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第 1 章 評価の実施方針 

1-1 評価の背景・目的 

日本の国際貢献の主要な柱の一つである政府開発援助（ODA）は、国際的にも国

内的にもより質の高い、効果的・効率的な実施が求められている。 

日本とスリランカはサンフランシスコ講和条約以来、伝統的な友好関係にあり、日本

は長年スリランカの発展に寄与し、スリランカが受け取る援助額の圧倒的な割合を占

めるトップドナーである。1954 年より、運輸、通信、電力、水資源開発、農業等のイン

フラ整備、保健、教育、人材育成等様々な分野に、無償資金協力、技術協力、円借款

等の組み合わせによる積極的な支援を展開し、同国の経済社会発展を支えてきてい

る。スリランカは経済開発水準に比して社会開発水準が優れており、UNDP はこれを

人間開発の一つのモデル（スリランカモデル）としてとりあげた。他方で、同国では、多

数派シンハラ人と少数派タミル人の間の民族紛争が継続している。日本は、ODA 大

綱の重点課題である「平和構築」の趣旨にもとづき、2002 年以降、「スリランカ復興開

発に関する東京会議」の開催をはじめ、スリランカの和平プロセスにも大きな役割を果

たしてきた。だが、本調査のまさに大詰めに差し掛かった 2008 年 1 月、スリランカでは

停戦合意破棄という大きな社会情勢の変化が起こる等、平和構築への協力は大きな

困難とチャレンジを伴うものである。 

日本は、2004 年 4 月、（1）平和の定着と復興に対する支援、及び、（2）中・長期ビ

ジョンに沿った援助を機軸とした「対スリランカ国別援助計画」を策定し、同計画に基づ

いた対スリランカ経済協力を実施してきている。特に、平和の定着は対スリランカ援助

の歴史に新たな 1 ページを開くものと位置づけられている。同国別援助計画の改定が

近く予定されていることから、これまでの対スリランカ援助政策全般をレビューすること

が求められている。 

本評価調査の目的は、国別援助計画を中心とする日本の対スリランカ援助政策全

般をレビューし、国別援助計画改定を含む今後の対スリランカ援助の政策立案、及び

援助の効果的･効率的な実施に資する教訓・提言を作成することにある。さらに、その

評価結果を広く公表することによって説明責任を果たすこと、スリランカの政府関係機

関、国際機関、ＮＧＯ等のステークホールダーに評価結果をフィードバックすることも本

調査の目的である。 

 

1-2 評価の対象 

本評価調査では、2004 年 4 月に策定された対スリランカ国別援助計画を中心とす

る日本の対スリランカ援助政策全般を対象とし、対象期間は国別援助計画策定作業

が開始された 2002 年以降 2006 年までとする。また、国別援助計画では明記されてい

ないが、2004 年 12 月に発生した津波災害に対する津波災害復興プログラムについて



 2

も評価対象とした。援助政策の実施としての援助事業についても、2002 年以降に開

始された、円借款、無償資金協力、技術協力につきレビューを行った。 

 

1-3 評価の実施方法 

1-3-1 評価の枠組み 

日本の対スリランカ援助政策を、政策目標、重点セクター目標、サブセクター目標、

プログラム、プロジェクトに基づき整理し、目標体系図（図 1-1）を作成した。目標体系

図に沿って、以下の 3 つの視点から検証した。 

1. 政策の妥当性 

日本の対スリランカ援助政策を、日本の上位政策、スリランカの開発計画、国際開

発イニシアティブ、他ドナーの援助動向と対比し、その妥当性を検証した。 

2. プロセスの適切性 

援助政策策定プロセスを、日本側の体制、スリランカ側との協議・調整、他の関係

者の関わり方等の観点から、確認した。また、援助政策（事業）実施については、日

本・スリランカ双方の実施体制、他の関係者（ドナー、NGO）との連携・協調、スリラン

カ側の国情・ニーズ変化への対応といった観点から、その適切性を検証した。 

3. 結果の有効性・インパクト 

日本の対スリランカ援助政策の重点分野における指標の推移、日本の ODA 実績・

貢献をレビューし、同分野の目的達成度・達成の見込みを検証した。その際に、スリラ

ンカ側の開発計画目標および人間の安全保障の観点への貢献度、さらに環境、ジェ

ンダーへの配慮も考慮した。これを踏まえ、対スリランカ援助政策目標（平和の定着、

持続的発展）の達成状況から、対スリランカ援助の有効性・インパクトを検証した。 

以上の 3 つの評価視点を、評価の枠組み（表 1-1）として整理し、評価項目、評価内

容・指標、情報収集先／情報源として示した。 
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図 1-1 対スリランカ ODA の目標体系図 
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紅茶農園内住民組織の運営能力向上プロジェクト（草の根技協） 

ワウニア・キリノッチ送電線修復計画 

電力セクターマスタープラン調査（開調） 

電力セクター改革プロジェクト 

地方道路改善計画 ガンポラ橋・ムワガマ橋架け替え計画 

マナンピティヤ新幹線道路橋梁建設計画（詳細設計） ゴール港開発計画（1） 

マナンピティヤ新幹線道路橋梁建設計画. 

電力セクター改革プログラム 

ヌワラ・エリヤ給水改善計画 

マータラ上水道整備計画 

コロンボ市上水管清掃機材整備計画 

全国廃棄物管理プロジェクト（技プロ） 

小企業育成計画(3) 

環境対策支援計画(2) 

情報技術分野人材育成計画（技プロ） 

技術教育訓練再編整備計画（日本スリランカ職業訓練短大）（技プロ） 

遠隔教育情報技術者育成計画（技プロ） 

灌漑分野に係る総合的管理能力向上計画調査（開調） 食糧増産援助（FAO 経由） 

セクター・プログラム無償 

貧困農民支援 

南部地域の村落生活向上計画（SOUTHCAP）（技プロ） 

肥料利用適正化計画（技プロ） 

乾燥地域の灌漑農業における総合的管理能力向上計画（技プロ） 

日本 NGO 支援無償（4 件） 

草の根・人間の安全保障無償（6 件） 

ノンプロ無償（スマトラ沖大地震及びインド洋津波被害に対する支援） スリランカ津波被災地域復興計画 

農村経済開発復興計画 

小規模インフラ整備計画（1）（2） 

初中等理数科分野教育マスタープラン調査（開調） 

プランテーション改革計画(2) 

口腔保健教育計画（技プロ） 

学校運営改善計画（技プロ） 

食糧援助（WFP 経由） 

観光セクター開発計画  

横浜港港湾労働者育成管理プログラム（草の根技協） 

津波被災地域コミュニティ復興支援プロジェクト（開調） 

南部地域津波災害復旧・復興支援プロジェクト（開調） 

東部幹線道路復旧・復興支援プロジェクト（開調） 

防災機能強化計画調査（開調） 

アジア都市の市民参加型防災管理研修計画（草の根技協） 

南部･中央部･東部ﾌﾟﾚｽｸｰﾙ保育士ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞと子供貯金支援事業計画（草の根技協） 

スリランカ国における生活習慣病対策計画（草の根技協） 

技術協力 無償  円借款 

紛争影響地域住民生活・

インフラ支援 

産業振興 

運輸・交通 

農漁村・地方開発 

プログラム 

電力・エネルギー 

都市環境 

観光 

保健・医療 

基礎教育 

緊急無償（国内避難民支援）(UNHCR 経由) 

ジャフナ教育病院中央機能改善計画（詳細設計） 

緊急無償（紛争被災地域の母子保健改善計画）（ユニセフ経由） 

新マナー橋建設及び連絡道路整備計画（詳細設計） 

草の根・人間の安全保障無償（19 件） 

日本 NGO 支援無償（14 件） 

コミュニティアプローチによるマナー県復旧・復興計画（技プロ） 

北・東部州家畜飼育研修計画（技プロ） 

トリンコマリー県住民参加型農業農村振興開発計画（技プロ） 

ワウニア地区基礎保健サービス復興支援計画（草の根技協） 

紛争被災地域での農漁業機械関連技術の普及・生活向上計画（草の根技協） 

機材維持管理改善プロジェクト（技プロ） 

大コロンボ圏都市交通開発計画調査（開調） 

緊急無償（スマトラ沖大地震及びインド洋津波被害に対する支援） 

初中等理数科分野教育マスタープラン調査（追加調査）（開調） 

地方自治体における環境･自然保護行政計画（草の根技協） 

キャンディ及びヌワラエリアにおける水質改善のためのﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ研修計画（草の根技協） 

横浜港港湾労働者育成管理計画（草の根技協） 

孤児に係るｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰと孤児院設置･運営のための事業計画（草の根技協） 

絵本の導入によるスリランカの幼児教育向上プロジェクト（草の根技協） 

草の根・人間の安全保障無償（4 件） 

草の根・人間の安全保障無償（1 件） 

草の根・人間の安全保障無償（1 件） 

草の根・人間の安全保障無償（12 件） 

津波災害復興 

ラトナプラ総合病院整備計画 

保健システム管理強化計画調査（開調） 

大コロンボ圏都市交通整備計画 

水セクター開発計画 

貧困緩和地方開発計画 

食糧増産援助 

東部州経済インフラ復興計画 
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表 1-1 評価の枠組み 
評価対象 : 対スリランカ援助政策                       評価対象期間 : 2002 年～2006 年

評価  
項目  

評価内容・指標  
＜情報収集先＞ 

情報源  
1．日本の ODA 上位政策、外交政策との整合性  
指標 1-1 ODA 大綱との整合性  
指標 1-2 ODA 中期政策との整合性  
指標 1-3 外交政策との整合性  

＜外務省、外務省 HP＞ 
‑ ODA 大綱目標、ODA 中期政策目

標 、「我 が国 の重 点 外 交 政 策 」、

「ス」復興開発に関する東京宣言  
2．スリランカ国家開発計画との整合性  
指標 2-1 「リゲイニング・スリランカ」（PRSP）との整合性  
指標 2-2 新経済政策枠組みとの整合性  
指標 2-3 マヒンダ・チンタナとの整合性  

＜外務省＞ 
＜スリランカ政府、政府 HP＞ 
‑ 「リゲイニング・スリランカ」、新経済

政策枠組み、マヒンダ・チンタナ 
3．国際的な課題との整合性  
指標 3-1 ミレニアム開発目標(MDGs)との整合性  
指標 3-2 人間の安全保障委員会報告との整合性  

＜外務省 HP＞ 
‑ ミレニアム開発目標、人間の安全

保障委員会報告政策提言  
4．他ドナー・国際機関の援助政策との補完性  
指標 4-1 他ドナー・国際機関の重点分野・援助実績  
指標 4-2 ドナー協調の実績  

＜ODA タスクフォース＞ 
＜他ドナー、他ドナーHP＞ 
‑ 課題別･分野別ドナー支援マトリッ

クス、セクター別会合関連資料  

妥当性  

5．スリランカ国情から見た妥当性  
指標 5-1 スリランカの紛争状況・和平プロセス進捗状況  

＜公開情報＞＜外務省 HP＞ 
＜日本側関係者＞ 
＜「ス」側関係者＞ 

6. 対スリランカ援助政策策定体制の適切性  
指標 6-1 策定に関わったメンバー構成  
指標 6-2 現地機能強化の取組の適切性  
指標 6-3 策定のための基礎情報、手順、スケジュール 
指標 6-4 援助実施機関(JICA、JBIC)、関係省庁との連

携・調整  

＜日本側関係者＞ 
‑ ODA 総合戦略会議文書、策定会

議議事録、ODA タスクフォース協

議録  

7. スリランカ側との協議･調整の適切性  
指標 7-1 協議実施回数、スケジュール、協議内容  
指標 7-2 スリランカ側の国情・ニーズの把握・反映度  
指標 7-3 スリランカ側の日本援助政策に対する理解度  

＜日本側関係者＞ 
＜「ス」側関係者＞ 
‑ 日本・スリランカ間の協議録、ODA

タスクフォース協議録  
8. 他ドナーとの援助協調･連携の適切性  
指標 8-1 政策策定時の他ドナーとの調整  
指標 8-2 援助協調・連携の反映の仕方・レベル 

＜日本側関係者＞＜他ドナー＞ 
‑ 他ドナーとの協議録、ODA タスクフ

ォース協議録  

策定プ

ロセス

の 
適切性  

9. 有識者・NGO 等との連携の適切性  
指標 9-1 政策策定時の有識者（日本、スリランカ）との連

携（意見聴取） 
指標 9-2 政策策定時の NGO（日本、スリランカ、国際）との

連携（意見聴取） 

＜有識者・NGO＞ 
‑ ODA 総合戦略会議文書、策定会

議議事録、ODA タスクフォース協

議録  

10. 対スリランカ援助政策実施体制の適切性  
指標 10-1 援助実施機関の組織･人材配置･実施・モニタリ

ング体制  
指標 10-2 援助実施機関の連絡体制･協議実績  
指標 10-3 JICA 国別事業実施計画への反映度  
指標 10-4 JBIC 国別業務実施方針への反映度  
指標 10-5 援助事業の案件形成、実施、評価プロセス 
指標 10-6 事業間、スキーム間、セクター間の連携  

＜日本側関係者＞ 
‑ JICA 及び JBIC の組織図･実施体

制、外務本省・大使館／実施機関

との連絡記録、JICA 国別事業実

施 計 画 、JBIC 国 別 業 務 実 施 方

針、各種事業報告書・関連資料  
 

実施プ

ロセス 
の 

適切性  
 

11. 援助政策実施におけるスリランカ側とのパートナーシッ

プの適切性  
指標 11-1 JICA 国別事業実施計画策定におけるスリラン

カ側との連携・調整  
指標 11-2 JBIC 国別業務実施方針策定におけるスリラン

カ側との連携・調整  
指標 11-3 援助事業の案件形成、実施、評価プロセスにお

けるスリランカ側との連携・調整  

＜日本側関係者＞ 
＜「ス」側関係者＞ 
‑ 日本・スリランカ間の協議録  
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評価対象 : 対スリランカ援助政策                       評価対象期間 : 2002 年～2006 年

評価  
項目  

評価内容・指標  
＜情報収集先＞ 

情報源  
12. スリランカ側のリソース（資金、人材等）・実施体制から

見た適切性  
指標 12-1 開発関連省庁の組織、人材配置、実施能力・

技術レベル 
指標 12-2 政府開発予算  
指標 12-3 援助政策実施プロセスにおけるスリランカ側開

発関連省庁の実施体制・能力向上への方策  

＜日本側関係者＞ 
＜「ス」側関係者＞ 
‑ スリランカ側 関 連 省 庁 の組 織 図 ・

実施体制、スリランカ政府予算関

連書類  

13. 他ドナーとの援助協調･連携の適切性  
指標 13-1 他ドナーとの援助協調の形態・レベル 
指標 13-2 事業実施における他ドナーとの連携状況  

＜日本側関係者＞ 
＜「ス」側関係者＞＜他ドナー＞ 
‑ 各種事業報告書、関連資料  

14. スリランカの国情・ニーズ変化への対応から見た適切

性  
指標 14-1 国情・ニーズ変化に対応した事例  
指標 14-2 援助政策実施における環境社会面での配慮  

＜日本側関係者＞ 
＜「ス」側関係者＞ 
‑ 各種事業報告書、関連資料  

 

15. NGO（日本、スリランカ、国際）/CBO との連携の適切

性  
指標 15-1 援助事業の案件形成、実施、評価プロセスにお

ける NGO/CBO との連携・調整の事例  

＜日本側関係者＞ 
＜「ス」側関係者＞ 
＜NGO＞ 
‑ 各種事業報告書、関連資料  

16. スリランカ側の開発資金への貢献度  
指標 16-1 スリランカ開発予算に占める日本の援助資金の

割合（分野･地域別) 
指標 16-2 対スリランカ援助総額に占める日本の援助資金

の割合  
指標 16-3 他ドナーの援助資金との比較   

＜外務省 HP、JICA HP、JBIC HP＞

＜OECD-DAC HP＞ 
＜「ス」側関係者＞ 
‑ 援助実績(ODA 白書、JICA 資料、

JBIC 資料等)、スリランカ政府予

算関連書類、OECD-DAC 資料  
17. 援助政策目標の達成度・達成見込み 
指標 17-1  「平和の定着」・復興プロセスの進捗度  
指標 17-2  実質 GDP 成長率、1 人当たり GDP 

＜日本側関係者（含有識者）＞ 
＜「ス」側関係者（含有識者）＞ 
‑ 社会･経済統計データ 

18. 援助政策重点分野の目標達成度・達成見込み 
指標 18-1 北・東部復興状況  
指標 18-2 経済インフラ整備状況  
指標 18-3 外貨獲得額・能力：産業振興、観光  
指標 18-4 貧困状況：農漁村・地域開発、教育、保健・医療

指標 18-5 津波災害復興状況  

＜日本側関係者（含有識者）＞ 
＜「ス」側関係者（含有識者）＞ 
‑ 各種事業報告書、評価報告書、関

連資料、社会・経済統計データ 

19. スリランカ国家開発計画目標、MDGs 達成への貢献度

指標 19-1 開発計画目標の推移と日本の援助の貢献度  
指標 19-2 MDGｓの推移と日本の援助の貢献度  

＜「ス」側関係者＞ 
‑ 開発計画、MDGs モニタリング報

告書、社会・経済統計データ 
20. スリランカ側の開発行政能力、事業実施能力向上への

貢献度  
指標 20-1 スリランカ側の開発行政能力、事業実施能力向

上のレベル  
指標 20-2 制度／システムの変化、確立の程度  

＜日本側関係者＞ 
＜「ス」側関係者＞ 
‑ PRSP 進捗報告書、事業（キャパ

ビル関連）報告書  

21. 日本の援助へのスリランカ側の理解、広報強化への

貢献  
指標 21-1 スリランカ国民に対する日本の援助の広報  
指標 21-2 スリランカ開発関係者（政府、NGO）、国民の日

本の援助への理解度  

＜「ス」側関係者＞ 
‑ 広報関連資料  

22. 人間の安全保障、グローバル･イシュー（環境、ジェン

ダー）の観点からの貢献度  
指標 22-1 人間の安全保障の観点からの貢献度  
指標 22-2 主な環境課題への貢献度  
指標 22-3 重点分野でのジェンダー格差是正への貢献度  

＜日本側関係者＞ 
＜「ス」側関係者＞ 
＜NGO＞ 
‑ 各種事業報告書、評価報告書、関

連資料、社会･経済統計データ 

結果の

有効性  

23. 南南協力の推進へのインパクト 
指標 23-1 民間セクターの活用・連携の実績  
指標 23-2 南南協力の実績  

＜日本側関係者＞ 
＜「ス」側関係者＞ 
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1-3-2 評価の手順 

本評価は 2007 年 6 月から 2008 年 2 月までを調査期間とし、以下の手順で実施さ

れた。 

1. 評価の実施方針・枠組みの策定 

評価チームは、評価実施計画（評価の視点・指標、手法・手順、調査日程等）につき、

評価主任、アドバイザーの指導の下、外務省及び実施機関の関係部局と協議を行い、

評価の枠組みを策定した。 

2. 国内調査 

上記評価実施計画・枠組みに沿い、文献調査、国内関係機関への聞き取り調査、

情報収集を行った。 

3. 現地調査 

2007 年 9 月 22 日から 10 月 7 日の期間で現地調査を実施した。現地では、日本

の対スリランカ援助政策及びその貢献につき、日本側関係者、スリランカ政府関係者、

他ドナー、NGO、有識者からの聞き取り調査を行うとともに、援助事業の効果・インパ

クトを確認するため、幾つかの案件の視察を行った。 

4. 分析・報告書作成 

国内調査及び現地調査で得られた情報を、評価枠組みで示した指標項目・内容・

指標に基づいて、整理・分析し、報告書としてとりまとめた。 

 

1-4 評価チーム 

本調査は、下記のメンバーにより実施された。 

評価主任 

野田真里 名古屋 NGO センター理事・中部大学准教授（ODA 有識者会議メンバー） 

アドバイザー 

荒井悦代 アジア経済研究所研究員 

調査補助業務従事者 

齋川純子 （株）コーエイ総合研究所 主任研究員 

守満美紀 （株）コーエイ総合研究所 主任研究員 

細野良子 （株）コーエイ総合研究所 副主任研究員 

現地調査には、上記メンバー、及びオブザーバーとして、外務省国際協力局評価室 

飯塚裕一上席専門官が参加した。 

なお、本評価は評価主任並びに ODA 評価有識者会議の責任において実施された

ものであり、外務省及び日本政府の見解ではない。 
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1-5 謝辞  

本調査にあたっては、国内およびスリランカ現地にて、外務省、大使館、国際協力

機構（JICA）、国際協力銀行（JBIC）をはじめ、ＮＧＯ、スリランカ政府機関等多くの皆

様に多大なご協力をいただいたことに感謝したい（表 1-2）。とりわけ、明石康政府代表

（スリランカの平和構築および復旧・復興担当）にはスリランカの情勢が大きく変化する

中、ご多忙にもかかわらず大変貴重なお話を聞かせていただき、本調査の内容を深め

るのに大いに参考とさせていただいた。心から感謝の意を表するとともに、明石代表の

対スリランカ協力へのご尽力に敬意を表したい。本評価が日本の対スリランカ援助の

向上およびスリランカの平和と発展の一助となれば幸いである。 
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表 1-2 主要な面談先一覧 
外務省 明石康政府代表（スリランカの平和構築および復旧・復興担当）

国際協力局 国別開発協力第一課 
国際協力局 無償資金・技術協力課 
国際協力局 有償資金協力課 

国際協力機構（JICA） アジア第二部 南西アジアチーム 
国際協力銀行（JBIC） 開発第 2 部第 3 班 

 
 

国 
内 
調 
査 

NGO ケア・インターナショナルジャパン 
ブリッジ エーシア ジャパン 

日本機関 在スリランカ日本大使館  
JICA スリランカ事務所 
JBIC スリランカ事務所 
JETRO スリランカ事務所  

スリランカ政府関係機関  財務・計画省（対外援助局：ERD、国家計画局：NPD） 
計画実施省  
農業開発・農民サービス省 
かんがい・水管理省 
ハイウェイ省、道路開発庁（RDA） 
災害管理・人権省 
観光省 
企業開発・投資促進省 
保健・栄養省  
教育省 
国家建設・エステート基盤振興省 
全国上下水公社（NWSDB） 
全国廃棄物管理支援センター（NSWMSC） 
北部州政府（元北・東部州政府） 

国際機関・他ドナー機関 世界銀行スリランカ事務所  
アジア開発銀行（ADB）スリランカ事務所  
欧州連合（EU）スリランカ事務所 
国連児童基金（UNICEF）スリランカ事務所 
国連開発計画（UNDP）スリランカ事務所 
国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）スリランカ事務所 
在スリランカノルウェー大使館 

NGO・有識者 BCIS Conflict Resolution 
Center for Policy Alternativeｓ 
CHA (Consortium of Humanitarian Agencies) 
Colombo University 
Community Trust Found 
Norway People's Aid 
Sarvodaya Shramadana Movement 
Sewaｌanka Foundation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現 
 
 
 

地 
 
 
 

調 
 
 
 

査 

視察案件 ヌワラ・エリヤ市役所 
・地方都市環境衛生改善計画調査（開発調査） 
・ヌワラ・エリヤ給水改善計画（無償） 
ケア・インターナショナル 
・紅茶農園内住民組織の運営能力向上プロジェクト（After TEA）
(草の根技術協力) 
Gamini Dissanayake 技術職業訓練所 
・職業訓練支援計画（草の根・人間の安全保障無償） 
ペラデニア大学歯学部 
・歯学教育プロジェクト（技術協力プロジェクト） 
・口腔保健教育プロジェクト（技術協力プロジェクト） 

出典：調査団作成  

 


