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平成27年3月26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 

 

～日本の石炭輸入動向（2014 年）～ 

<石炭開発部石炭開発課 奥園・秋月> 

 

財務省の貿易統計で、2014 年の確報が公表されたので、日本の石炭輸入動向に

ついて、以下に報告する。 

 

1. 石炭輸入（一般炭、原料炭、無煙炭合計）  

2014 年は、1 億 8841 万トンを輸入（前年比▲314 万トン、▲1.6%）している。

前年比では減少しているものの、2008 年、2013 年、に次いで過去 3 番目に多い輸

入量となっている。2014 年の炭種別の輸入比率は、一般炭 58%、原料炭 39%、無

煙炭 3%である。 

オーストラリアからの輸入量が最も多く、1 億 1914 万トン（前年比▲264 万ト

ン、▲2.2%）、2 位はインドネシアで 3583 万トン（前年比▲85 万トン、▲2.3%）、

4 位はカナダで 961 万トン（前年比▲25 万トン、▲2.6%）とわずかに輸入量を減

らしている。一方、3 位のロシアが大きく輸入量を増やしており、1510 万トン（前

年比+275 万トン、+22.3%）となった。 

 

図 1 日本の石炭輸入量 

 

輸入量の内訳は、豪州が 63.2%、インドネシアが 19.0%と、この 2 ヶ国で全石炭

輸入量の 82.2%を占める。また、オーストラリアからアメリカ合衆国までの上位 5
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ヶ国で 98.3%を占める。当該 5 か国のシェアは 2011 年からは年々増加している

（2011 年:95.6%）。 

 

図 2 日本の石炭輸入先割合 

 

2000 年を基準とした各国の輸入量の増減を見ると、インドネシアとロシアが大

きく輸入量を 2.5 倍以上に増やしていることが分かる。オーストラリアについて

も 2014 年は輸入量が減っているものの、長期的にはなだらかな増加傾向が続いて

おり、安定した輸入先と言える。一方、中国、南アフリカ共和国、ニュージーラ

ンドについては 2000 年から大きく減少傾向にある。また、ベトナムは 2004 年ま

では増加傾向だったものの、その後は大きく輸入量を落としてきている。アメリ

カ合衆国、コロンビアは近年の輸入量が増えてきているが、増減が大きい。  
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図 3 2000 年を基準とした輸入量増減  

（モザンビークのみ輸入実績のある 2012 年を基準） 
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2. 一般炭輸入 

2014 年の一般炭の輸入量については、2013 年とほぼ同量で、1 億 895 万トン（前

年比+7 万トン、+0.1%）となっている。オーストラリアが 8048 万トンと最も多く、

輸入量は年々増加傾向にある（前年比+35 万トン、+0.4%）。輸入量 3 位のロシア

も輸入量を伸ばしており、2014 年は 966 万トンとなった（前年比+181 万トン、

+23.1%）。一方、輸入量第 2 位のインドネシアは 1442 万トンと、少しずつ輸入量

を減らしている（前年比▲107 万トン、▲6.9%）。また、その他の主要な国からの

一般炭輸入量は全て減少している。  

 

図 4 日本の一般炭輸入量 

 

一般炭輸入の内訳はオーストラリアが 73.9%、インドネシアが 13.2%を占め、こ

の 2 ヶ国で一般炭輸入量の 87.1%を占める。また、オーストラリアからアメリカ

合衆国までの上位 5 ヶ国で 99.3%を占める。国は変わっているものの、上位 5 ヶ

国の占める割合は、2011 年以降上昇を続けている（2011 年:96.9%）。 
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図 5 日本の一般炭輸入先割合 
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3. 原料炭輸入 

2014 年の原料炭輸入量は、7432 万トンで、2013 年から減少した（前年比▲276

万トン、▲3.6%）。また、2008 年以前は 8000 万トン前後で安定していたが、2009

年以降は 6000 万トン台から 7000 万トン台で増減を続けている。 

オーストラリアからの輸入量が約半分を占めているが、2014年は 3729万トンと、

2013 年から輸入量を減らしている（前年比▲254 万トン、▲6.4％）。2 位のイン

ドネシアは 2141 万トン（前年比+21 万トン、+1.0%）、3 位のカナダは 747 万トン

（前年比+3 万トン、+0.4%）と、ほぼ横ばい。4 位のアメリカ合衆国は 403 万トン

（前年比▲78 万トン、▲16.2%）、6 位の中国は 23 万トン（前年比▲27 万トン、

▲53.8%）と減少率が大きく、5 位のロシアは逆に 341 万トン（前年比+56 万トン、

＋19.5%）と、輸入量を増やしている。 

 

図 6 日本の原料炭輸入量 

 

原料炭輸入の内訳はオーストラリアが 50.2%、インドネシアが 28.8%を占め、こ

の 2 ヶ国で原料炭輸入量の 79.0％を占める。カナダ、アメリカ合衆国、ロシアを

含めた上位 5 ヶ国では 99.0%を占め、この割合は 2011 年から上昇を続けている

（2011 年：97.6%）。 
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図 7 日本の原料炭輸入先割合  

 

4. 無煙炭輸入 

2014 年の無煙炭の輸入量については、514 万トンと、2013 年から減少している

（前年比▲45 万トン、▲8.0%）。無煙炭の輸入量は、かつては中国とベトナムが

大半を占めていたが、2011 年は中国、2012 年はロシア、2013 年はオーストラリ

アが最大となり、2014 年にはロシアが再度 1 位になっている。2014 年 1 位のロシ

アは 203 万トン（前年比+38 万トン、+23.2%）、2 位のオーストリアは 137 万トン

（前年比▲45 万トン、▲24.6%）、3 位の中国は 109 万トン（前年比▲1 万トン、

▲0・9%）となっている。また、有力な無煙炭生産国であるベトナムからの輸入量

は年々減少傾向にあり、2014 年は 63 万トン（前年比▲39 万トン、▲38.3%）とな

った。 
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図 8 日本の無煙炭輸入量 

 

無煙炭の輸入量内訳はロシアが 39.3%、豪州 26.7%、中国 21.3%、ベトナム 12.3%

の４ヶ国で無煙炭輸入量の 99.6%を占める。2007 年以降、各国の比率は変動して

いるが、この上位４ヶ国で 99%以上を占めている構図に変化はない。  

 

 

図 9 日本の無煙炭輸入先割合  
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5. CIF 価格  

各国からの石炭について、月ごとの輸入金額を輸入量で割って CIF 価格を求め、

CIF 価格の推移をグラフにした。貿易統計上の分類をそのまま利用し、炭質の違

い等は考慮されていないことをご留意頂きたい。なお、取扱数量が 1 万トン以下

の月は除外している。 

 
図 10 一般炭 CIF 価格 

 

一般炭はカナダとアメリカ合衆国の価格が大きく上下しているが、オーストラ

リア、インドネシア、ロシアについてはほぼ同様の値動きをしている。近年では

オーストラリアが 3 ヶ国の中で高めに設定されており、インドネシアが 5 ヶ国の

中で最も低い価格帯で推移している。 
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図 11 原料炭 CIF 価格 

 

原料炭についてはインドネシアが安価な石炭を供給している。逆に北米のカナ

ダ、アメリカ合衆国は比較的高い値段で推移をしている。 

 

図 12 無煙炭 CIF 価格 

 

無煙炭は、各国の価格は似たような動きをしているものの、中国とベトナムが
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高めの価格となっている。特に 2014 年のベトナムの価格が高くなっている。  

 

 

2008 年以降の石炭価格の高騰時より、石炭の調達先の分散を求める声が聞かれ

るが、依然としてオーストラリアの占める割合は大きい。また、いずれの炭種も

上位数ヶ国からほぼ全量を調達しており、その他の国からの輸入量は減少傾向に

ある。また、一般炭ではインドネシア、原料炭ではオーストラリア、無煙炭では

中国・ベトナムが長期的にそれぞれのシェアを落としている。日本側の嗜好のみ

ならず、各国の石炭開発事情、石炭需要状況石炭開発事情を鑑み、石炭調達につ

いて慎重に検討を行う必要があるだろう。石炭価格の低迷が続く中、安定的な調

達先の選択肢がより狭まってきているが、不測の事態に備え、調達先の適切な分

散が望まれる。 

 

 

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。  

 


