
 
 
 

（現地調査2007年6月） 
円借款事業事後モニタリング報告書 

 
評価者：Value Frontier株式会社 石森康一郎 
 
案件名：インドネシア「スマラン港開発事業(2-1,2-2)」（L/A No. IP-379, IP-393） 
 
[借款概要]                                                      
承諾額／実行額 ：合計11,120百万円/6,621百万円（第1期：7,530百万円/4,918百万円 第2期：3,590百万円/1,703百万円） 
借款契約調印  ：1991年9月(第1期)、1992年10月(第2期) 
貸付完了     ：1999年10月(第1期）、1999年11月(第2期) 
事後評価   ：2002年度   
実施機関   ：インドネシア共和国/運輸省海運総局  
 
[事業目的]  
ジャワ島スマラン港において、コンテナ埠頭、ヤード等の整備・建設、資機材の調達を行うことにより、同港のコンテナ輸送需要増加への対応を図り、もって同地域の経済
活性化に寄与するもの。 
コンサルタント：㈱日本港湾ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(日本)、PT. Wiratman & Associates（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ）等 
コントラクター：PT SAC Nusantara（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ）・PT Kalirayasari（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ）・Yala（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ）(JV)、日商岩井、㈱ﾄｰﾒﾝ、等 
 
[結果概要] 
項目 事後評価時 事後モニタリング時 

[有効性・イ
ンパクト] 
有効性 
 

 
 
 
 
 
 
(1) コンテナ施設のサービス向上（平均滞船時間(日/船)） 
ｺﾝﾃﾅ施設の整備により、積み下ろしに係る時間が大幅に減少し、船舶

の待ち時間が減少した。作業時間が予測可能となり、港のﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄが

効率化した。ﾀｰﾐﾅﾙの職員は荷主に積み下ろしのﾀｲﾐﾝｸﾞを正確に知ら

せることができ、結果的に顧客の満足度も高まった。 
○船舶の沖待ち時間（平均滞船時間（日/船））： 

48～72 時間(1991 年)→5～7 時間(1997 年)→1 時間(1998～2000 年) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
(1) コンテナ施設のサービス向上（平均滞船時間(日/船)） 

ｽﾏﾗﾝ港はｺﾝﾃﾅ施設の整備により非常に効率的な荷役作業を実施できてお

り、事後評価を実施した2000年以降、船舶の沖待ち時間は非常に高い水準

の１時間を維持している。 

 

○船舶の沖待ち時間（平均滞船時間（日/船））： 

1時間（2001年～2006年） 
 
 
 
 

 

ｺﾝﾃﾅ貨物取扱量は事後評価以降、年平均７％の増加傾向にあり、平均
滞船時間は事後評価時と同じ1時間という高水準を維持していることから
有効性は高い。また地域経済にも貢献しておりｲﾝﾊﾟｸﾄの発現は大きい。 



(2) コンテナ貨物取扱量(ﾄﾝ)： 
ｺﾝﾃﾅ施設の建設により、中部ｼﾞｬﾜ地域に出入りするｺﾝﾃﾅ輸送が円滑

化した。ｺﾝﾃﾅ貨物取扱量については下図の通り、年間 569,000ﾄﾝ

(1991 年)→1,942,259ﾄﾝ(2000 年)へと増加し、年平均 17％の伸びを見

せている。 
 
 
 

＜図1：ｽﾏﾗﾝ港におけるｺﾝﾃﾅ貨物取扱量について＞ 

 
出典：ｽﾏﾗﾝ港事務所 

 
(3) ﾊﾞｰｽ占有率(%)： 
 * 事後評価時には収集されなかった基本指標 

NA% (2000年事後評価時) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) FIRR(%): 23% 
（算出条件）ｺﾝﾃﾅ貨物取扱によって得られた実際の費用と便益に
基づき（但し、詳細は不明）、1999年以降の便益は1999年の便益
と同一という仮定で算出。 

(2) コンテナ貨物取扱量（ﾄﾝ）： 
年間ｺﾝﾃﾅ貨物取扱量は、中部ｼﾞｬﾜ州産品（特に家具）の輸出拡大等により、
1,942,259ﾄﾝ(2000年事後評価時)→2,998,183ﾄﾝ(2006年)へと増加(年平均７％
の伸び)。 

＜図1：ｽﾏﾗﾝ港におけるｺﾝﾃﾅ貨物取扱量について＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 出典：ｽﾏﾗﾝ港事務所 
 
(3) ﾊﾞｰｽ占有率(%)：  
船舶会社のｽｹｼﾞｭｰﾙでﾊﾞｰｽの利用が金土日に集中しているため30～42％
(2001～2006年)で推移（2ﾊﾞｰｽ*･ﾀｰｹﾞｯﾄ(46%)の65～91%の達成率）。 
*本事業では2ﾊﾞｰｽを建設 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：ｽﾏﾗﾝ港事務所 
 
(4) FIRR(%): 34% 

（算出条件）費用には本事業建設費及びｺﾝﾃﾅ施設の維持管理費を、便益

にはｺﾝﾃﾅの利用から生じたｽﾏﾗﾝ港事務所の営業利益を用いて算出。事後

評価時に1999年の便益と同一と仮定されていた1999年以降の便益が、

1999年の便益を大幅に上回っていることからFIRRが改善。 
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インパクト (1)地域経済に対するインパクト 
ｽﾏﾗﾝ港のｺﾝﾃﾅ取扱能力の増加により、新規のｺﾝﾃﾅ航路がﾏﾚｰｼｱ、
台湾、日本、中国及びﾌｨﾘﾋﾟﾝとの間に開設された。このため貿易の機
会が増加し、地域経済に大きな影響を与えた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
(2)環境に対するインパクト 
特段問題なし。 

(1)地域経済に対するインパクト 
ｽﾏﾗﾝのある中部ｼﾞｬﾜ州のGRDP(Million Rp.） 
73,988,511(2000年事後評価時)→146,939,394(2005年)へと増加傾向。近年
ｽﾏﾗﾝ市及び市郊外において家具産業の振興が進んでいるが、本事業はそ
れら家具の輸出に役立っていることから、同市を有する中部ｼﾞｬﾜ州の
GRDPの増加に貢献していると考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典：ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ統計局 
 
【受益者調査（上述の地域経済に対するインパクト分析の補完）】 
ｽﾏﾗﾝ港のｺﾝﾃﾅﾔｰﾄﾞを利用する15社に対し、受益者調査を実施したところ
全15社が「本事業は会社の貿易（家具等の輸出）拡大に貢献し、貿易に
よる収益の増大にも貢献している」と回答。うち1社では、2000年から2006
年にかけ貿易による収益が3倍に増加。またｽﾏﾗﾝ港事務所のｻｰﾋﾞｽ（船舶
の出入港手続きや輸出入商品の税関手続き等）については、11社が「満
足」と回答している一方、4社が手続きの遅さを理由に「不満」と回答。 
 
(2)環境に対するインパクト 
実施機関である運輸省海運総局管轄下のｽﾏﾗﾝ港事務所が年2回実施する
環境影響評価によると、本事業による環境への負のｲﾝﾊﾟｸﾄは認められて
いない。 

持続性 
 

 
 
 
 
 
(1)技術：ﾏﾈｰｼﾞｬｰﾚﾍﾞﾙのﾄﾚｰﾆﾝｸﾞはｽﾗﾊﾞﾔ、一般職員のﾄﾚｰﾆﾝｸﾞはｽ 
ﾏﾗﾝ港で行われている。また本事業によって導入されたｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰに 
よるｺﾝﾃﾅ取扱ｼｽﾃﾑのﾄﾚｰﾆﾝｸﾞは十分な経験を積んだ職員によって 
実施されている。 

 
 
 
 
 
(1)技術：ﾏﾈｰｼﾞｬｰﾚﾍﾞﾙのﾄﾚｰﾆﾝｸﾞはｽﾗﾊﾞﾔ、ﾀﾝｼﾞｭﾝﾌﾟﾘｵｸ、ｼﾞｬｶﾙﾀ等で、一 
般職員のﾄﾚｰﾆﾝｸﾞはｽﾏﾗﾝ港で行われている。本事業によって導入されたｺﾝ

ﾋﾟｭｰﾀｰによるｺﾝﾃﾅ取扱ｼｽﾃﾑのﾄﾚｰﾆﾝｸﾞは、現在も十分な経験を積んだ職

員によって実施されている。また適宜ｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄされた維持管理ﾏﾆｭｱﾙが全職
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技術・体制・財務及び本事業で建設・供与された設備・機材の維持
管理状況に全く問題はない。しかし外部要因による本事業対象のｺﾝ
ﾃﾅﾔｰﾄﾞの地盤沈下が極めて深刻であり、持続性が著しく危ぶまれる。 
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(2)体制：ｽﾏﾗﾝ港事務所は、100％政府出資の国営企業で、ｽﾗﾊﾞﾔに本 
拠地を置く第３ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ港湾会社(IPCⅢ)の事務所であり、同公社がｽ 
ﾏﾗﾝ港を含む37の港の運営、維持の責任を有する。ｽﾏﾗﾝ港事務所の 
職員は2000年末で424人。ｺﾝﾃﾅ貨物運営を民間に委託する計画。 
 
(3)財務：1997年～1999年におけるIPCⅢの総収入に占める営業収入 
の割合は平均52％と収益性は高く、流動比率も平均362％と極めて 
安定した経営状態。また1998年～2000年におけるｽﾏﾗﾝ港の総収入 
に占める営業収入の割合は平均67％と収益性は極めて高く、流動比 
率も平均324％と極めて安定した経営状態。 
 
(4)維持管理状況： 
本事業によって建設・供与された施設・機材は良く管理されている。
2001年にISO9002取得。ｺﾝﾃﾅ取り扱いｼｽﾃﾑは正常に稼動している。 

員に配布され、日々施設の維持管理に活用されている。総じてｽﾏﾗﾝ港事務

所職員の技術力は高い。 

 

(2)体制：ｽﾏﾗﾝ港事務所は、依然として100％政府出資の国営企業で、ｽﾗﾊﾞﾔ

に本拠地を置く第３ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ港湾会社(IPCⅢ)の事務所であり、同公社がｽﾏﾗ

ﾝ港を含む45の港の運営、維持の責任を有する。ｽﾏﾗﾝ港事務所の職員は

2007年現在で339人。 
 
(3)財務：2000年～2006年におけるIPCⅢの総収入に占める営業収入の割合 
は平均48％と依然として収益性は高く、流動比率も平均321％と極めて安定し

た経営状態。また2001年～2006年におけるｽﾏﾗﾝ港の総収入に占める営業収

入の割合は平均69％（その他収入は固定資産売却、投資活動利益等）と収

益性は極めて高く、流動比率も平均402％と極めて安定した経営状態。 
 
(4) 維持管理状況： 

事後ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを実施した2007年現在においても、本事業によって建設・供与

された施設・機材は良く管理されており、ｺﾝﾃﾅ取り扱いｼｽﾃﾑも正常に稼動し

ている。しかしながら、ｽﾏﾗﾝ港ｴﾘｱを含むｽﾏﾗﾝ市全体における地下水の過剰

揚水が原因で、ｽﾏﾗﾝ港のｺﾝﾃﾅﾔｰﾄﾞでは年平均25cm地盤が沈下(事後モニタ

リングの際に港湾職員が添付地図の測定場所①にてｺﾝﾃﾅﾔｰﾄﾞから海水ま

での高さを測定したところ3.12m(2000年)→1.36m(2007年)になっている

ことが判明)。現在の傾向が続いた場合、2011年の雨期や満潮時には海水

によるｺﾝﾃﾅﾔｰﾄﾞの被害が予想され始め、遅くとも2013年までにはｺﾝﾃﾅﾔｰ

ﾄﾞが完全に海水に浸かる見込み(1.11m(2008年)→0.86m(2009年)→

0.61m(2010年)→0.36m(2011年)→0.11m(2012年)→-0.14m(2013年))。 

また一般貨物ﾀｰﾐﾅﾙの背後ﾔｰﾄﾞにおいても年平均25cmで地盤が沈下。測定

した4箇所（添付地図の②③④⑤）の内1箇所（④）では年平均29cmで地盤が

沈下し(ﾔｰﾄﾞから海水までの高さ：1.83m(2000年)→-0.20m(2007年))、既

に常時海水ﾚﾍﾞﾙが地上ﾚﾍﾞﾙを上回っている状態となっており、陸上の施設

（ﾌﾚｰﾄ・ｽﾃｰｼｮﾝ等）は廃墟となっている。他の3箇所でも現在の沈下傾向が

続いた場合、遅くとも2010年までには常時海水ﾚﾍﾞﾙが地上ﾚﾍﾞﾙを上回る

見込み。一方、ｽﾏﾗﾝ港事務所は日々の維持管理業務に気をとられ、全て

の業務の根幹を揺るがす地盤沈下に注視していない状況になっており、

同問題に対し何ら対策を講じていない（事後評価時において、地盤沈下

の問題は顕在化していなかったと思われる。）。 
 
結論として、ｽﾏﾗﾝ港の地盤沈下は極めて深刻で、維持管理状況に大きな
懸念が残ることから、持続性が著しく危ぶまれ、今後の効果及びｲﾝﾊﾟｸﾄ
の発現にも悪影響を及ぼしかねないと思われる。 
 



[教訓、提言
及び資料情
報とモニタ
リング方法]
(1)事後モニ

タリング
時の教訓
及び持続
性確保の
為の提言 

教訓・提言なし  
 
 
 
 
 
 
 
(1) 教訓 
なし 
 
(2) 提言 
【ｽﾏﾗﾝ港事務所及び運輸省海運総局に対し】 
本事業の高い有効性及びｲﾝﾊﾟｸﾄを今後も長くに亘って確保していくために
は、地下水の過剰揚水という外部要因によるｽﾏﾗﾝ港全体での地盤沈下
に対し、早急に対策を講じることが必要である。また、そうした対策を行うﾘﾊﾋﾞﾘ
事業の対象ｴﾘｱとしては、上記「維持管理状況」で既述のように、本事業対象
のｺﾝﾃﾅﾔｰﾄﾞ・ｴﾘｱだけではなく、ｽﾏﾗﾝ港全体で行うことが望まれる。 
 
【ｽﾏﾗﾝ市政府、中部ｼﾞｬﾜ州政府及びｲﾝﾄﾞﾈｼｱ政府（公共事業省等）に対し】 

ｽﾏﾗﾝ港における地盤沈下の根本的な原因は、ｽﾏﾗﾝ市全体における地下水

の過剰揚水にあることから、同問題の根本的な解決が望まれる。そのために

は、以下の2つのｱﾌﾟﾛｰﾁが必要である。 

まず１つ目は需要管理、即ち地下水の揚水抑制である。そのためには、揚水

量の規制及びその規制の実施体制（ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞと違反者への処罰等）強化とい

う法的措置と、水道料金の改定（値上げ）を含む経済的措置、更には節水の

啓蒙活動という教育的措置を講じる必要があると思われる。 

そして2つ目は供給管理、即ち地下水の涵養及び同地下水に代わる水源から

の給水である。そのためには、新たな上水供給ｲﾝﾌﾗの整備を図る必要がある

と思われる。 

 

以上の状況を勘案し、本行は平成18年3月円借款契約調印の「ｽﾏﾗﾝ総合水

資源・洪水対策計画」にて、具体的に以下の治水給水対策を計画している。 

①ｶﾞﾗﾝ川改修（川改修、放水路回収、固定堰ﾘﾊﾋﾞﾘ、橋梁嵩上げ） 

②市内排水施設整備（ｽﾏﾗﾝ川改修、市内排水用ﾎﾟﾝﾌﾟ場整備） 

③ｼﾞｬﾃｨﾊﾞﾗﾝ多目的ﾀﾞﾑ建設（多目的ダム建設、上流域保全砂防ﾀﾞﾑ建設等） 

 

また、ｽﾏﾗﾝ港における埠頭・防波堤嵩上げ等のﾘﾊﾋﾞﾘ事業もｲﾝﾄﾞﾈｼｱ政府内

で検討中である。 

 

これらの取り組みは、本事業の根本的な解決の一翼を担うと思われる。 

上述のようにｽ地下水の過剰揚水という外部要因によりｽﾏﾗﾝ港の地盤
沈下が急速に進んでいることから、ｺﾝﾃﾅﾔｰﾄﾞ(ないしｽﾏﾗﾝ港全体)にお
ける早急なﾘﾊﾋﾞﾘ（地盤沈下対策）が望まれる。また同港の地盤沈下
の根本的な解決に資するべく、ｽﾏﾗﾝ市全体における上水の需給管理が
望まれる。 
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