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評価調査結果要約表

１．案件の概要 

国 名：カンボジア王国 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・公共政策部ガバナ

ンスグループ行財政・金融チーム
協力金額（評価時点）：約 5 億 6,000 万円 

協力期間

（R/D）2010 年 6 月 

2010 年 10 月～ 2015 年 3 月

（4.5 年間） 

先方関係機関：計画省統計局（NIS） 

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：

JICA 協力プログラム「政府統計能力向上プロジェ

クトフェーズ 1」（2005 年 8 月～2007 年 3 月）、「政

府統計能力向上プロジェクトフェーズ 2」（2007 年

4 月～2010 年 9 月） 

１－１ 協力の背景と概要 

カンボジア王国（以下、｢カンボジア｣と記す）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を実現するため、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･モニタリングのため、政府統計の実施能力向上に取り組んできた。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）を通じ、2008 年の人口センサス支

援を中心に計画省統計局（National Institute of Statistics：NIS）の統計能力強化を支援してきた。

これらの協力により 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、カンボジア政府は同国初の経済センサス（Economic Census：EC）の実施を 2011 年に

予定していたため、NIS が同センサスに必要な専門技術･知識を身に付けることが喫緊の課題の

ひとつであった。さらに、地方分権化を推進するカンボジアにおいて、州政府が政策立案･モ

ニタリングに統計情報の活用ができるよう州計画局の政府統計能力の向上に努める必要があ

った。

上記の課題に係るカンボジア政府からわが国へ要請を受け、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（Counterpart：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いる。 

今回実施した終了時評価調査は、2015 年 3 月のプロジェクト終了を控え、プロジェクト活動

の実績、成果を評価、確認するとともに、今後のプロジェクト活動に対する提言及び今後の類

似事業の実施にあたっての教訓を導くことを目的とした。

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、



 

ii 

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（Cambodia Inter-censal Population 

Survey：CIPS）、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）成 果 

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、経済センサスをはじめとする政府統計調査結果の提供及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（Small Area Statistics：SAS）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。

（小地域統計サブプロジェクト） 

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。 

8）NIS 及び州計画局の調整能力が向上する。 

 

（4）投入（評価時点） 

1）日本側 

短期専門家派遣：31 名〔152.75 人月（M/M）〕 

研修員受入：（本邦）12 名、（第三国）15 名 

機材供与：2,570 万円 

ローカルコスト負担：9,620 万円 

 

2）カンボジア側 

カウンターパート配置：2011 年経済センサスのために 24 名、2013 年中間年人口調査

のために 57 名、2014 年中間年経済調査〔Cambodia Inter-censal Economic Survey（IES）〕

のために 27 名、小地域統計のために 12 名（延べ 120 名） 

土地・施設提供：執務室、光熱水道費 

ローカルコスト負担：92 万 7,029 米ドル（2011 年経済センサス、2013 年中間年人口

調査及び 2014 年中間年経済調査実施費用） 
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２．評価調査団の概要 

調査者 ＜日本側＞ 

総 括 富澤 隆一 JICA 産業開発・公共政策部次長 

政府統計 金室 貴子 総務省統計局統計調査部経済統計課サービス年次

統計係長 

協力企画 高附 翔 JICA 産業開発・公共政策部ガバナンスグループ行

財政・金融チームジュニア専門員 

評価分析 首藤 久美子 有限会社アイエムジー上席研究員 

 

＜カンボジア側＞ 

H.E. Ms. Hang Lina 計画省統計局（NIS）局長 

Mr. Heang Kanol 計画省統計局副（NIS）局長 

Mr. Meng Kimhor 計画省統計局副（NIS）局長 

Mr. Khin Sovorlak 計画省統計局副（NIS）局長 

Mr. Kim Net 計画省統計局（NIS）社会統計課課長補佐 

 

調査期間 2014 年 8 月 31 日～9 月 13 日 評価種類：終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（1）投 入 

日本側、カンボジア側からも計画どおり十分な投入が行われた。小地域統計サブプロジ

ェクト実施にあたって、計画していたよりも多数の地域指導官（Regional Officer：RO）と

副地域指導官（Assistant Regional Officer：ARO）の州への配置が必要となったが、NIS は

この状況に対応し、十分な数の人的資源を州計画局支援のために投入した。 

 

（2）成 果 

＜成果 1（計画・調査実施）＞ 

成果 1 は達成された。NIS 及び州計画局は 2011 年経済センサス、2013 年中間年人口調

査、2014 年中間年経済調査を成功裡に実施し、人口・経済調査の両方を計画・実施できる

ようになった。特に、2011 年経済センサスに関しては、カンボジアで実施された初めての

事業所に関する全数調査であったことをかんがみると、大きな成果だったといえる。 

 

＜成果 2（集計・審査）＞ 

成果 2 は達成された。NIS は 2011 年経済センサス、2013 年中間年人口調査、及び 2014

年中間年経済調査のデータ集計・統計表の作成を行った。C/P は、その過程で、シンプル・

カリキュレーション・システム（Simple Calculation System：SCS）やセンサス調査処理

（Census and Survey Processing System：CSPro）といった統計ソフトウェアの使い方を学ん

だ。現在は、専門家からの手厚い支援を必要とせずにそれらのプログラムを使いこなすこ

とができる。一方で、経済データに関しては、企業・事業所が多種多様な特徴をもってい
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ること、コンピュータ処理による自動的なエラーの補定（imputation）が不可能なこと、

C/P 職員が経済データの扱いに不慣れなことなどから、データクリーニングに要する時間

が見込みよりも大幅に（半年程度）長くなった。 

 

＜成果 3（分析）＞ 

成果 3 は、一定程度達成されたものの、さらなる支援が必要である。2011 年経済センサ

ス及び 2013 年中間年人口調査のデータ分析・レポート作成を行う過程で、NIS 職員の分析

能力は向上した。NIS は人口調査に関しては、ほぼ自立して分析レポートを作成すること

ができている。他方、経済調査の分析に関しては、いまだに専門家から重点的な支援が必

要な状況である。これは、主に、2011 年経済センサスが、カンボジアにとって初の経済セ

ンサスであり、NIS にこれまでの経験の蓄積がなかったためである。 

 

＜成果 4（結果提供）＞ 

成果 4 はおおむね達成されたが、ウェブサイトへの情報掲載について改善すべき事項が

ある。NIS は統計調査結果を提供するための式典やセミナーの開催手続きを確立したほか、

2011 年経済センサス、2013 年中間年人口調査に関する各種多様なレポートを刊行した。

一方で、レポートの NIS ウェブサイトへの掲載については、現在のところ、2011 年経済セ

ンサスに係る 1 冊のレポートが掲載されているだけであり、より積極的な掲載が望まれる。

 

＜成果 5（小地域統計）＞ 

成果 5 は達成された。RO・ARO は研修を受講し、小地域統計実施・指導方法を習得し

た。その後、RO・ARO は、州計画局に対して小地域統計を指導できるレベルになった。

 

＜成果 6（州計画局に対する研修）＞ 

成果 6 は一定程度達成された。各州計画局に対してコンピュータ室整備のための機材供

与が行われ、小地域統計に関する研修も計画どおりすべての州で実施されている。しかし、

州計画局職員は、これまで能力強化研修を受けた経験が少なく、小地域統計実施能力はま

だ限定的である。地方分権化を進める首相の命令により、2014 年 2 月に NIS 内に地方統計

課（Sub-national Statistics Department）が新たに設置されたので、今後は、プロジェクトの

小地域統計サブプロジェクト実施経験を踏まえ、当課が来年（2015 年）から本格的に州計

画局の強化に取り組んでいくことが推奨される。 

 

＜成果 7（ナレッジマネジメント）＞ 

成果 7 はおおむね達成されたが、文書管理について改善すべき事項がある。2011 年経済

センサスの際、重要な業務手続等は、各種マニュアルの形で整備され、以前と比べ、職員

間での技術・知識の移転が容易になった。しかし、職員間で、主要な文書のソフトコピー

の共有システムや手続きが確立されておらず、管理が十分でない状況である。また、NIS

がドナーにソフトコピーの管理を依存している状況が見受けられる。 
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＜成果 8（調整）＞ 

成果 8 は達成された。中央・州レベルに設置されているさまざまな調整メカニズムは問

題なく機能している。 

 

（3）プロジェクト目標の達成度 

NIS・州計画局ともに、人口・経済調査及び小地域統計を実施する能力を向上させてお

り、プロジェクト目標は、比較的高いレベルで達成できる見込みである。しかし、成果 3

（NIS の分析能力）、成果 6（州計画局の小地域統計実施能力）については、課題が残され

ている。 

 

（4）実施プロセス 

1）効率的な専門家派遣 

専門家は短期のシャトル型で派遣されており、先方のニーズに対応した柔軟かつ効率

的な派遣が可能となっている。 

 

2）効果的な官民合同の専門家体制 

専門家チームは直営の官団員と業務実施契約の民間コンサルタントで構成されてお

り、官民合同の派遣体制が採られている。この体制により、NIS が必要とする多岐にわ

たる専門分野の人材を調達することが可能となり、プロジェクトの有効性向上に寄与し

ている。 

 

3）2013 年農業センサスの影響 

農業センサスが 2013 年 4 月に急遽実施されたため、その時期、C/P 職員はプロジェク

ト活動に対して十分な時間を割くことができなかった。これにより、C/P の 2011 年経済

センサス分析とレポート作成作業に遅れが生じた。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性 

妥当性は高い。プロジェクトはカンボジアの優先開発政策や日本の対カンボジア ODA

政策に合致しているほか、日本が得意とする政府統計の技術を支援しながら、NIS・州計

画局職員といったターゲットグループのニーズに適切に対応した活動を展開している。加

えて、本フェーズで最大の効果を引き出すことができるよう、フェーズ 1、2 との一貫性・

連続性を確保しながら、継続した日本の技術協力を行うというプロジェクトのアプローチ

は適切だといえる。 

 

（2）有効性 

有効性は比較的高い。NIS の経済データの分析能力及び州計画局の小地域統計実施能力

はさらに強化していく必要があるが、概して各種調査の実施能力は向上し、関連機関との

調整能力も問題ないレベルに達している。プロジェクト目標は協力期間終了時までに比較

的高いレベルで達成される見込みである。 
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（3）効率性 

効率性は比較的高い。投入は日本・カンボジア両国から計画どおり行われ、特に人的資

源の配置が適切に行われた。各種調査が成功裡に行われ、投入に見合ったアウトプットも

産出されている。他方、2013 年に農業センサスが急遽実施され C/P の業務量が増大したこ

と、2011 年経済センサス及び 2014 年中間年経済調査の経済データクリーニングに時間を

要したこと等の要因がプロジェクトの効率性を低下させた。 

 

（4）インパクト 

インパクトは比較的高い。NIS・州計画局が政府統計を実施するために必要なスキルと

知識を身に付けていることから、上位目標の達成の可能性は高い。ただ、課題として、統

計マスタープランで計画されている今後の統計調査に必要な財政資源を獲得できるかど

うかという不安材料がある。NIS の経済データ分析能力と州計画局の小地域統計実施能力

を今後さらに向上させていけるかどうかも、上位目標達成度を左右する。なお、これまで

提供された統計結果は、カンボジア国内外で、政策決定や研究等に広く参照・活用されて

おり、正のインパクトが確認できる。 

 

（5）持続性 

持続性は中～比較的高程度である。政策的・組織的持続性は高いが、統計マスタープラ

ンで計画されている統計活動が適切に実施されるように財政的持続性を高めていく必要

がある。NIS の経済データ分析能力及び州計画局の小地域統計実施スキルが今後強化され

れば、技術的持続性はさらに高まるであろう。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること 

専門家の短期ベースの派遣や官民合同の専門家チーム構成がプロジェクトの効果発現

に寄与している。 

 

（2）実施プロセスに関すること 

該当なし。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（1）計画内容に関すること 

該当なし。 

 

（2）実施プロセスに関すること 

該当なし。 

 

３－５ 結 論 

フェーズ 1 より継続して実施されている JICA の技術協力により、NIS 職員の能力は確実に

向上した。フェーズ 3 である本プロジェクトは、NIS 職員だけでなく、地方の州計画局職員の
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能力向上にも積極的に取り組んでいる。プロジェクトは、比較的高いレベルでプロジェクト目

標を達成することができると見込まれる。成果 3（NIS の分析能力）及び成果 6（州計画局の小

地域統計実施能力）の達成度合いを高める努力がなされれば、プロジェクト目標の達成度はよ

り高くなるだろう。 

 

３－６ 提 言 

＜プロジェクトへの提言＞ 

（1）NIS の経済データ分析能力の強化 

NIS が政府統計を計画・実施する能力は向上したが、分析能力、特に経済統計データの

分析を行う能力はまだ十分ではない。プロジェクトの残り期間で、NIS 職員は専門家とと

もに 2014 年中間年経済調査の分析レポートの作成を行い、分析能力を向上させる必要が

ある。また、この目標達成のために、プロジェクト期間の延長を JICA とともに検討する

ことも一考である。 

 

（2）ウェブサイトを活用した統計情報の提供 

プロジェクトが刊行した各種レポートをウェブサイトに掲載することにより、統計情報

をより多くの関係者に、効率的に提供することができるが、現在のところ、NIS ウェブサ

イトへの統計レポートの掲載は限られている。残りの協力期間で、プロジェクトは、NIS

内の関連部署とともに、クメール語で作成された小地域統計レポートを含む各種レポート

をなるべく多く掲載するよう提言する。ウェブサイトへの掲載が難しい場合には、

CD-ROM でデータを提供したり、NIS 内に設置されている「データ利用者サービスセンタ

ー」を積極的に紹介するなど、利用者が統計データを入手しやすくなるような便宜を図る

とよいだろう。また、NIS 内の担当部署の責任と役割を明確化し、ウェブサイト掲載のた

めの業務手順を確立させるべきである。 

 

＜NIS への提言＞ 

（3）今後の統計調査活動に必要な資金の確保 

統計マスタープランや関連政令において、2017 年に中間年経済調査が、2018 年に人口

センサスが計画されている。NIS はこれらの調査実施のための十分な資金を確保するため

に予算計画を作成するべきである。NIS は、計画省や経済財政省、そしてドナー等に対し

て、政府統計が政策策定・モニタリングのために欠かせないことを主張していく必要があ

る。 

 

（4）計画省・NIS による州計画局への支援強化 

プロジェクトは小地域統計支援により州計画局の能力強化に取り組んだが、NIS のこう

した地方支援の活動は緒に就いたばかりである。新設された地方統計課は、プロジェクト

の小地域統計支援の経験に基づき、州計画局支援のための具体的な行動計画を立てる必要

がある。 

また、計画省・NIS は、プロジェクトが供与した資機材の維持管理費用を確保できるよ

う、州計画局を支援するべきである。 
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（5）移転されたスキル・知識の維持のための情報管理 

プロジェクトを通じ、重要な業務や情報は業務マニュアル等の形で文書化されたが、そ

うした文書の共有は主に個人ベースで行われている。また、重要な文書のソフトコピー管

理に関して、ドナーへの依存度が高い状況も見受けられる。ソフトコピーの管理について

は、情報共有システムや手続きを改善し、組織として適切な管理を行うことが必要である。

文書管理を改善することにより、統計活動に不慣れな人員に対しても効率的にスキルや知

識を移転することが可能になるであろう。 

 

（6）主要なセンサスのスケジュール調整 

農業センサスが予定よりも 1 年前倒しになり、2013 年に実施された。これにより、プロ

ジェクト活動の円滑な実施が妨げられた。このような状況を発生させないため、センサス

は適切な間隔を置いて実施されるべきである。次回の農業センサスについては、次回経済

センサス実施の 3 年後に行われるべきである。 

 

３－７ 教 訓 

（1）経済センサス/調査に関する課題 

人口調査とは異なり、経済調査のためのデータクリーニングには長い時間を要すること

が明らかになった。これは、企業・事業所が多種多様な特徴をもっていること、職員が経

済データの扱いに不慣れなこと、そしてコンピュータ処理による自動的なエラーの補定が

不可能なことなどの要因による。プロジェクトは、2011 年経済センサス、2013 年中間年

経済調査実施の際にこの問題に直面し、活動に遅延が生じた。また、C/P の分析能力向上

のために十分な時間を割くことが難しくなった。 

そのため、プロジェクト実施機関の経済調査経験が乏しい場合、データクリーニングの

ための時間を十分に取るようにすべきである。また、C/P の基礎知識を向上させるために、

会計や企業活動に関する研修を十分に行うべきである。また、案件形成の際には、C/P や

その他経済調査を実施することになる関係者が、どの程度会計・企業活動に関する基礎知

識をもっているかを評価するアセスメントを実施するべきであろう。 

 

（2）他のセンサス活動との調整 

2013 年に急遽農業センサスが実施されたことは、C/P の業務量増大を招き、プロジェク

トに負の影響を与えた。特に 2011 年経済センサスの分析作業に影響が及んだ。プロジェ

クトの円滑な遂行が阻害されないためには、C/P がプロジェクト外の業務として担当する

他のセンサスとのスケジュール調整が重要である。 

 

（3）統計分野技術協力プロジェクトのデザイン 

センサスのように、次の活動までに 10 年といった長い時間が空いてしまうような活動

に対する技術移転を行う際には、一度限りの技術協力にとどまらず、技術の定着を図るた

めの継続的な OJT による支援が必要である。その点、フェーズ 1 から継続して中間年セン

サス等を含めた主要な機会に技術移転・定着の支援を行っている本プロジェクトは、プロ

ジェクトデザインの観点から適切な支援だったといえる。 
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（4）センサス実施のための予算の確保 

課題別指針『統計』（平成 22 年 8 月改訂版）にもあるとおり、途上国においては、人口

センサス、経済センサスなどの大規模統計調査を実施するための経費を独自に予算化する

ことが困難なので、ドナー間の調整や技術協力と他のスキームとの連携が重要になってく

る。本プロジェクトでは国連人口基金（United Nations Population Fund：UNFPA）との共同

での実施やノンプロジェクト無償資金協力見返り資金の活用など、調査実施の費用の確保

が適切に行われた。一方で先方政府負担の割合は当初より増加したものの、独自で実施で

きるほどには至っておらず、財政的な持続性の確保の難しさが改めて確認された。統計分

野の支援にあたっては、プロジェクト終了後の統計調査の財源確保についても検討する必

要がある。 

 

 




