
事業事前評価表(開発調査)

作成日：平成13年11月9日 担当部・課：社会開発調査部 社会開発調査第二課

1. 対象事業名：マレイシア国インターネットによる地域情報化の推進に関する調査

2. 我が国が援助することの必要性・妥当性

(1) 現状及び問題点

マレイシアにおける通信網やコンピュータ等の情報インフラ整備は、開発途

上国の中では比較的進んでいるものの、地域によってその普及の度合いは大

きく異なっている。全国450万回線の固定電話は、100人あたり24.7回線だ

が、都市部の32.7回線に対し、地方部では9.5回線にすぎない。パソコン(全

国250万台、普及率11.3％)やインターネット人口(全国145万人、普及率6％)

についても、首都クアラルンプール、セランゴール州、ペナン州、ジョホー

ル州で全国の70％を占めているが、その他の州ではあまり普及していない。

情報機器が利用できなかったり、インターネットにアクセスできないこと

は、経済発展の新たな阻害要因となり得るため、国全体がバランス良く発展

するには、地域間の情報格差(デジタル・デバイド)を是正することが不可欠

である。

州別のインターネットへのアクセス分布率(単位：％)
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こうした状況の下、エネルギー・通信・マルチメディア省は、コンピュータ

やインターネットの利便性を広く地域の人々に知らしめる拠点として、各州

に無料で利用できる「地域インターネットセンター(RIC)」を開設した。RIC

は各州1つずつの郵便局内(計14カ所)に設置されており、郵便局長、市職員、

教員、NGO、起業家などから成る運営委員会も組織されている。また今後

100カ所まで増やすことが計画されている。しかし、広報不足、運営委員会

の統制力不足、魅力あるコンテンツ開発の遅れ等により、RICの利用者は一日

あたり10人程度にすぎず、特に中高年層にはほとんど有効に活用されていな

いのが現状である。

(2) 国家開発計画、地域開発計画、分野別計画などの計画と当該案件の整合性

1996～2000年の第7次国家開発計画以降、マレイシア政府は情報技術とマル

チメディアを国家の発展に欠かせないツールと捉え、先進的な情報技術立国

を目指している。続く第8次マレイシア計画(2001～05年)では、総額52億マ

レイシアリンギの予算を情報通信技術分野に割り当て、プロジェクトではマ

レイシアの押し進める、「Kエコノミー(知識ベース経済)」への変換を目指す

としている。このうち「フラッグシップ・アプリケーション」と呼ばれる7

つのプロジェクト(「スマートカード(多目的カード)」、「テレメディスン(遠

隔医療)」、「スマートスクール」「電子政府」等)に18億マレイシアリンギ

を割り当てており、16億マレイシアリンギが公共サービス拡大のための政府

機関の電子化に割り当てられ、また、10億マレイシアリンギでネットワーク

を整備することにより、都市と地方との情報格差を縮小させるとしている。

本調査の過程では地域の人々のITリテラシーが向上することが見込まれてお

り、調査終了時に提出されるアクションプラン(行動計画)は、2003年に予定

されている第8次計画中間見直し、及び第9次計画(2006～10年)に反映される

ことが期待されている。このように、本調査はマレイシア国の国家開発計画

と十分に整合性がとれたものと言える。



(3) 他国機関の関連事業と当該計画の整合性

本分野では、国連開発計画(UNDP)が政府系公社のMIMOSと共同で、「モバ

イル・インターネット・ユニット」 (MIU) なるプロジェクトを実施してい

る。これはPC及び周辺機器を搭載したバスでルーラル地域を巡回し、子供た

ちにパソコンを体験させる事業である。すでにパイロットプロジェクトは終

了しており、今後はMIMOSが各州で実施する方向で検討中である。MIUプロ

ジェクトはルーラル地域におけるITリテラシーの向上を図る点で本調査の目

標と軌を一にしており、またバスを利用するという非常にユニークな手法を

とっており、示唆に富むといえる。UNDPもJICAの本調査に非常に関心を有

しており、本調査中は随時情報交換を行い、有機的な連携を図る予定であ

る。

(4) 我が国の当該国への基本的な援助方針との整合性

1997年の対マレイシア技術協力政策協議では、マレイシア側より重点分野に

つき、1)科学技術開発、2)情報技術、3)人的資源開発、4)環境と持続的開発

の4分野の提示があり、1999年の技術協力協議においてもこれらが再度確認

されている。

JICAにおいては、対マレイシア協力として4つの重点分野を定めており、本

調査はそのうちの1つ「情報技術の発展」に合致している。

なおJICAの協力上の留意点として、「相手国の能力を活かす協力」が掲げら

れている。マレイシアは、相応のローカルコスト負担が可能であり、総じて

一定水準以上の技術力を有していることから、中所得国としての能力を活か

したレベルの高い協力を行う必要がある、としている。本調査においても、

現地再委託は重視すべきものと考えられる。

さらに2000年7月の九州・沖縄サミットにて、森首相(当時)は、「グローバ

ルな情報社会に関する沖縄憲章」を発表し、開発途上国のデジタルデバイド

解消の支援を検討すると宣言している。

このようなことから、本調査は、我が国の基本的援助方策と一致するものと

判断できる。



3. 事業の目的

マレイシア国全土を対象に、16カ所のRICを拠点とした地域情報化のためのアク

ションプランを策定し、地域間のデジタルデバイド(情報格差)を是正する。この

うち3カ所のRICでは、情報通信インフラ整備、コンテンツ開発、人材養成の3要

素からなるモデルプロジェクトも実施する。さらに調査の実施を通じて、マレイ

シア国側関係者への技術移転を行う。

4. 事業の内容

(1) 対象

(a) 調査対象：マレイシア全土。特に、以下に挙げる既設14カ所、新設2カ所

のRICを拠点とする。モデルプロジェクトはこのうち、セランゴール州

Sungai Air Tawar(既設)、サバ州 Tawau(新設)、サラワク州 Bau(新設)の3

カ所で行う。

セランゴール州 Sungai Air Tawar

ペナン州 Kepaka Batas

マラッカ州 Sungai Rambai

ペルリス州 Mata Ayer

ジョホール州 Benut

ネグリ・スンビラン

州
Batu Kikir

ケダ州 Kubang Pasu

ペラ州 Pengkalan Hulu

パハン州 Lurah Bilut

テレンガヌ州 Kuala Berang

ケランタン州 Gua Musang

サバ州 Sipitang, Tawau

サラワク州 Kanowit, Bau



ラブアン島 Labuan

(b) エネルギー・通信・マルチメディア省(MECM)の調査参加メンバー

(2) アウトプット

(a) 計画策定：マレイシア国「インターネットによる地域情報化の推進に関す

る調査」アクションプラン(行動計画)の策定

(b) 技術移転：情報化制度技術、地域情報化技術、通信・ネットワーク技

術、Web技術、コンテンツ開発技術、人材養成技術、経済・財務分析技

術、総合評価技術

(3) インプット：以下の投入による調査および技術移転の実施

(a) コンサルタント(分野/人数)

分野 人数

総括/地域情報化 1

情報化政策・制度・行政サービ

ス
1

情報システム計画設計 1

社会開発・住民参加 1

IT技術1(通信・ネットワーク技

術)
1

IT技術2(Web技術・コンテンツ

開発)
1

経済・財務分析 1

計 7

(b) その他

再委託調査(IT需要調査、モデルプロジェクトの実施支援)

技術移転セミナー、ワークショップの開催



研修員受入

調査に必要な資機材

(4) 総事業費

約1.5億円(概算)

(5) 調査のスケジュール(本格調査)

2002年1月～2003年2月(14カ月)

(6) 実施体制

(a) 協力相手国実施機関名：エネルギー・通信・マルチメディア省(MECM)(a)

C/P機関名を記入

(b) 協力相手国実施機関の責任者：エネルギー・通信・マルチメディア省スリ

ヤ次官補を総責任者とし、以下の職員を責任者とする。

Ms. Suriah Abd Rahman (Deputy Secretary General I)

Ms. Azizah Hamzah (Senior Principal Assistant Secretary)

Ms. Solehah Abd. Hamid (Special Officer)

Ms. Rokiah Idris (Principal Assistant Secretary)

Ms. Rubaiah Hashim (Principal Assistant Secretary)

Ms. Rozalina Mohamed (Assistant Secretary)

Mr. Zaimy Shaari (Assistant Secretary)

5. 成果の目標

(1) 提案計画の活用目標

策定されたアクションプラン(行動計画)が、第8次国家開発計画(2001～05年)

の中間見直し(2003年)、及び第9次計画(2006～10年)に反映される。

(2) 活用による達成目標



地域インターネットセンター(RIC)が活性化され、中高年層を中心に利

用者数が増える。

6. 事業実施上の外部要因リスク

(1) 協力相手国内の事情

(a) 政策的要因：情報通信分野の振興は国を挙げての一大政策であり、マルチ

メディア・スーパー・コリドー計画を軸に、今後も最重要の位置づけを占

めると思われる。しかし、20年にわたる長期政権を運営してきたマハ

ティール首相は、2004年までに実施される次期総選挙前には退任する意

向を示しており、政権交代により優先度が低下する可能性はある。

(b) 行政的要因：マレイシアでは中央政府における省庁間の人事異動が頻繁に

行われており、実施機関(MECM)職員への技術移転の継続性が損なわれる

可能性がある。

(c) 経済的要因：特になし

(d) 社会的要因：マレイシアは比較的安全な国であり、治安上大きな問題はな

い。しかしサバ州におけるモデルプロジェクトの候補地であるTawauの

近辺(ミンダナオ地域に隣接するサバ州東側海域の海上及び島嶼部)では、

危険度2が発出されており、注意を要する。

また2001年9月に米国で発生した同時多発テロ事件を受け、アフガニスタ

ンにおいて米英両軍による軍事作戦が行われているが、民間人が犠牲に

なっていることに対して、イスラム諸国からは反発の声が高まっている。

マレイシアはイスラム国の中でも穏健であり、またマハティール首相が米

国に懸念の声を伝えているため大きなデモなどには発展していないが、今

後の動きには注意を要する。

(2) 関連プロジェクトの遅れ

特になし



7. 今後の評価計画

(1) 事後評価に用いる指標

(a) 活用の進捗度

本アクションプランによる提案事業が実施機関の優先案件として認

知されたか

緊急実施案件としての性格のある事業は、実施機関により実施のた

めの予算が確保されたか

中、長期案件としての性格のある事業は、国際的援助機関や国外の

援助機関に対して支援の要請がされたか

(b) 活用による達成目標の指標

RICの利用者数、RICが提供するコンテンツへのアクセス数、地域住民のIT

リテラシーの向上、州別のインターネットアクセス分布率、パソコン普及

率など。

(2) 上記(a)および(b)を評価する方法およびタイミング

第8次国家計画終了時(2005年)、ならびに以後5年ごと。


