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中国：低炭素や市場化推進も天然ガス不足
再来で供給システムの脆弱ぶりを露呈
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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．低炭素を推進する中国
２．市場化に向けた環境整備
３．天然ガス不足再来
４．まとめ
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１．低炭素を推進する中国

 14次五か年計画（2021～2025年）の基本方針（2020年10月）
 中国、2060年“カーボンニュートラル”表明（2020年9月、国連総会）
 中国国内では国連気候サミットにおける風力・太陽光の拡大目標

について実現可能との見方
 “2060年カーボンニュートラル”に海外から疑問符
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14次五か年計画のエネルギー関連基本方針

 14次五か年計画の基本方針（2020年10月）
2020年10月29日、中国共産党第19期中央委員会第五回全体会議（五中全会）で14次
五か年計画（2021～2025年）の基本方針が承認、国務院に提案。“経済発展、改革開
放、社会文明、生態文明、民生福祉、国家管理”の6項目がキーワード。

 14次五か年計画承認、正式公布（2021年3月見込み）
国務院が草案を策定し、2021年3月5日開幕予定の全人代で承認、正式公布。

 石油・天然ガスを含むエネルギー関連の数値目標（2021年3月以降）
全人代後にエネルギー源別の五か年計画で示される見通し（前回は2016年3月の全人
代後2017年1月にエネルギー、石油・天然ガス五か年計画公表）

14次五か年計画のエネルギー関連基本方針：環境保護・排出削減、“エネルギー革
命”（需給・輸送・貯蔵システム整備）の推進、市場化、グリーン・低炭素の推進
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14次五か年計画のエネルギー関連基本方針のポイント

14次五か年計画のエネルギー関連基本方針のポイント

環境保護・排出削減 エネルギー資源配置の合理化、効率向上、汚染物質排出の削減、生態
環境の改善継続

“エネルギー革命”の推進

（需給・輸送・貯蔵システ
ムの整備、エネルギー安
全保障）

生産・供給・貯蔵・販売システムの整備、国内石油ガス探鉱開発、石油ガ
ス貯蔵設備、幹線パイプラインの建設。スマートエネルギー、発送電配置
の向上、新エネルギーの消費と貯蔵、遠隔地への送電と配電能力強化、
水利インフラの建設、水資源の最適配分を、洪水や干ばつ災害を防ぐ能
力を高める。

市場化 エネルギー、鉄道、電信、公共事業など競争性のある分野における市場
化改革の推進

低炭素化の推進 グリーン化に向けた法・政策、グリーン金融の発展、技術革新を支援、環
境保護産業の発展を通じ主要産業と重要分野のグリーン転換を推進。
クリーンで低炭素なエネルギーの安全で効率的な利用を推進。 排出原
単位の削減、2030年の温室効果ガス排出ピークアウトに向けた行動計
画の策定。

中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议
（新華社2020年11月4日）に基づき作成

https://www.china5e.com/news/news-1103118-1.html
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中国、2060年“カーボンニュートラル”表明（2020年9月、国連総会）

・習近平国家主席は2020年9月22日の国連総会一般討論のビデオ演説で、二酸化炭素（CO2）排出量を
2030年までに減少に転じさせ、CO2排出量と吸収を均衡させ実質ゼロとする“カーボンニュートラル”を2060
年までに実現するよう努力する」と表明。
・CO2排出を2030年頃までにピークアウトさせる目標は「エネルギー生産・消費革命戦略」やINDCで表明済。
・世界最大のCO2排出国である中国が、排出実質ゼロを目指す努力目標を公表したのは初めて。

出所：新華社2020年9月22日

「エネルギー生産・消費革命
戦略」（対象期間2016～2030
年、2017年4月国務院）

INDC（2015年6月提出）

中国のエネルギー由来CO2排
出（2019年98億トン、世界の
排出の29%）
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参考：中国「エネルギー生産・消費革命戦略」（2017年4月）

エネルギー生産・消費革命戦略における
エネルギー消費構成目標

エネルギー生産・消費革命戦略
（2016～30年）

 消費抑制：42億toe以内
 エネルギー自給率：高い水準で維持
 低炭素化：1次エネルギー消費に占め

る比率を非化石（原子力・再生可能エ
ネルギー）を20%前後、天然ガスを
15%前後とする

 排出抑制：GDP単位あたりCO2排出を
2005年比60～65%削減。CO2排出は
2030年頃ピークアウト。

エネルギー生産・消費革命戦略（2017年4月国務院）に基づ
き作成
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国有石油企業3社の低炭素化への対応

低炭素化への対応 主な取り組み

PetroChina ・2050年ネットゼロ表明

・ガスシフトの加速、低炭
素・グリーンエネルギー
への投資、CCUSの研究
開発

・「2050年までに二酸化炭素排出をゼロに近づける」と表明、アジア
NOC初のネットゼロ表明。
・2021～25年の新エネルギーへの年間設備投資増額（14.5億ドル）。
天然ガス、シェールガス・CBM、バイオマスなど低炭素エネルギーの

開発ならびに地熱、太陽光、水素エネルギーなどグリーンエネルギー
投資（2020年9月、2020年上半期業績発表）
・2020年11月、大慶油田におけるカーボンニュートラル植林事業
・二酸化炭素回収・利用・貯蔵（CCUS）の研究（2020年11月CNPC-
ETRI）
註：新エネルギーへの投資額は2020年設備投資330億ドルの1～2%

CNOOC ・ガスシフトの加速と洋上
風力の拡大

・「天然ガス生産を2035年までに50%（現状21%）に引き上げる」と表
明（2020年10月Q3決算報告）
・2020年6月、中国初のカーボンニュートラルLNG取引
・2020年9月、江蘇省沖合で洋上風力設置開始（67基計30万kW）

Sinopec ・クリーンエネルギー投
資、新エネルギーへのベ
ンチャー出資、水素、燃
料電池研究開発・投資

・世界をリードするクリーンエネルギー・化学企業を目指し、水素、地
熱、太陽光、風力、バイオ等に投資
・Sinopec Capital（2018年7月設立）を通じ、新エネルギーベンチャー、
グリーン製品、AIに資金提供
・2021年1月、隆基(Longi) など国内太陽光大手4社と太陽光発電、グ
リーン水素を含む水素事業提携について協議

各種情報に基づき作成
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国有石油企業の低炭素化への対応

CNPC大慶馬鞍山カーボンニュートラル林開業式典
出所：国家林業・草原局(2020年11月11日）

CNOOC、江蘇省洋上風力発電建造
出所：能源網 2020年9月16日



11

2030年までの排出削減・低炭素化目標の変遷

INDC（2015年6月） エネルギー生産・消費革命戦略
（2017年4月）

国連気候サミット
（2020年12月）

• 1次エネルギー消費に占める
原子力・再生可能エネルギー
の比率を20％前後

• 2030年にGDP単位（1万元創
出）あたりのCO2排出を2005年
比60～65％削減

• 2030年前後に石炭消費をピー
クアウト

• 1次エネルギー消費に占める原
子力・再生可能エネルギーの比
率を20%前後（天然ガス15%前後）

• 2030年にGDP単位あたりのCO2
排出を2005年比60～65%削減

• CO2排出を2030年頃ピークアウト

• 1次エネルギー消費に占める原
子力・再生可能エネルギーの比
率を25％

• 2030年にGDP単位あたりのCO2
排出を2005年比65%以上削減

• 森林蓄積量を2005年比で60億
立方メートル増やす。風力発電
と太陽光発電の設備容量を2030
年に12億kW以上に引き上げる

註：2019年の1次エネルギー消費に占める原子力・再
生可能エネルギーの比率は15%、発電設備容量は風
力・太陽光の4.1億kW、原子力0.5億kW）

各種情報に基づき作成

中国国内では国連気候サミットにおける風力・太陽光の拡大目標について実現可能との見方
・風力・太陽光発電設備容量12億kW達成には年平均7,500万kWの新増設が必要（2030年まで風力・太陽光を年平均1.2億kW新増設すると
原子力・再生可能エネルギーは１次エネルギー消費の25.6%と中国の研究機関が国家能源局に提出した報告あり）。
・風力・太陽光発電の業界団体は14次五か年計画期間中の発電設備容量の増加ペースについてそれぞれ年5,000万kW以上、年7,000～
9,000万kW（両者計年1.2億kW以上）と表明（「能源雑誌」2020年12月13日）
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参考：中国のエネルギー消費・発電設備容量シナリオ（IEA）

IEA WEO2020に基づき作成
STEPS：公表済政策を加味したシナリオ
SDS：国連の持続可能な発展目標（SDGs）のうち、エネルギー関連目標を達成すると想定したシナリオ
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・気候変動サミットにおける風力・太陽光設備増強目標（2030年12億kW）はIEA（STEPS）とほぼ同じだが、この場合IEA・STEPSでは原子
力・再生可能エネルギーの比率は19%で目標（2030年25%）未達。IEA・STEPSを10年前倒しすると2030年に風力・太陽光の発電設備が17
億kW、原子力・再生可能エネルギーが25%に達する（中国の研究機関が国家能源局に同様の報告を提出）
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・GDP単位あたりの二酸化炭素排出削減目標（2030年に2005年比65%以上削減）はINDCや「エネルギー
生産・消費革命戦略」目標（2030年60～65%抑制）とほとんど変わらず。
・2019年時点で2005年比約50%削減しており、2030年に排出をピークアウトさせる目標は達成可能か。

参考：中国のGDP単位あたり二酸化炭素排出（試算）

BP統計、中国統計摘要2020に基づき試算
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“2060年カーボンニュートラル”に海外から疑義

気候変動の公約達
成には石炭政策の
見直し（今後20年
以内の削減策）が
不可欠
（駐中国EU代表部）

2030年までに排出をピーク

アウトすることは可能でも、
2060年までのカーボン

ニュートラル実現には相当
急峻な排出削減が必要で
は？
（グリーンピース東アジア）

海外、特に一帯一路諸国
への石炭火力発電プラン
トの輸出を行うべきではな
い（駐中国EU代表部）

中国は国連気候サミット（2020年12月）において、目標を繰り上げつつ今後10年で実行可能な対応を表
明。しかし石炭の抑制について言及せず、海外から2060年までのカーボンニュートラル実現に疑義が
呈された。

バイデン政権におけるエネルギー政策の発表を待ち、今回は踏み込んだ表現を避けたという見方。米国や豪
州との関係悪化でエネルギー安全保障への危機意識が高まっていることも石炭の抑制に触れなかった理由
ではないか。
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２．最近の市場化に向けた動き

 国有石油企業からPipeChinaに資産売却
 PipeChina、輸送・貯蔵設備を開放
 SHPGXにおける最近の輸入LNG取引、LNG共同調達プ

ラットフォーム開設の動き
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最近の市場化に向けた動き

上流
（探鉱開発）

中流
（輸送・貯蔵）

下流
（取引）

2019年7月
石油・天然ガス探鉱開発事業外
資参入規制緩和（外資単独投資
可能に）

2019年12月
国有PipeChina設立
→2020年7月以降国有石油企業か
らPipeChinaに資産売却
→2020年12月、PipeChinaは幹線
パイプライン、LNG受入基地など輸
送・貯蔵設備の基本情報ならびに
余剰能力、価格、利用方法を公開

2015年3月
上海SHPGX設立（2016年パイプライ
ン・LNG現物取引）
→2020年6月以降、カーボンニュート
ラルLNGの取引、輸入LNGのオンラ
イン取引などを試行的に実施。
→2020年12月、輸入LNG共同調達
の取引プラットフォームを開設

石油・天然ガス事業における市場化の取り組みは政府主導で段階的に進展

各種情報に基づき作成
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・2019年12月、政府は国家石油天然気管網公司（PipeChina）を設立。インフラの余剰能力の開放による供給源の
多角化、統一的な輸送・貯蔵インフラ運営管理による効率向上が期待。
・2020年7月以降、輸送・貯蔵資産（原油・天然ガス・石油製品輸送・貯蔵子会社の保有株式ならびに付随するパイ
プライン、貯蔵設備、LNG受入基地）売却、9月30日引き渡し式典。増資により資本金は5,000億元（約710億ドル）に。

PipeChina概要

設立（所在地） 2019年12月9日（北京）

資本金（設立時） 200億元
→増資後5,000億元（約710億ドル）

会長 張偉（Zhang Wei)
元中化集団（SINOCHEM）総裁、CNPC
総経理

総経理 候啓軍（Hou Qijun）
元PetroChina総経理

主要業務 石油と天然ガスの貯蔵・輸送

備考 CIC：中投国際（SWF）
SASAC：国有資産監督管理委員会（政府）
機関投資家：全国社会保障基金理事会（年
金）、中保投资有限责任公司（保険） 他

国有パイプライン会社PipeChina

Source : PetroChina・Sinopec公告、SIA Energy

PetroChina
30%

Sinopec
14%

CNOOC
3%

SASAC
4%

CIC
2%

シルクロー
ド基金

2%

機関投資家
（年金・保
険等）

45%
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国有石油会社からPipeChinaに輸送・貯蔵資産を売却

主な売却資産 備考

PetroChina 管道（パイプライン）有限責任公司（PetroChina保有
株式72.2616%）、広東省天然ガスグリッド有限公司
（同23%）、北京市天然ガスパイプライン有限公司、大
連LNG受入基地等

売却額：442億ドル
PipeChina株式29.9%と現金229
億ドル

Sinopec 原油貯蔵・輸送子会社の中石化冠徳（Sinopec 
Kantons）ならびに天然ガス公司、北海（Beihai）LNG
受入基地等

売却額：175億ドル
PipeChina株式14%と現金75億
ドル

CNOOC CNOOC Gas &Power（非上場）の売却額・現金受領
額は非公表
天津、迭福、粤東、防城港、洋浦LNG受入基地等

売却額：未公表
PipeChina株式2.9%（21億ドル
相当と現金

・支払いはPipeChinaの株式と現金により行われた。CNOOCの現金受領額は未公表だが、3社合計の売却額は650
億ドル超。
・2020年10月以降、PipeChinaは取得した輸送・貯蔵資産の基本情報ならびに余剰能力、利用方法、利用料を公開。

各社公告、SIA Energy、PipeChinaに基づき作成
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中国の天然ガスの構造（PipeChina輸送・貯蔵取得後）

供給源 輸送 貯蔵 輸入

・国産ガス 55%
・輸入ガス 45%
（パイプライン、

LNG）

・幹線パイプライン約9万
6,000km
・都市ガス導管
50万km
・ローリー、コンテナ（トラック）

・地下貯蔵
操業中24か所、払い出し可

能量（ワーキングガス
23Bcm）
・地上タンク

・LNG受け入れ基地
操業中22基地、受入能力計
8,100万t
・輸入パイプライン

中央アジア、ミャンマー、ロシ
ア

・国有石油会社
PetroChina
Sinopec
CNOOC
・外国企業
Shell、Total他

【幹線パイプライン】
PipeChina（100%）
【地域天然ガスグリッド】
PipeChina（一部）、地方政府

系・都市ガス会社（北京、上
海、浙江他）
【都市ガス導管】
都市ガス会社
民間（ENN、港華、華潤等）、
国有系（崑崙）、地方政府系

【地下貯蔵】
PipeChina(4分の1）
国有石油会社
PetroChina、Sinopec
【地上タンク】
CNOOC
地方政府、都市ガス会社

PipeChina（3割）
・国有石油会社
CNOOC
PetroChina
Sinopec
・地方政府系、民間企業
Jovo、Guanghui、ENN他

各種情報に基づき作成、2020年12月現在
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PipeChina、幹線パイプライン全てと地域ガスグリッド
の一部を掌握

・PipeChina、幹線パイプライン全て

と地域天然ガスパイプライン網（グ
リッド）の一部を取得。

・広東省の天然ガスグリッドの最大
株主となった他、吉林、山東、貴州、
江西、福建、広西、浙江・江蘇省・
自治区内パイプライングリッドの株
主に。
9月には広東省と省内ガスパイプ
ライングリッドをPipeChinaの子会
社とする戦略的協力協定を締結、
建設、運営、配送、保守を行う権
限を持つ。

出所：SIA Energy
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PipeChina資産取得後のLNG受入基地構成(2020年9月)

PipeChinaがLNG受入基地(操業中8,100万ｔ）の29%について最大株主に。
CNOOC24%、CNPC16%、Sinopec15％、民間・地方政府系事業者（Tier-2）16%

出所：SIA Energy （2020年9月30日時点）
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2020年12月現在、PipeChinaは中国で操業中のLNG受入基地の3割6
基地（計2,160万ｔ）を公開

PipeChinaが公開したLNG受入基地（2020年12月）

再ガス化価格
人民元/千cm
(US$/MMBtu）

船舶・コンテナ託送、貯蔵料
人民元/千cm
(US$/MMBtu）

広西・北海
（Beihai）600万ｔ

ガス・LNG 180（0.5） 船舶託送・コンテナ輸送無し

広西・防城港
（Fangchenggang）60万ｔ

ガス・LNG 253.2（0.7） 船舶託送・コンテナ輸送無し

海南・洋浦
（Yangpu）300万ｔ

ガス・LNG 263（0.7） 船舶託送年50万t以下150(0.4)
年50万ｔ超 超過部分50（0.1）

コンテナ輸送無し

貯蔵60(0.2)

深圳・迭福
（Diefu）400万ｔ

ガス・LNG 311.8（0.9） 船舶託送・コンテナ輸送無し

天津FSRU
（Tianjin）
600万ｔ

ガス 300（0.8） 船舶託送・コンテナ輸送無し

LNG 260(0.7)

広東・粤東
（Yuedong）200万ｔ

ガス － 船舶託送260(0.7)

LNG 260(0.7) コンテナ輸送260(0.7)

出所：SIA Energy
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参考：PipeChinaが公開したLNG受入基地余剰能力（2021年）
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作成



24

PipeChinaが公開したLNG受入基地の利用（JOVO、CNOOC）

 小型船に積み替え、自社基地への供給拡大
・2020年11 月 17 日、広東省の民間企業 九豊集団（JOVO） は
PipeChina の海南・洋浦 （Yangpu）LNG受入基地を利用し、輸入し
た LNG の積み出しを行った。同基地初の第三者アクセス（TPA）。
・洋浦受入基地の能力は年300万ｔだが、主要消費地から離れて
いることもあり年間利用率は3割程度と低かった。
・LNGの一部は小型船でJOVOの広東・東莞（Dongguan）受入基地
（受入能力年100万ｔ）に出荷され、残りは海南で販売。
・JOVOの東莞基地は9万m3以下の中小型LNG船しか接岸できな
いが、Petronasなどとの中小型LNG輸送船ベースの売買契約を有
する。国内で積み替えることでLNGの輸入・自社基地への供給拡
大を実現。

 貯蔵・内陸への販路拡大
・CNOOCは広東省深圳・迭福（Diefu）LNG受入基地を利用しLNGを
貯蔵、その後幹線パイプラインにアクセスし、内陸部への供給
（販路拡大）を実現。

出所：SIA Energy
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参考：PipeChinaが公開したガス地下貯蔵設備（2020年12月）

場所 ワーキングガス

・中原・文23
（Zhongyuan・
Wen)

河南省濮陽市
2019年1月稼働

3.267Bcm

・金壇
（Jintan）

江蘇省常州市
2007年1月稼働

1.714Bcm

・劉庄
（LiuZhuang）

江蘇省淮安市
2011年11月稼働

0.455Bcm

計 5.43Bcm

2020年12月現在、PipeChinaは中国で操業中の天然ガス地下貯蔵設備
（ワーキングガスベース）の約4分の1（5.43Bcm）を公開

出所：PipeChinaに基づき作成

出所：SIA Energy
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SHPGXによる最近のLNG取引、取引プラットフォーム開設の動き

取引 概要

カーボンニュートラルLNG取引
（2020年6月）
バイヤー：CNOOC
セラー：Shell

• カーボンニュートラルLNG２カーゴ（価格プレミアム不明）。
• Shell Energyの青海省造林事業等の炭素クレジット認証とのカーボンオフ

セット。
• LNGは上海石油天然ガス交易センター（SHPGX）で入札、小分け販売

輸入LNGオンライン取引試行
（2020年8月）
バイヤーCNOOC・Sinopec
セラー：Total

• SHPGXで国際LNGトレーディングのオンラインプラットフォームのトライア
ル運用を開始。取引数量は2カーゴ13万トン（CNOOCがTotalから１カーゴ
調達、同日Sinopecも１カーゴを調達）。PetroChina、Total、Glencoreも参
加。

輸入LNG取引
（2020年11月）

• CNOOCが2021年3月引き渡し予定で、65,000トンのLNGを、 Aramco 
Trading Singapore から購入

輸入LNG共同調達プラットフォー
ム開設(2020年12月）

• SHPGX、国際LNG共同調達のプラットフォームを12月30日開始。CNOOC 
Gas & Powrが引き受け。取引時期は2021年4月（引き取り4-9月）、受入
地点はCNOOC の広東・大鵬他

各種情報に基づき作成

トラックLNG出荷価格、北東アジアスポットLNG価格の高騰や“地政学的な緊張”（米中、豪中？）によ

り中国において中国独自の価格（市場指向のガスインデックス）への欲求が高まった可能性がある
が、油価連動の長期契約をパイプライン・LNGともに抱えており短期的には困難。
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参考：上海石油天然交易中心（SHPGX）

上海石油天然気交易中心（SHPGX）
2015年3月上海自由貿易区で設立
出資企業は10社、資本金は10億元
・国営通信社：新華社（価格等のデータを発行）
・三大国有石油会社：PetroChina、Sinopec、
CNOOC
・国有、地方、民間発電・都市ガス企業：申能
（Shenergy）、北京燃気、新奥（ENN）、中国ガス、
香港中華ガス、華能
パイプラインガス、LNG、ガソリン、軽油の現物取
引ならびにLNG受入基地の容量を開放する“ウィ
ンドウ取引”など取引の場を提供。会員企業は約
2,400社。2018年の天然ガス（LNG）の取引量は
国内消費の1割（約2,500万トン）

出所：SHPGX
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３．天然ガス不足再来

 2017～2018年冬季の天然ガス不足発生とピーク
需要への備え

 2020年冬季、異例の南部発天然ガス不足発生
 供給システムにおける課題
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2017～2018年冬季の天然ガス不足発生とピーク需要
への備え
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・中国で2017年末から2018年初頭にかけて北部を中心に深刻な天然ガス不足が発生。
・中国は北部が集中暖房エリアで11月15日から3月15日が集中暖房によるピーク需要期に当たり、気温低
下などで天然ガスの不足が生じることは珍しくなかった。しかし2017年から2018年の冬季は大気汚染防止政
策による燃料転換目標達成のため、地方政府が燃料の確保を十分に行わず石炭から天然ガスへの転換
（“Coal to Gas”）を強行したことで深刻なガス不足となり経済や国民生活に支障が生じた。その後燃料転換
政策の緩和と政府主導のピーク需要への備えと穏やかな気温で、2018年～2020年冬季は不足せず。
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天然ガスピーク需要への備え

 石炭からガスへの転換政策の緩和
政府は地方政府に対し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
など、石炭から天然ガスへの“無理のない転換”を働きかけた

 天然ガス貯蔵設備の増強
「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月国家能源局）に基づき、天然ガ
ス貯蔵の増強を政策的に進めている。
ワーキングガス量目標2020年15BCM、2030年35BCM
ピーク需要向けガス貯蔵目標：PetroChinaなどの供給者は供給の10%（約36日）、都市ガス配給事業者は需要の5%（約18日）、各地方政府
が消費の3日分の在庫を持つことが求められている→法的拘束力はなく、地方政府などのインフラ整備は進んでいない。

 地下貯蔵と冬季のLNG調達
天然ガス地下貯蔵へのガスの貯蔵：PetroChina、Sinopecなどの国有石油企業が夏・秋季（不需要期）に貯蔵を行い、国家能源局がそれを
把握。（国家能源局は2020年11月初旬時点で地下貯蔵は前年比5Bcm増、冬場の備えを強調）
冬季のLNG調達：PetroChinaなどが11月初旬頃までに冬季ピーク時のLNGを調達

 ガス不足発生時の需給調整
「2020年のエネルギー安全保障に関する指導意見」（2020年6月国家発展改革委員会・国家能源局）によりピーク時（需給調整）ユーザーリ

ストならびに緊急時供給保障計画を作成し、ピーク時の供給を状況に応じ実施。家庭用のガスを確保した上で、学校、病院、老人福祉施
設、集中暖房（熱・ガス供給）、公共バス・タクシー向けに優先的に供給を行うとされた。工業向けをリストに基づき停止。
（2019年には天然ガスパイプラインの接続、連携やコンテナLNGの南部から北部への試験輸送など南北間の緊急時ガス融通と新たな輸送
方式を模索する動きもあった）
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2020年冬季、異例の南部発天然ガス不足発生

SHPGXに加筆

中国における国産LNG液化プラント（随伴ガス利用）ならびにLNG受入基地か
らのトラック（ローリー）LNG流通量は天然ガス消費の1割強2900万ｔ（2019年）。
SHPGXは国内14地域50か所のトラックLNG出荷価格を公表。

・2020年11月初旬、経済回復と寒波予報

にも関わらず、今冬の天然ガス需給バラン
スは均衡（国産ガス増産とLNG輸入増）と
の見方が優勢であった。

・11月下旬に広東省など南部で天然ガス

不足が発生（南部の冬季のガス不足は異
例）、各地に波及。

・中国のトラック（ローリー）LNG全国出荷
価格は11月下旬の11ドル／MMBtuから、
12月下旬に20ドル／MMBtuに上昇後一旦
下落に転じたが、1月の“最強寒波”と供給
の不足から再び上昇基調。

トラックLNG出荷価格は中国のガス市況全体を
示してはいない。需給不均衡時供給抑制の対
象となり、自由価格で変動幅が大きい。

12/23
20ドル／MMbtu

11/26
11ドル／MMbtu

1/11
18ドル／MMbtu
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南部発天然ガス不足の要因（2020年11月下旬）

供給 需要

 天然ガス供給トラブル
・LNG受入基地の火災
11月2日、広西・北海LNG受入基地は火災
により閉鎖、受入能力が低下（12月25日再
開）

・トルクメニスタンからの輸入パイプライン
ガスの供給障害

停電によりコンプレッサーが故障し供給が
一時契約量を下回る

 経済復調
・第4四半期（10月）以降の経済の急速な回

復（輸出増加により産業用エネルギー需要
が予想を上回るペースで増加）。
 LNGトラック増加（前年比15万台増）によ

る需要増加

折悪しく、同時期に東南部沿海地域で電力不足発生もガスは民生への供給優先で追加需要に対応できず
・経済回復による電力負荷が高まる中、12月に東部・南部で気温低下。石炭炭鉱の安全検査の強化、豪中関係悪化に

よる豪州炭輸入抑制・通関手続き遅延等により発電用石炭在庫低下。西南の水力発電は渇水で稼働率低下。電力需
給ひっ迫で12月中旬以降浙江、湖南、上海、首都北京など各地で電力供給制限（計画停電）実施。
参考：2019年一般炭（発電、ボイラーなど動力用）消費：33.5億ｔ
このうち輸入炭3.5%（1.1億ｔ）。輸入炭1.1億ｔのうち豪州炭が68%（0.76億ｔ)、東南部沿海地域は発電向けに豪州炭（低硫黄）活用
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供給システムにおける課題

 PipeChina
「操業上の安全が最優先。ガス資産を保有しておらず、調整と輸送にのみ責任を負う。」
→供給・調達の責任は国有石油企業にあると主張
 国有3社
「冬季のガスは生産・輸入共に十分に確保。PipeChinaは幹線パイプライン、LNG受入基地、貯蔵タンク、ガス地下貯
蔵設備を有しており、安定供給責任はPipeChinaにある。また契約外の追加需要に対する供給増量について
PipeChinaの承認に時間がかかることが問題。」
→PipeChinaの安定供給責任を指摘し、硬直的な組織体制を批判
 都市ガス会社
「これまでガスが不足した場合はNOC（特にPetroChina）がスポットLNGを輸入し不足を緩和していたが現在国有3社
は「契約量を保証しているだけ」
→国有石油会社が安定供給責任を果たしていないと非難

天然ガス不足の要因は供給トラブルと経済の急速な回復による需要増加、供給側の需要の読みの甘
さとの指摘もあるが、需要側の契約抑制（不足時はスポットLNGの安値調達、国有石油企業から追加

調達が可能と楽観視、需要増加を把握していたにも関わらず調達を抑えた）ならびに国有石油会社と
PipeChinaの供給責任の押し付け合いが事態を悪化させたとの見方も。今回の天然ガス不足発生で供
給システムにおけるソフト面の運用を含めた課題が露呈。
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天然ガス不足懸念は短期間で収束

新華社網（2020年12月21日）

 2021年12月21日、国家発展改革委員会経済運行局責任者は
メディアを通じ冬季暖房向け天然ガス不足への懸念を払しょく。

・国産ガス生産増（前年比9.3%）、中露パイプライン中部区間
完成（12月）、輸入LNGも冬季に備え調達済。
・ガス地下貯蔵（前年比4Bcm増、残存貯蔵量90日分）
・家庭・民生（学校、病院や公共輸送等）への供給保証
・国有石油企業3社と工業ユーザーがピーク時需給調整に向
け、秩序ある調整計画を策定
・北東アジアスポットLNG価格高騰もスポットLNGの追加調達

はごく少量で影響は限定的（民生用ガスは冬季前の調達の
範囲内で供給、価格はシティゲート値上げ上限20%以下で厳
格に統制）。

 1月に入り中国にも“最強寒潮（寒波）”が到来したが、冬季

ピーク需要への備えもあり天然ガスは局地的な不足や供給不
足からくるトラックLNG出荷価格の高値は続くものの全体的に
はバランス。
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参考：中国のエネルギーセキュリティ意識の高まり、国内供給強化

・2014年下期以降の油価低迷を受けて、中国政府は開発コストの高い成熟油田への投資抑制を許容、
2015年以降生産は減少。しかし米中貿易摩擦や産油国の供給不安定化を受けて同国のエネルギーセ
キュリティ意識が高まり、政府は国内供給強化に方針転換（2018年8月習近平主席が国有石油企業3社
に原油・天然ガス国内供給強化を“直接指示”と報じられた）。
・国有石油企業は国内供給強化策ならびに油価上昇を受けて投資を増加、原油生産は下げ止まり（た
だし成熟油田を抱え原油生産が大幅に上向くことは考えにくい）、天然ガスは今後も利用拡大、各社は
ガスシフト

国有石油企業3社石油・天然ガス探鉱開発投資額推移
各社年報に基づき作成
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参考：ロシアからの天然ガスの北京到達、供給増量

 輸入（2020年）：3.9Bcm
 Power of Siberia（“シベリアの力”）
（中国呼称：中露天然ガスパイプライン東線）

 2019年12月稼働
 ロシア区間：2,864km
（チャヤンダ-ブラゴヴェシチェンスク2,160km稼働中、
コヴィクタｰチャヤンダ704km2020年9月着工）

 中国区間5,111km（3区間計3,371km新設+既存ラ
イン1,740kmの活用）

①北部（黒竜江黒河～吉林長嶺752km、19年12月稼
働）
②中部（吉林長嶺～河北永清1,110km、19年7月着工、
20年12月稼働）12月3日ガス到着
③南部（河北永清～上海白鶴嶺1,509km20年7月着工、
25年6月稼働予定）

 設計輸送能力：年38Bcm
 供給源：チャヤンダ、コヴィクタガス田
 売買契約：年38Bcm（2014年5月契約、供給

開始から30年間）21年契約量は10Bcm

ロシアからの天然ガス増量で供給懸念が和らいだ側面も



37

参考：西部ガス、中国にコンテナLNG本格出荷

 中国でトラックLNG出荷価格が高騰する中、西部ガスが中国向けにLNGコンテナの本格的な
出荷を開始。ジャスダ・エナジー・テクノロジー（上海）社向けにISOコンテナ(18ｔ）を利用しLNG
輸出を行う。

 12月14日には初回出荷の40コンテナ（約720トン）を、北九州港のひびきコンテナターミナルか
ら専用のコンテナ船で中国山東省へ出荷。海外向けのISOタンクコンテナによる一度のLNG出
荷としては、これまでで最大。

 2020年12 月から2021年3 月 までの4カ月間（週1回、合計14回）で合計約1万2,000トンを出荷。
西部ガスはジャスダとISOタンクコンテナによるLNG供給のビジネスモデル構築に向けた覚書
に調印（2019年10月）、2020年1月に15コンテナ(270トン）を定期コンテナ船で上海港に輸送す
るトライアル出荷を実施。

 2020年11月30日にはロシアNovatek子会社 Novatek gas & Power Asiaと共同でISOコンテナ
を中国向けにトライアル出荷（2019年9月の基本合意に基づく実証）。中国老虎清潔能源有限
公司（Tiger Gas）のISO コンテナを使用し、ひびきコンテナターミナルから上海へ出荷

中国のガス不足緩和とまではいかないまでもガス輸送の多様化政策に貢献
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ガス供給システムにおける課題

 PipeChinaの本格始動や天然ガス地下貯蔵の増設を含む冬季ピーク需要期の備えなど
天然ガス供給システムの整備が進む中国だが、今回の天然ガス不足発生でソフト面の
運用を含めた課題が露呈。

 国務院のシンクタンク、発展研究センター資源環境政策研究所の郭氏は、「天然ガスの
不足は短期的かつ局地的なもので、天然ガスの供給は相対的に豊富で複数の供給源
がある。」とした上で、「PipeChinaは本格操業からまだ時間が経っていない。天然ガス輸
送・操業の調整に関する規定の公開やグリッド容量取引市場の設立、全国の天然ガス
輸送の調整について速やかに整備すべき」と指摘した。

 中国は早ければ2021年にも日本を抜き世界最大のLNG輸入国となる可能性があり、
LNG市場への影響が高まる。中国の天然ガス市場化、供給システムの整備、運用は今
後も注視する必要がある。
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まとめ

 中国は2060年までの“カーボンニュートラル”実現に向けた努力を表明、風力・太陽光を軸に低炭素化を
推進。国連気候サミット（2020年12月）において今後10年で実行可能な対応を表明。

 石油・天然ガス事業における市場化の取り組みは政府主導で段階的に進展。PipeChinaは輸送・貯蔵資
産の基本情報ならびに余剰能力、利用方法、利用料を公開。供給・販路拡大に向けた利用が始まった。

 SHPGXはカーボンニュートラルLNGの取引、輸入LNGオンライン取引などの場を提供しているが試行的。
トラックLNG出荷価格や北東アジアスポットLNG価格の高騰や“地政学的な緊張” により中国独自の価格
への欲求が高まった可能性があるが、パイプライン・LNGとも油価連動の長期契約を抱え短期的には困難。

 中国は2017～2018年冬季の天然ガス不足の教訓もあり、政府主導で地下貯蔵の増設を含む冬季ピーク
需要への備えとPipeChinaによる輸送・貯蔵の一元管理などガス供給システムの整備を進めてきた。2020
年11月下旬の天然ガス不足発生でソフト面の運用を含めた課題が露呈した。低炭素化と市場化が加速す
る中、エネルギー安定供給と緊急時のバックアップがより一層重要だ。

 中国は早ければ2021年にも日本を抜き世界最大のLNG輸入国となる可能性があり、LNG市場への影響
が高まる。中国の天然ガス市場化、供給システムの整備、運用について今後も注視する必要がある。
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