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事業事前評価表 

 

国際協力機構インドネシア事務所 

１．案件名                                                 

 国 名： インドネシア共和国 

 案件名： 和名：地熱開発における中長期的な促進制度設計支援プロジェクト 

 英名：The Project to Develop Medium and Long Term Geothermal Development 

Policy in Indonesia    

２．事業の背景と必要性                                       

（1）当該国における地熱セクターの現状と課題 

  インドネシアは世界有数の地熱発電の開発ポテンシャルを有している。地熱発電には、

同国の今後の電力需要の増大に対処するとともに、温室効果ガス排出の削減を図る上で

極めて大きな役割が期待されている。 

 同国政府は民間の独立系発電事業者（以下、IPP）による地熱開発を促進すべく様々な施

策を講じてきたが、これまでのところ期待された進展が見られていない。この要因の一つと

して、季節や日による変動の少ない発電性質に伴う安定的なリターンが得られる一方で、

試掘の失敗等の事業リスクが他の電源と比べて大きく、かつ、その大半のリスクを IPP が

負っていることによる、事業のリスクとリターンのミスマッチが挙げられる。 

 これに対し、同国政府は試掘リスクの負担軽減を目的として、同国財務省の傘下に試掘

資金拠出のための「地熱発電試掘ファンド」（以下、試掘ファンド）を設立した。現在、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」（2011年～2014年）により、同ファン

ドの標準業務手順（SOP）を作成しており、今後はパイロットプロジェクトの実施により、試掘

関連業者の調達手続きや試掘活動のモニタリング等の作業を行う予定であるが、試掘ファ

ンド担当者にその経験や能力が不足している。また、同ファンドによる試掘活動や試掘後

の入札を成功に導くためには、試掘前の地表探査の精度や、試掘井掘削に係る知識・技

術、試掘結果に基づく資源量評価について、同国政府の技術者の能力向上が求められて

いる。 

 また、民間による地熱開発の促進のためにはこれらの実施・運営能力及び技術力の向上

に加え、中長期的な視点での地熱開発政策の立案能力向上も必要である。特に、現行の

入札に係る政策では、試掘実施前の不十分な資源量情報のみに基づいて IPP入札が行わ

れているが、これにより IPP が負う事業リスクが増加している。加えて、地熱発電電力の買

取価格制度については、固定買取や入札による価格決定などの選択肢があるが、民間の

参入促進のための望ましい結論が具体的に見出せていないのが現状である。 

 

（2）当該国における地熱セクターの開発政策と本事業の位置づけ 

 地熱発電の効果的な活用を促進すべく、インドネシア政府は 2003 年に地熱法を制定し、

民間開発業者による開発を主体とする制度を設立した。また、2004～2005年には、2025年

までに地熱発電による発電設備容量を 9,500MW までに増加することを目標とした地熱ロー
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ドマップを作成した。さらに、2010年にはクラッシュプログラム 2（10,000MWの早期電源開発

計画（うち、約 4,700MW の地熱開発を含む））の一環として 2014 年までに開発を行う 51 件

の地熱発電事業を選定しており、そのうちの 80％を IPPにより対応するとしている。2014年

1月に策定された「国家エネルギー政策（National Energy Policy：KEN）」においても、新・再

生可能エネルギーの活用を促進する方針が示されているほか、地熱エネルギー活用の持

続可能性の確保、事業権保有者と投資家の適切なリスク分担の実現、地熱探査及び発電

の関連産業の能力の強化が重点分野として明記されている。本事業では、試掘ファンドの

運用支援、地熱開発政策立案支援、試掘井掘削に関する能力向上を図ることにより、制度

及び技術の両側面から IPPによる地熱開発を促進することを目的とするものである。 

 

（3）地熱セクターに対する我が国及び JICAの援助方針と実績 

 2012 年 4 月に策定された我が国政府の「対インドネシア共和国国別援助方針」の協力プ

ログラム「首都圏への電力安定供給プログラム」、「地方開発・拠点都市件整備プログラム」、

「気候変動対策プログラム」のもとで、地熱開発を位置づけており、本事業はこれらの方針

に合致する。同分野において JICA は、地熱発電開発マスタープランの作成や試掘ファンド

の制度設計などの計画・制度分野の支援から、個別の発電所建設に到る包括的な支援を

長年実施している。具体的な協力内容は以下のとおり。 

 開発調査：地熱発電開発マスタープラン調査（2006年～2007年） 

 技術協力：地熱開発技術力向上支援プロジェクト（2010年～2013年） 

 技術協力：PPPネットワーク機能強化プロジェクト（2011年～2014年） 

 円借款：ラヘンドン地熱発電所拡充事業（2004年） 

 円借款：ウルブル地熱発電建設事業（2005年） 

 円借款：ルムットバライ地熱発電事業（2011年） 

 円借款：地熱開発促進プログラム（①「ルムットバライ地熱発電事業(II)」、②「フルラ

イス地熱発電事業」、③「トゥレフ地熱発電事業」を含むプログラム案件の第一期）

（2011年） 

 

（4）他の援助機関の対応 

 世界銀行は 2011 年 7 月にインドネシアの地熱発電拡張プロジェクトに 3 億ドルの融資

を発表しており、プルタミナ地熱エネルギー（PGE）による南スマトラ州と北スラウェシ州で

150MW 規模のプロジェクトを支援している。また、ニュージーランド政府からは 6.95 百万ド

ルの技術支援が PGE に対して行われている。アジア開発銀行（ADB）は、インドネシアの

温室効果ガス排出削減の支援と気候変動の回復力強化に 1 億ドルの融資を決定（2011 

年 11 月）しているが、この中には地熱発電開発の環境整備への支援が含まれている。本

事業で試掘ファンドの運用支援、地熱開発政策立案支援、試掘井掘削に関する能力向上

を図ることにより、上記のような他ドナーの個別案件の促進が可能となる。 
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３．事業概要                                                

（1）事業目的（協力プログラムにおける位置づけを含む） 

 本事業は、インドネシアにおいて、地熱関連政策の見直し、試掘ファンドの持続的な運営、

地熱資源探査能力の向上支援を行うことにより、民間による地熱開発スキームの実現可

能性を高め、もって同地域の中・長期的な地熱開発の促進に寄与するものである。 

（2）プロジェクトサイト／対象地域名 

  インドネシア共和国全土1 

（3）本事業の受益者（ターゲットグループ） 

１）インドネシアの地熱開発に関わる政府職員（中央省庁、地方自治体含む） 

２）IPPに参加する民間企業 

（最終受益者はインドネシアに居住する人々） 

（4）事業スケジュール（協力期間） 

 2014年 6月～2018年 5月を予定（計 48 ヶ月） 

（5）総事業費（日本側） 

 6.1億円 

（6）相手国側実施機関 

 ＜地熱関連政策の見直し＞ 

1）エネルギー鉱物資源省（Ministry of Energy and Mineral Resources：MEMR）新・再生可

能エネルギー及び省エネルギー総局地熱局（Directorate General of New Renewable 

Energy and Energy Conservation, Directorate of Geothermal：EBTKE） 

 ＜試掘ファンドの持続的な運営＞ 

2）財務省（Ministry of Finance：MOF）財政政策庁（Fiscal Policy Agency）リスク管理ユニ

ット（Risk Management Unit：RMU） 

3）インドネシア投資庁（Indonesia Investment Agency（PIP））2 

 ＜地熱資源探査能力の向上支援＞ 

4）エネルギー鉱物資源省地質庁（Geology Agency：GA）地下資源局（Center for 

Geological Resources：CGR） 

（7）投入（インプット） 

 1）日本側 

  ・専門家派遣（総括、技術支援、調達・入札支援、地熱政策改善等） 

  ・機材（圧力・温度計測機、岩石年代測定器、オフィス機材等） 

  ・研修（地熱開発促進に係る国別研修等） 

 2）インドネシア側 

  ・カウンターパートの配置：各機関で２～３名程度（EBTKE（総局長、地熱局長）、MOF

（財政政策庁長官、財政リスク管理ユニット長、PIP長官）、GA（長官、CGR所長、CGR

協力課課長）等） 
                                                   
1 人口：約 2 億 3,760 万人（2010 年、インドネシア政府統計）、面積：約 1.9 百万平方キロメートル 

2 RMUの管理下に置かれている。 
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  ・事務所スペース、機器、車両、スペアパーツ等 

（8）環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1) 環境に対する影響/用地取得・住民移転 

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)上、環境への

望ましくない影響は最小限であると判断されるため。 

2) ジェンダー・平等推進/平和構築・貧困削減 

 特に該当無し 

3) その他 

 特に該当無し 

（9）関連する援助活動 

1）我が国の援助活動 

 これまでJICAでは技術協力プロジェクト「地熱開発技術力向上支援プロジェクト（2010

年～2013年）及び「PPPネットワーク機能強化プロジェクト」（2011年～2014年）による地

下資源に関する情報提供能力の向上支援や、試掘ファンドの立ち上げ支援の実績があ

り、本事業の実施に当たっては、これらの活動で得られた知見を活用する予定。 

 2）他ドナー等の援助活動 

・ 特に該当無し 

  

４．協力の枠組み                                             

（1）協力概要 

1）上位目標： 

 民間による地熱開発スキームにより、中・長期的な地熱開発が促進される。 

 指標： 

 融資契約締結に至った民間による地熱開発案件数が増加する（プロジェクトの実施

後 3年間の目標値について案件終了の約半年前に設定する）。 

2）プロジェクト目標： 

 民間による参入が可能な地熱開発スキームが実証される。 

 指標 

 地熱開発関連省庁及び民間企業の間で、地熱開発の促進のための公的セクターと

民間セクター間のリスク分担に関する理解が共有される。 

 民間による地熱開発スキームにおける各省庁の役割が明確になる。 

3）成果 

成果１：地熱関連政策の見直しが行われる。 

成果２：試掘ファンドが持続的に運営される体制が整備される。 

成果３：地表探査と試掘井調査（ターゲティング、坑井掘削、坑井検層、坑井試験）のデ



5 

 

ータを用いた地熱資源探査能力が向上する。 

 

５．前提条件・外部条件 (リスク・コントロール)                          

（1）前提条件 

 試掘ファンドによる試掘井掘削を可能とするためにMOFとMEMR間で覚書が締結さ

れる。 

 金融危機などの投資環境に大きな変化がない。 

（2）外部条件 

 インドネシアの地熱開発促進のための政策的方向性に変更がない。 

 

６．評価結果                                                

 本事業は、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、

また計画の適切性が認められることから、実施の意義は高い。 

 

７．過去の類似案件の教訓と本事業への活用                           

（１）類似案件の評価結果 

 2010年～2013年まで CGRに対して実施された技術協力プロジェクト「地熱技術力向上プ

ロジェクト」では、CGR の通常業務である探査に係る能力向上をターゲットにした技術協力

を行ったことが、効果的なプロジェクトの実施に結びついた。他方で、CGR 側でプロジェクト

の専担となる業務調整担当者の配置不足により、プロジェクトの実施スケジュール調整の

遅延が生じ、技術移転にあたっての重要な機材の調達に遅延が生じるなどの課題が挙げ

られた。 

（２）本事業への教訓（活用） 

 本事業は多くの省庁が実施機関となることを踏まえ、各省庁の役割に応じた能力向上を

効果的に実施するために、各省庁に与えられた役割を明確化し、各機関が達成すべき成

果を４．（１）の 3)のとおり設定している。また、プロジェクトの複数関係機関の意見調整や情

報共有のために関係者間会議を活用することや、各機関の業務調整担当者を確実に配置

することに留意する。 

 

８．今後の評価計画                                          

（1）今後の評価に用いる主な指標 

  ４．（１）のとおり。 

（2）今後の評価計画 

事業終了 3年後 事後評価 

 

以 上 


