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調査
目的

• 環境問題、気候変動が叫ばれる中、本邦企業が環
境に配慮した持続可能な石炭探鉱開発を行う場合
の一助とする。

実施
事項

• 石炭探鉱開発事業者等における環境対策、温室効
果ガス排出量削減、選炭技術の最新動向などを調
査・抽出し、中・長期的な観点から取り組むべき
課題の整理を実施。

目次 1.環境対策等の取り組みと課題の抽出
2.温室効果ガス排出量削減への具体的取り組み
3.選炭技術の最新動向
4.持続的な石炭開発の取り組むべき課題の整理
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全体概要
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第1章

環境対策等の取組と課題の抽出



1.1 豪州における一般的な環境影響評価書
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• 日本における「公害」（典型7公害）：
①大気汚染､②騒音､③振動､④水質汚濁､⑤土壌汚染､⑥地盤沈下､⑦悪臭

• 豪州の環境アセスメント（EIA: Environmental Impact Assessment）を実施し、環境影響評価書
（EIS: Environmental Impact Statement）を作成する義務→政府認可機関の承認が必要。

出所：豪州主要石炭企業の環境影響評価書を基に作成

項 目 発生要因

土地 農業・林業用地・宅地 採掘・剝土・ボタ 、採掘による地盤沈下
リハビリテーション 採掘終了後の覆土、特定の岩石による土壌､地表水の酸性変化

水・水源 地表水
採掘計画等に伴う水系・流路の変更、水文の変化による洪水、
廃石場からの漏水による水質変化

地下水 揚水による地下水位の変化、漏水による浅部地下水質の変化
排水・廃水 坑外使用水、坑内・露天排水・廃水、選炭廃水

廃土・廃石 採掘・剝土、選炭後ボタ

騒音・振動 発破、採掘、輸送

大気汚染
粉じん（粒子状物質） 採掘・剝土・発破・輸送・運搬
排ガス・温室効果ガス 発動機・重機・輸送車・炭層メタン、自然発火

動・植物種
周辺域の動・植物種の

多様性
採掘等による原地形の変更、水系・水質の変化、粉じん

周辺・地域住民への恩恵
（企業の社会的責任CSR）

雇用促進と住民の研修機会の提供、コミュニティ発展への貢献－
学校、福利施設の提供

豪州における一般的な環境影響評価書の主要項目



1.2石炭探鉱開発等に係る環境問題10項目

4 出所：各種資料より作成

10項目 内容

1 自然発火
坑内採掘、露天採掘それぞれに発生し、坑内採掘の場合は重大災害に繋がる危険な
課題であり、散水や注水などの取り組みが必要。

2 粉じん
露天採掘では重機による岩石、石炭の採掘、発破、未舗装道路での車両通行による粉
じんが発生。坑内採掘の炭じんがある程度の濃度に達すると炭じん爆発の危険性大。

3 騒音 炭鉱では多くの設備が稼働しており、炭鉱労働者の働く環境は様々な騒音に晒される。

4
水質
（廃水）

多くの炭鉱で酸性廃水、有害な重金属の溶出が確認され、炭鉱近隣の河川や農地に被
害がでている。防止策として酸性廃水の中和や凝集による重金属の除去の取組を実施。

5 廃石
廃石によるボタ山において土砂災害や酸性水や粉じん被害が発生。対策としてボタ山の
高さ制限や堤防、貯水池が建設され、緑化も実施。

6 景観
石炭採掘後のリハビリテーションの徹底と表土の埋め戻し後の植林が重要。採掘前の状
態に少しでも回復・復元する処置を実施。貴重な遺跡についても配慮し、採掘によって破
壊されないことが重要。

7
地域社会対
策・CSR

鉱業活動は、地域の自然環境、生活環境、そして地域産業の変化・活性化に対して直
接的な影響を与える。地域社会の理解を得て炭鉱町全体が繁栄することが好ましい。

8 動・植物種
生態系が広範囲にわたり消失しないよう水質汚濁、土壌汚染防止措置が取られ、石炭
採掘跡地の樹木が再生され動物が再び戻ってくる対策が必要。

9 水資源
水資源は炭鉱操業の基礎であり、河川からの水路、井戸掘削など、水の確保は石炭探
鉱開発事業者の最優先課題。

10大気汚染
脱硫・脱硝装置、集じん装置の設置が不可欠であり、石炭探鉱開発事業者も設備の設
置促進を支援することが鍵。



1.3 課題の抽出10項目
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① 自然発火

② 粉塵

インド炭鉱貯炭場

出所：JOGMEC本調査報告書

散水車 遮風フェンス

• 石炭は条件が揃えば自発的に発火。
• 自然発火が坑内採掘の場合は重大災害

に繋がる。
• 貯炭内部温度のモニタリング、スプリンクラー

などの散水設備を設置。
• ブルドーザーの填圧、貯炭場の石炭を移動、

小分けすることにより蓄積された熱を放出。

• 露天採掘では重機によって粉じんが発生し
近隣住宅にも被害。訴訟に発展も。

• 坑内では高濃度で炭じん爆発の危険性。
• 粉じんに長期間晒されると「じん肺」発生。
• 豪州では粉じん対策として､Air Quality

Management Planを政府へ提出義務。
• 炭鉱の貯炭場における飛散粉じん対策とし

て、散水や遮風フェンスの設置。
• 露天採掘、坑内採掘共にマスクの着用。

出所：JOGMEC本調査報告書 出所：JOGMEC本調査報告書

出所：JOGMEC本調査報告書



1.3 課題の抽出10項目
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③ 騒音

④ 水質（廃水）

防音壁 ベルトコンベアの騒音対策

ベルトコンベア
の騒音対策

ベトナム廃水（赤水：酸性） PAF、NAFの埋め戻し状況

• 重機の大型、炭鉱の大規模化で騒音レベ
ルが拡大。

• 長時間の騒音曝露は聴覚障害の危険性。
• 豪州の炭鉱では騒音対策として、騒音管理

計画Noise Management Planを政府へ
の提出義務。

• Ear Plug（耳栓）やEar Muff（ヘッドフォ
ンタイプ）の装着義務化。

• 炭鉱の中には酸性廃水、有害な重金属の
溶出が確認され近隣の河川や農地に被害。

• 石灰等のアルカリ性の材料で中和させ、また、
凝集により重金属を除去。

• PAF（酸性廃水を発生する可能性のある
岩石）を一番下に埋めて、地表近くはNAF
（酸性廃水を発生しない岩石）を埋めるこ
とで、酸性水の発生を抑制。

出所：JOGMEC本調査報告書 出所：JOGMEC本調査報告書

出所：JOGMEC本調査報告書出所：JOGMEC本調査報告書



1.3 課題の抽出10項目
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⑤ 廃石

⑥ 景観

コーティング ベトナムボタ山の緑化

米国の露天採掘跡地のリハビリテーション

• ボタ山では土砂災害、酸性水や粉塵が発
生。

• ボタと大気・降雨を遮断する方策として、遮
水性の高い粘土質の土砂で表面を覆土・
コーティングを実施。

• ベトナムではボタ山を、30～50m高に積み
なおし、ボタ山周辺で堤防、貯水池が建設
され、緑化を実施。

• 石炭の採掘後はリハビリテーションの徹底と
表土の埋め戻し後の植林が重要。

• 採掘前の状態に少しでも復元することは炭
鉱開発者の使命。

• インドシアではかつて住民への十分な説明も
ないまま採掘活動が行われ景観破壊。

• 豪州Yancoalは採掘跡のくぼ地を人造湖
として整備し、公園として開放。

出所：JOGMEC本調査報告書 出所：JOGMEC本調査報告書

出所：JOGMEC本調査報告書



1.3 課題の抽出10項目
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⑦ 地域社会対策・CSR

⑧ 動・植物種

インドネシアAdaro炭鉱の教育CSR企業の社会的責任（CSR）
として求められる項目

出所：本調査で得た各種資料より作成

South32生物多様性への負荷低減階層

出所：South32 ホームページ資料及びICMM資料を編集

Offset

Rehabilitate

Minimise

Avoid

オフセット

採掘事業による重大な悪影響で回避や
回復が不可能なものについては、これを相
殺するために、影響を受けていない地域で
保護活動を実施し成果を出す。

回 復 特定の生物多様性特性や生態系に起き
た劣化や損壊を修復する

最小化
現実的に影響が避けられない場合は、そ
の影響の期間、強度、重大性、範囲を削
減する

回 避 行動や意思決定に先立ち、生物多様性
に及ぼす悪影響を予想して回避する

• 鉱業活動は、地域の自然環境、生活環
境、地域産業の変化に直接的な影響。

• 鉱業活動に伴う地域社会への影響と対
策は企業の社会的責任（CSR）として
必要不可欠。

• インドネシアAdaroはCSR活動として、
2019年に410万ドルを支出、2018年
の380万ドルから7.8%増加。

• 生態系が広範囲にわたり消失しないよ
う水質汚濁、土壌汚染防止措置が取
られ、石炭採掘跡地の樹木が再生さ
れ動物が再び戻ってくる対策が必要。

• 近年植生の再生よりも生態系の回復
がより重要視される傾向。

• South32は、生態系を保護し、生物
多様性への影響を最小限に抑えるプロ
グラムを実施。

出所：JOGMEC本調査報告書



1.3 課題の抽出10項目
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⑨ 水資源

⑩ 大気汚染 電気集じん器（粉塵）SPM、PM2.5の
イメージ図

出所：環境省
出所：NEDO日本のクリーン・コール・テ
クノロジー

モンゴルの炭鉱の貯水槽

出所：JCOAL撮影資料

• 炭鉱操業では、河川からの水路、井戸掘削など水の確保が最優先事項。
• 近年水資源に関連する住民からの反対運動が多発。水資源の確保が炭

鉱開発のキーポイント。
• 豪州Dendrobium坑内採掘炭鉱の拡張計画では採掘で生じる亀裂が

地表に達して集水域の水が地下に漏れるとの理由で反対運動が発生。
• 南ゴビの炭鉱の水源は北部50kmの箇所と北西17kmの2箇所に位置し

パイプラインで送水。炭鉱には10日間の水量の貯水槽が設置。

• 採掘・剝土・発破・輸送・運搬作業に伴い
PM2.5等の大気汚染物質が発生。

• 重機からの排ガスの低減が重要。
• 石炭火力発電所から排出される粉じん、硫黄

酸化物（SOx）や窒素酸化物（NOx）な
どの大気汚染物質を除去する技術は既に確
立。
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第2章

温室効果ガス排出量削減への具
体的取り組み



温室効果ガスの概要
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温室効果ガス 地球温暖化係数 用途、排出源
二酸化炭素（CO2） 1 化石燃料の燃焼など
メタン（CH4） 25 稲作、家畜の腸内発酵、廃棄物の埋立など
一酸化二窒素（N2O） 298 燃料の燃焼、工業プロセスなど
HFCS（ハイドロフルオロカーボン類） 1,430など スプレー、エアコンや冷蔵庫などの冷媒など
PFCS（パーフルオロカーボン類） 7,390など 半導体の製造プロセスなど
SF6（六フッ化硫黄） 22,800 電気の絶縁体など
NF3（三フッ化窒素） 17,200 半導体の製造プロセスなど

国連気候変動枠組条約と京都議定書で取り扱われる温室効果ガス

人為起源の温室効果ガスの総排出量に占めるガスの種類別の割合

出所：環境省（2010年の二酸化炭素換算量での数値：IPCC第5次評価報告書より作成）

出所：全国地球温暖化防止活動推進センター資料より作成



排出量の範囲 排出量の概要 具体例
Scope 1 石炭探鉱開発事業者が操業地域内から

の直接的な温室効果ガス排出量
ダンプトラック、ショベル等の重機が消費した燃
料からの二酸化炭素排出量
石炭採掘時に石炭層あるいは石炭から放出
（漏洩）するメタン排出量

Scope 2 石炭探鉱開発事業者が購入したエネル
ギーを消費した燃料からの温室効果ガス
排出量

炭鉱で使用するために社外の送電網から購入
した電力からの二酸化炭素排出量

Scope 3 バリューチェーンで発生するその他の間接
的な排出量（Scope 2除く）

顧客の発電や製鉄プロセスにおいて石炭探鉱
開発事業者が販売した石炭から発生した二酸
化炭素排出量
顧客に販売した石炭輸送に関連した二酸化
炭素排出量（自社鉄道、自社船舶等を利
用した場合はScope 1 あるいはScope 2）

石炭探鉱開発に伴う温室効果ガスの概要
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露天採掘炭鉱における各Scopeの排出源と具体例

排出量の範囲 GHGプロトコルにおける定義
Scope 1 事業者自らによる温室効果ガスの直接排出
Scope 2 他者から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出
Scope 3 Scope 2以外の間接排出（事業者の活動に関連する他者の排出）

GHGプロトコルにおける温室効果ガス排出量の定義



石炭採掘地域の温室効果ガス排出量
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石炭採掘地域の二酸化炭素とメタン排出量推移（豪州）

出所：2020 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)より作成



石炭採掘地域の温室効果ガス削減策
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①石炭採掘地域での二酸化炭素排出量削減策

LASCシステム概念図車両運行管理システム概念図

出所：JCOAL「石炭基礎講座2019」講演資料（左右両図）



②石炭採掘地域でのメタン排出量削減策

石炭採掘地域の温室効果ガス削減策
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CMM：炭鉱メタン
VAM：通気メタン

CMMとVAMの概念図出所：本調査で得た各種資料より作成



石炭企業の温室効果ガス削減対策（豪州）
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豪州主要石炭生産事業者の温室効果ガス排出量（2018-19会計年度）

出所：Net Zero Momentum Tracker, Resources Sector, December 2020より作成

※CO2e (CO2 equivalent：二酸化炭素換算）：
二酸化炭素の地球温暖化係数を基準値1とし、その他温室効果ガス排出量に地球温暖化係数を乗じた二酸化炭素換算量
温室効果ガスの地球温暖化係数はスライド11ページ参照



石炭企業のGHG排出量削減の具体的取組

企 業 Scope 排出量削減中間目標 Net Zero目標設定

Glencore 1,2,3 (2035)2019比40%減 2050（Scope 1,2,3）

Anglo
American

1,2
(2030)2016比GHG30%減

2040（Scope 1,2）
3 情報なし（※2050ゼロカーボン海運）

BHP
1,2

(2022)2017以下
2050（Scope 1,2）

(2030)2020比30%減

3
2030年以降の製鉄プロセス30%削
減支援

2050（Scope 3）目指す

South32
1,2 (2021)Scope 1を2015基準に減 2021年度中にScope 1,2の短期目標と

2050 Net Zeroの具体的目標を提示3 公表/活動 ※具体的設定情報なし

Peabody
1,2 公表/活動 ※具体的設定情報なし

公表/活動 ※具体的設定情報なし
3 公表/活動 ※具体的設定情報なし

Yancoal
1,2 公表/活動 ※具体的設定情報なし

公表/活動 ※具体的設定情報なし
3 公表/活動 ※具体的設定情報なし

Centennial
1,2 公表/活動 ※具体的設定情報なし 公表/活動 ※具体的設定情報なし

3 情報なし 情報なし

Whitehaven
1,2 公表/活動 ※具体的設定情報なし 公表/活動 ※具体的設定情報なし

3 情報なし 情報なし

豪州で操業する石炭企業のGHG排出量削減の動き（2021年2月末時点）
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石炭企業のGHG排出量削減の具体的取組

18

【排出量削減目標】
- 2035年までに総排出量（Scope 1,2,3）を2019年比で40％削減。
- 2050年までに総排出量（Scope 1,2,3）をNet Zeroを達成（公約）。

【豪州における具体的な取組】
① ICMM（International Council on Mining and Metals）の気候変動ワーキンググループ

に加盟し、会員とともに温室効果ガス排出量削減に尽力。
② 世界経済フォーラム（WEF）のMining and Metals Blockchain Initiativeを通じて、効率

性の向上や温室効果ガスの追跡プラットフォームの構築の取り組み。
③ CMM（炭鉱メタン）発電を実践。
④ 坑内採掘炭鉱においてメタンのフレアを実施。
⑤ McArthur River亜鉛鉱山で、二酸化炭素換算で毎年7万トンを吸収する緑化を実施。
⑥ 100％子会社のCarbon Transport and Storage Corporation (CTSCo)では、QLD州

Surat BasinでCCSプロジェクトを進めており、2020年には主要インフラへの最終投資が決定さ
れる予定。⇒（情報追加）2021年4月に中国華能集団とQLD州Millmerran石炭火力発電
所でCCUSプロジェクトを実施することでMOUを締結。

⑦ 金属ポートフォリオへの投資、石炭生産削減、低排出技術の導入支援を通じて、Scope 3の排
出量に対処。

⑧ 顧客と協力して、CCUSの実施を進め、排出量を削減する機会を特定。

Glencore



石炭企業のGHG排出量削減の具体的取組
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【排出削減目標】
- 2030年までにScope 1,2を30％削減。
- 2040年までにScope 1,2でNet Zeroを目標。
- 2050年までにゼロカーボン海運を目指す。

【豪州における具体的な取組】
① 2016年比をベースラインとして、2030年までにエネルギー効率を30％向上。
② Scope 2に対処するために、FutureSmart Mining Technology（自社商標）を適用し、鉱

石処理等のエネルギー消費量削減。
③ 大型ダンプトラックのエンジン管理システムのアップグレードにより燃料消費量4％削減。
④ 低炭素エネルギー調達に切り替え、自然エネルギーの割合を増加。
⑤ Moranbah North炭鉱等でCMM発電能力を増強し、排気中のメタン濃度の低減に寄与。
⑥ カナダや豪州の大学と協力し、鉱物炭酸塩化技術の研究を実施中。
⑦ Scope 3の排出量削減と海運のためにコミットし、2050年までにゼロカーボン海運を実現。
⑧ 低炭素鉄鋼生産への移行を公約している顧客とのパートナーシップを構築し、二酸化炭素排出

量を削減、二酸化炭素回収技術を開発。

Anglo American

（情報追加）一般炭事業から撤退へ
・南アフリカの一般炭事業を分離完了（2021年6月）
・コロンビアの一般炭事業をGlencoreに売却合意（2021年6月）



石炭企業のGHG排出量削減の具体的取組
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【排出削減目標】
- 2022年度までに、Scope 1,2排出量を2017年度以下に維持。
- 2030年までにScope 1,2排出量を2020年度比で少なくとも30％削減。
- 2050年までにScope 1,2でNet Zeroを目標。Scope 3のNet Zeroの達成を目指す。

【豪州における具体的な取組】
① エネルギー効率に重点を置いた5年間の気候対策投資プログラム（4億米ドル）。
② 鉱山操業においてディーゼルから電化への移行
③ Anglo American、Fortescue、Hatchとグリーン水素コンソーシアムを結成し、資源分野や重

工業分野でのグリーン水素の革新的な適用を促進するための方法を共同で検討中。
④ メタン排出量削減に関して、CSIROやSan Diego大学などの研究開発や実証試験投資。
⑤ 森林再生、植林、ブルーカーボンへの投資。
⑥ 二酸化炭素回収・貯留（CCS）の利用を検討。
⑦ 顧客の鉄鋼産業との連携と技術協力を継続。中国宝鋼集団との間で、高炉での水素還元などの

技術的なソリューションについて協力するMOUに署名（2020年11月）。

BHP Group (BMA含む)

（情報追加）一般炭事業から撤退へ
・コロンビアの一般炭事業をGlencoreに売却合意（2021年6月）
・NSW州Mt Arthurの売却予定



Coal India

SUEK

国家能源投資集団

Adaro Indonesia 
Peabody Energy

South32
Yancoal Australia※

Centennial Coal
Whitehaven Coal

New Hope
Stanmore Coal
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（参考）石炭メジャー以外の取組は報告書参照

※中国資本
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第3章

選炭技術の最新動向



3.1 選炭の役目
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選炭

 サイズ：大小まちまち

 石炭以外の岩石・異物あり(鉄片、木材等）

 高灰分(低発熱量)・高硫黄分で品質変動
が著しい

採掘された石炭（原炭） 選炭後の石炭（商品炭)

 サイズ：40～50mm以下で一定

 石炭以外の岩石・異物無し

 低灰分(高発熱量)・低硫黄分で、ユー
ザー指定の品質を安定して保持

 採掘原炭を低灰・低硫・定質化して商品炭に仕上げる施設

 通常、炭鉱に隣接して設置（以降の輸送量削減やボタ集積のため）

 除去された岩石や品質調整用に分離・廃棄された高灰分の不要部分がボタ (ズリ)

出所：石炭の開発と利用（JCOAL）出所：JCOAL資料



3.2 選炭効果の概要（発電所の場合）
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① 輸送量減

② 貯炭量減

③ ミル負荷減

④ 灰トラブル減

⑤ 集塵設備負荷減

⑥ 脱硫設備負荷減

⑦ 灰処理量減

⑧ 大気汚染抑制

⑨ 発電効率向上

⑩ 更なるCCT可能

低灰・低硫・定質

出所：石炭の開発と利用（JCOAL）



3.3 選炭の定量的効果（インド）
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開始時期 規制対象距離

2002年6月～ 1,000km以上

2015年1月～ 750km以上

2016年6月～ 500km以上

灰分規制の対象距離

百万トン/年

原料炭 一般炭 計

原炭生産量 52.9 677.9 730.9

選炭能力 29.8 113.6 143.4

選炭可能率 56.4% 16.8% 19.6%

選炭可能率（2019年度）

選炭の定量的効果

所内電力の削減

熱効率の向上

プラント負荷率の向上

運転・保守コストの削減

灰処理用地の削減

灰処理用水の削減

CO2排出量の削減

電気集塵装置の効率向上

Ph.D. Craig D. Zamuda "A case for Enhanced Use of Clean Coal in India" Aug. 2007

影響領域 効果

輸
送

輸送コストの削減 運搬距離と灰削減量に依存（例：運搬距離1000km、灰分を41%か

ら30%に削減した場合、7.5%の節約になる)

環
境

灰分41%の代わりに灰分30%の石炭を使えば灰処理用地が12%削減

灰分41%の代わりに灰分30%の石炭を使えば灰処理用水が12%削減

選炭された石炭を使うことでCO2排出量が2～3%削減

発
電

所

補助燃料の削減 灰分を10%減らした選炭済みの石炭を使用した場合、補助燃料が50%

削減（現在の平均値4ml/kWh）

灰分を10%減らす毎に熱効率が3%減少

灰分を10%減らす毎にプラント負荷率がが10%向上

灰分を10%減らす毎に所内電力が10%減少

輸送時の燃料消費量削減に

よるCO2排出量の削減

選炭された石炭を使うことで電気集塵装置の効率が98%から99%へ向上

灰分を10%減らす毎に2%のコスト削減

発電所新設時の初期投資

額の削減

灰分41%の代わりに灰分30%の石炭を使えば初期投資額が8%削減

運搬距離と灰削減量に依存（例：運搬距離1000km、灰分を41%か

ら30%に削減した場合、同一熱量を得るためのCO2排出量が15%の削

減になる)



3.4 石炭粒子の比重と灰分の関係
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• 石炭粒子の比重と灰分は強い直線関係にある（直線の式は炭鉱や炭層により異なる）
• いま、この石炭粒子群を例えば比重1.6で分離する
• 比重1.6よりも軽い粒子群は低灰分（高発熱量）・低硫黄分の製品炭となり、比重1.6よりも重

たい粒子群は高灰分（低発熱量）・高硫黄分のボタとなる
• これが灰分を低減する基本原理「比重選別法」である

• 石炭粒子は、軽くて燃える石炭
質と重くて燃えない鉱物質（灰
分）が多種多様に混ざり合った
もの。

• その結果、個々の石炭粒子の比
重は石炭質と鉱物質の多種多
様な混合比率によって決まり、そ
の灰分も両者の多種多様な混
合比率によって決まる。

出所：石炭の開発と利用（JCOAL）



• この粒子群をある比重で二分すれば、軽い粒子群として低灰分・低硫黄分・一定品質の製
品炭が得られ、重たい粒子群として高灰分・高硫黄分のボタが得られる

• これが灰分を低減する「比重選別法」である

3.5 比重選別法

27

• 左図各粒子の黒い部分は
軽い石炭質を、赤い部分は
重たい鉱物質を示す

• 両者の混合比率により、軽
い比重側には、より低灰分
の粒子が集まり、重たい比
重側には、より高灰分の粒
子が集まる

出所：石炭の開発と利用（JCOAL）



3.6 湿式選炭機 各種
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• 様々な機種が実用化されており、選炭す
る原炭サイズと選別精度に応じて選別機
種を使い分けている

• 0.5mm以上の原炭には比重選別法が、
0.5mm以下の原炭には浮選法が用い
られる

• 大サイズの塊原炭には重液バスが用いら
れ、選炭原炭の大半を占める0.5～
50mmの粉原炭にはジグまたは重液サ
イクロンが用いられる

• 重液サイクロンは選別精度が高いため原
料炭用に、ジグは選別精度は劣るが構
造が簡単で経済的なため一般炭用や原
料炭選別の前処理用として用いられる

• サイズが細かくなると選別精度が悪化す
るため、0.25～2mm程度の細粒原炭
を別な選別機で選別する場合がある。こ
のサイズの選別機としてスパイラル・コンセ
ントレーター、TBS、RC等がある出所：石炭の開発と利用（JCOAL）



3.7 乾式選炭機 各種
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• 比重選別とX線選別は実用化されており、
磁力選別と静電気選別は選炭分野での
実用化には至っていない

• 選別に効果的なおよその粒径は、
100～20mm：X線選別
50～10mm：流動床式・エアジグ式
10～0.5mm：エアテーブル式
0.5mm以下：磁力選別、静電気選別

• 乾式比重選別の原理は湿式と同じである。異なる比重を持つ粒子が流体中を運動する時の
物理的な差に起因する。湿式選別の場合は水あるいは擬重液が対象とする流体であり、乾
式選別の場合は空気がこれに相当する

• 湿式の場合、石炭粒子と岩石粒子に浮力が働くため、両粒子の重さの比率が乾式の場合よ
りも大きくなる。これが乾式選別の選別精度が湿式選別には及ばない所以である※

※ 石炭粒子比重：1.3、岩石粒子比重：2.5とする。空気中での重さの比率は2.5÷1.3＝1.9である。こ
れを水中に浸せば浮力が働き重さの比率は(2.5－1)÷(1.3－1)＝5と大きくなる

選別法 選別原理 摘要

流動床式

エアジグ

エアテーブル

透過X線強度

蛍光X線分析

磁力選別 帯磁率 （研究実績あり）

静電気選別 電気抵抗 （研究実績あり）

比重選別 粒子比重

X線選別 特に近年、実用化中

乾式選炭技術の体系



3.8 エアジグ、流動床式乾式選炭機
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唐山神州製造グループ GXZシリーズ流動床式選別機

500t/h

ドイツAllmineral社 移動式オールエアジグ

１00t/h

ドイツAllmineral社 オールエアジグ

オールエアジグ

流動床式
乾式選炭機

出所：JOGMEC本調査報告書（全写真・図）



3.9 エアテーブル
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代表機種：FGX複合乾式選別機（中国唐山神州製造グループ）
• 2,000基を超えるFGXシリーズが世界各国に普及
• エアテーブルによる分離＋細かい原炭粒子と空気との混合媒体による浮力による複合効果で選別

FGX-1 FGX-2 FGX-3 FGX-6 FGX-9 FGX-12

フィードサイズ mm 0～60 0～60 0～80 0～80 0～80 0～80

処理能力 t/hr 10 20 30 60 90 120

全容量 kW 25 60 74 146 278 332

L×W×H mm 6×3×6 8×7×7 9×8×9 11×11×9 13×12×10 14×13×10

FGX-18 FGX-18A FGX-24 FGX-24A FGX-36A FGX-48A FGX-100A

フィードサイズ mm 0～80 0～80 0～80 0～80 0～80 0～80 0～80

処理能力 t/hr 180 180 240 240 360 480 1000

全容量 kW 561 557 661 665 1122 1322 2600

L×W×H mm 17×20×12 19×14×10 19×15×12 23×15×10 31×20×12 25×21×12 30×26×20

FGXシリーズ仕様

FGX-48A ベトナムでの稼働例

唐山神州製造グループ FGX-48A

乾式

FGX 重液バス 重液サイクロン ジグ

1.8 0.252 0.043 0.025 0.083

1.9 0.279 0.046 0.026 0.089

2.0 0.307 0.048 0.028 0.096

2.1 0.335 0.051 0.029 0.102

2.2 0.362 0.054 0.031 0.109

選別精度 Ep
分離比重

Dp
湿式

Mr. GJ de Korte CSIR 南ア “Dry Processing vs Dense 
Medium Processing for Preparing Thermal Coal” 2013 ICPC

選別試験結果

• フィードサイズ：0～80mm
• フィード湿分：7%以下
• 初期投資：重液サイクロ×

1/3～1/4
• 運転コスト：重液サイクロン×

1/2～1/3
• 選別精度は悪いが、フィードサイズ

が大きく低コストのため本選前の予
選としての設置例多し

出所：JOGMEC本調査報告書（全写真/全表）



3.10 二線源X線透過式ソーター
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ノルウェーTOMRA社

【測定原理】
• 石炭質を構成する元素の原子量はと小さく、鉱物質を構成する元素の原子量は大きい
• 原子量が大きいほど（鉱物質が多いほど）X線を吸収するため、透過X線量の多寡を測定して灰分を推定する
• 試料厚みの影響を省くため2線源が用いられる

ノルウェーTOMRA社 移動式ソーター 天津Meiteng科技有限公司 移動式ソーターノルウェーTOMRA社 固定式ソーター

【機種例：ノルウェーTOMRA社製ソーター】
• 各国で色んな機種が販売されている
• 灰分を測定後、目的粒子のみを圧縮空気で吹き飛ばすタイプ
• 選別可能粒径：8～150mm、最大容量：500トン/時
• 圧縮空気の排出ノズル：1m幅当たり160個

【採掘現場への移動式ソーターの普及】
• 採掘現場で大サイズの岩石を分離・廃棄し、以降の工程に

不要な岩石を持ち込まない（ボタの長旅禁止）
• 中国では坑内用移動式ソーターの設置例あり

出所：JOGMEC本調査報告書（全写真・図）
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第4章

持続的な石炭開発の取り組むべ
き課題の整理



4.1 石炭開発における取り組むべき課題の抽出
① 石炭探鉱開発事業者等による環境対策への取り組み

• 石炭企業は、自然発火、粉じん、騒音、水質（廃水）、廃石、景観、地域社会対策・CSR、動・
植物種、水資源、大気汚染などの環境問題に取り組んでいる。

• また、これら環境問題は、単体ではなくお互い関係し合うため、現実的には複数の課題を網羅した
判断が必要であり総合的に判断する取り組みが必要となる。

② 石炭採掘に伴う温室効果ガス排出量削減への取り組み

• 大手石炭企業の多くが石炭開発に伴って排出する温室効果ガス排出量をScope 1,2,3に分類・公
表し、具体的な中長期目標を掲げ、目標達成に向けた具体的なアプローチを公表し実践している。

• 一部の企業は石炭開発をエネルギーが必要とされる国や地域に対する社会的責任と位置づけており、
安定的に安価な石炭の供給は不可欠とし、今後も石炭供給に貢献したいとしている。

• 一方、生産を原料炭に特化し石炭火力用の一般炭から離れようとしている石炭企業もある。

③ 石炭採掘に伴う選炭の最新技術への取り組み
• 優れた選別性能を有する湿式選炭設備の改良、乾式選炭技術の選別性能の向上が進んでいる。
• また、採掘現場で岩石（ボタ）を分離・廃棄し、いわゆる「ボタの長旅」を阻止する取り組みも普及し

つつある。
• 選炭することで灰分が低下し利用時（運搬～発電所～灰処理等）の各段階においてエネルギーが

節約され最終的に2～3%の二酸化炭素排出削減効果を生むことが発表されている。
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4.2 石炭開発における取り組むべき課題

• 石炭企業による環境対策、温室効果ガス排出量削減、選炭の推進は
持続的な石炭開発に不可欠。

• しかし、対策コストを勘案せず、完全な解決にこだわるのであれば、石炭
の生産コストが上昇し、持続的な石炭開発はその根本から不可能。

• 今後はSDGs、ESG投資の影響下で、抽出した課題の解決のため、対
策コストを抑えつつ、最大限の対策効果が得られるイノベーションが重要。

• さらに石炭ユーザーによるHELE技術（石炭火力発電所の高効率・低排
出技術）の開発導入やCCUSコスト削減などを促進し、普及させることも
重要。

• そのため、石炭企業も顧客が排出したScope 3の排出量削減にも支援
していくことが重要。
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ご清聴ありがとうございました
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