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インドネシア 

スラバヤ空港建設事業（I）（II） 

外部評価者：アイ・シー・ネット株式会社 笹尾 隆二郎 

０．要旨 

本事業は、インドネシア東部ジャワ地域の経済成長に伴い空港利用が急増するとの

見込みの下、同地域のスラバヤ空港において、旅客ターミナルビルや管制塔の新設な

どを含む空港施設及び機材の整備、更新を実施することにより、増大する航空輸送需

要への対応と一層の航空安全の確保を図ろうとしたものである。 

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。事前評価時に設定された 6 項目の指標（事業終了 7 年後

の数値を目標値としている）のうち、3 項目（国内旅客数・国内貨物量・国内線離発

着数）の実質的な事業終了 5 年後1の実績値がすでに目標値を上回っており、有効性は

高いと思われる。また、インパクトとしては、本事業は地元への観光客の増加にも結び

ついている。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。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。 

以上より、本プロジェクトの評価は非常に高いといえる。 

 

１．案件の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        案件位置図              スラバヤ空港入り口 

 

1.1 事業の背景2
 

インドネシアは、南北 1,888km、東西 5,110km の広大な地域に 1 万 7,000 余りの島々

がある世界最大の群島国家であり、輸送能力の強化・円滑化は同国の経済発展にとり

極めて重要な課題である。同国には、約 300 の民間空港があり、うち約 160 が国内空

港、23 が国際空港に指定されており、これら空港間には首都ジャカルタ、バリ（デン

                                                   
1 本事業では、当初スコープにない追加工事が 2010 年 4 月に完了しているが、実質的な工事の完了

は 2006 年 5 月であり、新空港の運用は、2006 年に開始されている。 
2 本項目の各統計値の出所は、審査時資料である。 

  



 

 2 

パサール）、スラバヤを中心として約 200 の国内・国際定期路線が設定されている。 

インドネシアにおける航空輸送は、1990 年代の経済発展とともに著しい成長を続け、

最近の 20 年間で旅客輸送量は年平均 18.7％、貨物輸送量では同じく 33.4％の伸び率

を示してきた。1998 年にはアジア通貨危機により、旅客・貨物とも減少し、特に国内

旅客輸送量は前年の 60％を割るレベルにまで落ち込んだものの、2000 年以降は旅客・

貨物共に航空需要が回復し輸送量は増加している。スラバヤ空港は 1964 年に開港され、

1989 年より国際線が就航するクラス 1
3に属する国際空港であり、ジャカルタ、バリに

次ぐ国内第 3 位の空港である。 

 

1.2 事業概要 

インドネシア東部ジャワに位置するスラバヤ空港において、旅客ターミナルビルや

管制塔の新設などを含む空港施設及び機材の整備、更新を実施することにより、増大

する航空輸送需要への対応と一層の航空安全の確保を図り、もって背後地域の経済発

展と物流の増大に寄与する。 

 

 第 1 期 第 2 期 

円借款承諾額／実行額 12,867 百万円 ／ 12,866 百万円 15,007 百万円 ／ 14,542 百万円 

交換公文締結／借款 

契約調印 

1996 年 12 月 ／ 1996 年 12 月 2003 年 8 月 ／ 2004 年 3 月 

借款契約条件  （工事部分） 

金利  2.7 ％、返済  30  年（うち据

置 10 年）、 

一般アンタイド 

 

（コンサルティング・サービス） 

金利  2.3 ％、返済  30  年（うち据

置 10 年） 

一般アンタイド 

（工事部分） 

金利  1.8 ％、返済  30  年（うち据

置 10 年）、 

一般アンタイド 

 

（コンサルティング・サービス） 

金利  1.8 ％、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／運輸省航空総局

（Directorate General of Civil Aviation, 

DGCA） 

インドネシア共和国／運輸省航空総

局（Directorate General of Civil 

Aviation, DGCA） 

貸付完了 2005 年 12 月 2010 年 9 月 

本体契約 

 

PT. Waskita Karya （インドネシア）・PT. Teguh Raksa Jaya （インドネシア）・

鹿島建設（日本）・三菱商事（日本） (JV)、PT. Adhi Karya （インドネシア） 

コンサルタント契約 LAPI ITB(インドネシア)・日本空港コンサルタンツ（日本）（JV）、PT. Digratia 

Avia Consultant （インドネシア）、PT. Billitonica Indomatra Consultant （インド

                                                   
3 クラスの分類は次の通り。クラス 1：国際（主要）空港、クラス 2：国内幹線空港、クラス 3：国

内フィーダー（支線）空港。 
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ネシア）・PT. Trans Asia Consultant （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）など 

・JICA が 1992 年にエンジニアリング・サービス（E/S）を実施 

・運輸省航空総局が 1995 年に E/S に基づくインプリメンテーション・プログ

ラム（I/P）を作成 

・東ジャワ州政府が 2008 年にコンサルタントを用い、駐機場の拡張工事の詳

細設計調査を実施 

関連事業(if any) 円借款：JICA が 1992 年に E/S を実施 

無償資金協力：2010 年 11 月の G/A（贈与契約）により空港保安機材整備計画

を実施 

 

2．調査の概要 

2.1 外部評価者 

 笹尾 隆二郎（アイ・シー・ネット株式会社） 

 

2.2 調査期間 

 今回の事後評価にあたっては、以下の通り調査を実施した。 

 調査期間：2012 年 9 月～2013 年 7 月 

 現地調査：2012 年 12 月 8 日～22 日、2013 年 2 月 24 日～3 月 5 日 

 

3．評価結果（レーティング：A
4） 

3.1 妥当性（レーティング：③5） 

3.1.1 開発政策との整合性 

インドネシア政府は、第 1 次国家開発 5 カ年計画（1968 年）以来、各次開発計画に

おいて輸送能力の向上に資する経済インフラ整備計画を順次進めてきたが、とりわけ

その地理的特殊性から、島嶼間を迅速かつ効率的に結ぶ航空輸送を重要開発セクター

と位置づけていた。 

本事業審査時点では、国家開発計画（PROPENAS2000～2004）において、経済基盤

として交通インフラ一般の整備拡充が重視され、空港セクターについては特に既存設

備の修繕の必要性が強調されていた。 

事後評価時点では、インドネシア政府の国家開発計画（2010-2014）でこの 5 年間に

経済成長を促進させ、インフラ分野における開発の努力を継続して、道路・鉄道・港

湾・空港・電力・灌漑・飲料水・郵便サービスの各分野で質と量の改善を目指すとあ

る。また、2011 年 5 月発表の「経済開発加速化及び拡大マスタープラン」（MP3EI）

によると、同計画の実現に向けた前提条件として、国内の各地域の連結の必要性が指

摘されており、運輸システムの重要な要素である航空セクターの重要性は高い。加え

                                                   
4 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
5 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
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て、国際物流の促進も掲げられており、その意味でもスラバヤ空港は重要である。 

本事業による空港の整備は、審査時点と事後評価時点のインドネシアの開発政策に

沿うものであり、本事業と開発政策との整合性は高い。また、事後評価時点までに本

事業の当初の妥当性に影響するような外部条件の変化はないと思われる。 

 

3.1.2 開発ニーズとの整合性 

本事業審査時点である 1993 年のスラバヤ空港総旅客数は 260 万人、取扱貨物量は

2.8 万トンであった6。また、スラバヤは東部ジャワの中心であり、同地域の経済成長

に伴い空港利用が急増すると見込まれていた。このような状況に鑑み、空港の未整備

が制約とならないよう、将来の需要増に応えられる空港の拡充が必要であった。 

最新の統計値としては、後述の有効性でも示すように、2011 年の年間旅客数は 1,378

万人に達している。これは、第 2 次審査時（2004 年）の予測値（2013 年、678 万人）

の水準をはるかに上回っている。したがって、審査時点に想定された開発ニーズは統

計値でも事後的に確認されている。2012 年の運輸省令（Decree of Minister of Transport）

によると、スラバヤ空港は、インドネシア全体で 5 つしかない第 1 類のハブ空港7に指

定されており、東ジャワ地区開発の要に位置づけられる。 

このように、審査時点に想定された開発ニーズは統計値でも事後的に確認されてお

り、運輸・空港セクターで同空港の占める位置は重要である。したがって、開発ニー

ズは非常に高かったといえる。 

 

3.1.3 日本の援助政策との整合性 

第 1 次審査時においては、1994 年 2 月に策定された対インドネシア国別援助方針の

重点 5 項目のうち、「公平性を確保した国全体の均衡ある開発」や「投資の継続的な導

入のための産業基盤の整備」に本事業は関連するものと思われる。第 2 次審査時にお

いては、海外経済協力業務実施方針（2002 年 4 月）の中で対インドネシア支援の重点

分野として、経済改革を通じた持続的成長軌道への回復努力に不可欠な「経済インフ

ラ」を掲げており、本事業はこの方針に合致する。さらに、国別業務実施方針（2003

年 10 月）では、重点課題の一つとして「民間投資主導の成長のための環境整備」を掲

げており、本事業はこの方針にも合致する。 

このように本事業は、第 1 次と第 2 次審査時で日本の援助政策に沿ったものである

と言えよう。 

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。 

                                                   
6 数字は、第 1 次審査時点のものである。第 2 次審査の時点で 2002 年の総旅客数は 475 万人、取扱

貨物量は 4 万 3,089 トンに及んでおり、引き続き同空港における航空需要の増加が見込まれること

から、現存の空港を整備拡張し、将来の需要に備えることが必要であった。 
7 ハブ空港は第 1 類から 3 類まであり、第 1 類の定義は、年間利用乗客数 500 万人以上の空港であ

る。 
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3.2 有効性8（レーティング：③） 

3.2.1 定量的効果（運用・効果指標） 

本事業の第 2期の事前評価時に設定された指標と実績は、以下の表 1の通りである。 

事後評価時点9では事業終了 7 年後に目標値が設定された 6 項目の指標のうち、3 項目

（国内旅客数・国内貨物量・国内線離発着数）ですでに実績が目標を上回っている。

また、6 項目の目標達成度の平均をみると 115％であり、有効性は高いと思われる。 

 

表 1 運用・効果指標 

指標名 
現状値 

（2001 年） 

目標値 

（事業完了後 

7 年：2013 年） 

実績値 

（事業完了後* 

5 年：2011 年） 

国際旅客数 （千人/年） 618 1,630 1,409 

国内旅客数 （千人/年） 2,443 5,152 11,583 

国際貨物量 （トン/年） 14,240 50,284 17,890 

国内貨物量 （トン/年） 23,527 54,098 77,255 

国際線離発着数 （回/年） 6,426 15,215 10,145 

国内線離発着数 （回/年） 47,677 76,152 100,514 

出所：現状値・目標値は事前評価表、実績値は空港運営会社（ AP1）による。        

*実質的な事業完了年である 2006 年からの 5 年後を意味する。 

 

このように順調な効果の発現の背景としては、マクロ経済の好調さがあげられる。

指標の設定に当たっては、おもに GDP や GRDP が交通量予測のパラメーターとされ

た。審査時の GDP・GRDP の予測値（2000 年代初頭）はいずれも 4.5％であったが、

実績値（実質 GDP、GRDP）は、下表の通り、予測水準を明らかに上回っている（2010

年・2011 年の数値は予測値）。 

 

表 2 実質 GDP と GRDP 

単位：％ 

年 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

GDP（インドネシア） 5.6 5.5 6.3 6.1 4.5 5.8 6.3 

GRDP（東ジャワ） 5.6 5.8 6.1 5.9 5.0 6.1 6.5 

出所：“Regional Economic Indicators-Bappeko Surabaya, 2011” 

 

目標未達成な指標の内、国際貨物の取扱量の伸び悩みが目立っている。貨物量の予

測においては、国内貨物よりも国際貨物により高い GRDP への弾力性（GRDP elasticity 

of demand）が想定されていた10。実際に 2004～2011 年の GRDP の伸び（2000 年価格

ベース）が 1.51 倍であるのに対し、その構成要素である輸出の伸びは 1.82 倍であり、

GRDP に占める輸出のシェアは増加している。一方、東ジャワ州内の港湾からの輸出

額（合計値）は、同じ 2004～2011 年で約 3 倍に増えており、増加した輸出を担ったの

                                                   
8 有効性の判断にインパクトも加味して、レーティングを行う。 
9 実質的な事業完了年である 2006 年から 5 年経過している。 
10 弾性値の設定根拠は過去の実績値である。 
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は主に海路であると推測される11。結果的に当初スラバヤ空港に期待された役割のう

ち、国内部門はより貢献度が増し、国際部門は他の物流経路との役割分担が進んでい

るということになる。 

国際貨物の内訳12は、主要な輸入品目が「機械／電子部品・靴製品・郵便／文書類」

であり、輸出品目は海産物が圧倒的に多い13。 

 

3.2.2 定性的効果 

（1）安全面 

スラバヤ空港の管理運営は、国際民間航空機関（ICAO）の安全基準を満たしている。

空港運営会社によると、導入された新たな管制システム、飛行場照明システム、気象

観測システムは航空交通の安全性に寄与している。本評価において調べたところ 14、

過去 10 年の間でスラバヤ空港での大きな事故はないが、2007 年に事故が 1 件（正常

でない着陸）発生している15。 

 

（2）空港サービス面 

事後評価時の現地調査では、発着便の定時性については、参考となる統計値や情報

が入手できなかった（ランダムに選んだ 10 人の乗客への聞き取りでは、定時性は、空

港よりも航空会社によるとの回答が圧倒的に多かった）。 スラバヤ空港のターミナル

の広さ・施設の配置や移動距離、チェックインにかかる時間について同じ乗客に聞い

たところ、国内のその他の大型空港に劣らない、また、本事業前よりも向上したとの

意見が多く、空港施設の利便性に関しては、乗客の評価は高いと思われる。スラバヤ

空港に勤務している航空会社社員（4 社 5 名）に対する聞き取り調査においても、チ

ェックインにかかる時間・各種施設の質と量に関して、本空港は国内の主要国際空港

に比して同等かそれ以上であるとの回答が得られた。 

 

3.3 インパクト 

3.3.1 インパクトの発現状況 

当初想定されたインパクトは、背後地域の経済発展と物流の増大である。事後評価

時に収集した情報は、以下の通り。 

聞き取り調査によれば、スラバヤ空港のあるシドアルジョ市では、本事業後、観光

                                                   
11 以上、データの出所は、“East Java in Figures”（Statistics of East Java Province）。関係者への聞き取

りによれば、スラバヤ空港からは日本向けの直行便がなく、当該地域の産品の一部はジャカルタ空

港を経由して日本に輸出されているとのことである。こうした事情もスラバヤ空港での国際貨物の

取扱量が伸び悩む一因であると考えられる。 
12 空港運営会社 AP1 の統計（2012 年分）より。 
13 重量ベースで全体の半分程度のシェアを占めている。 
14 空港運営会社に経年の事故の記録を要請したが、入手できなかった。 
15 悪天候と操縦者の不注意により、滑走路から外れたところに強い衝撃で機体（ボーイング 737 型）

が胴体着陸した。乗客 148 人のうち 2 人が軽傷を負った。 
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関連収入は 3 割程度伸びており、ホテルの数も本事業前の 30 棟から本事業後の 2007

年には 40 棟程度へと増加しているとのことであった（市観光課）。空港の後背地にあ

るスラバヤ市では、空港完成の直接的な影響は、おもに観光客やホテルの増加に現れ

ているとのことであった（市サービス・投資促進課）。 

空港の関係者・ユーザーである企業 3 社への聞き取り調査によれば、3 社とも取扱

貨物量の増加などにより近年増収傾向にあり、本事業への評価は高い。このうち 2 社

は空港内での貨物の取り扱いや航空会社の委託で乗客へのサービスを行う会社で、1

社は物流企業である。社員数が増加しており、雇用面での効果もある。輸出面では、

軽工業製品や水産物が多いとのことであった。 

本事業に関連した主な経済指標は、以下の表 3 の通りである。本事業の工事の完了

前後の比較で全体的に順調に数字が伸びていることが分かる。以下の「シドアルジョ

市訪問者数」「東ジャワ州の外国人訪問者数」「東ジャワ州のホテル業売上高」の数字

は、聞き取り調査の結果を裏付ける内容となっている。 

 

表 3 本事業に関連した経済指標 

年 2005 

2006 

（工事完

了年*）  

2007 

 
2008 2009 2010 2011 

シドアルジョ市訪問者数 n.a. 441,989 446,663 453,576 454,770 469,465 n.a. 

スラバヤ市の雇用者数 214,322 222,126 227,382 235,812 244,580 n.a. n.a. 

スラバヤ市の工業生産（10 億ルピア） 9,699 10,173 10,230 10,321 10,412 n.a. n.a. 

スラバヤ市経済成長率（%） 6.33 6.35 6.31 6.23 5.3 
6.2. 

（予測） 

6.7 

（予測） 

東ジャワ州の外国人訪問者数  86,558 87,568 98,711 156,726 155,156 168,888 185,815 

東ジャワ州のホテル業売上高（10 億ルピア） 2,254 2,363 2,428 2,548 2,712 3,067 
3,345 

（暫定値） 

東ジャワ州の製造業企業数 4,715 n.a. n.a. 6,248 6,183 n.a. n.a. 

東ジャワ州地域 GDP 成長率（%） 5.64 5.8 6.11 5.9 5.01 
6.05 

（予測） 

6.51 

（予測） 

出所：シドアルジョ市観光課、“Regional Economic Indicators-Bappeko Surabaya, 2011”、“Book of Surabaya 

Dalam Angka 2010”、“East Java in Figures”（Statistics of East Java Province, version of 2002, 2006, 2008, 2011, 

2012） 

*当初スコープの工事は、2006 年 5 月に完了している。 

 

3.3.2 その他、正負のインパクト 

（1）自然環境 

聞き取り調査した本事業のプロジェクト・マネジャー（当時）によると、1999 年に

策定された本事業に関する環境影響評価報告書（ANDAL）、環境管理計画（RKL）、環

境モニタリング計画（RPL）にそって、環境モニタリングは実施機関である運輸省航空

総局により行われた16。 

事業終了後のモニタリングは、RKL・RPL の実施に関するガイドラインについて

                                                   
16 本事業実施機関である運輸省航空総局（DGCA）、空港運営会社に情報を要請したが、文書による

内容の詳細確認はできなかった。 
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2005 年に出された政令（Decree of the Minister of Environment No.45 Year 2005）に基づ

いて行われている。実際の調査は、空港運営会社である第一国営空港管理会社（AP1）

スラバヤ支社が外部の専門家に委託し、6 カ月に 1 回、大気・水質・騒音などの状況

がモニターされ、報告書が提出されている。 

空港周辺住民数人への聞き取りによると、本事業のマクロ的な経済効果はあるだろ

うが、騒音はひどくなっているとのことであった17。実際に入手した環境モニタリン

グ・レポート（2012 年上半期）によると、大気・水質・騒音などで環境省の設定した

国家基準を超えている項目があると報告されており、計 13 項目の改善提言が出され

ている。これらの提言に関し、空港運営会社に現状を確認したところ、6 項目に関し

ては未着手であるが、7 項目に関してはすでに改善措置がとられていた 18。詳細は、

以下の通りである。 

 

表 4 環境モニタリング・レポート（2012 年上半期）における改善提言と対応状況 

項目 

番号 
提言内容 

対応状況 

（何らかの対応がなされて

いる項目には、網掛けを施

した。） 

1 大気・水質などで環境省の設定した国家基準を超えている項目が

あるため、空港内発電所・焼却炉などから排出される汚染物質の

削減技術を導入すべき 

まだ導入されていない 

2 空港内で使用されている、空港内発電所・焼却炉などからの排出

物が法定基準を超えないための機材のメンテナンスの徹底 

外部委託により実施してい

る 

3 空港周辺地域での交通渋滞解消策の導入 まだ導入されていない 

4 大気汚染の周辺住民に対する影響を緩和するための植樹の実施 2012 年 7 月以降、1,600 本の

植樹がなされた。 

5 空港内焼却炉で燃やすゴミの量を削減するための乾燥ゴミとそ

うでないゴミとの分別処理と 3R（Reduce,Reuse,Recycle）の実施 

実施済み 

6 航空機の離発着に影響をおよぼす野鳥などの飛来を防ぐための

空港内の水溜りの除去 

水溜り発生の原因究明調査

を実施 

7 空港の運営規模の拡大に合わせた下水処理能力の向上 下水処理場の維持管理を外

部に委託している 

8 いわゆるバードストライクを減少させるためのパトロール車両

の改良によるパトロール・システムの改善 

パトロールは続けられてい

るが、車両は改良されてい

ない。 

9 予備電源として使用するための太陽電池の導入 まだ導入されていない 

10 いわゆる「ゼロエミッション」システムの適用開始や省エネルギ

ー対策の導入 

まだ実施されていない 

11 体の安全を守るための各種安全器具の装備の空港職員への徹底

（耳栓、手袋、安全靴など） 

装備済みである 

12 焼却炉からの排出物の正確な検査を期するための煙突部分の清

掃 

実施している 

13 近い将来における空港周辺地域での振動調査の導入 まだ導入されていない 

 

                                                   
17 飛行機の離発着の際に生ずる轟音の頻度が（便数の増加に伴い）増えたということである。  
18 同レポートによれば、騒音問題に関しても、人口密集地に配慮した航空機の離陸の方角の設定、

航空機の離発着回数を減らすための運用航空機の大型化の要請、植樹などの対策が講じられている。 
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（2）住民移転・用地取得 

本事業に必要とされる住民移転は完了しており、367 世帯 （1,064 人） が移転済で

あった。審査時に確定していなかった本事業に必要なアクセス道路入口付近の 6ha の

用地取得は、2006 年 6 月に完了した（住民移転は発生していない）。この部分に関す

るアクセス道路の工事は、2006 年 9 月に完了している19。 

審査以前に行われた住民移転は、法律に則り実施されており（President Decree No.55, 

1993）、移転住民の村長らコミュニティのリーダーへの聞き取りによると、移転時の交

渉方法にはおおむね満足しているが、補償内容には少し不満もある。移転地で提供さ

れた住居の質は良いが、相当数の住民が以前従事していた農業ができなくなり居住地

から離れた場所で仕事を探さざるを得なくなったとのことである（1 割程度は失業し

ている模様）20。ただ、移転の過程で暴力沙汰やトラブルは生じていない。 

以上インパクトをまとめると、空港に出入りしている事業者などへの本事業の正のイ

ンパクトは明確に認められる。本事業は、地元のシドアルジョ市やスラバヤ市への観

光客の増加にも結びついている。本事業の地域のその他の経済指標への影響を正確に

把握するのは難しいが、得られた情報を総合すると本事業により地域経済に対する一

定のインパクトが発現している可能性がある。一方、住民移転や用地取得に大きな問

題はないが、自然環境の面では、定期的に実施されている環境モニタリングにより、

大気・水質・騒音などの面で改善すべき点が報告されており、今後の取り組みが望ま

れる。 

以上より、本事業の実施によりおおむね計画通りの効果の発現が見られ、有効性・

インパクトは高い。 

 

3.4 効率性（レーティング：②） 

3.4.1 アウトプット 

本事業は、将来の航空輸送需要に対応しうる旅客ターミナルなどの空港建設（施設

容量は旅客数 600 万人、貨物量 12 万トン）を既存の空港施設（南側）とは滑走路を挟

み反対側（北側）に新設し、併せて計器着陸装置（ILS）などの航空保安設備の更新な

どを行うものである。下記の通り、当初スコープを構成する項目の大半は、予定通り

建設・導入されている。その他の項目も、当初予定からの変更は、実際の地形・地質

や空港運営上の必要性に基づくものであり、合理性がある。 

 

 

 

                                                   
19 当初マスタープランなどで審査時以降の用地取得と住民移転（289 世帯、1,125 人）が予定されて

いたが、日本・インドネシア両政府間の協議により、その必要性の低さから中止された。  
20 本事業では、農地を含む移転住民の保有資産に対して金銭補償がなされている。生活向上支援プ

ログラムは実施されていないが、実施機関によると、移転住民 100 人以上は空港内で雇用されてい

る。 
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1) 工事部分 

表 5 アウトプットの予定と実績 

主要スコープ 当初予定 実績 

1.平行誘導路新設 30m 又は 23m、168,000m2 30m 又は 23m、188,000m2 

2.エプロン建設 1,036.5m x 137.0m 1,036.5m x 124.5m 

3.旅客ターミナル建設 延べ床面積 52,100m2 延べ床面積 52,100m2 

4.国際貨物ターミナル建設 延べ床面積 5,590m2 延べ床面積 5,600m2 

5.国内貨物ターミナル建設 延べ床面積 4,340m2 延べ床面積 4,360m2 

6.空港管理ビル・管制塔 延べ床面積 5,160m2 延べ床面積 5,160m2 

7.その他設備 空港内照明システム、航空保

安無線施設、航空交通管制施

設、航空通信システム、気象

観測設備など 

空港内照明システム、航空保安

無線施設、航空交通管制施設、

航空通信システム、気象観測設

備など（予定通り） 

  出所：DGCA 

 

スコープの変更としては、以下の項目がある。その項目のほとんどはサイトの状況

に応じた詳細仕様の変更である。 

 

表 6 スコープの変更項目と変更理由 

変更内容 理由 

1. 無指向性ラジオビーコンとターミナル地域監視レー

ダの削除 

航空保安施設の技術が進歩しており、

新たなシステムを事後に本プロジェ

クト外で設置する予定。 

2.高速脱出誘導路への変更（滑走路の形状の変更） 便数の増加を反映したもの 

3.河川の切り回しに伴う法面保護の追加 サイトの状況により変更 

4.雨水用側溝の見直し サイトの状況により変更 

5.道路線形の修正 サイトの状況により変更 

6.燃料給水栓システムへの追加工事 サイトの状況により変更 

7.VIP ターミナルへのアクセス道路と橋梁の拡張 サイトの状況により変更 

   出所：DGCA 

 

さらに、以下の大きなスコープの追加がある。 

 

表 7 スコープの追加項目と追加理由 

追加項目 理由 

1.有料道路への接続部分の工事 

有料道路への接続部分の工事は、空港内の物流を円滑

にするために貨物の集積場所を当初のターミナルビル

から別の場所に移動させたことにより、接続部分（短

い道路）の経路が変更されたことによる。 

2.駐機場の拡張 

駐機場の拡張は、2006 年時点で旅客数が空港の容量で

ある 600 万人を超え、駐機場のスペースが不十分にな

ったためである。 

  出所：DGCA 

 

2) コンサルティング・サービス 

コンサルティング・サービスの当初予定された業務内容は、入札補助、施工監理、
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技術移転である。これらのコンサルティング・サービスの M/M は、国際コンサルタ

ントが 514M/M、ローカルコンサルタントが 1,227M/M と予定されていた。 

コンサルティング・サービスは、予定通りに実施された（業務内容・MM とも変更

なし）。なお、第 2 期のはじめに、本空港の運営が国の環境基準を満たしていることを

確認し、必要に応じた対策を策定するための環境モニタリングに関するコンサルティ

ング・サービスが追加され、予定通り実施された。 

コンサルタントのパフォーマンスに関しては、実施機関より高い評価が与えられて

いる。 

 

3.4.2 インプット 

3.4.2.1 事業費 

事業費の第 1 期・第 2 期の計画値（審査時資料による）と実績（業務完了報告書に

よる）は、以下の表 8 の通り。実績中の「追加工事」は、2 つの大きな追加スコープ、

有料道路への接続部分の工事と駐機場の拡張工事を含む。本事業の総事業費は、円貨

で 33,061 百万円となる。対計画（1 期）比を算出すると 78％となり、計画内に収まっ

ている。 

ただし、この事業費 33,061 百万円は当初スコープへの追加部分（追加工事と追加コ

ンサルティング・サービス）を含むため、その部分を除いた当初スコープ対応部分の

事業費は、32,224 百万円となる。この金額に基づいて対計画（1 期）比を算出すると

76％となる。 

 

表 8 事業コスト表 

  単位：百万円 

項目 

外貨 内貨 合計 

計画 

（1 期） 

計画 

（2 期） 
実績 

計画 

（1 期） 

計画 

（2 期） 
実績 

計画 

（1 期） 

計画 

（2 期） 
実績 

本体工事 14,367 22,970 22,261 19,651 3,050 3,138 34,018 26,020 25,399 

追加工事 n.a. n.a. 0 n.a. n.a. 807 n.a. n.a. 807 

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ･ｻｰ

ﾋﾞｽ 
2,554 2,143 1,982 380 383 292 2,934 

2,526*1 

2,274 

追加ｺﾝｻﾙﾃｨﾝ

ｸﾞ･ｻｰﾋﾞｽ（環

境ｱｾｽﾒﾝﾄ） 

n.a. n.a. 11 n.a. n.a. 18 n.a. 29 

予備費 719 1,148 247 981 154 0 1,700 1,302 247 

用地取得費 0 0 0 0 297 1,364 0 297 1,364 

管理費 0 0 0 0 26 121 0 26 121 

税金 0 0 0 3,866 2,985 2,820 3,866 2,985 2,820 

合計 17,640 26,261 24,501 24,878 6,895 8,559 42,518 33,156 33,061 

 出所：DGCA 

*1. 追加コンサルティング・サービスを含む。 
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その他の注： 

（計画：第 1 期） 

積算為替レート：0.046 円／ルピア、プライスエスカレーション：2 %（外貨・内貨共）、物的予備比

率：5％、 

コスト積算時期：1996 年 4 月 

（計画：第 2 期） 

積算為替レート：0.013 円／ルピア、プライスエスカレーション：0%、物的予備比率：5％、 

コスト積算時期：2002 年 11 月 

（実績） 

適用為替レート：0.012 円／ルピア（加重平均ベース） 

 

事業費の実績値が計画内に収まった主な要因は、以下の通りである。 

 本格的な建設費の支出が始まる 2004 年までに、インドネシアの物価水準が大きく

上がり、建設費のうち資材費や人件費が高騰した。評価者の試算では、こうした

経費のルピア価格は当初予定の 2-3 倍になっている。ちなみに IMF の統計で試算

すると、1996 年から 2001 年までに同国の物価水準は 2.34 倍になっている。 

 しかしながら、この間に同時に大幅な円高が進行し（審査時の 3-4 倍）、コストを

円貨で見た場合には、ルピア価格でのコスト増を相殺する以上の引き下げ効果が

あった。 

 

3.4.2.2 事業期間 

第 1 期の審査資料に基づき、借款契約（L/A）の締結予定日を事業の開始日、工事

の予定完了日（メンテナンス期間を含まない）を事業の終了日とみなせば、事業期間

の計画は、1996 年 11 月～2003 年 3 月（77 カ月）となる。一方、事業期間の実績は、

1996 年 12 月～2006 年 5 月（114 カ月）となり、事業期間の対計画比は、148％と計画

を上回った。 

ただし、当初予定になかった追加工事を含めると、事業期間は、2010 年 4 月までと

なり、その場合は、事業期間の対計画比は、209％となる。 

追加工事部分を除いて計画値と比べると、事業の遅延期間は 37 カ月となる。これを事

業期間中の活動別にみると、詳細は以下の通りである（遅延期間の重複があるので、

合計すると 37 カ月以上になる）。 

                 

                表 9 活動の遅延状況   

項目 遅れ 

1.コンサルタントの雇用 6 カ月 

2.コンサルティング・サービス  

2-1.入札補助 35 カ月 

2-2.工事監督 なし 

2-3.メンテナンス監督 1 カ月 

3.工事の入札 40 カ月 

4.工期 なし 

          出所：DGCA 
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本事業における事業期間の長期化の主な要因は、国家プロジェクト会計検査院

（BPKP）の監査により、入札結果の確定までに非常に長い時間がかかったことである
21。最近実施されたインドネシア国内の他の空港事業の事後評価と比較すると、「パダ

ン新空港開発事業」においても、事業遅延の要因のひとつに本事業と同様な BPKP の

監査による入札期間の長期化が含まれている。監査が入ること自体は、第 3 者機関の

チェックにより、調達が適正に行われたことの確認作業であり重要と思われるため、

本事業の長期化はやむを得なかったと思われる。ただし、遅延の期間は 3 年程度にも

なっており、この期間分、工事の完了さらには効果の発現時期が遅れたことになる。 

 

3.4.3 内部収益率（参考数値） 

財務的内部収益率（FIRR）と経済的内部収益率（EIRR）の予定と結果を比較すると、

以下の通りである。 

 

表 10 内部収益率 

予定 結果 

FIRR： 2.1％ 

費用：本事業工事費、施設の維持・管理費 

便益：航空関連収入、航空関連外収入 

FIRR： マイナス 

費用：本事業工事費、施設の維持・管理費 

便益：航空関連収入、航空関連外収入 

EIRR： 17.4％ 

費用：本事業工事費、施設の維持・管理費 

便益：運行経費節約、旅行時間短縮、旅客・

輸送ロス回避、外貨収入減少回避 

EIRR： 22.5％ 

費用：本事業工事費、施設の維持・管理費 

便益：運行経費節約、旅行時間短縮、旅客・

輸送ロス回避、外貨収入減少回避 

出所：予定は、フェーズ 2 事業事前評価表による。結果は、外部評価者が算出した。 

 

事後評価の段階では、基本的に上記の予定欄に示された項目について審査時に用い

られた数字（予測）を実績値に置き換える形で再計算を行い、結果の数字を算出した。

本事業では、空港が当初予定された以上の旅客や貨物量を扱っており、便益の絶対値

は予定よりも大きくなっている。しかしながら、事業のあるなしを比較したときに維

持管理費の増加額も予定より大きくなっており、特に FIRR 計算においては便益の額

を上回る形になっているため、数字がマイナスとなった。 

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。 

 

 

 

                                                   
21 JICA の内部資料によれば、入札実施後に BPKP の監査が入り、結果的に当初の入札結果を認めな

い判断がなされた（調達手続きにおいて軽微な欠陥を有する業者を失格と判断した）。これにより、

運輸大臣まで関係する事態の協議がなされたため、最終的な結論を得るまでに長期間を要した。こ

の期間中には、インドネシアの総選挙もあり、さらに事態の長期化に拍車がかかったとのことであ

る。 
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3.5 持続性（レーティング：③） 

3.5.1 運営・維持管理の体制 

本事業の実施機関は、運輸省航空総局（DGCA）であるが、空港施設は、DGCA よ

り AP1 に移管され、空港の運営管理は、当初予定通り、AP1 スラバヤ支社が実施して

いる。 

AP1 スラバヤ支社は、2013 年 1 月現在、446 人の常勤職員を抱えており、航空交通

業務・空港運営管理・空港安全管理・「航空安全、品質管理および顧客サービス」・営

業・財務・人事の各部から構成されている。このうち空港内の機材・施設のメンテナ

ンスを含む運営管理を主に担当しているのは、航空交通業務部と空港運営管理部であ

る。 

航空交通業務部に属する各課は、それぞれ 15 年程度の業務経験を持った課長の下、

同様に長い勤務経験を持つ複数のベテラン管理職（チームリーダー）を中核として構

成されている。全体として必要な業務を実施していく上で職員数に不足はない。定年

退職を除いた社員の離職率も非常に低く、組織は安定している。 

空港運営管理部に属する各課も、それぞれ 15～20 年の業務経験を持った課長の下、

同様に長い勤務経験を持つベテラン管理職（チームリーダー）を中核として構成され

ている。全体として必要な業務を実施していく上で職員数に不足はない。社員の離職

率も非常に低く、組織は安定している。 

  

3.5.2 運営・維持管理の技術 

上記の航空交通業務部や空港運営管理部に属する社員はみな、各分野で必要とされ

る工学の学位を保有している。日常業務の実施面では、特に技術的な問題も抱えてい

ない。さらに、航空交通業務部では、6 カ月ごとに社員のパフォーマンスの査定が試

験により行われ、課題があると判定された社員は研修を受けることになっている。空

港運営管理部でも、2 年ごとに研修に加えて社員の能力査定が行われており、やはり

問題があるとみなされた場合は、追加の研修を受けることになっている。 

これらの部門での業務は、ジュアンダ空港マニュアル（Juanda Airport Aerodrome 

Manual）と呼ばれる共通マニュアルと、部署ごとに特化した標準業務手順書（Standard 

Operating Procedure）と呼ばれる詳細なマニュアルに従って遂行されている。 

 

3.5.3 運営・維持管理の財務 

下表は、過去 3 年間の維持管理費の推移であるが、漸増傾向にある。AP1 スラバヤ

支社の航空交通業務部・空港運営管理部も、維持管理費は業務に必要な水準が確保さ

れていると述べている。 
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表 11 維持管理費の推移 

                      単位：10 億ルピア 

会計年度 当初予算 実績 

2009 292.7 291.8 

2010 301.5 306.5 

2011 334.6 333.3 

         出所：AP1 スラバヤ支社 

 

AP1 スラバヤ支社の財務状況も良好であり、税引前利益額で、1,026 億ルピア（2009

年）、1,324 億ルピア（2010 年）、1,979 億ルピア（2011 年）と継続的に黒字を計上して

いる。 

このように空港の収益状況がよいため、今後の維持管理費の確保にも特に問題はな

い。空港運営会社 AP1 全体も継続的に黒字を計上しており、財務状態は安定している
22。過去 4 年間（2007～2010 年）の同社の貸借対照表によると、安全性を示す流動比

率は、100％をはるかに超えており、同じく自己資本比率は 90%程度である。収益性

を（営業利益／総資産）でみると、2007 年の 3.2%から 2010 年の 5.8%へと漸増してい

る。自己資本比率や対総資産営業利益率は、世界の主要空港オペレーター（総収入の

上位 10 社）にも見劣りしない水準である23。 

 

3.5.4 運営・維持管理の状況 

上記の通り、事業施設・機材は、個々の施設・機材を活用している部署（航空交通

業務部と空港運営管理部）が維持管理しているが、事後評価時点ですべて良好に稼働

している。具体的には、航空交通業務部においては、航空管制に関連した機材のメー

カーと保守契約を結び、トラブルへの対応やスペアパーツの調達を行っている。空港

運営管理部では、空港施設課が空港内各種施設の清掃作業を行い、空港機材課がスペ

アパーツの調達を行っている。スペアパーツの調達に関しては特に問題はない。 

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。 

 

4．結論及び提言・教訓 

4.1 結論 

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。事前評価時に設定された 6 項目の指標（事業終了後 7 年

後の数値を目標値としている）のうち、3 項目（国内旅客数・国内貨物量・国内線離

発着数）の実質的な事業終了 5 年後の実績値がすでに目標値を上回っており、有効性

                                                   
22 2010 年の税引後利益額は、4,437 億ルピアである。 
23 「国総研資料 No.218、空港管理における財務状況の国際比較分析」、p.2 に拠る。 
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は高いと思われる。また、インパクトとしては、本事業は地元への観光客の増加にも結

びついている。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。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。 

以上より、本プロジェクト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 

環境モニタリング・レポート（2012 年上半期）によると、空港周辺の大気・水質・

騒音などで環境省の設定した国家基準を超えている項目があると報告されており、計

13 項目の改善勧告が出されていた。うち 7 項目に関してはすでに改善措置がとられて

いるが、今後残る 6 項目に関しても速やかに改善されることが望まれる。 

 

4.2.2 JICA への提言 

特になし。 

 

4.3 教訓 

特になし。 

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    

1.平行誘導路新設 30m 又は 23m、168,000m2 30m 又は 23m、188,000m2 

2.エプロン建設 1,036.5m x 137.0m 1,036.5m x 124.5m 

3.旅客ターミナル建設 延べ床面積 52,100m2 延べ床面積 52,100m2 

4.国際貨物ターミナル

建設 

延べ床面積 5,590m2 延べ床面積 5,600m2 

5.国内貨物ターミナル

建設 

延べ床面積 4,340m2 延べ床面積 4,360m2 

6.空港管理ビル・管制

塔 

延べ床面積 5,160m2 延べ床面積 5,160m2 

7.その他設備 空港内照明システム、航空保安無

線施設、航空交通管制施設、航空

通信システム、気象観測設備など 

空港内照明システム、航空保安無

線施設、航空交通管制施設、航空

通信システム、気象観測設備など

（計画通り） 

（追加スコープ）   

1.有料道路への接続部

分の工事 
－ 

砂と砂利による整地：54,000m3

他 

2.駐機場の拡張 － 整地・舗装工事、排水工事他 

②  期間  

 

 

1996年11月～  

   2003年3月  

（77ヶ月）  

1996年12月～  

   2010年4月  

（161ヶ月）  

③  事業費  

  外貨  

  内貨  

 

  合計   

  うち円借款分  

  換算レート  

 

17,640百万円  

24,878百万円  

（現地通貨）5,408億ルピア  

42,518百万円  

27,874百万円  

1 ルピア＝  0.046 円  

（1996年4月現在）  

 

24,501百万円  

8,559百万円  

（現地通貨）7,133億ルピア  

33,061百万円  

27,409百万円  

1 ルピア  ＝  0.012 円  

（加重平均）  

 

以 上 


