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平成 24 年度 円借款中間レビュー報告書 
 

評価者：村山 なほみ（OPMAC 株式会社） 
現地調査時期：2012 年 10 月 

 
案件名：インドネシア「ジョグジャカルタ特別州 ICT 活用教育質向上事業」（L/A No. IP-542） 
 
[借款概要] 
承諾額／実行額 ：2,911 百万円／881 百万円（2012 年 7 月末時点） 
借款契約調印日 ：2007 年 3 月調印 
当初完成予定日 ：2012 年 12 月 
変更後完成予定日 ：2013 年 12 月 
貸付実行期限 ：2015 年 7 月 
実施機関 ：情報通信省（KOMINFO） 
維持管理機関 ：1) 事業実施中：情報通信省及びジョグジャカルタ特別州教育局 

2) 完了後：ジョグジャカルタ特別州政府、県・市（ネットワーク環境の維持管理）及び各学校（学校単位のコンピュータ・

ラボの ICT 機材） 
 
[事業目的] 
インドネシアの基礎教育分野へのICT活用に係るモデル事業として、ジョグジャカルタ特別州の小・中学校を対象に、必要な資機材調達、ICT
環境の整備、eラーニングシステムの開発等の設備強化及び参加型の学校運営・活動への支援を実施することにより、教育の質の向上をはかり、

もって本事業の経験の他州への普及を通じて、同国全体の教育の質の改善に寄与する。 
 
コンサルタント ：PT. NUSATARA SECOM INFOTECH（インドネシア）／PT. DUTA ASTAKONA GIRINDA（インドネシア）／ 

PASCO CORPORATION（日本）JV 
コントラクター1 ：現地企業等 
                                                        
1 コンサルタント、コントラクターは、JICA 年次報告書業務統計「円借款の主な受注企業名・契約金額一覧（本体部分は 10 億円以上、コンサルティング・サービス部

分は 1 億円以上のみで記載）で既に公表されている場合は企業名及び国籍を記載。年次報告書業務統計に記載がない場合は、「現地企業等」あるいは「日本企業等」と

記載（JICA より提供）。 
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項目 事前評価時（2007 年） 
中間レビュー結果及び中間レビュー時に想定される 

事後評価内容 

[妥当性] 
 

(1) 開発政策との整合性 
①インドネシアの国家中期開発計画（RPJM：2004-2009） 
基礎教育の質向上が重視されている 

 
 
 
 
②国家教育戦略計画（RENSTRA：2005-2009） 

国家の発展には質の高い教育へのアクセスの拡大が必須で

あるとされ、教育機会の拡充、質の向上、ガバナンスと説明責

任の向上が 3 つの柱として挙げられている。また、基礎教育段

階で情報通信技術（ICT）が効果的な学習に役立つことについ

て言及されている。 
情報通信省は、学校における ICT 活用を推進するべく「ワン

スクール・ワンコンピュータ・ラボプログラム」を推進中であ

る（目標：50,000 校） 
 
 
 
 
 
 
③ジョグジャカルタ特別州 
学校間の格差是正、ICT を利用した教育の質の向上等を目指

し、教員再教育、科学技術教育のためのインフラ整備や ICT 活

用教育を柱とした人材育成計画である「Education Quality 
Enhancement Program in Yogyakarta Special Territory Province 

(1) 開発政策との整合性 
①インドネシアの国家中期開発計画（RPJMN：2010-2014） 

11 の National Priorities のうちの 2 番目に「教育」が掲げられ

ている。教育指標については RPJM：2004-2009 の期間中に改善

しているが、インターネット接続による教育コンテンツの提供

等により、より一層の基礎教育の質の拡充等が謳われている。 
 
②国家教育戦略計画（RENSTRA：2010-2014） 

引き続き、国家の発展のために質の高い教育へのアクセスの

拡大が必須であるとの考えに基づき RENSTRA:2010-2014 で

は、13 の方向性を示しており、その中には「教育従事者

（Educational Workforce）、教育機関、卒業生の質の向上」や「教

育セクターにおける ICT 利用の強化・拡大」が謳われている。 
「ワンスクール・ワンコンピュータ・ラボプログラム」につい

ては、2005 年までは情報通信省（KOMINFO）が中心となって

実施していたが、2006 年以降は教育（学校）に関する事項であ

ることから国家教育省（MONE：現教育文化省）が中心となっ

て推進している。RENSTRA: 2010-2014 においても ICT 利用の

強化・拡大を推進しているが、現状、300,000 校ある学校のう

ち ICT 化が進んでいるのは 8～9％に過ぎないこともあり、必ず

しも当初の計画通りには進捗していないという現状である。 
 
③ジョグジャカルタ特別州 
「Education Quality Enhancement Program in Yogyakarta Special 

Territory Province 2005-2009」は元々本事業のプロポーザルとし

て作成されたものであり、更新はされていない。現在の州の教

育政策は、RENSTRA において文化に基づいた教育が重視され
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項目 事前評価時（2007 年） 
中間レビュー結果及び中間レビュー時に想定される 

事後評価内容 

2005-2009」を策定。 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 開発ニーズとの整合性 
①インドネシアにおける基礎教育分野（初等教育・中等教育）

の現状と課題 
 初等教育 中等教育 
純就学率（%） 94.0 (2004) 56.4 (2000)
十分な資格を持った教員の割合（%） 46.1 (2000) 66.5 (2000)
出所：JICA 
 
・ 教材についても質量ともに不十分。 
・ OECD「生徒の学習達成度調査」（2003）では、インドネシア

は実施 4 分野すべてで最下位グループに位置している。 
→初等教育の普遍化や中等教育の就学率向上等の基礎教育

アクセス拡充と並び、教育の質の向上が大きな課題 
 
 

ているため、RENSTRA に沿った条例（文化に基づいた教育の

管理及び組織に関する条例：Perda 05/2011）が制定され、それ

に沿った政策が行われている。ICT については明示されていな

いものの、本事業は Perda 05/2011 に沿った内容となっている。 
RPJMN、RENSTRA：2010-2014、ジョグジャカルタ特別州の

教育政策のいずれとも整合しており、妥当性は中間レビュー時

点においても引き続き高いと言える。 
 
(2) 開発ニーズとの整合性 
①インドネシアにおける基礎教育分野（初等教育・中等教育）

の現状と課題 
 初等教育 中等教育 
純就学率（%） 95.2 (2009) 73.3 (2009) 
十分な資格を持った教員の割合（%） 24.6 (2009) 73.4 (2009) 
出所：RENSTRA: 2010-2014 
 
・ 事業開始前からコンピュータによる教育を行っていた学校

では、かつては市販の CD-ROM 教材を使っていた。CD-ROM
教材では、コンピュータ 1 台に対し 1 枚の CD-ROM が必要

でコスト負担も大きく、また生徒が個別に学習するだけで、

教師がその学習進度などを把握できなかった。本事業で開発

している ICT 教材では、教師が開発した教材は本事業で整備

した IDC を通じて各学校間で、無料で共有でき金銭的なコス

トがかからないので量的な問題は解消される。また、本事業

で開発したソフトは教師が生徒ひとりひとりの学習進度を

把握できるようにプログラミングされており、個々の生徒の

苦手分野等の把握もでき、必要に応じプリント教材などで補

完している。さらに音楽や動画、ゲームがコンテンツに含ま
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項目 事前評価時（2007 年） 
中間レビュー結果及び中間レビュー時に想定される 

事後評価内容 

れており、紙ベースの教材と比較して生徒の興味を引きやす

く、教員、生徒、父兄のいずれも ICT 教材について高く評価

している。 
・ OECD「生徒の学習達成度調査」（2009）では、インドネシア

は総合読解力 65 か国中 57 位（2003 年：40 か国中 39 位）、

数学的リテラシー同 61 位（同 38 位）、科学的リテラシー同

60 位（同 38 位）。現時点では、依然として国際的な水準では

最下位グループに位置しており、引き続き初等教育の普遍化

や中等教育の就学率向上等の基礎教育アクセス拡充と並び、

教育の質の向上が大きな課題となっている。 
 

[有効性] 
 

(1) 定量的効果 
運用・効果指標等 

 
 
 

指標名 事前評価時 
(2005)  

目標値 
(2012) 

IDC アクセスのある学校の率（％） - 29
トレーニングを受講した教員の数 1,080 3,000
小学校における PC1 台あたりの生徒数 147 29
中学校における PC1 台あたりの生徒数 21 11
ICT を活用した教科の数 2 6
コンピュータ・ラボを持ち、授業で PC を

活用する学校の率（％） 
7 29

小学校における純就学率（％） 96.09 100 (対象校)
中学校における純就学率（％） 76.42 100 (対象校)
出所：JICA（事業事前評価表） 
注：IDC：インターネットデータセンター 

(1) 定量的効果 
運用・効果指標 
運用効果指標の整理及び考え方に関しては、末尾の「事後評

価時用設定指標」を参照のこと。 
 
指標名 中間レビュー時 

(2012)  
目標値 
(2014) 

トレーニングを受講した教員の数 2,170 
(小学校&中学校)

3,130 
(新目標値) 

小学校における PC1台あたりの生徒数 18 15 
(新目標値) 

中学校における PC1台あたりの生徒数 19 11 
教員が入手可能な ICT 教材をもとに独

自に開発した ICT 教材の数（新たに指

標を追加） 

352
(小学校:215
中学校:137)

500 
(小学校:300 
中学校:200) 

出所：質問票回答 
注：既に目標を達成したものや中間レビュー時点の状況ではより高い目標

を目指せるものについては新目標値を設定した。また、事業効果をより適

切に測るため、新たな指標を追加した。事前評価時には、目標年は事業完
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項目 事前評価時（2007 年） 
中間レビュー結果及び中間レビュー時に想定される 

事後評価内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 定性的効果 
①教育の質の向上 
 
 
 
 
②学校の運営能力向上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

了年としていたが、教育事業は効果がでるまでに時間がかかる為、目標年

は事業完了年ではなく、事業完了 1 年後とする。なお、事業完了 2 年後（事

後評価年）を目標年とすることが慣例であるが、本事業においては事後評

価年を目標とすると事後評価時にデータの入手が困難であることから、事

業完了 1 年後とすることを実施機関と確認した。 
 
・ 既にいくつかの指標は達成されており、事業開始時の遅れに

も拘らず、順調に効果が表れていると考えられる。 
 
(2) 定性的効果 
①教育の質の向上は、本事業の枠を超えた政策や教員等の努力

も必要とされ、また短期的に効果がでるものではないことか

ら、インパクトとして評価することを提案する。（詳細は末

尾の「事後評価時用設定指標」を参照のこと。） 
 
②学校の運営能力向上 
・ 本事業において、ジョグジャカルタ特別州政府のブロックグ

ラント（補助金）が「学校の運営能力向上」のために配分さ

れる。配賦は 1 度限りのものであり、本事業で機材が調達・

設置される前に資金が供与され、本事業の準備（例えば、机

や椅子の購入等 ICT ルームの整備）に活用されている。主に

運営能力向上を目的とし、インドネシア側の基準に則ってい

れば、特段の問題なく配賦先が選定される。ブロックグラン

ト申請のために、ボトムアップアプローチ（BUA）にて、各

学校がプロポーザルをジョグジャカルタ州教育局（Dikpora）
に提出し、Dikpora により審査が行われ、基準を満たした学

校に資金が支給される。 
・ ジョグジャカルタ州政府によりブロックグラントを受ける
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項目 事前評価時（2007 年） 
中間レビュー結果及び中間レビュー時に想定される 

事後評価内容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) インパクト 
①ICT 活用教育質向上事業が実施された州の数 
 
②小・中学校における卒業試験の平均点の差 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学校における事務職員や学校経営に関わる職員、経験豊富な

教員等を対象に BUA マネジメント・トレーニングが行われ

ている。本トレーニングでは、ブロックグラントの使用をケ

ーススタディとして会計報告について指導している。また、

コンサルタント（PF：プロフェッショナル・ファシリテータ

ー）がプロポーザルの作成の支援等を行っている。 
・ BUA マネジメント・トレーニングの効果については、数値

的に示せるものではないが、これまでプロポーザル作成のた

めに SWOT 分析をしたり、証憑に基づいた会計報告等を行

ったりしたことがなかった学校が、実際に基準を満たすプロ

ポーザル作成や会計報告を行えるようになっていることか

ら、トレーニングや PF による支援の効果は発現し始めてい

るものと判断できる。 
 
(3) インパクト 
本レビューでは、審査時に設定されていた二つのインパクト

指標を見直し、①教育の質の向上について下記の通りいくつか

の数値的な指標を設定、また、本事業との直接的因果関係が強

くない目標をインパクトと考え②インパクト指標として再設

定した。 
 
①教育の質の向上 
指標名 中間レビュー時

(2012)  
目標値 
(2014) 

小学校における卒業試験の平均点の差 7.39 7.60 (対象校) 
中学校における卒業試験の平均点の差 7.34 7.50 (対象校) 
出所：質問票回答 
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項目 事前評価時（2007 年） 
中間レビュー結果及び中間レビュー時に想定される 

事後評価内容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②インパクト指標 
指標名 中間レビュー時 (2010)  目標値 (2014) 
IDC アクセスの

ある学校の率

（％） 

小学校/イスラム系小学校：69
(1,385/2,017)

中学校/イスラム系中学校：78
(396/507)

小学校/イスラム系小学校：74 
 

中学校/イスラム系中学校：87 

コンピュータ・

ラボを持ち、授

業でPCを活用

する学校の率

（％） 

小学校/イスラム系小学校：54
(1,085/2,017)

中学校/イスラム系中学校：73
(371/507)

小学校/イスラム系小学校：56 
 

中学校/イスラム系中学校：78 

ICTを活用した

教科の数 
4 6 

ICT 活用教育

質向上事業が

実施された州

の数 

注 1） 2 

小学校におけ

る 純 就 学 率

（％） 

97.53
(対象校)

97.87 
(対象校) 

中学校におけ

る 純 就 学 率

（％） 

81.08
(対象校)

81.75 
(対象校) 

出所：質問票回答 
注 1：現時点では、本プロジェクトで作成した Roll-Out-Plan（他 14 州へ

の普及プラン）を 2011 年 11 月に開催された e-Gov Forum にて 14 州向け

に周知している段階で、他の州で活用に至っているケースはない。例えば

マランにおいて ICT 教材のプロモーションを KOMINFO が実施した際、

マラン州政府は非常に関心をもっていたが、教材は無料で入手できてもハ

ード面の体制が整っていないために導入には至っていない。一方、

BAPPENAS からは、ハード面の不足の問題というよりも必要資金を各州

で用意する等の「コミットメント」の不足が問題であるとの意見もあった。

審査時資料によれば、「KOMINFO と MONE は他州での実施に向けて調査
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項目 事前評価時（2007 年） 
中間レビュー結果及び中間レビュー時に想定される 

事後評価内容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) その他効果の発現に影響を与える事項 
①事業実施機関の運営体制・技術・財務 
・ 実施機関：KOMINFO ICT 総局 
・ プロジェクトオフィス：e-Government 局内に設置。 
・ 技術面での実施能力： 

学校における ICT 活用を推進するべく「ワンスクール・ワン

コンピュータ・ラボプログラム」を進めており、2005 年には

43 か所、2006 年に 50 か所で実施。事業実施に技術面での特

段の問題はない。 
教育面に関しては、MONE、ジョグジャカルタ特別州政府と

覚書を交わし、協力体制を構築。 
・ 財務面での実施能力については、インプットで後述する金

額、分担割合につき、KOMINFO 及びジョグジャカルタ特別

州は、責任を持って手当てすることを審査時に確認してい

を行う」とあることから、今後、残りの事業期間のうちに自助努力により、

いくつかの州で本事業をモデルとした ICT 活用教育が実施されることが

望ましい。中間レビュー時点では、KOMINFO は他州での実施に向けての

調査を計画中である。 
 
③事業対象校以外の学校・地域への波及効果 
・ 対象校においてオープンスクール（ジョグジャカルタ州の非

対象校が対象校のコンピュータルームを使って、IT 教材等に

アクセスする機会を提供する）計画はあるが、多くの学校で

は自らの学内で教員間の教材開発に関する情報交換を行う

などの活動で精いっぱいであり、他校へ知識を共有する段階

には中間レビュー時点では至っていない。 
・ 他州への波及という点については、上述の通り。 
 
(4) その他効果の発現に影響を与える事項 
①事業実施機関の運営体制・技術・財務 
・ 審査時の想定とは異なり、インドネシア側の法令により事業

実施期間中は本事業で調達した ICT 関連機材等の資産登録

は中央政府となっているため、中央政府からジョグジャカル

タ特別州への維持・管理（O/M）費用の段階的なコストシェ

アリングは行えていない。一方、資産の権限移譲手続きは非

常に複雑かつ時間がかかる（KOMINFO によれば通常 2～3
年程度、案件によっては 8 年経過していても依然として移譲

されていないものもある）ため、インドネシアにおいて実施

機関と維持管理機関が異なるプロジェクトの場合、プロジェ

クト完了後に資産の権限委譲がなされず、O/M 予算の配分が

されないケースも散見されている（例：東部インドネシア中

小港湾開発事業）。 
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項目 事前評価時（2007 年） 
中間レビュー結果及び中間レビュー時に想定される 

事後評価内容 

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
②NGO・現地大学等との連携 
なし 

 
 
 
③無償・技協との連携 

JICA による地方教育開発支援調査（REDIP）の経験を活用 
 
 
 
 
 
 
④他ドナーとの連携 
なし。 

 
⑤環境影響 
カテゴリ分類：C 

・ 一方、本プロジェクトにおいては、事実上、各学校において

BOS/BOSDA（中央政府又は州政府からの学校運営補助金）

の一部を ICT 機器等の O/M 費用に充てている、あるいは来

年度より予算化する計画があるため、運営・維持管理は十分

に行われている。また、必要に応じて学校委員会が寄付を募

り、寄付金を O/M 費用に充当することも可能であるため（過

去に多くの実績あり）、財務面での問題は現時点では想定さ

れない。 
 
②NGO・現地大学等との連携 
人材能力の向上の為、Dikpora では、ジョグジャカルタ国立

大学（UNY）と教育における ICT の活用、マルチメディアトレ

ーニングセンター（MMTC）等に関し、連携している。 
 
③無償・技協との連携 

BUA を採用するなどの点において REDIP モデル（各学校の

教育現場レベルからの BUA を採用することにより各学校やコ

ミュニティのニーズをきめ細かくフォローしようというモデ

ル）を採用しているが、ジョグジャカルタ州に従来から存在す

るやり方に従って、コミュニティが関与しプロジェクトを実施

している。 
 
④他ドナーとの連携 
なし。 

 
⑤環境影響 
中間レビュー時点においては特段の影響はない。 
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項目 事前評価時（2007 年） 
中間レビュー結果及び中間レビュー時に想定される 

事後評価内容 

⑥用地取得 
なし。 
 
 
⑦運営・維持管理機関の体制・技術・財務 
・ 事業実施中：KOMINFO 及びジョグジャカルタ特別州教育局

（Dikpora） 
・ 完了後：ジョグジャカルタ特別州政府、県・市（ネットワー

ク環境の維持管理）及び各学校（学校単位のコンピュータ・

ラボの ICT 機材）に移管される。 
各学校には、PC 技術者（コンピュータ・ラボの ICT 機材の

維持管理を行う）が設置される。 
ジョグジャカルタ特別州・県・市の補助金を得ながら学校及

び学校委員会が運営維持管理に関する必要資金手当てをす

る。 
・ 過去にインドネシア側で実績があるうえ、学校選考基準のひ

とつに維持管理活動を入れていること等、オーナーシップ醸

成の仕組みを整えている。 
 
 

⑥用地取得 
・ アンテナの設置などは、政府の用地や学校敷地内にしてお

り、中間レビュー時点において用地取得は行われていない。 
 
⑦運営・維持管理機関の体制・技術・財務 
【体制】 
中間レビュー時点において、事業実施中は KOMINFO、完了

後はジョグジャカルタ特別州政府、県・市（ネットワーク環境

の維持管理）及び各学校（学校単位のコンピュータ・ラボの ICT
機材）に資産登録が移管されるという計画に変わりはない。た

だし、上述の通り、資産登録の移管は通例スムーズに進まない。

最悪の事態を回避するために、本事業においては、事業完成時

に資産登録の移管が完了するような簡易な手続き方法につい

て既に KOMINFO と財務省（MOF）の間で協議を開始している。 
 
具体的な維持管理責任及びコストは以下の通り： 

・ PC ソフトウェア：無料（ライセンスフリーなオープンソー

スを活用） 
・ IT 接続料：無料（ISM 又はライセンスフリーな周波数帯で無

線接続） 
・ IDC の運営維持管理（要員&事務）： 

(a) IDC からカブパテンまたはコタ教育局までの設備： 
Dikpora 

(b) カブパテンまたはコタ教育局から各学校までの設備： 
カブパテンまたはコタ教育局 

・ IDC 運営維持管理（ヘルプデスクの運用、ハードウェアのメ

ンテナンス）：Dikpora 
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項目 事前評価時（2007 年） 
中間レビュー結果及び中間レビュー時に想定される 

事後評価内容 

・ 学校アンテナ：各学校 
・ トランクアンテナ：Dikpora 
・ PC 用電気代：学校 

 
維持管理の体制面では、実施中には PF 及び州政府のヘルプ

デスク（ジョグジャカルタ州政府による「教育におけるコミュ

ニケーション技術センター（BTKP）」の取り組みの一環）の支

援を得つつ、各学校のスクール・ラボ・コーディネーターが維

持管理を行っている。現時点では、徐々に PF からヘルプデス

クへの技術移転が行われている。ヘルプデスクの支援について

は学校のスクール・ラボ・コーディネーターや教員からも信頼

されており、この点においては問題がみられなかった。ただし、

現時点では数としては多くはないが、スクール・ラボ・コーデ

ィネーターを教員が兼任している場合には、ICT 機器のメンテ

ナンスや、ICT 機器の使用方法・教材開発等に関するトレーニ

ングの成果を他の教員と共有する活動が活発に行われていな

い。教員へのヒアリングでは、そのインセンティブがないこと

に原因があると考えられるが、Dikpora 及びコンサルタントは、

基本的に教員は教師としての業務に専念すべきであるとの考

えで、Dikpora はスクール・ラボ・コーディネーターの問題を

抱えている学校と問題解決に向け対話を重ねている。本問題

は、将来有効性・持続性に影響を与える可能性のある潜在的な

課題と考えられる。 
 

【財務】 
上述の通り、現状、各学校において BOS/BOSDA の一部を ICT

機器等の O/M 費用に充てている。機器を導入したばかりの学
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項目 事前評価時（2007 年） 
中間レビュー結果及び中間レビュー時に想定される 

事後評価内容 

校では来年度より予算化する計画がある。また、必要に応じて

学校委員会が寄付を募り、その費用を O/M 費用に充当するこ

とも可能であり特段の問題は見られない。 
 
【技術】 
・ 維持管理に関する研修が実施されており、その際に、使用方

法やトラブルシューティングなどを記載したマニュアルが

配布されている。 
・ PF やヘルプデスク、スクール・ラボ・コーディネーターに

より、多くの場合、トラブルは解決されている。 
・ 機器の故障の場合は、中間レビュー時点では保証期間中にあ

たるため、サプライヤーのサービスを利用して修理が行われ

ている。 
・ 一部の学校の教師は、これまでにコンピュータを使ったこと

がなく、活用に苦労をしているが、教師が集まってコンピュ

ータの使い方や教材開発に関する勉強会を行うなどの活動

をしている。基本的には慣れの問題と考えられることから、

時間と共に解決される部分が多いと考えられる。 
・ 一部の学校では、クラスの全員が一度にログインしようとす

るといくつかのコンピュータではログインできないという

技術的な問題が生じている。 
 

【グッドプラクティス】現地調査中訪問学校数：10 校 
・ 教師が集まってコンピュータの使い方や教材開発に関する

勉強会を行うなどの活動はいくつかの学校で見られた。 
・ 学内でコンペティションを開き、教師の教材開発のモチベー

ションを上げる努力をしている学校もある。 
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項目 事前評価時（2007 年） 
中間レビュー結果及び中間レビュー時に想定される 

事後評価内容 

・ 学校のポリシーとして、最低 1 か月に 1 度はコンテンツをア

ップデートするようにしている学校もある。 
・ 本プロジェクトによる ICT 機材を使い始めてまだ数か月し

か経っていないにもかかわらず、既に数学・理科以外の科目

についても教材開発している学校がある。 
 

[効率性] 
 

(1) アウトプット 
下記のうち、円借款対象は下線部分のみ。 

(a) 土木工事 
①ICT 機器及び接続環境の整備 
(イ) 学校用 ICT 機材 
・ プロジェクトで選定される学校：500 校 
うち小学校 300 校、中学校 200 校 
（1 学校あたり：1 教室のコンピュータ・ラボに対し、学生

用 20 台、教師用 1 台の PC、教育演示用機材（プロジェクタ

ー等）、教室内のコンピュータを LAN 接続するための機材→

（IDC センターがプロバイダ契約し、そこをゲートウェイと

して各学校と接続。Wi-Max 方式の無線接続とし、学校には

school antenna が設置される）、インターネットに接続するた

めのアンテナ等） 
 

(ロ) プロジェクト用 ICT 機材 
・ プロジェクトオフィスに配備される事務処理用情報機器 

 
(ハ) IDC 用 ICT 機材 
・ Gateway antenna (for Wi-Max)、中継用 Extender Antenna、サー

バー、ルーター 

(1) アウトプット 
下記のうち、円借款対象は下線部分のみ。 

(a) 土木工事 
①ICT 機器及び接続環境の整備 
(イ) 学校用 ICT 機材 
・ 変更なし。 

パッケージ 1～3 のうち、パッケージ 2 まで ICT 機器が納

入済みとなっている（500 校は既に選定済み。ICT 機器納入

済の学校は 350 校。うち小学校 200 校、中学校 150 校）。現

在、パッケージ 3 の入札プロセスにある。3 か月前に一旦事

前資格審査（PQ：Pre-Qualification）公告を行ったが、

KOMINFO により別途アンテナに係る調査が必要との判断が

され手続きが中断され（ただし、アンテナ調査は結果として

行われなかった）、再度公告しているもの。 
 

(ロ) プロジェクト用 ICT 機材 
・ 変更なし。 

 
(ハ) IDC 用 ICT 機材 
・ 既存のサーバーではすべての学校の通信トラフィックを処

理するには不十分であったため、新規のサーバーを導入し、
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項目 事前評価時（2007 年） 
中間レビュー結果及び中間レビュー時に想定される 

事後評価内容 

 
 
 
 
 
 
 

(ニ) 学校の受電設備の改善 
・ PC が配備される学校について、受電設備の改善及び契約ア

ンペア数の変更 
 

(ホ) ICT 運営管理 
 
 
 

②学校に必要な資機材の供給及び学校活動の支援 
・ 小・中学校 500 校を対象に、生徒の親やコミュニティから成

る学校委員会と学校が作成するプロポーザルに基づき、教育

の質向上のための活動を各学校が行うための資金を提供す

るもの 
 

 
 
③教員等を対象としたトレーニングプログラムの実施 
学校教員を対象に、コンピュータの技能、情報処理技能、授

業での ICT 活用研修を、校長、学校事務職員などを対象に、経

理報告、ファシリテーション技能研修を行う。 

関連する機器も調達した。 
・ なお、案件形成促進調査（SAPROF）で想定されていたWi-Max

はインドネシア政府の規制により禁止されており、導入がで

きなかった。したがって、適用可能な方式に変更したため、

中継用アンテナ等を計画よりも増設する必要があった。（中

継用アンテナ数：SAPROF：4→実績：11） 
 

(二) 学校の受電設備の改善 
・ 大きな変更なし。 

 
 

(ホ) ICT 運営管理 
・ 既に納入された機材については、日常的な運営維持管理を実

施中。 
 

②学校に必要な資機材の供給及び学校活動の支援 
・ 上述の通り、ブロックグラントは「学校運営支援」を目的と

しプロポーザルに基づき、ボトムアップで配賦される。これ

までに 2010 年に 110 校（うち小学校：60 校、中学校：50 校）

が選定され 2010 年 12 月及び 2011 年 3 月に配賦済み。2011
年には 240 校（うち小学校 140 校、中学校 100 校）が選定さ

れ 2011 年 6 月に配賦済み。 
 

③教員等を対象としたトレーニングプログラムの実施 
(a) ICT 活用にかかるトレーニング 

- ICT リテラシー（Linux）のためのトレーニング 
- スクール・ラボの維持管理にかかるトレーニング 
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項目 事前評価時（2007 年） 
中間レビュー結果及び中間レビュー時に想定される 

事後評価内容 

 
 
 
 
 
④ICT を活用した教材開発 
既製品のデジタル教材の購入及び独自コンテンツの開発 
 
 
 
 
 
 
 
⑤インターネットデータセンター（IDC）におけるシステム開発

ジョグジャカルタ特別州内における教育関連情報のデータ

ベース構築、ヘルプデスク、教育コンテンツ管理、インターネ

ットゲートウェイ機能にかかるシステム開発 
 

(b) コンサルティング・サービス 
①詳細設計、入札支援、施工管理 
②各学校のプロポーザル作成支援 
③トレーニングガイドラインの作成及び指導 
④教材開発支援 
⑤日本の教育現場での ICT活用状況に係る理解と知見を獲得す

るための京都府への海外研修の計画と実施 
⑥試験問題改善支援 

- 教材開発のためのトレーニング 
(b) BUA マネジメントにかかるトレーニング 

- 会計報告（ブロックグラントの会計報告や学校運営管理デ

ータ処理を事例に実施） 
 
④ICT を活用した教材開発：変更なし。 
・ 運用効果指標で記述の通り、順調に教材開発が行われてい

る。 
・ 機材供給に関して、学校によっては 1 クラスの人数が 30 名

程度で、各学校に配布されたコンピュータが一律 21 台（教

師用 1 台を含む）であるため、授業中、1 人で 1 台使える生

徒と 2 人で 1 台使用しなければならないケースがあり、生徒

間での不公平感があるとの指摘も教師からあった。 
 
⑤インターネットデータセンター（IDC）におけるシステム開発 
・ 変更なし。 
 
 
 
(b) コンサルティング・サービス 
・ 一般業務管理（Roll Out Plan 作成支援を含む） 
・ インフラ整備 
・ 教材開発支援  
・ 試験問題改善支援  
・ 各種トレーニングの支援（ICT 活用・BUA マネジメント・ 

海外研修） 
・ 各種報告等 
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項目 事前評価時（2007 年） 
中間レビュー結果及び中間レビュー時に想定される 

事後評価内容 

⑦他州への普及活動（ロールアウトプラン）作成への支援 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) インプット 
①事業費 
総事業費 4,376 百万円 100%
うち円借款 2,911 百万円 66.5%
情報通信省（KOMINFO） 558 百万円 12.8%
ジョグジャカルタ特別州 907 百万円 20.7%

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
②事業期間 

2007 年 4 月～2012 年 12 月（68 カ月） 

なお、人月（M/M）が以下の通り修正されている。 
（原契約：No.1/JICA/EGOV/KOMINFO/VIII/2009→変更契

約：No.6/JICA/EGOV/KOMINFO/II/2012, February 28,2012） 
International: 33M/M（契約時 3）→3 M/M 
National:196M/M（契約時 281）→ 301 M/M 

International 部分については、単純な記載ミスの修正。その他

は原契約の M/M が非現実的なものであったため、既存の要員

の若干の M/M の増加及び一部事務要員の追加があった。 
 

(2) インプット 
①事業費 
総事業費 1,188.7 百万円 100%
うち円借款 962 百万円 80.9%
情報通信省（KOMINFO） 118.7 百万円 10.0%
ジョグジャカルタ特別州 108 百万円 9.1%

 
・ ただし、O/M 費用等については、BOS・BOSDA の一部が使

われているなど、正確な負担額を割り出すことは困難である

ため、上記数字には含まれていない。実際のインドネシア側

負担割合は上記よりも多いと考えられる。 
・ 円借款のディスバースメントは 3 割程度と低い。これは主に

円高が原因と考えられる。今後、契約同意済みでディスバー

スがされていないものや残りのパッケージの調達、事業完了

までのコンサルタント雇用の延長をしたとしてもディスバー

スメントは 5 割程度にとどまるのではないかと想定される。 
 
②事業期間 

2007 年 4 月～2013 年 12 月となる模様。（80 カ月：12 ヶ月の
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項目 事前評価時（2007 年） 
中間レビュー結果及び中間レビュー時に想定される 

事後評価内容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 内部収益率 
教育事業の収益性計算は適当でないとの理由から算出せず。 
 

遅延予定） 
 
【事業遅延の主な理由】 
・ コンサルタント選定に時間を要した。 
・ 機材の調達の遅れ。 
いずれも、インドネシアにおける手続き面の遅れによるも

の。特に最初の機材調達に関しては、計画の見直しなどもあり、

余計に時間を要している。 
ただし、これまでの実施過程において、当初の調達による遅

れをリカバーしており、事業完了は計画よりも 1 年遅れると想

定されるものの、貸付実行期限の延長は必要ないとみられる。 
 
(3) 内部収益率 
審査時に算出していない為、本中間レビューでも算出しない。 
 

[教訓及び 
提言] 
 

JICA に対し： 
・ 事業に影響を与える制度や法令については、事業準備段階において十分に把握すべきである。本事業ではインドネシアにお

いて Wi-Max 方式が禁止されていることや実施機関と運営・維持管理機関がそれぞれ中央政府と地方政府のように異なる案件

について、実施中は中央政府の資産、完了後に地方政府に移管する必要性があることは、SAPROF や審査段階で十分に把握

しておくべきであった。通信方式の変更が当初の機材調達の遅れにつながっている。資産移管の問題は、現時点では維持管

理に直接的な影響を及ぼすとは考えられない。 
・ 本事業の実施段階では、柔軟な対応がとれる体制とすべきである。特に ICT 事業においては機器の陳腐化が激しいため、本

事業においては、審査時より事業設計や調達を計画時のものから柔軟に見直すことが認識されていた。その認識に従って、

事業実施段階において事務所が実施機関に対し認めており、当初のスケジュールの遅れや軌道修正はかなりうまくいってい

ると現時点では判断でき、案件監理及び実施面においては好事例と言える。 
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項目 事前評価時（2007 年） 
中間レビュー結果及び中間レビュー時に想定される 

事後評価内容 

インドネシア側に対し： 
・ 調達手続きや資産移管の手続きをなるべく簡素化できると望ましい。本事業においては、KOMINFO は資産移管の手続きにつ

いて、早めに MOF と協議を開始しており、簡素な手続きを模索している。今後も関係機関との協議を続け、簡素な手続きの

好例となるよう、事業完了までに関係機関との合意を取り付けることが望ましい。 
・ スクール・ラボ・コーディネーターを教員が兼任している場合に生じている問題については、事業完了までに解決すべきで

ある。教員は教材開発等本業に専念すべきである。予算等の制約があると考えられるが、例えばコーディネーターを複数校

で 1 名雇用し各学校を巡回して維持管理や教員に対する教材開発トレーニングを行うことにより専任コーディネーターとす

ることが可能であると考えられる。維持管理は事業完了後も必要であることから、スクール・ラボ・コーディネーターは期

限付きの臨時スタッフではなく、常勤スタッフを雇用することが望ましい。加えて、教員の教材開発の意欲を高めるために、

よい教材の表彰システムやコンペティションなどを実施するのも一案である。 
・ 事業目的である「教育の質の向上」について、「教育の質の向上」の定義を関係者間で再確認したうえで、本事業期間内で何

を目指すのか、本中間レビューで提案した指標を参考に見直しを行うことが望ましい。中間レビュー時点で、円借款資金の

未使用残がかなりあるので、再確認した本事業の目的の範囲内で未使用残を活用することも可能である。ただし、支援拡大

等を行う際には、貸付実行期限を延長しない範囲で、適切な事業内容及び事業完了時期の延期の計画を立てる等、留意が必

要である。 
 

[事後評価時

用設定指標] 
事前評価時に想定した指標 
(1) IDC アクセスのある学校の率 
(2) トレーニングを受講した教員の数 
(3) 小学校における PC1 台あたりの生徒数 
(4) 中学校における PC1 台あたりの生徒数 
(5) ICT を活用した教科の数 
(6) コンピュータ・ラボを持ち、授業で PC を活用する学校の

率 
(7) 小学校における純就学率 
(8) 中学校における純就学率 

当初の指標は州レベルのものや事業に関するもの、長期的に

しか効果が表れないものなどが混在していたため、有効性・イ

ンパクトの項に記述した通り、指標の整理・見直しを提案する。 
基本的な考え方は以下の通り： 
①成果指標は本事業の実施内容・目的と密接な因果関係にあ

るものに限定する。 
（該当する指標：イ）トレーニングを受講した教員の数、

ロ）小学校における PC1 台あたりの生徒数、ハ）中学校に

おける PC1 台あたりの生徒数、ニ）教員が入手可能な ICT
教材をもとに独自に開発した ICT 教材の数） 

②州レベルで効果を評価すべきものはインパクト指標とする。 
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項目 事前評価時（2007 年） 
中間レビュー結果及び中間レビュー時に想定される 

事後評価内容 

（該当する指標：イ）IDC アクセスのある学校の率、ロ）

授業で PC を活用する学校の率。理由：いずれも、本事業

の直接的な成果とすると確実に 100％となるため） 
③事前評価時には、目標年は事業完了年としていたが、教育

事業は効果がでるまでに時間がかかる為、目標年は事業完

了年ではなく、事業完了 1 年後とする。なお、事業完了 2
年後（事後評価年）とするとデータの入手が困難であるこ

とから、事業完了 1年後とすることを実施機関と確認した。 
④データが入手可能なものとする。 
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