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調査の趣旨
背景・目的：

 気候変動対策や環境意識に基づく“反石炭”の圧力

⇒ それらの世界的潮流、石炭関連の投融資引き揚げ（ダイベストメント）、

主要産炭国である豪州・米国の動向を整理し、石炭市場・日本の石炭

調達への影響を検討

主な調査内容：

 各国状況（豪・米）： エネルギー・石炭需給・輸出、エネルギー・環境政策等

 反石炭の世界的潮流：気候変動対策に関する国際交渉、金融機関の石炭関連

投融資方針の見直し、NGOの活動等

 石炭産業の対応： 資源メジャーの資産ポートフォリオの見直し等

 展望： 石炭市場・日本への影響
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本日の報告

1. 一般炭の需給・価格動向の概要

2. 反石炭の世界的潮流及びダイベストメントに関する整理

3. 豪州の政策動向

 石炭生産・輸出に関する豪州政府の姿勢は？

4. 米国の政策動向

 “石炭復活” 政策の影響は？

5. 展望・示唆
 反石炭の潮流、米豪の動向及び他の国々の需給要因を踏まえた

今後の展望と日本への示唆
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一般炭の生産・消費動向

出所：IEA, World Energy Statistics 2017より作成

世界の一般炭生産量

 世界の一般炭生産・消費：中国で急激に拡大、2013年がピークか
 アジア諸国等の需要増大

世界の一般炭消費量
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出所：IEA, World Energy Statistics 2017より作成

世界の一般炭輸出量

 一般炭輸入：中国は2013年ピーク後減少、生産減を受け2016年に再び増加
 輸入市場における日本のプレゼンスの低下

世界の一般炭輸入量 アジア諸国等の一般炭輸入量
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一般炭価格の推移

出所：globalCOAL情報より作成

一般炭インデックス価格の推移

 安定供給に向けた日本の対応の必要性
• 2011年初頭から2016年初頭にかけ長期的に下落、2016年後半頃から高騰

（中国の生産調整・需要増、供給側の制約等）
• 価格ボラティリティの増大
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反石炭の世界的潮流：主な経緯

2013年 6月 米国における石炭火力に対する規制強化

2013年11月 OECD公的輸出信用アレンジメントのルール見直し着手

2014年 座礁資産の試算報告が相次ぐ
• カーボンバジェット ＝ 化石燃料資源の多くは unburnable 
• 確認埋蔵量に基づく鉱業企業の資産価値は過大評価

2015年 4月 G20財務省・中央銀行総裁会合 → 金融安定理事会（FSB）
• 金融部門にとっての移行リスクに焦点

2015～2016年 英国、フランス、オランダ等が石炭火力発電の廃止方針を発表

2015年12月 COP21（フランス）パリ協定採択

 気候変動対策強化への米国（前政権）の方針転換を契機に、欧州を中心に
石炭をリスクとして位置づける動きが拡大
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気候変動の国際交渉
 COPの議論と交渉自体が石炭の制限に直接つながる可能性は当面は低い見込み
 脱石炭キャンペーンやダイベストメント等、周辺の取組に注目

COP23（2017年11月6日～18日、ドイツ）

結果概要 • パリ協定の実施に向け、詳細ルール策定の進捗を目指す
→ 先進国・途上国の利害対立が再び顕在化

• 次回COP24（ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ）での作業計画完了を目指し引き続き作業
→ 難航の予想

今後の目標強化
の可能性

• 各国が提出した目標（NDC）に基づき全体の進捗を評価（グローバ
ルストックテイク）→ 各国に目標強化を求める仕組みがない

• リーダーシップの欠如

サイドライン* • 脱石炭キャンペーン：Powering Past Coal Alliance
（英国・ｶﾅﾀﾞ主導、参加主体数は当初の26から1ヶ月で58に急増）

• Clean Coal Alliance（米国が提唱、詳細未定）
＊：公式交渉には含まれない任意のイベント

7 出所：報道等より作成



ダイベストメント表明の主な動き

出所：各機関のプレスリリース等より作成

 ダイベストメント表明は多数にのぼるが、投融資停止一辺倒ではない

年 主な動き・特徴
2013年～ • 世銀、欧州投資銀行、欧州復興開発銀行等の多国籍開発銀行が石炭関連

の融資制限の意向を表明
→ 例外的なケースを除き投融資の対象外とする機関も

2015年～ • 米国（前政権下）及び欧州（英国、フランス、北欧等）を中心に民間の
金融機関、投資ファンド等が石炭関連企業の株式売却や投融資方針の見
直し等を表明

→ 具体的な表明内容や制限度合いは多種多様
2017年～ • 表明済み機関によるダイベストメント対象拡大の発表

• 米国：多国籍開発銀行の融資制限を求める前政権方針を撤回
• 中国、豪州の動き
→ 容認の立場からの表明も ⇔ 他の化石燃料への拡大・厳格化
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機関 発表 主な発表内容

（米国）
財務省

11月 • 「エネルギープロジェクト・政策に関連する国際開発金融機関にお
ける米国の立場に関する財務省ガイダンス」：諸外国において
よりクリーンで効率的な化石燃料へのアクセスと利用を支援

（中国）
AIIB

6月 • 「エネルギー部門戦略」：効率の低い設備のリプレースや、電力系
統システムの信頼性にとり不可欠な場合に検討対象

（豪州）
Westpac

4月 • 既存5,700、新規6,300kcal/kg以上の高品位炭炭鉱に制限
• 発電所の新設は接続先系統の排出係数が低下することを要件

世銀 12月 • 石油･ガスの上流開発を2019年より投融資対象外

ﾉﾙｳｪｰ
年金基金

12月 • 対象基準を厳格化：ｵｲﾙｻﾝﾄﾞ・炭鉱関連の合計で収益の30％以上
（2014年石炭関連の収益50％以上 → 2015年30％以上）

（仏）
AXA

12月 • 同上：石炭関連の収益が30％以上（2015年50％以上）等/石炭火力
新設ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ保険受付停止/ｵｲﾙｻﾝﾄﾞ・同ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ事業にも類似措置

2017年における主な動き

出所：各機関のプレスリリース等より作成9



ダイベストメント表明の種類

出所：各機関のプレスリリース等より作成

注）厳格さの度合い・順序はおおよその目安；●炭鉱及び石炭火力発電所を対象、▲炭鉱を対象、■石炭火力発電所を対象；
国名はHQ所在地；ESGはEnvironment, Social and Governance；（）は発表年、（-）は原典に記載なし

主旨に基づく区分・主な条件等 事例

1.一般炭炭鉱・石炭火力をほぼ全面的に投融資対象から除外 ●Rockefeller Brothers Fund (2017)米
2.条件付だが実質的には融資対象から除外する方向

a) 例外的で稀なケースを除き除外 ●EBRD (2013)英

b) 実質的にCCS付帯を要件 ■EIB (2013)ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ

c) 収益割合に占める石炭比率が一定以上（いずれも50％
　未満）の企業を除外

●Allianz (2015)独, ●AXA (2015,2017）仏, ●KLP
(2014,2015,2017)ﾉﾙｳｪｰ, ●CalPERS/CalSTRS(2015)米

d) 新規（greenfield）・新設は不可 ●Deutche Bank (2017)独, ▲HSBC (2016)英

3.基準を設定し投融資の余地を残している

a) 途上国の効率改善等は検討対象
●World Bank (2013,2017)米, ■AIIB (2017)中,
■ADB (2009）ﾌｨﾘﾋﾟﾝ, ●Morgan Stanley (2017)米,
■HSBC (2016)英

b) 石炭の熱量や石炭火力発電の発電効率等の数値基準を設定 ■ANZ (-)豪, ▲Westpac (2017)豪

c) 特定のファンド対象から石炭事業がメインの企業を除外 ●Nordea Bank (2015)ｽｳｪｰﾃﾞﾝ

4.定性的な方針の記述が主

a)デューデリジェンス強化等 ▲Bank of America (2015)米, ▲ANZ (-)豪

b) ESGや再エネ投資の強化等 ●Wells Fargo (-)米, ●CBA (2017)豪

厳

格

さ

の

度

合

い
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ダイベストメント表明に関する観察点等

【留意点】
 組織・投融資規模による影響度の違い
 制限対象の違いによる意味合い

• プロジェクト・プラントへの直接投資 ⇔ 企業・セクターワイド

 長期的なコミットメントの有無・強度

【観察点】
 主旨に関わらず石炭事業撤退として見出しが躍るケースが見られる

• 高品位炭開発や石炭火力の高効率化に余地を残しているケースや
”Business As Usual” の表明、再エネ投資の増加表明等が混在

 石炭価格動向との関連性
 投融資の実際の引き揚げの具体的把握・トレースは困難

• 情報開示の取組の実効性に注目か
11



豪州・米国における石炭の生産動向
 豪州は拡大傾向、米国は急減

注：Victoria州及びSouth Australia州は褐炭のみ生産 注：下図は2016年の上位6州のみ掲載、Texas州は褐炭のみ
出所：IEA Coal Information 2017, 豪州政府統計、米国EIA統計より作成12



豪州の政策動向

 連邦政府（2013年より保守党）のエネルギー環境政策：
• 電力政策（Powering Forward）発表（2017年10月）：

National Energy Guarantee 制度－電気事業者に対し安定供給が可能
な電源を一定割合供給するよう求める（石炭、ガス、揚水、蓄電池等）

• 環境（CO2対策）：補助金が主、CO2排出量の報告義務
 対外的な姿勢：

• 基本的には、石炭の豪州経済にとっての重要性について、連邦レベル・州
レベルで認識が一致

• アジア諸国における高効率化や高品位炭へのシフト、天然ガスへの代替は
困難なことから、石炭需要は堅調との見解

• 外務貿易省白書（2017年11月）：高効率・低排出技術の普及促進

 国内政策及び対外政策の両面で石炭を重視する姿勢を維持
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豪州の産炭州の動向
 ローカルな環境問題から訴訟等が発生し計画が頓挫するケースも
 根本的な政策変化に根ざす動きではないが、今後、グリーンフィールドで

の炭鉱開発の許認可取得は困難になるとの見方も
州 主な動向

QLD州
（労働党）

• 再エネや気候変動対策に積極姿勢
• インド企業（Adani）による大規模な新規炭鉱開発計画（Carmichael炭鉱/Galilee 

Basin）を巡り、国際的な反対運動・法的係争
• 随伴水ライセンスに関する規制を強化（2016年12月法改正）→ 既存炭鉱の拡張計

画（New Acland炭鉱）に対する判決（2017年5月）に基づき、政府（環境省）が環
境許認可申請を却下（2018年2月）

NSW州
（保守党）

• 炭鉱リースの許認可プロセスを合理化（2017年11月）、他方、
• 土地利用の利害対立でDrayton South炭鉱（Hunter Valley）探査ライセンス申請を

却下（2017年12月）
• 水質汚染を巡り提訴されていたSpringvale炭鉱の延命困難から、同炭鉱を燃料供給源

とするMount Piper石炭火力発電所（1,400MW）の拡張計画撤回（2017年9月）
出所：報道等より作成14



米国の国内政策の動向

→ 当面の救済効果（石炭火力発電の運転継続）にとどまり、石炭に対する天然
ガスの価格競争力の優位性が長期的に支配するとの見方

 国内の石炭産業に対する “石炭復活” 政策の効果は限定的

2017年3月  「気候変動計画」撤回
• 新設・既設発電所のCO2排出基準の見直し（凍結・廃止も含む）
• 石炭開発鉱区入札の凍結・ロイヤリティの見直しの解除

2017年6月  パリ協定（離脱表明済み）の実施に向けた措置の停止

2017年10月  既設発電所のCO2排出基準（Clean Power Plan）見直し発表
• 発電所の熱効率改善へ

2018年1月  電力供給の安定性確保に向けた規則改定指示に対する連邦エネルギー
規制委員会（FERC）回答：法的根拠が不十分との見解から却下

2018年2月  2019会計年度予算教書
• “クリーンコール技術へのコミットメント” に言及なし
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米国の対外政策の動向

 石炭の輸出拡大等についても “石炭復活” 政策の影響は限定的

2017年3月  「気候変動計画」撤回（従前：鉄道や港湾等の石炭輸送/輸出イン
フラの環境アセスに際し消費地における気候変動面の影響を考慮）

2017年11月  「財務省ガイダンス」発表（前出）

• 米国外の石炭プロジェクトへの公的ファイナンスの制限方針を
撤回

2018年2月  「インフラ投資計画」発表
• 環境アセス手続の合理化、環境アセス手続へのEPAのコメント

権限を廃止し、審査/許可権限の一部を州政府に移管等を提案

→ これら政策変更が実現した場合でも、州・地方の石炭インフラへの反対は
容易に払拭されず、西海岸の石炭輸出能力が拡大する可能性は低い
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展望

反石炭の世界的潮流及び、豪州・米国の動向についての要点

気候変動対策の
国際交渉

• COPの枠組みそのものが石炭の制限に直接つながる可能性は当
面は低い見込み

脱石炭キャン
ペーン

• 石炭の需要地でない国々が戦略的に展開 → 実需国への訴求力
には限界も

ダイベスト
メント

• “即座に全面的に引き揚げ・撤退” はミスリーディング → 石炭
市況や情報開示の取組の進展等とあわせて引き続き注目

豪州 • 生産・輸出継続の姿勢だが新規炭鉱開発は困難さ増す可能性も

米国 • “石炭復活” は限定的で輸出拡大の可能性は低い

 反石炭の世界的潮流による実質的影響には限度
 ただし環境規制の強化や、高効率化等に向けた対策や投融資の絞り込み等から、

従来通りに需要に応じた供給拡大が困難となる可能性も
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日本への示唆

石炭需給に関する他の国の展望

中国、
インド、
その他
アジア

• エネルギー需要の伸び/維持
• ガスへの代替は困難
• 環境規制・対策の高まり

 引き続き需要が見込まれる
が、高品位炭へのシフトも

 石炭の供給そのものが大きく低下するリスクは現状では低いと考えられるが、
高品位炭の需要増加による価格高騰や商慣行の変化等には備える必要

 供給力・価格安定の両面から供給源の多様化は重要な課題であり、安定的確保
に向けた取組が引き続き重要

 2040年頃を目処とした日本への影響・示唆

我が国の一般炭の安定供給にとって
考えられるリスク

 炭鉱開発や石炭利用への圧力・
規制の高まりから、グリーン
フィールドの新規開発が困難とな
り、既存炭鉱でも生産コスト上昇

 高品位炭の価格が高騰し、経済的
な調達が困難に

18


	地球温暖化を含む環境問題の動向�及び石炭事業への影響調査
	調査の趣旨
	本日の報告
	一般炭の生産・消費動向�
	一般炭の輸出・輸入動向�
	一般炭価格の推移
	反石炭の世界的潮流：主な経緯
	気候変動の国際交渉�
	ダイベストメント表明の主な動き
	2017年における主な動き
	スライド番号 11
	ダイベストメント表明に関する観察点等
	豪州・米国における石炭の生産動向�
	豪州の政策動向
	豪州の産炭州の動向
	米国の国内政策の動向
	米国の対外政策の動向
	展望
	日本への示唆

