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1. 成長するインドネシア

わが国の経済成長を推し進めるに当たり、
大規模な国内市場、豊富な資源を持ち、順調
に経済成長を続けるインドネシアの存在は看
過し難い。

インドネシアの人口は現在約2.3億人に上
り、世界第4位、ASEAN域内40％を占める
人口を擁する。かつ、2004年以降、インド
ネシアの実質GDP成長率は、個人消費や投
資の内需により、毎年5％以上で堅調に推移
している。

また、わが国は、石炭・天然ガス等の資源
をインドネシアから多く輸入しており、今後
の安定的な資源確保のためには同国からの輸
入は欠かせない。

2011年にはASEAN議長国も務める予定
となっており、ASEANの中でもプレゼンス
を増すインドネシアであるが、わが国は、イ
ンドネシアとの間で現在、「インドネシア経
済回廊（IEDC）構想」と「首都圏投資促進
特別地域（MPA）構想」実現のための政策
対話を進めているところである。本稿では、
これらの政策対話が狙いとするところにつ
いて、インドネシアの経済インフラ開発への
わが国企業の参画という観点から以下詳説
したい。

2. インドネシアにおけるインフラニーズ

インドネシアには、その市場規模や安価な
労働力を求め、ジャカルタ首都圏を中心に、
自動車・二輪車・関連産業の部品、繊維、食
品等、既に多数のわが国企業が進出している。
一方、これらの企業が現地で活動するに当た
り、必要なインフラが今後ますます不足して
くることが懸念される。例えば、電力、上下
水道、港湾等の整備は急務である。2011年2
月7日、アルミダ国会開発庁長官は、「今後7
－8％の経済成長を続け、2025年には先進国
入りを目指す。そのため、年間1,500億ドル
のインフラ投資が必要。うち1,000億ドルは
海外からの調達を期待」と述べた旨報じられ
ている。

これらのインフラの整備は、すなわちわが
国のインフラサプライヤーにとっての商機で
ある。例えば、電力であれば、豊かな石炭埋
蔵量や地熱発電のポテンシャルを有するイン
ドネシアへは、わが国が国際競争力を持つ超
臨界・超々臨界圧の石炭火力発電、地熱発電
の導入が見込まれる。その他の分野において
も、鉄道、上下水道、港湾、空港、道路など
の分野において、わが国企業の事業参画の可
能性は広がっている。

他方、インドネシア政府は、こうした経済
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インフラ整備において、できるだけ民間資金
を活用していこうとする方針であり、いわゆ
るPPP（Public Private Partnership） 方 式
の導入を進めつつあるが、これは、わが国企
業にとって、EPCコントラクターのみなら
ず、スポンサーとして事業に参画する機会が
広がっているものと考えられる。

欧州諸国のみならず中国韓国等がインドネ
シアへのインフラ輸出、事業参画を積極的に
進めている中、わが国としても、インフラ整
備計画策定の初期、例えば規格・方式の選定
といった段階から積極的に提案を行い、イン
ドネシア側と共に制度設計、案件形成を図っ
ていくことが重要である。

3. 「インドネシア経済回廊（IEDC）」開発構想

このように、インドネシアへのインフラ
輸出への期待が高まる中、2010年1月、イン
ドネシアのハッタ・ラジャサ経済調整大臣
と直嶋正行経済産業大臣（当時）との間で、
インドネシア経済回廊（IEDC：Indonesia 
Economic Development Corridor）プロジェ

クトの実現について協力を進めていくことを
確認し、日インドネシアの経済関係に、新た
な一歩を踏み出した。

インドネシア経済回廊とは、産業とインフ
ラの包括的な開発を目指すものである。成長
著しいインドネシアにおいて、開発計画の早
期の段階から、日本のインフラユーザー企
業、サプライヤー企業の関心を計画に反映さ
せながら開発を進め、一方、インドネシアに
とっても海外投資家のニーズを反映させ、よ
り効率的な方法でインドネシアに投資を呼び
込むことで、日・インドネシア双方にとって
WIN－WINの関係を築くことが本構想の目
的である。

インドネシア経済回廊構想においては、イ
ンドネシア国土を大きく6つの回廊に分け、
①東スマトラ・北西ジャワ②北ジャワ③カリ
マンタン④西スラウェシ⑤東ジャワ・バリ・
東ヌサトゥンガラ⑥パプアそれぞれの回廊に
つき、今後発達させるべき重点産業分野を特
定し、産業発展のために必要なインフラを整
備するものである（図参照）。現在、①東ス

図　IEDCの6つの経済回廊と重点分野

⑥パプア

▶重点産業：パーム油、ゴム、石炭
▶必要インフラ：港湾、鉄道・道路、発電所

▶重点産業：食品、繊維、輸送機械
▶必要インフラ：港湾、鉄道・道路、発電所

▶重点産業：石油・天然ガス、パーム油、石炭
▶必要インフラ：河川港、鉄道、産業用道路

▶重点産業：農業、漁業、ニッケル鉱業
▶必要インフラ：農業用水、港湾、電力

▶重点産業：鉱業、農業
▶必要インフラ：灌漑、港湾、発電所、送配電

▶重点産業：観光、食品、農業、畜産
▶必要インフラ：空港、港湾、道路、発電所
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マトラ・北西ジャワ②北ジャワについてはマ
スタープランが完成しており、「実行」の段
階に入っている。また、2010年度中に、残
りの4つの回廊についてもマスタープランが
完成予定である。

現在、回廊別のマスタープランの策定に次
いで、産業別・分野別に18の行動計画が策
定中であり、今後は、マスタープラン、行動
計画に沿って、具体的なプロジェクトの実施
段階に入っていくこととなっている。政府と
しては、インドネシア政府との政策対話を通
じて、回廊間のコネクティビティ強化のため
のインフラ整備の在り方等を議論しつつ、高
効率石炭火力・地熱発電、二国間オフセッ
ト、スマートコミュニティ等のコンセプトを
共有・推進していくことが課題となる。

4.  「首都圏投資促進特別地域（MPA）」開発

構想

さらに、2010年12月バリにおいて、ユド
ヨノ大統領臨席の下、前原外務大臣、中山経
済産業政務官とハッタ経済担当調整大臣ほ
か関係閣僚との間で、「首都圏投資促進特別
地 域（MPA：Metropolitan Priority Area）」
についての協力覚書が調印された。上述した
IEDCがインドネシア全土における開発に係
る構想であるのに対し、MPAは、わが国企
業の関心およびニーズの高いジャカルタ首都
圏をハイライトして、インフラ開発整備を進
めようとするものであり、両国政府間で、関
係閣僚からなる運営委員会を設置するととも
に、JICAの協力により、マスタープランを
策定することが合意されている。

MPAは、ジャカルタ首都圏（ジャカルタ、

ボゴール、デポック、タンゲラン、ブカシ）
において、2020－30年を視野に入れたイン
フラ整備を目指すものであり、①港湾、②工
業団地、③公共交通、④道路、⑤空港、⑥上
下水道、⑦廃棄物処理、⑧洪水管理、⑨電力
を対象分野としている。従来JICAで実施し
てきたマスタープランとは異なり、インドネ
シア政府との間で個別プロジェクトを特定し
つつ、PPP方式による事業参画、民間資金の
活用の提案にまで踏み込もうというものであ
り、日本にとって新たな取り組みである。イ
ンドネシアにおけるインフラ事業について、
政策対話を通じて具体的な事業提案を行うと
ともに、JBIC、NEXI、JICAによるサポー
トを得つつ、スポンサーとして参画しようと
するわが国企業を支援する体制が構築されつ
つある。

2011年3月には第1回運営委員会が開催さ
れる予定であり、2011年度初めには、マス
タープラン策定作業も開始される見通しであ
るところ、できるだけ多くのわが国企業が、
こうした枠組みを積極的に活用し、インドネ
シアにおけるインフラ事業に参画していくこ
とを期待したい。

5. 電力分野における協力　

インドネシアの急増する電力需要および
環境問題への対応に当たり、IEDCにおいて
は、電力ワーキンググループを設置し、今後
開発のポテンシャルが高い地熱および石炭
火力の分野で日インドネシア両国協力の深
化を図る。

地熱開発については、すでに円借款による
協力が実施されているところであるが、イン
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ドネシアの電力開発計画に沿って、民間事業
者の参入促進、民間資金の活用を進めていく
こととされているが、蒸気の有無を確認す
る試掘段階のリスクが高いことがネックと
なっている。試掘リスクを低減させるため、
JICAやJBICと連携しつつ、地熱開発リスク
緩和のための資金スキームの構築を検討中で
ある。

また、石炭火力分野については、石炭産出
国であるインドネシアで、相当規模の石炭火
力発電の導入が計画されている中、環境対
策・温暖化対策の観点から、より環境負荷が
低く、効率の高い発電方式の推進が不可欠で
ある。わが国の有する高効率発電や石炭ガス
化技術等を含むクリーンコールテクノロジー
の導入・普及に向けた包括的技術サポートの
設計を行う予定である。

なお、電力インフラ整備に当たっては、よ
り効率的な開発を目指すため、インドネシア
の電力開発の全体的な計画を俯
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めることが重要であり、港、道路、送電線と
いった周辺インフラとの一体的開発が必要で
ある。

6. 二国間オフセットメカニズムの活用

二国間オフセットメカニズムとは、二国間
の国際約束に基づいて、低炭素技術や製品に
よる海外での排出削減を評価し、削減量（ク
レジット）として認定・活用する新たな仕組
みであり、わが国の高効率発電、再生可能エ
ネルギー、省エネルギー設備の海外展開を側
面的に支援するものとなる。現在、インドネ
シア二国間オフセットメカニズムの正式協議
開始に向け、事務レベルで協議が行われてい

るが、経済産業省では、モデルプロジェクト
のFSへの支援を行い、案件形成を促進して
いるところである。　

7.スマートコミュニティ・イニシアティブ

スマートコミュニティ・イニシアティブと
は、2010年8月、日ASEAN経済大臣会合で
わが国が提唱したものである。インドネシア
においては、地熱をはじめとする新・再生可
能エネルギー推進は喫緊の課題であり、今後
再生可能エネルギーの大量導入や需要制御の
観点で次世代のエネルギーインフラとして関
心が高まっているスマートグリッドおよび
サービスまでを含めた社会システム（スマー
トコミュニティ）の構築に向け具体的案件形
成を図っていく予定である。

8. おわりに

以上、インドネシアにおける経済インフラ
整備へのわが国企業の参画促進という観点
から、日本政府の取り組みについて紹介し
た。アジアの強力な経済成長をいかにわが国
の成長に取り込んでいくかが課題である。イ
ンドネシアの膨大なインフラニーズをビジネ
スチャンスとして捉え、わが国企業が積極的
に事業に参画するとともに、JBIC、NEXI、
JICA等制度金融は支援体制を拡充してリス
ク・シェアを行い、政府は、政策対話やトッ
プセールスで後押ししていく体制が整ってき
ている。

2011年、インドネシアはASEAN議長国で
あり、ハイレベルの要人往来も見込まれてい
る。こうした機会を捉え、具体的なプロジェク
トを進めることができればと考えている。 JF
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