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インドネシア

生物多様性保全センター整備計画

外部評価者：Value Frontier 株式会社 石森康一郎

０．要旨

本事業の実施はインドネシアの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致し

ており、妥当性は高い。投入においては、事業費が計画内に収まったものの、事業期間が

計画を若干上回ったため、効率性は中程度である。本事業により生物学研究センター（以

下、「RCB」）の植物部及び微生物部に研究・標本保存機材及び教育機材が整備されたこと

で、ほぼ計画どおりないし計画を上回る研究効果（研究数及び標本数の増加ないし維持）、

教育効果（RCB 見学者数の増加）の発現が見られる。また植物や微生物を活用した新薬や

バイオ燃料の開発に向けた研究が進むなどインパクトも高い。本事業の運営・維持管理は

RCB の体制、技術、財務状況ともに問題なく、本事業の実施によって発現した効果の持続

性も高い。

以上より、本事業の評価は非常に高いといえる。

１．案件の概要

案件位置図 生物学研究センター植物・微生物研究棟

1.1 事業の背景

インドネシアでは世界陸地面積の約 1.3％の国土に、地球上の生物種の約 20％が生息し

ており、哺乳類や爬虫類の数はそれぞれ世界 1 位と世界 3 位であった。一方で、人口増に

後押しされた経済開発等により生物の生息・生育域環境が悪化し、種の絶滅が過去にない

速度で急速に進行していたことから、生物多様性保全に対する取り組みが求められていた1。

こうしたなか 1990 年に、インドネシア政府は生物多様性保全の研究機関としてインドネ

シア科学院の RCB を任命したが、RCB には十分な研究設備・能力が備わっていなかったこ

1 こうしたインドネシアにおける生物多様性の問題は、我々日本人にとって対岸の火事ではない。普段利

用している衣類の繊維、食料品、家の建材等の多くが外国から輸入されたものであり、我々の生活は生態

系がもたらす生態系サービス（基盤サービス、供給サービス、調整サービス及び文化的サービス）によっ

て支えられている。そしてそれら生態系サービスの基盤となっているのが生物の多様性（地球上の生命）

であることから、生物多様性の破壊は生態系サービスの低減、ひいては我々の生活水準の低下に繋がる。
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とから、我が国はインドネシア政府からの要請を受け RCB に対して以下の協力を実施して

きた。

【無償資金協力事業】

1995 年：「生物多様性保全計画（動物部の施設建設）」

1996 年：「生物多様性保全計画（動物部の機材供与）」

【技術協力事業】

1995 年～1998 年：「生物多様性保全計画プロジェクト I（研究者の研究能力強化等）」

1998 年～2003 年：「生物多様性保全計画プロジェクト II（研究・情報管理体制の確立等）」

そして今般、植物部・微生物部の施設や機材の老朽化が著しかったことから、インドネ

シアにおける生物多様性保全に係る一連の取り組みとして、植物部・微生物部の施設建設

と機材供与を行う本無償資金協力事業の「生物多様性保全センター整備計画」が実施され

ることとなった。

1.2 事業概要

ボゴール郊外チビノンにあるライフ・サイエンス・センター内において、RCB 植物部及

び微生物の研究棟を建設し、研究、標本保存及び環境教育に係る機材を整備することによ

り、植物及び微生物の保全に係る研究・教育の促進を図る。

E/N 限度額／供与額 2,172 百万円 ／ 2,151 百万円

交換公文締結 2004 年 7 月

実施機関 インドネシア科学院・生物学研究センター

事業完了 2006 年 9 月

案件従事者 本体 施工：大成建設株式会社（日本）

機材調達：（1）伊藤忠株式会社（日本）、（2）Lot-1 伊

藤忠株式会社（日本）、Lot-2 伊藤忠株式会社（日本）、

Lot-3 オガワ精機株式会社（日本）

コンサルタント 株式会社久米設計（日本）・インテムコンサルティング

株式会社（日本）（JV）

基本設計調査 2003 年 4 月～2003 年 12 月

関連事業（if any） ・無償資金協力事業
「生物多様性保全計画（動物研究）（第 1 期：1995 年、
第 2 期：1996 年）」
・技術協力事業
「生物多様性保全計画プロジェクト（第 1 期：1995～
1998 年、第 2 期：1998～2003 年）」
「生物学研究センターの標本管理体制及び生物多様性
保全のための研究機能向上プロジェクト（2007～2009
年）」
・（科学技術）「生命科学研究及びバイオテクノロジー
促進のための国際標準の微生物資源センターの構築プ
ロジェクト（2011～2016 年）」
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上述のように本事業は、我が国が RCB に対して 10 年以上に亘って実施してきた協力の

一環であり、RCB における研究設備・能力の向上に貢献してきた。こうした一連の協力は、

インドネシア政府における RCB の生物多様性保全に係る中核的研究拠点としての位置づけ

を、より強固なものとしている。

2．調査の概要

2.1 外部評価者

石森 康一郎（Value Frontier 株式会社）

2.2 調査期間

今回の事後評価にあたっては、以下のとおり調査を実施した。

調査期間：2010 年 10 月～2011 年 10 月

現地調査：2010 年 11 月 27 日～12 月 11 日、2011 年 4 月 2 日～4 月 9 日

2.3 評価の制約

本事業によって調達された 420 点にものぼる研究、標本保存及び環境教育に係る機材の

運営維持管理状況は、RCB が整備するデータ・ベースにより確認することができたが、

本事後評価調査に係る予算及び時間の制約から、全ての機材の運営維持管理状況を目視

で確認することはできなかった。

また本事業の成果としていくつもの研究成果があるが、知的所有権等の問題により詳

細を本報告書上で公表することはできなかった。

3．評価結果（レーティング：A）

3.1 妥当性（レーティング：③）

3.1.1 開発政策との整合性

事前評価時における国家開発 5 カ年計画（2000～2004 年）は、5 つの重要項目の一つと

して「経済再建の促進及び国民経済システムに基づく持続的で公平な開発基盤の強化」を

あげ、これを実現するために「天然資源・環境分野の開発」を目標に掲げていた。

またインドネシア生物多様性戦略・行動計画（2003～2020 年）は、ビジョンとして「生

物多様性の保全・活用による国民の更なる繁栄」をあげ、これを実現するために「生物多

様性に係る科学的・技術的知見の活用」を目標に掲げていた。具体的には「生物多様性に

係る基礎・応用科学研究の促進並びに情報の発信のための金銭的・人的支援」を優先課題

の一つとしていた。

事後評価時における国家開発 5 カ年計画（2010～2014 年）は、5 つの重要項目の一つと

して「経済開発及び国民の更なる繁栄」をあげ、これを実現するために「持続可能な天然

資源開発を成し遂げるための科学・技術の向上」を目標に掲げている。

またインドネシア生物多様性戦略・行動計画（2003～2020 年）については、事前評価時
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と変更ない。従って、計画時及び事後評価時点ともに、国家開発計画と生物多様性戦略・

行動計画において天然資源・環境分野の開発と生物多様性保全が優先課題となっており、

本事業は国家開発計画及び生物多様性にかかる戦略・行動計画と合致していると判断され

る。

3.1.2 開発ニーズとの整合性

事前評価時におけるインドネシアでは、約 4,000 万人の国民が農林漁業に従事し、直接生

態系に依存した生活を送っており、他の国民も直接的ないし間接的に生態系サービス（図 1

参照）に依存した生活を送っていた。また、国際自然保護連合（以下、「IUCN」という）（2002

年）によると、同国では人間の経済活動や森林火災等により野生動植物の生息・生育域は

年々減少し、絶滅危惧種の数が 1,393 種（全世界 11,167 種の約 12.5％）に上っていた。従っ

て、野生植物等の保全に係る研究・教育の促進を目的に実施されることになっていた本事

業は、当時の開発ニーズに合致しており、必要性は高かったと判断される。

事後評価時におけるインドネシアでは、依然として約 4,000 万人の国民が農林漁業に従事

し、直接生態系に依存した生活を送っており、他の国民も直接的ないし間接的に生態系サ

ービスに依存した生活を送っている。また、IUCN（2009 年）によると、絶滅危惧種の数は

事前評価時から減少し 1,126 種（全世界 33,039 種の約 3.4％）となっているが、依然として

高い。本事業は植物・微生物研究棟を建設し、植物・微生物の研究、標本保存並びに環境

教育に係る機材を整備するもので、未知の生物資源の発見・活用や、既知の生物資源の持

続的な管理・利用を図ると共に、生物資源の意義など生物多様性保全に係る国民の理解の

向上を図っている。こうした取り組みは生態系サービスの維持・拡充、更には生態系サー

ビスの基盤となる生物多様性の保全に貢献すると期待されていることから、本事業は現在

の開発ニーズにも合致しており、依然として必要性は高いと判断される。

図 1 生態系サービス

出所：ミレニアム生態系評価報告書

3.1.3 日本の援助政策との整合性

事前評価時における ODA 大綱（2003 年）は、4 つの重点課題の一つとして環境問題をは

じめとする「地球的規模の問題への取り組み」を重視していた。

様々な生態系サービス

基盤サービス（上記 3 つのサービスの供給を支えるもの）

光合成による酸素の生成、土壌形成、栄養循環、水循環等

供給サービス

食料、燃料、木材、繊

維、薬品、水等

調整サービス

気候調整、洪水制御、

水の浄化等

文化的サービス

精神的充足、美的楽し

み、レクリエーション

の機会等
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また旧 ODA 中期政策（1999 年）は、7 つの重点課題の一つである地球規模問題の中で「自

然環境の保全」を重視していた。

こうした観点から、我が国はインドネシアの生物多様性保全への支援として、生物多様

性に係る科学的研究を進めていくための施設建設や機材供与を行う無償資金協力事業をは

じめ、研究機関の研究能力強化を行う技術協力事業を実施してきている。なお、本事業は

人類共通の財産である生物多様性の保全・研究を目的として老朽化した施設の建設や機材

の供与をする事業であったことから、無償資金協力事業という援助の形態は妥当であった

と考える。従って、生物多様性保全に資する本事業は日本の援助政策と合致している。

以上より、本事業の実施はインドネシアの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十

分に合致しており、妥当性は高い。

3.2 効率性（レーティング：②）

3.2.1 アウトプット

以下の表１に、本事業アウトプットの計画と実績、並びに計画と実績に差異がある場合

はその理由ないし関連事項を記す。

表 1：アウトプット詳細

計画（事前評価時） 実績（事後評価時） 計画と実績の差異

(1) RCB 植物・微生物研究棟の建

設：1 箇所

(1) RCB 植物・微生物研究棟の建

設：計画通り

(1)及び(2)はそれぞれ本事業の

有効性及び持続性を高めるた

めの適切な選択・投入であった

と判断される（但し、液体窒素

製造装置については、操作技術

に習熟した技術者が不足して

いるため使用されていない。し

かしながら、液体窒素を用いた

標本保存は、経済協力開発機構

（以下、「OECD」という）の定

める「生物資源センターのため

のベスト・プラクティス・ガイ

ドライン（2007 年）2」で求め

られているところでもあり、

RCB としても同ガイドライン

の遵守を重視していることか

(2) 研究、標本保存及び環境教育に

係る機材の調達：

【植物部の計測・分析機器等】

・植物化学研究用：30 点

・植物生理学研究用：51 点

・形態遺伝学・解剖学研究用：44 点

・分類学研究用：37 点

・生態学研究用：22 点

・民族植物学用：5 点

・標本庫用：19 点

・その他：43 点

【微生物部の計測・分析機器等】

・生態・生理学研究用：45 点

(2) 研究、標本保存及び環境教育に

係る機材の調達：計画通り

2 正式名称は、OECD Best Practice Guidelines for Biological Resource Centres (2007)
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・微生物応用・開発研究用：21 点

・系統・遺伝子学研究用：27 点

・生化学研究用：32 点

・その他：17 点

【環境教育用のプロジェクター等】

・視聴覚室：18 点

・図書館：5 点

・情報センター：4 点

ら、中長期的な視点においては

適切な選択・投入であったと判

断される）。

出所：RCB

紫外可視分光光度計 スプレードライヤー

ガスクロマトグラフタンデム質量分析装置 プロジェクターとスクリーン

3.2.2 インプット

3.2.2.1 事業費

事前評価時に計画された本事業の費用は 2,172 百万円であったのに対して、実際の事業費

は計画通りのアウトプットを達成した上で 2,151 百万円（計画比 99％）と、計画内に収ま

った。
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3.2.2.2 事業期間

事前評価時に計画された本事業の期間は、2004 年 7 月（E/N 締結日）～2006 年 5 月の 23

ヶ月であったが、実際の期間は 2004 年 10 月（E/N 締結日）～2006 年 9 月の 27 ヶ月（計画

の 117％）で、計画より 4 ヶ月遅延した。この遅延は機材の調達に係る入札額が予算を越え、

再入札の手続きに追加的な時間を要したことに起因するため、アウトプットの増減に見合

わない、計画を若干上回るものであった。

以上より、本事業は事業費については計画内に収まったものの、事業期間が計画を若干

上回ったため、効率性は中程度である。

3.3 有効性（レーティング：③）

3.3.1 定量的効果

【研究の促進】

1. 研究機材の整備に係る効果

表 2：研究機材の整備に係る効果

指標名(単位) 基準値(2002) 2006 2007 2008 2009 2010

植物共同研究数(件) 15 18 19 30 16 14

内、日本との共同研究数(件) 2 5 2 4 3 3

外来研究者受入数(人) 281 9 104 250 286 289

内、日本人研究者数(人) 4 1 3 3 3 6

出所：RCB

本事業は、本事業実施後の 2010 年に植物共同研究数が、20 件になることを計画してい

たが、2010 年の実績は 14 件で、計画値の 70％に留まった。但し、2006～2010 年の年平

均は 19 件で計画値の 95％を達成している。

外来研究者受入数については、本事業実施後における計画値が設定されていなかった

ため、計画値と実績の比較はできないが、RCB 建屋の建設が行われていた 2006 年と建設

直後の 2007 年を除き、本事業実施前の人数と同程度を維持している。

なお植物共同研究数や外来研究者受入数には直接反映されていないが、本事業に先だ

って実施された技術協力プロジェクト「生物多様性保全計画プロジェクト（第 1 期：1995

～1998 年、第 2 期：1998～2003 年）」は、RCB 植物部・微生物部の研究スタッフ及び補

助スタッフを対象に、電子顕微鏡、DNA 分析装置等の各種分析機器の操作技術に係るト

レーニングを実施しており、スタッフの分析・研究能力の向上といった効果をもたらし

ていると考えられることから、本事業がもたらしている研究促進効果を下支えしている

ものと考えられ、技術協力と無償資金協力の相乗効果が認められる。



8

2. 標本保存機材の整備に係る効果

表 3：標本保存機材の整備に係る効果

指標名(単位) 基準値(2003) 2006 2007 2008 2009 2010

植物乾燥標本(点) 20,000 716,146 720,544 729,554 732,626 737,550

植物液浸標本(点) 8,194 49,614 49,614 49,772 49,825 49,846

微生物標本(点) 864 37,259 62,102 93,641 134,002 183,645

出所：RCB

本事業は、本事業実施直後の 2007 年に植物乾燥標本数が 707,000 点になることを計画

していたのに対して、実績は 716,146 点で、計画値の 102％であった。植物液浸標本につ

いては 2007 年に 50,000 点になることを計画していたが、実績は 49,614 点で、計画値の

99％であった。また微生物標本については 2007 年に 37,800 点になることを計画していた

のに対して、実績は 62,102 点で、計画値の 164％であった。但し、計画していた 37,800

点のうち 300 点については、液体窒素を使った標本を計画していたが、液体窒素製造装

置の操作技術に習熟した研究者が不足しており同装置が使用されていないことに加え、

液体窒素を使った標本技術に習熟した研究者も不足していることから、これまでのとこ

ろ実績はない。

また本事業終了後に実施された「生物学研究センターの標本管理体制及び生物多様性

保全のための研究機能向上プロジェクト（2007～2009 年）」は、RCB 植物部・微生物部

の研究スタッフ及び補助スタッフを対象に、植物・微生物標本保存技術に係るトレーニ

ングを実施しており、スタッフの標本保存能力の向上といった効果をもたらしていると

考えられることから、本事業がもたらしている研究促進効果を高めているものと考えら

れ、こちらについても技術協力と無償資金協力の相乗効果が認められる。

【教育の促進】

3. 環境教育機材の整備に係る効果

表 4：環境教育機材の整備に係る効果

指標名(単位) 基準値(2002) 2006 2007 2008 2009 2010

植物・微生物施設見学者数(人) 1,054 311 1,115 1,247 1,054 1,399

出所：RCB

本事業は、本事業実施後の 2010 年に年間の植物・微生物施設見学者数が 1,300 人にな

ることを計画していたのに対して、実績は 1,399 人で、計画値の 108％であった。RCB は、

年間を通してほぼ毎週の木曜日に全国の学校から団体の学生を受け入れ、以下の写真で

見られるように環境教育を実施している。

また上述の「生物学研究センターの標本管理体制及び生物多様性保全のための研究機

能向上プロジェクト（2007～2009 年）」は、RCB の研究結果のポスターやホームページ

（http://www.biologi.lipi.go.id/）等を制作しており、情報発信の強化といった効果をもた

らしていると考えられることから、本事業がもたらしている教育促進効果を高めている
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ものと考えられ、こちらについても技術協力と無償資金協力の相乗効果が認められる。

RCB と生物多様性についての講義 植物乾燥標本の実演

3.3.2 定性的効果

RCB の研究者 20 人にインタビューを行ったところ、20 人全員が本事業実施前と比べ、

RCB の研究環境（施設及び機材）が充実し研究の質が向上したことで、満足していると

回答した。

以上より、本事業の実施により概ね計画通りの効果発現が見られ、有効性は高い。

3.4 インパクト

3.4.1 インパクトの発現状況

表 5：研究の促進に係る効果

指標名(単位) 基準値(2003) 2006 2007 2008 2009 2010

植物・微生物発表論文数(件) 119 186 170 227 173 178

外部研究費 (Rp 1,000,000) NA 3,354 1,829 1,411 14,816 13,628

出所：RCB

本事業は、本事業実施後の 2010 年に年間の植物・微生物発表論文数が 160 件になるこ

とを計画していたのに対して、実績は 178 件で、計画値の 111％であった。

また外部研究費については、本事業実施後における計画値が設定されていなかったた

め、計画値と実績の比較はできないが、2010 年の外部研究費3は 2006 年の約 4 倍となっ

ている。但し、2009 年以降に見られる急増は、RCB による従来通りの外部研究費獲得努

力に加え、インドネシア政府が各セクターにおける研究予算を増加させたことによると

ころが大きいことに留意する必要がある。

3 Research Incentive for Researchers and Inventors といった国内の研究助成機関のみならず、United

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization（UNESCO）といった国際機関や National

Institute of Health（NIH）といった海外の研究機関等からの研究費。
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表 6：教育の促進に係る効果

指標名(単位) 基準値(2002) 2006 2007 2008 2009 2010

セミナー等の開催数(回) 14 104 175 133 82 39

出所：RCB

本事業実施後におけるセミナーやワークショップ等4の開催数について計画値が設定さ

れていなかったため、計画値と実績の比較はできないが、本事業実施後は実施前に比べ

増加しており、教育の促進において貢献をしていると判断される。2007 年以降は RCB の

研究者が教育活動よりも研究活動に専念したいという理由から、開催数は減少傾向にあ

るが、直近で最も開催数の少ない 2010 年でも年に 39 回（月に平均 3.25 回）は開催して

いる。

また本事後評価調査にて RCB を利用したことのある大学の学部生及び大学院生 100 人

を対象に受益者調査を実施したところ、RCB 訪問のきっかけは様々であったが（100 人

中 50 人が所属する大学ないし大学院が設けたスタディー・ツアーに参加したため、32 人

が RCB の研究者から特定の情報を入手するため、30 人が RCB の実験施設を利用するた

め、18 人が RCB の図書施設を利用するためと回答（複数回答））、100 人中 99 人が RCB

の訪問は自身の勉強・研究にとって非常に有益だったと回答していることからも、本事

業は教育の促進においてある程度の貢献しているものと思われる。

【その他（様々な研究事例）】

1. 日本の大手化粧品会社が、アンチエイジングの商品開発において RCB の有する植物標

本に着目し、RCB と共同研究を行っている。アンチエイジング商品の開発・実用化は、

生態系サービス、特に供給サービスの拡充に貢献すると考えられる。

2. 国際協力生物多様性グループ5が、抗癌剤やバイオ燃料等の開発において RCB の有す

る微生物標本に着目し、RCB と共同研究を行っている。抗癌剤やバイオ燃料の開発・

実用化は、生態系サービス、特に供給サービスの拡充に貢献すると考えられる。

3. インドネシア政府が、ジャワ島中央部にあるムラピ山の噴火により荒廃した周辺の森

林地において RCB が発見した土壌回復を促す微生物を活用している。こうした土壌回

復に向けた取り組みは生態系サービス、特に基盤サービスの維持・拡充に貢献してい

ると考えられる。

4. インドネシアの養鶏業者が、RCB が発見した疾病予防作用の高い高カロチン微生物を

4 内容は、「生物多様性概論」から、「タコノキ等亜熱帯植物の植生」、「芳香植物の持つ抗菌作用」、「鳥イ

ンフルエンザウイルスの検査」等、多岐に亘る。
5 正式名称は International Cooperative Biodiversity Groups。米国のカリフォルニア大学デービス校、

インドネシアのバンドン工科大学、森林省及び RCB で構成され、米国政府からの資金で活動を行っている。



11

活用している。こうした食品開発は、生態系サービス、特に供給サービスの拡充に貢

献していると考えられる。

3.4.2 その他、正負のインパクト

1. 自然環境へのインパクト

RCBは様々な化学実験を実施することで有害廃棄物や廃液を排出するため、それらの

適切な処理が求められている。こうした課題に対して上述の「生物学研究センターの

標本管理体制及び生物多様性保全のための研究機能向上プロジェクト（2007～2009

年）」は、施設の運営を行う管理部の職員を対象に有害廃棄物や廃液の管理について

のトレーニングを実施し、管理計画を定めた。この点においても技術協力と無償資金

協力の相乗効果が認められ、現在、有害廃棄物は現地の専門業者によって適切に回収

されており、廃液についても RCB 施設内に設置された汚水浄化装置で適切に浄化され

た後に排水されている。よって、自然環境への負のインパクトはないものと思われる。

2. 住民移転・用地取得

約 4 人の農民が RCB の建設予定地を農地として利用していたことから、政府は建設時に農

民が栽培していた農作物を買い取った上で、代替地を用意することで用地取得問題を解決して

いた。現在、住民移転・用地取得の問題は残っていない。

3. その他の間接的効果

1995年から10年以上に亘って実施された我が国によるRCBへの協力（本事業を含む）は、

RCB の生物多様性保全に係る中核的研究拠点としての位置づけを、より強固なものと

している。2010 年に名古屋で開催された生物多様性条約第 10 回締約国会議（COP10）

では、RCB の職員がインドネシア政府代表団の一員として派遣されるなど、RCB はイ

ンドネシア政府において重要な役割を果たしている。

以上より、本事業は研究の促進や教育の促進のみならず、多方面に亘り正のインパクト

をもたらしていると考えられ、正の間接的効果が認められる。

3.5 持続性（レーティング：③）

3.5.1 運営・維持管理の体制

本事業実施後における施設の運営は、管理部総務課の事務職員 5 人と技術職員 4 人（技

術者 1 人、ほか 3 人）が行う計画となっていたが、事後評価時点では事務職員 14 人と技術

職員 7 人（技術者 5 人、ほか 2 人）が行っている。機材の運営は、植物部の研究スタッフ

74 人（博士 21 人、修士 7 人、学士 46 人）と補助スタッフ 29 人及び微生物部の研究スタッ

フ 40 人（博士 8 人、修士 5 人、学士 27 人）と補助スタッフ 8 人が行う計画となっていた

が、事後評価時点では植物部の研究スタッフ 102 人（博士 30 人、修士 30 人、学士 42 人）
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と補助スタッフ 49 人及び微生物部の研究スタッフ 47 人（博士 8 人、修士 13 人、学士 26

人）と補助スタッフ 12 人が行っている。

また施設及び機材の維持管理は、施設・補給管理部植物課の事務職員 8 人と補助スタッ

フ 6 人（技術者 1 人、司書 4 人、情報システム 1 人）及び微生物課の事務職員 8 人と補助

スタッフ 5 人（技術者 0 人、司書 3 人、情報システム 2 人）が行う計画となっていたが、

現在のところは施設・補給管理部植物課の事務職員 4 人と補助スタッフ 12 人（技術者 1 人、

司書 9 人、情報システム 2 人）及び微生物課の事務職員 1 人と補助スタッフ 4 人（技術者 3

人、情報システム 1 人）が行っている。なお、微生物部司書は植物部司書が兼任している。

インドネシア政府は、従来からの「維持」を意識した生物多様性保全に加え、「活用」を

意識した生物多様性保全を重視しており、RCB に対して生物多様性保全に係る中核的研究

機関としての役割を期待し、RCB の運営・維持管理の体制を充実させてきていることから、

運営・維持管理の体制に問題はないと思われる。

管理部

生物学研究センター（RCB）

微生物部植物部 施設・補給管理部動物部

図 2：RCB の組織図

3.5.2 運営・維持管理の技術

建設された施設に関しては、施設・補給管理部施設・補給管理課の職員が運営並びに日

常的な保守・点検を行い、外部業者が定期的なメンテナンスを行っていることから、その

運営維持管理に問題はないと思われる。

調達された機材（液体窒素製造装置を除く）に関しては、植物部及び微生物部の研究ス

タッフ・技術職員が技術的に利用可能なもので、現地の代理店が部品の交換等対応可能な

ものを調達していること、更に本事業終了後の 2007～2009 年にかけ実施された「生物学研

究センターの標本管理体制及び生物多様性保全のための研究機能向上プロジェクト」によ

り、各種機材の維持管理方法が確立されたことから、その運営維持管理に概ね問題はない

と判断される。

3.5.3 運営・維持管理の財務

本事業により建設された施設及び調達された機材の年間維持管理費は約 16 億ルピアと試

算されていたが、直近 3 カ年（2008 年～2010 年）の実際の年間維持管理費は約 19 億ルピ

アであった。しかしながら、同期間における RCB の総予算は本事業実施前の 2003 年に比

し約 1.3 倍増加しており（2003 年の 276 億ルピアに対し、2008 年～2010 年は平均 357 億ル

ピア）、収支は毎年黒字を保っている。繰越利益は必要に応じて運営維持管理費に充てるこ

とができるため、運営維持管理の財務は健全と判断される。
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表 7：損益計算書

（単位：Rp 1,000）

2008 2009 2010

(1) 通常予算 27,021,832 24,725,326 26,889,579

(2) 補正予算等 13,139,224 6,969,955 8,363,946

(3) 総予算 ( (1)+(2) ) 40,161,056 31,695,281 35,253,525

(4) 人件費 18,897,496 17,438,457 18,182,473

(5) 運営費 12,275,862 10,089,178 9,575,501

(6) 維持管理費 2,090,611 2,002,908 1,785,824

(7) 旅費 2,448,843 1,048,200 1,983,632

(8) 総支出 ((4)+(5)+(6)+(7)) 35,712,812 30,578,743 31,527,430

(9) 収支( (3)-(8) ) 4,448,244 1,116,538 3,726,095

出所：RCB

3.5.4 運営・維持管理の状況

建設された施設の運営維持管理状況に問題は見られなかった。

調達された 420 点にのぼる機材は、液体窒素製造装置を除き、運営維持管理状況に問題

は見られなかった。しかしながら、液体窒素製造装置に関しては、その操作技術に習熟し

た研究者が不足していること、また液体窒素を用いた標本保存技術に習熟した研究者がい

ないことから、これまでのところ使われていないが、研究者は他機関からのサポートを得

ながら鋭意習熟に努めている。

以上より、本事業の維持管理は体制、技術、財務状況ともに問題なく、本事業によって

発現した効果の持続性は高い。

4．結論及び提言・教訓

4.1 結論

本事業の実施はインドネシアの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致し

ており、妥当性は高い。投入においては、事業費が計画内に収まったものの、事業期間が

計画を若干上回ったため、効率性は中程度である。本事業により RCB の植物部及び微生物

部に研究・標本保存機材及び教育機材が整備されたことで、ほぼ計画どおりないし計画を

上回る研究効果（研究数及び標本数の増加ないし維持）、教育効果（RCB 見学者数の増加）

の発現が見られる。また植物や微生物を活用した新薬やバイオ燃料の開発に向けた研究が

進むなどインパクトも高い。本事業の運営・維持管理は RCB の体制、技術、財務状況とも

に問題なく、本事業の実施によって発現した効果の持続性も高い。

以上より、本事業の評価は非常に高いといえる。
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4.2 提言

4.2.1 実施機関への提言

液体窒素を用いた標本保存は、OECD の定める「生物資源センターのためのベスト・プラ

クティス・ガイドライン（2007 年）」にて求められているところであるため、RCB として

も、液体窒素製造装置の操作技術及び液体窒素を用いた標本保存技術の早期習得を図り、

液体窒素を用いた標本保存を進めることが望まれる。

4.2.2 JICA への提言

2011 年から 5 年間の予定で、科学技術振興機構と国際協力機構が RCB に対して技術協力

プロジェクト「インドネシア固有の生物資源を利用した生命科学研究及びバイオテクノロ

ジー促進のための国際標準の生物資源センターの構築プロジェクト」を実施しており、製

品評価技術基盤機構等による RCB における標本保存技術の向上が計画されていることから、

同プロジェクト内で液体窒素製造装置の修復を図ると同時に、液体窒素製造装置の操作技

術及び液体窒素を用いた標本保存技術の移転を図ることが望まれる。

4.3 教訓

本事業の持続性は③という評価で、持続性は高い。これは我が国が、10 年を超える期間、

実施機関に対して無償資金協力と技術協力を組み合わせた包括的な協力を実施してきたこ

と等により実施機関のハード面及びソフト面における技術が向上していることに加え、イ

ンドネシア政府が遺伝資源の活用を含めた生物多様性保全の重要性を認識し、政策的意図

から実施機関の体制及び財務を増強させていることによるところが大きいと考えられる。

以上


