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2015年7月30日 勉強会 日本のインフラ輸出における人権・環境配慮は十
分か？―インドネシア・バタン石炭発電の現状と日本の課題― （於 東京） 



2 

 

いくつかのキーワード 

 ・・・官民連携、JICAの民間への活用（海外投融資）、   

    高効率の火力発電設備 

 

• 日・インドネシア首脳会談 共同声明  2015年3月23日 

• 戦略的パートナシップに ついての 日本・マレーシア共同
声明  2015 年 5月 25 日 

• 「日・メコン協力の ため新東京戦略２０１５」 2015 年 
7月 4 日 

「両首脳は、気候変動対策及び電源としての高効率石炭火力
発電の重要性を確認するとともに、石炭火力発電へのOECD 
諸国による公的金融支援の継続の必要性を国際的な場におい
て共有していくことの重要性につき一致した。」 

 
 

  

アジアへのインフラ輸出と石炭火力  
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●日・タイ首脳会談   2015年7月4日 

    

   「安倍総理大臣からは，タイが目指す産業の高付加価値
化等で協力していきたい，高効率石炭火力への公的金
融支援が必要との声をASEAN諸国として発信して頂き
たい旨述べました。」 

アジアへのインフラ輸出と石炭火力  



2007～2014年、日本政府は石炭関連事業
への最大の公的資金供与国 

Source: Under the Rug (NRDC, Oil Change International and WWF) 



石炭関連投資に関し、 

JBICは最大の公的資金供与者 

Source: Under the Rug (NRDC, Oil Change International and WWF) 



海外の石炭火力発電支援に関する 

日本政府・JBICの現行政策 

 日本再興戦略2014（2014年6月策定）： 

高効率火力発電（石炭・LNG）の導入推進及び国

際展開：世界最高の技術水準による地球規模で
のCO2排出抑制のため、公的金融支援やトップ
外交を通じアジア・東欧等の新興国へ普及させる。 

 財務省NGO定期協議（2013年10月）： 

JBICの石炭火力発電事業への公的支援に関し

ては、我が国の方針として今後とも石炭火力の
導入が必要とされる場合には、その高効率化及
び低炭素化を図ることに貢献していく。 



JBIC支援の石炭火力と世界平均との比
較（2010-2018年に完成） 

JBIC支援 世界平均 

亜臨界圧 31％ 29％ 

超臨界圧 62％ 36％ 

超々臨界圧 7％ 29％ 

他／不明 0％ 6％ 

出典：Platts WEPP、2015年1月 



火力発電におけるSOx、NOx排出量比較 

出典：J-Powerウェブサイト 



JBIC支援事業のSO2除去技術 

技術 割合 

海水法脱硫装置 20％ 

半乾式循環流動床FGD方式 2％ 

流動床式 7％ 

湿式石灰石FGD方式 22％ 

湿式石灰FGD式 1％ 

低硫黄炭使用（脱硫装置なし） 36％ 

脱硫装置なし 11％ 

出典：Platts WEEP、2015年1月 

JBIC支援の石炭火力発電設備のうち、 

脱硫装置が設置されているのは約半分。 



JBIC支援事業の微粒子（PM）除去技術 

技術 割合 

ろ過装置（捕集用繊維フィルター） 3％ 

低温電気集じん装置 12％ 

不特定の電気集じん装置 79％ 

除去装置なし 6％ 

出典：Platts WEEP、2015年1月 

JBIC支援の石炭火力発電設備のうち、適切な
微粒子除去対策が施されているのは約15％。 
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日本とJBIC支援の海外の 

石炭火力発電所との環境対策技術比較 

 NOx対策  =  選択触媒還元脱硝装置は？ 
 

個別比較  ex. インドネシア・バタン vs. 磯子 
 発電所名 バタン（JBIC検討中） 磯子新2号機 磯子新1号機 

事業者 BPI （電源開発 出資） 電源開発 電源開発 

出力（MW） 1000 X 2 600 600 

運転開始時期 2018 （予定） 2009/07 2002/04 

効率（蒸気条件） 超々臨界圧 超々臨界圧 超々臨界圧 

SOx対策（ppm） 105 10 20 

NOx対策（ppm） 127 13 20 

PM対策（mg/Nm3） 50 5 10 
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事業概要  

●インドネシア・中部ジャワ州バタン県  
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●目的 

• 2,000MW（1,000MW×2基）規模の超々臨界圧 

                        （USC：Ultra Super Critical）石炭火力発電 

                                               （燃料＝インドネシア産亜瀝青炭） 
 

  ① 石炭火力発電所 226.4 ha 

  ② 埠頭 2.4 km 

  ③ 浚渫 155万3,000 ㎥  → 海洋投棄 16 km 沖合い 

  ④ 送電線 61.4 ha (5.4 km）  ／ 変電所 25 ha 

 

 ・2012年10月  着工予定 

 ・2016年末頃  1号機運転開始予定 

 ・2017年中頃  2号機運転開始予定 

事業概要  
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事業概要  

石炭火力発電所 226.4 ha 

埠頭 2.4 km 浚渫 155万3,000 ㎥ 

海洋投棄 16 km 沖合い 

送電線 61.4 ha (5.4 km） 
 変電所 25 ha 

（出展） 事業者EIA 
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●事業費   

  約40億米ドル（出資約13億米ドル、融資約27億米ドルの予定） 

 

●事業者、融資・保証機関 

事業概要  

PPP第１号案件 
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事業概要  
 

「安倍総理からは、エネルギー分野や金融分野でも 

 協力を継続したい、高効率石炭火力発電事業につき 

 引き続き協力していく」 

 （2013年12月13日 日・インドネシア首脳会談） 

（写真出所） 内閣広報室 
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●主な経緯 

 ・2011年6月  3社グループ、IPP国際入札案件の優先交渉権獲得 

 ・2011年7月  3社グループ、BPI設立 

 ・2011年10月 BPI、長期売電契約（PPA）（25年間）をPNLと締結 

         BPI、PLN支払義務の保証契約をIIGF／イ政府と締結 

 ・2011年～   各地権者への土地売却交渉の開始 

 ・2012年10月  融資調達期限の延長、着工予定の遅延 

 ・2013年7月11日 JBIC、同事業に関する環境レビューを開始 

 ・2013年8月26日 イ政府当局、EIA承認、環境許可証発行 

 ・2013年10月6日 融資調達期限、再延長 

 ・2014年10月31日 融資調達期限、再々延長 

事業概要  

地域住民による反対運動 

2014年6月 不可抗力宣言 
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 ありがとうございました! 

 
 

hatae@foejapan.org 

Hozue HATAE 


