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インドラマユ・ムカルサリ村住民の 
石炭火力発電所に係る紛争 

耕作をしてきた小農らは、拡張計画の環境許認可に対
する訴訟を提起。 

 

• 事業地が非常に近い 

   （原告の家から200メートルないケースも） 

• ムカルサリ村の生活空間が奪われることになる 

• 農民としての仕事を奪われることになる 



行政訴訟 

バンドゥン 
行政地裁の判決 
（2017年12月6日） 

ジャカルタ 
行政高裁の判決 
（2018年4月9日） 

最高裁の 
判決 
（2018年9月19日） 

再審請求 

JATAYUメンバー勝

訴。インドラマユ石
炭火力・拡張計画
の環境許認可の
取消 

住民の訴えを棄却 住民の訴えを棄却 要件である新たな
証拠等を準備中 

※ 違法リスク 



サウィンさん、スクマさん、ナントさんの釈放を！ 
国旗を上下逆に掲げたという虚偽の報告／冤罪から自由の身に！ 

2017年12月6日の裁判所の判決にもかかわらず、インドネシア政

府はインドラマユ県警を通じて、事業反対の声をあげる農民に無
実の罪を着せ始めた。 



 ナントさん（40歳）、サウィンさん（50歳）、 
スクマさん（34歳）のケース 
・2017年12月14日、環境許認可に係る行政訴訟
での勝訴を祝い、国旗を掲げた。 
・2017年12月17日、サウィン、スクマ、ナント

は国旗を上下逆に掲げたという「国家の象徴を
侮辱した罪」を着せられた。3名は、国家の象徴
や国旗に係る第66条第24項にある刑事上の罪を
犯したとして訴追された。 

・同ケースは一時動きが止まっていたものの、
2018年9月、警察により再び持ち出された。3名
はインドラマユ県警に再び召喚され、9月27日に
インドラマユ県検察に送致された。 

・市民や弁護士の目からも、同ケースはこじつ
けであり、無分別なものであった。   



• 石炭火力建設に抗議する闘争は、良好か
つ健全な環境に係る権利を獲得するため
の闘いであり、そのような闘いは法律に
よって保護されている。 

    - 憲法第28条H ＝ 清潔かつ健全な環境 
  に係る権利は人権であると強調している 
    - 環境保護管理法 第66条 
 
← 運用に問題 

• 警察が環境保護管理法を十分に理解し
ていない。 

• 警察が当該紛争の当事者となる。つまり、
住民の生活や生計手段に影響をもたらす
開発政策に批判的な住民を黙らせようと
公権力を行使する。 



• 無実の罪を着せる目的は住民を黙
らせるだけではなく、心身両面また
経済的な影響を本人や家族に与え、
住民の運動を体系的に潰すことに
ある。（農民は権力もあく、世帯主
が逮捕されれば経済的にも影響が
大きく、村から遠い法廷に通わなく
てはならない。） 

• 2018年12月27日、サウィンとスクマ
には5ヶ月の実刑、ナントには6ヶ月
の実刑判決。 

• 判決は、環境や生計手段の権利
のために闘う住民の正義とは程遠
い結果。 



生態系の非常事態  
• ジョコ・ウィドド大統領は、ナワチタ政策（ 9
つの優先課題）の下、本国が環境被害に
よる人道的危機の重大な局面にあるとし
ている。 

• 2017年12月13日、チブブールにおける全
国大会でWALHIは、インドネシアは生態系
の非常事態にあるとした。生態系の非常
事態とは、環境に優しくなく、かつ、住民が
生計手段へのアクセスを奪われるような
影響のある「自然資源管理における独占」
に起因する環境被害によって起きている
危険な状況と定義できる。 

• 住民を黙らせたり、住民に無実の罪を着
せたり、住民に暴力を振るうような動きか
ら、住民が完全に解放されるに至るまで
の精神的な革命は依然起きていない。 



環境活動家とは？ 

• 環境活動家を定義する規定はない。 

 

• 環境保護管理法（2009年法律第32号）第66条では、2つ

の要素が規定されている。一つは主観的に個人および
企業体の両人であり、もう一つは客観的にその活動、す
なわち、良好かつ健全な環境に係る権利のために闘う
活動をしていることである。 



環境活動家の保護 

• 環境保護管理法 第66条の規定＝良好かつ健全な環境
に係る権利のために闘う何人も刑事訴追されたり、民
事訴訟を起こされない。本条項により、環境活動家の特
別な保護が規定されている。 

• 同条項に係る解説は、同条項の範囲を狭めるものと
なっている。 

  本規定は、環境汚染及び／乃至被害のため訴訟手続
きをとっている犠牲者及び／乃至報道記者を保護するこ
とを企図する。 



スラップ防止 

• 環境訴訟の処理のためのガイドライン適用に関する最高裁長官による判
決（No. 36 / KMA / SK /II / 2013）＝スラップ防止の一環として、環境保護
管理法 第66条を引用。 

 

• スラップ防止は、環境活動家の法的保護である。スラップ訴訟は、環境活
動家に対する反訴（和解請求）の形をとることもあれば、通常の訴え、あ
るいは、刑事上の犯罪行為の報告（たとえば、刑法で規定されてる「侮辱
罪」を犯したとみなす等）の形をとることもある。 

（訳者注：SLAPP＝Strategic Lawsuit 
Against Public Participation。公的な参加

に対する戦略的な訴訟。いわゆる「恫喝
訴訟」。以下、スラップ） 



紛争の傾向 
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採掘産業に係る

紛争数 

2012年から2014年 さまざまな出展からデータを編集 
2015年から2017年 13支部のデータを編集 

• 過去3年、紛争は減少
傾向にある。 

• 遺憾なことに、政府機構
を通じた政府の関与は
依然高い。 

• 8つの政府機構が住民

との紛争に多く関与。
（警察、国軍、自治体の
公共保安部隊、森林警
察、県知事、副県知事、
国土庁、国会議員） 



2017年の紛争、暴力、冤罪  
WALHIの記録： 

• 環境・農地関連の紛争 302件 

• 無実の罪を着せられる人権侵害 
163名  

  2019年1～3月 

    住民103名、NGO25名 

• 以上は、13州のデータをまとめた

もの（アチェ、西スマトラ、リアウ、
ジャンビ、ブンクル、ランプン、ジャ
カルタ首都圏、西ジャワ、中ジャ
ワ、東ジャワ、東カリマンタン、南
スラウェシ、パプア） 

• WALHIの直接対処件数 182 

環境・農地の紛争ケース数 



法廷闘争におけるスラップと冤罪 

• ココヤシ・アブラヤシに係る法案や土地法案など、
法案のなかには、投資家の利益を保護し、住民の
利害を無視するものもある。 



2017年の冤罪ケース 

• 犠牲者数や冤罪の
ために適用された
条項の詳細は、依
然として構造的に
はまとめられていな
い。 

• 冤罪は、住民参加
を損なう傾向にあ
る。 

適用された条項 犠牲者数

訴訟関連 刑法160、 UU P3H、　

2014年法律第39号（プラ

ンテーション）

訴訟関連でないもの

刑法107a, 154, 170, 216, 

263, 310, 311, 335, 368、 

及び、2008年法律第11号

（電子情報・取引に関す

る法律 ） 27 (3) ～ 45

合計 163



 
 

Terima Kasih 
ありがとうございました。 

 
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)  

Friends of the Earth Indonesia 
Jl. Tegal Parang Utara No. 14  
Mampang, Jakarta Selatan 

Tlp. 021-79193363 
Fax. 021-7941673 
www.walhi.or.id 

 
 
 
 
 


