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国名
港湾保安施設整備計画

インドネシア共和国

I. 案件概要

事業の背景

2001 年 9 月 11 日の米国同時多発テロを受け、国際海事機関（IMO）は 2004 年に「海上における人
命安全条約（SOLAS 条約）」とそれに付随する「船舶・港湾施設の国際保安基準」（ISPS Code）の改正
を行い反テロ保安政策を強化した。インドネシア政府は IMO 加盟国として SOLAS 条約の改正を批准
し、ISPS Code に定められた条件を満たす為にインドネシアにおける国際港湾の保安施設強化に努めて
きた。しかし、予算上の制約を受け、インドネシアの港湾における保安機材の整備は進捗がみられなか
った。

事業の目的
インドネシア国内の対象 8 港湾において、港湾保安機材を整備することにより、IMO により導入され
た ISPS コードに基づく保安体制の強化を行う。

実施内容

1. プロジェクトサイト：インドネシア国内の 8 港（ベラワン港、ドゥマイ港、タンジュンピナン港、
トゥルクバユール港、パレンバン港、ポンティアナック港、ベノア港、マカッサル港）

2. 日本側
港湾保安施設の調達にかかる資金の供与：CCTV カメラ(屋内外)、CCTV 監視システム、照明設備、
放送設備、X 線検査装置、門型金属探知機、非常用発電装置、無停電電源装置（UPS）

3. 相手国側
港湾施設保安計画（PFSP）の改定、制限区域場周のフェンス及びゲートの整備、機材設置場所及
び電源の確保、建設用資機材仮置き場、事務所スペースの提供、無線使用の許認可（ベラワン港）、
銀行取極めに関わる手続

事前評価 2008 年 交換公文締結 2008 年 6 月 25 日 事業完了 2010 年 8 月 10 日

事業費 交換公文限度額：545 百万円   供与額：434 百万円

相手国実施機関 運輸省海運総局（DGST）

案件従事者
コンサルタント：株式会社日本港湾コンサルタント
コントラクター：関東物産株式会社

II. 評価結果

1 妥当性

本事業の実施は、事前評価時・事後評価時ともに、国家中期開発計画（2004-2009 及びに 2010-2014）で掲げられた「テロリ
ズムとの闘い及び国際保安の改善」というインドネシアの開発政策、及びインドネシアの国際貿易港における保安施設強化と
いう開発ニーズに十分に合致している。また、事前評価時の日本の対インドネシア国援助方針（2008 年）における優先課題で
ある対テロ・海賊対策と海上保安などの治安の維持を含めた「平和と安定」と合致している。

従って、本事業の妥当性は高い。

2 有効性・インパクト
本事業の事業目標である「インドネシア国内の対象 8 港湾において、港湾保安機材を整備することにより、SOLAS 条約の

ISPS コードに基づく保安体制の強化を行う」は達成されなかった。本事業実施前、対象 8 港では港湾の安全性の監視・点検の
ためパトロール車両及びバイクによる 2～3 時間おきの巡回警備が行われていた。本事業完了時には対象 8 港のうちの 7 港で
モニタールームからの終日（24 時間）監視が可能となった。しかし、事後評価時には本事業により調達された計 54 台 CCTV
監視システムのうち 20 台しか正確に作動せず、残りの 34 台は適切に使用されていないか、もしくは故障がみられた。特に、
ベラワン港、トゥルクバユール港、ポンティアナック港に設置された全ての CCTV 監視システムの機材は、使用されていない
状態であった（使用されなかった理由については後述）。機能しない CCTV を抱える対象港のほとんどは、本事業の機材と併
せて港湾会社（PELINDO）により提供を受けた他の CCTV 機器を使用することにより、24 時間の監視を行うが可能となって
いる（注１）。

本事業では、ベラワン港、ドゥマイ港、ベノア港の 3 港に船客手荷物や所持品の検査のための X 線検査装置と門型金属探知
機を調達した。しかし、それらの機材を使用して荷物検査を行い、検査時間が短縮できたのはベノア港のみであり、ドゥマイ
港は、100%の荷物検査を行っていたものの、その検査はインドネシア税関が購入した機材を使用して行われており、本事業に
より調達された機材は故障して使われていなかった。ベラワン港については、門型金属探知機が本事業で調達されたが、船客
の減少を理由とする 2012 年の国際船客ターミナル閉鎖（注２）により、事後評価時には使用されていなかった。従って、本事業
に関する限りでは、3 港のうち 1 港のみでしか船客の荷物・所有物の検査システムの改善をおこなうことができなかった。

本事業の機材が使用されていないことについては、様々な技術的な要因があったが、共通する問題としては、①内部部品（ソ
フトウェア・ハードウェア）の故障、②土木工事によるケーブルの切断事故、②不十分または不安定な電力供給などが挙げら
れる。後述の持続性において詳細に記載があるとおり、事後評価時において、運営維持管理情報の引継ぎが実施機関職員の間
で十分に行われていなかったことや、機材の所有権移転の遅れの問題などにより、これらの問題に対する対応が困難であった
（注３）。

一方、SOLAS 条約の ISPS Code に定められた条件を満たす為に PELINDO は自ら主導して、①CCTV、門型金属探知機、X
線検査装置の設置、②追加フェンスの設置と破損したフェンスの修理、③公共区域と立ち入り制限区域の分離、④保安職員の
技術と能力強化のための社内研修・訓練の実施、及び⑤保安要員数の増加等の対応を取った。事後評価時現地調査の結果、ベ
ラワン港、ドゥマイ港及びベノア港の 3 港は海運総局の ISPS Code 実施監査に基づく承認を取得していたことが確認された。

以上のことより、保安機材の設置の時点までは、本事業は対象港が SOLAS 条約の ISPS Code に定められた条件を満たすこ
とを支援することができたが、事後評価時においては、半数以上の機材が使用されておらず、その貢献は限定的であった。



対象港湾を利用する旅客数や搬入・搬出物資の増加という点については、限定的ではあるが本事業では一定の正のインパク
トが見られた。海運総局、PELINDO 及び海運業者への聞き取り調査によると、本事業の機材を用いた継続的で適切な警備保
安対策は、港湾での活動における安心感を与え、貨物量や船客数の増加につながったなど、一定の正のインパクトが認められ
た。しかし、本事業で導入した機材の半数以上の機材が利用されていないという現状を考慮すると、上記の正のインパクトに
対する本事業の貢献は限定的であると言わざるを得ない。

自然環境に対する負のインパクトは見られず、本事業に伴う用地取得や住民移転は行われなかった。
従って、本事業の有効性・インパクトは低い。

（注 1）PELINDO は国有会社でインドネシアの全ての港湾を運営する目的で 1992 年に 4 社が設立された。

（注 2）ベラワン港における国際船客ターミナルの閉鎖は 2012 年 6 月に決定され、2012 年内に閉鎖された。

（注 3）ベラワン港については、2012 年の国際船客ターミナルの閉鎖も本事業の CCTV 監視システムが使用されていない理由のひとつであ

る。

定量的効果

指標
2008 年（実施前）

実績値

2010 年（実施後）

目標値

2010 年（実施後）

実績値

2014 年（事後評価時）

実績値

指標 1：監視システムと検査方法の改善

ベラワン港

パトロール車両とバイ

クによる 2～3 時間置

きの巡回警備

モニタールームからの

終日（24 時間）監視

24 時間 CCTV 監視（PELINDO が導入

した機材）

コンテナターミナルでの 24 時間

CCTV 監視（PELINDO が導入した機

材）

ドゥマイ港 24 時間 CCTV 監視 24 時間 CCTV 監視

タンジュンピナン港 24 時間 CCTV 監視 24 時間 CCTV 監視

トゥルクバユール港 24 時間 CCTV 監視と車両巡回
コンテナターミナルでの CCTV監視は

行われていない

パレンバン港 24 時間 CCTV 監視
いくつかのエリアにおける CCTV 監

視

ポンティアナック港
24 時間 CCTV 監視（PELINDO が導入

した機材）と車両巡回

24 時間 CCTV 監視（PELINDO が導入

した機材）と車両巡回

ベノア港 入港時の CCTV 監視 入港時の CCTV 監視

マカッサル港
24 時間 CCTV 監視（本事業機材及び

PELINDO が導入した機材）と車両巡回

24 時間 CCTV 監視（本事業機材及び

PELINDO が導入した機材）と車両巡回

指標 2：船客の手荷物・所持品の検査システムの改善

ベラワン港 保安員による少数の手

荷物・所持品のサンプ

ル検査

機材による全ての手荷

物・所持品の検査

（検査率 100%）

100% 国際船客ターミナルは 2012 年に閉鎖

ドゥマイ港 100%（税関が導入した機材を使用） 100%（税関が導入した機材を使用）

ベノア港 100% 100%

出所：基本設計報告書及び海運総局

事後評価時の本事業調達機材の配置と使用状況

No 港湾
CCTV 監視

システム
照明設備 放送設備 X 線検査装置 門型金属探知機 非常用発電装置 無停電電源装置

1 ベラワン港 12 (0) 10 (0) 8 (0) - 1 (0) - 2 (0)
2 ドゥマイ港 4 (4) - 3 (0) 1 (0) 1 (0) - 1(1)
3 タンジュンピナン港 4 (2) - - - - 1 (1) 1 (1)
4 トゥルクバユール港 6 (0) 7 (3) 3 (0) - - - 1 (1)
5 パレンバン港 8 (5) - 5 (0) - - - 1 (1)
6 ポンティアナック港 4 (0) 6 (0) 3 (0) - - - 1 (1)
7 ベノア港 6 (4) - 3 (1) 1 (1) 1 (1) - 1 (1)
8 マカッサル港 10 (5) - 4 (4) - - - 1 (0)

出所：海運総局

注：括弧内の数字は 2014 年 8月現在において使用されている機材の数を表す

3 効率性
事業費については計画内に収まったものの（計画比 77%)、輸送中に生じた無停電電源装置（UPS）の破損によりドゥマイ港

の工期が超過したことから、事業期間は大幅に計画を上回った（計画比 160%）。従って本事業の効率性は中程度である。

4 持続性

本事業機材の運営維持管理は港湾会社（PELINDO）が実施する。一方、海運総局の地方組織である各港の港湾管理事務所
（ADPEL）と運輸省が港湾保安業務を担当する。各港湾は第一～第四港湾会社（PELINDO No. 1- 4）によって管理されており、
①第一港湾会社がベラワン港、タンジュンピナン港、②第二港湾会社がトゥルクバユール港、パレンバン港、ポンティアナッ
ク港、③第三港湾会社がベノア港、④第四港湾会社がドゥマイ港、マカッサル港をそれぞれ担当している。対象 8 港の港湾会
社事務所及び港湾管理事務所の職員数は、基本的に既存の機材の運営維持管理を行うには十分な数が配置されている。しかし、
後述するように本事業の機材のメンテナンス技術を有する職員はいない。また基本設計の時点で日本とインドネシアの間で確
認されていたにもかかわらず、本事業完了後に事業機材の所有権が海運総局から各港湾会社に移転されていなかったことか
ら、海運総局により本事業機材の運営維持管理に関する予算を配分できないという問題が生じている。

技術面においては、機材の引渡し前にコントラクターから初期運転及び通常メンテナンスの指導が行われたが、港湾会社及
び港湾管理事務所の運営維持管理の技術能力は、事業機材のメンテナンスを適切に行うには十分でなかった。基本設計報告書



では、関連メーカーと代理店の技術者による機械の定期点検とスペアパーツの交換が必要と記載されていた。しかし実施機関
職員の間での運営維持管理情報の引継ぎが不十分であったため、現在の職員は関連メーカーの技術者や地元代理店の連絡先リ
ストなどの情報を持っていない。またベノア港を担当する第三港湾会社以外のほとんどの港湾では、担当職員に対する運営維
持管理研修が行われていない。一般的に港湾会社事務所では運営マニュアルは使用されているが、一部の港湾会社事務所では
維持管理マニュアルは使用されていない。

財務面においては、既述の機材所有権の移転の遅延の問題で、全ての対象港湾の港湾会社が海運総局からの事業機材の維持
管理予算の配分を受けていない。第三港湾会社のみが、ベノア港の運営維持予算リストの中に事業機材の維持管理予算を含め
ることを独自の裁量でおこなっている（注４）。その理由は、ベノア港は他の港よりも船客数が多いため予算面での優先権を持っ
ていたからと考えられる。

運営維持管理の現状については、事業機材の多くが使用されていないか、故障の状態である。特にベラワン港では、全ての
事業機材が使われていない。また上述の所有権の移転の遅れの問題は、スペアパーツの調達にも支障を来たしている。故障し
ている機材のほとんどは、港湾会社によりインドネシア国内で確実に調達及びメンテナンスが可能な部品を使った新しいもの
と交換された。

以上のことから、本事業は体制面に一部の問題があり、また、技術、財務面、運営維持管理状況には重大な問題が認められ
る。従って、本事業の持続性は低い。

（注 4）対象港湾の年間予算はドゥマイ港とベノア港を除いて明らかにされていない。

5 総合評価

本事業は、事業目標である「インドネシア国内の対象 8 港湾において、港湾保安機材を整備することにより、SOLAS 条約の
ISPS コードに基づく保安体制の強化を行う」は達成されなかった。監視システムと検査方法の改善は対象 8 港のうち 4 港でし
か確認されなかった。同様に、船客の手荷物、所持品の検査システムの改善は、本事業により X 線検査装置、門型金属探知機
が設置された 3 港のうち 1 港でのみ達成された。上記の限定的な達成の主な理由として、事後評価時において、事業機材の多
くが故障しているか、または使用されていないことが挙げられる。対象港が SOLAS 条約の ISPS Code に定められた条件を満
たすことに対する本事業への貢献は限定的である。従って、本事業の有効性・インパクトは低い。

持続性については、実施機関職員の間での運営維持管理情報の引継ぎが不十分であったことや、機材の所有権移転の遅れの
問題などにより、体制面に一部の問題と、技術、財務面、維持管理状況に重大な問題が認められる。従って、本事業の持続性
は低い。

効率性においては、輸送中に生じた無停電電源装置の破損によりドゥマイ港の工期が超過したことから事業期間は大幅に計
画を上回った。

以上より総合的に判断すると、本事業の評価は低いと言える。

III. 教訓・提言

実施機関への提言
(1) 海運総局は基本設計時の合意に基づいて、本事業機材の運営維持管理予算の配分のために、可及的速やかに事業機材の

所有権を港湾会社に移転することが求められる。海運総局職員によると、所有権移転の遅れの理由は不明とのことであ
るが、海運総局の取るべき最初の作業としては所有権移転の障害を確認すること、そして、解決の為の対応策を作成す
ることである。

JICA への教訓
(1) 事業の実施機関と運営維持管理機関が別の場合は、事業の計画段階において、必要な人員及び運営維持管理のための技

術能力と財源の確保といった点においてそれぞれの機関の責任を明確にし、また JICA は、それぞれの機関が機材の所有
権の移転を含む適切な運営維持業務を確実に行うことができるかを確認、合意することが求められる。

カメラが下を向いてしまったまま故障している
べラワン港 CCTV カメラ

故障しているドゥマイ港 X 線検査装置、門型金属探知機


