
案件別事後評価（内部評価）評価結果票：技術協力プロジェクト
評価実施部署：ガーナ事務所（2016 年 1 月）

国名
技術教育制度化支援プロジェクト

ガーナ共和国

Ⅰ 案件概要

事業の背景

ガーナでは、複数の省庁が異なった訓練施設を用いて独自の技術教育・職業訓練（Technical and 
Vocational Education and Training：TVET）を実施しており、教育訓練の内容やレベルに一貫性がなく、
また内容も理論中心であるため、産業界が求める人材を育成することが困難な状況にあった。

2000 年～2001 年に、JICA はガーナで「技術教育計画開発調査」を実施し、産業界の人材育成戦略の
一環として、所要の技能を獲得する需要主導型 TVET を導入することを提言した。ガーナ政府はこの
提言を基に、TVET 政策に職能基準訓練方式（Competency-Based Training：CBT 方式）を取り入れた需
要主導型 TVET を採用し、2006 年には技術教育・職業訓練評議会（Council for Technical and Vocational 
Education and Training：COTVET）設立法が国会で可決され、TVET に係る監督・調整機関として COTVET 
が設置されることとなった。

事業の目的1

本事業は、COTVET 及びその関連機関の設立と TVET 実施に係る運営メカニズムの改善を通して、
首都であるアクラ内外の TVET 機関に CBT 方式の需要主導型 TVET を導入するために、COTVET 及び
関連機関の実施能力を強化することを目的とし、それによって CBT 方式を導入する TVET 機関の増加
及び技能資格認定制度の運用を目指した。これを踏まえ、本事業の計画表では、以下の目標が設定され
た。

1. 上位目標：（2016 年末までに COTVET により実現されることとして）1) CBT 方式を導入する TVET
機関が増加する。2) 技能資格認定制度が運用される。

2. プロジェクト目標：アクラ内外の TVET 機関に CBT 方式を導入するために COTVET 及びその関連
機関の実施能力を強化し、それが COTVET 下での正式な国家 TVET 資格認定の枠組みと技能資格
認定制度につながる。

実施内容

1. 事業サイト：アクラ
2. 主な活動：COTVET 及び常任委員会(注)の設立支援、ガーナ版統一 CBT モデルの開発、機械工学

分野の職能基準及び技能資格認定制度の開発、カリキュラム開発及び CBT 方式訓練のパイロット
用ガイドラインの作成、パイロット校での機械工学分野のカリキュラム、実施ガイドライン、訓練
教材等の開発、開発した訓練教材等を使用したパイロット訓練の実施など

(注)国家技術職業教育・訓練資格認定委員会、訓練品質監督委員会、産業諮問委員会
3. 投入実績

日本側
(1) 専門家派遣 16 人
(2) 研修員受入 19 人
(3) 機材供与 パイロット校での必要な機材等
(4) その他 テクニカルオフィサー（ローカルス

タッフ）18 人

相手国側
(1) カウンターパートの配置 20 人
(2) 土地・施設提供 専門家執務スペース、電気・

水道
(3) ローカルコスト負担 パイロット校でのワー

クショップ費用等

事前評価年 2007 年 協力期間
2007 年 4 月～2011 年 12 月
（うち延長期間：2011 年 4 月～2011 年 12 月）

協力金額 710 百万円

相手国実施機関
技術教育・職業訓練評議会（COTVET）、国立職業訓練センター、アクラ技術訓練センター、アクラ・
ポリテク

日本側協力機関 株式会社パデコ
Ⅱ 評価結果
留意事項 1：プロジェクト目標及び上位目標の達成に関し、各目標に設定された指標とその実績については巻末の別添を参照。

留意事項 2：上位目標の達成時期は 2016 年末に設定されているが、事後評価時点（2015 年）での達成状況を基に評価判断を行っている。ま

た、上位目標 2 に係る指標がもともと設定されていなかったため、本事後評価では補完指標を追加し、上位目標 2 の達成については補完指

標と目標自体の内容を基に判断している。

1 妥当性

【事前・事業完了時のガーナの開発政策との整合性】
国家開発計画である「第2期成長及び貧困削減戦略」（2006年～2009年）「成長と開発アジェンダ」（2010年～2013年）、

教育開発計画である「教育戦略計画」（2003年～2015年）「教育戦略計画II」（2010年～2020年）における①産業界の人材育
成、②生産性と雇用のための人材の重要性、③TVET政策を通じたTVETの開発と強化に関する開発政策に合致していた。
【事前・事業完了時のガーナにおける開発ニーズとの整合性】

本事業は、産業界のニーズに適合する技術レベルに見合うようTVET機関での技術教育の質を向上させるという需要を満た
すものであった。
【事前評価時における日本の援助方針との整合性】

対ガーナ国別援助計画（2006年6月）における重点分野のうち「産業人材育成」に合致していた。
【評価判断】

以上より、本事業の妥当性は高い。

2 有効性・インパクト
【本事業のプロジェクト目標の事業完了時点における達成状況】

プロジェクト目標は完了までに達成されたと判断される。事業完了までの間に、パイロット校として国立職業訓練センター、

                                           
1 本事業の終了時評価調査報告書に記載されている上位目標、プロジェクト目標及びそれらの指標の和文の文言は、英文のものと表現内容

が異なるため、本結果票では英文の記載に合わせて上位目標、プロジェクト目標、各指標の文言を修正している。



アクラ技術訓練センター、アクラ・ポリテクの3校が選定され、それぞれ機械工学分野における電気／電子工学、溶接、プラ
ント・エンジニアリングの職能基準とCBTコースの訓練パッケージが開発され（指標1）、各パイロット校で訓練生がそれぞれ
のCBT方式の訓練コースを受け（指標2）、各パイロット校における訓練生のコース修了率も100％を達成した（指標3）。さらに、
COTVETの設立は完了し、TVETセクターにおけるリーダー機関として、COTVET職員は自身の職務を遂行できるようになった
（指標4、指標5）。
【本事業の効果の事後評価時点における継続状況】

事業完了後もCOTVETはTVETセクターにおける統括機関として関係者から認識されており、各職員は職務を遂行する上で
特に問題は抱えていない。事業により開発されたCBTコースの訓練パッケージはパイロット3校において引き続き使用されてお
り、事業後に137人の訓練生がCBT方式の訓練コースを受けており、彼らのコース修了率も100％を維持している。
【本事業の上位目標の事後評価時点における達成状況】

上位目標は2016年末の達成を予定しているが、2015年の事後評価時点で達成状況は順調であると判断される。上位目標1の
「CBT方式を導入するTVET機関が増加する」は2015年時点でほぼ達成しており、CBT方式の訓練を実施しているTVET機関は
事業期間中の3機関から事後評価時点で17機関に増加し、さらに57機関がこれから実施することを正式に決定している。機械
工学以外の分野における産業諮問委員会の下位委員会の数及びCBT方式による需要主導型TVETの導入数も、それぞれ事業後
に0から17に増えている。それに伴いCBT方式の訓練を受けた訓練生の数も順調に増えているが、上位目標1を完全に達成する
ためにも、COTVETは今後より多くのCBT用の訓練教材を作成していく必要がある。COTVETは現在、他ドナーの事業を通し
てCBT方式を広めており、上記の達成は本事業に加えて他ドナーのTVET関連事業による貢献も大きい。上位目標2の「技能資
格認定制度が運用される」に関しては達成途上であり、（補完指標として設定した）認定制度自体は2012年に正式に承認・法
制化されたが、事後評価時点で実際の運用にはまだ時間を要している。COTVETは現在、制度の本格的な運用に向けて準備を
行っており、上位目標2の完全な達成に向けて、CBTファシリテーターや資格査定人の登録・派遣等のプロセスを示したマニュ
アルの整備や、それらを担うTVETの提供機関や資格認定機関も整備する必要がある。
【事後評価時点で確認されたその他のインパクト】

事業による正のインパクトとして、パイロット3校でCBT方式による訓練コースを受けたすべての訓練生がコース修了後に雇
用を得ており、彼らのほとんどはコース期間中に実習経験を行った企業に就職している。加えて、COTVETは西アフリカ諸国
経済共同体メンバーの国々の指導員に対する研修を実施しており、各組織で基準を作れるように、CBT方式の訓練や教材の開
発についての指導を行っている。一方、本事業により自然環境、社会環境等への負のインパクトは確認されていない。
【評価判断】

以上より、本事業は事業期間中にCOTVETの実施能力強化及びパイロット3校でのCBT方式の訓練コースの実施を達成し、事
業後にCBT方式を導入するTVET機関の増加及び技能資格認定制度の正式承認化も達成している。さらに、COTVETが西アフリ
カ諸国経済共同体メンバーの国々に対してCBT方式を普及しているなどの正のインパクトも確認されている。よって、本事業
の有効性・インパクトは高い。

3 効率性

本事業は、事業開始後のCOTVETの常任委員会及び事務局設立の遅延及びそれに伴うパイロット活動の遅延、専門家の派遣
形態の変更等の原因により、COTVETの実施能力及びCBT方式のTVETを導入するための体制をさらに強化する必要があったこ
とから、協力金額は計画を大幅に上回り（計画比：182％）、協力期間も計画を上回った（計画比：119％）。よって、効率性
は低い。

4 持続性

【政策・制度面】
現在の国家中期開発政策である「成長と開発アジェンダ2」において、教育セクションの下でTVETの開発と推進が重要な教

育戦略として強調されている。「教育戦略計画II」（2010年～2020年）においても、TVET政策を通じたTVET強化の重要性が
維持されている。また、COTVET法の立法文書2195、COTVET法令718、国家教育セクター年間レビューにおいて、CBTの普及
が明確に示されている。
【体制面】

COTVETの事務局（常任委員会を除く）には現在、36名の職員と55名の契約職員が所属しており、COTVETが実施する様々
な事業に従事している。COTVET関係者によると、現在の職員数に不足はないが、COTVETの職務が年々増していることを考
慮すると、今後職員の数をもっと増やす必要があるとのことである。事業後、COTVETの機能をより強化し、拡大する職務に
対応していくため、「スキル開発ファンド委員会」「国家徒弟制度委員会」の2つの常任委員会が増設されている。
【技術面】

事業期間中に専門家から技術移転を受けたCOTVET職員は、現在も局長以外はすべて引き続き勤務している。事業後に赴任
した新任職員に対しては、OJT、職員用オリエンテーションプログラム、職員研修、訓練コースの管理等を通して既存の職員
からスキルやノウハウ等が伝えられている。COTVET職員は現在、パイロット3校以外のTVET機関の教員に対してトレーナー
研修を行っており、この研修により養成されたトレーナーは、事業期間中の2010年に103人、2011年に109人、事業後の2012年
に80人、2013年に202人、2014年に160人、2015年に160人（予定）となっている。また、事業期間中に専門家から技術移転を
受けたパイロット3校の教員及びCBTファシリテーターのほとんどは、それぞれ引き続き勤務している。
【財務面】

教育省傘下の実施機関であり、教育戦略計画及び教育改革の実施推進主体でもあるガーナ教育サービスの予算のうち、TVET
用に配賦されている予算は全予算のわずか1.2％であり、この予算額はガーナに広くCBT方式を普及させるには不十分な額であ
る。加えて、パイロット3校には管理予算以外にCBT用の予算は特に配賦されていない。本事業により3校に供与された機材の
維持管理費については、各校の内部資金により捻出されている。
【評価判断】

以上より、実施機関の財務面に課題があると判断され、本事業によって発現した効果の持続性は中程度である。
5 総合評価

本事業ではプロジェクト目標が期間内に達成され、2016 年末に達成を予定している上位目標も達成されることが見込まれ
る。COTVET の主導により CBT 方式の需要主導型 TVET を導入・実施するための制度が事業により整備され、ガーナにおい
て CBT 方式を導入する TVET 機関も増加しつつある。しかしながら、今後ガーナのすべての TVET 機関に対して CBT 方式を
導入させるのに必要な予算は十分でなく、今後の普及用の予算も不確かな状況であり、財務面の持続性に課題がみられる。加



えて、COTVET の実施能力及び CBT 方式の TVET を導入するための体制をさらに強化する必要があったことから事業期間が
延長され、事業の協力金額及び協力期間とも当初の計画を上回った。

総合的に判断すると、本事業は一部課題があると評価される。

Ⅲ 提言・教訓

【実施機関への提言】

1. COTVET はパイロット 3 校に対し、ドナー資金など新たな資金を獲得させるような対策をとるべきである。

2. COTVET は今後、すべての TVET 関連分野における職能基準が開発されるよう TVET セクター全体を支援していくべきで

ある。

3. 事業の効果をより高め、2016 年末までに完了させるため、COTVET は 2015 年中に TVET 技能資格認定制度の下での CBT
認定を整備するよう関連活動を迅速化していくべきである。

4. CBT のプログラムは、CBT 認定の登録及び最も高い認定レベルへの移行を促進するため、2016 年までにすべての認定レベ

ルにおいて開発されるべきである。

5. パイロット 3 校は CBT 方式の訓練コースを維持するため、それぞれが持つリソースを利用して独自に資金を生み出すよう

な努力を行うべきである。

6. より多くの CBT 訓練教材が作成されるようにするためにも、CBT の教材作成者に対して賃金を支払い、モチベーションを

上げる方策を取るべきである。

【JICA への教訓】

本事業においてマニュアルや教材等の作成に従事した CBT ファシリテーターに対する支払いに関し、日本側・ガーナ側双方

に認識の違いがあり、COTVET は彼らに対する支払いは JICA が行うものと思っており、JICA は COTVET の責務であると思

っていたため、結局どちらからも支払われていなかったことが事後評価時点で分かった。これにより事業後、彼らが新しい教

材を開発するモチベーションの低下につながったため、事業開始前に支払いに関する双方の合意を取り付けておく必要があっ

たといえる。

アクラ技術訓練センターでの CBT コースの座学授業 CBT コースのワークショップでの実技訓練



別添

プロジェクト目標及び上位目標の達成度

目標 指標 実績

プロジェクト目標

アクラ内外の TVET 機

関に CBT 方式を導入す

るために COTVET 及び

その関連機関の実施能

力を強化し、それが

COTVET 下での正式な

国家 TVET 資格認定の

枠組みと技能資格認定

制度につながる。

(指標 1)パイロット校にお

いて使用する機械工学分野

の職能基準と訓練パッケー

ジ（カリキュラム、シラバ

ス、モジュール、教材等）

が開発される。

達成状況：達成

（完了時点）パイロット 3 校において、それぞれ機械工学における電気／電子工学、

溶接、プラント・エンジニアリングの 3 分野の職能基準と CBT 方式の訓練コース

のパッケージが開発された。

（事後評価時）事業で開発された CBT 方式の訓練コースは現在もパイロット 3 校

で実施されており、各種教材等も使用されている。

(指標 2)各パイロット校で

訓練生がCBT方式による訓

練を受ける。

達成状況：達成

（完了時点）事業期間中、パイロット 3 校で計 191 人が CBT 方式の訓練コースを

受けた。

（事後評価時点）事業後、パイロット 3 校で計 137 人が CBT 方式の訓練コースを

受けている。

(指標 3)CBT 方式の訓練コ

ースを受けた訓練生のコー

ス修了率が、従来型訓練を

受けた生徒の修了率よりも

高くなる。

達成状況：達成

（完了時点）パイロット 3 校での CBT 方式の訓練コースを受けた訓練生の修了率

はそれぞれ 100％であったのに対し、同 3 校における従来型の訓練コースを受けた

訓練生の修了率は、国立職業訓練センターが 75％、アクラ技術訓練センターが

75％、アクラ・ポリテクが 100％であった。

（事後評価時点）現在のパイロット 3 校での CBT 方式の訓練コースを受けた訓練

生の修了率は、それぞれ 100％を維持している。

(指標 4)COTVET の設立が

完了し、TVET セクターに

おけるリーダーとして認識

される。

達成状況：達成

（完了時点）COTVET の設立が完了し、TVET セクターにおけるリーダー機関とな

った。

（事後評価時点）パイロット 3 校及びそれらの訓練生を受け入れた民間企業 2 社へ

のインタビューによると、COTVET は TVET における統括機関として認識されて

おり、TVET セクターにおけるリーダーとして関係機関から受け入れられている。

(指標 5)COTVET 職員が組

織の規定の職務を遂行する

ことができる。

達成状況：達成

（完了時点）COTVET 職員は規定の職務を遂行できるようになった。

（事後評価時点）COTVET 職員は職務の遂行にあたって特に問題は抱えていない。

上位目標

（2016 年末までに）

1. CBT 方式を導入する

TVET 機関が増加す

る。

(指標 1-1)国家 TVET 資格認

定の枠組みにおける資格レ

ベル別の訓練教材数

達成状況：部分的に達成

（事後評価時点）現在の国家 TVET 資格認定の枠組みにおける資格レベル別の訓練

教材数は、6 種類。国家 TVET 資格認定の実用化には、資格レベル別の訓練教材を

作成する前に数多くのプロセスを踏む必要があり、COTVET は現在、より多くの

CBT 訓練教材を作成しているところであるが、事業期間中に教材作成者に対して

作成賃金が支払われなかったことから彼らの新教材作成に対するモチベーション

は低下している。

(指標 1-2)CBT方式の訓練を

実施している TVET 機関数

達成状況：達成

（事後評価時点）現在 CBT 方式の訓練を実施している TVET 機関数は、パイロッ

ト 3 校を含む計 17 校であり、57 校が順次実施することを正式に決定している。こ

れらの TVET 機関を所管する省庁は、ガーナ教育サービス、食糧農業省、道路交通

省、エネルギー省、スキル開発イニシアティブ、教育省など。

(指標 1-3)機械工学以外の分

野における産業諮問委員会

の下位委員会の数が増加す

る

達成状況：達成

（事後評価時点）機械工学以外の分野の産業諮問委員会の下位委員会の数は、事業

完了時の 0 から 17 に増えている。

(指標 1-4)CBT方式の訓練を

受けた訓練生の数が 2011年
3 月から 2016年までに 30％
以上増加する

達成状況：部分的に達成

（事後評価時点）パイロット 3 校以外の TVET 機関における CBT 方式の訓練を受

けた訓練生の数は事後評価において入手できなかったが、CBT 方式を導入した

TVET 機関の数は事業完了時の 3 校から現在は 17 校に増加しているため、訓練生

の数は 30％以上増加していると考えられる。

(指標 1-5)機械工学以外の分

野におけるCBT方式による

需要主導型 TVET の導入数

が増加する

達成状況：達成

（事後評価時点）機械工学以外の分野における CBT 方式による需要主導型 TVET
の導入数は、事業完了時の 0 から 17 に増えている。

2. 技能資格認定制度が

運用される。

(補完指標)ガーナ TVET 技

能資格認定制度が正式に承

認される

達成状況：達成

（事後評価時点）ガーナ TVET 技能資格認定制度は、2012 年に COTVET 法の立法

文書 2195 として正式に承認されたが、制度の運用にはまだ時間を要し、現在

COTVET が制度の運用に向けて準備を行っている。

出所：JICA 内部文書、COTVET、国立職業訓練センター、アクラ技術訓練センター、アクラ・ポリテク関係者へのインタビュー等


