
評価調査結果要約表 

１. 案件の概要 

国名：スリランカ国 案件名： 

スリランカ国シーギリヤにおける地域主導型観光振興プロジェクト 

(Project for the Development of Culture-Oriented Tourism in Sigiriya) 

分野：観光 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：スリランカ事務所 協力金額（評価時点）：288,651 千円 

(R/D):  

2008 年 3 月 

先方関係機関：国家遺産文化省（Ministry of National Heritage and 

Cultural Affairs）、経済開発省（Ministry of Economic Development）1

2 年 6 ヶ月間 日本側協力機関： 

（2008 年 7 月 1 日～2010

年 12 月 31 日） 

他の関連協力： 

 

 

協力期間 

  

１-１ 協力の背景と概要 

シーギリヤはスリランカに 6 か所ある UNESCO 世界文化遺産のうちの一つである。200m の高さの岩の上に宮殿

跡があり、その考古学的価値が高いこと、豊かな自然に恵まれていることなどから、シーギリヤには観光資源開

発の高い可能性がある。一方、同地では観光振興に遅れがみられ、観光に関するサービスの質や種類が乏しい。

そのため、同地を訪問する観光客のほとんどは遺跡に立ち寄っただけで去ってしまう傾向にあり、地元住民は観

光の恩恵をほとんど受けていなかった。 

日本政府はこれまでシーギリヤにおいて、円借款による観光セクター開発事業、見返り資金による博物館建設、

文化無償による博物館展示機材の供与を実施している。これらの事業の効果をさらに高めるため、観光振興とマ

ーケティング振興および博物館の運営技術の向上を目的とした技術協力プロジェクトがスリランカ政府により

要請された。この要請は 2006 年 8 月に日本政府により承認された。本プロジェクトは 2007 年の事前調査を経て

2008 年 7 月より実施された。 

 

１-２ 協力内容 

 本プロジェクトは、シーギリヤにおいて、シーギリヤ博物館の運営能力向上を目的とした博物館スタッフへの

技術移転及び、シーギリヤ・ダンブッラ地区における観光振興を目的とした観光振興能力強化を実施するプロジ

ェクトである。 

（１）上位目標 

 シーギリヤ・ダンブッラ地区の観光地としての地位が向上する。 

（２）プロジェクト目標 

 シーギリヤにおける博物館活動と観光活動が連関性2を持って強化される。 

（３）成果 

 新博物館の機能（博物館館員運営能力向上、館内設備･展示物の準備等）が確立される。 

 観光客の要望にあったシーギリヤ地区の観光情報が提供される。 

 官民連携による観光振興母体となる地元地域の観光振興協会が設立され、協会メンバーによる観光振興活動

が実施できる体制が整う。 

 シーギリヤ及びダンブッラ地区の観光振興･マーケティング計画案が完成する。 

（４）投入（評価時点） 

日本側： 

日本側の投入は計画通り実施された。合計11名のJICA専門家が述べ69ヶ月派遣された。本邦研修は「博物館技

術研修」と「地域観光振興技術研修」の2種類が実施され、計6名が参加した。機材の供与は計画通り実施され、

ローカルコスト負担は約1,400万円であった。 

相手国側： 

当初計画された博物館員の職位については現在、そのほとんどが充足されている。しかし、博物館の建設およ

び引き渡しが遅れたため、博物館員の配置はかなり遅れた。また、現在博物館に配属されている職員は、博物館

とシーギリヤ世界遺産プロジェクトサイトを兼任しており、博物館への配属任命も暫定的なものである。2010 年

度の博物館の運営維持管理費に関しては予算が承認されているが、2009 年はそのような予算は確保されていなか

った。以上のようにスリランカ側の投入には遅れがみられた。 
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 国家遺産文化省は博物館運営を所管しており、経済開発省は観光振興分野を所管している。 
2

 連関性の定義：シーギリヤ博物館とダンブッラ・シーギリヤ地区観光振興活動が密接な関連を持って実施される。 



２. 評価調査団の概要 

 調査者  大塚卓哉：JICA スリランカ事務所次長 

 石田美帆：JICA 産業開発部産業・貿易課 

 武尾昭秀：JICA スリランカ事務所 

 田村智子：(株)かいはつマネジメント・コンサルティング 
調査期間  2010 年 9 月 6日〜2010 年 9 月 17 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 

 成果 1（新博物館の機能(館員運営能力向上、館内設備・展示物の準備等)が確立される）はほぼ予定通り達成

されつつあるが、博物館の運営管理に関しては課題がいくつか残っており、今後 3ヶ月間におけるスリランカ側

カウンターパートの更なる努力が求められる。成果 2（観光客の要望にあったシーギリヤ地区の観光情報が提供

される）の活動は計画通り進捗しており、成果は達成できる見込みである。成果 3（官民連携による観光振興母

体となる地元地域の観光振興協会が設立され、協会メンバーによる観光振興活動が実施できる体制が整う）の進

捗も計画通りであり、残りの期間でイベントなどがいくつか実施されれば、完成度がさらに向上するであろう。

成果 4（シーギリヤ及びダンブッラ地区の観光振興・マーケティング計画案が完成する）の活動も現在のところ

計画通り進捗しており、残りの活動も 2010 年末には完了する予定であり、成果の達成が見込まれる。 

 

３-２ 評価結果の要約 

（１）妥当性 ＜高い＞ 

 本プロジェクトは、観光セクターを重点開発セクターに位置づけているスリランカの国家政策、日本の ODA お

よび、国別事業実施計画の個別プログラムにおいて、援助重点分野「外貨獲得能力向上（経済開発）」における

「観光プログラム」に位置づけている JICA の援助方針に合致しており、必要性も高い。よって、本プロジェク

トの妥当性は終了時評価時点においても高いと判断する。 

 

（２）有効性 ＜高い＞ 

 博物館と観光振興の活動が関連性をもって推進された結果、相乗効果が発現しており、プロジェクト目標はお

おむね達成されたものとみなされる。よって、本プロジェクトの有効性は高いと判断する。スリランカ側関係機

関が、博物館の来館者数を増加させるための諸施策により積極的に取り組んでいれば、プロジェクト目標の達成

度はさらに高いものとなったと考えられる。 

 

（３）効率性 ＜中程度＞ 

現時点において、成果 1（新博物館の機能が確立される）、成果 2（観光客の要望にあったシーギリヤ地区の観

光情報が提供される）、成果 3（官民連携による観光振興母体となる地元地域の観光振興協会が設立され、協会メ

ンバーによる観光振興活動が実施できる体制が整う）及び成果 4（シーギリヤ及びダンブッラ地区の観光振興・

マーケティング計画案が完成する）は計画通り発現しつつあるが、上述のように、博物館建設、博物館員の配置、

博物館維持管理費の確保などに関するスリランカ側の投入が案件開始当初遅れたことが、プロジェクトの効率的

な実施の阻害要因となった。このため効率性は中程度と判断する。 

 

（４）インパクト ＜高い（予測）＞ 

 本プロジェクトの効果が将来も維持されれば、同地方を訪れる観光客にとって博物館は重要な付加価値とな

り、本プロジェクトで設立された「ダンブッラ・シーギリヤ観光振興協会」（以下「観光振興協会」と略）の開

催するイベントやプログラムは観光客に忘れられない思い出を与えることができる。また、シーギリヤ博物館の

運営管理技術は、効果的であるためスリランカの他の博物館への模範となり得るものであり、本プロジェクトで

観光振興を担った観光振興協会の活動はスリランカ初の官民連携による地域観光振興の事例として、他地域へ応

用展開でき得るものである。このように、本プロジェクトは将来、当該地方の観光振興へ高いインパクトを与え

る可能性があり、また技術移転の成果が他地域で応用される可能性もあることから、インパクトは高いと判断す

る。 

 

（５）自立発展性 ＜博物館―中の上(見込み)＞ ＜観光振興―低い(見込み)＞ 

 博物館の機能はほぼ確立しており、ある程度の自立発展性が見込まれるが、①コロンボにある中央文化基金本

部による博物館のモニタリングが効果的に行われていなかったり、②中央文化基金シーギリヤ世界遺産サイトプ

ロジェクトの会計や調達を担当する職員と博物館の職員のコミュニケーションが円滑でないため、博物館の予算

の支出に遅れがみられたりしている3（下図参照）。また、博物館内の観光情報センターの機能の充実のためにス

リランカ観光振興局の職員を増員する必要もある。このように運営管理上の課題がいくつか残っていることか

ら、現時点では博物館の自立発展性のレベルは中の上とみなされる。 

 観光振興に関しては、短い活動期間で最大限の成果を生み出したが、観光振興協会の将来の活動資金が確保さ

れていないこと、協力期間終了後は専任スタッフが不在となることなど課題が多いため、現時点における自立発

展性は低いと判断する。 
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 ディーゼルの予備が購入されておらず停電時に博物館の発電機が使えない、企画展やイベントが計画通り実施できない等が発生。 



 

 

３-３ 効果発現に貢献した要因 

（１）計画内容に関すること 

 特に無し。 

（２）実施プロセスに関すること 

 本プロジェクトで、博物館職員の能力強化が効果的に実

施された要因としてその手法が挙げられる。まず、プロジ

ェクト開始当時、JICA 専門家とスリランカ側カウンターパ

ートが博物館運営管理に必要な「技術・知識・態度」につ

いて議論したうえ、それらを表に記載し、技術移転内容お

よび対象について合意を形成した。その後、この表には記

載の項目の達成度を定期的に評価し、能力強化の進捗モニ

タリングが行われた。評価はカウンターパートの自己診断

と JICA 専門家による診断の 2種類が実施され、両診断結果

の差異についても分析がなされた。 

 

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 

 当初の計画では、ダンブッラ郡庁がカウンターパート機関であると想定されていたが、同郡庁には観光振興を

担当する部署がない状態であった。そこでプロジェクト開始後、観光振興活動を実施するのに適当な団体として、

観光振興協会が結成・登録された。このように、当初、本プロジェクトの観光振興の活動に関するカウンターパ

ートが明確に特定されていなかったため、活動開始まで約 1年を要する結果となった。 

（２）実施プロセスに関すること 

 上述のように、博物館の建設や博物館職員の配置などが計画通りに実施されることが本プロジェクトの前提条

件であったが、文化無償のスケジュールとの兼ね合いで、前提条件が満たされる前に本プロジェクトが開始され

た。博物館建設が 11 ヶ月、博物館職員の配置が 5 ヶ月遅れ、また、2009 年度は博物館予算が確保されず、プロ

ジェクト開始後も長期間前提条件が満たされない結果となり、プロジェクト実施の効率性に負の影響を与えた。

 

３-５ 結論 

 計画通り成果は発現しつつあり、プロジェクト目標もおおよそ達成したとみなされる。妥当性、有効性、イン

パクトは高く、効率性についてはスリランカ側の投入の遅れのため中程度と判断する。今後、相手国側関連機関

が下記の提言を実行し、プロジェクトの効果の自立発展性の確保に努めることが望まれる。 

 

３-６ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

（１）国家遺産文化省と中央文化基金本部への提言 

  １）博物館へ専任スタッフを早急に配置する。 

  ２）開館時間中は常時、来館者が良いサービスを受けられるよう、博物館の機能やサービスの維持管理を徹

底する4。 

  ３）中央文化基金本部職員と、博物館職員との月次会議を開催し、モニタリングと諸問題の早期の解決を図

る。 

  ４）カフェの開設や店舗の活用などにより博物館施設を有効活用する。 

  ５）博物館専用入場券を導入する。 

  ６）博物館を世界遺産内の順路に含むための出入り道の改善や看板・標識の設置などにより、観光客をより

積極的に呼び込む。 

  ７）博物館担当ディレクターもしくは同等の職員を中央文化基金本部に配置するよう検討する。 

（２）中央文化基金シーギリヤ世界遺産サイトへの提言 

  １）シーギリヤ世界遺産サイトプロジェクトの責任者が博物館の職員と月次会議を開催する際には、同プロ

ジェクトの主要職員を必ず参加させる。 

  ２）博物館を世界遺産内の順路に含むための出入り道の改善や看板・標識の設置などにより、観光客をより

積極的に呼び込む。 

  ３）協力期間終了後も博物館月報の写しを JICA スリランカ事務所に提出する。 

（３）経済開発省とスリランカ観光振興局への提言 

  １）観光振興協会を現地でサポートする専任職員として経済開発省の職員を派遣し、同協会を支援する仕組

みを導入する。 

  ２）円借款により実施中の「観光セクター開発事業」との連携により、同協会が現在作成中の「ダンブッラ・

シーギリヤ観光振興・マーケティング計画」の優先事業の実施を支援する。 

  ３）博物館内の観光情報センターに勤務するスリランカ観光振興局の職員を 1名増員する。 
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 燃料をストックし停電の際に必ず発動機が動くようにする、閉館時間を変更し夕刻の入館者に不便がないようにする等。 

 
中央文化基金シーギ

リヤ世界遺産サイト 

 博物館 

① モニタリング

の強化が必要 
中央文化 

基金本部 

(コロンボ)

②コミュニケ

ーションの円

滑化が必要 



３-７ 教訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、運営管理に参考

となる事柄） 

（１）JICA 専門家とスリランカ側カウンターパートが博物館運営管理に必要な「技術・知識・態度」について議

論した上で技術移転内容および対象について合意し、進捗モニタリングを行うという本プロジェクトの能力強化

の手法は他の類似プロジェクトの参考となるものである。 

（２）観光分野の協力に関して当初カウンターパートが明確に特定されていなかったため、活動開始まで時間が

かかった。一般的に技術協力プロジェクトではプロジェクト開始時にカウンターパートが特定されていることが

前提条件なので、特定されていない場合は、カウンターパート特定に要する期間を考慮して実施期間を設定する

必要がある。 

（３）博物館の職員が計画通り配置されなかったことがプロジェクトの効率性に支障をきたした。一般的にスリ

ランカの場合特に、内戦の激化による観光収入の減少により、中央文化基金の財政状況が最近まで非常に厳しい

ものであったことが、人員枠の確保や職員の配置を遅らせる原因となった。このようなことから、新設の組織を

対象に能力強化・技術協力を実施する際には、相手国における人員枠の承認や人員配置のプロセス、予算確保の

仕組み、カウンターパート機関の財政状況などをプロジェクト開始前に確認し、プロジェクトの開始時期や専門

家の投入計画を注意深く策定する必要があるといえる。 

 

 

 


