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包絡分析法による日本の情報通信分野における ODA の評価 

An Evaluation of the Recipients of Japan’s Official Development Assistance in 
the Telecommunications Sector by using Data Envelopment Analysis 
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要旨 

日本は半世紀以上にわたり、発展途上国の情報通信網発展に向けて各種 ODA プログラムを実

施してきた。しかし、近年は情報通信分野の ODA は減少傾向にある。今後の開発援助活動に向

け、過去の評価、総括が求められる。本稿では実績データを基に日本の情報通信分野での ODA
の特徴を明らかにするとともに、包絡分析法を用いて、日本の借款供与先における通信網拡大、

人材育成に関する援助の効率性を比較、検証する。援助額、研修員数などを入力データとし、電

話回線増加数の変化、平均故障間隔時間を出力データとして分析すると、他地域と比較してアジ

アの多くの被援助国において、日本の援助がより効率的であったことがわかる。また、プロジェ

クト後も通信網拡大が促進されており、日本の ODA が途上国の通信網発展への触媒的役割を果

たした可能性が高いことを明らかにする。 

 

キーワード：ODA、データ包絡分析、情報通信インフラ、資金協力、技術協力 

 

Abstract 
For over half a century, Japan has implemented various official development assistance 
(ODA) programs for the advancement of telecommunications infrastructure in 
developing countries. However, in recent years, Japan’s ODA to the telecommunications 
sector has reduced, and therefore, it is necessary to evaluate the efficacy of assistance 
for future activities. In this study, we analyze data from the past to clarify the features 
of Japan’s ODA in the telecommunications field. Furthermore, by using data 
envelopment analysis (DEA), we quantitatively compare and verify the efficiency among 
countries benefitting from Japan’s financial cooperation in the form of loans. On 
selecting the sum of financial assistance, the number of trainees, etc., as input data and 
the increase in the number of telephone lines and mean time between failures as output 
data for DEA, it is clear that most Asian recipients utilized Japan’s ODA more 
efficiently than recipients from other regions did. Evaluation of the difference in the 
number of telephone lines before, during, and after each project and the repayment 
situation of yen loans makes it clear that Japan’s ODA acted as a catalyst in the growth 
of telecommunications networks in developing countries, particularly in the Asian 
region.  
 
Keywords: Official Development Assistance, Data Envelopment Analysis, 
telecommunications infrastructure, financial cooperation, technical cooperation  
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1. 背景 
日本の情報通信分野における ODA はコロンボプラン（Colombo Plan）加盟の翌年 1955

年にアジアからの研修員受入れにより開始された。以来、多くの政府、学界、産業界の人的、

物的リソースを費やして各種 ODA プログラムを実施し、発展途上国のネットワークインフ

ラの開発、人材育成に貢献してきた。しかし、1990 年代半ば以降日本の財政逼迫、途上国

を含めた通信事業体の民営化により、情報通信分野の ODA は減少している。今後、ネット

ワークインフラの構築、人材育成に向けODAを必要とする後発途上国を支援するためには、

過去のプロジェクトの評価が求められる。 
個々の案件については、国際協力機構（JICA）、国際協力銀行（JBIC）などが事前、事

後の評価、プロジェクト期間中のモニタリングを実施し、ミクロ的評価が各報告書にまとめ

られている。しかし、情報通信分野においては被援助国では複数の円借款プロジェクトが並

行或いは連続して実施されたケースが多い。それらの実績データを基に全体的、マクロ的に

評価する必要がある。包絡分析法（DEA: Data Envelopment Analysis）を用いて、援助を

効率よく発展に結び付けか否かについて被援助国間の比較を行う。また、援助供与国の日本

にとっては、直接的な設備の増強だけでなく、援助が供与先の情報通信開発に弾みをつけた

か否かが重要である。 
本稿の構成は、2 章で情報通信分野における日本の ODA の特徴を明らかにする。3 章で

は、日本 ODA を特徴づける円借款プロジェクトについて借款額や日本への研修員数などの

データを基に包絡分析法を用いて被援助国間の効率性を比較、分析する。4 章ではプロジェ

クト前後の成長を比較し、日本の ODA が被援助国のネットワークインフラの開発に触媒的

役割を果たしたことを明らかにし、5 章でまとめる。 
 
2. 情報通信分野における日本の ODA の特徴     

JICA などの実績データや OECD（Organization for Economic Co-operation and 
Development）統計などから情報通信分野の ODA 額、シェア の推移を DAC（Development 
Assistance Committee）国と比較するとともに、日本や DAC の地域的配分を求める。 

 

2.1 情報通信分野の重視 

 日本の ODA は 1980 年代までは拡大の一途をたどり、1990 年代には ODA 拠出額世界一

となった。しかし、財政赤字により一般会計予算は 1997 年をピークに確実に削減されてい

る。その中で情報通信分野の ODA 事業費（約束額ベース）も図１のように 1990 年代から

減少傾向にある。ODA 全体に占める情報通信のシェアについては、日本も DAC もシェア

は低下傾向であるが、日本は他の先進国と比較して、情報通信分野に重きを置いてきたこと

がわかる。結果として図 2 のように、全世界の二国間 ODA 総額における日本のドナーとし

ての比率は約 15％であるが、情報通信分野に限ると日本の比率は 30％を超える。日本の

ODA は経済インフラ重視といわれるが、その中でも情報通信分野がより重視されているこ

とがわかる。 

 

2.2 アジア地域への高い配分 

 日本の ODA はアジアの比重が高いが、情報通信分野においても地域的配分はアジアの比
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率が圧倒的に高い。フィージビリティスタディやマスタープラン作成を実施する JICA の開

発調査事業は当初からアジアの比率が高く、その調査結果に基づき実施される有償／無償の

援助プロジェクトも当然アジア中心となった。無償資金協力については、当初の 70 年代に

はアジアは 70％を占めていたが、80 年代以降は無償援助適格国としてアフリカ地域の比率

が高まった。円借款については返済負担を伴うため、成長の見込まれたアジアの比率が高く、

アフリカの比率が低くなった。 

 人材育成のプログラムについてもアジアの比率が高い。中南米への専門家派遣や研修員の

比率は他の援助プログラムより高い。中南米ではプロジェクト方式技術協力による電気通信

訓練センタープロジェクトが 5か国で７プロジェクト実施され、人材育成を重視していたこ

とがわかる。研修員受入れもアジアの比率は高いが、幅広く全世界から受入れており実績の

ない国は先進国を除き、数カ国である。資金協力などの対象国からの研修員数は多いが、他

の援助プログラムでは対象となっていない国々からも研修員を受入れている。 

 

2.3 高い借款比率 

 日本の援助は途上国の自助努力を促すために返済義務のある有償資金協力、いわゆる円借

款の割合が高いといわれている。二国間 ODA における借款の割合を算出すると表 1 になる。

2010 年までの全分野の累計では、援助総額の 62％が円借款に割り当てられた。情報通信分

野に限定するとさらに高く 77％になる。欧米の先進国の援助は無償が一般的である。日本

を除く DAC の全分野の借款比率は 18％である。情報通信分野では 45％となるが、日本の

77％に比較すると低い。しかし、それでも全分野の倍以上の比率である。一般的に情報通信

のプロジェクトにおいては他分野と比較して収益性があり返済の可能性が高い、と評価され

ていたことになる。 

 

3. 包絡分析法を用いた被援助国間の効率性比較 

 情報通信分野における日本の ODA の目的の一つは、前章のデータから、円借款、人材育

成のプラグラムを活用した通信インフラの整備拡充であったといえる。日本が援助の重点を

置いてきたアジアの国々と他の地域と比較し、援助の効率性について検証する。 
 

3.1 DEA 法の通信分野における援助への適用 

 事業体などの組織の効率性を相対的に評価する手法として包絡分析法（DEA: Data 
Envelopment Analysis）がある。DEA 法は事業体の相対的効率を比率尺度に基づいて評価

する手法である。1 入力・1 出力であれば出力／入力が大きいと効率的であるとの考え方を

多入力・多出力の相対的な効率性判定へ拡張したものである。入出力項目が金額、回線数、

人数など次元が異なるものの場合に DEA は有効である（Cooper et al 2000)。 
 電気通信事業に DEA 法を適用した例（矢田 1995）では、総資産、従業員数、総運営費

を入力とし、全事業収入、全回線数を出力とした。事業運営の観点から評価する場合は代表

的な指標として、収支率がよく用いられるが、ODA の場合、経済インフラとしての特徴、

独自性を反映した客観的かつ定量的な評価が求められる。ODA の援助に相応しいモデルを

検討、分析する。 
（１）分析対象組織（DMU：Decision Making Unit） 



  第 30 回情報通信学会大会予稿 

－4－ 

日本のODAの特徴の一つは表 2に示したように円借款によるインフラ構築の支援である。

通信インフラの量的、質的改善を直接的な目的とする円借款の供与先を分析対象として、そ

の効率性の比較・評価を試みる。円借款は 1962 年度パキスタンの「電信電話施設拡張計画」

を始めとして、国内通信網関連は 37 ヶ国 171 件実施された。円借款の供与先は国であり、

いずれも援助開始時においては、国内通信事業は国営の1社体制であり、DMUは国とする。

現在継続中のカンボジア、ベトナムは除く。また、中国を含めて DEA 分析を行うと、他の

34 ヶ国中 18 ヶ国にとって中国が優位集合なる。入出力項目が 2 桁大きくなる中国を参照す

ることは非現実的であり、DEA 法は中国を除いた 34 ヶ国について比較分析を行った。（表

3 参照） 
（２）入出力項目 
 国内通信網に関する円借款については、基幹網（長距離網）、地域網に限定したもの、両

者を含めた全国的な整備拡充に分類される。円借款とともに被援助国は独自による設備投資

も行われている。しかし、1990 年代までは途上国の通信分野の設備投資額に関するデータ

は存在しない。通信サービスの需要、設備投資の大きさの指標としてプロジェクト開始時の

GDP を用いる。また、途上国の通信インフラの構築を進める上では資金的支援とともにネ

ットワークを設計、構築、運営するオペレーション人材の育成が不可欠である。日本は研修

員を広く世界各国から受入れているが、特に資金協力のプロジェクトを実施している国から

はより多く受入れている。 
ネットワークに関するプロジェクトの効用を測る指標としては網内を流通するトラヒッ

ク量が最も適当と考えられるが、途上国についてはこのデータも ITU 統計に十分には存在

しない。通信の需要、便益はネットワークの外部性により加入者数に依存するためネットワ

ークの量的指標として電話回線数が利用できる。基幹網、地域網などネットワークはバラン

スよく成長する必要があり、加入者を直接収容しない長距離網に関するプロジェクトにおい

ても、ネットワークの拡大過程における円滑なトラヒック流通を目的としており、基幹網に

接続される地域網の電話回線数の増加に寄与しており、電話回線数は指標として適当である。

但し、プロジェクト以前においても回線数は増加している。単純にプロジェクト期間中の増

加回線数を出力項目とすると、援助規模が小さいほど効率がよくなる。このため、図 4に示

すように、プロジェクト期間中の増加回線数と、プロジェクト開始前の伸びを延長したもの

との差が援助の効果とみなすことができる。また通信網の質的指標として伝送品質、接続品

質、信頼性があるが、ITU の統計などから収集できるデータに、信頼性を表す回線当りの

故障率がある。 

以上より、入力項目は、円借款額、プロジェクト期間中に受入れた研修員数、プロジェク

ト開始時の GDP、期間中受入れた研修員数とする。出力項目は量的指標としてプロジェク

トによる増加した電話回線数とする。質的指標として、以下の式のように、回線当りの故障

率から算出される平均故障間隔（MTBF: Mean Time Between Failures）とする。 

MTBF = ∫ 𝑅(𝑡)𝑑𝑡 = 1
𝜆

∞
0    R (t )：信頼度関数, λ：故障率 

図 5 のような 3 入力 2 出力モデルとして分析を行う。評価に用いるデータを表 3 に示す。 
（３）分析モデル 
 DEA 法には複数のモデルがある。通信事業の援助の場合、規模の収穫が増加型であるか
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減少型であるかは一概に判断することは困難である。収穫一定の基礎モデルである CCR モ

デルは、収穫可変を仮定とした BCC モデルよりも効率性の値の差が大きく出る（刃根他 
2000, 末吉 2001））。ここでは一般的な CCR モデルを用い、入力指向型（CCR-I）、出力指

向型（CCR-O）を実施する。 

入力は金額と人数であり、出力は回線数と時間である。入力項目個々の出力項目に与える

影響は異なるが、DEA 法は有効である。 
 

3.2 結果と考察 

 DEA法のWeighted Dataの結果（CCR-I）を表 4 に示す。効率値θと入出力項目に対する

係数V１~V3、U1、U2との積を示している。これらは各被援助国にとって最も都合よく重み

づけされている。その係数による評価値が１となる国が必ず存在し、優位集合と呼ばれる。 
 タイ、スリランカ、インドネシアの効率値が高い。いずれも表 1 に示した日本の各 ODA
プログラムにおいて供与先として上位を占める国である。フィリピンの効率値も高い。これ

らの国については、効率値を最高にする VX は円借款額より GDP に重みを付けている。つ

まり、日本の円借款が十分であったことを示している。しかし、同様に GDP に重きをおい

たとき効率値が最高になるサブサハラの諸国（ガーナ、ソマリア、ザンビア、ジンバブエ）

の効率値は低く、円借款の効果が不十分であった。モーリシャス、ジャマイカについては、

小規模な援助で、首都など特定地域中心にネットワークを整備したため効率値が「1」とな

った。 
 また、出力項目の UY に着目すると、サブサハラ諸国、中南米諸国、ミャンマーは質的指

標に重みを置いたときに効率値が最高になる。改善すべき数値を示す Projection 値からも

電話回線数の増加が不十分であったことがわかる。 
 さらに、DEA ではどこまで改善すれば効率値が上昇するかを示す Slack 値も求められる。

中南米やケニアは研修員数が効率値以上に多い。これは日本が中南米諸国と伝統的に友好的

な関係を築き、特に情報通信分野では人材育成の支援をしているためである。ケニアについ

ては電気通信訓練センターの支援しているため、研修員の受入れも多かった。しかし、これ

らは、日本への研修員が過多であったことを意味してはいない。効率値をあげるにはやはり

ネットワークの量的拡大、即ち、電話回線数の増加が不十分であった。 
韓国や比較から除外した中国を含め東アジアやスリランカ、インドの国々が、他地域の供

与先と比較して、円借款が効率的に活用されたことが明らかとなった。 

 

４．触媒としての ODA 

 DEA 法により被援助国間の効率性を比較したが、プロジェクトの効果を厳密に評価する

には、同じような状況の援助対象国を選び、実施国、未実施国を比較すべきである。しかし、

実際の途上国においては既存ネットワークの状況、経済状況、他国からの援助状況、技術者

のレベルなど様々である。そこで、被援助国間の比較ではなく、被援助国におけるプロジェ

クトの実施中とその前後における回線数の成長曲線（図 4）に着目し分析した。結果を類型

化すると表 5になる。ウズベキスタンを除く各国はプロジェクト実施により加入者数の傾き

は実施以前より大きくなっており、一応の成果は認められる。ウズベキスタンはプロジェク

ト期間中に携帯電話が急速に伸びている。 
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 また、1990 年代にプロジェクトが実施された国の中には、プロジェクト後の加入者数

の伸びが実施期間中より低くなっているが、固定電話の代わりに携帯電話が著しく伸びた国

が多い。プロジェクトにより整備された基幹ネットワーク、ローカルネットワークが携帯電

話網で活用されたことになる。 

プロジェクト実施後、伸びが低下したソマリアは内戦が継続している。無償資金協力につ

いて同様の比較を行うと、スーダン、旧ザイール、ブルンディ、ルワンダの内戦問題を抱え

るサブサハラ諸国において、実施後の伸びが低下している。 

 全体的にみると、プロジェクトの前、中、後に従って加入者数の傾きが大きくなっている

供与先が多い。プロジェクトにより成長が促進された蓋然性が高い。成長曲線の立ち上り時

期に援助が実施されており、適正な時期を選んだといえる。ODA は直接的に通信網の設備

拡充に活用されるだけでなく、供与先の需要を喚起し、設備投資を活性化させ、更なる成長

へ導くことが重要である。 

円借款の返済はプロジェクト単位ではなく、被援助国として行われる。そのため、情報通

信のプロジェクトが所期の目的を果たしても、供与先の状況によっては返済されない国があ

る。情報通信関連の円借款供与先 35 ヶ国の中で、債務救済対象国になったのは、ミャンマ

ー、バングラデシュ、イエメン、ホンジュラスの他はサブサハラの 6 ヶ国（ガーナ、ソマリ

ア、タンザニア、ザンビア、マラウィ、マダガスカル）である。パキスタン、エジプトは大

幅な債務繰延が過去に実施された。これらの国を除くと、韓国、インドネシア、タイ、中国、

インドなど、返済が完了、あるいは着実に債務残高が減少している（外務省 2011）。これ

らの東アジアを中心とした円借款の供与先が、日本の援助を活用し、通信網の発展を加速さ

せ、かつその債務が返済されることは日本の ODA が触媒として機能したといえる。 

 

５．結論 

 情報通信分野の ODA は減少傾向にあるが、日本は他機関、DAC 諸国に比較して情報通

信分野のシェアが高い。情報通信分野の全世界の ODA の約 3 割を日本が担ってきたことを

明らかにした。また、各援助プログラムにおいてアジアを重視している。資金協力における

借款の比率も高い。研修員受入れ事業や訓練センタープロジェクトなどの技術協力において

も、オーナーシップ、自助努力を尊重した援助を実施してきた。 

 国内通信網拡充に関する円借款プロジェクトについて、DEA 法を用いて被援助国間の効

率性評価を行った。ODA 援助の目的を勘案し、円借款額、プロジェクト期間中の研修員数、

開始時の GDP を入力項目、ネットワークの規模と品質を出力項目とした。結果として、日

本が多くの援助リソースを注いできたアジア地域の国々、特に韓国、中国、タイ、インドネ

シア、インド、スリランカにおいて援助が効率的に機能していたことを明らかにした。一方

でサブサハラ諸国の効率値は低く、出力項目の重みづけや Slack 値から電話回線数の増加が

不十分であったことがわかった。 
 また、DEA 法は被援助国間の比較であるが、各国のプロジェクトの実施前から実施後の

電話回線数の成長に着目すると、サブサハラのソマリア、ザンビアを除き成長曲線の傾きは

順次大きくなっており、円借款をきっかけとして、その後の成長が促進されたといえる。円

借款の債務救済対象になっていないアジアを中心とする被援助国においては、日本の ODA 
がまさにネットワークインフラの成長への触媒の役割を果たしたことになる。 
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日本の開発援助方針はインフラ整備、人材育成を中心とし、被援助国のオーナーシップ重

視である。情報通信分野においては「需要の外部性」が働くため、途上国のネットワークの

充実は先進国にとっても重要である。通信インフラなくしては様々なサービスは実現できな

い。今後とも情報通信分野において途上国、特に後発途上国に対して、日本の ODA の果た

すべき役割は大きい。 
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表1 日本の情報通信分野における被援助国上位10ヶ国 

斜字：4項目について高いシェア 斜字：3項目について高いシェア 



表３ 入出力項目 表４ DEA法による評価結果 （効率値、Weighted Data） 
CCR-I 

ｲﾗﾝ、ﾏﾗｳｨ、ﾊﾟﾗｸﾞｱｲのMTBFは仮値 
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