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はじめに 

 

本事業は、産炭国における環境問題に配慮した低炭素・資源循環型炭鉱地域形成に向けた

マスタープランの策定を行うものである。本事業では炭鉱地域を中心に石炭資源、選炭後の

未利用炭、低品位炭(褐炭)等 の有効活用及び環境負荷の低減などに配慮した石炭関連産業チ

ェーンの将来像（マスタープラン）を、国ごとのニーズやポテンシャルに沿って提案するこ

とにより、産炭国のエネルギー需給緩和による我が国への石炭資源の安定供給確保につなげ

るとともに、産炭国の石炭資源がもたらす効用の 大化と環境負荷の 小化の同時達成によ

り国際貢献することを目的としている。 

近年の資源保有国の資源ナショナリズム化に伴い、石炭を安定的かつ量的に確保すること

がますます厳しくなってきている。これらの環境下で、今後とも長期的に石炭資源量を確保

するためには、資源探査、炭鉱開発、生産・保安、環境保全関連事業さらにはインフラ整備

事業に至るまでの産炭国に対する協力のパッケージ化による包括的な石炭資源開発プロジェ

クトを実施していくことが極めて重要なこととなっている。産炭国から求められる分野は、

石炭賦存地域における探鉱・環境関連技術、鉄道・港湾等のインフラ整備、石炭関連産業の

醸成及び産業人材育成、工業用水や地域住民の飲料用水源確保・水質管理、石炭資源利用に

係る技術（低品位炭の利用技術、石炭火力発電のクリーン化技術等）、地域振興など多岐に

わたっている。 

今年度は炭鉱地域を中心に、石炭火力発電、石炭化学産業、排水処理産業等の関連産業に

係るニーズやポテンシャルの基礎調査を実施した。 

本調査結果が、我が国政府の施策や、石炭関連企業の活動の一助となれば幸いである。 

 

                  平成２５年３月 

 

独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

石炭開発部 
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要 約 

 
 環境に配慮した低炭素・資源循環型炭鉱地域形成に向けたマスタープラン策定業務として、

インドネシア、ベトナム、モンゴル、モザンビークの事前調査、及び中国の既存マスタープ

ラン実行計画策定を実施した結果を以下に示す。 

（１）インドネシアのマスタープラン事前調査結果 

マスタープラン策定候補地として南スマトラの Pendopo、Tanjung Enim、北カリマンタンの

Bulugan、東カリマンタンの East Kutaiの４地域を対象として比較検討した結果、経済開発加

速化・拡充マスタープラン（MP3EI）の対象地域に属し、経済特区（SEZ）を申請中の Pendopo

炭鉱地域が も有望と判断した。また、この地域では日本企業による各種の低品位炭利用計

画も含まれている。基本構想として、低品位炭利用産業の経済合理性を改善するための用役

インフラ（用水、排水処理、電力等）の共通化、自家発での未利用ヤシ殻等によるバイオマ

ス混焼、石炭灰のセメント原料化等を提案した。 

（２）ベトナムのマスタープラン事前調査結果 

マスタープラン策定候補地としてウォンビ、ホンガイ、カンファの３地域を対象として比

較検討した結果、炭鉱数や関連施設の稼働状況、ベトナム側関係者の推薦などからカンファ

地域が も有望でと判断した。また、カンファ地域と連なるホンガイ地域はハロン湾観光の

拠点にも成っていることから両地区を一地域にまとめることも考えられる。基本構想として、

無煙炭・ボタ・石炭灰等の利用可能な資源の流れや規模について検討し、廃棄物の再処理事

業、CMM利用や混焼技術による発電事業を核とする構想を提案した。   

（３）モンゴルのマスタープラン事前調査結果 

マスタープラン策定候補地としてバガヌール炭鉱、タバントルゴイ地域、ダルハン地域の

３地域を対象として比較検討した結果、炭鉱の排水処理、セミコークス製造、活性炭製造、

石炭液化等の新規石炭利用産業のニーズが多く、モンゴル国政府機関の推奨もあるバガヌー

ル炭鉱が も有望と判断した。タバントルゴイ地域では、水不足や環境問題に対応する乾式

選炭技術導入が期待されている。基本構想として、環境配慮型火力発電（熱電併給）、炭鉱

水の上水化、褐炭からのセミコークスや活性炭製造による環境改善等の可能性を提案した。   

（４）モザンビークのマスタープラン事前調査結果 

マスタープランの策定候補地として、Tete 州の Moatize 炭田、Mijova‐Ncondezi 炭田、

Menfidezi‐Sanagoe 炭田の３ヵ所の炭田を対象として比較検討した結果、本邦企業が採掘権獲

得を目指し、 も開発ポテンシャルが高く、山元石炭火力発電の石炭利用計画があるMoatize

炭田を候補地とした。基本構想として、選炭後の２号炭（ミドリング）の有効利用の一環と

して石炭火力発電、ブリケット製造、活性炭製造を提案した。 

（５）中国のマスタープラン実現に向けた実行計画策定結果 

 陝西煤業化工集団の黄陵地域を対象に作成したマスタープランから、下記６事業の実行計

画を策定した。 



 

 

１） COGからの SNG/LNG製造：COGの深度浄化で優れている日本技術による概略 FSを実施

した。 

２） コークス製造での地元非微粘炭の増配合：高強度コークスを安価に製造するために、日

本製設備を念頭にした試験協力の実施で基本合意した。 

３） コールタール高付加価値化：年産 30万トン規模以上のコールタール蒸留事業について、

日本企業との協力を目指した詳細 FSの実施を提案した。 

４） 石炭灰の有効利用：中国側企業と日本のプレハブ・建設会社との建材利用について、協

力の枠組み作りを継続することで合意した。 

５） 水のカスケード利用：環境基準に合致する排水処理の高度化が必要であり、新機構濾過

設備等による運転コストの低廉化が可能な設備導入を提案した。 

６） 黄陵地域のエネルギー収支・物質収支の 適化：上記の５項目を含めた改善効果を例示

した。 

  



 

 

Summary 

We conducted preliminary surveys as part of formulating master plans that aim to create 

environmentally-friendly low-carbon resource recycling coal mine areas. To this end, we 

implemented preliminary surveys in Indonesia, Vietnam, Mongolia and Mozambique, 

and formulated an implementation plan based on the existing master plan in China. The 

results of them are summarized below. 

(1) Results of preliminary surveys to formulate a master plan in Indonesia 

We selected four candidate areas, namely Pendopo and Tanjung Enim in South Sumatra, 

Bulugan in North Kalimantan, and East Kutai in East Kalimantan, to formulate a master 

plan. After making a comparative review of these areas, we have concluded that the 

Pendopo mine area is the most promising. The area is subject to Master Plan for the 

Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development (MP3EI) and has 

been applied for a special economic zone (SEZ). The area is also covered in a Japanese 

company's plan that will utilize various low rank coals. We have proposed a master 

concept that will promote sharing of utility infrastructure (service water, drainage 

treatment, power generation, etc.), multi-fuel combustion of biomass including remaining 

palm shells in in-house power generation, and use of coal ash as a raw material for 

cement. Our proposal aims to improve economic rationality in the industries that 

consume low rank coal. 

(2) Results of preliminary surveys to formulate a master plan in Vietnam 

We selected three candidate areas, namely Uong Bi, Hon Gai, and Cam Pha, to 

formulate a master plan. After making a comparative review of these areas, we have 

concluded that the Cam Pha area is the most promising on the grounds of considering the 

number of coal mines and related facilities in operation, recommendation from 

Vietnamese parties concerned. The Hon Gai area, which is bound on the Cam Pha area, is 

also the base of Ha Long Bay tourism. Thus, these two areas could be regarded as one 

area. In designing a master concept, we examined flows and volumes of natural resources 

available, including anthracite, tailings and coal ash. As a result, we have proposed a 

master concept whose core is a waste re-processing project and a power generation 

project utilizing CMM (coal mine methane) and multi-fuel combustion technology. 



 

 

(3) Results of preliminary surveys to formulate a master plan in Mongolia 

We selected three candidate areas, namely the Baganuur coal mine, the Tavan Tolgoi 

area and the Darkhan area, to formulate a master plan. After making a comparative 

review of these areas, we have concluded that the Baganuur coal mine is the most 

promising on the grounds that the area has strong demand for new utilization of coal in 

industries, including drainage treatment in the coal mine, semi coke production, activated 

carbon production and coal liquefaction. In addition, Mongolian Government agencies 

have recommended this area. The Tavan Tolgoi area hopes to introduce dry coal 

preparation technology that can help mitigate water shortage and environmental issues. 

We have proposed a master concept that covers environmentally-friendly thermal power 

generation (co-generation), processing coal mine water into clean water, and possible 

environmental improvement with production of semi-coke and activated carbon from 

brown coal. 

(4) Results of preliminary surveys to formulate a master plan in Mozambique 

We selected three candidate areas, namely the Moatize coalfield, the Mijova-Ncondezi 

coalfield and the Menfidezi-Sanagoe coalfield in the Tete Province, to formulate a master 

plan. After making a comparative review of these coalfields, we have decided on the 

Moatize coalfield on the grounds that a Japanese company has been seeking to obtain a 

mining right; the coalfield has the highest potential among the three areas; and the mine 

has a plan to use coal for a colliery power station. We have proposed a master concept 

that covers coal-fired power generation, briquette production, and activated carbon 

production as part of utilizing middling after coal preparation. 

(5) Results of formulating an implementation plan to materialize a master plan in 

China 

We have formulated an implementation plan of the following six projects based on the 

master plan that covers the Huangling area owned by Shaanxi Coal and Chemical 

Industry Group. 

1) SNG/LNG production from COG: We conducted a rough feasibility study (FS) with 

Japanese technology that is distinguished in coke-oven gas (COG) deep purification. 

2) Increase in mixing local non- and slightly-caking coal in coke production: We have 

reached a basic agreement to cooperation on the implementation of tests with 

Japanese facilities in mind, to produce high-strength coke inexpensively. 

3) Adding a high value to coal tar: We have proposed to conduct a detailed feasibility 

study on a coal tar distillation project with an annual production capacity of 300,000 



 

 

ton or more in anticipation of cooperation with a Japanese company. 

4) Utilization of coal ash: We have agreed to continue to establish a cooperative 

framework on using building materials by Chinese companies and Japanese 

prefabricated-house makers and construction companies. 

5) Cascade use of water: Advancement of drainage treatment that meets the 

environmental standards is required. We have made a proposal that introduces a 

facility of new water filtration mechanism into the existing facilities whose operation 

cost can be reduced when introduced. 

6) Optimization of energy balance and material balance in the Huangling area: We have 

illustrated improvement effects including the above-mentioned five items. 
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第Ⅰ編 諸言 
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第 1 章 調査の背景と目的 

我が国の石炭政策で、石炭資源の安定供給確保はエネルギーの需給緩和や産業競争力強

化・持続に資する重要な政策のひとつである。（図 1.1.1）一方、近年のインド、中国を中心

としたアジア太平洋地域における石炭需要の逼迫、インドネシア、中国など資源保有国の資

源ナショナリズム化に伴い、石炭を安定的かつ量的に確保することがますます厳しくなって

きている。これらの環境下で、今後とも長期的に石炭資源量を確保するためには、資源探査、

炭鉱開発、生産・保安、環境保全関連事業さらにはインフラ整備事業に至るまでの産炭国に

対する協力のパッケージ化による包括的な石炭資源開発プロジェクトを実施していくことが

極めて重要なこととなっている。図 1.1.1 に、我が国の石炭政策における石炭資源安定供給確

保と産炭国協力の位置付けを示す。我が国の石炭政策は、石炭資源の安定供給確保と石炭利

用技術の推進の二本柱から構成されており、低炭素・資源循環型炭鉱地域形成に向けたマス

タープラン策定調査（以下、本調査）は、石炭資源の安定供給確保に資する産炭国との協力

事業のひとつに位置付けられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.1.1 我が国の石炭政策におけるマスタープラン策定事業の位置付け 

 

産炭国から求められている分野は、石炭賦存地域における探鉱・環境関連技術、鉄道・港

湾等のインフラ整備、石炭関連産業の育成及び人財育成、用水地域住民の水源確保・水質管

理、石炭資源利用に係る技術（低品位炭の利用技術、石炭火力発電のクリーン化技術等）な

ど多岐にわたっている。 

○エネルギー需給安定化、産業競争力強化･

持続に資する、石炭資源安定供給確保。
○クリーンコールテクノロジー開発の推

進、海外展開

◆ 石炭利用技術の推進◆ 石炭資源安定供給確保

＜権益確保＞
＜産炭国との協力関係強化＞
＜石炭の需給緩和(低品位炭利用)＞

＜高効率化、CO2削減、低品位炭利用等＞
＜クリーンコールテクノロジーの海外展開に

よる海外のＣＯ２削減への貢献＞

石炭政策の二本柱

石炭採掘・保安技術高度化事業

産炭国産業協力等事業

産炭国共同基礎調査

低炭素・資源循環型炭鉱地域形成
に向けたマスタープラン策定
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本調査は石炭鉱山をコアに、石炭火力発電、石炭化学産業、排水処理産業等の関連産業を

有機的かつ効率的に組み合わせた「低炭素・資源循環型炭鉱地域」を創生するマスタープラ

ンを構築するものであり、産炭各国との石炭政策対話やミッション等における日本政府への

要望に基づいている。本調査で「低炭素・資源循環型炭鉱地域」形成への取り組みを推進す

ることにより、産炭国のエネルギー需給バランスの向上による我が国への石炭資源の安定供

給確保につなげるとともに産炭国の石炭資源がもたらす効用の 大化と環境負荷の 小化の

同時達成により国際貢献することを目的とする。 

 

第 2 章 調査の経緯 

2 . 1  低炭素・資源循環型炭鉱地域の基本概念 

図 2.1.1 に、低炭素・資源循環型炭鉱地域の基本概念を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.1.1 低炭素・資源循環型炭鉱地域の基本概念 

 

経済発展の著しい産炭国や、これから大規模な炭鉱開発が行われる産炭国では、石炭資源

の大量生産、大量消費に伴い、そこから大量の未利用エネルギー、廃棄物、および環境汚染

物質の排出が懸念されている。例えば、採炭時に発生するメタンガスや坑内水、選炭時に発

生するボタやスラッジ、発電所から排出される石炭灰や大気汚染物質、化学工場からの工場

排水などである。しかし、これらは、処理方法によっては再資源化が可能であり、生産性の

向上、環境負荷の低減、安全確保の観点から極めて重要である。また、各産業間でのエネル

ギーの相互融通や廃棄物の再資源化を推進することは、産業間の連携強化や環境分野に係る

新たな産業の創出が図れ、地域全体の低炭素化や資源循環が実現できる。図 2.1.1 に示した炭

環境対策（大気、水）、再資源化
（脱硫・脱硝）

（水処理システム）

（廃棄物処理）

（スラグ・石炭灰の有効利用）

基礎資材製造
（セメント、路盤材、建材、ガラス等）

熱電供給

炭鉱開発
（炭層・炭鉱メタンの増進回収）

（選炭、ボタ利用）

再生可能エネルギー共利用
（バイオマス、太陽光・風力等）

地域中核都市
ローカルコミュニティ

熱電製造
（ガスエンジン・ガスタービン）

（コジェネ、トリジェネ）

石炭化工・コークス
低品位炭利用

（乾燥・改質、ガス化、液化）
（COG、タール高度利用）

（クリーン燃料、化成品製造）
（鉄鋼原料、ブリケット製造）

発電
（微粉炭火力、CFB、IGCC）

（ボタ発電、ゴミ発電、混焼）

石炭

ガス配送
（ガス濃縮、ガス調整・分配）

地域産業（鉄鋼、化学等）
農工連携
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鉱地域の基本概念は、対象とする産炭国の経済やエネルギー情勢、資源・エネルギー政策、

更には石炭産業の開発状況等によって、その産業構成や要素技術も変わってくる。 

 

2 . 2  対象国の石炭産業の成長傾向 

図 2.2.1 に、本調査で対象とする 5 カ国の石炭に係る状況と石炭産業の成長傾向を示した。

中国は、石炭の生産、消費、輸入が世界 大であり、世界的な石炭マーケットや地球環境に

大きく影響する国である。石炭関連産業では、昨今の大気汚染問題に代表されるように、石

炭の生産・消費により環境負荷を増大させていることが課題となっている。12 次五ヵ年計画

では、大型炭鉱や大型石炭産業基地への集約化や、生態を保護しながら高効率でクリーンな

炭鉱開発を推進することなどが盛り込まれており、政策的にも我が国が提案する本マスター

プランの基本概念を受け入れやすい状況にある。また石炭企業の中にも石炭産業を核として

循環経済の発展計画を掲げている炭鉱地域があることから、日本の省エネ・環境技術を導入

して更なる発展計画の高度化を図っていくことが可能である。更に、石炭産業が進んだ中国

で本マスタープランを実現していくことは、その他の産炭国へ展開していくための試金石と

なり得る。 

インドネシアとベトナムは我が国への石炭供給国であり、引き続き重要な位置付けである。

しかしながら、経済発展の著しい両国は電力を中心とするエネルギー需要が急激に増大する

ことが予測されており、中国と同様に石炭の輸入国に転じることも示唆されている。今後は

日本の高効率なクリーン・コール・テクノロジー（CCT）の導入によって地元の低品位炭利

用を促進し、自国の石炭需給緩和を図るとともに、高品位炭の日本への輸出余力を確保して

いくことが望まれる。インドネシアは、まだ発電以外の石炭利用はほとんど進んでいないが、

経済開発拡充計画や低品位炭利用を核とした経済特区のマスタープランがいくつか提案され

ている。ベトナムは、発電はもとよりセメントや肥料製造への石炭利用が進められている状

況である。 
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図2.2.1 対象産炭国の状況と石炭開発・利用の成長傾向 

 

モンゴル、モザンビークは資源のフロンティアとして近年世界的に注目されており、特に

鉄鋼原料に必要なコークス炭（原料炭）が埋蔵されていることから、石炭メジャーや商社、

鉄鋼会社が注目し、日本企業も参入している。しかしながら、両国とも石炭開発がようやく

緒に着いたばかりであり、輸送インフラ整備や人材育成など根本的な課題が存在している。 

事前調査の対象国であるインドネシア、ベトナム、モンゴル、モザンビークの炭鉱地域で

本マスタープランを早期実現していくためには、上述した対象国の石炭政策や石炭開発の発

展状況を踏まえつつ、的確で優先的なニーズに適応したマスタープランづくりが必要である。 

 

2 . 3  対象候補地の選定について 

本調査の対象 5 カ国に対し、各国数ヵ所の候補炭鉱地域を設定した。（図 2.3.1） 
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図2.3.1 対象候補地の選定の視点 

 

インドネシアは石炭埋蔵量の約 7 割が低品位炭であり、低品位炭の利用促進によってエネ

ルギーの需給緩和に繋がるように、日本の低品位炭高付加価値化技術の適用可能性が高い炭

鉱地域として、南スマトラ州と東カリマンタン州を対象としている。ベトナムは世界遺産で

環境対策が喫緊の課題となっているハロン湾近郊の炭鉱地域に焦点を当て、クアンニン州の

カンファ地区やホンガイ地区を対象とした。モンゴルは石炭の高付加価値化への関心が高ま

るなか、大気汚染が深刻なウランバートル近郊のバガヌール炭鉱や、世界的に注目されてい

る大型炭鉱で日本企業も参画しているタバントルゴイを対象としている。モザンビークは高

品質な原料炭が豊富に賦存しており、日本企業が採掘権益取得を目指しているテテ州のモア

ティーゼ炭鉱を対象としている。更に、中国は石炭生産量が１億トンを超え、石炭関連産業

の集積地であり、循環型経済発展を掲げている環境意識の高い陝西煤業化工集団の黄陵地域

を対象としている。 

 

2 . 4  マスタープラン策定の概要 

本マスタープランの特徴は、モデルとなる炭鉱地域を限定して、その炭鉱地域が持続可能

な石炭開発ができるように環境に配慮した内容とし、比較的短中期で実現可能なプランを提

示することである。図 2.4.1 に示すように、マスタープラン策定業務は 3 段階に分けて検討す

る。事前調査では、対象国の石炭産業の現状を把握したうえで、候補炭鉱地域のニーズを主

とする情報収集を行い、それに適用可能性がある本邦シーズを検討する。アウトプットは、

•膨大な低品位炭の賦存

•本邦向け高品質炭調達の重要地域

•本邦低品位炭高付加価値化技術の適用可能性
インドネシア

•世界遺産近郊の炭鉱開発に伴う環境対策

•石炭利用産業の環境負荷の低減

•定住型炭鉱地域の形成
ベトナム

•石炭高付加価値化への関心大

•石炭利用に伴う環境問題の深刻化

•本邦企業の大型炭鉱権益取得支援

モンゴル

•高品質な原料炭が豊富に賦存

•選炭後の中間産物の有効利用

•本邦企業の石炭開発への支援
モザンビーク

•石炭生産量が多く、石炭関連産業も多数集積

•循環型経済発展を掲げる環境意識の高い地域

•石炭鉱業協会の推奨
中国

南スマトラ
東カリマンタン

クアンニン省
(カンファ他)

バガヌール圏
タバントルゴイ

テテ州
(モアティーゼ)

対象国 対象選定の視点 対象候補地

陝西煤業化工
(黄陵地域)
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ニーズ・シーズを構築してマスタープランの基礎となる基本構想を検討することと、マスタ

ープラン策定候補地を選定、提案することである。 

 

 

図2.4.1 マスタープラン策定の概要 

 

マスタープラン策定段階では、GHG 排出削減、省エネ、廃棄物削減、収益改善等の目標を

設定し、石炭開発・利用産業へのシーズ技術の導入効果を階層的かつ定量的に検討、評価す

る。既に地域開発計画が存在する炭鉱地域については、その計画の現状分析を行ったうえで、

日本の CCT や環境・省エネ技術を導入することによって得られる改善効果を定量的に示す。

更に、プランをプランで終わらせないように、経済合理性の検討やリスク分析から課題抽出

を行い、マスタープランの実現可能性を検討する。 

実行計画では、マスタープランを実現するための主要な事業提案を行い、ビジネスモデル

の構築やアクションプランを検討して、対象国と日本との民間企業同士の事業に繋げていく

ことを 終目標とする。 

中国のマスタープランは、既に平成 23 年度に METI 補助事業において陝西煤業化工集団の

黄陵地域で実施した結果を受け、平成 24 年度は実行計画を策定した。また、インドネシア、

ベトナム、モンゴル、モザンビークの 4 ヵ国については事前調査を実施した。 

 

2 . 5  調査内容 

2012 年度の調査項目について、図 2.5.1 に示した。 

 

中国

インドネシア

ベトナム

モンゴル

モザンビーク

ポイント

石炭産業の現状

候補炭鉱情報収集とニーズの把握

日本企業シーズの構築

基本構想策定

MP策定候補地の提案

MP目標設定（CO2削減、省

エネ、収益等）

各産業へのシーズ技術導入

効果検討

MP実現可能性検討

事業提案

ビジネスモデルの構築（事業

実施体制、政策ツール、ファ

イナンススキーム他）

アクションプラン検討

マスタープラン
策定業務フロー 事前調査 マスタープラン策定 実行計画策定

1 2 3
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図2.5.1 平成 24 年度の調査項目 

 

事前調査の 4 ヵ国は、石炭産業の現状調査の中で、特に石炭高付加価値化の動向に関する

現状把握に努めた。ニーズ調査では、本マスタープランに関連、または類似する開発計画情

報の収集に努めた。本邦企業のシーズ調査では、国内ワークショップを開催してアンケート

調査を行い、シーズ技術の構築や企業の意見を集約することができた。ニーズ・シーズのメ

ニューを基本構想に組み込んでいくうえで、石炭開発・利用の規模やインフラの整備状況等、

基本構想の実現可能性について概略の検討を加えた。対象炭鉱地域の絞り込みに関しては、

石炭資源の安定供給や日本の CCT 導入等、日本への脾益に繋がることを優先的に考えて評価

した。 

中国の実行計画策定では、マスタープランを実現するための主要 6 事業を提案し、そのア

クションプランを検討した。 

情報収集や現地調査を行った訪問先は、図 2.5.2 に示すように、各対象国の政府機関、石炭

関連施設、石炭会社とした。事前調査の 4 ヵ国は 2～3 回、中国は 5 回の現地調査を実施した。 

 

石炭産業の現状調査

•石炭政策

•石炭需給の現状と

見通し

•石炭高付加価値化

動向

•石炭産業への投資

環境

MP関連のニーズ調査

•対象地域の位置付け

•産業構造、地域経済
状況

•地域開発計画

•産業インフラ状況

•石炭開発に起因する
環境問題

本邦企業のシーズ調査

•ニーズ、シーズの適
用可能性検討

•企業へのヒアリング

•国内ワークショップ

•アンケート

MP基本構想検討

•石炭開発・利用バ
リューチェーン検討

•物熱収支の確認

•市場性、インフラ状況
の確認

•MP策定に向けた可
能性と課題の検討

MP対象候補地の提案

•日本への石炭安定
供給

•日本のCCT導入

•石炭需給緩和

•環境問題の顕在化

•地域開発計画

•対象国側の位置付

け、推奨

石炭産業の現状調査

•石炭政策

•石炭需給の現状と

見通し

•石炭高付加価値化

動向

•石炭産業への投資

環境

MP関連のニーズ調査

•対象地域の位置付け

•産業構造、地域経済
状況

•地域開発計画

•産業インフラ状況

•石炭開発に起因する
環境問題

本邦企業のシーズ調査

•ニーズ、シーズの適
用可能性検討

•企業へのヒアリング

•国内ワークショップ

•アンケート

MP実行計画の策定

•コークス炉ガスのSNG化

•タールの高付加価値化

•非微粘結炭素の利用拡
大

•石炭灰の有効利用

•水の有効利用

•黄陵地域全体の最適化

事前調査 【インドネシア、ベトナム、モンゴル、モザンビーク】

実行計画 【中国】
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図2.5.2 情報収集、現地調査の訪問先 

 

現地調査で得られた炭鉱地域の主要ニーズを、石炭開発から石炭利用までの各段階別に図

2.5.3 に示した。 

 

 

図2.5.3 炭鉱地域の主要ニーズ 

 

採炭時に発生するボタ、排水、炭鉱メタンガスなど、これまで何も手を施されてこなかっ

た炭鉱地域があり、再資源化処理を行うことによって環境負荷を低減し、エネルギー効率の

改善を図るニーズがある。また、5 ヵ国共通の課題として、石炭灰の有効利用ニーズが挙げ

られる。 

図 2.5.4 には、日本のシーズ技術例を示した。 

インドネシア

＜政府機関等＞

（エネルギー鉱物資源
省鉱物・石炭総局、州
鉱山局、石炭協会）

＜石炭関連施設＞

（国有電力公社、港
湾）

＜石炭会社＞

（南スマトラ、東カリマ

ンタン）

ベトナム

＜政府機関等＞

（天然資源環境省、
VINACOMIN、クアンニ

ン省）

＜石炭関連施設＞

（石炭火力発電所、セ
メント・選炭・肥料）

＜石炭会社＞

（VINACOMIN保有炭
鉱）

モンゴル

＜政府機関等＞

（鉱業省、エネルギー
省、産業・農業省、石

炭協会）

＜石炭関連施設＞

（石炭火力発電所、セ
ミコークス工場）

＜石炭会社＞

（バガヌール炭鉱、エ

ナジーリソーシス社）

モザンビーク

＜政府機関等＞

（鉱物資源省、鉱物資
源公社、州政府、郡政

府）

＜石炭関連施設＞

（選炭工場、石炭搬出
設備）

＜石炭会社＞

（モアティーゼ炭鉱、レ

ブボー炭鉱）

中国

＜政府機関等＞

（石炭鉱業協会）

＜石炭関連施設＞

（ボタ発電所、コークス
工場）

＜石炭会社＞

（陝西煤業化工集団、

黄陵炭鉱）

 

石炭開発

•採掘時のズリ山環境改善、採炭後の修復

•露天掘り炭鉱の伏流水の再生利用

•炭鉱メタンガスのエネルギー利用

選炭

改質

•選炭後のミドリング、ズリの有効利用（発電等）

•選炭水のリサイクル、選炭汚泥の燃料化、乾式選炭導入

•褐炭乾燥、改質技術の導入

発電

熱供給

•低品位炭、バイオマス混焼

•石炭灰の有効利用

•大気汚染物質の低減

石炭高付加
価値化

•石炭ガス化（肥料、SNG等）

•液化（CTL、スラリー化）

•コークス製造（高炉用コークス、セミコークス）
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図2.5.4 日本のシーズ技術例 

石炭利用
（低品位炭利用等）

高効率石炭ｶﾞｽ化設備

メタノール、DME、ディーゼル油

製造設備

コークス乾式消化設備

コークス炉ガス脱硫設備

石炭調湿設備

コークス関連

コークス炉自動燃焼システム

コ ー ク ス 炉 自 動 燃 焼 制 御 導 入 後

Ｃ Ｏ Ｋ Ｅ 炉

各 炭 化 室 排 出 ガ ス 温 度

炉 団 温 度 制 御
燃 焼 室 温 度 を 連 続 的 に 測 定 採取 し 、 最 適 な 温 度 設定
値 を 自 動 的 に 算 出 し 、 自 動 で 燃 料 ガ ス を 調 整 す る。

火 落 時 刻 判 定
炭 化 室 排 出 ガ ス 管 温 度 を 自 動 で 測 定 採取 し 監 視 、 分
析 す る こ と に よ り 、 火 落 ち 時刻 を 判定 し 、 最 小 限 の
エ ネ ル ギ ー で コ ー ク ス 化 で きる よ うに 調 整 し て いく 。

燃 料 ガ ス 流 量 設 定 値

煙
突

燃
料

ガ
ス
本

管コ
ー

ク
ス

炉
ガ

ス
集

気
本

管

排 ガ ス Ｏ 2濃 度 計

炭 化 室 排 出 ガ ス 管 温 度 測 定 用 熱 電 対

流 量 自 動 調 節 弁

燃 料 ガ ス カ ロ リ ー 計

＜ 制 御 ・ 運 転 室 ＞

燃 焼 室 温 度 測 定 用 熱 電 対

Ｃ Ｏ Ｋ Ｅ 炉

各 炭 化 室 排 出 ガ ス 温 度

炉 団 温 度 制 御
燃 焼 室 温 度 を 連 続 的 に 測 定 採取 し 、 最 適 な 温 度 設定
値 を 自 動 的 に 算 出 し 、 自 動 で 燃 料 ガ ス を 調 整 す る。

火 落 時 刻 判 定
炭 化 室 排 出 ガ ス 管 温 度 を 自 動 で 測 定 採取 し 監 視 、 分
析 す る こ と に よ り 、 火 落 ち 時刻 を 判定 し 、 最 小 限 の
エ ネ ル ギ ー で コ ー ク ス 化 で きる よ うに 調 整 し て いく 。

燃 料 ガ ス 流 量 設 定 値

煙
突

燃
料
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本

管コ
ー

ク
ス

炉
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集
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本

管

排 ガ ス Ｏ 2濃 度 計

炭 化 室 排 出 ガ ス 管 温 度 測 定 用 熱 電 対

流 量 自 動 調 節 弁

燃 料 ガ ス カ ロ リ ー 計

＜ 制 御 ・ 運 転 室 ＞

燃 焼 室 温 度 測 定 用 熱 電 対

「 炉 団 」

「 燃 焼 室 」 「 炭 化 室 」

コ ー ク ス 炉

各 燃 焼 室 発 生 ガ ス 温 度

無触媒石炭乾留ｶﾞｽ改質技術

褐炭改質設備

褐炭熱水改質スラリー設備

炭鉱関連エネルギー回収利用

炭鉱メタンガスエンジン
通気メタンガスタービン

炭鉱メタン濃縮

G/Tコンバインドサイクル発電炭鉱・炭層メタン増進回収技術

再資源化（廃棄物・水）

石炭灰による緑化

ボタ発電
(バイオマス、選炭スラッジの混焼)

水処理
(坑内水、工業排水の再生利用)

セメント排熱回収
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第Ⅱ編 インドネシア 
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第 1 章 インドネシアの一般事情 

1 . 1  一般情報 

インドネシア共和国は世界 大の島嶼国であり、東西 5,120 km、南北 1,760 km におよぶ 

17,508 の島から成り立っている。インドネシアの島々は東南アジアとオーストラリアの間に、

赤道全体の 10 分の 1 以上にわたって散らばっている。気候は熱帯気候で、季節風による雨

季と乾季があるが、一年中気温はあまり変化せず、風は弱く湿度が高いという特徴がある。

気温は 16℃～ 35℃、湿度は 80％～ 90％である。民族や宗教等の一般情報を表 1.1-1 にまと

めた。 

表1.1.1 インドネシアの一般情報 

面積 1,910,931m2（2010 年、日本の 5.1 倍） 

人口 2 億 3,764 万人（2010 年） 

首都 ジャカルタ 人口 959 万人（2010 年） 

民族 大半がマレー系（ジャワ、スンダ等約 300 種族） 

言語 インドネシア語 

宗教 
イスラム教 88.1％、キリスト教 9.3％（プロテスタント 6.1％、カトリック 3.2％）、ヒン
ズー教 1.8％、仏教 0.6％、儒教 0.1％、その他 0.1％ 

通貨 ルピア 

 

1 . 2  政治体制・内政 

1945 年憲法により、国家の形態は統一共和国となり、国民の主権は国民協議会 (Majelis 

Permusyawaratan Rakyat：MPR) がこれを代表する。インドネシア共和国の大統領は 国民の直

接選挙により選出され、政府を運営する権限が 5 年間与えられる。 

2009 年 7 月の大統領選挙において、ユドヨノ大統領が約 60％の得票で再選し、10 月 20 日

に正式に就任。2 期目のユドヨノ政権は、国民福祉の向上、民主主義の確立、正義の実践を

今後の五カ年計画の核とし、特に、競争力のある経済発展と天然資源の活用及び人的資源の

向上を政府の 優先課題と位置付けている。表 1.2-1 にインドネシアの政治体制についてまと

める。 

表1.2.1 政治体制・内政 

政体 大統領制、共和制 

元首 スシロ・バンバン・ユドヨノ大統領（2009 年 10 月 20 日二期目就任、任期 5 年） 

議会 
（1）国会（DPR）： 定数 560 名（任期 5 年） 
（2）地方代表議会(DPD)： 定数 132 名（任期 5 年）1  

内閣 内閣は大統領の補佐機関であり、大統領が国務大臣の任免権を有する。 

 

1 . 3  経済 

インドネシアの経済動向を表 1.3-1 に示す。インドネシアの経済概況は、1997 年 7 月のア

                                                        
1 注：その他、憲法の改正、大統領・副大統領の任期中の解任等を決定できる国民協議会（MPR）がある： 

692 名（国会議員 560 名及び地方代表議員 132 名で構成） 
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ジア通貨危機後、インドネシア政府は IMF との合意に基づき、銀行部門と企業部門を中心に

経済構造改革を断行した。政治社会情勢及び金融の安定化、個人消費の拡大を背景として、

2001 年に 3.6%であった経済成長率は、2005 年以降 5%後半～6%台を達成した。2009 年には

世界金融・経済危機の影響を受けたものの、4.6%という比較的高い成長率を維持し、2010 年

は 6.1％、2011 年も 6.5％という堅調な経済成長を達成し、2010 年には一人当たり名目 GDP

が 3,000 ドルを突破した。2011 年に「経済開発加速・拡大マスタープラン(MP3EI)」が発表さ

れ、全国各島にインフラ網で連結された経済回廊を形成する構想が明らかにされた。同プラ

ンでは、2025 年までに、名目 GDP を 2010 年比で約 6 倍に増加させ、世界の 10 大経済大国

となる目標を掲げている。 

 

表1.3.1 インドネシアの経済動向 

主要産業 

製造業(24%)：輸送機器（二輪車など） 
飲食品など農林水産業(15%)：パーム油，ゴム，米，ココア，キャッサバ，
コーヒー豆など  
商業・ホテル・飲食業（14%）  
鋼業(12%)：LNG，石炭，ニッケル，錫，石油など(カッコ内は 2011 年にお
ける実質 GDP 構成比) 

GDP 8,465 億ドル 

一人当たり GDP(2011) 3,542.9 ドル 

一人当たり GNI(2011) 2,940 ドル 

経済成長率(実質) 
2008 年：6.1% 2009 年：4.6% 
2010 年：6.1% 2011 年：6.5%                    

物価上昇率 
2008 年：11.1% 2009 年：2.8% 
2010 年：7.0% 2011 年：3.8%                    

総貿易額(2011) 輸出：2,035 億ドル    輸入：1,774.4 億ドル 

貿易品目 
輸出：石油・ガス（20.4％）、鉱物性燃料（13.5％）、動物・植物油（10.6％）
輸入：石油・ガス（22.9％）、一般機械機器（13.9％）、機械・電機部品（11.5％）

貿易相手国・地域 
輸出：日本（16.6％）、中国（11.3％）、シンガポール（9.1％） 
輸入：中国（14.8％）、シンガポール（14.6％）、日本（11.0％） 

 

第 2 章 石炭産業の現状 

インドネシアでの石炭産業の発展は、積極的な外国資本導入という国の石炭政策に支えら

れ、これまで順調に進んできた。約 20 年前の 1990 年の石炭生産量は年間わずか 1,000 万ト

ン（10,649,446 トン）足らずであったが、2011 年の石炭生産量は 3 億 5,300 万トンで約 35 倍

となった。 このうち 8 割近くに相当する 2 億 7,300 万トンが輸出され、IEA の統計では 2011

年豪州を抜いて世界一の輸出国となった。 

インドネシアはこれまで石油輸出国であったが、現在は石油輸入国に転じており、インド
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ネシアの今後のエネルギーは石油に代わって石炭が主役となることから、石炭開発は今後も

進むことが予想される。このことは、大統領令 No.5/ 2006 年の国家エネルギー政策で、2025

年、石炭はエネルギーミックスのうち 33%を占めることが宣言されたことで、石油から石炭

へのエネルギー転換 のための石炭開発促進政策が明確に示された。（2006 年の石炭エネルギ

ーの割合は 23.5%）  

国内産業への石炭の供給確保、海外投資家を含めた投資促進による更なる炭鉱開発、違法

採掘や炭鉱開発に伴う汚職などを一掃することを目的として、1967 年の法律第 11 号に代替

する新鉱業法（鉱物石炭法）が 2009 年 1 月大統領令として公布された。新法案には国内石炭

供給義務（DMO）、鉱物資源の付加価値のアップ（製錬、精鉱の義務化）、石炭価格統制など

が含まれている。 

 

2 . 1  石炭政策 

2 . 1 . 1  石炭戦略 

インドネシアの石炭は、灰分、硫黄分が少なく環境に優しい石炭と言われているが、発熱

量は比較的低い。国内石炭資源量の約 6 割が未利用の低品位炭(褐炭)であり、この低品位炭の

有効利用と高度化利用が喫緊の課題として挙げられている。 

そのため近年インドネシア政府は UBC(Upgrading Brown Coal)、石炭液化、石炭ガス化など

の石炭を原料としたエネルギー開発に熱心である。 

エネルギー政策の主要な柱は、以下の事項が挙げられる。 

・国内エネルギーの安定  

・エネルギーの付加価値を上げる。（より商品価値の高いものへ）  

・倫理にかなった資源開発  

・低所得者へのエネルギーの供給、それによる国民全員が富める国つくり  

石炭戦略としては以下の事項が挙げられる。 

・低品位炭の有効利用 ：坑口発電、石炭ガス化、液化、石炭の改質（UBC）  

・石油から石炭へ  

― 現状のディーゼル発電所 7,753MW→2010 年すべて石炭へ 

クラッシュプログラム（10,000MW の 100%石炭専用火力発電所建設－第 1 フェーズ、

10,000MW の 26%石炭火力発電所建設―第 2 フェーズ） 

― 石炭へのエネルギー転換政策の促進  

・石炭ブリケット  

・インフラ整備：石炭輸送のためのコールターミナル、鉄道、道路、港湾の整備  

 

2 . 1 . 2  新鉱物石炭法(新鉱業法) 

インドネシア政府は国家発展のために今後も石炭開発が重要と考えており、炭鉱開発を継

続させる計画である。その実現に向けて石炭開発促進を謳った新鉱物石炭法(新鉱業法)が
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2009 年 1 月 12 日に公布、施行された。以下に新鉱業法の特徴を示す。 

・CoW/CCoW 制度が廃止された。 

・鉱業事業許可(IUP: Izin Usaha Pertambangan)が新設され、市民鉱業事業許可(IPR)、特別

鉱業事業許可(IUPK)が企業、個人を対象に鉱業の実施許可が発行される。これまでの

コントラクト契約からライセンス方式へ変更された。 

・許可の発行を大臣のほかに、州知事、もしくは県知事・市長が行えるようになった。(地

方分権に合わせた) 

・住民協業事業許可（IPR:Izin Pertambangan Rakyat）が新設され、鉱区の周辺に居住する

住民が鉱業事業を営むことが許可されようになった。鉱業事業許可の種類は鉱業事業

許可、市民鉱業許可、特別協業許可である。鉱業に関する許可は探査許可(探鉱 IUP)と

生産活動許可(生産 IUP)の 2 段構えとなった(表 2.1-1 参照)。 

 

表2.1.1 鉱物別鉱業事業許可 

 

・鉱業実施に関連した地域開発、環境対策が鉱業権者に義務付けられるようになった。

また、捜査権が警察、鉱業を管轄する公務員に及ぶようになった。 

・外資による鉱山開発の場合、生産開始 5 年後に中央政府、地方政府、民間企業への 20%

株譲渡を義務化した。 

IUP 鉱業事業許可 IUPK 特別鉱業事業許可 

種類 

探鉱 IUP 生産 IUP 探鉱 IUP 生産 IUP 

有効期間 
大 面

積(ha) 
有効期間 

大 面

積(ha) 
有効期間 

大面

積(ha)
有効期間 

大面

積(ha)

金 属

鉱物 
長 8 年 

5 千～ 

10 万 

長 20 年、 

10 年延長 2 回可能 
2 万 5 千 長 8 年 10 万 

長 20 年、

10 年延長 2

回可能 

2万5千

非 金

属 鉱

物 

長 3 年 

特定種類の

鉱物 ( 宝石

等) 長 7年 

500～ 

2 万 5 千 

10 年、5 年延長 

2 回可能 

特定種類の鉱物(宝石

等) 長 20 年、10 年 2

回延長可能 

5 千         

砕 石

鉱物 
長 3 年 

5～ 

5 千 

長 5 年、5 年延長 2

回可能 
1 千         

石 炭

鉱物 
長 7 年 

5 千～ 

5 万 

長 20 年、10 年延長

2 回可能 
1 万 5 千 長 7 年 5 万 

長 20 年、

10 年延長 2

回可能 

1万5千
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・IUPK 制度化の鉱業会社は新たに純益の 10%を政府に納める(中央政府 4% 、地方政府

6%)ことを義務化した。 

・政府による生産量、輸出量のコントロール権限を付与することを義務化した。 

・外国投資企業は、インドネシア法人(PMA 法人)を設立することにより政府に対し鉱業

ライセンスを申請できるようになった。 

・旧法案では税制などが CoW/CCoW のように一度決めたら変更されず固定されていた

が、新法案ではその都度現行法が適用されるようになった。 

・既存の CoW、CCoW は期限内有効。しかし、1 年以内に契約内容を同法に即した形に

改定された。 

・インドネシア国内で高付加価値化を義務化した(表 2.1-2 参照)。 

 

表2.1.2 付加価値化規定 

分野 内容 備考 

付加価値 

・ 鉱物と石炭の採掘、加工・精錬、利用の実行にあ

たっては、鉱物・石炭資源の付加価値を高めなけ

ればならない 

加工・精錬に関する詳

細規定は、別途政府にて

定められる 

加工・精錬所の建設 

・ 採掘物の加工・精錬を国内で行わなければならな

い 

・ 他の IUP 及び IUPK 保有者に採掘物の加工・精錬

を行わせることができる 

 

協力・特別生産 IUP 

・ 加工・精錬のために、IUP 又は IUPK を取得して

いる事業体、協同組合、個人と協力することがで

きる 

・ 事業体が取得する鉱業事業許可は、大臣、州知事、

又は県知事・市長がそれぞれの権限に応じて発行

する加工・精錬のための特別生産 IUP である 

・ IUP、IPR 又は IUPK がない採掘物の加工・精錬を

行ってはならない 

 

・処罰規定が厳しくなり、寛大な処罰から厳格な処罰へ変わり、法人への刑事罰も実施

できるようになった。(表 2.1-3 参照) 
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表2.1.3 罰則規定 

 

2 . 1 . 3  DMO(Domestic Market Obligation)と ICPR(Indonesian Coal Price Reference) 

新鉱業法では、自国の石炭安定供給、また石炭による国家収入の 適化を目的とした石炭

における国内供給義務(DMO)とインドネシア石炭基準価格(ICPR)の規定も謳っている。以下

にこれらの政策概念を示す。 

(1)石炭 DMO 政策概念 

・石炭鉱山は国内石炭供給の安全保障に協力しなければならない。 

・石炭鉱山は国内需要が満たされるときに、石炭を輸出することができる。 

・国内の石炭需要の規模を決める必要がある。 

・政府は年に 1 回、石炭鉱山の石炭生産量の需要に対する国内石炭販売(供給)の 低比

率（MPDCS/PMPBDN）を決める。 

・国内石炭需要量の計算はエネルギー鉱物資源大臣(鉱物・石炭・地熱総局)や産業大臣

及び石炭消費協会、石炭生産者協会、石炭商社協会の情報を基に決定。 

・MPDCS は、その年の 6 月にエネルギー鉱物資源大臣(鉱物・石炭・地熱総局)によって

決められる。 

・石炭鉱山は、決められた MPDCS を参考にして次年度の操業(採掘)計画や予算計画を作

成する。 

分野 内容 IUP IPR IUPK 追加罰金 追加刑 

違法採掘業者 
懲役 10 年 10 年 10 年 

1 の事業体に対

する刑罰：下さ

れた罰金刑の規

定の 高金額に

1/3 倍を足した

金額の罰金 刑 

追加刑： 

a.事業許可の取

り消し 

b.法人形態の取

り消し 

a.法違反行為に

使用された物

品の押収 

b.法違反行為で

得た利益の押

収 

c.法違反行為の

結果発生した

費用の支払い

義務 

罰金 100 億ルピア 100 億ルピア 100 億ルピア 

虚偽の報告 
懲役 10 年 10 年 10 年 

罰金 100 億ルピア 100 億ルピア 100 億ルピア 

無許可採掘 
懲役 1 年  1 年 

罰金 2 億ルピア  2 億ルピア 

探査実施許可生

産・操業 

懲役 5 年   

罰金 100 億ルピア   

違法採掘業者か

らの石炭買い取

り、受け取り 

懲役 10 年  10 年 

罰金 100 億ルピア  100 億ルピア 

鉱業事業許可者

への妨害 

懲役 1 年  1 年 

罰金 1 億ルピア  1 億ルピア 

鉱業権発給者に

よる不適切な権

限行使 

懲役 2 年 2 年 2 年   

罰金 2 億ルピア 2 億ルピア 2 億ルピア   
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(2)石炭価格(ICPR)政策概念 

・石炭から得られた国の収入の「 適化」をはかる。 

・国内石炭需要に対する供給をはかる。 

・石炭取引に当たって生産者と消費者(特に国内消費者)の参考として使用できる。 

・ICPR は石炭価格を相対的に「統一化」することから国内の石炭供給と輸出の魅力を同

じにする。 

・ICPR はインドネシア石炭指標(ICI)など国際的な石炭価格の指標を参考に決定。 

・政府は月間平均石炭価格を公表し、KP(鉱業権)保有者向けの基準として配布。 

 

2 . 2  石炭需給の現状と見通し 

2 . 2 . 1  石炭資源量・埋蔵量、及び石炭品質 

インドネシアの石炭埋蔵量は、探査が進むとともに新しい炭層が発見されている。表 2.2-1

に地域別石炭資源量・埋蔵量を示す。これによるとインドネシアの石炭資源量は約 1,239 億

トンに達し、このうち現状の経済下で採掘できる埋蔵量としては 211 億トンである。埋蔵量

は今後の探査の進行によっては確実に増える見通しである。地域別でみると、Sumatra 島と

Kalimantan 島でそのほとんどを占め、Jawa 島、Surawesi 島、Papua 地域は計上されている資

源量・埋蔵量ともに少ない。これは探査が進んでいないことにも起因している。特に Papua

地域の場合は探査が進んでおらず、大きな石炭埋蔵の可能性を残している。ただ、石炭埋蔵

量の中で瀝青炭及び亜瀝青炭が占める割合は 4 割足らずで、残りのほとんどは褐炭である。

また、極めて少量ではあるが無煙炭も生産されている。さらに、Kalimantan 島の中央部では

原料炭も確認されており開発が進んでいる。近年、Papua 州においても石炭の開発が行われ

ている。 
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表2.2.1 インドネシアの地域別石炭資源量・埋蔵量 

 

出典：Indonesian Coal Book 2011-2012 

 

2 . 2 . 2  石炭生産量 

インドネシアの石炭生産形態は大きく 4 つのグループに分かれる。すなわち、①国有石炭

会社(PTBA)、②石炭事情契約社(CCoW: Coal Contract of Work : コントラクタ)、③採掘権保有

社(Mining Authorization : KP)、協同組合(Cooperative Unit : KUD)である。コントラクタは外国

資本を積極的に受け入れるインドネシア政府の石炭開発政策の結果生まれた生産グループで

あり、現在の急激なインドネシア石炭生産量の増加はこれらコントラクトに負うところが大

きい。PTBA は南スマトラ州のタンジュンエニムに大規模露天炭鉱を、西スマトラ州オンビ

リン炭鉱に坑内採掘炭鉱を有する。KP 炭鉱は主にインドネシア国内資本の炭鉱である。KUD

は小規模炭鉱に留まっている。新鉱物石炭法が 2009 年 1 月に公布されたことで、これまでの

生産形態は全面廃止され新しい生産形態へと移行したが、従来から存在する CCoW はそのま

まの契約が継続されている。 

新法案では、鉱業区域（WP）が設定され、この中に鉱業事業区域（WUP）、市民鉱業区域

（WPR）、特別鉱業区域（WUPK）の 3 区域が設定された。さらにこれとは別に IUP が新設

され、国有企業、地方公営企業、民間企業、協同組合、個人を対象に鉱業の実施許可が発行

Hypothetical Inferred Indicated Measured Total Probable Proven Total

Nanggroe 5,057.00 5,469.00 3,560.00 4,864.00 18,950.00 0 0 0

N.Sumatra 0 7 0 19.97 26.97 0 0 0

Riau 12.79 467.89 6.04 1,280.82 1,767.54 1,354.76 585.61 1,940.37

W.Sumatra 24.95 475.94 42.72 188.55 732.16 0.68 36.07 36.75

Jambi 190.84 1,508.66 243 173.2 2,115.70 0 9 9

Bengkulu 15.15 113.09 8.11 62.3 198.65 0 21.12 21.12

S.Sumatra 19,909.99 10,970.04 10,321.10 5,883.94 47,085.07 9,289.01 253 9,542.01

Lunpung 0 106.95 0 0 106.95 0 0 0

Total 25,210.72 19,118.57 14,180.97 12,472.78 70,983.04 10,644.45 904.8 11,549.25

W.Kalimantan 42.12 468.95 3.39 2.58 517.04 0 0 0

C.Kalimantan 197.58 951.86 17.33 471.89 1,638.66 10.14 64.14 74.28

S.Kalimantan 0 5,525.16 362.59 6,377.81 12,265.56 1,806.56 1,797.80 3,604.36

E.Kalimantan 14,396.27 11,068.56 4,755.42 7,684.72 37,904.97 3,141.20 2,762.63 5,903.83

Total 14,635.97 18,014.53 5,138.73 14,537.00 52,326.23 4,957.90 4,624.57 9,582.47

Banten 5.47 5.75 0 2.09 13.31 0 0 0

C.Jawa 0 0.82 0 0 0.82 0 0 0

E.Jawa 0 0.08 0 0 0.08 0 0 0

Total 5.47 6.65 0 2.09 14.21 0 0 0

S.Sulawesi 0 144.94 33.09 53.09 231.12 0.06 0.06 0.12

C.Sulawesi 0 1.98 0 0 1.98 0 0 0

Maluku 2.13 0 0 0 2.13 0 0 0

W.Papua 93.59 32.82 0 0 126.41 0 0 0

Papua 0 2.16 0 0 2.16 0 0 0

Total 95.72 181.9 33.09 53.09 363.8 0.06 0.06 0.12

39,947.88 37,321.65 19,352.79 27,064.96 123,687.28 15,602.41 5,529.43 21,131.84

East Indonesia

Total

Area
Resources(million ton) Reserves(Million ton)

Sumatora

Kalimantan

Jawa
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されることになった。ライセンスの決定には入札が適用され認可の透明性が図られることに

なる。 

生産形態別石炭生産実績を表2.2-2に、インドネシアの石炭生産量の推移を表2.2-3に示す。

2011 年の石炭生産量は、3 億 5,300 万トン以上にまで達し、2010 年の 1.28 倍に及んだ。イン

ドネシアでの石炭生産は CCoW の第 1 世代の炭鉱に負うところが大きく、2011 年実績で 1 千

万トンを超える炭鉱としては Adaro 炭鉱（4,300 万トン）、KPC 炭鉱（4,000 万トン）、Kideco Jaya 

Agung(3,100万トン）、Berau炭鉱（1,900万トン）、Artumin炭鉱（2,000万トン）、Indominco Mandiri

炭鉱（1,470 万トン）の 6 炭鉱が挙げられる。 

現在石炭生産は大型重機による露天採掘が主流であるが、オンビリン炭鉱、AIC 炭鉱、ク

スマ・ラヤ・ウタマ炭鉱では坑内採掘が行われている。FBS 炭鉱は坑内で使用する木材の調

達が困難になり坑内掘りを中止した。また、サツイ炭鉱(アルトミン社)、グヌンバヤン炭鉱で

は坑内展開のための斜坑掘進が露天採掘後のハイウォールから試みられたり、インドミン

コ・マンディリ炭鉱でも斜坑掘進、その後の坑内展開が行われたが、現在はいずれも中止し

ている。露天採掘での剥土比の増大、及び森林破壊など環境問題が露呈しつつあり、インド

ネシア政府は坑内採掘を奨励している。 

 

表2.2.2 生産形態別石炭生産実績(千トン) 

会社形態 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 

PTBA 10,027 8,707 8,607 9,292 8,555 10,099 10,830 11,920 12,390 

コントラクタ 96,300 113,171 145,992 164,713 171,541 177,770 197,569 218,190 245,240 

KP+KUD 7,951 8,443 10,994 22,533 36,805 52,363 48,097 45,050 95,640 

計 114,278 130,321 165,593 196,538 216,901 240,232 256,496 275,160 353,270 

出典：Ministry of Energy and Mineral Resources、2010、2011 年は Indonesian Coal Book 

2012/2013 

 

表2.2.3 石炭生産量の推移(百万トン) 

項目 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 

生産量 212.47 235.21 257.74 275.74 353.27 

国内向 62.84 80.15 72.89 72.89 79.56 

輸出向 158.77 160.49 191.37 191.37 272.67 

出典：Indonesian Coal Book 2012/2013 

 

2 . 2 . 3  国内需要と輸出量 

インドネシアの国内石炭需要は過去 5年間で着実に伸びて、2005年の 4,547万トンから 2011

年の 7,956 万トンまで増加している。国内石炭は発電、セメント、冶金、その他産業の 4 分
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野で消費されている(表 2.2-4 参照)。 

発電分野では現在、国内石炭消費量の約 60%を占めており、インドネシアの国有会社であ

る PLN の第一次クラッシュプログラムによる 10,000MW の石炭火力発電所増設計画が 2014

年までに完了すると、今後さらに増加すると予測されている。 

セメント分野では、クリンカを製造するキルン操業において、石炭を主要燃料として用い

ている。一般的には 1 トンのセメントを製造するために必要な石炭は、乾燥状態で 100kg、

湿潤で 350kg と言われている。セメント産業では 2011 年に約 6.2 百万 t の石炭を消費してい

るが、インドネシアの急速な経済成長により、2012 年には 2011 年を 17.7%上回ることが予測

され、また今後増加し続けることが予測されている。 

製紙パルプ業と繊維産業では石炭を循環流動床の一次燃料として用いている。これらの産

業では 2011 年に約 2 百万トンの石炭を消費している。 

 

表2.2.4 石炭消費量の推移(百万トン) 

業種 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 

発電 30.92  32.48  33.18  34.41  41.90  

セメント 5.25  6.84  5.58  4.98  6.20  

冶金 0.57  0.95  1.10  6.31  8.86  

その他産業 8.73  13.20  16.44  24.43  22.60  

合計 45.47  53.47  56.30  70.13  79.56  

出典：Indonesian Coal Book 2012/2013 

 

インドネシアの石炭輸出量実績を表 2.2-5 に示す。現在インドネシアは世界 大の石炭輸出

国であり、2011 年には 2 億 7,200 万トンをインドや中国を中心に輸出している。アジア各国

にとってインドネシアの石炭資源は、地理的に、また能力的に優れており、インドネシアの

一般炭の需要が現在急速に伸びている。 

 

表2.2.5 石炭輸出量実績(百万トン) 

輸出先 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 

アジア 109.40  112.44  139.97  159.96  258.46  

ヨーロッパ 17.01  18.67  13.26  10.60  10.38  

アメリカ 4.60  3.86  3.31  2.35  1.10  

その他 5.22  25.52  34.83  0.20  2.73  

合計 136.24  160.49  191.37  173.11  272.67  

出典：Indonesian Coal Book 2012/2013 
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2 . 2 . 4  石炭生産量の見通し 

現在インドネシアにおける石炭の国内消費量の約 6 割は発電用に使用されている。電力の

割合は年々上昇すると予測されている。電力を中心に国内経済成長に伴い石炭消費は伸びる

が、新鉱物石炭法により国内供給優先の政策をとっているため、今後石炭生産量は伸びるも

のの、輸出量だけをみると漸減するとみられている。輸出先では 2008 年度までは日本が輸出

先のトップであったが、2010 年度では中国がトップとなり、また 2011 年度ではインドが第 2

位に躍進している。韓国も積極的にインドネシア炭を導入しているものの、中国、インドの

増加がはるかに大きい現状である。 

 

 
出典：Indonesian Coal Book 2012/2013 

図2.2.1 石炭生産量の見通し 

 

2 . 3  石炭高付加価値化に関する動向 

2 . 3 . 1  石炭火力発電 

図 2.3.1 は 2011 年現在と 2020 年の電力需要予測を示しているが、インドネシア全体で 9%/

年の増加が見込まれており、これは 6～7％の経済成長率に該当する。経済活動の中心である

ジャワ－バリ地域で 大の電力需要が見込まれていることから、今後この地域での大規模な

発電所の建設が計画されている。また、スマトラ地域も経済発展が見込まれており、2016 年

以降、スマトラ島とジャワ島を結ぶ海底ケーブルが敷設される計画がある。このためスマト

ラ地域での大型の発電所が計画されている。増大する電力への対応としては、電源多様化政

策として新・再生エネルギーの利用を高めることとしているが、資源量が石炭に比べて少な

いこと、開発コストが高く立地上の問題等があり、当面は石炭火力発電が主体となる。図 2.3-2

に示したように、2011 年の電力のエネルギー源は石油 19%、ガス 26%、石炭 46%、新・再生

エネルギー9%だったが、電源開発計画に基づいて老巧化した石油火力発電所を停止し石炭火

力を新設する進めることにより、2019 年には石油は 3%と減少し石炭が 58%に増加する。 
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図2.3.1 インドネシアの 2011 年～2020 年の電力需要 

 

 

図2.3.2 インドネシアの電力のエネルギー源構成 

 

このように急増する電力需給の改善を図ると同時に、石炭火力発電や再生可能エネルギー

による非石油燃料発電所の開発を加速するため、クラッシュプログラムが導入された。クラ

ッシュプログラムは第 1 次および第 2 次の 2 つの計画から成っている。第 1 次クラッシュプ

ログラムは 2006 年に計画が発表されたが、電源は全て石炭火力発電となっており、開発規模

は 10,000M である。当初 2009 年までの開発計画であったが、計画の遅れもあり現在 2014 年
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までの計画に変更され、現在も建設が継続されている。 

第 1 次クラッシュプログラムに引き続き、第 2 次クラッシュプログラムが策定された。電

源開発規模は第 1 次クラッシュプログラムと同様に 10,000MW であるが、再生可能エネルギ

ーの導入に重点を置くこととし、地熱や水力の開発を進めることとなっている。しかし、石

炭火力発電も発電コストや開発規模の面から重要な電源であることから、石炭火力発電も第

2 次クラッシュプログラム全体の 34%を占めている。表 2.3-1 に両者の比較を示した。 

第 1 次クラッシュプログラムでは、2009 年までに 10,000MW の石炭火力発電所を新設する

計画であったが、資金調達の遅れ等もあり計画が遅れていることから、2014 年まで延長され

ている。 

現在の開発状況を表 2.3-2 に示す。 

 

表2.3.1 第1次クラッシュプログラムと第2次クラッシュプログラムの比較 

 第 1 次クラッシュプログラム 第 2 次クラッシュプログラム 

開発計画年 2006-2009 (2014) 2010-2014 (2019) 

開発方式 PLN 100% PLN 37.6% 

IPP  62.4% 

電源開発量 約 10,000MW 

(内訳) ジャワ・バリ      7,490MW 

ジャワ・バリ以外  2,445MW 

10,153MW(9,522MW) 

(内訳）ジャワ・バリ     4,515MW 

ジャワ・バリ以外   5,007MW 

背景（目的） ・緊急電源開発（ジャワ・バリ中心） 

・脱石油政策 

・緊急電源開発 

・電源の多様化 

・再生可能エネルギーの導入 

電源種別 石炭 100% 再生可能エネルギー：66.3％ 

内訳 地熱 48.7%、水力 17.5% 

化石燃料：33.7%   

 内訳 石炭 31%、ガス 2.8%  

法的根拠 大統領令(No.71 /2006) 

        (No.59/2009)  

大統領令（No.4/2010） 

エネ鉱物資源大臣令(No.2/2010) 

エネ鉱物資源大臣令(No.15/2010)で見直し 

開発所要資金 電源：80 億 US$ 電源  ：160 億 US$ 

送電設備： 4 億 US$ 
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表2.3.2 第1次クラッシュプログラム*の状況 

発電所（地名） MW 運開年 発電所（地名） MW 運開年 

Banten 2 (Labuhan) 2x315 2009-2010 Sumbar (Teluk Sirih) 2x112 2012-2013 

Jabar Utara (Indramayu) 3x300 2011 Lampung (Tarahan Baru) 2x100 2012 

Banten 1 (Suralaya No.8) 1x625 2011 Kalbar 1(Pant Baru) 2x50 2012 

Banten 3 (Lontar) 3x315 2011-2012 Kaltim (Kariangau) 2x100 2013-2014 

Jabar Selatan (Pelabuhanb Ratu) 3x350 2012-2013 Kalteng (Pulang Pisau) 2x60 2012-2013 

Jateng 1 (Rembang) 2x315 2011 Kalsel (Asam-Asam) 2x65 2011 

Jateng 2 (PLTU Adipala) 1x600 2014 Sulut 2 (Amurang) 2x25 2011 

Jatim 1 (Pacitan) 2x315 2012 Gorontalo  2x25 2012-2013 

Jatim 2 (Paiton No.9) 1x660 2012 Maluku Utara (Tidore) 2x7 2012 

Jatim 3 (Tanjung Awar-awar) 2x300 2013 Papua 2 (Jayapura) 2x10 2012 

NAD** (Meulaboh) 2x110 2012 Papua 1 (Timaka) 2x7 Cancel 

Sumut 2 (Pangkalan Susu) 2x220 2012 Maluku (Ambob) 2x15 2012-2013 

Riau 1 (Bengkalis) 2x10 2012 Sultra (Kendari) 2x10 2011-2012 

Tenayan di Riau 2x110 2014 Sulsei (Barru) 2x50 2012 

Kepri (Tanjung Balai) 2x7 2011 NTT** 1 (Ende) 2x7 2012 

Babel 4 (Belitung) 2x16.5 2012 NTT** 2 (Kupang) 2x15 2012 

Babel 3 (Air Anyer) 2x30 2010-2011 NTB** 1 (Bima) 2x10 2012 

Riau 2 (Selat Panjang) 2x5 Cancel Sulut 1  2x25 2014 

Kalbar 2 (Pantai Kura-Kura) 2x27.5 2012-2013 Kalteng 2  2x7 Batai 

*第１次クラッシュプログラムの発電所は全て石炭火力発電所 

**NAD: Nanggroe Aceh Darussalam, NTT: Nusa Tenggara Timur, NTB: Nusa Tenggara Barat 

 

石炭火力発電を主体とするクラッシュプログラムの推進によって新設された石炭火力発電

所の増加により、2011 年以降の電力における石炭消費量は図 2.3-3 のように 2011 年の 4200

万トンから 10 年後の 2020 年には 1 億 2500 万トンに増加すると予測されている。また、イン

ドネシアは低品位炭資源が豊富で高品位炭はほとんどが輸出され、国内での低品位炭利用が

優先されることから、インドネシアの石炭火力発電所では図 2.3-4 に示したように、

5100kcal/kg 以下の低品位炭を使用する計画となっている。 

今後、増加する新設石炭火力発電所でも低品位炭が大量に消費されるため、この低品位炭

を確保するために石炭政策として国内供給義務や高付加価値向上策等が取り入れられている。

このため、前述のように、石炭輸出は伸びず減少傾向となる。また、高付加価値向上策が制

定された場合、低品位炭の輸出が制限されることから、低品位炭の開発、生産が予測通り進

展しない可能性もあり得る。 
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図2.3.3 電力における石炭消費量予測 

 

 

図2.3.4 2011 年の電力における炭種別使用量 

 

2 . 3 . 2  石炭灰利用 

インドネシアの石炭火力発電所から発生する石炭灰の有効利用に関しては、未発達である。

石炭灰は Hazardous Waste とみなされており、取扱いが困難である。前述したようにインドネ

シアでは現在電力が不足しており、今後毎年 2,000-5,000MW の電力の建設が見込まれている。
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2010 年に政府より示された計画では、石炭火力発電所建設は PLN が 1,882MW で IPP が

1,221MW であった。合計 3,103MW に達する。 

これらの石炭火力発電所には鉱山の山元発電や低品位炭発電が含まれており、ここから発

生する石炭灰に対する対応策は明示されていない。 

インドネシアのセメントの種類は、米国の種類と同様で、TypeⅠから TypeⅤまでとポゾラ

ンセメント、混合セメント、メイソンリー、その他としてオイルウェル、白色セメントなど

がある。 

石炭灰は混合用として特殊用途に使用され、混合割合も 1%から 10%まで多様である。混合

されるものは未燃分も少なく、品質的には厳選されている。セメント協会では普通セメント

以外の多品種の生産状況を発表しておらず、石炭灰の利用状況を調査するは個別に各工場に

当たるしか今のところない。 

インドネシアのセメント工場の立地を以下に示す。（インドネシアセメント協会調べ） 

 

 

図2.3.5 インドネシアのセメント工場 

 

全セメント工場数は 15 工場で、ジャワ島に 6 工場、スマトラ島に 5 工場がある。カリマン

タンには 1 工場しかない。石炭灰のクリンカ原料としての利用は、発電所との距離による。

ボタの利用は炭鉱との距離による。 

インドネシアのセメント会社は 
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１． Semen Indonesia （国営） 

２． Semen Indocement （独資本 HeiderbergCement） 

３． Semen Baturaja （国営） 

４． Semen Bosowa Maros （国内資本） 

５． Semen Holcim （スイス資本） 

６． Semen Lafarge （仏資本） 

７． Semen Kupang （国内資本） 

がある。Semen Indonesia が 大で、2013 年 1 月から会社名を Semen Gresik から Indonesia

に変えた。 

インドネシアの人口は 2 億 4 千万人で、セメントの潜在需要は中国・韓国・ベトナムを考

えると 2 億 t になると想像される。現状の生産量は 4,500 万 t と日本並みである。 

世界のセメント生産が低迷している中、順調に伸びている国は南米とインドネシアである。

その中で量的に多く、伸び率が 10%台であるのはインドネシアのみで、今後の工場建設の計

画も多い。 

従って、石炭発電所、炭鉱、セメント工場の立地を同じくして、低炭素・資源循環型炭鉱

地域の建設する考えの実現性は高いと考えられる。 

 

第 3 章 石炭産業に係わる投資環境 

3 . 1  法規制 

3 . 1 . 1  主要関連法規 

(1)新投資法 

インドネシアは外資による経済発展を考えていることから、外資をうまく活用するための

外国投資法を制定している。新投資法は 2007 年に、外国投資や内国投資に関わる諸事項に

対して施行されていた個別の政令、大統領令、大臣令（各省）、投資調整庁長官令などに代わ

るものとして、従来の「外国投資法」と「内国投資法」を一本化した投資に関する統一法と

して制定された。インドネシア共和国領域の全ての産業分野への投資に対して適用される。

税制、入国管理、輸入許可などに関する投資インセンティブを定めるほか、国内投資家と外

国投資家に同等の待遇を与えること、投資に関する政策担当機関の明確化など投資に関する

基本的事項を定めている。また、投資が禁止されている事業分野及び条件付けで開放されて

いる事業分野リスト（ネガティブ・リスト）を大統領令で規定している。 

 

(2)会社法 

会社法は、会社の設立・形態、ガバナンス、組織再編、などについて定めている。インド

ネシアでは、独立後もオランダの会社法制が適用されていたが、1995 年に会社法が制定され

た。2007 年に新たな会社法が制定され、1995 年制定の会社法は廃止された。2007 年の会社

法では、取締役やコミサリスの責任などコーポレートガバナンスに関する規定の改正のほか、



 

29 

 

株式譲渡に伴う支配権の移転や会社分割などの組織再編に関する規定も改定されている。ま

た、天然資源に関する事業を営む会社については、環境および社会に関する責任も新たに課

されることになった。 

 

(3)土地基本法 

土地は 60 年政令第 5 号「土地基本法」によって管理されていたが、97 年 7 月 8 日付政令

第 24 号で土地権利確定手続の簡素化が図られた。土地基本法の規定により、インドネシア全

国土の 高管理権は国家に属している。従って、個人や企業は土地の権利を国の許可を取得

した上で保有する形態をとっている。土地に関して取得できる権利のうち、 (1)所有権（HM）、

(2)事業権（HGU）、(3)建築権（HGB）、(4)利用権（HP）、(5)開墾権（HMT）、(6)森林産出物採

取権（HMHH）、(7)賃借権（HS）、(8)小作権（HUBH）、(9)土地質権（HG）、(10)滞在権（HM）、

(11)農地賃借権（HSTB）の 11 種類あり、(1)〜(6)は国の許可が必要だが、(7)〜(11)は当事者

間のみで権利の移転・取得が可能である。土地所有権は、インドネシア国民のみに認められ

る。外国企業はその他の権利を得たうえで、特定の土地において操業することができる。 

 

(4)労働に関する法律（2003 年制定） 

インドネシアの労働関係法令で骨子となる法律は、「労働に関するインドネシア共和国法律

2003 年第 13 号」で、この法律はインドネシア人労働者・外国人労働者ともに適用となる。

インドネシアでは、1990 年代後半から労働関連法の整備が進められており、1997 年に改正

労働法が制定された。しかし、労使双方からの反対の声により施行が凍結され、2002 年に廃

止された。これに代わる法律として 2003 年に同法が制定された。労働に関する法律は、就

業規定、年少労働者の保護、労働時間･休暇、賃金、時間外労働、解雇補償金などについて定

めている。 

 

(5)土地収用法 

この法律は、公共目的での土地収用手続きおよび収用に際しての地権者への補償について

定めている。手続き等の詳細については、今後制定される施行規則に委ねられている。 

 

3 . 1 . 2  投資形態 

(1)進出形態 

外国企業がインドネシアへ投資する事業形態としては、①駐在員事務所の設立、②現地法

人の設立、の２つに限られる。金融機関などの一部業種を除き、支店での進出は認められて

いない。また、営業活動や投資優遇措置が限定されるため、駐在員事務所による設立は少な

く、外資企業による進出のほとんどは現地法人の設立である。内資 100％の場合でない限り、

現地法人は、外国投資企業（PMA：Penanaman Modal Asing）に分類され、株式会社（PT.）で

あることが条件付けられる。 
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(2)インドネシアの会社形態 

インドネシアの会社の形態は、①出資者すべてが出資した金額を限度とした有限責任を負

う会社（株式会社、Perseroan Terbatas：PT.）、②出資した金額を限度とした有限責任を負う出

資者と無限責任を負う出資者から構成される会社（Perseroan Komanditer、合資会社）、③無限

責任を負う出資者だけから構成される会社（Perseroan Firma、合名会社）の 3 つに分かれる。 

 

3 . 1 . 3  用地取得 

(1)土地利用の概要 

土地所有権は、インドネシア国民のみに認められる。外国企業はその他の権利を得たうえ

で、特定の土地において操業することができる。 

外国人投資家にとって重要な権利として、国内投資家と同様に事業者権（HGU：Hak Guna 

Usaha）、建設権（HGB：Hak Guna Bangunan）、利用権（HP：Hak Pakai）の 3 つがある。これ

ら権利は特定の方法での土地の使用を認めるものである。その違いは、主に有効期間、利用

の性格、抵当方法（資産または担保としての利用に関する）、権利所有の証明方式の違いにあ

る。インドネシアの土地法制は、慣習法（adat）と法令が交錯する複雑な分野であり、また土

地の登記がなされておらず権利関係が不明確な土地も多い。不動産に関する権利を取得する

前には慎重な検討が必要である。 

 

(2)事業者権 

事業者権は、プランテーションや漁業、牧畜を含む農業目的で国有地を使用する権利であ

る。この権利の期間は法律で 大 35 年まで認められているが、土地の使用管理が適切に行わ

れている場合は 大 25 年延長することが可能である。当該延長期間満了時には、さらに

大 35 年間延長することができる。この権利はインドネシア人、または PMA 企業を含めたイ

ンドネシア内の法人に与えられ、政府の認可を受けて抵当に入れることや他人に譲渡するこ

とができる。譲渡に際しては、譲渡証書を公証人の下で作成した上、さらに土地管理局に登

記を行う必要がある。 

 

(3)建設権 

建設権は、土地の上に建物を建てて所有する権利である。この権利は、インドネシア人ま

たはインドネシア内の PMA 企業を含めた法人に対して 大 30 年間与えられ、 大で 20 年

延長することができる。当該延長期間満了時には、さらに 大 30 年間延長することができる。

また、抵当に入れることや他人に譲渡することもできる。譲渡に際しては、譲渡証書を公証

人の下で作成した上、さらに土地管理局に登記を行う必要がある。この権利は、工業団地の

賃借人に対しても適用されており、通常は認可されている。 
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(4)利用権 

地上利用権は、特定の目的のために土地を利用する権利で、25 年の期限で与えられる。た

だし、当該の土地が特定の（通常の）目的に使用されている限り、 大 20 年の延長が可能

である。当該延長期間満了時には、さらに 大 25 年間延長することができる。この権利は、

抵当に入れることもできる。さらに、政府の認可を得て他人に譲渡することもできる。譲渡

に際しては、譲渡証書を公証人の下で作成した上、さらに土地管理局に登記を行う必要があ

る。他人が所有権を有する土地上に利用権が設定されている場合、利用権の譲渡の前に土地

所有者の承諾を取得しなければならない。 

 

3 . 1 . 4  知的財産権 

インドネシアは、工業所有権の国際的保護を目的とするパリ条約や、複数の国々での特許

取得簡素化を図る特許協力条約（PCT）、知的所有権の貿易関連協定（TRIPS 協定）等の国際

条約を批准し、特許や商標など知的財産権の保護に取り組んでいる。インドネシアの知的財

産権の所管は法務･人権省 知的財産総局である。ただし、植物新品種に関する知的財産権に

ついては、農業省植物品種保護センターが所管している。インドネシアの現行の知的財産権

関連の法律と対象は以下の通りである。 

 

(1)2005 年 1 月 4 日付け政令第 1 号 

工業デザイン権の登録手順について規定。当該工業デザインのサンプル、図面、写真、説

明を添付して法務人権省知的財産権総局へ申請（有料）。申請審査、公告、実物検査（公告で

異議が申し立てられた場合）を経て、工業デザイン証明の発行を受ける。新規性が認められ

ないデザイン、法規や公共秩序、宗教・道徳に反するようなデザインには工業デザイン権は

認められない。工業デザイン権者の登録内容の変更や工業デザイン権の譲渡・移転について

も総局へ申請する。 

 

(2)2005 年 1 月 4 日付け政令第 2 号 

特許や商標、工業デザイン権、著作権等の登録申請代理人となる知的所有権コンサルタン

トについての規定。知的所有権コンサルタントは法務・人権省知的所有権総局への知的所有

権の申請およびその手続きサービスを供与する者で、同総局指名の高等教育機関が開く知的

所有権コンサルタント・トレーニングを終了し、同総局に登録・任命される必要がある。任

命後も 5 年ごとに総局の評価が行われ、手がけた申請業務が年 10 件を下回るなどすると登録

は取り消されるとされた。 

 

(3)2005 年 5 月 19 日付け政令第 20 号 

政府は、2005 年 5 月 19 日付け政令第 20 号にて、政府が資金支援した調査・開発により得

られた知的財産技術や調査・開発成果の所有、調査開発機関の権利、技術移転の方式やメカ
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ニズムなどについて定めた。 

 

インドネシアでは知的財産権の各種登録についての法整備が遅れているのが現状で、各種

権利の登録自体も遅れている。法整備が進み、知的財産権の認知度、理解が高まるよう期待

される。 

 

3 . 2  外資に対する規制 

3 . 2 . 1  外資参入規制 

大統領令 2010 年第 36 号により、外資の参入が禁止される分野および外資の参入が規制さ

れる分野が規定されている。インドネシアへの投資を検討するにあたっては、予定する業種

が規制対象に該当していないか、該当する場合にはどのような規制の対象となるかを確認す

る必要がある。以下に、規制対象となる主な事業分野と規制内容の概要を紹介する。 

 

(1)外資の参入が禁止される分野 

外資の参入が規制される分野は、(a)投資が閉鎖されている事業分野、(b)外資の参入が禁止

される分野に分かれる。 

 

(a)投資が閉鎖されている事業分野 

人体や環境を害する恐れのある分野をはじめとして、表 3.2-1 に示した分野が規定されてい

る。ただし、研究開発など非営利の場合には、所管する機関の承認を得ることで参入が可能

となる場合がある。 

 

表3.2.1 外資・内資に拘らず投資が不可能な分野の概要 

分野 主な対象 

農業 大麻の栽培 

林業 ワシントン条約で指定された魚類の捕獲、珊瑚の建設資材向け利用/採取等 

製造業 
アルコール飲料（蒸留酒、ワイン、麦芽入り飲料類）、環境破壊物質（ハロン等）、化学兵器禁
止条約で指定された物質（サリン等）の製造 

運輸 陸上ターミナルや重量検査の設置と運営、車両検査の実施、航空管制業務等 

情報通信 無線周波数および衛星軌道監視基地の運営管理 

文化・観光 公共博物館、古代遺産（寺院、城郭、碑文、遺跡、古代建築物など）、賭博/カジノ等 

出典：「大統領規定 2010 年 36 号」 
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(b)外資の参入が禁止される分野 

さらに以下に大別される。 

・内資の中小企業や協同組合のために留保されている分野(表 3.2-2) 

・内資 100％が要求される、およびそれに加えて特別な許可を要する分野(表 3.2-3) 

 

表3.2.2 内資の零細中小企業や協同組合のために留保されている分野 

分野 主な対象 

農業 

米・トウモロコシ・大豆等基本食用作物の 25ha 以下の栽培、サトウキビ等の甘味植物・タ
バコ・綿花・ゴム等の作物の 25ha 未満の栽培、畜産業（125 匹以下の豚の飼育、鶏の飼育と
交雑）、特定生産能力未満のプランテーション産物の加工業（食用油、ヤシ繊維、ナタデコ
コ、ココナツ油、コーヒーやカカオの皮むき等）等 

林業 
野生動植物の捕獲と流通（ヘビ、ワニ等の昆虫類を除く）、シナモン等の森林のプランテー
ション事業、製材業（年間生産能力 2000 立方メートルまで）、ラタン加工一次産業等 

海洋・漁業 12 海里までの水域における 30GT 以下の漁捕船を用いた捕獲漁業 

エネルギー・ 
鉱物資源 

1MW（メガワット）以下の小規模発電 

製造業 
穀類・根菜等の加工食品産業、バティック等の伝統柄を布へプリントする産業、特定の文化
遺産や芸術的価値を有する手工芸産業（刺繍産業、ラタン・竹の編み細工産業等）、家庭用
の粘土製品（特に陶磁器）産業、二輪車の修理・メンテナンス産業等 

公共事業 
簡素な技術を利用した及び/又は低リスク及び/又は工事金額が 10 億ルピアまでの建設サー
ビス（商業・教育関連建設工事、スポーツ施設建設工事、港湾・ダム建設工事、解体工事、
エレベーター/エスカレーター設置工事、セメント工事、塗装・内装工事、清掃作業等） 

文化・観光 旅行代理店、観光ガイドサービス業等 

情報通信技術 コミュニティ放送機関（LPK）、インターネットカフェ等 

出典：「大統領規定 2010 年 36 号」 

 

表3.2.3 内資100%が要求される、およびそれに加えて特別な許可を要する分野 

分野 主な対象 必要な許可等 

農業 自然林の林産物利用事業、森林の水環境サービス利用 なし 

林業 
沖合における 100GT 以上の漁船を用いた漁業、海砂採
取等 

なし 

海洋・漁業 

民営清掃サービス、小売業（営業床面積が 1200 平方
メートル未満のスーパーマーケット、営業床面積が
200 平方未満の百貨店、コンビニエンスストア等）、代
理店業、農業機械レンタル、オフィス機器レンタル等

なし 

アルコール飲料の輸入・卸売・小売業等 
商業許可（SIUP）、アルコール商業許
可（SIUP-MB）を有し、流通網と特
別な場所を確保していることが必要

文化・観光 映画製作、配給、上演等 なし 

運輸 路線バス、村落輸送等 なし 

情報通信技術 通信塔の供給、管理、民営放送機関、報道会社等 なし 

銀行 庶民信用銀行、シャリア商業銀行、両替商等 なし 

労働・移住 海外でのインドネシア人労働者候補の採用、研修等 なし 

保健 
伝統薬産業、薬品及びその原料の大規模販売、薬局、
民間の助産院、個人開業医等 

なし 

国防 武器、爆薬等戦争用装備産業 国防省からの推薦状が必要 

出典：「大統領規定 2010 年 36 号」 
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(2)条件付きで外資が参入可能な分野 

条件付きで外資が参入可能な分野は、以下のように分けられる。 

・内資とのパートナーシップが義務付けられるもの(表 3.2-4) 

・外資の比率が制限されるもの(表 3.2-5) 

・別な許可を要するもの、およびそれに加えて外資比率も制限されるもの（表 3.2-6） 

・地域が制限されるもの、およびそれに加えて外資比率も制限されるもの(表 3.2-7) 

 

表3.2.4 内資とのパートナーシップが義務付けられる分野 

分野 主な対象 

林業 ラタン（藤）事業、竹事業、養蜂業等 

海洋、漁業 魚の養殖業（海水、汽水、淡水）、水産物加工業、水産物販売・流通業等 

エネルギー・ 
鉱物資源 

発電容量 1-10MW の小規模発電所 

製造業 
タバコ加工業、バティック染め、ラタン（藤）加工業、石灰・セメント業、各種部品（釘、
ナット、ボルト等）製造業等 

情報通信技術 
電話のコンテンツサービス（リングトーン、プレミアム SMS など）、コールセンター等の電
話付加価値サービス業 

（注）パートナーシップの場合出資上限は 95%となる 

出典：「大統領規定 2010 年 36 号」 

 

表3.2.5 外資の比率が制限される分野 

分野 主な対象 
外資比率 
上限 

林業 

狩猟区域での狩猟事業、野生植物繁殖等 49％ 

森林地域内でのエコツーリズム施設、活動、サービス事業の形態によるネイ
チャーツーリズム事業 

51％ 

エネルギー・ 
鉱物資源 

地熱施設操業・メンテナンスサービス 90％ 

地熱掘削、地熱発電、石油・ガス堀削サービス、送配電等 95％ 

製造業 車両メンテナンス・修理 49％ 

公共事業 

飲料水事業、高速道路事業 95％ 

高度な技術を利用した及び/又は高いリスク及び/又は工事金額が 10 億ルピア
超の建設サービス（商業建物、教育施設、ホテル、公共娯楽建物、線路・滑
走路建設作業、橋・高架道路・トンネル・地下道建設作業、通信網・送電線
工事等） 

67％ 

建設ビジネス/コンサルティングサービス（設計コンサルティング、設計デザ
イン、都市計画、景観設計、物理的性質の試験・分析） 

55％ 

商業 事業パートナーが開発した市場網を通じた直接販売 95％ 

文化・観光 

アートギャラリー 67％ 

映画技術サービス（撮影/フィルム加工/吹替） 49％ 

保護地域外のネイチャーツーリズム 51％ 

運輸 
貨物輸送（コンテナ、一般、危険貨物、特別貨物、重機）、海運、河川輸送、
国内連絡輸送、空港サービス、航空積荷サービス、空運サポートサービス等 

49％ 

情報通信技術 

固定通信網事業、インターネットサービスプロバイダー事業等 49％ 

特定固定通信網事業、移動網事業（携帯・衛星）、公共用電話回線インターネ
ットサービス等 

65％ 
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データ通信システムサービス 95％ 

金融 
リース業、リース以外のファイナンス事業（消費者金融等） 85％ 

ベンチャーキャピタル、損害保険、生命保険、再保険、保険代理店等 80％ 

労働・移住 国内におけるインドネシア人労働者雇用サービス、職業訓練サービス等 49％ 

教育 非公式教育サービス（民間コンピュータ教育、民間語学教育） 49％ 

保健 

製薬業 75％ 

経営コンサルティング、保健サポートサービス 67％ 

保健危機メンテナンス・修理、針灸サービス等 49％ 

出典：「大統領規定 2010 年 36 号」 

 

表3.2.6 特別な許可を要する分野、およびそれに加えて外資の比率も制限される分野 

分野 主な対象 必要な許可等 
外資 
比率上限 

農業 

農業遺伝資源の活用、遺伝子組換生物の活
用 

農業大臣からの推薦状 49％ 

基本食用作物（米、トウモロコシ、大豆等）
の栽培 

農業大臣からの推薦状 49％ 

その他の食用作物の育苗 農業大臣からの推薦状 95％ 

林業 
自然の生息地からの爬虫類の捕獲と流通
（ヘビ、オオトカゲ、カメ、スッポン、ワ
ニ）、ベニヤ産業、合板産業等 

林業大臣からの推薦状 なし 

海洋・漁業 自然の珊瑚の水族館用の利用 海洋・水産大臣からの推薦状 なし 

エネルギー・ 
鉱物資源 

放射性鉱物鉱業 BATAN（原子力庁）からの推薦状 なし 

製造業 

タバコ産業の事業拡張等 工業省からの推薦状 なし 

現金、切手、印紙、有価証券、旅券、住民
書類、ホノグラムなどの特別印刷物/証券書
類産業及び特殊インク産業 

1） 偽札撲滅調整庁（BOTASUPAL）/
国家諜報庁（BIN）からの営業許可 
2） 工業省からの推薦状 

なし 

クラムラバー産業 農業省からの原材料供給推薦状 なし 

黒船溶解産業（使い古したバッテリーの原
料を利用する場合） 

環境省と工業省からの推薦状 なし 

製造業 精糖産業 

1） 新規精糖工場設立または拡張の
場合は、法規に基づき自社所有のサト
ウキビ畑を事前に開発のこと 
2） 日産能力 8,000 トン超の新規精糖
工場を設立の事 

95％ 

労働・移住 
移住地域における農業（食用植物、園芸植
物、プランテーション、畜産）、漁業活動

労働・移住大臣からの移住実施許可 なし 

保健 麻薬製造業 保健大臣からの特別許可 なし 

国防 起爆剤用の硝酸アンモニウム産業 国防省からの推薦状 49％ 

警備 
警備コンサルティング・人材提供サービ
ス、現金・貴重品運搬警備サービス、警備
研修サービス等 

国家警察本部からの営業許可 49％ 

出典：「大統領規定 2010 年 36 号」 
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表3.2.7 地域が制限される分野、およびそれに加えて外資の比率も制限される分野 

分野 主な対象 対象地域 外資比率の上限 

農業 豚の繁殖と養殖（125 匹超） 

その営業が地方条例に反しない地
域 

なし 

文化・観光 

1・2 つ星ホテル 51％ 

簡易ホテル 51％ 

レストラン 51％ 

食事サービス/ケータリング 51％ 

旅行代理店（国外向けツアーオペレ
ーター） 

49％ 
（零細中小企業・協
同組合とパートナー
シップの場合には
51％） 

レクリエーション・娯楽業 
（プール、天然浴場、釣堀、ボーリ
ング、ビリヤード、ディスコ、マッ
サージ、サウナ等） 

 

ゴルフ  

バー/カフェ/カラオケ  

保健 看護サービス メダン・スラバヤ 51％ 

出典：「大統領規定 2010 年 36 号」 

 

3 . 2 . 2  その他 

(1)現地資金調達規則 

特定の条件を満たしていない一般の外資系企業には、国立銀行からの借り入れが認められ

ていない。加えて金利は、通貨危機以前は 20％前後の水準で推移していたが、通貨危機以降

急上昇し、98 年には一時期 70％前後に達したが、99 年後半より徐々に低下し、2011 年 9 月

時点で 10％前後の水準になっている。低利の輸出金融制度は GATT 協定に基づき 90 年 1 月

に廃止された。 

 

(2)政府調達 

政府の物資／サービス調達の実施指針（2010 年 8 月 6 日付け大統領令第 54 号で改定 ）。  

政府調達の評価手順や一般計画、自己調達・サプライヤーを通じた調達・国産品/サービス

の利用のそれぞれの場合の手順、小規模事業の参加、政府調達への外国企業の参加、環境へ

の配慮、電子調達の手順、管理・監督・苦情受付・罰則、調達期間における人的資源の開発、

などについて定めなおしてある。特に外国企業が参加できる政府調達案件は 1 千億ルピア超

の建設工事調達、200 億ルピア超の物品/サービス調達、1 千億ルピア超のコンサルティング

サービス調達に限定される上、パートナーシップ、サブコン、その他の形式での国内企業と

の協力が義務付けられる。 

 

(3)官民によるインフラ整備 

大統領府は、2005 年 11 月 9 日付け第 67 号大統領令（2010 年 1 月 28 日付け大統領令第 13
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号にて改正）にて、インフラ開発事業における政府と民間を含む事業体との協力について定

めた。 政府と事業体とのインフラ整備協力は、大臣/国家機関の長/地方首長が選定したプロ

ジェクトについて、政府と事業体との間で協力契約を結ぶか、あるいは大臣/国家機関の長/

地方首長が事業体へ事業許可を供与する形で実施される。事業体の調達は、プロジェクトが

協力契約による場合は入札で、事業許可に基づく場合は事業許可の競売で調達。 また、大臣

/国家機関の長/地方首長の選定プロジェクトに挙げられていないプロジェクトについて事業

体の方から協力を提案することも可能である。これが認められた場合、一般入札を実施して

事業体を調達。提案が受け入れられた事業体には落札価格の 10％相当、あるいはその事業体

が支出したコストをカバーする補償が支給される（第 7 章 7.1.2 に詳述）。  

 

3 . 3  税制 

3 . 3 . 1  主要な税制 

インドネシアの税体系は、国税、地方税、関税および消費税に大別される。主な国税は法

人所得税、個人所得税、付加価値税、奢侈品販売税、物品税、土地建物税、土地建物取得税、

印紙税、非居住者源泉課税などで、主な地方税には自動車税、レストラン税などがある。国

税一般の徴収や申告については国税通則法で規定されており、各税目に関してはそれぞれに

法律とその細則となる政令および関連大臣令が発布されている。国税の納税方式は申告納税

制度であるが、地方税に関しては申告の必要はない。また、課税年度は通常は暦年が採用さ

れるが、事業年度が暦年と異なる場合は暦年と異なってもよい。 

 

(1)法人所得税 

法人所得税の課税対象者は、インドネシアで設立登記された法人や、外国法人でインドネ

シア国内に保有する支店や工場などの「恒久的施設」を通じて事業を行っている法人、イン

ドネシアでは事業を営まないが、同国源泉の所得を挙げている法人になる。課税対象所得は、

所定の益金、損金の総額を計算し、益金総額から損金総額を差し引いて算出する。利子所得、

配当所得、コンサルタント等のサービスへの対価、不動産賃借料などについては源泉徴収税

の対象のため、益金には算入しない。なお、これらの所得に対する納税は、原則として翌月

の 10 日までに行われなければならない。 

税務上の欠損金については翌 5 事業年度に限り繰り越すことが認められており、当該期間

の課税対象利益と相殺することができる。税率は原則 25％である。ただし、インドネシア証

券取引所（IDX）に上場し、 低 40%の株式を公開するなど、一定の条件を満たす企業につ

いては税率が 5％軽減される（25％→20％）。また、年間売上額が 500 億ルピア以下の小企業

については、売上高 48 億ルピアまでの課税所得に対しては税率が半減される。 

 

(2)付加価値税 

付加価値税（VAT：Value Added Tax）は日本の消費税に相当し、インドネシア国内におけ
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る物品の販売、サービスの提供、輸入等に対して 10％の税率で課税される。ただし、一部 VAT

が免除される物品、サービスがある。現行の付加価値税制度は 2009 年における付加価値税

法改訂（2009 年法律第 42 号）に基づいている。 

VAT の負担者は 終消費者だが、企業にその徴収と納税義務が課せられている。このため、

企業は予め税務署で被課税事業者登録を行う必要がある。VAT 納税企業は、取引ごとの税務

伝票（Tax Invoice：インドネシア語では Faktur Pajak）を用いて、販売時に受け取った VAT（ア

ウトプット VAT）と仕入れ時に支払った VAT（インプット VAT）3 との差額を積算して納税

する。インプット VAT の金額の方が多い場合は、会計年度末に還付申請を行う。実際には、

納付・申告の順に翌月の末までに月次で手続きを行う。なお、VAT 課税対象物品およびサー

ビスの年間売上額が 6 億ルピア未満の小企業は、VAT の納付を免除される。 

 

表3.3.1 課税対象の事象 

① 会社による関税地域内での課税物品の引渡し 

② 課税物品の輸入 

③ 会社による関税地域内での課税サービスの提供 

④ 関税地域外で創造された無形の課税物品(財産権)の課税地域内での使用と消費

⑤ 課税地域外で創造された課税サービスの課税地域内での使用と消費 

⑥ 課税会社による（有形・無形の）課税物品の輸出 

⑦ 課税会社による課税サービスの輸出 

出典：JCOAL 作成 

 

(3)土地建物税 

土地建物税は不動産税であり、土地または建物の所有者に毎年課税される。2009 年までは

国税に含まれていたが、2009 年の地方税法改正に従って、現在は県・市の管轄する地方税へ

と移行中の段階にある。地方政府が該当する地方条例を制定しない限りは、旧法に基づく規

定が 2013 年末まで有効とされている。下記では、その旧法規定に基づく規定を紹介する。地

方によっては既に独自の条例を制定して新たに独自の税率を設定している可能性があり、そ

の場合は現地税務署等で 新の規定の確認が必要となる。課税率は一律 0.5％。ただし、課税

対象額の所定の決定方法と非課税控除を考慮すれば、課税額は評価額（政府発表標準価格）

の 0.1％または 0.2％程度となる。 

 

(4)地方税 

地方税は州税と県・市税に分けられる。州税としては自動車税、自動車名義変更税、自動

車燃料税、表層水税、タバコ税の 5 つがあり、各州が独自にその税率を決定する。なお、タ

バコ税の規定は 2014 年から発効されるため、2013 年末までは課税されない。 

県・市税にはホテル税、レストラン税、広告税、駐車場税などのほか、国税から移管中の
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地方および都市土地建物税と、国税から移管済の土地建物権利取得税の計 11 種がある。う

ち、地方および都市土地建物税に関しては、先述のように地方政府が該当条例を制定しない

限りは旧法規定が 2013 年末まで有効である。土地建物権利取得税については、ジャカルタ

の例では NJOP または土地取得額の高い方を課税基準として、非課税控除額を差し引いた後

に 5％の税が課される。なお、課税基準に対する控除額や税率については地方政府が独自に

決定するため、各地方政府に確認を要する。 

 

3 . 3 . 2  外資に対する税制優遇措置 

インドネシアの外資に対する税務上の優遇は特定の地域を除くと関税の減免などに限られ、

外資導入に熱心な他の ASEAN 諸国に比べるとやや少ない。主な優遇制度は以下の通りであ

る。 

 

(1)新規事業･拡張事業 

政府は 2009 年 11 月 16 日付け財務大臣規則第 176 号（No.176/PMK.011/2009）にて、それ

まで 2000 年 5 月の財務大臣決定第 135 号（No.135/KMK.05/2000）に従い事業開始・拡大時の

機械・物資・原材料の輸入にかかる関税は 5％に軽減するとされてきたものを免除とした。  

インドネシア財務省は、2009年11月16日付け財務大臣規定第 176号（No.176/PMK.011 /2009）

にて投資における機械・原材料輸入にかかる関税を、軽減から免除に移行すると発表した。

2009 年 12 月 16 日より発効している。対象となっている産業は製造業に加え、観光・文化、

運輸・通信（公共輸送サービス）、公共医療サービス、鉱山、建設、テレコム、港湾等の非製

造業も含まれており、これら産業の開発・拡大のため、「国内でまだ製造されていない」、「製

造されているが必要とするスペックを満たしてない」、「製造されているが必要とする数量に

達していない」、「機械や原材料の輸入にかかる関税」を免除するものである。  

免除期間は開発・拡大いずれの場合でも免除決定から 2 年間であるが、製造業に限っては

各社が使用する機械の総価額の 30%以上について国産機械を使用する場合には 4 年間の生産

に必要な、あるいは追加生産に必要な輸入原材料の輸入税を免除決定から 4 年間にわたり免

除することができるとされている。新規事業や事業拡張（30％以上の生産能力の拡張）にか

かる設備機器･部品については、種類や組成にかかわらず輸入関税率を 5％に軽減する。また、

生産能力の 2 年分（累積生産期間。国産機械使用の企業の場合は 4 年分）の原材料･部品の

輸入関税は 5％に軽減する（実際の関税率が 5％以下の場合はその税率を適用）。 

 

(2)保税地区内の企業 

保税地区内の企業（PDKB）は、資本財、設備、原材料の輸入関税、前払い法人税、付加

価値税、奢侈品販売税が免除される。また、保税地区外から地区内へ加工のために貨物を搬

出入する場合、保税地区相互間で貨物を搬出入する場合、保税地区から地区外へ委託加工の

ために貨物を搬出入する場合についても、付加価値税は免除、または繰延べされる。 
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(3)東部地域立地企業 

インドネシア東部地域（カリマンタン島および西ヌサトゥンガラ州以東）に立地する企業

に対しては、以下の優遇措置が講じられている。 

①土地利用許可証を入手してから 8 年間にわたり土地･建物税の 50％免除。 

② 初の欠損が発生した年から、 長 8 年間の欠損金の繰越（例えば、 初の欠損が発生

した年の翌年度に欠損が発生した場合、欠損金は 7 年間繰り越すことができる。） 

③製品の 65％以上を輸出する企業には、雇用する外国人の数、滞在期間などに関して便宜

を供与 

 

(4)特定業種・地域へ投資する企業 

特定の事業分野、特定の地域への投資には所得税便宜が供与される。  

①ネット所得の減額；投資額の 30％相当を年 5％ずつ 6 年間、ネット所得から引くことが

できる。  

②減価償却期間の短縮；耐用期間が通常の半分に、つまり毎年の減価償却による損金額が

倍になる。  

③外国への配当にかかる税率の引き下げ；外国への配当にかかる税率を 10％にする。ただ

し、租税条約が定める税率がこれより低い場合はそれを適用。  

④欠損金繰り延べ期間の延長；欠損金の繰り延べ期間を下の条件に見合うごとに 1 年間延

長する。つまり通常 5 年間のところを 5 年以上 10 年未満に延ばすことができる。  

 

ただし、次の条件を満たす必要がある。 

a. 上の対象事業を工業地帯・保税地区で新規投資する  

b. 5 年間継続して 500 人以上のインドネシア人労働者を雇用する  

c. 地域の経済・社会インフラに 100 億ルピア以上投資した  

d. 商品の調査・開発に 5 年間で投資額の 5％以上を費やした  

e. 投資 4 年目から国内原料を 70％以上使用した 

 

対象事業及び対象地域は次の通り。 

・2007 年 1 月 2 日付け第 1 号政令による 

対象事業：  

1.食品調味料  

2.繊維・衣料  

3.パルプ・製紙  

4.工業用化学材料  

5.薬品用化学材料  
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6.ゴム  

7.磁器碍子  

8.製鉄、鉄鋼  

9.鉄以外の基礎金属  

10.機械（タービン、コンプレッサー、製鉄機械、繊維機械など）  

11.発電機  

12.電子・通信機器（フラッシュディスク、MP3、MP4、デジタルプレーヤー、プリンター、

TV LCD、TV プラズマ、CCTV など）  

13.陸上運輸（金属加工、四輪以上の車両とその付属品）  

14.造船とその修理  

 

対象地域：  

1.魚缶詰業：スラウェシ、マルク、パプア、イリアン  

2.油、砂糖など農産物加工：スラウェシ  

3.紙、ダンボールの梱包：ジャワ以外  

4.プラスチック梱包：ジャワ以外  

5.セメント、石灰工業：北スラウェシ、西ヌサトゥンガラ、マルク、パプア、イリアン  

6.家具製造業：ジャワ以外  

7.海洋漁業と魚加工：インド洋に接する地域  

 

・2008 年 9 月 23 日付け第 62 号政令による追加による 

追加された対象業種：  

1.畜産  

2.産業林  

3.低品質石炭  

4.地熱  

5.牛乳と乳製品  

6.精油  

7.天然ガス精製  

8.化学繊維 

 

追加された対象地域：  

1.米：パプア、カリマンタン、スマトラ  

2.玉蜀黍：ゴロンタロ、ランプン  

3.大豆：東ジャワ、スマトラなど  

4.バナナ：アチェ、東カリマンタン、北スラウェシ  
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5.パイナプル：ランプン  

6.マンゴー：東ジャワ  

7.皮革・製靴：ヌサトゥンガラ、西スマトラ  

8.蓄電池/乾電池：西ジャワ  

9.造船・船修理：東ジャワ  

10.トランシップ港：バタム島  

 

・2011 年 12 月 22 日付け政令第 52 号による補足 

追加された業種：農作物加工、再生可能エネルギー、インフラ、タイヤ、潤滑油、不動産、

合成繊維、化粧品原料等 

条件：適用は総投資の 80%完了時点からとし、政令発行前でも 1 兆ルピアの投資企業で未

操業の場合も適用するとした。 

 

(5)経済統合開発地域（KAPET）立地企業に対する優遇措置 

経済統合開発地域（KAPET）に立地する企業には、以下の優遇措置が認められる。 

①製造活動に直結する資本財、原材料、その他機器の輸入に対し所得税法第 22 条に定めた

課税（前払い法人税）を免除 

②減価償却期間の短縮（建物以外の固定資産については、2 年から 10 年、建物について

は、恒久的建物の場合 10 年、非恒久的建物の場合 5 年） 

③欠損金の繰越期間を課税年度翌年から 高 10 年間へ延長 

④所得税法第 26 条に定めた配当金に対する源泉税の 50％を免除 

⑤以下を製造経費として計上可能 

a.従業員への現物支給で従業員の収入として計上されないもの 

b.事業活動と直結し、かつ公共の便宜に資する地域施設の建設、開発費 

⑥特定取引に対する付加価値税、奢侈品販売税の免除 

（注）経済統合開発地域（KAPET）は以下の地域が指定されている。 

a.ナツナ島経済統合開発地域（リアウ州） 

b.ビアク経済統合開発地域（イリアン・ジャヤ州） 

c.バトゥリチン経済統合開発地域（南カリマンタン州） 

d.ササンバ経済統合開発地域（東カリマンタン州） 

e.サンガウ経済統合開発地域（西カリマンタン州） 

f.マナド・ビトゥン経済統合開発地域（北スラウェシ州） 

g.ムバイ経済統合開発地域（東ヌサ・トゥンガラ州） 

h.パレ・パレ経済統合開発地域（南スラウェシ州） 

i.セラム経済統合開発地域（マルク州） 
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(6)パイオニア産業における法人税の減免（タックスホリデー） 

特定のパイオニア産業に関しては、法人税の減免措置が受けられる。パイオニア産業は、

広範な相互関連を有する産業、高度の付加価値を有する産業、新規技術を導入する産業およ

びインドネシア経済全体にとって戦略的な価値を有する産業と定められており、現状では、

卑金属産業、石油精製および有機化学産業、機械産業、再生可能エネルギー産業および通信

設備産業が該当する。パイオニア産業に対しては、商業生産が開始してから 5 年から 10 年

間の法人税の免除が認められており、法人税免除期間が満了した後も 2 年間は法人税が 50％

軽減される。さらに、財務省がインドネシア経済の競争力および一定の産業の戦略的価値を

維持するために必要と認めて許可した場合には、追加の優遇措置を受けることもできる。 

法人税減免措置を受けるためには、以下の条件を充たす必要がある。 

①投資がパイオニア産業に関するものであること。 

②新規投資額が 1 兆ルピア以上であること。 

③投資金額の 10％以上がインドネシアの銀行に預金されること。当該預金は投資事業が開

始されるまで引き出すことができない。 

④法人税減免措置申請者が 2010 年 8 月以降に設立されたインドネシア法人であること。

法人税減免は、工業省大臣又は投資調整庁長官に対して行う。 

 

(7)自由貿易地域 

バタム島、ビンタン島およびカリムン島は、自由貿易地域に指定されており、自由貿易地

域に持ち込まれる物品に対する輸入関税が免除される。また、輸入税（付加価値税および所

得税法 22 条に定める税金（前払い法人税））も免除されるが、自由貿易地域からインドネシ

ア国内に持ち込まれる物品に対しては、輸入関税および輸入税が課される。 

サバン地区も自由貿易地域および自由貿易港に指定されており、自由貿易地域に持ち込ま

れる物品に対する輸入関税や輸入税（付加価値税および所得税法 22 条に定める税金（前払い

法人税））も免除される。 

 

(8)経済特区（SEZ） 

2009 年 10 月 14 日付け第 39 号経済特区法の第 30 条から第 39 条までで、所得税便宜、輸

入関税の留保、輸入にかかる諸税の不徴収、地方税・課徴金の減免、その他土地や各種許認

可などにおける便宜が供与されると定められている。 

なお、2013 年 2 月現在の SEZ リストは表 3.3-2 のとおりである。Babten 州の Tanjung Lesung

と Sei Mangkei が SEZ に選定されている。 
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表3.3.2 インドネシアのSEZリスト（選定済み・選定候補） 

No 地域 州 備考 

1 Tanjung Lesung Banten Selected. Based on Government regulation (PP)  
No 26/2012 

2 Sei Mangkei North Sumatra Selected. Based on Government regulation (PP)  
No 29/2012 

3 Palu Central Sulawesi 第一優先候補 

4 Bitung North Sulawesi 第一優先候補 

5 Gowa South Sulawesi 第二優先候補 

6 Maloy East Kalimantan 第二優先候補 

7 Mandalika Lombok island,  
West Nusa Tenggara 

第二優先候補 

8 Marunda Jakarta 第二優先候補 

9 Krakatau Steel Banten 第二優先候補 

10 Morotai North Maluku 第二優先候補 

11 Muara Enim South Sumatra 第二優先候補 

12 Trans Kalimantan 
Economic Zone 

- 第二優先候補 

13 Lubuk Tutung East Kalimantan 第二優先候補 

14 Tuban East Java 第二優先候補 

15 Tanjung Api-Api South Sumatra 第二優先候補 

出典：JCOAL 作成 

 

第 4 章 対象地域の概要 

4 . 1  対象国における対象地域の選定 

4 . 1 . 1  対象地域の検討 

前章で述べたように、インドネシアの石炭生産は、カリマンタン島およびスマトラ島で主

に行われている。石炭資源もこの両島に大半が埋蔵し、特に東カリマンタン州（北カリマン

タン州を含む）および南スマトラ州に多く埋蔵されており、今後の開発、生産の中心となる

低品位炭についても、東及び北カリマンタン州および南スマトラ州が主体となる。 

これらのことから、対象地域としては南スマトラ州、東及び北カリマンタン州とし、両州

の石炭状況、今後の石炭開発・生産・利用に係る計画、日本企業のシーズ等を踏まえ、下記

の条件に基づいて対象地域の選定を行った。 

・膨大な低品位炭が賦存している。 

・日本向け高品質炭調達の重要な地域であり、持続的な石炭開発が望まれる。 

・我が国が有する低品位炭の高付加価値化技術（ガス化技術、改質技術、スラリー技術等

の石炭加工技術）の適用可能性がある。 

・国営電力会社等による低品位炭石炭火力発電所建設計画があるなど候補地としての素地

がある。 

 

検討の結果、南スマトラ州では PTBA の Tanjung Enim 炭鉱および Pendepo 地域の PT. DH 
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Energy 社鉱区を、カリマンタンでは東カリマンタン州 East Kutai 地域の PT Bhakti Energi 

Persada 社鉱区および北カリマンタン州 Bulungan 地域の PT Delma Minig Corporation 社鉱区を

対象地域として選定した。 

 

4 . 1 . 2  候補地域の状況 

(1)南スマトラ州 Tanjung Enim 炭鉱／PTBA 

PTBA (PT Bukit Asam(Persero) Tbk.)は、国営石炭会社としてインドネシアの石炭開発の中心

的な役割を果たしてきた。現在は一部民営化し株式の 35%を民間企業が取得しているが、監

査役会、役員には政府関係者が就任しており政府管理が続いている。PTBA の生産量を表 4.1-1

に示したが、生産量は年々増加し現在 1300 万トン程度を生産している。 

Tanjung Enim 炭鉱は、南スマトラ州の州都パレンバンから南西 150km、車で４時間程度の

位置にある。PTBA の石炭生産の 90%を占める主力炭鉱であり、地域内の関連会社の PT 

Batubara Bukit Kendi を併せるとほぼ全量を生産している。PTBA は国営会社として、従来か

ら国内の石炭火力発電所向けの供給を主に行ってきているため、現在の生産量の 2/3 は国内

に供給され、残りの 1/3 が輸出されている。販売されている石炭は、気乾ベース(adb)で

5300kcal/kg から 7600kcal/kg の 9 銘柄がある。国内向けの石炭は 5900kcal/kg（adb、到着ベー

ス(ar)では 5000kcal/kg）が大半であり、より発熱量の高い石炭は輸出されているが、全体的に

亜瀝青炭が主体となっている。 

Tanjung Enim の石炭資源量は 63.6 億トン、埋蔵量は 15.9 億トンである。1983 年に本格的

な炭鉱開発が行われた後、生産量が増加しているために、剥土比も 2007 年の 2.67 から 2011

年には 4.23 まで上昇してきているが、露天掘が経済的に十分に可能である。 

 

表4.1.1 PTBAの石炭生産量 

 

2010 2009 2008 2007 2006

Tanjung Enim Mining Unit　（UPT)

Air Laya 6,131,218 5,280,781 5,180,968 4,487,258 4,147,840

Muara Tiga Besar Utama 3,144,728 1,630,150 2,478,649 1,637,588 1,300,161

Muara Tiga Besar Selatan 508,501 784,472

Banko Barat 2,595,850 2,846,546 2,426,892 1,920,429 2,165,511

11,871,796 9,757,477 10,086,509 8,553,776 8,397,984

Ombilin Mining Unit 5,620 1,770 5,109 1,251 1,683

PT Batubara Bukit Kendi 76,971 783,243 712,199 722,586 840,843

Pt International Prima Coal 507,558 57,912 0 0 0

Total Others 590,149 842,925 717,308 723,837 842,526

12,461,945 10,600,402 10,803,817 9,277,613 9,240,510Total Production

Others

炭鉱名
年　　　　　度

Total UPT

Mine 
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(2)南スマトラ州 Pendopo 炭鉱／PT DH Energy 

Pendopo 炭鉱は南スマトラ州 Muara Enim にあり、州都パレンバンから南西 140km、車で３

時間半程度に位置する。鉱区は 17,840ha の広さがあり、南スマトラ 大の Musi 川まで北へ

50km、Lematang 川まで東へ 10ｋｍであるため、河川による輸送が可能である。鉱区は PT 

Pendopo Energi Batubara が保有し開発を進めているが、同社は PT DH Energy が 15%、Bumi 

Resources が 85%の株式を所有している。 

石炭資源量は 23 億トン、埋蔵量は 13 億トンと十分な量があり、剥土比も 1.3 と小さいこ

とから、経済的な露天掘が可能である。しかし、石炭性状は、水分 58%、発熱量 2370kcal/kg(ar)

であり、低品位炭であるため市場性はないことから、改質、ガス化等の利用技術の適用が不

可欠であり、これらの技術の適用可能性のためにサンプル出荷を行っている。 

 

(3)北カリマンタン州 Bulungan 地域／PT Delma Minig Corporation 

PT Delma Minig Corporation が所有する北カリマンタン州 Bulungun 地域の鉱区は、州都

Tanjung Selor から車で 2 時間程度、定期航空便がある Tarakan から海上をスピードボードで 2

時間の位置にある。鉱区は 20,160ha の広さがあり、海岸まで 11km と近いことから、鉱区か

ら海岸までベルトコンベアでの輸送が計画されている。 

現時点での石炭資源量は 9.73 億トン、埋蔵量は 2.14 億トンであるが、今後の全鉱区の探査

評価により、45 億トンから 大で 130 億トンが資源量として見積もられている。剥土比も 1.5

～2 程度と小さいことから、経済的な露天掘が可能である。代表的な石炭性状は、水分 60%、

発熱量 2700kcal/kg(ar)であり、低品位炭であるためこのままでは市場性はないため、前記の

Pendopo 炭鉱と同様に改質、ガス化等の利用技術の適用を検討している。 

 

(4)東カリマンタン州 East Kutai 地域／PT Bhakti Energi Persada 

PT Bhakti Energi Persada が所有する東カリマンタン州 East Kutai 地域の鉱区は、バリクパパ

ンから北 250km、車で 6 時間程度の位置にある。鉱区は 33,971ha の広さがあり、７つの関連

会社が所有している。海岸まで 150km あり専用道路を建設中であり、2014 年末までに完成さ

せ石炭生産を開始する予定である。 

石炭資源量は鉱区全体で 95.28 億トン、埋蔵量は 56.06 億トンで、前記の Delma Mining 社

同様に東、北カリマンタン地区で 大規模の石炭資源量を有しており、７つの鉱区が全て生

産すると 1 億 6400 万トンの生産が可能である。同社にはインドネシアで生産量１位の Adaro

社が参加し、開発、利用計画を支援している。代表的な石炭性状は、水分 46.8%、発熱量

3380kcal/kg(ar)で低品位炭のため改質、利用技術の検討をしているが、現状の石炭市場でも輸

出可能である。 
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4 . 2  産業構造および地域経済状況 

4 . 2 . 1  地域別にみた GDP の構成比 

インドネシア国全体の名目 GDP(2010 年)は、約 6,436 兆ルピア（約 7,160 億 US ドル、1US

ドル＝8,991 ルピア、2010 年末）である。実質経済成長率は、2010 年に 6.2％、2011 年に 6.46％

であり、アジア通貨危機の影響で一時的に落ち込んだものの、高成長を持続している。 

 

 

 出典：国家統計局データより JCOAL が作成 

図4.2.1 インドネシア国全体の名目 GDP と実質経済成長率の推移 

 

2010 年の名目 GDP を基にすると、地域毎の内訳はジャワが 58％、スマトラが 23％、カ

リマンタンが 9％、スラウェシが 5％、小スンダが 3％、マルク・パプアが 2％となる（図 4.2-2）。

ジャワに一極集中しており、この比率は 10 年前と比べほとんど変化がない。 

 

 

     

出典：国家統計局データより JCOAL が作成 

図4.2.2 地域別名目 GDP（2010 年） 
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インドネシア全国の名目 GDP に占める比率を地域と産業のマトリックスでみると、比率が

高いのが、「製造業」、｢農林水産業｣、｢ホテル・飲食業｣、「鉱業」であることが分かる。 

 

出典：国家統計局データより JCOAL が作成 

図4.2.3 産業別の名目 GDP（単位 10 億ルピア） 

 

 

石炭産業は「鉱業」のうち、「非石油・ガス」に分類される。鉱業は、近年「非石油・ガス」

分野の成長が著しい。 

 

 
出典：国家統計局データより JCOAL が作成 

図4.2.4 鉱業の「非石油・ガス」分野 GDP 成長の推移 

 

4 . 2 . 2  地域別の労働人口と所得水準 

2010 年のインドネシアの人口は 2 億 3,764 万人（国家統計局）で、世界第 4 位の人口で

あり、ASEAN10 ヵ国合計人口の約 4 割を占める。国連の中位推計によると、人口がピークに

達するのは 2050 年（2 億 9,346 万人）である。インドネシアは、タイやベトナムなど周辺諸

国と比べて人口ボーナス期間が長く、労働人口（15 歳以上 60 歳未満の人口）は 2035 年ま

で安定的に増加し続ける見込みである。 

 

産業分類 2009 2010 2011

農林水産業 857,197 985,449 1,093,466
鉱業 592,061 718,137 886,243
製造業 1,477,542 1,595,779 1,803,486
公益業 46,680 49,119 55,701
建設業 555,193 660,891 756,537
ホテル・飲食業 744,514 882,487 1,022,107
運輸・通信業 353,740 423,165 491,241
金融・不動産 405,162 466,564 534,975
その他 574,117 654,680 783,330

全体 5,606,203 6,436,271 7,427,086
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出典：国家統計局データより JCOAL が作成 

図4.2.5 インドネシアの人口（単位千人） 

 

地域別の人口をみると、 も多いのがジャワの 1 億 3,661 万人で、全体の 58％を占めてい

る。次いでスマトラの 5,063 万人（21％）、スラウェシの 1,737 万人（7％）が続く（図 4.2-6）。 

   

出典：国家統計局データより JCOAL が作成 

図4.2.6 地域別人口(2010 年) 
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マルク・パプア 6165



 

50 

 

表4.2.1 2010年の地域別データ（人口・雇用） 

 

出典：国家統計局データより JCOAL が作成 

 

人口が集中するジャワについてさらに州別にみると、西ジャワ州が 4,305 万人（ジャワの

人口(千人）
人口成長率

（%）

GRDP

（10億ルピア）

GDP

pe r capita

（百万ルピア)

失業率(%）

スマトラ 50,631.0 ― 1,223,126 24.16 ―

ナングロ・アチェ・ダルサラーム 4,494.4 2.36 77,984 17.35 8.37

北スマトラ 12,982.2 1.10 275,700 21.24 7.43

西スマトラ 4,846.9 1.34 87,221 18.00 6.95

リアウ 5,538.4 3.58 345,661 62.41 8.72

リアウ諸島 1,679.2 4.95 71,615 42.65 6.90

ジャンビ 3,092.3 2.56 53,817 17.40 5.39

南スマトラ 7,450.4 1.85 157,535 21.14 6.65

バンカ・ブリトゥン 1,223.3 3.14 26,565 21.72 5.63

ブングル 1,715.5 1.67 18,650 10.87 4.59

ランブン 7,608.4 1.24 108,379 14.24 5.57

ジャワ 136,610.6 ― 3,074,257 22.50 ―

ジャカルタ首都特別州 9,607.8 1.41 862,090 89.73 11.05

西ジャワ 43,053.7 1.90 771,594 17.92 10.33

バンテン 10,632.2 2.78 171,690 16.15 13.68

中部ジャワ 32,382.6 0.37 444,692 13.73 6.21

ジョグジャカルタ特別州 3,457.5 1.04 45,626 13.20 5.69

東ジャワ 37,476.8 0.76 778,566 20.77 4.25

小スンダ 13,074.8 ― 143,989 11.01 ―

バリ 3,890.8 2.15 66,691 17.14 3.06

西ヌサ・トゥンガラ 4,500.2 1.17 49,560 11.01 5.29

東ヌサ・トゥンガラ 4,683.8 2.07 27,739 5.92 3.34

カリマンタン 13,787.7 ― 484,849 35.17 ―

西カリマンタン 4,395.9 0.91 60,502 13.76 4.62

中部カリマンタン 2,212.1 1.79 42,621 19.27 4.14

南カリマンタン 3,626.6 1.99 59,821 16.50 5.25

東カリマンタン 3,553.1 3.81 321,905 90.60 10.10

スラウェシ 17,371.8 ― 239,505 13.79 ―

北スラウェシ 2,270.6 1.28 36,912 16.26 9.61

ゴロンタロ 1,040.2 2.26 8,057 7.75 5.16

中部スラウェシ 2,635.0 1.95 37,319 14.16 4.61

南スラウェシ 8,034.8 1.17 117,862 14.67 8.37

西スラウェシ 1,158.6 2.68 10,987 9.48 3.25

南東スラウェシ 2,232.6 2.08 28,369 12.71 4.61

マルク・パプア 6,165.4 ― 128,131 20.78 ―

マルク 1,533.5 2.80 8,084.8 5.27 9.97

北マルク 1,038.1 2.47 5,389.8 5.19 6.03

パプア 2,833.4 5.39 87,776.6 30.98 3.55

西パプア 760.4 3.71 26,879.6 35.35 7.68

地域
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32％）、東ジャワ州が 3,748 万人（同 27％）、中部ジャワ州が 3,238 万人（同 24％）であり、

労働力が豊富である。 

失業率は、全国では、2011 年時点で 7.1％と、やや落ち着いてきている。地域別にみると、

ジャカルタ首都特別州（11％）や西ジャワ州（10％）など都市人口の多い州で失業率が全国

を上回っている（表 4.2-1）。一般に、高い失業率は都市部で多く見られる現象であり、背景

には、地方の農業従事者など非熟練労働者の流入がある。 

インドネシア経済の中心地は、GDP 構成比からも明らかなように、ジャワのジャカルタで

ある。また、ジャワ以外では、カリマンタンやスマトラは一人当たりの GDP がジャワよりも

高い傾向がある。資源産業がある一方で、人口が少ないためと考えられる。 

 

4 . 2 . 3  スマトラ経済回廊における地域経済状況 

スマトラ経済回廊は「天然資源の生産・加工の中心地および国家のエネルギー埋蔵地」で

あり、その戦略上の位置から「ヨーロッパ、アフリカ、南アジア、東アジア、オーストラリ

アの市場に対する国家経済の 前線」となり得るとされる。 

この経済回廊の経済開発戦略は、パームオイル、ゴム、石炭の３つの経済活動に重点が置

かれている。これらは地域経済のけん引役となる大きな潜在力がある。Banten を中心とした

鉄鋼業も成長のけん引役と期待されるが、特にスンダ海峡大橋の完成後となると想定される。 

 

4 . 2 . 4  スマトラ経済回廊の課題 

スマトラ経済回廊においては、以下の課題が顕在化している。 

・経済回廊域内における都市と地方間及び州単位の収入格差 

・主要な経済活動である石油とガス（域内 GDP の 20％を占める）は、今後資源量が減少

していくため成長率が低い 

・近年投資が減少してきている 

・道路が狭隘で損傷が進んでいる、鉄道が古く損傷が進んでいる。港湾や電力が不足かつ

非効率な状況であるなど、基礎的なインフラ整備が不十分である。 
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出典：MP3EI 

図4.2.7 スマトラ経済回廊における地域別 1 人あたり GDP 

 

4 . 2 . 5  カリマンタン経済回廊の概要 

豊富な天然資源や地理的な特徴のため、カリマンタン経済回廊のテーマは 「国内鉱業の生

産・加工およびエネルギー埋蔵の中心地」であるとされる。これは MP3EI において“Fast Track”

も優先されるべき投資計画であり、その内容はエネルギー資源（石油、天然ガス、石炭）

や鉱物資源（ボーキサイト、鉄鋼）といった主要な経済活動で占められている。カリマンタ

ンの主要な経済の中心は、Pontianak、Palangkaraya、Banjarmasin、Samalinda であり、これら

の都市は回廊連結路で結ばれる予定である。 

今後、石油・天然ガスセクターは、従来どおり経済牽引役として役割を果たす一方で、石

油・天然ガス以外の主要な経済活動である石炭とパームオイルが、この経済回廊の成長を加

速・拡大する も需要な経済立役者と見なされてきている。 

また、MP3EI 実現のために、鉄鋼・ボーキサイト・木材などの主要な経済活動が、カリマ

ンタンの経済成長を支える将来の潜在的な牽引役と見なされている。 

 

4 . 2 . 6  カリマンタン経済回廊の課題 

国家統計省（NSA）によると、カリマンタンの地域経済は、主に石油・天然ガス・石炭産

業のセクターによって支えられており、GRDP の約 50%に達する。一方で以下の課題がある。 

・石油・天然ガスセクターの年間総生産量が減少している。カリマンタンの経済持続性を
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確実にするためには、石油・天然ガスの生産量の減少に対抗する非石油・天然ガスセクター

開発を強化・増大する必要がある。 

・経済回廊内における２つの地域間格差。石油・天然ガス生産地域と非石油・天然ガス地

域の格差。都市と地方エリアの格差。 

・基本的なインフラの需給ギャップ。たとえば道路・電力・上水など経済的インフラや、

教育やヘルスケアなどの社会的インフラ。 

・カリマンタン経済回廊において開発投資が低水準である。 

 

出典：MP3EI 

図4.2.8 カリマンタンの GRDP 

 

4 . 3  地域石炭政策 

インドネシアのエネルギー政策は、インドネシア政府のエネルギー鉱物資源省、BAPPENAS

等の関係省庁から構成され、大統領が委員長となっているエネルギー評議会（DEN）にて審

議され、大統領令等で示された後、関係省庁が関連する法令を定めている。石炭政策も大統

領令等によるエネルギー政策や鉱業法に基づいて、エネルギー鉱物資源省が省令や大臣令を

交付、施行している。従って、州や県等の地方政府が独自の石炭政策を打ち出すことはない。

しかし、1999年の地方自治法の制定により、地方分権化が推進されることになったことから、

鉱業に関する許認可や管理等が地方自治体に移管されてきている。また、BAPPENAS の地方

版といえる BAPPEDA が州の開発企画を担当していることから、今後は州独自の開発計画に

基づいた石炭開発計画も立案されるものと想定されるが、鉱物、エネルギー資源は、インド

ネシアにおいて も重要な項目の一つであることから、基本的な部分は中央政府が今後も管

轄すると考えられる。 

 

 

電気、ガス・水道 
ホテル、レストラン 
金融、不動産、業務サービス 
非穀物農業 
運輸、通信 
サービス業 
建設 
穀物農業 
非石油・ガス鉱業 
非石油・ガス製造 
石油・ガス鉱業 
石油・ガス製造 
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4 . 4  地域開発計画 

4 . 4 . 1  スマトラ経済回廊 

(1)地域開発計画 

スマトラ経済回廊を開発するために石炭、鉄鋼/製鉄、ゴム、パームオイル、海運、国家戦

略地域であるスンダ海峡大橋、及び関連インフラに対する新規投資が予定されている。投資

計画の総額は約 714 兆 IDR（2013 年 1 月現在で約 6.5 兆円）である。出資者としては、政府

資本、民間及び国営企業（SOE）、または合同による出資が確認されている(図 4.4-1)。 

 

 

出典：MP3EI 

図4.4.1 スマトラ経済回廊における投資額 

 

また、スマトラ経済回廊においては、インドネシア政府によるインフラ開発計画がある。

政府及び国営企業によるインフラ種別ごとの投資額は、図 4.4-2 の通りである。 

 

石炭    鉄鋼  スンダ海峡  ゴム   パーム油   海運   インフラ   合計 

SOE 

 

混合 

 

政府 

 

個人 
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出典：MP3EI 

図4.4.2 スマトラ経済回廊における政府および国営企業によるインフラ投資額 

 

(2)投資計画集積地域 

スマトラ経済回廊において、投資計画が集積する地域は表 4.4-1 および図 4.4-3 のとおりで

ある。石炭では Tanjung Api Api と Pendopo に投資計画が集中していることがわかる。 

 

表4.4.1 スマトラ経済回廊における投資集積地域 

No コード 場所 
主 な 経 済
活動 

出資者 インフラサポート 
投資価格
（IDR Tn) 

すべての経済
回廊内におけ
る主な経済活
動への投資の
割合（％） 

1 K1-(9)-1 Sei Mangke Area パーム油 SOE 鉄道、道路、発電 2.50 3 

2 K1-(9)-2 Dumai 経済地区 パーム油 個人 道路、港湾、発電 5.36 6 

3 K1-(14)-3 
Tanjung 
Api-Api/Janjung 
Carat 

石炭 個人 鉄道、道路、発電 1.80 1 

4 K1-(9,14)-4 
Muara Enim パーム油 

個人 
鉄道、道路、発電 0.29 0.32 

Pendopo 石炭 発電 27.49 13 

5 K1-(17)-5 
スンダ海峡戦略
地域 

ス ン ダ 海
峡大橋 

政府、個人 スンダ大橋（JSS) 150.00 100 

6 K1-(1)-6 Cllegon 製鉄 SOE、個人 発電、水道 57.90 58 

出典：MP3EI より JCOAL 作成 
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※  ～   は投資計画集積地域 

出典：MP3EI 

図4.4.3 スマトラ開発計画の概要 
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4 . 4 . 2  カリマンタン経済回廊 

(1)地域開発計画 

カリマンタン経済回廊を開発するために、石油・天然ガス、石炭、パームオイル、鉄鉱石・

製鉄、ボーキサイト、木材といったセクターからなる主要な経済活動への新たな投資が見ら

れる。インフラへの投資が必要とされており、総額は 945 兆 IDR に達する(図 4.4-4)。 

また、政府及び国営企業によるインフラ種別ごとの投資額は、図 4.4-5 の通りである。 

 

 

出典：MP3EI 

図4.4.4 カリマンタン経済回廊における投資額 

 

 

図4.4.5 カリマンタン経済回廊の政府及び国営企業によるインフラ投資額 

 

鉄鋼   石炭  ボーキサイト パーム油 石油・ガス 木材  インフラ   合計 

SOE 
混合 
政府 
 
 
 
個人   
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(2)投資計画集積地域 

カリマンタン経済回廊において、投資計画が集積する地域は表 4.4-2 および図 4.4-6 とおり

である。石炭では Bontang・Kutai Timur、Kotabaru・Tanah Bambu、Pontianak・Mempawah に

投資計画が集中していることがわかる。 

 

表4.4.2 カリマンタン経済回廊における投資集積地域 

N
o 

コード 場所 主な経済活動 出資者
インフラ
サポート

投資価格
（IDR 

Tn) 

すべての経済回廊内におけ
る主な経済活動への投資の

割合（％） 

1 
K3-(8,9,14,20)-

1 
Bontang, 

Kutani Timur 

ボーキサイト
政府、
SOE、
個人 

港湾、道路、
鉄道、発電

36.00 26 

パーム油 5.35 6 

石炭 62.79 29 

木材 7.45 24 

2 K3-(9,15,20)-2 Ballkpapan 

パーム油 政府、
SOE、
個人 

港湾、橋、
道路、水道

0.30 34 

石油・ガス 156.65 1 

材木 0.55 2 

3 K3-(15)-3 
Rapak 

danGanal 
Kaltim 

石油・ガス 個人  70.00 15 

4 
K3-(1,9,14,20)-

4 
Kotabaru 

Tanah bambu 

製鉄 

SOE、
個人 

陸上コンベ
ヤ、発電、
道路 

6.56 7 

パーム油 2.81 3 

石炭 5.42 3 

木材 1.27 4 

5 K3-(1,9,20)-5 Barito 

製鉄 政府、
SOE、
個人 

発電、港湾、
道路 

35.00 35 

パーム油 2.79 5 

材木 6.29 20 

6 
K3-(1,9,14,20)-

6 
Ponianak 

Mempawah 

ボーキサイト
政府、
SOE、
個人 

空港、道路、
発電 

62.22 46 

パーム油 17.97 20 

石炭 4.50 2 

材木 9.59 30 

7 K3-(23)-7 

Coal Railway 
and trans 

kalimantan 
Road 

相互セクター
政府、
個人 

- 61.15 3 

出典：MP3EI より JCOAL が作成 
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※   ～  は投資計画集積地域 

出典：MP3EI 

図4.4.6 カリマンタン開発計画の概要 

 

4 . 5  石炭関連インフラ状況 

4 . 5 . 1  石炭輸送インフラ 

(1)概要 

インドネシアでの石炭輸送の大きな特徴は河川を利用したバージ輸送が主流ということで

あり、鉄道輸送はスマトラの一部の炭鉱に限定されている。炭鉱から採掘された石炭は山元

のストックパイルにまずは集積され、その後、トラックにて石炭専用道路等通って Jetty と呼

ばれるバージ専用の積込設備に運搬される。ここでバージに積込まれた石炭は外洋まで運搬

され、外洋の沖合積替ポイントにて石炭輸送船へ積み込まれる。国内消費の場合はバージで

そのまま目的地に行くこともある（図 4.5-1）。 
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出典：JCOAL 

図4.5.1 インドネシアでの典型的な石炭輸送の状況 

 

(2)南スマトラ 

スマトラ島のほとんど石炭鉱山開発は内陸に位置し、港湾や海岸から遠く離れている。現

在、南スマトラ州の石炭産出の大半は、Tanjung Enim にある PTBA の Tanjung Enim 炭鉱か

らのものである。石炭の輸送インフラを考えた場合、現状では PTBA からの亜瀝青炭の鉄道

輸送、およびその周辺で生産している亜瀝青炭の輸送、その他低品位炭輸送が考えられるが、

これらが関連する輸送インフラを図 4.5-2 に示す。 

 

 

河川沿いの石炭積出ターミナル鉱（Jetty） 

沖合積替えポイント 

需要家 

炭鉱ストックバイル 

炭鉱石炭採掘切羽 

（トラック輸送） 

（トラック輸送） 

（バージ輸送） 

（石炭輸送船） 
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出典：JCOAL 

図4.5.2 南スマトラの石炭輸送インフラ 

 

(a)鉄道 

PTBA からの亜瀝青炭の鉄道輸送について、表 4.5-1 に既存の鉄道と鉄道計画の路線を示し

た。現在は山元から Tarahan 港まで 410km、また、Kertapati 港まで 161km の鉄道が敷設され

ている。新規に山元から Rampun までの 280km と Tanjung Api Api までの 270km の鉄道建設が

計画されている。Rampung 線にはインド企業 Adani グループが、Tanjung Api Api 線には中国

の China Railway が参加している。 

また、既存の鉄道についても PTBA はインドネネシア鉄道公社（PTKA）と鉄道増強契約

を交わしており、 終的には 2,270 万トンへの石炭輸送増強を予定している。表 4.5-1 には既

存鉄道の増強計画と新規 2 線の建設計画を示す。 

PTBA は既存の鉄道路線での運搬はこれまで通り継続する。しかし現在の単線線路の複線

化により輸送数量を年間 1,200 万トンから 2,000 万トンに増強することとしている 
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表4.5.1 既存鉄道の増強計画と新規鉄道の建設計画 

 
PTKA-既存の鉄道インフラ 

BATA-新規鉄道インフラ計画
BukitAsam-Lampung インフラ

Adani-新規の鉄道インフラ計画

位置 Tanjung Enim - Tarahan Port (410 km)
Tanjung Enim - Kertapati Port (161 km)

Tanjung Enim - New Port in 
Lampung (280 km) 

Tanjung Enim – New Port in 
Tanjung Api Api (270 km) 

株主 PTKA（政府の輸送インフラ会社）
100％ 

PTBA10％ 
Rajawali Asia Resources80％ 
China Railway Engineering10％

Adani Global98％ 
South Sumatora Provincial 
Govt2％ 

状況 ○PTBA と PTKA は 2011 年 12 月に石
炭輸送同意書（CTA）に署名した。
 
○付録 CTA の完成（2012～2016 年の
期間の関税 

○プロジェクト投資：20億US$
○EPC 契約（13 億 US$）は 2010
年 3 月に署名した。 
○提携計画の同意は州から得
られた（2011 年 7 月） 
○2011 年 11 月 18 日に中国銀
行連合からの資金援助で“構
成契約”に署名した。 

○HOA（契約のトップ）に従属し
ている CTA（石炭輸送契約）は
PTBA、Adani、South Sumatora 
Provincial Govt との間で署名し
た。 
○鉄道輸送能力の 60％は受け手
の Adani からである。 
○技術的で経済的な港と鉄道輸
送の実現可能性の検討は完了し
た。 
○許可取得のプロセス 

能力 2014 年以降で 22.7M tpa 
（徐々に増加） 

25.0M tpa 
（徐々に増加） 

35.0M tpa 
（徐々に増加） 

目標 2011： 1,360 万 t 
2012： 1,560 万 t 
2013： 1,850 万 t 
2014-2029： 2,270 万 t 

2012 年 12 月 － 事業開始
2013 年 －  鉄道と港の建
設 
2017 年 － 経営開始 
1 年目：750 万 t 
2 年目：1,500 万 t 
3 年目：2,000 万 t 
4 年目：2,500 万 t (20 年目を
上限) 

1 年目：750 万 t 
2 年目：1,000 万 t 
3 年目：2,000 万 t 
4 年目：2,500 万 t 
5 年目：3,500 万 t (20 年目を上
限) 

期 待
COD 

 2017  

出典：PTBA 

 

(b)河川舟運 (ムシ川) 

ムシ川の河口より約 100km 上流の Palembang 市 Boom Baru 地区に PELINDO II（国営第二

港湾運営会社）が管理する Palembang 港がある。航路断面は、 小幅:10m、計画水深:-6～-7m 

で、潮位差を利用して 大 25,000DWT クラスの貨物船が乗り入れている。Palembang 港の

貨物取扱量は、1,000 万トン前後で推移しており、2006 年の石炭取扱量は 31 万トンであっ

た。同港より上流側の河川舟運については、200DWT クラスのバージが利用されており、石

炭のほか、ゴム、パーム油、食料(米、コーヒー)が輸送されている。パーム油は、ムシ川沿岸

で操業している精製工場から出荷されるものである。 

 

(c)道路 

PTBA 以外の石炭輸送インフラとして、Lahat 県で生産する亜瀝青炭の輸送について Lahat

県にある Adaro 出資鉱区のインフラ整備状況についての調査結果と PT Pendopo Energy 

Batubara 鉱区の今後のインフラ対応について以下に示す。 
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1)Lahat 県のインフラ整備について 

これまでの石炭の搬出路は鉱区から一般道路を北に向かいKertapati Jettyにてバージに積み

込み沖合で輸出船に Trans-Shipment を行っていた。一般道路は混雑しており、鉱区から Jetty

までは片道約 6 時間を要していた。そのため、新規に石炭専用道路を建設した。石炭鉱区か

ら Lematang 川に沿って Musi 川までのルートである。 

 

 

出典：南スマトラ鉱山局提供資料より 

図4.5.3 SERVO が整備した石炭専用道路 

 

この石炭専用道路に関し、現地視察及びヒアリング調査などの結果は次のとおりである。 

・開発者：PT.SERVO LINTAS RAYA 

・開発計画（開発者の WebSite より）： 

・総延長：228km（Lahat 県 36km、Muara Enim 県 102 ㎞、Banyuasin 県 90 ㎞） 

・幅員：15m 

・構造物：高架橋 4、橋梁 17（150-350m×2,10-50m×15）、ボックスカルバート 106 

・現地視察及びヒアリング結果： 

 石炭専用道路は、砂利道の未舗装路である。幅員 12m、8ｔ車両が楽に離合できる

広さである。 

 外部からの進入をさけるための柵などは設置されていない。外部道路からの進入

路は Pendopo Energy Batubara で設置されていたが、その北では進入路を確認でき
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なかった。外部道路からの進入路は必要 低限の設置を行っている模様。ただし、

柵はないため地元住民が横断するための小道がある。従って徒歩やバイクでの横

断は可能な個所がある。 

 道路は Muaralematang まで設置されている。そこで、Lematang 川（水深 5m 程度、

1500t 積載バージが通行可能）と、Musi 川（8,000t 積載のバージの通行が可能）の

合流があり、ここから TanjungApiApi 港までは 8,000ｔ積載バージが通行できる。 

 2 つの河川の合流点にはバージへの積み込み設備がある。またそれ以北には道路は

設置されておらず、Lahat から約 120 ㎞続いた石炭専用道路はこの Muaralematang

で終了している（図 4.5-3 の③の地点）。Tanjung Lago まで延長約 80 ㎞が未整備区

間であり、今後整備する計画である。 

 石炭専用道路は SERVO グループ（炭鉱経営・道路建設等を行う会社 Servo Mining 

Constractor）で建設し、積み込み等の運用を行っている。ここの積込設備も同グル

ープの子会社が経営している。 

 道路整備に必要な資金は SERVO グループが調達した。SERVO は利用者から石炭

輸送料金徴収することで資金回収をする計画である。SERVO と契約を交わした事

業者のみが本道路を使用することができる（今後の予定。現在はまだ有料化され

ていない）。 

 道路の使用は 2 社、Baramulti 社と Adaro 社である。いずれも Lahat 県から石炭を

運搬してきている。今後はこの道路利用者は増加する見込み。この 2 社がこの積

込設備を利用している数量は合計で月間 13 万トンである。8000 トン積載のバージ

で月間 16 船程度を、TanjungApiApi 港方面に河川輸送している。 

 この道路は Concession Road としての位置づけであり、民間が設置運営し使用後は

州政府に返還することとなっているようであるが、Concession 契約の詳細に関して

は今回の調査では把握できていない。 

 

 

出典：JCOAL 撮影 

図4.5.4 Adaro 鉱区―MuaraLematang 間の道路 
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出典：JCOAL 撮影 

図4.5.5 Musi 川に設置された積込設備。石炭専用道路の終点 

 

2)Pendopo Energy Batuara 鉱区他のインフラ整備計画 

Adaro 出資鉱区と同様に、Pendopo Energy Batubara 鉱区も石炭専用道路の整備を計画してい

る。図 4.5-3 の紫色で示す総延長 45 ㎞の道路を建設する予定である。同社鉱区は

2,500kcal/kg(GAR)の発熱量の鉱区であるが積極的な石炭付加価値化の検討を進めており、ス

マトラ島以外の販路を開拓することを念頭に、搬出路の検討を行っていることによるもので

ある。 

 

(d)石炭輸送に関する動向について 

基本的に石炭会社は、新鉱業法の定めるところににより、自社の専用輸送インフラ（道路・

鉄道な等）を整備し、石炭を輸送するとされている。しかし実態として、一般の道路が石炭

の輸送に使用され、粉じんなど大気汚染の問題や、渋滞の原因となるなど問題となっていた。 

南スマトラ州では、以下のように石炭会社による州道の利用を禁じる規制を決定し、既に

開始しているようである。 

・「州規則（Perda）№5/2011」 

 2011 年の 11 月以降、石炭を運搬するトラックが一般道を通過することを禁じる。 

・「州知事通達（SE）№40/3524/Dishub Kominfo/2011」（2012 年 4 月発行）及び、「州知事通

達（SE）№540/3583/Dishub/2012」（2013 年 1 月発行予定） 

 石炭を運搬する重量が 12 トン以上のトラックが一般道を通過することを禁じる。 

 

以上のように、南スマトラ州政府は、石炭の輸送に専用輸送インフラを使用するように誘

導している。従って、今後民間により鉄道・道路の開発が進む可能性がある。 
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(3)東カリマンタン 

(a)概要 

インドネシアの輸出炭の大部分はカリマンタンで生産されている。沿岸部の炭鉱では、①

炭鉱から積出港までトラックやベルトコンベヤで石炭を運搬し、外航船に積込む方法、②炭

鉱から臨海積込み箇所までトラックで輸送し、そこでバージに積替えて沖積地（Transshipment 

Point）や積出港まで運搬して外航船に積込む方法が用いられている。 

内陸部の炭鉱では、炭鉱から河川積込み箇所（Jetty）までトラックで輸送し、そこでバー

ジに積替えて沖積地や積出港まで運搬して外航船に積込む方法が用いられている。表 4.5-2

にカリマンタンでの石炭輸送形態を、図 4.5-6 にカリマンタンの主要炭鉱と石炭輸送形態をそ

れぞれ示す。 

 

表4.5.2 カリマンタンでの石炭輸送形態 

区域 輸送方法 主な炭鉱 

沿岸部 

 

炭鉱      積出港     外航船 
Kaltim Prima, Indominco 

 

炭鉱    臨海積込箇所    沖積地・積出港    外航船 
Kaltim Prima, Kideco, Arutmin 

内陸部 

 

炭鉱    河川積込箇所    沖積地・積出港    外航船 
Adaro, Berau 

 

出典：「インドネシアの石炭事情調査」（平成 23 年 3 月 NEDO） 

 

トラック 

ベルトコンベア 

トラック 

トラック 

バージ 

バージ 
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出典：「インドネシアの石炭事情調査」（平成 23 年 3 月 NEDO） 

図4.5.6 カリマンタンの主要炭鉱と石炭輸送形態 

 

このようにカリマンタンでは、鉄道が敷設されていないためトラックとバージが石炭輸送

の主力となっている。なお、河川でのバージ輸送の大部分は、マハカム（Mahakam）川及び

バリト（Barito）川で行われている。 

使用されているバージの大きさは、主に 5,000～8,000 トンバージであるが、上流部や支流

部では 3,000 トンバージも使用されている。また、上流部では乾期時にバージ輸送が出来な

くなることもあるため、下流部に中継貯炭場を設けて積替えを行う炭鉱もある。 
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(b)主要石炭会社の増産計画とインフラの対応能力 

「インドネシア東カリマンタン州における石炭増産計画に対応する輸送インフラ整備のあ

り方に関する調査（NEDO）」によれば、2025 年までの東カリマンタン州の主要石炭会社の

増産体制を主に輸送インフラ整備計画について、各社とも充分な破砕処理、運搬、港の設備

等の増産に対応する拡張計画を立案しており、一部ではすでに工事も行われていることが判

明している。各社が輸送インフラ建設・運営は独自に対応すべきとされている CCOW 体制

のもとでも 2025 年の増産計画には対応は可能と判断されている。以下に各社へのヒアリン

グ結果を記載する。 

 

表4.5.3 東カリマンタン州主要石炭会社増産体制輸送インフラ整備計画の概要 

会社名 増産計画 輸送インフラ増強計画概要 

PT Berau Coal 3,000 万 t 増産計画 長距離コンベヤ訳 28km （Binungan 鉱区～Suaran 港）計画等 

PT Kaltim Prima 
Coal 
Tanjung Bara Coal 
Terminal 

7,000 万 t 増産計画 破砕・貯炭設備 2,000t/h×2 系列増強 （合計 10,000t/h） 
Over Land Conveyor 4,000t/h 増設 （合計 8,000t/h） 
Lording Belt 増速 （8,000t/h） Bengalon （800 万 t/h） 

PT Indominco 
Mandiri Bontang 
Coal Terminal 

1,200 万 t 増産計画 破砕設備 （合計 約 1,800 万 t/年） 
混炭用 Stock Yard 増設 （35 万 t ； 合計 70 万 t） 
Loading Belt 3,000t/h 

Balikpapan Coal 
Terminal 

既存設備能力 1,600 万 t 現状設備で対応可能、コンテナ用新港建設計画 
将来の他輸送船舶との競合はない 

PT Kideco Jaya 
Agung Tanah 
Merah Coal 
Terminal 

4,000 万 t 増産計画 山元破砕設備、港湾設備全般設備増強計画中 
Hauling Road （50t×2 台トレーラー） 

PT Indo 
Tambangraya 
Megah 

Trubaindo 500 万 t マハカム川のバージ輸送には問題ない。 

PT Bayan 
Resources 

1,500 万 t 体制（含む、
Wahana） 

Gunung Bayan, Prekasa Inakakerta, Teguh Sinarabadi, Firman Ketaun 
Perkasa, （Wahana） 
マハカム川のバージ輸送には問題ない。 

PT Multi Harapan 
Utama 

1,200 万 t 増産計画 新鉱区の開発、Crushing Plant, Jetty の新設 
マハカム川のバージ輸送 

PT Harum Energy 2,000 万 t 増産計画 PT Santan Batubara （300 万 t）、PT Tanito Harum （400 万 t） 
PT Mahakam Sumber Jaya （800-900 万 t）、PT Tambang Damai 
マハカム川河川港（破砕設備等増強） 
全量マハカム川経由で運搬 

出典：「インドネシア東カリマンタン州における石炭増産計画に対応する輸送インフラ整備

のあり方に関する調査」（平成 21 年 3 月 NEDO） 

 

(c)河川舟運 

マハカム川は、全長約 920km で、東カリマンタン州で産出される石炭を輸送する大動脈で

ある。河川全体の約半分以上の区間において-4m 以上の水深があり、サマリンダ付近で-15m、

上流域は-2m 程度となる。マハカム川河口付近には PELINDO IV(国営第四港湾運営会社）が

管理するサマリンダ港があり、港湾までの航路の維持浚渫を行っている。2000 年から 2004 年
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までの過去 5 年間における浚渫量(航路水深を 5m に維持するために行う)は合計約 100 万

m3 であった。主航路は南側に位置するが、このほかにも航路がいくつか存在する。 

 

(d)鉄道計画 

1)石炭輸送鉄道開発計画 

東カリマンタン地区の石炭輸送鉄道開発計画についての調査が過去実施されてきており、

その結果をベースにいくつかの路線が提案されている。その中から、鉱区分布、既存の石炭

積み出しターミナル港の位置や新設の場合の立地さらには地形などの路線選定条件などを考

慮して、今のところ表 4.5-4 に示されているような路線が石炭輸送専用鉄道線として選択され

ている。 

 

表4.5.4 石炭輸送専用鉄道計画路線 

区間/路線 
距離 
（km） 

建設コスト単価 
（百万 US$/km） 

総建設コスト 
（百万 US$/km） 

優先度 

1. Longbawan-Tj. Selor-Batuputih / Mangkapadi 
Line 

354 2.1 743 5th 

2. Batuputih-Tj. Bara / Senggata Line 149 1.6 238 2nd 

3. Puruk Cahu-Balikpapan / Mahakam Line 350 2.3 805 1st 

4. Balikpapan-Tj. Batu / South Balikpapan Line 218 1.9 414 4th 

5. Buntok-Tj. Selatan / South Line 239 1.6 382 3rd 

6. Kota Baru-Tj. Lolak / Batu Line 151 2.8 423 6th 

Total 1,461  3,006  

出典：「インドネシア東カリマンタン州における石炭増産計画に対応する輸送インフラ整備

のあり方に関する調査」（平成 21 年 3 月 NEDO） 

 

図 4.5-7 にこの 6 路線の計画路線図を示す。なお、これらの計画では表 4.5-5 に示されてい

るような鉄道技術仕様が主に考えられている。 
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出典：「インドネシア東カリマンタン州における石炭増産計画に対応する輸送インフラ整備

のあり方に関する調査」（平成 21 年 3 月 NEDO） 

図4.5.7 東カリマンタン石炭輸送専門鉄道計画路線 

 

表4.5.5 石炭輸送専用鉄道路線の主な鉄道技術仕様 

項目 仕様 項目 仕様 

1. Track Gauge 1,435 mm 6. Loading Capacity of Wagon 70 ton 

2. Axle Load 25 ton 7. Number of Wagon per Train 80 wagons 

3. Track Condition Single 8. Operating Speed 40 km/h 

4. Rall 60 or 64 kg/m 9. Transport Volume per Train 5,600 ton 

5. Signaling System GPS 10. Hauling System Hauled by dual 4,000HP diesel locomotives 

出典：「インドネシア東カリマンタン州における石炭増産計画に対応する輸送インフラ整備

のあり方に関する調査」（平成 21 年 3 月 NEDO） 

 

2)石炭鉄道開発の課題（ロシアの鉄道建設計画の例） 

ロシア鉄道（RZD）とインドネシア政府がカリマンタン島にて鉄道建設を行うとの新聞報

道がなされている。内容は東カリマンタン州 Balikupapan を起点に総延長 240 ㎞、建設費用は
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24 億 US ＄を見込んでいる。また、工事第一期目は Balikpapan-Kutai-Barat 間の 183 ㎞、同第

二期目が KutaiBarat-Murung Raya 間 60 ㎞である。工事開始は 2013 年、開業は 2017 年を目指

している。 

本件に関する東カリマンタン政府へのヒアリング結果によると、調査段階の案件であり、

調査案件は多く存在し、それが実現される見込みは極めて低い。特に現在のような石炭の価

格が下がっている時期に、低品位炭輸送に多額の投資は現実的でないと思うとの意見が多か

った。東カリマンタン州政府としては、いくつも存在する投資案件の一つとしてとらえてい

る模様である。鉄道建設で も難航する点は用地買収であるが、この作業が終了している企

業が も現実的な事業になるとしていた。 

 

(e)石炭輸送に関する動向について 

1)河川輸送の課題 

マハカム川の石炭バージ輸送能力は現在の 2 倍程度の年間約 6,000 万トンまでは有すると

推定されている。しかし、河川の土砂の堆積が進み水深が浅くなっていること、近年は乾期

が長期化してきているため上流側では石炭輸送に支障があること、これらの問題は今後も継

続すると考えられることなどから、マハカム川に依存せずに鉱山から港まで直接輸送できる

インフラが必要となる。長期的には、マハカム川の輸送能力を補完し、上流地域の新規の開

発を行うための幹線道路・鉄道及び港の建設が必要である。 

 

2)インフラ整備の資金 

石炭輸送インフラの建設には多額の費用と償却期間が必要である。今後、採掘区域の奥部

化が進むことが予想され、単独の企業では必要な大規模な輸送インフラを開発・運営するこ

とが困難になることも予想されるため、複数企業が共同での輸送インフラの開発・運営、公

共設備としての輸送インフラの開発・運営の採用を検討することも必要と思われる。またイ

ンドネシア政府はインフラ開発を促進するため官民共同方式（PPP: Public Private Partnership）

を政策とし、法制度の整備も進めている。地方政府が石炭輸送インフラを公共使用目的に開

発を進めて行くためには、中央政府の支援を得ながら官民共同方式にて石炭輸送インフラの

整備を進めて行くことも有効と考えられる。 

 

4 . 5 . 2  送電インフラ 

幹線送電線システムの整備は発電施設の建設と同様に重要である。現在送電線インフラの

整備で優先順位が高いのはスマトラである。スマトラ島の送電線網計画を図 4.5-8 に示す。 
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出典：「インドネシアの石炭開発と輸送インフラ整備開発計画」（平成 20 年 3 月 NEDO） 

図4.5.8 スマトラ送電線網計画 

 

スマトラと周辺島嶼を含む送電システムは PLN の PLN NAD、PLN Wilayah SumatraUtara、

PLN、Wilayah Sumatra Barat、PLN Wilayah Riau、PLN Wialayah Sumsel- Jambi-Bengkulu、及び 

PLN Wilayah Bangka-Belitung の 6 つの組織により運営されている。また電力の供給側は PLN 

Pembangkitan Sumatra Bagian Utara（PLN 北部スマトラ発電区域）、PLN Pembangkitan Sumatra 

Bagian Selatan（PLN 南部スマトラ発電区域）の 2 つの組織が発電を担当している。また Batam 

島嶼ではPLN の子会社でPT. PLN Batam が発電の責務を負っている。システムの運営は2004 

年 8 月からは、西スマトラのパダンにある PLN Sumatra Load Control and Dispatcher Unit で管

理運営されている。 

現在スマトラの幹線送電線システムは北部と南部に分かれている。それぞれ送電線容量

150kV の送電線で運営されている。送電線は Banda Aceh から Medan を通り北スマトラ南部

の Rantau Prapat 及び Padang Sidempuan まで設置されている。既設南スマトラ系統は、150KV 

で、西スマトラ、Riau、Jambi、南スマトラ、Bengkulu 及び Lampung 間を接続している。 

クラッシュプログラムの一環で PLN は 2020 年までに電化率を 100%に引き上げるよう投

資計画をまとめている(表 4.5-6)。それによると 2010 年から 10 年間で毎年 Rp 55 兆/年（USD 

60 億/年）の投資をし、以下整備をすることになっている。 
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表4.5.6 クラッシュプログラム送電線拡張計画 

High Votage Transmission Line 3,000 km/y

Power Tranmission Capacity 8,000 MVA/ y

Middle Voltage Transmission Line 20,000 km/y

Low Voltage Tranmission Line 30,000 km/y

Dist Capacity 6,000 MV/y

出典：「インドネシアの石炭開発と輸送インフラ整備開発計画」（平成 20 年 3 月 NEDO） 

 

以上の電力インフラの投資計画には島嶼間の送電インフラの計画も入っている。インドネ

シア政府の計画では、2020 年までにはすべての島嶼に電力インフラが建設されることになっ

ている。図 4.5-9 に示す。 

 

出典：「インドネシアの石炭開発と輸送インフラ整備開発計画」（平成 20 年 3 月 NEDO） 

図4.5.9 島嶼間の送電インフラ計画 

 

現在クラッシュプログラムを含む数々の電力インフラ整備と平行し、南スマトラでの大型

山元発電所建設計画とスマトラとジャワ-バリを接続する大容量直流ケーブル敷設プロジェ

クトが国家プロジェクトとして取り上げられてきている(図 4.5-10)。 
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出典：「インドネシアの石炭開発と輸送インフラ整備開発計画」（平成 20 年 3 月 NEDO） 

図4.5.10 ジャワ-スマトラ-マレーシア送電線 

 

エネルギーの問題は地域のすべての国々が関わる問題である。各国の電力インフラが整備

されるに従い、電力エネルギーの効率が良く経済合理性のある流通について、国境を越えた

議論がなされるようになって来た。マレーシアの TENAGA（マレーシア電力会社）とインド

ネシアの PLN はスマトラとマレーシアを結ぶ海底電線の FS を共同で行っている。今後国境

を越えた送電線が新たなエネルギーの流通の方式として定着してゆくものと期待されている。 

 

4 . 5 . 3  ガスパイプライン 

(1)インドネシアのガスパイプライン建設の状況 

JOGMEC のレポートによれば、インドネシアのガスパイプライン建設の状況は次の通りで

ある。インドネシアは、アジア太平洋地域で 大となる 90 tcf（2005BP 統計）の天然ガス埋

蔵量を有し、一貫して同地域で 大の天然ガス生産国である｡しかし、LNG 事業がガス田開

発の中心であって、国内市場向け開発は重視されていなかった｡その一方で、輸出用の貴重な

石油資源の延命を図るために､1980 年代末から随伴ガスの利用や中小規模ガス田の活用など

が図られ、肥料用原料および電力燃料用にガスが使われている｡従ってガスの国内供給を目的

とする幹線パイプラインは以下に限定されていた。 

・ スマトラ島：南部コリドー鉱区～中部デュリー油田（油田圧入用） 

・ ジャワ島北西部（北西ジャワ鉱区等ガス輸送用）、ジャワ島東部（Kangean 鉱区等ガス

輸送用） 

一方､外貨獲得を目的として、周辺のガス消費国向けのガス輸出事業が、2000 年以降に開

始されている。既存のガス輸出用パイプライン（シンガポール、マレーシア向け）は以下の
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とおり。 

・西ナツナ～シンガポール 

1999 年のプルタミナと SembCorp を中心とするシンガポール側コンソーシアムとのガス売

買契約に基づき､2001 年から海底 PL によりガス輸出が開始された。 

・西ナツナ～マレーシア 

2001年に締結されたプルタミナとマレーシア・ペトロナスとのガス売買契約に基づき、2003

年に、南ナツナ海 PSC から半島部マレーシアに対するガス輸出が開始された。 

・南スマトラ～シンガポール 

2001 年締結のプルタミナと Power Gas Ltd（現 Temasek Holdings）とのガス売買契約に基づ

いて､2003 年に南スマトラ（Corridor、南 Jambi B、Janbung の各 PSC）から海底 PL 経由でシ

ンガポールへのガス輸出が開始された。 

  

(2)南スマトラ-ジャワ島ガスパイプラインの完成 

ガス生産地であり近傍に市場のない南スマトラからジャワ島への天然ガスパイプライン

（南スマトラ－ジャワ島ガスパイプライン）が、二つのフェーズに分けて建設され、南スマ

トラのガスがジャワ島に供給されている。パイプラインへのガス供給は、一部が完成した 2007

年 3 月から始まり、第 1 フェーズ（輸送能力 250MMCFD。コンプレッサー追加により

600MMCFD まで可能。2008 年 8 月完成）、第 2 フェーズ（輸送能力 400MMCFD。2008 年 3

月完成）を経て、全面稼働している。また、稼働したこのパイプライン以外に、計画段階で

はあるが、ジャワ島の東西をつなぐ東西ジャワパイプラインもある。 

インドネシアのガス関連施設の概要を以下の図 4.5-11 に示す。 

 
出典：JOGMEC レポート（2007/3/16） 

図4.5.11 インドネシアのガス関連施設 
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(3)カリマンタン島～ジャワ島間のガスパイプライン建設計画今後のガス幹線パイプライン建

設計画 

スマトラ島からジャワ島への海底ガスパイプライン建設に続いて、ガス埋蔵量の豊富なカ

リマンタン島からジャワ島への海底ガスパイプライン建設が計画されている。しかし、

BP-Migas 等政府機関が 2005 年 10 月末に完了した事業化調査の結果によると、カリマンタン

島におけるガス供給の目処がついていないために、ガスパイプライン建設の採算性が確保で

きないと言う。今後、LNG プラント向けのガス供給との調整が必要になるものとみられる。 

 

4 . 6  石炭開発の現状及び開発計画 

4 . 6 . 1  スマトラ経済回廊 

(1)石炭開発の課題 

スマトラ経済回廊における石炭開発の課題としては、下記の通りである。 

・ほとんど石炭鉱山開発はスマトラ島の内陸に位置し、港湾や海岸から遠く離れている。

また鉄道などの交通ネットワークからも離れている。現状の陸上輸送インフラの状態が

十分でないことから、港までの輸送が非効率である。このことから鉱山からの輸送コス

トが高くなっている。 

・スマトラ島における一般的な石炭は、カリマンタン島と比較して低品位である。スマト

ラ島の石炭総資源量に占める低品位炭の割合は 47％であり、カリマンタン島は 5％であ

る。 

・石炭開発に必要な関連インフラの整備が十分ではない。石炭輸送に鉄道を利用する手段

は極めて限られている。石炭輸送に利用してきた道路は傷んでいる。また港湾能力が限

定されているため鉱山開発に支障をきたしている。 

・土地収用の困難さや労働力の未熟さ、また政府による石炭利用に関する政策のあいまい

さは、障害を引き起こし続けている。 

 

(2)検討されている解決策 

これらの課題に対し、検討されている解決策としては下記の通りである。 

(a)政策・規則による解決策 

確実に石炭生産の開発を 適なものにするため、次のような政策や規則による支援が必要

となる 

・スマトラ島の発電に、石炭を一次燃料として利用することを位置づけること 

・石炭利用を増進すること。スマトラ島で採掘された石炭は、一次産品として直接輸出さ

れるのではなく、高付加価値製品に加工して輸出する。例えば、石炭火力発電（坑口発

電所）や石炭改質、石油化学製品などである。特に坑口発電所は、効率的で輸送コスト

が不要であるため、検討に値する 

・国家電力供給への低品位炭利用に関する政策について規則を発行すること。坑口発電所
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に 低 30 年間にわたり低品位炭を供給可能な石炭会社との直接予約手法の適用。 

・石炭の産地や熱量に基づいた一般的な基準である石炭ベンチマーク価格を決定するため

に、石炭参照価格（Reference Price of Coal）の決定を促進すること。 

・鉱山において、鉱物資源省や地方政府からの石炭鉱山開発許可（IPU）を取得するために

必要な石炭生産量及び、輸出量と DMO（国内消費義務）の割合を計測・報告するための

手法を標準化すること 

・土地の補償問題を解決するために土地政策や規則を強化すること 

・未許可の違法石炭開発の管理（PETI-illegal Mining） 

 

(b)インフラ整備による解決策 

連結性の観点から次の戦略が求められる。 

・南スマトラの内陸における石炭開発には石炭輸送に鉄道インフラが必要である。鉄道を

利用することで、低品位炭の輸送コストは採算がとれるまで削減できる。 

・石炭を輸送できるように内陸から港まで鉄道を建設すること。 

・スマトラ島からの石炭配送を改善するために Lampung と南スマトラの港湾能力を増強す

ること。 

 

(c)人材開発と科学技術による解決策 

石炭開発に求められるのは次のとおりである。 

・教育と訓練を通じ、労働力の品質を向上すること。教育や訓練も改善が必要である。石

炭生産を 10 百万トン/年間まで増やすために 2500 人の労働者が必要であり、そのうち 10

～15％は管理職である。 

・投資家の利益を増加させるように、鉱山開発に対する投資についての企業管理を改善す

る。 

 

4 . 6 . 2  カリマンタン経済回廊 

(1)石炭開発の現状 

カリマンタン経済回廊における石炭開発の課題としては、下記の通りである。 

・2009 年の石炭生産量の既存データを分析した結果、インフラの改善が実施された場合、

中央カリマンタンだけで石炭生産量が 6.7 倍に増加する見込みである。特に内陸の地域

においてインフラの改善は石炭生産性を向上させる(図 4.6-1)。 
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出典：MP3EI 

図4.6.1 カリマンタン内陸部の炭鉱のインフラ改善 

 

・カリマンタンの鉱山分野に共通してある問題として、鉱山と森林とプランテーションに

おける土地利用の重複がある。もうひとつの課題として、鉱山開発許可の発行に関する

官僚主義の弱点を克服する必要がある。特に手続きに要する時間や SOPｓ（Standard 

Operating Procedures）が不明確なことが課題である。従って、官僚主義改革や石炭事業

の許認可について明確で透明性の高いサービスが至急必要である。 

・石炭産業開発の基本戦略は、適切なインフラを利用可能にし、また適切な規制による支

援を提供しつつ、環境の持続可能性を維持しながら、カリマンタン中央にある大規模な

石炭鉱床の採掘を奨励することである。 

・法律 4 号（鉱物資源省 2009）に言及されている石炭の高付加価値化は、ガス燃料を生産

するガス化やなどの石炭改質技術への投資や液化への投資を通じてなされる。利益を生

み出すほかに、このような投資は、雇用機会や所得の増大、輸入代替品の節約可能性な

ど、重要かつ多様な効果を生み出すことができる。石炭高付加価値化を促進する試みは、

石炭開発において非常に難しいレベルの活動であることから、政府によるインセンティ

ブが必要である。例えば、石炭採掘や利用の際に、環境に優しい技術の利用を奨励する

税のインセンティブなどである(図 4.6-2)。 

・カリマンタンの石炭産業投資計画（2011-2015）は、Bontang、East Kutai、Balikpapan、South 

Kalimantan、West Kalimantan に集中している。 
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出典：MP3EI 

図4.6.2 コールバリューチェーン 

 

 

(2)検討されている解決策 

これらの課題に対し、検討されている解決策としては下記の通りである。 

(a)政策・規則による解決策 

石炭鉱山の主要な経済活動の発展を確実にするために以下の政策や規制の改革に取り組む

べきである。 

・森林法（1999 年法律第 41 号）と新鉱業法（2009 年法律第４号）との調整を実施しなが

ら、地域特別計画（Provincial RTRW and Regency/City RTRW）の完成を加速すること 

・土地管理や石炭鉱山と森林やプランテーションの間における土地利用の特別紛争に関す

る規則を改善すること。 

・廃棄物や排出物の分類や、閉山後の活動に環境保護プログラムを一体化させるといった

環境問題を解決すること。 

・国内供給義務（DMO）の実践を通じて、原炭を地元の産業や地域内の発電所に供給する

保証を提供すること。 

・民間事業の継続性を確かなものにするために、許認可手続きの簡素化やより良いサービ

ス提供を通じ、鉱山開発における官僚主義を改革すること。 

・投資家に対し、経済的費用（所得税、輸入税、その他輸入に関する税の徴収、物品税、

その他各種違法な料金）を軽減するために、サプライチェーンの全体にわたって魅力的

な税のインセンティブを策定すること。 

・石炭の高付加価値化（石炭改質技術を含む）事業への投資に対し、税のインセンティブ
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メカニズムを策定すること 

 

(b)インフラ整備による解決策 

石炭産業の主要な経済活動を支援するインフラ供給の取組がいくつか確認されてきている。 

・島内陸の石炭採掘を 大化させ、経済的な採算性を確保するために、石炭鉱山から港を

結ぶ石炭鉄道や河川輸送利用の開発を実施すること。 

・カリマンタン内陸からの石炭生産年間計画の増加に対応するため、河港・海港の双方に

ついて港の能力を増大すること。Barito 川と Mahakam 川の港と接続する石炭鉄道システ

ムの開発も対象である。 

・インフラ開発に参画する石炭鉱山事業者に対し、税のインセンティブを提供すること。 

・鉱山開発のための電力供給能力を増加させること。 

 

(c)人材開発と科学技術による解決策 

石炭開発の主要な経済活動をけん引する付加価値の 適化のための試みとして次の提案が

ある。 

・石炭加工技術（ガス化や液化など）や環境に優しい石炭開発技術の開発 

・労働力や科学技術の品質を改善するために、管理職及び一般職双方に対する訓練機会の

提供。 

・CCT や保安、事業採算性検討、管理職訓練を含む鉱山開発や石炭利用に関するスペシャ

リストの訓練機会の提供。 

 

4 . 7  石炭開発に起因する環境問題について 

4 . 7 . 1  インドネシアの環境汚染の現状 

インドネシアの環境汚染は、主として都市部の自動車排ガス等による大気汚染、生活排水

と下水道整備率が低いことによる汚水及び産業排水による河川・地下水の水質汚濁、また深

刻化する廃棄物処理問題などが挙げられる。 

 

(1)大気汚染 

環境大気については、自動車やオートバイなどの移動発生源による都市沿道汚染が著しい

状況である。鉄道などの大量輸送システムが未整備のため、過度の道路輸送依存や慢性的な

渋滞が発生し、都市の大気環境が悪化している。現在、ジャカルタ市や一部の都市を除いて、

常時連続モニタリングデータはない。都市域以外のカリマンタンなど一部の地域では野焼き

のシーズンに、煙霧（ヘイズ）による高濃度の浮遊粒子状物質が観測されている。 

 

(2)水質汚染 

水質汚濁については、有機性汚濁負荷のうち 50～75％が生活排水、25～50％が産業排水に
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よるとされている。家庭の汚水処理漕の近くに飲用も兼ねる生活用水井戸があるケースも多

いとの報告もあり、未処理汚水に汚染された河川水及び地下水を利用する住民の健康影響が

懸念されている。 

産業排水については、2004 年度の大・中規模の工場総数 9,958 に対し、2008 年度には 12,847

と、4 年間に工場数が 29％の増加を示している。業種については、2008 年度のデータによる

と、食品・飲料関係の工場数が 47.6％、繊維関係の工場数が 21％であった。これらは多くの

排水を必要とする業種であり、両業種の合計工場数は 8,700 と全体の 7 割近くになっている。

このほか農業・家畜による汚濁負荷もある。2006 年度の無機肥料及び農薬の使用量は 2004

年度の 5 倍と報告されており、全体として汚濁負荷が高くなっている。 

河川の汚濁も進展している。環境省の 2009 年度環境年報によると、全国では 56％、カリ

マンタン島では 80%、ジャワ島では 74％の水域が水質環境基準類型 II（レクリエーション、

淡水魚養殖、農業・プランテーション灌漑に利用）に不適合であった。現在は湖沼の水質は

貧栄養段階が多い状況であるが、貧栄養と中栄養との間を推移しているバツール湖（バリ）、

一部の水域で栄養レベルがやや高いトバ湖（北スマトラ）など、対策が必要な湖沼も出現し

ている。 

地下水や土壌に対しても、上述のような汚濁負荷が掛かっているため、体系的なモニタリ

ングが必要な状況となっている。 

 

4 . 7 . 2  環境関連法制度と執行体制 

(1)環境関連法制度の概要 

インドネシアにおいて環境基本法にあたる法律は 2009 年法律 32 号の環境管理法である。

旧法（1982 年）が 1997 年に大改正され、事業活動に対する環境規制強化、罰則強化、紛争

処理に関する規定の充実、国民の環境情報に対する権利規定の導入等が行われた。さらに、

2009 年の改正で環境当局の権限や罰則が大幅に強化され、環境省には警察と協力して環境犯

罪の容疑者を逮捕する権限が与えられた。また、廃棄物に関する基本的な法律として廃棄物

管理法（2008 年）が制定された。 

個別の水質や大気の管理については政令などで規定されている。この環境法体系は 1998 年

以降に急速に進んだ地方分権の流れに沿ったものである。廃棄物管理法も 2008 年に法律とし

て制定された。水質については、水質汚濁の防止及び水質管理に関する政令（2001 年 82 号）

があり、このほか、大気汚染防止政令（1999 年）、有害廃棄物管理政令（1999 年）、環境影響

評価政令（1999 年）、関係する法律として地方自治法（2004 年）などがある。これらの法令

の執行に必要な環境規制値及びその対象施設などは大臣令や規則により細かく規定されてい

る。例えば PM2.5 の環境基準値は 1999 年の大気汚染防止政令において定められている。 

 

(2)法体系 

インドネシアでは、環境汚染対策に関する以下の法令が制定されている。 
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表4.7.1 インドネシアにおける環境汚染対策に係る法制度 

分野 法令 

環境全般 環境管理法（2009 年法律第 32 号） 
※1982 年法律第 4 号を、1997 年法律第 23 号にて大幅改定。2009 年に再び改正され、10 月 3
日付けで新法が公布・施行 

地方分権 1999 年法律第 22 号 

水質関係 水質汚濁の防止及び水質管理に関する政令（2001 年政令第 82 号） 
※関連するガイドラインを省令で規定、本政令に基づき環境基準を設定 

 水質汚濁防止の管理に関する環境大臣規則（2010 年第 1 号） 

 水公害防止管理者に係る資格認証及び資格基準に関する環境大臣規則（2009 年第 3 号） 

 海水の水質基準に関する政令（2004 年政令第 51 号及び第 179 号） 

 産業排水の基準に関する環境大臣令（1995 年第 51 号） 

 ホテルからの排水基準に関する環境大臣令（1995 年第 52 号） 

 病院からの排水基準に関する環境大臣令（1995 年第 58 号） 

 石油・ガス事業からの排水基準に関する環境大臣令（1996 年第 42 号） 

 工業団地からの排水基準に関する環境大臣令（1998 年第 3 号） 

 家庭等からの排水基準に関する環境大臣令（2003 年 112 号） 

 石炭採掘・関連事業からの排水基準に関する環境大臣令（2003 年第 113 号） 

 金・銅採掘業からの排水基準に関する環境大臣令（2004 年第 202 号） 

 家畜屠殺場からの排水基準に関する環境大臣規則（2006 年 2 号） 

 鍚採掘業からの排水基準に関する環境大臣規則（2006 年第 4 号） 

 ニッケル採掘業からの排水基準に関する環境大臣規則（2006 年第 9 号） 

 ビニル（モノマー・ポリマー）工業からの排水基準に関する環境大臣規則（2006 年第 10 号）

 石油ガス地熱産業からの排水基準に関する環境大臣規則（2007 年第 4 号） 

 果実・野菜加工場からの排水基準に関する環境大臣規則（2007 年第 5 号） 

 水産加工業からの排水基準に関する環境大臣規則（2007 年第 6 号） 

 石油化学（上流）工業からの排水基準に関する環境大臣規則（2007 年第 8 号） 

 レーヨン工業からの排水基準に関する環境大臣規則（2007 年第 9 号） 

 酸化・ポリエチレンテレフタレート工業からの排水基準に関する環境大臣規則（2007 年第 10
号） 

 海草加工業からの排水基準に関する環境大臣規則（2008 年第 12 号） 

 ココナッツ加工業からの排水基準に関する環境大臣規則（2008 年第 13 号） 

 食肉加工業からの排水基準に関する環境大臣規則（2008 年第 14 号） 

 大豆加工業からの排水基準に関する環境大臣規則（2008 年第 15 号） 

 セラミック工業からの排水基準に関する環境大臣規則（2008 年第 16 号） 

 地熱発電からの排水基準に関する環境大臣規則（2009 年第 8 号） 

 伝統的薬品・ジャム産業からの排水基準に関する環境大臣規則（2009 年第 9 号） 

 油脂化学産業からの排水基準に関する環境大臣規則（2009 年第 10 号） 

 牛・豚飼育業からの排水基準に関する環境大臣規則（2009 年第 11 号） 

 鉄採掘業からの排水基準に関する環境大臣規則（2009 年第 21 号） 

 地 方 政 府 の 環 境 組 織 の 組 織 改 革 に 関 す る 内 務 省 と 環 境 省 の 共 同 通 知 分
（No061/163/SJ/2008AND SE-01/MENLH/2008） 

大気関係 環境大臣令（1993 年） 

 大気汚染防止に関する政令（1999 年政令第 41 号） 
※関連するガイドラインを省令で規定 

 農業産業からの排ガス基準に関する環境大臣令（2004 年第 133 号） 
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 スチームボイラーからの排ガス基準に関する環境大臣規則（2007 年第 7 号） 

 セラミック加工業からの排ガス基準に関する環境大臣規則（2008 年第 17 号） 

 カーボンブラック工業からの排ガス基準に関する環境大臣規則（2008 年第 18 号） 

 地熱発電事業からの排ガス基準に関する環境大臣規則（2008 年第 21 号） 

 固定発生源からの排ガス基準に関する環境大臣令（1995 年第 13 号） 

 新型自動車及び継続生産自動車の排ガス基準に関する環境大臣令（2003 年第 141 号） 

騒音関係 騒音に関する環境基準：環境大臣令第 48 号（1996 年） 

振動関係 振動に関する環境基準：環境大臣令第 49 号（1996 年） 

悪臭関係 悪臭に関する環境基準：環境大臣令第 50 号（1996 年） 

環境影響評価 環境影響評価に関する政令（第 51 号）（1993 年） 
※1999 年に改定（1999 年政令第 27 号） 

 環境影響評価を実施すべき事業または活動及び規模に関する環境大臣令（2001 年第 17 号）
※関連ガイドラインあり 

廃棄物関係 廃棄物管理法（2008 年第 18 号） 

 有害廃棄物の管理に関する規則（1999 年台第 18 号） 

その他 各省庁の所掌を定める大統領令（2001 年第 101 号）を改正する大統領令（2002 年第 2 号）

 環境省組織と業務に関する環境大臣規則（2010 年第 16 号） 

出典：「環境省」http://www.env.go.jp/air/tech/ine/asia/indonesia/indexIN.html 

 

(b)環境管理法 

1997 年に制定された。環境管理法は、環境基本法的なもので、総則、環境管理の原則・目

的及び目標、権利・義務及び社会の役割、環境管理の権限、環境機能の保全、環境保全のた

めに遵守すべき要件、環境紛争処理、捜査、罰則、経過措置の全 11 章、52 の条文から構成

されている。新たな環境管理法の特徴として、①事業活動に対する環境規制の強化、②罰則

の強化、③環境紛争処理に関する規定の充実、④国民の環境情報に関する権利規定の導入等

が挙げられている。 

同法は、2009 年に再び改正され、法律第 32 号として 10 月 3 日付で新法が公布・施行され

ている環境当局の権限や罰則が大幅に強化され、環境省には警察と協力して環境犯罪の容疑

者を逮捕する権限が与えられている。 

 

(c)騒音、振動及び悪臭 

騒音、振動及び悪臭に関する環境基準は、それぞれ 1996 年の環境大臣令第 48 号、第 49 号

及び第 50 号で定められている。 

・騒音に関しては、土地利用形態（居住、商業、事務所、緑地、工業、官庁・公共施設、

レクリエーション施設、その他空港、駅、港、文化財）と活動形態（病院、学校、お祈

り場所）に応じて騒音レベルが定められている。 

・振動に関しては周波数ごとの振動レベルが定められている。 

・悪臭に関しては、アンモニア、硫化水素等 5 項目に関して環境基準が定められている。 
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(d)環境影響評価 

環境影響評価制度（通称 AMDAL）は、旧環境管理法第 16 条の規定（環境に重大な影響を

及ぼす可能性のある事業は、環境影響評価を実施しなければならない。）に基づいて、1986

年に導入され、1993 年の「環境影響評価に関する政令」（第 51 号）では、初期スクリーニン

グプロセスの簡略化や複数の省庁がからむ事業の審査に関する環境影響管理庁の権限強化な

どを柱とした制度の抜本的改正が実施され、その後 1999 年に改訂されている（1999 年政令

第 27 号）。環境影響評価の対象となる事業または活動の種類及び規模については、「環境影響

評価を実施すべき事業または活動及び規模に関する環境大臣令（2001 年第 17 号）」により定

められている。AMDAL 報告書の作成を専門的に担当するコンサルタントが存在し、これら

の業者に関する情報（連絡先等）は環境省の Web サイトで公開されている。 

 

(3)法の執行体制の概要 

(a)法令に定められる関係機関の役割 

インドネシアでは、1998 年スハルト大統領退陣後の政治的混乱の中で地方分権化が進み、

環境関連の法律についても、地方分権化の流れに沿った改正が行われてきている。汚染に関

連した法律については、環境省から 1999 年に「有害廃棄物の管理に関する政令」(1999 年政

令第 18 号、部分修正: 1999 年政令第 85 号) 、「環境影響評価に関する政令」(1999 年政令第

27 号) 、「大気汚染の防止に関する政令」(1999 年政令第 41 号) が公布され、地方分権化の流

れに沿った内容となっている。また、2001 年には、「水質管理及び水質汚濁防止に関する政

令」(2001 年政令第 82 号) が公布され、水質汚濁の分野でも法制度面では、地方分権化を進

める枠組みが整っている。 

 

1)大気汚染 

1999 年政令第 41 号は、インドネシアにおける大気汚染管理を以下のように規定している。 

・環境省は、国の大気環境基準、固定発生源・移動発生源の排出基準、大気汚染管理に関

する技術ガイドライン等を策定し、施行する義務を有する。また、環境省はオゾン層破

壊物質(Ozone Depletion Substances: ODS)及び温暖化問題に対処するための政策・施策を

策定する。 

・州知事は、国の大気汚染基準及び州の大気汚染状況を勘案し、州知事令をもって州の大

気環境基準を規定することができる(5 年ごとに再検討する必要がある)。たとえば、ジャ

カルタ特別州、東ジャワ州及びカリマンタン州が独自の大気環境基準を規定することが

できる。 

・県知事・市長は、州知事の監督の下、地域の環境管理を実施する。 

・自動車排ガス試験は、運輸省(Ministry of Communication)の運輸道路交通局（Traffic and Road 

Transportation Agency) 等、道路交通を監督する機関によって実施される。 
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2)水質汚濁 

地方分権化により、水質汚濁管理を含む環境管理の責任を県・市政府に移管することとな

った。2001 年「水質管理及び水質汚濁防止に関する政令(2001 年政令第 82 号)」では、インド

ネシアにおける水質汚濁管理を以下のように規定している。 

・水質汚濁管理の責任を中央政府から州もしくは県・市政府に移管する。 

・環境省は、水質汚濁管理に係る国の基本方針を策定する責任を有する。 

・州境や国境を越えた水に関する問題については中央政府が対処する。 

 

しかし、別の法規に基づき、非常に多くの中央政府省庁及び部局が水源及び排水管理に関

与する権限を有している。主たる管轄省庁は、工業省、エネルギー・鉱物資源省、保健省、

農業省等である。中央政府の多くの省庁及び地方自治体が関与し、その権利・義務関係が複

雑であることが、水質汚濁対策が進まない要因の１つとなっている。 

 

(b)執行体制 

インドネシア環境省は、環境管理に関する規則の発行と、所管規則に関する環境管理の基

本的情報を提供するという方法で環境管理政策を主管している。他方、環境保全に関する具

体的な実施と規制の権限は、下表のように各省庁に細分化されている。 

 

表4.7.2 インドネシア各省庁における環境対策に係る役割 

省庁 役割 

公衆衛生省 衛生設備（下水処理） 

農業省 再生資源管理、水産資源管理 

林業省 森林、自然保護 

エネルギー・鉱物資源省 非再生資源管理、エネルギー及び発電に伴う汚染に係る対策 

工業省 産業汚染対策 

公共事業省 水質管理、都市計画 

運輸・通信省 大気汚染対策、車両騒音公害対策 

観光省 娯楽施設の騒音公害対策 

人的資源省 労働環境、労働衛生の改善 

移住省 土地利用 

商業省 保護動植物に関する貿易管理 

探査・技術省 地質生態・海洋資源管理 

教育文化省 環境教育 

司法省 環境立法及び法制化 

内務省 地方政府の監視、州及び地方の環境官庁の設立 

国家原子力局 放射能に係る対策 

出典：「環境省」http://www.env.go.jp/air/tech/ine/asia/indonesia/indexIN.html 

 

1)環境省 

環境問題を担当する国の組織としては、環境省と環境影響管理庁(BAPEDAL) が設置され
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ていたが、2002 年 1 月 7 目付けで、各省庁の所掌を定める大統領令(2001 年大統領令第 101

号) を改正する大統領令(2002 年大統領令第 2 号) が公布され、従来の環境影響管理庁が環境

省に併合された。 

・この結果、環境問題に関する政策の立案、地球環境問題等を担当していた従来の環境省

と、環境保全対策の実施、環境監視等を担当していた従来の環境影響管理庁の両方の業

務、機能を引き継いだ新たな環境省(インドネシア語で、Kementrian Lingkungan Hidup、

略称「KLH」)が発足した。 

・2002 年大統領令第 2 号によると、環境省の責務は「環境管理及び環境影響防止に関する

政策の形成及び調整を行う」こととされ、その機能、権限には以下が例示されている。 

ⅰ) 環境管理及び環境汚染対策に関する政府としての政策の策定 

ⅱ）環境管理及び環境影響防止に関する総合的な施 計画の策定、モニタリング、分析、評

価の実施 

ⅲ）市、県レベルの地方政府において必要となる 低基準に関するガイドラインの策定 

ⅳ）市、県レベルの地方政府に対するガイドライン、ガイダンスの策定、研修・監視の実

施 

ⅴ）自然環境の保全と管理に必要なガイドラインの策定 

ⅵ）関連する分野の国際協定の適用 

 

・KLH は環境大臣規則 2010 年第 16 号(環境省の組織と業務に関する環境大臣規則)に基づ

き、組織体制が大きく改変された。 

 

また、環境省はインドネシアの生態系、文化、習慣の多様性に対応するため、現地の状況

をより正確に把握するために地域環境管理センターを設立している。これらの地域環境管理

センターは、環境大臣の直轄であり、主な役割は、法律に基づく州をまたがる河川の調査・

整備、ADIPRAJA (都市のランキングシステム) の調査・評価等である。 

 

2)環境管理センター 

・環境管理センター(Environment Management Center (EMC、またはインドネシア語略称は

SARPEDAL (Environment Impact Control facility ))は、環境省の次官 VII (技術開発関係) の

下に置かれている(上述した環境大臣直轄の地域環境管理センターとは異なるものであ

る) 。主な役割は、モニタリングの指導(主に地方自治体と民間のラボ認証機関を対象)、

モニタリングのマニュアル作り、事故時対応マニュアルや事故の分析等である。 

・EMC は、日本の無償資金協力により建物、設備、機材の供与を受け、1993 年 8 月に完

成した(日本側投入: 26 億 8,700 万円) 。これとあわせ、1993 年 1 月-2000 年 3 月まで、7

年 3 か月にわたり、JICA のプロジェクト方式技術協力「インドネシア環境管理センター

プロジェクト」が行われた。続いて、「インドネシア地方環境管理システム強化プロジェ
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クト」(Project for Strengthening Decentralized Environmental Management System in Indonesia)

が 2002 年 7 月から 2006 年までの予定で実施された。 

 

3)地方政府の役割 

・インドネシアの各地における地方自治への要求の高まりに応えるため、また、地方の権

利を拡大する必要が生じたため、1999 年に地方行政法(法律第 22 号)及び中央地方財政均

衡法(法律第 25 号) が制定され、大幅な地方分権が行われることとなり、2001 年 1 月か

ら本格施行されている。 

・政府権限と機能の地方への委譲に伴って、中央政府職員の地方政府への移籍と財源の移

転が進む中、環境行政の分野でも多くの権限や業務が地方政府(基本的には県、市) に移

された。インドネシア環境省においても、各種ガイドライン等を地方政府に示し、分権

化後の円滑な実施のための努力を行っている。 

 

 

4 . 7 . 3  石炭開発に起因する環境問題（現地調査結果） 

現地調査により判明した石炭採掘から利用までのコールチェーンを含む石炭開発に起因す

る環境問題は以下の表の通りである。 

 

表4.7.3 石炭開発に起因する環境問題（現地調査結果） 

環境問題 対象 内容 ヒアリング先 

大気汚染・
交通渋滞 

道路 現在の南スマトラの石炭輸送について。Tanjun Enim は鉄
道、それ以外の地域は道路輸送である。国道を利用する
と、大気汚染や交通渋滞などで地域住民からの苦情があ
がる等の問題が生じる。 

エネルギー鉱物
資源省鉱物石炭
総局石炭事業局

河川の水深
低下 

河川 東カリマンタン州のマハカム川について。上流側の開発
が原因で、河川に土砂が堆積し水深が低下。河川による
石炭輸送に影響が出てきている。また乾期が長期化（2011
年には雨期がなかった）していることから問題を深刻化
させている。石炭輸送をマハカム川に依存し続けること
はできないと感じる。 

東カリマンタン
州鉱山局 

GHG 火力発電所 南スマトラ州では、電力需要に対応するため、多くの火
力発電所建設計画が進行中である。発生する GHG の削減
が地域の課題である。州には GHG の削減目標が課されて
おり、これには石炭開発にも大きな影響がある。 

南スマトラ州 
BAPPEDA 
鉱山局 

石炭灰の処
理 

火力発電所 現状では、石炭灰を処理せずに、地下に埋設している。
有害廃棄物の指定があるため、利用をして良いのかとい
う問題がある。今後、多くの石炭火力発電所が建設予定
であり、大量発生に対応する必要がある。 

石炭鉱業協会 
発電事業者 

土地利用上
のトラブル 

事業用地 東カリマンタン州では、炭鉱とパームオイル事業者、農
地などのあいだで、土地利用上のトラブルが多い。 

東カリマンタン
州鉱山局 

政策 インセンティブ 石炭開発における、環境保全事業に対して、政府の優遇
措置は設けられていない。規制のみで対処されている。 

石炭鉱業協会 
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4 . 8  マスタープランに類似する計画について 

4 . 8 . 1  対象地域における計画 

現地調査の結果、下記４箇所の対象地域でマスタープランに類似する計画が各々存在する

ことを確認した。 

（南スマトラ州） 

(1)PT Bukit Asam（Persero）Tbk. (PTBA) 

(2)PT Pendopo Energi Batubara（Pendopo） 

 

（東カリマンタン州） 

(3)PT Delma Mining Corporation （Delma） 

(4)PT Bhakti Energi Persada（Bhakti） 

 

各計画の位置図を以下に示す。 

 

図4.8.1 マスタープランに類似する計画の所在地(南スマトラ州) 
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図4.8.2 マスタープランに類似する計画の所在地(東カリマンタン州) 

 

4 . 8 . 2  対象地域の計画概要 

開発者より得られた情報による各計画の概要を以下に示す。 
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(1)PT Bukit Asam（Persero）Tbk. (PTBA) 

開発者 PTBA 

対象地域（又はコンセッ
ションの名称） 

Tanjung Enim Mine 

コンセッションの所有 
（）内はシェア 

・インドネシア政府（65.2%） 
・インドネシア国内投資家（13.21%） 
・外国投資家（21.77%） 

対象地域までのアクセ
ス（現状） 

・Muara Enim と Palembang 間の州道及び地方道（2 車線道路） 
・Palembang から 200 ㎞ 
（Muara Enimｗ想定） 

開発計画面積 ― 

（計画概要） 

 
出典：PTBA 

開発予定施設 
の概要 

褐炭火力発電、コール・ベット・メタン 
ブリケット工場 

現状 開発済みのエリア 

開発スケジュール 計画概要に記載 

その他 鉄道、港湾開発計画あり 

  



 

91 

 

(2)PT Pendopo Energi Batubara（Pendopo） 

開発者 DH-Energy 
※SEZ としての開発主体は地方政府 

対象地域（又はコンセッシ
ョンの名称） 

keamatan Talang Ubi, Penukal, Tanah Abang and Rambang Dangku, Pendopo Area, 
Muara Enim Regency 

コンセッションの所有（）
内はシェア 

・PT Indah Alam Raya（99.99％） 
・PT Fajar Harapan Buana（0.01%） 

対象地域までのアクセス
（現状） 

・Muara Enim と Palembang 間の州道及び地方道（2 車線道路） 
・Palembang から 140 ㎞、Muara Enim から 60km 

開発計画面積 1,700ha （Phase１） 

（計画概要） 

 

開発予定施設 
の概要 

褐炭火力発電、褐炭改質、石炭化工品製造、褐炭ガス化、褐炭液化 

現状 ほぼ未開発のエリア、採掘場試掘中（サンプル炭提供用） 

開発スケジュール 2015 年末に、 初の施設として褐炭改質施設が完成予定 

その他 SEZ(経済特区)として地域指定の申請手続き中（候補リスト掲載済み） 
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(3)PT Delma Mining Corporation （Delma） 

開発者 PT Delma Mining Corporation （Delma） 

対象地域（又はコンセッ
ションの名称） 

Bulungan Regency, East Kalimantan 
 

コンセッションの所有 
（）内はシェア 

・PT Risjadson Development（80%） 
・Amirsyah Risjad（10%） 
・Rizal Risjad（10%） 

対象地域までのアクセ
ス（現状） 

・ジャカルタから Tarakan 空港まで空路 2 時間 50 分（直行便あり）。または
Balikpapan から空路１時間弱。 
・Tarakan からスピードボートで 1 時間 30 分 
（海岸線からの距離は 22km） 
・北スマトラ州の州都となる Tanjung Selor から車 2 時間 

開発計画面積 工業地域 1200ha 

（計画概要） 

 

開発予定施設 
の概要 

石炭加工品製造（メタノール、肥料）、発電所、褐炭ガス化。 
石炭積出しおよび荷受け用 Jetty 

現状 ほぼ未開発のエリア、採掘場試掘中（サンプル炭提供用） 
工業地域の一部の造成着手 

開発スケジュール ― 

その他 工業地域は東カリマンタン州の認可済み 
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(4)PT Bhakti Energi Persada（Bhakti） 

開発者 PT Bhakti Energi Persada（Bhakti） 

対象地域（又はコンセッ
ションの名称） 

Muara Wahau district, Kutai Timur regency, East Kalimantan province 

コンセッションの所有 
（）内はシェア 

・Persada Capital Investama(33%) 
・Triputra Investindo Asia(33%) 
・PT Adaro Energy Tbk（10.22%） 
・Ohters（23.78%） 

対象地域までのアクセス
（現状） 

Jakarta から Samalinda へ空路。そこから Tanjung Redeb を経由する空路か、
Sangatta を経由する陸路がある。又は Mahakam 川と Wahau 川を通るルートも
ある。 
（直線距離：東海岸までは約 100 ㎞。州都の Samarinda へは約 180km、Bontang
までは約 150 ㎞） 

開発計画面積 産業エリア I 2500ha、産業エリアⅡ 1300ha、居住エリア 2800ha 

（計画概要） 

 

開発予定施設の概要 褐炭改質、発電所、アルミ精錬等 

現状 ほぼ未開発。鉱区から海岸までの道路建設中（地方政府が 40%出資） 

開発スケジュール 2014 年末頃から出炭開始予定 

その他 
 

工業地域について州政府に申請中 
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第 5 章 マスタープランに関するニーズ一覧 

5 . 1  現地調査行程 

本調査では、既存資料の整理検討を行った後、２回に分けて現地調査を実施し、現地で得

られた各種データ、情報について検討した。 

第１回現地調査（2012 年 12 月 17 日～12 月 22 日）では、中央政府および地方政府の関係

機関、関係する企業、協会等を訪問し本事業の実施内容を説明するとともに、インドネシア

側のニーズ、各調査項目の基本情報を収集した。 

第２回現地調査(2013 年 1 月 28 日～2 月 8 日)では、第 1 回目の追加の情報収集、マスター

プランの基本構想に必要な対象地域の現地状況を調査した。各調査における訪問先およびヒ

アリング、情報収集の内容を表 5.1-1、表 5.1-2 に示した。 

 

表5.1.1 第１回調査実績 

訪問先 調査目的、項目 対応者名 

エネ鉱省鉱物石炭総局石炭事業管理局 石炭政策、プロジェクトサイト候補 Gultom 副局長 

インドネシア石炭鉱業協会 南スマトラ、東カリマンタン州の現状と課題、
政府優遇措置他 

Suhara 専務理事 

東カリマンタン州鉱山局 州の現状、ニーズ、課題 Markus 氏 

南スマトラ州鉱山局 州の現状、ニーズ、課題 Izoromaita 氏、他

南スマトラ州 BAPPEDA 州の現状、開発計画、課題 Syahron 書記、他

PT Delma Mining 石炭生産・利用計画、廃棄物・環境対策 Lucki 取締役、他

PT Bhakti Energi Persada 石炭生産・利用計画、廃棄物・環境対策 Jeffrey 社長、他 

PT DH Energy 石炭生産・利用計画、廃棄物・環境対策 Tanaka 社長、他 

PTBA 石炭生産・利用計画、廃棄物・環境対策 Joko 副所長、他 

 

表5.1.2 第２回調査実績 

訪問先 調査目的、項目 対応者名 

エネ鉱省鉱物石炭総局石炭事業管理局 調査結果報告、対象地域の状況・課題 Gultom 副局長 

南スマトラ州 BAPPEDA 州の候補地域の状況 Yohannes 局長、他

PT Delma Mining 炭鉱・工業地域の現地調査、計画の詳細 Bob 社長、他 

PT Bhakti Energi Persada 炭鉱・工業地域計画の詳細 Jeffrey 社長、他 

PT DH Energy 炭鉱・工業地域の現地調査、計画の詳細 Tanaka 社長、他 

 

 

5 . 2  対象国及び対象地域別のニーズ一覧 

第１回調査、第 2 回調査を通して、マスタープラン対象地域および候補炭鉱の関連会社を

訪問しニーズ調査を実施した。各地域及び候補炭鉱のニーズを取り纏めた結果および対応す

る日本のシーズの可能性を表 5.2-1 に示す。 
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表5.2.1 マスタープラン候補炭鉱地域他のニーズ 

炭鉱地域 訪問先 ニーズ シーズの可能性 

東カリマンタ
ン州  

鉱山局 
石炭鉱業
協会 

(1)ディーゼル発電主体から石炭火力
への転換及び電力インフラ（送電網）
の整備 
(2)主力である河川の石炭輸送に課題 
(3)低品位炭利用技術 

(1)送電網が不十分で大規模石炭火
力は難しいが、スラリー燃料の適
用、流動床によるバイオ混焼等 
(2)鉄道、専用道路の建設 
(3)経済的な改質、ガス化技術 

南スマトラ州  鉱山局 
BAPPEDA 
石炭鉱業
協会 

(1)石炭輸送インフラに課題 
(2)低品位炭が主体の石炭資源 
(3)MP3EI 地域で SEZ 申請の Tajung 
Apiapi の候補化  

(1)鉄道、専用道路の建設 
(2)山元地域での利用技術 

北カリマンタ
ン州 
Bulungan  

PT Delma 
Mining  

(1)石炭利用によるメタノール、肥料
製造  
(2)経済的な低品位炭改質・乾燥技術 
(3)バイオマスの利用 
(4)工業地域への石炭利用設備計画・
投資 

(1)ガス化、メタノール製造技術 
 
(2)安価な乾燥・改質、利用技術 
(3)ヤシ殻等の混焼技術 

東カリマンタ
ン州  
East Kutai  

PT Bhakti 
Energi 
Persada  

(1)経済的な低品位炭改質、ガス化等
の利用技術 
(2)バイオマスの利用 
(3)工業地域への石炭利用設備計画・
投資 

(1)安価な乾燥・改質、利用技術 
 
(2)ヤシ殻等の混焼技術 

南スマトラ州
Pendopo  

PT DH 
Energy  

(1)共通インフラ（工業用水、廃水処
理、通信インフラ、道路等）の建設 
(2)バイオマスの利用 
(3)工業地域運営管理会社や工業地域
への出資／投資  

(1)該当技術の適用 
 
 
(2)混焼技術 

南スマトラ州 
Tanjung Enim 

PTBA (1)輸送インフラ整備 
(2)石炭灰利用 
(3)CBM、ECBM 
(4)未開発地域探査 

(1)鉄道・道路建設、コンサル 
(2)セメント等適用 
(3)CCS  

 

第 6 章 本邦企業のシーズ調査結果 

6 . 1  本邦企業のアンケート調査結果 

インドネシアの事前調査結果について、本邦企業 24 社に報告してアンケート調査を実施し

たところ、以下のような結果となった。 

 

インドネシアへのマスタープラン策定に興味がある。 15 社 

インドネシアへのマスタープラン策定に参加したい。 10 社 

 

6 . 1 . 1  興味がある理由 

(1)バイオマスのニーズに関心がある。 

(2)石炭ガス化事業の実現性を検討中である。 

(3)肥料工場を建設中であり、天然ガス代替として関心がある。 
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(4)協力できそうな領域がある。 

(5)事業戦略地域として、自社の対象地域と合致している。 

(6)石炭ソースとして重要な国であり、相手との良好な関係構築が期待できる。 

(7)今後も成長が期待できる国である。 

(8)自社も現地法人を有している。 

(9)石炭埋蔵量が豊富である。 

(10)低品位炭活用ニーズが多く、ポテンシャルが高い。 

 

6 . 1 . 2  シーズ技術 

(1)低品位炭改質技術 

(2)低品位炭の液体燃料化技術 

(3)CMM 濃縮技術 

(4)水熱ガス化による廃水処理技術 

(5)ブリケット製造技術 

(6)石炭ガス化による低品位炭有効利用 

(7)廃水処理、再生水供給技術による水資源の有効活用 

(8)CFB 技術 

(9)石炭灰の有効利用技術 

 

6 . 2  ニーズ、シーズの適用可能性検討結果 

6 . 2 . 1  低品位炭の改質 

(1)概要 

低品位炭は高水分、低発熱量で、高い自然発火性があるため、現状では市場性がなく山元

での利用に制限されているが、インドネシアの低品位炭は低硫黄、低灰分の特徴を有してい

るため、効率的に改質して発熱量の高い石炭に転換し、さらに自然発火性を抑制することに

より、一般炭と同様に市場性のある石炭としてエネルギーの安定供給化に資することができ

る。改質技術はこれまで多くのプロセスが開発されてきたが、現在、日本の UBC プロセスが

インドネシアでの実証プラント開発を終え、商業段階にある。 

UBC のプロセス概要を図 6.2-1 に示す。 

インドネシア低品位炭の UBC による改質試験が行われ、水分 60%の低品位炭も一般炭同等

の改質炭になることが確認されている（表 6.2-1）。また、改質炭のインドネシアから日本へ

の輸送試験および実機ボイラでの燃焼試験も行われ、問題ないことが確認されたことから、

インドネシアの低品位炭を改質することにより、一般炭市場に流通させることが可能である

ことが実証された。現状でのプロセスコストはブリケット化を含めて 15～20$程度であるが、

商業化 FS でさらに経済性向上が検討されている。 
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図6.2.1 UBC プロセスフロー 

 

表6.2.1 UBCの改質結果 

 

 

(2)石炭改質の適用可能性 

インドネシアの石炭資源は低品位炭が多いことから、今後の石炭開発・生産拡大において、

改質技術の重要性は増す。改質技術は低品位炭の高付加価値化を可能とし、インドネシア炭

の石炭市場においても今後が必要となる技術である。しかし、現在石炭市場価格が低下して

いることから、改質技術の経済性が強く要求されており、プロセスの見直し等が課題となる。 

また、豪州や中国でも開発が行われており、既に商業規模で運転されているものもあるた

め、技術的、経済的な優位性を比較検討することも必要となる。 
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6 . 2 . 2  低品位炭の乾燥 

(1)概要 

前項の改質技術は、低品位炭の水分を除去するとともに表面等を処理、改質し自然発火性

を抑制することにより、長距離輸送や貯蔵時の安定性も可能となることから、一般炭と同様

に石炭市場での取引も可能である。一方、山元での利用等、輸送や貯蔵を考慮しない場合に

は単に水分を除去する脱水・乾燥技術で十分となる。このため、褐炭などの低品位炭を大量

に利用している豪州、アメリカ、ドイツなどでは、各種の乾燥技術の開発が進められている。 

日本でも幾つかの技術の開発、実用化が行われている。このうち、ロータリーキルン方式

のチューブドライヤは、石炭やバイオマスなどの乾燥用として商業規模で利用されており、

日本でも数社が装置を製作している。石炭がチューブ内を流れ、加熱媒体である蒸気が本体

側を流れる Coal in Tube Dryer と、その逆のチューブ内を蒸気が流れ、本体側を石炭が流れる

Steam Tube Dryer（STD）の２つの種類がある。 

図 6.2-2 は、STD 型の例を示したが、褐炭発電所の事前乾燥用として適用した場合の FS を

行い、効率が向上することにより CO2 削減が可能となっている。 

 

図6.2.2 スチームチューブドライヤ概要（月島機械） 

 

また、脱水効率を向上されるため、脱水機として流動層を利用した方法も開発されている。

 

本体支持

乾燥機本体(シェル)

スクリュコンベア

本体駆動本体駆動

排出ケーシング

加熱チューブ

キャリアガス

蒸気

蒸気ドレン

乾燥品

排気ガス

原料

 

炭種 
納入 
基数 

乾燥炭 
生産能力 

[ｔ/h] 

石炭水分 
（入口→出口）

[ｗｔ%] 
熱源 納入先 

褐炭 1 10 60 → 10 蒸気 
豪州ビクトリア 

褐炭液化プラント 

一般炭 2 40 
20～30 
→ 10 

蒸気 
シグマパワー有明 

三川発電所 47.5MW 

原料炭 9 500 10 → 6 蒸気 
新日本製鐵/ 
JFE/POSCO 

CHINA STEEL 
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図 6.2-3 は蒸気流動層乾燥方式であり、経済産業省の補助事業として平成 22 年度より開始さ

れ、数 t/d の BSU の開発を三菱重工業が担当している。自己熱再生による高効率システムを

開発し、現状の 30%程度の発電効率を 35～40%に向上する事を目指しているが、乾燥脱水部

は特許等の関係から詳細は明らかにされていない。また、乾燥後の製品水分も目標値も不明

であるが、三菱重工業が進めている低品位炭のガス化の事前処理に適用することを検討して

いる。 

 

図6.2.3 蒸気流動層乾燥方式 

 

(2)乾燥技術の適用可能性 

現在、商業機として実績のあるものはチューブドライヤだけと言えるが、他のプロセスも

実証段階を終え、商業化計画を進めているものもある。今後、褐炭の利用拡大によりこれら

の脱水技術が実用化されていくものと思われるが、プロセスの選定・適用等においては下記

の課題がある。 

①乾燥の程度（水分をどこまで除去するのか） 

②乾燥設備の経済性向上 

①は一般炭と同程度の水分とするのか、利用設備側の設定水分か、あるいは乾燥側で極力

脱水するのか、という問題である。②は脱水に要するエネルギーを減らす、すなわち熱効率、

設備全系のエネルギー効率の向上・改善により、経済性向上を図る、という課題である。こ

のため、併設する発電所、ガス化等の熱源・廃熱・蒸気の有効利用や、石炭から除去した水

分蒸気のエネルギー回収・再利用を行う等、立地条件の選定やプロセスの改善を一層進める

必要がある。 

また、脱水・乾燥技術は、前述のように各国で開発が行われており、インドネシアでも PLN

の発電所で中国等の技術による実証試験が進められており、適用のためには競合するこれら
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の技術との比較検討が要求される。 

 

6 . 2 . 3  低品位炭スラリー化 

(1)概要 

前述の改質は一般炭同等品を製造する技術であるが、石炭を石油代替品とする技術が石炭

スラリー製造プロセスである。瀝青炭では石炭を水スラリーにした CWM 製造技術が確立さ

れているが、低品位炭では含有水分が高く、酸素が多い化学構造上から、そのままではスラ

リー濃度の高い CWM は製造できない。このため、低品位炭を改質した後、水スラリーにす

る技術が図 6.2-4 に示すプロセスである。 

低品位炭は熱水改質法（Hot Water Dewatering process）により脱水改質後、水スラリーにす

ることにより、重油代替品が製造される。現在インドネシアにおいて 1 万トン/年の実証プラ

ントが運転されており、2013 年以降、100 万トン/年の商業機の建設を計画している。 

 

 

図6.2.4 低品位炭スラリーのプロセスフロー 

 

(2)石炭スラリー技術の適用可能性 

インドネシアは多くの島から構成され電力インフラも未整備の所も多いことから、ジャワ、

スマトラ島以外ではディーゼル発電が多い。インドネシアは現在石油輸入国であり石油価格

も高くなっているため、重油代替可能な石炭スラリーについて PLN も興味を示している。 

今後、プロセスの経済性の向上を図るとともに、スラリーの輸送法を確立し、石油ボイラ

への石炭スラリー適用の実績を積むことで、低品位炭石炭スラリーの可能性は十分にあると

考えられる。 
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6 . 2 . 4  石炭火力発電 

(1)概要 

インドネシアの既設石炭火力発電所は亜臨界圧の石炭火力発電所が大半であり、 近よう

やく超臨界圧の石炭火力発電所が建設されている状況であるが、今後は、中部ジャワ石炭火

力発電所建設計画（1,000 MW×2、IPP、2016 年及び 2017 年運転開始）やインドラマユ石炭火

力発電所建設計画（1,000 MW×1、ODA、2017 年運転開始）のように超々臨界圧（以下 USC）

石炭発電所の採用が計画されている。 

したがって、今後の石炭火力発電所の開発計画では USC の採用が主流となることが想定さ

れ、また、さらなる高効率化技術として実証機の運転実績が蓄積されている石炭ガス化複合

発電（以下，IGCC）についても，将来の選択肢として有望である。 

 

(a)超々臨界圧(USC)発電 

1)技術の特徴 

インドネシアにおける石炭火力発電設備の蒸気条件は亜臨界圧及び超臨界圧（SC）であり、

そのプラント効率は 35%から 40%程度と USC 石炭発電所に比べ低くなっている。これは、あ

くまでも瀝青炭及び亜瀝青炭使用時に於けるプラント効率であり、褐炭使用時に於いては、

石炭に付着及び含有される水分が多いことからプラント効率として 3%程度低下する。USC

石炭発電所の採用は熱効率の改善、すなわち、燃料消費量の削減及び二酸化炭素の排出量削

減に貢献するため、その導入が期待されている。今後、インドネシア国内にて使用を予定さ

れている、褐炭等の低品位炭においても燃焼は可能であり、褐炭に含まれる水分をいかに処

理するかが今後の課題ではある。 

また、SC及びUSCの蒸気条件下で使用されるボイラは一般的に貫流型のボイラを使用し、

亜臨界圧で採用されているドラム型のボイラと違い、負荷に対する即応性が高いという特徴

がある。 

蒸気条件の定義について 

・亜臨界（Sub-Critical）蒸気条件： 

蒸気タービン入口における蒸気条件に関し、主蒸気温度および再熱蒸気温度が 566℃未

満、かつ主蒸気圧力が 22.1MPa より低いこと。通常、ドラムタイプのボイラが採用され

る。 

・SC（超臨界 Supper–Critical）蒸気条件： 

蒸気タービン入口における蒸気条件に関し、主蒸気温度および再熱蒸気温度が 566℃以

下かつ主蒸気圧力が 22.1MPa 以上であること。貫流タイプのボイラが採用される。 

・USC（超々臨界 Ultra –Supper–Critical）蒸気条件： 

蒸気タービン入口における蒸気条件に関し、主蒸気温度または再熱蒸気温度が 593℃以

上で主蒸気圧力が 22.1MPa 以上であること。 
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なお、USC 技術は SC 技術の延長線上の技術であり、以前は USC 技術も世界的にただ単に

SC としていたが 1989 年以降、蒸気タービン入口における蒸気状態に関し、SC 以上の条件で

温度が 593℃を超えるものの実績が増加してきたことから、USC と言う名前が浸透してきた。 

 

2)USC 技術について 

現在世界中で使用されている石炭火力発電技術の蒸気条件は、前述のように、亜臨界圧、

SC、USC に区分されている。図 6.2-5 に日本の石炭火力発電所の蒸気条件の変遷を示す。図

6.2-6 に日本の石炭火力発電所における熱効率向上の変遷を示す。 

 

図6.2.5 日本の石炭火力発電所の蒸気条件の変遷 
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図6.2.6 日本の石炭火力発電所の熱効率向上の変遷 

 

3)日本での開発状況 

日本の石炭火力では，1990 年代初めに，中部電力㈱碧南火力発電所３号機において，593℃

の再熱蒸気温度が採用された。それ以降、日本では、高騰する石炭をいかに効率よく利用す

るかと言う観点からエネルギーの高効率利用及び環境負荷の低減を目的に、積極的に石炭火

力発電所の高効率化に取り組み、電源開発㈱の磯子新２号機（2009 年に運転を開始）では，

世界で 高クラスの主蒸気圧力 25MPa，主蒸気温度 600℃，再熱蒸気温度 620℃の蒸気条件が

採用された石炭火力発電所が商用運転している。今後も石炭火力発電所を建設する場合は

USC 技術が使用される。 

 

(b)石炭ガス化複合発電（IGCC） 

IGCC(Integrated Gas Combined Cycle)は石炭ガス化設備、ガス精製プラント及びガスタービ

ン発電機から構成される複合発電方式であり、通常の石炭火力発電方式よりも発電端熱効率

が 5％程度高いとされる。各先進国では石炭ガス化設備の実証プラントを建設及び研究し、

石炭ガス化の技術開発を主体にしている。また、各タービンメーカーではガスタービンの燃

焼温度の向上及び熱効率改善に取り組んでいる。 

1)技術の特徴 

・ガスタービン発電プラントは確立した技術で発電端熱効率は燃焼温度 1,500℃クラスで

48%、今後燃焼温度を上げることで更なる熱効率向上が可能になる。 

・CO2 排出量は熱効率に大きく左右されるため、IGCC 技術は CO2 排出量削減に寄与する
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も優れている技術である。 

・石炭ガス化は幾つかの方法(空気吹きガス化炉、酸素吹きガス化炉等)があるが、建設コス

トの削減と熱効率の向上が課題となっている。 

 

2)概略系統図 

IGCC を構成している概略系統図は、図 6.2-7 のとおりであり、ガスタービン発電プラント

と石炭ガス化及びガス精製プラントに分けられ、ガスタービン発電プラントの主要機器とし

てガスタービン、蒸気タービン、HRSG、発電機その他の補機で構成され、石炭ガス化及び

ガス精製プラントはガス化炉、空気圧縮送風機、ガス分離器、ガスフィルター及び補機等で

構成されている。 

 

 

図6.2.7 IGCC 概略系統図 

 

(2)石炭火力発電技術の適用可能性 

インドネシアでは、日本の技術による USC の石炭火力発電所の建設計画が進めらている。

現在、高温高圧の USC 技術については日本が先行しているが、中国、韓国も実績をあげてき

ている。一方、日本では、古い発電所もメンテナンス等の管理技術も優れていることから、

単に建設時における技術優位性や経済性だけではなく、長期の発電所の運営も含めた発電所

の総合的な建設・管理技術を適用することが可能である。また、低品位炭の高効率発電にお
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いては、6.2.2 の乾燥技術の適用も必要となる。 

 

6 . 2 . 5  石炭ガス化（化学品、肥料、SNG ） 

(1)本邦石炭ガス化技術の概要 

(a)低品位燃料ガス化技術（TIGAR） 

インドネシアの石炭埋蔵量の半分は発熱量の低い低品位炭であり、経済性やハンドリング

性に劣るため十分に利用されていない。また、バイオマスも地域での燃焼用燃料など限定的

な利用にとどまっている。しかし、これらをガス化して天然ガスの代替などさまざまな利用

先に使用できるようになれば、経済的にもまた資源の有効活用にも大いに貢献できる。図

6.2-8 に示すように、二塔式ガス化炉（TIGAR）は、褐炭やバイオマスなどの低品位燃料を付

加価値の高いガスや液体然科に変換する技術として開発されている。 

 

 

図6.2.8 TIGAR の用途展開 

 

TIGAR は図 6.2-9 に示すように循環流動層をベースとしており、ガス化炉と燃焼炉を組合

せている。褐炭やバイオマスなどのガス化原料はガス化炉に投入し、そこに吹き込まれた水

蒸気によりガス化させる。ガス化しなかった残りの燃料(チャー)は循環する流動媒体とともに

燃焼炉に運ばれ、そこに吹き込まれた空気によって燃焼する。高温になった循環媒体は吹き

上げられ、サイクロンにより燃焼排ガスと分離されてガス化炉に戻り、ガス化に必要な熱源

となる。 
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図6.2.9 二塔式ガス化炉の概要 

 

TIGAR の特徴を以下に示す。 

1)低温・常圧ガス化炉 

TIGAR の運転条件は、800~900℃と比較的低温で、ほぼ大気圧というマイルドな条件で運

転する。従って、高価な耐圧/耐熱設備・機器は必要なく、入手が容易な汎用品を使用するこ

とができるためコスト低減が可能となる。また、プラントとしても運転、保守メンテナンス

が容易になる。尚、褐炭やバイオマスのような揮発分の多い燃料は、比較的低温で十分にガ

ス化ができる。 

2)高濃度・高発熱量のガス化ガス 

TIGAR は水蒸気をガス化剤として使用し、ガス化反応に酸素を必要としない。また燃焼炉

に空気を投入しても、燃焼炉とガス化炉が分かれているため、燃焼排ガスがガス化ガスに混

ざらずに、化学原料用として発熱量が も高いガス化ガスを得ることができる。 

3)多種燃料に対応 

TIGAR は流動層であるため、石炭だけでなくバイオマスも粗粉砕のみでガス化原料として

使用することがで、石炭との混合燃焼も可能である。再生可能エネルギーとなるバイオマス

を使用すれば、石炭のみを使用する場合と比較して CO2 排出量の低減に貢献できる。 

 

図 6.2-10に示すように、TIGAR は IHIが保有する技術であり、国家プロジェクトとして 2004

年から開発を進めてきた。現在、石炭処理量 6t/d 規模のパイロット炉から、スケールアップ

した実証機に進む段階である。実証運転は低品位炭が豊富に存在するインドネシアで行う計

画であり、実証機の規模は 50t/d で、インドネシアのジャワ島東部クジャンにある国営肥料会
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社 PUSRI 工場地区に建設予定である。実証確認後は、天然ガスを原料としているインドネシ

ア肥料工場の原料ガス代替等での商用化を目指している。 

 
図6.2.10 二塔式ガス化炉の開発スケジュール 

 

(b)石炭ガス化 SNG の商用化 

本計画は、スマトラ島南部に多く賦存する低品位炭（水分 60％）を利用して、ガス化技術

により代替天然ガス（SNG）を製造し、既存のパイプラインに接続することにより大消費地

である西ジャワへ輸送する。また、副生する CO2 は、近隣の枯渇した油田に注入し EOR（油

の二次三次回収）に利用する。三菱重工（MHI）は、石炭ガス化技術を保有しており本計画

を推進している。 
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図6.2.11 インドネシア SNG プロジェクト（1/2） 

 

 

図6.2.12 インドネシア SNG プロジェクト（2/2） 

 

(2)石炭ガス化技術の適用可能性 

インドネシアで対象となる主たる石炭ガス化事業は、肥料生産、メタノール生産、SNG 製

造である。現在、窒素系の肥料（尿素、アンモニア）は天燃ガスを原料として生産されてい

るが、肥料会社への天燃ガス供給がタイトになってきており、原料を石炭に転換するニーズ

が大きくなってきた。また、メタノールも天燃ガスを使って生産しているが、石炭からの生

産に興味が持たれている。SNG については 2008 年に日本ガス協会が、インドネシアで製造
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した SNG を液化して我が国に持ってくる構想に関して検討した 1)。現地の安い石炭を使って

LNG とどの程度コスト競争力があるかという調査であった。JCOAL は 2011 年度にインドネ

シアにおける EOR のポテンシャルを調査する一環として、上記３つの事業を石炭ガス化に置

き換えた場合の石炭使用量を分析したので 2)、本報では主要結果を述べる。 

対象とした石炭の性状を表 6.2-2 に示す。３種の石炭は水分 42～60%、酸素(O)割合 21～27%

（原子比(O/C)0.23~0.32）と多く、典型的な褐炭である。灰分 2.8～6.4%と比較的少ない。 

 

表6.2.2 インドネシア褐炭性状の一例 

炭 種 Ａ Ｂ Ｃ 

工業分析値 

全水分   (ar,wt%) 42.5 52.0 60.4 

水分     (ad,wt%) 4.8 9.0 6.7 

灰分     (ad,wt%) 2.7 4.8 6.4 

揮発分   (ad,wt%) 55.2 44.5 49.5 

固定炭素 (ad,wt%) 37.3 41.7 37.4 

元素分析値(dry,wt%) 

C 69.54 63.15 64.04 

H 5.73 4.14 4.53 

N 0.50 0.68 0.76 

O 21.26 26.74 23.65 

全 S 0.19 0.24 0.27 

高位発熱量(ad,MJ/kg) 27.16 21.89 23.33 

*ar: as received base, ad: air dry base  

 

本性状の石炭から、①SNG、②メタノール、③尿素を生産する場合のプロセスを図 6.2-13

に示す。いずれも近年種々検討されている典型的な石炭ガス化ベースのプロセスである。 

 

 

(a)SNG 製造プロセス 

 

(b)メタノール製造プロセス 

スチーム スチーム スチーム

↑ ↓ ↑

酸素 ガス化 熱回収 脱 塵 シフト反応 洗浄 酸性ｶﾞｽ除去 ﾒﾀﾈｰｼｮﾝ

3.0MPa 3.0MPa 3.0MPa 2.9MPa 2.8MPa 2.6MPa 2.6MPa SNG

石炭 前処理 ～1500℃ 350℃ 350℃ 300℃ 40℃ -40℃ 300℃

チャー （バイパス) H2O,ﾀﾞｽﾄ,etc 再生・分離 CO2

　灰

CO2 S

スチーム スチーム スチーム

↑ ↓ ↑

酸素 ガス化 熱回収 脱 塵 シフト反応 洗浄 酸性ｶﾞｽ除去 ﾒﾀﾉｰﾙ合成

3.0MPa 3.0MPa 3.0MPa 2.9MPa 2.8MPa 2.6MPa 2.6MPa メタノール

石炭 前処理 ～1500℃ 350℃ 350℃ 300℃ 40℃ -４0℃ 230℃

チャー （バイパス) H2O,ﾀﾞｽﾄ,etc 再生・分離 CO2

　灰

S
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(c)尿素製造プロセス 

図6.2.13 検討対象プロセスの概略ブロックフローダイアグラム 

 

各プロセスの前提条件を表 6.2-3 に示す。ガス化方式は我が国で開発された２段反応型気流

層ガス化法を前提としている。 

 

表6.2.3 プロセスの前提 

No 工 程 プロセス(方式) 

1 石炭前処理 ○特定の方式を前提とせず、設定した乾燥度(石炭中水分)にしうるものとする。 

2 空気分離 ○深冷分離法を対象 

3 ガス化 ○石炭乾式供給 
○２段反応型気流層方式(高温ガス化) 
○ガス化剤：酸素 

4 ガス化 
熱回収 

○高温ガスからの熱回収工程で水蒸気を発生させる。回収水蒸気は、プラントの用益、
動力源等に用いる。 

5 脱塵 ○サイクロン等の粗脱塵と金属フィルター等の精密脱塵を併用する。回収したチャー
は全量ガス化炉に戻しガス化する。 

6 CO 転化 ○生成ガス中に硫黄分が存在することから、Sour Shift 触媒(中温 CO 転換)を想定する。
○SNG、メタノール合成の場合は、脱塵工程からのガスの一部を CO 転化工程にバイ
パスする。 

7 水洗浄 ○CO 転化ガス(及びバイパスガス)を直接水で洗浄する。 
○洗浄水には様々な不純物(微量ガス、微量重金属)が含まれるが、プロセス検討の対
象外とする。 

8 酸性ガス除去 ○レクチゾール法を想定する。 
○CO2は所定の純度で分離するものとする。 

9 アンモニア製造
用 
水素精製 

○一般に用いられる液体窒素による洗浄法を想定する。 
○除去効率は、アンモニア合成で必要とされるガス組成に出来るものとする。 
○液体窒素洗浄工程での熱(冷熱)の授受は考慮しない。 

10 メタネーション ○特定のライセンスプロセスを想定せず、一般的な合成プロセスとする。 
○合成反応により発生する熱を回収し水蒸気を発生させることを想定し、反応温度は
一定とする。 

11 メタノール合成 

12 アンモニア合成 

13 尿素製造 

 

プラント規模は通常、事業者が製品の需要・供給量や経済性等を勘案して設定する。メタ

ノール、尿素については現在のインドネシアにおける製造規模を基準として、それぞれ 33 万

ton/年、70 万 ton/年(アンモニア 40 万 ton/年)とした。SNG に関しては、平成 21 年度、日本ガ

ス協会の調査では以下の考えに基づき、60 万 ton/年(252 万 Nm3-CH4/日)を設定した。 

・LNG 液化基地は 600~2000 万 ton/年規模であり、当面大きな影響を与えない 10%程度以

窒素

スチーム スチーム スチーム

↑ ↓ ↑

酸素 ガス化 熱回収 脱 塵 シフト反応 洗浄 酸性ｶﾞｽ除去 H2精製 ｱﾝﾓﾆｱ合成 尿素製造

3.0MPa 3.0MPa 3.0MPa 2.9MPa 2.8MPa 2.6MPa 2.5MPa 20MPa 尿素

石炭 前処理 ～1500℃ 350℃ 350℃ 300℃ 40℃ -４0℃ -170℃ 600℃

チャー H2O,ﾀﾞｽﾄ,etc 再生・分離 Ar.CO,CO2,H2O,CH4

　灰 CO2

S
CO2
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下であること 

・商業生産上、スケールメリットが十分にある規模であること 

・ガス化炉の 大は 2,000t/d 規模であり、3 系列程度 

・米国ノースダコタの SNG 製造プラント規模の半量程度 

 

試算の結果を表 6.2-4 に示す。SNG 製造では A 炭、B 炭、C 炭の順に原炭(乾燥前)消費量が

多くなった。いずれも 300 万 t/y のオーダー―であった。また、メタノール、尿素製造に関し

ても石炭による消費量の多さは同じ順番であり、それぞれ 60～70 万 t/y、70～80 万 t/y であっ

た。炭種による違いは主に石炭元素組成の違いに由来し、概して炭素(C)が多いほど単位石炭

当たりの生成ガス量(Nm3/t-coal)が多く、従って同じ製品量を製造するのに必要な石炭は少な

くて済む。本検討の場合 A 炭が も少ない石炭量であった。 

上述したように、SNG 年産 60 万トンという値自体は、現在我が国がインドネシアから輸

入しているLNGの量に比べれば小さいが、それでも必要な石炭は年間 300万トン以上となる。

SNG を大量に輸入するには生産量が 1000 万トンオーダーの炭鉱が必要となってくる。又、

メタノール、尿素の生産量も一プラントの規模であり、今後天然ガスから石炭への転換を進

めるなら、年間数百万トン規模の炭鉱が必要となる。 

 

表6.2.4 石炭ガス化製品規模と石炭消費量 

 
炭 種 

 
製 品 

 
製品量 
(トン/年) 

石炭消費量(万トン/年) 

乾燥前 
(ar 基準*) 

ガス化炉供給 
(水分 5wt %) 

 
A 

SNG 600,000 330.8 200.6 

メタノール 330,000 79.3 48.1 

尿素 705,882 99.2 60.2 

 
B 

SNG 600,000 456.3 230.5 

メタノール 330,000 114.0~117.6 57.6~59.4 

尿素 705,882 142.3 71.88 

 
C 

SNG 600,000 537.7 224.1 

メタノール 330,000 135.3 56.4 

尿素 705,882 168.4 70.2 

 

(3)マスタープラン策定に向けての検討課題 

第４章で述べたように、南スマトラの Pendopo 炭鉱では MHI が計画中の石炭ガス化 SNG

を含め、褐炭発電や褐炭改質など複数のプロジェクトを集積した SEZ 開発計画を保有してお

り、州政府へ許認可を申請中である。SEZ 開発計画の内容については、マスタープラン策定

段階において PT DH Energy との協力を得て検討していく必要がある。石炭ガス化に係る事業

に限定すれば、現段階で推定し得る検討課題は以下のとおりである。 

① SNG 製造工程で発生する水蒸気の有効活用（褐炭乾燥用、圧縮機駆動用等） 

② 空気分離設備の窒素の有効利用（肥料工場の検討） 
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③ CO2-EOR、ECBM の適用可能性 

④ 石炭ガス化事業と他事業（褐炭発電、褐炭改質等）との用役・インフラの共用化（工

業用水、排水、自家発等） 

 

6 . 2 . 6  石炭灰有効利用（セメント工場等） 

インドネシアの石炭灰利用は、混合材として若干みられる程度である。セメントの特殊品

も少なく、混合セメントが多用されるには流通の整備も必要で、時間が掛かると想像される。

従って、石炭灰の利用については、混合材ではなくクリンカ原料としての粘土代替である。

インドネシアのセメント会社は、すでに廃棄物の利用を行っている。廃棄物利用について工

場側の抵抗感はない。 

ジャカルタ近郊のインドネシア 大のセメント会社では、もみ殻と木くずを仮焼炉の燃料

として使用している。一般都市ごみも取り扱っている。もみ殻と木くずは購入しており、安

価入手が彼らの課題になっていた。また、一般都市ごみの処理は、工場従業員が選別してお

り、CSR の一環という認識で対応していた。利益にはなっていないようであった。 

スラウェシ島マカッサル近郊のセメント工場でも廃棄物の利用はなされている。インドネ

シアではもみ殻の使用は一般的であった。それも地方政府からの地域割りで入手していた。

官民一体の取り組みであった。 

この様な中でも石炭灰のクリンカ原料の利用は、見られなかった。理由は、工場近隣で採

取できる原料の粘土に比べて、価格的な有利性がないということであった。石炭灰に発電所

で処理料を付けるとか、運賃を負担するとかの優遇処置がないために利用の促進がなされて

いないと判断できる。発電所とセメント工場間の距離が遠く、輸送にコストがかかりすぎる

のである。 

一方、セメント工場では排熱が少なく粘土の乾燥特に雨季の乾燥に苦慮していた。石炭灰

は粉体で、乾燥と粉砕の必要がない。輸送コストさえ見合えば石炭灰の利用は進むと考えら

れる。 

セメント工場に自家発電所を設ける。余剰電力を工場外にも販売するという方法が取れれ

ば、工場での石炭灰利用が促進されるはずである。ないしは、セメント工場に隣接して、発

電所や鉱山があれば、ボタの利用、石炭灰の利用は進むと考えられる。 

 

6 . 2 . 7  CCS（EOR、ECBM） 

(1)概要 

温室効果ガスである大気中の CO2の削減には森林や海洋による吸収が大きな役割を果たし

ているが、開発途上国では森林から農地への転換、森林火災などにより、巨大な炭素プール

である森林や泥炭地の減少、劣化が進行している。一方、石炭火力発電のように大規模に CO2

を発生するプラントでの CO2削減法として、発生源からの CO2 が大気中に拡散する前に直接

回収し貯留隔離する CCS が検討されている。CCS では地中や深海に貯留するため、地下水の
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汚染や地上・海上への漏洩等の問題も指摘されているが、発生源からの CO2を直接削減でき

る技術として効果的な技術といえる。 

CCS は、大規模発生源の排ガス中の CO2を、分離・回収し、それを地中もしくは海洋に長

期間にわたり貯留・隔離することにより、大気中への CO2放出を抑制し地球温暖化を防止す

る技術で、CO2 の分離・回収、輸送、圧入、及び貯留という４つの機能から構成される。  

CO2 の分離・回収には、化学吸収法、物理吸収法、膜分離、物理吸着、及び深冷分離があ

るが、他に酸素燃焼により直接高濃度の CO2を取り出す技術も開発されている。  

CCS のイメージを以下に示す。 

 
出典：RITE(Research Institute of Innovative Technology for the Earth) 

図6.2.14 CCS イメージ図（地中貯留） 

 

火力発電所等から分離・回収した CO2を地中などに貯留する CCS 技術の内、地下深くにあ

る塩水を含んだ砂岩層に貯留するのが CO2地中貯留技術であり、天然ガスや石油が蓄えられ

ている砂岩層と同じように上部に水やガスを通さない層があるところを選択し安全に CO2を

貯留できる。 

一方、生産量が低下した油田から油回収、増産を行う EOR（Enhanced Oil Recovery）法と

して、油の井戸に CO2を入れることにより油の粘度が低下し回収できるようになる CO2-EOR

攻法や、また、石炭層に存在している CBM（Coal Bed Methane）を回収するため、石炭層に

CO2 を圧入し CBM と置換することにより、CBM を生産する ECBM にも発電所等から回収

した CO2 を利用する事も可能である。 

 

(2)インドネシアにおける CCS 

インドネシアにおいての CCS 輸送貯留に関する技術的検討に於いては、その有望地点が、

Indonesia CCS Working Group により 2009 年 11 月に” Understanding Carbon Capture and Storage 

Potential In Indonesia”として以下の様に検討され、且つ報告されている。現在のところ、CCS
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適用有望地点は、次の通りである。EOR の検討は進んでいるが、ECBM については十分な検

討が行われていない。 

 

 
出典：Indonesia CCS Working Group 

図6.2.15 インドネシアにおける CCS の適用検討場所 

 

(3)CCS(EOR、ECBM)の適用可能性 

石炭は化石燃料の利用において も CO2 を排出することから、GHG 削減の観点からも利

用技術の高効率化による CO2 発生量の抑制が必要である。さらに発生する CO2 を分離回収

し地中等へ貯留する CCS は、CO2 を完全に除去できる可能性に加え、EOR や ECBM に利用

することにより、新たなエネルギー源の生産に寄与できる技術と言える。 

インドネシアでは低品位炭による発電、ガス化の適用が検討されているが、低品位炭の利

用では高品位炭に比べ効率が一般的に低いことや、インドネシアの GHG 削減政策からも CCS

の適用を検討することが必要となる。マスタープランの対象候補地域である東カリマンタン

や南スマトラは石油や天然ガスの生産地域であり、CBM の生産対象地域でもあることから、

CCS 適用の可能性は大きい。今後、CO2 の注入量、貯蔵量の検討やクレジット適用も含めた

経済性の調査・検討が必要となる。 
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6 . 2 . 8  パームオイルと石炭との産業連携 

(1)ヤシ殻再利用 

(a)概要 

今回の調査では、ヤシ殻の再利用に関するニーズは聞かれなかったが、平成 21 年度におい

て粗製パーム油及びパーム核油の世界一の産出国となっており、また、石炭鉱区とパームオ

イルのプランテーションは近接しているケースが多いことから、廃棄物バイオマスとしてヤ

シ殻を石炭火力発電所において再利用することは、温室効果ガス排出量の削減に貢献するシ

ーズとして、非常に重要なものであると考えられる。 

石炭火力発電所におけるヤシ殻の再利用の方法としては、石炭とヤシ殻の混焼やヤシ殻の

専焼がある。 

 

(b)日本企業によるヤシ殻再利用の事例 

＜イーレックス・JFE エンジニアリング＞ 

イーレックスは、2013 年 1 月 24 日、太平洋セメントより同社土佐事務所（高知県高知市）

が所有する「循環流動層（CFB）ボイラ・タービン発電プラント」を譲り受けて、バイオマ

ス発電事業を行うことを明らかにした。 

同発電プラントは、従来、石炭を主燃料として運転されていたが、東南アジアなどから輸

入されている、油やしの搾油時に発生するパーム・カーネル・シェル（PKS）専焼の CFB ボ

イラにするため、燃料供給設備を中心とした改造工事を行う。 

日本国内初となるパーム・カーネル・シェル専焼の CFB ボイラに生まれ変わる循環流動層

ボイラ発電プラントの改造工事は、JFE エンジニアリングが行う。 

 

＜清水建設＞ 

清水建設（株）は、インドネシアの国営パームオイル工場において廃棄されている大量の

空果房をバイオマスボイラー発電の燃料に用いる発電・売電事業について、その実現可能性

を検討する調査に着手した。 

インドネシアに点在する 72 か所のパームオイル工場では、オイル抽出過程において、パー

ムの空果房や繊維、殻が大量に発生する。このうち空果房は水とカリウムを多量に含み従来

のボイラ燃料としては不向きであることから、廃棄処理されているのが現状である。そこで、

新鋭のバイオマスボイラーを導入し、空果房を発電の燃料に用いれば、化石燃料の代替効

果による CO2 削減を見込めるものと考えたものである。 

バイオマスボイラー発電の事業化に当たっては、パームオイル工場がインドネシア国内に

広く点在していることから、複数の工場から空果房のみを集荷し、バイオマスボイラーで発

電するタイプと、工場ごとにバイオマスボイラーを設置し、空果房、繊維及び殻を混焼して

発電するタイプ、という 2 つの事業化方法を想定している。このため、各パームオイル工場

の位置と周辺の道路状況、廃棄物量、既存ボイラの規模・更新時期、送電網への接続距離な
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どを調査する。それを踏まえて、工場群全体としての経済合理性と地域特性等の観点から、2

つの事業化方法の組み合わせや、新たに設置するバイオマスボイラー設備の規模、実施時期

などの 適化を図る。 

 

＜丸紅＞ 

丸紅株式会社（以下「丸紅」）は、シンガポール国大手電力会社トゥアスパワー社傘下で蒸

気、電気、工業用水等のユーティリティ供給事業を営む TP ユーティリティ社（以下「TP 社」）

より、バイオマス・石炭混焼コジェネレーション（電気・蒸気併給）プラントの第二期工事

を EPC（設計・調達・建設）にて受注した。 

本プラントは、中核機器に、多様な燃料に対して適合性をもつ循環流動層ボイラ（CFB ボ

イラ、住友重機械工業より調達）を採用した、トロピカルバイオマス（パームやし殻）と石

炭を混焼することができる、環境に配慮したプラントである。また、本プラントは、今回の

第二期工事と合わせて CFB ボイラ 2 缶（各 大蒸気量 450t/h）、補助用の重油・ガス焚ボイ

ラ 3 缶（各 大蒸気量 200t/h）、タービン発電機(三菱重工より調達)2 基（合計 大出力約

132.5MW）で構成され、事業用のトロピカルバイオマス発電・蒸気プラントとしては世界

大規模となる。 

 

＜宇部興産＞ 

宇部興産は、微粉炭火力自家発電所（山口県宇部市）で、パーム椰子の種から核油を搾油

した後の殻（ＰＫＳ：パームカーネルシェル）と石炭との混合燃焼実証試験を 2011 年 12 月

より本格化する。 

熱量ベースで 10％以上の混焼を実証し、伊佐セメント工場の自家発電所（山口県美祢市）

の石炭流動床炉でも石炭とＰＫＳの混焼燃焼実証を開始する。今後、電力会社を中心に微粉

炭火力発電所でのバイオマス混焼量の増加が予測されているため、同社は、今後、高混焼率

が実現可能なバイオマス燃料の供給事業を展開し、2013 年度までにＰＫＳを中心に年間 100

万ｔ以上のバイオマス燃料供給体制の確立を目指す考えである。 

ＰＫＳは粉砕が困難で微粉炭火力での混焼には不向きとされていた。実証試験は、専用ミ

ルによりＰＫＳを単独粉砕する方式と、ＰＫＳの粉砕性を向上させた上で石炭粉砕機にて石

炭と混合する方式の両方式について実施し、2011 年度内にも技術的な実証を完了させる予定

である。 

 

(c)ニーズ・シーズの適合可能性検討 

ヤシ殻の発熱量あたりの単価が石炭より高いこと、及び設備維持管理のコストが嵩むなど、

コストの課題を解決することが本技術の普及には必須であると考えられる。 

今後、コスト削減の課題が解決できれば、インドネシアが世界一の粗製パーム油及びパー

ム核油の産出国であることや日本企業のコジェネレーションへの積極的な取組から、ニー
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ズ・シーズの適合可能性は十分にあると言える。 

 

(2)輸送インフラ共有化 

(a)概要 

今回の調査では輸送インフラ整備に関するニーズが非常に大きいことが判明した。海岸沿

岸、大規模河川沿岸から隔てられている石炭資源の開発には、輸送インフラ整備が必要であ

る。しかしこのような輸送インフラの整備には、一般的に膨大な資金が必要とされ、単独で

の開発は困難であるとされる。石炭資源の開発を行うための石炭輸送インフラの整備を検討

する場合の対策として、複数の石炭開発者、あるいは石炭以外の産業、例えばパームオイル

産業と共同で資金調達を実施し、輸送インフラ開発・運営を行うことが有効と考えられる。

石炭鉱区とパームオイルのプランテーションは近接しているケースが多く、輸送インフラを

共有化することで、それぞれ効率的に搬出路を確保することができると想定される。また東

カリマンタン州において、石炭及びパームオイルの輸送について、一般道の使用が制限され

る（ただし個人農家は除く）規制が制定された（東カリマンタン州規則（Perda）№10/12）。

今後、専用輸送インフラの整備に関するニーズは石炭及びパームオイル産業の双方において、

急速に高まるものと考えられる。 

 

(b)石炭輸送道路共有化の事例（Hasnur 道路、Hasnur Coal Terminal） 

南カリマンタン州のバリト川の河岸は広大な泥炭層が賦存しており、炭鉱が石炭輸送手段

としてバリト川を利用するにはこの泥炭層地帯を通過する石炭輸送道路を建設する必要があ

った。しかし、泥炭層を通過しての輸送インフラ建設はコストが膨大に掛かるため、石炭搬

出は国道経由にて Banjarmasin 港より行っている。この対策の一つとして建設され運営され

ているのが Hasnur 道路であり、Hasnur Coal Terminal 港である。Hasnur 道路は国道の東側に

ある炭鉱地帯まで約 32km と国道から西側の泥炭地帯約 32km でバリト川の支流 Negara 川

の河港 Hasmur Coal Terminal に至る石炭輸送専用道路である（図 6.2-16 のとおり）。道路も港

も Hasnur 社が所有している。KPP 社（PT Kalimanatan Prima Persada；2004 年 9 月設立、Pama 

社の 100%子会社）が運営及び維持管理を行っている。 

「インドネシア東カリマンタン州における石炭増産計画に対応する輸送インフラ整備のあ

り方に関する調査」（平成 21 年 3 月 NEDO）において実施した Pama 社（PT PAMAPERSADA 

NUSANTARA）からのヒアリング内容を以下に紹介する。 
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出典：「インドネシア東カリマンタン州における石炭増産計画に対応する輸送インフラ整備

のあり方に関する調査」（平成 21 年 3 月 NEDO） 

図6.2.16 Hasnur 道路と Hasunur Caol Terminal 港の概要 

 

この地域の石炭輸送問題に対し、州政府は石炭に係るインフラは民間が独自に整備するべ

きとの立場であった。したがって、国道に石炭輸送トラックが集中し、交通渋滞、道路の破

損等が生じ、解決を求められていた。石炭トラックの重量制限、通行時間帯の規制等が実施

されているが、抜本的な対策は石炭輸送を一般道路と分離することであった。 

Hasnur Mine が自社用道路と港の建設を計画したが、泥炭層地帯のため難工事が予想され、

資金難のために中断した。その後、Pama 社が引き継いだ。Pama 社が参入した理由は周辺に

6,700kcal/kg の高品位石炭があるので、鉱業サービス会社として参入し、自社用に港を含む

石炭輸送インフラとして Hasnur 道路を開発した。（現在でも道路と港の所有者は Hasnur であ

る。道路の名義はあくまで炭鉱である必要があり、鉱業サービス会社は名義人になれない。） 

その後、周辺炭鉱が参加し、輸送能力は当初の年間 200 万トンから 1,200 万トンとなった。

現在、取り扱っている石炭は、PT Tanjung Ayam Jaya 130 万トン，PT Baramarta 350 万トン，

Hasnur Mine 300 万トン，その他小規模炭鉱 420 万トンである。国道から西側の港までの道路
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は KPP 社が管理し、国道から東側の炭鉱までの道路は Pama 社が管理している。道路を利用

している KP と Pama 社はトン数で契約している。これはトラックスケールで実測している。 

当初から共同の輸送インフラの開発・運営を目指したわけではなかったが、結果として現

在の利用形態となり、周辺の中小規模炭鉱が共同して利用する共同インフラの建設・運用で

大きな成果を上げている。南カリマンタン州政府はこの共同インフラ方式を国道の渋滞緩和

及び路面損傷防止対策として石炭運搬トラック通行禁止措置、及び違法採掘の撲滅対策とし

て積極的に推進する政策である。 

 

6 . 2 . 9  コークス製造 

(1)概要 

主要産炭国であるインドネシアでは石炭資源の約 6 割が未利用の低品位炭であり、石 

油・天然ガスの園内生産減少を背景に、低品位淡の活用が課題となる。現在、JOGMEC (石油

天然ガス金属鉱物資源機構)は、「産炭国石炭開発調査海外炭開発支援事業コークス製造適用

性評価(インドネシア)」において、インドネシア炭からのコークス製造技術の今後の見通しを

把握し、コークス製造技術開発の可能性を検討している。 

通常、コークスは粘結性を有する石炭から製造されるが、低品位炭は粘結性を有していな

いため、低品位炭から直接コークスを製造することは困難である。しかし、弱粘結性や非粘

結性の石炭に粘結性を有するバインダーを添加することにより、コークスを製造することは

可能であることから、低品位炭からバインダーを製造する開発が行われており、低品位炭を

水素添加処理する方法や溶剤処理する方法などが検討されている。 

 

(2)コークスの適用可能性 

インドネシアではコークスを使用する高炉による製鉄は行われておらず、天然ガスによる

直接還元製鉄が主体である。このため、現状では製鉄用コークスの需要はないが、国営製鉄

会社と韓国 POSCO が高炉建設の計画を進めているため、将来的には製鉄用コークスの需要

がある。一方、鋳物用のコークスは現在ほとんど輸入されているため、鋳物用コークスをイ

ンドネシア炭から製造する開発が進められている。 

コークス製造のための石炭である原料炭資源は、インドネシアの中部カリマンタンにも埋

蔵されているが、インフラが未整備のため生産には至っていない。このため、低品位炭から

バインダーを用い現在生産されているインドネシア炭からコークスが製造できれば、資源が

限定され高価格の原料炭を代替できる可能性はある。 

 

6 . 2 . 1 0  ブリケット製造 

(1)概要 

インドネシアでは石油代替燃料として、石炭のブリケットの利用が検討されてきた。これ

まで、日本からは NEDO のモデル事業として、バイオブリケットと乾留ブリケットの 2 種類
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の方法による設備が導入された。ブリケットはおもに民生用として利用されるが、インドネ

シアでは LPG などのガス燃料が家庭等でも広く利用されているため、経済性やハンドリング

性などからブリケットの普及は進んでいない。また、バイオブリケットは混合するバガスの

集積や製造時の乾燥、粉砕の費用などのコストがかかること、褐炭等の低品位炭では乾燥も

必要となることから、現在ほとんど普及していない。一方、乾留ブリケットは現在でも生産

が続けられていることか、日本の乾燥・乾留技術、ブリケット製造技術を活用し、インドネ

シアに豊富に賦存する褐炭を原料としてセミコーコークス化することが、当面の有効な対策

と考えられる。その過程で、+20mm はセミコークス単体で商品化、-10mm のセミコークスの

粉体はブリケット化するのが生産コスト低減に寄与する。 

 

(2)プロセス 

本製造設備は、褐炭を使用するために事前乾燥が必要であり、熱源は乾留時に発生する

COG を燃料として使用する。工程は乾燥⇒乾留⇒篩い分け⇒-20mm を粉砕⇒混練⇒造粒で、

製品として、塊状セミコークとセミコークスブリケットを製造するもので、そのフローシー

トを図 6.2-17 に示す。各工程は以下の設備より構成される。 

 

(a)原料受入設備 

原料となる褐炭は、ダンプまたはローダによりホッパーで受入れる。受け入れられた褐炭

は、ベルトコンベアにより定量切り出しされ、ベルトフィーダ上のマグネットセパレータに

て鉄片除去後、ダブルロールクラッシャーにより-50mm に破砕される。 

(b)乾燥設備 

破砕された原料はホッパーに投入され、ベルトフィーダにてスチームチューブドライヤに

定量供給される。スチームチューブドライヤへの供給に当たっては、外部からの空気混入を

極力避けるために、トリプルダンバを使用する。 

(c)乾留設備 

乾燥された原料は乾留キルンに投入されて乾留炭となるが、発火や爆発を防止するため、

キルン内部には窒素でパージする。また、爆発放散口を設置し、万一の爆発に備える。乾留

キルンから排出された乾留炭は高温（約 350℃）であることから、水冷式のロータリークー

ラーにて常温近くまで冷却を行う。 

(d)篩い分け 

+20mm と-20mm に分け、+20mm はそのまま出荷、-20mm を次の工程に送る。 

(e)粉砕設備 

乾留炭はハンマークラッシャーにより破砕する。安全確保のために密閉式として窒素を封

入する。また、爆発放散口を設置し、機器類が爆発した時の飛散を防止とする。 

(f)混練・造粒設備 

乾留炭粉砕品とバインダーを混練機により混合・混練した後造粒機に投入し、40 ㎜の造粒
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品を作る。 

(g)製品計量設備 

造粒品を篩にかけて粉や製品破砕品を排除し、良品のみを製品タンクに貯留する。製品タ

ンク内部には、ロックライダーを設け、製品落下による製品の破砕を防ぐ。不良品は再度造

粒設備に搬送して原料として再利用する。 

(h)燃焼設備 

燃焼炉で発生した燃焼ガスの一部は、排熱ボイラに供給され、乾燥機の熱源である蒸気を

生産する。排熱ボイラ内部である程度の粉塵は回収されるが、未回収の粉塵を含む燃焼ガス

は電気集塵機を通って清浄空気となって大気に放出される。 

(i)貯留供給設備 

粉砕乾留炭を貯留するための窒素で封入された微粉炭タンク、バインダーとなるベントナ

イトの貯留設備などがある。 

 

 

図6.2.17 セミコークス化ブリケット製造フロー   

 

(3)ブリケットの適用可能性および検討課題 

褐炭からのブリケット製造については、乾留キルンに供給する石炭中の水分量（約 10％）

が得られる操作条件と乾燥時間との関係、乾留工程においては、粉塵発生量削減の試験結果

から揮発分が 18％程度となる滞留時間の特定などの検討が必要である。また、成形後の製品

強度については、乾燥時間とベントナイトの添加量が及ぼす影響について特定されているが、

ベントナイトの代わりにインドネシアで安価に入手できるバインダーの検討が必要となる。 

また、大気汚染の主原因となる煤塵量の検討からは、乾留ブリケットの揮発分量により、
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発生する煤塵量に大きな差異が認められることから、揮発分が 14%以下では、煤塵量は 1/3

程度に抑えることができる。 

ただし、インドネシアの民生用ではガス燃料が主流であることから、ブリケットの市場が

それほど大きくないことから、適用可能性については事前に十分な検討が必要である。 

 

6 . 2 . 1 1  用役インフラ共有化（水、電力、ガス等） 

(1)概要 

従来インドネシア国内の工業団地において各工場は、必要な各用役インフラや廃棄物の処

理を各工場内で個別運営管理している例が多い。各工場で個別に管理している結果、全体的

な観点からみればエネルギー効率悪く、環境規制値に合わない廃水、産業廃棄物が発生して

いる例もある。 

 

 

図6.2.18 各工場が個別に管理する用役インフラ（イメージ） 

 

水・電力・ガスなどの用役インフラを共有化することによって、各工場が個別にに行って

いる必要用役の生成、部分的な発電、廃水処理等を、環境に厳しく CO2 削減も図り、なおか

つ経済効果的に対応することが可能になる。集中管理することにより、工業団地全体として

環境遵守が達成し易くなるというメリットもある。 

 
図6.2.19 用役インフラ共有化イメージ 
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(2)特徴 

CO2 削減を計る施設を導入する際、革新技術を個別に導入するより、工業団地全体をカバ

ーする大型革新設備を新設する方が、経済的メリットが大きいと言える。用役インフラ共有

化へのステップとして、工業団地の各工場の用役消費を調査し、どの用役を共有インフラか

ら供給するのか、どの廃棄物/廃水を処理するのか、利用料金や事業費を計算して各工場と

適化に向けた調整をすることになる。 

 

(3)日系企業による海外事例 

用役インフラ共有化への投資や運転管理を日系企業が行うことも十分検討されるだろう。

この分野は、インドネシアにおいては日系の工業団地が数多くあることから、既に一部のイ

ンフラ（排水処理など）については日系企業により共有化されている事例が存在する。共有

化をさらに一歩進める先進的な事例としては、新日鉄エンジニアリング株式会社などが、ス

ラバヤの工業団地において高効率コ・ジェネレーションシステム等の導入を検討している事

例がある。このプロジェクトは事業可能性検討段階であるが、事業化されれば、インドネシ

アにおける先進的な用役インフラ共有化の事例となるであろう。 

 

(4)ニーズ・シーズの適合可能性検討 

当事業に進出する個別の企業にとって、工場等設置の初期投資の費用をできるだ抑制させ

る必要がある。従って、用役インフラ共有化のニーズはコスト削減の観点から非常に高いと

いえる。一方、シーズの面でも既に工業団地を整備・運営する日系企業が存在し、また先進

的な検討事例が進捗中であるなど、ニーズ・シーズの適合可能性は十分あると言える。環境

面においても大きな貢献を果たすことが可能であるが、実際の導入に当たっては、進出する

各企業の事業計画の調整が必要となること、また工業団地としては初期投資額が大きくなる

ことが想定されるため、工業団地としての事業採算性及び資金調達についても十分検討が必

要となる。 

 

6 . 2 . 1 2  その他 

今回の調査で確認した事業者の開発計画においては、空港、港湾などの交通インフラ、ま

た工業団地の内に、倉庫など物流機能が集約するエリアや、ハウジングのためのエリア、観

光エリア、緑地帯エリアなどの整備が予定検討されていた。これらは、低炭素・資源循環型

炭鉱地域をさらに活性化させるための重要な要素である。今後検討が詳細化すればニーズが

明確になってくると思われる。日本のシーズを適合することができる分野が多く存在する可

能性が十分ある。 
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第 7 章 マスタープラン作成に向けた基本構想 

7 . 1  石炭開発、利用、環境対策のバリーチェーンと基本構想の検討結果 

7 . 1 . 1  マスタープラン作成に向けた基本構想 

対象地域として可能性があり、石炭生産・利用計画がある南スマトラ州の Pendopo 地域を

例として示した。ここで生産される石炭は、水分 60%、発熱量 2400kcal/kg(ar)の低品位炭の

ため、そのままでは市場性がないことから、炭鉱内の工業地域で改質や発電、ガス化等の利

用技術を適用する計画である。主な事業計画は下記の通りである。 

(1)低品位炭の改質により品位を向上させ輸出向けとする。また、改質後にスラリーとするこ

とにより、インドネシアに多いディーゼル発電や工場ボイラの重油代替燃料として利用する。 

(2)インドネシアの電力計画では、石炭火力発電とガスコンバインド発電が今後の主力となっ

ている。このため、ガス化し SNG を製造後、地域内を通るパイプラインを利用してジャワ島

のガスコンバインド発電所へ供給が可能である。石炭火力としてスマトラの電力計画の

Sumsel-6 の 300MW×２の発電所もほぼ決定し、さらに Sumsel-9,10 も検討されている。 

(3)ガス化では化学品製造が計画されており、将来的には肥料製造原料としての供給の可能性

もある。これらのガス化で発生する CO2 は、近隣にある油田や炭田を利用した CCS により、

EOR、ECBM が可能である。 

 

これらのプラントが設置される工業地域では、用水や廃水処理、電力の共通化も検討され

ているが、この自家用発電所では近隣のヤシ殻等の未利用のバイオマスによる Co-firing も今

後の検討課題である。また、発電所からの石炭灰は有害物質として規制されているため現状

での利用は厳しい状況にあるが、今後、セメント原料等の利用による活用が考えられる。 

基本構想の概念図を図 7.1-1 に示した。なお、図中の数値は現在の計画段階での数量を示し

ている。 
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図7.1.1 低炭素・資源循環型炭鉱地域基本構想案 

 

7 . 1 . 2  資金調達可能性検討の方向性 

低炭素・資源循環型炭鉱地域の実現可能性は、必要な資金の調達可能性が非常に重要な論

点となる。必要な資金調達を民間のみで実施することは困難なケースが多いと考えられる。

低炭素・資源循環型炭鉱地域の開発は、個別施設の他、工業団地、上下水道、電力、物流基

地、鉄道、道路、港湾など多様な開発プロジェクトの集合体となる可能性があり、特に基礎

的なインフラの整備には膨大な資金が必要になることがある。今回の調査において石炭輸送

インフラについての課題・ニーズを確認している。また具体的な低炭素・資源循環型炭鉱地

域候補となり得る地域は、現状ではほぼ未開発の状態であることが想定され、上述の基礎的

なインフラのほとんどをこれから整備していくことが求められる。このため低炭素・資源循

環型炭鉱地域の実現には、民間のみならず、政府資金を活用することが必要である。インド

ネシア政府の資金が不足する場合には、資金調達の手段として ODA の資金、特に日本政府の

円借款事業も考えられる。さらに、政府と民間による共同事業としてプロジェクトを実施す

る方法もある。このような官民連携の事業を推進する枠組みとして、PPP（Public Private 

Partnership）がある。 
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表7.1.1 低炭素・資源循環型炭鉱地域に関連する各プロジェクトの資金調達検討イメ

ージ 

プロジェクト(例) インドネシア政府予算 円借款 PPP 民間資金 

石炭改質施設      

石炭ガス化施設      

火力発電施設      

工業団地      

道路      

リサイクル施設      

道路      

鉄道      

港湾      

物流施設      

廃棄物処理施設      

… … … … … 

… … … … … 

出典：JCOAL 作成 

 

低炭素・資源循環型炭鉱地域の策定にあたっては、資金調達の可能性として、インドネシ

ア政府の予算、円借款、PPP、民間資金のうち、 も適した資金調達方法を各プロジェクト

単位で検討していく必要がある。以下に円借款、PPP について概略を示す。また民間事業者

が資金調達を検討する際に、比較的有利な資金調達方法として日本の政策金融制度を例示す

る。 

 

(2)円借款 

インドネシア政府に必要な資金が不足している場合、日本の円借款事業によって、必要な

資金を確保する方策がある。円借款事業は、現地政府が民間金融機関からの融資を受けるの

が難しい開発計画やプロジェクトを実施する場合に、これらの事業実施に融資することによ

って開発途上国の自助努力を支援することを目的としている。道路、発電所、灌漑施設、通

信、植林、上下水道、公害防止施設等、開発プロジェクトに必要な設備、資機材の調達、土

木工事やコンサルティングサービスの実施に必要な融資をするものである。具体的な手順は

以下のとおりである。 

  

(a)プロジェクト準備 

事業実施の準備として、フィージビリティスタディを実施する必要がある。事業実施機関

やその他関連機関が、プロジェクトを実施すべきかどうかを決定する上で非常に重要な基礎

資料となる。 
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(b)要請 

借入国政府は、日本国政府に対して円借款要請を行う。要請時に添付される需要な書類と

して、フィージビリティスタディと EIA 報告書がある。 

 

(c)検討/審査・事業評価/円借款契約 

日本政府は、借入国政府からの要請を受け、事業への融資について検討・評価をする。対

象事業として選定を受け、日本国政府と借入国政府との間で文章が交換され、事業実施とな

る。 

 

インドネシアにおいて円借款事業を実施する条件として、プロジェクトが「ブルーブック」

に掲載されている必要がある。ブルーブックは BAPPENAS が作成するインドネシア政府がド

ナー等に対して支援を期待しているプロジェクトのロングリストである。通常ブルーブック

は関連省庁内でプロジェクトの選定を行い、選定されたプロジェクトを BAPPENAS に申請す

る。この申請を受けて BAPPENAS 及び関連省庁が協議・調整を行い、 終的には BAPPENAS

長官がブルーブックの承認をすることになっている。日本政府もこのインドネシア政府の方

針及び要請に基づいて円借款を供与しているため、以上の手続きが必要になる。 

 

(3)PPP 

PPP は政府と民間事業者が共同でプロジェクトを実施する際の一つの方法である。今回の

調査でニーズを確認した石炭輸送インフラは比較的高額の運賃設定が可能であり、独立した

民間投資事業となり得る可能性があるが、一方で低品位炭の輸送となると採算性が若干悪化

することも想定される。また工業団地は、インドネシアにおいても既に民間による事業開発

が進んでいる分野であるが、立地によっては事業採算性が見込みにくいケースも想定される。

このような事業に対し PPP 方式によるプロジェクト開発は適していると言える。このような

ことからも PPP の制度について理解をしておくことは重要である。インドネシアおける PPP

制度の概要を以下に示す。 

 

(a)インドネシアにおける PPP に係る法整備 

PPP 全般の法令として、2005 年大統領令第 67 号「PPP に係る諸規則」、2010 年大統領令第

13 号「2005 年大統領令第 67 号の改正」等が定められている。2005 年大統領令によれば、大

臣、関係政府機関の長および地方政府の首長は、輸送、道路、灌漑、上下水道、通信、電力、

石油・天然ガスなどの分野でのインフラ建設あるいは改良、管理、保守などからなる特定の

インフラ開発について、民間セクターと協同することが許されると規定されており、その主

な内容は次のように要約される。 

・ 民間との協同事業は協同協定あるいは事業許可によって実施される。 

・ 協同協定は官民で調印されたインフラ開発のための協定書で入札を経て決定される。事
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業許可はインフラ開発の政府からの許可で入札を経て決定される。 

・ 民間との協同事業は次のような原則に基づき実施されなければならない。即ち、公正、

公開、透明性、民間を決定するための入札を経る競争、入札経過の説明責任、相互の繁

栄、相互の必要性、相互支援であること。 

・ 政府側はプロジェクトの内容を明らかにしながらまた公開協議を取り入れながら PPP 

方式での推進に適するプロジェクトの優先度を決定する。そして、その優先プロジェク

トリストは公開される。 

・たとえ上記の優先プロジェクトリストに含まれていなくても民間は独自の協同事業案を

政府に提出することができる。 

・ 政府は民間から提出された協同事業案を評価し、妥当性要件を満たした場合、その協同

事業案は公開入札を経て推進される。 

・独自の協同事業案が政府に受け入れられた民間側は、付加評価（入札価格の 10 %以下）

あるいは協同事業案の購入（政府あるいは落札者からのその協同事業案の起案のために

民間が費やした費用の支払い）による代償を受け取ることができる。 

・ 料金設定とその調整（投資のリターン）は投資コストや運営コストおよび適切なる利益

をベースに定期的に決定される。もし決定に至らなかった場合の料金設定は政府による

補填金付きの利用者の支払い能力に基づくこととする。なお、政府の補填金は入札者の

競争結果に基づくことになる。 

・ 投資リスクは、インフラ開発における効率と効果を保証するためどこがその管理をする

ことができるのかを考慮しながら、官民間分担の原則で管理される。 

・ 協同協定に網羅される主な内容は： 

- 業務内容 

- 期間 

- 契約履行保証金 

- 料金およびその調整方式 

- 権利と義務、リスク分担を含む 

- 業務履行標準 

- 商業運転開始前の協同協定や株式の移転の禁止 

- 協同協定の要件を満たせない場合の制裁 

- 協定終了期限 

- 独立した監査官による協定実施に係わる民間企業の財務報告書調査 

- 協定実施に係わる業務履行状況監督方式 

- インフラ設備の返却やその管理など 

・ インフラ開発の土地収用を民間が実施した場合の契約履行保証金額はその土地収用に民

間が費やした費用によって調整される。 

・ 協同協定調印後 12 ヶ月以内に民間は事業資金を手配していなければならない。 



 

129 

 

 

なお、PPP 案件化の手順は、下の表に示すとおりである。 

 

表7.1.2 案件化の流れ 

1 プロジェクトスクリーニングの
実施 

政府機関等により、潜在的な PPP 案件についての精査、及び優先順
位の決定等が行われる。 

2 公開協議の実施 公開協議は、一般市民の意見等を取り入れるだけでなく、潜在的な開
発企業、融資企業等を明確化するために行われる。 

3 FS 調査の実施 FS 調査は、民間企業等への案件提供を容易にする上で必要な、技術
的、商業的、及び契約上の概要調査のこと。PPP 案件競争入札前まで
に、政府機関等により委託実施される。 

4 リスクアセスメントの実施 プロジェクトのライフサイクルにおけるリスク配分や、当事者間のリ
スク分散等についての影響評価のこと。多くの場合、FS 調査の一環
として実施される。 

5 PPP 協力形態の検討 社会的価値観を 適化するための PPP協力の在り方について検討し、
評価を行う。多くの場合、FS 調査の一環として実施される。 

6 政府支援についての検討 政府支援検討は、税制上の優遇措置、土地取得、偶発的な事象発生時
における政府保証、直接的財政支援の必要性等の観点によりなされ
る。この検討はプロジェクトの財政上の安全性確保のために実施され
る。 

7 調達 調達とは、競争入札パッケージの設定、契約者名、事前資格審査等の、
入札に係る全過程のことを指す。 

8 案件実施 案件実施においては、特別目的会社設立、融資先の選定及び資金調達、
政府保証、建設、試運転、プロジェクト運営等を行う。 

9 モニタリングの実施 モニタリングとは、契約協定によって定められた政府系機関等による
プロジェクト評価・監視のことを指す。 

出典：「平成 23 年度 円借款案件形成等調査報告書」（平成 24 年 2 月 METI） 

 

(4)日本の政策金融制度例 

プロジェクト実施における民間事業者の融資部分について、金融機関からの資金調達コス

トを低減させる方法として、政策金融制度の活用が考えられる。政策金融制度例として、JICA、

JBIC による民間事業者への投融資制度が考えられる。これらを以下に示す。 

 

(a)JICA 海外投融資 

JICA 海外投融資とは、開発途上国で我が国又は開発途上地域の法人その他の団体等が行う

開発効果の高い事業において、高いリスクや低い収益性見込みといった障壁のため、民間金

融機関からの融資が受けにくい状況にある場合、開発援助機関である JICA が有償資金協力

として行う当該開発事業への資金供給のことである。制度の概要は以下の通りである。 

 

1) 対象分野 

・ ミレニアム開発目標及び貧困削減 

・ インフラ成長加速 

・ 気候変動対策 
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2)融資対象類型 

・ 原則として、過去にホスト国の類似案件について非譲許的条件での融資実績がない先導

的案件であって、ホスト国における今後の事業モデルとなりうる案件を形成することを

通じ、我が国企業の海外展開の可能性を拡大する役割を期待するものであること 

・ 案件実施について、ホスト国政府等に対してしかるべく事前の通報が行われ、かつ原則

回答が得られること 

・ JICA の新環境社会配慮ガイドラインを満たすもの 

 

3)融資条件 

・ 融資額：総事業費の上限 70%まで。特に必要な場合は 80%まで 

・ 金利：財政融資資金の貸付金利を基準として、借入人の信用力等を勘案の上、償還期間

を含め政府開発援助の要件となる GE が 5%以上となるように金利を設定 

・ 融資機関：20 年まで（ 大 25 年） 

・ 据置期間： 大５年（基本は完工まで） 

・ 収益性に関し、事業の達成が見込まれ、かつ、既存の金融機関による貸付け又は出資で

は事業が成立しないことが認められる場合 

 

(b)JBIC の融資 

JBIC の金融メニューの一つに、投資金融がある。日本企業の海外における事業展開に必要

な長期資金を対象とする融資である。制度の概要は以下の通りである。 

 

＜JBIC の投融資＞ 

1)対象分野 

日本の法人等が出資する開発途上地域の現地法人が行う事業に、直接又は間接に充てられ

る資金であり、鉄道（都市間高速、都市内）、水事業、再生可能エネルギー源発電、変電・送

配電等支援の資金が対象となる。道路も融資対象である。 

 

2)協調融資 

JBIC は、一般の金融機関（通常は企業の取引先金融機関）と協調して必要な資金を融資す 

る形態をとる。 大全融資額の６割まで融資可能。アレンジャーは市中銀行となる。 

 

3)融資条件 

融資条件は、個別案件毎に審査を経て決定される。 

・ 融資額： 海外投資に関する契約金額の範囲内で、当該投資に充てるために必要な資金

もしくは海外において行う事業に必要な長期資金を対象とする 
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・ 融資通貨： 円以外の通貨（USD、EURO 等）による貸付も可能。円の場合は原則各貸

出時固定金利、その他の通貨の場合は原則変動金利となる 

・ 金利： プロジェクトごとに個別に設定される。プロジェクトファイナンスの場合は、

リスクに応じてスプレッドを設定する 

・ 融資期間： 原則として、プロジェクトからのキャッシュフローにより決定される。

長期限は設けておらず、通常３年から 10 年程度までの期間が設定されている。キャッ

シュフローがより安定的であれば、20 年融資する場合もある 

 

＜JBIC グリーン＞ 

JBIC は、2010 年に「株式会社日本政策金融公庫法の一部を改正する法律」が施行され、株

式会社日本政策金融公庫の目的及び JBIC の業務の範囲に、地球温暖化の防止等の地球環境の

保全を目的とする海外における事業を促進することが追加されたことを受け、今後、途上国

における、高度な環境技術を活用した太陽光発電やエネルギー効率の高い発電所の整備、省

エネ設備の導入等の高い地球環境保全効果を有する案件に対して、民間資金の動員を図りつ

つ、融資・保証及び出資を通じた支援業務を拡充した。これを「地球環境保全業務」、通商

「GREEN」と呼ぶ。GREEN の支援内容を以下に示す。 

 

①支援対象事業 

地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的として、以下 2 要件を満たす事業。 

・温室効果ガス排出量削減効果が大きいなど、地球環境保全効果が高い事業。 

・JBIC が求める地球環境保全効果について、事業主体がその効果を「測定（Measurement）」

し、JBIC に対して効果を「報告（Reporting）」し、JBIC 若しくは JBIC が指定する第三者に

よる効果の「検証（Verification）」を受け入れる事業。 

 

具体的な対象事業を決定する際の主要な考え方は次のとおりである。 

 

a.地球環境保全に対する当該国の政策等 

・当該国の温室効果ガス排出量削減政策 

・プロジェクトの属するセクターにおける取り組み 

・特に重要、ないし緊急を要すると認められる取り組み 

b.プロジェクトにおいて導入される技術の評価 

・「対象事業・技術リスト」（参考資料として巻末に添付）との整合性。 

・先進性（「クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナーシップ（APP）」や国際

エネルギー機関（IEA）等における位置付け） 

・妥当性（当該国における普及技術の平均的水準及び利用可能な燃料等の制約も考慮） 

・当該国において期待される効果（技術普及等） 
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c.プロジェクトの地球環境保全効果 

・期待される温室効果ガス排出量削減効果 

 

②J-MRV ガイドライン概要 

GREEN における対象事業の温室効果ガス排出削減量の測定（Measurement）・報告

（Reporting）・検証（Verification）（MRV）を実施するにあたり、基本的な考え方、手続き等

は「国際協力銀行の地球環境保全業務における温室効果ガス排出削減量の測定・報告・検証

に係るガイドライン」（J-MRV ガイドライン）において定められている。概要は次の通りで

ある。 

 

a. 目的 

JBIC の出融資等の対象となる地球温暖化防止事業の排出削減量を定量化することにより、

途上国の排出削減を確実なものとすること。 

b. 対象 

原則として、すべての温暖化防止事業を対象とする。 

c. 排出削減量の基本的考え方 

 対象事業の排出削減量は次の通り。 

排出削減量＝ベースライン排出量－対象事業から排出される排出量 

d. 手続き 

ⅰ）出融資等決定前 

・ JBIC は、F/S 等に基づき事業計画段階における計画排出削減量を算出。 

・ 借入人・事業実施者と JBIC の間で、モニタリング計画（測定項目及び測定方法等）に

関して合意を行う。 

ⅱ）出融資等決定後 

・ 借入人・事業実施者は、対象事業の完工後の 1 年間を対象に、合意したモニタリング計

画に基づき、対象事業における測定項目の実績値（データ）を測定し、JBIC に報告する。 

・JBIC は、測定された実績値を受け、排出削減量の算出及び検証を行う。 

なお、上記ⅰ)、ⅱ)における MRV の手続き、結果などの妥当性については、必要に応じア

ドバイザリー・コミッティに専門的意見を求め判断する。 

 

③支援手法及び支援例 

GREEN の実施にあたって、JBIC は、民間資金の動員を図りつつ、「事業開発等金融」及び

「出資」の手法により融資・保証及び出資を行う。具体的な支援例は以下の通り。 

 

・民間金融機関との協調融資・保証 

太陽光発電やエネルギー効率の高い発電所の整備等の温室効果ガス排出量削減効果の高
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い案件に対して、民間金融機関との協調融資又は民間金融機関の融資に対する保証を行

うもの。 

 

・国際金融機関等との協調融資 

国際金融機関等が、高い温室効果ガス排出量削減効果を有する途上国の案件に対して融

資を行う際に、JBIC が当該国際金融機関等と協調融資を行うもの。（この場合も JBIC は

民間金融機関と協調して融資参加するもの。） 

 

・外国企業や国際機関等が設立したファンドに対する出資 

地球環境保全に関する国際的取り組みを踏まえ、外国企業や国際機関等が温室効果ガス

排出量削減を目的として設立したファンドに対して出資するもの。 

 

7 . 1 . 3  二国間オフセット・クレジットスキームの適用検討 

(1)二国間オフセット・クレジットスキームの概要 

(a)気候変動交渉における市場メカニズムの位置づけ 

2007 年インドネシア・バリで開催された、気候変動枠組条約(UNFCCC)第 13 回締約国会議

(COP13)において、2013 年以降の先進国による新たな排出削減目標の設定と開発途上国によ

る適切な緩和行動(NAMAs)について国際交渉を行う特別作業部会(AWG)が設置された。この

特別作業部会での交渉結果を受けて、2009 年デンマーク・コペンハーゲンで開催された

COP15 では、コペンハーゲン合意(Copenhagen Accord)について「留意する(take note)」という

決定が採択された。 

2010 年メキシコ・カンクンで開催された COP16 で採択されたカンクン合意(Cancun 

Agreements)には、新たなクレジットメカニズムに関して「COP17 において新しい市場メカニ

ズムの創設を検討することを決定する」との内容が盛り込まれた。 

2011 年 12 月南アフリカ・ダーバンで開催された COP17 において、将来の枠組みへの道筋、

京都議定書第二約束期間に向けた合意、緑の気候基金およびカンクン合意の実施のための決

定が採択された。 

そして、2012 年 11 月カタール・ドーハで開催された COP18 において、2020 年以降の新し

い将来枠組みに関する議論について、2015 年までにその枠組みについて合意することを目標

として、2013 年中の会合開催予定や主要な検討課題を決めた「ダーバンプラットフォーム作

業計画」という大まかなスケジュールを採択された。 

 

(b)二国間オフセット・クレジット制度の概要 

日本として世界的な排出削減・吸収に貢献するため、途上国の状況に柔軟かつ迅速に対応

した技術移転や対策実施の仕組みを構築するべく、二国間オフセット・クレジット制度を提

案している。 
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本制度は、途上国への温室効果ガス削減技術・製品・システム・サービス・インフラ等の

普及や対策を通じ、実現した温室効果ガス排出削減・吸収への日本の貢献を定量的に評価し、

日本の削減目標の達成に活用するものである。 

今後も、ホスト国の協力を得ながら制度設計を加速し、2013 年以降できるだけ早期に制度

を開始することを目指すとともに、国連における議論に貢献するよう制度の透明性を確保し

ていく。 

二国間オフセット・クレジット制度の基本概念は、以下のとおりである。 

・途上国への優れた温室効果ガス削減技術・製品・システム・サービス・インフラ等の普

及や緩和活動を加速し、途上国の持続可能な開発に貢献。 

・日本からの温室効果ガス排出削減・吸収への貢献を、測定・報告・検証（MRV）方法論

を適用し、定量的に評価し、日本の削減目標の達成に活用。 

・CDM を補完し、地球規模での温室効果ガス排出削減・吸収行動を促進することにより、

国連気候変動枠組条約の究極的な目的の達成に貢献。 

 

 

(c)二国間オフセット・クレジット制度のスキーム 

二国間オフセット・クレジット制度のスキーム図について、現在、検討中の案は、以下に

示すとおりである。 
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(d)二国間オフセット・クレジット制度の特徴等 

本制度は、当面、クレジットが取引不可能な制度として開始し、本制度の実施状況を踏ま

えながら、取引可能なクレジットを発行する制度へ移行するための二国間協議を継続的に行

っていくことを想定している。 

本制度が取引可能なクレジットを発行する制度へ移行した後には、途上国の適応努力の支

援のための具体的な貢献を目指しており、低炭素・資源循環型炭鉱地域の構築に対しても適

応できることが期待される。 

なお、本制度は、国連気候変動枠組条約（UNFCCC）の下での新たな国際枠組みが発効さ

れるまでの期間を対象としている。 

 

(e)低炭素・資源循環型炭鉱地域の構築に対する二国間オフセット・クレジット制度の適用 

低炭素・資源循環型炭鉱地域の構築に対する二国間オフセット・クレジット制度の適用可

能性について、本調査において検討・整理している現地からのニーズを踏まえた日本のシー

ズの視点から、次頁以降の表のとおり検討・整理した。 
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表7.1.3 低炭素・資源循環型炭鉱地域の構築に対する二国間オフセット・クレジット制度の適用可能性（１） 

No. 技術分野 現地のニーズ 日本のシーズ 
二国間オフセット・クレジット 
制度の適用可能性検討 

区分 
備考 
（日本の主な CCT 等） 高効率 

燃料 
代替 

未利用資
源等利用

1 低品位炭の改
質 

インドネシアの低品位
炭は低硫黄、低灰分の特
徴を有しており、効率的
に改質して発熱量の高
い石炭に転換すること
により、エネルギーの安
定供給化に資する。 

日本の UBC プロセスがイ
ンドネシアの実証プラン
ト開発を終え、商業段階
にある。 

○ 石炭の改質や熱効率を高めた
発電技術の開発により、効率的
な発電が可能となり、温室効果
ガス排出量の削減が見込める。

○  ○ ハイパーコール利用高効
率燃焼技術（Hyper Coal） 
低品位炭改質技術（UBC） 

2 低品位炭の乾
燥 

インドネシアにおける
エネルギー安定供給化
につながる低品位炭の
利用増のため、今後、低
品位炭の乾燥化技術が
重要になる。 

日本で数社が、低品位炭
乾燥機器を製作してお
り、より発電効率の高い
機器の開発を進めてい
る。 

○ 発電効率の高い低品位炭乾燥
機器の開発により、温室効果ガ
ス排出量の削減が見込める。 

○  ○  

3 低品位炭のス
ラリー化 

多くの島から構成され
るインドネシアは電力
インフラ未整備のとこ
ろも多く、ディーゼル発
電も多いため、今後、重
油代替燃料として石炭
スラリーは重要である。

インドネシア科学技術応
用評価庁（BPPT）と石炭
液化研究協力に関する覚
え書きを締結し、インド
ネシア褐炭を対象とした
商業プラントの実現を目
指した技術開発を進めて
いる。 

○ ディーゼル発電における重油
代替燃料として利用すること
により、温室効果ガス排出量の
削減が見込める。 

 ○  瀝青炭液化技術（NEDOL） 
褐炭液化技術（BCL） 
石 炭 ス ラ リ ー 製 造 技 術
（CWM） 

4 石炭火力発電  日本の CCT（クリーン・
コール・テクノロジー）
導入の可能性がある。 

 発電プラントの高効率化によ
り、温室効果ガス排出量の削減
が見込める。 

○   高効率微粉炭火力発電技
術（USC） 
循環型常圧流動床ボイラ
（CFBC） 
常圧内部循環型流動床ボ
イラ（ICFBC） 
石炭部分燃焼炉技術（CPC） 
加 圧 流 動 床 燃 焼 技 術
（PFBC） 
高度加圧流動床燃焼技術
（A-PFBC） 
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表7.1.4 低炭素・資源循環型炭鉱地域の構築に対する二国間オフセット・クレジット制度の適用可能性（２） 

No. 技術分野 現地のニーズ 日本のシーズ 
二国間オフセット・クレジット 

制度の適用可能性検討 

区分 
備考 

（日本の主な CCT 等） 高効率
燃料 

代替 

未利用資

源等利用

5 石 炭 ガ ス 化

（化学品、肥

料、SNG） 

石炭埋蔵量の半分が発熱量

の低い低品位炭であるイン

ドネシアでは、これらをガ

ス化して天然ガス代替など

に有効活用したいというニ

ーズがある。 

低品位燃料 ガス化技術

（TIGAR）など日本企業が

有する石炭液化技術導入

の可能性がある。 

Pendopo において日本企

業が石炭ガス化 SNG を計

画中である。 

○ 石炭との混合燃焼や副生する

CO2 の EOR 利用により、温室

効果ガス排出量の削減が見込

める。 

 ○ ○ 多目的石炭ガス製造技

術（EAGLE） 

石炭ガス化燃料電池複

合発電技術（IGFC） 

次世代高効率石炭ガス

化 発 電 プ ロ セ ス

（A-IGCC/A-IGFC） 

6 石炭灰有効利

用（セメント

工場等） 

インドネシアでは混合材で

はなくクリンカ原料として

の粘土代替であるが、コス

トの問題があり、優遇措置

等もないことから、石炭灰

の利用は進んでいない。 

石炭灰の有効利用技術に

ついて、日本企業からの提

案の可能性がある。 

△ 微粉炭灰及び流動層灰は、とも

に乾燥しており粉砕の必要も

ないことから、乾燥用の熱源が

不要であり、かつ、粉砕のため

の電力も省くことが可能であ

ることから、温室効果ガス排出

量の削減につながる可能性が

ある。 

○   微粉炭酸素燃焼発電技

術（CO2 回収技術） 

7 CCS（EOR、

ECBM） 

インドネシアにおいて重要

な資源である石炭について

は、石油や天然ガスと比較

して温室効果ガス排出量が

多いことから、今後、その

対策は重要である。 

日本においても、現在、

CCS（EOR、ECBM）技術

が研究開発中である。 

○ 火力発電所等の大規模排出源

から CO2 を回収して地中など

に貯留すること、また、CO2 を

炭層中の CH4 と置換して利用

することにより、温室効果ガス

排出量の削減が見込める。 

○  ○  
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表7.1.5 低炭素・資源循環型炭鉱地域の構築に対する二国間オフセット・クレジット制度の適用可能性（３） 

No. 技術分野 現地のニーズ 日本のシーズ 
二国間オフセット・クレジット 
制度の適用可能性検討 

区分 
備考 
（日本の主な CCT 等） 高効率 

燃料 
代替 

未利用資
源等利用

8 パームオイル
と石炭との産
業連携 

インドネシアは、粗製パ
ーム油及びパーム核油
の世界一の産出国とな
っており、また、石炭鉱
区とパームオイルのプ
ランテーションは近接
しているケースが多い
ことから、廃棄物バイオ
マスとしてヤシ殻を石
炭火力発電所において
再利用することは、非常
に重要なものであると
考えられる。 

パーム・カーネル・シェ
ル（PKS）専焼の CFB ボ
イラやバイオマス・石炭
混焼コジェネレーション
（電気・蒸気併給）プラ
ントなど、日本の技術導
入の可能性がある。 

○ ヤシ殻を石炭の代替燃料とし
て有効利用することに伴う化
石燃料使用量の削減により、温
室効果ガス排出量の削減が見
込める。 

 ○ ○  

9 コークス製造 コークス製造に必要な
粘結性を有する石炭は、
インフラが未整備のた
め精算されていない。

JOGMEC によりコークス
製造技術開発の可能性検
討が行われており、低品
位炭からのコークス製造
の検討が進められてい
る。 

△ 高効率なコークス炉の設置に
より、化石燃料の使用料が低減
でき、温室効果ガス排出量の低
減が見込める。 

○   成形コークス製造技術 
高 炉 微 粉 炭 吹 込 み 技 術
（PCI） 
石炭直接利用溶融還元製
鉄技術（DIOS） 
石炭高度転換コークス製
造技術（SCOPE21） 
コークス乾式消火設備技
術（CDQ） 

10 ブリケット製
造 

 インドネシアでは、NEDO
のモデル事業として、バ
イオブリケット及び低温
流動乾留炉による 2 つの
方法が導入されている。

○ ブリケットが安定供給される
ことに伴い、木炭の代替燃料と
なり、森林資源の保護に寄与す
るため、温室効果ガスの吸収が
見込める。 

 ○  ブリケット製造技術 
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表7.1.6 低炭素・資源循環型炭鉱地域の構築に対する二国間オフセット・クレジット制度の適用可能性（４） 

No. 技術分野 現地のニーズ 日本のシーズ 
二国間オフセット・クレジット 
制度の適用可能性検討 

区分 
備考 
（日本の主な CCT 等） 高効率 

燃料 
代替 

未利用資
源等利用

11 用役インフラ
共有化（水、
電力、ガス等）

低炭素・資源循環型炭鉱
地域の構築に必要とな
る用役インフラについ
て、効率的、かつ、環境
負荷の少ないインフラ
整備が重要となる。 

インドネシアにおいては
日系の工業団地が数多く
あることから、既に一部
のインフラ（排水処理な
ど）については日系企業
により共有化されている
事例が存在し、今後、用
役インフラ共有化への投
資や運転管理に日系企業
が進出することが考えら
れる。 

○ 水・電力・ガスなどの用役イン
フラを共有化することによっ
て、各工場が個別にに行ってい
る必要用役の生成、部分的な発
電、廃水処理等を、環境に厳し
く CO2 削減も図り、なおかつ
経済効果的に対応することが
可能になる。 

○    

参考： 

「新メカニズム情報プラットフォーム」http://www.mmechanisms.org/ 

「日本のクリーン・コール・テクノロジー」（平成 18 年 3 月、NEDO・JCOAL）
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7 . 1 . 4  「低炭素・資源循環型炭鉱地域」の形成に資する人材育成プログラム 

(1)石炭開発技術の海外移転 

環境問題に配慮した「低炭素・資源循環型炭鉱地域」を形成し、実現化するためには、高

度な技術と高い問題意識を持った人材の育成が重要である。 

ここでは、これまでに実施されてきた人材育成に係る事例を整理した。 

 

(a)炭鉱技術の海外移転 

我が国の炭鉱が長年培ってきた優れた坑内掘による石炭生産・保安技術を活用し、アジア・

太平洋地域の石炭生産国に技術協力を行うことにより、当該石炭生産国の石炭生産・保安技

術のレベルアップを図り、ひいては我が国の海外炭安定供給確保に資することを目的に、我

が国への技術者の受け入れ、及び海外石炭生産国への技術者の派遣による研修事業を実施し

ている。 

これまでに実施している国は、中国、インドネシア、ベトナムである。 

 

(b)クリーン・コール・テクノロジーの普及促進 

クリーン・コール・テクノロジーの普及促進と石炭利用技術に関する理解の熟成と技術の

向上を図ることを目的に、APEC 域内の諸国より技術者を我が国に受け入れて、関連の技術

移転を実施している。 

 

(c)JICA 研修事業の支援 

JICA は、インドネシア、ベトナムにおいて石炭に係る現地研修、及び両国からの技術者の

日本への受け入れ、炭鉱技術や保安技術の研修を実施している。 

 

(d)産炭国石炭産業高度化事業 

アジア地域の環境負荷の低減、我が国への石炭安定供給確保を図ることを目的に、中国、

インドネシア、ベトナム等のアジア地域の産炭国に対し、石炭の効率的な利用促進や環境負

荷の低減を図るクリーン・コール・テクノロジー（CCT）の技術移転を実施している。 

具体的には、日本研修、現地研修、技術普及セミナーをはじめとする多角的な事業展開に

より人材育成等を実施している。 

 

(2)今後の展開 

「低炭素・資源循環型炭鉱地域」の形成においては、石炭関連技術に加えて、発電所、セ

メント工場、廃棄物処理施設、輸送インフラ（道路、鉄道、港湾等）、生活インフラ（上下水

道、電気等）、住宅開発等のいろいろな分野の技術が必要となってくる。 

そのためには、我が国の関係機関がこれまでに実施してきている石炭技術に係る研修等に

加えて、「低炭素・資源循環型炭鉱地域」の形成に資するより幅広い技術に係る研修を行って

いくことも重要となる。 
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第 8 章 マスタープラン対象候補地の提案 

8 . 1  マスタープラン対象候補地の概要 

各候補地域の産業・経済状況、国家および地域開発計画での位置付け、石炭生産／利用開

発計画、ニーズ／シーズの適合性等は下記の通りである。 

 

8 . 1 . 1  北カリマンタン州 Bulungan 地域（PT Delma Minig Corporation） 

石炭はカリマンタン経済回廊での主要産業となっている。北カリマンタン州は大規模な炭

鉱は多くはないが、石炭は主に輸出されている。この地域の低品位炭の埋蔵量は北および東

カリマンタンでは 大規模である。鉱区は北カリマンタン州の州都となる Tanjug Selor から

車で２時間程度で、海岸までは 11km と近い。代表的な石炭性状は水分 60%、発熱量

2700kcal/kg(ar)であり低品位炭のため市場性がないことから、石炭の改質、利用が必要である。

このため、鉱区に隣接した海岸部に工業地域を設置し、ガス化／メタノール製造、肥料製造

等を計画しており、日本の関連技術導入も検討可能である。 

 

8 . 1 . 2  東カリマンタン州 East Kutai 地域（PT Bhakti Energ Persada） 

石炭はカリマンタン経済回廊での主要産業項目である。東カリマンタン州は大規模から中

小規模まで多くの炭鉱があり、主に輸出されている。この地域の低品位炭埋蔵量は、（１）の

Bulungan 地域に次いで多い。鉱区は LNG 基地や肥料工場のあるボンタンから 150km、海岸

までも 150km の内陸部にある。石炭専用道を建設中で、2014 年末から石炭生産を開始する

予定である。石炭は水分 46.8%、発熱量 3,380kcal/kg の低品位炭のため、石炭改質、利用の

ための工業地域を炭鉱に隣接して設置する予定である。工業地域では、石炭改質、ガス化、

肥料、液化（スラリー化）の事業が想定され一部検討が進められているが、日本技術につい

ては経済性や技術が実証されていないなどのため、早期の導入は難しいと判断される。 

 

8 . 1 . 3  南スマトラ州 Pendopo 地域（PT DH Energy） 

石炭はスマトラ経済回廊の重要産業であり、さらにこの地域は MP3EI の対象となっている。

南スマトラ州の州都パレンバンから南西 140km の内陸部にあるが、南スマトラ州 大のムシ

川までは 50km で、河川による輸送が可能である。体表的石炭性状は水分 58%、発熱量

2400kcal/kg の低品位炭であり市場性がないため、上記２地域と同様、鉱区内に工業地域を設

置し、改質、利用技術の適用を検討している。また、この工業地域について、税の減免、許

認可の便宜が与えられる経済特区（Special Economic Zone；SEZ）の申請を行っている。計画

されている事業として、石炭改質、ガス化（SNG、化学品）、石炭スラリー、石炭火力発電が

あり、日本企業も事業に参画している。 

 

8 . 1 . 4  南スマトラ州 Tanjung Enim 地域（PTBA） 

スマトラでスマトラ経済回廊の重要産業項目である石炭の 大生産炭鉱である。石炭は主

に亜瀝青炭で、国内発電所への供給や輸出を行っている。炭鉱を中心に石炭火力発電所、ブ

リケット工場が操業しており、100km の場所にセメント工場があるが、石炭灰のセメント工

場での利用はない。発電所の建設、CBM 開発や鉄道による輸送インフラ整備が主な計画とな

っているが、その他の石炭利用計画は特にないようである。 
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8 . 2  マスタープラン対象候補地の提案 

これらの情報に基づいてマスタープランの対象候補地域の比較検討を行った結果を、表

8.2-1 に示した。 

その結果、インドネシア政府の MP3EI の対象地域であること、石炭利用の工業地域につい

て SEZ の申請を行っていること、石炭利用計画に日本企業の参画が予定されていることなど

から、南スマトラ州の Pendopo 地域が も有望であると判断された。 

Pendopo 地域の計画に基づいた基本構想のイメージを図 8.2-1 に示す。 

 

 

 

図8.2.1 Pendepo 地域における基本構想イメージ図 
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表8.2.2 マスタープラン候補地の比較検討結果 

 北カリマンタン州 
Bulungan 
(PT Delma Mining) 

東カリマンタン州 
East Kutai 
(PT Bhakti Energi Persada) 

南スマトラ州 
Pendopo 
(PT DH Energy) 

南スマトラ州 
Tanjung Enim 
(PTBA) 

(1) 対象国の石炭産業
での位置付け 

カリマンタン経済回廊での主要産業。
北カリマンタン州は大規模な炭鉱は多
くはないが、輸出が主。低品位炭の埋
蔵量は北東部カリマンタンで 大規
模。 

カリマンタン経済回廊での主
要産業。大中小と多くの炭鉱が
あり、輸出が主。北東部カリマ
ンタンでは Bulungan 地域に次
いで低品位炭埋蔵量が多い。 

スマトラ経済回廊の主要産業
であるが、低品位炭が多い。
MP3EI の対象地域にあり、石炭
は主要な開発項目。 

スマトラ経済回廊の主要産
業である。スマトラで 大の
生産炭鉱で、国内発電所への
供給や輸出。 

(2) 産業構造、地域経済
状況 

州都 Tanjung Selor に近く、木材、パー
ム等のプランテーションがある。（北カ
リマンタン州は 2012 年 10 月発足し、
東カリマンタン州から政府機能を移管
中） 

パーム、ゴム等の農業が主。炭
鉱開発地域から 150km にある
ボンタンには肥料工場、LNG
基地がある。 

ゴム等の農業が主で、プルタミ
ナの石油・ガス基地がある。近
隣に丸紅関連の製紙工場もあ
る。PLN の IPP 発電所建設が予
定されており、新規発電所にも
入札を計画 

炭鉱を中心に自家用発電所、
PLN 発電所、ブリケット工場
が操業し、IPP として 2 つの
発電所を予定。さらに PLN
の新規発電所の入札も計画。 

(3) 地域石炭政策 新規開発計画 新規開発計画 新規開発計画 既存炭鉱生産拡大、周囲の低
品位炭開発 

(4) 地域開発計画 炭鉱に隣接し、海に面した工業地域計
画。東カリマンタン州許可済み。 

炭鉱に隣接した工業地域計画。
州政府に申請中。MP3EI にも申
請を予定。採用予定従業員の教
育も実施中。 

炭鉱に隣接した工業地域計画。
特別経済地域（SEZ)として州政
府に申請中。 

地域の低品位炭による発電
所建設や鉄道による輸送イ
ンフラ整備 

(5) 産業インフラ（主に
石炭関連） 

工業地域で発電、メタノール、金属精
錬、アンモニア／肥料等の計画。通信
インフラは整備済。 

工業地域で改質、ガス化等の石
炭利用計画。空港も建設予定。 

発電所建設や改質、SNG、化学
品等の工場を計画。石炭輸送用
道路は完成。 
地域内にガスパイプラインあ
り。 

既設発電所に加え、新規を建
設中。 
１００ｋｍにセメント工場。
鉄道輸送増強計画。 

(6) 石炭開発の現状と
計画 

炭鉱、工業地域の道路、港の整備中。 F/S 終了し、炭鉱から港への道
路も建設中。2014 年末操業開
始予定 

工業地域の石炭利用プラント
生産により操業開始。2015 年
頃予定。 

既存炭鉱は生産中。周辺低品
位炭の開発を計画。 

(7) 石炭開発に起因す
る環境問題 

現状特にない 現状特にない 現状特にない 現状特にない 
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 北カリマンタン州 
Bulungan 
(PT Delma Mining) 

東カリマンタン州 
East Kutai 
(PT Bhakti Energi Persada) 

南スマトラ州 
Pendopo 
(PT DH Energy) 

南スマトラ州 
Tanjung Enim 
(PTBA) 

(8) マスタープラン構
想に類似する計画の有
無 

炭鉱と工業地域を併せた地域開発計画
有り 

炭鉱と工業地域を併せた地域
開発計画有り 

炭鉱と工業地域を併せた地域
開発計画有り 

発電、ECBM の検討以外は特
に無し 

(9) 石炭産業に係る投
資環境 

石炭開発は外資規制あり。工業地域、
インフラへの投資への優遇措置を検
討。 

石炭開発は外資規制あり。工業
地域、インフラへの投資への優
遇措置を検討。 

石炭開発は外資規制あり。工業
地域、インフラへの投資への優
遇措置を検討。 

既設炭鉱への投資は困難。発
電、インフラ等への投資は検
討可能 

(10) 対象国、対象地域
が求めるニーズ 

工業地域での利用技術（ガス化、メタ
ノール製造）、工業地域への投資 

ガス化等の利用技術（商業化可
能で経済的なもの） 

工業地域への投資および共通
インフラ（工業用水、廃水処理、
通信インフラ、道路等）の運営
管理会社への出資 

ECBM 開発、未開発地域の探
査・坑内掘検討等。 

(11) 本邦シーズ、適合
性 

ガス化、メタノール製造。他は今後調
査必要  

今後調査必要 日本企業による利用計画あり
（改質、SNG、化学品、発電等） 

ブリケットは NEDO モデル
事業で設置。他は今後調査必
要。 

(12) その他（推奨する
政府機関・企業） 

北カリマンタン州 輸送道路に地方政府が 40%出
資。 

  

総合評価結果  【評価内容】 
資源量豊富だが低品位のため、石炭利
用を積極的に検討。新規の州政府から
の支援も可能。 
 

【評価内容】 
炭鉱と工業地域一体化した計
画あり。ガス化、肥料等の石炭
利用計画もあるが、日本技術が
適用されるかは不明 
 

【評価内容】 
ＭＰ３ＥＩ対象地域にあり、
SEZ も申請中。日本企業による
各種の石炭利用計画  
もある。  
 
 

【評価内容】 
インドネシアの主要石炭生
産炭鉱で、石炭は国内発電所
供給や輸出。地域での既設発
電所や発電所新設計画もあ
るが、それ以外の石炭利用計
画は特にない。  

○ △ ○～◎ △～○ 
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第 9 章 今後の課題 

今年度、マスタープラン対象候補地の検討および各地域におけるニーズや日本企業のシ

ーズについて調査し、マスタープランの基本構想案を検討した。インドネシアにおけるニ

ーズとしては、低品位炭を有効利用するための改質、ガス化、石炭スラリー等の利用技術

があげられるが、これらの技術は未だ開発中の物も多い。インドネシア側からは実証済で

経済性に優れた技術が必要とされているとことから、日本企業技術の早期の実証および経

済性向上が必要となる。また、インドネシア石炭企業は、基本的には石炭開発、供給が主

体であり、一部を除いて利用技術に投資し実施することは考慮していない。このため利用

技術を導入するためには、技術保有企業や製品ユーザー、オフテーカーによる投資、プラ

ント運営も含めた検討が必要となる。 

インドネシアでは、政府が策定した MP3EI 計画があることから、本マスタープランにつ

いて MP3EI との適合した形で策定する事が必要である。今後、基本計画の詳細や実施計画

策定にあたっては、インドネシア政府関係機関との連携、協力により進めることが不可欠

である。 

 

 



 

146 

第Ⅲ編 ベトナム  
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第 1 章 ベトナムの一般事情 

1 . 1  経済状況 

ベトナム社会主義共和国(Socialist Republic of Viet Nam)は国土面積が 331,689 平方キロメ

ートルと日本の 0.88 倍であり、人口は 8,784 万人（2011 年、出所：ベトナム統計総局（GSO））

有する発展途上国である。 

1986 年の第 6 回党大会にて採択された市場経済原理の導入と対外開放化を柱としたドイ

モイ（刷新）路線を継続、市場経済原理の導入と経済開放を進めるとともに IMF および世

界銀行の支援を受けて構造調整計画を行っている。政策的には旧西側諸国や中国との関係

改善および拡大を目指す方向にある。 

1990 年代以降経済は順調に改善され、1991 年から 1995 年までの平均成長率は約 8.2％を

達成し、その後アジア通貨危機の影響を受け、1995 年～2000 年の期間は 7.5％程度の成長

となるが、2000 年以降は順調に 8%程度の経済成長を続けていた。2008 年から世界経済の

危機の影響を受けても 6％程度の経済成長を続けている。 

 

 

ベトナム財政統計を基に JCOAL 作成 

図1.1.1 2000 年～2011 年ベトナムの経済成長率の推移 

 

経済発展と共にエネルギーの需要はますます高くなっている。これにつれ石炭の需要も

増大している。 

ベトナムの石炭生産量は無煙炭を中心に 2000 年までは年間 1 千万トン程度の精炭が生産

されたが、2011 年は約 4,500 万トンまで増産した。これからも国内の需要を対応するために、

石炭を増産するが、2015 年頃になると国内需要が生産能力を超えて、海外から輸入するこ

とが見込まれている。石炭の輸出量も次第に減らし、2011 年は約 1650 万トンを輸出したが

2015 年に 500 万トン以下と計画されている。従って日本がこれまで通りにベトナム炭を確

保するためには、これまで以上の確保対策が必要となる。 
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国内産業の発展に関しては今後とも順調に推移すると考えられており、第 7 次電力マス

タープラン（後述）では石炭火力発電による発電比率も現在の約 17％（約 4,000MW）から

2020 年には約 46％（約 36,000MW）となることが見込まれている。発電用石炭の需要は急

増する見込みであり、2012 年の発電用石炭の需要は約 1,100 万トンであったが、2020 年に

は 7,000 万トン以上となることが見込まれている。 

 

1 . 2  石炭産業の位置付け 

ベトナムの石炭総生産量の 95％以上は VINACOMIN が生産する。 

VINACOMIN とは 2005 年に石炭総公社が国営鉱物鉱山公社（Vietnam Mineral Corporation）

と合併した会社で、ベトナムに 11 社ある 100％国営経済事業体グループの一つである。鉱

物資源の効率的利用という国家戦略の中で重要な役割を果たしている。 

グループは 93 社で構成され、うち 20 社は支社、23 社は VINACOMIN（5Holding Corp.）

の 100％子会社、5 社は非製造業のメンバー企業、35 社はジョイント・ストック・カンパニ

ー（JSC）、10 社は JV である。資本金 12 億 6,000 万米ドル、固定資産 16 億 6,000 万米ドル、

2010 年の収益 43 億米ドル、従業員数 13 万 4,000 人。  

VINACOMIN は 54 の炭鉱を操業。現在の総生産能力は年間 4,700 万トン（原炭ベース）

であり、その 95%が Quang Ninh 省で生産される無煙炭である。  

全体量の 55％が 24 の露天堀炭鉱で生産され、年間生産能力 200 万トン超の大型露天掘り

炭鉱 5 山、年間生産能力各 10～70 万トンの露天掘り炭鉱を 15 山有するが、今後露天での

生産を終了して坑内掘りへの移行が計画されている炭鉱もある。 

 
図1.2.1 ベトナム北部炭田 

 

現在、坑内掘炭鉱は 30 カ所余りが操業中。内 9 カ所の主力炭鉱の生産量は年間 100 万ト

ンを超え、これらの主力炭鉱を中心に機械化採炭技術の導入が進められているが自然条件

が複雑で機械化が困難な炭鉱もある。 採掘の進展に伴い、深部化や奥部化が進んでおり今
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後も安定生産を維持するためには、坑内構造の改善や保安確保が重要となる。 

選炭工場は、ホンガイ（200 万トン/年）、クアオン（1,000 万トン/年）、バンザイン（300

万トン/年）に設置されており、市場の要求から増設計画がある。表 1.2.1 にベトナムの地域

別石炭埋蔵量を、また図 1.2-2 に炭種別の比率を示す。 

 

表1.2.2 ベトナムの石炭埋蔵量（2005年末現在） 

                                                 （単位：百万 t） 

 

 

図1.2.2 ベトナム石炭資源炭種別比率 

  

 

無煙炭
68%

亜瀝青炭
26%

褐炭 
2%

泥炭
4%

褐炭 泥炭 無煙炭 亜瀝青炭

炭 田 

（地域） 

石炭の種類 全埋蔵量 基 準

A+B の

埋蔵量 

基準 C1 

の埋蔵量

基準 C2 

の埋蔵量 

基準 P 

の埋蔵量

Cam pha 無煙炭 1,962.9 260.3 727.6 530.4 444.5

Hongai 無煙炭 740.4 37.5 229.7 446.6 26.6

Uongbi 無煙炭 1,346.3 17.3 444.1 791.2 93.7

Khoai Chau 

(Red River)  

亜瀝青炭 1,581.0 0 524.9 563.6 492.5

その他 泥炭、脂肪炭、

褐炭 

437.9 55.5 230.9 132.6 18.9

合  計 全種類 6,068.5 370.6 2,157.2 2,464.4 1,076.3 

4,155.8 百万 t 

1,581.0 百万 t 
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第 2 章 石炭産業の現状 

2 . 1  石炭政策 

ベトナムの石炭政策については次のような発展戦略及び開発計画が発行されている。 

① 2007 年 12 月 27 日、政府首相は「2050 年を視野においたベトナムの 2020 年ま

での国家エネルギー開発戦略」を批准した。（Decision1855/QD-TTg） 

② ベトナム政府首相は 2008 年 7 月 7 日、「2025 年を展望した 2015 年石炭産業発

展戦略」を承認した。（Decision 89/2008/QD-TTg） 

③ 政府首相は 2012 年 1 月 9 日、「2030 年までの展望を考慮した 2020 年までの石

炭産業開発計画」を批准した。（Decision 60/QD-TTg） 

これら石炭産業発展戦略の主な内容は次の通りである。 

 

2 . 1 . 1  発展展望 

(1)石炭産業を安定的に発展させて、国家社会経済の石炭需要を満たすと共に国家エネルギ

ーセキュリティの確保に積極的に貢献するよう、又、国内石炭需要に 大限に対応するた

め国の資源を有効的に開発・加工・利用する。国の計画による管理手法の市場メカニズム

への適合及び国際的なコミットメントに適合した調節により、輸出量を減らす方向で輸出

入のバランスを合理的に確保する。 

(2)石炭産業を効果的且つ存続的に、他の産業と共に総合的に開発させる。国内の内力（資

金、設計能力、国際産設備等）の 大発揮且つ国際協力の拡大と共に、探査・採掘・加工

及び石炭利用における先端技術の研究・展開・導入を重視する。石炭採掘における環境保

護・労働安全・資源管理・リスク管理活動を十分に行う。 

(3)石炭産業の安定かつ長期に発展させるための信頼度が高い石炭資源量を確保するために、

基本調査・探査・石炭資源量の評価活動を推進すると共に国内の石炭長期需要を補充する

ために、海外での探査・採掘活動を推進する。 

(4)石炭の競争的な市場メカニズムを早急に形成し、世界及び地域と共に活動する。石炭産

業における投資及び経営方式を多様化する。 

(5)各炭田（特に QuangNinh 省）では石炭発展計画が社会経済、観光の発展、国防、治安の

確保、環境保護等の事業と平行して展開する。 

 

2 . 1 . 2  発展戦略 

ベトナム石炭産業をさらに発展させるため、探査・採掘・選炭・加工・利用の各プロセ

スにおいて高い競争力を保つよう先端的な技術を開発する。国内の石炭需要を優先的に満

たし、国家エネルギーセキュリティを確保する。 
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2 . 1 . 3  発展目標 

(1)石炭探査 

(a)東北炭田 

2020 年まで採掘する埋蔵量及び資源量を確保するために 2015 年まで－300ｍレベル以浅

の石炭資源及び埋蔵量探査を完了すると共に、－300ｍレベル以深の一部分を終わらせる。 

2021 年～2030 年までの段階の採掘石炭量を確保するために 2020 年まで石炭層基底部ま

での探査を基本的に終わらせるよう努力する。 

(b)紅河デルタ炭田 

適切な鉱山地質条件及び有望な石炭存在区域を選び、2012 年～2015 年までの期間で探査

を行い、同期間の末期に試験採掘をする。 

紅河デルタ炭田陸部の石炭資源調査、全体評価の結果かつ試験採掘事業結果に基づき、

適用可能な技術で商業規模の炭鉱を開発するための基礎として拡大探査を推進する。2030

年まで、コアイチャウ-ティエンハイ盆地背斜部に属する採掘可能性が高い部分の探査を基

本的に完了するよう努力する。 

 

(2)石炭採掘 

計画期間毎における石炭生産量は次のようになる。 

 

表2.1.1 期間毎の生産計画       

（単位：百万トン） 

年 2012 2015 2020 2025 2030 

精炭量 45～47 55～58 60～65 66～70 75 以上 

VINACOMIN 

 

この内、東北炭田及び他の炭鉱（紅河デルタ炭田を除く）から、2015 年に 55～58 百万ト

ン、2020 年に 59～64 百万、2025 年に 64～68 百万トンの精炭を生産し、2025 年以降は 65

百万トン程度を維持する。 

紅河デルタ炭田から、2015 年から投資開発基盤を築くため、2015 年まで試験採掘として

数プロジェクトに投資する。精炭の生産量（換算）は 2020 年まで 0.5 百万トン～1.0 百万ト

ン、2025 年は 2 百万トン、2030 年は 10 百万トン以上を達成するのが目標である。 

経済効果の確保を目標として、計画期間中の市場需要に沿って生産量は調整することも

あり、石炭輸出入も含む。 

 

(3)選炭、石炭加工 

石炭運送の 適化、石炭種毎の需要への対応及び炭鉱地域開発計画、交通計画、港湾、

環境保護を目指し、2015 年までに Quang Ninh 省地域の選炭工場の配置計画の調査・調整を

完成する。 
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2020 年まで石炭加工技術を製品多様化の方向で開発する（一般炭、冶金用、石炭ガス化、

石炭液化燃料、化学産業の原料等）。 

 

(4)環境保護 

2015 年まで重点地区（都市、住民地、観光地等）においての主要な環境指標を基本的に

達成し、2020 年まで炭鉱地区全域の環境基準に十分に対応する。 

 

(5)石炭市場 

石炭産業の活動は国が管理する市場メカニズムへの適合と、世界市場への進出を目標と

する。 

 

2 . 1 . 4  発展方向 

(1)国内の石炭探査・採掘 

探査・採掘において集中且つ集約の方針を持って技術開発を引き続き推進する。現石炭

埋蔵量及び確認資源量を増加する為に探査を強化する。大陸棚地域においては石油ガス調

査のデータ・資料を徹底的に利用して、石炭埋蔵を事前評価してから次のステップを立案

する。探査・採掘の許認可は鉱業法の通りに行う。 

計画通りに石炭の探査・採掘・加工及び販売を行うために投資する。違法の採掘・加工・

販売を中止させる。 

小規模の埋蔵量がある地方には現地の需要に対応するために探査して、開発することを

勧める。燃料や肥料として利用するために褐炭の探査・採掘を重視する。 

 

(2)海外での石炭探査・採掘 

海外での石炭探査・採掘建設を強化する。ラオス・カンボジアやアフリカ等で、自費や

地方の会社・海外の会社との合弁など現地国の規定に適用した方式により、資源のポテン

シャル及び良好な採掘条件の地域を選定し、探査及び採掘を行って、ベトナムへの輸入や

現地での炭鉱・発電の総合施設の建設を行う。 

 

(3)採掘技術 

(a)坑内掘り採掘技術 

近代的な技術を採用した大規模且つ集約的な新規炭鉱建設、既設炭鉱の拡張と改造のた

めの計画を策定する。 

木枠や鉄枠の代りに鉄柱・カッペや新しい材料の枠を導入する。鉱山地質条件に適用し

た坑道の支保及び維持の為にコンクリート吹き付けやコンクリート吹き付けと併せたボル

ト等を導入する。 

緩傾斜炭層への機械化採炭技術導入を引き続き行い完成させる。炭丈の厚い急傾斜の炭

層の採掘効果を向上するために適用可能な技術を研究し、選定する。Quang Ninh 炭田の－
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300ｍレベル以深の石炭及び紅河デルタ炭田への適用採掘技術を研究し、実施する。 

(b)露天掘り採掘技術 

上限の剥土比を上げる方向で既設露天掘り炭鉱を拡張する。ボタ捨て場・運搬・揚水の

計画及び観光環境保護にあわせて採掘能力を 大に向上する。 

炭鉱毎の規模及び条件にあわせた可動性がある大型設備を導入する方向で採掘設備の近

代化を進める。 

採用中の採掘システム（設備）の技術指標データ（仕様）を 適化し、縦型スライシン

グ採掘技術・選択式採掘技術・薄層採掘技術の採用を研究する。仮のボタ捨て場及び切羽

内ボタ捨て場の採用技術を検討する。 

どんな技術でも採掘における損失率を低減し、エネルギー消費量を低減する為に 新の

技術解法及び管理法を採用すべきである。 

 

(4)選炭・石炭加工 

既設選炭工場の効率を向上する為に新しい技術を導入し、改善・革新する。国内需要に

対し安定且つ 大供給すること、石炭資源の利用価値の向上及び環境保護を目指し、近代

的な技術を採用した新規選炭工場を建設する。石炭からの製品を多様化する為、冶金用石

炭の加工・石炭ガス化・石油の代替で石炭液化等の技術を開発研究し導入する。 

 

(5)石炭産業インフラの整備 

石炭採掘地域の経済社会開発計画・都市開発計画及び地域のインフラ整備計画にあわせ

て、同地域の大手の石炭消費者に対して専用の運炭ルートを整備し、地域別の運炭ルート

を設置する。 

既設の運搬システムの能力を 大限に発揮させ、周辺環境に影響させないようにトラッ

クでの運炭を低減して、鉄道・ベルトコンベアやトラック・ベルトコンベアの複合運炭方

式を強化する。 

古い技術を使っている小規模の石炭積出し港を削減するために、近代的な設備を利用し

た大規模な集約港への改造あるいは新規に建設する。主要石炭積出し港の能力を上げるた

め、積出装置の拡張や浚渫を行う。 

 

(6)保安及び環境保護 

環境保護及び労働安全について従業員全員への普及教育・宣伝を強化する。 

環境対策用の国内外の資金・国際機関及び他の補助金を利用し、地方自治体と連携して

特にハロン湾において長年の石炭採掘による環境汚染を早急に回復する。 

石炭産業における環境問題を上手く解決するために、対策解法を含めた長期計画・実施

計画を策定して、世界・国・地域の環境規準を満たす。 

探査・採掘・運搬・加工及び利用における環境・保安技術の基準・手順の実施にあたっ

て厳密に監視監督する。特定の事業を展開する時、投資者に環境影響評価報告書の作成と、
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現行規定通りの申請を徹底させる必要がある。 

炭鉱事故を予防する為、高度に自動化且つ近代的な技術・設備の導入を重視する。鉱山

救急センターを近代化し、労働災害を低減するために特に坑内掘の作業員に対する個人救

急装備を整備する。 

 

(7)石炭利用 

石炭利用価値（付加価値）の向上、資源の節約、環境保護等を目指し、クリーンコール

テクノロジー、CWM（Coal Water Mixture）・製鉄用石炭加工・石炭ガス化・石油の代替の石

炭液化等の石炭利用・加工の先端技術を研究開発する。これを導入する為の国際協力及び

国際投資を推進する。有効且つ効果がある石炭利用事業の開発を優先する。塊炭・高品位

粉炭・低品位粉炭の利用事業を推進する。 

 

(8)石炭価格 

世界と同地域の市場に参入する為に、市場メカニズムにより石炭価格を策定する。国は

税政策及び他の管理方法により石炭価格を調節する。 

 

2 . 1 . 5  戦略の実施方法 

(1)組織 

国の管理により市場メカニズムに従う石炭産業の開発及び石炭の管理、採掘、加工、販

売を順調に行うための法律規制集を準備するために、現行の法律、規定を補充、改正、完

備や新たに発行する。石炭生産会社の株式化を引き続き推進し、所有及び生産経営方式を

多様化する方向で石炭市場を形成する。 

 

(2)金融 

企業の協力、連携、合弁、株式化等の形式により国内外から金融資金の調達を推進する。

各企業は石炭産業の事業を投資建設するために株式市場（債権、株、国際債権の発行）や

商業金融より資金調達を勧める。石炭資源の調査、基本探査及び石炭産業開発計画を策定

するために、国の資金や他の優遇資金を配備する。石炭産業の人材育成のために、国は当

産業の専門学校及び効果がある開発研究プログラムに国の資金を一部出資する。環境対策

の事業を建設するために石炭企業に対して国家信用資金、ODA 資金、ベトナム環境保護基

金の融資を補助する。 

 

(3)投資 

資金力を 大に揮発させ、投資効果を強化させるため、投資方式の多様化により炭鉱開

発事業の建設を加速する。Quang Ninh 炭田の-300m レベル以深及び紅河デルタ炭田の探査、

採掘において海外の投資を招く政策を引き続き推進する。また、海外での石炭探査、採掘

事業の開発投資を勧める。 
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(4)人材育成対策について 

現在の幹部、技術者の資質向上のための研修を重視し、弱点や知識不足を補充教育する。

先端技術、設備を自主的に運営する為、幹部から技術作業員まで人材育成を行う。石炭関

係の専修学校を発展充実し、国際基準を達成できる学校を形成する。大学、高等学校、専

門学校等の各課程の連携システムを形成し、石炭産業における高度な専門教育のための統

一的な基準プログラムを策定する。石炭産業において高い専門技術を有する労働者を募集

するための優遇制度、奨励制度を策定する。 

 

(5)科学・技術対策について 

石炭探査、採掘、運送、加工及び石炭利用の先進的な技術の研究開発、導入において自

らの力を発揮すると共に国際協力を拡張する。 

近代的方法で石炭資源管理、環境管理、保安技術管理及び生産運営管理においてＩＴ技

術の導入を促進して、発展させる。設備システムや炭鉱安全及び環境の監視作業において

ある部分に自動化運用技術を導入する。 

複雑な条件がある炭層、鉱区を効率的に採掘する為の合理的な技術を集中的に研究する。

露天掘り炭鉱の切羽の安定化対策、ボタ捨て場計画の総合対策、揚水対策、坑内掘り炭鉱

の安全の強化対策を研究する。クリーンコールテクノロジーを研究して、応用する。 

 

2 . 1 . 6  実施体制 

(1)商工省の業務 

商工省は各関係省・産業・地方と協力して、次 4 つの任務を実施する。 

① 2025 年までの石炭産業開発基本計画を作成・実施運営することを指導する。 

② 石炭産業の活動に関係する政策・規制を研究し、完備する。 

③ 石炭資源を厳密に管理し、炭鉱建設のスケジュールを促進するため詳細を策定する。 

④ 石炭の生産・輸出入を指導し、計画の批准及び実施の案内・検査を行う。 

 

(2)資源環境省 

資源環境省は各関係省・産業・地方と協力して、戦略の目標を達成させるため、全国に

かけて石炭資源の調査・探査を行う。石炭生産地区での環境保護作業の実施方法を策定し、

実施の指導、検査、監視をする。 

 

2 . 2  石炭需給の現状と見通し 

2 . 2 . 1  石炭需給の現状 

現在、ベトナムでは原炭ベースで年間約 4,500 万トンの石炭を産出している。国内需要は

年間約 2,500 万トン前後で推移しており、これを超えた分は中国、日本、韓国等へ輸出して

いる。表 2.2.1 に 1995 年以降のベトナムの石炭需給状況を示す。 
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表2.2.1 ベトナム石炭の需給状況 

単位：百万トン 

年 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

生産量 9.4 12.2 34.9 47.1 48.3 44.0 

販売量 7.6 11.5 30.2 43.1 44.7 39.4 

その内  国内 4.78 8.25 12.23 24.10 27.50 25.00 

輸出 2.82 3.25 17.97 19.00 17.20 14.38 

VINACOMIN 資料から JCOAL 作成 

 

現在、ベトナム国内の石炭需要を、用途別に数量順で述べると次のとおりである。発電

用に年間約 1.150 万トンが消費され、セメント産業用（約 525 万トン/年）、建材産業用（約

500 万トン弱）、化学肥料産業用（約 120 万トン）、製鉄産業用（約 100 万トン強）、製紙産

業用および繊維産業はそれぞれ年間数十万トンの需要である。 

各産業別の銘柄は次のとおりである。発電用の銘柄は主に粉炭 5 号（5,500kcal/kg 前後）

と粉炭 6 号（4,500kcal/kg）、その他の一般産業の銘柄は主に粉炭 4 号（6,500kcal/kg）、粉炭

3 号（7,000kcal/kg）及び塊炭である。 

2011 年、国内発電所用に 1,100 万トンの石炭が使用されたが、この内粉炭 5 号が約 61％、

粉炭 6 号が 35％、Quang Ninh 炭田以外の石炭が約 11％、残りは粉炭 4 号と選炭工場の泥炭

であった。向け先としては、粉炭 4 号と 5 号は主に EVN の発電所、粉炭 6 号と内陸炭は

VINACOMIN の発電所である。 

 

2 . 2 . 2  石炭需給の見通し 

現在、ベトナムでは石炭火力発電所が多く建設されており、これに追随する形で他の産

業も発展していくことが予想されている。このため石炭の国内需要の急増が見込まれてい

る。「2030 年までの展望を考慮した 2020 年までの石炭産業開発計画」による石炭需給は次

のとおりである。 

 

表2.2.2 国内石炭需要 

単位：百万トン 

石炭需要 2012 2015 2020 2025 2030 

 基準ケース 高位ケース 基準 高位 基準 高位 基準 高位 基準 高位

トータル 32.9 33.7 56.2 60.7 112.4 120.3 145.5 177.5 220.3 270.1

その内：発電用需要 14.4 15.2 33.6 38.0 82.8 90.8 112.7 144.7 181.3 231.1

VINACOMIN 資料から JCOAL 作成 
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VINACOMIN 資料から JCOAL 作成 

図2.2.1 ベトナム石炭需給の推移（見込み） 

 

同計画によると、2015 年から国内需要は国内生産量を超えることが予想されている。従

って石炭を海外より輸入しなければならない。海外からの石炭調達責任社は VINACOMIN

であるが、輸入炭の受入港湾設備、コールセンターは未整備であり、どのような銘柄の石

炭を輸入するかも定まっていない。 

商工省が 2012 年 10 月 9 日に承認した「2020 年まで火力発電所に石炭供給提案、2030 年

までのビジョン」によると、本格的な輸入開始時期は 2016 年以降になると予想されており、

発電用石炭の輸入は 2017 年になると見込まれている。 

輸入量は 2016 年は約 400 万トン前後、2017 年は約 1,200 万トン、2020 年は約 3,500 万ト

ン、2025 年は 7,800 万トン、2030 年は 1 億 3400 万トンと計画されている。 

石炭を輸入するために、商工省と VINACOMIN はインドネシアやオーストラリア等で調

査を行っている。又、ベトナムの南部に受入港・積替え港・コールセンター等の建設場所

を選定して輸入インフラの整備も始まった。 

 

2 . 3  石炭高付加価値化に関する動向 

2 . 3 . 1  石炭火力発電所  

(1)現状 

ベトナム国内の石炭火力発電所の設備は現在 14 ヶ所、このうち 13 発電所は国営企業所

有で無煙炭専焼亜臨界圧発電所であり、残りの 1 か所の発電所(Formusa)はインドネシアか

らの輸入炭専焼亜臨界圧の IPP 発電所である。既存石炭火力発電所の総容量は 4,301MW で

あり、総電源の 18.7％を占めるに過ぎない。2012 年の電源別構造を図 2.3.1 に表す。 
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VINACOMIN 資料より JCOAL 作成 

図2.3.1 電源構成 

 

石炭火力発電所は、技術的には全て亜臨界圧発電であり、微粉炭（PC）ボイラと CFBC

ボイラを利用している。古い発電所のほとんどは PC ボイラであり、ベトナム電力グループ

（EVN）が管理している。これらの発電所は主に粉炭 5 号を燃焼している。 

 

 

表2.3.1 EVNの既設石炭火力発電所 

 

EVN 資料より JCOAL 作成 

 

VINACOMIN は他の産業が利用できない低品位炭を有効利用する方針を持つ。この方針

の遂行のために炭鉱の近くに多くの CFBC ボイラの発電所を建設し、これを運営している。

Vinacomin グループの CFBC 発電所は Na Duong 1（55.6MW×2）、Cao Ngan（57.5MW×2）、

Son Dong（110MW×2）、 Cam Pha1&2（330MW×2）があり、さらに現在試運転中の Mao 

Khe(220MW×2)がある。これらの発電所は内陸の石炭と Quang Ninh の粉炭 6 号を燃焼して

いる。 

 

発電種類
設備容量

（MW）
比率(%)

水力 10,037 43.7%

ガスタービン 7,395 32.2%

石炭 4,301 18.7%

石油 927 4.0%

Diesel 299 1.3%

合計 22,959 100.0%

水力
44%

ガスタービ

ン
32%

石炭
19%

石油
4%

Diesel
1%

番号 プラント名 出力(MW) オナー

1 Pha Lai 1 440 EVN(JST)

2 Pha Lai 2 600 EVN(JST)

3 Uong Bi 105 EVN

4 Uong Bi Extend 1 300 EVN

5 Uong Bi Extend 2 300 EVN

6 Ninh Binh 100 EVN(JST)

7 Hai Phong 1 2x300 EVN(JST)

8 Quang Ninh 1 2x300 EVN(JST)
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(2)計画 

2011 年 7 月 21 日、ベトナム政府首相が批准した「2020 年までの国家電力開発基本計画、

2030 年までのビジョン」（第 7 次電力マスタープラン）によると、 

国家電力開発に当たって、EVN は引き続き主導的な役割を持ち、次は国営会社である

PVN・VINACOMIN 等及び国内の民間企業が発電所を建設する。 

 

 

図2.3.2 2020 年度の電源構造の見込み 

 

現在、石炭火力発電は約 18％占めているが、第 7 次電力マスタープランの基本シナリオ

によると、2020 年時点では約 48%に増加し、2030 年になる 50％を超えることが見込まれて

いる。 その実現に向けて 2011 年～2020 年までに総出力 31,940MW となる 36 か所の石炭火

力発電所の新設を計画することとしている。概要は次のとおりである。 

 

EVN：10 プロジェクトで 9,100MW 

PVN：5 プロジェクトで 6,000MW 

VINACOMIN：4 プロジェクトで 870MW 

7 つの IPP：8 プロジェクトで 4.270MW 

8 つの BOT：8 プロジェクトで 10,500MW 

1 つの IPP/BOT：1 プロジェクトで 1,200MW 

 

2011 年～2030 年までの計画では、総出力 71,710MW の石炭火力発所の新設が計画されて

いる。このうち約 59.44%（42,620MW）の発電所は SC や USC を導入する計画とされ、ま

た CFBC は全体の 8.14%（5,840MW）を占めている。その他 Quang Ninh 炭田の無煙炭を使

用する亜臨界 PC は約 32.42% (23,250MW)となっている。 

効率の悪い既存の発電所である Ninh Binh 発電所、Uong Bi No.1 発電所は 2021 年に中止

とする方針であり、その他、Pha Lai No.1 も同様に中止することも検討する予定である。 

発電技術として CFBC/PC 亜臨界・超臨界等のどの技術を導入するかに関しては、石炭供

給源次第であるため、臨機応変に対応することとしている。使用する石炭に関しての基本

方針は Vung Ang2 発電所所から南にかける発電所は輸入炭を使用、北側の発電所は国内炭

2020年度の電源構造見込み

オナー 容量（MW） 比率

EVN 33200 50.7%

海外のIPP/BOT 7800 11.9%

国内のIPP（PVN,
VINACOMIN、
Song Da,民間等）

24500 37.4%

計 65500

51%

12%

37%

EVN

海外のIPP/BOT

国内のIPP（PVN,

VINACOMIN、Song 

Da,民間等）
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を使用することとなっている。これには、Vinh Tan や Duyen Hai 等の例外もある。 

2015 年までの期間は輸入炭の調達が難しいと判断している。従って 2015 年までの石炭火

力発電技術は、その殆どを亜臨界の PC/CFBC で計画している。 

同計画によると 2015 年から運転開始が予定される SC 発電所であるが、資金調達の問題

や建設の遅れ等により、その時期は 2016 年以降に延期となる可能性が高い。  

SC/USC はハティン省のヴンアン地区から南にかける地域に建設される予定である。その

多くの発電所は海岸の立地し、海外からの石炭を直接搬入できる設備となる。混焼技術が

導入できる可能性のある候補所としては Vung Ang, Quang Trach, Quynh Lap, Vinh Tan, Duyen 

Hai 等が上げられる。 

 

(3)Quang Ninh 炭田周辺の石炭火力発電の現状・計画 

Quang Ninh 省の石炭を利用した発電所が、この周辺には多く存在している。また計画中

の発電所も多い。これら全ては国内無煙炭の専焼発電所である。 

 

表2.3.2 Quang Ninh省発電所一覧表 

№ 発電所 設備容量(MW) 稼働状況 ボイラ形式 備考 

1 Pha Lai 1 110x4 運転中 PC Mao Khe から 30km 

2 Pha Lai 2 300x2 運転中 PC Mao Khe から 30km 

3 Son Dong 110x2 運転中 CFBC Bac Giang 省にあり、Uong Bi 地区の
隣 

4 Uong Bi 1 55x2 運転中 PC Uong Bi 地区 

5 Uong Bi Extend 1 300x1 運転中 PC Uong Bi 地区 

6 Uong Bi Extend 2 330x1 運転中 PC Uong Bi 地区 

7 Uong Bi 3 1200 COD：2029 PC Uong Bi 地区 

8 Yen Hung 1200 COD：2029 PC Uong Bi 地区 

9 Mao Khe 1,2 220x2 運転中 CFBC Uong Bi 地区 

10 Hai Phong 1 300x2 運転中 PC Uong Bi 地区の隣 

11 Hai Phong 2 300x2 COD：2014 PC Uong Bi 地区の隣 

12 Hai Phong 3 600X3 COD：2021 PC Uong Bi 地区の隣 

13 Quang Ninh 1 300x2 運転中 PC Hon Gai 地区 

14 Quang Ninh 2 300x2 COD：2015 PC Hon Gai 地区 

15 Cam Pha 1,2 330x2 運転中 CFBC Cam Pha 地区 

16 Cam Pha 3 270 COD：2022 CFBC Cam Pha 地区 

17 Mong Duong 1 500x2 COD：2018 PC Cam Pha 地区 

18 Mong Duong 2 600x2 COD：2015 PC Cam Pha 地区 

19 Bac Giang 1,2 300x2 COD：2027 CFBC Bac Giang 省にあり、Uong Bi 地区の
隣 

20 South Coal 
1,2,3,4,5 

1000x5 COD：2030 PC 未定 

JCOAL 資料 
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2 . 3 . 2  選炭 

VINACOMIN は選炭により原炭を高品位炭と低品位炭に分け、国内需要を満たした上で

余剰の高品位炭を輸出に回す方針で選炭工場の整備を進めている。 

現在、Cua Ong、Hon Gai、Vang Danh No.1 の 3 選炭工場が操業中であり、さらに選炭能力

を増強するべく新贈設計画を立てていたが、石炭需要の低迷により計画に遅れが出ている。 

既設の選炭工場の概要を以下に述べる。 

 

(1)Cua Ong 選炭会社 

No.1～No.3の 3つの選炭工場で構成されており、設計処理能力の合計は年間 1,340万トン、

従業員数 5,000 人とベトナム 大の選炭工場である。2012 年の選炭実績は 1,000 万トンで内

400 万トンが輸出された。 

No.1 選炭工場は 1924 年、フランス植民地時代にフランス人により建設された選炭工場で

ある。手選と樋流し方式の選別機であったが、2009 年に豪州製のジグ及びサイクロン重選

機の増設準備を行って 3,500 千 t/年の処理能力を持っている。Cam Pha 地区（Cao Son、Khe 

Cham、Mong Duong 各炭鉱）の原炭を受け入れている。 

No.2 選炭工場は 1980 年、ポーランドの技術を導入して建設された選炭工場である。1990

年には豪州の技術を導入して改造を行い、2004 年には NEDO グリーンエイドプラン(GAP)

事業による改造を行っている。7,500 千 t/年の原炭処理能力を持ち、Cam Pha 地区（Deo Nai、

Coc Sau、Duong Huy 各炭鉱）の原炭を受け入れている。2001～2004 年度の 4 年間に亘り実

施された NEDO モデル事業では「高度選炭システム導入支援事業」として、当時、選炭廃

水による海洋（ハロン湾）汚染問題等が生じていたが、本邦技術を導入してこれを解消し

た。 

 
GAP で設置された沈殿池 

 

加圧式脱水機 
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No.3 選炭工場は VINACOMIN が独自に設計した 2,400 千 t/年の処理能力を持つ篩分け工

場である。No.1 及び No.2 選炭工場から出る 150～200 万トンのボタを篩い分けし、-20mm

の篩い下と循環水からの脱水泥炭を粉炭 6 号とブレンドして,その全量を隣接する Cam Pha

発電所へ供給している。2,400 千 t/年の内 1,200 千 t/年が泥炭と篩い下が占め、この混合炭は

灰分 43%、カロリーは 3,200kcal/kg である。 

篩い分けした後のボタは海面埋め立てに利用されているが、これは 2013 年中に埋め立て

が完了する。その後の処理については現在のところ良案は無く、露天掘りの採掘跡に埋め

戻す計画である。 

選炭に使用する水は全量循環して再利用している。GAP で設置された沈殿池を利用して

いるほか、2009 年に設置した No.1 脱水施設では中国製の加圧式濾過器を使用しており、加

圧式濾過器で 1,000 千 t/年の脱水泥炭（全量の 50%に相当する）を回収して製品化している。

現在 No.2 脱水施設を建設中で、この完成により 100%の汚泥が加圧式脱水機で処理される。 

 

(2)Hon Gai 選炭会社. 

当選炭工場の正式名称は Nam Cau Trang 選炭工場であるが、同社の選炭工場はここ 1 ヶ所

しかないため通常 Hon Gai 選炭工場と呼んでいる。1997 年、豪州の技術・設備で建設され

た選炭工場である。2,500千 t/年の原炭処理能力を持ち,従業員数は 1,500人。Hon Gai地区（Nui 

Beo 炭 2,000 千 t/年、Ha Lam 炭 1,000 千 t/年が中心）の原炭を受け入れている。 

この選炭工場の特徴はハロン湾岸に位置することである。環境保全面及び景観上から移

転が計画されているが、排水処理装置が設置されこれまで問題であった汚水垂れ流しなど

環境問題が解決されたこと、また移転には膨大な費用が掛かることから、現在この移転問

題は棚上げとなっている。 

各炭鉱から貨車やトラックで運搬された原炭は 50mm 以下に整粒後、ジグに供給される

（一部は 6mm 篩に供給され網下 6mm 以下は未選粉に、網上 6mm 以上はジグ原炭になる）。

ジグでは精炭、中間炭、ボタの 3 産物に分離される。ジグ精炭中には選別が不充分な細粒

が含まれているため 1mm 篩でこれを除き、網上 1～50mm をサイクロン重選機で精選する。

サイクロンの精炭は篩分けられ 3 種類のサイクロン製品炭となる。なお、ジグ精炭のうち 1

～6mm はそのまま製品炭とする場合もある。なお、除去された 1mm 以下の細粒はスパイラ

ルで選別後にジグあるいはサイクロン産物にブレンドしている。 

さらに-0.5mm の微粉回収には粘土分が多いため独製浮選機を利用して回収し製品化して

いる。 
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Hon Gai 選炭工場 

 

 

浮選機（独製） 

 

当工場でも選炭に使用する水は全量循環して再利用している。ボタは処理量の 18%に当

たる 500～520 千 t/年発生し、この処理は 7km 余り離れた海軍のボタ捨て場で処理をしてい

る。このボタの再利用に関しては、中国のある企業が煉瓦の原料として使用するための試

験を実施したが未燃分が多くうまくいかなかった。引き続きセメント原料とするための研

究を行っている。 

製品の全量に近い 2,400 千 t/年は 300m 離れた Nam Cau Trang 港から 500～1,000ｔのバー

ジで積み出され、輸出用炭はホーネット港で大型船に積み替える。 

 

(3)Vang Danh 1 選炭工場 

1973 年、旧ソ連の支援で建設された選炭工場で Vang Danh 石炭会社が所有する。建設当

初の原炭処理能力は 600 千 t/年であったが、数度の改造を経て現在は 2,500 千 t/年の処理能

力を有する。主に Vang Danh 石炭会社の原炭を選炭し Uong Bi 火力発電所向け粉炭 4b～5

を生産するほか、Pha Lai 火力発電所や輸出向け塊炭も生産している。 
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(4)その他の選炭工場 

上記選炭工場以外にも Barrel Washer を基本原理にしたベトナム国産の簡易選炭設備が炭

鉱の坑口に存在する。 

 

 

簡易選炭設備 

 

2 . 3 . 3  石炭灰利用（セメント工場） 

(1)概況 

ベトナムは、発展している東南アジア地域の１っである。そして、セメント生産量では

世界の 7 番目に位置している。これは 近の不動産開発の波に乗って発達してきたもので

あり、セメント工場も結果として数を拡大してきた。しかし、残念ながら 近需要は急速

にしぼみ、供給過多の状況に陥っている。ベトナムセメント協会の調べでは、2012 年の需

要は年間 5,000 万 t であるにも関わらず、セメント工場の数は 51 工場、生産能力は 7,500 万

t もある。またいくつかの新設計画もある状況である。この需給のギャップは、公共投資の

削減と、高い金利による住宅建設の遅れが原因で生まれた。 
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図2.3.3 ベトナムのセメント工場 

 

この解決策としてセメントの輸出を狙っているが、ASEAN 地域への輸出は中国やタイの

主力会社との競争となっており、結果アフリカなど遠方への輸出しかできなくなっている。

更にエネルギー価格の高騰による生産コストも上昇している。これらにより、セメント会

社の利益も減少し、工場の投資意欲も減退している。 

今回調査したカンファセメントも同様で、輸出のための組織を設けるとともに、国の指

導である省エネ投資の排ガス熱回収発電の設備設置も遅れている。 

上の図はベトナムのセメント工場の分布である。石炭産出地域である、Quang Ninh 省に

多くの工場が存在している。  

 

(2)品種 

ベトナムで生産されているセメントの品種は 2 種類である。普通セメントと炭カル（石

灰石微粉末）を混合させたもので、米国で云うところのメイソンリーセメント（日本語訳

左官用セメント）である。 
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普通セメントは生コン用として使用され、ビル建設向けなどの高強度コンクリートにな

っている。輸送はバラトラックでの輸送である。一方メイソンリーは左官用で、一般に煉

瓦積み建設の接着などで使われ、現場で砂や砂利と混合されて使われる。袋詰めセメント

で流通している。 

ボックスカルバートや PC 橋脚などは、生コン工場に隣接した二次製品工場で製造されて

いる。使用セメントは強度の出る普通セメントと思われる。 

日本で云うところの高炉セメントやフライアッシュセメントの混合セメントは、品種と

して規定されていないし、製造もされていない。混合セメントが規定されていないことも、

フライアッシュが利用されない理由の一つとなっていると思われる。 

 

(3)製造 

カンファセメントを訪問し、製造について問い合わせた。結果、原料は石灰石・粘土・

鉄原料にシリカ源であった。日本の通常のセメント製造原料と同じである。これらを混合

粉砕し、乾燥用にキルン排ガスを利用するのも同じである。しかし、クリンカと同時粉砕

する石膏は、タイからの輸入品であった。これは、石炭火力で発生する石膏の量が少ない

こと、およびその品質が悪いためと説明された。 

左官用セメント用の混合材は石灰石であるが、セメントの色が白くなるために黒石（黒

い石灰石？）を使っている。 

 

(4)石炭灰とボタの利用 

カンファセメント社では、カンファ発電所の CFBCC ボイラのフライアッシュを使った経

験がない。ウォンビの PC ボイラとハイフォン発電所のフライアッシュとボトムアッシュは

混和材として使ったことはある。しかし、セメントの強度には影響がないものの、水と練

った時に未燃分が浮き、問題となった。ボトムアッシュの購入値段は、トン当たり 20 万

VND(US$10/t)で、粘土の 4 万 VND（中国国境からバージ船）と比較して高い。これでは粘

土代替としても使用できない。 

2 号炭は燃料代替になると認識しており、タンロンセメント社で使用経験がある。しかし、

この 2 号炭も品質が安定せず、かつ原料から投入すると排ガス処理の電気集塵機での爆発

の危険性があるため使用していないという説明であった。 

その他、もみ殻などのバイオマスについても、量の確保と価格で使用していなかった。

ベトナムのセメント工場は、総じて廃棄物は未利用であった。理由は、安定性と価格であ

った。 

左官用セメントの石灰石混合材の代替に、一部ボトムアッシュが利用されていたが、試

験的な利用にとどまっていた。 
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2 . 3 . 4  窒素肥料 

(1)窒素肥料の需給動向 

経済成長著しいベトナムにおいても農業は大きな役割を占めており、化学肥料の国内需

要は大きく、近年急激に肥料工場の新設や増強が進められている。肥料にはリン酸や窒素、

カリウム等があるが、ここでは石炭利用産業の観点から、石炭を原料とする窒素肥料につ

いて述べる。表 2.3.3 に窒素肥料の需給動向を示した。2011 年までは需要量の半分以上を輸

入に頼っていたが、2012 年に Ninh Binh と Ca Mau の 2 工場が稼働を開始したため急激に供

給量が増加しており、更にフル操業になれば、2013 年から需要量を上回り、輸出量が増加

する計画になっている。2012 年においても、国内生産量は需要量を下回っているが、中国

から安価な窒素肥料を輸入したため、国産窒素肥料が余剰となり、数十万トンを輸出して

いる。窒素肥料の国内生産には、天然ガスや石炭などの化石燃料が欠かせないため、世界

的な燃料価格変動が化学肥料の価格にも直接影響する。 

 

表2.3.3 ベトナムにおける窒素肥料の需給動向 

（単位：千トン） 

工場名 原料 事業者 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 

Ha Bac 石炭 VINACHEM 180 180 180 180 180 500 

Ninh Binh 石炭 VINACHEM - - 280 560 560 560 

Phu My 天然ガス PVN 740 800 800 800 800 800 

Ca Mau 天然ガス PVN - - 600 800 800 800 

Cong Thanh 石炭 Cong Thanh - - - - 560 560 

供給量   920 980 1,860 2,340 2,900 3,220 

需要量   2,000 2,000 2,000 2,250 2,300 2,300 

 

(2)窒素肥料工場の概要 

本調査では、石炭を原料とする窒素肥料工場の中から Ha Bac 工場を視察した。本工場の

主製品である窒素肥料の生産量は 18 万 t/y である。原料の無煙炭はガス化用と燃料用があ

り、ガス化用には Quang Ninh 炭田の塊炭 1A を 13,000t/月使用しており、蒸気発生や発電の

ためのボイラ燃料用には粉炭 4B を 23,000～26,000t/月使用している。ガス化炉は固定床式で、

旧式の Lurgi 炉が 10 基設置されており、石炭処理量は合計で 430～450t/d である。ガス化炉

からガス精製までのプロセスフローの写真を写真 2-6 に示す。ガス化ガスには、H2、CO、

N2、CO2、H2S 等が含まれており、脱塵、脱硫、シフト反応(CO+H2O→H2+CO2)、CO2 分

離回収により H2 と N2 を 3:1 に成分調整した後、高圧(320kg/cm2)、高温(450℃)でアンモニ

ア合成を行う。その後、分離回収した CO2 とアンモニアを合成して窒素肥料を製造する。

余剰の CO2 は液化 CO2 にして出荷しており、生産量は 5t/d である。また、Lurgi 炉のボト

ムアッシュは未燃分が 28~30%あるので民間企業に販売しており、民間企業で分級して燃料

や路盤材などに利用されている。 
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既設のガス化炉（Lurgi 炉）周りのプロセスフロー 

 

Lurgi 炉のボトムアッシュは未燃分が 28~30%あるので民間企業に販売しており、民間企

業で分級して燃料や路盤材などの利用されている。 

 

(3)新規設備計画 

Ha Bac 社は中国企業と 2010 年 10 月に工場拡大計画の EPC 契約を締結した。肥料の生産

量は 50 万 t/y に増大し、2014 年末までに完工、2015 年から生産を開始する予定である。新

規設備では無煙炭の粉炭 4A を原料に使用する。ガス化炉は噴流床式の Shell 炉を計画して

おり、そのプロセスフローを図 2.3.4 に示した。 

図 2.3.4 の中心（赤色の部分）に示したのがガス化炉本体と排熱回収ボイラである。Shell

炉は微粉炭を酸素と一緒に炉内に吹き込み、部分酸化反応により CO と H2 を主成分とする

合成ガスが発生する。また、石炭の灰の融点より高い温度で運転され、灰は溶融して炉底

より水砕スラグとして排出されるため、炭素転換率は 99%以上となる。従って、スラグ中

の未燃カーボンは 1%以下となり、スラグはセメントの原料や路盤材として再利用が可能で

ある。噴流床式の炉は高圧運転が容易であり、滞留時間も短いため単機での大型化に適し

ている。新規計画のガス化炉は 1 基で、石炭処理規模は 1,340t/d である。ガス化炉から発生

したガスの精製分離技術はドイツの Linde、アンモニア製造技術はデンマークの Topsoe、窒

素肥料製造技術はイタリアの Sunaplogetee で計画している。また、設備全体の EPC（エンジ

ニアリング、調達、建設）は、全て中国企業が実施する。新規設備が稼働を開始したら、

旧式の Lurgi 炉は全て停止して Shell 炉に置き換わる予定である。また、工場の拡大計画に

伴い、新たな発電設備（CFBC 型）も建設を開始している。工場拡大計画の資金の大部分は、

親会社である VINACHEM の保証で開発銀行から融資を受けている。 
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図2.3.4 Shell 炉のプロセスフロー 

 

ベトナムで石炭から窒素肥料を生産している工場の中で、Ninh Binh 肥料工場がすでに

Shell 炉を 2012 年 5 月頃に導入しており、設備規模は 56 万 t/y である。 

 

2 . 3 . 5  廃棄物処理（都市ゴミ処理） 

(1)廃棄物管理法令 

ベトナムにおける廃棄物の処理・リサイクルに関する法制度は、1994 年 1 月に施行され

た環境保護法(Law on Environmental Protection)を基本法としている。同法は 2005 年 11 月に

改定され、2006 年 7 月から施行された。 

2005 年法では、まず第 66 条第 1 項でリデュース、リユースやリサイクルを通じて排出

者に対して廃棄を 小限にする責任が課せられている。また、第 68 条第 1 項では、適切

な分別を発生源で行われなければならないと規定している。 

環境保護法を具体的に実施していくために、「環境保護法施行細則に関する政令

(Government Decree No.80/ND-CP)」や個別法規が定められている。罰則については、「環境

保護分野における法令違反に対する罰則に関する政令 (Decree No. 81/2006/ND-CP)」で具体

的に規定されている。 

廃棄物に関する個別法令としては、1999 年に公布された有害廃棄物管理規則(Decision 

No.155 /1999/QD-TTg)がある。同規則では、有害廃棄物の定義、関係省庁の責務、排出者の
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責務、収集・運搬・処理・ 終処分及び緊急時の対処などに関して管理・規定をしている。

事業者の認定制度、マニフェスト制度などからなっており、有害廃棄物の詳細な分類及び

各種廃棄物の処理基準、処理・処分方法も規定している。 

2006 年には、有害廃棄物の運搬や処理、処分に関する届出や許可についての指針を示し

た通達（「通達：有害廃棄物管理にかかる事業調整、記録書類作成手続き、事業所許可発給

及び管理コードに関する指導」）Circular No. 12/2006/TT-BTNMT が公布された。また、有害

廃棄物のリストについては、2006 年の Decision No.23/2006/QD-BTNMT で改定された。た

だし、有害物質含有量に関する閾値については、有害廃棄物管理規則のリストを参照する

必要がある。また、有害廃棄物の埋め立て処分については、技術ガイドラインは、2002 年

に出されている（Decision 60/2002/QD-BKHCNMT） 

 

表2.3.4 ベトナムにおける産業廃棄物・リサイクル関連の基本的法令 

法令（制定年・施行年） 概要 

環境保護法（1994 年施行、2005 年改正） 環境保護に関する基本法。第 8 章で「廃棄物管理」
について規定 

環境保護法施行細則に関する政令 
（Decree №80/2006/ND-CP、2006 年） 

環境保護法の施行細則 

環境保護分野における法令違反に対する罰則に関する
政令 
（Decree №81/2006 /ND -CP、2006 年） 

環境保護分野における法令違反に関する罰則規定

有害廃棄物管理に関する決定 
（Decision №155/1999/QD-TTg） 

有害廃棄物の定義、関係省庁の責務、排出者の責
任、収集・運搬・処理等に関する管理等を規定。
有害廃棄物のリストを含む 

有害廃棄物のリストに関する資源環境省決定 
（Decision №23/2006/QD-BTNMT、2006 年） 

有害廃棄物のリストの改定 

通達：有害廃棄物管理にかかる事業調整、記録書類作成
手続き、事業所許可発給および管理コードに関する指導
（Circular№12 /2006/TT-BTNMT） 

有害廃棄物の定義、関係省庁の責務、排出者の責
任、収集・運搬・処理等に関する管理等の規定。
有害廃棄物のリストを含む。 

都市中心部および工業団地における固形廃棄物の管理
促進に関する首相命令 
（Derective №23/2005/CT-TTG） 

中央の省庁、州の人民委員会などが固形廃棄物の
管理で果たすべき役割を規定 

危険物のリストおよび陸路での運搬に関する政令 
（Decree №13/2003/ND-CP） 

有害物・危険物を爆発性・可燃性、有害性などの
観点から規定する。また、その輸送に関しても規
制する。 

決定：医療廃棄物管理規則 
（Decision №2575/1999/QD-BYHT） 

保健省による医療廃棄物の管理に関する規制 

輸入許可廃棄物リストに関する資源環境省決定 
（Decision №12/2006/QD-BTNMT） 

再生資源として輸入可能な廃棄物を規定 

輸入が禁止または停止されている物品の再輸出または
国境貿易のための一時的輸入の管理規則に関する商業
省決定 
（Decision №2504/2005/QD-BTM） 

再輸出・国境貿易のために一時的に廃棄物を輸入
することを禁止している物品の中に、廃棄物も含
まれる。 

出典：「経済産業省委託 平成 18 年度アジア各国における産業廃棄物・リサイクル政策

情報提供事業報告書」（平成 19 年 3 月、日本貿易振興機構・アジア経済研究所）より作成 

 

国の基準・法規制のほかに、州単位や工業団地単位での基準も存在するという。例えば、
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ハノイでは、「ハノイ市における産業廃棄物管理規則」（Decision No.152/2004/QD-UB）がハ

ノイ市の人民委員会から発表されている。 

 

(2)廃棄物の管理・リサイクル等に関する国家政策・計画 

(a)国家環境保護戦略（2010 及び 2020 を目指したビジョン）2003 年 12 月 

廃棄物関連の優先目標として、①都市部・工業園・輸出加工区等における廃棄物の集中

処理システムの構築と環境基準の達成、②リサイクル産業の育成によるリサイクルの促進

とリサイクル率 30％の達成が挙げられている。また、廃棄物の汚染防止の具体的対策とし

て、①100％新規に建設された生産ユニットについては、クリーン技術又は環境基準を満た

す汚染緩和装置、廃棄物処理施設の設置、②世帯の 50％、企業の 70％が排出元での廃棄物

分別設備を設置し、80％の居住区で集中廃棄物コンテナ（centered garbage containers）、80％

の公共区域でごみ箱（litter bins）を設置する、③40％の都市部、70％の工業園と輸出加工区

で、集中廃棄物処理システムを導入し、都市ごみ、産業廃棄物、(service solid wastes)の 90％

を回収し、回収された有害廃棄物の 60％と医療廃棄物の 100％を処理する、などの目標が

あげられている。 

 

(b)ベトナムアジェンダ 21The Strategic Orientation for Sustainable Development in Vietnam

（Vietnam Agenda21）（Decision No.153/2004 QD-TTg） 

2004 年に発表された、ベトナム版アジェンダ 21 では、固形廃棄物と有害廃棄物につい

ての部分で、法制、経済、技術、意識啓発の 4 つの分野で優先的に取り組むべき点をあげ

ている。法制面では、汚染管理に関する計画を立案・発布し、固形廃棄物・有害廃棄物に

よって生じる環境汚染を防止する、固形廃棄物と有害廃棄物の収集・処理の費用を回収す

る仕組みを検討することがあげられている。経済面では、大規模・中規模の都市で衛生埋

め立てを実施する、リサイクルに関する技術を向上させる、固形廃棄物の収集、処理を実

施する民間会社・協同組合などを民間部門が設立するように促す、病院での焼却炉の導入

を促進することがあげられている。技術面では、環境にやさしい生産技術を採用すること

で、発生の段階で固形廃棄物を減量することを促す、工場が資源や燃料をより効率的に用

いる技術を利用するように促す、廃棄物を肥料に変える技術を採用し埋め立てに必要な面

積を減らすことをあげている。意識啓発の面では、コミュニティで意識啓発を行い、国民

が廃棄物の収集・処理等に参加するように促し、ゴミ、特に有害廃棄物を道路に捨てない

ようにさせる、家庭での分別を実施させることが盛り込まれている。 

 

(c)都市中心部及び工業団地における固形廃棄物の管理促進に関する首相命令（2005） 

2005 年に公布された「都市中心部及び工業団地における固形廃棄物の管理促進に関する

首相命令」（Directive No.23/2005/CT-TTG：以下、「固形廃棄物管理に関する首相命令」）では、

中央の省庁や州の人民委員会に対して、埋め立てやリサイクルに重点をおいた固形廃棄物

の処理計画を作成すること、都市中心部では、家計で分別を実施すること、リユースやリ
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サイクルに重点をおきつつ都市中心部及び工業団地の 90％の廃棄物を収集・運搬すること、

医療系有害廃棄物は 100%、産業系有害廃棄物は 60％を適切な技術で処理すること等を定め

ている。その上で、建設省、資源・環境省、計画投資省等、各省ではたすべき役割を規定

している。 

 

(3)廃棄物の定義 

ベトナムでは、環境保護法(2005 年法)の中で「廃棄物」を「日常生活、生産工程、サー

ビス、その他の活動から廃棄された物質」で「固体、気体、液体の形態をとる」と定義し

ている(第３条第 10 項)。また、有害廃棄物は、毒性、放射性、可燃性、感染性、中毒性等

の危険性を含む物質と規定している。産業廃棄物については、公式の定義はないが、一般

的には「すべての産業活動に伴い発生した有害及び無害な廃棄物」とされている。有害廃

棄物は、「危険をもたらす特性（可燃性、爆発性、毒性、腐食性、伝染性及びその他の毒性）

を持つ物質又は化合物、あるいは他の物質と相互作用して、環境および人の健康に危険を

もたらす可能性のある物質又は化合物を含有する廃棄物」と定義されている。 

 

(4)産業廃棄物排出者の責任 

工場施設の有害廃棄物の発生者の責任は、有害廃棄物管理に関する決定の第 2 章第 9条、

第 10 条で示されている。 

(a)第 9 条 工場等の事業所で有害廃棄物の排出者の責任 

1)発生源から発生する有害廃棄物を 小にすることおよびそれらを分別すること 

2)有害廃棄物を安全上、技術上の要求に適った梱包法で、種類に応じて適切に梱包し、管理

国家当局の要求に従ったラベルを貼り、内容を明示する。 

3)有害廃棄物を収集者、輸送者、保管者、処分者に引き渡す前に、用地内に安全に保管する

ために以下のことを確実に実行する。 

・保管場所は柵などで囲み、表示を設け、環境保護国家管理担当機関が要求する有害廃

棄物保管条件に従う。 

・有害廃棄物は、非有害廃棄物（液体と固体の両方）と分別して保管し、また、種類の

異なる有害廃棄物についても分別して保管する。 

・問題の発生を防ぐ効果的な計画を立て、保管場所で安全に確実に保管する。 

 

(b)第 10 条 有害廃棄物の排出者の順守事項 

1)有害廃棄物を収集、運搬、処分の業務を実行する資格がない場合、有害廃棄物の収集者、

運搬者、処理者、処分者と契約を結ばなければならない。 

2)有害廃棄物は、ライセンスを所有する収集者、運搬者、処理者、処分者にのみ引き渡すこ

とができる。 

3)マニフェストのパート I に記入を行い、収集・運搬者にパート II を記入させる。コピー

を 5 部作成し、排出者が 1 部を保管し、残りの 4 部を収集者と輸送者に渡す。 （2006 年
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に公布された「通達：有害廃棄物管理にかかる事業調整記録書類作成手続き、事業所許可

発給および管理コードに関する指導」でマニフェストの仕組は変更された。） 

4)有害廃棄物が契約書に記載された通りに確実に収集・運搬・保管・処理・処分されたこと

を調査・確認する。 

5)権限のある政府機関の調査があった場合には、関連書類を提出し説明を行う。 

6)有害廃棄物の排出者自ら有害廃棄物を収集・運搬・保管・処理・処分を行う場合には、ラ

イセンスの申請を行い、本規則の第 3 章および第 4 章の規定に従わなければならない。 

 

不法投棄の事例も報告されているが、不法投棄者、排出者が特定される例が少なく、ほ

とんど罰則が適用されていないという。2006 年に公布された「通達：有害廃棄物管理にか

かる事業調整、記録書類作成手続き、事業所許可発給および管理コードに関する指導」で

は、有害廃棄物の排出者は、DONRE に排出する有害廃棄物の種類、量などについて届出を

することが必要となった。書式については、同通達で定められている。また、DONRE から

「有害廃棄物管理番号」を取得する必要がある。 

 

(5)産業廃棄物処理・処分業、収集・運搬業 

有害廃棄物管理規則に基づき、有害廃棄物を取り扱う業者は、各省の DONRE から許可

（ライセンス）を取得する必要がある。ライセンスの種類は、収集・運搬、保管、処分等

に分類されている。収集・運搬については、第 3 章で「運搬中は、物理的・化学的に安定

している」、「環境への有害廃棄物の漏出・放出がない、異なる有害廃棄物を混ぜ合わされ

ていない、有害廃棄物と簡単に反応しない材料で作られている容器を用いる」、「適切な警

告標識をそなえる」といったことが定められている。また、マニフェストに関する規定に

従わなければならないと規定されている。 

保管・処理・処分業者の責任については、有害廃棄物管理規則第 4 章において、環境影

響評価報告書を作成し環境保護国家管理担当機関に提出すること、必要な書類と一緒に契

約どおりの有害廃棄物を受け取ること、緊急事態の防止と対処に関する要件を満たすよう

に、計画を作成し、必要機材を用意することなどが定められ、収集・運搬業、処理・処分

業の許可業者については、DONRE がリストを持っている。 

 

(6)マニフェスト制度（仕組み、適用範囲） 

有害廃棄物に関しては、マニフェスト制度が適用されている。 

有害廃棄物管理規則の第 10 条、第 12 条、第 15 条でマニフェスト制度の規定が行なわ

れている。有害廃棄物の処分を発生場所で行う資格がない場合には、有害廃棄物は、ライ

センスを保有する収集・運搬業者、保管・処分業者と契約をし、委託を行わなければなら

ない。実際に積荷を引き渡す際にマニフェストへの記入が必要となる。 
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(7)廃棄部管理・リサイクルの現状 

「アジア各国における産業廃棄物・リサイクル政策情報提供事業報告書（経済産業省 

2007）」によれば、「都市中心部及び工業団地における固形廃棄物の管理促進に関する首相

命令」（Directive No.23/2005/CT-TTG）では、近年の努力によって、都市中心部及び工業団地

における固形廃棄物の処理水準は向上してきているものの、収集されている廃棄物は、主

に都市中心部で、70％ほどに過ぎず、回収能力が不足している。ほとんどの有害廃棄物は、

分別されずに一般廃棄物と一緒に埋め立てられており、大量に発生する産業廃棄物に含ま

れる有害廃棄物の適正な回収方法および有効な処理方法がない状態である。医療廃棄物も

ほとんど処理されずに投棄されている。また、収集・運搬業、処理・処分業の許可業者に

ついては、許可業者の数は限られており、また、許可を得ていたとしても公害対策がされ

ていないなどの問題を抱えている業者が少なくない。  

リサイクルは、市場に任せられており、中小零細企業やインフォーマルセクターを中心

に、経済原理に則ったリサイクルが行われている。物価水準と比較して相対的に再生資源

の価値が高いため、缶、ビン、アルミ、PET ボトル、ダンボール、廃プラスチック、鉄く

ずなどは有価で流通しているということである。 

今回調査のヒアリングにおいて、ハロン市の都市廃棄物について、次の情報を得ること

が出来た 

・現在、250 トン／日を収集している。処理はほとんどが埋立処分である。 

・処理工場（分離処理のみ）では 50 トン／日しか処理能力がない（実際は稼働していな

いようであった）。 

・この工場は環境基準も達成しておらず移設要求がある。また処理技術が古い。 

・埋立地は 2 ヶ所あるが、現状では 2014 年までには満杯になってしまう。 

・近代的な廃棄物処理施設が必要な状況であり、焼却や圧縮したりなど、 善の技術を

日本に期待しているとのことであった。実際にごみ処理技術について日本企業と技術

交流を実施している。 

また、ハロン市の埋立処分場を視察したところ、収集された廃棄物がそのまま埋立られ、

有価物等はその場で（民間事業者などによって）回収されている状況を確認した。 
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ハロン市埋立処分場 

 

2003 年、ベトナムでは、都市ごみ 1,280 万トン、非有害産業廃棄物 251 万トン、有害産

業廃棄物 12.8 万トン、医療廃棄物 2.1 万トンと合計 1,546 万トンの廃棄物が発生したと推

定されている。産業廃棄物の発生量は、ごみ全体の 20～25％を占めている。発生地域は、

ホーチミン市およびその周辺のメコンデルタ北東部が 48％、ハノイ周辺の紅河デルタが

30％と推定されている。 

 

表2.3.5 ベトナムにおける固形廃棄物に関する基本統計 

固形廃棄物の発生量（t/年） 
  ・国 
  ・都市部 
  ・地方部 

 
 12,800,000 
 6,400,000 
 6,400,000 

産業廃棄物発生量（有害）（t/年）  128,400 

産業廃棄物発生量（非有害）（t/年）  2,510,000 

有害医療系廃棄物発生量（t/年）  21,000 

農業系有害廃棄物発生量（t/年）  8,600 

農薬等の貯蔵量（t）  37,000 

一般廃棄物発生量（kg/人/日） 
  ・国 
  ・都市部 
  ・地方部 

 
 0.4 
 0.7 
 0.3 

ごみ収集率（％） 
  ・都市部 
  ・地方部 
  ・都市貧困層 

 
 71％ 
 ＜20％ 
 10-20％ 

固形廃棄物処理施設の数 
  ・ごみ集積所、不適正な埋立処分場 
  ・衛星埋立処分場 

 
 74 
 17 

有害医療系廃棄物の処理能力（発生量に対する比率）  50％ 

出典：「Vietnam ENVIRONMENT Monitor 2004 Solid Waste」（WORLD BANK・MONRE・

CIDA） 
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表2.3.6 ベトナムにおける廃棄物発生量（2003年） 

区分 発生源 種類 
廃棄物発生量（t/年） 

都市部 地方部 合計 

一般廃棄物 
住宅 
商業 
市場 

厨芥 
プラスチック 
紙 
ガラス 

6,400,000 6,400,000 12,800,000 

産業廃棄物 
（非有害） 

産業 
金属 
木材 

1,740,000 770,000 2,510,000 

産業廃棄物 
（有害） 

産業 
燃料油 
廃棄汚泥 
有機化学物質 

126,000 2,400 128,400 

医療系廃棄物 病院 血液、注射器など － － 21,500 

合計（非農業系廃棄物） 8,266,000 7,172,400 15,459,900 

農業系廃棄物 
耕作 
畜産 

植物性物質 NA 64,560,000 64,560,000 

出典：「Vietnam ENVIRONMENT Monitor 2004 Solid Waste」（WORLD BANK・MONRE・

CIDA） 

 

参考： 

・「経済産業省委託 平成 18 年度アジア各国における産業廃棄物・リサイクル政策情報

提供事業報告書」（平成 19 年 3 月、日本貿易振興機構・アジア経済研究所） 

・「Vietnam ENVIRONMENT Monitor 2004 Solid Waste」（WORLD BANK・MONRE・CIDA） 

 

第 3 章 石炭産業に係る投資環境 

3 . 1  外資に対する規制の内容 

3 . 1 . 1  投資に係る法律 

ベトナムに進出する企業にとって重要な法律は、共通投資法（Low on Investment、

No.59/2005/QH11）と統一企業法（Law on Enterprises、No.60/2005/QH11）である。 

共通投資法の目的は、①投資の自由度の向上、②国際協約（WTO への加盟等）を履行す

る上での内外格差の是正、即ち外資・内資が同一環境下で投資を実行できるようにするこ

と、③投資をマネジメントする能力を向上させること、である。 

統一企業法の目的は、社会主義の下で市場経済の推進及び国際経済への統合が進む中で

外資・内資が同じ土俵上で事業展開ができるようにすること、である。 

 

3 . 1 . 2  企業形態及び投資形態の制限 

統一企業法に基づき、企業形態は、以下からの選択が可能となる。 

・有限会社（一人有限会社（Limited liability company with single member）、二人以上有限

会社（Limited liability company with two or more members）） 

・株式会社（Joint stock company） 

・合名会社（Partnership company） 
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・私営企業（Private enterprise） 

・親会社とその子会社、経済的複合企業体（Economic Conglomerate）及びその他の形態を

含む会社グループ（Corporate Group） 

 

その中でも、設立についての手続きが明確な有限会社が一般的に多くの投資家に選択さ

れる。有限会社の中でも、出資者（有限会社の場合、社員という）が 1 名の場合を一人有

限会社、出資者が 2 名以上の場合を二人以上有限会社と定義される。 

原則として、外資系企業は株式会社の設立は可能だが、あまり一般的では無い。 

 

また、共通投資法第 21 条に基づき、外国人投資家は、次の形態での投資の実施が認めら

れる。 

・100％外資企業：100％外国投資により現地法人を設立する投資形態。 

・合弁事業：ベトナム企業（国営・民間・個人）と外国投資家の双方投資・合弁により

現地法人を設立する投資形態。 

・事業協力契約（BCC 契約：Business corporate contract）：ベトナム企業と外国投資家が法

人格を有する会社を設立せず、契約関係において利益や資産負債の共有を図る投資形

態。 

・BOT（建設・運営・譲渡）契約（Build operate transfer contract）、BOT（建設・譲渡・運

営）契約（Build transfer operate contract）、BT 契約（建設・譲渡）（Build transfer contract）：

外国投資家とベトナム政府機関との間で締結される。外国投資家は、全額出資の方法

により、又は、ベトナム政府との共同出資により、会社を設立する。 

・支店・駐在員事務所の設置：外国のサービス事業者（法律事務所、会計事務所、銀行

等）の駐在員事務所（設立することは認められるが、原則として、直接的に利益を得

る事業を行うことはできない）を開設する。 

・間接投資（株式購入・合併・買収）：外国投資家による出資。 

・その他（委託加工など）：委託加工には、無償委託加工方式と有償委託加工方式がある。

そのほか、建設据付工事契約、技術移転契約、代理店・販売店契約などがある。 

 

このうち、政府が規制している特定事業への投資、石油や他の天然資源の試掘、探査、

採掘等の共同事業を行う際に用いられるのは、「事業協力契約（BCC）」である。 

 

3 . 1 . 3  禁止投資分野及び条件付投資分野 

(1)投資禁止分野 

共通投資法及び共通投資法の施行細則を定める 2006 年 9 月 22 日付政令 Decree 

No.108/ND-CP において、投資禁止分野が示されている。 

Decree No.108 の AppendixⅣにおいて、全部で 12 項目の具体的分野が明示されている。 
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表3.1.1 投資禁止分野 

Ⅰ．ベトナムの国防、治安及び公共利益に損害を与える投資プロジェクト 
Ⅱ．ベトナムの歴史遺跡、文化、習慣並びに道徳に損害を与える投資プロジェクト 
Ⅲ．国民の健康あるいは資源・環境破壊を及ぼす投資プロジェクト 
Ⅳ．ベトナムに持ち込む有害廃棄物の処理プロジェクト、又は国際条約で禁止される有害化学物質を生産・

使用する投資プロジェクト 
Ⅴ．（Decree No.108 の AppendixⅣにより）その他、法律で禁止されている投資プロジェクト 

注）共通投資法第 30 条、具体的な項目は共通投資法の施行細則（Decree No.108/2006/ND-CP）

第 23 条、AppendixⅣを参照。 

出典：「ベトナム計画投資省（MPI） 共通投資法」（国際協力機構（JICA）） 

  ：「ベトナムの投資環境」（2012 年 8 月、JBIC） 

 

(2)条件付投資分野 

共通投資法及び共通投資法の施行細則を定める 2006 年 9 月 22 日付政令 Decree 

No.108/ND-CP において、条件付きで投資が認められる分野が示されている。 

外資系企業が条件付投資分野に投資する場合、投資証明書を取得するには管轄官庁の審

査を受ける必要がある。 

また、外国投資については、共通投資法の施行細則（Decree No.108）第 23 条、Appendix

Ⅲの中でも条件付投資分野が示されている。 

 

表3.1.2 条件付投資分野 

内外資共通 
（共通投資法第 29 条第 1 項） 

外国投資対象 
（施行細則 No.108/2006/ND-CP 第 23 条、AppendixⅢ） 

ａ）国防・国家安全、治安、社会安全に影
響を与える分野 

ｂ）金融・銀行 
ｃ）国民の健康に影響を与える分野 
ｄ）文化、情報、新聞、出版 
ｅ）娯楽サービス 
ｆ）不動産の経営 
ｇ）天然資源の調査、探査、開拓並びに生

態環境保護 
ｈ）教育・訓練事業の発展 
ｉ）法律が定めるその他の分野 

１．放送、テレビ放映 
２．文化的作品の製作、出版及び配給 
３．鉱物の探査及び開発 
４．長距離通信及び情報伝達網の設置、長距離通信及びインタ

ーネットサービス 
５．公共郵便網の設立、郵便及び在宅サービスの提供 
６．河川港、海港、空港の建設及び運営 
７．鉄道、空路、道路、海路、内陸水路での貨物及び乗客の輸

送 
８．漁業 
９．タバコ製造 
10．不動産事業 
11．輸出入及び流通分野における事業 
12．教育、訓練 
13．病院、診療所 
14．ベトナムが締結してメンバーとなっている国際条約によっ

て外国投資家に対して市場開放を制限しているその他の
投資分野 

出典：「日本アセアンセンター」http://www.asean.or.jp/ja/asean/know/country/vietnam 

  ：「JETRO」 http://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/ 

  ：「ベトナムの投資環境」（2012 年 8 月、JBIC） 

 



 

179 

(3)投資案件 

投資案件は、管轄が首相承認案件なのか、又は、省レベルの人民委員会・工業管理委員

会案件なのか、により投資手続きが異なる。 

投資案件は、その内容により、①首相承認案件、②工業団地・輸出加工区・ハイテク団

地・経済区管理委員会案件、及び③省レベル人民委員会案件の 3 つに分けられる。 

 

表3.1.3 投資案件 

区分 案件分野 

①首相承認案件 
（共通投資法施行細則第 37 条） 

■資本調達先、投資額に関わらず該当 
ａ）空港の建設・運営、航空輸送 
ｂ）港湾の建設・運営 
ｃ）石油の探査・採掘・加工、鉱物資源の探査・採掘 
ｄ）ラジオ及びテレビ放送 
ｅ）カジノ運営 
ｆ）タバコの製造 
ｇ）大学研修施設の建設 
ｈ）工業団地、輸出加工区、ハイテク団地、経済特区の設立 
■資本金が 1 兆 5000 億 VND 以上の案件のみ該当 
ａ）電力・鉱物資源の加工及び冶金事業 
ｂ）鉄道・道路・国内水路インフラの建設 
ｃ）アルコール及びビールの製造・販売 
■外国投資による案件のみ該当 
ａ）海運事業 
ｂ）郵便・配送・電信・インターネットネットワークの設立及び
サービスの提供 
ｃ）新聞雑誌の印刷・発効・出版 
ｄ）独立した科学研究機関の設立 

②工業区（工業団地・輸出加工区・ハイ
テク団地・経済区）管理委員会案件 
（共通投資法施行細則第 39 条） 

ａ）工業区（工業団地・輸出加工区・ハイテク団地・経済区）内
の投資案件（上記首相承認案件含む） 
ｂ）工業区（工業団地・輸出加工区・ハイテク団地・計細工）内
のインフラ開発の投資案件 

③省レベル人民委員会案件 
（共通投資法施行細則第 38 条） 

ａ）工業区（工業団地・輸出加工区・ハイテク団地・経済区）以
外の投資案件 
ｂ）工業団地・輸出加工区・ハイテク団地管理委員会を設立して
いない地方での団地インフラ開発案件 

出典：「日本アセアンセンター」http://www.asean.or.jp/ja/asean/know/country/vietnam 

  ：「ベトナムの投資環境」（2012 年 8 月、JBIC） 

 

3 . 1 . 4  外資系企業による輸入販売及び小売 

ベトナム政府は、ベトナムにおける外資系企業が実施する小売業に関する商法の施行細

則を定める 2007 年 2 月 12 日付政令 Decree 23/2007/ND-CP を交付した。これにより次の要

件を満たす場合に、外資系企業による販売会社設立が認可されるようになった。 

・ 出資者の居住国が、ベトナムの加盟する国際条約（WTO 公約など）の締結国であり、ま

たその条約に基づき、ベトナム政府が商品販売及びその関連活動における規制の撤廃を

約束した場合。 

・ 投資形態が、ベトナムの加盟する国際条約に定める市場開放政策の内容に整合し、ベト

ナム国内法に違反しない。 
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・ 商品・売買の方法が、ベトナム政府が約束する市場開放政策の内容に整合し、ベトナム

国内法に違反しない。 

・ 業務内容が、ベトナムが約束している市場開放政策の内容に整合し、ベトナム国内法に

違反しない。 

なお、小売業及びその関連事業について規定した開放ロードマップについて、2007 年 5

月 21 日付商業省（現：商工省）発行の Decision No. 10/2007/QD-BTM の付録 1 では、2009

年 1 月 1 日から外国投資家が小売業において 100%外資系企業を設立することができると規

定されている。小売り事業の認可を受けるには、商工省の承認（書面による）を得て、省

レベルの人民委員会の投資証明書の交付を受けなければならない。 

 

3 . 1 . 5  外資系企業による物品売買に関する 2007 年 2 月 12 日付け Decree 23/2007/ND-CP の

施行ガイダンス 

商業省は 2007年 7月 17日付通達Circular 09/2007/TT-BTM、2008年 4月 14日付通達Circular 

05/2008/TT-BCT を発行し、商法に基づく外国投資企業による物品売買及びその他直接関連

する活動に関する 2007 年 2 月 12 日付政令 Decree 23/2007/ND-CP の施行ガイダンス細則を

提供した。本通達では、外資系企業による輸出入及び販売活動と、認可手続きに関するガ

イダンスを定めている。 

 

3 . 1 . 6  出資比率 

合弁 100％外国投資の形態が認められない条件付投資分野の事業については、ロジスティ

ック分野や通信分野など、各事業分野でベトナム出資者と外国人投資家の出資比率が定め

られている。 

外資系企業に対する出資比率の制限が定められている事業は、広告サービス、農業・狩

猟及び林業サービス、基本通信事業サービス、仮想プライベートネットワークサービス、

付加価値サービス（Web コンテンツサービスなど）、映画製作、映画配給、銀行及びその他

金融業、旅行代理及びツアー手廃業、娯楽サービス、電子ゲームセンター、海運サービス、

コンテナ積み下ろし及び船積みサービス、通関サービス、コンテナ倉庫サービス、国内水

路運輸サービス、鉄道運輸サービス、道路運輸サービス、倉庫業である。 

 

3 . 1 . 7  外国企業の土地所有の可否 

(1)土地使用権 

ベトナムでは、土地は国民の共有財産であるとともに、政府の管理下に置かれている。 

外資系企業、あるいは事業協力契約の外国当事者は、投資案件の実施にあたり土地を所

有することは認められず、ベトナム政府から土地を賃貸する形になる。その場合、2007 年

12 月 6 日付の財務省発行の Circular No. 145/2007/TT-BTC 及び 2010 年 1 月 8 日付 Circular 

02/2010/TTLT-BTNMT-BTC に従い土地、水面、海面の使用料を算定し、賃貸料を支払う。 
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(2)土地使用権証書、家屋所有権証書及びその他資産の所有権証書に関する新たな規制 

天然資源環境省は 2009 年 10 月 21 日に Circular 17/2009/TT-BTNMT を発行し、土地使用

権証書、家屋所有権証書およびその他資産の所有権証書に関するガイドラインを公表した。 

Circular 17 によると、土地、家屋、およびその他資産を譲渡、贈与、賃貸、または資本拠

出するとき、土地使用権保有者は管轄当局に登録を行う必要がある。 

その申請書類は（1）譲渡、賃貸、資本拠出の契約、（2）土地、家屋、その他資産の所有

権に関する書類（土地使用権証書、家屋所有権証書、およびその他資産の所有権証書）と

なる。必要書類を完成後、土地使用権保有者は申請書類を土地使用権証書登録局とその他

管轄当局に提出する。また、海外在住ベトナム人やベトナム滞在外国人の土地使用権と関

連する情報は天然資源環境省の公式ウェブサイト上で公知される。 

この Circular は 2009 年 12 月 10 日より発効した。 

 

3 . 1 . 8  資本金に関する規制 

一部の条件付投資分野に関しては法定資本が定められている（銀行業、保険業、海外向

け労働者派遣、不動産、航空サービス、映画作成など）。 

(1)法定資本比率 

従来、外資系企業に適用されていた外国投資法では、会社の法定資本を総投資額の 30％

以上に設定するよう義務付けられていた（特定の条件を満たす場合は 20％以上と設定され

ている）。 

2006 年 7 月 1 日より施行された投資法においては、そのような法定資本の規制は廃止さ

れた。ただし、条件付投資分野に該当する業種の中には、法定資本が定められている業種

（銀行業、保険業、海外向労働者派遣、不動産、航空サービス、映画作成など）もある。 

参考：「JETRO」 http://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/ 

「日本アセアンセンター」http://www.asean.or.jp/ja/asean/know/country/vietnam 

「ベトナムの投資環境」（2012 年 8 月、JBIC） 

「日系企業のためのベトナムビジネス法規ガイドブック」（2010 年 3 月、日本貿易

振興機構（ジェトロ）） 

 

3 . 2  税制の優遇措置 

3 . 2 . 1  外資に関する奨励 

(1)奨励投資分野 

2006 年 7 月 1 日に施行された共通投資法に基づき、新素材、新エネルギー、ハイテク製

品、バイオテクノロジー、IT 技術、製造機械に関連する事業やインフラ及び重要かつ大規

模なプロジェクトの建設及び開発などが奨励業種となっている。 

外国投資家による投資案件も国内資本による投資案件も統一企業法と共通投資法の施行

日以降は、両法を準拠法とすることになり、従来外国投資家に対してのみ付与されていた

優遇措置は撤廃され、外国資本による投資、国内資本による投資に関わらず今後は「奨励
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投資分野」及び「奨励投資地域に進出する企業」に対し優遇措置が付与されることとなる。 

奨励投資分野は、2006 年 7 月 1 日に施行された共通投資法第 27 条に基づき、以下に示す

とおり定められている。 

 

表3.2.1 奨励投資分野 

１．新素材、新エネルギー、ハイテク製品、バイオテクノロジー、IT 技術、製造機械に関連する事業 
２．農林水産品の養殖及び加工、食塩の生産、培養、植林 
３．エコ技術の応用、科学技術の開発研究事業 
４．労働集約型事業 
５．インフラ及び重要かつ大規模なプロジェクトの建設及び開発 
６．教育、訓練、医療、スポーツ及び民族文化に関わる事業 
７．伝統工芸の開発事業 
８．その他奨励すべき生産及びサービス分野 

出典：「JETRO」 http://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/ 

 

なお、奨励投資分野に関する詳細は、2006 年 9 月 22 日付政令 Decree No. 108/ND-CP の補

足資料 Appendix Ⅰに記載されており、特別奨励投資分野（リスト A）と奨励投資分野（リ

スト B）に区別されている。 

 

表3.2.2 奨励投資分野（詳細） 

特別奨励投資分野（リスト A） 奨励投資分野（リスト B） 

Ⅰ. 新素材、新エネルギー、ハイテク製品、バイオ
テクノロジー製品、IT 製品、製造機械（複合
素材等の生産、太陽エネルギー等の建設投資、
特殊医療機器の製造等、バイオ技術を応用し
た治療薬の製造等、ハイテク電子部品の生産
等、工業用ロボット等への投資） 

Ⅱ. 農業、林業、水産、天然塩の精製及び加工、及
び種苗の生産、農作物の新品種の開発、及び
畜産業（植林、未開発耕地での農業、林業、
水産養殖等） 

Ⅲ. ハイテク、 新技術の使用、生態環境保護、ハ
イテクの研究・開発（R＆D）及びハイテク製
品の製造（ベトナムで使用されていないハイ
テク技術の応用等） 

Ⅳ. 労働者雇用（常時 5,000 名以上の雇用案件） 
Ⅴ. インフラ及び重要な案件の建設及び開発（工業

団地、輸出加工区、ハイテク団地、経済区の
インフラ建設等への投資） 

Ⅵ. 教育・研修・医療・スポーツの事業発展（スポ
ーツ強化、障害者・孤児養護施設の設立等）

Ⅶ. その他製造サービス分野（R＆D 投資、工業区
内の労働者宿泊施設建設への投資等） 

※全部で 26 項目の具体的分野が示されている。 

Ⅰ. 新素材、新エネルギー、ハイテク製品、バイオ
テクノロジー製品、IT 製品、薬品製造（防音
や電気・熱の絶縁素材、非鉄金属、鋳型、医
療設備等） 

Ⅱ. 農業、林業、水産、天然塩の精製・加工、及び
養殖魚及び家畜の品種開発・繁殖（医薬品用
植物の育成、果物飲料の生産、家畜飼料の生
産等） 

Ⅲ. ハイテク、 新技術の使用、生態環境保護、ハ
イテクの研究・開発（R＆D）及び製造（石油
流出に対応する設備、廃棄物処理施設の生産
等） 

Ⅳ. 労働者雇用（常時 500～5,000 名の雇用案件） 
Ⅴ. インフラ建設及び開発（協同組合事業や地方の

コミュニティに貢献するインフラの建設、一
般用・工業用の浄水・水供給システム、橋・
道路・ターミナル等の建設・改良工事等） 

Ⅵ. 教育、研修、医療、スポーツ、及び民族文化の
事業発展（教育・研修施設のインフラ建設へ
の投資、民間病院設立、スポーツセンター建
設、観光開発等） 

Ⅶ. 伝統工芸の発展（美術手工業品に関する伝統工
芸の構築・発展等） 

Ⅷ. その他製造サービス分野（奨励地域におけるイ
ンターネット接続サービス等の提供、公共輸
送の発展、都市部以外への生産拠点の再配置
等） 

※全部で 53 項目の具体的分野が示されている。 

出典：「ベトナムの投資環境」（2012 年 8 月、JBIC） 

  ：「JETRO」 http://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/ 
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また、2007 年 4 月 23 日付で、2020 年を展望した 2007～2010、2011～2015、2016～2020

年の各期間における優先業種（priority industry）と先端業種（spearhead industry）リスト、

およびその発展を促進するいくつかの政策を規定した首相決定Decision No.55/2007/QD-TTg 

が公布された。2011～2015、2016～2020 年の各期間における対象分野は以下のとおりであ

る。 

 

表3.2.3 優先業種及び先端業種 

No. 産業分野 
2007-2010 2011-2015 2016-2020 

優先 先端 優先 先端 優先 先端

1 繊維・縫製 ○  ○  ○  

2 皮革・靴 ○  ○  ○  

3 プラスチック ○      

4 農林水産加工 ○  ○  ○  

5 鉄鋼 ○  ○    

6 アルミボーキサイトの採掘・加工 ○  ○    

7 化学品 ○  ○  ○  

8 機械工学（自動車、造船ほか）  ○  ○  ○ 

9 電子・通信・情報技術  ○  ○  ○ 

10 新技術関連製品  ○  ○  ○ 

 出典：「Decision No.55/2007/QD-TTg」 

 

(2)奨励投資地域 

2006 年 7 月 1 日から施行された共通投資法に基づき、政府の定める社会経済状況が困窮

している地域、社会経済状況が特に困窮している地域において事業を営む投資家には優遇

措置が適用される。 

なお、社会経済状況が困窮している地域（奨励投資地域）、社会経済状況が特に困窮して

いる地域（特別奨励投資地域）については投資法の施行細則を定める 2006 年 9 月 22 日付

Decree No. 108/ND-CP の補足資料 Appendix B に記載されている。 

 

表3.2.4 奨励投資地域 

１．特に社会的・経済的な条件が困難である地域（第 28 条第 1 項） 
２．社会的・経済的な条件が困難である地域（第 28 条第 1 項） 
３．工業団地・輸出加工区・ハイテク区・経済特区（第 28 条第 2 項） 

出典：「ベトナムの投資環境」（2012 年 8 月、JBIC） 

  ：「ベトナム計画投資省（MPI） 共通投資法」（国際協力機構（JICA）） 
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3 . 2 . 2  各種優遇措置 

(1)法人税 

法人所得税法 09/2003/QH11 に取って代わる法人所得税法 14/2008/QH12（2008 年の法人税

法という）が 2008 年 6 月 3 日付で国会を通過した。2008 年の法人税法は 2009 年 1 月 1 日

より有効となっている。 

法人税は、ベトナムにおけるすべての事業形態に適用され、税率は現在、内資企業、外

資企業を問わず、2009 年 1 月の法人税制改正により標準税率 25％が適用される。 

ただし、石油、ガス及び希少な天然資源の探索及び開発については、32％から 50％で、

プロジェクト毎に決定することとなっている。 

 

(2)法人税率に関する優遇措置 

「奨励投資分野」及び「奨励投資地域」へ投資する企業は法人税に関する優遇措置が適

用されるが、2003 年の法人税法の規定に比べると、優遇措置の取扱が大きく変わっている。 

2011 年 2 月 10 日付で財務省は、法人所得税法のガイダンスとなる 2008 年 12 月 26 日付

の通達 Circular 130/2008/TT-BTC 号を修正・追加する通達 Circular 18/2011/TT-BTC 号を発行

した。この Circular によると、投資証明書に従って優遇措置を受けているソフトウエア製造

企業は、通達 Circular 130/2008/TT-BTC 号に定められた優遇税制（優遇税率及び免税減税）

が投資証明書に定められたものより有利であれば、当該企業は 2009 年度から通達 Circular 

130/2008/TT-BTC 号に定められた優遇措置を適用することができる。 

法人所得税法の施行ガイドラインの Circular 130/2008/TT-BTC により、以下のように税制

優遇措置が適用される。 

 

表3.2.5 法人税 

税率 条件 税率適用期間 
免税 
期間 

50 ％免税期
間 

25％ 標準税率 
下記以外のすべての企業 

全期間 － － 

20％ 社会的・経済的に困難な地域への新規投資 営業開始後 10 年
間 

2 年間 4 年間 

 農業協同組合及び共済組合 全期間 － － 

10％ ・ 特に社会的・経済的に困難な地域への新規投資
・ 首相決定によって優遇措置を与えられた経済

特区、ハイテク地域に投資する事業 
・ ハイテク、先端技術、特に重要なインフラ及び

ソフトウエア開発に関する企業 

営業開始後 15 年
間 
（首相承認により
長 30 年間） 

4 年間 9 年間 

 教育関連、職業訓練、医療、文化、スポーツ及び環
境分野の企業 

全期間 4 年間 5 年間（注）

優遇期間は、初めて収入が発生した年度から起算。 

免減税期間は課税所得が発生した年度から起算。 

（注）「特に」社会的・経済的に困難な地域への新規投資の場合は、9 年間半免税。 

出典：「日本アセアンセンター」http://www.asean.or.jp/ja/asean/know/country/vietnam 
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(3)科学・技術企業を対象とした税制優遇策 

科学・技術企業を対象とした税制について、政府は 2007 年 5 月 19 日に Decree 

80/2007/ND-CP を発行し、各種優遇措置等に適用される「科学・技術企業」に関する規則（定

義や設立手続きなど）を定めた。なお、Decree 80 の一部を修正する Decree 96/2010/ND-CP

は 2010 年 9 月 20 日に発行され、2010 年 11 月 6 日から有効となっている。 

この Decree 80 及び Decree 96 により、当該企業は統一企業法と科学・技術法に基づき、

法人を設立することができる。また、以下の条件を満たす場合には、ハイテク分野、科学

技術研究開発分野での新規企業に適用される法人所得税上のインセンティブを受けること

ができる。 

・ 科学・技術企業の証明書を有していること。 

・ 科学・技術製品の生産と売買による収益が、初年度における総収益の 30%、次年度に

おける総収益の 50%、3 年度目以降における総収益の 70%を占めること。 

 

また、当該企業は、法人所得税法上のインセンティブに加え、土地使用権や住宅所有権

の登録にかかる印税が免除され、土地賃貸料、又は土地利用料も免除される。 

 

(4)環境保護事業向けの税制優遇策 

環境保護事業向けの税制について、財務省は 2009 年 12 月 8 日付で、環境保護事業向け

の優遇措置に関する政令 Decree 04/2009/ND-CP（2009 年 1 月 14 日付）の施行ガイドライン

として、通達 Circular 230/2009/TT-BTC を公布した。その概要は下記の通りである。 

 

(a)法人税の優遇措置 

政令 Decree 04/2009/ND-CP の付録パート AⅡ項及びパート BⅡ項に定める環境保護事業

を取り扱う企業及び合作社（ベトナムの協同組合）は、次の通り、法人税優遇措置を適用

される。 

・ 活動期間中、環境保護事業から得た所得に対する法人税率を 10%とする。 

・ 政令 Decree 124/2008/ND-CP（2008 年 12 月 11 日付）の付録に定める僻地で環境保護事

業を行なう新設企業および合作社には課税所得が生じてから 4 年間免税し、次の 9 年

間は課税所得を 50%に減ずる。 

・ 僻地でない地域で環境保護事業を行なう新設企業、合作社には課税所得が発生してか

ら 4 年間免税し、次の 5 年間は課税所得を 50%に減ずる。 

 

また、環境保護事業のほかに複数の事業を運営する企業及び合作社は、環境保護事業に

より発生した所得に対する法人所得税を別途計算しなければならない、とされている。 

なお、課税期間中、環境保護事業による所得と環境保護事業以外による所得を分けられ

ない場合は、環境保護事業による所得を次の通り算出する。 
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環境保護事業による所得（課税対象額）＝（総所得－その他の所得（other income））× 環

境保護事業による売上／売上総額 

 

(b)付加価値税（VAT）の優遇措置 

付加価値税（VAT）について、環境保護事業を行なう個人及び組織が科学研究、技術開発

のために国内で生産できない機械設備及び原材料を輸入する場合、その当該機械設備及び

原材料は、VAT 課税対象外となる。 

 

(5)輸入関税の優遇措置 

輸入関税について、2006 年 7 月 1 日以前に施行されていた外国投資法に基づき、外資系

企業については固定資産及び国内で製造されていない特定の物品の輸入については、輸入

関税は免除されていた。 

2006年7月1日から施行された投資法及び2005年12月31日付輸出入関税法においては、

固定資産及び特定の物品に対する輸入関税は「外国投資企業」に制限するのはなく、内外

の投資に係わらず、「奨励業種」に対し適用されることとなった。 

共通投資法第 33 条第 3 項では、輸出入税法の規定に従って、ベトナムにおけるプロジェ

クト実施のための設備、投資、運送機械及びその他の商品に対する輸入税を免税されると

定めている。 

 

(6)付加価値税の優遇措置 

付加価値税については、1997 年に付加価値税法が成立した後、1997 年付加価値税法の一

部条項の修正及び補足に関する 2003 年法及び 2005 年法に取って代わり、現在は、付加価

値税法 Law No.13/2008/QH12 が 2008 年 6 月 3 日に国会を通過し、2009 年 1 月 1 日より施行

されたものが適用法令となっている。 

ベトナムにおける付加価値税の基本税率は 10％であり、水道、医療・教育関連設備等必

需品は税率 5％、塩、教育・医療サービス、ソフトウエア等の業種は税率 0％と減免税され

ている。 

なお、以前の規定に基づき、技術ラインの一部となる機材、設備または特殊搬送手段も

しくは国内において生産されていない建設資材で、かつ企業の固定資産を形成する輸入物

品については付加価値税が免税となったが、2009 年から付加価値税が課税対象となった（税

率は 10％）。しかし、外国側パートナーとの商品生産加工契約に沿って、輸出向けの商品を

生産加工するための輸入原料は付加価値税が免税となっている。 

 

(7)土地使用料に関する優遇措置 

土地の使用に関する優遇措置は、共通投資法第 36 条に規定されている。 

投資プロジェクトの土地使用期間は 50 年を超えないものとされているが、投資額が大き

く資本の回収が遅い投資プロジェクトや「経済・社会条件が困難である地域」及び「特に
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経済・社会条件が困難である地域」に投資するプロジェクトについては、70 年を超えない

ものとされている。 

また、同条第 2 項では、奨励投資分野又は奨励投資地域に投資する場合には、投資家や

投資企業は、土地法及び税法の規定に従って、土地の賃貸料及び使用料の減免措置を受け

ることができると規定されている。 

さらに、政府発行の 2008 年 4 月 9 日付の Decree 44/2008/ND-CP により、以下のように規

定される。 

社会経済状況が特に困窮している地域における特別優遇業種に属する案件については、

土地使用料が免除される。 

特定の業種またはインセンティブの付与対象となる地域における投資案件については、

一定の用件毎に、土地使用料が 50%、30%、20%の各割合で減免される。 

同法により、土地使用料に関する政府発行の 2004 年 12 月 3 日付け Decree 198/2004/ND-CP

の一部条項が修正・補足される。 

 

(8)非農地使用税 

ベトナム国会は 2010 年 6 月 17 日に、非農地の使用に関する税務を規定する

Law48/2010/QH12 を発効した。これにより、2012 年 1 月 1 日より下記の土地に対する使用

証明書を有する個人・組織は非農地使用税の納付対象になっている。 

・ 農地・都会における宅地 

・ 生産・経営用の非農地：工業団地土地開発用の土地、生産拠点建設用の土地、鉱物開

拓用の土地、建設資材生産用の土地、陶磁器生産用の土地 

・ 経営目的で利用される他の非農地 

 

その内、特別投資奨励分野に属する投資案件、特別困難な経済社会状況の地方での投資

案件、困難な経済社会状況の地方での投資奨励分野に属する投資案件、従業員数の 50％以

上を傷病兵が占める企業は、非農地使用税の免除が適用される。 

なお、投資奨励分野に属する投資案件、困難な経済社会状況の地方での投資案件、従業

員数の 20％以上 50％未満を傷病気兵が占める企業は、50％の減税が適用される。 

 

参考： 

「JETRO」 http://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/ 

「日本アセアンセンター」http://www.asean.or.jp/ja/asean/know/country/vietnam 

「平成 23 年度 海外炭開発高度化等調査「ベトナムにおける石炭開発状況調査」」（平成

24 年 2 月、独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構） 

「ベトナムの投資環境」（2012 年 8 月、JBIC） 
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第 4 章 対象地域の概要 

4 . 1  ベトナムにおける UongBi 地区、Cam Pha 地区、Hong Gai 地域の石炭産業としての位

置付け 

ベトナムの石炭の特徴はそのほとんどが無煙炭であることであり、この無煙炭の産地が

北ベトナムに集中することである。今回の対象として選定した 3 地域もまた北ベトナムに

位置する。下図に産炭地の分布および今回選定した 3 地域の位置を示す。 

 

図4.1.1 産炭地の分布および今回選定した 3 地域の位置（JCOAL 作成） 

 

これらの産炭地の開発は古く、近年ではその周辺に石炭を必要とする産業の趨勢もあり、
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石炭以外の各種産業を発展させてきている。従って石炭産業を中心とした低炭素・資源循

環型炭鉱地域を議論する場合、地区の選定は、炭鉱と発電所および各種産業を も効果的

に有機的に結び付けることのできる産炭地から行うことが も現実的であると判断できる。 

 

 

図4.1.2 対象地詳細図（JCOAL 作成） 

 

ベトナム全体の生産量に対する各候補地の生産量の比率は表 4.1.2 に示すとおりである。 

 

表4.1.2 ベトナムの石炭生産量および各候補地の生産量 

地域 石炭生産量（千トン） 比率（%） 

全国生産量 49,020 100 

UongBi 地区 10,630 22 

Hong Gai 地区 11,850 24 

Cam Pha 地区 23,310 48 

VINACOMIN 資料より JCOAL 作成 

 

この 3 地区はベトナム全体においても有数の生産量を示している。3 地域合計で全国の生

産量の 94％となる。 

 

4 . 1 . 2  Uong Bi 地区 

当該地区は首都 Hanoi 市内から車で 2 時間の位置にあり、Hanoi に も近い炭鉱地域であ

る。この地区の南には港湾を有する HaiPhong 地区がある。当該地区には次の表 4.1.3 に示

す施設が存在する。この地区の石炭を利用した発電所、およびセメント工場がある。 
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図4.1.3 Uong Bi 地区産業配置図（JCOAL 作成） 

 

表4.1.3 Uong Bi地区の主な施設 

施設 名称 総数等 

炭鉱 マオケー炭鉱 
ホンタイ炭鉱 
ナムマウ炭鉱 
バンジャン炭鉱 
ドンウオン炭鉱 

５ 
（全炭鉱とも坑内掘） 

発電所 Uong Bi 発電所 
マオケー発電所 

２ 

産業 ホアンタックセメント １ 

JCOAL 作成 

 

4 . 1 . 3  Hong Gai 地区 

Hong Gai 地区は世界的な観光地である Halong 湾を有する地区である。この地区には炭鉱

6 か所、発電所 1 か所、セメント工場 2 か所の他にごみ処理場と選炭工場を有している。観

光開発と石炭産業の両立を目指している模様であるが、目指している観光産業の規模がバ

リ、ハワイのレベルであれば、景観や海水の汚濁問題等の懸念事項を払拭するために、観

光産業と石炭産業とを大きく分離する必要がある。従って低炭素・資源循環型炭鉱地域に

おいて設置した設備が観光産業維持のために移転が必要となる場合が考えられる。 
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図4.1.4 Hong Gai 地区産業配置図（JCOAL 作成） 

 

表4.1.4 Hong Gai地区の主な施設 

施設 名称 総数等 

炭鉱 ハラム炭鉱（坑内採掘） 
タンコン炭鉱（坑内採掘） 
タンラップ炭鉱（坑内採掘） 
カオタン炭鉱（坑内採掘） 
ハツ炭鉱（露天採掘） 
ヌイベオ炭鉱（露天採掘） 

６ 

発電所 クアニン発電所 １ 

産業 タンロンセメント 
ハロンセメント 

２ 
 

その他 Hong Gai 選炭工場 
都市ごみ処理場 

２ 

JCOAL 作成 

 

4 . 1 . 4  Cam Pha 地区 

この地区には 9 つの炭鉱、2 つの発電所、セメント工場、選炭工場が存在している。また

特徴としては近隣に輸出港を保有することである。他の候補地と比較して も炭鉱数が多

くその他の施設も充実している。 
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図4.1.5 Cam Pha 地区産業配置図（JCOAL 作成） 

 

表4.1.5 Cam Pha 地区の主な施設 

施設 名称 総数等 

炭鉱 ケーチャム炭鉱（坑内採掘） 
モンズン炭鉱（坑内採掘） 
ズオンフィ炭鉱（坑内採掘） 
クアンハイン炭鉱（坑内採掘） 
ハラム炭鉱（露天採掘） 
トンニャット炭鉱（露天採掘） 
カオソン炭鉱（露天採掘） 
コックスム炭鉱（露天採掘） 
デオナイ炭鉱（露天採掘） 

9 

発電所 Cam Pha 発電所 
モンズン発電所 

２ 

産業 Cam Pha セメント 1 

その他 クアオン選炭工場 
輸出港 

２ 

JCOAL 作成 

 

4 . 2  産業構造及び地域経済状況 

4 . 2 . 1  輸出 

(1)国・地域別 

ベトナムの 2011 年における輸出に係る貿易額は、969 億ドルであり、対前年比 34.2％増

である。 

輸出に係る主な貿易相手国は、米国、中国、日本、韓国、ドイツ等である。 

主要国・地域別の輸出状況は、表 4.2.1 に示すとおりである。 
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表4.2.1 ベトナムの主要国・地域別輸出状況 

（単位：100 万ドル、％） 

主要国・地域 

輸出（FOB） 

2010 年 2011 年 

金額 金額 構成比 伸び率 

米国 
中国 
日本 
韓国 
ドイツ 
マレーシア 
オーストラリア 
カンボジア 
英国 

14,238
7,309
7,728
3,092
2,328
2,093
2,704
1,552
1,682

16,928
11,125
10,781
4,715
3,367
2,832
2,519
2,407
2,398

17.5
11.5
11.1
4.9
3.5
2.9
2.6
2.5
2.5

18.9 
52.2 
39.5 
52.5 
44.6 
35.3 
 6.8 
55.1 
42.6 

合計（その他含む） 72,192 96,906 100.0 34.2 

出典：「JETRO」 http://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/ 

 

(2)品目別 

ベトナムの 2011 年における輸出に係る貿易額は、969 億ドルであり、対前年比 34.2％増

である。 

輸出に係る主要貿易品目は、縫製品、原油、携帯電話・同部品、履物、水産物等である。 

主要品目別の輸出状況は、表 4.2.2 に示すとおりである。 

 

表4.2.2 ベトナムの主要品目別輸出状況 

（単位：100 万ドル、％） 

主要品目 

輸出（FOB） 

2010 年 2011 年 

金額 金額 構成比 伸び率 

縫製品 
原油 
電話機、電話機部品 
履物 
水産物 
コンピュータ電子製品・部品 
機械設備・同部品 
木材・木製品 
コメ 
ゴム 
コーヒー 

11,210
4,958

－
5,122
5,016
3,590
3,057
3,436
3,248
2,388
1,851

14,043
7,241
6,886
6,549
6,112
4,670
4,160
3,955
3,657
3,235
2,752

14.5
7.5
7.1
6.8
6.3
4.8
4.3
4.1
3.8
3.3
2.8

25.3 
46.1 
－ 

27.9 
21.9 
30.1 
36.1 
15.1 
12.6 
35.5 
48.7 

合計（その他含む） 72,192 96,906 100.0 34.2 

出典：「JETRO」 http://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/ 

 

4 . 2 . 2  輸入 

(1)国・地域別 

ベトナムの 2011 年における輸入に係る貿易額は 1,067 億ドルであり、対前年比 25.9％増

である。輸入に係る主な貿易相手国は、中国、韓国、日本、台湾、シンガポール等である。 
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主要国・地域別の輸入状況は、表 4.2.3 に示すとおりである。 

 

表4.2.3 ベトナムの主要国・地域別輸入状況 

（単位：100 万ドル、％） 

主要国・地域 

輸入（CIF） 

2010 年 2011 年 

金額 金額 構成比 伸び率 

中国 
韓国 
日本 
台湾 
シンガポール 
タイ 
米国 
マレーシア 
インド 

20,019
9,761
9,016
6,977
4,101
5,602
3,767
3,413
1,762

24,594
13,176
10,400
8,557
6,391
6,384
4,529
3,920
2,346

23.0
12.3
9.7
8.0
6.0
6.0
4.2
3.7
2.2

22.9 
35.0 
15.4 
22.6 
55.8 
14.0 
20.2 
14.8 
33.2 

合計（その他含む） 84,801 106,750 100.0 25.9 

出典：「JETRO」 http://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/ 

 

(2)品目別 

ベトナムの 2011 年における輸入に係る貿易額は 1,067 億ドルであり、対前年比 25.9％増

である。輸入に係る主要貿易品目は、機械機器・同部品、石油製品、PC・電子機器・同部

品、布、鉄鋼等である。主要品目別の輸入状況は、表 4.2.4 に示すとおりである。 

 

表4.2.4 ベトナムの主要品目別輸入状況 

（単位：100 万ドル、％） 

主要品目 

輸入（CIF） 

2010 年 2011 年 

金額 金額 構成比 伸び率 

機械設備・同部品 
石油製品 
コンピュータ電子製品・部品 
織布・生地 
鉄・鉄くず 
プラスチック原料 
繊維原料・生地 
金属 
化学薬品 
電話機、電話機部品 
化学製品 

13,691
6,078
5,209
5,362
7,965
3,776
2,621
1,499
2,119

－
2,054

15,342
9,878
7,974
6,730
6,434
4,760
2,949
2,697
2,696
2,593
2,395

14.4
9.3
7.5
6.3
6.0
4.5
2.8
2.5
2.5
2.4
2.2

12.1 
62.5 
53.1 
25.5 

 19.2 
26.1 
12.5 
79.9 
27.2 
－ 

16.6 

合計（その他含む） 84,801 106,750 100.0 25.9 

出典：「JETRO」 http://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/ 
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4 . 2 . 3  対内直接投資 

(1)国・地域別 

ベトナムの 2011 年における対内直接投資（新規・認可ベース）は、1,091 件（12.6％増）、

115 億 5,900 万ドル（32.9％減）であった。国・地域別で認可ベースの新規投資をみると、1

位は香港で 49 件、29 億 4,800 万ドル（19 倍）、次いでシンガポールが 105 件、20 億 500 万

ドル（53.9％減）、3 位が日本で 208 件、18 億 4,900 万ドル（9.4％減）、4 位が韓国と続く。 

 

表4.2.5 ベトナムの国・地域別対内直接投資（新規、認可ベース） 

（単位：件、100 万ドル、％） 

国・地域 
2010 年 2011 年 

件数 投資額 構成比 件数 投資額 構成比 伸び率 

香港 
シンガポール 
日本 
韓国 
英国 
中国 
台湾 
マレーシア 
フィンランド 
サモア 
オランダ 
タイ 
米国 

43 
88 

114 
256 
40 
84 
95 
19 
0 
2 

14 
16 
52 

154
4,350
2,040
2,039
1,759

173
1,181

413
0
6

2,364
132

1,833

0.9
25.2
11.8
11.8
10.2
1.0
6.9
2.4
0.0
0.0

13.7
0.8

10.6

49
105
208
270
35
78
64
21
2
6

13
32
37

2,948
2,005
1,849

873
802
600
372
360
302
271
199
160
102

25.5 
17.3 
16.0 
7.6 
6.9 
5.2 
3.2 
3.1 
2.6 
2.3 
1.7 
1.4 
0.9 

1,814.4 
53.5 
 9.4 
57.2 
54.4 

247.1 
68.5 
12.7 
－ 

4,195.2 
91.6 
21.1 
94.4 

合計（その他含む） 969 17,230 100.0 1,091 11,559 100.0 32.9 

出典：「JETRO」 http://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/ 

 

(2)業種別 

ベトナムの 2011 年における対内直接投資（新規・認可ベース）を業種別でみると、加工・

製造業が 435 件、52 億 2,100 万ドル（29.5％増）となった一方、電力・水道等が 5 件、25

億 2,600 万ドル（14.2％減）、建設業が 140 件、10 億 3,300 万ドル（39.5％減）、不動産が 22

件、7 億 4,200 万ドル（88.9％減）と、2010 年に上位を占めていた投資分野が、加工・製造

業を除いて減少した。 
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表4.2.6 ベトナムの業種別対内直接投資（新規、認可ベース） 

（単位：件、100 万ドル、％） 

業種 
2010 年 2011 年 

件数 投資額 構成比 件数 投資額 構成比 伸び率 

加工・製造 
電力・水道等 
建設業 
不動産 
情報・通信 
小売り流通等 
廃棄物処理・給水 
ホテル・飲食 
科学技術分野 
鉱山 
農林水産業 
倉庫・運輸 

385 
6 

141 
27 
55 

125 
5 

33 
124 

0 
11 
16 

4,032
2,943
1,708
6,711

71
405

9
279
64
0

11
824

23.4
17.1
9.9

38.9
0.4
2.4
0.1
1.6
0.4
0.0
0.1
4.8

435
5

140
22
70

154
3

19
157

5
20
19

5,221
2,526
1,033

742
496
414
323
253
248
98
62
49

45.2 
21.9 
8.9 
6.4 
4.3 
3.6 
2.8 
2.2 
2.1 
0.9 
0.5 
0.4 

29.5 
 14.2 
 39.5 
 88.9 

601.2 
2.2 

3,451.8 
 9.5 

290.3 
－ 

473.4 
 94.0 

合計（その他含む） 969 17,230 100.0 1,091 11,559 100.0  32.9 

出典：「JETRO」 http://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/ 

 

4 . 2 . 4  GDP 産業別構成 

ベトナムにおける 2011 年の GDP 産業別構成（実質）は、製造業（25.8％）、商業（17.3％）、

農林業（13.1％）の順になっている。伸び率は、電気・ガス・水道業（9.9％）、製造業（8.3％）、

商業（7.8％）の順になっている。 

 

表4.2.7 ベトナムのGDP産業別構成（2011年） 

部門 
2010 年 2011 年 

金額 金額 構成比 伸び率

農林業 
漁業 
鉱業 
製造業 
電気・ガス・水道業 
建設業 
商業 
ホテル・レストラン業 
運輸・倉庫・通信業 
不動産業 

3,549
670

1,051
6,698

867
2,520
4,519

994
1,194

824

3,679
707

1,049
7,254

952
2,495
4,872
1,068
1,279

839

13.1
2.5
3.7

25.8
3.4
8.9

17.3
3.8
4.6
3.0

3.7 
5.5 

 0.1 
8.3 
9.9 

 1.0 
7.8 
7.4 
7.1 
1.8 

総計（その他含む） 26,552 28,114 100.0 5.9 

（注）為替レート 1 ドル＝20,774.99978 ドンで計算 

出典：「JETRO」 http://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/ 

参考：「Wikipedia」http://ja.wikipedia.org/wiki/ベトナム 

「JETRO」https://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/ 

「外務省」http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/vietnam/index.html 
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4 . 2 . 5  Quang Ninh 省の経済状況 

ベトナムの貿易促進局が 2011 年 11 月 15 日に公表した情報によると、Quang Ninh 省経済

の概要は以下のとおりである。 

 

(1)経済成長率（GDP） 

Quang Ninh 経済は急速にかつ安定的に発展している。 GDP は、2006 年には 13.78%、2007

年の 13.67％、13.02％であった。一人当たり平均 GDP は 2005 年の 730USD から、2006 年

の 908USD、2007 年の 1,063USD、2008 年の 1,206USD と増加した。 

 
図4.2.1 Quang Ninh 省の GDP 推移 

 

(2)産業構造 

工業、貿易、観光、サービス、港湾などの主要な産業部門は拡大し強化している。産業

構造は大きくにシフトしている。全産業に占める農業部門の割合は年々減少しているが、

サービス産業部門 の割合が急激に増加しており、決定的な役割を果たしている。GDP の産

業別内訳は、農業・林業・漁業部門、工業・建設業部門、サービス産業部門は、2006 年に

それぞれ 7.7％、52.5%、40.1%、2007 年に 7.2%、52.9%、39.9%、2008 年に 6.4％、53.4%、

40.3％であった。 
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図4.2.2 Quang Ninh 省の産業構造 

 

(3)工業部門 

工業部門の GDP 成長率は、2006 年には 15.16%、2007 年には 17.47%、2008 年には 11％

であった。石炭部門は、2007 年は生産量 42.8 万トン（輸出用 25.5 百万トン）、2008 年の 38

百万トン（輸出用 918.6 百万トン）で、高い割合を占めている。加えて、投資が競われ、

先端の技術を適用されるいくつか部門（造船・修理、セメント、機械製造、野菜、キャッ

サバ、製粉、建築材料を含む）は収益性が高い。2008 年末時点で、Quang Ninh 省には 8,000

以上の企業の本社が所在している。そのうち 6％は中央セクター、92％はローカルセクター、

2％は外国投資セクターである。産業別では、鉱業が 10%、加工業が 89％、製造や輸送、電

気、水道業は 0.4％である。 

工業団地および産業クラスターは、現在の５つの工業団地が政府によって承認され、計

画されている。Cai Lan、Viet Hung、Hai Ha、Hai Yen、DongMai である。Cai Lan 工業団地は、

31 の開発計画を誘致している、Viet Hung 工業団地は 4 つの開発計画、Hai Ha、Hai Yen は 4

つの開発計画、Hai Ha・Dong Mai 工業団地は、現在整地中である（現状は未確認）。 

 

(4)外国投資誘致 

2006 から 2008 年の 3 年間で、Quang Ninh 省は 2,456 の事業者を誘致した。登録資本総額

は 27,303 百万 VND に達し、一年間で 21%増加している。これにより 155,000 人分の給与水

準の高い雇用を創出した。この省においては、つねに外国資本の企業の投資が奨励されて

いる。今日までに、108 の外国資本を誘致した。そのうち 30%は工業、67%は観光・サービ

ス業、3%が農業・林業・漁業である。外国資本は事業拡張を目指している。急速な経済成

長に大きく貢献し、省に多くの雇用を創出している。 

 

(5)観光業 

Quang Ninh 省の観光業は宣伝し、イメージアップを行っている。Quang Ninh 省に来る観

光客は 2006 年に 3.1 百万人、2007 年に 3.6 百万人の前年比 16%増、2008 年に 4.4 百万人の

前年比 24%増であった。 

6.4
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40.3
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図4.2.3 観光客数の推移 

参考：「Economic development in Quang Ninh Province」（2011/11/15 VientNam Trade Promotion 

Agency) 

 

4 . 2 . 6  直近の Quang Ninh 省経済状況 

Quang Ninh 省人民委員会が「Quang Ninh 省の社会経済 2012 と開発計画 2013」を発表し

た。これによると、直近の Quang Ninh 省の経済状況は以前よりも成長率が低下している。 

(1)2012 年の Quang Ninh 省経済状況 

2012 年 Quang Ninh 省の経済成長は 7.4％と計画より 5.1％低い結果であった。農業・林業・

水産業部門、工業部門、サービス産業部門の GDP 成長率は、それぞれ 2.3％、3.1％、13.7％

であった。これに対しベトナム全体の GDP 成長率の平均は約 5.2％であり、低成長となっ

た。産業別では、工業部門において生産額は対前年比 99%と伸び悩んだ。農業・林業・水

産業部門は順調に発展した。サービス産業は高成長であった。 

計画より低成長となった主な原因は次のとおりである。 

・石炭の輸出価格が 30％低下したこと 

・国内発電事業者の燃料炭買取価格が非常に安価であること 

・他の産業分野でも低成長であったこと 

社会開発投資の総額は約 37 兆 VND であった。これは計画の約 45 兆 VND より 9.5％低い

額であった。石炭産業が実施した投資は、計画よりも約 5 兆 VND 削減されていた（計画約

16 兆 VND）。また、省政府の投資予算は、5.5 兆 VND 以上であると見積もられている。一

方で、外国企業からの投資は 412 百万 USD と前年の約 15 倍であった。ハノイ-ハイフォン

高速道路へのハロン市からの接続道、Ha Long-Vandon 高速道路の完成、Vandon 国際空港、

など主要なプロジェクトが完成した。 

参考：「Quang Ninh 省の社会経済状況 2012 と社会経済開発計画 2013」（Quang Ninh 省人

民委員会） 
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4 . 3  地域別石炭政策 

先にも述べたが、2012 年 1 月 9 日に首相に批准された 2030 年までの展望を考慮した 2020

年までの石炭産業開発計画」に基づき、MOIT は VINACOMIN に対して、ウォンビ地区、

ホンガイ地区及びカンファ地区の各地区別に石炭開発計画の策定を指示している。この計

画は 2013 年の第一四半期に完成する計画で、本マスタープラン策定に当たって も重視す

るべき計画であるが、現状ではその詳細は明らかにされていない。 

表 4.3.1はVINACOMINから入手した報告書のホンガイ地区に関する報告書の目次である

が 3 地域共通との事である。 

 

表4.3.1 ホンガイ地区に関する報告書の目次 

№ 内容 

第 1 章 企画作成の必要性 

1 企画作成の目的・意味・必要性 

2 企画の法的な根拠 

3 ホンガイ地区社会・経済方向 

第 2 章 資源・埋蔵量及び探査 

1 石炭資源量 

2 探査計画 

第 3 章 企画の解法 

1 開発方向 

2 採掘企画 

3 ボタ捨て場企画 

4 揚水企画（排水） 

5 選炭企画 

6 機械修理企画 

7 情報供給及び給電計画 

8 給水企画 

9 地面総面積企画 

10 実施体制 

11 環境への負荷の評価及びその削減対策 

第 4 章 投資金額の需要 

第 5 章 結論・提言 

1 結論 

2 提言 

 

3 地域の石炭賦存状況及び開発状況には特徴があり、①マオケー/ウォンビ地区は急傾斜

のためすべて坑内掘での採掘となっている。未探査鉱区もあり今後の開発が期待される地

域である。②ホンガイ地区は露天掘りでの歴史が長く露天を終掘して坑内掘への移行が計

画されている。③カンファ地区は も開発が進んでおり、生産量も多い。当面生産の中心

となる。と言った特徴を踏まえたうえで、世界自然遺産でありベトナムにとって重要な観

光資源であるハロン湾の環境に考慮しつつ、電力開発計画に即した増産体制を計画するも
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のと予想される。 

 

4 . 4  地域開発計画  

4 . 4 . 1  Quang Ninh 省の地域開発計画 

今回の調査において Quang Ninh 省政府にヒアリングしたところ、現在、地域開発計画の

見直しを実施しているとのことであった。新しい計画は目標年次を 2030 年としており、2013

年 3 月に完成し、中央政府へ提出する予定とのことである。検討中の計画内容を開示する

ことはできないため、詳細は不明である。マスタープランは新計画の内容と整合している

必要があるため、今後計画が公表され次第入手検討する必要がある。本調査報告書におい

ては、目標年次まで間もなくであるが、現行の地域開発計画について以下に記載する。 

 

(1)Quang Ninh 省の社会経済開発計画（2010 年までの計画と 2020 年までのビジョン） 

(a)目標 GDP 成長率 

GDP成長率は 2006～2010年は約 13％、2011～2020年は約 14.2％、2010年のGDP per Capita

は 950USD、2020 年は 3,120USD 以上とする。 

(b)工業部門の開発計画 

工業部門における主要な産業は、石炭開発、建設資材、鉱山機械、輸送機械、観光で構

成される。工業団地や産業クラスターを建設・拡張する。中小の産業を育成する。あらた

な 先端科学技術を導入する。外国資本と技術を導入する。産業開発と環境保護や観光産

業の矛盾は解消される。 

1)資源採掘・加工 

石炭採掘と加工：年間石炭生産量は 2010 年までに 39-41 百万トンとなり、2020 年までに

50 百万トンとなる。 

2)建設資材 

先端技術を導入した総生産能力 4 百万トン/年のセメント工場、年間６百万トンが Hoanh 

Bo 地域に建設される。 

3)観光業 

2010 年までに、6.8 百万人の観光客を誘致し、そのうち 2.5～3 百万人は外国人観光客で

ある。その数は 2020 年までに 1.5 倍となる。2010 年までに売上が 3 兆 VDN、2020 年まで

に 5 兆 VND となる。 

 

(2)Quang Ninh 省 2010～2015 第 13 回党大会決議  

Quang Ninh省の第 13回党大会が 2010 年の 9月 28 日から 30日にハロン市で開催された。

この党大会において、2005～2010 年の過去 5 年間の評価と Quang Ninh 省の 2010～2015 年

の開発計画が決議された。以下にその内容を記載する。 
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(a)2005～2010 年の過去 5 年間の評価 

評価結果は以下のとおり 

・世界的な経済危機の影響により、経済成長率は 12.7％であった。  

・省政府の予算は大幅に増加した。 

・地方部の社会経済インフラが改善した。 

・教育、健康文化関連の予算は年間 35.6％増加した。 

・社会保障の予算が年間 59％増加した。 

・国防が強化された。 

以上のような評価結果であり、経済は持続的に発展しているものの、経済発展において、

社会文化や環境保護及び天然資源管理の面で脆弱性や不足が見受けられる。 

 

(b)2010-2015 年の開発目標と課題 

以上の脆弱性や不足に対処するために 2010-2015 年の対処する課題と開発目標を定めた。

概要は以下のとおり。 

1)主要な課題 

・質と効率性を改善する経済の迅速で持続的な開発 

・環境の保護 

・国防の強化、社会政策の安定性の維持 

2)主要な目標 

・平均 GDP 成長率は年間 13％とする。 

・工業と建設業の付加価値は年間 13.5％増加する。 

・農林水産業の付加価値は年間 3.5％以上増加する。 

・サービス産業の付加価値は年間 14.4 %以上増加する。 

・総輸出額は年間７％増加する。 

・州政府の予算は毎年 10％以上の増加が見積もられる。 

・2015 年の GDP per Capita は 3,000～3,050USD とする。 

・産業別の GDP は、工業と建設業が 53％、農業・林業・水産業が 4％、サービス産業が

43％とする。 

 

(3)Quang Ninh 省の社会経済 2012 と開発計画 2013  

前述した Quang Ninh 省人民委員会が発表した「Quang Ninh 省の社会経済 2012 と開発計

画 2013」には、Quang Ninh 省の 2013 年の開発計画が定められている。計画の内容は以下の

通りである。 

 

(a)目標とする経済指標 

・GDP は 2012 年の 8～8.5％から引き上げる。（GDP：74.5 兆 VND、GDP/capita 2,945USD） 

・農林水産業の成長率は 2.4～3％、工業及び建設業は 4～4.5％、サービス産業は 14～14.5％
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に引き上げる。 

・社会開発投資総額は 8％増加 

・消費者物価は 8％ 

 

(b)2013 年の課題と解決策 

・主要目標とプログラムの実践、投資環境の改革、ビジネス障壁の解消 

・経済改革の促進、成長モデルの変革 

・段階的な産業分野の再構築 

 

参考：「Quang Ninh 省の社会経済開発計画（2010 年までの計画と 2020 年までのビジョン）」

「Quang Ninh 省 2010～2015 第 13 回党大会決議」 

 

4 . 4 . 2  カンファ地区の地域開発計画 

Quang Ninh 省の主要な炭鉱地域であるカンファ地区の地域開発計画に「カンファ地区の

社会経済計画（2011-2015 年の開発計画と 2020 年のビジョン）」がある。以下にこの内容を

示す。 

(1)計画概要 

・カンファ地区の社会経済開発計画は Quang Ninh 省の全ての開発計画や密接に連携する

地域や北部経済地域の開発計画と統合される。 

・カンファ地区は、省の経済回廊における開発原動力の核であり、高い成長率を維持し

つつ、省における他の地域と恩恵を分かち合う。 

・産業化や近代化に向けた経済再構築との密接に関連しつつ、新たな地位を創造し、経

済成長を加速・安定化させるために、外部資源を誘引しつつ、内部資源を開発する。 

・地域の発展や社会平等と進歩の実践に適応するために、地域の人々の全体的な生活の

質を段階的に進歩させる。 

・環境保全や生態系の保護、都市文明と経済開発を連結させる。ベトナム国の北東部地

域の国防を強化することと経済開発を密接に連結させる。 

 

(2)経済目標 

・2020 年までに、この地区の全省の GDP に占める割合を 22-24％まで改善する。 

・GDP の成長率を 13.5-14％/年（2006-2010）から 14.2-14.5％（2011-2020）に増大する。 

・GDP per Capita を 2010 年の 34.8 百万 VND（～2,100USD）から 2020 年に 132.5 百万

VND とする。 

・地域の資金力を改善する。投資資本の蓄積率が 2010 年の対 GDP36-38％から、2011-2020

年に 38-40％とする、地域の収入 2006－2010 年の年間 12-13％から 2011-2020 年の

13-14％に増大させる。開発投資の効率化と増大を実現する。 
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(3)開発方針 

地域の潜在力や利点に適切な産業構造を創造しつつ、石炭開発と地元の産業を密接に連

結させながら、Quang Ninh 省の産業を開発する。 

(a)石炭産業 

1)2008－2020 年の間は、天然資源を節約しつつ石炭生産の成長率を維持する。国内市場の

需要を満たし、合理的に輸出する。また環境影響を解決する。坑内掘り炭鉱の割合を増加

させつつ、環境汚染を削減し、安定的に開発する。石炭鉱山の近代化に対し投資をする。

地域の石炭生産量は、2010 年に 22.4－23.4 百万トン/年に達し、2020 年に 25.9-28.2 百万ト

ン/年間に達する。2020 年以降は段階的に減少する。 

2)露天掘りの石炭鉱山については、許可地域内でのみ露天掘りを維持する。DEO Nai 、Coc 

Sau、Cao Son 、 Khe ChamⅡの鉱山クラスターの石炭生産能力を増強する。石炭鉱山技術

や設備を更新し、近代化する。 

3)坑内掘り炭鉱については、坑内掘り炭鉱が合理的な比率まで増加するように、現在の坑内

掘り炭鉱を新しくし、新たに近代的な鉱山を開発する。環境への被害を 小限化させる。

鉱山輸送システム、コンベアベルトシステムを適用させる。 

4)選炭クラスターの改良をつづける、技術インフラにふさわしい近代的な技術を備えた新し

い選炭工場を建設する。Cua Ong 選炭工場を改修し 8.5-10 百万トン/年の能力に改良する。

11.5－13.5 百万トン/年の能力を備えた Khe Cham 選炭工場の建設。Mong Duong 選炭工場、

2 百万トン/年の能力、Lep My（Khe Tam）：4.5-5 百万トン/年、小規模鉱山の改修と改良の実

施。 

5)50,000 トンの船舶が入港できるように Cua Ong 石炭積み出し港を改良し近代化を実施す

る。2015 年までに 7-8 百万トン/年間まで能力増強し拡張する。VINACOMIN のプログラム

によれば 2015 年以降は一般の貿易港に転換する予定である。 

 

(b)その他の産業 

1)電力 

電力産業は石炭開発に統合されている。Cam Pha 火力発電所（600MW）の建設、Monｇ 

Duong 火力発電センター（2200MW）、その他グリッドの整備。 

2)鉱山技術 

Cam Pha 中央機械工場の近代化を実施。中・大型トラック建設工場の整備、Cam Pha 電気

機器工場の近代化の実施。 

3)セメント 

Cam Pha セメント工場 2.3 百万トン/年、地域や Bai Tu Long 湾に対する環境保護への投資

強化 

4)地域雇用による産業育成 

加工の規模やタイプの多様化、家庭用品加工の促進、Cua Ong の海産物加工工場を近代化

し 1,000-2,000 トン/年にする。Quang Hang 天然水生産工場を 20 百万リットル/年にする。カ
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ンファビール工場を 10 百万リットル/年にする。Cong Hoa のトンネルレンガ工場を建設し、

10 百万レンガ/年を生産する。 

5)地域開発 

Mong Duong 石炭・電力産業エリア、Cam Thach と Quang Hanh 産業クラスター、手工業

生産ユニットの建設 

6)観光業 

Cham Pha 地区の観光開発は、地域の経済開発の主要な活力である。Cham Pha の海から、

Ha Long 湾-Bai Tu Long –Van Don の島観光ツアー、文化的・歴史的遺物や祭り（Cua Ong 寺）、

石炭観光、リゾートを建設する。観光の質、サービスと安全性を改善し、生態系と社会環

境を保全する。 

 

4 . 5  石炭関連インフラ状況 

4 . 5 . 1  運搬システム 

Quang Ninh 炭田における石炭輸送手段は主に鉄道と専用道路である。ただし Mao Khe 地

区だけは炭鉱から Ben Can 河川港までの区間にチューブコンベアを用いている。 

VINACOMIN は石炭輸送による炭田地域への環境負荷を抑えるために石炭運搬専用の鉄

道・道路・コンベア等の一連の輸送設備を改装し、増設する計画がある。この計画は次の 3

期間に分けて実施される予定である。 

(1)2015 年までの期間 

(a)内部車両道路：ウォンビ、ホンガイ、カムファ地区の既設道路を拡大・改造し、いくつ

かの道路を新設する。既存の専用道路は改造し利用する。 

(b)鉄道システム：鉄道の運搬能力向上に向けて、既存鉄道を改造・延長し、1000CV 以上の

機関車を使用する。ランタップ駅からウォンビ A 駅間の複線化及びランタップ～ケタン

間 1000mm に新規の鉄道を敷設する。 

(c)ベルトコンベアシステム：総延長 89.28km の 17 本のベルトコンベアを新設する。 

(d)既存の外回り運搬システムを維持する。 

 

(2)2016 年～2020 年までの期間 

(a)東北炭田：既存の外回り運搬システムを維持する。 

(b)紅河デルタ炭田：試験採掘用インフラを維持し、改造する。 

 

(3)2021 年～2030 年までの期間 

(a)紅河デルタ炭田の採掘技術及び生産量の見込に基づき、炭鉱を開発し、外回り運搬シス

テムを新設する。 

(b)既存外回り運搬システムを維持する。 
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4 . 5 . 2  石炭積出し港湾 

UongBi – Mao Khe 地区には川幅の小さい Ben Can 港・Dien Cong 港があり、数百トンのバ

ージが入港可能である。この港からは近隣の国内ユーザーに石炭が供給されている。 

Hon Gai 地区には Nam Cau Trang 港があり 1000 トンサイズのバージが入港可能である。

この港からは主に国内ユーザーと Hon Net 積替え港に運送している。 

Cam Pha には、この地域で一番大きい港である Cua Ong 港がある。数万トン級の船が入港

可能であり、直接海外へ輸出することができる。 

積出し港の能力を向上するため、2030 年まで各地区の港の改造や新設計画が多くある。

その計画は次の 3 期間に分割されている。 

(1)2015 年までの期間： 

(a)Uong Bi – Dong Trieu – Pha Lai 地区 

1)Dien Cong 港： 

積載量 500DWT のバージと積載量 1000DWT の船が入港できる水深を持ち、年間取扱量

約 1500 万トンの能力となるまで改造・拡張をする。 

2)Ben Can 港： 

積載量 500DWT のバージと積載量 1000DWT の船が入港できる水深を持ち、年間取扱量

約 300 万トンの能力となるまで改造・拡張をする。 

3)既存の港： 

現行能力を維持する。 

 

(b)Hon Gai 地区 

1)Nam Cau Trang 港： 

2015 年までに積載量 2000DWT の船が入港できる水深を持ち、年間取扱量 2500 万トンの

能力を持つ港湾設備にむけて浚渫、改造等を行う。2015 年以降は普通の貨物港湾に改造す

る。 

2)Viet Hung – Hoanh Bo 港： 

2014 年までに、Hoanh Bo 地域の炭鉱で生産された石炭運搬に対応するための設備改造を

行う。積載量 1000DWT の船が入港でき、年間取扱量約 300 万トンの能力となるように改造

する。また、2014 年以降は、東北地区およびウォンビ地域で石炭生産のために必要な資材・

設備用の港湾に転用する。 

3)Lang Khanh 港： 

新規に約 700 万トン/年の能力を増強する。積載量 500DWT のバージが入港可能となるべ

く浚渫を行う。Dien Vong 河沿いにある積出し港の代替港としても利用する。 

4)Ha Rang – Cai Mon 港： 

2012 年までに、石炭輸送を目的とした積載量 500DWT のバージが入港可能な浚渫を行い、

年間取扱量 150 万トンの港とする。その他既存の港の能力を維持する。 
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(c)Cam Pha 地区 

1)Cam Pha 各港： 

積載量 2000 DWT の船が入港可能、総合港湾設備がある年間取扱量 1200 万トンの能力を

持つ専用港湾に改造する。 

2)Km6 港： 

積載量 2000 DWT の船が入港可能、年間取扱量 500 万トンの能力を持つ港湾に改造する。

この地区は小さな港が点在する港湾集落（地域の小型港を集め）であり、これらを総合的

に改造する。 

3)Mong Duong – Khe Day 港： 

積載量 2000 DWT の船が入港可能、年間取扱量 700 万トンの能力を持つ港湾に改造す 

る。この地区は小さな港が点在する港湾集落（地域の小型港を集め）であり、これらを

総合的に改造する。 

4)Cam Thinh 港（20 号橋）： 

積載量 2000 DWT の船が入港可能、年間取扱量 300 万トンの能力を持つ港湾に改造する。

この地区は小さな港が点在する港湾集落（地域の小型港を集め）であり、これらを総合的

に改造する。2013 年までは石炭積出し港湾として使い、それ以降は普通の貨物港湾に転用

する。その他既存の港の能力を維持する。 

 

(2)2016 年～2020 年までの期間 

(a)Cam Pha 地区 

地域の経済・社会の発展需要に基づいて、Cua Ong 地区においては積載量 2000DWT の船

が入港できるように浚渫し、年間取扱量 800～1300 万トン規模の貨物港湾の新設（Cam Pha

総合港湾）を検討する。 

(b)紅河デルタ炭田地域 

試掘基地として使用できるように Thai Binh 省と Hung Yen 省における既存港を改造する。

その他既存の港の能力を維持する。 

 

(3)2021 年～2030 年までの期間 

(a)Uong Bi – Dong Trieu – Pha Lai 地区 

Dong Trieu – Pha Lai 地区の炭鉱からの石炭運搬を確保するために、同地区において積載量

1000DWT 船が入港できるように浚渫し、年間取扱量 500 万トン規模の港を新設する。 

(b)紅河デルタ炭田地域 

生産量に応じて、Thai Binh 省と Hung Yen 省にある紅河・Luoc 河・Tra Ly 河の沿いに積

載量 1000DWT の船が入港できる規模の港湾の新設を検討する。その他既存の港の能力を維

持する。 
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4 . 6  石炭開発の現状及び開発計画 

4 . 6 . 1  石炭開発の現状  

2012 年現在、VINACOMIN は全国で 40 の炭鉱を経営、管理している。その内、年間生産

量 120 万トン以上の炭鉱は Deo Nai､Coc Sau、Cao Son、Ha Tu､Nui Beo､Tay Nam Da Mai､917

の 7 つの大型露天掘炭鉱であり、同様に 100 万トン/以上の炭鉱は Mao Khe, Vang Danh, Nam 

Mau, Hong Thai (Uong Bi 石炭会社), Ha Lam, Duong Huy, Quang Hanh, Thong Nhat, Khe 

Cham,Mong Duong の 10 つの大型坑内掘炭鉱に代表される。大型炭鉱は全て Quang Ninh 炭

田に位置しており、同省にはこれらの大型炭鉱の他、数十万トンから 100 万トン未満の中

小規模の露天掘・坑内掘炭鉱がいくつか存在する。 

ベトナムの石炭生産量は 1995 年の 940 万トンから 2011 年の 4,830 万トンへと 5 倍以上増加

した。販売量は 1995 年の 760 万トンから 2011 年の 4,700 万トンへと、6 倍以上増加した。

この期間における平均の年間生産増加率及び年間販売増加率は 10.8% 及び 11.7%である。

 

VINACOMIN 資料より JCOAL 作成 

図4.6.1 1995 年～2012 年期間の生産量・販売量 

 

その内、坑内掘生産量は 1995 年の 240 万トンから 2011 年の 2,140 万トンになり、9 倍弱

増加し、露天掘生産量も 1995 年の 690 万トンから 2011 年の 2,610 万トンになり、4 倍増加

した。 
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原炭生産量、百万トン 9.4 11.2 13.0 13.7 10.0 12.2 15.4 17.1 20.0 27.5 34.9 39.4 43.6 42.5 44.4 47.1 48.3 44.0

販売量、百万トン 7.6 9.7 10.8 10.7 10.0 11.5 13.0 14.8 18.8 25.0 30.2 37.7 45.5 35.0 44.5 43.1 44.7 39.0
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JCOAL 作成 

図4.6.2 1995 年～2012 年期間の採掘方法別の生産量 

 

4 . 6 . 2  石炭開発計画 

2030 年までの展望を考慮した 2020 年までの石炭産業開発計画によると、紅河デルタ炭田

を 2015 年から投資開発する基盤を構築するために 2015 年まで試験採掘として数プロジェ

クトに投資する。精炭の生産量（換算）は 2020 年まで 0．5 百万トン～1 百万トン、2025

年は 2 百万トン、2030 年は 10 百万トン以上を達成する目標である。 

その目標を達成するために、Quang Ninh 炭田では 2015 年までに-300ｍレベルまでの探査

を完成させ、その以降-300ｍレベル以深炭層の底まで探査することを計画している。又、内

陸の炭田・紅河デルタ炭田の資源量を評価し、採掘できるように探査を行う。 

稼働中の炭鉱の拡大や新規炭鉱の開発は次のように計画されている。 

 

(1)2015 年までの期間 

(a)東北炭田： 

生産能力を拡大するために、既存 61 炭鉱を拡大・改造する。 

2015 年に Suoi Lai 炭鉱を閉山する。 

年間生産能力 2 百万トン程度の 25 の新規炭鉱を建設する（カムファ地区 10 炭鉱、ウォ

ンビ地区 15 炭鉱）。 

(b)内陸の炭鉱： 

既存露天掘り炭鉱からの増産を図るために先端的な技術を導入した設備とする方向で改

造・拡大する。Khanh Hoa 炭鉱の露天掘り現場の下部に坑内掘り炭鉱を建設する。 

(c)褐炭炭鉱： 

肥料・化学製品の製造、生活用燃料や発電用燃料を供給するために、既存炭鉱の拡大お

よび改造かつ新規炭鉱の開発を行う。 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

露天掘り生産量 6.9 7.6 8.9 9.5 6.6 7.9 10.4 11.0 13.0 17.7 22.4 24.8 27.3 25.3 26.2 27.1 26.9 23.7

坑内掘り生産量 2.4 3.5 4.1 4.2 3.3 4.3 5.0 6.1 7.0 9.8 12.5 14.6 16.3 17.2 18.1 19.9 21.4 20.4

0

5

10

15

20

25

30

原
炭

生
産

量
、

百
万

ト
ン

露天掘り生産量

坑内掘り生産量



 

210 

(d)地方の炭鉱： 

現地の需要に対応するために、探査・採掘の条件及び能力を持つ機関・個人を選定し、

既存炭鉱の拡大改造を行い、なおかつ新規炭鉱を開発する。 

(e)既存炭鉱の生産量を維持する。 

 

(2)2016 年～2020 年までの期間 

(a)東北炭田： 

2017 年に Nui Beo 露天掘り炭鉱、2018 年に Ha Tu 露天掘り炭鉱の閉山を行う。 

2 炭鉱プロジェクトを改造して、生産能力を拡大する。 

年間生産能力 2 百万トン規模の 14 の新規炭鉱を建設する（カムファ 3 炭鉱、ホンガイ 3

炭鉱、ウォンビ 8 炭鉱）。 

(b)紅河デルタ炭田： 

2020 年以降の開発を目指して、坑内掘り炭鉱及び地下ガス化炭鉱（ＵＣＧ）を試験的 

に建設する。 

(c)内陸の炭鉱： 

可能であれば既存露天掘り炭鉱を安定維持・増産するために設備の改新をし、先端的 

な技術を導入する方向で改造・拡大する。 

(d)褐炭炭鉱： 

肥料・化学製造、生活用燃料や発電用燃料を供給するために、拡大改造かつ新規炭鉱 

の開発を継続する。 

(e)地方の炭鉱： 

現地の需要を対応するために、探査・採掘の条件及び能力を持つ機関・個人を選定し、 

既存炭鉱の拡大改造かつ新規炭鉱の開発を継続する。 

(f)既存炭鉱の生産量を維持する。 

 

(3)2021 年～2030 年までの期間 

(a)東北炭田： 

2 炭鉱プロジェクトを改造して、生産能力を拡大する。 

年間生産能力 1 百 50 万トン規模の 8 新規炭鉱を建設する（ホンガイ 3 炭鉱、ウオン 

ビ 5 炭鉱）。 

(b)紅河デルタ炭田： 

探査及び試験炭鉱の結果に基づいて、3 百万トン規模の炭鉱を新規建設する。同炭田 

での生産能力の向上を目指す 適な採掘技術を選定するために、必要であれば探査さ 

れた地区においていくつかの試験炭鉱を建設する。既存炭鉱の生産量を維持する。 
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4 . 7  石炭開発に起因する環境問題について 

4 . 7 . 1  環境関連法制度及びその執行について 

(1)概要 

ベトナム政府は 1994 年に環境保護法を施行（2006 年発効）し、水、大気、廃棄物等に係

る環境基準を整備した他、環境・資源に関する国家的管理を強化することを目的に、2002

年に天然資源環境省（MONRE）を設置した。2003 年には、2010 年までに取り組むべき環

境課題と 2020 年に向けた環境課題の解決の方向性を示す「国家環境保全戦略」を策定する

とともに、排水課徴金にかかる政令第 67 号（Decree No. 67/ 2003/ND-CP）や深刻な汚染企

業の汚染対策にかかる首相決定第 64 号（Decision No.64, 2003/QD-TTg）を制定するなど、

環境行政のための関連制度整備を進めている。また、2006年には共産党決議第 41号により、

国家支出の 低１％を環境保護予算に割り当てることを決定するなど、財源確保にも努め

ている。さらに、2008 年 12 月には水環境保全と水資源管理を含めた総合的な流域管理に関

する政令（Decree No.120/2008/ND-CP）を制定し、国家として流域管理に力点を置くことを

明確にしており、水環境の総合管理に向けた MONRE の責任と権限強化も図っている。 

 

(2)法体系について 

ベトナムにおける環境保護に係る基本規則は、環境保護法で定められている。同法は 1994

年から施行されていたが、2005 年 11 月に改正された。2005 年環境保護法においては各分野

の環境汚染対策に係る理念がそれぞれ以下の章に盛り込まれている。ベトナムにおける環

境法令の特徴としては、大気汚染や排水、騒音・振動の対策も「廃棄物管理」の一環であ

ることが挙げられる。 
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表4.7.1 ベトナム環境保護法（2005年改正）の概要 

第 1 章 一般規定 

第 2 章 環境基準 

第 3 章 戦略的環境評価、環境影響評価、環境保護公約 

 第 1 節 戦略的環境評価 

 第 2 節 環境影響評価 

 第 3 節 環境保護公約 

第 4 章 天然資源の保全と合理的利用 

第 5 章 生産・経営・サービス活動における環境保護 

第 6 章 都市、住宅地の環境保護 

第 7 章 海、河川、その他の水源の環境保護 

 第 1 節 海洋の環境保護 

 第 2 節 河川の環境保護 

 第 3 節 その他の水源の環境保護 

第 8 章 廃棄物管理 

 第 1 節 廃棄物管理に関する一般規定 

 第 2 節 有害廃棄物の管理 

 第 3 節 一般固形廃棄物の管理 

 第 4 節 排水管理 

 第 5 節 煤塵、大気、騒音、振動、光、放射能の管理及び制御 

第 9 章 環境事故の防止及び対応、環境汚染の改善、環境の回復 

 第 1 節 環境事故の防止及び対応 

 第 2 節 環境汚染の改善及び環境の回復 

第 10 章 環境モニタリング及び情報 

第 11 章 環境保護のための人材・資金 

第 12 章 環境保護に関する国際協力 

第 13 章 環境保護に関する国の管理機関、ベトナムの戦略及びその構成組織の責任 

第 14 章 環境に関する違反行為の検査・処理、不服申し立ての解決、告訴と損害賠償 

 第 1 節 環境に関する違反行為の検査・処理、不服申し立ての解決、告訴 

 第 2 節 環境汚染、悪化による損害賠償 

第 15 条 施行規則 

出典：「環境省」http://www.env.go.jp/air/tech/ine/asia/vietnam/indexVT.html 

 

(3)法の執行体制 

(a)環境保護に関する中央省庁の役割 

環境保護法(Law on Environmental Protection: LEP) では、第 121 条で環境保護に関する中

央政府の役割・責任を以下のように規定している。 
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表4.7.2 環境汚染対策に係るベトナム関係省庁の役割 

省庁名 役割・責任 

天然資源環境省 
（MONRE：
Ministry of 
Natural Resources 
and Environment） 

環境保護に関する国の管理の実施において、以下に関して責任を有する。 
a） 政府への環境保護に関する法律文書の交付の上程（あるいは公布） 
b） 政府への環境保護に関する国家政策、戦略、計画の上程 
c） 分野横断的、省横断的環境問題の解決の主管 
d） 環境基準システムの構築、公布 
e） 環境モニタリング・システムの構築・管理、及びモニタリングデータの統一的管理

の指導 
f） 環境評価の指導 
g） 戦略的環境評価報告書、環境影響評価報告書の評価・承認、環境保護公約の登記活

動の統一的管理 
h） 環境保護に関する法令違反の指導、監督、監査、処理、環境保護に関する紛争や不

服申し立て、告訴等の解決 
i） 各国及び国際組織との環境保護に関する国際協力活動の主管 
j） 各レベルの人民委員会による環境保護に関する法令施行の指導・監督 
k） 国内の土地利用計画、水資源に関する国家戦略、省横断的な河川流域での計画、鉱

物資源の基礎調査、探鉱、採取、加工に関する国家マスタープランにおける環境保
護の要件の保障 

計画投資省 
（Ministry of 
Planning and 
Investment） 

中央省庁や政府所属機関、省レベルの人民委員会と協力し、国家、政府、首相の決定裁
量権に属する戦略、マスタープラン、社会経済開発計画、重要事業においての環境保護
要件の保障 

農業農村開発省 
（Ministry of 
Agriculture and 
Rural 
Development） 

MONRE 等の関連省庁や人民委員会と協力し、以下の規定に関する監視及び指導 
・LEP 及び関連環境保護規定 
・化学製品、殺虫剤、肥料、農業廃棄物の生産、輸入、使用に関する規定 
・遺伝子組み換えの植物種苗や家畜に関する規定 
・堤防、灌漑、森林保全区、農村における水供給に関する規定 

商工省 
（Ministry of 
Industry） 

MONRE 等の関連省庁や人民委員会と協力し、以下の規定に関する監視及び指導をしな
がら環境技術産業を育成 
・LEP 及び関連環境保護規定 
・工業地域の施設や設備の取扱いに関する規定 
・重大環境汚染を引き起こす工業施設の取扱いに関する法律 

水産省 
（Ministry of 
Fishery） 

以下の規定に関する監視及び指導を行う。 
・LEP 及び関連環境保護規定 
・水産物の養殖、採取、加工、遺伝子組み換え水産物、海洋保全区に関する規定 

建設省 
（Ministry of 
Construction） 

MONRE等の関連省庁や人民委員会と協力し、以下の規定に関する監視及び指導を行う。
・LEP 及び関連環境保護規定 
・都市、複合生産・サービス区、クラフトビレッジ、農村住宅密集地における給水・排
水、固形廃棄物処理、排水処理基盤整備の各活動に関する規定 

交通運輸省 
（Ministry of 
Transportation） 

MONRE等の関連省庁や人民委員会と協力し、以下の規定に関する監視及び指導を行う。
・LEP 及び関連環境保護規定 
・交通基盤整備活動や交通運輸活動に関する法律の規定 

保健省 
（Ministry of 
Health） 

医療廃棄物の管理、医療施設における環境保護義務、食品衛生安全及び埋葬の指導・監
督 

国防省及び公安
省 
（Ministry of 
National 
Defense/Ministry 
of Public 
Security） 

環境事故に対処し、環境改善に対応する人員の動員、国防省及び公安賞の管理下にある
武装部隊において環境保護業務の指導・監督 

環境警察 環境法令に対して違反を起こしている工場や施設等の摘発 

出典：「環境省」http://www.env.go.jp/air/tech/ine/asia/vietnam/indexVT.html 
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(b)環境保護に関する地方政府の役割 

1)人民委員会の役割 

ベトナムにおける地方自治は各省あるいは中央直轄市の人民委員会(People’s Committee) 

が担当しており、環境汚染対策も地域の人民委員会が担う部分が大きい。2005 年環境保護

法第 122 条では、ベトナムにおける環境汚染対策に関して、各省や中央直轄市の人民委員

会が負う責任は以下のように規定されている。 

・ 環境保護に関する規定、制度、政策計画の交付 

・ 環境保護に関する戦略、計画及び実施の指導・計画 

・ 所轄する地域のモニタリング・システムの構築、管理、指導 

・ 環境の状況に関する評価の定期的な指導 

・ 所管する EIA 報告書の評価、承認（大規模プロジェクト等は中央政府が承認） 

・ 環境保護に関する法律の理解の向上 

・ 環境保護に関する法律違反の監督・処理、不服申し立てや告訴の解決 

 

地方政府は DONRE (Department of Natural Resources and Environment) を設立した。

DONRE は省あるいは中央直轄市の人民委員会の下に設置されており、現在はすべての省・

中央直轄市において組織の整備がなされている。主な役割は、工場に対する許可証の発行、

河川、大気等の環境モニタリング、工場や処理・処分施設への立ち入り検査、違反行為が

あつた場合の摘発等である。 

 

(4)環境基準 

環境管理政策を裏打ちする環境基準は、1994 年の環境保護法の制定に伴い環境管理の目

標として設けられ、同時に排出基準も整備された。2006 年の改正環境保護法の発効に伴い

一部の環境基準類が改正された。 

 

(a)大気環境基準 

ベトナムでは、ベトナム標準(TCVN) で定めていた環境基準や排ガス基準・排水基準等に

ついて、近年は国家技術規制 (QCVN) という形で新たに規定している。国家技術規制で規

定されている主な大気質に関連する環境基準・排出基準は以下のとおりである。 

・ 大気環境基準(QCVN05:2009/BTNMT， 旧 TCVN5937:2005 の差換え) 

・ 大 気 環 境 中 の 有 害 物 質 の 大 許 容 濃 度 基 準 (QCVN06:2009/BTNMT ， 旧

TCVN5938:2005 の差換え) 

・ 産業排ガス基準(煤塵及び無機物質) (QCVN19:2009/BTNMT, 旧 TCVN 5939:2005 の差

換え) 

・ 産業排ガス基準(有機物質) (QCVN20:2009/BTNMT， 旧 TCVN5940:2005 の差換え) 

・ 医療系固形廃棄物の焼却炉からの排ガス基準(QCVN02:2008/BNMT) 

・ 化学肥料製造産業からの排ガス基準(QCVN21:2009/BTNMT) 
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・ 発電所からの排ガス基準(QCVN22:2009/BTNMT) 

・ セメント製造産業からの排ガス基準(QCVN23:2009/BTNMT) 

 

上記に加え、特定の排出源には個別の排ガス基準が設定されている。例えば、火力発電

所には上記の基準とともに、QCVN22:2009/BTNMT で別途定められている排ガス中の NOx、

SO2、粒子状物質量の 大許容量基準が適用される。これらの基準を以下に整理する。 

 

1)一般大気環境 

 

表4.7.3 大気環境基準（QCVN05:2009/BTNMT） 

物質 
1 時間 
平均 

8 時間 
平均 

24 時間
平均 

年間
平均

測定方法 

SO2 350 － 125 50 溶液伝導率法または紫外線蛍光法 

CO 30,000 10,000 5,000 － 非分散型赤外分析計を用いる方法 

NOX 200 － 100 40 オゾンを用いる化学発光法 

O3 180 120 80 － 紫外線吸収法 

浮遊粒子状物
質（TSP） 

300 － 200 140
ハイボリュームエアサンプラーを用いたろ過捕集によ
る重量濃度測定 

PM10 － － 150 50 重量濃度測定あるいは相対濃度測定 

Pb － － 1.5 0.5 
ハイボリュームエアサンプラーによる試料採取後の原
子吸光分析法 

単位：1μg/Nm3 

注：ハイフン（－）は規定なし 

出典：「環境省」http://www.env.go.jp/air/tech/ine/asia/vietnam/indexVT.html 

 

2)排ガス 

表4.7.4 大気環境中の有害物質の 大許容濃度基準（QCVN06:2009/BTNMT） 

区分 番号 物質 平均時間 
許容濃度（μ

g/m3） 

無機 
物質 

1 砒素及び砒素化合物 1 時間 0.03 

  1 年間 0.005 

2 アルシン 1 時間 0.3 

  1 年間 0.05 

3 塩化水素 24 時間 60 

4 硝酸 1 時間 400 

  24 時間 150 

5 硫酸 1 時間 300 

  24 時間 50 

  1 年間 3 

6 シリカを 50％以上含有す

る粉塵 
1 時間 150 

  24 時間 50 

7 アスベストを含む粉塵 8 時間 1 本/m3 

8 カドミウム及びカドミウム

化合物 
1 時間 0.4 

  8 時間 0.2 

  1 年間 0.005 
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9 塩素 1 時間 100 

  24 時間 30 

10 六価クロム 1 時間 0.007 

  24 時間 0.003 

  1 年間 0.002 

11 ふっ素化合物 1 時間 20 

  24 時間 5 

  1 年間 1 

12 シアン化合物 1 時間 10 

13 マンガン及びその化合物 1 時間 10 

  24 時間 8 

  1 年間 0.15 

14 ニッケル（金属とその化合

物） 
24 時間 1 

15 水銀（金属とその化合物） 24 時間 0.3 

有機 
物質 

16 アクロレイン 1 時間 50 

17 アクリロニトリル 24 時間 45 

  1 年間 22.5 

18 アニリン 1 時間 50 

  24 時間 30 

19 アクリル酸 1 年間 54 

20 ベンゼン 1 時間 22 

  1 年間 10 

21 ベンジジン 1 時間 検出されな

いこと 

22 クロロフォルム 24 時間 16 

  1 年間 0.04 

23 炭化水素 1 時間 5,000 

  24 時間 1,500 

24 ホルムアルデヒド 1 時間 20 

25 ナフタレン 8 時間 500 

  24 時間 120 

26 フェノール 1 時間 10 

27 テトラクロロエチレン 24 時間 100 

28 塩化ビニル（クロロエチレ

ン） 
24 時間 26 

悪臭 
物質 

29 アンモニア 1 時間 200 

30 アセトアルデヒド 1 時間 45 

  1 年間 30 

31 プロピオン酸 8 時間 300 

32 硫化水素 1 時間 42 

33 メチルメルカプタン 1 時間 50 

  24 時間 20 

34 スチレン 24 時間 260 

  1 年間 190 

35 トルエン 30 分 1,000 

  1 時間 500 

  1 年間 190 

36 キシレン 1 時間 1,000 

 注：年間平均値は数学的平均値 

出典：「環境省」http://www.env.go.jp/air/tech/ine/asia/vietnam/indexVT.html 
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表4.7.5 産業排ガス基準（煤塵及び無機物質）（QCVN19:2009/BTNMT） 

 

番号 物質 
大許容濃度 

Ａ類 Ｂ類 

1 煤塵 400 200 

2 シリカを含む煤塵 50 50 

3 アンモニア及びアンモニア化合物 76 50 

4 アンチモン及びアンチモン化合物 20 10 

5 砒素及び砒素化合物 20 10 

6 カドミウム及びカドミウム化合物 20 5 

7 鉛及び鉛化合物 10 5 

8 一酸化炭素 1,000 1,000 

9 塩化物 32 10 

10 銅及び銅化合物 20 10 

11 亜鉛及び亜鉛化合物 30 30 

12 塩酸 200 50 

13 フッ化物、フッ化水素、またはフッ化水素を基礎とするフッ化物 50 20 

14 硫化水素 7.5 7.5 

15 二酸化硫黄 1,500 500 

16 二酸化窒素を含む窒素化合物 1,000 850 

17 二酸化窒素を含む窒素化合物（酸の生産施設において） 2,000 1,000 

18 三酸化硫黄を含む硫酸あるいは三酸化硫黄ガス 100 50 

19 二酸化窒素を含む硫酸ガス（その他の生産施設において） 1,000 500 

単位：mg/Nm3 

注: 

1. A 類は現在操業中の工場・施設に適用され、B 類は新規に建設される工場・施設に適用

される。 

2. 特定の生産・経営・サービス活動からの排ガスについては、別途の排ガス基準が規定

される。 

3. 産業排ガス中の煤塵及び無機物質の濃度値を測定するための試料採取、分析、具体的

な数値ごとの測定計算、相応する TCVN が規定する、または権限を有する機関が指定

する方法に従う。 

出典：「環境省」http://www.env.go.jp/air/tech/ine/asia/vietnam/indexVT.html 
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表4.7.6 産業排ガス基準（有機物質）（QCVN20:2009/BTNMT） 

番号 物質名 大許容量 番号 物質名 大許容量 

1 四臭化アセチレン 14 51 n-ヘキサン 450 

2 アセトアルデヒド 270 52 イソプロピルアミン 12 

3 アクロレイン 2.5 53 n-ブタノール 360 

4 酢酸アルミ 525 54 メチルメルカプタン 15 

5 アニリン 19 55 酢酸メチル 610 

6 ベンジジン 検出不可 56 アクリル酸メチル 35 

7 ベンゼン 5 57 メタノール 260 

8 塩化ベンジル 5 58 メチルアセチレン 1,650 

9 1,3-ブタジエン 2,200 59 臭化メチル 80 

10 n-酢酸ブチル 950 60 メチルシクロヘキサン 2,000 

11 ブチルアミン 15 61 メチルシクロヘイサノール 470 

12 クレゾール 22 62 メチルシクロヘキサノン 460 

13 クロロベンゼン 350 63 塩化メチル 210 

14 クロロフォルム 240 64 塩化メチレン 1,750 

15 β-クロロプレン 90 65 メチルクロロフォルム 2,700 

16 クロロピクリン 0.7 66 モノメチルアニリン 9 

17 シクロヘキサン 1,300 67 メタノールアミン 31 

18 シクロヘイサノール 410 68 ナフタレン 150 

19 シクロヘキサノン 400 69 ニトロベンゼン 5 

20 シクロヘキセン 1,350 70 ニトロエタン 310 

21 ジエチルアミン 75 71 ニトログリセリン 5 

22 ジフルオルジブロモメタン 860 72 ニトロメタン 250 

23 o-ジクロロベンゼン 300 73 2-ニトロプロパン 1,800 

24 1,1-ジクロロエタン 400 74 ニトロトルエン 30 

25 1,2-ジクロロエチレン 790 75 2-ペンタノン 700 

26 1,4-ジオキサン 360 76 フェノール 19 

27 ジﾒチルアニリン 25 77 フェニルヒドラジン 22 

28 ジクロエチルエステル 90 78 n-プロパノール 980 

29 ジﾒチルホルムアルデヒド 60 79 酢酸プロピル 840 

30 ジﾒチル硫酸エステル 0.5 80 プロピレン 350 

31 ジﾒチルヒドラジン 1 81 酸化プロピレン 240 

32 ジニトロベンゼン 1 82 ピリジン 30 

33 酢酸エチル 1,400 83 ピレン 15 

34 エチルアミン 45 84 p-キノール 0.4 

35 エチルベンゼン 870 85 スチレン 100 

36 臭化エチル 890 86 テトラヒドロフラン 590 

37 エチレンジアミン 30 87 1,1,2,2-テトラクロロエタン 35 

38 二臭化エチレン 190 88 テトラクロルエチレン 670 

39 アクリル酸エチル 100 89 テトラクロルメタン 65 

40 エチル 16 90 テトラニトロメタン 8 

41 エチレンオキシド 20 91 トルエン 750 

42 エチルエステル 1,200 92 o-トルイジン 22 

43 塩化エチル 2,600 93 
トルエン-2,4-ジイソシアン酸エス

テル 
0.7 

44 ケイ酸エチル 850 94 トリエチルアミン 100 

45 エタノールアミン 45 95 1,1,2-トリクロルエタン 1,080 

46 フルアルデヒド 20 96 トリクロロエチレン 110 

47 ホルムアルデヒド 20 97 キシレン 870 

48 フルフリル（2-フリルメタノール） 120 98 キシリジン 50 

49 フルオロトリクロロメタン 5,600 99 塩化ビニル 20 

50 n-ヘプタン 2,000 100 ビニルトルエン 480 

単位：mg/Nm3 

注：標準気体 1m3 とは、気温零度、絶対気圧 760mmHg における排ガス 1m3 を指す。 

出典：「環境省」http://www.env.go.jp/air/tech/ine/asia/vietnam/indexVT.html 
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(b)水質環境基準 

水質においても大気と同様に TCVN が近年 QCVN に置き換えられている。国家技術規制

として規定されている主なベトナムの水質基準、排水基準は以下のとおりである。 

・ 地表水の水質環境基準(QCVN08:2008/BTNMT，旧 TCVN5942:1995 の差換え) 

・ 沿岸水の水質環境基準(QCVN10:2008/BTNMT，旧 TCVN5943:1995 の差換え) 

・ 地下水の水質基準(QCVN09:2008/BTNMT，旧 TCVN5944:1995 の差換え) 

・ 産業排水基準(QCVN24:2009/BTNMT，旧 TCVN5945:2005 の差換え) 

・ 家庭排水の基準(QCVN14:2008/BTNMT) 

・ ゴム加工産業からの排水基準(QCVNO1:2008/BTNMT) 

・ 水産食品加工業からの排水基準(QCVM11:2008/BTNMT) 

・ パルプ紙産業からの排水基準(QCVN12:2008/BTNMT) 

・ 繊維産業からの排水基準(QCVN13:2008/BTNMT) 

・ 固形廃棄物埋立処分場からの排水基準(QCVN25:2009/BTNMT) 
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1)一般環境水質 

 

表4.7.7 地表水（公共用水）の水質環境基準（QCVN08:2008/BTNMT） 

番号 項目 単位 
濃度 

A1 A2 B1 B2 

1 pH － 6-8.5 6-8.5 5.5-9 5.5-9 

2 溶存酸素 mg/l ≧6 ≧5 ≧4 ≧2 

3 浮遊物質 mg/l 20 30 50 100 

4 COD mg/l 10 15 30 50 

5 BOD mg/l 4 6 15 25 

6 アンモニア性窒素 mg/l 0.1 0.2 0.5 1 

7 塩素 mg/l 250 400 600 － 

8 フッ素 mg/l 1 1.5 1.5 2 

9 亜硝酸性窒素 mg/l 0.01 0.02 0.04 0.05 

10 硝酸性窒素 mg/l 2 5 10 15 

11 リン酸塩 mg/l 0.1 0.2 0.3 0.5 

12 シアン化合物 mg/l 0.005 0.01 0.02 0.02 

13 ヒ素 mg/l 0.01 0.02 0.05 0.1 

14 カドミウム mg/l 0.005 0.005 0.01 0.01 

15 鉛 mg/l 0.02 0.02 0.05 0.05 

16 三価クロム mg/l 0.05 0.1 0.5 1 

17 六価クロム mg/l 0.01 0.02 0.04 0.05 

18 銅 mg/l 0.1 0.2 0.5 1 

19 亜鉛 mg/l 0.5 1.0 1.5 2 

20 ニッケル mg/l 0.1 0.1 0.1 0.1 

21 鉄 mg/l 0.5 1 1.5 2 

22 水銀 mg/l 0.001 0.001 0.001 0.002 

23 界面活性剤 mg/l 0.1 0.2 0.4 0.5 

24 油脂類 mg/l 0.01 0.02 0.1 0.3 

25 フェノール mg/l 0.005 0.005 0.01 0.02 

26 

農薬 
アルドリン＋ディルドリン 
エンドリン 
BHC 
DDT 
エンドスルファン 
リンデン 
クロルデン 
ヘプタクロール 

 
μg/l 
μg/l 
μg/l 
μg/l 
μg/l 
μg/l 
μg/l 
μg/l 

 
0.002 
0.01 
0.05 
0.001 
0.005 
0.3 
0.01 
0.01 

 
0.004 
0.012 
0.1 
0.002 
0.01 
0.35 
0.02 
0.02 

 
0.008 
0.014 
0.13 
0.004 
0.01 
0.38 
0.02 
0.02 

 
0.01 
0.02 
0.015 
0.005 
0.02 
0.4 
0.03 
0.05 

27 
有機リン農薬 
パラチオン 
マラチオン 

 
μg/l 
μg/l 

 
0.1 
0.1 

 
0.2 
0.32 

 
0.4 
0.32 

 
0.5 
0.4 

28 

除草剤 
2,4D 
2,4,5T 
パラコート 

 
μg/l 
μg/l 
μg/l 

 
100 
80 
900 

 
200 
100 
1200 

 
450 
160 
1800 

 
500 
200 
2000 

29 全アルファ線強度 Bq/l 0.1 0.1 0.1 0.1 

30 全ベータ線強度 Bq/l 1.0 1.0 1.0 1.0 

31 大腸菌 MPN/100ml 20 50 100 200 

32 大腸菌群数 MPN/100ml 2500 5000 7500 10000 

 

注：異なる目的で利用される水質を評価及び管理するために、地表水は以下のように区

分される。 
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  A1：生活用水、及び A2、B1 及び B2 のその他の目的 

  A2：利用が、(1)適切な処理技術による生活用水、(2)水生生物の保護、及び(3)B1 及

び B2 のその他の目的 

  B1：灌漑、又は同等の水質が要求されるその他の目的、又は B2 のその他の目的 

  B2：水運及び水質において低い要求で良いその他の目的 

出典：「環境省」http://www.env.go.jp/air/tech/ine/asia/vietnam/indexVT.html 

 

表4.7.8 沿岸水の水質環境基準（QCVN10:2008/BTNMT） 

番号 項目 単位 
基準値 

海水浴場/観光 養殖 その他 

1 温度 ℃ 30 － － 

2 臭気 － 耐えられる － － 

3 pH － 6.5-8.5 6.5-8.5 6.5-8.5 

4 可溶性固形分 mg/l ≧4 ≧5 ≧4 

5 COD mg/l 4 3  

6 アンモニア mg/l 0.51 0.1 0.5 

7 フッ化物 mg/l 1.5 1.5 1.5 

8 硫化物 mg/l 0.01 0.005 0.01 

9 シアン化物 mg/l 0.005 0.005 0.01 

10 砒素 mg/l 0.04 0.01 0.05 

11 カドミウム mg/l 0.005 0.005 0.005 

12 鉛 mg/l 0.02 0.05 0.1 

13 三価クロム mg/l 0.1 0.1 0.2 

14 六価クロム mg/l 0.05 0.02 0.05 

15 銅 mg/l 0.5 0.03 1 

16 亜鉛 mg/l 1.0 0.05 2.0 

17 マンガン mg/l 0.1 0.1 0.1 

18 鉄 mg/l 0.1 0.1 0.3 

19 水銀 mg/l 0.002 0.001 0.005 

20 黄色油 mg/l 検出されない 検出されない  

21 鉱物油 mg/l 0.1 検出されない 0.2 

22 フェノール mg/l 0.001 0.001 0.002 

23 有機塩素系殺虫剤 μg/l    

 アルドリン／ディルドリン μg/l 0.008 0.008 － 

 エンドリン μg/l 0.014 0.014 － 

 B.H.C μg/l 0.13 0.013 － 

 DDT μg/l 0.004 0.004 － 

 エンドスルファン μg/l 0.01 0.01 － 

 リンデン μg/l 0.38 0.38 － 

 クロルデン μg/l 0.02 0.02 － 

 ヘプタクロール μg/l 0.06 0.06 － 

24 有機リン系殺虫剤     

 パラチオン μg/l 0.40 0.40 － 

 マラチオン μg/l 0.32 0.32 － 

25 化学除草剤     

 2,4D μg/l 0.45 0.45 － 

 2,4,5T μg/l 0.16 0.16 － 

 パラコート μg/l 1.80 1.80 － 

26 放射性物質 α Bq/l 0.1 0.1 0.1 

27 放射性物質 β Bq/l 1.0 1.0 1.0 

28 大腸菌 MPN/100ml 1,000 1,000 1,000 

出典：「環境省」http://www.env.go.jp/air/tech/ine/asia/vietnam/indexVT.html 
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表4.7.9 地下水の水質基準（QCVN09:2008/BTNMT） 

番号 項目 単位 基準値 

1 pH mg/l 5.5-8.5 

2 硬度（as CaCO3） mg/l 500 

3 全固形分 mg/l 1,500 

4 COD mg/l 4 

5 アンモニア mg/l 0.1 

6 塩素 mg/l 250 

7 フッ化物 mg/l 1.0 

8 二酸化窒素 mg/l 1.0 

9 硝酸塩 mg/l 15 

10 硫酸塩 mg/l 400 

11 シアン化合物 mg/l 0.01 

12 フェノール化合物 mg/l 0.001 

13 砒素 mg/l 0.05 

14 カドミウム mg/l 0.005 

15 鉛 mg/l 0.01 

16 六価クロム mg/l 0.05 

17 銅 mg/l 1.0 

18 亜鉛 mg/l 3.0 

19 マンガン mg/l 0.5 

20 水銀 mg/l 0.001 

21 鉄 mg/l 5 

22 セレン mg/l 0.01 

23 放射性物質 α Bq/l 0.1 

24 放射性物質 β Bq/l 1.0 

25 大腸菌 MPN/100ml 検出されない 

26 大腸菌群 MPN/100ml 3 

出典：「環境省」http://www.env.go.jp/air/tech/ine/asia/vietnam/indexVT.html 

 

2)排水基準 

 

表4.7.10 産業排水基準（QCVN24:2009/BTNMT） 

番号 項目 単位 
Ｃ値 

Ａ Ｂ 

1 気温 ℃ 40 40 

2 pH － 6-9 5.5-9 

3 臭気 － 不快でないこと 不快でないこと 

4 色度（Co-Pt，pH=7） － 20 70 

5 BOD（20℃） mg/l 30 50 

6 COD mg/l 50 100 

7 総浮遊物質 mg/l 50 100 

8 ヒ素 mg/l 0.05 0.1 

9 水銀 mg/l 0.005 0.01 

10 鉛 mg/l 0.1 0.5 

11 カドミウム mg/l 0.005 0.01 

12 六価クロム mg/l 0.05 0.1 

13 三価クロム mg/l 0.2 1 

14 銅 mg/l 2 2 

15 亜鉛 mg/l 3 3 

16 ニッケル mg/l 0.2 0.5 

17 マンガン mg/l 0.5 1 

18 鉄 mg/l 1 5 
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19 スズ mg/l 0.2 1 

20 シアン化合物 mg/l 0.07 0.1 

21 フェノール mg/l 0.1 0.5 

22 鉱物油 mg/l 5 5 

23 油脂類 mg/l 10 20 

24 残留塩素 mg/l 1 2 

25 PCB mg/l 0.003 0.01 

26 有機系殺虫剤 mg/l 0.3 1 

27 有機塩素系殺虫剤 mg/l 0.1 0.1 

28 硫黄化合物 mg/l 0.2 0.5 

29 フッ素化合物 mg/l 5 10 

30 塩化物 mg/l 500 600 

31 アンモニウム態窒素 mg/l 5 10 

32 全窒素 mg/l 15 30 

33 全リン mg/l 4 6 

34 大腸菌群 MPN/100ml 3,000 5,000 

35 全アルファ線強度 Bq/l 0.1 0.1 

36 全ベータ線強度 Bq/l 1.0 1.0 

注: 

 -A は、生活用水に利用される水域に排出する産業排水における汚染物質の C 値を規定

する。 

 -B は、生活用水以外に利用される水域に排出する産業排水における汚染物質の C 値を

規定する。 

 -塩化物の項目は、塩水域や汽水域には適用しない 

出典：「環境省」http://www.env.go.jp/air/tech/ine/asia/vietnam/indexVT.html 

参考：「環境省」http://www.env.go.jp/air/tech/ine/asia/vietnam/indexVT.html 

 

4 . 7 . 2  石炭開発に起因する環境問題（現地調査結果） 

現地ヒアリング調査の結果、コールチェーンの石炭開発に起因する環境問題を確認した。

各ヒアリング先からの該当するコメントを整理し、環境問題を抽出する。 
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(1)ヒアリング結果（該当するコメント） 

 

表4.7.11 石炭開発に起因する環境問題（ヒアリング結果・該当するコメント） 

分類 項目 対象 該当するコメント ヒアリング先 

全般 ― ― ・ベトナムの石炭は主に、Uong Bi、Hong Gai、Cam Pha で採掘している。 
・この地域では、今後 10 年以内の喫緊の課題として、ボタの処理、排水の処理、運搬に関連する騒音や粉塵などが
あげられる。環境関連への取り組みとしては、煤塵の防止、環境回復、ボタ山の緑化に注目して作業を行っている。
しかし、省エネについては、特に具体的に計画も実施もしていない。 

ベトナム産業貿易省 
（MOIT） 

全般 ― ハロン市 ・環境問題は特に３つである。①坑内排水が十分に処理できていないためハロン湾に影響がある。②ボタ場や道路
の洗浄・散水後の水も十分に処理できていない。③石炭の運搬による環境汚染も問題。 

ハロン市人民委員会 

水質 排水 炭鉱 
採掘 

・採掘現場からの水は処理をせずに河川に放流している。pH が 3.5～4.5%と酸性度が高い。 ハトゥ炭鉱 

水質 排水 炭鉱 
ボタ場 

・ボタ場の周りにダムを建設し、外に流れないようにしている。また、沈澱池を整備し、ボタ場からの水が溜まる
ようにしている。しかし、雨期は雨水が多く、そのまま河川に流れてしまっている。 
・当該炭鉱が管理する面積は 1000 ㎡であるが、管理対象面積すべての表層水、地下水を管理するのは困難である。

ハトゥ炭鉱 

水質 排水 炭鉱 
ボタ場 

・鉱山廃水は一部のみ処理。今の処理システムは不完全。特にボタ場からは降雨時に排水がそのまま海に流入して
しまう 

ハロン市人民委員会 

水質 汚泥 炭鉱 
選炭工場 

・選炭処理の排水は環境へ排出せずに選炭場で循環して利用している。ただし汚泥の排出はある。 ハトゥ炭鉱 

  炭鉱 
選炭工場 

・処理場で発生する汚泥の有効活用方法は未開発なので、単にボタ場に投棄している。 
・排水処理後の汚泥の焼却もしくは有効利用。 

VINACOMIN 環境部 

大気 粉じん 炭鉱 
選炭工場 
輸送路 

・石炭運搬で発生する粉塵の問題。従来トラックで港まで運搬していたので大きな問題だった。 
・運搬用の粉塵対策として、全ての運搬をコンベア化する計画だが、現状は鉱区内での運搬はほとんどまだトラッ
クであり、ここでの粉塵問題は継続している。 

VINACOMIN 環境部 

  選炭工場 ・環境問題は、粉じんの問題がある。現段階でとっている対策としては、粉じんが発生しないように覆いを付けた
鉄道車両により運搬している。さらに、散水による防塵の対策を実施している。炭鉱からの石炭の搬入は、主に鉄
道を使用しており、トラックの使用は少ない。 

ホンガイ選炭工場 

 SOx 発電所 ・硫黄分については、脱硫装置が故障し、そのまま大気中に放出。酸性雨により植物に影響が出た。 ウォンビ発電所 

廃棄物 ボタ 炭鉱 ・ハトゥ炭鉱は年間 2000 万㎥の剥土を行っている。ボタの捨て場の高さは 250m になる。ボタ場が崩れないように
する対策が必要だが、あまりできていない。ボタ場用の場所が足りないという状況である。ボタの捨て場をどのよ
うに確保するか問題である。 

ハトゥ炭鉱 

 ボタ 選炭工場 ・セメント工場で試験的にボタを利用しているが、ボタの有効利用だけが問題である。原料としてどのように利用 ホンガイ選炭工場 
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可能なのかについて研究してほしい。以前、中国の会社がレンガの原料として利用しようとして検討するために来
たこともあるが、未燃分が多すぎて使用できなかった。 

 ボタ 選炭工場 ・選炭工場からのボタ。現在は全て海に埋立てているが間もなく場所がなくなる。捨て場もないので、有効利用方
法が見つからなければこれもボタ場まで運ぶ必要が生じる。 

VINACOMIN 環境部 

 ボタ 炭鉱 
選炭工場 

・ボタの有効利用については悩みである。VINACOMIN が保有する各炭鉱・選炭工場では多くのボタを排出してい
る。しかも、ボタの捨て場全体に約 1000 トンの石炭が混ざっていると見られている。 

VIMSAT 

 石炭灰 発電所 ・埋立場は現状のペースで進めば 6～7 年後に飽和し、新たな埋立場の増設が必要となるだろう。 ウォンビ発電所 

 石炭灰 発電所 ・当初の設計では、石炭灰の埋立場として 45ha を確保していた。今までにこの 3/4 が埋め立て済みであり、捨て場
に困っている。新しい場所を探す必要がある。 

カンファ発電所 

 石炭灰 発電所 ・カンファ発電所の石炭灰処理。投棄場所が間もなく満杯になるので、有効利用できなければ、その後は近隣地で
はなくほかの炭鉱のボタ場まで運ぶ必要が出てくる。輸送コスト増につながる。 

VINACOMIN 環境部 

 石炭灰 発電所 ・石炭灰を有効利用できないので、捨て場の問題がある。 VIMSAT 

 有 害 廃
棄物 

― ・有害な廃棄物の焼却処理についての指針は存在する。例えば、バッテリー、電球などは別々に分類し、特別な方
法で処理するように定められている。しかし、特に費用面で制限があり、そのような廃棄物を分類できる段階に至
っていないのが現状である。結果として、もっとも安価な埋立処分を実施している現実がある。 

VINACOMIN 環境部 

緑化 
回復 

回復 炭鉱 
採掘 

・400 万トンの採掘権を得た箇所については、採掘終了後に復元するのではなく、採掘しながら復元の対策を実施す
る。 

ハトゥ炭鉱 

 緑化 炭鉱 
ボタ場 

・ボタ場の緑化は難しい。木が大きくなると風で折れる。また、水不足のため大きく成長しない。 ハトゥ炭鉱 

 緑化 炭鉱 
ボタ場 

・埋立が終了したボタ場は緑化してきたが、まだ面積は少ない。今後、緑化しなければならないボタ場も多い。 
・ボタ場は 2015 年まではそれほど多くないが、2016～2017 年までの間にはほとんどの露天掘り炭鉱が“終了”する。
緑化が必要であり、我々の大きな役割である。 

VINACOMIN 環境部 

温暖化 温 室 効
果ガス

炭鉱 ・坑内掘り炭鉱は今後ますます深部化していくので、炭鉱メタンガス（CMM）が一層排出される。 VINACOMIN 環境部 

  炭鉱 ・炭鉱でメタンガスを回収している。ただし安全管理上のためであり、有効利用はしていない MONRE 

景観 立地 ハロン湾 ・ハロン湾の景観上の問題により移設計画移設計画は検討中である。ただし、移設はしたいが、不景気により、多
額の移設費用が問題となっている。 

ホンガイ選炭工場 

 立地 ハロン湾 ・市街の近くにホンガイ選炭工場がある。これを移転させる計画を Quang Ninh 省が計画したが、反対意見があり、
未実施である。建設には、４つの対策①選炭工場に屋根を設ける、②石炭運搬ルートは全て密閉式のベルトコンベ
ヤ、③道路に樹木を植えるなど 50m 幅で緑化、④排水の 100％処理の条件が必須とされ、VINACOMIN も賛同した
が、やはり反対がまだあり、未実施である。 
・2015 年までに移転を完了させる必要がある。 

ハロン市人民委員会 

 立地 ハロン湾 ・ボタの捨て場で軽量レンガ工場建設の計画があったが、観光地などへの影響が懸念され、Quang Ninh 省の政府か カンファ発電所 
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観光 ら許可が下りない。 

政策 予算 ― ・必要な環境対策のために、石炭会社は毎年売上の 0.5%を予算としている。しかし、この予算では全く不足（昨年
の売上 1 兆 5500 億ドン×0.5%＝80 億ドン）しているため、小規模な対策しか実施できない。 

ハトゥ炭鉱 

 予算 ― ・VINACOMIN は環境対策基金として年間売上の 1％を確保し、環境保護施設・設備の建設に充てている。しかしこ
れではまだまだ足りない。少しずつ計画・実施している。2020 年度までに環境問題解決のために必要なコストは年
間売上の 2%に達すると想定される。しかし石炭生産コストに影響するので、まだ 2％には上げていない。 

VINACOMIN 環境部 

 イ ン セ
ン テ ィ
ブ 

― 石炭利用面で環境に優しい技術を導入するに当たり、税軽減措置があるわけではない。しかし、今後、その政策を
作っていく必要があるであろう。 

ベトナム産業貿易省 
（MOIT） 

出典：JCOAL 作成 

 

 



 

227 

(2)環境問題（抽出結果） 

 

表4.7.12 石炭開発に起因する環境問題（抽出結果） 

分類 項目 対象 内容 

水質 排水 炭鉱・ 
採掘 

・露天掘りの採掘現場からの排水は、pH3.5～4.5%と酸性度が非常に高
いが、未処理で河川に放流している。 

 排水 炭鉱・ 
ボタ場 

・ボタ場の周りにダムを建設し、排水対策を実施しているが、雨期は雨
水が多いため河川に流出している。 
・炭鉱の管理面積が大きいため、すべての表層水・地下水を管理するの
は困難。 

 排水 発電所・ 
埋立 

・埋立処分場から排水漏出防止などの工夫をしているが、今後処分場を
建設する場合には新たな環境対策が必要。 

 排水 ボタ場・ 
輸送路 

・石炭輸送の粉じん対策として、ボタ場や輸送路で散水を実施している
が、洗浄・散水後の排水が十分に処理されていない。 

 汚泥 炭鉱・ 
選炭工場 

・選炭処理の排水処理の段階で発生する汚泥について、ボタ場に廃棄し
ている。 

大気 粉じん 炭鉱・ 
選炭工場・ 
輸送路 

・石炭の運搬過程で粉じんが発生する。 
・粉じん対策は計画されているが、現状ではまだ実施されずに問題が継
続している。 

 Nox 発電所 ・施設の脱硫装置が故障し、硫黄分が大気に放出した結果、酸性雨によ
り植物に影響があった。 

廃棄物 ボタ 炭鉱 ・石炭の採掘により発生するボタは、現状鉱区内に廃棄している。積み
あがったボタの高さは 250m にも達し危険であることから、崩落対策が
必要である。 
・鉱区内にボタの廃棄場所が不足している。ボタ場の確保が必要である。

 ボタ 選炭工場 ・選炭により発生するボタは現状埋立処分をしている。 
・埋立場が不足している。埋立場の確保が必要である。 

 石炭灰 発電所 ・石炭灰はそのまま埋立処分されている。現状のままでは、新たな埋立
場所が必要になる。 

 有害廃棄物 ― ・有害廃棄物が適正に処理されず、埋立処分している。 

緑化・ 
回復 

回復 炭鉱・ 
採掘 

・石炭採掘後に環境回復が必要である。 

 緑化 炭鉱・ 
ボタ場 

・ボタ場の緑化が必要である。 
・今後多くの露天掘り炭鉱の採掘が終了し、多くの面積を緑化する必要
がある。 

温暖化 温室効果ガ
ス 

炭鉱 ・石炭の採掘において、坑内掘りが深部化することにより、炭鉱メタン
ガス（CMM）の排出が増加する。 

景観 立地 選炭工場等 ・ハロン湾の景観上の問題により移転する必要がある。 
・開発に必要な許可が下りない。 

政策 予算 ― ・必要な環境汚染対策予算が不足している。 

 インセンテ
ィブ 

― ・石炭開発及び利用面で事業者に対し政府からの優遇措置がない。 

JCOAL 作成 

 

4 . 7 . 3  JICA 事業 

ベトナム北部、Quang Ninh 省のハロン市の南に位置し、カットバ島のほか大小 3,000 もの

奇岩、島々が存在するハロン湾は、1994 年にユネスコ（UNESCO/国連教育科学文化機関）

の世界遺産（自然遺産）に登録された。 
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ハロン湾は、ベトナムきっての景勝地の一つであり、世界遺産に登録されて以降、国内

外から年間 200 万人が訪れる観光地となっている。 

一方、ハロン湾近郊は、ベトナム北部の主要な工業地域に指定されており、石炭鉱の開

発、セメント、レンガ工場、発電所の建設棟による急激な工業化及びそれに伴う都市域の

拡大が進んでいる。そのため、炭鉱や工場からの排水・廃棄物、都市化や観光施設の増加

による生活排水・廃棄物、マングローブの伐採、海域への土砂堆積、無秩序な埋め立て、

船舶からの排水・油・廃棄物投棄などがハロン湾の環境汚染源となっている。 

ここでは、参考として、JICA（独立行政法人国際協力機構）によるハロン湾に係るプロ

ジェクトを紹介する。 

 

(1)草の根技術協力事業（草の根パートナー型） 

地球環境センター（GEC）と大阪府立大学（OPU）は、JICA 草の根技術協力事業（パー

トナー型）「ベトナム国ハロン湾における住民参加型資源循環システム構築支援事業」を実

施している。 

 

表4.7.13 草の根技術協力事業一覧表 

項目 概要等 

１．国名 ベトナム 

２．事業名 ハロン湾における住民参加型資源循環システム構築支援事業 

３．事業の背景
と必要性 

Quang Ninh 省ハロン湾は、1994 年にユネスコから自然遺産として世界遺産の指定を受けた
世界有数の景勝地である。しかしながらハロン湾周辺地域では、石炭工業やセメント工業
などが盛んであることに加え、下水道などの都市インフラの不足からハロン湾の環境が悪
化している。さらに、ハロン湾内に暮らす水上生活者や観光船から出る廃棄物や生活排水
がハロン湾の環境悪化に拍車をかけている。 
本事業は、これらハロン湾の住民からのニーズに基づき、住民自らが本事業に参加し、ご
みの分別、有効利用（生ごみのコンポスト化）や生活排水対策などを実施することで、自
らの生活環境とハロン湾の環境改善を図ろうとするものである。また、このような住民参
加型資源循環システムを構築することと併せて、廃棄物処理や環境保全に関する参加型教
育（環境モニタリング等）、研修会、セミナー、キャンペーン（マングローブ植林等）など
を実施することで、現地に自主的な環境保全活動が根付くよう計画する。 

４．プロジェク
ト目標 

ハロン湾内の対象とする地域住民（水上生活者）や観光船業者で自主的な環境保全活動が
行われるようになり、住民参加型の資源循環システムが構築されること。 

５．対象地域 ベトナム国 Quang Ninh 省ハロン湾周辺地域 

６．受益者層 水上生活者、観光船業者（Youth Union, Woman’s Union） 

７．活動概要 1. 住民参加型の廃棄物及び排水実態調査の実施 
2. 生ごみのコンポスト化による廃棄物の減量化・有効利用の促進  
3. 水上生活者の生活排水及び観光船の厨房排水対策によるハロン湾の水質浄化の推進
4. 環境リーダーの育成 
5. 住民参加型の環境モニタリング、環境教育、環境啓発キャンペーンの実施 

８．実施期間 2009 年 10 月～2012 年 9 月（3 年） 

９．事業の実施
体制 

実施団体である地球環境センターと大阪府立大学が、現地に設置した Quang Ninh 省天然資
源環境局を中心とした運営委員会の支援を得ながら、対象地域の住民カウンターパート
（YouthUnion, Woman’s Union など）とともに支援活動を行う。 

JICA ホームページ等を参照して JCOAL 作成 
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(2)ハロン湾環境保全プロジェクト 

JICA は、Quang Ninh 省人民委員会をカウンターパート機関として、自然環境と経済開発

の調和を図ることを目的とした開発調査「ハロン湾環境管理計画調査」を 1998 年に実施し

ており、その後 10 年を経て、環境と開発を両立させ、世界遺産であるハロン湾を保全し、

この地域において持続可能な観光産業を興すべく「ハロン湾環境保全プロジェクト」を実

施している。 

 

表4.7.14 ハロン湾環境保全プロジェクト概要表 

項目 概要等 

１．案件名 ハロン湾環境保全プロジェクト 

２．対象国 ベトナム 

３．プロジェク
トサイト 

Quang Ninh 省ハロン湾一帯（ハロン市、カムファ町、ホアンボ郡） 

４．協力期間 210 年 3 月～2013 年 2 月（3 年） 

５．目標 ■上位目標：世界遺産であるハロン湾とその近郊（ハロン市、カムファ町、ホアンボ郡）
において環境汚染と天然資源の破壊が防止される。 
■プロジェクト目標：ハロン地域における持続可能な観光に向けて、Quang Ninh 省関係機
関の環境管理実施能力が強化される。 

６．内容 ・ ハロン地域における持続可能な環境保全のための Quang Ninh 省内の関連機関の役割及
び連携体制の改善 

・ ハロン地域における Quang Ninh 省 DONRE を中心とした関連機関による水環境モニタ
リング、インスペクション、行政指導の強化 

・ ハロン湾沿岸の内陸部、沿岸部、島嶼部について、環境と開発のバランスを保った適切
な土地利用のための施策の実施 

・ ハロン地域の持続可能な観光のための施策の立案能力の強化 
・ ハロン地域における効果的な環境教育・広報活動の実施、中央政府（主に天然資源環境

省）の協力を得たプロジェクトの成果の他地域への共有 

JICA ホームページ等を参照して JCOAL 作成 

参考：http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%AD%E3%83%B3%E6%B9%BE 

「NHK 世界遺産ライブラリー」http://www.nhk.or.jp/sekaiisan/card/cards111.html 

「公益財団法人地球環境センター（GEC）」http://gec.jp/main.nsf/jp/Activities-IC-HaLongBay 

「JICA」http://www.jica.go.jp/partner/kusanone/partner/vie_12.html 

「JICA Knowledge Site / プロジェクト情報 / プロジェクト基本情報」 

http://gwweb.jica.go.jp/km/ProjectView.nsf/6b17ef20fa4d2dc649256bf300087d0a/b41d05f29cb1fa7

b492575d10035562b?OpenDocument 

「 International Development  / Join Devex, Get Connected to Global Development 」

https://www.devex.com/en/projects/halong-bay-environmental-conservation-project-in-vet-nam 

 

4 . 8  マスタープランに類似する計画について 

今回の調査において Quang Ninh 省政府にヒアリングを実施したところ、マスタープラン

に類似した石炭利用に関する計画を確認した。 

・「2011-2020 年までのベトナムセメント産業の開発計画及び 2030 年までの方針」 
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（Decision No.1488/QD-TTg:2011 年 8 月 29 日の首相決定）  

・「2011-2020 年までの国家電力開発計画及び 2030 年までの方針」 

（Decision №1208QD-TTg：2011 年 7 月 21 日の首相決定） 

・「2020 年までの建設資材産業計画」 

（Dicision3010/QD-UBND dated 2008 年 10 月 2 日の Quang Ninh 省人民委員会決定） 

以上のマスタープランに基づいた Quang Ninh 省の石炭利用に関する計画は以下のとおり

である。 

 

セメント産業： 

2020 年までに、Quang Ninh 省のセメント工場の年間総生産能力を 11.6 百万トンにする。

これに伴う石炭消費量は年間約 120 万トンの計画である。 

 

電力産業： 

2020 年までに、Quang Ninh 省の火力発電所の年間総生産能力を 7,000MW にする。これ

に伴う石炭消費量は年間約 1,450 万トンの計画である。 

 

建設資材産業： 

2020 年までに、Quang Ninh 省の石炭を利用する建設資材工場の年間総生産能力（セメン

ト生産を除く）をレンガ 110 億個とする。これに伴う石炭消費量は約 16 万トンの計画であ

る。 

 

これらのマスタープランにより開発される地域は、マスタープランの対象地域選定の候

補となる可能性が高い。特に「2011-2020 年までの国家電力開発計画及び 2030 年までの方

針」の計画については、Quang Ninh 省の石炭利用計画量の大半を占めているので重要であ

る。今回の MOIT へのヒアリング結果によれば、「2011-2020 年までの国家電力開発計画及

び 2030 年までの方針」の地域詳細計画には発電所等エネルギーインフラの開発に関する情

報があり、マスタープランの実現のためにはその詳細内容が非常に重要なデータとなると

の指摘があった。尚、これらの生産計画に対応した Quang Ninh 省の詳細な地域計画につい

ては、2013 年 3 月をめどに Quang Ninh 省として完成させ、中央政府に提出する予定である

とのことであった。 
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第 5 章 マスタープランに関するニーズ調査結果  

5 . 1  現地調査行程 

2012 年 10 月の契約締結後、同年 12 月および 1 月の 2 回の現地調査を実施した。 

第一回目の調査は、12 月 23 日(日)－12 月 29 日（土）に行った。主に上流部門に的を絞

り実施した。すなわち炭鉱、選炭工場を中心とした調査である。第 2 回目の出張は 1 月 27

日（日）から 2 月 2 日（土）までの 7 日間である。ここでは下流部門、すなわち発電所、

石炭を利用する工場およびごみ処理施設の現状等を調査した。 

各調査の行程を表 5-1 に示す。 

 

表5.1.1 第一回目の調査行程 
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表5.1.2 第二回目の調査行程 

 

 

5 . 2  対象国および対象地域のニーズ一覧 

現地調査時のヒアリング収集した対象地域のニーズを表 5-3 にまとめた。 

 

表5.2.1 ニーズ一覧表 

候補 
地区名 

施設名 ニーズ 概要 

Cam Pha Deo Nai 
炭鉱 

ボタ捨て場の確
保 
炭質ボタの有効
活用  

 230 万トンの生産量に対して剥土量は 2,400 万トンで剥土比は
10.47。ボタは炭質を含んでいるがそのまま堆積している。2013
年から 2020 年の生産量を 150 万トンに落とす計画で、この理由
はボタ堆積場の制限から剥土量を 1,900～2,000 万トンに抑える
ため。 

 炭質を含んだボタ（灰分 80%以上、1000kcal/kg 以下）の処理が
問題となっている。有効な活用方法について検討してきたが解決
に至っていない。炭質を含んだボタは年間 40 万トン発生する。
原炭 270 万トンをすべて一次分級、二次分級する際に発生する。

 2020 年以降は 230～250 万トンへ生産量を増大させる。ボタ捨て
場の問題が解決するため。（周辺の 4 炭鉱でボタ捨て場のやりく
りをしており、終掘に近いピットからの生産を先に行って採掘跡
の埋め戻しを剥土で行うことで埋め戻しと剥土の処理を同時に
行うことが出来るようになる） 

 ボタ山の高さ制限は海水面から 250m となっているが、ボタ捨て
場が無いため 350m にするよう申請中。盆地なので問題が無い。

酸性排水の処理  
ボタ山緑化  

 年間 200 万 m3（コクソウ炭鉱はもっと多い）を超える酸性（ph3
～5）鉱水の処理（ph6.5）が問題となってきたが、デオナイ炭鉱
及びコクソウ炭鉱からの排水を処理するデオナイコクソウ総合
処理施設が完成している。設備は VINACOMIN の投資であるが
運転資金は炭鉱が 0.5%の環境基金で負担。→この施設（中国製）
を視察したが機能しておらず、黒い水が垂れ流し状態となってい
た。同じ施設を HaTu 炭鉱でも建設中であったが効果が疑われる。

Ke Cham 
炭鉱 

炭鉱メタンガス
（CMM） 

 同炭鉱にベトナムで始めて設置されたガス抜き設備からのメタ
ンガス量が 100%換算で 1.7m3/min と少ないため、現状では大気
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中に放出している。メタンガスは二酸化炭素に比べて 21 倍の温
暖化ガスと言われており、給湯設備や小型発電機などで利用出来
れば電力削減と温暖化ガスの排出抑制に貢献出来る。 

Cua Ong 
選炭工場 

ボタ捨て場の確
保・緑化 
ボタの有効利用  

 ボタ（灰分 78～80%）の発生量は年間 150～200 万トン発生して
おり、主に海の埋め立てに利用されているが 2013 年度で終了す
るのでその後の対策が緊急課題。処理できない場合には炭鉱へ戻
す事になる。 

Cam Pha  
発電所 
 
 

石炭灰の有効利
用、石膏 
品質の安定化  
 

 石炭灰の量について。年間 90％の負荷運転した場合、石炭生産
は 250 万トンである。このうち 42％が灰分であるため、年間 110
～120 万トンの石炭灰が発生する。 

 当初の設計では、石炭灰の埋立場として 45ha を確保していた。
今までにこの 3/4ha が埋め立て済みであり、捨て場に困っている。
新しい場所を探す必要がある。 

Cam Pha  
セメント 

セメント工場で
の排熱回収発電  
 

 ベトナムではまだ 2 工場に設置されているだけで有り、大量の回
収可能な排熱が大気中に放出されている。排出権の二国間取引な
どで資金負担が解消されればさらに普及が進むものと考えられ
る。 

セメント工場で
の廃棄物利用  
セメント工場で
のボタ利用（粘土
代替） 

 カンファ発電所のものは使用したことはない。ウォンビ発電所の
ものは試験で使用してみた。一方ハイフォン発電所のボトムアッ
シュの試験を現在実施している。 

 ・フライアッシュやボトムアッシュを利用について、品質的には
悪くない。付加材として非常に良いと言える。しかし、付加材を
混ぜる専用の機械設備がないため、比重の違いが原因で、製品サ
イロ内で良く混ざらない。 

 ・また未燃分が多い場合は水と混ぜると石炭部分（黒い色）が上
に浮く。混合によりセメントの色も変わる。などによりユーザー
が使用したがらない。従ってウォンビのボトムアッシュは未燃分
が多く使用できない。 

Uong 
Bi 

Uong Bi 
発電所 
 

ボイラ内スラッ
ギング防止  
 

 灰の融点が 1300 度と低すぎる。スラッギング（炉内でナトリウ
ム、カリウム等が溶解し、他の材料を包含すること）により大き
な塊ができる。これが問題の原因となっている。 

石炭灰の有効利
用  

 フライアッシュの未燃分は 12～18％である。セメントの利用材
としては 6％以下でなければならず。利用できないため捨ててい
る。ベトナムでは分級の技術は未導入である。 

Hong 
Gai 

Ha-Tu 
炭鉱 

ボタ捨て場の確
保 
ボタの有効活用  
 

 Hatu 炭鉱は年間 2000 万㎥の剥土を行っている。ボタの捨て場の
高さは 250m になる。ボタ場が崩れないようにする対策が必要だ
が、あまりできていない。今後深い箇所を採掘するために、ボタ
が多くなる問題がある。ボタの捨て場をどのように確保するか問
題である。 

酸性排水の処理  
 
 

 排水対策は重要。ボタ場の周りにダムを建設し、外に流れないよ
うにしている。また、沈澱池を整備し、ボタ場からの水は溜まる
ようにしている。しかし、雨期は雨水が多く、そのまま河川に流
れてしまっている。 

ボタ山緑化   ボタ場の緑化は難しい。木が大きくなると風で折れる。また、水
不足のため大きく成長しない。日本に技術があれば支援して欲し
い。 

Hong Gai  
選炭工場 

ボタ捨て場の確
保 
ボタの有効利用 
 

 年間 50~52 万トンのボタを排出している。ボタは 1~50mm（主に
6~25 ㎜が多い）のサイズである。灰分は 80%、炭質は 20%、カ
ロリーは 700kcal 程度である。カロリーが低いため燃えないので
捨てる。 

 ジグ処理により排出されたボタだけが廃棄されている。 
 その他の工程で発生したボタは再利用されている。浮遊選炭機か
らは 2 つの品質の石炭製品ができる。ひとつは上澄み側の石炭で
あり非常に品質が良いので、他の高級炭に混ぜている。もうひと
つは灰分 50~60%の汚泥であり、低品位炭と混ぜて販売している。

移設問題  新規の選炭工場を建設する計画があり、250 万トン/年間の処理能
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  力を想定している。輸出用として大きな能力は想定されていな
い。この施設が建設された後に現施設を移設し、併せて 500 万ト
ン/年の生産能力にする計画である。稼動開始は 2020 年を予定し
て、移設計画は検討中である。ただし、移設はしたいが、不景気
により、多額の移設費用が問題となっている。また選炭工場の環
境問題は改善してきているため、移設の必要性が減ってきてい
る。新設するための候補地は決まっていない。場所の選定は非常
に需要であり、F/S は未実施である。 

Halon 市 
政府 

排水の処理  
石炭運搬時の環
境対策（粉塵等） 
都市ごみ処理 

 環境問題は特に３つである。①坑内排水が十分に処理できていな
いためハロン湾に影響がある。②ボタ場や道路の洗浄・散水後の
水も十分に処理できていない。③石炭の運搬による環境汚染も問
題。 

 

第 6 章 本邦企業のシーズ調査結果 

6 . 1  国内ワークショップ開催結果 

ベトナムの事前調査結果について、本邦企業 24 社に報告してアンケート調査を実施した

ところ、以下のような結果となった。 

ベトナムへのマスタープラン策定に興味がある。 10 社 

ベトナムへのマスタープラン策定に参加したい。 10 社 

 

興味がある理由 

① ASEAN の中では日本にとって重要な国であり、石炭資源確保からも

重要である。 

② 日本の CCT 技術導入ができる可能性がある。 

③ 業務上、関係の深い国である。 

④ 石炭産業政策の概要について理解を深めた。 

⑤ 各採炭地域の炭鉱や選炭場、セメント工場、港の位置が参考となっ

た。 

⑥ 協力できそうな領域がある。 

⑦ 建材原料としてベトナムのボタに興味がある。 

⑧ セメント混和材の普及を期待している。 

 

シーズ技術 

① CMM 濃縮技術 

② 水熱ガス化による廃水処理技術 

③ ボタ、石炭灰を用いた高耐久コンクリート混和材 

④ セメント製造排熱利用（ごみ焼却設備との共同化） 

⑤ セメント混和材 

⑥ 環境関連技術コンサルタント 
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6 . 2  ニーズ、シーズの適用可能性検討結果 

6 . 2 . 1  炭鉱メタンガス（CMM）の有効利用 

坑内掘炭鉱では炭層から可燃性のメタンガスが湧出するため、これらを安全に排除する

ため十分な通気量の確保する必要がある。メタンガス湧出量の多い炭鉱では、ボーリング

などを利用して予め炭層中から高濃度のメタンガスを吸引するガス抜きが行われている。 

下図に示すように炭鉱からガス抜きシステムを介して回収される高濃度メタンガスは一

般に CMM（Coal Mine Methane; 炭鉱メタン）と呼ばれ、天然ガスと同様にボイラの発電に

利用される。一方、坑内通気で排出される低濃度のメタンガスは VAM（Ventilation Air 

Methane; 通気メタン）と呼ばれている。一般に通気メタンは 0.2～0.5%程度の低濃度ガスの

ため利用されずに大気放出されているが、メタンガスは二酸化炭素の 31 倍の温暖化効果を

持ったガスと言われており、また通気量は一般に数千 m3 と多いため、炭鉱から排出される

メタン量は多い。このため通気メタンを触媒で酸化する技術や火力発電所の一次空気に利

用する技術など種々の技術開発が行われている。 

 

図6.2.1 炭鉱出発生するメタンガス 

 

ベトナムの炭鉱では主に石炭化度が高くメタンガス含有量の少ない無煙炭をしかも比較

的浅部で採掘していたため、メタンガスの湧出量は一般に少なく坑内通気により十分排出
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可能であった。しかし、近年開発の進展により採掘深度が増大しそれと共にメタンガスの

湧出量も増大し、また通気量確保のための扇風機動力も増大傾向にあるためガス抜きが検

討されるようになった。このような背景から、カンファ地区にあるケーチャム No.1 炭鉱に

ベトナムで初めてガス抜きシステムが導入された。ケーチャム No.1 炭鉱は-150m から-225m

とベトナムでは深部で稼働しており、ガス湧出レベルも以前のⅡからⅢと多くなっている。 

ガス抜き設備は技術の検証を目的として設置された小型の設備で、ポーランドの企業か

ら坑外設備を導入、坑内のボーリング孔の施工についても技術指導を受けている。 

 

Khe Cham No.1 炭鉱 ガス抜き坑外施設 

 

以下に設備の概要を示す 

・ 13.1-3 切羽の排気坑道に設置されたガス抜きボーリング孔は坑道に沿って 50m 毎に

設置されたボーリング座から天盤に向けて φ76mm x 80m の長さのボーリング孔が 4

本穿孔されており、孔口から 6m は φ116mm で拡孔の後 80mm の鉄パイプを入れセ

メントで充填固定、漏気防止対策がなされている。 

・ 各ガス抜きボーリング孔の口元設備から φ280mm x 1,650m のガス誘導管で坑外の排

気装置にパイプが繋がっており、坑外に吸引されたガスが大気放出されている。 

・ 坑外の排気装置は圧気によるエアジェット式の吸引装置と電動ファンによる希釈排

気装置、モニタリング装置からからなる。吸引圧力は 673mmH2O。 

・ メタン濃度 33%、流量は 2.5～5.0Nm3/min なので、100%メタン換算すると CMM 量

は 0.83～1.7m3/min（14～28l/sec）となる。ガス抜き設備としては小規模であるが、

１MW 弱の発電は可能である。 

・ この炭鉱の通気量は 4,800m3/min でメタンガス濃度は 0.16%なので VAM 中の 100%
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メタン換算量は 76.8m3/min となる。 

マオケー炭鉱でも導入計画があり、今後深部移行と共にガス抜き設備増強が進むものと

考えられる。これに伴い、日本のガスタービンや希薄燃焼式ディーゼル発電機など需要が

見込める。 

 

6 . 2 . 2  選炭 

「2030 年までの展望を考慮した 2020 年までの石炭産業開発計画」によると、石炭加工・

選炭工場の計画は大きく次の 3 期間に分けたものとなっている。 

 

(1)2015 年までの期間 

(a)Cua Ong 選炭工場及び各炭鉱における分級場を拡大・改造・近代化し、さらに環境を保護

することのできる設備とする。Hon Gai 選炭工場（Nam Cau Trang）は 2015 年まで維持する。 

 

(b)先端的な新規の集中選炭工場を建設する。具体的には次の計画である。 

Khe Cham（第 1 期間）：約 600 万トン/年 

Hon Gai（第 1 期間）：約 400 万トン/年 

Vang DanhⅡ：約 200 万トン/年 

Bac Khe Cham 区の分級システム：約 160 万トン/年 

 

(c)既存選炭工場をアップグレードする。 

 

(2)2016 年～2020 年までの期間 

(a)東北炭田地区における工場拡張。 

Vang DanhⅠ：約 300 万トン/年まで拡張 

Khe Cham（第 2 期間）：約 1200 万トン/年まで拡張 

Vang DanhⅡ：約 350 万トン/年まで拡張 

 

(b)先端的な新規の集中選炭工場を建設。 

Lep My：約 500 万トン/年の新設 

Khe Than（第 1 期間）：約 250 万トン/年の新設 

Khe Than（第 2 期間）：約 550 万トン/年の新設 

Mao Khe：約 500 万トン/年の新設 

 

(c)計画の校正後、既存の選炭/分級場を 適に再分配する。 

紅河デルタ炭田：採掘試験炭鉱用の必要な補助システムを建設する。 

既存選炭工場を向上・維持し、アップグレードをする。 
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(3)2021 年～2030 年までの期間 

(a)東北炭田： 

Dong Trieu – Pha Lai 地区の炭鉱（Dong Trieu – Pha LaiⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ）のために、 

総能力約 450 万トン/年の新規選炭工場を建設する。 

・約 800 万トンの Hon Gai 選炭工場（第 2 期間）を建設する。 

(b)紅河デルタ炭田 

炭鉱開発スケジュール、採掘技術、石炭種の需要等により、生産量に適用して、Thai Binh

省と Hung Yen 省における環境に優しく近代的な技術の石炭加工・選炭・利用所（電力・ガ

ス、石炭・ガス・液体燃料、石炭加工所の総合所）の建設を検討する。 

 

(c)既存選炭工場をアップグレードする。 

石炭加工・選炭工場の改造・拡張・新設のプロジェクトリストは次の表 6.2.1 の通りで 

ある。 

 

これらの新設計画の内、KheCham 選炭工場新設計画は入札段階にあり、これには日本企

業も参加している。今後も日本企業が入札あるいは建設業者として参加する機会が増加す

るものと期待される。 
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表6.2.1 2030年までの選炭工場の拡大改造・新規建設プロジェクトリスト 

 

 

№ 提案名
生産能力

（千トン／年）
投資（建設）方式

25,600

1 Cua Ong選炭工場

Cua OngⅠ選炭工場 3,500 拡大改造

Cua OngⅡ選炭工場 6,500 拡大改造

Cua OngⅢ選炭工場 2,000 拡大改造

2 Khe Cham選炭工場

Khe Cham選炭工場（第1期） 6,000 新設

3 北Khe　Cham区選炭システム

北Khe　Cham区において石炭加工経営用貯炭場、
選炭場の建設投資プロジェクト

1,600 新設

4 Hon Gai選炭工場

Hon Gai選炭工場（第1期） 4,000 新設

5 Vang DanhⅡ選炭工場

Vang DanhⅡ選炭工場 2,000 新設

36,500

1 Khe Cham選炭工場

Khe Cham選炭工場（第2期） 12,000 拡大改造

2 Lep My選炭工場

Lep My選炭工場プロジェクト 5,000 新設

3 Vang DanhⅠ選炭工場

Vang DanhⅠ選炭工場 3,000 拡大改造

4 Vang DanhⅡ選炭工場

Vang DanhⅡ選炭工場の改造拡大プロジェクト 3,500 拡大改造

5 Khe Than選炭工場

Khe Than選炭工場（第1期） 2,500 新設

Khe Than選炭工場（第2期） 5,500 新設

6 Mao Khe選炭工場

Mao Khe選炭工場 5,000 新設

47,500

1 Hon Gai選炭工場

Hon Gai選炭工場（第2期） 8,000 新設

2 Dong Trieu - Pha Lai選炭工場

Dong Trieu - Pha LaiⅠ選炭工場 1,500 新設

Dong Trieu - Pha LaiⅡ選炭工場 1,000 新設

Dong Trieu - Pha LaiⅢ選炭工場 1,000 新設

Dong Trieu - Pha LaiⅣ選炭工場 1,000 新設

3
紅河デルタ地域の選炭工場及び石炭・発電、石
炭・ガス・液体燃料のコンプレックス

35,000 新設

2015年までの期間

2016年～2020年までの期間

2021年～2030年までの期間
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6 . 2 . 3  排水処理（炭鉱排水） 

(1)ニーズ 

選炭では多くの水を使用することから、炭鉱の操業に係る一般的な環境問題の一つに排

水が挙げられる。選炭排水には微粒子の鉱物質や微粉炭が含まれているため、直接、河川

などへ放流することができない。 

一方、今回の調査でベトナム産業貿易省（MOIT）、VINACOMIN 環境部、ハロン市人民

委員会、ハトゥ炭鉱などにヒアリングした結果や現地視察の結果から、露天掘り採掘現場

やボタ場等からの排水に関する環境問題が把握されており、そこからは下表に示すような

ニーズが見えてくる。 

 

表6.2.2 排水の問題点とそのニーズ 

分類 項目 対象 環境問題 ニーズ 

水質 排水 炭鉱・採掘 pH3.5～4.5 と酸性度が非常に高い露天掘りの
採掘現場からの排水を未処理で河川に放流し
ている。 

採掘現場からの炭鉱排水処
理技術 

  炭鉱・ボタ場 ボタ場からの排水対策として周辺にダムを建
設しているが、雨水の多い雨期は河川に放流
している。 

ボタ場からの排水を十分に
処理できる排水対策容量の
確保 

   炭鉱の管理面積が大きいため、すべての表層
水・地下水を管理するのは困難である。 

排水管理技術 

  ボタ場・輸送 ボタ場や輸送路で実施している洗浄・散水後
の排水が十分に処理されていない。 

洗浄水・散水の排水処理技術

JCOAL 作成 

 

なお、VINACOMIN は、排水処理施設や炭鉱の環境修復プロジェクトなどの炭鉱の環境

保全に対して、積極的な投資を実施している。 
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表6.2.3 Quang Ninh炭田の炭鉱排水処理施設 

設置箇所 
設置容量 
m3/h 

地区 計測方法 処理方法 備考 

Coc Sau 炭鉱 2,400 Cam Pha 毎日の pH 計測
定期的な水質
チェック 

石炭又は NaOH による酸性水中
和 
沈殿池、濾過装置（浮遊懸濁物
沈降のための凝集剤添加） 

建設完了 
運転試験中 

Vang Danh 炭鉱 2,400 Uong Bi 〃 〃 800m3/hの処理
施設建設中 

Mao Khe 炭鉱 1,200 Mao Khe 〃 〃 稼働中 

Mao Khe 炭鉱 600 Mao Khe 〃 〃 稼働中 

Dan Chu, Quang La, 
PX4-XN Thang Long
炭鉱 

25 Uong Bi 〃 濾過装置（凝集、沈降濾過装置
付き） 

稼働中 

Coc Sau 北部炭鉱 600 Cam Pha 〃 〃 稼働中 

Lo Tri 炭鉱 300 Cam Pha 〃 石炭又は NaOH による酸性水中
和 
沈殿池、濾過装置（浮遊懸濁物
沈降のための凝集剤添加） 

稼働中 

Hong Thai 炭鉱 90 Mao Khe 〃 〃 稼働中 

Cao Son 炭鉱 2,400 Cam Pha 〃 〃 設計申請承認
待ち 

Ha Tu 炭鉱 300 Hon Gai 〃 濾過装置（凝集、沈降濾過装置
付き） 

設計申請承認
待ち 

Nui Beo 炭鉱 2,400 Hon Gai 〃 石炭又は NaOH による酸性水中
和 
沈殿池、濾過装置（浮遊懸濁物
沈降のための凝集剤添加） 

設計申請承認
待ち 

出典：「平成 23 年度 海外炭開発高度化等調査「ベトナムにおける石炭開発状況調査」（平

成 24 年 2 月、（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構） 

 

(2)シーズ 

(a)採掘現場等からの炭鉱排水処理 

採掘現場やボタ場からの炭鉱排水処理について、一般的な排水管理としては、沈殿地や

シックナーを設置して、微粉炭を沈殿させたり分離させることにより、河川には清水だけ

を流す方法が挙げられる。 
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沈殿地             シックナー 

 

また、酸性水については、石炭灰や石灰を混ぜて中和させてから河川に流す方法がある。

この方法は、日本においても九州の炭鉱で実際に行われていた。 

インドネシアの KPC 炭鉱では掘削岩の PAF（Potentially Acid Forming）、NAF（Non-Acid 

Forming）を区分し、計画的に盛土を行って酸性水の発生を抑制する対策を採っている。 

 

 
出典：大屋二郎（九州大学大学院工学府地球資源システム工学専攻）「露天掘り石炭鉱山に

おけるフライアッシュを用いたリハビリテーションの検討」（2006 年石炭技術会議） 

図6.2.2 酸性防止法 

 

(b)採掘現場やボタ場からの排水対策容量 

ベトナムの雨期には雨水が多く、採掘現場やボタ場からの排水対策として設置している

ダム等の容量が不足するため、未処理のまま河川に放流しているという実態が現地ヒアリ

ングから確認されている。 

そのため、炭鉱の排水量を勘案した排水対策について、必要に応じて再検討することが

重要となる。 
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(c)排水管理 

大規模な炭鉱では、炭鉱の管理面積が大きいことから、すべての表層水及び地下水を管

理することが困難であるという実態が現地ヒアリングから確認されている。 

そのため、計画的な排水路の整備、沈殿地等の設置、排水量及び雨水量を考慮した放流

管理等、それらを適切に管理できる人材の育成が重要となる。 

 

(3)ニーズとシーズのマッチング検討 

今後、各炭鉱の詳細なニーズを確認した上で、炭鉱からの排水処理技術として、炭鉱の

規模を考慮した適切な沈殿地やシックナーの設置、石炭灰を混ぜることによる酸性水の中

和、排水管理技術等の提案が可能であると考える。 

参考： 

「JCOAL」http://www.jcoal.or.jp/intern/pdf/3-4.pdf 

「平成 23 年度 海外炭開発高度化等調査「ベトナムにおける石炭開発状況調査」（平成 24

年 2 月、（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構） 

大屋二郎（九州大学大学院工学府地球資源システム工学専攻）「露天掘り石炭鉱山におけ

るフライアッシュを用いたリハビリテーションの検討」（2006 年石炭技術会議） 

 

6 . 2 . 4  ボタの有効利用 

炭鉱及び選炭工場で発生するボタの対策は、VINACOMIN が責任を持って行っている。

天然資源環境省からは、特段数値目標を示しての規制はしていない。VINACOMIN 内部で

は、環境部が責任を持っているが、環境部の部員は現状 5 名程度で、方針などを明示はす

るが直接対策の実施や調査をすることはない。実施と調査は、各炭鉱が責任を持って行っ

ている。その結果の報告は受けている。 

VINACOMIN の環境部では環境問題のうち特に、排水処理とボタ山の緑化を重点に実施

して来ている。Quang Ninh 省の炭鉱地域での排水処理施設は、今まで 30 か所以上で設置し

てきている、今後 2025 年までに、更に 25 か所新設する予定である。 

排水処理の技術開発は、ベトナム独自に実施しているが、外国特にドイツや韓国からの

協力も仰いでいる。排水処理施設からの汚泥は、現状有効利用方法がないため、ボタ山に

投棄している。 

ボタ山の緑化に関しても、JOGMEC 事業での協力を仰ぎながらこれまでも緑化に注力し

てきている。しかし、実施面積はまだ狭い。環境部では、緑化技術を今後も開発していか

ねばならないと考えている。問題となっているのは次の点である。 

１． 急斜面での緑化技術。 

２． ボタ捨て場では下部に礫が転がり落ちて溜りやすく、緑化が困難。 

３． 炭質を含んだ土壌は pH が低く、緑化するには中和が必要。 

４． ボタ山からの排水も pH が低く、中和が必要。 
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という課題がある。 

VINACOMIN の環境部では、石炭火力発電所で発生する石炭灰は、上記の酸性土壌と酸

性排水の中和に有効で、これを利用して排水処理を行う考えを持っていた。従って、石炭

灰を炭鉱のボタ山に運んで有効利用を図る計画を持っていた。 

調査団は VINACOMIN の環境部にベトナム全土で発生するボタとボタの量を問い合わせ

たが、環境部でも正確な数値はおさえられていなかった。定性的な答えが返ってきて、 

 ウォンビ地区では坑内掘りが多く、排水やボタなどの問題は少ない。 

 カンファ地区がボタやボタの発生量としては も多い。 

 ホンガイ地区は世界遺産があり、ボタとボタの問題解決の必要性が高い。 

という認識を示した。 

ボタ場は、2015 年まではそれほど多くはないが、2016 年 17 年にはほとんどの露天掘り

の炭鉱が終掘する。それから緑化が必要になり、環境部の仕事になる。一方、石炭火力発

電所から発生する石炭灰の捨て場が、満杯になってきている。海岸の選炭工場で発生して

いるボタも海岸埋め立てをしているが、この埋め立て場も満杯になってきている。 

これらの状況から、環境部では発電所からの石炭灰や選炭工場のボタを炭鉱のボタ捨て

場で受け入れなければならないと考えている。同時にベトナムの政府も VINACOMIN も環

境規制を達成しながら、廃棄物処理も安くしたいという考え方である。近々ベトナムでは

採掘が終了する露天掘り炭鉱がある。埋め立てに適した谷もある。発展途上国であるので、

環境規制は厳格ではない。鉱山跡地での 終処分を計画している。 

一方、将来的に規制が厳しくなり埋め立てができなくなれば、有効利用などの方法を考

えなければならなくなると認識していた。 

石炭灰をボタ山まで輸送すると、現状よりコストが高くなると心配をしていた。海岸の

選炭工場からのボタや、他の炭鉱から発生しているボタも、現在のボタ堆積場に輸送して

処分する方針であったが、コスト高の懸念を持っていた。 

ボタの発生量と処分場の堆積可能量の絡みもあるが、発生量とコストアップを抑えるに

はボタ発電及びボタのセメントクリンカの原料化が考えられる。カンファにはカンファ発

電所が流動層ボイラで、品位の低いボタの熱回収には有効である。また、Quang Ninh 省に

はセメント工場が多く集積しており、粘土代替としてボタの利用が有効である。輸送費を

抑え、コストアップを抑えるためにもセメントでの一部の利用が有効と考えられる。 

 

6 . 2 . 5  混焼（石炭混焼のニーズ） 

上述したように、2015 年からベトナム国内の石炭需要は生産能力を上回り、海外から輸

入するべきである。国内炭は燃えにくい無煙炭であり、海外の調達炭は全て燃えやすい瀝

青炭や亜瀝青炭であるため、国内外炭の調達・利用をバランス良くこれらの各炭種の混焼

は重要な需要となっている。 

電源開発と共に、エネルギーセキュリティ確保と環境保護を第 7 次マスタープランの主
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な方針として遂行するので、これからベトナムは高効率発電を導入する。特に中部から南

部にかけて、輸入炭使用 SC/USC 発電所を多く建設する計画がある。 

石炭輸入の困難な状態と予想された中で、SC/USC 発電所で国内無煙炭を燃焼することも

考えられるが、現在の SC/USC 技術は無煙炭だけ燃焼できないので、輸入炭と混焼する方法

しか考えられない。 

また、輸入炭が足りる場合でも輸入価格が高いので、発電コストも高くなり、国内安価

無煙炭と混焼することによりこの問題が解決できると期待される。 

輸入炭専焼でも輸入源が異なるので、輸入炭どうしの混焼も必要になる。 

一方、石炭産業開発計画により、2020 年以降、紅河デルタ炭田の亜瀝青炭も産出する計

画があり、この石炭は無煙炭と混合して、SC/USC 発電所で燃焼することが可能。 

Quang Ninh 省周辺は無煙炭の産地であるため、国内炭を燃焼する亜臨界発電所のみ計画

されているが、これから SC/USC 発電所には輸入炭と国内無煙炭との混焼ができればこの周

辺で亜臨界の代りに SC/USC 発電所を建設することも期待できる。Uong Bi 市から約 30km

弱離れる Hai Phong 3 発電所は混焼技術を導入する可能性が高い。 

その他、国内無煙炭炊き亜臨界発電所で現在の設計で粉炭 5 級を燃焼しているが、今後

石炭の品質が落ちる予想があり、発電所のパフォーマンス・効率を維持するために無煙炭

と一緒に輸入炭を混合して燃焼する考えもある。混焼により、現在無煙炭専焼のスラッギ

ングや未燃分減少等の問題が解決できる期待がある。この技術を導入できる発電所は Pha 

Lai、Uong Bi、Mong Duong、Quang Ninh 等の微粉炭炊き発電所がある。 

 

6 . 2 . 6  廃棄物処理（都市ごみ・汚泥類の処理）  

(1)都市ごみ 

(a)ニーズ 

前提として、日本における都市ごみの処理フローを以下に示す。日本においては、各家

庭から排出されたごみは、可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみなどに分別処理され

る。その後①直接資源化されるごみ、②焼却以外の中間処理をされるごみ、③直接焼却さ

れるごみ、④直接 終処分されるごみに分けて処理される。②焼却以外の中間処理をされ

るごみは、中間処理施設に搬入され、それぞれ資源化等の処理がなされる。ごみたい肥化

施設、ごみ燃料化施設、ごみ飼料化施設、メタン化施設など、様々な中間処理施設が存在

する。中間処理によって資源化されなかった処理残差については、焼却可能なものについ

ては、焼却施設で処理される。その他は 終処分場で埋立処分される。このようにして、

都市ごみの再資源化が行われている。このフロー図である図 6.2.3 には示されていないが、

処理プロセスで発生するする熱の副次的な利用もされている。 

一方で、今回の調査でハロン市にヒアリングした結果や現地視察の結果から、ハロン市

の都市ごみの処理フローは図 6.2.4 に示す状況にあると思料される。各家庭から排出された

ごみは、収集され直接 終処分場へ持ち込まれる。（分離処理のみ行う処理能力 50 トン／



 

246 

日の施設があるとのヒアリング結果であるが、実際は稼働していないというようであった）

終処分場へ持ち込まれたごみは、埋め立てられるが、その際ウェストピッカーなどによ

り、一部の有価物が回収され、再資源化されているようであった。ハロン市の都市ゴミ処

理の現状は、まだ様々な改善の余地を残している状況である。 

 

 

出典：環境省ごみ処理フローシート（平成 21 年度実績）より JCOAL が作成 

図6.2.3 日本のごみ処理フロー 
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出典：ハロン市へのヒアリングを基に JCOAL が作成 

図6.2.4 ハロン市の都市ゴミ処理の現状フロー図 

 

(b)シーズ 

日本の都市ごみ処理フローと、ハロン市の現状の処理フローを比較すると、多くの日本

のごみ処理に関する技術の導入検討が可能であると思われる。本調査においてはハロン市

等へのヒアリングの結果から特にニーズがあると思われる①ごみ焼却施設、②ごみ燃料化

施設についてのシーズを検討する。 

 

1)ごみ焼却施設 

・概要 

日本のごみ焼却施設数は 2009 年度で 1,243 ヶ所であり、その処理方式にはストーカ炉、

流動床炉、灰のリサイクルを目的としたガス化溶融炉等がある。なかでもストーカ炉は総

数の 70％を占め近年その改良が大きく進んでいる分野である。 

ストーカ炉の 新技術には高効率発電を目指した低空気比燃焼技術などがあり、日本国

内では既に建設されている。図 6.2.5 は 先端技術の一例を示すもので、高度な公害防止能

力と高効率発電能力を合わせ持った施設例である。 
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出典：「日本の廃棄物処理・リサイクル技術」環境省 

図6.2.5 先端技術によるごみ処理焼却施設事例 

 

・特徴：高効率発電 

廃棄物発電においては発電用蒸気を高温・高圧化すると高効率化が図れる（図 6.2.6 参照）。

排ガスに含まれる酸性ガスにより蒸気のスーパーヒーターの高温腐食が発生することが知

られているが、近年、高温腐食に強い長寿命の伝熱管材の研究等が進むとともに、温暖化

ガス排出対策の要請から、多くの施設で長寿命かつ高効率な発電施設が建設されている。 
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出典：「日本の廃棄物処理・リサイクル技術」環境省 

図6.2.6 ごみ焼却施設の発電効率実績と試算結果 

 

・日系企業による海外事例 

中国では、増大する都市の廃棄物問題に対し解決策としてごみ焼却処理の導入を行い、

ごみ焼却施設の建設を進展させている。シンガポールやタイ、台湾などにおいても、日本

のごみ焼却技術が、公衆衛生の向上のみならず、環境保全に貢献している（図 6.2.7 参照）。 
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出典：「日本の廃棄物処理・リサイクル技術」環境省 

図6.2.7 日本企業が納入したごみ処理施設例 

 

2)ごみ燃料化施設（廃棄物固形燃料化プラント） 

・概要 

廃棄物固形燃料（Refuse Dried Fuel、以下 RDF と略す） とは、家庭で捨てられる生ゴミ

やプラスチックゴミなどの廃棄物を固形燃料にしたものである。日本では 1990 年代後半か

ら、廃棄物埋立場（処分場）の減少に悩む自治体のゴミ減量の切り札として注目を浴びる

ようになり、RDF 化プラントを一部の地方自治体が積極的に導入するに至った。 
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出典：JCOAL 

図6.2.8 RDF 化プラント導入後のごみ処理フローイメージ 

 

・特徴  

近の化石燃料高騰の影響を受け、製造された廃棄物固形燃料は、廃棄物発電や乾溜ガ

ス化燃焼、ボイラなどの燃料になる。石灰や土砂、セメント、軽量骨材等の焼成・焼結の

熱源として有効活用できる。RDF 化プラントは、分別収集された可燃ごみ（生ごみ、廃プ

ラスチックを含む）を輸送性、保存性、燃焼性に優れた発熱量をもつ固形燃料に変える。

日本国内トップのプラント建設実績がある JFE エンジニアリングの RDF 製造プロセスを図

6.2.9 に示す。JFE エンジニアリングによれば、得られた燃料は公共施設の冷暖房用熱源、

発電用燃料、セメント燃料などとして広く使われているとのことである。 

 

 

出典：JFE エンジニアリング 

図6.2.9 RDF 製造プロセスフロー 
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・日系企業による海外事例 

国内での自治体等による導入事例は豊富にあるものの海外での導入事例は現時点では確

認できなかった。 

 

(c)ニーズとシーズのマッチング検討 

1)ごみ焼却施設 

ハロン市をはじめとした、Quang Ninh 省の各地域における廃棄物処理の現状は、日本の

状況と比較すれば改善余地が非常に大きい。従ってニーズ・シーズの適合可能性において

は、十分な可能性があると言える。ごみ焼却施設の導入により、ごみの 終処分の減量化

が図られ、埋立処分場の延命が可能となると考えられる。特にごみ焼却施設による発電は、

エネルギーの有効利用というだけはなく、高い電力需要への対応（一方で石炭の節約）と

いう観点からも評価できる。ごみ処理施設の建設は、地方自治体など公共調達によると考

えられる。地方自治体は財政余力に乏しく、調達への参加、コスト競争について課題があ

ると考えられる。また、ごみ焼却以前の問題として、各家庭から排出されるごみが適切に

分別される必要があることにも留意が必要である。現状では分別は実施されていないとい

うヒアリング結果であった。 

 

2)ごみ燃料化施設（RDF 化プラント） 

埋立処分場を延命させるためのごみ減量化手段の一方策として検討に値する。RDF は発

電の燃料としても可能性があるため、地域の石炭火力発電所の混焼用の燃料として利用す

る用途が考えられる。一方で、日本における RDF は伸び悩んでいる現状がある。導入した

自治体において、高いコストをかけて生成した RDF も品質が低いなどの理由で利用量が伸

びず、ストックを大量に抱えてしまう自治体もある。このため、わざわざ代金を支払って

工場などに引き取ってもらっている現状が判明している。また三重県の RDF 発電プラント

において、燃料ストックから火災が発生、爆発事故を起こし、死傷者がでるなどの事件が

あった。原因はごみの発酵によるガスに引火したことが原因とされるが詳細は不明である。

実際の導入にあたっては、地域における RDF の需要調査検討及び安全管理面の入念な検討

が必要となる。ごみ焼却場の普及がすすんでいないベトナムにおいては、比較的安い費用

で整備できる RDF 化プラントは、ごみ減量の有効な対策になる可能性も秘めている。 

 

参考： 

環境省ごみ処理フローシート（平成 21 年度） 

「日本の廃棄物処理・リサイクル技術」（環境省） 

パンフレット（JFE エンジニアリング株式会社） 
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(2)汚泥類の処理（下水汚泥） 

(a)ニーズ 

今回調査においてハロン市に排水処理についてヒアリングを実施した。ハロン市では、

家庭から排出される生活排水について、各家庭に設置された浄化槽により処理をしている。

この浄化槽内の沈殿物について、業者が回収し、埋立処分場にて脱水処理をしたのちに、

通常の廃棄物と同様の処理（埋立処分）をしているとのことであった。 

またハロン市の下水処理場を視察した。下水処理で発生する汚泥を確認した。これらの

有効利用が必要であると考える。 

 
ハロン市の下水処理場 

 

(b)シーズ 

1)概要 

日本の下水処理場で発生する下水汚泥は、2006 年度で 223 万トン。下水汚泥の組成は、

約 80%が有機物(179 万トン)、残り 20%が無機物(45 万トン)です。無機物はセメント原料や、

レンガに 70%再利用されている。一方、有機物は肥料に 10%、消化ガスに 12％、汚泥燃料

に 0.6%と再利用されているものの、残り 77%は焼却や埋め立て処理されている。 

下水汚泥 223 万トンを、全てエネルギーとして回収した場合、発熱量は原油換算で約 97.5

万キロリットルになり、化石燃料をこの下水汚泥からの燃料に代替し、CO2 排出削減を進

める取組が進んでいる。下水汚泥の燃料化の方法として汚泥炭化施設による炭化物の製造

がある。 

2)特徴：  

汚泥炭化施設の製造のプロセスは、まず下水処理で発生した汚泥を乾燥機で乾燥し減量

する。その後引き続き炭化炉で蒸し焼きにすることで、石炭の代替燃料となる炭化物を製

造できる。製造された炭化物は石炭火力発電所に燃料として使用可能である。下水汚泥は

生活に伴って必ず発生するため、エネルギーとして見ると、特に大都市では安定的に供給

されるというメリットもある。 



 

254 

 

出典：「東京都下水道局」http://www.gesui.metro.tokyo.jp/oshi/infn0337_1.htm 

図6.2.10 炭化工程のイメージ 

3)事例 

この分野において日系企業による海外実施事例は確認できなかった。日本においても

2007 年に国内初の汚泥炭化施設が事業を開始したところであり、今後の海外展開が望まれ

る分野であると言える。図 6.2.11 は国内初の事例、東京都下水道局の東部スラッジプラント

の事業モデルである。東京電力・三菱重工による DBO（Design Bulid Operate）方式により

整備・運営されている。汚泥処理能力は 300 トン/日(1 日 100 トン×3 系列)、処理汚泥量は

99,000 トン/年、炭化物製造量 8,700 トン/年であり、いわき市にある常磐共同火力発電所に

供給している。この事業による温室効果ガス削減量は、従来の汚泥焼却に比べ、37,000 ト

ン/年（二酸化炭素換算）となり、これは山手線内側の面積の約 1.7 倍の森林が吸収する量

に相当するとのことである。 

現在他の複数の自治体で同様の施設が稼働又は建設中であり、月島機械、メタウォータ

ーが電力事業者と共同で事業に参画している。 

 

 

出典：「東京都下水道局」http://www.gesui.metro.tokyo.jp/oshi/infn0337_1.htm 

図6.2.11 炭化事業のイメージ：建設・維持管理・運営を事業者が一括で受託 
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出典：「東京都下水道局」http://www.gesui.metro.tokyo.jp/oshi/infn0337_1.htm 

図6.2.12 汚泥炭化施設と製造された炭化物 

 

(c)ニーズ・シーズの適合可能性検討 

下水汚泥の有効活用としての汚泥炭化施設における炭化物の製造について検討した。こ

の施設は、日本においても近年になって導入された。海外においては欧米など先進国を中

心として導入されている。ベトナムにおいて汚泥炭化施設が導入が導入されれば、下水汚

泥等は有効利用され、埋立処分場の問題の解消に貢献するばかりか、製造された炭化物を

火力発電所の石炭の代替となることにより、石炭の節約も可能となる。また大幅な温室効

果ガスの削減が可能となる。 

しかしながら、汚泥炭化施設の整備・運営には多額の費用を要するため、民間事業者が

単独で事業採算性を維持するのは不可能であり、公共による多額の費用負担が必要である。

ベトナムの汚泥処理の現状はコストがほとんど発生しない方法となっているため、多額の

費用負担について現地政府等の理解を得るのは困難であると考えられる。ただし、ベトナ

ムにおける下水汚泥処理、まだ改善の余地が大きいため、将来課題として有効な解決策の

ひとつとなり得る。 

 参考： 

「東京都下水道局」http://www.gesui.metro.tokyo.jp/oshi/infn0337_1.htm 

「日本の廃棄物処理・リサイクル技術」（環境省） 

 

6 . 2 . 7  石炭灰の有効利用 

ハイフォン発電所での微粉炭ボイラ（PC）の灰と、カンファ発電所の循環流動層ボイラ

（CFBC）灰の利用状況について、調査した。また同時にカンファセメントで石炭灰の利用

状況についても調査した。 

 

(1)石炭灰の種類と留意点 

石炭灰には、石炭ボイラの型式により現状大きく 2 種類の灰がある。微粉炭灰（PC）と

流動層灰（CFBC）である。微粉炭ボイラから発生する微粉炭ボイラ灰は、炉から排ガスと
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ともに流れだし排ガス浄化設備で捕捉される飛灰と、炉底に堆積する炉底灰に大別される。

飛灰は乾燥しており、炉底灰は水で流し出すため通常は濡れている。 

化学成分的には石炭の灰分であるが、ボイラの燃焼条件により未燃カーボンが含まれる。

また脱硝用のアンモニアが付着していることもある。物理性状は、石炭の灰分が、炉の高

温にさらされて、一部溶融し球状になっている。この溶融物はポゾラン活性を示し、セメ

ントと反応し強度促進効果がある。また、球状のために流動性も改善され、生コンの水量

低減効果もある。このため、単なるセメントクリンカ原料として粘土代替利用だけでなく、

セメントに混合されてコンクリート性状の改善にも使われている。 

一方流動層ボイラは、脱硫のために炉内に炭カル粉末を入れているのが一般的である。

このため、灰に脱硫産物の石膏分と未反応分の脱炭酸生石灰が残留している。また、流動

層ボイラの炉内温度は 900℃程度と低く、灰分の溶融も起こっていない。従って、セメント

に混合してコンクリートにした場合、未反応の生石灰が水と反応し熱を発し、コンクリー

トのひび割れの原因となる。また、微粉炭灰にみられるようなポゾラン活性も示さない。

従って、セメントと混ぜてコンクリートには使用できない。また炉内温度が低いために灰

中の塩素濃度も微粉炭灰に比べ高い。結果、セメントクリンカ原料として流動層灰を使う

と、焼成工程内でのトラブルの原因となるため微粉炭灰に比べ使用割合も少ない。日本の

火力発電所からの流動層灰は、日本の微粉炭火力からの灰に比べ、1/6 から 1/8 しか使えな

い。中国でも、 近この事実を認識し、流動層ボイラでは炉外脱硫をするように様式を改

めた。今後、ボタや褐炭など低品炭を流動層ボイラで燃焼させる場合、炉外脱硫採用の検

討が必要である。 

 

(2)ベトナムでの石炭灰の利用方法 

ベトナムのセメント工場では、クリンカ製造原料として石灰石、粘土、硅石（シリカ源）、

鉄原料を使っている。製造設備は近代的な設備で、NSP（New Suspension Preheater）付キル

ンが稼働している。排ガスの余熱は十分に利用されており、雨季には原料、特に粘土の乾

燥に熱源が不足する場合も見られるようである。原料乾燥のための排ガス処理に様々な工

夫をしている。 

このようなベトナムの事情の中で、石炭灰の利用は以下の点で有利であり、今後さらに

有効に利用されてもとよいと考えられる。 

 

(a)熱源の有効利用 

微粉炭灰及び流動層灰ともに本来は微粉で乾燥している。現在はダンプトラックで埋め

立て地に運ぶためにわざわざ湿らせている。ベトナムでも生コン工場への運搬にはバラ積

みトラックを用いているので、このトラックで石炭灰を輸送して、粘土代替としての利用

を考える。このことにより、乾燥用の熱源が不要になり、排熱の他への利用が図れること

となる。 
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(b)粉砕用電力の省エネルギー 

微粉炭灰も流動層灰もともに紛体である。粉砕の必要はない。両方ともに加熱されて熱

履歴がある。反応性も改善されている。そのまま灰を混合粉砕された後の粉へ直接混合で

きる。従って、粉砕のための電力も省くことができ、省エネになる。 

 

(c)セメントの合理的使用 

現在のベトナムには、普通セメントと炭カルを混合させたメイソンリーセメントの 2 種

類がある。これにフライアッシュセメントという混合セメントを追加し、強度別の分類を

する。たとえば 30N,40N,50N という分類をする。強度による分類で、そのままフライアッ

シュの混合割合の程度を示している。強度の低い 30N が多くのフライアッシュを含む。 

そして、発生強度の明示することにより使用する場所を適切に選べ、強度の高いセメン

トの無駄な使用を防ぐことが可能になる。セメント使用が合理的になる。国家的損失の防

止ができる。 

しかし、現状の処理は飛灰、炉底灰、脱硫石膏の区別なく、ただパイプラインで輸送し、

捨て場に流すだけである。しかも立ち入り禁止処置も、安全柵もされていない。 

 

ハイフォン発電所の灰捨て場   JCOAL 撮影 
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JCOAL 撮影 

ハイフォン発電所の灰捨て場にある小屋 

 

発電所から捨てられた灰処理場には、民間中小業者が立てた小屋がある。ここで、灰を

採取し、作業場に運ばれて練炭や煉瓦に加工され販売されている。発電所側は黙認してい

る。数量的にはかなり大きく、灰捨て場の新設を先延ばしにできる程になっている。 

 

JCOAL 撮影 

肥料工場の石炭残渣及び発電の灰捨て場 

 

バクジャンの肥料工場から排出された灰の処理場である。この灰もハイフォン発電所と

同様、カロリーを持っているために練炭などへ大々的に加工されている。また、写真から
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判断できるように、工場の周りには湿地も多く、捨て場に困る様子はない。 

 

6 . 2 . 8  活性炭製造 

活性炭は基本的には非晶質であり、微小な黒鉛様結晶子とそれらをつなぐ炭化水素部分

からなっており、多孔性吸着剤として知られている。活性炭が多機能である大きな理由は

多孔性構造にあると考えられ、材料中に様々な孔径の細孔が分布し、孔径に応じて異なる

機能が発揮されることである。ミクロ孔（細孔直径；<2nm）は大きな表面積を提供し、強

力な吸着作用を示す。メソ孔（2～50nm）は触媒や脱臭用薬剤などを担持や添着するために

利用でき、それぞれの薬剤によって異なる機能が期待できる。 

水処理においては、この多孔性構造を利用した吸着能力を利用している。活性炭の原料

は、石炭系（泥炭、亜炭、かつ炭、瀝青炭等）、木質系（ヤシ殻、木材、おが屑）、その他

（石油ピッチ、合成樹脂（高分子）、各種有機灰等）に大別される。活性炭の原料と細孔径

分布との関係では、ヤシ殻活性炭は石炭系活性炭に比べ孔径の小さなところに分布が集中

し、孔径の大きな細孔が少ないのが特徴である。そこでヤシ殻活性炭は対象とする分子の

サイズが小さな気相吸着に多用される。同じ石炭系であっても石炭化のあまり進んでいな

いリグナイト（亜炭）やビート（泥炭）を原料にしたものは、メソ孔が多く生成される傾

向がある。従って、このような活性炭は分子サイズの大きな高分子量の物質（着色物質や

フミン酸）の液相での吸着に使用される。 

一般に活性炭は木質系、ヤシ殻および石炭など各種の有機物原料を炭化および賦活する

ことによって製造される。炭化は、一般的に原料中の炭素、水素、酸素を不活性ガス雰囲

気中にて 400～700℃で加熱し、揮発分の一部分を除去（通常は残留揮発分を 20～35％）し

たのち、賦活に適した炭化物を調製する工程である。賦活は、炭化工程で生成した、炭化

物を 600～1,000℃の高温で水蒸気、炭酸ガス、空気を用い反応させ炭化物中の揮発成分あ

るいは、炭素原子をガス化し、主に 10～100Åの微細孔構造を発達させ内部表面横を 1,000m2

／g 以上にまでにする工程を指す。この工程によって吸着性能の優れた活性炭を得ることが

できる。活性炭の内部表面積、細孔分布、各種の吸着性能は、原料の種類によって大きく

異なるだけではなく設定した炭化温度での保持時間などいわゆる熱履歴条件や昇温速度、

各賦活温度での賦活時間、賦括ガス濃度等によって大きく異なる。図 6.2.13 に活性炭の細

孔構造モデルとその細孔構造特性に示す。 
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出典：JPO (JAPAN PATENT OFFICE) HP より 

図6.2.13 R68 活性炭の細孔構造モデルとその細孔構造特性 

 

直径が 1mm 前後で流動状態にて強度が維持できる炭素粒子の賦活には移動層炉が適して

いる。他の炉では困難な賦活度が均一の活性炭が得られる。 近では仕様活性炭の再生炉

としても多用されている。図 6.2.14 に単段流動賦活炉、図 6.2.15 に多段流動層型賦活炉を

示す。 

 
出典：テクノシステム社「活性炭の応用技術」より 

図6.2.14 R69 単段流動賦活炉の概要 
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出典：テクノシステム社「活性炭の応用技術」より 

図6.2.15 R70 多段流動層型賦活炉の概要 

 

活性炭の形状は粉末活性炭、破砕炭、ファイバー状、シート状などのものがある。この

うち。粉末活性炭には、粒状、繊維状、特殊成型の 3 種類がある。 

 活性炭の用途は、その吸着特性を活かして様々な場所で使用されている。主な用途は以

下の通り。 

浄水 （上水道処理、家庭用浄水器など） 

廃水処理 （下水処理、産業廃水処理など） 

脱色 精製 （製糖工業、食品工業など） 

医薬精製 

空気浄化 （空気清浄機、ガスマスクなど） 

脱臭 （下水、工場臭気処理など） 

ガス分離 （空気中の窒素分離など） 

溶剤回収 （アセトン等の有機溶剤の回収など） 

タバコ用 （タバコフィルター用途） 

自動車用キャニスター （揮発ガソリンの回収） 

触媒、及び触媒担体 

電気二重層キャパシタ用途 

 

多岐にわたる活性炭の用途であるが、鉱工業の発展とともに生活水準は向上し、それと

ともに、社会資本が充実してゆく。その過程において環境対策としての活性炭の需要も増
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大してゆく。従って、ベトナムにおいても今後需要が増大する材である。 

活性炭の原料としての石炭に求められるものは、低水分（水分は不要物であるため）、高

揮発分（揮発分を高温で除去することにより、内部に空隙を作り、その結果表面積を増大

させることができる）、低灰分（灰は不純物であり不要である）ということになる。このう

ち も大きな要素は空隙の大きさに関連する揮発分である。活性炭材料としての石炭の成

分は、一般的に次のような範囲の数値である。 

水分(%) 2.90-11.70、灰分(%)3.30-10.70 、 揮発分(%)41.95-49.30 

ベトナムの石炭は、その主となるものが無煙炭である。この無煙炭の特徴としては揮発

分が少ないことである。ベトナムの無煙炭は一般的に高発熱量、低硫黄分もその特徴であ

る。一般的な無煙炭原炭の成分は次のとおりである。水分 8%、灰分 32-36%、揮発分 6-8%。 

このように無煙炭は活性炭材料としての適性は低い。この無煙炭は、今回の候補地全域

に分布している。ベトナムの無煙炭は地質時代から見ると中生代三畳紀の時代に形成され

た石炭であり、その分布域は、この 3 つの候補地である、CamPha,Hongai,を中心に分布して

いる。従って地域を限定した低炭素・資源循環型炭鉱地域における循環材のとしての活性

炭原料の供給はできない可能性が高い。しかし、ベトナムには揮発分 40%程度を示す石炭

は存在する。それは新生代第三紀の石炭であり、主に Hanoi 盆地、Red River 流域、MaRiver

流域等に分布している。代表的なこの 3 地域の成分値は以下の通りである。 

・Red River 炭 褐炭―亜瀝青炭 

水分%12.4～26.9、灰分％ 6.0～37.6 揮発分％24.6～34.8 硫黄分％0.3～2.1 

 

・Hanoi 盆地炭 褐炭―亜瀝青炭 

水分%15.0～20.0、灰分％ 5.0～28.0、揮発分％37.0～53.9 硫黄分%0.1～1.5、 

発熱 kcal/kg 6,088～7,087 

 

・Ma River 炭 褐炭―亜瀝青炭 

水分% 14.7～19.4、灰分％11.3～16.1 揮発分% 26.9～47.5 硫黄分％0.4～2.8、 

発熱量 kcal/kg  6,314～7,316 

 

これらの新生代第三紀の石炭は高揮発分であることがわかる。さらに資源量も Red River

炭だけで 210 億トンと推定されており、活性炭製造に対する数量的な問題はない。しかし、

高灰分および高水分の地域があるので鉱山選定は重要となる。また、河川や盆地などの低

地にあるためその鉱山開発に関しては環境保全のための措置を講ずる必要がある。 

低炭素・資源循環型炭鉱地域の範囲を拡大すれば活性炭製造の可能性がある石炭である

新生代第三紀の石炭も検討することができる。 
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6 . 2 . 9  石炭ガス化 

本項では、石炭ガス化への無煙炭の適用可能性とマスタープラン策定に向けた検討課題

について述べる。 

(1)石炭ガス化への無煙炭の適用可能性 

石炭ガス化の導入実績が多い中国では、2007 年 10 月の無煙炭消費実績として火力発電 

2,331 万トン、冶金鉄鋼 194 万トン、建築材 1,046 万トン、石炭化工 419 万トン、その他 450

万トンであり、総消費量 4,476 万トンとなっている。石炭化工は、主に石炭ガス化による

窒素肥料生産である。また、上記総消費量のうち輸入量は 143 万トンであり、その大部分

はベトナムから輸入している 1)。 

2.3.4 項で述べたように、ベトナムでは無煙炭が豊富で、大半の発電所で使用されており、

ガス化の原料としても、既に旧式 Lurgi 炉で使用されている。ベトナムの無煙炭の性状は、

表 6.2.4 に示すように粒子径と灰分割合でランク付けされている。水分は多いもので 8%と

少なく、揮発分も 6%前後と極めて少ない。従って、燃料比(固定炭素/揮発分)は 10 以上で、

炭素割合が大きく、発熱量が高いのが特徴である。灰分は 5HG クラスになると比較的多い

部類である。 

 

表6.2.4 ベトナムの無煙炭の性状 

銘 柄 Lump Fine 

2aHG 5bHG 1HG 3bHG 5HG 

粒子径(mm) 50~100 6~8 0~0.15 0~0.15 0~0.15 

工業分析値 

水分( 大)  (ad,wt%) 3.0 4.0 8.0 8.0 8.0 

灰分(平均)  (ad,wt%) 6.8 9.6 6.4 12.9 27.6 

揮発分(平均)(ad,wt%) 5.8 5.8 6.0 6.0 6.0 

固定炭素*   (ad,wt%) (84.4) (80.6) (79.6) (73.1) (58.4) 

元素分析値 

S(平均)    (ad,wt%) 0.58 0.58 0.55 0.55 0.55 

高位発熱量 (ad,kcal/kg) 7570 7150 7180 6490 4460 

*ad: air dry base                                                    VINACOMIN 

 

以下に、石炭ガス化反応、ガス化炉形式、及びプラント性能指標に基づき、ベトナム炭

のガス化適合性について考察する。 
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(a)ベトナムの無煙炭は、瀝青炭、亜瀝青炭に比べて反応性が悪く、炭素(C)のガスへの転換

率（炭素ガス化率 ηc）が低くなる傾向にあるため、未反応石炭(チャー)の発生量が増えて、

その処理が必要になる。ガス化炉から排出するチャーを回収して、再度ガス化炉でガス化

するか、チャーのガス化炉循環をせずに別の用途に使用するか、２つの方式を検討する必

要がある。 

(b)無煙炭は、Coal Band から酸素原単位が大きいため、酸素供給量が増えてガス化温度が非

常に高くなる。例えば、気流層型ガス化法であれば 2,000℃を超えると推定される。ガス化

炉壁保護の点で温度調節が必要で、そのための水蒸気が多量に必要になると思われる。ま

た、石炭と水蒸気の反応速度は酸素との反応速度に比べ極めて遅いので、未反応の水蒸気

が多量に残り、生成ガスと共にガス化炉から排出する。多量の水蒸気の排出は大きなガス

化炉熱損失をもたらす。 

(c)無煙炭は揮発分が極めて少ないために反応性が悪く、ガス化反応は炭素と酸素の反応が

支配的となる。炭素ガス化率を高くするためには、ガス化反応よりも燃焼に近い反応にな

らざるを得ないため、冷ガス効率(CO、H2収率)はきわめて低いと想定される。 

(d)ガス化炉形式については以下が考えられる。 

 固定層：温度が低いので反応性の無煙炭を完全にガス化するには極めて長い滞留時間

（ガス化反応時間）を要する。従ってガス化炉単機当たりの処理量は小さくなる。 

 気流層：ガス化温度は高温になる。温度調節量の水蒸気を多量に添加する一方、気流

層の粒子滞留時間は秒のオーダーである一方、この短い時間では水蒸気の反応は進ま

ない。従って、上述したように添加した水蒸気はガス化炉からそのまま排出すること

となり、ガス化炉の熱損失が大きくなる。 

 流動層：必要な酸素量は多くなる一方、温度は少なくもガス化温度は 1,000℃以下に

する必要があるため、流動層においても温度調節用の水蒸気が多量に必要になると思

われる。 

上述した①～④のことから、無煙炭は石炭ガス化の原料には不向きである。しかしなが

ら、あえて適用するとすれば、流動層方式になると思われる。この場合、未反応石炭（チ

ャー）が相当量排出する。原料石炭中の灰分が 10%前後である一方、炭素分が大きい(80%

程度)ので、チャー中の炭素割合は 50%以上が推定される。このチャーの用途(有効利用)を

別途考える必要がある。ガス化とチャーの有効利用を両立できるシステムを前提として石

炭ガス化の検討を進めるべきと思われる。 

 

(2)マスタープラン策定に向けた検討課題 

2.3.4 項から、ベトナムの窒素肥料工場では流動層の実績はなく、旧式の固定層（Lurgi 炉）

と気流層（Shell 炉）である。無煙炭の固定層ガス化による肥料工場は中国やベトナムで稼

働実績があるが、エネルギー効率や環境特性が悪いことから今後は使用されない方向にあ

る。固定層に代わって気流層が導入され始めていることから、今後石炭ガス化を組み込ん
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だマスタープランを策定していくうえで必要な検討課題を以下に示す。 

(a)ベトナム、中国で無煙炭を対象とした気流層ガス化炉（Shell 炉等）による稼働実績の現

地調査 

(b)チャーの有効利用や環境特性も含めた流動層と気流層の経済性比較検討 

 

参考文献： Jocal Magazine,No.22、平成 20 年 12 月 12 日 

 

6 . 2 . 1 0  ボタ山の緑化 

VINACOMINが生産する石炭の 90％はユネスコの世界遺産に登録された Quang Ninh省ハ

ロン湾を中心とする地域で採掘されている。長年の生産活動に伴い各炭鉱のボタ山はハロ

ン湾の海岸近くに高く堆積されており、住民の安全と景観維持のために斜面の改造と緑化

が急務となっている。このため VINACOMIN は同地域で操業する石炭火力発電所で発生す

る石炭灰の処理を兼ねたボタ山の改修工事について日本側に技術協力を求めている。 

このため NEDO が炭鉱酸性土壌対策調査事業としてベトナム炭鉱の捨石たい積場におい

て、酸性化等により植生、緑化が進んでいない箇所を対象に、石炭火力発電所から排出す

る石炭灰利用等によるたい積場の緑化・安定化対策のための可能性調査をベトナム政府機

関と共同で平成 23 年度末まで実施した。平成 24 年度は JOGMEC に移行して本事業が継続

されることとなった。 

平成 23 年度の事業報告によると、緑化が困難な場所として①急斜面、②ボタ捨て場下部

の大塊ボタが集積されやすい所、③炭質を含んだ酸性土壌及び酸性排水の流入箇所が指摘

されており、試験の結果、酸性土壌の中和に石炭灰の有効性が確認された。また、これら

に対して日本企業の対策技術の適用性が試験され有効性が確認された。 

 

6 . 2 . 1 1  熱併給発電（コジェネレーション） 

寒冷地での暖房や産業分野の乾燥工程などでは石炭を熱源として水蒸気を作って利用し

ている。より高い熱効率を得るため、発生した水蒸気を一度タービンへ送って発電をし、

適当な圧力まで減圧した水蒸気をタービンから抽気して熱源として利用する、いわゆるコ

ジェネレーション（Cogeneration；熱併給発電）あるいは CHP（Combined Heat and Power）

が一般的に行われている。 

下図に示す様に、発電のみの場合に比較して熱効率は高くなる。電力料金が安価で燃料

費が高価な場合には必ずしも経済的とはいえない場合もあるが、一般的にはメリットが有

るため日本の製紙工場等では普及している。 
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出典：MHI Plant Engineering Co., Ltd. 

図6.2.16 コジェネレーションの熱効率 

 

ベトナムの産業分野での石炭利用は、セメントが 大で、製紙工業や化学工業、繊維工

業等となっている。大手のバイバン製紙工場やハバック化学肥料工場では乾燥工程への熱

供給に利用するために製造した水蒸気を一度タービンへ送って発電をし、適切な圧力まで

減圧した水蒸気を抽気して製造プロセスで利用するコジェネレーションが行われている。 

現在ベトナムではこれらの 2 工場に加え、タイのサイアム社が南部で新設した製紙工場

に日本製の抽気タービンを備えたコジェネレーションを有するなどまだ小数である。小規

模な製紙工場や繊維工業などでは発電は行われず蒸気の供給のみを個々に小型の石炭ボイ

ラで行っているため熱効率は低いままである。 

将来工業団地が造成され、水蒸気による熱供給を要する繊維工業などの工場群が集約さ

れる場合には、供用の熱併給発電所の建設によって安価に電気と熱を供給する可能性があ

る。この発電施設が廃棄物やボタ等の余剰資源を利用できればさらに効率的である。 

具体例として、ハバックとバイバン発電所の例を示す。 
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表6.2.5 コジェネレーションの例 

 

6 . 2 . 1 2  中間処理施設・中小事業者工業団地 

(1)石炭灰・ボタの有効活用 

(a)ニーズ 

今回の調査において、石炭灰・選炭ボタ等の有効利用についてヒアリングしたところ、

6-6 のようなコメントがあった。 

  

 ベトナム化学公社(VINACHEM) 
HaBac 窒素肥料工場 

ベトナム製紙会社(VINAPACO) 
BaiBang 工場 

会
社
概
要 

資本構成 国営企業 （中国資本 46%） 国営企業 

工場所在地 Bac Giang 省（ハノイの北 50km） Phu Tho 省（ハノイから 100ｋm） 

工場規模 ・1960～65 年に中国の援助で建設 
・2001～02 年に再度中国の援助で現状 
・窒素肥料生産量：18 万 t/年 

･1975 年ｽｳｪｰﾃﾞﾝ政府の無償供与で設立
･化学パルプ生産工程を有するベトナ
ム 大の製紙会社 
･製紙生産量：11 万 t/年 

エネルギー 
供給設備 

・石炭ボイラ 7 基 + 蒸気タービン(12MW×2
基＋6MW×2 基) 
・ガス化用 Lurgi 炉×10 基 

･石炭ボイラ 1 基  + 蒸気タービン
(16MW) 
･黒液回収ボイラ 1 基(45t/h）+ 蒸気タ
ービン(12MW) 
･自家発電能力（90%弱） 

石
炭
処
理 

石炭使用量 
ボイラ燃料：270,000t/年（粉炭 4A、4B） 
ガス化原料：150,000t/年（塊炭 1A） 

150,000t/年(粉炭 4A) 

ヤード能力 
屋根付きヤード （貯炭能力 80,000t  
(2 ヵ月分)） 

屋根付きヤード （貯炭能力 40,000t  
(3 ヵ月分)） 

石炭粉砕機 ボールミル なし 

石
炭
ボ
イ
ラ
設
備 

ボイラ形式 
（製造国） 

微粉炭ボイラ（35t/h）×5 基 
（中国ハルピン） 
微粉炭ボイラ（75t/h）×2 基 
（中国 B&W） 

循環流動床ボイラ×１基 
(Fives Cail Babcock 社(フランス)) 

蒸気発生量 475t/h（450℃、4.2MPa）） 145 t/h （450℃、7.4MPa） 

蒸気用途 発電用＋プロセス蒸気 発電用＋プロセス蒸気 

石炭灰の利用 ガス化炉分は燃料として販売（未燃分 30%）
FA は燃料として販売（未燃分 45%） 
ボトムアッシュは沈殿させて上部（未燃分
20%）は燃料として販売、沈殿物は土木材料
として販売 

レンガ原料として販売（未燃分 4.5%）

稼動年 1965 年 1975 年 
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表6.2.6 石炭灰・選炭ボタの有効利用等についてのコメント 

ヒアリグ先 コメント内容 対策の方向性

ホンガイ選炭工
場 

セメント工場で試験的にボタを利用しているが、ボタの有効利用だけが問
題である。炭質が多すぎて使用できなかった。他の選炭工場では火力発電
所で燃焼しているところもある。 

炭質回収 

カムファ発電所 国内企業がここの石炭灰を購入する動きもあるが、量が限られているので
あまり買わない。 

量を集める 

ボタの捨て場で軽量レンガ工場建設の計画もあったが、観光地などへの影
響が懸念され、Quang Ninh 省の政府から許可が下りない。海側ではなく、
山の中の別の場所に工場を移すことも検討中。しかし灰の輸送費がかかる
のでこれも問題である。 

・中継所設置
等による輸送
コスト削減。
・集中的な環
境対策 

灰の未燃分が 5％もないので購入希望者がいない。赤レンガの燃料として
使おうというのが動機だが、このレベルでは使えないので買いたがらな
い。 

販売方法の検
討 

ウォンビ発電所 フライアッシュの未燃分は 12～18％である。セメントの利用材としては
6％以下でなければならず。利用できないため捨てている。ベトナムでは
分級の技術は未導入である。 

分級 

脱硫装置からの石膏も全て捨てている。未燃カーボンが多く利用できな
い。 

炭質回収 

カンファセメン
ト 
 

以前に JICA と環境対策について調査したことがある。ハロン湾への影響
緩和の内容で、練炭の石炭灰がそのまま湾に流れるのを、回収しキルンに
セメント原料として入れる試験であったが、量が少なくうまくいかなかっ
た。 

量を集める 

発電所の石膏は利用していない。量が少ないため、品質が安定していない
ためである。これらが改良されれば、利用可能である。 

量を集める 
品質安定・改
良 

ボタの利用は、別の工場で使ったことがあると聞いているが、当工場では
まだ検討中である。一部代替に利用できることは知っている。しかし石炭
分の残留程度が管理できない。 

品質安定・改
良 

石炭灰の有効利用について、問題解決に役立つ技術があれば有難い。現在
は加工コストも運搬費も（灰用のパックが必要なので）余分にかかるので、
引き合わない。 

量を集め、コ
スト削減 

出典：JCOAL 作成 

 

以上のコメントは詳細な事実関係が把握されていないため、現段階では明確なニーズと

認識しがたい面がある。一方で石炭灰・選炭ボタ等の有効利用の方策に示唆を与えるもの

であると言える。それぞれのコメントに対応する対応の方向性について検討した。対応の

方向性を集約したところ、以下のような対策が実施されれば、石炭灰・選炭ボタ等の有効

利用が促進される可能性がある。 

 

・石炭灰等の量を確保する 

・石炭灰等の品質を改良し、安定化させる 

・石炭灰等の資源化を集中的に実施し、加工コストを削減する 

・資源化関連施設を集約させる。あるいは石炭灰の輸送において、遠方の埋立処分場ま

での間に中間処理施設を設け減量するなどにより輸送コストの削減を削減させる。 
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・集中的に資源化を実施することで、効率的に環境対策を実施する。また環境影響を

小化する。 

 

このような対策を実施する機能が集中する具体の施設として中間処理施設の設置が検討

される。中間処理施設において、資源の有効利用を阻害する要因を取り除くことで、セメ

ント工場やレンガ建設工場などにおいて利用が進む可能性がある。これらの利用先だけで

は石炭灰等の需要が不足するため、石炭灰等を有効利用する中小民間事業者によるリサイ

クル事業等への供給を想定した中小事業者工業団地を、中間処理施設に併せて設置するこ

とも検討される。 

 

(b)シーズ 

日本の経済産業省と環境省が主導するエコタウン事業がある。これは地域の産業蓄積を

活かした環境産業の振興、地域の独自性を踏まえた廃棄物の発生抑制・リサイクル推進を

通じた資源循環型経済社会の構築を目指すものである。平成 18 年現在で、日本の 26 の地

域が挙げられており、地域内 62 施設に対し、財政支援が実施されている。上述の中間処理

施設及び中小事業者工業団地の設置を検討した場合、必ずしもニーズにマッチした事業で

ではないが、参考となる事例として次の二つの事例の概略を紹介する。 

 

(c)事例 

1)溶融飛灰リサイクル施設：あおもりエコタウン 

表 6.2.7 に施設の概要を示す。同施設は、株式会社 MTR と太平洋金属株式会社の共同事

業として実施されている。MTR は溶融飛灰を広域集荷し、洗浄・脱水・乾燥などの処理を

実施し、脱塩処理をした溶融飛灰を太平洋金属へ搬入する。太平洋金属がこの溶融飛灰を

再資源化する。それらの再資源化物は再び MTR に返却され、MTR のグループ内（三井金

属グループ）で原料として使用されるというフローである。この事業は上述の中間処理施

設の求められる事業内容と類似しており、中間処理施設の事業モデルを検討する上で参考

になる事例である。ここでは溶融飛灰を脱塩処理しているが、石炭灰等の品質改良・ある

いは安定化させるプロセスと置き換えても事業モデルとして成立する可能性がある。また

再資源化物を受け取る側が、このような中間処理を実施している点も特徴的である。 
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表6.2.7 溶融飛灰リサイクル施設の概要 

 

出典：「エコタウン・環境産業進行形 環境調和型まちづくり事例集」（METI） 

 

2)石炭灰・廃プラスチックリサイクル施設：秋田県北部エコタウン 

この事例は、石炭灰を活用したリサイクル事業の事例である。プラスチックの二次製品

（電設資材や土木資材）を製造している。主原料は容器包装プラスチック類であるが、一

部石炭灰も利用し製品化を実施している。このような施設があることによって、中間処理

された石炭灰の需要が増加・安定的なものになると考える。この事例はあくまで一例であ

り、石炭灰を利用できる可能性があるリサイクル施設は他にも多数存在する。 

 

表6.2.8 秋田県北部エコタウン概要 

 

出典：「エコタウン・環境産業進行形 環境調和型まちづくり事例集」（METI） 

 

(d)ニーズ・シーズの適合可能性検討 

今後電力需要の増加により、石炭灰・選炭ボタの量はますます増加する。これらの有効

利用が必要である。中間処理施設の設置は有効な対策となる可能性がある。この施設が機

能するためには処理された石炭灰や選炭ボタに対する需要を創出する必要がある。したが
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ってリサイクル産業が集約する中小事業者工業団地が検討される。 

リサイクル産業に必要な技術は日本に豊富に存在する。一方リサイクル事業を営むこと

が想定される民間事業者はベトナムに多く存在するものと思われる。これらの事業者は、

埋立処分場から有価物を回収し、練炭やレンガなどを製造販売しているようである。彼ら

により既にある程度の資源リサイクルが実施されている。しかし合法の事業ではない可能

性があり、したがって零細で非効率な事業に留まっていると思料される。中小事業者工業

団地を設置し、これらの民間事業者に入居してもらい、日本のリサイクルに関する技術を

徐々に導入することによって近代的なリサイクル産業を創出するできると考える。既存の

リサイクル事業者等には可能な限り、この工業団地内で事業が継続され、雇用が確保され

るような配慮も必要である。 

また、このようなリサイクル施設が分散し、個別に立地するよりも集約して立地する方

が環境への負荷が少なく、かつ必要な環境対策コストも抑制することが可能である。今回

のヒアリングで、選炭工場の移転の問題があった、求められる環境対策は「屋根の設置、

密閉式ベルトコンベアの設置、排水処理 100%、緑化」であり、多額の費用負担が障害とな

り、移転が進んでいないようであった。このような対策は、個別の事業者が単独で負担す

ることは限界がある。リサイクル事業者を工業団地に集約し、必要な対策を共有化するこ

とで、各事業者の負担を軽減できる。 

ベトナムの都市ごみの処理の現状は、大半が埋立処分をしている状況である。再資源化

が必要な資源は豊富にあり、このような近代的なリサイクル技術が集約した工業団地の必

要性は高い。しかし Quang Ninh 省の廃棄物の多くは石炭関連産業が排出する石炭灰や選炭

ボタであると想定される。まずは石炭灰や選炭ボタの再資源化を核としてリサイクル事業

を確立し、更にさまざまな他の廃棄物の再資源化に着手し、事業化を進めるのが現実的で

あると考える。実際の事業実施には、費用負担の問題や法的な課題などが想定されるが、

これらを解決していくことで、日本のエコタウンをモデルとしたベトナム版エコタウンが

実現する可能性がある。 

 

(2)観光 

今回調査においてハロン市政府へヒアリングを実施した。ハロン市発展方針は石炭と観

光を二大産業としていくことであるとのことであった。しかし本来相容れないため、この

二つの産業をいかに両立させるかが課題であるとのことであった。マスタープランの検討

にあたってはこれらの課題への対処も必要である。 

世界遺産のハロン湾を有することから環境対策の必要性が急速に高まっているハロン市

であるが、環境対策に要する費用も増加しており、これらの財政的な手当の方策が求めら

れている。石炭産業側としても環境対策を実施しているものの対策費用が全く不足してい

るようである。 

確かに石炭産業が環境汚染の原因のひとつであるが、石炭産業側だけでなく、観光産業
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側にも環境対策の費用負担をさせることも検討すべきであると考える。石炭産業が環境対

策を実施すれば、環境が保全され、それは長期的には観光客増という形で観光産業に恩恵

をもたらす関係にあるからである。 

具体的には、観光産業による収入の一部を石炭産業の環境保全対策費として充当するこ

とである。これにより長期的に石炭産業と観光産業の両立が可能となると考える。確認が

必要だが、例えば、観光事業者に売り上げの数％を、環境税として支払わせるなどである。 

日本との関わりであるが、近年ハロン湾への日本人観光客が増加している。ホテルを誘

致するなどハロン湾での滞在時間を延ばすことで、観光収入を増加させることができる。

一般的に日本人観光客がハロン湾に観光に行く場合、ハノイ市から片道 4 時間を車で移動

しての日帰りツアーであり、あまり快適であるとは言い難い状況であるのでニーズはある

と思われる。これはあくまで一例であるが、このような形で、地域において循環型社会が

形成されるように、多様な産業と共同しながら ETC の実現を図ることも必要であると思わ

れる。 

 

6 . 3  ニーズとシーズの適合可能性とそのポテンシャル 

これまで述べたベトナムの各候補地域におけるニーズ調査の結果と国内ワークショップ

でのアンケート調査などを含めた国内シーズ調査の結果を基に、ニーズとシーズの適合可

能性について候補地域毎に検討した。また各項目の実現可能性の観点からポテンシャルの

高さを A：高い、B：中位、C：低いの 3 段階に評価した。これらの結果を、表 6-2、6-3 に

示す。国内には各ニーズに適合するシーズ保有企業が存在するが現段階では企業名は記載

しない。 

 

表6.3.1 カンファ、ホンガイ地区 

 

№ ニーズ ニーズ・シーズ適合性 ポテン
シャル

技術名 ニーズ提供元

1 ボタの有効利用（セメント混
和材の製造）

VINACOMIN VINACOMINとの協力が前提 B

2 ボタの有効利用（ボタ発電） 同上 炭質ボタは商品に回っており、発
電規模にあった必要量の確保が
課題

C

3 ボタの有効利用（セメント原
料、土木、建築材料）

同上 量、品質共にばらつきが有り、商
品化には中間処理が必要

A

4 石炭灰の有効活用 EVN、VINACOMIN 同上 A

3 CMMの有効活用 VINACOMIN（現状は
KheCham炭鉱のみ）

現有のガス抜き装置は試験段階
であるが今後深部移行に伴って
重要性が増す

B

4 酸性排水の処理 VINACOMIN 河川水浄化 C

5 ゴミ発電 MOIT、クアンニン省政府 ゴミの分別回収システムの導入
が必要、必要量の確保が課題

C

№ ニーズ ニーズ・シーズ適合性 ポテン
シャル

技術名 ニーズ提供元

1 ボタの有効利用（セメント混
和材の製造）

VINACOMIN VINACOMINとの協力が前提 B

2 ボタの有効利用（ボタ発電） 同上 炭質ボタは商品に回っており、発
電規模にあった必要量の確保が
課題

C

3 ボタの有効利用（セメント原
料、土木、建築材料）

同上 量、品質共にばらつきが有り、商
品化には中間処理が必要

A

4 石炭灰の有効活用 EVN、VINACOMIN 同上 A

3 CMMの有効活用 VINACOMIN（現状は
KheCham炭鉱のみ）

現有のガス抜き装置は試験段階
であるが今後深部移行に伴って
重要性が増す

B

4 酸性排水の処理 VINACOMIN 河川水浄化 C

5 ゴミ発電 MOIT、クアンニン省政府 ゴミの分別回収システムの導入
が必要、必要量の確保が課題

C
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表6.3.2 ウォンビ地区 

 

 

第 7 章 マスタープラン作成に向けた基本構想 

7 . 1  石炭開発、利用、環境対策のバリューチェーンと基本構想の検討結果 

7 . 1 . 1  マスタープラン作成に向けた基本構想  

 

図7.1.1 基本構想のフロー図 
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3 ボタの有効利用（セメント原
料、土木、建築材料）

同上 量、品質共にばらつきが有り、
商品化には中間処理が必要

A

4 石炭灰の有効活用 EVN、VINACOMIN 同上 A

5 CMMの有効活用 VINACOMIN（MaoKhe炭鉱） ガス抜き設備の導入計画あ
り、最もガスの多い炭鉱で実
用規模の湧出量を見込む

B

6 酸性排水の処理 VINACOMIN 河川水浄化 C



 

274 

7 . 1 . 2  ファイナンススキームの検討 

(1)資金調達可能性検討の方向性 

マスタープランの実現可能性は、必要な資金の調達可能性が非常に重要な論点となる。

必要な資金調達を民間のみで実施することは困難なケースが多いと考えられる。マスター

プランの開発は、個別施設の他、工業団地、上下水道、電力、物流基地、鉄道、道路、港

湾など多様な開発プロジェクトの集合体となる可能性があり、特に基礎的なインフラの整

備には膨大な資金が必要になることがある。このためマスタープランの実現には、民間の

みならず、政府資金を活用することが必要である。ベトナム政府の資金が不足する場合に

は、資金調達の手段として ODA の資金、特に日本政府の円借款事業も考えられる。さらに、

政府と民間による共同事業としてプロジェクトを実施する方法もある。このような官民連

携の事業を推進する枠組みとして、PPP（Public Private Partnership）がある。 

 

表7.1.1 マスタープランに関連する各プロジェクトの資金調達検討イメージ 

プロジェクト(例) ベトナム政府予算 円借款 PPP 民間資金 

選炭工場    ✔ 

工業団地   ✔  

発電所    ✔ 

道路 ✔    

リサイクル施設    ✔ 

ベルトコンベア   ✔  

水処理施設  ✔   

… … … … … 

… … … … … 

出典：JCOAL 作成 

 

マスタープランの策定にあたっては、資金調達の可能性として、ベトナム政府の予算、

円借款、PPP、民間資金のうち、 も適した資金調達方法を各プロジェクト単位で検討して

いく必要がある。以下に円借款、PPP について概略を示す。また民間事業者が資金調達を検

討する際に、比較的有利な資金調達方法として日本の政策金融制度を例示する。 

 

(a)円借款 

ベトナム政府に必要な資金が不足している場合、日本の円借款事業によって、必要な資

金を確保する方策がある。円借款事業は、現地政府が民間金融機関からの融資を受けるの

が難しい開発計画やプロジェクトを実施する場合に、これらの事業実施に融資することに

よって開発途上国の自助努力を支援することを目的としている。道路、発電所、灌漑施設、

通信、植林、上下水道、公害防止施設等、開発プロジェクトに必要な設備、資機材の調達、

土木工事やコンサルティングサービスの実施に必要な融資をするものである。具体的な手

順は以下のとおりである。  
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1)プロジェクト準備 

事業実施の準備として、フィージビリティスタディを実施する必要がある。事業実施機

関やその他関連機関が、プロジェクトを実施すべきかどうかを決定する上で非常に重要な

基礎資料となる。 

2)要請 

借入国政府は、日本国政府に対して円借款要請を行う。要請時に添付される需要な書類

として、フィージビリティスタディと EIA 報告書がある。 

3)検討/審査・事業評価/円借款契約 

日本政府は、借入国政府からの要請を受け、事業への融資について検討・評価をする。

対象事業として選定を受け、日本国政府と借入国政府との間で文章が交換され、事業実施

となる。 

 

円借款事業によってっプロジェクトに必要な資金を調達する場合には、まずベトナム国

側から日本政府への要請が必要になる。この要請に向けたベトナム国内の手続きとしてベ

トナム政府によるフィージビリティスタディの実施がある。またその結果報告書が計画投

資省に提出され、ロングリストにリストアップされなければならない。このような手続き

を経ていく必要がある。 

 

(b)PPP（Public Private Partnership：官民パートナーシップ） 

PPP は政府と民間事業者が共同でプロジェクトを実施する際の一つの方法である。今回の

調査において、政府から VINACOMIN へ石炭輸送方法について BOT 方式の活用を検討する

よう指示がでていると聞いた。このようなことからも PPP・BOT の制度について理解をし

ておくことは重要である。ベトナムにおける PPP 枠組みと法制度は以下のとおりである。 

 

1)Decree 108/2009/ND-CP (BOT 法) 

Decree 108/2009/ND-CP (Decree 108)は、2009 年 11 月 27 日に出され、2010 年 1 月 15 日

発効した。BOT、 BTO、 BT 契約に関する法律である Decree 78/2007/ND-CP を更新する

ものである。Decree 78 および 108 では、2 社以上が関心表明した場合、競争入札が行われ

るが、関係機関と直接交渉して競争入札を経ない例外規定もある。特記事項として、Decree 

108 では、提案されたプロジェクトは、一般に公開して、入札をしなければならないこと

が挙げられる。Decree 108 では、MPI は、「国家として重要な」プロジェクト、省庁や地域

をまたぐプロジェクトに対する投資の承認を行うことになった。その他のプロジェクトは、

地方の人民委員会の承認が必要となる。ベトナムにおけるほとんどの PPP 事業は、BOT ス

キームで実施されている。これらの事業は、財務的に実現可能と評価された事業であり政

府の保証がないことになっている。しかし実際は、政府が出資している事例も存在する。 
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出典：「ベトナム・ハノイ首都圏高速道路 PPP 事業調査報告書」（平成 23 年 3 月 METI） 

図7.1.2 Decree 108 (BOT Law)によるプロジェクトリストアップから契約までの流れ 

 

2)Decision 71/2010/QD-TTg (PPP 首相令) 

2010 年 11 月 9 日に首相令 71 号（Prime Minister’s Decision No.71/2010/QD-TTg）として制

定され、2011 年 1 月 15 日より施行された。総事業規模に対する政府支援として VGF 上限

30%が定められている（ODA 資金供与枠も含む）。現在、当該法令に基づくパイロットプロ

ジェクトの実施を通じ、具体的な法制度枠組みの整備を実施している。これに伴って、MPI

は、病院と廃棄物処理場の 2 分野において、PPP の試行を行い、関係省庁、機関からの承

認を求めるなど、多くの PPP 事業が首相に申請されている。PPP の導入が進むことが見込

まれる一方で、民間企業に Unsolicited で提案を行うメリットがあまりないことが懸念され

ている。 
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出典：「ベトナム・ハノイ首都圏高速道路 PPP 事業調査報告書」（平成 23 年 3 月 METI） 

図7.1.3 Decision 71/2010/QD-TTg (PPP 首相令)のプロジェクト提案から契約までの流れ 

 

3)PPP の課題 

PPP は、ベトナムにとって資本投資とインフラ開発のために必要な手法であるが、資本

市場が未成熟なために、比較的カントリーリスクが低いにも関わらず、国際債や銀行市場

から長期間の資金を迅速に調達することができていない。また、料金収入から得られる収

益が低いため、政府予算以外から資金を調達することが難しい。そのため、政府の資本投

資による支援なしに事業形成することが困難であることが多い。 

 さらに、首相令 71 号では、インフラ PPP プロジェクトに対して、ODA 資金供与枠も

含む政府資金負担の上限が 30％となっている。30％を超える場合は首相決定と規定されて

いるため、30％以上の ODA/政府資金供与を行う場合は、よりハードルが高くなる。このた

め、プロジェクトによっては、30％の枠外での金融支援の枠組が必要になる可能性がある。 

 

(c)日本の政策金融制度例 

プロジェクト実施における民間事業者の融資部分について、金融機関からの資金調達コ

ストを低減させる方法として、政策金融制度の活用が考えられる。政策金融制度例として、

JICA、JBIC にようる民間事業者への投融資制度が考えられる。これらを以下に示す。 

 

1)ICA 海外投融資 

JICA 海外投融資とは、開発途上国で我が国又は開発途上地域の法人その他の団体等が行
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う開発効果の高い事業において、高いリスクや低い収益性見込みといった障壁のため、民

間金融機関からの融資が受けにくい状況にある場合、開発援助機関である JICA が有償資金

協力として行う当該開発事業への資金供給のことである。制度の概要は以下の通りである。 

 

A. 対象分野 

・ ミレニアム開発目標及び貧困削減 

・ インフラ成長加速 

・ 気候変動対策 

 

B. 融資対象類型 

・ 原則として、過去にホスト国の類似案件について非譲許的条件での融資実績がない先導

的案件であって、ホスト国における今後の事業モデルとなりうる案件を形成することを

通じ、我が国企業の海外展開の可能性を拡大する役割を期待するものであること 

・ 案件実施について、ホスト国政府等に対してしかるべく事前の通報が行われ、かつ原則

回答が得られること 

・ JICA の新環境社会配慮ガイドラインを満たすもの 

 

C. 融資条件 

・ 融資額：総事業費の上限 70%まで。特に必要な場合は 80%まで 

・ 金利：財政融資資金の貸付金利を基準として、借入人の信用力等を勘案の上、償還期間

を含め政府開発援助の要件となる GE が 5%以上となるように金利を設定 

・ 融資機関：20 年まで（ 大 25 年） 

・ 据置期間： 大５年（基本は完工まで） 

・ 収益性に関し、事業の達成が見込まれ、かつ、既存の金融機関による貸付け又は出資で

は事業が成立しないことが認められる場合 

 

2)JBIC の融資 

JBIC の金融メニューの一つに、投資金融がある。日本企業の海外における事業展開に必

要な長期資金を対象とする融資である。制度の概要は以下の通りである。 

 

＜JBIC の投融資＞ 

A. 対象分野 

日本の法人等が出資する開発途上地域の現地法人が行う事業に、直接又は間接に充てら

れる資金であり、鉄道（都市間高速、都市内）、水事業、再生可能エネルギー源発電、変電・

送配電等支援の資金が対象となる。道路も融資対象である。 
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B. 協調融資 

JBIC は、一般の金融機関（通常は企業の取引先金融機関）と協調して必要な資金を融資

する形態をとる。 大全融資額の６割まで融資可能。アレンジャーは市中銀行となる。 

 

C.  融資条件 

融資条件は、個別案件毎に審査を経て決定される。 

・ 融資額：海外投資に関する契約金額の範囲内で、当該投資に充てるために必要な資金も

しくは海外において行う事業に必要な長期資金を対象とする 

・ 融資通貨：円以外の通貨（USD、EURO 等）による貸付も可能。円の場合は原則各貸出

時固定金利、その他の通貨の場合は原則変動金利となる 

・ 金利：プロジェクトごとに個別に設定される。プロジェクトファイナンスの場合は、リ

スクに応じてスプレッドを設定する 

・ 融資期間：原則として、プロジェクトからのキャッシュフローにより決定される。 長

期限は設けておらず、通常３年から 10 年程度までの期間が設定されている。キャッシ

ュフローがより安定的であれば、20 年融資する場合もある 

 

＜JBIC グリーン＞ 

JBIC は、2010 年に「株式会社日本政策金融公庫法の一部を改正する法律」が施行され、

株式会社日本政策金融公庫の目的及び JBIC の業務の範囲に、地球温暖化の防止等の地球環

境の保全を目的とする海外における事業を促進することが追加されたことを受け、今後、

途上国における、高度な環境技術を活用した太陽光発電やエネルギー効率の高い発電所の

整備、省エネ設備の導入等の高い地球環境保全効果を有する案件に対して、民間資金の動

員を図りつつ、融資・保証及び出資を通じた支援業務を拡充した。これを「地球環境保全

業務」、通商「GREEN」と呼ぶ。GREEN の支援内容を以下に示す。。 

 

A. 支援対象事業 

地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的として、以下 2 要件を満たす事業。 

・温室効果ガス排出量削減効果が大きいなど、地球環境保全効果が高い事業。 

・JBIC が求める地球環境保全効果について、事業主体がその効果を「測定（Measurement）」

し、JBIC に対して効果を「報告（Reporting）」し、JBIC 若しくは JBIC が指定する第三

者による効果の「検証（Verification）」を受け入れる事業。 

 

具体的な対象事業を決定する際の主要な考え方は次のとおりである。 

 

a.地球環境保全に対する当該国の政策等 

・当該国の温室効果ガス排出量削減政策 
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・プロジェクトの属するセクターにおける取り組み 

・特に重要、ないし緊急を要すると認められる取り組み 

b.プロジェクトにおいて導入される技術の評価 

・「対象事業・技術リスト」（参考資料として巻末に添付）との整合性。 

・先進性（「クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナーシップ（APP）」や国際エ

ネルギー機関（IEA）等における位置付け） 

・妥当性（当該国における普及技術の平均的水準及び利用可能な燃料等の制約も考慮） 

・当該国において期待される効果（技術普及等） 

c.プロジェクトの地球環境保全効果 

・期待される温室効果ガス排出量削減効果 

 

B. J-MRV ガイドライン概要 

GREEN における対象事業の温室効果ガス排出削減量の測定（Measurement）・報告

（Reporting）・検証（Verification）（MRV）を実施するにあたり、基本的な考え方、手続き等

は「国際協力銀行の地球環境保全業務における温室効果ガス排出削減量の測定・報告・検

証に係るガイドライン」（J-MRV ガイドライン）において定められている。概要は次の通り

である。 

 

a.目的 

・ JBIC の出融資等の対象となる地球温暖化防止事業の排出削減量を定量化することにより、

途上国の排出削減を確実なものとすること。 

b. 対象 

・ 原則として、すべての温暖化防止事業を対象とする。 

c. 排出削減量の基本的考え方 

・ 対象事業の排出削減量は次の通り。 

排出削減量＝ベースライン排出量－対象事業から排出される排出量 

d. 手続き 

ⅰ）出融資等決定前 

・ JBIC は、F/S 等に基づき事業計画段階における計画排出削減量を算出。 

・ 借入人・事業実施者と JBIC の間で、モニタリング計画（測定項目及び測定方法等）に

関して合意を行う。 

ⅱ）出融資等決定後 

・ 借入人・事業実施者は、対象事業の完工後の 1 年間を対象に、合意したモニタリング計

画に基づき、対象事業における測定項目の実績値（データ）を測定し、JBIC に報告する。 

JBIC は、測定された実績値を受け、排出削減量の算出及び検証を行う。 

なお、上記ⅰ)、ⅱ)における MRV の手続き、結果などの妥当性については、必要に応じ
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アドバイザリー・コミッティに専門的意見を求め判断する。 

 

C. 支援手法及び支援例 

GREEN の実施にあたって、JBIC は、民間資金の動員を図りつつ、「事業開発等金融」及

び「出資」の手法により融資・保証及び出資を行う。具体的な支援例は以下の通り。 

 

・民間金融機関との協調融資・保証 

太陽光発電やエネルギー効率の高い発電所の整備等の温室効果ガス排出量削減効果の高

い案件に対して、民間金融機関との協調融資又は民間金融機関の融資に対する保証を行う

もの。 

 

・国際金融機関等との協調融資 

国際金融機関等が、高い温室効果ガス排出量削減効果を有する途上国の案件に対して融

資を行う際に、JBIC が当該国際金融機関等と協調融資を行うもの。（この場合も JBIC は民

間金融機関と協調して融資参加するもの。） 

 

・外国企業や国際機関等が設立したファンドに対する出資 

地球環境保全に関する国際的取り組みを踏まえ、外国企業や国際機関等が温室効果ガス

排出量削減を目的として設立したファンドに対して出資するもの。 

 

参考： 

「タイ・ベトナム、フィリピンにおける官民連携（PPP）戦略的スキーム調査業務報告書」

（平成 23 年 経済産業省） 

「ベトナム・ハノイ首都圏高速道路 PPP 事業調査報告書」（平成 23 年 3 月 経済産業省） 

「JBIC」http://www.jbic.go.jp/ja/about/environment/j-mrv/index.html 

 

7 . 1 . 3  二国間オフセット・クレジットスキームの適用検討 

(1)二国間オフセット・クレジットスキームの概要 

(a)気候変動交渉における市場メカニズムの位置づけ 

2007 年インドネシア・バリで開催された、気候変動枠組条約(UNFCCC)第 13 回締約国会

議(COP13)において、2013 年以降の先進国による新たな排出削減目標の設定と開発途上国に

よる適切な緩和行動(NAMAs)について国際交渉を行う特別作業部会(AWG)が設置された。

この特別作業部会での交渉結果を受けて、2009 年デンマーク・コペンハーゲンで開催され

た COP15 では、コペンハーゲン合意(Copenhagen Accord)について「留意する(take note)」と

いう決定が採択された。 

2010 年メキシコ・カンクンで開催された COP16 で採択されたカンクン合意(Cancun 
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Agreements)には、新たなクレジットメカニズムに関して「COP17 において新しい市場メカ

ニズムの創設を検討することを決定する」との内容が盛り込まれた。 

2011 年 12 月南アフリカ・ダーバンで開催された COP17 において、将来の枠組みへの道

筋、京都議定書第二約束期間に向けた合意、緑の気候基金およびカンクン合意の実施のた

めの決定が採択された。 

そして、2012 年 11 月カタール・ドーハで開催された COP18 において、2020 年以降の新

しい将来枠組みに関する議論について、2015 年までにその枠組みについて合意することを

目標として、2013 年中の会合開催予定や主要な検討課題を決めた「ダーバンプラットフォ

ーム作業計画」という大まかなスケジュールを採択された。 

 

(b)二国間オフセット・クレジット制度の概要 

日本として世界的な排出削減・吸収に貢献するため、途上国の状況に柔軟かつ迅速に対

応した技術移転や対策実施の仕組みを構築するべく、二国間オフセット・クレジット制度

を提案している。 

本制度は、途上国への温室効果ガス削減技術・製品・システム・サービス・インフラ等

の普及や対策を通じ、実現した温室効果ガス排出削減・吸収への日本の貢献を定量的に評

価し、日本の削減目標の達成に活用するものである。 

今後も、ホスト国の協力を得ながら制度設計を加速し、2013 年以降できるだけ早期に制

度を開始することを目指すとともに、国連における議論に貢献するよう制度の透明性を確

保していく。 

二国間オフセット・クレジット制度の基本概念は、以下のとおりである。 

・途上国への優れた温室効果ガス削減技術・製品・システム・サービス・インフラ等の普

及や緩和活動を加速し、途上国の持続可能な開発に貢献。 

・日本からの温室効果ガス排出削減・吸収への貢献を、測定・報告・検証（MRV）方法論

を適用し、定量的に評価し、日本の削減目標の達成に活用。 

・CDM を補完し、地球規模での温室効果ガス排出削減・吸収行動を促進することにより、

国連気候変動枠組条約の究極的な目的の達成に貢献。 

 

図7.1.4 二国間オフセット・クレジット制度の基本概念 
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(c)二国間オフセット・クレジット制度のスキーム 

二国間オフセット・クレジット制度のスキーム図について、現在、検討中の案は、以下

に示すとおりである。 

 

 

図7.1.5 二国間オフセット・クレジット制度のスキーム 

 

(d)二国間オフセット・クレジット制度の特徴等 

本制度は、当面、クレジットが取引不可能な制度として開始し、本制度の実施状況を踏

まえながら、取引可能なクレジットを発行する制度へ移行するための二国間協議を継続的

に行っていくことを想定している。 

本制度が取引可能なクレジットを発行する制度へ移行した後には、途上国の適応努力の

支援のための具体的な貢献を目指しており、環境問題に配慮した低炭素・資源循環型炭鉱

地域の構築に対しても適応できることが期待される。 

なお、本制度は、国連気候変動枠組条約（UNFCCC）の下での新たな国際枠組みが発効

されるまでの期間を対象としている。 

 

(2)環境問題に配慮した低炭素・資源循環型炭鉱地域の構築に対する二国間オフセット・ク

レジット制度の適用 

環境問題に配慮した低炭素・資源循環型炭鉱地域の構築に対する二国間オフセット・ク

レジット制度の適用可能性について、本調査において検討・整理している現地からのニー

ズを踏まえた日本のシーズの視点から、表 7.1.2 のとおり検討・整理した。



 

 

284 

表7.1.2 二国間オフセット・クレジット制度の適用可能性一覧表 

No
. 

技術分野 現地のニーズ 日本のシーズ 
二国間オフセット・クレジット 
制度の適用可能性検討 

区分 
備考 
（日本の主な CCT 等） 高効率

燃料
代替

未利用資
源等利用

1 メタン利用 近年の採掘深度の増大と
共にメタンガスの湧出量
も増大し、今後もさらなる
増大が予想される。 

日本のガスタービンや
希薄燃焼式ディーゼル
発電機の需要が見込め
る。 

◎ 坑内ガス抜きシステムの導入
に伴い、これまで大気放出され
ていたメタンガスをボイラの
発電に利用することにより、温
室効果ガス排出量の削減が見
込める。 

 ○ ○ 炭鉱メタンガス回収・利用 

2 選炭 石炭産業開発計画におい
て、環境に優しく近代的な
技術の石炭加工・選炭等の
導入が計画されている。

KheCham 選炭工場新設
計画への入札に日本企
業も参加しており、日本
の高効率な選炭機器の
導入の可能性がある。

○ 選炭工場への環境に優しい高
効率選炭システムの導入に伴
う電力負荷低減により、温室効
果ガス排出量の削減が見込め
る。 

○   高効率原炭選別機器 

3 排水処理 
（ 炭 鉱 排
水） 

露天掘り採掘現場やボタ
場等からの多くの排水を
未処理のまま排出してお
り、ハロン湾の環境問題に
もなっている。 

炭鉱の規模を考慮した
適切な沈殿地や高効率
なシックナーの設置、石
炭灰を混ぜることによ
る酸性水の中和、排水管
理技術等の導入が可能
である。 

○ 炭鉱排水の処理において、高効
率な排水処理設備の導入に伴
う電力負荷低減により、温室効
果ガス排出量の削減が見込め
る。 

○    

4 ボタやボタ
の有効利用

ボタやボタは廃棄されて
いるが、ボタ山による環境
影響や海岸等の埋立場も
満杯になってきている。

ボタ発電やセメントク
リンカの原料化、セメン
ト工場における粘土代
替の有効利用が考えら
れる。 

○ ボタを発電に有効利用したり、
セメントクリンカの原料とし
て有効利用することに伴う化
石燃料使用量の削減により、温
室効果ガス排出量の削減が見
込める。 

 ○ ○ 流動床セメント焼成キルンシステム
（FAKS） 

5 混焼 
（ 石 炭 混
焼） 

今後、ベトナムでの石炭需
要は飛躍的に増大するこ
とが予想され、国内外炭の
調達・利用をバランスよく
する必要があり、各炭種の
混焼は重要な需要となっ
ている。 

混焼が可能なSC/USC発
電所建設への日本企業
の参画が可能である。

△ 発電プラントの高効率化によ
り、温室効果ガス排出量の削減
が見込める。 

○   高効率微粉炭火力発電技術（USC） 
循環型常圧流動床ボイラ（CFBC）
常 圧 内 部 循 環 型 流 動 床 ボ イ ラ
（ICFBC） 
石炭部分燃焼炉技術（CPC） 
加圧流動床燃焼技術（PFBC） 
高度加圧流動床燃焼技術（A-PFBC） 
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表7.1.3 二国間オフセット・クレジット制度の適用可能性一覧表 

No
. 

技術分野 現地のニーズ 日本のシーズ 
二国間オフセット・クレジット 
制度の適用可能性検討 

区分 
備考 
（日本の主な CCT 等） 高効率

燃料
代替

未利用資
源等利用

6 廃棄物処理 各家庭からの排出ご
みは分別されずに直
接 終処分場へ持ち
込まれているが、今
後、 終処分場の容量
等の制約により、ごみ
減量化が重要になる
と考えられる。 

長寿命かつ高効率発電
が可能なごみ焼却施設
に日本の技術導入の可
能性がある。 

○ 長寿命かつ高効率発電が可能
なごみ焼却施設の導入に伴う
電力負荷低減により、温室効果
ガス排出量の削減が見込める。

○  ○ 高効率発電低空気比燃焼技術（ス
トーカ炉） 

  輸送性、保存性、燃焼性
に優れた発熱量を持つ
廃棄物固形燃料（RDF
化）に日本の技術導入の
可能性がある。 

○ 廃棄物固形燃料を冷暖房熱源、
石炭火力発電所の混焼用燃料、
セメント燃料等として利用す
ることにより、温室効果ガス排
出量の削減が見込める。 

 ○ ○  

  下水処理で発生する
汚泥は脱水処理後、埋
立処分されているが、
今後、 終処分場の容
量等の制約により、ご
み減量化が重要にな
ると考えられる。 

下水汚泥炭化施設建設
（石炭燃料代替となる
汚泥炭化物製造技術）へ
の日本企業の参画が可
能である。 

○ 石炭火力発電所において、石炭
の代替燃料として下水汚泥か
らの炭化物を利用することに
より、温室効果ガス排出量の削
減が見込める。 

 ○ ○  

7 石炭灰の有効利
用 

多くの炭鉱で石炭灰
は廃棄処分されてい
るが、今後、灰捨て場
の容量等の制約や周
辺への環境影響によ
り、石炭灰処分量の減
量化が重要になると
考えられる。 

石炭灰の有効利用技術
について、日本企業から
の提案の可能性がある。

○ 微粉炭灰及び流動層灰は、とも
に乾燥しており粉砕の必要も
ないことから、乾燥用の熱源が
不要であり、かつ、粉砕のため
の電力も省くことが可能であ
ることから、温室効果ガス排出
量の削減につながる可能性が
ある。 

○   微粉炭酸素燃焼発電技術（CO2 回
収技術） 

8 活性炭製造 鉱工業の発展ととも
に生活水準が向上し、
環境対策としての活
性炭の需要も増大し
てゆくことが考えら
れる。 

活性炭製造技術につい
て、日本企業からの提案
の可能性がある。 

○ 迅速・高効率な活性炭製造技術
や廃棄物からの活性炭製造技
術の導入により、温室効果ガス
排出量の削減が見込める。 

○    
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表7.1.4 二国間オフセット・クレジット制度の適用可能性一覧表 

No
. 

技術分野 現地のニーズ 日本のシーズ 
二国間オフセット・クレジット 
制度の適用可能性検討 

区分 
備考 
（日本の主な CCT 等） 高効率

燃料
代替

未利用資
源等利用

9 石炭ガス化 無煙炭が豊富なベトナムで
は大半の発電所で使用され
ており、ガス化の原料とし
ても既に旧式 Lurgi 炉でし
ようされている。 

無煙炭を高温で燃焼す
る石炭ガス化炉等コン
パクトで高効率な無煙
炭の利用システムの構
築について、日本企業か
らの技術導入の可能性
がある。 

△ 石炭をガス化してエネルギー
源として利用することにより、
石炭をそのまま燃焼させるよ
りも、温室効果ガス排出量の削
減が見込める。 
ただし、埋蔵量が豊富な無煙炭
はガス化の原料としては不向
きである。 

○   多目的石炭ガス製造技術（EAGLE） 
石炭ガス化燃料電池複合発電技術
（IGFC） 
次世代高効率石炭ガス化発電プロ
セス（A-IGCC/A-IGFC） 

10 ボタ山の緑
化 

ユネスコ世界遺産に登録さ
れているハロン湾の海外近
くに高く堆積されており、
住民の安全と景観維持のた
めに斜面の改造と緑化が急
務となっている。 

同地域で操業する石炭
火力発電所で発生する
石炭灰の処理を兼ねた
ボタ山改修について、日
本の技術協力が求めら
れている。 

○ ボタ山を緑化することにより、
温室効果ガスの吸収が見込め
る。 

    

11 コジェネレ
ーション 

今後予想されている飛躍的
な経済発展に伴うエネルギ
ー需要の増大に対応するた
めに、効率的なエネルギー
供給は益々重要になってく
ると考えられる。 

大手のバイバン製紙工
場やハバック化学肥料
工場では日本製の抽気
タービンを備えたコジ
ェネレーションを有す
る。 

○ 発電時に発生した排熱を熱エ
ネルギーとして高効率利用す
ることが可能となり、発電にお
ける負荷低減により、温室効果
ガス排出量の削減が見込める。

○  ○ コージェネレーションシステム 
燃料併産発電システム 

12 その他 現地の選炭工場や発電所へ
のヒアリングでは、石炭
灰・選炭ボタを有効利用し
たい、というニーズが確認
された。 

中間処理施設設置の日
本企業からの提案及び
中間処理施設建設への
日本企業の参画の可能
性がある。 

○ 高効率な中間処理施設の設置
により、温室効果ガス排出量の
削減の可能性がある。 

○ ○ ○  

 

参考：「新メカニズム情報プラットフォーム」http://www.mmechanisms.org/ 

「日本のクリーンコールテクノロジー」（平成 18 年 3 月、NEDO・JCOAL） 
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7 . 1 . 4  「環境問題に配慮した低炭素・資源循環型炭鉱地域」の形成に資する人材育成プロ

グラム 

(1)炭鉱技術の海外移転 

「環境問題に配慮した低炭素・資源循環型炭鉱地域」を形成し、実現化するためには、

高度な技術と高い問題意識を持った人材の育成が重要である。 

ここでは、これまでに実施されてきた人材育成に係る事例を整理した。 

 

(a)炭鉱技術の海外移転 

我が国の炭鉱が長年培ってきた優れた坑内掘による石炭生産・保安技術を活用し、アジ

ア・太平洋地域の石炭生産国に技術協力を行うことにより、当該石炭生産国の石炭生産・

保安技術のレベルアップを図り、ひいては我が国の海外炭安定供給確保に資することを目

的に、我が国への技術者の受け入れ、及び海外石炭生産国への技術者の派遣による研修事

業を実施している。 

これまでに実施している国は、中国、インドネシア、ベトナムである。 

 

(b)クリーンコールテクノロジーの普及促進 

クリーンコールテクノロジーの普及促進と石炭利用技術に関する理解の熟成と技術の向

上を図ることを目的に、APEC 域内の諸国より技術者を我が国に受け入れて、関連の技術移

転を実施している。 

 

(c)JICA 研修事業の支援 

JICA は、インドネシア、ベトナムにおいて石炭に係る現地研修、及び両国からの技術者

の日本への受け入れ、炭鉱技術や保安技術の研修を実施している。 

 

(d)産炭国石炭産業高度化事業 

アジア地域の環境負荷の低減、我が国への石炭安定供給確保を図ることを目的に、中国、

インドネシア、ベトナム等のアジア地域の産炭国に対し、石炭の効率的な利用促進や環境

負荷の低減を図るクリーンコールテクノロジー（CCT）の技術移転を実施している。 

具体的には、日本研修、現地研修、技術普及セミナーをはじめとする多角的な事業展開

により人材育成等を実施している。 

 

(2)ベトナム政府に批准された石炭産業開発計画を達成するための人材育成計画 

(a)エンジニア及び大学卒レベル以上の専門家の教育 

2030 年までの展望を考慮した 2020 年までの石炭産業開発計画を達成できるよう

VINACOMIN の人材育成計画は表 7.1.5 の通りである。 
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表7.1.5 VINACOMIN人材育成計画 

単位：人 

№ 項目 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2020 年の予測 

 計 (1+2+3+4) 
その内：大学院以上 
 + 修士 
 + 博士 

795
106
94
12

929
143
131
15

809
113
100
13

788
112
100
12

836 
113 
100 
13 

3011
348
310
38

1 鉱山専門： 
その内：大学院以上 

381
58

432
58

396
63

408
66

442 
76 

1734
219

2 発電所の機械・機電・電気専門： 
その内：大学院以上 

248
14

286
25

235
16

232
16

241 
10 

734
46

3 アルミ及び化学専門： 
その内：大学院以上 

39
6

87
30

62
14

47
17

45 
12 

112
37

4 他の技術専門： 
その内：大学院以上 

127
28

124
30

116
20

101
13

108 
15 

431
46

VINACOMIN 

 

表7.1.6 坑内掘り技術作業員の教育需要 

単位：人 

№ 項目 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2020 年の予測

 計 (1+2) 
坑内掘り生産量（百万トン） 
掘進長（ｍ） 

6 937 
23.15 
45 751 

8 801 
25.54 
434 845 

7 489 
28.90 
480 855 

8 572 
34.67 
467 545 

8 648 
39.77 
468 271 

11 286 
47.65 
533 804 

1 生産維持の技術作業員の教育人数 5 957 6 843 6 684 6 972 6 845 7 746 

1.1 坑内掘り作業員 3 693 4 017 4 320 4 562 4 366 4 738 

1.2 掘進・施保作業員 1 072 1 479 1 020 1 040 1 025 1 360 

1.3 鉱山機電作業員 1 192 1 347 1 344 1 370 1 464 1 648 

2 新規炭鉱の為に教育人数 980 1 958 805 1 600 1 803 1 803 

2.1 坑内掘り作業員 353 1 151 544 956 921 921 

2.2 掘進・施保作業員 415 328 102 320 480 480 

2.3 鉱山機電作業員 212 479 159 324 402 402 

VINACOMIN 

 

(3)今後の展開 

「環境問題に配慮した低炭素・資源循環型炭鉱地域」の形成においては、石炭関連技術

に加えて発電所、セメント工場、廃棄物処理施設、輸送インフラ（道路、鉄道、港湾等）、

生活インフラ（上下水道、電気等）、住宅開発等の様々な分野の技術が必要となってくる。 

そのためには、我が国の関係機関がこれまでに実施してきている石炭技術に係る研修等

に加えて、「環境問題に配慮した低炭素・資源循環型炭鉱地域」の形成に資するより幅広い

技術に係る研修を行っていくことも重要となる。 

参考： 「日本のクリーンコールテクノロジー」（平成 18 年 3 月、NEDO・JCOAL） 

  「NEDO」http://www.nedo.go.jp/activities/ZZ_00194.html 
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第 8 章 マスタープラン対象候補地の提案  

ウォンビ、ホンガイ、カンファの各地域の地理的条件や社会経済の発展状況、さらには

炭鉱、選炭工場、発電所、セメント工場、ゴミ処理施設などの操業状況を列記し、本マス

タープラン対象地域の比較検討を行った。その結果、炭鉱数や関連施設の稼働状況、事業

化の可能性、ベトナム側関係者の推薦などからカンファ地域が も有望であると判断した。

また、ホンガイ地域はカンファ地域と連なっていることとハロン湾観光の拠点にも成って

いることからカンファとホンガイを一地域にまとめることも考慮すべきであろう。これら

の検討結果を表 8.1.2 に示す。 

また、VINACOMIN はカンファ地区 Cam Thinh において工業団地を建設するための埋立

地造成を行っており、これも候補地として有力な材料となり得る。この計画は Quang Ninh

省人民委員会の 3289/QĐ-UBND号の決定により省の 2020年までの工業団地開発計画の一部

として批准されている。総面積は 124.4hr でおもな用途は以下となっている。、 

① 1 号工業団地：総面積 56.52 ㌶、無熱建材のレンガ及び他の建材製造、 

② 2 号工業団地：総面積 34.62 ㌶、造船、燃料倉庫 

③ 3 号工業団地：総面積 49.63 ㌶、技術移転の実証工場とその原料倉庫 

 

これらを踏まえた、候補地での環境問題に配慮した低炭素・資源循環型炭鉱地域イメー

ジを図 8.1.1 に示す。 

 

図8.1.1 カンファ地区における環境問題に配慮した低炭素・資源循環型炭鉱地域イメージ図 
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表8.1.2 マスタープラン対象候補地の検討比較表 

 Cam Pha 地域  Uong Bi 地域  Hong Gai 地域  

(1) 対象国の石炭産業で
の位置付け  

VINACOMIN の主力 20 炭鉱の内 8 炭鉱がこ
の地区で操業し、ベトナムの石炭生産に於
いては も重要な地域である  

主力 5 炭鉱は全て坑内掘を操業、中でもマオケ
ー炭鉱は も古くから操業している。未探査地
域も有り今後新たな炭鉱開発の可能性のある地
域  

Uong Bi 地区と Cam Pha 地区の中間に位置す
る。VINACOMIN の主力 20 炭鉱の内 7 炭鉱が
操業する。ハロン湾観光の中心地。  

(2) 産業構造、地域経済
状況  

炭鉱を及び選炭工場(1)を中心に発電所(2)、
セメント工場(1)が稼働、輸出用石炭の積出
港を有する。  

炭鉱を中心に発電所(2）、セメント工場(1)が操
業している。  

炭鉱及び選炭工場(1)を中心に発電所(1)、セメ
ント工場(2)が操業中。ユネスコ自然遺産ハロ
ン湾観光の中心地で選炭工場の移設計画もあ
る。  

(3) 地域石炭政策  露天掘りから坑内への移行を推進  新規開発、拡張計画  露天掘りから坑内への移行を推進  

(4) 地域開発計画  地域開発計画策定中  地域開発計画策定中  地域開発計画策定中  

(5) 産業インフラ（主に
石炭関連）  

選炭工場が稼働、輸出及び国内配送の基地。
発電所、セメント工場が稼働  

地域の石炭を利用した発電所、セメント工場が
稼働  

選炭工場が稼働、国内配送の基地。発電所、セ
メント工場が稼働  

(6) 石炭開発の現状と計
画  

露天終掘、深部移行に伴う坑内掘への移行 新鉱区開発の可能性。既存炭鉱は深部移行  露天終掘に伴う坑内掘への移行 

(7) 石炭開発に起因する
環境問題  

露天掘りからの鉱水垂れ流し  
ボタ堆積場の斜面崩壊、ハロン湾からの景
観破壊  

坑内掘り炭鉱よりの排水は周辺の農業用給水の
湖に流れ込み汚染となる。  

露天掘りからの鉱水垂れ流し  
ボタ堆積場の斜面崩壊、ハロン湾からの景観破
壊  

(8) マスタープラン構想
に類似する計画の有無  

地域開発計画有り  地域開発計画有り  地域開発計画有り  

(9) 石炭産業に係る投資
環境  

石炭資源そのものへの投資は出来ない。イ
ンフラへの投資の検討が可能  

石炭資源そのものへの投資は出来ない。インフ
ラへの投資の検討が可能  

石炭資源そのものへの投資は出来ない。インフ
ラへの投資の検討が可能  

(10) 対象国、対象地域が
求めるニーズ  

ボタの有効活用、排水処理、石炭灰の有効
利用  

排水処理、石炭灰の有効利用 ボタの有効活用、排水処理、石炭灰の有効利用 

(11) 本邦シーズ、適合性 電力・セメント会社の技術が有効である。
詳細は要調査  

電力・セメント会社の技術が有効である。 
詳細は要調査 

電力・セメント会社の技術が有効である。 
詳細は要調査 

(12) その他（推奨する政
府機関・企業、他）  

MOIT エネ研（IE）  ハロン都市環境会社  
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総合評価 【評価内容】 
炭鉱数も多く、新設/拡張計画もある。選炭
工場が有り石炭利用による発電所、セメン
ト工場など多い  
Khe Cham 炭鉱でベトナム唯一のガス抜き
設備が稼働 

【評価内容】 
炭鉱数が少なく、坑内堀主体。環境負荷も露天
掘りに比べて少ない  

【評価内容】 
ハロン湾に面しており，環境対策が重視され
る。炭鉱は生産縮小あるいは坑内への移行が進
められている。選炭工場にも移転計画がある 

 ◎ △ ○ 



 

292 
 

第 IV 編 モンゴル 

  



 

293 
 

第 1 章 モンゴルの一般事情 

1 . 1  自然 

東アジアの北西部に位置するモンゴルは、ロシアと中国の間に挟まれた内陸国であり、

1,564,100km2 の国土(日本の４倍)を有している。平均的な高度は海抜 1,580m、首都である

ウランバートル（Ulaanbaatar）は 1,350ｍにある。西には標高 4,300m のアルタイ山脈と標

高 3,500m のハンガイ山脈がそびえ、東には 1,000m～1,500m の高原が広がり北東には国

土の 10%を占める針葉樹林が広がる。 

残りの国土は、高山砂漠とステップの植生が南の海抜平均 1,000m のゴビ砂漠まで続い

ている。国土の 5 分の 4 を占める草原ステップは牧草地に使用されている。重要な河川と

して、バイカル湖に注ぐセレンゲ川と、アムール川を経てオホーツク海に注ぐヘルレン川

がある。 近年、国土の 90%で砂漠化が進行しており、6 万 9,000km2 の牧草地帯が姿を消

した。モンゴルで見られた植物種の 75%が絶滅、森林伐採により川の水位は半減、北方の

森林地帯を中心に 3,800 の河川と 3,500 の湖があったが、2,000 年以降、約 850 の河川と

約 1,000 の湖が姿を消している。 

モンゴルの冬は寒く長いが、夏は短い。ウランバートルは 1 月がもっとも寒く、気温は

零下 30℃、7 月がもっとも暖かく 25℃となる。晴れた日は年間 250 日程度である。気候

は雨が少なく乾燥しているが、7 月には雨が降り冬には吹雪くこともある。高地には氷山

が融けずに残っている。 

 

1 . 2  社会 

モンゴルの人口は 2011年末で 281万 1,600人（2011年、モンゴル国家統計委員会(NSC)） 

であり、モンゴル人（95%）とカザフ人とで構成されている。ウランバートルには 128

万 7,100 人(46％)が住んでいる。1990 年の民主化以降、チベット仏教などが復活した。 

 

1 . 3  経済 

民主化以降、日本を始めとする各国や国際機関の指導、助言及び支援により市場経済化

に向けた構造改革を推進し、1994 年に初めてプラス成長に転じた。その後も順調に経済が

発展してきたが、2008 年、世界的な金融・経済危機の影響を受け、2009 年にはマイナス成

長となった（-1.3%）。その後、2010 年に入り、鉱物資源分野の順調な発展に加え、鉱物資

源の国際相場の回復が内需の拡大を後押ししたことにより、2010 年の経済成長率は 6.4%、

2011 年には 17.3%（2011 年、NSC）と V 字回復を果たした。アジアでは経済成長率の高

い国の一つであるが、高い成長率の一方で、失業率は約 7.7%（同）と高く、国民の 30%

以上が貧困層に該当する。 

主要産業は、鉱業、牧畜業、流通業、軽工業であり、名目 GDP は、85 億 5,760 万米ド

ル（2011 年、世界銀行）、国民一人当たり GDP は、2,562 米ドル（同）である。主要産業

の中でも畜産業と鉱業が中心であり、牧畜は季節毎に放牧地と住居を移動する遊牧方式を
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基本とし、主に 5 種類の家畜 （羊、山羊、牛、馬、ラクダ）で牧畜を営んでいる。牧草

地の広さは国土の約 80%である。2010 年に雪害が発生して 850 万頭の家畜が犠牲になり、

2010 年末の家畜頭数は約 3,273 万頭になった。また、カシミアの生産では、世界第２位を

占める。 

鉱業において、現在、モンゴル政府は金鉱や銅鉱、モリブデン、石炭などの開発を推進

している。その中でも、モリブデンは世界屈指の埋蔵量を持っている。近年では、豊富な

天然資源などを目的に外国からの投資が活発になってきている。しかしながら、政治的な

安定がいまだに構築されておらず、政権が変わる度にその政策方針が二転三転することで、

外国の投資家に警戒感を持たせている。 

経済成長の背景には、石炭や銅などの増産、新規鉱山プロジェクトの開始、温暖化によ

る農業の推進、財政政策の改革などがある。一方で、世界的な経済危機、シェールガス革

命の進展により、石炭や銅などの商品の輸出価格が抑えられ、FDI（外国からの直接投資）

も減っている。主な輸出先の中国経済も減速している中、モンゴルの輸出による外貨獲得

も低下しており、貿易収支もマイナスとなっている。豪州やインドネシアとは石炭輸出に

おいて競合するが、商品をこの 2 か国よりも安価な価格で輸出することで取引量を増加さ

せて、総量としての貿易収支を確保して持続ある成長を担保しようとしている。 

貿易総額は 114 億 1,590 万米ドルであり、石炭や銅、蛍石などの鉱物資源、原油や牧畜

産品（カシミア、皮革）などの輸出額が 48 億 1,750 米ドル、一方で内需を満たすため石

油燃料、自動車、機械設備類、日用雑貨、医薬品などの輸入が増加（総額 65 億 9,840 万

米ドル）した。インフレーション率は 10.2%（2011 NSC）である。主要貿易相手国は、輸

出が中国、ロシア、カナダ、イタリア、韓国、輸入国としては中国、ロシア、アメリカ、

日本、韓国である。 

 

1 . 4  経済協力 

モンゴルは、地政学的に重要な位置を占める。同国の民主主義国家としての成長は、日

本の安全保障及び経済的繁栄と深く関連する、北東アジア地域の平和と安定に資する。ま

た、同国は石炭、銅、ウラン、レアメタル、レアアースなどの豊富な地下資源に恵まれて

おり、我が国への資源やエネルギーの安定供給確保の観点からも重要な国となっている。

我が国は、世銀との共同議長の下、1991 年９月の第 1 回から、1997 年 10 月の第６回まで

モンゴル支援国会合を東京にて開催した他、国際舞台においても積極的に対モンゴル支援

のイニシアチブを発揮している。2011 年４月策定の対モンゴル国別援助方針においては、

大目標を持続可能な経済成長を通じた貧困削減への自助努力支援とし、①鉱物資源の持続

可能な開発とガバナンスの強化、②全ての人々が恩恵を受ける成長の実現に向けた支援、

③ウランバートル都市機能強化という３分野を重点としている。 
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第 2 章 石炭産業の現状 

モンゴルの石炭資源は 15 の大きな主要堆積盆に埋蔵されており、その資源量は全体で

1,650 億 t と言われている。石炭開発は主に国内需要を満たす目的で生産されてきており、

その石炭は主に褐炭であった。1990 年代に入り社会主義国から民主主義国へ変貌を遂げ、

石炭開発もそれに伴い大きく変わって来た。体制の大変革によって鉱山法が 1997 年に改正

され、資本主義を取り入れた外資を優遇する政策が取られた。その後、民族主義が台頭し

2006 年に外国企業をある程度制限した新鉱山法に変わった。その後も政令が公布され、現

在では新規の探査鉱区の認可は禁止されたままとなっている。 

モンゴルの石炭生産は年々増加していたが、2008 年まで 1,000 万 t を超えることはなか

った。殆どの石炭は国内供給向けであり、南ゴビでの生産はほとんどなかった。その後、

2003 年から MAK 社と神華集団との合弁会社チンファー・ナリンスハイト

（Xinhua-Nariinsukhait）炭鉱からの出炭が始まり、このころから少しずつではあるが、南

ゴビから中国側へ石炭輸出が行われるようになった。 

モンゴルの石炭輸出量の推移をみると、2000 年以降、着実な増加傾向を見せていたが、

中国の経済成長に伴うモンゴル炭需要の急速な増加やタバントルゴイ（Tavan Tolgoi）等の

大規模な炭田開発の進展等により、モンゴル炭の輸出量も急増し、2009 年には 755 万 t、

続く 2010 年は前年比２倍以上の 1,820 万 t を記録した。製鉄用コークス用強粘結炭、発

電用一般炭を含めた 2011 年の輸出量は約 2,100 万 t となり、今後鉄道などインフラ整備が

進むに従い輸出量は倍増すると予想され、2025 年には 7,500 万 t に達すると予測されてい

る。今後の見通しとして、モンゴル強粘結炭の輸出量は着実に増加し、2025 年には第２位

を占めるまでに成長するとみられている。モンゴル政府は石炭を貴重な国家の外貨獲得の

主要財源と捉えており、石炭開発はますます盛んになることは間違いない。 

モンゴルは内陸国であるため、現在石炭の輸出可能な相手国としては、南北にそれぞれ

隣接する中国またはロシアのみに限定されるが、ロシアは主要な産炭国の 1 つでもあるの

で、そもそも海外炭の需要が無いことから、現在の石炭輸出は全て中国向けの原料炭とな

っている。しかし、石炭需要地である日本や韓国にも隣接しており、安定供給の観点から

アジア域内における大きな期待を受けている。世界的にも有望なタバントルゴイ炭田の石

炭開発も急ピッチで進んでおり、日本にとっては石炭輸入ソースの多様化の観点から重要

な石炭資源と評価されている。 

一方、モンゴルが推進している石炭高付加価値事業として、石炭の生焚きに起因するウ

ランバートル圏のスモッグ軽減が期待できるハウスコークス製造を始め、石炭ガス化など

多くの計画があるがうまく進んでいないのが現状である。 

 

2 . 1  石炭政策 

「2008 年～2012 年まで政府行動計画」の中では、石炭を国内エネルギーの供給源とし

てだけでなく、外貨獲得源としても重要視しており、タバントルゴイ炭鉱を中心とした輸
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出向け炭鉱開発に力を入れるとしている。  

モンゴル政府は石炭プログラムを策定中であるが、現時点で詳細は明らかにされていな

い。石炭管理政策として、①エネルギーセキュリティの観点からの石炭供給強化、②石炭

価格の段階的引き上げと将来の自由化、③投資の促進、④有力な鉱床開発への国家の主体

的管理、⑤インフラ整備強化など、石炭利用政策として①液化、ガス化、CBM 利用促進、

②コークス加工、輸出促進など、環境政策として①CCT の導入促進、②ウランバートル大

気汚染対策強化などが検討されているとみられる。 

 

2 . 1 . 1  石炭プログラム 

石炭プログラムは 2007 年に鉱物資源エネルギー省内で検討されているものの、国会で

承認された形での公表はされていないが、石炭管理政策、石炭環境政策、石炭利用政策の

骨子は以下の通りである。 

 

(1)石炭資源の管理・運営に関して 

・ モンゴルにとって石炭は戦略的な鉱物資源あり、国家が資源の管理・運営を実施す

る。 

・ 収益が期待できる炭田開発を優先するが、環境保全と修復を考慮しなればならない。 

・ モンゴルの経済地域別に石炭の埋蔵量を算出する。各地域の石炭資源の特徴、性質

を考慮した上で、開発時期、利用目的(国内向け、輸出向け、コークスなど)を決定

する。 

・ 石炭資源の開発にあたっては、先進諸国で導入されている 新技術、環境技術、機

械設備、鉱山開発システムを導入し、資源を効率的に利用する。 

・ 地質調査を実施、鉱物資源の埋蔵量評価基準を法律として定める。  

・ 石炭の採掘によって得た収入の一部を国内の地質調査、探索、地質図の作成、精密

な調査・探索の実施などの調査活動に使用し、わが国の石炭資源関係費用を増加さ

せる方針をとる。 

・ 探査・調査活動については、国家予算もしくは民間の資金で実施するが、民間資金

については条件をつける場合がある。 

・ 地質調査と鉱床の採掘を区別して取り扱う。地質調査の実施及び鉱床採掘の権利を

入札により、国営、民営の企業・会社に付与する規則を法律として定める。その際、

初期段階ではモンゴルの企業・会社の間で入札して、入札の条件を十分満たす国内

の企業・会社がなかった場合、国際入札を行うという内容の法律、またはビジネス

の環境を作るべきである。  

・ モンゴルの鉱物資源に関する発表・報告の基準には国際規格の条件に合格しない点

があり、現在のロシア基準を見直し、CRIRSCO（Committee for Mineral Reserves 

International Reporting Standards）と協力し、モンゴルの独特な事情を考慮した、モ
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ンゴルの地質調査の結果、鉱物資源の埋蔵量を報告する規格を策定し、実施する。 

・ 地質調査、探査、分析の実行に関して、探査精度を段階に分類したプログラムを中

央政府にて確定・発布し、実施する。 

 

(2)環境保全と修復に関して 

・ 炭鉱の閉山後の跡地修復については世界先進諸国のやり方をモンゴルに導入し、そ

の実施方法を定めた新法律を作成するか、現行の法律に変更・修正をする。 

・ 炭鉱採掘のために Feasibility Studyや鉱山計画の中で、環境保全の項目については、

その実施方法、期限について詳細に定める。  

・ 鉱山生産により被った鉱害の救済、環境の復帰、環境保全活動のために必要とする

将来の財源を確保する目的で「環境修復基金」を設置し、当基金に資金を積み立て

る事業を中央政府が管理・運営する。  

・ 閉山後の跡地修復、環境保全、鉱山生産により発生したその他鉱害の消滅、長期間

にわたって行われる修復、保全などのために、将来必要とする資金の財源は、炭鉱

所有者が採掘期間中に前支払いの形で積み立てる義務を負う。 

・ 炭鉱経営者は、閉山に必要な費用相当額をその事業担当の国営基金に振り込むとい

う保方法をとった場合、採掘を終了した当該炭鉱を中央政府に返し、その復帰の事

業については、専門の機関、会社と契約して実行させることがより合理的だと判断

する。  

・ 国の開発の指針、方針に適した短期、中長期の環境プログラムを石炭部門向けに作

成・実行する。プログラム作成に当たり国内機関と国際機構の専門的協力を受ける。 

・ 炭鉱の生産活動の影響により破壊され、または被害を被った地域・場所を登録・評

価し、対象地の地表と水資源などの特徴を考慮した修復技術を検討する。 

・ 修復後にモニタリング調査を行うなどの形で修復活動の品質、効率性を高めるため

に学者・研究者・環境生態専門家の協力を受ける。当該事業の従事者への財政的、

法的支援を政府が管理・運営する。 

・ 生産中の炭鉱の保全、復帰、技術的基準の遵守状況に関する監督・観察については、

政府機関だけではなく、専門的な非政府機関、当部門付属の専門的団体、地元の人々

が参加できる仕組み・メカニズムを導入し・実施する。 

 

(3)投資の調整に関して 

・ 石炭分野での国内外の投資の適切な比率と方針を適切に策定する。大規模石炭鉱床

の所有と投資については、国民に理解し易い規則を作成する。 

・ 規模石炭鉱床の所有と投資問題について国が決定する際は、出来るだけ国民に公開

し、透明で理解し易い方法で行う。 

・ 大規模石炭鉱床の所有については、少人数での独占を防ぐため、有価証券市場から
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の財源の投資を優先する。 

・ 石炭分野での国内外の投資については、平等なチャンスを与える本来の国の規制を

維持する。企業、組織と市民の能力を先進国レベルに短期間に引き上げために国か

ら可能な限りあらゆる面での支援を法律に則って与える。 

・ 石炭分野において活動している国内の企業を支援するため、税制とビジネスに関す

る法規制を長期にわたり変更しない。 

・ 探査、研究と採掘、簡単な選炭など国内の会社が自力で実施可能な生産工程におい

ては、かならずしも外国投資は必要がないとみなす。 

・ 石炭の熱分解とナノテクなど 新技術で加工するコークス・化学、石炭・化学産業

の開発など、モンゴルの未開発分野おいて外国の投資と設備、専門家の優先的に導

入を目指す。 

・ 石炭分野、そのインフラ整備の投資家に対し、法律面及び経営面の優遇措置の整備

を短期間に全体的に開発し、世界各国のうち、とりわけアジア・ヨーロッパー諸国

と石炭分野にてお互いに利益のある密接な協力することを優先する。 

 

(4)市場原理による石炭分野の発展 

・ 電力用炭の石炭価格と輸出用石炭の価格に関しては国から直接関与を止めて、価格

構成の過程が商品の需給・供給量、コスト、国内外の市場価格、品質、市場、マネ

ジメントレベルなど自由市場原理要素により設定する世界的の総合したルールを

モンゴルに整備する。 

・ 鉱山製品の販売を鉱床のライセンス保有者が行うという現状の法律を改正し、国内

外市場、国際間の取引において熟練した専門の会社が実施できる法律を整備する。 

・ 国内と海外市場で石炭とそれを利用して生産した商品を現物と先物で取引できる

よう、モンゴルにて国際の石炭取引所を整備して運営する法律とビジネス環境を優

先的に構築する準備をする。 

・ 石炭分野における法律の施行状況については、他の鉱山分野同などになるように国

の統制を改善するし、国民の参画と、民間の専門の協会団体、非政府組織などの積

極的な参画を促進する。 

・ 戦略性鉱床の国の参加は、国有企業が実施する。その企業は活動の透明かつ公開に

より有利な環境を満たし、国際ルールに整合した経営と財政制度を導入する。 

・ 戦略性各鉱床を開発する際は、国家予算において起こりえる財政リスクを軽減する

方針を持って調整する。 

 

(5)電力産業への燃料供給に関して 

・ 電力用炭とその切り離せない部分である天然ガスの探査と採掘、処理に特に注目し

具体的な事業とプランを政府から立案して実施する。 
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・ 環境への影響の少ない、信頼性の高い、安全運転可能な、 新技術を導入した燃料

製造工場建設の可能性を検討し導入する。特に人口密度が高い都市部において人間

の健康と環境に優しい、良質の加工した石炭を供給するためにクリーンコール技術

を国産化し国際規格を満たす燃料工場を建設することを国が政策によって支持す

る。 

・ エネルギー炭のみならずその他のあらゆる燃料に対して、経済効果が高く、ニーズ

に適した輸送と配送システムを構築する。 

・ エネルギー炭の埋蔵量、採掘、販売、消費を調整・開発する長期の特別なプランを

策定・実施する。 

・ モンゴルの経済安定を確保する目的でエネルギー炭の埋蔵量の一定量を国の管理

下で採掘、操業していることに関し、新規法律を立案・審議・調整する。 

 

(6)輸出に関して 

・ 石炭を国際取引、商品販売の全体ルールに適合させて輸出する。 

・ 石炭の輸出を輸出する場合、炭鉱あるいは国境渡しではなく、できる限りエンドユ

ーザーの線路、貯炭所、倉庫渡し条件で輸出することを目指す。 

・ 原炭の輸出を制限し、選炭などの改質または製品化された石炭の輸出を支援し、そ

の数量と許可権を増やす政策を持つ。 

・ 商品取引所での入札制度の手法を取り入れることで、輸出炭の価格とタリフの総合

的政策を選定するメカニズムを整備する。 

・ 輸出炭の市場、数量、品質、価格などの要素を、輸入石油製品の要素と整合化する

必要がある。石炭及び、石炭製品を輸出する国境ゲートと検問所の通関能力のレベ

ルアップ、また輸送インフラの整備により、業務、サービスを行う快適な環境を整

備することで輸出を全面的に発展させ、石炭の販売ビジネスを扱っている国内会社

の競争能力を常に改善する政策を作る。 

・ 石炭輸出を発展させる戦略とプログラムを策定し、輸出を積極的に支持する融資、

税制度、保険報酬などの先進国で導入されている経済的メカニズムを導入する。 

 

(7)石炭高度化処理(加工)に関して 

・ CCT の発電所の建設、石炭ガス化、CBM、 炭鉱メタンガス、石油製品及びコーク

ス化学と石炭化学製品、エコでクリーンなブリケット製造などを積極的に進める。

また投資費用を確実に回収出来るような経済、法規制、税制、財政の快適な環境を

整備する。 

・ 石炭由来の燃料確保や製品化などの政策を策定し、それに係る案件と調査事業のモ

ニタリングを行う国の専門組織を新たに設立して活動させる。 

・ 石炭の高度処理に向けた近代的 新技術を導入することを目指し、分析と調査、実
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証工場の総合センターを設立することと、その活動に国内外の有識者と学者を引き

入れる活動を積極的に行う。炭鉱のメタンガスを採集し、クリーンエネルギー源と

して利用する、メタン及び、シェールガスの埋蔵量を特定する特別な案件とプログ

ラムを策定し実施する。 

 

(8)中小企業開発に関して  

・ 持続可能な発展を目指した石炭開発を実施し、経済開発などを支援するために、現

代的な機械・技術を導入した職場造りを推進し、一般国民の収入を増加する措置を

すみやかに取る。 

・ 石炭部門における大規模事業に関して、 新技術・機械を導入したモンゴル国籍の

中小企業を設立・開発する詳細なプログラム、プロジェクトを策定・実施する。本

部門において鉱山機械サービスを中心とした中小企業を育成・開発できる環境を作

る。 

 

(9)人材開発に関して 

・ 石炭部門に必要とする地質、鉱業、製造業の専門家の育成に対し、国家基金からの

優遇条件のローン、無償協力を実施し、モンゴル政府と諸外国からの奨学金、手当

て、その他の財源を使って、人材育成の詳細な方針、政策に従った活動も実施する。 

・ 石炭高度加工の専攻で国内外の大学に高度な技能知識を身に付けた専門家、技師、

技術者を育成するための職場内訓練及び職場外訓練を有する制度を設け・実施する。

国際機構、先進諸国の石炭分野の企業、会社、その他の組織で研修を受ける活動を

国家から全面的に支援する。 

・ 石炭部門の職業、専門団体、協会の能力向上を行い、その組織を通じて人材育成・

開発、専門家の研修を実施する。  

・ 石炭部門だけではなく、一般鉱業に関して国際的な交渉・契約、検査・監督、議論・

摩擦を解決する国内外または国際的な法律活動・裁判活動に出席できる高度な知

識・能力をもつビジネス専門家や法律家などの育成に関しての中央政府の支援、全

面的な措置を講じる。 

・ 政府の義務として、生産開発、技術、国内市場、国際市場、自国経済、世界経済な

どの調査・研究活動の組織システムを充実させると共に、調査・研究に携わる人材

育成・開発のシステムを合理的に組織し、この活動における非政府機関、部門の職

業団体、協会に参加できる条件を整える。 
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2 . 1 . 2  関連法令 

(1)鉱物資源法 

モンゴルの鉱物資源開発の基本的な枠組みを規定するのが鉱物資源法である。1994 年

に制定された同法は、その後 2006 年７月の改正を経て現在の形となっている。同法では、

⑧で後述するように、第 4 条で国の戦略的鉱床を定義し、第 5 条で国による戦略的鉱床の

鉱業権益保有比率を規定している。これらの規定は、モンゴルが資源の国家管理を進める

上での拠り所となっている。 

以下では、鉱物資源法の主要な項目について紹介する。 

(a)鉱業権 

鉱業権は、探鉱権（Exploration License）及び採掘権（Mining License）の 2 種類からなる。

鉱業権は、国境、国の特別保護地域（国立公園、自然保護区、遺跡など）、また、地方行政

による保留地などを除いて設定できる。鉱業権の付与は先願主義で、鉱業ライセンスは譲

渡可能であり、担保として利用することができる。鉱業権者は、鉱区内の鉱物資源を管理、

販売する完全な自由を持っている。 

 

(b)鉱業権取得の手続き 

外国投資家が鉱物資源の探鉱活動を行う場合には、鉱物資源庁から探鉱権を取得しなけ

ればならない。また、外国投資家が採掘権を申請する場合には、外国投資庁の投資許可取

得及び国家登記局への企業登記を行わなければならない。探鉱権の審査・発行、採掘権の

審査・発行は、鉱物資源庁の地質局及び鉱山局がそれぞれ行う。鉱業権の管理は、地質・

鉱業登記局が行う。 

 

(c)鉱業権保有資格（第 7 条） 

モンゴル国内法に基づいて設立された法人で、かつ、納税実績のある者（第 7 条）であ

る。従来は個人でも保有できた探査権が、2006 年の改定により、改正後は法人格がないと

探査権の保有ができなくなった。ただし、地面を掘らない調査はライセンス不要で誰でも

実施可能である。ライセンス保有資格の新旧対比表を表 2.1.1 に示す。 

 

表2.1.1 ライセンス保有資格 新旧対比表 

新 旧 

探査権及び採掘権：モンゴル国内法に基づいて設立
された法人で、かつ、納税実績のある者 

探査権：モンゴル国民、外国人又は法人 
採掘権：モンゴル国内法に基づいて設立された法人

 

(d)鉱業権許可期間（第 14、16、20、22 条、） 

探鉱権の有効期間は 3 年間とこれに続く 3 年間、更に 1 回の更新が可能で、合計 9 年間

の許可期間となっている（第 14 条、第 16 条）。採掘権の有効期間は 30 年間であるが、

埋蔵量によってはこれに続いて 20 年間、更に 1 回の更新が可能で、合計 70 年間の許可
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期間となっている（第 20 条、第 22 条）。 

 

表2.1.2 ライセンス有効期間 新旧対比表 

新 旧 

探査権： 長 9 年 
 当初 3 年間＋3 年延長×2 

探査権： 長 7 年 
 当初 3 年間＋2 年延長×2 

採掘権： 長 70 年 
 当初 30 年＋20 年延長×２ 

採掘権： 長 100 年 
 当初 60 年＋40 年延長 

 

(e)探鉱権（第 14、29 条） 

探鉱権は、対象地域について 初に適正な申請を行った申請者に対して発行され、発行

手続きには約 10 日を要する。探鉱権対象鉱区の大きさは 25ha～40万 ha である（第 14 条）。

探鉱権の鉱区税は、１ha 当たり、1 年目は 0.1 米ドル、2 年目→ 0.2 米ドル、3 年目→ 0.3

米ドル、4～6 年目→ 1.0 米ドル、7～9 年目→ 1.5 米ドル となり、9 年間探鉱すると、１ha 

当たり 8.1 米ドルとなる。 

2006 年の改定では、毎年一定額以上の探査費用をかける義務が新たに規定された(第 33

条)。鉱区税と 低探査費用の概要を表 2.1.3 に示す。改正前は鉱区税だけを払うことで所

有権を維持できていたが、改正後は探査報告を毎年度義務として、鉱区に応じた 低費用

以上を費やす探査を実施しない場合は、権利を止める規定が付与された。これにより転売

を目的とした鉱区取得を抑えることができる。 

 

表2.1.3 鉱区税と 低探査費用 

鉱区税 低探査費用 

探査権：１ha 当たり、 
 １年目→0.1 米ドル 
 ２年目→0.2 米ドル 
 ３年目→0.3 米ドル 
 ４～６年目→1.0 米ドル 
 ７～９年目→1.5 米ドル 
(9 年間探査をすると１ha 当たり 8.1 米ドル) 

１ha 当たり 
 １～３年目→0.5 米ドル 
 ４～６年目→1.0 米ドル 
 ７～９年目→1.5 米ドル 
(９年間探査をすると１ha 当たり 9.0 米ドル) 

採掘権：１ha 当たり、15.0 米ドル/年 
(石炭は１ha 当たり 5.0 米ドル/年) 

 

 

(f)投資契約(第 24 条) 

政府と企業が締結する契約。資源開発には莫大な投資が必要なため、開発の 初の５年

間に一定規模以上の投資を行う場合には、その後税率の変更などがあっても適用しない旨

契約を締結し、投資環境を安定させることにより外国投資誘致を促進するという目的があ

る。投資契約の新旧対比表を表 2.1.4 に示す。 
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表2.1.4 投資契約 新旧対比表 

新 旧 

投資協定(investment agreement) 
5,000 万米ドル以上の投資→５年間 
1 億米ドル以上の投資→15 年間 
3 億米ドル以上の投資→30 年間 

安定協定(stability agreement) 
200 万米ドル以上の投資→10 年間 
2,000 万米ドル以上の投資→15 年間 

 

(g)採掘権（第 24、26 条） 

探鉱権が正式に与えられた地域においては、探鉱権を保有する企業のみが採掘権を申請

できる。それ以外の地域においては、 初に適正な申請書を提出した企業に対して採掘権

が与えられる。保護地域に対して採掘権を発行する場合には、議会の承認が必要である（第

24 条）。採掘権の申請費用は、1ha 当たり 15 米ドル/ 年である（第 26 条）。 

 

(h)国による鉱業権益保有比率（戦略的鉱床）（第 4、5 条） 

国の予算により調査をした「戦略的鉱床(strategically important deposits)」については上限

50%、それ以外については上限 34%まで国が参入できるようになった。 

戦略的鉱床については、第 4 条第１項第 10 号に「国家安全保障上、経済・社会開発上

インパクトを与えるポテンシャルのあるもの」と定義されている。戦略的鉱床として 15 箇

所、戦略的鉱床候補として 39 箇所の鉱床が登録されている。石炭については、タバント

ルゴイ鉱床、ナリーンソハイト（Nariinsukhait）鉱床、バガヌール鉱床が登録されている。

また、企業が 10%以上のシェアを売却する場合にはモンゴル証券取引所を通してしか売却

できない。 

 

(i)環境保全義務(第 33 条～第 36 条、第 57 条(罰則)) 

新たに導入された義務。ライセンス保有者は環境保全計画を作成し、政府に提出し、そ

れを守らなければならない。法令遵守違反者に対しては 2 ヶ月間の鉱業活動停止、また、

環境に深刻な損害を与えた場合には今後 20 年間のライセンス発行禁止の罰則がある。 

 

(j)環境保護（第 37 条～第 39 条） 

モンゴルにおける環境対策に関する承認・管理は、国会に直属する独立機関である国家

専門検査庁（The State Specialized Inspection Agency）の自然環境地質鉱業管理局が行ってい

るが、地方自治体もそれぞれの地域において、鉱業活動に関する環境管理を主体的に行っ

ている。また、環境対策は、鉱物資源省の承認も必要となる。 

鉱山開発事業には、政府機関による許可書と環境評価書が必要である。環境評価書は、

事業又は開発計画が環境に対して悪影響を及ぼす可能性を評価し、環境保全計画を明確に

示さなければならない。環境評価書の作成は、新規探鉱事業開始前、鉱業権更新時、鉱業

権譲渡の際に必要である。 
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地方自治体は、探鉱権や採掘権が発行される前に、政府の土地開発計画に基づいて、申

請者が提出した環境評価書、環境保護計画、必要設備説明書などに対して、意見の述べる

権限を有している。 

 

探鉱権者の環境保護に関する義務として、以下の規定がある。 

・ 探鉱権者は当年の探鉱事業の計画、環境保護計画に対し関係官庁の承認を受けると

共に年度末に事業報告書を提出する。 

・ 年間の環境保護計画の実行に必要な費用の 50% を保証金として行政機関に支払う。

保証金の返還は環境評価を行う官庁が決定する。 

・ 当該年度の環境保護計画の実行内容について、関係官庁が検査を行う。 

採掘権者の環境保護に関する義務として、以下の規定がある。 

・ 環境保護並びに回復のための設備を所有していること。 

・ 鉱区利用、環境回復のための費用が鉱山事業の利益を超える場合、採掘権は不許可

となる。 

・ 環境保護計画、環境管理検査計画、鉱山事業計画を、毎年度、環境省及び関連官庁

に提出し、その結果を行政機関に報告する。 

・ 年間の環境保護計画の実行に必要な費用の 50% を保証金として行政機関に支払う。

保証金の返還は環境評価を行 う官庁が決定する。 

・ 当該年度の環境保護計画の実行内容を国家専門検査庁及び行政環境担当者が管理

する。 

 

(k)外国人雇用の上限（第 43 条） 

旧法では「ライセンス所有者は探査・採掘に当たりモンゴル人を雇うこと」という規定

のみだったものが、新たに、「ライセンス保有者は、探査・採掘に際して雇う外国人労働者

は総数の 10% を超えてはならない」が追加された。 

 

(l)ロイヤルティ（第 47 条） 

1)採掘権のロイヤルティは、販売価格の５%となっている。鉱物資源を輸出した場合の販

売価格は、国際市場でのその月の平均価格及び国際貿易の規定に基づいて精算する。 

 

表2.1.5 ロイヤルティの新旧対比表 

新 旧 

販売価格(sales value)の５% 
(国内向け燃料用石炭と広範囲に存在する鉱物資源については 2.5%) 

販売価格(sales value)の 2.5% 
(金については 7.5%) 
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2)2011 年改定（ロイヤルティ加算比率） 

2011 年に新たに改定されたロイヤルティの法規概要を下記に纏める。 

・ 特別開発権の所有者は、鉱区から採鉱・販売した、あるいは販売の目的で輸送、ま

たは利用した全ての種類の製品の販売価格をもとに計算された鉱物資源利用ロイ

ヤルティを国家予算及び地方予算に収める 

・ 国内で販売している石炭及び鉱物資源の利用ロイヤルティは、該当する炭鉱の鉱区

から採鉱・販売した、あるいは販売の目的で輸送、または利用した製品の販売価格

の 2.5%に相当するものとする 

・ 2011 年 12 月 23 日の法改正で、この規定における「広域賦存の鉱物資源」を「石

炭」と修正し、2013 年１月１月から遵守する 

・ 本法の第 47 条 3 項に定めた鉱物資源を除いたその他の鉱物資源の利用ロイヤルテ

ィの 低額は該当炭鉱の鉱区から採鉱・販売した、あるいは販売の目的で輸送ある

いは、利用した製品の販売価格の 5.0%に相当する 

・ 前記に加え、該当する製品の市場価格水準に対応した比率(本法の第 47 条５項、表

2.1.6 を参照)を反映したものを鉱物資源利用ロイヤルティとして課する。 

 

表2.1.6 石炭関係のロイヤルティ加算比率 

品名 単位 基準製品 市場価格 
(米ドル) 

製品加工段階による基
本比率への加算比率 

原炭 精炭 加工品 

未加工石炭 トン 石炭 0–25 1.00   

25–50 1.00 

50–75 2.00 

75–100 3.00 

100–125 4.00 

>125 5.00 

乾式、湿式選炭後の石炭 トン 石炭 0–100  0.00  

100-130 1.00 

130-160 1.50 

160-190 2.00 

190-210 2.50 

セミコークス、コークス トン コークス 0-160   0.00 

160-190 0.50 

190-210 1.00 

210-240 1.50 

240-270 2.00 

>270 2.50 

 

(m)情報提供（第 48 条、第 57 条） 

ライセンス保有者は、一般市民向けに、総販売額、納税額を含む生産・販売関係の情報
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を公開しなければならない。違反した場合は、 高 100 万トゥグルグ（Tg）の罰金を支払

わなければならない。 

 

(2)大気汚染法 

2010 年 6 月 24 日に、大気汚染法の改正 37（1995 年制定）と大気汚染法支払 38（新法）

とが国会にて審議・承認された。大気汚染支払法は、大気汚染の原因物質を排出する発生

源に対する課税を定めた。石炭に対する課税率は、石炭１kg に対して １Tg で、生産者に

課税される（発電所に供する石炭には課税されないが、ボイラ用は課税対象となる）。ただ

し、運用に関しては課題も多々あり、今後引き続き検討される予定である。 

 

(3)地方開発基本理念 

2001 年 57 号のモンゴルの国会決議において、モンゴルの地域開発の理念が以下のよう

に述べられている。 

モンゴル憲法の「国家は民族の安全情勢、経営のあらゆる体系と人口の社会開発を充実

させる目的に合わせ経済を調整する」に基づいて作成された「モンゴル国地域別開発の理

念」においては以下の記載がある。 

・ モンゴルにおいては、地域別開発の手法を策定し、地域経由で領土全体の開発バラ

ンスを充実させる国家組織 

・ 経済、社会、文化、都市整備、対外協力の快適な環境を整備する経済の枠組み 

 

上記項目において、地域と都市整備の連帯を満たす方法で県と地方の開発を支援する政

策と体制作りの方針、活動定義の根拠を確認している。 

また、2012 年 4 月のモンゴル政府ニュースによれば、地方開発国家プログラムが国会に

提出され、承認議決案が可決された。主な内容は以下のとおりである。 

・ プログラムの第１フェーズは 2012 年～2015 年の間に実施され、地方の世帯の実質

収入を 2 倍に増加させ、貧困を 1/2 倍に削減すること 

・ このプログラムの実施により、遊牧民の生活に係る自然環境、気候、原料価格、為

替変動による影響が減少し、地方住民は基本的社会サービスを平等に受けられる環

境が整備され、全ての郡(soum)、一部の大規模村(bag)、その他集落への持続的電力

供給が確保され、住民は情報・通信サービスを受けることが可能になる 

・ 各村は自主財政処理権限を持つようになり、歳入を確保し、歳出及び資金調達は住

民参画のもとで承認・実施が可能になる 

 

上記の目標はプログラムの一環として実施することとなっている。 
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2 . 2  石炭の需給の現状と見通し 

モンゴル石炭の需給を検討するために、北東アジアにおける石炭需給を検討した。 

北東アジアを含むアジア地域の石炭需要は急速に増加しており、今後も経済発展に伴い

拡大することが見込まれている。ここでは、モンゴル炭の主要な輸出国である中国を始め

とする北東アジア諸国(日本、韓国、台湾)、並びにインド、東南アジア諸国の石炭需要と

主要石炭供給国の供給ポテンシャルを概説する。 

 

2 . 2 . 1  石炭需要 

(1)北アジアの需要予測  

モンゴル炭の主要な市場となる北東アジア市場とインドを含む東南アジア市場の需要

予測結果を表 2.2.1、表 2.2.2 及び図 2.2.1, 図 2.2.2 に示す。 

北東アジアの石炭需要は、2010 年から 2025 年に向けて年率 1.9%で増加し、2025 年の石

炭需要は 2010 年の 1.3 倍の 46.60 億 t になる。一方、インド･東南アジアの石炭需給は、今

後の急速な拡大が見込まれることから、2010 年の 7.76 億 t から 2025 年には 14.36 億 t と年

率 4.4%で増加し、約２倍に拡大する。炭種別に見ると、2025 年に向けて原料炭が年率 5.4%

で、一般炭が年率 4.2%で増加し、2025 年の需要はそれぞれ 1.15 億 t と 12.42 億 t になる。

原料炭はインドでの増加分で、一般炭は電力用として、インドをはじめ対象としている東

南アジア諸国全ての国において増加する。 

2025 年の石炭輸入量は、北東アジアが 6.35 億 t、インド･東南アジアが 4.14 億 t である

が、増加量を見ると、北東アジアが 9,900 万 t であるのに対して、インド･東南アジアが 2.80

億 t となる。2025 年までの炭種別の輸入量の増加を見ると、北東アジア市場では原料炭は

2,200 万 t、一般炭は 7,800 万 t である。これに対し、インド･東南アジア市場では、原料炭

が 3,900 万 t、一般炭が 2.40 億 t となる。 

 

表2.2.1 北東アジアの石炭需要と石炭輸入の見通し（単位：1,000t） 

 

（出典：各種データから JCOAL で作成） 

 

 

1980 2000 2010 2020 2025 2030 2035
総量 775,929 1,734,553 3,534,669 4,360,117 4,660,245 4,973,283 5,213,925
原料炭 142,271 202,507 532,016 534,684 491,239 444,758 417,346
一般炭 633,658 1,531,956 3,002,653 3,825,433 4,169,006 4,528,525 4,796,580
褐炭 0 0 0 0 0 0 0
総量 80,232 268,880 535,157 616,110 634,593 652,376 668,691
原料炭 67,727 82,153 126,137 144,258 147,983 148,823 150,863
一般炭 12,505 186,727 409,020 471,852 486,610 503,553 517,828
褐炭 0 0 0 0 0 0 0

需要

輸入

石炭
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表2.2.2 インド･東南アジアの石炭需要と石炭輸入の見通し（単位：1,000t） 

 

（出典：各種データから JCOAL で作成） 

 

      ＜北東アジア＞            ＜インド･東南アジア＞   

（出典：各種データから JCOAL で作成） 

図2.2.1 北東アジアとインド･東南アジアの需要比較 

 

 

＜北東アジア＞            ＜インド･東南アジア＞ 

（出典：各種データから JCOAL で作成） 

図2.2.2 北東アジアとインド･東南アジアの輸入量比較 

 

1980 2000 2010 2020 2025 2030 2035
総量 104,902 426,421 776,309 1,187,468 1,435,681 1,703,853 2,015,852
原料炭 15,441 34,781 51,978 91,979 114,571 139,067 168,363
一般炭 82,328 348,245 667,483 1,024,139 1,242,191 1,478,126 1,750,947
総量 7,133 43,395 56,848 1,349 8,919 86,660 96,542
総量 988 35,082 134,006 299,933 413,588 536,456 692,545
原料炭 550 11,203 19,539 42,529 59,004 77,383 100,562
一般炭 438 23,879 114,467 257,404 354,584 459,073 591,983
褐炭 0 0 0 0 0 0 0

石炭
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以下では、モンゴルの石炭輸出に大きな影響を与える中国と原料炭、一般炭共に大きく

増加するインドについて、その予測結果を示す。 

 

(2)中国の石炭需要 

現状、中国は一次エネルギー消費の約 4 分の 3 を石炭に依存しており、2025 年に向けて

も石炭が依然として主要なエネルギー源であることに変わりがない。しかし、粗鋼生産量

は今後伸びず微減する。鉄鋼産業は 2012 年に入っての景気減速により生産過多（過剰能力）

に陥っており、旧式製鉄所や小規模製鉄所など非効率な設備も深刻となっている。政府は

老朽化した設備の閉鎖に協力した企業に融資をするなど、省エネルギーを進めている。こ

のため、粗鋼生産量は伸びず微減すると考えられ、2025 年の原料炭需要は 2010 年（4.42

億 t）を下回る 4.01 億 t に減少する。 

一般炭は電力を中心に産業でも消費されているが、今後は経済が次第に減速して行くこ

とから産業用の一般炭需要は頭打ちになり減少する。このため、一般炭の消費の中心はま

すます発電向けにシフトすることになる。この発電用一般炭消費は、電力需要の伸びが今

後低下することから 2000 年代のように急増することはなく、2010 年から 2025 年に向けて

年率 2.4％で増加し、2025 年の一般炭需要は 2010 年の 1.4 倍の 38.70 億 t となる。 

 

表2.2.3 中国の石炭需要と石炭輸入の見通し（単位：1,000t） 

 

(出典：各種データから JCOAL で作成) 

 

石炭輸入は今後も拡大する。原料炭は需要が伸びないものの、原料炭は希少な資源と位

置付けられており、生産地が山西省を中心とする地域に多いことから、生産地に遠い地域

に位置する製鉄所での輸入量は増加する。原料炭の輸入量はと思われる。原料炭の輸入量

は 2010 年から 2,300 万 t 増加すると予測される。一方、一般炭の輸入量は、需要の拡大と

共に増加し、2010 年の 1.23 億 t から 2025 年には 1.88 億 t まで増加する。 

 

1980 2000 2010 2020 2025 2030 2035
総量 655,860 1,451,454 3,163,192 3,966,533 4,270,791 4,586,797 4,828,255
原料炭 66,822 121,289 442,387 443,177 401,014 356,131 330,635
一般炭 589,038 1,340,165 2,720,805 3,523,356 3,869,778 4,230,665 4,497,620
総量 0 0 0 0 0 0 0
総量 1,990 2,178 157,716 224,205 246,070 266,070 283,017
原料炭 0 339 34,774 52,751 57,757 60,196 64,153
一般炭 1,990 1,839 122,942 171,455 188,312 205,874 218,864
褐炭 0 0 0 0 0 0 0

石炭

需要

輸入
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＜石炭需要＞               ＜石炭輸入＞ 

(出典：各種データから JCOAL で作成) 

図2.2.3 中国の石炭需要と石炭輸入の見通し 

 

(3)インドの石炭需要 

インドは、今後の高い経済成長と人口増加により一次エネルギー需要は増加する。イン

ドは、一次エネルギー消費の約半分を石炭に依存しているが、2025 年においても同程度の

比率が期待できる。現在、石炭は発電電力量の 7 割近くを占め、一般炭は電力用と多くが

用いられ、その他ではセメントなど産業での需要が高まる。一方、経済成長に伴い鉄鋼需

要が増加することから原料炭需要も増加する。一般炭需要は、2025 年に向け年率 3.9％で

増加し、2010 年の 1.7 倍の 9.42 億 t となる。一方、原料炭需要は 2025 年に向け年率 5.4％

で増加し、2010 年の 2.2 倍にあたる 1.15 億 t となる。 

インドは豊富な石炭埋蔵量を有するが、灰分が多く品質が高くなく、また国内炭の開発

に手間取っており、国内炭で需要を賄うことができない。このため需要の増加と共に輸入

量は増加している。今後輸入炭は、原料炭、一般炭ともに大きく増加し、2025 年には 5,900

万 t の原料炭と 2.33 億 t の一般炭が輸入される。 

 

表2.2.4 インドの石炭需要と石炭輸入の見通し（単位：1,000t） 

 

(出典：各種データから JCOAL で作成) 
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＜石炭需要＞               ＜石炭輸入＞ 

(出典：各種データから JCOAL で作成) 

図2.2.4 インドの石炭需要と石炭輸入の見通し 

 

(4)原料炭需要増大ケースの検討 

モンゴルの原料炭輸出において、中国の原料炭市場は重要な位置付けにある。中国の粗

鋼生産量は 2000 年に入り高い経済成長のもと急増したが、いずれは頭打ちとなることが見

込まれるという前提で原料炭需要の予測を行った。増大するケースとして、粗鋼生産が

2020 年まで増加し、その後減少するケースも想定できる。 

その結果、原料炭需要は 2020 年に 5.47 億 t まで増加し、その後減少し 2025 年に 5.48 億

t となる。本予測の結果と比較して 2025 年の原料炭需要は 1.47 億 t 多くなる。原料炭輸入

は、輸入比率が毎年 0.5％ずつ増加すると仮定していることから本予測及び増大ケースの

双方とも増加する。需要増大ケースでの輸入量は 2010 年の 3,500 万 t から 2025 年には 7,900

万 t に増加し、本予測と比較すると 2025 年で 2,100 万 t 多くなる。 

 

表2.2.5 中国の原料炭需要と輸入見通し（単位：1,000t） 

 
(出典：各種データから JCOAL で作成) 

 

(5)モンゴルの石炭需給 

(a)モンゴルの需給実績 

モンゴルの石炭生産量は急激に増加しつづけている。2011 年の生産量は前年比 687 万 t

増の約 3,203 万 t となった。3 年前の 2008 年と比べると 3 倍以上の増加である。一方、モ

ンゴル国内の石炭消費はさほど伸びておらず、2011 年の消費量は約 682 万 t と 2010 年をわ
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ずかながら下回った。つまり、生産増加分のほとんどは輸出に回されている。2011 年の石

炭輸出量は約 2,130 万 t であり、生産量の約 3 分の 2 が輸出されていることになる。  

生産量の内訳を見ると、国営企業も順調に生産量を伸ばしているものの、それ以上に民

間企業の生産量の伸びが著しい。2011 年は全生産量の 6 割以上を民間企業が占めている。 

 

表2.2.6 モンゴルの石炭需給統計（単位：1,000t） 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

生産量 8,974.1 9,237.6 10,071.9 14,442.1 25,161.9 32,029.7 

 国営 4,941.0 6,259,7 6,674.2 7,186.7 10,459.5 12,090.3 

 民間 3,133.1 2,977.9 3,397.7 7,255.4 14,702.4 19,939.4 

消費量 5,691.2 5,906.1 5,843.2 6,426.2 6,905.8 6,815.3 

輸出量 2,456.6 3,268.1 4,169.3 7,113.2 16,726.2 21,296.0 

（出典：Mongolian Statistical Yearbook） 

 

表2.2.7 モンゴルの石炭消費量推移（単位：1,000t） 

1973 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

  -   -  6,167 6,649 5,204 5,212 5,473 5,999 6,521 6,511 6,815 

（出典：IEA Coal Information 2012） 

 

石炭需給実績を、モンゴルが毎年発表している統計資料を整理したのを表 2.2.8 に示す。

モンゴルにおける石炭利用を示す⑦は発電所での熱・電供給、温水供給のための HOB (Heat 

Only Boiler)、産業用ボイラ、民生・公共事業・運輸部門などで熱・厨房用の消費量を示し

ている。また近年、石炭を加工したハウスコークス製造も始まっている。 

 

表2.2.8 石炭需給実績（単位：1,000t） 

項目 2008 2009 2010 2011 

① 資源総量（②+③+⑥＝⑦+⑰+⑱+⑲） 10,453,7 14,883.5 26,508.1 34,903.9 

② 年初ストック量 381.3 441.2 1,344.0 2,874.1 

③ 生産量（④＋⑤） 10,071.9 14,442.1 25,161.9 32,029.7 

 ④  国営炭鉱 6,674.2 7,186.7 10,459.5 12,090.3 

 ⑤  民間炭鉱 3,397.7 7,255.4 14,702.4 19,939.4 

⑥ 輸入 0.5 0.2 0.2 0.1 

⑦ 消費量（⑧＋⑨） 5,843.2 6,426.2 6,905.8 6,815.3 

 ⑧ 火力発電所 4,849.9 5,077.9 5,533.2 5,410.1 

 ⑨ その他の消費部門 993.3 1,348.3 1,372.6 1,405.2 

  ⑩ 産業＆建設 190.1 226.3 179.6 221.9 

  ⑪ 輸送＆通信 41.3 41.2 49.5 52.5 

  ⑫ 農業 7.2 13.6 10.0 8.9 

  ⑬ 家庭関連（⑭+⑮） 580.6 598.2 614.9 641.3 

   ⑭ 家庭 406.6 596.5 612.3 639.7 

   ⑮ その他 174.0 1.7 2.6 1.6 
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  ⑯ その他 174.1 469.0 518.6 480.6 

⑰ 製造    2,578.1 

⑱ 輸出 4,169.3 7,113.2 16,726.2 21,296.0 

⑲ 繰越ストック 441.2 1,344.0 2,874.1 4,214.5 

（出典 Mongolian Statistical Yearbook, 2011 をもとに JCOAL で作成） 

 

モンゴルでの炭鉱開発はウランバートル東部バガヌール炭鉱（生産量 2009 年 300 万 t、

2010 年 340 万 t）と南部のシベオボー（Shivee ovoo）炭鉱（生産量 2009 年 140 万 t、2010 年

180 万 t）の褐炭生産を中心に行われてきたが、近年、南ゴビのタバントルゴイ地域での開

発が進んでいる。タバントルゴイ地域には原料炭を産する大規模鉱床があり、この地域の

鉱区において炭鉱開発の国際入札が実施され、現在審査が行われている。2010 年のタバン

トルゴイ炭鉱生産量は約 520 万 t と前年の 270 万 t の 2 倍近くになった。 

 

(b)石炭需給の見通し 

図 2.2.5 はモンゴルの鉱物資源庁（MRAM：Mineral Resources Authority of Mongolia）が

2009 年に作成した、2025 年までの石炭生産、消費、輸出見通しである。 

 
（出典：MRAM） 

図2.2.5 モンゴルの石炭生産・消費・輸出（単位：1,000t） 

 

2 . 3  石炭高付加価値化に関する動向 

2.1.1 の石炭プログラムにおける石炭高付加価値化には、環境配慮型のブリケット製造、

石炭ガス化を初めとするクリーンコール技術の適用、併せて社会・法制度の整備などが取

り上げられている。多様なプログラムを進めていくためには、実効性のある取り組みを段

階的に進めていく事が不可欠である。全てに取り掛かることはできないので、モンゴルの

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025

国内利用量（都市部） 6,546 6,828.7 7,526.5 8,813.9 12,525 13,742.6 15,709 18,110.5

国内利用量（地方部） 798 806 814 822 830 838 878 900

輸出 18,000 25,000 30,000 33,000 40,000 50,000 65,000 75,000

合計 25,344 32,635 38,341 42,636 53,355 64,581 81,587 94,011
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基本的条件（技術土壌、インフラ、財源、人的リソースなど）の整備状況を勘案しながら、

着実な取り組みが望まれる。 

当面の取り組みは、喫緊の課題であるウランバートル圏のスモッグの解消であり、その

ための HOB(Heat Only Boiler)やボイラ対策、ハウスコークス製造技術である。 

 

2 . 3 . 1  石炭火力発電所 

既存の石炭火力発電所は設備の老朽化が進んでいるので、増加を続ける今後の電力需要

をカバーするには、新たに火力発電所を設置する必要がある。そのための石炭火力発電所

の新設計画が、ウランバートル第 5 火力発電所と南ゴビ電源開発がある。 

政府は、2008 年に投資家の資金による第 5 火力発電所の建設を決定し、国際公開入札を

実施した。また、鉱物資源エネルギー省は、世界の投資家を参入させるため、技術・経済

仕様書の調査をアジア開発銀行(ADB)に依頼した。ADB が米国の H&I 社に委託して調査が

行われた。第 5 石炭火力発電所の建設候補地として、当初オリアスタイ、バガヌール炭鉱

近隣、第 3 石炭火力発電所のある敷地の 3 ヵ所が検討され、その結果、専門家は、第 3 石

炭火力発電所のある敷地に新発電所を建設するのが適切であると、結論付けた。入札の結

果、双日、International Power GDF Suez（フランス）、POSCO Energy（韓国）、NEWCOM（モ

ンゴル）のコンソーシアムが優先交渉権を獲得した（2012 年７月）。 

南ゴビ電源開発については、鉱山が開発される南ゴビに石炭火力発電所を建設して、タ

バントルゴイ炭鉱やオユトルゴイ（Oyu Tolgoi）鉱山（金、銅）などの鉱山へ電力を供給

し、さらに、余剰電力をウランバートルに供給する計画もある。 

 

2 . 3 . 2  セミコークスとブリッケット 

石炭の生焚きは、発電所や HOB からの温水供給がない場所における、住宅・事務所用

の熱源としてであり、ストーブで石炭を燃焼させて、暖房用や厨房用としている。都市部、

特にウランバートル市には、年々遊牧民が集まって来ており、馬糞や牛糞などを燃やすた

めに使っていたストーブを持参している。それで石炭を燃やすために、近年、不完全燃焼

による大気汚染問題が増加してきている。この原因の一つには、ウランバートル市の地形

上の問題がある。 

ウランバートル市はトール（Tuul）川を挟んで両側を山で囲まれた盆地になっている。

冬場の無風状態の朝方に、一斉にストーブで石炭を燃やすと、不完全燃焼による炭塵や排

気ガスが大気に放出され、空中に滞留する状態になる。これは 1952 年に、大きな被害を発

生させたロンドンスモッグと似た状況であり、健康被害も報告されている。 

欧州や日本でも同じ頃、一般家庭用の石炭燃焼による大気汚染問題が発生し、その対策

としてハウスコークスと呼ばれる半成コークスの開発が進んだ。折しも、各国とも油への

燃料転換が経済的に可能になったため、石炭燃焼よりも大幅に大気汚染度は改善された。 

モンゴルの場合、灯油などの化石燃料は輸入に頼らざるを得ず、低所得者は安価で品位



 

315 
 

の悪い石炭を消費する以外には生活の術がない。-15～-40℃に達する極寒時に、低品位の

石炭をどのようにしてクリーンに燃やすかが重大課題となっている。 

モンゴル政府はこの現状を打開するために、ウランバートル市内での石炭生炊きの禁止、

石炭の乾留ブリケット化の事業化、工場や石炭火力発電所などから排出される有害ガスの

規制に乗り出すなど、対策に取り組んでいる。ウランバートルには大気質庁が設置され、

市内の大気汚染の軽減に取り組んでいる。石炭の生炊きを減らすために、大気質庁では、

ハウスコークスと呼ばれるセミコークスとセミコークスブリケットの使用を促進するプロ

ジェクトを展開中である。生産される改良型燃料には補助金が掛けられている。実際、2010

年におけるウランバートルでのゲル、一戸建て住居は 16 万 1,000 戸、年間石炭使用量は

66 万 8,000t、HOB での年間使用量は 13 万 4,000t に達している。一方、2012 年～2013 年の

冬季間でのハウスコークスの供給量は、 大で 8 万 t で、必要量の約 10%しか満たしてい

ない。 

また、国や市は行政上の制度を改め、石炭生産量に対して大気汚染税 (1,000 Tg/t) を課

税している。一方で、外国ファンド（世界銀行など）などの財源により新燃料（ハウスコ

ークスやブリケットなど）及び新型ストーブの普及を図っている。特に、MCA (Millennium 

Challenge Account-Mongolia) の中の Clean Air 事業による支援が大きく、4,700 万米ドルの

ファンドが使われている。2013 年の事業終了時にまでに、16 万 1,000 世帯に対して、9 万

7,000 個のトルコ製ストーブ交換を予定しており、現在、2012 年末の普及率は約 56%であ

る。 

 

(1)セミコークスとセミコークスブリケットの概要 

石炭を約 500～600℃で低温乾留することにより製造されるセミコークスは、石炭の持つ

揮発分を減らすことができる。そのため、従来型ストーブで石炭を燃やす場合と比べて、

不完全燃焼による炭塵発生量を約 1/3 程度に低減できる。一方、残留揮発分の量が着火性

に影響するので、モンゴル規格では揮発分を 18%(daf ベース)以下としている。現在、セ

ミコークスを製造しているのは、2012 年現在で MAK 社のみであり、大気汚染防止のニー

ズに、供給サイドが追い付いていない現状が見られる。 

セミコークスブリケットは、粉状のセミコークスにバインダーを添加して機械成形した

ものである。キルン式乾留炉では、石炭を約 5 mm 以下に破砕して乾留しなければならな

いので成形工程が必要である。一方、移動式乾留炉は、約 20 mm 以上の製品はセミコーク

スとして出荷できるが、20 mm 以下の粉炭はストーブでの燃焼性が悪く、これも成形工程

が必要である。 

セミコークスブリケットは、セミコークスに処理を施すので、コスト高ではあるがより

良質なものとなる。大気汚染防止と経済性を比較考量して、セミコークスだけでも十分だ

という意見も出ている。現在、セミコークスブリケットを製造しているのはシャリンゴル・

エナージ（Sharyngol Energy）社と UOOM 社の 2 社だけであり、供給が需要に追い付いて
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いない。原炭、セミコークス、セミコークスブリケットの比較写真を図 2.3.1 に示す。 

 

乾留前の原炭     篩分け前のセミコークス   セミコークスブリケット 

 

図2.3.1 原炭、セミコークス、ブリケットの比較 

 

(2)セミコークスとセミコークスブリケットのメーカー 

セミコークス及びセミコークスブリケットの製造事業者として、以下のメーカーがある。 

 

(a)MAK 社 

ウランバートルから南へ 200km に位置し、約 20km 離れたエルデフ (Erdev)炭鉱の石炭

を使用している。セミコークスの生産能力は 7 万 5,000t/年であり（11 万 5,000t の石炭を使

用）、2011 年 3 月に運転を開始、2011 年の生産実績は 6 万 5,000t。乾留ガスは乾燥と炉の

運転に利用している。 

(b)シャリンゴル・エナージ(SE)社 

ウランバートルの北西約 100km に位置するダルハン（Darkhan）市に位置する。2008 年

から石炭からセミコークスを製造する事業を始めドイツからの支援も受けている。設備は

徐々に増設されてきているが、現在の計画は年間 2 万 t の生産を目指している。 

(c)UOOM 社 

ウランバートルにあるセミコークスブリケット製造会社で、MAK 社から購入したセミ

コークスの粉炭を整形して､セミコークスブリケットとして商品化している。 

(d)NAKO 社 

シャリンゴル・エネルギー社と同じくダルハン市に工場を所有する。事業主は NAKO 燃

料社である。工場は年間 2 万 8,000t のコークス燃料製造能力があり、2008 年第四半期から

実証を始めている。 

(e)ウランバートル第 2 火力発電所 

第 2 火力発電所ではロシアの協力を得てセミコークスとブリケット工場の建設が進行中

である。第 2 発電所の 2 基のボイラを改造してセミコークスを製造する。2011 年 3 月に建

設を開始し、現在コークス炉の試験運転中である。セミコークスはブリケットにする計画

であり、ブリケット製造設備も 2012 年 6 月時点で 8 割程度完成している。 
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2 . 3 . 3  石炭ガス、液化 

石炭ガス化については、ガス化炉から排出される合成ガスを後段の設備でガス処理する

ことにより、代替天然ガス（SNG）、メタノールなどの化学品、ディーゼル油などの燃料を

製造できる大変魅力に富むプロセスである。 

石炭ガス化を起点とした液化技術、所謂、間接液化技術が確立されると、モンゴルの年

間石油製品輸入量が 30～40％減少し、国内の石油製品価格は 50％下がると見られている。

石炭資源の豊かなモンゴルにとっては、石炭液化は石油価格高騰に対応する上で効果的な

処方箋になる。 

モンゴルとドイツの間では共同経済委員会会合が開催され、その成果として次の覚書が

締結された。 

・モンゴル MCS 社、Petrovis 社及び独 Lurgi 社間の石炭液化技術の供給に関する覚書 

・モンゴル Tsetsens Mining 社、Energy Resources 社、独 GTLF1 社間、Lurgi 社間の GTLF1 

技術による石炭液化プロジェクトに係る協力に関する覚書 

・モンゴル政府及び独 Tyssen Krupp Ude 社間の石炭液化による燃料生産プロジェクトに

関する覚書 

・モンゴル産業コーポーレーション及び独 Tyssen Krupp Ude 社間の石炭の液体化技術に

関するライセンス契約など 

こうした中長期の取り組みは民間ベースでも進んでおり、その一例として、モンゴルの

MCS 社と韓国の POSCO が、民間ベースで、バガヌール地域において計画している CTL 

(Coal to Liquid)事業がある。この CTL 事業は、MCS と POSCO の両社とモンゴル事業者が

共同事業体を組み、外国事業者も戦略的に取り込んで展開しようとしている。2013 年には

技術選定、2014 年には FEED(Front End Engineering Design)、2018 年にプラント完成を目指

している。このプラントから、ディーゼルを年産 45 万 t、ガソリンを 9 万 t、DME（ジメ

チルエタノール）10 万 t を製造する。本事業の主な構成機器は、石炭ガス化炉、ASU(Air 

Separation Unit)、合成ガスのクリーン化ユニット、FT(Fischer-Tropsch )装置であり、複数の

候補技術の中から実効性、経済性の観点から選定される予定である。 

同種の計画として、構想段階ではあるが、ウランバートルの人口過密化を解消するため

のバガヌール地域の学園都市構想がある。その中でも、ウランバートルの大気汚染対策と

して、セミコークスやセミコークスブリケットの効果的な製造、代替天然ガス（SNG）を

目的とした石炭ガス化などの大規模プロジェクトが描かれているが、現時点では詳細は不

明である。 

こうした中長期的な大規模プロジェクトを推進するためには、当面は足下の問題を解決

していき、その過程で将来の地域開発における基盤となり得る技術力の改善、インフラ整

備、人材育成、財政強化などを図っていくことが望ましい。 
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2 . 3 . 4  HOB 及び産業ボイラの現状と対策 

モンゴルにおける HOB は、歴史的には 1950 年代に学校、病院などに熱供給する設備と

して登場した。 

ウランバートル市内には、約 1,000 ヶ所の HOB が存在しているが、比較的新しい HOB

を除き、古い HOB には集塵機が設置されていない。集塵機が設置されていない古い HOB

から排出される煙がウランバートル市周辺における大気汚染の一因にもなっている。 

ウランバートルの HOB 及び工場で使用される石炭量は 年間約 13 万 t 程度で、第 2、3、

4 発電所で使用される石炭量の 3%程度に過ぎないが、煤塵(PM10；10μ 以下の煤塵量)、硫

黄酸化物(SOx)、一酸化炭素(CO)の大気汚染物質の単位石炭当たり放出量が、発電所のボイ

ラに比べかなり大きいと報告されている。 

モンゴルの主力発電所である第 4 発電所のボイラとウランバートル市内の HOB の石炭

を燃焼した時の、単位石炭当たりの大気汚染物質排出量を表 2.3.1 に示す。 

HOB は燃焼温度が低いために、NOx の排出量は低いが、CO などの他の大気汚染物質の

排出量が多くなっている。 

 

表2.3.1 大気汚染物資の排出係数 

発電所/HOB 排出係数(汚染物質排出量/石炭使用量)(kg/t) 

TPS(全煤塵) PM10 SOx NOx CO 

第 4 発電所 2.90 1.89 2.20 3.90 0 

HOB 32.88 21.37 6.96 1.69 72.89 

（出典：JICA/数理計画報告書(2012 年 6 月付)） 

 

HOB ボイラ出口ガス中の酸素濃度は 12～18%程度で、発電用ボイラの 3～5%に比べて、

大幅な空気過剰で運転されている。HOB の熱効率は 45～60%程度と予想されるが、温水供

給配管での熱効率が大きく、実際は 30～40%程度と低い効率に留まっている。また、現有

の大型ボイラに設置されている脱硫装置や脱硝装置を小型化して HOB に設置するのは、

設備費や運用面で不適切である。熱効率を改善した HOB を設置するにしても、排ガスの

環境対策が難しい HOB に対し、石炭を燃料とするのは不向きであり、ガスや灯油の様な

一般に言われるクリーンな燃料を使うか、現在モンゴルで進められているブリケットを燃

料とすることが中間的な位置づけとして有効であり、そのためブリケット製造技術の確立

が待たれる。 

一方で、機器としての HOB に係る短期的な対策には、集塵機の設置を義務付けること

が必要であり、中長期的には、今後の都市計画策定の中で、例えば 2025 年を目標として

HOB の大型集約化を促進し、それに CCT(Clean Coal Technology)を義務付ける大型石炭ボ

イラによる熱水供給システムを構築する。HOB やボイラは固定火格子での燃焼となってい

るので、均一に石炭に空気を供給することが難しく、結果的に過剰な空気を供給すること

になる。適正空気量で燃焼効率を高めるためにはストーカ、または流動床燃焼に改造する
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ことが望ましい。 

 

第 3 章 石炭産業に係る投資環境 

3 . 1  一般事情 

モンゴル政府は、1990 年代の政治・経済体制の改革以来、経済の対外開放を進め、雇

用創出、技術移転などを進めるために、外国直接投資を促進する政策を進めている。外国

投資の窓口となる機関は、外国投資庁(Foreign Investment and Foreign Trade Agency, 以下

「FIFTA」)である。FIFTA は、外国投資に関するワンストップサービス（外国投資企業の

設置に関する申請書その他関連書類を受け付け、事業活動を開始するための証明書、ライ

センス及び特別許可書を発給し、１カ所で結論を出し評価を行うとともに関連官庁による

これら問題の決定を円滑化し、また、投資家に必要な情報を提供し、コンサルティングサ

ービスを提供する複合サービス）を行う機関であり，モンゴルに投資をしようとする外国

投資家の手続きは、FIFTA から始まる。外国投資家が会社を設立しようとする際には，ま

ず外国投資庁で外国投資企業証明書を受ける。外国投資の許可が下りたならば，国家税務

総局の登記所にて法人登記をする。 

モンゴルの外国投資政策の中心となるのは、1991 年に成立した外国投資法(Foreign 

Investment Law)である。この法律は、その後の経済情勢に適合させるため、1993 年、1998

年、2002 年と改定され 近では、2008 年５月 29 日に改正されている。 

外国投資促進政策の中心となるのは規制緩和であり、モンゴルの国内法に触れない限り

全ての分野において外国投資が可能である。投資(有形・無形を問わず)の 25%以上が外国

資本による場合、外国投資とみなされ、外国投資調整登録庁への登録が必要となる。外国

投資の場合、利益や配当､資産の売却代金の本国への送金は自由である。 

モンゴル会社法によれば、会社には株式会社(open or joint stock company)と有限会社

(closed or limited liability company)がある。会社設立時に必要な資本金は、株式会社が

10,000,000 Tg、有限会社が 1,000,000 Tg である。連絡事務所の設立に関しても、FIFTA に

申請する。事務所の設立許可は当初３年間、その後は２年ずつの延長となる。外資の 低

資本金は 2008 年５月 29 日の法改正によりこれまでの 1 万米ドルから引き上げられ 10 万米

ドルとなっている。 

鉱業や会社資本に対する投資に関しては、政府と安定協定を締結することが可能である。

これにより、10 年、15 年もしくは 30 年間、法人税等の税金の固定化が保証される。また

外国投資法によれば、外資法人は優先的にモンゴル人を雇用しなければならず、外国人を

雇用する場合は特別な資格や技能をもっていなければならないとされており、社会保障労

働省の許可が必要である。 

外国投資の保護については、憲法、法律ならびにその他の立法によって保障されており、

不法に収用されるものではない。外国投資家に対しては、投資の所有、使用及び処分に関

してモンゴル投資家に対して与えられる場合と比べ不利でない待遇が付与される。 
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外国投資家は、次の権利を享受するものとする。 

・ 外国投資企業のエクイティに起因する投資の海外送金を含み財産を所有し、使用及

び処分すること 

・ 外国投資を伴う事業体を経営し、またはその事業体の経営に参加すること 

・ 法令に従って他の者に権利及び義務を譲渡すること 

・ なんらの障害もなく、海外に株主に対する所得や株式配当などの所得、利益及び支

払を送金すること 

・ 法令によって確認されているその他の権利 

 

一方で、外国投資家に課せられる義務として、 

・ モンゴルの法を遵守すること、 

・ 外国投資を伴う事業体の契約及び定款に記載された義務を果たすこと 

・ 自然環境の保護及び保存を確保するための措置を実施すること 

・ モンゴル人民の慣習及び伝統を尊重すること 

などが要求されている。 

 

3 . 2  外資に対する規制の内容 

外国投資を管理する法律の目的は、国家安全保障に関わる戦略的分野において事業する

企業に対して投資する外国投資家またはそれらと利害を一にする者、及び第三者の投資を

管理し承認を与えることに関連する事項を扱うものである。戦略的分野とは、国民の基本

的生活、経済的自立性、円滑性を保つ、国家収入を確保する、国家安全保障を実現するた

めの分野で、鉱物資源、金融、報道・情報通信分野がある。この法律は 2012 年 5 月 17 日

国会で可決され即日施行された。 

この背景として、2012 年 4 月に中国のアルミ 大手企業チャルコ（Aluminum Corporation 

of China, Ltd.）が、カナダのアイバンホー・マインズ（Ivanhoe Mines）が所有するサウス

ゴビ・リソーシズ（South Gobi Resouces）社の株式を 大 60%取得して買収すると発表し

たことがある。サウスゴビ・リソーシズ社の経営権が中国企業に移ると、サウスゴビ・リ

ソーシズ社が所有するモンゴル企業サウスゴビ・サンズ（South Gobi Sands）社の経営権も

中国企業に移ってしまうため、モンゴル政府はサウスゴビ・サンズ社がモンゴル国内に持

つ全ての鉱山権益を保留した。保留された権益の中には、モンゴルの戦略的鉱山であるオ

ブートトルゴイ（Ovoot Tolgoi）炭鉱も含まれている。 

外国の国有企業及び国が一部を所有する法人、国際機関またはそれらと利害を一にする

者及び第三者がモンゴルで営業する場合、またはモンゴルで営業する企業またはそれらと

利害を一にする者及び第三者に投資を行う場合、モンゴルに登記された企業を通じてモン

ゴル政府の承認を得る必要がある。なお、戦略的分野で営業している企業の外国投資家の

持ち株比率が 49%を超え、かつ投資金額が 1,000 億 Tg を超える場合は、モンゴル政府に申
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請し、国会の承認を得る。その他の場合は政府が承認の可否を判断する。承認が必要な協

定は以下の通りである。 

 

・ 戦略的分野で事業する企業の株式の 1/3 またはそれ以上を取得する権利を得る協定 

・ 戦略的分野で事業している企業の代表を単独で決定する、取締役会に過半数の役員

を派遣する、または取締役会の過半数を無条件に選任するなどの権利を与える協定 

・ 戦略的分野で事業している企業の意思決定機関の決議に拒否権を行使する協定 

・ 戦略的分野で事業している企業の業務執行や企業方針を決定する権利を与える協

定 

・ 国際及びモンゴル国内の鉱物資源市場において、鉱物資源及びそれらの製品の購入

または販売で市場の独占を確立する可能性のある協定 

・ モンゴルの鉱業輸出品の市場や価格に直接的または間接的に影響を与える可能性

のある協定 

・ 戦略的分野で事業している企業の持ち株比率を低下させることになる契約を自ら

または利害を一にする者及び第三者が他社と結ぶ協定 

 

3 . 3  税制の優遇措置  

モンゴル政府は、2008 年 3 月 5 日以降、戦略産業に投資した外国企業の総投資額の 10％

に相当する所得税を減税することを発表した。モンゴル戦略産業リストの例には、石炭に

係るものとして以下の産業がある。 

3 . 3 . 1  工業 

・ 石油製品の製造 /石炭を直接及び間接的手段で精製し、液体燃料の製造 

・ コークス加工品/石炭から気体や半コークス、コークス、樹脂、その他付属産品の

製造、コークス燃料の製造 

3 . 3 . 2  電力・ガス製造・公共施設・建設 

・ 電力生産、配電作業/水力発電所、火力発電所及び高圧発電機の組み立て、その機

具類 

・ ガス生産、その配給（ガスの供給、配給、輸送、販売活動） 

・ 電力生産、配電作業/地方の各郡に安定した電力を提供。太陽光発電、風力発電等

の近代的技術を利用したサブステーションの設置 

・ 蒸気や空調関連設備・サービス/蒸気製造、集中型暖房供給源やインフラ配管関連

施設の建設及び増設に必要な機械設備 

・ 水貯えや洗浄活動/飲料用水や工場用水の源施設及びそのインフラ配管の建設や増

設/ 

・ 廃水の貯え、洗浄活動/都市や集落地区での 新技術を採用した、環境を配慮した

廃水処理施設やそのインフラ配管の建設及び増設 
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・ 廃棄物の収集、衛生処理、リサイクル活動/ごみ処理、再生、焼却排除するための

近代的機器所有工場の建設 

3 . 3 . 3  教育、科学 

・ 機械技術に関する中等教育を与える取り組み/ 

・ 専門教育機関にエンジニア・技術の授業用実験設備、その他近代的機械設備を設置

/専門的、科学的、技術的活動におけるその他の取り組み/科学調査を行うための近

代的機械及び部品、実験用機械設備、ハイテクノロジーの導入/ 

 

また、モンゴル政府は、2008 年 3 月 5 日より、モンゴルの戦略部門の上記優先部門への

投資には 10%の投資税額控除が与えられることを明らかにした。この税額控除は、モンゴ

ルの優先分野における新生産・サービスの開始、または既存の生産・サービスの拡張や更

新のための償却可能資産に対する投資に対して適用される。 

さらに、労働・社会保障に関する投資法の規定第 24 条により、外国投資にかかる事業

会社及び外国法人の支店に雇用された外国市民は、モンゴル法に従い、所得税を納める義

務がある。また、税金を支払った後、所得を海外に移転できる。 

さらに、FIFTA は、外国投資家に ID カードを発給する。この ID カードは外国投資家が、

数次入国ビザと居住許可を得るために必要であり、外国投資企業及び駐在事務所の国内・

外国社員を管理するためにも必要とされる。企業が外国人を雇用する契約は、労働保障・

サービス庁の管掌となる。 

 

また、外国投資家に対する優遇策の期間に関しては、 

・ 火力発電所，送電・配熱網，鉄道，道路，航空，通信分野への投資の場合，当初

10 年間の所得税免除及び続く 5 年間の 50 %免税。 

・ 石油，冶金，石油化学，自動車，電子機器分野への投資の場合，当初 5 年問の所得

税免税及び続く５年間の 50 %免税。 

・ 製品の 50 %以上を輸出する場合，当初３年間の所得税免税及び続く 3 年間の 50 %

免税。 

・ 上記以外の場合でも議会の承認により税に関する優遇が得られる場合がある。 

・ 所得を事業に再投資する場合，課税対象所得が減額される。  

などがある。 

 

なお、石炭プログラムの中では、投資の調整に関して、次の通り記載されている。 

・ 石炭分野での国内外の投資の適切な比率と方針を適切に策定する。大規模石炭鉱床

の所有と投資については、国民に理解し易い規則を作成する。 

・ 規模石炭鉱床の所有と投資問題を国が決定する際は出来るだけ国民に公開し、透明

で理解し易い方法で行う。 
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・ 大規模石炭鉱床の所有については、少人数での独占を防ぐため、有価証券市場から

の財源の投資を優先する。 

・ 石炭分野での国内外の投資については、平等なチャンスを与える本来の国の規制を

維持する。企業、組織と市民の能力を先進国レベルに短期間に引き上げために国か

ら可能な限りあらゆる面での支援を法律に則って与える。 

・ 石炭分野にて活動している国内の企業を支援するため、税制とビジネスに関する法

規制を長期にわたり変更しない。 

・ 探査、研究と採掘、簡単な選炭等国内の会社が自力で実施可能な生産工程において

はかならずしも外国投資は必要がないとみなす。 

・ 石炭の熱分解とナノテク等 新技術で加工するコークス・化学、石炭・化学産業の

開発等、モンゴル国内の未開発分野おいて外国の投資と設備、専門家の優先的に導

入を目指す。 

・ 石炭分野、そのインフラ整備の投資家に対し、法律面及び経営面の優遇措置の整備

を短期間に全体的に開発し、世界各国のうち、とりわけアジア・ヨーロッパー諸国

と石炭分野にてお互いに利益のある密接な協力することを優先する。 

 

第 4 章 対象地域の概要 

モンゴルのエネルギーセクターは、1996～1998 年の公共投資プログラムの中で、全体の

約半分に相当する 8 億 6,000 万ドルを占めていたが、現在も 重要セクターであり続ける。

そのエネルギーセクターにおいては、石炭が非常に重要なエネルギー源であり、主要な一

次燃料源として、電力及び熱を供給している（一次エネルギー消費構成比の 63％）。 

モンゴルの石炭資源は 15 の大きな主要堆積盆に埋蔵されており、その資源量は、全体

で 1,650 億 t とも言われている。図 4.4.1 は、モンゴル国内の主要炭鉱を示したものである。 

モンゴルにおける本事業の対象地域は、石炭製品の大消費地であり産炭地でもあるウラ

ンバートル圏、及び産炭地であり今後の経済活動の活性化が予想されるバガヌール圏とし

ている。 

本報告書では、対象地域としてバガヌール炭鉱とシャリンゴル炭鉱を調査し、また、将

来的に大きな可能性のある炭鉱地域として、現地調査において指摘のあったタバントルゴ

イ炭鉱に対しても検討を行った。 

 

本章では、次の８つの視点から上記対象地域の優位性を比較検討した。 

① 石炭産業としての位置付け 

② 産業構造及び地域経済状況 

③ 地域石炭政策 

④ 地域開発計画 

⑤ 石炭インフラ状況 
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⑥ 石炭開発の現状及び開発計画 

⑦ 石炭開発に起因する環境問題について 

⑧ マスタープランに類似する計画について 

 

上記のほとんどは地域性のある項目であるが、輸送インフラ及び電力インフラについて

は、モンゴル全体の中での議論が必要である。従って、 初に３つの対象地域に共通する

インフラについて概説する。 

 

 

図4.1.1 モンゴル国内の主要炭鉱 

 

4 . 2  共通インフラの状況 

4 . 2 . 1  輸送インフラ 

(1)道路網 

モンゴルの輸送手段には、道路、鉄道、空輸、水路がある。図 4.2.1、図 4.2.2 に、道路、

鉄道に係るインフラ状況を示す。 

モンゴルの道路整備は地方において遅れており、首都ウランバートル市と第二、第三の

都市ダルハン市とエルデネト市を除けば、舗装道路の整備はほとんど進んでいない。現在、

モンゴル道路公団は、アジアハイウェイ開発プロジェクトの一部ルートである中国国境の

ザミンウッド（Zamyn Uud）から首都ウランバートル市、そしてロシアと国境を接する町

Altanbulag(アルタンボラグ)までを結ぶ南北縦断幹線道路の建設を進めている。また、モン

ゴル政府が、将来の国土開発・経済発展の目玉としているのが「ミレニアム道路」の建設

計画である。このプロジェクトは、ウランバートル市を中心に東西横断幹線道路と南北縦

断幹線道路を建設し、都市と地方、近隣諸国とを道路で結ぶもので、その効果として経済、

地方開発、観光産業、外交関係の発展が期待されている。また、国際交通網が整備される

①バガヌール

③シャリンゴル

②シベオボ

④タバントルゴイ

⑤UHG⑥ナリンスハイト
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ことで、海のないモンゴルが港へつながる道が開けることも期待されている。 

 
（出典：道路・交通・建設・都市計画省の資料） 

図4.2.1 モンゴルの輸送インフラ状況図 

 

 
（出典：道路・交通・建設・都市計画省の資料） 

図4.2.2 道路マスタープラン（2008～2020） 

(2)鉄道網 

モンゴルの鉄道網は 1,815ｋｍであり、そのうちの 1,100ｋｍがロシアと中国を結ぶトラ

ンス・モンゴリアン鉄道となっている。内陸国であるモンゴルにとって、鉄道は大変重要

な輸送手段である。欧州と東アジア、南東アジアを隣国である中国、ロシアを経由して結

ぶことができる。ウランバートルからザミンウッドまでの道路が完成すれば、鉄道と競合
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するので、鉄道の優位性は減少する可能性もあるが、鉄道は、道路輸送に比べてコスト優

位性を保てると捉えられている。 

 

 

（出典：鉄道庁の資料） 

図4.2.3 新規鉄道計画 

 

4 . 2 . 2  電力インフラ 

モンゴルの 2009 年の総発電量は 40 億 75 万 kWh で、2,120 万 kWh を輸出、1 億 6800

万 kWh を輸入している。現在のモンゴル内の電力システムは、西部、Altai-Uliastai、中央、

東部の 4 つの各電力システムに分かれている。（図 4.2.4） 

 

 
JCOAL 作成 

図4.2.4 モンゴルの電力供給網 
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2002 年にエネルギー省が提示した「エネルギーのマスタープラン」では、第 2 石炭火

力発電所は 2005 年、第 3 石炭火力発電所は 2008 年、2011 年、ダルハン石炭火力発電所

は 2013 年に廃棄する計画であったが、2006 年の「エネルギーの統合システム計画」では、

第 2 石炭火力発電所を 2012 年に廃棄、第 3 石炭火力発電所を 2016 年に廃棄、ダルハン石

炭火力発電所については、当面稼動させるとの方針が示された。しかしながら、この通り

に計画が進むとした場合、電力供給量が 2012 年には 629MW、2016 年には 521MW に減

少し、2007 年に記録したピーク時の電力需要 631MWを下回ることが確実となっている。 

モンゴル政府の電力予想では、今後の人口増や鉱山開発などで 2020 年のモンゴル国内

の電力需要は 1,000MW に達すると言われており、2012 年には電力不足が始まるのではな

いかと懸念されている。そのような状況を踏まえて、2008 年１月に提示された「モンゴル・

ミレニアム開発目標に基づく国家開発総合政策」には、総合的エネルギーシステムの確立

が組み込まれている。 

今回対象地域となっている 3 つの炭鉱は、中央電力システムによって電力の需給を行う

地域である。このシステムにおいては、増加する電力需要が、第 2 石炭火力発電所（21.5MW）、

第 3 石炭火力発電所（136MW）、第 4 石炭火力発電所（540MW）、ダルハン石炭火力発電

所（48MW）、エルでネット（Erdenet)火力発電所（28.8MW）、ダランザドガド(Dalanzadgad)

石炭火力発電所（6MW）及びロシアからの購入電力により賄われることになる。2012 年

～2022 年までの計画案の中で対象地域が係ってくるものは、バガヌールからウランバート

ルとチョイバルサン方面への 220kV 電圧の送電線（450km）建設などである。 

 

4 . 3  バガヌール炭鉱 

4 . 3 . 1  石炭産業としての位置付け 

エネルギーセクターのマスタープラン（2000～2020 年）によれば、ウランバートルなど

の主要都市に対する電力供給と暖房の確保が政府の 優先課題としており、そのためには、

電力会社の安定した運営が重要であるとしている。バガヌール炭鉱は、モンゴル人口の

40％近くを有するウランバートルの近郊にあって、国内需要の約 60％を供給しており、将

来の社会生活を安定させ経済発展を促進するためにきわめて重要な炭鉱である。 

2004 年にはマスタープランの目標が達成されたため、新たな石炭セクター開発プログラ

ム（2006 年）が策定された。その中では、新技術導入による石炭の増産、CCT の採用など

が優先課題として取り上げられ、開発が進められている。また、新しい鉱山の開発だけで

なく、バガヌール炭鉱の拡張も視野に置かれており、ますます、石炭セクターの重要性は

高くなっている。この拡張事業は、ウランバートルへの安定した電力供給のために石炭供

給の向上・拡大を図るもので、その重要性は大きい。 

バガヌール炭鉱は、株式の 75％を国が保有する（民間：25％） 大手の国有炭鉱で、国

内発電所向けに運営されている、という位置付けにある。 
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4 . 3 . 2  産業構造及び地域経済状況 

バガヌールの石炭鉱床は 1970 年代に旧ソ連により開発され、1974～1977 年にかけて地

質調査が実施された。その結果、地質埋蔵量が 5 億 9,980 万 t、そのうち可採炭量が 3 億

370 万 t ということが明らかとなった。この鉱床の炭層は向斜構造を呈しており、北東方

向に延びている。鉱床の広がりは、長さ 15km、幅 8km(鉱区内のピットサイズは 12km×4km)

である。炭層は南側で 8～10°の傾斜を持ち、西方向に傾斜は増加して 15～20°となる。中

央ではほぼ水平であるが、断層近辺で傾斜が急激に増大する 3 つの主要な断層が確認され

ている。このうち 2 つの断層は鉱床の南側に位置しており、もう 1 つは中央部に位置する。

断層の落差は 40～50m である。炭層は 5 層で、下位から 2 番目の炭層が採掘対象となっ

ている。 

バガヌール鉱床の褐炭の性状については、灰分が 12～17%、水分濃度は 31.8～35.9%で

ある。灰分は 40%ﾆなるケースもある。発熱量は 2,783～3,615kcal/kg である。地表から 20

～25m 下には石炭が風化された風化炭が存在し、その発熱量は、2,000kcal/kg まで低下する。 

1978 年から出炭を開始し、1995 年には株式の 75％を国が、25％を民間が保有すること

になった。1997 年から 2002 年にかけて、日本の協力により改修プロジェクトが実施され、

年間 270 万 t～320 万 t 前後の生産が維持されて来た。生産された石炭は、主にウランバ

ートルの石炭火力発電所に送られている。 

バガヌール炭鉱は、ウランバートルにつながる道路及び鉄道網などが存在し、資材や製

品運搬に支障がないことが特徴である。また、国営炭鉱なので、政府の政策が反映しやす

いという優位性も持っている。人口が集中したウランバートルの過密度を緩和するための

地域計画も議論され、発展の可能性が期待できる。また、その計画では、石炭の高付加価

値化を目的とした石炭ガス化、石油代替にも関心が向けられ、環境技術、石炭加工技術を

有する我が国の企業が事業展開できる可能性が高い。 

 

4 . 3 . 3  地域石炭政策 

人口が集中したウランバートルに近く、道路や鉄道などのインフラ設備が存在し、また、

水資源も豊富だというバガヌール炭鉱は、ウランバートルの抱える大気や水汚染などの諸

問題を解消する地理的に優位な立場にある。また、国営炭鉱なので、政府の政策が反映し

やすいという利点も持っている。ウランバートルの過密度を緩和するための地域計画も議

論され、発展の可能性が期待できる。 

バガヌール炭鉱は、内需向けに石炭を出炭する国営の主力炭鉱として、政府から大きな

支援を受けている。 

 

4 . 3 . 4  地域開発計画 

(1)学園都市計画 

内需を目的とした炭鉱の中でバガヌール炭鉱は 大の炭鉱であり、水資源も豊富で輸送
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インフラも整備されている。環境問題に対する苦情や問題も少ないとされる。バガヌール

には、人口過密常態となっているウランバートルの人口緩和の目的も兼ねた、学園都市計

画が進行している。 

  

(2)バガヌール炭鉱の将来構想 

ウランバートルの大気や水汚染対策として、セミコークスの普及や汚染水処理が喫緊の

課題である。そのため、本構想の基本コンセプトは、鉱物資源の有効利用と廃棄物及び排

水の再利用となっている。石炭を改質すれば様々なチャンスが得られることから、セミコ

ークスや無煙ブリケットの製造技術、活性炭製造技術、選炭技術などが検討されている。 

セミコークスについては、一般炭価格と同じにするために、ウランバートル市が補助金

を出している。しかし、いつまでも補助金があるとは限らず、安価で高カロリーな石炭が

必要とされている。セミコークスは、選炭工場から生産される石炭から製造される。これ

により、高価格のセミコークスを購入できないゲル住民のためにも、良質炭を提供するこ

とができ、公害問題の解消、市民の健康維持や QOL 向上につながる。 

水資源炭鉱廃水の再利用や水処理の問題は、モンゴルの炭鉱が等しく悩んでいる重要な

課題である。採炭事業について適用すれば、褐炭や湧水で得られる水を、鉱内の散水や植

樹、軟水化して HOB や飲料水、ボイラ用水にも利用できることになる。また、現在は炭

鉱に溜まった水を地下水として汲み上げているが、この地下水から飲料水 77.8 万 ℓ/年が生

産できる。さらに、この水を使って、炭鉱周囲の池をきれいな昔の姿に戻すことができる。 

水処理のためには、表面積の大きな多孔質の活性炭を利用する方策がある。バガヌール

炭鉱では、石炭 15t をロシアで加工して、0.5t の活性炭を製造したことがある。活性炭の

製造技術は、セミコークスの製造技術に近いので、多少、性能は低下するかも知れないが、

モンゴル国内で活性炭を製造して、自国の水処理、排水の再利用を推進していくことが望

ましい。 

その他に、採掘で生じる剥土のうち栄養分のある表土を植林に、砂利は建築材に利用す

ることも可能である。また、砂岩を建築材（壁材）やレンガに利用し、風化炭は土壌改質

用の肥料製造に活用する。 

地域開発の優先順位として、初期投資の少ない、炭鉱廃水の再利用、選炭工場、セミコ

ークス製造、活性炭になると捉えられている。本構想では、プラントは全て炭鉱内に設置

する予定であり、池の隣にキャンプを作り、観光産業に貢献することなども想定されてい

る。水浄化で得られた水分を用いた野菜工場や植樹用苗の育成、また、風化炭を利用した

年間 4,000t の肥料製造の計画も検討されている。その肥料は、農業や野菜工場、緑化に利

用できる。 

これらの産業を創出するために、参加企業を広く募集する計画がある。参入する場合は、

プラント建設のための土地代の免除、設備の輸入の関税免除、運転設備の減価償却の一部

免除、所得税の一部免除、輸出製品の関税も低く抑える等の諸々の優遇制度が検討されて
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いる。 

その他、2.3.3 石炭ガス化、液化の中で述べた、モンゴルの MCS 社と韓国の POSCO が、

民間ベースで、バガヌール地域において計画している CTL 事業がある。2013 年には技術

選定、2014 年には FEED、2018 年にプラント完成を目指しており、このプラントから、デ

ィーゼルを年産 45 万 t、ガソリンを 9 万 t、DME（ジメチルエタノール）10 万 t を製造す

るものである。 

バガヌール炭鉱は、石炭加工工業への発展と学園都市化を志向している。 

 

4 . 3 . 5  石炭関連インフラ状況 

バガヌール炭鉱の大きな強みは、ウランバートルにつながるアクセス道路及び鉄道が現

存し、プラント資材及び製品輸送が容易なことである。また、他の炭鉱などのように、乾

燥地のために水が不足するという問題も報告されていない。さらに、電気については、ウ

ランバートルから 35kV の送電ラインが走り、必要に応じて増強可能であるので、基本的

な問題はないとされる。一方、ガス化炉設備に関連して、以下が懸念されている。 

・ ガス化炉が地域外に設置された場合、ガス化炉の運転に必要とされる石炭（例えば、

20 万 t/年）を鉄道で運搬する場合、鉄道輸送能力を増強する必要がある。 

・ ガス化プラントの操業に必要とされる水は、鉱山から年間 300～400 万 m3 が得ら

れるので量的な不安はないが、水質の点で懸念があるので、近郊の河川から取水し

て供給を受けることの可能性についても検討が必要である。 

・ 安定性確保の観点から、ガス化プラントの高稼働率を維持するためには、発電設備

をプラント所内に設けることなどを検討することが必要である。 

 

基本的に、バガヌール炭鉱はインフラ設備の整った町であり、モンゴル政府の短期的な

アクションマップにもバガヌール炭鉱が入っているため、 も効率の良い炭鉱であると考

えられ、モデル事業の有力な候補と考えることができる。 

 

4 . 3 . 6  石炭開発の現状及び開発計画 

バガヌール炭の大半は発電所で使用されるが、旧ソビエト連邦の崩壊に伴い技術・資金

の援助が途絶し、炭鉱や発電所では機器の老朽化が目立っているため、電力・熱の安定供

給に支障を来すようになっている。 

この様な状況に対処するため、ADB によるウランバートル第 3 火力発電所、ドイツの有

償資金援助によるダルハン火力発電所の改修事業が実施されるなど、同国のエネルギーセ

クターに対する国際協力が行われている｡日本もモンゴルの電力供給の約 70％、熱供給の

約 60％を生産している「ウランバートル第４火力発電所改修事業」に対して 1992 年度に 8

億円、1994 年度に 7 億円の無償資金援助、1995 年度に 45 億円の円借款を供与している。 

ウランバートル第 4 火力発電所向けを中心として、同国の石炭需要は 1995 年の 484 万 t
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から 2000 年には年間 739 万 t、そして 2011 年の国内消費量は 680 万 t に増大しており、品

質の良い石炭の生産能力向上は急務となっている。 

しかしながら、同国の炭鉱では採炭機器、剥土機器の老朽化により生産能力が低下して

いるばかりでなく、石炭破砕機器の老朽化により、石炭の利用者である発電所の求めるサ

イズの石炭を供給できていない。また、剥土機器が不足しているため、地表近くの質の悪

い石炭しか採掘できず、抜水施設が十分機能していないため石炭含水率が高く、低カロリ

ーになってしまっている。 

このような状況に対応するため、同国 大のバガヌール炭鉱では、リハビリテーション

などを行うことにより、生産能力を年間 400 万 t へ回復することが計画されている。 

バガヌール炭鉱の 2010 年までの生産実績と 2012 年以降の生産予測を、それぞれ表 4.3.1

と表 4.3.2 に示す。ウランバートル周辺にある第 2、3、4 発電所への供給量は、2002 年の

280t をピークとして、その後は石炭価格の値上げなどの影響で減少した。ここ 5 年間は右

肩上がりを示しており、年間 240～260 万 t（概算供給量：第 2 発電所：17t、第 3 発電所：

100 万 t 前後、第 4 発電所：150 万 t）に回復した。バガヌール炭鉱から産出される石炭の

約 80％が電力用に使用されている。 

2013 年からは、第 2 発電所の乾留工場建設向けに 30 万 t の増産、また、契約準備中で

はあるが、韓国のヒョンドンと提携して建設するバガヌールの乾留工場向けには 50 万 t、

建設予定の第 5 発電所向けには 2016 年から 50 万 t、2020 年以降は 100 万 t の輸送を予定

している。従って、2020 年には 550 万 t の出炭量になる計画で、その結果、現在の年間 1,500

～1,600 万 m3 のボタが 2,000 万 m3 まで増加する。 

 

表4.3.1 バガヌール炭鉱の生産量(1,000t) 

 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 

生産量 3,066 3,093 2,819 2,804 3,000 3,330 3,120 

（出典：モンゴル鉱物資源エネルギー省資料） 

 

表4.3.2 2010年、2011年の生産実績と将来生産計画(1,000t) 

万 t 2012 2013 2014 2016 2019 2020 

出炭量 3,500 4,000 4,000 4,500 4,500 5,500 

（出典：バガヌール炭鉱調査より編集） 

 

バガヌール炭鉱における限界剥土比は 6.0m3/Ton であり、2015 年以降は限界剥土比に

なると予測されている。剥土コストを下げるためには、大型の剥土機械の導入などを検討

する必要がある。バガヌールの第 3 層掘削は現在入札中であるが、剥土比も高くなってき

たので単独での開発は難しく、民間コンストラクターの支援が必要である。 
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また、本炭鉱では以下の事業も進められている。 

・ 選炭工場：選炭工場の処理能力はプレ F/S では年間 100 万 t であるが、設計資金と

操業資金が問題 

・ 複合発電所(IGCC)での石炭ガス化の計画もあるが資金難 

・ 韓国の知識・経済省と連携した 270MW ガス発電、セミコークス工場の建設：300

万 t の前処理プラント、100 万 t のセミコークス輸出(タール、ガスの利用) 

・ MCS がガス化、液化の提案と土地確保を要請、現在調査段階 

・ 炭鉱副産物の有効利用：表層部分にはグミンという肥料になる酸化炭が含まれてい

るが現在ボタの利用。剥土で質の良いものから建設材料、煉瓦、ブロック、道路材

を作る研究(75%のシリカを含む砂)。地下水を抜水(年間 320～400 万 m3)して、ボイ

ラ用と事務所用に利用するなど。 

 

バガヌール炭鉱では、現在 320 万 t 出炭しており、今後の増産計画が進められている。 

 

4 . 3 . 7  石炭開発に起因する環境問題について 

炭鉱開発においては、それまで人の手が入っていなかった土地が開削されることになり、

そのため様々な環境に関する影響が発生する。これらの影響には以下のようなものがある

とされている。 

・ 大気への影響 

大気への影響については、採掘機械による騒音、掘削した表土あるいは石炭の粉じん飛

散、石炭中に含まれるガスの飛散、採掘機械から排出されるガスの飛散などがある。 

・ 地球温暖化 

操業において機械などから排出される二酸化炭素、炭層中に含まれるメタンガスは温室

効果ガスであり、地球温暖化の大きな原因となる。 

・ 土地、土壌への影響 

元来の地形は採掘により形が大きく変化してしまう。また、剥土した土壌などが重金属

などにより汚染される場合がある。 

・ 地表水、地下水への影響 

採掘により酸性廃水が発生することがある。この場合、周辺の生態に悪影響を及ぼす。

また、地下水などの流路が採掘により分断されることがある。 

・ 植生への影響 

採掘のために植生を伐採することにより、植生が失われる。また、採掘により発生する

粉じんなどにより植生の生育に影響が出る。 

・ 人体への影響 

騒音、機械の振動、粉じんの吸入などにより作業員や周辺住民の健康に被害を与える場

合がある。粉じんは多量に吸い込むとじん肺などの疾患の原因となる。 
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(1)バガヌール炭鉱に係る環境問題 

バガヌール炭鉱における環境問題には、以下のようなものがある。 

(a)地下水関連 

バガヌール炭鉱においては地下水を年間 320～400 万 m3 抜水し、その一部をボイラ用及

び事務所用に利用している。また、バガグフ池の復旧用にも使用している。将来的には、

地下水を浄化して、バガヌール地域の水利用や温室用に利用する計画がある。 

(b)炭鉱操業に伴う汚水・排水問題 

汚水問題はない。汚水処理施設があり、処理後の水はバガグフ池に流している。 

(c)採掘跡地の修復 

採掘跡地を埋め戻し、良土で整地した後に植物を植えている。1999 年から総面積 120.5ha

の土地を修復している。長期計画として、2007 年に「バガヌール炭鉱の技術的修復作業計

画」を作成した。長期計画は、5 年に一度程度の見直しを行うことになっている。 

(d)粉塵・炭塵飛散 

天気が良い日は、粉塵・炭塵飛散は少なく、規格値内に収まる。剥土後の土は埃が立つ

ので散水している。 

(e)騒音 

騒音基準は 85 デシベルであるが、石炭積込場では 101～104 デシベル、クラッシャー周

辺では 95 デシベル、ダンプトラック 91～92 デシベル、採掘重機は 103 デシベルとなって

いる。 

(f)輸送分野における環境問題 

石炭輸送中に埃が多く発生する。 

(g)操業で発生するゴミの処分 

鉄スクラップを所定場所で保管している。他のゴミは、ゴミ収集場所に捨て、ブルドー

ザーで埋め立て処分している。 

 

バガヌール炭鉱に係る課題は、炭鉱からの抜水による排水処理、再生利用の問題である。 

 

(2)バガヌール炭の利用部門に係る環境保全の現状と改善の方向性 

バガヌー炭鉱に止まらず、バガヌール炭（周辺地域炭を含む）を利用する部門において

も環境問題は存在する。以下の利用部門についての問題を記載する。 

 

(a)ウランバートル第 2 発電所 

ウランバートル第 2 発電所においては、年間 20 万 t のバガヌール炭を消費している。 

1)煙突からの煤煙飛散、SOx、 NOx 問題  

煤塵飛散はあるが測定はしていない。 
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2)貯炭場における自然発熱(発火)問題及び炭塵飛散 

炭塵飛散は春と秋に多い。石炭貨車から石炭を手作業で降ろしており、炭塵が起きる。 

3)石炭灰処理 

年間 22,500～36,000m3 の石炭灰を灰沈殿池に捨てている。乾燥時には水が乾燥して石炭

灰が飛散するため、周辺住民から苦情が寄せられる。石炭灰の飛散対策として、散水装置

を設置し利用している。 

4)地下水関連(採取、汚染、水の再利用等) 

年間 200 万 t の地下水を利用している。灰沈殿池の余った水を再利用する設備がなく、

水の再利用はできていない。 

5)土壌汚染。 

毎年、灰沈殿池の風下の土壌検査を実施している。特に、問題はない。 

6)操業で発生するゴミの処分 

ゴミは集めてゴミ集積場へ運んでいる。鉄スクラップについては、購入希望者の引き取

り場所まで運び、販売している。 

7)国家専門監査総庁から環境保全監査が行われ、以下の指摘事項が出されている。 

・ 自然環境評価、自然保全計画、環境監査基準に基づいて対策をとる。 

・ 大気ガス内の汚染物質を環境監査の計画に基づき定期的に管理すること。 

・ 排気ガスを定期的に測定するため道具を準備すること。 

・ 灰捨て場の水が地下水を汚染させているかどうか貯水場のサンプルを採取し、検査

し、管理すること。 

・ 環境監査実験室に 3 か月に 1 回検査すること。 

・ 環境保全実施のため、その対策に関して報告書を半年に 1 回国家専門監査総庁の環

境保全部へ文書で提出すること。 

・ 石炭を搬送する機械の塵埃を減らす装置を改善して稼動させること。 

・ 石炭貯蔵庫においてあるクレーンを稼動させること。 

・ クリーンテクノロジーを導入すること。灰等を再生して販売できる可能性があれば、

プロジェクトを実施すること。 

・ 石炭灰捨て場の灰を清掃し、水が入らないように、灰の水を再利用すること。 

 

(b)ウランバートル第 3 発電所 

ウランバートル第 3 発電所においては、年間 100 万 t のバガヌール炭を消費している。 

 

1)煙突からの煤煙飛散、SOx、 NOx 問題  

SOx、 NOx を含め測定はしているが、それらの排出低減技術は導入していない。煤塵測

定はしていない。 
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2)貯炭場における自然発熱(発火)問題及び炭塵飛散 

炭塵飛散は春と秋に多い。 

3)石炭灰処理 

年間 12～13 万 t の石炭灰を灰沈殿池に捨てている。灰沈殿池が満杯になると環境保全の

ため表面を土で被覆し植林している。特に、満杯となった第 3 灰沈殿池の 11ha に 3,000 本

の柳の木を植林した。また、散水装置も設置している。灰沈殿池の水質は 2 週間毎に検査

している。 

4)地下水関連(採取、汚染、水の再利用等) 

地下水井戸 18 ヶ所から、2011 年に 964 万 4,563t の地下水を汲み上げ消費した。 

5)土壌汚染 

汚染土壌エリアを減らすため、修復する目的で発電所の柵の東部にある 1 万 2,500 m2 の 

土地を車両用駐車所として整備している。 

6)操業で発生するゴミの処分 

ゴミは集めてゴミ集積場へ運んでいる。鉄スクラップについては、購入希望者の引き取

り場所まで運び、販売している。 

7)国家専門監査総庁から環境保全監査が行われ、以下の指摘事項が出されている。 

a)組織・指導 

・ 発電所の環境問題担当委員会に任務としての義務及び責任を課すこと。 

・ 環境保全問題に関して各局、各部が実施事業の方針及び事業予定表を監査すること。 

・ 自然環境保全分野でセミナーを開催すること。各部のエンジニア及び担当者を参加

させること。 

・ 自然環境の悪影響を減少するために優れている技術を本発電所の条件に適合する

可能性かあるかについてのプロジェクト案を作成する。 

b)大気汚染の減少 

・ ボイラの燃焼基準を正確に定め、その基準を満たすために定期的に管理すること 

・ 発電所から発する排気ガス及び大気汚染物量が容認できる数値を特定するために

測定して結果を出すこと。 

・ ボイラ 第 1 から 7 までの煙中排気ガスモニタリング用システムを順調に使用する

ために検査及びチェックを予定表通り実施して結果を出し、その結果の基で運用す

ること。 

・ 発電所から発する排気ガス及び大気汚染物量が容認できる数値を特定するために、

測定結果をまとめて市大気質庁へ提出すること。 

・ 灰を捨てる装置をチェックすること。使用を定期的チェックして、順調に運行する

こと。 

・ 発電所に技術上で使用されている化学物の保管及び使用方法に対し、監査して関連

する機関へ報告すること。 
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c)使用水量、汚水からの保護 

・ 2011 年に水の使用に関しての資料作成を水源庁へ依頼すること。 

・ 発電所への水供給に対して地下水管理測定を実施すること。 

・ 生産技術に関して蒸気、お湯の漏れを減少するための対応を定期的に実施すること。  

・ 発電所用冷却設備の水漏れをチェックして、水を大事に使用すること。 

・ 灰捨て場及び貯水場から 1 か月に 2 回サンプルを取って検査し、結果をまとめて記

録すること。 

d)土壌汚染 

・ 発電所周辺にある木、柳の木を切ったり、ゴミを捨てることを禁止して周辺をきち

んと整備し、植物園を作ること。 

・ 生物的修復事業をした古い灰捨て場の上にある木、柳の木を大事にして水を撒くた

めの施設を徹底的に利用すること。 

・ 灰捨て場を定期的チェックすること。 

・ 満杯になった灰捨て場の表面に土を敷くこと。 

 

(c)ウランバートル第 4 発電所 

ウランバートル第 4 発電所においては、年間石炭消費量は約 300 万 t で、バガヌール炭

及びシベオベ(Shivee-Ovoo)炭を 50%ずつ使用している。 

 

1)煙突からの煤煙飛散、SOx、 NOx 問題  

2010 年から排気ガス中の NOx、SOx、CO2、CO 及びその他有害ガス、フライアッシュを

測定している。脱硫装置等は設置していない。電気集塵機は設置しており、2011 年の集塵

効率は 98.9%であった。2009 年 2 月、大気庁に要請し排気ガスの汚染物質を測定したが、

MNS5919:2008 に規定された基準値よりも低い値を示しており、ウランバートル市の大気

質への影響は少ない。 

2)貯炭場における自然発熱(発火)問題及び炭塵飛散 

発電所から南方への炭塵飛散はある。炭塵飛散防止を目的として、貯炭場の東側に 200

本の苗木を植えた。 

3)石炭灰処理 

年間 28～30 万 t の石炭灰が発生、年間 1 万 t の石炭灰を建材会社へ販売している他はス

ラリー化して発電所から 3 km離れた箇所にNo. 5灰沈殿池(容量：140万m3)に捨てている。

満杯となったNo.3及びNo.4灰沈殿池は石炭灰が飛散しないように土壌で被い、2009～2011

年に 1,000 本の植林を実施した。 

4)地下水関連(採取、汚染、水の再利用等) 

発電所から 17～23 ㎞離れた場所で、12 個の井戸から年間約 1,000 万 t の地下水を汲み上

げ利用している。 
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5)土壌汚染 

発電所敷地内の複数の箇所で土壌汚染の測定をおこなっている。発電所で使用している

重油からの汚染と考えらるが、大きな問題ではない。灰沈殿池に監視孔があり、毎月サン

プルを採取して分析しているが、問題は発生していない。 

6)操業で発生するゴミの処分 

生活廃棄物が発生するが、指定されたゴミ捨て場に廃棄している。 

7)国家専門監査総庁から環境保全監査が行われたが、特段の指摘事項はなかったというこ

とである。 

 

(3)HOB 対策 

ウランバートルをはじめとする都市部のゲル及び簡易住宅で家庭用ストーブや HOB を

使って石炭（生石炭）を燃焼することに起因する大気汚染、それに伴う健康被害の拡大が

深刻な問題となっている。特に、粒子状物質については、長年に渡って体内蓄積すること

により重い疾病となる可能性が大きく、この対策が も重要となる。 

ウランバートル市内には約 1,000 ヶ所の HOB が存在しているが、古い HOB には集塵機

が設置されていない。古い HOB から排出される煙がウランバートル市周辺における大気

汚染の一因にもなっている。 

 

(4)ゲル対策 

ウランバートル市バヤンゴル地区のゲル及び簡易住宅にて、2011 年からハウスコークス

を使用する試みが行われており、MAK社製ハウスコークス及び SE社製ハウスコークス（ブ

リケット）が供給されている。ハウスコークスを燃やした場合、旧型ストーブを使用した

場合でも臭いや炭塵がほとんど出ないことが明らかとなった。今後は、ゲル地区における

生炭使用をハウスコークへの転換をできる限り早く進めることが望ましい。 

短中期的には、大気汚染が深刻な状況にあるウランバートル市全域を対象にして、3～5

年以内に生炭使用の全面禁止と、ハウスコークスへの使用燃料の転換を徹底することが望

ましい。 

このため、ウランバートル市周辺の全てのゲル及び簡易住宅に、ハウスコークスを供給

できる生産体制の整備、ハウスコークの利用拡大に向けた確固たる政府支援策の実行が望

まれる。 

長期的には、ウランバートル市内でゲル及び簡易住宅での石炭ストーブを使用できるエ

リアを限定し、ゲル及び簡易住宅から集合住宅への住み替えを促進する政策を進めること

が望ましい。但し、ゲルを利用した生活様式を変えたくないとの意向を持つ住民もいると

考えられることから、このような住民に対しては石炭ではなく液体燃料を使用することを

義務付けることで、住民にゲル生活を継続できる選択肢を残すような政策が望ましいと考

える。 
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4 . 3 . 8  マスタープランに類似する計画について 

バガヌール炭鉱には、人口過密状態となっているウランバートルの人口緩和の目的も兼

ねた学園都市計画があり、モンゴル政府が発表した優先的に実施される大型プロジェクト

26 件の中にも含まれているが、その詳細については分かっていない。 

 

4 . 4  シャリンゴル炭鉱 

4 . 4 . 1  石炭産業としての位置付け 

シャリンゴル炭鉱は、ウランバートル市から北方 215km、ダルハン市の南東 45km、エ

ルデネット（Erdenet）市の東 230km に位置し、年間 50 万 t 程度の石炭を生産する 100％

民営化された炭鉱である。本炭鉱から産出される石炭の主要顧客は、ダルハン火力発電所

とエルデネット (Erdenet)火力発電所であり、主に鉄道を利用して運搬される。また、セミ

コークス製造業者やトゥブ（Tuv）、セレンゲ（Selenge）、オルホン（Orkhon）、ダラハンオ

ール（Darkhan-Uul）地域にある民間工場、自治体のボイラ設備などにも石炭が供給されて

いる。現在は内需を満たすために産炭しているが、ソ連時代には、専用支線が 65km に渡

ってつながっているトランス・モンゴリアン（Trans-Mongolian）鉄道を経由してソ連の国

営企業に対しても石炭を供給していた。従って、鉄道網については、他の炭鉱よりも整備

されており、外需に対する基本要件であるインフラは準備された状態にある。 

シャリンゴル炭鉱は、民間の小規模炭鉱という位置付けにある。 

 

4 . 4 . 2  産業構造及び地域経済状況 

シャリンゴル炭鉱は、1965 年に国営炭鉱として操業を開始した。1983 年には過去 高

の生産量 211 万 t を記録するが、その後、ソ連からの支援がなくなったことから生産は減

少し、現在の生産能力は年間 250 万 t を有するものの、機器の老朽化、生産技術の不備・

陳腐化などで年産 40～50 万 t に留まっている。1995 年には株式が上場され、一部が民営

化された。その後、2003 年には完全に民営化された。株主は、米国の投資会社 Firebird（フ

ァイヤバード）が関係会社保有分も含め、全体の 61％（2011 年 9 月時点）を占める。 

2010 年の探査結果をもとに資源量の見直しが行われ、それまでの資源量約 1.5 億 t か

ら約 3.78 億 t、その内の可採埋蔵量は 1.9 億 t と大幅に増加された。シャリンゴル炭の性

状については、水分が 9.6～14.6％と少なく、灰分は 29～33％と多い。原炭の発熱量は 

4,300～4,400kcal/kg であるが、選炭後は 6,000kcal/kg を超える。 

 

シャリンゴル炭鉱から産出される石炭は、ダルハン、エルデネット両火力発電所を初め、

周辺地域で操業している民間工場などに供給されており、地域発展のエンジンのような役

割を担っている。 
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4 . 4 . 3  地域石炭政策 

ダルハン市の南東 45km にあるシャリンゴル炭鉱は 100％民営化された炭鉱であり、現

在、年間 50 万 t 程度の石炭を生産している。主要顧客である、周辺にあるダルハンやエ

ルデネットの火力発電所、民間工場などに石炭を供給している。現在の産炭能力から、順

次、100 万 t から 250 万 t への増産計画が打ち出されているが、それは民間企業としての戦

略としての計画であるので、必ずしも、政府の政策にリンクしているわけではない。 

 

4 . 4 . 4  地域開発計画 

シャリンゴル炭鉱の石炭の多くが、ダルハン及びエルデネット火力発電所に送られ、ま

た、近隣に存在する工場などに供給されている。新たな産業が生まれることによって、近

隣の需要はさらに増加する。その一例として、丸紅や東洋エンジニアリングが、ダルハン

地域で、モンゴルセキユ社と共同して進めているダルハン製油所建設計画がある。この事

業は 2014 年秋の稼働を目指し、その規模は、原油処理能力 4 万 4,000 バレル/日、製品が

ディーゼル 100 万 t/年、ガソリン 63 万 t/年、ジェット燃料 6 万 t/年と言われる。現在、デ

ィーゼル燃料油、ガソリン及び航空燃料などの石油製品のほとんどをロシアから輸入して

いるモンゴルにとって、この事業は、石油製品の外国依存からの脱却のために、非常に重

要な意義を持っている。 

こうした産業の創出や成長を支えるため、ダルハン地域の電力需要は増大するが、それ

を賄うために、2013 年 10 月への実施を目標に、現在、ダルハン火力発電所の能力を 47MW

から 82MW に拡張する計画が進んでいる。これによって、シャリンゴル炭鉱からの出炭量

は 2 倍になると言われている。今後、ダルハン及びエルデネット火力発電所に対する供給

量は増加すると考えられている。 

シャリンゴル炭鉱では、日本の企業が中心となり、モンゴル国内で初めての製油所建設

が計画中である。 

 

4 . 4 . 5  石炭関連インフラ状況 

モンゴル国内の炭鉱には、石炭を輸送するうえで、インフラが整備されていないという

共通の課題があるが、シャリンゴル炭鉱は、石炭を輸送する上での整備された輸送ネット

ワークがあるという点で例外的である。 

ソ連時代に、シャリンゴル炭鉱の石炭を国内の特定地域や国営企業に供給するために、

65 km におよぶ鉄道支線が引かれ、トランス・モンゴリアン鉄道につながっていた。これ

は、モンゴル国内の同業者からシャリンゴル炭鉱を差別化するものであり、現在において

はビジネスを行う上で大変有利な条件となっている。特に、輸出市場にアクセスがある場

合は重要である。 

また、シャリンゴル炭鉱は、ロシアの東港であるボストチヌイ（Vostochny）などの港を

経由してアジアマーケットに通じている。鉱山から 220km 離れたナウシキ (Naushki)まで
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石炭を運搬し、そこでロシア鉄道に接続し、ボストチヌイまでの 440 km を走るものであ

る。従って、ロシアのルートは北モンゴルの炭鉱には大変魅力的となっている。 

現在、輸入炭について、ロシアは、差別的な運送料を徴収しているが、モンゴル炭に対

しては、関税の 52％を割引くという優遇制度を適用している。石炭をナウシキからボスト

チヌイ（4,041ｋｍ）まで運ぶ上での運送料は$85/t（$0.021/km.t）（国内産炭者の場合は $35/t）

である。鉄道の割引額を勘案すれば、シャリンゴル炭の運搬料は、$41/t または 0.01/km/t

である。シャリンゴル炭鉱から海上輸送する場合の費用は、採掘、選炭、運搬、国境手数

料、税金、港湾手数料を含め ＄90 であるので、石炭の価格が上昇しない限りは、海上輸

送による輸出は採算が取れないと捉えられる。 

その他のインフラに係る特徴として、ダルハン発電所に近いという点があり、電力の供

給が容易に受けられる環境にある。また、発電所は、シャリンゴル石炭の主要な消費者と

もなっている。 

 

4 . 4 . 6  石炭開発の現状及び開発計画 

2010 年までの過去 5 年間の生産量を表 4.4.1 に示す。設計生産能力は年産 250 万 t であ

るが、近年は地質的条件、経済性などの理由から、50 万 t で推移している。約 80％が近

隣の発電所向けである。発電所に加えダルハンのセメント工場、製鉄所、乾留工場などの

需要もあり、2013 年には年間 100 万 t の生産が計画されている。増産が予定される新規エ

リアは、今後 20 年採掘可能、剥土比は 6～8m3/t、炭質は亜瀝青炭である。 

中長期的には 500～600 万 t への生産拡張計画があるが、乾留・ガス化・液化などによ

る石炭有効活用についても検討して行く意向がある。剥土比は 6 m3/t である。 

 

表4.4.1 シャリンゴル炭鉱の生産量（1,000t） 

 2000 2002 2004 2006 2008 2010 

生産量 709 698 679 505 548 422

（出典：モンゴル鉱物資源エネルギー省資料より編集） 

 

現在、シャリンゴル炭鉱は拡張段階にある。この炭鉱の特徴は ①高品質 ②鉄道へア

クセス ③企業形態 ④輸出ポテンシャルなどであり、中長期的には、内需及び外需を見

据えた戦略的な位置付けにある。3.78 億 t に見直された資源量の 90%は、露天掘りに適し

た 300m 未満の鉱床である。 

2012 年の産炭量も 50 万 t 程度になる予想だが、2013 年の 100 万 t から数年間の間で 250

万 t に増産する計画を持っている。1983 年には、過去 高の 211 万 t を記録していたので、

巨額の投資をしなくても、目標は達成されると捉えられている。 

開発の第一段階は、現在の 50 万 t から 100 万 t を目指したもので、既存ピット（利用率

の低い南西エリアなど）からより効率的に採掘するために、採掘慣習や手段の見直しや改
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善、採掘機器の導入などを行うとするもので、投資額は限定的である。 

第二段階は、100 万 t から 250 万 t に増産する計画で、既存の露天掘りピット、南西エリ

アの拡張、低剥土比のサテライトエリアを新たに露天掘りするなどが計画されている。 

既存設備を活用することで、投資額は限定される。 

さらに、第三段階は、露天掘り及び地下資源採掘を目指した 500～600 万 t までの中期拡

張計画、そして、第四段階として、将来を見据えての資源更新そして鉄道インフラを拡張

して 800～1,000 万 t の増産を目指す長期拡張計画が出されている。 

2012 年 7 月、シャリンゴル炭鉱は、サテライトエリアであるシャツガイト（Shaazgait）

の露天掘りピットの政府認可を受けた。2013 年央から産炭が開始される予定であり、これ

によって、低灰分、低硫黄、高熱量の石炭をマーケットに送り出すことができるようにな

る。さらに、既存ピットからも、新たな採掘可能な資源が確認され、シャリンゴル炭鉱の

拡張計画に複数の可能性を与えている。 

シャリンゴル炭鉱は、専用の鉄道支線によって直接トランス・モンゴリアン鉄道につな

がっているので、国境まで 170km のロシアを経由して外国のマーケットに売却ができる。

この炭鉱に係る内需は、年間 200 万 t 程度であるので、これ以上は、外需を目標にしなけ

ればならない。ロシア自身、年間 1 億 t 以上を輸出する世界第６の輸出国であり、2030 年

には年間 4 億 3,000 万 t（1 億 7,000 万 t が輸出用）まで増産すると見込まれる。このロシ

アと競合していくためには、製品である石炭に付加価値をつけなければならない。 

ロシアに売る場合は、火力発電向けや石炭処理企業向けなので選炭の必要はないと考え

られるが、付加価値を与えるという観点から、選炭というオプションが検討されている。

新の石炭の選炭性試験の結果では、6,500kcal/kg の熱量の灰分が 10％未満、硫黄が 0.5％

未満という石炭が高収率で得られている。これは Newcastle Benchmark に匹敵する品質で、

アジア向けに輸出されている豪州炭と遜色ない石炭である。 

シャリンゴル炭鉱では、現在、50 万 t～100 万 t の増産計画があり、選炭工場の建設が予

定されているが、今回の対象地域の中では、 も小規模である。 

 

4 . 4 . 7  石炭開発に起因する環境問題について 

(1)シャリンゴル炭鉱に係る環境問題 

シャリンゴル炭鉱における環境問題には、以下のようなものがある。 

(a)地下水関連 

地表から 216m にピット底があり、年間 60 万 m3 の地下水を抜粋し、2 ヶ所の沈殿池に

溜め、不純物除去後に川へ放流している。放流するための水質テストを年 1 回実施してい

る。 

(b)炭鉱操業に伴う汚水・排水問題 

不明。 
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(c)採掘跡地の修復 

年間 5ha を対象に埋め戻しを行っている。植林は行っていない。 

シャリンゴル炭鉱の課題として、露天掘り跡地の復旧問題がある。 

 

(2)シャリンゴル炭の利用部門に係る環境保全の現状と改善の方向性 

(a)シャリンゴル・エナージ乾留プラント 

本乾留ブリケット・プラントは 2011 年に稼働を開始した。原炭には、シャリンゴル炭、

バガヌール炭、エルデフ炭（MAK 社）の 3 種類を使用している。大気庁への 2011 年のブ

リケット販売量は 2,000t、2012 年は 5,000t の販売を予定している。 

 

1)煤塵飛散、ガス飛散問題 

プラントではモニタリングを行っているが、詳細は不明である。 

2)貯炭場での自然発熱、炭塵飛散 

詳細は不明。 

3)国の関係機関への報告等 

環境モニタリング結果を市役所に提出している。3 ヵ月毎に、市役所の検査員がプラン

トを訪問する。 

 

4 . 4 . 8  マスタープランに類似する計画について 

シャリンゴル炭鉱には、本マスタープランに類似する計画はない。 

 

4 . 5  タバントルゴイ炭鉱 

4 . 5 . 1  石炭産業としての位置付け 

タバントルゴイ炭鉱は、ウランバートルから南に約 500km に位置しており、炭鉱全体

で年間 1,500 万 t の石炭を生産している。本炭鉱は、中国との国境に近いという立地条件

を活かし、輸出用石炭の多くを産出している。現在、タバントルゴイ地区で稼動している

鉱区は ER 社のウｯハ・ファダッグ(Ukuhaa Khudag、UHG)鉱区と、タバントルゴイ社（南

ゴビ県が 51% の株式保有）のツァンキ（Tsanhi）東鉱区内に所有する小タバントルゴイ鉱

区といわれる鉱区の 2 つである。2 つの鉱区合わせて 600 万 t 程度を出炭して、中国に輸

出している。この内、ER 社は、オーストラリアのレイトン社と契約し、同社が具体的な

採掘計画を作成するなど、世界で 先端の技術を導入して開発を進めており、2012 年には

年産 1,000 万 t を目指している。 

タバントルゴイ炭鉱は、輸出用原料炭の民間及び国営炭鉱の複数が、共存しているとい

う位置付けにある。 

 



 

343 
 

4 . 5 . 2  産業構造及び地域経済状況 

タバントルゴイ炭鉱の埋蔵量は 64 億 t といわれ、製鉄に不可欠なコークス原料となる

原料炭を 18 億 t 保有しており、世界 大級の原料炭の炭鉱である。その点から、国の戦

略的鉱床と一つとなっている。本炭鉱の石炭鉱床は、 大の埋蔵量が見込まれるツァンキ

東鉱区、そして 2008 年 3 月の国とのライセンス譲渡契約まで、同鉱床のほとんどの権益

を所有していた ER 社が開発を行う UHG 鉱区（原料炭の埋蔵量は、約 2 億 5,000 万 t）な

どの 6 つの鉱区からなる。複数の炭鉱からは 年間 1,500 万 t の石炭が生産されている。 

本炭鉱から出炭される原料炭及び一般炭の性状については、硫黄分とリン分が少なく、

灰分は中程度、発熱量は 6,500～7,500kcal/kg の高い数値を示す。炭層枚数は 15 で厚さは 2

～75m と厚層である。1974 年に出されたツマノフ（Tsamkh）部分のみの推定石炭埋蔵量は 

14 億 t で、このうちの 8 億 t は原料炭と言われている。 

タバントルゴイ炭鉱のあるこの地域は、国の戦略地域にも指定されており、輸出を目的

とした石炭の増産計画が打ち出されている。今後の発展が期待される地域であるが、その

ためには、社会・経済インフラの整備が不可欠である。炭鉱を核とした、産業及び社会構

造の変革を進めようとしている。 

 

4 . 5 . 3  地域石炭政策 

タバントルゴイ炭鉱は、国内における原料炭の 大輸出基地として期待され、戦略的鉱

床を有している。政府は増産計画を打ち出し、道路や鉄道などの輸送インフラの整備が進

行中である。本炭鉱には、民間及び国営炭鉱の複数が共存しており、政府の増産政策に対

応すべく、社会インフラの改善に取り組んでいるところである。 

タバントルゴイ炭鉱での事業は大規模となるため、これに係る雇用を安定的に確保して

いかねばならない。雇用が増えれば家族も集まり、都市化の動きにつながる。建築都市整

備省では都市化草案を策定しており、何度かの見直しの後、それを踏まえた実施プランが

策定されるものと考える。この地域の人口は、現在の 1 万人前後から 10 年後には 5 万人程

度になると予想されている。 

都市化には、衣食住という都市としての要件が整備されていなければ、人の定住化も図

れない。アパートを造ったりして積極的に取り組んでいる民間企業もあるが、本開発のよ

うな大規模開発事業を進めるためには、政府の関与が非常に重要である。 

タバントルゴイ炭鉱では、従業員の定着化に向けた都市計画を策定中である。 

 

4 . 5 . 4  地域開発計画 

タバントルゴイ炭鉱は、将来性が も期待される大規模炭鉱である。産業の発展ととも

に雇用が拡大され、人の流入が起きる。2009 年には 2,500 人であった人口が 2012 年には、

出入りの人口を含めて 12,000 人程度になっている。本炭鉱を中核として安定的な就業機会

が確保されていけば、10 年後には 5 万人程度になると予想されている。 
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良質な原料炭や未利用風化炭の利用促進によって、ガス化産業などが創出されれば、こ

の人口増加はより加速される。従って、拡大する従業員の吸収、定住化が円滑に進むよう、

十分な対策や準備が必要である。 

定住化、都市化を推進するためには、アパートや学校、病院、保育園などを充実させて

いかなければならない。一方、定住化の課題として、人が集まってくれば、食料や日常品

などの資源が必要になる。現在のところ、具体的な増産計画はない。もし、輸送インフラ

（鉄道など）が整備されれば、輸出入により対応することが容易になる。このインフラ整

備については、4.5 石炭関連インフラ状況で、詳細を述べる。 

その他の検討項目として、雇用が増えれば家族が移り住んで来るので、主婦の働き口と

しての軽工業の誘致も検討すべきテーマであることが現地調査から明らかとなった。例え

ば、カーペット工場などでの軽作業を推奨したく、また、食品、野菜、乳製品、羊毛など

の製造業も成長させるべきだという意見があった。定住できる居住環境を整えるために、

植林などによる景観整備、サウナやレストラン等の娯楽施設の設置なども重要である。 

その他に、基本的な要件として、タバントルゴイ事業を推進させるためには、南ゴビ砂

漠地域にある本炭鉱における水確保の課題がある。水関係では、首相が National Water 

Committee を設立し、水事業について検討を開始した。早急な炭鉱開発のニーズがあるタ

バントルゴイ炭鉱においても大量の水を使うことが予想され、地下水の利用などの検討が

不可欠である。資金に余裕が生まれれば、湿原地帯の水（洪水で溜まった水）なども利用

の対象になる。 

ER 社は、同社の所有鉱区（UHG）が人口密集地に近く、将来も人口集中が見込まれる

ため、UHG が定住型の炭鉱都市として発展していくよう、炭鉱開発のみでなく社会インフ

ラの整備や都市開発（上下水道などのインフラ整備）を同社の社会的責任として取り組ん

できた。しかし、タバントルゴイ開発のような大規模開発事業を進めるには一企業には敷

居が高く、政府が進めるべきだとしている。 

生産規模拡大に向けて社会・経済インフラの整備を急いでいる。 

 

4 . 5 . 5  石炭関連インフラ状況 

タバントルゴイ炭田の各鉱区で予定されている石炭採掘量を見ると、ER 社の UHG 炭鉱

が 1,500 万 t/年、エルデネス MGL 社の東ツァンキ鉱区は 1,500 万 t/年、国際入札が行わ

れている西ツァンキ鉱区からは 1,500 万 t/年、地方政府が資本参加している小タバントル

ゴイ鉱区が 500 万 t/年とされており、これらを合わせると将来的には合計 5,000 万 t/年に

達する計画となっている。 

このような膨大な量の石炭を国際的に適正な価格で輸出するために、炭田開発とともに、

鉄道や港湾等の石炭輸送ルートを整備し、ロシア及び中国経由ルートでの国際市場へのア

クセスを確保することが、モンゴル炭の市場性及び交渉力を高める上で必要不可欠である。 
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(1)トラック輸送 

現在、海外向け原料炭の全てが陸路で中国へ輸出されており、国内向けは発電用の一般

炭が主となっている。国内向けの原料炭は、国内鉄鋼メーカーが未だ発展していないこと

もあり、国外向けに比して著しい増加は見られない。 

モンゴルから中国への石炭輸出に当たっては、80～100 t クラスの石炭輸送用の大型トラ

ックを利用し、通常は未舗装の道路を走行する（但し、ER 社の UHG 炭鉱からは、2011 年

秋頃よりタバントルゴイ～ツァガーンハド(Tsagaankhad)間の舗装道路（237km）が整備さ

れた。通過する主要ゲートは 2つあり、1つはタバントルゴイ西方のシベウレン（Shiveehuren）

で、もう 1 つはタバントルゴイ南方のガシュンスハイト（Gashuun Suhayt）（ツァガーンハ

ドの南方約 30km）である（図 4.5.1 参照）。2010 年には、両ゲートからそれぞれ 900 万 t

ずつ原料炭を輸出しており、2011 年は 16～18%程度伸びて、2,300～2,500 万 t に達した

（全て原料炭、一般炭はなし）。なお、石炭生産部門の拡大に伴い、モンゴル経済へのイン

パクトが大きくなっており、鉱物資源の中で 大の 41%を占めている。 

タバントルゴイ炭田における石炭生産量（将来計画）については、合計 5,000 ～6,000

万 t に達すると予測されており、膨大な規模の石炭輸送を計画していることが確認された。 

現在、モンゴル側のナリンスハイト（Nariin Sukhait）からシベウレンまでの間 46km は

トラック輸送、中国側の鉄道はモンゴルとの国境近くまで臨策（臨河 Linhe～策克 Ceke）

鉄道が整備されているとみられる。2010 年には、このルートによって原料炭 900 万 t が

中国へ輸出された。なお、中国側の臨策（臨河 Linhe～策克 Ceke）鉄道は、巴彦卓璽市臨

河（包頭～蘭州鉄道の臨河駅）～アルシャ盟策克通商口（モンゴル国・Shiveehuren 通商

口）を連結し、内モンゴル自治区の北西部を貫通する幹線鉄道であり、モンゴル国と接続

する重要な鉄道線である。総延長 768km、計画投資 42.7 億元、国鉄 2 級の基準であり、

2006 年 10 月から着工し、2009 年 11 月 23 日に開通した。 

また、中国のガンチーモウド（甘其毛都）～モンゴル国・ガシュンスハイト通商口では、

2011 年 11 月に関連制度の整備が行われ、両国税関の一括監督・管理が行われた。統一し

た輸送貨物リストを使用することにより、通関時間の削減、通関効率の向上につながった

とされる。また、2011 年 12 月 4 日現在、ガンチーモウド道路通商口は、モンゴル国から

輸入した石炭規模が 963.37 万 t になり、石炭貿易の 大通商口になったとの報道がみら

れた。 

なお、モンゴル鉄道庁では、本ルートに接続するタバントルゴイ～ダランザドガド方面

の新線建設については、鉄道整備計画を検討しているものの、現段階では具体的な時期等

は明示されていない。 
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図4.5.1 タバントルゴイ周辺の道路建設計画 

 

中国における石炭需要の大きさと国境がモンゴルに接していることから、現在のところ

国際市場は中国のみとなっており、この状況下では、モンゴル炭の市場性が制限される。

タバントルゴイから中国向けの石炭価格（原料炭）については、例えば UHG 炭鉱から採

掘したままの状態で、ガシュンスハイト近隣に位置するツァガーンハド貯炭場渡しで 1t

当たり $70～80 となっており、タバントルゴイの他炭鉱はこれより安価となっている。 

原料炭の国際価格に対して、モンゴル炭の現在の販売価格が安価な主な理由として、①

トラック輸送の燃料コストが買手負担であること ②石炭を採掘したままで輸出している

こと ③売先が１つだけで独占状態にあることなどが挙げられる。中国側の買手は民間ディ

ーラーであり、ここを経由してモンゴル炭が流通している。現地関係者の指摘によると、

ディーラーは不法行為により独占状態にあり、他社が参入できないようにしているため、

不当に安価な石炭価格はモンゴル側にとって大きな損失となっている。関係者の間では、

海外からの直接買入や石炭処理による付加価値化など、状況改善のための対応策を模索し

ているところである。 

現在のところ、モンゴル炭の多くは採掘したままで輸出しているが、選炭などの初期段

階の処理能力を整備しつつ、将来的にはさらなる高付加価値化を検討している。現段階で

は、UHG 炭鉱で年間 500 万 t の処理可能な選炭モジュールが稼動しており、今後順次増

加し 終的には 1,500 万 t を目標としている。なお、エルデネス-MGL 社が操業している

東ツァンキ鉱区や小タバントルゴイなどの周辺地域でも別の選炭工場の建設が予定されて

いる。 

 

オユトルゴイ銅鉱床

タバントルゴイ石炭鉱床

ナリンスハイト石炭鉱床

フルメン石炭鉱床

チャガンオボ石炭鉱床

ﾅﾘﾝｽﾊｲﾄ－ｼﾍﾞﾌﾚﾝ 58.8km道路（建設中）

ﾅﾘﾝｽﾊｲﾄ－ﾀﾞﾗﾝｻﾞﾄﾞｶﾞﾄ－ﾀﾊﾞﾝﾄﾙｺﾞｲ－ﾊﾝｷﾞ 770km道路

ﾁｬｶﾞﾝｵﾎﾞ－ﾀﾊﾞﾝﾄﾙｺﾞｲ－ｶﾞｼｭﾝｽﾊｲﾄ 500km道路

ﾀﾊﾞﾝﾄﾙｺﾞｲ－ｶﾞｼｭﾝｽﾊｲﾄ 245km道路

ｵﾕﾄﾙｺﾞｲ－ｶﾞｼｭﾝｽﾊｲﾄ 103km道路

ﾌﾙﾒﾝ－ｼﾍﾞﾌﾚﾝ 307km道路
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(2)鉄道輸送 

膨大な量の石炭を国際的にも適正価格で輸出するためには、炭田開発とともに、鉄道や

港湾等の石炭輸送ルートを整備し、ロシア及び中国経由ルートによって国際市場へのアク

セスを確保することが、モンゴル炭の市場性及び交渉力を高める上で不可欠である。 

タバントルゴイ炭田を起点とする石炭輸送ルートを確立するため、モンゴル政府は新線

整備のためにモンゴル鉄道公社（MTZ）を設立し、新線建設に向けた準備を進めている。 

モンゴル政府が策定した「鉄道輸送に関する国家政策（2010 年 6 月 24 日）」を踏まえ、

ロシア経由ルートについては、新線整備計画のフェーズⅠにおいて、タバントルゴイから

サインシャンド (Sainshand)までの 468km を新設し、既設のウランバートル鉄道に接続し、

ウランバートル～ スフバートル(Suubaatar)経由でシベリア鉄道またはバム鉄道に接続す

るルートと、サインシャンドからクート (Khuut)～チョイバルサン (Choibalsan)に至る 

645km の新線を建設して、ロシア側のエレンツァフに接続するルートが計画されている。 

また、中国経由ルートについては、上記のタバントルゴイ～サインシャンド間の整備に

よりウランウド方面に接続するルートのほか、フェーズⅡにおけるタバントルゴイ～ガシ

ュンスハイト間（267km）、クート～ヌムルグ (Numrug)（380km）間、クート～ビチグト 

(Bichigt)（200km）間などのルートが検討・計画されている。現段階では、具体的な輸送量

は明記されておらず、現行の石炭輸送計画量（6,600 万 t）にも含まれていない。 

近年の経済成長に伴う貨物輸送量の増加に対して、中国鉄道は投資を増加することによ

る鉄道網の整備を進めているが、需要の増加するスピードに合致した輸送力の確保が追い

ついていない状況である。中国では石炭消費量が年々増加している。そのため、自国の炭

鉱開発とともに、モンゴル国の石炭資源を確保するために、モンゴル国の国境までの鉄道

建設を進めている。従って、モンゴル炭を中国ルート経由でアジア太平洋地域へ定期的に

輸出するためには、現時点で石炭の輸送が可能な 2 つのルートを経由し、神華グループが

建設・管理している朔州・黄驊港鉄道、または中国鉄道部が建設・管理している貨物専用

線の大秦鉄道の 2 路線のいずれか、あるいは両方で輸送することになる。 

また、中国ルートとして、ザミンウド (Zamyn Uud)経由もあり、年間 100 万 t の石炭輸

送量が予定されている。これを実現するためには、タバントルゴイ～サインシャンド間

（468km）の新線建設が必要となる。それ以外の路線は、モンゴル・中国側ともに既に整

備・接続されている。一方で、石炭貨車の通貨が禁止されているため、これを解決するた

めには、ボトルネックとなっているウランバートル鉄道本線の中国向け輸送能力の拡充を

図るとともに、本ルート活用に向けた中国側との協議が必要である。 

 

(3)電力インフラ 

南ゴビ電源開発計画は、鉱山が開発される南ゴビに石炭火力発電所を建設して、タバン

トルゴイ炭鉱やオユトルゴイ鉱山（金、銅）などの鉱山へ電力を供給し、さらに、余剰電

力をウランバートルに供給するというものである。そのためには、南ゴビからウランバー
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トルまでの送電線（ウランバートル－マンダルゴビ（Mandalgovi）－タバントルゴイ－オ

ユトルゴイ－チャガンスバルガ（Tsagaan Suvarga）の敷設が必要である。ウランバートル

－マンダルゴビ－タバントルゴイ間の送電線敷設は既に入札は完了し、MCS（モンゴル国

内 大の民間会社）が落札したが、工事はまだ始まっていない。南ゴビでの発電所建設は、

水源の調査の結果、 大 600MW までの発電所建設が可能とされている。それ以上になる

と新たな水資源調査が必要となる。計画では発電ユニットの増設によって 100MW から段

階的に 300MW～600MW に引き上げていく予定である。 

 

(4)水インフラ 

モンゴルは極めて降水量の少ない国であり、特に、ゴビ地域の降水量は年間 50-150mm

である。世銀レポート （WB2009）では、ゴビ地域 3 県(ドングゥゴビ（Dunggobi）、ドル

ノゴビ（Dornogobi）、ウムヌゴビ（Umnogobi)）の地下水供給可能量と、鉱山開発により増

加する供給量を比較した試算を実施した。その結果、ゴビ地域の地下水資源は厳しく見積

もれば、2020 年頃には確認している水資源量を使い切る計算となっている。 

現在、ゴビ地域において調達可能な水資源は地下水だけであり、一方、水の利用は、飲

料用、家畜飲料用、灌漑用、鉱山用、工業用、発電所用に広がっている。ゴビ地域の水資

源を枯渇させないために、現在北部の 2 河川からパイプラインでゴビ地域に水を供給する

ことが検討されている。それぞれ、Herlen Gobi Pipeline Project(HGP)と Orhon-Gobi Pipeline 

Project(OGP)と呼ばれている。 

2020 年の南ゴビ地域での水の需要を 518,000m3/day(6,000ℓ/sec)と考え、その 66%にあた

る 4,000ℓ/sec をこのパイプラインで供給することと想定すれば、このパイプラインにより

2020 年には供給体制が整うと判断される。この実現により、地下水の枯渇を防止しながら

の鉱山操業が実施できると考えられる。 

問題は計画の実現性及びコストである。近年、HGP 計画については、日本の協力により

調査は進んできているが、OGP に関しては河川周辺の住民の反対等もあり、調査を実施で

きる段階ではないと言われている。また、パイプラインのコスト概要は現在判明していな

いが、地下水を汲み上げて浄化する方法よりも高価であることが予想される。 

鉱山各社は、操業開始時に鉱山で使用する水を地下水源から確保しているため、コスト

差が大きければ、パイプラインにすぐに移行しない可能性がある。特に、南ゴビにおいて

は、地下水源保全を目的とするために、政策的に地下水の使用制限が施行される可能性も

あるため、円滑な移行についての協議が待たれているところである 

 

4 . 5 . 6  石炭開発の現状及び開発計画 

表 4.5.1 にタバントルゴイにある既存炭鉱の生産実績を示す。また、表 4.5.2 には、今後

の大規模開発が計画されているタバントルゴイ炭鉱全体の生産予測を示した。 

モンゴル政府は、今後の開発計画の推進母体としてエルデネス・タバントルゴイ（Erdenes 
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Tavan Tolgoi）社を設立し、同社の株式の 30%を国内外の企業に、10% はモンゴル企業に

売却して、残りの 10% はモンゴル国民に与えることとした。このため、日本の商社連合

（伊藤忠商事、双日、丸紅、住友商事）、中国の神華集団公司（三井物産と提携）、ロシア

のガスプロム、韓国企業連合など、各国を代表する企業が権益獲得のために動いた。2012 年

から 13 年には本格的な開発が動き出すこととなっており、年間数千万 t 規模の原料炭が

採掘されることとなる。 

 

表4.5.1 タバントルゴイ炭鉱（既存）の生産量（1,000t） 

 2000 2002 2004 2006 2007 2008 2010

生産量 26 34 64 82 1,986 2,174 4,500 

（出典：モンゴル鉱物資源エネルギー省資料より編集） 

 

表4.5.2 タバントルゴイ炭鉱の生産量予測（1,000t） 

 2012 2012 2013 2014 2015 2020 

生産量 5,500 6,000 6,000 6,500 7,000 19,000

 

(1)エルデネス・タバントルゴイ炭鉱、東ツァンキ 

この炭鉱は、ウムヌゴビ県のダランザドカド（Dalanzadgad）から 90km 東、そしてウラ

ンバートルの南 540km、中国国境から 240km に位置している。鉱区面積は 6 万 8,522ha、

タバントルゴイ全体（7 万 1,000ha）の 96%を所有しており、戦略的に指定された炭鉱で

ある。鉱区は、ツァンキなど 6 鉱区から成り、ツァンキ鉱区は東ツァンキと西ツァンキに

分かれている。エルデネス・タバントルゴイ社の他、地元政府 51％、民間企業 49％の出

資比率で操業している炭鉱があリ、小タバントルゴイと称して新規開発中の鉱区と区別し

ている。 

埋蔵量は 25 億 t（ツァンキ鉱区）で、経営形態は、エルデネス-MGL 社傘下の 100％国

営企業である。 

図 4.5.2 は東ツァンキの鉱区、図 4.5.3 は採炭ピットの写真、図 4.5.4 はタバントルゴイ

の鉱区図である。現在、エルデネス・タバントルゴイ社は東ツァンキを採掘中で 2011 年に

は約 100 万 t、2012 年計画では約 400 万 t、2017 年以降は 2,000 万 t で、約 100 年間の稼鉱

を予定している。現在 4 番層を採掘中(層厚保 18～25m、剥土比 3.5～3.9m3/t/30 年間の計画

値)で７割が原料炭である。4 番層の下に約 7,000kcal/kg の 3 番層、0 番層が賦存している。

現在、全量を中国に輸出している。 

今後の開発計画として、2013 年～2014 年には選炭プラントが建設され、原料炭と一般

炭を生産する予定である。エルデネス・タバントルゴイ炭鉱内に 300MW の発電所、また、

現在開発中のオユトルゴイ鉱山(銅・金)にも 300MW の発電所建設計画があり、エルデネ

ス・タバントルゴイ炭鉱からの一般炭で発電する予定。 
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図4.5.2 東 Tsankhi 鉱区 

 

図4.5.3 採炭ピット 

 

 

（出典：JCOAL 作成） 

図4.5.4 タバントルゴイ炭鉱の鉱区図 

  

Energy Resources社鉱区

東ツァンキ鉱区
西ツァンキ鉱区

UHG炭鉱
Erdenes Tavan Tolgoi炭鉱

Tavan Tolgoi炭鉱（Small Tavan Tolgoi）

Ukhaa Khudag Coal  Field

Eastern
Coal  FieldBorteeg Coal  Field



 

351 
 

(2)UHG 炭鉱 

ウムヌゴビ県のツォグセシ（Tsogttsetsii）村にあり、タバントルゴイ炭鉱に隣接してい

る。鉱区は、鉱区番号 11952A が付けられ、鉱区面積は 2,962ha である。埋蔵量は、原料

炭が 1 億 4,100 万 t、一般炭が 6,700 万 t である。鉱業権者は、ER 社で、2006 年 8 月 29 日

に鉱業権登録された。 

2009 年 4 月よりコントラクト・マイニング(コントラクタ：Leighton Asia LLC 社)により

採掘を開始した。2008 年 8 月より剥土を開始し、2009 年生産を開始した。資源量は、2011

年の時点で 2 億 600 万 t(原料炭)、2 億 8,800 万 t(一般炭)と調査されている。2009 年 180 万

t、2010 年 380 万 t、2011 年 720 万 t を生産した。2012 年 1,000 万 t、2013 年 1,200 万 t、2014

年以降 1,500 万 t の生産予定で、2031 年まで生産する(累計 435 百万 t)計画がある。現在は

原料炭特性のある 4 番層を採掘中である。図 4.5.5 は採炭ピットの写真である。 

鉱業権者である ER 社は、UHG 炭鉱を中核として、石炭輸送会社、石炭火力発電会社、

選炭設備会社など 9 社を設立している。石炭輸送を担当する会社(Coal Road LLC)は、245km

離れた中国国境まで専用の舗装道路で運搬している(ER 社所有の石炭輸送会社、Trans Govi

社が担当)。石炭火力発電を担当する UKH パワープラント社(Ukhaa Khudag Power Plant 

LLC)は、原炭量の 2 割、200～300 万 t/年も生産している。一般炭は、ER 社が所有する、

6MW×3 基の山元発電所(図 4.5.6)で一部利用される以外、活用されないままボタ捨て場に

廃棄されている。 

選炭設備を担当する会社(Enrestechnology LLC)は、能力 500 万 t/年の選炭設備(Coal 

Handling and PreparationPlant) の建設を豪州のセッジマン社(Sedgman Limited)に 2,000 万豪

ドルで一括発注し(2008 年 3 月 3 日)2 基を完成、さらにもう 1 基が 2012 年末完成予定であ

る。2010 年 10 月 13 日に ER 社は、全体の 20%に当たる 7 億 1,940 万株を香港証券取引

所に上場し、炭鉱開発のための資金を調達した。 

 

 

図4.5.5 採炭ピット 
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図4.5.6 選炭工場に隣接した発電会社 

 

 
図4.5.7 選炭工場 

 

選炭工程に関連する課題として、この工程から排出される中間産物（ミドリング）の取

り扱いがある。例として、タバントルゴイ UHG 炭鉱の選炭工場では、原炭量の 2 割とな

るミドリングが約 300 万 t/年も発生し、一部は、ER 社所有の発電会社(6MW×3)で利用され

てはいるが、それ以外には活用されず、ボタ捨て場で廃棄されている。今後、確実な増加

が見込まれるミドリングをどのように活用するかが課題である。 

この対策として、政府の 2025 年までの計画では、タバントルゴイ地域で、さらに 300MW

の発電所を建設して合計 600MW の体制にする計画があり、その実効性が検討されている。

ここで発電された電力はエルデネス・タバントルゴイ社の選炭工場、電動エクスカベータ

ー、炭鉱キャンプ、社宅団地に供給できるほか、ダランザドガド市への送電、中央グリッ

ドに接続してオユトルゴイ銅山へ送電可能である。ただ、300MW の発電所で活用できる

ミドリングは、せいぜい 150 万 t/年に過ぎず、UHG 炭鉱の選炭工場で発生する中間産物の

半量に過ぎない。さらに、計画中のエルデネス・タバントルゴイ社の選炭工場(1,500 万 t/

年)が稼働を開始すれば、さらに 300 万 t/年のミドリングがこれに加わる。 

このミドリングの問題は、モンゴルの炭鉱が直面する共通の問題なので、今回の調査を

踏まえたマスタープランを実行に移すことにより、モデルとして水平展開が可能になると
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考える。 

 

(3)エルデネス・タバントルゴイ炭鉱、西ツァンキ炭鉱 

この炭鉱は、ウムヌゴビ県のツォグセシにあり、UHG 炭鉱に隣接している。鉱区は、鉱

区番号 11956A、鉱区面積は 5,603ha、鉱業権登録は 2006 年 8 月 29 日である。2006 年に採

択された改正鉱物資源法（Minerals Law）により、「戦略的鉱床（Strategically Important 

Deposits）」に指定された鉱区の一つである。資源量は 6 億 t、経営形態はエルデネス‐MGL

社が経営主体である。 

タバントルゴイの西ツァンキ地区については、2010 年 12 月に入札の案内が公表され、

15 社が応札した。2011 年 7 月、国際会社の入札結果として、中国神華エナジー(三井物産

が加わるとの情報もあり)が 40%、米国のピーボディー・エネルギー（Peabody Energy）社

が 24%、残りの 36%は国営ロシア鉄道と韓国の国策資源開発のコリア・リソーシズ（Korea 

Resources）の連合(伊藤忠、住友商事、丸紅、双日の 4 商社が加わるとの情報もあり)と発

表されたが、後ほど仮発表であるとされた。2012 年 7 月に新政権が発足し、年末までには

終的な落札企業を選定するものと思われる。 

タバントルゴイ炭鉱では、複数の炭鉱合計で 1,500 万 t 出炭しており、今後 3,000 万 t ま

で増加する見通しが出ている。 

 

4 . 5 . 7  石炭開発に起因する環境問題について 

(1)タバントルゴイ・UHG 炭鉱 

タバントルゴイ・UHG 炭鉱における環境に係る課題として、以下のようなものがある。 

(a)地下水関連 

250～400m の深度の井戸から地下水を採取している。水供給及び使用量をテレメータ・

システムで管理している。95%の水が再利用可能な装置を設置している。生活用汚水を処

理施設で処理している。 

(b)炭鉱操業に伴う汚水・排水問題 

炭鉱からの排水を処理施設で処理している。処理後の水が規格値を満足しているかどう

か、定期的に測定し管理している。 

(c)採掘跡地の修復 

採掘する前に表土を別途保管し、採掘した後の修復のため利用する。また、植林も行っ

ている。採掘跡に植林する木としての適性を試験するため、18 種類 2 万 2,000 本の木を試

験している。 

(d)粉塵・炭塵飛散 

本炭鉱における 大の環境問題が粉塵、埃であり、その抑制のため散水している。また、

風力を弱めるために、高さ 18m の柵を設置している。採掘権エリア内の５ヶ所、また採掘

権外で炭鉱から６km 離れた 5 ヶ所で粉塵をモニタリングしている。 
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(e)騒音 

重機及び車両について定期点検を実施している。毎月、騒音をモニタリングしている。 

(f)輸送分野における環境問題 

石炭を利用地まで運ぶ過程で生じる 大の環境問題が、南ゴビの炭鉱から中国に走る未

舗装道路を使ったトラック輸送である。多くのトラックが大量の土埃を立てるために、遊

牧民や家畜、牧草が土埃を被り、牧草地の消滅の原因にもなっている。このため、ER 社

が建設した舗装道路を利用している。 

(g)操業で発生するゴミの処分 

ゴミを分別し、鉄、木、プラスチック等の再利用可能なゴミはリサイクルのため、所定

の場所に保管している。 

タバントルゴイ・UHG 炭鉱には、輸送にまつわる粉塵や埃、排水の効率的な再利用の問

題が特筆される。 

 

(2)タバントルゴイ・エルデネス炭鉱 

タバントルゴイ・エルデネス炭鉱における環境に係る課題として以下のようなものがあ

る。 

(a)地下水関連 

炭鉱で使用している水は 4 半期毎、炭鉱内の地下水は毎月採取して分析している。また、

2013 年から 2014 年に建設予定の選炭プラントで使用する水を確保するため、炭鉱から

70km 離れた箇所で地下水を採取し、パイプラインで運ぶための FS 調査を実施中である。 

(b)炭鉱操業に伴う汚水・排水問題 

現状、炭鉱内で発生する汚水は 2 段階の汚水処理設備で処理している。 

(c)採掘跡地の修復 

現状では、修復作業は開始されていない。将来の修復に使用するため、表土を規格通り

に剥土、保存している。 

(d)粉塵・炭塵飛散 

現状、炭鉱周辺 5 ヶ所から粉塵試料を採取し分析を行っている。モニタリング用の粉塵

測定器を発注済みで、測定器が到着次第、同じ 5 ヶ所に設置しモニタリングを開始する予

定となっている。 

(e)騒音 

モニタリング用の騒音測定器を発注済み。測定器が到着次第、モニタリングを開始する。 

(f)輸送分野における環境問題 

未舗装道路を使ったトラック輸送は、大量の土埃を立てるために、大きな問題となって

いる。石炭輸出用のトラック輸送のため、ER 社が建設した舗装道路を利用しているが、 

その使用料として 400,000Tg/台(≒300 米ドル/台、¥24,000/台 )を支払っている。また、

ER 社との契約で、トラックの石炭積載量は 65t 未満と決められている。なお、エルデネス・
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タバントルゴイ社と小タバントルゴイ社が、共同で舗装道路を建設する計画もある。 

(g)操業で発生するゴミの処分 

現状では、郡のゴミ捨て場へ運ぶか、あるいは現場で焼却処分にしている。廃棄油につ

いては、業者と契約を結び引き取ってもらっている。将来的には、重機類から発生する廃

棄物をゴミ焼却炉で処分する予定である。 

 

タバントルゴイ・エルデネス炭鉱には、UHG と同様、輸送にまつわる粉塵や埃、排水の

効率的な再利用の問題、廃棄物処理が特筆される。 

 

 

図4.5.8 未舗装道路を走るトラック 

 

4 . 5 . 8  マスタープランに類似する計画について 

タバントルゴイ炭鉱の開発は、モンゴル政府が発表した優先的に実施される大型プロジ

ェクト 26 件の中にも含まれているが、その詳細については分かっていない。 

 

第 5 章 マスタープランに関するニーズ調査結果 

5 . 1  現地調査行程 

モンゴル国内の炭鉱を中心とした石炭有効利用マスタープラン策定に関する事前調査

として、モンゴル省庁、炭鉱運営会社および有力な民間事業会社を訪問し、石炭政策、将

来産業計画、炭鉱地での要望事項についてヒアリングを実施した。 

訪問先はウランバートル、バガヌール炭鉱、タバントルゴイ炭鉱であり、1 次、2 次の 2

回に分けて実施した。 
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図5.1.1 現地調査訪問先 

 

5 . 1 . 1  第１次調査 

第１次調査として 2012 年 12 月 4 日～7 日にウランバートルの省庁、民間企業およびバ

ガヌール炭鉱を訪問し、ヒアリング調査を実施した。 

(1)行程 

スケジュールおよび訪問先は下記のとおりである。 

2012 年 

12 月 4 日 ウランバートル 

 Energy Resource 社（ER 社）  

12 月 5 日 ウランバートル 

 Mineral Resources Authority of Mongolia（資源庁）  

 Mongolia Ministry of Mining（鉱業省） 

 Mongolian Coal Association（石炭協会） 

12 月 6 日 バガヌール 

 Baganuur JSC（バガヌール炭鉱）  

12 月 7 日 ウランバートル 

 Mongolia Ministry of Energy（エネルギー省） 

 Ministry of Industry and Agriculture of Mongolia（産業農業省） 

 

(a)ER 社 

モンゴル民族系企業であり、タバントルゴイに Ukhaa Hudag 炭田（UHG 炭田）を持ち、

モンゴル国内では大手の資源会社である。 

(b)省庁 

資源庁は鉱業省の下部組織であり、鉱山を管轄している。エネルギー省は発電と熱供給、

産業農業省は石炭の高度処理を行う工場を管轄している。 

 バガヌール 

タバントルゴイ 
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(c)石炭協会 

日本における石炭エネルギーセンター(JCOAL)のような存在であり、石炭関連企業への

技術普及、事業化の支援を行っている。 

(d)バガヌール炭鉱 

ウランバートルから東へ 110km の位置にある。国内 大の生産量であり、年間約 350 万

t の褐炭を生産している。旧ソ連の石炭、銅開発の都市開発モデルプランとして開発され

た。 

 

5 . 1 . 2  第 2 次調査 

第 2 次調査として 2013 年 2 月 25 日～3 月 2 日にタバントルゴイ炭鉱およびウランバー

トルの省庁、民間企業を訪問し、ヒアリング調査を実施した。 

(1)行程 

スケジュールおよび訪問先は下記のとおりである。 

2013 年 

2 月 25 日～27 日 タバントルゴイ  

 Ukhaa Hudag 炭鉱（Energy Resource 社）、住宅地 

 Tsogttsetsii 村役場 

2 月 28 日～3 月 1 日 ウランバートル 

 MINSTRY OF ENVIRONMENT AND GREEN DEVELOPMENT 

（環境グリーン省、旧水資源庁） 

 MCS ENERGY LLC（Energy Resource 社） 

 ERDENES TAVAN TOLGOI JSC（タバントルゴイ炭鉱） 

 MINISTRY OF CONSTRUCTION AND URBAN DEVELOPMENT 

（建設都市開発省） 

(a)UHG（Ukhaa Hudag）炭鉱 

ウランバートルから南へ約 500kmの位置にあるタバントルゴイ炭鉱の 6つの鉱区のひと

つで、ER 社が権利を持ち採掘しており、年間 850 万 t（2012 年）を出炭している。 

(b)省庁 

旧水資源庁は環境グリーン省の下部組織であり、三つの課と 29 の水管理事務所の組織

に改編された。建設都市開発省は、バガヌールなどの鉱物資源の町の開発マスタープラン 

の監督官庁である。 

(c)ERDENES TAVAN TOLGOI JSC（タバントルゴイ炭鉱） 

世界 大級のタバントルゴイ炭鉱の開発のため、モンゴル政府が設立した会社。 
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5 . 2  対象国および対象地域別のニーズ 

現地調査ヒアリングなどにより、資源循環型炭鉱地域形成候補地のニーズについて得た

情報を以下に報告する。 

また参考情報として、モンゴル国における主要な開発プロジェクトであるサインシャン

ド産業パークの状況やニーズ、再生可能エネルギー普及状況についても報告する。 

 

5 . 2 . 1  バガヌール炭鉱 

ER 社では、バガヌール炭鉱において、石炭ガス化による液化燃料製造事業に関して韓

国ポスコと合弁会社の設立を計画中であり、2013 年度は技術選定、2014 年度から FEED、

2018 年度プラント完成（軽油 45 万 t/年、ガソリン 9 万 t/年、DME10 万 t/年）を目指して

いる。 

液化燃料製造事業地をバガヌールに決めた理由はバガヌールには水資源があり、インフ

ラも整っていることである。ER 社は褐炭採掘、加工に伴う排水の再利用も現実的と考え

ている。これは、モンゴルは内陸地域であるため、廃水に対する規制が多いことから、廃

水処理を考慮すると水再利用により排出される塩を処理するほうが容易と考えているため

である。 

モンゴル資源庁へのヒアリングによると、学園都市計画が継続して進められており、学

生の宿舎に用いるエネルギー（熱・電気）を炭鉱から得る考えがある。また、現在のバガ

ヌールは人口 28,000 人で安定しているが、学園都市ができれば飛躍的に増加すると思われ

るとのことである。 

モンゴルエネルギー庁におけるヒアリングでは、バガヌールは次の 2020 年の計画（800

～1000MW）に需要が増えるという予測の下、発電所を建設予定である。現在、バガヌー

ルでは増資して 700MW の発電所を作る計画があり、2012 年から山元発電の事前事業性調

査を実施する。もともとバガヌールでは 1988 年旧ソ連時代に 1,000MW の計画があり、基

礎工事まで実施したが、建設は実現しなかった。今回はそれを再利用した事業性調査であ

り、本件について日本側で興味がある企業があれば協力してほしいとのことである。バガ

ヌール炭鉱は日本政府に債務があるため、日本企業がこの発電所建設計画に参入すれば債

務返済につながるとの意図もある。バガヌールは 340 万 t/y の生産量であるが、発電所が

できると 800～900 万 t の出炭が必要になる。しかし、バガヌールでは民間炭鉱会社が不法

に採掘権を得ていたが、裁判で国営の元に戻ったことから、採炭量が増加しても鉱区（埋

蔵量）に心配は無い。 

バガヌール炭鉱公社にヒアリングしたところ、同公社では、鉱物資源の有効利用と廃棄

物・排水の再利用の技術を用いた石炭科学技術パークについて下記の構想を持っており、

政府より関連する各種プラント建設の許可を得ている。 

(1)炭鉱廃水の利用 

現在、褐炭採炭前に炭鉱に溜まった水を地下水や湧水として年間約 300 万 m3 汲み上げ
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ており、この水を以下の用途に利用する。 

(a)鉱内の散水 

(b)植樹 

(c)HOB（Heat Only Boiler）用水 

(d)飲料水 

炭鉱廃水の飲料水化はモンゴルでは前例がない。 

(e)野菜工場 

 

(2)剥土の利用 

採掘で生じる剥土は栄養分がある表土は植林に利用 

（現在は表土のみで別積みして管理している）、砂利は 

将来的に建築材に利用、砂岩は建築材（壁材）やレンガに利用する。 

(3)風化炭の利用 

風化炭を原料とした肥料生産を行い、土壌改質用の肥料として農業や野菜工場、緑化に

利用する。 

(4)褐炭の高付加価値化 

以下の技術を導入し、褐炭の高付加価値化を図る。特に活性炭が も付加価値が高い。 

(a)選炭技術 

選炭工場では 100 万 t/y の原炭から、80 万 t/y の選炭が得られ、熱量は 3,200kcal/kg から

3,800 kcal/kg 程度に上がる。 

(b)ガス化技術 

(c)セミコークス製造技術および無煙ブリケット形成技術 

(d)活性炭製造技術 

バガヌール炭 15t をロシアで活性炭 0.5t に加工した例があり、良好な性能を得ている。 

 

さらに同公社では石炭科学技術パークに世界の企業の工場誘致を進めるものとし、参入

企業に対して、プラント建設のための土地代の免除、設備の輸入の関税免除、運転設備の

減価償却の一部免除、所得税の一部免除、輸出製品の関税を低く抑えることを考えている。

課題は財源確保であり、砂利工場と風化炭の肥料工場は初期投資が小さいため優先的に進

める可能性がある。 

モンゴル政府は、ウランバートルの過密状態を解消するために重工業を設置可能な地域

を都市化することを検討しており、バガヌールの石炭科学技術パークはその一環であり、

完成すれば、ウランバートルの人口問題、環境問題、水問題の解決につながると考えてい

る。 

バガヌール炭鉱での新規事業の優先順位を整理すると下記のとおりとなる。 

① 炭鉱廃水の再利用 
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② 選炭工場 

③ セミコークス製造 

④ 活性炭 

上記から需要技術は、排水再生利用、選炭の際に発生するミドリング（中間産物、一般

炭）利用の CCT 技術（発電など）、セミコークス製造、活性炭製造技術と考えられる。 

 

図5.2.1 バガヌール炭鉱切羽の一部 

 

 

図5.2.2 バガヌール炭鉱廃水を採取したペットボトル 

 

5 . 2 . 2  タバントルゴイ炭鉱 

(1)UHG 炭鉱 

ER社ではタバントルゴイに大規模炭鉱であるUHG炭田を有している。近くにTsogttsetsii

村があるが、将来も人口集中が見込まれるため、上下水道、アパート、HOB のインフラ整

備を実施している。これらのインフラは従業員のためだけではなく、村民にも提供されて

いる。今後、開発による世帯収入増によりアパート購入対象者が増え、同時にインフラが

整えばより多くの人間が集まり、現在 12,000 人の街が 10 年後には 5 万人程度になると予

想している。 

ER 社も従業員の定着は 重要と考えており、下水道などを整備して、3 年勤務するとゲ

ルの土地、5 年炭鉱で従事すればアパートを無料で引き渡すといった制度を実施し、若い
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夫婦の定住率がアップした。また村のために学校、幼稚園を建設している。 

また Tsogttsetsii 村では ER 社から電気や水の供給を受けているが、政府からの税金や外

部（アジア銀行など）資金の援助により、将来の閉山後も見据えた都市開発計画を立案中

である。村の HOB は古い設備のため、大型の集中暖房設備の建設が急務と考えている。 

 

図5.2.3 UHG 炭鉱の住宅（アパート） 

 

(2)タバントルゴイ炭鉱（ERDENES TAVAN TOLGOI JSC） 

2010 年 8 月に操業を開始して以来、従業員（320 名）は定住せずキャンプで暮らし、シ

フト方式で勤務している。この勤務方式は効率的ではなく、今後は定住による勤務が必要

となるため、都市開発が必要である。モンゴル政府では、タバントルゴイは大規模事業に

なるため、将来的には 大級の都市となる可能性があると考えており、今年は国の資金を

用いて将来の都市建設を実施する。都市計画は、炭田からの粉塵を受けない風向きおよび

道路などを考慮して、タバントルゴイ炭鉱の北西方向（発電所と同方向）で炭鉱に近いと

ころを考えている。水供給が も大きな課題であり、これが解決すれば、土地は平面なた

め都市建設は容易である。 

なお、タバントルゴイ炭鉱開発ではかなりの水を使うと予想されるが、モンゴル国内の

多くの炭鉱地域は乾燥地域に存在することから水の確保が も必要とされる。ERDENES 

TAVAN TOLGOI JSC 社によると、地下水探査に膨大な資金を使っており、また、地下水の

復水は時間がかかるため、地下水を利用することに政府は前向きではないことから、乾式

選炭が実証されれば是非使いたいとの意向である。 

また発電所計画は UHG の計画とは別に計画されており、初めは 300MWe 分を建設し、

その後、発電能力を高めて、南ゴビ全体の発電を行う予定である。水が少ないため、Air 

Cooler を使用し、水の使用を極力減らす方針である。 

同時にタバントルゴイ炭鉱は将来的な発展とともにトラック輸送による環境破壊や大

気汚染などが出てくることが懸念される。タバントルゴイ炭鉱は気候条件も厳しく、樹林

も少ないため、一度環境が破壊されると復帰が難しいことから総合的な環境対策について

の検討も必要である。 

UHG 炭鉱では ER 社が既に 18MWe の発電所や給水設備を建設し、地域住民に電気や水

供給しており、インフラ整備が進んでいる。Tsogttsetsii 村の HOB は古い設備で、大気汚染
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防止のため、村内の住宅へ供給する大型の集中暖房設備の建設が望まれている。 

タバントルゴイ炭鉱の都市計画、インフラ整備はこれからの段階であり、新規事業の優

先順位を整理すると下記のとおりとなる。 

(a)選炭工場（乾式選炭） 

(b)発電所（節水型） 

(c)水の再利用 

上記から需要技術は水を使用しない乾式選炭技術、節水型発電所、排水再生利用と考え

られる。 

 

図5.2.4 UHG 炭鉱の発電所（18MWe） 

 

5 . 2 . 3  サインシャンド産業パーク 

モンゴル東部のサインシャンドでは産業パークの建設計画があり、マスタープランの作

成が終了し、今後詳細な事業性評価や環境影響調査などが実施される予定である。本件は

大規模事業となるため、外国企業を含めた官民合同での実施が考えられている。現在は産

業農牧省が管理会社を設立して管理している。 

産業パークでは 4 つのプロジェクト（銅精錬、銑鉄、ペレット、石炭ガス化工場）があ

り、冶金コークス製造工場も計画されている。ガス化により得られたガスは発電燃料およ

び製鉄用燃料として利用される。現状のサインシャンドは生産設備がないため、物資の大

規模な輸送手段がないことから鉄道敷設が望まれている。また、国は 2013 年に水開発調査

を実施し、産業パーク建設のためのインフラ整備を実施する予定であるが、国だけでは限

界があるため、民間との協力を進めている。 

 

5 . 2 . 4  再生可能エネルギー利用 

2005 年に再生可能エネルギーに関する法律が制定され、それに基づき再生可能エネルギ

ーを導入している。2012 年度に初の大型風力発電所（50MWe）の運転が開始され、そのほ

か、海外から多くの太陽光、風力発電実施の案件が持ち込まれている。 

火力発電による発電単価および自然エネルギーの単価は以下のとおりであり、現在の再
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生可能エネの単価は火力発電よりかなり高いが、これを埋める国の財源を見つけるのが難

しい状況である。 

＜火力発電単価（/kWh）＞ 国民向け 6 セント (100Tg） 

工場向け  5 セント (88Tg) 

夜間  3 セント (50Tg) 

＜太陽光発電売電単価＞  15～18 セント/kWh 

＜風力発電売電単価＞   9.5 セント/kWh 

なお、国内の中央グリッド 1GWe に対して総発電能力は 850MWe であるが、それを超え

る電力はロシアから 104Tg/kWh で買って、国民に 100 Tg/kWh で売っているため、4 Tg/kWh

の赤字を国が負担していおり、近々電力料金のアップが予定されている。 

また、現在の政府のアクションプランには、中央グリッドに再生可能エネルギーをでき

るだけ組み込むことが挙げられているが、再生可能エネは不安定なため、 大でグリッド

全体の 15%までに抑える必要がある。これらような現実から、再生可能エネルギーの導入

は大きくは進んでいない。 

 

第 6 章 本邦企業のシーズ調査結果 

6 . 1  本邦企業へのアンケート調査結果 

平成 25 年 3 月 5 日に、「低炭素・資源循環型炭鉱地域形成に向けたマスタープラン策定

事業ワークショップ」が開催され、参加企業 24 社に対してアンケート調査を行った。 

モンゴルについては、報告に対して 10 社が興味を示した。興味がある理由として、次

の 6 つが回答された。 

① 乾留ブリケット・活性炭製造技術に関心がある 

② 石炭ガス化、排水再生処理のニーズに関心がある 

③ 石油工場を計画中であり、周辺情報収集として関心が高い 

④ 発電案件が進む可能性がある 

⑤ 協力できそうな領域がある 

⑥ 原料炭の輸出可能性に興味がある 

⑦ 中国との関係において、モンゴルと友好関係を結んでおくことに意義が

ある 

 

また、マスタープラン策定の参加対象国の一つとして、モンゴルを挙げている企業が 6

社あることが分かった。その理由には、自社が保有するシーズ技術、例えば、ブリケット・

活性炭製造技術、排水処理技術、低品位炭改質、SNG/LNG 製造技術などが挙げられてい

た。 

参加の程度については 2 社が積極的な意思を、6 社が検討したいという前向きの回答、

その他の企業が当面は情報共有していきたいという回答であった。モンゴルについては、1
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社（全体エンジニアリング）が参加希望、2 社（ブリケット、水処理技術）が参加検討、3

社が情報共有と意思を示した。 

後に、総括的な意味での、マスタープラン策定に向けた今後の取り組みに対しては、

以下のコメントが寄せられた。 

① 相手国のニーズに合致したマスタープラン作りのための日本側のプラットフォー

ムの提供 

② 中国で先行実施したマスタープラン作り手法、 適化に向けた目標設定と定量的

アプローチ、運用後のモニタリング評価など、長期にわたり、相手国との実のあ

る交流を行うためのマスタープランが求められている  

③ 今後とも、JCOAL 主導の大きな視点でのマスタープラン作りと継続的なプランの

見直し、定量的改善効果の提示が効果的である  

④ 日本発の新規性のあるプラン作りの手法について協力していきたい  

⑤ 民間が進める事業化にとってインセンティブを期待したい  

⑥ 重要かつ貴重な情報が得られたこと、関連事業への参加も考えられることから、

情報共有させて貰いながら、積極的な協力をしていきたい 

⑦ 現地ニーズは非常に重要だが、それだけで日本の高度技術の導入は困難である  

⑧ 日本の技術を導入することによって、いかにその技術以外のメリット（環境改善、

GHG 削減、コスト削減、資金調達など）をトータルで示せるかが重要である  

⑨ 事業やファイナンスもご教示願いたい 

⑩ 水環境問題は本音と建前が混とんとした中で進めていかなければならない。現場

関係者の環境意識がどこまで高まるかを、注意深く見守りながら進めていく必要

がある  

⑪ 経済的合理性の追求が必須であることは理解しているが、JICA、JBIC などのファ

イナンス活用による事業性成立へのサポートについても併せて検討対象として欲

しい 

⑫ 鉄道整備計画への参画があってもよいのではないか？ 

⑬ 相手国のパートナー選定のプロセスが不透明なので、ここを説明して欲しい 

⑭ 各国のニーズの重みをより分かりやすくすれば有益である 

⑮ 国家間の MOU をどの時点で結ぶのかが不明なため、国の考えを聞きたい 

⑯ 有益な情報をいただき感謝する 

 

6 . 2  ニーズ、シーズの適用可能性検討 

6 . 2 . 1  炭鉱水の再生利用 

(1)目的及び用途 

モンゴル国は一部で豊富な水資源地域も見られるが、全体としては乾燥地域で水不足で

あり、ウランバートルの都市部では急減な人口増加による環境破壊を招き、大気汚染だけ
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ではなく水不足も懸念されている。また南ゴビ地域では水資源は貴重であり、炭鉱会社は

地下水探査に膨大な資金を使っている。地下水の復水は時間がかかるため、地下水の利用

に政府は慎重である。炭鉱水についても有効利用して復水するのが、政府の方針であり、

2010 年から施行された第 351 の法律では、炭鉱から抜いた水をそのまま放流すると 50Tg 

/m3 の料金がかかる。このようにモンゴルの都市開発において も注意すべき点は水の確

保と排水の削減であり、この点が炭鉱水の再生利用の目的であり、現地調査を実施した炭

鉱における現状と用途は以下のとおりである。 

 

(a)バガヌール炭鉱 

バガヌールでは炭鉱に溜まった水を地下水として汲み上げているが、10 年前から採掘を

開始したバガヌール炭鉱では地下水位が下がるなどの現象が起きている。また、炭鉱水を

利用せずに捨てていることで年間 8 千万 Tg の罰金を払っており、さらに今後、資源開発

の分野で罰金が高くなる見込みである。 

これまで炭鉱水の一部を徐鉄後、HOB の給水用に使用し、残りの大部分はヘルレン川へ

放流していたが、近年、炭鉱近くのバググン池の水位が下がっていることから、この池へ

戻すことで復水を図っている。また、池の隣にキャンプを作り、観光産業に貢献すること

なども検討している。また、水浄化で得られた水を用いて、野菜工場を作ることや、植樹

用の苗を育成することも検討されている。 

今後はこの炭鉱水を適切に処理して飲料水として居住区に供給するなどが考えられる。 

 

(b)タバントルゴイ炭鉱 

タバントルゴイは出炭の規模からかなりの水を使うと予想されるが、多くの炭鉱地域が

乾燥地域に存在する。一方で早急な炭鉱開発のニーズもあり、まずは地下水の利用が検討

されており、さらに資金に余裕が生まれれば、湿原地帯の水（洪水で溜まった水）などの

利用も考えられている。 

水の浄化や再利用については、日本のメーカーがいろいろな技術を保有しており、また

浄水場の運営自体は各自治体がノウハウを持っている。炭鉱に溜まった水を地下水は貴重

な資源であり、有効活用が望まれている。また今後増加すると思われる水需要に対して工

場排水などの再生水の利用が必要不可欠となってくるものと考えられる。 

 

(2)炭鉱水の簡易分析結果 

バガヌール炭鉱内に溜まった炭鉱水の原水は地下水（伏流水）である。 

この炭鉱水を飲料水まで浄化することを検討するため、炭鉱水のサンプルを入手し、日

本に持ち帰り分析を実施した。この炭鉱水を飲料水にできればモンゴル初となる。 

井戸水の水質検査*に必要な 10 項目のうち、一般細菌、大腸菌検査は滅菌した容器によ

る採取が必要なため、これらを除いた残りの分析結果を示す。 
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表6.2.1 分析結果 

項目 単位 測定値 基準値* 備考 

硝酸態窒素及び亜硝
酸態窒素 

㎎/L 0.1 10 以下  

塩化物イオン ㎎/L 6.3 200 以下  

有機物（TOC） ㎎/L 3.9 3 以下  

pH 値 － 7.4（25℃） 5.8～8.6  

味 － 分析不可 異常でないこと 有機物が基準を超えたため、味
の測定は未実施 

臭気 － 異常なし 異常でないこと  

色度 度 2 5 以下  

濁度 度 1 未満 2 以下  

*：飲料水の水質基準（国内、平成 23 年 4 月 1 日施行） 

有機物（TOC)が基準値を若干超えているが、その他の項目は基準値以下のきれいな水で

あり、前処理、ろ過及び殺菌処理で飲料水として利用できる可能性は高い。 

 

(3)処理フロー 

水道向けの浄水処理は、簡易分析結果から①～③方式に分けられる、 

① 塩素消毒だけの設備 

② 緩速ろ過方式 

③ 急速ろ過方式 

ここでは濁度の変化に対しても十分に浄化機能を有する急速ろ過方式の一般的な浄水

設備のブロックフローを示したのが、図 6.2.1 である。急速ろ過システムは①急速撹拌②

緩慢撹拌③沈殿④急速ろ過⑤消毒設備から構成される。浄化は凝集剤を加えてコロイド粒

子や懸濁物質を凝集処理後、沈殿／ろ過により徐濁する。急速ろ過法では除濁はできるが、

細菌の処理ができないので、消毒設備で消毒し、細菌類による水の汚染を防ぐ。水道水の

消毒は塩素によって行われ、塩素剤は液化塩素、次亜塩素酸ナトリウムなどが用いられる。 

さらに微生物や有害物質を除去するため、UF 膜などを付加した高度処理を行う場合も

ある。 
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図6.2.1 給水フロー 

 

(4)課題と今後の展望 

ろ過及び殺菌処理で飲料水として利用できる可能性は高いが、一般細菌及び大腸菌や重

金属などの微量成分分析の実施のため、8 リットル程度のサンプルが必要となる。これら

の分析結果から浄水設備の処理方式を選定することになる。また東モンゴル地域の水は鉄

分が多いので、凝集・沈殿処理などの方式により徐鉄する必要がある。 

また 6.2.1.3 の処理フローに示すように水浄化設備は特に高度な技術は必要ない可能性

が高いが、さらに微生物や有害物質を除去するため、UF 膜などを付加した高度処理を行

う場合も想定される。 

なお、浄水設備から居住地まで距離があるため、事業費には、パイプラインなど上水道

敷設工事費をさらに見込む必要がある。 

バガヌール炭鉱では、炭鉱の将来図として、鉱物資源の有効利用と廃棄物・排水の再利

用技術について検討している。採炭事業における褐炭や湧水で得られる水は鉱内の散水、

植樹、HOB、飲料水（浄化処理後、100 万 m3/y が期待できる）に利用が見込まれる。 

炭鉱水から 100 万 m3/y を全量飲料水にした場合、モンゴル国の平均水使用量 10～50 ／

m3 人・年から試算すると 2～10 万人分の飲用水を確保できることになり、現在バガヌール

の人口は 28,000 人であるが、人口増加に対応できる。 

タバントルゴイの多くの炭鉱は乾燥地域に存在しているため、地下水の利用が検討され

ているが、モンゴルは内陸地域であるため排水規制が多い。このため、今後、排水を再生

利用する方策が重要であり、地下水を飲料水・生活用水や炭鉱及び近接する工場へ工業用

水として利用し、さらに生活排水や鉱山排水・工場排水を処理し、農業用の灌漑、植栽な

どへ水をカスケード利用することの検討が望まれる。 

 

バガヌール
炭鉱

市街区
浄水設備

凝集剤 殺菌剤

ろ過撹拌

炭鉱水

飲料水

伏流水

バガヌール給水
ライン

沈殿
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6 . 2 . 2  セミコークスブリケット製造 

(1)目的及び用途 

モンゴルの首都ウランバートルをはじめとする都市部では、暖を取るために、石炭を生

焚きしている。その結果、煤塵や SOx、CO などの有害ガスが大量に排出されており、深

刻な大気汚染を招いている。それにより、呼吸器疾患などの健康被害が増大し、医療費の

増加の一因ともなり、社会的な大きな問題と捉えられている。 

この喫緊の問題を軽減するために、モンゴル政府は、法規制の整備や燃料の改善、燃焼

機器（ストーブなど）の更新という各種対策を検討している。法規制の整備は、基本的な

法の支配を進めるために 低限必要なものである。また、燃焼機器の更新とは、旧来スト

ーブから燃焼効率の良い新型ストーブに切り替えることであり、その効果は大きい。一方、

効率や排ガス成分などの特性は燃やす燃料に依存するので、基本的軽減策としては、燃料

改善を実施していくことが必要である。 

その対策として、セミコークスブリケットの製造がある。日本の乾燥・乾留技術、ブリ

ケット製造技術を活用し、モンゴルに豊富に賦存する低品位炭から乾留ブリケット製造す

ることが、当面の有効な対策と考えられる。 

 

(2)原料及び製品 

モンゴルで産出される石炭を対象として、セミコークスブリケットの製造条件を検討し

た報告書（2012 年 3 月、株式会社栗本鐵工所、双日株式会社）が NEDO から出されてい

る。この調査はバガヌール炭を対象石炭とし、民生用に、セミコークスブリケットを年間

20 万 t 製造する設備についての検討が行われている。 

製品である新燃料に対しては、以下の規格が示されている。 

 

表6.2.2 原料及び製品の規格 

 
（出典：MNS 5679:2011） 

 

(3)プロセス 

本製造設備は、バガヌール炭を乾燥⇒乾留⇒粉砕⇒混練⇒造粒して、製品としてのセミ

コークスブリケットを製造するもので、そのフローシートを図 6.2.2 に示す。各工程は以

水分 揮発度 灰分 発熱量 粒度 強度 全硫黄分

(%未満) (%未満) (%未満) （kcal/kg以上） (mm) (%以上） (%以下）

石炭ブリケット 15  - 38 3,800  - 80 1.0

セミコークス 20 18 25 4,800 < 80  0.8

乾留ブリケット 10 18 38 4,500 40 < 85 1.0

燃料種別
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下の設備より構成される。 

 

(a)原料受入設備 

原料となる褐炭は、ダンプまたはローダによりホッパーで受入れる。受け入れられた褐

炭は、ベルトコンベアにより定量切り出しされ、ベルトフィーダ上のマグネットセパレー

タにて鉄片除去後、ダブルロールクラッシャーにより破砕される。 

(b)乾燥設備 

破砕された原料はホッパーに投入され、ベルトフィーダにてスチームチューブドライヤ

に定量供給される。スチームチューブドライヤへの供給に当たっては、外部からの空気混

入を極力避けるために、トリプルダンバを使用する。 

(c)乾留設備 

乾燥された原料は乾留キルンに投入されて乾留炭となるが、発火や爆発を防止するため、

キルン内部には窒素でパージする。また、爆発放散口を設置し、万一の爆発に備える。乾

留キルンから排出された乾留炭は高温（約 350℃）であることから、水冷式のロータリー

クーラーにて常温近くまで冷却を行う。 

(d)粉砕設備 

乾留炭はハンマークラッシャーにより破砕する。安全確保のために密閉式として窒素を

封入する。また、爆発放散口を設置し、機器類が爆発した時の飛散を防止とする。 

(e)混練・造粒設備 

乾留炭粉砕品とバインダーを混練機により混合・混練した後造粒機に投入し、40 ㎜の造

粒品を作る。 

(f)製品計量設備 

造粒品を篩にかけて粉や製品破砕品を排除し、良品のみを製品タンクに貯留する。製品

タンク内部には、ロックライダーを設け、製品落下による製品の破砕を防ぐ。不良品は再

度造粒設備に搬送して原料として再利用する。 

(g)燃焼設備 

燃焼炉で発生した燃焼ガスの一部は、排熱ボイラに供給され、乾燥機の熱源である蒸気

を生産する。排熱ボイラ内部である程度の粉塵は回収されるが、未回収の粉塵を含む燃焼

ガスは電気集塵機を通って清浄空気となって大気に放出される。 

(h)貯留供給設備 

粉砕乾留炭を貯留するための窒素で封入された微粉炭タンク、バインダーとなるベント

ナイトの貯留設備などがある。 
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図6.2.2 セミコークスブリケットの製造フロー 

 

(4)検討結果 

バガヌール炭を使用して試験した結果、乾留キルンに供給する石炭中の水分量（約 10％）

が得られる操作条件と乾燥時間との関係、乾留工程においては、揮発分が 18％程度となる

滞留時間の特定などを行った。また、成形後の製品強度については、乾燥時間とベントナ

イトの添加量が及ぼす影響についても特定している。 

 

表6.2.3 バガヌール炭の素見結果 

 

 

また、大気汚染の主原因となる煤塵量の検討からは、以下の結果が得られている。乾留

ブリケットの揮発分量により、発生する煤塵量に大きな差異が認められた。揮発分が 14%

以下では、煤塵量は 1/3 程度に抑えることができる。ウランバートル市内では、安価なナ

ラハ炭を生焚きしているケースが多いが、これを全量乾留ブリケットに置き換えることに

水分 揮発度 灰分 発熱量 粒度 強度 全硫黄分

(%未満) (%未満) (%未満) （kcal/kg以上） (mm) (%以上） (%以下）

乾留ブリケット
(規格）

10.0 18.0 38.0 4500 40 < 85.0 1.0

40分乾留 2.6 15.0 33.2 4890 44x44x28mm 99.6 0.26

60分乾留 2.2 13.2 34.3 4890 44x44x28mm 99.6 0.3

90分乾留 2.6 13.2 33.6 4850 44x44x28mm 99.7 0.31

燃料種別
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より、民生用石炭の利用から発生する煤塵量が、5,700t/y から 2,000t/y 程度に大きく削減す

ることの可能性を得た。 

 

表6.2.4 揮発分と煤塵量の比較 

 

 

(5)課題と今後の展望 

この成果報告書は、バガヌール褐炭を使ってモンゴルの基準ブリケットが製造できるが、

年産 20 万 t のブリケットを製造するためには経済性の問題があることを指摘している。こ

れを解決するためには、製品品質（強度など）を確保しながら、一方で、機器・設備の見

直しを行って初期コストを低減する、また、高価なベントナイトの添加量を削減すること

によって製造コストを低減することが不可欠である。 

ウランバートル市では、年間 60 万 t に及ぶセミコークスブリケットが必要とされるが、

現在は供給体制が全く追い付いおらず、市内の大気汚染は、ますます重度化している。 

それを解決するためには、燃料改善が 優先課題であることを政府及び国民が認識して、

製造体制の強化、製造コストに見合う販売価格の設定、政府補助など重層的なプログラム

が必要である。コストの観点からは、製造コストだけに注視するのではなく、例えば医療

費をどの程度削減できるのかという、よりマクロ的な議論も不可欠である。 

日本の乾燥・乾留・造粒技術を活用して、石炭からセミコークスブリケットを製造する

可能性については、これまでも議論があった。現実に、ウランバートル周辺から産出され

るバガヌール炭を使ってブリケットを製造し、製品品質や大気汚染への影響、経済性を評

価した NEDO の報告書は、有意義な結果を示しており、今後の展望に対して大きな示唆を

与えるものである。喫緊の課題の解決に向けた第一歩として、是非水平展開をすべきと考

える。 

 

6 . 2 . 3  活性炭製造 

(1)目的及び用途 

モンゴル水処理の問題は、モンゴルの炭鉱が等しく悩んでいる重要な課題である。採炭

事業については、褐炭や湧水で得られる水を処理して、鉱内の散水や植樹用に利用する、

軟水化して HOB や飲料水、ボイラ用水にも活用できる。さらに、地下水として汲み上げ

揮発分 煤塵量 ナラハ炭との比較

(%) (g) （kcal/kg以上）

ナラハ炭 34.5 0.0414 100.0

原炭ブリケット 25.1 0.0587 142.0

19.4 0.0411 99.2

14.2 0.0149 35.6

7.8 0.0136 32.8

燃料種別

乾留ブリケット
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ている炭鉱の水は、水処理を施すことによって飲料水を得られる。この水を使って、炭鉱

周囲の池をきれいな昔の姿に戻すことも可能である。 

この水処理のためには、表面積の大きな多孔質の活性炭を利用することが知られている。

水処理に止まらず、活性炭は SOx や NOx などの有害ガス処理、煤塵対策にも効果を発揮

するので、大気汚染の軽減対策としても利用できる物質である。 

この活性炭については、多様な分野で日本の化学メーカーが多くの実績を有している。

日本の優秀な製造技術を活用して、モンゴルに豊富に賦存する石炭から活性炭を製造する

ことができれば、有効な対策になると考えられる。活性炭の製造は、セミコークスブリケ

ットの製造フローと共通した部分があるので、モンゴル国内で有用な活性炭を製造する意

義は大きいと考える。 

 

(2)原料及び製品 

活性炭の原料としては、炭素質の物質であること、入手の難易性、量の多寡、価格、ガ

ス又は薬品との反応性の良し悪し、生産される製品の品質の適性などが考慮される。 

現在、世界で広く使用されている活性炭の原料は、粉末活性炭の場合には、オガ屑、硬

質木材チップ、木炭（素灰）、草炭（ピート）など、粒状活性炭には、木炭、ヤシ穀炭、石

炭（亜炭、褐炭、瀝青炭、無煙炭など）、オイルカーボン、フェノール樹脂など、繊維状活

性炭には、レーヨン、アクリロニトリル、石炭ピッチ、石油ピッチ、フェノール樹脂が使

われている。 

今回、モンゴルの石炭を対象としているので、粒状活性炭の製造について検討する。粒

状活性炭には、石炭などの破砕品から製造する破砕炭と円柱状、球状の成形炭から製造さ

れた粒状炭がある。活性炭は微細孔を持っているが、細孔要件は活性炭の用途により決定

される。微細孔は次のように分類されている。 

・ ミクロ孔直径：20Å以下の細孔－吸着に関与する 

・ メソ孔直径：20～500Åの細孔－吸着に関与する 

・ マイクロ孔：直径 500Å以上の細孔－吸着速度に関与する 

活性炭の用途について、以下の適用が考えられる。 

(a)水処理用活性炭 

吸着する物質が多岐にわたるため、対象物質に合わせて細孔分布を調整する。上水道の脱

臭用、脱塩素用は小さい細孔、排水処理用は大きい細孔の活性炭が使用される。 

(b)溶剤回収用活性炭 

吸着－脱着を繰り返す工程に使用されるため、吸着量は多く、脱着にはそのエネルギーを

少なくするため、溶剤毎に独特の細孔分布を持たせている。更に、活性炭の触媒作用によ

って溶剤が変質しないように留意される。 

(c)自動車キャニスター用活性炭 

自動車またはガソリンスタンドより放散されるガソリン蒸気を活性炭で捕集し、自動車の
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走行中に取り入れる新鮮空気で脱着して燃焼させるシステムに使用される。この用途の活

性炭は吸着－脱着を繰り返すため、それには独特の細孔分布が必要である。 

(d)薬品で再生できる脱色用活性炭 

液体中での脱色用活性炭には大きい細孔が必要となる。薬品で再生するには、希水酸化ナ

トリウム溶液で吸着物質を脱着させた後、希塩酸で中和する。 

(e)添着活性炭 

活性炭の吸着性に加えて、ある種の薬品とか金属を添着して独特の性能を持たせることが

できる。添着物質の例として次のものがある。 

・ 薬 品：酸性、塩基性又はアルデヒドガスの吸着等  

・ 金 属：水中での抗菌性、エチレンの除去、有機物の酸化、脱臭等  

・ セラミックスの混合：活性炭の着火防止 

破砕炭          粒状炭 

 
図6.2.3 破砕炭及び粒状炭  

 

モンゴルでの活性炭用途として、上水道や飲料水産業、家庭向けの浄水、下水処理や産

業排水などに向けた排水処理などがあり、一方で、ガス処理という目的で、空気浄化、脱

臭、溶剤回収や車の排ガス対策などが考えられる。特に現在ウランバートル市に新規下水

処理場建設が計画されており、活性炭の使用も検討されている。モンゴル国内の産業の発

展、社会の要求とともに、必要とされる活性炭の形態も変わっていくことが考えられる。 

 

(3)プロセス 

活性炭の製造設備フローを示したのが、図 6.2.4 である。石炭は 200 メッシュ程度に微

粉砕した後、700～800℃で乾留キルンにより炭化する。炭化されたコークスやチャーを水

蒸気や二酸化炭素で反応させることにより微細な孔をあける。水蒸気を用いる場合が水蒸

気賦活である。 

この賦活は、活性炭製造に特徴的な操作で、造粒炭化物の水蒸気賦活に広く用いられて

いるのがロータリーキルンである。この中に原料炭を投入して、入口から熱風と水蒸気を

送り込み、炉内温度を 900～1,000℃に保持して、0.2～3rpm で回転させながら水蒸気と反

応させる。炉内の滞留時間は 5～20 時間となる。賦活ガスである水蒸気と原料炭との接触

方法には、向流と並行流の 2 方式がある。 
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図6.2.4 活性炭の製造フロー 

 

(4)課題と今後の展望 

活性炭は、細孔分布と大きな表面積という特徴のために、産業の多様な場面で利用され

ている製品であり、さらに適用範囲は拡大している。モンゴル社会が直面している社会的

ニーズに十分応えられるものだと考える。 

社会的ニーズの一つは、下水や産業排水の処理、飲料水の確保、農業への再利用などで

ある。炭鉱から出る抜水なども活性炭で処理して、飲料水として再利用することができる。

水を媒介とした循環型社会の仕組みを組み込むことが可能になる。活性炭の適用は水処理

に留まるわけではなく、活性炭の特徴を活かせる分野、例えば、ガス処理やガス分離など

にも応用が可能である。バガヌール炭鉱では、ロシアで活性炭を製造したことがあるが、

活性炭の製造技術はセミコークスブリケットの製造技術に近いので、モンゴル国内で製造

できるようになれば、その意義と波及効果は大きい。 

活性炭の製造について、製品の細孔分布及び表面積は、乾燥、乾留（炭化）、成形造粒

技術に依る部分が多いが、原料が製品特性の多くを決めてしまうという議論も出ている。

従って、モンゴルの石炭を原料として活性炭を製造するのであれば、先ずは実験を行い、

原料炭、製造技術、製品特性の相関を評価する必要がある。 

 

6 . 2 . 4  植物工場 

(1)目的及び用途 

モンゴルは気候が厳しく、年間の温度変化が激しいばかりではなく、1 日の中でも日中
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と夜の温度変化が大きいことから、露地栽培では安定した収穫が望めない。また、雨量が

少ないことからも植物工場による完全制御型の植物栽培が向いている。 

現状では安い輸入物がウランバートルでは供給されており、植物工場産の野菜は単価が

高いことから、大きな需要は望めない。しかし、国内での野菜の安定栽培および供給とい

う意義があり、ホテルや高級料理店での需要は見込まれる。ついては、炭鉱周辺都市への

小規模の葉物野菜の供給を目的として植物工場の設置を検討する。 

 

(2)原料及び製品 

植物工場の原料は電力、温水、水、液体肥料、種子、CO2 であり、製品はレタス、ホウ

レンソウなどの葉物である。日本における一人あたりのレタスの消費量が年間 4.2kg であ

ることから、ウランバートルでのホテルなどの消費量も同様とすると、年間延べ 1 万人が

消費する量は 42 t である。ついては、年間約 50 t の生産量とすると原料と製品の量は図の

とおりとなる。 

 

(3)プロセス 

プロセスを図 6.2.5 に示す。建屋内で人口照明にて野菜を栽培する方法であり、温度、

湿度は完全制御され、水や液体肥料も自動で供給される。日本では既に実績がある方法で

あり、電力、水、温水が確保できれば問題は少ない。 

 

図6.2.5 植物工場のイメージ 

 

(4)優位性及び課題 

本方式の優位性は天候に左右されないことであり、ほぼ確実に野菜を供給することがで

きる。 

CO2

石炭火力発電所
石炭ガス化燃料プラント

水処理（膜処理）

電力 1,500kＷ

太陽光発電

完全制御型植物工場

葉物野菜などの生産

液体肥料・種子

販売
レストラン、ホテル、
スーパーなど販売先の
確保が重要

循環灌水
養分管理

生産50t/y*

照明など

CO2 4t/y

栽培技術
日本国内で実績があ
る企業の技術を採用

温水 水100m3/y
CO2吸収量3.5t/y

*H22年度の日本国内一人当たりの年間

平均レタス消費量4.2kgより人口割合
で計算

500㎡
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課題は電力を多く必要とすること、および野菜の単価が高くなるため、購買層が富裕層

やホテル向け（外国人向け）に限られることである。 

 

6 . 2 . 5  石炭ガス化 

(1)目的及び用途 

石炭の有効利用の方法として、石炭燃焼により発生する熱利用（発電、温水供給など）

以外に石炭ガス化により発生する一酸化炭素および水素を主成分とするガスを用いた発電

や化学品製造がある。モンゴル政府はドイツや韓国などと石炭液化燃料製造（CTL:Coal to 

Liquid）プロジェクト開発について MOU を締結しており、ER 社が韓国 posco 社とバガヌ

ールでの CTL プロジェクトを進めている。 

ガス化による製品の主要な用途は車用燃料と民生用燃料である。 

このうち車用燃料については、モンゴルでは 近の自家用車や炭鉱などの採掘用重機の

増加により、軽油やガソリンの需要が増大しつつある。しかし、モンゴル国内には石油や

天然ガスの資源が少ないことから、これらの燃料はロシアなどからの輸入に頼っている状

況である。このためエネルギーセキュリティの面から国内に豊富にある石炭から合成燃料

を製造することの意義は大きい。 

民生用燃料としては、住宅でのストーブや調理用燃料として石炭が使用されており、ウ

ランバートルではスモッグ発生の第 1 の原因となっていることから、石炭ガス化により製

造した合成天然ガスや DME を普及させることが理想的である。 

 

(2)原料及び製品 

ガス化の原料として瀝青炭から褐炭まで幅広い炭種の石炭を使用可能である。ガス化に

より発生したガスより、合成天然ガス（SNG：Substitute Natural Gas）、ガソリン、灯油、

軽油、DME（Dimethyl Ether）、アンモニア、尿素などの合成燃料や化学品を製造すること

が可能である。 

 

(3)プロセス 

工業的な石炭のガス化炉は、①固定層、②流動層、③噴流層の３つの形式に分類される

（図 6.2.6）。固定層は、塊炭が上部から供給され、ガス化して粉砕されていき炉下部から

灰として排出される。水分が多い石炭を直接供給することができ、ロバスト性も高いが、

ガス化温度が低く、ガス化効率は 3 形式の中で も低い。流動層は微粉炭が下部から供給

される酸素や水蒸気により流動することで効率的にガス化を促進する。噴流層に比べてガ

ス化効率は低いが、ロバスト性は高い。噴流層は微粉炭と酸素や水蒸気を同時に供給し、

瞬時にガス化する方式であり、 もガス化効率が高いが、建設費が高く、また運転が難し

い。 
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図6.2.6 ガス化炉基本形式 

 

石炭ガス化炉により生成したガスは一酸化炭素および水素を主成分としており、これら

の比を調整したガスを原料としてさまざまな合成燃料および化学品を製造可能である。 

石炭ガス化による製品製造フローの例として、以下に (１)メタン合成による燃料製造

（SNG）、(２) FT 合成による燃料製造（ガソリン/灯油/軽油）、(３)メタノール合成による

燃料製造（DME,ガソリン）、(４)肥料製造について説明する。 

全てのプロセスは、ガス化合成ガスを CO シフト反応（CO+H2O=CO2+H2）により各製

品合成に 適な水素と一酸化炭素の比の原料ガスに変換して、触媒反応炉に供給する。 

また、ガス化炉には空気分離設備（ASU:Air Separate Unit）により製造した酸素を供給す

る。 

(a)メタン合成による燃料製造（SNG） 

 

図6.2.7 メタン合成による燃料製造（SNG）概略フロー 
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CO シフト後の合成ガスから二酸化炭素を除去し、一酸化炭素：水素の比を 1：3 に調整

し、触媒を持いたメタネーション反応によりメタン（CH4）を製造する。 

 

(b)FT 合成による燃料製造（ガソリン/灯油/軽油） 

 

図6.2.8 FT 合成による燃料製造（ガソリン/灯油/軽油）概略フロー 

 

CO シフト後の合成ガスから二酸化炭素を除去したガスに CO シフト前のガスを混入す

ることにより、一酸化炭素：水素の比を 1：2 に調整し、触媒を持いたフィッシャー・トロ

プシ反応（FT 反応）により合成油を製造し、蒸留によりガソリン、灯油、軽油を分離製造

する。 

 

(c)メタノール合成による燃料製造（DME,ガソリン） 

 
図6.2.9 メタノール合成による燃料製造（DME,ガソリン）概略フロー 

  

CO シフト後の合成ガスから二酸化炭素を除去したガスに CO シフト前のガスを混入す

ることにより、一酸化炭素：水素の比を 1：2 に調整し、触媒を持いたメタノール反応によ

りメタノールを製造し、さらに触媒によりガソリンおよび DME を製造する。 
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(d)肥料製造 

 
図6.2.10 肥料製造概略フロー 

 

CO シフト後の合成ガスから二酸化炭素を除去したガスに空気分離設備（ASU:Air 

Separate Unit）からの窒素を混入することにより、窒素：水素の比を 1：3 に調整し、触媒

を持いたアンモニア反応によりアンモニアを製造する。さらに、合成ガスから除去した二

酸化炭素とアンモニアとを原料として触媒により尿素を製造する。 

 

(4)優位性及び課題 

石炭ガス化はモンゴルに豊富にある石炭を利用して、燃料から化学品までさまざまな製

品を製造可能であるため、資源セキュリティ面の強化につながる。また、これまで 100％

近く他国からの輸入に頼っていたガソリンなどの燃料の輸入価格交渉も自国調達率の向上

により優位に進めることが可能となると考えられる。 

課題としては、価格競争力の面が挙げられる。モンゴル国における石炭ガス化によるガ

ソリンや DME製造について平成 23年度の NEDO事業において日揮株式会社により経済性

検討が行われている。*1 

*１: 国際エネルギー消費効率化等技術・システム実証事業 基礎事業 石炭高効率利用

システム案件等形成調査事業「モンゴルにおける石炭起源クリーン燃料製造プロジェクト

の案件発掘調査」平成 23 年度成果報告書 

 

上記報告書では、①原料をバガヌール炭、②評価の確立した技術の採用、③競争力のあ

る製品価格、④発電設備併設という現実的な条件で検討されており、事業成立を果たすた

めには建設費を 20%以上削減する必要があるとの結果となっている。また、DME を使う

インフラが整うのは 10 年後との予想から 2020 年を想定している。したがって、DME につ

いては短期の実現を目標とする本マスタープランには適さないと考えられる。 

DME 以外の製品についても、石炭ガス化技術自体の実績が世界的に少なく、モンゴル国

内での運転要員を養成するには時間がかかることから、長期的な視野で国家プロジェクト

としてパイロット規模での生産プラントを建設・運転することから始めて、段階的に技術

導入および要員育成をしていくのが現実的である。 
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6 . 2 . 6  乾式選炭技術 

モンゴルの水資源の乏しい地域での選炭には水を使用しない乾式選炭技術の導入が望

まれている。例えばタバントルゴイ炭鉱では水資源の確保のために 70km に井戸を掘り、

パイプで水を送ることになるので、投資額、ランニングコストが多大である。また水資源

の枯渇問題も生じるので、環境問題となっている。 

 

(1)商業化されている乾式選別機 

(a)複合乾式選別機（中国） 

中国で広く普及している乾式選別機に国産の複合  乾式選別機がある。ベトナム、イン

ドネシア、モンゴル等にも輸出されている。複合乾式選別機は、原炭に含まれる細かい粒

子と空気との混合媒体による浮力効果と、乾式テーブルによる分離効果の複合効果により

比重分離を達成する機械である。供給する原炭粒径は 0～80mm、原炭湿分は 7%以下が要

求される（但し、6mm 以下の原炭は殆ど選別されない）。選別の結果、精炭灰分は原炭よ

りも 5～10%低減するというが、現物を見る限り選別精度は低い。 

 

図6.2.11 複合乾式選別機 

 

(b)乾式ジグ（米国） 

Allair ジグと呼ばれている。原炭粒子群を解すための定量空気と、この粒子群に上下運

動を与えるための脈動空気が、原炭を保持する網の下から吹き込まれる。この網は振動し

ており粒子群を出口に向かって移動させている。 

原炭粒子は脈動を繰り返しながら比重別に成層し、終端部のスプリッターで軽比重産物

と重比重産物に分離される。供給する原炭粒径は 1～50mm、原炭湿分はシュート閉塞を起

こさない程度であれば問題ない。 
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図6.2.12 乾式ジグ 

 

(c)放射線を用いた乾式選別機（Ardee Sort インド） 

原炭粒子一個一個の灰分（放射線透過率）を放射線で測り、設定値以上の灰分を持つ粒

子を圧縮空気で吹き飛ばす構造。インド選炭業界で注目されている。 

 

(d)選別精度 

これ等の乾式選別機は、Ep=0.2 前後と、選別精度は低いが建設コスト・操業コストも低

いため、単体分離の進んだ原炭からの素ボタ抜き（De-Shalling）等、湿式選別を補完する

装置としての用途は大きい。しかし、原料炭の様な低灰分の石炭選別には不向きである。 

 

(2)新たな乾式選別機 

(a)流動床式乾式選別機（日本 永田エンジニアリング（株）） 

流動床式の乾式選別機は砂等を流動媒体として一定比重の疑似流体を作り、従来の湿式

重選と同様に比重選別する装置で選別精度は高い。今後、大きな需要が見込まれる本邦資

源リサイクル分野においては既に商業化されている。下写真は、岡山大学と、永田エンジ

ニアリング(株)との共同開発による流動床式乾式選別機で、破砕プラスチック類から塩ビ

を分離回収する装置である。この外、鉄とアルミとの分離装置等、様々な用途に応じた色

んな流動床式選別機が商品化されているが、石炭分野に関しては商品需要が無いため商業

化段階にまでには至っていない。 

選別精度が高いため湿式選炭に代わる「本選機」として原料炭の生産も可能でありモン

ゴル等の水資源が不足している地域、酷寒地域、吸水泥化する岩石を含む地域等の主力選

feed

air 
exhaust

light
particles

heavy
particles

Constant airflow

Pulsed airflow
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炭機として大きな需要が見込まれる。 

 

 
図6.2.13 流動床式乾式選別機 

 

 

図6.2.14 全体フロー図 

 

第 7 章 マスタープラン作成に向けた基本構想 

7 . 1  石炭開発、利用、環境対策のバリューチェーンと基本構想の検討結果 

１次及び２次調査の結果から、モンゴル国における石炭開発、利用、環境対策のバリュ

ーチェーンと基本構想の検討結果を以下に示す。 

破砕プラスチックから塩ビを分離

 

Air 

①Material Hopper, ②Feeder, ③Fluidized Bed, ④Stirrer, 
⑤Float Carrier, ⑥Float Recovery Device, ⑦Float Discharge 
Conveyor, ⑧Screen for Float, ⑨Sink Carrier and Recovery 
Device, ⑩Sink Discharge Conveyor, ⑪Screen for Sink 

① 

② 

③ 

④ ⑤ ⑥ 

⑨ 

⑦ 

⑧ 

⑩ 

⑪ 

Powder Powder

Sinks Floats

Powder  

Raw Coal 

Run of Mine Coal

Screening & Crushing

Raw Coal: -35mm
Stock Yard

(Reducing Surface Moisture Content
of Raw Coal as low as possible)

Screening
(Dry System)

Fluidized Bed Gravity Separator
(Dry System)

Air Table (Dry System)

Air Separator

-10mm
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Coal (Clean Coal)

High Gravity 
Coal (Refuse)

Low Gravity 
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High Gravity 
Coal (Refuse)
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7 . 1 . 1  石炭開発、利用、環境対策のバリューチェーン 

石炭の開発から利用までの「石炭」だけのバリューチェーンに限るのではなく、さらに

その下流までの地域社会や環境を含めた付加価値の連鎖を生むバリューチェーンを構築す

る必要がある。化石資源である石炭を有効に使用するため、出きる限り効率良く使用し、

また付加価値を高め、クリーンに使用することで環境負荷を減らすものである。 

具体的には、図 7.1.1 に示すように日本国が有する上流から下流までのクリーンコール

技術や排水処理技術、運営システムを活用して、生産効率を 適化し、資源の有効利用を

図るとともに、エネルギー及びマテリアルの両面から環境保全を図ることを目指すもので

ある。 

バリューチェーンとしてのポイントを①～③に示す。 

① 石炭の選炭から利用まで川上から川下まで含めて全体で石炭の付加価値を高め、

生産効率を 適化し、石炭資源を有効活用する。  

② また採炭に伴う炭鉱水の有効利用や石炭のブリケット化・活性炭の製造により、

大気・水質などの環境改善に寄与する。  

③ 石炭の有効利用や環境改善に即したマスタープランを推進し、さらに雇用の促進

や学園都市化を目指す。  

 

 

図7.1.1 石炭開発、利用、環境対策のバリューチェーン 

 

7 . 1 . 2  基本構想の検討結果 

基本構想はモンゴル国から日本国への石炭資源の安定的な供給のため、石炭開発に伴う

環境保全だけではなく、石炭開発から利用に亘る石炭関連産業チェーンを構築するもので

ある。 

第 1 次及び 2 次調査の結果からマスタープラン対象候補地として可能性のあるバガヌー

ル炭鉱とタバントルゴイ炭鉱についてマスタープランの基本構想を検討した。 

 

炭鉱 選炭 加工 燃料 暖房 ｴｺﾀｳﾝ

石炭の有効利用及び環境改善の追及

炭鉱水の
有効利用

ブリケット化 活性炭

大気・水質などの環境改善

定住化乾式選炭

雇用促進クリーンコール技術排水処理技術

環境修復 学園都市

発電

運営システム

火力発電所
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(1)バガヌール炭鉱 

(a)新規事業構想 

5 章に記載した第 1 次のニーズ調査の結果から、学園都市構想およびバガヌール炭鉱で

の新規事業の優先順位を整理すると下記のとおりとなる。 

① 炭鉱廃水の再利用 

② 選炭工場 

③ セミコークス製造 

④ 活性炭 

上記から需要技術は排水再生利用、選炭の際に発生するミドリング（中間産物、一般炭）

利用の CCT 技術（発電など）、セミコークス製造、活性炭製造技術と考えられる。 

バガヌール炭鉱のニーズ調査及び需要技術を組み合わせたマスタープランの基本構想

を図 7.1.2 に示す。 

 

(b)前提条件 

モンゴル省庁ヒアリング結果（5.2 項参照）および文献調査により、前提条件を以下の

とおり設定した。 

1)バガヌールの人口 

現在は約 3 万人であるが、学園都市化や石炭科学技術パーク建設が進む場合の人口増を

想定して 5 万人とする。 

2)バガヌールへの飲料水必要量 

ウランバートルにおける一人当たりの 1 日の上水使用量は 0.15m3 であることから、バガ

ヌールも同様の使用率とする。将来の人口増加想定数 2 万人（＝5 万人-3 万人）のため、

新たに必要な飲料水量は約 100 万 m3 となる。  

3)発電量 

現在のモンゴルの総人口は約 280 万人であり、ウランバートル（約 115 万人）を含めた

モンゴル国内の主要都市部人口を約 150 万人と仮定する。電力グリッドは約 1 GWe であり、

ほとんど都市部で使用されていると想定されることから、都市部人口あたりの電力使用量

は約 0.7kWe/人（=１GWe/150 万人）となる。したがって将来のバガヌールの想定人口 5 万

人の使用電力は約 35MWe（=0.7 kWe/人×5 万人）程度と想定される。この他に産業に必要

な電力を考慮し、発電所の設定出力は 100MWe に設定した。また、熱供給量は、ウランバ

ートル（人口 115 万人）の熱需要量は 900MWt であり、一人当たり約 1.6kWt の熱供給量

となることから、バガヌールも同様と仮定すると、将来の人口増加想定数 2 万人を想定し

て、32MWt(=2 万人×1.6 kWe/人) が必要となる。このほかに植物工場などの産業に必要な

熱量を含めて 50MWt の熱供給を実施すると、ボイラ効率 90％、発電効率 30％として必要

な褐炭量（DRY）は 52 万 t/y となる。 
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4)ブリケットおよび活性炭生産量 

ブリケット生産量を約 12 万 t/y とした。これはウランバートルでのブリケット需要量 35

万 t/y（文献 1)の約 30%にあたる量である。 

活性炭については、現在のウランバートルでの活性炭使用量は 2 千 t/y であるが、今後

の需要増加を想定して 5 千 t/y に設定した。ウランバートル市内では、安価なナラハ炭を

生焚きしているケースが多いが、これを 50％乾留ブリケットに置き換えることにより、民

生用石炭の利用から発生する煤塵量が、115.1t/y から 76.4t/y 程度に削減されると予想され

る。 

（文献 1) 平成 18 年度 国際石炭利用対策事業「クリーン・コール・テクノロジー実証

普及事業（FS）モンゴル石炭改質・燃焼技術検討調査事業」 

・野菜生産量 

現地調査の結果、野菜は中国など海外から輸入されており、日本より安い価格で販売さ

れている。ついては、植物工場で採取される野菜の消費者は富裕層、ホテル利用者と考え

られることから、ウランバートル人口120万人に対して消費者は年間5万人程度を想定し、

レタス年間消費量を日本と同様に 4.2kg/人と仮定して、約 200t/y の消費を見込む。  

 

(c)マスタープランフロー図 

1)ブリケット製造 

バガヌールの 22 万 dry-t/y の褐炭から、12 万 t/y のブリケットが製造されるものと計画

した。 

褐炭を粉砕・乾燥したのち、乾留により硫黄分などを除去し、セミコークス（半成コー

クス）を製造する。セミコークスをバインダーと共に混錬した後、造粒成形し、ブリケッ

ト（造粒品）を生産する。また、セミコークスの一部は活性炭製造に供給する。 

2)活性炭製造 

活性炭は、約 8,000ｔ/y のセミコークスから年間 5,000t を製造する計画とした。セミコ

ークスを粉砕し、コークスと混錬した後、水蒸気により賦活し、造粒成形することで活性

炭を生産する。モンゴルでの活性炭用途として、上水道や飲料水産業、家庭向けの浄水、

下水処理や産業排水などに向けた排水処理などがあり、一方で、ガス処理という目的で、

空気浄化、脱臭、溶剤回収や車の排ガス対策などが考えられる。 

3)炭鉱水 

年間 100 万 t の伏流水を回収・浄水した場合、約 25 千世帯分(約 5 万人)の飲料水が供給

可能と推定される。ブリケット製造と併せて年間 67 万 t の褐炭はバガヌール炭鉱生産量の

約２割に相当する。 

4)環境配慮型火力発電 

発電用として 45 万 dry-t/y の褐炭から 100MWe が供給される。 
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5)植物工場 

植物工場では 420m3/y の炭鉱水、環境配慮型火力発電から 0.6MWe の電力と温水から、5

万人の人口分へ供給する年間 200t の野菜生産量で計画した。 

 

 

図7.1.2 マスタープラン基本構想(バガヌール炭鉱) 

 

(2)タバントルゴイ炭鉱 

5 章に記載した第 2 次のニーズ調査の結果からタバントルゴイ炭鉱での新規事業の優先

順位を整理すると下記のとおりとなる。 

 

(a)新規事業構想 

タバントルゴイ炭鉱の都市計画、インフラ整備はこれからの段階であり、新規事業の優

先順位を整理すると下記のとおりとなる。 

① 選炭工場（乾式選炭） 

② 発電所（環境配慮・節水型） 

③ 水の再利用 

上記から需要技術は水を使用しない乾式選炭技術、環境配慮・節水型発電所、排水再生

利用と考えられる。 

(b)前提条件 

モンゴル省庁，炭鉱会社ヒアリング結果（5.2 項参照）および文献調査により、前提条

件を以下のとおり設定した。 
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1)タバントルゴイの人口 

現在の炭鉱勤務者は 320 人であるが、ERDENES TAVAN TOLGOI JSC 社からのヒアリン

グから旧ソ連時代の都市計画から人口増を想定して１万人とする。 

2)タバントルゴイへの飲料水必要量 

ウランバートルにおける一人当たりの 1 日の上水使用量は 0.15m3 であることから、タバ

ントルゴイも同様の使用率とする。将来の人口想定数 1 万人のため、飲料水量は約 20 万

m3/ｙとなる。  

3)発電量 

ERDENES TAVAN TOLGOI JSC 社からのヒアリングより南ゴビ地域への発電を想定して、

300MWe の発電量で計画されている。ボイラ効率 90％、発電効率 30％として必要な褐炭量

（DRY）は 156 万 t/y となる。 

 

(c)マスタープランフロー図 

1)乾式選炭 

ERDENES TAVAN TOLGOI JSC 社からのヒアリングで炭鉱開発では水資源は貴重であり、

地下水探査に膨大な資金を使っている。湿式選炭は多くの水を使用することから、水や重

液を使用しない乾式選炭が望まれており、流動層式選炭設備の実証後に導入を想定してい

る。 

2)地下水 

ERDENES TAVAN TOLGOI JSC 社からのヒアリングでは、水源の試掘井戸は 450L/s の 

出水があり、そのうち 150L/s を使用予定である。 

3)環境配慮・節水型火力発電 

発電用として156万dry-t/yの褐炭から300MWeが供給される。水が少ないため、Air Cooler 

を使用する節水型の火力発電所で計画した。 

4)水の再利用 

水資源の再利用・節水がうまく実施できれば、炭鉱に大きなメリットになるため、発電

所やその他の工場からの産業排水や下水処理水を 70％再生し、再生水を工業用水や灌漑・

植林に使用することで計画した。 
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図7.1.3 マスタープラン基本構想(タバントルゴイ炭鉱) 

 

第 8 章 マスタープラン対象候補地域の提案 

本調査を踏まえ、マスタープランの対象 3 炭鉱の間で重み付け評価を行った。表 8.1.1

にその結果を示す。横軸には、石炭政策⇒産炭⇒輸送⇒製造⇒マーケット⇒環境影響（煤

塵などの影響）までのライフサイクルを示している。それぞれの炭鉱における現状（3=大，

2=中，1=小）を評点で表記している。各サイクルでの評点を加算したものが、総合評点と

なっている。 

例えば、バガヌール炭鉱は、モンゴル政府が発表した優先的に実施される 26 の大型プ

ロジェクトにも含まれているので政策として 3 点、産炭実績は年間 320 万 t であるので 2

点、輸送手段は鉄道や道路が整備されているので 3 点、生産については、その他の 2 炭鉱

（地域）との比較で 1～2 点、市場や環境影響については首都ウランバートルが近いという

事で 3 点を与えた。その結果、バガヌール炭鉱としての総合評点は 17 となった。 

同じようにして 3 つの炭鉱地域を比較した結果、バガヌール炭鉱の総合評点が大きく、

マスタープランに基づき各種の対策を打った場合の効果が、一番大きいと判断された。 

タバントルゴイ炭鉱が次点であった。また、シャリンゴル炭鉱（ダルハン地域）につい

ては、ある程度の産業が整備されつつあること、また、現地に住む日本人からのヒアリン

グから環境上の課題は少ないことが分かり、対策を講じても目に見える効果が出ないと判

断した。 

表の下部には、それぞれのサイクルにおける課題を示した。朱記したものに対しては、 

実効可能性を検討しながら、何らかの協力が必要だと考えている。 

 

給水
ライン

浄水設備

凝集剤 殺菌剤

ろ過撹拌

配水システム

飲料水

タバントルゴイ

ゲル区

住宅街

環境配慮型火力発電（熱電併給）

温水

スチームタービン

G 復水器

設定発電効率30%

送電網電力

沈殿

破
砕

乾
燥

20万m3/y

1万人

（5千世帯）

褐炭

156万

dry‐t/y

300MWe

6MWe
0.12MWe

ﾀﾊﾞﾝﾄﾙｺﾞｲ
炭鉱

地下水

パイプライン

貯留施設

乾式選炭設備

ジグ

排水処理
(前処理）

再生処理
（RO膜）

処理水
（放流）

再生水
(工業用水）

下水

産業排水

殺菌
処理

再生水

（灌漑、植林）

20万

m3/y

14万m3/y

1MWe

井戸

480万m3/y

節水型
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表8.1.1 対象３炭鉱間の重み付け評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

（SPC: Supply Chain） 

 

表 8.1.1 は包括的なものであるが、もう少し具体的な要素ベースの評価を行ったのが表

8.1.2 である。今回のヒアリング、現地調査から入手した生の情報に基づき評価した結果、

①政府の石炭政策に含まれている ②インフラが整備されている ③全人口の 40％を抱

える首都ウランバートルに近い ④過剰に集中する首都人口の分散対策、衛星都市化計画 

④ウランバートルの大気汚染対策 ⑤発電所建設などにより、バガヌール炭鉱がもっとも

効果を与えるものであることが判明した。 

また、タバントルゴイ炭鉱は原料炭を輸出する 大規模の炭鉱であり、政府の 26 の優

先大型プロジェクトにも含まれているので大変重要な炭鉱である。炭鉱の充実、関連する

産業の創出により、将来的には５万人以上の町にまで発展するといわれている。定住化の

ためには、水資源の確保、社会インフラの整備、大気汚染対策、輸送道路の整備、土埃対

策などが必要である。しかし、総合的比較という点からすれば、人口が過剰に集中して、

環境上、喫緊な課題に悩んでいるウランバートル地域（バガヌール炭鉱）を優先的に取り

組むことが望ましいと考える。

市場

条件整備 生産能力 （顧客規模）

バガヌール 3 2 3 2 1 3 3 17

シャリンゴル 1 1 3 2 3 2 1 13

タバントルゴイ 3 3 2 1 1 3 3 16

１．剥土比 １．鉄道網 １．電力 １．資金、設備 １．定住化 １．大気汚染

２．設備老朽化 ２．道路網 ２．水資源 ２．マンパワー ２．社会インフラ ２．水・土壌汚染

３．ミドリング ３．SPC ３．資材 ３．塵埃

課題

総合評点
生産

対象炭鉱 政策 産炭実績
輸送手段

整備
環境影響
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表8.1.2 モンゴル国対象３炭鉱地域の比較･選定結果 

 バガヌール炭鉱 タバントルゴイ地域 ダルハン地域

(1) 対象国の石炭産業での位
置付け 

国内発電所向け 大手国有炭鉱。 輸出用原料炭の民間・国営炭鉱が複数あ
る。 

民間小規模炭鉱。 

(2) 産業構造、地域経済状況 1978 年出炭開始、社会・経済インフラが
完備。 
炭鉱生産が主。 

2008 年頃から出炭開始、社会・経済イン
フラ整備中。 

旧ソ連時代に敏の整備課が完成。発電
所、製鉄工場、セメント工場その他工場
が操業中。 

(3) 地域石炭政策 国内需給の主力炭鉱として政府の支援
大。 

従業員の定着化に向けた都市計画を策定
中。 

特になし。 

(4) 地域開発計画 石炭加工業への発展と学園都市化を志
向。 

生産規模拡大に向け社会・経済インフラ整
備を急いでいる。 

日本企業が中心となり国内で初めての
製油所建設を計画中。 

(5) 産業インフラ 
（主に石炭関連） 

整っている。 輸出用道路は完成し、2012 年には 2,100
万 t 輸出見込みだが鉄道は未完成。 

整っている。 

(6) 石炭開発の現状と計画 現在 320 万 t 
出炭、増産計画中 

複数の炭鉱合計で 2012年に 2,100万 t 出炭
見込み、今後 大 3,000 万 t 増加見通し。

現在 50 万 t、100 万 t 増産計画有り。選
炭工場建設予定。 

(7) 石炭開発に起因する環境
問題 

炭鉱からの抜水による排水処理。 水源枯渇問題、石炭運搬道路の粉塵問題。 露天掘り跡地の復旧問題。 

(8) マスタープラン構想に類
似する計画の有無 

有り。 有り。 無し。 

(9) 石炭産業に係る投資環境 有望 有望 無し 

(10) 対象国、対象地域が求め
るニーズ 

大 大 小 

(11) 本邦シーズ、適合性 排水処理技術、セミコークス製造、活性
炭製造、石炭ガス化・液化設備等複数有
り。 

乾式選炭、発電所計画等複数有り。 無し 

(12) その他（推奨する政府機
関・企業） 

鉱業省、エネルギー省、産業農業省 鉱業省、産業農業省、エネルギー省 産業農業省 
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 バガヌール炭鉱 タバントルゴイ地域 ダルハン地域

総合評価結果  【評価内容】 
新規石炭加工産業のニーズ大 

【評価内容】 
乾式選炭のニーズ大 

【評価内容】 
 

◎ ○ △ 
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第Ⅴ編 モザンビーク  
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第 1 章 モザンビークの一般事情 

1 . 1  一般概況 

モザンビークは、ポルトガルによる長い植民地支配を経て 1975 年に独立共和国となっ

た。そして独立から約 20 年間、共産主義/社会主義の政治体制と集権的計画に基づく経済

発展モデルに従ってきた。新生の共和国は独立直後から 16 年間の内戦に陥り、おびただし

い数の国民が殺害され、国を追われた。この内戦は社会経済のインフラと経済発展に深刻

な打撃を与えた。 

1992 年、反政府運動との間で停戦を合意し、内戦は終結した。1994 年、モザンビーク

は複数政党制民主主義システムを採用し、国家として新しい時代を迎えた。治と社会経済

の安定性が生まれた。複数政党制の導入と経済改革以降、社会経済は急激な変化を遂げた。 

モザンビークはアフリカ南東岸に位置し、ザンビア、マラウイ、タンザニア、ジンバブ

エ、スワジランド、南アフリカと国境を接している。モザンビークの国土総面積は

799,380km2 である(98％が陸地、2％が内水)。行政区分は、カボ・デルガード州、ニアサ州、

ナンプーラ州、テテ州、ザンベジア州、マニッカ州、ソファラ州、イニャンバネ州、ガザ

州、マプト州とマプト市の 11 に分かれる。 

国家統計局によると、モザンビークの 2009 年の人口は推定 2,135 万人である。この人口

が年 1.7％の割合で増加している。人口の約 45％は 15 歳未満の若年層である。労働(力)人

口(15～65 歳)は総人口の約 50％を占める。人口の約 2/3 は沿岸地帯に住んでおり、沿岸地

帯では食料や雇用機会を比較的容易に得ることができる。モザンビークの都市、観光地、

インフラ施設、産業、商業もやはり、ほとんどが沿岸地帯にある。モザンビーク経済は主

に農業に依存しており、農業が国内総生産(GDP)の 21％を占め、商品の大半は輸出される。

従来の輸出品目は、卑金属および関連製品、エビなどの海産物、サトウキビ、カシューナ

ッツ、コプラ、飲料、鉱物製品、タバコ、綿である。製造部門には、食品加工、タバコ、

飲料、アルミ、織物、履物がある。モザンビークはサービスについては純輸入国であり、

サービス部門の中心的な事業にはエネルギー、建設、観光、運輸、通信、銀行、コンサル

タント業がある。モザンビークはまた鉱物製品、消費財、およびその他の品目、設備、機

械類も輸入している。 

モザンビークの地理的位置と天然資源基盤は、投資による国家の急速な社会的経済的発

展の可能性をもたらしている。モザンビークは多様な天然資源に恵まれている。例えば多

様な野生生物が暮らす森林、鉱物、水力発電の大きな可能性を秘めた水資源、海洋資源な

どがある。またインド洋に面しているため、内陸の近隣諸国に港湾や輸送施設を提供して

いる。 

モザンビークは経済発展の課題に取り組み、増加し続ける対外および国内の債務に対処

するため、1987 年に「構造調整プログラム」を開始した。このプログラムが目指したのは、

経済に対する政府統制の緩和、農業生産の促進、農産物の市場取引の改善、国内貿易と国

外貿易の不均衡の縮小、資源分配の改善、民間部門の拡充である。その過程で、政府が所
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有する産業や半官半民企業の多くを民営化した。政府が掲げたリベラルな経済政策と政治

的和解によって経済は好転した。1986 年から 1989 年の期間、年間 GDP 成長率は 0.9％か

ら 5.3％に上昇し、それに伴い国民一人当たりの消費も増加した。インフレ率も 1987 年の

170％から 1990 年の 40％に低下した。しかしこうした経済的成果にもかかわらず、対外債

務は GDP や外国為替収入に比べて高水準にとどまった。 

人口の 54％近くが貧困ライン以下の生活をしており、成人の 52.2％は読み書きができな

い。また成人の約 15%が HIV 陽性だと考えられる。さらに予防接種率の増加や基本的な医

療サービスへのアクセスは改善しているものの、人口の 60%以上がいまだ医療を受けられ

ず、平均寿命(2007 年)は 40.4 年である。 

全般的には、1990 年代前半以降、一部の分野における変化が顕著である。これは、機能

的な政府機関の登場、4 回の平和的な選挙の実施、新しい政治文化と自由化された経済体

制の発展、投資と成長率の上昇によるものである。しかし民間部門主導の活動、投資、経

済における競争市場環境の創出には依然として大きな障壁がある。また経済政策の立案や

意思決定に関する国民の参加や関与も限られている。経済ガバナンスに対する民間部門の

信頼を高めるには、汚職、行政手続きの過度の遅滞、脆弱な法制度、数多くの規制、公共

機関によるサービス提供の乏しさなどが大きな課題である。 

 

1 . 2  経済改革 

経済改革は 1980 年代後半以降、広い範囲で進展している。1,200 を超える国有の中小企

業を民営化し、さらに通信、発電・送電、港湾、鉄道についても民営化の準備を検討中で

ある。半官半民の企業を民営化する際、通常モザンビーク政府は戦略的な外国人投資家を

選択する。政府は国内収入を増加させる取り組みの一環として、1999 年に付加価値税(VAT)

を導入した。さらに関税を引き下げ、税関の管理を効率化し改革した。こうした新たな改

革には、労働法の改正、抜本的な司法改革ならびに商業部門の紛争解決を促進する商事裁

判所の創設、財務部門の強化、公務員制度改革、政府の予算編成・監査・検査能力の改善

などがある。2005 年、政府は商法を見直し、2005 年 12 月 27 日付け政令 No.2/2005 により

新商法を承認した。 

2007 年には新しい労働法(法律 No.23/2007)も承認した。これは、労働、雇用、社会保障

に関する法的枠組みを改革するために旧法の多くの条項を大幅に改定したものであるが、

解雇手続きや費用については、なおいくつかの難題を抱えている。「Doing Business 2009(ビ

ジネス環境の現状)」(世界銀行、2009 年)では、改革に取り組んでおり、特に労働者雇用、

納税、契約履行などの点でビジネス環境が改善すると考えられる国の一つにモザンビーク

を挙げている。 

近までモザンビークの全ての企業は、その規模にかかわらず営業活動にライセンスが

必要であった。様々な事業開発プロジェクトからの提言を受け、法律を改正し、新しいラ

イセンス付与制度を 1998 年に導入した。この制度は手続きを簡素化し、従業員 3 名以下の
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零細企業に該当するクラス 3 の企業についてはライセンス付与要件を撤廃した。 

ビジネス部門における主な懸念は、企業が複数の事業活動に関与している場合、ライセ

ンス付与が依然として煩雑な点である。ライセンス付与手続きは長期にわたる場合が多く、

自由化されたビジネス環境においては不合理で費用のかかる手続きでもある。産業ライセ

ンスには例えば地形図、建物の全体図、従業員の人数と性別およびトイレの数に関する情

報、環境影響評価(EIA)などを必要とする。これらの文書の作成には複数の政府省庁が関与

し、非常に多くの時間を要する。 

さらに民間部門は、様々な政府省庁が毎年実施する検査件数に閉口している。様々な省

庁や地方当局の検査官が次々と訪れては全く同じことを検査するという状況がよく見られ

る。訪問は完全に随意であり、一見恣意的とも思える決定に結びつくことも多い。政府の

持つ文化と公務員の態度には非常に大きな問題がある。多数の改革措置が、ビジネス部門

や開発パートナーによる継続的な支援とロビー活動の結果として実施されつつあり、商法

にも変更が加えられると予想される。 

しかし上述したあらゆる制約にもかかわらず、モザンビーク経済のほとんどの部門は

100%外国投資を受け入れており、外国人投資家は一般に国内投資家と同じ扱いを受けてい

る。ただし、外国人による土地の私有に関する制限など、いくつかの制限措置は有効なま

まであり、鉱業および管理契約には特定の業績要件を課している。 

2005 年商法によると、政府の投資政策は外国人による企業の所有権や支配に制限を設け

ていない。モザンビークは利益分の 100%の資金還流や国内投資家が得た外貨の保有を認

めている。しかし、様々な法令が課している冗長な登録承認手続きや、場合によっては明

確な制定法の欠落が、国内外からの投資に影響を及ぼしている。 

国外からの投資を扱う投資推進センター(CPI)は、様々な活動を調和して投資家にとって

の「ワンストップ・ショップ」となるに至っておらず、依然として投資家はライセンスの

取得に様々な省庁を回らなければならない。支払と送金には上限額が設けられており、そ

れを超えると中央銀行の承認が必要となる。資本取引、金融市場取引手段、デリバティブ

には規制を課している。したがってモザンビークはさらに経済改革を進める必要があり、

それによって外国からの直接投資を促進し、農業、エネルギー、運輸、通信、観光といっ

た部門を発展させなければならない。 

農業部門の経済成長を増進することも大きな課題である。人口の約 80%が小規模農業に

従事しているにもかかわらず、農業部門はインフラ、投資、販売に関する不十分なネット

ワーク、高い生産コスト、輸入競争による小規模農家の意欲の低下などに悩まされている。

モザンビークにとっての重要課題は、 近の経済成長がもたらした勢いを利用して、経済

および社会の発展プロセスを持続可能な方法で安定化し、確立することである。 
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第 2 章 石炭産業の現状 

2 . 1  石炭政策 

2 . 1 . 1  石炭政策 

モザンビークでは石炭産業に特化した政策はなく、鉱業政策という点から以下に示す。 

政府は鉱業セクターの成長を促すため、民間投資や外国投資を積極的に誘致している。

1998 年 2 月に内閣が承認した鉱業政策では、政府の役割を鉱業活動の規制、促進・推進、

および監督と明確に定め、運営および実施は民間セクターに託している。 

1999 年の鉱物資源省（MIREM）と世銀による共同鉱業セクター政策レビューで、鉱業

セクターの開発を阻む下記四大制約が明らかになった。 

①国土についての地質学的情報が不十分 

②法規制の枠組みが未整備 

③セクター政府機関の能力が不足 

④インフラが未整備 

 

報告されたこれらの結論は、1999 年 7 月に Maputo で世銀制度開発基金の助成を目的

に開催された鉱業政策対話セミナー「モザンビークの鉱業開発のための政策と戦略：鉱業

への外資誘致」で協議された。 

このセミナーで、緊急の対策として必要な四つの主要課題が特定された。 

①モザンビークを現代の国際鉱業法規に沿った国にするために、新鉱業法制を導入する。 

②省庁間の調整を進め、効率的かつ効果的な行政活動ができるよう、関連政府機関の能

力を向上させる。 

③モザンビークに現在ある地球科学データを収集、加工し、利用可能な状態にする。 

④鉱業権の付与手続を簡素化、標準化し、専門のセクションを創設する。 

 

この他、鉱業セクター政策レビューでは、以下の課題も指摘された。 

 

①大手鉱山会社による鉱物探鉱を阻む主要障壁を廃止し、鉱業セクター開発に必要な年

間 5,000 万～1 億米ドルの探鉱投資をモザンビークへ投入できるようにしなければな

らない。 

②鉱業税全般の焦点を、ロイヤルティから利益関連税へ移すべきである。 

③安定化条項やインセンティブ付与条項を盛り込んだ標準的な鉱業契約書の導入によ

り、投資家にとっての透明性と安全性を高め、交渉により決定される事項を出来る限

り減らさなければならない。 

 

改正鉱業法（2002 年）および改正鉱業規則（2003 年）により、新たな鉱業・地質政策

が実施されている。この新政策は本質的に、モザンビーク鉱業セクターの主目標とビジョ
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ンの概略を示し、「モザンビークの国土内・下にある天然資源は国の財産であって、幅広い

経済的恩恵をもたらすように開発しなければならない」という憲法の宣言を強化したもの

である。 

2002 年の鉱業法が掲げる鉱物資源政策は、モザンビークの鉱業セクターの成長を阻む

主要な制約のいくつかを認識し、開発促進に必要な要素を特定した。主なポイントは以下

の通り。 

・ 安定した法的環境を整備することの重要性 

・ インフラの整備 

・ インフラ未整備をカバーするのに役立つインセンティブ構造の必要性 

・ 投資が負担するべきコストの明確化 

・ 同国鉱物資源の加工生産を推進する必要性 

・ モザンビーク民間企業の同セクター参画を含めたパートナーシップの推進 

・ 投資対象としてのモザンビークの魅力を維持すべく、法制・税制上の枠組みを定期的

に更新 

・ 訓練と機関強化 

この新政策によって、国有鉱山の再編および民営化を引き続き進めるという政府の意思

が確認された。政府は、鉱山操業の行政構造の改善を政策の主眼とし、衛生やセキュリテ

ィの確保の向上に注力する方針である。 

2012 年 12 月の新聞報道では、本年 後の閣議終了後、エスペランサ・ビアス鉱物資源

大臣は、改正を行った箇所の一つとして、ライセンスの有効期限を指摘し、「今日、地元の

居住者つまりはモザンビーク国民に対し、更新可能で 1 年間の有効期限付きの鉱山許可証

（senha mineira）を発行している。新改正案は、鉱山許可証の有効期限を 5 年間までに引

き延ばすよう提案している」と述べた。 

同様に、鉱山証明書（certificado mineiro）についても、政府は、現在 2 年間の有効期限

を 高 10 年間まで引き延ばす計画である。 

「鉱山許可証、鉱山証明書ともにモザンビーク国民のみに与えられている特権で、有効

期限の延長は、鉱山資格保有者への保証を強化するためである」とビアス大臣は説明した。 

 

モザンビーク政府は鉱業法の改正案を閣議決定し、その後、国会で審議中である。 

今次の鉱業法改正は基本的には不明瞭規定の明確化であり、特に誤って解釈されかねな

いいくつかの条項について追加や削除を行うことである。以下に、主な改正条項を記す。

なお、本法案は審議中であり、条項の追加、修正作業が続いている。現時点での 新版は、

鉱物資源省の HP で公開されている 2012 年 8 月の鉱業法（案）と思われる。（旧）は 2002 

年制定の現行法条項番号。 

第 14 条（権利保有者の責任）に、「f）権利保有者は、鉱物発見を如何なる公表以前に

規則に沿った方法で政府へ報告する義務を負う」を追加。 
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第７条（旧第 25 条）（鉱業契約）第 1 項に、「政府は例外的に探査・調査ライセンス、

または採掘コンセッションの保有者と鉱業契約を締結することができる」と規定。 

同条第 3 項に、「鉱業契約の主条件は共和国官報（Boletim da República）で公示するもの

とする。ただし、これによって戦略上・営業上の情報や企業秘密の保護が損なわれること

はない」と規定。 

旧第 26 条（売買）第 1 項に、「鉱業権または認可による保護の下に行われた鉱業活動

で得られたものでない鉱物製品を売買するのは、売買ライセンスを持ったモザンビーク人

に限られ、各鉱物製品売買規則に従って統制、検査が行われる」と規定。 

第 41 条（旧第 37 条）（鉱業活動の環境上の区分）第 1 項に、「本法および環境法の目

的上、鉱業活動は区分 A、区分 B、区分 C に分類される」と規定。 

同条第 2 項に、「採掘コンセッションのもとでの活動はを区分 A とする」と規定。 

同条第 3 項に、「砕石場の活動、パイロットプロジェクト及び採掘許可証の探査・調査

活動を区分 B とする」と規定。 

同条第 4 項に、「4． 採掘パス及び機材を利用しない探査・調査活動を区分 C とする」

と規定。 

 

2 . 1 . 2  政府 5 カ年計画 

モザンビークにおける石炭開発に係る政策には、5 カ年ごとに制定されるモザンビーク

政府 5 カ年計画や、地質及び鉱業に関する政策に示されている。 

石炭に特化した政策についての新たな指針等を調査する必要があるが、政府は 5 ケ年計

画（2010-2014 年）の中で鉱物資源及びその開発についての目標を掲げている。 

・ モザンビークにはポテンシャルと多様性を持つ資源があり、それらの管理と持続的可

能な開発を行うことが必要。 

・ 現在まで、膨大な資源量を有する天然ガス、石炭、その他の鉱物の開発を実現する。 

・ 政府はこれらの資源開発の合理的採掘と利用の促進を行う。 

・ 戦略的に国の地図製作と普及、地質情報基盤の改善、地質的情報取得のための、鉱物

資源の探査を増強する。 

・ 鉱物資源の加工を行い、付加価値を高めることを奨励 

・ 国家の事業活動として、鉱物資源の合理的利用を目指し、地質探査、鉱山の管理能力

を強化する。 

・ 中小企業が環境対策及びそのための技術保有を奨励するため、更なる支援を行う。 

 

2 . 1 . 3  鉱山資源省(MIREM) 

鉱物資源省は鉱物資源大臣を筆頭に協議会、副大臣、諮問委員会及び、10 の機関から構

成されている（図 2.1.1）。探査や資源管理及び鉱区申請の受付などの実務は、鉱山総局

(Direcção Nacional de Minas)、地質総局（Direcção Nacional Geologia）、計画開発局(Direcção 
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Planifica e Desenvolvimento)などが執り行っている。 

鉱業・エネルギーセクターに関する政府目標の達成を任務とする省が、鉱物資源省であ

る。MIREM 内の活動と全般的な効率性（特に零細規模鉱業セクターに関して）は、十分

な機器、財源、訓練を受けた適格スタッフなど重要資源の不足が足かせとなっており、そ

のため、鉱業への民間投資を社会や環境に配慮した形で拡大するため、世界銀行の出資で、

鉱物資源省ならびに関係機関内の能力開発を目的とした鉱物資源管理能力開発プロジェク

ト(MRMP)が実施されてきた。 

その結果、世銀出資による鉱物資源管理の機構面に関して一定の変革が行われた。 

・ 鉱物資源省、鉱物局（DNM）、地質調査所（DNG）では、同プロジェクトにより詳細

な組織評価、能力開発、組織改革が実施された。鉱山局には環境監視ユニットが新設

され、炭鉱開発の監督能力が強化された。 

・ 鉱業地籍登記制度、環境管理情報システム（EMIS）、鉱物情報システム（MIS）の構

築という形でセクターの情報・監視システムが強化され、委託も行われた。これによ

り、セクター管理機関の能力が向上した。 

・ 新憲章と準独立管理機構の下、セクター開発を推奨し、鉱業地籍登記所の独立性を維

持し、零細・小規模鉱業者を支援すべく、鉱業開発基金の正式な再編が行われた。 

・ 鉱山局関連の勧告は全て実施され、結果として同局内に 5 つの業務ユニットができた。 

 

① 鉱業地籍登記―ライセンス交付や許可登記を担当 

② 鉱山安全―セキュリティ、安全の問題の担当 

③ 技術・経済部―投資誘致、技術評価、財務評価を担当 

④ 小規模鉱業―零細鉱業者に技術支援を提供 

⑤ 環境保護―社会影響評価をはじめ、新たな環境規制の実施を監督 
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図2.1.1 鉱物資源省 

出典：鉱物資源省 HP（http://www.mirem.gov.mz/）を改変 

 

各局非常に重要な役割を持っており、様々な産業に貢献している。特に、地質総局では

モザンビークの地質関係のすべての情報をマッピングしている。この情報はモザンビーク

の開発の促進、環境保護にも必要とされるデータとなっている。そのため、外国から投資

が行われる場合、地質総局を通して行われている。 

計画開発局では、コストやニーズ等の市場調査・経済分析を行う部門と一般的な拡張計

画を検討する部門の 2 つにわかれている。 

しかし、現状として鉱物資源省は、鉱山技師 1 名、加工技師 1 名、地質技師 2 名しかい

ないため、戦略的に人材育成・研修を行っていく必要がある。現在は産業分野向けの人材

育成よりは行政向けの人材育成の方が求められている。 

人材開発部では、組織内人事に関する人材育成に関することについての責任を有してい

るが、専門的な知見が不足しているため、(1)どういったテーマで、(2)どういったアプロー

チを行うかについては、鉱山総局等と合議して決定している。 

 

2 . 1 . 4  鉱山局 

鉱物資源省傘下の鉱山局は、規制機関として鉱業活動を監視するのが責務である。 

炭鉱および採掘の権利を申請する際は全ての鉱物資源大臣宛に行うが、その処理は鉱山

局が担当している。 

鉱業権保有者は、自己の活動について定期的に報告書を提出する義務を負っている。政

府検査官も、労働安全衛生や環境保護の観点から鉱業活動が適切に行われているかどうか

をチェックするために、定期検査を実施する。 
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2 . 1 . 5  石炭開発協会 

モザンビークにおいて、石炭分野は近年になって急激に注目を集めている。しかし、モ

ザンビーク政府の明確な戦略や土台がないまま民間ベースでの開発が先んじて進んでいる

状況である。 

モザンビークの人たちは、概して仮説を立てて検証するというプロセスに馴染みがない。

大学においても座学を中心とした授業がほとんどである。EMEM（鉱物資源公社）はでき

たばかりの組織であるし、また鉱物資源省としての採用計画や人材育成方針等を含め、5

‐10 年後を見据えた中長期でのニーズの確認と分析が不可欠である。 

石炭開発協会の正規雇用の職員は現在 5 名である（図 2.1.2）。会員企業数は 25 社であり、

ほとんどが鉱山会社であるが、コンサルタント会社も 4 社含まれる。なお、国内資本の企

業は 4－5 社のみである。なお、新しく設置されたばかりの組織のため、統計分析等につい

てはまだ取り組めていないが現在準備中であり、今後整備していく予定である。 

モザンビークの石炭分野における課題は、(1)もともと産業の基盤がない、(2)マイニング

の経験がない、(3)地質鉱物資源情報の管理が適切に行われていなかったことにあると考え

られる。モザンビークでは石炭分野の人材育成を検討する際には、中長期的にアプローチ

していかなければならない。そのためには青写真としての戦略を明確にする必要がある。 

現在、モザンビークでは約 40 の大学があるが、鉱山学を扱う大学はなく、地質・地質

物理学を扱う大学が 1 つあるのみである。研究資機材も十分にない。 
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出典：石炭開発協会 HP(http://amdcm.com/asso_struct.htm) 

図2.1.2 石炭開発協会組織 

 

2 . 1 . 6  人材育成 

石炭の開発を推進していくにあたり、開発する人材の育成と施設・設備の管理増強は喫

緊の課題であり、大別すると 3 つの大きな課題がある。(1)石炭の生産に関すること、(2)

石炭の国内利用に関すること（高品位炭と低品位炭のそれぞれの活用方法）、(3)生産物の

供給に関すること（特に廃棄物の管理等）である。現状、各外資系企業の開発生産計画の

管理や資源量の評価等を政府として必ずしも適切にできておらず、キャパシティも不足し

ている。そして、第一に石炭全体の計画にかかわるロードマップを固める必要がある。 

また、資源分野全般に関するキャパシティデベロップメントに関する戦略をまとめてお

り、それに基づき、各国・外資系企業が人材育成に関する取り組みを行っている。例えば、

インドでは、行政官向けに 1 ヶ月間の研修で地質・鉱山・加工技師の養成を行っている。

オーストラリアでも 3 週間での類似の研修が実施されている。 

制度面での能力開発に関係する取り組みについてはブラジルやインドが実施しており、
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Vale や Riotint はテテにトレーニングセンターを設置しモニタリング・オペレーションに関

する研修を実施している。ただしこれらは民間企業による取り組みであり、モザンビーク

政府側には直接は関係していない。 

また、スカラーシップとして、これまで、アンゴラで 30 名、マレーシアで 27 名が学ん

できており、その他に企業への 2－3 か月程度の OJT の機会もある。（＊なお、これら研修

等の取り組みについては、石油天然ガス・金属鉱物資源も含めての実績であり、石炭に特

化した実績等の情報は把握できていない。） 

 

2 . 2  エネルギー需給の現状と見通し 

2 . 2 . 1  エネルギー政策 

(1)エネルギー関連組織 

モザンビークのエネルギー行政は、以前の鉱物資源・エネルギー省から分割される形で

設立したエネルギー省（Ministory of Energy: MOE）が管轄しており、エネルギー政策や関

連法案の立案等を行っている。また、電力事業は主にモザンビーク電力公社（Electricidade 

Moçambique:EdM）及び Cahola Bassa 水力発電会社（Hidroelectrica de Cahora Bassa: HCB）

により実施されている。 

2005 年 2 月の大統領令によってエネルギー省（MOE）が設立され、同年 3 月の大統領令

によって、その役割は以下のとおりである。 

 

・ エネルギー政策の明確化とその実行 

・ 法制度の整備 

・ セクター別の政策の策定と実施のための長期計画の作成 

・ 天然ガスの流通と商業化のための法的枠組みを構築し実行する 

・ モザンビークで利用可能なエネルギー資源の把握 

・ 石油と石油商品の価格設定と価格についての国内及び国際的な情報の収集、分析及び

発信 

・ モザンビークのエネルギーのポテンシャルを公開して市場価値を高める 

・ 新エネルギー開発のための研究やプロジェクトを承認する 

・ エネルギーの需給予測を立て管理する 

・ 天然ガスと石油製品の備蓄及び流通と商業のためのライセンスの発行 

 

エネルギー省は Electricidade de Moçambique (EdM)、Energy Fund (FUNAE)、PETROMOC、

National Council of Electricity -Regulator (CNELEC) Mozambican Transmission Company 

(MOTRACO)及び Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB)の各機関と企業を管轄している。 

① Electricidade de Moçambique (EdM) 

1995 年に設立された発電、送電、配電及び電気の商業化を行うための公社である。 
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② Energy Fund (FUNAE) 

1997 年に設立された公的な投資会社である。政府や民間がおこなうエネルギーの流通や

生産などの支援を行うほか、田舎の電化事業などへの支援も行っている。 

③ PETROMOC 

1998 年に設立された石油製品関連事業を主導する会社である。 

④ National Council of Electricity -Regulator (CNELEC) 

1997 年の法律を元に設立された独立機関で、主な役割は、EdM の事業運営のモニターで

あるが、将来的に電力市場を監視する機関となる予定である。 

⑤ Mozambican Transmission Company (MOTRACO) 

EdM と南アフリカの電機会社 ESKOM 及びスワジランドの SEC の各社が 1/3 を出資して

設立された会社である。主な役割はアルミ精錬を行う MOZAL 社への安定的な電力供給を

目的としている。 

⑥ Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB) 

Cohora Bassa ダムの開発、管理、運営のためにポルトガル政府とモザンビーク政府によ

って 1975 年に設立された IPP 企業である。当初の出資比率はポルトガルが 82.3%に対し、

モザンビーク政府が 17.7%であったが、2007 年に両政府の合意によりモザンビーク政府が

85%、ポルトガルが 15%を保有することとなり現在に至る。 

 

(2)エネルギー政策 

モザンビーク政府は 2008 年から 2012 年の間のエネルギー戦略（Energy  Management 

Strtegy for the Energy Sector (2008 –2012)）を策定し、この戦略に基づいて政策を実行してい

る。エネルギー戦略の主な内容は以下のとおりである。 

・ 電気と液体燃料の持続的な利用を増加 

・ 薪や木炭などの持続可能な利用 

・ 新エネルギーと再生可能エネルギーなどの新たなエネルギーソースの促進 

・ エネルギーの多様化 

・ 輸入燃料に代わるバイオ燃料の生産の促進 

・ エネルギー開発計画とプログラムの策定 

・ エネルギーに係る開発計画やプログラムを実施する他部門との共同計画やエネルギー

イニシアティブの統合 

・ 持続可能な発展と環境保護 

・ エネルギー供給のためのシステムとツールを含む効率の良いエネルギー供給の促進 

・ 適切なステークホルダーとの協議と制度の調整 

・ SADC（Southern African Development Community）を含めた国際協調フォーラムへの積

極的な関与 

・ エネルギーの効率的な利用 



 

405 
 

 

また、エネルギー戦略には石炭に関する下記の方針も示されている。 

・ 石炭火力発電所の建設を推進する。 

・ 石炭火力発電に利用可能な石炭火力発電技術の研究。研究は SDAC 地域に適用する技

術を選定する。 

・ 気候変動を軽減するための CO２固定と貯蔵のための効率的な技術の修得と利用 

・ エネルギー省は鉱物資源省との緊密な連携により石炭資源を電力供給に有効活用する

ことを確実なものにする 

 

2 . 2 . 2  エネルギー需給動向 

モザンビークのエネルギーバランスと電力需給データを用いて、エネルギーの需給動向

の分析を平成 23 年度の NEDO 高度化調査報告書で行っている。主な内容は以下のとおり

である。 

(1)エネルギーバランス 

モザンビークで利用されているエネルギーの約 75%は薪や木炭などのバイオマスであり、

そのほとんどが家庭用燃料として利用されている。工業など産業部門のエネルギー消費は

ここ数年伸びているが、2009 年で 20％程度とその割合は大きくない。 

しかし、モザンビークは Tete 州の Zambeze 川上流に建設された Cahola Bassa ダム水力発

電の豊富な電力を有しており、近隣諸国へも輸出している。また、ここ数年で探査や開発

が行われている天然ガスや石炭資源も今後生産が進むと見込まれることから、エネルギー

の供給能力は今後ますます増大することが予想される。 

2010 年のモザンビークの総エネルギーバランス、エネルギー源別の国内生産割合及びエ

ネルギー源別の一次エネルギー供給割合を図 2.2.1 に示す。一次エネルギーの生産はバイ

オマスが約 7 割と突出して多く、次いで天然ガス、水力の順になっている。モザンビーク

は人口が地方の広い範囲に分散しており、その多くの地域では電気や液体燃料の流通が行

き届いていないため日常生活のエネルギー源として薪や木炭などのバイオ燃料を使用して

いる。このため、バイオマスの割合が高くなっている。天然ガスは近年生産が開始され順

調にその生産を増やしている。水力はそのほとんどが Cahola Bassa ダム（発電容量：

2,075MW）での水力発電用エネルギーである。その規模としてはアフリカで 大規模で、

モザンビークには新たに 5,000MW の水力発電施設を建設することが可能である。 

また、一次エネルギーの供給割合をみると、生産量の割合では 22％と 2 番目に多いエネ

ルギー源であった天然ガスが 1％と少なくなっている。一方で、生産量割合では 0％であっ

た石油が 7％の供給源となっている。これは、国内で生産された天然ガスのほとんどを輸

出し、石油は輸入していることを示している。 

なお、石炭は生産割合、供給割合ともに 0％で、2010 年にはほとんど利用されていない

ことがわかる。しかし、今後、順次 Tete 州での大規模炭鉱の生産が開始されることから、
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将来的には全体のエネルギーバランスに大きな影響を与えることは確実である。 

 

出典：IEA Enargy Blances of Non OECD Countries 2012 

 

出典：IEA Enargy Blances of Non OECD Countries 2012 

図2.2.1 総エネルギーバランス、一次エネルギー生産量、供給量 

 

国内エネルギー供給割合に国内へのエネルギー供給量のエネルギー別割合を示す。これ

は一次エネルギー供給量にエネルギー転換を考慮した値である。国内へのエネルギー供給

量でもバイオマスは大きな割合を占めている。これは、バイオマスの大部分が輸出や他の

目的で利用されるのではなく、燃料として国内で消費されていることを示している。天然

ガス及び石油は供給される全量がそのまま燃料として利用されているが、水力エネルギー

は全量電気に変換され消費者に供給される。したがって、水力の国内へのエネルギー供給

割合は 0%となりその変換されたエネルギーである電力が 11%となっている。 
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表2.2.1 国内エネルギー供給割合 

単位：ktoe 

 

出典： IEA Enargy Blances of Non OECD Countries 2012(2010 Energy Balance for 

Mozambique) 

 

図 2.2.2 にモザンビーク国内の分野別の消費割合を示す。エネルギー消費は家庭用燃料

が 73%を占めており、そのうち 98％で薪と木炭が利用されている。図 2.2.3 に示した通り、

家庭用エネルギー消費での電気と液体燃料の利用はわずかに 1％である。全体のエネルギ

ー消費の 20％を占める工業分野においても薪や木炭のバイオマスは主要な燃料であるが、

石油や天然ガス並びに電力も利用されている。 

 

生産 23 0 2,682 1,432 8,322 0 12,459
輸入 0 789 0 0 0 682 1,471
輸出 -17 0 -2,553 -1,093 -3,663
国際船舶燃料 0 0 0 0 0 0
国際航空燃料 0 -68 0 0 -68
在庫変動 0 0 0 0 0
一次エネルギー供給計 6 721 128 1,432 8,322 -411 10,198
発電事業者 0 0 -5 -1,432 1,433 -4
その他 0 0 0 0 -1,835 -411 -2,246
自家消費 -3 2 0 0 -1
ロス 0 0 0 0 0
統計誤差 0 0 0 0 0
エネルギー転換計 -3 2 -5 -1,432 -1,835 1,022 -2,251
国内エネルギー供給量 3 723 124 0 6,487 881 8,218
（一次エネルギー）‐（エネル
ギー転換）
工業 3 100 56 0 640 772 1,571
運輸 0 556 0 0 0 0 556
家庭消費 0 40 0 0 5,847 77 5,964
商業とサービス 0 20 0 0 0 19 39
農業 0 7 0 0 0 0 7
漁業 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 68 0 0 12 80
非エネルギー 0 0 0 0 0 0 0
最終エネルギー消費計 3 723 124 0 6,487 880 8,217
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出典：IEA Enargy Blances of Non OECD Countries 2012 

図2.2.2 分野別エネルギー消費割合 

 

 

出典：IEA Enargy Blances of Non OECD Countries 2012 

図2.2.3 家庭（右）及び工業分野でのエネルギー消費における利用エネルギー内訳 

 

図 2.2.4 に一次エネルギー供給量の推移を示す。独立直後の 1970 年代までは石炭の生産

があり、国内へのエネルギーとして供給されていたことが分かるが、近年は国内のエネル

ギーソースとしての利用は限定的であった。内戦終結の 1995 年以降は Cahola Bassa ダムで

の発電が一次エネルギーの供給源として存在感を増していることが分かる。今後は国内に

賦存する豊富な天然ガス、石炭などの化石燃料が生産されること、国内の各所で様々なエ

ネルギー源による発電所計画があること並びに、送電線網の整備が進むことなどから、こ

れらのエネルギーバランスが大きくかわることが推察される。 
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出典：IEA Enargy Blances of Non OECD Countries 2012 

図2.2.4 一次エネルギー供給量推移 

 

(2)電力需給 

モザンビークで生産する電力（その多くを南アフリカに供給）に対する需要は、3 つの

カテゴリーに大別することができる。 

・ 地方の住宅市場及び事業市場（低圧需要家） 

・ モザンビークの産業市場。EDM とモザンビーク送電会社(MOTraCo)の両社が供給して

いる（中・高圧需要家）。 

・ 南部アフリカ電力連合(SAPP)と南アフリカ市場 

 

第 4 の需要カテゴリーである非送電網は、別組織である FUNAE が対応しているが、送

電網全体の立案は考慮していない。 

モザンビークで給電に関与している主要事業者は、EDM、Hidoelectrica de Cahora 

Bassa(HCB)、MoTraCo である（Hankins, 2009）。 

・ EDM は政府が 100%所有する国有電力会社である。電力サプライチェーンのあらゆる

部分に関与しており、発電、送電、配電、顧客との接続、給電、請求を行っている（た

だし、モザンビーク 大の発電業者ではない）。 

・ HCB は、SAPP に電力を供給する Cahora Bassa 水力発電所とそれに関係する送電網を

管理、運営している。Cahora Bassa ダムの設備容量が 2,075MW あるため、全体として

はモザンビークと南アフリカの両国にとって HCB が 大の電力源である。 

・ MotraCo はモザンビークで第 3 の電力供給源であり、同社は南アフリカからマプトの

モザンビーク・アルミ精錬所（Mozal）に電力を供給するため、モザンビーク、南ア

フリカおよびスワジランドの国有電力会社が設立した合併企業である。同社はこの 3
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カ国の送電線を管理しており、1998 年に 1 億 2,000 万米ドル相当の株式債務協定によ

り設立された。 

モザンビーク国内のエネルギー供給は、全国的な送電網、ミニグリッド、独立系統の 3

つのカテゴリーに分類することができる。全国的な送電網に関する責任は EDM が負い、

MoE の監督を受ける。ミニグリッドは、各州の理事会や各資金提供者の団体を通じて MoE

が管轄する。管理は民間が行い、通常は関係する地域の行政府が主導する。 

州のエネルギー理事会はミニグリッド系統の設計、設置、品質管理を担当する。ミニグ

リッド系統を設置しているのは主に地域行政府の本部などであり、商業センターや地方サ

ービスに電力を供給している。一般家庭も加入することができるが、価格の問題から加入

している世帯はわずかである。 

EDM の送電系統は北部、中部、南部の 3 地域で構成されている。北部は 220kV の送電

系統が Songo 変電所からナンプーラ州まで約 1,000km 延長し、その先は 110kV で Nacala

につながる。別の 220kV（運用は 110kV）系統はテテ州から伸び、Chibata で中部につなが

っている。中部では 110kV 系統が Chicamba と Mavuzi にある水力発電所と Beira-manica 地

域の負荷中心値とをつないでいる。EDM系統の南部では、110kV系統がマプトからXai-Xai、

Chokwe、イニャンバネ州につながると共に、275km の線路がマプトと南アフリカ

Komatipoort の Eskom 系統（南アフリカ国有の電力会社）とをつないでいる。 

EDM の設備容量は約 393MW である。EDM が 2002 年に生産した電力の 85%は水力によ

るものであり、残る 15%は火力である。 

国内の電力普及率は全てのカテゴリーで依然として非常に低い。例えば国内の平均電力

アクセス率は約 6%に過ぎず、アフリカで も低い水準である。 

表 2.2.2 に 2003~2004 年における各州の電力アクセスを示す。この表からカボ・デルガ

ード州とザンベジ州（国内唯一の紅茶生産地域）のアクセス率が 2%未満であり、首都の

マプト州の電力アクセス率が 24.5%である。 

モザンビークにおけるエネルギーと電力アクセスに関する重要な問題の一つは、地方の

所得に比べてコストが高いことである。つまり消費者はエネルギー/電力に対する支出とそ

れ以外の支出のバランスを取らなければならない。全国的な送電網やミニグリッドへの加

入率が低いのは、利用者がこれらのサービス料金を支払えないのが主な理由である。 
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表2.2.2 モザンビークにおける電力供給（2003~2004） 

地方および州 EDM の 
国内顧客 

その他の 
顧客 

国内顧客 
の合計 

人口 2003 年の 
アクセス率 

2004 年の 
アクセス率 

カボ・デルガード州 4,679 1,513 6,192 1,584,584 1.6% 1.8% 

ニアサ州 5,727 977 6,704 972,391 2.8% 2.9% 

ナンプーラ州 27,557 800 28,357 3,588,348 3.2% 3.3% 

ザンベジア州 15,556 583 16,139 3,626,739 1.7% 1.9% 

テテ州 9,200 2,230 11,430 1,472,728 3.2% 3.3% 

マニッカ州 10,809 1,586 12,405 1,281,317 2.9% 4.1% 

ソファラ州 20,431 3,642 24,073 1,600,581 5.3% 6.3% 

イニャンバネ州 7,086 1,761 8,847 1,350,372 2.4% 2.8% 

ガザ州 20,473 470 20,943 1,277,307 5.0% 6.9% 

マプト州 128,828 - 128,828 2,207,136 23.1% 24.5% 

合計 250,346 13,572 263,918 18,961,503 Average;5.3% Average;5.8% 

出典：Energy Security in Mozambique 

 

2 . 2 . 3  石炭産業関係のエネルギー需要予測 

モザンビークの鉱物資源は 2007 年以来、鉱業部門に多額の投資を呼びこみ続けている。

鉱業エネルギー集約型の産業であり、現在計画されているプロジェクトの規模によってモ

ザンビークのエネルギー需給の構図は変化する。 

12 のプロジェクトをモデル化した（表 2.2.3）。これは、現在で も進展しているプロジ

ェクトをモデル化している。モデル化した該当するプロジェクトで 2016 年までに 大

7,200 万ｔ/年に達する。抽出シナリオでは、モザンビークの石炭総生産量は 2021 年までに

1 億トン/年に達し、それ以降も増加する（表 2.2.4）。 

採炭部門全体の消費量を推定する作業は極めて困難である。ディーゼル油と電気の混合

比率および各々の消費量が炭鉱ごとに異なるために、個別プロジェクトの情報なしにモデ

ル化することが困難なためである。このモデルでは、主要炭鉱をそれぞれ個別にモデル化

しているが、炭鉱別のエネルギー消費情報は無い。 

採炭において当初の前提条件は ROM（原炭）1 トン当たりディーゼル油 3.5 リットル、

電力は 23kWh で検討していた。このディーゼル消費の前提条件は、米国の露天炭鉱の

ROM1 トン当たりの消費量を 1 ガロンとした情報源に基づいている。また、電力消費に関

する前提条件は、モザンビークの各炭鉱で計画されている発電所の出力と各炭鉱のランプ

アップ後の生産量に基づいたものである。以上の前提条件（ROM1 トン当たり 23kWh）に

基づくと、現在計画されている採炭プロジェクトの合計で、需要は 2012 年基準シナリオで、

1,300GWh/年、抽出シナリオで 2,700GWh/年となる。ただし、こうした前提条件は脆弱な

ため、再検討する必要がある。 

モザンビークの主要送電網の電力は、国民のおよそ 2100 万のうちの約 6%にしか届いて

いない。送電網を利用できないのは、主に農村地域や都市周辺に住む人々である。 

モザンビークは近代的なエネルギー資源が豊富である。潜在的な水力エネルギーはその
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80%以上が Zambezi Valley にある。上記の推定値は、太陽光、風力、その他の再生エネル

ギーに関する推定値は含んでいない。 

Zambezi Valley にある Cahora Bassa ダムの全発電容量は、モザンビークの権利分である

約 300MW を除き、南アフリカ、ジンバブエ、ケニアに供給する約束になっている。ザン

ベジ川では Cahora Bassa の北側(Cahora Bassa North Bank)にもう一つの水力発電所（発電容

量 850MW）を建設する計画がある。また、Cahora Bassa から約 100Km 離れた場所にまた

別の水力発電所を建設する計画もあり、これは MPandha Nkuwa 水力発電所計画と呼ばれて

おり、第 1 段階の発電容量は 1,300MW、第 2 段階は 2,400～2,600MW である。どちらの計

画も実行可能性調査が実施済みである。 

中規模および大規模の発電所は、潜在力が非常に高いのはモザンビークの中部（ソファ

ラ州、マニッカ州、ザンベジ州）と北部（ナンプーラ州、カボ・デルガード州、ニアサ州）

である。南部（マプト州、ガザ州、イニャンバネ州）は、相対的に発電用の水力資源は乏

しい。 

 

表2.2.3 採炭プロジェクト 

シナリオ プロジェクト名 
（石炭） 

操業 
開始年 

ランプアップ後の
大生産量 

(100 万トン/年) 

ランプアップ後の
電力消費量 
（GWh） 

ランプアップ後の 
ディーゼル油消費量 
（ktoe） 

基準 Moatize Phase 1 Vale 2013 11 253 34

基準 Moatize Phase 2 Vale 2011 11 253 34

基準 Mucanha Vuzy Vale 2018 11 253 34

基準 Benga Rio Tinto 2012 10 230 31.5

抽出 Benga Phase 2 2015 10 230 31.5

基準 Zambeze Rio Tinto 2021 10 230 31.5

基準 Moatize Jindal 2014 8 180 25.2

基準 Revobué Anglo 
American Nippon 
Steel 

2015 5 115 15.8

基準 Moatize BHR 2012 2 55 7.4

基準 Ncondezi 2016 15 350 47

抽出 Tete East Rio Tinto 2015 10 230 31.5

抽出 Moatize ETA Star 
India 

2021 10 230 31.5

抽出 Moatize Coal India 2021 10 230 31.5

抽出 約 90 社に認可 未定 未定 未定

抽出 Evate Phosphates 2016 1.8 504 5

出典：Energy outlook for Mozambique 2012-2030 
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表2.2.4 石炭産業のGDP予測 

シナリオ 2015 年の GDP に
採炭業が占める
割合（%） 

2025年のGDPに
採炭業が占める
割合（%） 

2011～2030年における採炭
業 GDP の年平均成長率 

2030 年の 
石炭総生産量 

基準 13% 17% 37%/年 66Mt/年 

抽出 15% 23% 41%/年 116Mt/年 

出典：Energy outlook for Mozambique 2012-2030 

 

国家エネルギー（FUNAE）が 2004 年に実施したエネルギー調査によれば、ザンベジ州

の Gurue、Ile、Milange、Lugela の各地域に集中する紅茶生産地域も水力エネルギー源が非

常に豊富である。 

水力以外にも、モザンビークには天然ガスを蔵した大規模な堆積盆地が複数存在する。

イニャンバ州の Pande および Temane ならびにソファラ州の Buzi の陸上で天然ガスの集積

が発見されている。天然ガスの層埋蔵量は 3.5 兆立方フィートに上る可能性がある。Pande

の天然ガスは現在 Temane から南アフリカのハウテン州 Seunda に続くパイプラインで南ア

フリカに輸出しており、このパイプライン総距離 865km のうち、340km が南アフリカ側に

ある。Pande の天然ガスは国内では農業用・工業用どちらにも使用されている。現在マプ

ト州、マトラ市のいくつかの産業は既に天然ガスを利用している。 

石炭資源については、モザンビークには比較的大規模な鉱床が存在する。すなわち、

Moatize-Minjova、Senangoe、Mucanha-Vuzi の 3 鉱床で、これらは全てテテ州にある。石炭

の層埋蔵量は約 30 億トンと推定されている。石炭の生産は 1940 年から Moatize 炭鉱の坑

内で始まっており、国内向けと輸出用の両方に用いられている。内戦のため 1981 年に操業

が中断したが、現在は操業開始に向けて準備が進められている。現地の発電所建設を含む

Moatize 炭鉱の開発に関する入札では、ブラジル企業 Vale do Rio Doce が落札した。 

石油は国土の様々な地域で探査されているが、これまでのところ経済的な開発を見込め

るだけの石油埋蔵量を示す十分なデータは得られていない。 

モザンビークの再生可能エネルギー資源には、バイオマス、マイクロ水力、風力、太陽

光、地熱がある。現在、モザンビークの一次エネルギー消費の大部分を満たしているのは、

薪、木炭、農業廃棄物、動物排泄物といった従来のバイオ燃料である。夜間の数年間で PV

ソーラーエネルギーが農村地帯の学校や医療センター、通信事業者などで徐々に利用され

るようになっている。 

これは、モザンビークに豊富な太陽エネルギー資源が存在するという事実を反映してい

る。したがって求められるのは、多様なエネルギー源へのアクセスを持続可能な形で拡大

するのに必要な処置を政府が講じ、それによって国民の福祉と国家の社会経済的発展に寄

与することである。 

その一例が FUNAE の活動である。FUNAE は風力エネルギー資源が豊富な沿岸地域、内

陸部の高地、水域の周辺地帯などで、風力エネルギー利用の揚水を推進している。このよ
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うな取り組みは、国内の地熱エネルギー資源や潮汐エネルギー資源については行われてい

ない。 

 

2 . 3  石炭高付加価値化に関する動向 

2 . 3 . 1  石炭火力発電所 

現状では、国内における大口需要家は Vale の Moatize 炭鉱（2,000MW）、Rio Tinto の Benga

炭鉱（2,000MW）および Jindal（2,640MW）炭鉱の山元発電所計画があるのみで、その他

の産業や新規石炭火力発電所建設などの具体的な計画は見当たらない。将来的には、国内

および近隣諸国の電力需要は増加することが予想され、石炭火力の増設の可能性は十分あ

るが、急激な石炭生産量の増加に比べれば、その需要は小さいと言わざるを得ない。 

 

2 . 3 . 2  選炭 

(1)選炭工場概要 

豪州セッジマン社（Sedgman）の設計による 1000t/時/unit×4unit＝4000t/時の大型選炭工

場である。 

50mm 以下に粉砕された原炭は 1.0mm の湿式篩で篩われる。1.0～50mm の原炭は 1 次重

液サイクロンと 2 次重液サイクロンにより原料炭、一般炭、ボタの三産物に分離される。

1.0mm 以下の原炭は分級サイクロンにより 0.25mm で分級され、0.25～1.0mm はスパイラ

ルに、0.25mm 以下は浮選機に供給され原料炭が生産される。現地でのヒアリング調査を

もとに選炭フローを作成した。図 2.3.1 に選炭フローを示す。 
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出典：現地ヒアリングをもとに JCOAL が作成 

図2.3.1 モアティーゼ炭田 選炭フロー 

 

(2)微粉ボタの処理 

浮選機から出た尾鉱（微粉ボタ）は廃水シックナーで濃縮後、沈殿池に送られる。機械

脱水がなされることは無く、自然沈降・浚渫・天日乾燥により固液分離が成されており有

効活用されることは無い。 

 

2 . 3 . 3  石炭灰利用 

モザンビークのテテ州は、 も水力発電の潜在能力が高いところである。現状も水力か

らの電力を消費している。一部の大口ユーザーでは、ディーゼル発電機を使用している。

従って、大型石炭火力発電所は存在していないために、石炭灰の発生はない。熱や蒸気の
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供給で石炭を使用しているボイラが存在していてもその規模は小さく、実態は捕捉できて

いない。 

土地が広く、道路も整備されていないテテ地域では、熱蒸気供給用のボイラが存在して

も十分に灰の処分には困らないであろう。大きな問題として認識はされていない。今回の

調査でも話題にならなかった。 

しかし将来的には、鉱山の CSR の一環としての石炭火力発電所の建設が予定されている。

時期は明示されていないが、Vale 炭鉱では第 1 期工事で 600MW、第 2 期工事で 1,400MW

が計画されている。 終的には 2,400MW に達する予定ではある。 

Rio Tinto 炭鉱では、第 1 期の 500MW だけが予定されている。将来的には 2,400MW であ

る。Jindal 炭鉱では工事予定はないが、将来的に 2,600MW の供給が期待されている。 

実現可能な第 1 期工事の発電量は、Vale と Rio Tinto の合計で 1,100MW になる。使用石

炭にもよるが石炭灰の発生量は、170 万 t に上る。この量になると、セメント混和材、路

盤材などの対策が必要になるであろう。下記の表 2.3.1 にテテ州で計画されている発電量

と発生石炭灰の量を示した。Case-1 は一般炭使用の場合で、Case-2 は国内炭使用の場合で

ある。 

表2.3.1 発電量と発生石炭灰量 

 

出典：日鉄住金総研作成 

 

2 . 3 . 4  産業利用 

現在、モザンビークにおいて石炭を使用しているのは、テテ州のタバコ工場等一部の施

設に限られている。本事業での第 2 次調査において、タバコ工場（Mozambique Leaf tobacco 

Ltd）を訪問したので、以下にその概要を示す。 

(1)Mozambique Leaf Tobacco Ltd の概要 

・ Mozambique Leaf tobacco (MLT) は、地域本部である Universal Leaf Africa によって、

120,000 戸のタバコ契約栽培農家をもつ農業会社として 1996 年に設立され、モザンビ

ーク人によるバーレー種タバコの栽培を支援することになった。土地の使用権は国お

よび州の農政当局を通して容易に得られたため、テテ州に会社の基礎を築いた。 
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・ 同社は、在来の栽培者やこれから栽培を始めようとする者に対して、土壌や葉タバコ

生育の技術者を通して、農業投入財や技術的な支援を行っている。MLT は地方のモザ

ンビーク企業やポルトガル企業と長期にわたるパートナーシップを持っている。Joao 

Ferreria Dos Santos は農業事業を 100 年以上同国の北部州で行ってきた。(彼らとの) 協

働は 90 年代初期に始まり、必要な量を供給できるだけのタバコ生産事業にまで発展し

た。 

・ 2003 年、MLT はテテ市にタバコ処理工場の建設を開始した。設備容量は 6-8 ヵ月稼

動で年間 50,000 トンである。ゲブザ大統領は 2005 年に、モザンビーク史上初めて建

設され処理工場の落成式に参加した。 

・ MLT はモザンビーク 大のタバコ製造者であり、バイヤー、輸出業者である。2008

年にテテ州は、14 製品の輸出で 2 億 2,770 万ドルを得た。MLT のタバコ輸出による収

入は約 9,000 万ドルである。工場の従業員は約 1,500 名である。 

・ 現在の石炭使用量は 年間 4,500t で、全量をテテ州のミナスデ レブボー炭鉱から購入

している。今後、拡張工事を実施する予定で石炭使用量は年間 8,000t に増加する見込

みである。使用しているボイラの規模は 14t で、その写真を図 2.3.2 に示す。 

 

図2.3.2 タバコ工場の石炭ボイラ 

 

(2)タバコ工場で使用している石炭の品質 

・ 石炭の発熱量は、27.5～28.5MJ/kg（6,573～6,812kcal/kg）でなければならない。相対

密度は 2 を上回ってはならない。固定炭素は 50%超でなければならない。操業経験上、

使用する石炭は上記の数値と大きく異なることがある。時には炉内での点火の維持に
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苦心することがあり、それが蒸気圧力の低下や生産量の減少につながっている。 

・ 使用している石炭の一部は、揮発性物質の含有量が非常に少なく、点火が著しく困難

である。そのため蒸気圧力を上げるのに時間を要し、生産量の減少を招く。揮発性成

分は少なくとも 24%なければならない。 

・ 燃焼性が良い石炭の粒度は 6～20mm であるが、納入された石炭は粒度が揃っていな

いものが多い。 

・ 灰の溶融温度は 1350℃以上でなければならない。納入された石炭の中にはクリンカを

形成しやすく、アッシュポットを詰まらせ、灰コンベヤーを停止させるものがある。

そのため保守人員がコンベヤーを補修するのに全てのボイラを停止せざるを得なくな

り、結局は生産量の減少に至る。 

・ 灰分が多いとリンや有害な化合物が存在する恐れがあり、また、灰の排出回数が増え

る。このため、灰分は 12～23%でなければならない。硫黄分は 2%を超えてはならな

い。 

 

第 3 章 石炭産業に係る投資環境 

3 . 1  外資に対する規制の内容 

外国投資法 

モザンビーク政府は、外国投資を経済成長と雇用創出の原動力と見ており、積極的に受

け入れている。ほぼ全ての事業セクターで、外資の参入が認められている。 

投資する際、政府承認は不要で、外国投資の形態や規模に関しても制約はほとんどない。 

政府の投資促進センター（CPI）がモザンビークへの投資を推進しており、投資家にと

って 初の政府窓口になる。CPI が特に関心を寄せるのは、国の中部と北部への投資を増

大させ、地域間の大幅な開発格差を是正することである。 

外国投資には、モザンビーク投資法（1993 年 6 月 24 日公布の法律第 3/93 号）とその

関連規則が適用される。追加修正法が 1993 年 7 月 21 日（政令第 14/93 号）と 1995 年 8 

月 8 日（政令第 36/95 号）により可決されている。投資法およびその改正法では一般に、

投資家の国籍による区別は設けておらず、企業に対する外国人の所有権ないし支配権を制

限してもいない。民間セキュリティ会社とメディア企業を例外として、外国投資における

モザンビーク人の株式所有という法的要件もない。登記手続に時間がかかるのは（国内、

外国を問わず）どの投資家にとっても問題で、国情とポルトガル語に不慣れな外国人にと

っての負担は大きい。外国人投資家の中には、同国の事業環境の官僚主義的、法的複雑性

を熟知した現地の出資パートナーとの共同ワークが有益と考える向きもある。 

モザンビークの司法制度が、必ずしも有効でないこともあるが、進捗が遅く多大な費用

がかかるとはいえ、理論的には契約の不可侵性が擁護されている。 

今まで、モザンビークの民営化プログラムは比較的透明性が高いので、一般競争入札に

は内外の投資家が参加しており、その意味では、司法制度の機能があると言える。 
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半官半民のまま残っているのは大半が公益企業で、民営化が政治的にますます必要にな

っている。政府はこれら公益産業のほとんどに民間のパートナーを募っているが、遅々と

して進まない。 

 

3 . 1 . 1  鉱業セクターへの外国投資に対する制約 

国内外の投資家による直接投資は、下記の如くの形態をとる。 

a. 国内直接投資の場合は、自由交換可能通貨または現金 

b. 設備機器および付属備品、資材、その他の輸入財 

c. 国内直接投資の場合は、インフラ、施設。ならびに土地利用権、コンセッション、ラ

イセンス、その他の経済的、商業的、技術的性格の権利の放棄 

d. 管轄機関が合意し是認した条件での、特許技術や登録商標の使用権を譲渡。その際、

報酬はかかる技術ないしは商標を用いた活動で得られる企業利益の関与した部分に限

定 

e. 譲渡の場合は、モザンビーク設立企業の株式もしくは権利自体の取得で支払われる自

由交換可能な通貨の価値 

直接投資の例としては、採掘コンセッションないし採掘許可に基づき鉱業生産に関連し

て行われる概査、探鉱、開発、その他の鉱業活動で支出した経費があり、正当に計算され、

名のある適格監査法人の確認を得たものも含まれる。 

鉱業法第 33 条および第 34 条で規定される保証や、鉱業税制の一環として得られる税

および関税上の便益を得るには、直接投資の金額が以下の下限を下回ってはならない。 

・ 国内直接投資の場合は、5 万米ドル相当 

・ 外国直接投資の場合は、50 万米ドル相当 

 

投資保証 

・ 国は、認可を受けて実行された鉱業活動投資における物品所有権と諸権利（工業所有

権を含む）を、本法およびその他の適用法に従い付与する鉱業権の条件に基づいて保

証する。 

・ 国は、探鉱ライセンス、採掘コンセッション、または採掘許可証がいったん交付され、

外国直接投資または国内直接投資のプロジェクトとして認識された後は、それらの権

利の付与時点で鉱業活動に適用されていた税制に変更がないよう保証する。ただし、

変更が鉱業権保有者に便益をもたらす場合はこの限りではない。 

・ 鉱業権に関しては、民間が所有する財や財産権の収用は、公益追求を理由とする場合

に限って認められ、収用の際は適切な賠償金が支払われる。 

・ 投下資本の不動産化や、鉱業税制ないしその他鉱業法規のいずれかの規定に変更があ

り、セクター管轄機関へ書面で申し立てた苦情に対して 90 日を経過しても何ら解決策

が講じられず、そのために財務上の損害を被った場合、各投資家は被った損害につい
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て公正な賠償を請求する権利を有する。 

・ 鉱業法 33条第 1項から第 3項で概記した賠償の額を算定するため、収用した財や権利、

明白に国の責任により投資家が被った財務上の損害を、国家機関は、90 日以内に評価

する。評価は、相互合意によって、評価用に特設した委員会か、定評がありこの任に

ふさわしい監査法人が行う。 

・ 上記賠償金の支払は管轄の国家機関が行う。支払期限は、前項の評価に基づき委員会

が決定を下した日または監査法人が報告書を提出した日から 90 日以内、または相互合

意による別途日数以内とする。管轄国家機関に提出された評価結果について、決定す

るための審査期間は、評価ファイルの受け渡しから 45 日以内とする。 

 

探鉱ライセンスおよび採掘コンセッションの取消 

・ 探鉱ライセンスと採掘コンセッションは、その権利の保有者が以下に該当すれば、規

則で定める条件に従って当該保有者へ通知することにより取り消すことができる。 

・ 破産、又は、債権者との示談または和議が成立した場合。ただし、鉱業施設に対する

抵当権が登記されている場合は別 

・ 会社が変更または解散した場合。ただし、合併ないしは再編のための変更または解散

で事前承認を得ている場合は別 

・ 地上税の支払を怠った場合 

・ 探鉱ライセンスと採掘コンセッションは、権利保有者が支払うべき額（利子や罰金が

あればそれも含めて）を定められた期間内に支払った場合は、地上税の不払いを理由

に取り消されない。 

・ 探鉱ライセンスが取り消されても、その権利保有者は、当該ライセンス関連の行為及

び取消日の前に発生し契約に起因したいかなる義務も免じられることはないものとし、

損害賠償請求についても免責にはならない。 

・ また、政府は、プロジェクトの規模を考慮して例外的に、探鉱ライセンスの保有者ま

たは採掘コンセッションの保有者と鉱業契約を締結することができる。 

・ 鉱業契約には、以下に関する規定を盛り込むことができる。 

政府が本法および本法施行規則により与えられた権限を行使する事と、行使方法 

鉱業契約及び本法および本法施行規則の適用に関連して発生する紛争の解決 

（かかる紛争の国際仲裁を通じた解決に関する規定も含む） 

当事者が妥当かつ必要と考えるその他のあらゆる事項 

 

情報関連の違反 

以下に該当する者には、違反の深刻度によって、1,000 万メティカル（MZN）から 1 億

MZN の罰金（より厳しい罰則が他にない場合）が課されるものとする。 

・ 鉱業法または鉱業法施行規則に基づいて提出する申請書、報告書、文書において、虚
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偽の情報を虚偽と知りながら呈示した。 

・ 鉱業法または鉱業法施行規則で詳細、情報、または説明を従業員に提供するように義

務づけられた事項に関し、スタッフに虚偽の情報または説明を故意に提供した。 

・ 従業員が鉱業法または鉱業法施行規則に基づいて必要なデータ、情報ないし説明を得

るために発した質問に対し、意図的に回答を拒否したか、虚偽の説明をした。 

・ 鉱業法または鉱業法施行規則で義務付けられた文書や、同法または同規則に基づく取

決めや事項の履行に使われる法律文書を偽造したり、虚偽文書を詐欺目的で使用した

りした。 

・ 鉱業法または鉱業法施行規則に基づく何らかの事務や事項の遂行にあたって、文書な

いし法律文書を不正に改変した。あるいは、証紙、印章、従業員が文書ないしは法律

文書の確認その他の目的で使用する署名や、その他の印を偽造した。 

・ 鉱業法または鉱業法施行規則に明記された目的で作成保管している帳簿、法律文書、

文書の中のエラーや誤った注釈を、エラーや誤りと知りながら使用した、もしくは使

用を試みた。 

・ 鉱業法または鉱業法施行規則に明記された目的で作成保管している帳簿、法律文書、

文書に、誤った注釈を故意に加えたか加えようとした、もしくは加えるよう他者に指

示した。 

・ 鉱業法または鉱業法施行規則により授権された従業員の求めに対し、同法または同規

則上の事項に関する文書を、妥当な理由がないにもかかわらず作成しなかった、もし

くは作成を拒否した。 

鉱業法または鉱業法施行規則に従って提出すべき報告書を提出しなかったか、所定期限

までに提出しなかった者は、違反の深刻度によって 500 万 MZN から 3500 万 MZN の罰金

を支払わなければならないものとする。なお、この罰金の支払により刑事責任を免れるわ

けではない。 

正当な事由なく、第 90 条で言及した義務の履行を妨害、阻害する者は、違反の深刻度

によって、1,000 万 MZN から 5,000 万 MZN の罰金を科される。 

 

3 . 1 . 2  投資承認機関：投資促進センター 

国内外の投資家のためのインセンティブ提供を目的として、1984 年に投資促進センタ

ー（CPI）が設立された。これは、外国投資が長期にわたった内戦から復興するための手

段となることをモザンビーク政府が重要だと認識したからである。 

CPI は、1990 年代半ばからキャンペーンを展開して外国直接投資を誘致している機関

である。政府は現在、投資環境改善のための立法措置整備を継続的に行っている。 

CPI は、モザンビークに対する国内外からの投資を促進・支援している。外国人投資家

のために現地パートナーや製品・サービスサプライヤーを推薦することで、地元企業の強

化を目指している。また、国内どこでも外国人投資家を支援すべく、包括的なサービスを
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提供している。 

投資法に基づいて設立された企業は、CPI の許可を得て、財務省とモザンビーク銀行に

投資を登録しなければならない。CPI を通じて投下した資本と利益は、いずれも本国へ送

金できる。 

CPI は、以下のサービスを通じて、実務面よりむしろ戦略面での支援を提供している。 

・ 投資家に対する税・関税インセンティブの付与を促進 

・ 合弁企業設立のための潜在的パートナーを推薦 

・ 投資機会の宣伝 

・ 投資家が投資を実行するにあたり、制度上の支援を提供 

・ 規制枠組みに関する情報提供 

CPI は、外国投資誘致目標の一環として、開発に適した土地の探索や適切な文書の入手

に関しても投資家を支援している。これには、適当な農業用地の探索に対する政府支援も

含まれる。政府はまた、開発用に指定された土地を現在占有する 

人々の移住に関しても支援を提供する。 

CPI は、国内投資家と外国人投資家の双方に、ライセンスや許可の取得に関わる支援を

提供している。ただし、事業登記プロセスにおける政府の支援は一般に、中小の投資家よ

りも大規模投資家に対しての方が手厚い。 

CPI は現在、外国人投資家と国内投資家の双方の承認プロセスを手がけている。 終承

認は、次の政府機関が与える。 

① 10 万米ドル以下の国内投資については州知事 

② 10 万米ドルを超える国内投資と 1 億米ドル以下の外国投資については企画開発

大臣 

③ 1 億ドルを超える投資プロジェクト全てと、大規模な土地（農業投資では 5,000ha、

養畜業と林業のプロジェクトでは 1 万 ha）に関わる投資については内閣。税イン

センティブと輸入インセンティブの対象となるための 低投資額は 5 万米ドル

である。 

 

3 . 1 . 3  投資構造（合弁、100％外資、など） 

モザンビーク政府は、現地企業との合弁会社設立を奨励している。現地企業をパートナ

ーとする法的義務はない。 

貿易金融はモザンビークの商業銀行で簡単に利用できるが、中期プロジェクトの資金調

達は難しく、相当の担保を差し入れなければならない。長期プロジェクトのための融資は

稀である。モザンビークではベンチャーキャピタルは現在のところ殆ど存在せず、BIM グ

ループが近日ベンチャー向け融資を始める予定がある。 

利益や投下資本を海外送金する資格を得るには、外国人投資家の出資資本による外国直

接投資の金額が 250 万 MZN 以上でなければならないとされている。 
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外国人投資家で、その投資プロジェクトが次の条件のいずれかを満たす場合も、利益と

投下資本の海外送金が認められている。 

i) 操業 3 年目以降、定められた額の 3 倍以上の年間売上高を達成 

ii) 年間に 150 万 MZN 相当の財またはサービスの輸出 

iii) 操業 2 年目以降に、社会保障制度に登録しているモザンビーク人を 25 名以

上の直接雇用を創出し、維持した。 

企画開発関係の担当大臣は、財務大臣、モザンビーク銀行総裁と協議し、各評価対象期

間の平均インフレ率を勘案して、外国投資の 低金額を省令公布により調整するものとす

る。 

投資保証の登録と資格、およびこの目的で設けられたインセンティブ上、外国直接投資

実行額の実質額は、無利息の株主ローンと投資家自身による追加出資、モザンビークに再

投資された海外送金可能利益を含めた自己資本総額に相当する額とする。 

海外送金可能利益を使って外国直接投資を実行するには、実際の投資額についてモザン

ビーク銀行の事前確認をとる必要がある。これには、投資法施行規則の 6.1 で言及してい

る 低額が投資されていることの確認も含まれる。 

本条規定の目的上、外国直接投資が装置、機械類、その他資材の輸入によるものである

場合は、当該輸入の運賃保険料込価格を各々の投資の額とみなされる。 

投資プロジェクトの提案は、所定の用紙に正しく記入し、審査に必要な文書を添えて、

4 セットをケースに応じて CPI または GAZEDA（経済特区事務局）へ提出する。CPI ま

たは GAZEDA では、提案の要件を満たしていることを確認した上で、登録する。 

投資プロジェクトの提案は、英語またはポルトガル語のいずれかで提出できる。 

電子媒体または郵便で提出されたプロジェクト提案は、分析と意思決定に必要な情報と

要素を備えていれば、登録・処理される。 

プロジェクトの登録は、実施企業名あるいは登録用に留保した企業名で行われる。登録

内容には、提案する投資家の法的代理人、ないしは CPI または GAZEDA との連絡を保証

するよう任じられた者の氏名も含まれる。 

分析と承認を受けるために提出する投資プロジェクトには、以下の文書を添付しなけれ

ばならない。 

i) 各提案投資家の身元を証明する文書の副本 

ii) プロジェクト実施企業の会社登記証明書、もしくは企業名留保証明書 

iii) プロジェクト実施を提案する立地の地勢図または図面 

外国企業の現地駐在事務所（支社）がプロジェクトを実施する場合は、この第 9 条の第

1 項に挙げた文書に加え、モザンビークの管轄当局が交付した商業代表ライセンス

（Commercial Representation License）の副本も提出しなければならない。 

プロジェクト提案の分析中に、事業の特性と規模に応じて、プロジェクトの審査に関連

する追加・補完情報を求められる場合がある。 
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3 . 1 . 4  外国投資プロジェクトの承認 

上記各節参照。 

1984 年 8 月 18 日公布の法律第 4/84 号と外国直接投資規則（1987 年 1 月の政令第 8/87 

号で承認）に基づき許可された外国直接投資に関わるプロジェクトで、現在実施中か、然

るべき許可を得ているか、実施が開始される予定だが、第 22 条で定められた登録がまだ

済んでいないものについては、投資家はかかる登録を本法の施行日から 180 日以内に企画

財務省に対して行えるよう準備し実行する。 

CPI で受理した投資プロジェクト提案の承認決定は、次の者が行う。 

(1)投資額が 15 億 MZN 相当以下の国内投資プロジェクトの場合は、提案受理から 3 営業

日以内に州知事が承認 

(2)投資額が 25 億 MZN 相当以下の外国投資および（または）国内投資のプロジェクトの

場合は、提案受理から 3 営業日以内に CPI 総裁が承認 

(3)投資額が 135 億 MZN 相当以下の外国投資および（または）国内投資のプロジェクト

の場合は、提案受理から 3 営業日以内に企画開発関係の担当大臣が承認 

(4)以下のプロジェクトの場合は、提案受理から 30 営業日以内に内閣が承認 

i) 投資額が 135 億 MZN 相当超の投資プロジェクト 

ii) 下記 1(d)(iii)で明記された目的以外の目的に用いるため 1 万 ha 超の土地面積

を必要とする投資プロジェクト 

iii) 10 万 ha 超の林業コンセッション区域を必要とする投資プロジェクト 

iv) 予見可能な政治的、社会的、経済的、財政的、環境的影響があり、その

性質からして、企画開発関係担当大臣の提案を受けて内閣が審査・決定すべき他

の全プロジェクト 

GAZEDA の長官は、排他的経済特区（ZEE）や工業自由区（IFZ）の制度による投資プ

ロジェクトについて、提案受理から 3 営業日以内に承認する権限を有している。 

複雑性や政治的、社会的、経済的影響を考慮し、CPI 総裁と GAZEDA 長官は各自の権

限の範囲内で、投資プロジェクト提案を企画開発関係担当大臣へ回付し検討を求めること

ができる。 

許可が下りたプロジェクトの実施は、許可条件として別途期限が指定されていない限り、

プロジェクト提案者に許可通知があった日から 120 日以内に開始しなければならない。 

これらの規則の目的上、プロジェクトの実施開始は、許可対象事業の実効性ある実施を

決定的にする行動をとることと定義されている。 

外国人投資家は、プロジェクト許可が下りてから 90 日以内に外国直接投資をモザンビ

ーク銀行に登録しなければならない。登録の際は、各投資の性格ないしは形態によって、

各国内金融機関が発行する預り証（bordereaux）または税関当局の確認を受けた文書を提

出しなければならない。 
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国内銀行システム以外の手段で資金を移動する場合は、投資プロジェクトの一環で許可

された外国直接投資には当たらないもの（不適格）とする。 

海外での支払はいかなるものも、同額の財がモザンビークに輸入されたことを証明する

文書を提出しない限り、外国直接投資としては不適格とする。 

 

3 . 1 . 5  外国投資の保護 

法制上、建物や可動財産に対する財産権は認識され、保護されている。ただし、土地の

私有はモザンビークでは認められていない。政府はその代わりに、 長 50 年にわたる（更

新可）土地利用コンセッションを与えている。 

政府は時に、重複する土地利用コンセッションを与えることがある。土地利用コンセッ

ションは本質的には地権の代わりであるが、担保として差し入れることは許されていない。 

個人が各自の土地利用コンセッションを登録できるよう、全国で土地調査が実施されて

いる。このプロセスは進捗が遅く、投資家に真の法的保護が与えられるのはまだ先のこと

である。 

 

3 . 1 . 6  利益の本国送金 

通貨は銀行や両替所で自由に換金できる。2011 年 1 月の為替規則改正により、企業は

輸出所得の 50％をモザンビークへ送金し、それを現地通貨に換金しなければならなくなっ

た。 

外国融資の返済や投下資本、利益、配当の本国送金にあたっては、投資登録・本国送金

の手続に従わなければならない。資本、利益、配当の本国送金は全て、中央銀行が承認す

る。 

この行政手続にはかなりの時間を要する恐れがある。というのは、税金の未払いがない

ことの証明と前年度の本国送金利益を確認する監査報告書を、中央銀行に提出する必要が

あるからである。 

選ばれた企業は、利益に対する税を自己申告制により支払う。この制度では、企業は会

計年度の予想損益計算書を作成する。予想支払税額が計算され、これを 1 年にわたって納

める。 

納付は 3 ヶ月ごと（四半期ごと）で、 低支払額は 3 万 MZN である。年度末に実際の

課税額が計算され、それまでに納められた税額と調整し、未払い分があれば清算する。 

 

3 . 1 . 7  オフショア銀行口座 

オフショアバンキングが認められているのは、経済特区制度による場合に限られている。

従って、そうした特区内では為替制度に制約がある。 
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3 . 1 . 8  政府持分要件 

モザンビーク政府は、外国投資を経済成長と雇用創出の原動力と見ており、積極的に受

け入れている。ほぼ全ての事業セクターで、外資の参入が認められている。 投資に際して

政府承認は不要で、外国投資の形態や規模に関しても制約はほとんどない。 

モザンビークの投資法（1993 年 6 月 24 日公布、法律第 3/93 号）と関連規則が外国投

資に適用される。追加修正が 1993 年 7 月 21 日（政令第 14/93 号）と 1995 年 8 月 8 日

（政令第 36/95）に可決されている。 

投資法とその改正法は一般に、投資家の国籍による区別はしておらず、企業の所有権や

支配権についても外国人の持分を制限していない。民間セキュリティ会社とメディア企業

を例外として、外国投資におけるモザンビーク人の株式所有という法的要件もない。 

 

3 . 1 . 9  外国為替規則 

4 月の官報で公示された外国為替法実施規則（2009 年 3 月 11 日公布の法律第 11/2009 

号）が、2010 年 12 月 31 日公布の政令第 83/2010 号によって承認された。 

モザンビーク企業と外国企業との間の定期的な財やサービスの取引に関連して行われ

る対内・対外支払について、中央銀行の事前承認を得る必要はもはやないとはいえ、商業

銀行が顧客の代理で中央銀行へ登録しなければならない。 

一方、資本取引には依然として、中央銀行の事前許可をとり登録を済ませることが条件

となっている。 

一部の例外はあるものの、新外国為替規則では、モザンビークのサプライヤーが外貨で

受け取った輸出売上金の半分を強制的にモザンビークへ移転し、現地通貨に換金しなけれ

ばならないとしている。 

新外国為替規則は公布から 90 日後に発効することになっていた。公布日は 2010 年 12 

月 31 日と明示されていることから、この新規則の適用は既に始まっている。 

 

3 . 1 . 1 0  外国投資に関するその他の規則 

海外での支払はいかなるものも、同額の財がモザンビークに輸入されたことを証明する

文書を提出しない限り、外国直接投資としては不適格とする。 

 

3 . 2  税制の優遇措置 

モザンビークの税法は、主に以下の各法令を拠り所とする。 

・ 憲法 

・ 2002 年 6 月 26 日法律第 15/2002 号（モザンビーク共和国の税体系の原則を確立） 

・ 2006 年 3 月 22 日法律第 2/2006 号（全ての国税と地方税に関し、モザンビークの税制

に適用される原則および一般規範を確立） 

・ 2007 年 12 月 31 日法律第 32/2007 号（付加価値税法、「CIVA」） 
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・ 2007 年 12 月 31 日法律第 33/2007 号（個人所得税法、「CIRPS」） 

・ 2007 年 12 月 31 日法律第 34/2007 号（法人所得税法、「CIRPC」） 

・ 2008 年 4 月 16 日政令第 7/2008 号（CIVA 施行規則、「RCIVA」） 

・ 2008 年 4 月 16 日政令第 8/2008 号（CIRPS 施行規則、「RCIRPS」） 

・ 2008 年 4 月 16 日政令第 9/2008 号（CIRPC 施行規則、「RCIRPC」） 

鉱業投資家に直接関わるのは以下の法令である。 

・ 2007 年 6 月 27 日法律第 11/2007 号（鉱業活動に関する税制） 

・ 2007 年 6 月 27 日法律第 13/2007 号（鉱業および石油業に対する税額控除） 

・ 2008 年 4 月 9 日政令第 5/2008 号（鉱業活動に関する特別税制施行規則） 

・ 2007 年 6 月 27 日法律第 13/2007 号に関して、さらなる詳細を定めた政令 

・ 鉱業セクター特有の税・関税上の優遇措置 

 

表3.2.1 税制の優遇措置 

課税指標 居住者 非居住者

会計年度末 12月
12月（支社に関しては異なる課税
年度の適用が認められている）

企業

法人所得税 32% 32%
キャピタルゲイン税 事業所得の一部 事業所得の一部
一般売上税 無 無
付加価値税 17% 17%
個人

個人所得税の限界税率 32% 32%
課税根拠 居住地 源泉地
源泉徴収税

配当 20% 20%
利息 20% 20%
ロイヤルティ 20% 20%
技術管理料 20% 20%
為替管理 有 有
過少資本 負債自己資本比率2：1を適用
移転価格 独立企業間取引の原則を適用

二重課税防止条約
ポルトガル、南ア、UAE、マカ
オ、イタリア、モーリシャス

締結・批准待ちの条約 ベトナム

出典：JOGMEC、モザンビークの投資環境調査 2012 年 

 

(1)モザンビーク居住主体が別のモザンビーク居住主体から受け取った配当は法人所得税

の対象だが、次の条件を満たす場合は配当税（源泉徴収）、法人所得税の双方の対象外とな

る。 

i) 持ち株率 低 25％という要件を満たし、かつ 

ii) 当該持ち株を配当支払日に先立ち 2 年間以上にわたって保有している 
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(2)電気通信サービスと国際運輸サービスにかかる非居住者源泉徴収税の税率は 10％であ

る。 

以下の場合は、鉱業生産に対する税が免除される。 

鉱業権ないし採掘許可の対象区域でない区域において建設用に採取された鉱業製品で、

以下の場合： 

・ 個人が採取し、その製品が当該区域における住宅その他の施設建設に使われる場合 

・ その土地を利用する個人が採取し、その製品が自家消費に使われる場合。これは、自

分の土地における住宅や倉庫、その他施設の建設も含む。 

・ 個人または企業が採取し、その製品を、土地利用受益権の対象区域で利害関係者が実

施する道路、鉄道、ダム、その他の土木建築、ないしは公益インフラの建設、修復ま

たは保守管理プロジェクトで使用する場合 

・ 国が専門機関または教育機関、科学機関を通じて行った地質学的研究で採取された鉱

業製品である場合 

 

(a)所得税 

個人所得税（IRPS）は年間所得総額（金銭か現物給付かを問わず）にかかる直接税。 

上記の所得は、次の区分に分類される。 

区分 1 給与所得 

区分 2 事業所得および専門職所得 

区分 3 投資収益、キャピタルゲイン 

区分 4 不動産所得 

区分 5 その他所得 

給与所得に対する IRPS は累進課税で、MZN 建ての年間所得に適用される税率は、課税

対象所得の額によって 10％から 32％となっている。 

その他の区分の所得については、法人が自然人を受益者として支払う所得である限り、

20％の源泉徴収税が課せられる。 

IRPS は、モザンビーク国内に居住する個人の全所得に対して適用される。非居住者で

モザンビーク国内の所得がある場合は、同国内で得た所得に対してのみ適用され、国外所

得は対象外となる。 

自然人の場合の税制上の居住者ステータスは、1 暦年のうちモザンビーク国内に居る日

数が 180 日を超えていることが基準となる。 

IPRS の適用税率 
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表3.2.2 IPRSの適用税率 

課税対象年間所得（メティカル） 税率 控除額（メティカル）
42,000まで 0.1 －

42,001から168,000 0.15 2,100
168,001から504,000 0.2 10,500

504,001から1,512,000 0.25 35,700
1,512,000超 0.32 141,540

出典：JOGMEC、モザンビークの投資環境調査 2012 年 

 

各納税者は毎年、前年の所得について個別に確定申告を行わなければならない。区分 1 

の所得（給与所得）については、雇用者が法定の一定税率で源泉徴収することに注意する

必要がある。 

 

(b)法人所得税 

法人所得税（IRPC）の税率は 35％だが、生産開始から 10 年間は 50％の減税が認められ

ている。 

IRPC は、該当課税期間（通常は暦年）中に得た所得に対する直接税である。IRPC の課

税範囲は、納税者の居住者ステータスの有無による。 

居住者ステータスの有無は、当該納税者がモザンビーク国内に本社ないしは事実上の経

営機構を有するかどうかが基準となる。かかる納税者は全世界所得について課税される。 

後に、モザンビーク居住者でなく恒久的施設も持たない法人だが、モザンビーク国内

で得たかモザンビークに関連して得た所得がある場合、その所得に対して IRPC が課せら

れる。そうしたケースでは、モザンビークの支払い者側で該当税を源泉徴収する。 

一般的に適用される IRPC の税率は 32％である。源泉徴収対象の法人所得については、

供与されたサービスの価値の 20％が一律源泉徴収される。 

 

(c)配当税 

通常 18％の配当源泉徴収税を 10 年間免除 

 

(d)ロイヤルティ 

前記課税指標一覧参照 

 

(e)輸入関税 

モザンビークは、加重平均関税率が 9％とアフリカでは も低い国の一つである。輸入

税は 0％から 20％まで幅がある。 

消費財には 20％の関税がかけられ、17％の付加価値税も輸入時に課される。輸入税は、

政府の税収のおよそ 15％を占めている。 
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2002 年 6 月 26 日公布の法律第 14/2002 号（鉱業法）に基づいて実施される事業は、

試掘および探鉱、鉱物生産、鉱物資源輸出のために輸入する機器、装置、資材、予備部品

にかかる関税は免除されている。 

上記の輸入については、9 月 29 日公布の政令第 51/98 号で承認された付加価値税法（改

正法）と同日公布の政令第 52/98 号で承認された特別消費税法（改正法）により、付加価

値税（VAT）と特別消費税（SCT）も免除される。 

これらの免税は、当該の輸入財を同事業で使用する限り、元請業者や下請業者にも認め

られる。 

 

(f) 関税 

輸出インセンティブとして、10 年にわたって 60％の減税がある。 

 

関税：関税領域内の輸出入財にかかる関税率は、以下の通り異なる。 

・ 原材料は 2.5％ 

・ 資本財（クラスＫ）は 5％ 

・ 中間財は 7.5％ 

・ 消費財は 20％ 

 

(g)付加価値税 

付加価値税（IVA）は、財やサービスに対して課せられる一般消費税である。経済サイ

クルの各段階で適用される。IVA 支払い義務があるのは、以下の活動である。 

国の領域内で行われる財やサービスの移転（対価支払いを伴うもの） 

財の輸入 

IVA は固定税率 17％である。輸出は免税となっており、これにより、輸出品に含まれる

IVA の累積価値を輸出業者が回収できるようになっている。ただし、モザンビークの納税

者で大規模輸出業者の場合、IVA の還付手続きで大幅な遅れや多額の還付手続関連費用の

負担を少なからず経験している。 

 

(h)経費 

経費支出にかかる間接税は以下の通り。 

・ 付加価値税（VAT） 

・ 特別消費税（ICE） 

・ 関税 

 

税控除が認められる経費 

生産開始日から 10 年間、特定の事業経費を法人所得税の算定で控除対象として取り扱



 

431 
 

うことが認められている。 

 

税（IRPC） 

Maputo 市で実施される事業の場合は、道路、鉄道、空港、郵便配達、電気通信、水道、

電気エネルギー、学校、病院、その他、管轄当局が公益事業と考え税務署が証書を交付し

た建造物の建設および修復に対する支出額の 110％。他州では、そうした支出の 120％に相

当する額が対象となる。 

1)固定資産の減価償却 

償却率は次にまとめた通り。 

・ 工業用建物： 4％ 

・ 事務所および住宅用建物： 2％ 

・ 機械設備類、エアコン、電話機器： 10％ 

・ エレベーター： 8.33％ 

・ 工具： 25％ 

・ 試験装置： 12.5％ 

・ テレックスおよび屋内機器： 10％ 

・ 調度品およびファイリングシステム： 10％ 

・ タイプライターおよび会計用機器： 14.28％ 

・ コンピュータハードウェア： 16.66％ 

・ トラック： 20％ 

・ 自動車： 25％ 

・ コンクリート製倉庫および充填設備： 5％ 

・ 木製倉庫および充填設備： 6.66％ 

・ 鋼鉄製倉庫および充填設備： 8.33％ 

2)税債務 

税債務は、法律の定めに従って、税負債、利子、その他法的費用の全体に及ぶ。税債務

は、本来の債務者だけでなく他の者にも及ぶことがあり、その場合は以下の品目になる。 

① 遅延利息 

② その他の法的費用 

③ 罰金、行政罰 

④ 税負債（利子を含む）  

 

債務者の資産は、税負債の支払を保証する一般担保である。 

税務当局は、税債権の回収を保証する目的で以下を行う権利を有する。 

a. 債権の効果的回収に担保保証が必要な場合、あるいは、資産の所有権者に税債

務がある場合に、法律の定めに従って先取特権もしくは法的抵当権を設定する。 
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b. 債務者が所有する財を、法律の定めに従って税務手続の対象として差し押さえ

る。 

上記 a で言及した権利が効力を持つには登記が必要である。税負債、利子、罰金、

行政罰、その他の法的費用については、以下の者が共同かつ個別に責任を負う。 

i) 有限責任会社の株主または構成員 

ii) 会社の経営判断を直接的または間接的に支配する株主 

iii) 有限責任会社の取締役または管理職（任期中） 

 

3)税の還付、税額控除 

2010 年まで、鉱業法に基づいて実施された投資で額が 50 万米ドルを超えるものについ

ては、生産開始から 5 年間、法人所得税（IRPC）の税率が 25％カットされる。 

個人所得税（IRPS）の対象となる納税者の場合も、上記の条件に従い、このインセンテ

ィブの対象活動から得られた課税対象所得で IRPS の区分 2 に属するものについては、5 

年間、25％の減税が受けられる。 

上記 2 項で規定された額を下回る投資の場合、法人所得税と個人所得税について、財政

的便益に関わる法律（Code of Fiscal Benefit）の第 15 条および第 16 条に定めるインセンテ

ィブの恩恵を受けられる。 

 

第 15 条 

投資税額控除 

投資法に基づいて行われた投資については、5 年間、投資実行総額の 5％に相当する額

の投資税額控除（CFI）が受けられる。この CFI は、法人所得税（IRPC）評価額から 大

で全額の控除が認められる。 

個人所得税納税者の場合、前項の CFI は、このインセンティブの対象活動から得られた

IRPS 区分 2 の収益全体に対する税に限って、認められる。控除額はかかる税の評価額全

額までとする。 

いかなる課税年度についても、使い切らずに残った税額控除は翌年度に繰越すことがで

きるが、当該税額控除は継続中のプロジェクトの場合は投資開始日から 5 年以内、新規プ

ロジェクトの場合は操業開始日から 5 年以内に使うことが条件となる。 

Gaza 州、Sofala 州、Tete 州、Zambezia 州で実行される投資プロジェクトは、第 1 項

で言及した控除率が 10％、Cabe Delgato 州、Inhambane 州、Niassa 州の投資プロジェクト

の場合は 15％とする。 

上記各規定の目的上、モザンビーク領域内の事業の運営に使用される新規有形固定資産

のみ適用される。 

財政的便益に関わる法律（Code of Fiscal Benefit）第 15 条で規定される投資税額控除は、

有形固定資産が以下に関する場合の投資には適用されない。 
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・ 建物の建設、取得、修復、または増築 

・ 乗用車 

・ 調度品、慰安・装飾品 

・ 娯楽用品 

・ 本法規定により先進技術とみなされる専門機器 

・ 企業が実施する生産活動に直接ないし必然的に関係していないその他の投資資産本法

の目的上、投資開始日は、投資プロジェクトが承認され操業を開始（課税対象収益を

生み出す操業を開始）した後に、本法による税制上の手続きを始めた時とみなす。 

1)固定資産 

新規有形固定資産への投資を含むプロジェクトの場合は、（特定の条件に基づき）その

投資に関する法人所得税について 5 年間の税額控除が受けられる。 

控除率は、Maputo 市では投資実行総額の 5％、その他の立地であれば 10％である。税

額控除は、プロジェクトの操業開始日から 5 年間は繰越が認められている。 

2)従業員訓練費 

モザンビーク人労働者の専門的訓練に対する投資支出は、活動開始日から 5 年間、本法

第 1 条に基づき許可された事業に課せられる法人所得税の算定時に、課税対象所得からそ

の課税対象所得の 5％を上限として控除できる。 

専門的訓練が前条で言及した先進技術機器の使用法に関するものである場合、法人所得

税（IRPC）の算定時に認められる所得税額控除は、課税対象所得の 10％相当を上限とする。 

前項の規定と同じ条件で、個人所得税（IRPS）の対象所得に対しても同じ控除が適用さ

れるが、IRPS 区分 2 の活動から得られる所得に限定される。前項で言及した投資支出に

は、専門的訓練に使用される機器やその他の企業資産は含まれない。 

 

(i)減耗償却 

特段の規定なし。 

 

(j)繰越損失 

モザンビークでは損失の繰戻は許されないが、損失の繰越は連続 5 年にわたり認められ

ている。 

 

(k)加速減価償却 

財政的便益に関わる法律（Code of Fiscal Benefit）16 条の規定に基づいて許可された事

業の発展のために使われる新規の不動資産については、加速償却が認められている。加速

償却は、法人所得税（IRPC）および個人所得税（IRPS）の課税対象所得の算定上控除とし

て扱われる償却額を計算する際に、法定の通常償却率の倍の率で償却するものである。 

前項の規定は、修復された工・農工業活動用の不動資産、機械・装置類にも適用される。 
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(l)探鉱に対する税制上のインセンティブ 

政府は以下のインセンティブを設けている。 

・ 探鉱および開発中の経費支出を累計し、生産 1 年目まで繰越可能 

・ 減価償却率の選択 

・ 全ての機器、資材、下請業者について輸入関税を免除 

・ 通常 18％の配当源泉徴収税を 10 年間免除 

・ 鉱物の輸出について、売上税、関税、税を免除 

・ 新規の鉱業プロジェクトは、活動開始から 5 年間、以下を免除される。 

・ 関税率表でクラスＫに分類された探鉱・採掘用機器の輸入に対する関税 

・ クラスＫ品目には分類されていないが、類似とみなされる特定機器の輸入に対する関

税 

・ 上記の輸入に本来であれば課せられる VAT（付加価値税）および消費税（物品税）（該

当する場合） 

・ 鉱業および石油業に対する優遇税制に関する法律が施行される前に関税上の優遇を受

けていた鉱業投資家は、かかる便益（つまり、同法に「既得権者の適用除外」が明示

された便益）を引き続き享受できる。 

・ 優遇措置を受けるためには、納税者は以下の条件を満たしていなければならない。 

・ 管轄当局から鉱業活動実施の許可を取得している。 

・ 納税者識別番号（NUIT）を持っている。 

・ 一般勘定科目表（Plano Geral de Contabilidade）と CIRPS または CIRPC に従って、体系

的な会計記録を付けている。 

・ 税犯罪や税務当局が認識するその他の罪を犯していない。 

鉱業および石油業に対する優遇税制に関する法律が施行される前に税・関税上の優遇を

受けていた鉱業投資家については、かかる便益（「既得権者の適用除外」が明示された便益）

を同法に基づいて引き続き享受できるとしている。 

税制上の優遇措置に関して、モザンビークでは法律により規定され、変更されると記さ

れている。税に関する文脈では従来、「法律」という用語は議会による規範的行為を指すと

理解されており、税の範囲と税率、優遇措置、納税保証は、法律によってのみ確立するこ

とができる。 

この憲法上の原則により、政府による免税は事実上排除されている。というのは、政府

の規範的行為は、モザンビークの法の序列原則上、議会による規範的行為の下位に位置づ

けられているからである。法律（議会の行為）によって一定率の税が創設された場合、政

令（政府の行為）によってその適用を停止したり税率を下げたりすることはできない。 

実際、このように政府による税の創設や免税を排除するという憲法の立場自体が、投資

家との交渉でケースバイケースの柔軟性が許される範囲を狭めようとするモザンビークの
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立法の一般傾向を示している。ただ、このような憲法上の原則があるにもかかわらず、モ

ザンビーク政府との契約交渉で時に税法の解釈の違いを見出すことはある。 

しかし、投資家としては、まずはモザンビーク法上何が可能で何が不可能かを理解する

ことから始めるべきである。政府として認めることができず、できたとしても法的効力の

ない待遇の要求に固執して時間を無駄にし、友好関係を壊さないためである。 

 

(m)その他の税制上のインセンティブ 

印紙税の免除 

株式資本や付属定款の変更を含め、企業法人化の行為については、投資開始または操業

開始から 5 年間、印紙税が免除される。ただしそれは、その印紙税が本法第 1 条の範疇内

の投資事業に関わるものであることが条件となる。 

 

不動産譲渡税の軽減税率 

本法に基づき許可された事業では、工業、農工業、ホテル業で使用するために取得した

不動産について、不動産譲渡税（SISA）の税率が 50％軽減されるものとする。ただしこの

軽減は、当該不動産を投資許可日から 3 年以内に取得することが条件となる。 

 

例外的インセンティブ 

投資額が 5 億米ドル相当を超える事業、ならびにコンセッション制度により実施された

公共インフラ投資事業は、輸入関税、所得税、不動産譲渡税、印紙税に関して、例外的な

インセンティブを享受できる。こうした例外的なインセンティブは、企画財務大臣が提案

し、契約制度に基づいて内閣が付与する。 

インセンティブの付与は、国とプロジェクト推進者との間の契約が内閣が承認した通り

に履行されることを条件とする。この契約では、目的、目標、インセンティブの付与、違

約の際の罰則を定める。 

上記各項で言及したインセンティブは、10 年間を上限として与えられるものとし、本

法で定める他のインセンティブに加えて与えられるものではない。この第 29 条で言及す

る例外的インセンティブは、財務的、技術的、経済的な事業可能性を実証し、次の条件を

満たした事業に受領資格がある。 

i) 国家の経済発展を著しく促進、加速する。 

ii) 地域的不均衡を著しく改善する。 

iii) 3 年以内に、500 名以上の雇用を創出するか、1,000 名以上の雇用創出を誘発する。 
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第 4 章 テテ地域の概況 

4 . 1  モザンビークにおけるテテ地域の石炭産業としての位置付け 

4 . 1 . 1  基本シナリオ 

「政府 5 カ年計画」、「アジェンダ 2025」、右開発計画に基づいた貧困削減計画（PARP）

での開発分野の目標を考慮した結果、テテ州は、以下の経済優先事項を出発点としてみな

している。 

 

・ 商業活動の開発における地元の機会、これに伴う農村地域世帯の生活状況と生活水準

の改善 

・ 急速かつ包含的な経済成長の持続、中期的には、経済成長が都市部と農村部の経済に

大きな貢献を与えること 

・ テテ州経済の資本の蓄積 

・ 生産性、競争力、効率性、各分野の人的資本の質における改善 

 

年平均 2.4％の人口増加を維持させるためには、2012−2021 年の期間において、一人当た

り実質 GDP を 5％に維持する。 

2010−2015 年及び 2015−2021 年におけるテテ州の実質 GDP 成長は、2010 年の 6.1％の実

質成長率から徐々に上昇して、2015 年には 8％になると予測している。その後は、成長率

が 0.1％落ち込むものの、成長率は安定して推移すると予測している。2021 年の後期にお

いては、経済ポテンシャルを達成すると仮定している。 

特定目標 ６ 

周辺コミュニティの利益を守りつつ、資源の持続的な開発を促進、保証する。 

戦略的行動 

資源の探鉱と探査を持続するため、金属（Metalogenia）・地質地図を作成する。 

手工鉱業者や小規模鉱業者を支援し、右資源活動を促進して良い環境技術を持つ小企業

に形成するよう促す。 

サンプル分析過程での同行や分析結果の公表を含む、コンセッションを供与した企業の

資源活動の監査を強化する。 

小規模資源活動の枠組みのため、パイロットセンターの導入を促進する。 

地質資源活動における国内起業家を促進する。 

特定目標９ 

州民へのエネルギー及び燃料へのアクセスを保証し、エネルギー生産、送電、配電のた

めの投資を推進する。 

戦略的行動 

・ 行政ポスト（Post Administration）、地区（Locality）、村（Village）への送電及び配電ネ

ットワークの拡大による、エネルギーアクセスの拡大。 
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・ テテ州における新・再生エネルギーの調査、利用、普及を促し、太陽光エネルギー、

風力エネルギー、その他エネルギーの生産と導入に必要な技術開発を促す。 

・ 火力発電所による電力生産のための石炭資源の活用を試行。 

・ テテ州での消費用燃料の供給能力を増大・拡大する。 

・ 石炭資源の家庭での利用を促進する。 

・ バイオマスエネルギーの新技術の活用を促進する。 

 

4 . 2  産業構造および地域経済状況 

4 . 2 . 1  近年の経済成長の傾向 

(1)国民総生産 

近年におけるテテ州経済は、年間平均 11.9％の成長をみせており、2010 年には、国民総

生産（PIB）は 17,202.9 百万 MZN、2007 年〜2010 年における平均成長率は、テテ州開発

戦略計画（2007〜2011 年）の予測値より 0.9％上まわる 11％となり、2010 年には 14,394

百万 MZN の生産量を見せた。 

 

表4.2.1 テテ州時価国民総生産 2007-2010 

（単位 100 万 MZN） 

 

出典：国家統計院（INE）、発表年不明 

 

一方、2007 年の一人当たり国民総生産は 6,813,4MZN で、2010 年にはこれが 8,390,7MZN

となり、23.2％の成長率を見せた。同期間中、テテ州はモザンビーク中部において、ソフ

ァラ州に次いで高い国民総生産となった。 

 

総合成長
率 (%)

平均成長
率(%)

2007 2008 2009 2010 2007/2010 2007 2008 2009 2010 2007/10 2007/10 2007/10
電気及び水 4,241.8   3,863.8   4,448.0   5,112.2   17,666    34.4        29.5        30.1        29.7        34.3        20.5        7.0          
農業、家畜、植林、漁業 2,389.7   2,555.1   2,849.6   3,507.7   11,302    19.4        19.5        19.3        20.4        21.9        46.8        13.8        
他サービス業 2,509.5   2,794.0   3,102.2   3,469.5   11,875    20.4        21.3        21.0        20.2        23.1        38.3        11.4        
商業、ホテル、レストラン 1,095.4   1,301.2   1,458.6   1,787.1   5,642      8.9          9.9          9.9          10.4        11.0        63.1        17.8        
運輸通信 434.5      506.0      569.5      660.6      2,171      3.5          3.9          3.9          3.8          4.2          52.0        15.0        
加工産業 291.1      583.2      597.7      652.0      2,124      2.4          4.5          4.0          3.8          4.1          124.0      37.3        
建設業 97.0        111.6      122.0      143.8      474         0.8          0.9          0.8          0.8          0.9          48.1        14.1        
鉱業 58.5        66.1        53.1        66.2        244         0.5          0.5          0.4          0.4          0.5          13.1        6.0          
消費税 1,197.6   1,323.6   1,583.6   1,803.9   5,909      10.1        10.7        10.5        11.5        50.6        14.7        
国民総生産 12,315.1 13,104.5 14,784.3 17,202.9 51,498    100.0 100         100         100.0 100         39.7        11.9        
成長率 11.9        6.4          12.8        16.4        

活動分野
金額 割合 (%)
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表4.2.2 全国、地域別、州別 一人当たり国民総生産 2000-2010（MZN） 

出典: INE 

 

今後数年に渡り世界経済は改善するとの予測がされており、石油、穀物、金属及びエネ

ルギーの世界市場における価格が安定すれば、伝統的輸出製品の競争力を得るなど、モザ

ンビーク経済にも正の影響を及ぼすことが見込まれている。 

2012－2021 年経済開発計画は、政府及び開発に関わる全てのステークホルダーの活動が

記載されているが、歳入（州及び中央政府）及び歳出はそれぞれ 1%お及び 2％の国民総生

産にしか値せず、中部では 5％及び 2％、テテ州では 7.4％及び 16.7％となっている。 

農村部の電化プログラムは、ローカル・イニシアティブ投資予算及び生活の基礎である

農牧畜業セクターの再活性化、各郡における経済組織の多様化に必要な条件の整備により、

経済的自立、雇用の創出及びテテ州における経済成長及び経済開発への貢献が期待できる。 

 

(2)セクター別経済構造 

経済活動セクターの構造は、電気及び水の国民総生産への比重が高く、2007－2010 年に

34.3％、他のサービスが 23.1％、農業林業家畜及び漁業が 21.9％、ホテル及びレストラン

業が 11％となっている。石炭採鉱活動は、まだこの頃には開始していなかった。 

本構造は、2007 年〜2011 年テテ州経済開発計画において予測されており、農業、家畜、

林業及び漁業が 47.6％、商業、ホテル、レストラン業が 20.2％、他のサービスが 13.1％、

そして電気及び水が 1％の国民総生産への貢献率となっている。 

  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

北部 2,624.1 3,212.9 3,873.9 4,219.0 4,684.1 5,342.8 6,176.6 6,658.0 7,650.7 8,277.3 9,556.5

ニアサ 2,199.6 2,659.8 3,481.4 3,657.2 4,007.9 4,611.0 5,262.5 5,193.1 5,818.3 6,270.6 7,140.7

カーボデルガード 2,004.6 2,345.9 2,948.3 3,354.4 3,678.2 4,279.9 5,000.3 5,778.1 6,775.3 7,410.1 8,671.1

ナンプラ 3,014.4 3,747.5 4,390.9 4,753.7 5,311.6 6,009.3 6,941.1 7,445.2 8,549.5 9,230.4 10,648.5

中部 2,644.6 3,273.3 4,020.3 4,352.8 4,779.1 5,533.9 6,347.4 6,878.8 7,718.4 8,333.6 9,497.7

ザンベジア 1,749.5 2,126.6 2,711.8 2,924.8 3,228.1 3,810.5 4,426.6 4,915.4 5,699.2 6,194.4 7,157.8

テテ 2,750.5 3,437.8 4,801.2 5,264.7 5,504.4 6,351.8 7,091.7 6,813.4 6,951.4 7,519.7 8,390.7
マニカ 2,318.7 2,826.1 3,205.4 3,385.1 3,651.1 4,218.1 4,859.6 5,229.7 6,078.8 6,517.4 7,414.4

ソファラ 4,829.0 6,071.0 6,914.1 7,521.5 8,529.3 9,743.4 11,213.9 12,887.5 14,644.8 15,790.7 18,039.0

南部 7,250.1 9,250.8 10,015.5 10,955.6 12,769.6 14,718.3 17,233.1 20,664.1 23,178.3 24,968.4 28,525.4

イニャンバネ 3,291.7 4,029.2 4,931.0 5,350.0 6,895.3 8,399.7 10,045.9 12,672.4 14,222.9 15,620.2 18,218.7

ガザ 2,302.7 3,531.3 4,167.0 4,152.4 4,563.4 5,259.5 6,197.4 7,786.9 9,197.5 10,081.7 11,799.1

マプト州 11,558.7 14,347.1 15,860.1 18,890.8 23,583.1 25,061.2 29,535.2 29,367.8 31,736.6 32,910.2 36,316.4

マプト市 13,565.0 17,110.7 17,157.8 17,884.5 18,999.7 23,149.8 26,615.3 34,770.7 39,613.9 43,398.4 50,153.4

モザンビーク 3,813.0 4,779.2 5,502.9 5,994.0 6,785.8 7,811.9 9,062.5 10,063.9 11,333.4 12,210.0 13,951.6

地域／州
メティカル時価
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表4.2.3 全国、地域別、州別実質国民総生産の成長傾向 

項目 PED 2007/2011 予測 2007/2010 結果 変動値 

 構造(%) 成長合計率(%) 構造(%) 成長合計率(%) 構造(%) 成長合計率(%)

 2007/2010 2007/2010 2007/2010 2007/2010 2007/2010 2007/2010 

電気・水 1.0 8.7 34.3 7.0 33.3 -1.7

農業・家畜・林業・漁業 47.6 9.5 21.9 13.8 -25.7 4.4

他のサービス業 13.1 7.9 23.1 11.4 10.0 3.5

商業、ホテル、レストラン 20.2 4.9 11.0 17.8 -9.2 12.9

運輸通信 7.1 13.7 4.2 15.0 -2.9 1.3

加工産業 6.0 14.5 4.1 37.3 -1.9 22.8

建設 5.0 13.7 0.9 14.1 -4.1 0.4

鉱業 0.1 8.7 0.5 6.0 0.4 -2.7

消費税  11.5 14.7 11.5 14.7

国民総生産合計  1000.0 1000.0 

出典：2007〜2011 年テテ州経済開発計画中期評価 

 

本構造は、主に農業、林業、家畜及び漁業等の第一セクターが国民総生産の成長率に 50％

以上の割合で貢献し、エネルギー及び他のサービス業のパフォーマンスから第二セクター、

第三セクターに漸進的に追い抜かれていっており、テテ州の生産セクターの伝統的構造が

大幅に変化していることを示している。石炭開発が大規模に開始されたことにより、生産

構造が変化する可能性がみられるため、テテ州の中期・長期的成長戦略は、他の資源の開

発をおろそかにすることなく、結果としてテテ州のポテンシャル及び比較優位を持つ他の

活動に繋がるよう、エネルギー、鉱業及び農業セクターを念頭に入れる必要がある。 

 

表4.2.4 テテ州国民総生産のセクター及び成長率 2007/2010 

 

出典：2007 年〜2011 年テテ州経済開発計画中期評価 

 

4 . 3  地域石炭政策 

テテ州自体の石炭政策は存在しないと思われ、モザンビーク全体での鉱物資源政策とい

うことについて、以下に概要をしめす。 

政府の鉱物資源開発に対する基本方針は民間によるオープンな資源開発の推進である

が、一方でが、モザンビークの国民及び企業の参加を推奨するとともに、国家による権益

の確保や公社による資源開発への関与並びに鉱物資源のモザンビーク国内での付加価値化

2007 2008 2009 2010 Total 2007 2008 2009 2010 Total
歳入合計 291.23       350.28       420.54       489.35       1,551.41    415.33       592.31       762.42       1,274.01    3,044.07    196% 100%
税収 230.36      279.29      337.81      393.09      1,240.54    367.00      531.58      682.62      1,124.78   2,705.98    218% 89%
税収外収入 60.87        71.00        82.73        96.27        310.87       48.33        60.73        79.80        149.23      338.09       109% 8%
歳出合計 1,410.74    1,622.84    1,878.70    2,159.44    7,071.72    1,604.56    1,959.45    2,285.11    2,944.94    8,794.06    124%
経常的支出 1,067.43   1,222.43   1,412.11   1,616.51   5,318.47    1,262.91   1,459.63   1,700.03   2,314.24   6,736.81   101% 99%
資本支出 343.31      400.41      466.59      542.93      1,753.25   341.65      499.82      585.08      630.70      2,057.25   91% 1%
年間成長率
(%) 20.3 20.1 16.4 42.6 28.7 67.1

執行率
(%)

割合(%)項目
テテ州開発戦略計画（ＰＥＤ）2007/2011予測 執行額
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の推奨など、資源ナショナリズム的な動きも見受けられる。 

しかし、現状では投資者の利益を損なうようなあからさまな動きは見られず、むしろ鉱

業法や鉱業規則並びに鉱区管理台帳システムなどにより透明性の高い運営が行われ、投資

者への利益を保証している。今後の政府の政策等は注意深く見守る必要があるが、現状で

は問題なく資源開発を行える環境である。 

 

4 . 3 . 1  地質・鉱業政策 

1998 年に制定された地質と鉱山開発に係る基本政策である。現在内容の改定を検討中で

あるが、2011 年現在新しい政策の発表はない。主な政策は下記の通りである。 

・ 実施中の国営企業の民営化により、国家の探鉱や鉱業生産への参画を減少する。 

・ 探鉱活動や鉱業活動の振興による税収の増加を図る。合わせて、鉱業分野の効率的管

理監視メカニズムを構築する。 

・ 鉱業行政の効率を向上するため、きわめて専門能力の高いチームを創設する。 

・ 民間企業の関心事を法律に組込むために、民間企業と永続的な対話を実施する。 

 

4 . 3 . 2  鉱業関連法 

モザンビーク政府は現在、鉱業法（2002 年法律第 14/2002 号）の改正法案を国会で審

議中である。改正法案の内容についてはモザンビーク政府からの公式な発表はされていな

い。以下では、現行鉱業法での内容について説明した後、新鉱業法の内容について触れる。

また、資源開発プロジェクトに関係する法律として 2011 年の大規模プロジェクト法（正式

名称「2011 年法律第 15 号メガプロジェクト法」）が挙げられるため、その内容について

も触れる。 

 

(1)鉱業関連法の概観・要点 

モザンビーク共和国の適切な鉱物資源の評価・採掘・加工・販売は国家の持続的発展の

重要な要素である。 

現在の国家経済及びセクター開発の現状は、高い競争性を保障し、鉱業権保有者の権利

を保障し、その責任を明確にする法的枠組みを必要としている。 

以下の内容については、2002 年施行の鉱業法について記載している。 

鉱物資源を利用し享受するこうした権利は、国が次のライセンスを通じて付与する。 

① 概査ライセンス（Licença de Reconhecimento） 

② 探鉱ライセンス（Licença de Prospecção e Pesquisa） 

③ 採掘コンセッション（Concessão Mineira） 

④ 採掘許可証（Certificado Mineiro） 

⑤ 採掘パス（Senha Mineira） 

採掘コンセッションは鉱物資源の開発ができる権利である。採掘許可証は、鉱物資源の
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小規模開発ができる権利である。採掘パスは、一定の指定区域内で零細規模の鉱業活動を

行うための認可である。 

採掘コンセッションの付与対象はモザンビーク登録法人に限られる。つまり、採掘コン

セッションの取得を望む投資家は、モザンビーク共和国で会社を設立・登記しなければな

らない。 

採掘コンセッションの申請は鉱物資源大臣を宛先として、鉱山局または対象区域を管轄

する各州の担当局へ提出して登録・処理してもらい、申請の諾否は、提出から 10 日以内

に申請者へ通知される。 

採掘コンセッションの申請は、それが試掘・調査ライセンスに由来する（当該ライセン

スによる活動の結果としての）ものであれば、当該ライセンスの保有者に不履行がない限

り即時承認される。 

採掘コンセッションの期間は、鉱山ないし鉱山操業の採算上の寿命に基づいて決められ

るが、上限は 25 年。満了時は同年数の更新が可能である。申請対象区域は、鉱山操業に

必要な面積を超えてはならない。 

採掘コンセッションの保有者は、環境ライセンス（environmental license）および土地利

用受益許可（land usage and benefit permit）を得てはじめて、活動を開始することができる。

環境ライセンスと土地利用受益許可は、採掘コンセッションの付与日から 3 年以内に取得

しなければならない。 

採掘コンセッションはその保有者に対し、対象となる土地を占有・利用し、調査段階で

特定された鉱物資源の開発ならびにそのための必要作業を独占的に行う権利と、鉱山の操

業により得られた鉱物製品を販売及びその他の方法で処分する権利を認めるものである。

採掘コンセッション保有者は、適用土地法の定めに従って当該土地の利用受益権を申請し

取得する権利も有する。 

採掘コンセッションは試掘・調査ライセンスと同条件で譲渡可能である。 

一方、採掘許可証は、法的行為能力のあるモザンビーク居住者で、この権利により認め

られる活動を実施する能力のある個人ないしは法人（モザンビーク人か外国籍かは問わな

い）、組合、家族のいずれに対しても交付できる。 

許可期間は 長 2 年。その後は一度につき 2 年までの更新が可能だが、採掘活動の実

施状況から更新が正当と認められることが条件である。許可の対象面積は 500ha を上限と

する。 

採掘許可証の申請は、ケースによって適宜違うが、鉱山局または申請対象区域を管轄す

る各州の担当局へ提出し、登録・処理してもらう。諾否は 15 日以内に申請者へ通知される。

採掘許可証は、法律に基づいて譲渡可能としている。 

採掘許可証はその保有者に対し、許可対象区域内で、土地の占有・利用、小規模な鉱山

操業を独占的に行う権利、鉱山操業で得られた鉱物製品を販売及びその他の方法で処分す

る権利、採掘コンセッションを申請する権利を付与する。 
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採掘パスは、当該権利により許可される活動を行う法的行為能力を持つモザンビーク人

のみを交付対象とする。 

採掘パスはその保有者に小規模な鉱業活動を行う権利を与えるもので、譲渡はできない。 

 

(2)新鉱業法案の概要 

2011 年半ば、政府は採掘コンセッションの見直しを行う鉱業法改正を発表した。2012

年 12 月に閣議決定を行い、現在、国会で審議中である。 

新法は 2002 年鉱業法に取って代わるもので、ライセンスやコンセッションを売却する

投資家は、その取引で得た利益について課税されることが検討されている。ビアス大臣は

また、新鉱業法では、一定期間開発が行われなければコンセッションを剥奪する規定を盛

り込むとコメントした。 

なお、モザンビークでは、プロジェクトに対する政府持分は国有のモザンビーク鉱物資

源公社（Empresa Mocambicana de Exploracao Mineira SA,EMEM）を通じて保有することに

なる予定である。新鉱業法案はこの点に関して、政府は「戦略的に重要」と判断する鉱業

プロジェクトに関与できるとしている。 

既存の鉱業法でもこの新鉱業法案でも、土地の利用について「鉱業活動に関連する社会

的・経済的便益の方が他の活動より高い場合は」鉱業利用が優先されるとしているが、新

法案ではかかる鉱業活動は「環境保護保全に関する有効な法律と規則」に従って実施しな

ければならないという条件が付け加えられている。 

この改正法案はさらに、鉱山サイト建設の期限も 24 ヶ月から 12 ヶ月へ縮めている。

また、採掘コンセッション保有者はコンセッション付与日から 36 ヶ月以内に資源の生産

を始めなければならないとしている。 

今回の改正点として他には以下が挙げられる。 

・ 採掘許可証に関しても改正がなされ、現行法ではモザンビーク居住の個人、企業、組

合、家族ならば誰でも取得できるとしているのに対し、新鉱業法では交付対象をモザ

ンビーク国民に限定するとしている。 

・ 採掘コンセッション保有者は外国の製品・資材・サービスと比較して質が同等あり、

期間内に必要量で提供可能であり且つ価格も税込で輸入価格に比較して１０％を上回

らない場合、国内製品・サービスを優先しなければならない。 

 

4 . 4  地域開発計画 

4 . 4 . 1  開発戦略 

テテ州経済は、過去 5 年間 10〜25％の成長率を遂げており、税収、家庭の収入やテテ州

労働者の雇用増加に大幅に貢献している。2012 年〜2021 年テテ州戦略計画では、15〜20％

の経済成長率の達成を目標としているが、政府は同方向性を意識して関与している。 

この成長率を達成するために、戦略計画は次への投資を優先している：（１）家庭単位
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で生産性の向上が期待できる農業；（２）鉱業、漁業や観光など他のセクターの持つポテン

シャルの 大利用；（３）海外投資と地元との関係及び中小ミクロ企業への支援強化。基礎

的インフラ開発（道路、橋梁、水衛生、エネルギー他）は、全ての生産過程における原動

力となることから、特別な配慮が置かれる。 

(1)マクロ経済開発シナリオ 

2012 年〜2021 年の開発プログラム及び活動を調和し、本戦略計画を導く戦略活動を定

義するため、地元の純生産キャパシティ及び財務資源管理キャパシティを評価することが

重要である。 

そのためには、次の 2 通りのマクロ経済シナリオが予測される：基本シナリオ（前述）

では、2007 年〜2011 年の平均経済成長率を予測し、楽観的シナリオは、基本シナリオと比

較し年間経済成長率を高く予測している。 

２期間における国内実質 GDP 成長率のテテ州経済の貢献度は、2010 年の 0.3％から 2015

年には 0.5％に上昇し、2021 年まで右水準で安定して推移すると予測している。従って、

生産水準、輸出規模、ホテル・観光産業や不動産等のサービスの水準は、2010 年の状態を

維持するものと考えており、テテ州は国内 GDP と国内成長率における重み（重要性）にお

いて、マプト市及びマプト州に次ぐ第３位の位置を維持するものと見込んでいる。 

表 4.4-1 にモザンビーク国、同国の中部地域、テテ州における実質経済成長率の推移を

示す。 

 

表4.4.1 モザンビーク国、同国の中部地域、テテ州における実質経済成長率の推移 

 

 

(2)一般的目標 

テテ州における加速的かつ持続的な統合的社会経済の開発を促進する、特に、生産と生

2003年一定価格（単位：百万Mt） 2010 2011 2012 2015 2020 2021

モザンビーク

183,512.9 1,970,292.9 212,466.1 266,903.4 390,356.4 421,194.5
6.8 7.4 7.8 7.9 7.9 7.9

100 100 100 100 100 100
8,186.4 8,586.1 9,038.9 10,575.0 13,736.8 14,474.6

224,168,881 22,954,886 23,505,803 23,239,164 28,416,773 29,098,775
中部地域

6.5 7.5 7.8 7.9 7.9 7.9
29.4 29.5 29.4 29.5 29.5 29.5

5,575.5 5,851.8 6,159.4 7,207.4 9,362.4 9,865.3
9,686,896 9,919,382 10,157,447 10,906,475 12,279,600 12,574,310

テテ州

6.1 7.2 8.2 8.0 7.9 7.9
5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7
0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5

5,127.0 5,365.0 5,669.1 6,624.7 8,602.8 9,064.9
2,050,242 2,099,448 2,149,835 2,517,444 2,598,991 3,163,431

22,358.5 24,125.1

78,606.8

15,292.2

予測値

54,008.9 114,966.4 124,048.8

10,511.5

58,045.8 62,564.0

11,263.5 12,187.6

国内ＧＤＰの重み（％）
国内成長率への貢献度
一人当たり実質ＧＤＰ

人口

実質成長率（％）
国内ＧＤＰの重み（％）

一人あたり実質ＧＤＰ（Mt）
人口

実質ＧＤＰ（百万メティカル）ーテテ
州

実質成長率（％）

実質GDP(百万メティカル)－中部
地域

実質GDP(百万メティカル)
実質成長率（％）

国内ＧＤＰの重み（％）
一人あたり実質ＧＤＰ（Mt）

人口
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産性増加のための生産構造及び社会経済インフラを改善させ、投資への有利な環境を創出

し、人的要素の価値を高める。 

 

(3)戦略的目標 

① 資源産業、加工産業を奨励し、環境を保全しつつ持続的な形での農水産資源の開

発と水力エネルギーの開発 

② 必要不可欠な基本サービス、特に、保健、教育、住居、エネルギー、水、衛生分

野におけるサービスの提供、普及、質の向上 

③ 生産地域もしくは州内及び州外の他の目的地への効率的なアクセスを確保する輸

送インフラの（バランスの取れた）拡大、リハビリ、保守の促進 

④ 社会文化的発展と経済開発を促す要素としての、人的資本、文化的多様性の重視、

ポテンシャル観光の普及、スポーツの大衆化の促進 

⑤ 領土境界及び特殊組織の保証、具体的には、特恵利用地域（国定保護地域、拡張

と都市化、産業地区、資源開発地区、農漁業特定活動の地区）の指定を保証 

⑥ 質の高い公共サービスへのアクセスの保証、良いガバナンスと地方分権化を促進 

 

(4)戦略的行動計画 

上記で確定した戦略的目標とテテ州開発のための行動過程を考慮した結果、戦略的行動

計画は、各分野の特定目標からなる開発の柱にグループ化されている。以下にそれぞれの

特定目標、戦略的行動を示すが、資源開発、エネルギーに関しては、「4.1」の章にて述べ

ているので、ここでは省略する。 

(a)経済成長促進 

経済成長の促進は、戦略的目標に対応しており、生産と生産性の増加及び主要ポテンシ

ャル地区における資源開発を実現する特定目標を統合することにより、戦略的行動を実現

化させる。経済成長によって、周辺コミュニティの利益を保証し、主要産物のバリューチ

ェーンの発展を促し、市場向け商品を増加して食料安全保障を保証することになる。 

1)特定目標 

テテ州の開発のための投資促進と誘致、特に、農業、観光、漁業分野における投資に焦

点を当て、産業、資源、エネルギーセクターにおける投資を拡大する。 

2)戦略的行動 

・ マイクロファイナンスの促進、州及び郡レベルにおけるマイクロファイナンスの普及

を保証 

・ 郡開発基金（District Development Fund）を通した零細中小企業の出現と発展の促進 

・ 投資、調査、事業の新たな機会に関する調査や経済基盤を通しての、新たなビジネス

展開の発展 
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(b)農業活動及び森林資源 

1)特定目標 

全てのバリューチェーンにおける農業活動生産性の向上と森林資源の持続的な利用の

保証を行う。 

 

2)戦略的行動 

・ 市場志向の生産と生産性の増加及び農業生産の加工を促進し、付加価値を付ける 

・ 食料生産の農業ポテンシャルが高い地域における土地利用の優先化 

・ 収入を向上させる戦略的栽培の生産を奨励 

・ 生産性向上のための質の高い農業投入物の使用の奨励 

・ 調査と農村普及の促進による、農家と加工業者向けの適切な技術の適用を普及する 

・ ネットワークの強化と農業普及員の技術能力の強化による、農村普及サービスの改善

化、農家への技術メッセージの普及 

・ 土地所有権（DUAT）へのアクセスと実行を促進し、地元コミュニティを保護する 

・ 家畜支援と再定住化、改良遺伝子の推進 

・ 予防接種と Banho Carracicidas プログラムによる、家畜の主要疾病への予防・管理を強

化 

・ 土地、森林、動物の持続的利用の促進 

・ 現在及び将来世代の社会的、経済的、環境的便益のための森林及び動物資源の保護、

保全、利用、開発 

・ 人間—動物間の衝突に関する管理戦略の実施 

・ コミュニティによる養蜂の促進 

・ 植林分野における監査能力の強化 

 

(c)漁業 

1)特定目標 

・ 国内市場及び輸出市場と結びついた、漁業センターにおける魚業準産業活動の促進、

特に、ザンベジア川沿いの郡での改良魚種技術や養殖の導入による準産業活動の促進 

・ 州民の魚獲物に関する食料・栄養安全保障の改善への寄与 

 

2)戦略的行動 

・ 漁業収穫における持続的な開発への支援における相乗効果を促進 

・ 伝統的な技術と方法を改善し、漁獲増加とのバランスを取る 

・ 漁師や漁業協同組合の組織化を促し、生産と生産性を増加させ、融資へのアクセスを

推進する 

・ 漁業活動の監査能力の強化 
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・ 加工製品のバリューチェーンの持続的開発への支援 

 

(d)産業発展 

1)特定目標 

資源利用の戦略的観点から、産業活動の持続的発展と拡大を促進し、零細、中小、大規

模の産業の参画を促す。 

 

2)戦略的行動 

・ 国内及び外国投資の参加を促し、パートナーシップや企業間連携の創出を促進する 

・ 生産コストを 小化して農村開発を促すため、資源利用の戦略的観点から、産業活動

の開発と拡大を促進する 

・ 一次原料の集中を 大化して主要価値を集めるため、電化エネルギー及び火力エネル

ギーを利用した加工産業への投資を奨励する 

・ 食料産業、飲料産業、農産加工産業、パッケージ生産、他資源の加工の促進 

・ 利用可能な資源を合理的に開発する技術及び財務能力を有する民間セクターの参加を

促す 

・ 一次原料を開発する資源産業の確立の促進 

・ 零細中小規模及び中小企業向けの機材や付属品の産業の確立を促し、促進する 

 

(e)商業ネットワーク 

1)特定目標 

農業、産業、漁業活動の開発を支える商業ネットワークの拡大 

 

2)戦略的行動 

・ フォーマル（公式）商業ネットワークにインフォーマルセクターの小売業者を徐々に

統合させるよう促進する 

・ 国内市場向けの商業化の促進 

・ 農業見本市の実施や管理された商品流通の促進による国境を越えた商業活動の促進 

・ これまで輸出されていなかった農産物（malambe, maçanica 等）の輸出を増加 

・ 全郡における農産物、農業投入材、生産機材の商業化のための見本市を開催する 

・ スーパーマーケットや大型スーパーマーケットの導入も含めた商業ネットワークの完

成化 

・ 消費者権利の保護を保証する 

・ テテ州北部地区と南部地区間の農漁業産物の商業化を促進・保証する 

・ 大規模プロジェクトが物品やサービービスを調達するプログラムにおいて、地元の商

品や地元企業、ローカルパートナーを優先するよう促す。 
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(f)観光開発 

1)特定目標 

持続的な観光の開発を促進し、生物多様性の保護を確保しながら、観光商品やサービス

の提供における質を改善する 

 

2)戦略的行動 

・ 観光ポテンシャルのある開発のため、国内及び外国投資を促進する 

・ 観光商品やサービスの質の改善を推進 

・ 保護地域のリハビリや生物多様性の保護を行い、天然資源管理における地元コミュニ

ティの関与を促す（公園をここに入れる） 

・ 人間と野生動物の衝突に関する管理戦略の実施を確保する 

・ テテ州における祭事や文化・観光イベントの実現を促進・保証する 

・ 観光誘致のための歴史文化的遺産の資本化 

・ テテ州における国立公園の創設 

・ 観光・ホテル企業の建設の促進 

 

(g)輸送・通信インフラ 

1)特定目標 

テテ州における競争力、持続性、投資誘致をもたらすため、輸送インフラと通信インフ

ラを拡大・改善 

 

2)戦略的行動 

・ カオラ・バッサ近辺の湖沼／河川輸送の促進、陸上アクセスが困難な地区への人と物

資のアクセスをもたらすインフラの建設 

・ 旅客及び貨物の航空輸送と鉄道輸送の促進 

・ 郵便及び通信セクターの発展の推進 

・ 河川ナビケーションの監査を行う制度能力の強化 

・ 通信ネットワークとザンベジ川及びその他河川沿いの水資源保護のためのシステムの

改善 

・ シンゴージ飛行場を国際カテゴリーに格上げするよう促進 

・ 鉄道とつながる輸送手段の促進 

 

(h)水資源 

1)特定目標 

水資源の統合的かつ持続的管理を保証し、水力インフラの建設と保全を促進し、電力生
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産、灌漑、洪水・渇水影響の軽減などの州民の基本的ニーズに対応する 

 

2) 戦略的行動 

・ 水をくみ上げる風力システムの導入と灌漑用空気ポンプの導入を促す 

・ 水力資源の地図作成、ダム建設、小規模水力システムの実施 

・ 農業・水気候観測ネットワークによる、洪水早期予測システムの近代化と拡張 

 

4 . 5  石炭関連インフラ状況 

4 . 5 . 1  モザンビークの石炭輸送インフラ概要 

(1)物流インフラ概況 

サブサハラアフリカ（サハラ以南のアフリカ）における物流インフラ（道路、鉄道、港

湾）の多くは旧植民地時代に建設されたもので、港湾と港湾から鉱物資源等の産出地また

は人口稠密地である内陸部へ伸びる道路、鉄道で形成されており、サブサハラアフリカ域

外との貿易を主な目的として整備されたものである。 

サブサハラアフリカにおける道路貨物輸送は、 も重要性が高い輸送モードとなってい

るが、幹線道路は未舗装率が高く、舗装道路においても舗装構造の劣化が見られる。また、

鉄道貨物輸送は、モータリゼーションの進展による影響が大きく、多品種、小口、迅速化

という現代の貨物輸送需要と 100～150 年前に整備された鉄道ネットワークやシステムが

合わなくなってきていること、また鉄道施設の老朽化が進んでいることから年々輸送量が

低下している路線が多い。さらに、サブサハラアフリカでは地形的な制約から大規模港湾

施設が少ないため限られた港湾に需要が集中し、港湾の貨物取扱容量不足と運営効率の低

さが非常に大きな課題となっている。 
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出典: 1) JICA、クロスボーダー交通インフラ対応可能性研究フェーズ３（プロジェクト

研究） ファイナルレポート、2009, 2) NEDO、モザンビークにおける石炭資源の開発状況

と輸送インフラの整備状況及び我が国への輪出ポテンシャルの調査、2012. 

図4.5.1 アフリカの物流インフラの整備状況 

 

(2)道路整備状況 

世界銀行の Africa Development Indicator 2011 によれば、モザンビークの道路延長は

30,331km、道路密度は 4.0km/100km2 である。このうち舗装道路はわずか 20.8%であり、幹

線道路においても未舗装の道路が多い。過去に舗装された区間においても維持補修予算の

慢性的な不足、過積載トラックの走行、維持補修の請負業者の能力不足などを起因とする

舗装の劣化が進んでおり、輸送コスト上昇の主な原因となっているとされる。このため

JICA、AfDB、EU 等各ドナーは、道路整備支援を進めている。 

モザンビークの主要港である Nacala 港における取扱い貨物の内、陸上輸送手段の割合は、

約 80%がトラック、残り約 20%が鉄道、また Beira 港では約 90%がトラック、約 10%が鉄

道とされており、道路セクターが貨物輸送の大きな役割を果たしている。 

  

：モザンビーク 
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表4.5.1 モザンビーク、マラウイの道路整備、車両保有台数および燃料費の状況 

 

 

 

 

 

 

出典：世界銀行、Africa Development Indicators, 2011 

 

 
出典：JICA、クロスボーダー交通インフラ対応可能性研究フェーズ３ 

（プロジェクト研究） ファイナルレポート、2009 

図4.5.2 幹線道路の舗装状況と各ドナーの支援状況 

 

モザンビークの道路行政の実務は、道路公社（Administracao Nacional de Estradas：ANE）

が担当し、その ANE には、道路台帳、路面状況、主要箇所断面交通量のデータが揃って

いる。現在、それらを道路インベントリーとして GIS のシステムに統一する作業が行われ

ており、2012 年 10 月に完成予定となっている。その ANE の道路に関する情報をみると、

モザンビークの道路延長は約 3 万 3,000km で、分類道路と非分類道路に分かれる。分類道

路は更に、国道と地方道に区分されている。このうち国道は 1 級国道と 2 級国道、地方道

は 3 級国道と近隣道路で構成される。 

Nacala 経済回廊地域の道路延長は、表 4.5.2 に示すように、構成する 5 州で合計 2 万

1,327km である。このうち、1 級国道は 3,718km で、うち 2,420km が舗装されている。2 級

国道以下の道路では舗装率が下がり、結果として全道路のうち舗装道路は約 11％にとどま

る。5 州のうちでは、Tete 州の道路で舗装率が比較的高くなっている。これは、モザンビ

ークとジンバブエ、ザンビア、マラウイなどを結ぶ国際幹線道路である国道 7 号線、8 号

項目 モザンビーク マラウイ 

道路延長 (km) 30,331 15,451 

道路密度 (km/100km2) 4.0 13.0 

道路舗装率 (%) 20.8 45.0 

商用車保有台数 (台/1,000 人) 13.0 9.0 

燃料費 ディーゼル (米ドル) 0.86 1.54 

燃料費 ガソリン (米ドル) 1.11 1.71 
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線が Tete 州内を通過することによる。 

 

表4.5.2 Nacalaルートの区分別道路延長（州別） 

 

 

 

図4.5.3 Nacala ルートの主要道路網 

 

Nacala ルートの主要道路網は、Nacala 地域の主要道路のネットワークである。Tete 州と

それ以外の地域は、マラウイに分断されていて、地理的な連続性はない。そのため、Tete

州とそれ以外の州では、モザンビーク一国のネットワークとしては不連続な道路システム

となっている。ただし、マラウイを含めたネットワークで考えれば、Tete 州とその他の地

域の道路ネットワークは整っている。事実、その道路ネットワークを利用し、Tete 州とそ

(道路延長) (km)

舗装
道路

未舗装
道路

合計
舗装
道路

未舗装
道路

合計
舗装
道路

未舗装
道路

合計
舗装
道路

未舗装
道路

合計
舗装
道路

未舗装
道路

合計
舗装
道路

未舗装
道路

合計

１級国道 492 495 987 376 367 743 282 135 417 730 301 1,031 540 540 2,420 1,298 3,718
２級国道 166 166 106 240 346 240 125 365 720 720 287 942 1,229 633 2,193 2,826
３級国道 1,925 1,925 107 1,836 1,943 91 1,637 1,728 16 1,727 1,743 788 788 214 7,913 8,127
近隣道路 935 935 483 966 1,449 417 417 15 981 996 413 413 498 3,712 4,210
非分類道路 503 503 42 499 541 21 717 738 664 664 0 63 2,383 2,446
合計 492 4,024 4,516 1,114 3,908 5,022 634 3,031 3,665 761 4,393 5,154 827 2,143 2,970 3,828 17,499 21,327

(道路カテゴリー別の舗装率、非舗装率)

舗装
道路

未舗装
道路

合計
舗装
道路

未舗装
道路

合計
舗装
道路

未舗装
道路

合計
舗装
道路

未舗装
道路

合計
舗装
道路

未舗装
道路

合計
舗装
道路

未舗装
道路

合計

１級国道 50% 50% 100% 51% 49% 100% 68% 32% 100% 71% 29% 100% 100% 100% 65% 35% 100%
２級国道 100% 100% 31% 69% 100% 66% 34% 100% 100% 100% 77% 77% 22% 78% 100%
３級国道 100% 100% 6% 94% 100% 5% 95% 100% 1% 99% 100% 100% 100% 3% 97% 100%
近隣道路 100% 100% 33% 67% 100% 100% 100% 2% 98% 100% 100% 100% 12% 88% 100%
非分類道路 100% 100% 8% 92% 100% 3% 97% 100% 100% 100% 3% 97% 100%
合計 11% 89% 100% 22% 78% 100% 17% 83% 100% 15% 85% 100% 28% 72% 100% 18% 82% 100%

ナンプラ ニアサ カーボデルガド ザンベジア テテ 合計

ナンプラ ニアサ カーボデルガド ザンベジア テテ 合計
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の他の Nacala 地域、特に Niassa 州は、社会経済的なつながりがあるようである。例えば、

Niassa 州の幹線ネットワークは、土道が多いため雨期には通行が阻害されるケースがある

ものの、マラウイ、Tete 州を経て幹線道路につながる一種の迂回ルートが成立していたり、

燃料やコカコーラなどの物流が、Beira から Tete 州、マラウイ経由で Niassa 州に運ばれた

り、Tete 州ではタバコ栽培が盛んでタバコ工場があり、この Tete 州のタバコ工場が支給す

る種と肥料・農薬を基にして、Niassa 州の小農たちもタバコ栽培を始めている。収穫され

たタバコの葉は、トラックでマラウイを経て、Tete 州に運ばれているなどの状況が報告さ

れている。 

Tete 州の幹線道路は国道 7 号線である。国道 7 号線は、Tete から東北方向に伸び、Moatize

を経由してマラウイに至る。また、南西方向に伸び、Luenha でジンバブエに至る国道 8 号

線と分岐する。国道 7 号は、Luenha から南方向に伸び、国道 6 号線に至る。この国道 6

号線は、ジンバブエと Beira を結ぶ幹線道路で、Inchope で国道 1 号線と交差する。2 次的

な幹線道路としては、Tete から北上してザンビアに至る国道 9 号線やカハラバッサダムに

向う国道 39 号線がある。 

一方、Nacala 経済回廊地域（Nampula 州、Niassa 州、Cabo Delgado 州、Zambezia 州）の

幹線道路は、国道 1 号線と国道 13 号線である。国道 1 号線は、Zambezia 州の Caia からキ

リマネの北を北東に進み Nampula に至る。Nampula からは東に延び、Nacala の手前ナ

Namialo から北上し、Metore を経由して Pemba に至る。前述の Namialo から国道 12 号線

が東に伸び Nacala に至る。また、Nampula からは西へ延びる国道 13 号線は、Cuamba、

Mandimba を経由し、Lichinga に至る。この国道 13 号線沿いには Nacala 鉄道が走り、これ

らが Nacala 経済回廊を形成している。Nacala 経済回廊の北には、Lichinga と Montepuez を

結ぶ国道 14 号線があり、これが前述の Metore で国道 1 号線につながり、「Pemba 回廊」

と呼ばれる東西方向の回廊を形成している。 

 

(3)鉄道整備状況 

モザンビークの鉄道は、他のサブサハラアフリカ諸国と同様に、内陸部で産出する鉱物

資源などの搬出と輸入物資の輸送を主な目的として 1887 年に創業したが、1975 年の独立

後に勃発した内戦（1977～1992 年）により大きな被害を受けた。このため内戦終了後、1993

年に Nacala～Cuambe 間 538km の軌道改良（カナダ、フランス、ポルトガル）、Beira 回廊

の軌道改良（イギリス）、1999 年に Sena 線の改良（世界銀行）、等の支援が実施された。 

一方、内陸国であるマラウイは、鉱物資源や生活物資などの輸送路を確保するため隣国

のモザンビーク及びザンビアとつながるように鉄道が整備されている。1980 年代から 90

年代にかけて鉄道貨物輸送量は大幅な減少傾向に陥ったため、1995 年に大規模な鉄道改革

（IBRD）、Nkaya～Nayuchi 線 44km の近代化（IBRD、USAID）等が実施された。JICA が、

マラウイにおいて『セナ回廊開発計画調査プロジェクト』（2010.10-2012.1）を実施した。 
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表4.5.3 モザンビーク、マラウイの鉄道整備の概要 

項目 モザンビーク マラウイ

創業年 1887年 1908年

営業キロ 3116km 797km

軌間 1067mm 1067mm

大軸重 20t 15t（旧軌道）、18t（新軌道）

電化キロ 非電化 非電化

複線化キロ 単線 単線  

出典: 1) NEDO、モザンビークにおける石炭資源の開発状況と輸送インフラの整備状況及

び我が国への輪出ポテンシャルの調査、2012、2) 世界銀行、Africa Development Indicators, 

2011、3) 社団法人 海外鉄道技術協会 

 

 

出典：NEDO、モザンビークにおける石炭資源の開発状況と輸送インフラの整備状況及

び我が国への輪出ポテンシャルの調査、2012 

図4.5.4 マラウイ、モザンビークの鉄道路線図 

 

(4)港湾整備状況 

モザンビークには、Maputo、Beira、Nacala の 3 つ主要港湾がある。アジア－アフリカ間

等の長距離航路で利用できるバルク貨物用のパナマックス船(積載重量 60,000～80,000 ト

ン)に必要とされる必要岸壁水深 14ｍ以上を確保できる港湾は、Nacala 港のみである。 

モザンビークの港湾施設は、近年の急激なコンテナ化と経済成長により、貨物取扱能力

の拡大や大型コンテナ船に対応する施設整備が求められている。JICA は、Beira 港に対し

て『Beira 港浚渫船増強計画基本設計調査』(2004 年)、『Beira 港航路維持改良計画調査』（1998

年）、また Nacala 港に対しては『Nacala 経済特別区にかかる開発計画策定支援調査』(2008
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年)、『Nacala 港開発事業準備調査』（2009 年）『Nacala 港緊急改修計画準備調査』(2012 年)

等の支援を実施している。 

 

表4.5.4 モザンビーク主要港の比較 

項目 マプト港 Beira港 Nacala港

コンテナ取扱量(TEU) 62,516 (2004) 46,775 (2004) 26,709 (2001)

貨物取扱量(1,000 ton) 4,002 (2004) 1,367 (2004) 743 (2001)

バース数 14 12 5

コンテナバース数 4 3 2

コンテナ船 大水深(m) 10 12 15
 

出典: JICA、クロスボーダー交通インフラ対応可能性研究フェーズ３（プロジェクト研

究） ファイナルレポート、2009 

 

 

出典: JICA、クロスボーダー交通インフラ対応可能性研究フェーズ３（プロジェクト研

究） ファイナルレポート、2009 

図4.5.5 サブサハラアフリカにおける港湾のコンテナ取扱量 

  

ナカラ港 

ベイラ港 

マプト港 
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(5)石炭輸送インフラ 

現在、Tete州の Moatizeでは国内消費用に小規模な石炭生産が行われているのみであり、

ここでは小口需要家への石炭輸送手段としてトラック輸送が利用されている。しかしなが

ら、産炭地である Tete 州の道路の舗装率は 32.2%、橋梁の未整備率は 49%と高く、また

Nampula 州では Nampula から西の道路は雨季には通行が阻害されるケースがある。 

 

表4.5.5 Tete州の道路整備状況 

 

出典: JICA、モザンビーク国 ザンベジア州・Tete 州 橋梁整備計画 基本設計調査報

告書、2006 

 

表4.5.6 Tete州の橋梁整備状況 

 

出典: JICA、モザンビーク国 ザンベジア州・Tete 州 橋梁整備計画 基本設計調査報

告書、2006 

 

現在 Moatize 進められている大規模な炭鉱開発では、海外輸出が計画されていることか

ら、港までの石炭輸送インフラとして大量輸送を基本とする鉄道、および Zambeze 川を利

用するバージ輸送が検討されているが、モザンビーク政府はこれを認めず、川の浚渫が必

要とされている。 

生産地と積出港間を直行列車で結ぶユニット・トレイン方式による貨物鉄道輸送は、大

量輸送により輸送コストを抑えることが可能であり、また交通事故や盗難のリスク、渋滞

による時間損出等のリスクを回避することができる。なお、Moatize-Beira 港間の鉄道輸送

コストは、トラック輸送の約 1/3 のコストで運搬が可能になると期待されている。 

 

4 . 5 . 2  輸送ルート別現状と整備計画 

調査段階では鉄道、トラックおよびバージを利用する輸送方法が検討され、輸送ルート

として構想段階のものを含め 7 ルートが議論されている（図 4.5.6）。主なルートは、鉄道

を利用する Sena、Nacala ルートのほか、新規で鉄道と港を整備する Quelimane ルート、Sena

線を利用せずに Beira 港まで運搬する Tete- Vanduzi - Matipanda ルート（Tete - Vanduzi 間は

延長  (km) % 延長  (km) % 延長  (km) %
舗装道 5,269 18.5% 536 12.0% 881 32.2%
砂利舗装道 7,561 26.6% 914 20.4% 215 7.8%
土道 15,633 54.9% 3,034 67.7% 1,643 60.0%
合計 28,463 100.0% 4,484 100.0% 2,739 100.0%

全国 ザンベジア州 テテ州

橋梁数 整備済・整備中 未整備 未整備率
全国 1,318 884 434 33%

ザンベジア州 157 123 34 22%
テテ州 212 108 104 49%
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トラック輸送）、マラウイを通過せずに Nacala 港まで運搬するための Mutarara – Mutuari ル

ートなどがある。また、Zambeze 川を利用するバージ輸送ルートも Rio Tinto により検討さ

れている。 

 
出典：鉱山エンジニアリング 

図4.5.6 検討されている輸送ルート 
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4 . 5 . 3  鉄道 

(1)Nacala ルート 

(a)現状 

Nacala港からMoatizeに至るNacalaルートの鉄道は、現在Nacala港からマラウイのNkaya

までつながっており、モザンビーク内は港湾鉄道公社 CFM（Portos eCaminhos de Ferro de 

Mozambique）が委託した北部回廊開発（CDN：（Cornelder de Mozambique））、マラウイ国

内は中央東アフリカ鉄道（CFAR）とそれぞれコンセッション契約により運営・維持管理

権を取得した民間組織により運営されている。モザンビークとマラウイ両国の鉄道は、単

線、非電化で狭軌(1067mm)を採用しているため、列車の相互乗り入れに関して軌道構造上

の問題はない。現在、Nacala 港から Nampula まで、2 列車程度が往復（計 4 本）しており、

約 25 万～30 万トン/年の貨物が鉄道で取り扱われている。また、Nacala 鉄道は、6 本の往

復が運行可能とされている。 

同国では総延長の約 40%は 25km/h 以下に速度制限された区間とされている。 

モザンビークの鉄道は、Nacala からエンター・ラゴズ(Entere Lagos)まで総延長 611km、

全 33 駅、駅間平均距離は 20.4km が整備され、マラウイの鉄道は、Nayuchi から Nkaya ま

で総延長 101km、全 10 駅、駅間平均距離 11.2km が整備されている。 

 

 

出典: NEDO、平成 21 年度海外炭開発高度化調査 南東部アフリカ諸国における石炭資

源の開発状況と石炭輸送ポテンシャルの調査 報告書、2010 

図4.5.7 ナカラルートの鉄道路線 

 

(b)整備計画 

産炭地である Tete州の Moatize と Nacala港を結ぶ Nacalaルートの鉄道プロジェクトは、

天然の良港である Nacala 港へ石炭を輸送する鉄道ルートとしてモザンビーク北部の既存
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鉄道を活用し、一部マラウイを経由する輸送ルートを整備しようというものであり、

Moatize で炭鉱開発を進めている Vale 社により総延長約 950km の鉄道整備計画が進められ

ている。 

 

出典: 1) Riversdale(Rio Tinto) and Vale、ICCC Forum、2010、2 ) NEDO、モザンビークにお

ける石炭資源の開発状況と輸送インフラの整備状況及び我が国への輪出ポテンシャルの調

査、2012 

図4.5.8 Nacala ルート 鉄道整備計画 

 

Nacala ルート鉄道整備は、延長約 218km の新設区間と延長約 732km の既存線のアップ

グレード区間で構成されている。この鉄道整備プロジェクトは、2012 年に建設が開始され、

2014 年内に完成する予定とされており、完成すれば Moatize の各炭鉱で生産した原料炭を

Nacala 港から直接ケープサイズの大型船に積込み、出荷することが可能となる。 

モザンビーク国、マラウイ国およびザンビア国の 3 カ国間で、道路、鉄道等を含む包括

的な Nacala 回廊の開発に関する覚書が締結されているとされている。また、Nacala 鉄道整

備プロジェクトに関する覚書については、マラウイ国と Vale 社との間で 2011 年 4 月にモ

ザンビーク政府立ち会いのもとで締結されている。 

一方、既存線のアップグレードに関しては、モザンビーク港湾・鉄道公社（CFM）は

Nacala ルート鉄道のアップグレードを予定している。 
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(2)Sena ルート 

(a)現状 

Moatize と Beira 港を結ぶ総延長 575km の Sena ルートの Sena 鉄道は 2011 年に開通し、

現時点で港に通じる大量輸送が可能な唯一の石炭輸送路となっている。 

1975 年の独立後に勃発した内戦（1977～1992 年）により大きな被害を受けた Sena 鉄道

を復旧するため、モザンビーク政府は世界銀行に対して支援を要請した。これに伴い、モ

ザンビーク港湾・鉄道公社（CFM）は、Railway Concession 協定に基づき Sena 線の修復及

び同線の運営を行う国際入札プロセスを企画した。国際入札の結果、ライツ（RITES）社

とコントラクタ、イルコン（IRCON）社の 2 社によるコンソーシアム、ライコン(RICON)

が受注した。これにより、Sena 線の復旧と、Sena 線及び Machipanda 線（Beira からジンバ

ブエへ伸びる鉄道線の 25 年間のマネジメント契約が締結された。 

Beira 鉄道会社（CCFB）による復旧工事は、2009 年 9 月までの完成が予定されていたが

2011 年に開通した。2011 年 9 月には、Vale 社が石炭 35,000 トンを本線で Beira 港まで輸送

し、ドバイへ向けて出荷している。Moatize から Sena線とマチパンダ線が分岐する駅（Dondo）

まで総延長約 550km、全 30 の駅、駅間平均距離約 19km が配置されている（表 4.5.7）。Sena

鉄道の線路容量は Nacala 鉄道と同様に 6 列車の往復（計 12 本）で、300～600 万トン/年の

石炭輸送が可能とされている。 

 

表4.5.7 セナ鉄道 駅名と駅間距離 

 

Station Km Station Km
Dondo Dona Ana
Savane 26.2 Mutarara 4.7
Semacueza 22.3 Chavundira 15.6
Derunde 21.2 Sinjal 28.2
Muanza 21.1 Zemira 18.2
Condue 22.1 Mapangali 11.4
Hazamba 25.2 Doa 22.0
Inhaminga 19.4 Chueza 21.9
Bencanta 9.6 Mecito 26.1
Inhamitanga 16.7 Necungas 25.4
Lavos 15.3 Cambulatsisse 22.5
Nangue 24.2 Cateme 26.6
Caia 10.1 Moatize 31.5
Murraca 17.4
Magagade 16.1
Inharuca 14.8
Sena 4.7  

出典：CCFB 
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出典：NEDO、モザンビークにおける石炭資源の開発状況と輸送インフラの整備状況及

び我が国への輪出ポテンシャルの調査、2012 

図4.5.9 Sena 線路線図 

 

(3)その他石炭輸送ルート計画 

モザンビーク港湾・鉄道公社（CFM）は、今後 Moatize での石炭輸送需要の増加に応じ

てアップグレードを予定している。 

 

Sena 線 

Sena 付近 
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出典: 1) Riversdale(Rio Tinto) and Vale、ICCC Forum、2010、2) NEDO、モザンビークにお

ける石炭資源の開発状況と輸送インフラの整備状況及び我が国への輪出ポテンシャルの調

査、2012 

図4.5.10 Sena ルート 鉄道路線位置図 

 

上記に示した Nacala ルートおよび Sena ルートの他、以下の輸送ルート案が提案されて

いる。 

(a)Quelimane 

石炭開発協会や Rio Tinto、Ncondezi などの企業が中心となり検討をおこなっているルー

トである。2012 年 1 月には Ncoandezi 社より本ルートの検討に関する報道発表がされた。 

(b)ムタララ(Mutarara) - ムチュアリ(Mutuari)ルート 

セナ線のムタララから Nacala 線のムチュアリを結ぶ鉄道整備計画は、ゲブザ大統領が

2011 年 8 月に中国を訪問し、中国からの融資が合意されている。 

このムタララとムチュアリを結ぶ鉄道は、セナ線と Nacala 線を結ぶ鉄道となり、Moatize

からマラウイを通過せずに Nacala 港への石炭輸送が可能となる。 

(c)Tete - バンドゥジ(Vanduzi)ルート 

Tete からバンドゥジまでの 400km をトラックで石炭を運び、マチパンダ（Machipanda）

線の鉄道に乗せ換え Beira 港までの 220km を運ぶ案は、インドの石炭開発企業から提案さ

れている。 

 

Distance:
575km 
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出典：鉱山エンジニアリング 

図4.5.11 検討されている運搬ルート 

 

4 . 5 . 4  港湾 

(1)Nacala 港(Nacala) 

(a)現状 

Nacala 港は、自然水深が深く、波の影響を受けにくいところに位置しており、かつ水深

を保つ為に定期的な浚渫を必要とする河口港ではないため、船舶の運航や大きさに制限は

ない。しかしながら、桟橋部のコンクリート杭およびデッキ床版下部でコンクリートが剥

がれ鉄筋が露出している箇所があるなど老朽化が進行しており、また適切な荷役機器の不

足しており、一般貨物線の係留は平均 5 日から 7 日程度でありトラック待ちがみられるな

ど、システマティックな動きがみられず港内の混雑していることなどが指摘されている。

なお、現在 Nacala 港では、石炭ターミナルは整備されておらず石炭は取り扱われていない。 
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出典: JICA、モザンビーク・Nacala 経済特別区にかかる開発計画策定支援調査、2008 

図4.5.12 ナカラ港全景 

 

表4.5.8 Nacala港設備 

項目 一般貨物ターミナル コンテナターミナル 石油ターミナル

年間処理能力 2,400,000トン 45,000TEU -

全長 610m - -

大ドラフト 9.5m 14m 9.7m

倉庫：8棟(21,000m2) 保管可能量：3,750コンテナ

保管可能量： 50,000トン クレーン(22トン)：1基

ヤード：8,000m2 リーチスタッカー(42トン　)：3基

フォークリフト（4トン）：1台 フォークリフト(42トン)：2台

フォークリフト（2.5トン）：3台 フォークリフト(16トン)：3台

ショアクレーン（5トン）：4台

ショアクレーン（20トン）：1台

設備

出典：1) NEDO、平成 21 年度海外炭開発高度化調査 南東部アフリカ諸国における石炭資

源の開発状況と石炭輸送ポテンシャルの調査 報告書、2010、2) NEDO、モザンビークに

おける石炭資源の開発状況と輸送インフラの整備状況及び我が国への輪出ポテンシャルの

調査、2012 

 

Nacala 港における 2010 年のコンテナ取扱量は約 71,000TEU と 2009 年の約 1.3 倍、また

2010 年一般貨物取扱量は約 1.16million ton と 2005 年の 1.5 倍に増加しており、2030 年に
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は一般貨物取扱量が約 1,000 万トン、コンテナ取扱量は 583 千 TEU と予想されている。 

 

(b)整備計画 

Nacala 港では、1971 年および 2002 年に策定されたマスタープランに基づく改修が計画

され、その後 JICA により前述した支援策が実施されており、既存 Nacala 港の対岸に鉱物

資源用のターミナル（Mineral Terminals）の整備が計画されている。 

Vale 社は、約 1.0billion 米ドルを出資し鉱物資源用のターミナル（Mineral Terminals）に

石炭ターミナルを建設することを計画している。建設予定地の水深は約 27m とされており、

パナマックスサイズの大型船舶へ直接石炭を積み込むことが可能となる。 

 

 

出典: 1) JICA、モザンビーク共和国 Nacala 港開発事業準備調査（その１）、2009 年、

2) NEDO、モザンビークにおける石炭資源の開発状況と輸送インフラの整備状況及び我が

国への輪出ポテンシャルの調査、2012 

図4.5.13 ナカラ港 マスタープラン 
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出典：Riversdale(Rio Tinto) and Vale、ICCC Forum、2010 

図4.5.14 Nacala 港 石炭ターミナル整備計画 

 

また、JICA では 2010 年 6 月から 2011 年 5 月に「ナカラ港開発事業準備調査」（以下「準

備調査」と記載する。）が実施された。準備調査では短期整備計画を策定され、かつ緊急に

改修すべき施設について 2 つのパッケージに分け、その中で第一段階として改修すべき施

設を緊急改修計画パート 1 として整備するものとして提示された。 

それまでモザンビーク政府は、上記パート 1 で実施する緊急改修計画の中で特に緊急性

の高い施設については、全体の緊急改修計画の第 1 フェーズとして緊急に実施する方針を

確認し、その実施について我が国へ無償資金協力を要請した。その後、JICA により 2011

年 10 月から 11 月まで、「ナカラ港運営改善計画基礎情報収集・確認調査」が実施され、そ

の調査過程で当該計画の必要性をも併せて確認された。さらに、準備調査報告書では想定

していなかったものの、鉱山開発会社 Vale 社による南埠頭の優先使用、準備調査報告書の

需要予測を上回るコンテナの増加率が顕在化し、現有港湾施設能力不足の状況を早急に改

善する必要性に迫られている状況が確認された。 

Nacala 港の岸壁施設の内、南埠頭は主岸壁として大型船によるコンテナ及びドライバル

ク貨物を取扱い、北埠頭は比較的小型貨物船によるドライバルク及び液体バルク貨物を取

扱っている。主岸壁である南埠頭岸壁は構造上「脆弱」な状態にあるにもかかわらず、そ

の利用率が も高いことから、修理や改築を行うためにはその代替施設が必要であること

が確認された。 
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(2)Beira 港 

(a)現状 

Beira 港は、モザンビークの主要貿易港の一つであるばかりでなく、ジンバブエ、マラウ

イ、ザンビア等の周辺内陸国の貿易窓口港としても重要な役割を果たしている。Beira 港の

運営・維持管理は、1998 年のコンセッション契約に基づき、ロッテルダムを本拠地とする

Cornelder Holdings とモザンビーク港湾・鉄道公社（CFM）との JV である CDM（Cornelder 

de Mozambique）社により行われている。 

河口に位置する Beira 港は、プンゲ(Pungoe)川およびブジ(Buzi)川から流入する土砂が常

に堆積し、入出港船舶の潮待ち時間の増加、座礁等の事故の多発という深刻な問題が発生

している。このことから、Beira 港では、4 万 DWT 級船舶しか接岸できず、パナマックス

船以上の大型船で出荷するには沖積みしなければならない。 

 

 
出典:CFM 

図4.5.15 Beira 港全景 
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表4.5.9 Beira港設備 

項目 一般貨物ターミナル コンテナターミナル 石油ターミナル

年間処理能力 2,300,000トン 100,000TEU 2,500,000トン

全長 - - -
大ドラフト - - -

 設備

ガントリークレーン(50t)：2基
ガントリークレーン(50t)：1基
リーチスタッカー(45t)：1基
フォークリフト(16-45t)：1基
ターミナルトラクター(60t)：1基
入線貨車牽引車：1台

移動式クレーン(34-45t)：1基  

出典：1) NEDO、平成 21 年度海外炭開発高度化調査 南東部アフリカ諸国における石炭

資源の開発状況と石炭輸送ポテンシャルの調査 報告書、2010、2) NEDO、モザンビーク

における石炭資源の開発状況と輸送インフラの整備状況及び我が国への輪出ポテンシャル

の調査、2012 

 

Beira 港における 2010 年のコンテナ取扱量は 105,700 TEU であり、10 年前の約 3 倍、一

般貨物取扱量は 1.29million ton と 10 年前の約 2 倍の増加している。 

 

(b)整備計画 

Vale 社および Riversdale(Rio Tinto)社が相次いでの輸出向け原料炭生産を本格的に開始す

ることを計画しているものの、Beira 港には現時点で石炭ターミナルが整備されていないこ

とから、第 8 埠頭（Quay No.8）を石炭ターミナルとする改修工事が Vale 社と Riversdale(Rio 

Tinto)社の出資により行われている。両社の出資比率は、Vale 社 62%、Riversdale(Rio Tinto)

社 38%である。この第 8 埠頭石炭ターミナル（ストックパイル 330,000ton）により 500～

600 万トン/年の取り扱いが可能となる。また、Vale 社および Riversdale(Rio Tinto)社は、既

に Beira 港内に自社の石炭輸送に使用する機関車および貨車を配置し、車両整備工場を建

設している。 

さらに第 6、７埠頭を石炭ターミナルに改修することや、既存港の北側に新石炭ターミ

ナルを建設することで石炭輸出能力を 600 万トン/年から 1,500～2,000 万トン/年に拡大し

ようと計画されている。同港の拡張と並行して、セナ鉄道の石炭輸送能力も大幅に増強さ

れることが計画されている。現状では Nacala 港から石炭を輸出できないだけに、Vale 社や

Riversdale(Rio Tinto)社が原料炭輸出を拡大するには Beira 港の拡張が必要不可欠となって

いる。 
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（1） 小型船へ積込み    (2) 沖合へ移動       (3) 大型船へ積込み、輸出 

出典：1) Riversdale and Vale、ICCC Forum、2010、 2) NEDO、モザンビークにおける石

炭資源の開発状況と輸送インフラの整備状況及び我が国への輪出ポテンシャルの調査、

2012 

図4.5.16 Beira 港での石炭積み替え 

 

Riversdale(Rio Tinto)社は、自社で採掘した石炭を輸送するモードの一つとして、Zambeze

川を利用した延長 525km のバージ輸送を検討したが、前述のように Zambeze 川は水深が浅

いところがあり、浚渫の問題もあることから実現は難しいものと思われる。 

一方、Vale 社はバージ輸送の可能性について検討を実施したものの、フィージブルでは

ないと判断し、輸送モードとしてバージ輸送は考えていないとしている。 

 

 

出典：Riversdale and Vale、ICCC Forum、2010 

図4.5.17 Zambeze 川積出計画 

 

4 . 5 . 5  石炭生産計画と輸送インフラ 

(1)石炭輸送インフラと輸送量の現状 

Nacala ルート、Sena ルート、Zambeze ルートの 3 つの輸送ルートにおける石炭輸送イン

フラの整備状況と輸送量の現状を、以下図 4.5.18 に示す。 

Nacala ルートは、Moatize からマラウイまでの鉄道が敷設されておらず、積出港の Nacala

港には石炭ターミナルは整備されていない。Zambeze 川についても、石炭積込施設、積出

施設等の輸送インフラは整備されていない。セナルートは、セナ鉄道が 2011 年にリハビリ
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を完了しており輸送可能な状況であるが、Beira 港の石炭ターミナルは 2012 年 2 月に臨時

石炭ターミナル建設が完成し，完成後初となる 35,000 トンの石炭の荷積みが行われた。 

 

 
図4.5.18 石炭輸送インフラと輸送容量の現状 

出典：NEDO、モザンビークにおける石炭資源の開発状況と輸送インフラの整備状況及

び我が国への輪出ポテンシャルの調査、2012 

 

実際の石炭出荷が開始された Beira 港では、港内に Vale 社と Riversdale(Rio Tinto)社が鉄

道車両の整備工場を既に建設し、自社の機関車および貨車を配置しており、両社の出資に

よる第 8 埠頭石炭ターミナル整備が進められ、また Beira 港の沖合では既に Vale 社が手配

した大型船舶が待機しているなど、大量輸送へ向けた準備が進められている。 

また、レブボー（Revuboe）社は石炭積込施設、および既存 Moatize 駅まで約 7km の連

絡線建設の準備を進めている。 

 

(2)石炭輸送力の増強 

将来的に 5,000 万トン/年に達するとされる Moatize での石炭産出に対し、輸送インフラ

の整備計画は Nacala ルートが 2,000 万トン/年、Sena ルートが 2,000 万トン/年、Zambeze

ルートが 1,000 万トン/年とされている。 

鉄道輸送及びバージ輸送における輸送計画の一例として、NEDO、モザンビークにおけ

る石炭資源の開発状況と輸送インフラの整備状況及び我が国への輪出ポテンシャルの調査、

2012 では以下のような試算を行っている。 

 

a. 鉄道輸送（Nacala ルート、セナルート） 

60 トン/両 × 40 両 = 2,400 トン/列車 

2,400 トン/列車 × 24 列車/日 × 365 日/年 = 21,024,000 トン/年 ≒ 2,000 万トン/年 

b. バージ輸送（ザンベジルート） 

300 トン/バージ × 8 隻 = 2,400 トン/組 

2,400 トン/組 × 12 組/日 × 365 日/年 = 10,512,000 トン/年 ≒ 1,000 万トン/年 
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この試算によると、鉄道施設は 60 トンの石炭を積載した貨車 40 両で編成した列車が 1

時間に 1 本（線路容量＝48 本）、バージ施設は 300 トンを積載したバージ 8 隻で編成され

た 1 組が 2 時間に 1 回、輸送可能となる施設をそれぞれ整備する必要がある。現状のセナ

鉄道では、500～600 万トン/年（線路容量=12～14 本）が輸送可能とされていることから、

石炭の輸送需要に合わせて線路容量を増やす必要があると考えられる。 

 

 
出典：NEDO、モザンビークにおける石炭資源の開発状況と輸送インフラの整備状況及

び我が国への輪出ポテンシャルの調査、2012 

図4.5.19 輸送インフラと容量 

 

4 . 5 . 6  輸送インフラに係わる課題 

(1)オープンアクセス 

Vale 社は、Nacala ルートの Nacala 鉄道、および Nacala 港の石炭ターミナルを自社で費

用を負担して整備しようと計画を進めている。整備計画は、既存線をアップグレードし、

新線を既存線に接続する計画とされているため、現在既存線を利用している一般貨物輸送

ユーザー、旅客、また今後新規に石炭等の資源輸送を検討している他の鉱業生産者等が、

Vale 社による占有的な鉄道利用に懸念を示すことも考えられる。 

鉄道の公益性を確保し、円滑な石炭輸送を実現するためには、他の鉄道ユーザーからの

オープンアクセスを確保し、事業計画や利用条件に関する情報提供を行うなど透明性の高

い事業の推進が求められる。 

 

(2)ボトルネックの解消 

セナ線を運営・維持管理している Beira 鉄道企業（CCFB）は、アップグレード作業は完

了し列車は運行を開始したとしている一方で、モザンビーク港湾・鉄道公社(CFM)ではア

ップグレード作業はまだ完了していないとしている。また、Nacala ルートでは年間 48 件

の脱線事故が発生している区間もあることから、大量輸送へ向けた鉄道施設のボトルネッ

クを明らかにし、解消を図る必要がある。 

また、Nacala ルートの Nacala 鉄道およびセナルートのセナ鉄道では、石炭輸送、一般貨
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物および旅客輸送が同じ路線を用いて運行されることとなる。Vale 社および Riversdale(Rio 

Tinto)社は、 新の機関車および貨車を独自に調達し石炭輸送することを計画している。一

方で、現在運行されている一般貨物および旅客用の既存車両は老朽化が進んでおり、慢性

的なスペアパーツ不足により約 50%の車両が使用不可の状態であり、また機関車は定格出

力の約 70%しか出せない状況となっている。このような新旧の列車が同じ路線で運行され

る状況となることから、既存車両の運行がボトルネックとなることも考えられる。 

大量かつ迅速な石炭輸送を確保するためには、軌道等インフラストラクチャーのアップ

グレードのみならず、車両についても維持管理体制を再構築しアップグレードを図り、既

存鉄道システムの有効活用を図った上で輸送需要に応じた輸送力増強を図る必要がある。 

(3)カントリーリスク 

Moatize と Nacala 港間を結 Nacala 鉄道は、隣国のマラウイを横断するように計画されて

いる。モザンビークにとっては、マラウイ通過をするルートは Nacala 港への 短ルートと

なることから、輸送コストを抑えることが可能となる。一方、資源に乏しい内陸国である

マラウイにとっては、海へのアクセスは非常に重要であり自国の輸出入に活用できるのみ

ならず、モザンビークからの通行料収入を期待することができ、またモザンビークにおけ

る石炭開発等による経済成長の外部波及効果も期待できるため、鉄道整備への期待は大き

いものと考えられる。 

モザンビークとマラウイの両国は、歴史的に政策において敵対する関係にあったことも

あり、現在も親密とは言い難い関係とされる。しかし、2011 年秋以降はモザンビーク政府

もマラウイ国内を通過する Nacala ルートの整備に関して理解を示すなど、実現へ向けた環

境が整いつつある。 

安定した石炭輸送を確保するため、鉄道整備および運営・維持管理に関して、モザンビ

ークとマラウイ間で覚書等を締結することにより、両国の協力関係を明らかにしておくこ

とが重要であると考えられる。 

 

4 . 5 . 7  電気 

テテ市、ザンビアから電力供給を受けているズンブ郡以外の 11 郡都における電力供給は、

カオラ・バッサ国家電力ネットワークにより保証されている。ムクンブラ（マゴエ）行政

区及びズンガ/クシャマノ（シャンガラ）地区については、ジンバブエからの電力を消費し

ており、ゾブエ町（モアティーゼ）はマラウイから永久的に電力供給を得ており、ドア及

びイニャンゴマ（ムタララ）行政区はジェネレーターによって電力を得ている。ムゼ（ズ

ンブ）行政区、マロエイラ（マラヴィア）及びムアラジ町（シフンデ）は、太陽光システ

ムのエネルギー供給を受けている。 

これまでに実施された調査結果によると、テテ州は全国で も水力発電の潜在性が高く、

大凡 46,000GW と予測されており、ムパンダ・ンクアダムが実現すれば、com um  potencial 

de 1.2GWh ボロマ（360 MW ）、ルパタ 1（630MW）、ルパタ 2（1,170 MW）及びカオラ・



 

472 
 

バッサの 1,960 MW 以外に、 1.2 GW のキャパシティが増加することとなる。 

また、ザンベジ川以外にも、その支流であるルイア川に合計 976 MW のダム建設の潜在

性がある 37 か所、レブボー川に合計 533 MW の潜在性を持つ場所が 24 か所と、合計 57

か所確認されている。 

 

4 . 6  石炭開発の現状及び開発計画 

4 . 6 . 1  モザンビークにおける炭鉱開発状況 

(1)モザンビークの鉱区設定状況 

モザンビークで設定されている鉱区種類別の状況は、の通りである。このうち石炭に関

係する鉱区は探査権が約 100 鉱区で、採掘権は Minas De Moatize(Beacon Hill), Vale Moatize 

(Vale), Benga(Rio Tinto)および Changara(Jindal)の僅かに 4 鉱区のみである。 

鉱区設定状況については、鉱山局の資料で確認することが可能であるが、鉱区図等の配

布や販売等は行っていない。NEDO、モザンビークにおける石炭資源の開発状況と輸送イ

ンフラの整備状況及び我が国への輪出ポテンシャルの調査、2012 の報告書において発表さ

れたモザンビークにおける鉱区設定状況をもとに主な鉱山について鉱区図が作成された。

（表 4.6.1）。調査で確認できた主な鉱山の位置をのみを示しているため、石炭盆内におい

て、鉱区の未設定区域が存在するように見えるが、実際は地元の企業等が保有する小規模

鉱区も含めると、石炭盆のほぼ全域ですでに鉱区が設定されている模様である。 

本章では表 4.6.1 に示す主な炭鉱について、開発状況、開発計画などを示す。 

 

表4.6.1 モザンビークの鉱区設定状況 

 

 

 

 

 

 

 

出典：鉱山エンジニアリング 

ライセンスの種類 設定数 

Reconnaissance License（予備的調査権） 1 

Exploration License（探査権） 251 

1Mining Concession（採掘権） 7 

Mining Certificate（採掘許可） 1 

Mining Pass（採掘承認） 1 
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出典：鉱山エンジニアリング 

図4.6.1 Tete 州における主要な鉱区位置図 
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表4.6.2 Tete州の主要鉱山概要 

Company Name Mine Status Share Country Measured / Indicated Inferred Total

Vale Moatize Mining Vale 100% Burazil 1870 416 2286

Mucanha Vuzi Exploration Burazil

RioTinto Benga Mining Rio 65%, Tata 35% Australia / India

Zambeze Exploration Rio 100% Australia 1072 2960 4032

Tete East Exploration Rio 100% Australia 2365 6680 9045

Beacon Hill Minas de Moatize Mining Beacon Hill 200% British

Jindal Changara Construction Jindal 100% India 898 754 1652

Nippon Steel
Posco
etc

Minas de Revuboe
FS
Mining Lease Application

Tqlbot　58.9%
Nippon Steel 33.3%
Posco 7.8 %

Australia
Japan
Korea

Ncondezi Ncondezi
FS
Mining Lease Application

Ncondezi 100% British 644 1164 1808

1315L Exploration Ncondezi 100% British

1314L Exploration Ncondezi 100% British

Mozambi Coal Tete West Exploration Mozambi Coal 70% Australia

Muturara Exploration Mozambi Coal 70% Australia

Songo Exploration Mozambi Coal 80% Australia

ENRC Estima
FS
Mining Lease Application

ENRC 100% Kazakhstan 672 362 1034

ETA Star Exploration ETA Ster 100% India 30 30

Coal India Ltd Exploration Coal India Ltd 100% India

Essar Exploration Essar 100% India 31.8 31.8
 

出典：NEDO、モザンビークにおける石炭資源の開発状況と輸送インフラの整備状況及び我が国への輪出ポテンシャルの調査、2012 
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(2)モザンビークの石炭開発史 

イギリスの探検家リビグストンにより、Tete 付近の炭層が 1866 年に出版した報告書で紹

介され、モザンビークの石炭が西洋に知られることとなった。ポルトガルの進出と共に政

府機関及び民間企業による調査が開始されたが、 初の本格的な調査は、1920～22 年に、

Societé Miniére et Géologique du Zambeze による Moatize 炭田西部の調査である。1922 年

Miniére du Zambeze（ベルギー資本）が設立され、1～2 万/年の生産を開始した。当時は、鉄

道がない為、40 トン積の船で Zambeze 川を輸送していた。船による石炭輸送は雨期である

12 月～3 月の 4 ヶ月に限られていたようである。さらに探査・開発事業は、Companhia 

Mozambicana de Minas に引き継がれた。第二次世界大戦後は、Companhia Carbonifera de 

Mozambique (CCM：ベルギーとポルトガルの半々資本）が設立され、1948 年に坑内掘りに

よる操業を開始した。1949 年には、Dona Ana から Moatize 間の鉄道(254km)が附設され、

Moatize から Beira まで鉄道輸送(579km)が可能となった。その後、政変・武装闘争・独裁が

始まる 1975 年までの同炭鉱の生産は表 4.6.3 の様になっている。CCR は、住友商事と日本

向け代理店契約を結び、1969 年 31 千㌧、1970 年 25 千㌧、以降平均 50 千㌧を日本に輸出

していた。 

 

表4.6.3 CCM炭鉱の生産実績 

年 出　炭（千ﾄﾝ） 年 出　炭（千ﾄﾝ）

1951 100 1970 360

1956 250 1971 330

1961 321 1972 350

1966 291 1973 410

1974 425
 

出典：鉱山エンジニアリング 

 

以前の生産の 1/10 以下の年間 40 千㌧を越えることはまれであった。この間の主な販売先

は、Tete 市のタバコ工場、砂糖工場であり、残りはマラウイ、ジンバブエのセメント工場、

コンゴの銅精錬所に輸出されていた。ブラジルの世界的資源メジャーVale がモザンビーク

の石炭資源開発に参入し、Sena 鉄道の復旧に乗り出した 2004 年がモザンビークの近代石炭

資源産業の開始年と言える。 

 

(3)Vale 社 Moatize プロジェクト（867C 鉱区） 

Vale 社は、1945 年ブラジルの国営鉱山会社 Companhi de Rio Doce(CVRD)として設立され、

石炭事業だけ見ると、モザンビークの他、豪州、中国、コロンビアで大型プロジェクトを

進めている。モザンビークの生産は、現在、Vale 社全体の 10%を占めるだけであるが、

2012-2013 年には、Vale の石炭プロジクトとしては 大となる模様である。Vale 社の Moatize
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石炭プロジェクトに関係した事業は次の様なものである。 

・  Moatize I 

・  Moatize II 

・  Nacala Corridor 

・  Sena Beira 

・  Power Plant 

 

(a)鉱区・石炭地質 

Moatize 鉱区は Vale Moatize 炭鉱位置図に示すように Tete 州に属し、州都 Tete 市の東方

18km に鉱山事務所は位置する。また、当面の積出港である Beira 港からは、北方へ Sena 鉄

道で 580km に位置する。鉱区面積 237.8km2、採掘予定エリアは 102.8334Km2。 

Moztize 鉱区に賦存する炭層は、Ecaa 統に属しており、Minas de Moatize 炭鉱の 上位の

炭層 André 層が貧化している以外ほぼ同じと言える（表 4.6.4）。 

 

表4.6.4 Vale Moatize鉱区の炭層 

炭 層 平均炭層丈(m) 小炭層丈(m) 大炭層丈(m) 

Grande Falésia     9.89     1.55     30.51 

Intermedia     7.65     0.82     22.50 

Bananeiras     14.84     1.95     38.85 

Upper Chipanga     13.68     0.01     32.23 

Middle/Parting Cipanga     1.64     0.01     16.78 

Lower Chipanga     9.96     1.70     26.65 

Sousa Pinto     17.06     0.04     44.86 

   出典：Vale presentation at international Conference Oct 2011, Maputo   
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出典：鉱山エンジニアリング 

図4.6.2 Vale Moatize 炭鉱位置図 

 

 

出典：Coal Exploration & Production Mozambique Oct 2011, Vale Data 

図4.6.3 Moatize プロジェクト開発エリア関係図 
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(b)石炭埋蔵量 

Vale Moatize 鉱区で公表されている石炭埋蔵量を表 4.6.5 に示す。 

 

表4.6.5 Vale Moatize鉱区の石炭資源量(Coal Resources)    unit:106tonn 

Japan-Clean Coal Symposium by NDM Candido Rangeir, Aug, 2011 

 

 当該鉱区の炭量は、Vale presentation at international Conference Oct 2011, Maputo 資料で

は、954 million ton となっている。 

  

 Measured/Indicated Inferred Total 

Vale Moatize       1,870       416       2,286 
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Grande Falésia 

André 

Intermedia 

Bananeiras 

Chipanga 

Sousa Pinto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：Coal Exploration & Production Mozambique Oct 2011, Vale Data 

図4.6.4 Moatize プロジェクト炭層模式柱状図 

  

薄化
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(c)炭質 

Vale Moatize から出荷される原料炭のスペックは表 4.6.6 に示す。 

 

表4.6.6 Vale Moatizeの原料炭品位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：Coal Exploration & Production Mozambique Oct 2011, Vale Data 

 

 

図4.6.5 Moatize プロジェクト採掘概念 

 

Chipanga Premium HCC Product 

CSN 9 

CSR 69 

Rank(Ro max) 1.3 

Volatile Matter (% ad) 23.0 

Ash (% ad) 10.5 

Sulphur (% ad) 0.75 

Phosphorous(% ad) 0.085 

Vitrinite 81 

Max dilatation 118 

Max Fluidity (ddpm) 380 



 

481 
 

表4.6.7 Moatizeプロジェクト採掘概念 

 

出典：Coal Exploration & Production Mozambique Oct 2011, Vale Data 

 

(d)選炭 

 

出典：Coal Exploration & Production Mozambique Oct 2011, Vale Data 

図4.6.6 Moatize プロジェクト採掘概念 
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(e)Vale の現在 

 

出典：Coal Exploration & Production Mozambique Oct 2011, Vale Data 

 

(4)Rio Tinto 社プロジェクト 

2011 年 6 月に国際資源メジャーの Rio Tinto 社が、豪州ベースの Riversdale Mining Ltd.社

の全株を取得したことで、Riversdale 社がモザンビークに保有していた権益は実質 Rio Tinto

社が保有することとなった。現在、モザンビークでは、Benga プロジェクト、Zambeze プロ

ジェクトならびに Tete West プロジェクトが進行しており、RioTinto は Benga プロジェクト

の 65％、Zambeze および TeteWest プロジェクトの 100％の権益を手に入れたことになる（図

4.6.7）。 
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出典：鉱山エンジニアリング 

図4.6.7 Rio Tinto 社権益保有鉱区位置図 

 

(a)Riversdale(Rio Tinto) Benga プロジェクト（881 鉱区） 

Rio Tinto が権益の 65％、インドの Tata Steel が 35%を保有する炭鉱である。 

・ Tata Steel との間で 40%LOM 締結済み 

・ 製品炭質：Hard coking coal と export thermal coal 

・ 採掘権は、25 年 

・ 開発に必要なものはすべて認可済み 

 

1)鉱区・石炭地質 

Benga プロジェクトは、鉱区 EL881(460km2)にて進められている。Tete 市とは、Zambeze

川を挟み対岸に位置する。位置図は図 4.6.8 に示す。 

Benga プロジェクト鉱区に賦存する炭層は、Tete 州の他の鉱区と同じ Ecca 統に胚胎され

る炭層とほぼ同じである。 
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出典：Riversdale(Rio Tinto)社資料 

図4.6.8 Benga プロジェクト断面図 

 

 

出典：Riversdale(Rio Tinto)社資料 

図4.6.9 試錐による炭層確認状況 東西断面図 
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2)石炭埋蔵量 

Benga プロジェクト鉱区の石炭資源量と炭量を表 4.6.8 に示す。 

 

表4.6.8 Bengaプロジェクト鉱区の石炭資源量及び炭量 

石炭資源量 百万㌧ 炭　量 百万㌧

確　認 314 確　定 346

推　定 720 推　定 156

予　想 2,990 予　想

計 4,024 計 502
 

出典：Riversdale(Rio Tinto)社資料 

 

3)炭質 

Benga プロジェクトの原料炭と一般炭の代表炭質を表 4.6.9 に示す。 

 

表4.6.9 Bengaプロジェクトの原料炭と一般炭の代表炭質 

Ash (% ad) 10.5 C.V. GAD (Kcal/kg) 6,390

Volatile Matters
(% ad)

21.8 Ash (% ad) 22

Rank (Ro Max) 1.4 Moisture (% ad) 0.8

Vitrinite % 81 Total Moisture
 (% ad)

7

Gieseler max
fluidity

2.4(log) Volatile Matters
(% ad)

20

Coke strength(CSR) 71 HGI 80

CSN 8.5 Ash fusion(IDT,℃) 1425

Benga Hard Coking Coal Benga Export Thermal Coal

 

出典：Riversdale(Rio Tinto)社資料 

 

(b)Riversdale(Rio Tinto) Zambeze プロジェクト 

Rio Tinto 社がメージャーシアーホールダーである。Benga プロジェクト同様、Zambeze プ

ロジェクトも、hard coking coal をブラジルとインドのユーザーに供給するのを目的としてい

る。また 2010 年 6 月には、中国 Wuhan Iron and Steel Corporation (WISCO)が Zambeze プロジ

ェクトに参画するとの MOU を締結している。 

 



 

486 
 

・ 製品炭質：Hard coking coal と export thermal coal 

・ 採掘は、大型露天掘り可能 

・ 2014 年には輸出開始予定 

 

1)鉱区・石炭地質 

Zambeze 鉱区は、Tete 州 Changara 郡に位置する。 Zambeze 川をまたいで東岸、西岸を占

める。おおよそ東西 30km、南北 8km の鉱区面積 24.74ha で、原料炭を対象としたプロジェ

クトである。本鉱区は、同じく Riversdale(Rio Tinto)社の Benga 鉱区に隣接している。原料

炭プロジェクトとしては、先行している Benga プロジェクトより規模は大きい。位置図は

図 4.6.10 に示す。 

鉱区は、Tete 市に近く、平坦な地形を示している。電力、水道、舗装道路、Sena 鉄道、

空港も近く、インフラに近い好条件である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：Riversdale(Rio Tinto)社資料 

図4.6.10 Zambeze 鉱区位置図 

 

Zambeze 鉱区は、北西―南東の軸を持つ向斜構造に支配されている。翼部の傾斜は 13～

17°の傾斜を示す。地質構造は Benga 鉱区とほぼ同様である。粗粒玄武岩の岩脈が断層に沿

い観入している。炭層は、Tete 州の他の鉱区と同じ Ecca 統に胚胎され、鉱区北部で、22

層の露頭が 14km に亘り確認されている。炭層の層序は、Benga 鉱区と略同様である。 

Rversdale Zambeze 鉱区

Tete 市 

探査・開発エリア
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2)石炭埋蔵量 

Zambeze 鉱区の石炭資源量は、2010 年 5 月 31 日時点で９億トン（Measured/Indicated 2.36

億トン、Inferred 6.680 億トン）と公表されている。 

一方、JORC コードによる資源量・炭量が 2009 年 10 月 12 日付けで公表されている。 

 

表4.6.10 Zambeze鉱区JORCコード資源量・炭量(2009/10/12) 

Measured 10.7 Mt Proved 4.9 Mt

Indicated 18.6 Mt Probable 10.1 Mt

Inferred 23.6 Mt

Total 52.9 Mt Total 15.0 Mt

Coal Resureces Coal Reserves

 

出典：ASX 

 

3)炭質 

現在 FS 作成中であり、公表されていないものの、coking coal と thermal coal の得率は Benga

鉱区と略同じとのことである。2010 年 10 月に CSR test を実施した。その結果は 67 – 73 と

発表されている。 

 

4)現状と計画 

Riversdale(Rio Tinto)社は、Zambeze 鉱区の環境影響評価書を 2010 年末に政府に提出済み

である。 終的な F/S を 2011 年に開始、2014 年生産開始を目指している。 

炭層確認試錐、地表地質マッピング、選炭システム、エアボーン物理探査解析を実施中。

試錐は 150 本(総掘削長 50,000m 以上)が実施され、大口径試錐も実施されている。 

 

(c)BEACON HILL - Minas de Moatize (693C) 

Beacom Hill Resources Plc は、イギリスの鉱山グループ（Beacom Hill）のモザンビーク石

炭開発に為に設立された現地会社である。Consolidated Mining and Resources 社と共同で、南

アフリカの Borneo Mining SA (PTY)Ltd から、Minas de Moatize 炭鉱の権益を 2010 年 5 月取

得し経営に乗り出した。 Minas de Moatize 炭鉱は、モザンビークで も古い炭鉱で、嘗て

は 45 万ﾄﾝ/年の生産実績を持っていたが、内乱後は、鉄道輸送インフラの壊滅を受けて、４

万ﾄﾝ/年を坑内掘りで生産していた。 近まで坑内掘りの坑口名で Chipanga XI と呼ばれるこ

とも多かった。Beacom Hill は、炭鉱の拡張を目指した。 

 

1)鉱区・石炭地質 

Minas de Moatize 鉱区は図 4.6.11 に示すように Tete 州に属し、Tete 市の北東方 14km の所
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に位置する。鉱区のある地域は、Zambeze 川の支流 Revuboe 川とその支流 Moatize 川の流域

にあり、極めて平坦で、鉱区内のレベル差は 100m を超えることがない。鉱区そばを完全舗

装の国道が通っておりアクセスは非常に良い。石炭輸送にもこの舗装道路が使用されてい

る。 

 

出典：鉱山エンジニアリング 

図4.6.11 Minas de Moatize 鉱区位置図 

 

同鉱区は。Karoo 系 Ecca 統が分布し、5 枚の炭層の賦存が確認されている。その概要を表

4.6.11 に示す。 

 

表4.6.11 Minas de Moatize鉱区の炭層概要 

炭層名 山丈(m) 炭丈(m) 備　考

André 1.7 1.7 原炭灰分25%

Grande Falésia 12 8.4 原炭灰分22%

Intermedia 1 1 炭層不安定

Bananeiras 40 18 炭層不安定

Chipanga 30～35 15～22
主力炭層、下部の4.5～5.0m
は、夾み少なし

Sousa Pinto 1.4 1.2 炭質不良
 

出典：鉱山エンジニアリング 
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出典：鉱山エンジニアリング 

図4.6.12 Minas de Moatize 鉱区の炭層柱状図 

 

鉱区内の地質構造は複雑で、主として南北方向を軸とする向斜構造が多く一部背斜構造

もある。走向はこれらの軸に沿った南北方向が多いが、構造の軸部では東西方向に迂回す

る。断層も多く採掘にも影響している。粗粒玄武岩の数 cm から 10m の幅を持つ岩脈は、
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断層とは無関係にかなり存在している。炭層内では、岩脈はその幅くらい、両側の石炭を

焼いているが、採掘その他に対する障害はない。 

 

2)石炭埋蔵量 

Minas de Moatize 鉱区で公表されている石炭埋蔵量は次のとおりである。 

・ 石炭埋蔵量（JORC）     80 百万トン 

・ 可採埋蔵量（JORC）     57 百万トン 

出典: Minas Moatize Presentation data, Coaltranse Mozambiue, Nov.2011  

 

3)炭質 

同炭鉱の主力炭層である Chipanga 層のプライサンプル分析結果を図 4.6.13 に示す。 

 

 
出典：鉱山エンジニアリング 

図4.6.13 Chipanga 層分析結果表 
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表4.6.12 Beacon Hill鉱区の販売炭質 

Calorific Value 7,768Kcal/kg Calorific Value 5,975Kcal/kg

Inherent Moisture 0.80% Inherent Moisture 1.00%

Ash 9.50% Ash 26.00%

Volatile Matter 17.50% Volatile Matter 14.00%

Fixed Carbon 72.50% Fixed Carbon 55.00%

Total Sulphur 0.90% Total Sulphur 0.90%

Coke-Strength(CSR) 68-71

Coking　Coal Quality 　Export Thermal Coal Quality

 

 ・Coking Coal (Primary 9.5% ash content product) 

 ・Export Thermal Coal (Secondary 5,975Kcal/kg CV product) 

 ・Domestic Thermal Coal (Tertiary 4,302Kcal/kg CV product) 

出典：Minas Moatize Presentation data, Coaltranse Mozambiue, Nov.2011 

 

4)開発現状と計画 

同炭鉱は、運搬手段が解決した時は、Sena 鉄道を経由し、Beira 港に運び入れる計画を持

つ。現在の所、50 ﾄﾝトラックで Beira 港まで運んでいる。トラック輸送では 50 万ﾄﾝ/年が限

度である。Beira 港には、14 千ﾄﾝの貯炭場を確保し、truck-skip 方式でバージに積み込んでい

る。Sena 鉄道の使用に関しては、現在政府と前向きに検討している段階である。 

Beacom Hill Resources Plc は、2011 年 12 月 21 日、Beira 港から、10,650 ﾄﾝの一般炭を輸

出したと発表した。また、同時に CHPP を 120 ﾄﾝ/h から 350～400 ﾄﾝ/h に増強する計画も発

表している。生産も ROM ベースで 4 百万㌧/年、製品炭ベースで 2.35 百万㌧/年に拡大する

計画である。 

 

(d)Ncondezi Coal Project（L871 鉱区） 

Zambeze Energy Corporation Limitada は、Tete 州に 3 ブロックの鉱区を有す。①Ncondezi 

project:804L/805L ブロック、②1314L ブロック、③1315L ブロック。現在探査が行われてい

るのは、Ncondezi project:804L/805L ブロックのみである（図 4.6.14）。 
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出典：鉱山エンジニアリング 

図4.6.14 Ncondezi Coal Company の鉱区 

 

 

出典：Ncondezi 社資料 

図4.6.15 Ncondezi Puroject の鉱区位置と地質 

 

Coal-bearing 

Formation 
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1)鉱区・石炭地質 

Ncondezi project の鉱区は、Tete 市の北東方向 30-50km に位置する 804L と 805L からなる。

鉱区面積は 385km2 である。 

石炭層は、Tete 州の他の炭田同様に、Karoo 系 Ecaa 統に胚胎されている。現在探査が進

められており、Ncondezi の公表資料で、炭層賦存状況がよく理解できる。鉱区の位置図と

夾炭層の分布を図 4.6.15 に示す。平面的な炭層の広がりが理解できる。Tete 州の標準炭層

との対比が図 4.6.16 に示されている。炭層はで判るように、炭層と夾みの互層であり、採

掘とその後の選炭を十分検討しなければならない。 

 

表4.6.13 Ncondezi project鉱区の賦存炭層 

炭層名 炭丈合計(m) Tete 州の標準炭層名 

E 層 8  

D 層 2.5 INTERMADIA 

C 層 8 BANANEIRAS 

B 層 5  

A 層 16 CHIPANGA 

出典：Ncondezi 社資料 
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Source:B, Cairncross, African Earth Science 33 (2001) 529-562 

図4.6.16 Ncondezi と Moatize の炭層対比図 
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Source:Zambeze Energy Corporation Linitada Ncondezi Coal project 

図4.6.17 Ncondezi 地域の炭層対比変化図 

 

2)石炭埋蔵量 

Ncondezi 鉱区で公表されている石炭埋蔵量を Ncondezi 鉱区の石炭資源量(Coal Resources) 

unit:106tonnNcondezi 鉱区の石炭資源量(Coal Resources) unit:106tonn に示す。(1982 年ベー

ス) 
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表4.6.14 Ncondezi鉱区の石炭資源量(Coal Resources) unit:106tonn 

 

 

 

出典：Ncondezi 社資料 

 

また、JORC基準で積算された深度 200mまでの石炭資源量を JORC基準石炭資源量示す。 

 

表4.6.15 JORC基準石炭資源量 

 

出典：Ncondezi 社資料 

 

3)炭質 

JORC 基準で算出された石炭資源量の原炭の分析値を JORC 基準石炭資源量の原炭の分析

値に示す。当地の炭層は、石炭と頁岩の夾みの互層で、炭層と云えども灰分が５０％を超

える。選炭しない限り、日本での炭質頁岩に近い発熱量となっている。 

 

 

 

 

 地表～深度 100m 地表～深度 200m 

Ncondezi 鉱区 184 451 
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表4.6.16 JORC基準石炭資源量の原炭の分析値 

出典：Ncondezi 社資料 

 

(e)Revuboe Project（693L 鉱区） 

同プロジェクトは、豪州のタルボット(Talbot)グループが 58.9％、新日鐵住金が 23.3％、

日鐵商事が 10.0％、POSCO が 7.8％それぞれ権益を保有する。同鉱区は、Tete 市の北東 8km

に位置する。鉱区周辺は、Vale/Moatize プロジェクト、Bicon Hill/Minas de Moatize、

Riversdale(Rio Tinto)/Benga プロジェクトが石炭を生産開始し始めた「モザンビークの石炭銀

座」を形成している。 

 

1)鉱区・石炭地質 

Revuboe 鉱区は面積 3,860ha を占め丘陵地が広がる。Zambeze 川の支流 Revuboe 川が鉱区

の南東端を流れ、その支流である Murungozi 川が鉱区西北部を北から南に流れている。

Revuboe 川は乾期でも流水は見られるが、Murungozi 川その他の支流は雨期にのみ流水があ

る。 

同鉱区と周辺プロジェクトの関係を図 4.6.18 に示す。 

 

Raw Coal Quality Measured Indicated Inferred Total 

Calorific Value Mj/Kg(adb) 13.15 12.66 11.41 11.86 

Kcal/kg 3,143 3,026 2,727 2,835 

Ash %(adb) 52.7 52.9 58.8 56.7 

V.M %(adb) 13.2 11.7 18.1 15.8 

Sulphur %(adb) 0.9 0.8 1.0 0.9 
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出典：鉱山エンジニアリング 

図4.6.18 Revuboe 鉱区と周辺鉱区の関係 

 

同鉱区には、図 4.6.19 に示す様に、Karoo 系 Ecaa 統の炭層が発達しており、各炭層の厚

さは、炭層概要に示した。他の鉱区同様に、主要炭層は Chipanga 層であり鉱区全域に亘っ

て発達している。他の炭層は、随所で不連続が見られる。これが何に起因するかは、今後

の解析を待たなければならない。 

地質構造は、断層が NW-SE 方向と NE-SW が見られ、やや複雑な状況を呈している。炭

層の傾斜は 3～14°で南から南西に傾斜しているようである。 
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出典：平成 17 年度海外炭開発可能性調査 モザンビーク・レブボー西地区地質構造調査報

告書 日鐵商事 H18/3 

図4.6.19 Revuboe 鉱区炭層層序図 

 

粗粒玄武岩岩脈が、NW―SE 方向に追跡されている。この岩脈が方向は似ているが必ず

しも断層沿ったものとは云えないようである。 

今後、詳細なフィージビリティスタディ(F/S)実施した上で、2012 年前半に Revuboe 鉱区

の開発に着手し、2016 年内に石炭生産を開始する計画だ。フル・スケール段階での精炭生

産量は 500 万トン/年。同鉱区では、豪州 Qld 州産ピーク・ダウンズ炭やサラジ炭並みの高

品位強粘結炭生産が見込まれる。同鉱区で生産される強粘結炭は Beira 港もしくは Nacala

港から日本や韓国を始めとするアジア各国などに輸出される。(2011/8/25 テックスレポート

他) 

 

(f)ENRC（L871 鉱区） 

英国の資源企業である ENRC（Eurasian Natural Resources Corporation）はカザフスタンを

中心に事業展開している。ロンドン証券取引所に上場し、本社をロンドンに置く。世界

大級のフエクロム生産企業で、生産量は、Xstrata に次いで世界第 2 位である。鉄鉱石の生

産、アルミニウムの中間製品アルミナの生産においても世界的規模で展開している。炭鉱

炭層概要 
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や発電所を操業する電力供給企業でもある。ENRC グループは、現在、カザフスタン、ロシ

ア、中国、ブラジル、コンゴ、ザンビア、モザンビーク、南アフリカで事業を行っている。 

2009 年 11 月までに CAMEC（Central African Mining & Exploration CompanyPlc）に株式の

91.65%を買収し、モザンビークの石炭開発にも乗り出した。 

ENRC は、モザンビークに 21 鉱区、約 3,810km2 を有するモザンビーク 大の石炭鉱区権

者である。Tete 州の 12 鉱区を図 4.6.20 に示す。ENRC は、L871、L876、L877 を中心に探鉱

を実施した。3 鉱区で合計 15 億トンの石炭資源量と評価している、その中でも L871 鉱区は

ESTIMA プロジェクトとして生産を行うまでに至っている。以下に ESTIMA プロジェクト

の概要を示す。 

 

 
出典：鉱山エンジニアリング 

図4.6.20 Tete 州の ENRC 社の 12 鉱区位置図 

 

1)鉱区・石炭地質 

鉱区 L871 は、Tete 市の西北西約 85km で Zambeze 川西岸に位置する。JSPL 鉱区の北西隣

りの鉱区である(図 4.6.21) 。ESTIMA プロジェクト区域の地質図をに示す。炭層は、下位の

zone 1～zone 8 まで８層あるが、主力は zone 6 層で総山丈は 65m にもなる。他の炭層と同じ

く、炭層と夾みの互層からなる。 

ESTIMA プロジェクトの開発スケジュールは表 4.6.17 に示す様に、生産開始が 2015 年度
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末を計画している。 

 

 出典：ENRC Mozambique Coal 11 Oct 2011 

図4.6.21 ESTIMA プロジェクト区域の地質図 
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表4.6.17 ESTIMAプロジェクト（871L）の開発スケジュール 

出典：ENRC Mozambique Coal 11 Oct 2011 

 

 

出典：ENRC Mozambique Coal 11 Oct 2011 

図4.6.22 ESTIMA プロジェクト(871L) の炭層層序と地質断面図 

 

  

Year 2012 2013 2014 2015 

Quater 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

FS 完成                 

詳細設計                 

採掘権取得                 

EPCコントラ

クタ決定 

                

建設・剥土開

始 

                

生産開始                 

出荷開始                 
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他の鉱区の探査・開発プログラムは図 4.6.23 に計画されている。 

 

 

 

出典：ENRC Mozambique Coal 11 Oct 2011 

図4.6.23 ENRC 鉱区 探査・開発プログラム 

 

石炭埋蔵量・炭質については詳細な資料なし 

 

(g)Mozambi Coal Limited  

Mozambi Coal Limited は、豪州証券所に上場している資源開発会社である｡同会社はモザ

ンビーク・Tete 州に 3 箇所(609km2)の鉱区を所有する(表 4.6.18)。3 鉱区の石炭資源量は、

49.6～61.9 億トン（JORC Code）で、原料炭・一般炭が賦存する。同社は、2011 年 10 月、

Tete 市西方約 115km の Songo プロジェクト（2738L 鉱区）から探査を開始した。同プロジ

ェクトエリアの Karoo 系 Ecca 統が賦存する 25.8km2 には、18.6～23.2 億トン（JORC Code）

の石炭資源量が期待されている。 

 

表4.6.18 Mozambi Coal社 鉱区概要 

Project MOZ Ownership Total Area Karoo Area Target Mineralisation 

Songo-2738L Right to earn 80 % 224 km2 25.8 km2 of Lower Karoo 1.86-2.32 billion tonnes

Muturara-3246L 70 % 203 km2 40.0 km2 of Upper Karoo 2.88-3.60 billion tonnes

Tete West-3245L 70 % 182 km2 3.0 km2 of L&U Karoo 216-270 billion tonnes

出典：Mozambi Coal 社資料 

 

Project Name Licenses 2011 2012 2013 2014 2015 

Northshore  869/870L      

Cahra Basa 844/875L      

Zambeze 842L      

Malawi 877/876L      

Cerveja 872/873/1177L      

Colhere 874L      

Resource Category 

Inferred Indicated Measured/PFS Feasibility/Engineering 
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出典：鉱山エンジニアリング 

図4.6.24 Mozambi Coa 社 石炭鉱区位置図 

 

Songo、Tete West、Muturara の 3 鉱区の夾炭層の分布を図 4.6.24 に示す。Songo プロジェ

クトは、試錐探査の他、AirbrneSurvey が実施されている。Tete West プロジェクトは、Tete

市の西 12km にあり試錐、コアーサンプル分析を行った。 
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図4.6.25 夾炭層分布 

  

Lower Karoo 統 Matindo
Lower Karoo 統 Matindo

Lower Karoo 統夾

TeteWest 鉱区地質図 

Songo 鉱区地質図 

Muturara 鉱区地質図 

出典：Mozambi Coal 社資料 
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(h)Jindal 社（Shangara 鉱区） 

JSPL Mozambiue Minerals は、Tete 州 Cahora Bassa 郡に 16.5 億トンの石炭資源を確保した

と報じた。JSPL Mozanbiue Minerals は、2011 年に 2.5 百万 t/年の生産規模で FS を完了して

いる。 

 

 

出典：鉱山エンジニアリング 

図4.6.26 Jindal Shangara 鉱区位置図 
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(i)ETA Star 

ETA Star は、Dubai ベースの Eta Star グループとモザンビークの Minas do Zambeze and 

Índico Investments のジョイントベンチャーである。ETA Star は３鉱区(916、911、4191)を有

している（図 4.6.27）。 面積は 4,000ha に及び、資源量は 20 億トンで、大半の石炭は深度

300m に賦存しているため、露天掘採掘が適応出来るとのことである。同社は、採掘権を 2012

年に認可され、5 百万トン生産体制をスタートすべく準備していると発表している。原料炭

は 150 万ﾄﾝ/年を計画している。（in-en.com 2011/12/30） 

 

 
出典：鉱山エンジニアリング 

図4.6.27 ETA Star 鉱区位置図 
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(j)Coal India Ltd  

Coal India Limited は、インド国内で 4.31 億トンを生産する 大の石炭資源会社である。

資本は 100%インド政府が所有する。 

 

出典：鉱山エンジニアリング 

図4.6.28 Coal India 鉱区位置図 

 

4 . 7  石炭開発に起因する環境問題について 

4 . 7 . 1  開発に伴う環境影響要因と現象 

石炭資源開発による環境への影響は、土地・植生・生態への影響、さらには、採掘活動

に伴う超苦節的な騒音・粉塵、地下水系への影響と多種にわたる。また、これらの環境へ

の影響要因及その範囲は、採掘の方法、運搬方法等によって異なってくることから、それ

らに対応した防止策を講じなければならない。 

採掘の方法では露天掘りと坑内掘りによって環境への主要な影響要因及びそれらの対応

策を表 4.7.1 にまとめる。 

これらの要因に対し鉱業法及び環境（保護）法による規制・対応策が採掘権者へ課せら

れる。 

現在、テテ州では数社によって露天掘りによる石炭開発が進められ、今後、その開発規

模はますます大きくなるものと想定される。持続可能な資源開発と地域の発展を目指すた

めには前述の表に示したように、開発に伴う自然環境並びに地域社会へ及ぼす重大な影響
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を極力抑えるため、鉱業法・環境法に準じた対策・手段を確実に講じる必要がある。 

テテ州では、原料炭生産を行うためには選炭を行う必要があり、それにより大量にミド

リング等の副産物、スライム、ボタ等が発生する。ミドリング等の副産物については、発

電事業等に使用することが考えられているが、スライム、ボタ等は採掘跡に埋め戻す等の

処理が必要になってくる。この場合においても、埋め戻し後の地下水への酸性化等の影響

を防ぐための手段を講じなければならない。 

 

表4.7.1 採掘・運搬による環境への影響 

 

4 . 7 . 2  環境関連法案と管理部門 

モザンビークでは、経済の活性化のための持続的な発展を確実にするため 1995 年に環境

調整省（MICOA、Ministry for Co-ordination of Environmental Action）を設け、環境管理を行

う上での法体系を確立した。1996 年には環境政策、環境戦略、環境法令の提案が含まれる

国の環境管理計画（Envvironmental Management Programme、NEMP）が承認され、1997 年に

環境基本法となる Framework Environmental Act（1997)及びそのガイドライン（Environmental 

Guidline）が施行された。19998 年には環境影響評価にかかる条例が施行された。 

石炭開発等の鉱業活動に関係する主要な環境法令・規則を表 4.7.2 に示す。 

 

開発活動 要 因・現 象 対 応 策 留 意 点 

露 天 掘  剥土による地上の森林帯・生態の破壊 
 住居・畑作地・貯水池、その他地上設備の
移動 
 採掘・運搬時の粉塵、騒音 
 採掘跡の放置 

採掘跡は埋め戻し、 
植栽による復元 
採掘時の発破方法の工夫・
重機の電気化 
粉塵防止のための散水の励行 
採掘跡は埋め戻し、 
植栽による復元 

 再植栽を行う前に
岩石・土に地磯など
ン栄養分を投入し
土壌化を図る必要
がある 
 酸性物質（硫黄化合
物）による水の酸性
化防止対策が必要

坑 内 掘 
 
 

 採掘による土地の陥没、地盤沈下 
 主としてメタンガスの地上への放出 

採掘による沈下を 小にす
る採掘方式の採用―例：充填
式採掘法 
柱房式採炭、 

 地表沈下に起因す
る山崩れ防止・対策
を講じる 

露天・坑
内 掘 共
通： 

 炭鉱用水の確保―地下水量の減少・河川か
らの取水権 
 坑内水の排水―河川への排出 

計画的取水の履行 
排出基準に沿った系統的な
排水処理 

 

石炭処理 
（選炭） 

 選炭廃水の処理 
 選炭後のスライム処理  
 ボタの堆積場  
 －粉塵飛散、自然発火時の有害ガス放出、
ボタ中の金属物溶解による水質汚染 

選炭廃水の循環使用 
による外部への排水を抑える 
ボタ発生量制御 ・自然発火
発生防止  ・ボタの埋め戻
し ・ボタ山のリクラメーショ
ン 

 

運 搬  採掘現場外でのトラック輸送時の騒音・粉
塵 
 重量車輌の公道走行 
 河川でのバージ輸送 － 
 河川の一部浚渫必要 

散水による粉塵対策 
住宅街・周辺では一般道路
の他にバイパス道として石炭
専用道を設ける。 

 河川の汚濁発生の
可能性 
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表4.7.2 鉱業活動に関係する環境法令 

法  令 施行年月日 

環境基本法 1997 年 10 月 1 日 

環境監査手続き規則 2003 年 8 月 12 日 

環境品質・排水放出基準 2004 年 6 月 2 日 

鉱業活動に関する環境規則 2004 年 8 月 20 日 

環境検査規則 2006 年 6 月 15 日 

環境影響調査に関する一般指令 2006 年 7 月 19 日 

環境影響評価プロセスへの市民参加手続きに関する一般指令 2006 年 7 月 19 日 

環境管理の基本規範 2006 年 12 月 14 日 

    出典 モザンビークの投資環境 2012 年（JOGMEC) 

 

これらの環境関連の法令は、天然資源の持続的に使用することを目標とする国の開発構

想を承認する主要な拠りどころとなる。 

環境調整省は、国家土地計画局、天然資源管理局、環境影響評価局、環境意識高揚局、

計画局の 5 局から成り、天然資源の保全と利用の補償、環境活動の調整と環境ライセンス

の交付を担っている。図 4.7.1 の本省の組織の中で、環境影響評価局は開発・投資プロジェ

クトに関わる他の省庁と連携を取りながら、観光、鉱業、林業野生動植物を担当する他の

局と基本的な合意交渉・了解の調整を行っている。環境影響評価局の環境部は、開発事業

許可を得るために必要な環境影響評価（EIA）プロセスに関する規則（政令第 45/2004）に

定められた役務を担っている。本規則は、環境に直接・間接の影響を及ぼす可能性がある

すべての活動に適用されるものである。 

環境影響評価局に提出される EIA 報告書に求められる事項には以下の内容が含まれる。 

・ 計画、建設、操業、閉山の各段階における活動とその代替活動 

・ 当該活動の影響範囲と環境状況の説明 

・ 代替活動との比較と各活動の環境影響予測―緩和措置を適用した場合と適用なしのケ

ースについて） 

・ 環境影響の特定と評価、緩和措置 

・ 環境監視、環境教育、事故防止、不測事態対応計画等の環境管理計画 

・ 公衆参加プログラムに関する報告（事業を登録しようとする者は、EIR を作成する過程

で公衆が参加する会合を開催する責務を負う） 
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出典 モザンビークの投資環境 2012 年（JOGMEC) 

図4.7.1 環境調整省の組織図 

 

中央政府と地方の州政府の調整として、環境調整省は地方分権政策にもとづき、各州に

配置された地方局である州環境問題調整担当局（DPCA)を通じて、中央政府の環境法令、

政策、計画の遂行を促進することを目指している。 

2000 年には環境基本法に基づき、「持続可能な開発のための国会委員会（national 

Commission for Sustainable Development）が内閣管轄下に設けられた。本委員会は環境管理に

関連する各省庁の政策・計画が も効果的に調整及び統合することを目指して設けられた。 

一方、鉱業関連の環境行政を担当しているのが、鉱物資源省鉱山局環境部であり、以下

の主要な業務を行っている。  

・ 鉱業にかかる環境規則の策定 

・ 環境管理除法システム(EMIS)の開発と実施・運営 

・ 事業提案者が提出した環境計画・調査の評価を行い環境調整省が承認あるいは不承認

の判断を行うたんネオ韓国 

・ 事業実施者の承認された環境計画への取り組みの監督 

・ 鉱業部門境政策の監督とほかの政府機関・民間との調整 

鉱業法及び鉱業活動に係る環境規則では操業の範囲と使用機器の組み合わせによって以

下の表 4.7.3 のように等級化され、それぞれのレベルでの環境上の義務を課している。 
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表4.7.3 鉱業活動の等級化と環境上の義務 

活動レベル 活動・操業範囲・内容 環境上の義務 

レベル１ 機械化された機器を使用しない零細規模の
採掘及び探鉱活動 

環境管理基本規範（2006 年 12 月 14 日公布奨
励第 189/2006 号）の遵守 

レベル２ 機械化された機器を使用した探鉱、採石、
建設資材の採掘、パイロットプロジェクト
の活動 

環境管理計画を提示しなければならない 

レベル３ レベル１・２にも属さず、機械化された危
機を使用するほかのすべての鉱業活動 

環境影響評価(EIA)を実施しなければならな
い。 

 

現在、テテ州で行われている石炭プロジェクトの大半が上記のレベル３の活動レベルに

あたる。 

鉱業活動に適用される規則としての鉱業活動規則は、特に定めている場合や同規則に規

定がない場合には、環境影響評価手続規則が適用されることになる。 

 

4 . 8  マスタープランに類似する計画について 

IFC が作成したガス・マスタープランは、確定版ではなく、 終要旨の原案という形でイ

ンターネットにて公開されている。以下にその概要を示す。 

天然ガスの発見はモザンビークにとって思わぬ追加的な経済的恩恵であるが、同時によ

り広範な政治経済における重大な課題を GoM に突き付けるものでもある。その課題とは、

天然ガス資源の開発をモザンビークに 大限の利益をもたらす方法で進めるにはどうすべ

きかということである。輸出中心の LNG プロジェクトの開発を促進することは、ロイヤル

ティ収益とモザンビークへの利益分配によって政府収益を大きくかさ上げする。この収益

を利用して、モザンビークは国内開発を進めることができる。もう一方で、ロイヤルティ

と分配利益をモザンビーク国内で現物支給として利用すれば、付加価値のある製造業を育

成し、地元の雇用増加、地元産業の促進、国家全体における幅広い利益の創出などにつな

げることができる。 

IFC は実施細則に基づき、以下のステップを踏んで複数の開発オプションを評価した。 

 

・ 今後 20 年間の天然ガスの供給コストおよび生産コストを推定する。 

・ ENH と GoM に提出された天然ガス供給に関する申請書を一部参考にし、天然ガスに関

する重要市場を特定する。関係する産業は、メタノール、ガス液化油(GTL)、肥料、発

電、セメント、鉄鋼である。 

・ 各産業について、世界市場における産出物価格、生産コスト、およびその結果生じる

天然ガスのネットバック価値を推定する。 

・ 各産業について市況を評価すると共に、市場見通しに基づいて各産業が発展を継続で

きる可能性を評価する。 

・ 複数の開発オプションを評価するモデルを開発する。モデルでは、生産供給曲線に基

づき 適な資源開発シナリオを策定する。 
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 天然ガスの様々な市場(上記)について複数の成長シナリオを作成する。シナリ

オには異なるプラントが異なる地域に設置される事例を含める。モデルに基

づき、プラントを支える天然ガスとインフラの分配を行う。 

 雇用を計算する。 

 乗数効果を特定する。 

 環境影響と非金銭的効果を特定する。 

 GoM に引き渡し、GoM 人員を訓練することができるモデルを開発する。 

・ 天然ガス開発に関係する資金調達と財務上の課題を評価する。 

・ 他国が天然ガスを利用してどのように地元の発展を促し、「資源曲線」問題に対処して

いるかを評価する。 

開発シナリオ、資金調達と財務上の課題、社会経済と環境への影響、他国の経験などを

考慮に入れてガス・マスタープランを策定する。 

 

第 5 章 マスタープランに関するニーズ調査結果 

5 . 1  現地調査工程 

5 . 1 . 1  現地調査行程及び調査体制 

現地調査は２回に分けて実施した。第１次現地調査では、鉱物資源省、EMEM 等関係機

関を訪問し本事業の実施内容を説明すると共に、情報収集を中心に行った。第２次調査に

ついては、予定より早めに現地入りし、カウンターパートとの調整業務にあったたが、モ

ザンビーク側のコンタクトパーソンが、夏季長期休暇に入っており、石炭の生産状況、開

発状況等の 新情報を得ることは出来なかったが、テテ州鉱物資源エネルギー局等からテ

テ州開発計画のドラフトを入手することが出来た。また、Vale モアティーゼ炭鉱より 2 号

炭のサンプルを入手した。全体のスケジュールを表 5.1.1 に示す。 

 

表5.1.1 全体調査スケジュール 

11月 12月 1月 2月 3月

事前準備

第１回現地調査

第２回現地調査

セミナーの開催

報告書作成

 

表 5.1.2 に第 1 次調査実績を示す。また、表 5.2.3 に第 2 次調査実績を示す。 
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表5.1.2 第１次現地調査実績 

 

 

表5.1.3 第2次調査実績 

 

訪問先 調査目的、項目

在モザンビーク日本大使館 事業説明、情報収集

鉱物資源省鉱山局、地質
局

事業説明、キックオフ

モアティーゼ群政府 事業説明、情報収集

テテ州鉱物資源エネルギー
局

同上

EMEM（鉱物資源公社） 同上

JICAモザンビーク事務所 同上

石炭開発協会 同上

CFM 同上

レブボー事務所 同上

運輸通信省 同上

CPI 同上

訪問先 調査目的、項目

在モザンビーク日本大
使館

状況説明、今後の対応

鉱物資源省 鉱山局、
地質局

状況確認、今後の対応

モアティーゼ群政府 事業説明、ニーズ調査

Valeモアティーゼ炭鉱 情報収集、サンプル炭入手

Rio Tint事務所 情報収集

テテ州鉱物資源エネル
ギー局

サンプル炭運搬許可申請 他

タバコ工場 情報収集

エネルギー省 電力局、
再生エネルギー局

情報収集

IFC 情報収集
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今回の事業対象地域、テテ州調査箇所を図 5.1-1 に示す。また、本事業の候補となってい

るテテ州の炭田地域は赤線で囲んだ地域である、それを図 5.1-2 に示す。 

事業対象地域
テテ州調査箇所

 

図5.1.1 事業対象地域及びテテ州調査箇所 

 

図5.1.2 マスタープラン候補炭田 
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5 . 2  対象国及び対象地域別のニーズ一覧 

第１次調査、第 2 次調査を通して、マスタープラン候補地区炭鉱のニーズ調査を実施し

た。主な訪問先は、Moatize 炭田地域が、Moatize 郡政府、テテ州鉱物資源エネルギー局、

Val Moatize 炭鉱、Rio Tint 事務所、新日鐵住金レブボーキャンプ、タバコ工場等である。以

下に主な訪問先でのヒアリング結果の概要を示す。また、マスタープランのニーズをまと

めた表をマスタープラン候補炭鉱地域他のニーズに示す。 

5 . 2 . 1  Moatize 郡政府 

郡政府には、①経済活動局、②計画インフラ局、③教育若者技術局、④保険女性社会福

祉局の４つの局があり、その中で石炭に係るのは①と②である。日本側からマスタープラ

ンについて説明を行った後、ニーズ調査、質疑応答を行った。 

郡政府は 2 号炭（ミドリング）の有効利用を理解し、以下のような点について関心を示

した。 

・ 石炭灰を利用した土壌改良；道路はほとんど舗装されておらず発電用に使用した 2 号

炭から出る石炭灰を利用した建材を使用しコストを抑えたい。 

・ 河川水の有効利用；人口の 58%が井戸水に頼っているが、井戸を掘削しても飲料水に

適さないこともあり、10km ほど先の遠隔地まで水を取りに行かねばならない。2 号炭

から活性炭を製造し、それを用いて河川水をろ過し飲料水、農業用水として活用した

い。 

・ 2 号炭を利用した発電；人口の 15%以下しか電気が通じていないため、発電によるエネ

ルギー供給は重要である。 

・ セメント工場；建設分野の資材は輸入しており、セメントはベイラから調達しており、

地元でのセメント生産出来ればよい。 

 

5 . 2 . 2  テテ州鉱物資源エネルギー局 

同局は鉱物資源省直轄の機関で、各州に配置され、鉱業に関する監理・監督を行ってい

る。今回訪問した局はテテ州にある。日本側からマスタープランに関する説明を行った後、

ニーズ、地域開発計画の状況についてヒアリング調査を実施した。その概要は以下に示す。 

・ ブリケット；一般家庭の燃料にはバイオマスが使われているが、森林破壊にもつなが

っている。バイオマス政策というのがあって「木材を燃料に使用しないように」とい

うことが盛り込まれている。 

・ ２号炭を利用した発電；国全体の計画はあると思うが、州でも独自の計画を持ってい

る。テテ州で一番重要なものは、電力、石炭に付加価値をつける。この 2 点が 優先

で、あとはインフラ整備である。テテ州の開発計画は今年中に承認が下りる予定。発

電所を作って、30～40%を自分たちで使用し、残りは送電線を整備して他に売電したい。 
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5 . 2 . 3  Vale Moatize 炭鉱 

前述したテテ州鉱物資源エネルギー局でのヒアリングでは、Vale Moatize 炭鉱において

600MW（将来的には 2,400MW まで増強予定）の石炭火力発電所の計画があるとのことであ

る。Moatize 炭鉱から生産される石炭は、選炭により輸出用の原料炭及び一般炭、国内消費

用（発電用）に分けられるが、炭鉱があるテテ地域から港湾までのインフラ（鉄道）整備

が遅れており、原料炭でさえも全量を輸出できるのは厳しい状況である。そのため、隣国

のマラウイに発電用一般炭を輸出する話もある。 

 

5 . 2 . 4  その他 

Vale Moatize 炭鉱以外においても、Rio Tinto 1,500MW、Jindal400MW の発電所を建設する

計画があり、Zambezi Energy は検討中である。これらの発電所は 2 号炭を使用する者と思わ

れる。 

EMEM（鉱物資源公社）は、本マスタープランについて強い関心を持っており、肥料工

場もマスタープランに含めたらどうかという提案があった。 

エネルギー省においては、バイオブリケットを製造する計画が既にあり、石炭から作る

ブリケットについても大きな関心があった。ブリケットを担当する省はエネルギー省との

ことである。 

 

表5.2.1 マスタープラン候補炭鉱地域他のニーズ 

 
 

炭鉱地域 訪問先 ニーズ 備 考

Moatize Moatize群政府 事業説明後、活性炭を用いた河川水の浄化、石炭灰の道路建材への利用、2
号炭を利用した発電に興味を示した。

テテ州鉱物資源エ
ネルギー局

石炭火力発電、森林破壊防止のためのブリケット燃料の活用は、既にテテ州の
開発計画にあり、事業説明に対しても高い関心を示した。

ヒアリングによると、以下の計
画がある。
① Vale 600MW
② Rio Tinto 1,500MW
③ Jindai 400MW
④ Zanbezi Energy 交渉中

Vale Moatize 炭鉱 2号炭を利用した発電を計画中

Revuboe炭鉱 ブリケット燃料等、2号炭の有効利用に関心あり

Mijova‐
Ncondezi

(1) 要調査

Menfidezi‐
Sanagoe

(1) 要調査

その他 訪問先 ニーズ 備 考

政府関係 EMEM マスタープランに強い関心があり、2号炭を利用したブリケット燃料、肥料製造に
関心がある。

政府関係 エネルギー省
再生エネルギー局

事業説明後、2号炭を利用したブリケット燃料に興味を示した。 バイオコークスの計画あり
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第 6 章 本邦企業のシーズ調査結果 

6 . 1  本邦企業のアンケート調査結果 

国内ワークショップは、３月５日に開催した。各国別に分かれてプレゼンテーションを

行った。モザンビークの事前調査結果について、本邦企業 24 社に報告してアンケート調査

を実施したところ、以下のような結果となった。 

 

モザンビークへのマスタープラン策定に興味がある。 10 社 

モザンビークへのマスタープラン策定に参加したい。 7 社 

 

(1)興味がある理由 

・ モザンビークでもブリケットのニーズがある。 

・ 石炭権益を保有している。 

・ 肥料工場を計画中であり、将来に向けて関心がある。 

・ 石炭ソースとして重要であり、相手国と良好な関係構築が期待できる。 

・ 鉄道整備計画に興味がある。 

・ 石炭ソースとして重要な国であり、相手との良好な関係構築が期待できる。 

・ 原料炭の輸出可能性に興味がある。 

・ 日本にとって新しい可能性がある地域である。 

(2)シーズ技術 

・ ブリケット製造技術 

・ 活性炭製造技術 

・ 排水処理 

・ 肥料製造技術 

 

6 . 2  ニーズ・シーズの適用可能性検討結果 

6 . 2 . 1  選炭からの 2 号炭の発生検討 

(1)ミドリング（中間産物）の生産量予測 

原料炭取得時（灰分 10.5%）、一般炭が併産される。この一般炭は通常ミドリングや中間

産物と呼ばれている。この一般炭には輸出向け（灰分 23%）と国内向け（灰分 40%）の二

種類がある。表 6.2.1 に、これら銘柄別の生産量予測を示し、図-にこれを図示する。各年度

の原料炭生産計画を元に、原料炭歩留を 30%、輸出向けミドリング歩留を 10%、国内向け

ミドリング歩留を 10%と想定した（ボタ歩留は 50%と想定）。 

2016 年以降、ミドリングの発生量は輸出向けと国内向けを合わせ 2000 万 t/年を超える。 
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表6.2.1 銘柄別生産量予測 

 
出典：H23NEDO 高度化調査報告書をもとに JCOAL 調査団が作成 

 

出典：H23NEDO 高度化調査報告書をもとに JCOAL 調査団が作成 

図6.2.1 銘柄別生産量予測 

 

6 . 2 . 2  2 号炭の有効利用（発電） 

Beacon Hill(Minas de Moatize), Vale(Moatize), Riversdale(Rio Tinto)(Benga, Zambeze), 

Jindal(Changara), 新日鐵住金・POSCO他(Minas de Revuboe)およびNcondezi (Ncondezi Project)

の 7 炭鉱について各種資料より生産計画量を集計した。また、7 炭鉱以外にも今後生産を予

定している炭鉱は多く、例えばカザフスタンの ENRC 社が探査を実施し、2015 年中の出炭

を計画している ESTIMA 炭鉱をはじめ、Mozanbi Coal や ETA Star 社なども 2015 年までに出

（百万t）

輸出向け 国内向け

灰分 - 10.5% 23% 40%
比率 100% 30% 10% 10%
2011 3.0 0.9 0.3 0.3
2012 20.7 6.2 2.1 2.1
2013 38.7 11.6 3.9 3.9
2014 51.7 15.5 5.2 5.2
2015 81.3 24.4 8.1 8.1
2016 110.7 33.2 11.1 11.1
2017 117.3 35.2 11.7 11.7
2018 124.0 37.2 12.4 12.4
2019 131.0 39.3 13.1 13.1
2020 134.3 40.3 13.4 13.4
2021 137.7 41.3 13.8 13.8
2022 138.0 41.4 13.8 13.8
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ミドリング（中間産物）
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炭の計画を持っている。しかし、これらの炭鉱の生産計画などが得られなかったため、生

産計画からは除外した。 

7 炭鉱の原料炭の生産計画によると、2014 年には原炭ベースで約 40 百万トン、2016 年に

は 30 百万トン以上の石炭生産が見込まれている。2010 年の石炭生産量 38 千トン（一般炭

含む。）からわずか 6 年で約 1500 倍の生産量に達する計画である。さらに 2020 年には 40

百万トンの原料炭生産が見込まれている。また、モザンビーク石炭開発協会などによると、

モザンビークの 2025 年の石炭生産量（一般炭含む。）は 1 億トンを想定している。 

 

表6.2.2 2011年以降の原料炭生産計画 

（単位：百万トン） 

年 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

生産量 0.9 6.2 11.6 15.5 24.4 33.2 35.2 37.2 39.3 40.3 

出典：H23NEDO 高度化調査報告書 

 

原料炭と同時に産出される 2 号炭の品質は、発熱量が高く灰分の少ない輸出用一般炭相

当の場合と、発熱量が低く灰分の多い国内用一般炭相当の場合が想定される。輸出用一般

炭の発熱量は 6400kcal/kg 程度・灰分 20%程度、国内用一般炭の発熱量は 4800kcal/kg 程度・

灰分 40%程度である。輸出用一般炭および国内用一般炭とも原料炭の 1/3 程度の産出量とさ

れているが、炭鉱によってもばらつきがあり、現時点で精度の高い輸出用一般炭および国

内用一般炭の発生量を推定することは困難である。また、発電施設が輸出用一般炭用のも

のか国内用一般炭用のものかを決めることは、電力需要量が明確になってこないと算出が

困難である。 

そこで、発電に輸出用一般炭相当の 2 号炭のみを使用する場合、国内用一般炭相当の 2

号炭のみを使用する場合、両方を使用する場合の 3 ケースで試算した。発電効率は、灰分

の少ない輸出用一般炭では 40％、灰分の多い国内用一般炭では 38%とした。原料炭ととも

に産出される一般炭による発電能力に試算結果を示す。発電能力は、 も少ない国内用一

般炭相当の 2 号炭のみ使用の場合で 3,390MW、 も多い両方使用の場合の場合で 8,147MW

となる。 
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表6.2.3 原料炭とともに産出される一般炭による発電能力 

 Case-1 Case-2 Case-3 

輸出用一般炭 
相当の 2 号炭のみ使用の場
合 

国内用一般炭 
相当の 2 号炭のみ使用
の場合 

両方使用の場合 

2 号炭発生量 百万ﾄﾝ/Y 13.3 13.3 26.6 

発熱量 kcal/kg 6,400  4,800  5,600  

発生エネルギー GWh 98,977  74,233  173,209  

発電効率  40% 38% 39% 

発電電力量 GWh 39,591  28,208  67,799  

稼働率  95％ 95％ 95％ 

発電能力 MW 4,757  3,390  8,147  

石炭灰  20% 40% 32% 

石炭灰発生量 百万ﾄﾝ/Y 2.66  5.32  7.98 

出典：日鉄住金総研作成 

 

6 . 2 . 3  2 号炭の有効利用（ブリケット製造） 

(1)モザンビークにおける石炭の位置づけ 

モザンビークのテテ州には、高品位の原料炭が豊富に賦存し、世界中の大手の石炭サプ

ライヤーや我国の企業などによる大規模な炭鉱開発プロジェクトが進行している。しかし

ながら、進行中のプロジェクトは、いずれも内陸部での開発のため鉄道や港湾などのロジ

スティックの整備が必要で進められている。 

モザンビークの国内のエネルギーバランスは、消費される 3／4 が薪や木炭のバイオマス

となっており、その殆どが家庭用の燃料として消費されている。電力は全体の一割程度で

あるが、需要は毎年 7％程度増加しており、将来不足することが予想されている。モザンビ

ーク政府は、水力、石炭の豊富なテテ州から南部の首都 Maputo までの送電網整備に着工し

た。 

 

(a)モザンビークの石炭資源賦存量 

モザンビークでは 4 州で石炭資源の賦存が確認されている。 も重要な夾炭層が集中す

るのが Zambezi 地溝帯であり、Tete 州の Zambezi 川沿いの長さ 350km に亘って分布する

Moatize 周辺地域であり、現在 Vale 社を中心に開発が進んでいるのは Moatize-Minjova 炭田

である。Tete 州西部のザンビア国境付近まで鉱区の設定がなされ、一部地域では探査も行な

われている。その他北部 Niassa 州、Cabo Delgado 州及び中部 Manica 州でも石炭資源が確認

されている。 
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図6.2.2 モザンビークの炭田 

 

表6.2.4 Mozambique炭鉱別資源量 

    単位：百万 t 

Companies 
Measured     
/Indicated 

Inferred Sub-Total 

Vale 1,870   416  2,286 

Riversdale(Rio 
Tinto) 

3,437   9,640  13,077 

Benga   1,072  2,960   

Zambeze   2,365  6,880   

ENRC 672   362  1,034 

Eta-Star -   30  30 

Essar -   32  32 

JSPL 898   754  1,652 

Ncondezi 644   1,164  1,808 

Revuboe -   -  798 

  7,521   12,398   20,717 

出典：クリーンコールシンポジュウム 2012  

  （NDM Mr.Candido Rangeiro） 
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表 6.2.4 に示すように確定炭量、推定炭量合わせて 75 億ｔ、予想炭量 124 億ｔ、これら

を合わせて 207 億ｔと膨大な量にのぼる。豊富な埋蔵量を背景に石炭産業も意欲的な開発

計画を進めていて、計画は遅れがちではあるが、2015 年頃 5 千万 t、2025 年以降には約 9

千万ｔの出炭を計画している。 

 

(b)モザンビーク炭の品質 

モザンビーク中部の Tete 州には、豊富な石炭が賦存し、Moatize、Minjova、Mucanha 各炭

田がある。積出港の Beira までは 580km ある。また天然の良港である Nacala 港まで 2015 年

完成をめどに鉄道建設が進められている。炭質は低から中揮発分である。粘結性は個々に

調査する必要があるが、ほぼ間違いなく原料炭であり、原料炭を輸出に回し、選炭によっ

て回収される高灰分の一般炭を炭坑用電力のみならず今後需要が増えると見込まれ民生電

力用の発電に回すなどのプロジェクトが動き出している。 

 

表6.2.5 炭田毎の分析値 

Deposit 水分 灰分 揮発分 固定炭素 発熱量 硫黄分 

  (%) (%) (%) (%) (kcal/kg) (%) 

Moatize 2 20 18 49 6800 1.0to2.0 

  (1to10%) (8to22%up to 45%) (22 to 33%) (44 to 59%) (4800 to 7200)   

Minjova 1.3 35 to 38 37 to 60 - 5440 to7800 1.5 

Mucanha - 8.28 to 22.05 20 to 32.97 44.75 to 58.9 6600   

-vogi - (up to 49) (up to 35)   4840 to 7220 0.7 to 1.0 

Manlamba  
(Macaa Itula) 

  25 to 40 37.6 to 40.8 - 7680 to 7710 1.8 to 3.2 

Lugenda - 22 to 38 26 to 36 - - - 

Espungabera - up to 42 14 to 19 - - - 

 

中部の Manica 州には Espungabera 炭田があり、灰分が高いが、揮発分が低く、良質の原

料炭の可能性が高い。 

北部 Niassa 州には Macaa Itula、Lunho 炭田があり、灰分、硫黄分が高く、揮発分も高い。 

北部 Cabo Delegado 州には Lugenda 炭田があり、他の炭田と同様灰分が高く、揮発分は中

から高揮発分炭に属する。 

モザンビークの石炭は、地質時代が古生代であり、さらに地溝帯の影響を受けているの

かも知れず石炭そのものの炭化度は高い。例えば Moatize 炭田の炭質は、低揮発分強粘結炭

（灰分 16%、CSN 8～9）であるが、一般に inherent ash（機械的に分離できない固有灰分）

が高く、選炭によって低灰分の原料炭をとった場合、残るのは高灰分の一般炭である。し

かし発熱量から見ると 6 千 kcal を越えている。 
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次に開発計画が集中している Tete 州の炭質について述べる。 

 

2)Tete 州 Benga プロジェクトの品質 

Tete 州 Benga プロジェクト(Riversdale(Rio Tinto)社)では、2011 年に出炭を開始し、年産 2

千万ｔの原料炭、一般炭を供給する計画という。発電も 2000 MW とかなり大きい。 

原料炭の品質は灰分が 10.5％とやや高い他は、揮発分も 21.8％と中揮発分でも低いほう

に属し、炭化度も Ro 1.4 と高く炭化が進んでいる。流動性も max fluidity 2.4 と問題なく、

単味炭の CSR も 71 と十分である。 

一般炭は、揮発分が 20％、ボイラ内部での粘着トラブルを起こさないかどうか検討する

必要がある。発熱量は 6390kcal/kg と高く十分である。 

 

表6.2.6 Bengaプロジェクトの原料炭と一般炭の代表炭質 

Benga Hard coking coal Benga Export Thermal coal 

Ash (%ad) 10.5 CV(kcal/kg) 6390 

VM (%ad) 21.8 ash(%ad) 22 

Rank (Ro Max) 1.4 Moisture(%ad) 0.8 

Vitrinite (%) 81 Total moisture 7 

 max fluidity 2.4 VM(%ad) 20 

CSR 71 HGI 80 

CSN 8.5 ash fusion point 1425 

出典：Riversdale(Rio Tinto)社資料  

 

3)Vale Moatize プロジェクト 

表6.2.7 Vale Moatizeの原料炭品位 

ChipangaPremiumHCCproduct 

CSN   9 

CSR   69 

Rank(Romax)   1.3 

VM(%ad)   23 

ash(%ad)   10.5 

S(%ad)   0.75 

P(%ad)   0.085 

Vitirinite   81 

Max dilatation 118 

Max fluidity(ddpm) 380 
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Vale Moatize の原料炭品位に Vale Moatize 炭の品位は CSN９、CSR69、その他

Rank,Vitrinite,Max fluidity いずれの数値を見ても良質の中揮発分原料炭の性質を示している。 

 

4)Beacon Hill プロジェクト 

同じ Tete 州の Beacon Hill の炭質は低揮発分の CSR 強度も高く灰分、S もそこそこ低い良

質原料炭である。低灰分の原料炭の残りは発熱量も十分高く、発電用一般炭として輸出を

考えているようである。 

 

表6.2.8 Beacon Hillの炭質 

 Coking coal quality Export thermal coal quality 

Calorific Value 7768kcal/kg 5975kcal/kg 

Inherent moisture 0.8% 1.0% 

Ash 9.5% 26.0% 

VM 17.5% 14.0% 

FC 72.5% 55.0% 

T.S 0.9% 0.9% 

CSR 68.7   

出典：Minas Moatize presentation data, Coaltranse Mozambique, Nov 2011 

 

5)Ncondezi プロジェクト 

原炭の分析値を表 6.2.9 に示す。当地の炭層は、石炭と頁岩の夾みの互層で、炭層と云え

ども全山丈の灰分が 50％を超える。選炭しない限り、日本での炭質頁岩に近い発熱量とな

っている。 

表6.2.9 Ncondezi projectの原炭の分析値 

  (adb) 

  Measured Indicated Inferred Total 

CV     Mj/kg 13.15 12.66 11.41 11.86 

kcal/kg 3143 3026 2727 2835 

Ash (%) 52.7 52.9 58.8 56.7 

VM (%) 13.2 11.7 18.1 15.8 

S (%) 0.9 0.8 1 0.9 

 

この石炭を選炭し、灰分 10％程度の原料炭とすれば、揮発分 25％程度の中揮発分原料炭

となる。発熱量は 6 千 kcal/kg 程度となろう。 
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6)Tete 州の石炭生産と電力計画 

表 6.2.10 に原料炭、一般炭生産計画並びに山元発電計画を示す。 

表6.2.10 原料炭、一般炭生産計画並びに山元発電計画 

 

 

原料炭生産は、急激に立ち上がって 10 年後には 4 千万 t に達し、輸出用一般炭も 29 百万

t に昇る計画である。山本所要電力用一般炭は 4.5 百万 t の計画である。輸出用一般炭の灰

分は 23％を見込み、山元使用一般炭灰分は、40％を見込んでいる。 

 

(c)まとめ 

モザンビークの石炭埋蔵量は、かなりの規模（確定 75 億 t、予想 207 億 t）が賦存する。

特に Tete 州に集中し、そのためにプロジェクトもここに集中していて、また良質の原料炭

を産出する。この原料炭を日欧亜に年数百万 t、ゆくゆくは年数千万 t 輸出する計画でロジ

スティックも合わせて整備が進められている。あわせて採掘によって随伴される高灰分（20

から 30％) 炭を一般炭(発電用)として輸出し、一部は炭鉱の必要電力を賄い、さらに需要増

が見込まれる売電のための電力生産をも計画に入れているようである。 

モザンビークにおいては、石炭埋蔵量が数十億ｔ規模とかなりある。1980 年代後半の内

戦の後石炭生産消費が著しく減少し、 近落ち着きを取り戻しているが、生産量は僅かに

とどまっている。しかし炭鉱及び鉄道輸送開発も大規模に進められている。炭質は低揮発

分瀝青から高揮発分一般炭まで広く分布し、低揮発分瀝青炭、いわゆる原料炭については

世界の特に日本鉄鋼業界から原料炭供給増要請によってさらに大規模な開発プランが策定

されている。 

モザンビーク国内のエネルギー需要のうち家庭用が約３／４を占めており、そのほとん

どが薪や木炭のバイオマスとなっており家庭用の燃料として消費されているといわれてい

る。高揮発分一般炭は、この代替としての需要が期待される。また電力用として約 10％が

利用されているといわれている。電力需要は毎年７％程度増加しており、これらの分野に

高揮発分一般炭の利用が可能となれば、これらのエネルギーの確保に格段の自由度が増す

ものと期待される。 

(Mt)
年 2011 2012 2015 2020

原料炭 輸出用 0.9 6.2 24.4 40.3
生産量 一般炭（発電) 〃 6378kcal/kg 0.4 2.5 13 29.1

地元活用 国内 4778 0 0.5 3.3 4.5
（NEDO報告書）

一般炭（発電) 石炭灰分 23%
地元活用 石炭灰分 40% (GWh)
山元所要電力 採掘、選炭 45 310 1220 2015

注) 発電効率 38%
稼働率 95%
50kwh/t-coking coal
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前段の原料炭については、採掘、輸送が整備されればコスト、品質が満足すれば需要が

拡大する。しかし家庭用については使用拡大を図るには色々解決すべき問題がある。それ

らについて次節で触れる。 

以下に、家庭用の燃料利用の中心となる可能性があるブリケット製造および事前処理要

素技術として石炭乾燥技術とそれに続くプロセスであり燃料となる石炭-水スラリー（CWM）

の技術について述べる。 

 

(2)石炭のブリケット製造技術と家庭用燃料への利用 

(a)練炭・豆炭の生産量推移(一事例) 

古くから石炭を家庭用燃料として使用するための努力がなされてきた。なぜなら粉炭の

ままでは使用し難く、塊炭のみ使用するのも効率が悪い。そこで練炭などの成形炭に加工

し利用を図ってきた。それがさらに工業的にも利用が図られてきた。それらの動きが参考

となるものと考えられる。 

練炭は、煙が出ると困る場合は無煙練炭、煙が出ても構わない場合には有煙練炭に作り

分ける。また強度が必要な場合はバインダーを混入する。日本における練豆炭の生産量推

移を表 6.2.11 に示す。 

第二次大戦中、終戦直後は大きな落ち込みを見せたが、戦後暫く漸増し昭和３０年代中

頃 大値を示した。その後エネルギーの流体化（液体、気体）の波に押され年々減少を強

いられ、今では細々と戸外の用途に使われるほか主要な位置を占めていない。2001 年以降

は統計すら取られていない。 

しかしながら昭和 30 年代中頃までは、特に家庭のエネルギーを支える重要な位置を占め

ていたのは間違いない。アジアの一部では、灯油や都市ガスが高騰して再び需要が増えて

きている。 
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表6.2.11 練炭・豆炭の生産量推移 

 
 

(b)成形炭製造の考え方 

粉炭を一定の大きさ及び形状に成形するためには、粉炭を結合させるのに必要な適量な

バインダーと成形圧力が必要である。しかしバインダーを使わずに石炭が高温で粘結性を

持つことを利用し、熱間成形を行う場合もある。一般に粉炭をバインダーで成形するため

には、次式のような関係が成立すると言われる。 

 

f=μ(s/l) v 

 

ここでｆ：抵抗力、μ：バインダーの粘度定数、s：2 粒子間の接触面積、 

l：2 粒子間の間隙あるいはバインダーフィルムの厚さ、v：引き離す速度 

 

結局成形炭の強度を強くするには、粘性の高いバインダーを使い、成形圧力を高くし、

粉炭とバインダーを十分に均等に混ぜ、バインダーフィルムを薄くすることが必要である。 

成形は豆炭形状の窪み（カップ）を対象に彫ったダブルロールを回転させて行なう。そ

の圧力は高いほうが望ましいが、高すぎても割れが生じるので、2～4t/cm（ロール間反力／

ロール長さ）に調整する。 

バインダーには、石炭系の軟、中ピッチ、石油系のアスファルト、廃糖蜜あるいは PVA(ポ

リビニルアルコール)稀にべんがらなどを使うこともある。要求する強度によって添加量も

異なるが数％から 8％くらいである。 

熱間成形は、石炭が特に粘結炭の場合バインダー添加を省略し、粘結炭が 400～450℃程

度で軟化溶融する性質を利用しバインダーの役目を持たせる。 

年度 練炭 豆炭 合計
1930 166 83 249
1935 638 355 993
1940 1,280 445 1,725
1945 214 24 238
1950 605 66 671
1955 1,216 155 1,371
1960 1,743 216 1,959
1965 1,161 398 1,559
1970 1,216 378 1,594
1975 447 140 587
1980 297 111 408
1985 263
1990 136
1995 78
2000 10

1980までのデータ品川燃料㈱（1982）
それ以降日本の長期統計系列(総務省統計局

（×千t）
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(c)練炭とは 

練炭の定義を、石炭利用技術用語辞典（燃料協会 昭 59 コロナ社）では、「石炭、コー

クス、木炭などの粉末をピッチ、タール、石灰などで練り合わせ、加圧成型した固体燃料。

特に孔のない小型のものを豆炭という。」としている。また炭団なども含まれる。 

これには家庭用練炭と工業（業務）用練炭がある。家庭用は厨房や部屋で使うことが一

般的なので無煙炭を配合したり、脱揮発したりしているので工業用よりは有害ガスが少な

く揮発分も少なくする必要がある。 

家庭用孔空き練炭は日本で発明された固体燃料で、石炭を粉末にして、直径約 12ｃｍの

蓮根状に孔をあけて円筒形に成型したものである。数種類の石炭を混ぜ合わせた粉炭を消

石灰やピッチ、ベントナイトなどで成形して作る。練炭の規格に練炭の規格を示す。 

 

表6.2.12 練炭の規格 

 

 

高さ 4 寸を 4 号と称し、このサイズは家庭用の暖房、厨房用として広く用いられた。 

業務用は家庭用と成分的には違いはないが、高さ 14 から 16ｃｍくらい、即ち 5 から 7 号

で養蚕、葉タバコなどであった。一方豆炭は欧州の Coal briquette（成形炭）を元に、日本の

家庭用燃料として扱い易く改良されて生まれたもである。形状は、中央に厚みと丸みのあ

る豆状の方形で、辺長は 5cm 程度である。火がつきにくく、着火剤つきの豆炭は高価であ

る。 

工業用は孔明き練炭はなく低質な石炭を効率的に燃焼させるために調合して豆炭として

作られ、艦船や蒸気機関車に盛んに用いられた時期もあった。家庭用豆炭の品質に家庭用

豆炭の品質を示す。 

 

表6.2.13 家庭用豆炭の品質 

  水分 灰分 揮発分 固定炭素 発熱量 

  (%) (%) (%) (%) (kcal/kg) 

A 6.5 27.2 18.2 48.1 5,370 

B 5.4 24.6 12.7 57.3 5,670 

C 3.8 28.3 16.1 51.8 5,500 

D 4.1 30.2 13.9 51.8 5,300 

 

練炭号数 直径 高さ 重さ
(mm) (mm) g/個 kcla/kg kcal/個

３号 95 95 800 5,500 4,400
４号 116 108 1,370 5,500 7,535
５号 145 138 2,800 5,300 14,840
６号 175 153 4,600 5,300 24,380
７号 205 158 6,400 5,300 33,920

発熱量
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(d)石炭の種類と利用 

石炭は主に陸生植物から生成したものであることは、その顕微鏡下での研究などによっ

て明らかにされている。古生代以降莫大な量の陸生植物遺骸が現地に集積し、あるいは流

木として低地に集積し、それらの植物遺骸はその後土砂などを被り、大気と遮断される。

さらにその上に再び膨大な量の陸生植物遺骸が堆積し再び土砂などを被り、水などの影響

を受けつつ大気と遮断される。地域によってはこの作用が幾重となく繰り返され、数億か

ら数十億 t、面積で数十から数百平方 km、長さで数から数十 km、深さで数十から数百 m、

あるいはそれ以上に及ぶこともある。 

堆積した植物遺骸が、変質して石炭となるためは、二つの変質過程を経なければならな

い。第一段階は地表面近くで進行する微生物による分解作用であり、第二段階はその後に

起こる地球物理化学的変質作用である。 

第一段階の生化学的作用によって泥炭が出来るので、これを泥炭化作用と呼び、第二段

階は地下水を含む水、地熱、地圧、造山活動その他の作用を石炭化作用と呼び区別したり、

両者併せて石炭化作用と呼ぶこともある。 

これらの石炭の、工業分析値、元素分析値などを適当な指数の形にして二次元グラフに

整理して表示すると、コールバンドと呼ばれる曲線のバンドが得られる。 

その中の一つとしてよく説明に用いられるのが、van Krevelen によるもので、縦軸に H/C

（水素炭素原子数比）、横軸に O/C（酸素炭素原子数比）として表示したもので図 6.2.3 に示

す。 

この図から見て木材からスタートし脱水したものが泥炭へと変質し、さらに炭酸が抜け、

メタンが抜け、即ち脱 CO2 反応、脱 CH4 反応によって高炭化度炭(泥炭⇒褐炭⇒亜（低度）

瀝青炭⇒（高度）瀝青炭~半無煙炭~無煙炭)へと変質する。 
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図6.2.3 Krevelen のコールバンド 

 

表6.2.14 各種石炭の代表品質 

 

 

各種石炭の代表品質に各種石炭の代表品質例を示す。泥炭は植物遺骸が十分分解されず

に堆積して形成される。ウィスキー製造、脱臭剤、園芸用などに使われるが、固有水分が

高く発熱量が低く、乾燥すると自然発火するため取り扱いが厄介で、発電などには工夫が

必要である。 

褐炭は埋蔵量が豊富で利用拡大のための技術開発が図られている。しかし固有水分（平

衡水分、包蔵水分であって表面付着水分ではない）が極端に高く、脱水も簡単ではなく、

高温高圧が用いられるのが一般的で、脱水・乾燥した褐炭は内部表面積が大きく自然発火

の恐れもある。 

亜瀝青炭は褐炭からさらに炭化が進み発電などに多く用いられる。しかし褐炭ほどでは

固有水分 ＦＣ VM 発熱量 粘結凝集性
% % % MJ/kg

泥炭 14.7≧ 無
褐炭 30～70 14.7～19.3 〃
亜瀝青炭 10～25 19.3～26.8 〃
瀝青炭 1～5 69～86 14～40 32.6≦ 有～無
半無煙炭 86～92 8～14 無
無煙炭 92≦ 8≧ 〃
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ないが固有水分が高く発熱量が低いなどで長距離大量輸送などには適さない。したがって

山元で採掘し、発電に利用するのが一般的である 

瀝青炭は粘結性を備える石炭は原料炭として冶金用コークス原料として世界的なコール

チェーンを形成し大量に取引されている。粘結性のある石炭は粘結性が燃焼室内部でのス

ムーズな燃焼の妨げとなり発電には適さない。 

半無煙炭、無煙炭は炭化が も進んだ石炭で揮発分が少なく、したがって煙が少なく発

熱量が高いため、このことが長所となり練炭、豆炭用、カーバイド、電極用、コークス代

替などに需要がある。 

これらの石炭のうち練炭製造に用いられる石炭は泥炭、褐炭などはそのままでは使いづ

らい。これらの石炭は固有水分が高く、場合によっては半分以上を水分が占めることもあ

って、そのままでは使えない。揮発分も高く煙が発生し、特に業務、家庭用としては使え

ない。従って予備乾留するなどの対策が必要となる。半無煙及び無煙炭を混ぜたりして使

う。 

モザンビーク特に Tete 州の石炭は全てのデータが揃っていないので確かなことは言えな

いが、Krevelen のコールバンド上の⑧高度瀝青炭に属するものと考えられる。従って褐炭や

亜瀝青炭などのようにそれらの利用に当たり事前に脱水したり、脱揮発したりする必要は

ない。家庭用暖房や厨房で練炭として使うには、無煙炭などの配合で揮発分を下げる努力

が必要かもしれない。 

 

(e)練炭・豆炭の製造法 

1)家庭用練炭 

家庭用練炭には孔明き練炭及び豆炭が用いられる。孔明き練炭は煙を嫌うが故にかつて

国内やベトナム、中国、朝鮮の無煙炭に粉コークス、半成コークス、木炭粉など数種類か

ら十数種類の石炭を配合する。配合する前若しくは配合したあと粉砕し、消石灰、ピッチ、

ベントナイトなどバインダーとしての粘結剤を加え、一個一個成形した。消石灰は石炭中

の硫黄が燃焼するときに発生する硫黄酸化物を固定化して、臭気や SOx の排出を抑制する

効果があるので広く用いられてきた。 

バインダーを加えて成形前の粉炭中水分を一定に制御するために、温水若しくは蒸気を

加え混練機で粉炭とバインダーを混ぜ、捏ね合わせてこれを成形し、品質と強度を保つた

めにも乾燥・昇温し、包装後製品として出荷する。 

 

 

図6.2.4 練炭製造工程 

 

原料 粉砕 配合 調湿 混捏 成形 乾燥 包装 製品

　　粘 結 剤
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家庭用の練炭は一般的に「4 号」サイズの練炭を指し、円筒形に成形され、底面から燃焼

面へ空気を通す孔が十数本ほど穿けられている。4 号とは 4 寸（約 12cm）の高さサイズで

ある。業務用として飲食関連の店舗で使われるのは、練炭サイズもやや大きく５～７号程

度であった。 

煙の発生を抑えたり、着火剤を塗布しマッチ一本で着火を可能としたり、一酸化炭素の

発生を抑制する工夫など努力が重ねられてきたが、都市ガス、ＬＰＧ，灯油などのエネル

ギー流体化の波に押されて消費量が減少してきた。 

豆炭は孔明き練炭と同じような原料即ち無煙炭、粉コークス、半成コークス、木炭粉な

どが主原料で、これに粘結剤としてパルプ廃液、廃糖蜜、澱粉、石炭系ピッチ、石油系ア

スファルトなどを用いる。製造工程を図 6.2.5 に示す。焼成は低温で発生する異臭のする揮

発分の除去や、豆炭の強度を上げる目的で行なわれ、加熱温度は 300℃以下の比較的低温で

ある。製品の大きさは必要に応じて数 g～70ｇ前後で形状は卵形、マセック形、ラショナル

形、枕形、くるみ形などがある。 

 

 
図6.2.5 豆炭製造工程 

 

これらの用途は孔明き練炭と同じく炊事や暖房用であり、トロンメル強度 80 以上が望ま

れる。 

図 6.2.5 に豆炭の性状の例をに示す。 

 

表6.2.15 家庭用豆炭の品質 

 

出典：燃料便覧 （社）全国燃料協会 S59 

 

水分は強度を保持するために低く抑えられ、揮発分も燃焼中に異臭や煙の発生を抑える

ために無煙炭やコーライトを配合して押さえている。現代の灯油、ガスに比較し灰分は高

く、発熱量も低い。安価で灰分も低く、発熱量も高い原料を入手できればさらに良質な豆

炭を製造することも可能である。 

 

原料 乾燥 配合 微粉砕 混合 捏和 成形 焼成 冷却 包装 製品

≦300℃粘結剤

水分 灰分 揮発分 固定炭素 発熱量
(%) (%) (%) (%) (kcal/kg)

A 6.5 27.2 18.2 48.1 5,370
B 5.4 24.6 12.7 57.3 5,670
C 3.8 28.3 16.1 51.8 5,500
D 4.1 30.2 13.9 51.8 5,300
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2)工業用練炭 

我国における工業用練炭は、明治の初め発熱量が低く、低質な石炭を効率的に燃焼させ

るために石炭や固形燃料などを調合して作られ、特に軍用艦船や蒸気機関車に用いられた。

しかし軍艦用としては、満足が得られず無煙炭を増配合するなど熱量アップ、黒煙抑制な

どの対策が施された。20 世紀入ると世界の軍艦は石炭から石油へ大きく転換することにな

った。この理由は当時のレシプロエンジンが、新しく導入されつつあったタービンエンジ

ンに太刀打ち出来なかったからと言われている。商船もやや遅れて石炭から石油へと時代

が進んでいった。これに伴い練炭の需要は蒸気機関車向けやボイラ用が大部分で窯業、ガ

ラス溶解、ガス発生炉用などがある。業務用としての調理用、養蚕や農業分野での加熱用

としても伸びていった。工業用練炭（豆炭）の製造工程を図 6.2.6 に示す。 

 

 

図6.2.6 工業用練炭製造工程 

 

バインダーとしては石炭系ピッチ（軟化点 30～70℃）あるいはアスファルトを用いる。

その添加量は豆炭の必要強度によって変わり、4～5％から 10％程度までである。混捏はバ

インダーと共に成形する石炭も加熱し、十分に捏ねて混ぜるという言わば混練であるが、

この工程が豆炭の強度を左右する大事な工程といっても過言ではなく、十分注意を払うべ

きである。蒸気は過熱蒸気を用い、成形はダブルロールプレスによって 1～4t/cm の高い反

力をかける。 

アスファルトは、硫黄分が高いことに注意しなければならない。 

昭和 30 年代当時の国鉄のピッチ練炭規格は、甲、乙、丙種があって、甲種には特号、第

1～4 号に分かれていた。強度（大形 85％以上、小形％以上）、発熱量（各種、号ごとに異

なる 6800～7600kcal/kg 以上）、燃料比（2.0 以上種類によっては 0.7～1.8 以上）、硫黄分（特

号 0.6%以下、その他はもっと緩やかな規格）が規定されていて、需要も昭和 30 年代半ばに

ピークを迎えたが、その後鉄道の電化により急激に需要量が減少していった。 

 

(f)成形機 

ここで豆炭とも呼ばれるブリケットを製造する、成形機についてふれる。通常の成形機

は、図 6.2.7 の舌状ダンパー概略構造図に示すように、ロール表面に豆炭の半分の形状（カ

ップ）が彫られた向かい合うロールがお互い噛み込む向きに回転し、接する面に上から舌

状ダンパー開度（開度可変）によって噛み込む成形原料の量を調整して、ブリケットの原

形歩留まりやブリケットの品質(落下強度、圧潰強度、空隙率など)を所要の値に収める。そ

の場合成形機のロールにかかる力は、油圧シリンダーでもって圧力を掛けロードセルで検

原料 乾燥 粉砕 混合 捏和 水蒸気 加熱 成形 冷却 製品
混捏

ピッチorアスファルト 圧力蒸気



 

535 
 

知している。 

図 6.2.8 に成形機反力検出器概略構造図を示す。 

舌状ダンパーの開度を開けすぎると、噛み込み量過大となり、ブリケット内部にクラッ

クが入り、成形途中のブリケットに内部剪断力が働き原形歩留まりの低下、品質低下を招

く。 

これに対しより高圧成形をしようとすると、図 6.2.9 の高圧ブリケッティングマシン概略

構造図に示すように、ロールに供給する成形原料をスクリューフィーダーで予め圧縮させ、

成形原料中に含まれる空気、揮発分などの脱気をさせ、さらに強制的にロールに噛み込ま

せる方法をとることにより、より高圧の成形（2～4t/cm2）を可能とする技術である。 

 

 

図6.2.7 舌状ダンパー概略構造図  

 

 

図6.2.8 成形機反力検出器概略構造図 
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図6.2.9 高圧ブリケッティングマシン概略構造図（粉体と工業 Vol39,No3(2007)） 

 

ロール長さが長い場合はスクリューフィーダーを複数設置する。成形圧を上げてゆくと

成形物の密度は高くなるが、圧潰強度は 初は高くなるがある点以上高くなると内部に亀

裂や剪断力ストレスなどが生成し圧潰強度が低下してゆく。これを防ぐため、一方のロー

ル軸を固定し、他方の軸を油圧で押圧を調整し（押圧可変）、押圧が過大にならず、常に

適の圧縮力が保持されるようにしている。 

石炭物性と成形性については研究されており、粉砕性（HGI）、燃料比と成形性について

は、一般に HGI の大きいもの、即ち粉砕しやすいものが成形性も良好となる。燃料比も同

様の傾向としている。これは圧縮過程で砕けた粒子が成形物の粒子間を埋め、粒子相互の

密着度を上げ、さらに粉砕による新生面が密着度を上げる結果であるとしている 1)。 

モザンビーク炭は HGI80 程度、燃料比 3～4 程度で成形性は良い部類に入るものと考えら

れる。 

 

(g)バイオマスの利用 

1)バイオブリケット 

石炭に木材バガス (サトウキビの絞りかす）、わら、とうもろこしの茎などの植物性廃棄

物（バイオマス）を 10～20％混ぜ、石炭中の硫黄分に応じた脱硫のための消石灰を加えて、

混合し,100～300Mpa の高圧で成形した豆炭燃料のこと。1980 年代に日本で開発された。燃

焼時に、消石灰中のカルシュームと、石炭からの二酸化硫黄が反応して、硫酸カルシウム

（石膏）になるため、硫黄酸化物の発生を抑えられる。 

バイオブリケットは、かなりの脱硫効果があり、酸性雨対策として有効なだけでなく、

廃棄物の有効処理、石炭使用量の削減などの効果も見込まれている。中小規模の発生源に

おいては、燃料のブリケット化は安価に脱硫効果の得られる技術として普及が進むものと

考えられる。特に、途上国ではコスト面や維持管理の面などにおける問題解決に資する技

術として開発され、今後の普及促進が期待される。製造フローの概略を図 6.2.10 に示す。 
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図6.2.10 バイオブリケットの製造工程 

 

原料の石炭及びバイオマスを 3mm 程度以下に粉砕し、乾燥後粘結剤、脱硫剤（Ca(OH)2）

を添加しつつ石炭及びバイオマスを混合する。次にダブルロール成形機で圧縮成形する。

通常の方法ではブリケットの強度が足りず、運搬や取り扱いに十分注意が必要であるが、

ここで高圧成形方式を採用しているので、石炭粒子とバイオマスが良く絡み合い密着し着

火性、燃焼性もよく燃焼中でもバラバラに分離しない強いブリケットが出来る。 

バイオコールのサイズは燃焼器の大きさ、燃焼容量などによって異なるが一般に 50cm3

程度である。 

バイオブリケットの特徴は、バイオマスを配合しない通常のブリケットに比較し、煤塵

の発生量が石炭の直接燃焼に比べ大幅に減少することが見込まれ、臭いがかなり少ない。

それは石炭粒子間に入っているバイオマスが低温で燃焼することから、石炭の低温域で出

てくる揮発分をも燃焼するために煤塵が少なくなる。また着火時間の短縮も可能であり、

さらに燃焼過程においてバイオマスがブリケットの膨張粘結性を低下させ、ブリケットど

うしがくっついたりブリッジを形成したりしないため、ブリケット間の通気性を保ち良好

な燃焼性を保持し、ターンダウン幅も大きい。その上バイオマスが燃焼時に石炭灰が高温

となりクリンカを形成するのを妨げるので、石炭灰は砂状になり火格子より落下し、その

ため通風が保たれ燃焼が安定する。消石灰を Ca/S 比で 1.2～2 添加することにより硫黄が灰

中に 50～85％固定され環境改善に効果がある。そして何よりも混入するバイオマスを多く

すれば、かなり安く製造できる利点があることである。 

バイオコールは｢グリーン･エイド･プラン｣の協力技術の一つとして､中国､インドネシア

でモデル事業が実施されてきたので、モザンビークにおいてもその経験を生かせるのでは

ないかと考えられる。 

 

2)バイオペレット 

バイオペレットのうち特に木質ペレットは化石燃料とは異なり、炭素循環の枠内でその

総量を増加させるものではないため、統計上は排出しないものとして取り扱うことができ

る（カーボンニュートラル）。CO2 排出量削減、廃棄物を処理できる利点と、原油・天然ガ

ス価格高騰に対抗するコスト削減策として急速に注目を浴びている。 

2005 年以降電力会社が、石炭火力発電の現場において石炭の 3％程度を木質ペレットに

代替する運転を計画している、関西電力舞鶴 1 号で 2008 年 6 万 t/y の本格運転を開始した。

そのほか 2005 年四国電力西条発電所、2007 年北陸電力、2007 年中国電力、2009 年中部電

粘結剤、脱硫剤

石炭 粉砕 乾燥
混合 成形 製品

バイオマス 乾燥 粉砕 （バイオブリケット）
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力、2010 年沖縄電力などと目白押しである。 

中国電力新小野田、三隅発電所において、2008 年以降バイオマスをペレットにせず木質

バイオマスをそのまま微粉炭と混焼し、低炭素社会の実現に少しでも近づく努力がされて

いる。 

この木質ペレットは製材時に発生するおがくず、かんなくずなどを乾燥・粉砕し、圧力

を加えて直径 6～8mm 程度の円筒状に成形加工したものである。諸般の事情からカナダか

ら輸入しているとのことである。その概略製造工程を図 6.2.11 に示す。 

 

 

図6.2.11 木質系ペレット概略製造工程 

 

おがくず、かんなくずや間伐材などのバイオマスを粗く破砕し、次いで金物など異物を

マグネット、風力分級などによって除去しさらに細かく粉砕し、水分 10％前後まで乾燥す

る。次にペレタイザー（フラットダイ式など）と呼ばれる原料に圧力を加え固める装置で

成形する。このとき木に含まれるリグニンが接着剤の役割を果たすが、含水量が低すぎて

も高すぎても固まりにくい。これらの観点から水分 10％前後に調整する。 

現在国内で普及しているペレット製造設備は流通量の多いアメリカ、ドイツ及び北欧諸

国からもたらされたものが多く、大型設備による大量生産を主目的とするあまり、国内の

ニーズに相容れない面がある。近年は国産の製造設備が作られるようになり、国内の商業

利用に使われるようになってきて、性能、価格も適うものが出てきて、より一層の普及が

期待される。 

一般に国内での木質ペレットの品質はに示す。発熱量は石炭の 7 割程度、嵩比重は石炭

並みか幾分下回り、灰分は石炭に比較し大幅に低い。日本で製造されている木質ペレット

は 1 万 t 前後と未だ国内の生産体制が整っていない。 近地球温暖化問題、原油価格高騰、

廃棄物処理経費増大などの背景もあり、徐々に普及が進み始めている。とりわけ寒冷地北

海道、岩手県などでペレット販売量が増えている。本州以南の地域では家庭用よりも温室

や乾燥用など農業用での大規模利用が多くなっている。 

建築端材や廃材さらに間伐材などを利用すれば供給量を大幅に増やすことが可能となろ

う。 

モザンビークに目を転ずれば、エネルギー構造上バイオマスの利用が大半を占めている

現状を、その主体を石炭利用に転換することは、利用技術の構築というハード面のみなら

ず、安価なバイオマス提供、利用支援方策などソフト面の充実も欠かせない。今のところ

バイオマスの種類別使用量などのデータを把握していないので、その辺から取り掛かる必

要がある。 

 

バイオマス 破砕
異物除
去

粉砕 乾燥 造粒 冷却 梱包 製品
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表6.2.16 木質系ペレットの品質 

 

 

(h)まとめ 

2 号炭の有効利用については、発電への利用は微粉炭焚きが有効であり、Tete 州では大規

模に計画が進められている。 

一方家庭用厨房や暖房などへの利用については具体的な検討・計画は未だたてられてい

ないようである。我国ではこの面での工業的、実用的な経験が豊富であり、さらに諸外国

への支援事業の経験を多く所有している。 

特に発展途上のモザンビーク国にとって、現在使用しているバイオマスを今後石炭主体

のエネルギー社会に転換して行くにしても、このバイオマスをブリケットに混入し、処理・

消費して行くことなどは、有効な方策ではなかろうか。 

さらには湿炭、乾燥炭あるいは熱間で且つ粉炭から微粉炭までの成形などの経験を持つ

我国の支援によって、将来国内での石炭利用拡大のほか、輸出の面では原料炭だけではな

く、電力、家庭用厨房、暖房、コークスなどの燃料などを輸出することが可能となれば、

モザンビークに大きな貢献が出来ると考えられる。 

 

参考文献 

1)溝口忠一、小泉茂、山本裕：高圧ロールプレスと石炭成形：Vol28,No3(1991)P31 粉体工学

会誌 

2)加藤健次、中嶋義明、山村雄一：微粉炭塊成化（DAPS）によるコークス製造技術：

No384(2006)P38 新日鉄技報 

3)加藤健次：次世代コークス製造技術(SCOPE21)の開発：vol.96(2010)No.5 鉄と鋼 

 

(3)石炭の乾燥およびスラリー製造技術 

(a)石炭の乾燥技術 

脱水、乾燥、改質技術については、図 6.2.12 に示す 4 つの区分に分類して説明される場

合が多い。飽和蒸気圧曲線とおおよそ 200℃ を境界とする 2 本ラインによって 4 つの領域

に分けられる。200℃以上では、褐炭の改質が進みやすくなるため自然発火性が抑えられる

が、廃液中に有機物質が移行するために廃水処理が必要となる。200℃以下では、廃水の汚

れは少ないが、熱的な反応による自然発火性の抑制効果が期待できない。また、飽和蒸気

4000～
4300

0.55～
0.68

寸法 直径 6～9 mm
長さ 10～25 mm

灰分 1～2 %
水分 8～10 %

kcal/kg

kg/l

カロリー

嵩比重
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圧曲線よりも低圧では改質時の水分は大気-放出されるため、廃水は少なくなるが、エネル

ギー損失は大きくなる。飽和蒸気圧曲線よりも高圧では、改質時に発生する水分は、液と

なって回収され、エネルギー損失は小さい。高温高圧ほど改質コストは高くなると考えら

れる。図 6.2.12 では、A：機械的脱水法、B：蒸発法、C：非蒸発法、D：熱分解法に区分さ

れる。 

 

脱水、乾燥、改質技術の温度、圧力による分類 

（出典：大高康雄；JCOAL Journal、vol.19、p.19（2011）） 

図6.2.12 脱水、乾燥、改質技術の温度、圧力による分類 

 

1)機械的脱水法(区分 A) 

機械的に圧縮し、加熱して褐炭中の水分を搾水する方法である。代表的なものに Coldry 

Process がある。これは、オーストラリアの ECT(Environmental Clean Technologies)社によっ

て開発されており、2 万トン/年のパイロットスケールのプラントがメルボルン郊外の

Bacchus Marsh で稼働している。褐炭と少量の水を混合した後、すり潰し、押し出し成型後

に温風および発電所からの廃水の熱源で乾燥するプロセスである｡すり潰すことにより､褐

炭の粒子径が平均 20μm (0.1μm～2mm)となるとともに、細孔内の水分が押し出される｡さら

に、表面の酸素官能基から水分がとれて、表面が安定し、自然発火が抑制される。200 万ト

ン/年の商用プラントを 2014 年に計画している。40℃ という低温の廃熱を利用して褐炭を

乾燥させるため、乾燥時に回収される排水は、有機物質などをあまり含んでおらず、工業

用水として使用できる。また、様々な石炭を用いて試験が行われており、代表例は Coldry 

Process 製品の性状に示すとおりである。 
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表6.2.17 Coldry Process製品の性状 

 

（出典：電力中央研究所報告；低品位炭改質技術の国内外の開発動向調査、p18（2012）） 

 

2)蒸発法(区分 B) 

代表的な設備にスチームチューブドライヤー(STD)がある。これは、低圧飽和蒸気を用い

て、回転式の熱交換器による間接加熱によって水分を蒸発させる技術である（STD の構造

参照）。また、STD は大型化が可能である。このため、石炭、鉱石類、合成樹脂パウダーの

乾燥などに利用される。石炭については、コークス用原料炭の乾燥、発電ボイラ用一般炭

の乾燥に適用された実績がある。双日と月島機械は、NEDO 交付事業により、インドネシ

アの低品位炭を STD で乾燥して火力発電所の高効率化を検討している。結果の一部を表

6.2.18 に示す。 

 

 

出典：月島機械株式会社 HP、http://www.tsk-g.co.jp/tech/equip/kanso/STD.html 

図6.2.13 STD の構造 
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表6.2.18 インドネシア褐炭のSTDによる乾燥試験の結果 

 
出典：双日株式会社：平成 22 年度地球温暖化対策技術普及等推進事業（第二次）インド

ネシア共和国「火力発電所における低品位炭利用の高度化」報告書（2011）） 

 

3)非蒸発法（区分 C） 

この領域の処理方法には、熱水処理法、水熱抽出法などがある。水熱抽出法は脱水のほ

かに固体、液体、ガスが製品となるので、脱水を主とした熱水処理法とは視点が異なる。

ここでは、熱水処理法について述べる。 

高温高圧水（熱水）を用いた改質法(HWT/ Hot Water Treating)がある。この方法は水分を

蒸発せずに熱水中に抽出させて、脱酸素、脱水を行うプロセスである。低品位炭の表面性

状を親水性から疎水性に改質するのと同時に、低品位炭の一部が分解して発生するタール

状物質が低品位炭内部の空隙を充填して内部水分が再吸湿しないようにすることによって、

高濃度の石炭スラリーを製造することができる。日揮は、亜瀝青炭、褐炭などの低品位炭

に少量の添加剤を加えて水スラリー化燃料とすることができるという JCF(JGC Coal Fuel)を

開発した（JCF（HWT）プロセスの概要）。製造されるスラリー化燃料は、低品位炭の持つ

固体ハンドリングとしての欠点(自然発火、炭塵飛散など)を克服し、貯蔵・輸送・燃焼など

において重油並みのハンドリングが可能となるとしている。日揮は、石炭スラリー化とし

て、瀝青炭で 25 万トン/年規模の商業装置を中国に建設した。 
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（出典：日揮 HP、http://www.jgc.co.jp/jp/04tech/04coal/jcf.html） 

図6.2.14 JCF（HWT）プロセスの概要 

 

この種のプロセスは、この他にフライスナープロセス（Fleissner Drying）がある。これは、

飽和水蒸気で燃料を乾燥させることにより、燃料中の水分を液体のまま除去する方法であ

る。オーストリア、ユーゴスラビア、トルコで商業化された実績がある。日本ではこれを

改善した DK プロセス（電発・川重プロセス）があり、パイロットスケール規模で技術確立

された。 

 

4)蒸発法（区分 D） 

熱分解によって石炭（褐炭）を処理する方法である。石炭を 400℃以上の高温で処理する

ことにより水分の大半を除去することが可能となる。水分の除去と同時に熱分解した石炭

から、固体、液体、ガスの製品が生成する。ENCOL 法（米国）、BCD（Brown coal Densigication）

（豪）がこの方法に該当するが、製品が固体と油の液体品となるので事前乾燥処理とは視

点が異なる。 

 

(b)石炭スラリーの製造技術 

石炭は固体であるため、液体に比べハンドリングが複雑なこと、粉塵に対する環境対策

が必要なこと、貯炭場などの広い用地を要する等の問題があり、石炭をクリーンで重油並

に利用する手段として、石炭スラリーが注目された。石炭スラリー燃料としては、水と混
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合した CWM（Coal Water Mixture）のほかに、石炭に重油を加えてスラリー化した COM（Coal 

Oil Mixture）がある。COM は燃焼に都合の良い石炭と重油の組合せであるため、CWM よ

り一歩先に技術的検討が開始されたが、重油を必要とすることがかえって問題となり、普

及には至らなかった。 

CWM は水と石炭の混合物であり、自然発火や粉塵飛散の問題もなく、ハンドリングし易

い流体として取扱うことが出来る利点を持っている。高濃度 CWM は、石炭の粒子径分布

の研究や分散剤などの添加剤の開発によって、加える水を少なくしても流動性と安定性が

保たれ、脱水することなく直接燃焼することが可能である。ごく少量の添加剤を加えるこ

とによって、ある特定の粒子径分布を有する石炭粒子が、約 70％の重量濃度で均一に分散

する、安定な石炭・水スラリーを実現することが出来る。 

 

1)概要（出典：NEDO、JCOAL：日本のクリーンコール・テクノロジー、P70（2006）） 

代表的な高濃度 CWM（中国炭 CWM）の特性を、次の表 6.2.19 に示す。 

 

表6.2.19 高濃度CWMの特性 

石炭濃度(wt%) 68～70 

高位発熱量(kcal/kg) 5,000～5,200 

低位発熱量(kcal/kg) 4,600～4,800 

見掛粘度(mPa・s) 1,000 

比重(－) 1.25 

灰分(wt%) 6.0 

硫黄(wt%) 0.2 

200 メッシュ（75μm）以下の粒子(%) 80～85 

 

・炭種 

一般的傾向として、炭化度が高く、固有水分が低く（工業分析値：約 5％以下）、酸素含

有量の少ない（元素分析値：約 8％以下）、石炭が高濃度 CWM を作るのに適している。 

・添加剤 

添加剤には、分散剤と安定剤がある。分散剤は、静電気的反発効果や立体反発効果によ

って、石炭粒子をスラリー中に分散させる役割を持ち、ナフタレン、ポリスチレン、ポリ

メタアクリレート、ポリオレフィン等のスルフォン酸ソーダが用いられている。スラリー

中の石炭粒子の沈降を防止し安定化するために、CMC、キサンタンガム等の安定剤が用い

られる。 

・粒子径分布 

CWM の高濃度化・安定化を図るには、粉砕された石炭粒子の粒子径分布はシャープな分

布よりも幅の広い分布の方が好ましい。通常用いられている粒子径は、概略表 6.2.20 のよ
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うになっている。 

 

表6.2.20 高濃度CWMの粒子径分布 

大粒子径 150～500μm 

平均粒子径 10～20μm 

74μm 以下の粒子 80 %以上 

数 μｍ以下の微粒子 10 %程度 

 

・レオロジー特性 

CWM の流動特性は、非ニュートン流体の特性を持つが、近似的にはビンガム流体として

取り扱える。炭種、濃度、添加剤及び流動状態等によっても流動特性は変化する。見かけ

粘度は概略 1,000mPa･s（室温、剪断速度＝100 /s）である。 

・発熱量 

発熱量は原料とする石炭の発熱量に依存する。平均的な低位発熱量は 4,600～4,800kcal/kg

である。 

 

・高濃度 CWM の製造プロセス 

高濃度 CWM の製造は、石炭を CWM に適した粒度分布に粉砕し、適正な添加剤（分散

剤と安定剤）を選定し、石炭・水・添加剤を適切に混合することにより、高濃度・低粘性・

高安定性で良質の CWM を製造することが可能となる。CWM 製造プロセスのブロックフロ

ーを図 6.2.15 に示す。また、CWM 製造プラントの例を図 6.2.16 に示す。 

 

 

図6.2.15 CWM の製造プロセス 
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http://www.khi.co.jp/rd/tech/131/nj131g08.html（川崎重工技報 1996.10－技術論文－ 第

131 号 会社創立 100 周年記念号） 

図6.2.16 CWM 製造プラントの例 

 

CWM の製造の基本的な単位操作は、破砕・粉砕、分級、混合・攪拌および冷却操作から

構成されている。混合・撹拌は混錬操作を意味しており、このケースはボールミルを採用

しているが、ボールミルのようなボール型の他にブレード型やロール型が使用される。冷

却操作は温度の低下によって粘度が低下させることであり、混錬エネルギーを低下させる

こともできる。粘性を高める原因である粗粒を除去するために、分級操作を行っている。 

 

2)高濃度 CWM 製造技術の発展 

CWM は、熱分解やガス化が良好に行われ、高い燃焼効率が得られるためには、60～75

重量％（水分 25～40 重量％）、好ましくはそれ以上の高濃度であること、輸送効率の観点

から好ましい粘度、例えば 1ｍPa･s（1000cP）程度の見掛粘度に調製される必要がある。 

これらの CWM 品質を左右するのは粒子-液-気体系の充填状態の制御にある。図 6.2.17 は

その状態を模式的に示したものである。CWM はスラリー状態となるが、一般的には粒子体

積濃度が 15％を超えると１粒子当たりの接触点数は 2 以上となる。したがって充填状態と

しては平均的には S-1 であろう。この領域の粒子の凝集構造を模式的に図 6.2.18 に示す。 



 

547 
 

 

出典：梅屋薫：日本レオロジー学会誌、13(6)、235-251（1978） 

図6.2.17 固-気-液分散系の充填状態の分類 

 

スラリー状態における粒子間のポテンシャルエネルギー曲線については、DLVO 理論が知

られている。粒子の表面近傍に表われる第一極小値とその表面から離れる距離に表われる

第二極小値が存在し、第一極小値で強く凝集している一次凝集と、それらが第二極小値で

弱く凝集している二次凝集がある。梅屋らの研究から、水側の構造あるいは形態としては、

①水膜（Helmholtz 層吸着水膜および拡散水膜）、②一次凝集構造の間に囲まれている内部拘

束水、③二次凝集構造の間に囲まれている内部拘束水、④その外側にある自由水が考えら

れている。 

 

図6.2.18 粒子の凝集構造の模式 

 

高濃度の CWM を得るためには、スラリー中の石炭微粉炭の充填度を高くすること、同

固相/粒子 連続 連続 連続 不連続 不連続 不連続 不連続
気相/空気 連続 連続 不連続 ー ー ー ー
液相/水 連続 連続 不連続 不連続
液相Ⅱ/自由水 不連続 連続 連続 連続
充填状態 P F-1 F-2 C-1 C-2 S-1 S-2
臨界点 ｃ-1 ｃ-2 ｃ-3 ｃ-4 ｃ-5 ｃ-6
レオロジー系
混合 乾式

P；Pendular、F；Funicular、C；Capillary、S；Slurry

不連続 連続 連続

粉体系 練り土系 スラリー系
半乾式 湿式 スラリー

①水膜

二次凝集

②一次凝集内部拘束水

③二次凝集内部拘束水

④自由水

一次凝集

一次粒子
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時に粘性を一定以下に抑えることが必要となる。このために、つぎの方法が提出されてい

る。 

①一次粒子間に二次粒子を充填（粒度分布を制御） 

②粒子間摩擦抵抗力を減少（一次粒子表面の水膜を形成し粒子と粒子の表面接触を減少） 

 

①については、一次粒子間あるいは一次・二次の凝集内部拘束水の内部に二次粒子を配

置させるもので、その基本となるものは粒度分布の制御である。②について、水分が増加

すると水が粒子間の空隙に入り込み、やがて空隙が水によって充填された状態となる。こ

の状態は、粒子と粒子の表面が接しているため、粒子間の摩擦抵抗力が大きく流動しにく

い。粒子の表面全体に水が付着すると、粒子に水の膜が形成することによって粒子間の摩

擦力が低下するため、流動性が上がる。さらに、水量が増加すると水膜の厚さが増大して

摩擦力がさらに低減し流動性が向上する。粒子表面に水膜を形成させる方法としては、添

加物による粒子表面改質、せん断力を制御した混錬操作が有効である。 

 

粒度分布の制御 

低品位炭を用いた場合の CWM 製造工程の例を WM 製造工程の例に示す。改質前処理工

程で粉砕炭スラリーをつくり、これを改質工程で改質し、改質炭スラリーを脱水処理して

改質炭ケーキとろ液に分離する。混練工程で改質炭ケーキに水と添加剤を加え混練して製

品 CMW が製造される。 

改質前処理工程における石炭破砕において粒度分布を制御して、同一の粘度（1000cP）

程度において、石炭濃度が 5 重量％程度高い CWM スラリーが得られたとの報告がある（特

開平 11-335679）。 

 

 

 

図6.2.19 WM 製造工程の例 

 

 

改質前処理工程 改質工程 脱水工程

混錬工程製品CWM

原料

水

粉砕機 スラリー
タンク

加熱器 高圧タ
ンク

ろ過

改質
ケーキ

分散剤混錬機移送ポ
ンプ

スラリー
タンク

調整水
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添加物による界面制御 

CWM における界面活性剤の役割は、疎水性の石炭の親水化、石炭粒子の分散･凝集防止

である。特に CWM の原料として亜瀝青炭や褐炭を用いる場合、これらの低品位炭は、高

吸湿性、高水分であるとともに、フェノール基やカルボキシル基などの酸素含有親水性基

が多く含まれているので石炭表面の親水性が高いなどの理由から高濃度 CWM を製造する

ことは容易ではないので、界面活性剤の利用は有効である。例えば 65～70％濃度の CWM

を得ようとする場合、界面活性剤の性能にもよるが一般的な界面活性剤を主成分とする分

散剤の場合で 0.1～1wt％程度添加することが必要である。界面活性剤は使用量がこの程度

でも単価が比較的高いこと等がコストを押し上げる要因となっているので、疎水性の石炭

の親水化を極く微量の保護コロイド（1ppt～ppm）に担わすことによって、その使用量を削

減することができることも報告されている（特開平 9-302364）。 

 

混錬の強化 

混錬操作によって、粒子表面全体に水が付着していくつかの一次粒子が集まることで一

次凝集構造をつくる。一次凝集が集まると二次凝集構造をつくる。一次凝集構造は強く、

二次凝集構造は弱い凝集構造である。一次凝集は混錬中に形成され、しばらくして二次凝

集が形成される。したがって、一次凝集構造はその流動性に大きく影響を与える。粒子が

よく分散する場合は、一次凝集構造の粒子個数が少なく、流動性が高くなる。即ち、高濃

度 CWM の製造のためには、水膜に覆われた一次粒子の集合体が理想であり、自由水や凝

集内部拘束水を減少させることが求められる。 

これらのことから、混錬操作の目的は、Pendular 領域や Funicular 領域の粒子を減少させ

ること、一次凝集および二次凝集粒子を崩壊させることにある。このためには、せん断力

の大きい混錬操作を行うことが有効である。また、分散剤を添加する前に混錬操作を行う

ことも考えられている（特開平 11-335680）。これは分散剤を添加するとスラリー全体の粘

度が低下するために一次凝集粒子が崩壊されにくくなることを回避することにある。 

 

CWM の燃焼 

[CWM 燃焼炉] 

CWM は、重油から石炭への代替燃料として、主としてボイラにおいて用いられる。CWM

燃焼炉の基本構造は従来の媒体噴霧式バーナーを備えた石油燃焼設備と同じであり、格別

の設備変更を伴うことなく利用することもできる。CWM は石油と異なり、微細化した石炭

に約 30％の水と少量の界面活性剤を添加したスラリーであるため、比較的粘性が高く、通

常 2 流体アトマイザにより高流速で噴霧微粒化して燃焼させる。 

CWM 燃焼については、単一液滴の燃焼機構などの研究が行われ、その燃焼形態が明らか

になってきている。バーナチップから噴出した直径 100~400μm 程度の液滴内に含まれる数

100 から数 1000 個の粒子は、水分が蒸発した後に微粉炭粒子が凝集してアグロメ状の粒子



 

550 
 

として燃焼が開始、継続し、初期粒径 400μm の液滴は約 1.5~1.7s で燃焼完了することや熱

分解によって揮発分が放出する過程に対して液滴の外周部に形成される灰層が拡散抵抗と

なるモデルにより反応速度の炭種依存性が説明できるなどの知見が得られている。CWM 燃

焼の初期過程では水分蒸発に時間を要するので、バーナーの着火安定性にはこの蒸発時間

をできる限り短くして早やかに揮発分を放出して燃焼に移行させる必要がある。 

 

 

（出典：特開平 9-303727） 

図6.2.20 CWM 燃焼用の二流体アトマイザの例 

 

CWM を良好に燃焼させるためには、30~40％と多くの水分を含むことや、見掛けの粘度

が高いことから、微細な液滴群からなる噴霧をアトマイザにおいて生成させることが重要

である。ボイラ等における CWM の噴霧燃焼時には、噴出孔の中心軸上から微粒化媒体で

ある蒸気等を供給し、噴出孔の側壁開口部から CWM を供給し、両者を合流・混合させて

噴霧する中間混合式の二流体アトマイザが良く利用される。その例を CWM 燃焼用の二流

体アトマイザの例に示す。 

一般的には、タンクに貯蔵された CWM は、噴燃ポンプの回転数制御によって圧力を高

められ、必要とする吐出量が流量計や遮断弁の制御によって、バーナーに供給される。バ

ーナー入口のアトマイザによって燃焼炉内に噴霧される。一方、CWM の流体としての特性

は非ニュートン流体であって、粘度が高く、降伏点を有している。また、CWM は微粉炭粒

子を高濃度で含むため、流路通過において、 大粒子径以上の流路クリアランクスが必要

となるとともに、機器は耐摩耗性を要求される。 

微粉炭燃焼と同等の性能が得られる CWM 燃焼ボイラが開発された（CWM の燃焼ボイラ



 

551 
 

の例）。燃焼炉は高温とするため 3 つのチャンバーから構成されている。微粉炭燃焼と燃焼

効率が同等の他に、ターンダウンの範囲として 60~100％、NOx 発生量が 185ppm 以下であ

る。また、石炭灰は溶融してスラグとして排出される。 

 
（出典：Center of Coal Utilization, Japan; Japan’s Coal Technology, p19 (1994)） 

図6.2.21 CWM の燃焼ボイラの例 

 

[CWM 予熱燃焼法] 

乾式酸素吹き石炭ガス化法では、ガス化炉内の微粉炭輸送には 200~250kg-N2/t-coal の窒

素を使用するのが一般的である。また、湿式酸素吹き石炭ガス化法では CWM 中の水分蒸

発潜熱がガス化炉内で奪われるためガス化温度が低下する。未反応炭素の発生を防止する

ために酸素を吹き込んでガス化温度を上げることとなる。このため、石炭燃焼量が増加し

て冷ガス効率が低下する。乾式法と湿式法を比べたときの冷ガス効率は、シェル社のガス

化炉で約 83％，テキサコ社の炉では約 75 %程度である。CWM を予熱して、蒸気と微粉炭

の形態でガス化炉に吹き込めれば、乾式と同じ効率が得られる。このために、つぎの開発

によって CWM 予熱式石炭ガス化炉が開発された。 

1）CWM 予熱による液固から気固系への急速変換システムの確立 

2）ガス化反応時間を従来の 2 秒程度から 7～8 秒にし、高温場における水性ガス反応を

起こさせ、酸素消費量の削減と冷ガス効率（目標値 85 %：世界 高効率）の向上 
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その結果、CWM 予熱式石炭ガス化炉は、表 6.2.21 の性能が得られている。また、CO2

の排出量が減少するメリットもある。 

 

表6.2.21 CWM予熱ガス化炉の経済効果予測 

ケース CWM 予熱無し 
（テキサコ炉） 

CWM 予熱有り 
（新型炉） 

予熱のメリット 

石炭投入量 100 t/h 84 t/h -16 t/h 

酸素消費量 110 t/h 71.4 t/h -38.6 t/h 

冷ガス効率 71.70% 85.30% 13.60% 

ガス化反応時間 2.0 sec 7.8 sec 5.8 sec 

生成ガス発熱量 500 Gcal/h 500 Gcal/h 0 Gcal/h 

酸素消費額（5 円/Nm3） 385,000 円/h 249,900 円/h -135,100 円/h 

石炭使用額（1500 円/ｔ） 150,000 円/h 126,000 円/h -24,000 円/h 

原料費合計（時間） 535,000 円/h 375,900 円/h -159,100 円/h 

原料費合計（年間） 42.8 億円/年 30.1 億円/年 -12.7 億円/年 

（出典：NEDO；「石炭・天然ガス活用型二酸化炭素回収・利用技術の開発」中間評価分

科会資料、（2001）） 

 

6 . 2 . 4  2 号炭の有効利用（活性炭製造) 

モザンビークの気候は、熱帯から亜熱帯に属しており、季節は雨季と乾季の 2 期に区分

される。石炭資源が豊富なテテ州は乾燥した熱帯気候であり、年間平均雨量は 393ｍｍで、

12 月には 高 129ｍｍまで到達するが、7 月には殆ど降らない。そのため、乾季には全く水

がなく干上がっている。 

これらのことから、テテ州の開発戦略の特定目標として「農村地域に焦点を当てた水供

給と基本衛生へのアクセスを増大する」としている。この目標を達成するために戦略的行

動は、 

・ 世帯接続と公共水道の数を増加するように促進する。 

・ 都市部と農村地域における保険衛生の新接続を開発・拡大する。 

・ 衛生活動におけるコミュニティ参加と職人参加を推奨する。 

・ 水供給システムの建設、リハビリ、保守を継続する。 

上記のようになっている。衛生的な水の安定供給手段として、2 号炭から活性炭を製造し、

河川の水を浄化して飲料水として使用できるかどうかを検討したい。 

 

(1)活性炭とは 

活性炭はヤシ殻、おが屑などの植物質や石炭などの炭素物質を原料として、高温でガス

や薬品を反応させて製造され、個体構造に多数の細孔を有する多孔質炭素の代表素材であ

る。細孔内部は網目状に構成されており、細孔面積は 1ｇ当たり 800~2,500ｍ2 となり、細

孔表面は非極性の性質を持つために、水のような分子量の小さい極性分子は吸着しにくく、

有機物を吸着しやすい性質を持つ。上記のような性質があるために、脱臭、水質浄化など
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に用いられる。 

(2)活性炭の製造方法 

活性炭の製造方法として、石炭やヤシ殻などの原料を粉砕・成型してから、700~800℃で

炭化物を作成する。炭化物を特定の条件下で賦活操作を施し、微細な孔を空けたものを活

性炭と呼ぶ。活性炭の製造方法はガス賦活法と薬品賦活法の 2 種類ある。 

ガス賦活法は、炭化物を 900~1100℃で水蒸気や二酸化炭素と反応させることによって微

細な孔を空ける方法です。薬品賦活法は、おが屑などの有機物に燐酸などの薬品を混合し

て、400~600℃で燃成することで、薬品の脱水作用により微細な孔を空ける方法です。 

薬品賦活法は炭素量の収率が良いメリットがあるが、環境問題や設備投資などのデメリ

ットがあるために、ガス賦活法が世界的に主流となっている。 

(3)活性炭の用途（水処理用） 

活性炭の需要として も多いのが水処理用であり、各種産業活動において排出される産

業排水及び生活排水処理として利用される。通常の排水・下水処理では放流の基準を満た

さない場合があり、その際の高次処理として活性炭が用いられる。また、排水・下水のほ

かに、その供給側である浄水や用水、家庭用浄水器、土壌汚染などにも利用される。 

水質浄化においては、排水等が含有する汚染物質の種類や量が異なるため、適用する活

性炭の種類や利用法も異なる。液層吸着の特性を決定づける要因として、吸着剤の粒度、

溶液の粘度、攪拌方法、流速および温度等があげられており、利用目的に応じて活性炭が

選択される。 

 

6 . 2 . 5  2 号炭の有効利用(肥料製造) 

本項では、石炭利用産業のひとつとしてモザンビーク政府より要望があった窒素肥料製

造を挙げ、本製造技術に必要な石炭ガス化技術の概要について述べた後、石炭ガス化への 2

号炭の適用可能性とマスタープラン策定に向けた検討課題について述べる。 

(1)石炭ガス化技術の概要 

図 6.2.22 に石炭ガス化反応とガス化炉の形式を示す。ガス化反応は燃焼反応と異なり極

めて多様で、温度、圧力、雰囲気等により生成ガスの量や性状は異なる。無酸素状態で単

に石炭を加熱しただけでも熱分解反応でガスが発生する。これらの反応は石炭種類とガス

化方式により支配的な反応経路が異なってくるので、ガス化プロジェクトを推進する場合

には、石炭性状を十分理解した上で、何を生産するのかを 初に明確に定めることが も

重要である。ガス化方式には、固定層、流動層、気流層方式がある。固定層は 400～1000℃

でガス化しタールや C1 以上のガスが生成する。流動層は 900～1000℃でガス化し、タール

は微量、また CH4も少量生成する。気流層は 1300~1600℃でガス化する。タールや重質ガス

の生成物はなく、化学品を狙った合成ガス(CO と H2)の製造に広く適する。ただ、熱分解反

応を積極的に取り入れた方式も開発中で、この方式では CH4 ガスの濃度が増す。 
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図6.2.22 石炭ガス化反応とガス化炉形式 

 

上記のようにガス化挙動は複雑で、またガス化炉形式も多様であるが、炭種や炉形式に

共通したガス化プラント性能を表す指標として、次４つがある。 

 

炭酸ガス化率 ηc 
生成ガス中炭素量 C  ;CO,CO2,CH4,C2,C3量

石炭炭素割合 石炭供給量
100 ;  %  ----------------------------------- (1) 

 

冷ガス効率 ηg 
生成ガス発熱量 生成ガス量

石炭発熱量 石炭供給量
100 ;  %  ------------------------------------------- (2) 

 

生成ガス原単位 G 
生成ガス量

石炭供給量
  ;   Nm3/kg  ----------------------------------------------------------- (3) 

 

（a）ガス化反応 1) 

 

（b）ガス化炉形式の一例 
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酸素原単位 Ox 
ガス化剤酸素供給量

石炭供給量
  ;   kg/kg  ---------------------------------------------------------- (4) 

 

炭素ガス化率は炭素の損失の度合いを示す指標で、ボイラで言えば燃焼効率に相当する

値であり、100%に近いほど良い。高性能のガス化では通常 99%以上である。冷ガス効率は

石炭入熱に対する生成ガス熱量の割合で、高いほど良く、高性能のガス化では通常 80 数%

である。生成ガス原単位は単位石炭量当たりのガス発生量で、大きいほど消費石炭量は少

なくなる。（例；1.7～2Nm3/kg）酸素原単位は単位石炭量当たりのガス化剤量で、小さいほ

ど酸素設備容量が小さくできる。（例；0.6～0.9 kg/kg）これらのガス化性能評価因子はガス

化製品の経済性に影響する。炭素ガス化率、冷ガス効率が高く、生成ガス原単位が大きく、

酸素原単位が小さくなる石炭ほどガス化に適する石炭と言える。 

また、これらの指標は石炭性状に強く依存し、正確な値は個々の石炭毎に熱・物質収支

を計算して求めるが、本報告では、全ての石炭についてこれら指標を横断的に概観するた

め、以下の様な理想形を考えて、石炭性状と上記指標の関係を示す。 

① 石炭は C、O、H(単位;kg)のみから成り立つ。C+H+O=1。 

② 石炭中の炭素(C)が全量 CO ガスに、水素(H)が全量 H2 ガスに転化する。 

③ 石炭中酸素(O)は全量 CO に転換する。 

この前提で４つの指標は以下の式で表せる 3)。 

 

ηc 100 ;% -------------------------------------------------------------------------------------------------- (5) 

 

ηg 
. / H/C . /

    H/C  O/C/
100 ;  %  ------------------------------------------------------ (6) 

 

G 
. /   H/C . /

 H/C  O/C
 ;   Nm3/kg  -------------------------------------------------------------------- (7) 

 

Ox 
/    O/

 H/C  O/C
 ;   kg/kg  ------------------------------------------------------------------------------- (8) 

 

つまり、石炭の O/C と H/C により、冷ガス効率、生成ガス原単位、及び酸素原単位が表

わせる。 

(5)～(8)式で計算した結果を、Krevelen's Coal Band 上に示したのが図 6.2.23 であり、これ

より次のことがわかる。 

① 低炭化度から高炭化度になるほど（褐炭から無煙炭に移行）冷ガス効率は低くなる。 

② 無煙炭は瀝青炭や亜瀝青炭より単位石炭量当たりの生成ガス原単位 G は小さい(褐
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炭よりは大きい）。 

③ 酸素原単位は O/C が支配的で、褐炭から無煙炭に移行するほど大きくなる。 

 

図6.2.23 Krevelen's Coal Band に示した石炭のランクとガス化評価性能の関連 

 

褐炭は冷ガス効率大となるが、生成ガス原単位が小さいので原料は多く必要である。酸

素原単位は小さいので、酸素設備費は少なくなる。褐炭の値段は安いといわれているが、

原料代は石炭供給量×石炭単価であるから、同じ量のガス化製品を製造する場合、亜瀝青炭、

又は瀝青炭とどちらが安いかはよく吟味する必要がある。亜瀝青炭は冷ガス効率、生成ガ

ス原単位共に大きく、ガス化性能面では優れている。無煙炭は他の炭種に比べてそれぞれ

の指標は悪く、ガス化には向いていないといえる。 

以上の図 6.2.23 の考察はあくまで石炭を無水無灰とし、CO と H2に 100%ガス化した理想

形を前提とした場合である。実際にはガス化効率や生成ガス量には灰分量や水分量が強く

影響し、ガス化性能評価には詳細なバランス計算等が必要であるが、本図により石炭ラン

クによる基本的なガス化特性の違いとガス化適合性の判断材料を簡便に得ることができる。 

 

(2)石炭ガス化への 2 号炭の適用可能性 

モザンビークにおけるガス化の対象とした石炭の性状を表 6.2.22 に示す。水分と灰分は

非常に少なく、原子比は O/C=0.047(mol/mol)、H/C=0.711(mol/mol)であり、Coal Band 上では

瀝青炭と無煙炭の中間に属する。 
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表6.2.22 モザンビーク２号炭の性状 

炭 種 ２号炭 

工業分析値 

全水分   (ar,wt%) 2.5 

水分     (ad,wt%) 0.9 

灰分     (ad,wt%) 23.2 

揮発分   (ad,wt%) 20.2 

固定炭素 (ad,wt%) 55.5 

元素分析値(dry,wt%) 

C 66.36 

H 3.93 

N 1.61 

O 4.13 

全 S 0.62 

高位発熱量(ad,MJ/kg) 26.96 

*ar: as received base, ad: air dry base  

出典：JCOAL 調査団 

 

上述した、石炭ガス化反応、ガス化炉形式およびプラント性能指標の整理結果と照らし

合わせて、モザンビーク炭のガス化適合性について考察すると以下の通りである。 

(a)モザンビーク２号炭は無煙炭に近く、瀝青炭、亜瀝青に比べていわゆる“反応性”が悪く、

炭素( C)のガスへの転換率（炭素ガス化率 ηc）が低くなりがちである。従って、未反応石炭

(チャー)の発生量が増えて、その処理が必要である。ガス化炉から排出するチャーを回収し

て、再度ガス化炉でガス化するか、チャーを別の用途に使用するか、２つの方式を検討す

る必要がある。 

 

(b)図 6.2.22(b)に示したように酸素原単位が大きい。従って酸素供給量が増えてガス化温度

が非常に高くなる。例えば、気流層型ガス化法なら 1800℃を超えると推定される。従って

ガス化炉壁保護の点で温度調節が必要で、そのための水蒸気が多量に必要になると思われ

る。 

 

(c)石炭と水蒸気は図 6.2.22 で示した反応を起こすが、その反応速度は酸素との反応速度に

比べ極めて遅いので、未反応の水蒸気が多量に残り、生成ガスと共にガス化炉から排出す

る。多量の水蒸気の排出は大きなガス化炉熱損失をもたらす。 
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(d)ガス化炉形式については以下が考えられる。 

1) 固定層の温度は低いので、反応性のモザンビーク炭を完全にガス化する(ηc>95%)には長

い滞留時間（ガス化反応時間）を要する。従ってガス化炉単機当たりの処理量は小さくな

る。 

2) 気流層のガス化温度は高温になる。温度調節用の水蒸気を多量に添加する一方、気流層

の粒子滞留時間は秒のオーダーであるため、この短い時間では水蒸気の反応は進まない。

従って、上述したように添加した水蒸気はガス化炉からそのまま排出することとなり、ガ

ス化炉の熱損失が大きくなる。 

3)流動層は必要な酸素量が多くなる一方、ガス化温度は少なくとも 1,000℃以下にする必要

があるため、流動層においても温度調節用の水蒸気が多量に必要になると思われる。ただ

気流層と異なるのは、流動層の粒子滞留時間は数十分のオーダーなので、この時間であれ

ば水蒸気と石炭はある程度の割合で反応が進む。従って、未反応水蒸気による熱損失割合

は気流層より小さいと考えられる。 

 

以上を要約すると、モザンビークの 2 号炭はガス化に不向きである。しかしながら、あ

えて適用する場合は流動層方式になると考えられる。この場合、未反応石炭（チャー）が

相当量排出し、原料石炭中の灰分が 23.2%なので、チャー中の灰分割合は大きくなる(50%

以上)ことが想定される。従って、炭素割合が小さく発熱量が小さいチャーの有効利用を別

途考える必要がある。 

 

(3)マスタープラン策定に向けての検討課題 

2 号炭を前提とした場合、ガス化技術を適用した肥料製造等の産業形成は困難と推定され

る。ついては、マスタープランの策定に肥料製造を位置づけて行くうえでの検討課題を以

下に示す。 

(a)ガス化への適用性を念頭に置いた Moatize 炭鉱地域の炭質調査 

(b)モザンビーク国内における肥料の需要動向調査 
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6 . 2 . 6  石炭灰の有効利用(セメント製造、道路用資材土壌改良等) 

(1)セメント製造 

石炭灰の有効利用の方法で大量に使用可能な方法は建設資材への利用である。セメント

混和材、セメントクリンカ原料、路盤材、建材原料などである。しかし、モザンビークで

生産されているセメント及び建材の数量は少なく、また流通も未発達である。どの程度の

石炭火力発電所が建設稼働するのかは測りがたいが、石炭灰を大量に利用させる建設資材

以外の方法を見出す必要があると考えられる。 

理由は以下。 

 

セメント利用について 

 モザンビークのセメント会社は、現在 5 社ある。 

①Cimentos de Mozambique (Cimpor＝ブラジル Votorantim の子会社) 

②Cimento de Nacala （Cimpor が 2011/3 に 51%の株式取得） 

③GS Cimentos （インド系の会社） 

④ADIL Cement 

① Maputo Cement & Steel 

 

合計の生産能力は 200 万 t である。現状は年間 130 万 t を国内で生産し、輸入が 70 万 t。

年間消費は 200 万 t 程度である。アフリカの東海岸のセメント事情は、東南アジアと南アジ

アの過剰設備でパキスタン、ベトナムやインドからのセメントが安価に輸入されている。 

この様な中、モザンビークのテテ地区は将来的な経済発展が望め、国内外のセメント会

社が進出の機会をうかがっている。中国は地元企業と JV を 3 社作って機会を伺っている。

輸出輸入港の Beira でエジプトからセメントクリンカを輸入して、セメント粉砕工場の建設

を計画している会社もある。南アフリカのセメント会社は、隣国の Zimbabwe でセメント工

場を建設し、TETE で粉砕工場の建設を計画している。 

何れの計画も、本格的なセメント製造一貫工場の TETE での建設はなく、あっても粉砕工

場である。モザンビーク 大のセメント会社 Cimpor が、セメントの一貫製造工場の建設を

海岸都市の Beira に計画している。輸出入港の Beira は、モザンビークの第 2 の都市である。

人口も 30 万人と多く、市場として現在でも有望である。しかし、セメント市場から見て、

そこでもセメントの製造能力は 大で年間 30 万程度であろう。Cimpor は計画しているセメ

ント工場の規模を発表していない。モザンビーク全体の人口は 2,200 万人。セメント消費は

200 万 t。人口一人当たりセメントを年間 90kg 消費する。Beira の人口は 30 万人。セメント

消費が比例すると仮定すると、Beira で年間 2 万 7 千 t にしかならない。従って、セメント

工場の稼働率を上げようとするならば、テテまでの鉄道沿線すべてを市場とする方策と需

要喚起策が必要となる。 

年間 50 万 t のセメントを生産する工場での石炭灰の利用量は 
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①セメントクリンカ原料用で年間  10 万 t （原単位 200kg/t-cli） 

②セメント混合用で年間    15 万 t （30%の混合利用） 

合計 25 万 t にしかならない。 

仮にモザンビークのセメント全使用量の半分に混合しても、年間 100万 tにしかならない。

石炭灰を袋詰めする流通の仕方を考えても増大する石炭灰の全量処分は、現状では困難で

ある。 

 

6 . 2 . 7  その他 

対象地域は 2012 年に漸く本格的な石炭生産が開始されたばかりで、生産される石炭を利

用した産業に関しては未開発の状況である。このような状況で新たな石炭利用産業を興す

ことは需要の発掘などを含め実現へのハードルは高い。比較的短期間に実現可能な石炭利

用については記述の通りであるが、それ以外の比較的長期的視点に立った利用について、

現在モザンビークで検討されているアイデアを紹介する。 

モザンビークには、石炭以外にも、天然鉱物資源の賦存が期待されており、それら鉱物

の探査も実施され将来的な生産の期待も高まっている。一方で、石炭同様に鉱石として輸

出するのみではなく、それら鉱石の一部を国内において付加価値を高めたいという政府の

希望がある。そこで、豊富な石炭資源と組み合わせた金属資源等の付加価値化を産炭地で

行うことが検討されている。 

 

(1)Tete 近郊の石炭以外の鉱物資源 

Tete 州を含む北部地域の鉱物資源分布に示す通り Tete 州を含む北部地域では石炭以外に

も、マグネタイト、金、リン鉱石、ベースメタルおよび各種宝石類などの賦存が期待され、

一部鉱物資源は小規模な生産が行われている。また、リン鉱石は今後大規模な開発が期待

されている。これらの鉱物資源の中で炭鉱に近く、石炭の有効利用が期待されるのが、マ

グネタイトを原料としたチタン、バナジウムおよび銑鉄の製錬であるがある。 
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図6.2.24 Tete 州を含む北部地域の鉱物資源分布 

 

(2)鉱物資源付加価値における石炭利用案 

マグネタイトは現在稼行中の炭鉱が多く分布する Moatize 地区の北方に分布している事

が 確 認 さ れ て お り 、 英 国 の 資 源 投 資 会 社 で あ る Baobab Resources 社

(http://www.baobabresources.com/) が鉱区を保有し、探査活動を実施するとともに選鉱プラン

ト建設を検討している（図 6.2.25）。 
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図6.2.25 鉱区位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6.2.26 Baobab 鉱区での試錐現場および試錐コア 

 

Baobab 社はこの地域で磁鉄鉱を採掘し、図 6.2.27 （ http://www.baobabresources. 

com/files/Baobab201212print.pdf）に示す選鉱プロセスによって、バナジウムスラグ、チタン

スラグおよび銑鉄の生産を行う案を検討している。生産された鉱石は一定サイズにクラッ

シングされたのち、キルンで還元される。還元の際には一般炭を使用するとともに、発生

するガスを回収し発電をおこなう。還元された鉄は電気溶融炉で溶融され、チタンスラグ、

バナジウムスラグおよび銑鉄が生産される。現案では１Mt/y の銑鉄の生産が検討されてい
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る。また、電気炉で使用する電力量の 60 %は還元プロセスからの回収されたガスによる発

電で賄えると試算されている。 

 

 

図6.2.27 Baobab 社が検討中の製鉄プロセス 

 

表6.2.23 Baobab社鉱区の鉱石品位 

 

 

Baobab社が検討を行っている選鉱法はすでに南アフリカにおいて30年以上前から実践さ

れ、確立された手法である。現在南アフリカでは EVRAZ 社と Xstrata 社が採掘から精鉱生

産までをおこなっているが、収益性は決して高くないのが実情である。表 6.2.23 に示す通

り、Baobab 社で想定される粗鉱品位は Highveld 社よりも低く、精鉱生産のためにはより多

くの磨鉱が必要となる。また、精鉱品位についても Highveld 社よりも劣ることから、Baobab

社が検討している事業を実現するためには選鉱コストの削減をはじめとした企業努力のほ
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か、資源に対する外的な環境変化が必要不可欠である。表 6.2.24 に Baobab 社と Highveld 社

の粗鋼・精鋼品位を示す。 

 

表6.2.24 Baobab社とHighveld社の粗鋼・精鋼品位 

  Fe % V2O5 % TIO2 % 

Baobab Resources 粗鉱 32.9 0.3 12.2 

精鉱 60.3 0.8 10.9 

Highveld (Evraz) 粗鉱 55.0 1.5 11.0 

精鉱 65.0 2.0  

 

Baobab 社によって検討されている一般炭の活用方法は、モザンビークで産する鉱物資源

の付加価値の創造や、石炭以外の資源産業の発展への寄与を期待できる可能性はあるが、

多くの投資が必要な上、その収益性も厳しい状況であることは否めない。したがって実現

までには長期間必要となることが想定され、現段階では本事業の低炭素・資源循環型炭鉱

地域対象として考慮するのは難しいものと思われる。 

 

第 7 章 マスタープラン作成に向けた基本構想 

7 . 1  テテ州の社会経済状況 

テテ州は 2008 年までの産業セクターは基本的にタバコ、飲料、履物及び家具の金属構造

物生産業で構成されていた。その他の産業は、穀物の製粉、鍛冶、パン、陶器製造や建材

材料（レンガや石）の型の製造やブリキ、籠、彫刻や食料生産など小規模単位の産業で成

り立っていた。 

また、テテ州には鉱物資源の賦存量が、量、種類とともにモザンビーク国内で も多く、

質の高い石炭が 12 億トンあり、開発が開始されている。過去 5 年間に、産業セクターは大

規模な石炭産業開発の開始により変化を遂げている。石炭炭鉱への投資は、調達機材、建

設、ホテル等、その他の産業活動への投資を呼び込んでいる。 

モザンビークの石炭は、古生代二畳紀に生成されたゴンドワナコールと呼ばれる。これ

は、豪州炭やインド炭と同じ地質年代の石炭である。石炭の賦存は中部の Tete 州及び Manica

州、北部の Niassa 州及び Cabo Delgado 州の 4 州で賦存が確認されている。Tete 州の石炭が

質・量とともに他州の石炭資源より優れている。 

モザンビークでは、堆積盆全体のポテンシャルを評価できるような石炭資源探査の実績

がないためポテンシャルは未だ不明な点が多い。しかし、今後の調査により石炭資源の賦

存状況が明らかとなることで資源量が増加されることが期待される。 

テテ州の運輸システムは、道路交通の他、航空、鉄道及び河川交通に基づく。テテ州は

鉄道の支線であるセナ線を有しており、モアティーゼ炭鉱地域とベイラ港を接続している。

この支線はマタララにおいてマラウイ方面にある新国境の町に向けて分岐している。支線
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は 587km 伸び、うち 291 km はテテ州内にある。セナ線は、ベイラ港及びマラウイへ貨物を

運搬するほか、乗客の運送にも極めて重要な役割を有する。 

ザンベジ川は、カオラ・バッサ流域のどちらでも航行可能である。現状では、河川交通

は、多くの小型船が乗客及び貨物を乗せてザンベジ川を行き来し、カオラ・バッサ、マエ

ゴ、ズンブ群と連結している。 

テテ州 Moatize 炭田近辺のインフラ状況を図 7.1.1 に示す。図中の Power station は計画中

のもので、場所については炭鉱の鉱区内にはあるが決定していない。Vale Moatize 炭鉱、Rio 

Tint Benga 炭鉱については、それぞれ鉄道インフラが整備されていることが分かる。 

 

出典：新日鐵住金作成 

図7.1.1 テテ州 Moatize 炭田のインフラ状況 

 

7 . 2  石炭開発ポテンシャル 

前述した背景により石炭資源需給動向は 2011 年以降に大きく変化した。今後は、モザン

ビーク国内で炭鉱の大規模開発プロジェクトが開始されると考えられる。それに伴い、石

炭生産量が飛躍的に増加し、国内消費だけでなく海外への石炭輸出を可能とすると考えら

れる。 

図 7.2.1 に 2011 年から 2023 年までの石炭生産計画を示す。このグラフは H23NEDO 高度

化調査報告書からデータをもとに JCOAL 調査団が作成した。なお、このデータは Beacon 

Hill(Minas de Moatize), Vale(Moatize), Riversdale(Rio Tinto)(Benga, Zambeze), JIndal(Changara), 
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新日鐵住金・POSCO 他(Minas de Revuboe)及び、Ncodezi(Ncodezi  Project)の 7 炭鉱（図 7.2.2）

の生産計画量を基に作製している。 

7 炭鉱の生産計画によると、精炭ベースで原料炭と一般炭の合計が、2014 年には約 25 百

万トン、2016 年には 50 百万トン以上の石炭生産が見込まれている。2012 年の石炭生産量

実績 490 万トンからわずか 4 年で約 10 倍の生産量に達する計画である。この生産計画に対

応するインフラは、2011年では利用可能な運搬能力はSena鉄道及びBeira港を利用するSEna

ルートの 3～6 百万トン/年と、Beacon Hil 社が Minas de Moatize 炭鉱の石炭を Beira 港までト

ラック輸送する 500 千トン/年のみであるためである。しかし、今後の輸送インフラ計画と

して、Vale 社が整備を行う予定の Nacala 鉄道及び Nacala 港を利用する Nacala ルートで 20

百万トン/年の実現を目指しているが、 近、石炭価格の下落の影響で石炭会社の収益も低

下傾向で、当初、2014 年に供用開始予定であったが遅れる可能性も取りざたされている。

2015 年以降は、Nacala ルートの本格的な運用に加え、Quelimane 港及び鉄道の新規整備によ

る 25 百万トン/年のインフラ計画が具体化されつつあり輸出量の大幅な増加が期待できる。

Quelimane ルートが実現されれば、Sena ルート、Nacala ルートと合わせた運搬能力が 50 百

万トン/年となり、生産量に見合った運搬能力が確保される見込みである。 

Nacala ルート、Sena ルート、Quelimane ルートの運搬能力の増加は、設備拡張なども検討

されており、長期的には増加する生産量に対応できる運搬能力が確保される可能性が高い

と思われる。 

今後、2023 年には 75 百万トン以上の石炭生産が見込まれ、原料炭 41 百万トン、輸出用

一般炭 29.4 百万トン、国内用一般炭 4.6 百万トンに達する計画である。また、モザンビー

ク石炭開発協会などによると、モザンビークの 2025 年の石炭生産量は１億トンを想定して

いる。 

モザンビークのこれまでの主な石炭の国内需要は Tete 州のタバコ工場や Sofala 州の砂糖

工場での利用しかなく消費量はごくわずかである。また、一部の石炭はマラウイ、ジンバ

ブエのセメント工場、コンゴの銅精錬所に輸出されているが、輸出量もわずかである。今

後、各炭鉱で生産予定の石炭は、これらのプラントでの消費量や近隣諸国への輸出量に比

べて莫大な量である。上述の通り、石炭生産計画に対して、輸送能力が大幅に不足してい

ることから、各生産者は国内需要にも大きな期待を寄せるとともに、原料炭生産により併

せて産出される大量の一般炭を国内で利用することは炭鉱経営者にとっても重要である。 
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単位：100 万トン 

 
図7.2.1 2011 年から 2023 年の石炭生産計画 

 

 

出典：鉱山エンジニアリング 

図7.2.2 主要炭鉱位置図 

 

7 . 3  石炭開発、利用、環境対策のバリューチェーンと基本構想の検討結果 

モザンビークの Tete 州から産出される石炭は、選炭後、原料炭と一般炭に分かれる。こ

の一般炭は通常ミドリングや中間産物と呼ばれており、輸出向け（灰分 23%）と国内向け

（灰分 40%）の二種類がある。 
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この一般炭を発電に使用した場合、6.2.2 で述べたように国内向け一般炭を発電使用した

場合、2020 年の計画で発電電力量は約 28,000Gwh となる。 

この時に発電所から出る石炭灰は約 5.32 百万ﾄﾝとなる。石炭灰の有効利用の方法で使用

可能な方法は建設資材への利用である。セメント混和材、セメントクリンカ原料、路盤材、

建材原料などである。しかし、モザンビークで生産されているセメント及び建材の数量は

少なく、また流通も未発達である。Tete 州の人口が 200 万人であるので、年間 50 万ﾄﾝのセ

メントを生産する工場の場合は、石炭灰の利用量は合計 25 万ﾄﾝ程度しかならない。仮にモ

ザンビークのセメント全使用量の半分に混合しても、年間 100 万 t にしかならない。 

ブリケットについては、モザンビーク国内のエネルギー需要のうち家庭用が約 3/4 を占め

ており、そのほとんどが薪や木炭のバイオマスとなっており家庭用の燃料として消費され

ているといわれている。高揮発分一般炭は、この代替としての需要が期待される。 

テテ州では乾季にはほとんど降水がないため、河川水を浄化し飲料水として利用する方

法として、活性炭の利用を検討したい。 

以上のミドリング有効活用のコンセプト案を図 7.3.1 に図示した。 

 

 

出典：JCOAL 調査団 

図7.3.1 ミドリング有効活用コンセプト案 
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第 8 章 マスタープラン対象候補地の提案 

2 号炭の有効利用については、発電への利用は微粉炭焚きが有効であり、Tete 州では大規

模に計画が進められている。一方家庭用厨房や暖房などへの利用については具体的な検

討・計画は未だたてられていないようである。我国ではこの面での工業的、実用的な経験

が豊富であり、さらに諸外国への支援事業の経験を多く所有している。 

特に発展途上のモザンビーク国にとって、現在使用しているバイオマスを今後石炭主体

のエネルギー社会に転換して行くにしても、このバイオマスをブリケットに混入し、処理・

消費して行くことなどは、有効な方策ではなかろうか。 

さらには湿炭、乾燥炭あるいは熱間で且つ粉炭から微粉炭までの成形などの経験を持つ

我国の支援によって、将来国内での石炭利用拡大のほか、輸出の面では原料炭だけではな

く、電力、家庭用厨房、暖房、コークスなどの燃料などを輸出することが可能となれば、

モザンビークに大きな貢献が出来ると考えられる。 

表に示す項目について比較を行った結果、他の候補地についても今後とも調査が必要と

思われるが、現在、石炭開発が も進んでおり、将来、石炭火力発電所など利用設備の建

設計画などがある Motize 炭田を候補とした。なお、マスタープラン候補地比較検討結果を

表 8.1.1 に示す。
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表8.1.1 マスタープラン候補地の比較検討結果 

 
出典：JCOAL 調査団作成 

Moatize炭田 Mijova‐Ncondezi炭田 Menfidezi‐Sanagoe炭田

(1) 対象国の石炭産業での位置付け 古くから有望な炭田として認知されている。
良質の原料炭が賦存している。

現在、生産されている炭鉱は存在しない。

しかし、生産される石炭の多くは一般炭と
なる予定。

Zambezi川の南側に位置する狭小な炭

田。炭質はMoatize地域より劣る。

(2) 産業構造、地域経済状況 テテ州の経済成長率11.9%(2007～10年）、

経済構造に占める割合は、農業、家畜、林
業、漁業の合計が約半分。

同左 同左

(3) 地域石炭政策 鉱物資源の探査、石炭資源の家庭での利用
を促進

同左 同左

(4) 地域開発計画 地域開発計画策定中(2013年公開予定）

(5) 産業インフラ（主に石炭関連） 石炭利用の設備としてはタバコ工場、砂糖
工場等の小規模な施設のみ。

要調査 要調査

(6)石炭開発の現状と計画 現在、Vale,Beaconhill,Rio Tintoの3社が生産

を行っており、今後、Revuboe炭鉱等の開発
が計画されている。2020年には5,000万トン

以上の石炭が生産される見込み。

新鉱区開発の可能性。既存炭鉱は深部移
行Ncondezi社等により大規模な探査が行
われており、将来的には1,000万トン以上の

生産を見込む。

現在、JIDAL社のみが生産を開始してい

る。JINDAL社と隣接した鉱区では、ENRC

社が採掘権の申請を行っている。将来
的には2,000万トン程度の生産を見込む。

(7) 石炭開発に起因する環境問題 操業中の炭鉱の野積みされた石炭から、粉
じんが広範囲にわたって飛散している。選炭
排水により河川が汚染されている模様。

要調査 要調査

(8) ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ構想に類似する計画の有無 地域開発有り 地域開発有り 地域開発あり

(9) 石炭産業に係る投資環境 Zambezi川流域は、急速開発区に指定され

ている。投資税額控除等の優遇措置がある。

同左 同左

(10) 対象国、対象地域が求めるニーズ ブリケット、排水処理、発電、石炭灰の有効

利用

要調査 要調査

(11) 本邦シーズ、適合性 要調査 要調査 要調査

(12) その他（推奨する政府機関・企業、他） 要調査 要調査 要調査

総合評価結果 【評価内容】

本邦企業である新日鐵住金社が探査権を
保有している鉱区があり、現在、採掘権の申

請中。既に生産中の炭鉱もあり、３地域の中
では、最も開発ポテンシャルが高い。

◎

【評価内容】

現在、大規模な探査が行われており、将
来的に1000万トン以上の生産を見込むが、

灰分が多いため炭質が良くない。

△

【評価内容】

将来的には2000万トン程度の生産を見
込む。炭質はMoatize地域より劣る。輸

送インフラの整備などの課題がある。

△
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第 9 章 ニーズ・シーズの適合可能性 

9 . 1  ニーズ・シーズの適合可能性 

マスタープランを策定するにあたり、モザンビークでの現地調査により分かったニーズ

と平成 25 年 3 月に開催されたワークショップに参加した本邦企業のシーズについて取りま

とめた表を表 9.1.1 に示す。 

 

表9.1.1 ニーズとシーズの適合性（モザンビーク） 

 
 

ニーズとしては、ブリケット燃料、活性炭、ミドリングの有効利用等があるが、モザン

ビークのエネルギー事情としては、一次エネルギーの生産はバイオマスが約 7 割と突出し

て多く、次いで天然ガス、水力の順になっている。モザンビークは人口が地方の広い範囲

に分散しており、その多くの地域では電気や液体燃料の流通が行き届いていないため日常

生活のエネルギー源として薪や木炭などのバイオ燃料を使用している。図 9 1 に示すよう

にバイオマスの大部分が輸出や他の目的で利用されるのではなく、燃料として国内で消費

されていることを示している。バイオマスのほとんどが薪であり森林破壊につながってお

り、地元政府としても、薪からブリケットに燃料転換を行いたい要望がある。本邦企業の

シーズもあり、マッチングとしては一番高い結果となり、その次が活性炭製造となった。

その他の項目はブリケットと比べてポテンシャルが低くなっているが、その理由としては、

ミドリングを利用した発電は初期投資が大きく、Vale 等他の企業の計画もあり、インパク

トに欠ける。また、河川水浄化についても用水路、送水管の敷設・整備等インフラコスト

が大きい。 

 

№ ニーズ シーズ保有企業 ニーズ・シーズ適合性 ポテ
ン
シャ
ル技術名 ニーズ提供元

1 河川水浄化 モアティーゼ郡政府 本邦企業2社 飲料水、農業用水

用水路・送水管整備等のイン
フラ投資が必要

C

2 選炭後のミドリング利用（発
電等）

エネルギー省、EMEM、Vale 
Moatize炭鉱、Revuboe炭鉱

他

調査中 送電網の整備が課題
Vale、Rio Tintは発電所建設計

画あり
投資額が大きい

C

3 ブリケット燃料 エネルギー省、EMEM、テテ
州鉱物資源エネルギー局

本邦企業3社 森林破壊防止、バイオブリ
ケットの計画あり

A

4 活性炭 モアティーゼ郡政府 本邦企業1社 河川水から飲料水を生成 B

5 道路建材工場 モアティーゼ郡政府 調査中 道路整備
石炭灰の調達が必要

C

6 肥料工場 EMEM 本邦企業２社 モザンビークには有望なリン
灰石鉱床があり、コスト面の
検討必要

C
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出典：IEA Enargy Blances of Non OECD Countries 2012 

図9.1.1 モザンビークの一次エネルギー生産量（左）と一次エネルギー供給量（右） 

 

9 . 2  次年度以降の課題 

今年度、モザンビークの石炭利用設備として、テテ州にあるタバコ工場を調査した。モ

ザンビークでは石炭利用設備として砂糖工場もあり、その状況を調査する必要がある。 

前述したようにモザンビークにおいて主に使用されている燃料はバイオマスであり、薪

が主体である。薪の使用は森林破壊にもつながるため、この燃料は石炭を加工したブリケ

ット燃料に置き換えられる可能性があり、燃料転換を図れるものと思われる。そのために

は、現在の燃料使用状況を調査し、経済性も評価する必要がある。なお、モザンビークに

おいてはバイオブリケットの計画もあり、これについてはエネルギー省の再生エネルギー

局が担当しており、継続して情報収集が必要である。 

石炭開発利用マスタープランについては、今回の調査において、豪州の AusAid（the 

Australian Agency for International Development）がマスタープランを実施できるコンサルタン

トを募集し、既に決定したという現地情報もある。日本側が提案しようとしているマスタ

ープランがモザンビーク側に受け入れられるためには、豪州との差別化を図る必要があり、

豪州の提案内容についても調査する必要がある。 

今後、事業を進めていくためには、モザンビークの鉱物資源省、エネルギー省、EMEM

と連携して実施して行く必要がある。 
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第Ⅵ編 中国のマスタープラン実現に向けた実行計画の策定 
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第 1 章 調査目的及び調査内容 

中国では、高い経済成長率のもとエネルギー需要が年々増加し、石炭消費量が急増して

いる。2011年の石炭消費量は約 36億トンで、2000年の 14億トンから大幅に増加している。

また、2000 年に 210 万トンだった石炭輸入量は、2011 年には約 1 億 8000 万トンへと急増

し、日本を抜いて世界第１位の石炭輸入国になった。 

中国において石炭が一次エネルギーに占める割合は約 7 割、電力発電量に占める割合は

約 8 割と非常に高い。今後は地球温暖化問題への対応から、消費エネルギー全体に占める

割合は低下すると考えられるが、エネルギー消費自体が増加傾向にあることから、石炭消

費量は今後も増加するものと予想される。中国政府は、第 12 次 5 カ年計画（2011～2015

年）における石炭供給については大型集団、石炭大型基地、炭鉱の大型化という方針を打

ち出し、国内炭によるエネルギー供給の安定化を図ろうとしている。 

2010 年の第 5 回日中省エネルギー・環境総合フォーラムの分科会において、日中双方が

低炭素・資源循環型炭鉱地域の形成に向けた取組みの報告を行い、特に陝西省に本拠地を

置く陝西煤業化工集団（以下、陝煤化集団）での協力を進めることの意義が確認された。

また、第 6 回および第 7 回の同フォーラムでも、日中双方よりその後の検討状況が報告さ

れている。尚、陝煤化集団は、同マスタープランの素案を持っている。陝西省における同

マスタープランを構築することは石炭関連個別技術を統括した石炭加工技術の日本の貢献

度を高く評価されると同時に中国の石炭関連製品の付加価値向上と効率向上・環境改善に

資すると判断される。 

陝西省をモデルケースに中国全土に低炭素・資源循環型炭鉱地域が形成されれば、大消

費国である中国国内の石炭需給緩和につながり、ひいては我が国の石炭安定供給確保の懸

念が緩和し、アジア太平洋地域における石炭需給緩和への波及効果は非常に大きい。 

陝煤化集団は年間石炭生産量１億トン以上、中国炭鉱企業 100 社中の 5 位に位置してお

り、経営範囲は炭鉱開発、石炭販売、化工・利用、発電、建材、炭鉱設計、炭田地質調査、

炭鉱機械製造等に及んでいる。陝煤化集団がもつ石炭開発を中心とした当該マスタープラ

ンの素案は大きく下記のとおり 7 つに分類される。 

①炭鉱メタンの有効活用（炭鉱メタン増進回収法：ECMM） 

②選炭硬の有効活用（発電所の省エネ、選炭排水処理等） 

③コークス製造改善 

④セメント製造プロセス改善 

⑤農工連携（熱供給、石炭灰活用） 

⑥石炭の化学加工分野適用 

⑦廃棄物有効利用、水循環利用、エネルギー相互融通の 適化エンジニアリング  

現地調査で2013年8月初旬までの陝煤化集団及び傘下黄陵地域とマスタープランの具現

化に向けた実行計画（アクションプラン）策定について意見交換したところ、陝煤化集団

からは、黄陵地域の白石地区のコークス製造及び化成品製造で、コークス製造は基本路線

であるものの、化成品製造等については新たな提案を入れて具体的なアクションプランを

提示して欲しいとの意向が示された。 
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そこで、黄陵地域の白石地区を対象とし、陝煤化集団のニーズを再確認し、本邦企業の

シーズ技術をもとに、①COG からの SNG/LNG 製造、②非微粘炭（地元低品位炭）の増配

合、③コールタールの高付加価値化、④石炭灰の有効利用、⑤水のカスケード利用、⑥地

域全体の物質収支、エネルギー収支の 適化の 6 項目について、2013 年 3 月までに達成す

べき目標を共有して現地調査を行った。訪問先及び主な調査内容を表 1.1.1 に示した。 

 

表1.1.1 現地調査での訪問先と主な調査内容 

 
 

第 2 章 対象国の石炭産業の現状 

2012 年、中国の石炭生産量は 36.6 億 t で、対前年度が 4%増となる。石炭輸入は 2.9 億 t、

前年同期比 1.076 億 t、59 %増となり、輸出は 928 万ｔで、年間石炭純輸入は約 2.8 億 t で

ある。 

中国の石炭市場は、2012 年 1 月～4 月、石炭供給と販売価格はほぼ安定に確保され、5

月～9 月で供給過剰となり、需要と販売価格が明らかに下落し、石炭在庫が増加したが、

10 月以降に石炭需要が徐々に増加回復するものの、販売価格は上昇傾向が明るくない。

2012 年末、石炭企業の山元在庫は 8500 万 t、同期比 3120 万 t、58%増となった。火力発電

の重点発電所在庫は 8113 万 t、19 日以上に確保される。 

産業構造では、2012 年まで吸収合併の実行により、規模以上の石炭企業は全国で 6200

社となり、前年同期比 1500 社減らした。国有重点炭鉱は出炭能力が増加し、神華集団、中

煤集団、同煤集団、山東能源集団、冀中集団、陝西煤業化工集団、及び山西焦煤等 7 社は

原炭生産量が 1 億 t を突破し、トップ 4 の生産量は総生産量の 22.2%、トップ 8 は同 30.2%

を占める。 
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図1.1.1 国家総合エネルギー基地概念図 

ガス抜きでは、CBM25.7 億 m3、CMM99.4 億 m3 で、計 125 億 m3。利用量は 52 億 m3、

利用率は 41.5%である。 

炭鉱保安百万トン死亡率は 0.374 人

で、前年同期より 33.7%減少。事故は

422 件、死亡者 589 人である 

同年、選炭実績は 20.5 億 t で対前年

度より 4 ポイントが高めている。 

炭鉱地域の資源循環・廃棄物利用で

は、2012 年ボタ発電所の発電容量は

2950 万 kW で、ボタ利用量が約 4 億 t

で 4600万 t標準炭に相当するものであ

る。石炭灰のレンガ生産は 125 億個、

坑内水排出量が 68 億 t、利用量が 42

億 t である。地盤沈下対策面積は 4.58

万 ha で、復旧率が 62％である。 

第 12 次五カ年計画（2011～2015 年）が始まって以来、中国政府は「石炭工業第 12 次五

ヶ年規画」、「国家エネルギー科学技術第 12 次五カ年規画」、「エネルギー発展第 12 次五年

規画」、及び「特殊と稀少性のある炭種の開発・利用に関する管理暫定規定」等の一連の政

策を発表しており、中国石炭工業の現状を踏まえ、国際エネルギー情勢を勘案したうえ、

石炭の生産量を規制し、石炭企業の大型化、上下流一体化に向ける構造調整をし、安全生

産、環境保全、及び技術開発等の具体的な目標をあげられる。 

2013 年 1 月 23 日に発表された「エネルギー発展第 12 次五ヶ年規画」により、2015 年に

国内一次エネルギー供給能力は 43 億 t 標準炭で、うち国内生産能力は 36.6 億 t 標準炭とす

る。一次エネルギー総消費量は 40 億 t 標準炭に抑え、エネルギー総合効率が 38％とする、

GDP 当たりのエネルギー消費は 2010 年に対し 16％を下げる。 

一次エネルギーに占める石炭の割合は 65%前後とする目標であり、2015 年に生産能力は

41 億 t、生産量は 39 億 t に制限する。山西、オルドス盆地、内モンゴル東部地区、西南地

区、新疆等五大国家総合エネルギー基地を建設し、2015 年、五大基地の一次エネルギー生

産能力は 26.6 億 t 標準炭で、全国の 70％を占め、域外への搬出は 13.7 億 t 標準炭である。 

寧夏寧東、陝西楡林、内モンゴル、オルドス、新疆伊梨等の石炭化工パイロット試験を

推進し、新疆、内モンゴル、陝西、山西、雲南、貴州、及び安徽等の条件が整ったところ

において石炭液化、ガス化、オレフィン製造、石炭系化成品等の大規模なパイロット試験、

実証を実施する。 

環境面では、2010 年に対し GDP 当たりの CO2 削減が 17%、発電 kWh あたりの SO2削

減が 1.5 g 以下、NOx 排出の削減が 1.5 g 以下にする。エネルギー開発・利用による細粒子

（PM2.5）の排出量は 30%を削減する。 
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第 3 章 対象地域（陝西省黄陵地域）と陝西煤業化工集団公司の概況 

3 . 1  陝西省の概況 

陝西省は面積 20.56 万 km2、人口 3733 万2、中国の西部区域に位置する。2012 年、陝西

省の GDP は 14,451 億元で、前年同期比 12.9 %増で全国 16 位である。省内には埋蔵量が国

内 10 位以内の資源鉱物は岩塩、石炭、石油、天然ガス及び金鉱など約 60 種類あり、資源

開発とエネルギー化工による経済成長への寄与率は 50 %である。 

 

 

図3.1.1 中国にある陝西省及び実行計画の対象（黄陵地域）の位置 

 

陝西省は中国においてエネルギーを生産・供給する大省であり、石炭、原油、天然ガス

の生産割合は 75.9：15.4：8.4 である。省内には中国政府が規画した「石炭十三基地」の中

の陝北基地、黄隴基地及び神東基地の一部を有しており、石炭資源埋蔵量は 1,725 億 t で

全国第三位に、2012 年の原炭生産は 4 億 63 万トンで山西省、内モンゴルに次いで省別の

三位である。 

 

3 . 2  陝西煤業化工集団（陝煤化集団）の概要 

陝西煤業化工集団有限責任公司は傘下の子会社が 58 社あり、社員数は 10 万人である。

業務範囲は石炭化工、コークス、鉄鋼、電力、新技術研究開発・エンジニア、建築施工・

建材・セメント、機械製造、鉄道、物流、金融、観光業等に広げられ、2012 年、原炭生産

が 1.14 億 t、石炭関連化工製品が 904 万 t、鉄鋼が 665 万 t である。中国企業総合実力トッ

プ 500 社の 107 位である。中国石炭企業において、売上高順では 14 位、出炭量では 7 位で

ある。 

 

                                                        
2 2010 年 11 月 1 日現在の人口調査データ。 
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図3.2.1 陝西煤業化工集団公司原炭生産実績 

 

3 . 3  黄陵鉱業有限公司の概況 

黄陵鉱業有限公司は陝煤化集団傘下の中核的企業の一つであり、資産総額 146 億元、売

上高 50 億元で、従業員は 5300 名である。 

炭鉱は陝西省延安市黄陵県に位置し、面積 561km2、石炭地質埋蔵量は 15.7 億トンで可

採埋蔵量は 11.4 億トンである。炭質は低硫黄分、低灰分、中揮発分、高発熱量の中粘結、

弱粘結、及びガス炭であり、中国の環境基準に適応する良質な一般炭、ガス化用石炭、及

びコークス配合炭である。 

現在、稼働炭鉱は 2 炭鉱あり、一号炭鉱出炭能力は 600 万トン/ 年、二号炭鉱は 700 万

トン/ 年で、国家工商管理局に登録された商標「黄陵一号」、「黄陵煤」の製品は粉末炭、

塊炭、混炭、コークス用精炭、及び吹込用炭などあり、販売先は華東地域、華中地域、華

南地域等以外に、一部は日本、韓国、及び東南アジア地域に輸出する。 

下図は 2012 年黄陵地域の石炭販売価格の推移であり、上半期はほぼ安定に推移し、5 月

以降に値下がり、10 月から回復傾向が出ており、上昇度合いが限られている。 

炭鉱敷地に容量 130 MW のボタ発電所、石炭灰有効利用のレンガ工場 (年産 1 億個) な

どを有し、鉄道 50 km あり輸送能力は 2000 万トンである。 

 

出所：中国石炭資源網 

図3.3.1 黄陵地域における一般炭価格の推移（2012） 
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同公司が採掘する一号炭鉱、二号炭鉱の炭質は下記の通り。 

 

表3.3.2 黄陵鉱業集団における稼働炭鉱の炭質 

名称 粒度 
全水分 灰分 揮発分

スラッギング
硫黄分 発熱量 

Mt Ad Vad St, d Qnet, ar 

商品炭分類 mm % % %  % MJ / kg Kcal / kg 

精炭 1 0～50 6～7 ＜12 ＞35 5 ＜0.8 25.92～28.42 6200～6800

精炭 2 13～50 6～7 ＜15 ＞35 5 ＜0.8 25.08～25.92 6000～6200

中塊炭 25～80 6～7 ＜15 ＞35 5 ＜1 25.08～25.92 6000～6200

混炭 1 13～50 8～9 ＜18 ＞34 5 ＜1 24.24～25.08 5800～6000

混炭 2 0～50 8～9 ＜19 ＞35 5 ＜1 23.41～24.24 5600～5800

混炭 3 0～13 8～9 ＜20 ＞35 5 ＜1 22.99 5500 

ミドリング炭 0～50 6 ＜35 ＞40 5 ＜1.2 16.7 4000 

出所：中国石炭資源網 

 

第 4 章 対象炭鉱地域のニーズと個別目標 

表 4.1.1 に黄陵地域（白石地区）における低炭素・資源循環型炭鉱地域形成に向けた陝

煤化集団のニーズと調査目標を示した。 

 

表4.1.1 黄陵地域（白石地区）における陝煤化集団のニーズと調査目標 

項  目 陝煤化集団のニーズ 目  標 

1.COGからのSNG/LNG製
造 

COG からメタノール以外の製品を
製造したい。 

日本企業のプロセスでの概略 FS の実施
を合意すること。 

2.非微粘炭（地元低品位
炭）の増配合 

コークス製造で地域の非微粘結炭
の使用割合を増加したい。 

試験計画を作成し、実施協力を合意。

3.コールタールの高付加
価値化 

白石地区の 260 万トンのコークス炉
の副産物タールの市場性、経済性を
踏まえた高付加価値化を提案して
欲しい。 

プレ FS を実施することで、将来のカウ
ンターパート候補へ提案できるように
する。 

4.石炭灰の有効利用 
黄陵地域で石炭火力、ボタ発電から
発生する年間 80 万トンの石炭灰の
有効利用方法を提案してほしい。 

高付加価値化（ALC、ALA 等）の FS を
実施する是非を判断できるようにする。

5.水のカスケード利用 
陝煤化集団として水の有効利用に
関心あり。 

日本企業と現地調査を行い、水収支を把
握することで 適化の可能性を提示。

6.地域全体の物質収支、エ
ネルギー収支の 適化 

黄陵地域の中で、特に白石地区を中
心に実施したい。 

現地調査と物質収支・エネルギー収支を
作成し 適化の可能性を検討 

 

第 5 章 ニーズに対するシーズの検討結果と実行計画（アクションプラン） 

5 . 1  COG からの SNG/LNG の製造 

5 . 1 . 1  背景 

黄陵鉱区曹家峪地区では、COG を原料としてメタノール、アンモニアを製造する計画で

あり、2012 年 7 月完工、2012 年末生産開始のスケジュールでメタノール製造設備を導入す

べく、計画が進行している。一方、白石地区では、当初、曹家峪地区と同様にメタノール、

アンモニアを製造する計画であったが、COG を原料として LNG を製造する計画に変更さ
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れた。この理由は生産過剰によるメタノール価格の下落と中国国内でのエネルギー不足か

らガス需要逼迫によるガス価格上昇が背景にあるものと思われる。中国国内では、COG を

原料とする SNG、LNG 製造プロジェクトが多数計画されており、COG の高度利用先とし

て有望である。 

 

5 . 1 . 2  中国における COG を原料とした SNG/LNG マーケットの展望 

中国のコークス需要のうち 80%が製鉄用であり、今後も需要は安定している。製鉄会社

コークス工場の COG は製鉄所で燃料として利用されている一方で、独立系コークス専業

メーカーで発生しているコークス炉ガスの半分の 1,000 万トン/年（中国全体の COG の 60%

に該当）は有効利用されていない模様である。この量は、仮に LNG 生産の原料として使

用した場合、約 500 万トン/年の LNG 生産量が期待できる規模である。 

中国における天然ガス需要は、都市化と経済発展に伴って急増しており、2010 年の LNG

輸入量は 936 万トンである。すなわち、余剰 COG をすべて LNG として利用した場合の

LNG 生産量は、現在輸入している LNG 量と比較して約 50%もの規模となる。 

このような事情を背景に、中国の事業者は、COG を原料とした SNG/LNG 事業への参画

を積極的に進めており、今後も数十件の案件が期待されている。 

 

5 . 1 . 3  日本技術の特徴 

COG を原料として LNG を製造するプロセスは、（１）COG の深度精製、（２）メタン化、

（３）LNG 液化の 3 つのセクションから構成される。日本では 1980 年代に COG から都市

ガスを製造する目的で COG の深度精製からメタン化までの商業化された実績がある。日

本企業が世界的なシェアを有する天然ガスを原料とした LNG 液化技術と組み合わせるこ

とで、COG を原料として LNG を製造するプロセスは、日本企業にとってプルーブンな技

術である。一方で、中国企業はいまだ COG を SNG や LNG 製造の原料として使用できる

深度精製技術の商業実績を有していないことから、商業機の設計を行うには技術リスクが

伴うと考えられる。 

 

5 . 1 . 4  プロセス検討結果 

日本技術が中国において COG を原料とした LNG 製造プロセスの分野で採用されるため

には、陝煤化工集団が現在採用を検討している第二化工設計院作成の計画案よりも訴求力

のあるプロセスを提示する必要がある。検討の結果、第二化工設計院作成の計画案との差

別化を図るにあたって、①商業実績に基づいた設計、②COG 深度精製、メタン化、LNG

液化の一貫した設計による 適化、③コークス炉と一体的な設計の 3 点が重要なポイント

となると判断した。 

この結果に基づいて陝煤化工集団に対して 2 回の技術提案を実施した。特に 2 回目の技

術提案では技術担当の副総経理も急遽参加することが要請されたことからも、本事業に対

する高い関心が伺われる。2 回の技術提案を通じて、陝煤化工集団に対して商業実績に裏

打ちされた日本技術の高い信頼性をアピールできた。さらに、高い信頼性により長期の安
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定運転を実現することが、高い収益性を担保するために必要不可欠な条件であるという認

識を共有できたことは大きな成果である。 

概略経済性検討の結果として、IRR で 20%を上回る高い収益性を有する事業となること

が確認できたことも大きな成果である。 

 

5 . 1 . 5  今後のアクションプラン 

今回提案する SNG/LNG 事業の高い収益性は、陝煤集団にとって大きな魅力となるもの

であり、白石地区での事業立上げ加速に貢献するものである。また、COG から SNG を製

造する技術は、日本では過去に需要があったものの現在は有効活用されていない技術であ

る一方で中国の需要は高いこと、中国の LNG 輸入量削減が期待でき、間接的に日本の LNG

輸入交渉を優位に進めることが期待できるなど日本にとっても魅力的な事業である。 

これまで陝煤化工集団に対し、商業実績に裏打ちされた日本技術の高い信頼性をアピー

ルしてきた結果、高い信頼性により長期の安定運転を実現することこそが高い収益性を担

保するために必要不可欠な条件であることについて共通認識を得ることができている。 

陝煤化工集団は、収益性の高い COG 利用技術を求めている。白石地区の収益向上に大

きく寄与する本提案を、陝煤化工集団が策定中の白石新ロードマップの中に明確に位置付

けることがまず重要である。下記アクションプランに従い、2013 年前半での FS 実施に向

け、陝煤化工集団の意思決定を支援する。 

 

ステップ１： 白石地区での新ロードマップ策定支援：事業化全体計画の詳細確認と計画

立案。 

ステップ２： 意思決定の加速化：概略経済性検討に基づく収益改善効果を確認する。陝

煤化工集団の白石事業スキームに基づき、本提案の採用スケジュールを明

確にし、課題を抽出する。その上で意思決定に向けた対策を検討する。 

ステップ３： F/S 実施：日本技術による提案プロセスの高い収益性を実証することで、

日本技術での PJ の実現を狙う。 

 

5 . 2  非微粘炭（地元低品位炭）の増配合 

5 . 2 . 1  中国のコークス生産の概況と課題 

中国のコークスの生産能力は約 4.5 億トンであるが、2011 年の実際の需要量は 3.8 億ト

ンであり世界の生産量の約 6 割を占める。産業別のコークスの消費状況は、冶金用が 85 %

と格段に多く次が化学分野の 6 %となっている。2011 年の後半から鉄鋼需要低下している

が、コークスの生産能力は増加しており、過剰生産の傾向は今後とも続く。過剰生産を抑

制し産業集積度を上げるために、2012 年に発表された「十二次五ヵ年計画」では、コーク

ス生産設備能力を 4,200 万トン淘汰すると規定した。特に、鉄鋼企業の中で生産していな

い独立コークス企業の 1 社平均の生産能力を年間 200 万 t 以上にするとの方針を打ち出し

た。しかし、今後とも設備能力は増加すると予想されている。 

このような状況の中で、コークス用原料炭は国内の資源量、生産量、輸送の制約及び価
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格から、2011 年には 4,466 万トン（前年同期比 5.5%減）をモンゴルや豪州などから輸入し

た。 

今後とも輸入が増加し、世界の原料炭の需給バランスに大きな影響を与える可能性があ

る。そこで、国内石炭資源をより多く有効活用できれば、世界の原料炭の需給緩和にも貢

献することが期待される。 

 

5 . 2 . 2  黄陵鉱区のコークス事業の概況と課題 

黄陵鉱区には、コークス工場が、曹家峪地区と白石村地区の 2 箇所にあり、それぞれ 260

万 T／年のコークスを生産する計画である。コークス炉（炉高：5.5ｍ）は、日本では採用

されていない、スタンピングチャージ方式で、1 窯当たり 35Ｔ装入される。 

現在、ここのコークス炉では、2 級コークスが生産されている。ここでの配合炭は、設

計上 4 炭種の粘結炭が使用される。その配合炭の 70 %近くは、粘結性と価格が比較的高い

内モンゴル、山西省からの 3 炭種の購入炭（焦煤、瘦煤、主焦煤）であり、残り 30 %近く

が粘結性と価格が低い地元黄陵炭（気煤）である。 

黄陵地域白石地区のコークス事業の課題として、①生産する２級コークスに対する製造

コストの低減（又は品質向上）と②コークス炉から副生するタールピッチの高付加価値化

がある。 

 

5 . 2 . 3  黄陵地区の課題解決への提案 

黄陵地区のコークス事業の課題に対し、日本側から安価な地元・黄陵炭の増配合を図る

ために、ピッチによる粘結性の補填と黄陵炭のコークス炉内での改質が期待できる「ピッ

チ被覆黄陵炭」の試作とその配合効果の確認の為の試験を実施することを提案した。 

 

 

図5.2.1 ピッチ被覆炭製造プロセスフロー 
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図 5.2.1 にピッチ被覆炭製造からコークス炉装入までの設備・プロセスフローを示した。 

黄陵炭にピッチを約 10 %～5 %添加し、加熱下で混練することで、製造される“ピッチ

被覆炭”をもう一方の外部購入の 3 炭種（粘結性のいい石炭）と混合し、スタンピング後、

コークス炉で乾留するプロセスである。ここでの設備のポイントは、ピッチをせん断、圧

縮、融解を通して石炭表面に効率的に被覆する混練設備である。日本では、ピッチ等をバ

インダーとして、成形炭（ブリケット炭）を製造する工程の前処理で使用されている。 

試験では、ピッチ被覆炭の配合による非微粘炭増配合効果を非微粘炭増配合比率とコー

クス強度との関係から求める。 

“現行の 4 炭種の単価と配合比率から計算される基準配合炭のコスト”と“ピッチ被覆

黄陵炭と外部購入炭の単価と配合比率から推算される新規配合炭のコスト”との比較、検

討から、40 %近くのピッチ被覆黄陵炭を配合することで、基準配合炭と同等の強度が維持

できれば、黄陵炭を基準配合に対し、15 %増配合でき、且つ被覆ピッチの使用量 5～10 %

で、5,000 万元～9,000 万元/ 年のメリットになる可能性が推算された。 

黄陵炭の増配合の課題が解決されれば、以下の波及効果が期待される。 

・黄陵地区のコークス製造コスト低減 

・コークス品質の向上への応用 

・陝煤化工傘下のコークス企業での波及 

・地元黄陵炭の増配合による地元採炭の事業性の維持、向上 

・非微粘炭の増配合技術の普及により、資源量として少ない粘結炭の需給緩和 

・世界の原料炭の需給緩和 

 

5 . 2 . 4  今後の展開 

地元黄陵炭（非微粘炭）の増配合技術の増配合のプロセスとその確認のための試験方法

とスケジュールを提案した。これを受けて、黄陵鉱区で実情に則した設備や処理コスト等

を検討し、その結果が、問題なければ、陝西煤業化工集団（本社）、黄陵鉱業公司、陝焦煤

化工公司及び日本側の協力体制も視野に入れた、実用化に向けた試験検討が実施する方向

で調整している。 

 

5 . 3  コールタールの高付加価値化 

5 . 3 . 1  市場動向 

コールタールはコークス製造における副産物なので、その生産動向はコークスの生産動

向に左右される。中国のコールタールには製鉄用コークス製造で副生する高温コールター

ルとカーバイド等に使用するセミコークス製造で副生する中温コールタールの二種類があ

る。 

陝西省黄陵地域は高温コールタールに属し、原料炭を 1000℃～1300℃で乾留して製鉄用

コークスを製造する過程で 4～7 %程度（コークスに対して）の収率で生成する。 

2012 年の中国の高温コールタール回収量は 1,769 万トンで、コークスの過剰生産で依然

として増産傾向にはある。コールタールの生産は中国各地に分布しているが、主として、
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華東、華北の二つの地域にあり総量の 61 %を占める。一方、華中及び陝西省のある西北地

域は新規建設のものが多くコールタールの生産量は総量の 9 %程度である。 

中国のコールタールの消費は三つに分かれる。1 番目は蒸留してナフタレン、吸収油、

アントラセン、コールタールピッチなどを精製する。2 番目は粗タールを重油代替として、

ガラス、セラミックなどの窯業産業やカーボンブラック生産の燃・原料として利用する。3

番目は輸出である。 

2012 年、稼働中のコールタール精製加工設備の生産能力は 1,586 万トンで、主に華北、

華東に集中している。原料コールタールの消費量は 877 万トンで高温コールタール総産量

の約 50 %を占め、設備の年間平均稼働率は約 52 %である。これは設備過剰と末端の需要

家である不動産業、電解アルミ、自動車産業、紡績産業等の景気が良くないことによる。 

蒸留製品の半分以上はコールタールピッチであるが、その主要用途は電解アルミや、電

炉鉄鋼用黒鉛電極の分野である。しかし蒸留設備が過剰であることと、主要な需要先であ

る電解アルミ業界の設備過剰と需要低迷でコールタールピッチの価格は抑制されている。 

コールタールピッチの付加価値向上策として、ニードルコークスや道路用アスファルト

代替材料を開発しているが、まだ実用レベルではない。 

 

5 . 3 . 2  日本企業の動向 

日本企業は中国企業との合弁や独資による展開を行っている。JFE ケミカル(株)は、山東

海化集団坊振興焦化有限公司と合弁で年産約 30 万 t のコールタール蒸留事業を 2006 年よ

り開始しており、さらに増設する方向にある。また新日鐵住金化学は 2012 年 8 月に世界

大のコールタール蒸留企業である米国 Koppers 社と中国江蘇省でコールケミカルの生産・

販売拠点の新設することを決定した。中国江蘇省邳州市で、Koppers から供給される原料

をベースに、電炉用黒鉛電極の原料となるニードルコークス、自動車用タイヤ等の原料と

なるカーボンブラックの生産・販売会社をそれぞれ新設する。 

 

5 . 3 . 3  陝煤化集団黄陵地域白石地区での展開の可能性 

このような市場の状況から、陝煤化集団黄陵鉱業公司は、黄陵地域における曹家谷地区

と白石地区のコークスから副生する高温コールタール合計 15 万 t を白石地区で処理し、ピ

ッチ 7.5 万 t を事前処理で除き、得られた軽質分を水素化処理しディーゼル油代替燃料を

主製品とした燃料油を製造して収益性を確保することを検討している。 

そこで、陝煤化集団の水素化燃料油製造案とコールタール蒸留により多品種の化学製品

を生産する場合の収益性を比較した。その結果を以下にまとめた。 

(1) コールタールからディーゼル油と同等の燃料油が生産できれば収益性は高い。しか

し、中温コールタールの軽油並みの評価となると収益性はよくない。製品油が中国

の燃料油規格に合致し、ディーゼル油と同じ燃焼性を確保できるか確認が必要。規

格は PM2.5 問題で今後厳しくなると予想される。 

(2) 黄陵地域の原料コールタールに限定した水素化設備規模とすることで、確実に原料

が入手でき稼働率を一定に維持できるメリットがある。しかし、中国のコークス製
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造設備は過剰で、特にコークス専業メーカーは稼働率が低いことから十分な原料を

黄陵地域で確保できない可能性もある。 

(3) 燃料油価格は国際原油価格動向に左右される。シェールガスやシェールオイルの動

向に影響を受ける。 

(4) 蒸留による精密加工で収益性を確保するためには、年産 30 万トン以上の設備規模が

必要。陝煤化集団の他地域のコールタールも集めて処理する必要がある。 

(5) 水素化でも蒸留による精密加工でもコールタールピッチの付加価値向上策が必要。

コールタールピッチの付加価値向上策として、道路舗装用アスファルト代替、ニー

ドルコークス製造や炭素繊維の開発を行っているところもあるが相応の技術開発ポ

テンシャルが求められる。 

(6) コールタールピッチを前節の黄陵炭（非微粘結炭）の増配合用粘結材として利用で

きればピッチの付加価値向上につながる。 

 

5 . 3 . 4  今後の展開 

以上の結果をもとに、実行計画としては、コールタール精製加工製品市場の動向を見極

めつつ、地元黄陵炭の増配合の粘結材にピッチを使用したコークス製造を前提とした FS

を陝煤化集団と実施し、中国事業の拡大を狙う日本企業との協力を模索することとしたい。 

 

5 . 4  石炭灰の有効利用 

5 . 4 . 1  陝煤化集団の石炭灰の発生及び利用の状況 

陝煤黄陵鉱業公司が所有する発電所は、3 期に分けられて建設され、現在 3 期目の発電

所が建設中である。いずれもが循環流動層ボイラでのボタ発電である。能力は、1.5 万ｋW

が 2 基。2 期目が 5 万 kW の 2 基。発生石炭灰は年間で 30 数万 t に上っている。黄陵地域

全体では 80 万 t の石炭灰の処理が求められている。 

この石炭灰の処理を、陝煤黄陵鉱業公司は子会社の鑫橋公司に委託している。鑫橋公司

は陝煤黄陵鉱業公司の用具調達など様々な業務を代行する子会社であり、煉瓦の製造販売、

選炭業務、ガソリンスタンド、社有車管理、関連設備製造などを行っている。灰処理も重

要な部門である。 

 

今までは、石炭灰の 9 割は有効利用されているという。陝西省建材研究設計院、西安建

築科技大学、西安壁材研究院など公的機関の指導協力を得ながら、有効利用の方策を見出

している。また、大量処理にはセメント産業が必要との判断から、崋山セメントや泰嶺セ

メントなどを傘下に入れ、製造されたセメントと石炭灰を混合してエコセメントと命名し

て販売している。混合量はセメントの規格に適合するようにコントロールして 45 %以下に

している。 

その他、煉瓦製造、土壌改良材などにも使用されている。路盤材にも利用されているが、

価格が安いために多くは出していないという説明であった。黄陵鉱業の石炭灰は外販され

ていない。しかし、銅川地区の華能発電所の石炭灰は以前無償であったが、現在は 60 元/t
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で販売できている。石膏も 140-160 元/ t で販売されているという。 

 

鑫橋公司は 2011 年に陝西省建材研究設計院が担当して、ALC の事業化検討（FS）を行

い、現在事業化計画と工業化試験を行っている。原材料が流動層灰のために変動が大きい

可能性がある。西安壁材研究院も検討に参加している。 

FS 検討では市場を延安・銅川・黄陵とし、製造量を 15 万 m3 とした。内板状の ALC も

製造することとし、量は 5 万 m3 としたという。 

 

5 . 4 . 2  中国のセメント・建材関係企業 

陝煤化集団公司幹部の ALC（人工軽量コンクリート）・ALA（人口軽量骨材）製造期待

の意向を受け、北京の ALC 製造会社(BBMA)と ALA 製造会社（北京建工）及びセメント

大手の会社（SINOMA,BBMG）と接触した。 

 

(1) 北京金隅集団（BBMG）、北京建築材料科学研究総院（BBMA）、中国中材国際工程

股分有限公司（SINOMA） 

SINOMA などは、西部地区での石炭灰利用が未発達で、かつ公共工事も少なく、石炭灰

の有効利用促進が重点課題であることをよく認識していた。その上で、西部地区では石炭

灰の知識が少なく、SINOMA が出ていくことは石炭灰課題の解決に重要とアピールし、日

系企業と陝西省陝煤化集団との試みに参画することを望む発言がなされた。 

 

(2) 北京建工華創科技発展股分有限公司 

山西省と陝西省との距離を考えて、山西省のプロジェクトと陝西省黄陵のプロジェクト

は競合しないという判断で、黄陵事業への参加の同意を取り付けた。こちらでも、中国の

政策の説明があり、西部地区の住宅の省エネ化と税制の優遇策を述べ、省エネ住宅まで発

展させるのが重要だと声明された。この住宅まですることに日本企業のノウハウの活用を

希望していた。BBMG と同様の反応であった。 

 

5 . 4 . 3  日本企業の協力の可能性 

中国のセメント・建材企業は日本企業との協力を希望しているので、国内建材会社やプ

レハブや PC 工法等を実施している建築会社を訪問調査した。日本企業の中には中国政府

の工業化住宅の政策に沿って中国に進出しているところがあり、すでに中国南部でプレハ

ブ住宅の会社を、地元企業と共同で立ち上げているところもあった。しかし、建材につい

ては、当面は日本の従来型のもの、つまり石炭灰の含有していない建材の使用を前提とす

る意向が強い。 

セメント混和剤の開発を柏木興産、前田建設、九州電力と(株)麻生が共同で実施してお

り、北九州市のアジア低炭素事業化センターが協力している。ボタと石炭灰などからポゾ

ラン活性を持つ材料を製造し、生コンやコンクリート二次製品に混合して使う紛体の提案

である。セメントに 2 割ほど混合して使用する。日本で製造する場合は安価なボタの入手
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が困難なため、入手先として東南アジアや中国に関心を持っている。さらに、廃棄物の有

効利用とCO2発生の抑制効果が期待できることから、中国での事業協力も模索しっており、

現在、日本側が陝煤化集団公司への FS の実施協力の打診をおこなっている。 

 

5 . 4 . 4  今後の展開 

ALC・ALA への石炭灰の利用については、中国の方が積極的である。中国側としては、

日本の建築・建設技術の導入を期待しているが、日本側企業には石炭灰を多く含む建材の

使用実績がない。すでに日本の建材メーカーやプレハブ・PC 工法の建築・建設会社が中国

に進出しているが、今後中国の石炭灰を多く含む建材をうまく使いこなすことが課題にな

る。そこで、引き続いて協力の切り口を検討する。また、混和剤については、陝煤化集団

に技術及び事業内容を説明し、今後の FS 実施協力を目指す。 

 

5 . 5  水のカスケード利用 

5 . 5 . 1  陝煤化集団黄陵地域の現状と対策 

日本企業と現地調査を行い黄陵鉱区曹家峪地区の水処理の状況を把握し、環境基準の厳

格化を考慮した白石地区における高性能・低コストの水処理の 適化を検討した。 

曹家峪の排水処理設備は、中国国内で一般的な A2O 式生物処理＋凝集沈殿処理法を採用

し、排水処理水を CWQ 設備内のコークス消火水として 100％再利用しているため、現状

はゼロデイスチャージ（無放流）として稼働をしており、比較的低コストの水源利用と回

収設備が整備された水処理設備が構築されている。 

一方、白石ではコークス製造工程の冷却方式を CWQ から CDQ へ変更する検討が実施さ

れている。したがって本検討では、CWQ 設備内のコークス消火水に替わる水カスケード

先を考慮した GB1 級による河川放流基準を満足する水回収検討を実施することとした。 

 

5 . 5 . 2  白石地区の排水性状 

今回の検討では、曹家峪から採取したコークス排水の設計値をもとに表 5.5.1 のとおり

に想定した。今回の検討で注意すべき点は、白石と曹家峪で製造品目（メタノールから

SNG/LNG へ変更）が異なる点だが、プラントメーカーのヒアリングを通じて、設計に大

きな影響を与えるマイナス要素はないものと判断した。 
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表5.5.1 コークス製造排水の水質 

 単位 
曹家峪 

コークス排水
（分析値） 

曹家峪 
コークス排水
（設計値） 

白石区 
コークス排水
（想定値） 

GB1 級 
（新設、 
河川放流） 

pH － 8.6   6～9 

CODcr mg/ℓ 2.090 3,000～4,000 4,000 80＞ 

BOD5 mg/ℓ 1,340 1,500～2,500 2,500 － 

NH4-N mg/ℓ 133 300 300 15＞ 

揮発フェノール mg/ℓ 349 230 230 0.5＞ 

CN mg/ℓ 1.1 8～15 15 0.5＞ 

油分 mg/ℓ <100 500 500 10＞ 

SS mg/ℓ    70＞ 

硫化物 mg/ℓ <1 150 150 1＞ 

色度 度 730   50＞ 

SCN mg/ℓ 858  900  

S2O3 mg/ℓ 536  550  

 

5 . 5 . 3  曹家峪の排水処理設備に関する性能評価 

コークス排水は乾留されるときに発生するガスを冷却精製する工程で生成される安水、

タール処理工程からの軽油分離水及び各化学製品精製工程から発生する排水が混合されて

処理対象排水となる。A2O 式生物処理は運転管理に多少の熟練を要するものの運転経費が

安く、同一装置でフェノール、シアン、硫化物が除去可能となるため採用実績が多い。ま

た凝集沈殿処理を組み合わせることで高度処理を行っているが、色度はほとんど除去でき

ず黒褐色を呈するため、放流もしくは再利用には適しないことが知られている。念のため

公知の文献を用いて既設の排水処理水質を検証した。 

 

【検証条件】既設の設計条件が不明瞭なため、公知の資料3をもとに以下の数値を採用した。 

A2O における CODcr 除去率：95~98％、凝集沈殿における CODcr 除去率：5~15％ 

(2012 qingdao International Conference on Desalination and Water Reuse) 

【検証結果】凝集沈殿処理水 CODcr：75~170 mg/ ℓであり、河川放流水質（＞100 mg/ ℓ）

に合わせて色度除去も含め、活性炭処理の追加が必要。 

 

5 . 5 . 4  白石区の高度排水回収設備 

本排水処理水は高塩類濃度を有しているため、CWQ 以外の水カスケード利用先（ボイ

ラー用水等）の要求水質を満足するためには、さらなる高度回収処理を目的とした脱塩設

備が必要となる。 

中国では UF 膜＋RO 膜（もしくは NF 膜）を用いた排水回収設備の採用が促進されてい

るが、その設備構成は業界を問わずほぼ一律で、適用先によって前処理検討不足による膜

閉塞トラブル事例が多数報告されている。 

今回のコークス排水処理水の場合、活性炭処理を追加するで CODcr を低減することが可

                                                        
3 青島国際脱塩・回収会議集；2012.6；p532～ 
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能となるが、A2O 生物処理によって分解された生物代謝物（フミン質、多糖類等の中・高

分子）は活性炭で吸着不能なため、後段の UF 膜を汚染し、当初の想定を大きく超えた薬

品洗浄が必要となる。今回提案するフローを図 5.5.1 に示す。 

 

 

 

 

 

図5.5.1 白石地区向け高度排水回収設備 

 

5 . 5 . 5  技術的な特長及び投資効果 

①連続活性炭設備 

排水規制強化が進む中国では、CODcr 及び色度の高度処理を目的とした活性炭設備を採

用することが一般的となっている。構造がシンプルかつ設備投資費用が安価な固定床式（図 

5.5.2）は従来から幅広く採用されているが、構造上の理由から吸着飽和率が 30％程度の状

態で新炭取替えを要するため、運転管理費用が増加する傾向にある。 

一方、今回提案する連続活性炭設備（図 5.5.3）は塔内部が多段に仕切られ、塔上部から

供給された新炭が少しずつ塔内を落下し、塔下部から排出される構造となっている。各段

の活性炭が流動するため濁質による目詰まりがなく、吸着速度の速い微粉炭を使用できる

等のメリットがあることから、活性炭の吸着飽和率を 90 %程度まで高めることが可能であ

る。 

連続活性炭設備を採用した場合の処理コスト（設備投資及び運転管理費用）は、固定床

方式比で 60～80 %の効果が期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5.5.2 固定床式活性炭設備 

 

 

 

 

 

コークス排水 A2O 式生物処理 凝集沈殿処理 ろ過・活性炭処理 

新機構ろ過設備 RO 膜 ボイラー用水等として再利用
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図5.5.3 連続活性炭設備 

 

②新機構ろ過設備 

従来の排水回収設備（図 5.5.4）では、膜前処理としてポリ塩化アルミニウム（PAC）を

定量注入することで凝集フロックを形成し、砂ろ過設備等で不純物の分離除去を行ってい

る。PAC は多糖類等との反応性が優れず、かつ原水変動に応じた薬注コントロールが行わ

れないため、ろ過処理水質がなりゆきとなり膜閉塞を引き起こす要因となっている。実際

に膜閉塞トラブルが発生している現場では、頻繁な水洗浄及び 1 回/月の薬品洗浄により設

備稼働率の低下をまねいている。また酸・アルカリ薬品を多用することで材質が劣化し、

膜寿命が低下する事象も確認されている。 

 

 

図5.5.4 従来システム 

 

一方、今回提案する新機構ろ過設備はコークス排水の負荷変動が大きく、かつフミン質

や多糖類の含有を前提とした膜前処理システムである。 適凝集センサーと新凝集剤を組

み合わせることで膜閉塞物質を効率良く分離除去し、薬品洗浄頻度を 1 回/6 ヶ月程度に改

善することが可能となる。 

新機構ろ過設備を採用した場合の処理コスト（設備投資及び運転管理費用）は、従来シ

ステム比で 60～80 %の効果が期待できる。 

 

処理水 凝集ろ過 UF膜 RO膜

PAC(定量注入）

通水 

新炭供給 



 

591 
 

 

図5.5.5 新機構ろ過設備 

 

中国の節水ニーズは増加傾向にあり、石炭業界においても RO 膜を採用した排水回収プ

ロセスを確立することは必須条件となりつつある。一方でその設備構成は業界を問わずほ

ぼ一律となっており、コークス排水を主体とした排水回収を導入する場合には膜閉塞リス

クを 大限考慮した水処理設備の検討が必要となる。 

今後は水カスケード利用先の候補を選定し、各要求水質及び水量に応じた 適検討を実

施する必要がある。 

 

5 . 6  地域全体の物質収支、エネルギー収支の 適化 

5 . 6 . 1  陝煤集団の検討方針 

陝煤集団では、黄陵鉱区の曹家峪地区（第一期）、白石地区（第二期）の両地区を対象に

2009～2015 年の 7 年発展計画を作成した。現時点で曹家峪地区が先行して操業を開始して

おり、白石地区については事業開始が当初予定よりも遅れており土地の造成がほぼ完了し

た段階である。陝煤集団では白石地区での事業立上げのため新たなロードマップを策定す

る必要があり先進的な技術導入による高度化を図るため CCT の積極的導入に期待してい

る。 

第二期の白石地区を対象に、曹家峪地区で昨年度実施した全体 適化手法を用いた CCT

導入検討を実施して欲しいとの陝煤集団の要望を受け、図 5.6.1 に示すスキームでの検討

提案を行い、曹家峪地区の稼働状況調査と白石の 適化検討を開始した。 

 

 

図5.6.1 白石地区の新ロードマップ策定 

 

処理水 回流式凝集槽 特殊ろ過器 RO膜

新凝集剤

PAC
最適凝集
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5 . 6 . 2  CCT の導入提案 

黄陵鉱区では、昨年度より曹家峪に対して表 5.6.1 に示す CCT 導入検討を実施しており、

今年度は、上記の図 5.6.1 に示す CCT 導入検討のアクションプランの検討を行うことによ

り、これらを総合的に組合せた黄陵鉱区全体の収益向上と環境対策改善を目指した。 

 

表5.6.1 黄陵マスタープラン導入検討CCTリスト 

 

 

5 . 6 . 3  階層的ブロックフロー評価手法による全体 適化評価 

(1)エネルギー収支、物質収支の定量評価 

白石地区では、より収益性の高い化学製品の生産に転換する方針を打ち出しており、先

行する曹家峪地区の COG の利用についてはメタノール生産ではなく LNG を生産する。階

層的ブロックフロー評価手法で CCT 導入効果を定量的に示し、事業立上げの裏付けを確実

にし、陝煤集団の白石地区事業化決定に資することができる。図 5.6.2 には COG による

LNG 生産事業を反映した評価事例を示す。 

 

 

オプション

計画 

オプション

計画 



 

593 
 

 

図5.6.2 階層的ブロックフロー評価手法による 適化 

 

水のカスケード利用では、CWQ 設備内のコークス消火水に替わる再利用ニーズを考慮

して、河川放流基準を満足する高性能・低コストの水処理システムを提案した。今後は水

カスケード利用先の候補を選定し、白石地区全体の水バランスにおける各要求水質及び水

量に応じた 適化評価を実施する必要がある。課題解決により、節水、環境負荷（大気及

び水質）低減、膜閉塞トラブルによる薬品洗浄及び膜交換頻度の削減等が期待される。 

 

(2)用役消費量、排出物、消耗品の削減効果 

白石地区の 適化評価では、製品生産による収益向上とともに、用役消費量、排出物、

消耗品の削減効果も評価した（図 5.6.3）。地域全体の 適化においては環境対策の高度化

も重要な課題であり、事業計画に CCT 導入の定量評価を盛り込むことが検討の狙いである。 
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図5.6.3 用役消費量、排出物、消耗品の削減効果 

 

5 . 6 . 4  白石地区新ロードマップ策定に向けたアクションプラン 

陝煤集団は環境に配慮した資源循環型鉱区の高度化を目指している。提案手法による「地

域全体のエネルギー収支、物質収支の 適化」事業を 新データを取り込み実施すること

で、体系的な新白石ロードマップの策定が可能となる。陝煤集団と共同事業化を図りたい。 

 

第 6 章 実行計画（アクションプラン）のまとめ 

図 6.1.1 に陝煤化集団の黄陵地域白石地区を対象とした低炭素・資源循環型炭鉱地域の

形成に向けた実行計画案を示した。 
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中間炭 + ボタ 万t/yr 58 34 -41
脱硫触媒 t/yr 18 18 0
NaOH t/yr 4,783 4,783 0
硫酸 t/yr 23,670 23,670 0
洗浄用タール t/yr 2,767 2,767 0
アルカリ t/yr 31 0 -100
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図6.1.1 陝煤化集団黄陵地域白石地区の低炭素・資源循環型炭鉱地域形成実行計画案 

 

陝煤化集団黄陵地域の白石地区に対する陝煤化集団の詳細ニーズを把握し、6 項目につ

いて検討した結果は以下のようにまとめられる。 

１）COG からの SNG/LNG の製造：陝煤化集団はメタノール製造計画を SNG/LNG 製造

に変更することを検討している。そこで、COG の深度浄化で優れている日本技術

による概略 FS を実施した。今後、日本企業による本格 FS 契約の締結を目指す。 

２）コークス製造での地元非微粘炭の増配合：自社石炭である黄陵炭を計画値より多く

配合し、高強度コークスを安価に製造する試験を提案し実施協力することで基本合

意した。陝煤化集団は、稼働中の設備で実操業の改善に資する増配合試験を目指す

のか、陝煤化集団研究院のテーマとするかを陝煤化集団集団内部で検討の上、

JCOAL に連絡することになった。 

３）コールタール高付加価値化：先方提案の水素化ディーゼル油製造とコールタール蒸

留を比較。その結果、前者は、ディーゼル油と同等製品ができれば収益性が高いが、

セミコークス製造過程の中温コールタールからの軽油製品と同程度とすると収益

を期待できない。後者は、規模別の売上高、費用、収益の期待値を推算すると、年

産 30 万トン以上の規模がないと収益が得られない結果となった。陝煤化集団集団

は集団全体で 1000 万トン以上のコークスを製造する計画であることから、他所の

コールタールもすべて集めて蒸留規模を拡大することで収益が期待できるので、タ

ールソース拡大を目指す日本企業との将来の協力を目指して、詳細 FS を実施する

ことを提案する。 
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４）石炭灰の有効利用：石炭灰の利用は建材等の分野でも中国が進んでいる。しかし、

中国側企業は日本のプレハブ・建設会社の建材をうまく利用した設計・建築力に期

待している。そこで、今後とも、日中企業の協力の枠組み作りを継続する。また、

日本企業より混和剤製造技術での協力の提案があることから、今後協力の可能性を

追加打診する。 

５）水のカスケード利用：曹家谷ではコークスの消火を排水の 終処理として実施して

いるが、今後の環境基準の厳格化にともない、CDQ に代替するニーズが高くなる

可能性がある。従って、排水処理の高度化が必要。そこで、排水の現状を調査して

連続活性炭設備や新機構濾過設備を取り入れて、運転コストの低廉化ができるシス

テム及び設備導入を提案した。今後、関連設計院にも説明し協力を構築する。 

６）黄陵地域のエネルギー収支・物質収支の 適化：昨年までの検討結果に、上記の５

項目を加え、改善効果を例示した。陝煤化集団には継続してデータを更新し 適化

を図ることを提案する。 

 

 


