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免責事項

本資料は石油天然ガス・金属鉱物資源機構（以下「機構」）が
信頼できると判断した各種資料に基づいて作成されています
が、機構は本資料に含まれるデータおよび情報の正確性又
は完全性を保証するものではありません。
また、本資料は読者への一般的な情報提供を目的としたもの
であり、何らかの投資等に関する特定のアドバイスの提供を
目的としたものではありません。したがって、機構は本資料に
依拠して行われた投資等の結果については一切責任を負い
ません。なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、機
構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い
申し上げます。
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本日の報告事項

1. 低油価の中国の石油・天然ガス産業
（開発投資・国内生産）への影響

2. COVID-19による「都市封鎖」の中国石
油・天然ガス産業への影響

3. 政府の景気浮揚策、石油・天然ガス産
業に対する需要喚起、企業支援策
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新型コロナウイルス（COVID-19）による需要鈍
化懸念とOPEC協調減産崩壊で油価急落

【3月9日以降】
3月6日のOPECプラス閣僚会

合で協調減産の枠組み崩壊、
産油国間の増産・値下げ競争
の様相から供給過剰懸念が
強まり、9日以降油価は30ドル
／bblを下回り、その後も20～
30ドル／bblで推移

【2月～3月初旬】
COVID-19による中国等の経

済成長減速と石油需要の伸
びの鈍化懸念で油価は50ド
ル／bbl前後で推移

メジャーズをはじめ多くの石油企業が2割以上の投資削減や生産の下方修正を
表明。プロジェクトや投資決定の延期も出現

原油価格推移（2019年12月～20年3月）
出所：EIG他に基づき作成
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国有石油企業3社の20年探鉱開発投資・
生産方針

段（Duan）社長は決算発表で「COVID-19の影響や低油価を考慮し、投資の最
適化、調整を図る」と表明したが例年のように20年の分野別投資推計を公
表せず。19年探鉱開発部門投資は2,301億元（330億ドル）。石油・天然ガス
生産量は1,560.8MMboe。原油は前年比2.1％増、天然ガスは同8.3％増。20
年も国産ガス生産を発展させるとしたが具体的な生産目標は示さず。

汪（Wang）会長は決算発表で設備投資、生産目標引き下げを示唆（生産・投
資縮小は主に国外」と表明。）19年投資は796億元（115億ドル）、石油・天然
ガス生産量は506.5MMboe、このうち国外は36%（180MMboe）。
4月7日の低油価対策TV会議で汪会長が投資10～15%削減を表明。国内生
産目標は変えず。カナダ、英領北海、ブラジルが対象と見られる。

決算発表で2020年の設備投資計画公表。2019年から2.5％減の1,434億元
（202億ドル）、探鉱開発投資は19年並みを維持。石油・天然ガス生産量は
458.92MMboe、石油は前年比1.5％減、天然ガスは同7.2％増。19年の探
鉱開発部門の収益源である天然ガス事業を20年も強化。

・国有石油企業3社のうち探鉱開発主体のPetroChina、CNOOC Ltdは3月の決算発表
で20年の探鉱開発投資削減や国内生産縮小の規模について明言を避けた。精製・
石化主体のSINOPEC Corp.は前年並みの投資・生産計画を公表。
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油価急落でも投資削減や生産縮小に消極的な
中国国有石油企業

・2018年8月、習近平主席が国有石油企業3社に国内供給強化を“直接”指示
・2017年に米国を抜き世界最大の原油輸入国となり輸入比率は7割超に。米中貿易摩擦や

米制裁を含む産油国の供給不安定化も加わり、政府のエネルギー安全保障意識が上昇し
たことがその背景。
→輸入比率（石油7割、天然ガス4割）や近年の生産の状況から多分に原油を意識したものと
思われる。
・2019年に石油・天然ガス産業を所管する国家能源（エネルギー）局（NEA）は“石油・天然ガ
スの埋蔵量拡大や生産増加を実現するための「7か年行動計画（2019～2025年）」を策定、
国有石油企業各社はこれに応じ国内探鉱開発投資強化の方針を表明。
・現段階で国内供給強化方針は撤回されていない。

“国内供給強化指示”が続く限り、国有石油企業は投資削減、国内生産縮小を
あからさまに打ち出すことが難しい。
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国内原油生産は2014年下期の油価下落以降、
生産減少が続いたが4年ぶりに増加

中国の原油生産・国有石油企業3社探鉱開発投資額
推移（2014～2019年）
出所：国家統計局、各社年報に基づき作成

・2014年下期の油価下落の際、政府は国内供給よりも経済性を重視し生産削減を容認。企業は
生産コストの高い成熟油田の生産井閉鎖を含む生産削減や投資抑制を実施。
・原油生産は2019年に増加、ただし当面大幅増は考えにくい。国内原油生産の5割超を占める
PetroChinaは17年以降、国内への探鉱・開発投資を増やすも埋蔵量・生産量ともに横ばい。昨年
西部の油田発見を複数回発表したが政府へのアピール色が強く、早期開発を疑問視する声も。
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（2014～2019年）
出所：PetroChina年報に基づき作成

政府が成熟油田の閉鎖や投資の抑制を容認すれば、原油
生産は21年以降再び落ち込む可能性も
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利用促進政策、コスト競争力が国内天然ガス
増産を下支え

中国の天然ガス生産・国有石油企業3社探鉱開発投資額
推移（2014～2019年）
出所：国家統計局、各社年報に基づき作成

・中国において天然ガスは大気汚染対策や低炭素化社会の実現という観点から重要。政府は石
炭から天然ガスへの燃料転換など天然ガスの利用促進を政策的に進めている。
・国産ガスは政策による需要下支えと輸入パイプラインガスに比べ競争力（低コスト）があり、14年
下期の探鉱開発投資額減少期も増産。
・国内生産の7割を占めるPetroChinaはガス輸入赤字脱却のため契約の見直しに意欲的。
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PetroChinaの19年天然ガス・パイプライン事
業の営業利益は前年比2.3%増の261億元
（38億ドル）。ただし天然ガス輸入による赤
字*は同23％増の307億元（44億ドル）。
柴（Chai）CFOは「ガス輸入の最適化－輸入

構造と時機の改善や国内市場にとり手頃
な価格への再交渉により損失をなくしたい」
と指摘。



9

シティゲート価格統制撤廃はPetroChinaの赤
字改善、ガス価格市況化への即効性はない

価格区分 対象

中央政府統制 幹線パイプライン輸送
価格(タリフ）

陸上パイプラインガス

各省・地域への卸価
格（シティゲート）
(当面現行制度継続）

陸上（タイトガスを含む
在来型）
14年以前に輸入を開
始したパイプラインガ
ス（中央アジアA・B・C、
ミャンマー）

市場価格 国産海洋、シェールガ
ス、CBMならびに石炭
合成ガス（SNG)
輸入LNG、輸入パイプ
ラインガス（ロシア）
直送、トラックLNG
地下貯蔵抽出ガス
取引所取引ガス

地方政府統制 小売価格
工業・民生、CNG（自
動車）

・2020年5月1日から天然ガスシ

ティゲート（卸）価格を価格統制
の対象から外す。
・ただしPetroChinaの赤字の原因

である輸入パイプライン事業は
当面規制存続。

・政府はこの措置が価格下落に
つながり、ガス需要を喚起し、ウ
イルスによりダメージを受けた経
済の復興につながると期待して
いるが、業界関係者は地域や時
期を含め段階的に進むと見てい
る。

中国の天然ガス価格統制

国家発展改革委員会に基づき作成



10

COVID-19による中国の「都市封鎖」

12月、湖北

省武漢で新
型ウイルス
（COVID-19）
発生

1月23日、武
漢で移動制限
1月24日、中

国旧正月休暇
入り（26日、国

務院旧正月を
29日から2月2
日まで延長、
各地でさらに
延長の動き）

2月、旧正月

休暇明け後も
各地で封鎖、
移動制限、検
疫強化

2月17日、国

務院、防疫一
元管理を緩和
（地域毎リスク
分類）
2月27日、交

通運輸部、高
リスク地域以
外の移動妨げ
を禁止

4月8日、武漢

の封鎖完全解
除

3月5日開催予定
の全人代延期
3月10日、習近
平主席武漢訪問
3月12日、保健

当局「全体として
流行のピークが
過ぎた」との認
識

1月 2月 3月 4月12月

移動制限、都市封鎖による石
油・天然ガス需要減少
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「都市封鎖」による石油需給への影響

・20年第1四半期中国石油需要（IEA推計）：前年同期比14%減（171万b/d減）の1,132万b/d
・20年中国石油需要（IEA推計）：前年比7%減（89万b/d減）の1,277万b/d。19年の5%増（69万b/d増）
から大幅減。
・ 20年中国石油需要（SINOPEC Corp.）：上半期は需要の縮小が続くが下半期は復調

中国石油需要増減（20年は見通し）
IEAに基づき作成
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「都市封鎖」による石油需給への影響と企業の
対応

「都市封鎖」による石油需給への影響と企業の対応

製油所精製処理量 2月の精製処理量は前月比290万b/d減の1,010万b/d。2020年の精製処理
量は前年比4%減（40万b/d減）の1,260万b/d（いずれもIEA推計）
3月以降国有石油企業、地方製油所ともに稼働率上昇

原油輸入 1・2月は国有石油企業がアンゴラ、ロシア原油などを再販（転売）、スポット
原油を中心に輸入削減の動き
3月は国有石油企業は抑制したが地方製油所によるロシア、サウジアラビア
等の原油輸入が増加。4月は製油所稼働率上昇で輸入はさらに増加へ

石油製品輸出 都市封鎖に伴う在庫増で製品輸出大幅増
3月も輸出継続、4月は海外の需要減で輸出減少の見込み

貯蔵 2・3月は原油、石油製品大量に貯蔵（貯蔵量公式データなし）
4月は一部在庫が解消、地方製油所が安価な原油調達・貯蔵に動くとの見
方も

各種報道に基づき作成

「都市封鎖」・工場操業停止等に伴う石油需要急減に対し、石油は製油所精製処理量削減、
輸入抑制、輸出の増加などにより対応
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「都市封鎖」による天然ガス・LNG需給への影響

・20年の中国の天然ガス需要（CNPC）：前年比8.6%増から6%未満の330Bcmに下方修正
・20年のLNG輸入（ICIS）：前年比5%減（300万トン減）の5,800万トン。19年の13%増（700万ｔ
増）に比べ大幅な減少の見込み。

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-6

-3

0

3

6

9

12

15

18

2018年 2019年 2020年

LNG輸入輸入増減（左軸、百万ｔ） LNG輸入増減（右軸、%）

中国LNG輸入増減（20年は見通し）
新華社China Petroleum Data MonthlyおよびICISに基づき作成



14

「都市封鎖」による天然ガス（LNG）需給へ
の影響と企業の対応

「都市封鎖」による天然ガス（LNG）への影響と需要減に対する企業
の対応

輸入LNG 封鎖措置により2月にLNGカーゴの遅延や仕向け地変更発生
2月初旬、CNOOCはTotalを含む複数サプライヤーに不可抗力を通知し、拒否
2月中旬、カタールはPetroChina、CNOOC向けカーゴのダイバートを提案
3月初旬、PetroChinaは輸入パイプラインガスの供給削減とLNGリスケ要請
インドネシアPGNの中国SINOPEC向けカーゴは4月に延期

輸入パイプラインガス トルクメニスタン：CNPC、自社権益生産天然ガスの輸入を抑制
カザフスタン：CNPC、2・3月にカザフスタンからのパイプラインガス輸入を20～
25％削減（3月中旬～3月末までパイプライン定修）
ロシア：3月中旬～3月末までパイプライン定修

貯蔵、トラックLNG 2月は地下貯蔵、受入基地貯蔵タンク、幹線パイプラインの在庫上昇
2月下旬CNPCは重慶相国寺ガス地下貯蔵庫に1ヶ月前倒しでガス注入開始
「都市封鎖」による流通の障害でトラックLNG供給大幅減

各種報道に基づき作成

「都市封鎖」・工場操業停止等に伴う天然ガス需要急減に対し、国有石油企業は輸入リスケ
ジュール等についてサプライヤーと交渉、地下貯蔵への早期貯蔵、国外権益ガス生産削減な
どにより需給調整を図る
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政府の景気浮揚策、石油・天然ガス産業に対
する需要喚起、企業支援策

政府は、インフラ投資を柱とする総額25兆元（2,900億ドル）*の景気刺激策や大都市の新車
ナンバープレート発給枠引き上げを含む自動車消費刺激策などを打ち出した。消費喚起に
加え、大型プロジェクトの再開や一段の金融緩和を通じて景気浮揚を図る見込み。
石油・天然ガス産業について価格面で需要刺激、企業支援策を講じている。

【石油】
3月18日、国家発展改革委、石油製品価格（油価連動）を油価40ドル/bblを下限として凍結
→油価が30ドルを下回る局面において精製マージンが上昇しており国有石油企業を含む
精製事業者の救済に。

【天然ガス】
2月22日、国家発展改革委、非家庭用ガス価格をオフピーク価格に引き下げ（4月適用を前
倒し）

*四川省や重慶市、陝西省、河北省など７省・直轄市が数年をかけて実施。20年は3.5兆元
（5,000億ドル）



16

まとめ

• 中国国有石油企業は低油価環境下においても政府からの“国内供給強化指示”が撤廃されておら
ず、投資削減や国内生産縮小をあからさまに打ち出すことが難しい。

• 国内原油生産は政府が成熟油田の閉鎖や投資の抑制を容認すると21年以降再び落ち込む可能
性がある。一方、国内天然ガス生産については利用促進政策、コスト競争力が増産を下支えする
状況が続く。

• 政府は市場化の一環として、今年5月以降天然ガスシティゲート（卸）価格を価格統制の対象から外
すがPetroChinaの赤字の原因である輸入ガス事業は当面規制が維持される見込み。

• 「都市封鎖」や工場操業停止等に伴う石油・天然ガス需要急減に対し、石油は製油所稼働率低下、
輸入抑制（転売）、輸出の増加等の対応。天然ガス（LNG）は輸入のリスケジュール（LNGは不可抗
力を通知）、輸入パイプラインガス削減等の対応。

• 政府は、インフラ投資を柱とする景気刺激策や大都市の新車ナンバープレート発給枠引き上げを
含む自動車消費刺激策などを打ち出し景気浮揚を図ろうとしている。石油・天然ガス産業について
石油製品価格の凍結など価格面で需要刺激、企業支援策を講じている。

• 中国の経済は経済的な要因だけでなく、政策によっても大きく揺れ動く。中国国有石油企業は政策
により助けられている側面もあるが、恒常的な赤字や投資継続を余儀なくされている側面もあり、
低油価、COVID-19のみならず、政策にも翻弄されていることを理解しておきたい。
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