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はじめに 
 
 
本会では、海外の計量計測機器市場・技術・投資環境等の動向及び計量制度等を把握す

るため、調査団及び視察団を派遣、海外経営者研修セミナー等々を実施してきている。 

この度、インドネシア共和国の首都ジャカルタ及びハイテク産業が進出している地域で

あるバンドン市を訪問し、会員企業のインドネシア進出に必要となる市場動向及び投資環

境等の情報・資料の収集及びインドネシアの法定計量制度、計量標準の整備状況等につい

て調査を行った。 

インドネシア共和国は、人口 2 億 4 千万人、また、GDP も 8,703 億ドルであり、世界

第 16 位と ASEAN 加盟国の中では工業化が進んでいる国として位置づけられている。一

方、一人当たりの GDP は 3,510 ドルで、世界平均の 40%に満たない水準である。おおよ

そ半数の人間が、貧困層と言われている。 

しかし、人口分布から人口ボーナスが 2040 年まで続き、労働力の確保、有望な市場性

であることをうかがわせる。 

我が国からの投資に関しては、リーマンショックの影響もなく堅調な水準を維持してい

るが、ASEAN 市場統合をにらみ、シンガポールからの投資は急激に拡大、中国、韓国も

追従する動きがみえる。 

今回の調査では、国家計量標準の開発・維持・供給を担当する国家計量標準研究所（KIM

－LIPI）において、同国内で標準供給を受けることが可能な種類とグレード等の聞き取り

調査を行い、国家法定計量責任機関である DOM では、同国の法定計量制度概要、実施機

関・体制などのヒアリングを実施した。さらに、MTC においては、多くの島から成り立

っている同国の法定計量制度を支える計量公務員の教育訓練プログラム及び研修施設に関

する聞き取り調査を実施した。 

また、現地に進出している日系大手二輪車メーカに部品を納入している現地企業及び日

系現地企業を訪問し、工場経営で抱える人材確保と賃金問題、従業員の福利厚生等、会員

の工場進出に際し、考慮していかなければならない諸問題について聞き取り調査を行った。 

本報告書では、こうした調査結果を取りまとめ、会員各社の海外戦略、インドネシア市

場開拓における参考資料としてご活用頂ければ幸いである。 

最後に、訪問した政府機関である KIM－LIPI、DOM 及び MTC への訪問交渉に、ご尽

力頂きました NMIJ の三木理事、国際計量室の松本様に、この場をお借りし厚く御礼申し

上げる。  
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調査団に参加して 
 

調査団団長（株式会社タツノ）   龍野 廣道 
 

インドネシアは過去何度か訪問して、「多くの島から成る人口 2 億 4,000 万人のイスラ

ム国、親日国家で日本と経済の結びつきが強い。日本へは天然ガスなど資源を輸出してい

る。」そんな漠然とした理解を持ったままの今回の視察団でしたが、JETRO や国家計量局、

そして民間製造会社などを訪問し、アジア最南端に位置する巨大海洋国家について、認識

を新たにすることが出来ました。 
インドネシア人は、皆インドネシア語を話すものと思っていましたが、なんと 1,000 以

上の民族、700 以上もの言語があり、文化も多様性に溢れています。名前一つとっても、

大半のインドネシア人はファミリーネームがなくファーストネームだけです。ジョコ・ウ

ィドド大統領もファミリーネームはなくジョコとウィドドは共にファーストネームです。

そうかと思うとカリマンタン（インドネシア領ボルネオ島）のインドネシア人はファミリ

ーネームがある、といった具合です。17,000 の島の中で、ジャワ、スマトラ、カリマンタ

ン、スラウェシ、ニューギニアが 5 大島ですが、なんと全国民の 6 割がジャワ島に住んで

います。従って、ならせば一人当たり 3,500 ドルの経済水準も、住む場所や職業などによ

り大きな開きがあり、我々の考える一つの国という理解を超えているようにも思えました。 
宗教は、イスラム教が 88％強、ついでキリスト教 9％、ヒンズー教・仏教で２％強とイ

スラム教が圧倒的に普及している国ですが、農業国という性格から中東などに比べて戒律

はそう厳格でないようです。何故、イスラム教がインドネシアの大半に普及したのか現地

で聞いたところ、元々インドネシアには、ヒンズー教そして仏教が普及していましたが、

カリマンタン（ボルネオ）の王様がイスラム教の敬虔な信者となったことから、徐々にイ

ンドネシア全域にイスラム教が普及していったとのこと。日本で天草四郎が天下を取って

いたなら日本にキリスト教が広まった可能性が高かったということかなと思い、改めて為

政者の影響力の大きさに思いを馳せました。 
正味 5 日間の駆け足視察でしたが、ジャカルタに到着した日曜夜から大雨となり、翌日

朝からの大渋滞を経験しまし、聞きしに勝る大渋滞にインフラ不足に悩むこの国の今を見

た思いです。JETRO で聞いたこの国の光と影、魅力と課題については、正にその通り、

インフラ不足や人件費高騰、法の不透明性などの課題はあるものの、それら課題への対応

のレベルが今のインドネシアの現状を表しているのでしょう。国家計量局では、向こう 2
年で地方分権を推進し、新たに 500 ヶ所もの地方検定所を整備する計画を聞きました。こ

れら野心的な改革の実現には相当強力な実行力が必要と思われます。会談を通じで、イン

ドネシア政府として高い目標を掲げその計画を実現しようという強い意思を感じました。 
農業と資源の国インドネシアが今、海外からの投資を呼び込みゆっくりと変わり始めて

います。産業の発展には電力、道路、鉄道、通信といったハードのインフラや教育、税制、

政治体制などのソフトのインフラが重要ですが、我々計工連会員企業に関係する度量衡制

度も、又、社会にとって重要なインフラです。今、インドネシアの発展にとって優秀な計
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量計測機器が必要であることは疑いもありません。この調査団の見聞が会員企業にとって

インドネシアに対する関心を高めてくれる切っ掛けとなったら幸いです。 
今回の調査団は、計工連会員企業 12 社、計工連事務局、添乗員、そして現地参加も含

め総勢 16 名でしたが、道中、誰一人病気も事故もなく、楽しい旅となりました。この場

を借りて訪問先の皆様、そして参加された視察団団員の皆様、添乗された KSA インター

ナショナルの西出様、現地で通訳をして頂いたバンバンさんとヤニさん、視察最終日にジ

ョグジャカルタを案内してくれたルディさんに感謝申し上げます。 
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インドネシア計量計測機器市場動向・投資環境調査団に参加して 
 

調査団副団長（株式会社オーバル）   谷本  淳 
 

2013 年のインドネシアの対内直接投資は 286 億米ドルに達し、その内の日本投資額は

47 億米ドルとシンガポールを抜いて最大の投資国になっている。又、2014 年 10 月に発足

したジョコ政権は、さらなる経済成長に向けてインフラ整備の加速、高付加価値産業の推

進、人材育成などを柱とした政策を進める意向で、ますます投資拡大が進む期待がある。 
一方、弊社は 2004 年に子会社として PT OVAL METERING INDONESIA をジャカル

タに立ち上げ、流量計及び流体計測制御システムをインドネシア市場に販売してきた。し

かしながら諸般の事情により、昨年この子会社を清算し、新たに現地代理店による販売体

制をスタートさせた。その結果、インドネシアの売上は右肩上がりで推移しており、2014
年度は前年度比 35％の伸び、さらに 2015 年度は大口案件による大きな飛躍を期待してい

る。 
その様な背景から、さらなる市場の拡大、生産拠点の可能性等、インドネシアのビジネ

ス環境を改めて研究していたところであったが、そんな矢先に今回の調査団の案内を知り、

渡りに船と参加させて頂いた次第である。 
現地視察はジャカルタ、バンドン、ジョグジャカルタを専用バスと航空機で移動するハ

ードスケジュールで、かつ記録的な大雨・洪水による大渋滞、飛行機の大幅遅延もあった

ものの、同行された KSA エンタープライズ西出様の機敏な采配で、なんとか計画された

旅程を消化し密度の濃い有益な視察となった。  
インドネシアに既に進出し成功されている日系企業２社を訪問。PT ALPINDO MITRA 

BAJA で重機や自動二輪車等の機構部品(板金、溶接)の生産ラインを、PT BUNSHU 
PLASTIC INDONESIA では自動車や自動二輪のハーネスの生産ラインをそれぞれ隅々ま

で見学させて頂き、インドネシアビジネスの醍醐味と駐在員の苦労を肌で感じることがで

きた。JETRO ジャカルタ事務所では、インドネシアの歴史、政情、投資環境等について

バックデータと共に詳細な説明を受けた。又、公的機関として、KIM-LIPI（計量標準研

究センター）、Directorate of Metrology（国家計量局）、Metrology Training Center（計

量研修センター）を訪問。ここではインドネシアの計量管理体制、教育体制を理解すると

共に、各種の計量国家標準を見学することができた。 
個人的には、流量の計測標準の見学が非常に有益であり、近い将来に向けてのインドネ

シアビジネスのヒントを得ることができた。 
各訪問先の視察内容の詳細は、役割分担されたそれぞれのご担当者から報告されるとの

ことなので、ここでは小職が肌で感じた全体的な所感について列挙させて頂く。 
インドネシアの魅力の一つが人口の多さと言われており、又若年世代の層が厚く、人口

ボーナスも 2030 年まで長期に渡って続くとされている。さらに勤勉な国民と巨大な国内

市場、地方ではまだまだ低い人件費等を背景に我々製造業の進出には大きなチャンスと思

われる。実際、見学した工場の若手労働者の多さ、特に女性の社会進出には圧倒されるも
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のがあった。又、治工具の整備、検査の自動化、定期的な品質監査等、日本品質の維持に

対するたゆまぬ努力が成功の鍵であると強く感じられた。 
インドネシアはインフラ整備の遅れが深刻で、道路、鉄道、上下水道の整備推進が大き

な課題である。今回の道路の冠水や大渋滞を目の当たりにすると、やはり物流に対するリ

スクはかなり深刻と思える。又、海洋に流出するプラスチックごみの量はインドネシアが

中国に続く第二位で、その量は年間 48 万～129 万トンの量に及ぶとの新聞記事があった

が、やはり地方に入ると不適切な廃棄処理が目立ちこれも火急の課題であろう。 
一方、インフラ整備が優先される反面、計量計測標準の整備等はどうしても後回しにさ

れている懸念がある。「計量計測分野は地味なので若手の優秀な人材が集まらない。」との

計量局の発言もあり、やはり計量計測を専攻する学生への地道な啓蒙活動も必要と感じる。 
しかしながらこれらの背景は我々日本企業にとってはビジネスチャンスでもあり、流量

標準の近代化に向け、関連機器について国家標準局への技術協力の提案を進めて行くと共

に、ひいてはインドネシアの経済発展に貢献したい。 
インドネシア市場は最新のハイエンド製品のみならず、日本の経済成長期に主役であっ

たローエンド製品もまたまだ十分なビジネスチャンスがある。 
実際、弊社のインドネシアの受注製品構成もその傾向がある。 
今回の調査団での大きな収穫を改めて整理した上で、インドネシアビジネスの具体的な

戦略を再構築する所存である。 
特に注目しているのは、経済成長に伴い増加を続けるガソリン、軽油などの燃料油需要

に国内の石油精製能力が不足していることから、インドネシア各地域の製油所の能力増強

のプロジェクトが大きく動き出していることである。日本国内では製油所の統廃合により

市場が縮小している中、日本の大手石油会社もインドネシア市場への参入を進めている。

我々計量関連企業もこの流れに乗った国際的な展開が重要な時期と認識している。 
今回は各所視察の他にも､異国情緒あふれる優雅な雰囲気のレストランでインドネシア

料理を堪能し、又、調査団の皆様と毎晩お酒を酌み交わしての情報交換も貴重な体験とな

った。大洪水や大渋滞、直前の訪問先変更等のアクシデントの中、事故も無く無事に視察

を終えることができた。 
このハードスケジュールの中、見事に大役を成し遂げられた龍野団長、機敏な対応で視

察を大成功に導かれた計工連の小島常務理事、KSA エンタープライズ西出様、何かと助け

て頂きかつ報告書執筆を担当された調査団の皆様。 
皆様方にこの場をお借りして深くお礼申し上げたい。 
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計工連の「インドネシア計量機器市場動向・投資環境等調査団」に参加して 
 

計工連常任理事（株式会社チノー）   苅谷 嵩夫 
 
平成 27 年 2 月 8 日から 14 日計工連調査団で初めてのインドネシアを訪問しました。 

 
インドネシアの概要 
インドネシア共和国は約 17,000 の島々からなる国で東西 5,000 キロのひろがりがあり

人口は約 2 億 4 千万人で世界 5 位とのこと。首都はジャワ島のジャカルタで総人口の約

40％が集中しておりその９５％がイスラム教徒。民族は 300 から構成され言葉は 250 種類

もありインドネシア人同士でも標準語でなければコミュにケーションが取れないことが多

いとか。人口構成は逆ピラミッド型で将来にわたり消費と労働力に恵まれている。 
インドネシアでは 2004 年のスマトラ沖の大地震・津波で約 16 万人が死亡しているが、

リーマンショックの時はむしろ4.5％の成長率がありその後も5から6％の経済成長を続け

ており急成長でないが今後ゆっくりとした成長のポテンシャルが内在しており安定感があ

る。インドネシアでは昨年の選挙で 53 歳と若い庶民派と言われるジョコ・ウィドド大統

領の政権が発足して今後の政策に注目が集まっている。 
貨幣はルピアで 1 円が約 100 ルピア位。10,000 円が１,000,000 ルピアと途方もない桁

数に戸惑ってしまう。日本で漠然と想像していたことと異なり実際は驚くことばかり。 
 

ジャカルタの交通事情 
ジャカルタは人口が多いことから急激なモータリーゼーションの波が押し寄せ中心部は

身動きのできないほどの大渋滞の発生が日常化しており 30 分の距離が２時間という具合

にスムーズな経済活動の大きな阻害要素になっている。 
ガイドによると一般の交通手段はバスが主だが少し郊外になると 1 時間 1，2 本と不便！

現地の人は乗合で車を利用する。約 3,500 から 4,500 ルピア位。タクシーはいろいろある

が外国人に比較的安心なのはブルーバードタクシー、初乗り 7,500 から 8,000 ルピアくら

い。シルバードタクシーの車種はベンツで 15,000 ルピア 8,000／km と高いがドライバー

に英語が通じる。1,000 ルピア以下はチップになって小銭のお釣りは来ないので小銭の用

意が必要と話してくれた。 
現在地下鉄の工事が進んでおり日本の ODA で日本の 4 企業が参加、15km 間が 2018 年

に完成予定とのこと。長距離移動はもっぱらローカル航空路線になるが飛行場は施設も小

規模で常に人であふれている。ダイヤは気象その他の理由で絶えず遅れ 2 時間 3 時間待つ

のが通常のようで現地の人はみな辛抱強く待っている。 
最初の訪問先まで 150Km 位で 4 時間といわれたが交通大渋滞のため特別にパトカーが

先導して道をあけてもらった。こんな融通が利くのも日本では考えられない。 
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ジャカルタの治安 
治安は比較的良く悪質な事件は少ないとか。反面スリやかっぱらい、置き引きが横行し

ているので手回り品から目を離すと 1 分でなくなるので手を離さないことが肝要！パスポ

ートなどの貴重品は必ずホテルのセキュリティーボックスに入れておくのが基本。 
ホテルのエレベーターは各自のルームキーをかざさないと行き先のフロアがセット出来

ないようになっており不審な外来者の侵入を防いでいる。なおホテルの入り口で車は爆発

物が装着されていないか検問を受けホテルの玄関ではX線の荷物検査と人体のゲートチェ

ックを受けてはいる。 
 

インドネシアの気候 
2 月はまだ雨季で毎日のように雨が降る。熱帯地域特有のスコールでシャワーのような

雨が降る。このためジャカルタの中心地のホテル周辺が洪水になってしまいこれがまた交

通大渋滞を引き起こしている。訪問期間中の気温は 26℃から 30℃程度であらかじめ覚悟

していた灼熱の暑さは経験しなかった。 
 

宗教 
教徒のことだが他の地域は圧倒的にイスラム教の国。女性はサウジのように目だけ出し

て黒い着衣をまとっているスタイルはごくまれで簡単なスカーフをかぶっている程度。そ

れ以外は若い人はシャツにジーンズと他の国と変わらない。丁度日本を出発する直前に中

東で IS 過激派による日本人人質の殺害事件があり日本人はどこにあっても無差別に殺害

するとの脅迫予告があったこととインドネシアからは急進的な若者が IS の誘いに乗って

500 名も IS の戦闘員として参加していると聞いて無気味であったが幸い訪問期間中にテ

ロ事件を耳にするようなことはなかった。 
 

産業構造上の問題点 
ジェトロ・ジャカルタ事務所でのヒアリングによればインドネシアは豊富な資源国 (鉄

鋼・石油・水産・人的資源と掘れば何かしらは出てくるといわれる) 日本と正反対の第一

次産業輸出国。石油の値段が下がると不安定になるので採掘中心の産業から豊富な若年労

働力により加工輸出産業に力を入れている。これには外国資本の呼び込みが必要で積極的

な誘致策をとっている。 
自動車産業の集積地進出は一段落だが 2 輪車は圧倒的に日本企業が多い。 
石油価格の低下・ガソリン安はインフレを招きルピア安で最低賃金も低く国内の中で地

域格差が大きい。このため進出企業はローカル地区へ向かう傾向にある。 
経済協力はアセアンの一員としては消極的で EPA は日本だけで（2008 年の JIEPA）保

護主義同士の協定と言われている。規制大国と言われる程法規制は複雑であるが常識的に

解釈して対応するのがコツで役所に確認するとほとんどグレーが黒になってしまうという。

現地企業は意外と法律に疎いので任せきりにしないことが重要とか。 
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日本人はインドネシアを親日的と捉えているが現実は微妙でインドネシアの人は日本に

興味があるだけで就職となると人気は現地の元財閥系か欧米系に集中している。言葉の問

題もあり日本人がインドネシア社会に溶け込むのは簡単ではない。現地にいる日本人も日

本人とばかり付き合っていることが多く大きく変化していくことに対応できないケースが

多い。半月いないと「浦島太郎」半年いないと「シーラカンス」のようなジョークがある。 
短期の就労ビザは何とかとれるが一年のビザは取りにくい。役員以外はマルチビザが下

りずに半年で終了してしまう。 
 

国家標準機関への訪問 
計測標準研究センター（Puslit KIM-LIPI） 

KIM-LIPI は国立の計量標準研究機関で国家標準の開発と供給を担っている。 
所長の Dr.Mego は日本の大学院留学経験があり日本語を話し親日的で和やか雰囲気で

各研究室を案内してくれた。AMPM のメンバーとして国際比較で計量標準の研究をして

いるとのことだが各研究室の研究設備は基礎的なものに限られ国家標準というには程遠い

レベルでいささか心もとない。進出企業が検定を受けるためにはまず日本の産総研との連

携で相互認証できる標準機器の供給に協力することが必要と感じた。具体的にどのような

形で検定サービスのような業務が行われているのかあまり明確な説明がなかった。 
 

国家計量局（Directrate of Metorology 略称 DoM） 
局長の Mr.Hari Prawako 以下各部門の責任者 10 名が対応してくれディスカッション

の後各研究施設を案内してもらった。消費・経済省のもとで法定計量の実質的監督官庁で

計量法の立案、制度設計、型式承認，計量標準供給を担っている。 
今後インドネシアの 4 大島を拠点に現在５２ある検定機関を 511 に拡大していく計画だ

が 1 か所あたり 40 億ルピアの金がかかり予算がなく困っているとのこと。 
KIM-LIPI は研究機関だがこの DoM は計量行政の執行機関であり規模も大きく活動も

活発だ。局長は現場でこの任務にあたる技官の養成が急務なので計画的に計量研修センタ

ーで育成しているとのこと。各研究室には一応の研究設備が整っているがほとんどは ODA
支援よるものが多く実際にプラクティカルに維持されているのかは疑問であった。 
質疑の中でいくつか明らかになったこと。 
・水道メーターの型式認定は直接 DoM にサンプルを提出する。 
・全数検定について DoM から係官を現場に立ち合わせる。 
・有効期限は 5 年(日本は 8 年だが)重さの場合は 1 年のみ 
・OIML の計量証明書は有効か？日本とインドネシアでは条件が異なる。 
・輸入の認可。商業省の認可。アフターサービス保証。予備品。インボイスの提出が必

要。 
製造する場合。DoM にプロトタイプを持ち込む。 

・2015 年末 AEC（地域共同体規制）がアセアン諸国で統合される可能性。ASEAN10
か国のうち５か国は良いが、後の 5 か国は準備ができていない。 
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計量人材センター見学（Metrology Training Center） 
インドネシア全土の地方計量検定機関職員の養成機関で DoM の傘下になる。 
施設はバンドン市郊外の山沿いにあり立派な施設で 200名収容のゲストハウスのほか研

修棟が 10 か所近くありそれぞれ研修用設備も整っている。分野ごとの研修用機器も整っ

ている。民間を含めて年間 500 名の研修を行っているとのことで DoM の積極的な取り組

みを感じた。 
バンドン市は周囲を 2000m級の山々に囲まれた 2000年前は湖であったという美しい町

で野菜や果物の栽培が盛ん。庭に植えられた大きな木にスクンという梨のような実がなっ

ているのが目についた。これは生では食べられないが揚げ物にするとサツマイモのような

味がするという。バンドンの家並みは比較的すっきりとしており敷地も広く総じてリッチ

な感じである。 
 

日系進出企業訪問 
PT ALPINDO MITRA BAJAM 社 
ジャカルタ中心部から約 150Km の工業団地にある自動車、2 輪車向けの部品の金属加

工会社。工業団地といっても日本のように敷地が区画整備されてインフラの整った団地の

イメージは全くない。山沿いの田舎といった地域。従来はジャカルタの中心部にいたが人

件費の高騰でやむなく郊外に工場を移転したとのこと。典型的な労働集約型の金属加工業

で規模は大きいが日系の自動車関連からの厳しい品質要求の割に価格が厳しく加工機械の

刷新と生産管理の合理化が必要と感じた。 
社内には自動車各社からの要求で多くの旧式の加工機械が稼働しているが単純加工の割

に特有のノウハウの蓄積を感じた。従業員は地元の若者がほとんどで当面の活動に労働力

の問題はないとのこと。 
 

PT BUNSHU PLASTIC INDONESIA 
樹脂部品の製造と金型の設計・製造で日本の播州電装の 50％出資の合弁会社。日本人は

2 名常駐で製造ライン 2,000 名の指導をスタッフ職員で行っている。ここも典型的な労働

集約型企業で日本式の 5S と改善活動を徹底して教育して浸透させて原価を引き下げてい

る。 
このほかインドネシア産のゴムを活用した合成ゴムの関連商品も手掛けている。いずれ

も現地にあるホンダとスズキのバイク関連部品を大量に生産している。 
 

所感 
初めてのインドネシア訪問でほとんど予備知識のないままに参加したが人口ボーナスに

よる経済発展の息吹と粗削りだが勢いのようなものを感じた。国全体が過疎と超過密とい

ったバラバラの課題を抱えて統一し、まとめていくには大変だなという印象を受けたが、

周辺のアセアン諸国に比べれば既に頭一つ抜け出しており天然資源に恵まれているメリッ

トは大きい。 
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このほかインドネシア産のゴムを活用した合成ゴムの関連商品も手掛けている。いずれ
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消費経済のマーケットとしてはすでに発展しているが工業生産に関してはこれからであ

り国としても工業化に積極的に取り組んでいくと思われるので工業生産の基礎的なインフ

ラとなる計量計測の標準整備はこれから重要な段階であり、まずはまさにこのような時期

に計工連各企業が何らかのかかわりで夫々協力して支援をしていくことが将来の有望なマ

ーケットの育成に有効なことと感じた。今回のミッションで一企業では難しい国家標準機

関の実態を見ることができたのは有益であった。 
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１．インドネシア計量計測機器市場動向・投資環境等調査概要 
 
 派遣期間  平成 27 年 2 月 8 日（日）～14 日（土）7 日間 
 参 加 者（敬称略） 

龍野 廣道（団長） ㈱タツノ 代表取締役社長 
谷本  淳（副団長） ㈱オーバル 代表取締役社長 
苅谷 嵩夫 ㈱チノー 代表取締役社長 
糸魚川 昇 愛知時計電機㈱ 水機器製造部長 
大塚 拓司 ㈱エー・アンド・デイ インドネシア駐在員 
小野満浩海 Oval Asia Pacific Pte Ltd. 取締役 
吉田 典広 ㈱ケツト科学研究所 営業部門長 
西尾  徹 ㈱島津製作所 海外事業開発部分析計測ユニット担当部長 
早川  亘 ㈱守隨本店 専務取締役 
信長 章夫 ㈱Toshin 代表取締役会長 
与安 光晴 トキコテクノ㈱ 事業企画部部長 
成田 秀明 ㈱富永製作所 常務取締役 
三宅 大輔 日本測器㈱ 海外営業部副部長 
小島  孔 （一社）日本計量機器工業連合会 常務理事 
 
國 慶太郎 ㈱KSA インターナショナル 
西出  伸（添乗員） ㈱KSA エンダープライズツーリスト事業部営業部長 
 

訪問スケジュールと訪問機関の概要 
 日程 行  動 

1 2 月 8 日（日） 集合  9：45 羽田空港国際線ターミナル 3F 
Z 団体カウンター9・10 番前 

羽田発 11：45 GA887 空路デンパサール 
デンパサール着：18：30 
デンパサール発：21：45 GA425 ジャカルタへ 
ジャカルタ着：22：40 到着後専用バスにてホテルへ 

【ジャカルタ泊】 

2 2 月 9 日（月） 
午前 

 
 
 
 

10：00～11：30 
PT ALPINDO MITRA BAJAM 社視察 

概要：地元自動車部品製造企業 
住所：J1. Siliwangi №333，Desa Cibatu Kecamatan 

Cisaat，Kabupaten Sukabumi Jawa Barat 
TEL：+62-266-220262 
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西出  伸（添乗員） ㈱KSA エンダープライズツーリスト事業部営業部長 
 

訪問スケジュールと訪問機関の概要 
 日程 行  動 

1 2 月 8 日（日） 集合  9：45 羽田空港国際線ターミナル 3F 
Z 団体カウンター9・10 番前 

羽田発 11：45 GA887 空路デンパサール 
デンパサール着：18：30 
デンパサール発：21：45 GA425 ジャカルタへ 
ジャカルタ着：22：40 到着後専用バスにてホテルへ 

【ジャカルタ泊】 

2 2 月 9 日（月） 
午前 

 
 
 
 

10：00～11：30 
PT ALPINDO MITRA BAJAM 社視察 
概要：地元自動車部品製造企業 
住所：J1. Siliwangi №333，Desa Cibatu Kecamatan 

Cisaat，Kabupaten Sukabumi Jawa Barat 
TEL：+62-266-220262 

午後 15：00～16：00 
JETRO ジャカルタ事務所訪問 

住所：JI. Jend. Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12190 
TEL：+62-21-520-0264 

【ジャカルタ泊】 

3 2 月 10（火） 
午前 

 
 
 
 
 

午後 

9：30～11：30 
KIM-LIPI（計測標準研究センター）訪問 
住所：Kompleks PUSPIPTEK Gedung 420, Tangerang 

Selatan, BANTEN 
TEL：+62-21-756-0571 

 
15：00～16：30 
P.T. BUNSHU PLASTIC INDONESIA 社視察 

企業概要：日系自動車部品製造企業 
住所：Jl. Jababeka XIV Blok J No.12B Cikarang Industrial 

Estate Cikarang 17530 
TEL：+62- 21-8934-8956 

【ジャカルタ泊】 

4 2 月 11（水） 
午前 

 
午後 

 
専用バスでバンドンへ（所要：約 4 時間） 
 
14：00～16：00 
Directorate of Metrology（国家計量局）訪問 

住所：JI. Pasteur №27，Bandung-West Java 
TEL：+62-224-203597 

【バンドン泊】 

5 2 月 12 日（木） 
午前 

 
 

午後 

 
9：30～11：00 
Metrology Training Center（計量研修センター）訪問  
 
移動 
バンドンからジョグジャカルタへ 空路 
 
バ ン ド ン空港発 14：25 JT1812 
ジョグジャカルタ空港着 15：35 到着後専用バスにてホテルへ 

【ジョグジャカルタ泊】 
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6 2 月 13 日（金） 
終日 

 
 
 

夜 

 
遺跡訪問 
ボロブドゥール遺跡 
プランバナン寺院 
 
移動：ジョクジャカルタからジャカルタ、羽田 
ジョグジャカルタ空港発 19：25 GA219 
ジャカルタ空港着 20：40 到着後国際線に乗継 
ジャカルタ空港発 23：15 GA874 空路羽田へ 

7 2 月 14 日 
（土） 

8：50 羽田空港国際線ターミナル着 
解散 

 
 
 
２．訪問先別調査結果 
２．１ アルピンド社（PT ALPINDO MITRA BAJAM） 
日  時：２月９日 午前 
所 在 地：ジャカルタ市内から西方に 150km 郊外の工業団地 
対 応 者：ALPIND 社長 HIKMAT TAUFIK 氏 
 
同社は、1996 年 7 月 29 日にこの地で創業を開始し、現在は 3 工場（ジャワ島に点在）

を保有している。今回訪問したのは第 2 工場で、建設機器などの部品、金属プレス、溶接

加工品であるバイクのメインスタンド、バイク用伝送機器類を生産している。 
製品の納入先としては、日系バイクメーカのホンダ、ヤマハ、スズキ等、重機メーカで

は、輸出先としとてキャタピラジャパン（相模、明石工場）、国内向けにはインドネシアキ

ャタピラである。 
納入先からの要求で、工場は ISO9001 の認証を取得しているが、日本の顧客は品質要

求が厳しいため、1 か月に 1 回のテストと定期的な訪問検査があるようだ。また、顧客に

よる研修も受講しており、日本での研修を受講する技術者もいる。 
同社のビジョンは、ワールドクラスの会社にすることや、顧客ニーズを尊重した物作り

としている。 
従業員は、総勢 1,000 名で、第 2 工場では 500 名の社員が従事している。最近、ゴム成

形品の製造を開始したことから、女性を採用している。 
工場は、ジャカルタ郊外で、約 150km 程度離れた工業団地に立地しているとのことで

あったが、見渡す限りの農村地区に当工場だけが立地している感がある。工場周辺の道路

も農村の曲歪道路で、幹線道路も万年的な渋滞があるようで、大型トラック等による製品

搬出には、問題があると感じた。顧客に対しては、デリバリーを保証することでクレーム

につながったことはないとのことである。 
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は、輸出先としとてキャタピラジャパン（相模、明石工場）、国内向けにはインドネシアキ

ャタピラである。 
納入先からの要求で、工場は ISO9001 の認証を取得しているが、日本の顧客は品質要

求が厳しいため、1 か月に 1 回のテストと定期的な訪問検査があるようだ。また、顧客に

よる研修も受講しており、日本での研修を受講する技術者もいる。 
同社のビジョンは、ワールドクラスの会社にすることや、顧客ニーズを尊重した物作り

としている。 
従業員は、総勢 1,000 名で、第 2 工場では 500 名の社員が従事している。最近、ゴム成

形品の製造を開始したことから、女性を採用している。 
工場は、ジャカルタ郊外で、約 150km 程度離れた工業団地に立地しているとのことで

あったが、見渡す限りの農村地区に当工場だけが立地している感がある。工場周辺の道路

も農村の曲歪道路で、幹線道路も万年的な渋滞があるようで、大型トラック等による製品

搬出には、問題があると感じた。顧客に対しては、デリバリーを保証することでクレーム

につながったことはないとのことである。 

また、工業団地への進出には条件があるとのことだ。工場で採用する従業員は、現地採

用の義務がある。ただ、人件費が安い地域のため、給与も 200 万ルピア／1 か月の給与で

も、ストライキ等を起こしたことがないとのことである。1 ヶ月程度のボーナスも支給さ

れているが、業績により変動するとのことである。 
従業員に対する福利厚生として、社内に研修センター（寮）を保有し、800 人程度が住

んでいる。従業員の 10％程度がこの施設を活用している。また、家族に対する奨学制度も

有り、大学卒業まで適用されるようだ。ただし、大学まで進む場合は、卒業後同社での勤

務が義務付けられているようだ。 
工場内に設置されている工作機械類は、レーザーカッティングマシーン、プラズマカッ

ティングマシーン、マシニング設備は 10 数台、機械部品用プレス加工機を多数保有して

いる。 
第一工場、第二工場では、スタンピングマシーン 50 台、スポット溶接機ロボットを活

用、プレス加工機 25～300t 級、スポット溶接機 32 台を保有し、4 輪用として三菱に、2
輪部品（納品先は前述のとおり）を納めている。 
第 1 工場では、ワイヤー・ゴム部品を製造に使用するミツトヨ製デジタルハイトゲージ

を多数使用している。 
工場としての課題は、不安定な電力供給により、生産が安定しないことにある。工場で

は、その対策として現在、自家発電を準備しているとのことである。 
工場の所在地は、工場のオーナーの所有地であることが大きな選定ポイントであった。 
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２．２ JETRO ジャカルタ事務所 
日  時  2 月 9 日（月）午後 
所 在 地  JI. Jend. Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12190 
事業内容  企業支援 
面 談 者  JETRO インドネシア事務所 鎌田 慶昭氏 
 
経済連携促進アドバイザの鎌田慶昭氏からインドネシア経済状況について説明を受ける。

鎌田氏は、総合商社の営業部門に 30 年勤務され、ジャカルタ駐在では、対日アパレル製

品の OEM 生産の推進、現地合弁企業の管理運営を手がけた。現在は、駐在経験を基に、

インドネシアへの進出を図る企業に対し、各種の情報提供を行なっている。 

 

鎌田氏からは、インドネシアに関する下記の情報が得られる。 
インドネシア共和国は、17,000 に及ぶ島が東西 5000km に点在し、国土の総面積が 190

万 km2、人口が 2 億 4 千万のアジア最南端に位置する海洋国家である。 
宗教はイスラム教徒が 88.6％、キリスト教徒が 8.9％、ヒンズー教徒が 1.7％、仏教徒が

0.6％で、圧倒的なイスラム国家でもある。特に首都ジャカルタのあるジャワ島には、総人

口の 40％が集中し、同国内で一番工業化が進んでいる。GDP は 8,800 億ドル（世界第 16
位）で、一人当たりの GDP は 3,500 ドルである。 
同国では、人口の世代別分布を見ると、2014 年現在綺麗なピラマッド型をしており、

2040 年を迎えても人口分布はピラミッドを上に乗せた長方形スタイルとなっており、人口

ボーナスと言われている。市場としても、また工場進出に際しての労働力確保は安定して

いるといえる。 
最近の投資状況では、昨年までは日本が第 1 位であったが、今年に入りシンガポールか

らの投資が拡大し 5,832 百万ドルで第 1 位に、日本は第 2 位で、シンガポールの約 2 分の

1 程度の投資額となっている。リーマンショック前は中国、韓国からの投資が盛んであっ

たが、リーマンショック後は急激に投資額が減少している（詳細は添付資料を参照）。 
街中を走行する車やバイクは、ほぼ日本製（車はトヨタが圧倒、バイクはホンダが 60％

のシェア）であり、日本から投資が大きいと誤解する向きがあるようだが、いずれも、現

地生産品で部品の自給率も高くなってきている。 
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２．２ JETRO ジャカルタ事務所 
日  時  2 月 9 日（月）午後 
所 在 地  JI. Jend. Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12190 
事業内容  企業支援 
面 談 者  JETRO インドネシア事務所 鎌田 慶昭氏 
 
経済連携促進アドバイザの鎌田慶昭氏からインドネシア経済状況について説明を受ける。
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インドネシアへの進出を図る企業に対し、各種の情報提供を行なっている。 

 

鎌田氏からは、インドネシアに関する下記の情報が得られる。 
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口の 40％が集中し、同国内で一番工業化が進んでいる。GDP は 8,800 億ドル（世界第 16
位）で、一人当たりの GDP は 3,500 ドルである。 
同国では、人口の世代別分布を見ると、2014 年現在綺麗なピラマッド型をしており、

2040 年を迎えても人口分布はピラミッドを上に乗せた長方形スタイルとなっており、人口

ボーナスと言われている。市場としても、また工場進出に際しての労働力確保は安定して

いるといえる。 
最近の投資状況では、昨年までは日本が第 1 位であったが、今年に入りシンガポールか

らの投資が拡大し 5,832 百万ドルで第 1 位に、日本は第 2 位で、シンガポールの約 2 分の

1 程度の投資額となっている。リーマンショック前は中国、韓国からの投資が盛んであっ

たが、リーマンショック後は急激に投資額が減少している（詳細は添付資料を参照）。 
街中を走行する車やバイクは、ほぼ日本製（車はトヨタが圧倒、バイクはホンダが 60％

のシェア）であり、日本から投資が大きいと誤解する向きがあるようだが、いずれも、現

地生産品で部品の自給率も高くなってきている。 

２．３ 訪問機関 KIM-LIPI 
日  時  2015 年 2 月 10 日 9:30～11:30 
場  所  JI. Jababeka VI ,Blok U-9B Cikarang Industrial Estate Cikarang  

17530,Indonesia 
面 談 者  所長 Dr. Mego Rinandito,M.Eng 以下 7 名 

 

 
KIM-LIPI（計測標準研究センター）は、インドネシアにおける計量標準の開発・維持・

供給を行う政府機関である。今回は同センターを訪問し計量標準の整備状況の説明、質量、

体積、温度の研究施設の見学を行った。 
同センターは、1967 年 6 月 1 日に設立された。又、計測学の分野における中核業務に

おいて、社会のための研究とサービスを行っている。科学省の下部組織になる。計量標準

のトップ機関に位置づけられる。 
国家標準化機関（BSN）と同様に、他の関連機関が MSTQ の分野での国立科学技術の

重要な一部である。同センターのビジョンは、卓越性と国際性を認識し、計量分野での国

家基準の中心である。 
ミッションは、「一貫して国際単位系（SI）への物量の面で測定のトレーサビリティを

保証する」ことと、「国内産業の能力と独立性を向上させるため、計量及び計測の分野での

研究とサービスを実施する」ことである。 
主な機能は、(1)材料研究政策立案及び校正サービス、計測と計量、(2)ガイドライン、研

修、技術指導、校正サービス、研究計測・計量規定の準備、(3)校正、計測と計量の分野で

の研究成果の監視、(4)校正、計測と計量の科学技術分野でのサービス、(5)研究報告の準備

と評価、(6)行政事務の実施、この他、周辺各国とも連携し、世界標準へのトレーサビリテ

ィを確保している。 
同センターの構成は、管理部門、現場校正、計測機器分野、量分野、科学分野の技術、

機能グループである。 
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KIM-LIPI の機構図 

 

 
 

 

KIM-LIPI スタッフと訪問団 
との協議風景 

龍野団長と MEGO 所長 
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KIM-LIPI の機構図 

 

 
 

 

KIM-LIPI スタッフと訪問団 
との協議風景 

龍野団長と MEGO 所長 
 

研究施設 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 質量標準室 
   キログラム原器は別機関 
   コンパレーター及び防振台 
 
 
 
 
 
 
 

液体流量計校正設備 
コンパクトプルーバー 
水用流量計校正設備 
容量は 50L 
マグネスケール付属 

気体流量標準器 
ベルプルーバ 
体積量 1000L 
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まとめ 
個々の研究室に配置している研究機材は、大学の工学研究室レベルで、供給する計量標

準は、質・量共に日系企業が工場進出後、計測器の校正サービスを受けることは困難と思

われるレベルであった。 
前述のとおり研究所のレベルは、産業レベルで必要とされる計量標準の供給を担うレベ

ルに達していない。しかし、APMP、BIPM/MRA 等の国際比較等に積極的に参加し、標

準の品質の高度化、品揃えの拡大に取り組んでいる。現在は研究者の数も十分とは言えず、

博士号をもつ研究者も少ない。 
同国が進める工業化政策、ASEAN 経済統合に向け、計量標準基盤整備は急務であろう。 
案内をしてくれた MEGO 所長は、愛媛大学・大学院と日本に留学されておられたこと

から、流暢な日本語で同所の研究活動を紹介してくれた。 
 
２．４ バンシュウ産業（P.T BUNSHU ELECTRIC INDONESIA）社 
日  時  2015 年 2 月 10 日 15:00～16:30 
場  所  JI. Jababeka VI ,Blok U-9B Cikarang Industrial Estate Cikarang  

17530,Indonesia 
面 談 者  Plant Manager  Achmad Gosell 氏 

Marketing Division Head  大西 義彦氏 
 
『P.T BUNSHU ELECTRIC INDNESIA』は日本の播州電装のインドネシア法人で、ホ

ンダやヤマハなどの日本の 2 輪車メーカや重機メーカにワイヤーハーネスを納入している。 
インドネシアの2輪車は日本車が99％以上のシェアでこのうちホンダ車が6割を占める。 
ホンダ車の約 50％が BUNSHU ELECTRIC 製。 
資本金は 50 万＄、従業員は 3,400 名の企業。 
今回の訪問で、工場運営の課題や注意点をお伺いした。 
 

激しい人件費上昇への対応 
毎年インドネシア政府が地域毎に最低賃金を発表し、年々賃金が増加している。 
2012→13 年のとき 40％/年程の賃金上昇となり、撤退する企業も相次いだ。 
賃金のベースアップが行なわれないと、デモや

暴動に至るため、政府はある程度の賃金上昇を行

なわなければならない状況。 
現在、9 割が契約社員で対応しているが、2 年以

上の継続ができず、技術の伝承などに難しさがある。 
製造職場は女性がほとんどで、作業能率を落と

さないよう、ラインの配置や、ノルマ設定など随

所に工夫がみられる。 
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賃金のベースアップが行なわれないと、デモや

暴動に至るため、政府はある程度の賃金上昇を行

なわなければならない状況。 
現在、9 割が契約社員で対応しているが、2 年以

上の継続ができず、技術の伝承などに難しさがある。 
製造職場は女性がほとんどで、作業能率を落と

さないよう、ラインの配置や、ノルマ設定など随

所に工夫がみられる。 

但し、年々の賃金上昇は厳しく、現在、機械化の投資を増加させ、人件費の削減を図ろ

うとしている。 
なお、生産管理のシステムを導入しており、日本から生産状況進捗が常に監視できるし

くみが取り入れられている（日本語とインドネシア語の切り替えができるようにシステム

が組まれている）。 

 
 

従業員の労務管理 
従業員は『1 に宗教、2 に家族、3 に仕事』で仕事についての愛着心は少なく、他に条件

の良い企業があれば、転職してしまう。 
なお、従業員のうち 95％以上がイスラム教のため、礼拝の時間 5～15 分は製造ライン

がストップ、社内に設置されているモスクに集まる（モスク建設は無理でも、礼拝の部屋

は必ず必要）。またラマダン（断食）の時期は生産性が 30％低下するので、計画に盛り込んで

おくとのこと。 
また、ハーネスに銅線を使用しているので、盗難が多く発生し、退社時、持ち物検査な

ども実施し、不正防止を行なっている。 
 

地域への貢献 
現地法人を継続させるためには、地域住民の理解が重要。 
このため、会社敷地内に建設したモスクを住民に開放したり、中学から高校までの学校（塾？）

をつくり、こちらも開放して地域貢献を図っている。 
賃金上昇などの悩みはあるとのことであっ

たが、製造現場で働いている方は、我々が通

るたび笑顔で挨拶をしてくれるなど、明るく、

活気がある職場であると感じた。 
同社は、社員のために社宅、小・中学校に

加えモスクを整備するなど、地域に密着した

活動を展開することで、離職率を低い水準に

保っている。 
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２．５ Directorate of Metrology（国家計量局）DOM 
訪 問 日  2 月 11 日（水）14:00〜17:00 
所 在 地  JI. Pasteur №27，Bandung-West Java 
事業内容  インドネシアにおける法定計量機関 
面 談 者  所長 HARI PRAWOKO 氏 以下 10 名 

 
法定計量機関である DoM は消費・経済省に所属し、インドネシアにおける法定計量制

度の設計・計量法の立案、型式承認及び検定の実施機関として活動している。同国内の計

量器の輸出入規制、使用規制全体の責任機関である。また、国立標準研の KIM－LIPI に
替わりインドネシア共和国キログラム原器を保有しており、一部の計量標準の供給も担当

している。 
同機関の案内は、所長のハリー氏を含め 10 人の職員が対応してくれた。同機関が保有す

る試験・校正設備は、先進国の ODA により整備が進んでいるものの、メンテナンスの悪さ

から故障している機器も多いようだ。原油産出国であることから、流量計の校正・試験設備

は充実しており、何種類かのコンパクトプルーバーを保有しているのには驚かされた。 
校正・試験室には、検査を待つ計量器が多数あり、同機関が重要な位置づけにあるとと

もに、活発に活動していることが伺えた。 
 
 

DoM の正面入り口 
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DoM の正面入り口 
  

試験設備 

水道メーター性能試験設備 

 

流量計校正設備（ベルプルーバー） 

 
 
インドネシア共和国における法定計量制度は、先進国の計量制度をモデルにしている。

計量器の型式承認・検定制度、量目規制等は、我が国と同様な制度となっている。しかし、

計量器の型式承認では、全ての試験が出来ないため、申請者にデータの提出を求める。さ

らに、検定は全数検定であるにもかかわらず、検定設備が質・量共に不足しており、申請

者に対し試験設備の提供と検定官の立会を求める等、制度に実態が追いついていないよう

だ。 

ステンレス製計量タンク 
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２．６ Metrology Training Center（計量研修センター）MTC 
訪 問 日  2 月 12 日（木）午前 
所 在 地  バンドン郊外 
事業内容  インドネシア全土の計量公務員養成機関 

 

 
 
MTC は、前出の DoM 傘下の機関として、インドネシアの地方法定計量機関の職員対す

る計量器の試験・検定技術の研修を行うために設立された。最近、センター機能の拡充と

ともに、計量公務員限定から一般人の計量専門家の人材育成センターとして模様替えする

と聞いている。設立当初は、ASEAN 経済統合後、同エリアの国際研修センターとしての

機能を持たせることも想定し、研修施設に加え宿泊施設等も充実させたようである。 
同国計量法は、地方自治を基本とする改正が行われる予定で、地方計量公務員の育成が重

要な国家政策となっている。そのため、同センターは大変重要な、ミッションを持っている。 
年間を通じ約 500 名の研修生を受け入れ、計量に関する基礎学問から、計量器の特性、

検定検査技術に関する研修を行なっている。 
施設は、インドネシア空軍の施設に隣接しており、広大な敷地に 10 棟近い研修棟、200

名を収容する近代的なゲストハウスを保有する。ゲストハウスは近代的なホテルを思わせ

るもので、同センターへの期待が大きいと感じる。 

 

MTC 本部ビルエントランス 
訪問団と MTC スタッフ 

訪問者の署名風景 
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MTC 本部ビルエントランス 
訪問団と MTC スタッフ 

訪問者の署名風景 

同センターの活動内容、施設概要説明は、所長が不在であったため、総務部長より受け

る。所長はジャカルタにある DOM 本部に打ち合わせのため出張しているようであった。 
研修機材は、若干古い計測機器類もあるが、研修に必要な種類・量とも充実しており、

我が国の計量研修センターに匹敵する規模であることに驚かされる。ガソリン計量器の検

定設備、トラックスケール、タンク検査用オーバーヘッドタンク設備等の大型設備も設置

されていた。 
講師陣は 12 名、全員プロパーの職員が担当している。講師のキャリアーは、DoM で活

動していた計量専門家が主体であり、中には博士号を取得した方もいた。講師陣との聞き

取り調査では、同センター講師陣からは、トレーナーズトレーニングとして最新技術を搭

載する計量器を製造する日本企業での、試験・校正技術の研修機会を得たいとの要請を受

けた。 
 

ゲストハウス 

 

 
２．７ ジョグジャカルタへの移動と遺跡見学 

バンドン地区からジョグジャカルタへの移動は、空路を選択する。バンドン市内に立地

するバンドン空港は、インドネシア陸軍基地内にあり、運行管理は軍が行っている。空港

の一部を民間航空会社に開放している空港である。そのためか一般空港では当たりまえの、

運行情報表示機器類が皆無で、搭乗する航空機の運行状況は、全く把握できなかった。 
セキュリティ検査設備は一般空港と同じものの、待合室内にも何ら運行状況案内表示が

なく、空港職員らしき人物も見当たらないため、僅かに勤務している航空会社の職員をつ

かまえ、情報を聞き取る以外にない空港である。 
待合室で搭乗を待っていると、ジョグジャカルタ地区が集中豪雨で、空港が一時閉鎖さ

れているとの情報が届く。しかし、現地空港の開港見込み、運行情報等の情報は全くなく、

ひたすら搭乗機の到着を 5 時間近く待たされる羽目になった。ミッションに同行した添乗

員は、情報を得るため絶えず航空会社職員にヒアリングするものの、新たな情報は提供さ
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れることがなく、当日の移動が可能か判断できない状況であった。幸い、搭乗予定の航空

機（下の写真）が、空港に 6 時間近く遅れて到着。約一時間後にジョグジャカルタへの移

動が出来ることになった。 
 

 
 
バンドンから陸路でジャカルタに戻り、ジャカルタからジョグジャカルタに移動するプ

ランもあったが、６時間以上の時間を要するため、この経路を選択しなかった。幸い今回

は移動することができたが、空港内での放送は現地語のみ、英語による放送はほとんどな

かった。表示装置等の不備もあり、利用には大きなリスクを想定しておかねばならないよ

うだ。単独での地方空港利用には、十二分に注意が必要であることを実感した。 
 

ボロブドゥール遺跡 
世界遺産であるボロブドゥール遺跡は、中部ジャワの中心都市ジョグジャカルタ北西約

42km、首都ジャカルタからは東南東約 400km に所在し、巨大なムラピ火山などの山々に

囲まれた平原の中央に立地する。遺跡総面積はおよそ 1.5 万 m2。高さはもともと 42m あ

ったが、現在は破損して 33.5m になっている。 
大乗仏教を奉じていたシャイレーンドラ王家によって、780 年頃から建造が開始され、

792 年頃に一応の完成をみたと考えられ、その後 800 年代に増築されている。 
ボロブドゥールは、平原の中央にある径約 50m の天然の丘に盛り土のうえ、安山岩や粘

板岩を積み上げてつくられている。寺院として人びとに信仰されてきた建造物であるが、

内部空間を持たないのが際だった特徴である。 
ガイドによると、寺院が建設されたエリアはムラピ火山によるカルデラ湖になっていて、

その後ジャングルに覆われ発見が遅れたとのことである。 
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寺院の外壁には、王朝の歴史が克明に刻まれている。ご成婚から王子誕生まで物語風に

彫刻が施されている。 
火山活動、地震災害等度重なら自然災害で、寺院は倒壊してしまったようであるが、100

年の歳月をかけ、修復され現在の姿となっている。我が国の仏教伝来と同時期に、この地

では、このような仏教寺院が建設されていたことに歴史の重さを感じさせられる。 
 
プランバラン寺院群 
寺院群のうち中心的存在であるプランバナン寺院はバリトゥン王（在位 898 年～910 年）

による建立と言われる。古マタラムの王宮もこのあたりにあったと考えられているが、伝

染病が流行り 10 世紀ごろ遷都した。のちの 1549 年の地震で遺跡のほとんどが崩壊した。

しばらく忘れ去られていたが、1937 年から遺産の修復作業が行われている。プランバナン

寺院群はヒンズー教の遺跡としてはインドネシア最大級で、ジャワの建築の最高傑作の一

つとされる。 
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2006 年 5 月 27 日に起きたジャワ島中部地震により甚大な被害を受けた。地震発生の約

2 か月後、インドネシア政府の要請で日本から調査団が派遣された。2007 年 1 月から修復

作業が開始され、日本からも資金が提供された。 
現在、修復作業は継続されており、寺院の周りには、修復を待つ瓦礫のかたまりがいく

つも山積みされていた。完全修復には 100 年近い年月が必要と思われる。 
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３．調査で得られた成果 
今回の調査の目的であるインドネシア共和国の市場動向及び投資環境等の情報・資料の

収集及びインドネシアの法定計量制度、計量標準の整備状況調査について、得られた成果

をまとめた。 
 

投資環境について 
同国は、資源大国であるにもかかわらず輸出入収支は赤字である。赤字の原因は、輸出

品が石油資源等の1次製品のみで、高付加価値の2次3次産品は輸入しているためである。

今後、収支の改善のため、2 次 3 次産業の育成を推進する必要があり、外国からの投資拡

大を促している。 
我が国からは、一定の投資が継続されているものの、戦略的な取り組みを行っているシ

ンガポール、中国、韓国の後塵を拝することになりそうである。 
今回の調査では、国立計量研究組織の 2 機関を訪問したが、研究・試験施設は近代化さ

れつつあるが、先進国レベルには及ばない。 
工業化を推進する同国の産業界からは、今後、高度で広範囲の計量標準の供給への要望

が高まると予測される。まさに、今、弊会会員が持つ高度な計量標準の開発研究、供給を

実現する計量計測機器、校正・試験設備及び関連技術を、これらの国立計量標準機関

（KIM-LIPI）に押し込むことで、産業界へ広く浸透させる事が可能となる。既にドイツ

の産業界は、PTB（物理学研究所）をコアに同様な働きかけを行っている。 
また、同国計量法の改正により、計量規制実施権限が自治事務に移行することを受け、

現在、約 50 の国立実施機関で行っていた計量規制を、約 500 機関の地方実施機関でまか

なう予定である。しかし、拡大される 500 の法定計量実施機関には、検定・検査・検定設

備の整備が遅れており、KIM-LIPI への働きかけと同様、法定計量機関（DoM）及び計量

研修センター（MTC）への投資は、大きな効果をもたらすと期待される。 
法定計量の自治事務化による「同国の法定計量機関の拡張マスタープラン」は、約 10

年前の JICA プロジェクトにより既に作成されており、今まさに実施する時期を迎えてい

ると感じる。支援は、時機を逸するとただの「鉄の塊化」となってしまうため、投資すべ

き時期の見極めが寛容である。 
 

工場進出について 
同国は、ASEAN 諸国の中で工業化が進んでいる国にも関わらず、社会インフラの整備

が十分でないことが判明した。訪問した時期が、雨季の中でも降水量が一番多い時期であ

ったため、ジャカルタ到着当日も大雨の洗礼にあった。空港からの高速道路、ジャカルタ

市内のメーンストリートが冠水し、ホテルに向かうバスが立ち往生することがしばしばあ

った。 
翌朝の現地新聞でも、市内の多くの箇所で道路の冠水と住宅浸水が発生し、都市機能が

マヒしているとのことの報道がもたらされた。現地ガイドによると、どうやらこの状況は
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通年のことで、一向に進まないインフラ整備にたいする政府への不満が噴出しているとの

ことである。 
翌日からの企業訪問は借り上げバスでの移動となったが、前述の冠水箇所の復旧が遅れ、

搭乗予定のバスが 2 時間遅れで到着するなど、訪問初日から、大きなトラブルに巻き込ま

れた。現地ガイドによると雨季に入る 10〜11 月はスコールがある程度であるが、2 月に入

ると一日中雨が降り続くのは、例年通りであるとのこと。 
ジャカルタの市内は、一般道、高速道路ともに整備が進んでいるが、一極集中のつけか

日常的に交通渋滞が発生している。車が移動手段となっている交通システムで、公共交通

機関はバスのみで、道路渋滞に拍車をかけている。洪水対策と合わせ、地下鉄等の公共交

通機関の整備は必須である。 
ジャカルタ郊外に出ると道路状況が一変する。高速道路から接続している幹線道路でも、

片側一車線の狭歪道路が続き、道路沿いにできた集落による構造的な渋滞が永遠と続く。

目的地への移動時間の計算など全く出来ない。 
工場進出の候補地の選定に当たっては、製品輸送で使用する道路の整備状況を十分調査

し、物流における問題を把握しておくことが重要であると感じた。また、工場で使用する

電力の確保も重要である。停電の発生割合は低いものの皆無ではないため、自家発電設備

の整備も欠かせないようだ。 
一方、労働力の確保に関しては、中国・インドに次ぐ大人口国であることから、問題な

いものの、最低賃金の高騰や労働条件に対するストライキなど、労務管理面での配慮が必

要となる。多くの企業では、地域貢献として小学校から高校までの施設整備や従業員住宅

など提供、中にはモスクを整備するなど、地域、従業員への配慮を行なっている。 
 

市場性について 
同国は、人口ボーナスと呼ばれる中間層が中心となり、旺盛な消費活動が営まれている

ことから、大いに期待できる。自動車をはじめとする耐久消費財の伸びも顕著であり、人

口動態と重なり、2040 年頃まで経済成長が続くようである。既にトヨタ、ホンダ等の自動

車産業をはじめ多くの日系企業が進出をしており、サービス産業の進出も盛んである。

TOKO 等の流通業をはじめ味の素、ポカリスエット等の食品産業は、既に地元への定着を

果たしている。社会インフラが未整備なこの国で定着出来た要因は、サービス体制の整備

であったと分析する専門家もいる。ホンダが支持されたのは、現地生産に合わせ、特約販

売店、メンテナンスサービス店を地方まで展開し、生活の足であるバイクのサポートを行

ったことが成功につながっていると分析する。 
同国計量標準研究所・試験所には、先進各国からの ODA によるハイテック計測機器が

並ぶが、その多くの研究機器は埃をかぶり、逆にローテクの研究機材が活躍していること

に気づく。聞き取りを行うと、ハイテク機器は、故障すると国内で代替部品の調達、メン

テナンスが出来ないため、予算の関係もあり修復されず放置されることが多いと聞く。地

元に根付くためには、良い製品の提供に合わせ、メンテナンスサービスを充実させること

が重要である。 
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元に根付くためには、良い製品の提供に合わせ、メンテナンスサービスを充実させること

が重要である。 

規制、計量規制について 
同国の規制制度については、不透明感がつきまとう。また、公務員の不正も常態化して

いるため、規制対応手続きも統一されていないようだ。今回訪問した全ての国立機関の玄

関先には、公務員の不正撲滅キャンペーンのプラカードが掲げられ、官民あげて不正撲滅

を推進していた。 
計量法についても、OIML メンバー国として情報を公開しているものの、実態面では

HP が未整備、実施している計量規制についても、政府機関に直接聞き取りを行う必要が

あるなど、十分に透明性を確保しているとは思えない。 
今回の政府機関への調査で、計量器の輸出入規制、型式承認及び検定制度の実態を確認

できたものの、全ての島、州で同一の計量規制が実施できているかは確認できていない。

現在、同国における最新計量法（地方行政組織への権限移譲）に関する情報を入手し、整

備中のデータベースにより情報提供を行う予定である。 
一方、計量器の型式承認に関しては、従来から法律上は存在するものの実態が伴ってい

ないようであったが、昨今、各種試験設備の整備が進み、水道メーターの型式承認申請を

行っている器物も確認できたことから、実態面での活動が開始されたようである。試験可

能な計量器の種類、申請に伴うサンプル計量器の提出個数、試験内容等の調査を行い、情

報提供を行うこととしたい。 
全体を通じ、同国の経済発展はより確実で、政府の工業化政策も明確なことから、我が

国からの投資、工場進出、市場性への期待感できることから、スピード感を持って対応す

ることが必要である。 
 
 
４．所感 

 
(株)エー・アンド・デイ インドネシア駐在員 大塚 拓司氏 

2014 年 10 月末にジャカルタに赴任となり、今回の調査団には現地から参加させていた

だいた。 
調査団の皆さんが到着した翌朝には雨季のピークということもあり大雨により市内数カ

所で洪水が発生、前の週にイギリスの調査会社の発表で世界 1 位となってしまっているジ

ャカルタの交通渋滞がさらに悪化し、バスが集合場所のホテルになかなかたどり着けず予

定していたバスでの出発も大きく遅れてのスタートとなった。しかしながら、当日はツア

ーを運営いただいた KSA 様のアレンジもあり、警察車両の先導により、何とか予定の訪

問先を回ることができた。後日のニュースでは、本来市内の洪水対策用貯水池に接続され

ている複数ある排水ポンプ（このうちのいくつかは日本からの無償提供されたもの）が適

切に稼働すれば避けられるべき洪水であったが、国営電力会社の計画停電によりポンプを

稼働させずに発生した問題とのこと。これら一連の事柄は 1：経済発展に伴う急激な自動

車の普及、2：インフラの整備不足による慢性的な交通渋滞、電力不足、3：設備を有して

いても適切に利用されていない、4：交渉次第でなんとかできてしまうケースがある、と

－ 29 －



いったある意味現在のインドネシアを象徴する出来事を初日の数時間で体験することとな

った。 
現地視察で訪問した企業は日系および現地の企業でともに 2 輪・重機関連とインドネシ

アで勢いのある産業であると同時に、工場敷地内に外部の人も利用できる礼拝場や教育施

設を設けるなど地域との融和や福利厚生面でも充実化を図っていた。近年、最低賃金引き

上げを求めるストライキが多発しているインドネシアではあるが、両社とも「ストライキ

は無い」ということであった。このような地域とのつながりが功を奏しているのではない

かと思える。 
JETRO では現在の状況を説明ただいた際、事業を行うにあたり外国人である我々がイ

ンドネシア市場に対して抱きがちな人口が多い、資源国といった安易なイメージで見るの

ではなく、最近のインドネシアを如何に客観視して判断できるかが勝負であり現場にくれ

ば何とかなるというものではないということを改めて認識した。 
インドネシア公的機関の訪問においては従来 Directorate of Metrology y（国家計量局）

としか接点はなかったが今回 KIM-LIPI（計測標準研究センター）にもコンタクトを取る

ことができたのは大変有益であった。計量器ユーザーの現場では Directorate of Metrology
管轄の型式承認および検定と KIM-LIPI 管轄の ISO17025 校正で重複・矛盾点があるのが

現状であるが、その背景に所属する省庁が別であることと、”遅々として進む”と言われる

インドネシアならではの、未だ規定が整備されていないことが背景にあることが理解でき

た。また現在は国内の州及び主要県に数十カ所しかない検定所を、主要市 450 カ所以上に

増やすということでとかくヨーロッパ系企業の強いインドネシア公的機関への参入の機会

と捉えたい。 
以上、今回の計工連調査団に初めて参加させていただきましたが、参加された皆様の情

報や経験を聞かせていただいたこと、また従来の業務に従事しているだけではアプローチ

が難しく、このような機会でなければ訪問できない場所にも行くことが出来、短い間にも

様々な経験の場を与えていただきましたことに感謝いたします。 
 

愛知時計電機(株) 糸魚川 昇氏 
(株)Ｔｏｓｈｉｎ 信長 章夫氏 
この様な調査団に参加するのは初めてであり、不慣れな外国語での対応等戸惑いがあっ

た。この時期インドネシアは、雨季とのことであったが、ジャカルタでの初日には洪水（約

4800 世帯が浸水）によりチャータした専用バスが来ない（2 時間遅れで到着）、パトカー

先導で現地に向かう、トイレは使用料を払う等、色々と経験した。ガイド曰く、インドネ

シアは首都圏であっても交通の便が悪く、地元人であっても時間が読めないとのことであ

った。 
また、他のメーカとの意見交換により、有意義な活動が出来た（勉強も出来た）。全体を

通じ、インドネシアは、国が若いとの印象を受けた。 
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いったある意味現在のインドネシアを象徴する出来事を初日の数時間で体験することとな
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かと思える。 
JETRO では現在の状況を説明ただいた際、事業を行うにあたり外国人である我々がイ

ンドネシア市場に対して抱きがちな人口が多い、資源国といった安易なイメージで見るの

ではなく、最近のインドネシアを如何に客観視して判断できるかが勝負であり現場にくれ

ば何とかなるというものではないということを改めて認識した。 
インドネシア公的機関の訪問においては従来 Directorate of Metrology y（国家計量局）

としか接点はなかったが今回 KIM-LIPI（計測標準研究センター）にもコンタクトを取る

ことができたのは大変有益であった。計量器ユーザーの現場では Directorate of Metrology
管轄の型式承認および検定と KIM-LIPI 管轄の ISO17025 校正で重複・矛盾点があるのが

現状であるが、その背景に所属する省庁が別であることと、”遅々として進む”と言われる

インドネシアならではの、未だ規定が整備されていないことが背景にあることが理解でき

た。また現在は国内の州及び主要県に数十カ所しかない検定所を、主要市 450 カ所以上に

増やすということでとかくヨーロッパ系企業の強いインドネシア公的機関への参入の機会

と捉えたい。 
以上、今回の計工連調査団に初めて参加させていただきましたが、参加された皆様の情

報や経験を聞かせていただいたこと、また従来の業務に従事しているだけではアプローチ

が難しく、このような機会でなければ訪問できない場所にも行くことが出来、短い間にも

様々な経験の場を与えていただきましたことに感謝いたします。 
 

愛知時計電機(株) 糸魚川 昇氏 
(株)Ｔｏｓｈｉｎ 信長 章夫氏 
この様な調査団に参加するのは初めてであり、不慣れな外国語での対応等戸惑いがあっ

た。この時期インドネシアは、雨季とのことであったが、ジャカルタでの初日には洪水（約

4800 世帯が浸水）によりチャータした専用バスが来ない（2 時間遅れで到着）、パトカー

先導で現地に向かう、トイレは使用料を払う等、色々と経験した。ガイド曰く、インドネ

シアは首都圏であっても交通の便が悪く、地元人であっても時間が読めないとのことであ

った。 
また、他のメーカとの意見交換により、有意義な活動が出来た（勉強も出来た）。全体を

通じ、インドネシアは、国が若いとの印象を受けた。 

個々の研究室に配置している研究機材は、大学の工学研究室レベルで、供給する計量標

準は、質・量共に日系企業が工場進出後、計測器の校正サービスを受けることは困難と思

われるレベルであった。 
 

 

 
(一社)日本計量機器工業連合会 小島  孔 

最後に、本調査にご参加頂いた会員の皆様には、渡航期間中、異業種・同業種間を問わ

ず時間をかけて交流していただき、また、情報交換の場としてご活用頂けたと考える。 
また、事業実施に当たり、訪問機関の手配から現地への案内、現地での食事、団員から

のリクエストへの対応、また、発生したトラブルへの迅速で適切な対応に加え、団員に対

し常に心使いをいただいた KSA の西出さんに、この場を借りてお礼を申し上げる。 
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DIRECTORATE OF METROLOGY

 Directorate of Metrology is a government institution that 
has a responsible in legal metrology activities, under 
the Directorate General of Standardization and 
Consumer Protection, Ministry of Trade.

 Legal Metrology activities in Indonesia started since 
1923 under Ijk Ordonantie (Weight and Measure Law), 
which had been revised in 1981 into the Law No. 2 on 
Legal of Metrology.

 Directorate of Metrology‘s function are 
• to set up the national policies in Legal Metrology;
• to maintain the national standard used for Legal Metrology and national 

standard of Mass (K46)
• to supervise the legal metrological control (e.g type approval, re/verification, 

market surveillance)

The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

DIRECTORAT OF METROLOGY 
Directorate General Standardization 

and Consumer Protection
Ministry of Trade 
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LEGAL METROLOGY SYSTEM IN INDONESIA

Publication and supervision on measuring instrument, Pre-packaged goods and 
International Units 

Supervision on measuring instrument, Pre-packaged goods and International Units also 
investigation

Standards and laboratory

Type approval

Verification of measuring instruments

1
2
3
4
5

LE
GA

L M
ET

RO
LO

GY
 

AC
TI

VI
TI

ES

Legal Metrology :
Metrology that maintains measurement units, methods, and measuring
instrument, related to technical requirements and regulations based on
Law aiming to protect public interest on the truth of measurement result.

Law: 
Law No. 2 /1981 on Legal Metrology

Authority: 
Government

ORGANIZATION OF DIRECTORATE OF METROLOGY

SECTION of 
Supervision 

on Measuring 
Instrument

SECTION of 
Supervision 

on Pre-
packaged and 

SI

SECTION of 
verification 

and laboratory 
officer

SECTION of 
supervision 

and 
investigation 

officer

SECTION of 
Mass, Electric, 
Pressure and 
Temperature

SECTION of 
Flow, Length 
and Volume

SECTION of  
Organization

SECTION of 
Assessment

SECTION of 
Facilities

SECTIION of 
Cooperation

DIVISION
Facilities and 
Cooperation

DIVISION
Organization 

and 
Assessment

DIVISION
Measuring 

Instrument and 
Standard

DIVISION
Assessment and 

Evaluation of 
Verification Officer

DIVISION
Supervision 

and publication

Legal Metrology
Standardization 

Center
Regional I

Legal Metrology
Standardization 

Center
Regional II

Legal Metrology
Standardization 

Center
Regional III

Legal Metrology
Standardization 

Center
Regional IV

Center of 
Measuring 
Instrument 
Verification

Center of National 
Measurement 

Standard

Verification Officers

Director

General Affairs
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ORGANIZATION OF DIRECTORATE OF METROLOGY

C1

C2

C3 C4

 Legal Metrology
Standardization Center 
Regional I, in Medan

 Legal Metrology
Standardization Center 
Regional III, in Banjarmasin

 Legal Metrology
Standardization Center 
Regional II, in Jogyakarta

 Legal Metrology
Standardization Center 
Regional IV, in Makassar

MEASURING INSTRUMENT

 Measuring instruments classification

 LEGAL METROLOGY OF MEASURING INSTRUMENTS

Measuring instruments that directly or indirectly used for 
determining the result of measurements of:
- Public interest
- business
- Goods transaction
- Salary determination
- End product determination of a manufacturer
- Enforcement of Law and regulations

There are 14 types of Measuring instruments regulated by The Trade Minister regulation No. 8 Year 
2010, which are:
– 12 types with 84 Measuring instruments used for trade;
– 1 type with 2 Measuring instruments used for medical;
– 1 type with 2 Measuring instruments used for environment.

LEGAL METROLOGY OF MEASURING INSTRUMENTS

Government Ordinance No.2 Year 1985
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LEGAL METROLOGY AUTORITY

VERIFICATION

SUPERVISION

TYPE APPROVAL

PROVINCEREGENCY/CITY
CENTRAL 
GOVERMENT

OLD LEGAL METROLOGY AUTORITY

RVO CENTER OF 
MEASURING 
INSTRUMENT 
VERIFICATION

RVO

Regional Autonomy Law No. 32, 2004

VERIFICATION

SUPERVISION

TYPE APPROVAL

PROVINCEREGENCY/CITY
CENTRAL 
GOVERMENT

NEW LEGAL METROLOGY AUTORITY

RVO CENTER OF 
MEASURING 
INSTRUMENT 
VERIFICATION

Regional Autonomy Law No. 23, 2014

RVO in Regency/City :
1. RVO Surabaya City
2. RVO Batam City
3. RVO Malang Regency
4. RVO Balikpapan Regency

51 RVO in Province
1 RVO in Regency/City 

RVO : Regional Verification Office

REGIONAL VERIFICATION OFFICE (RVO)

SUMATERA
RVO

Verification Officer

14
165

KALIMANTAN
RVO

Verification Officer

6
52

SULAWESI
RVO

Verification Officer

5
56

JAWA
RVO

Verification Officer

23
395

BALI , NTB, & NTT
RVO

Verification Officer

3
47

MALUKU & PAPUA
RVO

Verification Officer

4
16
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Center of Measuring Instruments Verification

Service Activities

Testing Verification

Testing Facilities

1. flow meter
2. water meter
3. Gas Meter
4. Length and orifice plate
5. NAWI

Notes :
Testing facilities for water meter and NAWI accredited ISO/IEC 
17025

METROLOGICAL SERVICES PROVIDED BY DIRECTORATE OF METROLOGY

Type Approval
 imported measuring instruments
Importers of Measuring Instruments are 774 companies
 Domestic products
Manufacturers of Measuring Instruments are 280 companies

0
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177 183
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217

287

146

Type approval issued for Imported Measuring 
Instruments
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Type approval issued for domestic products
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LEGAL METROLOGY OF MEASURING INSTRUMENTS

Checkweigher
Mechanic Weighing 

Fuel Dispenser

Filling Machine
Taxi Meter Road tanker

Electricity Meter

Electronic Weighing 

Timbangan Meja (Beranger)

Piring Anak
Timbangan

Piring Muatan
(tembor)

Pisau tengah

Tanda teraBatang /  pisau
penghubungTuas /  gandar utama

Batang kait

Tempat
penyetel nol

Indeks
penunjukkan

Water Meter

Flow Meter

Center of National Measurement Standards

LABORATORIES :
1. Massa
2. Length
3. Volume 
4. Temperature
5. Force and Pressure 
6. Electricity 
7. Health and Environment

Accredited
ISO/IEC 17025
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Thank You

PRE-PACKAGED GOODS

PRE-PACKAGED GOODS : certain goods or commodities that are inserted into a close
packaging, and to use those goods and commodities by breaking the packaging and seal
of the packaging which quantity are stated and determined on the label before the
goods are distributed, sold, offered of showed.

Pre-packaged goods on 
drained weight

Pre-packaged goods on
volumePre-packaged goods on 

weight

Pre-packaged goods 
on  lenght

Pre-packaged goods on 
wide

Pre-packaged goods on 
piece
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