
2013年12月 

第4回運営委員会 

ジャカルタ首都圏投資促進特別地域（MPA） 
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MPA戦略計画および進捗モニタリングの経緯 

MPA 委員会 
2011 2012 2013 

3 … 6 7 8 9 … 1 … 4 … 7 … 10 … 5 … 10 11 12 

運営委員会 (S/C)                                         
第1回S/C (早期実施事業の承認)                                        

第2回 S/C (ビジョン2030の承認)                                         

第3回 S/C (MPA戦略計画の承認)                                         

第4回 S/C (MPA対象事業の進捗と更なる促進策の承認)                                         

 技術委員会 (T/C)                                         
第1回T/C (Kick-off)                                       

第2回T/C (ｲﾝｾﾌﾟｼｮﾝﾚﾎﾟｰﾄ)                                       

第3回T/C (ビジョン2030/優先事業リスト)                                         

第4回T/C (ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ2020/早期実施事業の進捗)                                       

第5回T/C (優先事業リスト)                                        

第6回T/C (成果品の最終化)                                          

第7回T/C（FTPs/PPsの進捗確認と加速化）                                       

第8回T/C (FGs/PPsの加速化・新たな取り組み)                                       

FGs/FTPs/PPsの進捗モニタリングと実施促進                                         
       Note:  FGs: フラッグシップ事業、FTPs: 早期実施事業、PPs：優先事業 

本日 

第3回S/Cまでの進捗 

第3回S/Cまでの進捗 
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 技術委員会からの報告 

（MPA戦略計画概要） 

I. 主要20事業の進捗状況 

II. 新しいイニシアティブ 
（ジャカルターバンドン高速鉄道事業、 
MPAサポートファシリティ） 

III. 今後の展望 
(技術委員会の提言) 



JABODETABEK MPA Development Vision 2030 
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 MPA戦略計画概要 

ジャワ・スマトラ経済回廊に 
おけるハブ及び結節点 

MP3EIで策定された６つの経済回廊 

MP3EIで策定されたGDP成長目標 

MP3EIへのMPAの寄与 



MPA戦略計画概要 
 2030年のMPA開発ビジョン 

環境に優しい開発 
•低炭素 

•省エネルギー 

生活の質の向上 
•クリーン 

•安全 

•スマート 

成長 
•包含的発展 

•バランス 

•高付加価値 

開発基本理念 

A. 豊かな都市環境の創造 

B. 新しいサブ成長回廊の形成 

C. 多極型ゲートウェーの開発 

D. 低炭素エネルギーの開発 

到達目標 
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ジャカルタ 

ｹﾞｰﾄｳｪｰ  
（既存） 

ｹﾞｰﾄｳｪｰ 

（提案） 

西 

南 

東 

北 
ｹﾞｰﾄｳｪｰ 

(既存） 

タンゲラン 

南タンゲラン 

デポック 

ボゴール 

ブカシ 

ﾀﾝｼﾞｭﾝﾌﾟﾘｵｸ港 

ｽｶﾙﾉﾊｯﾀ国
際空港 

カラワン 

新チラマヤ 

国際港 

ｹﾞｰﾄｳｪｰ 

（提案） 

一極集中構造から多極分散型構造都市への転換 

出典：ビジョン2030（第2回運営委員会において承認） 



1 チラマヤ新国際港整備・アクセス道路整備 (FTP) 

2 ジャカルタ都市高速鉄道(MRT) 南北線 I, II, 東西線 (FTP) 

3 スカルノ・ハッタ国際空港拡張(FTP) 

4 ジャカルタ下水道整備 

5 アカデミック・リサーチ・クラスターの開発 

6 北カリバル改修及び拡張（タンジュン・プリオク港） 

7 スマートコミュニティ（東ジャカルタ工業団地パイロットプロジェクト） 

8 ジャカルタ首都圏鉄道輸送能力増強＋第2フェーズ 

9 ジャカルタ首都圏道路ネットワーク改善  

10 ジャカルタ東部工業地域道路ネットワーク 

11 スカルノ・ハッタ国際空港アクセス鉄道建設 

12 ジャカルタ首都圏水供給 

13 西ジャワ廃棄物複合処理施設建設  

14 プルイット排水機場改修 

15 ジャワ＝スマトラ連系送電線計画 

16 インドラマユ石炭火力発電計画 

17 バンテン石炭火力発電所 

18 ガス火力発電所及び浮動式貯蔵設備開発 

19 ラジャマンダラ水力発電計画 

20 中部ジャワ石炭火力発電計画 6 

フラッグ
シップ 
事業 

早期実施
事業 

  フラッグシップ事業と早期実施事業 (主要 20 事業) 
MPA戦略計画概要 



 

実施段階 
実施済み事業数 実施済み事業 

第3回SC 第4回SC 第3回SC 第3回SC以降の進捗 

F/S調査 
（Pre-F/S
調査 ） 

 
 

16 17 (FG) (FTP) チラマヤ新国際港整備 

(FG) (FTP) ジャカルタ都市MRT 
(FTP) 北カリバル港改修及び拡張 

(FTP) スマートコミュニティー 

(FTP) 首都圏鉄道輸送能力増強 

(FTP) 首都圏道路ネットワーク改善 

(FTP) 工業地域道路ネットワーク 
(FTP) ジャカルタ首都圏水供給 

(FTP) 西ジャワ廃棄物複合処理施設 

(FTP) プルイット排水機場改修 

(FTP) ジャワ＝スマトラ連系送電線 

(FTP) インドラマユ石炭火力発電 

(FTP) バンテン石炭火力発電 

(FTP) ガス火力発電/浮動式貯蔵設備 

(FTP) ラジャマンダラ水力発電 

(FTP) 中部ジャワ石炭火力発電 

+ (FG)  ジャカルタ下水道整備 
   

資金調達 
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(FG) (FTP)ジャカルタ都市MRT南北線Ｉ(Ｉ)  

(FTP) 北カリバル港改修及び拡張 

(FTP) プルイット排水機場改修 

(FTP) ジャワ＝スマトラ連系送電線 

+ (FTP) スマートコミュニティー 
+ (FG) ジャカルタ下水道整備 
            (エンジニアリング・サー
ビス) 
+(FTP) 首都圏鉄道輸送能力増強 

着工 
2 4 

 
(FTP) 北カリバル港改修及び拡張 

(FTP) プルイット排水機場改修 

+(FG) (FTP)  
    ジャカルタ都市MRT南北線Ｉ(Ｉ) 
+(FTP) スマートコミュニティー 
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I. 主要20事業の状況 

進展あり 

1. 第3回SC以降の進捗 

進展あり 

進展あり 



2. 主な進捗概要 
(1) F/S (Pre-F/S) 調査実施済み 
• ジャカルタ下水道整備 
• 早期実施事業2案件についてF/S調査実施中 (アカデミック・リサーチ・クラスター、スカルノ・ハッタ国際空港アクセ

ス鉄道建設（Express Line)) 

 総額1,130億円について、日本のODAにより資金手当済。 
 以下の3事業で新規の資金アレンジ済み： 
• スマートコミュニティー (NEDO実証事業) 
• ジャカルタ下水道整備(エンジニアリング・サービス)、首都圏鉄道輸送能力増強 (2013年10月に日本政府により
円借款の供与をプレッジ済み)  

 以下の事業に係る総額約1,430億円の円借款事前要請を、インドネシア国政府より日本国政府に
提出済み。円借款正式要請が必要： 

• ジャカルタ都市MRT南北線 I (II)、 ジャカルタ都市MRT東西線(エンジニアリング・サービス)、  
  ジャワ＝スマトラ連系送電線(II)、 チラマヤ新国際港整備(エンジニアリング・サービス) 

(2) 資金調達済み 

• チラマヤ新国際港整備： エンジニアリング・サービスに係る円借款事前要請を日本国政府に提出済み 
• ジャカルタ都市MRT N-S I (I)： 着工済み 
• スカルノ・ハッタ国際空港拡張： ターミナルのみ着工済み 
• ジャカルタ下水道整備：エンジニアリング・サービスに係る円借款について日本国政府がプレッジ済み 
• アカデミック・リサーチ・クラスター：F/S調査実施中（2014年初めに完了予定） 

フラッグシップ事業 
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ジャカルタ都市
MRT南北線 I (I) 

プルイット排水機場 北カリバル港 

• ジャカルタ都市MRT南北線 I (I) 
• 北カリバル港改修及び拡張 
• スマートコミュニティー 
• プルイット排水機場改修 

(3) 着工済み 



Kampung Bandan St. 

南北線（N-S）第2フェーズ 

（合計 8.1ｋｍ） 

Bundaran HI St. 

南北線（N-S）第1フェーズ 

（合計 15.7km） 

Lebak Bulus St. 

(1) 南北線(N-S)の進捗 

► 第1フェーズ（ルバックブルス－ブンダラン HI） 
• 地下区間：着工済み 

• 高架区間：施工に向け準備中 

• 車両及び電気機械システム（E&M）パッケージ：入札中 

►第2フェーズ（ブンダラン HI－カンプン・バンダン） 
• 第1フェーズの資金を活用したエンジニアリング・サービスの
実施につきイ国政府内で協議中 

(2) 東西線（E-S)の進捗 

• 南北線（N-S）： 
第1フェーズの残り区間の建設資金に係る  
円借款正式要請 

Blue Book掲載（第2フェーズ本体工事） 
• 東西線（E-W）： 
第1フェーズのエンジニアリング・サービス 

に係る円借款正式要請 

Blue Book掲載（本体工事分） 

(3) 今後の加速化に向けた課題 

• エンジニアリング・サービスのスコープにつ
いて合意済み 

• エンジニアリング・サービスに係る円借款
事前要請 イ国政府より提出済み 

3. ジャカルタ都市高速鉄道(MRT)の進捗 

MRT着工式 (2013年10月、 Dukuh Atas） 

フラッグシップ事業 
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東西線（E-W） 第1フェーズ（合計 31.6 km） 

第1ステージ (合計 20.0 km） 

Kalideres St. 

Ujung Menteng St. 

Cempaka 

Baru St. 

第2ステージ（合計11.6km） 

（備考: 東西線（E-W）は、上記の第1期（ジャカルタ特別州） 
及び第2期（西ジャワ州およびバンテン州）より構成される） 
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(5) 今後の展開 

4.チラマヤ新国際港整備 

► 港の位置およびアクセス道路ルートの選定等の
課題について調整を行う 

►エンジニアリング・サービスのための円借款正式
要請を行う 

ジャカルタ首都圏東部の工業団地群 

タンジュンプリオク港 

(2) インドネシア経済へのインパクト 

► マスタープラン   完了 

► F/S調査     完了。現在、補足調査実施中 

► エンジニアリング・サービス円借款事前要請  

  イ国政府より提出済み（2013年4月） 

増え続ける貨物取扱需要・道路交通需要に対応
するため、チラマヤ港の早急な開業が求められる 

► 輸出能力の強化 

► 外国投資の促進 (4) MPA物流ネットワークへの寄与 

 港への輸送時間の短縮  

 ターミナルの容量・処理能力の向上  

 競争による港湾サービスの向上 

(1) 進捗 

(3) 多極型港湾開発の利点 

► 「工業団地関係企業に対する魅力向上」 
 輸送時間の短縮、港湾サービスの向上 

 

► 「道路交通状況の改善」 
 ジャカルタに流入する交通量の削減 

 

► 「容量不足リスクの軽減」 

 工事完工リスクの軽減、アクシデント（船の事
故、洪水等）の際の対応能力向上 

アクセス道路 

チラマヤ新国際港 

フラッグシップ事業 
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1.  ジャワ高速鉄道（ジャカルタ―バンドン）F/S調査  

第1フェーズ 
1. 基本技術・設計分析： 
          -需要予測 
          -代替案分析（新幹線の基本仕様含む）、 
    -線形計画 
2. 事前準備分析： 
         -事業費積算 
         -経済・財務分析 
         -資金調達計画 
         -環境社会配慮 

II. 新たな取り組み 

(1) 仕様 第2フェーズ 
1. 詳細技術・設計分析： 
2. 詳細分析:  
   -事業費積算 
   -事業実施計画および運営維持計画 
   -資金調達計画 
   -経済・財務分析 
   -環境社会配慮 
 

     

(2) スケジュール 

第1フェーズ：2014年1月～2015年4月 
第2フェーズ：2015年～2016年（暫定） 

(3) イ国政府によるアクション（第1フェーズ終了時まで） 

-F/S調査に係るプロジェクトマネージメントユニットの設立（第1フェーズ開始前） 

-「線形」「基本仕様」の確認（第1フェーズ中間時点） 
-実施機関の決定（国営企業の設立又は任命含む） 
-環境社会配慮のための資金確保とスケジュールの確認 
-資本調達計画の確認 
-エンジニアリング・サービスに係る円借款要請に向けたBlue Bookの更新（必要に応じて） 
-エンジニアリング・サービスに係る円借款正式要請の提出 



(2) 支援内容 

(a) インフラ政策・制度に係る改善支援 
(b) Pre-F/S調査及びPDF（案件形成） 

-Pre-F/S調査およびPDFの実施による
MPA(+MP3EI)インフラ事業の形成促進 
   Pre-F/S調査: PPP事業 およびNon-PPP事業 
   PDF:  PPP事業のみ 

-第一期候補事業 
     PDF: チラマヤ新国際港整備 
        ジャカルタ下水道整備 

(c)  ボトルネック解消支援 

インフラ政策の改善、案件形成・実施のた
めに必要な専門的アドバイスを行い、 MPA
（+MP3EI）インフラ事業の実現を支援する 

(3) スケジュール (1) 目的 

<MPAサポートファシリティの対象> 
（＊太枠内のサービスをMPAサポートファシリティが担う） 

PPP事業              Non-PPP事業 

(1) Pre-F/S 調査 

      

  (1) Pre-F/S調査 

      （F/S 調査を含む
ケース有） 

(2) PDF（案件形成）     

(3) 事業者選定・契約締
結支援業務 

(融資契約締結まで) 

  (2) 融資契約締結 

  又は自己資金調達 

(4) F/S調査、着工   (3) コンサルティング
サービス、着工 

► 2013年12月（MPA第4回SC）：政府間合意 
► 2014年6月：専門家派遣開始 
（参考） “連結性強化開発政策借款” (円借款, 金額：2億US
ドル、E/N 締結日：2013年11月29日) 

II. 新たなイニシアティブ 
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2. MPAサポートファシリティ 



1.ジャカルタ都市MRT南北線の着工をはじめ主
要プロジェクトが目に見えて進展している。 

2.総額約1,130億円について日本のODAにより
資金手当済。総額約1,430億円の円借款事前
要請を日本側に提出済。 

3.日・イ両国がチラマヤ新国際港湾開発事業の
早期形成のために協力を強化している。  

4.日本側がジャカルタ―バンドン高速鉄道F/S調
査の開始に向けコミットメントしている。 

5. MPAサポートファシリティの制度設計に向けた
努力が行われている。 
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III. 今後の展望 

  運営委員会への報告 （成果） 



1. 2020年迄の完工を目指して主要プロジェクト
の実施の更なる加速化を図ること。 

2.主要プロジェクトを途切れなくスムーズに実施
するために迅速な資金調達を行うこと。 

3.チラマヤ新国際港の2020年開港に向け、必要
な準備および事業の実施を促進すること。 
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  運営委員会への提言 



4. バンカブルな事業形成に向け、MPAサポートファ
シリティの立ち上げに同意すること。 

5. PPP事業推進に係る効果的な政策・制度の実現
に向けた協議を緊密に行うこと。 

6. ジャカルタ―バンドン高速鉄道事業において、イ
ンドネシア政府側の体制整備を行いつつ、F/S調
査の実施監理を行うこと。 

7. MPA事業の進捗管理のために、MPA運営委員会
及び技術委員会の定期的な開催を継続すること。 
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  運営委員会への提言 


