
事業事前評価表（開発計画調査型技術協力） 

作成日：平成 21 年 9月 8日 

担当部署：産業開発部電力・エネルギー課 

１．案件名 

水力開発マスタープラン調査プロジェクト 

２．協力概要 

（１）事業の目的 

インドネシア国のマクロ経済状況を俯瞰し、今後の経済・産業開発に適する水力開発マスタープラ

ンの策定を支援する。同マスタープランでは、最新の電力需要予測の確認、送電計画との整合性

等、電力セクター全体の開発に関する政策および電源開発計画を踏まえたうえで、インドネシアの主

要な水力開発のポテンシャルサイトについて技術面、環境面、経済面・資金面を勘案し優先順位付

けを行う。また、特に優先度の高い開発地点を特定し、環境社会配慮面等において開発可能な計画

の検討を行うとともに、最適な開発規模、基本レイアウト、開発方式、投入スケジュールを検討する。

さらに、インドネシア政府関係者との調査の共同実施を通じて、水力開発計画に係る技術移転、人

材育成を図る。以上を踏まえ策定された水力開発マスタープランを通じ、水力開発による電力の安

定供給を達成し、インドネシアの経済成長に寄与することを目指す。 

 

（２）調査期間  2009 年 12 月～2011 年 5 月 

 

（３）総調査費用   約 2.9 億円 

 

（４）協力相手先機関  

エネルギー鉱物資源省（Ministry of Energy and Mineral Resources： MEMR） 

 

（５）計画の対象（対象分野、対象規模等）  

１）対象分野：電力 

２）対象地域：インドネシア国全土 

３．協力の必要性・位置付け 

（１）現状及び問題点  

アジア通貨危機以降インドネシア経済は回復傾向にあり、国家統計局の発表によれば 2008 年の実

質経済成長率は 6.1％であり、金融危機の影響から第４四半期に 5.2％と減速したものの、今後の世界

経済の回復とともに政治的安定の維持と着実な産業開発の実現が伴う場合、堅調な経済成長が続くポ

テンシャルは高いものと考えられる。 

経済成長にともない電力需要の伸びもみられ、国際エネルギー機関（OECD/IEA）のインドネシア電

力政策レビュー（2008）によれば、アジア通貨危機後の1997年から2004年にかけての電力需要の伸び

は年約 7％であった。今後の経済成長を見据えると、特に産業が集中する島（ジャワ、バリ、スマトラ）に

おける電力供給能力強化の必要性が高い。 

発電部門の整備に関しては、近年の国際的な原油価格の乱高下を背景に非石油燃料への転換を

図ることが重要課題とされており、2006 年 6 月発表の国家電力総合計画（Rencana Umum 

Ketenagalistrikan Nasional: RUKN）でその方向性を示した。最近では、大統領規定 71 号に基づき、国

有電力会社（Perusahaan Umum Listrik Negara Persero: PLN）により第一次短期電力開発計画「クラッ

シュプログラム」（2006年5月策定）と称される石炭火力発電所の開発計画を実施中である。計画は、発

電所総数 40 地点、総出力 10,000MW（ジャワ・バリ 6,900MW、その他地域 3,100MW）の開発を行うもの

（但し、2009 年 1 月時点ではジャワ以外の 5 地点は実施延期が決定しており、35 地点となっている）。 

また、2008 年 11 月策定の RUKN では気候変動対策を重視し、水力・地熱を含む再生可能エネルギ

ーを活用した電源開発を目指す方向を打ち出した。こうした動きを受け、電源開発を推し進めるうえで

豊富な国産エネルギーを有効活用できる水力開発のニーズが高まっている。 



インドネシア全土の開発可能な包蔵水力は RUKN (2008-2027)で 42,853MW とされているが、これに

等高線のない地図域分を加えると、全体で約 75,000MW と見積もられる。一方、現在の水力発電設備

容量は約 4,000MW であり、全包蔵水力の約 5％に留まっている。 

インドネシア政府ならびに PLN は、これまで 2 度にわたり世界銀行（世銀）の支援を受け全国の包蔵

水力調査を行ってきた。調査は、1981-83 年（Hydropower Potentials Study： HPPS）および 1996-99 年

（Hydro Inventory and Prefeasibility Studies： HPPS2）に実施された。HPPS（第 1 次包蔵水力調査）で

は、包蔵水力 1,275 地点をスクリーニングし、125 地点を有望な水力開発地点として選定した。HPPS2
（第 2 次包蔵水力調査）では、第１次で確認された 1,275 水力案件から、実施に移された 55 案件とキャ

ンセルされた 38 案件を差し引き、新たに検討対象となった 67 案件を加えた 1,249 案件が見直しの対象

となった。スクリーニングの結果、116 案件が開発有望案件として選定された。 
しかし、これらの有望案件は 10 年前に計画されたものであり、当時の社会、自然環境への配慮内容

のままでは開発の実施可能性が低い計画が多く含まれている。そこで、社会および自然環境に適切に

配慮した水力開発計画への見直し（更新）が求められている。このような背景から、インドネシア政府は

既存の 1,000 箇所を超える水力開発計画の見直し、更新の実施を我が国に要請した。 

 

（２）相手国政府国家政策上の位置づけ 

インドネシアでは、全ての国民に対し十分で、均等で、信頼性があり、持続的な電気を供給するため

に、MEMR は向こう 20 年間(長期)の RUKN を策定し、それを基に、PLN はより具体的な 10 年間(中期)

の電力供給総合計画（Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik: RUPTL）を策定している。 

再生可能エネルギーの中で、特に水力は枯渇の懸念がなく、大気汚染物質、温室効果ガスである

CO2 を排出しないクリーンな再生可能国産エネルギーであることから RUKN2008 の方向性と合致する。

 

（３）他国機関の関連事業との整合性 

多くの国際機関・ドナーがインドネシアの電力部門に積極的に協力しており、その中でも日本の協力

が、現在建設中のプロジェクトでは最も多い。主要他ドナーとの整合性に関しては、世銀とアジア開発

銀行（Asian Development Bank：ADB）の協力について以下に触れる。 

世銀は現在ジャワ島の揚水発電所建設に協力しており、インドネシア最初の大容量揚水発電所とな

る Upper Cisokang（アッパーチソカン）揚水発電所(1,000MW)の設計を終了している。引き続き建設にも

協力する予定にしており、更に、Upper Cisokang に続く、Matenggeng（マテンゲン）揚水発電所

(885MW)及び Gulindulu（グリンドゥル）揚水発電所(1,000MW)にも関心を有している。 

ADB の発電部門への協力では、ローン案件として 3 件の小水力・中規模水力開発を実施中である。

JICA が今後水力開発マスタープラン調査を実施することに関連して、水力開発で最大の問題は住民

移転問題と雨量であるが、CDMの視点からもクリーンなプロジェクトであり、ADBとしては水力プロジェク

トに興味を有している。 

 

（４）我が国援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置づけ 

2004 年 11 月策定の対インドネシア国別援助計画では、日本として 3 つの分野①民間主導の持続的

な成長、②民主的で公正な社会造り、③平和と安定を重点分野とし、インドネシア政府の自助努力に

対してできる限りの支援を行っていくこととしている。 

これを受け、JICA では重点分野の「民間主導による持続的な成長」の開発課題として「経済インフラ

開発支援」を掲げ、協力プログラムとして「エネルギー供給支援」に取り組んでいる。 

４．協力の枠組み 

（１）調査項目  

1）資料収集、分析 

・ 経済・産業振興政策及び計画、電力需要予測、電源開発計画、系統計画、電力供給計画の

確認 

・ 電力セクター計画における水力開発の位置づけ整理、整合性確認 

・ これまで実現しなかった、もしくは進捗が遅れている水力開発計画の進捗について、その要

因の特定／分析／可能性のあった解決策の検討 



・ 水力開発計画の基礎データの収集（包蔵水力、水文、地形、地質） 

・ 環境関係情報収集（社会環境、自然生態系、制度・手続き関連情報、水力開発案件での環

境社会配慮事例） 

・ JICA 環境社会配慮ガイドラインに基づく手続き等の検討ならびにスコーピング案作成 

2)データの解析・検討 

・ 電力需要・供給の最新計画の分析 

・ 水力発電計画のスクリーニングのクライテリア設定（技術・経済・環境面評価基準、関連送電

線） 

・ 水力開発に関する制度、政策面の課題抽出 

3）開発優先順位および有望地点の絞込み 

・ 現地踏査と環境社会配慮調査の実施 

・ 水力発電計画更新の検討 

・ 長期電源開発計画、送電計画との整合性の検討 

・ 水力発電計画レビュー及びスクリーニング 

・ 有望計画地点の開発優先順位付け並びに開発有望地点の絞込み 

・ 水力開発促進のために必要な各種法的枠組み/制度の検討 

4）開発有望地点にかかる現地調査の実施 

・ 開発有望地点での水文・気象、地形測量、地質調査、環境調査の実施 

（水力発電計画更新、絞込み地点の計画精度向上) 

5）水力開発マスタープランの検討 

・ 長期電源開発計画における水力開発計画の更新/策定 

・ 開発規模と投入スケジュールの検討 

・ 開発課題の整理・分析（経済財務評価、投資計画） 

・ 開発計画実施に向けた提言（環境社会配慮、投資計画等、抽出した課題の対応策） 

・ 電力セクターにおける水力開発実施体制整備に対する提言（必要に応じ組織改変、人材育

成計画等を含む） 

 

（２）アウトプット（成果）  

１)水力開発マスタープランの策定 

（計画実施に向けての提言、環境社会配慮に関する提言を含む） 

２)調査の共同実施を通じて水力開発計画および開発実施体制整備に係る技術移転、人材育成 

 

（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） 

総括/水力開発計画／1 

水力発電計画/水力土木Ａ（計画策定）／1 

水力発電計画/水力土木Ｂ（積算）／1 

地質 A／1 

地質 B／1 

水文気象解析／1 

送電計画/電気設備／1 

経済・財務分析/投資計画／1 

環境社会Ａ（自然環境/ＧＩＳ）／1 



環境社会Ｂ（社会）／1 

  計 10 名 

（ｂ）その他 

  レポート（インセプションレポート、インテリムレポート、ドラフトファイナルレポート）作成時において

現地にてステークホルダー協議を３回実施予定 

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  

策定したマスタープランがインドネシアの水力開発における基本計画として受入れられるととも

に、事業化が進む。また、本マスタープランに基づく計画の実施に際して、有望計画の実施可能

性調査が実施される。 

 

（２）活用による達成目標  

・ 化石燃料に依存しないクリーンな電力が供給される。 

６．外部要因 

（１）協力相手国内の事情  

・電力開発政策や戦略の変更がないこと。 

・治安が急激に悪化しないこと。 

 

（２）関連プロジェクトの遅れ  

・特になし 

７．貧困・ジェンダー・環境等への配慮（注）  

JICA 環境社会配慮ガイドラインによる本調査のカテゴリは「Ａ」であり、必要な情報公開を行うと共に、

戦略的環境アセスメントの実施など、計画段階からの適切な配慮を行う。 

８．過去の類似案件からの教訓の活用（注）  

ナムニアップ 1 水力開発計画調査（ラオス）：開発規模の大きさから環境社会影響を十分考慮し、地

元での公聴会にも配慮した調査の進め方が適切であった教訓を参考に、本案件では、段階的な開発

の進め方の必要性についても検討していく。 

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 

・ 策定されたマスタープランがインドネシア電力開発政策の一部として位置づけられる。 

・ 開発有望地点の開発計画の資金計画が明確化され、事業化される。 

・ 実施可能性調査の実施件数が増える。 

（ｂ）活用による達成目標の指標 

・水力発電による発生電力量が増加する。 

 

（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（マスタープラン作成後、3～5 年を目処に実施）。 

（注）調査にあたっての配慮事項 


