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中間レビュー結果要約表 

 

１. 案件の概要 

国名：スリランカ 案件名：コロンボ市無収水削減能力強化プロジェクト 

分野：水資源 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：JICA 地球環境部 水資源・

防災グループ 水資源第一課 

協力金額 (評価時点)：約 3 億 400 万円 

協 力 期

間 

2009 年 10 月～2012 年 10 月 先方関係機関：国家上下水道公社 

日本側協力機関：なし 

他の関連協力：水セクター開発事業（I）（II） 

１-１ 協力の背景と概要 

スリランカ国（以下「ス」国）における上下水道施設の多くは国家上下水道公社（NWSDB）

が管轄しているが、無収水率の高さ（全国平均約 33％）が経営上の大きな課題となっている。特

に首都コロンボ市は、75 年から 100 年前の英国植民地時代に布設された送配水管がその多くを占

めており、無収水率は 54.1%（2008 年）と全国で最も高くなっている。NWSDB では、漏水修理、

違法接続の摘発・排除、公共水栓の撤去及び戸別接続化、料金請求方法の改善等に取り組んでい

るものの、顕著な成果を挙げるに至っていない。 

 NWSDB の事業計画『Corporate Plan 2007-2011』では無収水削減を優先課題の一つとし、無収

水削減目標を設定したが、その達成には NWSDB の実施能力・経験が不足しており、ドナー等に

よる支援が必要とされている。このような状況において「ス」国政府は、2008 年に NWSDB をカ

ウンターパート（C/P）機関とする無収水削減に関する技術協力を我が国政府に要請した。 

 これを受けて JICA は、NWSDB 職員の無収水対策技術の向上のみならず、NWSDB が組織横断

的に無収水削減に取り組むための計画立案、実施・運営、情報管理能力の向上を目的とする本プ

ロジェクト「コロンボ市無収水削減能力強化プロジェクト」を 2009 年 10 月から 2012 年 10 月ま

での 3 年間の予定で実施している。なお、第 39 次円借款により実施中の「水セクター開発事業

（II）」では、コロンボ市内の無収水対策として、配水管交換及び貧困居住区世帯への戸別接続と

いったハード面での支援を行うこととなっている。これに対して本プロジェクトは、円借款事業

の開発効果増大への寄与を意図して、無収水対策を日常業務として的確に実施するためのソフト

面での支援を行う円借款附帯プロジェクトとして実施するものである。 

１-２ 協力内容 

（1）上位目標 

コロンボ市の無収水率が削減される。 

（2）プロジェクト目標 

国家上下水道公社（NWSDB）のコロンボ市における無収水対策の遂行能力が強化される。 

（3）成果 

1. 西部州中部地区支援センター所属の上級職員の計画立案・実施管理能力が向上する。 
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2. 西部州中部地区支援センター所属の技術者及び作業員の無収水削減活動を実施するための

業務遂行能力（技術力・施工管理能力）が向上する。 

 

（4）投入（評価時点） 

日本側： 

 短期専門家派遣：  計 6 人（34.87 人月） 

 研修員受け入れ：  本邦研修 5 人、第三国技術交換 6 人 

 機材供与：    車輌や重機その他漏水探査に必要な機材を中心に約 4,200 万円 

 現地活動費：   1,078 万 6,000 円 

スリランカ側：  

 カウンターパート： 維持管理課、無収水対策課の課長、技術者がカウンターパートとし 

       てプロジェクトに従事 

 その他：     NWSDB の施設や設備他 

 ２. 評価調査団の概要 

調査団 日本側 

総括／無収水削減 大村 良樹   JICA 国際協力専門員 

協力企画    植木 雅浩   JICA 地球環境部 水資源第一課 

協力管理    原 毅    JICA スリランカ事務所 

評価分析    大石 美佐   国際航業株式会社国際協力事業部 

スリランカ側 

団長     Mr. K. L. L Premanath  

     General Manager, NWSDB 

団員     Mr. S. K. Wijetunga 

     Additional General Manager (Western), NWSDB 

団員     Mr. D.N.J. Ferdinando  

     Additional General Manager (Policy and Planning), NWSDB 

団員     Mr. W.B.G. Fernando 

     Deputy General Manager (Western Central), NWSDB 

団員     Ms. D. L. U. Peiris 

     Director, Japan Division, External Resource Department 

団員     Mr. M.M. Umar Lebbe 

     Assistant General Manager (Japanese Project Unit), NWSDB 

団員     Mr. K.W. Premasiri 

     Assistant General Manager (Development), NWSDB 

団員     Mr. S.G.G. Rajkumar 

      Assistant General Manager (NRW), NWSDB 

調査期間： 2011 年 2 月 6 日－2011 年 2 月 26 日 評価種類： 中間レビュー 



- 3 - 

 ３. 評価結果の概要 

３-１ 実績の確認 

（１）プロジェクト目標 

パイロット活動が充実したプロジェクト前半期においては、パイロット・エリアにおいて無収水

削減活動が着実に実施されていることに加え、同エリア以外を担当する技術者の中にも、パイロ

ット・エリアで実施している無収水削減活動について興味を持ち、知見を得て、実際に自らの担

当地域で同様の無収水削減活動を実施している者が出てきており、プロジェクトは目標達成に向

けて着実に進んでいると言える。一方で、2011 年度予算（NWSDB 負担分）の承認に時間がかか

っている問題や、プロジェクト後半期に予定されている展開計画（案）を実効性の高い計画とす

べきといった課題も明らかとなった。後述のプロジェクト関係者への提言が実行に移されれば、

プロジェクト目標の達成はより確かなものになると考えられる。 

 

（１）成果 

1. 無収水削減マネジメント・チームの中心メンバーと専門家で、2010 年 5 月に、1 年次無収水

削減年次計画を取りまとめている。また、計画の取りまとめだけでなく予算確保も行ってお

り、実際に、本プロジェクト関連予算（NWSDB の負担分）として、3 年間分約 2 億ルピー

が計上されており、NWSDB はそれを 2010 年 5 月に承認している。前年度については、内

2,500 万ルピーの予算執行があった。このように、プロジェクト前半期においては、活動用

に十分な予算が計上されており、必要な資材の購入に充てられている。一方で、人員の確保

に関しては、パイロット・エリアの技術者が、通常業務で忙しく、プロジェクト活動に十分

な時間が取れない状況が見られ、パイロット・プロジェクトの進捗に影響を与えており、対

策をとる必要が生じている。また、後半期には上級職員を中心にパイロット・プロジェクト

の知見を広くコロンボ市に広めることを前提に展開計画の策定が予定されており、それらの

活動を通じて、西部州中部地区支援センター所属の上級職員の計画立案・実施管理能力が向

上する見込みは高い。このように、成果 1 に関しては、C/P が計画を立案し、パイロット・

プロジェクトの管理を通して実施管理能力を身に着けつつあり、達成の途にあるといえる。

一方で、人員の確保や展開計画の策定といったプロジェクト後半期に集中的に組むべき課題

も明らかとなっており、それらの課題に対し十分な取組みが見られれば、成果 1 の達成見込

みはさらに高まるといえる。 

2. 本プロジェクトでは、パイロット活動を通して、一連の無収水削減に係る活動（サブ・ゾー

ンの設定1、水理的分離、流入水量の把握、夜間最小水量の測定、漏水探査・修理、違法接続

対策、量水器誤差の把握・改善、公共水栓水量の把握・戸別給水栓化等）を実施し、技術移

転を行っている。現時点では 6 つあるタスク・ユニット、無収水削減チームの指揮にあたっ

ている 2 人のエリア・エンジニア、2 人の地区担当官も基礎的な技術を身につけ、専門家チ

                                                   
1 プロジェクトでは、まず本管、給配水管布設状況を踏まえ、Kotahena、Borella の各地区内で 5000 軒程度を含む

よう地区の境界を決定しており、これをゾーンと呼んでいる。実際の無収水削減活動は、そのゾーンをさらに 500

軒程度に分割したサブ・ゾーン単位で実施している。 
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ームがいない間も無収水削減業務を継続することができるレベルに達している。このよう

に、無収水削減チームを構成する技術者、作業員は、適切な技術を身に付けつつあり、成果

2 の達成状況は良好であると言える。 

 

３-２ 評価結果の要約 

 

（１）妥当性 

2010 年 11 月に財務計画省より発行された Sri Lanka, The Emerging Wonder of Asia, Mahinda 

Chintana, Vision for Future では、2015 年までに全人口の 94％、2020 年までに同 100％が安全な水

にアクセスできることを目標に掲げ、NWSDB による給水接続件数も、2015 年には 160 万、2020

年には 300 万に増やすとしている。そのためには、浄水場の新設・拡張といった給水能力の強化

に加え、効率的な上水道事業運営が求められており、同書においても、無収水率を 2015 年まで

に 30％、2020 年までに 20％にまで引き下げるとする目標が掲げられている。 

実際、スリランカにおける上下水道施設の多くは NWSDB が管轄しているが、NWSDB では、

無収水率の高さが経営上の大きな課題となっており、同公社の事業計画『Corporate Plan 

2007-2011』でも無収水率削減を優先課題とし、コロンボ市の削減目標を年率 1 ポイントと設定し

ている。特に、経済・行政の中心地である西部州コロンボ市では、英国植民地時代に布設された

75 年から 100 年になる経年管が多くを占めており、無収水率は 50%以上と全国で最も高い数値と

なっており、同地域での無収水対策は火急の課題といえる。 

また、本プロジェクトは、スリランカに対する援助方針を示した「対スリランカ国別援助計画」

といった我が国の援助政策にも合致しており、妥当性は高いといえる。 

 

（２）有効性 

本プロジェクトでは、パイロット活動を通して現場の技術者、作業員らから構成される無収水

削減チームのメンバーが技術を向上させるとともに、関連部局の上級職員が、パイロット活動の

進捗管理を行うことで計画立案能力、実施管理能力を向上させ、そしてパイロット活動の知見を

NWSDB の無収水対策活動にフィードバックさせるという、現場とマネジメント・レベルを横断

したアプローチがとられている。現場レベルでの無収水対策技術の向上、担当の地区支援センタ

ーレベルでの無収水対策マネジメントの改善は、プロジェクト目標の達成そのものであり、今後

プロジェクトが円滑に進めば、有効性は確保される見込みである。 

また、インタビュー調査から明らかとなった点（「3-4 問題点及び問題を惹起した要因」参照）

は有効性を阻害する要因と考えられるため、早急に解決を図る必要があり、本中間レビュー調査

においても関連する提言がなされている。今後、それらの提言が実行に移され、問題が早急に解

決されれば、本プロジェクトの有効性が確保される見込みは高いといえる。 

 

（３）効率性 

日本側の投入として、プロジェクトでは短期専門家の派遣、研修員受け入れ、機材供与を行って
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いる。投入（専門家、研修、機材）に対する満足度は概ね高く、活用度も高いことが明らかとな

った。また、投入のタイミングに関しても、大きな遅れはなく計画通りに行われており、プロジ

ェクトは効率的に実施されているといえる。 

 

（４）インパクト 

プロジェクトでは、「コロンボ市の無収水率が削減される」を上位目標として掲げている。通

常、中間レビュー時点で、インパクトの発現を確認することは難しいものの、NWSDB のコロン

ボ市における無収水対策の遂行能力が強化され、外部条件である、必要な投資（老朽管の更新）、

人員や車両等資機材の確保、必要な予算の確保が行われれば、無収水率の削減の可能性は高く、

よってプロジェクト終了時の上位目標達成の見込みは高い。実際には、プロジェクト後半期に、

パイロット活動から得た知見をもとに、コロンボ市全域で無収水削減を実現するような展開計画

(案)が作成される予定であり、その展開計画が NWSDB 内で広く受け入れられれば、インパクト

の発現に大きく寄与すると考えられる。 

 

（５）持続性 

本プロジェクトの直接的なターゲットグループは、NWSDB 西部州中部地区支援センターの技

術者、作業員から構成されるパイロット活動を実施する無収水削減チームメンバーと、パイロッ

ト活動の進捗管理を行うとともに、その知見を NWSDB の無収水削減活動に取り込んでいく役割

を担う関係部局の上級職員である。関連部局である維持管理課、無収水対策課の技術者、上級職

員がともに無収水対策の遂行能力を高めつつあり、NWSDB には事業を継続するだけの能力が備

わりつつあるといえる。その能力を発揮し、実際に事業を継続させていく際に重要になるのは、

現場技術者の確保である。コロンボ市の無収水対策事業の重要性に鑑み、今後、エンジニア・ア

シスタントの空席ポストを補充するなど、NWSDB としての対策が採られれば、組織・制度的側

面からみた持続性は高まるといえる。 

NWSDB の予算は、水道料金を収入源とした維持管理関連予算と中央政府から交付される開発

予算に分けられる。現在、維持管理費は水道料金による収入で賄われており、水道料金の改定や

無収水の削減など経営改善の余地は残るものの、深刻な赤字体質であるといった状況ではなく、

財政的側面からの自立発展の見込みは高いといえる。 

プロジェクトでは、無収水削減チームのメンバーが独自に円滑に無収水削減業務を遂行するこ

とができるようになり、かつ他の技術者や作業員に技術指導することができるようになることを

目標とし、活動を展開している。現時点では 6 つあるタスク・ユニット、無収水削減チームの指

揮にあたっている 2 人のエリア・エンジニア、2 人の地区担当官も基礎的な技術を身につけ、専

門家チームがいない間も無収水削減業務を継続することができるレベルに達している。このよう

に、無収水削減チームを構成する技術者、作業員は、適切な技術を身に付けつつあるといえる。

また、今後も、パイロット・エリアでの活動を通じて、更なる技術向上が図られる予定であり、

他の技術者や作業員に技術指導ができるレベルに達すれば、投入機材や移転技術は、今後も広く

活用されることになると考えられ、技術的側面から見た自立発展の見込みはさらに高まることが
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期待される。 

このように、人員の拡充などの課題が解決されれば、プロジェクトで技術移転を行った一連の

無収水削減技術が今後も広く利用されることが考えられ、よって持続性が確保される見込みも高

まるといえる。 

 

３-３ 効果発現に貢献した要因 

・ C/P の多くは十分な時間が取れないという制限があり、十分な活動が出来ない場合もある

ものの、非常に熱心にパイロット・プロジェクト活動に関与し、自身の技術・能力向上に

熱心に取り組んでいる。 

・ マネジメント・レベルにおいてもプロジェクトの内容・主旨がよく理解されており、プロ

ジェクト実施に協力的な環境が整っている。また、問題が生じた際にも、マネジメント・

レベルと十分な協議が出来る体制にある。 

 

３-４ 問題点及び問題を惹起した要因 

・ 現在、(i) パイロット・エリアの技術者が、通常業務で忙しく、プロジェクト活動に十分な

時間が取れない状況が発生していること、(ii) 車輌の調整がつかず、現場への移動が制限

されるといった状況が発生していることより、パイロット・プロジェクトの進捗に遅れが

見られる。 

・ 当初、(i) コロンボ市内のパイロット・エリア以外の地区を受け持つタスク・ユニット 2

つが、維持管理課より Kotahena 地区、Borella 地区に派遣され、パイロット活動に参画し、

技術を習得すること、(ii) そして、本来の担当地区に戻った際には、習得した技術を担当

地区で広げてゆくこと、(iii)その後は、別のパイロット・エリア外地区より新たにタスク･

ユニット 2 つがパイロット活動に参画し、技術を習得していくこと、というローテーショ

ン方式が計画されていた。しかしながら、維持管理課は、上記タスク・ユニットの派遣が

出来ないため、現在は、無収水対策課から派遣されたタスク・ユニットを増やして対応し

ており、ローテーション方式は実現していない。パイロット・プロジェクトの経験をコロ

ンボ市内に広げてゆくためには、当初計画していたローテーション方式を実施することが

望ましいと考えられる。 

・ 円借款事業「水セクター開発事業（II）」の資金を利用し、パイロット・エリアである Kotahena

地区の一部で配水管の更新を行い、老朽管の更新による無収水削減効果と、それ以外の手

段による無収水削減効果との比較検討を行う予定であったが、その配水管更新工事の場所

が著しく減尐している。 

 

３-５ 結論 

スリランカの上下水道施設の多くを管轄する NWSDB にとって、全国平均より 20 ポイントも

高いコロンボ市の無収水の削減は、早急に取り組むべき重要課題となっている。無収水の最大の

要因となっている経年管からの漏水対策として円借款事業による管の布設替えが予定されてい
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るが、その全面更新には長い期間を要するため、漏水探査、管補修、違法接続の摘発、賦課誤差

の解消、公共水栓の削減といった、ソフト的対策に取り組むことの重要性が認識されている。 

こうした状況の下、本プロジェクトは「NWSDB のコロンボ市における無収水対策の遂行能力

が強化される」という目的を掲げて 2009 年 11 月に開始された。中間レビュー時点までの主な成

果は以下のとおりである。 

・ プロジェクトでは、Kotahena 地区、Borella 地区でのパイロット活動を通して、一連の無収

水削減に係る活動（サブ・ゾーンの設定、水理的分離、流入水量の把握、夜間最小流量の

測定、漏水探査・修理、違法接続対策、量水器誤差の把握・改善、公共水栓給水量の把握・

戸別給水栓化等）を実施している。維持管理課、無収水削減課から選出された C/P は、こ

れらのパイロット地区での活動を通して、基礎的な漏水探知技術を身につけ、専門家チー

ムがいない間も漏水削減業務を継続することができるレベルに達している。このように、

無収水削減チームを構成する技術者、作業員は、適切な技術を身に付けつつある。 

・ NWSDB 幹部を含むマネジメント・レベルのコミットメントが高く、プロジェクトの内容・

主旨もよく理解されている。プロジェクト実施に協力的な環境が整っているといえ、問題

が生じた際にも、マネジメント・レベルと十分な協議が出来る体制にある。 

以上より、中間レビュー調査団は、本プロジェクトの進捗は概ね順調であるとの結論に達した。

しかしながら、同時に、プロジェクト後半期に向け、関係者の取り組むべき課題も明らかになっ

ており、これらの課題に対するプロジェクト関係者の真摯な対応を期待するものである。 

 

３-６ 提言 

スリランカ政府に対する提言 

・ 財務計画省が中心となり、本プロジェクトのカウンターパート資金（2011 年度分）を早急に

予算化すべきである。 

プロジェクトに対する提言 

・ 適切な管路情報が蓄積・更新されておらず、水理的分離、ひいては流入量の把握といった基礎

的活動に想定以上に時間がかかっている点に関連して、プロジェクトとして、管路情報の蓄積

とその効率的利用について適切な方法を検討すべきである。 

・ プロジェクト成果をより分かりやすく表現するため、無収水の削減率に加え、例えば、収益率

改善への貢献度合いや維持管理費削減への貢献度合いといったより分かりやすい指標を検討

すべきである。 

・ 第三年次に作成予定の展開計画の重要性を再確認するとともに、同計画を、現在 NWSDB が

作成中の時期 Corporate Planや Business Planに掲げられる無収水削減目標に対応したアクショ

ンプランとして位置付けられるような実効性の高い計画とするよう善処すべきである。 

・ 引き続き、円借款事業と本プロジェクトとの効果的な連携の可能性を検討していくべきであ

る。 

NWSDB に対する提言 

・ パイロット活動の円滑な実施のため、また、今後同様の活動をコロンボ市全域に広げていくた
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め、NWSDB 幹部は、早急に維持管理課におけるエンジニア・アシスタントの空席ポストを補

充し、パイロット活動に専念するタスク・ユニットを尐なくとも 2 つ確保し、先述のローテー

ション方式を実施すべきである。 

・ 現在、車輌の調整がつかず、現場への移動が制限されるといった状況が発生しており、パイロ

ット・プロジェクトの進捗に遅れが生じていることが明らかとなった。この点については、

NWSDB 幹部が中心となり、早急に対応策を検討すべきである。 

・ 本プロジェクトで設定する 2 ヶ所のパイロット・エリアのうち 1 つ Kotahena 地区が、「水セク

ター開発事業(II)」における配水管更新対象地区に属することから、老朽管の更新による無収

水（漏水）削減効果とそれ以外の手段による無収水削減効果の評価を行い、包括的な無収水対

策の検討を行なう計画であった。しかしながら、現在、その配水管更新工事の場所が著しく減

尐している。パイロット事業から得られる知見をより実効性の高いものにするためにも、

NWSDB 独自の資金や「水セクター開発事業（I）」の余剰金を利用し、Kotahena 地区の配水管

の更新を積極的に検討すべきである。 

・ 追加的活動として提案のあった GIS の再構築、広報・環境教育活動に関しては、3 月 4 日まで

に JICA 宛プロポーザルを提出することとする。 

・ NWSDB は対応すべき提言事項それぞれについて、アクションプランを作成し、JICA に提出

することとする。 

JICA に対する提言 

・ 期日までに GIS の再構築、広報・環境教育活動に関するプロポーザルが提出されれば、その

内容を早急に精査し、同活動をプロジェクトで支援する可能性について検討すべきである。 

 

３-７ 教訓 

 

1. プロジェクトが円滑に進むためには、本プロジェクトで見られたように、以下の条件が整っ

ていることが重要と考えられる。 

・ プロジェクトが、対象セクター、カウンターパート機関の真のニーズに基づき形成さ

れている。本プロジェクトの場合、無収水削減は上水道セクター全体の問題であると

の認識が高いと同時に、カウンターパート機関である NWSDB にとっては、特にコロ

ンボ市における無収水率の削減が大きな課題であったという背景があり、本プロジェ

クトは、まさにニーズに合致したプロジェクトであるといえる。 

・ 実際にプロジェクトの運営が始まると、カウンターパート機関の長を含む、トップ・

マネジメント・レベルで対策を取るべき問題が生じることも多いが、そのような場合

を想定して、本プロジェクトでも行ったように、カウンターパート機関の長を含むト

ップ・マネジメントの理解とコミットメントを得ることは極めて重要である。 

2. 日本政府は、スリランカの上水道セクターを対象に、20 年以上前から、無償資金協力、開発

調査、個別専門家派遣、円借款といった数多くの援助を実施してきた経験を持つ。そのため、

スリランカ政府関係者や、C/P 機関である NWSDB の関係者の間では、日本の援助に対する
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信頼が厚く、このことは本プロジェクトの円滑な実施を可能した重要な要素であると考えら

れる。 

3. 円借款事業と技術協力プロジェクトのよりよい連携のために、例えば、技プロの前提条件を

円借款の融資条件の一つとし、その実効性を担保するといった具体策、本プロジェクトの場

合であれば、Kotahena 地区の老朽管更新を本プロジェクトの実施条件にするといった具体策

を講じることを検討すべきと考えられる。 

 

 


