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バタン・コミュニティーから JBICに対し、融資拒否の意を示すレター 
 
 
 

私たち、バタン・コミュニティーの UKPWR 協会（Paguyuban UKPWR）のリーダー、お

よび、メンバーは、早急な回答を期待し、貴行宛ての本レターを提出します。 

 

2014 年 3 月にも、バタン・コミュニティーの UKPWR 協会は JBIC にレターを送付し、日

本政府や民間銀行にも写しを送りました。しかし、JBIC からも誰からも、回答はありませ

んでした。その当時のレターも本レターとともに再送します。 

 

さらに、バタン石炭火力発電所計画に係る私たちコミュニティーの状況について、私たちが

グリーンピース・インドネシアに報告し、グリーンピースが私たちのために編集した事実関

係に関する添付文書も送付します。 

 

これらのあらゆる事実関係や最新情報は、独自の立証・照合が可能なものです。したがって、

JBICが同事業に対する融資の可否を決定する前に、「環境社会配慮確認のための JBIC ガイ

ドライン」の遵守・不遵守を判断するにあたっては、こうした情報に係るデューデリジェン

スを実施すべきであると私たちは考えます。私たちは、こうした問題を調査し、何が真実か

を貴行自身の目で確認していただくため、貴行をコミュニティーに招待します。また、イン



ドネシア国家人権委員会や裁判所、その他の関係機関から、ここで言及する公的文書等の写

しを入手するよう、貴行に強く求めます。 

 

私たちは、繰り返しになりますが、このコミュニティーに石炭火力発電所が建設されること

を決して受け入れることはないという決意を強調させていただきたいと思います。また、私

たちは同事業に JBICが融資しないよう再度要請します。 

 

大事なことを言い忘れていましたが、情報共有のため、チレボン石炭火力発電所を押し付け

られたコミュニティーが苦しんでいる生計手段への経済的損失や健康被害に関する調査（同

発電所が生計手段へ及ぼした影響に関する 2011 年調査）を添付します。各発電所、および、

各コミュニティーはそれぞれ異なりますし、唯一無二ではありますが、この情報は非常に関

連したものだと私たちは考えています。同調査は、石炭火力発電所を私たちが押し付けられ

た場合に、どのような損害や苦難に直面するかを示しています。このことは、世界中で他国

の（石炭火力発電所に関する）類似した報告書が多くあることからも確かなことで、どの報

告書も影響を受けたコミュニティーが石炭によって被った真の代償をまとめています。 

 

私たちバタンのコミュニティーは、たとえば、ハイブリッドソーラーや風力、バイオマス施

設、ソーラー配電網、エネルギー効率機器など、再生可能エネルギーが私たちの村や県で計

画されるのであれば、歓迎する用意があります。また、インドネシアで私たちの持つ素晴ら

しい地熱や、その他の潜在性の高い再生可能エネルギーに対して、貴行が融資支援すること

を歓迎します。私たちは、バタン石炭火力発電所への投資よりも、そうした投資が私たちの

コミュニティーや国にずっと多くの恩恵をもたらすと考えます。 

 
 

バタン・コミュニティーの UKPWR協会（Paguyuban UKPWR） 

 

（以下、コミュニティー・リーダーらによる署名） 

 
  



添付文書: 

 
 

バタン・コミュニティーの状況に関する事実関係や最新情報は、以下に述べるとおりである。 

 
 

 国家人権委員会の訪問： 今年 1 月、同委員が村を訪問し、コミュニティーと面談を

行なった。原則的には、同委員会はコミュニティーの声を支持し、コミュニティー

の苦情について懸念している。すでに（昨年）10 月、同委員会は、コミュニティー

における人権侵害や社会問題を理由に、中ジャワ州知事、および、中央政府に対し、

同事業の中止を勧告してきた。 

 

 環境林業省の訪問： 2015年 1月 28日、コミュニティーの代表が環境林業相と面談

し、村の状況を説明した。その結果、環境林業相は、2 月 12～14 日（訳者注：正確

には 2 月 11～13 日）に同省から調査チームを村に送り、現地視察を行なった。同

調査チームは、政府が同石炭火力発電事業を中止すべきと勧告した。大統領顧問チ

ームのスタッフも、環境省チームの調査結果の知らせを受けており、コミュニティ

ーの苦労に懸念を示した。環境省チームはまた、同事業の環境影響評価（EIA）に不

備を見つけ、多くの理由で違法の可能性があるとし、EIA に対する新たな異議申し

立てに向けた意思を示した。 

 

 同事業を巡る多くの嫌がらせ、暴力、違法行為； 保障されないコミュニティーの安

全：  

o 法的嫌がらせ： 

 虚偽かつ捏造された罪状：2012 年、同事業に反対する地権者チャヤ

ディ氏は、村びとにチンピラとしてよく知られている個人を殴った

として、虚偽の罪に問われた。その時、その場所にチャヤディ氏は

いなかったという事実にもかかわらずである。同事業に反対する別

のリーダーであるチャーマン氏も、その時、その場所にいなかった

にもかかわらず、同様の罪に問われた。 

 法的嫌がらせ：これら 2 人のコミュニティー・メンバー（チャヤデ

ィ氏およびチャーマン氏）は、上述の（捏造され）申し立てられた

事件に関して起訴され、7 ヶ月間、刑務所に入った。最下級裁判所で

判事は、彼らにはいかなる嫌疑もないとして無罪釈放した。しかし、

中ジャワ州裁判所の検察官は、インドネシアの最高裁に訴訟を持ち

込んだ。最高裁で判事は、7 ヶ月の禁固刑を言い渡し、2014 年 5 月

から 12 月まで、刑が執行された。彼らの罪状や判決の詳細を記した

公的書簡を 2 名が受け取ったのは非常に遅かったが、書簡が彼らの

手元に届いたときになって、誤った事実が記載されていることがわ

かった。その公的書簡では、彼らの出生地すら誤って記載されてい

たのである。 

 買収の試みと司法の濫用：決して犯していない無実の罪のため、虚
偽の訴訟を起こされたチャヤディ氏は、インドネシアの裁判制度に

おける最下級裁判所では勝訴した。彼は次の高裁で敗訴した。当時、

チャヤディ氏の有罪判決と禁固刑が言い渡された後、チャヤディ氏

はバタン県知事に言い寄られ、もし彼の土地を売却するなら、チャ

ヤディ氏を自由の身にし、刑務所に行かなくてもよいように取り計

らうとの申し出を受けた。 



 訴訟に先立つ軍の脅迫：2014 年にチャヤディ氏が拘禁される前、

2013 年には、私服の警察と軍の一団が繰り返し彼の家を訪れ、公的

文書や委任状等がないにもかかわらず、彼に土地を売却するよう強

要しようとした。 

 平和的な抗議者に対する殴打と入院：2014 年には、コミュニティー

がチャヤディ氏の拘禁に反対し、平和的な抗議活動を行なっている

なか、警察が多くの抗議参加者に暴行を加え、ひどく殴ったため、2

名の村びとが入院する事態も起きた。私たちは病院に運ばれたこの 2

名の負傷者の写真を持っている。 

 

o 買収：  村びとは、何年もの間、石炭火力発電事業の賛成派に加わるよう、

お金を申し出られてきたと報告している。ある個人は、賛成派になるよう、

3,000 万ルピア（訳者注：約 30 万円）を警察官が申し出てきたと主張して

いる。（彼は地権者ではないため、この申し出は土地に対するものではな

い。） 

 

o チンピラによる暴力：過去 2 年間、村びとが、チンピラとして雇われたと見

ているよそ者がコミュニティーに来て、特に地権者や石炭火力発電所に反対

の声をあげているコミュニティーのリーダーなど、住民への嫌がらせをして

きた。こうしたチンピラと疑われる輩は、昼夜問わずに住民の家に来て、住

民を脅迫している。彼らは一般に私服である。 

 

o コミュニティー内で暴力や嫌がらせ行為をさせようとするチンピラによる組
織化 

 すでに一平米当たり 10 万ルピア（訳者注：約 1,000 円）で土地を売

却した地権者らは、抵抗し続けている隣人らにプレッシャーをかけ

るよう、チンピラに奨励されてきた。たとえば、すべての地権者が

売却すれば、すでに売却した地権者にボーナスが支給される、ある

いは、全員が一平米当たり 40 万ルピアを受け取ることになるといっ

た具合いにである。したがって、すでに売却した地権者らは、抵抗

を続ける地権者らに対し、非常に敵意を抱き、攻撃的になってしま

った。 

 また、同地域で失業中の者も、発電所に賛成するよう、企業に買収

されてしまった。 

 

o 石炭火力発電所に抗議するコミュニティーのメンバーに対する暴力が罰せら
れず、コミュニティーの主要な問題に： 

 2014年 11月、2名の酔ったチンピラが夜にオートバイに乗って来て、

土地売却を拒んでいる高齢の女性の地権者の家のドアをドンドン叩

いた。彼女がドアを開けると、チンピラは彼女が血を吐くほど、殴

る蹴るの暴行を加え、逃走した。その夜、そのチンピラは事故でト

ラックに衝突し、1名は死亡、もう 1名は依然として危篤の状況と思

われる。 

 その他の事例：ポノワレン村の前村長とコミュニティーとの間で開

かれた 2014 年 10 月の会合の場でのこと。コミュニティーのメンバ

ーが、なぜ村の共有地を企業に売却してしまったのか、前村長に質

問する意思を示していた（村長は約 3～5 ヘクタールの土地を受け取

るが、それは一時的な利用のみが許されるもので、完璧な贈り物で



はない）。コミュニティーが彼の元に来ると、チンピラも到着して

おり、複数のチンピラがコミュニティーのリーダーに近寄り、殴っ

てきた。 

 このコミュニティーのリーダーと上述の高齢の女性が、こうした事

件について警察に報告したところ、警察はそうした報告をまったく

無視し、彼らに対して、暴行を報告しようとすれば、企業がコミュ

ニティーに対して刑事訴訟を起こす可能性があると伝え、彼らに立

ち去るよう命じた。この 2 つは免罪のケースの氷山の一角にすぎな

い。 

 

o 不法侵害、違法な所有物破壊、野蛮行為：  

 圧倒的に、土地売却を拒んでいる地権者や石炭火力発電事業の反対

派を組織してきたコミュニティーのメンバーらが、チンピラからの

嫌がらせや土地の不法侵害、脅迫といった行為を受けてきた。村び

とは、典型的なチンピラは夜にグループで来て、ドアをドンドン叩

き、家に勝手に入り込もうとさえし、土地収用のことで脅したり、

身体的な暴行を加えることすらあると報告している。 

 2013 年、5 名のコミュニティーのメンバーが石炭火力発電所に反対

したため逮捕された後、1 週間以上にわたって、何百人もの軍と警察

がバタンに配備された。 

https://www.youtube.com/watch?v=lesIRYungN0 

カランゲネン村とポノワレン村の地域では、ほぼ各家の前に、少な

くとも 1 名の武装兵が置かれ、村びとを震撼させた。（1965 年、こ

の地域は共産党の拠点であったため、同時代に多くの人びとが軍に

よる人権侵害に苦しめられた。こうした経験から、村びとは今でも、

軍の暴行に対してより脆弱で、トラウマを抱えている。）国家人権

委員会が村を訪問し、軍に撤退を要請した後も、チンピラによる脅

迫が引き続き行われている。2014 年、村びとの報告によれば、脅迫

行為は良くなるどころか、悪化した。 

 村びとによれば、発電所予定地の周辺の各村に、チンピラの非公式

な本部が置かれ、そこで彼らは夜になると酔っ払い、地元の人びと

を怖がらせている。 

 その他の不法侵害や野蛮行為のなかには、2013 年、地権者所有で依

然として企業所有にはなっていないジャスミン畑を企業がブルドー

ザーで違法に破壊したケースが挙げられる。畑では多くの人が収入

を失った。特に多くの主婦が、家族の生計を立てる収入源として畑

に依存していた。警察はこの事件に関する苦情を取り上げず、当事

者らに、ただ良い価格で土地を売却するよう伝えた。 

 

o 暴力や脅迫への高官レベルの関与：バタン県の前知事であるバムバン・ビン
トロ氏は（バタン県内の）ウジュンネゴロに家を借りた。コミュニティーの

メンバーに土地を売却するよう脅迫しているチンピラやバタン地域のチンピ

ラのリーダーに、彼が繰り返し、かつ、公然と会っていたと、村びとは証言

している。 

 

o グリーンピースのスタッフに対する暴力行為：グリーンピースのスタッフが
チンピラによる暴行を受け、2 名のボランティア、および、1 名の運転手と

ともに食堂で 3 時間、拘束された。運転手も暴行を受けた。その時、彼らは

https://www.youtube.com/watch?v=lesIRYungN0


脅迫された。チンピラは、グリーンピースのスタッフに、もう二度とコミュ

ニティーには来ないと言わせ、録音するよう強要した。チンピラは依然とし

て、同スタッフに携帯メッセージを送り、脅迫している。その時、脅された

のはグリーンピースのスタッフだけではない。村びとも対象となった。たと

えば、一人の男性はグリーンピースのスタッフが拘束されそうになったとこ

ろを中に割って入ろうとしたが、4 名のチンピラに取り囲まれた上、シャツ

を掴まれ、怯えさせられた。グリーンピースは国家人権委員会に苦情を申し

立てた。 

 

o コミュニティーの社会構造の破壊： 企業はコミュニティーのリーダー数人を

買収した。チャヤディ氏、および、チャーマン氏のほか、事業に反対したた

め、2012 年に 5 ヶ月間、刑務所に入ったリーダーが 2 名いた。現在、この

2 名のコミュニティー・リーダーは企業の広報活動をするよう、プレッシャ

をかけられ、地権者に土地を売却するよう説得している。うまくいかない場

合は、地権者らを脅迫している。現在、コミュニティーはもはやこの 2 名を

信用していない。コミュニティーのなかの社会関係は企業のために壊された。

人権侵害や土地権の侵害と並び、こうした社会内の緊張と混乱は、コミュニ

ティーが訴えている苦情のなかでも、一番大きな問題の一つとなっている。 

 

o 権限のない個人による違法な土地売却： 親戚やその他の個人に土地を貸した

地権者が、ある日突然、土地を貸した相手によって土地が企業に売却されて

しまっていたことに気づくケースも起きている。これはもちろん違法である。 

 

o 大統領が招待された後、脅迫が増加： 2015 年 2 月、事業者が村での起工式

にジョコ・ウィドド大統領を招待した。その後、事業者が、村に大統領が来

る前に土地収用を終わらせたいという背景から、コミュニティー内の脅迫行

為は悪化した。チンピラが、事業反対派の家のドアを夜中にドンドン叩いた

り、殺害すると脅したり、脅迫状を送りつけたりしている。 

 

 生計手段の喪失と適切な生計回復・改善措置の欠如： 

o 失業と経済的な苦難： 以前、生活を立てられていた人びとも、石炭火力発電

所の土地収用の結果、すでに経済難に直面し始めている。たとえば、水田を

借りていた男性は、年 3 回の収穫をするなかで、毎収穫期に 2,000 キロのコ

メを栽培していたと説明した（つまり、年間計 6,000 キロ）。現在、地権者

が石炭火力発電所のために土地を売却してしまったため、借地人は生計手段

を失い、収入源が残されていないため、借金をせざるを得ない。彼のケース

は、同様の状況を抱える人びとの代表的な例だ。 

 

 石炭火力発電計画に対するコミュニティーによる訴訟  

o コミュニティーとグリーンピースは、インドネシア法律扶助協会（LBH）の

支援により、用地許可に関する訴訟を行なった。 

o コミュニティーはまた、インドネシア法律扶助協会（LBH）の支援により、

EIAに関する訴訟も行なった。 

 

 土地収用に関する政府の報道陣に対する紛らわしい、虚偽の陳述： 虚偽の情報であ

るにもかかわらず、政府の役人、また、大臣までもが、バタン発電所の土地収用が

ようやく完了したと述べたと、報道のなかで引用されている。たとえば、2015年3

月5日、ロイターは、フェリー・ムルシダン・バルダン農地・国土計画相が、「バタ



ン発電所に関連した土地問題はすべて片付いた」と述べたことを伝えた。バタンの

地権者が依然として約30.4ヘクタールの土地売却を拒んでいるにもかかわらずであ

る。実際、ビマセナ・パワー・インドネシア社は、2014年、土地収用の問題から、

契約者に不可抗力通知を送った。 

 

 事業費の高騰： 伝えられているところによれば、事業費の見積もりは 35 兆ルピア

から 50 兆ルピア近くに高騰しているとのことだ（30 億米ドルから 50 億米ドル近

く）。実際、ビマセナ・パワー・インドネシア社は、2014 年、土地収用の問題から、

契約者に不可抗力通知を送った。 

 
 
 

（翻訳：FoE Japan） 

 
 
 


