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国名
国家警察組織能力強化計画

インドネシア

Ⅰ 案件概要

事業の背景

インドネシア政府は、民主的な警察行政サービスの整備が不可欠との認識に基づき、1999 年に国軍
から分離された国家警察（INP）の組織・機能強化を積極的に推進している。我が国は「国家警察改革
支援プログラム」として、ブカシ警察署を中心とした技術協力プロジェクトや無償資金協力を実施して
きたが、施設・機材が依然不足しているため、警察活動に支障をきたしていた。

また INP はテロ対策を担う主要機関であり、テロ対策特別隊を中心に INP 本部、各州警察本部が連携
していたが、活発化するテロ活動に対し、基礎的な捜査活動能力を強化する上で不可欠である機材やノ
ウハウが不足していた。主なテロ対策技術は豪、米から研修等の支援を受けていたものの、捜査活動支
援機材、特に事件後の証拠収集に必要な鑑識・科学捜査関連機材不足が深刻であった。

事業の目的
INP 本部及び全国の州警察本部にてテロ対策捜査関連機材を整備するとともにブカシ警察署管内に

て交番施設・機材を整備することにより、捜査能力の強化と迅速な警察活動の展開を図り、もって治安
の改善に寄与する。

実施内容

1. プロジェクトサイト：INP 本部（ジャカルタ）、各州警察本部（うちブカシ県は交番施設等も整備）
2. 日本側の実施
(1) 以下の施設の建設：ブカシ県（メトロブカシ署及びブカシ県署管内）の交番 11カ所
(2) 以下の機材の供与(注)

テロ対策捜査関連機材：通信システム機材（無線指揮車、小型無線システム）、鑑識用機材（CCD
カメラ付き拡大鏡、指紋採取セット、現場写真撮影セット等）、現場検分活動用機材（携帯用 X線
検査機、ファイバースコープ）（指紋採取セット、現場写真撮影セットは各州警察本部に供与、そ
れ以外は INP 本部またはジャカルタ警視庁に配備）
ブカシ警察署管内：交番関連設備（無線機、試験機材、パトカー等）
(注)小型無線システム供与数は計画 10 セット、実績 3セット。また計画では鑑識用機材として指紋撮影機の

供与も計画されていたが、取りやめとなった。一方交番関連設備は一部の仕様変更や家具等の増加があった。

これらは、交換公文締結前の関係省との協議や、詳細設計により運営維持管理等を考慮したものである。

3. 相手国側の実施
機材設置場所の確保、通関経費、手続き等

交換公文締結 2005 年 9月 15 日 事業完了 2007 年 2 月 13 日

事業費 交換公文限度額：449 百万円 供与額：448 百万円

相手国実施機関 インドネシア国家警察（INP）

案件従事者 八千代エンジニアリング(株)、関東物産(株)

関連調査 基本設計調査：2004 年 12 月～2005 年 5月

関連案件

我が国の協力：「国家警察改革支援プログラム」として下記を実施。
・国家警察庁長官政策アドバイザー（技術協力（専門家派遣）、2001 年～）
・現場鑑識分野・薬物対策分野個別専門家派遣（技術協力（専門家派遣）、2002 年～）
・研修員受入（2002 年～）
・市民警察活動促進プロジェクト（技術協力、2002～2007 年）
・市民警察活動促進プロジェクトフェーズ 2（技術協力、2007～2012 年）
・市民警察化支援計画（無償資金協力、2004 年）
他ドナーの協力：米国、オーストラリア、ドイツ、英国、ニュージーランド、中国、シンガポール等に
よるテロ対策分野の情報交換・研修、捜査機材供与、鑑識分野や薬物対策分野の研修、捜査機材供与等

Ⅱ 評価結果

1 妥当性
本事業の実施は、事前評価時・事後評価時ともに「国家開発計画（2000～2004）」、「国家中期開発計画（2010～2014）」で掲

げられた「法治国家の確立」、「安全・平和・統一の実現」というインドネシアの開発政策、テロ活動に対する対応能力の強化
という開発ニーズ、及び日本の援助政策として「日イ共同発表（2003）」が掲げた、テロ対策に対する積極的な支援の方針と
十分に合致しており、妥当性は高い。

2 有効性・インパクト

本事業の実施により、事業目的（アウトカム）のうち、ブカシ県での交番整備による迅速な警察活動の展開については、1
交番あたりの人口が大幅に減少したこと、技術協力プロジェクトにより技術移転を受けた警察官による巡回連絡の定着によ
り、住民の要望に対する迅速・誠実な対応が可能となり、効果発現が見られた。外部の調査によると、住民による交番の認知
度も、2007 年に 3～8％だったのが 2011 年に 10～15％と上昇している。

しかし、テロ対策における捜査能力の強化については、2009 年に発生したマリオット爆弾テロ事件にて本事業で供与した機
材が使用された実績はあるものの、全体としては供与機材の活用頻度は低く、効果発現は限定的である。供与機材を所有・管
理している INP テロ対策特別隊やジャカルタ警視庁公安局によると、活用頻度が低い主な理由は、①現場で目立ちすぎる・大
きすぎる（無線指揮車、現場検分活動用機材）、②渋滞が多いのでバイクに比べて使用しづらい（無線指揮車）、③2010 年に故
障して以降使っていない（CCD カメラ付拡大鏡）、等であった。特に無線指揮車については、本事業の計画時は、テロ事件発生
後の捜査での使用が念頭に置かれていたが、現在はテロ事件を防ぐための警備目的（国際会議等）で時折配置されているのみ



である。なお全国の州警察に供与された鑑識活動用資機材については、プロジェクト専門家が訪問した中部ジャワ州やバリ州
においては事後評価時点でも使用が確認されたほか、消耗品については、INP により補充されていることが確認された。

また、インパクトについては、ブカシ県では刑法犯の認知件数、検挙件数ともに増加しているほか、技術協力プロジェクト
で技術移転した鑑識技術や通信指令技術及び本事業にて整備した施設・設備を有効活用して犯人逮捕に至った例がある。加え
て上記の外部調査によれば、交番の機能として「地域の治安維持に対する貢献」が住民による評価理由の 1位に挙げられてい
ることから、想定されたインパクトの発現がみられるが、テロ対策捜査関連では上述の通り供与機材の使用頻度が低く、テロ
事件解決に対する貢献程度は限定的である。

以上を踏まえると、有効性・インパクトは中程度である。

定量的効果（有効性）

指標
2004 年（実施前）

実績値

2007 年（目標年）

目標値

2007 年（目標年）

実績値

2012 年（事後評価年）

実績値

捜査活動支援通信システムの指標（INP テロ対策特別隊（DENSUS88）および公安情報局）

指標 1：無線指揮車出動回数 （記載なし） （記載なし） DENSUS88：年数回

公安情報局：年数回

DENSUS88：年数回

公安情報局(注 1)：年数回

指標 2：携帯無線機 1端末あたりの

捜査員数

117 人 1人 DENSUS88：不明

公安情報局：不明

DENSUS88：使用されていない

公安情報局：不明

鑑識活動用資機材の指標（INP 刑事局鑑識センター、州警察本部合計）

指標 3：証拠物件押収数 （記載なし） （記載なし） 鑑識センター：不明

警察本部計：不明

鑑識センター：不明

警察本部計：不明

指標 4：証拠物件分析数 （記載なし） （記載なし） 鑑識センター：13件

警察本部合計：不明

鑑識センター：10 件(注 2)

警察本部合計：不明

現場検分活動用資機材の標（DENSUS88）

指標 5:検査機器類使用回数 ジャカルタ市内

で月1～2回程度

（記載なし） X線検査機：不明

ファイバースコープ：不明

X線検査機：不明

ファイバースコープ：不明

指標 6:不審物検出回数 （記載なし） （記載なし） 不明 不明

交番関係の指標（メトロブカシ警察署管内、ブカシ県警察署内）

指標 7(注 3)：警察官巡回回数 （記載なし） （記載なし） メトロブカシ署：10,212 回

ブカシ県署：15,748回

メトロブカシ署：6,370 回

ブカシ県署：13,857回

指標 8：交番での問題解決件数
（※元の指標「相談取扱件数」を代替）

（該当せず） （記載なし） メトロブカシ署：不明

ブカシ県署：不明

メトロブカシ署：80件

ブカシ県署：8 件

指標 9：1交番あたり人口 約 110 万人 約 24 万人 不明 メトロブカシ署：29,003人

ブカシ県署：45,959人

(補助指標)(注 4)警察署本部への通

報に対するレスポンスタイム（分）

（該当せず） （記載なし） メトロブカシ署：15分

ブカシ県署：5～15 分

メトロブカシ署：15分

ブカシ県署：5～15 分

定量的効果（インパクト）

指標 事業前実績値 2007 年（目標年）目標値 2007 年（目標年）実績値

市民の安全の向上（メトロブカシ警察署管内、ブカシ県署管内）

(補助指標)地域の刑法犯の認知件

数

（該当せず） メトロブカシ署：3,183 件

ブカシ県署：2,788 件

メトロブカシ署：4,276 件

ブカシ県署：1,570 件

(補助指標)地域の刑法犯の検挙件

数

（該当せず） メトロブカシ署：1,491 件

ブカシ県署：570 件

メトロブカシ署：1,543 件

ブカシ県署：814 件

出所：INP、メトロブカシ署、ブカシ県署、技術協力プロジェクト専門家からの情報提供と聞き取り。

注：(1)当初は公安情報局に供与されたが、より事案が多いであろうとの理由で、2010 年にジャカルタ警視庁公安局に移動された。

(2) 無償資金協力で供与した CCD カメラ付拡大鏡は故障しており、本件数は、別途インドネシア側が購入した機材による処理件数。

(3)交番設置当初、過剰ともいえる手厚い数の警察官が配置されていたが、年数の経過に伴い、業務に必要な最低限の数（適正数）に漸減さ

れた。これにより、警察官巡回数も、2007年から 2012年の間に減となっている。

（4）「補助指標」は、当初計画で評価指標として設定されていなかったが本事後評価のために設定した指標。

3 効率性

本事業は、日本側の一部アウトプットが、維持管理費用の節減を考慮した設計変更等により一部取りやめまたは数量減少と
なり、一部仕様変更または増加となった（「実施内容」参照）ほかは計画通りであった。事業費・事業期間ともに計画内に収
まった（それぞれ計画比 100％、90％）が、事業費はアウトプットの減少等にやや見合わないものであった。よって、効率性
は中程度である。

4 持続性

本事業で整備された施設・機材は実施機関である INPの本部、各州警察本部、また交番についてはメトロブカシ警察署及び
ブカシ県警察署によって維持管理が行われている。体制面は、ブカシ県の交番の運営・維持管理体制については十分な人数が
配置されており問題はなく、またテロ対策関連でも組織強化・人員の増強が行われている。技術面においては、交番関連は技
術協力プロジェクトもあり問題はないが、現場検分活動用資機材については、供与直後には操作方法に関するトレーニングが
行われたものの、当時の担当者の異動により機材を操作できる人材が不在となっている。財務面については、INP 予算全体で
見ると大幅な伸びを見せており、交番の運営・維持管理費用に関しては特段問題は発生していない。テロ対策関連も、機材の
維持管理に必要な予算措置は可能と思料されるが、上述の通り活用状況が芳しくないため、維持管理費用そのものが必要にな
っていない。維持管理状況は、テロ対策関連では、小規模無線システムについて供与 3セットのうち 1セットが所在不明であ
るほか（2セットについてはテロ対策特別隊と刑事局が管理）、CCD カメラ付拡大鏡について、2010 年に故障した後、インドネ



シア国内では修理不能とのことで放置されている。その他は大きな問題はない。
以上により、特にテロ対策関連機材の運営維持管理について、技術面、財務面、維持管理面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低い。

5 総合評価

本事業は、事業目的とした捜査能力の強化と迅速な警察活動の展開について、ブカシ県での交番整備によって 1交番あたり
の人口が大幅に減少し、また技術協力プロジェクトにより技術移転を受けた警察官による巡回連絡が定着したことで、住民の
要望に対する迅速な対応が可能となり、効果発現が見られた。しかし、テロ対策関連は供与機材の活用頻度は低く、捜査能力
強化にかかる効果発現は限定的であった。インパクトについては、ブカシ県では刑法犯検挙数等が増加するとともに、交番が
地域の治安維持に貢献しているという住民の高い評価が得られているが、テロ対策捜査関連機材のテロ事件解決に対する貢献
は極めて限定的である。持続性は、INP 全体の体制や財務に問題はなく、またブカシ県に整備された交番の運営維持管理につ
いては技術面、財務面、維持管理状況いずれも良好であるが、テロ対策関連機材の維持管理については、一部供与機材の所管
が不明であること、機材の使用頻度が低く維持管理費用そのものが必要とされていないこと、機材を操作できる人員が異動し
不在となっていること、故障後修理できずそのままになっている機材があること等により、技術面、財務面、維持管理状況の
一部に問題が見受けられた。

総合的に判断すると、本事業の評価は低い。

Ⅲ 教訓・提言

実施機関への提言：
使用頻度が低いテロ対策関連機材について、当初供与目的である「テロ対策」のための活用可能性、および活用に向けて必

要な措置（納入メーカーによる再度の操作方法指導等）について、INP 内部で検討すべきである。また検討過程において、機
材の用途を変更することでより効果的な活用が見込めることが明らかになった場合には、用途変更手続きを行うべきである。

JICA への教訓：
テロ対策捜査関連機材、特に通信システム機材（無線指揮車、小型無線システム）および現場検分活動用機材（携帯用 X線

検査機、ファイバースコープ）に関しては、INP にとっては使用経験が皆無、もしくは極めて限定的という状況であった。よ
って、テロ対策における具体的な活用方法に関し、調査および供与時点において、十分な理解がなされていなかった可能性は
否定できない。調査時点で先方に対し、「考え方」からの丁寧な説明を行い、機材が有効に使用されることを担保した上で必
要機材を選定し、供与直後に行われた機材操作方法の指導のみならず、実際のテロ対策オペレーションにおける活用方法に関
する技術指導、当該機材の活用を前提としたテロ対策オペレーションのあり方についての提言等がなされていれば、使用頻度
は向上していたものと推測される。無償資金協力により当該国の業務の流れ自体の大幅な効率化・改善を目指すには、それを
実現するための手段として、調査時点で先方実施機関の理解を促すための説明を十分に行うことが重要であるほか、ソフトコ
ンポーネントや技術協力プロジェクトによる支援も積極的に検討すべきである。また、供与後の活用状況について、より密な
モニタリングが必要である。

    

無線指揮車（外観）          無線指揮車（内観）

    

CCD カメラ付き拡大鏡           ファイバースコープ


