
事業事前評価表（開発計画調査型技術協力） 

作成日：平成 22 年 8月 20 日 

担当部署：経済基盤開発部 

１．案件名 

国 名：インドネシア国 

案件名：ジャカルタ大都市圏空港整備計画調査プロジェクト 

Project for the Master Plan Study on Multiple-Airport Development for Greater 

Jakarta Metropolitan Area in the Republic of Indonesia 

２．協力概要 

（１）事業の目的 

ア．ジャカルタ大都市圏における空港整備マスタープランを策定する 

イ．新空港および既存ジャカルタ・スカルノハッタ国際空港の整備計画を策定する 

ウ．プロジェクトを通じて先方実施機関の人材育成を図る 

 

（２）調査期間 

2010 年 10 月中旬～2012 年 3 月下旬（17 ヶ月） 

 

（３）総調査費用 

2.4 億円 

 

（４）協力相手先機関 

主管官庁及び実施機関：運輸省航空総局 

（ Directorate General of Civil Aviation(DGCA), Ministry of

Transportation） 

（５）計画の対象（対象分野、対象規模等） 

 １）対象分野：航空・空港 

 ２）対象地域：JABODETABEK 地域（首都圏＝ジャカルタ（Jakarta）特別州、ボゴール（Bogor）、

デポック（Depok）、タンゲラン（Tangerang）及びブカシ（Bekasi））及び周辺

部 

 ３）技術移転の対象：運輸省航空総局 

３．協力の必要性・位置付け 

（１）現状及び問題点 

 インドネシア国ジャカルタ・スカルノハッタ国際空港（供用開始 1986 年）は、同国の主要な

国際ゲートウェイであり、国内航空網のハブ空港ともなっている。スカルノハッタ空港の年間

旅客取扱数は、3,714 万人（2009 年）であり、3,720 万人のシンガポール空港に匹敵し、3,220

万人の成田空港を超えている。 

現在、スカルノハッタ空港には 2 本の滑走路があるものの、1999 年の航空運送事業参入への

規制緩和による新規参入と運賃低下により特に国内線輸送量は激増し、ピーク時には 15 分から

30 分の遅延が発生している。 

このような状況の悪化に対応して、スカルノハッタ国際空港を運営する国営空港会社である

アンカサプラ II は 2007 年に、新しい平行滑走路と新しいターミナル施設を追加することで、

空港の処理能力を増加させる計画を策定した。しかしながら、この拡張計画では今後 10 年間で

6,000 万人/年に増加すると予想されている乗客数に対応することは困難であり、空港処理能力

が飽和状態となるため、包括的計画の作成が必要となっている。加えて、同計画において滑走

路の拡張等も計画されているが、拡張においては用地取得の問題があるなど実現性を精査する

必要がある。 

新しい首都圏空港の計画や整備に関しては、少なくとも 10 年程度の期間が必要とされる。ジ

ャカルタ首都圏の適切な空港整備に関する政策を確立することは、インドネシアの航空運輸セ

クターのみならず、インドネシアの経済成長を持続させるために、重要で喫緊の課題である。



ジャカルタ大都市圏空港整備計画調査の必要性については、JICAが2008年1月に実施した「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」でも提言がなされており、既存空

港の拡張及び効率的運用を含めたジャカルタ首都圏周辺の適切な空港整備に係る長期的な計画

を策定する必要性は高い。 

 インドネシア政府は、当機構の提言に沿った適切な対応をするべきであると認識し、ジャカ

ルタ大都市圏空港整備計画調査の調査をできるだけ早急に着手することを決定し、日本政府に

技術支援を要請した。 

 

（２）相手国政府国家政策上の位置づけ 

インドネシア政府は国家中期開発計画（2010-2014）において統合的な輸送施設・設備の建設

を謳っており、本調査も同計画の航空分野の計画として含まれているものである。 

インドネシア政府は航空分野の長期計画として「Blue Print for Air Transportation 

2005-2024」を策定している。これら計画の中で問題点として掲げられているのが、民間航空総

局による安全監理の強化、航空セキュリティの強化、運輸安全委員会による航空事故調査・再

発防止機能の整備、単一航空管制機関の設立、DGCA 空港の空港会社及び地方政府への移管、空

港施設の整備、航空保安システム（CNS/ATM）の整備、等である。本プロジェクトは既存空港の

空港システム及び空港整備計画を策定するものであり、上記計画を補完するものである。 

 

（３）他国機関の関連事業との整合性 

オーストラリア、国際民間航空機関（ICAO）、EU 等が航空保安にかかる事業を実施しているもの

の、本プロジェクトと重複する内容ではない。 

 

（４）我が国援助政策との関連、JICA 国別事業展開計画上の位置づけ 

我が国の対インドネシア国別援助計画にある開発課題「経済インフラ開発支援」の協力プログ

ラム「運輸・交通・通信インフラ開発支援」に寄与するものである。JICA インドネシア国別援

助実施方針(2009 年 4 月）における開発課題「経済インフラ開発支援」の協力プログラム「運輸

交通インフラ開発支援」に合致する。 

４．協力の枠組み 

（１）調査項目 

フェーズ Ia：ジャカルタ大都市圏の空港整備に係る課題分析 

1. 現状の把握 

1.1 社会経済の状況 

1.2 航空需要の状況 

1.3 関係機関（政府、航空会社、空港管理者等） 

1.4 空港整備に係る政策 

1.5 スカルノハッタ国際空港の現状 

1.6 空域利用 

1.7 スカルノハッタ国際空港へのアクセス 

1.8 ジャカルタ大都市圏における空港整備に係る既存の調査 

1.9 ジャカルタ大都市圏における道路及び鉄道整備計画 

1.10 ジャカルタ大都市圏における土地利用及び空間計画 

1.11 環境社会配慮に係る法制度 

2. 航空需要予測及び所要施設規模 

2.1 将来の経済社会フレームの設定 

2.2 旅客、貨物及び航空機離着陸回数の予測 

2.3 空港アクセス交通量の予測 



2.4 ピーク時予測 

2.5 主要な空港施設の所要規模の算定 

3. ジャカルタ・スカルノハッタ空港の需要・容量分析 

4. 既存ジャカルタ・スカルノハッタ空港の環境社会分析 

5. ジャカルタ・スカルノハッタ空港の既存マスタープランの評価 

6. その他の既存空港の評価 

7. ジャカルタ大都市圏の空港の空港整備に係る課題の整理 

フェーズ Ib：ジャカルタ大都市圏の空港システム計画の策定（目標年次 2030 年まで） 

8. 諸外国の複数空港システムに係る事例調査 

9. ジャカルタ大都市圏における空港システム整備戦略の検討 

10. 新空港候補地の検討 

10.1 新空港の基本的要件 

10.2 新空港候補地の机上検討（障害物の検討を含む） 

10.3 自然条件の検討（土質及び地形条件を含む） 

10.4 空域の検討 

10.5 現地踏査 

10.6 空港アクセスの検討（既存空港との連絡を含む） 

10.7 新空港候補地に係るコスト分析 

11. ジャカルタ大都市圏の空港システム計画の策定 

11.1 空港システム代替案の検討 

11.2 空港システム代替案に係る経済分析 

11.3 空港システム代替案に係る戦略的環境アセスメント（SEA） 

11.4 適な空港システム計画の選定 

12. ジャカルタ大都市圏の空港システム計画に係る結論 

フェーズ II：新空港及び既存ジャカルタ・スカルノハッタ空港の整備計画の策定 

13. 新空港の整備計画の策定 

13.1 段階的整備の検討 

13.2 施設整備計画の策定及び概算事業費の積算 

13.3 障害物管理計画 

13.4 用地取得計画 

13.5 空港周辺地区の土地利用計画 

13.6 空域計画 

13.7 新空港の運営計画 

13.8 第一期整備の実施計画 

13.9 財務分析及び資金計画（官民連携（PPP）による実施の検討を含む） 

13.10 環境社会配慮の検討（初期環境評価（IEE）レベルの分析を含む） 

14. ジャカルタ・スカルノハッタ空港の整備計画の策定 

14.1 段階的整備の検討 

14.2 施設整備計画の策定及び概算事業費の積算 

14.3 障害物管理計画 



14.4 用地取得計画 

14.5 空域計画 

14.6 次期大規模整備の実施計画 

14.7 財務分析及び資金計画（官民連携（PPP）による実施の検討を含む） 

14.8 環境社会配慮の検討（初期環境評価（IEE）レベルの分析を含む） 

15. 新空港及びジャカルタ・スカルノハッタ空港の整備のための関係各機関のアクション

プラン 

16. 結論及び提言 

 

（２）アウトプット（成果） 

・ジャカルタ大都市圏の空港システム計画の策定 

・新空港及び既存ジャカルタ・スカルノハッタ空港の整備計画の策定 

・航空政策に係る運輸省航空総局の計画策定能力の向上 

 

（３）インプット（投入）：以下の投入による調査の実施 

（ａ）コンサルタント（分野／人数） 

 以下の分野で各 1 名程度を予定 

 総括/空港政策 

 副総括/空港計画 

 航空需要予測 

 空港アクセス交通需要予測 

 空域計画 

 空港土木施設計画 

 空港ターミナル施設計画 

 航空保安システム計画 

 空港アクセス交通施設計画 

 空港周辺整備計画 

 空港経営計画/経済・財務分析 

 環境配慮分析 

 社会配慮分析 

 業務調整/空港計画補助 

 

（ｂ）その他 

研修員受入れ 

 

５．協力終了後に達成が期待される目標 

（１）提案計画の活用目標 

本プロジェクトで策定されたジャカルタ首都圏における空港整備 M/P に基づく空港整備の調

査及び事業が、インドネシア政府により実施される。 

 

（２）活用による達成目標 

空港整備によりジャカルタ首都圏の航空需要が満たされる。 

 

６．外部要因 



（１）協力相手国内の事情 

・「イ」国航空政策が変わらない。 

・新空港候補地にかかるインドネシア側承認が得られる。 

 

（２）関連プロジェクトの遅れ 

なし 

 

７．貧困・ジェンダー・環境等への配慮（注） 

マスタープランに含まれる既存空港の拡張や新空港の建設により、環境への負の影響や住民移

転が発生する可能性があることから、戦略的環境アセスメント及び IEE において、環境社会配

慮にかかる代替案を検討し、想定される環境社会への望ましくない影響の回避・緩和を図る。

８．過去の類似案件からの教訓の活用（注） 

本セクターにおける過去のJICA調査報告書は運輸省航空総局における基本的な文書として活

用されている。本調査も有効活用され、事業化につながることを目指す。 

９．今後の評価計画 

（１）事後評価に用いる指標 

（ａ）活用の進捗度 

インドネシア国政府が本プロジェクトにより策定された計画をどの程度実施したか。 

 

（ｂ）活用による達成目標の指標 

・調査で策定する既存空港及び新空港整備にかかるアクションプランの実施数 

・ジャカルタ首都圏空港に離発着する航空便数の増加 

・ジャカルタ首都圏空港における旅客数及び貨物取扱量の増加 

 

（２）上記（ａ）および（ｂ）を評価する方法および時期 

・フォローアップ調査によるモニタリング 

・必要に応じ、調査終了後 5年目以降に事後評価を実施 

（注）調査にあたっての配慮事項 


