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インドネシア	 

鳥インフルエンザ等重要家畜疾病診断施設整備計画	 

 

外部評価者：合同会社適材適所 井田 光泰 

0. 要旨                                                                

本事業は鳥インフルエンザによる被害リスクの高いジャワ島とスマトラ島において、鳥インフル

エンザ等危険な病原体を取り扱うことができる検査施設をスバン、メダン、ランプンの 3 カ所に
整備することで、迅速な検査と、検査スタッフや周辺住民への感染リスク低減を目的としていた。

検査体制の強化は鳥インフルエンザ防除の国家戦略計画の重要な柱の一つであり妥当性は高い。

３施設の鳥インフルエンザ診断施設と機材は診断業務に活かされており、診断結果提供までの時

間短縮という効果発現とともに鳥インフルエンザウイルスの診断にも対応できるバイオセーフテ

ィレベル３の施設として安全性向上という事業目的も達成されているため有効性も高いと言える。

メダンとランプンの DIC については事業費及び事業期間ともに計画内に収まったが、スバン DIC

は施設整備後、診断サービス開始までに遅れが生じたため、効率性は中程度と判断する。３施設

とも現状は診断サービスを低下させるような大きな問題はないが、バイオセーフティの運用に関

して家畜衛生総局の基準策定やモニタリング体制が整備されておらず、維持管理予算不足を含め

故障機材の修理が進んでいないこと等から、持続性は中程度と判断される。	 

 以上より、本事業の評価は高いといえる。 

1.	 事業の概要	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 

(プロジェクトサイト位置図)	 	 	 ( ス バ ン 家 畜 疾 病 診 断 セ ン タ ー )	 	 

	 	 	 	 	 

1.1	 事業の背景	 

インドネシアでは、2005 年の家畜とヒトへの鳥インフルエンザの流行で非常事態宣言が発せら

れるなど、鳥インフルエンザによる被害が深刻であり、今後も被害の拡大が懸念されている。同

国では、とりわけ、人口と家畜が集中するジャワ島とスマトラ島において、鳥インフルエンザ診

断施設が十分でなく、感染の恐れがある検体の診断に時間を要するなど、感染拡大防止措置を早

期にとるための体制が不十分であった。また、同国においては、鳥インフルエンザ等の危険な病

原体を扱うために必要な安全性を有する検査施設が存在しないため、やむを得ず、安全性が不十

分な施設で検査を行っており、検査スタッフや施設周辺住民にとっても危険な状況にあった。	 

	 

1.2	 事業概要	 

	 スバン（西ジャワ州・ジャワ島）、メダン（北スマトラ州、スマトラ島）、ランプン（ランプ
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ン州、スマトラ島）の３カ所の国立家畜疾病診断センター（DIC：Disease	 Investigation	 Center）

の施設・機材を整備することにより、同センターの鳥インフルエンザ等家畜疾病診断能力を向上

させると同時に、危険な病原体を扱うために必要な安全性を有する検査施設（バイオセーフティ・

レベル	 -	 BSL3 の AI ラボ施設:鳥インフルエンザに対応した診断室）を整備する。1	 

	 

事業の概要	 

E/N	 限度額/供与額	 17 億 8100 万円／17 億 3400 万円	 

交換公文締結	 	 2007 年 9 月	 

実施機関	 インドネシア国農業省畜産衛生総局	 

Directorate	 General	 of	 Livestock	 and	 Animal	 Health	 Services	 

(DGLAHS)	 

事業完了	 2009 年 3 月	 

案 件

従 事

者	 	 

本体	 三井住友建設株式会社	 

三菱商事株式会社	 

コンサルタント	 共同企業体	 株式会社日本設計	 株式会社フジタプランニング	 

基本設計調査	 2007 年 1〜8 月	 

関連事業	 「鳥インフルエンザに係るワクチン対策改善計画」（2007	 –	 2009）	 

「家畜衛生ラボ能力向上プロジェクト」（2011－2015）	 

	 

2．調査の概要	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

2.1	 外部評価者	 

	 井田	 光泰（合同会社適材適所）	 

	 

2.2	 調査期間	 

	 調査期間：2012 年 1 月〜4 月	 

	 現地調査：2012 年 1 月 10 日〜１月 29 日、2012 年 4 月 14 日〜４月 20 日	 

	 

2.3	 調査の制約	 

スバン DIC では診断サービス利用者に関する情報が整備されておらず、民間の利用者へのアン

ケート調査からは、十分な回答数を得られなかった。このような事情から、民間利用者への経済

的なインパクトを定量的に把握することができなかった。	 

	 

3．評価結果（レーティング：B2）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

3.1	 妥当性（レーティング：③3）	 

                                                   
1畜産衛生総局の定義によれば、BSL2 の施設では、ヒト・環境への潜在的な感染リスクがあまり大きくなく（空気感染のリスク

が低く、人体へ甚大な影響を与えないバクテリアやウイルスを扱うことができる（インフルエンザ A、肝炎、サルモネラ菌、は

しか、HIV 等）。吸引による生命の危険が生じるような危険な媒体を扱う場合（炭疽、結核菌、高病原性インフルエンザ等）、

BSL3 の施設が必要としている。なお、厳格なアクセスの制限、安全キャビネットの使用、二重ドア、空調施設による空気の

流れの調節等が可能であれば、BSL3 で扱うべき媒体も DIC 所長の許可があれば、BSL2 の施設でも取り扱うことができると

している。このため、他の５つの DIC では現在でも取り扱われている。畜産衛生総局では、３つの DIC については、AI ラボ

は BSL3 だが、他の施設は BSL2 であるため、施設全体としては BSL2+であると認識している。 
2 レーティングの詳細は、A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
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3.1.1	 開発政策との整合性	 

	 2005 年の家畜とヒトへの鳥インフルエンザ流行に対応して、インドネシア政府は「鳥インフル

エンザの防圧と流行防御のための国家戦略計画(NSP:	 National	 Strategic	 Plan)」を策定した。

NSP は 10 の目標と方針を掲げており、その中で本事業は、「家畜疾病診断センター(DIC)など防圧

に関係する機関の能力向上」に位置づけられる。また、農業省は NSP に沿って、「動物における

HPAI（High	 Pathogenic	 Avian	 Influenza:	 高病原性鳥インフルエンザ）の積極的制圧に関する国

家戦略作業計画」(NSWP:	 National	 Strategic	 Work	 Plan)を策定した。NSP 及び NSWP は現在も基

本方針として継承されている。本事業は、NSWP の７つの柱のうち、「防圧にかかる DIC の施設・

機材と診断能力強化」を支援するものであり、政策的な妥当性は高い。	 

	 農業省畜産衛生総局は、鳥インフルエンザの監視・通報・住民への啓発を進めるため、地方自

治体（郡畜産事務所を中心）に、参加型による疾病監視・通報（Participatory	 Disease	 Surveillance	 

and	 Response:	 PDSR）を設置して、その強化を図っている。DIC は PDSR チームと連携して迅速な

診断サービスを提供することが 優先課題とされており、この点でも診断能力強化の重要性は高

い。また、 近の動きとして、2012 年、省令 89/Kpts/PD.620/1/2012 で、各 DIC が専門とする疾

病診断に関するリファレンス・ラボとして指定された。これにより、スバン DIC は高病原性鳥イ

ンフルエンザ(HPAI)のリファレンス・ラボとなった。4	 この観点からも、スバン DIC に対する JICA

の支援は、同 DIC を鳥インフルエンザ診断の拠点としたいというインドネシア政府の意向と一致

しているといえる。	 

	 

3.1.2	 開発ニーズとの整合性	 

	 2011 年の家畜における鳥インフルエンザの発生件数は全国で 1,461 件、ジャワ島が 669 件

（45.8%）、スマトラ島が 311 件(21.3%)と高い比率を占めるため、ジャワ島とスマトラ島での診断

能力強化を図るという本事業の対象地域の選定は適切であった。また、３DIC の管轄する州の人

口と家畜頭数も 2 島で 5 割を超えることから、妥当と言える。	 

	 

表 1	 ３DIC の管轄州・人口・家畜頭数	 

	 	 スバン DIC	 ランプン DIC	 メダン DIC	 3DIC 合計	 全国	 

管轄する

州	 

ジャカルタ、西

ジャワ、バンテ

ン	 

南スマトラ、ラン

プン	 

北スマトラ、ア

チェ	 

	 7	 33	 

対象人口	 6329 万 人

(26.6%)	 

1506 万人(6.3%)	 1747 万 人

(7.4%)	 

9583 万人	 

( 全 人 口 の

40%)	 

2 億 3764 万人	 

家 畜 数

(鶏)	 

6 億 4144 万

(43.6%)	 

7926 万	 (5.4%)	 7625 万 羽

(5.2%)	 

7 億 9695 万羽	 

( 全 国 の

54.2%)	 

14 億 7015 万

羽	 

（出所：畜産衛生総局）	 

	 

                                                                                                                                                               
3 サブレーティングの詳細は、③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
4 メダン DIC は豚コレラと PRRS（豚繁殖呼吸障害症候群）、ランプン DIC はニューカッスル病と IBD（伝染性フ
ァブリキウス嚢病）のリファレンス・ラボに指定された。 
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	 対象 DIC の選定についても概ね適切であったと言える。スバンはインドネアの養鶏業の 60%が

集中する産業の中心地であり、スバンに迅速に鳥インフルエンザの診断に対応できる DIC を新規

に建設したことは極めて妥当であったといえる。また、メダンとランプンでは 2005 年から

PCR(Polymerase	 Chain	 Reaction：ポリメラーゼ連鎖反応を用いたウイルスの検査方法)による診

断、2007 年からはより感度・特異性に優位なリアルタイム PCR による鳥インフルエンザの診断を

既に行っているため、鳥インフルエンザ診断施設の新規建設ではなく、感染リスクに対応できる

BSL2 以上の診断施設にアップグレードするというニーズに応えるものである。	 

	 

	 ３つの DIC がある地域の州及び郡の畜産事務所によれば、いずれも日常的にアクティブ・サー

ベイランスやパッシブ・サーベイランス5を通して DIC と連携した活動を行っており、州及び郡の

畜産事務所による DIC の診断能力強化の必要性は高い。さらに、国連食糧農業機関(Food	 and	 

Agriculture	 Organization:	 FAO)は、マーケット（鳥の取引場）や中規模以上の養鶏業者に対す

るモニタリング・調査・研究を強化しており、養鶏の拠点であるスバンは疫学調査の観点から戦

略的にも重要で、FAO からスバン DIC への診断依頼があるなど、他ドナーの活動拠点として DIC

の施設を整備することは有効な支援となっている。	 

また、本事業以前は、全国 8 つの DIC のバイオセーフティ・レベル（BSL）は全てレベル２であ

った。事後評価時点においてもレベル２を上回る鳥インフルエンザ・ラボラトリー（以下、AI ラ

ボという）の施設を備えているのは本事業で整備した３つの DIC だけである。OIE	 (World	 

Organization	 for	 Animal	 Health)などの国際機関は、鳥インフルエンザなどリスクの高い疾病診

断は、バイオセーフティの備わったラボで実施すべきと提唱しており、農業省畜産衛生総局とし

ても、今後、全ての DIC に AI ラボを設置していく計画としている。そうした点からも、本事業で

先駆的に AI ラボを整備することは妥当であったといえる。	 

	 	 

3.1.3	 日本の援助政策との整合性	 

	 事前評価時、本事業は、JICA 国別事業実施計画における開発課題「社会開発」のプログラムの

中で、食料安定供給・農漁家の所得向上支援として位置づけられ、整合性が高い。	 

	 

	 以上より、本事業の実施はインドネシア国の開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に

合致しており、実施の妥当性は高いと判断する。	 

	 

3.2	 有効性	 （レーティング：③6）	 

3.2.1	 定量的効果	 

(1)	 診断件数の推移	 

	 過去 4 年間の鳥インフルエンザ診断の実績を見ると、メダン DIC が年平均 1 万 5030 件、ランプ

ン DIC が 8,215 件、スバンは 2 年間平均で 3,623 件である。高病原性鳥インフルエンザの診断件

数は、発生状況や政府からの配分予算額によって左右されるため、診断件数の増加が DIC の診断

能力やキャパシティを単純に意味するものではないが、３DIC とも診断業務が一定規模で継続的

に行われていることがわかる。なお、2011 年のランプン DIC の診断件数が減少しているのは、前

                                                   
5 アクティブ・サーベイランス：積極的疫学調査：疾病の発生やその動向を把握するための疫学調査	 
	 パッシブ・サーベイランス：受動的監視：疾病の発生後に家畜の所有者等からの報告をベースにした監視 
6 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
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年度にヒトへの感染が１例だけであったため、サーベイランスや調査件数が少なかったことを反

映している。	 

	 

表 2	 高病原性鳥インフルエンザ(HAPI)診断件数の推移	 

	 	 2008	 2009	 2010	 2011	 

HA-HI テスト	 20,208	 2,285	 5,861	 6,385	 

ウイルス分離	 2,014	 838	 1,421	 910	 

PCR	 216	 919	 1,062	 2,970	 

メダン DIC 合計	 22,438	 4,042	 8,344	 10,265	 

HA-HI テスト	 4,905	 9,421	 7,309	 5,238	 

ウイルス分離	 20	 42	 81	 0	 

PCR	 349	 172	 3,421	 1,903	 

ランプン DIC 合計	 5,274	 9,635	 10,811	 7,141	 

HA-HI テスト	 -	 -	 1,710	 3,547	 

ウイルス分離	 -	 -	 716	 1253	 

PCR	 -	 -	 0	 20	 

スバン DIC 合計	 	 	 	 	 2,426	 4,820	 

（出所：スバン DIC、メダン DIC、ランプン DIC）	 

	 

	 各 DIC における現状は次の通りである。	 

	 スバン DIC は、2010 年中ばから診断を開始し、JICA や FAO7の技術支援を得ながら、診断能力の

強化を図ってきた。特に、JICA の家畜衛生ラボ能力向上プロジェクトにより、これまで下表中の

①、④〜⑨、⑫の診断項目について技術支援を受けた。支援の結果、スバン DIC の診断件数、診

断項目ともに増加傾向にあり、診断能力が強化されている。	 

	 

	 

表 3	 スバン DIC における診断実績（2010	 –	 2011）	 

	 診断項目	 診断方法	 診断数	 

2010	 2011	 

①	 
炭疽	 

	 

分離法/同定法	 0	 61	 

ELISA	 0	 422	 

②	 

ブルセラ病	 

	 

	 

RBPT	 3,120	 11,958	 

CFT	 31	 87	 

分離法/同定法	 0	 0	 

③	 サルモネラ感染症	 
迅速テスト	 1,516	 889	 

分離法/同定法	 0	 124	 

                                                   
7 FAO は 2007 年から DIC に対して鳥インフルエンザ関連の技術支援を行っている。全 DIC 共通で抗原的特徴につ
いての研修などを実施、ラボ運営の弱い面については個別対応している。また、FAO ではジャカルタ、ボゴールな

どでマーケット（鳥の取引を行っている 270 の市場）を対象に、鳥インフルエンザのモニタリング・調査を実施

している。この活動で収集されたサンプルは主にジャカルタやバンテン州など周辺の診断施設に送られていたが、

2010 年からはスバン DIC にも送られているため診断件数が増加している（PCR ではなくウイルス分離による診断

を依頼）。	 
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④	 狂犬病	 
FAT	 25	 21	 

ELISA	 	 262	 453	 

⑤	 牛ウイルス性下痢・粘膜病	 ELISA	 	 370	 788	 

⑥	 牛伝染性鼻気管	 ELISA	 	 658	 750	 

⑦	 高病原性鳥インフルエンザ	 HA/HI,	 分離,	 PCR	 2,426	 4,820	 

⑧	 
ニューキャッスル病	 

	 

TET 分離	 716	 649	 

HA/HI	 	 1,153	 4,075	 

⑨	 トリパノソーマ	 ギームザ染色	 1,927	 2,439	 

⑩	 口蹄疫	 ELISA	 	 0	 82	 

⑪	 成牛型白血病	 ELISA	 	 430	 564	 

⑫	 

食由来の感染症(食中毒)	 

	 

	 

	 

平板培養法	 	 0	 157	 

大腸菌群	 0	 157	 

サルモネラ菌	 0	 157	 

ホルマリンテスト	 0	 115	 

	 合計	 	 22,634	 29,346	 

(出所：スバン DIC)	 

	 

	 メダンとランプンの DIC では 2005 年から PCR、2007 年からはリアルタイム PCR による鳥インフ

ルエンザの診断を行っている（メダンとランプンの DIC に対する本事業の支援は AI 施設の整備と

機材供与で、PCR などの分析機器は供与機材に含まれていない）。このため、この事業が直接的に

診断件数の増加をもたらしたとは言えないが、汎用性のある滅菌器などが供与機材に含まれてお

り、BSL3 ラボの施設としての安全性向上だけでなく、鳥インフルエンザ診断に係る全般的な検査

能力の向上にある程度寄与したと言える。なお、メダンとランプンの DI では、AUSAID(The	 

Australian	 Agency	 for	 International	 Development)	 による支援で、鳥インフルエンザ診断精度

の強化が図られた。8	 

	 

(2)	 診断結果入手に要する時間の短縮効果	 

	 本事業によるスバン DIC の建設以前は、ジョグジャカルタの診断センターがジャワ島の 6 州全

体（バンテン、ジャカルタ、西ジャワ、中部ジャワ、ジョグジャカルタ、東ジャワ）を管轄して

いた。今はスバン DIC がバンテン、ジャカルタ、西ジャワの 3 州を管轄する。3 州のうちジャカ

ルタには 2 箇所、西ジャワには１箇所、認定ラボが設置されているが、バンテン州には認定ラボ

がない。このため、特に、バンテン州と西ジャワ州のスバン地域の企業・農家にとって時間短縮

のメリットが大きい。今回調査したスバンの畜産業者によれば、以前は他州の診断施設にブルセ

ラ病の診断を依頼し 2 日間以上を要したが（サンプルを届け翌日診断結果の書類を受領するため

2 日間かかった）、現在はスバン DIC によって半日で結果が得られるなど、時間短縮がなされ、家

畜の感染症対策の迅速化に貢献している。	 

	 

                                                   
8 2006〜2010 年の 4 年間、AUSAID が、インドネシア全国の DIC に対する診断能力強化とラボの精度向上のための
プロジェクトを実施した。この中には、高病原性鳥インフルエンザの技能検査(全９回)や検査手法についての研

修、オーストラリア家畜衛生研究所による DIC との精度チェックが含まれ、メダンとランプンの DIC からもスタ

ッフが参加した。	 
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3.2.2	 定性的な効果	 

	 畜産衛生総局の定義によれば、空気感染性の危険な病原菌等（炭疽、結核菌、高病原性インフ

ルエンザ等）を扱う場合には、BSL3 の施設が必要である。このため、BSL3 の施設を整備したこと

で、３DIC のスタッフ及び周辺住民にとり、安全性が高まったことは当然ながら大切な効果であ

る。	 

	 DIC によりレベルの違いはあるが、基本的にはソフト・コンポーネントを担当したコンサルタ

ントの指示・指導通りに、バイオセーフティと機材操作の手順書の作成・活用、機材の操作記録、

定期的な空調施設のクリーニング・フィルター交換などは遵守されている。３DIC に診断を依頼

している県・郡の畜産事務所による 2011 年の評価結果でも、３DIC の環境・診断施設の安全性が

高いと回答している（4 段階評価で、スバン DIC:2.98、メダン DIC: 3.23、ランプン: 3.27）。 
	 

	 

	 	 	 

（AI ラボのドアと空調施設	 –	 メダン DIC）	 (サンプル搬入口	 –	 スバン DIC)	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 

（更衣室の滅菌器	 –	 ランプン DIC）	 	 	 

	 

	 以上より、本事業により高病原性鳥インフルエンザに対応したバイオセーフティレベルの確保

が出来たこと、診断件数が増加傾向にあること、診断に要する時間の短縮効果が見られることな

どから、概ね想定された効果発現が認められる。	 

	 

3.3	 インパクト	 
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3.3.1 インパクトの発現状況	 

	 本事業において、養鶏業が集中するスバンで診断施設を整備したことは鳥インフルエンザの監

視・モニタリング強化を図る上で重要な貢献と言える。畜産衛生総局は、これまで小規模・零細

な養鶏農家・業者についての監視体制の強化を図ってきた。今後は、取引市場や中規模以上の養

鶏場に対するモニタリング・調査の体制強化にも力を入れる方針であるため、養鶏が盛んな地域

を管轄するスバン DIC の役割は今後更に重要となる。	 

	 	 インドネシアでは、鳥インフルエンザ以外にも人畜共通に感染するブルセラ病、ニューキャ

ッスル病など、アクティブ・サーベイランス、パッシブ・サーベイランスによる重要家畜疾病の

監視・通報が行われている。ランプンでは、ヒトへの感染リスクについて農家の関心が高いため、

州・郡への通報件数が多く、パッシブ・サーベイランス件数が増加している。スバンについても、

スバン DIC について州・郡政府の認知度が高まったことから、パッシブサーベイランスの診断依

頼件数が増加傾向にある。メダンでは、DIC が実施するアクティブ・サーベイランスが約 8 割前

後を占めている。	 

	 ヒトへの感染対策という観点では、農業省畜産衛生総局の郡事務所に配置された PDSR チームと

保健省の郡監視官（District	 Surveillance	 Officer:	 DSO）	 が連携をとり、ヒトへの感染があっ

た場合、DSO から PDSR へ連絡が入り、PDSR が現場のモニタリングや診断、サーベイランスを実施

するといった連携が取られており、ヒトへの感染防除という観点から、DIC に求められる役割は

極めて大きくなっている。	 

	 

表 4	 サーベイランスの実施実績9	 

	 2009	 2010	 2011	 

メダン DIC10	 	 	 	 

	 アクティブサーベイランス	 26%	 26%	 17%	 

	 パッシブサーベイランス	 74%	 74%	 83%	 

	 合計	 100%	 	 100%	 100%	 

ランプン DIC	 	 	 	 	 	 	 

	 アクティブサーベイランス	 18.2%	 (20,791)	 	 16.0%	 (25,037)	 12.9%	 (25,180)	 

	 パッシブサーベイランス	 81.8%	 (93,514)	 84.0%	 (131,442)	 87.1%	 (170,479)	 

	 合計	 100%	 (114,305)	 100%	 (156,479)	 100%	 (195,659)	 

スバン DIC	 	 	 	 	 	 	 

	 アクティブサーベイランス	 -	 93.1%	 (13,160)	 68.1%	 (22,430)	 

	 パッシブサーベイランス	 -	 6.9%	 (968)	 31.9%	 (10,486)	 

	 合計	 -	 14,128	 32,916	 

（出所：スバン DIC、メダン DIC、ランプン DIC）	 

	 

3.2.2	 	 その他、正負のインパクト	 

(1)受益者への間接的な便益	 

                                                   
• 9DIC が実施するアクティブ・サーベイランスはインドネシア政府の独自予算による。地方自治体などが行っているパッシ

ブ・サーベイランスについてもほとんどが政府予算によるものである。FAO などのドナーが地方自治体に予算を提供して

サーベイランスを行う場合があるが、DIC ではどの検体がドナー支援によるものか把握していないためデータとして比率

を出すことはできないが、家畜衛生総局によれば、ドナー支援によるサーベイランスからの診断数は非常に少ないとい

う。 
10 メダン DICについては、アクティブとパッシブの比率のみで、実数は入手出来なかった。 



 9 

	 牛など一部の家畜については、島間の移動に際して DIC で診断を受けて診断書を取得する必要

がある。スバン DIC の建設以前、スバンの生産者は遠方までサンプルを送る必要があったが、今

は地元でできるため、メリットが大きい。ヒアリングしたスバンの畜産業者によれば、以前はボ

ゴールの診断施設に依頼し 短で 2 日間を要した（サンプルを届け翌日診断結果の書類を受領す

るため 2 日間かかった）。現在、診断項目によっては半日で結果が得られる。このため、輸送コス

ト面でも年間 2160 万ルピア（60 万ルピアｘ年 36 回程度）かかっていたが、今は輸送コストがほ

とんど必要なくなったという。スバン地域でこうしたサービスを利用する業者は 40 社ほどあり、

これら畜産業者にとって若干のコスト削減効果が認められる。ただし、スバン DIC では民間の利

用者のデータベースが整備されていないため、今回の事後評価調査では７社しかコンタクトでき

ず、経費削減効果や時間短縮効果の規模を把握することはできなかった。	 

	 

(2)周辺環境へのインパクト	 

	 スバン DIC では、焼却炉の燃焼不足から周辺環境への影響がある可能性があり、至急改善が必

要である（詳細は 3.5 を参照）。排水処理については、pH 値など DIC の処理施設の操作基準に沿

って処理されている。	 

	 周辺環境への感染防止や安全対策について、３つの DIC とも、地元自治体やコミュニティへの

説明などは行われていない。ランプン DIC はコミュニティに隣接しており、スバン DIC とメダン

DIC も敷地近くに住居がある。現在、重大な病原菌の流出があった場合、家畜衛生総局は地方自

治体への通報・警告の仕組やガイドラインなど設けておらず、住民への説明・啓発などは各 DIC

に委ねられている。	 

	 

(3)住民移転・用地取得	 

	 メダンとランプンの DIC については、既存の施設の敷地内に AI ラボを追加的に建設したもので

ある。スバン DIC は元々内務省の所有する敷地に建設され、土地取得や住民移転は発生していな

い。	 

	 

	 以上より、インドネシアでは畜産衛生総局郡事務所に設置された PDSR チームによる現場での鳥

インフルエンザ監視体制が強化されており、迅速な診断サービスの提供は監視体制強化（サーベ

イランスの展開）に不可欠であるため、鳥インフルエンザ防除のための体制強化という上位目標

における貢献が認められる。ただし、BSL レベルの向上といった事業目的の性格上、定量的に顕

著なインパクトは確認できなかった。その他の効果としては、診断に要する日数の低減によって

業者のコスト削減メリット等が見られた。以上の点から、一定程度のインパクトが確認された。	 

	 

3.4	 効率性	 （レーティング：②）	 

3.4.1	 アウトプット	 

	 本事業による３DIC の施設建設と主要供与機材は次の通りである。	 

	 

表 5	 施設整備・機材供与の計画と実績	 

	 計画	 実績	 

施設構成	 主要機材	 
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ス
バ
ン	 

本館	 

エントランスホール、講義室、分子

ウイルス診断室、剖検室、PCR診断

室、一般検査室	 

付属棟	 

機械棟（受水槽、ポンプ室、電気室、

発電機室）	 

その他	 

鶏舎、小動物舎、高架水槽、焼却炉	 

合計	 2,965㎡	 

高圧蒸気滅菌器、パラフィン自動包埋

器、回転式マイクロトーム、クリオス

タット、双眼顕微鏡、倒立顕微鏡、蛍

光顕微鏡、冷却遠心器、高速冷却遠心

器、CO₂インキュベーター、ふ卵器、

安全キャビネット、実時間 PCR 装置、

解剖台、分光光度計、超音波洗浄器、

純水製造装置	 

	 

	 

投入の完了は当

初計画通りだ

が、DICの診断サ

ービス提供は遅

延が生じた。	 

メ
ダ
ン	 

AI診断棟	 

分子ウイルス診断室、剖検室、PCR

診断室、細胞培養室、ファンルーム	 

付属棟	 

機械棟（受水槽、ポンプ室、鶏舎、

高架水槽）	 

合計	 855㎡	 

解剖台、高圧蒸気滅菌器、倒立顕微鏡、

冷却遠心器、超低温冷凍庫、CO₂イン

キュベーター、ふ卵器、安全キャビネ

ット、クリーンベンチ、PCRワークス

テーション	 

当初計画通り。	 

ラ
ン
プ
ン	 

AI診断棟	 

分子ウイルス診断室、剖検室、PCR

診断室、細胞培養室、ファンルーム	 

付属棟	 

機械棟（受水槽、ポンプ室、鶏舎、

高架水槽）	 

合計	 735㎡	 

高圧蒸気滅菌器、倒立顕微鏡、蛍光顕

微鏡、冷却遠心器、CO₂インキュベー

ター、安全キャビネット、ふ卵器、分

光光度計	 

当初計画通り。	 

技
術
指
導	 

・バイオセーフティについて：消毒滅菌の方法、緊急時対応手順の理解、

実験室内のスタッフの動線について、Standard	 Operating	 Procedures	 (SOP)

の作成、安全点検チェックリストの作成。	 

・AI 施設のシステム管理について：AI 関連設備システムの系統フロー説明、

AI ラボ関連設備システムの機能説明、BSL-2 に対する設備システムの仕様

説明、監視・警報指示の説明、メンテナンス方法。	 

・システムの運転操作について：設備システムの自動、系統、バックアッ

プ運転方法、緊急・故障時の切り替え運転の方法、設備システムの湿度、

圧力、差圧、流量の判断、運転日報の作成方法、監視・警報盤の操作。	 

・機器の適切な維持管理について：機器の維持管理台帳の整備、台帳の定

期更新、定期メンテナンス、消耗品交換についての説明。	 

ソフトコンポー

ネントとして、

日本人コンサル

タント2名を合

計3.3ヶ月間派

遣し、バイオセ

ーフティ、AIラ

ボ関連設備シス

テム、システム

の運転操作、施

設・機材の維持

管理について３

DICスタッフへ

の指導を行っ

た。具体的内容

は計画の通り。	 
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	 「ソフトコンポーネント業務完了届」によれば、コンサルタントによる研修受講者は下表の通

りである。	 

	 

表 6	 研修受講者数	 

要員	 スバン	 メダン	 ランプン	 

獣医	 13	 8	 9	 

技術者	 2	 12	 4	 

その他	 1	 5	 5	 

合計	 16	 25	 18	 

	 

	 なお、メダンとランプンの DIC については施設竣工後直ぐに AI ラボが稼働したが、スバン DIC

については、DIC スタッフの配置に関する畜産衛生総局内部の手続きの遅れにより、施設竣工か

ら DIC の診断サービス開始までに 1 年 6 ヶ月を要した（施設完成は 2009 年 3 月、職員配置完了が

2010 年 6 月、診断サービスの開始は 2010 年 10 月）。この点は効率性におけるマイナス要因であ

る。	 

	 

3.4.2	 インプット	 

	 3.4.2.1	 事業費	 

	 本事業の E/N 限度額は、17 億 8100 万円であったのに対して、日本側の事業費実績は、17 億 3400

円（計画比 97.36%）で、計画内に収まっている。また、インドネシア側はこの事業のために、建

設予定地にあった旧施設の撤去（メダン DIC とランプン DIC）、電気・水道等の引き込み工事（３

DIC）、職員寮・食堂の建設（スバン DIC）等のコスト負担等をおこなった。	 

	 

3.4.2.2	 事業期間	 

	 事前評価時に計画された本事業の期間は、詳細設計及び入札を含む 19.5 ヵ月間に対して、実際

の期間は、2008 年 2 月〜2009 年 3 月の 13 ヶ月間（計画の 68％）で、計画内に収まった。ただし、

スバン DIC については、施設竣工後スバン DIC のスタッフ配置に時間が掛かり、診断サービスの

開始まで完工から 18 ヵ月間かかった。	 

	 

	 以上より、事業費は計画内に納まったものの、スバン DIC のスタッフ配置に時間が掛かり、事

業完了から効果の発現までに時間を要したことを勘案し、効率性は中程度といえる。	 

	 

3.5	 持続性	 （レーティング：②）	 

3.5.1	 運営・維持管理の体制	 
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(焼却炉	 –	 スバン DIC)	 	 (補修されたひび割れの後	 –	 スバン DIC)	 

	 

各 DIC の組織体制は基本的には共通で、診断を行うテクニカル・サービス、事務、疫学（フィー

ルド調査担当）の３部門の構成となっている。テクニカル・サービス部門は、血清学室、ウイル

ス学室、細菌学室、寄生虫学室、病理学室、生物工学室、疫学室、公衆衛生室で構成されている。

AI ラボは、DIC 所長に任命された AI ラボ・コーディネータの責任下で主にウイルス学室、生物工

学室、病理学室のスタッフが活用している（ランプン：16 名、メダン：10 名、スバン：15 名）。

AI ラボのオペレーションについても体制が確立している。各 AI ラボに対してマネージャーレベ

ルのラボスタッフ 1 名が機材管理責任者として任命されている。	 

	 

図 1	 DIC の組織体制	 

	 

	 

	 

	 各 DIC でのヒアリングによれば、獣医の数は足りているが、スバン DIC ではラボのテクニシャ

ンが複数の検査室で不足しているという。施設管理課は 3〜4 名（スバン DIC は 4 名、メダン DIC

は 3 名、ランプン DIC は 3 名）が配置されており必要人数は確保されているが、新規職員が比較

的多い。空調、水、電気、IT など分野別に管理の担当者を配置している。	 	 

	 

表 7	 3	 DIC の職員構成	 

	 メダン	 ランプン	 スバン	 

獣医	 15	 16	 21	 

技術者	 21	 28	 12	 
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事務	 30	 32	 10	 

（施設管理）	 (3)	 (3)	 (4)	 

その他11	 12	 	 17	 

合計	 78	 76	 64	 

（出所：スバン DIC、メダン DIC、ランプン DIC）	 

	 

	 感染リスクのある検体や廃液の取扱と処理方法、検体の持ち出しや施設内での区域制限等のバ

イオセーフティの運用に関するルールや規程は、家畜衛生総局として作成されておらず、各 DIC

が内規を定めて運用している。基準やルールが遵守されているかどうかのモニタリング・指導の

体制もない。家畜衛生総局として、こうした点は問題であるとの認識は持っているが、まだ改善

されていない。DIC 周辺住民への感染対策については、本事業による支援の範囲ではないが、家

畜衛生総局はガイドラインなど整備していないため、リスク管理体制強化が必要である。	 

	 

3.5.2	 	 運営・維持管理の技術	 

3.5.2.1	 AI ラボ施設の維持管理	 

	 ソフトコンポーネントの研修で示された手順に沿って各 DIC で必要な維持管理が行われている。

DIC によって頻度に差はあるが、空調機フィルターの清掃履歴は 2 週間に 1 回、照明器具、備品

については月一回程度記録を行っている。AI ラボの中高フィルターの定期交換は、指示ライトが

点灯した場合に行っている。処理水については、硫酸,	 水酸化ナトリウム,	 pH,	 塩素を自動的に

チェックするようになっているため、必要な薬品の補填のみチェックしている。	 

	 維持管理の技術面には２つの課題がある。一つは AI ラボの維持管理全般を理解しているスタッ

フが少ないことである。ソフトコンポーネントで指導・研修を受けたスタッフのうち、現在も維

持管理に従事している者は各 DIC に 1 名ずつしかいない。既に多くのスタッフが退職・異動とな

っており（元々配属されるか未定であった研修参加者もいる）、ソフトコンポーネントによる研修

以降、AI 施設の維持管理の研修等は実施されていない。もう一つの課題は、DIC によって AI ラボ

の管理・維持管理の方法に差異が生じていることである。ソフトコンポーネントによる研修でバ

イオセーフティや施設の維持管理の標準的な方法を理解したが、その後３DIC 間で手続きや方法

の共通化を図るといった手立ては取られていない。このため、各 DIC のスタッフからは DIC 一律

で適正な維持管理の方法がとられているのか不安視する声があった。	 

	 AI ラボの各機材については、ランプン DIC は全ての機材に使用履歴を記録した台帳を備えてい

る。スバン DIC とメダン DIC についても、一部不備はあるが、主要機材については台帳が整備さ

れている。３DIC とも操作マニュアルは全て有るが、保管方法や場所は区々であった。ランプン

DIC では、機材の使用法について簡単なインドネシア語による使用手順（A41〜2 枚程度のもの）

が全ての機材に整備されていた。スバンとメダンについても主立ったものはマニュアルが整備さ

れていた。3DIC では実施中の全ての診断手法について、OIE に準拠した SOP を整備している。高

病原性鳥インフルエンザ診断については５つの SOP を作成し、各 DIC のラボに整備している。12	 

	 

                                                   
11 「その他」には、運転手、守衛などの非正規職員が含まれる。 
12 “HA/HI-Test to AI”、”AI virus isolation Method”、”Polimerase Chain Reaction (PCR) for testing AI H5N1”、”Real time 
PCR (RRT PCR) for AI Type A”、”Real-time PCR (RRT PCR) for Sub Type H5” 
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(顕微鏡の使用台帳とマニュアル	 –	 ランプン DIC)	 

	 

3.5.3	 	 運営・維持管理の財務	 

	 過去 3 年間の各 DIC への予算配分は下表の通り３DIC とも増加傾向にある。	 

	 

表 8	 全体予算規模の推移	 

	 2009	 2010	 2011	 

スバン DIC	 -	 5,534	 13,572	 

メダン DIC	 4,400	 4,347	 4,949	 

ランプン DIC	 5,493	 6,170	 7,650	 

（出所：スバン DIC、メダン DIC、ランプン DIC）	 (単位：百万ルピア)	 

	 

	 	 	 

	 ソフトコンポーネントで派遣されたコンサルタントによる AI ラボの維持管理の必要コスト見

積（スバン DIC については DIC 全体の維持管理費見込）を基に実際の経費支出額と比較すると、

スバン DIC は必要経費に見合った予算措置が取られている。メダン DIC は、全体としては十分な

予算が配分されているが、ヒアリングによれば、AI ラボ機材関連の予算は年 4,000 万ルピア（消

耗品・光熱費除く）と一律に決めているため不足しているという（交換用フィルター１つで 5 百

万ルピア）。ランプン DIC は、必要額の半分程度しか予算が確保されていないとの意見であった。	 

	 

表 9	 ソフトコンポーネントでの必要経費見込み13	 

(単位：百万ルピア)	 

	 

	 

	 

1 年目	 

(2010)	 

2 年目	 

(2011)	 

スバン	 -	 227	 250	 

メダン	 57	 57	 71	 

ランプン	 31	 115	 126	 

(出所：鳥インフルエンザ等重要家畜疾病診断施設整備計画運用維持管理指導完了届)	 	 

	 

表 10	 過去 3 年間のメンテナンス経費支出実績14	 

（単位：百万ルピア）	 2009	 2010	 2011	 

                                                   
13 空調フィルター、排水フィルター、スペアパーツ、サービス契約等を含む。 
14 機材・設備に関する支出額の合計。 
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スバン	 -	 243	 257	 

メダン	 209	 211	 239	 

ランプン	 57	 64	 83	 

（出所：スバン DIC、メダン DIC、ランプン DIC）	 	 

	 

3.5.4	 	 運営・維持管理の状況	 

家畜衛生総局では AI 施設の定期的な点検・モニタリングが必要との認識はあるが、具体的なア

クション（予算措置や巡回指導の導入）がとられていない。また、各 DIC の AI ラボの稼働状況や

安全体制についても十分に把握していない。AI ラボ施設の維持管理については、ソフトコンポー

ネントを担当したコンサルタントから、外部業者と定期的な保守契約を行うことを強く提案した

が、３DIC ともに事後評価時点では、そうした外部業者との保守契約は結んでおらず、予算不足

のために各 DIC の維持管理スタッフによる保守で対応している。家畜衛生総局は、維持管理スタ

ッフの管理能力不足を課題として認識しているが、再訓練などは行われていない。また、何点か

故障中の機材の対応について、維持管理スタッフにヒアリングしたところ、既に保証期間が過ぎ

ているため、メーカーや代理店に直接コンタクトしてもスペアパーツがない等対応が進まないと

いう回答があった。	 

メダン DIC とランプン DIC については、一部に修理待ちの機材があるが、全体としてほぼ良好

に稼働している。スバン DIC は、1 年間機材が活用されていなかった影響で、故障等により稼働

していない機材が若干見られた（高速冷却遠心器、UPS 等）。	 

	 機材の維持管理システムについては、ランプン DIC では操作記録、手順書などよく整備されて

いる。メダン DIC とスバン DIC も主要機材については整備されている。各 DIC の施設の運営・維

持管理の状況は以下のとおり。	 

	 

	 (1)	 スバン DIC	 

	 スバン DIC の施設利用については特段の問題はない。給水処理施設、排水処理施設、自家発電

施設についても問題なく稼働している。ただし、焼却施設は、2 箇所あるモーターのうち 1 つが

故障しており、十分な燃焼温度が得られない。スバンの維持管理担当者によれば、焼却処理によ

り検体等は適切に処理されているが、不完全燃焼による有毒ガスの発生や煙害による健康被害な

どのリスクが懸念されていると言う。2010 年の地震で特に事務棟の壁にひび割れが多数生じたた

め、施工業者が補修を行った。視覚的にはひび割れの跡が残っているが、使用上の問題はない。	 

	 

(2) メダン DIC	 
	 AI ラボの施設は問題なく稼働している。AI ラボの空調、電気等も問題なく稼働しているが、AI

ラボの施設は問題なく稼働している。AI ラボの空調、電気等も問題なく稼働しているが、頻繁な

空気圧コントロールの警報が作動しており、2 箇所のドアに若干の隙間がある。メダン DIC によ

れば、ドアの隙間については市販品の隙間ふさぎで対処している。	 評価調査で視察した際には目

張りはあったが隙間が生じていた。警報の作動は続いており、目張りが不十分である可能性が高

い。	 

(3) ランプン DIC	 
	 ランプンの施設については利用上の問題はなく円滑に活用されている。	 
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以上より、本事業の維持管理は体制や維持管理の状況については現状大きな問題はみられないが、

メダンとランプン DIC は維持管理予算の不足、また、技術に関してバイオセーフティに関するス

タンダードの不在、故障機材の修理が進んでいないといった点に一部問題があり、現時点で持続

性はある程度保たれているが、今後リスク要因があり、持続性は、中程度と判断する。ただし、

メダン DIC のラボ施設に関しては、バイオセーフティレベルの維持について懸念がある。	 

	 

4.	 結論及び教訓・提言	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

4.1	 結論	 

インドネシアではヒトへの鳥インフルエンザ流行に対処するため、鳥インフルエンザ防圧と流行

防御のための国家戦略計画の下、農業省と保健省とが連携して家畜の鳥インフルエンザの防除を

進めている。３DIC の検査施設及び機材の整備は鳥インフルエンザを含む家畜疾病の診断体制の

強化というニーズ及び日本の援助政策とも整合しており、本事業の実施の妥当性は高い。３DIC

の鳥インフルエンザ診断施設と機材は診断業務に活かされており、診断結果提供までの時間短縮

という効果発現とともに鳥インフルエンザウイルスの診断にも対応できる BSL3 の施設として安

全性向上という事業目的も達成されている。スバン DIC は本事業において新規に整備された施設

であり、技術協力プロジェクト「家畜衛生ラボ能力向上プロジェクト」の活動により、診断項目

及び診断件数が増加傾向にある。地域の畜産業者や地方の畜産事務所への診断結果の迅速な提供

など一部で効果がみられていることから、本事業の有効性は高い。事業費及び事業期間ともに計

画内に収まっているが、スバン DIC について施設整備後、診断サービス開始まで遅れが生じたた

め、効率性は中程度である。３DIC とも現状は診断サービスを低下させるような大きな問題はな

いが、バイオセーフティの運用に関して家畜衛生総局の基準策定やモニタリング体制が整備され

ていないこと、技術的には診断機材・施設の維持管理を熟知した職員が少ないこと、維持管理予

算不足を含め故障機材の修理が進んでいないことが今後の課題としてあることから、持続性は中

程度と判断される。	 

以上より、本事業の評価は高いといえる。	 

	 

4.2	 提言	 

4.2.1	 実施機関への提言	 

施設・機材の維持管理について	 

• ３DIC はソフトコンポーネントで基本的かつ標準的な手順を導入した。その後、手順通りに３
DIC でオペレーション、維持管理が行われているかチェックする仕組みがなく、既に３つの DIC

で手順が異なる点が出てきている。安全な施設管理を徹底し、一貫した維持管理手順が遵守さ

れるよう、家畜衛生総局による標準化された定期指導・モニタリングの仕組みを導入する必要

がある。また、各 DIC の施設管理職員は人数が少なく新人も多い。このため、上記の標準化を

図るためにも、家畜衛生総局は、年 1 回は、DIC の維持管理担当の代表者に対して、バイオセ

ーフティと維持管理についての研修・指導を行い、継続的に維持管理の技術向上を図るべきで

ある。	 

• 特にメダンとランプンでは施設と機材の維持管理予算が不足しているため、家畜衛生総局と
DIC で実質ベースの必要な維持管理コストを見積もり、予算確保を行うべきである。また、現

在、故障機材の修理が進んでいないため、家畜衛生総局が今回の機材リストに基づいてフォロ

ーすると同時に、DIC が個別にジャカルタのメーカー・代理店と交渉するという非効率なやり
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方を改め、家畜衛生総局のリーダーシップで効果的な対応策を検討すべきである。	 また、AI

ラボ施設については、高度な空調施設などが含まれるため、ソフトコンサルタントポーネント

にて配置されたコンサルタントが提案したように、専門業者とのメンテナンス契約を結ぶべき

である。どうしてもそれが困難な場合、研修の機会等を活用して、外部の施設保守会社等から

講師を招いて、実地研修を行うといった対応も検討するべきである。	 

• メダン DIC では空気圧コントロールの警報の誤動作があり、扉と床の間の隙間のために気圧異
常が生じ、適切なバイオセーフティレベルが維持されていない可能性があるため、専門業者に

よる検査を早急に実施するよう提案する。また、スバン DIC では焼却施設の機能に一部問題が

生じているため、至急修理が必要である。	 

	 

周辺住民への啓発・情報提供について	 

DIC 周辺にはコミュニティがあり、DIC 施設に人家が隣接するところもある。これまで、自治体や

コミュニティと DIC との関係はあまりないため、今後、安全管理やリスク対応について、協議の

場を設けて行くことを提案する。	 

	 

その他	 

今回の事後評価調査ではスバン DIC の診断サービス利用者へのアンケート調査を実施したが、利

用者の情報が整備されていないため、回答を得ることが非常に難しかった。今後、DIC としてユ

ーザーの声を把握することは極めて重要なため、利用者についての情報を整備することを提案す

る。	 

	 

4.2.2	 JICA への提言	 

特になし。	 

	 

4.3	 教訓	 

	 

• 家畜疾病診断分野では、能力強化事業のパーフォーマンス指標として、診断可能項目の増減や
診断精度の向上は診断能力を測る指標として適切だが、診断件数の増減は常に適切な指標とは

限らない。本事業の場合、診断件数は重要家畜疾病の発生状況、政府からのサーベイランスへ

の予算配分状況によって診断件数が大きく増減する。家畜疾病診断だけでなく、食品分析、品

質検査、水質検査など検査部門のパーフォーマンス指標についても、需要サイドの影響が大き

い事業においては、診断や検査の件数が妥当な指標かよく検討する必要がある。	 

	 

• 本事業で新規に整備したスバン DIC では、設備建設と機材供与は計画通りに完了したが、先方
政府による必要人員の配置手続きが遅れたため、施設稼働に遅れが生じた。組織体制の中に新

たな施設（センター等）を設置する際には、その承認手続きに必要な内容や要する期間につい

ても基本設計時によく把握、フォローしておく必要がある。	 
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