
案件別事後評価（内部評価）評価結果票:無償資金協力
評価実施部署：スリランカ事務所（2013 年 12 月）

国名
気象情報・防災ネットワーク改善計画

スリランカ

Ⅰ 案件概要

事業の背景

スリランカでは、降雨を起因とする洪水や地滑りによる生命･財産への被害の軽減が喫緊の課題となっ
ていた。防災人権省（現在は防災省）気象局は、全国 22 箇所の観測所から定期的に観測データを収集し
ていたが、観測の時間間隔が長いこと、観測所の数が限られていたこと及び観測員による目視観測で行わ
れていたことから、観測された気象データの精度と信頼性に課題があった。また、気象局本部におけるデ
ータの収集や手作業での編集に時間がかかっており、的確に迅速な気象予警報が行えない状況であった。

事業の目的
気象情報ネットワークシステム機器の調達・据付により、気象観測の精度向上を図り、もって気象予報

精度向上、警報の早期伝達及び自然災害による被害の軽減に寄与する。

実施内容

1. プロジェクトサイト：スリランカ全国（気象局本部及び全国の気象局観測所 19 箇所、委託観測所 18
箇所）

2. 日本側の実施：以下の施設建設・機材調達にかかる資金協力
(1) 施設：なし
(2) 機材：自動気象観測装置（AWS）、衛星通信システム（VSAT システム）、セントラルオペレーティ

ングシステム
(3) 設置システムの操作にかかる技術支援（ソフトコンポーネント）

3. 相手国側の実施：衛星通信契約（衛星オペレーター含む）、必要な周波数帯域の取得、委託観測所 2箇
所における、外部者の侵入による観測データへの影響を避けるためのフェンス設置、北東部の 7 観測
所における、本事業完了後の機材据付

交換公文締結 2007 年 8 月 27 日 事業完了 2009 年 7月 13 日

事業費 交換公文限度額：807 百万円 供与額：630 百万円
相手国実施機関 防災人権省（現在は防災省）気象局

案件従事者 株式会社オリエンタルコンサルタンツ、丸紅株式会社

関連調査 基本設計調査：2006 年 10 月～2007 年 7 月

関連案件
我が国の協力：
・ 防災機能強化計画調査（技術協力（開発調査）、2006～2009 年）
・ 気候変動に対応した防災能力強化プロジェクト（DiMCEP）（技術協力、2009～2012 年）

Ⅱ 評価結果

1 妥当性
本事業の実施は、事前評価時・事後評価時ともに「防災ロードマップ（2005 年）」で掲げられた「各種災害に対する早期警

報システムの確立」というスリランカの開発政策、異常降雨警報発令までの時間の短縮による洪水被害の軽減という開発ニー
ズ、及び、国別援助計画に掲げられた脆弱性の削減という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

本事業の実施により、事業目的として掲げられた「気象観測の精度向上」につき目標値のほとんどが達成されたことから、
想定通りの効果が発現したといえる。すなわち、気象観測データの収集に要する時間の短縮（指標 1）及び、平常時（指標 3）・
異常気象時（指標 4）の気象データ収集時間間隔の短縮は、観測所に設置された AWS 及び VSAT により達成された。データ収集
先の観測所数（指標 2）も増加したが、観測所 1箇所における機材設置（プロジェクト完了後に設置する計画となっていた分）
のプロセスが内戦終結後の土地問題により遅延したため、目標数には達しなかった。この設置プロセスは 2014 年半ばには完
了する予定である。以前より多くの観測所から短い間隔でデータが収集されるようになったことで、観測データの精度は向上
した。観測所では観測員による目視観測も並行して行われており、気象局は AWS の観測データと観測員による観測データを比
較し、差異がみられる場合には修正されるようになっている。よって、気象観測とデータ収集の正確さも確保されたと考えら
れる。セントラルオペレーティングシステムの使用及び本事業の技術協力（ソフトコンポーネント）により、データ処理も改
善された。

事後評価時に供与機材は概ね使用されていたが、通信（VSAT）システムの一部等が正しく動作しておらず、2013 年 8 月 30
日の時点で、気象局本部からモニターできない観測所が 11 箇所あった。事後評価時現在、原因の解明と必要な対策の検討が
行われているところである。

インパクトとしては、関係機関への気象警報の伝達が事業前より適時に行われるようになった。このことと住民の意識向上
プログラムの実施によって自然災害の被害が軽減したと想定されるが、これを裏付けるデータを事後評価時に確認することは
できなかった。気象予報の精度については、気象局は現在計画策定中の JICA 技術協力プロジェクトにより能力強化を図り、
客観的な予報手法を導入することでこれを向上させる計画である。

以上より、有効性・インパクトは高い。

定量的効果

指標
2006 年（実施前）

実績値

2011 年（目標年）

目標値

2011 年（目標年）

実績値

2013 年（事後評価年）

実績値

（指標 1）

気象観測データの収集に要する時間
約 50 分 *1 10 分以内 10 分以内 10 分以内

（指標 2）

気象観測データ収集先の観測所数
気象局観測所 20 箇所 *2 38箇所（気象局観測所

20、委託観測所18）

36 箇所 (気象局観測所

18、委託観測所 18）

37 箇所 (気象局観測所

19、委託観測所 18)



（指標 3）

平常時の気象データ収集時間間隔
3時間 1 時間 1 時間 1時間

（指標 4）

異常気象時の気象データ収集時間間隔

1時間

（必要な観測所のみ）

10分

（必要な観測所のみ）

10分

（必要な観測所のみ）

10分

（必要な観測所のみ）

（指標 5）（補助指標）

観測・データ収集項目

気象局観測所：7項目

委託観測所：5項目 *3

気象局観測所：7項目

委託観測所：5項目

気象局観測所：7項目

委託観測所：5項目

出所：気象局（質問票への回答）、DiMCEP 報告書。

注：(1)本事業の所要時間は、観測に10分（目視）、特定フォーマットに沿ったデータ準備（手作業）に 10分、本部のデータ収集に 30 分（各

観測所から電話にて収集）。(2)本事業前、気象局観測所 20 箇所のほかに委託観測所 18 箇所も存在していた。しかし、委託観測所からのデ

ータ収集は、7 箇所から 1 日 1 回電話で、他の 11 箇所からは月に 1 回郵便で、それぞれ行われるのみであった。(3)気象局観測所における

観測項目は、風向、風速、温度、湿度、気圧、降水量、日射量の 7 項目。委託観測所における観測項目は、風向、風速、温度、降水量、日

射量の 5項目。

3 効率性

事業費については計画内に収まった（計画比 78％）ものの、治安悪化を原因とする VSAT の通関の遅れにより事業期間が計
画を上回った（計画比：131％）。アウトプットについては、計画通りであったことが確認された。よって、効率性は中程度で
ある。

4 持続性

本事業で整備された施設・設備は実施機関である気象局によって維持管理が行われている。実施機関の体制面は事前評価時
に望ましいとされたものになっている。職員数は、気象局本部及び各 AWS 観測所にて管理・通常業務を行うのには十分といえ
る。加えて、気象局は計画に基づき、近いうちに 100 人以上の職員を募集することとしており、体制強化に向けた気象局の強
い意志がうかがえる。技術面においては、マニュアルの制定（例えば、気象局電子技術部が英語及びシンハラ語でメンテナン
スマニュアルと清掃手順を作成）等組織的な努力がみられ、また気象局の機材維持管理能力は必要最低限の要件を満たしてい
るものの、依然として課題が残る。例えば技術スタッフ（電子技術部）は AWS 不具合の主原因を解明できるが、スペアパーツ
や輸送の問題により実際に修理されるまでには時間がかかっている。また財務面については、供与機材の維持管理に一定の予
算が配分されているが、必要な全てのスペアパーツを適時に購入するには十分でない。

以上により、実施機関の財務面、維持管理状況の一部に課題があり、本事業によって発現した効果の持続性は中程度である。

5 総合評価
本事業は、事業目的とした「気象観測精度の向上」について、本事業で設置した AWS や VSAT を用いることで気象データ収

集所要時間やデータ収集の時間間隔が短縮したことから、想定通りの効果が発現したと言える。このようなデータを用い、ま
た計画策定中の新たな JICA 技術協力プロジェクトの成果も得て、気象予警報の正確さが更に高まると期待される。持続性に
ついては、気象局では故障機器の修理やスペアパーツの適時購入が技術的・財政的な制約があることから、技術面、財務面及
び維持管理状況の一部に問題が見られた。効率性については、事業期間が計画を上回った。

これらを総合的に判断すると、本事業の評価は高いと言える。

Ⅲ 教訓・提言

実施機関への提言：
 本事業にて調達した通信システム（VSAT）に不具合が発生することもあるため、さらなる検討を行うこと。

 客観的な気象予報の手法に不可欠である、AWS 観測データの精度を維持すること。AWS のメンテナンスに対する投資を拡

大することが望まれる。

 本事業の成果と 2014 年度開始予定の技術協力プロジェクトの連携を検討し、客観的な予報手法の導入による気象予警報

能力の向上を図ること。

JICA への教訓：
 機材メンテナンス、特に技術的問題が発生した場合の修理を円滑に行えるようフィージビリティをより慎重に検討するこ

とが重要である。

気象局本部に表示された AWS データ AWS データロガー VSAT システム


