
 

 

評価調査結果要約表 
１．案件の概要 

国名：カンボジア 案件名：政府統計能力向上プロジェクトフェーズ3 

分野：統計 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：産業開発・公共政策部 

行財政・金融課 

協力金額（評価時点）：4.7億円 

協力期間： 

2010年10月～2015年3月 
先方関係機関：計画省統計局 

日本側協力機関：総務省統計局、総務省統計研修所、独立行

政法人統計センター 

他の関連協力：政府統計能力向上プロジェクト（2005.8～2007.3）、同フェーズ2（2007.4～2010.9）

１－１ 協力の背景と概要 

カンボジア国（以下｢カ｣国）は内戦の影響により開発が遅れており、持続的成長と安定した

社会の実現するため、グッド・ガバナンスの推進を重点分野に掲げ、開発政策の立案・モニタ

リングに活用可能な統計情報の整備を進めるべく、政府統計の実施能力向上に取り組んできた。

政府統計実施機関である計画省統計局（NIS）は、人口センサス等全数対象調査の経験が不足し、

能力向上が課題となっていたため、JICAは2005年以降、｢政府統計能力向上プロジェクト｣（フ

ェーズ1及び2）を実施し、2008年の人口センサス実施支援を中心にNISの統計能力強化を支援し

てきた。これら協力によりNISの能力は向上しつつあるが、次回の人口センサス（2018年予定）

まで、移転された技術・知識を維持することが課題であった。 

また、｢カ｣国政府は同国初の経済センサスの実施を2011年に予定しており、NISが同センサス

に必要な専門技術・知識を身につけることが喫緊の課題の一つであった。さらに、地方分権化

を推進する｢カ｣国において州政府による政策立案・モニタリングに統計情報の活用が期待され

ているが、州計画局による州以下の行政単位の統計結果分析・提供が十分でないため、州政府

レベル以下では政府統計情報が殆ど活用されておらず、州計画局の政府統計能力の向上に努め

る必要があった。 

上記の課題にかかる｢カ｣国政府から我が国への要請を受け、JICAは総務省統計局の協力を得

て、2010年10月から｢政府統計能力向上プロジェクトフェーズ3｣を開始した。本プロジェクトは、

NISをカウンターパート（C/P）機関として、2010年10月から2015年3月までの4.5年間の予定で実

施しており、現在11分野21名の専門家（チーフアドバイザー、調査計画策定、センサス、調査

実施監理、集計/プログラミング、集計、審査、地図作成、結果分析、小地域統計、業務調整/

本邦研修）を派遣中である。 

 

１－２ 協力内容 

（1）上位目標 

NIS及び州計画局により有用な統計情報が提供され、中央省庁及び州政府の政策、計画、

戦略等の立案・実施・モニタリングに活用される。 

 

（2）プロジェクト目標 

NIS及び州計画局が、経済センサス、中間年人口調査、経済統計調査及びその他統計活動

を実施する能力が向上する。 

 

（3）アウトプット 

1）NIS及び州計画局が経済センサスをはじめ政府統計調査に関する政府統計の計画、調査



 

 

実施を行えるようになる。 

2）NISが経済センサスをはじめ政府統計調査における集計・結果表作成を行えるように

なる。 

3）NISが経済センサスをはじめ政府統計調査における結果分析を行えるようになる。 

4）NISが、経済センサスを始めとする政府統計調査結果の提供および政府統計に関する理

解促進を行えるようになる。 

5）NISが経済センサスに関する小地域統計を実施できるようになる。 

6）州計画局が州レベル以下の行政単位における結果表の作成・公表を行えるようになる。

7）NIS及び州計画局が政府統計に必要な技術・知識を維持するための、仕組みが構築され

る. 

8）NISおよび州計画局の調整能力が向上する。 

 

（4）投入（評価時点） 

 日本側  ：専門家派遣  延べ26名（87.46M/M）機材供与 約9,793千円（119,262USD） 

       研修員受入 延べ6名       第三国技術交換 延べ9名 

        ローカルコスト負担 

 「カ」国側：C/P配置、プロジェクト事務所提供、ローカルコスト負担、事務所光熱費等 

２．評価調査団の概要 

調査者 

 

総括：  天津 邦明（JICA行財政・金融課 企画役） 

政府統計：小林 良行（総務省統計研修所 調査官） 

協力企画：吉田 亮介（JICA行財政・金融課 主任調査役） 

評価分析：房前 理恵（一般財団法人国際開発機構） 

調査期間 2012年12月2日～2012年12月15日 調査区分 中間レビュー 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

３－１－１ アウトプットの達成度 

アウトプット1：NIS及び州計画局が経済センサスをはじめ政府統計調査に関する政府統計の

計画、調査実施を行えるようになる。 

NISと州計画局は初の経済センサス、その事後調査を遅滞なく実施している。NISによる経

済センサスの調査区の設定は、過去の経験によりほとんど困難はなく、州計画局による初の

ヴィレッジ地図作成も、プロジェクトでの研修、助言を得て問題なく進んだ。NIS及び州計画

局の能力は、経済センサスにおけるこれら経験を通じて向上しており、プロジェクト終了ま

でに専門家の支援なく統計の計画、調査実施を行うことができるレベルに達すると予想され

る。 

 

アウトプット2：NISが経済センサスをはじめ政府統計調査における集計・結果表作成を行え

るようになる。 

NISにとって経済調査データの集計は2011年の経済センサスが初めてであり、人口センサス

よりも特に高度な技術を要するデータクリーニングに想定以上の労力と時間を要する結果と

なった。しかし、日本人専門家による多大な技術的助言を得て、集計作業全体は大幅な遅れ

なく完了した。経済センサスのデータ集計の経験により、知識と技術は強化されているが、

まだ十分ではなく、2014年に予定されている、経済統計調査（サンプル調査）にて、もう一

度同様のプロセスを繰り返すことにより、専門家の支援が不要なレベルに達することが見込

まれる。 



 

 

アウトプット3：NISが経済センサスをはじめ政府統計調査における結果分析を行えるように

なる。 

経済センサスの結果分析報告書はすでにいくつか完成し、本格的な分析報告書は現在作成

中であり、作業は少し遅れている。要因は、経済調査の結果分析に必要な分析方法、作表技

術、企業財務分析の基礎知識などの不足、分析作業と2013年農業センサスの準備作業のスケ

ジュール重複などが挙げられる。日本人専門家の助言により、分析能力は向上してきており、

プロジェクト終了時までには同様の分析を行えるレベルに達することが見込まれる。 

 

アウトプット4：NISが経済センサスをはじめとする政府統計調査結果の提供および政府統計

に関する理解促進を行えるようになる。 

NISは、2011年の経済センサスの速報及び確報を刊行物や統計地図、センサスアトラスなど

の形での公表、マスコミを通じた発表、大規模な結果発表セミナーも数回開催している。NIS

は統計調査結果の発表や広報活動に慣れており、初の経済センサスの結果提供を様々な形で

行ったことで、提供能力はさらに向上した。NIS職員は、様々なツールを使った結果の提供能

力に自信を持っている。 

 

アウトプット5：NISが経済センサスに関する小地域統計を実施できるようになる。 

プロジェクトでは、NISの職員に対し、経済センサスの結果に関する県レベルの表の作成、

分析・記述などについての研修を実施した。これまでのところ、NISによる地域別の統計は、

州、県別のセンサス結果の公表にとどまっており、現在、県レベルのより詳細な情報を提供

すべく、州別報告書の作成に取り組んでいるところである。 

 

アウトプット6：州計画局が州レベル以下の行政単位における結果表の作成・公表を行えるよ

うになる。 

プロジェクトでは、NISのリージョナル・オフィサー（RO）とアシスタント・リージョナ

ル・オフィサー（ARO）をトレーナーとして育成し、これまでに15の州で州計画局の統計事

務所職員に対して統計表の作表、統計地図の作成、行政単位別のデータ分析、報告書作成に

かかる研修が行われた。15州の計画局では小地域統計報告書の作成に取り組んでいる。州計

画局にとっては不慣れな作業であるため、進捗は遅く、C/P、専門家共に、成果6の達成には

プロジェクト後半でNISによる州計画局支援がさらに必要であると考えている。 

 

アウトプット7：NIS及び州計画局が政府統計に必要な技術・知識を維持するための仕組みが

構築される。 

プロジェクトの下で、2011年経済センサスにかかる各ステップに関し多くのマニュアルや

参考資料が整備された。それら資料は、NISの関係職員に頻繁に参照され、2014年の経済統計

調査を含む他の経済統計調査でも高い活用度が見込まれる。一方で、それら資料は、活動に

関係した各職員が一部ずつ所有する形となっており、体系的な形で管理・共有はされていな

い。 

 

アウトプット8：NIS及び州計画局の調整能力が向上する。 

センサスや大規模統計調査に関しては、「カ」国政府に関係機関の調整メカニズムが各種存

在し、NISはこれらのメカニズムを通じて適切に調整を行っている。常設の委員会の他、セン

サス実施ごとに国家センサス委員会（NCC）、センサス技術委員会（CTC）が形成され、ハイ

レベル、ワーキングレベルでの調整が行われている。2011年の経済センサスでは、NISはこれ

らの委員会を通じて事業所の協力促進やセンサスキャンペーンの円滑な実施に必要な関係機



 

 

関の協力を取り付けた。プロジェクトが支援予定の2013年中間年人口センサスと2014年経済

統計調査については、それぞれ技術委員会が形成され、調整は円滑に進んでいる。 

州レベルの調整は、州政府と中央政府各省の出先局から成る州センサス委員会（PCC）にて

行われることとなっているが、本レビュー調査では時間の制約上、その有効性までは確認で

きていない。 

 

３－１－２ プロジェクト目標の達成度 

プロジェクト前半は経済センサスの実施支援を中心として、NISはカンボジア初の経済セン

サスを、大きな遅れなくプロジェクト活動を遂行し、計画、実施、データ集計、結果分析、

結果提供、小地域統計、関係機関の調整といった必要な基本的能力は向上した。しかし、デ

ータ集計や進行中の結果分析などにおいては困難もあり、日本人専門家の多大な努力が問題

の克服に大きく貢献したことは特筆すべきである。2013年の中間年人口調査、2014年の経済

統計調査においては、よりNISがリードを取る形で各活動を実施し、これまでに築かれた基礎

を一層強固にすることが望まれる。 

州計画局は、統計調査実施の経験は十分であるが、初めての小地域統計では進捗は遅く、

RO、AROからの支援が想定以上に必要となっている。 

 

３－１－３ 上位目標の達成度 

中間レビュー時は上位目標の達成度を測る段階にないが、達成に向けた数々の良い兆候が

確認された。NISの統計データはカ国政府の基本開発政策のモニタリングなどに使用されてお

り、NIS局長をはじめ、計画省の計画局長も計画立案・モニタリングにおける統計情報の重要

性を強く認識している。NIS及び州計画局による統計調査も大規模調査がほぼ定期的に、小規

模調査は数多く実施されてきている。それらの結果は様々な形で公表されており、上位目標

達成に向けて着実に前進している。 

 

３－２ 実施プロセス 

NISの統計調査実施の経験と日本人専門家の多大な努力により、中間レビュー時点までプロジ

ェクト活動は大きな遅れもなく、円滑に実施されている。プロジェクトのマネジメントは、関

係機関との調整、実施スケジュールの管理、多数の日本人専門家間の調整、NISの幹部のコミッ

トメント等の観点で適切であった。 

特に関係機関との調整は、「カ」国政府のトップレベル及びワーキングレベルの調整メカニズ

ムが機能し、各種統計活動の円滑な実施を促進している。ドナー間の調整も政府の調整メカニ

ズムや個別の会合を通じ、またチーフアドバイザーの貢献により、非常に効果的に行われている。

一方で、プロジェクトの後半の活動実施に向けて改善の余地もある。一つは、プロジェクト

のマネジメントが日本人専門家に任され、全体の進捗などのNIS側との情報共有が難しくなり、

カンボジア側のオーナーシップが発揮されていないという問題がある。また、各分野のプロジ

ェクト活動にC/Pが部局を超えて配置されていることから意思伝達経路が確立されにくく、専門

家とC/Pのコミュニケーションの効率化を妨げると同時に、専門家がプロジェクト活動を先導せ

ざるを得なくなっている。もう一点懸念されるのは、農業センサスの実施スケジュールが早ま

ったことで、一部のC/Pが多忙となり、分析報告書の作成が遅れていることである。この点は適

切な対処が必要である。 

 

３－３ 評価結果の要約 

 （1）妥当性 

「カ」国政府の基本開発計画である国家戦略開発計画（NSDP）は優先政策実施における



 

 

統計情報の重要性を強調している。特に民間セクター開発及び国内外からの投資誘致、国

家人口政策実施において、経済センサス及び2014年の中間年人口調査の役割が重視されて

いる。また、プロジェクトの目標は、政府統計の活用促進、NISによる質の高い統計情報の

提供を目指す統計マスタープラン2008-2015（SMP）に資するものでもある。行政機能強化

を支援の重点の一つとする日本の対カ国国別援助計画とも整合しており、本プロジェクト

の妥当性は現在も非常に高いと判断できる。 

 

 （2）有効性 

プロジェクト前半におけるカンボジア初の経済センサスの実施を通じ、統計調査計画・

実施、データ集計、結果分析と分析報告書の作成、結果の提供のいずれの分野においても

NISの能力は向上している。小地域統計についても、NISの担当職員の能力向上が進み、州

計画局への支援を行うことができるまでになっている。一方、州計画局については、経験

に基づき統計調査を実施する能力は備えているものの、小地域統計については進捗が遅く、

プロジェクト後半にはNISによるさらなる支援が必要である。 

以上のとおり、一部さらなる努力が求められるものの、プロジェクト目標の達成に向け

た進捗状況は良く、実施プロセスも概ね円滑であることから、高い有効性が見込まれる。

 

 （3）効率性 

プロジェクトの進捗、達成度に照らし、両国のインプット、プロジェクト活動は概ね適

切に行われており、プロジェクトの円滑な実施を妨げる深刻な問題は見受けられない。 

専門家は活動計画に合わせて短期で投入され、機材は必要最低量に抑えられている。C/P

研修、第三国での技術交換プログラムも人数、内容に鑑み、費用対効果が高い。「カ」国側

も十分な人数のC/Pを配置し、プロジェクトの円滑な実施に貢献している。費用負担につい

ても、経済センサスでは全費用の20％を負担した。 

一方で、円滑な活動実施をやや妨げる問題も確認された。一つは、経済センサスの一部

作業において、計画よりも時間を要したことから、日本人専門家の業務量が増え、派遣期

間を超えて日本からの支援が必要となっている。また、小地域統計に関し、州計画局の能

力向上が遅いことから、RO及びAROによる州計画局支援が当初予定よりも増えている。も

う一点は、農業センサスの実施スケジュールの変更により一部のC/Pのプロジェクト従事時

間が制限され、プロジェクト活動の円滑な実施に対するリスク要因となっている。 

 

 （4）インパクト 

NISの統計情報はカ国基本開発政策のモニタリングに使用されるなど、プロジェクトは将

来の上位目標の達成に向けて顕著な進捗を示している。各省による経済センサスの結果の

活用はまだ確認されていないが、鉱工業エネルギー省や経済財務省などによる活用の可能

性は高い。また、本中間レビューでは以下のような正のインパクトが確認された。 

 経済センサスの全国キャンペーンを通じ、一般市民の統計情報の重要性の認識、NISの

活動や日本の協力にかかる認知度が高まった。 

 NISの統計情報が日本の研究機関など、国外で活用されている例が確認された。 

 プロジェクトの下で行われたスリランカセンサス・統計局との技術交換の結果、同局

が初の経済センサス実施に向け、NISのマニュアルや資料を参考にしたいとしている。

また、今後、以下のようなインパクトが期待できる。 

 経済センサス結果の国民経済計算の質の向上、ひいては効果的な産業政策の策定への

貢献 

 プロジェクトの下で作成された事業所ディレクトリーとサンプリングフレームの将来



 

 

の経済調査への活用 

 小地域統計の導入による分権化政策への将来的貢献 

上記以外にも、他ドナーとの相乗効果が期待できる。農業センサス（国連食糧農業機関

（FAO）他が支援）への本プロジェクトC/Pの経験、技術の貢献や、他ドナーの援助政策や

プロジェクト計画の策定・実施における経済センサス結果の活用などが見込まれる。実際、

世界銀行による投資環境アセスメントにはすでに活用されている。他方で、上記農業セン

サスへのドナー支援やSIDAによるNIS職員への英語研修などの支援は、本プロジェクトの

上位目標達成に貢献するであろう。 

 

 （5）持続性 

プロジェクトは持続性確保に向けて努力している。政策・制度、組織、財政、技術面か

ら見た持続性は以下のとおりである。 

 人口センサス、経済センサスの10年ごとの実施は統計法（2005年）に定められ、2008

年に策定された統計マスタープラン（SMP）では、プロジェクトが支援する中間年人

口調査、経済統計調査を含むその他のセンサス・統計調査の実施が2015年まで計画さ

れていることから、統計調査に対する政策・制度面の持続性は確保されている。 

 組織面では、上述のとおり、プロジェクトのマネジメントが専門家に任されており、

NISによるプロジェクト全体の進捗の情報共有とオーナーシップの確保に対するリス

ク要因となっている。 

 財政面では、継続した統計調査活動実施のための資金確保について特に懸念が残る。

これまでは実施費用の多くをドナーに依存しており、カ国政府の資金負担は統計調査

ごとに決定され、SMPとのリンクも確保されておらず、計画されている統計調査のい

くつかについては資金調達の目途が立っていない。また、ドナー支援活動への従事手

当がない場合、NISが各統計調査に適切なNIS職員を配置できるかどうかにも不安が残

る。また、州計画局レベルでは、プロジェクトの下で供与された機材の維持費用の確

保が必要となっている。 

 技術面では、プロジェクトはマニュアル等の整備を行っており、日本人専門家による

実践重視の技術協力方法の一部として実際の調査活動等の場面で活用され、技術力の

持続性にも貢献すると考えられる。州計画局による小地域統計活動の継続、技術力の

維持のためには、プロジェクト終了後もNISが州計画局の能力向上を支援し続ける枠組

みが必要である。 

 

３－４ 効果発現に貢献した要因 

上述のとおり、経済センサスの実施、中間年人口調査の計画において、カンボジア政府の調

整メカニズムを通じた関係機関との適切な調整、ドナー間の支援の詳細な調整が円滑なプロジ

ェクト活動実施を促進し、効果の発現に大きく貢献している。また、カ国初の経済センサスの

一部作業に遅れもあったが、センサス全体の進捗に影響を与えず、概ね予定どおりの効果が発

現しているのは、日本人専門家の多大な支援によるところが大きい。 

 

３－５ 問題点および問題を惹起した要因 

これまで大きな問題は起こっていないが、経済センサスの実施・分析過程では上述のとおり

一部作業に予想以上の労力と時間を要した。この主な要因は、経済センサスがNISにとって初め

ての経験であり、その実施能力が未知数な部分があったこと、現在遅れている結果分析につい

ては、農業センサス実施スケジュールの変更により、一部C/Pが多忙となっていることである。

プロジェクトのマネジメントが日本人専門家に任されている点については、活動の進捗に影



 

 

響を及ぼしていないものの、プロジェクト終了後を念頭、プロジェクト全体の進捗の共有、NIS

のオーナーシップ醸成、プロジェクトの効果持続の観点から懸念される。 

 

３－６ 提言 

 （1）プロジェクトマネジメントにおける強いオーナーシップの確保 

プロジェクトマネジメントは実質的に日本人専門家が行わざるを得なくなっており、プ

ロジェクト全体の進捗にかかる情報共有にNISのオーナーシップの確保が難しくなってい

ることから、NISがよりリードを取ってプロジェクトのマネジメントを行うことが求められ

る。 

 

 （2）統計活動への予算確保 

技術力維持のためには継続的な統計活動実施が効果的であるが、資金調達の目途が不透

明となっているところ、統計活動資金を投資予算として確保すること、統計活動のための

年間経常予算の増加に向け、NIS及び計画省のより一層のはたらきかけが期待される。また、

それら予算が多年度及び単年度の投資・予算枠組みに含まれる必要がある。中間レビュー

後、できる限り早急に統計活動の資金調達にかかるアクションプランの提示が求められる。

 

 （3）州レベルでの調整の促進 

統計調査実施にかかる中央レベルでの関係機関の調整は政府のメカニズムを通じ効果的

に行われており、このメカニズムの継続が望まれる一方で、州レベルの調整の有効性につ

いては不透明である。アウトプット8では州レベルでの調整能力向上も目指しており、州レ

ベルでの効果的な調整をNIS及び計画省が確保することが必要である。プロジェクトの最終

JCC会合あるいは終了時評価の際に、アクションの提示が求められる。 

 

 （4）州計画局の支援メカニズムの検討 

州計画局は初の小地域統計に取り組んでおり、プロジェクト終了後も小地域統計の継続、

プロジェクトで学んだ技術の維持にNISからの支援が必要と予測されるところ、JCCの最終

会合あるいは終了時評価時にNISによるアクションの提示が求められる。 

 

 （5）その他 

「カ」国では公務員の給与レベルが非常に低く、NISでも職員の統計調査への継続的な参

加には金銭的なインセンティブを必要とする声が主流である。給与の問題は短期的に解決

可能なものではないが、給与改革を通じてのカ国政府による中長期の取り組みが望まれる。

 

３－７ 教訓 

NISは3年ごとにセンサスを実施してきていたが、農業センサスの実施が経済センサスの2年後

と早まったため、C/Pが多忙となり、経済センサスの結果分析作業が遅れている。農業センサス

のスケジュール変更は例外的なケースではあるが、個々の統計調査間のスケジュール調整が円

滑な統計活動の実施に重要であることが改めて明らかになった。 

 




