
 1 

フィリピン 

スービック港開発事業 

外部評価者：三州技術コンサルタント株式会社 

川畑 安弘 

０．要旨 

本事業は、マニラ首都圏の北西部約 80km に位置するスービック湾自由貿易港・特別

経済区において、コンテナターミナルの新設および既存港湾施設のリハビリ等を行うこ

とにより、同港の貨物取扱能力の増大、スービック地区を含む中部ルソン地域の物流の

円滑化・促進を図り、もって地域経済の発展及びマニラ港の混雑緩和に寄与することを

目的としていた。本事業の実施はフィリピンの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策

と十分に合致しているが、計画時点での貨物取扱量に関する将来予測が過大であった、

また事業完成後のコンテナターミナルの有効活用・運用に関して十分な検討がなされて

おらず、事業計画やアプローチに問題があったと思われるため、妥当性は中程度である。

本事業は事業費については計画内に収まっているが、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。有効性については、非コンテナ貨物取扱量は予測値を上

回り、既存港湾施設リハビリは一定程度の効果を上げていることが確認できるものの、

2014 年の新設コンテナターミナルを含むスービック港の貨物取扱量実績値は約

77,177TEU であり、予測値の約 10％に過ぎない。また、本事業による定性的効果とし

て、物流の円滑化・効率化の促進及び地域経済の発展への貢献が期待されていたが、実

施機関によると、現時点では、実際のコンテナ貨物取扱量が予測値を大きく下回ってい

るため、想定された定性的効果の発現は限定的だとしている。インパクトについては、

コンテナ船のスービック港への寄港数が少なく、結果、コンテナターミナルでの貨物取

扱量も非常に少ないため、雇用の増加等に繋がらず、地域経済発展への貢献は限定的で

ある。従って、本事業の実施による効果の発現は計画と比して限定的であり、有効性・

インパクトは低い。本事業で建設/設置/調達された施設/機材の運営・維持管理に関して

の体制及び技術面については特に問題は見られない。また、現時点で運営・維持管理状

況についても特に問題はない。しかしながら、本事業の維持管理は財務状況に軽度な問

題があり、本事業によって発現した効果の持続性は中程度である。  

以上より、本事業の評価は低いといえる。 
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１．事業の概要 

 

       事業位置図               スービック港全景 

 

1.1 事業の背景 

審査時点において、約 7,000 以上の島々から構成されるフィリピンの地理的特徴から、

その経済活動は海上輸送に大きく依存しており、港湾施設の整備は円滑な物流にとって

不可欠となっていた。また、同国の経済成長、国際化に伴い、港湾での貨物取扱量が増

加していたにもかかわらず、港湾施設の整備は十分ではなく、主要港においては混雑が

日常的なものになっていた。特に、マニラ首都圏への経済活動の集中に伴い、マニラ港

への負担増加は顕著となっていた。そのため、同国の持続的経済成長を維持するために

は、マニラ港を含めた主要港の混雑緩和およびコンテナ貨物取扱い施設の拡充が喫緊な

課題になっていた。そのため、同国政府は従前より、港湾整備事業を実施してきていた

ものの、貨物取扱いの中心地であるマニラ港への投資が集中していた。こうした状況の

下、取扱い貨物の国内各地域への分散化を推進するための地方基幹港整備及びマニラ首

都圏南方のバタンガス港並びに北方のスービック港等、マニラ港を代替・補完する港の

整備が必要とされていた。 

 

1.2 事業概要 

マニラ首都圏の北西部約 80km に位置するスービック湾自由貿易港・特別経済区におい

て、コンテナターミナルの新設および既存港湾施設のリハビリ等を行うことにより、同港

の貨物取扱能力の増大、スービック地区を含む中部ルソン地域の物流の円滑化・促進を図

り、もって地域経済の発展及びマニラ港の混雑緩和に寄与する。本事業位置図を図 1 に示

す。 
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        出典：JICA 資料 

図 1 事業位置図 

 

円借款承諾額/実行額 16,450 百万円/15,683 百万円 

交換公文締結/借款契約調印 2000 年 8 月/2000 年 8 月 

借款契約条件 金利 0.95％、返済 40 年（うち据置 10 年）、タイド（本体

分）特別円借款 

金利 0.75％、返済 40 年（うち据置 10 年）、二国間タイド

（コンサルタント分） 

借入人/実施機関 スービック港都市圏開発公社 (Subic Bay Metropolitan 

Authority: 以下、「SBMA」という。) 

貸付完了 当初 2009 年 12 月、 

変更後 2010 年 12 月 

本体契約 

 

清水建設(日本)/五洋建設(日本)/東亜建設工業株式会社

(日本)(JV)  

コンサルタント契約 国際臨海開発研究センタ－(日本)/オリエンタルコンサルタ

ンツ(日本)/Basic Technology and Management Corporation  

(フィリピン)/DCCD Engineering Corporation (フィリピン) 

/Environmental Counselors, Inc.(フィリピン)(JV) 

関連調査（ﾌｨｰｼﾞﾋﾞﾘﾃｨｰ･ｽﾀﾃﾞ

ｨ：F/S）等 

マスタープラン(JICA：開発調査 1999 年 8 月) 

フィージビリティー・スタディー（JICA：開発調査 1999

年 8 月） 

関連事業 円借款事業： 

バタンガス港開発事業（II）（1998 年 9 月 L/A 調印） 

中部ルソン高速道路建設事業（2000 年 8 月 L/A 調印） 

中部ルソン接続高速道路建設事業（2012 年 3 月 L/A 調印） 
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2.  調査の概要 

2.1 外部評価者 

 川畑 安弘（三州技術コンサルタント株式会社） 

 

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：2014 年 11 月～2015 年 10 月 

 現地調査：2015 年 1 月 4 日～1 月 21 日、2015 年 3 月 25 日～4 月 11 日、 

 

3．評価結果（レーティング：D1） 

3.1 妥当性（レーティング：②2） 

3.1.1 開発政策との整合性 

「中期開発計画(1999 年〜2004 年）」における運輸セクターの開発目標は、安全で信

頼性のある運輸サービスの提供により、フィリピンの社会経済開発を支えることであっ

た。その目標達成のため、(1)運輸インフラ整備における政府関与の軽減と民間セクター

活用の推進、(2)適正な改修、維持管理による既存インフラの質の向上、(3)競争市場を育

成するための適正な法的枠組み・価格政策の導入等の戦略が策定されていた。さらに、

本事業については、政府が中部ルソン地域の経済社会開発を目的とした基地転換開発プ

ログラムを策定、その中で運輸網整備事業として位置付けされていた3。 

評価時点で有効なフィリピン政府「中期フィリピン開発計画 2011～2016」において

は、包括的成長の実現に向け、ガバナンス強化、投資促進、PPP によるインフラ整備、

社会保障改革、徴税能力の強化、平和構築/安全保障等に取り組むとしている。同中期開

発計画の「第 5 章インフラ整備の促進」では、生産性及び国際貿易競争力を高めるため

には、一体となった各種運輸交通ネットワーク及び物流システムの整備が必要としてい

る。特に本事業も位置するスービック・クラーク・マニラ・バタンガス（SCMB）回廊

はフィリピン国内総生産額（GDP）の約 2/3 をカバーしており、重要な地域としている。

また、クラーク・スービック地域を東南アジアにおける最高の国際サービス・物流セン

ターにする構想を有している。 

以上より、本事業の実施は審査時及び事後評価時において、フィリピンの開発政策に

整合している。 

  

3.1.2 開発ニーズとの整合性 

本事業対象のスービック港は 1992 年、米海軍のスービック基地撤退後、「スービック

湾自由貿易港」に指定された。その後、スービック港における貨物取扱量及びコンテナ

                                                   
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」 
3 出典は JICA 提供資料 
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貨物量はともに急増した。しかしながら、スービック港の運営は米海軍が置き去りにし

た施設のみで行われていたため、2000 年時点で貨物取扱量が同港取扱処理能力をすで

に超過していた。また、同港にはコンテナ貨物の取扱施設は存在しなかった。そのため、

スービック港は同港及び周辺地域（バターン工業団地、クラーク工業団地及びルイシタ

工業団地等）の非コンテナ貨物/コンテナ貨物の取扱に対応出来ず、増加し続ける物流

の円滑化/促進のためには、コンテナターミナルの建設及び既存施設の整備 /拡充が不可

欠とされていた。また、審査当時、マニラ港の負担は顕著となっており（1998 時点で外

貿貨物取扱量の 76.4％、全貨物取扱量の 39.2％、コンテナ取扱数の 68.8％）、その代替

港として整備を進めるという点からも本事業の実施は必要とされていた。また、審査時

点では「マニラ港は現状でも非常に混雑しており、これ以上のマニラ港の拡張は困難で

ある。」とされていた。 

スービック周辺地域には上述の 3 工業団地等の中部ルソン地域成長拠点が位置し、同

拠点から発生する貨物はマニラ港と比較し、距離的に優位性の高いスービック港からの

搬出入が便利であり、事後評価時点でも同港の開発ニーズは高い。しかしながら、現時

点では、同拠点から発生する貨物（製品/商品）の種類及び数量が必ずしも、スービック

港コンテナターミナルを十分に活用すべきレベルまで達していない状況にある。また、

日本を含む海外の主要都市との定期航路が開設されていなかったことも弱点となって

いた。（2014 年秋に、上海、博多、釜山、厦門等への定期便が開設された。） 

しかしながら、近年はマニラ港の代替、補完港として機能してきている。特に、混雑

の激しいマニラ港の混雑緩和に関して（2014 年時点での平均滞船時間は 5～7 日間）、

政府は、2014 年 9 月にマニラ港及び周辺の混雑はマニラ首都圏のみならず、国内の経

済活動を阻害し、フィリピン経済に悪影響を与えているとの認識の下、大統領令を公布

した。同令により、マニラ港混雑時及び緊急時にはバタンガス港とともにスービック湾

自由貿易港はマニラ港の外港として機能することになった。事実、マニラ港の混雑悪化

により、2014 年にはスービック港に迂回寄港する船舶数も増加している。  

マニラ港でのコンテナ貨物取扱量を下表に示す。 

 

表 1 マニラ港でのコンテナ貨物取扱量 

 

                            単位：千 TEUs 

港名 2000 2010 2011 2012 2013 2014 

北港 - 554 772 866 895 1,032 

南港 577 988 977 1,014 983 762 

国際コンテナ

ターミナル

(MICT) 

951 1,613 1,713 1,827 1,901 1,877 

 計 1,528 3,155 3,462 3,707 3,779 3,671 

出典：Philippine Ports Authority：Annual Reports 2010-2013、 

Ports Statistics, Port Expert Report 

注 1：TEU（twenty-foot equivalent unit、20 フィートコンテナ換算） 

注 2：マニラ国際コンテナターミナル（Manila International Container 

   Terminal: MICT) 
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港湾局管理棟            取り付け道路 

 

3.1.2 に記載してあるように、審査時点において、スービック港の貨物取扱量は同港

取扱い処理能力をすでに超過していた。事後評価時点でも同港の整備は、同港周辺地域

から発生する非コンテナ貨物/コンテナ貨物を取扱うとともに、マニラ港の代替、補完

港として機能しており、本事業は開発ニーズに整合している。 

 

3.1.3 日本の援助政策との整合性 

審査時施行の「海外経済協力業務実施方針（1999 年 12 月策定）」において、フィリピ

ンについては、持続可能な成長のための経済体質の強化及び成長制約的要因の克服、貧

困緩和と地方間格差の是正、防災を含む環境保全対策に資する支援、人材育成・制度造

り等への支援を重点としていた。また、審査時点では、当時の JICA の方針として、フ

ィリピンの持続可能な成長を確保するため、経済開発のボトルネック解消を図るべく、

運輸分野等の経済インフラの整備を支援するとしていた4。 

 

3.1.4 事業計画やアプローチの適切さ 

後述するように、本事業完成後、スービック港に寄港するコンテナ船の数は少なく

（2014 年において 2,591 隻）、2014 年時点でのコンテナ貨物取扱量の実績は予測値のわ

ずか約 10％に留まっている。JICA 提供資料によると、「審査時点で、マニラ港はすでに

混雑しており、これ以上の同港の拡張が困難であることから、マニラ港を代替・補完す

る港の整備を行う必要がある。また、事業目的の一端はマニラ港の混雑緩和にも資する

もの。」とされていた。しかしながら、実際には、マニラ港の拡張は可能であり、マニ

ラ国際コンテナターミナルにおいて、本事業期間中にバース 6 が建設され、さらにバー

ス 7 の増設が計画されていた（現時点では、バース 6 及び 7 は建設済み）。また、マニ

ラ南港においても、既存の第 9 桟橋をコンテナターミナルに改築する計画も策定されて

いた（現時点では改築済み）。この事からも、マニラ首都圏周辺のマニラ港、バタンガ

                                                   
4 出典：JICA 提供資料 
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ス港及びスービック港の 3 港を有機的に有効運用することで、マニラ港周辺の交通混雑

の緩和を目標とする明確な計画/政策が欠落していたことがうかがえる。 

 

本事業計画段階での主な問題点は、1）港湾インフラの整備（ハード面）と同時に行

うべき、マニラ首都圏周辺のマニラ港、バタンガス港及びスービック港の 3 港を有機的

に有効運用するための総合計画の策定が欠落していた事及び 2）仮にスービック周辺に

潜在的な需要が見込めたとしても、単に港湾施設の整備だけでなく、貨物を取扱うブロ

ーカー/通関業者、海運会社、コンテナ運送会社、倉庫/保管庫運営会社等のスービック

への誘致/営業活動が必要であり、またそれらを誘致するための各種インセンティブ/優

遇措置（税金の低減/免除、料金の低価格化、審査書類の簡略化/プロセスの時間短縮等）

の策定が必要であったが、これらの課題に関わる検証・取り組みが不十分であったと思

われる。 

 

以上より、本事業の実施はフィリピンの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十

分に合致しているが、計画時点での貨物取扱量に関する将来予測が過大であった事及び

事業完成後のコンテナターミナルの有効活用・運用に関しての計画策定・検討が不十分

であり、事業計画やアプローチに問題があったと思われるため、妥当性は中程度である。 

 

3.2 効率性（レーティング：②） 

3.2.1 アウトプット 

本事業におけるアウトプット（計画及び実績）を表 2 に示す。 

 

表 2 アウトプット比較（計画/実績） 

 

 審査時点での事業概要 事業完成時点での事業概要 

土木工事 新設コンテナターミナル関連： 

・コンテナバース（2 バース）建設  延長

560m 

・コンテナヤード（約 30 ha）造成 

・アクセス道路（4 車線約 3.6 km）建設 

・建築物（管理棟 1 棟、ゲート 2 カ所、変電

施設 2 カ所） 

 

・航行援助施設建設（浮標 27 基、灯台 1

基、レーダーシステ

ム） 

・付帯施設(消火施設、給水施設、給電施設

等)建設 

既存港湾施設のリハビリ： 

・埠頭整備（エプロン拡張）及び浚渫等 

新設コンテナターミナル関連： 

・コンテナバース（2 バース）   計画通り 

 

・コンテナヤード（約 30 ha）    計画通り 

・アクセス道路（4 車線約 3.1 km） ほぼ計画通り 

・建築物（管理棟 1 棟、ゲート 2 カ所、変電施設（メ

イン１カ所、サブ 2 カ所、倉庫）ほぼ計画

通り 

・航行援助施設建設（浮標 21 基、灯台 2 基、レーダー

システム、レンジライト）ほぼ

計画通り 

・付帯施設(消火施設、給水施設、給電施設、閉回路テ

レビ等)建設        ほぼ計画通り 

既存港湾施設のリハビリ： 

・埠頭整備（マリンターミナル、ボトン埠頭及びナバ

サン埠頭の改修並びに既存埠頭付帯施設の改修/取り換

え）     ほぼ計画通り 
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主 要資機

材調達 

・ガントリークレーン（41t 級ｘ4 基）新設コ

ンテナターミナル用） 

・タグボート（1 隻） 

・環境監視艇（1 隻） 

・スピードボート（5 隻） 

・ガントリークレーン（41t 級ｘ4 基） 計画通り 

・海洋廃棄物収集船（1 隻） 

・油脂すくい取り船（1 隻） 

・捜索救助艇（１隻） 

・多目的監視艇（3 隻） 

・多用途ボート（１隻） 

コ ンサル

ティング・

サービス 

・測量/土質調査等の基礎調査 

・詳細設計 

・入札/契約書類の作成及び入札補助（土木工

事及び港湾管理の民間委託） 

・施工監理 

・追加環境調査の実施 

・環境適合証明（EC）に付された条件遵守の

モニタリング、工事業者の指導等の環境管理 

 

外国人専門家：283M/M 

ローカル専門家：286M/M 

ローカル補助員：- M/M  

計画通り  

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人専門家：353M/M 

ローカル専門家: 631M/M 

ローカル補助員: 988M/M 

出典：JICA 提供資料、実施機関との聞き取り調査、 PCR  

注 1：当初計画では、土木工事/資機材調達（ICB）は 1 パッケージで調達される予定となっていた。  

   特別円借款のため、日本タイド 

 

土木工事はほぼ計画通りに実施されている。数量及び項目に若干の変更があるが、こ

れらの変更は、詳細設計の段階での検討結果に基づきなされたものであり、適切な変更

と考えられる。 

資機材調達については、事業実施中に必要性の見直し（種類、数量）を行い、一部、

数量及び項目に変更が生じている。これらの変更も、詳細設計の段階でのインベントリ

ー調査、需要調査の結果（必要性、優先順位）に基づきなされたものであり、適切な変

更と考えられる。 

コンサルティング・サービスは計画通り実施されているが、事業実施期間が延長され

たため、従事期間は計画より延長されている。 

 

特別円借款に係る実施機関からの質問回答結果： 特別円借款案件において適用され

る調達の諸条件については、特に問題はないと考える。受注建設業者の技術レベルは非

常に高く、プロジェクト管理もしっかりされており、建設事業も工程どおり完成された。

また、地元下請け業者に対しての技術移転についても適切に行われた。 
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     本事業で調達された船舶        ガントリークレーン     

 

3.2.2 インプット 

3.2.2.1 事業費 

審査時に積算された総事業費は 19,353 百万円で、円借款融資予定額は 16,450 百万円

であった。実績額は 18,172 百万円（うち円借款部分は 15,683 百万円）であり、計画内

に収まった（対当初計画比 94%）。 

 

表 3  事業費比較（計画/実績） 

(単位: 百万円) 

 

項目 

計画値 実績値 

円借款 

(外貨) 

内貨 合計 円借款 

(外貨) 

内貨 合計 

自己 

資金 

円借款 合計 円借款 自己 

資金 

円借款 合計 円借款 

・土木工事・資機材調達 9,510 2,117 4,017 15,644 13,527 12,200 2,243 2,019 16,462 14,219 

 コンテナターミナル 4,831     - - - - - 

既存施設リハビリ 718     - - - - - 

 資機材調達 3,458     - - - - - 

 プライスエスカレーション 503     - - - - - 

・物的予備費 951 0 613 1,564 1,564 16 0 0 16 16 

・コンサルティング・サービス  911 0 448 1,359 1,359 1,268 0 180 1,448 1,448 

・管理費 0 786 0 786 0 0 246 0 246 0 

計 11,372 2,903 5,078 19,353 16,450 13,484 2,489 2,199 18,172 15,683 

出典：JICA 提供資料、実施機関からの聞き取り調査、PCR 

為替レート： 審査時 1 US$ =110 円、1 ペソ＝2.8 円、 

事業実施期間中(2001 - 2010 年)の平均：1 ペソ＝2.12 円 

プライス エスカレーション：外貨 1.2％/年、内貨 1.2%/年 

予備費：土木工事 10％ 

コスト積算基準時期：2000 年 1 月   

注１：関税、VAT については、SBMA 管轄区域内のプロジェクトについては、免税措置が適用され

るため、計上されていない。 

 

実績事業費が計画内に収まった理由は事業実施期間中に為替が円高になったことに

よる。（1 ペソ＝2.8 円⇒1 ペソ＝2.12 円） 現地通貨ベースでは対計画比約 102％であ

る。 
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マリン埠頭           ボトン埠頭 

 

3.2.2.2 事業期間 

当初予定の事業実施期間は 2000 年 8 月（L/A 締結）より 2007 年 8 月（工事完成）ま

での計 85 カ月となっていた。また、当初計画では全工事完成を待たず、順次完成した

コンテナターミナルより運用開始5 することが想定されていた。しかし、実際の工事完

成は 2009 年 12 月で計 113 カ月を要し、対計画比 133％となっている。さらに、全工事

完成を待たず、順次運用を開始することになっていたコンテナターミナルの実際の運用

は、全工事完成後も開始されず、運用開始時期は、第１コンテナターミナルが 2008 年

4 月、第２コンテナターミナルが 2012 年 10 月と大幅に遅れた。効果発現のタイミング

という意味で、第２コンテナターミナルの運用開始時期（2012 年 10 月）を事業完成と

見做す場合には、事業期間の実績は計画比 173％であり、計画を大幅に上回ったことに

なる。 

 

表 4  事業期間比較 （当初計画および実績） 

 

 計 画 

( L/A 調印時) 
実 績 

コンサルタント選定 2000 年 4 月– 2001 年 3 月 2000 年 7 月– 2000 年 11 月 

コンサルタント業務： 

詳細設計 

2001 年 4 月– 2002 年 3 月 2001 年 2 月– 2002 年 6 月 

入札補助（P/Q、入札） 2002 年 4 月– 2003 年 6 月 2001 年 12 月– 2003 年 5 月 

施工監理・技術支援 2003 年 7 月– 2007 年 8 月 2001 年 2 月– 2009 年 12 月 

土木工事/資機材調達 2003 年 7 月– 2007 年 8 月 2004 年 5 月– 2009 年 12 月 

    出典：JICA 提供資料、質問票への回答書 

 

事業期間延長の主理由は次の通りである。 

1）入札完了後、工事着工まで約 1 年のブランクがあるが、開札後（2002 年 9 月）、落

札者との交渉、選定結果についての実施機関内での承認プロセスに時間を要した。

（契約書署名は 2004 年 3 月。） 

                                                   
5 第１コンテナターミナル及び第２コンテナターミナルの運用開始予定時期は、それぞれ 2005 年 5

月、2006 年 8 月であり、実際の運用開始はそれぞれ、2008 年 4 月、開始は 2012 年 10 月であった。 
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2）当初計画の土木工事/資機材調達期間は 50 ヶ月と想定されていたが、実際の期間

は 68 ヶ月となっている。その遅延理由は数々の設計変更及び事業が完成に近づい

た段階で、円借款に余剰金が発生することが予想されたため、次に列記する工事

/機材調達が追加されたことによる。主な追加工事 /資機材購入は倉庫建設（約

10,000ｍ2)、閉回路テレビ（CCTV）設置、レンジライト（誘導用）設置、油脂流

失防止フェンス調達等であり、これらの追加工事や資機材購入は、同港の円滑な

業務を支援し貨物取扱量増加のための機能を強化するものであることからいずれ

も適切である。 

 

以上より、本事業は事業費については計画内に収まっているが、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。 

 

3.2.3 内部収益率 

審査時に算定された事業全体の経済的内部収益率（EIRR）は 25.7％、財務的内部収益

率（FIRR）は 4.5％であった。事後評価時点における内部収益率については、事業完成

後に EIRR 及び FIRR を算定するために必要な費用及び便益に関するデータが実施機関

より提供されなかったため、再計算は行われていない。 

 

3.3 有効性6（レーティング：①） 

3.3.1 定量的効果（運用・効果指標） 

審査調査資料には、定量的運用指標としては、EIRR 及び FIRR の数値のみ、記載して

あるため、港湾事業の代表的指標である、貨物取扱量で分析を行う。 

（1）貨物取扱量 (年間) 

表 5 貨物取扱量 (年間) 
 

 

港湾名 

実測値 計画値 

2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2014 年 

スービック港: 

・コンテナ貨物量: TEU 

 

29,252 

 

34,318 

 

33,573 

 

36,304 

 

37,460 

 

77,177 

 

738,000 

・非コンテナ貨物量: トン 2,214,666 2,244,899 2,593,117 2,214,704 2,404,649 6,083,000 4,730,000 

マニラ港: 

・コンテナ貨物量: TEU 

 

2,874,807 

 

3,154,702 

 

3,461,734 

 

3,706,851 

 

3,778,861 

 

3,490,187 

 

3,671,984 

出典：Philippine Ports Authority：Annual Reports 2010-2013 及び Ports Statistics、 

質問票への回答書、JICA 提供資料 

注 1：TEU（twenty-foot equivalent unit、20 フィートコンテナ換算）: コンテナ船の積載能力や 

コンテナターミナルの貨物取扱数などを示すために使われる、おおよその貨物容量を表す 

単位。 

注 2：計画値は JICA 提供資料 

注 3：スービック港第１コンテナターミナルの運用開始は 2008 年 4 月、第 2 コンテナ 

ターミナルの運用開始は 2012 年 10 月。実測値は両ターミナルの合計。 

注 4：2014 年の第 1 及び第 2 コンテナターミナルの合計コンテナ貨物量は約 74,000TEU であった。 

注 5：マニラ港の数量は、北港、南港、国際コンテナターミナル、3 港の合計値 

                                                   
6 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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JICA 提供資料によると、スービック港におけるコンテナ貨物取扱量の予測について

は、スービック地区及び周辺工業用地（クラーク、ルイシタ、バターン等）における需

要を計画面積に基づき、原単位（過去の実績値から設定）を用いて推計し、これに GDP

との相関関係を用いて推計した積替え貨物量を加えて算定されている。同予測によると、

2007 年及び 2015 年における予測値はそれぞれ、436,000TEU 及び 781,000TEU となって

いる。比例配分して 2014 年の予測値を算定すると、738,000TEU となる。2014 年の実績

値は約 77,177TEU であり、予測値の約 10％に過ぎない。 

予測値に対して、実績値の極めて低い理由は、スービック港に寄港するコンテナ船の

船舶数が少ないということに尽きる。2013 年までは American President Line 及び Wanhai 

Lines の 2 社のみがそれぞれ週 1 回、スービックと台湾の高雄市を結ぶルートで運航し

ていた。しかしながら、2014 年 2 月 24 日から始まったマニラ市による日中のトラック

通行の規制強化（ただし、2014 年 9 月 13 日に規制解除）によりコンテナ貨物の搬入・

搬出に遅れが発生し、マニラ港に寄港する船の運航遅延（滞船時間の延長）7が顕在化し

たため、バタンガス港及びスービック港へ迂回寄港する船舶数も増加している。また、

スービック港コンテナターミナルの利用促進を図るための行動計画（元々は、2014 年

までの対応予定計画で、大項目は 7 項目に分けられ、さらに細部項目が列記されている。

詳細は 4.2.1 に記載。）で提言されている誘致促進を図るための諸活動を実施したことも

貨物取扱量の増加に貢献していると考えられる。なお、スービック港については、新た

に SITC Container Lines 及び Nippon Yusen Kaisha の 2 社が 2014 年秋から週１回の寄港

を開始している。また、2015 年 1 月初めより Maersk Line も寄港（スービック－シンガ

ポール間）を開始し、その後、Wanhai Lines 及び Nippon Yusen Kaisha も運航数を１便増

加し、週２便運航している。 

また、寄港する船舶数が少ないため、貨物を取扱うブローカー /通関業者、海運会社、

コンテナ運送会社、倉庫/保管庫運営会社等の恒久オフィスが適切にスービックに設立

されないため、寄港船舶数が少ないという悪循環をもたらす原因にもなっていた。究極

的には、スービック港に寄港するコンテナ船の増加は現在マニラ港で荷の積下ろしをし

ているコンテナ船がどの程度シフトしてくるかに掛かっている。今後、寄港する船舶が

増加すれば、これらの関連企業もスービックにオフィスを常設し、荷物の積降ろし、通

関手続き、トラックによる輸送もスムーズに出来るようになり、さらに寄港する船舶を

誘発出来ると思われる。 

一方、非コンテナ貨物の予測については、主要品目別に GDP との相関関係を用いて

算定されている。同予測によると、2007 年及び 2015 年における予測値はそれぞれ、

2,912,000 トン及び 4,990,000 トンとなっている。比例配分して 2014 年の予測値を算定

すると、4,730,000 トンとなる。2014 年の実績値は約 6,083,000 トンであり、予測値の

129%である。2014 年に大幅に増加した理由は、マニラ港で滞船していた船舶がスービ

                                                   
7 2014 年時点で平均 5～7 日間（出典：フィリピン商工会議所報告書） 
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ック港に迂回寄港してきたことによる。なお、スービック港での非コンテナ貨物は肥料、

穀物、中古建設機械等が主である。運搬船もコンテナ専用船舶と比較し、小型であり、

また荷揚げ後の運搬も普通の大型トラックでの輸送であるため、マニラ港からスービッ

ク港への迂回寄港が容易に出来る。 

 

3.3.2 定性的効果 

審査時点において、本事業による定性的効果として、物流の円滑化・効率化の促進及

び地域経済の発展への貢献が期待されていた。しかしながら、実施機関によると、現時

点（評価時点）では、実際のコンテナ貨物取扱量が期待された予測値を大きく下回って

いる（計画値の 10％）ため、想定された定性的効果の発現は限定的だとしている。  

本事業による定性的効果（物流の円滑化・効率化の促進、地域経済の発展）を検証す

るために、以下の要領8で受益者調査を実施した。 

 
受益者調査結果： 
（1）物流の円滑化・効率化の促進 

1）スービック港への寄港船舶数の増加 

 

表 6 スービック港への寄港船舶数の増加 

 

増加の程度 認識されている割合（％) 

大幅に 17 

一定程度 64 

少々 16 

変化なし  3 

計 100 

 

本事業対象地域での受益者調査回答者の 97％が程度には差があるが、スービッ

ク港への寄港船舶数は事業実施前と比較し、増加したとしている。 

 
2）交通量（大型貨物トラック）の増加 

 
表 7  交通量（大型貨物トラック）の増加 

 
増加の程度 認識されている割合(％) 

大幅に 26 

一定程度 56 

少々 15 

変化なし  3 

計 100 

 

受益者調査回答者の 97％が交通量（大型貨物トラック）は事業実施前と比較し、

増加したとしており、26％の人は「大幅」に増加と認識している。 

                                                   
8 サンプル数：計 100（本事業対象地域（スービック自由貿易港・特別経済区域）、ドライバー（28％）、
公務員（26%）、民間企業従業員（12％)、大学生（9％）、主婦（8％）運送会社従業員（7%）、事業経
営者（5％）、その他（5％）、男性（74％）、女性（26％)、方法：質問票調査 
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（2）地域経済の発展 

1）地域経済活動の活発化 

 
表 8  地域経済活動の活発化 

 

活発化の程度 認識されている割合(％) 

51％以上増加 14 

41-50％増加 14 

31-40％増加 17 

21-30％増加 24 

11-20％増加 26 

 1-10％増加 1 

変化なし 4 

計 100 

 

受益者調査回答者の 96％が、特に 2014 年には寄港船舶数及び交通量（大型貨物

トラック）が一定程度以上増加したこともあり、事業実施前と比較し、地域経済活

動は活発化されたと認識しており、その程度が 50％以上と回答した人も 14％いる。 

 

2）ビジネスチャンスの増加 
 

表 9  ビジネスチャンスの増加 
 

増加の程度 認識されている割合(％) 

51％以上 11 

41-50％ 14 

31-40％ 14 

21-30％ 10 

11-20％ 16 

1-10％増加 29 

変化なし 8 

計 100 

            注：特に地元の商店、レストラン等 

 

ビジネスチャンスの増加については、受益者調査回答者の 37％が 10％以下、も

しくは変化なしとしている。地域経済活動の活発化に対する認識と比較し、増加の

程度が低いと認識している人は、主に地元の商店及びレストラン経営に携わる人達

であり、地元経済への恩恵をまだ実感できていないものと思われる。 

 

3.4 インパクト 

3.4.1 インパクトの発現状況 

本事業の実施により期待されたインパクトは地域経済発展への寄与であった。しかし

ながら、上述したように、コンテナ船のスービック港への寄港数が少なく、結果、コン

テナターミナルでの貨物取扱量も非常に少ないため、雇用の増加に繋がらず、地域経済

発展への貢献は限定的である。スービック自由貿易港区（Subic Bay Freeport Zone）にお

ける過去 5 年間の就労者数の推移を表 10 に示す。 
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表 10 スービック自由貿易港区における過去 5 年間の就労者数の推移 

 
                         （単位：人） 

 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 

就労者数 87,200 88,500 89,000 89,100 89,600 

        出典：質問票への回答書 

 

スービック自由貿易港区における就労者数は過去 5 年間で微増（3％）している。ま

た、職種別にその増加を見ても、その増加推移に大きな変化は見られない。従って、本

事業実施による就労者数増加への貢献は限定的と考えられる。 

 

次にスービック自由貿易港区（Subic Bay Freeport Zone）における過去 5 年間の新規雇

用者の推移を表 11 に示す。 

 

表 11 スービック自由貿易港区における過去 5 年間の新規雇用者数の推移 

 

                              （単位：人） 
 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 

雇用者数 35,700 36,800 36,000 43,700 36,400 

              出典：質問票への回答書 

 

スービック自由貿易港区における新規雇用者数は 2012 年を除き、過去 5 年間、約

36,000 人で一定している。なお、過去 5 年間、同区における就労者数はほぼ一定してい

るため、新規雇用者は、退職した人の補充と考えられる。現時点での就労者の増加に関

しての本事業の貢献は、主にコンテナターミナルのオペレーター会社の正規従業員数約

60 人及びコンテナ船寄港時に就労する臨時従業員約 30 人である。将来的には、定期的

に寄港する船舶数が増加すれば、オペレーター会社の職員数及び新規進出するであろう

寄港/荷役に関連する会社（トラック運送会社、ブローカー9、フォワーダー10）等の従

業員数も増加すると考えられる。 

 

本事業は、二次的にマニラ港の代替/補完港として機能することを目指していたが、マ

ニラ港周辺の交通混雑はさらに悪化し、政府は種々の対策(トラック専用レーンの設置

等)を実施/検討中である。 

 

受益者調査による地域経済発展への寄与については、次のような認識結果が得られた。  

 

1） 就労機会の増加 

 

 

                                                   
9 ブローカー ：貿易貨物の輸出入に関する通関手続き等を荷主に代わって取扱う業者  
10 フォワーダー：貨物利用運送事業者のことであり、荷主から貨物を預かり、他の業者の運送手段

（船舶、航空、鉄道、貨物自動車など）を利用し運送を引き受ける事業者 

 



 16 

表 12  スービック自由貿易港区での就労機会の増加 

 

増加の程度 認識されている割合(％) 

大幅に 23 

一定程度 56 

少々 12 

変化なし 9 

計 100 

 

本事業対象地域の受益者調査回答者の 91％が程度には差があるが、スービック

自由貿易港区での就労機会は増加したとしている。  

 

2) 国内外企業による投資の増加 

 

表 13  スービック自由貿易港区域への投資の増加 

 

増加の程度 認識されている割合(％) 

大幅に 18 

一定程度 58 

少々 17 

変化なし  7 

計 100 

 

受益者調査回答者の 93％が程度には差があるが、スービック自由貿易港区域へ

の投資は事業実施前と比較し、増加したとしている。 

 

3) 世帯所得増加への影響 

 

表 14  世帯所得増加への影響 

 

増加の程度 認識されている割合(％) 

51％以上  6 

41-50％ 20 

31-40％  7 

21-30％ 18 

11-20％ 26 

1-10％  6 

変化なし 17 

計 100 

 

本事業対象地域の受益者調査回答者の 83％が程度には差があるが、世帯所得は

事業実施前と比較し、増加したとしているが、「変化なし」と回答した人も 17％い

る。 

 

3.4.2 その他正負のインパクト 
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（1）自然環境へのインパクト 

本事業は事業規模及び地域特性の観点から、「円借款における環境配慮のための

JICA 環境ガイドライン」上、環境区分「A」種11に分類されていた。そのため、F/S

作成時に環境影響評価（EIA）が実施され、SBMA 内の環境部局より環境適合証明

が発行されている。 

本事業実施に伴い発生する浚渫土砂に有害物質が含まれる可能性が高かったた

め、事業実施期間中に、コンサルタントにより、浚渫土砂の溶出試験の実施及び結

果を踏まえた処分計画の策定、環境モニタリングプログラムの策定等から成る追加

環境調査が実施されることになっていた。さらに、本事業実施による環境影響を監

視するため、NGO 等を含めた外部監視チームを設置し、定期的なモニタリングを

実施する計画となっていた。 

当初の計画では、既存港湾施設リハビリの項目の中に浚渫工事が含まれていたが、

既存桟橋/埠頭の修繕、岸壁付帯施設の修繕/交換、拡幅（桟橋）の工事のみが実施

された。ただし、コンテナターミナル工事個所で一部、浚渫工事（約 25 万 m3）が

必要となったため、追加環境調査が実施された。調査結果では特に有害物質は観測

されなかった。なお、コンテナターミナル用用地は、現場近くの土取り場（Maritan 

Hills）から客土/埋め立てし（約 200 万 m3）、造成工事を実施している。また、本事

業実施中、環境影響を監視するため、DENR（環境天然資源省）、SBMA 及び NGO

で構成される外部監視チームが結成され、土質、大気、水質について定期的なモニ

タリングが実施されたが、特に大きな問題は発生してしない。事業完成後の運営段

階では、民間港湾運営会社が船舶の入港毎に、大気、水質の変動及び廃棄物処理の

状態について検査し、その結果を報告書にまとめ、四半期ごとに SBMA に提出し

ている。SBMA は現在も、環境モニタリングを継続して実施しているが、特に環境

に関する問題は生じていないとしている。 

 

（2）住民移転・用地取得 

事業概要は既存港湾施設のリハビリ及びコンテナターミナル関連施設の新設で

あったが、新設工事に関してはすべて SBMA 所有地内で実施されており、用地取

得及び住民移転は発生していない。 

 

（3）その他正負のインパクト 

特になし。 

有効性については、非コンテナ貨物取扱量は予測値を上回り、既存港湾施設リハ

ビリは一定程度の効果を上げていることが確認できるものの、2014 年の新設コン

テナターミナルを含むスービック港の貨物取扱量実績値は約 77,177TEU であり、

                                                   
11 環境や社会への重大で望ましくない影響のある可能性を持つようなプロジェクトに適用される分

類。 
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予測値の約 10％に過ぎない。また、本事業による定性的効果として、物流の円滑

化・効率化の促進及び地域経済の発展への貢献が期待されていたが、実施機関によ

ると、現時点では、実際のコンテナ貨物取扱量が予測値を大きく下回っているため、

想定された定性的効果の発現は限定的だとしている。インパクトについては、コン

テナ船のスービック港への寄港数が少なく、結果、コンテナターミナルでの貨物取

扱量も非常に少ないため、雇用の増加等に繋がらず、地域経済発展への貢献は限定

的である。 

以上より、本事業の実施による効果の発現は計画と比して限定的であり、有効性・

インパクトは低い。 

 

3.5 持続性（レーティング：②） 

3.5.1 運営・維持管理の体制 

スービック港の監督官庁はスービック湾都市圏開発公社（Subic Bay Metropolitan 

Authority : SBMA）であり、総職員数は約 3,000 人である。同公社は 26 の局（Department）

及びその他、約 20 部局より成り、その中で港湾局（Seaport Department）がスービック

港の全体的な運営維持管理を担当している。港湾局は 4 つの課から成り、職員数は約

190 名で、新コンテナターミナル 1（以下、「NCT1」という）及び 2（以下、「NCT2」と

いう。）を除く、本事業下でリハビリ工事の行われた既存の桟橋・埠頭を含め、その他

の桟橋/埠頭/設備等の維持管理を担当している。港湾局の内、約 5 名がコンテナターミ

ナルの運営を委託している運営会社の管理監督を担当している。  

本事業下で建設された NCT1 及び NCT2 の運営についてはコンセッション契約で次

の 2 社に外部委託されている。なお、コンセッションの契約期間は 25 年間で、委託業

者は毎年、固定費、賃貸料及び総売上高に連動する変動費からなる契約金を SBMA に

支払うことになっている。 

・NCT1: Subic Bay International Terminal Corp （以下、「SBITC」という。）（SBITC

の大株主は International Container Terminal Services, Inc.（以下、「ICTSI」

という。）で一部、SBMA 及び民間企業が株を所有） 

・NCT2：International Container Terminal Services, Inc. Subic（以下、「ICTSI, Subic」

という。) 

ちなみに、SBITC 及び ICTSI, Subic の親会社である ICTSI は世界でも 5 位以内にラン

クされるターミナル運用会社で、マニラ国際コンテナターミナル、沖縄那覇港国際コン

テナターミナル等の運営業務を受託している。 

なお、NCT2 については 2012 年 10 月運用開始後、スービック港での貨物取扱量

が少ないため、運用されていないこともあり、SBITC（ただし、幹部職員は ICTSI に

所属）が両ターミナルの運用を担当している。SBITC は総支配人（General Manager）

の下、62 人の正規職員及びコンテナ船寄港時に就労する臨時従業員約 30 人から構成

されている。SBITC 正規職員 62 人の内、11 名が事務系職員であり、残り 51 名が実
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際のターミナルの運営維持管理に携わる技術系の職員である。その内訳は、運営に携

わる職員数が 38 名、維持管理に携わる職員数が 13 名である。現在の運営・維持管理

体制は適切に組織されており、職員数も概ね適切である。 

 

3.5.2 運営・維持管理の技術 

港湾局の局長（General Manager）及び 4 人の課長（Division Chief）等の幹部職員はそ

れぞれ役職に必要な学位や資格を持っている。 

NCT1 及び NCT2 のターミナルの運営維持管理に携わる SBITC の技術系職員 51 名の

内、課長クラス（Manager）3 名は大学卒の学歴とライセンスエンジニアの資格を有して

いる。次のクラスの監督員（Supervisor）3 名も、必ずしもライセンスエンジニアの資格

を有していないが、大学卒の学歴を有しており、技術的には問題はない。 

NCT1 及び NCT2 のターミナル運営維持管理については、運用マニュアルである「タ

ーミナル規定集（Rules of Terminal）」及び各機材の「維持管理マニュアル」に基づき、

実施されている。主な項目である、土木インフラ及びガントリークレーンの維持管理は

次の要領で実施されている。 

・土木インフラ：係船柱（bollard）及び防護材（fender）については、６ヶ月毎の点検

及び保全作業（再塗装、さび落とし、交換等）の実施。 

・ガントリークレーン：毎週、注油。月単位の維持管理としては、機材本体の目視点

検。6 ヶ月毎にはギアボックスのオイル交換、5 年毎には、機材本体

総合点検（structured integrated test） 

これらの維持管理作業の検査結果は、四半期毎に会社に提出される四半期財務報告書

にも含まれている。なお、現時点では、取扱貨物量が少なく、クレーンの運用時間が極

端に短いこともあり、機材の運営・維持管理には大きな障害は発生していない。 

SBITC の管理職員の能力向上/研修については、社外の研修（例：企業の経営管理）

あるいは社内現場研修（例：クレーンの維持管理）等、各種の研修が定期的に実施され

ている。また、クレーン、積上げ機（Stacker）、ゴムタイヤ・ガントリークレーンの運転

手等の技能職員は、採用時に運転教習が実施され、試験が実施され、合格者のみ免許資

格が与えられる。 

SBITC には、適正な技能を有した技術者が配置されており、また、研修の実施やマニ

ュアルの整備についても適切に対応されており、特に問題はなく、本事業の効果を持続

するにあたり技術的な課題は見られない。 

 

3.5.3 運営・維持管理の財務 

SBMA の港湾運営事業（Seaport Operations）の収支は表 15 に示すとおりである。 
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表 15  SBMA の港湾運営事業の収支 

 
       単位：百万ペソ 

 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 

収入 412 366 402 626 909 

支出 59 59 59 53 56 

収支 353 307 343 573 853 

 出典：質問票への回答書  

 

SBMA の港湾運営事業の収支は、過去 5 年間（2010 年～2014 年）、支出が低く抑えら

れ、黒字を計上している。2014 年には、貨物取扱量が対前年比でほぼ倍増したこともあ

り、利益も 50％増しとなっている。 

 

NCT1 の運営を受託している SBITC の収支は表 16 に示すとおりである。 

 

表 16 SBITC の収支（NCT１分） 

 

単位：US ドル 

 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 

収入 2,787,040 3,015,769 3,432,712 7,210,523 

支出 3,802,858 3,996,976 4,517,626 5,483,826 

税引き前収支 -1,015,819 -981,207 -1,084,914 1,726,697 

出典：質問票への回答書  

 

NCT1 の運営を委託された SBITC の収支は、2011 年～2013 年の 3 年間を含め、2008

年 4 月の開業以来、毎年、赤字決算となっていたが、2014 年には、コンテナ貨物取扱量

が、対前年比で倍増したこともあり、開業以来、初めて黒字を記録している。  

 

NCT2 の運営を受託している ICTSI, Subic の収支は表 17 に示すとおりである。 

 

表 17  ICTSI, Subic の収支（NCT2 分） 

 

単位：US ドル 

 

出典：質問票への回答書  

 

ICTSI, Subic の NCT2 運営事業の収支は、表 17 に示すように 2012 年 10 月の開業以

来、過去 3 年間（2012 年～2014 年）、赤字となっている。現在、NCT1 及び NCT2 で取

扱っているコンテナ貨物量は約 74,000TEU であるが、NCT1（300,000TEU）の容量から

すると NCT1 だけで十分、貨物の処理は可能であり、ICTSI, Subic による運営事業の財

務状況はしばらく厳しい状況が続くものと推測される。なお、SBITC の大株主であり、

ICTSI, Subic の株主でもある ICTSI は、上述したように世界でも 5 位以内にランクされ

 2012 年 2013 年 2014 年 

収入 197,871 420,696 1,197,548 

支出 1,218,568 3,834,264 4,044,529 

税引き前収支 -1,020,697 -3,413,568 -2,846,981 
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るターミナル運用会社で、2013 年度の収支決算では、US172.5 百万ドルの純利益を計上

している。 

SBMA の港湾局、SBITC 及び ICTSI, Subic によると、本事業で改修/新設された埠頭・

コンテナターミナル等の施設は総じて新しいため、維持管理の支出は低額で済んでおり、

いずれも運営・維持管理予算は十分に確保されているとのことであった。 

既述したように、NCT1 及び NCT2 でのコンテナ貨物取扱量が当初予定を大幅に下回

っているため（2014 年時点で計画値の約 10％）、本事業の主要項目であるコンテナター

ミナルの運営に関しては赤字が続いている。（しかしながら、NCT1 に関しては、2014 年

に黒字に転じている。） 

SBMA はコンテナターミナル開業後も、ターミナル運営会社と一体となり、誘致・促

進活動を活発に行っている。SBMA は 2015 年 3 月に今後 6 年間の貨物取扱量の予測を

行っているが、過去のトレンドに基づく 2015 年の予測量は 77,755TEU である。一方、

現在、進めている誘致・促進活動が成功すれば、その新たな開発/誘発量（新規進出企業

の貨物、定期寄港回数の増加、新規船会社の寄港）は 42,430TEU と想定、合計予測量は

120,095TEU（計画時点での予測値の約 15％）に達するとしている。今後、マニラ港の

滞船時間が長くなるに連れて、徐々にマニラ港からスービック港へシフトしてくる船舶

が増加する事は期待出来るが、現時点で予測された将来の貨物取扱量は、計画時点での

予測値より、大幅に低く、スービック港におけるコンテナターミナル運営事業の財務状

況は引き続き厳しい状態が続くことが推測される。 

 

3.5.4 運営・維持管理の状況 

本事業下で、建設・設置されたインフラ（ターミナル本体）及びガントリークレーン

を含む機材については、何ら問題は発生しておらず、順調に稼働している。また、港湾

運用管理のために購入された海洋廃棄物収集船等を含む 7 隻の各種船舶も十分に活用

されている。 

 

本事業で建設/設置/調達された施設/機材の運営・維持管理に関しての体制及び技術面

については特に問題は見られない。また、現時点で運営・維持管理状況についても特に

問題はない。しかしながら、財務面に関して、１）NCT1 については、2011 年～2013 年

の 3 年間を含め、2008 年 4 月の開業以来、毎年、赤字決算となっていたが、2014 年に

は、開業以来、初めて黒字を記録している。2）一方、NCT2 については、2012 年 10 月

の開業以来、過去 3 年間（2012 年～2014 年）、赤字となっている。今後、マニラ港の滞

船時間が長くなるに連れて、徐々にマニラ港からスービック港へシフトしてくる船舶が

増加する事は期待出来るが、現時点で予測された将来の貨物取扱量は、計画時点での予

測値より、大幅に低く、今後もしばらくターミナル運営に関しては、厳しい財務状況が

続くことも推測される。 

以上より、本事業の運営・維持管理の財務状況に軽度な問題があり、本事業によって
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発現した効果の持続性は中程度である。 

 

4．結論及び提言・教訓 

4.1 結論 

本事業は、マニラ首都圏の北西部約 80km に位置するスービック湾自由貿易港・特別

経済区において、コンテナターミナルの新設および既存港湾施設のリハビリ等を行うこ

とにより、同港の貨物取扱能力の増大、スービック地区を含む中部ルソン地域の物流の

円滑化・促進を図り、もって地域経済の発展及びマニラ港の混雑緩和に寄与することを

目的としていた。本事業の実施はフィリピンの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策

と十分に合致しているが、計画時点での貨物取扱量に関する将来予測が過大であった、

また事業完成後のコンテナターミナルの有効活用・運用に関して十分な検討がなされて

おらず、事業計画やアプローチに問題があったと思われるため、妥当性は中程度である。

本事業は事業費については計画内に収まっているが、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。有効性については、非コンテナ貨物取扱量は予測値を上

回り、既存港湾施設リハビリは一定程度の効果を上げていることが確認できるものの、

2014 年の新設コンテナターミナルを含むスービック港の貨物取扱量実績値は約 77,177 

TEU であり、予測値の約 10％に過ぎない。また、本事業による定性的効果として、物

流の円滑化・効率化の促進及び地域経済の発展への貢献が期待されていたが、実施機関

によると、現時点では、実際のコンテナ貨物取扱量が予測値を大きく下回っているため、

想定された定性的効果の発現は限定的だとしている。インパクトについては、コンテナ

船のスービック港への寄港数が少なく、結果、コンテナターミナルでの貨物取扱量も非

常に少ないため、雇用の増加等に繋がらず、地域経済発展への貢献は限定的である。従

って、本事業の実施による効果の発現は計画と比して限定的であり、有効性・インパク

トは低い。本事業で建設/設置/調達された施設/機材の運営・維持管理に関しての体制及

び技術面については特に問題は見られない。また、現時点で運営・維持管理状況につい

ても特に問題はない。しかしながら、本事業の維持管理は財務状況に軽度な問題があり、

本事業によって発現した効果の持続性は中程度である。 

以上より、本事業の評価は低いといえる。 

 

4.2 提言 

4.2.1 実施機関への提言 

スービック港コンテナターミナル完成後、その運用状況は極めて不調なこともあり、

その有効利用促進を図るため、JICA フィリピン事務所は脚注に記載してある調査12を含

む各種技術支援／調査を実施し、その対応策を検討している。これらの調査では、SBMA、

                                                   
12 1) Study on Marketing for Optimizing the Utilization of Subic Port, 2012、 2) Study to Decongest Manila 

and Divert Container Traffic to Subic and Batangas Ports, January 2013、3) Expert for SBMA in 

Optimizing the Use of New Container Terminal (NCT1) and NCT2 in Subic Port , September 2013 
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フィリピン港湾公社（Philippine Port Authority）、コンテナターミナル運営会社、海運業

者、トラック運送業者等を含む多くの関係機関あるいは専門家との協議及びデータ /情

報の分析を行い、スービック港コンテナターミナルにおける現状の把握、現時点での主

要問題点分析、対応/改善策の策定等に取り組んでいる。特に、最新の調査報告書では、

スービック港コンテナターミナルの利用促進を図るための行動計画（2014 年までの対

応予定計画で、大項目は 7 項目に分けられ、さらに細部項目が列記されている。）を策

定、その実行を提言している。 

1）海運業関係者に対する優遇/奨励策の改善 

2）北中部ルソンにおける貨物流通のマーケット分析 

3）スービック港とシンガポール、日本、中国及び香港を結ぶ新規ルートの開拓 

4）スービック港及びマニラ港における輸入手続きのレビューならびに両港におけ

る各種料金のレビュー及び見直し 

5）パンパンガ州を想定した内地コンテナデポの設置に対する関係者との協議13、 

6）海運物流関係者のための組合のスービックにおける設立 

7）SBMA とコンテナターミナル運営業者とのマーケティング活動協定の促進  

これらの提言された行動計画に関しては、すべての項目について、「実施済み」、「現

在実施中」、「すでに行ったが継続して実施する」の状態にあり、SBMA は営業/誘致活

動に積極的に取り組んでいる。ただ、今後 6 年間（2020 年が目標年）に対して、目標と

している開発/誘発量を達成するためには、特に、行動計画に記載された項目の中の「す

でに行ったが継続して実施する」必要のある項目については、継続して取り組む必要が

ある。なお、SBMA が今年実施した今後 6 年間の貨物取扱量予測（2015 年 3 月）によ

ると、現在進めている誘致・促進活動が成功すれば、その新たな開発/誘発量（新規進出

企業の貨物、定期寄港回数の増加、新規船会社の寄港）は 42,430TEU と想定している。 

 

4.2.2 JICA への提言 

JICA が実施した技術支援「Expert for SBMA in Optimizing the Use of New Container 

Terminal (NCT1) and NCT2 in Subic Port」の成果の一部として、SBMA の行動計画が提言

された。その行動計画は「実施済み」、「現在実施中」、もしくは「すでに行ったが継続

して実施する」の状況にある。現時点でのスービック港コンテナターミナルの利用率は

低いため、同コンテナターミナルの運用状況及び行動計画に含まれる項目を含むコンテ

ナ貨物船誘致促進のための各種対策の実施状況を定期的にモニターすることが求めら

れる。 

 

4.3 教訓  

 

                                                   
13 現在、多くのコンテナデポ（保管庫）がマニラに設置されているため、マニラの交通渋滞の一因

となっている。また、スービック・クラーク・マニラ・バタンガス回廊を一体として機能させる

ためには、内陸部にデポを設けることが有効と考えられている。  
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（１）当該事業の効果発現（需要予測等）予測の前提となる諸事業に関する政策・計

画の分析・検証の必要性 

上記実施機関への提言では、特に SBMA により対処可能なスービック港有効利

用のための行動計画が記載され、そのフォローアップを提言している。しかしなが

ら、根本的な問題は、長年混雑の激しいマニラ港の混雑緩和のために、いかにマニ

ラ首都圏周辺の 3 港（マニラ港、バタンガス港、スービック港）を一体として、有

機的に有効運用するのか、その政策/計画の策定が適切な時期に決定されなかったこ

とである。ただ、現実的には、マニラ港及びバタンガス港は運輸通信省下のフィリ

ピン港湾公社の管轄下にあり、一方、SBMA は大統領府直轄の基地転換開発公社

（Bases Conversion and Development Authority：BCDA)の管轄下にあるため、両機関

で港湾間の役割分担の確認/確定あるいは将来の港湾施設の改良/改築計画に関して

の相互協力についての対話が取りづらい環境にあった事も事実である。  

以上の状況を踏まえ、将来の類似港湾事業においては、計画・審査段階で融資対

象事業が事業完成後、有効運用されることを目的とし、関連する諸事業（当該事業

周辺の都市計画事業、開発計画（工業団地等）及び高速道路/幹線道路整備計画、港

湾整備事業等）を対象とした政策・計画の分析・検証を十分に行う必要がある。 

 

（２）実施機関による需要促進のための計画/方針の策定の必要性 

同時に、実施機関で対応すべき需要促進に関る計画/方針（本案件ではスービック

港へのコンテナ貨物船誘致するための：a）海運業関係者に対する優遇/奨励策、b）

当該事業周辺における貨物流通のマーケット分析、c）外国の主要都市と結ぶ新規

ルートの開拓、d）輸入手続きのレビューならびに各種料金のレビュー及び見直し

等）の策定・実施（アクションプラン作成を含む）を借款契約書等で合意しておく

ことが勧められる。 

 

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  

 土木工事 

新設コンテナターミナル関連： 

・コンテナバース（2 バース）建設  延長

560m 

・コンテナヤード（約 30 ha）造成 

・アクセス道路（4 車線約 3.6 km）建設 

 

・建築物（管理棟 1 棟、ゲート 2 カ所、変電

施設 2 カ所） 

 

・航行援助施設建設（浮標 27 基、灯台 1 基、

レーダーシステム） 

 

・付帯施設(消火施設、給水施設、給電施設等)

建設 

既存港湾施設のリハビリ： 

・埠頭整備（エプロン拡張）及び浚渫等 

新設コンテナターミナル関連： 

・コンテナバース（2 バース）   計画通り 

 

・コンテナヤード（約 30 ha）    計画通り 

・アクセス道路（4 車線約 3.1 km） ほぼ計画

通り 

・建築物（管理棟 1 棟、ゲート 2 カ所、変電

施設（メイン１カ所、サブ 2 カ

所）ほぼ計画通り 

・航行援助施設建設（浮標 21 基、灯台 2 基、

レーダーシステム）ほ

ぼ計画通り 

・付帯施設(消火施設、給水施設、給電施設等)

建設              計画通り 

既存港湾施設のリハビリ： 

・埠頭整備（マリンターミナル、ボトン埠頭

及びナバサン埠頭の改修並びに既存埠頭付

帯施設の改修/取り換え）     ほぼ計画通り 

 主要資機材 

調達  

・ガントリークレーン（41t 級ｘ4 基）新設コ

ンテナターミナル用） 

・タグボート（1 隻） 

・環境監視艇（1 隻） 

・スピードボート（5 隻 

・ガントリークレーン（41t 級ｘ4 基） 

 計画通り 

・海洋廃棄物収集船（1 隻） 

・油脂すくい取り船（1 隻） 

・捜索救助艇（１隻） 

・多目的監視艇（3 隻） 

・多用途ボート（１隻） 

コンサルティン

グ  サービス 

・測量/土質調査等の基礎調査 

・詳細設計 

・入札/契約書類の作成及び入札補助（土木工事

及び港湾管理の民間委託） 

・施工監理 

・追加環境調査の実施 

・環境適合証明（EC）に付された条件遵守のモ

ニタリング、工事業者の指導等の環境管理 

 

外国人専門家：283M/M 

ローカル専門家：286M/M 

ローカル補助員：- M/M  

計画通り  

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人専門家：353M/M 

ローカル専門家: 631M/M 

ローカル補助員: 988M/M 

②期間  

 

2000年8月～2007年8月  

（86ヶ月）  

2000年8月～2009年12月  

（113ヶ月）  

③事業費  

  外貨  

  内貨  

  合計  

 うち円借款分  

  換算レート  

 

11,372百万円  

7,981百万円  

19,353百万円  

16,450百万円  

        1ペソ＝2.8円  

（2000年1月時点）  

 

   13,484百万円  

  4,608百万円  

      18,172百万円  

15,683百万円  

1ペソ＝2.12円  

（2001年～2010年平均）  
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