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案件別事後評価（内部評価）評価結果票:無償資金協力
評価実施部署：ベトナム事務所（2014 年 5 月）

国名
ホーチミン市タンカンカトライ港税関機能強化計画

ベトナム

Ⅰ 案件概要

事業の背景

ベトナムでは、1990 年代の対外開放政策および市場経済化政策の導入後の経済成長により、港湾に
おける取扱コンテナ貨物量が急激に増加した。また、米国のテロ対策強化の動きに対応して、国際貨物
のテロ対策および安全な検査体制の導入が必要となっていた。特に、ASEAN のシングル・ウィンドウシ
ステムの導入と世界関税機構（WCO）および ASEAN が定める通関手続の標準化に関する目標の達成が求
められていた。しかしながら、財源不足により、ベトナムの港湾ではコンテナ貨物の検査用の施設・機
材の整備が遅れており、不法な輸出入品の検査が困難な状態にあった。そのため、税関検査の方法の改
善とコンテナ貨物検査時間の短縮が、ベトナムにおける喫緊の課題となっていた。

事業の目的

タンカンカトライ港における X線機材の整備により、同港で扱われる輸出・輸入コンテナ貨物の税関
検査能力を向上し、ベトナム南部における輸入・輸出コンテナ貨物の促進および ASEAN シングル・ウィ
ンドウ（注）の早期実現に貢献する。

（注）ASEAN シングル・ウィンドウ（ASW）とは、ASEAN加盟各国でシングル・ウィンドウ（NSWs: National 
Single Windows）を実現させるとともに、各国の NSW を連携させ、ASEAN 域内共通の SW を実現するた
めの地域イニシアティブ。ASW は、ASEAN における経済統合において貿易関連手続きの簡素化を促進す
ることを目的としている。

実施内容

1. プロジェクトサイト：ホーチミン市タンカンカトライ港

2. 日本側の実施
(1) 大型 X線検査機材（１システム）
(2) X 線検査機材用施設
(3) X 線検査用コンテナ貨物検査所
(4) 事務所棟

3. 相手国側の実施
用地確保、水道、電気、電話、下水

交換公文締結 2008 年 10 月 15 日 事業完了 2010 年 2 月 28 日

事業費 交換公文限度額：867 百万円 供与額：473 百万円

相手国実施機関
実施機関：財務省税関総局
運営機関：財務省税関総局

案件従事者 株式会社日本海洋科学、株式会社鴻池組、伊藤忠商事株式会社

関連調査 基本設計調査：2007 年 12 月～2008 年 7 月

関連案件
我が国の協力：
・ハイフォン港関税機能強化計画（無償、2009－2011年）
その他のドナー：なし

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「税関イノベーション・開発のための近代化計画（2003 年）で掲げられた
税関検査能力の近代化および強化というベトナムの開発政策、安全性およびテロ対策の強化に向けた税関検査方法の改善とい
う開発ニーズ、及び制度構築への支援を重点分野とする日本の援助政策と十分に合致しており、妥当性は高い。

2 有効性・インパクト

本事業の実施により、事業目的（アウトカム）として掲げられた「X 線検査機材の導入によるタンカンカトライ港における
輸出入コンテナ貨物の通関検査能力の向上」は一部達成された。

コンテナ 1件当たりの検査時間については、2007 年の 60～120 分から 2010 年および 2013 年には 20～30 分に短縮されたが、
2009 年の達成すべき目標値として掲げられた 15～20 分を達成するには至らなかった。また、X 線検査機材の導入により非破
壊検査が行えるようになってから（注 1）、2010 年および 2013 年には天候による貨物の損害は報告されていない。タンカンカト
ライ港における取扱貨物数については、2007 年 1,519,558TEU から 2010 年 2,488,470TEU、2013 年 2,470,000TEU に増加した。

しかしながら、事後評価時点において、以下の課題が確認された。
（1）2010 年および 2013 年にタンカンカトライ港において通関手続きを行ったコンテナ数は、2007 年を下回っている。こ

れは、タンカンカトライ港で取り扱われる輸出入貨物の多くが、工業区や輸出加工区といった他の保税地区に移送され、そこ
で所轄の税関支署により貨物検査が行われたことによる。

（2）X 線検査機材により検査を受けるコンテナ数は依然として限定的である。2010 年には X 線検査を受けた貨物数は
10,684TEU であり、これはタンカンカトライ港で検査を受けた貨物数の 10％である。これは、X 線検査機材の運用を開始した
のが 2010 年 6 月であったためである。ソフトウェア運用システム、OCR、センサー、検知器等に関連する一連の不具合により、
2012 年 7月以降、X線検査機材が稼働していないため、2013 年にはすべての検査を税関職員が手作業で行った。

ホーチミン市税関および地元の物流企業へのインタビューによれば、輸出入貨物の検査時間の短縮や内容物の損害の発見の
向上といった、本事業の効果が認識されていた。また、密輸機材や麻薬の発見件数に関する統計データは入手できなかったも
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のの、税関職員は、X 線検査システムの導入後、タンカンカトライ港における安全およびテロ対策は強化されたと認識してい
る。

全体として、本事業はコンテナ貨物用の X線検査機材の導入により、タンカンカトライ港における貨物検査の効率性および
貨物検査能力の一定の改善を果たした。しかしながら、X 線検査機材の度重なる故障により、事後評価時点において本事業の
期待された効果を十分に達成するには至らなかった。X 線検査機材の故障については、ホーチミン市税関は、X 線検査機材の
修復のために、適切な維持管理会社と 5年間の維持管理契約を締結済みである。さらに、本事業で整備された X線検査機材が
有用であったことから、事後評価時点では、本事業で調達した検査機材に加えて、8台の X線検査機材（固定型、モバイル型、
スループット型の X線機材）がコンテナ検査用に配備されていた。

本事業のインパクトとしては、GDVC へのインタビューによると、本事業は検査費の減少や税関職員の不正行為の防止に貢献
していることが確認できた。また、本事業は ASEAN シングル・ウィンドウの早期実現に貢献するものであると考えられている。
本事業による用地取得および住民移転は発生しておらず、自然環境への負の影響も見受けられない。

以上より、本事業の有効性・インパクトは低い。

定量的効果

指標
2007 年（実施前）

実績値

目標年 2010 年

（実施後）目標値

目標年 2010 年

実績値

事後評価年 2013 年

実績値

指標 1：コンテナ 1件あたりの検

査時間（分／コンテナ）
60－120 15－20 20－30 20－30

指標 2：損傷を受けた貨物件数

（年間件数）
‐

0件に減少（安全性

100％）
0件に減少 0件に減少

補完情報 1（注 2）

タンカンカトライ港の取扱コン

テナ数（TEU）（注 3）

1,519,558 2,050,000 2,488,470 2,470,000

補完情報 2（注 4）

タンカンカトライ港で通関手続

きを行うコンテナ数

425,476 574,000 161,949 2,470,000

補完情報 3（注 5）

検査を受けたコンテナ数（TEU）
157,426 212,380 105,381 83,888

出所：ベトナム税関

注 1: 2010 年は 90％以上のコンテナが手作業による検査を受けたため、こうした要因も損傷を受けた貨物件数の減少に貢献したものと考え

られる。

注 2：タンカンカトライ港の取扱コンテナ数は、同港における輸出・輸入コンテナおよび積み替えコンテナを含む。

注 3：TEU は、20 フィートコンテナ相当としてコンテナ荷取扱量を示す単位（1TEU は 5.9mX2.3mX2.3m）

注 4：タンカンカトライ港で通関手続きを行うコンテナ数とは、同港において輸出および輸入申告を行うコンテナを指す。

注 5：検査を受けたコンテナ数とは、タンカンカトライ港において通関手続きを行ったコンテナのうち、実際に検査を受けたコンテナ数を

指す。

3 効率性
事業費および事業期間ともに計画内（計画比 55％、88％）に収まった。事業費が計画を大幅に下回った理由は、対ドル円為

替レートの上昇によるものである。アウトプットも計画通りに算出された。よって効率性は高い。

4 持続性

本事業で整備された施設・機材の日常的な運営維持管理は、GDVC が管轄するホーチミン市税関により行われ、ホーチミン市
税関で対応できない大規模な維持管理については民間事業者に委託している。体制面については、GDCV の地方支所レベルの組
織として X 線検査センターが設立され、適切な人数の人員配置が行われている。技術面では、X 線システムの操作に関するプ
ログラム・プランおよびマニュアル・ガイドラインは、GDVC および科学技術省（MOST）が管轄するベトナム放射線・原子力安
全機構（VARANS）の決定および公式文書で規定されている。ホーチミン市税関職員は、X 線検査機材の適切な操作に必要な知
識・技術を十分有しているが、地元に十分な能力を有した維持管理サービスを行う業者がないため、故障の際の X線検査機材
の維持管理サービスへのアクセスは限定的である。財務面では、X線検査機材関連の運営維持管理予算は十分手当されている。
本事業で整備された施設・機材の現状としては、機械の問題とベトナムにおける維持管理サービスの制約により、2012 年 7月
から X 線検査機材の稼働は停止されている。ホーチミン市税関は、X 線検査機材を修復するために必要な予算を確保し、十分
な能力を有した企業との 5年間の維持管理契約を締結済みである。

本事業は技術面および本事業で整備された設備・機材の状況の一部に問題が見られる。以上より、本事業の効果の持続性は
中程度である。

5 総合評価

本事業は、事業目的とした「X 線検査機材の導入によるタンカンカトライ港における輸出入コンテナ貨物の通関検査能力の
向上」について一部達成した。X線検査機材導入後、①輸出入コンテナ貨物の検査時間の短縮、②内容物の破損の発見の向上、
③タンカンカトライ港における安全およびテロ対策の強化、といった一定の期待された本事業の効果が見られた。しかしなが
ら、機械の問題とベトナムにおける維持管理サービスが限定的であるため、2012 年 7 月以降、X線検査機材は稼働しておらず、
事後評価時点において期待された本事業の効果は十分に発現していない。インパクトとしては、本事業は ASEAN シングル・ウ
ィンドウの早期実現に貢献していると見られている。

持続性については、X 線機材の維持管理サービスを提供する事業者が現地にないため、技術面および本事業で整備された施
設・設備の維持管理状況の一部に問題が見受けられる。効率性については、事業費および事業期間とも計画内に収まった。

総合的に判断すると、本事業の評価は非常に低いといえる。
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Ⅲ 教訓・提言

JICA への教訓：

 無償資金協力においては、機材の維持管理サービスは事業対象外となっている。他方、相手国にとっては、X 線検査機材

のような特殊機材の維持管理費用は、財務的に負担となっている。また、多くの途上国においては、当該国における能力

のある維持管理サービス事業者へのアクセスやスペアパーツの調達に制約がある。したがって、JICA は、これらの相手国

における維持管理上の問題について留意し、実施機関が保証期間終了後も含めて適切な維持管理計画を策定できるように

支援することが望ましい。また、無償資金協力で整備する機材及び仕様の選定にあたっては維持管理の観点からより慎重

に検討するべきである。

X線検査機材（1システム） X線検査機材用設備


