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1．案件名

インドネシア小地域統計情報システム開発プロジェクト

2．協力概要

（1）プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述

本プロジェクトは中央統計庁（BPS：Budan Pusat Statistik）において、小地域統計情報システムが
開発され、適時に利用可能な形で各種の多様な小地域統計データ及び統計地図を提供できることを目
標とする。

本プロジェクトのアウトプットは以下の4つである。

1. 小地域統計情報システムのためのデータベースが構築される。
2. 各種の多様な小地域統計データが加工され、提供される。
3. 人口・農業・経済等の小地域統計地図が作成、刊行される。
4. 中央統計庁職員による小地域統計の作成・利用・分析に関する技術が獲得される。

開発を指導する小地域統計情報システムは以下の4つである。

1. Kabupaten‐Kecamatan（県-郡）統計情報システム
2. Desa（村）統計情報システム
3. Census Block（調査区）統計情報システム
4. 地域メッシュ統計情報システム

（注1）「小地域」というのは、インドネシアにおける行政地域の最上位のPropinsi（州）の下位の行政地域である
Kabupaten/Kota（県／市）、その下位のKecematan（郡）、さらにその下位のDesa/Kelurahan（村／区）のほかに、統計
地域であるGrid Square（地域メッシュ）及びCensus Block（調査区）を意味する。ここで、「小地域統計」とは上記の小地
域に基づき編成された統計をいう。

（注2）「地域メッシュ」とは、地理的に区画された約1平方kmの正方形の地域、またはこの地域単位を基準として統合され
た正方形の地域をいう。英語では通常Grid Squareと呼ばれる。Census Block（調査区）は、センサス実施のために調査員の
担当区域として設定した調査用区画であるのに対し、地域メッシュは地形図から地理的に均等に分割された単位区域である。

（2）協力期間

2006年6月～2008年6月

（3）協力総額（日本側）

約1.5億円

（4）協力相手先機関

インドネシア中央統計庁（BPS）

（5）国内協力機関

総務省統計局、（財）日本統計協会、（財）統計情報研究開発センター、ICONS国際協力株式会社

（6）裨益対象者及び規模

直接裨益者：

専門家カウンターパート及び研修対象者（約500名）、セミナー対象者（約500名）



間接裨益者：

BPS本部職員（約1600名）、BPS地方事務所職員（約9600名）

3．協力の必要性・位置付け

（1）現状と問題点

インドネシア国政府は、中央集権行政から地方分権化へ基本的政策を転換しており、地方行政の基礎
資料となる小地域統計の作成及び利用者にとって利便性の高い提供体制の整備が緊急の課題となって
いる。すなわち、小地域統計の整備により、これまで国家及び州行政府のみで行われていた貧困削減
のみならず開発政策立案のための各種推計や分析が、県以下の行政府でも可能になる。そして、この
小地域統計データをインターネットを通じて広く一般国民に提供することにより、民間部門（民間会
社／企業）による商圏分析や市場分析などが可能になるので、経済活性化の起爆剤となり得る。しか
しながら、現時点では、小地域統計情報は殆んど整備されていないのが実情である。

BPSは、定期的に人口センサス（西暦年下1桁0年）、農業センサス（同3年）及び経済センサス（同6
年）の3大センサスを実施しており、これらの調査結果に関してインドネシア国全土にわたる小地域
統計を作成することが必要といえる。BPSは過去5回にわたって人口センサスを実施しているが、4回
目までは技術・時間・予算等の制約から小地域統計は殆んど作成されていない。2000年の第5回人口
センサスでは我が国政府の協力を得て、調査票の集計にOCR（光学式読取り機）が導入され、従来の
男女別人口の他に年齢、配偶関係、産業別人口等の全ての調査事項に関し全数調査が行われた。同時
に、OCRの導入により大量のデータ処理が短期間で可能になったことで小地域統計の作成が可能と
なったにもかかわらず、統計表の設計、集計方法、結果の分析、加工統計の作成、ユーザーへの提供
方法に関する技術的蓄積が乏しいため、これらについて過去の経験が豊富な日本の協力を必要として
いた。

JICAでは2002年7月～2004年6月に小地域統計を指導科目とする長期専門家をBPSへ個別専門家と
して派遣した。長期専門家の主な活動内容は、BPSが開発を目指していた小地域統計の一つである地
域メッシュ統計作成のための準備作業であった。2000年人口センサスのデータを利用した調査区別
集計及び調査区中心点の経緯度座標測定・入力の作業を提案・その実施を指導した。当該専門家の帰
国時には、前者の作業については、30州すべての集計が完了し、データの基本審査は30州中7州にお
いて完了した。このように、当該専門家は、派遣期間中にBPSにおける小地域統計整備に関する技術
協力プロジェクトの発足準備を行ったが、BPSにとっては個別専門家によって作成準備作業が整った
地域メッシュ統計を完成させ、そのシステムを含んだ小地域統計情報システムを開発し、そのデータ
加工、分析、提供方法を習得した上で、インターネット、刊行物での提供や、統計地図を作成して刊
行することが課題となっている。

（2）相手国政府国家政策上の位置付け

インドネシアの「国家中期開発計画2004‐2009年」にも効果的な開発のための統計情報の重要性が
確認されており、統計情報システムを発展させていく旨記載されている。

また、2001年施行の地方自治法においても、中央政府の権限の地方政府への移譲が進展しており、
地方において統計情報が提供されることは地方政府が自ら開発を進めていく上で有用な情報となる。

（3）我が国援助政策との関連、JICA国別事業実施計画上の位置付け

本案件は、我が国の援助方針の一つであるグッドガバナンスへの支援、すなわち地方分権化への支援
及び行政能力の向上に貢献する。小地域統計は地方分権化推進の基礎データとなるとともに、行政能
力の向上にも直結する。

4．協力の枠組み

〔主な項目〕

（1）協力の目標（アウトカム）



1）協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標

[目標］

中央統計庁において、小地域統計情報システムが開発され、適時に利用可能な形で各種の多様な小地
域統計データ及び統計地図を提供できる。

[指標]

1. インターネットや刊行物等で提供する小地域統計データの種類及び数
2. 小地域統計情報のシステム、加工・提供方法及び統計地図作成に関するガイドライン作成
3. BPS職員の小地域統計のデータ加工、提供方法及び統計地図作成の理解度

2）協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標

[目標]

全国及び州ばかりでなく県レベル以下の多様な地域統計が政策立案者、行政官、研究者、企業経営
者、NGOなどの利用者に提供される。

[指標]

1. 政策立案・計画や研究などの報告書への引用頻度
2. 中央統計庁及び各州支局ホームページへのアクセス数

（2）成果（アウトプット）と活動

[成果1]

小地域統計情報システムのためのデータベースが構築される。

[指標]

1. 小地域別統計データベースのデータの利用頻度
2. 小地域統計電子ファイルの作成数

[活動]

1. Kabupaten-Kecamatan統計データベース構築に係る技術指導を行なう。
2. Desa統計データベース整備に係る技術指導を行なう。
3. 地域メッシュ統計データベース構築に係る技術指導を行なう。
4. Census Block統計データベース構築に係る技術指導を行なう。
5. 上記4つの統計データベースを統合した小地域統計情報システムの管理・運用のための技術指導

を行なう。

[成果2]

各種の多様な小地域統計データが加工され、提供される。

[指標]

1. インターネットによる小地域統計電子ファイルの利用数
2. 小地域統計刊行物数

[活動]

1. Kabupaten-Kecamatan別人口・農業・経済等の統計の加工・分析・提供に係る技術指導を行な
う。

2. Desa別人口・農業・経済等の統計の加工・分析・提供に係る技術指導を行なう。



3. 地域メッシュ別人口・農業・経済等の統計の加工・分析・提供に係る技術指導を行なう。
4. Census Block別人口統計の加工・分析・提供に係る技術指導を行なう。

[成果3]

人口・農業・経済等の小地域統計地図が作成、刊行される。

[指標]

1. 小地域統計刊行物数及び販売数
2. 統計地図の刊行数

[活動]

1. Kabupaten-Kecamatan-Desa別人口・農業・経済等の統計地図の作成・刊行に係る技術指導を
行なう。

2. 地域メッシュ別人口・農業・経済等の統計地図の作成・刊行に係る技術指導を行なう。
3. Census Block中心点別人口統計地図の作成・刊行に係る技術指導を行なう。

[成果4]

中央統計庁職員による小地域統計の作成・利用・分析に関する技術が獲得される。

[指標]

1. 研修及びセミナーにおける理解度
2. 研修マニュアルの作成

[活動]

1. 中央統計庁及び州支局職員に対する小地域統計の作成・利用・分析・提供に係る研修を行なう。
2. 政策立案者、行政官、研究者、企業経営者等に対する小地域統計の利用・分析に係るセミナーを

開催する。

（3）投入（インプット）

1）日本側

1. 専門家
総括/小地域統計分析、地域人口統計、地域経済統計、社会開発統計、統計地図、統計GIS、デー
タ処理、データベース・システム

2. 本邦研修（C/P）
小地域統計システムのデータ分析／応用
統計地図

3. インドネシアにおける研修及びセミナー
小地域統計情報システムのデータ分析と使用方法に関する研修及びセミナー

4. 関連機材の供与
5. 現地業務費

2）インドネシア側

1. C/P配置
2. 既存施設及び機材の使用
3. 本プロジェクトに関する業務運営費

（4）外部要因（満たされるべき外部条件）

1）インドネシア国内のインターネット環境が現在よりも改善される。（プロジェクト目標）

2）財源が確保され、予算が計画どおり執行される。（成果）



3）技術移転を受けたBPS職員が継続して勤務する。（成果）

5．評価5項目による評価結果

（1）妥当性（Relevance）

本プロジェクトは、以下の理由から妥当性が高いと判断できる。

1）インドネシア国政府の国家政策との整合性

インドネシア国政府は2001年の「地方自治法」施行により、中央政府が持っていた権限の一部を地
方政府に移譲しており、これまで中央政府が行ってきた地方開発計画を地方政府が自らの責任におい
て開発計画の立案・実施と、行政サービスの提供を行う必要が生じたため、各地域レベルでの人口、
農業、経済等の統計データを必要としている。また、「新国家中期開発計画2005‐2009年」におい
ても、統計情報収集の改善として統計情報収集の現状を認識しつつ、中央及び地方における統計情報
システムの発展の必要性を指摘するなどインドネシア国の国家政策に整合するものである。

2）インドネシア国におけるニーズとの整合性

上記のように地方に関する統計情報データの整備・利用及びBPS職員の能力強化、並びに民間に対す
る小地域統計情報の提供は非常に重要なものであり、受益者のニーズに十分整合するものである。

3）我が国の援助政策、国別事業実施計画との整合性

我が国の「政府開発援助に関する中期政策」（2004年2月4日）の重点課題として「貧困削減」及び
「持続的成長」を掲げており、また、「対インドネシア国別援助計画」（2004年11月）では、
「『民間主導の持続的な成長』実現のための支援」、「『民主的で公正な社会造り』のための支援」
及び「『平和と安定』のための支援」を「対インドネシア援助の重点分野」としており、それらを実
現するための基礎統計資料を作成するための支援として十分整合するものである。

4）日本の技術の優位性

我が国では1970年代に小地域統計情報（地域メッシュ統計情報）が作成され、国家レベルでは70年
代以降の全国総合開発計画や各都道府県の総合開発計画、首都圏の大都市圏整備計画、都市計画、高
速道路整備計画、災害対策、社会福祉施設配置計画など多数の計画策定等の基礎資料、また民間サイ
ドでは商圏開発、販売網の整備、マーケティング等の基礎資料、研究者間では各種の学術研究のため
の基礎資料として大きな貢献を果たしてきている。さらに、1990年代には、CMS（Census Mapping
System）と呼ばれる、地域メッシュよりもより小規模な地域のための統計作成システムが開発、整備
され、現在では、多様な小地域統計が利用可能となっている。

このように、我が国では多様で高度の小地域統計情報の作成技術を持ち、一般の利用者に対して多様
な統計情報を提供するなどの豊富な経験を持っており、日本の小地域統計情報システム作成能力・技
術には、十分な優位性がある。

（2）有効性（Effectiveness）

本プロジェクトは、以下の理由から有効性が認められる。

1）プロジェクト目標設定のレベルと計画の論理性

プロジェクト目標である「中央統計庁において、小地域統計情報システムが開発され、適時に利用可
能な形で各種の多様な小地域統計データ及び統計地図を提供できる。」ためには、1）小地域統計情
報システムのためのデータベースを構築する技術指導がなされ（成果1）、2）それらの小地域統計
データを加工・分析・提供する技術指導が必要である（成果2）。そして、それらの小地域統計情報
地図を作成・刊行すること（成果3）によって中央政府や地方政府のみならず民間セクター（民間企
業等）が利用することが可能となる。そのためにも、BPS職員に対する小地域統計情報の作成・利
用・分析・提供方法の技術的指導をするとともに、インドネシア国内における小地域統計情報の利用



者となる政策立案者、行政官、研究者、企業経営者等を対象に利用・分析に係るセミナーを開催しそ
の小地域統計情報の利用価値を頒布すること（成果4）が重要である。

このように、プロジェクト目標を達成するための必要な成果が「目的と手段」という論理関係にそっ
て本プロジェクトに深く関わるBPS関係者と議論され計画されていることから、プロジェクト目標達
成の可能性は高い。

2）プロジェクト目標に至るまでの外部条件

これまでBPSには長期・短期個別派遣専門家により技術移転を受けた職員は継続して勤務しており、
また日本で研修を受けたBPS職員も同様である。したがって、本プロジェクトのカウンターパート等
も継続して勤務するであろうと判断できる。2000年には人口センサス、2003年には農業センサスを
実施し、2006年には経済センサスを実施する予定であることからも判断できるようにセンサス実施
のための財政的支出はインドネシア国政府からなされており、本プロジェクトに必要な財政的支出に
も同様に適宜執行されるものと考えられる。

（3）効率性（Efficiency）

本プロジェクトは、以下の理由から効率的な実施が見込める。

1）人的投入

本プロジェクトでは、2年間の間に短期専門家を時宜に応じ最小限に抑えて派遣する体制を取り、効
率的に技術移転を進める計画である。

2）技術移転

元・長期専門家の技術指導を受けた後もBPSはジャワ島における小地域統計情報を継続して作成した
ことからも理解できるように、現時点でもある程度の小地域統計情報を纏める技術的能力をBPSは
持っているため、本プロジェクトによる技術指導を十分理解する組織的な能力があるものと判断する
ことができ、本プロジェクトの上記4つの成果を効率的に達成することは十分可能である。

3）機材

BPSが所有する既存の機材（PC、デジタイザー、プロッター等）は老朽化し、また州統計事務所にも
機材が不足しているが、最低限度の機材やソフト（ARC View等）を供与することにより小地域統計情
報システムを構築し成果物を刊行することが期待できる。

（4）インパクト（Impact）

本プロジェクトのインパクトは、以下のように予測できる。

1）上位目標達成見込み

BPSはすでに人口センサス及び農業センサスを実施して小地域統計の元となるデータを収集、整理し
ており、また、本プロジェクトによってカウンターパートが小地域統計情報作成方法と利用方法を早
急に理解することになる。したがって、地図及び統計データが入手しやすい地域からインターネッ
ト、刊行物及び統計地図の刊行ができ次第、徐々に上位目標である小地域統計の利用者への提供がな
されることが期待できる。

2）社会・経済的なインパクト

現在、インドネシア国政府は地方分権化を推進しており、小地域統計情報の整備により中央政府のみ
ならず地方政府による地方開発計画策定に利用されるなどの正のインパクトが想定される。また、小
地域統計情報データや小地域統計地図の刊行により民間会社や研究者の利用が促進するものと考えら
れる。

3）ネガティブ・インパクト



現時点ではネガティブ・インパクトは想定できない。

（5）自立発展性（Sustainability）

本プロジェクトの自立発展性の見込みは、以下のように予測できる。

1）組織能力

インドネシアBPSは長い歴史を持ち、現在は大統領直属の機関であり、2000年には人口センサス（第
5回）及び03年には農業センサスを実施し、06年には経済センサスを実施する予定である。本プロ
ジェクト終了後もインドネシア国政府の地方分権化に小地域統計情報データは必要とされ、日本人専
門家により移転された技術面での自立発展性は十分期待できる。

2）財政面

大統領直属の機関としてBPSは重要な位置にあるため種々の統計調査を法定どおりに実施しているの
で、必要な予算は確保されるものと期待できる。BPSは、現在、統計調査結果は公的な統計データと
して販売しているので、本プロジェクトで作成された小地域統計情報データや小地域統計地図の有料
販売により、財政的収入も更に見込まれる。

3）社会的・環境的・技術的受容性

BPS職員に対する小地域統計情報システム作成の技術は、本プロジェクト終了後もインドネシア国政
府の国家政策によって進められている地方分権化に伴う地方政府による地方開発計画策定のための統
計データの提供に必要とされるものであり、技術面での自立発展性は見込まれる。

6．貧困・ジェンダー・環境等への配慮

本プロジェクトは貧困削減、ジェンダー配慮、環境アセスメントを実施するための基礎資料作成であ
り、負の影響はない。

7．過去の類似案件からの教訓の活用

カンボジア及びミャンマーにおいて統計能力向上のための民活型のプロジェクトを実施しているが、
リーダーの運営管理を補佐する業務調整員によりプロジェクトの活動が円滑に進んでいる。本プロ
ジェクトに関しても、このようなプロジェクトの業務調整を行う専門家を配置する予定である。

8．今後の評価計画

終了時評価（2008年1月頃）、事後評価（2013年頃）を実施する予定。


