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インドネシア 

ジャワ南線複線化事業(1)(2) 

 

 

外部評価者：国際開発アソシエイツ 

原口孝子 

0．要旨 

ジャワ南線クトアルジョ～ジョグジャカルタ間の複線化は、政策優先度、需要との適合

度双方で妥当性が高い。効率性は入札段階の遅延によって中程度だったが、有効性は、単

線時代と比較しての列車運行数・輸送量の増大や列車通過待ち時間の短縮から、高いとい

える。その結果、ジョグジャカルタへの交通アクセスが改善した。事業施設の運営・維持

管理状況は良好であり、持続性は高い。以上より、本事業の評価は非常に高いといえる。 

 

1．案件の概要 

 

案件位置図 新設軌道・鉄橋を走る近郊列車 

 

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

ジャワ島での延長は 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、うち南線は、首都ジャカルタとインドネシア第二の都市スラバヤを結

ぶ北線からチレボンで南に分岐し、ジョグジャカルタ、ソロ経由でスラバヤに至る、全長

828km の路線である。 

経済・社会の発展とともに鉄道輸送需要も増大し、一部で複線化が始まっていたが、南

線は全線単線であり、列車運行の混雑が増していた。特に、バンドン線が南線に合流する

クロヤからジョグジャカルタの区間（140km）は混雑が激しく、2004 年には需要が線路容

量を超えると予測されていた。 

 
1.2 事業概要 

首都ジャカルタとインドネシア第二の都市スラバヤをソロ経由で結ぶ幹線鉄道であるジ

ャワ南線にて、クロヤ～ジョグジャカルタ間（140km）の複線化にかかる詳細設計を行うと

ともに、クトアルジョ～ジョグジャカルタ間（64km）の複線化工事を行うことにより、線
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路容量の増大と鉄道輸送の信頼性向上を図り、もって物流の増大及び地域経済の活性化に

寄与する。 

 

 

本事業コンサルタント提供 

図 1 ジャワ島鉄道路線図 

 
 第 1 次 第 2 次 

円借款承諾額／実行額 6,013 百万円／5,989 百万円 10,348 百万円／9,093 百万円

交換公文締結／借款契

約調印 
1996 年 12 月／1996 年 12 月 2004 年 3 月／2004 年 3 月 

借款契約条件 金利 2.7％（コンサルタント部分

は 2.3％）、 
返済 30 年 

（うち据置 10 年）、 
一般アンタイド 

金利 1.3％、 
 

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／運輸省陸運総局（2005 年 8 月に運輸

省陸運総局から同省鉄道総局に変更） 

貸付完了 2006 年 4 月 未完了（貸付実行期限は 2012
年 9 月） 

本体契約 PT.Wijaya Karya（インドネシア）・JFE Civil Engineering（日本）（JV）

コンサルタント契約 PT.Dardela Yasa Guna（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）・日本交通技術（日本）（JV） 

関連調査（ﾌｨｰｼﾞﾋﾞﾘﾃｨｰ･

ｽﾀﾃﾞｨ：F/S）等 
DGLT/ECFA (PCI and JEC), Feasibility Study for Railway Double 
Tracking on Java South Line (Cirebon- Kroya- Yogyakarta- Solo), 
1995. (本事業 FS) 

関連事業  ジャワ北幹線橋梁修復事業(1)（借款契約 1992 年） 
 ジャワ北幹線橋梁修復事業(2)（借款契約 1995 年） 
 ジャワ北幹線鉄道複線化事業(1)（借款契約 1994 年） 
 ジャワ北幹線鉄道複線化事業(2)（借款契約 1998 年） 
 ジャワ南線複線化事業(3) E/S（借款契約 2007 年） 
 ジャワ南線複線化事業(3)（借款契約 2008 年） 
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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 10 月～2011 年 10 月 

 現地調査：2011 年 1 月 30 日～2 月 13 日、2011 年 4 月 24 日～5 月 3 日 

 
2.3 評価の制約 

本事後評価は、円借款の貸付実行期限到来前ではあるが、インドネシア側と国際協力機

構（JICA）が合意した事業完成日から一定年数を経たため実施したものである。このため、

上記調査期間以降に仮に支出があった場合、本事後評価の対象外とする。 

 
3．評価結果（レーティング：A1） 

3.1 妥当性（レーティング：③2） 

3.1.1 開発政策との整合性 

審査時の第 6 次国家開発計画（1994～1998 年）にて、鉄道需要の増加に対する軌道修復

（840km）、複線化を含む新線建設（350km）等が計画されていた。また、本事業区間を含

むクロヤ～ソロ間の複線化が、鉄道セクターの優先プロジェクト（国家開発企画庁指定）

12 件のうち特に優先度の高い 5 件の中に挙げられていた。 

事後評価時については、国家開発計画に相当する中期開発計画（2010～2014 年）にて輸

送能力増大をインフラ開発の目標に置き、鉄道セクターでは安全性・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。また鉄道マスタープ

ラン（2010 年 1 月）では、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っている。 

 

3.1.2 開発ニーズとの整合性 

審査時の本事業へのニーズは高い。ジャワ島幹線鉄道の 1988～1994 年の年平均旅客増加

率は、北線、南線ともに 6％であり、審査時（1996 年）から 2011 年までの間は北線 3.8～4.3％、

南線 3.0％の伸びが予測されていた。また、貨物の需要予測は北線 4.2～6.6％、南線 4.1～5.6％

であった。クトアルジョ～ジョグジャカルタ区間の線路容量（一日当たり列車本数）は審

査時 59 本で、当時実施中の信号改良事業が完成すれば 73 本となることが見込まれていた

が、列車運行本数は 1995 年の 57 本から 2006 年には 79 本に増加すると予測され、2004 年

には容量を超過する計算であった。 

                                                        
1 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
2 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
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一方、事後評価時までのジャワ島鉄道需要をみると、旅客、貨物ともに審査時予測を下

回っており、貨物は減少傾向である。旅客は 2000 年代前半に経済情勢を反映して大きな落

ち込みをみせたが後半には再び大きく増加しており、増加率は 1995～2010 年で平均すると

2.2％だが 2005 年以降の平均は 8.6％である。貨物量の減少理由としては、鉄道貨物施設の

整備の遅れや貨車の老朽化のほか、道路網の整備や格安航空会社の出現等が実施機関によ

って指摘されている3。しかし、コンサルタント及び鉄道運営・維持管理機関であるインド

ネシア鉄道会社（PT KAI: PT Kereta Api Indonesia）の 新の需要予測では、セメントをはじ

めとする物流の増大と道路輸送コスト（燃料費等）の上昇により、貨物量も今後急増する

とみられている4。これに備え、PT. KAI は 2011 年、貨車の大量購入を進めている5。速度の

遅い貨物列車の運行が増えると、旅客輸送の定時性確保のためには複線化が重要となって

くると考えられる。 
 

 
出所 JICA 審査時資料、本体事業コンサルタント、PT KAI  
注  旅客は首都圏鉄道網であるジャボタベック線を除く。 

図 2 ジャワ島の鉄道輸送需要 

 

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 ジャワ島のみのデータは入手できなかったが、インドネシア全体の手段別貨物輸送量をみると、1994 年

と 2008 年では道路が約 1,250 万トンから 3,870 万トンへ（約 3 倍）、航空が約 29 万トンから約 87 万トン

へ（約 3 倍）、鉄道が約 1,640 万トンから 1,960 万トンへ（約 1 倍）と増加している。 
4 チレボン～ジョグジャカルタ（本事業区間を含む）の 2010～2020 年需要予測は旅客年 2.4％、貨物 20.6%

の増加である。 
5 PT. KAI によると、ただちに使用可能な貨車保有数は事業前の 1996 年に約 9,293 台、2010 年に約 3,571

台、機関車は 1996 年に 403 台、2010 年に 317 台と、いずれも減少している。しかし 2011 年には、貨

物列車 2,400 台の購入手続きが進行中である。 
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3.2 効率性（レーティング：②） 

3.2.1 アウトプット 

当初計画された本事業のアウトプット（①複線化工事及び②コンサルティングサービス）

は、一部変更はあったがほぼ計画どおり産出された。これに加え、在来線の軌道・橋梁修

復を中心とする追加工事が実施された（報告書末尾の「主要計画/実績比較」参照）。 

①複線化工事の当初計画は、クトアルジョ～ジョグジャカルタ間 64km の複線化、信号シ

ステムの建設・設置からなっていた。設計見直しの結果、盛土・切土の数量及び側線・分

岐器の数量が増加したほか、小橋梁は鋼橋ではなくボックスカルバートにするなどの変更

があった。また、信号システム（CTC:列車集中制御装置、自動閉塞システム、電子連動装

置6、踏切保安設備からなる）は、区間内の 10 駅すべてに設置する計画であったところが 2

駅廃駅7となったことで、8 駅への設置に変更された。 

追加工事は、在来線修復（軌道、橋梁、踏切）、駅舎改築、プラットフォーム及び屋根の

増築等である。複線軌道における安全・円滑な鉄道運行を確保するためには在来施設の状

況を改善することが必要だったため、追加工事は適切であったと判断される8。 

 

  

修復された在来線軌道（右）と 

新設軌道 

CTC 装置（ジョグジャカルタ駅の 

中央制御センター） 

 

②コンサルティングサービスの当初計画は、クロヤ～ジョグジャカルタ間 140km の複線

化詳細設計9、クトアルジョ～ジョグジャカルタ間工事の入札補助及び施工監理等からなっ

ており、いずれも実施された。また、追加業務として在来線修復にかかるエンジニアリン

                                                        
6 CTC 装置は特定の制御室（ジョグジャカルタ駅に設置）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。 
7 クトアルジョ～ジョグジャカルタ間の駅のうち、Kedundang 駅及び Montelan 駅は、隣の駅と近いこと

もあり元々利用者数が少なく、複線化により通過待ちのための駅も不要になったため、事業後に閉鎖

された。 
8 本事業に先駆けて複線化工事が始まった北線では、複線化事業の前に在来線の軌道修復や橋梁修復の事

業が実施されていた（「関連事業」参照）が、南線では、そのような先行事業はなかった。 
9 クロヤ～クトアルジョ間は詳細設計までを本事業で行い、工事は次期借款にて行う計画であったが、詳細

設計および入札補助を本事業で実施し、施工管理のみ次期借款で供与することとなった。現在、「ジャワ

南線複線化事業(3)(E/S)」ならびに「ジャワ南線複線化事業(3)」は実施中である。 
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グサービス、軌道設計基準の作成、事業引渡しの監督・支援、クロヤ～クトアルジョ複線

化工事にかかる環境影響評価（EIA）等が実施された。これらは、上述の追加工事への対応

や次期事業の効率性向上のためのもので、適切と判断できる。業務量は、追加業務及び事

業の遅延（「3.2.2.1 事業期間」参照）によって増加した。 

 

図 3 事業区間の地図 

 

3.2.2 インプット 

3.2.2.1 事業費 

第 1 次借款契約審査時における総事業費 159 億 8,800 万円との見積もりに対し、実績は

164 億 1,700 万円と計画を上回ったが、その理由はアウトプットの増加等による妥当なもの

であった。円借款供与額も第一次借款契約審査時に融資対象上限とされた 119 億 9,100 万円

に対し実行額 150 億 6,200 万円と、計画を上回ったが、当初計画されたアウトプット分は計

画内に収まっている10。 

 

3.2.2.2 事業期間 

第 1 次借款契約の審査時計画では、事業期間は 1996 年 10 月（借款契約調印）から 2003

年 9 月11までの 84 ヶ月間とされていた。これに対する実績は、1996 年 12 月から 2007 年 9

月の 130 ヶ月間であり、計画を大幅に上回った。遅延は主に入札書類作成手続きの遅れの

ためであり、入札準備・入札・契約に計画 12 ヶ月間のところ 51 ヶ月を要した12。 

しかし、土木工事は計画 42 ヶ月間のところ 41 ヶ月間で完成した。すでに述べたように、

本事業は在来線の軌道・橋梁修復が追加され、さらに通常の列車運行を確保しつつ在来線、

新設線双方の工事を、使用する線路をこまめに切り替えながら行うという極めて複雑な工

程となった。それにもかかわらず、追加工事を含まずに計画された工期よりも短い期間で

                                                        
10 追加アウトプットに要した費用は約 54 億円。 
11 本事業では、事業完成日は商業運転開始日と定義されている。 
12 本事業の調達は国際競争入札による 1 パッケージでの契約にて行うこととされていたが、借款契約締結

後、実施機関が信号システム部分の契約を分割し、かつ随意契約にて調達することを提案し、これに伴

う協議や書類作成が大きく遅延した。なお調達方式及び契約数は 終的には当初計画どおりとなった。 
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工事が完了したことは、高く評価できる。実施機関によると、早期完成の要因は過去の複

線化事業経験13及び天候に恵まれたことである。 

 

以上より、本事業は事業費についてはほぼ計画どおりであったものの、事業期間が計画

を大幅に上回ったため、効率性は中程度である。 

 

3.3 有効性（レーティング：③） 

3.3.1 定量的効果 

3.3.1.1 運用効果指標 

(1) 列車運行本数と輸送量 

複線化により、本事業の対象区間であるクトアルジョ～ジョグジャカルタ間の線路

容量は事業前（在来線の信号改良後）の 2 倍になった。実際の旅客列車運行本数も事

業後増加し、完成 3 年後の 2010 年に計画値を超える達成状況であった（表 1）。貨物列

車の運行数は事業後大きく減少しているが、これは事業前後のデータの取り方が異な

る14ほか、先述した貨物需要の低下や貨車の老朽化に起因していると思われる。 

 

 表 1 事業対象区間の平均線路容量と列車運行数 （単位：本／日） 

クトアルジョ～ジョグジャカルタ間 

事業前実績値 
（1995 年） 

計画値 
（2009 年＝

完成 3 年後）

実績値（対計画比） 

2008 年＝ 
完成 1 年後 

2010 年＝ 
完成 3 年後 

平均線路容量 59 
73（信号改良後）

N.A. 146 146 

列車運行数 
・旅客 計 

・定期便 
・レバラン期*臨時列車 

 
57 
46 
11 

 
76 

 
106（139％） 

80 
26 

 
113（149％）

88 
25 

・貨物 16 29 N.A. 8 

出所 鉄道総局、PT. KAI 
注 レバラン期とは、ラマダン（断食月）明け大祭休暇期のことで、鉄道旅客輸送のピーク期。 

 

図 4 に事業対象区間の鉄道輸送量を示した15。まず旅客数については、ジャワ島全体

の旅客輸送量の推移と同様、2000 年代前半は落ち込んでいるものの、その後急速に増

加した結果、完成 3 年後の 2010 年には約 1,590 万人に達し、計画値を上回った。 

貨物量は計画値をやや下回るものの、2010 年の 112 万トンは 85％の達成率である。 

 

                                                        
13 本事業コンサルタントは、北線の軌道修復、橋梁修復、複線化の各事業も手掛けている。なお北線の

複線化（「ジャワ北幹線鉄道複線化事業」）では、既存軌道・橋梁の修復は別事業として複線化工事の前

に完了していたため工程は本事業より単純であったが、本事業と同程度の期間を要した（工事対象区間

の延長は本事業とほぼ同じ。工事部分の遅延はなし）。 
14 本事業コンサルタントによると、事業前は定期便のみでなく臨時便もダイヤに含めていたが、現在は定

期便のみの記載とのことである。現在の臨時便は年間 200 本程度とのことであった。 
15 事業区間のみの輸送量は測定されていないため、審査時の方法に従い、事業区間を通過したすべての

列車の輸送量を合計した。この方法は、 長でジャカルタ～スラバヤ間の全旅客数を途中乗降も含め

カウントしているため、全体的には過大と考えられるが、審査時データとの比較のためこれを用い

た。 
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出所 鉄道総局、PT. KAI 
注 需要予測に基づく審査時計画値は、完成 3 年後に旅客

約 15,191 千人、貨物約 1,318 千トン。 

出所 PT. KAI 

図 4 本事業区間の輸送量 図 5 列車通過待ち時間 

 

(2) 定時性 

図 5 に示すように、対向列車や追い越し列車を通過させるための途中駅での待ち時

間は、本事業で複線化されたクトアルジョ～ジョグジャカルタ間において事業後大き

く減少した。次期複線化対象のクロヤ～クトアルジョ間の待ち合わせ時間が短縮して

いないことをみても、これは複線化の効果と考えられる。 

しかし、時刻表と比較した遅延時間については、収集情報から事業効果を判定する

のは困難である。すなわち PT. KAI から収集した情報では、クトアルジョ～ジョグジャ

カルタ間の平均遅延時間は出発 2～3 分、到着 4～9 分だが、複線化前からすでに非常

に少ない。一方、事後評価の現地調査時に乗車したジョグジャカルタ発ジャカルタ行

きの夜行列車（エクゼクティブクラス）においては、出発は 15 分遅れ、到着は 52 分

遅れであった（本事業区間での延着はなかった）。この点に関し、実施機関及び PT. KAI

からは、単線区間とのダイヤ調整もあり、一区間の複線化により顕著な差は出ないと

の説明があった。 

 

3.3.1.2 内部収益率 

(1) 財務的内部収益率（FIRR） 

第 1 次審査時、本事業の FIRR は、プロジェクトライフを 40 年とし、事業費、維持

管理費を費用に、旅客収入を便益に、2.1％と計算されていた。 

事後評価時の実績額を用いた再計算では、本事業区間のみの旅客収入データが得ら

れなかったため、区間内駅からの切符を購入した旅客の半数が本事業区間を利用した

と仮定したところ、4.2％という再計算値を得た16。審査時の FIRR が低い理由は、低運

賃のため採算割れを起こしているエコノミークラス乗客が全乗客の 75％を占めること

であると説明されていたが、その後のビジネスクラス及びエクゼクティブクラス拡充

                                                        
16 「3.5.1 運営・維持管理の体制」に述べるように、本事業区間は PT. KAI 第五地方営業所（DAOP V）（ク

トアルジョ駅を含む）及び第六地方営業所（DAOP VI）（クトアルジョ駅以外を含む）に分かれている

が、本計算では、DAOP V からの旅客収入データが得られなかったため、DAOP VI からのデータのみを

用いた。なお、DAOP VI 管内の全旅客収入を便益に参入した場合、FIRR は 14.7％となった。 

複線運用開始 
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の方針に伴い、この割合は事後評価時には 58％まで低下しており、FIRR 上昇の要因と

なっていると思われる。 

 

(2) 経済的内部収益率（EIRR） 

第 1 次審査時の EIRR 計算値は、プロジェクトライフを 40 年とし、事業費及び維持

管理費を費用に、便益としては複線化による①時間短縮便益、②貨物輸送コストの削

減便益（バス貨物輸送と比較）を用い、15.1％であった。 

事後評価時の再計算では、入手データの制約のため①のみを便益に算入し、それも、

本事業の有無による差異が明らかであるプランバナン･エクスプレス号（PRAMEX 号。

本事業後運行開始したジョグジャカルタ近郊列車。「3.3.2 定性的効果」も参照）から

の便益のみを参照した。このように便益項目を審査時よりも限定したにもかかわらず、

再計算値は 12.5％と比較的高かった17。これは、2010 年時点で年間のべ約 300 万人が利

用する PRAMEX 号が、後述するようにバスと比較して 45 分の時間短縮を実現したこ

との効果を表していると考えられる。 

 

3.3.2 定性的効果 

(1) 道路から鉄道への利用シフトの促進 

事後評価のための現地調査時に、上述した PRAMEX 号と自動車それぞれでクトアルジ

ョ～ジョグジャカルタ間を走行した。同時刻に出発した結果、所要時間は PRAMEX 号で

1 時間、自動車では 1 時間 45 分で、列車を使用すると 45 分の時間短縮であった。PRAMEX

号はクトアルジョ～ジョグジャカルタ～ソロ18間の複線化区間を利用して 2007 年に運行

開始したものである。2007 年以前はこのような近郊列車はなく、クトアルジョ～ジョグ

ジャカルタ間の移動は専ら道路によるものであったことを考えると、PRAMEX 号の利用

（年間約 300 万人）は複線化の効果と言え、上述の時間節約が本事業によることは明ら

かである。また表 2 に示すように、バスと比較すると料金も安い。2011 年 4 月現在運行

しているのはエコノミークラスだが、2011 年 5 月からはエクゼクティブクラスの運行も

予定されている。 

 

表 2 PRAMEX 号とバスの比較（クトアルジョ～ジョグジャカルタ間） 

 PRAMEX バス 
所要時間 1 時間 2 時間 
料金 エコノミー9,000 ルピア

（約 90 円） 
エコノミー 10,000 ルピア（約 100 円） 

エクゼクティブ 40,000 ルピア（約 400 円） 

出所 鉄道総局、PT. KAI 聞き取り 

 

                                                        
17 PRAMEX 以外の列車における、列車の輸送量・運行費用と時間短縮度合いとの関係を推定

できるだけの輸送量や費用データが測定されておらず入手できなかった。よって、審査時とは

便益計算が異なるため単純比較はできないが、以下の点で再計算値が「比較的高い」と判断した。すな

わち、第 2 次審査時の EIRR 値は第 1 次審査と同じ費用・便益項目を用いて 8.6％であったが、今次再

計算値はこれよりも高い。また他の国際開発金融機関で、EIRR が 10～12％以上の事業は経済的収益性

が高いと判断される例が多い。 
18 ジョグジャカルタ～ソロ間 59km の複線化もインドネシア政府資金により 2007 年に完成。 
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(2) 安全性・定時性等にかかる旅客の意見 

事後評価時に実施した受益者調査
19にて、インタビューに応じた南線

の乗客のほとんどが、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（図 6）。過半数の回答者が、

本事業後に鉄道の安全性が向上した、

また待ち合わせ時間が減少したと答

えており、「3.3.1 定量的効果」に示

した運行データの傾向と合致する。

なお、回答の傾向に、エコノミーク

ラス、エクゼクティブ/ビジネスクラ

スで顕著な差異はみられなかった。 

 

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。 

 

3.4 インパクト 

3.4.1 インパクトの発現状況20 

本事業対象地における経済活動の中心は、インドネシア有数の観光地の一つでもあるジ

ョグジャカルタ特別州（人口約 350 万人）で、2008 年には同州内でのべ 527 万人が鉄道を

利用した。しかし事後評価時点では、鉄道輸送の地域経済へのインパクトにつき、すでに

記述したような鉄道運行関連指標以上の情報は得られなかった。ジョグジャカルタ特別州

によると、複線化によって地域住民により良い鉄道サービスが提供されるようになったが、

経済活性化への貢献を明らかに示すような事例はまだみられないとのことであった。なお

同州は現在、本事業区間に新たな地域旅客列車を運行させることを計画中である21。現行の

近郊列車である PRAMEX 号はすでに満席状態で、ジョグジャカルタを中心とした近距離鉄

道旅客輸送の需要は大きいと考えられるため、同計画が実現すれば、本事業の追加的効果

となると考えられる。 

貨物については、クロヤ駅近くのカランタルン（チラチャップ）からソロ、スラバヤ方

面に向けたセメント輸送が増加しているほか、2012 年からはチェペール（ジョグジャカル

タとソロの間）からジャカルタへ、国内 大手メーカーのミネラルウォーターの定期輸送

が南線経由で行われることが決まっているとのことで、今後の伸びが期待されている。 

 

                                                        
19 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：クトアルジョ駅、ジョグジャカルタ駅の

待合室及び駅周辺。対象者：計 175 人（旅客 135 人、貨物会社 4 人、周辺住民・商店・運転手等 35 人）。

データ収集方法：質問紙インタビュー調査（半構造的インタビュー）（現地コンサルタントが実施）。 
20 本項の統計数値の出所は国家統計局及び PT. KAI。 
21 2007 年に鉄道法が改正され、地方政府や民間の鉄道事業への参入が可能となった。これに伴い、同州

はクトアルジョ～ジョグジャカルタ～Klaten 間 91.5km にて近郊（コミュータ）鉄道を運営する構想を

持っており、各種調査を行っている。事後評価のための現地調査時点では、鉄道総局に対しては、複線

化区間にコミュータ鉄道専用の途中駅計 10 箇所の建設を要請中であった。 

出所 事後評価時受益者調査 
注  事前事後比較が可能だった 92 人の回答 

図 6 本事業前後の変化に対する乗客の意見 
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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、追加的な環境負荷

は重大ではないと考えられる。本事業コンサルタントは事業実施中の環境モニタリン

グを計画どおり実施・報告しており、特に問題はみられない。 

複線化によって本事業区間に延伸されたPRAMEX号のCO2排出量削減効果を試算し

たところ、事業前にバスで移動していた旅客が鉄道にシフトしたことで、2010 年に

1,205 トン削減、という結果を得た22。 

 

(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、カーブの曲線の線形変更に伴い、長さ 600m、

計 22,640 ㎡の用地取得が必要とされていた。実際の取得面積は詳細設計に伴って増加

し、36,117 ㎡となったが、法律に従って取得が行われたと実施機関より報告されている。 

住民移転は、クトアルジョ～ジョグジャカルタ間に約 20 家屋、ジョグジャカルタ駅

近辺で約 20 家屋の移転が予定されていた。実際の移転家屋数は 11 家屋で、いずれも、

周囲に十分な土地があるため後方への若干の移動であった。これら家屋を含む被影響

住民数は 221 人で、法律に従い23、補償金として計約 74 億ルピアが、移転料として平

方メートルあたり 大 110 万ルピアが、それぞれ支払われた。これらの措置は第 2 次借

款契約の審査時である 2003 年 9 月までには終了していることが、審査時に確認されて

いる。実施機関、JICA いずれからも、移転・補償にかかる係争は報告されていない。 

 

(3) その他正負のインパクト 

道路交通へのインパクトとして、正負両方が指摘されている。まずプラス面につい

ては、踏切の撤廃（鉄道を跨ぐ道路橋やボックスカルバートを用いたアンダーパスの

建設）または改良による道路交通の円滑化が挙げられる。 

一方マイナス面としては、定量データは得られなかったが、列車運行数が増加した

ことで踏切の待ち時間が増加したとの意見や、列車の走行速度が上昇したため24鉄道横

断中の事故の危険が増したとの意見が PT.KAI よりあった。対策として、鉄道総局は事

業後にアンダーパスを 5 箇所追加建設したほか、PT. KAI は住民への啓蒙活動を行って

いる。しかし PT. KAI によると、現在クトアルジョ～ジョグジャカルタ間に存在する

149 箇所の道路平面交差のうち保安員の監視があるのは 39 箇所のみで、さらなる改善

が必要とのことであった。 

受益者調査でも、正負両方の意見が得られた。周辺住民、商店主、運転手計 34 人（有

効回答）のうち、事業後に収入が増加したと答えたのは 8 人、減少したと答えたのは

                                                        
22 PRAMEX 号利用客の半数が本事業区間を利用したと仮定した。審査時に用いられた CO2原単位（乗合

バス排出量マイナス鉄道排出量）13g/人 km に 2010 年の PRAMEX 輸送量 185,383,873 人 km の半量を乗

じて排出量を計算した。 
23 住民移転計画の有無は不明。また、本事業による移転地整備や生計回復プログラムは計画・実施されて

いない。 
24 途中停車の必要性がなくなったことと軌道の状態が改善したことによる。 
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15 人であった。ただしこれは複線化の影響というよりは、ジョグジャカルタ駅が非登

録の物売りの駅構内への立ち入りを禁止するなど、PT. KAI の運営方針に関係している

と考えられる。 

 

  

PRAMEX 車内（女性用車両） 本事業で整備したクトアルジョ駅 

 

このように、客観的なデータが不十分ながら、想定されたインパクトは発現が推察

されたほか、道路交通への正負双方の影響が指摘された。 

 

3.5 持続性（レーティング：③） 

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（PERUMKA）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た。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、本事業の担当は第五地

方事務所（DAOP V、クトアルジョ駅の 5km 東まで）及び第六地方営業所（残り 59km）で

ある。 

運営・維持管理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。本事業施設の運営・維持管理は各 DAOP の軌道・橋梁

管理部及び信号・通信管理部が担当している。要員の人数（各 DAOP59 人）と技術は十分

と報告されている。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は、本事業にて訓練を受けた要員が引き続き運用を行っている。

システム導入後、トラブルは一度も発生していないとのことである。 
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3.5.3 運営・維持管理の財務 

鉄道インフラの運営・維持管理費用は政府から補助金として PT. KAI に支給されることに

なっているが、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、実質的に運営・維持管理費用全般を PT.KAI が売上等を基に

負担していることになる。 

本事業区間に関しては、表 3 に示すとおり、DAOP VI のインフラ保守費用は売上でカバ

ーされている。 

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 の財務は改善傾向に転じ、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。表 4 に示すように財務状況も良好であ

る。PT. KAI の経営改善の要因を特定するにはさらなる分析が必要だが、本事後評価のため

の調査にて観察された点として、収入源であるビジネス及びエクゼクティブクラス旅客へ

のサービス強化及び車両購入による需要喚起を通した収益改善努力は評価できる。 

 

表 3 DAOP VI 収支表 表 4 PT. KAI 財務指標 
（単位：百万ルピア）

 2008 2009 2010 
営業収入 303,685 342,106 351,332
営業費用 237,311 251,941 285,213
 うち 
ｲﾝﾌﾗ保守 

22,100 28,320 26,928

出所 PT. KAI 

（単位：百万ルピア、％）

 2008 2009 2010 
純利益 (82,633) 154,800 216,336
総資産利益率 -1％ 3％ 4％
流動比率 218％ 246％ 227％

出所 PT. KAI 

 

3.5.4 運営・維持管理の状況 

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。特

に軌道については、PT. KAI が定期的に測定する軌道品質指数（TQI）25にて、本事業区間の

複線軌道が全国で 高値を獲得している。並行する既存軌道もこれに次ぐ高い評価を得て

いる。完成後年数を経ていない段階であり、高い品質は工事の完成度によるところが大き

いと考えられるが、同時に双方の軌道とも指数は向上傾向にあり、保守作業の適切さをも

示している。現地調査時の視察においても、施設の状態は良好であることを確認した。 

 

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。特に、運営・維持管理機関の株式会社化に伴う経営向上が

高い持続性に寄与していると思われる。 

                                                        
25 TQI は線路の状態を示す指標で、PT.KAI では軌間（レール内側間隔）、水準（左右のレールの高さの差）、

高低（レール頂面の凹凸）、通り（レール側面の凹凸）の各測定値を合成して算出する。TQI の値によ

って I～IV の四つのレベルの制限速度が設定されており、レベルが高い（指標値が低い）ほど制限速度

が高くなる。例えば、2011 年 1 月測定による本事業区間の TQI は、新線軌道で 17.4～19.6、在来軌道で

20.1～22.8 だったが、前者はレベル I（TQI<20）で 高速度は時速 100～120km、後者はレベル II
（20<TQI<35）で 高速度は時速 80～100km である。 
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4．結論及び提言・教訓 

4.1 結論 

ジャワ南線クトアルジョ～ジョグジャカルタ間の複線化は、政策優先度、需要との適合

度双方で妥当性が高い。効率性は入札段階の遅延によって中程度だったが、有効性は、単

線時代と比較しての列車運行数・輸送量の増大や列車通過待ち時間の短縮から、高いとい

える。その結果、ジョグジャカルタへの交通アクセスが改善した。事業施設の運営・維持

管理状況は良好であり、持続性は高い。 

以上より、本事業の評価は非常に高いといえる。 

 

4.2 提言 

4.2.1 実施機関への提言 

(1) 地方政府との連携による事業効果の増大 

本事業完了後、鉄道総局がジョグジャカルタ州政府と連携してのアンダーパス建設

（踏切解消）の動きがみられるが、地域からはいまだ十分ではないとの声が挙がって

いる。一方で、本事業建設の複線軌道を用いた地域列車計画がジョグジャカルタ州に

よって進んでいる。事業の地域への効果を高めるために、鉄道総局は地方政府との連

携を継続し、これらの動きを推し進めることが提言される。具体的には、踏切解消・

改良事業の継続及びジョグジャカルタ州の新規鉄道計画の検討が挙げられる。 

 

(2) 後続の複線化事業の完遂による事業効果の増大 

本事業の有効性の評価にて、一区間の複線化によって遅延を改善するのは困難であ

るとの結果を得た。事後評価時現在、混雑が著しいクロヤ～クトアルジョ間及び同区

間よりジャカルタ寄りのチレボン～クロヤ間（一部）の複線化事業が進められている。

鉄道輸送の定時性確保のために、鉄道総局はこれらの複線化事業を着実に推進するこ

とが提言される。 

 

4.2.2 JICA への提言 

なし。 

 
4.3 教訓 

(1) 在来線の修復と合わせた複線化工事 

効率性の項で述べたように、本事業では鉄道運行に支障を与えずに、既存軌道・橋

梁の修復と新線軌道・橋梁の敷設を並行して実施するという複雑な工程を、新線建設

のみを対象に策定された工期の中で完成させた。今後インドネシアで複線化が計画さ

れている区間はいずれも軌道修復を要すると考えられており、したがって本事業と同

様、両軌道の工事を含んだものになると思われる。そのような事業を効率的に実施し、

早期の効果を得るためには、本事業の工程、特に在来線と新線の切り替え工事のプロ

セスは参考になると思われる。 

以上  
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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  
複線化工事  
 軌道・本線  
   ・側線  
   ・分岐器  
 橋梁  
 
 
 
 信号  
 
 
 
 
コンサルティング

サービス  
 外国人技術者  
 現地人技術者  

（1996年11月審査時点計画）

ｸﾄｱﾙｼﾞｮ～ｼﾞｮｸﾞｼﾞｬｶﾙﾀ間  
64km 
12km 

80セット  
鋼橋79橋  

 
 
 

CTC（列車集中制御装置）一式

自動閉塞システム  一式  
電子連動装置  10駅  
踏切保安設備  8箇所  

 
 
 

699MM 
1,376MM 

 
区間は計画どおり  

計画どおり  
26km 

95セット  
鋼橋10橋、  

コンクリート橋9橋、  
道路橋（コンクリート）1橋、

ボックスカルバート186点  
計画どおり  
計画どおり  

8駅  
26箇所  

 
 
 

856MM 
2,990MM 

②期間  
 
 

1996年10月～  
2003年9月  

（84ヶ月）  

1996年12月～  
2007年9月  

（130ヶ月）  

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

 
7,393百万円

8,595百万円

（186,848百万ルピア）

15,988百万円

11,991百万円

1ルピア＝0.046円
（1996年4月現在）

 
11,285百万円

5,132百万円

（442,105百万ルピア）

16,417百万円

15,062百万円

1ルピア＝0.037円
（1998年～2009年平均）
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