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国名
シーギリヤにおける地域主導型観光振興プロジェクト

スリランカ

Ⅰ 案件概要

プロジェクトの背
景

シーギリヤは、スリランカに 6 か所あるユネスコ世界文化遺産のうちの一つであり、魅力ある観光地で
ある。一方、同地に於ける観光客の滞在時間は短く、観光により地域住民が受ける恩恵は限られていた。
そのような状況下で、これまで日本政府は円借款と無償資金協力によりシーギリヤ博物館建設や機材の整
備にかかる支援を行ってきた。一方、これらの事業の効果を高めるため、観光振興及びマーケティング振
興における公共及び民間観光組織の能力強化、及び博物館の運営技術の能力向上が必要とされた。

プロジェクトの目
的

1. 上位目標：シーギリヤ・ダンブッラ地区における観光振興
2. プロジェクト目標：シーギリヤにおける博物館振興と観光活動が連関性（注１）をもって強化される。

（注 1）「連関性をもった強化」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

もって実施される。

実施内容

1. プロジェクトサイト： 中部州シーギリヤ

2. 主な活動：
①博物館職員の育成、②博物館運営管理計画、観光振興計画、マーケティング計画の準備、③広報用
資料の準備、④観光情報センター(TIC)の設立、⑤ADSTP（注２）の設立、パイロットプロジェクトの実
施

（注 2）ADSTP：ダンブッラ・シーギリヤ観光振興協会。同協会はこのプロジェクトの支援により官民連
携で作られ郡庁に登録されている。

3. 投入実績（上記活動を実施するための投入）

日本側
(1) 専門家派遣 11 人
(2) 研修員受入 6 人
(3) 機材供与 15 人乗り車両、PC、ソフトウェ

ア、LDC プロジェクター、デジタルカメラ、
プリンター、実験機材等

相手国側
(1) カウンターパート配置 11 人
(2) 土地・施設提供 プロジェクト事務所

その他 ADSTP ミーティングと新年フェスティバ
ルの費用

事前評価年 2008 年 協力期間 2008 年 7 月～2010 年 12 月 協力金額 282 百万円

相手国実施機関
国家遺産文化省（MNHCA: Ministry of National Heritage and Cultural Affairs）
経済開発省（MED: Ministry of Economic Development）

日本側協力機関
国際航業株式会社
株式会社コーエイ総合研究所

Ⅱ 評価結果

1 妥当性

本プロジェクトの実施は、事前評価時・プロジェクト完了時ともに10ヶ年国家開発計画（2007～2016年）及び観光開発戦略
（2011～2016年）に掲げられた「観光セクターの振興と外国人観光客の増加」というスリランカの開発政策、官民連携による
シーギリヤ地区の観光振興という開発ニーズに十分に合致している。また、事前評価時の日本の対スリランカ国別援助計画
（2008年）にも十分に合致している。従って、妥当性は高い。

2 有効性・インパクト

本プロジェクトは、官・民セクターの協働によるシーギリヤ博物館の運営管理能力の向上、観光・マーケティング振興、及
び観光開発メカニズムの確立を通して、シーギリヤ博物館と観光振興活動の密接な関連をもったダンブッラ・シーギリヤ地区
における官民連携観光振興を目的とした。

本プロジェクト目標は、プロジェクト完了時点において達成された。2009年8月から2010年7月の間のシーギリヤ博物館の入
館者は目標の年間18万人の78%にあたる14万人であった。来館者の90%が博物館に満足しており、目標値を上回っている。博
物館の観光情報センター（TIC）はデータベースを整備し、宿泊、レストラン、小売店、各種地図やパンフレットを来館者に
提供している。またADSTPと中央文化基金（CCF）（注３）は2010年に伝統舞踊コンクールと新年フェスティバルという二つの文
化イベントを共同開催している。

本プロジェクト完了以降、博物館への来館者数の減少傾向が見られる。考えられる理由としては、2010年の内戦終結により
シーギリヤとアルガンベイビーチやジャフナといったスリランカ南部や北部の観光地に観光客が分散したことが挙げられる。
しかし2013年には観光客、特に外国人観光客の数は増加している。

また、プロジェクト完了後も引き続き、およそ90％の来館者が博物館に満足していることがわかった。ADSTP、郡庁、CCF
の協力により博物館での文化イベント、伝統展示会、新年フェスティバル、クリーンアップキャンペーン（清掃活動）などの
共同イベントは継続して行われている。

上位目標については、一部達成された。2011年から2013年におけるシーギリヤ世界遺産の年間来訪者数は目標であった60万
人に達した。一方でシーギリヤ・ダンブッラ地区における来訪者の満足度はデータが入手不能であったことから確認されてい
ない。シーギリヤ世界遺産サイトへの来訪者増加の理由としては①ADSTPとホテル経営者を含む地元の観光局によるダンブッ
ラ・シーギリヤでの魅力的な観光振興プログラムとマーケティング振興活動、②円借款によるシーギリヤ地区のインフラ整備、
③シーギリヤ地区におけるホテル数や部屋数、ホームステイ、ロッジ、ツリートップルーム他の多様な宿泊施設の増加などの
観光設備とインフラの開発、④スリランカ国内の治安回復などが考えられる。

インパクトに関しては、本プロジェクトによって開発された官民パートナーシップ（PPP）モデルが、CCF傘下で観光開発の



分野で密接に協働しているアヌラーダプラ地域会議所とアヌラーダプラ博物館においても、採用の検討をされている。本プロ
ジェクトに伴う用地取得及び住民移転はなく、負のインパクトは確認されなかった。

以上により、本プロジェクトの有効性・インパクトは高い。

（注3）中央文化基金（CCF）はシーギリヤ博物館の管理維持を含むスリランカにおける全ての世界遺産の管理と保存に責任を持つ国家遺産

文化省（MNHCA）傘下にある政府組織である。

プロジェクト目標および上位目標の達成度

目標 指標 実績

（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

動が連関性をもって

強化される。

（指標 1）
シーギリヤ博物館への来館者数（国内外

の観光客を合わせて）が年間 18 万人以上

に増加する。

（完了時）ほぼ達成

 2009 年 8 月から 2010 年 7 月までの来館者数は 14 万人であった。

（事後評価時）

2011 年 2012 年 2013 年

外国人来館者 18,868 31,071 39,359
国内来館者 90,828 62,335 80,659
合計 109,696 93,406 120,018
目標達成率 61% 52% 67%

（指標 2）
博物館来館者の 70%以上が博物館に満足

する。

（完了時）ほぼ達成

 来館者調査によれば、約 90%の来館者が博物館に満足している。

（事後評価時)
 シーギリヤ博物館への来館者 12 人へのインタビュー調査によると

全ての回答者（100%）が博物館への評価を「大変良い」もしくは「良

い」としている。

（指標 3）
博物館内の観光情報センター（TIC）にお

いて、ADSTP が作成した 2 種類以上の観

光情報が入手可能となる。

（完了時）達成

 観光情報センターではデータベース 4 種、各種地図やパンフレット

が入手できる。

（事後評価時）

 プロジェクト完成時と同じ。

（指標 4）
ADSTP と CCF が 2010 年に 2 つ以上の共

同企画を実施する。

（完了時）達成

 ADSTP と CCF はこれまで、伝統文化ショー2 回、伝統舞踊コンク

ール、新年フェスティバルを共同開催している。

（上位目標）

シーギリヤ・ダンブッ

ラ地区における観光

振興

（指標 1）
シーギリヤ世界遺産への来訪者数が年間

60 万人以上に増加する。

（事後評価時）達成

2011 年 2012 年 2013 年

合計 665,046 546,534 663,068
目標達成率 111% 91% 111%

（指標 2）
シーギリヤ・ダンブッラ地区における来

訪者の満足度が増加する。

（事後評価時）不明

（指標 3）
ADSTP は資金を確保し観光振興活動を

定期的に行う。

（事後評価時）達成

 ADSP は会費、政府助成金、寄付などの安定した資金を確保し、観

光振興活動を定期的に行う事に成功した。

出所：終了時評価報告書、カウンターパートへのインタビュー

3 効率性
本プロジェクトの協力金額と協力期間は計画内に収まった（計画比：それぞれ98%と96%)。よって、本プロジェクトの効率

性は高い。

4 持続性

政策面では観光客の増加、人材育成、サービス水準の向上、マーケティング及び振興などにおけるスリランカ政府の観光開
発政策に大きな変化はない。

体制面でもCCFシーギリヤ世界遺産サイト事務所が博物館の運営維持管理全般を行っている。博物館には25人の常勤職員と1
人のパートタイム職員が働いている。その中の11人が博物館の運営維持管理を担当しており、運営維持管理要員の数は十分だ
と考えられる。ADSTPは、ダンブッラ・シーギリヤ地区における観光促進とマーケティング活動の計画、実行を担当している。
ADSTPは、議長、委員、作業部会、委員／作業部会から成る本プロジェクトにより設立された官民パートナーシップ（PPP）
の任意団体である。ADSTPのメンバーはダンブッラ郡庁と他の政府組織の職員、ゲストハウス協会、文化三角地帯ホテル経営
者協会、ダンブッラ・シーギリヤ地区女性組合の代表により構成されている。ADSTPの定例会議は月一度行われる。一方で、
設立時には個々のADSTP関係者の責任は明確にされなかった。例えば、ADSTPは従来中央政府の県事務所に設置され、県事務
所がADSTPの事務人件費等、経費の負担をしていた一方、県事務所にとっては拠点を構えられるメリットは限られていたため、
ADSTP事務所は地元政府の情報センターへ移転することが提案された。さらには、個々のADSTP関係者の責任は明確にされて
いないために、ADSTPには専属の事務局職員はまだ配置されていないものになった。ADSTPにはインターネットを使った効果
的なプロモーション活動や、ツアーパッケージの手配、旅行会社を対象とした現地旅行代理業務などの収益事業などを含む観
光振興のための事務局としての役割もある。しかし専任事務局職員がいないため、ADSTPの機能は十分に発揮されていない。
その結果、ADSTPの収益は主に以下に述べられているように会費に依存している。仮に会費以外の収益が確保されれば、ADSTP
による更なる観光振興活動の拡大が可能である。

技術面については、OJTプログラムのもとで博物館による研修生と新卒生のための定期オリエンテーションプログラムが提



供されたが、それらのノウハウを他の博物館に広める定期的な研修は、本プロジェクト期間中には行われなかった。一般的に、
CCFシーギリヤ世界遺産サイト事務所の技術レベルは、毎月行われる特別講義を計画、開催するのに十分であり、臨時展示会
や広報用資料の増刷などは期待されたとおり行われた。ADSTPに関しては、期待される観光振興活動を継続している。

財務面では、主な収益のもとである世界遺産チケットの売上げが安定しており、博物館の運営維持管理に必要な経費も十分
に賄えることから、博物館の運営維持管理予算は適切に確保されている。ADSTPの財源は会費、寄付、政府助成金に頼ってお
り、運営管理業務にかかる費用も十分に賄われている。2013年にはADSTPは121,415スリランカルピーの収益があり、そのうち
111,350スリランカルピーが運営管理費用に充てられた。ADSTPでは、パーティーなど様々なイベントを開催し、会員以外から
の募金や寄付金を募る活動も行っている。従って、ADSTPの財務面においては、問題は見られない。

以上より、実施機関の体制面と技術面の一部に問題があると判断され、本プロジェクトによって発現した効果の持続性は中
程度と言える。

5 総合評価

本プロジェクトのプロジェクト目標と上位目標は、官民連携による博物館の運営管理能力の向上、観光振興とマーケティン
グ、及び観光開発メカニズムの確立を通してある程度達成された。

持続性については、相手国実施機関である CCF シーギリヤ世界遺産サイト事務所と ADSTP が活動を維持するのに十分な予
算は確保されている。しかし、ADSTP の運営管理を行うための専任事務局職員の配置はなされておらず、ADSTP の体制面に
おいていくつかの問題が認められる。また、本プロジェクトのノウハウを同国における他の博物館に普及するための定期的に
研修を行う仕組みを協力期間中に構築しなかったことから CCF シーギリヤ世界遺産サイト事務所は技術面において課題を抱
えている。

以上により、本プロジェクトの評価は非常に高いと判断される。

Ⅲ 教訓・提言

実施機関への提言：

CCF 本部:
 本プロジェクトは第一に、シーギリヤ地区における博物館活動と観光活動が連関性を持って強化される PPP モデルとし

て計画された。この相乗効果はシーギリヤ地区の来訪者増加を達成するための文化イベント、展示会、観光振興活動な

どの地域に関連した観光活動の共同計画、及び実施によって創り出されることが見込まれていた。従って、この新しい

モデルが本プロジェクト期間中に研修を受けたシーギリヤ博物館の職員によって行われる構造化された職員研修を通し

て、他の該当する CCF の博物館に十分に検討され普及されることが求められる。

 CCF 本部はシーギリヤ博物館が博物館とは別に観光案内センターとして認知されるためのマーケティングに更なる資金

分配を継続して行うことが求められる。そうしたことによりシーギリヤ世界遺産サイトに対する来訪者の更なる理解を

深める事が期待される。

博物館:
 マーケティング活動を強化するために、シーギリヤ博物館は地元及び国外の旅行代理店とホテル経営者へ会報、出版物

などを定期的に配布することにより施設や文化活動を振興することが求められる。それによりシーギリヤを訪れる海外

からの来訪者数の増加が期待される。

 同博物館は CCF 本部の公式ウェブサイトの更新を頻繁に行う事により、同ウェブサイトを効果的に使用し、情報を広め

ることが奨励される。同地域の文化情報も博物館と地元の活動の相乗効果を創り出し、シーギリヤ全体として促進する

ことができる。また博物館が、シーギリヤのサイト情報を広める観光案内センターとしての機能を高めるために地元の

学校への教育・研究ツアーを積極的に促進することが望ましい。

 来訪者が初めに到着する当地区交通上の玄関口から博物館までを直接結ぶ新しい道路を作り、来訪者の博物館までのア

クセスを向上することが奨励される。

JICA への教訓：

 本プロジェクトでは ADSTP は PPP モデルと共に設立された。しかし、それぞれの関係者の責任は明確にされなかった。

その結果として ADSTP 事務所に専任スタッフが配属されなかったため、ADSTP の観光振興のための事務局としての機能

を十分に発揮していなかった。新しい PPP モデルの確立に向けて、全ての当事者たちが PPP 設立を通して利益を受けるた

め、関係者の中でそれぞれの役割が明確に定義される必要がある。全ての取り決めは各組織の権限と業務分掌に沿って行

われるべきである。

（博物館を訪れる観光客） (関係省とのミーティング)


