
事後評価調査結果要約表 
                                                     評価実施部署: ブルガリア駐在員事務所  

1.  案件の概要 
国名：ブルガリア共和国 案件名： ブルガリアはっ酵乳製品開発計画 
分野：畜産加工 援助形態：プロジェクト方式技術協力 

所轄部署：農業開発協力部畜産園芸課 協力金額：741 百万円 
先方関係機関： 
農業林業省、中央検査所、ＬＢブルガリカ
ム社 

協力期間 (R/D) 
1 July 1997 – 30 June 2002 
 
(F/U) 
December 2002 – December 2004 

日本側協力機関： 
農林水産省生産部、明治乳業 

関連協力 
1-1.  協力の背景と概要 
 ヨーグルト、市乳、バター、チーズなどの乳製品は、ブルガリア国の伝統かつ主要な日常の糧

であり、国民に必要な良質の栄養源を提供するには、主要産業の１つである乳業の振興は不可欠

であると考えられている。ブルガリア国では、世界的にもまれな豊富な乳酸菌の収集が行われて

いるにもかかわらず、乳酸菌コレクションを保有している国営企業（ＬＢブルガリカム社）の技

術レベルの未熟さ、機材の老朽化、市場調査の不足等により、コレクションをスターター（種

菌）としてほとんど活用されていない状況であった。また、一方では、市場経済の導入後、家畜

が個人へ配分されたことにより、全国的に酪農経営規模の縮小化が起こり、それに伴い源乳量の

急激な減少と乳質の低下につながった。 
このような状況下、ブルガリア国政府は、乳酸菌コレクションを有効に活用すると同時に、原

料乳品質を改善するための技術移転を目的とするプロジェクト方式技術協力の要請を我が国に対

して行った。 
これを受けて国際協力事業団（JICA。（現）国際協力機構）は、1996年12年に実施協議調査団

を派遣して、討議議事録（Record of Discussions: Ｒ／Ｄ）の署名を取り交わし、1997年7月1日

から5年間の計画で、「ブルガリアはっ酵乳製品開発計画」を開始した。また、1998年6月には運

営指導調査団が派遣され、詳細実施計画（Tentative Detailed Implementation Plan: TDIP）を

策定し、2000年3月には中間評価調査団の派遣、2002年1月には終了時評価調査団派遣が派遣され

た。プロジェクト終了後、2002年12月から2004年12月の2年間フォローアップ協力として専門家を

派遣した。 

 
1-2.  協力内容 
（１）上位目標：国際競争力をもったブルガリア国の酪農製品が発展する。  
（２）プロジェクト目標: 

プロジェクトサイトにおいてはっ酵乳製品及び原料乳品質管理技術が改良・開発される。 
（３）成果 

1)  原料乳品質管理及びその検査手法の現状が確認される。 
2)  原料乳品質検査手法が改良され普及する。 
3)  収集された乳酸菌の特性評価手法が確立される。 
4)  新・改良されたスターターが利用される。 
5)  ヨーグルト製造技術が向上する。 

 
（４）投入 (プロジェクト終了時) 

 日本側： 
  長期専門家派遣     9名         機材供与        232 百万円 
  短期専門家派遣    17名    ローカルコスト負担   30 百万円 
  研修員受入         14名   
 
相手側： 

カウンターパート配置 延べ26名     機材購入 (試薬類含む)   11 百万円相当 
土地・施設提供 メインサイト及びサブサイト ローカルコスト負担 
その他（施設改装費）   16 百万円相当 

 



2.  評価調査団の概要 
評価調査団 独立行政法人 国際協力機構ブルガリア駐在員事務所 

エレナ・カライヴァノヴァ博士（ローカルコンサルタント） 
評価調査期間 22/ 10/ 2007 - 8/ 11/ 2007 

 
評価種類：事後評価 

3.  案件の実施 
3-1.  プロジェクト目標の状況 
プロジェクト実施目標･成果には、ブルガリアにおける乳製品の品質改良および新製品の開発、新
スターターの開発と利用、原料乳品質検査技術の改良等々があげられ、事後評価の結果は、プロ
ジェクト実施により、高品質の新はっ酵乳製品開発がなされたとともに、ＬＢブルガリカム社に
よるスターター（種菌）供給によるブルガリアはっ酵乳製品部門全体への肯定的な影響があるこ
とを示している。また、中央検査所は、原料乳品質の改良のための最新検査システムを確立でき
た等、プロジェクト目標の達成がみられる。 

 
3-2.  上位目標の達成状況 
ブルガリアの乳製品業者は、西欧民間企業により生産された乳製品スターター（種菌）の輸入に
影響する、高競争率の市場経済状況下にあるが、まさにこの状況により本プロジェクトの成果が
顕著に重要視されている。ブルガリアの原料乳の品質改良により、はっ酵乳製品の品質改良と生
産量増大がなされたとともに、ヨーグルト生産技術の向上が見られ、はっ酵乳製品の種類と国内
市場は、民間乳製品業者の成長による拡大が見られる。また、ＬＢブルガリカム社は、この状況
下、人材能力・資格およびモチベーションの重要性をも認識し業務を行っており、主に外国のは
っ酵乳製品・スターター（種菌）生産業者に対する国際競争力の増大対策にあたっている。 

 
3-3.  終了時評価での提言の活用状況 
終了時評価およびプロジェクト終了時におけるインパクトは考慮されるとともに、提言事項に対
するフォローアップが見られる。提言事項は忠実に守られており、プロジェクト実施による肯定
的なインパクトが長期にわたり続くとともに、プロジェクト成果の自立発展が続く結果を招いて
いる。適切な人材配置により効果的運営が見られるようになるとともに､プロジェクトにより導入
された機材および技術移転により得たノウハウが適切に使用されているという結果を出している
とともに､ブルガリアのはっ酵乳製品業者への技術指導とスターター（種菌）の普及という結果を
招いている。標準ラボラトリーとしてプロジェクト サブサイトの中央検査所は、提言どおり原料
乳品質検査技術を全国の原料乳管理機関に普及している。全国的な原料乳品質検査システム制度
化の実施手段についても、ブルガリアの乳製品分野戦略に明記されている状況である。 

 
4.  評価結果の概要 
4-1.  評価結果の概要 
4.1.1 インパクト 
ブルガリアにおけるはっ酵乳製品及び原料乳の品質改良・開発の点において本プロジェクトの目

標はほぼ達成されたといえる。両カウンターパート機関（ＬＢブルガリカム社と中央検査所）へ

の機材供与、日本人専門家による研修実施、技術移転・ノウハウの伝授により、カウンターパー

ト機関の能力向上および科学的、技術的、生産的な飛躍が見られ、両機関の専門家は、本プロジ

ェクトをつうじて取得した技術および知識を駆使し、EU融資の改革プロジェクトに申請するな

ど、従業員の能力向上によるますますの両機関の能力向上を目指して努力を続けている。プロジ

ェクトをつうじて供与された新機材の使用と新分析方式の導入により、全国的な原料乳品質管理

センターの開発とブルガリア乳製品の品質改善が可能となっている。プロジェクトの両カウンタ

ーパート機関は相互協力を続けており、その結果を互いの利としている。例えばＬＢブルガリカ

ム社は中央検査所における原料乳の発酵検査用にスターターを供給したり、技術移転協力や乳酸

菌を含めた細菌数測定手段の標準化にかかる協力等を行なっている。その他、ＬＢブルガリカム

社は、プロジェクト中に開発されたカルシウム強化ヨーグルトを含む高品質はっ酵乳製品の生産

や、スタータ（種菌）のブルガリア民間はっ酵乳製品業者への提供なども行っている。本プロジ

ェクトは、国内市場における国際競争力を持つ製品を育むという全国的なインパクトを持ってい

るともいえ、本プロジェクト実施の結果として、競争力増大と高品質なブルガリアはっ乳製品製

造が可能となるとともに、はっ乳製品全体の品質および種類は著しく改良された。（ＬＢブルガ

リカム社の例として、３種類の新しいヨーグルト製品を開発している。） 
2002年以降のカウンターパート機関の業績は、プロジェクト目標が達成された結果といえ、例

えばブルガリア政府が行なった全国規模の原料乳品質調査は、プロジェクトにより導入・技術指

導が行われた分析機材を適切に使用できることにより実現している。また、2004年の結果とし

て、良品質原料乳の占める割合が以前の10%から30%に増加していることが確認されている。その

他プロジェクトのインパクトとして、原料乳・はっ酵乳製品の品質管理における国際基準（国際



酪農連盟基準）の両カウンターパート機関への導入があげられる。原料乳・はっ酵乳製品の品質

検査マニュアルの作成とともに、中央検査所、農業食品供給省（旧農林省）関係職員および民間

はっ酵乳業者へのトレーニングを実施している。 
また、当初予想していなかった肯定的インパクトとして、本プロジェクト関係者によれば、中

央検査所とＬＢブルガリカム社職員に語学力を含め、案件起案準備・実施にかかる技能が著しく

向上・改善するという結果がでている。 
 

4.1.2 自立発展性 
4.1.2.1 技術面 
2007年のEU加盟とともに、ブルガリア政府はEU基準を踏まえた品質改良実施のため、本プロジェ

クト実施中に導入した原料乳分析・検査システムに補助金を交付し、同システムの拡張を図って

いる。 
中央検査所に供与された機材は、効果的かつ適切に使用されており、2003年－2004年に政府に

より実施された国家原料乳調査にも使用されている。LBブルガリカム社については、供与された

機材の使用により、より高品質な製品の開発、乳製品の新しいスターター（種菌）開発・導入、

民間企業へのスターター供給が可能となっている。また、この両カウンターパート機関は、新規

採用職員へのトレーニングに加え、職員全体の能力向上のためにトレーニングやセミナーを実施

している。それに加え、伝統的ブルガリアの乳酸菌およびはっ酵製品はブルガリアの国宝と見な

されていることからも、ブルガリアの経済開発にかかる乳製品部門の重要性をブルガリア政府は

認識しており、乳製品の品質の改良への努力を試みている。あえて自立発展性の障害になりえる

のは、プロジェクトによる導入機材が高稼働率で使用されていることからくる､スペアパーツの早

期およびよりタイムリーな購入が必要な点にある。 
 
4.1.2.2  組織／人材面 
本プロジェクトにより、従業員のモチベーションやチームワークの向上などの肯定的影響があっ

たのに加え、ＬＢブルガリカム社はプロジェクトをつうじて改善された技術と知識を駆使し、ブ

ルガリア中小企業振興庁が支援するプロジェクトを勝ち取ることができるまでのレベルに達して

いる。両カウンターパート機関は、新規採用職員へのトレーニング実施、学習コースの設置やセ

ミナーを開催するなど、職員の能力向上に努力している。また、プロジェクトの結果、語学力が

重要視されるようになり､職員の語学コース参加が奨励されている。全般的に、高い市場競争力を

持つ魅力的な多数の民間乳製品企業の設立・発展およびEU加盟による外国での職場開拓の可能性

が出現したことにより、両カウンターパート機関内部に変化の兆しが見られる。 
 
4.1.2.3 財政面 
中央検査所は国家予算により運営されている機関であり、ＬＢブルガリカム社は独立採算制の国

営企業である。ＬＢブルガリカム社は、改良を施したはっ酵乳製品の販売増加により、より多く

の収益を得ることができるが、中央検査所の場合、サンプルの分析手数料は国の規定によるた

め、予定外の収益アップ等は望めず、機材の維持管理・修理に対するフレキシブルな財政配慮に

弱い。ブルガリア政府は機材の維持管理・修理にかかる予算を考慮し、財政的支援の配慮が必要

である。両機関の機能は、ブルガリアの原料乳およびはっ酵乳製品の品質、伝統的な味と特性を

持ったはっ酵乳製品の製造にとって重要であり、国による支援と努力が必要とされると思料され

る。 
 
4-2. プロジェクトの促進要因 
4.2.1 インパクト発現を促進した要因 
全般的な社会的・経済的成長が続いていることが、プロジェクトのインパクトをさらに促進して

いるとおもわれるが、特にEU加盟が乳製品の品質改良・EU基準達成のための努力を促す要因とも

なっており、ブルガリアの乳製品業者は、西側企業との競争増大により、技術的・手法における

支援を中央検査所およびLB ブルガリカム社により求めるようになった。多くの民間はっ酵乳製品

製造業者が、生産設備改良と検査・分析設備に投資するようになってきており、最新技術の導入

とより良質のスターター（種菌）への関心が高まっている。したがって、本プロジェクトは、技

術移転、最新の分析・検査方法およびスターター（種菌）の開発をつうじて、持続的にインパク



トを示し続けているといえる。また、良質な原料乳の必要性の増加は、原料乳生産者への品質情

報のフィードバックのフローを含む、検査システムの確立が特に価値あるものとして見られるよ

うになった。 
 
4.2.2 自立発展性強化を促進した要因 
ブルガリアのはっ酵乳製品部門における状況改善が見られることがプロジェクト成果の自立発展

性をより促進していると思われる。乳製品の品質に対する厳格なEUの政策と規定及び消費者の要

求と期待の増大は、プロジェクトによる効果をさらに飛躍させていると思われる。また、環境保

全・生態学にかかるEU政策・規定の導入・適用により、ブルガリア特有の乳酸菌の宝庫（山岳地

方や人口密度の低い森林地帯）が、今後の産業汚染・家庭用廃棄物による汚染から保護されるこ

とが期待されており、今後ともプロジェクトをつうじて開始された新しい乳酸菌の収集・特性評

価業務及びそれらによる新しいスターターの開発努力の継続を促進していくと思われる。 
 
4.2.3 その他の促進要因 
自立発展性が期待される要因は、ブルガリア国民が伝統的な味と特性を備えたオリジナルなブル

ガリア乳製品の消費に前向きな姿勢を示している傾向があることで、この状況は、西側企業の製

品とは異なる、ブルガリアの伝統的なヨーグルトやチーズのスターター（種菌）の使用・販売を

促進していくと考える。 
 
4-3.  プロジェクトの阻害要因 
4.3.1 インパクト発現を阻害した要因 
はっ酵乳製品とスターター（種菌）市場に出現した競争相手の増大があげられる。この市場への

新しく開発されたはっ酵乳製品の参入は、安価であり多種にわたる輸入製品との競争のために困

難となっている。ブルガリアで生産される原料乳量はまだ十分ではないとともに、その大部分

は、衛生条件の改善・衛生規定を満たす能力があまりない小酪農家で生産されていることも原因

と考える。 
 
4.3.2 自立発展性強化を阻害した要因  
ブルガリア市場への大量の西側はっ酵乳製品の流入により、従来のブルガリア伝統の味とは異な

る味を好む傾向も一部現れ始めている。 
状況として、ダノンは国内最大級の国有はっ酵乳企業セルディカ-ソフィアを買収するととも

に、最新製造過程および多種はっ酵乳製品の全国販売網を開発し、スタータ（種菌）を生産する

西側民間企業（クリストファー・ハンゼン、ダニスコ等）は、ブルガリア市場に参入して、乳製

品加工業者に対し比較的安価のスターターを紹介している。 
また、EU諸国へ輸出許可を持つブルガリアはっ酵乳製品の輸出を制限するEUの政策により、ブ

ルガリアのはっ酵乳製品部門の自立発展性にネガティブな影響が出ると考えられる。 
 
4.3.3 その他の阻害要因 
伝統的なブルガリアはっ酵乳製品製造方法の保存・保護とともに、銘柄・商標の登録制度と保護

制度の確立のために、ブルガリア政府には、十分な努力が見られないことが指摘され、配慮が必

要と考える。 
 
4.4 結論 
事後評価調査の結果、プロジェクトの実施成功および成果の長期にわたるインパクトが見られ

る。プロジェクト終了後5年を経た現在でも、特にカウンターパート機関の組織的キャパシティー

向上を含む、ブルガリアはっ酵乳製品部門への持続的･肯定的なインパクトが継続して見られる。 
今後考慮すべき点は、中央検査所に導入されている機材の維持管理に対する適切な予算配慮と

フレキシブルな財政的配慮を行うこと、また、安価なはっ酵乳製品を提供する外国企業との市場

競争の増大や、十分とはいえない特性を持つスターター（種菌）流入の可能性も考慮して活動を

行なう必要があることである。 
 
 



4.5 提言 

(1) プロジェクトの成果を維持・発展させるためにも中央検査への十分な予算措置を国がもっと配慮

すること。人材の管理活用、供与機材の適切な維持管理が今後とも継続して行われること。ス

ペアパーツの供給が容易に行われ、維持管理が容易に実施できるようにすること。上記事項は

ブルガリア中小企業振興庁との実施予定案件にても問題とならないように考慮すべき事項であ

る。(4.1.2.1、4.1.2.3参照) 

 (2)  LB ブルガリカム社は、今後とも国際的に競争率の高いはっ酵乳製品の開発に寄与するととも

に、ブルガリアの乳製品工場への技術指導を継続すべき。その目的のために、研究・開発活動

の良好な運営に適切な人員を割り当てるとともに、十分な資格を持つ有能な科学者や従業員を

得るために、より活発で継続的な努力を行うこと。(4.1.2.2参照) 

(3)  サブサイト(中央検査所)は、プロジェクトで確立された原料乳の品質検査技術を他の品質管理

機関に普及し、中心的な役割を果たす検査所として今後とも原料乳品質管理システムの強化に

努めること。これにより、より効果的に全国的な原料乳管理制度化がなされると考える。

(4.1.1参照) 

(4)  原料乳の品質改善は、高品質な乳製品の生産に重要であるため、必要な生産促進対策や最新設

備・機材の設置のための予算措置と人員確保がブルガリア政府に求められる。(4.1.2.3参照) 
(5)  LB ブルガリカム社が市場競争に打ち勝ち市場を拡大するためには、より柔軟な現代的財政管

理の導入が望まれる。(4.3.2参照) 

(6)   伝統的なブルガリアはっ酵乳製品製造方法の保存・保護とともに、銘柄・商標の登録制度と

保護制度の確立のために、ブルガリア政府の努力が望まれる。(4.3.3参照) 

 
4.6  教訓 
プロジェクトの効率的実施には、管理担当者が関係国家機関に配置されるべきである。また､プロ

ジェクトの重要性と目的をより多くの国民に伝える必要があるとともに、伝統的なブルガリアの

はっ酵乳製品の生産を保護するために行っている政府の努力に対する社会の支援と関心を高める

ことが必要である。 
今後ともプロジェクト実施効果を増大させていくためには、中央検査所のフレキシブルな財務

配慮が必要であり、ＬＢブルガリカム社においては、研究・開発担当職員に対する報償等の可能

性を考慮するべきである。 
両カウンターパート機関は、自立発展性の促進のためにも、資格と能力とともに語学力をも備

えた職員を引き付ける魅力を備える努力が必要である。最近の高競争市場化により、ＬＢブルガ

リカム社におけるより適切かつ革新的な経営と生産活動管理の配慮がと要求される。それには、

機材の適切な使用と維持管理は不可欠である。 
収入源の多様化（例：ブルガリア中小企業振興庁機関との案件、EUファンド案件）によりカウ

ンターパート機関の組織的・生産的キャパシティーの向上およびフレキシブルな財政管理と人材

管理が可能となるものと思料される。 
 
 

他の状況 
2007 年 1 月 1 日、ブルガリアは EU メンバーとなり、「援助国化」することとなった。そのためブ

ルガリアは技術協力の「ノウハウ」を学ぶ必要性から、JICA の援助経験は非常に有益であると考

えている。もし、ブルガリアが「はっ酵乳製品」分野の技術協力を考えた場合、JICA は、援助国

化を進めるブルガリアの努力を支援し、関連分野においてブルガリア専門家への「ノウハウ」伝

授に協力できるものと考える。 
 


