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事業位置図 本事業で整備された路床部分 
（軌道はインドネシア側自己資金にて実施） 

インドネシア 

ジャワ北幹線鉄道複線化事業（II） 

外部評価者：オクタヴィアジャパン株式会社 稲澤 健一 

０．要旨 

本事業では、ジャワ北幹線チカンペック～チレボン区間において線路容量の増加及び運行

本数の増加、安全・高速・定時的な列車運行、遅延の減少等を目的に、複線化への支援及

びチレボン駅の改修を行った。事後評価時において、本事業は「中期開発計画」を通じて

輸送能力増大及び運輸インフラ開発が提唱されており、ジャワ島南線を中心に引き続き複

線化に関する開発ニーズが確認される。さらには、「対インドネシア国別援助計画」等、

日本の援助政策とも合致しており、妥当性は高い。事業費は計画を上回り、事業期間は計

画を大幅に上回ったため、効率性は低い。チカンペック～チレボン区間の線路容量・運行

本数は当初の計画どおり増加し、安全かつ定時性のある列車運行が実現し、列車遅延時間

も減少している。チレボン駅改修により同駅利用者も増加傾向にある。また、受益者調査

を通じて複線化による鉄道利便性の向上、チレボン駅改修による地域経済成長への貢献も

確認できることを踏まえると、有効性・インパクトは高い。本事業の運営・維持管理体制、

技術、財務面には大きな問題は見受けられないことから、持続性は高い。 

以上より、本事業の評価は高いといえる。 

 

1．事業の概要 

 

 

  

 

 

 

 

 

     

            
 

1.1 事業の背景 

1990 年代後半、インドネシアの鉄道はジャワ島とスマトラ島に限られていた。ジャワ島

ではジャカルタとスラバヤを結ぶジャワ北幹線、同南幹線、ジャカルタとバンドンを結ぶ

バンドン線の 3 幹線をもって、ほぼ全島に鉄道網が敷設されている。このうちジャワ北幹
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線は、首都ジャカルタと第 2 の都市スラバヤを結ぶ幹線鉄道である。事業開始前において、

同線はジャカルタ寄りのブカシ～チカンペック間（57km）が複線化されていたが、その他

は単線区間であり、特にチカンペック～チレボン間（135km）は、線路容量を超えた列車が

運行し、混雑が顕著であった。そのため、線路容量の拡大が必要であり、また、安全・高

速・定時性のある列車運行の実現が急務であった。国際協力機構（JICA）は、1994 年度借

款契約調印の円借款事業を通じてチカンペック～チレボン間の複線化事業のうち第 1 期事

業としてチカンペック～ハウルグリス間（約 54km）の複線化工事に対する支援を行った。

本事業は、それに続く第 2 期事業として主にカドカンガバス～チレボン間（約 63km）を中

心に複線化及び附帯工事に係る支援を行うものであった。 

 

1.2 事業の概要 

首都ジャカルタとインドネシア第 2 の都市のスラバヤを結ぶ幹線鉄道であるジャワ北幹

線において、チカンペック～チレボン区間における複線化のうち、カドカンガバス～チレ

ボン間を中心とする複線化への支援を行うことにより、複線化に伴う線路容量の増加及び

運行本数の増加、安全・高速・定時的な列車運行、遅延の減少等を図り、もって地域経済

の発展に寄与する。 

 

円借款承諾額／実行額 8,748 百万円／8,742 百万円 

交換公文締結／借款契

約調印 
1998 年 1 月／1998 年 1 月 

借款契約条件 本体：金利 2.7％、返済 30 年（うち据置 10 年）、 

一般アンタイド 

コンサルタント部分：金利 2.3％、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／運輸省鉄道総局（DGR） 

貸付完了 2012 年 8 月 

本体契約 

（10 億円以上のみ記載） 

PT. Wijaya Karya（インドネシア）／東急建設株式会社（日本）

（JV）、PT. Modern Surya Jaya（インドネシア）／鉄建建設株式

会社（日本）（JV） 

コンサルタント契約 

（1 億円以上のみ記載） 

PT. Rayakonsult （インドネシア）／PT. Dardela Yasa Guna（イン

ドネシア）／PT. Jaya CM （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株式会社（日本）／日本交通
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技術株式会社（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 

JICA「セクター調査」1993 年 10 月 

関連事業 （円借款） 

・ジャワ北幹線軌道修復事業（1989年） 

・ジャワ北幹線橋梁修復事業（1・2）（1992 年・1995 年） 

・ジャワ北幹線鉄道複線化事業（I）（1994 年） 

・ジャワ南線複線化事業（3）エンジニアリング・サービス（E/S）

（2007 年） 

・ジャワ南線複線化事業（3）（2008 年） 

※以上、年は借款契約調印時期を示す 

 

2．調査の概要 

2.1 外部評価者 

稲澤 健一（オクタヴィアジャパン株式会社） 

 

2.2 調査期間 

 今回の事後評価にあたっては、以下のとおり調査を実施した。 

 調査期間：2014 年 9 月～2015 年 7 月 

 現地調査：2014 年 11 月 22 日～12 月 6 日、2015 年 3 月 15 日～21 日 

 

2.3 評価の制約 

 本事業対象区間における複線化工事（路床建設・軌道敷設・信号設備工事等）は、3.2. 効

率性にて説明するとおり、本事業（円借款）を通じては一部区間のみで実施され、その他

の区間はインドネシア側の自己資金（促進プログラム1）により先行実施された。そのため、

本事業に加えて促進プログラム実施による複線化工事部分も判断材料としなければ、有効

性・定量的効果指標（例：線路容量・運行本数等）の評価判断はできない。加えて、今次

現地調査ではチカンペック～チレボン区間（図 1 参照）の全体データのみが収集できたた

め、そのデータをもって本事業対象区間（カドカンガバス～チレボン区間）の事業効果に

                                                  
1 英語では Acceleration Program という。当時の詳細情報は不明だが、同プログラムの予算額は約 400 億ル

ピアとされる。当時インドネシア政府は、促進プログラムを通じて、1999 年末のレバラン期までに北幹線

チカンペック～チレボン区間のうち、テラガサリ～チレボン区間（図 1 参照）において工事を先行して実

施することを決定した。 
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係る評価判断を行わざるを得ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1：プロジェクトサイト位置図 

（本事業は主に第 2 期区間。第 1期区間は先行事業2により実施） 

 

3. 評価結果（レーティング：B3） 

3.1 妥当性（レーティング：③4） 

3.1.1 開発政策との整合性 

審査時においてインドネシア政府は、「第 6 次 5 カ年計画」（1994 年-1998 年）を策定し、

その中で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計画（350km）

等を計画していた。本事業は新線建設計画（350km）に含まれ、同国家開発計画において重

要な事業と位置づけられていた。 

事後評価時において同政府は「中期開発計画」（2010 年-2014 年）を策定し、その中で輸

送能力増大及び運輸インフラ開発を重要視している。鉄道セクターに関しては、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）、新型車両の導入、信号システムの改良等を計画している。 

以上より、審査時及び事後評価時においてインドネシアでは鉄道セクターの開発・推進

が引き続き重要視されており、国家計画、セクター計画等それぞれにおいて政策・施策と

の整合性が認められる。 

                                                  
2 「ジャワ北幹線鉄道複線化事業（I）」 
3 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
4 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
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3.1.2 開発ニーズとの整合性 

事業開始前、ジャワ島ではジャカルタとスラバヤを結ぶジャワ北幹線、同南幹線、ジャ

カルタとバンドンを結ぶバンドン線の 3 幹線をもってほぼ全島に鉄道網が敷設されていた。

ジャワ北線ではジャカルタ寄りのブカシ～チカンペック間（57km）が複線化されていたが、

その他の区間は単線であった。特にチカンペック～チレボン間（135km）は、線路容量を超

えた列車運行が行われていた。1996 年時点で線路容量 70 本のところに平時で 74 本、ピー

ク時で 89 本の運行状況であり、混雑が顕在化し、線路容量の拡大は急務であった。また、

鉄道施設の保守・管理は充分に行われておらず老朽化も進んでいた。そのため、軌道・橋

梁等のリハビリ、信号の通信施設等の保安施設の近代化、輸送力増強のための車両の調達、

複線化を行い、安全・高速・定時性のある列車運行が急務であった。加えて、事業開始前

におけるジャワ島幹線鉄道・北幹線の年平均旅客増加率は平均 6％（1988 年-1994 年）、1996

年-2011 年の間においては同 3.8-4.3％の増加5が予測されていたことから、これに対応すべ

く線路容量の拡大が必要と認識されていた。 

事後評価時において、ジャワ北・南幹線の複線化事業は引き続き進められている。本事

業の実施機関である運輸省鉄道総局（以下、「DGR」という）は、2013年末迄に北幹線全線

の複線化を完成させた一方、2030年迄にジャワ島全域の複線化推進を計画している。一例

であるが、2015年以降の計画として南線を中心にソロ～マディウン間、マディウン～スラ

バヤ間、スラバヤ～ジェンベル～バニュワンギ間等の複線化が実施予定である。なお、ジ

ャワ島の鉄道輸送は旅客輸送が中心であるものの、近年は貨物輸送量も増大しており、輸

送力増強・混雑解消のための軌道複線化、信号設備の更新に関するニーズは引き続き高い。

表1・表2は、北幹線・南幹線全線における直近数年の旅客量及び貨物輸送量の推移であり、

それらニーズを裏付ける要素になっている。 

 

表 1：ジャワ北幹線及び南幹線全線の旅客輸送量推移 
（単位：人） 

出所：インドネシア鉄道会社（PT.KAI） 
注*：2014 年の数値は、入手できた 10 月末までのデータ（北幹線：7,677,685 人、南幹線： 
14,919,846 人）より単月（10 で割る）を算定し、12 ヶ月掛けしたものである。 

 
 
 
 
 

                                                  
5 一方、貨物量輸送の需要予測は 4.2-6.6％の増加が見込まれていた。 

 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年* 

北幹線 7,137,633 6,547,848 7,147,813 9,213,222 
南幹線 9,264,891 13,037,746 13,270,584 14,919,846 
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表 2：ジャワ北幹線及び南幹線全線の貨物輸送量推移 
（単位：トン） 

出所：インドネシア鉄道会社（PT.KAI） 
注*：2014 年の数値は、入手できた 10 月末までのデータ（北幹線：218,060 トン、南幹線：288,920 
トン）より単月（10 で割る）を算定し、12 ヶ月掛けしたものである。 

 

以上より、事後評価時においてジャワ北幹線・南幹線では旅客・貨物輸送量は増加傾向

にあることに加え、引き続き軌道の複線化や信号設備の近代化に係るニーズは高い。した

がって、事業開始前・事後評価時ともに開発ニーズとの整合性が認められる。 

 

3.1.3 日本の援助政策との整合性 

本事業開始前の 1994 年 2 月に策定された「対インドネシア国別援助方針」では、1）公

平性を確保した国全体の均衡ある開発、2）競争力確保の観点からの教育水準の向上・広範

な分野の人造り、3）急速な開発に伴い生じてきた環境問題への対応、4）健全なマクロ経

済運営と裾野の広い経済発展のための産業構造の再編成、5）投資の継続的な導入のための

産業基盤の整備、の 5 つの分野を重点と位置づけ、我が国政府はインドネシア政府と合意

した。本事業は、上記 5）投資の継続的な導入のための産業基盤の整備と合致し、鉄道複線

化による経済成長が期待されるため、日本の援助政策との整合性は確保されていたと言え

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。 

 

3.2 効率性（レーティング：①） 

3.2.1 アウトプット 

表 3 は、本事業のアウトプット計画及び実績である。 

 

表 3： 本事業のアウトプット計画及び実績 

 事業開始前（当初）計画 事業完成後実績 
1）路床建設

工事 
アルジャウィナングン～チレボン

間の複線部（22.73km） 
→ほぼ計画どおり（*但しボックス・カ

ルバート設置はインドネシア側自己資

金（促進プログラム）にて実施） 

 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年* 

北幹線 28,125 50,158 174,242 261,672 
南幹線 19,720 120,354 182,270 346,704 
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カドカンガバス～アルジャウィナ

ングン間の待避線（45.7km） 
→アルジャウィナングン～チャンクリ

ン間（約 10km）、ジャティバラン～ケ

リタサマヤ間（約 2.9km）のみ（*その

他区間はインドネシア側自己資金（促

進プログラム）にて実施）   
2）軌道敷設

工事 
アルジャウィナングン～チレボン

間の複線部（22.73km） 
→インドネシア側自己資金（促進プログ

ラム）にて実施      
カドカンガバス～アルジャウィナ

ングン間の待避線（45.7km） 
→アルジャウィナングン～チャンクリ

ン間（約 10km）及びジャティバラン～

ケリタサマヤ間（約 2.9km）のみ（*そ
の他区間はインドネシア側自己資金

（促進プログラム）にて実施）  
ハウルグリス～アルジャウィナン

グン間の複線部（58.47km）レール

交換 

→インドネシア側自己資金（促進プロ

グラム）にて実施 

チプネガラ～ジャティバラン間

（47.57km のうち 8km 分を除く）

既存線のレール交換 

→チプネガラ～チラゲ間及びカドカン

ガバス～ケリタサマヤ間（約 39km）、

ハウルグリス～ジャティバラン間（約

37km）               

3）橋梁建設

工事 
テラガサリ～アルジャウィナング

ン間の 6 橋 
→インドネシア側自己資金（促進プロ

グラム）にて実施  
アルジャウィナングン～チレボン

間の 7 橋 
→インドネシア側自己資金（促進プロ

グラム）にて実施  
4）信号設備

工事 
テラガサリ～チレボン間（6 駅）の

信号設備と CTC 設備 
→ハウルグリス～チャンクリン間（10
駅）の信号設備と CTC 設備 

チカンペック～テラガサリ間（12
駅）の CTC 接続 

→タンジュンラサからチャンクリン間

（16 駅）の CTC 接続 
ハ ウ ル グ リ ス ～ チ レ ボ ン 間

（81.2km）の光ファイバーケーブ

ル敷設 

→チカンペック～チレボン間（約

135km）の光ファイバーケーブル敷設 

5）コンサル

ティング・

サービス 

設計のレビュー・入札補助・施工

監理（M/M 量は、外国人技術者：

220M/M 及び現地人技術者：

644M/M） 

→設計のレビュー・入札補助・施工監

理（チレボン駅改修の監理を含む）

（M/M 量は、外国人技術者：312.53M/M
及び現地人技術者：922.59M/M）  

【追加アウ

トプット】 
 →チレボン駅改修（駅舎・プラットフ

ォーム・車両修理工場・保線基地・信

号設備・切替機等の改修、駅構内の軌

道変更、管制司令室の制御機器の整備、

職員宿舎の建設等） 

出所：JICA 提供資料（当初計画）、事業完成報告書及び質問票回答（実績） 

 

 表 3 のとおり、本事業を通じて増減・キャンセル・追加アウトプットが確認される。以

下はその差異に係る説明である： 

1）路床建設工事、2）軌道敷設工事、3）橋梁建設工事 

インドネシア側自己資金による実施が多い。その背景には、本事業開始後の 1999 年 4 月
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に同国政府はインフラ整備プログラム（促進プログラム」の実施を決定し、本事業（円借

款）の工事着工を待たずに同プログラムの事業資金（自己資金）により、1）2）3）を開始

したことが挙げられる。促進プログラムは 1990 年代末期におけるアジア通貨危機後の失業

者対策（雇用促進）等への対応も兼ねて緊急的に実施されたものである。本事業アウトプ

ットの当初計画と実績には差異があるものの、これは同国政府のやむを得ない事情による

ものと言える。 

4）信号設備工事 

当初計画アウトプットより増加した。その理由は、詳細設計時の実査により複線化に際

して必要な整備施設・敷設数の詳細な数値が改めて算定されたことによるものである。 

5）コンサルティング・サービス 

 事業期間の延長に伴ったことに加え、以下 6）にて述べるチレボン駅改修により当初計画

比で業務量は増加した。 

6）追加アウトプット 

 チレボン駅改修が追加アウトプットとして実施された。同駅は、厳密にはプルジャカン

駅とクジャクサン駅の 2 駅により構成され、両駅を合わせてチレボン駅と称される。本事

業開始前、両駅構内の線路容量は限界に近い状態であったため6、配線改良工事を行う必要

性は高かった。また、駅構内施設の構造自体に安全性の問題が生じており、運行列車の平

面交差や逆送運転等の運転上の問題も発生し、事故も絶えない状況であった。当時、イン

ドネシア政府は北・南幹線の分岐点に位置するチレボン駅の改修は必要と認識していたも

のの、本事業によるジャワ北幹線複線化（チカンペック～チレボン間）を優先し、同駅改

修は本事業完成後に同政府が自己資金による改修工事を検討していた7。そのため、当初計

画アウトプットにおいて同駅の改修は含まれなかった。しかし、事業開始後の 2001 年に、

同駅では列車同士の衝突事故8が発生し、列車運行の安全性向上及び定時性の実現、遅延時

間の減少等を一層図る必要性が高くなった。列車運行の安全性向上及び定時性の実現、遅

延時間の減少等が喫緊の課題とされたこと、またチレボン駅改修が本事業対象区間の線路

容量の拡大に安全に対応する列車運行のための大きな支障となったことが改めて認識され

た結果、本事業の目的である線路容量の拡大及び安全性の向上に資するものとして同駅改

修が追加アウトプットとして実施された。かかる経緯は実情に応じた、また緊急を要する

                                                  
6 特にクジャクサン駅は、特急や北幹線方面の優等列車及び南線方面の全列車が停車するため顕著であっ

た。 
7 事業開始前当時、インドネシア政府の国家予算には余裕がなく、多くの事業スコープ（アウトプット）

は同一事業を通じて計画することは困難であり、優先順位を付けて実施する必要があったと考えられる。 
8 死者 39 名、重軽傷者 64 名の惨事であった。原因については、列車運転手が死亡したため真相が解明さ

れていないが、信号の誤動作と CTC センター（本事業開始前の旧施設・機材）と構内運転指令とのミスコ

ミュニケーションの同時発生等の可能性が挙げられていた。 
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ものであり、その実施は妥当であったと判断される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 インプット 

3.2.2.1 事業費 

当初計画では総事業費 11,665 百万円（うち円借款対象は 8,748 百万円）であったのに対

し、実績額では 12,318 百万円（うち円借款対象は 8,742 百万円）となり、計画より若干超

過した（計画比 106%）。これは、既出のとおり、インドネシア政府の自己資金（促進プロ

グラム）により本事業対象区間における工事の大部分が先行実施され、本事業の当初計画

スコープは縮小、当初計画予算に未使用残高が生じ、インドネシア側・JICA 側の合意のも

とチレボン駅の改修に残余予算が充てられたが、結果として当初計画事業費を若干増加し

たものである。 

本事業は事業開始後にスコープが変更した結果、事業実施中に計画事業費が変わった。

すなわち、促進プログラムによる影響等により、本事業のアウトプットとインプットの比

較は容易でなくなり、計画事業費の変更を考慮して分析を行う必要性に直面した。表 4 の

とおり、本事業の工事開始前における当初計画事業費（借款契約調印時）、促進プログラム

実施決定後における計画事業費、工事完成後における実績費の比較を試み、可能な限り事

業費の推移を追った。事業費実績のうち、促進プログラム実施後の当初計画スコープ残り

部分に係る工事及びコンサルティング・サービス費の実績推計額（約 8,200 百万円）が、促

進プログラム実施後の計画推計額（約 6,500～7,300 百万円）と比較して増加している点（

大 126％に増加）については、今次調査では既存資料の閲覧及び DGR への照会を通じて正

確な要因は把握できなかったものの、事業実施期間全体を通じて工事単価（労務費・資材

費等）が上昇したこと、事業期間延長によるコンサルティング・サービス費の増加、為替

相場の変動等が考えられる。なお、追加工事としてチレボン駅の改良に要した費用は約 4,100

 写真 1：改修されたプルジャカン駅・外観

 
 写真 2： 改修されたクジャクサン駅・外観
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百万円9である。 

いずれにしても、総実績額は当初計画事業費を超過し、事業費の効率性は中程度と判断

される。 

 

表 4：本事業の当初計画事業費、促進プログラム実施決定後の計画事業費（推計）、実績費 

項目 

工事開始前 工事完成後 

当初計画 
（事業開始前：1997 年）

促進プログラム実施後

の計画事業費 *注 
（推計値：2000 年頃）

実績額 

1）土木工事 8,754 百万円 約 4,500～5,000 百万円

約 8,200 百万円

2）予備費 876 百万円 約 700～800 百万円 

3）税金 1,060 百万円 約 500～600 百万円 

4）コンサルティン

グ・サービス 
975 百万円 約 800～900 百万円 

合計 11,665 百万円 約 6,500～7,300 百万円 約 8,200 百万円

5）追加アウトプット（チレボン駅改修） 約 4,100 百万円

合計 12,318 百万円

出所：JICA 資料及び同資料データを基に推計（工事開始前）、DGR（工事完成後） 
注*：「促進プログラム実施後の計画事業費」に関して、促進プログラム実施後・再積算された計画事業費

データが存在しないため、今次調査を通じて完成後・実績額から推計したものである。 

 

3.2.2.2 事業期間 

表 5 は本事業の各アウトプットの計画期間と実績期間の対比である。審査時において、

本事業の期間は 1998 年 1 月～2003 年 4 月までの 5 年 4 ヶ月（64 ヶ月）と計画されていた。

一方、実績期間は 1998 年 1 月～2011 年 9 月までの 13 年 9 ヶ月（165 ヶ月）であり、計画比

258%であった。既出のとおり、インドネシア側自己資金（促進プログラム）による複線化

事業が先行実施された。日本側・インドネシア側は相互に状況・進捗確認等を通じてさら

なる事業遅延の防止に努め、（円借款）スコープの再整理を行った。その上で残りの複線化

（路床及び軌道、信号設備工事等）を開始し10、2007 年 8 月に完成した。同工事の完成後、

追加アウトプットとしてチレボン駅の改修が開始され、施工業者入札・選定・調達契約手

続き、工事が開始され、2011 年 9 月に完成した。本事業による複線化完成時において当初

計画比で 181%の遅延、チレボン駅改修工事完成時において同 258%の遅延、いずれの時点

                                                  
9 この実績値は、今次調査を通じて改修前に積算された金額とほぼ同額であることを確認した。 
10 日本側工事の開始は遅れた（2004 年 11 月開始）。その理由として、施工業者の入札・選定・調達契約手

続きの遅延、既出の促進プログラムに関連してスコープ変更の確認及び検討に時間を要したこと、1990 年

代後半のインドネシア通貨危機に影響により社会・経済が混乱し、政府では頻繁に機構改革等が行われ、

行政機能に停滞が生じ、事業進捗に係る決定事項も停滞傾向であったこと等が挙げられる。 
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においても当初計画比で大幅に遅延したため、事業期間の効率性は低いと言える。 

 

表 5 本事業期間の当初計画及び実績 

 当初計画 実績 

事業全体 
1998 年 1 月～2003 年 4 月 

（64 ヶ月） 
1998 年 1 月～2011 年 9 月 

（165 ヶ月） 

複線化支援  

コンサルタント選定 1998 年 1 月～1998 年 4 月 1998 年 1 月～1998 年 10 月 

コンサルティング・サービス 1998 年 5 月～2003 年 4 月 1999 年 2 月～2011 年 9 月 

入札・契約 1998 年 9 月～1999 年 2 月 1998 年 6 月～2004 年 5 月 

土木工事 1999 年 3 月～2003 年 4 月 2004 年 11 月～2007 年 8 月 

追加工事  

入札・契約 - 2007 年 12 月～2010 年 3 月 

土木工事 - 2010 年 2 月～2011 年 9 月 

出所：JICA 資料（当初計画）、事業完成報告書及び質問票回答（実績） 

 

3.2.3. 内部収益率（参考数値） 

本事業の審査時において、運賃収入を便益、建設費及び維持管理費を費用、プロジェク

ト・ライフを 40 年として、財務的内部収益率（FIRR）は 1.89%として計算されていた。ま

た、時間費用の削減を便益、建設費を費用、プロジェクト・ライフを 40 年として、経済的

内部収益率（EIRR）は 21.47%と計算されていた。一方、事業開始直後にインドネシア側自

己資金（促進プログラム）によるチカンペック～チレボン区間の先行実施や本事業のチレ

ボン駅改修により事業資金の支出が当初計画・前提と大きく異なった。また、促進プログ

ラムによる本区間の正確な工事費実績、チレボン駅改修効果による便益・費用等は不明か

つ、関連データが入手できなかったため、内部収益率の再計算は行わなかった。 

 

 以上より、本事業は事業費が計画を上回り、事業期間が計画を大幅に上回ったため、効

率性は低い。 

 

 

3.3 有効性11（レーティング：③） 

3.3.1 定量的効果 

1）線路容量・運行本数 

                                                  
11 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。 
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 表 6 のとおり、事後評価時におけるジャワ北幹線チカンペック～チレボン間の線路容量12

は複線化工事の完成により 136 本となっている。また、表 7 のとおり、直近数年における

運行本数も概ね増加傾向にあり、貨物列車の運行本数も増加傾向にあることが窺えること

から、複線化による線路容量の増加及び運行本数の増加を実現したことにより、確保され

た線路容量にて余裕を持って列車を運行させていると判断される。なお、本事業による主

な複線化区間はカドカンガバス～チレボン区間であるが、今次現地調査ではチカンペック

～チレボン区間全体のデータのみ入手できたため、当該全体データを基にして評価判断を

行っている。 

 

表 6：ジャワ北幹線チカンペック～チレボン区間の線路容量 
                                （単位：本数/日） 

項目 
1998 年 

（事業開始前） 
2013-14 年 

（事後評価時） 
線路容量 70（単線） 136（複線化後） 

      出所：質問票回答 
 

表 7：上記区間における運行本数の推移（直近数年） 
     （単位：本数/日） 

出所：質問票回答 

 

2）定時性の向上 

 表 8 は複線化工事開始以降における北幹線チカンペック～チレボン間の列車遅延時間（上

下線平均：運行 1 本当たり）を示す。 

 

表 8：北幹線チカンペック～チレボン間の列車遅延時間 
（上下線平均：運行 1 本当たり） 

（単位：分） 

2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 
8.71 11.33 11.68 3.69 2.94 

2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 
2.81 3.95 0.68 0 0 

      出所：DGR（2004 年-2008 年）、第 3 地域事業部（DAOPIII）（2009 年以降） 

 

 遅延時間は直近 10 年間のデータであるが、年々減少に至り、2012 年には皆無となってい

                                                  
12 ある線路を単位時間当たり走行可能な列車本数を示す値。 

列車種類 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年

旅

客 

チレボン･エクスプレス特急列車 15 15 15 17 18 
エグゼクティブ/ビジネスクラス列車 22 23 24 27 20 
エコノミークラス列車 12 12 12 6 20 

貨物列車 9 11 15 21 32 
合 計 58 61 66 71 90 
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る。これは、複線化実現により、列車運行計画及び実際の運行に余裕が生じていることが

挙げられる。表 7 データのとおり、運行数は増加傾向にある一方、遅延時間は生じていな

いことから、複線化完成は遅延時間の減少にも貢献していると判断される13。 

 

3）チレボン駅改修による効果 

 3.2.1 効率性･アウトプットの記載のとおり、本事業では追加アウトプットとしてチレボン

駅が改修された。表 9 は直近 3 カ年のチレボン駅利用者数の推移である。 

 

表 9：チレボン駅の利用者数推移 
                                         （単位：人） 

チレボン駅 2011 年 2012 年 2013 年 

クジャクサン駅 785,905 633,668 656,790 
プルジャカン駅 120,391 244,044 299,979 

      出所：DAOPIII 
      備考：チレボン駅改修工事完了は 2011 年 9 月 

 

 北幹線チカンペック～チレボン区間の実質的な運営･維持管理を担っている第 3 地域事業

部（以下、「DAOPIII」という）の説明によれば、チレボン駅改修工事完了に加え、列車利

便性・鉄道サービスの向上により、乗用車など他の手段から鉄道利用へのシフトが進み、

同駅利用者数は年々増加傾向にあるとのことである14。なお、クジャクサン駅では 2011 年

から 12 年にかけて利用者数が減少しているが、その理由として、2011 年まで同駅を通過す

る列車には、指定席乗車券を持たない乗客（立ち客）の乗車が多く、安全上の問題があっ

たため、2012 年以降、ジャワ島において鉄道運営に責任を有するインドネシア鉄道会社（以

下、「PT.KAI」という）は全列車指定席のみの乗車券を販売する方針を決めて立ち客を減ら

したことが挙げられる。 

 チレボン駅改修完了前において列車を使わずに通勤していた住民（=主に乗用車・原付バ

イク・バスを利用していた住民）も同駅を使用する頻度が増えていることを確認した。同

住民へのインタビュー調査を行ったところ、「列車の利用は、車両や原付バイク利用時のよ

うに渋滞に巻き込まれることはなく、およそ正確な時間で目的地まで到着できる」とのコ

メントが出された。また、「同駅改修前、プラットフォームと車両ドアには高低差があり、

可動式階段（鉄製）を使う必要があり、乗降時に安全面で多少心配があったが、改修後は

                                                  
13 2014 年データは入手できなかったが、インドネシア鉄道会社（PT.KAI）傘下で、北幹線チカンペック～

チレボン区間の実質的な運営･維持管理を担っている第 3 地域事業部（DAOPIII）によると、同年は若干遅

延時間が生じたと指摘している。事後評価時現在、クジャクサン駅から南幹線方面の複線化工事（円借款

「ジャワ南線複線化事業（3）」）を行っているが、その影響により遅延時間が若干発生しているとのこと

である。 
14 なお、2014 年の両駅の利用者数は、DAOPIII によると、前年比で伸びていることは確実とのことである。 
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その心配はなくなった」といったコメントも出たことから、安全面の懸念も減少している

と推察できる。かかるコメントも踏まえると、チレボン駅改修は鉄道利用者数の増加に対

応及び安全面の向上に寄与していると判断できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4）安全性の向上 

 表 10 は事業開始前（1995 年）及び完成後（2011 年以降）における北幹線チカンペック～

チレボン区間における鉄道事故の発生状況である。 

 

表 10：北幹線チカンペック～チレボン区間における鉄道事故の発生状況 
 （単位：人） 

時期 

分類 

合計 死者 負傷者列車同士

の衝突 
列車・乗用

車の衝突 
脱線・横

転* 
水没・地

滑り 
その

他 

開始前 1995 年 0 10 4 1 2 17 3 5 

完成後 

2011 年 0 4 4 0 0 8 3 7 
2012 年 0 2 0 0 0 2 4 0 
2013 年 0 5 2 0 0 7 4 0 
2014 年 0 5 2 0 0 7 35 18 

出所：JICA 資料（開始前）、質問票回答（完成後） 
*注：脱線･横転については本事業実施により発生しているとの情報は確認できない。 

 

 完成後において「列車同士の衝突」や「水没・地滑り」といった重大な事故は発生して

いない。事業開始前の 1995 年データと比較して総じて事故数は減少傾向にある。「列車・

乗用車の衝突」は相対的に多いが、これは本事業の複線化支援による影響とは断定できな

い。DAOPIII の説明によれば、車両の踏切の無理な通行（例：遮断中でさえ渡りきろうとす

る）による事故が多く、DAOPIII の維持管理・技術レベルや列車運行管理に起因するもので

はないとのことである。2014 年には多くの死傷者が出ているが、これもバスの無理な踏切

 写真 4：改修後のクジャクサン駅構内の様子
 

 写真 3： 改修前のクジャクサン駅の様子

（プラットフォームが低い、線路内に物売

りが侵入するなど、安全面の懸念もあった）



 15

内の通行により運行中の列車に衝突したことに起因する。さはさりながら、かかる事故を

踏まえ、鉄道運営側には事故防止対策は求められると考えられる。現在 DAOPIII は、地元

自治体・住民向けに啓発活動（ワークショップ・説明会等）を頻繁に実施している。事故

防止に向けたパンフレット配布（写真 6）等も通じて、住民に安全への理解に努めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 定性的効果（その他の効果） 

1）鉄道の利便性、運行列車の定時性・安全性の向上 

 今次調査では、複線化工事が行われたチレボン駅及びアルジャウィナングン駅の利用者

に対してアンケート形式で聞き取り調査（受益者調査）を行った。いずれも本事業開始時

より 15 年以上同駅を利用している利用者を対象とした15。図 2・図 3 とおり、運行状況の改

善、遅延の減少及び時間の短縮を認めている回答が多くを占めていることから、複線化実

現により当初想定された効果は発現していると考えられる。図 4 のとおり、車両・原付バ

イク・バスの利用から鉄道に転換している人は多いとする回答割合は高い。図 5 のとおり

乗車時の快適さが向上しているとの回答割合も高いことから、総じて利用者の鉄道サービ

スへの満足度は向上していると考えられる16。図 6 のとおり、列車の到着・出発時刻に正確

さをもたらしたとの回答も多いことから、列車の定時性も確保されていると判断できる。 

 

                                                  
15 適切に効果・インパクトを測ることを目的とした（事前・事後の比較の観点）。なお、アルジャウィナン

グン駅は、チレボン駅に比べ利用者数も周辺に商店・住宅も少ないことが現地調査時に判明したため、サ

ンプル数構成は、チレボン駅利用者を 70、アルジャウィナングン駅利用者を 30（合計 100）と軽重をつけ、

ランダム･サンプルリング方式によりサンプルを抽出し、アンケート形式により調査を行った。有効回答数

は同 100 である。 
16 また、PT.KAI 及び DAOPIII にインタビューを行ったところ、陸路（車・原付バイク･バス等）の通勤者

が列車を利用する割合が増え、利便性は高まっているとのコメントがあった。その理由として、①乗用車

の移動のように渋滞に巻き込まれない、列車本数も以前より増え、遅延も少なく、通勤手段として優位性

がある、②列車はエアコン付で快適、③チレボン駅の施設が綺麗で小売店やレストラン等も備わっている、

等を挙げている。定時性と大量輸送能力を確保している鉄道は、その優位性から、通勤者を引きつけてい

ると推察される。 

写真 6：事故防止の啓発活動パンフレット    写真 5：走行中の旅客列車 



 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上の受益者調査結果を踏まえると、本事業はチカンペック～チレボン区間における鉄

道の利便性・定時性・安全性の向上に貢献していると判断される。 

図 2：複線化後、列車は遅延が少なくなり、

運行状況は改善したと思うか 
図 3：複線化後、目的地までの所要時 

 間は短縮したと思うか 

図 4：複線化後、移動手段を車両・原付バ 
イク・公共バスから鉄道に変えた人は多い

と思うか 

図 6：複線化後、列車の到着・出発時刻に正確

さがもたらされたと思うか 



 17

 

3.4 インパクト 

3.4.1 インパクトの発現状況 

3.4.1.1 地域経済発展への貢献 

 図 7 は北幹線チカンペック～チレボン間の中心都市であるチレボン市（人口約 30 万人以

上17）の域内総生産額（GRDP）の推移である。直近 10 年において増加傾向にある。図 8 及

び 9 の受益者調査結果18のとおり、チレボン市の経済活性化及び駅周辺の小売業・飲食業19に

ついては、活性化しているとの回答は多い。また、図 10 のとおり、雇用機会は改善したと

の回答も多い。同駅周辺の住民・商店主、また、DAOPIII スタッフにインタビューを行った

ところ、「乗客数は年々増え、それに則してチレボン市への訪問客数は増えていると思う。

駅の改修や乗客数・訪問客数の増加は地域経済の活性化にとって好ましいと思う」といっ

たコメントが出された。かかる受益者調査結果及び住民のコメントを踏まえると、複線化

支援・駅舎改修のような鉄道インフラ整備は、人口の増加と共に、都市機能の拡張、ひい

ては市全体の経済活性化を下支えしているものと推察される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       出所：チレボン市統計局 

図7：チレボン市の域内総生産額（GRDP）の推移 

 

 

                                                  
17 2010 年は約 29.8 万人（出所：国勢調査）、2011 年は約 32.9 万人（出所：人口行政情報システム（SIAK）、

2014 年は 36.9 万人（出所：チレボン市役所）と、データソースによりばらつきがあるが、近年は増加傾向

にある。 
18 本インパクトにおける受益者調査では、チレボン駅よりサンプル数 70 を取得した。 
19 同市統計データによると、毎年 50-60 社前後の新規増加が確認できる。 
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3.4.2 その他、正負のインパクト 

3.4.2.1 自然環境へのインパクト 

 本事業は既設軌道の隣に新たに軌道を敷設する複線化への支援が主体であり、自然環境

に与える影響は小さかったことから、事業開始前において環境影響評価（EIA）は必要とさ

れなかった。事業実施中及び事後評価時において、チカンペック～チレボン区間において

総じて大きな環境問題は起こっていない20。 

                                                  
20 一方、アルジャウィナングン駅周辺では粉塵・振動・騒音等の問題が発生し、周辺住民や通勤者から苦

情が出ている。同駅からジャワ島他地域に運送されるセメントをめぐり、周辺では重量車両の往来が増え、

搬入作業時に粉塵等が発生している。受益者調査時の住民・通勤者へのインタビューでは、特に健康被害

が出ているとの話はなかったが、セメント運搬会社が粉塵防止のための処置（例：トラック荷台にカバー

を被せることを徹底する）、通行時間帯への配慮や騒音低減に対処した運転に努めるといった対処が求めら

図 8：複線化及びチレボン駅改修後、チレ

ボン市周辺の経済は活性化したと思うか 

図 9：複線化及びチレボン駅改修後、駅周

辺の小売業・飲食業は活性化したと思うか

図 10：複線化及びチレボン駅改修後、雇用機

会は改善したと思うか 
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3.4.2.2 住民移転・用地取得 

 本事業の用地は、事業開始前よりインドネシア政府所有の土地であったため、新たな用

地買収及び住民移転は発生しなかった。 

 

以上より、本事業の実施により概ね計画通りの効果の発現が見られ、有効性・インパク

トは高い。 

 

3.5 持続性（レーティング：③） 

3.5.1 運営・維持管理の体制 

本事業を含む国内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が責任を有している21。PT.KAI は、軌道・信号設備・架線・橋梁・踏切

の修繕・枕木の交換等といった保線業務に責任を有し、その傘下組織であるDAOPIIIが北幹

線チカンペック～チレボン区間の運営・維持管理を実質的に担っている。DAOPIIIは実際の

保線業務に加え、チレボン駅の運営・維持管理も担っている。事後評価時（2014年11月末時）

におけるDAOPIIIのスタッフ数は213名である。直近数年においてスタッフ数は増加傾向に

ある22。この背景には、PT.KAIは鉄道サービス及び維持管理業務の向上に努めて増加傾向に

ある乗客・貨物輸送量に対応する必要性に直面していることが挙げられる。 

 以上より、本事業の運営・維持管理上の体制について特段問題は無いと見受けられる。 

 

3.5.2 運営・維持管理の技術 

DAOPIII には職務経験が豊富なスタッフが多く在籍している。今次現地調査でのインタビ

ューを通じて、軌道・橋梁・信号設備など運営・維持管理業務の重要性について十分認識

していることを確認した。運営・維持管理を担うスタッフ向けの人事研修・トレーニング・

研修は、主に PT.KAI 本部が担当している。直近の例として、DAOPIII からは鉄道業務の理

解に関するワークショップに累計 529 名が参加（1 回当たりの期間は 8 日間）、信号･電信設

備の実務・メンテナンスに関する研修に 20 名（期間は 3 日間）が参加した。また、新人職

員のための OJT 研修も PT.KAI 本部の研修所にて適時実施されている。本事業実施中におけ

る研修として、DAOPIII のスタッフ 4 名が信号機の運用計画を学ぶため国外で研修を受けた

（約 1 ヶ月間）。 

その他、維持管理能力の不足による各施設の劣化といった事象は見受けられなかった。

                                                                                                                                                  
れる。地元自治体も本問題に関して、セメント製造会社に対処を求めるなど措置を講じる必要があると考

えられる。 
21 インドネシアの鉄道インフラ設備の運営・維持管理は上下分離方式が採用されている。 
22 記録が残っている約 1 年 2 ヶ月前（2013 年 9 月）のスタッフ数は 67 名であった。 
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また、チレボン駅の管制司令室の制御機器を担当するスタッフも赴任前に 3 ヶ月の研修23を

受けるなど、研修･トレーニング体制は整備されていることも確認した。 

 以上より、本事業の運営・維持管理の技術面には特段大きな問題はないと考えられる。 

 

3.5.3 運営・維持管理の財務 

 DAOPIII の運営・維持管理費は PT.KAI 本部が配賦している。直近 3 カ年における運営・

維持管理費は表 11 のとおりである。DAOPIII によると、「予算を申請して必ずしも 100％

承認されないものの、必要充分な金額が配賦されている」とのコメントが出されたことか

ら、不足による維持管理業務への懸念は特にないと考えられる。 

 

表 11：DAOPIII の運営・維持管理費 
                              （単位：千ルピア） 

 2011 年 2012 年 2013 年 

運営費 19,846,896 21,975,240 26,579,598 

維持管理費 61,134,045 63,066,940 53,323,377 

      出所：PT.KAI 
      備考：千ルピア=約 10 円（2014 年 11 月為替レート） 

  

 また、表 12 は PT.KAI の損益計算書（P/L）、表 13 は連結財務状態変動表である24。損益

計算書に関して、売上高から売上原価を引いた売上総利益は年々増加傾向にあり、当期純

利益も増加傾向にある。また、連結財務状態変動表に関しては、負債よりも資産が上回っ

ている状況は続いており、当面問題ないと考えられる。かかる PT.KAI 全体の財務状況から

推測するに、DAOPIII を含む国内各地方営業所への運営･維持管理予算の配賦も大きな問題

は無いものと推察される。 

 

表 12：PT.KAI の損益計算書（P/L） 
                 （単位：百万ルピア） 

 2011年 2012年 2013年 
売上高(A) 6,094,095 6,966,237 8,600,972 
売上原価(B) 4,675,846 5,024,796 5,920,554  

売上総利益(C=A-B) 1,418,249 1,941,441 2,680,418  
営業費用(D) 1,277,860 1,243,802 1,620,304 
営業外収支(E) 157,661 -101,735 -270,808 

税引前利益(F=C-D+E) 298,050 595,904 789,306 
当期純利益(Fの税引後) 201,244 425,104 560,716 

        出所：PT.KAI 
        備考：百万ルピア＝約 1 万円（2014 年 11 月為替レート） 

                                                  
23 主に制御機器の運用操作に係る研修 
24 損益計算書（P/L）及び連結財務状態変動表は PT.KAI 全体のものである。 
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表 13：PT.KAI の連結財務状態変動表 

                             （単位：百万ルピア） 

 2011年 2012年 2013年 
流動資産(A) 1,823,431 2,540,813 4,137,883 
固定資産(B) 4,242,979 6,420,248 11,120,887 

資産の部合計(C=A+B) 6,066,410 8,961,061 15,258,770 
流動負債(D) 1,237,591 2,176,655 4,258,534 
長期債務(E) 880,623 1,460,994 4,877,985 

負債の部合計(F=D+E) 2,118,214 3,637,649 9,136,520 
      出所：PT.KAI 
           備考：百万ルピア＝約 1 万円（2014 年 11 月為替レート） 

 

3.5.4 運営・維持管理の状況 

チカンペック～チレボン区間における路床・軌道に関しては、DAOPIII は毎月、砂利（バ

ラス）撒き作業、枕木の補修、ボルト締め・点検等を行っている。橋梁に関しては、年に 1

度、橋梁上部の鋼鉄箇所の刷新、再塗装、迫台の保護等を行っている。信号設備に関して

も保守点検が行われている。チレボン駅については、管制司令室にある制御機器の稼働状

況は良好であり、駅構内のその他施設（プラットフォーム、保線基地等）の状況にも特に

問題は見られず、列車運行状況に支障等は生じていない。駅舎の清掃等も毎日実施されて

いる。その他、本事業各施設に必要なスペアパーツの調達･保管状況も特に問題はなく、調

達体制も整備されていることもインタビュー調査等を通じて確認した。また、メンテナン

ス・運転マニュアルも各施設に備わっており、各スタッフもマニュアルを必要に応じて参

照して維持管理業務を行っていることを確認した。 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  写真 7：整備された信号機器 写真 8：整備された管制塔・運行制御装置 
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4. 結論及び教訓・提言 

4.1 結論 

本事業では、ジャワ北幹線チカンペック～チレボン区間において線路容量の増加及び運

行本数の増加、安全・高速・定時的な列車運行、遅延の減少等を目的に、複線化への支援

及びチレボン駅の改修を行った。事後評価時において、本事業は「中期開発計画」を通じ

て輸送能力増大及び運輸インフラ開発が提唱されており、ジャワ島南線を中心に引き続き

複線化に関する開発ニーズが確認される。さらには、「対インドネシア国別援助計画」等、

日本の援助政策とも合致しており、妥当性は高い。事業費は計画を上回り、事業期間は計

画を大幅に上回ったため、効率性は低い。チカンペック～チレボン区間の線路容量・運行

本数は当初の計画どおり増加し、安全かつ定時性のある列車運行が実現し、列車遅延時間

も減少している。チレボン駅改修により同駅利用者も増加傾向にある。また、受益者調査

を通じて複線化による鉄道利便性の向上、チレボン駅改修による地域経済成長への貢献も

確認できることを踏まえると、有効性・インパクトは高い。本事業の運営・維持管理体制、

技術、財務面には大きな問題は見受けられないことから、持続性は高い。 

以上より、本事業の評価は高いといえる。 

 

4.2 提言 

4.2.1 実施機関への提言 

・本事業による複線化支援とは直接的に関係があるとは言えないものの、チカンペック～

チレボン区間では車両（乗用車・原付バイク・バス等）の無理な踏切通行に起因した衝突

事故が起こっている。運営･維持管理を実質的に担う DAOPIII は事故防止に向けた取り組み

を住民や自治体に対して続けているが、今後も啓発活動やパンフレットの配布、テレビ･ラ

ジオなどのメディア媒体も通じて続けることが望ましい。 

・事後評価時において、アルジャウィナングン駅周辺では粉塵・振動・騒音等の問題が発

生し、周辺住民や通勤者から苦情が出ている。同駅に運び込まれるセメントをめぐり、周

辺では重量車両の往来が増え、搬入作業時に粉塵等が発生していることが原因だが、鉄道

事業に責任を有する PT.KAI はセメント製造会社に対して運搬時の配慮（粉塵が極力出ない

ような措置、騒音低減に努める、振動に配慮した車両運行等）を求め、可能な限り駅周辺

の環境配慮に努めることが望ましい。 

 

4.2.2  JICA への提言 

 特になし。 



 23

 

4.3 教訓 

 （事業遅延排除に努める必要性） 

  事業遅延リスクを可能な限り排除することが望ましい。本事業では、インドネシア政府

の促進プログラム実施により、本事業の当初計画アウトプットは影響を受けて変更された

結果、事業遅延を招いた。促進プログラムは、アジア通貨危機後の失業者対策（雇用促進）

等への緊急対応も兼ねて先行実施されたものである。また、施工業者の入札・選定・調達

契約手続きの遅延、90 年代後半の通貨危機に影響により社会・経済が混乱し、行政機能に

停滞が生じ、事業進捗に係る決定事項も停滞気味であったこと等の要因も挙げられる。そ

の中で、促進プログラムが生じた後に事業の継続が滞ることがないよう日本側・インドネ

シア側双方は進捗状況や阻害要因について相互確認を行い、さらなる事業遅延の防止に努

めていた。今後の類似案件において、仮にそのような外部要因が生じた際にも相互確認を

通じて常時遅延リスクに備えておく必要はあると考えられる。 
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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）路床建設工事 

・アルジャウィナングン～チレボン

間の複線部（22.73km） 

 

・カドカンガバス～アルジャウィナ

ングン間の待避線（45.7km） 

 

 

 

 

2）軌道敷設工事 

・アルジャウィナングン～チレボン

間の複線部（22.73km） 

・カドカンガバス～アルジャウィナ

ングン間の待避線（45.7km） 

 

 

 

 

・ハウルグリス～アルジャウィナン

グン間の複線部（58.47km）レール

交換 

・チプネガラ～ジャティバラン間

（47.57km のうち 8km 分を除く）既

存線のレール交換 

 

 

3）橋梁建設工事 

・テラガサリ～アルジャウィナング

ン間の 6 橋 

・アルジャウィナングン～チレボン

間の 7 橋 

 

4）信号設備工事 

・テラガサリ～チレボン間（6 駅）

の信号設備と CTC 設備 

・チカンペック～テラガサリ間（12
駅）の CTC 接続 

・ハウルグリス～チレボン間

（81.2km）の光ファイバーケーブル

敷設 

 

5）コンサルティング・サービス 

・設計のレビュー・入札補助・施工

監理（M/M 量は、外国人技術者：

220M/M 及 び 現 地 人 技 術 者 ：

1）路床建設工事 

→ほぼ計画どおり（*但しボック

ス・カルバート設置は促進プログラ

ムにて実施） 

→アルジャウィナングン～チャン

クリン間（約 10km）、ジャティバラ

ン～ケリタサマヤ間（約 2.9km）の

み（*その他区間は促進プログラム

にて実施）  

  

2）軌道敷設工事 

→促進プログラムにて実施 

 

→アルジャウィナングン～チャン

クリン間（約 10km）及びジャティ

バラン～ケリタサマヤ間（約 2.9km）

のみ（*その他区間は促進プログラ

ムにて実施）  
 
→促進プログラムにて実施 
 

 

→チプネガラ～チラゲ間及びカド

カンガバス～ケリタサマヤ間（約

39km）、ハウルグリス～ジャティバ

ラン間（約 37km）        

 

3）橋梁建設工事 

→促進プログラムにて実施 

 

→促進プログラムにて実施 

 

 

4）信号設備工事 

→ハウルグリス～チャンクリン間

（10 駅）の信号設備と CTC 設備 

→タンジュンラサからチャンクリ

ン間（16 駅）の CTC 接続 

→チカンペック～チレボン間（約

135km）の光ファイバーケーブル敷

設 
 

 

 

5）コンサルティング・サービス 

→設計のレビュー・入札補助・施工
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644M/M） 監理（チレボン駅改修の監理を含

む）（M/M 量は、外国人技術者：

312.53M/M 及び現地人技術者：

922.59M/M）  

②期間 1998 年 1 月～2003 年 4 月 
（64 ヶ月） 

1998 年 1 月～2011 年 9 月 
（165 ヶ月） 

③事業費 

  外貨 

  内貨 

  合計 

うち円借款分 

  換算レート 

 

 

6,528百万円  
5,137百万円  

11,665百万円  
8,748百万円  

   1円=0.052ルピア  
    （1997年4月）  

 

5,189百万円  
       7,129百万円  
      12,318百万円  
       8,742百万円  

   1円=0.011ルピア  
（事業実施中平均：出所は国際通

貨基金（IMF）の国際金融統計

（IFS）データ）  

 
  


