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カンボジア

シハヌ－クヴィル港緊急リハビリ事業

シハヌークヴィル港緊急拡張事業

外部評価者：オクタヴィアジャパン株式会社 稲澤 健一

０．要旨

事後評価時において、本事業は運輸インフラ整備計画等の政策および港湾の整備・拡充

等の開発ニーズとの整合性が認められる。本事業によりシハヌークヴィル港のコンテナ貨

物取扱量は増加した。入港船舶数および総トン数、バース占有率、クレーン稼働率も概ね

当初の目標を達成し、荷役機械運用の効率化および安全性も向上している。加えて、本事

業は物資輸送需要の増加に対応し、背後圏経済の活性化を下支えしている。事業期間は若

干遅延して完成したが、事業費は計画内に収まった。実施機関による運営維持管理体制、

技術、財務等にも現状として大きな問題は見受けられない。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 入港中の船舶

1.1 事業の背景

カンボジアでは 1991 年に和平が成立し内戦が終結した。同国で唯一海に面しているシハ

ヌークヴィル港は 1960 年～70 年にかけて整備されたが、老朽化し、貨物の重量制限も生じ

るなど、貨物取扱業務に支障が出ていた。その一方、1991 年の貨物取扱量は 13 万トン、94

年には 56 万トン、98 年には 88 万トン、2002 年には 167 万トンと、経済復興の気運に即し

て増加傾向にあった。コンテナ化も進みつつあったが、同港にはコンテナ埠頭がなく、本

来一般貨物を扱う旧桟橋においてコンテナ貨物を取り扱うなど、荷役作業は非効率であっ

た。このため、コンテナ・ターミナルを建設し、埠頭の整備・浚渫・荷役機器の導入を進
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め、増大するコンテナ貨物需要に対応することは喫緊の課題であった。

1.2 事業の概要

カンボジア唯一の外洋国際港であるシハヌークヴィル港において、コンテナ・ターミナ

ルの建設・埠頭の整備・拡張、泊地浚渫、荷役機器等の導入を行うことにより、貨物取扱

能力の向上および物流の効率化を図り、もって同国の経済発展に寄与する。

緊急リハビリ事業：41 億 4,200 万円／39 億 1,700 万円円借款承諾額／実行額

緊急拡張事業：43 億 1,300 万円／39 億 2,100 万円

緊急リハビリ事業：1999 年 9 月／1999 年 9 月交換公文締結／借款契約調印

緊急拡張事業：2004 年 9 月／2004 年 11 月

緊急リハビリ事業：金利 1.0％、返済 30 年（うち据置 10

年）、コンサルタント部分は 0.75％、（返済 40 年（うち据

置 10 年）、一般アンタイド

借款契約条件

緊急拡張事業：金利 0.9％、返済 30 年（うち据置 10 年）、

一般アンタイド

借入人／実施機関 カンボジア王国政府／シハヌークヴィル港公社（Port

Authority of Sihanoukville; PAS）

緊急リハビリ事業：2007 年 1 月貸付完了

緊急拡張事業：2011 年 2 月

本体契約

（10 億円以上のみ記載）

五洋建設（日本）・Italian Thai Development Public Company

Limited（タイ）（JV）

コンサルタント契約

（1 億円以上のみ記載）

パシフィックコンサルタンツインターナショナル（オリ

エンタルコンサルタンツ）(日本)

関連調査

（ﾌｨｰｼﾞﾋﾞﾘﾃｨｰ･ｽﾀﾃﾞｨ：F/S)等

F/S1

（1997 年）JICA

関連事業 「シハヌークヴィル港経済特別区開発事業」

（2008 年 3 月円借款承諾、3,651 百万円）

「シハヌークヴィル港多目的ターミナル整備事業」

（2009 年 8 月円借款承諾、7,176 百万円）

「シハヌークヴィル港競争力強化調査プロジェクト」（技

術協力プロジェクト、2011 年 6 月より実施中）

1 当 F/S では、①一般貨物埠頭 400m の新設、②コンテナ専用埠頭約 400m の新設、③大型荷役機器等の導

入が提案された。「緊急リハビリ事業」では②のうち 240m、「緊急拡張事業」では②の残り 160m および③

が実施された。（なお、①は同表内・関連事業の「多目的ターミナル整備事業」にて実施中）。



3

2．調査の概要

2.1 外部評価者

稲澤 健一（オクタヴィアジャパン株式会社）

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：2011 年 8 月～2012 年 6 月

現地調査：2011 年 11 月 28 日～12 月 12 日、2012 年 3 月 5 日～3 月 11 日

3. 評価結果（レーティング：A2）

3.1 妥当性（レーティング：③3）

3.1.1 開発政策との整合性

1990 年代のカンボジアでは、内戦で荒廃した道路、港湾、空港等のインフラ整備を国際

支援により進めるとともに、中長期的には大メコン圈の中心に位置する国として交通ハブ

の機能を拡充するため、国境を跨る道路網等のインフラ開発の推進を企図していた。その

中で、国際貿易の玄関港であるシハヌークヴィル港の改良･整備も重要視されていた。加え

て、カンボジア政府は 2002 年に「カンボジア運輸セクター戦略研究」を作成し、今後の運

輸セクターに関する政策提言を行っていた。

事後評価時においては、カンボジア政府は「国家戦略開発計画」（2009-2013）を策定し、

港湾・道路をはじめとする基幹インフラおよび交通網の整備を重要視している。港湾セク

ターに関しては「開かれた海（Open Sea Policy）」を提唱し、自由な入港、貿易、港湾運営

を促進している。その中で、国際貿易港であり同国の総輸出入貨物量の約 70-80％を取り扱

うシハヌークヴィル港は、国家経済を牽引する基幹インフラ港として引き続き重要視され

ている。

3.1.2 開発ニーズとの整合性

事業実施前のシハヌークヴィル港では、1960-70 年代に整備された旧桟橋が老朽化し、貨

物の重量制限も生じて、貨物取扱業務に支障を来していた。その結果、旧桟橋の機能を代

替・拡充する埠頭の新設が必要と認識された。また入港船舶の積載容量も年々大きくなっ

ていたため、航路浚渫も拡張が必要と認識されていた。さらには、増大するコンテナ貨物

需要に対応するため、荷役機器の導入も必要とされていた。

2 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」
3 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」
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本事業により、コンテナ埠頭が拡張し荷役機械が導入されたことにより、増大しつつあ

る貨物需要に対応できるようになった。加えて、近年はばら積み・一般貨物の取扱も増加

傾向にあるものの、一般貨物ターミナルは老朽化しており、また同港周辺で開発が進めら

れている石油・天然ガスの採掘に必要な資機材の供給基地の強化も必要となっていること

から、現在円借款による「シハヌークヴィル港多目的ターミナル整備事業」が実施中であ

る。さらには、昨今の経済成長に則して海外投資・企業誘致の拡大も見込まれることから、

「シハヌークヴィル港経済特別区（SEZ）開発計画」も実施中4である。これらから、同港

には引き続き高い開発ニーズがあるといえる。

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）では、「開発途上国の民主化の

促進、市場指向型経済導入の努力、基本的人権や自由の保障状況への注意を払う」ことを

原則のひとつとしていた。また重点項目として、経済社会開発の重要な基礎条件であるイ

ンフラストラクチャー整備への支援を掲げていた。本事業は、1991 年の和平成立後に経済

復興および経済構造改革を推し進めるカンボジアに対してインフラ整備の支援を行うもの

であり、当該原則と合致していた。一方、2002 年に策定された対カンボジア国別援助計画

においては、同国の経済成長は長期的な ASEAN 全体の経済の活性化にも大きく貢献、ひい

ては日本経済にとっても有益とされていた。また、経済社会資本・インフラの整備を進め

ることで持続的な経済成長と安定した社会が実現するとしていた。本事業は、同国の経済

産業活性化を促し、また ASEAN 経済の交通ハブとしての機能を高めるものであり、当該原

則と合致していた。以上より、日本の援助政策としての整合性も認められる。

以上より、本事業の実施はカンボジアの開発政策、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 有効性5（レーティング：③）

3.2.1 定量的効果（運用・効果指標）

1）貨物取扱量

以下図 1 はシハヌークヴィル港の貨物取扱量の推移である。

4 当事業完成により、原材料輸入・製品再輸出加工業者の同港 SEZ への入居および同港経由の貨物取扱量

増加が期待されている。
5 有効性の判断にインパクトも加味して、レーティングを行う。
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出所：質問票回答

図 1：貨物総取扱量（トン数）の推移

「緊急リハビリ事業」の審査時（1999 年）において、将来予測として事業完成時（2004

年）の貨物取扱能力を約 140 万トンと想定していた。上記図 1 のとおり、同年の実績は約

150 万トンである。また、コンテナ貨物取扱能力は 114 万トン（TEU 換算では 114,000～

162,000TEU6）と見込まれていたところ、以下図 2 のとおり、同年の取扱量実績は 214,000TEU

を達成している。この背景にはカンボジアの経済成長率が上昇傾向7にあり、輸出入が活発・

貨物需要が上昇していた要因が挙げられる。

「緊急拡張事業」の審査時（2004 年）には、将来予測として、2010 年のコンテナ貨物量

（TEU）は 286,767TEU と想定されていた。以下図 2 のとおり、同年の実績は 223,000TEU、

翌 2011 年は 238,000TEU である。いずれも審査時の想定より若干下回っているが、その理

由として、1）2008 年～09 年にかけて世界金融危機の影響を受けてシハヌークヴィル港で

も貨物取扱量が減少した。2010 年以降は金融危機以前の水準に戻りつつあるが未だ時間を

要している点、2）河川港であるプノンペン港では、2009 年に開港したベトナム南部のカイ

メップチーバイ港を基点とするフィーダー航路による貨物取扱・輸送が徐々に増加しつつ

あり、シハヌークヴィル港の貨物取扱量にも影響を与え始めている点等が挙げられる8。縫

製業・製靴業をはじめとする輸出型軽工業が盛んなカンボジアにおいて、プノンペン周辺

の工場の中には時間と費用を抑えるため、米国や他アジア諸国向け製品をプノンペン港お

よびベトナム南部のカイメップチーバイ港を経由してて輸送を始めている企業もあること

6 事業完成報告書（Project Completion Report）によると、実施機関は 2004～2015 年間の TEU トン換算（平

均）を 7～10 トン/TEU と推計していた。
7 後述のインパクト（カンボジア GDP の推移）を参照。
8 港湾間の位置関係については図 3 を参照。メコン川上を、プノンペン港よりバージ船で貨物を輸送し、

大水深バースが整備されたカイメップチーバイ港（ベトナム南部港湾）で積み替えるルートが注目を浴び

ている。
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から、シハヌークヴィル港の取扱量にも影響を及ぼしつつある。

その一方、シハヌークヴィル港の貨物取扱量は今後も経済成長・産業の拡大に則して増

加すると予測されている9。その根拠として、昨今の経済・産業成長の要因に加え、1）アジ

ア開発銀行（ADB）の融資による「シハヌークヴィル～プノンペン間鉄道整備事業」が間

もなく（2012 年末～2013 年中）完成予定であり、プノンペン首都圏に向けて鉄道によるコ

ンテナ貨物輸送増加が見込まれている点（＝同国では鉄道輸送は道路輸送に比べて約 20％

程度コストは安いことに加え、時間面でも優位性があるとされているため、鉄道輸送によ

る貨物需要は高まると考えられている）、2）円借款事業である「シハヌークヴィル港経済

特別区（SEZ）開発計画」が 2011 年末現在、ほぼ完成している点が挙げられる。今後は入

居企業が増加することにより同港の貨物取扱量も増えると見込まれていることも好材料と

考えられる。

出所：シハヌークヴィル港、プノンペン港10

図 2：シハヌークヴィル港およびプノンペン港の貨物取扱量（TEU）の比較

9 実施機関によると、2017 年における同港のコンテナ取扱量を 300,000TEU と見込んでいる。
10 プノンペン港に関して、2004 年のデータは入手できなかった。また、2011 年は推計値である。
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図 3：シハヌークヴィル港と他港との位置関係図（右上図は主な就航ルート）

（点線は陸路、網掛け線は水路を表す）

図 4：シハヌークヴィル港の変遷

左側：開港時（1960 年）、中央：本事業実施前（1996 年）、右側：本事業完了後（2011 年）

シハヌークヴィル港の輸出入割合に関しては、図 1 のとおり、輸出より輸入が多い傾向

にある。既出の縫製業を例に取ると、中国等から多くの原材料を輸入し、カンボジア国内

の工場で製品化し主に貨物コンテナで国外に輸出している。また、昨今の経済成長に則し

て国内の建設資材等の需要が上昇し、鉄鋼・セメント・石油等の輸入が増えるなど、総じ

て内需も旺盛である。輸出に関しては、今後は一般貨物・ばら積み貨物を中心に増加が予

測されている。現在、カンボジア政府の方針として、米の生産拡大・輸出増加を企図して

おり、今後は同港経由の輸出増加が見込まれている11。加えて、製紙用ウッドチップの輸出

11 2010 年には 4 万 4 千トン、2011 年には約 11 万トンを輸出している。米は袋詰めされてコンテナで輸送
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増加も見込まれている。

以上より、シハヌークヴィル港は国際貿易港としてカンボジア経済を牽引する存在であ

り、背後圏経済の活性化にとって非常に重要な存在であることが窺える。

2）入港船舶数および総トン数、バース占有率、クレーン稼働率

以下表 1 はシハヌークヴィル港の入港船舶数および総トン数、バース占有率、クレーン

稼働率データである。総じて、2010 年実績値は審査時目標値以上を達成しており、同港は

港湾施設として有効に活用され、効率的に運用されていると判断できる。

表 1：シハヌークヴィル港の入港船舶数および総トン数、バース占有率、クレーン稼働率

審査時（2004 年） 2010 年実績

①入港船舶数：*不明

②入港船舶総トン数：

1,352,144GT（2002 年実績）

2,198,144GT（2010 年目標）

③バース占有率12：46%（2002 年実績）

：55%（2010 年目標）

④平均待ち時間13：2 時間（2002 年実績）

：1 時間（2010 年目標）

⑤コンテナ化率14：59%（2002 年実績）

：68%（2010 年目標）

①入港船舶数：427 隻

②入港船舶総トン数：2,217,150GT

③バース占有率：65%

④平均待ち時間：0 時間

⑤コンテナ化率：86.83%

① ②入港船舶数および総トン数：

審査時の入港船舶数は不明であったが、総トン数ベースでは 2010 年実績値はほぼ目標値

どおりであった。

③ バース占有率：

2010 年実績値は審査時目標値を上回っている。実施機関によると、実施機関と船会社の

間で港湾施設利用に係る契約を交わし、コンテナ船舶の入港スケジュールやバース使用時

間等を徹底・管理してバースの有効活用に努めた結果、上回ったとしている。

④ 平均待ち時間

現在、船舶出入港に係る平均待ち時間は皆無である。実施機関によると、上述のとおり

実施機関と船会社の間で契約を交わし、船舶の入港スケジュール管理を徹底し、また 24 時

されている。
12 バース占有率＝バース作業時間（占有時間）÷バース稼動時間。バースが有効に活用されているかを判断

する。
13 入港船舶平均待ち時間＝滞船時間÷入港船舶数。港の混雑が解消されているかどうかを判断する。
14 コンテナ化率＝コンテナ貨物量（トン）÷コンテナ化可能貨物量（トン）。貨物の荷役効率が向上してい

るかどうかを判断する。
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間体制で荷役業務を集中管理していることから、沖合で船舶を待たすことはないとのこと

である。持続性「運営・維持管理の技術」にて後述するが、荷役業務・オペレーションに

経験豊富なスタッフが多いこともプラスに作用していると考えられる。

⑤ コンテナ化率：

同様に、実績値は審査時目標値を上回っている。実施機関によると、入港コンテナ船舶

の積載容量が年々大きくなっていることがその要因としている。

図 5：コンテナ運搬中のトラック 図 6：調達されたガントリー・クレーン

3.2.2 定性的効果

1）貨物取扱・港湾運営の安全性の向上

老朽化した港湾施設を改修し機材を整備したことにより、施設内での事故数・コンテナ

損傷回数は減少している。実施機関によると、事業実施前の平均事故数は 15 回/年間であっ

たが、現在は 5 回程度とのことである。事故と認識されているものとしては、クレーン操

作のミスによるもの、現場スタッフの作業中の軽微なケガ等であり、死傷者が発生する重

大な事故は事業実施前後を通じて起こっていない。また、荷揚げ/荷下ろしの際のコンテナ

貨物の損傷数に関しては、事業実施前は平均 10 回/年間であったが、現在は 3 回程度と減少

しているとのことである。実施機関幹部や現場スタッフにインタビューしたところ、事業

実施中にコンテナ・オペレーションに関するトレーニング実施や運用マニュアルに沿った

業務遂行を徹底したことが減少に作用したとのことである。なお、現場スタッフも定期的

に安全講習（年 2 回実施）に参加し、業務安全面の向上に努めている。

2）荷揚げ/荷下ろしの効率化

「緊急拡張事業」によりコンテナ・ターミナル管理システム（CTMS）が導入された結果、

コンテナ埠頭の運用・管理能力および港湾スタッフのターミナル・オペレーションに係る

技術・運用能力は向上している。実施機関によると、CTMS 導入前のコンテナボックスの荷

揚げ/荷下ろし数は、1 時間当たり平均 10～12 ボックスであったが、事業完了後は同 25～28

ボックスと格段に効率化しているとのことである。これは、荷役機器が導入された際にコ
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ントラクター等からの指導・トレーニング、助言等が功を奏したためであり、その結果、

運用・管理能力は向上しているとのことである。

以上より、本事業の実施により概ね計画通りの効果の発現が見られ、有効性は高い。

3.3 インパクト

3.3.1 インパクトの発現状況

3.3.1.1 カンボジアの経済成長

以下図 7 は、直近 10 年のカンボジアの国内総生産（GDP）の推移である。その成長率は

平均約 8％と高い。2008 年～2009 年にかけては世界金融危機の影響もあり若干減少に転じ

たが、2010 年以降は回復傾向にある。経済成長データは本事業以外の要因も影響している

と思われるため経済インパクトは明確に立証できないものの、シハヌークヴィル港は国内

唯一の深水港であり、かつ総貨物量の 70～80％を扱う国際貿易港であり、同国経済を牽引

する基幹インフラであることから、上述の高い経済成長を支えていると推察できる

。

（単位：百万 US ドル）

出所：カンボジア経済財政省（MEF）

注）2011 年データは推計値

図 7：カンボジア国内総生産（GDP）

3.3.2 その他、正負のインパクト

3.3.2.1 自然環境へのインパクト

1）浚渫時の水質への影響

事業実施前には、本事業実施中に発生する浚渫土の沖捨てに関して、水質への悪影響の

可能性が指摘されていた。今次調査で実施機関にインタビューしたところ、浚渫土はシハ
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ヌークヴィル港の沖合遠く（約 7km 遠方沖合）に廃棄したこともあり、同港周辺海域の水

質への悪影響は特段発生しなかったとのことである。なお、事業実施中に実施機関は水質

検査を行い、定期的に影響の有無を確認し環境省に報告していた。同省からの是正勧告等

もなく、特段大きな問題はなかった。

現在、実施機関で環境モニタリングを担当している部署は港湾管理局である。当部署で

は、環境モニタリング計画である「環境マネージメント計画」を作成し、基準に従って、

入港船舶から排出される固形・液体廃棄物、大気汚染物質等を計測している。仮に基準値

を超える場合、環境省・環境影響評価基準局（EIA 局）に報告され、再調査・是正勧告が行

われる。現在までに（上記の水質への影響も含めて）問題は発生していない。

なお、環境影響評価（EIA）に関しては、「緊急リハビリ事業」が 1999 年 5 月、「緊急拡

張事業」が 2003 年 1 月に承認されている。

2）工事車両による騒音・渋滞

事業実施中には、工事車両・ドライバーに対して交通規則徹底に関する講習が開催され

た。実施機関によると、コントラクター経由でドライバーに対して安全運転を心がけるよ

う要請するなど、事故の未然防止や騒音の低減に努めた。同様に、資材の運搬に関しては、

住宅地や校区など配慮すべきエリアを可能な限り避けて行うよう、ドライバーに徹底を求

めていた。

一方現在、週末にかけてコンテナ・ターミナルのゲート前周辺にはトレーラーやトラッ

クが集中している（以下図 8 参照）。これは、国内の多くの製造工場が週末にかけて同港に

製品をトレーラー等で輸送し、船舶も週末に入港するスケジュールを採っているためであ

る。税関手続き業務も混雑している。実施機関スタッフと地元警察は共同でトレーラーの

誘導やゲート前の交通整理を行っているが抜本的な解決には至っていない。コンテナ貨物

取扱量が増えれば増えるほど混雑も拡大する傾向にあるため、同取扱量が増加しつつある

中、改善は急務と考えられる15。

15 現在、後述の持続性･コラム欄で述べる「シハヌークヴィル港競争力強化調査プロジェクト」チームが実

施機関に対して混雑緩和のための解決策をいくつか提言し、最適な方法を模索している。
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図 8：コンテナターミナルゲート前の混雑の様子

3.3.2.2 住民移転・用地取得

本事業では新たに住民移転・用地取得は発生していない。実施機関 へのインタビュー、

現地サイト視察においても発生していないことを確認した。

3.3.2.3 その他正負のインパクト（社会開発促進・HIV/エイズ対策）

本事業の審査時前後のカンボジアでは、HIV/エイズ感染が大きな社会問題であった。1997

年の 15-49 歳までの HIV 有病率16は 3.9％、1998 年は 3.5％、1999 年は 2.8％17と高い水準にあっ

た。この背景には、国民の HIV/エイズに関する知識不足や情報入手が困難といった事情に加え、

保健医療サービスの不足等も要因とされた。一方、本事業のような港湾施設の建設においては

多くの工事労働者を必要としたが、その多くは国内各地からやってくる出稼ぎ労働者であった。

彼らは建設サイト周辺で一定期間居住するため、風俗店等に出入りすることによって HIV/エイ

ズに感染するリスクが十分考えられた。JICA は本事業実施に伴って対象地域の HIV 有病率が悪

化するという社会的な負の影響を抑えるために、カンボジア側を支援し協力して HIV/エイズ対

策プログラムを実施した。今次事後評価調査において、同対策プログラムの概要及び効果に関

するレビュー・分析を行ったところ、概要は以下の通りである。

1.「緊急リハビリ事業」における HIV/エイズ対策及び効果

「緊急リハビリ事業18」の実施中に、JICA は案件実施支援調査（SAPI）19を行った。そ

の中でパイロット・プロジェクトとして 3 つのアプローチ（①アドボカシー20、②港湾工

16 有病率とは、「ある時点で、ある疾病を持っている人の人口に対する割合」を示す。
17 出所は「国立エイズ感染症センター」（NCHADS）のデータ（2000 年）
18 「緊急リハビリ事業」における港湾工事労働者数（延べ累計）は約 9,800 名であった。
19 プロジェクトの実施主体はあくまで借入国であるが、JICA はその円滑な実施に向け、必要に応じて適宜

助言等を行っている。事業の効果的な実施のために特に必要と判断される場合には、追加的、補足的調査

を行う「案件実施支援調査」（SAPI）を行うことがある。
20 HIV/エイズ感染予防活動が確実に実施されるために必要とされた。主に、行政機関間での HIV/エイズ感

染防止に関する働きかけをはじめ、本取り組みの方法や体制に係る相互理解を行った。実施協力者はシハ

ヌークヴィル州エイズ協議会
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事労働者への仲間教育・ライフスキル21、③コンドームのソーシャル・マーケティング22）

を実施した。その実績として、アドボカシーにおいてはニューズレターの発行など広報活

動を通じて同プロジェクト推進の原動力となり、仲間教育・ライフスキルに関しては同労

働者全体のうち約 85％がワークショップに参加し、彼らの間で HIV/エイズ及び性感染症

に関する知識が以前より明確になったことが確認された。一方、ソーシャル・マーケティ

ングについては、シハヌークヴィル市内のコンドーム販売拠点数が 55 から 142 箇所に増

加し、同労働者のコンドーム購買行動を促したことが確認された。これらのアプローチ・

活動を通じて同労働者に対して HIV/エイズの知識向上を促し、コンドーム使用の促進に

より感染リスクを抑えることに一役買ったといえ、その効果は大きかったと判断できる。

2.「緊急拡張事業」における HIV/エイズ対策及び効果

「緊急拡張事業」の HIV/エイズ・性感染症対策は、上記パイロット・プロジェクトの

取り組み結果を踏まえて実施された。先ずコントラクター調達時の入札書類に「HIV/エイ

ズ条項」が追加された。条項本文には、「コントラクターは事業実施中に HIV/エイズ・ク

リニック・サービスを提供し、HIV/エイズに関する知識・教育をコントラクターが雇うス

タッフ・工事労働者に対して提供する。クリニック・サービスの一環として、彼らにコン

ドームを配布する」と明記された。そして、コントラクターは港湾工事労働者に対して、

①仲間教育を通じた HIV/エイズ講習会、②コンドーム使用の促進（コンドームの配布）、

③STI23の検査及び処置、④健康に関するカウンセリングを実施した。本対策の実績とし

ては、開催されたワークショップの内容が多岐に亘り24であり、同労働者の延べ累計参加

人数も 8,769 名と多かった25ことが挙げられる。また、ワークショップ開催に合わせて同

労働者がコンドームを受領する数も増えたことから、彼らは自分の健康を守るため HIV/

エイズの理解・知識を高めたと判断できる。なお、本対策完了時に実施機関が HIV/エイ

ズ感染の有無に関する健康検査（エンド・ライン・サーベイ）を行ったところ、同感染は

21 港湾工事労働者が正しい HIV/エイズ感染予防に関する情報とライフスキルを身に付けられるよう、仲間

教育・研修により支援が行われた。実施協力者はカンボジア赤十字社（CRC）
22 品質の良いコンドームを安価で販売・配布し、使用を促すことは、港湾工事労働者自身や家族への責務

を担う上で重要と認識された。なお、無料配布では使用頻度の低調が予想されたことから、使用者の責任

を自覚させるためにもコンドームは有料（但し、安価で提供）とした。実施協力者は現地 NGO の Population
Service International (PSI)
23 Sexually Transmitted Infection の略。性感染症。
24 「HIV/エイズとは何か」といった基本的なテーマから、具体的な感染症を事例に取り上げるなど幅広く

開催された。
25「緊急拡張事業」の同労働者数は延べ累計約 5,400 名であったところ、1 人 1 回以上参加したことになる。
26 補足情報として、実施機関は「同労働者は自分自身の健康や HIV/エイズ、コンドーム使用の必要性に関

する知識を大幅に向上させた。彼らは工事期間中にワークショップに参加し、仲間同士で情報交換・共有

を行い、また故郷に帰国してからも家族や友人に自分の学んだことを語ることも多かった。よって、HIV/

エイズ感染は抑えられたのではないか」とコメントしている。
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皆無であったことが確認された。本事業実施中において同労働者の感染を抑えた（≒新た

な感染を増やさなかった）といえることから、対策の効果は大きかったと認められる26。

以上より、JICA による HIV/エイズ対策プログラムの実施は有益であったと判断できる。

昨今、開発途上国において大規模なインフラ整備を行うにあたり、特に「一点集中型工事

（港湾・空港等）」や「多区間に亘る工事（道路・鉄道等）」など、移動労働者の大規模

な動員を伴う事業においては HIV/エイズ対策に関する配慮を行う必要性が国際ドナー間

でも共通認識とされている。JICA は本プログラムにおいて先駆的に HIV/エイズ対策に取

り組み、インフラ事業の実施に伴う社会的負の影響の排除に努めるという、援助姿勢とそ

の実践の一つのモデルを提唱したといえ、その点は画期的であったといえる。

図 9：シハヌークヴィル港内の 図 10：シハヌークヴィル港周辺の

クリニック診療所27 性風俗店主へのインタビュー

3.4 効率性（レーティング：②）

3.4.1 アウトプット

以下表 2 は、本事業のアウトプット計画および実績である。

表 2： 本事業のアウトプット計画および実績

計画（審査時） 実績（事後評価時）

【緊急リハビリ事業】（審査は 1999 年）

①土木工事

・コンテナ埠頭の新設：240m

・コンテナヤードの新設（埋立）：60,000 ㎡

・航路・泊地浚渫：877,875 ㎥（-8.5m/-9.0m

増深）

【緊急リハビリ事業】

①土木工事

・コンテナ埠頭の新設：計画どおり

・コンテナヤードの新設（埋立）：67,135 ㎡

・航路・泊地浚渫：833,836 ㎥（-9.0m/-10.0m

増深）

27 一般クリニック。事業実施中は港湾労働者等の健康診断や性病検査が行われていた。



15

②コンサルティング・サービス

M/M 量：166.5M/M（外国：83.5M/M、ロー

カル：83.0M/M。サービス内容は、詳細設計・

入札書類作成、入札補助・施工監理、技術ト

レーニング、環境モニタリングに関するも

の。

②コンサルティング・サービス

M/M 量：計画どおり

【緊急拡張事業】（審査は 2004 年）

①土木工事

・埠頭の整備・拡張：160m

・泊地浚渫：400,000 ㎥

②荷役機械等の調達

荷役機器等の導入：ガントリー・クレーン 2

機、トランスファークレーン 5 機、コンテ

ナ・ターミナル管理システム（CTMS）28等

③コンサルティング・サービス

M/M 量：247.0M/M（外国：82.0M/M、ロー

カル：165.0M/M）

上記「港緊急リハビリ事業」の施工管理コン

サルタントが随意契約で当サービスを担当

することが想定されていた。タスクの内容

は、1）マネージメントガイドラインの作成、

2）オペレーション・システムの指導・トレ

ーニング、3）OJT トレーニング、4）荷役機

器オペレーター向けのスキル向上トレーニ

ング、5）モニタリング実施に関するもの。

【緊急拡張事業】

①土木工事

・埠頭の整備・拡張：計画どおり

・泊地浚渫：588,000 ㎥

②荷役機械等の調達

荷役機器等の導入：計画どおり

③コンサルティング・サービス

M/M 量：210.0M/M（外国：70.0M/M、ロー

カル：140.0M/M）

計画どおり。「港緊急リハビリ事業」の施工

管理コンサルタントが随意契約で当サービ

スを担当した。但し、左記のサービス内容

うち、「1）マネージメントガイドラインの

作成」以外は全て当初のタスクから外れた。

【追加アウトプット】

2006 年 4～10 月に追加浚渫工事が実施され

た。浚渫量は 130,230 ㎥。

以下は表 2 の計画と実績の差異に係る理由であるが、いずれの差異・変更も根拠・経緯

があった上でのものであり、妥当であると判断できる。

【緊急リハビリ事業】

1．土木工事

コンテナヤードの面積が当初計画比で差が生じている理由は、当初計画においてエプロン29

の面積（30m×240m＝7,200 ㎡）が未算定であったためである。詳細設計の段階で改めて（エ

プロン部分を含めた）総面積が算定され、工事が実施されたところ、その実績は 67,135 ㎡

となった。

航路・泊地浚渫量が当初計画と若干差が生じている理由は、詳細設計時に再度浚渫予定

28 コンテナ・ターミナルにおいて基幹情報を管理・運用するシステム
29 バースの前縁部分。岸壁の海に面している先端部分である。コンテナ・バースでは、エプロン上にガン

トリー・クレーンのレールが敷かれて稼働する。
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量を算定した結果、減少となったためである。また、増深が-9.0m/-10.0m30となった理由は、

F/S の見直を行い、設計変更となったためである。

【緊急拡張事業】

1．土木工事

泊地浚渫量が当初計画比で差が生じている理由は、大型船舶を収容できる泊地を確保す

る必要に迫られ、浚渫量を増やす判断が下されたためである。2004～06 年にかけてシハヌ

ークヴィル港では大型船舶の入港が増えつつあり、安全性を考慮する必要があったことが

要因である。

2．コンサルティング・サービス

M/M 量が計画比で減少した理由は、表内の「1）マネージメントガイドラインの作成」以

外の TOR が外れたためである。2）～5）のタスクが外れた理由は、実施機関によると、「緊

急リハビリ事業」のコンサルティング・サービスにより充分オペレーション等の知識･経験

を習得した結果、「緊急拡張事業」では施工管理コンサルタントの指導・監督に頼らずに機

材納入業者からの直接運用・管理に関する指導･助言等を得る程度で、自ら対応できると判

断したためとのことであった。

【追加アウトプット】

上述の「緊急拡張事業」の土木工事・泊地浚渫量と同じ理由により、130,230 ㎥の浚渫が

追加として実施された31。

3.4.2 インプット

3.4.2.1 事業費

「緊急リハビリ事業」の事業費は、当初計画では総事業費 50 億 5,000 万円（うち円借款

対象は 41 億 4,200 万円）であったのに対し、実績額では 47 億 3,900 万円（うち円借款対象

は 39 億 1,700 万円）となり、計画内に収まった（計画比 94%）。計画内に収まった理由は、

これは、上記の追加アウトプットに円借款融資の残余額が充当された実績はあるものの、

当初計画で見込まれていた予備費が使用されなかったことが主な要因となり、計画内に収

まった。

「緊急拡張事業」の事業費は、当初計画では総事業費 54 億 8,900 万円（うち円借款対象

は 43 億 1,300 万円）であったのに対し、実績額では 49 億 1,900 万円（うち円借款対象は 39

30 -9.0m は岸壁･港湾ゾーン、-10.0m は航路ゾーン
31 「緊急リハビリ事業」の融資残余額である約 78 百万円が当追加工事に充てられた。
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億 2,100 万円）となり、計画内に収まった（計画比 90%）。計画内に収まった理由は、上記

アウトプットで記載したコンサルティング･サービスの減少による事業費節減によるもの

である。

3.4.2.2 事業期間

「緊急リハビリ事業」の事業期間は、1999 年 9 月から 2004 年 3 月までの 4 年 7 ヶ月（55

ヶ月）であった。実際には 1999 年 9 月から 2006 年 10 月までの 7 年 2 ヶ月（86 ヶ月）を要

し、計画比で 156％となった。遅延の理由は、実施機関は円借款事業の受け入れが初めてで

あり、コンサルタント選定・雇用手続きおよび詳細設計に時間を要したことに加え、内貨

手当の配賦などカンボジア政府内部の手続きによる遅延等によるものである。

「緊急拡張事業」の事業期間は、2004 年 11 月から 2008 年 11 月までの 4 年 1 ヶ月（49

ヶ月）を予定していた。実際には 2004 年 11 月から 2010 年 3 月までの 5 年 5 ヶ月（65 ヶ月）

を要し、計画比で 133％となった。遅延の主な理由は、荷役機器に係る入札選定手続きおよ

び契約締結の遅延、機器調達計画の見直しに時間を要したこと、コンテナ・ターミナル管

理システム（CTMS）の導入に時間を要したこと等が挙げられる。

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、事業期間が計画を若干

上回ったため、効率性は中程度である。

3.4.3 内部収益率（参考数値）

（1）財務的内部収益率（FIRR）

港湾荷役収入を便益、建設費および運営維持管理コストを費用、プロジェクト・ライフ

を30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16.83％となり、審

査時の14.90％より若干上昇した値となった。その要因としては、主に費用である初期投資

（建設費用）と運営維持管理コストが審査時の想定より減少したためである。

（2）経済的内部収益率（EIRR）

滞船時間の節約、代替輸送コストの削減を便益、建設費および運営維持管理コストを費

用、プロジェクト・ライフを30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17.20％となり、審査時の17.80％とほぼ変わらない値となった。上述のとおり、費

用が審査時の想定より減少したものの、既出のコンテナ貨物取扱量が直近数年において審

査時の想定より若干少ないこと等が要因となり上昇には至らなかった。
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3.5 持続性（レーティング：③）

3.5.1 運営・維持管理の体制

本事業の実施機関はシハヌークヴィル港公社（Port Authority of Sihanoukville, PAS）である。

PAS は公共事業運輸省および経済財政省により監督される独立採算制の公社であり、シハヌ

ークヴィル港および経済開発区（SEZ）の運営・管理に携わってる。組織体制として、港湾

長１名、副港湾長 3 名の下、8 部局（技術資材局、機械局、プノンペン・ドライポート局、

コンテナヤード・オペレーション局、一般貨物オペレーション局、ビジネス局、管理人事

局、港湾管理局）が存在する。加えて、港湾長直属下に 4 部局（マーケティング・SEZ 局、

内部監査局、統計計画局、会計財務局）が存在する。総職員数は 1,065 名である。

以下は本事業の運営維持管理部門および所属職員数である。

①コンテナ・オペレーション部（269 名）：

主にコンテナ・ターミナル、コンテナヤード、荷役機械の運営維持管理を担当。

②港湾管理局（85 名）：

主にコンテナ・バースの運営維持管理を担当。

③技術資材局、機械部（126 名）：

主に荷役機械やその他機械のスペアパーツ購入・貯蔵、メンテナンス・修理等を担当。

3.5.2 運営・維持管理の技術

実施機関の管理人事局が職員向けのトレーニング・研修を担当している。海外を含め組

織内外の研修機会に多くの職員が参加している。2010-11 年において国外研修だけでも延べ

118 名が参加している。また、（参加者数データは把握できなかったものの）国内・組織内

研修も多くの参加実績があるとのことである。内容としては、人事管理、クレーン・オペ

レーション、投資促進等、幅広い分野に及ぶ。また、業務経験が豊富な職員による OJT 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門（上記の①②③）には十分な資格（例：荷役機械の操作免

許等）を有する職員も多く配置されている。実施機関によると、国内の大学でのリクルー

トを強化するなど今後も優秀な人材（資格・専門技能保有者）の確保に努めるとしている。

3.5.3 運営・維持管理の財務

以下表 3 は実施機関の直近 4 年の運営･維持管理予算（シハヌークヴィル港の運営･維持

管理予算）である。実施機関によると、右予算は運営維持管理業務を行う上で充分として

いる。また、2008 年は世界的にディーゼル燃料価格が高騰したため運営費用は嵩んだ32との

ことである。スペアパーツ購入に必要な予算等も充分確保されているとのことである。

32 2008 年は通常の購入に加えて、数年先の貯蔵分まで購入したため特に膨らんだとのことである。
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表 3： 実施機関の運営維持管理予算
（単位：千 USD）

2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年

運営予算 5,670 7,853 4,357 4,715 5,154

維持管理予算 1,724 2,085 2,054 2,364 2,151

合計 7,394 9,938 6,411 7,079 7,665
出所：質問票回答

また、以下表 4 は直近 3 年分の実施機関の損益計算書（P/L）である。

表 4：実施機関の損益計算書（P/L）
（単位：百万リエル*）

2008 年 2009 年 2010 年

営業収入 109,583 91,672 107,394

営業外収入 2,834 1,946 1,878

営業費用 98,416 74,873 88,052

営業損益 14,001 18,745 21,220

財務費用・借入金返済等 6,115 8,034 8,993

税引前損益 7,886 10,711 12,228

税金 1,557 2,143 2,446

当期純損益 6,309 8,568 9,782
出所：実施機関提供資料

注）2011 年末の為替レートは 1US ドル＝約 4,000 リエルに換算される

上表のとおり、過去 3 年間は黒字決算である。実施機関の主な営業収入は港湾施設利用

料・荷役料金である。その他の収入として、土地リース、船舶への給水、倉庫賃料等が挙

げられる。営業費用に関しては、既述のディーゼル燃料の購入費も大きな割合を占めてい

る33。現状として、同燃料費が嵩めば嵩むほど施設内のクレーンや運搬トレーラー稼働状況

に影響し、船会社から徴収する港湾手数料にも上乗せされる。実施機関は、2013 年までに

はディーゼル燃料を購入する代わりに、直接電力を買い、クレーン稼働等に充てて費用を

抑えることを模索している。具体的には、今後国内の水力発電施設や電力網が整備されて

電力価格が安くなる見込みがあることから、経費は抑えられるとしている34。また、職員人

件費も比較的大きな割合を占めるため、改善の余地はあると考えられる。これら経費削減

が進むと仮定するならば、実施機関の財務状況は今以上に好転し、港湾手数料減額も実現

可能となり、究極的には顧客（船会社）へのサービス向上につながると推察される。そし

33 同港の施設内にディーゼル発電施設がある。最大出力は 3MW。発電して各施設・設備に電力供給をし

ている。発電機にはディーゼル燃料が必要なため購入している。
34 現在、仮に実施機関が電力会社から購入すると 0.38US ドル/kW であるが、近い将来は 0.20US ドル/kW

で購入できるとしている。なお、現在、ADB と円借款の協調融資事業「メコン地域電力通信ネットワーク

整備事業」により、シハヌークヴィル州周辺の送電線の建設や変電所や配電線の新設・増強が実施されて

いる。2013 年迄にシハヌークヴィル州周辺の送電網が整備完了となる見込みがある。
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て、プノンペン港やベトナム南部のカイメップ･チーバイ港などの他港と貨物取扱競争下に

おいても強い体質を作ることができるといえる。

いずれにしても現状は、表 3 の運営維持管理費は表 4 の営業費用から支出され、当費用

を支出しても利益（当期純損益）が確保されていることから、事後評価時点の組織財務と

しては特段大きな問題はないと言及できる。なお、公共事業運輸省や経済財政省からの補

助金等はない。

【将来のシハヌークヴィル港の競争力強化に関する JICA の取り組み】

現在 JICA は、シハヌークヴィル港の競争力強化を目的とした港湾整備基本戦略の策定

のため、「シハヌークヴィル港競争力強化調査プロジェクト」（技術協力プロジェクト：

2012 年 6 月完了予定）を実施している。有効性「定量的効果」にて説明したとおり、同

港は今後、プノンペン港やベトナム南部のカイメップ･チーバイ港など他港との貨物取扱

競争に直面し、組織体質の強化や効率的な港湾サービスが今日以上に求められる。同港

の取り巻く環境を十分に踏まえつつ、港湾マネージメント能力の向上、荷役業務の円滑

化、財務の透明性向上等の分野を中心に、JICA は専門家数名で構成されるプロジェクト

チームを派遣して右調査を実施している。今後、同チームから実施機関に対し同港の課

題・競争力強化に係る提言が出される予定である。実施機関は、右提言を踏まえて組織

体質や港湾サービスの改善に鋭意取り組むとしている。

3.5.4 運営・維持管理の状況

既出のとおり、本事業の運営維持管理業務はコンテナ・オペレーション部（コンテナ・

ターミナル、コンテナヤード、荷役機械の運営維持管理を担当、港湾管理局（コンテナ・

バースの運営維持管理を担当）、技術資材局および機械部（主に荷役機械やその他機械のス

ペアパーツ購入・貯蔵、メンテナンス・修理、等を担当）により実施されている。今次現

場調査・インタビューを通して運営維持管理状況には問題は見受けられなかった。

港湾オペレーションのスタッフは 24 時間体制で業務に当たっている。なお、整備・修理

工場も施設内にあり自主対応が可能である。またスペアパーツも十分確保されている。
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図 11：港内の修理工場 図 12：港内の様子

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

事後評価時において、本事業は運輸インフラ整備計画等の政策および港湾の整備・拡充

等の開発ニーズとの整合性が認められる。本事業によりシハヌークヴィル港のコンテナ貨

物取扱量は増加した。入港船舶数および総トン数、バース占有率、クレーン稼働率も概ね

当初の目標を達成し、荷役機械運用の効率化および安全性も向上している。加えて、本事

業は物資輸送需要の増加に対応し、背後圏経済の活性化を下支えしている。事業期間は若

干遅延して完成したが、事業費は計画内に収まった。実施機関による運営維持管理体制、

技術、財務等にも現状として大きな問題は見受けられない。以上より、本事業の評価は非

常に高いといえる。

4.2 提言

（カンボジア側への提言）

■荷役機械や港湾設備の運用・稼働に関して、高いディーゼル燃料の購入費は当面解決す

べき課題と考えられる。実施機関はできるだけ早急に安価な電力に依存する方針を採用す

るなど経費削減に一層の努力をしつつ、生産性向上に努める姿勢が望ましい。要すれば、

顧客（船会社）に対しては港湾手数料が減額となり、貨物需要を引き寄せる強い体質を作

ることができると考えられるからである。

■シハヌークヴィル港のコンテナ・ターミナルのゲート前には週末になるとトラック・ト

レーラーが集中し、コンテナ等の輸送・税関手続きに混雑が発生している。週末にかけて

積み荷が集中し、多くの船舶が入港することが主因だが、時間帯によっては近隣地域の交

通の妨げになっている。交通整理・車両の誘導にも限度があるため、混雑解決に向けては
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税関業務の円滑化・スタッフの業務効率促進に加え、ゲート周辺道路の拡幅工事等も検討

に値すると考えられる。

4.3 教訓

■事業開始前後（1999年）のカンボジアでは、HIV/エイズ有病率は高かったが、コンドー

ム使用率は低く、国民の間にHIV/エイズ感染にかかる知識があるとは言えなかった。事業

実施中にパイロット･プログラムを実施し、コントラクター契約にエイズ条項を盛り込み、

コントラクター主導によるHIV防止講習・啓発活動、コンドーム使用の徹底などの指導を通

して港湾工事労働者のHIV/エイズ感染増加の未然防止に努めた。その結果、実施機関で把

握できた限りでは彼らの感染は皆無であった。社会的負のインパクト（≒港湾工事労働者

のHIV/エイズ感染、健康への悪影響）は抑えることができたと判断できる。建設工事への

負の影響を抑えることができたことから、また、後々の現地社会への影響も考えると、HIV/

エイズ対策プログラムを実施したことは有益な判断であったと言える。

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 【緊急リハビリ事業】

[土木工事]

1）コンテナ埠頭の新設：240m

2）コンテナヤードの新設（埋立）：

60,000 ㎡

3）航路・泊地浚渫：877,875 ㎥

（-8.5m/-9.0m 増深）

[コンサルティング・サービス]

166.5M/M（外国：83.5M/M、ロー

カル：83.0M/M）

【緊急拡張事業】

[土木工事]

1）埠頭の整備・拡張：160m

2）泊地浚渫：400,000 ㎥

[荷役機械等の調達]

荷役機器等の導入：ガントリー・

クレーン 2 機、トランスファーク

レーン 5 機、コンテナ・ターミナ

ル管理システム（CTMS）等

[コンサルティング・サービス]

247.0M/M（外国：82.0M/M、ロー

カル：165.0M/M）

【緊急リハビリ事業】

[土木工事]

1）計画どおり

2）67,135 ㎡

3）833,836 ㎥（-9.0m/-10.0m 増深）

[コンサルティング・サービス]

計画どおり

【緊急拡張事業】

[土木工事]

1）計画どおり

2）588,000 ㎥

[荷役機械等の調達]

計画どおり

[コンサティング・サービス]

210.0M/M（外国：70.0M/M、ローカ

ル：140.0M/M）

【追加アウトプット】

浚渫工事：130,230 ㎥（浚渫量）

②期間 【緊急リハビリ事業】

1999 年 9 月～2004 年 3 月
（55 ヶ月）

【緊急拡張事業】
2004 年 11 月～2008 年 11 月

（49 ヶ月）

【緊急リハビリ事業】

1999 年 9 月～2006 年 10 月
（86 ヶ月）

【緊急拡張事業】
2004 年 11 月～2010 年 3 月

（65 ヶ月）

③事業費

外貨

内貨

合計

うち円借款分

換算レート

外貨

内貨

合計

うち円借款分

換算レート

【緊急リハビリ事業】

3,253百万円

1,817百万円

5,070百万円

4,142百万円

1US ドル＝119円

（1999年9月）

【緊急拡張事業】

3,798百万円

1,691百万円

5,489百万円

4,313百万円

1US ドル＝124円

（2004年11月）

【緊急リハビリ事業】

2,656百万円

2,083百万円

4,739百万円

3,917百万円

1US ドル＝118.26円

（事業実施中平均）

【緊急拡張事業】

3,927百万円

992百万円

4,919百万円

3,921百万円

1US ドル＝114.90円

（事業実施中平均）


