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国名
ハイフォン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及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
対策及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1の
導入と世界税関機構（WCO）及び 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、違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
ハイフォン港に X 線検査装置及び施設を整備することにより、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させるとともに、同港における安全及び対テロ対策を強化する。

実施内容

1. プロジェクトサイト：ハイフォン市ハイフォン港
2. 日本側の実施
 大型 X 線検査機材（1 システム）
 X 線検査機材用施設
 コンテナ貨物検査所
 事務棟

3. ベトナム国側の実施
 用地確保
 地盤改良及び舗装
 開被検査場及び関連施設の建設
 保安施設の整備
 ユーティリティー（水道、電気、電話、下水）

事前評価 2008 年 交換公文締結 2009 年 9 月 事業完了 2011 年 2 月

事業費 交換公文限度額：861 百万円、供与額：440 百万円

相手国実施機 財政省税関総局

案件従事者 株式会社日本海洋科学、株式会社ナカノフドー建設、双日株式会社

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「税関イノベーション・開発のための近代化計画（2003 年）」及び「2020
年に向けてのベトナム税関開発計画」で掲げられた「税関検査能力の近代化及び強化」というベトナムの開発政策、「安全性
及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、ならびに経済成長の促進及び国際競争力の強化を重点
分野とする日本の対ベトナム「国別援助計画（2009 年）」及び「国別援助方針（2012 年）」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、事業目的として掲げられた「X 線検査機材の導入によるハイフォン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。

本事業により、ハイフォン港の税関検査の効率性及び検査能力は、一定程度改善された。コンテナ 1 件あたりの検査時間に
ついては、2007 年では手作業による開披検査で 60～120 分かかっていたもののが、2012 年及び 2014 年には X 線検査で 15～
20 分にまで短縮した。施設は日々の検査に使われており、2013 年の稼働日数は 270 日であり、これは祝日や修理期間を除く
とほぼ毎日稼働していたことになる。X 線検査機材の導入により非破壊検査が可能となったことにより、データを入手できた
2012 年及び 2014 年には X 線検査された貨物には風雨などの悪天候による損傷は発生しなかった。

ハイフォン港で通関手続きを行うコンテナ数は、2007 年の 522,600 TEU（20 フィートコンテナ換算）から 2012 年には 895,854 
TEU へと増加した。一方、2012 年の検査率及び検査対象となるコンテナ数の実績値は、事業実施前の 2007 年実績値を下回っ
た（下記の定量的効果の表を参照）。貿易円滑化の目的で、ベトナム税関総局はリスクマネジメント及び VNACCS/VCIS2の基
準を適用して、輸出入貨物の検査率を毎年 10%ずつ下げている。ベトナム税関総局によると、事後評価時点において、ハイフ
ォン港の検査対象貨物（主に税関申告や納税が必要な輸出入貨物を対象）の 20%に対して X 線検査を行っている。残り 80％
の貨物の検査は、依然として手作業により行われているのが実情である。

ハイフォン港におけるコンテナ検査場所については、当初計画ではコンテナ貨物検査の効率性を向上させるため、既存の 5
ヵ所の検査場所を事業完了後には 1 ヵ所に集約させることが想定されていた。しかしながら、ハイフォン港の取扱コンテナ総
数の増加のため、X 線検査機材の限られた処理能力のもとでは手作業検査での対応が引き続き求められることから、2012 年及
び 2014 年時点では、検査場所は 5 ヵ所のままであった。

X 線検査機材の利点として、本事業によりハイフォン港における安全及び対テロ対策が強化された。ハイフォン港税関では、
2012 年に、牛の角や石炭の中に隠された象牙や雑貨の中に紛れ込ませたナイフや刀剣を始めとするコンテナ内に隠蔽された武
器などの隠匿品 46 件を X 線検査で発見することができた。ただし、2007 年当時の情報がないため、事業実施前後でどの程度

                                                  
1 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（NSW: 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。
2 VNACCS/VCIS（Viet Nam Automated Cargo Clearance System/Vietnam Customs Information System）は、輸出入業者やベトナム税関当局が、

税関申告、手続き、検査、承認等の手続きをオンラインで行うことができる通関 IT システムを示す。
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の状況の改善があったかについては、比較することが困難であった。ベトナム税関総局によると、リスクマネジメントに関連
して、X 線検査システムの導入は、安全管理や対テロ対策に向けての手段のひとつである爆発物や武器の輸出入の流れを管理
することに役立っている。

2013 年 3 月よりベトナム税関総局はベトナム政府の財政支援により、別の可動式 X 線検査機材をハイフォン港に導入した。
事後評価時点では、2 台の X 線検査機材が同港で稼働している。

本事業のインパクトとしては、ベトナム税関総局へのインタビュー調査結果によると、X 線検査機材の導入は ASEAN シン
グル・ウィンドウの早期実現のための第一段階のひとつであることから、本事業はベトナム北部地域の輸出入活動の促進を助
け、ASEAN シングル・ウィンドウの早期実現に一定の貢献があったと考えられる。本事業による自然環境への負のインパク
トは認められず、用地取得及び 14 世帯の住民移転はベトナムの関連国内法規に則り適切に実施された。

本事業では、X 線検査機材の導入によりコンテナ 1 件あたりの検査時間が短縮され、以前より優れた安全及び対テロ対策手
段として、日々の検査業務に事業施設は十分に活用されている。他方、コンテナ検査場所の集約化は未達成である。

以上より、本事業の有効性・インパクトは中程度である。

定量的効果

指標
2007 年（実施前）

実績値

目標年 2012 年

（実施後）目標値

目標年 2012 年

実績値

事後評価年 2014 年

実績値（注１）

指標 1
コンテナ 1 件あたりの検査時間

（分/コンテナ）

60～120（注２） 15～20 15～20 15～20（注３）

指標 2
ハイフォン港におけるコンテナ検査場所

5 ヵ所 1 ヵ所に集約 5 ヵ所 5 ヵ所

補完情報 1（注４）

損傷を受けた貨物件数（年間件数）
不明

0 に減少

（安全性 100%）

0 に減少

（安全性 100%）

0 に減少

（安全性 100%）

補完情報 2
ハイフォン港の取扱コンテナ数

（TEU）（注５）

780,000
940,000

（2009 年）（注７） 1,132,403 803,671

補完情報 3
ハイフォン港で通関手続きを行うコンテ

ナ数（TEU）

522,600
629,800

（2009 年）
895,854 386,940

補完情報 4
検査率（注６）（%）

（輸出入貨物の平均検査率）

49
49

（2009 年）
18 12.37

補完情報 5
検査対象となるコンテナ数（TEU） 256,074

308,602
（2009 年）

161,253 47,864

X 線検査を受けたコンテナ数（コンテナ

数の 20%が検査対象）
不明 不明 32,250 9,572

補完情報 6
コンテナ内に隠蔽された武器などの隠匿

品が発見された件数

不明 不明 46 18

出所：本事業準備調査（事業化調査）報告書（2009 年）及びベトナム税関総局

注 1：2014 年実績値は 1 月～4 月までの 4 カ月間のデータを示す。

注 2：手作業による検査時間。

注 3：X 線検査機材を使った検査時間。

注 4：従来の屋外での手作業によるコンテナ貨物の開披検査から X 線検査機材を使った非破壊検査への変更により、風雨による貨物の損傷

が減少することが期待されていた。

注 5：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 5.9m×2.3m×2.3m。

注 6：検査率＝検査対象となるコンテナ数/通関手続きを行うコンテナ数

注 7：本事後評価で追加した補完情報 2～5 の目標値については、本事業の基本設計調査報告書（2007～2008 年）で想定されていた事業完

了年（2009 年）の数値のみ入手可能であるため、これを使用する。

3 効率性
事業費及び事業期間ともに計画内（計画比 51%及び 90%）に収まった。事業費の大幅な削減理由は、競争入札の結果による

ものであり、このことが事業アウトプットの質の低下には影響を与えていない。
よって、本事業の効率性は高い。

4 持続性

本事業で整備された施設・機材の運営維持管理は、ベトナム税関総局の管轄下にあるハイフォン港税関により行われる。ハ
イフォン港税関では、X 線検査センターを設立し、X 線検査機材の定期保守を行っている。ハイフォン港税関では対応が難し
い大規模メンテナンスについては、民間業者への外部委託により行われており、契約に基づき 6 カ月毎に民間業者がメンテナ
ンスを行っている。事後評価時点では、ハイフォン港には 428 人の税関職員がおり、そのうち 18 人が X 線検査センターに配
属されている。現在の X 線検査機材の運営維持管理を担当する職員数は十分である。

技術面については、運営維持管理のための適切な研修制度が設けられている。一例を挙げると、X 線検査機材の製造メーカ
ーの技術者により、X 線検査機材の運営維持管理を担当する職員への導入研修が行われる。またフォローアップ研修として、
経験をつんだベテラン職員が新人職員を対象に、トレーナー研修やオンザジョブ・トレーニング（OJT）等を行っている。運
営維持管理マニュアルやガイドラインも運営維持管理担当職員により活用されている。運営維持管理担当職員は、X 線検査機
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材の適切な運用についての十分な知識及び技術を備えている。
財務面については、ハイフォン港税関はベトナム税関総局より、十分な額の X 線検査機材の運営維持管理予算を配分されて

いる。例えば 2013 年及び 2014 年は、X 線検査機材の運営維持予算として年間 1,011 百万ドンが配分された。
運営維持管理状況については、ハイフォン港税関により日常、毎週、四半期、半年ごとの決められたスケジュールで定期保

守が適切に実施されている。X 線検査機材に一部の技術的問題が生じたため、2013 年に 1 カ月の間、X 線検査機材の運用が一
時停止された。しかし、その後、ハイフォン港税関により必要な対策が講じられ、事後評価時点においては X 線検査機材は問
題なく稼働していた。全ての交換部品がベトナム国外でしか入手できないため調達プロセスに時間がかかるももの、交換部品
の調達管理はハイフォン港税関により適切に行われている。

以上より、本事業は体制面、技術面、財務面、維持管理状況の全てにおいて問題は認められないことから、本事業の持続性
は高い。

5 総合評価

本事業の実施により、事業目的として掲げられた「X 検査機材の導入によるハイフォン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、部分的に達成された。X 線検査機材の導入後、①輸出入コンテナ貨物の検査時間の短縮、②コンテナ
内容物の損傷の減少、③ハイフォン港における安全及び対テロ対策の強化、などの当初想定された事業効果は発現した。しか
しながら、コンテナ検査場所の集約化は想定した通りには行われなかった。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一定の貢献があったと考えられる。よって、本事業の有効性・インパクトは中程度である。

持続性については、運営維持管理機関の体制面、技術面、財務面、及び施設の維持管理状況の全てにおいて問題は認められ
ないことから、本事業の持続性は高い。

総合的に判断すると、本事業の評価は非常に高いといえる。

III 教訓・提言

JICA への教訓

有効性の指標 2「ハイフォン港におけるコンテナ検査場所」に関しては、事後評価時点においては 5 ヵ所から 1 ヵ所への集
約は未達成であった。ハイフォン港はいくつかの異なる港から構成されており、検査場所の集約を実現するためには、同港
の大規模な運用の変更を伴う。したがって、計画時においては、検査場所の集約の実現可能性について、十分慎重に検討す
べきであった。

X 線検査施設 スクリーンモニターに映し出された貨物検査の様子


