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インドネシア自動車市場

車両販売には成長の余地あり

• インドネシアは東南アジアで最大の自動車市場
• 9か国の総自動車販売の32％を占めている。

• インドネシアの自動車比率の所有権は、他の東南
アジア諸国と比較するとまだ比較的低い

• 1000人当たり87台。

2019年のASEANでの自動車販売

IDN THA MYS PHL VNM SGP MMR BRN

メーカー

18 社

出来高(2019)

128万台

131.7億米ドル

利用可能な容量
228万台

直接的な人材

38,470 人

インドネシアの中流階級は5200万人に成長



世界の電気自動車市場におけるインドネシアの立ち位置
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強み 弱み

• ASEANで最も人口の多い国、成長する経済
→潜在力の高い市場

• ASEANで最大の自動車市場と2番目に大きい
（タイに次ぐ）生産拠点

• 世界最大のニッケル埋蔵量
• 適度な電気料金

• 現在電気自動車への投資に消極的である日本
の自動車メーカーの支配

• 国内の価格重視な市場

機会 脅威

• 電気自動車はまだ開発の初期段階にあるため
投資需要を獲得する機会・余地はある

• 地域/国を越えた自由貿易の早期実施による
自動車の世界貿易の増加

• 政府プログラム

• 急速なコスト削減により、電気自動車は現在
の予測より早く世界標準になる可能性がある

• 従って、LCAなどの環境方針の早期実装も必
要になる場合がある

• テレワーク（自宅勤務）やモビリティサービ
ス等の他の新技術の急速な普及による車の需
要減少

出典： みずほフィナンシャルグループ



世界の電気自動車市場における日本の地位
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強み

• 世界市場シェアの約30％を保有
• アジア市場での存在感
• ハイブリッド自動車市場の世界的リーダー
• 世界最大の自動車メーカー：トヨタ、日産+三菱、

ホンダ

弱み

• 中国に比べて市場が比較的小さく、価格競争に勝つことが
難しい

• 電池自動車（BEV)の普及・開発面で他の主要国（特に中
国）に遅れている

• 環境政策の実施に関して他の主要国（特にEU）に遅れを
とっている

• 電池製造の世界的プレーヤーは1社（パナソニック）のみ
• 現在、プレーヤーが海外に進出するための政府からの重要

なサポート無し

日本の大手自動車メーカーによる電気自動車戦略

• ハイブリッド自動車の市場での支配維
• 中国と欧州連合 の電池自動車（BEV）市場への投資と拡大に焦点を

当てる
• 外国のバッテリーサプライヤーとの新しいパートナーシップを構築
• 燃料電池車 （FCEV）や全固体電池などの次世代技術の研究開発に

投資

出典： みずほフィナンシャルグループ



インドネシアの電気自動車・目標達成への鍵
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• 一部の遠隔地では、燃料の流通に物流上の問題がある
• 大気汚染の対策
• インドネシアは最大のニッケル生産国（30％）であり、最大の

ニッケル鉱床（24％）を持っている。
ニッケルはバッテリーの重要な材料

• 中央政府・地方政府からの支援
• 民間部門による推進
• 電気二輪車メーカーはすでに設立
• 公共交通イニシアチブ
• 電気自動車メーカーの開発
• 2030年までに40万の電池自動車（BEV）を製造する潜在市場



産業研究、開発・革新
a. バッテリーベースの車両KBL主要コンポーネントの開発
b. 効率的なSPKLU*の開発
c. 最新技術による電池式KBLの開発
d. TKDN（ローカルコンテンツ）の実績が高いKBL業界
e. 技術基準を満たし、環境にやさしいKBLの開発

一般的
a. 国の自動車産業の発展についてはロードマップに参照
b. バッテリーベースの自動車産業活動/バッテリーベースの自動車部品産業を通じて

行われる
c. 産業事業免許と製造・組立施設を有する企業
d. 同社は国内にバッテリーベースの車両 KBL*製造施設を建設する義務を負っている
e. コンポーネント業界の企業は、KBL車両業界をサポートし、協力する必要がある

二輪または三輪車
2019 -
2023

2024 -
2025

2026 - …

40% 60% 80%

4輪車またはそれ以上の自動車
2019 - 2021 2022 - 2023 2024 - 2029 2030 - ….

35% 40% 60% 80%

TKDN /ローカルコンテンツは徐々に80％に達成

略：

* KBL：EV
バッテリーベースの
電気自動車

* SPKLU
公共電気自動車充電
ステーション

マスタープラン

電気自動車の
プログラム

2019年第55号大統領規則
道路輸送用バッテリーベースの電気自動車の加速 について



2019年第55号大統領規則
道路輸送用バッテリーベースの電気自動車プログラムの加速について

廃棄物管理

a. リサイクル/廃棄物管理によって行われる

b. KBLからのバッテリー廃棄物管理許可を持っている機関または業界によって実施

c. 更なる規定は環境省によって規制

省庁間の調整は海事調整大臣による主導

a. プログラム加速調整チームを結成

b. 調整、行動計画の作成、障害の解決、プログラムの実施の監督を担当。

技術規制

a. 車種と車両識別番号 (KIK)の登録

b. 各KBLにはその車種が登録されており、NIK（住民要録番号）要件を満たしている必要がある

c. 技術要件と耐道路性

d. KBL検査には、政府の実施部門による車種検査と定期検査含む。

e. KBL産業/ KBL産業部品は、保証とアフターサービスを提供するために必要

f. KBLの識別、分類、登録



2019年第55号大統領規則
道路輸送用バッテリーベースの電気自動車の加速について

財政的インセ
ンティブ

CKD、IKD、または主要部品に
特定の数と期間のバッテリー
ベースのKBL（EV）を輸入する
ための輸入関税インセンティ
ブ

高級品の消費税インセ
ンティブ

中央税・
地方税の免除または減税
に対するインセンティブ

投資の文脈における機械
、商品、材料の輸入に対
する輸入関税のインセン
ティブ

高級品インセンティブ 政府税 機械・材料輸入税
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財政的インセン
ティブ

輸出の枠組みにおける
輸入関税の停止

生産工程
の枠組みで使用される原材料か
つ

/または補助材料の輸入のために
政府が負担する輸入税のインセ
ンティブ

SPKLU 
*機器を製造するため
のインセンティブ

輸出金融インセンティ
ブ

原材料 充電ステーション 輸出金融輸出関税

財政的インセン
ティブ

研究、開発、技術革新活
動に対する財政的インセ
ンティブ、かつ

バッテリーベースのKBL(E
V)の部品

地方政府が決定した場
所での駐車料金

SPKLU*での電気料金の削減

SPKLU 
インフラストラクチャ開発に
対する財政的支援

*SPKLU
公共電気自動車充電ステーショ
ン

バッテリーベースのKBL（EV）産
業人材の専門的能力認定

バッテリーベースのKBL（EV）産
業会社と
バッテリーベースのKBL（EV）部
品業界の製品認証かつ
/または技術基準

EV PARKING
課金料金とインフラ整
備

人材研究開発

財政的インセンティブ
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（財務省規則150号 / PMK.010 / 2018＆BKPM 規制第6号 2019）

以下含む

１２．車両・車両の主要部品の製造：統合BEV組立、EVバ
ッテリー、BEVモーター、フレキシエンジン、複数コンポ
ーネントメーカー、パワーコントロールユニット（PCU）

1. 上流の卑金属産業

2. 石油・ガスの浄化かつ/または製油所産業

3. 石油化学産業

4. 無機ベース化学工業

5. 有機塩基化学工業

6. 製薬原料産業

7. 照射装置、電気医療/治療の製造

8. 電子・テレマティクスデバイスの主要部品の製造

9. エンジンの主要部品の製造

10. ロボット部品の製造

11. 発電用エンジンの主要部品の製造

12. 車両および車両の主要部品の製造*

13. 船舶の主要部品の製造

14. 列車の主要部品の製造

15. 航空機の主要部品の製造

16. パルプを生産する農業、プランテーションまたは林業ベースの産業

17. デジタルエコノミー

5-20年の免税*

+ 2年間の減税
*）投資額による、1,000億ルピア（720万米ドル）より

事前確認
企業が投資を登録するとき
にBKPMより

18適格なパイオニア

分野：

* BKPM 規制第6号 2019により

インセンティブ：タックスホリデー

分類
新規設備投資 タックス

ホリデー
制度

タックス
ホリデー
期間ルピア 米ドル

I 約1,000億から5,000億未満 約720万から3600万未満 50% 5年間

II 約5,000億から1兆未満 約3600万から7200万未満 100% 5年間

III 約1兆から５兆未満 約7200万から3.6億未満 7年間

IV 約5兆から15兆未満 約3.6億から11億未満 10年間

V 約15兆から30兆未満 約11億から21億未満 15年間

VI 約30兆以上 約21億以上 20年間



投資インセンティブ：税控除
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政府規制78号 / 2019
財政相規制 96号/2020

30% 投資価値より
有形固定資産の評価に基づいて計算

法人税の減税
年間5％毎、 6年間 (合計 30%)

183の事業活動への投資のために提供

一定数の地元労
働者を吸収する

輸出志向型産業へ
の投資の特定の
価値

特定の割合のロー
カルコンテンツ
使用

基準:

有形固定資産の加速償
却と無形資産の加速償
却

インセンティブスキーム:

0％の配当に対する
所得税の賦課

5年以上10年以下の
損失に対する補償

所得税制度の付与は、財
務大臣に代わってBKPMの
会長によって行われます

石油・ガス産業
• 石油精製所
• 液化天然ガス・石油ガス
• 潤滑剤

発電
• 地熱
• 代替/再生可能エネルギー

農業
• 牛の飼育・農業
• トウモロコシ農園
• 大豆農園
• 稲作
• トロピカルフルーツ

製造業・産業
• 鉄・自動車産業
• 鋼
• 衣類
• 半導体
• 電子部品
• コンピューター
• 通信機器
• テレビ
• タイヤ
• 製薬
• 化粧品
• 魚とエビの加工



インセンティブ：輸入関税免除とグリーンレーン

輸入関税制度

（財務省規則110号 / PMK.011 / 2005、財務省規則76号 / 
PMK.011 / 2012、財務省規則66号 / PMK.010 / 2015、BKPM

議長の規則No. 16/2015）

• 建設期間中の2年間の輸入資

本財（機械）の輸入関税の免除
。

• 輸入品かつ生産用材料の初期
生産時の2年間（または現地生

産の機械を使用する企業の場
合は4年間、生産用機械の合計
値の30％以上）の輸入関税の
免除。

• 出身国に対する公平で差別の
ない扱い

通関手続きの加速と確実
性

より速く、確実
• 資本財は検査不要。
• 処理時間を3〜5日から

わずか30分に短縮。

単純な要件
• 建設中のプロジェクト
• 四半期ごとの投資活動

（LKPM）の報告を義
務付けられている

• BKPMからの推薦

4つの関税検査ステータ
ス:

•レッドレーン 新会社向

けです。港から輸送さ
れる前の物理的 ・ 文書
検査。
•イエローレーン

港から商品を輸送する
前に書類の検査
•グリーンレーン

港から商品を輸送した
後の書類チェック。
•メインパートナプライ
オリティ実績のある企
業向け。検査不要。

新しい施設：ステータスのアッ
プグレード
建設中の新会社のレッドからグ
リーンのレーンへ

グリーンレーン加速制度
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製造工場・物流施設エリア全体を税関保税領域として指定

結合ゾーン制度

A．財政制度

• 以下を含む、保税区域への輸入関税、物品税、輸入税の一時停止：

1. 工程/組み立てる商品

2. 資本財

3. 事務所の設備

• 保税地域への国内商品の付加価値税の免除

B.その他の制度

1. 荷降ろしの港での物理的検査無し

2. 港からのアンロードは比較的高速

3. 輸入制限条項（貿易協定）は不適用

生産量50％を超える輸出産業向け
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要件：（PMK 147号 / 2011 ps.4）

1. 保税ゾーンは工業団地に配置する必要。

2. 保税区域は、保税区域が以下の目的である限り、法律の規定に従って規定された空間
計画地域に基づいて産業活動のために予約された耕作地（カワサンブディダヤ）に配
置可能。

原材料を使用したり、生産を処理したりする企業には、特別な場所が必要。

零細・小規模産業; かつ/または

工業団地がない、または利用できない都市/地方自治体で運営される産業。

3．耕作地の保税区域の場所の面積は少なくとも10,000m2（1万平方メートル）であり
、1人以上の保税区域管理者で構成されている場合がある。

結合ゾーンからの販売: 

前年の実現価値の総額の最大50％、輸出額、他の保税ゾーンへの保税ゾーン
の生産、フリーゾーンへの保税ゾーンの販売額、かつ他の経済ゾーンへの保税
エリア生産の販売額を含む



Incentives: Super Deduction Tax 
Government Regulation No. 45/2019
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財務省規制 16号/2020 

労働集約型産業

60%
労働集約型セクターで新規
事業を開始したり、既存の
事業を拡大したりする国内
納税者は、固定資産として

投資した資本の60％の
純所得税控除を受けられる

財務省規制 128号/2019 

職業訓練プログラム

特定の能力に基づいて人材
を育成するための作業プロ
グラム、インターシップ、
または教育活動を行う国内
納税者は、活動に費やした

資金の200％もの総所得控除
を受けられる。

200%

財務省規制 : 処理中

研究開発

300%
インドネシアで研究開発を
行う国内納税者は、研究開
発活動の費用の300%もの
総所得控除を受けられる



インドネシアの電池産業を発展させるための潜在的な協力

ニッケルオレ

ni、
co硫
酸塩 バッテリー化学薬品・セル部品 バッテリーセル、バッテリーモ

ジュール・パック
ｘEV、電力供給、ESS・インフラ リサイクル

ニッケルオレ
ニッケルとコバル
トの硫酸塩

バッテリー前駆体 陰極 バッテリーセル・パック
電気自動車

充電ステー
ション

バッテリー
リサイクル

陰極への上流
バッテリー製造

新規エネルギーイン
フラ

リサイク
ルSOEコンソーシアム

潜在的なパートナー

コンソーシアムパートナー

合計投資130－170億米ドール

注意：ｘEVはHEV（ハイブリッド自動車）、BEV（電池自動車）、PHEV（プラッグイン電気自動車）を含む電気自動車の多種を含む



2016-2020 年インドネシアにおける日本の投資実績

日本の投資動向（10億米ドル）

5.40 5.00 4.95
4.31

2.59

2016 2017 2018 2019 2020

- 40%

- 13%- 0,9%- 7,5%

6.97

4.59

2.38

1.31

1.28

Electricity, Gas & Water

Automotive & Other Transportation

Equipment Industry

Real Estate, Industrial Estate, &

Office Building

Chemical & Pharmaceutical Industry

Basic Metal, Metal Product,and Non

Machinery and Its Equipment…

日本の投資優先分野トップ5
（10億米ドル）

8.56

6.87

2.05

1.86

1.65

West Java

Central Java

DKI Jakarta

Banten

East Java

日本の投資先トップ5
（10億米ドル）

合計の日本投資実現
2016 ～ 2020 

US$ 22,24 Billion 
(2位)

地元の従業員を吸収

435.408 人

西ジャワ

中部ジャワ

ジャカルタ

バンテン

東ジャワ

電気、ガス、水

自動車・その他設備産業

不動産、工業団地・オフィスビル

化学・製薬業界

卑金属、金属製品、非機械とその機器



一時分野ベースから付加価値ベース（下流）への経済変革
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再生可能エネルギー

インフラ

付加価値を生み出す
鉱業

輸出指向という労働集約
的産業

製薬・医療機器産業

電器産業

自動車産業



ニッケルの下流がインドネシアを世界の電気自動車生産センターにする

1818

Indonesia; 
23.7%

Australia; 21.5%

Brazil; 12.4%

Rusia; 8.6%

Negara Lainnya; 
7.3%

Kuba; 6.2%

Filipina; 5.4%

Afrika Selatan; 4.2%

Tiongkok; 3.2%
Kanada; 3.0%

Guatamela; 2.0% Madagaskar; 1.8% Kolombia; 0.5%

コストに基づく電気自動車
部品

1. 35％バッテリー
2. 15％電気モーター
3. 50％その他の部品

広く使用されている電気自動車のバッ
テリー部品

ニッケル-コバルト-ア
ルミニウム（NCA）
1. 80％ニッケル
2. 15％コバルト
3. 5％アルミニウム

ニッケル-マンガン-コ
バルト（NMC811）
1. 80％ニッケル
2. 10％マンガン
3. 10％コバルト

インドネシアのニッケル鉱石埋蔵量は世界最大の埋蔵量であり
世界の埋蔵量の23.7％を占めている。

世界のニッケル鉱石埋蔵量の比較

出典：ニッケル研究所、Statista、エネルギー鉱物省
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