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インドネシア 

沿岸無線整備事業（IV） 

 

外部評価者：三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社 渡邉 恵子 

０．要旨 

本事業は、海上における遭難および安全に関する世界的な制度である GMDSS1設備

（33 局）や AIS2設備（4 局）をインドネシアの沿岸無線局に整備することにより、「海

上人命安全条約（以下、SOLAS 条約3（1974 年制定））」に対応し、海上航行の安全の

確保および海難事故への迅速な対応を図ることを目的とした事業である。 

本事業の実施は、インドネシア政府の開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十

分合致しており、妥当性は高い。GMDSS を新設した沿岸無線局の運営時間を 24 時間

にするという運用・効果指標は、ほとんどの無線局で目標値に達している。また、本

事業により GMDSS の海上通信網が拡大し、本事業は、SOLAS 条約の対応というイン

ドネシアの義務履行に貢献した。受益者調査では、航海の安全性の向上、天候や航行

情報のアクセスの向上、遭難緊急時の対応の迅速化といった本事業の効果が実感され

ていることが確認された。また、本事業が沿岸無線局のサービスを向上させ、海運ビ

ジネスの振興に貢献しているというインパクトも見られた。しかし、本事業で整備し

た沿岸無線局職員のトレーニング・センターと総合メンテナンス・センターは事業完

了後活用されておらず、両センターの有効性は限定的である。従って、本事業の有効

性・インパクトは中程度である。事業費は計画内に収まったが、事業期間が計画を上

回ったため、効率性は中程度である。運営・維持管理については、重大な問題は見ら

れないものの、上記両センターの運用、人員体制、技術に改善の余地があり、本事業

によって発現した効果の持続性は中程度である。 

以上より、本事業は一部課題があると評価される。 

 

 

 

 

 

                                                  
1 GMDSS: Global Maritime Distress and Safety System（全世界海上遭難安全システム）。GMDSS は海

上における人命の安全確保に寄与することを目的とした国際条約（SOLAS 条約）に基づいて規程さ

れた海難救助、安全航行のための通信システム。船舶事故が発生した場合、従来は通信士が「SOS」
を発信して救助要請をしていたが、GMDSS では、衛星通信技術、デジタル通信技術等を利用する

ことにより、船舶等はいかなる海域で遭難しても捜索救助機関や付近航行船舶に対して迅速確実に

救助要請を行うことが可能となる。また、陸上から提供される海上安全情報も自動受信方式により

確実な入手が可能となる。 
2 AIS: Automatic Identification System（船舶自動識別装置）。船舶の識別符号、種類、位置、速力、

進路、航行状態等の静的および動的情報ならびに航行関連情報を自動的に船舶が発信し、船舶を識

別する装置。 
3 SOLAS：International Convention for the Safety of Life at Sea。 
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１．事業の概要 

 

1.1 事業の背景 

インドネシア近海は、東アジアと欧州・中東を結ぶ海上交通の要衝（4 つのシーレ

ーンの日平均通過船舶は 300 隻以上）であるが、同海域では海難事故が年平均 204 件

（1982 年~2000 年）、海賊事件が年間 103 件（2002 年）発生している。一方、SOLAS

条約は、1988 年の改正で、国際航路就航船および地上無線局が 1999 年 2 月までに

GMDSS に対応するよう締約国に義務付け、また、2002 年の改正で国際航路就航船が

2004 年 12 月までに AIS を搭載するよう義務付けていた。 

インドネシア政府はこのような背景の下、国際コミュニティの一員としての責任か

ら、海上交通安全のため沿岸無線局の整備を進めていた。国際協力機構（以下、「JICA」

という）はインドネシア政府の努力を支援し、1981 年より円借款により沿岸無線局に

GMDSS の整備を進めてきたが、特に 3、4 級無線局にはデジタル選択呼出し装置（DSC4）

の受信機能が備わっていない場所も多く、GMDSS により聴取すべき通信網の拡大が

必要であった。更に以前整備した機材が老朽化するなど、海上交通安全のためには沿

岸無線局の改善が急務であった。 

 

1.2 事業概要 

本プロジェクトでは、GMDSS 設備（沿岸無線局 33 局）することにより SOLAS 条約

の対応を行い、加えて AIS 設備（同 4 局）を設置することにより、同国海域を航行す

る船舶の安全の確保、海難事故への迅速な対応を図り、もって海運業の振興に寄与す

ることを目的とする。 

 

 

 

                                                  
4 DSC：Digital Selective Calling 

 

事業位置図 
GMDSS モニタリングルーム 

（パレンバン局） 
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円借款承諾額／実行額 5,567 百万円 ／ 5,382 百万円 

交換公文締結／借款契約調印 2004 年 3 月 ／ 2004 年 3 月 

借款契約条件 金利 1.3％、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／運輸省海運総局（DGST）

貸付完了 2012 年 9 月 

本体契約 日本無線株式会社・豊田通商（JV）（日本） 

コンサルタント契約 一般財団法人海外通信・放送コンサルティング協会

（JTEC）（代表会社）（日本）・株式会社パンテル・

イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル （ 日 本 ）・ P.T.KONSTEL 

NUSANTARA（インドネシア）3 社のコンソーシア

ム 

関連調査 

（フィージビリティー・スタ

ディ：F/S）等 

 開発調査「船舶航行安全整備計画」（2001 年 3 月）

 

関連事業 ＜円借款（借款契約調印年月）＞ 
・沿岸無線通信業務（1969 年 1 月、1970 年 5 月、

1971 年 8 月、1972 年 5 月、1973 年 12 月） 
・沿岸無線整備事業（I）（1981 年 9 月） 
・沿岸無線整備事業（II）（1985 年 2 月） 
・沿岸無線整備事業（III）（1991 年 9 月） 
・中波無線標榜局建設事業（1983 年 10 月） 
・海上捜索救難通信網建設事業（1984 年 6 月） 
・防災船調達事業（1995 年 12 月） 
＜技術協力＞ 
・個別専門家派遣「海上交通安全・海上救難防災対策」

（運輸省海運総局）（2008 年 5 月～2011 年 5 月） 
・海上保安調整組織の体制強化プロジェクト（2008
年 5 月～2011 年 5 月） 
・シニアボランティア（海上無線通信分野）2000 年

～（2 期） 

＜無償資金協力（交換公文署名年月）＞ 
・マラッカ海峡およびシンガポール海峡船舶航行安全

システム向上計画（2008 年度） 
・海賊、海上テロおよび兵器拡散の防止のための巡視

船建造計画（2006 年度） 
・マラッカ海峡およびシンガポール海峡船舶航行安全

システム向上計画フェーズ II（2010 年度） 
＜国際機関等＞ 
・シンガポール、オーストラリア、デンマーク、ノル

ウェー、世界海事機関、中華人民共和国 （VTS 官

用基礎研修、VTS 導入）  
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2．調査の概要 

2.1 外部評価者 

 渡邉 恵子 （三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社） 

 

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 26 日～12 月 23 日、2015 年 3 月 7 日～3 月 21 日 

 

2.3 調査の制約 

 対象無線局のほとんどが遠隔地にあり、調査費用と時間の制約の観点から、今次事

後評価では全 33 プロジェクトサイトの訪問は行わず、ジャカルタ、スラバヤ、パレン

バン、カリアンゲット、チラチャップの 5 沿岸無線局のみ訪問した。また、その他の

無線局への調査については、回収できた質問票結果、電話・メールでの連絡、および

実施機関からのデータやインタビュー調査の結果に基づき行った。受益者調査では実

施した港湾で GMDSS を搭載した船舶が想定よりも少なく、また、港湾内の調査制限

もあったことからサンプル数が限定的となった。 

 

3．評価結果（レーティング：C5） 

3.1 妥当性（レーティング：③6） 

3.1.1 開発政策との整合性 

インドネシアは国際海事機関（IMO）7の加盟国であり、また、SOLAS 条約を順守

する義務がある。審査時においては、1988 年改正の SOLAS 条約に基づき、1999 年 2

月までに国際航海に従事する 300 総トン以上の貨物船と全ての旅客船に対して

GMDSS に対応するよう要請されていた。実施機関では国内航海の船舶についても

GMDSS の搭載を強化するため、国内航路に従事する旅客船にも設置するよう義務付

け、GMDSS の対応への完了を 2009 年 2 月までに延長した。そのため、インドネシア

領海をカバーする沿岸の GMDSS対応は 2009年前に早急に整備することが求められて

いた。また、SOLAS 条約の 2002 年改正により、国際航行に従事する航船に 2007 年ま

でに AIS を搭載するよう義務づけられた。従って、インドネシア政府は、GMDSS お

よび AIS の整備はインドネシアおよび国際社会の海上安全に必要不可欠と認識してい

た。事後評価時点においてもインドネシアは SOLAS 条約の締約国として、GMDSS、

AIS の運用を含む同条約の規程を実施する責任を負っている。2014 年 10 月からのイ

                                                  
5 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
6 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
7 IMO：International Maritime Organization。インドネシアは 1961 年（当時は政府間海事協議機構）

に加盟。 
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ンドネシア新政権は、「海洋国家構想」を前面に打ち出し、海上の治安・安全を重視し

た政策を取っている。 

 

 3.1.2 開発ニーズとの整合性 

SOLAS 条約に対応するため、インドネシア政府は沿岸無線局に GMDSS 対応機材の

整備を進め、約 60%の領海に GMDSS のネットワークを確立してきたが、特に A1 海

域8では VHF 通信が聴取できないエリアが残っており、これら領海に対しても早急に

確立する必要があった。更に、長年にわたり運用されてきた一部機材の耐用年数が到

来し、また、既設の GMDSS にはスペアパーツの製造が行われていない古い機材もあ

るなど、既存設備の老朽化に伴う設備拡充の必要性も高かった。 

インドネシア近海は東アジアと欧州・中東等を結ぶ海上交通の要衝であるが、同海

域では海難事故数が審査時点で年平均 204 件（1982 年~2000 年）、海賊事件が年間 103

件（2002 年）発生していた。事後評価時点においては、年によりばらつきはあるもの

の、海難事故が年平均 29 件（2008 年~2013 年）と減少している。しかし、海賊・武

装強盗事件（発生未遂も含む）は 2013 年においても 106 件と依然発生率は高く、海上

交通安全の対策ニーズは引き続き高い。 

 

 3.1.3 日本の援助政策との整合性 

JICA 提供資料によると、JICA は、インドネシアの開発課題および日本政府の対イ

ンドネシア支援方針を踏まえ、2002 年 4 月に「海外経済協力業務実施方針」を策定し

た。同方針の重点分野として、「経済成長に向けた基盤整備」を挙げており、対インド

ネシア国別支援としては「経済インフラ整備」を掲げている。また、「国別業務実施方

針」（2003 年 10 月策定）では、持続的な経済成長のための物流改善支援を重点分野に

挙げている。海上物流に関しては、1980 年代より沿岸無線整備に注力しており、海上

の交通安全に貢献してきた。特に本事業によりインドネシアの 4 本のシーレーンを含

め世界有数の海賊多発海域における安全確保ができることになり、インドネシアの経

済発展に直接寄与する。日本船舶も海賊等の被害を多く受けていたところ、日本の経

済活動の安定化にも大きく貢献する。 

 

3.1.4 事業計画やアプローチの適切性 

有効性および持続性にて後述するとおり、本事業で整備した総合メンテナンス・セ

ンターおよびトレーニング・センターは事業完了後活用されていなかった。両センタ

ーについては過去の案件の教訓から、円滑な事業の実施のために研修機会の増加、ま

た効率性の観点から中央集権的な修理機能の確立が検討されたものであり、ニーズに

                                                  
8 海域は沿岸からの距離等で A1 から A4 まで分類されている。分類により主要通信手段が異なっ

ている。それぞれの①沿岸からの距離、②主要通信手段は以下の通り。A1：①約 25 海里、②VHF
（超短波）、A2 ：①約 150 海里、②MF（中波）、A3：①A1, A2 海域を除いた静止型通信衛星の通達

範囲、②HF（短波）、インマルサット、A4：①A1, A2, A3 区域を除いた海域、②HF。 
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合致したものであった。しかしながら、事後評価時点において、3.3.1 および 3.5.1 で

詳述のとおり実施機関の運用規程や予算規程が制約となって活用されていないため、

これらを十分に検討しなかった本事業のアプローチの適切性に一部課題が見られた。

他方、両センターは事業完了後機能していなかったが、後述するように、トレーニン

グ・センターに関しては事業期間中に一定の有効性が発現されており、また、持続性

の観点からも、事後評価時点では相応の維持管理体制が認められ、さらに、両センタ

ーにかけた事業費の割合から判断しても、本事業の目的を大きく損なうものではなか

ったと判断される。 

 

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

に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：②） 

3.2.1 アウトプット 

本事業によるアウトプットの計画と実績を表 1 に示した。また、GMDSS 機材を新

設した 33 局の沿岸無線局の位置を示した地図を図 1 に示した。 

 

 

表 1 事業アウトプットの計画と実績の比較 

  計画 実績 
1．GMDSS 対応通信機器の新設 
1- ① 近 海 エ リ ア

（A2 海域） 
MF/DSC 

ｸﾗｽ*1 設置無線局（全 19 局） 設置無線局（全 22 局） 
1 級 ﾊﾟﾚﾝﾊﾞﾝ （1 局） 3 局追加（ｾﾏﾗﾝ、ｱﾝﾎﾞﾝ、ｼﾞｬﾔ

ﾌﾟﾗ）（4 局）  
2 級 ｻﾊﾞﾝ、ﾃﾙｯｸ･ﾊﾞﾕｰﾙ、ﾊﾞﾝｼﾞ

ｬﾙﾏｼﾝ（3 局） 
計画どおり 

3 級 ｻﾏﾘﾝﾀﾞ、ﾊﾞｳ･ﾊﾞｳ（2 局） 計画どおり 
4 級 ﾀﾊﾟｯｸ･ﾂｱﾝ、ﾅﾂﾅ、ﾊﾟﾝｶﾙ、ﾊﾞ

ﾗﾑ、ﾍﾞﾝｸﾞｸﾙ、ｴﾝﾃﾞ、ﾋﾞﾏ、

ｹﾀﾊﾟﾝ、ｻﾝﾋﾟｯﾄ、ﾎﾟｿ、ﾄﾘ･ﾄﾘ、

ﾂｱﾙ、ｻｳﾑﾗｷ、ｱｶﾞｯﾄ（13 局）

計画どおり*2 

1-② 沿 岸 エ リ ア

（A1 海域） 
VHF/DSC 

ｸﾗｽ 対象無線局（全 33 局） 対象無線局（全 33 局） 
1 級 ﾊﾟﾚﾝﾊﾞﾝ （1 局） 計画どおり 
2 級 ｻﾊﾞﾝ、ﾃﾙｯｸ･ﾊﾞﾕｰﾙ、ﾊﾞﾝｼﾞ

ｬﾙﾏｼﾝ（3 局） 
計画どおり 
 

3 級 ﾀﾝｼﾞｭﾝ･ｳﾊﾞﾝ、ｼﾞｬﾝﾋﾞ、ﾃｶﾞﾙ、

ｻﾏﾘﾝﾀﾞ、ﾊﾞｳ･ﾊﾞｳ（5 局） 
計画どおり 

4 級 ﾀﾊﾟｯｸ･ﾂｱﾝ、ﾙｸｿﾏｳｪ、ｸｱﾗ･ﾀﾝ

ｼﾞｭﾝ、ｸｱﾗ･ｴﾉｯｸ、ﾅﾂﾅ、ﾊﾟﾝｶ

ﾙ、ﾊﾞﾗﾑ、ﾑﾝﾄｯｸ、ﾍﾞﾝｸﾞｸﾙ、

ﾏﾅﾄﾞ、ｶﾘｱﾝｹﾞｯﾄ、ﾒﾈｸﾞ、ﾋﾞﾏ、

ｴﾝﾃﾞ、ﾏｳﾒﾚ、ｹﾀﾊﾟﾝ、ｻﾝﾋﾟｯﾄ、

ｸﾏｲ、ﾊﾞﾂﾘｼﾝ、ﾊﾟﾚ･ﾊﾟﾚ、ﾎﾟｿ、

計画どおり*3 
 
＊ｸｱﾗ･ｴﾉｯｸの場所が電波の関

係で近郊のｸｱﾗ･ﾄｩﾝｶﾙに移設

したため、名称もｸｱﾗ･ﾄｩﾝｶﾙ

に変更した。なお、サービス
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ﾄﾘ･ﾄﾘ、ｻｳﾑﾗｷ、ﾂｱﾙ、ｱｶﾞｯﾂ

（24 局） 
エリアの変更はない。 

2．GMDSS 設置既

設無線局の設備改

良 

1）送受信の分離（ﾃﾙｯｸ･ﾊﾞﾕｰﾙ局とﾍﾞ

ﾉｱ局間） 
計画どおり 

2）ｽﾗﾊﾞﾔ局とﾏｯｶｻﾙ局の環境改善 計画どおり 
3）ﾄﾞｩﾏｲ局とｻﾏﾘﾝﾀﾞ局の VHF 帯のカ

バレッジ改善 
計画どおり。ただし、ｻﾏﾘﾝﾀﾞ

局の設置サイトを変更。 
4）1、2 級局の老朽電源設備の交換（14
局） 

計画どおり 

5）1、2 級局の老朽アンテナの交換（12
局） 

計画どおり 

6）追加工事 ・ドゥマイ局の電波塔の強化

・ｴﾝﾃﾞ局とﾏｳﾒﾚ局の電波塔の

デザインの変更 
・ジャカルタ局 NAVTEX 用の

アンテナの追加購入 
3．国内 NAVTEX*4
業務の開始 

国際 NAVTEX を使用しているｼﾞｬｶﾙ

ﾀ、ﾏｶｯｻﾙ、ｱﾝﾎﾞﾝ、ｼﾞｬﾔﾌﾟﾗの 4 局対象

・対象局については、計画ど

おり。ただし、事業計画後、

IMO より国内 NAVTEX に使

用する周波数の変更が指示さ

れたため、新たに周波数を自

動で変更する機材を追加購入
 

4．AIS の整備 ﾍﾞﾗﾜﾝ、ﾄﾞｩﾏｲ、ｻﾊﾞﾝ、ｼﾞｬｶﾙﾀ（4 局） 4 局実施 
ﾍﾞﾗﾜﾝとｼﾞｬｶﾙﾀの代わりに、ﾙ

ｸｿﾏｳｪ局とﾁﾗﾁｬｯﾌﾟに変更。 
5．総合メンテナン

ス・センターの設

置 

ジャカルタ局内に設置 
1)新設した GMDSS機器のスペアパー

ツの供与 
2)1、2 級局を結ぶスペアパーツの在

庫を管理するウェブベースのデータ

ベースの設置 

計画どおり 

6．トレーニング・

センターの強化 
ジャカルタ局内に設置 
1)無線機器および測定機器の設置 
2)GMDSS シミュレーターの設置 
3)AIS シミュレーターの設置 

計画どおり 

7．対象沿岸無線局

のオペレーター、

技師に対する研修 

1)工場研修（日本）30 人、1 か月 
2) マネジメント研修（日本） 
3)国内研修（45 人、1.5 ヶ月） 
4)総合メンテナンス・センタ―職員向

け研修（5 人、3 週間） 
 

1) 計画どおり 
2）計画どおり（日本の海上保

安庁にて実施）10 人 21 日間

3)、4) ほぼ計画どおり 
・GMDSS オペレーター（延

べ 60 人に対し実施） 
15 人ｘ2 回=30 人 15 日間 
15 人ｘ2 回=30 人 8 日間 
・AIS オペレーター（延べ 10
人に対し実施） 
5 人ｘ2 回=10 人 8 日間 
・技術者対象（総合メンテナ

ンス・センター職員含む） 
10 人ｘ4 回＝40 人、20 日間 
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8．コンサルティン

グサービス 
外国人：132.5 M/M 
インドネシア人：136.5 M/M 
合計： 269 M/M 

外国人：129 M/M 
インドネシア人：158 M/M 
合計：287 M/M 

*1：沿岸無線局は管轄する海域、港湾の重要性およびサービス内容等に応じ、1～4 級に区分される。

1 級局は沿岸無線局に要求される全てのサービスに対応している。 
*2：計画時 4 級局であった 13 無線局は事後評価時点で 3 級局に格上げされている。 
*3：計画時 4 級局のうち、ｸｱﾗ･ｴﾉｯｸ（ｸｱﾗ･ﾄｩﾝｶﾙ）とﾏﾅﾄﾞを除いた 22 局は事後評価時点で 3 級局に

格上げされている。 
*4：NAVTEX：Navigation Telex。航行テレックス。中波を利用して緊急海上安全情報や航行・気象

に関する警報・予報を船舶に伝える文字サービスで、放送は船舶側の NAVTEX 受信機により自動受

信され印刷される。沿岸無線局は 1 日に 6 回（4 時間毎）に情報を流している。 
 
（出所）JICA 提供資料および実施機関への質問票回答・現地調査インタビューに基づき作成 

 

当初計画のアウトプットはほぼ計画どおり実施された。主な追加・変更およびその

理由は以下の通りである。いずれも沿岸無線局の有効性を高めるための追加・変更で

あり、妥当であると判断できる。 

 

＜主な追加・変更点＞ 

 近海エリア用の MF/DSC 機材を 1 級局の 3 局に追加設置。追加の理由は、治安理

由により詳細設計で調査ができなかったため計画に入らなかったが（アンボン局）、

工期中に老朽化による機材の不具合が起こり、スペアパーツがすでに製造中止と

なっていたことから追加新設した（セマラン局、ジャヤプラヤ局）ことによる。

追加は、円高、インドネシアルピー安による為替差益による事業費の余剰金を活

用した。 

 国内 NAVTEX の実施に関して、周波数を自動的に選択できる機材の購入が追加さ

れた。当初既存の国際向け NAVTEX の周波数（518kHz)と同じ周波数を使用する

計画であったが、審査 2 年後、IMO により国内 NAVTEX の周波数を 490kHz に変

更するよう要請があったため必要となった。 

 

コンサルティングサービスについては、予定された業務内容が計画どおり実施され

た。サービス投入量が計画に比べて多くなったのは、上記表 1 にあるとおり追加工事

およびサイトやデザインの変更による調整のためである。また、外国人コンサルタン

トが減り現地コンサルタントが多くなったのは、詳細設計の時に治安上の理由により

外国人の渡航が難しく9現地コンサルタントのみで実施したことによるものであり妥

当な変更であった。 

 

 

                                                  
9 現地調査が実施された 2006 年当時は、インドネシア東部は暴動等による治安上の問題で外国人の

渡航が難しく、日本人の渡航が制限されていた。 
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GMDSS（VHS/DSC）機材（カリアンゲット局） AIS 機材（チラチャップ局） 
 

NAVTEX 送信機（ジャカルタ局） 移設されたスラバヤ送信局 

 

図 1 事業対象図（GMDSS 設置沿岸無線局 33 局） 
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3.2.2 インプット 

3.2.2.1 事業費 

本事業の総事業費は、当初計画では 6,550 百万円（うち円借款部分は 5,567 百万円）

であったのに対し、実際の総事業費は 5,908 百万円（うち円借款部分は 5,382 百万円）

と、計画内に収まっている（計画比 90%）。 

アウトプットを追加したのにもかかわらず事業費が計画内に収まったのは、円高差

益が大きかったことによるものである10。 

 

3.2.2.2 事業期間 

審査時に計画された事業期間は、2004 年 4 月（借款契約調印）～2009 年 11 月（コ

ンサルティングサービス終了）の 67 ヶ月であったが、実際には 2004 年 4 月（借款契

約調印）～2012 年 3 月（コンサルティングサービス終了）の 96 ヶ月と計画を上回っ

た（143%）。 

表 2 は、事業期間の計画と実績の比較を整理したものである。 

 

表 2 事業期間の計画と実績の比較 

項目 計画（審査時） 実績（事後評価時） 
1. コンサルタント選定 
2. コンサルティングサービス 
3. 入札・契約 
4. 機器据付・トレーニング 
 
5. 保証期間 

2004 年 4 月～2005 年 3 月 
2005 年 4 月～2009 年 11 月 
2005 年 4 月～2006 年 12 月

2007 年 2 月～2008 年 11 月
 

2008 年 12 月～2009 年 11 月

2004 年 4 月～2006 年 4 月 
2006 年 8 月～2012 年 3 月 
2007 年 1 月～2009 年 2 月 

2009 年 2 月～2011 年 11 月 
(追加作業は 2011 年 1 月～11 月) 

2011 年 12 月～2012 年 11 月 
合計 2004 年 4 月～2009 年 11 月 

（67 ヶ月） 
2004 年 4 月～2012 年 3 月 

（96 ヶ月） 

（出所）JICA 提供資料および実施機関への質問票回答・現地調査インタビューに基づき作成 
 

事業実施の遅延の主な原因は、以下の通りであった。 

 

 コンサルタント選定において、インドネシア政府の調達規程（大統領令第 80 号）

を下回る応札数であったため、同規程に基づき再度入札参加資格事前審査（P/Q）

を行ったため。また、同規程により、1,000 億ルピア（約 1,000 万ドル）以上のプ

ロジェクトは大臣決裁が必要となり、時間を要した。 

 アウトプットを追加したことによる追加作業の発生。 

 サマリンダ局の設置場所について、当初予定していた設置場所へのアクセス道路

が他開発事業の影響で通行できなくなり、設置場所の変更を余儀なくされた。そ

のため、新たな設置場所の選定に時間がかかった。 

 港湾局所有の土地にあるとされ移設を予定していたエンデ局、マウメレ局につい

                                                  
10 為替レートは計画段階では 1 円＝71.4 インドネシアルピーに対し、実際 1 円＝110 インドネシア

ルピーであり、約 54％円高となった。 
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ては、工期中に発令された条例により土地の所有が明確になり移設の必要性がな

くなったが、既存の土地での通信改善では設計デザインの変更が必要となった。 

 2011 年大臣令改訂の遅れにより、施設建設費等にかかる 2010 年度からの予算繰

り越しの承認が遅れた。 

 

3.2.3 内部収益率（参考数値）：経済的内部収益率（EIRR11） 

人命の金銭的価値の評価は困難であるところ、本事業では算出していない。 

 

以上より、本事業の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。 

 

3.3 有効性12（レーティング：②） 

3.3.1 定量的効果（運用・効果指標） 

（1）GMDSS による沿岸無線局運営時間 

審査時に設定された目標と事後評価時点での実績は、以下のとおりである。実施機

関の規程により GMDSS対応通信機器を整備した沿岸無線局は 24時間運用しなければ

ならないことが義務付けられている。対象無線局は本事業により電源の確保もされて

おり、24 時間稼働する体制が確立されている。実際、実施機関へのインタビューおよ

び対象無線局からの質問票の回答の結果、ほとんどの対象無線局で GMDSS が 24 時間

運用されていることを確認し、目標は達成されていた。しかし、事後評価時点で 33

局中 4 局の GMDSS 機材が落雷等により故障しており、また、ウィルスにより接続し

ているパソコンが使えず GMDSS として十分な機能が果たせていない局もあった13。 

 

表 3 運用指標 

指標名 
基準値*1 

（2004 年）

目標値*1 

完成後 2年
（2011 年）

実績値 
（2012 年）

事業完成

年 

実績値

（2013 年）

事業完成 
1 年後 

実績値*2 

（2014 年）

GMDSS による沿岸

無線局運営時間 
（新設した 33 局） 

N/A 24 時間 24 時間 
ほぼ 24 時

間 
ほぼ 24 時

間 

（出所）*1：事業事前評価表 *2：DGST および対象沿岸無線局への質問票回答および電話回答 
 

（2）SOLAS 条約への対応 

実施機関は JICA 支援による先行事業「沿岸無線整備事業」（第 1 期～第 3 期）と自

                                                  
11 Economic Internal Rate of Return 
12 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。 
13 実査したカリアンゲット局では、2012 年に GMDSS に接続していたパソコンがウィルス感染し、

地域事務所を通じて一度修理に出したが、完璧にウィルスが取れず、結局事後評価時点まで使用で

きない状況であった。 
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国予算により沿岸無線局に GMDSS を整備してきたが、SOLAS 条約にはまだ完全に対

応しきれていなかった。インドネシア政府は IMO に対し、84 局に GMDSS を整備す

るとした GMDSS 計画を提出している。本事業で 33 局を新設したことで、合計で 70

局が整備された。従って、本事業は、GMDSS がカバーするインドネシアの海域を拡

大させ、インドネシアの SOLAS 条約への対応にも貢献したと言える。なお、IMO と

の規程制定後、新しい港湾も新設されたことより、実施機関によると領海全体に

GMDSS を整備するには新たに 19 局に GMDSS を設置することが必要とされている。

これらの整備は 2016 年までに自国予算により実施する予定となっている。 

 

 （3）トレーニング・センターの有効性 

 オペレーターおよび修理のための技師を育成するため、GMDSS および AIS シミュ

レーターを導入し、トレーニング・センターが強化された。表 1 に示したとおり、対

象無線局のオペレーターおよび技師に対しては、本事業の中で研修が実施された。 

 

 
図 2 事業中に実施した研修の評価（回答者 25 人） 

 

研修を受講したオペレーターや技師に対する、研修の全体的な評価に関する質問14

では、図 2 に示したとおり、回答 25 人中 23 人（92％）が研修に対し肯定的な回答を

しており、満足度は高かった。満足した理由は、研修で「GMDSS や AIS 機材の使い

方が理解できた」、「修理や部品交換が必要な時に何をしたら良いのかが理解できた」

などの回答が多かった。研修により GMDSS や AIS の理解度が増したかという質問に

は、ほぼ全員が「増した」と回答している。また、25 人中 20 人がシミュレーターを

使った研修が有効であったと回答しており、本事業中に実施した研修の有効性が確認

された。この研修は、本事業でシミュレーターを設置して強化したトレーニング・セ

ンターを活用しての研修であり、受講者のニーズに合致した実践的な研修となり、

GMDSS/AIS のオペレーション、維持管理に大変有効であったと言える。実施機関お

よび現地調査で訪問した沿岸無線局へのインタビューからも、本事業の研修により機

                                                  
14 研修生約 110 人質問票を配布したが、回収できたのは 25 人であった。25 人の内訳は、技師 7 人、

オペレーター8 人、沿岸無線局長、DGST 職員等マネジメント職 10 人。 

(出所）受益者調査結果
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材の運用には特段問題がないことが確認された。更に、受講者は研修後に所属無線局

の同僚に運用方法を教えており、知見が共有されていた。 

 しかし、実施機関およびトレーニング・センターがあるジャカルタ局にインタビュ

ーで確認したところ、2011 年に 後に実施した研修以降、事後評価時点で、トレーニ

ング・センターは一度も活用されていなかった。上記のとおり、事業実施中のトレー

ニング・センターの有効性は高いが、事後評価時点では供与した研修機材の有効性は

発揮されていなかった。（理由は後記持続性の「運営・維持管理の体制」参照。） 

 

（4）総合メンテナンス・センターの有効性 

総合メンテナンス・センターは、各沿岸無線局からの修理依頼や技術的アドバイス

の提供など、メンテナンスの中核となることが想定された。また、第 1、2 級局間をウ

ェブベースで結び、スペアパーツの在庫等管理するなど、実践的で効率的なメンテナ

ンス体制を構築することを目的として設立された。上記「アウトプット」で示したと

おり、ジャカルタ局内に設立し、本事業で供与した GMDSS 機材用のスペアパーツ、

各種測定器などメンテナンスに必要な機材が設置された。更に、1、2 級間にコンピュ

ーターネットワークが形成された。しかしながら、実施機関およびトレーニング・セ

ンターがあるジャカルタ局へのインタビュー調査、および設置されたスラバヤ局（1

級局）への視察で確認したところ、事業実施中、事後評価時点ともに審査時に想定し

たメンテナンス・センターの役割は果たされておらず、メンテナンス・センターとし

ての効果の発現はなかった。（理由は後記持続性の「運営・維持管理の体制」参照。） 

 

トレーニング・センター 
（GMDSS シミュレーター） 

トレーニング・センター 
（AIS シミュレーター） 

メンテナンス・センターに配

備された測定器等 

 

3.3.2 定性的効果 

事業による効果とインパクトを図るため、GMDSS、AIS、NAVTEX 等を搭載し、

沿岸無線局のサービスを利用している船舶の船長、航海士等海運事業者延べ 87 人に

対して受益者調査を行った15。 

                                                  
15 受益者調査は、GMDSS の利用者として、スラバヤ港、カリアンゲット港、パリンバン港の GMDSS
設置船舶業者 49 人、また、NAVTEX 利用者として、ジャカルタ港の人船舶業者 38 人、合計 87 人

から聞き取りを行った。内訳は、船長 13 人（14.9%）、無線技士 44 人（50.6％）、一等航海士 5 人（5.8％）

二等航海士 22 人（25.3%）、その他 3 人（3.4%）であった。船舶種類は、貨物船が 81 人（93.1％）、
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航海の安全が増した

毎日の天候情報へのアクセスがよくなった

気象警報（台風やサイクロンなどの緊急情

報）へのアクセスが増えた

情報の正確さが増した

緊急遭難信号を早く出せるようになった

（回答数全87名）

（1）受益者の満足度 

GMDSS、AIS、NAVTEX を利用している海運事業者を対象とし、本事業による沿岸

無線局の改善に対する満足度調査では、下記図 3 のとおり、回答者の 28％（24 人）が

「非常に満足」、70％（61 人）が「満足」、2 人が「ある程度」と回答しており、「あま

り満足していない」、「満足していない」と回答した人はいなかった。従って、回答者

全員が沿岸無線局のサービスが改善したことに満足しており、本事業が受益者のニー

ズに応えていることが伺える。 

 

（2）インドネシア海域を航行する船舶にかかる人命・財産の安全確保 

 受益者調査の結果、図 4 に示したとおり、GMDSS/NAVTEX の導入による変化につ

いては、「航海の安全が増した」と回答する人が 87 人中 75 人（86.2％）と多かった。

実際、船舶の無線オペレーターへインタビューしたところ、「GMDSS が沿岸無線局に

導入されたことで安心感が増した」、「通常のコミュニケーションは所属会社とするが、

緊急時には沿岸無線局が対応してくれると思うと安心する」との回答もあり、緊急の

際の手段があることで精神的安心感をもたらしている。 

なお、GMDSS は地上波で沿岸無線局に通達され、連絡を受けた沿岸無線局が国家

捜索救難庁（BASARNAS）や港湾局へ連絡し救助活動を行うが、衛星通信の場合は直

接 BASARNAS へ連絡している。実際に船舶が遭難信号を出すケースでは、地上波と

通信衛星とで海上安全や遭難救助活動が補完的に担保されるようになっており、本事

業により GMDSS による地上波のカバー範囲が増え、船舶にとっては総合的な安全性

が向上したと言える。 

これらの結果から、本事業が航行する船舶の人命・財産の安全確保に寄与している

ことが伺える。 

 

 （出所）受益者調査結果 

図 3 受益者の本事業に対する満足度

（出所）受益者調査結果 

図 4 GMDSS/NAVTEX 導入による変化 

（複数回答） 

                                                                                                                                                  
旅客船 6 人（6.9％）、また路線は国際路線が 30 人（34.5％）、国内路線が 57 人（65.5％）であった。 

非常に

満足

28%

満足
70%

ある程度
2%

あまり満

足してい

ない

0%
満足して

いない

0%
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＜GMDSS により効果があった具体例＞ 

 2012 年にジャカルタ沖でロロ船（フェリー）が火災になった際、ジャカルタ無線

局が GMDSS の警報を受け、素早く BASARNAS および港湾局に連絡したため、

迅速な救助活動に繋げることができた。 

 カリアンゲット港に停泊中のロロ船の船長によると、カリアンゲット無線局により

近くに損傷した船がいるという情報を流してくれたおかげで、損傷した船を避けて

航海することができたことがあるとのこと。これは、カリアンゲット無線局が損傷

した船から GMDSS によりその情報を得て、近くの船舶に航行情報を流したもので

あり、GMDSS の効果を現した例である。 

 スラバヤ－サンピット－バツリシン間を航海中に貨物船がハイジャックされた際、

GMDSS を通じて沿岸無線局と近隣船舶に緊急連絡をし、迅速に救助された。 

 損傷した船舶を小さな船舶が牽引している様子を、たまたま近くを走行していた

GMDSS を搭載した船舶が発見し、沿岸無線局に警報を鳴らし情報を伝えた。

GMDSS 警報を受けた沿岸無線局は、港湾局や BASARNAS など関係機関に救助を

依頼するとともに、近くを航行する船舶に危険情報を出し安全の確保を行った。 

 

（受益者調査の際の関係者へのインタビュー結果より）

カリアンゲット無線局 GMDSS 搭載の貨物船（スラバヤ港） 
 

 

3.4 インパクト 

3.4.1 インパクトの発現状況 

3.4.1.1 海運ビジネスの振興 

インドネシアの港湾における旅客数、貨物取扱量、入港船舶数の推移を表 4 に示し

た。旅客数は、2009 年から 2013 年まで安定して 1,600 万人前後であった。一方、貨

物取扱量や入港船舶数は年々増加傾向であり、全般的にインドネシアの海運ビジネス

は活発化している。 
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表 4 インドネシアの港湾における旅客数、貨物取扱量、入港船舶数 

   年 2009 2010 2011 2012 2013

旅客数 （千人） 15,620 15,548 17,441 17,620 16,127

貨物取扱量 （千 TEU*） 9,260 10,530 11,693 13,295 13,527

入港船舶数 （隻） 250,244 259,197 280,408 268,686 272,780

注：TEUS：Twenty-foot Equivalent Unit （20 フィートコンテナ換算） 

（出所）DGST 統計資料 

 

海運ビジネス振興についての受益者調査の結果は表 5 のとおりである。 

 

表 5 海運ビジネス振興への影響 

質問項目 回答結果（サンプル数 87 人） 
(a)事業完成後、沿岸無線局の

サービスにより、あなたのビ

ジネスは向上しましたか？ 

1．非常に向上した   13 人（14.9%） 
2．向上した      58 人（66.8%） 
3．関係はない      7 人（ 8.0%） 
4．わからない      9 人（10.3%） 

(b)沿岸無線局のサービスの

中で何が一番あなたのビジ

ネスの向上に関係していま

すか？（自由意見） 

 新の天候情報や航海情報により、いつ出発・到着するか

正確な計画が立てられるようになり、ビジネスに有益であ

る（28 人、32.2%） 
 沿岸無線局の情報により、安全な航海ができビジネスチャ

ンスも増えた（旅客も安心する）（13 人、14.9%） 
 正確な情報提供により安全性が増した（11 人、12.6%） 
 沿岸無線局とのコミュニケーションが良くなった（4 人、

4.6%） 
 他船舶とのコミュニケーションも増え情報交換できるよ

うになった（3 人、3.4%） 

（出所）受益者調査結果 

 

事業完成後、沿岸無線局のサービスによりビジネスが向上したと回答した船舶業者

は、「非常に向上した」と「向上した」を合わせると 81.7％（71 人）と高かった。ビ

ジネスの向上の理由は、沿岸無線局から 新の天候情報や航海情報が入ることにより、

いつ出発し、いつ荷卸しすべきかなど正確な計画が立てられるようになり、効率的な

運行ができるようになったと回答する船舶業者が 32.2％（28 人）いた。その他、沿岸

無線局の情報により安全な航海を行うことができ、顧客へのアピールとなったと回答

する船舶業者（14.9％、13 人）、航海に関する情報が正確になり安全性が増したと回

答する船舶業者（12.6％、11 人）等がいた。沿岸無線局や他船舶とのコミュニケーシ

ョンの円滑化を挙げる人もいた。 

海運ビジネスの向上は沿岸無線局のサービス以外にも要因はあるが、以上より、本

事業による沿岸無線局の設備の改善は、サービスの向上をもたらし、海運ビジネスの

向上に一定程度貢献していると考えられる。 
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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 

本事業の EIA 取得はインドネシアの法令に基づき必要とされていなかった。実施機

関に確認したところ、本事業による自然環境へのインパクトは工期中および事後評価

時点でも発現していない。 

 

3.4.2.2 住民移転・用地取得 

本事業では、スラバヤ、マカッサル、べノア、マナド、クパン、クアラ・エノック

（クアラ・トゥンカル）、サマリンダ局の移設のため用地取得が必要であったが、住民

移転は発生していない。用地取得に関しては、インドネシアの「土地収用法」に基づ

き規程の手順に従って実施されていた。サイトにより多少の遅れは生じたが、特段問

題は発生していない。 

 

以上より、トレーニング・センターおよび総合メンテナンス・センターの活用がさ

れていない点が確認されたが、本事業の実施により一定の効果の発現が見られ、有効

性・インパクトは中程度である。 

 

3.5 持続性（レーティング：②） 

3.5.1 運営・維持管理の体制 

海運総局航海局が管轄している沿岸無線局は事後評価時点で 154 局あり、それぞれ

の沿岸無線局の運営・維持管理は、全国に 25 ある地方管轄区ごとに、海運総局航海局

によって行われている。沿岸無線局に関連する職員数は表 6 のとおりであり、合計で

約 1,300 人が全国に配置されている。 

 

表 6 沿岸無線局に関連する職員数 

職種 人数 

本部職員 23 

沿岸無線局長 154 

オペレーター 966 

メンテナンス技師 151 

合計 1294 人 

（出所）DGST 航海局 

 

海運総局航海局では、2005 年に無線局の等級による職種に準じた「標準職員数」を

定めている。しかし、実際は、個々の無線局の状況を加味し、それぞれの「理想の職

員数」を別途定めている。理想の職員数と現状を比較すると、1 級局など上級局の職
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員数は充足しているが、ほとんどの下級無線局で「理想の職員数」に達していない無

線局が多い。特に 4 級局でその傾向が強く、オペレーターは配置されているが、技師

がいない無線局が多い。例として、カリアンゲット局（3 級局）とサバン局（2 級）の

標準職員数、理想の職員数、そして現状の職員数を表 7、8 に示した。 

 

表 7 カリアンゲット局の職員数         表 8 サバン局の職員数 

職種＊ 標準 理想 実際  職種＊ 標準 理想 実際 
SRE I 

1 0 0 
 SRE I 

7 
4 

(総務) 
2 

（総務）

SRE II 6 2（総務） 1  SRE II 10   
ORU 22 12 2  ORU 17 25 19 
TTP I 0 

5 

0  TTP I 1 17 4 
TTP II 1 0  TTP II 2   
TTP III 2 0  TTP III 7   
Montir 3 1  Montir 8   
合計 35 19 4  合計 52 46 25 
＊注：SRE：電子・無線技士（I：電子工学のディプロマ 3 年以上、II：電子工学のディプロマ 2 年

以上）、ORU：一般無線オペレーター（ディプロマ 1 年以上）、TTP：無線技士（I：エンジニアリン

グのディプロマ 3 年以上、II：エンジニアリングのディプロマ 2 年以上、III：エンジニアリングの

ディプロマ 1 年以上）、Montir：無線技師補助（職業訓練校卒業以上（高卒以上）） 
（出所）“Manual for Marine Telecommunication”, January, 2005, DGST 

 

 

GMDSS 設置局は 24 時間の運用が義務付けられており、そのためには、オペレータ

ーを 4 つのグループで 3 交代制（1 グループはスタンバイ）にすることが想定されて

いるが、カリアンゲット局のように 4 人しか職員がいない無線局もある。しかし、ほ

とんどの地方局では、無線局のそばに宿舎があるため、限られた人数の中でも 24 時間

運営を実施し、緊急時には対応できる体制が確保されていた。 

人員不足の理由の一つには 2009 年よりインドネシア政府全体で予算縮小のため職

員採用のモラトリアムを実施し、新規採用を基本的に凍結していることが挙げられる。

離職・退職により人員の補充がなされる場合もあるがすべてが補充されているわけで

はない。通常の運用に大きな支障は来していないが、全体的に沿岸無線局の人員は不

足している。 

一方、上述したとおりトレーニング・センターおよび総合メンテナンス・センター

が活用されていないのは、運輸省内の運用規程、予算配分といった組織面の問題によ

るところ大きい。両センターは、事業完了後、ジャカルタ無線局を管轄するタンジュ

ンプリオク地方事務所の「資産」として登録された。「運営・維持管理の財務」の項で

後述するが、各沿岸無線局の予算は 25 の地方事務所に配賦されているため、タンジュ

ンプリオク地方事務所が管轄外の沿岸無線局職員の研修実施や修理を行う責任権限や

予算がないため、タンジュンプリオク地方事務所としては何もできないでいた16。 

                                                  
16 事業期間中の研修では、センターは正式にタンジュンプリオク地方事務所に資産として移管され



 

19 
 

トレーニング・センターにおける研修については、実施機関である DGST 航海局お

よび地方事務所には研修を自ら実施するマンデートはなく、研修講師ができる職員も

いない。資産として保有するタンジュンプリオク地方事務所の予算は、管轄する沿岸

無線局のみの予算であるため、本事業が目的とした GMDSS や AIS を新設した沿岸無

線局の職員は対象外となる。そのため、事業完了後の活用はされていなかった。一方、

運輸省には研修・教育のマンデートを持った人材開発センターがあり、沿岸無線局の

職員の研修も一部実施している17。GMDSS や AIS のシミュレーターは効果的な研修機

材であり、人材開発センターからの研修講師の派遣や研修費用について当初より協議

していれば、事業後にも有効な活用が可能であったと考えられる。 

総合メンテナンス・センターは、ジャカルタでメンテナンスの集中管理を念頭に設

置されたものであるが、所属するタンジュンプリオク地方事務所に修理ができる技術

者や予算も割り当てられておらず、管轄以外の無線局の機材を修理するというマンデ

ートもないため、活用できないという問題があった。なお、上述のようにトレーニン

グ・センターおよび総合メンテナンス・センターではその運用方法にそれぞれ問題が

見受けられたが、事後評価時点で今後のそれぞれのセンターのあり方および有効活用

法について関係者間で議論が始まっており、改善傾向は見られた。 

以上より、人員の面では第 1 期～第 3 期の先行事業でも課題とされてきたとおり、

職員数は引き続き不足傾向にあり、特に 3，4 級局で懸念が残る。しかしながら、沿岸

無線局を 24 時間運営するのに 低限の確保はできていることは確認した。一方、トレ

ーニング・センターや総合メンテナンス・センターが組織面の課題から活用されてい

ないことが判明したが、GMDSS や AIS を運用する基本的な技術は備わっており、ま

たメンテナンスに関しても一定の体制があることから、本事業を実施する体制を大き

く損なうものではないことを確認した。 

 

3.5.2 運営・維持管理の技術 

 職員はそれぞれの職種に必要な標準の技術レベルを有している。本事業により供与

した GMDSS、AIS 機材に関しては、事業期間中に対象無線局の職員に研修を実施し

ており、供与した機材を運用する技術に大きな問題はない。「有効性」で上述したとお

り、シミュレーターを使った研修は非常に効果的であった。また、マニュアル類は各

無線局に常備されており、必要に応じ参照されている。 

しかし、事業中に実施した研修受講人数は各無線局 2-3 人であり、他職員への技術

の移転はこれら研修受講生からの OJT （On-the-Job Training）のみである。沿岸無線

                                                                                                                                                  
ておらず、本事業内で費用および講師（施工業者）が研修を実施。 
17 運輸省人材開発センター（Human Resources Development of Sea Transportation Center: HRDSTC）

は、インドネシアにある船員教育・研修を行っている官民全ての海事教育、学校、研修機関の技術

レベルの監視および許認可権限を持っておいる。HRDSTC 下の政府系の海事教育・研修機関は 10
機関あるが、そのうちの BPPTL は特に政府職員向けとなっており、沿岸無線局職員も受講すること

ができる。 
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局のオペレーターや技師への人材育成は、運輸省下の教育施設または大学や民間機関

などにアウトソーシングして短期の研修が実施されているが、DGST の予算や他ドナ

ーからの支援次第であり、研修を受講できる人数は限られている。2013 年の実績では

オペレーターおよび技師に対し各 30 人程度の短期研修を行ったが18、オペレーターだ

けでも全国で 966 人おり、研修機会は非常に限られている。また、ほとんどの研修は

理論的なものが多く、現地調査で行った無線局へのインタビューでは実践的な研修を

要望する声が多かった。その他、技師は日常の簡単なメンテナンスのみが中心となっ

ており、修理の技術や 新の技術を向上する機会は非常に限られていた。 

トレーニング・センターおよび総合メンテナンス・センターの運営・維持管理につ

いては、施設は活用されていなかったが、機材のメンテナンスに関してはジャカルタ

無線局の技師により定期的に行われており、機材は活用できるようになっていた。 

 以上より、職員の技術レベルは、事後評価時点の実際の運営維持管理には問題がな

いレベルである。ただし、研修機会が限られている中、今後の技術移転には本事業で

整備したトレーニング・センターを活用することが有効であり、改善の余地がある。 

 

3.5.3 運営・維持管理の財務 

沿岸無線局の運営維持管理予算は、DGST 航海局予算から 25 の地方事務所に配賦さ

れ、管轄する沿岸無線局の運営・維持管理費を管理している。従って、個々の沿岸無

線局はメンテナンスの問題があれば地方事務所に予算を要請している。沿岸無線局向

けの予算として 25 地方事務所に配分された予算の推移を図 5 に示す19。「日常維持管

理費」は、小規模な修理やスペアパーツの購入、「開発資金」は、物品購入や施設整備

などの費用となっており、その年に設備投資など必要な事務所のみに配分されている。 

 

                                                  
18 実施機関によると、2013 年度は、オペレーター30 人（民間研修機関に委託）、技師 25 人（イン

ドネシア州立大学に委託）、その他豪州支援で海上交通（VTS）センター向け研修（一部 AIS の研修

あり）があった。 
19 審査時には、2000 年より徴収される灯台税が維持管理費の財源の一部となることが想定されてい

たが、2010 年より灯台税や公衆通信料金等はすべて一度国庫に入り、運輸省予算として交付される

こととなった。そのため、当初維持管理費として期待していた灯台税による財源は必ずしも確保さ

れていない。 
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図 5 沿岸無線局の運営・維持管理費の推移（2011－2015） 

備考：1,000 ルピア＝約 10 円（2014 年 12 月レート） 

 

2011 年から 2014 年の予算実績をみると、年々増加傾向にあるが、増加の要因は主

に「開発資金」の増加である。維持管理予算も増加はしているが 2013 年から 2014 年

の増加は約 10％程度に留まっている。 

実施機関および現地訪問した沿岸無線局へのインタビューからは、現状の日常の維

持管理費で無線局を運営するのに大きな支障はないことが確認された。しかし、現状

の維持管理予算では小規模な修理にしか対応できないため、足りない場合は開発資金

から一部流用するなどで対応している。予算配賦自体は遅滞なく航海局から地方事務

所に行われているが、予算を超えた修理費等が発生した場合、タイムリーな支出がで

きず、年を跨いで要請しなければならない。訪問した沿岸無線局からも「必要な修理

費やスペアパーツのタイムリーな予算確保が難しい」という回答があった。 

以上より、本事業の運営・維持管理予算（財務面）にはやや懸念があると判断され

る。 

 

3.5.4 運営・維持管理の状況 

GMDSS 機材については、設置対象無線局全てからの質問票の回答は得られなかっ

たが、可能な範囲で電話インタビューも実施したところ、4 局以外で問題なく運用さ

れていた。AIS および NAVTEX 機材についてはそれぞれの対象 4 局すべてで問題なく

運用されていた。 

事後評価時点で GMDSS 機材に問題があった 4 局のうち 3 局は落雷による損傷であ

り、1日のうち 12時間程度しか稼働できなくなっている機材もあった。エンデ局は 2014

2011 2012 2013 2014 2015*

日常維持管理費 16,755 19,582 19,944 22,104 51,803

開発資金 22,370 14,372 79,612 154,473 199,301

合計 39,125 33,954 99,556 176,577 251,104

0

50,000

100,000
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200,000

250,000

300,000

日常維持管理費 開発資金 合計

（100万ルピア）

*2015年は予算

（出所）DGST航海局
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年 12 月に落雷により損傷したと 近のものであったが、パレ・パレ局は 2014 年 1 月、

テガル局に至っては 2011 年 11 月より修理されていない状況であった。また、残りの

カリアンゲット局では、GMDSS 機材に付属したコンピューターが 2012 年よりウィル

ス感染により使えなくなり、GMDSS としての役割を十分に発揮できないなどの問題

も見受けられた。GMDSS は海上交通の安全に資するところ、実施機関は地域事務所

を通じた各沿岸無線局の状況に関するモニタリングを強化し、重要性・緊急性に鑑み

必要な場合は予算をつけて早急に対応をすることが望まれる。 

 

以上より、本事業の体制、技術および財務状況に軽度な問題があり、本事業によっ

て発現した効果の持続性は中程度である。 

 

4．結論及び提言・教訓 

4.1 結論 

本事業は、海上におけるインドネシアの対象沿岸無線局に海上における遭難および

安全に関する世界的な制度である GMDSS 設備（33 局）や AIS 設備（4 局）等を設置

することにより、SOLAS 条約に対応し、また海上航行の安全の確保および海難事故へ

の迅速な対応を図ることを目的とした事業である。 

本事業の実施は、インドネシア政府の開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十

分合致しており、妥当性は高い。GMDSS を新設した沿岸無線局の運営時間を 24 時間

にするという運用・効果指標は、ほとんどの無線局で実施されており、目標値に達し

ている。また、本事業により GMDSS の海上通信網が拡大し、本事業は、SOLAS 条約

の対応というインドネシアの義務履行に貢献した。受益者調査では、航海の安全性の

向上、天候や航行情報のアクセスの向上、遭難緊急時の対応の迅速化といった本事業

の効果が実感されていることが確認された。また、本事業が沿岸無線局のサービスを

向上させ、海運ビジネスの振興に貢献しているというインパクトも見られた。しかし、

本事業で整備した沿岸無線局職員のトレーニング・センターと総合メンテナンス・セ

ンターは事業完了後活用されておらず、両センターの有効性は限定的である。従って、

本事業の有効性・インパクトは中程度である。事業費は計画内に収まったが、事業期

間が計画を上回ったため、効率性は中程度である。運営・維持管理については、重大

な問題は見られないものの、上記両センターの運用、人員体制、技術に改善の余地が

あり、本事業によって発現した効果の持続性は中程度である。 

以上より、本事業は一部課題があると評価される。 

 

 4.2 提言 

4.2.1 実施機関への提言 

・ トレーニング・センターの活性化を通じた実践的な研修の機会の拡大 

トレーニング・センターに供与した GMDSS および AIS シミュレーターは研修効果
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も高く、実践的な研修というニーズが高い研修ができる機材である。事後評価時点で

実施機関と運輸省人材開発センターとの間で機材の運用について協議が始まっている

が、本事業で供与した機材を有効活用する方策を早急に検討することが望まれる。ま

た、今後のトレーニング・センターの運用については、研修予算の費用負担、研修内

容、認証の授与など具体的な運用方法まで関係者間で協議し合意する必要がある。 

 

・ 総合メンテナンス・センターに供与した機材の有効活用 

想定した総合メンテナンス・センターとしての役割は人員・技術の問題等で望めな

いところ、供与した機材やスペアパーツを有効活用させる方策を立てる必要がある。

現在機材を所有しているタンジュンプリオク地方事務所と本部航海局等関係者間で引

き続き協議し、本事業で対象とした沿岸無線局に裨益するような措置を講じることが

望まれる。実際、落雷等で GMDSS 機材が損傷している無線局もあり、このような無

線局にスペアパーツ等が優先的に供与できるような運用方法、予算措置等を考慮する

必要がある。 

 

・ 補修が必要な GMDSS 機材の早期対応およびモニタリングの徹底 

事後評価時点では 4 局の GMDSS 機材が損傷していることが判明した。 近損傷し

た機材もあるが、2 年以上も損傷したままのものもあった。GMDSS の重要性に鑑み、

機材の状況に関し、地域事務所を通じたモニタリングを更に徹底するとともに、損傷

した GMDSS 設備については早期に補修することが望まれる。 

 

4.2.2 JICA への提言 

特になし。 

 

4.3 教訓 

 供与機材の事業後の運用上の規程、予算、マンデートの明確化 

 インドネシア運輸省では、省内の部局が独立しており、供与した機材は部局や地方

事務所ごとの資産として登録される。そのため、同じ省内であっても他の部局への所

有権の移転や共用管理が制度上容易にできない仕組みになっている。本事業では、研

修を実施するマンデート、体制、予算がない実施機関に研修機材が投入されたため、

事業完了後の活用がなされなかった。また、メンテナンス機材についても、所有権が

一つの地域事務所になっているため、管轄外の沿岸無線局への機材の供与もできない

状況になっていた。従って、機材を供与する場合は、省内の運営規程やどの部局が維

持管理のマンデートや予算を持っているのか、事前に十分に精査し、関係機関と協議

した上で、事業スコープの決定およびアプローチを決定・合意する必要がある。 
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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）GMDSS 対応通信機器の設置  
1. 近海エリア（A2海域）MF/DSC
対象無線局：19局  

2. 沿岸エリア（A1海域）VHF/DSC 
対象無線局：33局  

2）GMDSS 設置既設無線局の設備

改良  
 1. 送受信の分離（ﾃﾙｯｸﾊﾞﾕｰﾙとﾍﾞ

ﾉｱ局間）  
 2. ｽﾗﾊﾞﾔ局とﾏｶｯｻﾙ局の環境改善  
 3. ﾄﾞｩﾏｲ局とｻﾏﾘﾝﾀﾞ局の VHF 帯

カバレッジ改善  
 4. 1,2級局の老朽電源設備の交換

（全14局）  
 5. 1,2級局の老朽アンテナの交換

（全12局）  
6. 追加工事  

 
 
3）国内 NAVTEX 業務の開始（ｼﾞｬ

ｶﾙﾀ、ﾏｶｯｻﾙ、ｱﾝﾎﾞﾝ、ｼﾞｬﾔﾌﾟﾗの4局）

4）AIS の整備（ﾍﾞﾗﾜﾝ、ﾄﾞｩﾏｲ、ｻﾊﾞ

ﾝ、ｼﾞｬｶﾙﾀの4局）  
5）総合ﾒﾝﾃﾅﾝｽ･ｾﾝﾀｰの設置  
6）ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ･ｾﾝﾀｰの強化  
7）対象無線局のｵﾍﾟﾚｰﾀｰ、技師に対

する研修の実施  
8）コンサルティングサービス  

a) 詳細設計 
b) 入札補助 
c) 工場検査 
d) 施工監理 
e) メンテナンス支援・ 終検査 
f) 技術移転および人材育成等 

1）GMDSS 対応通信機器の設置  
1. 近海エリア（A2海域）MF/DSC
対象無線局：22局  

2. 沿岸エリア（A1海域）VHF/DSC 
対象無線局：計画どおり  

2）GMDSS 設置既設無線局の設備

改良  
 1.計画どおり  
 

2.計画どおり  
3.計画どおり（ｻﾏﾘﾝﾀﾞ局の設置ｻｲﾄ

変更）  
4.計画に追加し、3,4級局の老朽電

源設備も交換（全41局）  
5.計画どおり  
6.ﾄﾞｩﾏｲ局の電波塔の強化、ｴﾝﾃﾞ局

とﾏｳﾒﾚ局の電波塔のﾃﾞｻﾞｲﾝの変更、

ｼﾞｬｶﾙﾀ局 NAVTEX 用ｱﾝﾃﾅの追加購

入  
3）計画どおり  
 
4）対象2局変更（ﾙｸｿﾏｳｪ、ﾁﾗﾁｬｯﾌﾟ、

ﾄﾞｩﾏｲ、ｻﾊﾞﾝ）  
5）計画どおり  
6）計画どおり  
7）計画どおり  
 
8）コンサルティングサービス  
予定された業務内容は計画どおり

実施された。  
 
 

②期間  
 

2004年4月～2009年11月  
（67ヶ月）  

2004年4月～2012年3月  
（96ヶ月）  

③事業費  
  外貨  
  内貨  
 
  合計   
  うち円借款分  
  換算レート  

 
4,342百万円  
2,208百万円  

（157,714百万ルピー）  
6,550百万円  
5,568百万円  

1ルピー＝0.014円  
（2003年10月時点）  

 
5,371百万円  

532百万円  
（59,072百万ルピー）  

5,908百万円  
5,382百万円  

1ルピー＝0.009円  
 

 

以 上  


