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マレーシア・タイ間に鉄道計画 
 
 

 

 

インドネシアの首都ジャカルタを地方都市に移転させる議論が本格化している。今月 4日、同国の

国家開発企画庁（バぺナス）のバンバン長官が首都機能移転に関する報告書をジョコ・ウィドド大統

領に提出したことを明らかにしたからだ。同長官は「今年か 2019年に中央政府の機能移転に関わる

活動を始める」とし、「カリマンタン島」を候補地として挙げている。同島への移転は同開発企画庁が主

導する。ただ、これまで何度も首都移転は提起されてきたが、立ち消えとなっている。現在、ジャカルタは

一極集中で激しい交通渋滞や大気汚染などで巨額の経済損失を産み出しており、都市化によるさま

ざまな弊害で限界を超えている。首都機能移転は「待ったなし」の状況にあるのは間違いないようだ。

 

 

 

 

 

国営アンタラ通信によると、首都機能移転はジャカルタ

の一極集中を改め、大統領府や省庁などの行政機能を

地方に移すという計画だ。首都圏と地方の経済格差を

なくす目的もあり、移転先はカリマンタン島（州）中部に

位置するパランカラヤが有力候補として浮上している。同

島西部のポンティアナック、東部のサマリンダも候補地とし

て上がっているが、洪水などの災害に遭いにくい中部のパ

ランカラヤが「首都として最適」としている。ただ、中央銀

行や金融監督庁（OJK）などの移転は未定だという。 

ジャカルタ新聞（昨年 7月 3日付）によると、バンバ

ン長官は、ジョコ大統領と首都移転計画について会談。

移転に向けた調査を昨年 12月末までに完了させると伝

えている。同長官は、また「大統領から徹底的に調査を

行うよう指示があった」と述べ、「インドネシアを象徴する理

想の都市を選ぶよう指示された」と現地メディアは報じて

いる。さらに同長官は 2018年以降に中央政府の機能

移転にとりかかると言明しており、移転に向けた調査を本

格化させる方針だ。移転には莫大な費用が見込まれる

が、民間資金を活用した PPP（官民連携）で資金を

調達する考えも示している。現地紙は「2019年までに

調査を完了させる」と報じ、米国メディア CNN インドネシ

アは「首都パランカラヤの調査を 2年後までに完了させ

る」と伝えている。 

ジャカルタの地方移転は、これまで何度も提起されて

は、立ち消えとなった。日本の国土交通省が昨年 3月に

策定した「首都機能移転に関する海外事例分析調査

報告書」にも取り上げられている。首都機能移転は、政

治的な道具にもされてきており、今回もそのような見方を

するジャカルタ市民は少なくなく、洪水、交通渋滞、大気

汚染、人口過密などの問題が深刻化すると、かならず首

都移転が取り上げられてきたという。 

アジア経済新聞 
２０１８年１月 15 日（月） Vol.２  発行日 毎週月曜日（週刊） 

インドネシア 首都移転へ 
候補地にカリマンタン島 国家開発企画庁主導 

移転に民間資金活用

PPPで資金を調達 
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候補地に挙がっているカリマンタン島のパランカラヤ。

同島中部カリマンタン州の州都で、初代スカルノ大統領

が新設した州都として知られている。ジャカルタに代わる

インドネシアの首都として、その機能を移転させる計画も

あった。このためインドネシアを象徴する建物が多く造ら

れている。 

              ◆◆◆ 

首都機能の移転先は西カリマンタン州（州都ポンティア

ナック）、中部カリマンタン州（同パランカラヤ）、東カリ

マンタン州（同サマリンダ）―の３州が候補として挙げ

られているが、パランカラヤは、内陸部に位置するため洪

水などの自然災害が少ないことや、周囲の豊富な天然

資源にも考慮に入れて有力候補として評価は高い。 

              ◆◆◆ 

パランカラヤ市のウェブサイトによると、面積は 2,678平

方㌔㍍。ジャカルタ特別州の約４倍。人口は同州の約

40分の 1 に当たる約 26万人と小規模だが、自然災

害が起きにくい立地が評価されている。初代スカルノ大

統領が将来の首都にする、と発言したことも大きい。 

交通渋滞といえば、バンコクが有名だが、世界 78都

市を対象に交通渋滞事情を英国車両潤滑油メーカ

ー「カストロール」が調査した結果、ワースト 1 に輝い

たのがジャカルタだった。自動車とオートバイで、激しい

渋滞を起こしており、その渋滞は遥か後方まで延びて

いる。（写真） 

           ◆◆◆ 

ジャカルタは、1台の車が 1㌔当たり平均で１年間に

３万 3,240回のストップ＆ゴー（停止・始動）を行

っていて、車だけでなく、大量のバイクの存在が渋滞に

拍車をかけている。交通システムの整備がされていな

いことが渋滞の原因だといわれているが、その経済損

失は年間 4,000億円ともいわれ、ガソリンの排気ガ

スによる大気汚染や温暖化が目に見えて進んでおり、

首都移転は現実となるのか注目されている。 
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首都機能移転を主導する国家開発企画庁は現

在、選定都市の基準づくりに取り組んでいる。今

後は土地の状況や新首都開発に必要な資金の財源

などを検討していく方針だ。財源は官民連携によ

る民間資金やノウハウを活用した PPP で資金を

調達する考えが示されている。 

インドネシアでは、2011 年から「PPP ネット

ワーク機能強化プロジェクト」を実施しており、

JICA も PPP 形成のために制度づくりから支援し

てきている。同企画庁は、インフラ計画などで民

間企業の参入を仰ぐ方針で、新首都開発にノウハ

ウと実績がある日本企業の参入に期待している。 

 ジャカルタは、オランダ植民地時代から首都と

しての役割を果たしてきた。1945 年から独立戦

争の間には軍事的な理由で首都が移転したことが

あったが、1949 年の独立後はジャカルタが首都

に復帰した。独立後、今日までジャカルタは政治

経済の中心として発展を続け、現在は人口 3,000 

万人の東南アジア最大のメガシティだ。ジャワ島

は国土面積の７％を占めるに過ぎないが、人口は

60％を超える約１億人が集中している。地震や

火山噴火など災害に対して脆弱であるため、新首

都はカリマンタン島などジャワ島以外に建設すべ

きとの意見が根強くあるのは事実のようだ。 

首都移転論は、歴代政権が議論してきた。第 1

候補に上がっているパランカラヤ市は、スカルノ

初代大統領が主導し、1957 年に建設された人工

都市で、当時から首都移転構想があった。ユドノ

ヨ前大統領もジャカルタの渋滞解決策としてパラ

ンカラヤ市や西ジャワ州ジョゴルへの首都機能移

転を検討していたが、実現に至らなかった。 

         ◆ 

日本の国土交通省が策定した「首都機能移転に

関する海外事例分析調査報告書」によると、現状

ではインドネシアの中間開発計画（2015～2019

年）、長期開発計画（2005～2025 年）、国土

空間計画（2008～2028 年）のいずれにも言及

されておらず、首都機能移転を実行するには「大

統領の決断とともに（上記）3 つの計画の修正が

必要になる」としている。 
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ノウハウ、実績ある 

日本企業の参入に期待 
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―――エジプト・中国・ロシア・イラン・アルゼンチンも首都移転計画 

国土交通省の「首都機能移転に関する海外事例分析調査報告書」によると、インドネシアのほかにエジプト、中

国、ロシア、イラン、アルゼンチンの５カ国が新たな首都機能移転計画・構想がある。エジプトは首都カイロ郊外に新

しい行政機能を建設。中国は北京郊外の地方行政機能を移転。ロシアはモスクワの拡大と政府機関を移転。イラ
ンとアルゼンチンは具体化のメドが立っていない。これら国々の共通する点は、人口と経済の一極集中でメガシティ化
する中で、交通渋滞や大気汚染による都市機能不全が深刻な状態になっている。 

           ◆◆◆ 
エジプトのシシ大統領は、2015年 3月、首都カイロ 

近郊に新たな都市を建設し、行政機能を移すと発表。 
計画によれば、新都市はカイロの東約 45㎞、紅海との 
中間の砂漠地帯に位置し、最終的には約 700㌔平方 

㍍、500万人が暮らす近未来都市（写真）を誕生さ 
せるという。 
 新都市は 21 の居住地区、25 の「目的」地区を有し、 
中心部には高層ビルやモニュメントを配し、ニューヨークの 
セントラルパークの 2倍の広さを持つ公園、人口湖、教育 
施設 2,000、病院 663、モスク 1,250、90㌔平方㍍ 
の太陽エネルギーファームを併設しスマートシティ化目指す。 
 

 
 

 



 ASIAN ECONOMIC NEWS 4       
 

アジア開発銀行（ADB）は、

カンボジアの４つの都市におけ

る水供給と衛生サービスを改善

させるため、5,000 万ドルの融

資を行うことをこのほど発表し

た。この融資には日本の環境省

も協力している。環境省は導入

コスト高からアジア開発銀行の

プロジェクトで採択が進んでい

ない先進的な低炭素技術がプロ

ジェクトで採用されるべく、

ADB に設立した 2 国間クレジ 

 

 

 

 

ット制度（JCM）日本基金に資金を拠出していた。当該技術の追加

コストを軽減することで、アジアの途上国における先進的な低炭素

技術の普及拡大に貢献するとともに、JCM でのクレジット化を目指

していた。この活動が進められた結果、新たに JCM 日本基金を活

用した第 2 号案件として、カンボジアのバッタンバンにおける先進

的な省エネ型排水処理プラントのプジェクトが承認されることにな

った。導入される技術は、先進的な省エネ型排水処理システムとな

り、想定される排出削減量は約 6,000CO₂/年となる。今後も環境

省と ADB は、カンボジアと連携し、本プロジェクトの JCM プロジ

ェクト登録に向けた手続きを進めていく予定だ。 

―――――――――――

 

 

 

アジア開発銀行（ADB）は 12日、東南アジア最大の湖で多くの水上生

活者暮らすトンレサップの道路網整備や地方の水供給と衛生、小規模農家

を支援するため、カンボジア政府と 3件のプロジェクトローン契約を締結した。

借款契約には、カンボジアの経済財務大臣 Aun Pornmoniroth とカンボジ

アの ADB カントリーディレクターSamiuela Tukuafu が署名した。 

                ◆◆◆ 

道路ネットワーク改善プロジェクトは、メコン川の東岸に位置するプレイベン、

シェムリアップ、スヴァイリエンの 3州の道路延長 147㎞を改善する。このプロ

ジェクトは運輸部門の効率性、安全性、災害時の耐性を向上させるための全

国的な取り組みを支援し、運営・維持管理計画の改善を通じて道路資産の

管理を改善する公共事業省の能力をさらに強化する。 

地方の給水・衛生プロジェクトは、都市の水供給と衛生サービスの拡大と改

善を支援し、バタンバン市、カンポンチャム市、シェムリアップ市、シアヌークビル

市の 20万 9,000人以上の人々に利益をもたらす。これには、水および廃

水処理プラント、配管された水接続と下水管路の建設が含まれる。ADB から

の 5,000万ドルの融資は、日本政府が資金を提供するジョイント・クレジッ

ト・メカニズムのためのジャパン・ファンドなどのローン協調融資と、欧州連合

（EU）のアジア投資ファシリティからの助成金。同政府は 1,054万ドルを拠

出するとしている。 

トンレサップの貧困削減や小規模

開発プロジェクトのために ADB の追

加融資はさらに、農業の生産性を

向上させ、バンテイメンチェイ、コンポ

ンチャム、コンポントム、シェムリアッ

プ、トボンクムン州の中小規模農家

の利益のためにトンレサップ川流域の

経済を多様化させる。 

追加資金には、地域社会のニー

ズを反映し、生産性の低い、バリュー

チェーンの弱い、気候変動に対する

高い脆弱性の問題に取り組む開発

イニシアチブも含まれる。 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

ADB 5,000万ドル融資へ  環境省も協力 

カンボジア 4都市 水供給と衛生サービス改善

へ 

道路網整備等３件プロジェクトローン 

ADB とカンボジア政府 契約締結 

 

多くの水上生活者が暮らすトンレサップ 
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アジア開発銀行（ADB）は、フィリピン政府が道路ネットワークを強化し、2000万人規模の第 2

位の島であるミンダナオ島で経済発展を促進させる。ADBの島しょう地域における最大のインフラ投資

であるミンダナオ・ロードセクター・プロジェクトは、ミンダナオの国道と橋の約 280km を改善することを目

指している。 

 

 

 

このプロジェクトは、16年ぶりに

ADB が承認した初めてのミンダナオ

特有の融資でもあり、舗道の高層

化、斜面保護の強化、排水の改善

など、気候変動の影響をより効果的

に処理するのに役立つ。さらに、ミン

ダナオの 300km の国道の詳細設

計に資金を援助し、他のプロジェクト

を通じて建設される。 

公共事業局と高速道路局は、ミ

ンダナオとその他の国の輸送部門に

おける長期計画、財政責任、人材

管理を改善するのに役立つとしてい

る。総プロジェクト費用は、5億

3,300万ドルと見積もられている。

フィリピン政府が 1万 2,3０0万ド

ルを拠出する。 

ADB東南アジア部門の主任輸

送専門家、ジェフリー・ミラー氏は「ミ

ンダナオの道路整備は、アグリビジネ

ス、エコツーリズム、物流などの分野

における経済的機会の発展を支援

し、市場、雇用、教育、保健施設へ

のアクセスを改善する」と語る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミンダナオの道路網は全国平均よ

り発達が遅れており、70％しか道路

舗装がされていないのに対し、ルソン

島では 82％、ヴィサヤでは 89％。

自然資源が豊かににもかかわらず、

ミンダナオ島は、フィリピンの 3 つの島

の中でも、紛争や経済成長の低迷

のため、最も高い貧困率 32％を示

している。 

ドゥテルテ大統領の 10項目の社

会経済的アジェンダの中心である「ビ

ルド、ビルド、ビルド」プログラムは、公

共投資を増やし、インフラ整備を加

速させることを目指している。インフラ

に対する政府支出は、2017年の

5.3％目標から 2022年には国内

総生産（GDP）の 7.4％に達する

と予想されている。 

 

 

ADBは、これまでフィリピン政府に

対し、洗練された公共事業の実施・

管理を包括的に支援してきた。この

プロジェクトは、フィリピンの他の地域

と経済的、物理的にも島を結びつ

け、ミンダナオの経済発展、貧困の

削減、持続的な成長を達成するた

めフィリピン政府の努力を支援するも

ので、ASEAN地域の他の国々にも

恩恵を受けるとしている。 

 

 

 

 

 

ADB フィリピン・ミンダナオ国道・橋

280㎞改善に融資 舗道・斜面強化 

 

 

総費プロジェクト費 

５億 3,300万ドル 

ASEAN他国にも恩恵 
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日フィリピン物流政策対話 

 
国土交通省は、フィリピンとの間で物流分野における協力を深化させるため

に「日フィリピン物流政策対話」とワークショップを先月 7日に開催した。この物

流政策対話は、日フィリピン両国の物流施策の現状と課題についての説明が

行われたほか、フィリピンにおける最新の取り組みについて現状確認と聴取が

行われた。トラック運送事業への外資企業による出資上限に関しては、フィリピ

ンではトラック運送事業は外資規制の対象となる公益事業の一種と位置付

けられ、外資企業の出資比率が 40%までに制限。外国人が取締役会の代

表となることも許可されていないことから、日本側からは、この制限に関して事

実関係と背景の説明を要望、これらの規制に伴う外資企業の投資意欲の減

退可能性について懸念を表明した。 

マニラ国際コンテナターミナル(MICT)へのアクセス道路に関しては、日本側

からは、現状では MICTへのアクセス道が一本しかないため、事故等による通

行止めのリスクを指摘したうえで、代替ルートの整備計画を聴取した。フィリピ

ン側からは、既存アクセス道の拡幅や排水の改良などの整備を完了したことが

説明されたうえで、代替輸送手段と

して並行する鉄道開発を計画してい

ることなどが説明された。                    

ワークショップも開催 
ワークショップでは国土交通省と流

通科学大学の教授から、ASEAN

におけるコールドチェーン物流ネットワ

ークの拡充に向けた今後の取り組み

と、その必要性について説明が行わ

れた。ニチレイロジグループとヤマトホ

ールディングスからは、冷蔵倉庫事

業や保冷宅配輸送をはじめとする

日本の高品質なコールドチェーン物

流を行って行く上での取り組みが説

明された。大日本印刷・IHI・前川

製作所の各社からは、コールドチェー

ン物流を支えるハードウェア・技術等

が紹介された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

両国 物流施策の現状と課題説明 

■PICK
ＰＩＣＫ

 UP
ＵＰ

―――――――アジア汚水パートナーシップ（AWaP）今夏、設立へ 

国土交通省は、インドネシア、フィリピン、ミャンマー、ベトナム、カンボジアとの間で「アジ

ア汚水パートナーシップ（AWaP）」を設立することに合意したことをこのほど発表した。国土交

通省では、日本の環境省との協力のもとで、「アジア汚水管理パートナーシップ（AWaP）設立準

備ワークショップ」をミャンマーのヤンゴンで開催していた。ワークショップにはインドネシア、

フィリピン、ミャンマー、ベトナム、カンボジアや JICA、WHO、UNESCAP などの国際機関が参

加。アジア地域の汚水処理を促進するための体制構築などについて議論された。国交省の下水道部

長などが参加し、「アジアにおける水環境の概況」のテーマでワークショップも実施した。結果、

日本が提案した「AWaP」を今夏に設立することで合意した。    （写真・ワークショップでの記念撮影） 
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国際協力機構（JICA）は先月 29 日、プノンペ

ンでカンボジア政府との間で「教員養成大学建設

計画」を対象に 31 億 7,000 万円を限度とする無

償資金協力の贈与契約（ G/A）を締結した。この

事業はプノンペンおよびバッタンバン州で、小・

中学校教員の養成を行う 2 年制の教員養成校 2

校について、4 年制の教員養成大学へ移行するた

めの基盤整備で、校舎の建て替えと教育用機材の

整備を行う。 

        ◆◆◆ 

工期は 43 ヵ月を予定。プノンペンでは、特別

講義棟・管理棟・図書館棟・講堂棟の施設整備を

実施する。バッタンバンでは、講義棟・講堂棟・

図書館棟・管理棟・学生寮の施設整備を実施す

る。理科実験器具・楽器・音響機器・保健室用備

品・コンピュータ等の機材調達も行う。カンボジ

ア初の 4 年制教員養成課程の開始で質の高い小・

中学校教員が輩出され、基礎教育の質の改善に貢

献することが期待されている。 

 JICA によると、カンボジアは 1980 年代以降

の紛争復興期において、圧倒的な教員不足に対応

するため、短期研修のみによる変則的な教員養成

を開始した。1998 年には現在の「12+2 年制」 

 

（高校卒業後の 2 年制の教員養成課程）に移行

し、小・中学校教員数は増加し、基礎教育の普及

に大きく貢献してきた。 

 しかし、近年、教員の知識・授業力不足に起因

した基礎教育の質の低さが問題となっている。カ

ンボジア政府は、子ども達がより充実した学習環

境で勉強できるよう、2 年制の教員養成校を 4 年

制の教員養成大学へ格上げし、より質の高い小・

中学校教員の育成を目指している。 

同国政府が 2015 年に発表した「教員政策行動

計画（2015-2020）」では、2018 年までに、主

要都市であるプノンペンとバッタンバンに 4 年制

の教員養成大学を各 1 校開校する。 

これら 2 都市の既存教員養成校 2 校の施設・

機材の整備を行うもので、4 年制課程の導入後、

毎年 2 校合計で小学校教員 480 人、中学校教員

200 人の卒業生が輩出される見込み。 

また、JICA は、4 年制教員養成課程に必要と

なるカリキュラムや教材開発等の支援を行う技術

協力を組み合わせて実施し、同国初となる教員養

成大学の設立を包括的に支援している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【外務省発】11 日（現地時間 1 月 10 日），エクアドルの首都キトにおいて，佐藤正久外務副大臣

はマリア・フェルナンダ・エスピノサ・エクアドル共和国外務大臣に対し，「エネルギー構造転換

促進計画」に関する事前通報を行ったと発表した。今回の事前通報を踏まえ，今後，日本とエクア

ドル政府との間で，有償資金協力の供与に関する交換公文を締結する予定。この計画は，エクアド

ルにおける国家送配電網の拡張・増強及び省エネルギー促進プログラムを支援するもので、同国に

おける再生可能エネルギー（水力）へのアクセス拡大と安定的な電力供給，省エネルギーの促進を

図り，エクアドルのエネルギー構造転換の促進に寄与することが期待される。 

 

JICA 教員養成大学建設計画に無償資金協力 

カンボジア政府と贈与契約 31憶 7,000万円  

エネルギー構造転換促進計画に有償資金供与へ

へ 



ASIAN ECONOMIC NEWS 8 
 

 

 

ベトナムのメコンデルタ地方

アンザイ省当局が提案している

アンザイ空港建設計画について

交通運輸省は「不適切」として

却下したことがこのほど分かっ

た。現地紙が伝えた。同計画は

既に、メコンデルタ地方におけ

るロジスティクスシステムおよ

び交通運輸インフラ開発計画草

案の一部である 2030 年までを 

 

視野に入れた 2020 年まで投資優先案件リストから除外。 

  

 

この背景には、同地方キエンザン省にあるフーコック国際空港の

ほか、同地方には 3 カ所の空港(カントー、ラックザー、カマウ)が

あるが、カントー、ラックザー、カマウのいずれの空港も稼働率が

非常に低く、多額の赤字を抱えている。 

 アンザイ空港の建設予定地はチャウタイン郡カンダン村にある面

積 235ha の農地で、カントー国際空港からわずか 60km のところ

に位置する。 

 

 

 

日本政府、ラオスに無償資金協力 
日本政府は、ラオスにおいて重要な産業である農業産業の基盤強化を支

援するため、老朽化した既存のポンプ灌漑施設を改修するための資金を供与

することをこのほど発表した。 

ラオスでは、農林水産業は国にとって重要な産業であり、GDP の約 21％

を占めている。しかしながら農林水産業の近代化が遅れているため、ラオス政

府は灌漑システムの近代化を通じた米の生産性の向上を優先課題の一つと

して挙げている。 

そのため日本政府は、昨年に開催された日・ラオス首脳会談の際に安倍総

理大臣が発表した「日ラオス開発共同計画」を具体化する取り組みの一環と

して今回の支援を実施することを決定した。 

今回の支援プロジェクトは「タゴン灌漑農業改善計画」として、8億 3,700

万円を限度とする無償資金協力により実施される。この支援に関する交換公

文の署名式が、引原毅駐ラオス大

使とカンパオ・ウーンタヴォン外務副

大臣との間で実施された。この資金

は、ラオス政府がビエンチャン特別市

サイタニ郡タゴン地区で老朽化した

既存のポンプ灌漑施設を改修する

ために使用される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ベトナム政府 アンザイ空港建設却下 

タゴン灌漑農業改善計画 

 

 
 

カンボジア政府がプノンペン国際空港（PPIA）の受け入れ能力の限界を背景に、プノンペンから
50 ㎞ほど離れた場所で新しい国際空港の建設を検討している、と現地紙が報じた。建設計画は依然
として政府の政策方針に過ぎないとして、具体的な建設予定地は公にされていない。コンポンチュ
ナンが建設候補予定地として検討されているようだ。インフラサポートにコストがかかるため、一
般的には首都から 50 キロ以上離れた場所に空港が設置されるべきではないという。コンポンチュ
ナンはプノンペンから約 80 キロ離れた場所に位置している。 

プノンペン郊外に新国際空港建設？ 
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