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トルコ共和国 

自動制御技術教育普及計画強化プロジェクト 

外部評価者：国際航業株式会社	 中村美都子 
0.	 要旨  

本プロジェクトは、トルコにおいて、自動制御技術（Industrial Automation Technologies、

以下 IATという）関連学科の教員研修センター（Teacher Training Center、以下 TTCという）

の能力を強化し、国内 20校の職業訓練校（以下、普及校という）に IAT教育を普及するこ

とで、IAT技術を備えた人材の育成に貢献するために実施された。本プロジェクトは同国の

開発政策、開発ニーズ及び日本の援助政策と整合性があり、妥当性は高い。プロジェクト

実施により、TTC 講師の研修計画策定や研修実施能力の向上が図られたが、研修のモニタ

リング・評価・改善の体制確立が実現しなかったため、プロジェクト目標は一部達成され

なかった。よって、TTC の研修を修了した IAT 学科教員が、研修で得た知見を活用し、普

及校において IAT教育を実践できてはいるものの、有効性・インパクトは中程度である。 

協力期間は計画通りであったが、協力金額が計画を若干上回ったため、効率性は中程度

である。IAT教員認定制度の変更に伴い、プロジェクトで導入された教員養成研修は、事後

評価時には実施されていないが、プロジェクトで開発したカリキュラムや教材、カウンタ

ーパートである TTC講師の知見は、変更後の資格制度で認定された普及校 IAT学科教員向
けの短期教員研修として継続的に活用される見込みである。同講師の技術力が高いこと、

短期教員研修には同カウンターパートが配置されていること、研修に必要な予算が配分さ

れていることなどから、プロジェクトの成果のある程度の持続性が期待でき、持続性は中

程度と判断する。 

以上より、本プロジェクトは一部課題があると評価される。 

 

1.	 案件の概要  

	 	 	 	  
プロジェクト位置図   	 	 教員研修センター（TTC） 

 
1.1	 協力の背景  

トルコでは 1990年代以降、製造業の急速な拡大に伴い、製造業技術者、特に中堅技術者

の量・質的増大が急務となり、なかでも製造業の成長を支える IAT1の技能を身につけた中

                                                   
1 自動制御技術とは、機械装置やプラントの運転・操作を機械を用いて自動的に行う技術で、ロボットや
自動車、航空機、生産工場、化学プラント等の分野で活用されている。 

ト ル コ 共 和
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堅技術者育成のニーズが強まった。そこでトルコ国民教育省（MoNE）は、IAT技術を備え

た人材の育成を行うため、わが国の支援を得て、2001年から 2006年まで技術協力プロジェ

クト「自動制御技術教育改善計画」を実施した。同プロジェクトでは、IAT技術者を育成す

るため、アナトリア職業高校2のイズミール職業高校（以下、イズミール校という）とコン

ヤ職業高校に IAT学科が設立された。 

このプロジェクトの成果を生かし、MoNE は、2005 年 9 月以降、国内のアナトリア職業

高校 20校にも IAT学科を新設した。また、普及校で IAT技術を指導する教員を養成する必

要性から、イズミール校の付属施設として TTCを設立し、2006年より IAT教員養成研修を

開始した。同教員養成で研修の実施体制整備が必要になったことから、トルコ政府からわ

が国に対し技術協力が要請され、本プロジェクトが実施される運びとなった。 

 

1.2	 協力の概要  

上位目標 IATに関する職業・教育訓練が普及校において有効に実践される。 
プロジェクト目標 TTCにおける教員研修システムが確立される。 

成果 

成果 1 TTCの教員研修計画策定能力が強化される。 
成果 2 TTCの教員研修コース実施能力が強化される。 
成果 3 TTCの教員研修評価に係る能力が強化される。 
成果 4 TTCの長期運営計画策定機能が強化される。 

投入実績 

【日本側】 
1. 専門家派遣	 23名（101M/M） 
2. 研修員受入	 本邦研修 5名 
3. 機材供与	 1,350万円 
4. 現地業務費	 2,223万円 
【トルコ側】 
1. カウンターパート配置	 15名 
2. 機材購入	 約 58百万円（TTCに対する機材供与） 
3. 施設提供	 研修施設、プロジェクト事務室 
4. ローカルコスト負担	 普及校の研修参加者の日当・宿泊費、研
修教材、研修資材、研修施設の光熱費、水道代、通信費 

協力金額 約 385百万円 

協力期間 2007年 8月 ～2010年 9月 

相手国関係機関 国民教育省 

我が国協力機関 株式会社パデコ／独立行政法人	 国立高等専門学校機構 

関連案件 

【技術協力プロジェクト】 
「自動制御技術教育改善計画」（2001～2006年） 
「中央アジア・中東向け自動制御技術普及プロジェクト」（IATE、
2012～2015年） 

 

                                                   
2 4年制の中等教育課程。トルコ国内に 134校ある。 



 3 

1.3	 終了時評価の概要  

1.3.1	 終了時評価時のプロジェクト目標達成見込み  

指標の達成度および各成果の達成度から、プロジェクト目標は相当程度達成されており、

研修の質と、指標の値のさらなる改善により、プロジェクト完了時までにプロジェクト目

標を完全に達成することができると判断された。 

 

1.3.2	 終了時評価時の上位目標達成見込み 

終了時評価調査報告書では、上位目標達成の兆しが確認されたと記されている。その理

由は、イズミール校の企業実習受け入れ先企業を対象とした、実習生の評価に関する調査

で、全企業がインターン学生の実習結果を「とても良い」または「良い」と評価していた

こと、普及校 5 校における同様の調査の結果でも、受け入れ企業の 90%以上が「良い」ま

たは｢とても良い｣と評価していたことであった。 

 

1.3.3	 終了時評価時の提言内容 

終了時評価時の提言内容は、以下のとおりである。 

(1) プロジェクト実施期間中に実施が期待される活動 

l 教員研修に対する普及校教員の理解の促進 

l 教員研修のモニタリング・フィードバック体制の強化 

(2)プロジェクト実施期間中、及びプロジェクト終了後の実施が期待される活動 

l TTCの活動及び予算面における自立発展性の向上 

l TTC講師の身分の明確化 

l 授業運営に係る新規研修の計画及び実施 

(3)プロジェクト終了後の実施が期待される活動 

l 大学のメカトロニクス学科卒業者向けの研修の制度化 

l 周辺国の IAT技術教育への支援 

l TTCで確立した教員研修システムの国内の他学科への展開 

 

2.	 調査の概要  

2.1	 外部評価者  

	 中村美都子	 （国際航業株式会社） 

 

2.2	 調査期間  

	 今回の事後評価にあたっては、以下のとおり調査を実施した。 

	 調査期間：2013年 9月～2014年 10月 

	 現地調査：2013年 12月 1日～12月 20日、2014年 2月 10日～2月 19日 
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3.	 評価結果（レーティング：C3）  

3.1	 妥当性（レーティング：③4）  

3.1.1	 開発政策との整合性 

プロジェクトの開始時から完了時まで、トルコの開発政策であった第 9次開発計画（2007

年～2013年：Ninth Development Plan）では、雇用促進と産業界のニーズに見合った効果的

な人材育成および、効果的な教員研修の実施が重点施策であった。プロジェクト完了時に

は、第 9次開発計画を達成するための中期開発計画（2010 ～2012年：Medium Term Program）

が策定されており、同計画においても、技術教育訓練の質と量の改善の重要性が強調され

ている。本プロジェクトの目的は、効果的な人材育成を図るための教員研修制度の確立、

教員研修の質の向上にあることから、同国の開発政策と整合性がある。 

 

3.1.2	 開発ニーズとの整合性 

プロジェクト計画時（2005年 10月）に実施された、同国の中小企業開発機構（KOSGEB）

の人材需要に関する調査の結果によると、数年の間に同国 17県において IAT技術者の新規

需要が約 3 万人あると見込まれた。プロジェクト完了時の同技術者の需要に関する統計は

入手できなかったが、事後評価時点における IAT技術者の求人数が全国で約 10万人にのぼ

ることから5、プロジェクト計画時から完了時、事後評価時にわたり、IAT 技術を持つ人材

のニーズは高かったと推定できる。本プロジェクトは同国のこのようなニーズに応えるも

のであった。 

また、プロジェクト計画時、新規に設立された普及校に、約 300 名の IAT 学科教員を配

置する必要があると見込まれ、新規採用や、他学科の教員の異動が計画されていた。その

ため TTC では、同教員の養成研修を開始していたが、研修の運営や内容に多くの課題があ

った6。さらに、プロジェクト開始時、普及校の IAT 学科にすでに 75 名が配置されていた

が、TTC の IAT 学科教員研修を受講していたのは約半数にすぎなかった。このように、同

科の教員養成は量・質ともに追い付いていない状況であり、IAT学科教員の養成は同国の緊

急ニーズであった。 

 

3.1.3	 日本の援助政策との整合性 

我が国外務省の ODA 国別データブックによれば、プロジェクト計画時から完了時まで、

経済社会開発のための人材育成が日本のトルコへの援助政策における重点分野となってい

る。計画時の JICA 国別事業実施計画（2006 年）、および完了後ではあるが、対トルコ国別

援助方針（2012 年）においても産業界のニーズに応える教育、人材育成は重点項目となっ

                                                   
3 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
4 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
5 トルコ雇用局（İŞKUR）の調査結果 
6 オリエンテーションが十分ではない、研修期間が長いといった研修運営方法に関する課題や、研修科目
の重複、研修受講生の専門性への配慮の欠如、研修用教材や機材の未整備といった研修内容・方法に関す

る課題があった。 
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ており、本プロジェクトの実施と日本の援助政策との整合性は高い。 

 

3.1.4	 事業計画やアプローチの適切性 

本プロジェクトは、IAT教員資格認定制度の方針が確定されていない状態で開始された7。

このため、後述のように8、プロジェクトの途中で同制度の方針が確定し、資格認定要件に

は TTCでの教員養成コースの受講が必須ではなくなったことで、本プロジェクトにより開
発された研修コースを「教員養成用」として継続させる必要性がなくなるという結果とな

った。したがって、資格認定制度の方針に関する情報収集や対策立案を十分に行わずにプ

ロジェクトを開始したことは、事業アプローチ上問題であったと言えよう。 
しかし、持続性の欄で後述するとおり、プロジェクトで開発された「教員養成用」研修

コースの一部は、変更後の資格制度で認定された普及校 IAT学科教員向けの「短期研修用」
として継続的に活用される方針が示されており、結果的に、普及校教員養成から普及校教

員の技術力研鑽へと形を変えて、「IAT 技術に関する職業・教育訓練が普及校において有効

に実践される」というプロジェクトの目標に貢献する見込みである。よって、上記事業ア

プローチの問題は、事後評価時点の妥当性に影響を及ぼす程度の問題ではないと考える。 

 
以上より、本プロジェクトの実施はトルコの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と

十分に合致しており、妥当性は高い。 
 

3.2	 有効性・インパクト9（レーティング：②）  

3.2.1	 有効性 

本プロジェクトの目的は、TTC における IAT 学科教員研修システムの確立であった。特

に、より効果的、効率的な研修を実施するために、研修コースを「計画（Plan）」、「実施（Do）」、

「評価（Check）」し、改善を実施するために「行動（Action）」をする PDCAアプローチ（図

1）による研修運営サイクルを、TTCが自立的に実施できるようになることが目指された10。 

本プロジェクトでは、この研修システムの確立のために必要な研修計画策定、実施、評

価に係る TTCの能力強化が成果として位置づけられた。さらに、TTCの長期運営計画策定

の機能向上を図り、ひいては TTC の研修運営体制の強化が図られることで、普及校におけ

る IAT学科教育の効果的な実践に TTCが持続的に貢献することが期待された。 

                                                   
7 これには、既に TTCで新任教員や他学科の教員が研修を受講し、IAT学科教員として認定を受けて教鞭
を取っていたことや、本来、教員を教育するはずの大学専門教育課程において IAT分野は 2009年まで卒業
生が出ていなかったという背景があった。 
8 3.4持続性の 3.4.1 政策制度面を参照。 
9 有効性の判断にインパクトも加味して、レーティングを行う。 
10 PDCAアプローチに基づく研修運営サイクルは、JICA提供資料によれば、その導入と同サイクルの確立
に向けた能力強化が実施方針として示されている。中間レビュー報告書には、同サイクルに基づいた各成

果の能力強化の視点が明示され、終了時評価報告書にも、本プロジェクトが同サイクルの確立を目指して

いることや、同サイクルの機能の度合いについて記載がある。また、プロジェクトで作成された教員研修

マニュアルにも、TTCは PDCAアプローチの導入により、研修システムおよび活動を継続的に改善すると
明示されている。 
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出所：JICA提供資料をもとに外部評価者作成 

図 1：本プロジェクトで確立を目指した PDCAアプローチに基づく研修運営サイクル 

 

3.2.1.1	 プロジェクトの成果（アウトプット） 

（1）成果 1：TTCの教員研修プログラムの計画策定能力が強化される 

成果 1 は、TTC がプロジェクトによるカリキュラム開発・改訂を通じ、教員研修プログ

ラムの計画策定能力を向上させることを目的としていた。各指標プロジェクト完了時の達

成状況の要約は、表 1の通りである。 

 

表 1：成果 1にかかる指標の達成状況 

指標	 評価	 評価理由	 

指標 1-1： 

教員研修用カリキュラム開

発の手順が明確化される 

達成	 完成したカリキュラムにはカリキュラムの開

発手順や改訂理由が記載されており、これを読

むことで開発や改訂手順は明確になっている。 

指標 1-2： 

教員研修用カリキュラムが

指標 1-1 で明確化された手順

に沿って開発される11 

概ね達成	 5つに大別された教員研修コース（10・11年生

用基礎レベル 1・2、12年生用上級レベル 1・2、

サマーコース）用カリキュラムが開発された。 

 

                                                   
11 指標 1-2に記載のとおり、当初の計画では、カリキュラム開発の手順をマニュアルなどにまず定め、そ
の次に開発作業を実施する予定であった。しかし実際は、カリキュラム開発作業と、その手順の記録は並

行して行われた。カリキュラム開発を速やかに行うニーズが高かったことを考えると、このような方法を

採ったことは現実的であり、また、手順を定め、開発作業を実施する、という順を踏まなかったことがカ

リキュラム開発作業に与えた負の影響はほとんどないと思われることから、当指標の達成状況は、「概ね達

成」とした。 

評価（Check：C） 

モニタリング、指標測定 

研修コースと成果の評価 

行動（Action：A） 

研修運営も含めた研修コース

の継続的な改善に向けた行動 

実施（Do：D）  

研修コースの準備・実施 

計画（Plan：P） 

研修方針 研修ニーズ 

研修目的とコースの準備 
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指標 1-3： 

開発されたカリキュラムが

MoNEの認定する IAT学科の

カリキュラムの枠組みと整

合性をもつ 

達成	 研修カリキュラムはMoNEの認定する IAT学科

カリキュラムの枠組みと照合しながら開発さ

れた。両者を比較した結果、研修カリキュラム

項目の大半が学科カリキュラム項目と同一で

あり、両者の整合性は確認された。 

 

なお、成果 1 の指標は、TTC の組織レベルでの教員研修プログラムの計画策定能力強化

の達成度を測るものとしては適当であるが、各 TTC 講師の計画策定能力の強化の達成度を

測るものとしてはやや不十分である。そのため、事後評価では、TTC 講師の能力強化が実

現したかという観点からも、JICA 提供資料の精査および専門家、カウンターパート（TTC

講師）からのヒアリングにより検証した。その結果、専門家との共同作業によるカリキュ

ラム開発・改訂作業を通じて、TTC講師の教員研修プログラムの計画策定能力は向上した、

と専門家および TTC講師が評価していることが確認された。また、TTC講師は、本プロジ

ェクトでカリキュラムの開発や改訂を行った経験を有していたからこそ、現在実施中の技

術協力プロジェクト「中央アジア・中東向け自動制御技術普及プロジェクト」（Industrial 

Automation Technology Extension Project for Central Asian and Middle East Countries: IATE）に

おいて、対象国の IAT 教育の現状、研修ニーズなどに応じてカリキュラムを開発すること

ができたと述べている。本プロジェクトの研修計画の様式、研修用教材は、対象国のニー

ズに沿って改訂され、上記 IATEプロジェクトでも参考資料として配布・使用されているこ

とが事後評価時に確認できた。 

 

以上により、成果 1は概ね達成されたと判断する。 

 

（2）成果 2：TTCの教員研修コース実施能力が強化される。 

成果 2 は、研修コースのシラバスや研修用教材を開発することで、TTC が研修コースを

自分たちで問題なく実施できるレベルまで能力を向上することを意図していた。各指標プ

ロジェクト完了時の達成状況の要約は、表 2の通りである。 

なお、成果 2を達成するためには、各 TTC講師の教員研修コースのシラバス、教材開発、

研修実施の一連の能力が強化されることが重要であるが、これを測る指標は設定されてい

なかった。そこで事後評価では、専門家へのヒアリングなどを通じて、TTC 講師の研修コ

ース実施能力の強化が図られたかどうかについて検証した。その結果、シラバスおよび教

材は、カウンターパートが研修科目ごとに形成したワーキンググループにより、専門家の

講義や実習などの技術指導を受け開発されており、この開発の作業と講義の実施を通じて

TTC 講師は、研修コースのシラバスや内容、教材の活用方法を習得した。プロジェクト完

了時には、同講師の研修実施能力は、研修コースを問題なく実施できるレベルにまで強化

されたことが確認できた。 
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表 2：成果 2にかかる指標の達成状況 

指標	 評価	 評価理由	 

指標 2-1： 

教員研修のためのシラバス

及び教材開発の手順とフォ

ーマットが明確化される 

概ね達成 「教員研修マニュアル」には、教員研修のため

のシラバスと教材開発の簡単な手順の記載に

留まっているが、その手順は概ね明確となって

いる。シラバスの様式と教材の内容は規定の様

式に統一され明確になっている。 

指標 2-2： 

開発された研修コースのそ

れぞれに教材が準備される 

達成 研修コースの教員研修用教材が合計 22 冊（10

年生用 4冊、11年生用 8冊、12年生用 10冊）

作成された。また、教員研修の受講者アンケー

トで、教員研修用テキストについて「大変よい

/とても満足」、「よい/満足」と回答した研修受

講者が、実施前（2006年 9月）の 37.5%から事

後評価時には 60~70%に増加しており、教材の

質にも大きな問題はないと考えられる。 

指標 2-3： 

TTC講師が、開発された研修

コースの講義・実習を実施す

るうえで十分な知識や技能

を身に付ける 

達成	 プロジェクト実施中に専門家と TTC 講師によ

って実施された授業観察12によると、1）計画・

準備、2）講義形式、3）教授法について、TTC

講師の 4段階評価13の平均点は 3.7点であり、「期

待を満たしている」～「期待以上」であったと

いえる14。また、受益者調査15では、10・11 年

生用研修は研修受講生の約 97%、12年生用研修

は同受講生の約 78%が TTC講師の質に「非常に

満足」もしくは「満足」と回答した。 

指標 2-4： 

全ての研修コースが少なく

とも 1回以上実施される 

達成	 本プロジェクトによって開発された研修カリ

キュラムのために新しく作成された教員研修

用テキストを使って、完了時点までに 12 年生

用コースの後半部分が 1回、それ以外の各研修

コースは 2回ずつ実施された16。 

                                                   
12 モニタリングシートは、1）計画と準備、2）講義スタイル、3）教授法、4）受講者、5）機材の 5項目
に分かれており、各項目は 4つの小項目で構成されている。モニタリングは主に専門家によって行われた。 
13 4段階評価は、1:期待以下、2:今後進展が期待される、3:期待を満たしている、4:期待以上、であった。 
14 研修コースは教員 2名で実施されるため、各教員の平均点ではなく、全研修の評価の平均点を用いた。 
15 プロジェクト開始後、TTCで教員養成研修を受講した普及校の IAT学科教員を対象に受益者調査を行
った。調査は無作為抽出によって選ばれた 63名の教員に対して、質問票を用いた電話インタビューにより
実施された。 
16 12年生用コース後半のテキスト作成が、当初、カウンターパートがイズミール校の教務と兼任であった
ことなどから作業が計画よりも遅れたため、本プロジェクトによって技術移転された内容が適用された研

修の実施は 1回に留まった。 
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指標 2-5： 

研修参加者の選定、参加者へ

の研修コース案内の送付、コ

ースに必要な教材や機材の

準備などの研修に係る手続

きが適切に実施される 

未達成	 終了時評価時のアンケートでは、研修受講生の

59%が研修にかかる手続きについて何らかの問

題があると指摘していたことから、研修に係る

手続きに関しては、期待していたレベルに達し

ていなかったと考えられる。なお、研修手続き

にどのような不備があったのかに関しては、情

報が入手できず不明である。 

 

以上により、成果 2 は研修実施に係る事務手続きにやや問題が残るものの、概ね達成さ

れたと判断する。 

 

（3）成果 3：TTCの教員研修評価に関わる能力が強化される 

成果 3 は、TTC 講師が自立的に教員研修の評価を実施できるようになり、TTC の教員研

修評価能力が強化されることを意図していた。各指標プロジェクト完了時の達成状況の要

約は、表 3の通りである。 

 

表 3：成果 3にかかる指標の達成状況 

指標	 評価	 評価理由	 

指標 3-1： 

評価の手順とフォーマット

が明確なクライテリアとと

もに明示される 

一部達成	 プロジェクト完了時までに、授業観察によるモ

ニタリング、最終講義時のアンケート調査、講

師の自己評価、研修実施後の評価会議、研修実

施 6 ヵ月後のアンケート調査、最終評価会議、

コースカリキュラムへのフィードバックから

成るモニタリング・評価システムが導入され、

評価項目とフォーマットが作成された。しか

し、各評価活動の詳細手順は教員研修マニュア

ルなどの文書には記載されていない。 

指標 3-2： 

教員研修コースの評価が指

標 3-1 の手順とフォーマット

にしたがって 5回以上実施さ

れる 

一部達成	 教員研修コースの評価は、上記のモニタリン

グ・評価システムの導入前まで、授業観察、最

終講義時のアンケート調査、研修実施後の評価

会議により 5回以上実施された。しかし、研修

終了 6ヶ月後のアンケート調査は 2回しか行わ

れておらず17、講師の自己評価、最終評価会議

も実際には実施されていない。	 

                                                   
17 TTC講師へのインタビューの結果、アンケート調査の回答率が非常に低く、TTC講師が調査票の回収・
集計に十分な時間を確保できなかったことや、効率的な調査票作成、集計・分析方法などについて専門家

からの技術的指導は特段なく、能力を身につけていなかったことが原因として挙げられた。 
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指標 3-3： 

普及校のモニタリングの手

順とフォーマットが明確化

される 

達成	 普及校のモニタリングは、普及校教員の TTCの

研修成果の活用度、課題・要望の把握、将来の

研修内容・運営への反映、TTCによる普及校 IAT

学科への継続的支援・助言の提供などを目的と

していた。教員研修マニュアルには、普及校の

授業観察を含めたモニタリングと IAT学科運営

ワークショップの実施について、その位置付

け、評価者、評価対象、評価時期などモニタリ

ング手順・フォーマットが明確となっている。	 

指標 3-4： 

普及校のモニタリングが指

標 3-3 の手順とフォーマット

に従って 20 回以上実施され

る 

一部達成	 プロジェクト完了時までに、普及校における

IAT学科のモニタリングは延べ 26回実施され、

また、普及校における IAT学科の運営ワークシ

ョップは毎年 1回、合計 3回実施された。普及

校のモニタリング回数は目標値を達成してい

るが、指標 3-3 のモニタリング手順に記載のあ

った授業観察は実施されておらず、直接的なモ

ニタリングによる研修受講後の教員の課題・要

望の把握は行われていない18。 

 

なお、成果 3 についても、TTC 講師の教員研修評価に関わる能力強化の観点を、TTC 講

師や専門家へのインタビューにより検証した。その結果、研修評価に関しては、授業観察、

最終研修時のアンケートの結果に基づく研修の全体評価が、TTC 講師と専門家により行わ

れ、課題があれば TTC 講師の講義・実習方法についての技術指導や、研修計画の変更を行

っていたことが確認された。しかし、専門家から同教員への研修評価手法に関する技術指

導は行われなかったこと、TTC 講師が多忙のためモニタリングや評価を主体的に実施する

時間が確保できなかったこと、同僚に対して評価を行うことに抵抗感があったことなどか

ら、モニタリング・評価、フィードバックの一連の活動は専門家が主体的な役割を果たし

ており、TTC講師の評価活動への関与は限定的であった。このため、同活動を TTC講師が

自立的に実施できるようにはなっておらず、TTC 講師自身も、教員研修評価に関する能力

強化は十分に実現しなかったと感じている。 

 

以上により、成果 3は一部のみ達成されたと判断する。 

 

 

                                                   
18 普及校における授業観察は、生徒の集中力低下の悪影響への配慮、TTC講師の業務多忙、普及校におけ
る授業評価の権限不保持などの問題のため実現しなかった。研修受講後の教員の課題・要望把握は研修修

了 6か月後のアンケート調査で間接的にモニタリングを行うとされた。 
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（4）成果 4：TTCの長期運営計画策定機能が強化される。 

成果 4は、TTC自らが長期運営計画策定できるように、長期運営計画の手順を明確にし、
計画を策定し、MoNE に計画が承認されるだけでなく、長期運営計画の中で教員研修の中
長期的なビジョン（将来像）に基づいた TTCの中長期的な役割が設定され、ひいては組織
として研修運営体制が強化されることで、本プロジェクトの効果の持続発展性が確保され

ることを企図していた。各指標プロジェクト完了時の達成状況の要約は、表 4 の通りであ

る。 

表 4：成果 4にかかる指標の達成状況 

指標	 評価	 評価理由	 

指標 4-1： 

TTC の長期運営計画策定の

ための手順・計画が明確化さ

れる 

一部達成	 長期運営計画策定のために、TTC講師、専門家、

MoNE 産業技術教育・職業訓練総局（General 

Directorate of Vocational and Technical Education: 

GDVTE）、JICA トルコ事務所19で構成されるタ

スクフォースが設置され、TTCの組織的な位置

付けや機能について議論された。同議論に基づ

き、TTCの運営戦略や将来的な活動を示した長

期運営計画が策定されたが、その手順は教員研

修マニュアルなどに明文化されていない。 

指標 4-2： 

TTCの長期運営計画がMoNE

により承認される 

達成	 TTCの長期運営計画は GDVTE局長が議長を務

めるプロジェクトの第 4回合同調整会議（JCC）

で承認されており、これは同計画が MoNEによ

って正式に承認されたことを意味した。 
 
指標 4-1 に関し、実際の活動詳細は次の通りである。長期運営計画策定の前段階として、

プロジェクト完了後の TTC の組織的な位置付けについて、当初、関係者間に認識のずれが

あったため20、表 4に既述のとおり、一時的なタスクフォースが設置され、TTCの組織的な

位置付けや役割について検討された。その結果、プロジェクト完了後も、講師の専任配置、

MoNE とイズミール校による予算優先確保の体制のもと、実施中と同様な組織制度で TTC

を運営していくと、関係者の認識の一致がなされた。この認識一致がなされた際、JICAは、

大臣・局長の変更などMoNE内の情勢から TTCの組織制度の変更は難しいとのMoNEの
判断を尊重し、TTCの現状・周辺環境（資格要件の変更など）、産業界のニーズを踏まえた
長期運営計画策定を支援し、将来の必要な対策を明らかにすることが有効との判断を下し

                                                   
19 JICAトルコ事務所はオブザーバーとして参加。 
20 TTCはイズミール校の付属機関であることから、プロジェクト開始当初、TTC講師がイズミール校の教
務も担当する必要があり、業務過多であったこと、TTCの予算が学校予算に含まれているため、TTCの運
営管理費の切り分け、確保が難しいなどの運営上の課題があった。これらの問題は、MoNEによる TTC講
師の研修業務へ専任配置の承認やイズミール校校長による TTCへの優先的な予算支出などにより改善され
てはいたが、JICA、TTC、専門家は当初、TTCとイズミール校を分けた人員配置、財務管理など組織制度
の変更の必要性を認識していた。 
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ている。これは当初の想定とは異なる結果となったが、少なくともプロジェクトの実施を

通じて改善された TTC運営体制がプロジェクト完了後も継続されることになり、その判断
は合理的であったと考えられる。 

他方、長期運営計画策定時には後述の IAT 教員の資格要件変更により、普及校教員養成
研修コースの継続の必要性がなくなることは明らかであったため、変更後の資格要件で認

定された大卒 IAT 教員を想定した教員技術向上のための研修や、教員養成以外の省内教育

としての短期研修、同国内と周辺国の IAT 関連学科への短期研修などの実施等、教員養成
研修の業務量の減少に対応した案や、民間企業と連携の強化、研究機関としての機能強化

などが長期運営計画に盛り込まれた。しかし、同計画は、TTC がこのような役割を果たす
ことが可能かつ必要であるという点についての関係者の認識一致に留まっている。つまり、

事業計画の策定や計画にもとづく人員、予算投入の必要性は言及されているが、具体的な

アクションプランや制度化への方策などについては含まれていない21。したがって、長期運

営計画自体に一部問題があると考えられるため、指標 4-1は一部達成と判断された。 
 
以上により、成果 4は一部達成されたと判断できる。 
 

3.2.1.2	 プロジェクト目標達成度 

プロジェクト目標は、「TTCにおける教員研修システムが確立される」である。	  

指標 1は、「研修コース終了時に実施される受講者アンケートにおいて、研修受講者のう

ち 90%以上が自動制御学科の授業に TTCの研修が実際に役立つと評価する」であった。研

修コース終了時の受講生アンケートの結果を平均すると、約 83%の受講者が、IAT 学科の

授業に TTCの研修が役立つと回答している。目標の 90%には満たなかった。 
 

表 5：研修コース終了時の受講生による研修の評価 

研修コース名 研修実施時期 研修は役に立つと思う 

10・11年生用（基本レベル 1） 2009年 9月 80.4% 

10・11年生用（基本レベル 2） 2009年 11月 80.6% 

12年生用（上級レベル 1） 2010年 3月 76.3% 

12年生用（上級レベル 2） 2010年 4月 94.2% 

平均 - 82.9% 
	 	 出所：TTC提供資料 
 

指標 2は、「教員研修受講者が教員研修コースの修了証を授与される」であった。プロジ

ェクト期間内に実施された IAT 教員養成コースの研修受講生 141 名22のうち、1 名23を除く

                                                   
21 アクションプランは作成されていないものの、JICA内部資料によれば、当時、長期運営計画で決められ
た事項は、プロジェクト完了後に実行に移していくという意向を MoNEは示しており、事後評価時点で計
画の一部は実際に実行に移されている。 
22 終了時評価では、受講生数は 218名とされていたが、事後評価で再確認したところ 141名であった。 
23 「私的な事情でコースを途中終了せざるを得なかった。」ということ以外情報を得ることはできなかっ
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全員が修了証書を授与されており、指標 2は達成されている。 

指標 3は、「研修終了 6ヶ月後に実施される受講者アンケートにおいて、研修受講者のう

ち 65%以上が、研修受講後の授業現場での経験をもとに、TTC の研修が実際に役立つと評

価する」であった。研修修了 6ヶ月後の受講者アンケート調査の結果では、1名を除き、研

修が実際に普及校での授業に「とても役に立った」もしくは「役に立った」と回答してお

り、これらの回答の割合は約 98%であることから、指標は達成されている。 

指標 4は、「研修受講者の管理監督者である普及校自動制御学科長が、受講教員の知識・

技術が TTC の研修受講後向上したと評価する」であった。これに関するアンケート調査で

は、回答した全 IAT学科長（18名）が、「とても向上した」、もしくは「向上した」と評価

しており、指標は達成されている。 

指標 5は、「教員研修コースの運営手順が明確化される」であった。教員研修マニュアル

は 2010年 7月に最終版が作成された。同マニュアルの一部に、普及校教員向け研修コース

の目的、コース構成、開催時期・人数などの枠組み、講師資格要件、受講生選定方法、研

修教材など研修実施準備から実施、評価と改善について、PDCAアプローチの概念図ととも

に教員研修コースの運営にかかる各業務の項目が網羅的に記載されている。24しかし、成果

1、2、3 の欄で既述の通り、各成果で期待されたカリキュラム開発、シラバス・教材開発、

評価などの各業務の作業手順やノウハウの記載は十分ではなく、概略の記載に留まってい

る。したがって、本プロジェクトで目指す PDCA アプローチに基づく研修運営サイクルの

運営手順（フロー）は明確になっているものの、各作業の手順詳細は欠けていることから、

当指標は一部達成されたと判断される。 

指標 6は、「研修コースが計画通り実施される」であった。実施状況は表 6のとおり、各

研修は、機材設置や教材作成の遅れのため 12年生用上級レベル 2の研修実施が遅れた以外

は、時期、回数とも、年間運営計画に基づき実施されており、指標は概ね達成されている。 
 

表 6：教員研修コースの回数と研修実施時期 

研修コース 回数 研修開始時期 

機械分野教員向け 1 2007年 1月 
10・11年生用（基本レベル 1） 3 2008年 3月、2008年 10月、2009年 9月 
10・11年生用（基本レベル 2） 3 2008年 4月、2008年 11月、2009年 11月 
12年生用（上級レベル 1） 3 2008年 5月、2009年 3月、2010年 3月 
12年生用（上級レベル 2） 2 2009年 12月、2010年 4月 
サマー・セミナー 3 2008年 6月、2009年 8月、2010年 6月 
ウィンター・セミナー 1 2010年 3月 
出所：TTC提供資料 

 

以上のように、プロジェクト目標の各指標は、一部の指標を除いて概ね達成されている

                                                                                                                                                     
た。 
24 同マニュアルには、このほか TTCの役割、目的、組織体制、予算、人事、研修計画策定、文書管理等、
運営マネジメントや、IAT学科以外の教員、産業界に対するセミナー運営に関する記述も含まれている。 
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が、これらの指標は主に、研修の質や結果を測るものであり、プロジェクトが目指した「TTC

における教員研修システムの確立」の達成度を測るものとしては不十分である。本プロジ

ェクト目標における「教員研修システムの確立」とは、PDCA アプローチに基づき TTC が

自立的に研修運営サイクルを回し、研修を向上させていくシステムの確立を意味していた。

その観点から、このようなサイクルが機能していたかについて考察すると、成果 1および 2

の達成状況より、研修計画が策定され、開発されたシラバスや教材を用いて研修は実施さ

れていたが、成果 3 の達成状況からは、TTC 講師による研修の評価・モニタリングシステ

ムの運用は不十分であったことがわかる。かろうじて行われていた TTC 研修コースの授業

観察や評価会議などのモニタリング・評価活動からの改善のためのフィードバックは、実

質的に専門家が主体的な役割を果たしていた。これらのことから、プロジェクト実施中は、

専門家の功績で研修運営サイクルが回り、結果的に各指標の達成度の向上、すなわち研修

コースの高評価につながったと考えられる。なお、成果 4で策定された TTCの長期運営計

画については、将来 TTCの活動に必要な具体的なアクションプランが含まれていないなど
一部問題があり、「教員研修システム確立」への貢献は限定的である。 

 

以上により、プロジェクト目標の各指標は達成されているものの、プロジェクトが目指

した PDCAアプローチに基づく研修運営サイクルを TTCが自立的に運営する段階には至っ

ておらず、「研修システムが確立した」とは言い難い。したがって、プロジェクト目標は一

部達成されたと判断する。 

 

3.2.2	 インパクト 

3.2.2.1	 上位目標達成度 

上位目標は、「IAT 技術に関する職業・教育訓練が普及校において有効に実践される」で

ある。まず、プロジェクト完了後の普及校 IAT 学科の状況を概観すると、全ての普及校で

IAT学科の職業・教育訓練が継続して行われており、普及校が所在する都市によって違いは

あるが、平均 20～30名の学生が安定的に IAT学科の各専攻コース25に入学している。MoNE

および普及校へのインタビュー等から、普及校には十分な訓練用機材や演習室が整備、維

持管理され、学生への教育訓練に活用されている。IAT学科教員数も充足されている。IAT

学科生の卒業後の状況を受益者調査26で確認したところ、卒業生の約 82％が進学27しており、

進学者のうち、IAT関連に進学した者が約 80%と多いことが判明した28。就職率は 15.3%で

                                                   
25 IAT学科には、機械・電子・電気科目を中心としたメカトロニクス専攻と、IT・電子・電気科目を中心
としたインダストリアル・コントロール専攻の 2つがある。 
26 プロジェクト開始後、普及校に在籍していた IAT学科卒業生を対象に受益者調査を行った。調査は連絡
先が入手できた 13の普及校の卒業生 764名に対して、質問票を用いた電話インタビューにより実施され、
255名（33%）の回答が得られた。 
27 進学率は、事後評価時点で進学している卒業生の割合。卒業後に一度就職したものの、進学している卒
業生を含む。卒業後に就職活動をせずに進学した卒業生の割合は約 68%であった。 
28 普及校教員へのインタビューによれば、職業訓練高校の卒業生には特定の 2年制大学であれば入学試験
を免除され進学できる制度があり、多くの保護者はより高い職業的・社会的地位を求めて進学を推奨する
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あり、うち IAT 関連職種に就職しているものは約 49%であった。但し、上記卒業生の動向

に対し、本プロジェクトの貢献によるものかどうか把握することはできなかった。 

 

指標 1は、「90%以上の IAT学科の学生が企業実習で「とても良い」または「良い」の評

価を受ける」であった。事後評価時の質問票調査29では 19 の普及校の IAT 学科から本指標

に関するデータを入手することができた。同校に 2009 年から 2012 年に在籍した学生の実

習先企業は、5段階評価（優秀、良、普通、合格、不合格）において、約 93％の学生を「優

秀」もしくは「良」と評価しており、指標は達成されている。 
 

表 7：実習先企業による学生の評価 

 優秀 良 普通 合格 不合格 未回答 合計 

学生の数 1,666 245 61 29 34 22 2,057 

学生の割合 81.0% 11.9% 3.0% 1.4% 1.7% 1.1% 100% 

出所：普及校提供資料 

 

さらに、本プロジェクトが上記指標の達成に貢献したのかについても検証するため、教

員研修コース修了生の普及校における IAT 学科教員認定率、教員研修コース修了者及び未

受講者の普及校 IAT学科教員への配置状況と TTC研修受講経験、TTC研修後の IAT教員認

定を受けた普及校教員による研修成果の授業への活用度について調査した。以下はその結

果である。 

 

l 教員研修コース修了生の IAT学科教員認定率 

プロジェクト目標の指標 2 で記述の通り、本プロジェクト期間内に 140 名の教員が教員

研修コースを修了した。事後評価時の普及校への質問票調査の結果、修了生の約 88%（120

名）が IAT教員として認定を受けていることが確認された。 
 
l 普及校における IAT学科教員の配置状況と TTC研修受講経験 

事後評価時の普及校への質問票調査を通じて、現在の普及校における IAT 学科教員の配

置状況と、IAT 教員認定を受けた教師の在籍率を分析した結果、TTC の研修コースを修了

し IAT教員認定を受けた 120名の教員のうち、約 81%（97名）は現在でも普及校に勤務し

ており、これは普及校 IAT 学科に在籍している認定教員の 72.4%を占める（表 8）。その他

9名は普及校以外の職業訓練校に異動した30。教員研修コースを受講せずに IAT学科教員と

して認定された教員の多くは、プロジェクト実施後に新たに適用された認定資格基準（大

                                                                                                                                                     
傾向がみられる。これが卒業生の高進学率の一因と考えられる。 
29 全普及校の IAT学科に学科卒業生数、教員配置数について質問票調査を行った。2009~2013年の卒業生
数は、16校で合計 3,649名（4校は未回答）であった。 
30 IAT学科教員認定資格を受けた 120名のうち、残り 14名の動向は普及校への質問票の回答には含まれ
ておらず、現状は不明。 
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学のメカトロニクス、コントロール学科卒業）により認定された教員である。 
 

表 8：IAT学科認定教員と教員研修コースの受講経験 

 
教員研修 

コース修了者 

教員研修 

コース未受講 

特別科目のみ 

受講歴あり 
合計 

IAT 学科在籍認定教員数 97 35 2 134 

出所：普及校提供資料 

 

l TTC研修後、IAT教員認定を受けた普及校教員による研修成果の授業への活用度 

事後評価時に実施した受益者調査では、TTC 研修修了生（普及校教員）の 80%以上が、

TTCの研修で得た知識や技術を、「十分に」もしくは「部分的」に、普及校での学生に対す

る授業で活用しているとの回答が得られた（図 2）。活用例としては、生徒実習用機材の選

択から機材の設置方法など研修設備に関するものが最も多く、その他、TTC の教員研修用

コースでの理論と実践（講義と実習）のバランス、授業で使用する視聴覚補助教材や配布

プリントなどの活用が挙げられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：受益者調査 

図 2：TTCの教員研修の活用度 

 

上記の通り、普及校教員が IAT 学科に継続して勤務しており、TTC における教員研修コ

ースで得た知見を活用していることから、プロジェクトの成果が、普及校での IAT 教育の

実践に貢献していることが確認できた。  

 

3.2.2.2	 その他のインパクト 

（1）自然環境へのインパクト、住民移転・用地取得 

本プロジェクトによる自然環境への負のインパクトは出現していない。また、住民移転・

用地取得は発生していない。 

 

（2）その他の間接効果 
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1）トルコ周辺国向け第三国研修の実施 

本プロジェクト期間中に、TTC は、普及校の IAT 学科教員研修コースの計画、実施の知

識・経験を生かし、アゼルバイジャンの IAT 教員向け研修を 2 回実施した。さらに、TTC

は現在、JICA の技術協力プロジェクト「中央アジア・中東向け自動制御技術普及プロジェ

クト（IATE）」を実施している。これは、本プロジェクトのインパクトといえる。 

 

以上のとおり、TTCの研修計画・実施能力は強化されたが、研修評価・改善に関する TTC

の能力強化は十分ではなく、そのため、プロジェクト実施中は、PDCAアプローチに基づく

研修運営サイクルは専門家の働きにより回っていたものの、TTC が自立的に研修運営サイ

クルを回すまでに至っていないことから、プロジェクト目標については一部達成されたと

判断する。上位目標については、プロジェクト実施中に TTCの研修を修了した IAT学科教

員が、研修で得た知見を活用し、普及校において IAT 教育を実践し、期待したインパクト

や間接的効果が発現しており、達成されている。したがって、有効性・インパクトは中程

度である31。 

 

3.3	 効率性（レーティング：②）  

3.3.1	 投入 

表 9：投入の計画と実績の比較 

投入要素  計画  実績（終了時） 

（1）専門家派遣 短期専門家を中心とする（M/M記載なし） 
1. 総括／センター運営 
2. 業務調整／研修マネジメント 
3. PLC 
4. 電気・電子 
5. コンピュータ・ネットワーク 

短期 23名（合計約 105M/M） 
1. 総括 
2. 業務調整／研修マネジメント 
3. PLC 
4. 電気・電子 
5. コンピュータ・ネットワーク 
6. オートマチック･コントロール 
7. ファクトリー・オートメーション、
機械、コントロールシステム 

（2）研修員受入 研修受入人数：記載なし 
主な研修分野：記載なし 
 

本邦研修：5名 
主な研修分野：産業技術教育に向けた

教員研修、教員研修センターの運営 

（3）第 3国研修 記載なし なし 

（4）機材供与 プロジェクト実施に必要な事務機器 
少額の実習用機材 

プロジェクト事務所のための機材 
TTCにおける実習用機材 

協力金額合計 合計 340百万円 合計約 386百万円 

相手国政府投入額 合計 250百万円 合計約 59百万円 
（TTCに対する機材供与の金額） 

 
                                                   
31 プロジェクト目標が一部達成に留まるものの、上位目標が達成された背景としては、プロジェクトで開
発されたカリキュラム、シラバス、教材、研修内容は完成度が高く、プロジェクトの効果が高かったこと、

プロジェクト完了からそれ程の時間が経っていないことから、大きな改善の必要性がなく、モニタリング・

改善サイクルが機能していなくても問題はなかったと思われる。ただし、研修機関として、TTCの研修モ
ニタリング・改善機能の不全は将来的には問題があるといえる。  
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3.3.1.1	 投入要素 

専門家派遣ならびに研修受入は計画値がないことから、実績値と計画値との比較はでき

なかった。機材供与はトルコ側が供与予定であった 12年生研修用実習機材の一部の調達が

大幅に遅れ、研修計画に多大な影響を及ぼすことを避けるため、日本側が急遽調達したこ

とが変更点であった。 

 

3.3.1.2協力金額 

協力金額は、当初計画を約 46百万円超過しており（計画比 114%）、計画を若干上回った。

超過の主な要因は、上述の追加機材供与と考えられるが、専門家派遣、研修員受入の計画

値が不明なことから、正確な分析は困難であった。 
 

3.3.1.3	 協力期間 

協力期間は計画・実績とも、2007年 8月から 2010年 9月までの 37ヶ月であり、協力期

間は計画どおりであった。 
 
以上より、本プロジェクトは、協力期間については計画内に収まったものの、協力金額

が計画を若干上回ったため、効率性は中程度である。 

 

3.4	 持続性（レーティング：②）  

3.4.1	 政策制度面 

事後評価時の国家開発計画である、第 10 次国家開発計画（2014 年～2017 年）では、よ

り質の高い人材の育成を優先課題としており、中長期的な見通しに立った職業技術教育の

向上および教育機関と産業界の関係強化が施策となっている。中期開発計画（2014年～2016

年）においても、労働市場のニーズに応じた職業技術を持つ人材の育成が引き続き重視さ

れている。このように、同国の政策は本プロジェクトの成果の持続性をサポートしている。 

一方で、MoNEの教育評議会（Board of Education）は、本プロジェクト実施中の 2009年

末に、他学科教員の認定資格と同様、IAT学科教員にも大学の専門教育課程32の修了資格を

求める制度の導入を決めた。これにより職業訓練高校の IAT関連学科33の教員が、TTC研修

修了を条件に、IAT 教員として認定されることはなくなり34、この資格制度の変更により、

プロジェクトで開発された教員養成研修は、プロジェクト完了後に 4 回実施された後、終

了した。 

現在、TTC は設立以来、本プロジェクトと平行して実施してきた職業訓練高校の IAT 学

科関連教員に対するインサービス・トレーニング（In-Service Training、以下、省内研修とい

う）の一環として短期教員研修を継続的に実施しており、同研修では、プロジェクトで開

                                                   
32 メカトロニクス、コントロール分野の教育課程およびメカトロニクス・エンジニア学科の修了者 
33 電気・電子、機械、コンピューターの 3学科 
34 最終的に TTC研修修了者は、専門教育課程の修了を持たなくても、IAT学科教員として認定された。 
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発されたカリキュラム、シラバス、教材が活用されている35。この研修は、MoNEの教員研

修開発局（General Directorate of Teacher Training and Development: GDTTD）が主催する現職

教員を対象とした研修で、その数はプロジェクト終了後に増加しており、MoNEは今後も同

研修を積極的に実施していく方針である。 

また、事後評価時の普及校へのインタビューでは、変更後の資格制度で認定されたもの

の IAT 分野の就職経験のない大卒新任教員が、実践的な IAT 教育を指導できるようになる

には研修が必要であることが確認されており、TTCはプロジェクトで蓄えたTTC講師の IAT

教員養成研修の知見、カリキュラム、教材を活用して大卒新任教員に対しても付加価値の

ある研修を提供できる可能性を持っている。実際に、成果 4 で述べたとおり、TTC の長期

運営計画のなかで、大卒新任 IAT 教員への研修を前提にした教員研修コースの継続は記載

されており、前段で既述した MoNE の積極的な研修実施方針にも即していることから、本

プロジェクトの成果を活用し、上位目標である「IATに関する職業・教育訓練の普及校にお

ける有効な実践」を推進するための活動が今後も継続される見込みは高い。但し、この研

修のアクションプランは作成されておらず、将来的な制度化への方策なども明確になって

いないことから、一部課題があると言える。なお、有効性・インパクト欄文末の脚注のと

おり、TTC研修運営サイクルのうち研修評価・改善能力が十分に強化されていないことも、

上位目標の継続性に一部課題を残す要因となっている。 

 

3.4.2	 カウンターパートの体制 

事後評価時においても、TTC がイズミール職業訓練校の付属施設であるという位置付け

に変更はないが、同校の研修・宿泊施設管理は、現在、2017 年までの 5 年間の契約で外部

業務委託されている。プロジェクト実施中の TTC 研修・宿泊施設の運営管理は、イズミー

ル校副校長および TTC 講師リーダーが行っていたが、専任の管理者が置かれることで研修

の運営体制は大幅に改善されている 

本プロジェクトのカウンターパートであった TTC講師 8名のうち、現在は 5名が協力期

間中と同様、イズミール校の所属ではあるが専任配置されている。講師 8 名はプロジェク

ト終了後、2011年 9月まで 1年間 TTCに専任配置されていたが、その後、教員養成研修が

終了し、省内研修コースのみが実施されるようになると、省内研修が学校休業期間中に実

施されることになったため、イズミール校 IAT 学科開講時はその教職を主に担当し、省内

研修の実施時のみ TTCで講師業務を行っていた。2012年 6月より、既出 IATEプロジェク

トが開始され、同講師のうち 5名が TTCに再度、専任配置された。その他 2名はイズミー

ル校の IAT教員に戻り、1名は他校に異動した。 

このように、TTC における研修業務の変化に対応するため、TTC 講師を以前のとおりイ

                                                   
35 トルコ側は、本プロジェクトの教員研修も省内研修の一環として位置付けている。プロジェクト以外の
省内研修の件数は、2006年 6件、2007年 12件、2008年 4件、2009年 18件、2010年 12件、2011年 45件、
2012年 7件、2013年 16件を実施している。2011年以降は、1回の研修期間が短縮され 2週間程度となっ
たため実施件数が大幅に増加した、2012年以降は IATEプロジェクトが開始されたため、実施件数は減少
に転じた。 
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ズミール校所属にしていることは合理的な判断であると思われる。またそのような状況下、

MoNE やイズミール校校長は、プロジェクトで IAT 教員養成研修の知見を蓄えた元カウン

ターパートを、研修実施時に TTC に専任配置していることから、プロジェクトの成果の継

続的な活用が図られているといえる。なお、事後評価時点で、5名の TTC講師が IATEプロ

ジェクト業務に集中するため、省内研修の件数が減らされているが、IATE は 2015 年に終

了予定であり、その後は省内研修に集中できるため、省内研修の件数が将来的に増加したと

しても、イズミール校に在籍する元カウンターパート（現在専任配置されていない 2 名も

含めて合計 7名）により省内研修を実施できると思われる。 

 

3.4.3	 カウンターパートの技術 

本プロジェクトで供与された研修用機材は、省内研修および IATEプロジェクトで活用さ

れており、適切に維持管理されている。また、本プロジェクト開発された教員用研修教材

も両研修にて活用されている。TTC には、プロジェクト実施時のカウンターパートが配置

されており、本プロジェクトによって移転された技術・知識を省内研修、IATEプロジェク

トの研修講師を務めることで活用し、知識や経験を蓄積している。事後評価時に、関係者

や同教員にインタビューしたところ、このような知識や経験の蓄積を背景に、同教員は、IAT

教員研修の計画や実施に関して十分な技能を持つに至っていることがわかった。 

また、TTCの長期運営計画にあるように、IAT分野の技術の進歩に合わせた TTC講師の

知識・技術の向上が必要であるが、現在 MoNEは IAT学科教員を対象とした海外実習など

のブラッシュアップ研修を計画し、省内で申請を行っている。具体的には、IAT 学科教員
の中から 10名を選び、2ヶ月間の海外実地研修を受けさせ、教員指導員として養成し、帰
国後、省内研修を通じて技術移転を図る予定である。このように、プロジェクト実施時の

カウンターパートの技術力が高いこと、教員指導員の育成や技術力向上を図るための計画

もあり、カウンターパートの技術面での持続性は保たれると思われる。 

 

3.4.4	 カウンターパートの財務 

MoNE全体の予算額の推移は図 3のとおりであり、物価上昇を排除した実質額でも増加傾

向にある。 

TTC はイズミール校の付属施設であることから、単独の予算手当・支出実績はない。イ

ズミール校は、教員研修の年間計画に基づく必要経費を含めた経費を、MoNE（GDTTD、

GDVTE）に予算として申請している。MoNE からイズミール校への予算手当てと支出実績

（人件費は除く）は、表 10のとおり、予算の執行率は高い。予算・支出実績の額は年度ご

とに差がみられるが、これは、各年度の入学生や教員の数、施設・機材の整備の必要性な

どに合わせて予算が配賦されているためである。事後評価時に訪問した 6 の普及校および

イズミール校への聞き取りによれば、MoNEから同校へは必要な予算が配賦されているとの

回答を得た。例えばイズミール校の場合、TTC の教員研修（教員養成研修、短期研修とも

に）にかかる費用のうち、光熱費、教材、実習用機材の維持管理、講師の人件費は MoNE
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から配賦されたイズミール校の予算から支出されている。受講生の交通費、日当は GDTTD
の予算に沿って受講生に支払われている。研修用機材や施設を運営するための光熱費を含

む経常予算は経年で安定しており、表 10には含まれていないが、人件費の配賦にも問題は

みられない。また同校は近年、民間企業を対象とした研修を実施したり、TTC の研修施設

運営を外部委託し、研修宿泊施設を貸し出して収入を得たりといった、自主財源確保の動

きもあり、今後、教員研修を継続するにあたり、財務上の問題は特にないと考えられる。 
 
     	 	 	 （単位：百万トルコリラ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  出所：National Education Statistics 2012-2013 

図 3：MoNEの予算額の推移 
 

表 10：MoNEからイズミール校への予算手当て36 
（単位：トルコリラ） 

   2010 2011 2012 2013 

経常予算（光熱費、燃料等） 
予算 288,260 232,903 299,450 323,800 

実績 288,260 232,895 299,441 236,342 

一般予算（施設修理） 
予算 - - - - 

実績 - - 49,980 - 

プロジェクト予算 
予算 54,482 - - - 

実績 54,482 - - - 

特別経常予算 
予算 2,000 59,806 131,900 2,100 

実績 1,998 59,805 131,886 0 

特別予算 

（機械設備／機器） 

予算 150,000 - - - 

実績 149,948 - - - 

合計 
予算 494,742 292,709 431,350 325,900 

実績 494,688 292,700 481,307 236,342 
出所：MoNE提供資料 

                                                   
36 トルコの会計年度は 1月から 12月まで、2013年は 1月から 8月末までの実績である。 
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TTC による IAT 関連分野を含めた省内研修全体の予算や支出実績および今後の予算計画

については GDVTEが主管ではないためデータを入手することができなかった。GDVTEへ

のインタビューによれば、今後も TTC や教員の要望に応じて同分野の省内研修を継続的に

実施する計画である。 

 

以上より、本プロジェクトは、カウンターパートの体制、技術、財務状況に概ね問題は

ないものの、制度面に一部課題があり、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。 

 

4.	 結論及び教訓・提言  

4.1	 結論  

本プロジェクトは、トルコにおいて、IAT関連学科の TTCの能力を強化し、国内 20校の

職業訓練校における IAT 教育を普及することで、IAT 技術を備えた人材の育成に貢献する

ために実施された。本プロジェクトは同国の開発政策、開発ニーズ及び日本の援助政策と

整合性があり、妥当性は高い。プロジェクト実施により、TTC 講師の研修計画策定や研修

実施能力の向上が図られたが、研修のモニタリング・評価・改善の体制確立が実現しなか

ったため、プロジェクト目標は一部達成されなかった。よって、TTCの研修を修了した IAT

学科教員が、研修で得た知見を活用し、普及校において IAT 教育を実践できてはいるもの

の、有効性・インパクトは中程度である。 

協力期間は計画通りであったものの、協力金額が計画を若干上回ったため、効率性は中

程度である。IAT教員認定制度の変更に伴い、プロジェクトで導入された教員養成用の研修

コースは、事後評価時には実施されていないが、プロジェクトで開発したカリキュラムや

教材、カウンターパートである TTC 講師の知見は、変更後の資格制度で認定された普及校

IAT 学科教員向けの短期教員研修として継続的に活用される見込みである。カウンターパ
ートである TTC 講師の技術力は高く、上記研修実施時にはイズミール校から同カウンター

パートが配置される体制や予算措置が取られており、プロジェクトの成果のある程度の持

続性が期待できることから、持続性は中程度と判断する。 

以上より、本プロジェクトは一部課題があると評価される。 

 

4.2	 提言  

4.2.1	 カウンターパートへの提言 

4.2.1.1	 MoNE（GDVTE）への提言 

プロジェクト終了後に IAT 学科が設立された職業訓練校の教員や、大学の専門教育課程

を卒業し IAT 学科に配属された教員は、プロジェクトで導入された IAT 教員研修を受けて

いない。事後評価時に普及校 IAT学科に配属された大卒新任教員へのインタビューの結果、

一部を除き、大学の IAT 教育用機材・設備は未だ不十分なため、大学と普及校の機材・設

備のギャップは大きく、普及校の機材・設備、カリキュラム、テキストに基づく TTC 研修
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受講ニーズは高いことが確認された。TTC 長期運営計画には、大卒新任教員対象を想定し

た教員研修実施の方針は明記されているものの、実施はされていないことから、MoNEは、

必要な投入や人員配置計画、研修スケジュールなど具体的なアクションプランを作成し、

必要に合わせて本プロジェクトで導入したシステムを援用し、同教員を対象とした教員技

術向上研修を実施すべきである。そして、GDVTEは、今後 IAT分野の職員研修をどのよう

に行っていくか、MoNE内で省内研修にかかる部局（GDTTDなど）ともに、今後の研修実

施にかかる活動、講師の配置計画などを再度確認することが望ましい。 

 

4.3	 教訓  

（1）資格認定制度の方針が確定されていない状態での教員研修実施の留意点 

本プロジェクトでは、活動期間中に MoNE の教育評議会がプロジェクトで開発した訓練

コースの修了を資格付与条件（教員認定制度）とはせず、IAT関連学科の大学卒業のみを資

格要件とする決定を行った。このためプロジェクト完了後には、プロジェクトで導入した

教員養成向け研修は終了した。しかし、これは教員養成研修の実施前に資格制度・方針の

確認を十分に行っていれば、事前に制度変更などの事態をある程度予想できたものと考え

られる。本プロジェクトでは、結果としてプロジェクトで開発された研修は形を変えて継

続されてはいるものの、資格制度確定前に同制度に関連する支援を実施する類似プロジェ

クトでは、計画時に制度構築の遅延や変更が、プロジェクトの目標達成や、持続性のリス

ク要因となりえることを認識しておく必要がある。これらのリスクへの対応策としては、

構築予定の制度の情報を収集することや、上位機関の関係部局とのコミュニケーションを

緊密に取ることなどが考えられる。 

 

（2）研修システム（研修運営サイクル）の確立の際の留意点 

本プロジェクトは、PDCA サイクルを含む教員研修システムを確立し、TTC 教員が同シ

ステムを運用することができるようになることをねらいとしていた。しかし、サイクルの

一部である、研修の評価・改善に関する実施機関の職員の知見が協力期間中に十分蓄積さ

れず、完了後も、同サイクルの運用は期待したレベルに達していない。本プロジェクトの

ように、評価・改善を含めた研修システムの確立を目指すプロジェクトでは、カウンター

パート職員が同サイクルの運営を何度も経験し、主体的に同サイクルの運営が行えるよう

になることが持続発展性を高める上で重要である。またそのためには、計画・実施に関す

る業務に加え、研修の評価・改善に関する業務も専門家がカウンターパートに十分技術移

転すべきであると考えられる。 

 

（3）能力強化にかかる PDM指標の留意点 

本プロジェクトでは、各成果で TTC の能力強化を掲げているが、プロジェクトで技術移

転を受けた C/Pの能力強化を図る指標としては、「誰（何）のどのような能力を強化するの

か」、「何を持って能力強化されたか」が不明確であった。能力強化を成果や目標とする際
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には、マニュアル・手順の明確化など組織レベルの知識の向上を測る指標だけでなく、個

人レベルでの能力向上の目標も設定し、これを指標で測定できるようにしておくことが望

ましい。つまり、C/Pである講師の技術研修にかかる計画・実施指導・評価能力を図る具体

的な指標、例えば、技術の基礎、カリキュラム・シラバス作成、指導教材作成、演習指導、

研修評価にかかる理解度（知識）、実施能力（行動）、講師の姿勢などの面から能力向上の

変化が測定できるような簡易キャパシティ・アセスメント37を計画時（ベース）、中間時、

終了時に測定、分析することなどが有効であると考える。 

 

BOX：職業訓練に関する 4技術協力案件の横並び比較検証から得られた示唆・教訓  

本プロジェクトの事後評価と並行して、「職業訓練指導員養成プロジェクト」（ウガンダ）、

「職業訓練マネジメント強化プロジェクト」（ヨルダン）、「技術教育訓練再編整備計画（日

本スリランカ職業短大）プロジェクト」（スリランカ）、および本プロジェクトの 4 技術協

力案件を事例として、案件の特徴や効果を横並びで検証した。この 4 案件の主な支援コン
ポーネントである(1) 職業訓練の政策・制度の整備・運用と(2)職業訓練校の機能の強化を分

析の主な項目としたところ、以下の示唆や教訓が得られた。 

(1) 職業訓練の政策・制度の整備・運用  
職業訓練に関する新しい政策・制度の構築に合わせてプロジェクトを実施する場合、政

策・制度構築の遅延や内容の変更が、プロジェクトの目標達成や効果発現を阻害するリス

ク要因となり得る。ウガンダ案件では、資格制度構築に資する活動をプロジェクトで実施

したことも功を奏し、計画通り資格制度が構築され、プロジェクト効果発現とその持続に

つながった。一方、トルコ案件では教員資格要件の変更、ヨルダン案件では職業訓練公社

の機構改革（世銀支援）の遅延、スリランカ案件では新資格制度の構築（ADB 支援）の遅

延が、プロジェクトの効果発現やその持続に影響を与えた。このことから、政策・制度構

築に責任を持つ行政組織の実施能力の十分な検証や、構築予定の政策・制度の内容や進捗

情報の収集が重要であることがわかる。 
(2) 職業訓練校の機能の強化  
① 訓練コースのマネジメントサイクル確立への支援 

訓練コースの計画・実施・モニタリング・評価・改善からなる訓練マネジメントサイク

ルの確立を支援する場合、カウンターパート職員が同サイクルを自主的に運営できるよう

になるまで支援することが重要である。ヨルダン案件では、職業訓練公社の職員が主体と

なって同サイクルを 2~3 回運用し、対象校以外の訓練校への普及も実施した経験が活かさ
れ、プロジェクト完了後、同サイクルのさらなる普及が実現している。一方、トルコ案件

とスリランカ案件では、同サイクルに関するカウンターパート職員の知見が協力期間中に

                                                   
37 本案件のプロジェクト・ドキュメントには、普及校（10校）の IAT教員の教授能力の知識・技能面の
自己評価調査結果とレーダーチャートが作成されており、アセスメントの参考となる。また、組織・個人

レベルのキャパシティ・アセスメントについては、『キャパシティ・アセスメント・ハンドブック	 ─キャ

パシティ・ディベロップメントを実現する事業マネジメント─』（JICA国際協力総合研修所、2008、
http://jica-ri.jica.go.jp/IFIC_and_JBICI-Studies/jica-ri/publication/archives/jica/field/200809_aid.html）が参考とな
る。 
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十分蓄積されず、プロジェクト完了後も課題を残した。 

② 産業界のニーズの訓練コースへの反映 

産業界のニーズを訓練コースに反映するための施策を導入する場合は、産業界の代表者

から助言を受けるのみならず、助言が訓練コースにすみやかに反映されるような制度を確

立することが重要である。ヨルダン案件では、地元企業の代表を交えて組織されたカリキ

ュラム開発委員会に、訓練項目の追加や、実技時間の見直しなどの権限を与え、その決定

事項が次期コースで実施される制度を導入した。同制度は事後評価時も機能している。一

方、スリランカ案件で組織された技術委員会には、訓練コースの見直しや改善を決定する

権限がなかったため、産業界の代表はしだいに同委員会への参加意欲を失い、委員会は開

催されなくなった。 

③ 指導員の能力向上 

指導員の能力向上に取り組む場合、指導員の能力と、訓練コースの指導に必要とされる

能力とのギャップを的確に把握し、本邦研修や専門家による指導に加え、国内のリソース

を活用して実施機関が指導員の能力向上を継続的に図るための仕組みを確立することが重

要である。ヨルダン案件では協力期間中に、職業訓練公社が指導員の企業内研修を計画・

実施し、プロジェクト完了後もこれが継続している。一方、ウガンダ案件では、指導員・

管理者訓練を実施するマスタートレーナーを本邦研修のみで養成したため、主管省庁に養

成ノウハウが蓄積されず、プロジェクト完了後、マスタートレーナーが新規養成されてい

ない。スリランカ案件でも、主に本邦研修で対象校の指導員の能力が強化され、主管省庁

が指導員の能力強化策を策定・実施する仕組みが導入されなかったことが影響し、事後評

価時においても指導員の指導技術不足が課題となっている。 

 

以上 


