
インドネシア 
ジャワ北幹線鉄道複線化事業 

 

外部評価者：（株）国際開発アソシエイツ 原口 孝子 

１．案件の概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
     プロジェクト位置図      複線軌道・鉄橋を通る急行列車 

 
1.1 事業の背景 

インドネシアの鉄道はジャワ島とスマトラ島に敷設されており、総延長は 6,441km、

うちジャワ島延長は 4,500km である。ジャワ島には北線、南線及びバンドン線という

3 本の幹線鉄道があり、うち北線は、首都ジャカルタとジャワ島東部のインドネシア

第 2 の都市スラバヤをスマラン経由で結ぶ、全長 751km（およそ東京～岡山間に等し

い）の路線である。 

北線は、本事業審査時点でジャカルタ寄りのブカシ～チカンペック間 57kmが複線

化されていた 1 が、残り部分は依然単線であった。このため、特に南線（ジャカルタ

～スラバヤをソロ経由で結ぶ。全長 828km）の列車も運行する単線区間であるチカン

ペック～チレボン間は、かなりの混雑が生じていた。 

                                                 

1992 年、チカンペック～チレボン間の列車本数は既に線路容量を超えており、列車

あたりの平均の遅れは 26 分となっていた。今後急増が見込まれる列車本数に対する対

応として、複線化が必要とされていた。 

 
1.2 事業の概要 

首都ジャカルタとインドネシア第 2 の都市である東ジャワ州スラバヤを結ぶ幹線鉄

道であるジャワ北線にて、西ジャワ州のチカンペック～チレボン間（134km）の複線

化のうち、チカンペック～ハウルグリス間（54km）の複線化を行うことにより、列車

本数の増加と安全、高速かつ定時的な列車運行を図り、もって地域の経済発展に寄与

する。 

 
1 ジャカルタ～ブカシ間は、首都圏通勤鉄道であるジャボタベック（JABOTABEK）線の複線区間

である。 
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円借款承諾額／実行額 7,234 百万円 ／ 7,201 百万円 

交換公文締結／借款契約調印 1994 年 11 月 ／ 1994 年 11 月 

借款契約条件 金利 2.6％、返済 30 年（うち据置 10 年）、 

一般アンタイド 

借入人／実施機関 インドネシア共和国／運輸省鉄道総局 

貸付完了 2007 年 6 月 

本体契約 

 

PT. Adhi Karya（インドネシア）・PT. John Holland 

Constructions Indonesia（インドネシア）・伊藤忠商

事（日本）（JV） 

コンサルタント契約 日本交通技術（日本）・パシフィックコンサルタン

ツインターナショナル（日本）・PT.Dardela Yasa 

Guna（インドネシア）（JV） 

関連調査（ﾌｨｰｼﾞﾋﾞﾘﾃｨｰ･ｽﾀﾃﾞ

ｨ：F/S）等 

国際協力機構（JICA）によるセクター調査（1993

年 10 月） 

関連事業 円借款事業（カッコ内は借款契約締結年）： 

 ジャワ北幹線軌道修復事業（1989 年） 

 ジャワ北幹線橋梁修復事業(1)(2)(1992、95 年) 

 ジャワ北幹線鉄道複線化事業(2)（1998 年） 

 

 
2．調査の概要 
2.1 外部評価者 

 原口 孝子  （株式会社国際開発アソシエイツ） 

 
2.2 調査期間 

 今回の事後評価にあたっては、以下のとおり調査を実施した。 

 調査期間：2010 年 1 月～2010 年 11 月 

 現地調査：2010 年 4 月 1 日～4 月 10 日、2010 年 5 月 9 日～5 月 26 日 

 
2.3 評価の制約 

 事業の効果を表す指標の分析に留意が必要である。すなわち、チカンペック～チレ

ボン間の複線化は、①セグメント 1：チカンペック～ハウルグリス（本事業）、②セグ

メント 2：ハウルグリス～カドカンガバス（国内事業）、③セグメント 3：カドカンガ

バス～チレボン（1997 年度承諾の円借款「ジャワ北幹線鉄道複線化事業(2)」（以下「第

2 期事業」）にて複線化）の 3 事業からなっており、いずれの区間も複線化工事は完了

している。本評価では当初、セグメント 1 及びセグメント 1～3 全体の指標を分けて収
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集・分析することを計画したが、セグメント 1 のみの指標（特に遅れ時間、待ち合わ

せ時間及び輸送量）の入手が困難であるとともに、事前事後の比較に必要な審査時の

数値（ベースラインデータ）の多くもセグメント 1～3 全体についてのものだったこと

から、本事業のみの効果を十分抽出することができなかった。 

また、事業目的の一部となっている定時性や安全性については、一般的に、在来軌

道・橋梁（一部円借款でリハビリ）といった他のインフラの状態、車両の数量や状態、

ターミナル施設の状況等多数の要因が関係しているため、指標の改善の有無が直ちに

本事業の効果の有無に結び付いていない面がある点につき、留意が必要である（例え

ば、複線化後も、車両数や他区間の運行状況を考慮して運行スケジュールを調整する

ため、事業区間のみであっても遅延は大きく改善しないなど 2 ）。 

 
3．評価結果（レーティング：A） 
3.1 妥当性（レーティング：a） 

3.1.1 開発政策との整合性 

本事業の目的は審査時、事後評価時双方の開発政策に合致している。国家開発企画

庁から出された国家開発計画をみると、審査時の第 6 次国家開発計画（Repelita 

VI:1994-1998）にて、本事業の複線化対象区間は、複線化・新線建設区間のひとつ（チ

カンペック～チレボン）として明記されている。事後評価時の国家開発計画に相当す

る中期開発計画（RPJM:2010-2014）では、輸送能力増大をインフラ開発の目標に置き、

鉄道セクターについては安全性・信頼性向上、ネットワーク拡充等を目指し、軌道修

復（239km）、廃線の復活（534km）、複線化を含む新線建設（954km）、車両購入、信

号システム改良、電化等が計画されている。 

鉄道総局マスタープラン（2010 年 1 月）でも、既存ネットワークの 適活用ととも

にジャワ幹線鉄道の複線化・電化、産業拠点へのアクセス向上等を図ることとしてい

る。また、北線と並行した高速鉄道建設のための用地取得にも言及している。 

ただし予算の観点からは、中長距離鉄道に重点的に予算配分されているとは言えな

い。鉄道への運輸省予算は 2010 年約 3 兆ルピアで運輸省内シェア 23％、道路輸送は

12％ 3 、海運 23％、航空 27％であった。鉄道インフラ建設予算（2010 年約 2.3 兆ルピ

ア）は増加傾向だが、うち約 33％はジャカルタ都市圏の通勤列車であるジャボタベッ

ク鉄道の整備にあてられており、本事業のような中長距離輸送に関して増加がみられ

るわけではない。 

 

 

 3.1.2 開発ニーズとの整合性 

 計画時に線路容量を超える列車が運行されていたことから、複線化による線路容量

                                                  
2 「3.3.1 (2) 定時性」参照。 
3 道路インフラ開発は公共事業省の所管。 
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増大の妥当性は高い。1992 年のチカンペック～チレボン間の列車本数は、平均容量 62

本/日に対し、通常月 63 本/日、ピーク月 75 本/日であった。そのため同年の平均の遅

れは列車あたり 26 分で、追い越し・すれ違いのための待ち合わせ時間は 13 分であっ

た。また、1993 年にボゴール線にて発生した列車の正面衝突事故を受け、信号改良を

含む複線化や通信システム整備へのニーズが高まった。 

 一方、鉄道需要は審査時想定と比べ伸び悩んでいる。審査時のRepelita VIでは、期

間中の鉄道輸送量の伸びを 7％と見込んでいたが、実際は 1991～2008 年の平均増加率

こそ旅客 7％、貨物 2％であったものの 2000～2008 年の平均は旅客 0.8％、貨物 0.4％

と横ばいである（図 1）。また、鉄道、道路、航空、水運いずれも輸送量は増加してお

り、うち鉄道は 1994 年と 2008 年の間で旅客が 1 億 1,400 万人から 1 億 9,780 万人に、

貨物は 1,640 万トンから 1,960 万トンに増えているが、輸送手段における割合 4 でみる

と、旅客が 52％から 21％（ジャボタベック鉄道を除くと 8％）へ減少、貨物が 6％か

ら 2％へ減少している（図 2）。北線の輸送量は「3.3 有効性」にて詳述するが、ジャ

カルタ～スラバヤ間の 2000～2008 年平均増加率は貨物－6.7％、旅客－0.1％といずれ

も 2000 年からみると減少している。 

 

出所：鉄道総局 
 

注 ：グラフ中の％は各手段の割合 
出所：鉄道総局 

図 1：インドネシア鉄道輸送量推移 図 2：運輸手段別の輸送量推移 

 

 鉄道需要が伸び悩んでいる理由として、RPJM は劣悪なサービスやインターモーダ

ル輸送の未整備、インフラの老朽化・維持管理不足等による鉄道輸送能力の低下を挙

げている。また鉄道総局は、急速な道路ネットワークの発達による貨物輸送の道路へ

のシフトや、格安航空会社の登場による旅客輸送の航空便へのシフトが起こっている

ことも指摘している。 

しかしながら、現在でも年 1,600 万人以上が北線を利用していること（2008 年）、

現地視察時に客車はほぼ満席だったことなどから、事後評価時も鉄道への需要はある

と考えられる。 

                                                  
4 RPJM に記載された国家目標では、鉄道シェアは旅客 23％、貨物 7％となっている。 

 4



 

 3.1.3 日本の援助政策との整合性 

1994 年に合意されたインドネシア国別援助方針の重点 5 分野の一つとして「産業基

盤整備」が掲げられており、運輸セクターへの援助はその中に位置づけられていた。

よって、審査時、本事業は日本の援助政策と整合していたといえる。 

 

以上より、本事業の実施はインドネシアの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策

と十分に合致しており、妥当性は高い。 

 

3.2 効率性（レーティング：ｂ） 
3.2.1 アウトプット 

本事業のアウトプットは土木工事（チカンペック～ハウルグリス間 54km の複線化、

8 駅における信号システムの建設・設置）及びコンサルティングサービスからなって

おり、一部変更はあったが、ほぼ計画通り産出された（報告書末尾の「主要計画／実

績比較」を参照されたい）。 

複線化工事は道床建設、軌道建設及び橋梁建設からなる。これらのうち主な変更と

その理由は次の通りである。 

 道床：軟弱地盤が多く露出したため設計・工法を変更するとともに路盤改良を

追加した。 

 橋梁：ボックスカルバート（計画では 15 箇所）は、詳細設計にて小規模な開渠

も含めて数え直し、95 箇所となった。鋼橋（計画 16 箇所）は、別の円借款事

業（92 年借款契約調印「ジャワ北幹線橋梁修復事業(1)」）が建設した分を除外

して 12 箇所に建設した。 

信号システムは、チカンペック～チレボンの単線部分に導入されていた自動信号シ

ステムを取り入れて設計・設置されており、接続区間との整合性に問題はみられない。

システムは列車集中制御（CTC）装置、自動閉塞システム、電子連動装置 5 からなる。 

コンサルティングサービスは当初計画された詳細設計、入札補助、施工監理等の業

務内容が実施されたほか、事業引き渡しの監督・支援及び保証期間中のモニタリング

が追加された。業務量は、これらの追加事項及び事業の遅延（「3.2.2.1 事業期間」参

照）によって増加した。 

                                                  
5 CTC 装置は特定の制御室（チレボン駅に設置）から数駅の進路を遠隔制御し、同時に線区間の列

車の運行を一元的に集中管理するもの。自動閉塞システムは、あらかじめ定められた区間に 1 列車

のみしか入れないように信号機を自動制御するもの。電子連動装置は、各駅の CTC 装置部に連動

して信号、転てつ機等の装置間の連動を行う。 
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複線化された鉄橋（右側が新設） 自動信号システムを構成する列車集中制御

（CTC）装置（チプネガラ駅） 
 

図 3：事業区間の地図 
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3.2.2 インプット 

3.2.2.1 事業期間 

審査時計画では、事業期間は 1994 年 11 月（借款契約調印）から 2001 年 2 月 6 まで

の 76 ヶ月間とされていた。これに対する実績は、1994 年 11 月から 2004 年 4 月の 114

ヶ月であり、計画を上回った（150％）。実施機関によると、遅延理由は入札手続きや

                                                  
6 本事業では、事業完成日は営業運転開始日と定義されている。 
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入札結果承認に時間がかかったこと 7 やアジア通貨危機に伴う政治的混乱とされてい

る。 

しかし、土木工事は予定の 73％の工期（30 ヶ月間）で早期完成した。その要因とし

て、第一に、先行事業（「ジャワ北幹線橋梁修復事業(1)」）によって用地取得が完了し、

かつ複線用の橋脚があらかじめ建設されており、作業が軽減されたことが挙げられる。

第二に、鉄道運営・維持管理機関（インドネシア鉄道（PT. Kereta Api）：以下、PT.KAI

という）の技術者が事業実施チームに事業開始時から加わっていたため、軟弱土壌へ

の対応等技術的問題への対応が現場で速やかに行われ、かつ円滑な列車運行を確保し

た上での工事進行が可能となった。 

その結果、事業区間全体の複線営業開始（2004 年）に先がけ、チカンペック～チカ

ウム間（34km）は、前年（2003 年）のレバラン（ラマダン（断食月）明け大祭）に

合わせ、2003 年 12 月に大統領による開通式が行われ、営業開始された。 

 

3.2.2.2 事業費 

 審査時計画による総事業費 85 億 1,100 万円に対し、実績は 76 億 700 万円と、計画

を下回った。円借款供与額は承諾額 72 億 3,400 万円に対し実行額 72 億 100 万円とほ

ぼ計画通りで、残りの費用はインドネシア政府が負担した。事業費減少の主な理由は、

インフレを上回る現地通貨の減価である 8 。 

 

以上より、本事業は事業費については計画内に収まったものの、事業期間が計画を

上回ったため、効率性は中程度である。 
 

3.3 有効性（レーティング：a） 
3.3.1 定量的効果 

 3.3.1.1 運用・効果指標 

 (1) 列車本数と輸送量 

 複線化と信号自動化により、本事業の対象区間であるチカンペック～ハウルグリス

間の線路容量は理論値で事業前の 3 倍以上になり、第 2 期事業にてチレボンまでの複

線化が完了した 2007 年以降は、チカンペック～チレボン区間全体の線路容量が増大し

た。実際の列車運行本数も事業後増加し、完成 5 年後の 2008 年に計画の約 8～9 割の

達成状況であった。特に、旅客需要が集中するピーク期（レバラン期）の増便が著し

い（表 1）。 

 

 

                                                  
7 運輸省内の手続きに従った結果 8 ヶ月遅れ、また第 1 回目の入札が不成立で再入札を行ったこと

で 33 ヶ月遅れたとのこと。 
8 本報告末尾の「主要計画／実績比較」に為替レートを記してある。 
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 表 1：ジャワ北線の平均線路容量と列車運行数 （単位：本／日） 
実績値（対計画比）  基準値 

（1992 年）

計画値 
（2006 年＝

完成 5 年後）

2006 年＝ 
完成 3 年後 

2008 年＝ 
完成 5 年後

平均線路容量 
・チカンペック～ハウルグリス 
・チカンペック～チレボン 

 
62 
62 

 
N.A. 
N.A. 

 
192 
85 

 
192 
170 

列車運行数 チカンペック～チレボン 
・通常期 
・ピーク期 

 
63 
75 

 
101 
122 

 
80（79％） 

104（85％） 

 
80（79％）

107（88％）

出所：鉄道総局、PT.KAI 

 

旅客数（ジャカルタ～スラバヤ間）

は 2000 年代に入り減少傾向に転じた

後、本事業区間の半分以上が複線化さ

れた 2004 年から再び増加を始めて

2008 年には 1,600 万人に達し 9 、計画

（約 2,000 万人）の 8 割を達成した。 

 貨物輸送量も 2000 年代前半は減少

傾向で、その後わずかながら増加して

いるが、2008 年約 92 万トンで、これ

は計画値の 3 割に満たないレベルであ

る。 

  

出所：PT.KAI 

図 4：北線ジャカルタ～スラバヤ輸送量 

  

 列車本数と輸送量が計画値を下回った理由としては、次の点が挙げられる。 

 鉄道需要の伸び悩み。経済危機や、道路や格安航空便へのシフトの他、特に貨

物輸送では、鉄道貨物ターミナルの整備の遅れや貨物駅のアクセスが限られて

いる（道路の混雑、港湾への乗入線の欠如）といった問題がある。 

 機関車の不足により列車便数を増やせない。ジャワ島内で運用する PT.KAI 保

有の機関車 269 台のうち、直ちに使用可能なものは 191 台にとどまっている。 

 

 (2) 定時性 

 表 2 に示すように、完全複線化されたジャカルタ～チレボン間の平均遅れ時間は

2008 年に旅客が出発 5 分、到着 26 分、貨物が出発 13 分、到着 28 分で、全国平均と

比較すると到着時及び貨物の出発時の遅れが短くなっている。ただし、北線の複線化

                                                  
9 旅客数が低迷していた 2000 年代前半は本事業の複線化工事期間と重なるが、この期間にはイン

ドネシア全国の旅客輸送量も同じく減少・横ばい傾向であったことと、工事は在来線の運行に支障

を与えないように実施されたことから、工事を理由として旅客数が増加しなかったわけではない。

なお、チカンペック～チレボンの複線化区間の各駅からの鉄道利用者数は、包括的なデータを入手

することができなかったが、概ね増加傾向にある。 
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前のデータが不十分で、事前事後の定量的比較が困難である。もっとも、PT.KAIは他

のボトルネック区間 10 への対応で運行スケジュールを調整しているため、複線化によ

り直ちに遅れ時間が短縮するとは限らない。 

 対向列車をやり過ごすための駅での待ち合わせ時間も、比較可能なデータを収集す

ることはできなかった 11 。しかし、ジャカルタ～チレボン間の所要時間は複線化前の

2002 年と後の 2008 年では急行列車で下り平均 15 分、上り平均 19 分の短縮となって

おり、待ち合わせ時間が短縮された可能性を示唆している。 

 

表 2：ジャワ北線の平均遅れ時間 （単位：分／列車） 
実績値 

2006 年 2008 年 
 基準値

1992 年

出発 到着 出発 到着 
平均遅れ時間 
 ・ジャカルタ～チレボン旅客 
 ・ジャカルタ～チレボン貨物 
 （参考）全国平均 旅客 
 （参考）全国平均 貨物 

 
26* 

 
5 
11 
7 

90 

 
28 
30 
46 
90 

 
5 

13 
5 

97 

 
26 
28 
37 
111 

所要時間（チレボン・エクスプレス） 
 ・ジャカルタ→チレボン 
 ・チレボン→ジャカルタ 

(2002 年)
126 
114 

 
107 
111 

 
111 
95 

 出所：鉄道総局、PT.KAI 
 注 ：平均遅れ時間の基準値はチカンペック～チレボン間の数値で、旅客／貨物や出発／到

着の別は明示されていない。 

 
一方、事後評価時の視察では、本事業区間であるチカンペック～ハウルグリス間は

ほぼダイヤ通り運行が行われており、対向列車の待ち合わせもなくなったことを確認

した。信号システムも良好に稼働し、定時性の向上に役立っている。走行調査（ジャ

カルタ発チレボン行き特急）における平均速度は、セグメント 1（本事業区間）が時

速 90km、セグメント 2 が 85km、セグメント 3 が 82km と十分な速度で、この列車に

限っては完全に定時での出発、到着であった。 

 

 (3) 安全性 

 北線の鉄道事故数は、2006 年に 0 件、2008 年に 6 件であった。この 6 件の鉄道事故

はいずれも脱線で、他の年の事故数や原因も含め、本事業との直接の因果関係は特定

できなかった。なお、「3.3.2 定性的効果」に示した通り、乗客は複線化の後、鉄道の

安全性が向上したと感じている。 

                                                  
10 ジャカルタからブカシ駅までのジャボタベック鉄道部分の混雑、チレボン以東の単線区間がボト

ルネックとして指摘されている。 
11 事業前の待合わせ時間は 1992 年にチカンペック～チレボン間で 13 分／列車と記録されている。

事後評価時はチレボン駅のみのデータしか入手できなかった。それによると、2006 年の待合わせ時

間は 6.7 分だったが 2008 年には 25.8 分に増大している。鉄道総局によると、これはチレボン駅の

軌道レイアウトが非効率であり増便に対応できていないためであり、現在第 2 期事業の円借款未使

用残を用いて改善工事中とのことであった。 
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 3.3.1.2 内部収益率の分析結果 

(1) 財務的内部収益率（FIRR） 

 審査時、本事業のFIRRは、プロジェクトライフを 35 年とし、チカンペック～チレ

ボン間全体の複線化にかかる事業費、維持管理費を費用に、旅客収入を便益に、9.6％

と計算されていた。事後評価時、費用と便益の実績額を算入してFIRRの再計算を行っ

た。収集データには鉄道収入に関し信頼性や精度が低いものも含まれていた（特に複

数路線が乗り入れている区間における北線収入の取り方が不明瞭であった）ため参考

値としての扱いにとどめるが、審査時にならい旅客収入のみを便益に参入した場合は

2.01％、貨物収入も算入した場合は 7.56％となった 12 。FIRRの低下理由は鉄道利用が

計画を下回っているためと思われる。 

 

(2) 経済的内部収益率（EIRR） 

 審査時の EIRR 計算値は、費用としてはチカンペック～チレボン間全体の複線化に

かかる事業費及び維持管理費を用い、便益としては複線化による待ち合わせ時間の短

縮、遅れ時間の短縮、鉄道輸送能力の増強により将来の乗客が代替交通手段（バス）

に切り替えなくて済んだ場合の時間節約を用いた結果、12.5％であった。これに対し、

事業完成時、実施機関が EIRR の再計算を行ったところ、16.1％と計画値より高くな

った。この再計算では審査時と異なり、本事業分（セグメント 1）のみの費用と便益

を算入していた。事後評価時は、対象区間の輸送量や時間短縮データが十分入手でき

なかったため、EIRR の再計算は行わなかった。 

 

3.3.2 定性的効果 

 (1) 特急・急行列車の増便 

 複線化により、ジャカルタ～チレボン間の特急及び急行列車の増便・延伸が可能と

なった。例えば代表的な急行列車であるチレボン・エクスプレスは、事業前はジャカ

ルタ～チレボン間で一日 4 本だったのが、事業後はジャカルタ～ブレブス（チレボン

より東）間で 7 本となった。 

 

 (2) 鉄道利用者の定時性、安全性に対する意見 

 事後評価時に実施した受益者調査 13 にて、インタビューに応じた北線の利用客（乗

                                                  
12 ただし 1998 年完成のセグメント 2 事業費（インドネシア政府）は情報が入手できず費用に算入

しなかった。また、入手できた便益データはチカンペック～チレボン間ではなくジャカルタ～チレ

ボン間の収入であった。つまり、事後評価時に代入した項目は費用については審査時より少なく、

便益については多くなっており、各項目の金額が審査時と同じであれば、再計算値は計画値より大

きくなるはずであった。 
13 事後評価時に行った受益者調査の概要は次の通り。実施場所：事業対象沿線地域。対象者：計

184 人（貨物荷主 36 人、旅客 112 人、周辺住民・商店・運転手等 36 人）。データ収集方法：質問紙

インタビュー調査（構造的インタビュー）（現地コンサルタントが実施）。 
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客及び貨物の荷主）のほとんどが、複線化の後に列車の安全性と定時性が向上したと

回答した（表 3）。 

 
表 3：北線利用者の安全性・定時性に対する意見
（複線化以前からの利用者のうち「はい」と答えた割合）

 複線化後、安全性が

向上した 
複線化後、遅延が

少なくなった 
貨物荷主 
（11 人中） 

100％ 82％

旅客（50 人中） 96％ 92％

 

 
乗客へのインタビュー（ハウルグリス駅）

 

北線貨物積込み（ジャカルタ・コタ駅） 

 
 以上より、本事業の実施により概ね計画通りの効果発現が見られ、有効性は高い。

貨物輸送量のみは計画値を大幅に下回ったが、定量的及び定性的情報から、列車運行

数や定時性、安全性といった、より直接的な指標において計画の 8 割以上の達成度が

みられたため、有効性全体としては「高い」と判断した。 
 
3.4 インパクト 

3.4.1 インパクトの発現状況 

鉄道総局によると、北線の複線化とそれに伴う特急・急行列車の増便によってチレ

ボン市（人口約 30 万人）へのアクセスが向上し、経済発展（投資の増大等）に貢献し

ているとのことである。 

しかし、チレボン市の統計からは、事業後の経済発展と鉄道輸送のつながりは明確

に確認できなかった。チレボン市の GRDP 成長率は 2004～2008 年に年 4.7％～6.2％の

間で推移し、同市を抱える西ジャワ州全体（4.8％～6.5％）よりは低いが 2008 年を除

き成長傾向にある（図 5）。しかし、チレボン市の中・大規模企業数は 2005～2008 年

の間、60 社前後で大きく変化していない（2008 年の新規投資額は大企業記載なし、中

小企業約 21 億ルピア）。同時期、チレボン駅を利用する旅客は年 57 万人～65 万人の

間で変動しているが、明確な増加傾向は見られない（図 6）。 
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  出所：チレボン市統計局 

 
     出所：チレボン市統計局 

図 5：チレボン市の GDP 成長率の推移 図 6：チレボン駅の利用客数の推移 

 

また、事後評価時に実施した受益者調査に回答した鉄道客向けの商店主やタクシー

（車、バイク）運転手 19 人のうち、複線化後に旅客や鉄道本数の増加によって売上が

向上したと答えたのは 3 人のみ（他にごくわずか向上、と答えたのが 3 人）で、ほと

んどは変化なしとの回答であった。 

このように、想定されたインパクトについては、本事業が輸送インフラの増強を通し

て地域の経済活動を下支えしていることが推察されるものの、大きな変化をもたらしてはい

ないと考えられる。 

 

3.4.2 その他、正負のインパクト 

(1) 自然環境へのインパクト 

 既存の軌道の隣に新たに軌道を建設するという本事業の性質上、特段の問題はないと考

えられる。事業実施土木工事実施中にはコンサルタントが切土の置き場における粉じん等の

影響につきモニタリングを行った。 

 

(2) 住民移転・用地取得 

特段の問題はないと考えられる。新軌道の建設対象用地はすべて PT.KAI（審査当時は鉄道

公社：PERUMKA）の用地だったが、チカンペック駅付近に 91 件（8,367.5m2）の移転が必

要な家屋があり、所定の法律・手続に沿って住民の合意を得た後に建設を開始することにな

っていた。また、建設予定地の多くが不法に田畑として使用されていたが、不法使用者に対

しても同様に同意を得てから建設用地として使用することとされていた。 

事業実施にあたり、これら 91 件の移転は特に問題なく完了した。本事業は移転サイトの

整備工事を含んでいなかったため、補償金を受け取った住民が各自で移転した。不法使用者

との交渉や合意取付は中央政府・地方政府が実施し、問題はみられない。住民移転計画が作

成され、それに従って実施がなされたかどうかは把握できなかったが、実施機関によると補

償や移転は所定の法律・手続きに沿ってなされたとのことである。 

 

(3) その他正負のインパクト 
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事後評価時の受益者調査に応じた周辺住民、商店主、運転手計 36 人のうち、本事業によ

って何らかの悪影響を被ったとの回答はゼロであった。  

その他、入手できた資料や報告からも、事業によるマイナスの影響は特にないと考えられ

る。また上述した以外のプラスの影響も特に見受けられない。 

 

3.5 持続性（レーティング：a） 
3.5.1 運営・維持管理の体制  

本事業を含むすべての鉄道インフラの運営・維持管理（以下、O&M という）は、

政府が 100％株式を保有する国有会社である PT.KAI が行っている。1992 年の鉄道法

13 条により、軌道、橋梁、信号は政府が所有して PT.KAI の前身であるインドネシア

鉄道公社（以下、PERUMKA という）に無償貸与し、車両、車両工場、駅は PERUMKA

が所有、という上下分離方式が取られている。 

PERUMKA は 1991 年にインドネシア国鉄が公社化されたものだが、1999 年には国

有会社化され、PT.KAI と名称を改めた。鉄道インフラ・設備の運営維持管理は引き続

き上下分離方式を採用している。 

PT.KAI における保線業務の実施体制は PERUMKA 時代と同様で、本事業の担当は

第一地方営業所（DAOP I、チカンペック駅まで）及び第三地方営業所（DAOP III、チ

カンペック以東）である。DAOP III はチカンペック～チレボン間を含む 410km の保線

を担当し、30km ごとに軌道主任を置いている。なお、民間セクターの鉄道 O&M への

関与はない。 

このように、O&M 機関が国有会社化されたが、鉄道インフラ・施設の所有・運営・

維持管理システムは大きく変わらず、特段の問題はないと考えられる。 

 

 3.5.2 運営・維持管理の技術 

 技術面の問題も特にみられない。各 DAOP は 24 人の技術要員を有する。技術要員

は全員年 300～350 時間の研修を義務付けられており、職場（オンザジョブ・トレーニ

ング）、PT.KAI 研修所、大学、政府研修機関等で研修を受けている。 

集中列車制御システムのオペレーターは小型の標準作業手順書を常に携帯し、トラ

ブル時に参照可能になっている。 

 

 3.5.3 運営・維持管理の財務 

 鉄道のO&M予算は線路距離に基づいて決められる。インフラのO&M費用は政府か

ら補助金としてPT.KAIに支給されるが、その額はPT.KAIから政府へ支払うインフラの

貸与料と同額となっており、相殺されている。したがって、鉄道のO&M費用は実質的

にPT.KAIが負担していることになる 14 

                                                  
14 ちなみに、PT.KAI 全体での 2009 年度 O&M 予算（間接費除く）は約 2 兆 6,000 億ルピアで、政

府からの O&M 補助金（インフラ賃料と相殺）は約 9,900 億ルピア。また「ジャワ北幹線橋梁修復
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本事業区間に関しては、DAOP III における O&M 費用（間接費除く）の必要額は 2004

年度約 14 億ルピアで、これに対し PT.KAI の予算承認額は約 16 億ルピアだった。2008

年度の予算承認額は約 39 億ルピアと、複線化を反映して増額されている。 

 審査時、PERUMKA は国による現業時代からの赤字計上を続けていた。国有会社化

以降、PT.KAI の財務は黒字に転じ、2009 年度には経常利益約 2,000 億ルピア（約 20

億円）、税引後純利益も約 1,500 億ルピアの黒字を計上した。しかし PT.KAI からは、

鉄道運営に関し以下のコスト要因が指摘されている。 

 エコノミークラス運賃補助：現在、エコノミークラス運賃は政府の運賃補填

（Public Service Obligation: 以下、PSOという）を前提として格安に抑えられて

いる 15 が、PSOの支給額はエコノミークラスの運行費用を下回っているとのこ

とである 16 。 

 このように、政府からの予算支給は不十分という指摘もあるが、PT.KAI の財務状況

は審査時と比較すると良好で、本事業に必要な O&M 額を拠出している。 

 

 3.5.4 運営・維持管理の状況 

軌道及び橋梁に対しては、次のような O&M 計画が実施されている。 

 軌道：月 1 回または状態に応じ。バラスト追加、バラスト固め、枕木締結等 

 橋梁：年 1 回。上部構造、鋼部材、ベアリングシュー、橋脚の点検・補修、リ

ベット・ボルト部の点検・増締め・交換、塗装等 

鉄道総局によると、本事業で整備したインフラ、施設の状態は良好とのことである。

事後評価時の視察でも問題は認められなかった。 

 なお、貨物輸送力の増強のための次のような事業が、鉄道総局及び PT.KAI により

計画・実施中である。これらは今後の事業効果に影響を与えると考えられる。 

 鉄道総局：タンジュンプリオク（Pasoso）駅～港内まで 5km の新規建設、ジャ

カルタ～ブカシ間の複複線化、チレボン～クロヤ（南線）複線化（一部完成）

等。 

 PT.KAI：ジャカルタ駅及びスラバヤ駅の貨物取扱施設整備（2011 年着工予定）、

車両購入（2011 年に車両 200 台、機関車 150 台予定）等。 

 

 以上より、本事業の維持管理は体制、技術、財務状況ともに問題なく、本事業によ

って発現した効果の持続性は高い。 

 
                                                                                                                                                  
事業」事後評価（2005 年）によると、政府からの O&M 支給額は必要額の 3 分の 1 程度とのことで

ある。 
15 例えば、2010 年 4 月時点、ジャカルタ～テガル間（約 330km）で 11,500 ルピア＝約 115 円。 
16 不十分な補償金の支給により、PT.KAI はエコノミークラスの値上げを検討しているとの新聞報

道もあった（2009 年 12 月 22 日ジャカルタポスト紙）。もっとも PT.KAI からは値上げについての明

確な回答は得られなかった。また、政府（鉄道総局）においては、2009 年の PSO 必要額充足率は

96％とする資料もあり、情報に相違がある。 
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4．結論及び教訓・提言 
4.1 結論 

本事業は、実施の遅延によって効率性は中程度であり、それ以外の評価項目は、鉄

道セクター、特に中長距離輸送の需要及び予算の伸び悩み（妥当性）、北線貨物輸送量

の伸び悩み（有効性）といった幾つかの懸念を抱えながらも、いずれも評価が高いと

する基準を満たしている。 
以上より、本事業の評価は（Ａ）非常に高いといえる。  

 
4.2 提言 

 4.2.1 実施機関への提言 

運輸省鉄道総局は、現在計画中のインフラ整備を予定通り進め、北線のボトルネッ

ク解消（ブカシ以西及びチレボン以東）を図ることが望まれる。 

インドネシア鉄道（PT.KAI）は、現在計画中の貨物施設整備や車両購入を予定通り

進め、鉄道利用を推進することが望まれる。 

 

 4.2.2 JICA への提言 

 より正確な鉄道開発の有効性・インパクトを把握するために、JICA は複線化第 2 期

事業の終了後、軌道修復、橋梁修復、複線化の円借款事業全てを含む北線開発事業全

体の事後評価の実施を検討することが望まれる。 

 
4.3 教訓 

(1) O&M 機関の事業実施への参加 

土木工事早期完成の要因の一つは、事業サイトにおけるコンサルタントチームに事

業 O&M 機関である PT.KAI の技術者が常時参加し、現場で発生する細かい問題に対し

即時で意見を出していたことであった。このように、施工管理チームに O&M 機関の

技術者を加えることで、事業実施中に発生した技術的問題に対し、現状に合った迅速

な解決オプションの提示と実行が可能となる。 
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主要計画／実績比較  

項  目  計  画  実  績  

①アウトプット  
 複線化区間  
 
 

土木工事：  
・道床  

 
 ・軌道  
 
 ・橋梁  
 
 
 
 ・信号  
 
 
 
 コンサルティ

ングサービス  

 
チカンペック～  

ハウルグリス間54km 
 
 

盛土延長54km、平均高2.5m
 

本線54km、側線5km 
 

ボックスカルバート  
（RC 造り）15箇所、  

鋼橋（径間5m 以上）16箇所

 
8駅に列車集中制御（CTC）

装置、自動閉塞システム、

電子連動装置設置  
 

外国人技術者243M/M 
現地技術者532M/M 

 
 計画通り。  
 
  
 

ほぼ計画通り。  
 

ほぼ計画通り。  
 

ボックスカルバート  
（開渠含む）95箇所、  

鋼橋12箇所  
 

ほぼ計画通り。  
 
 
 

外国人技術者261M/M 
現地技術者662M/M 

②期間  
 
 

1994年11月～  
   2001年2月  

（76ヶ月）  

1994年11月～  
   2004年4月  
（114ヶ月）  

③事業費  
  外貨  
  内貨  
 
  合計   
  うち円借款分  
  換算レート  

 
4,229百万円  
4,282百万円  

（85,640百万ﾙﾋﾟｱ） 
8,511百万円  
7,234百万円  

1ﾙﾋﾟｱ＝0.05円  
（1994年4月現在）  

 
5,260百万円  
2,347百万円  

（179,704百万ﾙﾋﾟｱ）  
7,607百万円  
7,201百万円  

1ﾙﾋﾟｱ＝0.013円  
（1996年～  

2006年平均）  
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Third party opinion 
28 October 2010 
Ex-post evaluation of Japanese Oda loan project 
Construction of railway double tracking of Cikampek-Cirebon 

 
Aristides Katoppo 

 
Railways in Indonesia has been lagging in development and investment compared to 

road contraction. This project was intended to increase capacity and ensure safe, rapid and 
reliable railway transportation in an important segment Cikampek-Cirebon of the strategic 
north line linking the major port cities in Java, especially Jakarta-Surabaya. Although there 
are questions about weak growth in demand, especially for freight, in general, all criteria 
about relevance, effectiveness, efficiency and sustainability are quite positive. Also many 
lessons learned about enhancing project management such as the need to involve key 
stakeholders during the contract implementation. Another important related lesson perhaps 
is for the user to boost demand by a promotion campaign explaining the increased 
availability of more capacity. Noting the fact that in the same time period there was 
multiple increase in air traffic including intensive competition through 
marketing/advertising. Of course improved tracks with subsequent increase of 
carriages/locomotives are also essential. Also often voiced demand for freight is that 
loading facilities needs equal dispatch, especially direct connection to port loading 
embarkation points. The question is whether this aspect could be addressed in subsequent 
design, if the intended result is increased servicing capacity for freight delivery. One 
significant benefit is that this project has provided learning experience for the recipient 
about the pitfalls, potential problems and unforeseen challenges in implementing and 
quality control of projects. 

 

 
 


