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事業事前評価表 

国際協力機構経済基盤開発部 

運輸交通・情報通信第一課 

１．案件名                                                              

国 名：ブラジル連邦共和国 

案件名：造船業及びオフショア開発人材育成プロジェクト 

英 名：The Project on Promotion and Capacity Development of Professionals for Shipbuilding Industry and 

Offshore Development in Brazil 

２．事業の背景と必要性                                                     

(１）当該国における造船業及びオフショア開発の現状と課題 

ブラジルでは 2005 年以降、南東部沿岸（オフショア）における超深海油田（プレソルト油田）の発見が相次いで

おり、ブラジル石油公社（Petrobras）は 2020 年までに同国の石油・LNG 生産のうち約 30%がプレソルト油田から

の採掘となると試算している。ブラジル政府は、オフショア開発と船舶建造関連企業の急激な人材需要の増加等

に対応するために「石油、天然ガス開発国家計画（以下、Prominp）」を策定・実施しており、2017 年までに約 4 万

人の人材育成を行うことを計画している。全国工業職業訓練機関（以下、SENAI）はこれら人材育成の 7～8 割を

担う機関であるが、造船分野についての各種コースは急激な需要増に対して造船業が求めるような内容やレベ

ルの技能者の育成が可能となっていない。なお、ブラジルの３つの大型造船所において本邦造船企業が資本・

業務提携を行っているが、これらの造船所においても上述の技能者不足と技術力向上は深刻な課題となってい

る。 

上記背景より、ブラジル政府は造船産業における技能者レベルの人材育成を量・質の両面で底上げする技術

協力プロジェクトの実施を我が国に要請した。 

（2）当該国における造船業及びオフショア開発政策と本事業の位置づけ 

「第二次経済成長加速化計画（以下、PAC2）」（2011～2014 年及び 2014 年以降の投資を含む）において、総額

45 %がプレソルト開発関連投資となっている。 

また、Prominp において、「技能有資格者育成国家計画」（2006 年～）及び「石油・ガス・造船産業クラスター開

発計画（2013 年～）」が造船業開発政策として挙げられている。 

（3）産業開発に対する我が国及び JICA の援助方針と実績 

我が国の国別援助方針における基本方針（大目標）は「持続的開発への支援と互恵的協力関係の促進」であ

り、日本との経済関係を更に発展・深化させていくために、PAC2 を踏まえた支援を実施している。 

 (4)他の援助機関の対応 

SENAI 造船分野の技能者育成に対応する他ドナーによる支援はない。 

３． 事業概要                                                              

(1) 事業目的（協力プログラムにおける位置づけを含む） 

本事業は、ブラジルにおいて、造船産業政策改善のためのロードマップの策定・実施により同政策の改善を図

るとともに、4 州の SENAI 対象校における造船技術指導員の指導技術の向上と日本の実践的技術を導入するこ

とにより、SENAI が提供するサービスの改善を図り、もって造船技能者の能力を向上させ、造船産業及びオフショ

ア開発の促進を目指すものである。 

(2) プロジェクトサイト／対象地域名 

ブラジリア連邦直轄区、バイア州、リオデジャネイロ州、リオグランデドスール州、ペルナンブコ州 

(3) 本事業の受益者（ターゲットグループ） 

直接受益者：造船産業施策担当官 5 名、SENAI 指導員約 400 名（うち中核指導員約 40 名） 

最終受益者：造船業・オフショア開発産業従事者、4 州造船拠点の地域コミュニティ 

(4) 事業スケジュール（協力期間）  

2014 年 7 月～2018 年 6 月を予定（計 48 ヶ月） 

技プロ・附帯プロ用記載
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(5) 総事業費（日本側）  

約 5 億円 

(6) 相手国側実施機関  

開発商工省（MDIC）、全国工業関係職業訓練機関（SENAI） 

(7) 投入（インプット） 

1） 日本側  

① 専門家派遣 約 130M/M 

造船施策、総括/ 教材開発/ 日本の実用技術に関する技術コンサルティング、副総括/ 対象州の研修コーディ

ネーター、管理技術、他技術分野 

② 本邦研修 

中核指導員研修、造船施策及び実用技術研修 

③ 技術移転に必要な機材の一部 

④ プロジェクト活動に必要なその他経費 

・日本における第一回 JCC 開催時及び研修時の運転手と通訳手配 

・中核指導員の本邦研修時における移動と宿泊経費 

・関係施設の光熱水費  等 

2） ブラジル側 

① カウンターパート職員の配置（プロジェクトダイレクター(MDIC 生産部長)、副プロジェクトダイレクター(SENAI

総務部長)、プロジェクトマネージャー(MDIC,SENAI)、他プロジェクトスタッフ 計 8 名） 

② 設備・施設（日本人専門家の執務室と附帯設備、研修センター、研修資機材等） 

③ 技術移転に必要な機材の一部（ブラジル国内における機材の搬入費用含む） 

④ プロジェクト活動に必要なその他経費 

・日本における第一回 JCC 開催時の SENAI 参加者の国際旅費 

・ブラジルにおける JCC 開催時の SENAI 関連参加者の国内旅費 

・ブラジルにおける JCC・ワークショップ・セミナー・SENAI での研修の開催・実施費 

・JICA 専門家のブラジル国内移動と公務旅費、車両・通訳手配 

・関係施設の光熱水費  等 

（8） 環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1） 環境に対する影響/用地取得・住民移転 

① カテゴリ分類 C 

② カテゴリ分類の根拠：本事業は、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン（2010 年 4 月）を勘案した結果、環

境への望ましくない影響は最小限であると判断されるため。 

2)ジェンダー・平等推進・平和構築・貧困削減 

本事業の間接効果として、就職状況の好転、結果として収入機会の拡大・安定へと貢献することが期待される。 

（9） 関連する援助活動 

1） 我が国の援助活動 

JICA は SENAI に対して 1962 年の繊維工業技術訓練センターへの技術協力、また 1980 年代以降は第三国研

修事業を中心に協力を続けてきた。 

2） 他ドナー等の援助活動 

造船業の人材育成分野における他ドナー国・機関からの協力はない。 

４．協力の枠組み                                                          

（1）協力概要 

1） 上位目標： 

産業政策を担当するブラジル政府及び「産業界のための教育技術サービスシステム」の能力開発を通じて、造
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船産業及びオフショア開発が促進される。 

指標１：改善された造船産業政策・施策に対する造船企業と関係機関の満足度が XX を超える 

指標２：SENAI の改善されたサービスを通じて研修を受けた技能者の数が XX を超える 

指標３：SENAI の改善されたサービスに対する造船企業の満足度が XX を超える 

※指標の XX は、プロジェクト開始後 3 か月で実施される現状調査に基づき、開始後半年以内に決定する。 

2） プロジェクト目標： 

造船産業及びオフショア開発の需要に基づいて、造船産業政策及び SENAI のサービスが改善される。 

指標１：改善された造船産業施策が XX 以上となる 

指標２：造船技能者による関連試験結果の合格率が XX％向上する 

指標３：SENAI によって習得された造船技術要素の数が XX を超える 

※指標の XX は、プロジェクト開始後 3 か月で実施される現状調査に基づき、開始後半年以内に決定する。 

3） 成果： 

成果１：造船産業のニーズが把握され、造船産業政策及び施策を改善するためのロードマップが提案される。 

成果２：対象州の SENAI 訓練校において、造船技能者のための教材、カリキュラム、指導要領が作成・更新さ

れる。 

成果３：対象州の SENAI 訓練校において、指導員の指導・訓練技術が向上する。 

成果４：対象州の SENAI 訓練校において、研修を受けた指導員によって造船技能者が指導・訓練される。 

成果５：造船産業における生産性の改善に貢献できる日本の実践的技術が導入される。 

５．前提条件・外部条件 (リスク・コントロール)                                        

（1）前提条件 

・指導員研修の本邦における研修場所・機会が確保される 

（2)外部条件 

・研修を受けた指導員の大部分が SENAI で継続勤務する 

・造船関連の SENAI 訓練コース修了者の大部分が、造船企業に就職し、就職先で継続的に勤務を続ける 

・ブラジル国におけるオフショア開発計画が大幅に変更しない 

６．評価結果                                                              

本事業は、ブラジルの開発政策、開発ニーズ、及び日本の援助政策と十分に合致しており、また計画の適切

性も認められることから、実施の意義は高い。 

７． 過去の類似案件の教訓と本事業への活用                                         

（1）類似案件の評価結果 

カンボジア国「水道事業人材育成プロジェクト（フェーズ 1～3）」では、本プロジェクトと同様に複数の州において

人材育成が行われた。事業からの教訓として、本邦での C/P 研修に関わった日本人専門家をカンボジアに派遣

する等、戦略的な投入を行うことの有効性が確認されている。 

(2)本事業への教訓（活用） 

本事業においては特に州毎に協力企業を設けることで、現地研修・本邦研修・ブラジル国内でのフォローアッ

プ等に人員配置の継続性を持たせ、技術移転の効率性を高めることを計画している。 

８．今後の評価計画                                                         

（1）今後の評価に用いる主な指標 

  ４．（１）のとおり。 

（2）今後の評価計画 

事業開始 3 か月以内 現状調査 

事業終了 3 年後 事後評価 

以 上 


