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平成28年6月10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 

 
～石炭資源の開発と現状について～  

－エネルギー源としての位置づけと JOGMEC の取り組み－  

<石炭開発部石炭開発課課長 望月> 
 

はじめに  
JOGMEC は平成 24（2012）年 9 月の石油天然ガス・金属鉱物資源機構法の改正に

より、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）より、石炭事業の上流部分

の移管を受け、石炭資源開発に関する業務を開始した。 

石炭は、近年まで日本でも探鉱開発がなされ、身近な資源であったが、利用し

やすい石油の出現等によりエネルギーとしての役割は縮減した。しかし、地政学

的なリスクが低いこと、安価であること等から石炭の利用の見直しがなされ、政

府のエネルギー基本計画では重要なベースロード電源として位置づけられている。

現在、日本は石炭資源の大部分を輸入に頼っているが、近年中国、インドなど新

興国での消費が飛躍的に伸び、安定供給確保が必要となってきている。 

石炭はどのような資源なのか、どのように探鉱・開発されているのか、二酸化

炭素（CO2）の排出など環境面での問題に対しどのような対応が取られているのか

など、意外と知られていない石炭の現状等について分かりやすく解説したい。 1 

 

1. 石炭の基本的知識  
（1）石炭の成因  
石炭は、3 億 6,000 万～2 億 8,000 万年前の古生代石炭紀以降、6,400 万～170

万年前の新世代第三期にかけて世界各地で形成されたものである。地上の湿地帯

に繁茂していた植物が死に堆積し、水の影響で空気から遮断され、上に堆積した

砂や泥とともに地下に埋没し、地下の圧力と地熱等の影響を受け、石炭に変化し

ていったと言われている。石炭は石油と同様、化石燃料の一種である。石炭は地

下の圧力、地熱や地質等の影響により、多様な種類が存在するが、炭質（水分、

灰分、発熱量等）は石炭の生成年代や堆積状況等により千差万別で、炭田、炭層、

炭層の位置によっても炭質は異なってくる。 

 

（2）石炭の分類  
植物が地下の圧力や地熱の影響により、脱水、脱炭酸、脱メタン作用が進んで

                            
1 本稿は「石油・天然ガスレビュー Vol.50 No.3 2016 年 5 月号」のために執筆

されたものです。 
http://oilgas-info.jogmec.go.jp/pdf/7/7743/201605_061a.pdf 

http://oilgas-info.jogmec.go.jp/pdf/7/7743/201605_061a.pdf
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いくことは石炭化作用と呼ばれる。 

 

 

石炭は、石炭化度の分類により、褐炭、亜瀝青炭、瀝青炭、無煙炭などの種類

に分けられ、石炭化度の進行により、水分は減少し炭質は向上する。また、用途

による分類もあり、製鉄の還元剤としてのコークス製造の原料等に使用する石炭

を原料炭、原料炭を除いた発電、セメント製造の燃料などに使用される石炭を一

般炭と呼ぶ。石炭化度の分類における無煙炭は最も石炭化度が進んだ石炭で、豆

炭、練炭の原料や、製鉄用に利用されている。賦存国・地域は、ベトナム、中国、

豪州などに偏在する。次に石炭度が進んでいる瀝青炭は、製鉄用の原料炭と電力・

セメント用の一般炭に使用されている。賦存国・地域は、豪州、米国、カナダ、

ロシアなどだが、わが国が輸入する良質原料炭は豪州クイーンズランド州への依

存度が高い。また新規原料炭の供給地としては、モンゴル、モザンビークなどが

注目されている。亜瀝青炭については、水分が多いという特徴があり（15～30%）、

一般炭として利用され、米国、インドネシア（カリマンタン、スマトラ）など世

界各地に広く賦存している。褐炭は石炭度が最も進んでいないもので、水分が非

常に多く（30～60%）、燃料としては劣質だが賦存量は多く、ドイツ、豪州（ビク

トリア州）、インドネシア等、世界的にも多く賦存している。 
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（3）石炭の埋蔵量  
世界エネルギー会議（WEC：World Energy Council）の試算では、石炭の可採埋

蔵量は 8,915 億 t（2011 年末）で、このうち無煙炭・瀝青炭が 4,032 億 t（45%）、 

亜瀝青炭が 2,873 億 t（32%）、褐炭が 2,010 億 t（23%）である。石炭埋蔵量の

分布の観点から見た場合、米国、ロシア、中国、豪州の 4 カ国の埋蔵量が多く、4

カ国で 66%を占める。 

また世界に広く分布しているのが特徴で、地政学的なリスクも低い資源と言え

る。また可採埋蔵量÷年間生産量で算出される可採年数は 117 年（2011 年）であ

る。石油、天然ガスと比較して倍以上の長さであり、過去 18 年で比較した場合、

石油は若干増加、天然ガスは横ばいであるのに対し、石炭は、231 年（1993 年実

績）から 117 年（2011 年実績）と急激に減少している。これは、中国、インドな

ど新興国による石炭需要の増加が大きな原因と考えられ、埋蔵量の増加よりも需

要増による生産量の増加のほうが多くなっているという事情による。可採埋蔵量

の内訳で見た場合、一般炭、原料炭として利用され、高品質である無煙炭・瀝青

炭の可採埋蔵量が過去 5 年で 2%減少する一方で、低品位である褐炭が 34%増加し

ている。これまでに生産されている石炭は、作業条件が比較的よく経済性にも優

れた高品位の石炭が中心であると言われ、今後は、より条件が悪く、採掘コスト

の高い高品位の石炭や低品位の石炭の割合が増加してくることが予想される。 
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2. 石炭探鉱開発の流れ  
石炭探鉱開発については、探査、開発、生産・操業などの段階（ステージ）が

あり各段階で事業が実施されている。 探査段階では、物理探査、露頭調査、試

錘調査、石炭分析などの手法により、石炭の品質、埋蔵量、また、賦存状況の調

査が行われている。期間は 2～5 年であり、経費は数億円が必要とされる。石炭の

開発・生産に当たっては、鉄鋼用の原料炭、電力用の一般炭などとして需要者が

求める品質に合致する石炭であることが必要で、探査段階においても、埋蔵量、

賦存状況に加え、品質の調査が極めて重要となる。その後、採掘運搬方法、環境

影響評価、使用機器、インフラ建設、採掘終了後のリハビリテーション、販売方

法、新規調達、経済性評価などについて検討がなされ、プロジェクトの総合評価

および FS（Feasibility Study：実行可能性調査）が行われる。このうち、イン

フラについては、鉄道、港、港湾設備などの大規模な設備が必要であり、ユーザ

ーが利用しない場合でも経費を負担しなければならないテイク・オアペイ条項 2

により負担増となる場合もある。 

総合評価の結果、プロジェクトを進めることが決定すると、開発段階に移行す

ることになる。すなわち政府等による開発許可と環境許認可の取得、鉄道などの

インフラ建設、選炭機・炭鉱事務所の開設、使用機器の購入、操業人員の募集な

どが開始される。 

生産・操業段階では、石炭の採掘、生産、販売に移行するが、採掘の方法につ

いては、露天掘りと坑内掘りがある。露天掘りは石炭層が地表に近い所に存在す

る場合に石炭の上にある土砂や岩石を剥はがして石炭を露呈させ採掘する方法で、

坑内掘りは石炭層が地下深くに存在する場合に、地表から石炭層までトンネルを

掘って石炭層内で石炭を採掘し地表へ搬送する方法である。どちらにするかは炭

層の賦存状況や経済性により決定され、露天掘りは一般的にはコストが低いが、

                            
2 石炭生産者が利用する鉄道、港湾等のインフラに関し、あらかじめ設定した額の

使用料を支払うことを義務づける契約条項 
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石炭を採掘する場合の剥土比 3 が重要である。剥土比が高い場合、坑内掘りのほ

うがコストが低くなる場合がある。露天掘りは、坑内掘りに比べ、低コストで採

掘でき、また実収率（採掘できる石炭の量の比率）が高いため、条件さえ満たせ

ば、露天掘りが採用されることになるが、環境負荷の大きい方法となる。露天掘

りでは、岩石は一般に発破で破砕し、ショベル、ドラッグラインといった積み込

み機械ですくい、さらに岩石専用のトラックで運搬する。 

一方、坑内掘りは、地表に坑口を設けそこから坑道を掘削し地下の石炭層に到

達する。その後採掘設備を搬入・設置し、採炭、坑道を通じて、坑口まで運搬す

る。坑内掘りは地下で作業を行うため、通気や坑道の空間の確保・維持、地下水

の排水などが必要となり、採炭に付帯する作業量が多く、安全性、経済性、効率

性が求められることになる。 

採掘された石炭は、岩石等が混在しているので、この岩石を選別して排除する。

これは石炭の価値を高めるためのもので、選炭と言われる。選炭方法には、比重

選別法と浮選法がある。比重選別法は石炭の比重（約 1.3～1.4）と岩石の比重（約

2.2 ～ 2.5）が異なることを利用するもので、水を使用するジグ選別機、重液（水

に添加物を加えて比重を重くした液）を利用する重液サイクロンなどがある。ま

た浮選法は石炭と岩石の表面の濡水性を利用して選別する方法で、比重選別では

不可能な微粉炭を回収する時に利用される。 

石炭の場合、輸送にかかるコストが全体の 3 割以上を占めると言われており、

各炭鉱からの鉄道、バージ、船舶などを利用し消費国に輸送される。 

例えば、豪州で生産される石炭は炭鉱から積出港まで主に鉄道で輸送される。

豪州のニューサウスウェールズ州のニューキャッスル港は世界最大の石炭輸出積

出港で、その量は、年間 1 億 t 近くに上る。最新鋭の貨車の 1 両あたりの積載量

は約 9 0t、1 列車は約 100 両の貨車で構成され、その全長は 2km を超えると言わ

れている。一方、インドネシアでは、鉄道や道路が未整備であるため、河川を利

用して輸送されている。バージと呼ばれる平底の船で外航船が着桟できる積出港

まで石炭を運んでいる。産炭国から日本へ石炭を運ぶ船は、ドライバルク船と呼

ばれ、石炭以外に鉱石なども運んでいる。船の大きさは、中型のパナマックス

（Panamax）サイズ（パナマ運河を通行できる最大サイズ、6 万 t 以上 10 万 t 以

下）、大型のケープ（Cape）サイズ （パナマ運河を通行できず、喜望峰ケープタ

ウンを経由、10 万 t 以上）などに分けられ、消費国に輸送される。 

石炭開発では、操業のリスクは比較的高い。自然災害、労務費の割合が多いこ

となどによる労務リスクなどがあり、坑内作業特有の落盤・炭塵爆発・自然発火

等の災害防止対策も重要となる。また、生産終了後は、採掘跡の埋め戻し、坑口

密閉、地表沈下箇所の埋め戻しなどが必要となる。 

 

                            
3 当該地の表面の土や岩石などを剥ぎ取る量を石炭採掘量で除した数値 
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3. 石炭の生産量・消費量・輸出量・輸入量  
世界の石炭生産量は 80 億 t（2014 年）で、77%が一般炭、23%が原料炭である。

生産国は、中国、アメリカ、インド、豪州、インドネシアが多く、一般炭は中国、

アメリカ、インド、インドネシア、原料炭は中国、豪州、ロシア、アメリカの順

となっている。一般炭については上記 4 カ国で約 82%、原料炭は同様に上記 4 カ

国で約 84%を占めている。このうち、特に原料炭については高品位の石炭の生産

国は限られると言われている。 

消費量は 79 億 t（2014 年）で、消費国は中国、インド、アメリカ、ドイツの順

となっている。とりわけ、一般炭については、中国、インド、アメリカ、南アフ

リカ、原料炭については中国、インド、ロシア、日本の順となっている。中国、

アメリカ、インドなどの国々は、石炭を大量に生産・消費していることから、「地

産・地消型」の資源と言われる。 

また、輸出量は、約 14 億 t（2014 年）。輸出国はインドネシア、豪州、ロシア

の順。一般炭はインドネシア、豪州、ロシア、原料炭は豪州、アメリカ、カナダ、

ロシアの順となっている。一般炭の輸出量は、インドネシア、豪州が年々増加さ

せており、図 8、図 9 のコールフローで分かるように、その大部分が、日本、韓

国、中国、インドの 4 カ国向けで、電力用に利用されていることが分かる。一方

原料炭については、豪州、アメリカ、カナダ、ロシアの輸出量が多いが、中国、

日本、インド、韓国など多くの先進国・新興国に輸出され、鉄鋼用のコークスな

どとして利用される。 

輸入量は約 14 億 t（2014 年）。輸入国は 2013 年までは中国、日本、インドの順
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であったが、インドの輸入量が急増しており、2014 年にインドは日本を抜いて第

2 位になっている。一般炭については、中国、インド、日本、韓国の順。日本で

は東日本大震災による原子力発電所の停止により石炭火力発電所の稼働が増えて

おり、一般炭の輸入は増加している。一方、原料炭についても、中国、日本、イ

ンド、韓国の順となっている。 
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図 8、図 9 は輸出量、輸入量の動向等に基づき、一般炭と原料炭のコールフロー

を示したもの。この図でも分かるが、石炭の場合輸送コストの問題があり、価格

競争力の観点から輸入国にとって近距離の輸出国からの石炭輸入が多くなる。例

えば石炭輸入量が多い中国、日本、インド、韓国は、比較的近距離の豪州、イン

ドネシアに大きく依存していることが分かる。また経済成長が著しい東南アジア

諸国は石炭火力発電所の建設を進めようとしており、日本は石炭の供給源の多角

化を推進する必要がある。 
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4. 石炭資源需要見通し  
IEA は毎年世界のエネルギー需給見通し（World Energy Outlook）を発表してお
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り、2015 年 11 月に示した World Energy Outlook 2015 による世界の 1 次エネル

ギー需要見通しは図 11 のとおりである。同見通しでは、現行政策シナリオ、新政

策シナリオ、450 シナリオの三つの見通しを示しており、このうち、新政策シナ

リオは、温室効果ガスの削減の国家公約など具体的な実施措置が未定なものも含

め、世界各国で発表されている政策の取り組みを導入するシナリオである。この

新政策シナリオによれば、2013 年の原油換算の 1 次エネルギー需要は 136 億 toe

（原油換算トン）で、このうち石炭の需要は 39 億 toe（29%）。2040 年では、同 4 

4 億 toe（25%）に増加すると見られる。石炭は、CO2 排出量が多く、世界的な温室

効果ガス削減の方向性にあるなかにあって、1 次エネルギーに占める割合は減少

していくことが予想されるが、1 次エネルギー全体の需要は 2040 年で 179 億 toe

と 2013年に比較し 32%増加する。2040年時点でも依然として石油 47億 toe（26%）、

天然ガス 42 億 toe（23%）と並ぶ重要なエネルギー源となることが予想されてい

る。 

また、表 2 は新政策シナリオにおける標準炭換算での石炭需要見通しである。

2013 年から 2040 年において、全体の石炭需要は年率 0.4%の増だが、日本、米国

など、OECD 諸国全体では 1.9%の減少となっている。一方、OECD 非加盟国では、

1.0%の増。うち東南アジアは 4.7%、インドは 3.8%、ブラジル 1.7%増で、新興国

での増加が目立つ。また、中国は、2030 年までは増加傾向だが、その後は減少傾

向となり、0.1%の減少になるというのが大きな特徴である。 
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5. 石炭価格の動向  
石炭取引は、相対による長期契約が主流であったが、欧米では 2000 年以降、電

力業界の規制緩和により燃料コスト低減などの要求が高まり、契約期間が短期化

し、スポット契約が増加している。また、先物市場やデリバティブ（金融派生的

な）取引も増加している。 

一方、アジアの石炭市場では、中国、インドの輸入量が増加し、国際市場への

影響力を強めている。これらの国はコモディティ化による供給者間の競争激化に

より、安価な調達を目指していると言われる。日本企業については、スポットマ

ーケットでの取引は増えているが、長期契約の割合が依然として高いのが特徴だ。

石炭は、産地により品質に多様性があり、カロリー、水分、揮発分、灰分、硫黄

分の割合等による品質の違いにより価格が異なる。日本の電力会社は品質や信頼

性を重視し、調達先の約 7 割は豪州で、長期契約をベースとしていると言われる。

また石炭価格の約 2～3 割は輸送コストや税で、輸送コストは距離に比例すること

から、輸入先国は輸送距離による制約を受けることが特徴となっている。 

図 12 は豪州の代表的な品種の一般炭と原料炭（強粘結性炭）の本邦企業の契約

価格の動向を示したものである。スポット価格は需給のバランス等により変動し

ており、長期契約はスポット価格等を参考にして相対で決められている。 

 一般炭価格は、2004 年に一時上昇し、2007 年から 2008 年には豪州クイーン

ズランド州を襲った暴風雨等による供給の減少で再度上昇した。また 2011 年には

再び同州を襲った暴風により上昇し、2011 年には 129.85$/t まで上昇した。しか
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しその後は、中国の需要の伸び悩みなどにより価格は低下し続けており、直近で

62$/t となっている。 

一方原料炭についても、一般炭と同様 2004 年に一時上昇、その後 2007 年から

2008 年には、クイーンズランド州を襲った暴風雨による供給の減少等により再度

上昇した。また 2011 年には同州を襲った暴風により再々度上昇、2011 年には

330$/t まで上昇した。その後は、世界的な景気後退による需要の減少等により価

格は低下し続け、直近で 89$/t となっている。 

このように石炭価格は 2011 年以降低下し続けており、2015 年もその傾向は続い

ている。中国の石炭輸入は鈍化の傾向にあるが、これは環境政策ほか国家の政策

等によるところが大きいと言われている。一方、インドの輸入は経済発展に伴い

堅調に推移していくことが予想される。またアジアにおいては発電電源のうち、

安価な石炭火力発電に依存することが考えられ、将来の世界の石炭需要は堅調に

推移すると予想する機関が多いようだ。現在海外の石炭鉱山では赤字経営を行っ

ているところが多いと言われ、石炭価格がどの時点で上昇に転じるかが注目され

る。 

図 13 には、一般炭を［1］として他のエネルギーの単位発熱量あたりの価格を

相対比で示した。一般炭の価格に対する相対比は 2014 年で、原油 4.57 倍、LPG4.47 

倍、LNG4.07 倍と過去最高となったが、直近の 2015 年 7 月までの平均では、原油

2.95 倍、LPG3.20 倍、LNG3.20 倍である。上記の燃料費に加え、運転費用、CO2 対

策費等含めた発電コストベースでは、石炭と LNG の差は縮小してきていると考え

られ、石炭から LNG への移行がなされるのかも含めその動向が注目される。 
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6. 石炭政策の動向  
石炭は、平成 26（2014）年 4 月に閣議決定されたエネルギー基本計画において、

｢安定供給性や経済性に優れた重要なベースロード電源の燃料｣と再評価され、か

つ「高効率石炭火力発電の有効利用等により環境負荷を低減しつつ活用｣するもの

と位置づけられた。また、平成 27 年 6 月には同計画を踏まえ、2030 年度の需給

構造を見通したエネルギーミックスの案を策定している。このなかで示されたエ

ネルギーミックスの基本方針は、S+3E（安全性、安定供給、経済効率性、環境適

合）を同時達成しつつ、バランスの取れた構成となっている。石炭は、2014 年度

に電源構成において約 31％を占めており、2030 年度においても、電源構成におい

て約 26%を占めることとされている。同時にエネルギーミックスでは、CO2 排出

を抑制する観点から、火力発電の分野でも、石炭火力、LNG 火力の効率化を進め

つつ、環境負荷の低減との両立を図りながら活用していく方針が示されている。 

さらに、平成 27 年 7 月に発表された総合資源エネルギー調査会資源・燃料分科

会の報告書によれば、石炭について、安価で安定的な供給の確保を図るべきとさ

れ、｢調達先国の多角化等の検討｣｢低品位炭の利用拡大の技術開発｣の推進が記載

されている。現状、日本の豪州、インドネシアからの輸入量は、電力用の一般炭

については 87%、鉄鋼用の原料炭については 79%に達する。一方、インドネシアで

は、今後、電力需要の増大が予想され、また国内供給義務 4などの輸出を抑制す

                            
4 石炭生産企業が需給計画に基づく割り当て数量を国内に供給する義務 
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る政策が導入され同国からの日本の輸入量が減少すれば、豪州への依存度は高ま

ることとなる。豪州については、高品位炭の埋蔵量、輸送距離、インフラの整備

状況などの観点から、引き続き日本にとって最も安定的な供給国となることが予

想される一方で、環境対応に関する動きは強まってきているので、今後の動向を

注目する必要がある。 

こうした点を踏まえ、同報告書においては、今後も豪州からの安定供給確保を

基本としつつも、一般炭では引き続きインドネシアからの安定供給を確保すると

ともに、北米、ロシア、コロンビアなど、また原料炭では、北米、ロシア、モザ

ンビーク、モンゴルなど、将来的な調達先国の多角化の検討についても検討を進

めることが重要であると記載されている。また、わが国ユーザーが必要とする多

様な品種を中長期にわたり、安定的に確保していくため、産炭国における資源開

発に関する支援、とりわけ、わが国企業が開発に参加し、権益を取得することも

有用な手段となると記載されている。 

JOGMEC は既に地質構造調査、産炭国向けのマスタープラン作成、人材育成など

の産炭国向けの支援を行っているが、日本企業が権益取得をする場合、各種イン

フラ整備が必要となるので、そのための JOGMEC の支援策のあり方についても引き

続き検討していく方針である。 

一方、石炭のうち、褐炭、亜瀝青炭といった低品位炭の埋蔵量は全体の半分以

上を占め、今後生産量に占める低品位炭の割合が増加していくと言われる。同報

告書では、石炭市場のバランスの安定のためには、産炭国における未利用の褐炭

や品質の低い亜瀝青炭など低品位炭の利用拡大に向けた取り組みを進めることも

重要であるとされている。現在、低品位炭を改質して発電に利用する技術や、褐

炭から代替天然ガス、肥料、水素を製造する技術開発が進められているが、引き

続きこれらの取り組みを官民で進めることにより、低品位炭の利用拡大に向けた

取り組みを行っていくこととされている。 
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7. 石炭の環境問題  
石炭は、石油や天然ガスと比較すると炭素の割合が高く鉱物分を多く含み、燃

焼により温室効果ガスである CO2 を多く排出するとともに、排出ガスには窒素酸

化物（NOx）、硫黄酸化物（SOx）、煤塵などの他に水銀やホウ素等の有害物質が含

まれている。このため、CO2 をはじめとしたこれらの有害物質を除去する必要性

はますます高まってきている。豪州を含め世界の産炭国における石炭の環境許認

可は厳しさを増し、豪州では NGO などによる抗議や開発の妨害なども行われてき

た。また、インドネシアでは露天掘り等による採掘後の森林復旧なども義務づけ

られている。 

豪州における環境保護は、連邦法と州法の枠組みで管理され、連邦法では、環

境・生物多様性保護法（Environment Protection and Biodiversity Conservation 

Act〈EPBC 法〉1999〈Cth〉）の適用を受けている。また州レベルでも環境保護に

関する法律の適用を受け、開発に当たっては、環境保護ライセンスなどの取得が

必要である。これ以外にも絶滅危惧種保護法、国立公園野性生物法などの法律に
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よる許認可が必要になる場合がある。 

一方、米国では、2013 年 6 月、オバマ大統領が「大統領気候変動行動計画（The 

President’s Climate Action Plan）」（オバマ・アクションプラン）を発表。オ

バマ・アクションプランは、①国内排出削減 ②気候変動の影響に対する米国の備

え ③気候変動の挑戦に対し米国が世界をリードの 3 本の柱で構成され、このなか

で、海外の石炭火力新設に対する米政府による公的金融支援を終了する旨が記載

されている。このような米国の対応に関し、北欧 5 カ国、英国、世銀などが同調、

海外の新設石炭火力向け公的金融支援を取りやめる動きが出てきている。また、

2015 年 8 月には発電部門での CO2 排出量を 2030 年には 2005 年比で 32%削減する

という内容のクリーンパワープラン（Clean Power Plan）が公表され、今後の動

向が注目されている。 

わが国においては、石炭の有害物質や CO2 を取り除くクリーンコールテクノロジ

ーと呼ばれる技術開発が積極的に進みつつあり、日本の火力発電所では世界一と

言われる脱硫・脱硝装置が導入されている。また日本の石炭火力発電所では、高

効率の発電技術が導入され、CO2 の削減等に寄与している。 

政府は、エネルギー効率改善とそれを通じた CO2 排出削減を実現する必要性を

各国と共有している。その上で、石炭火力に依存する途上国が発電効率の低い石

炭火力発電所を新増設する事態は好ましくないとの立場から、日本としては、こ

れらの国が可能な限り高効率発電技術の導入を促進すべきとの主張を行っている。

また、わが国は、石炭火力発電所の導入が必要とされる場合には、高効率化、低

炭素化を図ることに貢献していくとしている。 

 

8. 電力における一般炭の利用  
石炭発電の基本原理は、ボイラで蒸気を発生させ、その蒸気で蒸気タービンを

回し、それに直結されている発電機が回って電気を起こす。石炭火力発電の場合、

石炭をミルと呼ばれる微粉炭機に投入して細かい粉に粉砕、これを空気とともに

バーナーに供給し、ボイラ内で燃焼させる。燃焼で得られた高温の燃焼ガスは高

圧の水を加熱、蒸気となり、蒸気は発電機が直結している蒸気タービンを高速で

回転させ発電する。石炭に含まれていた硫黄分や窒素分は燃焼により硫黄酸化物

や窒素酸化物になる。石炭中の灰分はフライアッシュと呼ばれる直径 10 ミクロン

以下の非常に細かい粉塵となり、有害である。このため、石炭火力発電所の特徴

である電気集塵機器、排煙脱硝および脱硫装置などにより環境を損なわない値ま

で除去される。また、発生、補集された石炭灰はセメント産業や、土木工事用な

どに利用されている。 

石炭火力発電については、日本は世界最高水準の高効率発電技術を有している。

発電効率の向上は、資源の節約、発電コストの低減だけでなく、CO2 発生量の抑制

などの環境面からも重要な課題である。火力発電では、可能な限り高温・高圧の

蒸気を使用することで発電効率を向上させようとする。日本の場合、1980 年に超

臨界圧発電（SC：蒸気温度 566℃以下、蒸気圧 22.1Mpa 以上）、1990 年代には超々

臨界圧発電（USC：蒸気温度 566℃以上、蒸気圧 22.1Mpa 以上）が開始した。この

超々臨界圧発電所については電源開発（株）の磯子発電所などで導入されている。

更に最近では、700℃級の A-USC の開発や、ガスタービンと蒸気タービンを組み合
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わせた石炭ガス化複合発電（IGCC）や更に燃料電池を加えた石炭ガス化燃料電池

複合発電（IGFC）の開発が進められている。 

日本の石炭火力発電所は平均で石油火力発電所の 20%増の CO2 を排出しているが、

USC では 14%増、IGCC では石油火力とほぼ同量、IGFC に至っては、逆に 14%減少

する。石炭は他エネルギーと比較して安価で、発電コストは低いというメリット

はあるが、環境面の問題が指摘されるなか、高効率発電技術の進展により環境に

やさしいエネルギーとなれば、電力需要が増加する可能性の高い東南アジア諸国

にとってもより重要なエネルギー源となる。 

なお、石炭火力発電所は、現在日本に 10 電力会社等で 38 カ所、76 基あるが、

電力会社等による石炭火力発電所の新設計画が次々と発表されており、COP21（国

連気候変動枠組み条約第 21 回締約国会議）を踏まえ、今後の対応が注目されてい

る。 

 

 

9. 製鉄における原料炭の利用  
石炭を酸素がない状態で加熱していくと、約 400℃で溶融し始め、その後再び固

化するが、その性質を粘結性と言う。粘結性を有する石炭は、炭素を多く含んで

いて、発熱性が高く、瀝青炭と亜瀝青炭の一部が該当する。石炭はこの粘結性の

程度により、強粘結性炭、弱粘結性炭などに分けられる。粘結性の高い石炭は鉄

を作る際のコークスの原料として使用される。コークスは、①高炉で鉄鉱石（酸
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化鉄）を還元する時の還元剤としての炭素の供給源②鉄を作る際の原料である鉄

鉱石等の装入物を加熱・溶解するための熱源としての役目などを果たす。コーク

スは、コークス炉で作られ、コークス炉では、粉砕、混合した原料炭を炭化室に

装入し、1,200～1,300℃で 14～18 時間、間接加熱し、蒸し焼き（乾溜）にするこ

とによって作られる。高炉で使うコークスは、炭素を高濃度に含みかつ灰分や硫

黄分が少ないことに加えて、高温の高炉内でも粉化しない強度が必要となる。こ

のような条件を満足するコークスは、瀝青炭のうち、粘結性があり、灰分や硫黄

分の少ない石炭から作られる。 

高炉は、外部を鋼板製の鉄皮

で覆い、内部を耐火物で内張り

した竪型円筒状の構造物。現在

最大級の高炉は、全高約 80m、

炉体の高さ約 35m、最大内径約

16m、内容積約 5,200 ㎥で、1 日

に溶銑約 1 万 t を製造できると

いう。この高炉の炉頂から、鉄

源として鉄鉱石等から作られた

焼結鉱、還元剤としてのコーク

スなどが装入される。最近では、

微粉炭の形で炉下部の羽口（送

風口）からも、吹き込むのが通

常となっている。羽口からは、

熱風炉で 1,150～1,250℃に加

熱し、空気とともに吹き込む。 

熱風は、炉内でコークスや微粉

炭と反応して一酸化炭素と窒素

の混合ガスとなり、炉頂から降

下する原料と熱交換、反応しな

がら炉内を上昇し、炉頂から高

炉ガスとして排出させ、燃料と

して使用するために、回収され

る。鉄源は炉内を降下し、炉下

部で酸化鉄を還元する。還元さ

れた鉄は同時に溶融、滴下し、

溶銑となって炉底部に溜まる。

炉底に溜まった溶銑および溶融スラグは一定時間ごとに、取り出される。高炉か

ら排出される物質は、溶銑、溶融スラグなどであり、溶鉄は、溶銑予備処理を行

った後、製鋼工場へ運ばれる。溶融スラグは冷却後破砕して、路盤（鉄道線路の

基礎部分）材やセメント原料として再利用される。排ガスは除塵後、工場内の燃

料ガスとして用いられている。 

このように鉄鋼業で使用されるコークス用石炭は、粘結性の高い高品質の強粘

結性炭から作られるが、この高品質の強粘結性炭は、豪州、ロシア、カナダなど

の産炭国に賦存する。しかし、埋蔵量も限られ、また高価であることから、粘結
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性の低い安価な石炭をブレンドしてコークスを作っている。また、これ以外に鉄

鋼業で使用される石炭としては、PCI 炭（Pulverized Coal Injection）、無煙炭

がある。PCI 炭は強粘結性炭よりも粘結性が低く、高炉の吹き込み用として利用

されている。また無煙炭については、鉄鉱石を焼結する際の熱源などに利用され

ている。 

なお、コークス炉については、次世代コークス炉｢SCOPE21｣が開発され、2008 年

に実証炉が導入された。SCOPE21 は石炭を急速加熱、高熱乾留することで、生産

性を 3 倍に向上し、高効率化、省エネルギー化を推進するものであり、低品位の

原料炭の割合の増加、窒素酸化物（NOx）、CO2 の削減などの効果がある。 

 

10. 低品位炭の活用  
石炭は一般的に発熱量と炭化度が高いものから順に無煙炭、瀝青炭、亜瀝青炭、

褐炭に分類されるが、これらの区分は国によって異なる。炭化度および発熱量が

低い石炭を低品位炭と呼び、一般的には亜瀝青炭、褐炭を指す。世界の低品位炭

の埋蔵量は亜瀝青炭、褐炭を合計すると 4,880 億 t で、石炭埋蔵量の約 5 5%を占

める。特に低品位炭の埋蔵量が多い国としては米国（1,288 億 t）、ロシア（1,079

億 t）、中国（520 億 t）、ドイツ（405 億 t）、豪州（393 億 t）、インドネシア（280

億 t）などが挙げられる。 

低品位炭は埋蔵量が豊富で、多くが浅部に賦存する。また炭層が厚いため採掘

コストが安価で、長期安定供給が可能である。調達コストを低く抑える経済的な

有利性を持っているが、半面、水分が多いため輸送効率が悪い。更に、自然発火

しやすいというデメリットがある。そのため、長距離輸送には不向きであり、こ

れまで、大半は産炭地の近くで発電や産業用ボイラの燃料として使用されていた。

昨今、インドネシアの低品位炭は灰分、硫黄分が少なく、また、価格は無煙炭・

瀝青炭に比べ 3～ 4 割安価なので、高品位炭との混炭用および高灰分、高硫黄分

炭との混炭用として中国、インド、韓国等による輸入が増加している。低品位炭

は自然発火しやすいため、貯炭時に散水やパイルの高さを低くし、空気が当たる

面積を少なくするなどの対策が採られている。 

わが国においても、燃料調達コストの低減や、将来的な高品位炭の減少を見据

え、低品位炭の活用が徐々に進んでいる。低品位炭は、わが国においては混炭用

として消費されているが、最大の消費者である石炭火力発電所の設計炭種はほと

んどが高品位炭であるため、低品位炭の投入量には限度がある。しかし、その使

用量の増加に対応するためのボイラやミル等の改造や低品位炭の利用に係る技術

開発が進められている。また、IGCC 等で低品位炭が使用可能な石炭火力発電所も

建設段階にきており、今後低品位炭の使用量は徐々に増加すると予想される。 

近年、石炭消費国では、豊富な埋蔵量を持つ低品位炭（主に褐炭）の高付加価

値化を目的とした技術開発が盛んに行われている。低品位炭のバリューチェーン

は、高水分褐炭を乾燥・改質してブリケットのようにハンドリング性、輸送性を

向上させて輸出するケースと、ガス化して水素、オレフィン等のクリーン燃料、

化学品に転換して輸送するケースに大別される。世界的にも低品位炭の改質や利

用技術は実用段階にきているものもあり、コスト面での問題が解決できれば、産

炭国で改質された低品位炭やガス化あるいは化学品・水素等に変換されて輸出さ
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れる日もそう遠くないと考えられる。 

 

 
 

11. 日本企業の石炭探鉱開発動向  
日本企業に関しては、総合商社、石炭のユーザー会社である製鉄会社や電力会

社、総合エネルギー会社、かつて日本国内で石炭を生産していた石炭会社など 20

社を超える企業が、豪州を中心に海外で石炭開発資産を保有している。石炭の資

源開発については、総合商社が半分以上の資産を保有しているので、総合商社が

石炭開発の主たる事業者であることが特徴と言える。わが国企業は豪州のクイー

ンズランド州、ニューサウスウェールズ州の両州で 1960 年代から原料炭を、1970

年代からは一般炭の開発と輸入を開始している。日本企業が豪州での石炭開発輸

入に注力したのは、埋蔵量が豊富であること、これまで主な原料炭輸入先であっ

た米国東海岸より海上輸送距離が半分であること、税制等が確立されており、投

資環境がよいことなどが挙げられる 

このため、わが国の石炭輸入に占める豪州からの輸入量は 65%程度を占めている。

2014/2015 年度の豪州での操業炭鉱は 101 炭鉱（クイーンズランド州で 52 炭鉱、

ニューサウスウェールズ州で 49 炭鉱）あるが、そのうちの 50 近くの炭鉱にわが

国企業は投資し、権益を有している。表 4 に日本企業の権益を保有する炭鉱数を

示した。国別に（一つの炭鉱に複数の企業が権益を持つ場合がある）見ると、豪

州が圧倒的に多く、次いでインドネシア、カナダの順である。これら以外に、コ

ロンビア（伊藤忠商事）、ベトナム（住友商事）にも保有資産がある。 

総合商社は、豪州を中心に石炭開発・輸入を行っているわけだが、わが国への
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安定供給だけではなく、輸入の増加が見込まれるアジア市場もターゲットにした

ビジネスも展開している。また、一部商社はマイノリティ出資でなく、20～30%

以上の権益を保有し炭鉱権益にも参画している。例えば、三菱商事は 2001 年から

BHP Billiton と 50%ずつの比率で BHP Billiton Mitsubishi Alliance（BMA）を

設立し、クイーンズランド州の Bowen 炭田で原料炭炭鉱の操業と開発を行う一方、

一般炭についても操業と開発を行っている。その他の商社も、主に石炭メジャー

である Glencore、Rio Tinto、Anglo American、および BHP Billiton や Peabody

などとアライアンスを組み、原料炭・一般炭の炭鉱の操業と開発を行っている。

また、双日は Minerva 炭鉱の権益を 96%所有して炭鉱経営を行っている。 

石炭ユーザーである製鉄会社や電力会社では、自社への安定供給を主な目的と

して豪州の原料炭資産の権益を保有している。製鉄会社では、新日鐵住金グルー

プ（新日鐵住金、日鉄住金物産）が豪州、カナダ、モザンビークで炭鉱の権益を

保有し、JFE グループ（JFE スチール、JFE 商事）が豪州に権益を保有している。

電力会社では石炭資源開発、電源開発、中部電力、中国電力が豪州の炭鉱権益を

保有している。なお、中国電力は 2014 年 8 月に出光興産からボガブライ炭鉱の権

益を取得して長期供給契約を締結している。 

 

 

なお、製鉄会社や電力会社では、所有する炭鉱権益の比率は各社数パーセント
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のところが多く、その比率が 10%を上回っているのは、操業中の炭鉱では新日鐵

住金のバルガ炭鉱の 12.5%、J-POWER のクレアモント炭鉱の 15%の 2 件のみである。 

総合エネルギー会社では、出光興産と JX 日鉱日石エネルギーが石炭資産を保有

している。出光興産は 1980 年代に豪州において 4 件の石炭資産を取得し、自社で

炭鉱操業を行っている。現在操業する 4 炭鉱のうちマッセルブルク、ボガブライ、

エンシャムの 3 炭鉱についてはそれぞれ権益 100%、80%、85%を保有、自社で炭鉱

経営を行っている。また出光興産は、2012 年、2014 年にインドネシアの石炭資産

を獲得し、豪州に加えてインドネシアでの石炭事業を展開しようとしている。JX

日鉱日石エネルギーは豪州のバルガ炭鉱の権益 15.2%を有するほか、インドネシ

アとカナダに石炭資産を保有。なお、カナダに保有する 3 件の石炭資産（新規開

発鉱区）は 2012 年に買収した資産である。 

かつてわが国国内で石炭を生産していた石炭会社では、三井松島産業が豪州、

カナダ、インドネシアの炭鉱権益を、三菱マテリアル、日本コークス工業、およ

び住石マテリアルズなどが豪州の炭鉱権益を保有している。権益保有率を見ると、

三井松島は豪州リデル炭鉱の権益 32.5%とインドネシアのサマリンダにある GDM

炭鉱の権益 30%を保有。住石マテリアルズは豪州ワンボ炭鉱の権益 25%を保有し、

炭鉱操業に関与していると思われるが、他社は数パーセントの権益にとどまる。 

 

12. 世界の石炭開発の現状  
2000 年以降の石炭市場を振り返ると、一般炭市場・原料炭市場ともに中国とイ

ンドを中心にアジア市場が拡大、それに対応するため石炭輸出国は輸出量を増加

させている。 
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一般炭では、インドネシアからの輸出が 2000 年の 5,600 万 t から 2014 年に 4

億 800 万 t に急増。豪州が 8,800 万 t から 1 億 9,500 万 t に、ロシアが 2,900 万

t から 1 億 3,200 万 t に、コロンビアが 3,400 万 t から 7,900 万 t にそれぞれ増

加している。 

原料炭では、豪州からの輸出が 2000 年の 9,900 万 t から 2014 年に 1 億 8,100

万 t に増加。米国が 3,000 万 t から 5,700 万 t に、カナダが 2,800 万 t から 3,100

万 t に、ロシアが 700 万 t から 2,100 万 t にそれぞれ増加している。なお、原料

炭市況の低迷により米国からの輸出量はわずかずつではあるが 2013 年以降、減少

傾向にある。 

各国における石炭探鉱開発の現状について述べる。 

まず、世界の石炭輸出の 27%を占める豪州には各国企業が参入しているが、石炭

メジャー4 社の生産量シェアは 2013/2014 年度で 47.3%。内訳は Glencore16.4%、

BHP Billiton14.1%、Rio Tinto8.6%、Anglo American8.2%である。メジャー以外

では、Peabody（米国）8.8%、Yan Coal（豪州）4.1%、Banpu（タイ）3.2%、出光

2.7%、Whitehaven（豪州）1.9%が高いシェアを有している。 

生産地域としては、東海岸のクイーンズランド州とニューサウスウェールズ州

の生産量が多く、全体の 85%程度を占める。生産された石炭は国内鉄道等により

輸送され、東海岸の港湾施設より中国、日本、インド、韓国などに輸出されてい

る。豪州は比較的カントリーリスクが低い国だが、過去には豪雨により石炭輸出

の停止や港湾での滞船が発生していることもあり、鉄道、港湾施設等に係るイン

フラリスクがある。また環境団体の抗議等により環境許認可が遅延するなどのリ

スクもある。 

次に世界の石炭輸出の 30%を占めるインドネシアについては、インドネシア系企

業が生産量シェアの上位を占めており、2013年度において Bumi Resources18.7%、

Adaro12.7%、Kideco Jaya8.8%、Berau5.7%、IndomicoMandiri3.4%、PTBA3.2%であ

る。生産地域としては、カリマンタン（中央、南、東）が全体の 92%を占め、次

にスマトラが 5%となっている。カリマンタンで生産された石炭はバージと呼ばれ

る船で河川を利用し東海岸に輸送され、東海岸の港湾施設より国内消費地に輸送

されるほか日本、インド、中国などに輸出される。輸送手段としてのバージは、

天候による影響を受けやすく、大雨により河川の水量が増えれば橋の下部を通過

できないケースや、逆に少雨により河川を輸送ができないといったリスクがある。

また同国では、独自の石炭政策が採られており、生産された石炭の一定割合を国

内供給しなければならない義務がある。また、外国企業は生産開始する場合に、

会社の資本の一定割合を国内資本に転換しなければならない義務もある。違法採

掘削減のための輸出許認可の厳格化などもあり、外国企業が探鉱開発を実施する

場合は留意が必要だ。 
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次に世界の石炭輸出の 11%を占めるロシアについて。ロシア系企業が生産量シェ

ア の 上 位 を 占 め 、 2013 年 度 で SUEK27.4% 、 UK-Kuzbassrazrezugol12.5% 、

SUBCoal7.3%、Mechel7.1%、EVRAZ5.8%の順である。生産地域は、西シベリアが全

体の 58%、東シベリアが 26%、極東 9%。これらの地域で生産された石炭は鉄道等

で輸送され、北西港湾より 42%、南部港湾より 8%、極東港湾より 37% が輸出され

る。極東港湾からは、日本、韓国、台湾などに輸出されている。ロシア政府は 2030

年までに東シベリア炭と極東炭の生産を増加させる意向で、東シベリア炭のロシ

ア全体に占める生産割合を 32%、極東炭を 15%とし、極東港湾からの輸出を全体の

59%とする方針だ。このため、現在、鉄道の整備、極東港湾の拡張工事が進行中で

ある。しかし、これらインフラ設備の整備がロシア探鉱開発を進める上でのリス

クで最も大きいものとなっている。 

上位 3 輸出国に次ぐ輸出国は、米国、コロンビア、南アフリカ、カナダである。

米国炭は欧州、南米、日本などに、コロンビア炭は欧州、南米、米国に、南アフ

リカ炭はインド、中国、欧州に、カナダ炭は米国、日本、韓国、中国などにそれ

ぞれ輸出されており、価格競争力のある地域での輸出が増えている。 

現在、石炭市況が低迷するなか、石炭メジャーや大手石炭会社をはじめ石炭生

産会社はコスト削減に努めており、厳しい経営状況にあると言われる。各社は採

算性の悪い炭鉱を閉山または休止する一方で、採算性のよい炭鉱の生産性を更に

高めるとともに生産量を増加させ、また既に開発に着手していた炭鉱の操業を開

始して、需要に対応している状況である。しかし、各社の石炭事業収益はここ数

年低下、大手石炭会社でさえも赤字に転落したり、その他の生産者の多くは既に

赤字に陥っていると言われる。このような状況において今後優良な石炭資産の売
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却もあるとされているので、石炭開発企業の集約化が進むと予想される。 

 

13. JOGMEC 石炭開発部の取り組み  
石炭関連の支援事業等は、従来、（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構

（NEDO：平成 27 年 4 月、法人格を「国立研究開発法人」に変更）が実施してきた

が、平成 24（2012）年度の機構法改正に伴い、JOGMEC が石炭事業の上流部門の業

務を担うことになり、石炭開発部が設置された。地熱部も同時期に設立された。

実施業務は、初年度は、リスクマネー業務、クリーンコールタウン事業、インド

ネシア・ベトナム・中国研修、産炭国のインフラ需給等に係る高度化調査などだ

ったが、平成 2 5 年度に海外地質構造調査の共同調査およびジョイントベンチャ

ー（JV）調査、平成 26 年度にモザンビーク研修、平成 27 年度に日系 JV 調査と現

場ニーズ技術支援事業が追加で新たに開始された。 

組織は、当初は石炭開発課と石炭技術課の 2 課体制だったが、平成 25 年度より

石炭探査課が設置され、3 課体制となった。人員は立ち上げ時は 20 名だったが、

上記の業務の拡大に伴い、平成 28 年 3 月時点で 27 名である。なお、人員は、金

属部門、石油部門、NEDO からの移籍者、石炭開発会社や商社からの出向者で構成

され、石炭の上流事業に特化した初めての組織を立ち上げ、軌道に乗せるため、

機構内各部門、石炭関係機関、石炭関係会社等の知見を総結集させる体制が組ま

れている。石炭開発部の各事業においては、結集された知見を石炭開発部が独自

にアレンジして、質の高い業務にすべく、各部員が日夜努力している。なお、平

成 27 年度予算は、交付金と補助金で約 27 億円、産投出資金（出資のみ）が 35

億円である。 

現時点の個々の事業について（平成 27 年 12 月）、簡単に紹介する。 

まず、海外地質構造調査は、共同調査と JV 調査に分かれている。共同調査は新

興国等のリスクの高い地域の鉱区未設定地域、政府鉱区等を対象として当該国政

府機関と MOU（Memorandum of Understanding）を締結して実施する調査である。

JOGMEC が資金・技術を拠出、調査することにより本邦法人への権益付与等の裨益

を獲得する。無煙炭が産出されるベトナムや供給源の多角化への寄与が期待され

るモザンビークで実施されている。 

JV 調査は、JOGMEC が海外企業と組む共同探鉱活動であり、有望な探査結果が得

られ、日本企業の関心が高まった時点で入札を実施、落札企業に対して JOGMEC

の獲得権益を譲渡するもの。豪州で 3 件、カナダで 1 件が進行中だ。開発可能性

調査については、日本企業が行う海外での石炭探鉱に必要な探鉱費の一部（探鉱

費の 2/3 以下）を助成するもので、公募に対する申請案件を審査し、助成案件を

選定する。平成 27 年度は 4 件を採択した。 

リスクマネー事業は、探鉱出資と開発債務保証を準備しており、探鉱出資につ

いては、探鉱費の 50%まで出資が可能。また、開発債務保証は、開発費の 80%まで

保証可能である。現在、石炭価格下落等により企業は投資判断が困難な状況にあ

るが、優良案件を安価で取得できる好機であることから、積極的なプロモーショ

ンが行われている。 

また、資源外交支援事業は、産炭国との協力関係の構築、研修事業、クリーン

コールタウン事業、現場ニーズ事業などに分かれる。産炭国との協力関係の構築
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は、各産炭国との間でこれまでで 9 件の MOU が締結され、各種事業が実施されて

いる。特に、世界有数の産炭地域である豪州クイーンズランド州との間では、情

報交換や協力関係のための MOU が平成 25 年に締結され、各種セミナーや探鉱事業

実施のための情報交換などが行われている。 

研修事業は 2 種類に分かれる。補助金に基づき委託先により実施されているイ

ンドネシア、中国、ベトナム研修と JOGMEC 独自で実施するモザンビーク研修があ

る。インドネシア、中国、ベトナム研修は、石炭の生産が露天掘りから坑内掘り

へと移行しつつある産炭国の炭鉱技術者等に対し、わが国の優れた坑内掘り採

掘・保安技術の移転を行うことにより、産炭国での石炭生産の安定化を図り、ひ

いては世界屈指の石炭輸入国であるわが国への石炭安定供給につなげることを目

標としている。この研修では、現地に専門家を派遣する派遣研修と現地の石炭技

術者を日本に招き、日本で研修を実施する受け入れ研修の両方を行っている。モ

ザンビーク研修は、2012 年のモザンビーク発展 5 カ年プランにより実施されてい

るものであり、JOGMEC 独自の企画により、派遣研修、受け入れ研修が行われてい

る。このうち、受け入れ研修は、技術センター（TRC）の石油技術者研修の施設等

を活用して実施している。 

クリーンコールタウン事業は、モデルとなる炭鉱地域を選定して、石炭資源、

選炭後の未利用炭、低品位炭（褐炭）の有効活用や環境負荷の低減などに配慮し

た石炭関連産業チェーン構築のためのマスタープラン（将来像）を策定する事業

である。本策定では相手国側のニーズと日本企業が持つ適用可能なシーズ技術の

マッチングを行い、将来的には日本技術での事業化を図るもの。これまでにベト

ナム、インドネシアで策定されているが、現在、モザンビークでも同国発展 5 カ

年プランに基づき、策定中である。 

現場ニーズ支援事業は、わが国企業が権益を有するかこれに準ずる操業現場や

石炭鉱山開発等の案件を対象として、支援対象者との共同スタディによって、困

難な技術課題の解決を図る事業である。操業現場における生産技術等（採掘、選

炭、貯蔵、環境対策等）に関し、採掘効率の向上や低品位炭利用の改善を図るた

めの案件や石炭鉱山・FS 評価に資する技術的課題への取り組みを通じ石炭鉱山開

発等の促進に寄与する案件に対し、事業費用の 1/2 を負担するもの。平成 27 年度

については既に 2 件の採択を行っている。 

最後に情報収集提供業務は、調査・情報収集業務と提供業務に分かれる。調査・

情報収集業務は、民間企業等からアンケートを取り、ニーズを把握した上で実施

する。産炭国、消費国の需給動向、インフラ動向、探鉱開発動向等の委託調査を

行う高度化調査業務を行うほか、海外の石炭探鉱開発等の上流事業の情報等を海

外事務所やセミナー等を通じて収集する業務などである。一方、提供業務は、調

査結果や収集した情報を提供する事業で、メールマガジン、投資促進セミナー、

成果報告会やホームページなどを通じて提供している。 
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おわりに  
上記のように、石炭開発部は世界の各産炭国および消費国を対象として多くの

事業を実施しているが、まだ、設立 4 年目であり、ようやく業界で認知されるよ

うになった。環境問題や COP21 の今後の対応等を考慮すると、石炭上流事業の先
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行きは必ずしも明るいとは言えない。しかしながら、地政学的リスクが低く、比

較的安価な石炭資源はエネルギー資源のなかで重要な位置を占めることは間違い

なく、重要なベースロード電源であり、かつ基幹産業の原料である石炭の安定供

給に向けて、石炭開発部はこれからも努力していきたいと考えている。 

 

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。  
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