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インドネシア 

災害復興・管理セクター・プログラム・ローン 

外部評価者：新光オーエムシー株式会社 杉本 正実 

０．要旨 

本計画はインドネシアにて多発する自然災害被害に対し、その復旧・復興を支援すると共

に、災害予防・軽減及び災害復旧・復興に係るインドネシア政府の組織・制度の改善につい

て既に達成されたアクションを評価し、今後の取り組みを支援することにより、それらの継

続及び促進を図り、もって災害被害の軽減及び効果的な災害復旧・復興の実施に寄与するこ

とを目指していた。 

本件が災害対策の組織・制度の中心課題のうちの基本的な政策アクション項目の達成確

認をもって供与されたことは適切であったが、供与後は借款契約（LA: Loan Agreement、以

下、「L/A」という）及び 2008 年 7 月 9 日に取り交わされた覚書（以下 Memorandum とい

う）で規定された事項が合意通りの形で実施されなかったため、案件実施による案件単独の

効果を測ることはできなかった。しかしながら、評価の視点をマクロのレベルに広げ、本件

がその一環を成すわが国のインドネシアに対する一連のプログラム・ローンの総合効果と

いう視点で見ると、それが 2000 年代のインドネシアの財政、経済の健全化及び発展に寄与

したということができる。 

 

１．案件の概要 

 

  案件位置図              国家開発企画庁（BAPPENAS）でのﾗｯﾌﾟ･ｱｯﾌﾟ会合 

 

1.1 事業の背景 

共に環太平洋火山帯、アジア・モンスーン地域に属し地質学的地理学的な類似性を共有す

るわが国とインドネシアは、地震・津波、火山噴火、洪水といった共通の自然災害に苦しめ

られてきた。2004 年 12 月 26 日に発生したインドネシア・スマトラ沖を震源とするマグニ

チュード 9.1 の巨大地震とそれによる津波は、死者行方不明者 23 万人という未曾有の被害

をもたらした。日本はその復興支援及び開発に 6.4 億米ドルの協力を実施した。それを契機

として 2005 年 6 月、当時の両国首脳であった小泉首相とユドヨノ大統領は「自然災害の被
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害を減らすための二国間の協力に関する共同発表」を行い、日本が培ってきた防災技術やノ

ウハウ、組織・制度の改善実績を生かしてインドネシアの防災力向上支援を進めることとな

った。さらに上記共同発表によって両国は、インドネシアにおける自然災害を予防し、その

被害を軽減する体制の整備に向けた協力強化のため、沓掛内閣府防災担当大臣（当時）とバ

クリー福祉調整大臣（当時）を共同議長とする「日本・インドネシア防災対策に関する共同

委員会」を立ち上げた。2006 年 7 月 24 日にジャカルタにて開催された第 2 回共同委員会で

はインドネシアの今後の防災対策の指

針として「日本・インドネシア防災に関

する共同委員会報告書 (Building the Re-

silience of Indonesia and its Communities to 

Disasters for the Next Generation)」が採択

され、国際協力機構（以下、「JICA」とい

う）はそれを踏まえて、防災体制強化の

ための自然災害管理計画調査（開発調

査）、建築強度改善のための建築行政及

び建築基準の改善プロジェクト（技術協

力プロジェクト）、津波早期警報能力プロ

ジェクト（技術協力プロジェクト）、バン

ジール・バンダン（洪水・土砂災害）対

策プロジェクト（技術協力プロジェクト）を実施した。 

本セクター・プログラム・ローンでは、2007 年度の災害対策の財政負担軽減と併せて、

上記「共同委員会報告書」提言を受けて①災害対策に関する法制度整備、②災害対策に関す

る組織機能の強化、③災害対策予算制度の改善、④災害対策の計画・実施面での強化 とい

った 4 つの柱によるインドネシアの災害対策に係る政策・制度改革を支援するものであり、

合意された政策アクションの実施状況のモニタリングは、「建築物耐震性向上のための建築

行政執行能力向上プロジェクト」、「津波早期警報能力向上プロジェクト」、その他実施中の

防災分野技術協力の促進と併せて、日イ合同での四半期モニタリング会合により行われる

計画となっていた。なお同会合は、日イ首脳による共同発表、担当両大臣共同議長による共

同委員会によって先鞭をつけられた同国の災害対策に関するわが国及びインドネシア政府

間政策対話の継続的なプラットフォームとして活用されることが期待されていた。 

 

1.2 事業概要 

本計画は、インドネシアにて多発する自然災害被害に対し、その復旧・復興を支援すると共に、災

害予防・軽減及び災害復旧・復興に係るインドネシア政府の組織・制度の改善について既に達成され

た政策アクションを評価し、今後の取り組みを支援することにより、それらの継続及び促進を図り、もっ

て災害被害の軽減及び効果的な災害復旧・復興の実施に寄与するものである。 

 

第 2 回 日本・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ防災対策に関する共同

委員会両国会合（2006 年 7 月 24 日、ｼﾞｬｶﾙﾀ） 
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円借款承諾額／実行額 23,182 百万円 ／23,182 百万円 

交換公文締結／借款契約調印 2007 年 12 月／ 2007 年 12 月 

借款契約条件 金利 0.7％、返済 15 年（うち据置 5 年）、一般アンタイ

ド 

借入人／実施機関 インドネシア共和国／国家開発企画庁（BAPPENAS） 

貸付完了 2007 年 12 月 

本体契約（10 億円以上） なし 

コンサルタント契約（1 億円以

上） 

- 

関連調査（ﾌｨｰｼﾞﾋﾞﾘﾃｨｰ･ｽﾀﾃﾞｨ

ｰ：F/S）等 

なし 

関連事業 （技術協力） 

 建築物耐震性向上のための建築行政執行能力

向上プロジェクト 

 津波早期警報能力向上プロジェクト 

 バンジール・バンダン災害対策プロジェクト 

 火山噴出物の放出に伴う災害の軽減に関する

総合的研究プロジェクト 

 インドネシアにおける地震火山分野の総合防

災策 

 ジャカルタ首都圏流域水害軽減組織強化 プ

ロジェクト 

 国家防災庁及び地方防災局の災害対応能力強

化プロジェクト 

（円借款） 

気候変動対策プログラム・ローン（Ⅱ）（景気刺激支

援含む） 

（無償資金協力） 

広域防災システム整備計画 

 

2．調査の概要 

2.1 外部評価者 

杉本 正実（新光オーエムシー株式会社） 

 

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：2014 年 7 月～2015 年 8 月 

現地調査：2014 年 10 月 12 日～10 月 24 日、2015 年 1 月 18 日～1 月 25 日 

 

2.3 評価の制約 

本評価では、DAC 評価 5 項目のうち、妥当性および有効性／インパクトに着目して評価
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を行った。効率性については、インプットとアウトプットの定量的な比較が困難であること、

持続性については財政支援による効果は一時的もしくは不可逆的である（インドネシアを

取り巻く国際経済環境やインドネシア国内の政治・経済・社会動向など外的要因によるとこ

ろが大きい）こと等から評価項目としなかった。 

レーティングに関して、財政支援の評価においては各国のコンテクストに応じた評価を

実施するため、統一的なレーティングには馴染まないことから、プロジェクト借款の評価と

異なり、総合評価および項目ごとのサブ・レーティングは付さないこととした。 

本セクター・プログラム・ローンは、見返り資金の使途を 2007 年に発生した災害の復旧・

復興に充てること、合意した政策マトリックスに従ったアクションの実施状況モニタリン

グと実施中技術協力の促進を日イ合同の四半期モニタリング会合によって行うことになっ

ていたが、実際には上記合意通りの実施が行われていなかったことから、案件実施による本

事業単独での有効性を測ることはできなかった。 

 

3．評価結果 

3.1 妥当性 

3.1.1 開発政策との整合性 

インドネシアの国家中期開発計画 (以下、「RPJMN」という) 2004～2009 は第一の目的に

「安全かつ平和な国の実現」を掲げており、それに基づく 2007 年度年間行動計画において

災害被災地域の早期復興と併せて、国、地方レベルでの災害対策組織の能力強化、災害リス

クの軽減・予防、コミュニティの防災・災害警戒能力の向上を優先課題として掲げていた。

また、2004 年 12 月のスマトラ沖巨大地震・津波により災害対策・管理強化が緊急の課題と

してハイライトされる状況にあった。また 2015 年を初年度とする新 RPJMN 2015~2019 は、

2014 年 10 月 20 日に就任したジョコ・ウィドド新大統領が提示した“Nawa Cita” と称する９

つの優先課題を新開発計画に盛り込んでいる。その一つとして「国内経済における各戦略セ

クターの開発推進による経済の自立の実現」が掲げられているが、そのもとでの優先分野の

一つとして位置づけられているのが「災害対策及び災害リスクの軽減  (Penanggulangan 

Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana) 」である。このように本件の開発政策との整合性は

一貫して高いということができる。 

 

3.1.2 事前評価及び政策マトリックス 

本計画で設定された政策マトリックス（3.3 政策アクションの実施状況と効果、表１）は、

2004 年のスマトラ沖巨大地震・津波による未曾有の被害の後、「日本・インドネシア防災に対

する共同委員会」報告書による日イの共同提案に基づき、国家防災庁（以下、「BNPB」とい

う）スゲン・トリウトモ (Sugeng Triutomo) 次官が中心となって形成したインドネシアの災

害復興・管理体制整備計画の中心課題を抽出したものである。インドネシアの災害復興・管

理強化にとって「法制度の整備」「組織機能の強化」「予算制度の改善」「防災計画策定、実

施面の強化」はいずれもその柱となるべき必須分野である。また当円借款供与前に既に達成
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されていた下記諸項目のそれぞれの分野における優先度は高く、また以降に継続される政

策アクション実施の基礎としての継続性は高い。 

下記政策 4 分野においては、次のアクションが既に達成済みであった。 

1. 災害対策に関する法制度整備 

・国家防災法 (No.24/2007) の制定 

・同法に基づく実施細則案の制定 

2. 災害対策に関する組織機能の強化 

・BNPB の組織設計案策定 

3. 災害対策予算制度の改善 

・災害対策ファンドの制度設計案の策定 

4. 災害対策の計画・実施面での強化 

・災害リスク軽減に関する国家行動計画の作成 

本プログラム・ローンは実際に一部の基本的政策アクションが取られたことをもって融

資を決定する事後方式を採っており、以上から政策マトリックス各分野での上記基礎アク

ションの達成を評価しての借款供与決定は適切なものであったと判断される。 

 

3.1.3 ニーズとの整合性 

インドネシアでは、地震、津波、洪水、火山噴火等の自然災害が頻発しており、インドネ

シアの持続的開発にとって潜在的な阻害要因となっているところ、これら災害への効果的

な備えと対応が早期に必要となっていた。同国では、2007 年においても地震、洪水、火山

噴火等の自然災害が発生し、その被害は同年 9 月時点迄で、被害総額約 23 億米ドル、被災

者数 約 23,000 人であり、自然災害による中央政府の災害対策財政負担額は 8 億米ドルに

上っており、政府財政への負担は大きく、プログラム・ローンによる財政支援へのニーズは

高かった。また、インドネシアの災害対策・管理体制は極めて未成熟な状態にあり、毎年さ

まざまな種類の自然災害に経常的に見舞われる国情にも拘らず、災害対策・管理に関する法

制度も不備なうえ、それを一括して請け負う専門的な機関も存在せず、災害発生の都度場当

たり的な対処を、関係する様々な機関がばらばらに行うといった状況にあった。また、災害

復旧・復興、及び防災対策を行うにあたっての支出に関しても災害対策目的の予算費目はな

く、既存の予算を流用しての対処となり、そのための定められた執行メカニズムも存在して

いなかった。そのため、各省庁・機関に割り当てられている予算の対症的な運用が復旧作業

のスムーズな進捗を阻害するといった、慢性的な症状が繰り返される状況にあった。国家と

しての、また各地方の状況に応じた災害管理計画、ハザードマップの準備もなく、ひとたび

災害が発生した場合に適切な対処行動を効率的・効果的にとることができず、本来は防げる

又は最小限に抑えられた可能性のある被害の拡大を招いていた。特に、適切な対処によって

未然に人命への危機を防ぐことができる津波被害に関しては、早期の予知警報システムと、

住民への伝達と行動指示といった制度の不備が顕著であった。3.3 で後述する通り、インド

ネシアにおける現在までの災害対策・防災分野での制度改革の実施とその成果は著しいが、
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4.2.1 で指摘する通りさらなる改革を必要とする分野も依然残っており、今後における不断

の制度改革を引き続いて行っていかなければならない。以上のとおり、法規則、組織、財務、

計画の各側面での制度改革への支援に対するニーズは事前、事後の評価時を通じて一貫し

て高い。 

 

3.1.4 日本の援助政策との整合性 

日本政府の対インドネシア国別援助計画（2004 年 11 月）では、重点分野の一つである「平

和と安定」において、環境保全と併せて防災への支援を掲げている。また 2005 年 4 月の海

外経済協力業務実施方針（JICA）では重点分野である「貧困削減への支援」及び「地球規模

問題・平和構築への支援」において、災害対策に向けた復旧・復興から防災をも含む包括的

な支援を掲げており、インドネシアについては、災害復旧・復興対策に積極的に取り組むと

している。また、対インドネシア国別援助方針（2012 年 4 月）における 3 つの重点分野の

一つとして「不均衡の是正と安全な社会造りへの支援」を挙げ、国内格差を是正し、均衡の

とれた発展と安全な社会の構築に寄与するため、主要な交通・物流網等の整備や地方の拠点

都市圏の整備等国内の連結性（コネクティビティ）強化に向けた支援、地方開発のための制

度・組織の改善支援及び防災・災害対策支援等を行う、としている。 

このように防災分野への支援は一貫してわが国の援助政策における重点分野として位置

づけられている。 

 

3.1.5 資金供与形態、供与金額の妥当性 

審査時である 2007 年のインドネシア国家予算額（支出ベース）7,636,000 百万円、財政赤

字 488,000 百万円に対して、当プログラム借款額は 23,182 百万円であり、それぞれ国家予

算額の 0.3%、財政赤字額の 4.75%にあたる。なお、当時のインドネシア支援国会合（以下、

「CGI」という）等の援助国会合での日本の拠出額は全体援助合計額の概ね 20~30%を占め

ていた。供与形態としては連続して供与している開発政策借款 (DPL: Development Policy 

Loan, 以下、「DPL」という) に上乗せするという方法もあったが、本プログラム・ローンは

目的を災害復旧・防災といった特殊な単独分野においていたため、一般的な経済、財政諸改

革を目的とする DPL の一環とするのは不適当であり独立のプログラム・ローンとしたもの

で、援助方法の妥当性は認められる。インドネシア側は 2007 年度の財政赤字を埋める資金

ソースの一つである一般財政支援と受けとめている。上記のとおり 2007 年度の財政赤字金

額は約 488,000 百万円であり、インドネシア政府はこれを国債発行による国内資金と外国援

助によって埋めており（3.4.2 2000 年代におけるプロジェクト・ローンのインドネシア経済

への貢献、表 2 参照）、可能な後者の受入額に応じて国債の発行額が決められるという側面

があり両者のバランスはその時々の状況に応じて相対的である。そのような状況の下で本

プログラム・ローンは後者の補填資金の一部として拠出されたものと捉えると、プロジェク

ト・ローンの場合とは異なり、本円借款金額の 23,182 百万円が財政補填額として妥当なも

のであったかを絶対的もしくは客観的に判定することはできない。つまり、これより多くて

も少なくても最終的には国債発行によって調整されるものであるからである。また、ベトナ
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ム貧困削減支援借款 (PRSC: Poverty Reduction Support Credit) のような他ドナーとの協調融

資によるプログラム・ローンの場合には協調支援バランスの観点からの円借款供与額の妥

当性を相対的に測ることも可能であるが、当プログラム・ローンの場合には JICA の単独融

資であり該当しない。 

 

3.1.6 総括 

以上本計画に関して様々な観点からの妥当性を検討した結果、供与金額の妥当性は合理

的に立証できなかったものの、インドネシアの開発政策及びニーズ、日本の援助政策への合

致性、その他の観点から、本計画の総合的な妥当性は高い。 

 

3.2 案件実施の状況 

1.2 事業概要で示した「計画目的」に明示された次の各アウトプットを得るため、本計画

では次のことを行うこととなっていた。 

1. 自然災害の復旧・復興の支援 

A： 円借款見返り資金を 2007 年に発生した自然災害復旧・復興に使用する。ただし① 東

ジャワ州シドアルジョ県で 2006 年 5 月より続いているシドアルジョ泥火山による熱泥噴

出事故1関係のプロジェクト及び② 東西ジャカルタ洪水制御水路プロジェクト等の将来

の自然災害予防プロジェクトへの支出には使用しない。（L/A Article I, Section 2 (2)）また、

貸付実行後、速やかに（遅くとも 1 年以内に）当該支出に関する支払概要書（Statement of 

Expenditure, 以下、「SOE」という）を提出する。 (L/A Article III, Section 4 (6)) 

2. 自然災害対策に関する政府組織・制度改善について既に達成されたアクションの評価 

B： 借款供与のための事前評価（案件審査）にてこれを行う。 

3. 自然災害対策に関する組織・制度改善に対する取り組みの支援 

C： 日本側 ODA タスク・フォース2、インドネシア側関係省庁により、国家開発企画庁（以

下、「BAPPENAS」という）のコーディネーションのもとでの四半期モニタリング会合を

2009 年 4 月まで開催し、併せて実施中の JICA 技術協力の促進を行う。(Memorandum on 

July 9, 2008) 

 

上記各項目に対して、実施の実態は以下の通りであった。 

A: 円借款ディスバースをインドネシア中央銀行（BI: Bank Indonesia、以下、「BI」という）

設置のスペシャル・アカウント口座で受けた後、ただちにルピア転換されて一般予算勘定

に振り替えられた。なお借款金額の 23,182 百万円は 2007 年度政府歳入及び財政赤字額の

それぞれ 0.3%と 4.75%、また 2007 年度の災害復旧費の多くは貸付実行日の 2007 年 12 月

14 日以前にすでに支出されており、当プログラム・ローンのそれに対する金額的寄与は僅

少である。上記のとおり円借款金額はすべて一般予算勘定に振り替えられて資金の個別管

                                                   
1 ジャワ島中部地震 2 日後の 2006 年 5 月 29 日、東ジャワ州シドアルジョ県でガス井試掘によって引き

起こされた熱泥噴出事故で、本事後評価時点においても噴出は続いている。 
2 予定された構成メンバーは JBIC（当時）、JICA（当時）、日本政府（在インドネシア国日本大使館）。 
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理が行われていないため、当借款の見返り資金が L/A Article I, Section 2 (2)にて使途として

限定されている 2007 年度に発生した災害の復旧費に支出されたか、同じく L/A 同条項で

適格使途から除外されている「シドアルジョ熱泥噴出事故関係」及び「東西ジャカルタ洪

水制御水路プロジェクト」等の将来の自然災害予防プロジェクトには支出されていないか

確認ができない。また当借款の見返り資金の使途はあらゆる国家予算支出ということにな

り本件固有のSOEを作成することはできないため、L/Aで提出を義務付けられている「SOE」

としては 2008 年の各地方への災害対策予算配分額の一覧が提出されている。 

B: 政策マトリックスに規定されたアクションは上記日イ共同委員会報告書による共同提

案に基づき合理的に策定されたものであり、その達成済み項目を評価しての借款供与決定

は妥当なものと言える。 

C: ODA タスク・フォース、インドネシア関係省庁チームは結成されることはなく、した

がって四半期モニタリング会合も開催されることはなく、計画されていた政策アクション

実施状況のモニタリング、促進、並びに実施中の技術協力事業の促進は行われなかった。 

 

3.3 政策アクションの実施状況と効果 

インドネシアの災害対策・防災分野の適切な運営にとってのボトルネックとなっていた

法規則、組織、予算・財政、計画・実施といった 4つの側面の包括的な改善に対処するため

の整備計画がスゲン・トリウトモ BNPB 次官を中心に取りまとめられた。本計画の審査時

において合意された以下の政策マトリックスも、同計画に全面的に基づいている。 

 

表 1：政策マトリックス 

項目 達成されたアクション 今後のアクション 

災害対策に関する法制

度整備 

 国家防災法(No.24/2007)の

制定・施行 

 国家防災法に基づく実施細

則案（政府規則及び大統領

令）の策定 

 国家防災法に基づく実施細

則の制定・発布 

 地方防災局設立に関するガ

イドラインの制定・発布 

災害対策に関する組織

機能の評価 

 国家防災庁の組織設計案の

策定 

 国家防災庁の設立・運営開

始 

 地方防災局（州レベル）の設

置・運営開始 

災害対策予算制度の改

善 

 災害対策ファンドの制度設

計案の策定 

 災害対策ファンドの設置・

運用開始 

災害対策の計画・実施

面での強化 

 災害リスク軽減に関する国

家行動計画の作成 

 国家防災計画の作成 

 地方防災計画の作成（パイ

ロット自治体） 
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 災害避難訓練の実施 

 緊急災害対応物資貯蔵庫の

設置 

 津波早期警戒警報システム

の設置 

出所：JICA 提供資料 

 

これに対して第 2 回現地調査時点（2015 年 2 月）での各主要アクションの実施達成状況

及びその内容、効果は以下のとおりである。 

 

1. 災害対策に関する法制度整備 

事前評価時の今後のアクション 制定、発効、運用済みのその他の法令・規則 

 国家防災法に基づく実施細則の

制定・発布（実施済み） 

 地方防災局設立に関するガイド

ラインの制定・発布（実施済み） 
 

(1) 大統領令 No.8/2008（BNPB の設立、機能、組織構造

等を規定） 

(2) 政府規則 No.21/2008（災害管理の運用について、災

害予知予防（事前）、災害復旧（事中）、復興（事

後）の各局面における関係機関の権限、役割、実施

業務等を規定） 

(3) 政府規則 No. 22/2008（災害復興支援への中央・地

方の財政措置につき規定） 

(4) 政府規則 No.23/2008（災害管理における国際機関、

NGO の役割を規定） 

(5) BNPB 設立ガイドライン 

(6) 地方防災局（以下、「BPBD」という）設立ガイドラ

イン 

(7) 法律 No.26/2007（地域空間計画の策定につき規定） 

(8) 法律 No.27/2007、（法律 No.1/2014 で改定）（災害

リスク低減による沿岸地域及び小規模島嶼の資源

保全、復興、利用につき規定） 

(9) 政府規則 No.26/2008（国家空間計画に関する政策、

戦略につき規定） 

(10) 政府規則 No.64/2010（上記 8 に関する詳細規則） 

(11) 財務大臣規則 No.105/PMK.05/2013（災害予算及び

その執行のメカニズムにつき規定） 
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2. 災害対策に関する組織機能の強化 

事前評価時の今後のアクション 実施による効果 

 BNPB の設立・運営開始（実施済

み） 

BNPB 発足以前は防災、災害復旧、復興各局面におけ

る災害対策は副大統領を委員長とする国家災害管理

調整局（BAKORNAS PB）の采配のもとに各機関が対

症的にバラバラに実施され、また災害復旧（事中）の

局面のみで、防災（事前）、復興（事後）の局面を欠

くといった計画面、調整面での弱点があったが、BNPB

の設立により上記災害対策が一元管理のもとに統一

的に実施できるようになった。他方、大臣格の BNPB

長官の権限は副大統領が務めていた BAKORNAS 委

員長に比べると弱く、他省庁を従わせる力が不十分で

指揮が通らないという弱点が生じたとの見解がスゲ

ン・トリウトモ氏より寄せられた。 

 BPBD の設置・運営開始（34 州全

てで設置済み、全国 465 県 (Kabu-

paten) のうち第 2 次現地調査時点

で 431 県で設置済み） 

設置前には災害対策は中央政府により行われていた

が、防災、復旧、復興の三つの局面のすべてにおける

地域レベルでの実施が計画的に、また調整のとれた形

で行えるようになり、災害対策に対する地方の認識、

能力も高まった。なお、JICA により実施中の「国家防

災庁及び地方防災局の災害対応能力強化プロジェク

ト」により BPBD の組織能力強化が進行している。 

 

3. 災害対策予算制度の改善 

事前評価時の今後のアクション 実施による効果 

 災害対策ファンドの設置・運用開

始 （ 財 務 省 規 則 

No.105/PMK.05/2013「災害対策予

算執行のメカニズム」2013 年 7 月

26 日により、3 種類の災害対策予

算が準備され、執行メカニズムを

規定。これらはすでに運用が行わ

れている） 

以前は不統一であった国家予算、地方予算、国際支援、

住民支援等による復旧、復興資金の管理、使用が

BNPB 及び BPBD のもとに統一的に行われるように

なり効率化が進んだ。また、以前は災害が起こってか

らの資金対応に終始していたが、現在は災害準備資金

（Disaster Contingency Fund）、復旧費（On-call Fund）、

復興費（Social Assistance Fund as Grant）といった 3 つ

のカテゴリーの予算措置が取られており、災害の各局
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面への資金供給が合理的に準備され円滑に実施され

るようになった。また、予算、資金が BNPB を通して

管理、供給されるようになりより透明性が増し、災害

関係活動がより統一的かつ整然と行われるようにな

った。 

 

4. 災害対策の計画・実施面での強化 

事前評価時の今後のアクション 実施による効果 

 国家防災計画の作成（2010～2014

年計画策定・実行。2015～2019 年

計画は第 2 次現地調査時点で、新

政府による承認待ち） 

国家防災計画が国家開発計画の中に組み込まれ、国家

開発における災害対策の位置づけが明確になった。 

 地方防災計画の策定（パイロット

自治体）（34 州すべてで策定済み、

第 2 次現地調査時点で 64 県で策

定済み） 

地方防災計画が地方開発計画の中に組み込まれ、地方

開発における災害対策の位置づけが明確になった。 

 災害避難訓練の実施（継続的に実

施） 
 

以前は行われるようなことがなかったが、定期的かつ

継続的に実施されるようになり地域住民の防災意識

及び知識が高まり、自然災害から自分自身を守る能力

が高まった 

 緊急災害対応物資貯蔵庫の設置

（モデル・デポを北スマトラ州パ

ダンで設置済み） 

最終的には全国で 12 か所の設置が計画されており、

一つの貯蔵庫が 3～4 州をカバーすることになり災害

物資、機材の被災地への供給が大幅に円滑化する予定

である。 
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 津波早期警戒警報システムの設置

（発生から 5 分間で警告を出せる

システムを 2010 年より運用中） 

国レベルではすでに運用が行われているが、村レベル

の地元住民への通報手段が限られており地方レベル

ではその効果を十分に発揮できる体制になっていな

い。 

その他、第 2 次現地調査時点で以下の防災機器を設置

済みであるがまだカバーする範囲の面で不十分であ

り、今後も引き続き増設を続けていく。 

 ブロードバンド地震計設置拠点  (Seismograph 

Stations) 148 か所 

 加速度地震計 (Accelerographs) 85 か所 

 潮位計 (Tide Gauges) 75 か所 

 ブイ式海底津波計 (DART-BOUY) 19 か所 

 全地球測位システム（GPS）ステーション 19 か

所 

 セーフスクール（Sekolah Aman）

の普及 
 

全国の学校の 75％が地震等の災害リスクが高い場所

に立地しているという認識に基づき、「セーフスクー

ル（安全な学校）」の拡大展開を図っている。立地条

件、建築構造、設備の側面からの安全基準を BNPB が

定め、防災教育の実施と共に、それに合致する学校整

備の促進を図っており、現在西ジャワ州、西スマトラ

州において 100 校のモデル校を作りその拡大を今後

も進めていく。 

 

3.4 有効性 

3.4.1 本セクター・プログラム・ローンの効果 

上記のとおり本計画で合意された政策アクションは着実に、むしろ拡大された形で実施

されておりその効果の発現も良好である。しかしながら 3.2 案件実施の状況において指摘

したとおり、本計画の借款資金が専ら L/A に規定された特定用途に仕向けられ充当された

ということはなく、また合意された政策アクションのモニター・促進及び実施中技術協力プ

ロジェクトの促進のために日イ合同で取り組むことになっていた四半期モニタリング会合

も開催されることはなかった。従って前項でみた政策アクションの順調な実施、達成状況も

専ら BNPB、財務省を中心にインドネシア側により独自に取り進められたものであり、本セ

クター・プログラム・ローンによってその実施、効果の発現が促進されたという事実は認め

られない。 

また、２次にわたる現地調査において関係機関である BAPPENAS、財務省及び BNPB よ

りインドネシア側の見解として次のような言明があった。 
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(1) 当円借款は 2007 年度の財政収支ギャップの一部を埋める海外資金源の一つとして、セ

クター支援としてではなく、一般財政支援として受け取り、ルピア転換して一般予算に

直接組み込んでおり、本円借款資金を特定の用途に充てるという意図はなかった。本円

借款の供与がなかった場合その分一般財源をもって財政収支ギャップ埋めるということ、

であれば、本来当該一般財源を用いて実施するべき政府事業が犠牲になるということが

ありえたが、財務省の見解では本円借款がなかった場合には赤字国債発行をその分増額

するといった対応になるので、本円借款がなかった場合に犠牲になったであろう政府活

動というのはないと判断することができる3。2007 年度の財政収支ギャップ総額に対す

る本円借款の占める割合は約 4.75%である。また、財政収支ギャップのファイナンスに

占める国内資金ソースの割合は 2000 年代を通して増大しており、海外資金ソースを大き

く凌駕するようになってきている（後掲表 2 を参照）。（財務省） 

(2) 本事業の有無にかかわらず、インドネシア側は防災の重要性を認識し、着実に防災への

取り組みを行ってきた。（BNPB、BAPPENAS） 

(3) 「災害復興・管理」と銘打った本円借款の供与によって財務省による同分野への予算配

分が促進されたといったようなインフォーマルな効果、インパクトがあったということ

も取り立ててない。（財務省、BNPB、BAPPENAS） 

以上のとおり、本件の同国災害対策・管理分野及び財政への本件が単独でもたらしたと考

えられる効果、インパクトを個別に抽出することは困難である。しかしながら本円借款はイ

ンドネシアに対する一連のプログラム・ローン4の一環として供与されたものであり、視点

をマクロのレベルに広げ、かかる一連のプログラム・ローンの総合効果という視点で見ると、

次のような分析が可能である。 

以下に、その背景とプログラム・ローンがインドネシア経済、財政状況全体に与えた影響

につき検証を試みる5。 

 

3.4.2 2000 年代におけるプログラム・ローンのインドネシア経済への貢献 

1. 背景 

2004 年同国初めての直接選挙によって選出されたユドヨノ大統領により、対外援助受け

入れ政策に以下の変化が生じた。一方、同年の 2004 年に発生したスマトラ沖巨大地震によ

る津波被害を契機として防災分野における国際協力の機運が盛り上がり、その流れの中で

                                                   
3 本円借款の供与により 2007 年度の赤字国債発行額が抑制され、それがなかった場合において引き起こ

されたであろうクラウディング・アウト（多額の国債の発行による市場利子率の上昇により民間投資を

締め出してしまう現象）が抑制されたと考えることもできる。 
4 プロジェクト・ローンがインフラ設備建設等の特定の開発事業に対して資金貸付を行うのに対して、プ

ログラム・ローンは支援事業を特定せずに政府の一般財政又はセクター等の特定分野の財政を資金的に

支援すると同時に、経済改革、制度改革等の政策プログラム実行支援を行うものである。わが国はイン

ドネシアに対して 1998 年に勃発したアジア金融危機による経済困難支援のためのセクター・プログラ

ム・ローン 100,000 百万円を供与した後、JICA 提供資料によると 2013 年までで合計 18 件、総額

438,277 百万円のプログラム・ローンを供与している。 

5 以下の分析は広田幸紀氏の論考「インドネシア経済の復興とプログラムローンの役割について」経済科

学論究（埼玉大学経済学会）第 10 号 2013 年 4 月に多くを負っている。 
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本件セクター・プログラム・ローンが形成された。 

2005 年のパリ援助効果向上ハイレベル・フォーラムでは「援助効果に係るパリ宣言」と

して、次のような趣旨を含むプログラム・アプローチによる効果的な開発の必要性を掲げ、

開発途上国の政策を基にした開発援助を行っていくことが確認された6。開発プログラムを

開発途上国の実施する政策体系として捉え、ドナー側の支援活動をかかる開発プログラム

に対する支援活動として位置づけようとするものである。 

 援助受入国の国家開発計画とそれに付随する業務フレームワークを強化する。 

 援助受入国の優先度、制度、手続への連携を増進させ、制度強化能力向上の支援を行

う。 

 集団的行動及び援助受入国の優先度、制度、手続への発展的な連携を促進するため、

ドナーの政策と手続を改革、簡素化する。 

また 1992 年から続いていた CGI が、本プログラム・ローン供与年である 2007 年をもっ

て廃止された。理由としては次のような要因が挙げられている7。 

(1) 1998年アジア通貨危機以来の経済危機を脱したことから資金調達のための会合という

意義が薄れた。 

(2) 初の直接選挙で選ばれた政権にとって「外国依存や外国主導」というイメージからの

脱却が必要であった。 

(3) インドネシア政府にとっては実質的に対外借り入れのほとんどを占める世銀、アジア

開発銀行（ADB）、日本の３大ドナーとの対話により援助調整を行うことが可能で、数

多くのドナーが一堂に会して行う CGI の意義が薄れた。 

 

2. インドネシアの財政状況の推移と援助受入政策の変化 

2000 年代に入ってインドネシアの財政状況は改善したものの、依然として財政赤字は継

続しておりドナーからの借入金返済及び国債償還も合わせた財政収支ギャップを国債発行

とドナーからの資金で埋めていく構造は変わらない。基本的には国内資金市場からの資金

調達比率を高めていく方向性は持ちつつも、外的要因による市場からの資金調達が不安定

であることと、政策・制度改善推進に役立つことから、プログラム・ローンの利用への選好

が高まっていた。またインドネシアにおいては資金ポートフォリオの多様化・分散化も図っ

ており、プログラム・ローン供与は、かかるインドネシア側の政策ニーズに合致していたと

いうこともできる。また、前項(3)の要因を背景としてプログラム・ローンを軸とした３大ド

ナーとの政策対話の重要性が増していることも要因として挙げることができる。 

 

                                                   
6 三好晧一「開発援助の評価とその課題」国際開発高等機構開発援助動向シリーズ 2008 年 3 月 
7 外務省「インドネシア国別評価調査報告書」2008 年 3 月 P.11 
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表２：インドネシア財政状況推移 

 
出所：外務省「インドネシア国別評価調査報告書」及び BI「年次経済報告書」 

（注）2008 年に掲載の 2007 年までの数値に、BI 年次経済報告書よりそれ以降の数値をつなげたもので、

両者の間に厳密な整合性はないが、直近までの大まかな推移は概観できる。 

 

次の表３、４に示す通りインドネシアの外国借款に占めるプログラム・ローンの割合は

2001 年の 24.4%から 2007 年には 40.4%へと増大している。また、わが国のインドネシア向

け有償資金協力におけるプログラム・ローンの割合も、2004 年の 9.4%から 2006 年の 18.8%

へと倍増している。 

 

表３：インドネシアの外国借款に占める割合の変化 

                                                                         

（単位：％ 融資実行ベース） 

年 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･ﾛｰﾝ 24.4 38.0 8.8 28.1 45.7 40.6 40.4 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ･ﾛｰﾝ 75.6 62.0 91.2 71.9 54.3 59.4 59.6 

 出所：外務省「インドネシア国別評価調査報告書」2008 年 

 

表４：日本の有償資金協力承諾額のうちプログラム・ローンの占める割合 

（単位：億円 コミットメンスベース） 

年度 有償資金協力 うちﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･ﾛｰﾝ 割合 

2004 1,148.3 107.9 9.4% 

2005 930.1 117.3 12.6% 

2006 1,252.3 235.5 18.8% 

出所：外務省「インドネシア国別評価調査報告書」2008 年 

（注）プロジェクト・ローンは L/A によるコミットメントの後比較的長期の実施期間にわたって実施の進

捗に応じ貸付実行（ディスバースメント）がなされるのに対し、プログラム・ローンは通常 L/A 締

結とほぼ同時に JICA よりの全額ディスバースを受けるといった形になっており（トランシェ・ディ

スバースもあるが、本件は全額を一度にディスバース）、融資実行ベースにしろコミットメント・ベ

ースにしろ単純な年次対照は必ずしも意味のある比較とはならないが、大まかな両者の比重の推移

は示すことができる。 
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3. 日本の災害対策・管理分野への支援とプログラム・ローン 

2007 年当時の日本の国別援助計画は短中期の重点分野としての「民間主導の持続的な成

長」、中長期重点分野である「民主的で公平な社会の構築」と並んで、長期重点分野として

「平和と安定」を 3 本柱の一つとして掲げているが、その中身は「環境保全」と「防災」で

ある。2004 年 12 月のスマトラ島沖地震をはじめとして 2005 年 3 月のスマトラ沖大地震、

2006 年 5 月、7 月のジャワ島中部及び南西沖地震と連続して地震災害に見舞われたインド

ネシアにとって、自然災害対策に関する政府組織、制度の整備は急務であり、その要請に対

してセクター・プログラム・ローンという借款を供与することとなった。本プログラム・ロ

ーンはインドネシアが対外援助受け入れ政策の転換に伴いプログラム・ローンの比率を増

やしていった過程の一局面とも捉える必要がある。 

 

4. 2000 年代のインドネシア経済の強化へのプログラム・ローンの貢献 

2000 年代を通して、インドネシア経済の体質は大きく改善し、それをベースに経済は好

調に推移している。1998 年のアジア通貨危機において経済成長率マイナス 13.1%というア

セアン域内で最大の落ち込みを被って大きな痛手を負ったインドネシア経済が、2 度目の経

済危機である 2008～2009 年のリーマン・ショックによる世界金融危機のさなかにおいても

なお 4.6%のプラス成長率を示し、その後も 6％を超える高い成長を続けている。また、財政

状況の改善（前掲 表 2：インドネシア財政状況推移 参照）、債務対 GDP 比率の低下、外貨

準備の蓄積といった健全な財政運営も続いている。 

 

図１：アジア諸国の実質 GDP 成長率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：富吉健一「インドネシアの発展可能性とリスク」e-NEX 1 2012 年 12 月号

（http://nexi.go.jp/webmagazine/feature/004610.html） 

 

 

 

http://nexi.go.jp/webmagazine/feature/004610.html
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図 2：東南アジア主要国の政府債務残高の GDP 比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

出所：日本経済新聞 2014 年 10 月 11 日朝刊 

 

 

 

図 3：インドネシア外貨準備高の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：「世界経済のネタ帳」（http://ecodb.net/country/ID/f_reserve.html） 

 

上記で見たインドネシア経済が様々な局面での発展、健全化を果たしたこの時期は、同国

が海外資金調達におけるプログラム・ローンの比率を高めていった時期に呼応している。 

 

5. プログラム・ローン供与形態の変化 

プログラム・ローンの推移には上掲の表 3、表 4 でみた量的及びシェアの拡大とは別途、

http://ecodb.net/country/ID/f_reserve.html
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次のような供与形態の変化も生じている8。 

a. 国際収支支援から財政支援へ 

支援対象が、国際収支の不調による外貨準備高の減少に対する支援から、国家もしくは

セクター財政一般に対する支援への変化。 

b. コンディショナリティ―から政策対話型へ 

支援供与の条件をドナーが半ば一方的に押し付ける形から、相手国との政策対話を通

じた改革項目の合意による政策アクションの設定と実施達成状況の共同モニタリング

を行っていく方式への変化。 

c. 資金供与を決める条件確認の事前から事後化へ 

事前に条件を決めて支援契約を結びその達成状況に応じての資金供与方式から、実際

に政策アクションが取られたことを事後的に確認して支援契約を結び、同時に資金供

与をも行う方式への変化。 

d. トランシェのシングル化 

トランシェとは条件達成時に実行される貸付実行単位のことであるが、合意された貸

付総額を何回かに分けて供与する部分払い方式から一度に全額を供与する方式への変

化。 

プログラム・ローンの量的拡大と相まって以上のような供与形態の変化が上記で見たよ

うな 2000 年代のインドネシアの経済体質の改善と順調な経済状況の維持に寄与していると

いうことは以下の事実により認められる。 

プログラム・ローンのはしりは国際収支危機に陥った国に対して IMF が資金融資を行っ

たスタンドバイ・クレジットであり、受入国政府が危機から回復するのに必要な政策をとる

ことをコミットすることを融資条件（コンディショナリティ）としたものであり、世銀によ

り 80 年代より開始された構造調整融資（SAL）も国際収支支援であった。ちなみにプロジ

ェクト・ローンの世界でも融資比率方式が導入される前の円借款も融資対象を外貨支出部

分に限っており、これらは共通して外貨サポートであったと言える。2004 年に世銀が導入

を開始した DPL 以来新しいタイプのプログラム・ローンにおいては融資目的が国際収支支

援から財政支援に変わった。 

2013 年より貿易収支黒字の急減によりインドネシアの経常収支は落ち込んだが、2000 年

代は一貫して黒字基調が続いており、このタイミングでの融資対象の変更によりインドネ

シアは継続してのプログラム・ローンによる融資の恩恵を受けることができた。 

 

 

 

 

 

                                                   
8 広田幸紀前掲論文（脚注 5）P.56~57 
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図 4：インドネシア経常収支の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：「世界経済のネタ帳」（http://ecodb.net/country/ID/f_reserve.html） 

 

1990 年代までのスハルト大統領時代における中央集権的な開発独裁のもとで数多くのイ

ンフラ整備を中心とする開発プロジェクトが執行され、それに対してわが国も円借款プロ

ジェクト・ローンにより大いに貢献を果たした。しかし 2000 年代のポスト・スハルト時代

に入って分権化が進み、財政支出の構造も開発プロジェクト一本槍から地方への助成金支

出が急増し、また燃料及び石油を中心とする補助金支出も 2000 年代になって地方助成金に

次いで政府支出の主要部分を構成するようになった。特に本プログラム・ローン供与時の

2007 年には原油価格の高騰により補助金支出も政府財政への大きな負担となっていた。 

上記のような政府財政支出の多様化に対応した経済運営にとって、使途を縛らないプロ

グラム・ローン、しかも資金供与条件確認の事後化（バックワード・ルッキングによる借款

供与の決定）とシングル・トランシェによる適時な借款供与とクイック・ディスバースメン

ト（足の速い貸付実行）、さらには政府にとっての財政資金調達予見性の確保は、開発を進

めるインドネシアにとって非常に好都合な資金調達手段となり、それによる的確な政策運

営により 2000 年代のインドネシア経済、財政の改革が有効に進められたと考えることがで

きる。 

本プログラム・ローンの後続として 2009 年 12 月に「気候変動対策プログラム・ローン

（Ⅱ）（景気刺激支援含む）」が供与されたが、同年のリーマン・ショックによる経済危機救

済のために「緊急財政支援円借款」が前者に上乗せさせる形で供与された。プログラム・ロ

ーンを継続して供与している国に対しては非常事態に対応する緊急資金需要にも、既存プ

ログラム・ローンに抱き合わせて緊急対処ができることになり迅速な経済危機救済を可能

とするプラットフォームとしての機能を果たすということが可能になった。 

 

http://ecodb.net/country/ID/f_reserve.html
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3.4.3 総括 

結論として、本プログラム・ローンがその名称のとおりにインドネシアの災害復興・管理

セクターの支援、開発に個別単独で寄与したということを立証することは困難であるが、

2000 年代のわが国の一連のプログラム・ローンの一環としてインドネシア経済、財政の発

展及び健全化にマクロ的見地から貢献した、ということができる。 

 

3.5 二国間政策対話プラットフォーム機能の休眠と復活への努力 

一般にプログラム・ローンは第一に特定の改革を推進するための政策対話、第二に構造改

革や開発をするための資金の供給、といっ

た二つの主要な構成要素よりなる9。上述

のとおり、わが国のインドネシアに対する

災害関連分野への協力は 2004 年のスマト

ラ島沖地震・津波を契機として、両国首脳

による二国間協力に関する共同発表、そし

てそれに続く両国担当大臣を共同議長と

する共同委員会によりハイレベルでの二

国間政策対話の先鞭が付けられた。本プロ

グラム・ローンにはその支援の実施を担う

役割が与えられ、その中で政策マトリック

スの構築、運営による二国間政策対話のプ

ラットフォームが用意されたにもかかわら

ず、第二の柱である資金供与のみが行われ、第一の柱である政策対話が二国間の調整を以て

行われることはなく本案件において期待されたそのプラットフォームとしての機能は果た

されることはなかった。2009 年からは後続の気候変動プログラム・ローンに災害関連の政

策アクションが組み込まれたものの、それらも政策対話のプラットフォームに乗せられる

ことはなかった。この事実をインドネシア側は遺憾に思っており、災害復興・防災分野での

政策対話のプラットフォームの蘇りを強く望んでいたが、2014 年 10 月に発足したジョコ・

ウィドド大統領による新体制のもとで、同年 11 月 27 日にジャカルタにて行われた第 1 回

「日・インドネシア防災協働対話ワークショップ」によって両国の政策対話復活の端緒が開

かれることとなった。 

 

4．結論及び提言・教訓 

4.1 結論 

本計画はインドネシアにて多発する自然災害被害に対し、その復旧・復興を支援すると共

に、災害予防・軽減及び災害復旧・復興に係るインドネシア政府の組織・制度の改善につい

                                                   
9 広田幸紀前掲論文（脚注 5）P.56 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ災害対策・防災ｾｸﾀｰの重鎮であるｽｹﾞ

ﾝ･ﾄﾘｳﾄﾓ氏との BNPB での個別協議 
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て既に達成されたアクションを評価し、今後の取り組みを支援することにより、それらの継

続及び促進を図り、もって災害被害の軽減及び効果的な災害復旧・復興の実施に寄与するこ

とを目指していた。 

本件が災害対策の組織・制度の中心課題のうちの基本的な政策アクション項目の達成確

認をもって供与されたことは適切であったが、供与後は借款契約（LA: Loan Agreement、以

下、「L/A」という）及び 2008 年 7 月 9 日に取り交わされた覚書（以下 Memorandum とい

う）で規定された事項が合意通りの形で実施されなかったため、案件実施による案件単独の

効果を測ることはできなかった。しかしながら、評価の視点をマクロのレベルに広げ、本件

がその一環を成すわが国のインドネシアに対する一連のプログラム・ローンの総合効果と

いう視点で見ると、それが 2000 年代のインドネシアの財政、経済の健全化及び発展に寄与

したということができる。 

 

4.2 提言 

4.2.1 実施機関への提言 

1. インドネシアの災害管理に関する制度的な整備は本件政策マトリックスで規定されたア

クション項目をも超える範囲での達成実績を示しており、同国の防災、災害復旧、復興の

すべての面への対応が進み、その効果も著しいものがある。しかしながら県レベルでの地

方防災計画の策定、緊急災害対応物資貯蔵庫の設置、Sekolah Aman（安全な学校）の展開、

防災機器設置の規模、範囲、住民への災害情報伝達手段、国家防災庁の権限面での強化、

その他の面でまだ不十分、未達成の課題がある。防災分野の改革遂行のためには法制面、

組織面、財政面、計画・実施面の各諸側面におけるさらなる制度整備・強化への不断の努

力が必要であり、それに向かってインドネシアの国家防災庁を中心とする各関係諸機関は、

上記諸項目を中心とした未達成改革事項につき、緊密な連携を図りながら継続的な取り組

みを進めることが望ましい。 

2. 本来プログラム・ローンの要件の一つは「特定の改革を推進するための政策対話」であ

る。防災分野においては、日イ両首脳による「共同発表」に端を発し、両国担当大臣級に

よる「共同委員会」に引き継がれ、本プログラム・ローンがそのプラットフォームとして

継続を図る計画であった。しかし、本プログラム・ローン及び防災分野で引き継いだ「気

候変動対策プログラム・ローン」においてもそれが実施されることはなかった。2014 年 11

月 27 日にジャカルタにて行われた第 1 回「日・インドネシア防災協働対話ワークショッ

プ」によって両国の政策対話の復活がなされた意義は大きく、インドネシア側においては

さらなる進展のために引き続き、継続的な取り組みを進めることが望ましい。 

 

4.2.2 JICA への提言  

なし。 

 

4.3 教訓 
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本プログラム・ローンは次の諸点において L/A 及び Memorandum 合意のとおりの実施が

行われていない。 

1. 見返り資金の資金管理 

見返り資金使途は「シドアルジョ熱泥噴出事故関係」及び「東西ジャカルタ洪水制御水路

プロジェクト」等の将来の自然災害予防プロジェクトへの支出を除く 2007 年発生の災害

復旧・復興に制限されているが、借款見返り資金の個別管理（銀行口座、帳簿記録とも）

が行われず、一般予算に混入され、使用されたため、インドネシア側が使途制限の縛りで

以て資金を使用したのかは確認できなかった。本案件のように使途制限付きのプログラ

ム・ローンの場合には、合意された使途のみへの資金使用が行われたことを立証するため

には、見返り資金を独立口座で管理し、独自の収支記録によって個別管理すべきであった。 

2. SOE の提出によるインドネシア政府のアカウンタビリティの遂行 

見返り資金の使用に関するインドネシア政府のアカウンタビリティ（説明責任）の履行を

求めるため、同資金使用に関する SOE を貸付実行後速やかに（遅くとも 1 年以内）提出す

ることになっているが、上記のとおり個別資金管理を行っていないので SOE の作成自体

が不可能であり、「SOE」として貸付実行から 2 年 4 か月後の 2010 年 4 月 9 日に JICA に

提出してきたのは 2008 年度の各地方への災害予算の配分額一覧であった。 

3. 日イ四半期モニタリング会合の実施 

政策マトリックスで規定された政策アクション実施進捗促進及びモニタリング、並びに実

施中技術協力の促進を行うことで合意された ODA タスク・フォースの形成、四半期モニ

タリング会合の開催も一度も行われることはなかった。四半期モニタリング会合は日本と

インドネシア両国の継続的な政策対話の場としての役割を担うことが期待されていた政

策手段であり、合意通りの実施が行われるべきであった。 

4. 事業完了報告書（PCR: Program Completion Report、以下、「PCR」という）の提出 

提出が義務付けられている PCR に関して、Memorandum の付属書類としての案件進捗報

告書（PSR: Project Status Report）の 2-2 Implementation Schedule において、「プロジェクト

（本件の場合正しくはプログラム）の完了とは最後のサブ・プログラムのもとでのディス

バースメントが完了した時とする」と定義しているが、実際は上記のとおり本件にサブ・

プログラムは存在しないので案件完了時点を特定化することができない。したがって PCR

の JICA への提出もない。 

 

L/A 及び Memorandum 合意に明記されている通り、本プログラム・ローンは形としては

文字通りの「災害セクター・プログラム・ローン」であるが、既述のとおり災害復旧へのフ

ァイナンスの側面でも、また政策マトリックスに規定したアクションのモニタリング及び

進捗支援並びに災害セクター技術支援の促進といった側面においても、計画され、合意され

た通りの実施が行われておらず、実態的には一般財政支援の形に類似した実施形態がとら

れている。また、3.4.1 本セクター・プログラム・ローンの効果 の項で記した通り、インド

ネシア側の認識も当初より災害対策及び防災セクターを対象とするセクター支援とは捉え
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ておらず、本プログラムを一般財政支援と認識している。 

当初より本案件の意図が 2007 年度の財政ギャップの一部を埋める「一般財政支援」の供

与であったのであれば、そのような形での文書合意（L/A 及び Memorandum）を行うべきで

あり、また当初から目的が災害管理セクターに対する本来の意味における「セクター・プロ

グラム・ローン」であったのであれば、文書による合意事項を遵守しての実施を行うべきで

あった。今後は上記に留意してプログラム・ローン案件の形成と実施にあたるべきである。 

以上  
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国際協力機構評価部 

 

事後評価「災害復興・管理セクター・プログラム・ローン」の事後評価に係る評価部見解に係る 

JICA評価部見解 

 

 

財政支援の評価手法は国際的に確立されておらず、様々な評価のアプローチが可能です。本事後評価に

おいては、評価者の評価アプローチとは別に、下記のような考え方も可能であるため、評価部見解とし

て補足いたします。 

本事業は「開発政策借款」 （以下「DPL」という。）と呼ばれる種類の円借款で、且つセクター・プログ

ラム・ローン の特性も併せ持つ事業です。具体的には、災害予防・軽減及び災害復旧・復興に係るイン

ドネシア政府の政策・制度の改善を支援しつつ、2007 年に発生した自然災害復旧・復興のための資金的

な支援を行うことを目的としていました。 

DPLは政策・制度改善の方向性に沿った改革項目が相手国政府により実施されたことを確認し、その達成

に対して資金供与を行うため、資金供与までに達成された改革項目が本事業の直接的な効果、すなわち

「有効性」と見做すことができると考えます。これに対して、借款契約時に協議・合意した将来の改革

項目が、借款契約締結後、日本政府・JICA とインドネシア政府の間の政策対話を通じてインドネシア政

府により達成された場合（政策・制度改善が進捗した場合）には、本事業の枠組みによる間接的、中長

期的な効果、すなわち「インパクト」として捉えることが可能と考えます。 

上記考え方に立つと、本事業においては①インドネシア政府による国家防災法の制定・試行、②国家防

災法に基づく実施細則案策定、③国家防災庁の組織設計案策定、④災害対策ファンドの制度設計案策定、

⑤災害リスク軽減に関する国家行動計画作成等の改革項目が達成されていることを審査時に確認してい

ることから、本事業の「有効性」は高いとなります 。他方、借款契約締結後に期待された改革項目は概

ね達成されているものの、事後評価の情報収集結果に基づけば、日本・JICA とインドネシア政府の間の

政策対話は実施されていなかったことから、本事業の枠組みの貢献度が確認できないとなると考えます。 

なお、セクター・プログラム・ローンの部分については、供与された円借款資金を活用して、輸入資金

としての外貨（円）を輸入者に売却した代金として政府が受け取る現地通貨資金（見返り資金）を、2007

年に発生した自然災害復旧・復興のために活用することを想定していたので、実際の復旧・復興の効果

を直接的な効果として捉えることも可能と考えます。なお、本事後評価においては、本事業の見返り資

金の具体的な活用例を特定することができないため、評価判断には加味していません。 

 


