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中国の天然ガス需給、政策、
インフラ整備、市場化の現状と
今後の方向性

　中国政府は大気汚染防止や低炭素社会の実現を目指し、天然ガスや再生可能エネルギーの利用拡大と
石炭消費を抑制する政策を推進している。天然ガスが1次エネルギーに占める比率は2000年の2%から
2017年に7%に拡大した。中国は日本の天然ガス年間消費量117Bcm（1,170億m3）を上回る150Bcmを
生産する世界6位の産ガス国で毎年生産量は増加しているが、生産は消費の伸びに追い付かず輸入比率
は4割に拡大している。2017年末から2018年初頭にかけて同国北部を中心に深刻な天然ガス不足が起
きた。北京などの北部は11月15日から3月15日までの5カ月間が集中暖房需要期に当たり、天然ガス
の不足が起きることは珍しくない。しかし2017年から2018年にかけては、大気汚染改善目標期間の
最終年に当たり、地方政府が目標達成のために石炭から天然ガスへの燃料転換を強行したことで経済や
国民生活に深刻な影響が生じた。
　2017年に同国は韓国を上回る世界2位のLNG輸入国となり、2018年もその勢いは衰えず、パイプ
ラインとLNGによる輸入を合わせると日本を上回る世界最大の天然ガス輸入国になることが確実と見
られる。
　政府は現在進行中の13次五カ年計画（2016 ～ 2020年）において、天然ガスのエネルギー消費に占め
る比率を2015年の6%から2020年までに8 ～ 10%に高める目標を設定した。また2017年8月に公表
した「エネルギー生産・消費革命戦略」では、2030年に天然ガスの比率を15%以上に高める目標を設定
している。このように、同国では中長期的な天然ガスの利用拡大が見込まれるが、この冬、特に北部の
集中暖房時期における天然ガスの供給体制、輸送・貯蔵インフラの整備状況や今後の需要はどのように
見通されるのか、さらに市場化や需要開拓の動きはどうなのか。本稿ではこれらについて検証を試みた。

はじめに

JOGMEC調査部 竹原　美佳

1. 天然ガス需給の現状

　中国の天然ガスの主な生産地域は四川、新疆など消費
地から離れた西部に偏っており、1990年代中頃まで「地
産地消」で開発は限定的であった。しかし消費地の北京
や上海などを結ぶ幹線パイプラインや都市ガス導管が整
備された2000年前後から天然ガスの開発・利用が進んだ。
　中国能源（エネルギー）統計によると、天然ガス消費は
過去10年で4倍近く伸びた。特に製造業、電力・熱供給、
交通輸送、家庭分野で伸びた。日本では天然ガスの6割
強が発電向けに使われているが、中国における天然ガス

の用途は製造業（工業炉、ボイラー、化学工業の原料・
熱源など）で37%と最も多く、次いで電力・熱供給が
20%、都市ガス（家庭用）が18%、交通輸送分野（CNG自
動車向けなど）が12%となっている（図1）。

（1）2017年の天然ガス需給　

　現在同国は日本の天然ガス年間消費量を上回る世界6
位の産ガス国である。BP統計によると、2017年の生産
量は前年比8%増（11Bcm増）の149Bcm（LNG換算1億
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900万ｔ）である。確認埋蔵量についても5.5T（兆）cm
（194Tcf）で、世界9位（可採年数37年）と上位にある。
低油価時に国内原油生産が落ち込んだ2014年以降も天
然ガス生産は増加を続けている（図2）。
　2018年11月に日本エネルギー経済研究所でCNPC（中
国石油天然気集団公司）経済技術研究所（以下、CNPC-
ETRI）が行った報告によると、2017年のガス国内生産（石

炭合成ガス を含む）が消費に占める比率は在来型が
55.1%、非在来型7%（シェール3.7%、CBM1.8%、石炭
合成ガス0.9%）である。シェールガスの生産は2014年
の1.3Bcmから2018年には11.3Bcmに大幅に増加した。
　中国政府は 2020 年のシェールガスの生産目標を
30Bcmと設定している。シェールガスの開発は中国石
油化工股份有限公司（Sinopec Corp）と中国石油天然気股

出所：中国能源統計 2017 年に基づき作成

中国の天然ガス消費（左）と用途別内訳（2016 年）図1
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出所：BP Statistical Review に基づき JOGMEC 作成
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份有限公司（PetroChina）が主に同国西南部の四川・重慶
地域で進めている。Sinopecは重慶・涪陵（Fuling）シェー
ルガスの開発を進めている。2017年年報では涪陵の確
認埋蔵量は1,121Bcf、生産量は581MMcfd（6Bcm）であっ
た。同社は2020年末までに重慶におけるシェールガス
の生産能力を15Bcm、生産を年10Bcmとすること、こ
のうち涪陵シェールガス田の生産を年7Bcmとする目標
を設定している。
　PetroChinaは主に四川の威遠（Weiyuan）、長寧（Chang 
ning）ならびに雲南省昭東（Zhaodong）鉱区で開発を進め
ている。2017年の生産は3Bcmであったが、2018年は
5.3Bcmに増加した。また同社は、2020年までに生産能
力10Bcmを目指すとしている。今後2020年までに330
坑を掘削する計画である。外資はShellが2016年に四川・
富順（Fushun）永川（Yongchuan）鉱区から撤退した。
Shellは生産したガスを中国企業が求める価格で販売し
なければならないことや、PetroChinaのパイプライン
が末端消費者まで届いていないことに不満を持っていた
とされる。現在、BPが唯一PetroChinaと四川・内江

（Neijiang）-大足（Dazu）および栄昌北（Rong chang bei）
でシェールガス開発契約（PSC）に基づき活動中である。
試掘井4坑を掘削、複数の有望な構造を発見していると
伝えられる。
　SinopecとPetrochinaの開発計画を見る限り、政府に
よるシェールガス生産目標である30Bcmを2020年に達
成することは難しそうだ。数年遅れて達成したとしても、

そこから50Bcm超へと増やすには地質的難易度に加え、
居住地に係る開発の難しさもありブレイクスルーが必要
と言われている。
　天然ガス消費は世界3位の240Bcm（LNG換算1億7,500
万ｔ）で、世界の天然ガス消費の伸びをけん引している。
消費の 4 割が輸入であり、2006 年に LNGの輸入を、
2010年にパイプラインによる輸入を開始した。2017年
の天然ガスの輸入量は93Bcm（同6,800万ｔ）、前年比27 %
増（20Bcm増）と大幅に増加した（図3）。天然ガスは海上
からのLNGにより豪州、カタール、インドネシア、マレー
シア、パプアニューギニアなどから輸入する他，国境を
またぐパイプラインを通じトルクメニスタン、ウズベキ
スタン、カザフスタン、ミャンマーから輸入している。
　輸入LNGは前年比16Bcm増（1,200万ｔ増）の52Bcm

（LNG換算3,800万ｔ）で輸入の56%、消費の22%を、
輸入パイプラインは41Bcm（同約3,000万ｔ）で輸入の
44%、消費の 17%を占めた。パイプラインは全量、
LNG輸入の8割はこれらの国と締結している期間20年
前後の長期売買契約によるものである。
　2017年から2018年の冬季は「大気汚染防止行動計画」
の最終年に当たり、地方政府が目標達成のために十分な
調達を行わないまま石炭から天然ガスへの燃料転換を強
行したことで深刻な天然ガス不足が発生した。中国国家
統計局の「流通領域における重要生産資料市場価格変動
状況」による“中国国内のLNG平均価格”（輸入LNGお
よび国産LNGを含むLNGローリー輸送による需要家敷

地までの輸送費を含む引き渡し価格）は2017
年12月に前年の2倍の20ドル/MMBtu前後に
急騰し、同時期の日本のLNGスポット価格（経
済産業省調査）も影響を受けて前年同月比28%
増（前月比13%増）の10.2ドル/MMBtuに上昇
した（図4）。中国では国産ガスの一部（主に内
陸部の原油生産時の随伴ガス）を原料ガスとし
て液化した国産LNGおよび受け入れ基地で輸
入され、液体のままローリーで出荷される
LNGがそれぞれ1,000万ｔ程度流通していると
される。
　天然ガス不足に対し、政府はピーク調整（産
業向けの供給を制限し家庭向けの供給を優先）
や他の地域向けのガスを北部に優先的に供給す
るなどの対応を取ったため、天然ガスの不足は
石炭からの転換を進める北部の集中暖房地域だ
けではなく各地に波及した。また供給制限や価
格急騰を受けて、操業停止に追い込まれる企業
が出るなど経済活動に影響が生じた。例えば独

中国の国別天然ガス輸入図3

出所：新華社 China OGP 等に基づき JOGMEC 作成
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BASFは12月に重慶市の40万ｔ/年の化学プラント
（MDI：ポリウレタンの原料）で水素製造に必要な合成
ガスの天然ガス供給不足によりフォース・マジュール（不
可抗力）を宣言した。中国に進出している日本企業も北
部・南部に限らず供給の削減や、前年より消費が超過し
た分について割り増し請求をされるなどの影響が出た模
様である。また、国産LNGの販売では一部の業者による
価格つり上げや不当な販売が横行したとの情報もある。

（2） 2018年の天然ガス需給と冬季（2018年11

月～ 2019年3月）の見通し

　2018年10月31日に国家発展改革委員会（NDRC）が

発表した2018年1 ～ 9月の天然ガス需給（速報ベース）
によると、同国の天然ガス生産は116Bcm（前年同期比
6.3%増）、輸入（パイプライン・LNG輸入合計）は89Bcm

（同37.6%増、LNG換算6,500万ｔ）である。生産と純輸
入量を合計した見かけ消費は202Bcm（同18.2%増）と生
産の伸びを大きく上回る旺盛な需要が続いている。
2018年通年の消費は280Bcmの見通しである。
　日本の2018年1 ～ 9月のLNG輸入量6,271万ｔに対し、
中国のパイプラインとLNGの輸入を合わせた輸入量は
6,500万ｔで、2018年に日本を抜いて世界1位の天然ガ
ス輸入国となる見通しである（図5）。
　同国は2017年のLNG輸入量が前年比1,200万ｔ増加
し3,800万ｔに達して韓国を上回り、日本に次ぐ世界2
位のLNG輸入国となったが、2018年1 ～ 9月のLNG輸
入量は既に前年同期比1,200万ｔ増の3,700万ｔに達し
ている。2018年通年のLNG輸入量は5,400万ｔ程度の
見通しである。政府が石炭から天然ガスへの転換政策を
緩和し、2019年末にはロシアからのパイプラインガス
の輸入が始まることと、LNG輸入インフラの制約を考
えると、年1,000万ｔのLNG輸入増加ペースがこのまま
続くとは考えにくいが、LNGに限っても2030年までに
は日本のLNG輸入量を上回る可能性がある。
　2018年10月24日、国家発展改革委員会はマクロ経
済情勢において定期ブリーフィングを行った。その際、
2018 ～ 2019年冬季の天然ガス需給について以下のよ
うに述べ需給はタイトだがガスの調達、貯蔵、南北輸送
インフラの接続など複数の対策を講じており、家庭向け
の供給は確保したと強調した。「2018 年通年の供給可
能量は、中国全体で264Bcm（前年比25Bcm増、LNG
換算1,800万ｔ増）の見通しである。地下貯蔵などのイ
ンフラ整備が進展し、ワーキングガス（払い出し可能量）
が16Bcm（同0.4Bcm増、同290万ｔ増）に達した。主要
企業は既に貯蔵を完了した。国内パイプライン網の相互
接続により南部のガスを北部に輸送する能力が改善し
た」
　また政府は地方政府に対し、石炭から天然ガスへの転
換政策推進のペースをスローダウンさせた。この冬の石
炭からクリーン燃料への転換について“無理のない転換

（供給を確保してから設備の転換を行うこと、天然ガス、
電気、低排出炭など地域の状況に合致した転換を行うこ
とや設備改造とガスの供給が完了するまで元の暖房設備
を廃棄しないことなど）”を行うよう指示した。このよう
に政府が対策を講じ、企業も貯蔵やスポットを含めた調
達を前倒しし、かつ厚めに行っている。
　2017年の冬は前述のとおり中国の天然ガスの不足と

日本と中国の天然ガス輸入状況図5

出所：GIIGNL、通関統計、NDRC（速報ベース）に基づき作成
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LNGスポット調達の急増で北東アジアのLNGスポット
価格が上昇、市況に影響が生じたが、2018年12月21
～ 30日にかけての“中国国内のLNG平均価格”は、15
ドル/MMBtuと価格が最高潮に達した昨年同期を7ドル
程度下回っている。また2018年12月末の北東アジアの
スポットLNG価格は9ドル/MMBtuと、昨年に比べ2
ドル程度低水準で推移した。気温の低下や供給状況に
よっては市況が急変するリスクはぬぐい切れないが、現
在のところ昨冬のような混乱が起こる可能性は低いと思
われる。なお、昨冬はトルクメニスタンからの供給が低
下したことがLNGスポット調達の増加につながったの
だが、この冬の調達は完了したとPetroChinaは述べて
いる。また2019年末以降はカザフスタンとの契約増量

（5→10Bcm）による供給増加も期待できる。

（3） 米中貿易摩擦の影響　～非米国LNG長期契約（新

規・追加）相次ぐ～

　米中貿易摩擦により中国のLNG調達に影響が出てい
る。米国から中国へのエネルギー輸出は、2017年に米
中首脳が貿易不均衡是正に合意して以降急速に増加して
いた。しかし米通商代表部（USTR）が、2017年8月から
1974年通商法301条に基づき実施した中国政府による
技術移転や知的財産権、イノベーションに関する中国政
府の対応、政策、慣行に係る調査結果を受けて、2018
年3月にトランプ大統領が中国からの輸入品に追加関税
を賦課する大統領令に署名した。米中両国は5月以降協
議を行ったが折り合わず、2018年7 ～ 9月にかけて双
方が輸入製品に追加関税を課すこととなった。2018年
12月現在、米国は中国から輸入する製品の5割（約2,500
億ドル）に10 ～ 25%、中国は米国から輸入する製品の8
割約1,100億ドルに5 ～ 25％の追加関税を課している。
中国が米国から輸入するエネルギー製品のうち原油は対
象から外されているが、LNGおよび LPG等の石油製品
は追加関税の対象となっており、LNGは9月24日以降
10%の追加関税が課されている。
　2017年のLNG輸入のうち米国からの輸入は151万ｔ
と輸入LNGの4%を占めるに過ぎなかったが、中米両国
は2017年にLNG輸出促進を含む「100日計画」で合意し
2016年の20万ｔから急拡大していた。
　2018年1 ～ 9月にかけて中国の米国からのLNG輸入
量は約200万ｔと既に前年の輸入量を上回っている。業
界関係者のなかには、中国が米LNG輸入に追加関税を
課すことについて追加関税率が10%であれば短期的な
影響は小さく輸入を継続するという楽観的な見方があり
──追加関税賦課後の10月以降も1カーゴを継続してい

るようだが──企業は契約先と調整しできるだけ米国外
のカーゴに置き換えており、他に仕向け先が見つからず、
やむを得ず中国で受け入れていると指摘する向きもあ
る。筆者は、国有石油企業は中国政府の対応が定まるま
で極力米LNGの輸入を避けるのではないかと見ている。
　米国のLNGはこれまでのLNGプロジェクトと異なる
点が多い。これまでのLNGプロジェクトは天然ガス探
鉱開発から液化事業まで一貫して行うため、埋蔵量によ
りプロジェクトの規模が決定され、巨額の初期投資の
ファイナンス組成のため長期売買契約を伴う。またアジ
ア向けの価格指標はJapan Crude Cocktail （JCC）と称さ
れる全日本平均原油輸入CIF（運賃・保険料込み）価格に
連動し、仕向け地制限が設定されることが多かった。し
かし米国のLNGプロジェクトは上流の資源開発（十分な
資源量とパイプライン網が普及）と液化事業が分離され
ており、買い主の需要に応じて生産能力を決定できる。
原則として、仕向け地に関する制限がない。したがって
米国LNGの買い主はこれまでのアジア・太平洋、中東
に加えて北米という幅広い選択肢を得たことで調達地域
の多様化を実現できるだけでなく、米ヘンリーハブ（HH）
という価格指標や、仕向け地条項を伴わない液化加工委
託契約を締結することが可能となり、市況の変動に合わ
せて販売先を柔軟に変更することも可能になった。
　米国との貿易摩擦により、この米LNGという、多様
化や柔軟性につながる手段に制限が生じたことについて
中国の複数の業界アナリストは、米国のLNGは油価高
騰時には原油価格（JCC）連動のLNG売買契約に対し価
格優位性が出て中国の天然ガス調達多様化につながるこ
とは認めるが不可欠なソースではないと評価している。
また、PetroChinaや CNOOCなどの国有石油企業は
2018年7月以降米以外の供給先と中期・長期契約を次々
と締結している。2018年11月に民間の新奥（ENN）が
東芝から米Freeport LNGの委託加工契約を買収する動
きはあったものの、既述のように、筆者は、少なくとも
国有石油企業は中国政府の対応が定まるまで米LNGの
新規調達を控えると見ている。米国のLNGサプライヤー
は今後市場拡大が見込まれる中国へのLNGマーケティ
ングでは当面出遅れることになりそうだ。以下に中国各
社の最近のLNG調達状況を会社ごと（輸入規模順）にま
とめておく。

①中国海洋石油総公司（CNOOC）
　中国海洋石油総公司は広東・大鵬、珠海（Dapeng、
Zhuhai）、福建・莆田（Putian）、上海（Shanghai）、浙江・
寧波（Ningbo）、海南・洋浦（Yangpu）等9基地を操業中（受
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け入れ能力計3,380万ｔ）。2017年にはLNG2,050万ｔ
（LNG輸入の5割相当）を輸入した。同国最大のLNG輸
入事業者である。基地の操業、LNGの調達は上場して
いるCNOOCではなく親会社 CNOOC傘下のCNOOC 
Gas & Power Groupが行っている。
　2018年9月、CNOOCはカナダWoodfibre社と同社が
ブリティッシュコロンビア（BC）州で計画中のLNGプロ
ジェクト（年210万ｔ）について2023年から13年間、年
75万ｔのLNG購入について覚書（HOA）を締結した。ま
た同月、仏TotalとのLNG長期売買契約（SPA）の内容を
変更した（TotalのポートフォリオLNGを2010年から
25年まで15年間年100万ｔ供給する契約について、契
約数量を年150万ｔ に増量し、契約期間を2030年まで
の 20 年 間 に 延 長 ）。 さ ら に 11 月 に は マ レ ー シ ア
Petronasと期間5年間のLNG中期売買契約を締結した。
供給開始は2019年、年6カーゴとされるが契約数量は
不明である。

②PetroChina
　PetroChinaは 遼 寧・ 大 連（Dalian）、 河 北・ 唐 山

（Tangshan）、江蘇・如東（Rudong）の3基地を操業中（受
け入れ能力計1,600万ｔ）で、2017年のLNG輸入量は約
1,000万ｔ（LNG輸入の3割相当）である。基地の操業、
都市ガス供給は傘下の崑崙能源（Kunlun Energy）が行う
が、LNGの調達は傘下のPetoChina Internationalが行っ
ている。
　2 0 1 8 年 2 月に PetroChina International は米国
Cheniere Energyとの間で2件のLNG売買契約を締結し
た。年間約120万ｔのLNGを購入予定であり、その一
部は2018年に開始され、残りは2023年に開始される
予定であったが、PetroChinaは当面米国LNGの輸入を
中止する意向を示している。
　一方でPetroChinaは7月にパプアニューギニアのOil 
Searchと短期契約（2018年から年45万ｔ、期間3年）を
締結した。9月にはQatargasと長期契約（2018年から年
340万ｔ、期間22年）を締結した。さらに10月、カナ
ダのBC州で推進中のLNG Canadaプロジェクトが最終
投資決定を行った。LNG Canadaは1期1,400万ｔ（700
万ｔ×2トレイン）は2020年中頃に生産開始予定である。
LNGは参画企業が持ち分比率に応じて引き取ることに
なっており、PetroChinaは同プロジェクトに15%出資
しているので、210万ｔを引き取ることになる。また

CNPCはロシアNovatekのYamal LNGに20%出資して
いるが、Novatekが進めるArctic LNG-2についても参
加の意向を表明している。

③新奥能源（ENN）
　新奥能源は北京から車で1時間程の河北省廊坊市に本
社を置く中国最大規模の民間都市ガス事業者である。
1992年に設立された。当初は廊坊市経済技術開発区で
天然ガスを供給していたが、供給エリアは江蘇省、河南
省、広東省、浙江省、海南省、広西チワン族自治区、山
東省など17省・自治区に広がっている。顧客規模は家
庭向けが1,600万件超、産業・商業部門が9万1,000件
超で、2017年のガス販売量は19.6Bcmである。都市ガ
ス事業のカバー世帯数は、2017年末時点で2,823万世帯、
運営する天然ガス充填スタンドは606カ所ある。2018
年8月に同社初の浙江省舟山（Zhoushan）LNG受入基地

（年間受け入れ能力300万ｔ）が操業を開始した。
　2018年11月、傘下のENN Ecological Holdingsは東
芝 の 100%連 結 子 会 社 の Toshiba America LNG 
Corporation（TAL）との間で、米国Freeport LNG（トレ
イン3）における年間220万ｔ×20年間の天然ガス委託
加工契約（LTA）の譲渡について合意した。
　また ENN は Chevron との間で豪 Gorgon および
Wheatstone LNGの売買契約（65万ｔ×10年間）、Total
とはポートフォリオ契約（50万ｔ×10年間）、豪Origin 
EnergyとGladstone LNG（GLNG）他ポートフォリオ契
約（28万ｔ×5年）の購入契約を締結しており、東芝の
220万ｔ×20年のLTA取得が実現すれば自社受入基地
の操業、拡張に向けて長期間の供給を確保することにな
る。ただし米中貿易摩擦もありこの買い取りが実現する
かどうかはまだ不明である。
　なおENNは豪州企業と新たなガスビジネス拡大に向
けて協力を進めている。豪州東部クイーンズランド州で
GLNGを操業するSantosの株式10.3 ％を既に保有して
いるが、2018年10月には豪Woodsideと潜在的な事業
機会を探るための協力協定を締結した。Woodsideは協
定の目的はENN Groupとの関係を深めることであり、
LNGマーケティング、貿易、輸送における協力の機会
を共同で検討する。また潜在的な協力分野には石油・天
然ガス上流、液化、再ガス化、発電が含まれると述べて
いる。
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（1）天然ガスの政策的な位置付けと主な利用促進策

①�天然ガスの政策的な位置付け　～ 2030年に15%へと
長期的に利用拡大を図る政策～

　中国政府は大気汚染防止や低炭素社会の実現を目指
し、天然ガスや再生可能エネルギーの利用拡大と石炭消
費を抑制する政策を推進している。天然ガスについて長
期的に利用拡大を図ろうとしている。現在進行中のエネ
ルギー「13次五カ年計画」（2016 ～ 2020年）において

2020年までに1次エネルギー消費に占める天然ガスの
比率を2015年の6%から、8 ～ 10%程度に高める目標
が設定されている。同計画では1次エネルギー消費総量
を石油換算35億toe（tonne of oil equivalent：石油換算ｔ）
以下（年平均成長率2.5%程度）に抑える目標が設定され
ており、それに基づくと 2020 年の天然ガス消費は
261Bcm ～ 315Bcm（LNG換算1億9,000万～ 2億3,000
万ｔ）となる。また2017年8月に公表された「エネルギー
生産・消費革命戦略」では2030年に天然ガスの比率を
15%以上に高める目標を設定している。同戦略に基づ
き2030年の消費構成を石油換算42億toeとした場合、
天然ガス消費は568Bcm（同4億1,500万ｔ）となる。た
だし五カ年計画には、必達目標である拘束性指標と政策
の実施により到達すると思われる予期性（予測性）指標が
あるが、天然ガス消費拡大目標は予測性指標なので、石
炭や石油からの転換次第で変動することもあり得る。

②�天然ガス「13次五カ年計画」のポイント　～供給安定、
輸送インフラ整備、石炭や石油からの転換～

　天然ガスの「13次五カ年計画」では国内探鉱開発の強
化による供給増加（陸上と海洋、在来と非在来型をとも
に開発）を重視する政策が示された。天然ガス埋蔵量を
2020年までに3Tcm（10.6Tcf）増加させ、生産量を
2020年に2015年比で72Bcm増加させ200Bcm（うち

2. 天然ガス利用促進政策（2013 ～ 2030年）と各機関の長期需給見通し

天然ガス「13 次五カ年計画」における主要目標表1

＊ 1：2020 年目標は在来型　＊ 2：2020 年生産量は計画で示されたまま（内訳の合計とは合わない）
出所：「13 次五カ年計画」に基づき作成

2010 年（実績） 2015 年（実績） 2020 年（目標）
累計確認埋蔵量＊ 1 Tcm 9.1 13 16
天然ガス生産量＊ 2 億cm/年 952 1,350 約 2,070
　うち在来型 1,200
　うちタイトサンドガス 370
　うちシェールガス 45 300
　うち CBM 生産（利用量） 44（38） 100（90）
　うち CMM 抽出（利用量） 136（48） 140（70）
天然ガス見かけ消費量 億cm/年 1,075 1,931 N.A
ガス利用人口 億人 3 4.7
都市人口天然ガス化率 % 43 57
天然ガスの 1 次エネルギーに占める比率 ％ 4 6 8.3 ～ 10
天然ガス輸入量 億cm/年 170 614 N.A
天然ガスパイプライン距離 万km 4 6 10
天然ガスパイプライン 1 次輸送能力 億cm 960 2,800 4,000
LNG 受け入れ能力 万ｔ/年 1,610 4,380
地下貯蔵ワーキングガス量 億cm 18 55 148

中国政府のエネルギー需要見通し図6

出所：「13 次五カ年計画」、「生産・消費革命戦略」に基づき作成
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在来型120Bcm）とする予期性（予測性）指標が示された。
非在来型のうちシェールガスの生産目標は30Bcmと設
定されている。
　なお、「13次五カ年計画」では、消費・輸入量の目標
は示されていない。天然ガス生産量見通しおよび1次エ
ネルギーに占める消費比率10%で試算した場合、見か
け消費は315Bcm（LNG換算2億3,000万ｔ）、輸入は
105Bcm（同7,700万ｔ）となる。
　また輸送インフラ増強策として中央アジアから中国西
部新疆向けの4本目の天然ガスパイプラインであるライ
ンD、東シベリアから中国東北部向けの露中天然ガスパ
イプライン東ルートなど内外4万kmの増設が示された。
この他天然ガス貯蔵、ピーク調整設備の新増設など輸送・
貯蔵インフラの整備による供給安定を図る計画が示され
た。天然ガス地下貯蔵のワーキングガス（払い出し可能
量）については拘束性指標として2020年までに2015年
比で93Bcm増強の148Bcmとする目標が示された（既に
目標を達成している）。またLNG受入基地は既存の上海
周辺の東部から広東周辺の南部沿海地域の受入基地の拡
張を優先し、新設は「適宜建設」とある。燃料転換として
は石炭ボイラーからの転換や交通輸送分野（自動車、船
舶等）における石油からの転換が示された。発電につい
てはガス火力の設備容量を2015年の7,000万kWから
2020年に1億1,000万kW（発電設備容量の5%超）にす
るという（2017年の設備容量は7,570万kWであり、筆
者は2020年の目標達成は困難と見る）。

③�大気汚染対策と石炭から天然ガスへの転換政策（2013
～ 2020年）

【「大気汚染防止に関する10条の措置」（2013～2017年）】
　中国の大気汚染は経済発展とともに悪化しており、米
国大使館が2008年春から北京市内にある大使館上空で
PM2.5の濃度を測定し始めた。市民の批判を受け、北京
市も2012年1月からPM2.5の濃度測定値を公表し始めた。
また2012年頃から中央・地方政府は「PM2.5」問題につ
いて原因究明や対応策の検討を進め、2013年7月に国
務院は「大気汚染防止に関する10条の措置」（2013 ～
2017年）を発表した。汚染物質の排出削減、エネルギー
多消費・環境負荷の高い産業の能力拡張抑制、北京・天
津・河北省などの環渤海地域、上海周辺の揚子江デルタ、
広東省周辺の珠江デルタ（以下、北京、上海、広東の三
大都市圏）は地域が連携して大気汚染問題に対応し人口
密集地および重点都市におけるPM2.5を抑制することな
どが定められた。また各地方政府幹部の業績評価に関わ
る目標責任制度が導入された。

【「大気汚染防止行動計画」（2013 ～ 2017年）】
　「大気汚染防止に関する10条の措置」に基づき同年9月、
国務院は「大気汚染防止行動計画」（2013 ～ 2017年） 
を発表した。天然ガスについては2017年までに北京、
上海、広東の三大都市圏における産業用燃料を石炭から
天然ガスに置き換えること。2017年までに石炭小型ボ
イラー、産業用ボイラー、自家発（石炭）の天然ガスへの
転換を基本的に完了させることや、家庭用ガスの天然ガ
スへの転換方針などが定められた。また、対象地域ごと
に石炭から天然ガスへの転換世帯数や石炭ボイラーの淘
汰数について数値目標が設定された。

【「2017年秋冬季（2017年10月～ 2018年3月）の大気汚
染改善行動計画」】
　環境保護部は目標最終年である2017年に大気汚染が
深刻かつ人口の多い北部主要都市へのテコ入れを行っ
た。2017年8月、環境保護部は北京、天津市の2直轄市
および河北、山西、山東、河南の4省26都市（通称“2+26
都市”、図7）に対し、「2017年秋冬季（2017年10月～
2018年3月）の大気汚染改善行動計画」を公表した。同
計画では対象地域におけるPM2.5濃度ならびに石炭から
天然ガスへの転換世帯数、石炭消費削減、石炭ボイラー
淘汰数について数値目標を設定し、各地方にその遂行を
求めた（表2）。地方政府幹部の業績評価に関わる目標責
任制度が導入されていたため、目標未達による処罰を恐
れた地方政府幹部が天然ガスの確保を十分に行うことな
く石炭から天然ガスへの転換を強行した結果、天然ガス
の不足が深刻化した。

【「北部の冬季クリーン暖房化計画（2017 ～ 2021年）」】
　2017年12月、国家発展改革委員会は新たな大気汚染
改善策として「北部の冬季クリーン暖房化計画（2017 ～
2021年）」を発表した。同計画によると2016年末時点
で中国北部の集中暖房地域（暖房面積計206億m2）の83%
が石炭燃焼により行われており、また暖房における石炭
消費年4億ｔのうち2億ｔが粗悪な粉状の“散焼煤”によ
り行われている。政府は2021年までに暖房の70%を“ク
リーン暖房”に切り替え、“散焼煤” 1億5,000万ｔを代
替する計画である。“クリーン暖房”とは天然ガス、地熱、
バイオ、ソーラー、工場排熱、 超低排出炭（標準酸素濃
度 6%の 条 件 下 で、1 m3 Nあ た り 煤 じ ん 10mg、SO2 

35mg、NOx 50mgを超えない）による暖房（Combined 
Heat and Power<CHP>、ボイラー等）による暖房のこ
と。同計画は“散焼煤”から超低排出炭などクリーンコー
ルへの代替が主体だが、天然ガスについても2021年ま
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でに23Bcm（年平均4.6Bcm、LNG約340万ｔ）の追加需
要が見込まれる。主に購買力のある都市部（「2+26都市」）
を対象にガスCHP新設・改造1,100万kW（天然ガス
7.5Bcm相当）、ガス焚

だ

き蒸気ボイラー新設・改造5万ｔ（同

5.6Bcm相当）、壁掛け式ガス暖房1,200万世帯（同9Bcm
相当）、その他天然ガス発電新設120万kW（同0.9Bcm
相当）への切り替えが行われる。

北部各地方に対する石炭から天然ガスへの転換世帯数、
石炭消費削減、石炭ボイラー淘汰目標数表2

出所： 「北京・天津・河北省および周辺 26 都市（2+26 都市）の 2017 年秋冬季（2017 年 10 月～ 2018 年 3 月）の大気汚染改善行動計画」（環境保護部
2017 年 8 月）を基に JOGMEC 作成

北京市 天津市 河北省 山西省 山東省 河南省
石炭から天然ガス
への転換目標

（万世帯）
30 29 180 39 35 42

石炭消費削減目標
（2017 年、万ｔ） 260 260 600 以上 前年比減 「大気汚染 10 条」

に基づく削減 前年比減

淘汰対象の小型石
炭ボイラー容量

・北京市内 6 区・
南部平原地区は
全て淘汰

・ そ の 他 地 区 は
10ｔ/ 時以下

・市内中心部は全
て淘汰

・濱海新区・環城
4 区は 35ｔ/ 時
以下

・ そ の 他 地 区 は 
10 ｔ / 時以下

・各市・直轄県：
35ｔ/ 時以下

・石家荘、保定、
廊坊行政区内は
10ｔ/ 時以下

・都市部は 20ｔ/
時以下

・ 県 部 は 10ｔ/
時以下

・ 行 政 区 域 内 は
10ｔ/ 時以下

・ 行 政 区 域 内 は
10ｔ/ 時以下

小型石炭ボイラー
の淘汰対象（台） 1,500 5,640 1 万 7,000 969 1 万 5,700 2,914

“2+26 都市”および「北部の冬季クリーン暖房化計画（2017 ～ 2021 年）」対象地域図7

（注） 黄緑色の部分が北部の冬季集中暖房対象地域、黒枠内“2+26 都市”に東北 3 省（黒竜江、遼寧、吉林）、西部 6 省・自治区（内モンゴル、陝西、
甘粛、寧夏、新疆、青海）の 9 省、自治区が追加）

出所：各種資料に基づき JOGMEC 作成

As of January, 2019

中央アジアパイプライン
（A・B・C）

天然ガスパイプライン（稼働中）
天然ガスパイプライン（建設中）
天然ガスパイプライン（計画・構想中）

LNG受入基地（稼働中・建設中）
FSRU（稼働中）

ブラゴヴェシチェンスクブラゴヴェシチェンスク
ハバロフスクハバロフスク

ナホトカナホトカ

ウラジオストクウラジオストク

ウスリースクウスリースク牡丹江牡丹江
大慶油田大慶油田

黒河黒河

漠河漠河

満州里満州里

長春長春
二連油田二連油田

フフホトフフホト

天津天津

大連大連

瀋陽瀋陽
撫順撫順

秦皇島秦皇島

唐山唐山永清永清

福州福州

温州温州

舟山舟山

漳州漳州
湄洲湄洲

広東広東

杭州杭州

南京南京

長沙長沙

武漢武漢宜昌宜昌
達州達州

九江九江

南昌南昌

珠海珠海
香港香港
深圳深圳

掲陽掲陽広州広州

堪江堪江

茂名茂名

北海北海

柳州柳州

貴港貴港

桂林桂林

南寧南寧

昆明昆明

萌江萌江

瑞麗瑞麗

貴陽貴陽

成都成都

西安西安

靖辺靖辺

銀川銀川
中衛中衛

北京北京

輪南輪南

伊寧伊寧

四川ガス田四川ガス田

重慶重慶

蘭州蘭州
西寧西寧

玉門玉門

ラサラサ

ゴルムドゴルムド

花土溝花土溝

渋北ガス田渋北ガス田

塔中油田塔中油田

タリム油田タリム油田

カラマイカラマイ

カラマイ油田カラマイ油田

コルガスコルガス
ウルムチウルムチ

阿拉
山口
阿拉
山口

独山子独山子

吐哈油田吐哈油田

青海油田青海油田

長慶油田長慶油田

鄯善鄯善

石家荘石家荘

鄭州鄭州
淮北淮北

済南済南

泰安泰安

威海威海

濮陽濮陽

連雲港連雲港

青島青島

江蘇江蘇

上海上海

寧波寧波

海南海南

平湖ガス田平湖ガス田

長北ガス田長北ガス田

崖城ガス田崖城ガス田

咸陽咸陽

トルクメニスタン→中国
（ウズベキスタン・
       カザフスタン経由）

トルクメニスタン→中国
（ウズベキスタン・
       カザフスタン経由）

ロシア→中国
（東ルート）
ロシア→中国
（東ルート）

ロシア→中国
（西ルート）
ロシア→中国
（西ルート）

ミャンマー → 中国ミャンマー → 中国

西気東輸
西気東輸

川気東送川気東送

陝京陝京

第２西気東輸第２西気東輸

第３西気東輸第３西気東輸

第４西気東輸第４西気東輸
ダリネレチェンスクダリネレチェンスク

ロシア→中国

（極東ルート）ロシア→中国

（極東ルート）

中央アジアパイプライン
（D）

（タジキスタン・　　
キルギスタン経由） 

中央アジアパイプライン
（D）

（タジキスタン・　　
キルギスタン経由） 

カシュガルカシュガル
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【「青空防衛線行動計画」（2018 ～ 2020年）】
　2018年6月、国務院は「青空防衛線行動計画」（2018
～ 2020年） を発表した。これは2017年までの「大気10
条」に続く計画である。定量目標として2020年までに
SOx、NOx排出量を2015年比15%以上削減すること。
PM2.5平均濃度が目標をクリアしていない都市は2020
年までに2015年比18％引き下げ、地級市（省クラスの
行政単位と県クラスの行政単位の中間にある地区クラス
の行政単位）およびそれ以上の都市は、優良天気（1日平
均値の環境基準を達成した日）を年間8割以上とし、「重
度」以上の汚染日数（中国の大気汚染区分における重度汚
染は、政府の発表する大気質指数<Air Quality Index：
AQI値>201 ～ 300<PMI2.5濃度150 ～ 250 ㎍ >以上）
を2015年比25%以上削減する目標が設定されている。

また、以下の六つの対策が求められている。
 ・ 産業構造の調整、環境保護産業の発展、公害

防止
 ・ エネルギーのクリーン化、低炭素化の加速（北

部のクリーン暖房化、重点地区の石炭消費総
量抑制、石炭ボイラーの改善）、エネルギー効
率向上、クリーンエネルギーと新エネルギー
の発展）

 ・ 運輸部門（クリーン輸送システム）、鉄道貨物
の比率増加、石油製品の品質向上、車両と船
舶のリンケージ、移動による汚染の防止

 ・ 土地構造の調整（砂漠化防止のための植林推進、
鉱業〈露天掘り〉の改善、アンモニアの制御等）

 ・汚染物質排出削減のための特別行動計画（秋冬、ディー
ゼル貨物車、工業用ボイラー、揮発性有機化合物
VOG対策等）

 ・大気汚染防止のための地域連携（地域の大気汚染防止
システムの確立と改善、重度の汚染への緊急対応、緊
急排出削減対策の強化）

（2） 中国内外機関の天然ガス中長期需給見通し

　中国の天然ガス中長期需給見通しについて国際エネル
ギー機関（IEA）とCNPC経済技術研究院（CNPC-ETRI）
の見方を示す（図8）。両機関ともに中国が長期にわたり
天然ガスの利用拡大を進める政策の下で天然ガス需要が
伸びることについて異論はない。また石炭から天然ガス
への転換政策の下で天然ガスの需要が伸びることも一致

散焼煤写1

出所：http://www.sohu.com/a/208335590_442482

中国政府と内外機関による長期天然ガス需給見通し図8

出所：IEA WEO2018、CNPC-ETRI「2050 年に向けた中国エネルギー展望」に基づき作成
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している。しかしCNPC-ETRIは政策目標に比べやや保
守的な見通しを示している。CNPC-ETRIは国産ガスの
うち特にシェールガスなど非在来型の開発が進むかどう
かについてはブレイクスルーが必要であり、またロシア
などからのパイプラインガスの輸入が伸びるかどうかに
ついては相手国との交渉によるため不確実性があると指
摘している。国産ガスと輸入パイプラインガスの供給が
政府想定に達しない場合、LNGの輸入はどこまで増や
すことができるのか、あるいは政府が個別分野の需要に
キャップをかけるのか、インフラ整備と政策の推移を見
ていく必要があると指摘している。

①IEA�World�Energy�Outlook2018
　IEAは2018年6月に発表した中期ガス市場レポート

（Gas 2018 Analysis and Forecasts to 2023）において
中国の中期の天然ガス需要を2017年の237Bcm（LNG
換算約1億7,000万ｔ）/年から年率8％で成長し、2023
年に376Bcm（同約2億8,000万ｔ）/年に増加し、世界
の天然ガス需要は同国がけん引すると見ている。なお、
IEAは中国政府が進める大気汚染対策に伴う天然ガス利
用促進政策により同国の天然ガス需要は予測期間中に持
続的な成長が見込まれるが、ガス市場の発展を抑制する
要素として経済成長、十分な供給、代替燃料との価格面
における競合、インフラ整備を挙げている。

　部門別では、産業、家庭、商業部門が増加分の6割を
占める。発電について中国では石炭火力が引き続き重要
な役割を担い、再エネも台頭していることから天然ガス
の需要増加をもたらす発電設備増強ペースが緩慢であ
り、13次五カ年計画の目標である110GWに到達するの
は予測期間終盤になると見ている。
　IEAは 2018 年 11 月 に 発 表 し た World Energy 
Outlook（WEO 2018）の新政策シナリオにおいて、中国
の2040年の天然ガス需要見通しを前年の610Bcmに比
べ100Bcm上方修正し710Bcmとした。2040年の国内
供給についてはシェールガスが2017 ～ 2040年にかけ
て90Bcm増加し非在来型の生産が在来型を上回り、世
界3位の産ガス国となる。しかし需給ギャップは2040
年までに 274Bcmに拡大するという。なお、前年の
WEO2017は中国の特別レポートを出しており、2030
年の需給ギャップ224Bcmに対しパイプラインによる輸
入が114Bcm、LNGの輸入が110Bcm（LNG約8,000万ｔ）、
2040年の需給ギャップ278Bcmに対しパイプラインに
よる輸入が149Bcm、LNGの輸入が130Bcm（同約9,500
万ｔ）であるとする。また同特別レポートでは分野別の
需要見通しも提示しており、伸びが最も高いのは産業分
野（2016 ～ 2040年までに153Bcm<同1億1,000万ｔ>
増加）である（図9）。次に発電分野が伸びる（2016 ～
2040年までに121Bcm<同8,800万ｔ>増加）。

②CNPC-ETRI　「2050年に向けた中国エネルギー展望」
　CNPC-ETRIは「2050年に向けた中国エネルギー展望」
を 発 表 し た。 消 費 は 2035 年 が 600Bcm、2050 年 は
700Bcmへと増加し2040年には天然ガスが“黄金期”を
迎えると見ている。国内生産は2035年が300Bcm（2017
～ 2035年にかけて年平均5.7%増）、2050年は350Bcm
としている。業界紙によると需要見通しについて保守的
との声もあるが、CNPC－ETRIは政府の掲げる目標が
高過ぎるとしている。同機関はエネルギー消費における
天然ガスの比率を2035年に15%、2050年に17%とす
る一方、生産についての見通しが低いことについては
フィールドの成熟化と地質難易度を理由に挙げている。
　今後の中国のガス需要けん引役は民生・石炭からガス
への転換政策（都市から農村への広がり、北部のクリー
ン暖房普及、南部における<非集中>暖房需要など）お
よび交通輸送部門（CNG車になお伸びる余地あり）にあ
ると指摘している。中国の部門別天然ガス消費シナリオ図9

出所：IEA WEO2018 に基づき作成
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3. 輸送、貯蔵インフラ整備に関する現状と政策

（1）幹線パイプラインと導管、ローリーによる輸送

　中国では国産ガス（国産LNG）、輸入パイプラインガ
ス、輸入LNGが流通している。国産ガスと輸入パイプ
ラインガスはガス田あるいは国境から需要地まで幹線パ
イプラインで運ばれ、ガス導管により需要家に供給され
る。天然ガス幹線パイプライン総延長は2005年の4万
kmから2017年には約7万kmに延びた。PetroChinaの「持
続可能発展報告（2017年）」によると、天然ガス幹線パイ
プライン総延長約7万kmのうち5万4,000kmは同社が
操業している。またトルクメニスタンやミャンマーなど
の輸入パイプラインから輸入する国内幹線パイプライン
に つ い て も PetroChinaの 親 会 社 CNPCあ る い は
PetroChinaが操業を担っている。
　ガス導管総延長は2006年の12万kmから2016年に
は4.6倍の55万kmに延び、天然ガス利用人口は2006
年の8,300万人から2016年には3億1,000万人に増加した。
日本でもかつて利用されていた石炭を蒸し焼きにした石
炭ガスの利用人口は2006年の4,070万人から2016年に
は4分の1の1,100万人に減少した。導管利用による天
然ガス消費は2009年に石炭ガスを上回った。LPG消費

（2016年約5,000万ｔ）の6割は家庭用（主に農村部で利用）
で、LPGの利用人口は 2006 年の 1 億 7,000 万人から
2016年には1億4,000万人と微減傾向にある。
　導管未接続エリアについてはLPGの他に国産ガスの
一部（主に内陸部の原油生産時の随伴ガス）を原料ガスと
して液化した国産LNG（業界紙ICISによると2017年の
国産LNGは天然ガス消費の1割に相当する約1,060万ｔ）
と輸入LNGの一部がLNGローリーによりサテライトス
テーションに配送され、地域の都市ガス需要家やCNG
充填ステーションから天然ガス自動車（主に圧縮天然ガ
ス<CNG車>）向けに供給される。中国のコンサルタン
ト会社卓創（SCI）によると、2018年時点で天然ガスの
生産、流通が充実している新疆、山東、四川を中心に
520万台のCNG自動車が普及しており、充填ステーショ
ンが約4,200カ所整備されている。またIEAの「Oil2018」
によると、LNGトラックの販売が伸びており、現在は
26万台程度だが2020年には50万台から60万台に増加
する見通しとのことである。採掘した石炭を輸送するた
めにLNGトラックが使われることもあるという。
　輸入LNG基地は主に国有石油企業3社が操業を行っ
ている。現在18基地が操業中で受け入れ能力は6,390
万ｔ、貯蔵容量は830万m3である。

（2）輸送・貯蔵整備関連政策

【「13次五カ年計画」】
　第2章（1）②天然ガス「13次五カ年計画」のポイントで
述べたように、政府はこの計画において輸送インフラ増
強策として中央アジアラインDや露中天然ガスパイプラ
イン東ルートなど内外4万kmの増設を示している。貯
蔵インフラの整備については拘束性指標としてワーキン
グガス（払い出し可能量）を2020年までに148Bcmとす
る目標が示されている。LNG受入基地は既存の受入基
地の拡張を優先し新設は「適宜建設」とある。

【「天然ガス貯蔵設備建設の加速ならびにピーク需要向け
ガス貯蔵システム構築に関する意見」】
　2018年4月に国家発展改革委員会は「天然ガス貯蔵設
備建設の加速ならびにピーク需要向けガス貯蔵システム
構築に関する意見」を公示した。
　天然ガス地下貯蔵の目標としてワーキングガス（払い
出し可能量）を2020年に15Bcm、2030年に35Bcmと
設定した。輸送・貯蔵インフラの整備（幹線パイプライン・
LNG受入基地の新増設、南北地域間輸送網の連携、地
下貯蔵設備、都市ガス配管網の整備）などを関連事業者
に求めている。またPetroChinaなど卸売り事業者の地
下貯蔵量や、都市ガス配給事業者、地方政府の在庫に関
するガイドラインを交付し目標を定めた。卸売り事業者
が供給の10%（約36日分）、都市ガス供給事業者が需要
の5%（約18日分）、各地方政府が消費の3日分の在庫を
持つことを推奨している。ただしこれはガイドラインで
あり法的拘束力はない。国有石油企業は地下貯蔵設備な
どの増強を進めているが、都市ガス供給事業者の動きは
北京ガスなど一部を除き明らかになっていない。

（3）天然ガス地下貯蔵設備の現状

　中国の天然ガス地下貯蔵設備については確たる情報が
欠如しているが、政府計画や報道で得られた情報を整理
すると以下のようである。現在、中国では国有石油会社
により地下貯蔵基地12カ所が操業中である（図10、表3）。
CNPCが10カ所（江蘇省金壇地下貯蔵<写2>のみ岩塩
ドームを利用。残りは枯渇油ガス貯留層<リザーバー >
を利用）、SINOPECが2カ所（江蘇省金壇は岩塩ドーム、
河南省中原文96は中原油田群の枯渇油ガスリザーバー
を利用）である。2社合計の総貯蔵容量は40Bcmで、こ
のうちワーキングガスは13.4Bcm（2017年消費量の5.5%、
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中国の主な地下貯蔵設備図10

出所：卓創（SCI）、CNPC、燃気網等に基づき JOGMEC 作成

大港大港

呼図壁呼図壁

相国寺相国寺
中原文96中原文96

金壇金壇

劉荘劉荘

板橋板橋

京58京58

遼河双6遼河双6

板南板南

蘇橋蘇橋

操業中操業中
天然ガスパイプライン天然ガスパイプライン

陝24陝24

中国の主な地下貯蔵設備（CNPC・SINOPEC）表3

出所：卓創（SCI）、CNPC、燃気網等に基づき JOGMEC 作成

行政区分 名称 名称 稼働年 貯蔵容量 
（Bcm）

ワーキングガス量 
（Bcm）

PetroChina

江蘇 金壇 Jintan 2006 2.8 0.18
大港（ガス貯蔵群） Dazhangtuo 2000 1.8 3.058

Ban876 0.5
Banzhong North 2.5
Ban808 0.8
Banzhong South 1.0
Ban828 0.5

天津
京 58（ガス貯蔵群） Jing58 2010 1.2 0.75
板南 Bannan 2013 1.0 0.5

江蘇 劉荘 Liuzhuan 2011 0.5 0.245
Jing51 0.1
Yong22 0.6

河北 蘇橋 Su1 2012 6.7 2.3
Su4
Su20
Su49
Guixingzhuang

新疆 呼図壁 Hutubi 2013 10.7
遼寧 遼河双 6 Liaohe Shuangliu 2013 4.0 1.6
重慶 相国寺 Xiangguosi 2014 4.3 4.5
陝西 陝 24 Shaan 2015 1.0

Sinopec
河南 中原文 96 Zhongyuan 2012 0.6 0.295
江蘇 金壇 Jintan 2016 1.2 0.281

合計 41.8 13.7
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約20日分に相当）である。
　2018年10月に民間初の地下貯蔵設備が部分的に操業
を開始したようである。都市ガス事業者の香港中華煤気
有限公司と中塩金壇塩化有限責任公司が江蘇省常州市金
壇区直深鎮に建設した。2期に分けて建設する計画で現
在の貯蔵容量は0.15Bcmだが、2023年に1期が全面完
成すると貯蔵容量は 0.5Bcm（ワーキングガス量は
0.3Bcm）となる。2026年に2期工事が完成すると貯蔵容
量は1Bcm（ワーキングガス量0.6Bcm）となる見通しで
ある。
　CNPCは中国の天然ガス消費は2030年には500Bcm
を超え、ワーキングガス量50Bcmが必要となるとして
四川・重慶などの西南地域で3期に分けて8カ所の地下
貯蔵設備（総貯蔵容量21Bcm、総投資額210億元）を建
設する計画を明らかにした。Sinopecも河南中原油田な
どで地下貯蔵設備の増設を進めている。香港中華煤気の
ような民間の事業者による地下貯蔵庫建設の動きは限定
的である。中国では貯蔵設備増強に向けた取り組みが
2030年にかけて続くと見られる。建設・管理コスト等
に対する政策的なサポートと合理的なビジネスモデルの
欠如（夏と冬の価格変動設定等）が貯蔵設備建設の阻害要
因と指摘されている。

（4）LNG輸入インフラ整備の状況

　既述のように、輸入LNG基地は主に国有石油企業3
社が操業を行っており、現在18基地が操業中で受け入
れ能力は6,390万ｔ、貯蔵容量は830万m3である。2018
年 に は LNG受 入 基 地 3 基 地（CNOOC広 東 深 圳、
SINOPEC天津南港、ENN浙江舟山）が操業を開始した。

さらに複数基地の増強、新設が進行中であり、計
画どおり建設が進んだ場合、受け入れ能力は
2021年頃には約7,500万ｔに、2023年頃までに
は約1億tに拡大する見通しである。主要企業の
受入基地操業開始、新増設の状況を以下に示す。

①CNOOC�
　2018 年 8 月、CNOOCの 広 東 省 深 圳 迭 福

（Shenzhen Tiefu）受入基地が操業を開始した。受
け入れ能力は年400万ｔ、貯蔵容量は64万m3で
あ る。 こ の 他 同 社 は 天 津 の 浮 体 式 貯 蔵 設 備

（FSRU）についてHöegh LNGと定期傭
ようせん

船契約を
締結し2014年1月に操業を開始したが2018年に
契約を更新（3年＋1年の延長オプション）した。
Höegh Esperanzaは現代重工業（HHI）が建造し
た。貯蔵容量は17万m3で、再ガス化能力は日量7

億5,000万cf（約2,125万m3）、年間輸入量は最大600万t
である。CNOOCは陸上に貯蔵タンクや気化設備を建設
しLNG受け入れ能力を現在の220万ｔから725万ｔに
増強を図る計画である。陸上設備について2021年に運
転を開始し2022年にフル操業とする計画である。さら
に同社は浙江省寧波受入基地の能力を300万ｔから600
万ｔに引き上げる増強工事を進めており、2020年に完
成予定である。また福建省漳州（Zhangzhou）で新たに
LNG受入基地（300万ｔ）を建設中で2022年の完成を目
指している。これらが計画どおり完成すると、同社の受
け入れ能力は2022年までに約4,500万ｔに達する見通
しである。

②SINOPEC�
　2018年2月、SINOPECの手がける天津南港（Tianjin 
South Port）LNG受入基地が操業を開始した。同基地は
2013年7月に着工した。北京・天津・河北省地域へ
LNGを供給している。1期の受け入れ能力は年300万ｔ
で長期契約に基づく豪州のLNGを主に受け入れる。現
在2期の計画を進めており、2018年11月に天津市発展
改革委員会から2期建設の許可を得ている。2期増強計
画では受け入れ能力が年1,000万ｔとなる。2019年3月
着工、2021年12月に完工予定である。
　Sinopecは天津基地の他、山東省青島（2014年9月稼働、
受け入れ能力年300万ｔ）、広西チワン族自治区北海（16
年4月稼働、受け入れ能力300万ｔ）で操業中であり、
受け入れ能力は合計年900万ｔである。2017年には
570万ｔ（中国のLNG輸入の15%相当）を輸入した。
　同社は天津だけではなく青島受入基地の増強および浙

PetroChina 金壇地下貯蔵設備写2

出所：2017/5/26 中国科学院
　　　http://www.whrsm.cas.cn/kxcb/kpwz/201705/t20170526_4802243.html
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中国の主な LNG 受入基地（操業中）表4

出所：天然ガスリファレンスブック等に基づき作成

会社および参加者
（所有割合） 操業開始 貯蔵容量

万m3
受け入れ

能力（万ｔ） 備考

広東・大鵬
（Guangdong・Dapeng）

広東大鵬液化天然気有限公司（CNOOC 
Gas & Power 33%、BP 30%、
Guangdong Province Consortium 
31%、Hong Kong Electric 3%、Hong 
Kong and China Gas 3%）

2006年 48 680 

福建・莆田
（Fujian・Putian）

中海福建天然気有限責任公司
（CNOOC Gas & Power 60%、Fujian 
Investment Development 40%）

2008年 64 630 

上海・洋山
（Shanghai・Yangshan）

上海液化天然気有限公司（Shenergy 
55%、CNOOC Gas & Power 45%） 2009年11月 50 300 

江蘇・如東
（Jiangsu・Rudong）

中石油江蘇液化天然気有限公司（昆侖
能源有限公司 55%、江蘇省国信資産管
理集団有限公司 10%、太平洋油気有限
公司（Pacific Oil & Gas）35%）

2011年9月 48 650

増強中
→2021年1,000万ｔ

遼寧・大連
（Liaoning・Dalian）

中国石油大連液化天然気有限公司（昆
侖能源有限公司 75%、大連港股份有限
公司 20%、大連市建設投資公司 5%）

2011年10月 48 600

浙江・寧波
（Zhejiang・Ningbo）

中海浙江寧波液化天然気有限公司  
（CNOOC Gas & Power 51%、浙江能
源集団公司 29%、寧波電力公司 20%）

2012年9月 48 300
増強中
→2020年600万ｔ

広東・珠海
（Guangdong・Zhuhai）

広東省粤電集団 30%、CNOOC Gas & 
Power 25%、広州発展燃気投資 25%、
広東粤港能源発展 8%、佛山市天然気
高圧管網 3%、珠海経済特区電力開発 
3%、中山中匯投資 3%、江門城建 3%

2014年 48 350

河北・唐山
（Hebei・Tangshan）

中石油京唐液化天然気有限公司 51%、
北京控股有限公司 29%、河北省建設投
資公司 20%

2013年11月 64 350

天津 FSRU
（Tianjin）

CNOOC Gas & Power、天津港集団有
限公司、東疆保税港区管理委員会

（Dongjiang Free Trade Port Zone 
Committee）

2014年1月 17 220 

増強中
→2021年725万ｔ

広東・東莞
（Guangdong/Dongguan）

東莞市九豊能源有限公司（広東九豊集
団（JOVO Group）、広東広業投資集団
有限公司）

2014年 17 150

海南・洋浦
（Hainan・Yangpu）

中海石油海南天然气有限公司（CNOOC 
Gas & Power 65%、Hainan 
Development Holdings 35%）

2014年8月 32 300

山東・青島
（Shandong・Qingdao） Sinopec 2014年10月 64 300 増強計画

→2023年1,000万ｔ

広西・北海
（Guangxi・Beihai）

Sinopec、広西投資集団有限公司、広西
北部湾国際港務集団 2016年4月 64 300

江蘇・啓東
（Jiangsu・Qidong） 広匯能源（Guanghui Energy） 2017年 10 60 増強計画

→240万ｔ

広東・掲陽 / 粤東
（Guangdong・Jieyang/Yuedong）

中海石油天然气発電（CNOOC Gas & 
Power）70%、広東省粤電集団有限公
司（Guangdong-Yuedong LNG）30%

2017年5月 48 200

天津・南港
（Tianjin・South Port） Sinopec 2018年2月 64 300 増強計画

→1,000万ｔ

広東・深圳 / 迭福
（Guangdong・Shenzhen/Tiefu）

中海石油深圳天然気有限公司
（CNOOC Gas & Power 70%、深圳能
源集団股份有限公司（Shenzhen 
Energy Group）30%）

2018年8月 64 400

浙江・舟山
（Zhejiang・Zhoushan） 新奥能源控股有限公司（ENN Energy） 2018年10月 32 300

830 6,390
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江省温州受入基地の新設により、受け入れ能力を3倍に
引き上げる計画である。青島受入基地については2020
年12月までに700万ｔ増強し、受け入れ能力を1,000
万ｔとする計画である。浙江省温州では300万ｔの受入
基地を建設中で、2021年に完成予定だが、2025年を目
途に1,000万ｔに増強する計画である。これらが計画ど
おり完成した場合、同社の受け入れ能力は2021年まで
に1200万ｔ、2025年頃に3,000万ｔに達する見通しで
ある。

③PetroChina
　PetroChinaは現在江蘇省如東受入基地の増強を進め
ており、2021年までに受け入れ能力を1,000万ｔとす
る計画である。計画どおり完成した場合、同社の受け入
れ能力は2021年までに1,950万ｔに達する見通しである。

④新奥能源（ENN）
　2018年8月、新奥集団（ENN）は浙江省舟山（Zhousahan）
LNGターミナルでLNGの輸入を開始した。1期の受け
入れ能力は年300万ｔである。16万m3タンク2基と再ガ
ス化設備、LNG船8万～ 26万m3が接岸可能なバース、
再出荷ドック（3,000 ～ 3万m3）、バンカリングバースな
どを備える。2期として2021年を目途に受け入れ規模
を500万ｔに引き上げる計画である。

⑤中天能源（Sino�Energy）
　中天能源は2004年に設立された民間企業で天然ガス

（CNG・LNG）の製造、販売を行っている。現在広東省
のLPG事業者華豊集団と共同で広東省潮州市にLNG受
入基地の建設を行っている。1期の受け入れ能力は年
100万ｔで、10万m3タンク2基と再ガス化設備、LNG
船8万m3が接岸可能なバースなどを備える。2019年に
完成予定である。さらに2期目として16万m3タンク2基

と付帯設備を建設し2020年頃までに受け入れ能力を
400万ｔとする計画である。

（5）輸入パイプラインインフラ整備の動向

　輸入パイプラインの輸送能力は操業中（中央アジアA
～ C線の3本およびミャンマー）が67Bcm、建設・建設
準備中（露中天然ガスパイプライン東ルート、中央アジ
アD線）が68Bcm、計135Bcmある。建設中のパイプラ
インを以下に示す。

①露中天然ガスパイプライン東ルート
　露中天然ガスパイプラインは東シベリアのコビクタ

（Kovyktinskoye）およびチャヤンダ（Chayandinskoye）ガ
ス田で生産するガスを中国国境ブラゴヴェシチェンスク

（Blagoveshchenskoye）まで約3,000km（チャヤンダ－ブ
ラゴヴェシチェンスク間は2,158km）、設計輸送能力年
38Bcmの パ イ プ ラ イ ン（“Power of Siberia gas 
pipeline”）を敷設し、中国領内は黒竜江省黒河（Heihe）か
ら北京周辺の環渤海地域、最終的には東部の上海まで輸
送するパイプライン（中国領内幹線総延長約2,800km、
支幹線計36本）である。ロシア領内は2014年9月に着工、
中国領内では黒竜江省黒河－長嶺（Changling）間の建設
を進めており、同区間は2019年末に完成予定である。

②中央アジアD線
　トルクメニスタンで生産するガスをウズベキスタン、
タジキスタン、キルギスタンを経由し中国新疆烏恰

（Wuqia）まで結ぶ総延長1,000km、設計輸送能力年
30Bcmのパイプラインである。中国領内では新疆と東
部の江蘇省や浙江省を結ぶ計画中の第5西気東輸パイプ
ラインと接続する予定である。
　2017年12月、キルギスタンのUlanbek Ryskulov工業・
エネルギー・鉱物資源相はD線の同国区間の建設を

中国の主な LNG 受入基地（建設中）表5

出所：天然ガスリファレンスブック等に基づき作成

主要事業者 操業開始予定 貯蔵容量
万m3

受け入れ
能力（万ｔ）

広東潮州（Guangdong/Chaozhou) 潮州華豊集団股份有限公司（Chaozhou Huafeng Group）、
宝塔石化集団、中天能源 2019 年見込み 20 100

江蘇・濱海（Jiangsu/Binghai) 中海石油天然气発電（CNOOC Gas & Power） 2021 年見込み 88 300

浙江・温州（Zhejiang・Wenzhou） 浙江省温州 LNG 有限公司（Sinopec 41%、浙江省能源集
団有限公司 51%、地方投資会社 8%） 2021 年見込み 80 300

福建・漳州（Fujian・Zhangzhou） 中海福建天然気有限責任公司（CNOOC Gas & Power 
60%、Fujian Investment Development 40%） 2022 年見込み 48 300

236 1,000
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４. 天然ガスの市場化と新たな需要開拓に向けた取り組み

（1）統制価格と市場価格

　中国では幹線パイプラインを利用したガス輸送価格は
中央政府が決めている。2016年にガイドラインが制定
され、輸送コストの低減と透明性向上、天然ガス開発・
利用、第三者アクセスの促進を目的に、コストが承認制、
マージンが10%に固定された。
　幹線パイプラインから上海市など各都市基点のシティ
ゲートへの卸し価格については、中央政府が基準卸し価
格を定めている。基準卸し価格は輸入LNG価格ではな
く、上海の代替燃料輸入価格に基づき決めている（重油
60%・LPG40%の熱量等価、割引率10%）。見直し時期
は不定期（年に1 ～ 2回）である。卸売り価格と輸入価格
の差額は主要供給者である国有石油会社の負担となり政
府からの補助金はない。
　家庭用卸し価格は産業用卸し価格より低く設定されて
いたが2018年6月に統合された。ただし上海や広東の9
ドル/MMBtuに対し新疆は4.5ドル/MMBtuといったよ
うに地域により幅がある。

　家庭用やCNG自動車用等の小売り価格は上記卸売り
価格に基づき地方政府が購買力や都市ガス企業と当地の
財政状況に鑑みて決める（見直し時期は不定期で、価格
調整前には公聴会を開いている）。現在、上海の産業用
小売り価格は11.6 ～ 14.5ドル/MMBtu（49 ～ 61円）、
家庭用小売り価格は11.6 ～ 16.2ドル/MMBtu（49 ～ 68
円）である。
　国産LNGや輸入LNGのうちLNGローリーで取引され
る価格は自由化されており、各事業者が自社出荷時点の
価格にLNGローリーの輸送価格を加えた価格を基に事
業者間で自由に決める。卓創（SCI）によると、2018年9
月のLNG 輸入平均価格9.8ドル/MMBtuに対し同月の

“中国国内LNG平均価格”は12.3ドル/MMBtuである。
　パイプラインガスやLNGの一部は上海石油天然気交
易センター（SHPGX）他で入札に付され、市場価格で決
まる。例えば9月28日にはSHPGXにおいてCNOOCの
広 東 珠 海 /大 鵬 LNG受 入 基 地 を 受 け 渡 し 地 と し て
LNG1,000ｔが4,500元/ｔ（約7万4,300円/ｔ、12.6ドル

2019年末に開始すると発表した。キルギスタン区間は
Chon-AlaiからIrkeshtamに至る約215km、輸送能力は
年30Bcm、総工費は12億ドルと見積もられている。建
設は CNPC傘下の中油国際管道公司（SINO-Pipeline 
International）が中国側の資金で行い2020年の完工を目
指すとしている。同パイプライン計画は2013年9月に
習近平国家主席がトルクメニスタンを訪問した際、
Galkynyshガス田の開発および年25Bcmの中国向けパ
イプラインガス追加供給に関する契約に調印し、中国政
府はウズベキスタン、タジキスタン、キルギスタンとそ
れぞれ同プロジェクトの合意文書に調印した。2016年
末に完成予定であったが、タジキスタン区間でトンネル
建設や河川横断が多数あり、さらにトルクメニスタンの

ガス開発計画がはっきりしていなかったことなどが原因
で実行に移されていなかった。

③その他
　2017年12月、CNPCは露Gazpromと極東からのパ
イプラインによる供給について基本合意（HOA）した。
SKV（Sakhalin-Khabarovsk-Vladivostok）パイプライン
経由で、サハリンのガスを沿海地方のダリネレチェンス
ク（Dalnerechensk）から中国へ供給するもので、供給量
は年8Bcmとされる。また交渉が滞っていた西シベリア
の天然ガスを供給するアルタイ・ルート（西ルート、供
給量年38Bcm）についても交渉中である。

主な建設中ガスパイプライン表6

出所：各種情報に基づき JOGMEC 作成

企業 中国国境 総延長
km

輸送能力
億m3 /y 稼働予定

ロシア～中国（東ルート） ロシア・チャヤンダ Gazprom 黒竜江省黒河（Heihe） 約 3,000 38 稼働中 2019 年 12 月

中央アジア D トルクメニスタン～ウ
ズベキスタン～タジキ
スタン～キルギスタン

CNPC 新疆烏恰
（Wuqia） 1,000 30 建設中 2020 年末
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/MMBtu）で取引された。
　2018年9月にはCNOOCとSHPGXによる輸入LNG
のウィンドウ（取引参加者向けの商品参考情報掲示板）取
引実証も始まった。これにより、天然ガス取引の多様化、
小規模ガス事業者のLNG調達、LNGターミナルにおけ
る第三者アクセスの加速、CNOOC Gas & Powerのト
レーダーからサービスプロバイダーへの事業拡大が見込
まれる。

（2） 上海石油天然気交易センター（SHPGX）における

“ウィンドウ”取引

　中国政府は天然ガスの市場化に向けた取り組みを進め
ている。2015年3月には国営通信社の新華社、国有石
油企業3社、地方・民間の発電・都市ガス会社等10社
が共同出資（資本金10億元）で上海自由貿易区にSHPGX
を設立し、2016年からパイプラインとLNGの現物取引
を開始した。
　2018年9月、上海石油・天然ガス取引所（SHPGX）と
CNOOC傘下のCNOOC Gas & Powerは輸入LNGのウィ
ン ド ウ 取 引 実 証 を 開 始 し た。CNOOCは 広 東 粤 東

（Yuedong）LNG受入基地（2017年操業開始、受け入れ
能力200万ｔ）を公開し、SHPGXが取引参加者向けの
“ウィンドウ”を公開した。9月20日に振華（Zhenhua）石
油控股有限公司と龍口勝通（Longkou Shengtong）能源有
限公司が競争入札で落札した豪州カーゴ61万5,000ｔ
が10月24 日にLNG タンカー「Gaslog Singapore」に積
まれて粤東LNG受入基地に到着した。
　CNOOCは10月27日に2回目の開放（ウィンドウ取引）
実施について明らかにした。今回は浙江省寧波（Ningbo）
受入基地（2012年操業開始、受け入れ能力300万ｔ）で
LNG積み下ろしは11月24日から30日、引き渡しは12
月5日から12月9日でZhejiang Panergyに売却するとい
う内容である。今後入札から受け渡しのサイクルは45
日程度で行い、取引参加者は引き渡しまで15 ～ 20日の
準備期間が与えられるという。

（3）LNGコンテナ輸送実証　

　中国の導管未接続エリアについては国産LNGと輸入
LNGの一部がLNGローリーによりサテライトステー
ションに配送され、地域の都市ガス需要家もしくは
CNG充填ステーションから天然ガス自動車向けに供給
されている。卓創（SCI）によると、LNGローリー車保有
台数は約1万1,500台で、長距離輸送（1,000km以上）も
行われている。国産LNGと輸入LNGのそれぞれ約1,000
万ｔがローリーにより供給されているという。2017年

以降LNGコンテナ輸送ビジネスが勃興している。事業
者は河川を利用した輸送や現在検討中の鉄道輸送との組
み合わせにも意欲的とされる。
　筆者はLNGローリーに比べユニットコストが高い
LNGコンテナ輸送がビジネスとして成立するのか疑問
を感じていたが、ある事業者から初期コストの高いサテ
ライトステーションを建設する代わりにLNGコンテナ
を需要家の敷地内に置くというビジネスモデルがあるこ
とを聞き、冬場の需要期に供給制限を受けることを懸念
する産業ユーザーに対して一定の需要があるかもしれな
いと感じている。

①�中国国儲能源（CERCG）によるLNGコンテナを使った
LNG輸入実証

　 中 国 国 儲 能 源 化 工 集 団 股 份 公 司（China Energy 
Reserve and Chemicals Group ：CERCG）は2017年5月
からLNGコンテナの輸入実証、輸送を行っている。カ
ナダ、豪州、ベルギーなどからLNGを輸入し、上海港
のコンテナふ頭で試験的に荷揚げしている模様である。
　2017年11月にはカナダFortis BCが同国BC州から
初の中国向け小規模LNG輸出として、コンテナ船によ
る小規模LNG輸出の実現可能性を確認するパイロット
プロジェクトを実施した。Tiburyのプラントから約17t
のLNGを出荷したと伝えられる。
　Sinochem（中国中化集団公司）はCERCGおよび振華

（Zhenhua）物流と共同で2017年に豪州とベルギーから
コンテナ輸入を実証（輸入量は233ｔ）したようである。

②日本からのコンテナLNG輸出
　2018年10月、大連と日本間でLNGコンテナの試験
輸送が行われた。中国の報道によると、連雲港新シルク
ロード公司と新東方国際コンテナターミナルは10月13
日に連雲港から門司港に向けてコンテナを出荷、そして
門司港を出たコンテナは10月22日に連雲港に戻ったと
聞く。事業者は不明。16ｔのLNGが日本から中国に輸
出された。

③�LNGタンクコンテナ輸送、長豊能源がカナダから中
国へ実証試験

　2018年11月、長豊能源（Changfeng Energy）はISO
タンクコンテナを使用してカナダから中国へのLNG輸
送のトライアルに成功した。長豊能源によるとバンクー
バー港から出荷されたLNGは11月8日に上海港に到着
し通関手続きを終えた。長豊能源はカナダBC州のプロ
バイダーからLNGを調達し、傘下の三亜長豊海洋天然
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中国の天然ガス需給、政策、インフラ整備、市場化の現状と今後の方向性

　この冬の天然ガス需給について中国政府は石炭から天
然ガスへの転換をスローダウンさせた上で企業に対し十
分なガスの調達と天然ガス貯蔵の増量を要請した。また
輸送インフラの相互接続により南部のガスを北部に輸送
する能力を向上させるなど複数の対策を講じており、昨
冬のような天然ガスの不足による混乱が北東アジアの
LNG市況に波及する可能性は低下した。
　近年中国でISOコンテナによるLNG輸入や南部から
北部への国内輸送実証が複数行われている。ロットは小
さいが、同国におけるガス供給の柔軟性、新たな需要喚
起につながる動きとして注目している。

　今後の天然ガス需要についてIEAやCNPC-ETRIが指
摘するように、中国政府が大気汚染改善のため天然ガス
の利用拡大政策を中長期的に進める方針であり、長期に
わたり需要が伸びると思われる。しかし同国の天然ガス
市場の発展は経済や代替燃料との価格競合の他に、国産
ガスやパイプラインによる輸入ガス供給の不確実性、イ
ンフラ整備が追い付かないなどの要因で何度か停滞する
時期があると思われる。2017年に見られた急激な石炭
から天然ガスへの転換政策あるいは経済成長鈍化に伴う
石炭への回帰容認など政策による需要変動の可能性も否
定できない。

おわりに

気供気有限公司にISOコンテナで送った。上海で受け
取 っ た LNGは 長 豊 が 設 立 し た Hebei Riheng Clean 
Energyに売却され、河北省の導管未接続地域に配送さ
れるという。長豊能源は1995年設立のガス供給事業者で、
カナダ・トロント市場に上場（2008年2月）。主要業務
は大規模工業ユーザーへの天然ガス供給（広東省天然ガ
スパイプライン網－大唐国際肇慶高要天然ガスコ－ジェ
ネプラントなど）、CNGステーション経営（湖南省長沙
市、海南省三亜市など）、都市ガス供給など海南省三亜
市海棠でエネルギー総合利用事業も展開している。

④CNOOC他による国内移送実証（海南～山東）
　2018年11月、CNOOCは国家発展・改革委員会、国

家能源局および交通部承認のもと南部で輸入したLNG
をコンテナ船で、冬季の需要拡大期を迎えた北部に輸送
する実証試験を開始した。CNOOC Gas & Powerが海
南省洋浦（Yangpu）LNG受入基地（2014年操業開始、受
け入れ能力300万ｔ）で輸入したLNGをLNGコンテナ
130箱（気化後325万m3相当、北部100万世帯の暖房需
要1日分に相当）に積み替え、山東省龍口（Longkou）港
と遼寧省錦州（Jinzhou）港に送った。タンクコンテナは2
万5,000m3の気化ガス容量があり、中国国際海運集装箱
集団（CIMC）傘下の南通中集能源装備製造有限公司が開
発した。
　CNOOCは2017年11月にLNGコンテナ輸送につい
てのワーキンググループを組織し作業を進めていたよう

である。またCNOOCは2018年12月29
日から2019年１月3日にかけて、LNG
コンテナの海上、河川輸送の実証実験を
行った。12月29日に山東日照港を出航
した24箱（気化後60万m3相当）のコンテ
ナは海上と揚子江を450海里（830km）移
動し、1月3日に江蘇省南京龍潭港に到着
した。本実証について中国メディアは、

「“南部のガスを海上ルートで北部に送る”
ことの実現のみならず、これまでの陸路
のパイプライン輸送、LNGローリーによ
る輸送、海上のLNG船による輸送に次ぐ
新たな輸送方式を開拓したことになる」と
報じている。

中国の LNG コンテナ輸送写3

出所：LNG168 物流網 2018/11/14
　　　http://www.sohu.com/a/275421107_738536
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近　　況： まだまだ運動不足ですが、昨年秋頃から週末のストレッチにプールを追加、身も心もスッキリします。

　ロシアや中央アジアからのパイプラインガスによる輸
入の増加スピードの不確実性が高いことが中国の需給に
おける懸念要因だ。特にロシアからのガス供給の逓増・
減がどのようなタイミングで行われるかに加え、ロシア
がトルクメニスタンから再び天然ガスの調達を行うこと
で合意したことが、トルクメニスタンから中国向けの供
給に影響を及ぼすのか気になっている。
　貯蔵インフラの整備とピーク調整システムの構築も課
題だ。国有石油企業を中心にインフラ整備を進めている
が増加する需要に能力増強が追い付かない状況が2030
年頃まで続くと見られる。このことは特に冬場の脆弱性
につながりアジアのLNG市況に影響を及ぼす要因とな

るだろう。
　当面は米中貿易摩擦も懸念要因だ。米中貿易摩擦によ
り中国が米国から輸入するLNGに追加関税が賦課され、
企業はカタールなど米国以外の国と相次いでLNGの中
長期売買契約を締結するなど新規調達に余念がない。民
間の新奥（ENN）が東芝から米Freeport LNGの委託加工
契約を買収する動きはあったものの、筆者は、少なくと
も国有石油企業は中国政府の対応が定まるまで米LNG
の輸入や新規調達を避けると見ている。市場拡大が見込
まれる中国でLNG調達が非米国に偏ることはアジアの
LNG市況に影響を及ぼすことになるリスクを増大させ
るものと思われる。


