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件名：バタン火力発電所事案の勧告 I 

 

宛先 

1. バタン県知事 

2. 国有電力会社（PLN）社長 

3. 中ジャワ州警察長官 

4. ビマセナ・パワー・インドネシア社最高経営責任者 

 

I. 根拠 

 

人権に関する 1999年法律第 39号第 89条第（3）項 a、bにもとづき、国家人権委員会は、2012年 9

月 29 日に起きたバタン県の石炭火力発電所建設反対住民と治安部隊の衝突事件に関連する人権侵害の

疑いについて、またバタン県火力発電所（2×1,000MW）建設計画について、監視・調査・捜査する任

務を遂行した。 

 

II. 背景 

 

1. 国家人権委員会は、バタン県の石炭火力発電所建設に反対する「保護のための闘争バタン民衆協会

（PRBBK）」より情報と申立を受けた。それによると、PRBBKがバタン県カンデマン郡カランゲネ

ン村とトゥリス郡ポノワレン村における石炭火力発電所建設に反対したことによって、2012年 9月

29 日、PRBBK の民衆と治安部隊（バタン県警察、プカロンガン市警察、警察機動隊から成り、バ

タン軍小分区の支援を受けていた）のあいだで衝突が発生したという。衝突によって、両者に被害

者が出た。 

 

2. バタン石炭火力発電所事業への投資は約 35兆ルピアにのぼり、資金はすべてコンソーシアムである

ビマセナ・パワー・インドネシア（BPI）社（電源開発、アダロ・グループ、伊藤忠）によってまか

なわれる。2012年 8月 6日、バタン県知事は、決定第 460/06/2012号を通じ、火力発電所（2×1,000MW）

パワーブロック建設の必要性のため、バタン県カンデマン郡ウジュンネゴロ村とカランゲネン村、

トゥリス郡ポノワレン村の土地を、BPI社に供与する決定をおこなった。この 250haの土地に関す

る許可発行は、国家都市計画庁（BKPRN）実施チーム代表である公共事業相の勧告第 TR.03 

03-Mn/237 号（2012 年 4 月 19 日付）、国土庁バタン県国土局長によって出された技術的な勧告第

01/2012号（2012年 1月 30日付）、中ジャワ州バタン県ウジュンネゴロ＝ロバン海岸・小島保護地

区設定に関する海洋・漁業相文書第 KEP.29/MEN/2012号（2012年 6月 14日）にもとづいている。

2011年、バタン県知事は、バタン県ウジュンネゴロ＝ロバン海岸・小島保護地区設定に関する県知

事決定第 523/283/2005号改訂に関する県知事決定第 523/306/2011号を出した。そのほかバタン県

知事は、2012年 10月 23日付け要請書第 530/1462/2012号を通じて、バタン県の火力発電所建設



計画問題解決において、調停役およびバタン県政府付き添いを求めている。そのため、国家人権委

員会は、バタン県知事および関係各局と集中的な調整をおこなう。 

 

III. データ、情報、事実要請 

 

国家人権委員会は、以下からの説明を求めた。 

 

1. 保護のための闘争バタン民衆協会（PRBBK） 

2. スマラン法律扶助協会 

3. NGO「Go Green」／サティア・ワチャナ・キリスト教大学反汚職・グッドガバナンス研究センタ

ー運営委員 

4. バタン県知事 

5. バタン県警察署長 

6. 中ジャワ州環境局長 

7. 中ジャワ州エネルギー・鉱物資源局長 

8. 中ジャワ州警察長官 

9. 公共事業相 

10. 国有電力会社（PLN） 

11. 国土庁 

12. BPI社取締役 

 

IV. 結論 

 

1. 2012年 9月 29日の衝突事件で、バタン県警察は、勾留された住民 2人の釈放を求める住民のデモ

に対応する措置をとった。しかし、衝突は避けられず、両者で被害者を出した。 

2. 火力発電所建設計画については、人権に関する 1999年法律第 39号、経済的、社会的及び文化的権

利に関する国際規約批准に関する 2005年法律第 11号、市民的及び政治的権利に関する国際規約批

准に関する 2005 年法律第 12 号で定められるような人権侵害が発生したと疑われるにふさわしい。

国は、第三者である BPI 社の資金で、BPI 社によって実施される火力発電所事業計画に対する住民

の権利を保護し、満たすため、十分な措置をとらなかった。国は、住民の権利を守るため、行政・

立法・司法措置をとるべきだった。バタン県知事が発行した事業地許可証は、十分な住民参加や包

括的な情報提供が事前になされたものではなかった。そのため、国家人権委員会は、人権侵害がす

でに発生し、かつ／または今後人権侵害が起きる可能性があると疑われるにふさわしいと考えてい

る。 

・ 情報に対する権利（第 14 条第 1 項）：住民は、バタン火力発電所事業計画について、明確で透

明性があり包括的な情報を得ていなかったため、社会不和が生じた。国は、住民が理解し、独

立した（強制なく）意見を述べられるよう、住民に対し、集中的で継続的なアプローチをおこ

なわなくてはならなかった。 

・ 参加する権利（第 44 条）：住民は、火力発電所事業が計画され決定される当初から、参加する

機会を与えられなかったため、住民の希望や意見は完全に活かされなかった。 

・ 安心して平穏に暮らす権利（第 9条第 2項）：バタン火力発電所事業計画は、土地と暮らしを奪

われると懸念する住民の不安を引き起こした。そのほか、住民間の紛争が起き、長いあいだ守

られてきた社会・文化的調和を損なうような暴力、騒乱、犯罪行為が発生した。 

・ 脆弱なグループの権利（人権法第 5条第 3項）：住民の大多数は、農民や漁民であり、その権利

を保護される脆弱なグループである。しかし、国は、かれらに特別な配慮をせず、その権利と

暮らしは脅かされた。 

・ 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約批准に関する 2005年法律第 11号で規定され



るような経済的、社会的、文化的権利、とくに職業に対する権利、健康に対する権利、よい健

康な環境への権利、所有物や土地への権利など。 

 

V. 勧告 

 

1. 市民的及び政治的権利に関する国際規約第 2条第 3項にもとづき、国の当局による市民的、政治的

権利の侵害に対し、国は効果的な救済措置を保障しなくてはならない。そのため国は、以下のよう

な権利を救済し、保障し、守り、尊重する義務がある。 

・ 情報への権利：国は、バタン火力発電所事業計画および環境影響評価（AMDAL）に記されるよ

うな影響について、完全に、透明性をもって、また真に説明しなくてはならない。 

・ 開発における参加する権利：バタン火力発電所事業を計画し、定め、決定するにおいて、民衆

は計画、実施、監視、評価段階で、完全に参加する機会を与えられる権利を有する。とくに、

国家人権委員会は、AMDAL策定協議プロセスにおいて、透明性があり、民主的で、いかなる脅

迫からも自由な公開協議を強く訴える。 

・ 安心、平穏への権利：国は、社会不和発生を防ぐため、対話を仲介し、中立的な態度をとらな

くてはならない。国は、特定の側から特定の側に対する脅迫かつ／または強制がないことを確

実にすることで、社会の平穏と安心を保障しなくてはならない。国家人権委員会は、AMDAL策

定協議の過程で、平和で恐怖から解放された対話的雰囲気を保障するため、治安部隊が撤退す

ることを求める。 

・ 表現、意見表明の権利：国は、バタン火力発電所事業計画について、住民が平和的に意見を表

明する権利を尊重し、保護しなくてはならない。たとえば、住民は、策定中の AMDALに対し、

意見を表明するため、等しく機会を与えられなくてはならない。 

・ 平和的な結社、集会の権利：国は、住民が平和的に希望を表明し、その平和的目的を達成する

ために組織をつくることにおいて、安全を保障しなくてはならない。 

・ チャスノトら容疑者が、客観的で公正で責任のある捜査と裁判を受ける権利、法定代理人の付

き添いを受ける権利。裁判所の最終的な判決が出るまで、無罪宣告を受ける権利（推定無罪）

が守られなくてはならない。 

2. 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第 2条第 1項、第 2項によれば、国は、十分で最

大限住民を参加させ差別のないあらゆる手段を講じることで、斬新的に経済的、社会的権利を達成

する義務を有する。そのため、火力発電所事業計画において、国は以下のような人権が守られるこ

とを保障しなくてはならない。 

・ 職業に対する権利：いかなる人も、自身が選択し自由に受け入れる職業を通じて、収入を求め

る権利を有する。国はこの権利を守る措置をとらねばならない（第 6条第 1項）。国は、基本的

な政治的、経済的自由を保障する状況で、十分かつ生産性のある職業機会を開放するさまざま

な方策を通じ、完全にこの権利が実現するために行動をとらねばならない（第 2項）。 

・ 適切な生活水準に対する権利：いかなる人も、衣・食・住（土地を含む）かつ継続的な生活水

準向上への権利を有する（第 11 条第 1 項）。現在、人びとは生活レベルに満足しており、国は

バタン火力発電所事業が、火力発電所事業周辺住民の生活の質の低下につながらないと保障し

なくてはならない。 

・ 健康への権利：いかなる人も、最高水準の心身の健康への権利を有する（第 12 条第 1 項）。バ

タン火力発電所事業は、健康に影響をおよぼすと考えられており、国は最高水準の健康への住

民の権利を保障しなくてはならない。 

・ 科学・技術の進歩を享受する権利（第 15 条第 1 項 b）。住民は、技術の進歩を享受する権利を

有し、国は、住民の将来の改善に役立つ開発政策によって、住民が知識、技能、技術の伝達の

利益を得られることを保障しなくてはならない。 

・ 良好で健康な環境への権利（第 9条第 3項 ※訳者注：実際の第 9条は 1項しかなく、社会保険

と社会保障への権利について定められている）：いかなる人も、高い持続可能な尊厳のある生活



水準を保障する、良好な自然・社会・文化環境を享受する権利を有する。石炭火力発電所事業

は、周辺の環境に負の影響を与えると考えられるため、国は環境の状況と質が確保され守られ

ることを保障しなくてはならない。 

・ 開発への権利：いかなる人も、将来の選択として、農民や漁民としての職業／生計手段を選択

する権利を有する。住民は開発プロセスに参加し、公正に持続的にその成果を享受する権利を

有する。 

 

以上に配慮されたくお伝えする。国家人権委員会は、この文書を受け取ってから最大 30 日以内に、こ

の勧告への対応においてとられた措置に関する説明を求める。 

 

以上、関心と協力に感謝する。 

 

国家人権委員会 

監視・調査小委員会 

ディアント・バフリアディ（Ph.D） 

委員 

 

カーボンコピー 

1. インドネシア共和国大統領（ジャカルタ） 

2. 国家人権委員会委員長（報告として） 

3. 国会第 7委員会委員長（ジャカルタ） 

4. 経済担当調整相（ジャカルタ） 

5. 国民福祉担当調整相（ジャカルタ） 

6. 国営企業相（ジャカルタ） 

7. 投資調整庁長官（ジャカルタ） 

8. 国家警察長官（ジャカルタ） 

9. 中ジャワ州知事（スマラン） 

10. 中ジャワ州議会議長（スマラン） 

11. バタン県議会議長（バタン） 

12. 中ジャワ州環境局長（スマラン） 

13. バタン県警察署長（バタン） 

14. サティア・ワチャナ・キリスト教大学反汚職・グッドガバナンス研究センター長（中ジャワ州サラ

ティガ） 

15. スマラン法律扶助協会（ジョンブランサリ IV通り No.17、スマラン） 

16. アーカイブ 

 

 

 

（翻訳：インドネシア民主化支援ネットワーク（NINDJA）） 

 


