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インドネシアにおけるJBIC支援事業の問題
～バタン、チレボン、タンジュン・ジャティBの

3つの現場より～
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E-mail: hatae@foejapan.org

2015年11月11日 セミナー「国際問題化する石炭支援―国際交渉の最新動
向とJBIC投融資事業の実態―」 （於東京）
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ジャワ島 日本が関連する石炭火力

西ジャワ州チレボン 東ジャワ州パイトン

中ジャワ州バタン（建設予定） 中ジャワ州タンジュン・ジャティB
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事業サイト： 西ジャワ州チレボン県

●1号機
発電容量： 660 MW（超臨界圧）
総工費： 8.5 億米ドル
事業者： Cirebon Electric Power（CEP）

＝丸紅（32.5%）、Komipo（27.5%）、
Samtan（20％）、Indika Energy（20%）

融資： JBIC、韓国輸出入銀行、民間銀行
総額5.95億ドル（JBIC＝2.14億ドル）

商業運転：2012年7月開始
（国有電力会社PLNとの長期売電契約PPA 30年）

※日本政府の気候変動対策資金リスト

チレボン石炭火力発電所
事業概要
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チレボン石炭火力発電所
問題点

 生計手段への影響

小漁業（小漁具、養魚池）、貝類採取
 港湾設備、取水口、石炭？ etc.

農業（コメ）
 水路ブロック、木陰、石炭貯蔵場からの降灰、高温？

Cf. 土地補償

塩田
 石炭？

 爆発事故による家屋への影響

Cf. 粉塵
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チレボン石炭火力発電所
周辺地図

発電所煙突から
半径1 km内

発電所煙突から
半径2 km内

聞取りした農地

聞取りした塩田

聞取りした村庁舎
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事業サイト： 西ジャワ州チレボン県

●2号機
発電容量： 1,000 MW（超々臨界圧）
総工費： 約20 億米ドル
事業者： Cirebon Energi Prasaran（CEPR）

＝丸紅（35%）、Indika Energy（25%）、
Samtan（20％）、 Komipo（10%）、中部電力（10%）

融資： JBIC、韓国輸出入銀行、民間銀行 （要請予定）
商業運転：2020年開始予定

（PLNとのPPA 25年）

→2015年5月 環境アセスに関する住民協議

チレボン石炭火力発電所
拡張事業概要
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事業サイト： 中ジャワ州ジュパラ県
事業者： Central Java Power（CJP） ＝住友商事（100％）

●1号機／2号機
発電容量： 1,320 MW（660*2）（亜臨界圧）
総工費： 約2,000億円
融資： JBIC、民間銀行＝総額約1,444億円（JBIC＝867億円）
完工： 2006年10、11月 （国有電力会社PLNへ20年間リース）

●3号機／4号機
発電容量： 1,320 MW（660*2）（亜臨界圧）
総工費：約2,000億円
融資：JBIC、民間銀行 総額約1,600億円（JBIC＝約957億円）
完工：2011年10月、2012年1月 （PLNへ20年間リース）

タンジュン・ジャティB石炭火力発電所
事業概要
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タンジュン・ジャティB石炭火力発電所
問題点

 漁業への影響 （漁獲量の減少等）

港湾設備、冷却システムの取水口、石炭船

 農業への影響（収穫の減少等）

酸性雨？

 2011年7月 周辺農地に被害

石炭貯蔵場からの降灰

 健康への影響

粉塵

Cf. グリーンピース報告書「Human Cost of Coal Power」

http://www.greenpeace.org/seasia/id/PageFiles/695938/f

ull-report-human-cost-of-coal-power.pdf

5号機／6号機の拡張
・2,000 MW (1,000*2)

・建設予定地 （50 ha収用）
→2015年3月
環境アセスに関する住民協議
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タンジュン・ジャティB石炭火力発電所
周辺地図

発電所煙突（中間）から
半径1 km内

発電所煙突（中間）から
半径2 km内

聞取りした農地

聞取りした漁村
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事業サイト： 中ジャワ州バタン県

● 1号機／2号機
発電容量： 2,000 MW（1,000*2）（超々臨界圧）
総工費： 40億米ドル

（出資約13億米ドル、融資約27億米ドルの予定）

着工予定： 2012年10月
1号機運転開始予定： 2016年末頃
2号機運転開始予定： 2017年中頃

バタン石炭火力発電所
事業概要
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●事業者、融資・保証機関

バタン石炭火力発電所
事業概要
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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

・2015年10月6日 融資調達期限、再々々延長？

地域住民による反対運動

2014年6月 不可抗力宣言

土地収用法の適用？

バタン石炭火力発電所 事業概要
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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

バタン石炭火力発電所 事業概要
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バタン石炭火力発電所
地域住民の主な懸念

 生計手段への影響

農業（コメ3期作、ジャスミン）
 コミュニティーによれば

地権者 約700人、小作／農業労働従事者 約3,000人

 EIAによれば（2012年政府データ）

地権者 504人、小作等 1,176人

※代替地の提供？ 補償金？ 雇用（建設時10,400、操業時450名）？

漁業
 ロバン村に小漁業者約2,000人

 健康への影響
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バタン石炭火力発電所
プロセスの問題点

 土地買収交渉・合意手続きにおける不備
 2011年に開始 EIA住民協議／移転計画策定より以前

⇒不透明な土地の補償額

＝ 一律の基準額が明確に提示されず

→コミュニティー内の不信感の増幅

 土地売却交渉時の軍などによる合意の強要

※67名の地権者は土地未売却 （2015年9月末時点）

 住民協議への参加の問題
 参加者は招待状を受け取った地域住民に限定

→ 影響住民が懸念をインプット不可

 自由に懸念等を発言できる状況の欠如 ← 治安部隊の配備

 ステークホルダー分析の不備

＝ 影響を受ける可能性のある小漁民に対する協議なし
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バタン石炭火力発電所
軍・警察・チンピラによる人権侵害

 土地買収交渉における軍等による合意の強要

 住民協議における治安部隊の配備

 暴力行為

 反対派住民リーダーらへの脅迫・嫌がらせ
 法的措置による嫌がらせ

2012年 ＝ 5名のリーダーの留置（5ヶ月強）

2014年 ＝ 2名のリーダーの留置（7ヶ月）
 匿名レターによる脅迫 等

 国軍工兵隊による土地整備作業
 2015年4月～ （主に盛土）

 2015年9月～ Cf. 地域社会の分裂
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●2015年の主な動き

・3月24日 住民組織、融資しないよう求める要請書をJBICに提出

・3月25、26日 参議院本会議、財政金融委員会での質疑

・4月初旬 国軍工兵隊による盛土作業 （5月中旬まで）

・5月中旬 JBIC実査 （反対派住民組織に会わず）

・7月下旬 住民組織の代表ら、JBICに異議申立書提出

＋ OECD多国籍企業行動指針に係る問題提起

・8月28日 着工式

・9月11日 国軍工兵隊による土地整備作業

・9月末 JBIC実査

・10月6日 融資調達期限、再々々延長 （半年）？

バタン石炭火力発電所 最近の動き

土地収用法適用の違法性
に関する行政裁判 一審
（10月5日 敗訴）

10月22日 上告
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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

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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 JBIC環境レビュー結果 （汚染対策）

 大気質、水質、騒音の計画値は、現地基準を満たす計画と
なっている。 （チレボン）

 大気質の計画値は、現地基準及び世界銀行基準を下回る
計画である。 （タンジュン・ジャティB）

 大気(SO2、NOX、TSP)、温排水、水質等の計画値は現地基
準を満たし、国際基準にも概ね合致する／下回る。
（ミンダナオ、ハイポンII）

 大気質、水質、騒音の計画値は、現地基準を満たし、世銀基
準を概ね満たす （メジャ）

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
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環境社会配慮確認のためのJBICガイドライン

環境社会配慮の適切性を確認するための基準
相手国及び当該地方の政府等が定めた環境に関する
法令や基準等を遵守しているか

世界銀行のセーフガードポリシー／国際金融公社の
パフォーマンススタンダードと適合しているか

適切と認める場合には、日本等の先進国が定めてい
る基準又はグッドプラクティス等をベンチマークとして
参照。大きな乖離がある場合には、相手国（地方政府
を含む）、借入人、及びプロジェクト実施主体者との対
話を行い、その背景・理由等を確認するとともに、必要
に応じ対応策を確認する。

?

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


