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平成27年7月16日   

カレント・トピックス 
独立行政法人  石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

 

～第 21 回 Coaltrans Asia 参加報告～  

<石炭開発部石炭開発課 秋月> 

 

Coaltrans は世界各地で開催されている石炭業界者のネットワーキング、最新情

報提供を目的としたイベント。Coaltrans Asia は今回で第 21 回目となり、

Coaltrans の中でも最大規模のイベントとなっており、今年も 1,000 人近い業界

関係者が参加登録を行っている。一方、石炭価格の低迷の影響か、参加者には石

炭生産者は少なく、船会社やサービスプロバイダーの割合が多かったような印象

を受けた。また、参加者は石炭価格がいつ回復時期について関心が高く、多様な

意見が交わされていた。  

 

会場で行われた各プレゼンテーションのポイントは以下の通り。  

 

1. When will the coal market recover? 
プレゼンテーター：Dr. Fabio Gabrieli, Director, Dry Bulk Analysis and Strategy, 

Mercuria Energy Trading 

 

・2014 年まで、インドは順調に石炭貿易需要を伸ばしてきているが、中国は 2010

年から需要の増加傾向が緩やかになり、2014 年には減少となった。  

・供給について、多くのプロジェクトがキャンセルされており、米国は大きく減

少してきている。ロシアは増加傾向だが、インドネシアは 2013 年までの大きな

成長は止まり、2014 年には減少に転じている。豪州も増加しているものの、増

加は緩やかになっている。  

・石炭価格は中国等の需要の急増や洪水などの供給不足によって高騰したが、天

然ガス価格の低下や環境規制、経済の停滞などから石炭消費が減少し、価格は

低迷している。  

・中国の主要石炭火力発電所の石炭消費量は、環境規制や石炭以外の発電の増加、

経済の停滞により 2013 年から減少傾向にある。中国の石炭輸入は 2015 年、2016

年も引き続き減少と予測。  

・中国の鉄鋼輸出は 2013 年から上昇傾向にあり、また、コークスの輸出も増加

傾向にある。  

・中国の炭鉱、港湾、発電所での石炭在庫は増加傾向にあったが、2015 年には減

少傾向にある。また、石炭の鉄道輸送も 2014 年 9 月から減少傾向にあり、国内

の石炭生産が抑制されていると考えられる。2015 年は 2014 年比で 2,000 万ト
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ンほど輸入が減るだろう。  

・対産炭国通貨の米ドル高は続いており、海上輸送費安、ディーゼル安と併せて、

石炭生産コスト削減に有利な条件がある。  

・豪州の FOB コスト改善には上記の他に、雇用削減等による生産性の向上も要因。

しかし、50 米ドル /t は持続可能な価格ではない。  

・今後の海上一般炭貿易需要は、中国は大きく減少する見込み。インドは期待さ

れているほどではないが増加傾向を保つ。その他のアジア諸国の合計も増加。

石炭供給はロシア・豪州・コロンビアで増加をするが、米国・インドネシアで

減少すると予測。特にインドネシアは 2015 年に 2,000 万トン以上減少見込み。 

・インドネシアの石炭生産は 2014 年にかけて増加しているが、そのほとんどは

亜瀝青炭か、より低品位の石炭。2013 年以降、閉山に伴い瀝青炭の生産は減少

してきている。  

・これらの結果、2016 年には石炭価格は上昇に転じると予想される。  

 

 

2. Three month spot coal price forecast  
プレゼンテーター：Guillaume Perret, Director, Perret Associates  

・中国が純輸入国になってから 2014 年は初めて中国の石炭需要・石炭輸入が減

少に転じた。石炭火力発電の増加率は 2.2％。2008 年から 2013 年は 7.8％に比

べて大きな減少。一般炭需要は 1 億 400 万トンの減少、国内生産も 2.8％の減少

となった。  

・中国では水力発電が石炭火力発電の競合相手となっており、2014 年は前年比

25％増となっている。全発電については 2014 年に 5.1％の成長、2010 年から

2013 年は 9.2％の成長をしている。  

 

 
図 1 中国の水力発電（Perret Associates 社プレゼン資料） 

 

・中国の石炭輸入はピークを過ぎたと考えられ、2015 年には 1 億 2,650 万トン

まで落ち込むと推定している。右肩下がりになるとは考えていないが、2013 年

の水準には戻らないだろう。  

・中国の国内炭鉱の多くは採算がとれていない。4 月までの原炭生産量は前年比

で 7,700 万トン減少している。一方、総発電量は増加を続けているが、石炭火
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力発電の増加は止まっている。  

・インドは 2014 年に石炭輸入量が 1 億 5,310 万トンに達したが、2015 年には 1

億 6,300 万トンに達すると見ている。また、石炭火力発電は 2014 年に 17.7GW

増加し、2015 年はわずかに増加が緩やかになっているものの、2015 年にもさら

に 17GW 増加すると推定する。インドの国内石炭生産では、この需要には対応

できない。  

・2014 年のインドの夏の水力発電はエルニーニョの影響で減少した。2015 年も

同様になると推測している。これは石炭利用を加速させるだろう。  

・日本は原子力発電所が稼働を始めるため、石炭消費は下がるだろう。一方、ア

ジアの新興国の需要は 2022 年には 1 億 2,000 万トンに達し、現在の日本と同じ

レベルになる。  

・石炭価格の低迷は、供給に制限がかかる一方で需要は続くため、ターニングポ

イントにいると考えられる。特に、中国の石炭生産は減少していく。また、イ

ンドネシアは生産の成長が止まる一方で、火力発電の需要が高まるため、イン

ドネシアの輸出もピークを過ぎたと考えられる。  

・豪州の 4 月の輸出は大きく減少しており、今後も豪州の大型案件が実施されて

いくとは考え難く、既存プロジェクトの減産も続く。  

・先物取引はアジアではまだ多くはなく、欧州での取引が大半を占めており、2014

年の 76％が API2 の取引。先物取引が少なくとも短期的な石炭価格に影響を与

えている。  

・2015 年は引き続き供給過剰が続く。しかし、この石炭価格では 2016 年には供

給不足になる可能性がある。  

 

3. Asia’s coal in competitive context 2015‐2018 

プレゼンテーター：Deepak Kannan, Managing Editor - Thermal Coal, Platts 

 

・中国は石炭の輸出税の引き下げがされることになり、石炭の輸出が再開される

可能性がある。中国では発電の約 4 分の 3 を石炭に依存しているが、次に水力

発電が多い。2020 年には石炭火力発電依存度を 55%にまで下げる計画。  

 

図 2 中国の電力源構成（Platts 社発表資料） 
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・太陽光発電は政府が 50%の補助金を出す Golden Sun Program の下で設備の拡

大を行っていて、2013 年に急拡大し、昨年は新規に 12.9GW 導入された。太陽

光は世界的には普及が進んでおらず、平均で 1.2%、先進国のドイツでも 8%の

発電をしているのみ。  

 

図 3 インドの一般炭輸入予測（Platts 社発表資料） 

 

・インドの石炭輸入は右肩上がりに急拡大しており、2019 年までは増加を続ける

と予測している。  

・一方、水力についても地域によっては大きなポテンシャルがあると考えられる。

また、太陽光発電についても、220 年までに総発電量の 5.9%に相当する 15.2GW

に達する計画。  

・韓国のエネルギーミックスは再生可能エネルギー、石炭、原子力を 2020 年に

かけて強化し、LNG は減少する見込み。石炭輸入は発電所の増加に伴い、2018

年に 1 億 2,800 万トンに達すると予想される。  

 

図 4 ASEAN 諸国の発電源変化（2011 年～2035 年）（Platts 社発表資料） 

 

・ASEAN 諸国では 2011 年から 2035 年にかけて大きな発電の拡大を見込んでお

り、特に石炭は拡大分の 58%、700TWh を占めている。  
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4. Opportunities and challenges for Indonesian coal 

investment 
プレゼンテーター：Suyanti Halim, Partner, PwC Indonesia  

 

・石炭需要は引き続き有望。東南アジア諸国の経済成長が見込まれ、インドと併

せて大きなエネルギー需要の増加が期待される。インドでは中国の石炭輸入を

上回る見込み。インドネシア国内においても、石炭火力をメインとした 3 万 5

千 MW 以上の発電所増加計画があり、政府が注力しているインフラプロジェク

トを考えると、需要はそれ以上にあると考えられる。  

・PwC による調査により、インドネシアに投資するための課題として、以下の項

目等が挙げられる。  

1. Overlap of mining concession areas with other areas (e.g. 

forestry, plantations, etc.)  

2. Lack of coordination between central, provincial, and regional 

governments 

3. Confusion over the implementing regulations for the Mining Law 

4. Land acquisition 

5. Competitiveness of tax and royalty regime 

6. Community and Local government relations 

7. Labor regulation 

8. The Government CCoW renegotiation efforts  

9. Illegal mining 

10. Divestment 

 

・BKPM(投資調整庁 )は 2015 年 1 月から、企業の設立、設立後の諸手続きについ

てオンラインで申請できる統合システムの運用を開始した。許認可の迅速化が

期待される。  

・石炭の輸送や石炭の利用のための複数のインフラプロジェクトが進行している。 

・ IDX の上場ルールが変わり、炭鉱会社は生産開始前でも上場が可能となった。

しかし、石炭価格の低迷で、上場には最適な時期ではないだろう。  

・外国企業の株式譲渡のルールについて、坑内掘り炭鉱については 51%から 30%

への引き下げ、譲渡期間を 10 年から 15 年に延長することなどが検討されてい

る。  

・輸出には Letter of Credit が新しく求められることになり、新たなコストとなっ

ている。  

・石炭輸出は登録された業者のみが可能となる（ET Batubara）。  

・DMO は常に需要を上回っていたが、今後も需要の増加に合わせて DMO を増加

させていくと考えられる。歳入目標には達していないものの、政府は前年の年

間予算に合わせて生産割り当てを課す試みをしている。  

・IUP のロイヤルティを CCoW と同様の 13.5%まで引き上げる案が出ており、す
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ぐに実施されるとの報道もされている。特に小規模生産者への影響が大きく、

強い反対活動が予想される。  

・石炭の輸出税を再導入する報道もあるが、すぐに実施されるとは考えられない。  

 

5. Interplay between China’s seaborne and coastal coal trade  
プレゼンテーター：Alex Tonks, Managing Consultant, CRU 

 

・中国は地域ごとに分析する必要がある。例えば、中国東南部は中国の 35%の電

力を発電し、40%を消費するが、石炭は 4%しか生産していない。  

・中国の海を経由する石炭取引は、地域間の変電、需要の地域差等によって需要

が決まる。石炭は北部から南部、海外からの輸入によって供給される。  

・中国の石炭は豪州、インドネシアの海外炭に比べコストの低下率が悪い。中国

ではほとんど生産性が向上していないにも関わらず、2006 年から 2013 年にか

けて人件費が 3 倍以上上がっている。  

・沿岸部の発電成長率は下がってきているが、その減少率と比較して石炭輸入は

減少が緩やか。その分、国内炭の利用量が 2012 年以降に減少しており、国内石

炭価格もそれに伴って減少している。  

・中国は石炭賦存量が多いが、石炭の需要地域とは離れたところで生産が行われ

ている。西武、中部の石炭生産が多い地域では余剰電力があるが、東部、東南

部の石炭生産が少ない地域では一部の電力が他の地域から送られている。その

ため、2020 年までに、460GW 分の送電設備の増設が計画されている。  

・鉄道・港湾の石炭輸送インフラも整備計画があり、石炭輸送も強化される。し

かし、インフラ利用料は上昇していく見通し。  

・一人当たりの電力使用量は、先進国では一定の GDP 以上になると減少に転じ

る傾向があるが、急速な工業化により中国ではまだ一人当たりの電力需要は伸

びていく。  

・12 次 5 ヵ年計画では、2015 年に原子力と太陽光発電を急成長させる計画だっ

たが、13 次 5 ヵ年計画の 2020 年までの計画では両電力の成長率を落としてい

る。石炭は両計画で重要な位置を占めている。この目標を達成するためには、

現在の計画よりもより多くの石炭火力発電所が必要になる。  

・東南部では国内沿岸取引の依存度が高くなり、輸入炭は減少すると予測する。

特に 2015 年に 2015 年には国内沿岸取引の量は倍以上になる。  

・2014 年には、豪州、ロシア以外の主要石炭生産国の輸出は前年比で減少してお

り、供給過剰への対応の始まりが見られた。  

・インドが主要な石炭輸出先の一つとなった。インドでは石炭発電が主要な発電

源であり、国内生産が需要に追い付かずに石炭輸入が増加してきている。  

・石炭価格はわずかに上昇に転じると予測するが、中国南東部の需要は減少し続

けることから、上昇は限定的と考えられる。  
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6. How will India’s coal sector reforms affect the role of 

imports? 
プレゼンテーター：Prakash Sharma, Research Director, Wood Mackenzie Ltd 

 

・インドでは石炭火力発電所や製鉄の新規計画があり、急速に石炭需要が高まっ

ている。これに対応するため、石炭鉱区の入札や電力セクターの再編が行われ

ている。一方、国内輸送のための鉄道の整備が十分でなかったり、インドの石

炭は熱量が低く、灰分が高かったりするため、輸入が増加している。需要の拡

大に比べて、近年の国内の石炭生産の増加はほんのわずか。  

・電力会社は売電が増えるほど、損失も増えており、発電単位あたり売り上げは

増えているものの、それ以上にコストが増えているため、その差は年々増加し

ている。  

・インドの石炭は熱量が低いものが多く、灰分の高いものが多いため、選炭をす

ることも難しい。石炭価格が下がっていることから、輸入炭（Eco coal）の FOB

価格と灰分補正をした国内石炭の山元価格はほぼ同じになっている。国内炭の

競争力を持たせ、国内生産量を向上させるためにはインフラ能力の向上が必要

となる。  

・今後はインドの石炭輸入が市場を牽引し、石炭価格を回復させる役割を担うだ

ろう。  

 

 

7. How quickly will India’s domestic coal production will 

lower imports? 
プレゼンテーター：BK Saxena, Director of Marketing, Coal India Limited（CIL） 

 

・インドの電力は過去 5 年で 8.4%の平均年間成長率を記録している。石炭は総

発電量の 76%に寄与している。他の国は石炭火力発電の成長は停滞していると

ころが多いが、インドでは引き続き重要な役割を担い、アジアの石炭市場を左

右する。  

・石炭の需要は過去 8 年間で 7%の成長をしている。一方、国内生産は 4%の成長

しかしていない。この差を埋めるため、石炭輸入は 20%以上増加した。  

・CIL は世界最大の石炭生産企業で、インド国内の約 8 割の石炭を生産している。

インドの第 12 次・第 13 次 5 ヵ年計画に合わせて、CIL は 2016 年度に 6.15 億

トン、2021 年度に 7 億トンの生産計画を立てている。楽観的な見方をしても、

2021 年度には 2.5 億から 2.7 億トンの需給格差がある。  

・インド政府は鉱区の開放により、多様な企業の参入で石炭生産が増加すると期

待している。5 ヵ年計画では、2016 年度の目標は 1.23 億トンだが、2021 年度

には 3.39 億トンの目標が立てられている。しかし、2014 年度には 6,500 万トン

しかなく、目標の達成は難しく、鉱区の再分配がされる。  

・現在までに 67 鉱区が入札にかけられ、そのうち 42 鉱区が生産中である。この

鉱区の合計生産量は 9,000 万トンとなる。今後も入札は続き、2020 年までに 204
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鉱区、生産量が 5 億トン増加すると期待される。  

・CIL も 5 年間で 10 億トンに生産能力を引き上げる計画をしており、2016 年度

の目標である 7.95 億トンから 2019 年度の目標を達成するためには、年間 11%

の成長率を達成する必要がある。9 億トンについては目途が立っているが、より

生産能力を向上させるには土地収用を進めたり、坑内掘りの最新設備を導入し

たりする必要がある。  

・インドの一般炭輸入はインドネシア炭（76%）がほとんどで、次に南アフリカ

炭（18%）が多く、2 か国で 9 割以上を占める。原料炭については豪州炭が 9

割を占め、次いで米国炭が多い。  

 

図 5 石炭の輸入先（CIL 発表資料） 

 

・2010 年から 2014 年の間に、インドの石炭輸入は 14%増加した。この間、中国

は 20%以上の増加。石炭価格はいずれのランクでも下落しており、高カロリー

のものは約 40%も安くなった。  

・平均的な国内炭の山元価格は輸入炭の CIF 価格より安く、特に低品位（5500kcal

以下）のものは 50%以上安い。しかし、山元でのユーザー以外には、国内の高

額な輸送料によって、国内炭の競争力は失われる。  

 
図 6 輸入炭と国内炭の価格比較（CIL 発表資料） 

 

・輸入炭のユーザーは 58%が電力、製鉄が 22%、セメントが 15%ある。  
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8. Indonesian Coal Prospects The High Road or the Low 

Road? 
プレゼンテーター：Bill Park, Principal Consultant, PT New Resource Mine 

Consulting 

 

・石炭価格が下落しているにも関わらず、増産が続いたため、需給バランスが崩

れている。需給バランスがとれるまで石炭価格の低迷は続くだろう。中国のバ

ブルが需要を牽引したが、バブルは弾けた。中国は再度石炭輸出国になるかも

知れない。インドは引き続き輸入を増大させていくと予想される。  

・インドネシアでは高品位の瀝青炭の生産が減少してきている。低品位炭の開発

は進んでいき、インドネシア国内での低品位炭の利用も加速されていく。  

 

図 7 インドネシアの一般炭生産量予測（NRM Consulting 発表資料） 

 

・インドネシアは 2019 年までに 35,000MW の発電増強を計画している。このう

ち、20,000MW が PLN あるいは IPP での石炭火力発電となる予定。しかし、現

在の石炭開発状況で、期限通りに目標を達成するのは非現実的。  

 

図 8 国内の石炭火力発電所（NRM Consulting 発表資料）  
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・インドネシアには特に南スマトラと東カリマンタンに低品位炭資源が多くある。

将来的にはインドと中国への大きな輸出の可能性がある。しかし、輸送インフ

ラ不足、輸送コスト、石炭改質技術などに制約があり、短期的な開発は難しい。  

・原料炭のポテンシャルもあるが、中央カリマンタンの坑内掘りに埋蔵量が多い。

そのため、インフラの整備や開発コストに課題がある。  

・長期的な石炭の開発のためには、①許認可のワンストップショップ化、②公正

で合理的なロイヤルティ制度、③不法採掘の根絶、④政府による主要インフラ

の整備支援、⑤電力分野の海外投資促進のための PLN の入札透明化、⑥クリー

ンコールテクノロジー等の石炭技術への投資が重要。  

・石炭業界の良いニュースとしては、①炭鉱の操業効率性の向上、②高コスト炭

鉱の閉山、③主要生産者の減産、④需要供給の原則の適用（需給が下がれば価

格が回復する。）、⑤資源サイクルの適用（次のブームがある。）。石炭価格は上

がってくると予想されるが、いつになるかは予測が難しい。  

 

9. As Malaysia is set to double imports to 40mt, what are its 

plans to diversify supply sources? 
プレゼンテーター：Lim Kwok Teng, Senior Manager (Operations), TNB Fuel 

Services SDN BHD（TNBF）  

 

 

・マレーシアの発電構成は天然ガス 51.5％、石炭 41.4%、水力 3.5%だが、2019

年には天然ガス 27.7%、石炭 64.2%、水力 4.5%と、石炭を増加させる計画。電

力用の石炭需要は 2005 年度には 800 万トン強だったが、2014 年度には 2,140

万トンにまで需要が増大し、2019 年度には 3,950 万トンと、倍増する見込み。 

 

図 9 マレーシアの発電源構成（TNBF 発表資料）  

 

・現在の石炭輸入量は 2,500 万トン。内訳は瀝青炭が 55%、亜瀝青炭が 45%とな

っている。石炭の調達先は 57%がインドネシア、28%が豪州、8%が南アフリカ、
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7%がロシア。  

・今後、石炭需要は発電所の設計の変化により亜瀝青炭の需要が増え、瀝青炭 35%、

亜瀝青炭 65%になる予定。  

・多様な生産者が入札に参加しやすいように石炭調達プロセスを見直した。石炭

調達で重要な点は①炭質、②取扱量、③輸送期間、価格競争力。TNB では長期

契約で多くの石炭を調達しており、スポット契約は豪州とインドネシアでわず

かにある。  

・今後はスペック炭での調達、炭鉱企業との戦略的提携、米国、カナダ、コロン

ビアからの輸入などを検討していく。  

 

図 10 マレーシアの発電所計画（TNBF 発表資料）  

 

以上  

 

おことわり：本レポートの内容は、必ずしも独立行政法人石油天然ガス・金属鉱

物資源機構としての見解を示すものではありません。正確な情報をお届けするよう

最大限の努力を行ってはおりますが、本レポートの内容に誤りのある可能性もあり

ます。本レポートに基づきとられた行動の帰結につき、独立行政法人石油天然ガ

ス・金属鉱物資源機構及びレポート執筆者は何らの責めを負いかねます。なお、本

資料の図表類等を引用等する場合には、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源

機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます。  

 


