
インドネシア投資環境視察ミッション レポート（2014年度） 
～ジャカルタと地方都市＜中部ジャワ州スマラン＞～ 

 
日本アセアンセンターは、駐日インドネシア共和国大使館・インドネシア共和国投資調整庁と共同企画
で、2014年 10月 6日～11日の日程（巻末）で、インドネシアへ投資環境視察ミッションを派遣しま
した。今回のミッションの募集対象者は、投資を検討中の企業の方がメインで、その他、地方自治体、金
融機関、コンサルタント等、企業への海外展開支援を行ったり、視察ミッションを企画する方、報道機関、
通訳・主催者を含め 18名の参加となりました。 
 

今回のミッションのテーマは、「ジャカルタ、スマラ
ンの投資環境」とし、飽和状態と言われている
ジャカルタの現状を把握すると同時に、これから
の投資先として地方都市の魅力・可能性を模
索するものでした。2013年は第 2 の都市、東
ジャワ州スラバヤを訪問したのですが、2014 年
は、インフラ整備や火力発電の計画で注目を
浴びている 5 番目に大きな都市スマランを選び
ました。また、世界各国からバイヤーの集まるイ
ンドネシア国内最大級の国際展示会 TRADE 

EXPO2014 やインドネシアのハラル認証機関であるウラマー評議会のブリーフィングも参加者の方からの
ご希望により組み込むことができ、多様なプログラム内容により、1 週間でインドネシアの多様性と可能性
を肌で感じていただくことを目的とし視察先を設計することができました。 
 
≪2013年の日本からの投資認可額は過去最高≫ 
2013年の日本からインドネシアへの投資認可額は47億ドルで、前年24.5億から比べ2倍弱となり、
シンガポールを上回り 1 位となりました。国際協力銀行(JBIC) が毎年実施している製造業を対象とす
る投資有望先国の調査では、インドネシアは事業を行う最も適した国との結果が公表されました。
ASEAN で唯一 G20 に加盟し、中国に次ぎ 2 番目に急速な成長を遂げているインドネシアですが、世
界第 4位の人口 2億 4千万人のうち約 3分の 2が生産年齢(15～64歳)の範囲に入っています。さ
らに、中産階級(1 日 US$2～20 を消費する人)の人口が 2015 年には 1.7 億人になると推測され、
豊富な労働力のみならず、購買力旺盛な消費市場の面からも投資先の魅力として注目されています。
Nielsen Consumer Confidence Index によると、2012～2020年の東南アジアでの中産階級の
成長率が 110.5％に対し、インドネシア単独では 174％と今後に期待が高まります。 
 
 
 

＜ジャカルタ渋滞中の光景＞ 



≪西ジャワ州日系工業団地①スルヤチプタ工業団地≫ 
ジャカルタ市内より東へ約 55km(車で約 60分 )に

位置するスルヤチプタ工業団地。渋滞のことは誰もが気
にかけていたのですが、出発時間も通勤時間とは外して
いるからというのは改めて甘い考えでした。今回平日の
午前11時前に市内を出発し、約2時間かけての到着
となりました。途中までは時速80kmでの走行区間もあ
り順調かと思われたのですが、あと10数キロの地点で渋
滞。日本だと、天気の良い祝日のお昼頃にアウトレット
モールに出かけ、高速出口を出られない状態と似ている
かもしれません。 
スルヤチプタ工業団地は 1991 年 2 月よりスタートした住友商事株式会社が販売代理店をしている

地場の工業団地です。ジャパンデスクも設置しており、入居日系企業は 136社中 66社(2014年 10
月現在)。2007年には計画停電があったものの、発電所のおかげで2010年にはせずに済んだとのこと。
2011年からインドネシアへの投資が増えるとともに、消費電力も増え、2016年頃から電力供給に不安
の声もありますが、同社は優先契約を結んでいます。第 1期および第 2期は売り切れですが、第 3期に
はまだ空きがあります。高速出口料金所の渋滞で従業員の通勤にも影響するため、出口の増設を政府
と交渉したり、一般的に工業団地の周辺の住民がデモを起こすこともあるため、様々なイベントを開催し
交流を深めたりと、工業団地内に限らない改善の積み重ねが大変印象的でした。 
 
 
≪西ジャワ州日系工業団地②KIIC工業団地≫ 

 
ジャカルタ市内より東へ約 50km に位置する KIIC

工業団地。入居日系企業は136社中87社(2014
年9月現在)。西ジャワ州カラワン県の人口は210万
人。若い労働力には困らないが、中間層クラスの獲得
が困難とのこと。5 万人の従業員を抱える同社の敷地
は、約 1,200 ヘクタール。千代田区の面積が 1,160
ヘクタール（東京ディズニーランドとディズニーシーを足
した面積が 100 ヘクタール）。 

2014年中には、商用施設も完成予定。日系の大型ショッピングモール1号店もGreenlandに来年
オープン予定。工業団地と入居企業が組織する自治体は KIIC のみと珍しく、従業員や従業員の家族
にはもちろん、周辺住民にも配慮を欠かさない点がやはり印象的でした。周辺住民向けに工場見学を実
施したり、イスラムの祝日である犠牲祭には牛やヤギを贈呈、情報交換も積極的に行っているとのことで、
日本ではなかなかない経験談に、参加者の方も関心を示されていました。 

＜スルヤチプタ工業団地入口＞ 

＜KIIC工業団地内会議室＞ 



≪ハラール認証機関～MUI～≫ 
人口の約9割がイスラム教徒のインドネシアへ進出するにあたり、
イスラム教にあまり馴染みのない日本で過ごしていると、何に気を
つけるべきか疑問に思う方は多いのではないでしょうか。 
イスラム法において合法なものを「ハラール」、非合法なものを

「ハラーム」といいます。豚肉やお酒は非合法、つまり「ハラーム」
の食品に該当するため、イスラム教徒の方は口にされないのです
が、食品に関してハラールであるものを一目でわかるようにマーク
があります。そのマークはレストランの壁やスーパーに並ぶ商品に
見受けられます。そのマークをつけるためには認証手続きが必要
となります。今回、その「ハラール」を認証する機関の一つ、ウラマ
ー評議会(MUI)へ訪問しました。ハラールを認証する機関は、
各国いくつもあり、世界共通というわけではないものの、世界 44

の認定機関と協力し合っているとのこと。インドネシアでは、「ウラマー評議会(MUI)」が中央と地方(州
毎)にあり、訪れたボゴールという都市では実際に監査の実務をしています。宗教上必要となるこの機関
は国家機関ではなく、あくまでも政府の規則に則った NGO団体とのこと。マークが必ずしも必要というわけ
ではないですが、MUI の基準をクリアし監査も継続して実施されるため、認証の意味は大きく、購買力が
高まるインドネシアにて、認定を受けることはビジネス面でチャンスとの見解があります。 
 
 
≪TRADE EXPO2014≫ (http://www.tradexpoindonesia.com/) 
 インドネシア最大級の見本市。インドネシア全国から、機械、自動車・同部品、化学品、電気・電子機
器、医療機器、ゴム製品、プラスチック製品、家具、繊維・縫製品、海産物、宝石・貴金属、皮革製品、
履物等の企業がブースを設け、世界中からバイヤーが参加していました。あまりの規模の大きさに戸惑い
ながらも、参加者の方々はご自身の業種に関連あるブースや、どのようなものが展示されているかを見て
回りました。去年は、100 カ国以上から、9,000名を超える人が訪問しています。 
 
 
≪中部ジャワ州≫ 
人口 3,467万人中、半数以上の 1,772

万人が労働力として活躍する中部ジャワ州。 
今年 10 月に就任された新大統領ジョコ・ウィ
ドド氏も中部ジャワ州出身。産業の中心は農
業・プランテーション・家畜・漁業等。現在、イ
ンドネシアの経済開発に加速をかけるべく、マ
スタープランに繊維・食品関係・輸送関連も

＜MUI＞ 

＜スマラン市内のモール＞ 

http://www.tradexpoindonesia.com/


取り込み、特定の地域に特定の産業を集積しながら、政府による区画開発は 35 の県や市のレベルまで
落とし込んで進められています。ジャワ島の中心に位置する州都スマランは、国内 6 つの経済回廊のうち、
ジャカルタと東ジャワ州スラバヤを結ぶ回廊の中心にもなります。ブリーフィングいただいた中部ジャワ州地
域投資促進調整局長のユニ氏は、名古屋大学で修士課程を終えた親日派。中部ジャワ州には現在
７か所に工業団地があり、さらに来年稼働予定でシンガポール系クンダル工業団地が建設中。「どのよう
な日系企業の招致希望か」との参加者からの問いに、「業種を絞ることなく、必要な労働力、人材確保
の補佐やトレーニング等、州をあげてサポートしたい」と日系企業からの投資に意欲的。 
 ジャカルタ周辺との違いに、①渋滞がない②各工業団地が州都スマランに近い③国際港や国際空港
があり、知事の政策として拡大中④鉄道の利用も可能⑤土地の値段が安いとの 5 点を挙げました。多
民族のインドネシアで、中部ジャワの方の特徴は、温厚で熱心、素直で日系企業からも評判が良いとの
こと。州政府の政策では、卒業後すぐに就職できる職業高校卒業率を 65％まであげる目標を掲げてい
ます。 
 
 
≪Bukit Semarang Baru (BSB) 工業団地≫ 
上記中部ジャワ州のブリーフィングで、ジャカルタとの違いに渋滞がない点が挙げられていましたが、スマラ

ン市内中心部より 17km に位置する BSB city へ午前 8時 30分に出発し、1時間かかりました。ちょ
うど道路を整備中とのことで、砂埃と振動を感じながら、両側から詰め寄るトラックや乗用車の近さに驚き

ました。この渋滞は 2015 年末には解消されるとのこと。
海抜 185～235mにあり、広さは 1,000ヘクタール、
現在開発進行中の都市。居住区、ビジネス区、商業
区、工場区等で構成されています。工業団地は、第 1
期(75 ヘクタール)・第 2 期(36 ヘクタール)とも 2014
年10月現在売り切れですが、2015年半ばには増設
分が販売可能。1,000 名以上の従業員を抱える日
系企業も入居しており、今後特に、環境を汚染しない
産業を中心に誘致したいとのことでした。 

 
 
≪ウィジャヤクスマ工業団地≫ 
 ウィジャヤクスマ工業団地は政府が管理をしています。100ヘクタールの土地は完売ですが、さらに 250
ヘクタールの土地が開発許可済みで、毎年土地を提供することが可能。環境に害をおよぼす恐れのある
業種には通常申請が必要ですが、工業団地内で所定の書類の提出のみで、複雑な申請は不要。定
期的な監査はあるものの、工業団地の基準が満たされていれば問題ないとのこと。中央政府としては、鉱
業に関する業種の入居を希望しています。政府が管理をしている工業団地ではありますが、工業団地と
してのインフラは整備され、幅 22m の道路、廃棄物処理の管理等行き届いています。保税地区のメリッ

＜BSB city内＞ 



トを活かすことも可能。輸入した部材等を利用した製造品は輸出をしなければならないが、30%までは
販売可能。関税もオンライン申請が利用できます。 
 入居している日系企業は現在約 9社。また 3社が入居検討中とのこと。1㎡あたり 150万ルピア(約
15,000円)で販売中です。 
 
 
≪クンダル工業団地(KIP)≫ 
広い敷地を確保することが難しい中、クンダル工業団地の総開発面積は 2,700 ヘクタールと広大な複
合型工業団地。ジャワ海に面し、スマラン市内から約20ｋｍ。首都のジャカルタと第二の都市スラバヤの

中間に位置しています。工業団地事業 20 年以上に
わたる実績そしてネットワークがある PT. Jababeka 
Tbk(ジャバベカ社)と Sembcorp Development 
Ltd.(セムコープ・ディベロップメント社)が、共同で開発。
セムコープ工業団地運営にあたっての基本コンセプト
(①自給自足のインフラ設備②ワンストップ・サービスの
提供③タウンコンセプト型工業団地開発)をクンダル工
業団地にも適応し、インフラ設備の発電施設、排水
処理施設、人工貯水池（約２０ヘクタール）を含め

今後工業団地内に設ける予定。クンダル県の最低賃金がジャカルタの半分な為、労働集約型産業に最
適。また、広大な土地を要する精錬、造船、化学、資源産業などの重工業から、家具、繊維、食品、
電気・電子といった軽工業まで幅広い分野の産業に適しているのも魅力です。工業用地(10 ヘクタール
を造成のうえ、最低 1 ヘクタールから販売)、標準工場(1,500ｍ２。賃貸または、購入も可能)ともに
2015年夏引渡し予定で工事を進めているとのことです。 
 
 
≪タンジュンエマス輸出加工区≫ 
 スマランのタンジュンエマス港(スマラン港)は、インドネシア第 3 の国際貿易港。投資誘致・産業開発の
ために、現在急速に拡張工事が進められています。
港湾面積を 30万㎡(現在の 3割増)に広げ、バ
ース（船が貨物の積卸し及び停泊するたんに着
岸する場所である場所）の長さを 600m(現在の
2 割増)に延ばす予定です。ジャカルタのタンジュ
ン・プリオク港の渋滞緩和となるべく、100 万
TEU(現在の 6 割増)まで取扱可能にしていきま
す。(*タンジュン・プリオク港取扱量は 600 万
TEU)。スマラン市内でも、工事をしている風景が

＜タンジュンエマス港＞ 



多くみられましたが、港湾周辺は特に目立ちます。2015 年末には港も驚くほどの改善が予定されている
とのことです。 
 現在、タンジュンエマス輸出加工区には70社程の工場が進出済みで、ほとんどがアパレル業。主に、香
港、台湾、インド、韓国企業。敷地内には、港湾運営会社、警察、警備員、海軍、陸軍に加え、学校
や日本食レストラン、韓国レストランもあり、土地も安く、賃貸で 1 ㎡あたり US＄2.5~3.0、購入の場
合は 1㎡あたり 60万ルピア(約 6,000円)。まだまだ空きもあるそうです。 
 
 
≪1 カ国に凝縮した魅力≫ 

2012年から2013年にかけて起きた労働争議の影響で、2013年の最低賃金は大幅に引き上げら
れました。前年比でジャカルタは 44%、西ジャワ州カラワン県では 58%上昇。人件費の高騰は、比率で
見ても顕著です。ただ、単純にジャカルタと今回訪問したスマランを比較してみてもわかるように、地方での
賃金差も大きく、「タイ+１」をインドネシア国内で実現できてしまうということを政府の方がおっしゃっていま
した。タイにあたるジャカルタ、「+1」にあたる地方都市では、民族も言語も宗教も異なり、地域によって性
格の傾向や嗜好も異なり、多種多様な国であることを数日の滞在でもかいまみることができました。 
また、駐在されている日本人の方がみなさん共通して、「インドネシアという土地で、仕事をさせていただ

いている気持ちを持つことが大切」とおっしゃっていたことが大変印象的した。その気持ちが根底にあるから
こそ、どうすれば従業員がより効率よく成果をあげるかのみならず、従業員や従業員の家族、周辺住民の
方がより良い暮らしをできるのかを、試行錯誤しながら配慮し、多方面において改善しているように感じま
した。 (橋爪) 

 

 

 

 


