
事業事前評価表 

 

１．案件名 （国名） 

国名    ：スリランカ民主社会主義共和国 

案件名    ：地上テレビ放送デジタル化事業 

L/A 調印日 ：2014 年 9 月 23 日 

承諾金額  ：13,717 百万円 

借入人        ：スリランカ民主社会主義共和国政府  

（The Government of Democratic Socialist Republic of Sri Lanka） 

 

２． 事業の背景と必要性  

（1） 当該国における情報通信・放送セクターの開発実績（現状）と課題 

スリランカでは、国営及び民間放送局 16 社により 23 番組の TV 放送が行われてお

り、受像機保有世帯数は約 4 百万世帯、世帯普及率約 8 割（2010 年）と市民の情報

源として広く普及している。近年、TV 番組数の急増（2006 年 9 番組から 2013 年 23

番組）に加え、ラジオ番組数の増加（2006 年 21ch から 2012 年 54ch）、携帯電話等

の通信機器の急速な普及などを背景として、共通の資源である周波数資源の有効利用

が課題となっている。また、当国ではシンハラ・タミル両言語が公用語となっており、

TV 放送事業における字幕放送・多言語放送に対する潜在的ニーズは高い。更に、2009

年及び 2011 年の洪水被害のように近年自然災害が頻発しており、迅速かつ簡易な方

法での防災情報提供が求められている。かかる状況下において、番組多重化により使

用周波数帯の大幅な削減が可能であり、字幕放送・多言語放送、気象・防災情報を含

むデータ放送など、従来のアナログ放送と比較して多様な情報提供を可能とする地デ

ジ放送の導入が同セクターにおける重要な課題となっている。 

（2） 当該国における情報通信・放送セクターの開発政策と本事業の位置づけ 

スリランカの国家開発計画「マヒンダ構想」（2010-2016 年）は、TV 放送にデジタ

ル技術を導入するという政策を掲げており、具体的には国際電気通信連合の協力によ

り作成したロードマップにおいて、2017 年までにアナログ放送から地デジ放送へ移

行することを掲げている。本政策に基づき、スリランカ政府は 2014 年 4 月、地デジ

放送に関し ISDB-T（日本方式）の採用を正式決定している。 

地上テレビ放送デジタル化事業（以下、本事業という。）は、日本方式を用いた地

デジ放送網の整備及び周波数計画の策定支援等を通じて、同国における周波数資源の

有効利用を促進し、併せて、多様な情報へのアクセスを可能とする情報通信基盤を整

備することを目的とするものであり、同国政府の開発政策とも合致する。 

（3） 情報通信・放送セクターに対する我が国及び JICA の援助方針と実績 

我が国の「対スリランカ国別援助方針」（2012 年 6 月）では、重点目標として「経

済成長の促進」及び「脆弱性の軽減」が定めている。また、「対スリランカ JICA 国別

分析ペーパー」(2012 年 10 月)でも、民間セクターの拡大に必要なインフラ整備など

の「成長のための経済基盤整備」及び自然災害等に対する「脆弱性軽減の社会基盤整

備」が重点課題であると分析しており、また、本事業はこれら分析、方針に合致する。   



また、我が国はこれまで、無償資金協力を通じて、1979 年及び 80 年に「テレビ放

送局設立計画(I)、(II)」（計 37 億円）、84 年に「教育テレビスタジオ増設計画」（14.3

億円）、96 年に「ルパバヒニ国営放送改善計画」（13.6 億円）、2010 年に「ルパバヒ

ニ国営放送局番組制作機材整備計画」（0.42 億円）を実施することにより、SLRC（Sri 

Lanka Rupavahini Corporation、以下、「SLRC」という）の局舎建設及び放送用機材

の整備の支援を行ってきた。 

（4） 他の援助機関の対応 

 現在、中国輸出入銀行による支援で、コロンボ市内に高さ 350m のロータス・タ

ワーが建設中である。ロータス・タワーは本事業で導入する地デジ放送の他、ラジオ

放送やマイクロ波放送等、大コロンボ圏における電波塔の役割を果たすことが期待さ

れており、2015 年 6 月の竣工を予定している。 

（5） 事業の必要性 

本事業は、ISDB-T(日本方式)によりスリランカの地上テレビ放送のデジタル化を支

援するものであり、同国の開発政策並びに我が国及び JICA の援助方針に合致する。

また我が国の「インフラシステム輸出戦略（平成 26 年 6 月 3 日）」にも合致するもの

であり、本事業の実施を支援する必要性は高い。 

 

３． 事業概要 

（1）事業の目的 

本事業は、スリランカ全国において地上デジタルテレビ放送の整備等を通じて、

周波数の有効利用を図るとともに、字幕放送・多言語放送や防災情報の提供等、多

様な情報へのアクセスを可能とする情報通信基盤の整備を図り、もって同国の情報

通信産業の健全な発展を通じた経済成長の促進、並びに民族融和や災害弱者への情

報提供を通じた脆弱性の軽減に寄与することを目的とするものである。 

（2）プロジェクトサイト/対象地域名：スリランカ全国 

（3）事業概要 

1） 地デジ放送プラットフォーム(PF)整備：送信所（アンテナ、送信機、鉄塔

等）、ネットワークオペレーションセンター（NOC）用機材、放送局用通信回

線設備、事務棟建設等（国際競争入札） 

2）  地デジ放送対応スタジオ整備：スタジオ建設、スタジオ用機材、TV 中継車

等（国際競争入札） 

3） コンサルティングサービス：基本設計、入札補助、施工監理、運営維持管

理研修、地デジ放送移行に係る技術支援（周波数計画策定支援、送・受信機規

格普及促進支援等）等（ショートリスト方式） 

（4）総事業費 

17,222 百万円 （うち、円借款供与額：13,717 百万円） 

（5）事業実施スケジュール（協力期間） 

   2014 年 8 月～2018 年 6 月を予定（計 47 ヶ月）。スリランカ全国における施設 

供用開始時（2018 年 6 月）をもって事業完成とする。 

（6） 事業実勢体制 



1）借入人：スリランカ民主社会主義共和国政府  （The Government of the 

Democratic Socialist Republic of Sri Lanka） 

2）事業実施機関／実施体制：マスメディア・情報省（Ministry of Mass Media and 

Information） 

3）操業・運営／維持・管理体制：地デジ放送網運営機関（Digital Broadcasting 

Network Operator）及び国営ルパバヒニ放送局（Sri Lanka Rupavahini 

Corporation） 

（7）環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1）環境社会配慮 

① カテゴリ分類：C 

② カテゴリ分類の根拠：本事業は、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」

（2010 年 4 月公布）上、環境への望ましくない影響は最小限であると判断さ

れるため。 

2）貧困削減促進等：特になし。 

3）社会開発促進等（ジェンダーの視点、エイズ等感染症対策、参加型開発、障害

者配慮等）：特になし。 

（8）他スキーム、他ドナー等との連携：本事業の実施段階において、以下の有償勘 

定技術支援を実施することを想定している。 

i. 有償資金協力専門家（地デジ放送網運営機関（DBNO: Digital Broadcasting 

Network Operator）設立支援） 

ii. 円借款附帯プロジェクト・国別研修（地デジ放送普及啓発活動支援、地デジ番

組制作技術移転等） 

（9）その他特記事項：本案件は本邦技術活用条件（STEP）案件であり、送信機材・

スタジオ機材等に本邦技術の活用が見込まれる。また、地デジ方式に日本方式が採

用されており、本事業以外に、民間放送局のスタジオ機材や各家庭の受信機につい

ても、本邦企業のビジネス機会拡大が想定される。 

 

4. 事業効果 

（1）定量的効果 
 1）運用・効果指標 

指標名 基準値 
目標値（2020 年）

【事業完成 2 年後】

設備不稼働率 （%）a) 地デジ放送プラットフォーム

b) 地デジ放送対応スタジオ 

- 

- 

8.2% 

8.2% 

地デジ放送対人口比カバー率（%） 
（参考値）

95%(*) 
84.5% 

受益者数（人） - 2,474,000 
(*)アナログ TV 放送における当国政府の対外公表値。なお、JICA 協力準備調査による推定

では 67.2% 
2）内部収益率  

以下の前提に基づき、本事業の経済的内部収益率（EIRR）は 11.7%となる。 
   費用：事業費（税金を除く）、運営・維持管理費 



便益：視聴者増加分の TV 視聴支払い意思額、TV 広告市場の拡大 
プロジェクトライフ：施設供用開始後 18 年 
（＊）なお、財務的内部収益率（FIRR）は現時点で収益の想定ができないこと
から算出しない。 

（2） 定性的効果 
周波数有効利用による経済成長促進、国民（災害弱者等）の情報アクセス環境
改善 
 

5. 外部条件・リスクコントロール 

 NOC 機材設置予定のロータスタワーが予定（2015 年 6 月）通り完工する。 

 

6. 過去の類似案件の評価結果と本事業への教訓 

（1）類似案件の評価結果 

 中南米等地デジ日本方式を採択している先行国においては、JICA 専門家等を活用

し、地デジの導入支援に留まらず、各種機材やコンテンツ導入等にあたっての幅広

い本邦企業と現地関連機関との関係構築促進に努めてきている。 

（2）本事業への教訓 

 本事業においても、円借款雇用コンサルタントに加えて、総務省や日本の関連企

業・団体の協力も得つつ、円借款附帯プロジェクト等を通じて地デジ導入に係る技

術協力を行うことで、日本の関連企業・団体と当国の関係機関との関係構築・強化

を図る予定である。 

7. 今後の評価計画 

（1） 今後の評価に用いる指標 

（1）設備不稼働率（％） 

（2）地デジ放送対人口比カバー率（%） 

（3）受益者数（人） 

（4）経済的内部収益率 （EIRR）  （%） 

（2） 今後の評価のタイミング 

事業完成 2 年後 

以 上  


