
事業事前評価表 

 

１．案件名 

国名：ベトナム社会主義共和国 

案件名：カントー大学強化事業/カントー大学強化附帯プロジェクト 

L/A調印日：2015年 7月 4日 

承諾金額：10,456百万円 

借入人：ベトナム社会主義共和国政府（The Government of the Socialist Republic 

of Viet Nam）  

 

２．事業の背景と必要性  

(1) 当該国における高等教育セクターの開発実績（現状）と課題 

ベトナムは、2020年までの工業国化を目標とし、2000年から 2013年までの間、年

平均 6.6%の高い GDP成長率を達成した。経済成長に伴う産業人材育成のニーズの高ま

りにも後押しされ、2004 年から 2012 年の間に大学・短大数及び教員数は約 1.8 倍、

学生数は約 1.7倍に増加している。 

一方、大学・短大数及びその学生数の急速な増加に対し、教育の質の向上が追いつ

いておらず、例えば、大学教員の博士号取得者の割合は10.6％に留まり、日本の51.8％

に比べ非常に低い状況となっている。また、教員一人当たりの学生数は 2012 年では

25.0人であり、同年の OECD平均 14.0人に比べると、学生に対する教育品質の確保が

難しく、博士号を有する優秀な教員の育成が重要な課題となっている。 

上記に加え、研究資機材の不足や、限られた予算配布に起因する資金不足といった

教育・研究環境から、労働市場の需要と学生の専攻分野の乖離（自然科学、工学系の

学生不足）等の課題が顕在化しており、産業人材の育成が喫緊の課題となっている。 

 

(2) 当該国における高等教育セクターの開発政策と本事業の位置づけ 

ベトナム政府は「社会経済開発戦略（2011-2020）」を策定し、「国家の近代化・工

業化に資する教育、訓練、科学技術の発展」の達成に向け、労働力の効率化、生産性

の向上及び競争力強化のための集中投資を重要課題として位置付けており、産業人材

の開発のために、「人材育成戦略2011-2020」及び「人材育成マスタープラン2011-2020」

を制定している。 

 「人材育成戦略 2011-2020」においては、人材を同国の経済開発、国際競争力強化、

社会安定にとって最も重要な要素と位置づけ、特に、国際標準の一流大学を 4校以上

設置することや、大学教員及び科学者の増加を目標に掲げている。 

「人材育成マスタープラン 2011-2020」では、セクター毎に職業訓練を受けた労働

者の割合を目標として設定し、人的資源開発のうち、特に社会経済発展への貢献が期

待できると考えられている高等教育機関や職業訓練校における教育の質の向上のた

めの教員数増強や、修士・博士号保有率の向上が目標とされている。 

 

本事業では、このような状況を踏まえ、モデル大学の 1校であるカントー大学（Can 

円借款及び附帯プロ用 



Tho University。以下、「CTU」という。）に対し、教育及び研究能力強化を支援する

ことで、同国の人材育成及び農業、水産・養殖分野における産業の高度化を図るとと

もに、メコンデルタ地域が抱える環境問題・気候変動への対応強化を図るものである。 

 

(3) 高等教育セクターに対する我が国及び JICAの援助方針と実績 

高等教育セクターに対する支援は、対ベトナム社会主義共和国国別援助方針（2012

年 12 月）における重点分野「成長と競争力強化」のうち「国際競争力の強化を通じ

た持続的成長の達成に向けて、産業開発・人材育成を支援する」、「脆弱性への対応」

では、「急速な都市化・工業化に伴い顕在化している環境問題、災害・気候変動等の

脅威への対応を支援する」に位置付けられている。 

また、対ベトナムJICA国別分析ペーパーでは、ベトナム政府の人材育成10ヵ年戦略

等を踏まえ、高等教育機関、職業訓練機関を通じた産業人材育成を支援するとされて

おり、本事業による支援はJICAの方針にも合致する。 

なお、1992年の対ベトナム援助再開以降、JICAはこれまで高等教育セクターに対し

ては、円借款、無償資金協力、技術協力を通じて研究施設の整備や人材育成支援を実

施している。 

 

(4) 他の援助機関の対応 

世界銀行は、高等教育法の制定及び高等教育の品質管理のためのフレームワーク作

り、研究費用の支援、アジア開発銀行は、モデル大学の 1校であるハノイ科学技術大

学に対して、施設の建設や大学職員に対する能力開発を支援している。 

また、オーストラリア政府やベルギー政府は、自国大学への奨学金プログラムにて

支援している。 

 

(5) 事業の必要性 

本事業は、ベトナム政府が掲げる高度な産業人材育成に基づく経済成長を支援する

ものであり、ベトナム政府の開発政策に加えて、我が国及び JICA の援助方針とも合

致していることから、JICAが本事業の実施に支援する必要性・妥当性は高い。 

 

３．事業概要 

(1) 事業の目的  

本事業は、CTU の農業、水産、環境分野における研究・教育能力強化を通じて、ベ

トナムの農水産業の成長及び気候変動を含むメコンデルタ地域の環境問題への対応

に必要とされる人材の質的・量的供給の向上を図り、もって同国の経済成長に寄与す

るもの。 

 

(2) プロジェクトサイト/対象地域名 

カントー市 

 



(3) 事業概要 

1）円借款本体 

【人材育成】博士号：63名、修士号：9名、短期研修：91名程度の日本への留学。 

博士号 63名のうち 52名は、ベトナム政府の既存奨学金プログラム（プログラム 911）

を活用予定。 

【研究支援】36テーマに対する研究助成 

【建設工事】研究棟、研究実験棟、その他施設の建設（国際競争入札） 

【機材調達】研究・教育用機材の購入（国際競争入札） 

【コンサルティング・サービス】プロジェクト管理、留学支援、研究支援、調達支援、

施工監理、及び会計監査。 

2）円借款附帯プロジェクト 

①日本側投入 

【長期専門家】（141人月程度） 

チーフアドバイザー、アカデミックアドバイザー、業務調整/産学連携 

【短期専門家】 

共同研究、教育、テクニカルサポート体制（機材共同利用・管理）、大学事務 

【研修員受入れ】 

共同研究、テクニカルサポート体制（機材共同利用・管理）、大学事務 

【機材供与】モデル共同研究に必要な最小限の実験・調査用資器材 

【プロジェクト実施に係る費用】モデル共同研究費用、セミナー開催費用等 

②ベトナム側投入 

【カウンターパート】 

プロジェクトダイレクター（施設担当副学長）、プロジェクトマネージャー（国

際担当副学長）、関連学部副学長等 

【プロジェクトオフィス】CTU管理棟内プロジェクトオフィス 

【プロジェクト実施に係る費用】カウンターパート人件費・旅費等 

③プロジェクト目標／指標 

CTUにおいて、3分野（農業、水産・養殖、環境）の研究・教育能力が向上する。 

【指標】 

・国際ジャーナル・会議における発表論文数 

・申請された特許の数 

・学生の教育プログラムに対する満足度 

・学生の卒業時の成績 

・教員・学生のテクニカルサポート体制・事務体制に対する満足度  

④成果 

1.CTUの 3分野における研究実施体制が強化される。 

2.CTUの 3分野における教育実施体制が強化される。 

3.CTU の研究・教育能力の向上に必要なテクニカルサポート体制・事務体制が

強化される。 



⑤受益者（ターゲットグループ） 

 【直接受益者】 

  ・3分野における CTUの研究者・教員（計 400名）、学生（7500名） 

  ・CTUの事務部門職員（100名） 

【最終受益者】 

  ・CTUと連携するメコンデルタ地域の大学、産業界、地方政府、コミュニティ 

  ・CTUの卒業生を採用する産業界 

 

(4) 総事業費 

円借款本体：12,306百万円（うち、円借款対象額：10,456百万円） 

円借款附帯プロジェクト：400百万円（日本側） 

 

(5) 事業実施スケジュール 

円借款本体：2015 年 7 月～2022 年 7 月を予定（計 85 ヶ月）。人材育成・研究支援

完了時（2022年 7月）をもって事業完成とする。 

円借款附帯プロジェクト：2015年 12月～2020年 11月を予定（計 60ヶ月）。 

 

(6) 事業実施体制 

 1) 借入人：ベトナム社会主義共和国政府（The Government of the Socialist 

Republic of Viet Nam） 

 2) 保証人：なし 

 3) 実施機関名：CTU 

 4) 操業・運営／維持・管理体制：CTU 

 

(7) 環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1) 環境社会配慮 

① カテゴリ分類：C 

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月公布）上、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 その他・横断的事項：本事業は、研究・教育能力強化及び人材育成を通じてメ

コンデルタ地域における気候変動に対する脆弱性への対応能力の強化を図る

ため、気候変動適応策に資する。 

2) 貧困削減促進：特になし。 

3) 社会開発促進（ジェンダーの視点、エイズ等感染症対策、参加型開発、障害者

配慮等）：特に無し。 

(8) 他スキーム、他ドナー等との連携：特になし。 

(9) その他特記事項：特になし。  

 

 



4. 事業効果 

(1) 定量的効果運用・効果指標 

1) 運用・効果指標 

指標名 基準値 

(2014年実績値) 

目標値 

（2024年） 

【事業完成 2年後】 

論文数 農学部 1,225 1,371 

水産・養殖学部 525 680 

環境学部 350 620 

学会参加数※ 農学部 800 1,500 

水産・養殖学部 1,774 2,720 

環境学部 200 500 

※本事業支援を通じて得られた研究結果の学会発表数。学会にはセミナー等も含む。 

※円借款附帯プロジェクトにおいては、発表論文数・特許申請数の増加、学生の教育プログラムに対する満足度・卒業時成

績の向上、教員・学生のテクニカルサポート体制・事務体制に対する満足度向上が達成される。 

2) 内部収益率 

教育事業がもたらす収益計算は困難なため計算しない。 

（２）定性的効果：CTU への強化支援による経済成長促進・国際競争力強化・環境問

題への対応。 

   

5. 外部条件・リスクコントロール 

特になし。 

 

6. 過去の類似案件の評価結果と本事業への教訓 

（１）インドネシア「ボゴール農業大学整備拡充事業（２）」の事後評価等では、大

学が、将来的に政府関連機関から民間セクターに人材の需要が移ることを想定し、民

間労働市場の需要に対応した専門技術課程の開設やカリキュラムの作成を行うこと

で、効果的に農業セクターへ人材を輩出したことが評価されている。本事業において

も、コンサルティング・サービス及び一体的に実施する技術協力プロジェクトを通じ

て、民間企業の自然科学や工学系人材へのニーズ等を踏まえた大学院カリキュラムの

作成や研究テーマの選定支援等を行う予定。 

（２）「カントー大学農学部改善計画」（無償資金協力）の事後評価結果等では、施設・

機材の供与と併せて実施した技術協力（ミニ・プロジェクト）や日本側との共同研究

の有効性と更なる促進が提言されている。本事業においても、研究支援及び技術協力

プロジェクトを通じた本邦大学からの支援などを行う予定。 

（３）インドネシア「ハサヌディン大学工学部強化計画プロジェクト」（円借款附帯

プロジェクト：2009年～2012年）においては、研究重視教育（LBE）など新たなシス

テムの導入により、特に中堅・若手の教員の研究活動に対するモチベーションが高め

られた。他方、専門家とカウンターパートのコミュニケーション及び実施中の円借款

事業との連携においては十分ではなかったとの指摘もあった。本事業においては、関

係者間の情報共有と連携がスムーズになされるよう、CTU 側の実施体制においては、



プロジェクトダイレクター（副学長）を始めとする多くの人員が、円借款と本事業の

双方に関与する体制を構築している。 

 

7. 今後の評価計画 

(1) 今後の評価に用いる指標 

1) 論文数 

2) 学会参加数 

(2) 今後の評価のタイミング 

円借款附帯プロジェクト開始 6ヶ月 円借款附帯プロジェクトベースライン調査 

事業完成 2年後 事後評価（円借款本体及び円借款附帯プロジェクトを一本化

し評価対象とする。） 

 

以 上  


