
 

 

 

2013 年 12 月作成 

1 Copyright © 2013 JETRO. All rights reserved.

  

 

インドネシア・中ジャワ州南西部の投資環境（報告） 

 

   中小企業海外展開現地支援プラットフォーム 

ジャカルタ・コーディネーター 松井和久 

 

 

１．中ジャワ州出張の背景 

インドネシア全体の最低賃金水準が急上昇するなかで、日本企業から賃金水準のまだ低い地方、

とくに東ジャワ州や中ジャワ州への関心が高まっている。 

とくに、中ジャワ州は低賃金労働力を主とする労働集約型産業の誘致に積極的であり、繊維・

縫製品などの国内企業や一部外資系企業がすでに移転してきている。ちなみに、2014 年最低賃金

水準（月額）は、ジャカルタが 244 万ルピアであるのに対して、バンジャルヌガラ県は 100 万ル

ピア、プルバリンガ県は 102 万 3,000 ルピアである。 

同時に、農産物や水産物などの委託加工や投資を検討する日本の企業も見られるようになり、

とくに、日本国内で供給が逼迫するウナギなどへの関心が高まっている。 

 

２．中ジャワ州の投資環境（ポイント） 

（１）日本で知られていないが、投資先として魅力 

中ジャワ州のバンジャルヌガラ県もプルバリンガ県も、日本人にはほとんど知られていない県

である。今回訪問して、こうした県にも投資先としての魅力があることが分かった。すなわち、

バンジャルヌガラ県の水の良さであり、木材の豊富さであり、また、プルバリンガ県の投資許認

可手続のスムーズさや外資への事業しやすい環境の提供である。 

 

（２）高級住宅地もあり、生活に不便でない 

この地域の中心都市であるバニュマス県プルウォクルトは商業都市であり、プルバリンガ県や

バンジャルヌガラ県のほうにむしろ製造業の投資先としての利点があることが分かった。もっと

も、日本人や外国人が住む場所としては、４つ星ホテルやある程度の商業施設のあるプルウォク

ルトのほうが良さそうである。実際、プルウォクルトには、外国人も住める高級住宅地があり、

韓国人はそうしたところに固まって住んでいる。 

 

（３）中央・州政府とつながる人脈 

バンジャルヌガラ県からもプルバリンガ県からも、中央政界や州政府に様々な人物を輩出して

いる。たとえば、プルバリンガ県の前県知事が中ジャワ州副知事になった。中ジャワ州知事夫人

がプルバリンガ県出身で、現州知事自身も長い間プルバリンガに住んでいた。  

また、海洋水産省養殖総局長はバンジャルヌガラ県の出身で、淡水養殖の発展のために不可欠

な人物と位置づけられている。こうした小さな県でも中央・州に強力な人脈を持つところが、ジ
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ャワの強さであると感じる。 

ウナギ養殖についてはまだまだこれからであるが、今後、このような技術をある程度持ったイ

ンドネシア人によるウナギ養殖ビジネスの展開があり得る状況で、需要側の日本がどのように投

資面で対応するかが重要になる。また、投資許可については、ワンストップ・サービスを謳う地

方政府が多いなかで、本当に意味でのワンストップ・サービスを実施しているところをきっちり

峻別する必要がある。 

 

（４）労働集約・農林水産業利用型投資に注目 

この両県からは、今後も引き続き、助言等で協力して欲しいとの発言を得ている。おそらく、

東ジャワ州の南部・西部の各県をはじめ、これまであまり日の当たらなかったところでも、工業

団地のないところでも、やり方次第ではまだまだ投資先として十分に魅力を発揮できる可能性が

あるのではないかと思う。日本の中小企業に、労働集約型や農林水産業利用型の投資のニーズが

あるならば、バンジャルヌガラ県やプルバリンガ県のようなところとも結んでいかなければなら

ないのではないか、という感を強くした。 

 

３．出張記録 

■ CV Humamoa 社（ウナギ養殖および蒲焼加工） 

＜同社ビジネスの経緯＞ 

・ 当初は海に近い中ジャワ州チラチャップで稚魚から成魚までのウナギ養殖を試行。 

・ 2012 年３月、成果品を蒲焼にして、日本での FOODEX JAPAN 2012 に出品した際に 

「泥臭い匂いがある」と不評だった。その後、浜松のウナギ業者を訪問して学んだ。 

・ その結果、水に問題があることに気づく。チラチャップの水は塩水で、しかも生活排水 

が入り込む川の水を使っていた。浜松では、海の近くで養殖しているが、地下水を利用 

していた。そこで、中ジャワ州クトアルジョで地下水を使って稚魚を養育してみた。 

・ ウナギの研究者である、ボゴール農科大学のリドワン・アファンディ教授の教えを受け 

てエサも工夫し、2012 年 10 月、再度日本でアセアンセンター主催展示会にて、今度 

は淡水で育てたウナギを蒲焼にして出品。来場者から好評を博した。これでいけると確 

信し、バンジャルヌガラで地下水を利用したウナギの養殖と蒲焼への加工を試み始め 

た。 

＜現状＞ 

・ 現在は、クトアルジョで稚魚を育て、チラチャップに成長したウナギを貯めおき、必要 

に応じてバンジャルヌガラへ運搬して蒲焼に加工している。バンジャルヌガラでは約 

500 匹のウナギがストックされている（最大 1,000 匹までストック可能）。 

・ 蒲焼はまだ量産できず、毎月 100 匹程度の蒲焼を細々と生産している。蒲焼は焼いた後真空

パックにして注文者へ送付するが、今の時点では、西ジャワ州バンドンの日本食レストランと

のみ売買契約を結んでいる。 

・ 蒲焼はまだ手作りで、機械を使っていない。蒲焼を焼くのは社長の弟で、スラバヤの料 
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理学校を卒業し、ジャカルタのリッツカールトンホテルで修業、FOODEX 2012 の際 

に訪日し、日本でウナギのさばき方をマスターしてきた。関東式、関西式いずれのさば 

き方もマスターした。 

・ 今回、彼に蒲焼を作ってもらい、試食した。ウナギは体長 36～40 センチで、日本向け 

の 20～25 センチのものより大きい。そのため蒲焼はかなりの肉厚となったが、大味に 

はならず、しっかりとした味である。脂身もほどよくある。今回は関西式で蒸していな 

いので、皮が若干硬めだったが、硬くて食べられないということはなかった。 

・ 彼はタレの作り方も日本で学んできており、その自信通りのおいしいタレだった。生の 

ウナギをその場でさばいて焼くというぜいたくな蒲焼だったせいもあるが、日本で食べ 

るものとまったく遜色のない、むしろ肉厚の分、満足感の高いウナギの蒲焼だった。 

・ 浜松の業者からも味に太鼓判を押されており、インドネシアでウナギレストランをフラ 

ンチャイズでやることを持ちかけられたこともあるが、資金的理由で断ったそうである。 

・ 大手商社など日本が投資して進めているウナギ蒲焼工場は、2014 年から年間 300 トン 

を日本向けに輸出するという話だが、同社はまだそこまでいっていない。しかし、今後、 

生産規模を拡大する計画はある。すでに 2 万 4,000 平方メートルの土地を確保してウ 

ナギ養殖施設および蒲焼工場を建設し、毎月 10 トン程度の輸出を目指すとのことであ 

る（詳細計画書を見ていない）。問題は資金不足で、日本のウナギ業者などからの投資 

を求めている。 

・ 価格については、日本の業者からキロ 70 ドルをオファーされたことがあるが、現状で 

は 75～85 ドル程度としか回答できず、成約に至っていない。 

・ バンジャルヌガラでは地下水を使っているが、県政府からは、今後の規模拡大で、地下 

水を大量に汲み上げることへの懸念が出されている。 

＜まとめ＞ 

・ 同社は、インドネシアのウナギ養殖技術はある程度確立したものを持っており、蒲焼自 

体も日本のものと全く遜色ないレベルのものを出せる。 

・ しかし、量産化と低価格化のためには、工場建設のための資金が必要であり、その点でウナギ

を欲している日本のウナギ業界との関係を密にし、投資家を探すことを現在の最 

大の課題としている。 

・ 投資家が興味を示すかどうかは、彼らの詳細な計画書の内容次第。 
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ウナギをさばき、蒲焼に（CV Humamoa 社で） 

 

■バンジャルヌガラ県開発企画局 

・ Setiawan 局長、Soyo 経済投資部長、Djunaedi 投資課長が応対。 

・ バンジャルヌガラ県はスラユ川沿いに南西から北東へ広がり、平地は南西部にあり、北東部へ

行くに従って山がちとなる。標高 200〜1000 メートルに位置する。このため、 

鉱工業関係は主に南西部、農業関係は主に北東部に立地する。 

・ 経済の中心は農業。韓国と協力して、2013 年から稲作機械化の実験を開始した。県内 

  の農家当たりの水田面積は 0.3〜0.5 ヘクタールと狭く、これを機械化のためにどのよ 

うに効率化するかが課題。台湾の共同耕地の考え方を取り入れて、10 ヘクタール単位 

のグループ化を考えている。 

・ 北東部のウォノソボへ行く途中で日本人がワサビを作っているが、詳細は分からない。 

・ 北東部ではほかに、野菜用のジャガイモのほか、インドフードと契約してフライドポテ 

ト用のジャガイモも生産している。 

・ コーヒーは低地でロブスター、高地でアラビカを生産している。 

・ 有機認証を受けたサラック（Salak ：やし科の植物）を生産し、シンガポール経由で 

中国やオーストラリアへ輸出もしている。 

・ 淡水魚の養殖も盛んで、グラメ、ニラ、ナマズなどの稚魚から成魚まで養殖している。 

・ 地下水利用については、有効活用の観点から制限しており、CV Humamoa 社のウナギ養殖の

規模が大きくなることを勘案すれば、地下水ではなく別の形で水の供給を考えておく必要があ

る。 

・ 製造業では、プルバリンガ県に立地する韓国系企業で、つけまつげ毛やアクセサリーを生産す

る工場がバンジャルヌガラ県へも進出してきた。 

・ 投資としては労働集約型投資を望む。最低賃金は、これから４年後でも月 150 万ルピア以下

に収まると見ている。 

・ 工場建設地としては南西部のススカン郡を想定。南岸のチラチャップ港まで 50 キロの距離。

工場立地に当たって、水田を工業用地として収用する場合には、１ヘクタールまでしか認めな

い。 
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■CV Rimba Abadi 社（製材） 

・ 他の製材会社や合板会社から出る廃材を利用し、それを組み合わせて板状にし、ドアの 

中に入れる板を作っている。 

・ 廃材は木片や、合板用に表面を薄く削いだ後の丸材などから、約 20×50 センチ程度の 

角材として取り出し、それを接着剤でつなぎ合わせて一つの板状にする。 

・ 材料の多くは、この付近で取れるセンゴン（ファルカタ材）が主流。 

・ １ヵ月に 40 フィートで８コンテナ前後を中国や台湾へ輸出。１コンテナに付き約 3,000 

万ルピアの純利益が出る。 

・ バンジャルヌガラ県には、このような製材工場が数多く立地している。 

 

■プルバリンガ県投資許可統合事務所（KPMPT） 

・ Sidik Purwanto 所長、Yogo 投資部長、Wawan Purnawan 投資課長が応対。 

・ プルバリンガ県は現在、投資に関する県令（Perda）を準備中で、それは、スマランに 

ある国立ディポネゴロ大学の協力で作成した投資総合計画（RUPM）を法制化するも 

の。 

・ プルバリンガ県にはまだ工業団地はない。工業団地は最低 50 ヘクタールの用地を必要 

とするが、そのような場所は用意できない。このため、工業ゾーン（Zona Industri） 

を空間計画に設定して対応している。 

・ 前県知事のときに作成した工業立地７カ条（Sapta Pesona Industri）がある。(1)治安 

がよい、(2)秩序ある、(3)親切丁寧、(4)労働力を用意、(5)原材料を準備、(6)生産プロ 

セスがスムーズ、(7)環境保全。この考え方に則って投資企業へ対応する。 

・ 2003 年に投資認可事務所が設立され、2004 年から投資誘致が本格化。現在、外資系企 

業が 21 社（そのほとんどが韓国系）、国内企業が 35 社。 

・ バンドンから内資の繊維企業が１社、スラバヤからプラスチック粒子の企業１社がすで 

に移転。ジャカルタから釣り竿を作る企業が 2.5 ヘクタールの土地を確保してまもなく 

移転の予定。 

・ プルバリンガ県は前知事のときから工業県を目指し、その人材育成のためにプルウォク 

ルトにある国立スディルマン将軍大学の科学・工学部をプルバリンガ県に誘致した。 

＜韓国系企業進出の背景＞ 

・ 韓国系企業が初めて進出したのは 1985 年頃。50 人ぐらいの家内工業的な投資だった。 

・ もともと、プルバリンガ県は、ポジョンサリ郡カランバンジャル村で 1950 年代からジ 

ャワ女性の髪を結うサングル(まげ)を生産していた。それをヒントに韓国系のカツラメ 

ーカーが進出してきたが、最初はうまくいかなかった。 

・ プルバリンガ県の女性は、この地方で最も手先が器用という評判がある。 

・ 韓国系のカツラ・つけまつ毛生産企業は 21 社で、その下請グループが 290 ある。１グ 

  ループ約 10〜100 人程度。下請グループは、事業許可（SIUP）、事業登録（TDP）な 

どで県政府から法的に保護されており、最近は、自ら国内投資企業（PMDN）となり、 
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韓国系以外の取引先も求めるケースがいくつか出てきた。 

・ 労働力は女性がほとんどであり、プルバリンガ県としてはむしろ男性の雇用機会をどの 

ように増やすかが大きな課題となっている。 

・ 韓国系企業への訪問アレンジを KPMPT へお願いしていたが、結局、難しいというこ 

とで、韓国系企業の立地している場所を車で周回することとなった。韓国系企業は１ヵ 

所に集中しておらず、県内の５郡に分散立地しているため、けっこう時間がかかった。 

＜投資許可について＞ 

・ 投資をする際にはまず用地確保が重要。県の空間計画に則って工業ゾーンへの立地を図 

る。しかし、工業ゾーンはまだ地権者がいるため、交渉が必要。交渉は当該企業と地権 

者の間で行い、県政府がフォローする。 

・ 韓国系企業の場合は、すでに進出している韓国系企業間で用地に関する情報をシェアし、 

新たな企業進出の前にすでに地権者から土地を購入してしまっているケースが多い（自 

社のインドネシア人従業員の名前で購入）。よって、新企業が進出する際に、用地確保 

の問題はクリアされている。 

・ 用地確保がなされていれば、現場をチェックしたうえで、県知事名での土地利用許可（立 

地許可）（IPT）が出される。これだけは KPMPT 内で処理できず、県知事オフィスと 

のやり取りがあるので、約 12 日間かかる。 

・ 環境アセスメント（UKL/UML）、建築許可（IMB）、騒音対策（HO）などは、必要書 

類が揃っていれば、同時並行で進め、早ければ２〜３日、遅くとも１週間で終了する。 

・ 事業登録（TDP）は、用地確保、工場建設開始などすでに現場での活動があれば、投 

資調整庁の原則許可（IP）が取れていれば、恒久営業許可の前に発行する。 

・ プルバリンガ県では、すべての書類が整っていれば、県知事による IPT 以外はすべて 

KPMTP だけで処理が可能。ワンストップ・サービスの中には、受付窓口は１本でも、 

処理権限はまだ各部局が持っているため、それらの部局と書類のやり取りをするため、 

時間がかかってしまう。 

 

■CV SN Jaya Prima 社（製材・木製品） 

・ Lucky Hanifan 取締役、Arif Hidayat 監査役、Sumarno 工場長が応対、遅れて日本人 

技術者２名が合流した。 

・ 2007 年から木製の敷物（木片をつなぎ合わせたもの）をヨーロッパへ輸出。 

・ 2009 年に日本人技術者と知り合い、日本向けに花火の芯を生産。 

・ 2011 年から日本からオファーがあり、蒲鉾板の生産を開始。日本以外で蒲鉾板を生産 

しているのはこの会社だけ。現在、１ヵ月に 20 フィートで３〜４コンテナ出荷（約 750 

万個）。 

・ 原材料はメルクシパイン（Merkusii Pine）で、松ヤニを採った残りの松を PT Perhutani 

から１立方メートル当たり 130 万ルピアで買い取る。ストックは常にある。また、エ 

コ・グリーン認証を取得済。 
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・ 蒲鉾板の生産で使った残りは花火の芯や棒アイスのスティックにする。 

・ 現在、センゴン（ファルカタ材）を使って、ウニやチョコレートを入れる木箱を試作中 

である。 

・ プルバリンガ県は許認可手続が楽、治安も良く騒ぎもほとんどない、男性労働力を採用 

しやすい、最低賃金水準も低い。当地では、労働組合の組合費を払いたくないという労 

働者が多く、組合もなかなか結成されない。 

 

中ジャワ州地図 

 

中ジャワ州はジャワ島の中央に位置し、人口は 3,000 万人以上、州都はスマラン 
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