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終了時調査結果要約表 

（2004 年 10 月 26 日現在） 
1. 案件の概要 
国名：インドネシア共和国 案件名： インドネシア選挙支援 
分野：ガバナンス 援助形態：専門家個別派遣 
所轄部署：アジア第一部 協力金額（評価時点）：98,340,224 円  

長期専門家  
協力期間 2003 年 4 月～2004 年 11 月 

先方関係機関： 選挙委員会(KPU), 選挙監視委員会
（PANWASLU） 
 

他の関連協力： 無償資金協力（ノンプロ無償、草の根無償） 

1-1 協力の背景と概要 
2004 年の 4 月に行われたインドネシア国（以下「イ」国）の総選挙は 1999 年の選挙に比べ、

１）国会、新設された地方代表議会、州議会、県・市議会の４つが同時に行われたこと、２）

KPU が選挙を一元的に管理することになったこと、３）比例代表制の国会、州議会、県・市

議会は政党とあわせて候補者も選ぶことになったこと、４）地方代表議会は候補者のみを選ぶ

など制度が複雑になっており、混乱が予想された。また総選挙の後に予定されていた大統領選

挙は直接選挙という形式が導入され、「イ」国にとって初めての試みとなった。 
選挙の企画・運営を担うべき選挙管理委員会（KPU）は中央及び地方レベルにおいて 2001 年

に再結成されたばかりで選挙の実施経験が乏しく、また地方レベルの KPU に関しては初めて

常設されたため、選挙実施体制は極めて脆弱であった。その上、選挙制度が一新されたため

KPU はスタッフの経験の欠如等様々な問題を抱えていた。こうした状況の中、「イ」国は日本

に対し、選挙の円滑な実施のための選挙実施能力の向上を目的とした協力を要請してきた。

 
1-2 協力内容 (注：本支援は専門家の個別派遣であるため、ログフレーム形式の事業計画はそもそも存在

しない。以下のプログラムの要約は、事業計画時に想定されていたであろう内容を評価時から遡って仮説と

して整理したものである。内容は各専門家の業務内容及び要請案件調査票の情報等をもとにした。) 
 
(1) 上位目標：インドネシアにおける中央・地方での各選挙が公正かつ透明性をもった形で民主
的に実施される。 
 
(2) プログラム目標：KPU が各種選挙を自立的に実施できるようになる。 
 
(3) サブ・プログラム目標： 

1) KPU による 2004 年の各選挙の準備・実施が適切に行われる。 
2) KPU の選挙運営体制・能力が強化される。 

 
(4) 投入（評価時点） 
 日本側：総額 98,340,224 円 

長期専門家派遣     1 名(20 人月)  
短期専門家派遣＊    24 名(48.3 人月)
派遣費用         75,161,488 円
現地業務費               23,178,736 円
＊ 短期専門家のうち企画調査員も含む 

 
 

   
相手国側：  

カウンターパート配置  1 名 機材購入  該当せず 
土地・施設提供 中央 KPU 内事務所･地方

KPU 内事務所 
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2. 評価調査団の概要 
団長・総括： 辻 尚志  独立行政法人 国際協力機構インドネシア事務所 次長調査団員 
評価分析：  中谷美南子 グローバルリンクマネージメント（株） 

社会開発部研究員 
調査期間  2004 年 9 月 27 日～2004 年 10 月 26 日 

(内現地調査：2004 年 10 月 3 日～10 月 16 日)
評価種類：終了時評価 

3. 評価結果の概要 
3-1 評価結果の概要 
3-1-1 評価結果の要約 
1) 妥当性（Relevance） 

インドネシア政府が 2004 年の選挙を民主的及び平和裏に実施することは、各議員及び大統領を

選出するためだけではなく、民主化プロセスを定着及び推進するものであり、「イ」国政府と日

本政府の双方にとっての最高の関心事であったとともに、最重要課題であったといえる。また、

日本政府は、インドネシアへの援助の重点課題の一つにグッドガバナンスを挙げていることか

ら、本支援事業に対しての受益者のニーズ、両国間の政策も一致している。本選挙支援の戦略・

計画は、選挙実施においての優先的課題、特に懸念事項であった地方 KPU の能力開発にも焦点

が置かれた点で充分妥当であった。しかし選択された地方 KPU の中には既に自助努力により十

分に自立して選挙運営できる地域も含まれていたことから、計画時、展開地域を選択する段階

でより細かいニーズ分析が行われていたら更に効果的な支援の実施が可能となったであろう。

2) 有効性（Effectiveness） 
本選挙支援の有効性であるが、2004 年選挙における KPU の能力を強化したという点では達成

されたが、2004 年以降まで持続する総体的な能力開発が行われたかという点では達成度合いは

あまり高くなかったといえる。従ってサブプログラム目標 1 は達成できたが、それに対するサ

ブプログラム目標 2 の達成度合いは限定的であったと思われる。主な要因は、KPU 側の吸収力

の問題と、中長期的視野に基づいた KPU の能力強化への試みが充分に根付く前に専門家が派遣

時期を終了せざるを得なくなった問題がある。 

なお本選挙支援のプログラム目標であるが、こちらは各指標（｢イ｣国の選挙予算とドナー拠出

金の比率、総選挙において投票日までに選挙を実施できなかった投票所の数、選挙から選挙結

果発表までの日数）の数値を分析する上では達成する見込みは高いといえるが、達成のための

重要な条件のひとつとして、KPU の更なる能力開発が必要であると思われる。なお達成度合い

を阻害する外部条件として KPU への予算措置、特に地方 KPU の財源が確保されず、充分な選

挙運営活動を実施できないことが想定されるため、この課題に対して何らかの措置がとられる

ことも必要である。 

3) 効率性（Efficiency） 
本支援のスキームの枠組み、各専門家の投入を考えるとその活動実績は妥当であり、それぞれ

の進捗状況は適正であったといえる。従って本支援事業の効率性は概ね高いといえる。但し改

善されるべき点として以下が挙げられる。 
- 総選挙支援における短期専門家派遣のタイミングがより早い段階で、また一括したもの

となっていたらより効率が上がったことが推測される。 
- 大統領選挙（第一ラウンド、第二ラウンド）における短期専門家の派遣期間を長くする、

あるいはより一貫性を保てるような計画を立てることが可能であったならば、有権者教

育という選挙支援上重要な課題により効果的に対応できた可能性がある。 
- 総選挙支援においては 17 人との大人数の専門家派遣となったにも関わらず業務調整員

が派遣されなかった。その場合、ローカルスタッフの一層の活用なども検討し、長期専

門家の事務作業の負担を減らす措置をとったほうが、支援の全体的な効率を上げたと思
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われる。 
 
4) インパクト（Impact） 

2004 年の各選挙を監視したほとんどの国内・国外の団体は、3 回の選挙とも自由で公正な形で

行われたとの表明をしている。これは KPU 自身の見解でもあり、従って本支援事業の上位目標

が近い将来に達成される見込みは充分にあると思われる。その他民主的選挙が 1999 年に比べ

「イ」国にて根付き始めた証拠として、選挙関連の暴動事件の減少した点、また民主的な選挙

を担保する上で重要な選挙違反の摘発及び処理メカニズムが設置され適正な運営された点な

ど、「イ」国が上位目標に向かって進歩しているように見受けられる。 
 
なお、本支援事業による予測されなかった正のインパクトとしては以下の例が挙げられる。

+ 日本の無償資金協力による投票箱と投票ブースの調達と、専門家による技術協力との相

乗効果が高かったため、全国すべての投票箱と投票ブースが JICA の支援によるものだ

という認識が人々の間に広がった。（日本政府からの支援分は実際総数の 4 分の 1）
+ 地方に配置された専門家の働きぶりをみて、一部の KPU では職員の勤務態度が改善され

たとの報告があった。 
 

本支援事業による予測されなかった正のインパクトに比べて少なかったが、負のインパクトと

しては以下の例が挙げられる。 
- 一部の地方KPU職員の JICAチームへの依存が高まった。（特に選挙ロジスティック関連

の問題解決において） 
- 中央 KPU の一部の委員・事務方職員と密接な連携を図った反面、内在していた委員・事

務方内の対立関係を結果として助長っすることになった。 
 
(5) 自立発展性 

本支援事業の効果を KPU が持続できるための自立発展性はあまり高くないと考えられる。

「イ」国政府の KPU 全般への政策的支援は継続されると予測できるが、2005 年度に実施予定

の地方選挙のための法整備がまだ課題として残っている。更に地方選挙では地方 KPU の選挙運

営に係る裁量権があまりにも大きくなるため、地方 KPU 間の格差が発現するおそれがある上、

2004 年の選挙実施により構築した中央と地方 KPU の連携体制を損なう可能性もでてくる。財

政的には中央 KPU は 2004 年度予算程度は確保できるとの回答があったが、地方 KPU の予算は

それぞれの地方自治体に頼らざるを得ず、中には充分な予算措置を取れない地方 KPU も出てく

ることが予測される。 

組織的に KPU は発展途上にあると思われる。2001 年から現時点まではひたすら 2004 年の選挙

を無事に運営管理することのみ集中してきたため、選挙実施期間から指摘されてきた委員と事

務方の確執や中央と地方 KPU との連携、さらに中央 KPU とその他関連機関との連携などの課

題に取り組む余裕がなかったように見受けられる。2004 年の選挙が終了した今こそ、その経

験・教訓に基づいてそれらの課題に取り組むべき時期であると思われる。 

選挙運営の技術は人材に蓄積される。従って KPU が選挙企画・運営経験を積んだ人材を維持す

るという条件が満たされるならば、本選挙支援の効果の持続が促進されるが、制度的に KPU 委

員の任期は中央においても地方においても 5 年であることから、経験を積んだ人材の流出は免

れない。 

3-2  効果発現に貢献した要因 
3-2-1 計画内容に関すること 
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1) 中央と地方 KPU の連携体制の強化： 
JICA は 3 度の選挙にわたり、支援のニーズが一番高かったとされた地方 KPU に、直接人材を

配置した唯一のドナー機関であった。地方での専門家の役割はそれぞれ地域の事情によって異

なったが、共通していたのは地方 KPU と中央 KPU の連絡体制の脆弱性を補った点にある。地

方 KPU 側にとって専門家は、日々錯綜する選挙関連情報の中で信頼できるものを確認できる

重要なソースである一方、中央 KPU にとっては専門家の存在は自分たちの意思決定が地方に

おいてどのような結果を得るかを知る貴重なフィードバック・メカニズムであった。この中央

―地方 KPU の連絡体制に関する課題を浮き彫りにさせた意義は、KPU の自立発展性を促すた

めにも大きかった。  
 

2) 柔軟な事業デザイン： 
  本選挙支援の形成調査の段階では技術協力プロジェクトが想定されていたが、支援内容を確定

する過程で、現場のニーズに合致したより柔軟な対応がとれる形態を模索した結果、長期及び

短期専門家の個別派遣という形が選択された。そのため他の技術協力スキームと比較して、各

専門家による緩やかな連携が想定され、また活動も長期専門家の大枠の方向性に沿った各々の

個人の計画に基づいた活動が実施された。本選挙支援事業デザインの柔軟性は、日々の選挙ロ

ジスティックス不足などの様々な緊急事態に対応する場合には有利であり、専門家に最大限対

応できる自由を与えるため、選挙支援のような短期集中型の支援には効果的であった。 
 
3) 中長期的視野に基づく有権者教育支援の導入： 

選挙実施期間に留まらず、より長期的視野に基づく選挙支援の一環として教育省との連携等の

道筋をつけた点は KPU にとっては新しい試みであり、今後 KPU が継続的に有権者教育を進め

る上で大いに貢献した。 
 
3-2-2 実施プロセスに関すること 
1) カウンターパートとのパートナーシップ醸成 

選挙関連法の変更により 2004 年の選挙は制度上初めて導入されることが多かった状況下、KPU
内部において選挙のすべての面に関して相談できる日本人専門家は非常に心強い存在であっ

た。全般的に専門家に対しての中央及び地方 KPU の担当官の抱いている印象は対話を重視して

「イ」国側のニーズに細やかに対応してくれるというもので、高く評価されている。先方の信

頼を得てインハウス・アドバイザーとしての地位を築いたことは日本人専門家の大きな実績と

いえる。 
 

2) 専門家の連携・調整能力 
各選挙において多くのドナーが参入している中、日本が他国との協調を保ち、また的確に KPU
のニーズに対応した支援を実施できたのは、その現場に経験豊富な長期専門家が派遣され、情

報収集能力と他のアクターとの連携能力を発揮したことによる部分が大きい。また日本政府の

無償資金協力で支援された物資の調達、あるいは草の根資金協力による有権者教育の実施、選

挙監視団の監視結果等の効果を保障するために、地方に配置された専門家のモニタリング等の

活動は重要であり、日本政府支援全体の効果の発現に大いに貢献した。  
 
3-3  問題点及び問題を引き起こした要因 
3-3-1 計画内容に関すること 
1) 選挙支援の事業レベルでの活動計画の欠如 

本支援事業はそもそも長期及び短期専門家の個別派遣というスキームの中で活動が行われたの

で、支援チームとしての具体的活動計画等は用意されず、その結果、計画時に専門家派遣によ
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り得るべき具体的成果の目標設定とその波及効果の範囲、そしてその効果をモニタリングして

いく指標等が明確にされていなかった。そのため本支援事業を一連のプログラムとしてみた場

合、その支援内容及び効果は特定し難く、関係者以外にベストプラクティスとして伝える上で

も、また各活動のアカウンタビリティを確保する上でも、支援の目的及び活動計画をあらかじ

め明示することでより効果が高まったのではないかと考えられる。 
 
2) 短期的視野に基づく投入及び活動計画  

3 回にわたる専門家派遣で特に留意すべき点は、大統領選挙以降の 2 回の短期専門家派遣が当

初は計画されていなかった。総選挙時の第１期派遣以降は支援終了時に毎回課題整理が行わ

れ、次期選挙への専門家派遣の必要性の検討後、初めて具体的方策が策定された。そのため各

選挙前後の１ヶ月を想定して、それぞれのタイミングでの KPU のニーズにあった活動が計画

されたが、その時間枠を超える、より継続的な計画策定が行われる状況ではなかった。中長期

的な視野に基づく KPU の能力強化、例えばより効果的な有権者教育活動や中央と地方 KPU
の連携システムの構築、あるいは研修の実施等を目標とする場合は、再委託するか、それぞれ

の専門性を持った人材が前もって計画された活動を継続的に実施できる機会を得てこそ十分

な技術移転が可能になると思われる。 
 
3-3-2 実施プロセスに関すること 
1) 支援事業の透明性 

各専門家の活動のモニタリングにおいては、各チームごとに詳細な週間活動報告書が提出され

ており、チーム内で共有されていた。これらの報告書の中に地方 KPU が直面している問題・課

題または問題解決状況が集約してあり、中央に配置されていた専門家は主にこの情報を受けて、

中央 KPU の担当と折衝した。但しこの報告書自体は支援期間中に中央 KPU に直接渡されるこ

とはなかったため、KPU あるいは他のドナー等に本支援業務の具体的活動及び実績についての

認識を高めるために利用されず、事業の透明性を高める結果につながらなかった。 
 
2) 選挙支援チーム内の業務調整  

当事業の管理運営形態は、個別専門家派遣というスキームを想定すれば適切であったと言えた

が、15 名の短期専門家及び企画調査員の派遣以降実質上チーム派遣的な要素が強くなってき

た。そのため専門家間の調整と連携が実施プロセスにおいての重要課題となった。しかしなが

ら本支援事業では業務調整員が派遣されていなかったため、長期専門家及び一部の短期専門家

に想定していなかった派遣分野以外の業務の負担を担わせる結果となった。これは支援事業全

体からみて効率を下げる結果を招いたと言える。 
 
3-4 結論 

2004 年の各選挙は「イ」国、特に KPU にとって初めての取り組みが多く実施されたため、集

中的に KPU に対して専門家を直接派遣した本援助のスキームが効を奏したことが確認された。

特に KPU との厚い信頼関係を構築し、カウンターパートと一丸となって選挙を実施するという

戦略は選挙支援のエントリーポイントとして必要であり、その実績は充分評価される。その一

方で地方 KPU においても、既に選挙企画・運営能力が充分である一部地域では専門家が技術移

転をするというよりも、オブザーバー的役割が濃くなっており、派遣先の選定においてはより

細やかなアセスメントが必要性となろう。 

更に、より中長期的視野に立って KPU の能力開発を目指すのであれば、むしろ KPU も自らの

実績を評価する選挙終了後になんらかの協力を始めるのがより有効かと思われる。ただ支援の

効果の度合いを左右するのは、本選挙支援で築かれた信頼関係の有無が大きく影響すると思わ

れる。今後の選挙支援を計画・立案する際にはこのような短期集中型支援と中長期的能力開発
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のどちらかという選択ではなく、双方を一連の事業として導入するのが最も効果的なのではな

いかと考える。 
 
3-5 提言  

本終了時評価調査団は本案件担当チームに対し、以下の課題項目について本選挙支援事業の終

了時までに対応することを提言する。  
1） 各短期専門家の地方 KPU での経験に基づいて、中央・地方 KPU の連携・連絡体制につい

ての提言書を取り纏め、協議すること。 

2） 2005 年に KPU が実施予定の 2004 年選挙運営に関する評価調査に協力して、短期専門家報

告書等から得た情報を提供し、またその評価結果を日本側に伝わるようにとりはかるこ

と。 

3） 2005 年度から始まる地方選挙に関しての KPU 側の課題を洗い出し、分析すること。 

4） 短期専門家の活動の中で道筋が開かれた教育省との連携（学校教育課程への選挙教育の導

入）について、今後 KPU 側のイニアチブによって実現されるように、本邦研修等の実施

による側面支援を行う。 

 
3-6 教訓  

 本選挙支援の実施経験を通じて、以下の教訓が抽出された。 
1） 個別専門家派遣というスキームは、まだ選挙の実施運営経験が十分でない地域への支

援には有効である。しかし、より自立発展性を持った選挙運営機関に対する能力開発

を行うのであれば、それを選挙実施期間中に実施することは難しい。 

2） 選挙支援のように投入が短期に集中し、また即時先方のニーズに対応していく必要性

がある場合には、事業としてのアカウンタビリティをどのように確保していくかとい

う課題を解決する必要がある。 

3） 選挙支援に適切な人材とは当該国の事情をよく把握していることに加え、現地語で業

務遂行可能であることが望ましい。更に、選挙制度を法制度的観点から分析できる人

材、有権者教育に明るい人材、また組織開発・人材育成の専門性を持っている人材も

確保することにより支援活動の幅が広がり、中長期的課題にも取り組むことができる。

4） 個別専門家派遣というスキームを評価する際には、通常のプロジェクト評価に適用す

る 5 項目評価に関してよりフレキシブルな運用を考慮する必要がある。もしこのよう

な評価を実施する必要があるのであれば、個別専門家派遣の業務形態を変える（ログ

フレーム及び詳細事業計画書作成の義務化等）ことも一案である。また 5 項目評価以

外の評価手法も試験的に適用してみる必要性もあろう。 

3-7 フォローアップ状況 
本選挙支援は評価時点では長期専門家の任務終了とともに終了する予定で、今のところフォロー

アップ事業の予定はない。 

 




