
 
 

1 

 
 

平成27年10月6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 

 

～Coaltrans Japan 2015 参加報告～  

<石炭開発部石炭開発課 加藤> 

 

Coaltrans は世界各地で開催されている石炭業界関係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であり、Coaltrans Japan は 2013 年以来 2 年ぶ

りの開催となった。今回は約 140 名の参加登録があり、うち半数ほどが海外から

の参加者であったとのことである。中国やシンガポール等アジア地域の国々から

の参加者は、積極的にネットワーキングや情報収集を行っており、日本をマーケ

ットとして注視している様子がうかがえた。また、プレゼンテーションや円卓会

議のトピックとして、電力システム改革が取り上げられることも多く、海外から

の参加者が今後の日本の石炭需要に対して高い関心を持っている印象を受けた。  

 

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. Japan’s Coal Policy 
プレゼンテーター：経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部石炭課長  覺道崇

文氏  

 

・2014 年 4 月に策定されたエネルギー基本計画を受け、石炭はベースロード電

源として、その重要性の見直しがなされてきた。一方で、温室効果ガスの排出

など環境への負荷も問題視されている。  

・2015 年に経済産業省が発表した 2030 年の電源構成（エネルギーミックス）で

は、石炭火力は総発電量の 26%を占める。  

・現在の石炭資源は、インドネシア及び豪州から安定的に供給されているものの、

今後インドネシアからの供給量は減少するとみられており、豪州への依存度が

高まる。従来より地政学的リスクの少ない石炭資源であるが、一国への供給依

存は好ましくなく、今後供給源の多角化が必要である。  

・過去 10 年間で世界の石炭市場は大きく変化した。中国やインドが輸入国とし

て台頭したが、その後中国の国内需要が減退していることから、現在石炭価格

も低迷を続けている。  

・2013 年より段階的に進めている電力システム改革については、2016 年より小

売全面自由化となることが決定した。新電力等の電力小売りへの参入により、

新たなビジネス機会の創出が期待されている。また、電力事業者にとってはコ

スト競争にさらされることとなり、石炭調達においても契約の見直し等コスト

削減への努力が既に開始されている。  
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・このような民間努力に対し、経済産業省は、調達先の多角化のためのカントリ

ーリスク等情報提供、低品位炭の利用に関する技術改革への資金的支援、権益

取得や投資のための JOGMECによる探鉱出資及び債務保証等のサポートを実施

していく。  

・石炭資源が抱えている大きな課題は二酸化炭素排出量が大きいということ。特

に電力分野で二酸化炭素排出量を削減する必要があり、2030 年に向けて、低炭

素化を図ることが重要である。  

・USC の他に、今後 A-USC、 IGCC、 IGFC の技術開発や商用利用が促進される

よう、日本政府も援助を行う。  

・アジアの国々にとっては、安定性の面からも今後も石炭は経済発展に欠くこと

のできない資源である。このような状況において、日本が高効率石炭火力発電

技術を開発することは、技術的貢献につながるものでもあり、より現実的な二

酸化炭素削減の方法となる。二国間対話や多国間での協議の場で、各国へ高効

率石炭火力発電の重要性を説明し、理解してもらうよう努めていく。  

 

 

2. The new “JERA” alliance between Chubu and Tepco and 

its procurement of coal 
プレゼンテーター：株式会社 JERA 代表取締役社長 垣見祐二氏  

 

・JERA は 2015 年 4 月より燃料調達火力発電会社としてスタートし、中部電力と

東京電力の火力用燃料調達資産と国内外の火力発電資産の統合により、エネル

ギー調達及び発電分野において世界的なリーディングカンパニーとなる。  

・2008 年より中部電力子会社 CETS 社 1が実施している石炭トレーディング事業

について、JERA が当該事業を引き継ぐとともに東京電力の石炭調達事業を統合、

石炭市場での市場対応能力を向上し、そこで得られる知見を、将来的に LNG 市

場で生かしていく。  

・中部電力及び東京電力 2 社合同では、現在年間約 2000 万トンの石炭を扱って

おり、日本国内最大規模のバイヤーであるといえる。これまで両社ともに燃焼

可能炭種の拡大に取り組んでおり、また、3 つの石炭火力発電所の新設計画もあ

ることから、今後 2022 年には年間 3000 万トンの消費量となる見込み。  

・2015 年 10 月からは、JERA Singapore 社（仮称）が中部電力及び東京電力の

唯一の石炭調達の窓口となる。JERA Singapore 社の特徴は下記 3 点。  

(1) 発電所と協力し、燃焼可能な炭種拡大を積極的に実施  

(2) 周辺業務の内製化  

(3) トレーディング会社特有の業務基盤  

・これらの特徴を生かし、JERA が目指すゴールは、下記 3 点。  

(1) 価格競争力及び調達安定性の向上  

                            

 
1 CETS 社：中部エネルギートレーディング・シンガポール社。中部電力の石炭調

達業務を EBF トレーディング社と合弁で実施している。  
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(2) ポートフォリオの最適運用による経済性追求  

(3) 第 3 者ビジネス拡大によるさらなる経済性の追求  

・特に、第 3 者ビジネス拡大に関しては、国内一般産業や他電力向けだけでなく、

韓国や台湾といった近隣諸国向けの販売も視野に入れている。  

 

 

3. What will happen to coal trade in an open power 

generation market? 
プレゼンテーター：北陸電力株式会社燃料部長 水上裕康氏  

 

・電力の小売全面自由化及び発送電の分離という電力システム改革を受け、全国

的に競争が激化、新規参入企業が出現する。それに伴い、競争力ある発電燃料

を確保することが重要となる。  

・石炭調達においては、発電所の安定的な稼働が最も重要な基盤であり、それに

加えて価格の競争力が重要となる。  

・今後の石炭調達においては、市場の流動性が確保できていないことや、収益性

を確保できる保証がないこと等を理由に、CETS 社のようなトレーディング事業

が、電力会社の石炭調達の方法として一般的に展開するとは考えにくい。  

・一方、JERA のような電力会社同士のアライアンスは、部分的なアライアンス

を含め、今後増加していくとも考えられる。  

・北陸電力としては、JERA とのアライアンスについても検討の可能性がある。  

・今後、海外権益投資を増加させることも選択肢のひとつではあるが、一方で資

金調達面の課題は残る。  

・新規価格設定の方法については、サプライヤーも交えた熟議が必要であると考

える。  

・今後日本の電力会社には、石炭供給や配送等において、信頼できるビジネス関

係を維持することや、燃焼できる炭種のスペックを拡大すること、供給源の分

散化を進めること等が必要とされる。  

 

 

4. Global thermal coal price forecast: How far will coal prices 

rise in 2015-16? 
プレゼンテーター：Andy Roberts, Research Director, Global Thermal Markets, 

Wood Mackenzie 

 

・2014 年は、石炭輸出量及び輸入量に関して、世界規模で見れば 2013 年と比較

し大きな変化はなかった。一方、詳細を見てみると、輸入量に関しては中国減

少、インド増加、輸出量に関しては米国減少、豪州増加となっている。  

・また、以前より下落している価格に関しても、2014 年末には 65 ドル／トンま

で低下した。  

・現在、石炭は環境問題や法規制、再生可能エネルギーの台頭といった様々な課
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題に直面しており、ファイナンスを得にくい状況にある。  

・中国では、今後 GDP 伸び率が低下し、エネルギー及び石炭の消費も低下する

と考えられているが、中国沿岸部での石炭需要はピークを迎えているものの、

内陸部での需要は今後伸びてくるものと思われる。  

・インドにおいては、今後の石炭需要に関して、インフラ開発や選炭技術等が重

要な要素となってくる。また、中国の需要減少によって減速している石炭海上

貿易において、インドが主要な国となるとも予測。  

・東南アジア諸国では、今後の経済成長に向けて、石炭消費が増加していく一方

で、欧米においては、今後ますます石炭離れが進むと予測。  

 

 

5. Will coal-fired power plants serve as a long-term 

replacement for nuclear reactors? 
プレゼンテーター：アーガスメディア日本支局代表 三田真己氏  

 

・2011 年の原子力発電所の事故後、原子力発電の代替として、LNG、石炭、石油

すべての火力による発電量が増加。石炭火力発電については、当時十分な余力

なく、LNG や石油と比べてすぐには増加しなかったものの、2013 年以降は石油

に代わる勢いで増加している。  

・現在、石炭火力発電所の新設も検討されており、10.7GW ほどの発電量の増加

が見込まれている。また、バイオマスとの混焼で 10 プロジェクトが検討されて

おり、2.9GW の増加につながる。これらによって、石炭消費量も増加する。  

・経済産業省は二酸化炭素排出量の減少も鑑み、2030 年の電源構成について、石

油や LNG といった化石燃料からの電力を減らし、原子力発電所の再稼働と再生

可能エネルギーの開発を提示している。一方、石炭火力発電の割合は減るもの

の、電力需要の伸びによって、発電量としては減少しない計画である。この電

源構成は、石炭に関しては控えめな目標であると同時に、原子力発電や再生可

能エネルギーに関しては相当に野心的な目標であるとも考えられる。  

・原子力発電所の再稼働は、政府や原子力規制委員会が強制力を持って決定する

ものではなく、各原子力発電所の再稼働までには国民の理解を得る必要があり、

それまでには非常に時間を要する。  

・今後の日本の石炭需要は、下記の理由等により、現在と一定のまま安定してい

く、もしくは楽観的視点に立てば、より需要は増加していくと考えられる。  

-  2030 年の電源構成に占める石炭火力発電の割合は減少するものの、絶対量

としての石炭消費量は減少しない。  

-  今後原子力発電所の再稼働が進んだ場合は、石油や LNG の火力発電量が

減少し、石炭火力による発電量が減少するのは最後となる。  

-  原子力発電及び再生可能エネルギーによる発電は、目標とする割合で実現

するには現在想定している以上の時間がかかる可能性が否めない。  
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6. Junior miners in Australia and their potential to supply to 

Japan 
プレゼンテーター：Gary Cochrone, Chairman, Bounty Mining  Ltd. 

 

・豪州において、高品位の原料炭が採掘できる地域は、Western Bowen Basin や

Laura Basin などに限られている。  

・North Queensland の 1000km ほど北方にある Laura Basin にて、現在新しい高

品位原料炭を対象とする Wongai Project を展開している。当該プロジェクトの

JORC 規定に基づく埋蔵量は 2012 年時点で 7700 万トンであり、加えて 2700

万トンが探査対象となっている。  

・Wongai Project は、港からは 15km 以内の位置に存在しているため陸上コンベ

ヤで港まで運搬でき、鉄道などのインフラは不要である。また、およそ 125m 弱

の浅部に石炭が賦存しており、ルームアンドピラー方式によって低資本で高生

産の実現が可能である。  

・多くの豪州ジュニア企業は、主に QLD 州の Rangal 地域や Galilee または Surat 

Basin 地域にて開発を行っているが、開発活動は低速気味であり、非常に厳しい

市場環境にある。  

・豪州ジュニア企業のプロジェクトは多くが操業停止や遅延状態にあるため、短

期の将来予測は難しいものの、Carmichael のような大きなプロジェクトは現在

も展開している。  

・豪州ジュニア企業への投資は主にインドや中国の海外からが主になっており、

ベトナムからの投資も増加している。  

・今後高コストの鉱山はさらに閉山が進むと考えられる。  

 

 

7. Update on the latest Research and Development into CCS 

in Japan 
プレゼンテーター：地球環境産業技術研究機構主任研究員 田中良三氏  

 

・CCS（Carbon Capture and Storage）は、二酸化炭素が大気に放出される前に、

排出源より回収して地下に貯留する技術である。  

・三菱重工業株式会社は、米国で 1 日当たり 500 トンの回収を行うプロジェクト

に参画しており、2016 年後半からは年間 140 万トンを回収する商業プラントの

操業をテキサスにて行うこととしている。  

・日本においては、4 件の CCS 関連プロジェクトが実施されている。新潟県長岡

市のプロジェクトでは、2003 年から 2005 年の間に約 1 万トンの二酸化炭素を

地下に圧入した。4 井のうち、1 本で圧入を行い、残りの 3 本で地下の二酸化炭

素量のモニタリングを行った。すでに地表施設は撤去されているプロジェクト

であるが、2007 年に起きた地震後にも、地中に貯留されている二酸化炭素に変

化がないことが確認でき、今後の良い事例となるプロジェクトである。  

・苫小牧のプロジェクトは 2012 年から開始したもので、2016 年から 2018 年の
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間に約 30 万トンの二酸化炭素を海底下に圧入する計画である。長岡市のプロジ

ェクトで得られた実証の成果を活用して行い、2 井が異なる貯留層に挿入されて

いる。地下へ圧入した二酸化炭素のモニタリングにおいては、地震探査が主要

な方法であるが、苫小牧では地理的要因によって地震探査を行うことができな

いため、本プロジェクトでは、RITE が開発した Ocean Bottom Cable を常設し、

24 時間体制で二酸化炭素の貯留状況の監視と、環境への影響調査を行う。  

・2005 年から 2007 年の間に、日本周辺での二酸化炭素貯留の可能性調査を行い、

100 年間の二酸化排出量と同量の約 146Gt の二酸化炭素を貯留できる可能性が

あることが分かった。2020 年代には、年間 100 万トン以上の二酸化炭素貯留が

できる地域を選択し、大規模な CCS プロジェクトが実施できる可能性がある。 

 

 

8. The impact of China’s reduced imports on seaborne coal 

trade in the Asia-Pacific region 
プレゼンテーター：Dr. Fabio Gabrieli, Director, Dry Bulk Ana lysis & Strategy, 

Mercuria Energy Trading 

 

・2013 年、中国の石炭輸入量は、欧州地域全体の輸入量とほぼ同等にまで増加し、

その多くをインドネシアから輸入していた。しかし、2015 年の予想では、9000

万トンほど輸入量が減少する見込みである。  

・インドネシアからの供給量に関する 2015年予想値は 2013年の実績値と比較し、

中国向け、日本・台湾・韓国向けに減少する見込み。一方、インド向けの輸入

量は増加する。  

・インドネシアにおいては、国内生産量は大きくは減少しないが、輸出量は今後

国内供給義務などを受け、大幅に減少する見込み。  

・豪州炭の価格の低下は、生産性の向上よりも、外国為替と燃料価格低下の影響

を大きく受けるようになると考えられる。  

・今後 2017 年から 2020 年までの 4 年間で、インドやフィリピン、モンゴル等の

アジア諸国における石炭需要が増加すると予測。特に、インド及び中国以外の

アジア諸国においては、1 億トンほど大幅に需要量が増加する見込み。  

・一方供給量に関しては、インドネシアからの輸出量が減少する一方、コロンビ

ア、ロシア、南アフリカからの輸出量は増加する見込み。また大幅に増加する

需要に対しては、豪州や中国等その他の国々からの供給量が増加することが考

えらえる。  

 

 

9. Global ability to meet Japan’s rising coal demand 
プ レ ゼ ン テ ー タ ー ： Lachlan Shaw, Global Commodities Analyst, UBS 

Investment Bank 

 

・過去 4 年から 5 年にわたり、石炭価格は減少の一途をたどっている。それを受
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け、資本的支出も近年減少している。  

・2009 年頃から中国やインドの一般炭輸入量が増加している。また、タイ、マレ

ーシア、フィリピン、香港、メキシコといった新たなマーケットへの豪州及び

インドネシアからの石炭輸入量及び割合も増加している傾向にある。  

・中国では、石炭需要量および生産量が大幅に増加している。生産量が増加して

いることから、輸入量は減少の傾向にあり、今後中国が再び石炭の輸出国にな

ることも考え得るシナリオであるといえる。  

・インドでは、電力需要の高まりを受け、一般炭輸入量も年々増加している。  

・石炭生産に係るコストは、燃料費及び外国為替等の影響を受けて、低下の傾向

にある。  

・石炭と LNG のスポット価格ベースのギャップは、今後さらに縮まると考えてい

る。  

・日本の今後の石炭需要に対しては、中長期的に十分な量の石炭が経済的に供給

されると考えられる。  

 

 

10. Can developments in Integrated Coal Gasification 

Combined Cycle technology really lead to zero emissions? 
プレゼンテーター：電源開発株式会社技術開発部長 笹津浩司氏  

 

・最新の石炭火力発電所では、USC 技術で HHV ベース 41%の高効率で発電をし

ており、高効率で発電を行うことで、二酸化炭素の排出量を削減している。ま

た当該発電所では、SOx・NOx 排出量もガス火力発電と同程度まで削減してい

る。  

・次世代の高効率石炭火力発電の方法としては、A-USC や IGCC または IGFC 等

がある。  

・石炭ガス化装置として、新たに EAGLE（Energy Application for Gas, Liquid, and 

Electricity：多目的石炭ガス製造技術開発）を開発し、2002 年から 2014 年まで

150 トン／日量でテストを実施した。EAGLE ガス化技術では、ガス化炉に対し

上下 2 段で酸素吹を行い、上段よりも下段でより多くの酸素を吹き込むことで、

ガス化装置内の温度を調整し、高効率でのガス化を行う。  

・一方、高効率の石炭火力発電だけでは不十分との意見もあり、今後ますます CCS

技術が重要となる。EAGLE では、IGCC／ IGFC による高効率発電ののち、合成

ガスの生成、水素の生成、二酸化炭素の回収を行う。  

・2012 年から 2021 年の間に経済産業省の補助事業として行う大崎クールジェン

プロジェクトでは、EAGLE ガス化技術を用いて、IGCC 及び CCS の実証実験を

行う。  
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11. Metallurgical coal: Analysis and outlook for the 

Asia-Pacific market 
プレゼンテーター：Tobey Li, Senior Analyst, JYD Information  

 

・アジア太平洋地域において、中国は原料炭の生産・消費双方の主要プレーヤー

であると同時に、輸入量も最大である。また、同地域に対する原料炭輸出量の

ほとんどが豪州からによるものである。  

・2014 年の中国の原料炭輸入量は 6230 万トンであり、うち 3120 万トンが豪州

産、1480 万トンがモンゴル産であった。なお、2015 年第 1 四半期の豪州産原

料炭の輸入量は、2014 年第 4 四半期と比較して減少している。  

・インドの 2014 年原料炭輸入量は 3720 万トンであったが、うち 3660 万トンが

豪州産であった。  

・中国の原料炭輸入は、消費量のおおよそ 10%を占めており、供給源も一国依存

ではないことから、日本や韓国等の近隣諸国と比べて、柔軟性のある原料炭需

給状況であるといえる。  

・日本の原料炭輸入量は全体的に減少傾向にあり、豪州からの輸入量も減少傾向

にあるものの、豪州は依然として日本への原料炭供給源の主要な地域である。

豪州産原料炭は、2012 年以前は他地域と比較して最も安価であったが、 2012

年以降ロシア産原料炭がより安価となっている。  

・今後の原料炭需給においては、短期的にはインドが最大の輸入国となると考え

られるが、中長期的には中国が再び最大の輸入国となり、インドが 2 番目、日

本は 3 番目に大きな輸入国となると考えられる。  

・中国とインドがスポット価格を採用することにより、アジア太平洋地域の原料

炭市場においては、特に日本にかかわる市場において、今後スポット価格が採

用されるようになると考えている。  

 

 

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。  

 


