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インドネシア 

ガジャマダ大学整備事業 

外部評価者：OPMAC 株式会社 村山 なほみ 

 

0. 要旨 

本事業では、ガジャマダ大学の整備を支援することにより、教育の内部効率の向上（卒

業までの在籍年数の短縮）および教育研究活動の量的・質的向上を通じた高度な人材育成

を目指していた。本目的は、審査時、事後評価時双方の政策やニーズに合致していること

から妥当性は高い。校舎建設、設備整備および同大学教員の研修はおおむね予定通り実施

され、事業費は当初計画と比して十分な実績であったが、事業期間が 2 年遅延したことか

ら、効率性は中程度と判断される。また、今次調査にて収集した情報からは、審査時に設

定された教育の内部効率の向上や教育研究活動の量的・質的向上に関する指標について、

いずれもおおむね目標を上回るか改善傾向にあることから、有効性は高いと考えられる。

一方、本事業によって発現した効果の持続性に関しては、維持管理体制の適切な運用がな

されていなかったり、一部機器について技術的に修理等が困難である等の課題があること

から、中程度であると判断される。 

以上より、本事業の評価は高いといえる。 

 

 

1. 案件の概要 

 

  

案件位置図 ガジャマダ大学 

 

1.1 事業の背景 

インドネシア、ジョグジャカルタにあるガジャマダ大学は、インドネシア全体における

教育研究活動の中核の一つである。また、地域社会への貢献を重視し、インドネシアにお

ける大学のモデル的存在である。特に、医学、農学分野において、ガジャマダ大学は社会

のニーズに応じた高度な人材を輩出するという点で、重要な役割を果たしてきた。 

審査当時、インドネシアでは、工業化推進のため、高度な人材育成が必要とされていた。

特に医療および自然科学分野においては、養成能力をはるかに上回る需要が見込まれてい

た。このような状況下において、ガジャマダ大学では、高等教育の拠点として、社会のニ
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ーズに対応するため、教育研究活動の量的質的な拡充を計画していた。 

本事業の実施により、医療および自然科学分野における高度な人材を育成するとともに、

本事業を通じた高等教育全体への波及効果が期待された。 

 

1.2 事業概要 

インドネシア・ガジャマダ大学において医学系、農学系学部の校舎建設・機材／機器整

備・教育スタッフの強化等を行うことにより、同大学の教育研究活動の量的・質的向上を

図り、もって政府機関・民間企業への高度な人材供給を通じた地域経済およびインドネシ

アの経済発展に寄与する。 

 

円借款承諾額／実行額 7,499 百万円 ／ 6,479 百万円 

交換公文締結／借款契約調印 1998 年 1 月 ／ 1998 年 1 月 

借款契約条件 金利 2.7％（コンサルティングサービスは 2.3％）、 

返済 30 年（うち据置 10 年）、一般アンタイド 

借入人／実施機関 インドネシア共和国/国家教育省高等教育総局

（DGHE）およびガジャマダ大学 

貸付完了 2009 年 2 月 

本体契約 

 

PT. Pembangunan Perumahan（インドネシア）、 

PT. Wijaya Karya（インドネシア）、 

PT. Adhi Karya（インドネシア） 

コンサルタント契約 PT. Duta Hari Murthi （インドネシア） 

PT. Cakra Manggilingan Jaya（インドネシア）/Kerta Gana 

（インドネシア）/パシフィックコンサルタンツインタ

ーナショナル（日本）（JV） 

関連調査（ﾌｨｰｼﾞﾋﾞﾘﾃｨｰ･ｽﾀﾃﾞｨ：

F/S）等 

Implementation Program（国家教育省、ガジャマダ大学

により 1996 年 8 月作成） 

 

 

2. 調査の概要 

2.1 外部評価者 

村山 なほみ（OPMAC 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 12 月～2011 年 10 月 

現地調査：2011 年 3 月 19 日～4 月 3 日、2011 年 5 月 22 日～5 月 28 日 
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2.3 評価の制約 

学生数等の大学関連の統計データのうち、2005 年より前のデータについてはコンピュー

タ管理がされておらず、また適切に保管されていないため入手ができなかった。さらに、

計画時の基準値や目標値の計算根拠も残されていないことから、計画時と事後評価時の比

較、データの推移の検討にあたり制約が生じた。 

 

 

3. 評価結果（レーティング：B1） 

3.1 妥当性（レーティング：③2） 

3.1.1 開発政策との整合性 

審査当時の国家開発政策である第 6 次国家開発 5 カ年計画（以下、Repelita VI: 1994-1998）

では、高等教育機関に関して社会的な要請に応える学校教育の実現を高めるために、自然

科学系学部を重点的に強化し、自然科学系（特に工学系）学生が全学生数に占める割合を

14％から Repelita VI 期間中に 25％にまで拡大することを目標としていた。また、地域的に

は東インドネシア地域の大学の強化を重点課題としていた。審査時点において、東インド

ネシア地域の高等教育機関における自然科学分野の強化を行うことは、国家開発計画に沿

うものであった。 

事後評価時点における国家開発計画（以下、PRJM: 2010-2014）において、教育は 11 の優

先課題のうちの第二の優先課題として挙げられており、「教育の開発は、就業機会あるい

は起業家創出や労働需要への挑戦に対する施策と併せて実施されることにより、直接的に

経済成長の達成という目的に資するものである」とされている。さらに、リーダーシップ

のとれる人材の育成と経済成長促進のために、高等教育の充実を図るとしている。なお、

国家教育省高等教育局（以下、DGHE）によれば、現在も自然科学、技術、職業訓練および

農業分野（特に農業経済、農業関連産業）の人材育成を重視している。以上のことから、

事後評価時点においても、引き続き開発政策との整合性は高いといえる。 

 

3.1.2 開発ニーズとの整合性 

審査当時、インドネシアでは医療および農業分野において高度な人材の不足が指摘され

ており、そのために大学の医学・農学系学部の整備が必要となっていた。事後評価時点に

おいては、分野ごとの人材の過不足に関する統計データは入手が困難であったため、どの

学部の支援が特に必要とされているかを統計から特定することは難しいが、高等教育全般

に対する開発ニーズは、以前にも増して高まっているといえる。表 1によれば、ここ 10年

程度の間、初等教育、中等教育の卒業者は増加傾向にあり、PRJM（2010-2014）でも、高等

教育総就学率を 2009 年の 18％3から 2014には 25％まで引き上げることを目標としている。 

 

                                                        
1 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
2 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
3 出所が異なるため、表 1 の数値とは一致しない。 
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表 1：インドネシア総就学率の推移 

単位：％ 

 2003年 2006年 2009年 

7歳～12歳 96.4 97.39 97.95 

13歳～15歳 81.0 84.08 85.43 

16歳～18歳 51.0 53.92 55.05 

19歳～24歳 11.7 11.38 12.66 

出所：BPS, Statistik Pendidikan, 2003, 2006,および 2009 

 

上記に加え、インドネシアでは経済成長も順調に推移しており、家計において子供の教

育により多くの支出をする経済的な余裕も出来つつあることから、今後、大学進学者の増

加が見込まれる。以上のことから、高等教育分野の開発ニーズは引き続き存在すると考え

られる。 

 

3.1.3 日本の援助政策との整合性 

旧 ODA 大綱（平成 4 年、1992 年）では、日本とアジア地域が歴史的、地理的、政治的お

よび経済的に密接な関係にあることが強調され、アジア地域への支援に重点が置かれてい

た。また、同大綱では人造りおよび研究協力等技術の向上・普及をもたらす努力が重点項

目として位置づけられていた。このことから、審査時点において、日本の援助政策との整

合性を有していたといえる。 

 

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 

本事業は、医学系・農学系学部4の校舎、教育研究用機

器等の調達、ガジャマダ大学教官の日本への留学および

短期研修、並びに事業を円滑に実施するための技術協力

とコンサルティングサービスから成っている。各コンポ

ーネントのアウトプットを表 2 に示した。 

 

                                                        
4 本事業の対象学部は、医学部、歯学部、林学部、農学部、農業技術学部、獣医学部、畜産学部の 7 学部

である。 

 

林学部校舎外観 
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表 2：アウトプット比較（計画／実績） 

 計画値 実績値 

① 医学・農学系各学部校舎等の建設 

延べ床面積 68,000 m2 86,180 m2 

基礎インフラ整備 整地および公共設備 アクセス道路、景観整備、フェンス、駐車場

および追加整備（電力供給、水供給システ

ム、消火システムおよび配電システム） 

② 教育研究用機器等の調達 

調達機器数 

家具／備品 

1,058 

22,308 

2,433 

26,689 

③ 留学生派遣 

留学 20人 25人 

短期研修 15人 16人 

④ 技術協力 

機材選定 7.5 MM 2.47 MM 

留学生選定 4.0 MM 0.00 MM 

⑤ コンサルティングサービス 

エンジニアリングサービス 440 MM 776.05 MM 

プロジェクトマネジメントサービス 327 MM 505 MM 

フェローシップサービス 73 MM 79 MM 

出所：計画については JICA 審査時資料、実績については完了報告書および質問票に対する回答書 

 

アウトプットは、コンポーネントによっては当初計画から若干の追加、変更等がされた。

校舎建設部分については、学生待合室や廊下の拡張、温室、作業場の追加等のため、延べ

床面積が 18,180 m
2 増加した。基礎インフラについては、本事業の他コンポーネントの運用

を円滑かつ効果的に行うための措置として、アクセス道路の建設、電力供給設備の追加、

薬品汚水処理施設の追加等が行われた。教育研究用機器等の調達については、特に農学部、

農業技術学部、林学部において、計画時の機器では研究教育に不十分であったため、機器

を追加調達した。また、家具/備品は、建物の増加部分に対応し、パッケージ F1 として追

加調達された。留学生の派遣については、大学の科学技術開発中核研究拠点（Center of 

Excellence in Science and Technology Development）計画を加速させるため、より多くの学位

保有教員や最新知識を有する教員が必要であったことから、6 人を追加した。留学生選定

はコンサルティングサービスの中で対応することとなったため、技術協力専門家は雇用せ

ず、フェローシップサービスコンサルタントの業務量が増加した。その他コンサルティン

グサービス（エンジニアリングサービスおよびプロジェクトマネジメントサービス）は、

事業期間の延長により業務量が増加した。いずれの追加、変更も JICA の同意の下実施され

ており、これらの追加、変更等に関しては特段の問題はないと考えられる。 

 

3.2.2 インプット 

3.2.2.1 事業費 

審査時に積算された総事業費は 99 億 98 百万円（うち、円借款は 74 億 99 百万円、残り

はインドネシア政府負担）であったのに対し、実際は 77 億 168 万円（うち円借款は 64 億
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79 百万円）と計画内に収まった。主な減尐理由は、日本円に対して物価上昇率を上回る現

地通貨の減価があったことと国際競争入札により競争が働いたためと考えられる。 

 

3.2.2.2 事業期間 

審査時に計画された事業期間（借款契約調印から貸付完了までと定義）は、1997 年 11 月

から 2007 年 2 月の 108 カ月であった。これに対し実績は、1998 年 1 月から 2009 年 2 月の

132 カ月で、計画比 122％と計画を若干上回った。計画を上回った理由は、主に以下の 2 点

である。 

 

①事業実施中の 2006 年 5 月 27 日のジャワ島中部地震により、本事業で支援を行って

いる校舎や備品にも被害が及んだことから、その修復工事、破損備品の交換等に要

する期間を考慮し、2 年間の期限延長が行われた。 

②一部追加した機器（パッケージ F1）の調達は、調達手続きに時間を要したうえ、機

器の一部について日本政府の輸出許可が下りるのに時間がかかったことにより、最

終的に予定より 2 年遅れた。 

 

①については、予期せぬ天災によるもので致し方がないと考えられる。震災後に追加さ

れた震災復旧ポーションは、追加時点で計画された期限内（2008 年 10 月）に一次引き渡し

が完了している。一方、②については震災前に追加されており、基本的に震災による影響

はなく、調達手続きに時間を要したことが遅延の理由であった。具体的には、2006 年に入

札が行われ、2 社の応札があったが、いずれも基準に達しなかったことから再入札となっ

たうえ、上述の通り一部機器の輸出許可に時間を要したため、再入札後に新たに設定した

期日（2008 年 12 月）までにも完了しなかった。 

なお、当初の計画に含まれていた機材の調達については、いずれも期限内に調達され

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 

3.3.1.1 運用効果指標 

(1) 教育の内部効率 

教育の内部効率指標にはいくつかの指標が存在するが、本評価においては、事業実施前

の基準値が存在する入学から卒業までの在籍年数を指標として用いた。ガジャマダ大学で

は、入学から卒業までの規定年限は 4 年間である5。事業実施前には、医学系学部では平均

5.5 年、農学系学部では平均 6.7 年、卒業までにかかっており、これを 2005年までにそれぞ

                                                        
5 1990 年代半ばごろから規定年限に拘らず、必要単位を取得できた学生は卒業することが可能になってい

る。また、医療系学部の場合、4 年間の大学での教育の後、2 年間の研修期間があるが、ここでは大学で

の教育期間のみを在籍期間としている。 
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れ 5 年以内とすることが目指されていた。2005 年時点で本事業は完了していなかったため、

農学系学部では、平均 5.35 年と依然として 5 年超かかっていたが、医学部と獣医学部では

既に目標を達成し、それぞれ 4.11 年、4.89 年となっていた。事後評価時点では、医学系学

部では 4.15 年、農学系学部では 4.94 年となり、基準値よりそれぞれ 1.35 年（医学系学部）、

1.76 年（農業系学部）も短縮しており、劇的に改善している。 

単位：年 

 
出所：質問票に対する回答書（ガジャマダ大学） 

図 1：卒業までの年数（各学部平均） 

 

卒業までの期間短縮の主な要因として、本事業により実験機器や医療研修機器が整備さ

れたことから、それら機器を使用するための待ち時間が激減し、学生が効率的に教育を受

けたり、研究を行うことができるようになったりしたことが考えられる。 

 

(2) 教育の量的改善：学生数・卒業生数の増加 

校舎や教育設備の整備による教育の量的改善を確認するために、審査時点で指標が設定

されていた学生数と卒業生数の増加を分析した6。 

 

単位：人 単位：人 

  

                                                        
6 審査時点の基準値、目標値の算出根拠が不明で、かつ今次現地調査で 1997 年時点の学生数の再確認は、

データ保管上の問題からできなかったため、ここでは目標値との比較はせず、近年の推移から分析を試み

た。 
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出所：基準値は JICA審査時資料、2005年以降データ

については質問票に対する回答書 

出所：基準値は JICA審査時資料、2005 年以降データ 

については質問票に対する回答書 

図 2：対象 7 学部の登録学生数の推移 図 3：対象 7 学部の卒業生数の推移 

 

表 3：対象 7 学部の中途退学者数の推移 

単位：人 

年 基準値（1996/97） 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

中途退学者 23 25 45 33 10 1 1 

出所：基準値は JICA 審査時資料、2005 年以降データについては質問票に対する回答書 

 

本事業対象 7 学部の登録学生数合計は、2005 年以降増加傾向にあり、2010 年には 8,106

人に達している。これは新規学科の創設等による学生募集の拡大によるものである。一方、

7 学部合計の卒業生数は 1996/97 年の 915 人から 2010 年には 1,334 人と大幅に増加している

ものの、特に 2007 年以降は医学部と獣医学部以外の学部の卒業生数が減尐傾向にあり、合

計も、年々減尐している。また、退学者数は 2007 年以降減尐傾向にあり、2009 年、2010

年は 7 学部合計で各 1 人しかいない(表 3)。林学部、畜産学部、歯学部以外の登録学生数は

増加傾向であり、各学部とも卒業までの在籍年数が短縮していることを考えると、全体の

卒業生数が減尐傾向にあること、中でも農学部の卒業生数が激減しているという現象をこ

れらの数値から説明することは極めて困難である。ガジャマダ大学のデータの保管状況お

よび関係者との面談において一般的に同大学では学生数も卒業生数も増加しているはずで

あると誰もが発言することなどを考慮すると、ガジャマダ大学から提出された卒業生数デ

ータの信憑性に問題があると考えられる。事業効果をフォローするためにも、また適切な

大学管理運営のためにも、登録学生数や卒業生数の管理を改善する必要があると考えられ

る。 

いずれにしても、対象 7 学部にかかる校舎等 86,180m
2 が整備され、実験機器等が整備さ

れたことにより、事業実施前よりも多くの学生の受け入れが可能になり、教育の量的改善

（登録学生数の増加）がされたものと考えられる。 

 

(3) 教育の質的改善 



 

 9 

ここでは、教育の質的改善を定量的に分析

するため、今次調査でデータ収集が可能であ

った学位保有教官比率を検討し、教員の教育

研究技能の改善度合いを確認する。加えて、

インドネシアで一般的に学力の指標として使

用されているグレード・ポイント・アベレー

ジ（以下、GPA: grade point average）7を検討し、

学生の学力の改善度合いを確認する。 

2010 年時点では、林学部を除く多くの学部

で 100％またはそれに近い教員が修士又は博

士号を取得しており、審査時点と比較して飛

躍的に学位保有教官は増加した（表 4）。 

また、林学部においても、97 年の 68.91％から 75.28％（2010 年）へと約 9％増加してい 

る。これは、ガジャマダ大学が科学技術開

発中核研究拠点として積極的に在籍する教

員の学位取得を推進した結果であり、本事

業以外にもドイツ等の支援を得て、多くの

教員が海外で学位を取得している。本事業

に限定して検討してみると、学位取得を目

指した留学プログラム参加者全員（25 人）

が学位を取得していることから、本事業は

教育の質の改善の一助をなしたと考えられ

る。 

また、学力の指標である GPA を見てみる

と、対象 7 学部においては改善傾向にあり、

7 学部平均では 2005 年の 3.04 ポイントから

2010 年には 3.14 ポイントと 0.1 ポイント改

善している。本事業で教育環境が整備され

たことに加え、教員の質も向上しているこ

とから、教育の質が改善し、それが学生の GPA の改善にある程度影響を与えているものと

考えられる。 

 

(4) 研究水準の改善 

研究水準の改善を定量的にみるために、今次調査において、医学・農学分野に関する研

究活動（論文数8）および研究資金の獲得状況を確認した。 

                                                        
7 各科目の学業評価は 5段階（A、B、C、Dおよび E）で評価される(絶対評価による)。GPAの算出方法は、

各科目の学業評価を点数換算（ガジャマダ大学の場合、A=4 点、B＝3 点、C＝2 点、D＝1 点、E＝０点（落

第））し、卒業までに得た合計点を科目数で割って、平均点を出すもの。 
8 国際的な論文数の評価基準で用いられている SCI（Science Citation Index）や EI（Engineering Index）に収

録された論文に限定していない。 

表 4：学位保有教官比率 

単位：％ 

 1997 年 2010 年 

医学部 53.49 98.68 

歯学部 58.97 100.00 

林学部 68.91 75.28 

農学部 63.35 96.00 

農業技術学部 82.22 98.80 

獣医学部 67.31 100.00 

畜産学部 80.77 94.59 

出所：ガジャマダ大学 

単位：ポイント 

 
出所：ガジャマダ大学 

図 4：対象 7 学部の GPA の推移 
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表 5 によれば、対象 7 学部の教員による論文数は基準値である 1997 年の 128 本から年々

増加し、2010 年には 687 本となっており、事業実施前後で飛躍的に増加している。 

 

表 5：対象 7 学部の教員による論文数 

単位：本 

年 1997 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

対象学部の教員による論文数 128 311 332 408 429 523 687 

（参考）対象学部の教員数 n/a 862 834 801 788 784 771 

出所：ガジャマダ大学 

 

一方、本事業の留学プログラムの対象教員（40 人）9の論文数は 18 本（2010 年）、一人

当たり 0.45 本である。これは、対象学部 7 学部教員（771 人）の一人当たり論文数 0.89（2010

年）と比べ、半分程度と尐ない10。にもかかわらず、後述するようにフォーカスグループイ

ンタビューの参加者（留学プログラム対象教員）からは、設備の充実により、研究プロジ

ェクトが増加した、あるいは他大学や日本を含む外国の大学との共同研究が増えたという

意見も多く見られた。これは、留学プログラム対象教員が、比較的若い教員で構成されて

いるため、研究実績が現時点では比較的尐なめであることが原因と推定される。教育事業

の成果が出るには比較的時間を要するため、今後、対象教員の研究実績が増加することが

期待される。 

表 6：研究資金の獲得状況 

単位：件 

年 1997 2010 

研究資金獲得プロジェクト数 n/a 160 

出所：ガジャマダ大学 

 

研究資金は、97 年時点のデータがないため、事業実施前後の比較はできないが、2010 年

には多くのプロジェクトを受託していることがわかる11。 

以上のことから、まだ留学プログラムによる若手教員の研究能力の向上実績を見るには

時期尚早と考えられるが、本事業による校舎建設や設備整備については、研究活動の強化

に一定程度寄与したものと考えられる。 

 

3.3.1.2 内部収益率 

今次調査において定量的分析を行うために必要なデータが入手できなかったため、内部

                                                        
9 留学した教員は合計 41 人であるが、うち 1 人は 5 年前に死去しているため、論文数を集計するに当たり、

この教員は人数に含めていない。 
10 なお、ガジャマダ大学の調べでは、留学した教員が帰国後（2005 年以降）に書いた総論文数は、尐なく

とも 149 本である（13 人のみの回答によるもので、残り 27 人の論文数は不明）。仮に 27 人がまったく論

文を書かなかった場合、留学した教員の過去 6 年間の年平均一人当たり論文数は 0.62 本、また報告のあっ

た 13 人の同論文数は、1.9 本である。 
11 例えば、インドネシア「バンドン工科大学整備事業(2)」事後評価報告書によれば、バンドン工科大学で

は、2003 年の研究活動は 434 件あり、うち 60 社近くが企業との共同事業・受託研究である。支援対象学

部の種類や数、また外部資金プロジェクトの定義の違いなどから他事業との単純比較はできないが、ガジ

ャマダ大学の外部資金によるプロジェクト数は、仮にバンドン工科大学の外部資金プロジェクト数を企業

との共同事業・受託研究数とした場合には、かなり多いと考えられる。 
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収益率の計算は行わない。 

 

3.3.2 定性的効果 

3.3.2.1 受益者調査による施設の満足度 

今次調査において、ガジャマダ大学対

象 7 学部の教員 74 人、学生 137人に質問

票調査を行い、大学施設の満足度や事業

効果等を調査した。 

まず、在学生について、入学理由を確

認したところ、インドネシアの他大学と

比較すると設備がよく、教育環境が整っ

ていることがガジャマダ大学に入学を決

める一番の要因となっていた。また、多

くの学生がプロジェクトに満足し、感謝

している（設備については 61 人、約 45％

が満足。不満足は 26％）。一方、入学後

の学習の中では、大学における設備（特

に実験機器）不足のため、順番待ちをするなどの不便を感じている学生が 65％を占めてい

る。受益者調査の回答によれば、実験機器は、絶対数が不足している場合もあるが、メン

テナンス不足や機器の老朽化による故障、配置分散のために機器を効率的に使用できてい

ない等の理由で、機器の稼働率が低いことにも問題があると考えられる。 

教員も、設備に対する満足度は高く、回答者の約 73％が満足と答えている。ただし、満

足と回答している教員の中にも、一部の機器については、不良品、故障、修理不可能、数

の不足、現在機器を使用している教員のニーズとの不一致等があると不満を挙げる回答も

多かった。なお、教員、学生ともに建設された校舎に対する満足度は高い。 

便利な設備・不要な設備について確認したところ、ほとんどの回答者が日常的に利用し

ている研究機器や校舎について、研究教育に役立っているなど、高く評価している一方、

74 人中 16 人（21.6％）が、研究室に設置された機器の中で不要なものがあると回答してい

る。このうち、現在の自分の研究室のニーズに合っていない、故障していて使えないとい

う理由を挙げる回答者が多い。 

各研究室に設置された機器については、事業実施前に各研究室に対しニーズ調査を行っ

て調達リストを大まかに決めたうえで、事業実施中に機材調達の専門家を派遣し、最終的

な機器を選定した。しかしながら、現在研究室にいる教員と当時の教員が違うため研究テ

ーマが異なったり、教員が同じでも最終決定のプロセスの中でスペックの変更や調達予定

の機器のうち一部しか調達されなかったりしたことで、研究室のニーズと一致しないとい

うケースが見られる。一方で、ある研究室では不要とみなされている機器でも、別の研究

室では実験のために必要だとして、入手を希望している場合も散見される。 

単位：人 
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22

51

32

39

14

32

14

4

0

1

1

学

生

教

員

とても満足 満足 普通

不満足 とても不満足 無回答
 

出所：受益者調査 

図 5：大学設備に対する満足度 
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受益者調査のこれらの回答からは、

事後評価時点におけるニーズと機器

設置場所のミスマッチおよび維持管

理の不備が問題となっていることが

認められる12。 

事業前後の教育・研究の変化につ

いては、回答者の約 67％が研究室で

の作業が早くなった、また約 59.5％

が、研究成果が増えたと回答してお

り、校舎や機器の整備により、研究

効率が向上したと考えられる。また、

同僚や学生とのコミュニケーション

の増加を挙げる回答者も約 63.5％おり、本事業で校舎や機器を整備したことにより、教

育・研究面でポジティブな効果が見られる。 

 

3.3.2.2 留学プログラムの成果 

本事業の留学プログラムで、学位取得を目指して日本に留学した教員は 25 人である。そ

の全員が学位を取得し、帰国後も他機関に転出することなくガジャマダ大学で教鞭をとり、

研究活動を継続している。 

今次調査において、留学プログラムに参加した 16 人の教員を対象に、フォーカスグルー

プインタビューによる留学および短期研修の効果の確認を行った。教員は、学位の取得（9

人）や専門知識のブラッシュアップ（12 人）、日本語習得（1 人）、日本における研究文

化の理解（2 人）等の目的を持って留学をした。回答者 14 人中 12 人が目的を達成したと回

答している。残りの 2 人に関しても、おおむね達成（1 人）と 50～60％達成（1 人）と回答

しており、ほぼ全員が期待通りの成果を上げたといえる。 

また、留学プログラムの効果については、ほとんどの参加者が専門分野に関する技術や

知識が改善した、教育や研究面で自信がついた、個人的に他大学とのネットワークや国際

的なネットワークができた等を挙げている。また、学位取得者の増加により大学の評価が

向上したことや大学間の連携等、国際化が進んだことを大学にとっての本事業の成果とし

て評価する教員が多い。留学中、日本の大学における研究態度や教育方法に感銘を受け、

自らも帰国後に学生に対し実践している、あるいは留学後に学生指導の質が改善したとい

う教員も多い。これらの回答から、日本への留学の意義は学位取得に留まらず、教育面や

研究面でよい効果を上げていると考えられる。 

 

以上より、本事業の実施によりおおむね計画通りの効果発現が見られ、有効性は高い。 

 

                                                        
12 詳細は、持続性で後述する。 

単位：回答数 

 
注：複数回答 

出所：受益者調査 

図 6：事業実施前後の教育・研究の変化 
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3.4 インパクト 

3.4.1 インパクトの発現状況 

本事業の上位目的は、政府機関・民間企業への高度な人材供給を通じた地域経済および

インドネシアの経済発展への貢献である。既述の通り、ガジャマダ大学は、インドネシア

における高等教育の拠点であるとともに、地域社会への貢献を重視している大学である。

直接的に国内総生産（以下、GDP）等のマクロ経済指標に反映されるものではないが、間

接的に地域社会やインドネシアの経済発展に本事業は寄与していると考えられる事例がい

くつも見られる。 

 

3.4.1.1 地域社会・経済への貢献 

地域の発展・インドネシアの発展に寄与したと思われる研究成果について、教員に対す

る受益者調査で質問したところ、多数の回答を得ることができた13。中にはインドネシア

政府の研究プロジェクトや地域社会に根差した研究もあり、直接的に GDP 等に反映される

ものではないが、上述の通り、本事業により研究環境が整備され、事業前よりも研究成果

が増加していることと併せて考えると、本事業は間接的に地域社会やインドネシアの経済

発展に寄与しているものと考えられる。 

また、研究という形式による貢献だけでなく、インドネシアの中核大学として、国内の

他大学に対し助言を行ったり、インドネシア政府あるいは他国政府に対し、専門家として

ガジャマダ大学教員が支援を行ったりして、社会貢献をしている。特に本事業の直接的な

インパクトといえる事例としては、本事業で日本に留学し、小児医療を学んだ教員が、そ

の知識を活かして地域の子供たちに対するボランティア活動を行っているという例があ

る。 

これら以外にも、本事業で整備した研究機材はまだインドネシア国内のすべての大学で

利用可能なものではないため、必要とする大学や研究機関に対し研究機材を貸し出したり、

民間企業から本事業で整備した機器を利用した製品テストを受託したりすることにより、

地域社会や経済への貢献を行っている。 

 

3.4.1.2 日本の大学との連携強化とガジャマダ大学の国際化への貢献 

現在、ガジャマダ大学が協力協定（以下、MOU）を締結している日本の大学数は 25 校で

あるが、本事業実施により日本および各国大学との学術交流がより盛んになったといえ

る。 

 

 

表 7：大学等との協力協定（MOU）締結数（上位 15 カ国、延べ数） 

国名 実施前 実施中 実施後 期間不明 累計 

日本 13 42 14 2 71 

オランダ 12 22 5 4 43 

大韓民国 3 18 10 1 32 

                                                        
13 例えば、伝統医療の改善に関する研究、鳥インフルエンザの研究、食品技術の開発、バイオマスに関す

る研究、コミュニティ・フォレストリに関する研究、気候変動に関する研究、水稲/米に関する研究等。 
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国名 実施前 実施中 実施後 期間不明 累計 

オーストリア 10 14 6 0 30 

アメリカ 7 12 4 4 27 

マレーシア 3 14 3 2 22 

ドイツ 3 14 1 1 19 

フランス 2 3 6 0 11 

スウェーデン 3 6 2 0 11 

中国 0 5 4 1 10 

イギリス 4 5 0 1 10 

カナダ 3 3 1 2 9 

オーストラリア 1 5 2 0 8 

タイ 1 5 0 2 8 

フィリピン 1 6 0 0 7 

出所：ガジャマダ大学 

 

表 7 はガジャマダ大学がこれまでに締結した MOU の延べ数を本事業の実施前、実施中、

実施後に分けて整理したものである。日本は MOU 締結数では最多であり、特に事業実施

後に増加している。その他の国の場合も、事業実施後に増加しているが、ガジャマダ大学

によれば、MOUを締結する際には、ガジャマダ大学の設備の整備状況なども評価されて締

結に至るとのことであり、本事業で校舎や設備を整備したことが、MOUの締結数の増加に

一定程度寄与したものと考えられる。また、本事業は日本の大学との共同研究の推進に役

立ったのみならず、国際的な学術連携が進められるようになり、ガジャマダ大学の国際化、

および国際的な共同研究から波及した地域への貢献活動に寄与している。 

 

 

 

 

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 

事業実施中および完了後も大学から出される廃棄

物は分別され、適切に処理されている。特に化学薬

品が含まれた汚水については本事業により処理場が

建設されたことから、かつての状況は改善され、負

のインパクトは適切に軽減されている。また、本事

業により、敷地内の緑化が進められたことからも、

環境面での正のインパクトがあった。 

一方、環境モニタリングの方法・体制については、

今後、環境省の指導により「文書管理と環境モニタ

リング（DPPL: Document management and environment 

monitoring）」が行われる予定だが、これまでは特に組織だったモニタリングは行われていな

い。 

 

(2) 用地取得、住民移転 

 

化学薬品を含む汚水の処理場 
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本事業実施に当たって、新たな用地取得、住民移転はなかった。 

 

以上より、本事業は地域社会やインドネシアの経済発展に貢献していると考えられ、環

境への負の影響も認められない。 

 

3.5 持続性（レーティング：②） 

3.5.1 運営・維持管理の体制  

審査時資料によれば、本事業のためにガジャマダ大学内に大学整備事務局（以下、PIU: 

Project Implementation Unit）が設置され、本事業により建設された施設、調達された機器の

維持管理も行うこととなっていた。今次調査で確認したところ、PIU は現存し、3 人の事務

スタッフがいるが、維持管理の責任はなく、新規プロジェクトの計画、実施を担当してい

る。維持管理は従来、各学部単位で行われている。機器については意識の高い教員による

個人的な維持管理のイニシアティブはあるものの、制度的な定期メンテナンスは行ってお

らず、故障等が生じる都度、メーカー又はサプライヤーに修理を依頼している。建物につ

いては、公共事業省（Minister of Public Works）No.:24/Prt/M/2008（2008 年 12 月 30 日）の規

程に従って、維持管理がなされている。 

運営維持管理体制に関しては形式的には整備されているが、制度の運用/実施面に課題が

ある。主な要因は、学内のコミュニケーション上の問題、あるいは設備を利用している教

員や学生の維持管理への参加意識の低さにあると考えられる。 

運営維持管理の財務で後述する通り、現時点で必要とされる維持管理予算は十分に割り

当てられているが、例えば修理に際して、各研究室の担当教官レベルにまでその予算が利

用可能であることが周知徹底されていないため、故障したまま予算がなく修理できないと

して放置されている機器が存在する。また、機器については定期点検やメンテナンスが行

われていないため、突然の故障に予算上、対応できない場合もある。さらに学内に機器を

修理するための作業場が存在するにもかかわらず、その存在を知らない教員もおり、スペ

アパーツさえ入手できれば比較的簡単に修理できる顕微鏡などの機器が壊れたまま放置さ

れているケースもあった。これらは、制度が周知徹底されていないことにも問題があるが、

そもそも設備を利用している教員や学生が、それら設備の維持管理に自ら積極的にかかわ

らなければいけないという意識が欠けている点にも問題がある。 

大学側はこういった事態に対し、今後、制度や維持管理への教員や学生の参加の周知徹

底、意識改革を図るよう努力するとしている。 

 

3.5.2 運営・維持管理の技術 

審査時、ガジャマダ大学の運営・維持管理能力については、既存施設の維持管理を行っ

ており、新設される施設の維持管理に懸念はないと判断された。しかし、今次調査では、

一部機器についてはインドネシア国内でスペアパーツを入手することが不可能なものや、

修理不能なものが含まれており、こういった技術的な理由から故障したまま使われていな

いものが存在することが確認された。また、中にはマニュアルが存在しないものや設備納

入時にサプライヤーによる簡単な研修はあったものの実際に実験で使用してみると使い方

がわからず、利用されていないという機器もごく一部ではあるが存在した。 
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たいていの機器は適切に運用、維持管理されているが、一部機器が未利用、あるいは修

理されずに放置されている。これら放置されている機器の多くは、本事業で調達した機器

が事業実施前に大学が保有していた一般的な機器よりも技術的に高度なものである場合が

多い。審査時には既存施設の維持管理ができていることは確認していたが、事業実施後に

新たに調達される設備の維持管理ができるかどうかの確認までは十分にできていなかった

ため、高度な機器を大学において運用・維持管理するための必要十分かつ実施可能な対策

が検討されていなかったことに起因すると考えられる。 

なお、インドネシア国内でスペアパーツが入手困難であったり、修理不可能な機器であ

っても、研究上必要なものであり、またインドネシアにおける類似プロジェクトで調達さ

れている機器のレベルから判断しても、不相応に高度な機器であったとは考えられない。

高等教育機関に整備する機器に関しては、特にガジャマダ大学のような中核的な役割を担

う高等教育機関が最先端の研究を追求することを使命としていることに鑑みれば、技術的

に可能な範囲のものに調達機材を限定するよりも、むしろプロジェクトの実施中に適切な

対策を取ることにより、持続性を高めるべきであると考える。 

本事業に関しては、対策として機材選定の技術協力専門家を配置してニーズに合った機

器を選定し、機器調達後には、この技術専門家が機器の使用方法や維持管理方法に関する

ワークショップを開催したり、必要に応じてマニュアルを作成したりすることになってい

た。計画は理想的であったが、限られた人数で、かつ本務を抱える大学教員や政府系機関

の研究員が技術協力専門家として関わるには、非常に困難な計画であった。結果として、

事業実施中に契約変更がされ、技術専門家の専門分野の範囲で短期間に使用法などの助言

をする程度の業務となってしまった。そのうえ、これらの技術協力専門家は、事業実施を

管理しているコンサルタントや PIU との連携が不十分であったため、業務中に発見された

問題点などがコンサルタントや PIU にフィードバックされず、専門家が発見した技術面で

の課題は、多くの場合解決されずに残ってしまった。 

 

3.5.3 運営・維持管理の財務 

審査時には、国家教育省により維持管理予算が手当てされることが確認されていた。そ

の後、インドネシアでは大学制度改革がされ、独立採算化が進んだ14。事後評価時におい

ては、維持管理予算の大半は大学入学時の納付金から充当される仕組みになっている。な

お、運営・維持管理予算の執行率は、70％～80％程度である。 

 

表 8：自己資金／補助金の割合 

単位：百万ルピア 

 運営・維持管理予算（修繕費予算）15 

UGM 資金 補助金 

2008 年 944,534 (24,174) 249,395 

                                                        
14 大学の独立採算化に対する議論は、現在、制度変更の過程にある。基本的には大学の自治権を強化する

方向（補助金の削減傾向）にある。国家教育省およびガジャマダ大学、いずれも、維持管理面について補

助金削減の影響は全くないとしている。 
15 運営・維持管理予算には人件費、消耗品購入費、メンテナンス費、出張旅費、投資が項目として含まれ

ており、うちカッコ内に記載したものがメンテナンス費（修繕費用に相当）である。 
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2009 年 1,498,661 (68,939) 不明 

2010 年 1,811,801 (43,324) 不明 

出所：ガジャマダ大学 

 

ガジャマダ大学の自己評価では、十分な維持管理予算があり（表 8）、財務面での問題

はない。ただし、現時点では定期メンテナンスが行われていないことから、制度的に定期

メンテナンスが行われた場合、さらなる予算が必要になる可能性もある。 

 

3.5.4 運営・維持管理の状況 

今次調査で確認したところ、校舎については、配水管からの水漏れにより、事業対象の

校舎の多くの場所で天井にシミがあったが、既に修理済みであり、事後評価時点で特段の

問題は見られなかった。機器については、基本的によく維持管理されているが、一部機器

については早い段階で故障してしまい、放置されているものもある。修理がされていない

原因は、上述の通り、体制面、技術面の課題に起因するものと考えられる。 

フォーカスグループインタビューでは、帰国後の研究環境について、整備された機器と

研究内容との不整合又は機器の不十分さや維持管理（費用面・技術面）の不十分さを挙げ

る声が多く、日本での恵まれた研究環境と比較して不満を述べる参加者が多かった。特に

機器と研究内容の不整合については、参加者（16 人）のうち 5 人が研究内容と合っていな

いので、研究室に配置された機器を使っていないと回答した。参加者のほとんどが、ニー

ズ調査の実施時期や調達に関する問題点16を指摘している。ここでも、ある研究室で未使

用の機器でもその機器を所有しない他の研究室ではニーズが高いという機器の配置の課題

を指摘する意見が見られ、解決方法として、統合研究室の拡充を提案する参加者もいた。 

 

以上より、本事業の維持管理は体制および技術に軽度な問題があり、本事業によって発

現した効果の持続性は中程度である。 

 

 

4. 結論及び提言・教訓 

4.1 結論 

本事業では、ガジャマダ大学の整備を支援することにより、教育の内部効率の向上およ

び教育研究活動の量的・質的向上を通じた高度な人材育成を目指していた。本事業の目的

は、審査時、事後評価時双方の開発政策および施策に合致しているとともに必要性が認め

られることから妥当性は高い。アウトプットはおおむね予定通り完成し、事業費は当初計

画と比して十分な実績であるが、事業実施が一部遅延したことから、効率性は中程度と判

断できる。また、今次調査にて収集した情報からは、教育の内部効率の向上および教育研

究活動の量的・質的向上に関するいずれの指標についてもおおむね目標を上回るか改善の

傾向にあることから、有効性は高いと考えられる。一方、本事業によって発現した効果の

持続性に関しては、体制面で学内のコミュニケーションや技術的に修理等が困難である等

                                                        
16 多くの教員より、研究によっては特定のメーカーの機器でなければ実験ができない場合もあるが、一律、

一般競争入札で調達されたため使えない等、大学特有の課題の指摘があった。 
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の課題があり、中程度であると考えられる。 

以上より、本事業の評価は (B) 高いといえる。 

 

4.2 提言 

4.2.1 実施機関への提言 

予算手当が可能であれば、本事業で調達したすべての機器について、現在使われていな

い機器は何か、なぜ使われていないのかを調査し、原因に応じた対応を取ることが望まし

い。大がかりな調査が不可能な場合でも、例えば以下のように意識改革や既存の制度の有

効活用により、本事業によって発現した効果の持続性を高めることは可能である。 

①学内にある既存の維持管理にかかる各種制度を研究室の教員や学生に周知させるべ

く、マニュアルなどを作成し、各研究室に配布するなどの努力をすべきである。 

②急な故障への対応には多額の費用を要することが多いので、定期的に検査や部品交

換をするなどして、使用不能になるような故障を回避する努力をすべきである。ま

た、機器を利用する教員や学生は、研究室にある毀損した機器を放置せず、積極的

に維持管理プロセスに参加すべきである。 

③学内のコミュニケーションを円滑にし、維持管理の体制を強化すべきである。コミ

ュニケーション改善のため、設備の問題を大学の維持管理担当部門に報告するため

のチェックリストを開発し、導入すべきである。 

④設備稼働率を上げるために、学内 LAN 等を活用して既存の統合研究室と個別の研究

室間の情報交換をより活発にし、未利用設備を必要とする研究者が誰でも使用でき

るようにすることも必要である。 

 

4.2.2 JICA への提言 

インドネシア側のニーズを確認した上で、個々の機器の既存状況と修理の可否、現在の

利用者のニーズとの適合度合等の調査を支援するなどのフォローアップがあると望まし

い。 

 

4.3 教訓 

事業に機材供与を含む場合、一般的に、個別機器の詳細なニーズを事前に把握すること

が困難なばかりでなく、技術革新や短い機器の更新期間のために、事業実施主体・JICA 双

方にとって種々の管理コストを要する。従って、本件のような高等教育機関の設備/機材の

整備を支援する場合についても、事業の目的や大学の使命、また大学の運営・維持管理能

力に沿って支援内容や方法を検討する必要がある。 

例えば、本事業のように中核拠点大学を支援する場合には、ある程度高度な機器の調達

も必要になるが、大学や研究機関は、研究室ごとに専門分野が細分化されているため、高

度な機器を調達する場合には重点的に支援する研究室を限定するか、各研究室のニーズに

ある程度対応できるよう、専門家の配置の仕方に工夫が必要である。後者の場合、バラエ

ティーに富んだ専門家の分野や人数を配置し、大学教員など、長期出張が不可能な専門家

でも十分な活動ができるよう、短期の出張を複数回繰り返すなどの工夫が必要である。ま

た、技術協力専門家をコンサルティングサービスに加えて雇用する場合には、プロジェク
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トを実施・管理しているコンサルタントとよく協調して業務を行うことにより、短期間の

業務で発見された課題を長期的に対応できるような体制を整える必要がある。 

一方、事業目的の重点が「研究」よりも「教育」にある場合は、汎用性の高い機器に限

定して支援したり、設備を共用にする仕組みを整えることなどを通じて、稼働率を上げた

り維持管理をしやすくするといった工夫をすべきである。そもそも機材供与を円借款の支

援対象としない、あるいは、こうした運転資金に対する貸付けを行う仕組みを整えるとい

ったやり方も検討する余地がある。 

事業の成果や有効性をモニターするために必要な情報やデータ（特に審査時に設定され

た運用効果指標）は、プロジェクト実施中に収集しておく必要がある。プロジェクトを管

理するコンサルタントは、事業モニタリングのトレーニングを実施機関の関連するスタッ

フ（PIU スタッフとは限らず、実際に運営管理をするスタッフ）にオンザジョブ・トレーニ

ング（OJT）を通じて行うべきである。また、事業モニタリングは、その実施可能性を高め

るためにも、既存のシステムが存在する場合にはそれに合ったものとし、円借款事業のた

めのユニークなシステムを新設すべきではない。 

以 上 
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主要計画／実績比較  

項  目  計  画  実  績  

①アウトプット 

1．建設工事 

 

 

 

医学・農学系7学部建物の建設 

（計68,000m
2）、基礎インフラ整備。 

 

 

医学・農学系7学部建物の建設

（計86,180m
2）、基礎インフラ整備

（計画に一部追加有）。 

 

2．機材調達 

 

教育・研究用機材、家具の調達。 農学系教育・研究用機材に一部

追加有。その他計画通り。 

 

3．フェローシッププロ

グラム 

 

計35人 

 

計41人 

 

4．コンサルティングサ

ービス 

1) エンジニアリングサ

ービス 

2) プロジェクトマネー

ジメントサービス 

3) 留学支援サービス 

 

 

440MM 

 

327MM 

 

73MM 

 

 

 

776.05MM 

 

505MM 

 

79MM 

 

5．技術協力 機材選定：7.5MM 

留学生選定：4.0MM 

機材選定：2.47MM 

留学生選定：雇用せず。 

 

②期間  

 

1997年11月～2007年2月 

（108ヶ月） 

1998年1月～2009年2月 

（132ヶ月） 

③事業費  

  外貨  

  内貨  

 

  合計   

  うち円借款分  

  換算レート 

 

3,002百万円  

6,996百万円  

（134,538百万 Rp） 

9,998百万円  

7,499百万円  

1 Rp ＝0.052円  

（1997年4月現在） 

 

2,847百万円  

4,855百万円  

（406,896百万 Rp） 

7,702百万円  

6,479百万円  

1 Rp ＝0.012円  

（1998年1月～2009年2月平均） 
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