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背景

◼ 豪州は、世界最大の石炭供給国のひとつであり、

本邦企業が権益を保有しているが、環境規制の強

化等、石炭上流企業の事業環境が厳しさを増す

◼ 同時に、CO2フリー燃料技術の実証、サプライ

チェーンの構築等、脱炭素に向けた取組が進展

目的

◼ 豪州石炭産業を巡る事業環境について多方面か

ら動向を把握、石炭のクリーンな利用等のプロジェ

クトの最新動向について調査

◼ 環境規制等の動向が炭鉱開発と石炭生産・輸出

（特に日本向け輸出）に及ぼす影響について検討



石炭需給動向の概観

2 出所：豪州政府（DISER）エネルギー統計（Australian Energy Update 2020）より作成

豪州の石炭生産量の推移

◼ 石炭生産量（2018/19年度、褐炭含む）：約4.9億t

同消費量：約1億トン、同輸出量：約3.9億t

◼ 近年、褐炭（VIC州）の生産が減少、その他主要

産炭州の生産・輸出はゆるやかに増加

◼ 国内消費：褐炭（VIC州）消費が減少も最大シェア

（約4割）、原料炭は僅少（2018/19年度：3.6%）

豪州の石炭消費量の推移
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豪州の石炭輸出量の推移

出所：IHS Markit より作成



項目 連邦 NSW QLD VIC

政府
（）は首相就任年・
最新の選挙

2013年～保守
モリソン首相
（2018年・2019年5月）

2011年～保守
ベレジクリアン首相
（2019年3月）

2015年～ 労働党
パラシェ首相
（2015年・2020年10月）

2014年～労働党
アンドリュース首相
（2014年・2018年11月）

資源政策 National Resource 
Statement（2019年2月）

鉱物資源関連の投資拡大、
グリーンフィールド開発

鉱物資源の探査イニシア
ティブ等

石油・ガスの重要性

石炭政策 資源政策としては明確
な言及なし

Strategic Statement on 
Coal Exploration and 
Mining（2020年6月）
炭鉱エリアを特定

大規模開発・拡張計画を
巡り意見対立が続く

Statement on Future Uses 
of Brown Coal（2017年）
褐炭火力新設は高効率
ガス火力並

エネルギー
政策

経済性・信頼性重視
石炭火力発電所の
休廃止に慎重論

経済性・信頼性重視
（Liddell発電所問題）

ただしネットゼロを視野に
新規電源開発

再エネ拡大、
ただし天然ガスの国内
供給に注力

再エネ拡大による投資
促進・雇用拡大等

再エネ目標 再エネ発電目標を年間
33,000GWh、ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ

再エネゾーンの構築 再エネ発電を2030年まで
に50%（2017年）

再エネ発電を2030年まで
に50%（2017年）

水素等 国家水素戦略
ブルー水素・CCS重視

Coal Innovation NSW
連邦政府の戦略を支持

Hydrogen Industry 
Strategy 2019-2024（2019
年）グリーン水素重視

Green Hydrogen Industry 
Development Plan
（2021年2月）

2050脱炭素 - 2016年表明 2017年表明 2017年表明

各種政策の概観
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◼ 保守党政府下で石炭の役割重視、労働党政府下では再エネ・グリーン水素に注力も



連邦政府の支持動向
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◼ Morrison首相支持率：51%（2021年7月）

◼ 遅くとも2022年中に次回総選挙

◼ 前回総選挙（2019年5月）結果分析に見る

変化の兆候

• 保守連合（自由党・国民党）が辛くも勝利

（経済運営重視がわずかに環境重視を上回る）

• 二大政党の支持低下・緑の党支持の拡大

• 若年層（35歳以下有権者）：

緑の党支持

過去最高（28%）・

保守連合支持

過去最低（23%）

• 緑の党マニフェスト：

国内の石炭火力廃止・

石炭輸出を停止

（期限：2030年）

出所：Sarah Cameron and Ian McAllister. 2019. The 
2019 Australian Federal Election: Results from the 
Australian Election Study. Canberra: The Australian 
National University, p7より抜粋

注：数値は%； 豪州国立大学（Australia National 
University）の研究機関 Australian Election Study（AES）
の分析（総選挙後に2,179名の有権者に対し実施）

支持政党の割合の推移

自由党

労働党

緑の党
豪州の電源構成

出所：Australian Energy Update 2020より作成
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石炭企業の動向（1）
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◼ 主要な石炭生産企業の権益保有分に応じた生産・輸出量を推計

◼ 一般炭：Glencore・Yancoalが生産・輸出を拡大、中堅企業も生産を拡大

◼ 輸出シェア（2019年）：Glencore：30.6%／Yancoal：14.3%／Peabody：7.3% 等

出所：各社公表データ（Annual Report、Quarterly Report）、IEA, "Coal Information 2020 edition database"より作成

 

一般炭輸出

2014年1.9億t → 2019年2.1億t

8%（1,519万t）増、年平均増加率1.5%

一般炭生産

2014年2.5億t → 2019年2.7億t

10%（2,365万t）増、年平均増加率1.8%



石炭企業の動向（2）
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原料炭生産

2014年1.8億t → 2019年1.9億t

4%（796万t）増、年平均増加率0.9%

出所：各社公表データ（Annual Report、Quarterly Report）、IEA, "Coal Information 2020 edition database"より作成

原料炭輸出

2014年1.80億t → 2019年1.84億t

0.3%（306万t）増、年平均増加率1.5%

◼ 主要な石炭生産企業の権益保有分に応じた生産・輸出量を推計

◼ 原料炭：Glencore、South32、Anglo American、中堅企業で生産拡大、

Peabodyは減少（2019年に炭鉱の生産トラブル）

◼ 輸出シェア（2019年）：Anglo American：12.2%／BHP：10.4%／Glencore：8.5% 等



主要石炭企業の方針
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企業 概要

Glencore ◼ 2019年2月：石炭生産能力を現状の水準に制限、石炭関連の設備投資は主に維持投資のみ

とする方針。一方、BHPが売却を模索するMt. Arthur一般炭炭鉱の買収提案も。

◼ 2020年2月：事業ポートフォリオの組み換え発表、非鉄金属等を重視。

◼ 2020年12月：2050年までにGHG排出量を実質ゼロ目標、ただし炭鉱の積極的な売却は計画せ

ず、特に豪州の高品位炭の供給を継続する意向を表明。

◼ 2021年8月：Rolleston一般炭炭鉱の権益100%取得へ

Yancoal ◼ 2021年1月（四半期報告等）：既存炭鉱の拡張や新たな資産の買収を含めた石炭事業拡大、

鉱物・エネルギー資源、再エネ等へ事業多角化も

Anglo

American

◼ 2020年12月発表：一般炭事業からの撤退、南アフリカ事業は2022年5月～2023年5月に撤退、

コロンビアは2022年下期に権益（Cerrejón炭鉱、33.3%保有）売却

◼ 原料炭：豪州を中心に長期的に年間3,000万tを生産、鉄鉱石と並び大幅な増産

◼ GHG排出（Scope 1、Scope 2）：2030年までに2016年比-30%、2040年までに実質ゼロ

BHP ◼ 石炭事業は高品位の原料炭事業（QLD州）に専念

◼ 一般炭から撤退方針：コロンビア（Cerrejón炭鉱、33.3%保有）事業はGlencoreへの売却発表

（2021年6月）、NSW州（Mt. Arthur炭鉱、100%保有）事業は売却に向け取組、BHP Mitsui Coal

（BMC） 傘下の原料炭もあわせて売却検討

◼ 欧米系メジャーの脱炭素目標や日本企業の撤退等により、石炭の供給体制に不安定さ



石炭上流事業に関連する環境規制動向

8

QLD州鉱業法及び環境許可法令

Mineral Resources Act 1989

（最新版2020年10月1日改正）

◼ State Development and Public 

Works Organization Act 1971  

（最新版2019年7月1改正）

◼ Environmental Protection Act 

1994

（最新版2020年12月4日改正）

◼ Mineral and Energy Resource 

(Financial Provisioning) Act 2018

（2019年4月施行）

炭鉱開発の許認可取得プロセス（QLD州の例）
◼ マイニングリースをはじめとする許認可

の取得に際し、環境許可を取得

◼ 環境規制の強化等により、特に一般炭

は許認可取得の長期化も

◼ 環境影響評価（EIS）プロセスに要した

期間（QLD州の例：2008～2020年）:

◼ 炭鉱プロジェクト（12件）：平均3.9年

• 原料炭プロジェクト（5件）：平均2.7年

• 一般炭プロジェクト（7件）：平均4.8年

◼ 同期間中にEISプロセス途上で計画撤回

となった石炭プロジェクト：

• 炭鉱プロジェクト8件

• 石炭船積みﾀｰﾐﾅﾙプロジェクト3件



石炭のクリーンな利用に関する取組（1）
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◼ 水素ロードマップ（2018年）：

• ブルー・グリーン水素とも2-3豪ドル/kgは可能

• 資本費の高いブルー水素は、スケールメリット

確保のため輸出市場の役割に期待

◼ RD&D支援：新たな投資パッケージ（2020年9月）

5,000万豪ドルをCCUS開発基金に

豪州のグリーン水素・ブルー水素の原価試算例

出所：National Hydrogen Roadmap, CISRO, 2018より作成

CCSプロジェクトの近年の動向

◼ 技術投資ロードマップ（2020年9月）：

• 石炭のクリーンな利用に向けた取組として、ブルー水素・CCS重視を明記

• 野心的なコスト目標：水素製造 2豪ドル/kg ・ CCS 20豪ドル/t-CO2（回収コストは除く）



石炭のクリーンな利用に関する取組（2）
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◼ グリーン水素・グリーンアンモニアを重視

する動きも

◼ 地域経済の活性化＞石炭の位置づけ

欧州エネルギー大手もグリーン水素の製造

拠点として有望視

日本企業が参画する豪州の水素・
アンモニア等プロジェクト（例）

州 概要

QLD グリーン水素サプライチェーン構築に向けた協業を検

討【ENEOS×Origin Energy】（2021年8月発表）

QLD グリーン水素の供給網構築に向け実施可能性等を評

価【伊藤忠商事×現地の港湾運営会社等3社】（2021

年8月発表）

VIC 褐炭ガス化により水素製造、2021年中に日本へ輸送、

技術実証【川崎重工業、J Power、岩谷産業、丸紅、住

友商事×AGLエナジー】

TAS 水力を利用したグリーンアンモニアの製造・輸出の事

業性検討【IHI、丸紅×Woodside】

WA ブルーアンモニア・グリーンアンモニアのバリュー

チェーン構築事業【JERA×Yara International】

SA グリーン水素・グリーンアンモニア開発の事業会社に

出資【三菱重工業】

◼ 日豪協力：

• 日豪首脳会談

（2021/6）

「技術を通じた日

豪脱炭素化パート

ナーシップ」

• 第３回日豪経済閣

僚対話（2021/7）

クリーンな燃料ア

ンモニアに優先的

に取組

QLD州再エネ水素
プロジェクトマップ

出所：QLD州政府ホームページより抜粋（2021年8月13日時点）



環境規制の動向が石炭上流事業及び
日本向け輸出に与える影響（1）
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石炭重視（経済、雇用、電力の安定供給）の一方、特に一般炭産業への圧力が内外で高まる

◼ 主要石炭企業の対応：

• 欧米系：成長投資の重心を一般炭事業から、原料炭事業、その他の鉱物資源へ

• 中国・インドネシア：輸出を視野に高品位の一般炭炭鉱を買収、資産ポートフォリオ拡充

◼ 石炭アセットの行く末：

• 許認可を取得済みでマインライフの長い炭鉱は、価値の上昇も

• 埋蔵量が尽きつつあり、新たに拡張プロジェクトの許認可取得が必要な炭鉱は、

価値が下落、売却交渉の長期化・困難化も

• とりわけ坑内掘り採掘法は、石炭事業者が技術やノウハウをほぼ独占、このため、

坑内掘り炭鉱の売却は、資金力と技術力を兼ね備えている必要があり、

売却先候補は限定的に

• 売却先が見つからない場合は炭鉱閉鎖も ➡ 供給力の低下

• 坑内掘り炭鉱経営の技術やノウハウが継承されず ➡ さらなる減衰



環境規制の動向が石炭上流事業及び
日本向け輸出に与える影響（2）
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豪州産石炭の日本向け輸出への影響

◼ 石炭産業を取り巻く事業環境の厳しさが複合的に作用、これまでに構築してきた豪州炭の

安定供給体制が揺らぐリスク

◼ 水素・アンモニア等の石炭のクリーンな利用に関する取組が進展し、化石燃料の継続利用

と低炭素化が両立すれば、石炭関連事業の位置づけにも前向きな変化が期待される

◼ ただし、連邦・州の政党・政策によっては、化石燃料の利用継続を前提とした技術の利用

に慎重もしくは否定的な見解も想定され、それらの影響にも注意が必要

◼ 豪州の政策・事業動向を引き続き注視するとともに、供給源の多様化に向けた取組も重要


