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１．インドネシアは、わが国の 

  海外プラントビジネスにとって、重要な国 



海外プラント・エンジニアリング成約実績上位１０カ国の推移 

2011年度 2012年度 2013年度 

国名 成約額 割合 国名 成約額 割合 国名 成約額 割合 

１ オーストラリア 73.1 26.6％ ベトナム 67.8 27.1% トルコ 34.9 15.7% 

２ 台湾 24.6 9.0% パキスタン 26.2 10.5% 台湾 25.6 11.5% 

３ エジプト 24.3 8.8% カザフスタン 16.8 6.7% アメリカ合衆国 19.3 8.7% 

４ 大韓民国 22.7 8.3% サウジアラビア 15.1 6.0% ベトナム 17.9 8.1% 

５ タイ 17.6 6.4% 英国 14.1 5.6% マレーシア 17.5 7.9% 

６ トルコ 12.9 4.7% インドネシア 13.2 5.3% インド 14.4 6.5% 

７ マレーシア 12.5 4.6% 中華人民共和国 10.8 4.3% トルクメニスタン 10.4 4.7% 

８ 中華人民共和国 12.1 4.4％ エジプト 9.3 3.7% タイ 10.0 4.5% 

９ インドネシア 9.2 3.3% アメリカ合衆国 8.9 3.6% シンガポール 9.5 4.3% 

10 アンゴラ 9.1 3.3% 台湾 8.8 3.5% ロシア 7.6 3.4% 

上位10カ国計 218.2 79.4% 上位10カ国計 191.0 上位10カ国計 167.1 75.2% 

単位：億ドル 

出所）日本機械輸出組合 



インドネシア市場の特徴 
 産エネルギー国であるうえに、人口２億4,990万人を抱えており、プロジェクト

需要も多い。わが国のプラント・エンジニアリング業界にとっては、重要な市場。 

 40年以上に渡って、プラントを輸入しており、多くの技術移転を受けている。肥
料プラントについては、多くの技術を蓄積しており、プラント輸出の実績がある。 

 産業振興策として、エンジニアリング産業を育成。このため、外資単独でプラン
ト建設プロジェクトを受注できず、現地企業との協業が義務付けられる。海外エ
ンジニアリング企業との協業実績で成長した企業の代表には、Rekayasaなどが
ある。 

 早い時期から工業化を進めてきたため、プラントの中には高経年化しているもの
もある。このため、メンテナンス需要も増加傾向にある。わが国からは、メンテ
ナンスサービスに強い、新興プランテックが現地法人PT.SHINKO PLANTECHによ
りメンテナンスサービスを提供している。 

 現在、首都ジャカルタでは深刻な交通渋滞が起こっており、これを解決するため
の新交通システムの導入が始まっている。二次インフラの需要も出てきている。 



日本のプラントエンジニアリング企業の進出状況 日本のプラントエンジニアリング企業の進出状況 

社名 設立年 従業員数 特徴 

ＪＧＣインドネシア 1974年 750名 1974年に日揮とプルタミナの合弁企業、プル
タフェニッキとして設立。日揮のＥＰＣをサ
ポートしながら独自にインドネシア国内でプロ
ジェクトを受注している。 

ＩＫＰＴ（PT.Inti Karya 

Persada TeKnik) 

1982年 1,100名 1982年に設立。2012年２月、経営不振に伴い、
東洋エンジニアリングに出資を求め、現在、Ｔ
ＯＹＯが49％の資本を保有。社長にはＴＯＹＯ
出身の細井氏が就任している。 

ＳＡＥ（Suluh Ardhi 

Engineering） 

2008年 270名 

 

2012年に千代田が出資を果たし、関連会社に
ボードメンバーも送り込んでいる。 

PT.SHINKO PLANTECH 140名 

 

2010年に高田工業所が駐在員事務所として
行ってきたメンテナンス事業を、譲渡。現在、
メラク地区の事業所で主に日系企業向けにメン
テナンスサービスを提供している。 



インドネシア人エンジニアの特徴 

１．まじめ 

２．大人しい 

３．優秀なエンジニアが多い 

４．従順 

・他人の間違いを指摘しない 
・これが災いして設計ミスが指摘
されずに大事になることがある。 



２．インドネシアの主要エンジニアリング企業 



インドネシアの主要エンジニアリング企業（１） 
 ＰＴ REKAYASA ENGINEERING 

 設立年：１９８１年 

 事業分野：オイル＆ガス、地熱・火力発電、石油精製・石油化学、産業プラント・その他 

      鉱山・環境・インフラ、オフショア 

 事業スコープ：ＥＰＣＣ（エンジニアリング・調達・建設・コミッショニング） 

 工業省傘下企業として設立されたインドネシアの業界では草分け的存在。2016年のＥＮＲ誌
「TOP250」で229位。 

 日本企業との関係：日本企業との協業実績も多く、かつては、肥料プラント建設プロジェクトで
は東洋エンジニアリング、三菱重工業と協業。三菱重工業とは、マレーシア向け肥料プロジェク
トで協業実績がある。近く、日揮とともにプルタミナからガス処理設備を受注する。 

  また、インドネシア政府は国策として、地熱発電の普及に力を入れているが、地熱発電プラ 

 ントでは、富士電機と協業している。 

    

 



インドネシアの主要エンジニアリング企業（２） 

 PT TRIPATRA ENGINEERS AND CONSTRUCTORS 

 設立年：１９７３年 

 事業分野：オイル＆ガス（オンショア／オフショア）、石油化学、発電他 

 事業スコープ：ＥＰＣＣ（エンジニアリング・調達・建設・コミッショニング） 

 1973年に、オイル＆ガスなどのエネルギー分野に事業を展開するエンジニアリング企業と
して設立された。エンジニアリング、ＥＰＣ、オペレーション＆メンテナンスを手掛ける。 

 日本企業との関係：千代田化工建設とボンタンＬＮＧプラントの建設プロジェクトで協業。
この時に千代田と関係を深めたエンジニアがその後、ＳＡＥを設立し、千代田が２０１２
年にグループ内に取り込んだ。また、千代田は２０１６年８月にインドネシア・タングー
ＬＮＧプラント建設プロジェクトを受注したが、同プロジェクトでは、トリパトラと組ん
でいる。 

 

    

 



インドネシアの主要エンジニアリング企業（３） 
 PT  WIJAYA KARYA(PERSENO) TBK（ＷＩＫＡ） 

 設立年：１９６０年 

 事業分野：産業、インフラ・ビル、エネルギー、産業、不動産、投資事業を展開 

 ビジョン：「東南アジアで最も統合された、ＥＰＣコントラクターとインベスターにな
る」ことを目指す。 

 事業の特徴：エンジニアリングというよりも、設備の据付を行う土木・建築で実績が豊富
な建設会社。発電プラントの据付などでは実績が豊富。２０１６年９月に、三菱日立パ
ワーシステムズとムアラカランＧＴＣＣ発電プラントを受注した。このほか、月島機械な
どとも協業実績がある。 

 ＥＰＣを標榜するものの、建設会社としての事業展開が中心。 

 エネルギー・産業分野では、プラント建設ＥＰＣを行うものの、上流のＦＥＥＤよりも下
流のＣ（コンストラクション）への志向が強い。 

 

 

 

 

 

    

 



３．最近の日本企業の受注プロジェクト 

（石油・ガス、石油化学など） 



インドネシアにおける日本企業の受注状況 

受注時期 受注企業 客先 プロジェクト名 完工時期 

2015年４月 三井物産～東洋エンジニアリ
ング～神戸製鋼～ＩＫＰＴ 

ジャカルタ都市高速
鉄道会社 

ジャカルタ都市高速鉄
道南北線 

契約発効後、３年６カ
月 

2015年７月 東洋エンジニアリング～ＩＫ
ＰＴ 

シンセティック・ラ
バー・インドネシア
（仏ミシュラン+現
地チャンドラアスリ
社合弁） 

合成ゴム製造プラント 2018年 

2015年11月 ＪＧＣインドネシア～日揮 PERTAMINA チラチャップ製油所能
力増強プロジェクト 

2018年９月 

2016年4月 ＪＧＣインドネシア～日揮 MEDCO アチェ州向けガス処理
プラント建設プロジェ
クト 

2018年第一四半期 

2016年８月 千代田～現地TRIPATRA～～伊
Saipem～現地SAE ＪＶ 

 

BP Berau タングーＬＮＧプラン
ト（年産380万t/y)の
１トレーン増設 

2020年 



「ジャカルタ都市高速鉄道南北線」向け鉄
道システム一式・軌道工事 

 受注時期：2015年４月 

 受注企業：三井物産～東洋エンジニ
アリング～神戸製鋼所～現地ＩＫＰ
Ｔによる４社コンソーシアム 

 三井物産がコンソーシアムリーダー、
ＴＯＹＯが受配電設備、電車線、軌
道、昇降機などの設計・供給、神戸
製鋼がシステム・信号・ホームドア
などの供給、ＩＫＰＴが据付を担当 

 客先：ジャカルタ都市高速鉄道会社 

 受注金額：250億円 

 全長15.7kmを13駅で結ぶ計画 

 

出所）東洋エンジニアリングニュースリリース 



インドネシア・合成ゴムプロジェクト 
 受注時期：2015年７月 

 受注企業：東洋エンジニアリング～現地ＩＫＰＴ 

 建設地：インドネシア・ジャワ島チレゴン 

 客先：シンセティック・ラバー・インドネシア社（仏ミシュラン55％、チャンド
ラアスリ45％） 

 プロジェクト概要：合成ゴムプラント（スチレンブタジエン・ラバー、ポリブタ
ジエンラバー、溶液混合）年産12万トンの建設 

 受注役務：詳細設計、機器資材の調達および工事までの一括請負（ＴＯＹＯがイ
ンドネシア国外での調達業務、ＩＫＰＴがインドネシア国内での設計・調達・建
設業務を担当） 

 完成予定：２０１８年 

 



インドネシア・チラチャップ 

製油所能力増強プロジェクト 
 受注時期：2015年11月 

 受注企業：日揮～ＪＧＣインドネシア 

 受注金額：約300億円 

 客先：PERTAMINA 

 プロジェクト概要：ジャワ島南部にあるチラチャップ製油所の能力増強とともに
近代化を図るプロジェクト。PERTAMINAが全国の製油所に展開している「ブルー
スカイプロジェクト」の一環。具体的には、チラチャップ製油所における固定床
接触改質装置を連続触媒再生式接触改質装置に改造し、ナフサ水素化脱硫装置、
ナフサ水素化装置、軽質ナフサ異性化装置の新設を行うプロジェクト。インドネ
シアの環境規制に対応するクリーンなガソリンを供給するためのプロジェクト。 

 完工時期：2018年９月 

 

 

 

 



インドネシア・ガス処理プラント 

建設プロジェクト 

 2016年４月 

 受注企業：日揮～ＪＧＣインドネシ
ア 

 受注金額：約270億円 

 客先：MEDCO 

 建設地：アチェ州 

 プロジェクト概要：天然ガスなどの
天然資源に恵まれているアチェ州に
おいて、ＭＥＤＣＯが所有する
「Block A鉱区」から産出された天
然ガスを精製する設備を建設するも
の。 

 

 



インドネシア・タングーＬＮＧプラント向
け第３系列建設プロジェクト 

 2016年８月 

 受注企業：千代田化工建設～伊
Saipem～現地Tripatra～現地ＳＡＥに
よるジョイントベンチャー 

 客先：ＢＰ Berau 

 建設地：インドネシア・西パプア州 

 完成時期：2020年 

 プロジェクト概要：既存ＬＮＧプラン
ト２基（380万t/y×２）に、第３ト
レーン（年産380万トン）を建設する
もの。既存プラントは日揮が建設して
いたが、価格的に僅差で千代田グルー
プが競り勝った。 

 

出所）三菱商事ニュースリリース 



最近のインドネシアの設備投資の特徴 
中進国から先進国型設備投資へ 

・ジャカルタ市内の慢性的な交通渋滞を緩和するために、都市交通システムの計画が
ある。 

・大気汚染対策で製油所がクリーンなガソリンを供給するための近代化投資を行う。 

・基礎化学品の設備投資ではなく、合成ゴムなどの化学製品の設備投資がある。 

 

産エネルギー国としての投資も行われている 

・西パプア州のタングーＬＮＧプロジェクトは、西パプア州で産出する天然ガスを液
化するプラント。 

・アチェ州向けガス処理プラントは、産エネルギー地域のプロジェクトと言える。 

→中・先進国と産エネルギー国型のプロジェクトが混在している。 

 



インドネシアで現在計画中の石油・ガス、
石油化学プロジェクト 

プロジェクト名 客先 プロジェクト進捗状況 

Cepuガス油田開発向
けガス処理プラント 

Pertamina 2016年７月、価格入札実施。日揮～現地
Rekayasa、千代田～現地Wikaの２グ
ループが応札も、日揮が今期中に受注す
る見通し。 

Bojonegara ＬＮＧ
ターミナル建設プロ
ジェクト 

Pertamina～三
井物産～東京ガ
ス 

2015年９月、入札実施。日揮、千代田、
ＩＨＩの３グループが現地企業とともに
応札。2016年10月時点で日揮の受注が有
力。日揮はタンクをトーヨーカネツから
調達する予定。 

Cilegon 
ブタジエンプラント増
設 

ChandraAsri 2016年９月、トーヨーコリアがＦＥＥＤ
を終了、ＥＰＣについては、トーヨーコ
リア～ＩＫＰＴとオファーしているが、
発注されるかは微妙。 



４．インドネシアのいびつな石化コンビナート 



インドネシア・メラク工業地帯 

出所）重化学工業通信社「アジアの石油化学工業」 



（参考）水島コンビナート 

出所）ＪＸエネルギーホームページ 



御清聴、ありがとうございました 


