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ジャワ島 日本が関連する石炭火力

①西ジャワ州チレボン
・JBIC決定＝ 660 MW

←住民の異議申立て （11月）
＝予備調査中

・JBIC検討中＝1000  MW

←仏・蘭 銀行撤退の可能性？？？
←LOI 期限はいつ？？？

東ジャワ州パイトン

②中ジャワ州バタン
・JBIC決定・建設中＝2000 MW

←住民の異議申立て（12月）
＝予備調査中

❶中ジャワ州タンジュンジャティB
・JBIC決定＝ 2640 MW
・JBIC検討中＝ 2140 MW

←仏銀行撤退
←Letter of Intent（LOI） 期限切れ？

③西ジャワ州インドラマユ
・JICA検討中＝1000 MW

ジャワ-バリ系統＝30％ほどの電力予備率



事業サイト： 中ジャワ州ジュパラ県

●5号機／6号機
発電容量： 2,140 MW（超々臨界圧）

総工費： 約4,000億円

事業者： ブミ・ジャティ・パワー社（BJP）
＝住友商事（50％）、関西電力（25%）、UT（25%）

融資（検討中）： JBIC、三菱東京UFJ、みずほ、三井住友
仏： ソシエテ・ジェネラル融資撤退 （1月初旬に確認）

←2016年10月 石炭事業からの撤退表明
仏： クレディ・アグリコル銀行は ・・・・・・

←2016年10月 石炭事業からの撤退表明
※ Letter of Intent （LOI：基本合意書）の期限切れ＝12月末

→ JBICの融資検討・環境レビューは継続？

商業運転： 2016年着工（予定）、2020年運転開始（予定）
（国有電力会社PLNとの長期売電契約PPA 25年）

タンジュンジャティB 拡張案件 概要
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ジャワ島 日本が関連する石炭火力

①西ジャワ州チレボン
・JBIC決定＝ 660 MW

←住民の異議申立て （11月）
＝予備調査中

・JBIC検討中＝1000  MW

←仏・蘭 銀行撤退の可能性？？？
←LOI 期限はいつ？？？

東ジャワ州パイトン

②中ジャワ州バタン
・JBIC決定・建設中＝2000 MW

←住民の異議申立て（12月）
＝予備調査中

❶中ジャワ州タンジュンジャティB
・JBIC決定＝ 2640 MW
・JBIC検討中＝ 2140 MW

←仏銀行撤退
←Letter of Intent（LOI） 期限切れ？

③西ジャワ州インドラマユ
・JICA検討中＝1000 MW

ジャワ-バリ系統＝30％ほどの電力予備率



事業サイト： 西ジャワ州チレボン県

●2号機
発電容量： 1000 MW（超々臨界圧）

総工費： 約20 億米ドル

事業者： チレボン・エナジー・プラサラナ社（CEPR）
＝丸紅（35%）、中部電力（10%）、Komipo（10%）、

Samtan（20％）、Indika Energy（25%）

融資（検討中）： JBIC、韓輸銀、三菱東京UFJ、みずほ、三井住友
蘭： ING 銀行は ・・・・・・

←2015年11月 石炭事業からの撤退表明
仏： クレディ・アグリコル銀行は ・・・・・・

←2016年10月 石炭事業からの撤退表明
※ Letter of Intent （LOI：基本合意書）の期限 ＝ 3 月末か？

→ 現状、JBICの融資検討・環境レビューは継続？

商業運転： 2016年着工（予定）、2020年運転開始（予定）
（国有電力会社PLNとの長期売電契約PPA 25年）

チレボン 拡張案件 概要
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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： チレボン・エレクトリック・パワー社（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（三菱東京UFJ、みずほ、三井住友、ING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
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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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

 JBIC融資決定案件

＝ 当時の利用可能な最良の技術は導入されず

発電所名 インドラ
マユ

チレII バタン チレ
ボン

TJB II 磯子
2

磯子1 碧南5

所在地 ID ID ID ID ID JPN

出力（MW） 1320 1200 1000*2 660 660*2 600 600 1000

運転開始時期 2019 2020 2018 2012 2011 2009 2002 2002

効率（蒸気条件） USC USC USC SC SUBC USC USC USC

SOx対策（ppm） 235 221 106 227 106 10 20 25

NOx対策（ppm） 212 251 127 404 229 13 20 15

PM対策（mg/Nm3） 42 50 50 29 50 5 10 5
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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
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2016年11月10日
ジャカルタ日本大使館前で抗議活動

2016年11月10日 チレボン既設発電所
ジャカルタでJBICに異議申立て

2016年12月6日 チレボン拡張発電所
環境法違反を行政裁判所に起訴→2017年1月11日 初回公判
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・住民の異議申立て＝生計手段、健康影響への住民の懸念
・違法性＝法的問題
・気候変動への影響の観点から進む銀行の融資撤退
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ジャワ島 日本が関連する石炭火力

①西ジャワ州チレボン
・JBIC決定＝ 660 MW

←住民の異議申立て （11月）
＝予備調査中

・JBIC検討中＝1000  MW

←仏・蘭 銀行撤退の可能性？？？
←LOI 期限はいつ？？？

東ジャワ州パイトン

②中ジャワ州バタン
・JBIC決定・建設中＝2000 MW

←住民の異議申立て（12月）
＝予備調査中

❶中ジャワ州タンジュンジャティB
・JBIC決定＝ 2640 MW
・JBIC検討中＝ 2140 MW

←仏銀行撤退
←Letter of Intent（LOI） 期限切れ？

③西ジャワ州インドラマユ
・JICA検討中＝1000 MW

ジャワ-バリ系統＝30％ほどの電力予備率
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地域住民の懸念と反対の声
生計手段への影響（農民、漁民）
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地域住民の懸念と反対の声
生計手段への影響（農民、漁民）
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地域住民の懸念と反対の声
生計手段への影響（農民、漁民）



23

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： 45億米ドル

（出資約11億米ドル、融資約34億米ドルの予定）

着工予定： 2012年10月 → 遅延後 2016年4月
1号機運転開始予定： 2016年末頃 →遅延後 2020年6月
2号機運転開始予定： 2017年中頃 →遅延後 2020年12月

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 ＝ 官民連携で推進

バタン石炭火力発電所
事業概要

融資決定 21億ドル＋13億ドル
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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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地域住民の懸念と反対の声
生計手段への影響（農民、漁民）
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地域住民の懸念と反対の声
生計手段への影響（農民、漁民）
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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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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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地域住民の懸念と反対の声
生計手段への影響（農民、漁民）

2012年 環境アセスメント 住民協議会

2012年、2014年 不当逮捕 2013年 暴力行為
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地域住民の懸念と反対の声
生計手段への影響（農民、漁民）

2014年 暴力行為



32
2015年4月～ 国軍工兵部隊の土地造成作業開始

複数回にわたる
インドネシア国家人権委員会の勧告
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2015年7月 JBIC異議申立て

2015年7月 OECD多国籍企業指針に基づく申立て
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・2011年～ 各地権者への土地売却交渉の開始

＝事業者の責任で土地売買交渉

・2014年6月 事業者による「不可抗力宣言」

→インドネシア土地収用法（2012年）を適用し、

PLNが主体となって土地収用が進められていく方針を確認

・2015年8月 土地収用法の適用の違法性に関する行政裁判（地裁）

・2015年10月 同行政裁判 敗訴（地裁）

・2015年10月 上告

・2016年2 月 最高裁 敗訴

土地収用の不調

バタン石炭火力発電所
土地収用関連の主な動き
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2016年3月 農地アクセス完全閉鎖



36写真： Greenpeace

2016年4月 JBIC前抗議、
国際要請書提出（42ヶ国231団体） 2016年4月 フェンス横での住民抗議
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2016年11月
埠頭建設現場での漁民抗議
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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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現在も少なくとも46名の地権者が
土地売却と補償受領を拒否
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2016年12月5日
ジャカルタでJBICに異議申立書を提出



ジャワ島 日本が関連する石炭火力

①西ジャワ州チレボン
・JBIC決定＝ 660 MW

←住民の異議申立て （11月）
＝予備調査中

・JBIC検討中＝1000  MW

←仏・蘭 銀行撤退の可能性？？？
←LOI 期限はいつ？？？

東ジャワ州パイトン

②中ジャワ州バタン
・JBIC決定・建設中＝2000 MW

←住民の異議申立て（12月）
＝予備調査中

❶中ジャワ州タンジュンジャティB
・JBIC決定＝ 2640 MW
・JBIC検討中＝ 2140 MW

←仏銀行撤退
←Letter of Intent（LOI） 期限切れ？

③西ジャワ州インドラマユ
・JICA検討中＝1000 MW

ジャワ-バリ系統＝30％ほどの電力予備率
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※2016年12月15日
インドラマユでの抗議活動
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事業サイト： 西ジャワ州インドラマユ県 （2基建設予定地 275.4 ha）
事業者： インドネシア国有電力会社（PLN）

●フェーズ2

発電容量： 2,000MW（1,000MW×2基）の超々臨界圧
総工費： 約2億ドル（1号機＝1,000MWのみ）
融資： 国際協力機構（JICA）

③ 現在、1号機建設事業本体に対する円借款を検討中
①協力準備調査（2009年度実施）＝実行可能性調査
②エンジニアリング・サービス（E/S）借款（2013年3月）

完工： 2021年

※フェーズ1＝既存石炭火力発電所（330 MW×3） の東側に隣接

インドラマユ石炭火力発電所
事業概要
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インドラマユ石炭火力発電所
事業概要
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※2016年3月31日
地元の村での抗議活動

※2016年9月11日
地元の村での抗議活動
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※2016年10月20日
インドラマユ県庁前での抗議活動

※2016年9月16日
村内で撤去された抗議の横断幕

※2016年12月15日
インドラマユ県庁前での抗議活動
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※2016年12月15日
インドラマユ県庁前での抗議活動※2016年9月16日

反対派住民組織から約100名程度の住民が
JICA専門家とのミーティングに参加。

※2016年8月15日 地権者への説明会

※2016年11月6日
反対派住民組織リーダーらが、JICA専

門家チームとのミーティングを拒否。
JICAの融資検討中止を要請。
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※2016年12月15日
インドラマユでの抗議活動

JICAの土地収用・生計回復措置の策定支援
←社会的合意の形成は？
→コミュニティーの分裂を助長？
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ありがとうございました!
hatae@foejapan.org

Hozue HATAE


