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中華人民共和国 

内陸部・人材育成事業 

（地域活性化・交流、市場ルール強化、環境保全）（河南省） 

外部評価者：OPMAC 株式会社 原口 孝子 

0. 要旨 

本事業は河南省の主要 11 大学にて施設・設備の整備と教員の研修により教育・研究

改善を図ることを目的とし実施されたものである。中国及び河南省の高等教育人材政

策に沿い、大学の量的・質的拡充への開発ニーズに応えるともに日本の援助政策とも

合致しており、高い妥当性を有する。事業の結果ニーズは充足され、実験の増加等に

よる教育活動向上、先進的設備や研修の成果を生かした研究活動の向上と、これらを

通した重点産業の推進や環境保全への研究成果の活用が認められ、有効性・インパク

トは高い。効率性については、事業費は計画内に収まったものの、事業期間は、立地

調整による建物建設の遅れ等により計画を大幅に上回ったため、全体としては中程度

であった。持続性は、体制面、技術面、財政面ともに問題なく、設備・施設の良好な

運営・維持管理が確認されたため高い。 

以上より、本プロジェクトの評価は非常に高いといえる。 

 

1. 案件の概要 

 

  
案件位置図 鄭州大学社会科学棟 

 

1.1 事業の背景 1 

中国では、著しい経済発展に伴い、沿海部と内陸部の格差是正、貧困問題への対応、

世界貿易機構（WTO）加盟に向けた体制整備、地球規模問題への対応等の開発課題が

顕在化してきた。これに対し、政府は改革・開放路線強化の方針の下、市場経済化・

格差是正に不可欠な人材の育成を重視し、2005 年の高等教育機関への就学率を 15％と

することをめざすとともに、内陸部における高等教育機関を強化する方針を掲げた。 

河南省は、中国中東部に位置し、人口 9,555 万人（2001 年）、面積約 16.7 万 km2

                                                        
1 本事業は、中国内陸部 22 省・市・自治区の大学にて実施した円借款「人材育成事業」の一つ。 



 2 

を有している。同省は経済成長を順調に遂げていた（第 9 次 5 カ年計画期間である 1996

～2000 年の年平均 GDP 成長率 12％）が、一人当たり GDP（2001 年 5,908 人民元）は

全国平均（7,543 人民元）を下回っていた。「河南省第 10 次 5 カ年計画（2001 年～2005

年）」では、市場経済化の推進と一層の経済成長をめざし、「河南省教育第 10 次 5

カ年計画（2001～2005 年）」では、そのための人材育成目標において、2005 年までに

高等教育機関への在学者数を 110 万人前後、高等教育就学率を 15％にまで引き上げる

としたが、計 91 校（2001 年）の高等教育機関におけるハード面での制約（校舎・設

備）、ソフト面での制約（教員）、財務面での制約への対応が必要とされていた。 

このような状況の下、本事業では、上述したような開発課題を河南省の①地域活性

化、②市場ルール強化及び③環境保全という三つに整理し、これらに対応する人材の

育成に資するべく、主要大学における高等教育の質・量の拡充を図ることとなった。 

 

1.2 事業概要 

河南省の主要 11 大学（鄭州大学、河南大学、河南師範大学、河南農業大学、河南科

技大学、河南理工大学、河南財経政法大学、河南中医学院、信陽師範学院、鄭州軽工

業学院、商丘師範学院）2において、ハード面改善（校舎・設備等の整備）及びソフト

面強化（教職員を対象とした研修プログラム等の実施）への支援を行うことにより、

対象大学における高等教育の量的・質的改善を図り、河南省における地域活性化、市

場ルール強化、及び環境保全に寄与する。 

 

円借款承諾額／実行額 4,699 百万円 ／ 4,556 百万円 
交換公文締結／借款契約調印 2003 年 3 月 ／ 2003 年 3 月 

借款契約条件 金利 2.2％（研修部分は 0.75％） 
返済 30 年（研修部分は 40 年）（うち据置 10 年）、 

一般アンタイド 
借入人／実施機関 中華人民共和国政府／河南省人民政府（教育庁） 

貸付完了 2011 年 7 月 
関連調査 

（フィージビリティー・スタデ

ィ：F/S）等 

河南省工程諮詢公司による F/S 2002 年 
国際協力機構（JICA）「2001 年度人材育成事業に

係る案件実施支援調査」2003 年 
JICA「人材育成事業研修支援調査」2004 年 
JICA「案件実施支援調査（SAPI）」2005 年 
JICA「円借款人材育成事業調査」2010 年 

 

                                                        
2 大学名は現在の名称。本事業審査時からは次のような変更がある。 

・河南理工大学：2004 年に焦作工学院から名称変更。 
・河南財経政法大学：2010 年に河南財経学院から名称変更。 
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2. 調査の概要 

2.1 外部評価者 

原口 孝子（OPMAC 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 8 月～2014 年 11 月 

現地調査：2013 年 10 月 27 日～11 月 28 日、2014 年 3 月 23 日～3 月 31 日 3 

 

3. 評価結果（レーティング：A 4） 

3.1 妥当性（レーティング：③ 5） 

3.1.1 開発政策との整合性 

本事業の目的は、国家レベル及び省レベルの 5 カ年計画及び教育セクター5 カ年計

画やその他の教育関連戦略等いずれにおいても、審査時、事後評価時の両時点で、高

等教育の量的・質的拡充をめざしている点で整合している（表 1）。審査段階、事後

評価段階で大きな政策変更はないが、高等教育は一層の拡充がめざされている。また、

河南省の重点産業はより高度な技術を要するものへとシフトしている。 

 

表 1 本事業に関連する開発計画の主要目標 

種類 審査時 事後評価時 
国家開発

計画 
第 10 次 5 カ年計画（2001～2005）： 
高等教育機関の就学率を 2005 年までに

15％前後に増加。 

第 12 次 5 カ年計画（2011～2015）： 
産業高度化を推進するための高等教育開発

を重視（数値目標は高校進学率 87％等）。 

全国教育

開発計画 
全国教育事業第 10 次 5 カ年計画（2001～
2005）：高等教育機関在学者数を 2005 年ま

でに 1,600 万人まで増加。ハイテク技術・バイ

オ技術・製造技術等、産業構造調整に対応

するための高度なスキルを有する人材の育

成等を実施。西部地域の比較的レベルの高

い高等教育機関に対する支援、教員養成へ

の支援を強化。 

全国教育事業第 12 次 5 カ年計画（2011～
2015 ） 、国家中長期教育改革発展計画

（ 2010～ 2020 ） ：高等教育機関就学率を

26.5％（2010 年）から 40％（2020 年）に増加。

高等教育機関在学者数を 2,979 万人（2009
年）から 3,350万人（2015年）に増加。中西部

地域の大学の優位性がある学科の発展と教

員育成に注力。 

省レベル 
開発計画 

河南省第 10 次 5 カ年計画（2001～2005）：
2005 年までの経済成長率目標を 8％とし、重

点産業として石油化学工業、機械工業、漢

方薬産業等の各産業の発展を図る。 

河南省第 12 次 5 カ年計画（2011～2015）：
2015 年までの経済成長率目標を 7％以上と

し、重点産業として自動車産業、電子情報産

業、設備製造、軽工業、建材業、化学工業、

非鉄金属産業等の発展を図る。 

                                                        
3 現地調査期間には、本事業のほか、「内陸部・人材育成事業（地域活性化・交流、市場ルール強

化、環境保全）（安徽省）」「内陸部・人材育成事業（地域活性化・交流、市場ルール強化、環境

保全）（黒龍江省）」の事後評価のための調査期間も含む。 
4 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
5 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
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種類 審査時 事後評価時 
省レベル 
教育開発 
計画 

河南省教育第 10 次 5 カ年計画（2001～
2005）：高等教育機関就学率を 12％（2001
年）から 15％（2005 年）に増加。在学者数を

110 万人前後（うち普通高等教育 660 万人前

後）に増加。 

河南省教育第 12 次 5 カ年計画（2011～
2015）：高等教育機関就学率を 24.7％（2011
年）から 36.5％（2015 年）に増加。 

出所：JICA 審査時資料、各計画文書 

 

3.1.2 開発ニーズとの整合性 

審査時、事後評価時ともに対象 11 大学に対する教育の量的・質的拡充ニーズが認め

られる。 

審査時には、「1.1 事業の背景」に記したような経済格差縮小のため、また河南省

での初等・中等教育の普及（2001 年の小学校入学率 99.6％、中学校入学率 97.1％）に

伴って、高等教育の量的拡大のニーズが高まっていた。高等教育の需要予測では、普

通高等教育機関の入学者数は 14 万人（2001 年）から 18 万人（2005 年）に増加する計

算であった。本事業対象となった 11 大学はいずれも河南省が主管する主要な大学であ

ったが、このような需要増加に対応するためのハード面（校舎・設備の拡充）やソフ

ト面（教員養成）の強化に得られる資金が限られていた。また、教員が海外を訪問す

る機会も少なかった。 

事後評価時においては、実質 GDP 成長率は 2003 年以降 10％を超えているが、一人

当たり GDP は 2012 年に 31,723 人民元で、全国平均の 83％にとどまっており、経済格

差縮小へのニーズは引き続き存在する。同省の普通高等教育機関入学者数は 2006 年に

34 万人、2012 年には 49 万人以上へとさらに増加しており、高等教育機関の量的・質

的拡充のニーズも高い。本事業対象の 11 大学も、引き続き省の主要高等教育機関であ

る。一方、前述したような地方の高等教育拡充政策に伴って省の主管する大学への資

金投入も増加したため、ハード面のニーズは審査時に比べると充足されている傾向に

ある。実施機関である河南省教育庁も、教員の質の向上といったソフト面のニーズを

より強調している。 

 

3.1.3 日本の援助政策との整合性 

審査時の対中国経済協力計画、海外経済協力業務実施方針、国別業務実施方針にお

いては、いずれも中国の改革開放路線を支持し、WTO 加盟後の経済構造調整への対応

の観点から、人材育成を重視しているとともに、格差是正の観点から内陸部への支援

に重点を置いており、日本の援助政策との整合性を有している。国別業務実施方針に

おいては、人材育成の重点分野として「地域活性化・交流」「市場ルール強化」「環

境保全」が掲げられている。 

                                                        
6 普通高等教育機関は、成人教育、高等職業教育を除いたいわゆる「大学」を指し、「本科大学」

（4 年制総合大学または単科大学の学部課程）、「専科大学」（日本の短大に相当）、「大学院教

育」からなる。 
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以上より、本事業の実施は中国の開発政策、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 7（レーティング：③） 

3.2.1 定量的効果（運用・効果指標） 

審査時に指定された学生数や各種教育・研究関連指標は、いずれも本事業前後で向

上がみられた。審査時の計画値がある指標については、計画どおりか計画以上の達成

度であった。なお各指標とも、本事業のみでなく同時期に実施された省や対象校によ

る各種事業（校舎建設、設備調達等）の運用状況と効果をも含むものであるため、そ

の向上のみをもって本事業の効果があったと判断することはできない。しかしながら、

本事業により整備された設備・施設の使用状況及び育成された訪日教員の帰国後の活

動状況の調査からは、本事業がそのような指標の向上の要因の一部を構成しているこ

とは確認できた。 

 

(1) 教育・研究の量的改善 8 

学生数の増加、施設・設備の規模の拡大がみられた。本事業で整備した施設・設備

は活用されており、このような量的拡大への対応の一部として役割を果たしていると

いえる。 

まず在学生数は、いずれの対象校でも計画を大きく上回って増加した（表 2）。 

 

表 2 在学生数（研究生、本科生、専科生の合計） 
単位：人 

 基準値 2001 年 目標値 2006 年 
(事業完成予定年) 

実績値 2006 年 
(当初目標年) 

実績値 2012 年 
(事業完成翌年) 

鄭州大学 32,832 40,037 43,665 65,732 

河南大学 20,414 27,955 34,158 60,000 

河南師範大学 12,816 19,000 29,442 31,209 

河南農業大学 10,173 13,560 21,339 27,100 

河南科技大学 11,145 28,000 28,207 36,615 

河南理工大学 9,964 17,000 27,696 52,863 

河南財経政法大学 8,784 11,991 15,497 31,784 

河南中医学院 6,729 10,349 10,324 16,780 

信陽師範学院 8,316 15,052 13,002 22,516 

                                                        
7 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。なお、事業目的及び審査時の計画

にかんがみて、有効性とインパクトの主要な要素は次のように設定して評価を行った。 
・有効性：対象校での教育・研究活動の量的・質的拡充 
・インパクト「想定されたインパクト」：省レベルでの教育・研究活動の拡充及び省レベルでの発

展（地域活性化、市場ルール強化、環境保全）への貢献 
・インパクト「その他のインパクト」：日本との交流の促進 
8 定量的指標の目標達成年として審査時に想定されていたのは 2006 年であったが、「3.4 効率性」

に記すような事業実施の遅延に伴い、計画との比較対象年は事業完成（設備調達完了）翌年の 2012
年と設定して分析を行った。 
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 基準値 2001 年 目標値 2006 年 
(事業完成予定年) 

実績値 2006 年 
(当初目標年) 

実績値 2012 年 
(事業完成翌年) 

鄭州軽工業学院 9,458 12,954 20,353 31,303 

商丘師範学院 8,070 12,000 16,675 22,361 

合計 138,701 207,898 260,368 389,263 
出所：JICA 内部資料、実施機関からの質問票回答 
注：研究生は大学院生、本科生は学部生、専科生は短大生に相当する。 

 

建物面積も計画を大きく上回って増加した（表 3）。省政府予算や対象校の自己資

金（主に民間貸付）にて整備された部分がほとんどで、本事業による効果の分はわず

か（4 校の一部）だが、校舎の拡大は全体として、本事業が効果を上げるための基礎

的な役割を果たしている。本事業で整備した校舎は、建設工事が終わっていない河南

財経政法大学（詳細は「3.4 効率性」参照）を除けばいずれも 100％使用されている。 

 

表 3 建物面積（教室、実験室、図書館、体育館、講堂） 
単位：m2 

 
基準値 
2001 年 
合計 

目標値 2006 年 実績値 
2006 年 
合計 

実績値 2012 年 

合計 うち 
本事業分 合計 うち 

本事業分 

鄭州大学 832,321 2,342,321 40,000 2,018,714 2,151,235 47,753 

河南大学 306,736 706,736 96,000 1,094,867 2,096,563 99,000 

河南師範大学 206,500 467,400 0 608,191 701,840 - 

河南農業大学 207,050 339,571 19,860 543,695 860,000 49,000 

河南科技大学 326,825 863,000 0 1,011,359 1,532,756 - 

河南理工大学 198,617 531,000 0 756,914 1,146,991 - 

河南財経政法大学 246,071 328,141 11,000 922,594 1,615,110 11,000 

河南中医学院 188,912 317,490 0 290,000 505,078 - 

信陽師範学院 155,923 443,260 0 414,350 489,317 - 

鄭州軽工業学院 136,518 201,000 0 292,800 488,912 - 

商丘師範学院 95,000 145,000 0 136,500 303,166 - 

合計 2,900,473 6,684,919 166,860 8,089,984 11,890,968 206,753 
出所：JICA 内部資料、実施機関からの質問票回答 

 

教育・研究設備額 9は、本事業による整備分はほぼ計画どおり増加した（表 4）。全

学的な総額も（主に省と大学の投資による）大幅増がみられた。本事業設備はその一

部を構成するのみだが、省教育庁と対象校によれば、特に自力での大規模な設備投資

が困難であった事業実施当時には、本事業で整備された設備は貴重であり、事後評価

時現在でも一定の役割を果たしているとのことである。 

 

                                                        
9 本指標は審査時に運用・効果指標として指定されていたものではないが、教育・研究の量的拡大

への対応をみるために必要と考え、事後評価時に事業前の実績値も含めてデータを収集した。 
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表 4 教育・研究設備総額 
単位：万人民元 

 大学全体での総額 本事業整備分 

 2001 年末時点 
実績値 

2012 年末時点 
実績値 

2006 年 
計画値 

2012 年末時点 
実績値 

鄭州大学 4,760 69,729 4,751 4,844 

河南大学 8,168 40,669 1,574 2,188 

河南師範大学 5,327 24,481 2,852 2,551 

河南農業大学 7,296 25,941 1,799 2,049 

河南科技大学 6,699 28,208 3,560 3,849 

河南理工大学 6,542 34,830 2,815 3,531 

河南財経政法大学 1,624 11,940 2,152 2,339 

河南中医学院 2,179 16,245 1,901 1,587 

信陽師範学院 3,512 15,857 1,843 2,023 

鄭州軽工業学院 5,430 25,945 1,904 2,232 

商丘師範学院 1,800 11,485 1,842 2,027 

平均 4,850 27,757 2,454 2,656 
出所：JICA 内部資料、実施機関からの質問票回答 

 

本事業で整備した設備の利用状況は、2006 年製のパソコン等、旧式化により更新さ

れたものもあるが全体にはほぼ良好であり、主要調達設備の稼働率は概ね 90％以上と

の回答が各校よりあった。いずれの学校も役立っている設備としてラボラトリー用分

析装置や教育用実験設備、コンピュータ及びネットワーク機器等を中心に多くの設備

を挙げた。事後評価のための各校訪問時には、価格が高いものや役立っているものを

中心に視察し、活用されていることを確認した。 

 

(2) 教育・研究の質的改善 

学生一人当たりの校舎・設備規模は各校ともほぼ国家基準を満たしており一定の質

を確保していることを確認した（表 5）。本事業による一人当たり面積増加量が目標

値を下回ったのは、急激な学生数増加による。 

 

表 5 学生一人当たり校舎（教育・研究・管理施設）面積及び教育・研究設備額 

単位：m2、人民元 

 

一人当たり校舎面積（m2）1) 一人当たり設備額

（人民元）2) 

実績値 
2001 年 

目標値 2006 年 実績値 2012 年 
実績値 
2001 年 

実績値 
2012 年 一人当たり

面積 
本事業によ

る増加分 
一人当た

り面積 
本事業によ

る増加分 

鄭州大学 23.9 50.3 0.9 29.6 0.7 1,450 10,608 

河南大学 14.3 24 3.3 34.0 1.7 3,800 8,000 

河南師範大学 15.6 22.8 - 22.5 - 4,152 7,844 

河南農業大学 18.9 22.1 1.3 31.8 1.8 7,296 8,709 
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一人当たり校舎面積（m2）1) 一人当たり設備額

（人民元）2) 

実績値 
2001 年 

目標値 2006 年 実績値 2012 年 
実績値 
2001 年 

実績値 
2012 年 一人当たり

面積 
本事業によ

る増加分 
一人当た

り面積 
本事業によ

る増加分 
河南科技大学 28.5 29.7 - 41.9 - N.A. 7,704 

河南理工大学 19.5 30 - 21.7 - 5,426 6,551 

河南財経政法大学 27.7 26.7 0.9 50.8 0.3 1,849 3,757 

河南中医学院 27.5 30 - 30.1 - 3,238 9,681 

信陽師範学院 18.7 28.7 - 21.7 - 4,223 7,043 

鄭州軽工業学院 14.4 15.3 - 15.6 - 5,751 8,288 

商丘師範学院 11.8 12.1 - 13.6 - 2,244 5,136 

平均 20.2 30.1 1.6 28.5 1.1 3,9433) 7,575 
出所：実施機関からの質問票回答 
注：1) 一人当たり校舎面積の国家基準は、食堂や寮も含む建物全体では 30m2 以上、普通大学学部

の教育・研究・管理施設は自然科学系は 20 m2 ㎡以上、人文・社会科学系は 15 m2 以上、体

育・芸術系は 30 m2 以上（普通本科大学設置暫定規程（教発）[2006] 18 号）。 
2) 一人当たり教育設備額の国家基準は、教発[2006]18 号によれば、実験用設備は理学、工学、

農学、医学等の理科系学部は学生 1 人当たり 5,000 元以上、人文、社会学部は 3,000 元以上、

体育、芸術学部は 4,000 元以上を備えることとされている。 
3) 数値が入手できた学校のみの平均値。 

 

教育・研究活動を測る各種指標については、重点学科・重点実験室 10数、学部/学科・

大学院課程数、研究・社会サービス 11プロジェクト数、論文数、各種受賞数、特許取

得数等がいずれも増加した（表 6）。 

これは「3.1 妥当性」にて述べた高等教育拡充政策全般の成果だが、中には本事業

の施設・設備が使われたり、日本で研修を受けた教員が当該研究に参加したり、とい

った形での本事業の効果が多数含まれている。一例を以下に挙げる。 

 重点実験室の例：本事業で整備した設備は重点実

験室の構築に集中的に投入し、農業バイオテクノ

ロジー工学（省重点学科）等五つの重点実験室と

重点学科を整備した。（河南農業大学） 

 研究プロジェクト獲得の例：生命科学院綿花生物

学実験室（超高速遠心機等基礎的実験設備を本事

業にて調達し、2010 年から国家重点実験室）では、

国家重点基礎研究発展計画（973 計画）プロジェ

クトを獲得した。（河南大学） 

 社会サービスの例：本事業調達のガスクロマトグ

                                                        
10 重点学科及び重点実験室は、国や地方政府が教育・研究発展の拠点として指定し予算の優先配

分を行う。本評価では、学科や実験室の高い質を示す指標としてこれらを確認した。 
11 社会サービスとしては、研究や試験分析等の外部（政府機関や企業等）からの受託や外部向けの

研修実施の件数を確認した。 

 
出所：各校の質問票回答より作成 

 
図 1 対象大学の国際論文

発表数の合計 
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ラフ質量分析計等を使い、商丘市との連携で食品検査員 40 人の研修を実施した。

2012 年に初めて同研修を 

実施し、今後定期的に開催することを検討中である。地元の食品企業と品質監

督局職員が研修対象となっている。（商丘師範学院） 

 論文の例：訪日教員として国立材料科学研究所に滞在して物性研究分野で研究

を行った。帰国後は日本での指導教官との共同執筆を含む国際論文を複数発表

し、学術誌のトップページに掲載されるなど高評価を得た。（信陽師範学院） 

 

表 6 主な教育・研究指標の推移（対象校の合計） 

指標名 2001 年または 
2006 年実績値 1) 

2012 年 
実績値 

重点学科数（国家級） 3 13 

重点学科数（省部級） 78 660 

重点実験室数（国家級） 0 7 

重点実験室数（省部級） 12 126 

学部学科数 311 618 

修士課程数 242 1,070 

博士課程数 15 242 

研究プロジェクト数（国家級） 151 (2006 年) 639 

研究プロジェクト数（省部級） 1,070 (2006 年) 2,182 

社会サービス数 2) 414 (2006 年) 954 

研究等受賞数（国家級）3) 2 (2006 年) 10 

研究等受賞数（省部級）3) 117 (2006 年) 240 

発明特許取得数 4) 75 (2006 年) 921 
出所：JICA 内部資料、実施機関からの質問票回答より作成 
注：1) 2001 年のデータがないか事後評価時と数え方が異なり比較できない指標については 2006

年のデータを記載している。 
2) 社会サービス数はデータが入手できた 6 校のみの合計。 
3) 受賞数はデータが入手できた 10 校のみの合計。 
4) 発明特許取得数はデータが入手できた 7 校のみの合計。 

 

3.2.2 定性的効果 12 

(1) 各対象大学における教育・研究拡充への効果 

まずハード面コンポーネントの効果としては、本事業で整備した教育・実験施設・

設備が以下のような向上に一定程度貢献したことを、省教育庁・対象校への聞き取り

や文献調査から確認した。 

                                                        
12 本事後評価では、定量的指標における本事業以外の活動の効果を排除した分析が困難であるこ

とから、指標の推移を踏まえつつ、具体的な本事業の関わりを定性的な調査（文献、質問票、聞き

取り）から把握した。聞き取りは、実施機関である省教育庁及び各対象大学の責任者並びに日本で

の研修に参加した教員を対象に、個別またはグループ形式の半構造的インタビューを行った。対象

大学における聞き取り対象者は、11 校計 123 人（うち日本研修の参加者は 59 人）であった。また、

日本での研修については、日本の受入大学 1 校への訪問調査及び複数大学への電話または電子メー

ルでの聞き取りを実施した。 
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 教育部の学部教育水準評価 13：本事業期間中に対象校の

うち 4 校が参加し、河南財経学院、河南科技大学、河南

農業大学が「優秀」、商丘師範学院は「良好」と評価さ

れた。本事業で調達した設備が教育条件の向上を通して

高評価に貢献したとのことである。 

 「学院」から「大学」への格上げ 14：河南理工大学は 2004

年に、河南財経政法大学は 2010 年に、それぞれ「学院」

から「大学」に格上げになった。大学への変更に伴う施

設・設備拡充のニーズに本事業の施設・設備が貢献した

とのことである。 

 教育・実験条件の改善：急激な学生の増加による施設・

設備の不足を解消することができた、設備拡充により実

験講義の割合を増やし、実践的な教育を行うことができ

るようになった、といったコメントを全対象校から得た。

例えば、鄭州軽工業学院では、機械電子学院数値制御加

工センターにて、事業前は設備がなく全工程の一部しか

行えなかった実習が、全工程について行えるようになっ

た。 

 研究・社会サービス活動の拡充については、本事業設備

を使った重点実験室の構築、新たな研究プロジェクトの

獲得、社会サービスの提供等が可能になったと全対象校

が回答した（「3.2.1 定量的効果」も参照）。 

 

ソフト面コンポーネントの効果としては、日本での研修に参

加した教員から次のようなコメントを得た。（ ）内の数字は 11 校中、それぞれの項

目が「役立った」と回答した学校数である。 

 昇格（9 校）：帰国後、各校の中核人材（学院長、学科長、研究所長、教授、

博士課程指導教官等）となった。 

 教育指導法（9 校）：日本の学部生、院生教育のあり方を学び、学部生に対し

ては（人数が多いためそのまま取り入れることはできないが）院生と一緒の実

験、院生に対してはゼミ方式や少人数の実験等、帰国後の教育指導に活用して

いる。 
                                                        
13 中国教育部が高等教育の質保証のために行っているもので、2007 年に 198 大学、2008 年 87 大学

が対象とされた。評価は大学運営、教員、学生、施設・設備、学科・専攻・大学院課程等、多面的

に設定された基準を用い、「優秀」「良好」「合格」「不合格」の 4 段階で判定される。 
14 「高等教育法」「普通高等学校設置暫定条例」及び「普通本科学校設置暫定規定」にて、普通本

科高等教育機関（大学の学部課程）はその名称に「大学」または「学院」を用いることとされてい

るが、「大学」を名乗るための基準（運営規模（学生数）、学部・専攻数、教員構成等）は「学院」

よりも厳しい。 

 
原子吸光分光光度計。 
石炭抗の労働衛生評価 
における重金属の試験

中。（商丘師範学院） 

 
透過型電子顕微鏡

（TEM）。管理状態も良

好で各種病理学研究や

他校への TEM 専門技術

研修で活用。研究室主任

（写真）は訪日教員でも

ある。 
（河南中医学院） 
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 実験設備の操作法（2 校）：日本での研修により先端的な大型実験設備の操作

方法を学んだ（帰国後、本事業または他の予算で同等の設備を導入した際に役

立っている）。 

 研究方法・スタイル（8 校）：まじめ、細部重視、徹底して追求するという研

究の姿勢に感銘を受け、帰国後見習っている。 

 研究内容・方向性（8 校）：研究テーマが定まり、その後の研究を方向づけた。

例えば河南中医学院では、訪日研修にて学んだ HIV サンプルのデータベース化

を実践し、河南省後発地域 HIV バンク構築等に役立った。 

 

一方で、多くの教員の研修期間が 6 ヶ月間であったことに対し、専門性を深めるに

は短すぎるとの声がすべての学校で聞かれた。そのため、本事業での研修後に他の資

金や自費で延長や再訪問した教員も複数みられた。 

 これらの事例を含めた、各対象大学で特記すべき教育・研究活動への効果の一覧は

下表のとおり。 

 
表 7 対象各校の主な定性的効果 

鄭州大学  211 プロジェクト 15対象校であり、本事業以外にも当時からさまざまな資金源があったため、

本事業の効果は、他の整備事業の成果との区別が困難である。もっとも、理工系では本事

業固有の成果は見えにくいが存在はしている。また文系では、例えば文化教育学部の教員

が日本の市民教育を学び、帰国後にそれを生かして信陽市の政府と協力し、小中学生向け

の教育基地を立ち上げた事例がある。 

河南大学  大学の規模が大きくかつ資金源も豊富。よって本事業の効果を特定するのが困難である。

その中でも、生命科学院と環境計画学院は比較的集中して設備を整備しており、省級（省

指定）重点実験室から国家級（国家指定）重点実験室（綿花）に格上げになったなどの事例

がみられる。 

河南師範

大学 
 本事業の設備は生物、化学等の実験室増強に貢献した。化学化工学院では、バッテリー

（所在地である新郷市が中国の二大生産地の一つである）の研究開発等、地域経済への効

果も出ている。複数の教員が、訪日研修により研究テーマ決定や新コース開設といった効果

があったと報告している。ユニークな例としては、日本で文化財保護を学び、帰国後新郷の

無形文化財保護に活躍するようになった教授がいる。自費や別の機会を使って再訪日する

教員も多い。また、日本の大学とダブル・ディグリー 16のプログラムが開始された。 

河南農業

大学 
 大型機材を共有プラットフォーム 17に集中させ、基礎研究に幅広く活用している。農業文

献センター（無停電電源装置等）、マルチメディア教材作成（スタジオ機材）等ユニークな設

備活用例もあり。学内企業による酪農食品や野菜の開発への設備の利用もある。卒業生の

多くは河南省の農業関係に従事している。大規模養鶏場・養豚場の経営者は大半が本校

の卒業生である。 

河南科技

大学 
 材料科学院での新素材開発（企業が実用化した）に対する訪日研修生及び設備の貢献

や、経済管理分野における訪日研修教員の帰国後の活躍、訪日教員による教育改革、厳

しく管理された情報通信ネットワーク構築（本事業の設備がその一部を構成するとともに訪日

教員及が関与）等、好事例が多い。 

                                                        
15 1996 年に開始された、「21 世紀までに約 100 の重点大学を集中的に支援する」という国家政策。 
16 両校から同時に学位を取得できる仕組み。 
17 複数の実験室が実験設備を登録し、他の学部や外部機関が使用できるようにするシステム。 
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河南理工

大学 
 基礎教育設備よりも研究設備を重視して調達した。長く使えることから結果的にもその方が

よかったと考えられている。焦作（所在地）の主要産業である石炭関係や地質分析の研究が

盛んである。大型設備は学部内で共用を図っている。学内企業へのポータブル式分析装置

の貸出等もある。設備は重点実験室の構築にも貢献した。訪日研修と設備調達は、電気学

院（学部）の五つの学科で関連づけられて実施された（訪日教員が使用する設備を調達）。

他校と異なり、帰国後に再訪日を図る教員はいなかった。「ビザの関係で無理」とのことであ

る。 

河南財経

政法大学 
 2006 年製のコンピュータやマルチメディアシステムを今でも大事に使用している。大学管理

運営コースへの参加による本事業の円滑実施、教育手段の現代化、既存教育設備の改善

（ただし具体的な効果は聞き取れず）、研修をきっかけとした日本の指導教官との交流継続

等が報告されている。 

河南中医

学院 
 HIV/AIDS 分野での訪日研修の効果や、国家中医薬三級試験室 18設置における設備の

効果、透過型電子顕微鏡の有効活用（複数の疾病での原因解明や、鄭州大学、鄭州市等

外部への試験サービス）等好事例が多い。調達にあたり当該装置を徹底的に研究した結

果、良好な運用・維持管理を行っている好事例でもある。 

信陽師範

学院 
 河南省の教員となる卒業生の輩出、農村部教員に対する研修等、農村部の教育への貢

献が大きい。訪日教員が日本の実験重視・学生の主体性重視の教育スタイルを実践してい

るため、卒業生が他校の大学院に進学した際には評価が高いとのこと。設備・訪日研修とも

に主要学科の構築に役立った。設備は、教員養成のみでなく地元の発展に役立つ研究活

動の拡充にも貢献している。国際規格のバスケットボールゴールや体育館の電光掲示板、ピ

アノ等、師範大学ならではの設備もある。 

鄭州軽工

業学院 
 本事業の設備を土台とした省級重点実験室の構築や、訪日研修をきっかけとした個人・学

部レベル交流、研究成果が多い。訪日研修では、半年の研修期間を自費で 1 年間に延長し

た教員が研究成果やその後の交流関係を構築する一方、短期派遣の教員も、研究テーマ

が合致していたことで一定の成果を得ている。本事業をきっかけに海外経験の有用性が認

識され、学校では毎年教員 15 人を 1～2 年の海外研修に送り出すプログラム開始予定であ

る。 

商丘師範

学院 
 地元への社会サービス（商丘の主要産業である石炭産業にて、企業の労働衛生のための

分析を受託、いちごの品種改良、農村への教師派遣等）の事例が豊富であることが特徴で

ある。自費で再訪日した教員、それを計画中の訪日教員がある。また受入校の教授を招い

て講義をしてもらうなどの交流もある。 
出所：各大学質問票回答・聞き取り、ウェブサイト情報等より作成 

 

 

   
本事業調達の 

装置を使い、講義を実施中。 
（鄭州軽工業学院） 

走査電子顕微鏡（SEM）。 
教員と学生が石炭の分析中。 

（河南理工大学） 

SEM を使い撮影したバッテリー

部品。新郷市の企業との共同開発。 
（河南師範大学） 

 

                                                        
18 取り扱う病原体の危険度に応じたバイオセーフティレベル 1～4（4 が最高）のうちレベル 3 の実

験室。 
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3.3 インパクト 

3.3.1 インパクトの発現状況 

(1) 省レベルの教育・研究の拡充 

省レベルの高等教育指標を表 8 に示した。審査時に想定された指標である「高等教

育就学率」をはじめ、省レベルの定量指標はいずれも目標値を上回って増加した。本

事業対象校は規模等の面で省の普通高等教育機関の上位を占める 19学校であり、これ

らの指標の筆頭を構成していると思われる。 

 

表 8 河南省高等教育指標 

 実績値 
2001 年 

目標値 
2006 年 

実績値 
2006 年 

実績値 
2010 年 

実績値 
2012 年 

普通高等教育機関数 
（うち本科大学数） 

91 校 
（39 校） 

90 校 84 校 107 校 120 校 
（47 校） 

普通高等教育機関学生数 57 万人 130 万人 97 万人 146 万人 159 万人 

高等教育就学率 12％ 16％ 18％ 24％ 27％ 

学生一人当たり建設面積

（対象校平均）（m2/人） 
34.1 m2 30.0 m2 

 
31.0 m2 28.9 m2 

 
31.9 m2 

出所：JICA 内部資料、実施機関の質問票回答、省教育統計等より作成 
 

(2) 地域活性化、市場ルール強化、環境保全への貢献 

審査時に想定された、①地域活性化、②市場ルール強化、③環境保全という三つの

開発課題に対するインパクトについては、全体状況を示す定量データは十分に収集で

きず、また大規模校ほど本事業以外にも数多くの事業を実施しているため本事業のイ

ンパクトはみえにくい状況であった。しかしながら、本事業の施設・設備が省や市の

発展や環境に資する研究に使われたり、訪日教員が教育面（卒業生輩出を通し）及び

研究面（産学連携、社会サービス等を通し）にて活躍するなど、何らかの貢献事例が

全対象校で確認された。特に環境分野では多くの事例が報告されている。 

 

①域活性化 

まず重点産業（石油化学工業、機械工業、漢方薬産業等）への人材供給につき、卒

業生の就職状況は正確に把握されていないため、該当分野専攻の卒業生数を収集した。

データが入手できた範囲では人数（学校によって 100 人台～3,000 人台の間で推移）

は増加傾向で、その一定数は当該産業に就職し、本事業による卒業生の実践力向上を

通して地域活性化に間接的に貢献しているとの回答が多かった。例えば鄭州大学では、

本事業による化学工学学院設備と担当教員の訪日研修により、同分野の教育・研究の

                                                        
19 例えば、2012 年時点で対象校 11 校の在学生数合計は、同省普通高等教育機関 120 校の在学生数

合計の 24％を占め、在学生数上位 15 校の中にすべての対象校が含まれている。また、中国校友会

による中国大学総合ランキング「2012 中国大学評価研究報告」にて、河南省の大学の中では 1 位～

18 位の間に位置している（省内 1 位は鄭州大学）。 
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質が向上し（中国石油化学工業連合会 3 等賞を受賞した研究プロジェクトもあり）、

石油化学工業や化学工学機械分野の就職にインパクトを与えた。また、焦作市の石炭

産業（河南理工大学）や新郷市のバッテリー製造業（河南師範大学）等、省都外に立

地する大学が、産学連携や卒業生の就職を通して地元産業の振興に貢献している事例

もみられた。 

職業教育・成人教育における本事業アウトプットの活用例は 2 校でみられ、例えば

中学校教師の教育や国有企業従業員等の技術訓練に本事業設備を使用した例（河南大

学）を確認した。 

農村部への教員・医師の派遣を通した貢献については、省の政策としての教員や医

師の派遣、卒業生の農村への就職や学生の一時派遣により、本事業により実践力の高

まった人材が供給されるという間接的な貢献があるとの回答が、一部の学校からあっ

た。例えば信陽師範学院では、卒業生が農村地域の教育で優れた業績を上げ、省教育

局に表彰されたとのことである。また、卒業直前の学生を農村に派遣するのと入れ替

わりに農村の教師を研修する「双方研修」に本事業施設・設備が役立ったとのことで

あった。その他、学生派遣と引き換えの農村人材の当該校での訓練に本事業の設備を

使用するなどの例がみられた。 

 

②市場ルール強化 

関連分野（経済学・法学・会計学・財政学等）の卒業生は全体としては増加傾向で

ある（学校によって異なるが 100 人台～8,000 人台で推移）。約半数の学校が、本事

業（主に訪日教員の指導）により実践力の高まった人材の供給による間接的な貢献は

あると回答したほか、社会サービスや産学連携における本事業施設・設備や訪日教員

の貢献がみられる。一方で、本事業が関連学部・学科に支援をしていない学校（鄭州

軽工業学院）があるほか、「訪日教員が貢献したと思われる」、としながらも、「具

体的な事例は思い浮かばない」「短期間（6 ヶ月等）の研修であるためインパクトは

限られている」（河南財経政法大学）、という回答もあった。 

 

③環境保全 

環境関連分野の卒業生は増加している（学校によって異なるが 100 人台～3,000 人

台で推移）。大半の学校が、実践力の高まった卒業生の輩出による間接的貢献がある

と回答した。それらの学校のいずれも、同時に本事業設備の使用や訪日教員が日本で

学んだことの実践による研究成果、産学連携・社会サービスが貢献している事例を報

告している。例えば河南農業大学では、訪日教員が、本事業設備（各種分析装置等）

と日本で学んだ研究の視点を生かし、河南省林業庁のすべてのプロジェクトに対する

技術サポートを実施している。生態系環境の二つの研修コースも開催したとのことで

ある。 
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3.3.2 その他、正負のインパクト 

(1) 自然環境へのインパクト 

負の影響は確認されなかった。本事業の環境影響評価（EIA）は審査時までに各大

学が実施して省または所在市の環境保護局の承認を受けており、中国国内での手続き

は終了していた。校舎建設に伴う騒音、振動、粉塵や施設利用に伴う汚水が予見され

たものの、いずれも小規模なものとされた。事業実施中及び事業完成後も、各校とも

必要な排気、排水、騒音対策とともに環境モニタリングを計画どおり実施していると

のことである。 

 

(2) 住民移転・用地取得 

審査時に計画されたとおり、住民移転・用地取得は発生しなかった。 

 

(3) 日本の大学との交流の強化 

日本の大学との交流の強化へのインパクトが確認された。それまで交流がなかった

本邦大学との関係が構築されたケースと、以前から関係のある大学との関係が強化さ

れたケースがある。もっとも学校レベルでの協力まで至るケースは、日本の受入校が

すでに中国の他の大学と協定を結んでいることなどにより少なく、多くは学部または

教員レベルでの、受入教員の招待講演や学生の留学派遣、共同研究のようである。 

個別の交流の成果については表 7 に記したが、聞き取りを行った研修参加教員のほ

とんどが、日本の大学での教育・研究活動の綿密さや日本人のまじめさに強い印象を

受け、また日本への親しみが増したと語った。一般的に研修先としては欧米が好まれ

る傾向にあるが、本事業に参加した教員の多くは、日本での研究や生活について同僚

や学生に話し、理解が深まっているとのことだった。例えば河南科技大学では、専門

科目「日本文化」を開設し、訪日研修参加教員等が交代で講義しているとのことであ

った。 

さらに日本を越えた国際交流へのインパクトとして次の例がみられた。鄭州軽工業

学院では、人材育成（訪日研修）の成果にかんがみ、学校として今後、毎年 15 人以上

を海外に研修に送り出すプログラムを開始する予定である。これまでに海外との交流

の基礎ができたので、1～2 年間の訪問学者、研究、学位等を進めているとのことであ

った。 

 

以上より、本事業の実施により概ね計画どおりの効果の発現が見られ、有効性・イ

ンパクトは高い。 
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3.4 効率性（レーティング：②） 

3.4.1 アウトプット 

アウトプットの達成度は本報告書末尾の「主要計画・実績

比較」のとおりである（大学ごとの施設建設面積は表 3 に記

載）。ハード面については施設建設の場所や調達資材の内容、

教育研究設備の内容や設置場所に若干の変更があったものの

概ね計画どおりに産出された。河南財経政法大学では、旧キ

ャンパスに建設予定であった図書館を新キャンパスに建設す

ることになり、この計画変更に伴う遅れにより建物としては

未完成である。もっとも、本事業対象分である基礎部分の鋼

材調達は完了して基礎も完成している。また、事業遅延のた

め生産停止になった設備のキャンセルが鄭州大学、河南大学、

河南理工大学で若干発生した。 

ソフト面については、訪日研修への高いニーズを反映して研修人数が計画数を大き

く上回った。日本からの専門家招聘は、中国人教員を日本に送ることが優先されたた

め、取りやめとなった。 

 

   
マルチメディアシステム。 

2006 年設置の古いものだがアッ

プグレードして使っている。 
（河南財経政法大学） 

国際規格の 
バスケットボールのゴールと 

電光掲示板。 
（信陽師範学院） 

高速液体クロマトグラフ

（HPLC）。有用であったので 
自費で追加購入した。 

（河南農業大学） 

 

3.4.2 インプット 

3.4.2.1 事業費 

下表のとおり、総事業費は 8,489 百万円（うち円借款は 4,556 百万円）で計画内に

収まった（計画比 99％）。 

 

 
図書館に設置したデータ 
サーバー室。セキュリティや

衛生を厳しく管理。 
訪日教員が最適化設計を

行った。（河南科技大学） 
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表 9 事業費の計画と実績 

 
計画（審査時） 実績 

外貨 内貨 合計 外貨 内貨 合計 

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) 

1. 施設建設 903 2,791 3,694 885 2,990 3,875 

2. 教育設備整備  3,263 786 4,049 3,364 893 4,258 

3. 研修等 217 65 282 300 48 349 

4. 物価上昇費 92 11 103 0 0 0 

5. 予備費 224 183 407 0 0 0 

合計 4,699 3,836 8,535 4,550 3,933 8,483 
出所：JICA 内部資料、実施機関質問票回答   
注：実績額は貸付実行チャージを除くため、合計額は本文と一致しない。また百万円未満切捨てのた

め、内訳と合計額が一致しない箇所がある。為替レートは計画額 1 人民元＝15 円、実績額 13.8 円。 

 

3.4.2.2 事業期間 

事業期間は表 10 に示すとおり 128 ヶ月超であり審査時計画（36 ヶ月）を大幅に上

回った（計画比 356％超）。理由は次のとおりである。 

・ 建物建設：キャンパス立地調整による建物建設の遅れ（河南農業大学、河南財

経政法大学）。 

・ 設備調達：重症急性呼吸器症候群（SARS）による調達開始の遅れ（24 ヶ月）、

それにより、2003 年に決定した調達設備のモデルや仕様が変更され再設定が必

要になったこと、人民元の対円レート上昇（2007 年）が調達業者の為替リスク

負担能力を超えたことと 22 省で円借款による人材育成事業が同時進行し、限ら

れた物資調達ルートに案件が集中したことによる調達の遅延、調達プロセスが

長期にわたったことで、生産終了した設備の再契約や関税免除手続きに時間が

かかったこと。 

・ 研修：SARS による開始の遅れ（6 ヶ月）、研修人数の増加。 

 

表 10 事業期間の計画と実績（2013 年 10 月現在） 

 計画（審査時） 実績 

借款契約調印 2003年3月 2003年3月 

施設建設 2004年12月 未完成 

設備調達 2005年12月 2010年12月 

研修等 2006年3月 2011年7月 

事業完成（事業期間） 2006年3月（36ヶ月） 未完成（128ヶ月超） 
出所：JICA 内部資料、実施機関質問票回答   

 

3.4.3 内部収益率（参考数値） 

本事業の性格等にかんがみ、内部収益率は算定しない。 

 



 18 

以上より、本事業は事業費については計画内に収まったものの事業期間が計画を大

幅に上回ったため、効率性は中程度である。 

 

3.5 持続性（レーティング：③） 

3.5.1 運営・維持管理の体制 

審査時の計画どおり、本事業で整備された施設・設備の運営・維持管理は各大学が

行い、実施機関である河南省教育庁はこれを監督する。いずれの対象校も、本事業の

施設・設備は大学の固定資産に組み込んでおり、大型設備維持管理資金管理手順、実

験教育作業条例、固定資産管理手順等にて運営・維持管理制度を整備し、責任と手順

を定義している。関係機関の役割は明確で、要員数にも問題は見られない。 

 
3.5.2 運営・維持管理の技術 

各大学とも保守点検を定期的に行っており、必要に応じてサプライヤー等業者に修

理を委託するなど、技術面で特段の問題は生じていない。大型の実験装置や精密な測

定・分析装置は専任の実験室技術者が操作・維持管理を一元的に行うことで、必要技

術が確保されている。いずれの学校も、個別装置のマニュアルや注意事項を装置の近

くに見えやすいように掲示している。また精密装置の運営・維持管理担当教員はメー

カーから必要な技術研修を定期的に受けているとのことであった。 

 
3.5.3 運営・維持管理の財務 

対象校は、いずれも省政府に所属しており、予算は国または省からの補助金（財政

支出）及び授業料等自己収入からなる。財務データは部分的にしか入手できなかった

が、省教育予算、大学予算ともに安定して推移しているか増加傾向にあり（表 11、表

12）、聞き取り調査に基づけば必要な運営・維持管理予算は大学予算の中で確保され

ている 20。本事業で調達した主要設備のうち、運転予算や修理予算の不足を理由とし

て使用されていなかったものはみられなかった。 

 
表 11 河南省財政支出実績 

単位：万人民元 
 2010 年 2011 年 2012 年 
支出総額 34,161,400 42,488,200 50,063,990 
うち 
教育支出 

6,093,700 8,571,400 11,065,094 

出所：教育庁統計より作成 
 

表 12 対象大学の維持管理費 
単位：万人民元 

 2010年 2011 年 2012 年 
河南師範大学 100 120 150 
河南農業大学 65 65 85 
河南科技大学 20 21 23 
河南理工大学 709 658 605 
河南中医学院 20 20 20 
信陽師範学院 106 106 106 
商丘師範学院 77 89 122 
出所：各大学質問票回答 

                                                        
20 金額データは入手できなかったが、各大学で、試験サービス等設備利用による収入も維持管理

に用いられているとのことであった。 
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3.5.4 運営・維持管理の状況 

各校とも、本事業で整備した設備は学校の整備管理台帳に登

録して管理している。主要施設・設備の状態は概ね良好である

ことを目視及び機材ごとの使用記録・点検記録で確認した。ほ

とんどの実験室で、機器を使用する度に、使用者が機器の状態

を使用記録とともに記録することとなっている。各校とも、不

具合は自力で、またはメーカーに送るか訪問修理で都度対応さ

れている。消耗品の購入やストックも、生産されているもので

あれば問題はないとの各校の回答であった。 

 

以上より、本事業の維持管理は体制、技術、財務状況ともに問題なく、本事業によ

って発現した効果の持続性は高い。 

 

4. 結論及び提言・教訓 

4.1 結論 

本事業は河南省の主要 11 大学にて施設・設備の整備と教員の研修により教育・研究

改善を図ることを目的とし実施されたものである。中国及び河南省の高等教育人材政

策に沿い、大学の量的・質的拡充への開発ニーズに応えるともに日本の援助政策とも

合致しており、高い妥当性を有する。事業の結果ニーズは充足され、実験の増加等に

よる教育活動向上、先進的設備や研修の成果を生かした研究活動の向上と、これらを

通した重点産業の推進や環境保全への研究成果の活用が認められ、有効性・インパク

トは高い。効率性については、事業費は計画内に収まったものの、事業期間は、立地

調整による建物建設の遅れ等により計画を大幅に上回ったため、全体としては中程度

であった。持続性は、体制面、技術面、財政面ともに問題なく、設備・施設の良好な

運営・維持管理が確認されたため高い。 

以上より、本プロジェクトの評価は非常に高いといえる。 

 

4.2 提言 

4.2.1 実施機関への提言 

(1) 今後も本事業の施設・設備の教育・研究への適切な活用及び日本との交流から

得られた知見の波及を継続していくこと。 

(2) 未完の建物の早期完成。 

 

4.2.2 JICA への提言 

本事業により育成された、日本への高い理解を持った高等教育人材（対象校の教員）

を、将来の中国との協力事業のリソースパーソンとして位置づけ、情報を保管してお

く。現在、他省で実施中の人材育成事業のために継続運営されている人材育成事業ホ

 
単結晶 X 線回折装置

（XRD）。ほぼ 24 時間

稼働。教員と院生がメ

ンテナンスをしてお

り、状態は良好。 
（河南大学） 
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ームページの活用（事業が完了した省の情報を更新したり、上記人材からの投稿を受

け付けるなど）も一案である。 

 

4.3 教訓 

(1) 成果が上がる教員研修を計画する 

本事業では、一人でも多くの教員を日本に派遣するため、半年程度の研修期間が最

も多かった。しかしそのような短期間の訪日研修では研究の深化は望めないため、研

修をどう生かすかのビジョンを計画時から持っておくべきである。例えば、人数を絞

り込んで 1 年以上の滞在とする、半年の滞在で効果が出るテーマを設定する、中国人

の教員がいる受入先に派遣して言葉の壁を取り除く、他資金や自費を使ってでも延長

や再訪問して研究を完遂する意志がある教員を選定する、帰国教員が持ち帰ったコン

タクトを大学が組織としての交流につなげていく体制を想定する、帰国教員の再訪問

や受入教員の中国訪問に対する JICA の支援体制（受入校への働きかけ、情報や機会

の提供等）の構築、といった対応が考えられる。本事業でも結果的にこれらの幾つか

が実現しているが、計画時からより明確な意図をもって人材育成を計画することで効

果が拡大すると思われる。 

 

(2) 多くの開発事業を実施している中での事業効果のとらえ方 

大規模な大学は数多くの開発事業を実施しているため、協力の必要性があったとし

ても、評価の視点からはその事業独自の効果が判断しづらい。審査時に事業効果につ

いて検討する際には、他事業と合わせての全体的な効果を想定する、特定学部の実験

室の構築、等相手国のニーズや事業の性質に沿って目的を明確化して投入を集中させ

る等の検討を行い、案件形成する必要がある 21。 

 

以上 

 

                                                        
21 今回は結果的に両者を組み合わせて評価しているが、審査時にはそのような想定がなかったた

め、限定的な計画実績比較とならざるを得なかった。 
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主要計画／実績比較  

項  目  計  画  実  績  

①アウトプット  

(a) ハード面改善  

i) 校舎等建設  

 

 

ii) 教育設備整備  

 

 

 

 

 

(b) ソフト面改善  

日本での研修または

日 本 からの専 門 家

受入  

 

対象：河南省11大学  

 

教育棟等4校計8棟  

計167,000 m2 

 

物理学、化学、生物学、環境

工学、電気工学、物理化学、 

化学工学、中医学、地理学、教

育科学、マルチメディア、 

キャンパスネット関連他  

 

計232人  

（うち16人は日本からの  

専門家受入）  

対象：計画どおり  

 

教育棟等3校計6棟  

計195,753 m2が完成  

 

分野は計画どおり  

計1,050品目9,539点  

 

 

 

 

計82本邦大学等、計318人  

（日本からの専門家受入は0） 

②期間  

 

 

2003年3月～  

   2006年3月  

（36ヶ月）  

 

2003年3月～  

2013年10月現在未完成  

（128ヶ月超）  

③事業費  

  外貨  

 

  内貨  

 

 

  合計   

  うち円借款分  

 

  換算レート  

 

4,699百万円  

 

3,836百万円  

（258百万人民元）  

 

8,535百万円  

4,699百万円  

 

1人民元＝15円  

（2002年9月現在）  

 

 

4,556百万円  

 

3,933百万円  

（285百万人民元）  

 

8,489百万円  

4,556百万円  

 

1人民元＝13.8円  

（2004年～2011年平均）  
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