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インドネシア 

ドマイ港開発事業（II） 

 

外部評価者：国際開発アソシエイツ 

原口孝子 

0．要旨 

ドマイ港の貨物施設を拡充することは、政策優先度、パーム油を中心とする貨物需要と

の適合度双方で妥当性が高い。効率性は事業遅延によって中程度だったが、有効性は、計

画をはるかに上回る貨物取扱量や船舶の滞在時間の短縮から、高いといえる。その結果、

リアウ州のパーム油生産による高い経済成長を下支えしている。事業施設の運営・維持管

理状況は良好であり、持続性は高い。以上より、本事業の評価は非常に高いといえる。 

 

1．案件の概要 

 

案件位置図 新設のパーム油埠頭 

 
1.1 事業の背景 

ドマイ港はスマトラ島の東中央部、マラッカ海峡に面したリアウ州ドマイ市に位置し、

島内では北部メダンのベラワン港に次ぐ規模の公共港である。州の経済が急速に拡大する

とともに貨物取扱需要が増大したため、「ドマイ港開発事業」第 1 期（借款契約 1989 年）

として汎用埠頭 400ｍの建設や荷役機器調達等が実施された。しかし、後背地におけるオイ

ルパーム（アブラ椰子）農場の拡大により、一般貨物のみでなくパーム油取扱量が当初予

測を上回る勢いで増加したことで、さらなる施設拡張が必要となっていた。 

 
1.2 事業概要 

スマトラ島リアウ州に存するドマイ港における汎用埠頭及びパーム油埠頭建設等を通し

て、増加する貨物取扱需要への対応を図り、もって物流の活性化及び地域経済の発展に寄

与する。 
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円借款承諾額／実行額 3,819 百万円／2,895 百万円 

交換公文締結／借款契約調印 1998 年 1 月／1998 年 1 月 

借款契約条件 金利 2.7％（コンサルタント部分は 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 インドネシア共和国政府／運輸省海運総局 

貸付完了 2008 年 11 月 

本体契約 
 

PT. Adhi Karya（インドネシア）・丸紅（日本）・り

んかい建設（日本）（JV） 

コンサルタント契約 PT. Diagram Triprosri（インドネシア）・PT. Indulexco
（インドネシア）・パシフィックコンサルタンツイン

ターナショナル（日本）（JV） 

関連調査（ﾌｨｰｼﾞﾋﾞﾘﾃｨｰ･ｽﾀﾃﾞｨ：

F/S）等 
JICA 開発調査「ドマイ港拡張計画」（1983 年）（F/S）

関連事業  ドマイ港開発事業 E/S（借款契約 1983 年） 
 ドマイ港開発事業（借款契約 1989 年）（以下「第

1 期事業」と記載） 

 
2．調査の概要 

2.1 外部評価者 

 原口 孝子（株式会社国際開発アソシエイツ） 

 
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：2010 年 10 月～2011 年 10 月 

 現地調査：2011 年 1 月 30 日～2 月 13 日、2011 年 4 月 24 日～5 月 3 日 

 
2.3 評価の制約 

なし。 

 
3．評価結果（レーティング：A1） 

3.1 妥当性（レーティング：③2） 

3.1.1 開発政策との整合性 

審査時の第 6 次国家開発計画（1994～1998 年）の海運セクター開発目標として、①経済

活動拠点としての港湾整備、②集荷基地として機能する国際中継港の整備、③遠隔地非商

業港の拡充、④地方コンテナ基地、貨物配送基地の整備、等が掲げられており、本事業に

よる地方の拠点港整備という方向に合致している。 

事後評価時については、国家開発計画に相当する中期開発計画（2010～2014 年）は①国

際水準の安全・保安、②自国船舶のシェア増大、③サービスの質的・量的拡充による国際

                                                        
1 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
2 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
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競争力及び国内物流の強化、④遠隔地への海上輸送アクセス向上、⑤国家港湾マスタープ

ランの確立、⑥2008 年の新海運法に基づいた、地方政府、国有企業、民間企業、コミュニ

ティの海運サービスへの参入の促進、を掲げており、本事業は特に③、⑥の観点から引き

続き意義が認められる。なお⑥に関連して港湾開発のオプションが多様化しており、ドマ

イ港開発についても、位置付けや優先度が複数の政策の中で一致していないように思われ

る3が、本事業の意義が失われるには至っていない。 

 

3.1.2 開発ニーズとの整合性 

貨物需要、特にパーム油取扱需要は本事業

前に非常に高く、事業後も引き続き需要が認

められる。まず審査時につき、ドマイ港にお

ける過去 10 年間の貨物増加率は年平均 20％

を超え（全国では年 4～6％）、特にパーム油

は 1991～96 年に年率 30％で増加していた。

当時のドマイ港の施設は、旧貨物埠頭と 400m

の汎用埠頭にパーム油を積み出すパイプライ

ンが設置されているのみで、混雑が増してい

た。貨物取扱能力は計 210 万トンだったが

1996 年の取扱量は 232 万トンと、すでに能力

の限界を超えていた。 

次に事後評価時までの海上貨物取扱量については、全国では年 4％（1994～2006 年平均）

で増加しているところ、ドマイ港では 11％、パーム油のみでは 5％（1996～2009 年）と引

き続き高い増加率をみせている。リアウ州のパーム油生産量も 1994～2009 年の間に年率

16％で増加しており、積出施設の必要性は依然高い。 

貨物は液化バルク（パーム油）及びドライバルクが主で、コンテナは審査時、事後評価

時いずれも取扱いがない。 

旅客需要は審査時に急伸しており、処理能力年 33 万人に対し 1996 年の実績は 45 万人で

あった。1996～2009 年の旅客需要は年率 2％で増加しているが、港の運営・維持管理機関

である第一港湾公社（PELINDO I）ドマイ支所によると、格安航空会社の出現4等のさまざ

まな要因があるために、今後も継続して旅客需要が増加するかについては不透明な状況で

ある。 

 

                                                        
3 第一に、国家長期開発計画（2005～2025 年）では、スマトラ島の港湾のうち、自由貿易地区に存する

リアウ諸島州バタム港をハブ港に、ベラワン港を液化及びドライバルクの国際港に、その他の港湾はバ

タムへのフィーダー港と位置付けている。第二に、運輸省の中期戦略計画（2010～2014 年）では戦略

的価値のある港湾を選択的に開発することとしており、スマトラ地域ではベラワン港に高い開発優先度

を置く。第三に、リアウ州では、海運総局と州都ペカンバル市によるタンジュンブトン港開発が進んで

いる。第四に、国家港湾マスタープランは本事後評価のための現地調査時には依然として準備中であっ

たが、担当の海運総局港湾・浚渫局によると、ドマイに新たな公共港湾を整備することも検討中とのこ

とであった。 
4 例えば、ジャカルタ～ペカンバル～リアウ諸島（自由貿易地区であるバタム島やビンタン島含む）やペ

カンバル～マラッカ及びクアラルンプール（マレーシア）に数社の定期便が就航している。 

出所 JICA 審査時資料、運輸省 

図 1 インドネシアの海上貨物需要 



 4

3.1.3 日本の援助政策との整合性 

1994 年に合意されたインドネシア国別援助方針の重点 5 分野の一つとして「産業基盤整

備」が掲げられており、運輸セクターへの援助はその中に位置づけられている。 

 

以上より、本事業の実施はインドネシアの開発政策、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：②） 

3.2.1 アウトプット 

本事業のアウトプットは、港湾施設拡張（汎用岸壁延伸、パーム油埠頭建設、埋め立て・

護岸、コンテナヤード建設他）及びコンサルティングサービスからなる。計画・実績の比

較は本報告書末尾の「主要計画／実績比較」にまとめたが、要約すると、汎用貨物関連施

設は鉄鋼価格の上昇を主因として当初計画より縮小したが、パーム油関連施設は拡大され

た5。また、コンテナヤード建設は時期尚早と判断され、埋め立て・護岸のみが行われた6。

その他追加アウトプットとして、島嶼間中小船向けの小埠頭建設、既存汎用埠頭のリハビ

リ（第 1 期事業で建設したもののフェンダー交換等）、冠水を防ぐための排水溝建設等が行

われた。 

これらはドマイ港開発マスタープランに基づいた段階的な整備計画の一環として計画さ

れており、上述の変更はマスタープランの一部先送り、一部前倒しに相当する。ニーズの

高いパーム油施設に注力したことは、「3.1 妥当性」に記載した開発ニーズの状況からみて

も適切と思われる。図 2 にマスタープランとその実施状況を、図 3 に事業後の本事業アウ

トプットを含む港湾レイアウトを示す。また、表 1 に主要埠頭の概要をまとめた。 

現地視察の結果、アウトプットの完成状況は良好であることを確認した。 

 

                                                        
5 パーム油埠頭は、計画では 200m ドルフィン型 2 基だったが、バースのレイアウトを状況に応じ柔軟に

できるように（船舶のサイズによって 2 バースまたは 3 バース供用）、400m 岸壁型 1 基に変更された。 
6 ただしコンテナヤードが整備されるまでのコンテナ取扱に備え、クレーンを設置できるように汎用埠頭

延長部分の幅を計画 25m から実績 40m に拡張した。 



 5

 

 
出所 PELINDO I 提供図面に追記 
注  実線の囲みは本事業実施部分を含む。 

図 2 ドマイ港開発マスタープラン（2009 年改訂版）と本事業の関係 

 

出所 PELINDO I 提供図面に追記 

図 3 本事業アウトプットを含む、ドマイ港の現行施設レイアウト 

 

表 1 ドマイ港の主要埠頭概要（下線部は本事業アウトプット） 

埠頭名 延長（m） 幅（m） 水深（m） 用途 
旧貨物埠頭 348 16 -7 一般、パーム油 
汎用埠頭 400＋100 25、40 -11 ドライバルク、パーム油 
パーム油埠頭 400 18 -11 パーム油 
島嶼間埠頭 60 10 -3 島嶼間中小船 
出所 PELINDO I 

 

旧貨物埠頭の取り壊し、
ドライバルク埠頭200m建
設 

パーム油埠頭：①400m を建設（本事業で
建設済み）、②400m延伸（2011年にPELIND
－I 予算で工事開始）、③200m 延伸しドラ
イバルク埠頭と接続 

汎用貨物埠頭 400m（第 1 期事業で建設）
を、①200m 延伸（本事業で 100m 建設済
み）、②コンテナヤード建設（本事業では
埋立・護岸のみ）、③埠頭を延伸し、コン
テナヤードと接続 

島嶼間中小船用埠頭
300m 建設（本事業で
60m 追加建設） 

埋立地造成、旅客ターミナル、
Ro-Ro 船用パーキング、港湾管理
事務所エリアの建設、河川橋建設
等 

パーム油桟400m建設（計画では200m
ドルフィン型 x2 及びアプローチ桟
橋 x2 だったが 400m 岸壁型 x1 とア
プローチ桟橋 x1 に変更） 

汎用埠頭100m延伸
（計画では200mだ
ったが 100m に変
更） 

島嶼間中小船用桟橋
60m 建設（追加アプト
プット） 埋立・護岸

排水溝建設（追加ア
ウトプット） 

汎用埠頭リハビリ（追加
アウトプット） 

コンテナヤード建設
はキャンセル 
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パーム油埠頭とパイプラックを 

アプローチ桟橋入口から臨む 

汎用埠頭延長部分。パーム椰子殻（飼料）の

荷下ろし後。奥は第 1 期事業 

 

コンサルティングサービスとしては、詳細設計、入札補助、将来の旅客ターミナル建設

にかかる環境影響評価（EIA）等が計画どおり実施された。さらに、荷役や港湾管理を効率

化するため、パイプライン共有システムのための調査及び港湾情報管理システムの構築が

追加で行われた。業務量は、追加業務及び事業の遅延（「3.2.2.1 事業期間」参照）によって

増加した。 

 

3.2.2 インプット 

3.2.2.1 事業費 

審査時には総事業費は 50 億 9,200 万円と見積もられていたが、実績は一部アウトプット

の見送りもあり、32 億 8,100 万円と計画内に収まった7。円借款供与額も承諾額 38 億 1,900

万円に対し実行額 28 億 9,500 万円と計画内であった。 

 

3.2.2.2 事業期間 

審査時計画では、事業期間は 1997 年 11 月（借款契約調印）から 2004 年 2 月8までの 76

ヶ月間とされていた。これに対する実績は、1998 年 1 月から 2009 年 1 月の 133 ヶ月間であ

り、計画を大幅に上回った。遅延は、コンサルタント選定（26 ヶ月遅延）及び入札（21 ヶ

月遅延）において発生しており、当時のインドネシアの政治・経済条件が不安定であった

ことを背景とした、選定方式や入札条件の検討・手続きの遅れを理由としている9。 

以上より、本事業は事業費についてはほぼ計画どおりであったものの、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。 
                                                        
7 審査時見積額のうち取りやめとなったアウトプットの建設分は約 13 億 5,000 万円であるため、追加ア

ウトプットの存在も考慮すると、アウトプットの減少を考慮してもなお計画内といえる。 
8 本事業では、事業完成日はメンテナンス期間終了日（建設後 1 年）と定義されている。 
9 この遅延により、円借款の貸付実行期限が 2006 年 2 月から 2008 年 11 月に変更された。なお遅延理由は、

当時のインドネシア側と JICA の記録によると次のように説明されている。まずコンサルタント選定につ

いては、当初は第 1 期事業へのコンサルタントへの随意契約が想定されていたが、通貨危機及び政権交代

等の不安定な政治経済状況下、実施機関より、経済性等の観点からショートリスト方式への選定方式の希

望が出され、JICA によるその妥当性の確認やショートリストに載せるコンサルタント企業の選定に時間

を要した。また入札条件については、実施機関は上記と同じ理由で価格面での競争の促進を望み、そのた

め事前資格審査の評価基準緩和を希望した。これに対し JICA は標準的かつ適正妥当な評価基準の導入を

求め、合意に至るまでに時間を要した。 
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3.3 有効性（レーティング：③） 

3.3.1 定量的効果 

3.3.1.1 運用効果指標 

図 4 に示すように、ドマイ港の貨物取扱量は本事業審査時である 1996 年にはすでに需要

予測10を上回っていたが、その後も急増を続け、本事業完成を待たずに取扱能力をはるかに

超える状況であった。2010 年の貨物取扱量は約 663 万トン、うち主力貨物であるパーム油

の取扱量は約 489 万トンである。パーム油以外の貨物（肥料、林産物等）の取扱量には大

きな変化はない。パーム油企業入居数は、事業前の 5 社（貯蔵タンク容量計 16 万トン）か

ら事業後 13 社（同 38 万トン）に増加した。 

 

 

出所 審査資料、PELINDO I 提供データより作成 
注  計画値は第 1 期事業にて行われた需要予測（1993）に基づく。2006

年の値が取扱量上限として設定されたレベル。 

図 4 ドマイ港の貨物取扱量の推移 

 

本事業により港湾の混雑は解消には至っていないものの改善されている11。図 5 に示した

ように、滞在時間（ターンアラウンドタイム）は事業後短縮し、平均では 85 時間にまで下

がったが、48 時間前後まで短縮することが望ましいとされている12。バース占有率も、事業

前は 90％前後と非常に高かったのが、本事業によりバース数が 7 から 11 に増えたこととに

より（表 2）、全体的に低下した。しかしパーム油埠頭では 2010 年に再び 80％以上に上昇

している。 

入港船舶数も審査時からは急増しているが、総トン数は 2010 年を除いて減少しており（図

6）、多くの港湾のような船舶の大型化傾向はみられない。 

 

                                                        
10 本事業の審査では、第 1 期事業にて行われた需要予測（1993 年）を用いていた。 
11 「3.3.2 定性的効果」も参照。 
12 ターンアラウンドタイムとは、船舶がパイロットステーション（水先人が水先要請船と合流して乗船す

るために設定された水域）に到着してから出発するまでの時間を指し、パイロットステーションでの待

ち時間、港湾まで及び港内の航行時間、荷役時間他を含む。本事業審査時には沖待ち時間を 2.08 日か

ら 0.04～0.01 日に短縮する計画であったが、ドマイ港の各種所要時間の定義が審査時のものと異なるた

め、比較可能な情報を入手することができなかった。 

本事業施設完成 
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出所 PELINDO I 提供データより作成 
注  バース占有率適正値の目安は表 2 参照。 

出所 PELINDO I 提供データより作成 

図 5 ドマイ港の船舶あたり滞在時間 図 6 ドマイ港への入港船舶数 

 

表 2 ドマイ港の供用バース数 

 事業前 事業後（計画） 事業後（実績） バース占有率適正値

旧貨物埠頭 3 バース 3 バース 3 バース 59％ 
汎用埠頭 4 バース 6 バース 5 バース 70％ 
パーム油埠頭 なし 2 バース 3 バース 59％ 
出所 審査資料、PELINDO I 
注  バース占有率適正値はバース数によって異なる。表中の数値は JICA 資料による。 

 

3.3.1.2 内部収益率 

(1) 財務的内部収益率（FIRR） 

FIRR は審査時に計算されていないが、第 1 期事業コンサルタントによる本事業の財

務分析ではマイナスの FIRR が算出されていた。事後評価時に、事業費、運営・維持管

理費及び本事業の利子支払を費用とし、港湾収入を便益として、可能な限り実績額を

代入して試算した13ところ、4.9％という値を得た。事業前の計算値より高い値となった

一因は、事業費が見積額より大幅に減少したことにあると思われる。また、貨物取扱

量が想定を上回る水準であることも関係していると想定されるが、入手情報が限られ

ているため検証することはできなかった。 

 

(2) 経済的内部収益率（EIRR） 

審査時の EIRR 計算値は費用として事業費及び維持管理費を、便益としては待ち時間

の短縮による費用節約を用い、13.1％と計算されていた。事後評価時は、入手データに

制約があったが可能な範囲で再計算を試みた14ところ、22.2％となった。FIRR と同様、

再計算値上昇の一因は事業費の大幅な減少にあると思われるが、それ以外の点につい

てはデータの事前事後比較が困難であり分析できない。 

                                                        
13 プロジェクトライフは審査時にならい 30 年とした。収入のうち本事業寄与分の推定にあたり、埠頭ご

との収入比が入手できなかったため、各埠頭のバース数の比を代替的に用いた。 
14 審査時と同じ定義による待ち時間データが得られなかったため、ターンアラウンドタイムの事業完成前

（2007 年）の値を本事業がなかった場合の船舶滞在時間と仮定し、これと 2008 年以降の実績値の差を

節約時間として算入した。また、一日あたりの操船費用も現在の額が入手できなかったため、審査時に

用いられた額を基準年金額に直して用いた。プロジェクトライフは 30 年。 
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3.3.2 定性的効果 

(1) パーム油企業の意見 

事後評価のための現地調査時に、パーム油製造・輸出企業 2 社（うち 1 社は 大手）

及びパーム油を運搬する海運会社 1 社への聞き取りを行った。その結果、本事業にて

パーム油タンカー専用施設が設置されたことで、港の混雑が緩和されたとの共通した

意見を得た。いずれの企業も、ドマイ港でのパーム油の扱いを拡大している（国内各

所に置くプラントからパーム油をドマイ港に集積、寄港数を増加、等）。待ち時間も事

業前の 6～7 日から事業後約 2～3 日に短縮したとのことで、数値の違いはあれ、「3.3.1 

定量的効果」にて示した傾向と一致する。 

 

(2) 荷役の効率化 

PELINDO I によると、本事業によるパーム油専用施設の設置、PELINDO I の自己投

資による荷役機器の増強、入居企業の自己投資によるパーム油ポンプの性能強化15等に

よって荷役効率は向上している。 

一方で、荷役効率は 大化されていないとの意見も聞かれる。例えば、本事業コン

サルタントによって共同パイプラインの使用による効率化が提言されたが、専門家の

調査では、企業は自社パイプの使用を好み、共同パイプにより他社の製品の残滓が混

入するのを嫌うことが指摘されている。また、パーム油タンカーはパーム油埠頭のみ

ならず旧貨物埠頭、汎用埠頭にも停泊が許されており、特に汎用埠頭での一般貨物船

との混在も問題とされていた。PELINDO I は、共同パイプは計画通り実現済みである

とコメントしているが、利用状況の詳細は確認できなかった。また、上述した海運会

社からは、三つの埠頭の中から停泊先を選べるようになったのはむしろ好ましいとの

発言もあり、確定的な結論を得るには至らなかった。 

 

以上より、本事業の実施により概ね計画通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 

図 7 にスマトラ島各州の地域内総生産（GRDP）を示した。リアウ州 GRDP は 2009 年に

319 兆 5,110 億ルピアで、島内でも も急速に成長している。GRDP のほとんどはパームを

はじめとするプランテーション作物生産で、パームの作付面積も一貫して増加傾向である

（2009 年約 191 万ヘクタール）。同州の一人あたり GRDP は 2009 年に約 6,000 万ルピア（約

60 万円）で、全国平均約 2,400 万ルピアを大きく上回る。「3.3 有効性」で示したドマイ港

のパーム油取扱量のうち 8 割前後は海外輸出であることから、同港は主要産品であるパー

ム油の輸出を通して成長に貢献しているといえる。 

もっとも入手データからは、ドマイ港のみならず地域内の他の港湾の貢献も大きいと考え

られる。すなわち、リアウ州のパーム油生産量 594 万トンに比して、ドマイ港からの出荷は

                                                        
15 それまで毎時 150 トンだったのが 300 トンに向上したとのこと。 



 10

493 万トンである16。ドマイ市には大手民間パーム油企業が自社製品の積出を行う港湾施設が

5～6 カ所あり、それらを含めたドマイ市からの出荷は約 795 万トンと、リアウ州以外からの

パーム油をも集めて出荷していることがわかる（図 8）17。 

 

出所 国家統計局 出所 国家統計局、海運総局、PELINDO I 

図 7 スマトラ島地域内総生産（GRDP） 図 8 リアウ州のパーム油生産量と 

ドマイからの積出量 
 

インパクトの 大化を阻害しうる要因として、アクセス道路の状態が劣悪であることを

指摘できる。リアウ州内で生産されたパーム油はすべてタンクローリー車で運搬されてい

る。しかし、片側 1 車線の国道は舗装が荒れ、事後評価の現地調査時には大型車が立ち往

生し渋滞を引き起こしている場面もしばしばみられた。ドマイ市内の道路状態も悪く、そ

れによる粉塵も指摘されている（次項参照）。現在、ドマイ港ではコンテナの取り扱いはな

いが、このような道路状況は将来のコンテナ輸送にとってもマイナス要因である18。現在、

「インドネシア経済回廊構想」19の一環として、スマトラ島の南北縦断ハイウェイ建設計画

が検討されており、リアウ州都ペカンバルからドマイの区間はルートの選定が進行中であ

る。これが実現すれば、ドマイ港への道路アクセスは飛躍的に向上すると思われる。 

 

                                                        
16 リアウ州のパーム油生産量は、全国の生産量の約 3 割に相当する。なおスマトラ島 大の港湾であるベラワ

ン港からも、年間 300～400 万トンのパーム油が積み出されている。PELINDO I によると、ベラワン港から

積み出されるパーム油は、主にアチェ州及びリアウ州北部から集められている。 
17 2009 年にはドマイ港からの出荷が減少し、ドマイの他港では増加しているが、これはドマイ港のみで

は需要を吸収しきれないことや、これまで PELINDO が独占的に港湾事業を担ってきた体制が変化して

いる状況（「3.5 持続性」参照）も考慮すれば自然と考えられ、能力以上のパーム油取扱を行っている

ドマイ港の有効性を損なうものではない。 
18 事後評価の現地調査時にベラワン港も訪問した。同港は北スマトラ州都メダンから 10km 程度の距離にあ

るが、自動車専用道路を含め、道路の整備状況は良好であるように見受けられた。ちなみに、ドマイ港の

訪問には、リアウ州都ペカンバルから車で約 150km の行程に 5 時間以上を要した。 
19 インドネシア経済回廊とは、インドネシア政府が地方経済の活性化のために進めている、主要な島に経

済、ビジネス拠点を確立するための構想。 
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敷地内のパーム油企業エリア PELINDO I ドマイ支所が海運会社 
と毎日開催しているバース割当会議 

 

3.4.2 その他、正負のインパクト 

(1) 自然環境へのインパクト 

環境影響評価（EIA）（1997 年承認）によると、大規模な浚渫工事を予定していない

ことや、一般的な余水処理、濁り対策が検討されていること等から、本事業に関して

は大きな問題は発生しないとみられていた20。工事実施中も特段の問題は報告されてい

ない。 

事業完成後は、運営・維持管理機関である PELINDO I ドマイ支所が年 2 回の環境モ

ニタリングを、外部の環境ラボラトリーに委託して実施している。2010 年のモニタリ

ング結果と PELINDO I による対策は次のとおりである。 

 大気質：バルク貨物やトラックによる港湾内外の粉じんが多い。それ以外の測定項目は基

準値内。これに対し、PELINDO Iは、港湾敷地内の道路及び周辺道路のリハビリを少しず

つ実施しているが、十分ではないようであった。散水といった対策はとられていない。 

 水質：パーム油施設、旅客、周辺住民による水質汚染あり。もっとも測定項目はいずれも、

良好ではないものの基準値内。PELINDO I の対策は不明である。 

 動植物：排気ガスや建設工事によりマングローブが減少しているが、指標数値はなし。

PELINDO Iは、事業後に港湾内にもマングローブを植樹している。 

 住民の生活条件：住民への調査では、ドマイ港の拡張による利便性向上、雇用増大といっ

たプラスの意見と「変化なし」との意見がそれぞれ半数程度みられる。 

 

(2) 住民移転・用地取得 

本事業では住民移転・用地取得は発生していない。 

 

(3) その他正負のインパクト 

すでに述べた点以外のインパクトは特にみられなかった。 

 

                                                        
20 マスタープランにて将来計画されている旅客ターミナル建設については、予定地がマングローブ生息

地にあたることから別途 EIA が必要とされ、本事業のコンサルティングサービスに含められた。なお、

旅客ターミナル建設は、収益性が低いことと地方政府が近隣に旅客ターミナルを建設したことを理由に、

将来計画から外された。 
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以上から、想定されたインパクトは発現していると思われる。なお本事業の想定受益者

数としては、間接的な受益者も含め、リアウ州人口（2010 年センサスで約 554 万人）が一

つの目安になると考えられる。 

 

3.5 持続性（レーティング：③） 

3.5.1 運営・維持管理の体制  

本事業の運営・維持管理機関は、政府が 100％株式を保有する国有会社である PELINDO I

のドマイ支所で、審査時の想定のとおりである。PELINDO I は全国に四つある PELINDO の

一つで、ドマイ港、ベラワン港を含む、スマトラ北部・中部 3 州の 12 港を管轄している。 

政府機関としては従来、海運総局の下部組織である港湾管理事務所（ADPEL）が各港に

設置されており、港湾保安業務を担ってきた。ADPEL の長が港長を務める。 

公共港湾の管理（保安を除く）、運営・保守はこれまで PELINDO が独占的に行ってきた

が、2008 年の新海運法によって港湾管理者（行政）と港湾オペレーター（港湾事業者）を

明確に分離することが定められた。また、港湾オペレーターは、港湾事業者として登録さ

れた国有企業、地方政府企業及び民間企業の中から競争入札で政府が選定することとなっ

た。 

管理者とオペレーターの分離は大規模港21から順次導入されることになっており、事前評価

の現地調査時にはドマイ港の体制分離は実施されていなかったが、分離後は「ポートオーソ

リティ」がドマイ港に設置され港湾管理を担う予定とのことであった22。港湾オペレーション

については、新海運法 344 条の規定により、既存港は従来のオペレーターが運営することと

なっている。PELINDO I はすでに新体制下の港湾事業者として運輸省から営業許可を取得し

ており、新たな競争入札なしにドマイ港の運営を継続することになるとみられる。 

ドマイ港施設の所有権は、新海運法 345 条の規定及び 2011 年 5 月の運輸省から PELINDO 

I への通知に基づき、引き続き PELINDO I に属することとなっている。 

このように、港湾管理体制は変革時期にあるものの、ドマイ港の所有権と運営主体が変

更することはないとみられているため、本事業の運営・維持管理に大きな問題とはならな

いと考えられる。 

 

3.5.2 運営・維持管理の技術 

技術面の問題も特にみられない。本事業完了時には、ドマイ港の保守にかかる技術要員

は人数（12 人）、能力ともに不十分とされていたが、事後評価時現在は 16 人に増強され、

PELINDO I は人数、能力ともに十分としている。港湾オペレーションの要員数は、水先案

内人やタグボート船員を含め 82 人である。 

これらの要員に対しては、PELINDO I 本社にて、電気系統や土木施設の保守や機器の操

作に関するトレーニングを定期的に実施している。 

                                                        
21 インドネシアの公共港湾は現在、特級港 4 カ所（ベラワン港含む）及び一級港から五級港までに分類さ

れている。ドマイ港は全国に 11 カ所ある第一級港の一つ。 
22 ポートオーソリティは海運総局の下部組織となる計画である。一般に港湾管理委員会、港湾局等と訳さ

れるが、本件の場合適切な訳を判断できず、片仮名のままとした。ドマイの ADPEL からは、同じく海

運総局の下に存する ADPEL がポートオーソリティの役割を担うようになるとの説明があったが、体制

移行後の組織の詳細につき公式な情報を入手することはできなかった。 
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3.5.3 運営・維持管理の財務 

本事業施設の運営・維持管理費用はすべて PELINDO I が支出しており、政府からの補助

金は受けていない。PELINDO Iの財務状況は良好で、国営企業省の評価で毎年 高位の「AA」

を取得している。 

PELINDO I の各支所（港）間で内部相互扶助（クロス・サブシディ）のシステムはある

が、ドマイ港の収益は取扱貨物量の増大を背景に毎年黒字を計上しており、運営・維持管

理費用は全額収入でまかなっている。 

 

表 3 ドマイ港収支表 表 4 PELINDO I 財務指標 
（単位：百万ルピア）

 2008 2009 2010
営業収入 123,959 164,226 137,713
営業費用 92,659 83,637 92,320
うち運営維持管理 64,374 50,746 55,126
出所 PELINDO I 

（単位：百万ルピア、％）

 2008 2009 2010 
純利益 180,366 174,725 164,824
総資産利益率 12% 11% 8%
自己資本比率 70% 81% 60%
出所 PELINDO I 

 

3.5.4 運営・維持管理の状況 

PELINDO I によると、本事業施設の保守は規定の港湾保守ガイドラインに沿って実施され

ている。現地調査時の視察においても、施設の状態は良好であることを確認した。 

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．結論及び提言・教訓 

4.1 結論 

ドマイ港の貨物施設を拡充することは、政策優先度、パーム油を中心とする貨物需要と

の適合度双方で妥当性が高い。効率性は事業遅延によって中程度だったが、有効性は、計

画をはるかに上回る貨物取扱量や船舶の滞在時間の短縮から、高いといえる。その結果、

リアウ州のパーム油生産による高い経済成長を下支えしている。事業施設の運営・維持管

理状況は良好であり、持続性は高い。 

以上より、本事業の評価は非常に高いといえる。 

 
4.2 提言 

4.2.1 実施機関への提言 

新海運法に基づいた港湾管理者（行政）とオペレーター（事業者）の役割分担が進行中

で、ドマイ港においても近い将来、PELINDO I が担っている船舶動静・運航管理等の管理

業務が新たに設置されるポートオーソリティに移行するとみられている。その際、海運総

局は十分な情報共有を ADPEL 及び PELINDO I と行い、港湾の運営・維持管理に影響が出

ないように留意することが求められる。 

また、今後のドマイ港開発にあたっては、オペレーション事業への新たな参入者である

地方政府や民間の港湾開発の動きと十分な調整を図ることが提言される。 
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4.2.2 JICA への提言 

なし。 

 
4.3 教訓 

インパクトの項で述べたように、ドマイ港へのアクセス道路の状況が劣悪で、さらなる

インパクトの発現にも影響を与えていると想定される。本事業には道路整備が組み込まれ

ていなかったが、他国の港湾整備事業にて、こうした事業効果の発現に密接に関係するコ

ンポーネントを含めたことで総合的な物流の改善に至った例もみられる。一般に港湾整備

と道路整備の主管庁が異なることも多いが、将来の港湾事業においては、両者の調整によ

り、港湾とアクセス道路を一体的に整備することでインパクトを 大化する可能性を検討

すべきである。 

以上  
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主要計画／実績比較  

 

項  目  計  画  実  績  

①アウトプット  
汎用埠頭の延長  
パーム油埠頭  
 
アプローチ桟橋  
 
コンテナヤード  
護岸・埋立工事  
その他  
 
 
 
 
 
 
 
コンサルティング

サービス  
 外国人技術者  
 現地人技術者  

 
延伸200m、幅25m、水深－10m

ドルフィン型2基  
（－10m×200m,－12m×200m）

汎用埠頭用1基、  
パーム油埠頭用2基  

3ha 
護岸1,000m、埋立260,000m2

地盤改良工事、設備工事  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

132MM 
219MM 

 
延伸100m、幅40m、水深－10m

岸壁型1基  
（－12m×400m）  

汎用埠頭用はキャンセル、

パーム油埠頭用は計画通り

キャンセル  
計画通り  

地盤改良工事：ほぼ計画通り

給水工事はキャンセル  
 

追加工事：  
島嶼船舶向け埠頭（60m）、

排水溝、係船杭、既存港湾施

設リハビリ  
 
 
 

176.5MM 
267.3MM 

②期間  
 
 

1997年11月～  
2004年2月

（76ヶ月）  

1998年1月～  
2009年1月

（133ヶ月）  

③事業費  
 外貨  
 内貨  
 
 合計   
 うち円借款分  
 換算レート  

 
2,650百万円

2,442百万円

（186,848百万ルピア）

5,092百万円

3,819百万円

1ルピア＝0.052円
（1997年4月現在）

 
742百万円

2,539百万円

（317,375百万ルピア）

3,281百万円

2,895百万円

1ルピア＝0.008円
（2001年～2008年平均）
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