
事業事前評価表（技術協力プロジェクト） 

作成日：平成 21 年 9月 9日 

担当部・課：インドネシア事務所 

１．案件名 

航空安全政策向上プロジェクト 

(The Project for Improvement on Aviation Safety Policy) 

２．協力概要 

（１） プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述 

航空安全（管制）に係る支援（①次世代航空保安（新 CNS/ATM）システムへの移行が推進さ

れ人材育成が進む）、航空機運航の安全監督の係る支援（②航空会社に対する安全監督体制が強

化される）、これまでの協力に係るフォローアップ支援（③航空安全・保安に係るその他の重要

課題が対応される）を 3 本の柱とし、新 CNS/ATM システムおよび航空機運航の安全監督の分野

における運輸省航空総局および運輸省教育訓練庁航空教育訓練センターの能力強化を行うも

の。 

（２） 協力期間（予定）：2010 年 4 月～2015 年 3 月（5 年間） 

（３） 協力総額（日本側）：約 4.2 億円 

（４） 協力相手先機関 

運輸省航空総局（DGCA）、運輸省教育訓練庁（航空教育訓練センター：CATC） 

（５） 国内協力機関：国土交通省 

（６） 裨益対象者及び規模、等 

 直接裨益対象者 

運輸交通省航空総局 航空管制局職員      129名 

運輸交通省航空総局 耐空・航空機運航局職員  195名 

教育訓練庁 航空教育訓練センター 教員・教官 15 名 

 間接裨益対象者 

インドネシア国内の航空会社、インドネシアの国内線を利用する乗客 

インドネシア国上空を飛行、通過する航空機と乗客 

 

３．協力の必要性・位置付け 

（１） 現状及び問題点 

インドネシアにおいては、過去 10 年間(1998-2007 年)に 300 件を超える航空機事故・ニアミス

などが発生し、そのうちの年平均 6 回が死亡事故に至っている。この問題の背景として、イン

ドネシアでは航空輸送の安全性確保に必要な多面的な対応（①航空機運航者による規定遵守及

び航空当局による監督体制強化、②航空管制の信頼性向上、③空港運用の安全性向上、④テロ

などの不法行為に対するセキュリティ対策および⑤航空機事故調査による再発防止活動等）の

いずれについても改善が必要な状況にある。 

安全性の確保は航空輸送の最も基本的な要件であることから、本状況については国際社会に

おいても問題視されており、米国連邦航空局（FAA）は DGCA に対する国際航空安全評価（IASA）

を行った結果、国際民間航空機関（ICAO）が定める安全基準に則った監督を実施していないと
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判断し、2007 年 4 月に DGCA の評価をカテゴリー2 に引き下げている。欧州連合（EU）も 2007

年７月、インドネシアの航空会社に対し「安全性に問題がある」として、EU 域内での運航を全

面的に禁止した（2009 年 7 月 15 日に EU はガルーダ航空、マンダラ航空、エアファスト、プレ

ミエアの 4 社のみについて EU 乗り入れの解禁を発表）。 

さらに、インドネシアでは航空管制を三つの機関（二つの国有空港管理会社（AP-I、AP-II）

および DGCA）が地域別に分担して実施しているが、異なる組織間の調整が迅速かつ円滑に行

えず、管制業務向上の阻害要因となっている。国際的にもインドネシアの組織形態は特異であ

り、抜本的な対策として単一の航空管制機関の設置が大きな課題となっている。 

インドネシアの航空安全にかかる総合的な対策は、JICA が実施した開発調査「航空セクター

長期政策調査」（2004）を活用し、DGCA が長期計画「Blue Print for Air Transportation 2005-2024」

およびアクションプラン「DGCA 5-Year Strategic Plan 2005-2009」を作成し、さらに民間航空改

革チーム（Civil Aviation Transformation Team: CATT）を設置して、対策の強化を図っている。こ

れらの計画・対策の実行には国際社会も協力を実施しており、セキュリティ対策の分野では我

が国が中心となって、セキュリティ機材の供与、体制強化および人材育成を行った。また、航

空機事故調査の分野では、オーストラリアおよび我が国が人材育成、機材供与を行って運輸安

全委員会（NTSC）の機能強化に協力している。さらに空港運用の安全性向上の分野においても、

オーストラリアは空港管理者の安全管理システムの構築に係る技術支援を行っている。 

これらの支援の結果、セキュリティ対策、航空機事故調査および空港運用の安全性向上の各

分野では一定の対策が行われつつあるが、航空管制の信頼性向上および航空機運航者に対する

安全監督分野の強化については対策が遅れており、協力の必要性が高い。特に航空管制の信頼

性向上の分野では、パイロットとの通信手段、航空機を安全に誘導する航法施設および航空機

の位置確認を行う監視機能が十分でなく、航空管制のブラインドスポットが存在している。そ

のため、2007 年 1 月 1 日に発生したアダムエアーのマカッサル近海での墜落事故では、航空管

制官による航空機との通信・位置確認ができず、管制誘導等の支援ができなかった。 

航空管制による航空輸送の安全性向上には、ICAO が全世界的な導入を進めている次世代航空

保安（新 CNS/ATM）システムの整備が必要である。新 CNS/ATM システムは、地形的な制限に

よりレーダー等の地上施設の設置が容易でないインドネシアにおいて、人工衛星を活用して通

信・航法・監視機能のブラインドスポットを解消する。また、航空機は地上施設の配置に依存

することなく直線的な飛行を行うことが可能となるため、運航コストおよび二酸化炭素の排出

量の削減にも効果が高く、導入コストも比較的小さいことから費用対効果が高い対策として期

待されている。 

我が国は、1980 年代より航空管制にかかる長期専門家を派遣し、2006-2008 年には JICA 開発

調査「次世代航空保安システム整備に係るフィージビリティー調査」を実施して、新システム

への移行計画の作成と航空管制機関の統合にかかる支援を行った経緯がある。新システムの移

行には、ハード面の機材システム整備と平行して、ソフト面の整備、すなわち機材システムの

有効活用を可能にする運用維持管理にかかる人材の育成および航空管制機関の統合を進める必

要があり、これを本プロジェクトにて支援するものである。 

また、我が国は、航空機運航者に対する安全監督強化においても、2009 年より技術協力プロ
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ジェクト「航空機およびその運航の安全確保強化プロジェクト」を開始し、航空機の安全運航

に関するアクションプランの作成とその実行を支援しているが、さらに航空安全情報の収集、

分析および関係者への周知をおこなう安全情報制度の整備にニーズがあり、現在実施中の技術

協力プロジェクトの後続支援として本プロジェクトにおける対応が必要となっている。 

 

（２） 相手国政府国家政策上の位置付け 

国家中期開発計画（Rencana Pembanguan Jangka Menengah Nasional 略称 RPJM）（2004-2009）

には、3 つの課題の中の一つとして「インドネシア国民の福祉の向上」が存在し、この中の優先

事項として「インフラ開発の促進」が挙げられている。空運セクターの指針の一つとしては

「ICAO（国際民間航空機関）条約に基づく安全性の向上」が謳われており、同時に問題点とし

て、航空事故数の増加、航空輸送需要の急激な伸びに対する監督者数の不足、航空安全設備の

不備等が記述されている。上述（１）で示したとおり、DGCA としても長期計画やアクション

プランを作成し、CATT を設置するなど自己努力を行っていることからも、航空安全性向上に係

る能力向上を図ることは、国家中期開発計画や運輸省の政策のみならず、国際的にも必要性・

緊急性が高い。 

  

（３） 我が国援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置付け（プログラムにおける位

置付け） 

我が国の対インドネシア国別援助計画（平成 16 年）並びに JICA 国別事業実施計画（平成 18

年）における経済インフラ整備にも合致し、テロ保安対策支援にも寄与するものである。 

JICA は政策支援型開発調査「航空セクター長期政策調査」（2004 年 7 月）において、インド

ネシア航空セクター分野におけるインフラ整備・制度/組織体制の強化、人材育成等を含めた課

題の抽出を行い、総合的な対策を提言しているが、CNS/ATM サブセクターの整備や運輸省航空

総局の安全監督機能の強化は、7 つの提言に含まれ、これまでの継続的な協力に合致するもので

ある。 

 

４．協力の枠組み 

〔主な項目〕 

（１） 協力の目標（アウトカム） 

① 協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値 

【目標】次世代航空保安システム（新 CNS/ATM）および航空機運航の安全監督の分野にお

ける運輸省航空総局および運輸省教育訓練庁航空教育訓練センターの能力が強化

される 

【指標】a. 新 CNS/ATM システムへの移行の進捗度 

（新 CNS/ATM システム整備計画の構成要素に対する進捗実績） 

      b. 外部監査および評価の向上（ICAO、FAA、EU 等による） 

② 協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値 

  【目標】インドネシアの航空交通の安全性が向上する 
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  【指標】重大航空機事故の発生件数（10 名以上の死者・不明者を伴う事故の件数） 

（２） 成果（アウトプット）と活動 

  【成果１】 

次世代航空保安システム（CNS/ATM）への移行が推進され、人材育成が進む 

  【活動１】 

1.1 CNS/ATMに係る現状の把握 

1.2 飛行方式設定に係るDGCA職員に対するトレーニングの実施 

1.3 性能準拠航法（PBN）導入計画の作成（関係各機関との調整を含む） 

1.4 方式設定に係る機材・ソフト・データの調達 

1.5 性能準拠型（PBN)飛行方式の設定 

1.6 新CNS/ATMトレーニングコースの教員となるDGCA/CATC職員の訓練 

1.7 新CNS/ATM訓練コースの設計と教材作成 

1.8 新CNS/ATMトレーニングコースの運営 

1.9 既存CNS/ATM訓練コースの改善 

  【指標１】 

① 従来型飛行方式の設定を行うことができるDGCA職員の数 

② 性能準拠型（PBN）飛行方式の設定を行うことができるDGCA職員の数 

③ PBN飛行方式導入計画が立案された事実 

④ DGCAによって設定されるPBN飛行方式の数 

⑤ 新規に設置されるCNS/ATM訓練コースの数 

⑥ 向上を行った既存CNS/ATM訓練コースの数 

⑦ CNS/ATM訓練コースを修了した訓練生の数 

  【成果２】 

    航空会社に対する安全監督体制が強化される 

  【活動２】 

2.1 以下のアクションプランの実施状況の評価 

 航空運送事業の許可 

 航空運送事業者の運用規程および整備規程の審査 

 運航管理施設等の検査 

 安全監査システム 

 機長の認定制度の向上 

2.2 アクションプランの評価に基づく是正措置の実施 

2.3 安全情報の収集・分析・対策検討の体制確立 

2.4 航空会社の安全管理システムの監査 

2.5 検査官等航空会社に対する安全監督担当職員の育成及び技量維持プログラムの評

価・分析 

  【指標２】 

① アクションプランの評価に基づき必要な是正措置の数 

② 実行された是正措置の数 

③ 安全情報の収集・分析・対策検討体制の運用が開始された事実 

④ 収集された安全情報の件数 

⑤ 安全情報の分析に基づいて出されたアクションの数 

  【成果３】 

    航空安全・保安に係るその他の重要課題が対応される 
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  【活動３】 

3.1 航空管制機関の統合促進 

      （組織・制度の整備、統合実施計画の策定および財務計画の策定等を支援） 

3.2 空港保安無償供与に係るフォローアップ 

      （供与機材の現状調査、改善措置の検討等を支援） 

  【指標３】 

① 新航空管制機関の設立された事実 

② 日本政府によって供与された機材が当初の目的どおり使用されている事実 

 

（３） 投入（インプット） 

① 日本側 

専門家派遣 

 長期専門家：リーダー／航空安全政策／CNS/ATM アドバイザー、航空安全監査アド

バイザー、業務調整員／航空保安 （合計 3 名） 

 短期専門家：プロジェクトの効果的な実施のため、必要に応じて短期専門家を派遣（合

計 45M/M 程度を想定） 

研修員受け入れ：飛行方式設定分野、CNS/ATM トレーニング分野、安全管理システム/

安全情報システム分野 （合計 26M/M 程度を想定） 

供与機材：飛行方式設定に係る機材/ソフトウェア/データ 

在外事業強化費 

② インドネシア側 

カウンターパートの配置 

専門家執務室および施設・機材設備・関連データの提供 

その他、プロジェクト実施活動に必要な経常経費 

 

（４） 外部要因（満たされるべき外部条件） 

① 前提条件 

運輸省から本プロジェクトに対する理解が得られる 

② プロジェクト目標達成のための外部条件 

a. DGCA および CATC が継続して予算および人材の確保を行うこと 

b. プロジェクトに関係するカウンターパートが航空の安全性向上に継続して関与す

ること 

③ 上位目標達成のための外部条件 

a. 航空管制機関が DGCA の計画に従って新 CNS/ATM システム整備にかかるインフ

ラ整備を継続すること 

b. 航空会社が DGCA の安全監督のもとで安全性の向上を継続すること 

c. 航空安全にかかる関係者が空港セキュリティ、空港安全および航空機事故調査の分

野において安全性の向上を継続すること 

 

5 



５．評価 5 項目による評価結果 

（１） 妥当性 

以下により、プロジェクト実施の妥当性が高いと判断される。 

上述３．で示したとおり、本プロジェクトはインドネシア国の政策・ニーズや我が国の援助

方針と合致するものである。本分野については、これまでインドネシアに対して協力してきた

のみならず、フィリピンにおける JICA 技術協力「マニラ航空保安大学校航空管制技術官育成プ

ロジェクト」等、我が国には関連する航空分野の技術協力のノウハウが蓄積されつつある。ま

た、国土交通省の協力により、高度化した航空技術分野における知見が活用されると考えられ

る。 

インドネシアの空域は、アジア諸国と比べても多様かつ広大であり、従来型のシステムでは

航空機の誘導、パイロットとの通信、正確な航空機位置の把握が困難な空域が数多く存在する。

これらの解消には、ICAO が全世界的に推進している次世代航空管制システムの活用が非常に

効果的であり、その導入を推進する本技術協力は国際的な必要性も高い。 

また、1990 年代の航空規制緩和策により多くの新しい航空会社が参入したインドネシアで

は、価格競争に伴う需要の増加と航空会社の急増に伴うフライト数の増加により、有効な対策

を行わなければ事故件数の増加は避けられず、重大航空機事故の低減に資する技術協力はイン

ドネシア国内の必要性も高い。 

米国航空連邦局（FAA）によるインドネシアの航空安全評価の引き下げ、欧州連合（EU）に

よる EU 加盟２７カ国内での運航禁止（2009 年 7 月 15 日に 4 社のみ EU 乗り入れの解禁を発表）

といった国際的圧力が継続している中、航空安全性向上を目指す本プロジェクトは、ターゲッ

トグループである運輸省航空総局、運輸省教育訓練庁航空教育訓練センターのみならず、イン

ドネシア国民に裨益するとともに、在留邦人の安全性にも寄与するものであり、プロジェクト

実施の妥当性は高い。 

 

（２） 有効性 

この案件は以下の理由から有効性が見込める。 

本事業によるアウトプットが十分に活用される体制は確立されていると考えられる。例えば

昨年（2008 年）DGCA は組織改革を行い管制（ATM）部門に内包されていたセキュリティ部門

を独立させ課相当から部相当へ格上げし予算、要員の拡大を図った。同時に管制部門と保安施

設部門（CNS）を合体させ CNS と ATM を同じ部とし、いわゆる新 CNS/ATM として効果的連携

が可能となった。予算体制も一昨年より必要な整備には必要な予算を確保するという政府の方

針のとおり、新 CNS/ATM として期待される技術の一つである ADS-B（放送型自動従属監視：

航行中の航空機から識別信号等が発信されるシステム）の地上側システム整備に相当の予算を

つけ実施している。これは 2006-2008 年に JICA が実施した「次世代航空保安システム整備に係

るフィージビリティー調査」の提言に基づくものであり、本事業によるアウトプットの活用が

継続できる体制が整備される可能性が高いと判断できる。 

本事業のプロジェクト目標達成のための他の外部要因である予算確保についても、CATC、

DGCA および今回調査を行った NTSC においても毎年大幅増加を続けており、航空安全の確保
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に対するインドネシア政府の強い意志が感じられる。これまで記述しているとおり、国際的な

圧力や関心も高く、インドネシア側の自助努力も継続されていることから、航空安全性向上に

向けた先方の意欲は高く、プロジェクト目標達成のための外部条件も満たされる可能性は高い

と推測される。 

 

（３） 効率性 

このプロジェクトは以下の理由から効率的な実施が見込める。 

本プロジェクトの基となっている JICA が実施した政策支援型開発調査「航空セクター長期政

策調査」（2004 年 7 月）は、DGCA において航空政策のバイブル的な役割を担っており、関係機

関のマスタープランとして役割を果たしてきた。この調査から枝分かれして各種協力（開発調

査、技術協力プロジェクト、無償資金協力）を実施しており、これまでの協力の成果や人脈を

有効活用できる。本事業における３つのアウトプット（①次世代航空保安システム（CNS/ATM）

への移行が推進され、人材育成が進む ②航空会社に対する安全監督体制が強化される ③航

空安全・保安に係るその他の重要課題が対応される）も、「航空セクター長期政策調査」で描い

た対策・提言の延長線にあり、指標や入手手段もこれまでの経緯を踏まえて設定されている。

また、カウンターパートから本事業に対する十分な理解、コミットメントが得られるかどう

かが本事業の前提条件・外部条件であるが、2006 年に同じインドネシア DGCA に対して行われ

た「空港保安訓練プロジェクト（2006-2007）」においてインドネシア側の積極的な取り組みは大

きく評価されており、本事業においても積極的な関与が期待できると推測される。また、外部

条件の一つであるドナー間の重複についても、これまでも関係者で情報交換の上、非効率な支

援や活動が行われないように努めてきている。 

  

（４） インパクト 

この案件のインパクトは以下のように予測される。 

政策・組織制度面のインパクトとして、ターゲットグループである DGCA、CATC に対する

能力向上が、米国航空連邦局（FAA）によるインドネシアの航空安全評価の引き上げ、欧州連

合（EU）による全面的な運航禁止解除といった国際的なインパクトにも通じる可能性があり、

航空セクター単独の話題ではなく、インドネシアの国際的な評価にもつながることが期待され

る。 

社会経済面のインパクトとして、適正な運航安全基準の確立と指導が徹底されることにより、

安全性向上を重視しない一部航空会社の淘汰および運賃の適正価格への修正等の可能性があ

る。長期的には、安全性の向上および航空の信頼回復はインドネシアの航空会社のカテゴリー

向上、EU および米国への乗り入れ制限解除、欧米人旅客増加などインドネシア社会経済への大

きなインパクトとなる。 

プロジェクト目標から上位目標に至るまでの外部条件は、航空分野を含む運輸交通セクター

における安全と保安の向上（「Safety & Security」）がインドネシア政府（運輸省）において最重

要のテーマとされており、これまで述べたように組織面や予算面でも継続的な政策展開が見込

まれており外部条件が満たされる可能性が十分にあると推測される。 
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目標達成を阻害する要因に関しては、運航基準の確立とその指導徹底が時に運航者の反発を

招くことがあり得るため、政策に対する抵抗勢力が生まれる可能性も否定できない。これらの

抵抗が政策実施のブレーキとなる可能性もあることから、そのような阻害発生を最小限にする

ためプロジェクトは常に航空旅客の市場、社会状況をモニターしながらすすめていくことが必

要であると考えられる。 

  

（５） 自立発展性 

このプロジェクトは以下の理由から自立発展性が見込める。 

まず、先方の政策は本プロジェクト終了後も継続的に展開される可能性が高い。例えば航空

法が改正（2009 年第 1 号）され法制度の基盤が整備された。今後さらに関連規制の策定が進む

と思われ、政策・制度面での展開が期待される。 

またインドネシア政府には協力終了後も効果を挙げていくための活動を実施する組織能力が

十分期待できる。特に DGCA を含む関連機関のオーナーシップと連携が重要であるが、本プロ

ジェクトでは政策を担当する DGCA のみならず教育施設を有する CATC も巻き込んだプロジェ

クト運営を目指しており、将来的な普及のメカニズムも組み込まれている。また JICA 技術協力

プロジェクト「空港保安訓練プロジェクト（2006-2007）」において、プロジェクト終了後は DGCA

が計画策定し、定期的にセキュリティの向上を目的とした訓練や講習が国内空港で行われるよ

うになっている。これらの状況から本件プロジェクト終了後も DGCA がその成果を生かし継続

していく可能性は高いと考えられる。 

供与を予定している機材の維持管理費用についても適切に確保されることが期待できる。維

持管理費用は概算額として年間４～５億ルピア（おおよそ 400～500 万円）が必要と思われるが、

例えば DGCAは 2007年から 2009年の ADS-B 整備について必要な整備には予算を確保するとい

う明確なスタンスから、1 機 60 億ルピアの機材をこれまで 30 機を自己予算にて整備してきた。

DGCA 幹部からは、本プロジェクト供与予定機材に係る維持管理費用の予算要求も検討されつ

つあり、機材整備に係る必要経費の認識も高まりつつある。インドネシアの航空交通の安全性

向上は、インドネシアの経済成長にも資することであり、現時点においてインドネシア政府の

国家政策が大きく変化することは考えられず、プロジェクト終了後も必要な人材や予算の確保

は見込まれると予測される。 

 

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

本件に関連する次世代航空保安システムの事業化により、以下のように航空燃料消費軽減に

よる二酸化炭素排出軽減及び騒音環境の改善など環境への負インパクトの軽減が期待される。

①CNS/ATM（次世代航空保安システム）の積極利用により首都圏など混雑した空域や空港にお

いて上空待機や着陸の順番待ちが減少し消費燃料が軽減される。 

②飛行方式の柔軟な設定により航空機離着陸による空港周辺住民への騒音が軽減される。

③PBN 飛行方式の採用により飛行経路の短縮をはかり消費燃料が軽減される。 

 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 
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本件はフィリピンで実施された「マニラ航空保安大学校航空管制技術官育成計画プロジェク

ト」（1997 年 10 月～2002 年 9 月）および「新 CNS/ATM 整備に係る教育支援プロジェクト」（2004

年 9 月～2008 年 8 月）からの教訓（「相手国側で監督責任を負う組織と実施責任を負う組織が分

かれていたため、管理体制の脆弱さをはじめとする様々な問題が発生した」ことから「その監

督･実施体制を明確にすべき」と提言）を踏まえて実施する。本事業においては、DGCA が一元

的な責任を持っており、フィリピンで生じた監督機関と実施機関が異なることの弊害は発生し

ないと考えられる。ただし、教育分野については DGCA と CATC に一部またがるところ、将来

的に必要な要員を適切数確保するためにも、情報共有を密に行う必要がある。 

 

８．今後の評価計画 

中間レビュー：プロジェクトの中間時点（2012 年第 3 四半期予定） 

終了時評価：プロジェクト終了の約 6 ヶ月前（2014 年第 3 四半期予定） 

事後評価：プロジェクト終了から 3～5 年後を目処に実施予定 
 


