
事業事前評価表 

 

１．案件名 

国名：インドネシア共和国 

案件名：連結性強化開発政策借款 

L/A 調印日：2013 年 12 月 2 日 

承諾金額：19,848 百万円 

借入人：インドネシア共和国（The Republic of Indonesia） 

２．事業の背景と必要性  

(1) 当該国における投資環境改善、インフラ整備及び連結性強化に係る開発実績（現

状）と課題 

 近年、対インドネシアの海外直接投資は拡大しているものの、同国の投資環境は国

際比較において、依然として低い水準にあり、世界銀行の Doing Business Report

（2013）では、185 ヶ国中、128 位と他の主要東南アジア諸国と比較しても低い水準

にある。持続的な経済成長のためにはインフラ整備を含めた投資環境改善を行い、引

き続きの投資拡大を図ることが求められている。 

 インドネシア政府は、投資環境改善、インフラ整備促進に向けて各種政策を実施し

ているが、インフラ整備に係る政策・調整機能の不足がインフラ整備事業実施のボト

ルネックとなっている。また財政面で、インフラ整備予算の確保が課題となっている

中で、膨大なインフラ需要に対する民間資金の動員として、官民連携（Public- Private 

Partnership：PPP）に対する期待が大きいが、PPP 推進に係る制度が十分に整備さ

れておらず、現状 PPP 事業の実績は限られている。また投資環境改善の一環として、

日系企業などから問題意識として示されている、貿易手続きの簡素化、透明化が課題

となっている。尚、マクロ経済の概況は以下(a)~(d)の通り。 

(a) 実体経済 

 実質 GDP 成長率は、2012 年後半から国際資源価格低迷や中国・インド等の景気鈍

化に伴う輸出の鈍化傾向により、2013 年第 3 四半期は 5.6％まで低下。短期的には、

燃料補助金改革及び経常赤字等による通貨ルピアの減価等から、個人消費にも下方圧

力がかかる傾向にある。 

(b) 金融・為替 

 中銀は、燃料補助金改革や通貨ルピアの減価等によるインフレ圧力への対応のため、

政策金利（BI レート）を 2013 年 6～11 月にかけて 5.75％から 7.50％まで、計 175bps

引き上げを実施。インフレ率は、燃料値上げ等の影響により、8月には前年同月比 8.9％

まで上昇したが、その後は低下傾向であり、10 月は前年同月比 8.32%。2013 年通年

でも 8％台の見通しとなっている。 

 通貨ルピアは、経常赤字の拡大傾向に加え、米国の金融緩和策縮小の方向性を受け

た短期資本流出により減価傾向にあり留意が必要。中銀は、為替介入等により、外貨

準備は減少傾向にあり、2013 年 9 月末時点で対月間輸入比 5.2 ヶ月となっている。 

 

 

円借款用 



(c) 財政 

 経済成長と財政健全化策により、公的債務残高は対 GDP 比 23.3％（2013 年 6 月）

迄順調に低下し、高い健全性が強みとなっている。 

 2013 年度予算（6 月補正）では、燃料補助金改革による補助金支出削減の一方で、

低所得者層支援が計上され、財政赤字は GDP 比 2.7％ とやや拡大傾向にあるが、政

府上限（GDP 比 3％）以内に収まっている。財政ファイナンスは、主に国内借入（債

券中心）により賄われており、対外リスクは少ない。海外借入（グロス）は、2013

年度予算では GDP 比 0.6％（うちプログラムローン 0.1％）に留まっている。 

 一方、歳出の質の面では、中央政府歳出における、公的資本支出の割合は、GDP

比 2.3％と低く、インフラ整備予算の確保が課題。経済・社会資本未整備により、日

系企業を含む民間セクターから投資・事業環境改善やインフラ整備が優先課題として

指摘されている。 

(d) 国際収支 

2012 年以降、世界経済悪化を受けた輸出鈍化の一方、好調な内需により輸入は堅

調で、2011 年第 4 四半期以降、経常収支が赤字化。経常赤字額は、2012 年第 1 四半

期以降、直接投資を上回り、国際収支ファイナンスは、証券投資への依存が拡大、2013

年第 1～2 四半期は総合収支も赤字となっている。 

 政府は、2013 年 8 月 23 日に経済政策パッケージ（奢侈・石油等輸入抑制・鉱物輸

出・労働集約産業税制優遇等）による経常収支改善策を発表し、経常赤字抑制を図っ

ている。 

 (2) 当該国における投資環境改善、インフラ整備及び連結性強化に係る開発政策と本

事業の位置づけ 

本事業は、現行の「国家中期開発計画（RPJM2010-2014）」において国家優先開発

課題とされるインフラ開発、及び輸入手続き一元化、PPP スキームの活用支援を含む

投資・ビジネス環境改善を支援するものである。また、「経済開発迅速化・拡大マス

タープラン 2011-2025（MP3EI）」（2011 年 5 月）では、国内外の連結性強化を通じ

て人・モノ・情報の流れの促進と地方産業開発を促進し、各地域の開発、産業振興に

よる格差是正を目指しており、本事業はこれを支援するものである。 

(3) 投資環境改善、インフラ整備及び連結性強化に対する我が国及び JICA の援助方

針と実績 

 我が国政府の「対インドネシア共和国 国別援助方針」（2012 年 4 月）においては、

「更なる経済成長への支援」、「不均衡の是正と安全な社会造りへの支援」及び「アジ

ア地域及び国際社会の課題への対応能力向上のための支援」を三つの柱とし、このう

ち、「更なる経済成長への支援」に向けた具体的方針として、各種規制・制度の改善

支援等を実施することにより、ビジネス・投資環境改善に係る支援が掲げられている。

また、JICA 国別分析ペーパーに基づき設定している開発課題には、「ビジネス環境改

善」、「コネクティビティ強化」等が掲げられており、本事業はこうした方針、分析に

合致する。 

 

 



(4) 他の援助機関の対応 

 本事業は世界銀行、アジア開発銀行との協調融資を予定。世界銀行は、「国別パー

トナーシップ戦略（CPS）2013-2015」にて、連結性強化や物流改善を通じた成長促

進（Pro-Growth）を重点分野の一つとしている。アジア開発銀行は「インドネシア国

別事業実施計画（CPS） 2012-2014」にて、包括的成長のため連結性強化支援を行

うとしている。 

(5) 事業の必要性 

本事業は、同国の持続的成長実現の上でボトルネックとなっているインフラ開発促

進と、地域間格差是正のための連結性強化に係るインドネシア政府の政策改革を支援

するものであり、同国の課題・開発政策、及び我が国政府・JICA の援助方針に合致

している。また、インドネシア政府との対話を通じて、日系企業ニーズを踏まえた効

果的な投資環境改善への支援に繋げることが可能であることから、JICA が本事業の

実施を支援する必要性・妥当性は高い。 

3. 事業概要  

(1) 事業の目的 

 本事業は、インドネシア政府の一連の政策改革実績の評価を踏まえて、世界銀行、

アジア開発銀行と協調し、同国の政策改革を支援することにより、政策改革の継続及

び我が国との政策対話を通じて、同国の投資環境整備、連結性強化の促進を図り、も

って同国の持続的成長と地域間格差是正に寄与するもの 。 

(2) プロジェクトサイト／対象地域 

インドネシア全土 

(3) 事業概要 

改革項目 2012 年 9 月迄に 
実施済の主要政策アクション

2013 年 9 月迄に 
実施確認済の主要政策アクション 

①  
政策・調整 
機能の強化 

○ 物流強化計画策定に係る

大統領令/ 同計画に係る

経済担当調整大臣府令の

公布 
○ PPP 事業に対する政府フ

ァンドメカニズムに係る

財務省令準備 

○ 物流強化計画実施に係るモニタ

リング体制整備 
○ MP3EI 事務局（KP3EI）の機能

強化 
○ PPP 事業促進に係る政策委員会

（KKPPI）の活性化 
○ PPP 事業形成支援ファシリティ

ー（Pre-FS Fund, PDF/TA Fund）
の整備 

○ Viability Gap Funding（VGF：採

算性が見込みにくい案件に対す

る政府資金支援）にかかる省令

の公布 
○ インフラ保証基金（IIGF）及び

国営インフラ投資会社（SMI）
の増資 



 

(4) 総事業費/概算協力額 

 借款額 19,848 百万円（200 百万ドル相当円貨、為替レート：99.24 円/米ドル） 

(5) 事業実施スケジュール（協力期間） 

本事業は 2012 年 9 月～2013 年 9 月迄の政策アクションに対応。貸付完了日（2014

年 3 月予定）をもって事業完成とする。 

(6) 事業実施体制 

1) 借入人：インドネシア共和国（The Republic of Indonesia） 

2) 実施機関：国家開発企画庁（BAPPENAS）、経済担当調整大臣府（CMEA） 

3) 操業・運営／維持・管理体制 

 本事業で予定されている今後のアクション等のモニタリングについては、協調

融資先の世界銀行、アジア開発銀行と協調して実施する予定。また、関連分野に

て JICA が実施中の技術協力で活動している専門家もモニタリング会合に参加す

る予定。 

(7) 環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1) 環境社会配慮 

①カテゴリ分類：C 

②カテゴリ分類の根拠：本事業は、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」

（2010 年 4 月公布/制定）上、セクター特性、事業特性および地域特性に鑑みて、

環境への望ましくない影響は 小限であると判断されるため。 

2) 貧困削減促進：本事業は、連結性強化を通じた地域間格差是正を通じ、貧困削

減に資する。 

3) 社会開発促進（ジェンダーの視点、エイズ等感染症対策、参加型開発、障害者

配慮等）：本事業は、連結性強化を通じた地域間格差是正を通じ、社会開発促進に

寄与する。 

(8) 他スキーム、他ドナー等との連携：世界銀行（300 百万ドル予定）、アジア開発銀

行（400 百万ドル）との協調融資。技術協力プロジェクト「PPP ネットワーク機

能強化プロジェクト」等と政策支援面で連携。 

②  
島嶼内 
連結性強化 

○ 土地収用法及び同法に関

する大統領令の公布 
○ JABODETABEK 交通庁

（JTA）設立に係る大統領

令の準備 

○ 土地収用の実施手続関連の施行

細則の公布 
○ JABODETABEK 都市交通マス

タープランの策定準備 

③  
島嶼間 
連結性強化 

○ ICTファンド活用に係る情

報通信省令の公布 
○ ICT ファンドの運用開始 

 

④  
国際 
連結性強化 

○ National Single Window

（NSW：貿易手続きに係

る一元窓口）に係る大統領

令の改定 
○ 国家医薬品食品監督庁に

よる一元認証制度の導入 

○ NSW 実施機関設立の準備 
○ 農業省、商業省による一元認証

制度の導入 



(9) その他特記事項：特になし。 

4. 事業効果 

 (1) 定量的効果 

注）物流効果指標（Logistics Performance Index: LPI）は、世界銀行による運送業者

等に対する物流利便性（税関、インフラ、国際海運、物流の質及び競争性等）に係る

調査に基づいた指標。 

 (2) 定性的効果：本事業の実施により、インドネシア政府が推進するインフラ整備、

国内外の連結性強化が促進され、投資環境が改善される。また、特に投資環境改善等

が達成されることにより、経済成長、雇用の促進及び貧困削減が図られる。 

5. 外部条件・リスクコントロール 

同国の政治・経済情勢の悪化及び 2014 年の政権交代に伴う政策方針の転換等。 

6. 過去の類似案件の評価結果と本事業への教訓 

(1) 類似案件の評価結果：開発政策借款（第 1 次～第 4 次）の事後評価結果等からは、

政策アクションが達成されることと並行して、きめ細かい技術協力により、現場

レベルで改革が促進されることが重要であり、また技術協力の取り組みを通じて

抽出された問題意識や課題を開発政策借款の政策対話に持ち込むことが重要との

教訓を得ている。 

(2) 本事業への教訓：本事業では、類似案件の評価結果を踏まえて、政策アクション

に関連する改革の推進を、技術協力との連携により支援している。具体的には、

技術協力プロジェクト「PPP ネットワーク機能強化プロジェクト」は、PPP 関連

制度整備に係る政策アクションと連携し、PPP 事業に関わる政府機関の相互調整

能力の強化を促進し、モデル事業の形成も支援している。技術協力プロジェクト

「貿易手続行政キャパシティ向上プロジェクト」は、NSW や Single Sign On

（SSO：一元認証制度）導入に係る政策改革を促進し、国際連結性強化に貢献す

る。また、ジャカルタ首都圏の交通計画については、開発計画調査型技術協力「ジ

ャカルタ首都圏総合交通計画調査」や技術協力プロジェクト「JABODETABEK 都

市交通政策統合プロジェクト」を通じて、継続的に支援を行っており、

JABODETABEK 都市交通マスタープランに係る政策アクションは、これらの協力

の経験を踏まえて、JICA より提案を行ったものである。 

 

指標名 基準値（2011 年/2012 年） 
目標値

（2014 年）

政策・調整機能強化 
○国内投資率（GDP 比、%） 
○総固定資本形成（GDP 比、%） 
○PPP 事業に係る VGF 活用件数（件） 

 
   32.8（2011 年） 
   8.8（2011 年） 
    0 （2012 年） 

 
36.2 
10.0 
  1 

島嶼間連結性強化 
○インターネットサービスへのアクセス人口比

（%） 

 
    5 （2011 年） 

 
 10 

国際連結性強化 
○物流効果指標（LPI） 

 
  2.53（2012 年） 

 
 2.70 



7. 今後の評価計画 

(1) 今後の評価に用いる指標 

①投資環境改善に係る成果（国内投資率（GDP 比、%）等） 

②インフラ整備促進に係る成果（総固定資本形成（GDP 比、%）） 

③PPP インフラ促進の制度整備に係る成果（PPP 事業に係る VGF 活用件数（件）等） 

④島嶼間連結性に係る成果（インターネットサービスへのアクセス人口比（%）） 

⑤物流機能改善に係る成果（物流効果指標（LPI）等） 

(2) 今後の評価のタイミング：事業完成後 

以 上  


