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Ⅰ 案件概要 
国名 スリランカ民主社会主義共和国 

協力期間 2002 年 6 月 1日～2005 年 5 月 31 日(3 年間) 

相手国側機関 コロンボ大学スクールオブコンピューティング(UCSC) 

日本側協力機関 JICA、経済産業省 商務情報政策局情報政策課および情報通信機器課 

協力金額 356 百万円 

関連協力 なし 

上位目標 スリランカ産業界における IT 関連人材が質・数ともに向上する 

プロジェクト目標 
コロンボ大学スクールオブコンピューティング(UCSC)がスリランカ産業界のニーズにマッチした IT
トレーニグを大学・IT 専門学校・産業界の IT 関連人材に対してより効果的・効率的に実施できるよ
うになる 

成果 

1.UCSCの組織・機能が強化される 
2.スリランカ側カウンターパート(C/P)がWeb Based Training (以下、WBT)の実施に必要なIT技能・
技術を習得する 
3.UCSCがWBTコンテンツ開発者/IT指導員を対象として、WBTに係るIT研修コースを実施する 
4.UCSCが開発したコンテンツによるWBTコースを実施する 
5.UCSCにおいて、WBTに関連する研究開発(R&D)能力が向上する 

投入(日本側) 投入(相手側) 

専門家派遣 長期専門家 2名、短期専門家 24 名 C/P 配置  21 名 

機材供与 1 億 5,615 万円 機材購入 N.A. 

ローカルコスト 1,043 万円 ローカルコスト 7,262 万 8,000LKR 

研修員受入 15 名 土地・施設提供 既存施設の利用 

その他 N.A. その他 N.A. 

Ⅱ 評価結果(評価 5 項目) 

総合評価 

 本プロジェクトは、実施機関であるコロンボ大学スクールオブコンピューティング(UCSC)が、様々な産業や政府の情報
技術(以下、IT)化を目指す同国の政策を受け、同国産業界の IT 人材養成能力を向上させることを目的としたものである。
本プロジェクトでは、IT人材育成のための講師の養成および技術力の向上、カリキュラム・教材開発能力の向上、産業界
のニーズと UCSC が提供する研修内容を合致させるための連携システムの構築、WBT に関連する R&D 能力の向上、といった
UCSC の組織・人材能力が向上した。UCSC の IT 研修を受講した参加者は、産業界や大学にて高い評価を得ている。また UCSC
は IT 人材育成の中枢となり、現在他大学や IT 研修機関に WBT 研修講師を育成するなど、IT人材の拡大に大きく貢献して
いる。更に本プロジェクトの終了時評価で提言のあった「ニーズにあった IT 研修の継続および WBT モジュールの開発・
導入」は現在行われていることが確認された。また、R&D 能力の向上も達成されており、産業界との連携も維持・促進さ
れている。このように、本プロジェクトでは所期の目的を達成し、またプロジェクト終了後も継続してプロジェクトの効
果を波及させている。 

以上より、本プロジェクトの評価は非常に高いといえる。 

 

1 妥当性  

1.スリランカ国開発政策との整合性 
 スリランカは、1998 年を「情報技術の年」と宣言し、国家開発計画の中で IT 分野の強化を強力に推進すべきとしている。
特に IT に関する人材不足は深刻であり、IT に関する基本政策「e-Sri Lanka」においては、IT 人材育成が主要戦略の柱の
一つとして挙げられている。 
2.スリランカ国開発ニーズとの整合性 
 スリランカ ICT 協会が実施した「全国 IT 人材調査」によると、2005 年時点で同国の産業界における IT エンジニアの需要
が高い一方、学士以上の資格を持つ IT エンジニアは依然として需要の半分程度と供給が追いついていない状態であった。
UCSC が実施する WBT に係る IT 研修は IT 研修機関および民間企業から評判も高く需要が高い。 
3.日本の援助政策との整合性 
 対スリランカ国別援助計画(2004)において「IT 促進のための支援」は重点分野の一つであり、同国の経済活性化および競
争力強化のために IT 強化を促進している。また、JICA の事業実施計画(2004)においても、同国の IT 国家開発計画に鑑み、
IT 分野への協力を最重点分野の一つとして多面的な協力をプログラムとして展開することが重要と認識している。 
 以上より、本プロジェクトの実施はスリランカ国の開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致しており、妥当
性は高い。 

2 有効性・インパクト  

1.プロジェクトの成果及びプロジェクト目標の達成度 
本プロジェクトでは以下の成果が産出され、UCSC の IT 研修実施能力が強化されたと言える。 

1)UCSC は産業界と連携フォーラムを立上げ、プロジェクト期間中には年平均 2回の会合を実施した。これら会合等を通じて
産業界のニーズにマッチした効果的な研修を実施できる体制が構築された。 
2)WBT 実施に必要な IT 技術・技能に関する研修参加者の事前・事後テストにおいて大幅な改善が見られ、研修講師が育成さ
れた。 
3)WBT コンテンツ／IT 指導員研修の教材(6 種類)を開発し、産業界のニーズに併せて改訂し、合計 13 回の研修を実施した。



大学、IT 研修機関、産業界から目標 200 名に対し、約 240 名が参加した。 
4)予定の 8つの WBT モジュールを開発し、授業で実際に使用した。 
5)豊橋技術科学大学の協力の下、WBT モジュール開発に関する R&D が実施された。また、期間中 10 論文が国際学会で発表さ
れた。 
 これら 1)から 5)の成果の産出により、産業界のニーズに合った研修内容となり、研修講師の能力、コンテンツの開発能力
の向上が図られた。従って、これら成果より、プロジェクト目標の達成度は高いと言える。 
2.間接的効果の発現状況及びその他正負の間接的効果 
 UCSC は、本プロジェクトで実施したコース(6 種類)を基に、産業界のニーズ等に合わせて 15 種類の新規コースを立ち上げ
ている。プロジェクト終了後 2006 年から 2009 年までの 3 年間で、これらのコースを合計 81 回を実施し、総数で 1,021 人
が参加している。また、新たに UCSC が策定した WBT モジュールは産業界や他大学より需要が高く、UCSC の研修内容の質が
高いことを示している。従って、UCSC は産業界の IT 人材不足の状況に、数と質の両方の面で対応していると言える。更に、
WBT 研修講師の育成を国内の 12 大学を対象に実施しており、IT 人材育成の拡大にも努めている。2006 年からは JICA と協力
して第三国研修を実施しており、アジア・アフリカ諸国への IT 人材育成にも寄与している。最近では、UCSC は「全国 e-コ
ンテンツ最優秀賞」を受賞しており、IT における R&D 分野でも UCSC の取組みが評価されている。2009 年 7 月には、プロジ
ェクトで立ち上げた高度デジタルメディア技術センター(ADMTC)のスタジオを使用して録音したプログラムで、スリランカ
初の Web テレビを教育目的のため放送した。これらは、本プロジェクトによる UCSC の技術、組織力の向上によるインパク
トと言える。 
以上より、本プロジェクトの実施により、概ね目標どおりの効果発現が見られ、有効性は高い。 

3 効率性  

1.成果 
 「有効性・インパクト」の 1.で述べたとおり、本プロジェクトは所期の成果を産出している。 
2.投入要素 
 プロジェクト期間中に R&D 分野・音声認識など一部機材の遅れと、中核となる 6 名の C/P のうち 2 名が離職したことによ
り活動の一部に遅延が生じた。しかしながら、C/P への技術移転は 21 人全員に一様に行われていたため、離職した C/P の知
識は他の C/P に十分共有され、上記のとおり期間内に所定の成果が達成されている。また他の投入の質・量・タイミングは
概ね適切である、と分析されており、成果の産出には最終的に影響はなかったと言える。 
3.協力期間・協力金額 
計画 36 ヶ月に対して実績 36 ヶ月であり、計画通りであった(計画比 100%)。計画額 375 百万円に対して、356 百万円であ

り、計画内に収まった(計画比 95%)。 
 以上より、本プロジェクトは成果の達成に対して投入が適切であり、効率性は高い。 

4 持続性  

1.政策制度面 
 e-Sri Lanka および現在の同国の長期開発戦略である「マヒンダ・チンタナ(2006～2016)(マヒンダ大統領のビジョン)」
においても IT 人材育成は優先課題である。同国は保健、教育、法律分野にも IT を導入する政策を発表している。 
2.カウンターパートの体制 
 UCSC の IT 研修指導員、WBT モジュール開発、R&D、管理部門においてプロジェクト時と体制・人員も変っておらず、また
プロジェクト時のカウンターパートは全員在籍している。産業界との連携体制は、プロジェクトで設立した「フォーラム」
という形ではないが、UCSC 学生を産業界にインターン派遣したり、産業界から講師を招請するなどで連携を図っている。 
3.カウンターパートの技術 
プロジェクトで導入されたソフトやマニュアルは必要に応じ改訂され、現在も使用されている。UCSC 自身で新たに 26 の

モジュールを策定しており、技術的な問題はないと言える。 
4.カウンターパートの財務 
 UCSC の予算は年々増加傾向にあり、また、事業活動を実施する面で十分な予算を得ており、財政状況は健全である。また、
ADMTC は、UCSC より独立した付属機関であるが、ADMTC ラボを使った研修実施や ADMTC スタジオの賃貸収入により現在は独
立採算制をとるまでに至っている。供与機材の維持管理費も確保されており、財政的な問題はない。 
5.効果の持続状況 
 現在、産業界のニーズに合った 15 の研修コースを実施し、他大学への技術的支援も含め、UCSC が IT 人材育成の中核とな
り IT 人材育成の拡大に貢献している。プロジェクトのカウンターパートも継続して勤務しており、プロジェクトで得た技
術やノウハウを用い、WBT モジュールの新開発や新しいニーズに応えた研修コースを実施するなど、プロジェクト効果を波
及させている。 
 以上より、本プロジェクトは、政策制度面、カウンターパートの体制、技術、財務状況ともに問題なく、本プロジェクト
によって発現した効果の持続性は高い。 

 


