成、訓練実施、訓練後のモニタリング評価及び訓練結果の反映）を実施するための訓練管理サイクルを確

立することにある。

実施内容

1. プロジェクトサイト：テヘラン及びカラジ
2. 主な活動：

1)TVTO 職員の研修、2)パイロット訓練コースの職能訓練基準（コンピテンシー単位）及び訓練カリキ
ュラムの策定、3)ガイドライン及び訓練教材の開発、4)パイロット訓練コースの実施、5）訓練及びモ
ニタリングシステムの開発、6)訓練管理改善計画の策定

3. 投入実績（上記活動を実施するための投入）

日本側
(1) 専門家派遣 8人
(2) 研修員受入 8人
(3) 機材供与 事務用品（PC、プリンター等）

相手国側
(1) カウンターパート配置 29 人
(2) 土地・施設提供 プロジェクト事務所及びパイロッ

ト訓練コース用機材

事前評価年 2007 年 協力期間 2007 年 7月～2010 年 12 月 協力金額 287 百万円

相手国実施機関 技術職業訓練庁（TVTO）

日本側協力機関
厚生労働省、独立行政法人雇用・能力開発機構(現、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)
株式会社パデコ

Ⅱ 評価結果1

1 妥当性

本プロジェクトの実施は、事前評価時・プロジェクト完了時ともに、第4次国家開発5ヵ年計画（2005-2009）及び第5次国家
開発5ヵ年計画（2010-2014）に掲げられた「職業訓練システムの改善」というイランの開発政策、「職能訓練基準及びコース
と労働市場・雇用のニーズとのミスマッチの解消」及び「TVTOにおける訓練の評価と訓練コースへのフィードバックのプロセ
スの向上の強化」という開発ニーズに十分に合致している。また、事前評価時の日本の対イラン国別援助計画（2007）及び対
イラン国別援助計画（2004）と十分に合致している。したがって、妥当性は高い。

他方、プロジェクト期間中にプロジェクト・デザインに係る問題が確認された。第一に、CBTアプローチは、事後評価時点に
おいて、イランの職業訓練の有効なアプローチとして認知されていることが確認されたが2、日本ではCBTは一般的に実践され
ておらず、人材も限られていたことから3、CBTに基づくアプローチは必ずしも日本が支援すべき分野として適切ではなかった。
第二に、技術協力プロジェクトにおいては、上位目標の変更はプロジェクトそのものの変更につながる可能性があり、原則と
して上位目標の変更は行わないとされているが、本プロジェクトでは、プロジェクトの実施により期待される効果を明確に特
定するため4、上位目標はプロジェクト期間中に2度変更された。第三に、カウンターパートとなる部局・課、及び職員の選定
が政治的な要因によって左右され、技術移転を行うプロジェクトの実施を困難なものとした。カウンターパートとなる課・部
局の頻繁な変更とCBTアプローチの普及を担うインストラクターの人数の減少は、プロジェクトのアウトプットを計画どおりに
達成するにあたっての阻害要因となった。

2 有効性・インパクト

                                           
1 以下のとおり、上位目標の変更があった。1) 2007年事前評価時のPDM0における上位目標は、「特に若年層及び女性の失業が改善される。」、

2) 2009年中間レビュー時の PDM１では、「労働人口における国家職業資格保有者が改善される。」に変更、3) 2010年終了時評価時の PDM2
では、「CBT手法が TVTOの訓練体系の基礎となる。」に再度変更された。
2 例えば、1,000の職能訓練基準が策定され、CBTアプローチは、「TVTOのカリキュラム及び執行計画策定のガイドライン」において言及

されている。
3 CBTアプローチを効果的に導入するため、本プロジェクトはオーストラリア人の CBT専門家を投入した（終了時評価報告書、32-33ペー

ジ」）。
4 中間レビュー報告書（6ページ）及び終了時評価報告書（3ページ）



本プロジェクトは、CBTアプローチの導入によるTVTOの訓練管理サイクルの改善を目指した。
イラン側カウンターパートの課・部局及びプロジェクト計画の変更があったものの5、プロジェクト目標はプロジェク

ト完了時点において達成された。
指標1「パイロット訓練コースがプロジェクト終了までに2回計画・実施される」は、達成された。本プロジェクトで

は、オーストラリアの自動車整備2号資格に必要な21のコンピテンシー単位（職能基準、UOC）注2のうち、10単位をカバ
ーする2つのパイロット訓練コースを開発し、インストラクター7名及び受講者24名の参加のもと訓練を実施した。

指標2「パイロット訓練コースの実施の経験及び教訓が分析され、報告される」は達成された。本プロジェクトでは、
1)職能訓練基準開発のマニュアル、CBT実施マニュアル、モニタリング・評価マニュアルを含む、CBTマニュアル、2)第1
パイロット訓練コース及び第2パイロット訓練コースのワークブック、3)職能に基づくカリキュラムの開発・実施のため
の導入プログラム、4)パイロット訓練コースのニーズ分析調査の結果に係る報告書、を作成した。

指標4「パイロット訓練の経験及び教訓に基づいて、訓練管理改善のための計画がプロジェクト終了までに完成する」
は達成された。本プロジェクトは、CBTアプローチをTVTOに導入することにより訓練管理サイクルを制度化させるため、
TVTO訓練管理改善計画第2版（英語版）をプロジェクト完了までに策定した。しかしながら、終了時評価及び事後評価で
は、訓練内容や訓練環境が違うことから、パイロット訓練とTVTOの他の通常の訓練コースの受講生の満足度を比較する
ことが困難なため、指標3「パイロット訓練の受講者の満足度が他のコースよりも高い」の達成度については、検証しな
かった。

プロジェクト完了後、TVTOは、本プロジェクトで整備された2つのパイロット訓練コースの実施を継続しており、1500
以上の職能訓練基準と訓練カリキュラムを開発した6。TVTOによれば、ニーズアセスメント、職能訓練基準及びカリキュ
ラムの確立、訓練コースのモニタリング・評価といったステップを含む、CBTアプローチに基づく訓練管理サイクルの経
験やノウハウといった技術協力で導入された内容は事後評価時点でも、訓練課やカリキュラム開発センター（CDC）を含
む調査・計画課、といった各関連部署のそれぞれの職員に共有されている。

上位目標の「CBT手法がTVTOの訓練体系の基礎となる」については、一部達成された。指標1「ペルシア語版CBTマニュ
アル（最終版）が作成される」は達成され、指標2「各TVTCの代表（中核指導員）がTVTOにより実施されるCBT訓練を受
講する」は、一部達成された。

TVTOは、インストラクター30名を対象に2回、計60名のインストラクター向けにCBT訓練を実施した。また、2011年か
ら2014年の間に、民間及び公的分野のTVTCの16,000人の指導員は、3人のコアインストラクターから研修を受けた前述の
60名のインストラクターからCBT訓練を受けた7。しかしこれら16,000人の指導員の所属先情報がないため、上位目標の指
標2の達成状況は確認できなかった8。インパクトとしては、いくつかの正のインパクトが確認された。プロジェクト完了
後、TVTOは、2つのパイロット訓練コースでカバーされなかった自動車整備2号資格の残りの11のコンピテンシー単位の
カリキュラムを開発した。また、TVTOは新たに、工業、サービス、農業分野において、3つのパイロット訓練コースを整
備した。さらに、CBTアプローチに基づきTVTOのCDCにより、自動車機械及び関連科目について、職業訓練コース30コー
スが計画された。

本プロジェクトによる負のインパクトはなく、土地収用及び住民移転も発生しなかった。
よって、本プロジェクトの有効性・インパクトは、中程度である。

注2：コンピテンシー単位(Unit of Competence:UOC)は、特定の業務あるいは職務における効果的な実績を上げるために必要な技能・知識に

ついて、国家レベルで合意したものであり、産業界で合意された業務の成果（アウトカム）を明記したものである。

プロジェクト目標および上位目標の達成度

目標 指標 実績

（プロジェクト目標）

TVTO の職業訓練管理サ

イクルが改善する。

指標 1：パイロット訓練コースがプロ

ジェクト終了までに 2回計画・実施さ

れる。

（完了時）達成

 インストラクター7名、受講者 24 名の参加により、「自動車

整備の電気系修理」及び「自動車点検整備」の 2分野の 2

つのパイロット訓練が実施された。

 パイロット訓練は、自動車資格レベル II の 21 のコンピテ

ンシー単位のうち、10 単位をカバーした。

（事後評価時）

 プロジェクト完了後、TVTO は、TVTC のインストラクター及

び自動車業界・企業の技能工を含む、60 名の参加のもと、

本プロジェクトで整備した 2つのパイロット訓練コースを

実施した。

指標 2： パイロット訓練コースの実施

の経験及び教訓が分析され、報告され

る。

（完了時）達成。

 パイロット訓練コースの実施による経験と教訓に基づい

て、以下の技術的な成果物が作成された。

 能力に基づくカリキュラムの策定・実施のための導入

プログラム：総論

 第 1サイクルのパイロット訓練コースの職能訓練基準

                                           
5 カウンターパートの部局の変更が生じたが、本来カウンターパートが果たすべき役割の一部をローカルコンサルタントを雇用することに

よりカバーした（中間レビュー報告書、17ページ）。
6 URL: http://research.irantvto.ir/index.aspx?siteid=83&fkeyid=&siteid=83&pageid=3536 にて確認した。
7 Karaj ICT の参加者リスト（16,000 名の氏名記載）にて確認した。
8 CBT手法の普及ルートに関しては、プロジェクト完了報告書にて提案された通りに実施されたか、本事後評価では検証できなかった。（コ

ース実施については、開発フェーズは ITCで実施、パイロットフェーズではモデル TVTCで実施、フルスケールフェーズでは、全 TVTC
での実施が提案された）



（コンピテンシー単位）を定義するためのインタビュ

ー調査の報告

 第 2サイクルのパイロット訓練コースの職能訓練基準

（コンピテンシー単位）を定義するためのインタビュ

ー調査の報告

 CBT マニュアル（職能訓練基準開発マニュアル、CBT 実

施マニュアル、モニタリング・評価マニュアルを含む）

 第 1パイロット訓練コース及び第 2パイロット訓練コ

ースのワークブック

（事後評価時）

 プロジェクト完了後、本プロジェクトで作成された技術的

成果物は、TVTOにより継続的に使用されている。

指標 3：パイロット訓練の受講者満足

度が、他のコースよりも高い。

（完了時）不明

 訓練内容及び環境が異なるため、パイロット訓練とTVTOの

通常訓練の受講者満足度を比較することは困難として、当

該指標は評価判断に加味されなかった。

（事後評価時）不明

 本指標の達成度を検証することは困難という終了時評価の

理由に加え、当該指標はパイロット訓練コースの満足度を

測るものでTVTOの研修マネジメントサイクルが改善したか

どうかを測るものではないため、プロジェクト目標の達成

を検証することはできない。よって事後評価では当該指標

を加味しない。

指標 4：パイロット訓練の経験・教訓

に基づいて、訓練管理改善計画がプロ

ジェクト終了時までに策定される。

（完了時）達成

 TVTO 訓練管理改善計画（英語版）第 2版は、日本側及びイ

ラン側で行われた終了時評価の協議の結果に基づいて完成

した。

（事後評価時）

 不明

（上位目標）

CBT 手法が TVTOの訓練

体系の基礎となる。

指標 1：ペルシア語版 CBT マニュアル

（最終版）が策定される

(事後評価時) 達成

 ペルシア語版 CBTマニュアル（最終版）が策定された。

指標 2：各 TVTC の代表（中核インスト

ラクター）が、TVTO が実施する CBT 訓

練コースを受講する

（事後評価時）達成
プロジェクト完了後、TVTO は 30 名/回を二回、合計 60名の
インストラクター向けに CBT 訓練を実施した。

 全国に 673 ある TVTC の約 14％を占める 93TVTCにて CBT訓

練を実施した。

注３：事後評価時点の TVTCの総数は 673ヵ所である。

出所：終了時評価報告書、カウンターパートへのインタビュー

3 効率性

本プロジェクトは、協力期間は計画どおりであったものの（計画比：100％）、機材到着後のトラブルのため引渡しが遅れ、
協力金額は若干計画を上回った（計画比:108％）。また、アウトプットは計画どおりに達成されたものの、イラン側カウンタ
ーパート側で実施すべきであった活動を実施するため、ローカルコンサルタントなどの追加の投入が必要となった。カウンタ
ーパートの課・部局及び人員の頻繁な変更と研修対象のインストラクター人数の減少は、計画されたアウトプットの達成に必
要なプロジェクト活動の効率性を減じた9。よって、本プロジェクトの効率性は中程度である。

4 持続性

政策面では、CBTアプローチはイラン政府により、TVTOの職能訓練基準についての国家的なアプローチとして承認された。し
かしながら、イラン政府による職業訓練分野の改革については、依然として進行中であり、2019年までには完了の見込みであ
る。

体制面では、TVTOは、CBTアプローチに基づく訓練管理サイクルの制度化の促進を継続している。本プロジェクトで主に技術
移転を受けた3名のインストラクターは、CBTアプローチに基づく訓練やCBTアプローチ研修の促進や本プロジェクトの経験を他
の職員と共有する重要な人材として勤務している。また、TVTOは、産業別訓練諮問準備委員会（IRG）との調整を行っている（注
4）。

他方、事後評価では、TVTOから関連する情報を収集できなかったため、技術面及び財務面については分析できなかった。
以上より、実施機関の政策面一部に課題が見られ、また、技術面及び財務面については検証できなかったことから、本プロ

ジェクトによって発現した効果の持続性は中程度である。

注4：産業別訓練諮問準備委員会（IRG）は、産業界のニーズとマッチした訓練コースのデザインを検討するため、本プロジェクトで設置

したTVTOの諮問機関である。IRGは、様々な自動車サービス及び修理業界の代表により構成されている。IRGは、TVTOにとってCBTの導入及

び拡充に重要なメカニズムである。

                                           
9 政治的な介入により、TVTOの人事がしばしば影響を受けたことが指摘された（内部資料）。カウンターパートとなる課・部局及び人員の

頻繁な変更については、中間レビュー報告書（25ページ）、終了時評価報告書（23ページ、32ページ）及び内部資料に記載されている。

CBTアプローチについては、終了時評価報告書（32ページ）で述べられている。



5 総合評価
本プロジェクトは、CBTアプローチの導入による、ニーズアセスメント、職能訓練基準及びカリキュラムの開発、訓練モニ

タリング・評価を含む、TVTO の訓練管理サイクルの改善を通じて、プロジェクト目標及び上位目標の一部を達成した。インパ
クトとしては、1)2 つのパイロット訓練コースでカバーされなかった自動車資格レベル II の 11 のコンピテンシー単位のカリ
キュラムの策定、2)工業、サービス、農業分野の 3つのパイロット訓練コースの開発、3)自動車整備及び関連分野の 30 の職業
訓練コースの計画といった、いくつかの正のインパクトが確認された。持続性については、TVTOの職能訓練基準の国家的アプ
ローチとして CBT アプローチがイラン政府に承認されたが、職業訓練分野の改革は未だ途上にある。また、関連する情報がな
いため、技術面及び財務面の持続性の評価が困難であった。効率性については、協力金額が計画を若干上回った。

以上より、本プロジェクトは一部に課題があると評価される。

Ⅲ 教訓・提言

実施機関への提言：

・ 本プロジェクトで主に技術移転を受けた 3 名のコアインストラクターから研修を受けたインストラクターは 60 名と限定

的であることから、本プロジェクトで導入された CBTアプローチに基づく質の高い職業訓練を拡充するためには、インス

トラクター向け研修を増加させ、十分に訓練されたインストラクター数を増加させることが重要である。

JICA への教訓：

・ JICA により支援される技術協力プロジェクトでは、日本人専門家からカウンターパートへの技術移転が、プロジェクト目

標や上位目標の達成に向けたキャパシティ・ディベロップメントのプロセスにおいて鍵となる。また、被援助国側のカウ

ンターパートの配置は、技術協力における重要な投入となる。本プロジェクトの場合、カウンターパートとなる課・部局

の変更が、アウトプットやプロジェクト目標の達成に向けて計画された活動を効果的に実施するにあたっての阻害要因と

なった。したがって、計画段階において、カウンターパートとなる課・部局を慎重に選定するとともに、日本人専門家か

ら技術・知識を移転する対象者も慎重に選定することが肝要である。

・ 頻繁な人事異動が生じるカウンターパート機関にとって、技術協力成果をマニュアルやガイドラインの形で可視化したこ

とは今後カウンターパート機関が日本から得た支援の成果を継承していく上でも有効である。

（インストラクターに対する CBT 研修を実施（1）） （インストラクターに対する CBT 研修を実施（2））

（CBT 手法に基づいた自動車コースを実施）


