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■民事裁判のスケジュール 

 民事裁判は民間の会社や人間の争いを解決するためのもので、通常は損害賠償を求めて

争われます。 

 日系企業がインドネシアで民事裁判の当事者となる場合は、訴えられること（被告とな

ること）が多いと思われます。被告として民事裁判の当事者となる場合は、ある日、会社

宛てに訴状が送達され、裁判所への出頭が求められることになります。 

 まずは、民事裁判の一般的なスケジュールをご説明します。以下は仮定の例です。 

 

訴状送達…国内送達の場合、訴訟提起から２週間程度。 

     海外所在の被告への国際送達の場合は２-４ヶ月程度とより長期間 

 

第１回期日…送達から 1週間程度 強制調停手続…約２ヶ月  

 

第２回期日…答弁書/妨訴抗弁/反訴提出  

 

第３回期日…原告側再反論  

 

第４回期日…被告側再反論  

 

第５回期日…妨訴抗弁への中間判決  

 

第６回期日…原告側書証提出  

 

第７回期日…被告側書証提出  

 

第８回期日…原告側証人尋問 

 

第９回期日…被告側証人尋問 

 

第 10回期日…最終弁論  

 

判決…第 1回期日から６ヶ月以内が目標  

 

控訴…控訴する場合は判決送達から２週間 
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■訴状の記載事項 

 訴状は、原告による被告に対する請求を認めるように求めるもので、原告が裁判所に対

して提出する書面です。訴状によって、被告は原告が求めているものや請求の根拠を知る

ことができるので、訴状をよく確認することは重要です。訴状には通常以下の事項が記載

されています。 

 ⑴原告と被告 

 ⑵原告が起用する弁護士 

 ⑶判断を求める裁判所 

 ⑷請求の内容 

 ⑸請求の根拠 

 

⑴原告と被告 

 原告と被告は争いの当事者になりますが、紛争の直接の当事者に加えて、その親会社や

兄弟会社、取締役個人などが広く被告に含まれる傾向があります。  

 これは、インドネシアでは紛争に関係する者をすべて裁判に参加させて紛争を一挙に解

決することが効率が良いとの考えが強く、当事者に含めるべき者が含まれていないことを

理由として訴えが却下されることを避けたい意向があると思われます。さらには、関係者

を広く被告としてとらえて、被告側にプレッシャーをかける狙いがあることもあります。 

 なお、被告には被告と共同被告の２種類があります。共同被告というのはインドネシア

独特の制度で、 裁判における被告として裁判手続きに呼び出しを受けますが、原告から共

同被告に対して請求はされません。共同被告は、請求は受けないものの裁判手続きに呼び

出され、判決が出た場合はその判決を尊重することが求められます。 

 このような共同被告制度もあいまって、インドネシアの民事訴訟では多数の関係当事者が

訴訟に巻き込まれることが多くなっています。 

⑵原告が起用する弁護士 

 インドネシアでも会社が原告となる場合は、通常、弁護士を起用します。そして訴状は弁

護士名義で作成されることが多く、原告の弁護士名が明記されています。 

 インドネシアの弁護士の属性や性質は様々ですので、相手方である弁護士がどのような属

性の弁護士であるか（訴訟の経験が豊富か、どういう手段をとるか、相手が普段から起用

している弁護士かどうかなど）を確認して、相手方の訴訟戦術を考える上での参考にする

ことができます。特に、相手の弁護士が贈賄など違法行為も辞さないという評判があった

り、民事訴訟と同時に刑事告訴も行うことが多いような弁護士の場合は、抜本的に応訴対

応を考える必要があります。 

⑶判断を求める裁判所 

 原告が裁判を始める際には、どこの裁判所に訴え出てもよいということはなく、被告の

所在地（被告が会社であれば本社所在地）や請求の内容によって、事件を扱える裁判所が
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決まっています。仮に、事件を扱うことができる裁判所以外の裁判所に対して訴えを提起

している場合は、訴えが却下されることになります。 

 日本企業が現地企業から訴えられる場合、現地企業との間の契約に関連して紛争が生じ

ることが多いところです。契約には通常、紛争解決条項として仲裁条項（シンガポールや

インドネシアの仲裁機関で仲裁により紛争を解決するという条項）が入っていますが、こ

のような仲裁条項を無視してインドネシアの裁判所に訴訟が提起された場合は、裁判所は

管轄を有しないという妨訴抗弁を行うことがまず検討されます。裁判が提起される裁判所

は、管轄についての妨訴抗弁を行うかどうかを考える上で、とても重要な要素となります。 

⑷請求の内容 

 民事裁判の場合、原告の被告に対する請求で最も多いのは損害賠償請求だと思われます。

それ以外には、何らかの契約の効力を否定することや被告による何らかの行為が求められ

ることもあります。「インドネシア司法制度・裁判制度の概要」で述べたとおり、精神的な

損害賠償請求も含めて、請求金額が非常に高額になりやすいのがインドネシアの訴訟の特

徴です。 

⑸請求の根拠 

 訴状において、原告による請求を根拠づけるための事実関係が簡単に言及されます。そ

れにより、原告が考える請求の根拠を理解することができます。特に、契約が請求の根拠

となっている場合、上述の仲裁条項を根拠とした妨訴抗弁が最初に検討されます。 

 形式的には契約ではなく、インドネシア民法上の不法行為が根拠となっていても、実体

としては契約が根拠となっている紛争が多くなっています。訴状を受け取った場合は、請

求の根拠が何であるかを精査して対応策を検討することが非常に重要となります。 

 

■第１回期日 

 訴状の送達と同時に、裁判所が指定した期日に裁判所に出頭することが求められます。

もっとも、訴状を受領した日から裁判所が指定した期日までの期間は、１週間程度しかな

いことが通常です。また、訴状が社内で滞留して、取締役の手元に届くのに時間を要する

場合もあるかもしれません。期日までに被告は自らの弁護士を起用して対応方針を検討す

ることが必要ですが、時間が足りないことが往々にしてあります。 

 そこで、訴訟戦略として、裁判所が指定した初回の期日は欠席して時間を稼ぐ対応もあ

り得ます。初回の手続きは欠席しても不利益はなく、再度裁判期日が指定され、呼び出し

状が再送達されるのが通常です。もっとも、２回連続で欠席すると原告の請求が認められ

る可能性もあるので、慎重に対応することが必要です。 

  第１回期日では、双方の弁護士の資格を確認するなどの裁判手続き上の確認が行われま

す。 

 

■調停手続き 
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 インドネシアでは、裁判開始時に原告と被告との間で和解の可能性を探るための調停手

続きが行われます。裁判の冒頭で和解が成立すれば、紛争の解決になり、当事者が裁判に

かける時間と労力を節約できることになります。 

 この調停手続きでは、事案の審理を担当する裁判官とは別の裁判官が調停を担当します。

実際には、 裁判の冒頭段階では両当事者ともに自らの主張が正しいと確信を持っているこ

とが多く、和解が成立することは少なくなっています。また、調停担当裁判官は訴訟にお

ける請求の当否には踏み込まないために（例えば、原告の請求が全く根拠に欠けるとして

も、原告に請求金額を下げるように説得することはまずありません）、調停手続きでは表面

的なやりとりしか行われないことが多くなっています。 

 通常は２、３回の調停期日を行い、和解が成立する見込みがないと裁判官が判断すると

調停手続きは終了して、元の裁判手続きに戻ります。 

 

■第２回期日 

 原告による訴状での主張に対して、被告から反論を行います。反論には（i）原告の主張

は訴訟要件を欠いている（請求の内容を判断するための前提条件を欠いている）との主張

と（ii）原告の主張内容に実質的な理由がないとの主張があります。また、（iii）被告か

ら逆に原告に対して請求を行うという反訴を行うこともできます。 

 上記（i）の主張は、妨訴抗弁と呼ばれます。具体的には、訴えが管轄権のない裁判所に

対して行われていること、本来含めるべき当事者の全員が含まれていないこと、訴えが不

明確であることなどが主張されます。 

 上記（ii）の主張は、原告が請求の根拠として主張するような事実はなかったこと、仮

に主張する事実があっても法律上そのような請求権は発生しないことなどを主張すること

になります。 

（iii）反訴については、原告の請求に関連した反訴を行うことができます。反訴は、答弁

書を出すタイミングでしかできません。反訴は、原告に対する交渉力を高めるために有効

な手段となる場合もありますので、提訴を受けた場合は反訴を行う理由があるかどうかを

検討することが重要となります。 

 

■第３回期日及び４回期日 

 次に、原告からの反論と被告からの再反論が行われます。この段階において、原告は主

張を根拠づける事実関係をより詳細に主張し、法律の解釈も細かに主張することになりま

す。原告による反論を受けて、被告も詳細な事実関係や議論を行って反論することになり

ます。 

 

■第５回期日 

 裁判所によって訴訟手続きの進め方は異なりますが、ジャカルタ中央地方裁判所などで
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の標準的な進行としては、訴訟要件の有無に関する判断は請求内容の判断に先立って行わ

れます。訴えが訴訟要件を欠いたものである場合は、請求内容の判断をしても意味がない

ので、それに先立って判断することになります。 

 訴訟要件で最も明確なのは、訴えが提出された裁判所にはその訴えを扱う権限（管轄権）

がないというもので、管轄権がないと判断されるとそこで裁判は終了となります。裁判所

に管轄権がない場合としては、例えば原告と被告との間の契約において、当該契約に関す

る争いは裁判所ではなく仲裁で解決することにあらかじめ合意している場合があります。

インドネシア仲裁法の定めにより、仲裁の合意がある場合、裁判は訴訟要件を欠いて打ち

切りとなります。 

 しかし、現地企業は（シンガポールやインドネシアの仲裁機関における）仲裁を提起す

るよりも、現地の裁判所での訴訟提起の方が勝訴する確率が高く、訴訟遂行費用も安いた

め、裁判所での訴訟提起を望む傾向にあります。 

 原告が仲裁の合意があるにもかかわらず裁判所で争うことを望む場合は、本質的には契

約に関する争いであるものの、主張の形式や仕方を変えて契約とは別の争い（民法に基づ

く不法行為など）を構成して裁判所の判断を求めようとすることもあり得ます。 

 このように請求の実体と形式が異なる場合に仲裁条項が適用されるかどうかというのは

難しい問題ですが、理論的には、主張の仕方を変えても争いの本質部分が契約に関するも

のであれば仲裁の合意が適用されるべきことになります。 

 もっとも、実際には訴訟要件がないことを理由として裁判を打ち切っても当事者間の紛

争の真の解決にはならないこともあり、裁判所も審理を続ける方向で判断しようとする傾

向があるように思われます。 また裁判官が仲裁条項の意味について十分理解していないと

いう問題もあります。 

 他方で、ここ５年程度の傾向として、インドネシアの裁判官も仲裁条項について徐々に

理解を有するようになり、特に仲裁法の専門家が専門家証人として裁判所に出廷して証言

した場合、裁判所が仲裁条項を理由とする妨訴抗弁を認め、訴えを却下する事例も増えて

きています。 

 訴訟要件を備えており、請求内容の判断を行うための条件を満たしていると裁判所が判

断した場合、裁判は継続されて、請求内容の実質的な審理に進むことになります。 

 

■第６回期日及び第７回期日（書証提出） 

 裁判の前半段階で、当事者は相手に対する請求やそれを根拠付ける事実関係を主張しま

す。その請求が正しいことや主張する事実関係が真実であることを裁判所に判断してもら

うためには証拠が必要で、まずは証拠となる資料を提出します。 

 書面による証拠のことを書証と呼びます。具体的には、例えば契約に基づく権利を主張

する場合には、そのような契約が締結されていることを証明するために契約書が証拠とな

ります。また、売買のために代金を支払っていることを主張する場合は、送金指示書が証
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拠になりえます。 

 インドネシアの裁判では、証拠はコピーではなく原本を提出することが必要です。契約

書もコピーではなく署名された原本を提出することが必要であり、原本を紛失している場

合は証拠として提出することができなくなります。従って、契約書など仮に裁判になった

場合に証拠として提出する可能性のあるものは、原本を適切に管理することが重要です。 

 インドネシアにおける民事消滅時効が 30年であることからすれば、契約書など重要な書

類の原本は 30 年間保存しておくことが望ましいところです。筆者が担当した民事訴訟で

も、20年前の出来事について訴えられて証拠の原本を探すのに大変苦労した経験がありま

す。 

 経験上、10年前の出来事について訴訟提起されることは珍しくありませんが、何年も経

過すると当時の重要な文書が紛失したり廃棄されていることが多いところです（特に担当

者の異動やオフィスの引越しを機に文書が紛失することがあります）。同国における訴訟リ

スクを考えた文書保存体制が望ましいところです。 

 証拠の提出は、証拠の一覧を作成の上、証拠を裁判所に持参して裁判官に提出すること

で行い、反対当事者は提出される証拠が原本であることや証拠の一覧に記載された証拠で

あるかなどを確認します。 提出される証拠の数が多い場合は、一度の裁判期日で終わらず、

複数回の期日に分けて行われることがあります。原告や被告が複数いる場合は、証拠の提

出のみで４、５回の期日を必要として、証拠の提出を完了するまでに１ヶ月以上かかるこ

ともあります。 

 証拠提出に関しては、当事者が裁判所に提出する証拠の写しが反対当事者に提供されな

いという問題点があります。そのため、反対当事者は相手が裁判所に提出した証拠の内容

を正確に把握することができず、証拠の強さを評価することが難しくなります。さらには、

仮に相手が証拠を偽造していた場合でも、それに気づけないことになりかねません。 

 一応、証拠は裁判所に行って閲覧申請すれば閲覧は可能ですが、コピーを取ることはで

きず、反対当事者にとって裁判所に提出された証拠の検討は容易ではありません。残念な

ことに、このような事情を奇貨として、偽造証拠を裁判所に提出する当事者や弁護士が存

在しており、筆者も偽造証拠に遭遇した経験があります。この点はインドネシアの民事訴

訟手続きの大きな欠点といいうるものであり、訴訟遂行においては大変注意を要します。 

 

■第８回期日及び第９回期日（証人尋問） 

 請求内容や主張する事実が正しいことを証明するために、証人による証言も行われます。

証人には、ある事実が存在すると証言する証人（事実証人）と専門性の高い事柄について

専門家として知識と意見を述べる証人（専門家証人）があります。 

 例えば、事実証人は、ある事実の存在やある人物が話した内容や行動について述べるこ

とが想定されています。また専門家証人として、学者などの専門家が、契約に損害賠償の

規定がある場合にインドネシア民法上の「損害」の範囲について説明することや、建築瑕
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疵に関する判断基準を説明したりすることがありえます。専門的な分野について、裁判官

がその分野の専門知識を有するわけではありませんので、その分野の専門家を専門家証人

として呼んで裁判官に対して説明を行うことになります。 

 証人が証言する場合は、証言内容をまとめた陳述書を事前に作成して裁判所に提出した

上で、法廷でも意見を述べることが通常です。陳述書の提出だけを行い、法廷に出廷しな

い方法も可能ですが、反対当事者や裁判官からの尋問を経ない場合は証言内容の説得力が

弱くなるものと思われます。 

 証人尋問手続きの問題点としては、誰が証人として出廷するか、相手方当事者には事前

に知らされず、当日の本番になって初めて知らされるという点があります。そのため反対

尋問の準備が十分に行えず、証人尋問も通り一遍な内容になることがしばしばあります。 

 

■第 10 回期日（最終弁論） 

 証拠の提出と証人尋問が実行された後に、両当事者が自らの請求について、これまでに

主張した事実関係、裁判所に提出した証拠の内容や証人による証言の内容を踏まえて、再

度、包括的に裁判所に対して説明することが最終弁論になります。 

 最終弁論は、自らの主張の正当性を裁判所に伝える最後の機会ですので重要な機会とな

ります。自らの主張や証拠の強い点を強調し、相手の主張や証拠の弱い点を指摘すること

になります。最終弁論は原告と被告が同時に最終主張書面を提出するという形で行われる

のが通例です。 

 なお、以上の説明において、第何回期日というのはあくまで目安であり、実際はこれよ

りもはるかに多くの期日が開かれることがあります。例えば、一方当事者による書証や証

人の提出に何回も期日を要することもあれば、裁判官が（急に出張が入ったとか、別の裁

判所でダブルブッキングがあるなどで） 別件のため裁判期日に出席できず延期になること

もあります。裁判官が当日になって法廷に現れないというのは、日本の裁判ではあり得な

いことですが、インドネシアではさほど珍しいわけではありません。 

 

■和解 

 裁判手続き冒頭の調停手続きとは別に、当事者はいつでも裁判手続きの外で和解を行う

ことができます。裁判継続中に和解が成立した場合は、当事者は裁判所にその旨を報告し

て裁判を終了することになります。和解内容について判決と同様の効果を与える和解調書

を裁判所に作成してもらうことも可能です。 

 裁判所外での和解のタイミングとして決まったものはありませんが、中間判決が出され

た後や最終弁論の前後で行われることもあります。 

 

■判決 

 当事者による上記の主張立証の手続きを経て、裁判所による判決が行われます。 
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 判決は当事者の主張に対する裁判所の判断を示すものであり、判決書には当事者の主張

を認めるか否かについての結論とその判断理由が記載されています。裁判所による判断の

理由を記載することは、裁判所による判断に対する当事者の納得感を高める意義があり、

また当事者が判決を不服として控訴するか否かを判断するための判断材料となります。 

 もっとも、インドネシアの判決の中には、両当事者の主張内容を単に列挙して判断理由

を十分に示さずに結論に至るものが多いところです。例えば、100頁の判決書のうち 98 頁

は両当事者の主張をそのまま貼り付け、最後の２頁で裁判官の判断をほぼ結論だけ述べる

ものや、判決の理由が論じられるとしてもポイントが箇条書きで列挙されるだけでその論

理関係や主張の強弱は検討されず、直ちに結論に至るなどが典型的なパターンです。 

 裁判所による判断の理由を十分に記載しない場合、上記のように判決に対する当事者の

納得や信頼を得ることが難しくなることにも繋がります。また、このような判断の理由が

非常に短いという特徴は、賄賂によって判決がゆがめられる余地を残すという側面もあり

ます。 

 また、判断理由が十分に示されない裁判例は将来の類似事件での指針とならず、先例と

しての価値や裁判の予測可能性の向上の観点からも不十分なものとなります。 

 

■控訴 

 判決に不服のある当事者は、判決言い渡しの日から（判決言い渡しに欠席した場合は判

決の送達を受けてから）14日以内に控訴することが認められています。 

 控訴審は書面のみで行われ、主張は、控訴人が控訴理由書を、被控訴人が反論書面をそ

れぞれ一度出して終わりで、新たな証拠を出すこともできません。また裁判期日も開かれ

ず、判決言い渡し日についても事前に通知されず、ある日突然判決文が送達されるという

運用が多いところです。 

 

■上告審 

 控訴判決に不服があれば最高裁に上告することができます。上告審も書面のみで行われ

ます。主張は、上告人が上告理由書を、被上告人が反論書面をそれぞれ一度出して終わり

で、新たな証拠を出すこともできません。 

 またインドネシアに特有の制度として、Civil Review（民事再審査）という手続きがあ

り、最高裁判決に対して不服があれば、再度最高裁に判断を求めることができるという制

度があります。したがって、実質的に最高裁に２回上告できることになります。 

 

■刑事裁判 

 日本人がインドネシアで刑事裁判の当事者となる機会は多くないと思いますが、インド

ネシア現地法人の従業員が社内で横領や暴力行為などの犯罪を行い、刑事裁判の対象とな

ることはあり得ると思われます。また、最近は企業の活動が環境規制に違反しているなど
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行政法規違反を理由として、会社内の責任者が刑事罰の対象となる事例も増えてきていま

す。 

 インドネシアの刑事裁判手続きは日本のものと似ている点も多くあります。まず、主な

当事者として裁判官、検察官、被告人（及びその弁護人）が関与します。 

 刑事裁判の手続きは、まず検察官による起訴から始まります。検察官は、警察による捜

査の結果、犯罪が存在しておりその証明に足りる証拠があると判断した場合に、裁判所に

対して起訴状を提出して刑事裁判の開始を求めます。 

 刑事裁判では、原則として裁判官は３名で構成され、審理は公開されます。 

 刑事裁判が開始された場合、その手続きの概要は以下のとおりです。 

  ⑴検察官による起訴状朗読  

  ⑵被告人による罪状認否（異議申立）  

  ⑶証拠調べ 

  ⑷検察官による論告  

  ⑸被告人による最終弁論 

  ⑹判決言渡し 

 裁判所は、犯罪の証明が十分であると判断した場合には、有罪として被告人に刑罰を課

すことを宣告します。刑法などに定められた範囲で課されますが、刑罰の種類としては、

死刑、終身刑、有期禁錮刑、罰金、拘留があります。また、有罪の証明がされていない場合

には無罪の判決が宣告されます。 

 刑事裁判は、毎週２回期日が開廷されたり、深夜まで証人尋問が続く場合もあるなど、

民事手続きよりも法廷での手続きに時間がかかることが多いところです。 

 なお、インドネシアでは同じ裁判官が民事と刑事の双方を担当することが通常であり、

民事事件の法廷に赤い服を着た勾留されている刑事被告人が 10 人以上入ってくるという

光景はよく見られるところです。 

 これらの被告人は手錠をされたまま連れてこられ、傍聴人の面前で手錠が外され、人権

に対する配慮がやや足りないように思われます。なお、ジャカルタ中央地裁では数年前ま

で裁判所内の留置所に勾留されている刑事被告人が誰からも見える状態になっていました

が、４年前に新しい建物に移転して以降改善されました。 

 有罪の判決に不服のある被告人は上級審に控訴することが認められています。 


