
評価調査結果要約表 
１．案件の概要 

国名：インドネシア共和国 案件名：東部インドネシア地域資源に立脚した肉

牛開発計画プロジェクト 

分野：畜 産 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：農村開発部水田地帯グループ水田

地帯第一課 

協力金額（評価時点）：2 億 4,000 万円（2006～2008

年度） 

先方関係機関：農業省、西ヌサテンガラ州畜産局

日本国側協力機関：農林水産省 協力期間 

R/D 署名日：2006 年 10 月 11 日 

協力期間：2006 年 11 月 15 日 

～2011 年 11 月 14 日 他の関連協力： 

１－１ 協力の背景と概要 

インドネシア共和国（以下、「インドネシア」と記す）の東部地域は、自然条件が厳しく、ジ

ャワ島を中心に発展した経済圏からも遠く、西部インドネシア地域と比較して開発格差が大き

い。なかでも西ヌサテンガラ州は、1 人当たりの GDP が 450 ドルで全国 30 州のうち 5 番目に低

く、貧困人口の割合は全国で 6 番目に高い。州内でも、州都マタラム市を除き、農村部の各県で

は貧困人口の割合が 20～30％と高い。 

貧困人口割合の高い農村部では、稲作や畑作に利用できる土地は少ない。特に乾期の 6 月から

10 月は極端に雨が少ないため、年一作を基本とする農家が依然として多い。 

西ヌサテンガラ州政府は、こうした二期作が困難な地域の農家に対し、肉牛生産による所得向

上を推進している。しかし、小規模農家が肉牛生産によって所得を向上するために必要な適正な

飼養管理技術、草地確保や夜間管理を共同で行うための農民組織の強化、ウシを購入するための

初期投資資金の確保などの農家への支援が不足している。 

こうしたなか、インドネシア政府から、西ヌサテンガラ州の畜産局、傘下のバニュムレック種

畜牧場（現、バニュムレック人工授精センター及びバニュムレック動物病院・衛生センター）及

びセラディン飼料生産牧場（現、セラディン種畜・飼料センター）による肉牛生産技術の改善、

並びにモデル農家グループでの実証、県普及員（対象県：東ロンボク、中央ロンボク、西ロンボ

ク、スンバワの各県）や農家リーダーへの研修を通し、これらの技術の小規模農家への普及をめ

ざす技術協力プロジェクトの実施が要請された。JICA は、2005 年 8 月に第 1 次事前評価調査、

2006 年 5 月に第 2 次事前評価調査を実施し、2006 年 10 月に討議議事録（R/D）に署名、2006 年

11 月から 2011 年 11 月までの 5 年間の計画でプロジェクトを開始した。 

 

１－２ 協力内容 

（1）上位目標 

西ヌサテンガラ州において肉牛生産農家が増加するとともに、肉牛生産農家の所得が向上

する。 

（2）プロジェクト目標 

西ヌサテンガラ州のパイロット事業対象農家グループにおいて、肉牛生産を通じた所得の

向上が図られる。 

 



（3）成 果 

1． ロンボク島・スンバワ島それぞれに適した肉牛生産の方式（「ロンボク方式」「スンバワ

方式」）が形成される。 

2． 「ロンボク方式」「スンバワ方式」の普及のための体制が形成される。 

3． 普及活動が実施されるとともに、「ロンボク方式」「スンバワ方式」の改善向上を図る体

制が構築される。 

（4）投入（評価時点） 

日本国側： 

長期専門家派遣 延べ 6 名 機材供与  3,290 万円 

短期専門家派遣 8 名 ローカルコスト負担 3,290 万円 

研修員受入れ 14 名 

相手国側： 

カウンターパート（C/P）配置 延べ 20 名 

ローカルコスト負担  8 億 8,800 万インドネシアルピア（IDR、950 万円） 

２．評価調査団の概要 

調査者 担当分野 氏 名 所 属 

総 括 萩原 知 JICA 農村開発部次長兼水田地帯グループ グループ長

畜産行政 岡田 眞人 家畜改良センター 奥羽牧場 種畜課長 

計画管理 田中 洋子 JICA 農村開発部 水田地帯グループ 水田地帯第一課

ジュニア専門員 

評価分析 奈良原志磨子 （有）アイエムジー  
調査期間 2009 年 10 月 8 日～2009 年 10 月 30 日 評価種類：中間レビュー調査 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

成果 1～3 についての実績は以下のとおりである。 

（1）「ロンボク方式」「スンバワ方式」の形成：2 つの方式は形成されたが、モデル農家グルー

プにおける実証はまだ途上である。 

（2）普及のための体制：技術・普及マニュアルが作成され、研修も順次実施されている。普及

のための要員として、活動各県の畜産局に技術普及とモニタリングを担当するフィールドオ

フィサーが配置され、訓練を受けて活動している。 

（3）普及活動の実施と 2 方式の改善向上への体制：パイロット農家グループ 40 カ所が選定さ

れ、2 方式にかかわる技術の移転が行われている。普及活動のモニタリングはフィールドオ

フィサーによって実施され、データとして集積されつつある。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性 

以下の理由から、プロジェクトは妥当であると評価される。 

① インドネシア（中央政府、西ヌサテンガラ州政府）の政策との整合性：インドネシア

中央政府、西ヌサテンガラ政府はいずれも、肉牛生産増加を政策として掲げている。



特に西ヌサテンガラ州は、「100 万頭の牛の大地」計画（Nusa Tenggara Barat Million 

Cattle Region Program：NTB-BSS、2008～2013。以下、「100 万頭計画」）を重要政策と

して採択している。この計画は、牛肉の増産と当地での農村雇用創出の両者を目標と

するものである。 

② プロジェクト・アプローチの適切さ：当地でのよりよい肉牛生産・管理技術に対する

住民のニーズは高い。 

③ 日本の援助政策との整合性：プロジェクトは日本の ODA 政策に合致し、また JICA

の支援重点分野という視点からも妥当性をもつ。 

 

（2）有効性 

以下の理由から、プロジェクトの有効性は中程度であると評価される。 

① プロジェクト目標の達成は可能だが、以下の条件が満たされる必要がある。 

1．パイロット農家グループの農民が、プロジェクトから移転を受けた技術を受け入

れ、実施し続ける。 

2．パイロット農家グループの農民たちを指導し、モニタリングするシステムが機能

し続ける。 

現時点では、農民の技術受容がまだ途上であること、また肉牛生産の成果が出るまでには

数年の時間が必要なことから、プロジェクト目標の達成見込みを評価するには時期尚早だと

考えるべきであろう。 

② 長期・短期専門家による技術移転、また施設への設備・資機材の投入などを通して、

現場レベルの C/P（バニュムレック人工授精センター、バニュムレック動物病院・衛

生センター及びセラディン種畜・飼料センターの技術職員）の能力はかなり強化され

た。 

③ モデル農家グループのなかには、農家グループという組織のマネジメントで困難を抱

えているところがある。この問題が起きるに至った要因のひとつは、モデル農家グル

ープを指導・モニタリングすべき上記 3 センターの C/P が、2009 年初頭まで、交通

費などの予算不足のため、ほとんど現場（農家グループ）で活動できなかったことで

ある。C/P を中心とした関係諸機関の更なるコミットメントが必要である。 

 

（3）効率性 

プロジェクトの効率性は中程度である。 

プロジェクト活動が実施されている 4 県の畜産局は、公式の C/P ではないにもかかわらず、

ロンボク方式・スンバワ方式の普及に自発的かつ強い意志を示し、行動を開始している。し

かし一方で、プロジェクトは以下のような課題を抱えてきた。 

① 特にプロジェクト開始から 2 年ほどの間、JICA 専門家と C/P との間のコミュニケー

ションと協働が不十分であった。このことと、州の予算配置が不適切だったこと（下

記③を参照）により、プロジェクト活動に遅れが生じた。 

② プロジェクトの主要な関係者である C/P（州畜産局、バニュムレック種畜牧場、セラ

ディン飼料生産牧場）、活動対象県畜産局、モデル農家グループ、パイロット農家グ



ループの間のコミュニケーションと協働がいまだに活発とはいい難い。州畜産局がこ

うした関係者間の連携を深めるため、イニシアティブを発揮し、具体的な行動に出る

ことが望まれる。 

③ 西ヌサテンガラ州によるプロジェクト予算の執行が不適切であった。一例として、州

畜産局がフィールド活動に充てられるべき予算を他の活動、例えばジャカルタへの旅

費等に充当していたことが挙げられる。このため、C/P のフィールド活動が満足に行

えなくなるという事態が生じた。 

④ プロジェクトによるトレーニングは、おおむね効果的・効率的に実施されているが、

トレーナーズ・トレーニング（TOT）の内容については今後更なる検討が望まれる。

TOT 受講者（農民を対象としたトレーナーとして活動することになる）からは、より

よいトレーナーとなるために、もっと幅広い技術を学びたいという意見が聞かれた。

 

（4）インパクト 

プロジェクトのインパクトを評価するには時期尚早だが、以下の 3 点に留意したい。 

① 上位目標達成の見込み：上位目標達成のためには、ロンボク方式・スンバワ方式を自

発的かつシステマティックに普及し、モニタリングする体制の構築が必要である。

「（3）効率性」で触れたように、県レベルではこうした体制の構築に貢献し得る好事

例が発現している。州畜産局がこのような活動を効果的に支援し促進することができ

れば、上位目標達成に向け、更なるインパクトが見込めるであろう。 

② 予想されなかった正の効果：中間レビュー調査団の調査に協力したモデル農家グルー

プ・パイロット農家グループの多くでは、プロジェクトにより導入された技術に関心

をもつ近隣の農民の訪問を受け入れた経験をもっている。まだ小規模ではあるが、現

場レベルでの「普及」が既に始まっている。 

③ 予想されなかった負の効果：施設、資機材などの物的投入が、モデルグループの一部

で組織運営にかかわる問題を誘発している。さらに、こうした物的投入がいわゆる援

助依存を生み出している事例も観察された。こうした課題に対しては、組織強化とい

う面での支援に注力することにより、農民の自立的態度を促進することができるので

はないかと考えられる。 

 

（5）自立発展性 

現時点では、プロジェクトの自立発展性は明らかではない。ただし、以下の点に関して留

意が必要である。 

① 州畜産局：プロジェクトの効果が自立的に発現していくためには、関係者を指揮しコ

ーディネートする州畜産局の役割が決定的に重要になる。西ヌサテンガラ州では「100

万頭計画」が開始されていることから、少なくとも同計画終了年である 2013 年まで

の間は、州畜産局は肉牛生産にかかわる活動にコミットするものと期待できる。 

② バニュムレック人工授精センター、バニュムレック動物病院・衛生センター及びセラ

ディン種畜・飼料センターは、プロジェクトにより導入された活動を推進するための

肉牛生産技術開発・普及のための基地として、プロジェクトの自立発展性に大いに寄



与できるポテンシャルをもっている。ただしこの役割を果たすためには、各センター

はロンボク方式・スンバワ方式の実施への組織的関与と、組織としての自立性を強化

する必要がある。組織の自立性という点では、バニュムレック人工授精センターでは

人工授精用凍結精液、セラディン種畜・飼料センターでは牧草種子・繁殖牛の生産と

販売にかかわる能力を高めることが重要だと考えられる。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること 

特記事項なし。 

（2）実施プロセスに関すること 

プロジェクト活動各県畜産局内に、プロジェクト活動（ロンボク方式・スンバワ方式の普

及）に積極的にかかわるフィールドオフィサーを配置したこと、インドネシア中央政府の資

金的投入によりパイロット事業が予定よりも早く開始されたことが、普及活動（成果 3）の

成果発現に貢献している。フィールドオフィサーが属する県畜産局（正式の C/P ではない）

の積極姿勢がプロジェクト活動全体によい効果を与えている。 

 

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 

パイロット事業が計画より早く開始に至ったのは成果・プロジェクト目標を達成するうえ

でプラス要因であるとはいえ、「モデル農家グループで技術を実証してからそれをパイロッ

ト農家グループで実施する」という計画の流れという面では現場に混乱を招いている部分が

ある。また、インドネシア側のローカルコスト負担が必ずしも適切に行われてこなかったた

め、現場担当 C/P の旅費などの工面がつかず、フィールド活動が滞りがちになり、結果とし

てモデル農家グループで組織マネジメントにかかわる問題が生じる原因のひとつとなった。

 

（2）実施プロセスに関すること 

プロジェクトの中心的 C/P である州畜産局のイニシアティブとコミットメントが十分と

はいえない。これは一部、プロジェクト開始当初の専門家とのコミュニケーション不足にも

起因すると考えられるが、州畜産局のプロジェクトの枠組みや地域の実情に対する理解不足

による部分も大きいのではないかと思料される。州畜産局、特に局長の主体的なコミットメ

ントをどう促進していくかが、今後の円滑な活動のためにも大切になってくるであろう。 

 

３－５ 結 論 

上述のとおり、プロジェクトの各成果は達成されつつあり、パイロット農家グループにおける

肉牛生産を通じた所得が向上する可能性はあるが、まだパイロット農家グループへの普及は開始

1 年以下であり、プロジェクト目標の達成見込みについて評価するには時期尚早である。パイロ

ット農家グループが、プロジェクトを通じて学習し技術を継続的に実施していくこと、そのため

の指導・モニタリング体制が機能するよう、州畜産局、3 センター及び県が連携して活動を進め

る必要がある。 



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）PDM の改訂 

プロジェクト目標「西ヌサテンガラ州のパイロット事業対象農家グループにおいて、肉牛

生産を通じた所得の向上が図られる」の指標「パイロット事業対象の全農家グループで平均

所得が貧困ラインを上回る」について、以下のとおり改訂することとした。 

＜改訂前＞ 

（和文）パイロット事業対象の全農家グループで平均所得が貧困ラインを上回る 

（英文）Average income of farmers in the pilot project exceeds poverty line. 

＜改訂後＞ 

（和文）パイロット事業対象の全農家グループで飼養する肉牛の頭数がパイロット事業開始

時よりも増加する 

（英文）The number of beef cattle raised in the pilot farmers groups increases compared to the

number of cattle at the start of the pilot project.  

 

「平均所得」を指標とした場合、兼業農家においては肉牛生産による所得以外も含まれ得

る。「肉牛生産を通じた
．．．．．．．．

所得の向上」を明確に図るため、「飼養する肉牛の頭数」の増加をみ

ることにより、対象農家グループの肉牛生産による所得向上を評価することが適切である。

 

（2）バニュムレック人工授精センター、バニュムレック動物病院・衛生センター、セラディン

種畜・飼料センターの能力強化 

西ヌサテンガラ州における肉牛生産の技術開発・普及の基幹機関である 3 センターにおい

て、以下の項目に係る強化が必要である。 

① 肉牛生産に焦点を当てたセンター機能（バニュムレック人工授精センター） 

② 凍結精液増産のための生産システムの改善（バニュムレック人工授精センター） 

③ 牧草種子及び繁殖牛増産のための生産システムの改善（セラディン種畜・飼料センタ

ー） 

④ オペレーションスタッフの増員（バニュムレック人工授精センター、セラディン種

畜・飼料センター） 

⑤ 「ロンボク方式」「スンバワ方式」普及活動に係る旅費の予算増額（バニュムレック

人工授精センター、バニュムレック動物病院・衛生センター、セラディン種畜・飼料

センター） 

 

（3）州畜産局、県畜産局の関係強化 

プロジェクト期間が残り 2 年であることにかんがみ、また、関係者間の連携強化を通じ今

後の自立発展性を高めるために、関係者間で定期的ミーティングをもつことが重要である。

州畜産局が更なるイニシアティブをとり、州畜産局、バニュムレック人工授精センター及

びバニュムレック動物病院・衛生センター、セラディン種畜・飼料センター、4 県畜産局の

管理職間で定期的ミーティングを開催し、プロジェクト活動に関する情報共有（現場指導・

普及活動の経験、ノウハウ等）を図ることが望まれる。 



（4）州畜産局と JICA 専門家間のコミュニケーション、コーディネーション 

プロジェクト活動促進のため、州畜産局（州畜産局長）と JICA 専門家の間で定期的ミー

ティングの開催が必要である。 

 

（5）集約型飼養（インテンシブタイプ）モデル農家グループからの教訓 

集約型飼養モデル農家グループで組織マネジメント上の問題が起きている。新規参入/集

約型飼養モデル農家グループでは、メンバー間の作業分担が円滑に実施されず、メンバーの

半数が共同牛舎での飼養を中断している。しかしながら、残りのメンバーはグループ活動の

立て直しを試みており、プロジェクトが特に組織強化の側面から支援していく必要がある。

グループ活動の立て直しが行われ成功に導ければ、こうしたグループの経験は今後他のグル

ープにおいて共同飼養を実施していくうえで現実的な教訓に富むモデルになり得る。 

 

（6）TOT 研修内容の強化・改善 

農家が効率的・効果的に共同飼養を実施するために組織強化は不可欠であり、TOT 研修自

体の内容をより包括的なものにするためにも、今後 TOT 研修に組織強化の側面も取り入れ

る必要がある。 

 

（7）「100 万頭計画」との協働 

「100 万頭計画」について、日本側との効果的な協働の可能性を検討するために、100 万

頭計画のアクションプラン作成が済みしだい、JICA 専門家にその詳細について情報共有を

してほしい。 

 

 




