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円借款事業事後評価報告書 

中国 

海南省開発計画（洋浦港） 

評価者：オフィスみかげ合同会社 

稲澤 健一 

1．案件の概要 

 

 

 

 

 

 

 

プロジェクト位置図         洋浦港のコンテナバース 

 

1.1 事業の背景 

中国 南端に位置する海南省1は、1988 年に広東省から分離して省に昇格し、国内 5 番目

の経済特別区に指定された。対外開放路線の中で海南省は、外資導入や企業誘致などの政

策を進めると同時に、社会経済インフラの整備を早急に目指していた。本事業開始前、海

南省全体で港湾・道路・空港・通信等のインフラ整備が立ち遅れており、港湾インフラの

整備に関しては、海南省全体の港湾施設の計画貨物取扱能力が、総計 1,067 万トンであった

のに対し、1993 年の実績取扱量は 1,356 万トン、94 年は 1,511 万トンに達するなど計画貨物

取扱量を超過し、一層の港湾機能の拡充が必要とされていた。  

海南省の主要港湾は、省都である海口市にある海口港、島の南部に位置する三亜港、西

部に位置する鉱石積出専用港である八所港、そして北西部に位置する洋浦港がある。その

うち、洋浦港は 1990 年に開港2したが、後背地である洋浦経済開発区3や儋州経済圏（儋州・

臨高・白沙）の経済発展に伴い、将来的にコンテナ・雑貨輸出を中心に貨物取扱量の増大

が見込まれていた。洋浦港の貨物取扱量の需要増に応えるために、新規バースの建設など

港湾施設の拡充が急務とされていた。 

 

1.2 事業概要 

                                                   
1 面積は約 34,000k ㎡で九州とほぼ同じ規模である。海岸線の延長は約 1,570km である。 
2 開港事業として 2 万トン級多目的バースを 2 基建設した（中国側自己資金により建設）。 
3 1992 年に国務院に認可された国家級開発区。面積は約 30k ㎡、港湾機能を中心とした経済開発区である。  
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海南省北西部の儋州経済圏を後背地とする洋浦港において 2 万トン級･多目的バース 1 基

の建設、2 万トン級雑貨バース 2 基の建設、港湾施設の整備を行うことにより、同港の貨物

取扱能力の拡充等を図り、もって海南省の経済活性化に寄与する。 

 

円借款承諾額／実行額 43 億円／33 億 7200 万円 

交換公文締結／借款契約調印 1995 年 10 月／1995 年 11 月 

借款契約条件 金利 2.3％、返済 30 年（うち据置 10 年） 

一般アンタイド 

借入人／実施機関 中華人民共和国対外貿易経済合作部／海南省人民

政府（監理･運営組織は国投洋浦港有限公司） 

貸付完了 2002 年 12 月 

本体契約（10 億円以上のみ記載） N/A 

コンサルタント契約（1 億円以上

のみ記載） 
N/A 

関連調査（ﾌｨｰｼﾞﾋﾞﾘﾃｨｰ･ｽﾀﾃﾞｨ：

F/S)等 

F/S 

（1991 年）中国交通部第 2 航務工程勘察設計院作成 

（1994 年）国家計画委員会により承認 

関連事業 海南島総合開発計画調査（1988 年、国際協力事業団） 

 

2．調査の概要 

2.1 外部評価者 

稲澤 健一（オフィスみかげ合同会社） 

 

2.2 調査期間 

 今回の事後評価にあたっては、以下のとおり調査を実施した。 

 調査期間：2009 年 9 月～2010 年 6 月 

 現地調査：2009 年 12 月 7 日～12 月 18 日、2010 年 3 月 8 日～3 月 13 日 

 

2.3 評価の制約 

 特記事項なし 

 

3. 評価結果（レーティング：A） 

3.1 妥当性（レーティング：a） 
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3.1.1 開発政策との整合性 

審査時の中国政府は第 8 次 5 カ年計画（1991-95 年）において、経済成長に伴う国内の港

湾貨物取扱量の需要増に対応するためにバース等の建設を進め、貨物取扱量を増大させる

ことを目指していた。本事業も他の国内主要港の整備と合わせて当該 5 ヶ年計画に組み込

まれていた。また、当該 5 ヶ年計画策定以前の 1988 年に、JICA の開発調査「海南島総合開

発計画」が策定され、海上輸送の改善及び港湾施設での荷役効率の向上等を行い、同島の

工業化・都市化を進展させることが企図されていた4。加えて、1988 年に省に昇格した海南

省では、「交通輸送戦略発展計画」を策定し、港湾・道路・空港・通信等のインフラ整備を

優先課題とし、直接投資の促進や外資導入等による経済成長を目指した。特に港湾施設の

整備に関しては、高速道路網整備と併せて同島の経済発展実現に結びつく重要インフラと

認識されていた。 

事後評価時の国家開発計画である第 11 次 5 ヶ年計画（2006-10 年）においても、中国政

府は沿海部の港湾開発を進め、貨物取扱能力の向上を目指している。2006 年に海南省第 3

期人民代表大会で制定された「海南省国民経済及び社会発展 11 次 5 ヶ年計画綱要」におい

ても、道路、港湾、上下水道、電力、環境汚染物質対策等を重点インフラ事業と位置づけ

て海南省の経済発展を企図している。加えて、海南省人民政府交通庁は 2008 年に「海南省

港発展計画」を策定し、2020 年までの省全体の港湾セクター計画を定めている。このよう

な政策の進捗の中で、洋浦港は 2007 年に中国第 4 の保税港区に認定されている。胡錦濤国

家主席が 2008 年に海南省を視察した際に、「海南省は中国と ASEAN 自由貿易地域との関係

構築及び諸港湾の経済協力に積極的に参加するべきである。洋浦経済開発区を先頭に東南

アジアの港湾、海運、物流、輸出加工の拠点となるべきである」と、海南省と洋浦港の国

際港運としての今後の役割・位置づけに関する指示を行った。現在、海南省人民政府・関

連機関はその発言を踏まえ、国際港湾としての洋浦港の機能を拡充させる施策を進めてい

る。 

 

3.1.2 開発ニーズとの整合性 

1990 年に開港した洋浦港では審査当時、後背地経済圏である洋浦経済開発区や儋州・臨

高・白沙等の経済発展に伴い、コンテナ・雑貨輸出を中心に貨物取扱量が増大し、2000 年

には年間 340 万トン、2005 年には年間 460 万トンに達すると見込まれていた。審査当時の

洋浦港の貨物取扱能力は年間 100 万トン（2 万トン級多目的バース 2 基）ということもあり、

将来において貨物取扱能力の不足が深刻化すると予想されていた。 

本事業完成後の年間貨物取扱量は年間約 420 万トンであるが、後背地経済圏の洋浦経済

                                                   
4 本事業は当開発計画において明記されていた。 
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開発区や儋州・臨高・白沙が経済成長（年平均 13～14％の成長率）を遂げていることもあ

り、貨物取扱量は増加傾向にある。かかる状況を踏まえ、洋浦港では第 3 期事業5が実施さ

れ、貨物需要増に応えている。 

 
3.1.3  日本の援助政策との整合性 

1992 年に閣議決定された政府開発援助大綱（ODA 大綱）において、本邦 ODA 及び途上

国の開発に大きな影響を有する貿易や投資が有機的連関を保ちつつ実施され、開発途上国

の発展を促進することが重点課題のひとつとされていた。特に日本と緊密な関係を有し日

本の安全と繁栄に大きな影響を及ぼすアジア地域は重点地域と認識されていた。本事業は、

アジア地域における貿易や投資を促し、同地域との経済連携の強化などを十分に考慮する

点において、日本の援助政策としての整合性が認められる。 

 

  以上より、本事業の実施は中国の開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致

しており、妥当性は高い。 

 

 

3.2 効率性（レーティング：b） 

3.2.1 アウトプット 

 本事業では一部アウトプットがキャンセルされたものの、概ねほぼ審査時の計画どおり

に実施された。以下は、本事業のアウトプットの計画と実績の比較である。 

 

表 1：アウトプットの計画と実績の比較 

アウトプット 計画（審査時） 実績（事後評価時） 

1. 土木工事 ①係留施設（総延長 700m） 
a) 2 万トン級多目的バース×1 基

b）2 万トン級雑貨バース×2 基 
（年間取扱能力合計：120 万ト

ン） 
 
②ストックヤード（47,000 ㎡） 
 

①係留施設（但し、総延長は

577m） 
ほぼ計画どおり 
（年間取扱能力合計：177.4 万

トン） 
 
②ストックヤード 
計画どおり 

2. 荷役機械設備の調

達 
①クレーン一式 
②機械・車両の給油用タンクロ

ーリー（8,000 リットル）×1 台 
③岸壁～ヤード間の運搬用トレ

①②④ 
計画どおり 
 
③ほぼ計画どおり 

                                                   
5 2005 年 12 月に建設開始し、09 年 9 月完成した。事業内容は中国側の自己資金で 2 万トン級雑貨バース 3
基を建設したもの。設計上の年間貨物取扱量は 410 万トンである。なお現在、第 4 期事業も計画段階にあ

る。 
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ーラー・トレーラーシャーシ×

計 79 台 
④その他機械設備（ローダー、

重機、フォークリフト等）一式 

（トレーラー×38 台、トレー

ラーシャーシ×34 台：計 72
台） 
 

3. 荷役設備棟・管理

運営棟・港湾労働者

の住宅施設（生活環

境施設棟）等の建設 

①雑貨用倉庫×2 箇所 
②コンテナフレイトステーショ

ン（CFS） 
③ヤード・荷役管理棟 
④港務公司庁舎 
⑤学校等教育施設 
⑥研修施設 
⑦その他、変電所、港湾労働者

用住宅等 

①④のみ建設 
（但し、①は 1 箇所のみ建設） 
 
②③⑤⑥⑦はキャンセル  
 

4. ユーティリティの

整備 
①給排水、供電等、環境工作船 
（120 トン級×1 隻）の建造、緑 
地整備、環境保全対策一式 

①計画どおり 
 

5. 通信・航行支援用

設備の購入・設置 
①通信・航行支援用設備一式（ブ

イ×7 個） 
①ほぼ計画どおり 
（但し、ブイ調達個数は 4 個） 

6. 港内作業船・管理

用車両の調達 
 

①港内作業船（タグボート×1
隻）・管理用車両×3 台の調達 

①ほぼ計画どおり 
（但し、管理用車輌の調達は 2
台） 

7. 商品（貨物）検査

施設の建設、機器購

入・設置等 

①商品（貨物）検査施設の建設、 
機器購入・設置等 

①キャンセル 
（但し、中国側自己資金によ

り実施） 
8. 技術協力（研修団

の派遣） 
①埋立地の地番改良工法の調査

（建設地点の軟弱地盤対策） 
②ターミナル運営手法等の調査

（貨物量急増に対応したコンピ

ュータ管理、人員・組織の合理

化・効率化対策等）  

①キャンセル 
 
②キャンセル 
（但し、中国側自己資金によ

り実施） 

9. コンサルティン

グ・サービス 
①外国コンサルタントの雇用予

定は無し 
 

①計画どおり、但し現地業者

（広東省盛華交通工程諮詢公

司）が雇用された（1996 年 11
月～97 年 4 月：計 5M/M） 

追加アウトプット 
 
 

ストックヤード約 29 万㎡の増設工事 
（コンテナ貨物・運搬エリアの拡張：中国側自己資金により建設。

本事業のストックヤード 47,000 ㎡の建設エリアに隣接。） 
出所：JICA 資料、事業完成報告書（PCR）、質問表回答 

 

計画と実績の主要な差異に係る根拠は以下のとおりであり、妥当な修正であった思われ

る。 

 

1. 土木工事 

総延長が 700ｍから 577ｍに減少した主な理由は、事業スコープの見直しによるものであ

る。本事業開始当時、海南省及び後背地である洋浦経済開発区等の経済は低迷し、大きな
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工業プロジェクトも立ち上がっておらず、洋浦港の貨物取扱量も 97 年まで年間 55 万トン

程度であった。実施機関は本事業完成後の経済効果と市場ニーズ等を予測してバース総延

長の見直しを行い、577ｍでの建設が妥当であると判断した6。 

なお、年間取扱能力 120 万トンと 177.4 万トンの相違は、審査時と本事業完成時では取扱

能力の計算方式の違いがあるためであり、実質的な年間取扱能力が変化したわけではない。

実施機関によると、審査時は当時の計算方式により算出した値で、事後評価時の値は現行

の計算方式で算出した値とのことであり7、実質的な年間取扱能力を変化させるような条件

変更があったわけではないとのことであった。 

 

2.  荷役設備棟・管理運営棟・港湾労働者の住宅施設（生活環境施設棟）等の建設 

雑貨用倉庫が１箇所のみ建設、コンテナフレイトステーション及びヤード・荷役管理棟

がキャンセルとなった理由は、本事業開始後に事業スコープの見直しが行われ、第 1 期事

業（1990 年完成）で建設した倉庫・管理棟が十分機能すると判断されたためである8。 

学校等教育施設、研修施設及びその他、変電所、港湾労働者用住宅等がキャンセルとな

った理由は、本事業開始前に優先されていた従業員の福利厚生が、90 年代後半以降、中国

全体が市場経済体制に移行する中で、必要性が再検討された結果キャンセルとなった。 

 

3. 通信・航行支援用設備の購入・設置 

ブイ調達個数の減少の理由は、実施機関が調達の段階で当時の洋浦港の設備・機材の質

及び量を再検証した結果、4 つで充分であると判断したためである。 

 

4. 港内作業船・管理用車両の調達 

上記 3.の理由同様、実施機関が調達の段階で当時の洋浦港の設備・機材の質及び量を再

検証した結果、2 台で充分であると判断したためである。 

 

5. 商品（貨物）検査施設9の建設、機器購入・設置等 

中国国務院の指示により国家商品検査検疫局が整備することになり、本事業ではキャン

セルとなった。 

 

6. 技術協力（研修団の派遣） 

                                                   
6 JICA の同意を得たもの。 
7 両値とも計算上の値（理論値）ということもあり、計算方式が違えば算出値に相違が発生する。なお、

総延長の減少と年間取扱能力の増加に相関関係はない。 
8 現在、この雑貨用倉庫は主に砂糖保管用として利用されている。 
9 延べ面積数は約 12,000 ㎡ 
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 実施機関によると「埋立地の地番改良工法の調査」がキャンセルとなった理由は、事業

開始後に自己資金による研修等で必要な対策を行ったため、実施しなかったとのことであ

る。一方、「ターミナル運営手法等の調査」がキャンセルとなった理由は、こちらも自己資

金により国内他都市において機械運営等に関する技術研修に参加したため、本事業では実

施しなかったとのことであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 プロジェクトサイトの位置（洋浦港全図） 

 

3.2.2 インプット 

3.2.2.1 事業期間 

本事業の期間は、1995 年 11 月から 1999 年 6 月までの 3 年 8 ヶ月（44 ヶ月）と計画され

ていたが、1995 年 11 月から 2005 年 9 月までの 9 年 11 ヶ月（119 ヶ月）を要し、計画を大

幅に上回った（計画比 270％）。遅延の 大の理由は、中国側が（当時の）経済状況を汲ん

で土木工事の開始を遅らせる判断を行い、結果的に事業完成時期が遅れたためである。事

業開始当時、海南省及び後背地である洋浦経済開発区等の経済は低迷し、大きな工業プロ

ジェクトも立ち上がっておらず、洋浦港の貨物総取扱量も 97 年まで年間 55 万トンを越え

ることはなかった。かかる状況を踏まえ実施機関は、本事業の土木工事や調達を当初の計

画どおりに進めることは経済効果を発現させる観点から適切でないと判断したため10、土木

工事の開始時期及び事業完成時期を遅らせることになった11。 

 

                                                   
10 貨物取扱が低迷した状態の場合、収益が大きく見込めないこと等が考慮されたため。 
11 事業開始時期の変更については、JICA の同意を得ていた。 
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表 2 事業期間の計画と実績の比較 

アウトプット 計画 実績 

（事業全体） 
1995 年 11 月～1999 年 6 月 

（44 ヶ月） 
1995 年 11 月～2005 年 9 月 

（119 ヶ月） 
1）土木工事 1995 年 11 月～1999 年 6 月 1998 年 11 月～2005 年 9 月 
2）荷役機械設備の調達 1997 年 1 月～1999 年 6 月 1998 年 1 月～2003 年 6 月 
3）荷役設備棟・管理運営棟・

港湾労働者の住宅施設（生活

環境施設棟）等の建設 

1996 年 7 月～1999 年 6 月 2000 年 11 月～2005 年 1 月 

4）ユーティリティの整備（給

排水、供電等、環境保全対策） 

1996 年 7 月～1999 年 6 月 1998 年 12 月～2005 年 7 月 

5）通信・航行支援用設備の

購入・設置 

1996 年 7 月～1997 年 12 月、
1999 年 1 月～1999 年 6 月 
（2 回に分けて調達予定） 

2002 年 1 月～2004 年 3 月 
（調達期間は 1 回のみ） 

6）港内作業船・管理用車両

の調達 

1997 年 1 月～1998 年 3 月 1998 年 10 月～1999 年 11 月 

7）用地取得・住民移転 1995 年 11 月～1996 年 3 月 1995 年 11 月～1997 年 12 月 

8）コンサルティング・サー

ビス 

計画 M/M の設定は無し 1996 年 11 月～1997 年 4 月 

出所：JICA 資料、事業完成報告書(PCR)、質問表回答 

 

3.2.2.2 事業費 

本事業の事業費は、当初計画では総事業費 93 億 7,800 万円(うち円借款対象は 43 億円)で

あったのに対し、実績額では 68 億 1,900 万円(うち円借款対象は 33 億 7,200 万円)となり、

計画を下回った（計画比 73％）。事業費が計画内に収まった主な理由は、1）倉庫などの設

備棟･管理棟･学校施設のキャンセル、「商品（貨物）検査施設の建設、機器購入・設置等」

のキャンセル分、「技術協力」のキャンセル、2）入札・調達・契約に係る資金管理を徹底

して事業資金が節約されたこと、3）為替相場の変動、等によるものである。 

 

以上より、本事業は事業費については計画内に収まったものの、事業期間が計画を大幅

に上回ったため、効率性は中程度である。  

 

 

 

 

 

 

 

 図 2 本事業のバース及びクレーン     図 3 本事業で調達されたトレーラーシャーシ 
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3.3 有効性（レーティング：a） 

3.3.1 定量的効果 

3.3.1.1 運用・効果指標 

本事業の有効性の評価にあたり、洋浦港の貨物取扱量、バース占有率、入港船舶数及び

総トン数、入港船舶平均待ち時間、1 台あたりのクレーン稼働率について調査した12。審査

時に確認されたこれら指標の実績及び完成後の予測、事後評価時の実績は以下表 3 のとお

りである13。 

 

表 3 審査時（実績・予測）及び事後評価時（実績）における定量的データ 
審査時 

（実績） 
審査時 
（予測） 

事後評価時 
（実績） 

定量的指標 
1991
年 

1992
年 

1993
年 

1994
年 

2000
年 

2005
年 

2005
年 

2006
年 

2007
年 

2008
年 

1)貨物取扱量

（千トン/年） 
170 260 510 520 3,400 4,600 4,126 4,262 4,279 4,205 

うち、本事業

（千トン/年） 
N/A N/A N/A N/A N/A 2,446 2,237 

2)バース占有

率（%）*注 1 
18.2 22.5 50.3 50.6 N/A N/A 57.0 51.0 56.7 51.5 

3)入港船舶数

（隻） 
39 59 139 144 N/A N/A 1,429 1,105 1,219 1,199 

4)入港船舶総

トン数 
（千トン/年） 

1,450 
（1991-94 年の合計トン数） 

*年別のデータはなし 
N/A N/A 5,291 5,378 4,813 4,924 

5)入港船舶平

均待ち時間 
*注 2 

36.4 34.8 57.4 49.2 N/A N/A 13.7 10.2 3.18 5.81 

6)1 台あたり

のクレーン稼

働率（%）*注 3 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.90 

（10） 
1.91 
（10） 

1.29   
（14） 

0.66 
（21） 

出所：JICA 資料（審査時データ）、事業完成報告書（PCR）及び質問票回答（事後評価時データ） 
注 1）バース占有率＝バース作業時間（占有時間）÷バース稼動時間 
注 2）入港船舶平均待ち時間＝滞船時間÷入港船舶数 
注 3）クレーン稼動率=（年間総稼働時間÷(365 日×24 時間)）×100。稼働率の算出に際しては、多目的・雑

貨バース用の岸壁コンテナクレーン及びポータルクレーンのみを算出根拠とした（船舶接岸エリアから離

れたコンテナ・フォークリフト・クレーン等は計算根拠に含まない）。なお、表内下段の数値はクレーン台

数を示し、上段の数値は 1 台あたりの稼働率を示している。 

 

以下、各定量的データについて、その推移の分析を行ったが、貨物取扱量についてはほ

ぼ審査時の予測どおり、バース占有率や入港船舶数については審査時実績以上を達成、入

                                                   
12 本事業の審査時には貨物取扱量のデータのみ確認されていたが、実施機関や維持管理機関がモニタリン

グしているデータなどを確認し、他の定量的指標としてバース占有率、入港船舶数及び総トン数、入港船

舶平均待ち時間、1 台あたりのクレーン稼働率についても参考にすることとした。 
13 表内のデータは、本事業を含む洋浦港全体の数値である。 
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港船舶平均待ち時間については大幅に改善しており、定量的指標データの見地から本事業

の効果は高いと認められる。 

 

1）貨物取扱量 

2005 年以降、貨物取扱量は審査時予測にほぼ近い数値を達成している。なお、2009 年 9

月に第 3 期事業が完成したこともあり、今後の貨物取扱量は大幅に伸びる見込みである。

本事業の貨物取扱量のうち、2007 年から 08 年の落ち込み（2,446 千トン→2,237 千トン）は、

世界金融危機の影響によるものであるが、2009 年にはほぼ 07 年の水準を回復している。 

 

2）バース占有率 

本事業によるバース建設（計 3 基）と第 1 期事業によるバース建設（計 2 基）の計 5 バ

ースによる占有率は 51.0～57.0％（2005-08 年）である。日本国内の公的機関が管理する港

湾では 50～60％を目安としていることが多く、問題ない範囲と考えられる。 

 

3）入港船舶数、4）入港船舶総トン数 

 事業完成後は年間千隻以上が入港しており、審査時に比べて入港船舶数は大幅に増加し

ている。2005 年に入港数が多い理由は、原木及び石炭、千トン規模の小型船舶の入港が比

較的多かったためである。入港船舶総トン数については、事業完成後は概ね年間 5 百万ト

ン前後を達成しており、審査時に比べ格段に増加していることが窺える。 

 

5）入港船舶平均待ち時間 

審査時に比べて 2005 年以降は大幅に短縮している。本事業完成後、効率的なクレーン作

業や運営・サービスによる影響も大きい。なお、2007 年から 08 年にかけて平均待ち時間が

やや上昇した理由は、2008 年がセメントの運搬船が多い年であったためである。セメント

の荷役作業は比較的労力がかかるため荷役効率が低くなり、結果として入港船舶の平均待

ち時間はやや伸びた。 

 

6）1台あたりのクレーン稼働率 

 基本的に貨物取扱量や政策目標から稼働率の目標を設定することになるが、本事業につ

いてはそうした数値は確認できなかったことから、本指標から事業の有効性を直接的に判

断することはできない。よって、以下のとおり現状把握の観点から確認を行った。 

 クレーン稼働率の算出方式を「（洋浦港の多目的・雑貨バース用クレーンの年間総稼動時

間÷（365 日×24 時間））×100」として計算したところ、各年 20％弱となり、1 台あたりの稼
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働率は表 3 のとおりとなった。これは、クレーン１台あたりの年間平均稼動時間は約 20～

30 分/時間ということになる。なお、算出に当っては第 1 期･第 3 期事業（中国側自己資金

により実施）で調達されたクレーンの台数も含まれている。現在洋浦港では、入港船舶数

に比してクレーン台数が充分に確保・配備されていることもあり、本算出方式では結果的

にクレーン 1 台あたりの平均稼動時間は短くなった。また、2007～08 年の稼働率が前年度

と比較して低くなっている理由は、実施機関が第 3 期事業を開始して新規クレーンを調達

したためである。これは、クレーン台数を増やした直後に入港船舶数が激増しない限り、

クレーン稼働率が一時的に低下するためである。ただし今後は、入港船舶数の増加が見込

まれると予想されるので稼働率も上昇すると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 本事業で調達された      図 5 本事業で調達された港内作業船 

コンテナ・フォークリフト 

 

3.3.1.2 内部収益率の分析結果 

財務的内部収益率（FIRR） 

営業収入（港務収入等）を便益、初期投資、運営費用、税金を費用、プロジェクト・ラ

イフを20年として財務的内部収益率を審査時と同じ条件で再計算したところ6.43％となり、

審査時の6.60％とほぼ近い値となった。 

 

経済的内部収益率（EIRR） 

滞船時間の節約、他港への貨物輸送費－洋浦港への貨物輸送費を便益、初期投資、運営

費用を費用、プロジェクト・ライフを20年として経済的内部収益率を審査時と同じ条件で

再計算したところ23.62％となり、審査時の15.60％より上昇した値となった。EIRR上昇の要

因は主に、1）費用である初期投資（建設費用）の減額、2）予想以上の便益の伸び（想定

以上の貨物取扱量の拡大と滞船時間の節約等14）によるものである。 

 

                                                   
14 本項目・表 3 を参照 
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3.3.2 定性的効果 

3.3.2.1 洋浦港の利便性向上に関する受益者調査 

本事業が完成した 2005 年以前より洋浦港を利用している業者と完成後に利用し始めた業

者に対してそれぞれアンケート形式で聞き取り調査を行ったところ、以下のとおり全体的

に肯定的な結果が得られた15。実施機関が効率的な施設の運営・サービスに取り組んでいる

姿勢も肯定的な結果につながっていると推察できる。 

 

 表 4 洋浦港を利用する全業者への質問（今次受益者調査） （単位：人数） 
質問項目 回答結果 

大幅に増大した：16 (50%) 
増大した：15 (47%) 
変化なし：0 (0%) 
減少した：1 (3%) 

1）洋浦港における 2005 年以降貨物

取扱量の変化について 

わからない：0 (0%) 
拡張･発展すると思う：31 (97%) 
変化ないと思う：1 (3%) 

2）洋浦港の将来性について 

わからない：0 (0%) 
    出所：受益者調査結果（サンプル数は合計 32） 

 

 表 5 表 4 のうち、本事業完成前より洋浦港を利用している業者への質問（左側）及び本   
   事業完成後より洋浦港を利用し始めた業者への質問（右側）      （単位：人数） 

質問項目 回答結果 
（完成前からの施設利用業者） 

回答結果 
（完成後からの施設利用業者） 

かなり改善した：13 (65%) 非常に満足：3 (25%) 
改善した：7 (35%) 概ね満足：9 (45%) 
変化なし：0 (0%) 普通：0 (0%) 
悪化した：0 (0%) 不満：0 (0%) 

1）船舶の入港待ち時間

について 
 
 

わからない：0 (0%) わからない：0 (0%) 
かなり改善した：9 (45%) 非常に満足：6 (50%) 
改善した：10 (50%) 概ね満足：6 (50%) 
変化なし：0 (0%) 普通：0 (0%) 
悪化した：0 (0%) 不満：0 (0%) 

2）荷役速度について 

わからない：1 (5%) わからない：0 (0%) 
かなり改善した：10 (50%) 非常に満足：8 (67%) 
改善した：7 (35%) 概ね満足：4 (33%) 
変化なし：2 (10%) 普通：0 (0%) 

3）荷役品質（貨物の損

壊、貨物の紛失など）

について 
悪化した：0 (0%) 不満：0 (0%) 

                                                   
15 現在、洋浦港を利用している業者数は約 600 社である。主に貿易・製造・物流・保険会社等であるが、

その中には海南島以外に事業拠点を置いている会社も少なくない。本受益者調査において予定取得サンプ

ル数は 50 としていたが、業者へのコンタクト・アンケート回収など時間的な制約もあり 32 サンプルに留

まった。加えて、600 社程度が洋浦港を利用している中、本受益者調査はランダム･サンプリングができた

とはいえず、かつ回答を回収できた業者・できなかった業者の特徴の分析が困難なことであったことから、

母集団の厳密な推定は不可能である。したがって、本受益者調査で得られた傾向は洋浦港を利用している

業者全体の傾向ではない可能性があることにも留意する必要がある。 
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わからない：1 (5%) わからない：0 (0%) 
かなり改善した：13 (65%) 非常に満足：10 (84%) 
改善した：7 (35%) 概ね満足：1 (8%) 
変化なし：0 (0%) 普通：1  (8%)  
悪化した：0 (0%) 不満：0 (0%) 

4）荷役作業の安全性に

ついて 
 

わからない：0 (0%) わからない：0 (0%) 
かなり改善した：11 (55%) 非常に満足：9 (75%) 
改善した：8 (40%) 概ね満足：2 (17%) 
変化なし：1 (5%) 普通：1 (8%) 
悪化した：0 (0%) 不満：0 (0%) 

5）洋浦港のサービスレ

ベル（施設全体のサー

ビスの質）について 

わからない：0 (0%) わからない：0 (0%) 
出所：受益者調査結果（サンプル数：完成前からの施設利用業者は 20 サンプル、完成後からの施設利用

業者は 12 サンプル） 

 

3.3.2.2 海口港16の貨物取扱の過負荷状態の緩和 

審査当時、本事業の実施により海口港の貨物取扱量の過負荷状態を緩和させることも本

事業の効果として言及されていた。しかしながら、事後評価時点において、洋浦港によっ

て海口港の過負荷状態を緩和するための具体的な施策・方針は存在しておらず、海口港の

貨物取扱量の過負荷が直接的･間接的に緩和されているどうかは確認できなかった。しかし、

両港の取扱貨物量が伸びていることに鑑みれば、洋浦港の貨物取扱能力の強化がなければ、

海口港を含めた他の港に貨物が流れ滞船が助長される等の過負荷が生じたであろうことが

想像される。 

以上より、本事業の実施により概ね計画どおりの効果発現が見られ、有効性は高い。 

 

 

3.4 インパクト 

3.4.1 インパクトの発現状況 

3.4.1.1 洋浦経済開発区及び儋州・臨高・白沙等後背地の経済発展、投資環境整備 

以下の表データは「洋浦経済開発区、後背地の儋州・臨高・白沙の域内総生産額(GRDP)」

である。2000 年以降、洋浦経済開発区・後背地における GRDP は上昇を続けている。 
 

表 6 洋浦経済開発区及び後背地の域内総生産額（GRDP） 
 洋浦経済開発区 

GRDP（億元） 
直接的後背地 *注 

GRDP（億元） 
増加率

（%） 
2000 3.0 47.76 - 
2001 4.7 52.53 9.98 
2002 7.2 60.14 14.49 
2003 9.6 68.55 13.98 
2004 14.0 77.59 13.19 

                                                   
16 貨物取扱のほかに本土への乗客フェリーも運行している。洋浦港・海口港間の距離は約130kmである。 

年 
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2005 22.0 89.75 15.67 
2006 30.0 103.59 15.42 

出所：国家発展改革委員会総合運輸研究所及び洋浦経済開発区経済発展局によ 
る共同研究レポート 
注）「直接的後背地」とは、洋浦経済開発区及び儋州･臨高･白沙を指す。 

 

洋浦港は「水深が深い、風が弱い、沈泥堆積が少ない、海岸線が長い」といった特徴が

あり、海南島で も自然条件が整った港である。また、東南アジア諸国連合（ASEAN）貿

易区域に隣接するなど地理的優位性を有し、外資誘致に有利な条件を揃えている。本事業

により港湾施設が整備された結果、貨物取扱量は飛躍的に伸びたことが洋浦経済開発区の

投資環境整備に寄与した可能性は大きいと思われる。2004 年以降、洋浦経済開発区では製

造業を中心に大企業（例：製紙会社、鋳造会社等）が進出している。2007 年に同開発区は

中央政府より保税港区として認可された結果、国内において も税制面での優遇政策を受

ける地区のひとつとなり、企業誘致は更に進んだ17。また、儋州・臨高・白沙など後背地に

おいても洋浦経済開発区同様に企業誘致等が進み、GRDP も上昇傾向にある。 

 

3.4.1.2 海南省全体の経済発展 

 以下表 7 は 2000 年以降の海南省全体の域内総生産額の推移であるが、年率 10％前後の経

済成長を達成している。本事業がどの程度海南省の経済全体に効果を及ぼしているかを把

握することは容易でないが、既出のとおり貨物取扱量が増加し投資環境が整備されたこと

は同省の住民・企業の経済社会活動にプラスの影響を与えていると推察できる。 
 

表 7 海南省全体の域内総生産額（GRDP） 

年 GRDP 総額 
（億元） 

1 人当たり GRDP 
平均額（元） 

2000 526.82 6,798 
2001 579.17 7,315 
2002 642.73 8,041 
2003 713.96 8,849 
2004 819.66 10,067 
2005 905.03 10,998 
2006 1,031.85 12,403 
2007 1,223.28 14,555 

出所：海南省統計年鑑 2008 

 

3.4.2 その他、正負のインパクト 

3.4.2.1 自然環境へのインパクト 

 多目的・雑貨バース及びストックヤードの建設、荷役機械設備の設置等による環境への

重大な負のインパクトはない。また、本事業実施中に散水施設、汚水処理施設、汚水回収

                                                   
17 現在、石油備蓄の拠点建設など新たな大型事業も着工している。 



 4-15 

船、港区内緑化、環境観測ステーション等に係る環境保護対策が講じられた。事業完成後

の 2005 年 10 月に、海南省人民政府･環境資源庁もその実施状況を確認している。 

なお、本事業に係る環境影響評価は、事業開始前の 1992 年 5 月に実施された。 

 

3.4.2.2  住民移転・用地取得 

 本事業の実施に伴い、138 戸（約 800 人）の住民移転、986 畝18（約 65.7ha）の用地取得

が計画されていた。ほぼ当初の計画どおり、住民移転数が 144 戸、用地取得面積が 988.67

畝（約 65.9ha）であり、特段問題は発生しなかった。住民移転・用地取得の実施主体である

洋浦経済開発区（行政機関）は、住民移転計画である「洋浦経済開発区居民拆迁安置条例」

に基づいて手続きを進め、移転住民に対しては補償費用を満額支給した。一方実施機関は、

移転住民のうち、実施機関への就職希望者に対して雇用を行うなど就業問題にも努めてい

ることから、適切な対処が取られたといえる。 

 

表 8 本事業の住民移転・用地取得の計画と実績 

 計画 実績 

住民移転 138 戸（約 800 人） 144 戸（約 800 人） 

用地取得 986 畝（約 65.7ha） 988.67 畝（約 65.9ha） 
出所：JICA 資料、質問表回答 

 

 

3.5 持続性（レーティング：a） 

3.5.1 運営・維持管理の体制 

実施機関（国投洋浦港有限公司）は、1997 年 6 月に海南省人民政府と国家開発投資公

司が共同出資を行って設立した国有企業である19。企業総括者である総経理の下、常務副総

経理（主に総務・管理･商務部門の総括）、副総経理（主に技術･維持管理部門の総括）、人

力資源総監（主に人事部門の総括）、総会計師（主に財務･調達部門の総括）らが組織運営

の柱となっている。2009 年 12 月現在の職員数は 698 名である。実施機関によれば、事業規

模に見合った人員数が確保されており、現在の人員数は適正であるとしている。また、現

地調査を通して、人員数の確保及び各部署への配置は効率かつ適正という点は確認・判断

できた。以上より、運営・維持管理の体制に問題はないと判断できる。 

 

                                                   
18 1 畝は 15 分の 1 ヘクタール 
19 国家開発投資公司の 100％子会社である国投交通公司が株式の 75％を、海南省国有独資企業である海南

省洋浦開発建設控股有限公司が株式の 25％を保有している。 



 4-16 

本事業の運営・維持管理は国投洋浦港有限公司の以下の部署が担当している。 

1）技術部（8 名） 

主に港湾施設の設備調達及び総合管理、技術改良、作業船の管理等を担当している。 

2）機械大隊（153 名） 

主にクレーン機器の運営･管理及び保守業務等を担当している。 

3）機械修理工場（93 名）  

主に港湾施設全体の設備･機械の修理を担当している。 

 

3.5.2  運営・維持管理の技術 

 実施機関の人力資源部が主に職員向けの人事研修・トレーニングプログラムの実施を担

当している。また、中間管理職向け・技術者向けの研修も実施している。2009 年には一般

職員向けの研修が開催され 78 名が参加、中間管理職向け研修も開催され 29 名が参加した。

2008 年には機械設備の運用･保全に関する研修が実施され、128 名が参加した。また、業務

経験が豊富な職員も多く、OJT による職員トレーニングも随時行われている。運営・維持管

理を行う各部署（既出 3.5.1 の担当部署）にも十分な資格（荷役機械の操作免許等）を有す

る職員が多く配置されている。以上より、実施機関の運営・維持管理に係る技術レベルは

確保されていると判断できる。 

 

3.5.3  運営・維持管理の財務 

以下表 9 は近年の洋浦港の運営･維持管理費20である。既出の有効性・定量的効果におい

て、2005 年-08 年の年間貨物取扱量にはあまり増減がなかった一方、下表のとおり運営・維

持管理費が純増していることは、予算が充分に確保され、港湾サービスの向上及び維持管

理業務の充実が図られていることが窺える。実施機関の意見としても、毎年充分な運営・

維持管理費を確保しているとのことであった。なお、主な財源は港湾施設利用料等による

収入21である。 
 

表 9 洋浦港の運営･維持管理費 （単位：万元） 
 2005 2006 2007 2008 

運営費 744.70 916.02 1,030.38 1,066.66 
維持管理費 318.41 379.87 421.12 451.28 

合計 1,093.11 1,295.89 1,459.50 1,517.94 
出所：実施機関資料 

 

                                                   
20 実施機関は本事業（第 2 期事業）のみの運営･維持管理費を算出しておらず、表データは第 1 期事業分の

費用も合わせた額である。 
21 独立採算制（自主財源）である。 
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以下表 10 は実施機関の損益計算書であるが、過去 3 年間は黒字決算である。2007 年から

08 年の純利益減少の主な理由としては、1）外国為替レートの変動による為替差損が発生、

2）燃料価格の高騰による経費の上昇、3）世界金融危機による営業収入の減少、等である。 

また、流動比率、総資本収益率、自己資本比率、固定比率等の財務データに関しては、

概ね問題のない水準と推察できる22。 

 
         表 10 実施機関の損益計算書・財務データ     （単位：元） 

 2006 2007 2008 
1)営業収入 116,914,019.37 115,639,046.27 108,647,875.83 
2)営業原価 (56,154,478.96) (65,437,860.90) (64,296,968.79) 
3)営業税金及び付加費用 (3,660,590.97) (3,416,804.04) (3,452,300.96) 
売上総利益 57,098,949.44  46,784,381.33  40,898,606.08 
4)販売経費 (333,937.69) (171,356.74) (886,756.51) 
5)管理費用 (20,559,651.03) (20,192,462.56) (22,935,200.40) 
6)財務費用 2,775,166.07 14,027,430.90 5,093,819.37 
7)資産評価損失 0 222,123.94 1,467,238.37 
8)投資収益 2,411,239.62 448,558.37 522,434.84 
営業利益 41,391,766.41 41,118,675.24 24,160,141.75 
9)営業外収入 114,192.13 429,257.75 59,737.82 
10)営業外支出  (1,958,728.97) (3,808,720.87) (2,930,195.19) 
当期純利益 39,547,229.57 37,739,212.12 21,289,684.38 
 
 2006 2007 2008 
1)流動資産 159,014,453.47 183,330,164.82 186,550,327.19 
2)流動負債 117,758,731.16 181,080,702.15  171,197,360.21 
3)流動比率 135.0%   101.2%    109.0% 
4)総資本収益率 4.9% 2.4% 1.8% 
5)自己資本比率 65.1% 48.2% 48.3% 
6)固定比率 149.59% 114.72% 99.72% 
出所：実施機関資料 
 

以上より、維持管理費及び組織財務面に特段問題は見当たらず、実施機関の運営・維持

管理に係る財務レベルに問題ないと判断できる。 

 

3.5.4 運営・維持管理の状況 

本事業の運営・維持管理状況は以下のとおりである。以下の各部署には定期メンテナン

ス・マニュアルが配備されているなど、運営･維持管理状況には問題ない。 

 

1）技術部（作業船、バース等の施設・設備の運営・維持管理業務） 

                                                   
22 但し、日本と中国では会計基準の違いがあること等から、日本と同じ視点・基準でデータ分析すること

が適切ではない可能性があり、本データだけで結論付けることはできない。 
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各アウトプットの年間メンテナンス計画を策定しつつ、洋浦港の施設全体に関する運

営・維持管理に取り組んでいる。各種設備の使用に関するメンテナンス・マニュアルも配

備している。スペアパーツに関しても、納入業者と緊密に連携して調達ルートを常時確保

している。 

 

2）機械大隊（荷役機械等の運営業務） 

荷役機械（クレーン）の運営を担っている。クレーンの累積稼動時間に応じて各種メン

テナンスが行われている。メンテナンス・マニュアルも配備されている。 

 

3）機械修理工場（設備・機械の修理業務）  

主にクレーンをはじめとする設備・機械の修理を担っている。定期的な維持管理の実施

に加え、応急処置チームも常時待機させるなどして業務に当っている。スペアパーツも常

時一定量が保管されている。スタッフは 3 交代制（24 時間体制）で業務に当っている。 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 機械修理工場           図 7 ストックヤード内の運搬作業 

 

以上より、本事業の維持管理は体制、技術、財務状況ともに問題なく、本事業によって

発現した効果の持続性は高い。 

 

 

4. 結論及び教訓・提言 

4.1 結論 

本事業と政策及び開発ニーズの間には整合性が見られ、事業実施期間は当初計画を超過

したが、概ね予定どおりのアウトプットが建設された。貨物取扱量については審査時計画

どおりの事業効果が発現しており、運営・維持管理面にも問題は見受けられない。また、

後背地の経済インパクトにも寄与していると推察される。以上より、本事業の評価は非常

に高いといえる。 
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4.2 提言 

 なし 

 

4.3  教訓 

本事業開始当時において、海南省及び後背地の経済は低迷し、大きな工業プロジェクトも

立ち上がっておらず、洋浦港の貨物取扱量は低迷していた。その結果、計画どおりのスケ

ジュールで土木工事や設備調達を進めた場合、当初計画における需要予測を前提とした規

模の経済効果のインパクトや維持管理費等に充当する収益等は短期的には達成できない可

能性があり、工事開始の延期の必要性が検討された。実施機関による工事開始の延期は、

効率性評価への影響はあったものの、結果として貨物取扱量など事業効果は当初計画どお

りに発現し、維持管理に必要な収益も獲得できていると考えられるため、有効性や持続性

の観点からは適切な決定であったと言える。かかる状況を踏まえ、当初計画どおりに工事

や調達を進めることは本来望ましい形ではあるが、事業効果発現の前提としている外部条

件（事業を取り巻く経済･社会状況等）に想定外の変化があった場合には、事業目的に立ち

返り事業計画を見直すことも効果的な選択肢の一つであるといえる。 

 

以 上 
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主要計画／実績比較 

項  目 計  画 実  績 

1. 土木工事 
①係留施設（総延長 700m） 
a) 2 万トン級多目的バース×1 基 
b) 2 万トン級雑貨バース×2 基 
（年間取扱能力合計は 120 万トン） 
②ストックヤード（47,000 ㎡） 

 

①係留施設（総延長は 577m） 
ほぼ計画どおり 
（年間取扱能力合計は 177.4 万ト

ン） 
②ストックヤード 

計画どおり 

2. 荷役機械設備の調達 
①クレーン一式、②機械・車両の給油

用タンクローリー（8,000 リットル）×1
台、③岸壁～ヤード間の運搬用トレー

ラー・トレーラーシャーシ×計 79 台、

④その他機械設備（ローダー、重機、

フォークリフト等）一式 

 

①②④ 
計画どおり 
③トレーラー×38 台、トレーラー

シャーシ×34 台：計 72 台 
ほぼ計画どおり 

 
3. 荷役設備棟・管理運営棟・港湾労働

者の住宅施設等の建設 
雑貨用倉庫 1 箇所、港務公司庁舎

のみ建設 

4. ユーティリティの整備（給排水、 
供電等、環境工作船（120 トン級×1 
隻）の建造、緑地整備、環境保全対 
策一式） 

計画どおり 
 

5. 通信・航行支援用設備（ブイ×7 個等）

の購入・設置 
ほぼ計画どおり 
（ブイ調達個数は 4 個） 

6. 港内作業船（タグボート×1 隻）・管

理用車両（×3 台）の調達 
ほぼ計画どおり 
（管理用車輌は 2 台調達） 

7. 商品（貨物）検査施設の建設、機器

購入・設置等 
キャンセル 
（中国側自己資金で実施） 

8. 技術協力（研修団の派遣） 
 

キャンセル 
（中国側自己資金で一部実施） 

9. コンサルティング・サービス（外国

コンサルタントの雇用予定は無し） 

計画どおり、但し現地業者（広東

省盛華交通工程諮詢行司）が雇用

された（1996 年 11 月～97 年 4 月：

計 5M/M） 

①アウトプット 
 
 
 

 （追加アウトプット） 
ストックヤード約 29 万㎡の増設

（コンテナ貨物・運搬エリアの拡

張：中国側自己資金で建設） 

②期間 1995 年 11 月～1999 年 6 月 
（44 ヶ月） 

1995 年 11 月～2005 年 9 月 
（119 ヶ月） 

③事業費 

  外貨 

  内貨 

 

  合計  

  うち円借款分 

  換算レート 

 
4,300百万円  
5,078百万円  

（43,400万元）  
9,378百万円  
4,300百万円  

 1元＝11.7円  
（1995年11月）  

 
3,372百万円  
3,447百万円  

   （26,636万元）  
       6,819百万円  
       3,372百万円  

 1元＝12.94円  
（1995年11月～2005年9月  

平均）  




