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1. インドネシアは世界第4位の人口規模2.4億人を有し、経済成長に伴って中間所得者

層が拡大する中で消費市場として有望である。また、豊富な高度人材（労働力）を背

景にアジア周辺国への生産市場としても潜在性が高い。 

2. 一方で、ぜい弱な物流インフラ、人件費の高騰、マクロ経済環境の悪化（急激な資本

流出による通貨安の進行）、外国企業に対する投資優遇制度等、ビジネス投資環境

上の課題もある。 

3. 本視察では、上記諸課題に対する具体的な解決策の進捗状況を、インドネシア政府

や現地企業（同国へ進出している日系企業も含む）へのヒアリング等を通じて確認し、

日本の機械工業関連企業にとっての事業可能性を検討する。また、日本の機械工業

関連企業として現地企業との関係緊密化を図る必要性も確認する。 

4. 視察団員は日本の大手機械メーカ会長、社長他役員経験者や現経営幹部等、実質

的なデシジョン・メーカによって構成。視察を通じて、現地投資に結び付く経営判断を

行うよう指向していく。 

１．１ 視察の目的 



訪問日 訪問先 面談者 役職 

2月26日 在インドネシア日本国大使館 島田 順二 
牛尾 滋  
池谷 巌  

公使 
経済公使 
参事官 

インドネシア共和国投資調整庁
(BKPM) 

Ikmal Lukman 
Said Ridwan 
Nurul Ichwan 
山﨑 紀雄 

Director(投資推進担当) 
Director(製造業担当) 
Deputy Director 
投資促進政策ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ(JICA) 

2月27日 PT. Toshiba Consumer Products 
Indonesia（LCD-TV、2槽式洗濯機） 

山﨑 英昭 社長 

PT. Hitachi Power Systems 
Indonesia（遮断機） 

安納 憲次 社長 

2月28日 PT. Super Sinar Abadi（ゴム） Jenitta Wirawan 
Reynalvin Katopo 
古橋 美穂 

社長 
 
海外産業人材育成協会ｼﾞｬｶﾙﾀ事務所長 

JICAインフラ案件：MRT南北線 荒津 有紀 
井原 英詔 

JICA ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ事務所 次長 
JICA ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ事務所 所員 

3月1日 JICAインフラ案件：Pluit排水機場 荒津 有紀 JICA ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ事務所 次長 

3月4日 在インドネシア日本国大使館 鹿取 克章 大使 

１．２ スケジュール 



氏名 所属 役職 

団長 岡村 正 (株)東芝 相談役 （日本機械工業連合会 会長） 

副団長 伊藤 源嗣 (株)ＩＨＩ 相談役 （日本機械工業連合会 副会長） 

副団長 庄山 悦彦 (株)日立製作所 相談役 （日本機械工業連合会 副会長） 

団員 矢後 夏之助 (株)荏原製作所 取締役会長 

斎藤 浩 (株)東芝 執行役専務 

渡辺 康之 (株)ＩＨＩ 顧問 

田中 徹 (株)ＩＨＩ 営業本部本部長補佐 

岡田 博文 (株)栗本鐵工所 取締役 

阿部 一正 日鉄住金総研(株) 取締役相談役 

椎橋 建夫 (株)日立製作所 戦略企画本部経営企画室部長 

徳永 良 三菱電機(株) 顧問 

為村 浩一 三菱重工業(株) グローバル戦略本部国際事業推進部部長付 

岩崎 哲久 (株)東芝 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部産業政策渉外室産業関連渉外担当部長 

海老塚 清 (一社)日本電機工業会 専務理事 

石坂 清 (一社)日本機械工業連合会 常務理事 

坂本 享夫 (一社)日本機械工業連合会 事務局長 

衣笠 一歩 (株)日立総合計画研究所 主任研究員 

長井 徹 (株)日立総合計画研究所 研究員 

現地参加 村杉 雅史 (株)ＩＨＩ ＩＨＩジャカルタ事務所 所長 

高坂 寿 (株)東芝 ジャカルタ事務所 所長 

八木 宏幸 (株)日立製作所 日立アジア(インドネシア)社 社長 

１．３ 参加者名簿（敬称略） 



論 点 内 容 

マクロ経済 民主化の進展  2期10年にわたるユドヨノ大統領下で民主化が進展。治安は大幅改善。 
 実質GDP成長率6％以上の高成長を継続。G20内でもglobal playerに

なってきたと自負。平均年齢27歳、人口2.4億人は世界4位。今後も日
本にとって重要なビジネスパートナーであることに変わりはない。 

 ジャワ島はイスラム教徒が約9割。イスラム思想をベースに民主化を進
めている希有な国。他のイスラム諸国にとって良例になるはず。 

通貨安の進行
（“Fragile 5”） 

 貿易構造に課題。資源（LNG、パーム油、石炭）しか輸出品がない。未
加工品は輸出禁止。中間層増加の中、中間資本・食料を輸入しなけれ
ばならず貿易収支は常時赤字。結果、ルピア売り圧力がかかりやすい。 

 経常収支黒字化に外資誘致が必要だが、ぜい弱なインフラがネック。 

格差の是正 
•所得階層 
•ジャワ島（首
都圏）と地方 

 一人当たりGDPは3,700ドル、ジャカルタは1.2万ドル以上。一方、地方
では、人口の45％が一日1ドル以下で生活。格差が大きすぎる。 

 地下経済35％(推定)、税の捕捉率が低すぎる。きちんと徴税できてい
ないので財政ひっ迫。相続税、贈与税が無いに等しく、豊かな家に生ま
れた人はずっと豊かで、逆も真なり。しかし徴税制度改革は既得権益
切り崩しになるため政府は消極的。ジョコウィ氏が大なたを振るえるか。 

日本との関
係 

•文化 
•日本語教育 
•観光 
•日本の外交 

 屈指の親日国家。クールジャパン（アニメ、JKT48等）で日本文化浸透。 
 84万人が日本語を学習（中国語に次ぐ）。安倍首相は今後7年で2千人

の日本語教員を派遣する意向。日本人留学生は2,200人程度と少ない。 
 日本語が堪能な総務・会計が少なく、日本企業間で取り合い。 
 日本への観光客は高所得者を中心に13万人（前年比36％増）と好調。 
 華僑はインドネシア政府にしっかり意見を言っている。日系企業の要望

を有望な権力者に伝えること、財界とのネットワーク構築が重要。 

１．４ 視察の結果（簡約）： 主要な論点と議論の内容 



論 点 内 容 

内政 選挙の見通し  2期10年にわたるユドヨノ大統領下で民主化が進展。 
 現与党・民主党は大敗予想（50議席以下の可能性も）。党内不安定で

次期候補者も未定。汚職表面化で支持率急落。 
 メガワティ総裁率いる闘争民主党はジョコウィ氏出馬なら大勝の公算

（150～180議席獲得予想）。世論調査ではダントツの人気。メガワティ
本人が出馬か、ジョコウィ氏応援かで調整中だが、メガワティ出馬の可
能性は低く、党内も民意も「早くジョコウィ氏を推薦して」との声。 

 ゴルカル党は自民党とも親密で経済面でプレゼンス大。ジャワ島以外
の基盤強く第2党になる可能性高い（現在の106議席維持の予想）。候
補者バクリー氏は事業面で問題を抱えており国民からは不人気。 

 どこが第1党になっても日本重視の外交政策は不変。 
 ジョコウィ氏が大衆迎合主義に若干傾注している点が心配。大統領とし

ての力量は未知数。 

通商政策 TPP、RCEP等  ASEAN内の経済圏強化に関心が強い。TPPは報道皆無、関心薄い。 
 RCEPには前向き。時間を要するが進んでいる。他国とのFTAはすでに

日本を含む6カ国と締結済であり、それ以上の関心はあまりない。（自
由貿易によって）中国から安価な製品が流入することを懸念。 

ODA  インドネシア政府は対外債務を削減したいのでODAは外交の武器にな
らない。JBICは政府保証付与でないと融資しないし、インドネシア政府
は保証して対外債務を増やしたくない。ゆえにインフラ案件が進まない。 

 日本にとっては、高額のODAをつぎ込んだ国なのでtoo big to fail。 
 日本に対しODAではなく投資が望まれるが、ぜい弱なインフラが課題。 

１．４ 視察の結果（簡約）： 主要な論点と議論の内容 



論 点 内 容 

投資環境 ビジネスの特徴  ①何事も「遅々として進む」 ②朝令暮改「ガラポネシア」 
 短期での収益確保は困難だが、長期では可能大。中長期では儲かると

いう根拠は人口規模、中間所得者層の増勢。 

インフラの改善  日系企業にとってのボトルネックはインフラ。鉄道だけでなく高速道路
の増設要。水は汲み上げでは地盤沈下するので大規模貯水が必要。 

 政府の財源は投資必要額の30％程度。資金調達と土地利用が課題。 
 プルイット（Pluit）東排水機場（JICA/八千代エンジニアリング、酉島製

作所、間組）は視察当日(3/1)午後に試運転。4月から本格稼動。 
 MRTジャカルタ都市高速鉄道南北線の敷設事業が進展（JICA/三井住

友建設）。2018年4月開通予定。自動車からのモーダルシフトに期待。 
 日本とインドネシア共同で新港湾、新国際空港の建設計画あり。 

投資優遇税制  タックスホリデーはBKPMがサポートに動くも、国税庁が非常に厳しく、
なかなか適用されず。タックスアローワンスも許可されないところあり。 

工業化/地方分
散 

 ジャカルタへの生産拠点（投資）集中が問題。ジャカルタ周辺だけでな
く、中・東ジャワに新工業地帯の建設し産業基盤を強化する計画あり。
マヒンドラBKPM長官は地方分散に積極的。 

 自動車や関連部品など海外からの投資によりサプライチェーン面での
地位は上昇。政府もASEANサプライチェーンの中心となりたい意向。 

機械工業の事業機会  自動車関連産業は筆頭。日本車シェアは96％、トヨタは50％超。 
 資源国であり建機需要は無限大。 
 素材（製鉄、ゴム、合成樹脂）、石油・ガスなどの生産能力が不足。旭

硝子は投資倍増。新日鐵住金、JFEが新規進出予定。 

１．４ 視察の結果（簡約）： 主要な論点と議論の内容 



論 点 内 容 

インフラ面での苦労  高速道路周辺に迂回道路が無く、渋滞を回避できない。 
 物流に多大な時間（従前は港まで3～4往復できたが今は1往復がやっと）。

トラック確保が困難で、値上げ要求が多い。 
 港が浅く大型船の停泊不可能。貨物が集中し在庫管理に苦労。 
 電力不足はないが電気代は日本並みに高い(12円/KW）。 

労働力の質  他アジア諸国と遜色なし。生産性低いのは個人の資質でなくインフラの差。 
 品質は中国製と比べ格段に良い。 
 女性労働者は手先が器用。デモに参加しないのも利点。 

人件費の高騰  最低賃金は2012年前年比44％増、2013年同17.2％増。もはや低賃金で
はない。各州に最低賃金決定権があり、地方首長選挙前に上がる傾向。
20％上昇が続けばバンコクと同等。賃金目当てで進出しても意味無し。 

 BKPM方針で健康保険、雇用保険費用が全額企業負担に。 

労働争議(デモ)  デモはしばしば発生。争点は労働条件（正規社員化、賃上げ）。政府はデ
モの事前申請を必須化することで抑制図る。 

 経営者が従業員の不満を聞いていない企業がターゲットにされる傾向。 
 従業員の組合離れが進展（費用対効果が悪い）。過激な労組は弱体化。 

企業への忠誠心  ほとんど離職しないという企業と頻繁に離職者がいる企業とさまざま。 
 通勤手当、食費補助、保険負担など福利厚生が厚い企業は離職率低い。 
 職種で見ると、技能者の離職は少ない。一方、設計・営業は学卒なので、

ジャカルタ近郊へさらに高賃金を求めて転職する傾向。 

イスラム信徒への配慮  工場内に礼拝堂を新設したところ従業員のモチベーションが上がった。 

１．４ 視察の結果（簡約）： 主要な論点と議論の内容 



国名 
インドネシア共和国（Republic of 
Indonesia） 

宗教 
イスラム教87.2％、キリスト教
9.8％、ヒンドゥー教1.7％、仏教
0.7％ 

人口 

2億3,756万人（2010年） 
 世界第4位の人口規模 
 アジアでは中国、インドに次ぐ 
 ジャカルタ960万人 

元首 
スシロ・バンバン・ユドヨノ大統領
（2004年～） 

国土 

191万931平方㎞ 
 日本の約5倍 
 17,000を超える大小の島々で構

成されるといわれている 

政治体制 立憲共和制 

主要都市 
首都ジャカルタ、スラバヤ、メダン、
マカッサル、スマラン他 

議会 
国会（560名）、地方代表議会（132
名）、国民協議会（国会および地方
代表議会の合計692名） 

言語 インドネシア語 通貨 インドネシアルピア 

種族 
ジャワ族、スンダ族他（全国に1千
以上） 

ＧＤＰ 
名目GDP：9,084兆ルピア 
一人当たり：3,500ドル 

理念 

多様性の中の統一 
建国５原則（パンチャシラ：唯一神
への信仰、人道主義、民族主義、
民主主義、社会的公平） 

社会構造 
少数派華僑の経済影響力強い 
女性の社会進出が目立つ 
民主主義浸透(報道・言論自由) 

２．１ インドネシア共和国の概要：一般的事項 



実質GDP成長率 鉱工業生産指数 

資料：国家統計局 資料：国家統計局 
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•内需を中心に安定成長を維持しているが、2013年は5％台の成長に減速。 

•堅調な民間消費の伸びをベースに、2014年は輸出の回復により再び6％台への回復をめざして
いる。短期的には資本流出、ルピア安、物価上昇等が強まり注意が必要。 

２．２ インドネシア共和国の概要：基礎的経済指標① 



小売販売指数 輸出入（金額/前年比伸び率） 

資料：インドネシア中央銀行 資料：国家統計局 
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２．２ インドネシア共和国の概要：基礎的経済指標② 

•人口が多く、経済成長に伴って中間所得者層も急増しており個人消費は堅調。 

•輸出、輸入ともに弱含み。貿易収支も2012年以降赤字傾向。その結果、自国通貨ルピアに売り圧
力がかかりやすい。 
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物価指数 為替レート 

資料：国家統計局 資料：インドネシア中央銀行 
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２．２ インドネシア共和国の概要：基礎的経済指標③ 

•消費者物価は総合指数、コアともに上昇傾向。 

•インドネシアルピアは対米ドルでリーマン・ショック後急落。2011年後半以降上昇していたが、
2014年入り後の新興国不安を受けて反転下落。 



ジャカルタ総合株価指数 “Fragile 5”の政策金利 

資料：ジャカルタ証券取引所 資料：インドネシア中央銀行 
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（tapering）を示唆した2013年5月頃から市場心理はリスクオフに転じた。ジャカルタ総合株価指数
も2013年5月以降急落。 

•インドネシア中央銀行は、インフレ抑制および通貨安防衛のため政策金利を段階的に引き上げ。 
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２．２ インドネシア共和国の概要：基礎的経済指標④ 



“Fragile 5”の経常収支 “Fragile 5”などの為替レート 

資料：ＩＭＦ 資料：各種統計 

▲10

▲8

▲6

▲4

▲2

0

2

4

2005 06 07 08 09 10 11 12 13 2014

（GDP比、％）

（暦年）

（予測）

南アフリカ

インドネシア

インド

トルコ

ブラジル

50 

75 

100 

125 

150 

175 

200 

225 

250 

275 

2005 06 07 08 09 10 11 12 13 2014

（2004年末=100）

（月末）

ブラジル

トルコ

インド

インドネシア

アルゼンチン

通貨安

南ア

フィリピン

メキシコ

2013年5月22日
FRBバーナンキ議長（当時）
がQE3縮小を示唆

•新興国への資本流入が急停止（sudden stop）。成長資金を国外に頼る“Fragile 5”（①ブラジル、
②インドネシア、③インド、④トルコ、⑤南ア）の通貨下落が続いている。 

２．２ インドネシア共和国の概要：基礎的経済指標⑤ 



３．１ 【2月26日(水)】 在インドネシア日本国大使館 

訪問先 在インドネシア日本国大使館 

大使 鹿取 克章 （Yoshinori  Katori） 在インドネシア共和国特命全権大使 

鹿取大使の
略歴 

昭和４８年 ４月 外務省入省 

平成元年 ３月 在ドイツ連邦共和国日本国大使館一等書記官 

     ２年 １月 参事官 

     ４年 ８月 北米局安全保障課長 

     ５年 ８月 北米局日米安全保障条約課長 

     ６年 ９月 大臣官房報道課長 

     ８年 ７月 大臣官房兼内閣審議官内閣官房内閣内政審議室 

     ９年 ７月 在ミュンヘン日本国総領事館総領事 

   １２年 ２月 在大韓民国日本国大使館公使 

   １４年 ９月 大臣官房審議官（報道・広報担当）兼大臣官房文化交流部 

   １５年 ５月 大臣官房領事移住部長 

   １６年 ８月 領事局長 

   １７年 ８月 大臣官房外務報道官 

   １８年 ８月 特命全権大使イスラエル国駐箚 

   ２０年 １０月 日本政府代表（東南アジア諸国連合関連） 

  ２２年 ４月 外務省研修所長 

（１）．概要 



（２）．トピックス 

① インドネシア経済の現状と今後の成長戦略ビジョン 

• 2013年6月頃から資本流出によってインドネシア・ルピアが下落しています。物価上昇率も高水準
にあり、通貨安防衛およびインフレ抑制のために政策金利を引き上げれば、減速している国内景
気がさらに冷え込むことになり、金融政策の舵取りは大変難しい状況にあると認識しています。景
気の現況と見通しについて、どのようにお考えでしょうか。 

• 人口規模は2.4億人（2010年）と世界第4位です。優秀で豊富な労働力に加え、購買力を持つ中間
所得者層の増大が中長期的に期待されることから、近年、日本以外にも中国など多くの国がインド
ネシアに投資を加速させています。こうした動きをどのようにお考えですか。また、インドネシア政
府がパートナーとして重要視している国はどこでしょうか。 

• インドネシア政府は、経済開発加速化・拡充マスタープラン（MP3EI）において2025年の経済大国
入りを掲げています。実現可能性および政策課題について認識をお聞かせください。 

• 今回の主たる調査目的として、政府が掲げるインフラ整備計画と日本企業との関わりがあります。
インドネシアの壮大な計画として経済開発加速化・拡充マスタープラン（MP3EI）や、直近のジャカ
ルタ首都圏投資促進地域マスタープラン（MPA）は日本の資金援助や人的支援で動き出していると
思いますが、日本の機械工業関連の企業はどのように動いたら良いかアドバイスを頂戴できました
ら幸いです。 

• ASEAN共同体設立が2015年を目指して進んでおりますが。経済共同体の中でインドネシアが享受
するメリットは何かご教示下さい。 

３．１ 【2月26日(水)】 在インドネシア日本国大使館 



（２）．トピックス 

① インドネシア経済の現状と今後の成長戦略ビジョン 

• 中国経済の減速が及ぼすインドネシア経済への悪影響や、台湾企業が無償で土地提供を受けた
こと、ドイツ自動車メーカーの本格的進出など、インドネシア市場を巡って競争が激化してきていま
す。日本のプレゼンスを保つための機械工業の役割について、お考えをお聞かせ下さい。 

• インドネシアにおけるビジネスで、注目しておく点がありましたらお聞かせ下さい。 

② 投資誘致施策 

• 各国の投資内容は（資源権益獲得、生産拠点設立、市場獲得（中間層取り込み）など）国ごとに重
点分野が異なっているなど、何か特徴があるのでしょうか。 

③ 大統領選挙の見通し 

• 2014年の大統領選挙とその後の政治経済の見通しに関して教えていただければと思います。 

• 現在、改革派の候補者が優勢との見方が広がっています。外資誘致に関して改革派と保守派の政
策スタンスにはどのような違いがあるのでしょうか。 

３．１ 【2月26日(水)】 在インドネシア日本国大使館 



日時 ２０１４年２月２６日(水) １０：００～１２：００ 

場所 在インドネシア日本国大使館 ６階応接室 

面談者 
島田 順二（Junji Shimada） 公使 
牛尾   滋（Shigeru Ushio） 経済公使 
池谷   巌（Iwao Ikeya） 参事官 

内容 

①岡村日機連会長ご挨拶 
②島田公使 ブリーフィング 
③牛尾経済公使 ブリーフィング 
④質疑応答 

（３）．訪問結果 

在インドネシア日本大使館 外観 

左：島田公使 右：岡村会長 手前から池谷参事官、牛尾経済公使、島田公使 

３．１ 【2月26日(水)】 在インドネシア日本国大使館 



（３）．訪問結果 

  ①岡村日機連会長ご挨拶 

• ユドヨノ現大統領が民主化を進めている。インドネシアは投資対象国として、日本企
業の注目度が非常に高い。 

• インドネシアの経済成長を肌で感じ、日本企業・関連団体の進出を支援し、インドネ
シアの発展を支えることが本視察の最大の目的。 

• ４月議会選挙および７月大統領選挙の見通しと争点、高騰する人件費、労働争議、
通貨危機の状況、投資環境、金融など幅広く教示願いたい。 

３．１ 【2月26日(水)】 在インドネシア日本国大使館 

ブリーフィングの様子 



（３）．訪問結果 

  ②島田公使 ブリーフィング 

論 点 内 容 

インドネシア概観 • 3月1日、「パレスチナ開発のための東アジア協力促進会合」の第二回閣僚会
合がジャカルタで開催される。日本とインドネシアの交流は進んでいる。 

• 2期10年にわたるユドヨノ大統領下で民主化が進展。実質GDP成長率6％以上
の高成長を継続、G20内でもglobal playerとなってきたと自負している。 

• 平均年齢27歳と若く、人口は世界第4位の2.4億人。潜在能力高い。 

• イスラム教徒が約9割と多いが、宗教は自由。イスラム思想をベースに民主化
を進めている国は希有。他のイスラム諸国にとって良い事例になろう。 

4月議会選挙、 
7月大統領選挙
の見通し 

• 4 月に総選挙、7 月に大統領選挙。憲法規定上、ユドヨノ大統領の再選は無い。 

• 現与党はユドヨノ大統領所属の民主党。次期候補者は未定で揺らいでいる。実
績はあるが、民主化の痛みともいえる汚職問題がはびこっている。ユドヨノが汚
職撲滅委員会を設置したが、かえってスキャンダルを生み人気急落。次期選
挙は大敗する予想で50議席以下になる可能性も。対抗馬は最大野党・闘争民
主党。スハルト大統領の娘・メガワティ総裁が率いる。ジョコ・ウィドド氏（通称
ジョコウィ）が最有力。ジョコウィ氏はもともとSolo（ソロ）市の家具貿易商。ソロ
市長を経てジャカルタ州知事（現在2年目）。 

• 一般民衆目線の政治で人気断トツだが出馬未表明。メガワティ本人が出馬か、
ジョコウィ氏応援かで調整中。ジョコウィ氏出馬なら議会選は大勝の公算（150
～180議席獲得の予想）。党内も民意も「早くジョコウィ氏の推薦を」との声。 

３．１ 【2月26日(水)】 在インドネシア日本国大使館 



（３）．訪問結果 

  ②島田公使 ブリーフィング 

論 点 内 容 

4月議会選挙、 
7月大統領選挙
の見通し 

• ゴルカル党は、自民党とも親密で経済面でプレゼンス大。しかし、バクリー氏は
事業面で問題を抱えており国民からは不人気。ジャワ島以外の基盤強く第2党
になる可能性が高い（現在106議席を維持する予想）。 

• どの政党が第1党になっても、日本重視の外交政策は不変。日本政府もメガワ
ティ前大統領やジョコウィ氏と親密な関係を構築。 

• 若干の変化があるとすれば、ジョコウィ氏は庶民目線の政治家。現場を視察し、
渋滞解消や露店整備（ビルに入居させて、反社会的組織の既得権益を一掃）
を行い、国民からは高い支持を受けている。 

• 渋滞解消のため、公務員には公共交通機関を利用させ、自身も第一金曜日は
自転車通勤。若干ポピュリズム（大衆迎合主義）に傾いているところが心配で、
大統領としての力量は未知数。 

日本との関係 • 世界有数の親日国家。日本がオランダからの独立を支援し、インドネシア文化
を保護（母国語教育の導入、ジャカルタの名前に戻すなど）したことが背景に。 

• クール・ジャパンを通して日本文化が浸透。日本のアニメやポップカルチャー、
JKT48が人気。日本語学習者数84 万人は中国語に次ぐ。中学・高校では選択
語学になっている。安倍首相は今後7年で2千人の日本語教員を派遣する意向。 

• 独立記念日（8月17日）前に独立起草を日本人宅で行ったり、旧日本兵がイン
ドネシア軍を支援したり。Sudirman将軍の銅像は日本の防衛省が寄贈。 

３．１ 【2月26日(水)】 在インドネシア日本国大使館 



（３）．訪問結果 

  ③牛尾経済公使 ブリーフィング 

論 点 内 容 

通貨安の進行
（“Fragile 5”） 

• 貿易構造に問題あり。資源（LNG、パーム油、石炭）しか輸出品がない。未加工
品は輸出禁止。中間層が増加する中で、中間資本（部品はタイから）・食料を輸
入しなければならず、貿易収支は常時赤字。 

• 日本は最大の投資国だが最近は鈍化傾向。経常収支も赤字化しやすい。結果、
ルピアに売り圧力がかかりやすい。ルピア高になる要素が見当たらない。 

• 経常収支黒字化には外資誘致が必要だが、ぜい弱なインフラがボトルネック。 

格差問題 
•所得 
•ジャワと地方 

• 経済は全体でみれば成長しているが格差が大きすぎる。一人当たりGDPは
3,700ドル、ジャカルタは1.2万ドル以上。一方、地方では一日1ドル以下での生
活を強いられている人が人口の45％を占める。ジニ係数は0.42（中国は0.46）と
高い。人口ボーナスの悪い側面が出ている。 

• 原因の一つに税の捕捉率が低すぎること。地下経済は35％と推定される。きち
んと徴税できていないので財政がひっ迫。相続税、贈与税は無いに等しく、豊か
な家に生まれた人はずっと豊かで、逆も真なり。徴税制度改革は既得権益切り
崩しになるため、政府は進める気無し。ジョコウィ氏が大なたを振るえるか。 

ビジネスの特徴/
日本企業の経営
環境 

• ①「遅々として進む」ので引くに引けない。②朝令暮改の「ガラポンネシア」。 

• 遅々として進まないなら「撤退」だが、遅々として進むので経営判断が困難に。
自分の代では儲からないが、4～5代かければ儲かる。東京からは文句を言わ
れるが、それなら「おまえが来てやってみろ(OKY)」と言いたくなる。 

３．１ 【2月26日(水)】 在インドネシア日本国大使館 



（３）．訪問結果 

  ③牛尾経済公使 ブリーフィング 

論 点 内 容 

ビジネスの特徴/
日本企業の経営
環境 

• 中長期では儲かるという根拠は人口規模。中間所得者層が増え消費が増勢。
インドネシアに投資する日系企業の大半が消費市場、つまり内需目当て。 

• ルピア安は原材料輸入価格を押し上げ、日本の中小企業（in Indonesia)にとっ
て苦しい事業環境。報道されないが撤退・夜逃げはある。特に韓国企業に多い。 

• 投資額はトヨタが一番。件数も額も増加。 

• 日本車シェアは96％、トヨタは50％超。しかし、インフラが悪く渋滞が社会問題
化。自動車の増加ペースの速さは、渋滞頻発の原因をトヨタのせいだという冗
談も出るほど。 

• インドネシア政府は対外債務を削減したいのでODAは外交の武器にならない。
JBICは政府保証付与でないと融資しないし、インドネシア政府は保証して対外
債務を増やしたくない。ゆえにインフラ案件が進まない。 

• 日本にとっては、これだけODAをつぎ込んだ国なのでtoo big to fail。 

• 日本に対してはODAではなく投資が望まれているが、ぜい弱なインフラが課題。 

• 格差是正の観点からも賃金上昇は国として歓迎。もはや低賃金国ではない。
各州に最低賃金の決定権があり、地方首長選挙前に上がる傾向がある。この
まま20％上昇するとバンコクと同等に変わらなくなる。賃金アドバンテージ目
当てでインドネシアに工場を建てても無意味。 

３．１ 【2月26日(水)】 在インドネシア日本国大使館 



（３）．訪問結果 

  ④質疑応答 

質問 １ 中国や他ASEAN諸国は、国境をまたぐインフラ（交通網）構築で、機能分化して産業を
興そうとしている。その点インドネシアはやや消極的に感じるが、そのような政策が必要
ではないか。 

回答 中央政府は石坂氏と同様、重要視している。しかし、対外債務削減が国家の最優先課
題であるので、ファイナンスが上手くできず、この手の政策が進まない。 

質問 ２ 日本は自動車関連が投資に積極的だが、機械工業の事業機会は。 

回答 資源が豊富な国なので、建機関連の可能性は無限大。 

質問 ３ インフラは数年改善していない印象。今後の方針は。 

回答 （ぜい弱なインフラに）苦労が絶えない。政府は進めたい意向だが、資金調達と土地利
用（例えば、道路拡張に伴う露店商の立ち退き問題）が難航していて進展が遅い。 

質問 ４ 電力インフラは十分か。NEDOが推進するスマートコミュニティの電力は。 

回答 電力自体は不足。ピーク時だけでなく電気料金の見直しが必要。今年から値上げ実施。
NEDOが推進するスマートコミュニティプロジェクトは、（ユドヨノ大統領が）汚職撲滅委員
会を設置している関連で、NEDOから金銭を受領してよいのか判断に困っている模様。
政府は躊躇している。 

３．１ 【2月26日(水)】 在インドネシア日本国大使館 



（３）．訪問結果 

  ④質疑応答 

質問 ５ 日本の電力技術は高品質だが高価。JEMA参加企業は初期費用を安くする戦略を目指
しているが、投資を行う際に政府保証が付与されない場合どうすれば良いか。 

回答 政府保証は本当に頭が痛い。政府保証が無ければ貿易保険も付かない。アドバイスと
しては粘って待つ（遅々として進む）しかない。いつかは必ずできる。 

質問 ６ 労働人口は若いが質（教育水準）はどうか。格差が大きい。地下資金との関連だが、税
金の捕捉率は。 

回答 • 地下経済は35％といわれる。税金の捕捉はできていない。相続税、贈与税が無いに
等しいので豊かな家に生まれた人はずっと豊かで、逆も真なり。徴税システムの構造
改革を行って所得の再配分をしないとダメだという有識者もいる。しかし、政権側は既
得権益の切り崩しになるため進める気がない。 

• 労働の質は他のアジア諸国と遜色ないと聞く。中学まで義務教育で、次は高校まで義
務化される。しかし日本語が堪能な総務・会計が少なく、日本企業間で取り合いに。 

質問 ７ 親日というが、旧オランダ植民地という背景から親欧の印象もある。 

回答 富裕層はスイスに行く。役人の採用条件がPh.D取得者なので豪州留学者が多い。高校
から米国へ行く人もエリートには多い。安易にインドネシアが親日と言わないよう心がけ
ている。親日と表明しておけば大丈夫（カネをくれる）と思われてしまうから。 

３．１ 【2月26日(水)】 在インドネシア日本国大使館 



（３）．訪問結果 

  ④質疑応答 

質問 ８ ユドヨノ現大統領就任以降、テロなど社会不安は解消されつつあるが、選挙で別の政党
が第一党になっても社会の安定は保てるか。民主主義が浸透しているから大丈夫か、
それともまだ基盤はぜい弱か。 

回答 成熟してきているので大丈夫だと思っている。デモは単発的にあるが大暴動は起きない。
ユドヨノがテロ取り締まり強化を行い、アルカイダとのつながりは根絶。また、経済・雇用
が伸びてきているので、貧困層もデモには賛同しなくなっている。デモに参加することが
マイナスだと理解されてきた。 

質問 ９ イスラム教徒が9割を占める。宗教上の問題で不安定化しないか。 

回答 イスラム教でもさまざまな政党があるが、過激派は弱体化、撲滅に向かっている。汚職
が明らかになれば支持率が低下する。クリスマスセールにも参加するくらいインドネシア
のイスラムは緩い。 

質問 １０ 選挙の争点は政治的要素か、経済的要素か。 

回答 政治的要素が多い。既得権益保護派と改革派（市民代表・ジョコウィ氏）の対立になるだ
ろう。ジョコウィ氏が出馬すれば圧勝。出馬するかどうかだ。 

３．１ 【2月26日(水)】 在インドネシア日本国大使館 



３．２ 【2月26日(水)】 インドネシア共和国投資調整庁(BKPM) 

訪問先 インドネシア共和国投資調整庁(BKPM) 

責任者 Mahendra Siregar BKPM長官 

略歴 1973年 大統領直轄機関として設立 

2003年 日本事務所（BKPM日本）設立 

業務内容 石油、ガス、金融分野を除く、外資・内資による投資
案件についての許認可書発給業務および関連事項
についての各省庁との調整業務 

（１）．概要 

ブリーフィングの様子 



（２）．トピックス 

① インドネシア経済の現状と今後の成長戦略ビジョン 

• JBICが2013年11月に発表した「海外直接投資アンケート調査」では、「日本企業が今後３年で有望
視する投資国」の第１位にインドネシアが選ばれました。成長期待を反映した結果だと思います。 

• 経済開発加速化・拡充マスタープラン（MP3EI）を策定した2010年時点の目標として、2025年には
経済大国入りを掲げておられます。ジャカルタ首都圏投資促進マスタープラン（MPA）と合わせまし
て、ビジョン達成に向けた施策とその進捗状況、政策課題についてお聞かせください。 

• 各国の投資内容は（資源権益獲得、生産拠点設立、市場獲得（中間層取り込み）など）国ごとに重
点分野が異なっているなど、何か特徴があるのでしょうか。 

３．２ 【2月26日(水)】 インドネシア共和国投資調整庁(BKPM) 

② 投資誘致施策 

• 海外企業の投資誘致の方針および施策、研究開発や人材育成などの開発計画についてお聞かせ
ください。また、政府として歓迎する投資分野は何でしょうか。 

• 海外投資を呼び込むためには環境改善が必要と考えます。投資促進策として、インフラ整備計画
以外に政府はどのような取り組みを進めていらっしゃるのでしょうか。 

• 日本では安倍首相が主導して、規制緩和、特区、法人税率引き下げ等が議論されています。TPP、
RCEP等へ参加し市場統合メリット享受と国内改革も進めようとしています。インドネシアはTPP不参
加を表明していますが、高度な貿易関係の構築に向けた取り組み、展望についてご教示ください。 

• 州毎に経済の状況が違うので投資受け入れの条件も異なるのでしょうか。 



（２）．トピックス 

③ 国内産業の育成、産業政策 

• 財政の制約からインフラ整備などにおいても民間投資に期待する向きがあります。一方で、民間投
資を呼び込むには、投資環境の改善（産業インフラ（道路、電気、港湾など）や法・制度整備）が必
要と考えられますが、政府はどのような取り組みを進めていらっしゃるのでしょうか。 

• 賃金の高騰や労使紛争の多発など、雇用面での課題に対して政府はどのような取り組みをされて
いるのでしょうか。 

• 今後、重視する投資分野は何でしょうか。地域別では、ジャカルタ首都圏におけるインフラ整備が
急務とされていますが、他にも重視する地域はありますか。 

• 産業育成に注力している産業分野は何でしょうか？また、技術力、品質面での課題、日本への期
待はありますか。 

④ 海外企業とのパートナーシップ・提携 

• 今後も成長が期待されるインドネシアのインフラ需要に対し、海外企業の関心も高いと思われます。
今後さらなる相互関係の深化に向け、インドネシア企業と日本企業のパートナーシップのあり方に
ついて、お考えをお聞かせください。 

• インドネシア企業とパートナーを組む上で重要な条件は何でしょうか。成功事例がありましたらご紹
介ください。 

３．２ 【2月26日(水)】 インドネシア共和国投資調整庁(BKPM) 



（３）．訪問結果 

３．２ 【2月26日(水)】 インドネシア共和国投資調整庁(BKPM) 

左からRidwan氏、Lukman氏、山崎氏 

日時 ２０１４年２月２６日(水) １４：００～１６：００ 

場所 インドネシア共和国投資調整庁(BKPM) 

面談者 

• IKEA Lukman氏 Director of Sectors Investment Promotion  

• Said Ridwan氏 Director of Planning for Manufacturing Industry 

• Nurul Ichwan氏 Deputy Director for Manufacture Industry Promotion 
Directorate of Investment Sector Promotion 

• JICA・山崎紀雄氏 Investment Promotion Policy Advisor Investment 
Coordinating Board 

内容 
①ブリーフィング 
②質疑応答 

資料説明をしてくれたIchwan氏、通訳担当・奥信行氏 



（３）．訪問結果 

  ①Ikmal Lukman氏・Nurul Ichwan氏 ブリーフィング 

 論 点 内 容 

投資状況 • 2013年は500社がインドネシアに投資（JBIC調べ）。海外からの投資額はGDPの
20％に該当。2013年は金額ベースで日本が最多。 

• 名目GDP約１兆ドルの内25％程度は海外からの投資に支えられているといわれる。 

• 2009～13年の投資額1,060億ドルの内9.4％がアジア向け（11億ドル）。 

• 日本は米国(26.6％)に次ぐ2位（15.7％)。投資先としてインドネシアは世界12位。
アジアの中ではシンガポール、タイに次ぐ。 

• 機械工業分野のASEANへの直接投資は2009～13年100億ドルで、内15.6％が
インドネシアの機械工業向け。さらにその内の58.9％を日本が占める。投資企業
は1位GE、2位シーメンス、3位日立、三菱商事が5位。日本企業が上位を占める。 

• GDPの産業別構成比は製造業24％、農業14％、商業（ホテル、レストラン等）
14％、マイニング11％、その他サービス11％。製造業の内、食品31％、機械（特
に輸送機械）25％、オイル＆ガス12％、化学11％。 

• 2013年に実現した国内外合計の直接投資額（石油・ガス、金融業を除く）は422
億米ドルで前年比27.3％増。当初目標を2.1％上回った。全体シェア67.8％を占
める外国からの直接投資（FDI）は前年比22.4％増、全体シェア32.2％を占める国
内からの直接投資（DDI）は同39％増加。 

• 外国投資の国別内訳では、日本が47.1億ドル（前年比92％増）で首位になった。 

３．２ 【2月26日(水)】 インドネシア共和国投資調整庁(BKPM) 



（３）．訪問結果 

  ①Ikmal Lukman氏・Nurul Ichwan氏 ブリーフィング 

 論 点 内 容 

投資状況 • 直接投資の55％が第2次産業向け。第2次産業向け投資額は2009年108.1億ドル、
2010年162.1億ドル、2011年194.7億ドル、2012年245,7億ドル。分野別（2013年）
には第1位がMiningで48.1億ドル、2位が輸送機械で37.3億ドル、機械工業は33.2
億ドルで3位。2012年まではシンガポールとオランダからの直接投資額が多かった。
日本は輸送機械、鉄鋼、機械工業の投資シェアが大きい。 

• JBIC調査では「投資先として有望な国」としてインドネシアが2013年第1位に。2012
年までは中国が連続第1位でインドネシアは3位だった。 

将来の投資
見通し 
 

• 2014年は政治の年。今のところ混乱は生じていないので安心している。 

• 2030年にはGDP規模が現在の世界16位から7位へ、中間所得者層は現在45百万
人から135百万人へ、都市部人口の53％がGDPの74％を作り出している現在から、
71％の都市部人口がGDPの86％を作り出すだろう。113百万人の熟練労働者が必
要に。消費市場は現在の0.5兆ドルから1.8兆ドルに拡大すると予想。 

• プラス要因は①消費市場の将来性（future growth potential of local market）、②
高くない賃金（inexpensive source of labor）、③現在の消費市場規模（current size 
of local market）、④組立の供給基地（supply base for assembler）、⑤industrial 
cluster development。課題は①人件費の高騰（rising labor cost）、②インフラの未
整備（underdeveloped infrastructure）、③法制度（execution of legal system）、④
intent competition with other companies、⑤管理職のローカル人材確保が困難
（difficult to secure management level staff）、⑥労働争議（labor problems）。 

３．２ 【2月26日(水)】 インドネシア共和国投資調整庁(BKPM) 



（３）．訪問結果 

  ①Ikmal Lukman氏・Nurul Ichwan氏 ブリーフィング 

 論 点 内 容 

将来の投資見通
し 

• 減税措置は6年間30％控除、7年目から5％優遇。最低投資額、最低雇用者数、
ジャワ島以外での投資など細則条件はあるが129業種で適用可。 

• tax holidayは投資額1兆ルピア以上、5業種（金属、石油、機械、再生可能エネ
ルギー、情報通信）に絞り込んで適用。Tax reliefは5～10年。所得税は2年間
50％優遇。輸入関税は2年間免税。 

JICA山崎氏補足
説明 

• 海外投資額はシンガポール経由があるので統計の真偽については要注意。 

• 日本からの投資の内40％は二輪・四輪。二輪の99％、四輪の96％が日系でほ
ぼ独占。二輪はホンダ、ヤマハ、川重。四輪はトヨタ、ダイハツが強い。 

• 輸送機械の投資はほぼ一巡。二輪は800万台、四輪は120～150万台の生産
能力を保有。2014年以降は投資が減速する見通し。 

• 一方で素材（製鉄、ゴム、合成樹脂）、石油・ガスなどの生産能力が不足してい
るので期待大。旭硝子は投資倍増、新日鐵住金やJFEも進出を予定。インドネ
シア側もマイニングや製鉄を伸ばしていきたいという希望。 

• 中間所得者層の測り方（定義）はさまざまだが、一人当たり（per capita）ではな
く世帯当たり（per family）でみるとインドネシアの中間所得者層は1億人以上と
の試算もある。2014年はper capitaで4千ドル（2012年3.7千ドル）をめざす。
ジャカルタでは12千ドルを越えている。 

• BKPMは支援するが、国税庁がなかなか減税に納得しないのが現実。 

３．２ 【2月26日(水)】 インドネシア共和国投資調整庁(BKPM) 



（３）．訪問結果 

  ②質疑応答 

質問 １ 労働コストの急上昇による労働者の安定性、スキル維持が課題と認識。労働争議を減
らす、あるいは労働市場をもっと流動化させるための施策はあるのか。 

回答 最低賃金は地方政府が決定するので、デモはその度に発生。デモの事前申請を必須化
することで抑制。 

従来は給与から保険費用などを控除していたため、その分を上乗せした給与水準を要
求する声が多かった。2014年から健康保険には企業が加入、2015年からは労災、年金、
退職金、死亡補償も企業が加入することが義務化される。給与水準は高くなくてもある
程度の生活水準は保てるようにという機運が高まっている。 

給与以外で保険費用を賄い賃上げはしない方法が一つ。もう一つは、最低賃金を決め
る際に生産性・最低生活費（KHL）を考慮する。労働組合6団体の内5つはこれに賛同。 

質問 ２ 社会インフラの改善をお願いしたい。整備を大統領の下でしっかりやってほしい。投資税
制にも適用業種に強弱を付けているのか。 

回答 日本とインドネシア共同でチラマヤ新港湾、MRT、新国際空港を建設する計画がある。 

tax holidayには5業種を指定。インドネシアが注力したい業種でもある。 

３．２ 【2月26日(水)】 インドネシア共和国投資調整庁(BKPM) 



（３）．訪問結果 

  ②質疑応答 

質問 ３ インフラ投資の状況はどうなっているのか。 

回答 インフラ投資755兆ルピア（2011～14年）の内、38％は電力、19％は道路、19％が鉄道、
14％が通信。物流網がぜい弱な上、非効率性、重なりすぎている規制のせいで、物流コ
ストが売上に占める割合が2013年時点１４％と高い。2014年には10％程度まで抑えた
いと思っている。 

質問 ４ インフラ投資には多額の資金が必要となるため、実行が遅れていると認識しているが、
さらなるインフラ投資は決定されているのか。 

回答 インフラ投資必要額の30％程度しか、インドネシア政府には財源がない。ゆえにPPP活
用を検討している。北スマトラ空港ほか12の空港を建設する計画がある。 

また、2020年にかけて、自動車（四輪）200万台生産体制が構築されていく中で、ジャカ
ルタ周辺だけでそれを吸収することは困難なため、中部・東ジャワに新工業地帯を建設
する計画がある。いずれも日本企業には積極的な投資をお願いしたい。 

３．２ 【2月26日(水)】 インドネシア共和国投資調整庁(BKPM) 



３．３ 【2月27日(木)】 PT. Toshiba Consumer Products Indonesia 

訪問先 
PT. Toshiba Consumer Products Indonesia（TJP） 
東芝家電製造インドネシア社 

責任者 山崎 英昭 社長 （2013年4月～） 

略歴 1996年 2月14日 創立 

6月 ブラウン管TV製造開始 

2004年 液晶TV製造開始 

2012年 11月 ２槽式洗濯機製造開始 

主要製品 LCD-TV、Laundrina（２槽式洗濯機） 

資本金 USD19.81M 

株主 東芝ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ社（52.5％） 
東芝本社（26.25％） 
東芝ﾎｰﾑｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ社（21.25％） 

従業員数 1,927名（2014年1月末） ※日本人8名 

正社員833名（男性488名、女性345名） 
契約社員1,086名（男性586名、女性500名）  

敷地面積 総面積119,000㎡ 
（TV工場 25,500㎡ 洗濯機工場 17,000㎡） 

（１）．概要 

洗濯機工場の概観 



（２）．トピックス 

① マクロ環境 

• 通貨安と物価上昇に対して中央銀行は昨年末から金融引き締めを行っています。資金調達をはじ
め企業活動への影響が懸念されますが、景況感、市場環境についてはどうお考えですか。 

• ユドヨノ大統領は民主化を進め経済発展したと聞きますが、どのような点で実感がありますか。 

② 投資環境：産業インフラ（道路、港湾、水、電気など） 

• 産業インフラ（道路、港湾、水、電気等）、行政手続など、貴社が特に改善を求める分野は何ですか。 

３．３ 【2月27日(木)】 PT. Toshiba Consumer Products Indonesia 

③ 投資環境：労働力の質、賃金など 

• 近年インドネシアの賃金水準は急上昇しているようですが、貴社の実感はいかがですか。 

• ブルーワーカの最低賃金は地方政府、組合、労働者によって決定されるようですが、生産性向上
が低いにも関わらず賃上げが実施されると聞きます。現在の賃上げはどのような状況でしょうか。 

• 労働争議の実態と労働組合に関してご教示ください。企業としての労働争議対策はありますか。 

• 雇用・解雇・賃金・社会保障に関わる費用の企業負担と労働者負担の割合について教えてください。 

• 高度人材の確保には困難もあるようですが、インドネシアにおける労働力の強みと課題についてお
聞かせください。 

• 労働者の生産性を上げるための従業員教育は。HIDA（海外産業人材育成協会）の利用実績は。 



日時 ２０１４年２月２７日(木) ９：４５～１３：００ 

場所 PT. Toshiba Consumer Products Indonesia 

面談者 山崎 英昭 社長 

内容 
①山崎社長 ブリーフィング 
②質疑応答 ③工場見学 

（３）．訪問結果 

ブリーフィングの様子 

山崎社長 

３．３ 【2月27日(木)】 PT. Toshiba Consumer Products Indonesia 

岡村会長のご挨拶 



（３）．訪問結果 

  ①山崎社長ブリーフィング ②質疑応答 

 論 点 内 容 

TJPの概要 • TJP は1996年2月14日創立。TV事業のグローバル拠点として位置付けられて
いる工場。 

• 敷地12万平米。TV工場は25,000㎡、洗濯機工場は17,000㎡。 

• 正規社員833名、契約社員1,086名（2014年1月時点）。日本人8人が管理部門。
契約社員は有期であり、生産の山谷に合わせて雇用。契約社員は正規化する
よう従業員側・政府側からの要請あり。 

工業団地EJIPに
関して 

• 工業団地EJIP(East Jakarta Industrial Park)は、住友商事が40％出資の工業
団地。102社の内76社が日系。 

• 政府は高速道路沿いに企業誘致。同業他社、自動車メーカーが多数存在。最
初に家電系のシャープ、ハイアール、パナソニック、Victor、その後四輪・二輪
企業が進出。 

TJPの将来ビジョ
ン 

• LG、サムスンは世界統一規格（グローバルデザイン）。圧倒的な物量で攻めて
いる。シェアは両社が一番大きい。宣伝も上手でブランドイメージが良い。 

• 東芝はローカルデザイン・地産地消をめざしているので、両社とは戦略が少々
異なる。将来のビジョンは、東芝は日本帰属の企業という意識を持ちつつ、TJP
をローカルスタッフで運営できるローカルな会社にしたい。 
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（３）．訪問結果 

  ①山崎社長ブリーフィング ②質疑応答 

 論 点 内 容 

インフラ事情 • 洪水、渋滞がインドネシアの2大問題。洪水被害に対し、TJPは衣類・食料を寄付。 

• 渋滞は工場が多くなり悪化。しかも、工業団地のために高速道路を建設したので
迂回道路が無く、渋滞を回避できない。朝は5時半に自宅を出て1時間で到着す
るが、帰宅時は渋滞。 

• 物流に多大な時間を要する。渋滞が無ければ港まで2時間だが、通常5時間かか
る。昔は往復3.3回できたが今はせいぜい1回。トラックを確保するのが大変で輸
送業者から値段引き上げの要求も多い。 

• 港が浅く大型船が停泊できない。そのため100％シンガポール経由で輸出せざる
を得ない。鉄道も走っておらず高速道路が生命線。また港に貨物が集中するので、
在庫管理が大変。 

• 電力不足はないが電気代は日本並みに高い(12円/KW）。（石炭、石油は輸入し
ているので）ルピア安も後押し。政府は段階的に引き上げる方針で、省エネ対策
を急いでいる。 

労働争議 • 2013年6月22日、燃料補助金価格改定（ガソリン価格4,500→6,500ルピアに値上
げ）の際、大規模デモが発生。 

• 当社でも従業員を支援（値上げ分を補填）するようデモがあった。最低賃金引き
上げ要求のデモが10月末以降続いている。今後、大統領選挙に併せてデモがあ
るかが懸念材料。 
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（３）．訪問結果 

  ①山崎社長ブリーフィング ②質疑応答 

 論 点 内 容 

労働力の質、
賃金など 

• 2012年前年比44％増、2013年同17.2％増。ローコストオペレーションできている。 

• 物価上昇率は平均8％程度。賃金はそれ以上にベースアップしている。 

• ジャカルタ地区最低賃金は2010年11千円が2013年24千円と2倍に。最近ようや
く上昇が落ち着いた。それでもタイや深センより低い（これらの地域は3万円程度）。 

• ローカルメンバーとは英語で意思疎通。イスラム信仰には配慮するがあえて触れ
ない。工場内にpraying roomを新設したところモチベーションが上がった。 

• 労働者の質（生産性）に他国との差は無いと思う。インフラの悪さが生産性を下げ
ているだけだ。個人の資質の差ではない。労働力不足も特段感じない。 

洗濯機事業 • 主工場は愛知。TJPでは2槽式洗濯機を製造（9キロと11キロの2種類）。2012年
に製造開始、月5万台生産。価格は全自動2～2.5万円、2槽式1.3～1.8万円。 

• インドネシアは7割が2槽式。水が茶褐色なのでフィルターを内蔵。 

• 供給先はインドネシア、タイ。商品名Laundrina。（日本でグッドデザイン賞受賞）。
中東、東南アジア、エジプト、日本への出荷をめざす。 

• 電子部品は付いていない。ボディーはプラスチック、脱水槽のフタは中が見える
ように透明（国民性らしい）。 

• 乾かないので雨季（11～2月）に生産台数は増加。特に雨季には川で洗濯して脱
水だけ洗濯機を使う人がいる。そのため洗濯槽と脱水槽を分けたい需要がある。 
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（３）．訪問結果 

  ①山崎社長ブリーフィング ②質疑応答 

 論 点 内 容 

TV事業 • 1996年にブラウン管TV、2004年に液晶TVの製造開始。月30万台生産。以前は
サムスン・LGから完成品液晶を購入していたが、現在はガラス部分（open cell）だ
け購入。自社工場内のクリーンルームで内蔵部分を内製化し、コスト削減・設計
自由化を図っている。 

• 輸出先はASEANがメインだが、一部欧州向けもあり。 

• 品質、コスト削減、デリバリー（納期重視）の3つを重視。 

• インドネシア工場は、ＦＩＴ一貫生産拠点として、複数事業部への安定供給仕組み
作りと、ＦＩＴの生産性向上を図っている。 

• 小型TV（レグザ）から大型TV（Pro Theatre）の販売へ転換。出荷先は21％が国内
だがルピア安で採算悪化、タイ向け18％、インド14％、マレーシア14％、ベトナム
12％（出荷台数ベース）。いずれの国でもシェアは20％程度。 

部品調達 • 部品の国内調達比率：TVは39％、中国から47％。洗濯機は国内45％、中国40％
（モーター、脱水機のスピンシャフトなど）、その他アジア10％。 

• 国内調達できるのは梱包材・成型品程度で品数少ない。金型、生板も製造できず。 

• 中国メーカーと提携はしていないが、ほぼ同じ企業から調達。 

• インドネシアから輸出するメリット：国内生産は関税面で優遇。ASEAN向けに有利。 

• ルピア半年で20％下落。輸入率が高くドル決済しているので販売が厳しい。しか
もルピアは上昇する気配がない。現在はルピア決済に変更を図っている。 
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（３）．訪問結果 

   ①山崎社長ブリーフィング ②質疑応答 

 論 点 内 容 

従業員の家電購
入状況 

• 当社社員100人に家電の保有・購入意欲に関するアンケートを実施。保有率は
ブラウン管TV100％、冷蔵庫81％、洗濯機60％。 

• 購入意欲が高いのは、液晶TV，エアコン、洗濯機、冷蔵庫、パソコンの順。 

• 洗濯屋（日本のクリーニング屋とは異質）があるので洗濯機の保有率は低い。 

• ぜいたく税があり、消費税は無い。TV32インチ以上がぜいたく税の対象になる。 

雇用状況 • 新人教育は1週間。ラインに配属し優秀であれば正社員化。男女比はほぼ5:5
（TVは7:3、洗濯機が5:5）。待遇は男女同じ。定年55歳（平均寿命は67～68歳）。 

• 女性は手先が器用で、組合でも大騒ぎしない。トランプの並び替えやピン立て
など手先の器用さを測る試験を実施（日本でも同じ試験を実施）。 

• ラインのスタッフは有期社員で最低賃金。月給2万円プラス食事・バス代支給
（バイク通勤の場合はガソリン代）。オペレータは正社員で賃金は1.5～2倍。 

• 離職率は低く、1％未満。 

• OJT、OffJTは計画中。洗濯機工場は5割程度が契約社員から正社員に昇格し
た。正社員になれば給料も2倍になる。ラインからマネージャーになる人もいる。
最長勤続者は1996年から働いて最近退職したところ。 

• 男性と女性を区別することも思っていないので、日本からも赴任はある。（今の
ところないが、シンガポールには女性赴任もある） 
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（３）．訪問結果 

  ①山崎社長ブリーフィング ②質疑応答 

 論 点 内 容 

労働組合活動 • 投資調整庁の方針で健康保険、雇用保険費用が全額企業負担となるが、TJPは
もともとそうしているので影響なし。TJPの福利厚生は手厚い。 

• MPBI（インドネシア労働者評議会）の下に、第一組合KSPI、第二組合はKSPSI、
KSBSIの3つの労働組合総連がある。KSPIの下にあるFSPMI（金属）に社員の
62％が加入。4％がKSPSIの下にあるSPSIに加入。残り34％は未加入。 

• 第一組合KSPIは最も過激。第二組合はKSPSI。組合は組合員を増やして組合費
収入を増やしたいので労働者に加入を勧めるが、最近は組合離れが進んでいる。
従業員の34％は未加入。デモをしても成果が感じられなくなっていることが背景。
契約社員でも組合に加入できるが、組合費月額140円は月給2万円の人にとっ
ては相当な負担。 

• 2009年に半年ほどのストを経験。首謀者には断固とした対応をとった。 

• ストは工業団地内でしばしばある。争点は労働条件が多い。正規化、永続的な
雇用維持が最大の要求と（山崎社長は）理解。（契約社員でも組合に加入できる
が）組合は正規化して組合費を取りたいのだろう。 

• もめている企業は労働組合と会社との関係が悪い。従業員の不満を聞いていな
いようだ。そういう企業がストのターゲットになる。ストを防ぐには従業員の声に
耳を傾けること。結果的に要求に応えられなくても（そういうことも多いが）、従業
員側は管理者がきちんと聞いてくれたと一応満足はする。TJPでは定期的にラン
チ会を実施。無料の社員食堂も併設。 

３．３ 【2月27日(木)】 PT. Toshiba Consumer Products Indonesia 



（３）．訪問結果 

  ①山崎社長ブリーフィング ②質疑応答 

 論 点 内 容 

課題など • 工業団地から20Kmほどの場所に港を作り、そこまで高速道路を敷設する計画
がある。日本とインドネシア政府のPPP案件だが進んでいない。 

• 現地日本人会の下に各委員会を作って（JICA、JETROも参加）インドネシア政
府にインフラ改善などを嘆願しているがあまり進んでいない。 

• イスラム教は飲酒しないので酒税が高い。紙パックの焼酎（霧島）が7～8千円
もする。外国酒には300％の関税がかかる。 

• イスラム教を信仰する従業員を日本に出張させるのに苦労する（特に食事面）。 

• 完成品の輸入に高い関税がかかる（先取り法人税）。国内で組立させたいとい
う政府の意向が強く表れている。 

• 現地調達比率を下げると問題になるのだが、それほど優秀な企業がない。日
本企業にもっと進出してほしい。 

• ビザ取得が困難であるなど、外国人がインドネシアで就業することへの規制・
基準を厳格化。 

• インドネシアは自製できると勘違いしているのではないか（インドネシアは自分
たちでできていると思っているが、実際はできていない）。 

• 親日・嫌中の印象を受ける。 
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２槽式洗濯機 
• 価格は1.3～1.8万円 
• 洗濯は川の水で、脱水は洗濯機でという人も多く、 

（脱水槽が分離された） 2槽式を製造 
• 洗濯槽の中が見えることが好まれ、フタは半透明に 
• また、フタは（なぜか?）着脱できるのが好まれる 

洗濯機工場ではイスラム教徒が多く働いている 

4Kテレビ（Pro Theatre） 
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テレビ製造工場の視察 集合写真：工場玄関前にて 



３．４ 【2月27日(木)】 PT. Hitachi Power Systems Indonesia 

訪問先 PT. Hitachi Power Systems Indonesia 

責任者 安納 憲次 社長 

略歴 1995年 3月 創立 

2005年 8月 PT. Japan AE Power Systems Indonesia 

2012年 7月 PT. Hitachi Power Systems Indonesia 

主要製品 電力流通設備（GIS, GCB） 

資本金 16.47百万米ドル 

株主 日立製作所（99.36％） 
日立アジア本社（0.64％） 

従業員数 450名（2014年1月末） 
正社員309名、契約社員141名 
※日本人は5名 

敷地面積 31,000㎡（建物 16,740㎡） 

（１）．概要 

HPSIの全景 



（２）．トピックス 

① マクロ環境 

• 通貨安と物価上昇に対して中央銀行は昨年末から金融引き締めを行っています。資金調達をはじ
め企業活動への影響が懸念されますが、景況感、市場環境についてはどうお考えですか。 

• ユドヨノ大統領は民主化を進め経済発展したと聞きますが、どのような点で実感がありますか。 

② 投資環境：産業インフラ（道路、港湾、水、電気など） 

• 産業インフラ（道路、港湾、水、電気等）、行政手続など、貴社が特に改善を求める分野は何ですか。 

③ 投資環境：労働力の質、賃金など 

• 近年インドネシアの賃金水準は急上昇しているようですが、貴社の実感はいかがですか。 

• ブルーワーカの最低賃金は地方政府、組合、労働者によって決定されるようですが、生産性向上
が低いにも関わらず賃上げが実施されると聞きます。現在の賃上げはどのような状況でしょうか。 

• 労働争議の実態と労働組合に関してご教示ください。企業としての労働争議対策はありますか。 

• 雇用・解雇・賃金・社会保障に関わる費用の企業負担と労働者負担の割合について教えてください。 

• 高度人材の確保には困難もあるようですが、インドネシアにおける労働力の強みと課題についてお
聞かせください。 

• 労働者の生産性を上げるための従業員教育は。HIDA（海外産業人材育成協会）の利用実績は。 
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日時 ２０１４年２月２７日(木) １３：００～１５：００ 

場所 PT. Hitachi Power Systems Indonesia 

面談者 安納 憲次 社長 

内容 
①安納社長 ブリーフィング 
②工場見学および質疑応答 

（３）．訪問結果 

ブリーフィングの様子 

安納社長 
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遮断機工場の視察 



（３）．訪問結果 

  ①安納社長 ブリーフィング 

 論 点 内 容 

会社概要 • 電気を送り届ける変電所に必要な、ガス遮断機・ガス絶縁開閉装置を製造。 
• 日本人は5人（敬称略アンノウ、ヒロタニ、オオトモ、ソガ、マツムラ）。 
• 現地スタッフマネージャークラスが8人。従業員450名（正社員309名、契約社

員141名） 

事業戦略 • Local Contents GIS&GCBは現地調達比率が一定以上あることを証明するイ
ンドネシア政府発行証明書。これをもってインドネシアの電力会社にアピール。 

• GCBはアジアだけでなく米国・ブラジルにも輸出。 
• GISはアジア向けが多い。40％以上がインドネシア。 
• 製品納入に加えメンテナンスサービスもやっている。タイ洪水の際にも派遣し

た。 

従業員教育 • 茨城県・国分工場から2カ月に一度技術指導に来てもらっている。 
• 効率向上のため、見える化を1年前から始めた。 

調達 • 鋳物は現地調達できなかったので2013年12月に鋳物製造工場を増設して自
製。材料は現地調達。国内調達比率は6割。 

• 製品が大型なので受注から出荷まで6～7カ月。 
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（３）．訪問結果 

  ②質疑応答 

質問 １ 製缶など技能が必要な職の賃金はどうなっているか。 

回答 平均4万円（残業込）。技能毎ではなく等級で評価。等級が上がれば給料も上がる制度。 

質問 ２ ASEAN向け拠点としてインドネシアで製造するメリットは。 

回答 もともとはPML（インドネシアの電力会社）向けがメインだったが、アジア通貨危機で冷え
込んだ。一方で米国向けが増え、信頼を得て現在も継続受注。2008年以降ASEAN需
要が増え、関税優遇でメリット。最近はフィリピン、ベトナム、ミャンマーからも引き合い。 
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質問 ３ HPSIは東芝工場より頑丈に見えるがなぜか。 

回答 20トン吊れる天井クレーンを使うため、鉄筋コンクリート造にして強化（鹿島が建設）。 

工場視察：道の左右が遮断機工場 



（３）．訪問結果 

  ②質疑応答 

質問 ４ 従業員の定着率は低いのか。賃金が上昇している中で転職が多いのではないか。 

回答 離職は毎年5人程度で少ない。製缶など技能者は退職者が少ない。設計・営業は学卒
なので、ジャカルタ近郊により高い賃金を求めて転職する。 

質問 ５ 技術者があまり辞めないのは特殊技能に対して一定以上の評価をしているからか。世
間の相場と比較するノウハウあるのか。 

回答 業団地EJIPの社長会で、他社と賃金情報を交換。HPSIは中の上くらい。基本給は標準だ
が、仕事量が多いので残業代を非常に多く出している。土曜日の賃金は通常の2倍、7
時間を超えれば3倍になる。そういう点で満足度も高い。 

質問 ６ 人材はどこから採用しているのか。 

回答 インターネットと新聞で募集。新卒（学卒・院卒）と経験者採用。各部署からニーズを集め
る。月20件ほど応募があり採用は3人程度。 

質問 ７ 日立工場から指導を受けているとのことだが教育プログラムはあるか。 

回答 2カ月に1回、一週間の技術指導を受ける。定型のプログラムはない。インドネシア仕様
に調整している。 

３．４ 【2月27日(木)】 PT. Hitachi Power Systems Indonesia 



（３）．訪問結果 

  ②質疑応答 

質問 ８ 改めて確認したいのだが、グローバルクオリティの定義とは何か。 

回答 日本を含め世界統一品質。どこで作っても同じ品質を維持する。 

３．４ 【2月27日(木)】 PT. Hitachi Power Systems Indonesia 

質問 １０ インドネシア市場の競合状況は。
欧州企業の存在感は。 

回答 国内では欧州企業と競合。アル
ストムやABB。HPSIより早く参入
しているから強い。メンテナンス
は彼らが行っている。 

質問 ９ 従業員の忠誠心強化、モチベーションアップの方法はどのようなものか。 

回答 難しい。数カ月前から工場内の「見える化」を実施して、従業員自身が何を作っているの
か、誰に売っているのか、自分の貢献度を理解しやすくすることでモチベーションアップ
を図っている。とはいえやはり賃金が重要。家族旅行、スポーツ大会も実施。 

集合写真：工場玄関前にて 



訪問先 PT. Super Sinar Abadi（ゴム製品製造） 

所在地 JL Suci 42 Cijantung Jakarta Timur 

責任者 Jenitta Wirawan 社長 

略歴 1993年 創立 家族経営会社 

1995年 第1工場建設 

2005年 第2工場建設 

2013年 第3工場建設 

主要製品 自動車部品用ゴム、家電製品用ゴム 

資本金 不明 

株主 不明 

従業員数 約700名（第1工場300名、第2工場200名、
第3工場200名） 

敷地面積 土地 第１工場7,800㎡ 第2工場7,000㎡ 
第3工場5,200㎡ 

建物 第1工場5,500㎡ 第2工場3,500㎡ 
第3工場2,700㎡ 

（１）．概要 

３．５ 【2月28日(金)】  PT. Super Sinar Abadi（ゴム） 

PT. Super Sinar Abadi概観 



（２）．トピックス 

① マクロ環境 

• 通貨安と物価上昇に対して中央銀行は昨年末から金融引き締めを行っています。資金調達をはじ
め企業活動への影響が懸念されますが、景況感、市場環境についてはどうお考えですか。 

② 投資環境：産業インフラ（道路、港湾、水、電気など） 

• 政府は経済基盤を強化するため、民間投資を促進して製造業などの産業育成を図ろうとしていま
すが、そのためみは投資環境の改善が必要と考えられます。産業インフラ（道路、港湾、水、電気
など）や行政手続など、貴社が特に改善を求める分野は何でしょうか。 

３．５ 【2月28日(金)】  PT. Super Sinar Abadi（ゴム） 

③ 投資環境：労働力の質、賃金など 

• 近年インドネシアの賃金水準は急上昇しているようですが、貴社の実感はいかがですか。 

• 雇用・解雇・賃金・社会保障に関わる費用の企業負担と労働者負担の割合について教えてください。 

• 高度人材の確保には困難もあるようですが、労働力の強みと課題についてお聞かせください。 

• 貴社における研究開発や人材・教育に関する考え方・方針・戦略についてお聞かせください。 

④ 日本企業への期待 

• 今後も成長が期待されるインドネシアの製造産業に対し、日本企業も関心を寄せております。相互
の関係を深めていくためのアドバイスやヒント、日本への期待についてお聞かせください。 



日時 ２０１４年２月２８日(金) ９：４５～１２：００ 

場所 PT. Super Sinar Abadi 

面談者 Jenitta Wirawan氏、Reynalvin Katopo氏 

内容 
①社長 Jenitta Wirawan社長、Reynalvin Katopo氏 ブリーフィング 
②工場見学および質疑応答 

（３）．訪問結果 

ブリーフィングの様子 左：Jenitta Wirawan氏 右：Reynalvin Katopo氏 

３．５ 【2月28日(金)】  PT. Super Sinar Abadi （ゴム） 



３．５ 【2月28日(金)】  PT. Super Sinar Abadi（ゴム） 

（３）．訪問結果 

  ①Jenitta Wirawan社長、Reynalvin Katopo氏 ブリーフィング 

• 1993年創立。3つの工場を保有。第1工場（1995年建設）はCijantung、第2工場
（2005年建設）、第3工場（2013年建設）はCibitungにある。 

• 第1工場ではゴムの成型。従業員300名。第2、第3工場ではプラスチックの成型とゴ
ムの材料生産。従業員は各200名程度。第1工場から、かなり離れた場所にある。 

• 二輪向け事業が主体。四輪向けは2013年から。 

• 主要製品はエアフィルター、リング、バンパー、グリップなど。二輪のハンドルグリップ
は第2工場で生産。 

• 金型は自社製。修理も自社で行う。 

• 原材料は大半が輸入。天然ガスは国内調達。 

• 人的ミス防止のため、すべてバーコードで管理。工程を飛ばすと自動的にエラーメッ
セージが出て、次の工程には進めないシステムになっている。 

• 計量部門ではバーコードで必要な薬品を発注。成分表をバーコードで入力して薬品
の計量を行う。薬品一つずつのフタが開くので間違うことはない。 

• 倉庫は先入れ先出し。すべてバーコードで管理。月ごとに保存ケースを色分けして
先入れ先出ししやすいようにしている。Distributerが倉庫まで運んでくるので、製品
の品質チェックをしてから倉庫に納める。 

• カンバンシステムを導入（工場内でも「ANZEN（安全）」など日本語表記が多い印象）。 



（３）．訪問結果 

  ②質疑応答 

質問 １ 日本企業への要望は何かあるか。 

回答 値段を高く買っていただけると助かる。双方に利益が出る方向で行きたい。品質は高い
水準を維持しているつもり。日本企業からはデリバリー（納期）の正確さを要求される。 

質問 ２ 日本の自動車メーカーの新規顧客開拓の状況は。 

回答 スズキは2015年から、ホンダは2014年から納入を予定。デンソーは監査実施済。ジョイ
ントベンチャーしてくれる日本企業を探している。 

質問 ３ 技術指導を受けているのか。 

回答 原材料を韓国・日本・ドイツから輸入しており、同時に技術指導も受けている。 

質問 ４ 金型は自社製とのことだが工場はどちらか。 

回答 第1工場で製作している。金型の設計者が常駐。 

３．５ 【2月28日(金)】  PT. Super Sinar Abadi（ゴム） 



（３）．訪問結果 

  ②質疑応答 

質問 ５ 資本金はどうなっているのか。現社長が初代か。 

回答 ゴム生産に関わる以前、1983年から金属プレス（スタンプ）工場をやっていた。現在は
ゴム以外の事業は縮小し、ほぼ特化。 

創業最初は家内工業だった。1993年に株式会社化し、現社長が取締役入り。 

（資本金について明らかにしたくなかった模様で言及なし） 

質問 ６ 技術指導を受けられる公的機関はあるか。品質チェックしてくれるのは納入先だけか。
ないのであれば必要と思うが。 

回答 技術指導してくれる公的機関は無い。顧客であるヤマハから品質とデリバリーの指導を
受けている。バーコードシステムは自社で開発した。ISOはコンサル（政府関係者ではな
い）に指導してもらっている。 

質問 ７ 金型製造に高度な設備を使用しているが、技術者の育成はどうしているか。設備メー
カーへの要望はあるか。 

回答 トレーニングは台湾に派遣して設計（製造）・操作の指導を受けている。金型設備メー
カーに対しては特に要望はないが、生産設備メーカーに対してはもう少し価格を安くして
ほしいなど、要望したいことは多い。 

３．５ 【2月28日(金)】  PT. Super Sinar Abadi（ゴム） 



（３）．訪問結果 

  ②質疑応答 

質問 ８ 日本企業は、ジャストインタイムで納期が厳格。その上、急な発注（部品を持って来てな
ど）があると思うが、作業負荷の振幅にどう対応しているのか。顧客が増えればその分
振幅も大きくなるのでは。需要予測はしているとは思うが、在庫を大目に持つのか、残
業で対応するのか。 

回答 ジャストインタイムには、最低3時間ごとにデリバリーしている。急な受注に対応できるよ
う１日分の在庫も持つようにしている。急な要請は１日前までにしてもらえるように顧客と
約束している。毎週金曜日に在庫確認し、土日の稼働率を決定。ゴム製品は大型では
ないので場所をとらず倉庫の大きさは十分足りる。サイクルも早いので特段問題ない。
模様で言及なし） 

質問 ９ 製品は同一規格（汎用性が高い）か、顧客オーダーメイドか。 

回答 顧客からデザイン・品質・価格の要求があるのが基本だが、ホンダはデザインを当社に
任せてくれている。 

質問 １０ 従業員数、平均年齢、経験年数はどのようになっているか。 

回答 契約社員ベースでやっている。オペレーターは25～35歳。マネージャーは30～45歳。
契約社員なので、勤続年数は長くて5年程度。オペレーターは成績を上げれば昇給でき
る制度。正社員は40～50％で400人程度。 

３．５ 【2月28日(金)】  PT. Super Sinar Abadi（ゴム） 



（３）．訪問結果 

  ②質疑応答 

質問 １１ 賃金が急上昇していて価格に反映しないと経営はかなり厳しいと思うが、顧客は簡単に
同意しないはず。日本では、顧客側と納入側が一体となってコストダウンを図る傾向が
あるがインドネシアはどうか。 

回答 ヤマハ、ホンダ、ROKIからは毎年3％のコストダウンを要求されている。コストダウンの
努力としては顧客へのVA提案や作業効率化を実施。人件費は過去2年で50％上昇。地
域ごとに賃金が決定されるので、人件費高騰を予測してジャカルタから離れた人件費が
安い地区で生産拠点を設ける。遠隔地なら人件費半分というところもある。当然輸送費
は考慮するが。 

質問 １２ 自動車の耐用年数は長くて20年、飛行機なら40年。ゴムの耐用年数より長い。ゴムの
耐用年数をいかに延ばしていくのか。どのくらい延びそうか。 

回答 耐用年数よりも顧客からのスペック対応ということになるが、二輪の顧客からは2年程度
保証するよう言われている。しかしトラックは運転が荒いので、どれだけ頑丈に作っても
マウンティングアセンブリーは4～5カ月で交換。 

質問 １３ 自動車ディーラーに直接納入か。 

回答 自動車ディーラーには直接納入していない。すべて既存顧客に納入しているので、市場
に部品は出回らない。 

３．５ 【2月28日(金)】  PT. Super Sinar Abadi（ゴム） 



（３）．訪問結果 

  ②質疑応答 

質問 １４ 価格面以外で事業上の悩みは何か。新分野か、新技術か、財政か。 

回答 ゴム材料生産と加工ができる日系企業とジョイントベンチャーしたい。ゴムの開発技術
は日進月歩。新技術が導入できれば、結果として顧客拡大が図れるから。 

質問 １５ 金属プレスからゴムへ事業転換した理由は何か。 

回答 第一に現社長がゴム専門家であったこと。①金属プレスは過当競争、②自動車部品も
従来の金属製からゴム製へとシフトしており、ゴムの方が将来性ありと判断。 

質問 １６ ジャストインタイムを要求されるのに道路は渋滞する。対処はいかに。 

回答 朝７時から操業して渋滞を少しでも回避できるよう努力。幸い、当社は各工業地帯の真
ん中に立地しているので、ある程度渋滞の予測ができる。遅れないよう時間に余裕を
持ってデリバリーしているが、逆に道路が空いているとトラックが顧客先の近くで時間調
整（待機）することになる。顧客先でトラックの順番待ちがあるので、もしも道路が空いて
いても高速道路で待機せず、顧客先まで行くように指導している。 

３．５ 【2月28日(金)】  PT. Super Sinar Abadi（ゴム） 



（３）．訪問結果 

  ②質疑応答 

質問 １７ 今後、新規開拓していきたい分野は何か。 

回答 これまでは二輪で来たが、今後は四輪を伸ばしていきたい。得にホンダ、スズキとの商
売を拡大したい。ゴム、プラスチック両方ではなくゴムだけ。 

質問 １８ プラスチックの納入先比率はど
のようになっているか。 

回答 60％がヤマハ、GSバッテリーな
ど二輪向け。40％がパナソニッ
クなど家電。 

３．５ 【2月28日(金)】  PT. Super Sinar Abadi（ゴム） 

集合写真：工場玄関前にて 



訪問先 MRTジャカルタ都市高速鉄道 南北線建設事業 

略歴 ２００６年 フェーズ1区間に対するエンジニアリングサービス（基本設計・入札補
助）借款（１９億円） 

２００８年 フェーズ１区間の本体（第1期）借款（480億円） 

２０１２年 フェーズ２（延伸）区間の設計も借款対象としてインドネシア政府と合意 

２０１３年 フェーズ１区間の本体（第2期）借款（752億円）供与 

２０１８年５月 開業予定 

目的 交通混雑が深刻なジャカルタ首都圏において、旅客輸送力の増強を図り、もって同首都
圏の深刻化する交通渋滞の緩和を通じて、同首都圏の投資環境改善に寄与するもの。 

事業概要 ①南北線：約24km（フェーズ1:15.7km、フェーズ2（延伸）:7.8km） 
②東西線：約90km（フェーズ1として首都圏内の約32km整備予定） 
・土木工事：路線敷設（高架・地上・地下）、駅建設（地上・地下）、車輌基地 
・車輌調達 
・電気・機械システム 
（南北線フェーズ１区間の調達条件：日本タイド（STEP）） 

事業運営会
社など 

ジャカルタ特別州政府 

総事業費
（見込み） 

南北線：約2,500億円 
東西線：約9,900億円 

（１）．概要 

３．６ 【2月28日(金)】 MRTジャカルタ都市高速鉄道南北線建設事業 



日時 ２０１４年２月２８日(金) １４：３０～１６：００ 

場所 Hotel All Seasons 2階会議室（工事現場近く） 

面談者 
JICA 荒津有紀 次長 
JICA 井原英詔 氏 

内容 
①JICA 井原英詔 氏 ブリーフィング 
②工事現場視察および質疑応答 

（２）．訪問結果 

市街地の工事現場 
（※正面の高い建物がHotel All Seasons ） 

工事現場の視察 MRTの建設工事現場 

３．６ 【2月28日(金)】 MRTジャカルタ都市高速鉄道南北線建設事業 



（２）．訪問結果 

  ① JICA 井原英詔 氏 ブリーフィング 

• JMF視察団はドウク・アタス（Dukuh Atas）駅の建設現場近隣で視察。 

• PT. Mass Rapid Transit Jakarta（ジャカルタ高速鉄道公団）が日本政府のSTEP（本
邦技術活用条件）有償資金協力（円借款）を活用した事業。 

• ジャカルタ市内を南北に縦断するMRTを2018年4月開業目標に建設する第1期工事。 

• 第1期工事はレバックブルス（Lebak Bulus）駅～ブンデラン・ハイ（Bunderan Hi）駅間。
地下区間5.9km（6つの駅）と高架区間9.8km（8つの駅）の合計15.7km。 

• 第1期工事は三井住友建設、国営建設フタマ・カルヤの企業連合が受注。 

• 三井住友建設は第1期工事（CP106工区）の設計・施工を担当。2013年8月にようやく
認可が下りた。 

• ブンデラン・ハイ駅は日本大使館の直下。ドウク・アタス駅は上を河川と国鉄が通っ
ている関係で、地下鉄区間で最も深く掘削する地点（地下24.2ｍ）。 

• 現在、設計完了段階。ブンデラン・ハイ駅は、地上部分（バス停、中央分離帯）を撤
去している最中。 

• 車両と信号システムは入札準備中（との説明だったが、車両は東芝、日立製作所な
どがすでに入札済みとの情報もあった）。 

• 将来的には東西線の建設計画もある。 

３．６ 【2月28日(金)】 MRTジャカルタ都市高速鉄道・南北線 



（３）．訪問結果 

  ②質疑応答 

質問 １ 地層（地下の砂の質）はどうか。 

回答 比較的良い地層。地盤が安定していて工事はやりやすい。しかし、第2期工事は海に近
づいていくので、地盤が軟らかくなって難しいだろうと思う。 

質問 ２ 日本と比較して工期は長いのか。 

回答 本件は短納期。日本であれば10年くらいかけてやるプロジェクトだと思う。それを57カ月
の中で設計もしなければならないし、最後1カ月は試運転期間。実質的には54カ月くら
いしかない。昼夜通しで工事しているがそれでも非常にタイトなスケジュール。 

質問 ３ 労働者の技量はどうか。これだけ大規模な工事は地元企業は未経験なのではないか。 

回答 これだけ大規模な都市開発工事はインドネシアにとって初めてである。地元の労働者で
は未熟なので、コアな工事（エンジニア部分など）はタイ、フィリピン、シンガポールから
人材を連れてきて、地元の労働者はその下に付かせている。 

質問 ４ 現地企業フタヤ・カルマとの連携、役割分担はどうか。 

回答 現地企業フタヤ・カルマはインドネシアでの地下鉄建設の経験がないので、こちらから
指導していくのが基本。今のところ問題ない関係を築いている。技術者は日本やフィリピ
ンから連れてくる。地元警察との交渉はフタヤ・カルマに任せている。 

３．６ 【2月28日(金)】 MRTジャカルタ都市高速鉄道・南北線 



（３）．訪問結果 

  ②質疑応答 

質問 ５ STEPを通して日本技術を使用していると思うが、現地ならではの特別に配慮すべき設
計や技術はあるのか。 

回答 設計はインドネシアの基準がある。鉄道基準はインドネシアにないので、日本から流用
している。地下火災の避難方法などは日本と異なる（日本では非常口は2つで良いが、
インドネシアは４つ以上必要）ので、インドネシア基準に合わせている。構造設計は日本
基準、環境などはインドネシア基準。 

質問 ６ 工事はインドネシア政府直轄か、ジャカルタ州直轄か。完成後も日本企業は関与するの
か。 

回答 資金面含め中央政府と州政府の共同事業。MRT運営会社は州政府の企業。コンサル
は運営・維持・管理の絵を描く手伝いをしている。本件はJICAが円借款を準備済で、イ
ンドネシア側が担うことを予定しているが、日本企業が参画する可能性は高い。 

質問 ７ 掘削時に遺跡が発見されるなど考古学的な問題はないか。 

回答 おそらくない。むしろpublic utility（ガス管、上下水道の配管）の問題の方が大変。利権
が複雑であり、住民・企業との合意形成の調整に現在も手間取っている。 

３．６ 【2月28日(金)】 MRTジャカルタ都市高速鉄道・南北線 



（３）．訪問結果 

  ②質疑応答 

質問 ９ 残土処理の問題は何か。 

回答 洪水が多く土地を高くしたいニーズが強いので、残土処分には困らない。 

質問 １０ 輸送キャパシティはどのくらいか。 

回答 6両編成を予定しているが、将来的に8両まで拡張可能なプラットホームにしてある。車
両の増設は可能。アンチョールまで延伸したいという計画もある。 

質問 ８ 日本とインドネシア、どちらがイニシアチブをとるのか。JICAの苦難は何か。 

回答 インドネシア側が最終決定。当方はインドネシア政府のプライドを傷つけないように注意
している。飽くまでJICAは開発パートナーという立ち位置。日本の高い技術レベルを理
解してもらい、日本の技術が多く採用されるように努力している。 

質問 １１ 渋滞はどの程度解消されるのか。 

回答 解消とまではいかないだろう。例えば駐車料金を高く設定するなど（現在は1時間当たり
50円程度で激安）、周辺の政策を伴うことが極めて重要。そういうインセンティブを働か
せないと、自動車からのシフトが起こらない。 

３．６ 【2月28日(金)】 MRTジャカルタ都市高速鉄道・南北線 



（３）．訪問結果 

  ②質疑応答 

質問 
１３ 

競合はしなかったのか。他国は同事業
に関心を示さなかったのか。 

回答 本事業計画は1995年から始まっている。
当初は韓国やドイツが関心を示してい
たが、あまりに時間がかかるので、時間
の経過とともに辞退していった。最終的
に残ったのが日本である。 

日本は最初からF/Sをやっていた。イン
ドネシア政府の意思決定が遅いので長
期案件になっている。ようやく2009年に
融資契約が締結された。 

質問 １２ 地下鉄が開通すれば、地価が上昇するように感じるが、現状ではどうか。 

回答 ジャカルタの地価上昇率は世界第2位。2014年はおそらく首位だろう。周辺のオフィス賃
貸料は前年比50％上昇。3年間で2倍になった。JICAのオフィス移転をも考えなければ
ならないほどだ。 

３．６ 【2月28日(金)】 MRTジャカルタ都市高速鉄道・南北線 

工事現場の視察 



訪問先 プルイット排水機場 

目的 ジャカルタ首都圏の重要な雨水排水施設
であるプルイット排水機場（東排水機場）の
機能回復と防潮堤の改修。洪水災害に対
する住民の安全性を高めるとともに、経済
活動などへの被害を軽減させ、ジャカルタ
の経済発展に寄与する。 

事業概要 ①東排水機場の機能回復 
②防潮堤の改修 

事業運営
会社 

インドネシア公共事業省 水資源総局 
チリウンチサダネ流域事務所 
（ただし、施設運営はDKIジャカルタ） 

協力金額 19億8,500万円（無償資金協力） 

（１）．概要 

３．７ 【2月28日(金)】 プルイット排水機場 東排水機場 視察 

事業のスケジュール 

2009年2月 地盤沈下による排水機能の喪失 

6月 インドネシア政府が日本政府に対
して、公式に支援要請 

2009年11月 JICAによる協力準備調査団派遣 

2010年12月 日本政府による詳細設計の承認 

2011年2月 贈与契約および詳細設計 

～11月 詳細設計調査 

9月 事業実施に対する贈与契約 

12月 詳細設計および入札書類の承認 

～2012年3月 クラリフィケーションおよび入札 

2012年3月7日 建設契約締結 

4月5日 事業開始 

～2014年4月 建設事業の遂行 

4月30日 プロジェクト完了 



日時 ２０１４年３月１日(土) １０：００～１２：００ 

場所 プルイット排水機場 

面談者 
JICA 荒津有紀 次長 
八千代エンジニアリング(株)工事現場担当者 
(株)安藤ハザマ 工事現場担当者 

内容 
八千代エンジニアリング(株)工事現場担当長
によるブリーフィング、排水機場内の視察 

（２）．訪問結果 

排水機場内の視察 

３．７ 【2月28日(金)】 プルイット排水機場 東排水機場 視察 

完成イメージ図（一番左が東排水機場） 

東排水機場 



３．７ 【2月28日(金)】 プルイット排水機場 東排水機場 視察 

（２）．訪問結果 

  ① 八千代エンジニアリング(株) 工事現場担当者 ブリーフィング 

• プルイット（Pluit）は大統領邸、日本大使館などの重要地区の総称。排水機場の前面
にジャワ湾、右にジャカルタ漁港。排水機場周辺地域には貧民層が生活。 

• プルイット排水機場はジャカルタ市内の生活下水・排水・雨水を処理。ジャカルタ市
内の8割の排水を受け持つ。ジャワ島は台風、地震の少ない地域ではある。 

• 東排水機場（築1963年）、中央排水機場（1986年）、西排水機場（2002年）からなる。
総排水量は東3×5＋中央4.3×3＋西6×3=50.2トン/秒。乾期は10トン程度で充足。 

東排水機場内よりジャカルタ中心部を望む 排水機場周辺地域には貧困層が生活 



３．７ 【2月28日(金)】 プルイット排水機場 東排水機場 視察 

（２）．訪問結果 

  ① 八千代エンジニアリング(株) 現場担当者
ブリーフィング 

• 2011年の東排水機故障を受けて「2011～
14年インドネシア共和国プルイット排水機
場緊急改修計画（A国債）」開始。主たるミッ
ションは①東排水機場の建て替え（機能回
復）、②（海水の浸入を防ぐため）前面の護
岸工事、防潮堤の改修。 

• 2012年3月契約締結。本日午後に試運転、
4月から運転開始。 

• 東排水機場は鉄筋コンクリート造3階建。排
水ポンプ3基は酉島製作所が製造。 

• 2009年2月、地盤沈下で建物土台下に空
洞ができ、海水が逆流して排水機能喪失
（piping phenomenon）。同年6月、インドネ
シア政府が日本政府に支援要請。JICA管
轄の無償融資プロジェクトとして事業開始。 

酉島製作所製の排水ポンプ 

ブリーフィングの様子 



３．７ 【2月28日(金)】 プルイット排水機場 東排水機場 視察 

（２）．訪問結果 

  ① 八千代エンジニアリング(株) 工事現場担当者 ブリーフィング 

• 保守を行いやすいよう、パイプを地中に出している（写真左） 。防潮堤造成も行う。ま
た、オランダ支援で大堤防造成のプロジェクトがあるが時期未定。 

• 地下水を汲み上げるため、毎年10cmほど地盤沈下が進行しているのが一番の問題。
海抜2m程度しかない地域なので由々しき問題。 

• 排水機場の左側には華僑が造成した高層マンション、富裕層の邸宅など新しい建物
が立ち並ぶ（写真右）。しかし、中国の建設技術レベルは相当低く、海抜が低い地域
なので非常に危険。 

東排水機場内より華僑居住地区を望む 東排水機場のパイプは表出している 



日時 ２０１４年３月４日(火) １５：００～１６：００ 

場所 在インドネシア日本国大使館 ６階応接室 

面談者 

鹿取 克章（Yoshinori Katori）特命全権大使 
貴島 善子（Yoshiko Kijima） 経済公使 
 ※牛尾経済公使の後任 

池谷   巌（Iwao Ikeya） 参事官 

内容 
①鹿取大使ご挨拶 
②質疑応答 

（３）．訪問結果 

在インドネシア日本大使館 外観 

挨拶を交わす岡村団長（右）と鹿取大使（左）  
鹿取大使 

（写真：在インドネシア日本国大使館） 

３．８ 【3月4日(火)】 在インドネシア日本国大使館 



（３）．訪問結果 

  ①鹿取大使ご挨拶 

• プルイット排水機場を視察されたと伺った。日本政府にとって大きな円借款プロジェ
クトだったプルイット排水機場が完成間近というのは、非常に感慨深い。同地区は、
上手く排水が行えない海抜の低い地域であるため、周辺地域への浸水を避けるため
にも運転開始の意義は大きい。 

• インドネシアに対する日本企業の関心は高い。日本からの投資はハイペースで伸び
ている。東芝をはじめ、日系企業がインドネシア経済の発展に非常に貢献してくれて
いる。日系企業の存在感も高まっており、両国の良好な関係を支えている。 

• 選挙には大変注目している。10月に新大統領が就任するが、誰が大統領になっても
日本との関係は基本的に変わらない。新政権の政策（政策のプライオリティ）を良く
ウォッチして、日本との良好な関係が継続できるように努力していく。具体的には
MRTをはじめとするジャカルタ周辺のインフラ整備の継続である。新政権に変わって
もスムーズに引き継がれるように政府に働きかけていきたい。 

• 人口も多く、2030年後半まで人口ボーナスは続き、中間所得者層は拡大していく。
今後も日本にとって重要なビジネスパートナーであることに変わりはない。 

３．８ 【3月4日(火)】 在インドネシア日本国大使館 



（３）．訪問結果 

  ②質疑応答 

質問 １ BKPM・マヒンドラ長官と面会できなかったのは残念。交通渋滞解消に向けてMRT敷設
の意義は大きい。日本企業として、鉄道など社会インフラ整備に貢献したい。どのように
支援したらよいか。 

回答 • インフラはぜい弱。携帯電話すら切断される時がある。道路・水道・電気・通信を含む
MPAは非常に重要。ジャワ島横断鉄道は住友商事が推進している。 

• 課題は以下3点。①輸送コストが大きいこと。ぜい弱なインフラがインドネシアの競争
力を押し下げている。 

• ②工業化が必要であること。インドネシアは貿易構造に課題がある。輸出品目は一次
産品が6割（石油・ガスで4割）も占めている。どのように2次、3次産業を育成するか。
そして、それを支える人材育成をどうするかが課題と認識。 

• ③格差の是正。高所得者と低所得者との格差だけでなく、地方と首都圏ジャカルタと
の格差も目立つ。日本政府も取り組んでいるが日系企業の知恵を借りたい。 

岡村会長
コメント 

• 洗濯機・テレビ（東芝）、遮断機（日立）工場を訪問した。日本からの技術を上手に吸収
して会社を運営していると感じたが、如何せん、港などぜい弱なインフラが足を引っ
張っている。 

• Super Sinar Abadiは「5S」を推進して生産性を上げているが、これは主要顧客である
ヤマハからの要求だと伺った。現地企業と日系企業が協力し合っている好例であると
感じた。 

３．８ 【3月4日(火)】 在インドネシア日本国大使館 



（３）．訪問結果 

  ②質疑応答 

質問 ２ • 渋滞解消には、鉄道だけでなく高速道路の増設も必要と感じた。また、地下から水を
汲み上げると地盤沈下してしまうので大規模貯水も必要である。 

• 日系企業としては、インフラ整備そのものを支援することと、インフラ整備される（事業
環境が整う）のを前提に工場を建設することの両面で貢献できる。 

• 肝心な点は、インドネシア政府のインフラ計画が予定通りに進むのかということ。中長
期的なビジョンはあるか。 

回答 • （鹿取大使の）赴任時を省みれば、これでも少しは落ち着いた方だと思う。 

• MRT南北線の延長、MRT東西線やモノレールの新設計画を積極的に進める必要があ
る。交通システム自体の改革も必要。ジャカルタ州政府も一生懸命取り組んでいるだ
が、ようやく緒に就いたところという印象。飛躍的にとはいかないが進んでいくはず。南
北線が2018年に完成すれば（自動車からMRTへのモーダルシフトという）インセンティ
ブも生まれてくるはずだ。 

• ジャカルタ東部に第2の港の建設計画がすでに始まっている。完成すれば渋滞緩和に
相当貢献するだろう。ジャカルタ近郊の鉄道整備も始まっている。 

• 水問題は深刻。ジャカルタの水道普及率は50％、下水道は20％。地下から水を汲み
上げるので地盤沈下する。山からの取水する計画が現在進められている。 

３．８ 【3月4日(火)】 在インドネシア日本国大使館 



（３）．訪問結果 

  ②質疑応答 

質問 ３ TPP、RCEPへの政府の対応は。ASEAN中心にメガEPAをどう進めていくつもりなのか。 

回答 • 現時点だけの（瞬間的な）話だが、政府はASEAN内の経済圏強化の方に関心が強い。
TPPは新聞報道もほとんど無く、政府の関心は薄い。当事者意識が無いのだろう。 

• RCEPには前向きな姿勢を示している。時間を要するが進んでいる。他国とのFTAは
すでに日本を含む6カ国と締結済であり、それ以上の関心は抱いていない。（自由貿
易によって）中国から安価な製品がたくさん入ってくることを心配しているようだ。 

質問 ４ 2013年の自動車関連企業の投資は急ピッチだったが、2014年は減速見通しとのこと。
部品など自動車関連産業が進出してくれば電機、設備メーカ等の仕事も増える。政府は
どう感じているか。 

回答 • 自動車関連の投資はおう盛。投資額は（鹿取大使赴任後）4年間で10倍程度に増えた
印象（日本以外含む）。政府も自動車関連産業の進出を歓迎。 

• 技術移転、現地エンジニアの教育・育成への要望が強い。ダイハツはR＆Dセンターを
設置し、政府も高評価。インドネシア人のモノづくりレベルを上げて欲しいという声が多
く聞かれる。 

• ジャカルタへの生産拠点（投資）集中が問題。中・東部ジャワの産業基盤を強化したい。
インドネシアは投資対象として何かと難しい国。ジャワ島だけでなくマヒンドラBKPM長
官仰せの通り、地方分散を進める必要がある。中ジャワ州は産業化に前向き。外資誘
致を推進している地域を分析しフォローしたい。 

３．８ 【3月4日(火)】 在インドネシア日本国大使館 



（３）．訪問結果 

  ②質疑応答 

質問 ５ 他のASEAN諸国は機能分担して、ASEAN全体での産業育成を図っているが、インドネ
シアは必要性を感じていないのか消極的に感じる。ぜい弱なインフラ以外にも産業動脈、
通関に時間がかかるなど問題がある。島ごとにでも取り組めばよいと思うが。産業育成
プランを作っていく必要があるのではないか。商社が起案から利益創出（出口）まで上
手にやれている国もあるが、インドネシアの展望はいかがか。 

回答 • インドネシアもASEANサプライチェーンの中心にいたいと考えている。同様なことを考
えているタイなど競合はいるが。実際、自動車や関連部品など多くの企業がインドネ
シアに投資してきているので、通関制度の利用しやすさ等の国際順位は不明だが（鹿
取大使の感覚としては）サプライチェーン面でのインドネシアの地位は高まっている。 

• 新しい港は2020年完成予定で、それまでは港のキャパ不足は続くだろう。 

質問 ６ 人材交流は進んでいるか。 

回答 • 日本人留学生は2,200人程度と少なすぎる。国際交流基金の予算が確保できたので、
さらに増やしたい。 

• 日本への観光客は13万人と前年比36％増。ニセコでスキー、京都・奈良観光など、
富裕層は日本の魅力を発見している。好調はしばらく続くだろう。中産階級も増加。高
所得者層を中心に需要を取り込みたい。観光は非常に有望なビジネス、積極的に後
押したい。 

• 財界・政界人も頻繁に日本へ行く。JMFにも受け入れていただければ助かる。 

• インドネシア看護士・介護士の受け入れ深謝。温かく見守っていただきたい。 

３．８ 【3月4日(火)】 在インドネシア日本国大使館 



（３）．訪問結果 

  ②質疑応答 

質問 ７ • インドネシアに対しては人口増加、若い労働者が多いので非常に期待している。
ASEAN向け製造拠点としても重要だと考えるが、インフラが極端にぜい弱で、納期に
遅れることもある。インドネシアからタイに輸出するのと、中国からタイにするのとでは、
後者の方が数カ月早い。しかし、品質はインドネシアの方が中国よりずっと良い。 

• インドネシア経済を実質的に掌握しているのは華僑か。華僑と付き合っていく難しさが
あるのだと思うが、華僑とインドネシア政府とで上手く意思疎通ができていない気がす
るが。 

回答 • インドネシア政府と華僑との関係というのは新しい視点だ。 

• インフラが重要であることは間違いない。ジャカルタだけでなく、中部ジャワ・スラバヤ
等のインフラ整備が順調に進むかどうかも重要だ。 

• 仰せのような視点、日本、JMFからの要望を有望な権力者（政治家）に伝えていくこと
が大切と感じた。華僑とインドネシア政府とのタッグという構造ではないとは思うが、華
僑はしっかり意見を言っている。ビジネスを通じてインドネシア財界とのネットワークを
構築していくことは重要だと思う。 

３．８ 【3月4日(火)】 在インドネシア日本国大使館 



大きい格差：手前は貧困層居住区、後方には建設中の高層住宅 

ジャカルタ中心部の交通渋滞（PM８時頃） ジャカルタ中心部の交通渋滞（PM１時頃） 

BRT敷設で車線減少、渋滞をさらに悪化させている 

４．【参考】 インフラ改善と所得格差是正が求められる 



４．【参考】 地元紙Jakarta Globeより最近の主要な記事 

（１）．【２月２５日】2015年の公共事業予算に121兆ルピア（約１兆円）の割当を提案 

公共事業省は、2015年の公共事業予算として121兆ルピア（約1兆円）を割り当てることを提案

している。公共事業大臣は、「予算のおよそ半分を道路と橋の建設に割り当てる。残りの予算の

うち、30％は水資源総局のプロジェクトに、20％は公共住宅やビル・施設、上水設備、廃棄物

処理施設などを監督する人間居住総局のプロジェクトに割り当てる計画である。しかし、すべて

の提案について国民議会の承認が得られたわけではない」と述べた。 

同大臣は、国連のミレニアム開発目標（以下、MDGs）に沿って策定された国家中期開発計画の

中にも盛り込まれているように、上水道と公衆衛生サービスへのアクセスを改善するようなプ

ロジェクトの実現に向けてさらなる努力が必要であると述べた。人間居住総局長によると、

MDGsの中で目標としているように、公衆衛生サービスにアクセスできる人口の割合を2012年

の58％から2015年末までに62.41％まで引き上げるという。同総局長は、同目標は達成可能で

あるとしているが、上水道サービスにアクセスできる人口の割合を目標の68.8％まで、8％改善

する必要があるという。 

有料道路開発プロジェクトでも課題に直面している。2010～2014年の中期開発計画では、

2014年末までに120キロメートルの有料道路を整備することを目標としていたが、用地取得の

問題で、2013年末時点で43.48キロメートルしか建設が進んでいない。さらに公共事業大臣に

よると、国営建設会社のHutama Karyaが、トランススマトラの高速道路開発プロジェクトを遂行

するため、政府規制が整備されるのを待っており、同プロジェクトは2014年には開始されない

だろうとみている。 



４． 【参考】 地元紙Jakarta Globeより最近の主要な記事 

（２）．【２月４日】 GEが今後3年間でインドネシアに3億ドル（約304億円）を投資 

GEは、今後3年間にわたってインドネシアに3億ドル（約304億円）を投資する計

画の一環として、2014年に1億ドル（約101億円）を投資する計画である。GEイン

ドネシア社長は、「インドネシアは当社の重点地域である。2014年は厳しい事業

環境であるが、インドネシアでの売上は2桁成長を目指している」と述べた。 

GEは、同国でエネルギー、航空、マイニング、ヘルスケア、鉄道、石油・ガスの

分野に注力する計画である。 

航空分野では、ガルーダ航空と連携して、CFM 56-7B型航空機エンジン向けの

保守サービスセンタを設立する計画である。鉄道分野では、国営インドネシア鉄

道会社Kereta Api Indonesiaと連携して同社の機関車を最新式にする。石油・ガ

ス分野では、バタムにある海洋掘削装置の製造工場の生産能力を拡張している。

さらに、2014年に研修施設を設立する計画である。同施設では、国営石油・ガス

会社プルタミナと国営電力会社PLNの従業員200人をトレーニングする予定であ

る。また、マイニング分野への参入も目指す。GEインドネシア社長は、「現在、当

社では坑内掘り機器の衝突防止システムの販売を推進している」と述べた。 

GEは1940年以降、インドネシアに10億ドル以上（約1015億円）を投資している。 



４． 【参考】 地元紙Jakarta Globeより最近の主要な記事 

（３）．【１月２８日】燃料および電気価格を引き上げる国家エネルギー規制を可決 

インドネシア国会は、エネルギー政策に関する新たな政府規制の導入を承認し

た。同規制では、財政悪化の原因となっている燃料および電力向け補助金を今

後10年間で段階的に削減し、石炭とガスの輸出を禁止する。また、地熱、風力、

太陽光、海洋エネルギーなどの再生可能エネルギーの割合も増加させる。 

同規制では、燃料および電気価格を引き上げて段階的に補助金を削減すること

を目指す。国家エネルギー委員会のメンバーの一人は、「同規制は、インドネシ

アにおけるエネルギー政策のためのガイドラインである。同規制の目的は、わが

国のエネルギー総使用量に占める石油燃料の割合を現在の42％から2025年に

20％に削減することである」と述べた。 

インドネシアでは、2013年の石油・ガスの販売から313億ドル（約3.2兆円）の利

益を上げたが、その大部分である310兆ルピア（約2.6兆円）を、エネルギーの補

助金に使用した。2014年は、石油燃料および電力向けの補助金に282兆ルピア

（約2.3兆円）を費やす計画である。 

最も議論を呼んだ問題は、特に天然ガスと石炭など、化石燃料ベースのエネル

ギー輸出の段階的な削減に対する条項である。現在、同条項では、化石燃料

ベースのエネルギーの全輸出の禁止期限も設定している。 



４． 【参考】 地元紙Jakarta Globeより最近の主要な記事 

（４）．【2013年12月27日】ハッタ経済担当調整大臣、2014年にMPAマスタープラン
のプロジェクト開始を加速 

ハッタ・ラジャサ経済担当調整大臣は、ジャカルタ首都圏投資促進特別地域

（MPA）マスタープランにある5件の主要なプロジェクトを加速し、2014年から開

始することを発表した。 同大臣は、「日本と協力し、早期のインフラ整備を目指

す」と述べた。 

5件のプロジェクトとは、都市高速鉄道システム（Mass Rapid Transit、以下

MRT）の整備、Cilamayaの国際港の整備、ジャカルタの廃棄物管理設備の整備、

ジャカルタ～スラバヤ間を走る高速鉄道の整備、スカルノハッタ国際空港の拡

張工事である。 

同大臣は、「MRTシステムの狙いは、ホテルインドネシアのロータリーだけでなく、

旧市街地、Balaraja、ManggaraiまでつなぐMRTを完成させることである。今後、

MRTがモノレールやバス高速輸送システムとつながれば、より多くの住民がジャ

カルタの公共交通機関サービスを利用できるようになる」と述べた 

このプロジェクトは、MPAインフラプロジェクトを推進するMPAサポートファシリ

ティからの支援を受ける予定で、2020年までに完了する計画である。 



４． 【参考】 地元紙Jakarta Globeより最近の主要な記事 

（５）．【１２月１１日】 2014年に製造業へ200億ドル（約2兆円）の投資を目指す 

工業省は、製造業への総投資額を2014年に7％増の240兆ルピア（約2兆円）ま

で拡大する計画である。工業省のAnsari Bukhari事務局長は、「自動車、飲食料

品、加工食品、石油化学製品分野が、2014年における製造業の成長エンジンと

なるだろう」と述べた。 

工業省によれば、2014年の製造業への総投資額240兆ルピア（約2兆円）のうち、

185兆ルピア（約1.6兆円）が、海外からの投資となる見通しであるという。 

インドネシア商工会議所（KADIN）のSuryo Bambang Sulisto会長も、2014年の

海外からの投資額は、156億ドル（約1.6兆円）と見通している。そのうち、120億

ドル（約1.2兆円）が外資系企業に投資され、残りはインドネシアの会社に投資さ

れるという。同会長は、「輸入依存型のインドネシアで事業機会を創出するため

に、インドネシア政府は、投資奨励策を打ち出す必要がある。投資奨励策は、雇

用機会の創出に加えて、輸入を減らすことができる」と述べた。 



４． 【参考】 地元紙Jakarta Globeより最近の主要な記事 

（６）．【１２月３日】 ASEANインフラ基金、第1弾はインドネシアの送電プロジェクト 

ASEANインフラ基金（以下、AIF）は、インドネシアの送電プロジェクトに2500万ドル

（約25.5億円）の融資を開始した。AIFは、ASEAN域内で優先度の高いインフラプロ

ジェクトを推進するために新たな資金源として融資を行う。副財務相兼AIF理事長の

Bambang Brodjonegoro氏は、「AIFによる融資の開始は、ASEAN域内のインフラ整

備に資金を動員するための重要なステップである。AIFによる融資の第1弾のプロ

ジェクトとしてインドネシアのプロジェクトが選定されたことを誇りに思う」と述べた。 

ASEAN域内のインフラ需要は2020年までに年間600億ドル（約6.1兆円）となる見通

しである。限られた公共財政では、インフラ需要に対応することができない。また、東

南アジアには民間セクターでの貯蓄と公共セクターでの外貨準備高が相当な規模

であるものの、これらの資金の大半は、アジア域外に投資されてきた。アジア開発銀

行（以下、ADB)の東南アジア部門次長兼AIFの役員会メンバーであるRamesh 

Subramaniam氏は、「AIFによる融資は、ASEANが主導して投資を行う新しい時代の

幕開けとなる。AIFによる融資は、ASEAN諸国が、域内のインフラ需要に対応するた

めに資金を割り当て、有効活用する手段として使用できる」と述べた。 

AIFは、道路、鉄道、電力、水供給やその他の重要なインフラ整備に年間最大3億ド

ル（約307億円）の融資を行う予定である。融資の対象となるプロジェクトは、事業性

や利益率、貧困削減効果に基づいて選定される。 



４． 【参考】 地元紙Jakarta Globeより最近の主要な記事 

（７）．【１１月１４日】総投資額380兆ルピア（約3.2兆円）のインフラプロジェクト発表 

インドネシア政府は、官民パートナーシップ（public and private partnership：PPP）を通して、総

投資額380兆ルピア（約3.2兆円）に上るインフラプロジェクトを2014年から開始する。政府は、

PPPを活用した大規模なインフラプロジェクトに関して最大30件まで入札にかける計画である。 

経済担当調整大臣Hatta Rajasa氏によると、経済効果の大きいプロジェクトを優先するという。

具体的には、ダム、空港、鉄道、港湾、有料道路、発電所のプロジェクトがある。同氏は、「特に

PPPを活用した優先順位の高いプロジェクトに対して、新しい規則を発令する。国際的な成功事

例を踏襲することで、より透明性を高め、説明責任を全うすることを目指す」と述べた。 

さらに同氏によると、政府は、投資家を引きつけるために、場合によっては、Viability Gap Fund

（投資とリターンの差を補助金として補填）などを通じたインセンティブを提供する予定である。

Viability Gap Fundは、PPPを活用したインフラプロジェクトの全投資額のうち、最大40％を政府

が補助金として補填するものである。インドネシア政府は、限られた資金でインフラを整備する

ために、民間企業に対してPPPプロジェクトへの参画を促す。 

政府が選定したプロジェクトには、北スマトラ州のMedan～Binjai間を結ぶ有料道路や、東カリ

マンタン州のBalikpapan～Samarinda間を結ぶ有料道路、南スラウェシ州のMakassar～Pare-

Pare間を結ぶ鉄道システム、西スラウェシ州のKarama水力発電所などがある。 

インフラ及び地方開発分野の経済調整副大臣のLuky Eko Wuryanto氏によると、30件のプロ

ジェクトのうちの5件を2014年中旬までに開始する見通しである。またフィージビリティスタディ

（事業化可能性調査）は、2014年初旬までに実施される予定である。 



４． 【参考】 地元紙Jakarta Globeより最近の主要な記事 

（８）．【１０月７日】 依然としてTPP参加を決めない姿勢を維持 

最近、中国が米国主導のTPP（環太平洋パートナーシップ）協定参加の可能性を検
討しているものの、インドネシア政府は、依然としてTPPに参加する意向がないことを
繰り返し述べた。 
Marty Natalegawa外務大臣は、「現時点では、まだTPP参加を決めていない。
ASEANの優位性を確保するという精神を踏まえるとともに、交渉中のRCEP（東アジ
ア地域包括的経済連携）を最優先する」と述べた。しかし、同大臣は、「国の利益を
軽視することがないように、TPP構築に向けた協議については今後も見守っていく」と
も述べた。 
また、同大臣は、今後の中国のTPPへの参加がインドネシアや地域経済構造にどの
ような影響を与えるのかについての言及は避けた。2013年5月下旬に、中国商務省
は、TPP交渉参加の可能性について検討する方針を発表しており、同発表では、以
前、TPPよりRCEPを優先していた中国の姿勢が変わったことが明らかになった。 
Gita Wirjawan商業大臣は、中国へのTPP参加の可能性は、インドネシアのTPPに対
する姿勢に影響を及ぼさないという見方である。しかし、同大臣は、「インドネシア政
府は、RCEPの交渉と同時にTPPへの協力についても引き続き注視していく。また、他
のASEAN諸国とTPPに関して情報交換をする予定である」と述べた。また、同大臣は、
「TPP参加への利点が明確にならなければ、交渉には進まないし、現時点では、わが
国がその利点を十分に評価する立場にはいない」と述べた。 
しかし、インドネシアのシンクタンクCSIS（インドネシア国際戦略問題研究所）は、イン
ドネシア政府は、TPP参加に必要な高いレベルの条件に対応する準備ができていな
いので、交渉を渋る可能性が高いと指摘した。 



４． 【参考】 地元紙Jakarta Globeより最近の主要な記事 

（９）．【１０月７日】  MP3EIプロジェクトにはさらなる民間投資が必要 

経済開発加速化・拡大マスタープラン（以下MP3EI）の投資総額は、2015年までの目標投資総
額4482兆ルピア（約39.2兆円）のうち、2011年から2013年7月までに実施したのは、14.44％を
占める647兆4200億ルピア（約5.7兆円）で、進展は遅々としている。 
ハッタ・ラジャサ経済担当調整大臣は、「産業およびインフラ分野向け投資額のうち約70％の
453兆2200億ルピア（約4兆円）はジャワ諸島以外であった」と述べた。産業およびインフラ分野
の投資総額のうち、民間企業と国営企業による投資額が最も大きく、それぞれ国営企業が173
兆6300億ルピア（約1.5兆円）、民間企業が231兆ルピア（約2兆円）であった。しかし、民間企業
によるインフラ分野への投資額は、14兆ルピア（約1200億円）と依然として低く、総投資額231
兆ルピア（約2兆円）の6.06％に止まる。国営企業によるインフラ分野への投資額は100兆5000
億ルピア（約8800億円）であり、総投資額173兆6300億ルピア（約1.5兆円）の55.78％に達した。
同大臣は、「民間企業による投資は、依然として少ないため、主にインフラ分野で、民間企業に
とって魅力的なインセンティブを付与することが必要である」と述べた。 
インドネシア政府は、MP3EIの目標投資総額を当初の4012兆ルピア（約35兆700億円）から
11.68％増の4481兆ルピア（39.2兆円）に改訂した。案件数も、1,264件から1,568件に増加する
見通しである。 
既に、国家開発計画省（以下、BAPPENAS）は、MP3EIへの何千もの提案の中から590件の新プ
ロジェクトを承認しているが、インフラ及び地方開発分野の経済調整副大臣Luky Eko 
Wuryanto氏は、「MP3EIプロジェクトの進展を阻害している要因は、資金面の問題ではなく、内
部の調整問題の方が大きい。実はプロジェクトを決定する際に、国家開発計画省
（BAPPENAS）と財務省がそれぞれの評価基準を持っているため、内部調整の問題がある。そ
こで、新しい大統領令を制定し、進んでいないインフラ整備を加速するための委員会を復活さ
せる予定である」と述べた。同氏は、民間部門による投資を促すために、新しい大統領令が、プ
ロジェクトの進展の阻害要因を解決することを望んでいる。 



４． 【参考】 地元紙Jakarta Globeより最近の主要な記事 

（１０）．【７月８日】 タタ・モーターズがインドネシアを最大の輸出市場として注力 

インドの自動車大手タタ・モーターズは、今後4年間にインドネシアを最大の海外市場とする計
画であり、2013年下期から販売を開始する。同社は、2012年に公式にインドネシア市場への参
入を発表しており、2013年9月には乗用車と商用車を販売する計画である。同社の最高経営責
任者Karl Slym氏は、売上目標を公表しなかったが、「当社には、長年培った経験があり、ブラ
ンドと製品に自信を持っている。さもなければ、短期間でインドネシアを海外事業の最大市場と
することなどできない」と述べた。 

同社では、世界的な景気後退によりインド市場が伸び悩んでおり、海外への輸出拡大を試みて
いる。インドネシアにおける自動車販売台数が2012年に100万台を超え、同国の経済成長率
が2010年以降、6％以上で推移していることから、同社では、インドネシアを、隣国に自動車を
輸出する可能性も秘める重要国と位置づけている。 

タタ・モーターズのインドネシア法人の最高経営責任者Biswadev Sengupta氏は、「事業戦略の
一つが、インドネシアで自動車製造工場を設立することである。自動車製造工場を設立するた
めには、ある程度の売上台数があり、現地調達率が40％に達していなければならない。このよ
うな条件を満たすためには、販売開始から2～3年の期間を要するだろう」と述べた。Sengupta
氏によると、7種類の商用車と乗用車のモデルを導入する予定であるという。しかし、その中に
排気量600ccの小型車「TATA nano」が含まれるかどうかについては明らかにしなかった。 

最近の燃料価格高騰が9月からの販売開始に影響を及ぼす可能性があるかという質問に対し、
同氏は、「当社製品の大部分が低価格で燃費効率の良いディーゼル燃料を使用しているため、
燃料価格の高騰は、不幸中の幸いとみている」と述べた。 

インドネシア政府は、急増する燃料補助金を抑制するため、燃料価格を前回水準の4500ルピ
ア（約45円）から2013年6月に、プレミアム・ガソリン価格を6500ルピア（約65円）、ディーゼル
価格を5500ルピア（約55円）に引き上げた。 
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