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2015 年 2 月 5 日～6 日に米国フロリダ

州・マイアミにて第 15 回 Coaltrans USA

が開催された。Coaltrans は世界の産炭地

域を中心に各国で開催されている石炭産業

関係者のカンファレンスであり、Coaltrans 

USA は昨年に引き続きマイアミで開催さ

れた。北米石炭大手企業トップを講演者に

迎え、一日半の日程でアメリカの炭鉱、港

湾・鉄道等のインフラ、石炭の国際需給、

オバマ大統領のクリーン発電計画（Clean 

Power PlanCLEAN POWER PLAN）等に

関する講演及びディスカッションが行われ

た。アメリカの石炭・エネルギー・インフ

ラ企業やコンサルタントを中心に、中国、

インド、ロシア、ドイツ、ポーランド、コ

ロンビア、カナダを含む世界 27 か国から

350 名超（2014 年比で 50 名程度増加）の 

 

参加があった。日本企業からも数社の参加

が見られた。 

本報告では第 15 回 Coaltrans USA の講

演、ディスカッションの中から抜粋を紹介

する。 

第 15回 Coaltrans USA 会場の様子 

 

 

＜オープニング＞ 

 

○Murray Energy 社 会長兼社長兼 CEO Robert Murray 氏 

コンファレンスは米国石炭業界の重鎮、15 歳で炭鉱夫として石炭業界でのキャリアをス

タートし一代で同社を築き上げたマレー・エナジー会長の Robert E. Murray 氏による講演

を皮切りに始まった。講演は米国で最終案の決定に向けて論議を呼んでいるクリーン発電



計画がもたらす石炭火力発電所の環境規制遵守コストの上昇とそれに伴う電源構成におけ

る石炭火力比率の低減、さらに天然ガスの価格低下と相まって、石炭火力発電所の発電コ

ストからも競争力が失われている状況等を訴え、問題提起した。同氏講演概要は JOGMEC

海外石炭情報に既載されているので参照されたい

（http://coal.jogmec.go.jp/info/docs/report_150220_12.pdf）。同氏は米国石炭業界が直面

する苦境はオバマ大統領による”人間の問題” (a human issue)であるとし、これに屈するこ

となく、黙することなく、戦い続けようと壇上から業界同志に檄を飛ばし（マレー氏のシ

ャウトは米国石炭業界名物とのこと）、熱気溢れるオープニングとなった。 

 

 

＜基調講演① グローバル石炭市場における米国炭のポジショニング＞ 

 

○ArchCoal 社 社長兼 CEO, John Eaves 氏

世界 20 か国に顧客を擁し米国内 36 州に

159 の発電所を有する Arch Coal 社は米

国で 2 番目の石炭埋蔵量を誇る。グロー

バル市場における米国炭のポジショニン

グというテーマで石炭業界にとって明る

い展望にフォーカスした講演が行われ、

2014 年原料炭市場では米国炭の欧州向

け輸出が増えたこと（１）、また米国のクリ

ーン発電計画と裏腹に世界ではさらなる

石炭火力発電所の建設計画が続いている

こと（２）、さらに東南アジアでは石炭消費

増が確実であるなど、米国外市場への期

待が示された。         

 

2012 年～2014 年米国原料炭欧州向け輸出（１） 

ArchCoal 社プレゼンテーション資料より  

 

 

世界の石炭火力発電所の建設計画（２）  
ArchCoal 社プレゼンテーション資料より  

http://coal.jogmec.go.jp/info/docs/report_150220_12.pdf
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＜基調講演② パウダーリバー炭輸出の課題と機会＞  

 

○Cloud Peak Energy 社  社長兼 CEO Colin Marshal 氏  

リオ・ティントの北米炭部門がスピンアウトして誕生した Cloud Peak Energy 社

の 2013 年度の所有３炭鉱からの石炭出荷量は合計 8,600 万ｔ、可採埋蔵量は 12 億

ｔでパウダーリバー炭に特化している。 2012 年には世界中で生産された石炭の

12.5％が石炭消費国に輸入されていること、またインドや韓国をはじめとするアジ

ア諸国での化石燃料による火力発電（３）および一般炭輸入の堅調な伸びを背景にパ

ウダーリバー炭輸出の将来性をアピールした。  

 

北米およびアジアの火力発電の伸び（３）  

Cloud Peak Energy 社プレゼンテーション資料より 

一方、課題として、１）低迷を続ける石炭価格 ２）需要はあるものの二酸化

炭素排出規制に動く中国市場の不透明さ  ３）米国内の環境活動家や環境 NGO に

よる港湾ターミナル建設反対運動を挙げた。それでもなお、現実的に世界の石炭

需要は伸び続けており、石炭は安全・安定・安価な火力発電源であることから、

パウダーリバー炭が今後も世界の石炭市場のニーズに応え続ける可能性を結論

とした。 

 

 

＜基調講演③ 前進のカギは柔軟性＞  

 

○ CONSOL Energy 社 ,  Executive Vice President and Chief Commercial 

Officer James Grech 氏  

150 年の歴史を持つ CONSOL Energy 社は、2015 年現在、傘下に CONSOL Energy 

E&P（アパラチア・シェール掘削）、CONE Midstream Partners, LP（50 万エーカ

ーのマーセラス・シェール層を有する中流工程担当子会社）、および共に 2015 年度

上場予定の Thermal Coal MLP、Metallurgical Coal Subsidiary の 4 社を有する。

市場の急速な変化に応じて組織を順応させる（adjust）方針の下、エネルギー業界
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での多角化を始めて 10 年。天然ガスと併せたビジネスの多様性・柔軟性を武器に不

安定な市場を乗り切る同社の方針を示した（４）。  

 

 
エネルギー市場：価値共有の機会（４）  

CONSOL Energy 社プレゼンテーション資料より 

具体的には天然ガス、石炭および石油の世界及び米国での電源構成比率、価格

の推移等、それぞれのその時々での市場でのポジショニングを見極めつつ、天然

ガスに軸足を置きながらも、市場ニーズに応じた石炭供給で柔軟に対応していく

方針を打ち出した（５）。 

 

 

市場力学は柔軟性戦略と交差する（ 5）  

CONSOL Energy 社プレゼンテーション資料より 
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＜世界の石炭供給において勢いを増すコロンビア炭＞  

 

○CMC – Coal Marketing Company Ltd 社 Chief Executive Officer Howard Gatiss 氏  

2013 年まで減少が続いた米国一般炭輸入は 2014 年の厳冬、ガス価格の高騰およ

び国内鉄道網の停滞により一気に上昇したが、主たる輸出相手国はコロンビアであ

った（６）。  

 
輸入元別米国一般炭輸入（６）  

   CMC 社プレゼンテーション資料より 

コロンビアの一般炭輸出は 1990 年の 1,400 万ｔに始まり 2014 年には 7,700 万

ｔに達し、これはインドネシアの 4 億 1 千万ｔ、オーストラリアの 2 億 100 万ｔ、

ロシアの 9 千 4 百万ｔについで世界 4 位、確認埋蔵量は 33 億ｔ以上である

（Unidadde Planeación Minero Energética, Colombia データより）。輸出の伸び

は堅調であり（７）、輸出量の最大を Cerrejón 社が占めた（2010 年実績で約 44％）。  

 

 

コロンビア一般炭輸出量（７）  

CMC 社プレゼンテーション資料より  

 

EC：イーストコースト  

GC：ガルフコースト 
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Anglo American、Clencore、  BHP 

Billiton の３社が均等に株式を所有し、

Cerrejón 社のマーケティン部門（マー

ケッター）である CMC 社は、プレゼン

後半部分では Cerrejón 社の設備の充実

度（100％自社所有の鉄道、ダイレク

ト・ローディング・シップローダーを

含む港湾施設）や地域に根差した自立

プロジェクト等を紹介。国内市場の状

況に応じて輸出入の振れが大きい米国

に対し、すべての炭鉱が鉄道から港へ

と直結しており、100％輸出用であるコ

ロンビア炭の魅力をアピールした。  

 

CMC 社プレゼンテーション資料より  

  

 

＜パネル・ディスカッション：世界の一般炭購買者＞  

 

○モデレータ：Xcoal Energy & Resources 社 CEO Ernie Thrasher 氏 

村松秀浩 JOGMEC ワシントン事務所

長が一日目のパネル・ディスカッショ

ン  “INTERNATIONAL THERMAL 

COAL BUYERS”に英 Drax 社 Dave 

Docker 燃料調達部長と共にパネリスト

として参加。JOGMEC の役割及び石炭

開発部の業務、東電福島第一原発事故

後の日本の電源構成の推移に関して発

言した。モデレータや会場からは、原

油価格下落が石炭火力発電に与えるイ

ンパクト、日本の石炭火力発電所の更

新（replacement）、高効率石炭火力発電

技術の研究開発の現状、日本の原子力

発電所再稼働の見通し、日本政府の炭  

素税導入の可能性や米国西海岸の石炭  

 

輸出ターミナルに対する日本政府の支  

援の可能性などについて、活発な質問

が出て、米国石炭業界の日本への関心

の高さが伺われた。  

 

 

パネル・ディスカッションの様子 

 

 

＜閉会基調講演 「汚い石炭」の誤謬に立ち向かえ＞  

 

○Centre for Industrial Progress（営利目的シンクタンク）社長兼創設者 Alex 

Epstein 氏 エネルギー・エネルギー政策の専門家である Epstein 氏が展開する化

石燃料批判に対する反論記事は The Wall Street Journal、Forbes、Investor ’s 

Business Daily 紙等米国のメジャーなメディアに紹介されている。  

第 15 回 Coaltrans USA プログラム最後を締め括る基調講演は、米国内で開催さ
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れた環境保護パレードの真中に”I love fossil fuels”(Epstein 氏のキャッチフレーズ )

と書かれたプラカード持った同氏が逆行して立ち続ける映像でスタート。  

 

 

Epstein 氏の主張は、石炭（化石燃料）

は「汚い」という誤謬（ fallacy）を、む

しろ人々の生活を向上させ革新させるも

のであると再定義すべき、というもの。  

これまで信じられてきた化石燃料が世界

（の環境）を破壊するという論を覆す興

味深い事実を示すチャートを次々示した。 

下記チャートは化石燃料の使用が増え

ている一方、中国とインドでは平均余命

と GDP が平行するように伸びているこ

とを示す。これは、化石燃料を用いた電

力発電により生活が向上、衛生的に、快

適になった結果と同氏は主張する。  

 

 

化石燃料使用に関わらず 

米国大気汚染は減少している 

Alex Epstein 氏プレゼンテーション資料より  

 

       

 

Alex Epstein 氏  

プレゼンテーション資料より  
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偏った議論でなく、物事をメリット・デメリットの両面から見ることの重要性を

示唆し、カンファレンス最後のセッションとなり空席も目立っていた会場からは、

それでも質問が続出した。  

”I love fossil fuels”とプリントされた黄緑色の T シャツを着たカリフォルニア出

身の若者のプレゼンテーションは、冒頭のマーレ・エナジー会長の講演とも広い意

味合いで呼応し石炭業界を激励、拍手喝采の幕引となった。  

 

 

最後に、蛇足ながら余談をひとつ。  

本カンファレンスに参加されていた日本企業の方々とお話した際に「私の祖父と

父は飯塚（福岡県）の炭鉱マンだったので、私は石炭に関わる三代目です」と自己

紹介したところ「それなら是非、山本さんにアレをあげましょう。それも“大きい

ほう”を！」と言われました。その時、“大きい葛籠（つづら）と小さい葛籠”の

昔話が頭をよぎり、できれば小さい方がいいかも、と思ったものの、とりあえず、

翌日を楽しみにしていました。  

そして次の日、「お約束通りに」と頂戴したのがこのスティッカー。  

 

…とても、嬉しく思いました。石炭は現在、環境問題の元凶のように叩かれてい

ますが、本カンファレスでも繰り返されたように、それでも石炭火力発電が主力で

ある電力の使用が世界の目覚ましい発展を支え、今も私たちの快適な生活の基盤で

あり、これからもそうであり続けることは事実。この世界中に賦存する恵みの資源

を有効活用することこそが、日本の安定的石炭供給はもとより、幸せな世界の発展

つながると信じて、これからも微力ながら貢献していきたいと素直に思えました。  

いただいたスティッカーは部門のお茶コーナーに貼って、皆で共有しています。  

なお、Friends of Coal は米国ウエストヴァージニア州のボランティア団体 The 

Friends of Coal（http://www.friendsofcoal.org/）の登録商標です。  

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。  

 

http://www.friendsofcoal.org/

