
 

i 

評価調査結果要約表 
１．案件の概要 

国名：パキスタン・イスラム共和国 案件名：技術教育改善プロジェクト 

分野：技術教育 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・技術教育課 協力金額（評価時点）：4.2億円  

協力期間 （R/D） 

2008年12月15日～ 

2013年12月14日（5年間） 

先方関係機関：技術教育・職業訓練庁（Technical 

Education & Vocational Training Authority：TEVTA） 

レイルウェイロード技術短期大学（Government College 

of Technology Railway Road Lahore：GCT R.R.） 

日本側協力機関：なし 

他の関連協力：無償資金協力（パンジャブ州技術短期

大学強化計画） 

１－１ 協力の背景と概要 

パキスタン・イスラム共和国（以下、「パキスタン」と記す）は、国家開発計画である“Vision

2030”のもと、工業化の推進に取り組んでおり、GDPに占める製造業のシェアを現在の18％か

ら2030年までに30％に成長させる構想をもっている。構想実現のためには、製造業の成長率、

年率約10％を達成する必要があり、技術的、法律的、物的なインフラの迅速な整備に加えて、

柔軟で熟練した技術者の育成が必要としている。本プロジェクトサイトのパンジャブ州ラホー

ル市は、カラチに次ぐ同国第2の工業都市であり、各種エンジニアリング産業が集積し、機械や

建築分野の技術者に対する需要も高い。特に現場と経営層をつなぐ中堅技術者の育成に対する

需要が高まっている。 

パキスタン政府は、技術教育・職業訓練（Technical and Vocational Education and Training：TVET）

システムの改革に向けて、連邦レベルの国家職業技術教育委員会（National Vocational & Technical 

Training Commission：NAVTTC）1の設置や、特定分野のCenter of Excellence（CoE）の設置等を含

む、国家レベルの「TVETセクター再構築戦略」“The National Skill Strategy（2009-2013）”を策

定している。 

本プロジェクトで対象とするレイルウェイロード技術短期大学（Government College of 

Technology Railway Road Lahore：GCT R.R.）は、パンジャブ州で中堅技術者育成を担う中核的な

技術教育機関であるが、10年以上も改訂がなされていないカリキュラムに基づく教育・訓練サ

ービスが提供されていたことや、教員の技術力や指導力は十分でなく、更には就業支援が組織

的に行われておらず、産業界との連携体制が構築されていないなど、多くの課題を抱えていた。

かかる状況のもと、パキスタン政府から、GCT R.R.を産業界のニーズに沿う教育が提供でき

るモデル校（Centre of Excellence：CoE）とするべく、その強化を目的とした「技術教育改善プ

ロジェクト」（以下「本プロジェクト」と記す）が要請され、産業界ニーズ等も踏まえた教育・

運営体制の確立のために、機械・建築の2分野を対象として2008年12月から2013年12月までの5

年間の予定で実施中である。 

本終了時評価調査は、パキスタン側と合同で本プロジェクト活動の実績、成果を評価、確認

                                                        
1 NAVTEC（National Vocational & Technical Education Commission）が、2011年にNAVTTC（National Vocational & Technical Training 

Commission）と名称変更 
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するとともに、今後のプロジェクト活動に対する提言及び類似事業の実施にあたっての教訓を

導くことを目的として実施された。 

 

１－２ 協力内容 

（1）上位目標 

産業界のニーズを踏まえた技術教育を提供するためにプロジェクトの知見が、パンジャ

ブ州内の他校（機械、建築）に適用される。 

 

（2）プロジェクト目標 

GCT R.R.が、機械・建築分野のCoE として、産業界のニーズを踏まえた技術教育を提供

できる機関となる。 

 

（3）成果 

１）産業界のニーズを取り入れた技術教育が提供できるようGCT R.R.の組織体制が強化さ

れる。 

２）機械・建築コースの訓練マネジメントサイクルが強化される。 

３）GCT R.R.の就職支援体制が強化される 

４）GCT R.R.がプロジェクトで得た経験・知見が、GCT R.R.内の他のコースや他のTVET機

関（機械・建築）に周知される。 

 

（4）投入（評価時点） 

日本側： 

長期専門家派遣： 4名 機材供与： 109,105,402.80 PKRs 

短期専門家派遣： 3名 ローカルコスト負担： 44,870,449.23 PKRs 

研修員受入： 18名 

相手国側： 

カウンターパート配置：主要カウンターパート累計36名、機械35名、建築12名 

土地・施設提供：専門家執務スペース 

ローカルコスト負担：18,145,577 PKRs. 

２．評価調査団の概要 

調査者 

日本側 

担当分野 氏 名 所 属 

団長・総括 田中 努 JICA人間開発部高等・技術教育課 課長 

協力企画 谷口敬一郎 JICA人間開発部高等・技術教育課 特別嘱託 

評価分析 荻野 有子 株式会社コーエイ総合研究所 主任コンサルタント

パキスタン側 

氏 名 所 属 

Mr. Irfan Ali Chairperson, TEVTA  

Lt Col（R）Hamid Ghani Anjum, TI（M） GM-Operations/Project Director, TEVTA

Engr. Arif Ali Nadeem Principal/Project Manager, GCT R.R. 
 

 

調査期間 2013年9月8日 ～ 9月21日 評価種類：終了時評価 
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３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（1）成果（アウトプット）の達成度 

成果 1：成果1は、PDM指標に照らし達成と判断される。コンピュータ化されたデータが学

校・学科運営のために活用され（指標1-1）、学校運営委員会（IMC）や学科別ワーキング・

グループへ産業界等が参加した（指標1-2）。また、産業界とのさまざまな連携活動や（指

標1-3）、連携促進を目的とするワーキング・グループ会合が開催された（指標1-4）。さら

に、ニュースレターやウェブページを通じた広報活動も展開され（指標1-5）、すべての

PDM指標を達成した。 

 

成果 2：成果2は、PDM指標に照らし達成と判断される。訓練マネジメントサイクル（TMC）

の全プロセスに沿って、訓練ニーズ調査を実施（指標2-1）及び、産業界ニーズに基づく

カリキュラムを改訂し（指標2-2）、最終的に、機械・建築両学科の改訂カリキュラムは、

パンジャブ州並びに連邦レベルにおいて正式に承認された。また、改訂カリキュラムに

よるパイロット・コース向けのマスター・トレーナーも訓練され（指標2-3）、マスター・

トレーナーによる教員訓練も行われた（指標2-4）。教材・試験問題も改訂され（指標2-5）、

機材の据え付け並びに維持管理活動も行われ（指標2-6）、パイロット・コースのモニタリ

ング・評価（M&E）も実施された（指標2-7）。これらのすべてのプロセスはTMCマニュ

アルとしてまとめられ（指標2-8）、すべてのPDM指標を達成した。 

 

成果 3：成果3は、PDM指標に照らし機械学科は達成済み、建築学科は達成に向けて一部継

続的な活動が必要であるが、プロジェクト終了までには達成見込みであることから、全

般的にはおおむね達成と判断される。就職情報、インターンシップ、雇用機会に係る情

報は両学科ともコンピュータ化され（指標3-1）、就職支援室並びに各学科によって管理運

用されている。キャリアカウンセリングの実施（指標3-2）並びに就職支援に対する卒業

生満足度調査（指標3-3）及び雇用者満足度調査（指標3-4）結果について、機械学科は達

成済み、建築学科は一部今後の実施が予定されている。なお、機械分野と建築分野の雇

用動向は異なっており、建築分野に適した就職支援のあり方を検討する必要がある。 

 

成果 4：成果4は、PDM指標に照らし達成と判断される。普及セミナーの開催（指標4-1）、

州内他GCT校の参加率（指標4-2）並びに参加者の理解度（指標4-3）は両学科とも達成さ

れている。 

 

（2）プロジェクト目標の達成度 

プロジェクト目標は、以下のとおりPDM指標に照らして達成見込みと判断される。 

雇用者満足度（指標1）：機械学科では、72％の企業が改訂カリキュラム導入後の卒業生の

方がそれ以前の卒業生よりもパフォーマンスが高いと評価した。建築学科については、

80％の企業が満足していると評価したが、建築学科は改訂カリキュラム導入後の卒業生

とそれ以前の卒業生とを比較した質問ではなく回答数も限定されることから、より多く

の就職先を対象とした追加調査の実施を予定している。 

卒業生満足度（指標2）：機械学科では、95％の卒業生が、産業界ニーズを取り入れたDAE

コースの内容に満足すると評価した。建築学科では、カリキュラムについては95％、機

材については100％の卒業生が満足すると評価した。 

修了試験合格率（指標3）：両学科とも全般的には、カリキュラムの改訂が行われたあとの

方が、それ以前よりも試験の合格率が約20～30ポイント上昇している。 
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（3）上位目標 

上位目標は、プロジェクト終了後3～5年程度で達成することをめざす目標であるが、工

業系ディプロマコースのカリキュラムは、制度上、州統一カリキュラムであり、機械学科

の改訂カリキュラムは、パンジャブ州の機械学科のある全GCT校（本校を含み全19校）で

既に採用され、建築学科の改訂カリキュラムも一部の学校（私立校等）で採用されている

など2、プロジェクトの成果が州内に展開される方向にあり、上位目標は達成される見通し

といえる。しかし、教員訓練やカリキュラムに沿った実験室・機材など、改訂カリキュラ

ムの適切な導入・実施に向けた十分な支援が必要である。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性 

妥当性は、「高い」と判断される。パキスタン並びにパンジャブ州の中堅技術者養成ニー

ズと合致しており、ターゲット・グループであるGCT R.R.、TEVTA、NAVTTCやパンジャ

ブ州の産業界、学生のニーズにも整合している。また、パキスタンのTVET政策である

“National Skilling Strategy（NSS）（2009-2013）”では20の改革を提唱しており、「特定産業

分野におけるCoEの設置」もその1つである。日本のODA政策とも整合しており、パキスタ

ン別援助方針（2012年）において、CoE能力強化を通じたTVETセクター支援は、3本柱から

なる重点分野の1つである「人間の安全保障の確保と社会基盤の改善」のもとに位置づけら

れている。さらに、4つの成果達成を通じ、CoEとしてGCT R.R.の機械学科と建築学科の強

化を行った本プロジェクトのアプローチ・戦略は全般的に適切であり、対象校・学科・タ

ーゲット・グループの選定も適切である。加えて、他ドナー支援の「TVET改革支援プログ

ラム（2011-2015）」との連携や、GCTR.R.の建築学科講義棟の整備並びに建築学科・機械学

科に対し改訂カリキュラムに基づき教育・訓練機材の整備を行ったわが国の無償資金協力

との相乗効果が認められる。また、2013年5月の選挙により新政権が誕生したが、新政権も、

TVETセクター強化を支援していく方針である。 

 

（2）有効性 

有効性は「高い」と判断される。プロジェクト目標は、PDM指標の達成度に加え、入学

者の成績の向上及び機械学科の認証評価（アクレディテーション）結果に照らして、プロ

ジェクト目標は達成の見込みであり、本プロジェクトで設定した成果の達成により導かれ

たものである。 

 

（3）効率性 

効率性は「中程度」と判断される。成果1、2、4については、計画どおり達成された。成

果3については、機械学科は達成、建築学科は引き続き達成に向けて活動を継続していると

ころである。就職支援室については、持続性の確保を念頭に、GCT R.R.の運営体制のなか

で更に制度化される必要がある。機材は、計画どおりに導入設置されたが、プロジェクト

初期の段階ではその手続きに時間がかかったことや、終了時評価調査時点において建築学

科教員の不足問題が指摘される。また、日本・パキスタン国側双方の投入は、おおむね適

切であり有効に活用されたが、一部、専門家派遣の遅延、プロジェクト前半におけるカウ

ンターパート（C/P）の頻繁な異動が指摘される。 

 

 

                                                        
2 建築学科は、パンジャブ州のGCT校のうち本校にのみ設置。 
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（4）インパクト 

インパクトは、「高い」と判断される。プロジェクトの成果がパンシャブ州内に展開され

る方向にあり、上位目標はおおむね達成される見通しといえる。しかし、改訂カリキュラ

ムの適切な導入・実施に向けては、TEVTAによる十分な支援が必要である。上位目標達成

を阻害する具体的な要因は現時点では特定できないが、州内に広く普及するためには、特

に機材更新や教員訓練に向けたかなりのリソースが必要になるとみられる。また、プロジ

ェクトの波及効果として、建築学科での男女共学の導入は、GCTのDAEレベルにおいて初

めてであり特筆すべきことである（2013年に女子学生の第1期卒業生21名を輩出済み）。 

 

（5）持続性 

持続性は「潜在的に高いといえるが、TEVTAの強いコミットメントが必要」と判断され

る。 

政策・制度面：プロジェクトにとって良好な、現在の政策／制度的環境は、連邦レベル・

州レベルの双方において、今後も続くことが予想される。 

組織・財政面：GCT R.Rの組織的なマネジメント能力の面では、さまざまなデータベースの

構築や就職支援室の設置等、順調に進んできた。しかしながら、就職支援室の位置づけ

は、人員・予算面も含め必ずしも全面的に制度化されているものではない。就職支援室

並びに担当教員の役割・責任、業務範囲、人員・予算等を明確にし、就職支援室や学校

による就職支援の持続性を高める必要がある。また、TEVTAの組織能力は、GCT R.R.や

他のTVET機関におけるプロジェクトの持続性に強く影響を及ぼす要因であることから、

更に強化される必要がある。財政面では、過去5年間のGCT R.R.の予算状況にあるとおり、

TEVTAの予算は順調に増加してきた。TEVTA予算以外にも、GCT R.R.には独自資金があ

り、校長の裁量で支出することが可能である。以上のような予算状況にかんがみ、プロ

ジェクト終了後もパキスタン側で必要な予算を確保することが可能と推測される。 

技術面：全般的に、GCT R.R.のC/Pは、改訂カリキュラムによるコースを実施する能力を身

につけており、技術的に自立してコース実施が可能である。機材維持管理については、

機械学科の場合、新規導入された機材はすべて現地代理店があり、現地企業でも導入さ

れている機材を基本的に選定していることから、技術面での問題はなく現地において維

持管理が可能である。建築学科でも、教員の技術面での能力は十分あり、維持管理が可

能である。 

普及：パンジャブ州内の他校への普及は、一義的にはTEVTAの責任範囲であり、TEVTAで

はその計画を策定中である。連邦レベルの普及は、プロジェクトの範囲外でありパキス

タン側の対処事項である。プロジェクトで改訂されたカリキュラムは、連邦レベルの承

認を経て国家カリキュラムとなっており、NAVTTCがその適切な普及の責任を負ってい

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 

１）訓練マネジメントサイクル（TMC）の実践 

本プロジェクトでは、訓練マネジメントサイクル（TMC）を1年ごとに3年間実施する

デザインが有効であった。これにより、改訂カリキュラムの質とレレバンスを確保する

とともに、キャパシティ・ディベロップメントの観点からも、教員の育成と学校組織の

強化が同時に図られた。 

２）包括的なプロジェクト・デザイン 

プロジェクトは、「産業界との連携を盛り込んだ学校運営」、「訓練マネジメントサイク

ル（TMC）」、「就職支援」の3つの構成要素から構成される。モデル校強化を目的とした
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技術教育支援として包括的なプロジェクト・デザインであり、これら構成要素が相乗効

果を生んだことにより、技術教育の質がより向上した。 

３）適切なニーズアセスメントと活動計画 

プロジェクトの初期段階に行った、質の高いきめ細やかな訓練ニーズ調査を通じ、カ

リキュラム改訂に向けた産業ニーズを把握するとともに、産業界との連携も促進するこ

とができた。また、詳細で実践的な活動計画（PO）を作成したことも、プロジェクト活

動の運営上効果的であった。これらにより、特にプロジェクトの中盤以降はスムーズに

実施された。 

 

（2）実施プロセスに関すること 

１）GCT R.R.とTEVTAの重要な要員の継続配置 

TEVTA側のプロジェクト担当者は全期間を通じて同一人物が務めたこと、現在の校長

（Project Manager：PM）も既に3年間異動がないことに加え、各学科レベルにおいても、

TEVTAはプロジェクトで訓練された教員の異動を原則控える方針をとった。これは、特

にプロジェクト後半において、活動の運営実施における一貫性・継続性を確保すること

に寄与した。 

２）プロジェクト管理に関する会合の定期的実施 

プロジェクト・ディレクター（Project Director：PD）であるGM-Operationsによる月例

会議が開始され、校長（PM）、TEVTAの関連職員並びにJICA専門家チームも参加し、プ

ロジェクト運営管理に関するコミュニケーションは、中間レビュー調査時と比較し大き

く改善された。 

３）パキスタン側のコミットメントとオーナーシップ 

プロジェクト期間を通じ、TEVTAの本プロジェクトに対するコミットメントと協力の

姿勢並びに関係するC/Pが全般的に強いオーナーシップをもっていることは、貢献要因と

して働いた。 

 

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 

カリキュラム改訂に係る計画段階と実施段階における齟齬の調整 

プロジェクト前半において、計画段階と実施段階における齟齬に基づき特に調整を必要

とした活動は、パキスタン側の制度（①改訂はGCTレベルではなくTEVTAの専権事項、②

技術教育3年ディプロマのカリキュラムは全国統一されていること）に合わせたカリキュラ

ム改訂体制の構築に、多大な労力を必要としたことが挙げられる。 

 

（2）実施プロセスに関すること 

１）教職員不足 

建築学科では、終了時評価調査時点で13名の定員に対し、実際に稼働しているのは8名

のみであり、ラボの助手も配置されていない。教員の業務量の負荷並びに科目の守備範

囲の問題など、双方の観点から教員不足が指摘される。 

２）頻繁なC/Pの交代 

プロジェクト前半におけるC/Pの頻繁な交代や、教員配置の問題（教員不足、異動転勤

や仕事量の増加）は、円滑なプロジェクトの実施に影響を及ぼす要因であった。 

３）日本人専門家派遣の遅延 

チーフアドバイザーはプロジェクト開始4カ月後、建築学科の長期専門家は1年次カリ

キュラム改訂後に着任した。また、訓練マネジメントサイクルの短期専門家派遣タイミ

ング（2012年4～5月）も、その目的に照らしより早い段階で行われることが適切であっ
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た。 

 

３－５ 結論 

5項目の評価結果により、プロジェクトは一部成果の発現に向けて継続的活動の必要はあるも

のの協力期間中に目標を達成すると考えられ、プロジェクトは予定期間内に終了することが適

切であると判断される。プロジェクトの初期段階では、プロジェクトが軌道に乗るまでに多く

の労力が必要であり、特に、産業界のニーズに沿ったカリキュラム改定はプロジェクトの肝で

あり、関係者の多大な努力が認められた。プロジェクトの後半は、本プロジェクトの特徴でも

ある産業界との連携活動や就職支援について具体的な活動が行われた。今後は、プロジェクト

の成果の持続性を確保することが重要となるが、TEVTAもその責任を十分認識している。この

点については、次の提言の項で詳しく述べる。 

 

３－６ 提言 

（1）プロジェクト実施中の提言 

１）建築学科のウェブサイトとGCT R.R.のウェブサイトの統合 

２）建築学科における男女別のデータ管理の促進 

３）TMC（訓練マネジメントサイクル）マニュアルの完成と普及の促進 

４）就職支援室の強化 

５）建築学科に対する就職支援室の支援促進・強化 

 

（2）プロジェクト終了後の提言 

プロジェクト目標達成に係る持続性に関する提言 

１）TEVTA/GCT R.R.は、年齢構成などに配慮した教員の採用計画を作成し実施する 

２）TEVTA/GCT R.R.は、2部制（午前/午後コース）の教育の質を向上させる。特に午後コ

ースの向上が必要 

３）TEVTA/GCT R.R.は、GCT R.R.の知見と経験を普及するために定期的にセミナーなどを

実施する 

４）TEVTA/GCT R.R.は、建築学科における女子学生の就職支援を含めた各種サポートの仕

組みを一層強化する 

５）TEVTA/GCT R.R.は、教育の質の向上のための必要な予算を確保する 

 

上位目標達成に係る持続性に関する提言 

１）TEVTA/GCT R.R.は、就職支援室を組織的に強化し、パンジャブ州における他のGCT校

にもその体制を普及する 

２）NAVTTC/TEVTAは、2015年から始まるカリキュラム改訂のために、2014年から準備に

着手する 

３）TEVTAは、他のGCT校における改訂カリキュラムの導入状況を把握し、課題などに対

応する 

４）TEVTAは、GCT R.R.で得られた経験や知見に基づき、他のGCTに必要とされる技術分

野とスキルを主体的に特定する必要がある 

５）パキスタン側は、GCT R.R.の経験と知見を国内の他の地域に普及するためのPR活動を

強化・促進する 

 

３－７ 教訓 

本プロジェクトから得た教訓として、下記4点が挙げられた。今後の類似事業等の検討に役立
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てたい。 

（1）訓練マネジメントサイクル（TMC）を1年次、2年次、3年次と1年ごとに3年間実施するこ

とにより、教員の育成と学校組織の強化が同時に図られた。 

 

（2）プロジェクトの3つの構成要素である、「産業界との連携を盛り込んだ学校運営」、「訓練

マネジメントサイクル（TMC）」、「就職支援」が相乗効果を生んだことにより、技術教育の

質がより向上した。 

 

（3）プロジェクトの初期段階において、きめ細やかなニーズアセスメントの実施と詳細で実

践的な活動計画を作成したことにより、特にプロジェクトは中盤以降はスムーズに実施さ

れた。 

 

（4）カリキュラム改訂を行う場合は、従前に綿密な調査を行って当該国のカリキュラム開発・

改訂制度を把握し、その制度に沿ったプロジェクト実施体制を構築することが求められる。

 

 




