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インドネシア共和国 

パレンバン空港開発事業 (I)  

外部評価者：ジャイロス 山口高男 

 

1. 案件の概要 

  
プロジェクト位置図 本事業により整備された管制塔と事務棟 

1.1 事業の背景 

パレンバンは人口 128 万人を有する南スマトラ州の州都であり、メダン（255 万人）に次

ぐ同州第 2 の都市である。同市はマレーシア及びシンガポールと近接していることから、

国内のみならず両国との物流の集積地となっている。同市に位置するパレンバン空港は

2,200m の滑走路を有し、1996 年の国内線旅客数は国内 11 位（665,000 人）であり、国内線

旅客数は 1991 年から 1996 年の間に年平均 8.4%の伸びを示しており、国際線旅客は就航以

降 4 年間で年平均 24.3%の伸びとなっていた。貨物取扱量についても同様に、国内貨物 9.6%

（1991 年から 1996 年）、国際貨物 52.7%（1992 年から 1996 年）の伸びを記録した。 

しかしながら、同空港のターミナルは 1975 年に建造されているが、スペースが不足して

いる上に老朽化が著しい一方、拡張スペースが乏しいため、大型機の就航と便数の増加に

対応できない状況となっており、新たな旅客及び貨物ターミナルの建設が必要となってい

た。さらに滑走路については、国際民間航空機構（ICAO：International Civil Aviation 

Organization）の安全基準を満たしておらず、安全性確保のために滑走路両端の嵩上げ、滑

走路表面の改修などの対策が必要となっていた。 

1.2 事業概要 

南スマトラ州のパレンバン空港において滑走路改良 1、新旅客・貨物ターミナルの建設等

を行なうことにより、増加する航空輸送需要への対応及び運航の安全性向上を図り、もっ

                                                   
1 ICAO の安全基準に沿うように滑走路両端の嵩上げ、滑走路表面の改修等を行う。 

事業サイト 

ジャカルタ 
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て当該地域の経済的発展に寄与する。 

 

円借款承諾額/実行額 8,826百万円/8,085百万円 

交換公文締結/借款契約調印 1998 年 1 月/1998 年 1 月 

借款契約条件 工事本体部分 

金利 2.7%、返済 30 年（うち据置 10 年） 

一般アンタイド 

コンサルタント部分 

金利 2.3%、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政府／運輸省航空総局

（Directorate General of Civil Aviation2 (DGCA) , 

Ministry of Transport) 

（ただし、運営主体は、第 2 国営空港会社（PT. 

Angkasa Pura II））3 

貸付完了 2007 年 8 月 

本体契約 Pt. Brantas Abipraya (インドネシア) ･ 間組 (日

本) (JV) 

コンサルタント契約 Pt. Dacrea Avia (インドネシア) ･ パシフィック 

コンサルタンツインターナショナル(日本)（JV)  

関連調査（フィージビリティスタデ

ィ：FS）等 

M/P（JICA、1991 年、パレンバン空港を含むイ
ンドネシア地方空港の維持改修の M/P） 
I/P (DGAC、1996 年、実施計画）  

関連事業 なし 

 

2. 調査の概要 

2.1 外部評価者 

山口高男（ジャイロス） 

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。 

                                                   
2 審査時の名称は Directorate General of Air Transportation(DGAC)。 
3 本事業の実施機関は運輸省航空総局であるが、第 2 国営空港会社は本計画当初以前から当該空港を所有･

管理運営している。 
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調査期間：2010 年 3 月～2010 年 12 月 

現地調査：2010 年 6 月 12 日~6 月 20 日、2010 年 9 月 27 日～9 月 30 日 

2.3  調査の制約 

聞き取り調査が可能であった職員の数や公開されたデータが限られていた。 

 

3. 評価結果（レーティング：B） 

3.1 妥当性（レーティング: a） 

3.1.1 開発政策との整合性 

計画時の 1997 年当時のインドネシア国においては、航空セクターは重点開発分野の一つ

として掲げられていた。当時の開発計画としては、25 ヶ年長期開発計画（PJP）と同計画に

沿って立案される 5 ヶ年開発計画（REPELITA）が存在していたが、計画時である 1997 年

は、第 6 期 REPELITA (1994-1998 年)にあたり、1998 年末までに全国で国内線旅客 1,200 万

人、国際線旅客 960 万人、国内線貨物 179 千トン、国際線貨物 9.6 千トンの処理能力を提供

することが計画されていた。その中でパレンバン空港は、主要 14 幹線空港に属しており、

また開発計画における優先整備対象 7 空港の一つになっていた。 

これに対し、事後評価時には、中央レベルでの長期計画は 2025 年までの計画が国家長期

開発計画（RPJP）により 2005 年に策定され、同計画に沿って 2004 年から 2009 年までの中

期開発計画（RPJM）が策定されていた。RPJM における航空セクター整備は、最低限のサ

ービス基準を満たし、地方間の連結性を向上し、ボトルネックを最小とするようなインフ

ラ整備を行ない、さらに交通セクターの技術を向上する事により人的資源の開発を行うこ

とを目標としていた。これに加え、運輸省（Ministry of Transport）による 2010 年省令第 11

号（KM11）において、パレンバン空港は、地方国際空港、地方国際ハジ空港（イスラム教

徒のメッカ巡礼の拠点空港）、地方国際貨物空港の役割を担うと分類されていた。 

よって、本事業は計画時及び評価時において、インドネシア国の開発政策と合致している

と考えられる。 

3.1.2 開発ニーズとの整合性 

計画時は、南スマトラ州の州都パレンバン(人口 128 万人)に位置するパレンバン空港は、

同州の経済発展を背景として、交通需要が高まっていた。インドネシアの首都ジャカルタ

の位置するジャワ島とパレンバンの位置するスマトラ島は陸路で繋がっておらず、フェリ

ー利用の交通には時間がかかり、時間短縮効果の高い内外の航空交通の需要は高かった。

一方、同空港ターミナルはスペースが不足している上に老朽化が著しく、便数の増加に対
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応できない状況となっていた。また滑走路についても、ICAO(国際民間航空機関)の安全基

準を満たしておらず、安全面確保の観点から改修が必要とされていた。 

事後評価時においては、首都ジャカルタとパレンバンの間を繋ぐ航空交通の需要は依然

として高い状況であり、地域の玄関空港としての役割は引き続き重要であった。毎日往復

17 便の小型ジェット機による国内便が就航しており、スマトラ州の首都である事から、国

際線もパレンバンとシンガポール間を往復で週 6 便運航している。また、同空港は 2006 年

にイスラム教のメッカ巡礼（ハジ）のためのハブ空港に指定されており、地域の玄関空港

としての重要性は高まっている。なお、2009 年のパレンバン空港利用のハジフライトは 44

便であり、乗客数は 14,701 人であった。 

よって、本事業は計画時及び評価時におけるインドネシア国の開発ニーズと合致してい

ると結論付けることができる。 

3.1.3 日本の援助政策との整合性 

計画時の日本のインドネシアへの国別援助方針では、5 つの重点分野が掲げられており、

そのなかで①社会的・地域的公平性を確保した国全体の均衡ある発展、および②産業基盤

としての運輸セクターの整備が重点分野に挙げられていた。 

よって、本事業は計画時における日本の援助政策と整合性があるといえる。 

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 

本事業によるアウトプットを以下の表にまとめる。 
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項目 計画 実績 

土木施設 滑走路 
改良：2,200m x 45m 
延長：300m x 45m 
 
 

 
変更なし 
変更なし 
滑走路と誘導路の補修の追加 
斜面の保護工事の追加 

誘導路：597m 変更なし 
エプロン：387.5m x 273.5m 410m x 1333.5m 
道路  
エプロン接続：6,580 ㎡ アスファ

ルト舗装 
8,200 ㎡ コンクリート舗装 

アクセス道路：2.0km 2.2km 
場周道路：8km 5,890m 

雨水排水システム 
駐車場：439 台 
保安フェンス：12,880m 

変更なし 
433 台 
2,660m 

建築施設 ターミナルビル 
旅客：13,964 ㎡ 2 階建て鉄筋コ

ンクリート 
 
貨物ターミナル：2,310 ㎡ 1 階

建て鉄骨 
 

管制塔及び事務棟：2,231 ㎡ 高さ
33.1m 

 
23,300 ㎡ 3 階建て鉄筋コンクリート・軽

量鉄骨・鉄骨混 
3,403 ㎡ 2 階建て 鉄筋コンクリート・鉄

骨混 

2,420 ㎡ 高さ 29.8m 

格納庫：2,132 ㎡ 1 階建て鉄骨 削除 
維持管理棟：1,886 ㎡ 1 階建て鉄

骨 
 
消防車庫：608 ㎡ 1 階建て鉄筋コ

ンクリート 
 
配電所：1,526 ㎡ 
その他（運転手待機所、モスク） 

1,987 ㎡ 1 階建て鉄筋コンクリート・鉄骨

混構造） 
920 ㎡ 2 階建て鉄筋コンクリート 
1,863 ㎡ 
その他（運転手待機所、モスク、保安ビル、

給水所、航空保安システムの屋根） 

航空航法シス

テム 

航行援助施設（ILS CAT I、NDB、
Locator） 
航空通信施設（VHF A/G TX/RX, 
ATIS, ATS/DS, ADS consoles, APP 
consoles, AMSC/AFTN, recorder） 
航空灯火、気象観測施設 

航行援助施設（ILS CAT I） 
追加：HF TX/RX 
 
 
変更なし 

支援施設 電源供給施設 
上水施設（深井戸 , 貯水池 x2 
(320cu.m)） 
下水施設（酸化池,システム） 
電話機材（マイクロウェーブ 100

変更なし 
既存の池、貯水池（1,080cu.m）  
閉鎖型システム 
光ファイバー 200 回線 
消火救難業務 
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回線） 
消火救難業務 
（RIV x 1、Major Vehicle x 2、司令

車 x 1、救急車 x 1） 
給油施設（給油タンク x 4、580 kl） 

（RIV x 0、Major Vehicle x 3、司令車 x 1、
救急車 x 1） 
給油施設（給油タンク x 4、720 kl） 

  

図 1 事業により整備された旅客ターミナルビル 

と搭乗橋 

図 2 旅客ターミナルビルの内部 

計画時から実施時期までの期間にパレンバン空港の需要予測が大きく伸びたために、詳

細設計の結果に基づき、土木と建設工事において変更がなされた。 

設計段階で予測できなかった地下水の高さと軟弱地盤対策のために斜面の保護工事が施

工段階で追加された。さらに、保安フェンスは実施機関がフェンスの一部を自主財源によ

って建設したため、本事業のスコープから一部が削除され、航空機整備のための格納庫も

民間会社により建設されることとなり、実施機関側からの要請によりスコープから削除さ

れた。 

航空航法システムについては、航空航法は全世界的に地上施設に頼っている従来の方法

から人工衛星を活用した方法へと移行しており、事業範囲に含まれていた NDB と Locator

は従来方式のシステムのため、将来のシステムでは利用されない可能性が高いため、本事

業スコープから削除された。 

支援施設については、浄水施設が深井戸を利用できないため、また下水施設が環境配慮

の観点から、それぞれ詳細設計時にシステム変更された。電話機材は納入者の TELECOM

社が空港で使用する回線をマイクロウェーブから光ファイバーへ変更したため、また消火

救難業務は ICAO の基準変更への対応のために、それぞれ変更された。  

アウトプットの変更については、施設の規模は需要に合わせて適切に変更されており、事

業完成後の施設が問題なく運営されている事から妥当といえる。 

3.2.2 インプット 
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3.2.2.1 事業期間 (レーティング: b） 

計画時の本事業期間は 1998 年 1 月～2003 年 9 月（完了定義：瑕疵期間終了）であり、69

ヶ月としていた。これに対し、実績は 1998 年 12 月～2006 年 9 月（完了定義：瑕疵期間終

了）94 ヶ月であった。これにより、事業期間は、計画比 136.2%であり、計画を上回った。

ただし、事業範囲が変更した部分もあるため単純比較はできない。とりわけ、①コンサル

タント契約（8 か月の遅れ）、②事前資格審査（10 ヶ月の遅れ）、③入札（6 ヶ月の遅れ）

の遅れが目立ったが、実施機関によれば、その理由は以下に因った。 

 

l コンサルタント調達：計画時には、調達期間の短縮化が必要だったため、実施機関か

らの要望で、コンサルタントとの契約は同空港で進行中の整備事業に関わっているコ

ンサルタントとの随意契約を想定していた。しかし、当該コンサルタントによる本事

業にかかるコンサルタント費用の見積価格が予定よりも大幅に低かったこともあり、

実施機関による当該コンサルタントへの業務方法等の事情聴取や交渉等が行なわれた。

さらに、このまま随意契約で実施するか、プロポーザル方式で調達を行うのかについ

ての実施機関内部での協議に時間を有した。 

 

l 事前資格審査（Pre-Qualification；PQ)結果承認：インドネシア政府の借入額を減少した

いという意向もあり、運輸省から PQ において、事業の代替案調査等（契約パッケージ

等の再検討及び調査、事業費の見直しを含む。）の指示に対応する必要があった。 

 

l 入札：最低価格を提示した入札者の財務状況の悪化により、同入札者の財務能力が懸

念されたが、その再検討、再確認に時間を要した。 
 

3.2.2.1 事業費 (レーティング: a） 

総事業費は審査時には 15,781 百万円（外貨：7,311 百万円、内貨：Rp.162,882 百万、うち

円借款部分は 8,826 百万円）であったが、実績は 9,793.8 百万円（外貨：8,091.6 百万円、内

貨：Rp.138,543.4 百万、うち円借款部分は 8,085.6 百万円 4）であった。外貨は数量再計算と

仕様変更により、土木とユーティリティ（動力源設備、上下水道関連設備）が増加したた

め、10.7%増加した。内貨は、数量再計算と設計変更のため土木と建築が減少したため、高

インフレにもかかわらずルピア建てでも 22.4%減少したが、1998 年のアジア経済危機後の

ルピア安 5により円建てでは 83%も減少した。 

                                                   
 

5設計後のエンジニア予測（Engineer’s Estimate; EE）で使用されたレートは 1¥=Rp.80.00 であり、L/A
時より 4 倍以上ルピア安であった。 
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これにより、計画比は 62.1%であり、計画を下回った。ただし、事業範囲が変更した部分

もあるため単純比較はできない。 

以上により、本事業は事業費については計画内に収まったものの、事業期間が計画を若

干上回ったため、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 

計画時はパレンバン空港の年間旅客数は 2008 年に 100 万人に達すると予測されていたが、

その後の 1998 年の経済危機により需要予測の達成が 5 年程遅れると懸念された。しかしな

がら、実際の需要は当初予想を大きく上回ることとなった。 
 

表 1 パレンバン空港交通量（予測と実績） 
 完成前* 完成後実績** 

 1995 年 2008 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 

旅客数 
(千人/年) 

国際線 4 25 42 104 94 94 

国内線 590 1,014 1,408 1,556 1,619 1,810 

貨物 
(容量トン 6/

年) 

国際線 48 396 65 87 134 285 

国内線 4,570 9,831 12,453 15,694 8,739 9,396 

航空機 
( 離着陸回

数/年) 

国際線 N.A N.A 532 970 938 1,088 

国内線 N.A N.A 14,957 16,205 15,804 15,330 

就航最大航空機 B737 A310 B737 B767 B737 B737 
*完成予定：2003 年 9 月 *完成：2005 年 9 月 
出所：実施機関資料 

 

表 1 のとおり、1995 年時の目標値（2008 年）と 2008 年の実績を比較すると、国際線旅

客数の実績（94 千人/年）は目標（25 千人/年）の 3.8 倍、国内線では実績（1,619 千人/年）

が目標（1,014 千人/年）の 1.5 倍となっており、予想を大幅に上回っている。その最大の理

由として、計画時には予測されていなかった航空業界の規制緩和が実施され、格安航空会

社（Low-Cost Carriers）の運航が増加したことが挙げられる。2010 年 6 月の調査時点では、

パレンバンとジャカルタの間には 1 日平均 18 便が運航されているが、その内の 11 便が格

安航空会社によるものである。 
                                                   
6 １容量トン≒2,832 ㎥ 
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図 3 本事業により整備された貨物ターミナルビル 

また、貨物については、国内線の 2008 年の実績値（8,739 容量トン/年）は、目標値（9,831

容量トン/年）であり、同実績は目標値の 93％と概ね予想並みであった。ただし、2006 年の

実績は 12,000 容量トン/年を上回っており、さらに 2007 年には 15,000 容量トン/年を超えた

実績となった。しかしながら、国際線の貨物量は、本事業完成後、徐々に増加しているも

のの、2008 年の実績値（134 容量トン/年）は同年の目標値（396 容量トン/年）の 3 分 1 程

度であった。しかし、全体の貨物取扱量における国際線貨物の占める割合は小さいため、

全体の貨物量への影響は小さかった。貨物が目標を下回った理由としては、計画時にはア

ジア太平洋地域での貨物需要の大幅な増加が期待されていたため、当初の需要予測が楽観

的であったことが考えられる。 

さらに、滑走路の延長により、2008 年までに就航可能最大航空機を座席数 250-300 席の

中型ジェット機（ワイドボディ：通路 2 列）とすることを目標としていたが、実際は 2007

年に中型ジェット機の B767 機が一便就航し、目標を達成した。その後、2008 年以降の最大

就航航空機は事業完成前の 2004 年と同じ小型ジェット機の B737 機であった。この原因は、

規制緩和による航空会社間の競争に対応するため、各航空会社が中型ジェット機を運航す

るよりも、燃費が良く、空席率を下げられる小型ジェット機の頻度を多く運航するという

方針の転換があったものと思われる。 

 

3.3.1.2  内部収益率の分析結果 

本事業の FIRR と EIRR は以下のとおりである。実施機関は審査時の計算方法の詳細を確

認しておらず、前提条件が異なるため、審査時との単純比較はできない。FIRR（6.4%）は

金利 2.7%を上回り、また EIRR（47.9％）は世界銀行やアジア開発銀行などの国際開発金融

機関が経済割引率の期待値としている 15%を上回るため、本事業は経済財務的に実行可能

性が高いと言える。 
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・評価時 IRR 計算前提条件: 
事業期間 35 年（建設期間 2000－2005 年）、基準年 2010 年 

 
表 2  IRR 比較 

 審査時 評価時 

FIRR (財務内部収益率） 8.1% 6.4% 

 財務費用項目 投資コスト、 

運営維持管理費 

差異投資額（新規･再投資）、差異運

営維持管理費（減価償却前、貸倒損

失計上後） 

 財務収入項目 航空使用料収入増加、

空港利用税収入増加 

差異空港収入（航空収入･非航空収

入） 

EIRR (経済内部収益率) 16.4% 47.9% 

 経済費用項目 （具体的な項目は確

認できなかった） 

差異投資額（新規･再投資）、差異運

営維持管理費（減価償却前、貸倒損

失計上後） 

経済便益項目 （具体的な項目は確

認できなかった） 

代替需要（バス･フェリーから飛行

機に移転）のインドネシア人乗客の

時間節約効果（差異）、新規需要の

インドネシア人乗客の消費者余剰。 

 

3.3.3.2 定性的効果 

計画時は、滑走路の改良・延長により、安全性が向上することが期待されていた。 

評価時には、本事業により滑走路の勾配が ICAO の国際基準に適合するものとなり、特に

着陸時のパイロットへの精神的・肉体的な負荷が軽減されたと考えられ、ひいては安全性

の向上につながっているといえる。また滑走路の長さが延長されたため、離着陸時に使用

可能な滑走距離が伸びたため安全性の離陸距離と着陸距離の余裕幅が増加し、安全性も向

上した。実施機関によると、事業前は通信機器や航行援助施設が老朽化していたために、

地上と航空機の間の通信精度が低く、また航行援助施設の精度も低かったが、これら機器

の更新により信頼性が向上し、安全性の向上に寄与しているとのことであった。さらにエ

プロン地区の拡張により駐機のためのスペースが広くなり、駐機中の航空機間の安全距離

や、駐機中の航空機とエプロン内を走行中の航空機との安全距離が国際基準に適合するも

のとなり、エプロン内での接触事故のリスクが減少し、安全性の向上が可能となった。 

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。 
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3.4 インパクト 

3.4.1 対象地域及び対象者への裨益 

南スマトラ州の GRDP、インドネシア国の GDP の推移を図表 8 に示す。2005 年から 2008

年までのインフレ率を差し引いた実質ベースでの年間平均伸長率は、南スマトラ州の GRDP

が 2.9％、インドネシア国の GDP が 3.2%であった。 

表 3 GRDP と GDP の推移 

 
南スマトラ州 インドネシア国 GRDP/ 

GDP GRDP GDP CPI 
2005 81,532 2,774,281 14.3% 2.9% 
2006 95,929 3,339,217 14.1% 2.9% 
2007 109,896 3,949,421 11.5% 2.8% 
2008 133,359 4,954,029 18.1% 2.7% 

2009 予測 - 5,417,983 4.8% - 
名目平均伸長率
（2005－2008） 17.8% 18.2% 14.5% - 

実質平均伸長率
（2005－2008） 2.9% 3.2% - - 

GRDP、GDP の単位：10 億ルピア 
出所：ADB、BPS、CIA 

 
(1) 追加的支出 

本事業の受益者を①従来の交通手段（バスとフェリー）からパレンバン空港利用（航空

機）に転換したインドネシア人乗客、及び②新たにパレンバン空港を利用して航空移動す

るようになった旅客と捉えた場合、当該旅客によって追加的に支出された旅費 7を計算する

と、2006-2008 年の年間平均（2,397 億ルピア）は、同期間におけるGRDP（95 兆 5,890 億ル

ピア）の 0.2%に相当している。 
 

(2) 移動時間の短縮効果 

事業実施以前はパレンバンとジャカルタ間をバスとフェリーにて移動していた人が事業

実施後に航空機を利用するようになった場合の移動時間短縮効果を貨幣換算すると、一人

当たり一回往復で 4.2 百万ルピア 8となり、一人一日あたりGDP（約 17 万ルピア）9の約 4

日分に相当し、また旅客全体の 2006-2008 年平均（5,951 億ルピア）は、同期間におけるGRDP

（95 兆 5,890 億ルピア）の 0.6%に相当する。 
                                                   
7  パレンバン・ジャカルタの往復移動のバス･フェリー料金は 34 万ルピア、航空運賃は 100 万ルピアと想

定する。 

8 パレンバン・ジャカルタの往復移動における、本事業対象者の移動短縮時間は 28 時間、交通費の増額は

66 万ルピアと想定する。 
9 2009 年予測 4,000 ドル（4 千万ルピア（2010 年評価時））。（出所: CIA World Factbook） 
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上記より、本事業は南スマトラ州経済の活性化に一定の貢献をしていると言える。 

3.4.2 その他、正負のインパクト 

3.4.2.1 自然環境へのインパクト 

運輸省航空総局が当初の空港 M/P（滑走路 2,200ｍ）についての環境影響評価（EIA）報

告書、環境管理計画、環境モニタリング計画を準備し、本事業の借款契約調印の 5 ヶ月後

である 1998 年 6 月にこれらは承認された。これら環境影響評価では、本事業は周辺環境に

負の影響を与えるものではないとされた。 

また、環境モニタリングのコンサルティング・サービスが工事期間中にコンサルタント

契約に追加され、2004 年 9 月から 2006 年 9 月まで環境モニタリングが実施されたが、この

モニタリング結果により、周辺環境へ負の影響を与えていないことが確認されている。 

しかしながら、工事中には主として以下 3 つの環境面における負の影響が発生した。こ

れらの問題に対しては、実施機関側で然るべく対応がなされたと考えられる。 

 

(1) 舗装工事が開始された当初に空港内の建設現場に設置されたアスファルト混合機か

ら大量の煙が排出され、近隣住民からの抗議があった。実施機関側がアスファルト混

合機に煙削減器具を取り付けることにより、同問題は解決された。 
(2) 建設中の現場の周辺で洪水が数度発生した際に、近隣の養殖魚が池から逃げるという

ことがあった。この洪水の原因は臨時で設置した下水システムの容量が不足していた

こと、及び砂や泥の沈殿により川の容量が減少したことにあった。実施機関側は養殖

魚の池から逃げた魚に対して補償を行ない、また近隣住民も本事業のスケジュールに

合わせながら、川幅を拡張したため、以後洪水は発生しなかった。 
(3) 臨時アクセス道路で埃が発生したこと、及び周辺住民の井戸が建設労働者の宿舎から

の排水が原因で汚染されたことに対して、近隣住民から抗議があった。これに対して

実施機関側は、周辺住民に賠償金を支払い、工事中は臨時アクセス道路表面に定期的

な散水を行うようにし、さらに住民井戸にフィルター機器を設置した。これにより、

その後、住民からの抗議はなくなった。 

また、事後評価時、給油施設区域付近の排水路周辺の池が汚染されていることが明らか

になった。給油施設区域からの排水は表面排水と給油システム付近からの排水に分けられ、

両者ともに油分を除去するシステムを通した排水が出ているが、そのなかの表面排水によ

る汚染水が池に流れ込んでいることが考えられる。表面排水に関しては、より簡易的に汚

水の浄化を行っており、油を完全に除去できないためである。これについては、実施機関

からは、給油施設の管理をしている国営石油会社であるプルタミナ社（PT.Pertamina）が処
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理槽を追加する計画を立てているという回答を得た。 

上述のように当初予測不能であった負の影響が発現したが、適宜対応されており、大き

な問題にはなっていない。 

  

図 4 本事業により整備された給油施設 図 5 本事業により整備された維持管理棟 

 

3.4.2.2 住民移転・用地取得 

事業の計画時、居住住民の移転に伴う補償金の支払いについて、実施機関は当時土地を

所有していた空軍と交渉を開始した。また、暫定滑走路区域には近隣住民がレンガ焼き場

を建設していたが、その撤去に対する補償金は審査時には支払い済みであった。 

空港周辺の収用地には、約 60 戸(150 人)の住民移転の対象者が居住していたが、実施機関

が用地取得に係わる 1993 年の大統領令第 55 号に則り、審査時にはこれら対象者と移転に

関する補償に関して交渉を開始し、1997 年には家屋･土地への補償（約 33 億 Rp.）が終了し

た。 

取得用地の規模は 42.6ha で、地方政府が 1993 年の大統領令第 55 号に則り、交渉を進め、

用地取得は 1997 年に終了した。 

上述のように事業実施前には住民移転と用地取得は終了していた。また、本事業の実施

により、生産することができなくなった作物への補償費用も実施期間から支払われていた。

しかし、建設の初期段階に、この実施機関から支払われた作物への補償額に不満を抱く農

民達が空港拡張予定地内で農業を継続したため、実施機関側との間で問題となった。これ

に対し、農民に対して追加の作物補填費用を支払うこととしたため、この問題は解決され

た。 

以上より、本事業の実施により一定の正のインパクト発現が見られ、また負のインパク

トは限定的であったと考えられる。 
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3.5 持続性（レーティング：b） 

3.5.1 運営・維持管理の体制 

パレンバン空港の主な施設の管理は計画時も評価時も第 2 国営空港会社（PT. Angkasa 

Pura II, SMB-II, Palembang）が行っている。評価時には同空港には、246 名のスタッフがお

り、その内の 203 名が空港の運営維持管理に携わっている。第 2 国営空港会社への聞き取

りでは、運営管理人員のうち、現場の技術者が数は「不十分」とされた。実施機関はイン

ドネシア西部の 12 の主要空港の運営維持管理を行っているため、空港運営に経験豊富な人

員を抱えており、空港の運営維持管理を行う体制に大きな問題は無いと考えられる。しか

しながら、施設の維持管理状況を視察し、現場の技術者への聞き取りを行った結果から、

現場の技術者の数が不十分であると考えられるため、改善の余地はある。 

事業で整備された給油施設は、事業完成後に給油施設の運営管理を行う国営石油会社で

あるプルタミナ社（PT. Pertamina (Persero))に引き渡され、同社が運営管理を行っている。本

空港の空港給油施設を管理している同社は、インドネシア全土における空港等における同

様施設の運営管理を行っており、本事業の当該施設の運営管理主体として問題はない。 

パレンバン空港の組織図は下図のとおりであり、オペレーション部と技術部が同空港の

運営維持管理に従事している。 

 

 

図 6 パレンバン空港組織図 

航空交通課 電子技術課 財務課

空港長

技術部 総務部オペレーション部

人事課

貨物サービス課

安全課

会計課電機・機械課空港サービス課

消防課 土木課 営業課
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3.5.2 運営・維持管理の技術 

実施機関は、空港職員に対して定期的に空港基本施設の通常の維持管理についての訓

練・研修（草刈、排水施設の清掃、舗装の維持修繕、標識の維持修繕、機器の点検等）を

実施している。また、航行援助施設や無線機器等の専門的な維持管理技術については、本

社の技術部門が対応し、さらに民間の専門家を雇用している。 

現地踏査では、一部建物に雨漏りが発生していることが確認された。建物の屋上の防水

処理は定期的な修繕が必要とされるが、同空港では完成後一度も修繕がなされていなかっ

た。このことから、建物の維持修繕を実施する能力のある技術者の不足と維持管理マニュ

アル等の作成の必要性が考えられる。 

空港基本施設、航行援助施設、無線機器等の維持管理については、草刈、排水施設の清

掃、舗装の維持修繕、標識の維持修繕、機器の点検等が定期的に実施されているため、特

段の問題は無い。 

3.5.3 運営・維持管理の財務 

パレンバン空港の 2007 年から 2009 年までの運営管理費を表 4 に示すが、実施機関の維

持管理予算は不十分であると言わざるを得ない 

 

表 4 パレンバン空港運営管理費（Rp.百万） 

 2006 2007 2008 2009 
人件費 18,588 19,312 21,688 23,657 
運営費  8,798 9,319 10,715 7,638 
維持管理費  4,624 5,013 4,064 6,837 
一般経費  4,133 1,570 1,911 5,664 
減価償却費 48,408 49,222 50,876 53,793 

合計 84,552 84,436 89,254 97,589 

対初期投資額 
維持管理費（%） 

- 0.7% 0.5% 0.6% 

 

表 4 より 2007 年から 2009 年のパレンバン空港の毎年の維持管理費と初期投資額の比率

は 0.5％～0.77%であり、一般的に空港施設において適切とされている 1.5%～2.0%10を下回

っており、また実施機関も維持管理の予算を不十分としている。 

                                                   
10一般的に空港施設の F/S 等で使用されている数値である。ただし、表 4 の維持管理費は本事業の対象で

ない設備に対する維持管理費も含まれているため、単純比較はできない。 
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3.5.4 運営・維持管理の状況 

パレンバン空港の運営維持管理状況を以下の表 5 に示す。 

表 5 運営維持管理状況 
項目 頻度 実施者等 

除草 毎日 
場所に応じて実施機関又は外部委託が
除草 

滑走路清掃 毎日 実施機関  

舗装修繕 必要に応じて 数量に応じて実施機関又は外部委託 

標識の再塗装 必要に応じて 数量に応じて実施機関又は外部委託 

排水路清掃 必要に応じて 外部委託 

ビル清掃 毎日 外部委託 

ビル修繕 必要に応じて 数量に応じて実施機関又は外部委託 

機器の調整 6 ヶ月に 1度 実施機関 

機材の修繕 必要に応じて 実施機関 

通信機器の調整 6 ヶ月に 1度 政府（DGCA） 

通信機器の修理 必要に応じて 実施機関 

航空照明の調整 6 ヶ月に 1度 政府（DGCA） 

航空照明の修理 必要に応じて 実施機関 

気象観測機器の調整 6 ヶ月に 1度 政府（気象庁） 

気象観測機器の修理 必要に応じて 政府（気象庁）又は実施機関 

空港基本施設の維持管理状況は良好であるが、ビルの屋根の劣化が顕在化している。ま

た、ターミナルビル周辺の道路駐車場、排水施設の維持管理状況も清掃や補修が十分では

ない状況であった。これらの施設を担当するべき技術者の技術が不十分であると考えられ

る。 

以上より、本事業の維持管理は技術の一部に問題があり、本事業によって発現した効果

の持続性は中程度である。 

 

4. 結論及び教訓・提言 

4.1 結論 

本事業により、パレンバン空港の旅客数は、計画時の予測と比べて国際線が 3.8 倍、国内

線が 1.5 倍と大きく増加した。また、本事業による滑走路の延長により、大型ジェット機の

就航が可能となったことから、高い事業効果の発現を確認することができた。さらに、本

事業により、空港利用者による追加的支出と移動時間の短縮効果が発生し、本事業が航空

交通の活性化を通して南スマトラ州経済の活性化に貢献していることが確認された。 
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以上より、本事業の評価は高いといえる。 

4.2 提言 

4.2.1 実施機関への提言 

本事業では、ビルの屋根の維持管理が適切に実施されていないために、雨漏りが発生し

ている建物が多く、駐車場舗装の劣化も進んでいる。本事業の持続性を向上させるには、

ビルの屋根の修繕、道路駐車場とターミナル周辺の雨水排水施設の清掃が必要であり、こ

れらを実施する技術者への訓練が必要である。また、現場の技術者の数も不足しているた

め充足する必要がある。 

4.2.2 JICAへの提言 

なし。 

4.3 教訓 

本事業で整備された建物の屋根はこの地方で一般的に用いられていない平らな屋根の構

造であるため、この屋根の維持管理を行う技術や経験は実施機関には無く、雨漏りの問題

が生じている。このように建築物の建設や修復に際して、事業地域で一般的ではない構造

を採用する必要がある場合には、その妥当性を十分検討し、事業完成後の維持管理の技術

援助を実施する事が事業の持続性の維持に重要である。 

本事業は、当初の計画よりも約 2 年完成が遅れたが、その主な原因の一つに、コンサル

タントの選定を実施機関が当初希望していた随意契約で行うか、またはプロポーザル方式

による調達に変更するかについて、実施機関内部での協議に時間が要したことがあげられ

る。よって、コンサルタントの選定方法については、実施機関側による事前に十分な内部

調整を行ない、JICA との合意形成を行っておくことが、事業の円滑な実施に重要である。 
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主要計画/実績比較表 

項目 計画 実績 

①アウ

トプッ

ト 

土木施設 
滑走路 
改良：2,200m x 45m 
延長：300m x 45m 
 
 

 
 
変更なし 
変更なし 
滑走路と誘導路の補修の追加 
斜面の保護工事の追加 

誘導路：597m 変更なし 
エプロン：387.5m x 273.5m 410m x 1333.5m 
道路  
エプロン接続：6,580 ㎡ アスファルト舗装 8,200 ㎡ コンクリート舗装 
アクセス道路：2.0km 2.2km 
場周道路：8km 5,890m 

雨水排水システム 
駐車場：439 台 

保安フェンス：12,880m  

変更なし 
433 台 
2,660m 

建築施設 
ターミナルビル 
旅客：13,964 ㎡ 2 階建て鉄筋コンクリート 
 
貨物ターミナル：2,310 ㎡ 1 階建て鉄骨 

 

 
 
23,300 ㎡ 3 階建て鉄筋コンク

リート・軽量鉄骨・鉄骨混 
3,403 ㎡ 2 階建て 鉄筋コン

クリート・鉄骨混 

管制塔及び事務棟：2,231 ㎡ 高さ 33.1m 2,420 ㎡ 高さ 29.8m 
格納庫：2,132 ㎡ 1 階建て鉄骨 削除 
維持管理棟：1,886 ㎡ 1 階建て鉄骨 
 
消防車庫：608 ㎡ 1 階建て鉄筋コンクリート 
 

1,987 ㎡ 1 階建て鉄筋コンク

リート・鉄骨混構造） 
920 ㎡ 2 階建て鉄筋コンクリ

ート 
配電所：1,526 ㎡ 
その他（運転手待機所、モスク） 

1,863 ㎡ 
その他（運転手待機所、モスク、

保安ビル、給水所、航空保安シ

ステムの屋根） 
航空航法システム 
航行援助施設（ILS CAT I、NDB、Locator） 
航空通信施設（VHF A/G TX/RX, ATIS, ATS/DS, 
ADS consoles, APP consoles, AMSC/AFTN, 
recorder） 

 
航行援助施設（ILS CAT I） 
追加： HF TX/RX,  
 
 

航空灯火、気象観測施設 変更なし 
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支援施設 
電源供給施設 
上水施設（深井戸, 貯水池 x2 (320cu.m)） 
下水施設（酸化池,システム） 
電話機材（マイクロウェーブ 100 回線） 

 
変更なし 
既存の池、貯水池（1,080cu.m）  
閉鎖型システム 
光ファイバー 200 回線 

消火救難業務 
（RIV x 1、Major Vehicle x 2、司令車 x 1、救急

車 x 1） 

消火救難業務 
（RIV x 0、Major Vehicle x 3、司

令車 x 1、救急車 x 1） 
給油施設（給油タンク x 4、580 kl） 720 kl 

②期間 1998 年 2 月~2003 年 9 月 
（68 ヶ月） 

1998 年 12 月～2005 年 9 月 
（82 ヶ月） 

③事業費 外貨：7,311 百万円 
内貨：8,470 百万円(Rp.162,882 百万) 
 
合計：15,781 百万円 

外貨：8,091.6 百万円 
内貨：1,702.2 百万円 
（Rp.138,543.4 百万） 
合計：9,793.8 百万円 

 うち円借款部分：8,826 百万円 
換算レート：Rp 1.00=¥0.052（1997 年 6 月） 

うち円借款部分：8,085.6 百万円 
換算レート：Rp 1.00=¥0.0123 
（2000 年~2006 年平均） 

 
 
 

 
 


