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１．調査の概要 

1.1 調査の背景 

民間資金によるインフラ整備は、1990 年の 180 億ドルからピーク時の 1997 年に

は 1,300 億ドルに急増し、世界銀行（IBRD）は「世界開発報告書 1994」で民活

によるインフラ投資の効率化を推奨した。しかし、民間資金によるインフラ投資

はアジア通貨危機後の 5 年間において 1997 年を境に減少に転じ、2001 年にはピ

ーク時の 40％まで落ち込んだほか、IBRD、アジア開発銀行（ADB）、国際協力

銀行（JBIC）等の国際開発機関によるインフラ投資額の合計も 100 億ドルから

80 億ドルへと減少している。その理由は、東アジアなどで発生した経済危機が投

資リスクを高め、インフラ投資の収益性に対する過大な期待と不明確なリスク分

担が官民の対立を招いたことにある。また、1990 年代の民活インフラ整備事業で

得た教訓から、インフラ整備は「民間事業者に一任するのではなく政府機関が保

証や補助金など財政資金の投入などで一定の役割をはたさなければ成功しない」

ことが広く認識されるようになった。 

インドネシアにおいては、スハルト政権時代の権力の一極集中と汚職への反省か

ら中央計画機能を果たしてきた国家開発計画庁（BAPPENAS）の実務能力が、地

方分権化と権力の分散により著しく弱体化した結果、インフラ整備の不足が顕著

に現れている。インフラ整備における政策面は経済調整省、予算面は財務省、

BAPPENAS は計画機能のみを分担して担当することとなった。インフラ整備を

行うにはこれらの担当官庁間で長時間の調整が必要となっており、有能な人材の

散逸もインフラ整備の実施には痛手となっている。インドネシアは、ほかのアジ

ア諸国が通貨危機から順調に立ち直りを見せる中で、金融セクターの改革や外国

直接投資の勧誘においても遅れをとっている。 

JBIC が 2005 年に IBRD および ADB との共同調査の結果として発表した「東ア

ジアのインフラ整備に向けた新たな枠組み」によれば、東アジアの多くの地域で

開発計画と財政機能の分離により粗悪で非効率なインフラ事業が実施されており、

その背景には、①財政赤字がインフラへの過少投資を誘導している、②地方分権

が適切な水準を下回るインフラ施設規模の細分化と地方間競争の行き過ぎによる

非効率を招来し、③土地利用に関する法規制の不備が都市インフラの整備を遅ら

せ無計画な都市化の危険性をもたらしている、と指摘している。 

IBRD は 2004 年 10 月に公表した「世界開発報告 2005」において、これまでの貧

困対策戦略に加えて、経済成長による雇用拡大を通じた開発戦略の重要性を指摘

している。その中では、成長のエンジンとして機能する民間投資の役割が重要で
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あるとし、投資環境の整備や中小企業の育成など民間部門との調和による開発計

画の実施を提唱している。IBRD はインフラ整備に民間資金を動員する手段とし

てプロジェクト・ファイナンスを提唱しており、同グループ内に対民間投資を行

う国際金融公社（IFC）、多国間投資保証機関（MIGA）による保証などをパッケ

ージで提供し、インフラ整備への民間事業者の参入を支援している。 

2004 年末に就任したユドヨノ政権は、逼迫した財政再建と外国直接投資の勧誘に

よる経済成長を目指す「成長戦略」を打ち出し、2005 年 1 月にはジャカルタでイ

ンフラサミットを開催し、PPP方式によるインフラ整備事業を華々しく打出した。

同戦略の実施に当っては、国内産業界のみならず外国政府や外国企業などから広

く意見を聴取し、民間事業者の投資意欲を涵養する姿勢を見せている。しかし、

爾来現在に至るまで PPP 方式によるインフラ整備では見るべき成果はあがって

いない。 

一方、日本政府はインドネシアに対する 大の援助支援国として長年に渡り政府

開発援助（ODA）事業を展開してきた。日本の開発援助は、途上国の自立発展性

を尊重し、貿易や投資環境を改善し経済を活性化させることで経済の成長を促し、

貧困を削減する開発支援に取組んできた。しかし、インドネシアの対外債務の負

担比率（対 GDP 比）はアジア通貨危機直後に 163％（1998 年）に達し、2005 年

でも約 50％の水準にある。同水準は 40％が限度とされており、今後も財政再建

の努力が求められ状況にある。 

日本政府によるODA事業予算は 2000年までの 10年間世界一の規模であったが、

2007 年の ODA 総額は財政難などにより前年比 30.1％減の 76.9 億ドルとなり、

第 5 位へ転落したことが報じられている。外務大臣の諮問機関である「国際協力

に関する有識者会議による中間報告（2008 年 1 月）」では、ODA 予算の減少を踏

まえた ODA 事業における日本の比較優位を認識した支援事業の「選択と集中」

による戦略的実施及び「官民連携による PPP 事業の推進」が謳われている。また、

経団連は ODA において PPP 方式を活用した「民間投資の呼び水効果」や「海外

投融資の活用」などを推進することを提言している。 

今回の調査は、こうした状況を踏まえつつインドネシアにおける PPP 方式による

インフラ整備の実態を把握し、PPP 方式による事業の方向性と課題を抽出し、併

せて日本政府として検討すべき支援策を提言するものである。 
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1.2 調査の目的 

本調査は、上記に述べた背景を認識し以下の目的を以って実施された。 

（１） インドネシアにおける PPP 方式によるインフラ整備事業に係る現況および

候補案件の把握 

（２） インドネシアにおける PPP 方式によるインフラ整備事業に係る課題の抽出 
 

1.3 調査方法 

本調査では、出版物やインターネット等で公開されているインドネシアの政治・

経済制度、中長期開発計画、PPP 方式によるインフラ整備に関するデータの収集

および分析を行なったほか、3 月中旬に 10 日間現地（ジャカルタ）へ出張し、イ

ンドネシア政府関係機関、日本政府現地関係機関および民間セクターの現地事務

所等を訪問し、下記の項目に関する聞き取り調査を行なった。 

• インドネシア政府関連機関による PPP 方式によるインフラ整備事業の内容と

実施体制、 
• 日本政府関連現地機関による PPP 方式によるインフラ整備事業への支援体制、 
• インドネシア側実施機関等による PPP 方式によるインフラ整備事業への取組

み体制 
• PPP 方式によるインフラ整備事業に対する現地日系企業の意見およびインド

ネシアでの事業展開に関する一般的な問題点 
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1.4 調査団および現地調査日程 

本調査は、平成 20 年 3 月 13 日より同 3 月 22 日の期間に以下の者が担当して実

施した。また、現地ジャカルタでの現地調査は以下の日程により実施された。 

 調査担当者 元山 純一郎 ㈱パシフィックコンサルタンツインターナショナル 
     営業本部 担当部長 

調査担当者 高井 由佳 ㈱パシフィックコンサルタンツインターナショナル 
               営業本部 営業一部  
 

表１－１ 

現 地 調 査 日 程 表 

派遣 曜 
起点及

び 
目的地 

日数 

年月日 

日 経由地

交通機関

滞在地 

行    事 

1 2008/3/13 木 東京 空路 ジャカルタ 移動、現地着 

2 2008/3/14 金     ジャカルタ
PPP-I, 公共事業省道路総局、
丸紅ジャカルタ事務所 

3 2008/3/15 土     ジャカルタ 資料整理 

4 2008/3/16 日     ジャカルタ   

5 2008/3/17 月     ジャカルタ
三菱商事ジャカルタ事務所、
JBIC, BAPPENAS, PT.Railink
PCI 鉄道事務所 

6 2008/3/18 火     ジャカルタ

JETRO, 運輸省海運総局、経済
調整省、投資調整庁、運輸省 PPP
事務所、運輸省計画局、同鉄道
総局ほか 

7 2008/3/19 水     ジャカルタ
国家電力庁、日本大使館、JJC,
ジャカルタ特別市、BERAU 石炭
会社 

8 2008/3/20 木     ジャカルタ
JABOTABEK 鉄道、ジャカルタ漁
港案件現場視察 

9 2008/3/21 金 
ジャカル

タ 
空路 機内泊 ジャカルタ空港より空路帰国 

10 2008/3/22 土 東京     成田空港到着 

 
出典：調査団 
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 注： PPP-I= PT. PPPI 
JBIC = Japan Bank for International Cooperation 
BAPPENAS = National Development Planning Agency 
JETRO = Japan External Trade Organization 
JJC = Jakarta Japan Club 

 
２．インドネシアの開発課題とインフラ整備 

2.1 インドネシアの経済開発と開発課題 

1997 年のアジア通貨危機により、インドネシア経済は混乱状態に陥り、スハルト

大統領は退陣に至った。メガワテイ新政権はこの危機的状況に対し、国際通貨基

金（IMF）、IBRD との合意に基づきマクロ経済安定化への取り組み、金融システ

ム改革、国営企業の民営化など一連の経済構造改革を断行し、IMF によるマクロ

経済の安定化は 2003 年末に達成された。 

スハルト政権下では、インドネシア経済は天然資源輸出と外国直接投資（FDI）
主導の輸出指向型工業化を戦略として高度成長を達成してきた。しかしながら、

近年における中国、インドの急速な成長によりインドネシアへの FDI は減少して

おり、同国をとりまく国際経済環境の変化にともない、これまでの開発戦略の見

直しが必要となった。また、2001 年より進められている地方分権化政策は、中央

政府と地方政府の機能、具体的な役割分担が確立されていないことから、様々な

混乱をもたらし、その政策的整合性が必要であることが指摘されている。ここで

問題となるのは、①インドネシア政府内でコンセンサスとなる開発戦略の不在、

②地方分権化政策による政府間協調メカニズムの欠落および地域格差の拡大、の

2 点である。分権化の主体が州ではなく、その下部組織である市・県（Kota およ

び Kabupaten）に置かれており、地域格差のさらなる拡大へつながっている。 

上述のインドネシア政府内における開発戦略関するコンセンサスの不在、地方分

権化に係る問題は、何れも中央および地方政府における開発政策の立案能力、実

施能力が不十分であること、知識・ノウハウが不足していることに起因する。今

後、開発政策を進めるにつき行政関係者の人材育成、キャパシティ・ビルディン

グが同国の中長期的経済発展に不可欠と言える。 

近年のインドネシアにおけるマクロ経済は、2005 年に大幅な石油燃料価格の引き

上げによるインフレと高金利により等により経済成長は減速したもの、個人消費

や輸出に支えられ回復基調となった。2007 年は、この回復基調を維持し、政策金

利の利下げが続けられ、民間消費が引き続き好調だったことに加え、10 月に初の
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100 億ドル超えとなった輸出も成長を牽引した。 

このようにマクロ経済の状況は大きく改善されたが、失業者の増大や貧富の差の

拡大といった問題はより深刻になっており、当面は失業率の改善が課題（2007 年

8 月時点：9.1％）となっている。毎年 250 万人が新規に労働市場に参入すると試

算されており、それを吸収する雇用を創出するためには年率 6％～7％の経済成長

が必要とされる。この高成長を達成するためには、これまでの民間消費に支えら

れた経済成長から民間投資主導の持続的な経済成長への転換が不可欠である。近

年の国内総生産（GDP）の成長は堅調な民間消費に支えられているが（2004 年

第 1 四半期の国民支出における民間消費の割合は 69.14％）、FDI、国内投資いず

れも低迷している。 

2007 年 8 月 16 日、ユドヨノ大統領は、国会の開会演説で、2008 年の年次政府作

業計画（RPK）での優先課題を「経済成長加速による貧困と失業削減」とした。

RPK の優先課題の中では、政権発足当初から依然として高い失業率への対策を重

視した「投資・貿易促進と雇用機会の拡大」、「官民協調によるインフラ整備」、「バ

イオマス等の代替燃料の実用化に向けたエネルギー管理」等が優先課題として盛

り込まれた。特に、インフラ整備は国内における生産活動に大きなインパクトを

与え、インドネシア国民の生活の向上ならびに投資環境整備の一環として国内外

からの投資の促進・誘致の拡大を期待できることから、緊急かつ重要と位置付け

られている。 
 

2.2 インドネシアのインフラ整備戦略と PPP 事業の位置付け 

（１）インドネシアのインフラ整備戦略 

上記の第 2 章 2.1「インドネシアの経済開発と開発課題」で述べたように、インド

ネシアの社会経済開発に必要な各分野におけるインフラ整備はさまざまな理由に

より遅れており、今後早急な対応が期待されている。スハルト政権崩壊後、イン

ドネシアにおける開発計画の枠組みは従来の 5 カ年計画方式から中期国家開発プ

ログラム（プロペナス 2000－2004）、長期開発計画（2005－2030）、中期開発計

画（2005－2009）及び移行期開発計画（2005－2006）と変更されている。 

長期開発計画では、①政府機関におけるガバナンス改善による民主政治の確立、

②紛争解決、安全保障の向上による国家統一の維持と民生安定、③貧困撲滅、福

祉向上をもたらす経済の高度化、④環境問題への対応、などが掲げられている。 

移行期開発計画は、文字通り中期開発計画の初年度の計画を定めたもので中期開

発計画への橋渡し的役割を果たすものである。中期開発計画（2005－2009）の骨
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子は以下の通りである。 

表2－1：インドネシア国家中期開発計画（2005－2009）の骨子 
国家中期開発計画(RPJM, 2005～2009年) 

ミッション 目標（targets） 

1.安全かつ平和な国の実現 
 

• 地域・民族間対立や犯罪の軽減 
• 統一国家の維持・強化とテロリズムの払拭 
• 地域（ASEAN）・世界平和への貢献 

2.公正で民主的な国の実現 
 

• 方の支配、司法制度の強化 
• ジェンダー間公正の実現 
• 地方自治の推進 
• 公共サービスの質・効率性向上（含む汚職削減）
• 公正で民主的な選挙の実現 

3.経済的・社会的に反映する
国の実現 
 

• 貧困削減（2009年までに貧困層の割合を8.2％に
削減）と経済成長（2005年の5.1％から2009年に
は7.6％に） 

• 地域格差の是正 
• 教育、保健医療、社会福祉を通じた人間開発促進

出典：国家開発企画庁「国家中期開発計画」 

同計画では同期間における経済分野における開発課題として、①経済成長のエン

ジンとしての民間投資を推進するための投資環境の改善、②経済インフラの積極

的整備と劣化への対応、③工業化プログラムの進化・拡大および労働市場の整備、

④金融セクターの改善、などを挙げている。また同開発計画の経済目標としては、

前述のように失業率の低下をもたらさないレベルでの経済成長が必要であるとし

て、年間の新規参入労働人口約 250 万人の雇用を確保するため同期間の平均経済

成長率を 6.6％に設定している。以下にそのマクロ経済指標を示す。 

表 2－2：中期開発計画（2005－2009）の経済指標 
（％） 

経済指標 2005 2009 年平均 

GDP実質成長率 5.5 7.6 6.6 

 民間消費 4.3 5.3 4.8 

 投資 14.6 12.8 123.7 

 輸出 5.7 10.1 7.9 

完全失業率 9.5 5.1 － 

貧困人口比率 16.6* 8.2 － 

インフレ率 7.0 3.0 － 

財政収支 (GDP比) －0.7 0.3 － 

政府対外債務 (GDP比) 21.6 12.6 － 

政府国内債務 (GDP比) 26.3 19.2 － 

(注)*2004 年。 

出典：国家開発企画庁「国家中期開発計画」 
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他方、こうした高い経済成長を達成するためには積極的な投資活動が必要であり、

総投資額として 4,073 兆ルピア（約 4,649 億米国ドル）が必要としている。また、

こうした投資活動の原資として以下の資金調達計画を設定している。 

表 2－3：中期開発計画における投資計画と資金調達源 
 2005 2006 2007 2008 2009 5年間合計

投資必要額（兆ルピア） 529 653 806 962 1,123 4,073

 GDP比（％） 21.0 23.1 25.3 27.1 28.5 25.4

うち政府投資（構成比：％） 16.4 15.6 14.1 14.1 14.5 14.7

 民間投資 83.6 84.4 85.9 85.9 85.5 85.3

資金調達源（構成比：％）  

 政府貯蓄 11.7 11.8 12.1 13.1 14.3 12.8

 国内民間貯蓄 96.2 90.3 88.3 86.1 83.7 87.8

 海外貯蓄 －7.9 －2.1 －0.4 0.8 2.0 －0.7

出典：国家開発企画庁「国家中期開発計画」 

この計画によれば、政府による投資予定額は全体の約 15％に過ぎず、残りの約

85％は民間投資によるものである。さらに資金調達源としては全体の 88％を国内

民間貯蓄で賄う計画となっており、民間投資分のみならず政府投資分のうち３％

は民間貯蓄を原資とする計画となっている。このことから解るように、中期開発

計画の目標を達成するためには、民間投資の活性化が不可欠でありそのための投

資環境の整備・改善が喫緊の課題となっている。 

 

（２）インドネシアにおけるインフラ整備と PPP 事業の位置付け 

上述したように、インドネシアでは中期開発計画に定めた経済成長を実現するた

めには積極的な民間投資が必要不可欠であり、インフラ施設の整備・拡充はこう

した民間による投資環境整備の一環としても重要な役割を果たすことが期待され

ている。今次中期開発計画（2005－2009）では、必要投資額の実に 85％を民間

セクターからの投資に依存する計画となっており、民間投資の実を挙げることが

同計画の成否を握ると言っても過言ではない。特に、アジア通貨危機による財政

破綻からの脱却を「経済政策パッケージ」として IMF 主導で進めてきたインドネ

シアにとり、民間投資をインフラ整備に振向けることができれば「対外債務を増

やすことなしに投資環境の整備を進めることができ」二重のメリットを享受でき

る。こうしたメリットを発揮するのが PPP 方式によるインフラ整備事業であり、

インドネシア政府の財政顧問である世銀・IMF グループも PPP 事業の推進を強

く進言してきたところである。 

こうした事態を受けて、ユドヨノ現政権は政権発足後直ちに投資環境の整備・改
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善へ向けたアクションプログラムを策定し実施に移した。現政権は投資環境の整

備・改善に当たり、財界特にインドネシア商工会議所（KADIN）との連携関係を

強調し政策立案に当たったほか、外国政府、外国経済団体との対話を積極的に行

った。外国経済団体の窓口として、国際商工会議所、米国商工会議所、ジャカル

タジャパンクラブなどの参加により Consolidated Indonesia Infrastructure 
Forum(CIIF)が 2005 年 2 月に設立されている。 

日本・インドネシア関係においては、2004 年 11 月にチリで行われた日イ首脳会

談において「ハイレベル官民合同投資フォーラム」の設立が合意され、2004 年

12 月より両国関係者による協議が開始された。同フォーラムでは、日イの代表的

な官民関係者が定期的に集まりインドネシアの産業政策や競争力の源泉、競争力

強化の戦略などについて率直に意見交換を行うという従来にないユニークな制度

であり、 終的にはインドネシア政府工業省が策定している「産業クラスター構

想」との融合が期待されているものである。2005 年 5 月には同フォーラムにより

投資環境の改善に係る「戦略的投資行動計画（SIAP）」が議論され、同年 6 月両

国首脳により日イ共同声明として発表された。このなかでは、「税・税関」、「労働」、

「産業競争力・中小企業」の諸項目とともに「インフラ整備」の分野でも二国間

の経済関係の促進を図ることが表明されている。 

SIAP は「インフラ整備」の分野において、①民間インフラ投資を促進する規制・

政策改革の推進、②インフラ整備に関する具体的な国家計画の作成、③インフラ

に関する投資家及びその他利害関係者との緊密な対話、④投資促進につながる重

要インフラの改善、などを挙げており、いくつかのプロジェクトに対しては独立

行政法人国際協力機構（JICA）、国際協力銀行（JBIC）が協力を行うほか、個別

のインフラプロジェクトに対して必要性・適任性に基づき、日本政府による ODA
支援の可能性がある、としている。 

 

3. インドネシアにおけるインフラ整備のための PPP 事業 

3.1 「インフラサミット」の開催とインドネシア政府の実施体制 

ユドヨノ政権は発足後まもない 2005 年 1 月に KADIN との共催により首都ジャ

カルタで「インフラサミット」を開催した。同サミットには 1300 名に及ぶ内外

の開発関係者が招請され、インドネシア政府は PPP 方式によるインフラ整備事業

の候補案件として総計 91 案件のリストを公表した（ANNEX A1 参照）。同時に

「インフラ整備に関する政府と企業の協力」について大統領令 67 号を発行してそ

の方向性を示した。また、インドネシア政府はこれに先立ち大統領令第 42 号を発

効し、経済担当調整大臣を委員長とする「インフラ整備促進政策委員会（KKPPI）」
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を再発足させ PPP 事業の推進を委ねることとなった。KKPPI は、各実施機関か

ら申請された投資案件に対して各省庁横断的なセクター間の優先度を勘案し、政

府保証を付与する案件を絞り込み、案件の詳細内容と投資スケジュールを策定す

る機能をもつ。これらの案件は、KKPPI から財務省の「リスク管理委員会（RMU）」

（2005 年 11 月財務大臣令第 518 号により設立）へ提示され、同委員会は政府の

予算状況を勘案し政府として 終的に保証可能な案件を絞り込み、案件毎に実際

の保証形態や保証の度合いを決めていくことになるとしている。 

しかしながら、PPP 事業を実際に進めるについての政府側の責任範囲や保証の詳

細が明確でなく、実際に民間セクターの参加を得て事業開始に至った案件は数件

の高速道路案件のみで期待を大きく下回った。原因としては、関連法規の整備の

遅れ、担当官庁における次官・総局長クラスなど実務担当者の任命遅延などが挙

げられている。インフラ整備に民間セクターの参加を得るには、これまでの政府・

国営企業を実施主体と想定していた関連法規の改正が必要である。道路や水資源

開発、住宅開発など公共事業省関連の分野では関連法規の改正が早くから行われ

て来たが、鉄道、港湾、空港などの運輸省関連の分野では関連法規の改正が遅れ

ているといわれている。また、新政権がアチェ州などを中心に発生したインド洋

大津波などの天然災害の復旧に追われたことも事実である。 

そこでインドネシア政府は 2006 年 11 月に第 2 回目の会合となる「インフラ・コ

ンファレンス」を開催し、各セクターから優先度の高い 10 案件（ANNEX A2 参

照）を選出し、これらの具体的案件を基に他案件の模範ともなる PPP 事業の「成

功モデル」を確立する方向へ転換を図った。同優先案件の内訳としては、高速道

路２案件、電力２案件、港湾２案件、電気通信１案件、上下水道３案件、となっ

ている。しかしながら、その後の展開も具体的な PPP 事業の実現という観点から

は目ぼしい成果は挙がっていないのが実情である。 

 

3.2 PPP 事業の促進へ向けた改革の動き 

インドネシア政府はこうした中期開発計画の中核を占める PPP 事業の進捗が思

わしくない事態を憂慮し、2008 年 3 月 12 日ジャカルタにおいて大統領令第 67
号（2005 年）の改定のためのセミナーを開催した。今回予定されている同令改訂

の背景は以下のとおりであり、今次セミナーはこうした改訂を実施するにあたり

民間投資家及び資金提供者を含む民間セクターの意見を広く聴取することが目的

であった。 

 インドネシアでのインフラ整備を推進するには、民間セクターによる投資を
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より魅力的なものにする必要がある、 
 インフラ整備への民間投資を考える投資家に“確実性”を与える、 
 既存の法体系を 新のインフラ整備用に改定された法体系に同期化する、 
 インフラ整備に係る PPP 事業の全体プロセスを明示する。 

今回の大統領令改訂の主要なポイントは以下のように要約される。 

表 3－1：現行の大統領令第 67 号と改定案の比較 
変更点 現行大統領令第 67 号 同左 改定案 

契約機関 ・契約機関の明示がない 
・実施機関は各大臣、総局長、

州政府首席のみ 

・契約機関が実施機関として認定され
る（実施機関には地域・州政府の開
発機関等が含まれる） 

株式移転 ・事業の商業運転前の株式移
転を禁止 

・一部又は全部の株式移転が認めら
れ、移転に関する取決めは協定書に
明示されるべき 

政府支援の形態
と範囲 

・事業への政府支援のあり方
が不明確 

政府支援は以下の 3点 
・政府の義務事項（土地収用、許認可、

アクセス権、基礎インフラの提供な
ど） 

・直接投資コストの一部負担、 
運営コストの補助、他の源泉からの
収益権など 

・偶発債務への保証 
事業者調達手続 ・入札資格審査手続が反復的

で煩雑 
・別紙の通りに改定 

資金調達手続 ・資金調達手続が不明確 ・事業者は協定書調印後 12 ヶ月以内
に資金調達を完了させる 

・以下の場合、資金調達は完了したと
認定される： 

‐事業費全額の資金調達契約が調印
された場合、 

‐事業会社が資金調達契約により合
意された一部又は全部の資金を使
用した時 

入札手続を経な
い提案への補償 
（配慮） 

・提案書評価で 高 10％評価
点の加点 

・提案書類を実施機関又は
落札者の知的財産権として

 認知 

・同 左 
・同 左（但し、実施機関の定義を全

ての契約機関と改める） 

出典：3 月 12 日セミナー資料を基に作成 

今回のセミナーでは、インドネシア政府による PPP 事業としての認定を受けるた

めのプロセスとその評価の基礎となる Multi Criteria Matrix（MCA）が発表され

ている。MCA では Financial Viability や Social Economic Benefit、Project Cost
等の定量的な評価に加えて、土地収用の進捗、居住環境への影響、セクター計画

との関連、等の定性的な評価項目など合計 12 の評価項目より成っている。以下に

MCA の詳細と PPP 事業としての認定プロセス図を示す。 
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表 3－2：Table of Multi Criteria Matrix Guide Plan 
 Criteria/Scoring 

Max Score=10, 
Min=0 

High Score 
Score: 10 - 8 

Medium Score 
Score: 7 - 4 

Low Score 
Score: 3 - 0 

1 Financial 
Viability/Fiscal 
Support 

Viable:>20%; & No 
fiscal support 

Limit 14-20%; & 
Limited fiscal 
support 

Not viable<14%; 
High fiscal support 

2 Readiness Risk/Small issue & 
Project ‘Ready’ 

Identified risks, a 
large part can be 
transferred & Project 
can be in ‘Ready’ 
position 

Many risks, few can 
be transferred & 
project not ready 

3 Social economic 
benefit (including 
creation of 
employment & 
poverty eradication) 

EIRR>15%;  
Large Macro Impact 

EIRR 12%>15%; 
Medium Macro 
Impact 

EIRR <12%; 
Low Macro Impact 

4 Area Development 
/National 
Unification & 
Contribution to 
Gross Domestic 
Income 

Impact to province 
who has low Gross 
Domestic Regional 
Product and/or high 
focus on poverty 
eradication 

Impact to province 
who has low-mid 
Gross Domestic 
Regional Product 
and/or medium focus 
on poverty 
eradication 

Impact to province 
who has high Gross 
Domestic Regional 
Product and/or low 
focus on poverty 
eradication 

5 Importance/Project 
role in Sectoral 
Network in the 
Sectoral Planning  

Forms an 
unseparable part 
and is included in 
the Sectoral Plan 

Part of the Sectoral 
Plan 

Temporary project/ad 
hoc-but not 
contradicting the 
Sectoral plan 

6 Security/National 
Unity 

Strengthen 
security/National 
Unity  

Medium impact on 
security/National 
Unity 

Low impact on 
security/National 
Unity 

7 Land Acquisition  All/almost land 
acquired (85-100%) 

Some of the land 
acquired (25-85%) 

Small part of the 
land acquired (25%) 

8 a. Impact on living 
environment  

b. Relocation  

There are few issues 
a. Low impact  
b. Small population 

affected  

There are some 
issues  
a. Medium impact  
b. Some population 

affected 

There are a lot of 
issues  
a. Large impact  
b. Large population 

affected 
9 Impact on Income 

from Export 
Impact on 
international trade 
and/or large-scale 
tourism  

Impact on 
international trade 
and/or medium-scale 
tourism 

Impact on 
international trade 
and./or low-scale 
tourism 

10 Safety  Target for high 
safety  

Target for medium 
safety 

Target for low safety

11 Type/Project Cost Tools & main 
infrastructure;  
$100 million 

Infrastructure-based 
tools, such as quay 
cranes;  
$50-$100 million  

Operational such as 
tools boat, rolling 
stock, 
 <$50 million  

12 Additional demand 
in: 
a. Percentage 
b. Volume  
c. Demand capacity 

ratio  

 
a. >15% per year 
b. >5 million 

passengers/year 
c. .1.2 

 
a. 15% -5%per year 
b. 2-5 million 

passengers/year 
c. .1.2-0.8 

 
a. <5% per year 
b. <2 million 

passengers/year 
c. <0.8 

   出典：3 月 12 日セミナー資料
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図 3－1：PPP 事業としての認定プロセスフロー 
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PPP 事業として認定を受けたプロジェクトの中から「戦略的協力案件」として

KKPPI により認定されたプロジェクトについては特別の配慮が払われるとして

いる。「戦略的協力案件」とは、多大な公共の利益をもたらし、かつ経済的にフィ

ージブルであるか、インドネシア政府と外国政府の協力により実施されるプロジ

ェクトをいう。本プロジェクトは、国営企業又は国営企業と民間企業による事業

実施主体（コンソーシャム）により実施される。事業実施主体の選定は国際的及

び国内の主要メデイアを通じて公示され、入札資格審査を含む国際入札により調

達される。以下に、入札資格審査と入札手続の業務フロー図（改訂版）を示す。 



 15

図 3－2：入札審査資格（Prequalification）業務フロー 
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図 3－3：入札（Bidding）業務フロー 
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また、インドネシア政府は上記の手続面での改革に加えて新たなファイナンシャ

ルパッケージを検討中である。①Land Capping Fund(土地収用において一定の値

上がりが生じた場合の基金)、②Guarantee Fund（PPP 事業プロジェクトでの偶

発的リスクに対応する）、③Infrastructure Fund（国際開発機関などからの資金

を得てインドネシア政府分として PPP プロジェクトへ投融資を行う）。但し、こ

れらのスキームに関する詳細については今後規定される予定である。 

以上述べてきた大統領令第 67 号（2005 年）への変更は、今後さらに国内・海外

の民間セクターの意見も聴取しながら 終化し、インドネシア議会での承認を経

たのち順次施行される予定となっている。 
 
3.3 PPP 事業に対する日本側関係機関の関与 
（１）日本政府による対インドネシア援助活動 

日本政府は、上記に述べたインドネシアの開発課題を踏まえ、2004 年 11 月に「対

インドネシア国別援助計画」を策定している。その中で、我国はインドネシアを

ASEAN 諸国における中核国と位置付け、インドネシアの政治的安定と経済的発

展が東アジア全体の平和と繁栄に不可欠であるとの認識に基づき、インドネシア

をこの地域における政治・経済の両面における も重要なパートナーであるとし

ている。対インドネシア援助計画の主要課題として、①民間主導の持続的な成長

を実現するための支援、②民主的で公正な社会造りへの支援、③経済成長と社会

造りの前提となる「平和と安定」のための支援、の「三つの柱」を挙げている。 

また、それぞれの主要課題のもとで以下のような実施項目を掲げている。 

①「民間主導の持続的な成長」を実現するための支援 
財政の持続可能性の確保、投資環境改善のための経済インフラ整備、裾野産業・

中小企業振興、経済諸制度の整備、金融セクター改革、など 

②「民主的で公正な社会造り」のための支援 
貧困撲滅（農漁村開発による雇用機会の創出及び所得・福祉の向上、教育及び保

健・医療などの公共サービスの向上等）、ガバナンス改革（司法改革、警察改革、

地方分権支援など）、環境保全・防災など。 

③「平和と安定」のための支援 
アチェ、マルク、パプア等の平和構築・復興支援、治安確保（テロ対策、海賊対

策・海上保安対策の強化）など。 

これらの援助活動の実施に当っては、「パートナーシップの重視」として、（イ）
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インドネシア政府との政策対話、（ロ）他の援助国・国際機関との協力・連携、（ハ）

民間経済関係者との連携、（二）NGO・市民社会との連携を掲げているほか、留

意点として（ホ）各援助形態の効果的活用及び連携の強化や（へ）ニーズに適し

た援助手法の適用、などが掲げられている。特に、「民間経済関係者との連携」に

おいて、「ジャカルタ・ジャパン・クラブ（JJC）等経済団体や進出企業との対話

を深め、インフラ整備や法制度整備などそのニーズや提言を踏まえてハード面及

び政策面での支援を行っていくことは、①インドネシア政府が効率的に投資環境

を整備し、民間投資の増加による成長や雇用の創出による貧困削減の実現、②裾

野産業や関連産業に対する技術移転によるインドネシア産業の高度化や将来の渡

っての基盤造りなどに大きく貢献することから極めて重要である、と規定してい

ることは注目に値する。 

（２）高速道路 PPP 事業実施支援事業 

独立行政法人国際協力機構（JICA）は、インドネシア政府の要請を受けて公共事

業省道路総局有料道路管理庁（BPJT）をカウンターパートとして、PPP 事業の

実施に必要な能力向上事業を目的とした「官民協調（PPP）運営能力向上プロジ

ェクト」を実施している。その主要な事業内容は表 3－3 に示した通りである。 

インドネシアでは、中央政府機関における在来手法による公共事業の実施におい

ても人的資源の能力向上が必要とされており、新しい事業実施手法である PPP 事

業の実施においてはその必要性がことさら高いものと推測される。地方分権化に

よりインフラ整備の責任を負うことになった州政府や地方自治体においてはなお

さらである。本事業を通じてインドネシアにおける PPP 事業の成功モデルを確立

することができれば、インドネシアにおける他の実施機関や地域においてもその

成功モデルを敷衍することが可能となり、その効果は多大なものとなり今から本

事業の成功に期待がかかる。 

表 3－3：公共事業省 官民協調（PPP）運営能力向上プロジェクト主要項目 
項  目 内  容 

事業名 官民協調（PPP）運営能力向上プロジェクト 
The Project on Capacity Building for Public Private 
Partnership (PPP) Operation 

実施機関 インドネシア政府公共事業省道路総局 
有料道路管理庁 
Indonesia Toll Road Authority (BPJT) 
Directorate General of Highways 
Ministry of Public Works,  

事業内容 （１）PPP スキームの実施を通じた実務能力の向上 
   契約図書のレビュー、PPP スキームの利点、問題点、政

府負担分の財源調達調査、財務計画の監理、 
   技術仕様書のレビュー、制度改革の提言等の作業 
   に係わり、OJT による人材、組織の育成を図ると 
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   ともに適切な助言を行う 
（２）新規 PPP プロジェクトの計画立案 
   PPP スキームによる有料道路網の見直し、新規 
   プロジェクトの抽出、必要な制度枠組みの提案を 
   行い、PPP 活用による事業促進を支援する。 

工 期 2007 年 8 月より 2009 年 7 月まで（2年間） 

実施体制 長期派遣専門家： １名 
短期派遣専門家： ３名 
         内訳： 制度 1名、財務 1名、 
             技術 1名、 

出典：JICA 長期派遣専門家よりの情報を基に作成 

尚、上記の事業内容（２）「新規 PPP プロジェクトの計画立案」においては、現

在公共事業省道路総局が公開入札により事業者を選定中である「Solo – Kertosono
間高速道路事業」等に対し、財務分析などを行い実施機関への支援を行っている。 

（３）ジャカルタ・ジャパンクラブ・インフラ委員会の活動 

先にも述べたように、インドネシア政府はインフラ整備に民間投資を勧誘するに

当たり、外国政府や外国民間企業、国内の民間事業者との協議を重要視してきた。 

インドネシアにおける日系企業の組織活動はジャカルタ・ジャパン・クラブ法人

部会として活動を行っている。現在、インドネシアに進出している日系企業は

1000 社にのぼると言われ、その大部分は製造業である。アジア金融危機後の東ア

ジア地域での経済発展と競争環境は中国・インドの発展やベトナムの台頭等によ

り急速に変わっており、インドネシアは天然資源に恵まれた大きな市場を有する

にも拘わらず、その中で競争力を発揮し経済成長を充分に享受しているとは言い

難い。国際的な国家間の競争に打勝つには、製造コストだけではなく原材料から

終消費者に至るサプライチェーンを効率よく統合的に整備する必要性が指摘さ

れており、インドネシアはそうした動きに迅速に対応しなければならない。 

日イ間の「ハイレベル官民合同投資フォーラム」は、インドネシアに進出した日

系企業がインドネシアの官民セクターとともに同じ問題意識に立ち、投資環境を

整備することでインドネシアの競争力を確保していくかについて忌憚無く意見を

交換し、政府の施策に反映させていくための機関である。本フォーラムにかかる

インドネシア側の事務局は経済調整省大臣府が担当している。本フォーラムでは、

物流の要となる交通インフラの整備や安価で安定した電力の供給など重要な経済

インフラの整備について真剣に議論が行われている。単にハードのインフラだけ

でなく通関手続や船積み書類の迅速な決裁、海上コンテナーの一貫輸送などを実

現するための法規制の改編などについても検討が行われている。 

本フォーラムにはインフラ整備の分野を担当する「インフラ委員会」が設置され、
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その日本側責任者には JBIC ジャカルタ事務所主席駐在員、交通インフラ担当及

び電力インフラ担当にはそれぞれ日系開発コンサルタント２社が任命されている。

インドネシアでの長年に渡る ODA 事業を通じたインフラ整備について官民の知

識・経験を遺憾なく反映させる体制を構築する意図がうかがえる。インフラ委員

会はインドネシア側と定期的に会合を開き、両国で達成すべき課題について議論

し進捗を確認している。戦略的投資行動計画（SIAP）インフラ４２項目（ANNEX 

A3 参照）は、両国関係者が共同して改善を目指す項目をリストアップし、その進

捗を確認するためのツールとして機能している。 

我国の「対インドネシア国別援助計画」においても経済活動への支援となる援助

活動を行うことが明確に謳われており、PPP 方式によるインフラ整備はこうした

投資環境の整備の一環として SIAP の中でも重要な位置を占めている。インドネ

シア政府は今回の大統領令第 67 号の改定に当っても JJC に対し意見を求めてき

ており、今後とも両者が緊密な連携により PPP 事業の実効ある実施へ向けて一致

協力していくことが望まれる。 
 
4. 今後の課題と提言 

これまで述べてきたように、インドネシアの経済発展に必要なインフラ整備に対

する需要は緊急かつ膨大なものがあり、投資計画に対する政府予算の逼迫もあり

PPP 方式による事業の実施は喫緊の課題となっている。インドネシア政府も PPP
方式によるインフラ整備の重要性を認識し、民間投資の環境改善に本腰を挙げて

取組む姿勢を打出してきている。日本政府・民間関係者も JJC 等の活動を通じて

こうした動きに前向きに対応しており、他の支援機関やコミュ二テイーとの連携

を図りつつ PPP 事業の実現へ向けて一層の努力が期待されている。こうした直近

の動きを踏まえつつ、今後両国関係者が取組むべき課題と提言を以下に述べたい。 

（１）インドネシア政府実施機関への人材育成支援 

インドネシアにおいては、公共事業施設の計画、開発、運営、管理に至る全体プ

ロセスを管理できる人材が不足していることは述べた。中央政府から地方政府へ

の地方分権化によりかかる事態はより深刻化していると言える。JICA はインドネ

シア政府公共事業省有料道路管理庁に対し、官民協調（PPP）運営能力向上プロ

ジェクトを 2 年間の予定で実施中であり、その成果が期待されている。有料道路

の整備はインドネシア政府が掲げる経済インフラの中で重要な役割を果している

が、それ以外にも鉄道、港湾、空港などの交通インフラ、電力、上下水道などの

分野での整備が期待されている。また、これらのインフラ施設の開発に直接責任

をもつ実施官庁以外にも中央政府機関で PPP 事業にかかる政策立案や案件評価



 21

手法などの分野で JICA による技術支援のスキームに期待がかかっていると考え

る。今回の大統領令の改訂を機会に、JICA による個別専門家またはプロジェクト

タイプ技術協力方式による技術移転や人材育成のプログラムを中央政府機関及び

実施官庁を対象に展開することが望まれる。特に、中央政府機関への制度面・人

材面での支援を実施する機会は、PPP 事業の推進に多大の貢献をもたらすと思わ

れる。 

（２）案件形成資金の提供 

PPP 事業の案件形成には長い期間と多大な費用が必要であり、インドネシア政府

はアジア開発銀行から案件形成基金（PDF）として合計 31.6 百万米国ドルの基金

を得ている。内訳は、国家プロジェクトで 17.6 百万米国ドル、地方政府プロジェ

クトで 14.0 百万米国ドルが想定されている。日本政府も、今秋に設立される新

JICA を通じてこうした PPP 事業にかかる案件形成基金を設置して民間セクター

への支援を積極的に行うべきである。資金の運用に当っては、①日系企業の参加

が前提、②リボルビング方式（案件が成功した場合には形成資金の返還を求める）

等のルールを導入し、資金の効率的な運用を図ることが望ましい。 

（３）新たな開発資金を提供する融資スキームの開発 

PPP 方式による事業では、長期・低利の融資が必要となるだけでなく同時に機動

性があり柔軟な資金の需要も多い。インドネシアの開発予算の実に 85％は民間セ

クターからの資金調達を前提としており、資金の量的確保も課題となる。そこで、

従来の JBIC による制度金融や新規スキームによる新たな開発資金を提供するこ

とを提案したい。但し、この提案の中には現行の法体系下での実現可能性につい

ては検証を行っていないものもあり、今後詳細な検討が必要である。 

（a）ツーステップローンの供与を通じた PPP 事業支援 

特定のインフラセクターへの融資を前提として、同セクターの不特定多数の民

間事業者へインドネシア政府国営銀行（適当な国営銀行がなければ財務省を窓

口とする）を経由して資金の提供を行う。現行の JBIC による融資制度を活用

しつつ、「1 社支援」に対する疑念を排除できるスキームである。但し、本ツ

ーステップローンの供与に当っては、新 JICA 等による T/A や上記に提案し

た案件形成資金による案件形成が前提となる。以下にそのスキームを示す。 
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図 4－1：ツーステップローンの供与を通じた PPP 事業支援スキーム 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) 日本版 IFC の設立による PPP 事業への資金提供 

世界銀行グループには、民間セクターへの融資を専門に行う International 
Finance Corporation (IFC)が設立されており、日本政府による開発制度金融

の一環として同様な機能を有する新たな金融機関の設置が考えられる。新金融

機関は、新 JICA と供に民間セクターから銀行や証券会社等が出資して設立さ

れ、貸出資金として金融市場での債券発行、年金基金からの借入れ、外国為替

特別会計、中東産油国等の国家投資ファンド（SWF）等からの資金調達を行

うことが考えられる。これにより、経団連などが提唱する開発事業への民意反

映が促進される。また、本制度による融資は従来の ODA 制度による個別案件

融資（プロジェクト・ローン）と組み合わせることにより、より有効に機能す

ると考えられる。本スキームは、インドネシア政府が認定する「戦略的協力プ

ロジェクト」への融資に 適である。以下にそのスキームを示す。 
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図 4－2：日本版 IFC の設立による PPP 事業支援スキーム 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) 民間インフラ・ファンドへの保証等による PPP 事業支援 

近は、日本の商社等で海外のインフラ施設への投資を目的とするインフラ・

ファンドが設立されている。先に述べたように、開発途上国でのインフラ整備

には膨大な資金需要があり、民間セクターの活動を前面に出し官側は側面から

支援するスキームも重要な役割を果すと考えられる。こうした民間インフラ・

ファンドによる海外でのインフラ整備への投融資を独立行政法人日本貿易保

険による海外投資保険や JBIC（旧輸出入銀行）による海外投資保証業務など

で積極的に支援していくことが重要になると考える。但し、現行の海外投資保

険では、「外貨建て・第三国でのエスクロー勘定」を条件としたり、投資保証

では本邦親会社からの保証を求めており、海外での投資活動を個別に直接保証

する制度とななっていない。従って、今後本スキームを実施するについては、

新保険商品の開発や新たな保証制度の設計が必要となる。以下にそのスキーム

を示す。 
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図 4－3：民間インフラ・ファンドへの保証等を通じた PPP 事業支援スキーム 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   以上、PPP 事業を視野に入れた新たな投融資スキーム３案を提案したが、これ

らのスキームは独立して機能すると同時に、それぞれを組み合わせて使うことも

可能である。例えば、（a）と（c）、また（b）と（c）のように目的と用途にあわ

せて協調融資することも可能と考える。また、こうしたスキームにより投資され

た資金の出口戦略としての株式上場（IPO）を促進するためのインドネシア証券

市場の整備・近代化のための施策が必要となる。 
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ANNEX 



 

A1: List of Infrastructure Projects to be implemented by PPP Formula 

 
     

    

 RECENT ECONOMIC REPORTS 

   

Indonesia Infrastructure Summit  
January 17-18, 2005  

  back to the report  

No Project  Sector  
Est.investment 

(million US$) 

1 Duri - Dumai - Medan Phase I  Gas  393 

2 Duri - Dumai - Medan Phase II  Gas  225 

3 East Kalimantan - Central Java  Gas  1476 

4 East Java - West Java  Gas  538 

5 Kepodang - Tambak Lorok  Gas  105 

6 Sengkang - Makasar  Gas  110 

7 PLTU Tanjung Jati A  Power / Electricity  1311.11 

8 PLTU Serang  Power / Electricity  500 

9 PLTU Tanjung Jati C  Power / Electricity  1311.11 

10 PLTGU Pasuruan  Power / Electricity  555.56 

11 PLTU Cilegon  Power / Electricity  444.44 

12 PLTU Paiton 3 - 4  Power / Electricity  888.89 

13 PLTU Sibolga  Power / Electricity  91.11 

14 PLTU Amurang  Power / Electricity  108.89 

15 West Java LNG Terminal (PLN)  Gas for Electricity  251.11 

16 Sumatra - Jawa Interconnection  Power / Electricity  216.67 

 



 

17 PLTU Parit Baru  Power / Electricity  108.89 

18 Mine mouth PLTU Kalsel  Power / Electricity  110 

19 Ciranjang - Padalarang  
Roads - 

Transportation  
199 

20 Bekasi - Cawang - Kampung Melayu 
Roads – 

Transportation  
396 

21 Waru - Wonokromo - Tj Perak  
Roads – 

Transportation  
340 

22 
Waru - Tj Perak Stage 1 (Waru -

Juanda)  
Roads – 

Transportation  
86 

23 Gempol - Pandaan  
Roads – 

Transportation  
735 

24 Jakarta Outer RR W1  
Roads – 

Transportation  
89 

25 Ciawi-Sukabumi  
Roads – 

Transportation  
420 

26 Cikampek-Cirebon  
Roads – 

Transportation  
812 

27 Surabaya-Mojokerto  
Roads – 

Transportation  
197 

28 Kanci-Pejagan  
Roads – 

Transportation  
148 

29 Pejagan-Pemalang  
Roads – 

Transportation  
275 

30 Pemalang-Batang  
Roads – 

Transportation  
164 

31 Batang-Semarang  
Roads – 

Transportation  
355 

32 Kertosono-Mojokerto  
Roads – 

Transportation  
181 

33 Pasuruan-Probolinggo  
Roads – 

Transportation  
192 

34 Pandaan-Malang  Roads – 172 



 

Transportation  

35 Gempol-Pasuruan  
Roads – 

Transportation  
167 

36 Semarang-Solo  
Roads – 

Transportation  
427 

37 Bogor Ring Road  
Roads – 

Transportation  
154 

38 Medan-Binjai  
Roads – 

Transportation  
107 

39 Depok-Antasari  
Roads – 

Transportation  
237 

40 Cinere-Jagorawi  
Roads – 

Transportation  
167 

41 Cikarang-Tanjung Priok  
Roads – 

Transportation  
372 

42 Cileunyi-Sumedang-Dawuan  
Roads – 

Transportation  
413 

43 Makasar Seksi IV  
Roads – 

Transportation  
49 

44 Cilegon-Bojanegara  
Roads – 

Transportation  
44 

45 Pasir Koja-Soreang  
Roads – 

Transportation  
56 

46 Sukabumi-Ciranjang  
Roads – 

Transportation  
165 

47 Semarang-Demak  
Roads – 

Transportation  
93 

48 Jogja-Solo  
Roads – 

Transportation  
219 

49 Solo-Mantingan  
Roads – 

Transportation  
317 

50 Mantingan-Ngawi  
Roads – 

Transportation  
122 



 

51 Ngawi-Kertosono  
Roads – 

Transportation  
403 

52 Palembang-Indralaya  
Roads – 

Transportation  
55 

53 SS Waru-Tj. Perak II  
Roads – 

Transportation  
83 

54 Probolinggo-Banyuwangi  
Roads – 

Transportation  
676 

55 Jakarta Outer RR-2  
Roads – 

Transportation  
983 

56 Jakarta Outer RR W2 North  
Roads – 

Transportation  
   

57 Manggarai - Soekarno Hatta Railway Transportation  82 

58 Bojonegoro Seaport  Transportation  212 

59 East Ancol Seaport  Transportation  487 

60 Kali Lamong Surabaya Seaport  Transportation  1,047 

61 Balikpapan Seaport  Transportation  72 

62 Kualanamu Medan Airport (new)  Transportation  250 

63 
Soekarno Hatta Airport Terminal 

(extension)  
Transportation  178 

64 
Cargo Processing Area and Industrial 

Bonded Zone  
Transportation  48 

65 
Hasanuddin Makassar Airport 

(extension)  
Transportation  94 

66 Lombok Airport (new)  Transportation  139 

67 Uprating WTP Kali Garang Semarang *) Water  5 

68 Cirebon Bulk & Water Supply *)  Water  5 

69 
Jatinangor Water Supply (Kabupaten 

Sumedang)  
Water  3.5 

70 
Cikarang Water Supply (Kabupaten 

Bekasi)  
Water  7.5 

71 Pondok Gede Water Supply (Kota Water  9 



 

Bekasi)  

72 
Sepatan Water Supply (Kabupaten 

Tangerang)  
Water  12 

73 Ciparens Tangerang Water Supply  Water  50 

74 
Kecamatan Benda & Cengkareng Water 

Supply (Tangerang City)  
Water  25 

75 Cileduk Water Supply (Tangerang City) Water  13 

76 Tanjung Pinang Water Supply  Water  5 

77 Dumai Water Supply  Water  4 

78 
Duri Water Supply (Kabupaten 

Bengkalis)  
Water  15 

79 Manado Bulk Treated Water Supply *) Water  5 

80 Samarinda Bulk Treated Water Supply Water  5 

81 
Banjarmasin Bulk Treated Water Supply 

*)  
Water  5 

82 Umbulan Bulk Water Supply  Water  90 

83 
Karang Pilang IV Bulk Treated Water 

Supply *)  
Water  25 

84 
Menganti Water Supply (Kabupaten 

Gresik)  
Water  4 

85 
Greater Yogyakarta & Magelang Bulk 

Water Supply  
Water  45 

86 
Surakarta-Sukoharjo Sukoharjo Bulk 

Treated Water Supply  
Water  5 

87 Tegal Water Supply  Water  2.5 

88 
Bulk Treated WS to Regency & City of 

Semarang  
Water  15 

89 East Semarang New Water Supply  Water  15 

90 Semarang Raw Water Supply  Water  15 

91 
B-1 Palapa O2 Ring (Backbone 

Network Development)  
Telecommunications 900 

           



 

  *) need local government confirmation       

   

Useful Links & References  
Ø      Indonesian Infrastructure Summit Website: http://www.iisummit2005.com 

Ø      Government of Indonesia websites on infrastructure development:  

http://www.kkppi.go.id  

http://www.bappenas.go.id  

 back to the report  
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A2: List of 10 Model Projects 

 

Project Key Features Investment 

($ million) 

Line Ministry 

/Contracting Agency 

Margagiri-Ketapang Ferry 
Terminal 

900,000 vehicles and 1.2 
million passengers/ 
annum 

97 MOT 

Central Java Coal Fired 
Power Plant 

2 x 600MW 1,200 MEMR/PLN 

Pasuruan Combined Cycle 
Power Plant 

1 x 500MW 275 MEMR/PLN 

Medan-Kuala Namu-Tebing 
Tinggi Toll Road Project 

60 kilometers  142 MPW/BPJT 

Solo-Kertosono Toll Road 
Project 

165 kilometers  928 BPJT 

Teluk Lamong Seaport 
(Tanjung Perak Port 
Expansion) 

1,280 meter berth 
container terminal 

275 MOT 

Bandung Water Supply 
Project  

450 litters/second 26 Bandung Local 
Government/ BPP 
SPAM 

Dumai Water Supply Project 500 litters/second  44 Dumai Local 
Government/ BPP 
SPAM 

Tangerang Water Supply 
Project  

550 litters/second  37 Tangerang Local 
Government/ BPP 
SPAM 

National Telecommunication 
Backbone Project  

30,000 kilometers of fiber 
optic network  

1,,500 Ministry of 
Communications and 
Information  

BPJT : Indonesian Toll Road Authoority 
BPP SPAM: National Water Regulatory Agency;  
MEME : Ministry of Energy and Mineral resources;  
MOT : Ministry of Transport;  
MPW : Ministry of Public Works;  
PLN : State Electricity Corporation  



 

ANNEX 3 
A3: 戦略的投資行動計画 （インフラ）４２項目：日イ進捗認識比較 

主題 大項目 中項目 小項目 実施機関 実施期限 

項
目
番
号 

評
価

インドネシ

ア側による

07 年 6 月時

点評価 

現況 インドネシア側が認識している現況（07 年 6 月現在） 今後の活動 
インドネシア側が予定している今後の活動（07 年 6

月現在） 
AA ランクにするための必要な現場判断・進捗

状況の確認、改善提言等 
日本側との認識の違い 

大統領令Ｎｏ．7／９８改
訂プロセスの完了 

経済担当調整大臣府、国
家開発計画庁、内務省及
び他関連省庁 

2005 年第
三四半期 

1 A AA 大統領令 2005 年 67 号公布。 Issued as  Presidential  Regulation No. 67/2005.   
インフラ部門の官民協調枠
組みを効率的に運営する。

Refinements to Perpres 67/2005 in the areas 
of PPP definition, local government projects, 
procurement, etc, and also to ensure its 
effectiveness as PPP framework. 

KADIN も引き込んだ形で官民協調枠組みの
実効性について評価し、大統領との直接会
話と通じて担当省庁の取り組み改善を促
す。また、KKPPI 及び担当省庁に対して、
具体的な PPP 案件の適切な実施・実現を促
す。 

A->AA に向上。大統領令を改定したことを
評価しているのに対し、日本側は案件の実
施・実現を求めている。 

ＰＰＰ発展とインフラ開
発を所管する閣僚フォー
ラムに関する大統領令Ｎ
ｏ．81/2001 を改訂 

経済担当調整大臣府、国
家開発計画庁、内務省及
び他関連省庁 

2005 年第
三四半期 

2 A AA 大統領令 2005 年 42 号公布。 

Issued as Presidential Regulation No. 42/2005. 
Issuance of CMEA regulation No. 1/2006 on the 
organizational structure and resposibilities of 
Secretariat KKPPI. 

インフラ整備促進委員会
(KKPPI)が中心となり、イン
フラ開発（特に PPP）を促進
する。 

In the short term, KKPPI secretariat will be 
strenghthened by positions of Executive 
Secretary and Advisory Board, appointments 
expected in July 2007. In the lomng term, the 
strenghtening of KKPPI will accelerate the 
infrastructure development, particularly 
PPP, that led by KKPPI. 

同上 
A->AA に向上。KKPPI の組織強化を評価して
いるのに対し、日本側は案件の実施・実現
を求めている。 

ＰＰＰネットワークを構
築 

経済担当調整大臣府、国
家開発計画庁、国営企業
担当省、地方政府、他関
連省庁 

2005 年末 3 A A 

・中心となる PPP センター設
立済。 
・運輸省とエネルギー省内に
PPP担当部署(nodes)を設置。
公共事業省は今後設置予定。 

The PPP Central Unit has been established under KKPPI 
Secretariat through CMEA regulations No. 1/ 2006. PPP 
nodes in MOT and MEMR established; PPP node function 
in MPW assigned to BPJT and BPP SPAM; PPP Central Unit 
to be fully operationalize in the first half of 2008.

PPP ネットワークを効果的
に運営する。 

To ensure effective operation of PPP network. 

具体的な PPP 案件の実施状況を確認し、内
容に関する問題の把握を通して行動計画の
実効性を評価する。また、KKPPI 及び担当
省庁に対して、各省内の PPP ユニットの設
置準備状況及び PPP ネットワークの運営状
況を確認するとともに、PPP ネットワーク
のフルの運営を促す。それにより、具体的
な PPP 案件の適切な実施・実現を促す。

PPP ユニットは整備されつつある。日本側
の求める案件の実施・実現についての言及
なし。 

インフラにおけ
る、官民パート
ナーシップ（Ｐ
ＰＰ）の促進 

ＰＰＰガイド･ラインを
作成 

経済担当調整大臣府、国
家開発計画庁及び他関連
省庁 

2005 年末 4 A A PPP ガイドライン策定済。 

PPP Operation, Guideline, and Manual (OGM) 
elucidating Perpres No. 67/2005, describing rules and 
procedures for preparing and executing PPP Projects 
has been developed.  

PPP 事業の準備プロセスを
透明かつ効果的に運用する。

(i) Ministerial Regulation will be issued in 
formalizing the cross-sector OGM. 
(ii) Ministerial Regulations on sectoral OGMs 
for PPP projects in infrastructure provision 
will be issued folllowing the issuance of 
cross-sector OGM. 
(iii) Establish a framework for PSP that 
provides for good governance through 
transparent and competitive selection of 
project sponsors  

同上 
上記に加えて、PPP ガイドラインに従った、
具体的な PPP 案件の適切な実施・実現を促
す。 

ガイドライン（OGM）は整備された。日本側
の求める案件の実施・実現についての言及
なし。 

土地売買のため
の手続を整備 

公共利用のための土地取
得に関する大統領令Ｎ
ｏ.36／2005 を施行 

国家土地管理庁 
2005 年第
三四半期 

5 B B 

大統領令2005年36号は大統
領令 2006 年 65 号に改正。現
在、実施細則を策定中。高速
道路の土地収用の為の基金
を現在公共事業省にて準備
中。 

Preparation of technical guidance of PR No. 36/2005 
and 65/2006 is still in process at BPN. Ministry of 
Public Works (MPW) is preparing Land Revolving Funds 
under the management of BPJT related with toll road. 
Decree of National Land Agency on technical guidance 
of PR No. 36/2005 and 65/2006 will be issued at the 
end of June 2007 

インフラ事業に係る土地収
用を透明かつ、迅速に実施す
る。 

To ensure the transparent and prompt land 
acquisions necessary for infrastructure 
projects. 

実施細則の法律化を確認し、適用例を確認
する。その中で、インフラ事業（特に PPP
案件）における土地収用の迅速化を評価す
る。 

実施細則(technical guidance)は 07 年 6
月末に公布される見通し。 

政令Ｎｏ．15/2005 に従っ
て、有料道路プロジェク
トに料金政策を実地 

公共事業省 2005 年末 6 A AA 

公 共 事 業 省 令
No.374/KPTS/M/2005 公 布
(2005 年 8 月 23 日）。料金は
入札の一つの判断基準であ
り、 低料金を提示した入札
者が落札する。大臣が入札結
果を踏まえ、大臣令を発布す
る。 

Ministerial Decree No. 374/KPTS/M/2005 was issued on 
August 23, 2005.  Tariff is one of bid parameters, and 
a bidder proposing the lowest tariff becomes a winner. 
Minister will issue a decree based on a result of the 
tender. 

実施枠組みの公布など、一連
の法的枠組みを完了する。

To complete the legal framework, including 
issuarance of a series of implementation 
framework 

幾つかの事例にて、官民で合意された料金
設定プロセス及び料金水準の確認。 

A->AA に向上。評価が上がった理由は記載
なし。（法的枠組みは整備済みだからか？）

電力セクターの生産・操
業コストの厳正な評価を
実地 

エネルギー･鉱物資源省 2005 年末 7 A A 
定期的に実施。2006 年度評
価は完了済。 

Strict assessment has been conducted regularly. For 
2006, the assessment has already finished. 

コストを反映し、また全ての
利用者に公平な自動料金メ
カニズムの導入を開始する。

Analysis of tariff structure and automatic 
tariff adjustment are not conducted, due to 
the government policy of maintaining current 
electricity tarif funtil 2009.   

電力料金値上げ問題は、政治判断になって
いる。 

2009 年までは電力料金は維持されること
になった。 

電気にかかる小売料金制
の再評価と産業･商業セ
クターのための特別料金
制の研究 

エネルギー･鉱物資源省 2005 年末 8 B B 

料金制度の調査は2000-2003
年に実施。料金検討チームを
鉱エネ省に設置したが(大臣
令 1546K /73/MEM /2005)、
2005 年 12 月末に解散し、現
在は同省電力総局が調査研
究中。 

Tariff rationalization had been conducted gradually 
from 2000-2003 as an effort to reach its economic 
level.  Tariff Team has been established through 
Minister of Energy and Mineral Resources Decree No. 
1546 K/73/MEM/2005.  Tarif Team has been expired on 

産業・商業セクターに対する
特別料金を導入する。 

Analysis on the special tariff for industry 
is not performed due to the government policy 
to maintain the existing electricity tariff 
until 2009.   

電力総局の調査結果の確認、及び産業商業
セクター向け特別料金制導入の見通しの確
認。 

2009 年までは電力料金は維持されること
になった。 

給水プロジェクトにかか
る小売料金政策の再評価 

公共事業省、内務省 2005 年末 9 A A 
内務省令 2006 年 23 号公布
済。 

MOHA Decree No. 23/2006 have been issued after MPW 
submited minimum services standard level and maximum 
unaccounted for water. 

内務省令2006年23号に即し
たパイロットプロジェクト
を実施する。 

To implement pilot project under MOHA Decree 
No.23/2006. Model project will be announced 
in 2nd Infrastructure Forum. 

パイロットプロジェクトの推進とフォロー
アップの実施 

特段進捗なし。日本側の求める条件を要フ
ォロー 

運輸セクターにおける料
金政策の明確化 

運輸省 2005 年末 10 A A 

新しい料金制度を含む運輸
関連法案を 2005 年 11 月 10
日、議会に提出。2006 年末
までに議会承認見込み。 

Revised laws stipulating Draft of tariff policies have 
been submitted to the Parliament on Nov. 10. The 
Parliament is expected to approve them by the end of 
2006.  (In new tariff policies, the tariff will be 
determined more by market mechanism.) 

運輸セクターにおける料金
を原則的に市場メカニズム
に基づいて設定する。 

To set new tariff for transport sector, 
basically based on the market mechanism. 

運輸セクターにおける料金設定プロセス及
び透明性、適切な水準に設定されているか
について確認する。 

特段進捗なし。日本側の求める条件を要フ
ォロー 

料金システムに
かかる政策策定 

自動料金収受システム
（ＥＴＣ）を含む高度道
路 交 通 シ ス テ ム
（ ITS;Intelligent 
Transport System: ITS)
の導入検討 

公共事業省、道路公社
(PT.Jasa Marga) 

2006 年か
ら開始 

11 B B 

タンジュンプリオク港アク
セス道路、及びジャカルタ-
チカラン間を含む高速道路
への ITS の導入調査を 2006
年末までに開始予定。現在同
調査実施を行うコンサルタ
ント選定中。 

Study on ITS to be introduced in Tanjung Priok Access 
Road (TgPA) and Masterplan of ITS for Toll Road Network 
in Jabodetabek is underway. 

自動料金収受システム(ETC)
を含む高速道路交通システ
ム(ITC)を導入する。 

To introduce ITS (Intelligent Transport 
System) including ETC. 

Tg. Priok Access プロジェクト（JBIC 案
件）の ITC コンサルタントは選定中。コン
サルタント選定手続きを促し、ITC の検討
開始を促進する。 

ITS 導入調査を実施中。日本側の求める条
件を要フォロー 

イ 
ン 
フ 
ラ 

民 間 投
資 を 促
進 す る
規制・政
策 改 革
の推進 

民間セクター参
画のための公正
な競争政策と適

有料道路規制機関をも含
む規制者と運営者の役割
分割 

公共事業省 2005 年末 12 AA AA 
有料道路監督機関(BPJT)設
立(2005 年 10 月 18 日)。 

Toll Road Regulatory Body (BPJT) was established in 
October 18, 2005 and now is under operation. 

    完了 完了 



 

切な規制を整備 

法 No. 15/1985 に代替す
る新電力法を制定 

財務省、エネルギー･鉱物
資源省 

2005 年 5
月末まで
に国会に
提出 

13 A A 
電力法案が2006年3月22日
に議会に提出。承認は 2007
年第 1/四半期の見込み。 

The Draft of new electricity law has already been 
submitted to the Parliament on 22 March 2006 and is 
expected to be approved by the first quarter of 2007. 
The final concept of draft of Electricity Law is 
already on the list of discussion in Parliament 
(Prolegnas DPR), and in substance, one of the clause 
is already accommodating the possibility of 
competition system for power plant unit in particular. 
The discussion on it is awaited for accomplishment of 
Draft of Energy Law (RUU Energi).   

改正電力法と実施細則を公
布し、発電分野において市場
競争原理をさらに浸透させ
る。 

To promulgate the amendment of electricity 
law and to revise implementing regulations, 
through which market competition principles 
can be more introduced for power production. 
The draft of Electricity Law has been prepared 
for the discussion with the Parliament.  

改正電力法は憲法裁判所により無効決定。
今後は政令、省令等による実施細目を評価

インドネシア側によれば改正電力法は議会
で審議中。日本側の情報（憲法裁判所によ
り無効決定）との違いあり。 



 

 

主題 大項目 中項目 小項目 実施機関 実施期限 

項
目
番
号 

評
価

インドネシ

ア側による

07 年 6 月時

点評価 

現況 インドネシア側が認識している現況（07 年 6 月現在） 今後の活動 
インドネシア側が予定している今後の活動（07 年 6

月現在） 
AA ランクにするための必要な現場判断・進捗

状況の確認、改善提言等 
日本側との認識の違い 

 
リスク管理シス
テムの整備 

リスク管理を支える規制
枠組みの作成及び政府の
支援が得られるような手
続及び仕組みの研究。 

財務省、エネルギー･鉱物
資源省、経済担当調整大
臣府、国家開発計画庁 

2005 年 
第三四半
期開始 

14 A AA 

財 務 省 令
No.518/KMK.01/2005 公布。
財務省内にリスクマネジメ
ントコミッティを設立。 

Minister of Finance has established Risk Management 
Unit under  Ministrial Decree No. 38/PMK.01/2006. The 
Fiscal Risk Management Unit has been fully operational 
in terms of functions, budget, staffing, and standard 
operating procedures. FRMU already has 36 staff, 
including 25 professional staff 

財務省令2006年38号に沿っ
て適切な政府保証を付与し、
IPP 事業に対し公共サービ
ス義務(PSO)に基づき政府か
らのサポートを行う。 

1. Preparation of a policy paper on a new 
guarantee fund with adequate resources for 
risk sharing to enhance PSP to be completed 
in November 20072. Operationalization of a 
new the Guarantee mechanism Fund on September 
2008 3. Refinements to MOF Regulation No 
38/2006 on Risk Management Policy in the area 
of local government projects, economically 
viable projects, etc. 4. Allocation of 
resources for government support to PPP 
projects in the annual budgets. 

政府保証付与のための基金創設完了。JBIC
のアンブレラ・ノートの締結。今後の具体
案件の推移を評価する。また、設置済みの
リスク管理ユニットの運営状況（リスク評
価の実績）について確認する。 

A->AA に向上。創設された基金の policy 
paper は 07 年 11 月策定され、運営は 08 年
9 月開始される見通し。日本側の求める具
体案件はもう少し先となるか。 

海運業に関する法 No. 
21/92 の改正 

運輸省 
2005 年末、
国会に提

出 
15 A A 

運輸関連改正法案が大統領
から議会に提出(2005 年 11
月）。鉄道に関する法律は
2006 年末、海運、航空、陸
運に関する法律はその後に
承認される見込み。実施細則
を同時に準備しており、法案
成立後 2007 年中旬までに公
布する見通し。 

Draft of new laws were submitted from the President 
to the Parliament on November 2005. The draft of new 
law of shipping is on the list to be discussed in 
Parliament in this year (Prolegnas 2007). Government 
Regulations for this new law are prepared in parallel 
with above revision of law and will be issued soon 
after the approval on law revision (by the end of 2007)

海運業に関する法改正を行
い、実施細則を公布して、海
運業に対する民間投資を促
進する。 

To promulgate the amendment of shipping law 
and to issue implementation regulation of the 
revised law on shipping, through which the 
private sector investment for shipping can be 
accelerated. 

法案の国会審議見通しの確認と運用細則策
定の促進、フォロー、更にこれら法律に基
づく実施事例の把握と評価。 

法案は審議中。並行して準備されている実
施細則は法案成立後ただちに承認される見
通し（ただし、07 年中旬から 07 年下旬に
後ろ倒しになっている）。 

港湾に関する政令Ｎｏ．
69/2001 の改正 

運輸省 2005 年末 16 B B 

海運改正法案提出と同時に
修正政令案を法務省に提出
(2006 年 1 月)。2007 年中旬
までに政令改正を行う見通
し。 

Draft Regulations was prepared and submitted to 
Ministry of Justice in Jan 2006, in parallel with above 
revision of laws and will be issued soon after the 
approval on law revisions (by the end of 2007). 

港湾に関する法改正を行い、
実施細則を公布して、港湾に
対する民間投資を促進する。

To promulgate the amendment of law on port and 
to issue implementation regulation of the 
revised law on port, through which the private 
sector investment for port can be 
accelerated. 

同上 
特段進捗なし。日本側の求める条件を要フ
ォロー 

航空に関する法 No.15/92
及び空港に関する政令
No.70/01 を改正 

運輸省 
2005 年末、
国会に提

出 
17 A A 

運輸関連改正法案が大統領
から議会に提出(2005 年 11
月）。鉄道に関する法律は
2006 年末、海運、航空、陸
運に関する法律はその後に
承認される見込み。実施細則
は同時に準備しており、法案
成立後 2007 年中旬までに公
布する見通し。 

Draft of new laws were submitted from the President 
to the Parliament on November 2005. The draft of new 
law of aviation is on the list to be discussed in 
Parliament in this year (Prolegnas 2007). Government 
Regulations for this new law are prepared in parallel 
with above revision of law and will be issued soon 
after the approval on law revision (by the end of 2007)

航空に関する法改正を行い、
実施細則を公布して、航空と
空港に対する民間投資を促
進する。 

To promulgate the amendment of aviation law 
and to issue implementation regulation of the 
revised law on aviation, through which the 
private sector investment for aviation and 
airport can be accelerated. 

同上 

法案は審議中。並行して準備されている実
施細則は法案成立後ただちに承認される見
通し（07 年中旬から 07 年下旬に後ろ倒し
になっている）。 

鉄 道 に 関 す る 法
No.13/1992 及び政令を改
正 

運輸省 
2005 年末、
国会に提

出 
18 A A 同上。 

Issued as Law No. 23 / 2007 on Railways, on 24 April 
2007 

鉄道に関する法改正を行い、
実施細則を公布して、鉄道に
対する民間投資を促進する。

To promulgate the amendment of law on railway 
and to issue implementation regulation of the 
revised law on railway, through which the 
private sector investment for railway can be 
accelerated. 

運用細則（政令）策定の促進、フォロー、
更にこれら法律に基づく実施事例の把握と
評価。 

07年 4月 24日に法NO.23/2007が公布され
た。 

運輸関係規制の
見直し 

道路交通及び運輸に関す
る法 14/1993 及び政令
No. 43/98 の改正 

運輸省 
2005 年末、
国会に提

出 
19 A A 同上。 

Draft of new laws were submitted from the President 
to the Parliament on November 2005. The draft of new 
law of Road Traffic and Transportation  is on the list 
to be discussed in Parliament in this year (Prolegnas 
2007). Government Regulations for this new law are 
prepared in parallel with above revision of law and 
will be issued soon after the approval on law revision 
(by the end of 2007) 

道路・運輸に関する法改正を
行い、実施細則を公布して、
陸運業に対する民間投資を
促進する。 

To promulgate the amendment of road traffic 
and transportation law and to issue 
implementation regulation of the revised law 
on traffic and transportation, through which 
the private sector investment for 
transportation can be accelerated. 

法案の国会審議見通しの確認と運用細則策
定の促進、フォロー、更にこれら法律に基
づく実施事例の把握と評価。 

法案は審議中。並行して準備されている実
施細則は法案成立後ただちに承認される見
通し（ただし、07 年中旬から 07 年下旬に
後ろ倒しになっている）。 

配給者による停
電及び/または
電圧・周波変動
に起因するエン
ドユーザーへの
損害を補償する
規制の策定 

官民対話を通して、欠陥
電力に対する損害補償に
関する新規則を研究 

財務省、エネルギー･鉱物
資源省、国営企業担当省 

2005 年第
三四半期
開始 

20 A A 

電力料金の超過徴収に対し
ては大統領令 No.104/2004
及 び 鉱 エ ネ 省 令
No1616K/36/MEM/2003に従っ
て、払い戻しが可能である。 

Compensation has been given according to the Decree 
of the Minister for Energy and Mineral Resources 
Number 1616 K/36/MEM/2003 as an implementation of the 
Presidential Decree Number 104 of 2004 regarding 
Retail Tariff of Electricity Provided by PT. PLN 
(Persero). The regulation is apparent, it is not 
necessary to form new regulation. The compensation 
realization is under corporation issue, while the 
authority of DESDM cq DJLPE is to assist and oversee 
the implementation of the Ministerial Decreed.   

欠陥電力に起因する損害補
償に関する規則を準備する。

  損害補償に関する規則準備の状況把握 
インドネシア側は、「今後の活動」として挙
げられていた新しい規則は準備する必要は
ないと認識している。 

 

民間投
資を促
進する
規制・政
策改革
の推進 

電力事業に関わ
る課税と関税の
評価 

輸入付加価値税･関税を
含む、電力事業の障害と
なっている既存の税･関
税を調査。 

財務省、エネルギー･鉱物
資源省 

2005 年第
三四半期
開始 

21 A A 

現在、政令 46/2003(付加価
値税)、財務省令254/2001(所
得税)、財務省令135/2000(関
税・通関)を調査中。電力事
業に要する機器の輸入関税
免税に関し、新たに大臣令
2006 年 70 号が発令され、輸
入関税の免税が認められた。 

Currently, identified PP 46/2003 (PPN), KMK 254/2001 
(Pph), and KMK 135/2000 (Duties and Custom) are being 
investigated. Regulation of Minister of Finance 
No70/PMK/04/2006 on exemption of capital goods from 
import-duty in framework of provision of electricity 
by private was issued in August 2006. 
Under the Authority and Coordination of Ministry of 
Finance (MOF).   

投資家に対して PPP プロジ
ェクトへのインセンティブ
を供与する。 
 1) 優遇法人税 
 2) 会計上の減価償却期間
の短縮 
 3) 付加価値税の迅速な払
い戻し、もしくは免税 

To provide effective incentive with investors 
for their investment to PPP infrastructures, 
including 
 1) preferential corporate tax 
 2) accelerated depreciation in accounting 
 3) smooth refund or exemption of VAT       

IPP の輸入資材についての関税撤廃成立。
AAに移行。 
実施状況をフォロー。 

インドネシア側の評価は Aのまま。実施状
況についての言及なし。 



 

電力事業に不必
要な論争、混乱
を招く政令・地
方条例の評価 

小地方投資率に関わる
政令Ｎｏ．20/1994 を含む
現在の規則・政令を調査
し、必要な処置を検討。 

エネルギー･鉱物資源省、
内務省及び他関連省庁 

2005 年第
三四半期
開始 

22 B B 

新たな法令が下記の通り発
令された。 
・鉱エネ省令 2005 年 10 号 
 (電力供給事業ライセンス
の手続き) 
・鉱エネ省令 2005 年 1号 
 （買電手続き、及び送電託
送料金） 
・鉱エネ省令 2005 年 2号 
 （中規模再生可能エネルギ
ー） 
・政令 2006 年 26 号 
 (2005 年 3 号改正：電力の
供給と利用) 
(なお、 小地方投資率に関
する調査は行われていな
い。) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

New regulation framework has been published, such as:
- MEMR regulation No.10/2005 concerning licencing 
procedure for electricity supply provision. 
- MEMR regulation No.01/2005 concerning electric 
power urchasing procedure and/or transmission 
wheeling charge.                - MEMR regulation 
No02/2005 concerning medium scale renewable energy 
for electricity supply provision.                 -
Gov't regulation No26/2006 as an amendment for the 
government regulation No 3/2005 concerning 
utilization and supplying of electricity. 
The revision of MEMR Regulation No.01/2005 becoming 
MEMR Regulation No.01/2006, and has been adjusted with 
MEMR Regulation No.04/2007  

政令1994年20号が改正され
る。 

To amend Government Regulation No.20/1994. 
引き続き、必要な規則・制度が必要。準備
の状況把握。 

鉱エネ省令 1 号は 2007 年 4 号に改正され
た。それ以外については言及なし。 

主題 大項目 中項目 小項目 実施機関 実施期限 

項
目
番
号 

評
価

インドネシ

ア側による

07 年 6 月時

点評価 

現況 インドネシア側が認識している現況（07 年 6 月現在） 今後の活動 
インドネシア側が予定している今後の活動（07 年 6

月現在） 
AA ランクにするための必要な現場判断・進捗

状況の確認、改善提言等 
日本側との認識の違い 

トラック、トレーラの通
過禁止領域設定、過剰積
載乗り物に対する交通規
制の見直し。 

運輸省 
2005 年末
まで提案 

23 A A 

トラック、トレーラーの通過
禁止区間、及び過積載に関す
る規制案は作成済。運輸関連
法改正の後、公布予定。 

Trailer vehicle regulation has been approved by 
Minister of Transportation at April 20, 2007 as 
Ministry decree No. 14/2007 

改正された実施細則に基づ
き交通の流れを管理し、交通
安全を改善し、交通混雑を防
止する。 

To manage traffice flow under the revised 
regulation in order to improve safety and to 
avoid mix transport. 

実施細則に基づく、規制の運用体制の確認
と、規制実施機関の実施記録の把握と評
価・支援を行う。 

規制は、運輸省令 2007 年 14 号として公布
された。その下での運用についての言及な
し。 

 
渋滞緩和に向け
ての交通政策の
改善 電子道路課金制度のよう

な新しい交通需マネージ
メント施策を提案する。 

ジャカルタ特別市、運輸
省 

2005 年末
までに提

案 
24 B B 

電子道路課金制度は DKI で
検討されたが、税のサポート
がないことから議論は中断
している。税制の見直しは
DKI から財務省に提案済。 

Electric Road Pricing Policy has been discussed with 
DKI, but since there is no tax regulation to support 
that scheme, the policy has not been followed up. 
Proposal of the reviewing tax regulation was already 
submitted to MOF from DKI. It is currently await for 
MOF respond 

ジャカルタの交通管理を見
直し、マスタープランを策定
する（交通信号制御や交差点
での交通マネジメント、3in1
制度、電子道路課金制度な
ど）。 

To review current traffic management of 
Jakarta, and to prepare its master plan, 
including traffic signal control, 
intersection management, 3 in 1 regulation 
and electric road pricing.. 

電子道路課金制度（ERP)の F/S の実施。調
査内容には法律・制度面の整備を提案し、
それらの実施進捗を評価・支援する 

税制の見直しについては財務省回答待ち。
F/S の実施に関する言及なし。 

発電能力と、配
電線及び変電所
の増強について
中期的計画を作
成 

官民対話を開始 エネルギー･鉱物資源省 

2005 年 7
月までに
開始、同年
10月頃ま
でにまと
める。 

25 A A 

・国家電力計画(RUKN)は2005
年 4 月と 2006 年 6 月
(2270K/31/MEM/2006)に鉱エ
ネ省に承認された。 
 
・ 電 力 供 給 の 一 般 計 画
(RUPTL)は 2005 年 12 月に承
認されている(鉱エネ省令
No.2059K/31/MEM/2005)。ま
た、1万メガワット・クラッ
シュプログラムを含む改訂
案は鉱エネ省に提出済み。 

RUKN was signed by Minister of Energy and Mineral 
Resources on April 25,2005. The New RUKN Number 2270 
K/31/MEM/2006 was also signed on June 30, 2006. 
 
RUPTL (PT. PLN) was approved by Minister of Energy and 
Mineral Resources at the end of 2005 and revised on 
December 2006 

民間セクターの意見を反映
し、首尾一貫した燃料政策等
を含む電力セクター中期計
画を策定する。 

To prepare a mid-term plan on power sector, 
including consistent fuel policy, by 
reflecting fully the private sector's view 
points. 

電力 IPP 案件のいくつかが具体化してきて
おり、その進捗をモニター 

RUPTL は 06 年 12 月に改正された。案件の
実施状況に関する言及なし。 

具 体 的
な 国 家
計 画 の
策定 

交通セクターの
緊急インフラ開
発計画を設定 

進行状況の実施期限、執
行機関、資金の調達を明
確にした各セクターにお
ける優先プロジェクトの
特定化 

国家開発計画庁及び他関
連省庁 

2005 年内
にできる
限り準備 

26 B A 
優先投資案件が事業プロポ
ーザルの形で作成済(バペナ
ス作成)。 

List of indicated project financed by Government 
Budget, including project financed by loan/grant for 
medium term  2006 - 2009 and for PPP porjects has been 
prepared by Bappenas with  line ministries 

新投資計画(Brown Book)を
確定する。 

To Improve and update on the list of indicated 
projects according to its priority  

日本側は Bappenas との政策対話を通じ、プ
ロジェクト・ローンのみならず「開発政策
借款」及び「インフラ改革セクター開発プ
ログラム」を対象とした円借款貸付契約の
交渉において SIAP 項目の充足をイ側に促
す。 
中期投資計画（ブルーブック）は策定済み
であるが、日本としてのプライオリティと
合致していない部分あり。日本として関心
の 高 い 投 資 事 業 の 追 加 等 に つ い て
BAPPENAS と協議する。 

B->A に向上。06-09 年の PPP 候補案件リス
トは BAPPENAS にて作成済み。優先度を勘案
してリストを見直す予定。インドネシア側
の意図する優先度と日本側の関心の合致に
ついては言及なし。 

投 資 家
及 び そ
の 他 関
係 者 と
の 緊 密
な協議 

インドネシア･
インフラストラ
クチャー･フォ
ーラム（ＩＩＦ）
を設置 

利害関係者との定例会議
を含むＩＩＦの設置と運
営 

経済担当調整大臣府、 
国家開発計画庁 

2005 年第
三四半期 

27 A A IIFは設置済であり、運営中。 

CIIF has been established and the fully operation of 
CIIF in terms of budget, staffing, and work program 
will be led by Excecutive Secretary of KKPPI 
Secretariat. 

IIF の定例会に海外投資家
の参加も得て、効果的に運営
する。 

To operate CIIF effectively with involvement 
of various stakeholders, including foreign 
investors and to conduct regular meetings. 

KADIN も引き込んだ形で官民協調枠組みの
実効性について評価し、大統領との直接会
話と通じて担当省庁の取り組み改善を促
す。 

IIF は設置済み。インドネシア側も今後効
果的に運営することが必要との認識あり。

提案されているＰＳＰプ
ロジェクトのための基準
の設定を含むパイプライ
ン・プロジェクトの開発 

経済担当調整大臣府、国
家開発計画庁及び他関連
省庁 

2005 年末 28 A A 

PSP候補事業基準は作成済で
あり、モデル事業リストは第
二回インフラ会議で発表さ
れた。 

Criteria for the proposed PSP project has been 
developed under CMEA regulation No.3/2006 on 
readiness criteria for project prioritization. List 
of model and potential projects was announced in the 
2nd Infrastructure Summit.  

第二回インフラ会議（2006
年 11 月開催）以降も PSP 事
業リストを継続的に更新す
る。 

To keep updating the list of project pipelines 
which were offered in the 2nd Infrastructure 
Summit and also to include new potential 
projects  

関連省庁の PSP 事業候補策定状況の把握と
進捗の評価。 

特段進捗なし。日本側の求める条件を要フ
ォロー 

 

投資促
進のた
めの重
要イン
フラの
改善 

パイロット／モ
デル プロジェ
クトを開始 

プロジェクト開発ファシ
リティ及びインフラ開発
基金設置の支援 

経済担当調整大臣府、国
家開発計画庁及び他関連
省庁 

2005 年末 29 A AA 
基金の設置は検討されてお
り、2006 年末までに設置予
定。 

(i) ADB loan for the PDF has became effective in 
November 2006 in the amount of USD 33.5 millions 
covering national and regional PPP project 
preparations. PMU for PDF operation has started to 
operate afterward. 
(ii) Policy Paper on the establishment of Indonesia 
Infrastructure Fund and Guarantee Fund has been 
prepared on December 2006 and fund has been allocated 
(Rp. 1 trillion under FY 2007 and tentatively proposed 
budget will be added under FY 2008) 

事業開発制度及びインフラ
開発基金を設置し、効果的に
運営する。 

(i) Policy Paper on the PDF will be issued at 
the end of 2007. 
(ii) Presidential Decree on the establishment 
of the Indonesia Infrastructure Fund to 
finance the private sector portion of PPP 
projects will be issued on December 2007. 
(iii) To effectively operate  PDF and IIF in 
supporting  public and private sector 
portions of infrastructure projects, and 
adopt measures to broaden and deepen the 
financial sector, with focus on nonbank 
financial institutions       

設置される（た）基金内容の公表と説明。
インフラ会議や財務省からの情報収集等を
通じた､予算措置、活用指針の提示と事例の
確認。 

A->AAに向上。基金設立に係るpolicy paper
は 06 年 12 月に準備されており、07年末に
公布される見通し。07年末に基金設立に係
る大統領令が公布される見通し。07 年度は
1 兆ルピアの予算配分済みであり、さらに
08年度にも配分される見通し。 



 

標準的入札書類の準備 関連省庁 
2005 年第
三四半期 

30 B B 

公共事業省は作成済。他省庁
は準備中である。高速道路と
火力発電所事業でのパイロ
ット実施が予定されている。 

Operation Guideline and Manual (OGM) has been prepared 
by Secretariat of KKPPI and will be used as reference 
by related ministries. MPW has completed the 
preparation but in other line ministries are still 
under preparation. Plan to implement pilot projects 
by sector, such as toll road and gas-fired power plant 
projects.  

国際標準を踏まえた IPP プ
ロジェクトのための標準入
札仕様書と標準電力購入契
約書の作成。直近実例案件で
の下記問題点の改善を含め
る。 
 
1. 入札仕様書 
 a. いかなる仕様変更要求
も入札拒否の理由とするこ
と 
 b. PLN の子会社の資本参
加を義務付けること 
 c. 資本/資産比率を 30％
以上とすること 
 d. 政府サポートがないこ
と 
 e. 送電線の建設は IPP 側
が建設し PLN に移管するこ
と 
 
2. 電力購入契約書 
 a. 契約上の紛争の仲裁裁
判をジャカルタとすること
 b. PLN が契約を中止した
場合、借入金調達費用は IPP
の負担とすること 
 c. 全ての変動リスクを
IPP 側の責任負担とするこ
と 

To prepare model Bid Documents and PPA Model 
for power projects with private investors 
under the international common practice, by 
including the revision on following 
conditions in previous project. 
 
 1. Bid Documents 
 a. Any deviation could result in rejection 

of bid 
 b. Obligation of a subsidiary of PLN be an 
equity partner 
 c. Required equity infusion is given as 30 % 
 d. No direct or Indirect Govemment Support 
 e. Plan and Construction of Transmission 

Line are under obligation of seller and 
transfer to PLN      
 2. PPA Model                       
  a. Arbltration should be in Jakarta   
  b. The price to be paid by PLN to the seller 
in case that PLN terminates the project is not 
cover financing cost   
 c. Seller is expected to be taken all 

convidentility risk 

  

Operation Guideline and Manual (OGM)は
KKPPI 事務局により策定済みであり、今後
各省庁で参照される予定。（ただし、何の
OGM かは確認が必要？） 

取引実施 関連省庁 
2005 年中

期末 
31 A A モデルプロジェクト選定済。 

It is under selection of pilot / model projects for 
power and toll road sector 

電力やその他のインフラに
おいて海外投資家からも
PPP 事業のモデルとして評
価できるようなモデル事業
を実施する。 

To implement pilot/model projects for power 
and other infrastructure, which can be 
evaluated as a model of PPP from international 
investor's viewpoint. 

モデル事業の実施状況の把握と評価。 
特段進捗なし。日本側の求める条件を要フ
ォロー 

プロジェクト施行に係る
モニタリングシステムを
開発 

経済担当調整大臣府、国
家開発計画庁 

2005 年 
第三四半

期 
32 A A 

コンセプトは形成済。関係省
庁で実施テストを取り組み
中。 

Concept and Model has been developed. Improvement on 
the concept being progressed. 

効果的な事業モニタリング
システムを確立する。 

To establish effective project monitoring 
system. 

実施状況の把握と評価。 
形成済みコンセプトを改善中。実施状況に
ついては言及なし。 



 

 

主題 大項目 中項目 小項目 実施機関 実施期限 

項
目
番
号 

評
価

インドネシ

ア側による

07 年 6 月時

点評価 

現況 インドネシア側が認識している現況（07 年 6 月現在） 今後の活動 
インドネシア側が予定している今後の活動（07 年 6

月現在） 
AA ランクにするための必要な現場判断・進捗

状況の確認、改善提言等 
日本側との認識の違い 

既存発電プロジェクト実施の促進(円借款
プロジェクトを含む) 

財務省、エネルギー・鉱
物資源省、国家開発計画
庁、国営企業 (JBIC 支援
を含む) 

2009 年 33 B B 

電力事業における実施促進
は行われており、今後は実施
促進の対象を重要事業に焦
点をあててモニタリングさ
れる。 

On going process. MEMR, Bappenas, MoF have already 
facilitated and coordinated fund/loan for electricity 
development projects. Important projects will be 
monthly monitored with Bappenas. On 19 September 
2006 Umbrella Notes of Mutual Understanding between 
Minister of Finance and JBIC containing some 
electricity projects in Indonesia has been signed. 
Under the coordination and authority of Bappenas, the 
authority of DESDM c.q. DJLPE is to provide technical 
evaluation for the blue book on PLN loan.  

電力事業が促進され、円借款
事業の実施率も国際平均に
達する。 

 To accelerate project implementation of 
power projects, achieving the world average 
project-execution-ratio for yen loan 
projects. 

実施案件の遅延が顕在化。IPP と既存案件
の干渉の排除、スケジュールの順守につい
て、PLN の対応をモニターする。PLN の石炭
火力促進計画（クラッシュ・プログラム）
の実施状況を見つつ、今後の電力セクター
のニーズを確認。調達手続きやガス供給計
画合意の促進を通じ、円借款電力案件の推
進を図る。 

JBIC とのアンブレラノート締結済み。
BAPPENAS の調整の下、DESDM c.q. DJLPE
が PLN に対するローンの係るブルーブック
の技術評価を行う権限をもつことになっ
た。 

初期段階でＪＯＲＲの残
存セクションを完成 

公共事業省、道路公社 

2005 年 10
月までに
実施計画
作成 

34 B B 

現在残存セクションの工事
が実施されている。 
 
東側部分 
・E1：E1 のセクション４の
土地は2006年10月に取得予
定。工事進捗はセクション３
は 100%、セクション 4 は
67.8%。E1 全体の完成予定は
2006 年末。 
・E2：道路部分は 100%完成。
Kalimalang ランプの建設は
66.6%完了。残る 1.02 ヘクタ
ールは2006年10月に取得予
定。全体の完成は 2006 年 12
月の予定。 
・E3：92.7%が工事完了。2006
年 12 月完成予定。 
 
西側部分 
・W1：2006 年内着工。工事
期間は 15 ヶ月の予定。用地
買収済み。 
・W2：用地買収は 2006 年に
開始予定。公共事業省道路局
が道路公社に用地買収費用
を要請する見込み。2007 年
着工、2009 年開通予定。 

 E1 (Hankam Raya-Cikunir) 12.38 km : Currently, the 
physical progress of E1 section 3 is 100 % and E1 
section 4 is 75 %. The total required land for E1 is 
about 104 ha. There are 0.8 ha land needed to be 
acquired for E1 section 4. This land now in dispute 
by Affandi, Rukiyono, Rokhan Isa, and SA Paris and to 
be settled in court. The 11200 m2 is belong to Hamid 
Jiman where he sue the court for compensation, 
therefore it can not be settled yet.     
E2 (Cikunir-Cakung) 8.6 km : Physical progress of main 
road is 100 %. Exit ramp in Kalimalang is 66 % finished 
but has 0.7 ha of land remain to be acquired. This land 
is a BPPN asset and belong to Bank IFI (no appropriate 
data), Bank SEAP (letter of receiving authority is not 
yet finished), and PT Albaraya. Payment is underway 
and construction can be done.   
E3 (Cakung-Cilincing) 3.75 km : Completed and ready 
to operate.            
W1 : Land acqusition was completed and construction 
will start after the ground breaking take place.   
W2 : Construction is scheduled in 2007       

JORR の残存セクションを以
下の期限までに完成する。
 
E1: 2006 年 12 月 
E2: 2006 年 12 月 
E3: 2006 年 12 月 
W1: 2008 年 1月 
W2: 2009 年 1月 

To complete the remaining section of JORR with 
the following target date; 
 
(Target Date) 
E1: by December 2007 
E2: by December 2007 
E3: Completed 
W1: by January 2008  
W2: by January 2009 

道路総局／Jasa Marga/BPJT に進捗と見通
しについて再度確認する。 

E1 および E2 については用地取得未了。（詳
細はインドネシア側が認識している現況参
照）完了見通しに関する言及なし。E3 は完
成し供用可能となっている。W1 は着工式後
に着工開始予定。 

 ジャカルタ外
輪道路（ＪＯＲ
Ｒ）の完成 

インターチェンジ及び入
り口・出口ランプの延長
及び改善 

公共事業省、道路公社 

2005 年 10
月までに
実施計画
作成 

35 B B 

ポンドック・ゲテ・インター
チェンジの移動は 2007 年中
旬に完了予定。移動場所は
2007 年 1 月に決定される予
定。 

PT. Jasa Marga indicated that the relocation will not 
be Cibitung to eliminate potential conflict between 
the new gate and JORR 2. Instead, relocation will be 
done in other location, and expected to be completed 
in the end of 2007.  Improvements on Taman Anggrek 
Ramp will be completed in December 2006 (Problem in 
Taman Anggrek ramp can be solved through development, 
such as completion of JORR where through traffic 
entering the city can be deverted to JORR). Taman 
Anggrek Ramp improvement is not in the plan since 
congested traffic is expected to ease after the 
completion of JOOR W1 and W2   

JORR 完成に続き、ジャカルタ
ーチカンペック間高速道路
の包括的調査を開始する。
 
JORR におけるインターチェ
ンジ及び入口・出口ランプの
渋滞を解決する。 

Comprehensive study on Jakarta - Cikampek 
toll road as a concequence of the completion 
of JORR. 
 
To solve traffic jam at interchange and exit 
and entrance in JORR. 

JORR の完成に伴う ON/OFF ランプと Access 
道路のバランスの取れた整備計画の策定て
事業実施計画の策定を確認・評価する。

調査、整備計画の策定に関する言及なし。

1. Cibitung - Cikarang (6.4 km) is completed. Cikarang 
- Cikarang Timur (+/- 5 km) is in tender process. 
Construction of F.O Cikarang-Cibarusah has already 
contracted for contraction. NOL disbersment from JBIC 
has been issued on March 22, 2007, and contruction 
would be completed on March 2008 

東ジャカルタ工業地域にお
ける交通の流れをスムーズ
にする。その為に以下の手段
を講じる。 
 
1. 国家計画として関係機関
からなる調整委員会を設置
する（経済担当調整大臣令と
して）。 
 
2. 中期マスタープランの策
定と中央政府による承認。
 
3. 短期的課題 
   a. チビトンーチカラン
間の拡幅工事が 2007 年 1 月
までに完了する。  

To ensure the smooth traffic flows in East 
Jakarta industrial area. For that purpose, to 
take necessary measures such as; 
 
1. Coordination comittee that consists of 
related institutions to be set up as national 
strategic issue (by Decree of CMEA) 
2. Development of Master Plan for medium term 
and its approval by central government     
3. Short term Resolusion  
  a. Widening of Toll Road, 

Cibitung-Cikarang by Jan. 2007 

１．計画策定のための調整（Steering)委員
会を設置し、実施機関を選定する。 
２．選定された期間は中期のマスタープラ
ン策定をすべく予算を含む体制を整備す
る。 
３．短期的課題については、資金の調達状
況も勘案し実施可能（既に着手）案件につ
いて進捗を支援する。 

チカラン－チバルサ F.O.の建設は着工し
ており、2008 年 3月に完成する見通し。委
員会設置やマスタープランに関する言及な
し。 

  

東ジャカルタ工
業団地道路イン
フラのリハビリ 

東ジャカルタにおけるイ
ンドネシア 大の工業団
地の慢性交通渋滞緩和の
ために必要とされる対策

の実施 

公共事業省、道路公社 

2005 年 10
月までに
実施計画
作成 

36 B B 

・現在、チビトンーチカラン
間の拡幅工事中。完成予定は
2007 年 3月。 
・チカランインターチェンジ
のブース増設は 2007 年 2 月
完成予定。 
・チバルサ街道改良、及び高
架橋建設は現在、工事価格を
公共事業省道路総局が審査
中。工事期間中の渋滞緩和の
ため迂回路を2006年12月ま
でに完成することが必要で
ある。 
 
中期的な渋滞緩和のための
マスタープラン作成の為、
2006 年 5 月に開催したワー
クショップのフォローアッ
プを行う必要がある。 

2. Improvement (additional booth) on Cikarang IC is 
under design stage.  
 
3. Construction of F.O Cikarang-Cibarusah has already 
contracted for contraction. NOL disbersment from JBIC 
has been issued on March 22, 2007, and contruction 
would be completed on March 2008 

   b. チバルサ街道を 2007
年 12 月までに完了する。臨
時のアクセス道路が 2007 年
2月までに完成する。 
 
   c. チバルサ街道改善工
事より前に、リッポーチカラ
ンとデルタマス間のアクセ
ス道路が開通する。 
 
   d. 工業団地間における
東 西 連 絡 道 路 の 整 備 、
Cibitung-Cikarang 高速道路
28km 地点を通過し南北に通
じ る 道 路 の 整 備 、
Cibitung-Cikarang 間高速道
路 28km 地点におけるインタ
ーチェンジの新設、同時にそ
れらのアクセス道路のため
の高架橋の建設完了。 

  b. Improvement of Cibarusah Road ( 1 
flyover and betterment) by Dec 2007、and 
construction of temporary alternative access 
road by Feb 2007 definitely. 
  c. To support Lippo Cikarang & Deltamas to 

connect access road between Lippo 
Cikarang-Delta Mas, prior to start of 
improvement of Cibarusah Road.           
   d. Construction of Access road between 
east part and west part in the industrial 
complex, construction of North-South road at 
the point of KM28. contruction of IC at KM28 
and completion of flyover and bridge for those 
access road at the same period. 

上記３を参照。 上記参照 



 

 

主題 大項目 中項目 小項目 実施機関 実施期限 

項
目
番
号 

評
価

インドネシ

ア側による

07 年 6 月時

点評価 

現況 インドネシア側が認識している現況（07 年 6 月現在） 今後の活動 
インドネシア側が予定している今後の活動（07 年 6

月現在） 
AA ランクにするための必要な現場判断・進捗

状況の確認、改善提言等 
日本側との認識の違い 

ジャカルタ・バ
ンドン間高速道
路建設 

進行中の高速道路建設の
促進及び深刻な交通渋滞
緩和のために必要な対策
の実施 

公共事業省、道路公社 
2005 年末
までに完

成 
37 AA AA 完成。 

Cipularang Toll road and Pasupati in Bandung was 
completed. The feasibility study of the extension of 
the Pasupati bridge to industrial areas in Cibiru and 
to Gedebage dry port was completed 

      完了 

大都市・重要工
業団地間の高速
道路の建設 

主要経済地域連携に向け
て陸上交通及び物流の改
善 

公共事業省（ＪＩＣＡ支
援を含む) 

JICA 開発
調査は以
下の通り。
(1) 2005
年内に PPP
スキーム
を開発。
(2) 2006
年内に官
と民の事
業分担(3) 
2007 年に
個別事業
の実施計
画策定。 

38 B AA 

公共事業省と JICA 間で MOU
の締結(2005 年 8月 31 日）。
2006 年 1 月に調査開始。パ
イロット事業は 2007 年 1 月
ま で に 選 定 予 定 。
Solo-Kertosono 高速道路の
PQ 入札は開始された。 

MOU has been signed between MPW and JICA on August 31, 
2005, for the PPP study. The study is underway and 
focussing on Jogja-Solo-Kertosono corridor.  The 
study team has submitted the interim report and 
propost six (6) schemes.  The final report has already 
completed. 

経済地域を結ぶ陸上交通及
び物流の改善。PPP モデル事
業の一つとして選ばれた
Solo - Kertosono 間高速道
路の建設。 

To improve inter-land transportation & 
logistic to connect main economic areas. To 
implement such PPP road sections as 
Solo-Kertosono, which is selected as one of 
the model projects of PPP for toll road sector. 

Solo-Kertosono 高速道路の入札結果の把
握と事業進捗のモニタリング。 

B->AA に向上。PPP に関する調査はインテリ
ムレポートが提出され、6 つの事業が提案
されていることを評価したものか？ 

多目的バース、
コンテナ・ター
ミナル及び車タ
ーミナルの開発 
/主要港におけ
る設備の改善 

新プロジェクトの実施プ
ログラムを作成 

運輸省、 第２港湾公社等 
(ＪＩＣＡ支援を含む) 

2005 年末 39 A A 

・タンジュンプリオク港緊急
リハビリ設計完了(2006 年 3
月)。 
 
・タンジュンプリオク・車両
ターミナルにかかる土地収
用問題は解決済。第２港湾公
社が自己資金により実施予
定。事前調査は完了し、現在
入札審査中。着工は 2006 年
末、建設期間は一年の予定。 

TJP Urgent Rehabilitation: Designing was completed in 
March 2006, it is now under tender process. 
 
TJP Car Terminal: Contract in August 24, 2006, and 
progres: 70% 

以下のプロジェクトを実施
する。 
1). タンジュンプリオク港
の緊急リハビリ 
2). タンジュンプリオク・車
両ターミナルの着工 
3). タンジュンプリオク港
へのアクセス道路の完工 
4). タンジュンプリオク港
コンテナ・ターミナルへの鉄
道延長に関する実施計画の
策定と承認 

Operation and soft opening of Car Terminal 
will be hold in August, 2007 

Tg. Priok 港関連プロジェクトの整備計画
の把握と事業進捗の確認・評価 

車両ターミナルの進捗は 70%完了。2007 年
8 月に供用が開始される見通し。整備計画
に関する言及なし。 

主要国際空港及
び／又は重要国
内空港（貨物設
備を含む)にお
け る 設 備 の 改
善・近代化 

新プロジェクトの実施プ
ログラムを作成 

運輸省、 第 2空港公社等 2006 年末 40 B A 

・メダン空港：第 2空港公社
の自己資金によりターミナ
ル建設予定。現在入札準備
中。滑走路部分は第 2空港公
社がドナー支援により建設
を計画。事前調査のレビュー
および詳細設計は今後実施
される予定。 
 
・ジャカルタ空港(CGK)旅客
ターミナル：第 2空港公社の
自己資金によりターミナル
建設予定。事前調査は完了
し、詳細設計が 11 月に実施
予定。 

Medan Airport:  
- Public sector will be financed by  government. 
DED is under study and site preparation is in tender 
process. 
- Private sector will be financed by AP2. 
DED is under study and construction will be started 
on November 2007 
 
CGK Passenger Terminal III (Pier I):  
- Project will be financed by AP2 
- DED was completed 
- Now in tender process 

CGK 空港カーゴ・旅客ターミ
ナル建設の実施。 

To implement CGK cargo processing 
空港関連プロジェクトの整備計画の把握と
事業進捗の確認・評価 

B->A に向上。メダン空港については、公共
セクター（該当部分不明）は政府資金で実
施される。現在入札中。DED（詳細設計？）
実施中。民間セクター（該当部分不明）は
第 2 空港公社資金により十される。DED 実
施中、07 年 11 月着工予定。ジャカルタ空
港旅客ターミナルは、DED 終了。入札実施
中。 

主要国際空港へ
のアクセス道路
の改善、空港へ
の代替ルート・
手段の開発 

交通と流通のボトルネッ
クを解消し経済活動の促
進を目的とする必要な対
策の実施 

公共事業省、道路公社, 
運輸省(航空総局)、国営
企業担当省、空港公社、
国鉄 

2005 年 5
月に事業
方針決定 

41 B B 

CGK 空港への鉄道は現在実
施計画を作成中であり、2006
年 10 月に実施計画が完成す
る予定。市内から CGK 空港ま
での道路拡幅は現在調査中
であり、2006 年 11 月に実施
計画が完成する予定。 

Study to widen Prof Sedyatmo Toll Road was completed 
and MPW has proposed the inclusion of this project into 
Blue Book year 2006-2009 to Bappenas (31 July 2006). 
However, this proposal has been rejected. To achieve 
the action goal, another option has been taken, which 
is the construction of JORR 2 toll road section 
Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran. This project is now 
in tender process.     
Info Memo (Implementation Program) for  Access 
Railways to CGK is under preparation by PT Rail Link. 
Modification of the trace location from the previous 
plan now under discussion with DKI Jakarta.  

CGK 空港への鉄道建設。 To implement the access railway to CGK Airport 
空港アクセス鉄道の整備計画の把握と事業
進捗の確認・評価 

Prof Sedyatmo Toll Road 拡幅調査は終了。
公共事業省はブルーブックへの掲載を求め
たが掲載されず。代わりに JORR2 高速道路
事業が入札中。空港アクセス鉄道の整備計
画は策定中。DKI ジャカルタと場所の見直
しを協議中。 

  

総合的交通政策
の中でＪＡＢＯ
ＴＡＭＥＣ地域
（ジャカルタ大
都市圏）におい
て輸送手段の転
換（自動車モー
ドから鉄道モー
ド)の促進 

実施計画策定のための新
規事業の確認 

運輸省(鉄道総局) 2006 年末 42 B B 

関係省庁により統合鉄道シ
ステム、大量高速交通システ
ム(MRT)、モノレールが準備
中。デポック市車両基地事業
において 2006 年末には統合
交通システムに関する開発
計画が策定される予定。 

Under preparation by related agencies for Integrated 
Railway System, MRT and Monorail. Among them, 
Development Plan on integrated traffic system by 
Package C of Depok Depot Project by the end of 2006.

ジャカルタ MRT、モノレー
ル 、 バ ス 、
Cikarang-Manggarai 間複々
線化、Tanah Abang-Serpong
間複線化、Jabotabek 環状線
事業の実施。 

To implement Jakarta MRT Project, Monorail, 
Busway, double-double truck 
Cikarang-manggarai, double truck Tanah 
Abaang-Serpong, circular Jabotabek project. 

策定された統合交通システムの開発計画の
評価と事業実施計画策定状況の把握、実施
に向けた各種調達活動の進捗の確認と評
価。 

特段進捗なし。日本側の求める条件を要フ
ォロー 

追 加
項 目
案  

   
                 

   

イン
フラ 

  

東ジャカルタ地
域における物流
改善と交通管理
の改善 

東ジャカルタ地域におけ
るモデルドライブポート
建設に係る実施計画調査
と承認 

運輸省、第 2 港湾公社、
他 

2007 年中
旬 

            

東ジャカルタ工業地域の中期計画の策定状
況の確認と評価。（ドライポート、東ジャカ
ルタ工業団地群の特区化の検討状況の確
認。） 

言及なし 



 

  

東ジャカルタ工業地域と
その周辺、更にはタンジ
ュンプリオク港との結節
に係る地域の交通問題に
対応した中期マスタープ
ランの作成と中央政府の
承認（大臣令）。また中期
マスタープランの実現に
不可欠な、複数の関係省
庁（中央政府、地方政府、
警察等）の関与の促進と
省庁間の調整を行い、ま
た法の施行と予算の確保
を目的とする主体の設
置。 

経済担当調整大臣府 
公共事業省 
運輸省 
警察 
地方政府 

2006 年末             締結された MOU の進捗状況の把握と評価。 言及なし 

  

電力プラントの
燃料に関する総
合的な政策 

電力プラントに対する首
尾一貫した燃料政策を達
成するために鉱エネ省内
に調整チームを設置す
る。 

エネルギー・鉱物資源省、
PLN 

2006年第3
四半期 

    

PLN へのガス燃料調達に係
る政府内の調整会議が設置
され、数回の調整会議が開催
された。 

  進捗状況の把握   
大統領ないし副大統領が主導権を発揮し、
問題の解決に当たるべく改善提案 

言及なし 



 

 
B: 現地訪問先リスト 

B: 現地訪問先リスト 

Date Time Person to meet Address Contact No.  

08.45 Mr. Windhu Hidranto, PT. PPPI  Jl. Len. MT Haryono, Kav. 
45-46 Jakarta 12770 

Tel: 62-21-794 9660 
Email: windhu98@yahoo.com 

13.00 Mr. Moh. Irian, Secretary of BPJT, Bina Marga, Sapta Taruna 
Bldg. 2nd Fl.  

Te: 0816-481-9955 (Ms. Keni ) 

Mar/14 (Fri) 

15.00 Mr. T. Kasono, Asst. Manager, 

Marubeni Corporation Jakarta Office

Mr. M. Sugawara, Asst. Manager 

Environment Infrastructure

Investment Team(TIKB3Y3), 

Environment Infrastructure Dept. 

Marubeni Corporation  

  

Plaza BII Twr. 2, 11th Fl. Jl. 
M.H. Thamrin Kav. 51 
Jakarta 10350  

Tel: 62-21-329 1777 
Email: kasono-T@marubeni.com

09.00 Mr. Satoshi Nakano 
Construction Representative,  
Mitsubishi Corp.,  

JKT Stock Exhchange 
Building Tower 1, 24th Fl. 
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 
52-53 Jakarta 12190 

Tel: 62-21-515 1517 
Email: 
satoshi.nakano@mitsubishicorp.co
m 

11.00 Mr. T. Yasui 
Representative Operation & 
Portfolio, Representative Office in 
Jakarta 

Summitmas II, 7th Fl. Jl. 
Jenderal Sudirman Kav. 
61-62 Jakarta 12190 

Tel: 62-21-522 0693 
Email: t-yasui@jbic.go.jp 

14:00 Dr. Ir. Bastari, Director of PPP 
Devlopment, BAPPENAS 

Jl. Taman Suropati No. 2, 
5th Floor Jakarta 10310 

Tel: 62-21-3193 4175 
Email: bastary@bappenas.go.id 

16:30 Mr. Masjraul Hidayat 
Director, PT. Railink  

Jl. Ir. H. Juanda 1B No 8, 
1st Floor Jakarta 10120 

Tel: 62-21-350 2963 
Email: masjraul@indosat.net.id 

Mar/17 
(Mon) 

18:30 Mr. T. Iitoyo, Project Manager, 
Railway & Mass Transit 
Development Department, Public 
Transport Division, Pacific 
Consultants International 

at PCI Jakarta Office    

9:30 Mr. H. Kuwayama, Vice Presient 
Director, JETRO 

Summitmas II, 6th Fl. Jl. 
Jenderal Sudirman Kav. 
61-62 Jakarta 12190 

Tel: 62-21-520 0264 
Email: yawayama@jetro.or.jp 

11:00 Ir. Effendi Batubara, Msi 
Director General of Sea Transport, 
MOT 

Gedung Karsa 4th Floor Jl. 
Medan Merdeka Barat No. 
8 

Tel: 62-21-8379 6060 
Email: effbtbr@jindosato.ne.id 

12:30 Dr. Ir. Wahyu Utomo, MS 
Assistant Deputy Minister 
Infrastruture and Reginonal 
Development 
Coordinating Ministry of Economic 
Affairs 

Gedung PAIK 7th Floor, 
Departmen Keuangan Jl. 
Lapangan Banteng Timur 
No. 2-4 Jakart 10710 

Tel: 62-21-345 6714 
Email: wutomo@kkppi.go.id 

Mar/18 
(Tue) 

14:00 Mr. T. Yagi JICA Expert 

Investment Promotion Policy Advisor

Investment Coordinationg 

Board(BKPM) 

7th Floor, Jl. Gatot Subroto 
No. 44 Jakarta 12190 

Tel: 62-21-527 4854 
Email: yagi-bkpm@cbn.net.id 



 

 

Date Time Person to meet Address Contact No.  

15:15 Mr. Santoso Edi Wibowo, 
Head of Centre for Strategic 
Studies of Transport Services, 
Ministry of Transportation 

Jl. Merdeka Barat No. 8 
Gendung Cipta Floor 6th 
Jakarta Pusat 10110 

Email: pakeddy1955@yahoo.com

16:10 Mr. Tunjung, Indrawan, 
Head of Planning Bureau 
Ministry of Transportation 

Jl. Merdeka Barat No. 8 
Gendung Cipta Floor 6th 
Jakarta Pusat 10110 

Tel: 62-21-344 7080 
Email: 
tundjunginderawan@yahoo.com 

16:30 Mr. Arief Heryanto, Sub-Director of 
Region 1, Directorate of Railway 
Infrastructure, DG of Railway, MOT

Jl. Merdeka Barat No. 8 
Gendung Karya Floor 11th 
Jakarta Pusat 10110 

Tel. 62-811-140-720 

 

17:15 Mr. Nugroho Indrio 
Sectretary to Digen. Of Railway, 
2nd Floor 

Gedung Karsa Lt. 2 Jl. 
Merdeka Barat No. 8 
Jakarta Pusat 10110 

Tel: 62-21-386 0760 
Email: 
tundjunginderawan@yahoo.com 

9:00 Mr. Agus WahyonoIPP 
Construction Manager, PLN  

Jl. Trunojoyo Main Bldg. 
13th Floor 

Te:: 62-21-725-1234/720-4929(Mr. 
Sugi) 

11:00 Mr. T. Muronaga, Second Secretary 
Economic Section (Public Works)
Mr. T. Tsuchiya（METI), 
Embassy of Japan 
 
Mr. J. Shimizu JICA Expert on Toll 
road PPP Policy (Toll Road PPP 
Policy Advisor) 

Jl. M.H. Thamrin No. 24 
Jakarta 
 
 
 
 
Jl. Tulodong Bawah B-13 
Kebayoran Baru, Jakarta 

Tel: 62-21-98 39737 
Email: 
takeshi.muronaga@mofa.go.jp 
t-tsuchiua@eoj.ntt.net.id 
Tel: 62-21-573-6554 
Email: jshimizu2000@yahoo.co.jp

Mar/19 
(Wed) 

13:00 Mr. Sukribey, PPP DKI Jl. Let.Jen. MT. Haryono 
Kav.45-46  

Tel: 62-21-794-9660 (Mr. Tinus)

15:00 Central Line Track Elevation for 

JABOTABEK Railway Development

Project(inspection visit) 

    Mar/20 
(Thu) 

16:00 Jakarta Fishing Port Construction 

Project (inspection visit) 

Jl. Maura Baru Ujung, 
Jakarta Utara 

Tel: 62-21-662 0413 
Email: oris-888@pcitokyo.co.jp 
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