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評価調査結果要約表 
 

１．案件の概要 

国名：メキシコ合衆国 案件名：プラスチック成形技術人材育成プロジェクト 

分野：産業開発 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：産業開発・公共政

策部 
協力金額：（終了時評価時点）5 億 3,000 万円 
※ただし、2014 年度 10 月末までの執行見込み額を含む。 

協力期間： 
（R/D：2010 年 7 月 20 日） 
2010 年 10 月～ 
2014 年 10 月（4 年間） 

先方関係機関：職業技術教育活性化センター（CNAD） 

日本側協力機関：株式会社日本開発サービス 

他の関連協力：特になし 

１－１ 協力の背景と概要 
メキシコ合衆国（以下、「メキシコ」と記す）は、国民１人当たりGDPが9,935米ドル（2008

年）の経済協力開発機構（OECD）加盟国であるが、国内にさまざまな開発問題を抱え、経済

格差是正と貧困削減が大きな課題となっている。 
わが国の対メキシコ国ODA基本方針では、日・メキシコ経済連携協定（日・墨EPA）が発効

され二国間経済関係が緊密化しているなかで、メキシコ国進出日本企業にとっても有益となる

「中小企業・裾野産業育成」分野での支援を行うことで、同国の経済社会開発に貢献すること

が掲げられている。 
プラスチック産業は自動車部品や電子・電気部品を製造する裾野産業として関連企業総数

3,500社（登録企業数）が存在し、他産業同様に中小零細企業が多く、企業レベルの向上が重要

課題となっている。同産業界の雇用規模15万人の直接雇用と100万人の間接雇用に対して、一定

の技術レベルをもつ労働力の供給が需要に追い付いていない状況にある。同産業界の労働人材

を①技術者・エンジニア、②中間技術者・スーパーバイザー（職工長やライン長）、③単純労働

者・機械のオペレーターの 3 種に分けた場合、②中間技術者・スーパーバイザーの育成が不足

しており、同産業界としては一定の技術レベルをもつ中間技術者をコンスタントに確保したい

強い要望がある。 
一方、中間技術者を供給する工業高校にはプラスチック成形技術コースが存在せず、同技術

を指導できる教員も育成されていないために、産業界の要望に応えられない状況にある。かか

る状況下、メキシコ国政府はわが国に対して、工業高校にプラスチック成形技術コースを新設

するために必要な協力を要請し、2010年10月より2014年10月までの 4 年間の予定で「プラスチ

ック成形技術人材育成プロジェクト」が実施されている。 
2012年10月に実施した中間レビュー調査においては、各活動が順調に進捗していること、５

項目評価は（インパクトを除き）高いかおおむね高いことが確認された。 
2014年10月のプロジェクト終了を控え、プロジェクト活動の実績、成果を評価、確認すると

ともに、今後のプロジェクト活動に対する提言及び今後の類似事業への教訓を導くことを目的

として本終了時評価調査が実施された。 
 
１－２ 協力内容 

本プロジェクトは、メキシコにおいて質の高い中間技術者をプラスチック産業界に供給する

ことをめざし、職業技術教育活性化センター（CNAD）が工業高校のプラスチック成形技術担
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当教員を養成する能力を強化するために、①専門家によるCNADインストラクターの能力強化、

②工業高校のプラスチック成形技術コース担当教員研修用カリキュラムの見直し・承認を行う

仕組みの構築、③工業高校のプラスチック成形技術コース担当教員向け研修の実施体制の構築、

④工業高校のプラスチック成形技術コース担当教員用カリキュラムの開発、⑤CNAD及びモデ

ル工業高校における官民連携活動の強化を行うものである。 
 

（１） 上位目標 
工業高校が質の高い労働力をメキシコ国のプラスチック産業界に供給することに貢献す

る。 
 
（２） プロジェクト目標 

CNAD においてプラスチック射出成形技術に関わる教員育成機能が向上する。 
 
（３） 成 果 

１． CNAD インストラクターがプラスチック射出成形技術を工業高校教員に指導できる

ようになる。 
２． CNAD にて、工業高校教員を研修するため、プラスチック産業界のニーズに見合っ

たプラスチック射出成形技術カリキュラムが作成される。 
３． CNAD の工業高校教員向けプラスチック射出成形技術研修コースが効率的に運営さ

れる。 
４． モデル工業高校に新たに設置予定のプラスチック成形技術コースのうち射出成形技

術部分（科目や実習）がプラスチック産業界のニーズに見合うよう作成･改善される。 
５． CNAD 及びモデル工業高校のプラスチック産業界との連携を促進する能力が強化さ

れる。 
 

（４） 投入（終了時評価時点） 
＜日本側＞ 

短期専門家派遣：6 名 
機材供与：約 73 万 8,550 米ドル 
研修員受入：9 名 
ローカルコスト負担：約 5,100 万円 

＜メキシコ国側＞ 
カウンターパート配置：11 人   
施設提供：CNAD 内の専門家用執務室、その他必要に応じた施設提供 
ローカルコスト負担：約 49 万 6,235 メキシコペソ 

２．評価調査団の概要 

調査者 ＜日本側＞ 

総括 荒井 浩 JICA 産業開発・公共政策部 参事役 

協力企画 向井 直人 JICA 産業開発・公共政策部 
民間セクターグループ第２チーム 企画役 

評価分析 小泉 香織 有限会社アイエムジー アナリスト 
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＜メキシコ国側＞ 

Mr. Efraín del Ángel Ramírez 
外務省（SRE）国際開発協力庁（AMEXCID） 
アジア太平洋地域二国間協力課 課長 

Ms. Lorena García Nava 同課 リーダー 

Ms. Tania Evelyn Sánchez Hernández 同課 

Mr. Samuel Alcantar Varela CNAD 総務部長 

調査期間：2014 年 8 月 10～ 30 日 評価種類：終了時評価 

３．評価結果の概要 
３－１ 実績の確認 
（１） 成果の達成状況 

１）成果１：CNADインストラクターがプラスチック射出成形技術を工業高校教員に指導

できるようになる。 
成果１は、2 つの指標がともに達成されたことにより達成済みと判断される。 
専門家による 9 人の CNAD インストラクターへの研修は、2014 年 6 月に全講義が終

了した。一連の研修は各段階で達成すべき目標が明確に示されたものとなっており、定

期的に（理論及び実習の）習熟度確認テストを実施することで専門家は各インストラク

ターの理解度を把握し、研修内容を柔軟に変更しながら研修を行った。その結果、全 9
名が工業高校の教員にプラスチック射出成型技術を教授するのに必要とされるレベルに

達した。 
２）成果２：CNADにて、工業高校教員を研修するため、プラスチック産業界のニーズに

見合ったプラスチック射出成形技術カリキュラムが作成される。 
成果２は、2 つの指標の達成度より、達成済みと判断される。 
CNAD は専門家とともに、工業高校のプラスチック成形技術コース担当教員を対象と

した研修のカリキュラム（モジュールⅠ～Ⅴ）を開発した1。同カリキュラムがプラスチ

ック産業界のニーズと整合していることを確認する場としてのカリキュラム承認委員会

（CVCC）会合は各モジュールの研修が開始する前に開催され、モジュールごとにカリ

キュラムの承認が行われた2。本プロジェクトの支援対象モジュール（モジュールⅠ、Ⅲ、

Ⅴ）については改訂版も承認済みとなっている。 
３）成果３：CNADの工業高校教員向けプラスチック射出成形技術研修コースが効率的に

運営される。 
成果３は、3 つの指標の達成度より、達成済みと判断される。 
CNAD では工業高校教員向け研修の実施を通じて、研修実施上のマネジメント体制及

び研修の評価の仕組みが確立された。また、工業高校教員向け研修の質を一定に保つた

め、CNAD は専門家の支援を受けてプラスチック成形技術担当教員研修実施計画を策定

した。CNAD は今後、この実施計画を活用して個別の研修計画を作成していくことにな

っている。 
４）成果４：モデル工業高校に新たに設置予定のプラスチック成形技術コースのうち射出

                                                   
1 工業高校のプラスチック成形技術コースのモジュールは、「Ⅰプラスチック材料」、「Ⅱ押出成形技術」、Ⅲ射出成型技術」、

「Ⅳ熱硬化性樹脂成形技術」、Ⅴ金型／口型」。 
2 カリキュラム承認委員会（CVCC）の規定上のメンバーは、CNAD、公共教育省産業技術教育局（DGETI）、モデル工業高校、

メキシコ国のプラスチック産業界代表、JICA メキシコ事務所、専門家とされている。 
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成形技術部分（科目や実習）がプラスチック産業界のニーズに見合うよう作

成･改善される。 
成果４は、3 つの指標の達成度より、達成済みと判断される。 
工業高校のプラスチック成形技術コースの担当教員によって現在用いられているカリ

キュラム（モジュールⅠ～Ⅴ）は、公共教育省下のアカデミー開発調整委員会（COSDAC）3に

よって 2011 年 7 月に承認されたものであり、このカリキュラムに基づき、モデル工業高

校 3 校にて 2011 年 8 月よりプラスチック成形技術コースが実施されている。しかしなが

ら、同カリキュラムの見直しは一度も行われていない。 
５）成果５：CNAD及びモデル工業高校のプラスチック産業界との連携を促進する能力が強

化される。 
成果５は、3 つの指標の達成度より、達成済みと判断される。 
CNAD 及び各モデル工業高校のプラスチック産業界との連携を促進する能力は、官民

連携活動を継続的に実施してきたことにより強化された。CNAD によるパイロット・プ

ロジェクト・カイゼン（PPK）に参加した企業の多くは CNAD 及びモデル工業高校に対

して積極的な協力の姿勢を示している。他方、各モデル工業高校では、特に地元企業を

対象とした人材育成ニーズ調査やプラスチック成形技術コースについての説明を行うこ

とを目的とした企業訪問を実施してきたことで、生徒のプラスチック関連産業でのイン

ターンシップや就職を促進することをめざす官民連携活動は活発に行われるようになっ

た。 
 
（２） プロジェクト目標：CNAD においてプラスチック射出成形技術に関わる教員育成機能が向

上する。 
5つの成果の達成度及びプロジェクト目標の3つの指標の達成度より、プロジェクト目標

は本プロジェクト終了時までの達成が見込まれる。 
CNADインストラクターは、CVCCで承認されたカリキュラムに基づいて工業高校のプラ

スチック成形技術担当教員へ研修を実施するのに十分な知識と技術を身に付けた。その結

果として、CNADで研修を受けた工業高校の教員は（全員分の最終試験の結果を確認する

必要はあるものの）授業を行ううえで必要とされるレベルに達している。 
 
３－２ 評価結果の要約 
 ５項目評価の結果を以下に 5 段階（高い、やや高い、中程度、やや低い、低い）で示す。 
 
（１） 妥当性：高い 

本プロジェクトの妥当性は「高い」と評価される。 
本プロジェクトは、メキシコ国側の政策（「国家開発計画 2013～2018 年」）及び日本側の

政府開発援助（ODA）政策、プラスチック産業界のニーズと合致しており、プロジェクト

目標の達成に向けたアプローチは妥当であると判断される。 
 
（２） 有効性：高い 

本プロジェクトの有効性は「高い」と評価される。 
5 つの成果の達成度及びプロジェクト目標の 3 つの指標の達成度より、プロジェクト目標

は本プロジェクト終了時までの達成が見込まれる。評価チームは、専門家から CNAD のイ

                                                   
3 COSDAC のメンバーにはプラスチック産業界からの有識者（や DGETI）が含まれている。 
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ンストラクターへの技術移転の方法が適切であったことがプロジェクト目標の達成に貢献

しているとの見方を示している。 
 
（３） 効率性：やや高い 

本プロジェクトの効率性は「やや高い」と評価される。 
成果の達成に向けて投入のほとんどは計画どおりに行われた。モデル工業高校向け資機

材の調達や工業高校（CBTIS）No.271 の実習棟建設の遅延〔いずれもプロジェクト・デザ

イン・マトリックス（PDM）上の前提条件〕が実習教育に影響を及ぼしたことなど、プロ

ジェクト実施上の効率性を低下させる要因がいくつか確認されたものの、モデル工業高校

側は、自助努力で不足の周辺機器を購入したり、また不足機材を企業から借用するなど、

必要な対応を行った。 
 
（４） インパクト：高い 

本プロジェクトのインパクトは「高い」と評価される。 
本プロジェクト終了後に次のことが遂行されるならば、3 年から 5 年後に上位目標が達

成される見込みは高い。 
①工業高校のプラスチック成形技術コースで実習の機会が十分に与えられること 
②CNAD 及び工業高校がプラスチック成形技術コースの学生のプラスチック関連企業で

のインターンシップ及び就職を促すことを目的として官民連携活動を継続的に行うこ

と 
③DGETI が工業高校にプラスチック成形技術コースを増設すること。 
③については、DGETI の前向きな取り組みにより、プラスチック成形技術コース数／ク

ラス数は増加しつつある。 
また、メキシコ国の教育改革の影響と本プロジェクトでの取り組みにより、CNAD の機

能は拡張されることとなっている。 
 
（５） 持続性：やや高い 

本プロジェクトの持続性は、政策・制度面、財政面、技術面、その他の要因から総合的

に判断し、「やや高い」と評価される。 
工業高校のプラスチック成形技術コース担当教員を養成する体制は構築されているとい

える。具体的には、①教員向け研修のためのカリキュラムの見直しと承認を行う仕組み

（CVCC）、②教員向け研修実施計画、③教員向け研修用教材の一覧、④教員向け研修の評

価の仕組みが存在していることが挙げられる。 
プラスチック産業のニーズを把握する仕組みは CNAD と各モデル工業高校のそれぞれ

で構築されているが、工業高校で把握された産業ニーズを CNAD と効果的に共有する仕組

みをより強化させる必要がある。 
CNAD は、官民連携活動をより一層強化し、協力先となり得る企業に関する情報を工業

高校と効果的に共有していくために、体制の強化が必要である。 
 
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  本プロジェクトは、CNAD の 20 年にわたるメカトロニクス分野における人材育成の

経験を大いに活用して実施された。 
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②  民間セクター側が有益と感じるような官民連携活動〔CVCC、PPK／プロジェクト・

カイゼン（PK）、公開セミナー等〕をプロジェクトの進捗に照らして適時かつ適切な規

模で実施したことにより、連携の強化が図られた。 
 
（２） 実施プロセスに関すること 

専門家による CNAD インストラクターへの研修においては、段階ごとに目標が設定され

ており、専門家が各段階で各インストラクターの習熟度を把握し、状況に応じて指導内容

を調整しながら研修を実施してきた。同研修は専門家による（理論・実習を含む）講義と

復習講義から成り、後者は当該モジュールを担当する CNAD インストラクターが講師とな

って専門家から学んだ内容について講義する（専門家の講義を繰り返す）という方法で行

われた。このようなプロセスを経ることで、インストラクターは講義を行うことへの自信

を得るようになった。 
 
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 

特になし 
 
（２） 実施プロセスに関すること 

特になし 
 
３－５ 結論 

本プロジェクト終了時までにプロジェクト目標が達成されると見込まれるため、プロジェク

トを計画どおり 2014 年 10 月に終了させることを提言する。 
本プロジェクトの妥当性は、メキシコ・日本両国の政策との整合性、産業ニーズとの整合性

という観点から「高い」と判断された。本プロジェクトの有効性は、すべての成果が達成され

ていること、プロジェクト目標の指標が達成されているかプロジェクト期間内での達成が見込

まれていることから「高い」と判断された。本プロジェクトの効率性については、プロジェク

ト実施上の効率性を低下させる要因がいくつか確認されたものの、投入はほぼ計画どおりに実

施され、成果が発現しているため「やや高い」と判断された。本プロジェクト終了後もプラス

チック産業界に質の高い中間技術者を提供し続けていくことが見込まれるため、本プロジェク

トのインパクトは、「高い」と判断された。本プロジェクトの持続性は、その政策・制度面、財

務面、技術面等から「やや高い」と判断された。プロジェクトの持続性を確実にするためには、

プラスチック成形技術コースの増設計画の策定、CNAD 及びモデル工業高校における官民連携

活動のより一層の強化が求められる。 
 
３－６ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 
（１） DGETI 

①  モデル工業高校向けの金型及び射出成形に必要な周辺機器の調達を速やかに行い、各モデ

ル工業高校のプラスチック成形技術コースにて実習教育を実施できるようにすること。 
②  工業高校におけるプラスチック成形技術コースの増設計画を策定すること。 
③  工業高校のプラスチック成形技術コースの教員が使用するカリキュラムにプラスチッ

ク産業界のニーズが適時に反映されるべく、その改訂及び承認が COSDAC によって定

期的に行われるよう働きかけること。 



vii 

（２） CNAD 
①  CNAD 及び工業高校における官民連携活動を通じて把握されたプラスチック産業界の

ニーズを CNAD のプラスチック成形技術コース担当教員養成研修の内容に効率的に反

映させるべく、官民連携活動の実施体制を強化すること（官民連携活動を担当する専任

職員の配置）。 
②  工業高校のプラスチック成形技術コースの増設に際しては、本プロジェクトで作成さ

れた教員研修実施計画を活用すること。 
③  民間セクターに対する人材育成を強化すること。 

 
（３） DGETI 及び CNAD 

①  絶えず変化する産業ニーズに対応するべく、プラスチック成形技術コース担当教員研

修のカリキュラムの見直しを継続的に行うこと。さらに、CVCC を活用し、プラスチッ

ク産業界のニーズを包括的に把握する仕組みを構築すること。 
②  CNAD における各モジュールの研修に参加する教員を工業高校側で選出するための基

準案（学歴や基礎知識等）を作成し、当局に提出すること。 
 
３－７ 教 訓 
（１） カスケード式の技術移転における各機関のトップの当事者意識の重要性 

本プロジェクトに関わる主要な機関（DGETI、CNAD、モデル工業高校）のトップの高

い当事者意識により、カスケード式の技術移転が効果的に機能した。 
 

（２） 官民連携に係るさまざまな取り組みの組み合わせの効果 
実際に効果をもたらす、CVCC、企業訪問、PPK／プロジェクト・カイゼン（PK）、セミ

ナーといった一連の活動により、CNAD、モデル工業高校と民間セクターとの深い（官民）

連携が可能となった。 
 

（３） 官民連携活動を推進するうえで民間セクターの関心をひく活動を導入することの意義 
民間セクターがメリットを実感する官民連携活動としての PPK の実施を経て、民間セク

ターがモデル工業高校との連携に本気で取り組むようになった。 
 

（４） 理論と実技を十分に備えた人材を産業界に供給することの重要性 
モデル工業高校のプラスチック成形技術コースの卒業生は、就職先の企業より、その理

論に基づく知識を高く評価されており、将来的にはスーパーバイザーとなることが期待さ

れている。一方で、多くの企業は、同コースの卒業生が十分な実践力を身に付けていない

という見方をしている。学校教育においては、十分な実習の機会を提供することが不可欠

である。 
 

（５） プラスチック成形技術コース新設時における他コースの既存リソースの有効活用 
DGETI はメカトロニクスコースを有する工業高校にプラスチック成形技術コースを新

規に開設することを認可した。工業高校に同コースを新設するに際しては、（メカトロニク

ス、工業化学といった）工業生産に関連するコースを実施している工業高校から着手する

と人材（教員）や設備を活用でき、効率的である。 
 




