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　中国は2005年頃から省エネルギー、大気汚染改善、排出削減に取り組んできた。GDP単位当たりの
省エネ、排出削減という実現可能な数値目標を設定し、省エネルギーやエネルギー源の多角化について
一定の成果を出しているが、人口の増加と経済成長に伴い消費や排出の絶対量は増加し続けてきた。
　中国は2020年9月に2060年までの温室効果ガス排出実質ゼロ（カーボンニュートラル）を表明したが
全体の計画やロードマップはまだ公表されていない。欧米や日本より達成時期を10年先送りした目標
だが、世界最大のエネルギー消費・排出国であり、エネルギー消費の6割を石炭に依存している中国に
とり達成は容易ではないだろう。
　足元では抑制政策や豪州炭輸入停止などによる石炭需給のタイト化、米国のイランやベネズエラへの
制裁、OPECプラスの生産調整などによる石油供給の不安定化、工場の熱源や冬季集中暖房における石
炭からの転換、都市ガスの普及が進む天然ガスの需要ピーク差の拡大、好調な経済と高気温による電力
負荷の記録更新などエネルギー安全保障を揺るがす問題が起きている。
　気候変動対策には「緩和」と「適応」のアプローチがある。このうち「緩和」は二酸化炭素（CO2）を含む温
室効果ガスの削減と吸収の対策を行うことであり、省エネルギーへの取り組みや再生可能エネルギーの
普及拡大、森林整備（吸収策）などを指す。「適応」はすでに起こりつつある気候変動の悪影響の防止・軽
減のための備えと高温に対応する農作物、冷却効果のある日用品の開発導入など新しい気候条件の利用
を行うことを指す。排出削減が注目されがちだが、さまざまな事態への備えを軽視してはならない。
　中国のエネルギー政策においても排出削減や再生可能エネルギーの拡大のみならず、エネルギートラ
ンジションが進む中でボラティリティの高まる市場や国境炭素税などエネルギーを取り巻く環境の変化
への「適応」がますます重要なものとなるだろう。
　本稿では中国の省エネ、低炭素化、大気汚染改善政策の変遷とその結果生じたエネルギー需給構造の
変化、最近のエネルギー安全保障を揺るがす問題とその対応について検証する。また、清華大学他政府
系機関のタスクフォースによる中国の2050年ネットゼロ実現に向けたエネルギー構造、排出、必要投
資額を逆算（バックキャスト）したシナリオをはじめとする中国のネットゼロに向けたシナリオとIEA
の2050年ネットゼロに向けたロードマップにより、中国の中長期的エネルギー戦略における「緩和」と「適
応」の方向性を考察する。
　なお、本稿では温室効果ガス、二酸化炭素（CO2）の排出量についてCO2換算トン（t-CO2）で示す。ま
たエネルギー間の比較を行う際は標準炭換算トン（tce）あるいは石油換算トン（toe）で示すが、便宜上石
炭の需給、貿易を示す際はトンで、石油の需給、貿易を示す際はトンとバレル、天然ガスの需給、貿易
を示す際は10億立方メートル（Bcm）とLNG換算百万トン（MMt）で示す。
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1. 中国の省エネ、低炭素化、大気汚染改善政策の変遷

　中国の人口は2005年の13億756万人から2020年に
は14億1,178万人に増え、GDP（国内総生産、実質）は
2005年の18兆4,937億元から2020年には101兆5,986
億元（約1,727兆円、1人民元17円とする）に増加した。
　中国が大量生産・消費による成長から省エネ・排出削
減による持続的な成長へと政策を転換させた分岐点は
2005年である。人口の増加と経済成長に伴い消費や排
出の絶対量は増加し続けてきたが、GDP単位当たり（1
万元創出当たり）のエネルギー消費、二酸化炭素排出の
削減という経済発展と両立する形で数値目標を設定し、
省エネルギーやエネルギー源の多角化について一定の成
果を出している。2015年には二酸化炭素排出の絶対量
を2030年までに減少に転じさせることを、2020年に
は2060年の排出実質ゼロ（カーボンニュートラル）を目
指すことを国際社会に表明した。

（1）消費・成長から省エネ・排出削減への転換

　　（2005 ～ 10年）

　中国は11次五カ年計画（2006 ～ 10年）で“省エネル
ギー、環境保護”を基本国策とした。目標最終年の2010
年に2005年に比べGDP単位当たり（1万元創出）のエネ
ルギー消費を20%前後引き下げるなど省エネルギー、
汚染物質の排出について拘束力のある数値目標を設定し
た。政府は各地方政府に目標を課し、目標達成を厳しく
求めた。2010年5月には目標未達の場合地方政府や企
業幹部の責任を問い、相応の処分を行うとする通達を出
し、同年9月には各地の達成状況を公表した。9月以降
地方政府の一部が電力の供給を強制的に制限した。河北
省のある地域では電力供給が一律一日4時間にカットさ
れ、安徽省のある地域では病院への電力供給カットによ
り手術を自家発電機で行う羽目に陥った。また各地で自
家発電機向けの軽油需要が急増し、供給側が対応できず
営業を停止する給油所が続出する騒ぎとなった。この結
果、2010年のGDP単位当たりのエネルギー消費削減は
19%となった。
　また、中国は2009年に国際社会に向け気候変動への
対応に関する目標を発信した。
　2020年までにGDP単位当たりのCO2排出を2005年
比40 ～ 45%削減することや1次エネルギー消費に占め
る非化石（原子力・再生可能エネルギー）比率を15%程度
とする排出削減目標を設定した。また森林面積を2005
年に比べ40万平方キロメートル増加させることや森林

蓄積量を13億立方メートル増加させる目標も示した。
　これは温室効果ガス削減に向けた国際的な枠組みであ
る国連気候変動枠組条約（UNFCCC）第16回締約国会議
（COP16）におけるコペンハーゲン合意（2020年までの
削減目標・行動をリスト化）を受けたものである。
　気候変動対策には「緩和」と「適応」のアプローチがあ
る。このうち「緩和」は二酸化炭素（CO2）を含む温室効果
ガスの削減と吸収の対策を行うことであり、省エネル
ギーへの取り組みや再生可能エネルギーの普及拡大、森
林整備（吸収策）などを指す。「適応」はすでに起こりつつ
ある気候変動の悪影響の防止・軽減のための備えと高温
に対応する農作物や冷却効果のある衣料品、携帯扇風機
といった日用品の開発導入など新しい気候条件の利用を
行うことを指す。
　温室効果ガス（GHG）は二酸化炭素（CO2）、メタン
（CH₄）、一酸化窒素（N₂O）、ハイドロフルオロカーボン
類（HFCs）、パーフルオロカーボン類（PFCs）、六フッ化
硫黄（SF₆）、三フッ化窒素（NF₃）を指すが、GHG排出の
9割がエネルギー活動に起因するCO2とされる。
　生態環境部が2019年7月に公表した「中国気候変動第
2次更新報告」によると、中国の2014年の温室効果ガス
（GHG）排出量は123.01億t-CO2（森林吸収分11.15億
t-CO2を除く）で、そのうちCO2排出量は102.75億t-CO2
でGHG排出の83.5%を占める（図1）。またエネルギー
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図1 中国の温室効果ガス排出
（2014 年、123.01 億 t-CO2）

出所：「中国気候変動第 2次更新報告」（生態環境部 2019 年 7 月公表）
　　　�https://www.mee.gov.cn/ywgz/ydqhbh/wsqtkz/201907/

P020190701765971866571.pdf

https://www.mee.gov.cn/ywgz/ydqhbh/wsqtkz/201907/P020190701765971866571.pdf
https://www.mee.gov.cn/ywgz/ydqhbh/wsqtkz/201907/P020190701765971866571.pdf
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活動に伴うGHG排出量は95.59億t-CO2で排出量の78%
を占める。ちなみに日本の温室効果ガス総排出量（2019
年度速報値）は12億1,300万t-CO2でそのうちCO2の排
出が91.2%を占め、またエネルギー起源の排出が84.9%
を占める。発電・熱等の排出が4割を占める。

（2）大気汚染対策の強化（2011 ～ 20年）

　中国は、続く12次五カ年計画（2011 ～ 15年）におい
てGDP単位当たりのエネルギー消費を2015年までに
16%削減、二酸化炭素（CO2）排出を17%削減、原子力・
再生可能エネルギーの1次エネルギー消費に占める比率
を11.4%とする拘束力のある数値目標を設定した。
　PM2.5（微小粒子状物質）による大気汚染が深刻な社
会問題となり、2013年9月には「大気汚染防止行動計画」
（2013 ～ 17年）が導入された。行動計画では2017年ま
でに全国のPM10濃度を10%抑制、排出を2012年レベ
ルに抑制することや1次エネルギー消費に占める石炭の
比率を2017年までに65%、非化石エネルギーの比率を
13%とする目標が設定された。
　目標達成のための具体的な方策として以下が設定され
た。
・�重点都市（13地域47都市�）における石炭火力発電所の
新設を禁止。鉄鋼、石化、セメント、有色金属、化学
プラントならびに石炭ボイラー新設の禁止。
・�三大都市圏（北京・天津・河北、揚子江デルタ、珠江
デルタ地域）の産業用燃料を石炭から天然ガスに置き
換える（2017年までに石炭ボイラー、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）。
・�家庭用について石炭から天然ガスへの燃料転換を優先
的に行う。
・�ガソリン、自動車用軽油ともに「国5」基準（硫黄含有量
の指標規制値をユーロⅤ相当の10ppm以下とする）の
導入を2017年までに目指す。
・�三大都市圏（北京・天津・河北ならびに揚子江、珠江
デルタ地域）の重点都市については2015年末までに「国
5」基準のガソリン・軽油（硫黄含有量の指標規制値
10ppm以下）を供給する。
・船舶用重油は徐々に硫黄分を2,000ppm以下とする。
　行動計画に基づき地方毎に数値目標が設定され、集中
暖房や工場の熱源である石炭ボイラーの天然ガスボイ
ラーへの転換が進められた。またガソリンや軽油の低硫
黄化も急速に進められた。日本では2007年に軽油、
2008年にガソリンについて、ユーロⅤ相当（硫黄含有量
10ppm以下）の低硫黄化を実現しているが、中国では

2012年時点ではまだユーロⅢ相当（ガソリンの硫黄含有
150ppm、軽油350ppm）の「国3」基準のガソリン、軽油
が流通していた。しかし、この行動計画に則って、「大
気汚染防止行動計画」期限の2017年までの5年でユーロ
Ⅴ相当の「国5」基準（硫黄含有量10ppm以下）の供給を実
現することができた。
　2017年12月には「北部の冬季クリーン暖房化計画（2017�
～ 21年）」が発表され北部の集中暖房地域（暖房面積計
206億m2）の7割を2021年までに“クリーン暖房”に切り
替える計画が発表された。“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、1m3Nあたり煤じん�10mg、
SO235mg、NOx�50mgを超えない）によるCombined�
Heat�and�Power<CHP>、ボイラー等による暖房を指す。
　2016年から2020年にかけて集中暖房における天然
ガス暖房の面積は11億平方メートル増加し、30.6億平
方メートルに達した。またCNG車やLNG車が180万台、
LNG燃料船290隻が新たに増加し、CNG・LNG車両・
船舶の総数は700万台に達した。またCNG・LNGスタ
ンド総数は2020年に1.08万カ所に達した。

（3） 中国、国際社会に2030年に排出を減少に転じさ

せると表明（2015年～ 30年）

　2015年の国連気候変動枠組条約（UNFCCC）第21回
締約国会議（COP21）においてパリ協定が採択された。
2020年までの温室効果ガス削減の目標を定める枠組み
であった京都議定書は先進国のみに削減義務が課された
が、パリ協定は先進国と開発途上国の区別なく気候変動
対策の行動をとることを義務付けた点でも歴史的な合意
であった。世界の温室効果ガス排出1位、2位の中国と
米国がパリ協定に参加し、世界の総排出量の55％を占
める55カ国以上による締結という発効要件を満たし、
同協定は2016年11月に発効した。BP統計によると
2020年の世界のエネルギー活動に伴うCO2排出量は
320億t-CO2であり、1位の中国の排出量は99億t-CO2
で排出全体の31%を占める。2位の米国の排出量は44
億t-CO2で排出の14%を占める。日本は中国、米国、イ
ンド、ロシアに次ぐ5位の排出国で排出量は10億t-CO2
で排出の3%を占める（図2）。
　パリ協定において各国は温室効果ガス削減に向けた
「国が決定する貢献」（NDC；Nationally�Determined�
Contribution）を提出すると規定されたが、NDC未達の
場合の罰則はなく、NDCはあくまで各国の自主的な目
標という位置付けである。
　中国は2015年6月にUNFCCC事務局にNDCを提出
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し2030年頃までにCO2の排出を減少に転じさせると表
明した。経済成長とともに排出の絶対量が増えることを
許容するGDP単位当たりの削減目標ではなく、実際に
排出を減少に転じさせる目標を表明したのは初めてのこ
とであった（とはいえ、2030年までにGDP単位当たり
の二酸化炭素（CO2）排出を2005年比60 ～ 65%削減す
る目標も引き続き設定している）。この他1次エネルギー
消費における原子力・再生可能エネルギーなど非化石の
比率を20%程度とすることや、森林蓄積量を2005年に
比べ45億立方メートル増加させる目標を設定した。
　なお、パリ協定ではNDCを5年毎に更新することを
定めているが、中国は2021年9月中旬時点で未提出で
あり、11月のCOP26（グラスゴー）までに提出すると
表明している。4月の気候サミットや6月のG7などで中
国に対し排出削減対策の強化や、目標の上方修正が求め
られている。しかし中国は2035年までの長期目標にお
いても排出を2030年までにピークアウトさせた後に穏
やかに減少させると明記しており、現時点で目標の大幅
な修正や排出ピーク時期の前倒しには応じないと思われ
る。

（4） 14次五カ年計画（2021 ～ 25年）における省エ

ネ、排出削減目標と13次五カ年計画の達成状況

　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次五カ年計画（2021 ～
25年）および2035年長期目標要綱」（以下、「要綱」）の
基本方針が承認され、国務院に提出された。国務院は基
本方針に基づき草案を作成し、2021年3月の全人代に
提出、承認された。
　「要綱」は「イノベーションによる科学技術の発展」「製
造強国戦略」「強大な国内市場の形成」「デジタル化の加
速」「農村の発展」「新たな都市化」「“グリーン化”によ
る人と自然の共生」「対外開放と新たなWin-Winの協力」
「国民の資質向上」「民生・福祉」「安全保障」「国防の近
代化」「一国二制度、祖国統一の推進」など19篇計147
頁で構成されている。
　“2035年の長期目標”については数値目標ではなく、
経済、科学技術、総合的な国力を大幅に引き上げ、コア
となる技術分野でブレークスルーを果たし、イノベー
ション型国家の前列に立つなどのビジョンが示されてい
る。エネルギー・環境関連ではグリーンな生産、生活方
式を広く形成し、排出を（2030年までに）ピークアウト
させた後に穏やかに減少させ、生態環境を好転させると
示している。
　14次五カ年計画（2021 ～ 25年）期間中の主要指標と
して「経済発展」「イノベーション」「民生・福祉」「生態
環境」「安全保障」の5項目において、計20の数値目標
が設定されている。数値目標は必達目標である“拘束性
指標”と政策の実施により到達すると思われる“予測性指
標”に分けられる。
　エネルギー関連では「生態環境」の項目において、GDP
単位当たりのエネルギー消費削減、GDP単位当たりの
CO2排出、森林率（森林面積の割合）について拘束性指標
が設定されている。五カ年計画においてGDP基準年は�
5年毎に更新される。14次五カ年計画（2021 ～ 25年）で
は2025年に2020年に比べ13.5%削減する拘束力のあ
る目標が設定されているが前五カ年計画では2020年に
2015年に比べ15%削減する目標が設定されており、前
計画に比べ1.5%低い目標となっている（表1）。
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2%

カナダ
2%

その他
22%

図2 世界のエネルギー活動に伴う CO2 排出
（2020 年）

出所：BP統計に基づき作成

表1 13次五カ年計画の省エネ・排出削減目標と、「要綱」における14次五カ年計画目標

出所：「要綱」ならびに各種資料に基づき作成

13・5計画目標 達成 14・5計画目標

単位 GDP 当たりのエネルギー消費 2020 年に 15 年比 15% 削減 達成（2020 年 15%） 2025 年に 20 年比 13.5% 削減

単位 GDP 当たりの CO2 排出 2020 年に 15 年比 18% 削減 繰り上げ達成（2019 年 18.2%） 2025 年に 20 年比 18% 削減

森林率 2020 年に 23.04% 達成（2020 年 23.04%） 2025 年に 24.1%
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　GDP単位当たりのCO2排出は2025年に2020年に比
べ18%削減する目標が設定されている。前五カ年計画
においても2015年に比べ18%削減する目標が設定され
ており、2019年時点で18.2%削減し目標を繰り上げ達
成しており、2005年比では48.1%削減している。
　森林率は2019年の23.2%から2025年に24.1%に高め
る目標が設定された。2016年5月に発表された「林業発
展13次五カ年計画」では森林率を2015年の21.66%から
2020年に23.04%とし、森林蓄積量を2015年から14億
立方メートル増加させて165億立方メートルとする目標
が設定されていた。2020年12月に国土資源部の王宏副
部長は「13次五カ年計画期間中に森林率は23.04%に達し、
森林蓄積量は175億立方メートルを超え、いずれも目標
を達成した」と述べた。

　また「安全保障」の項目において1次エネルギーの生産
能力を46億トン（標準炭換算、以下tce）以下とする目標
を設定している。1次エネルギー生産量について前回の
五カ年計画では2020年に40億tce、石油換算28億トン
（toe）以下に抑制する目標が設定されていたが2020年の
1次エネルギー生産量は41.8億tceで目標を僅かに超え
た。
　なお、電源構成などの数値目標は今後発表される産業、
エネルギー源別の五カ年計画の中で示される。前回13
次五カ年計画の際は2016年3月の全人代から半年以上
を経た2016年12月に石炭、電力、再生可能エネルギー
の五カ年計画がそれぞれ発表され、エネルギーと石油・
天然ガスの五カ年計画は2017年1月に発表された。
　エネルギー 13次五カ年計画（2016 ～ 20年）では上記

表2 五カ年計画の目標達成状況

出所：�「中国の第 14 次五カ年計画期における石炭及び石炭関連産業の動向及びアジアの石炭市場におよぼす影響
等調査」（JOGMEC石炭開発部、2021 年 2 月）
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の他1次エネルギー消費における石炭の比率を2015年
の64%から2020年に58%以下とし、原子力・再生可能
エネルギーの比率を2015年の12%から15%以上とする
こと、石炭火力送電端における石炭消費を2015年の
315グラム/kWhから310グラム未満とする拘束力のあ
る数値目標が設定された。この他拘束力はないものの、
発電設備容量における非化石比率を2015年の35%から
39%にすることに加え、電源の非化石比率を2015年の
27%から31%にすることが設定された。天然ガスは1次
エネルギー消費に占める比率を8～ 10%とする目標が
設定された。天然ガスは化石燃料の中で比較的低炭素で
あり、再生可能エネルギーと同等のクリーンなエネル

ギーと位置付けられている。
　2017年4月に公表された「エネルギー生産・消費革命
戦略」（2017 ～ 30年）では2030年までに1次エネルギー
消費における非化石（原子力・再生可能エネルギー）の比
率を20%前後とし、GDP単位当たりのCO2排出を2005
年比60 ～ 65%削減し、CO2の排出を2030年頃までに
減少に転じること目標が設定されている。この他電源の
50%を非化石とすることが示されている。天然ガスは、
拘束力はないが1次エネルギー消費に占める比率が15%
に引き上げられている。少なくとも次の五カ年計画（2025
年）の数値目標はこの範囲内で設定されることになると
思われる。

2. 中国のエネルギー需給、市場の変化

　中国ではエネルギー消費の絶対量は伸びているが、省
エネとエネルギー源の多角化が進んだ。汚染物質の排出
も石炭から天然ガスへの転換や石炭火力発電の高度化に
より低減してきた。
　石炭は生産能力の抑制、合理化政策が進展した。一方、
石炭の生産抑制策と豪州との関係悪化の影響で石炭需給
がタイト化し、価格が高騰している。政府は石炭備蓄の
増強を図る構えだ。
　石油は油田の成熟化で生産が頭打ちのなか、需給
ギャップが拡大している。米国のイランやベネズエラ産

原油貿易への制裁、OPECプラスの生産調整など、中国
への石油供給源が不安定化するなか、政府は国有石油企
業に供給の強化を働きかけている。また一方で原油輸入
増加、余剰のガソリンや軽油輸出増加の一因である地方
製油所への原油輸入割当を抑えるなど、市場の需給調整
と輸入の抑制を図ろうとしている。
　天然ガスは化石燃料の中で低炭素かつCO2排出が少な
く、再生可能エネルギーとならぶクリーンエネルギーと
して政府が石炭から天然ガスの転換を含む利用拡大を奨
励している。ガス利用の増加により季節差による需要

ピーク差が拡大し、政府は輸
送・貯蔵システムの整備など
ガス需要ピークへの対応を強
化している。
　地方・民間の都市ガス事業
者ならびに地域グリッド（ガ
ス・電力）事業者のLNGサプ
ライチェーンへの参入が進
み、LNGの輸入が拡大して
いる。
　中国では電源の非化石化を
進め、2020年には発電設備
容量の4割、電源の3割が原
子力・再生可能エネルギーと
なった。しかし電力需要が過
去10年で倍増するなか、電
源の6割は石炭火力であり、
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出所：�中国統計摘要に基づき作成（GDP単位当たりエネルギー消費は出所に基づき五カ年計画毎に基準
となる GDP を更新、2005 ～ 10 年は 2005 年 GDP、2010 ～ 15 年は 2010 年 GDP、2016 ～ 19 年は
2015 年 GDPに基づく）
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石炭火力発電の増強はまだ続いている。2021年上半期
は好調な経済と高気温を背景に同期の電力負荷が過去最
高を更新した。電力需要増加の7割は機動的な石炭や天
然ガスなどの火力発電で対応している。7月に全国版の
温室効果ガス排出権取引制度（ETS）が始まった。現在は
価格も低く、取引も様子見で低調だが、排出削減の有効
なツールとして期待される。

（1） エネルギー消費量は増加したが省エネとエネルギー

源の多角化が進展

　エネルギー消費量は2005年の標準炭換算26.1億トン
（以下、tce）、石油換算18.3億トン（以下toe）から2020
年には1.9倍の49.8億tce（34.9億toe）に増加した。一方、
GDP単位当たりのエネルギー消費は2006年の1.4toeか
ら2019年には0.55toeに大きく減少した。人口増加と
経済発展に伴い消費の絶対量は伸びたが、省エネも一定
程度進んだ（図3）。
　国内に豊富に存在する石炭はなお一
次エネルギー消費の5割を超えている
が、エネルギー源の多角化は着実に進
んだといえる。石炭のエネルギー消費
に占める比率は2005年の72.4%から
2020年に56.8%に減少した。原子力・
再生可能エネルギーの比率は7.4%か
ら15.9%に倍増し、天然ガスは2.4%
から4倍の8.4%に増加、また石油はガ
ソリンや軽油の需要の増加にかかわら
ず17.8%から18.9%と微増にとどまっ
ている（図4）。

（2）石炭需給と市場動向

　2020年のエネルギー生産量は標準炭換算で前年比2.7%
増の40.8億tce、石油換算28.6億toeである。このうち
石炭の生産量は前年比1.3%増の27.6億tce（19.3億toe）
で1次エネルギー生産の67.6%を占める。エネルギー消
費量は前年比2.2%増の49.8億tce（34.9億toe）で、この
うち石炭の消費量は前年比0.6%増の28.3億tce（19.8億
toe）で1次エネルギー消費の56.8%を占めることになる
（図5）。
　冒頭お断りしたとおり、ここからトン表記とする。
2020年の石炭生産は39億トンで世界の石炭生産の50%
を占める世界最大の石炭生産国である。政府は2016年
に石炭の消費抑制のため炭鉱の操業日数を年間276日に
制限する規制を導入した。その結果、生産量は前年の
37億トンから34億トンに減少したが需給ひっ迫と価格

72.4% 69.2%
56.8%

17.8%
17.4%

18.9%

2.4% 4.0%
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7.4% 9.4%
15.9%
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図4 中国のエネルギー源の推移
（2005、2010、2020 年）

出所：�中国統計摘要に基づき作成
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の急騰、輸入の急増を招いた。これを受けて、その後操
業規制は解除され、石炭生産は増加に転じた。2020年
の石炭消費量は前年比0.3%増の42億トンであり世界の
石炭消費の54%を占める最大の石炭消費国である。
　また、石炭輸入量（褐炭を含む）は前年比1.5%増の3億
399万トンで対外依存度は7.5%である。このうち、イン
ドネシアからの輸入が1.4億トンで輸入量全体の46%を占
める。次いで豪州から7,800万トン（輸入量全体の26%）を、
ロシアから3,960万トン（同13%）を輸入した（図6）。豪中
関係の悪化のため2020年6月から豪州からの石炭輸入
は止まっているが、同国からの石炭輸入量そのものは前
年比2%増加している。石炭の輸入依存度は1割に満た
ないが、その数量は2015年の2億トンから年々増加し
ているのが実体である。特に、広東省など経済の発展し
ている東部・南部沿海地域において石炭の輸入比率が高
く石炭輸入管理の強化など貿易の問題が生じると、これ
らの地域の経済への影響が小さくはないようだ。

1. 石炭生産抑制、合理化政策が進展
　石炭産業の13次五カ年計画においては石炭生産抑制
策として2020年の生産量を39億トンとする目標を掲げ、
生産能力の削減や最適化を図る目標（過剰な老朽化生産
能力を約8億トン淘汰することや炭鉱数を2015年の9,700
カ所から2020年に6,000カ所に39%削減し、石炭企業
数を2015年の6,000社から2020年に3,000社に削減）
が設定されていた。過剰な生産能力は2020年までに
10.6億トン削減され、炭鉱数は5,000カ所に減少しこの
目標は達成された。

2. 製造業における石炭から天然ガスへの転換進展
　中国能源（エネルギー）統計で2010年から2019年ま
での石炭と天然ガス消費の分野別の推移を確認した。石
炭の2019年の消費は40.2億トンで2010年から2015年
にかけて年率3%伸びたが、2015年から2020年にかけ
ては横ばいであった。一方、天然ガスは2010年から
2015年ならびに2015年から2019年にかけてのいずれ
も消費が年率12%伸びた。特に消費の5割を占める製造
業における消費が伸びた。2019年の製造業における消
費は1,405億立方メートルで2015年から倍増している。
一方、石炭の2019年の製造業における消費は16億トン
で2015年に比べ12%減少した（図7、図8）。
　一連の汚染物質排出削減政策が導入された結果、特に
製造業において石炭から天然ガスへの転換が進んでいる
ことがわかる。
　なお汚染物質の排出、PM2.5の濃度について、

JOGMEC石炭開発部の「中国の第14次五カ年計画期に
おける石炭及び石炭関連産業の動向及びアジアの石炭市
場におよぼす影響等調査」（2021年2月）によると、
2013年に主要74都市を対象とした大気質の状況が公表
された際、PM2.5が中国の定める第1級基準15㎍ /m3な
らび第2級基準の35㎍ /m3のレベルを達成する都市は
僅か4%という状況であったが、2017年までの「大気汚
染防止行動計画」や2018年に導入された「青空防衛戦勝
利3カ年計画」によりクリーン・高効率石炭火力の導入、
産業用ボイラーに対する大容量・高効率・低排出対策の
実施、民生用を含む石炭小口需要家規制の実施、自動車
の排ガス対策等により大気質の改善を進めた結果、
2019年のPM2.5平均濃度は60%低下したと指摘してい
る。主要汚染物質の推移（図9）を見ると特に2015年以
降硫黄酸化物（SO2）の排出やPM2.5の濃度が大きく下
がっていることがわかる。

3.  輸入抑制政策と豪中関係の悪化の影響で需給タイト
化、価格高騰

　中国政府は石炭輸入量を年間3億トン以内に抑制する
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図7 石炭の分野別消費

出所：�中国能源統計年鑑に基づき作成
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ため、2018年以降輸入割当制を導入し、年末には通関
規制を強化してきた。ここ数年、年末には輸入枠がなく
なり輸入量が落ち込み、沖合では石炭を積んだ船が越年
し、輸入枠が更新される1月にそれらが揚荷して石炭輸
入量が大幅に増えるという状況が発生していた。
　2020年は年初に新型コロナウイルスの感染拡大によ
る国内炭の供給不安から輸入量が急増したため、5月以
降輸入量の管理が強化された。さらに豪中関係の悪化で
6月から豪州からの石炭輸入を非公式に停止している。
代替としてロシアなどからの輸入を増やしてはいるが到
底足りるものではなく国内の石炭需給がタイト化した。
これに対し、政府は年末に輸入規制を緩和して、その結
果大量の石炭が輸入された（12月の輸入量は前月の1,176
万トンから3,908万トンに跳ね上がり記録を更新した）。
　2021年も石炭の需給がタイトな状況が続いている。
国内供給の不安定化、豪州炭輸入停止の影響による需給
タイト化に加え、夏季需要期に入り中国国内石炭価格は
高騰が続いている。
　秦皇島煤炭網が発表する渤海湾の港湾から出荷される
石炭価格で長期契約、スポット等全ての石炭価格の平均
とされるBSPI（Bohai-rim�Steam�Coal�Price�Index）は
600元/トン台で大きな変化はないが、近年600元/ト
ン前後で推移していたスポット価格のCCI（民間調査会
社煤炭資源網が発表する渤海湾港湾FOB）が1,000元/
トン台に跳ね上がった。スポット調達比率は2～ 3割だ

が価格高騰は輸入の抑制、在
庫減少を招き、在庫逼迫、価
格高騰に拍車がかかった。
　2021年7月の現地報道に
よると、政府は需給の緩和と
価格鎮静化のため2021年に
計4回にわたり500万トン超
の石炭備蓄を市場に放出し
た。
　2021年上半期（1 ～ 6月）
の中国の石炭生産量は6.4%
増の19億4,867万トンである。
炭鉱事故頻発により6月に主
要生産地で安全検査が行われ
た結果、同月の生産は前年同
月比5%減の3億2,319万トン
に低迷した。また7月1日の
中国共産党創立100周年記念
式典を前に、大型の炭鉱の作
業を一時中断した。このため

6月の輸入は12.3％増の2,839万トンに伸び、2020年
12月以来の拡大に転換したが、それでも1-6月累計で
は豪州からの輸入を停止している関係で前年同期比20%
減の1億3,956万トンに落ち込んでいる。
　石炭価格高騰の影響は中国だけに限られてはない。日
本も輸入する発電向けの高品位一般炭は世界的に石炭需
要が回復する一方、供給が追い付かず需給が逼迫してい
る。また豪州炭輸入を非公式に禁止している中国のロシ
ア炭に対する堅調な需要等により、中国以外の豪州産石
炭への需要を押し上げている。

4. 中国政府は石炭備蓄増強へ
　このような状況を受けて、中国政府は石炭備蓄能力の
増強を図ろうとしている。国家発展改革委員会（以下、「発
改委」という）によると現在中国国内には政府が調達可能
な約1�億トンの石炭の備蓄能力があり、中央政府は年間
10億元の予算を投じて石炭備蓄基地の建設を支援し備
蓄管理情報システムと移動・�放出の仕組みを構築して
いるが、備蓄能力を年間消費の15%に相当する6億トン
に増強する方針を示した。中央政府と地方政府が2億ト
ンを直接管理し、残り4億トンは企業の在庫とする。石
炭生産企業や大口の需要家に対しては最小・最大在庫量
を設定する。現時点において、政府は1億トンの石炭を
管理・配置している。政府は1億トンを超える備蓄施設
の建設を加速するとともに、既存施設の稼働を促進して、

図9 主要汚染物質の推移

出所：�JOGMEC石炭開発部による「中国の第 14 次五カ年計画期における石炭及び石炭関連産業の動向
及びアジアの石炭市場におよぼす影響等調査」（2021 年 2 月）
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石炭在庫を拡大していく。管理を強化し、在庫の回転を
早め、確保した石炭が効果的な役割を果たせるようにす
るとしている。また管理面では全国の備蓄基地をモニタ
リングし、効果的な供給増、価格抑制を通じた緊急時対
応を強化するとしている。

（3）石油需給と市場動向

　中国統計摘要によると2020年のエネルギー生産量の
うち石油の生産量は前年比1.2%増の2.8億tce（1.9億

toe）で1次エネルギー生産の6.8%を占める。エネルギー
消費量のうち石油の消費量は前年比1.6%増の9.4億tce
（6.6億toe）で1次エネルギー消費の18.9%を占める。
　冒頭お断りしたとおり、ここからトンならびにバレル
表記に改める。2020年の原油生産量は前年比2%増の1.9
億トン（日量390万バレル）である。世界の原油生産の
5%を占め、イラクに次ぐ世界6位の産油国である。原油
輸入量は前年比7.2%増の5億4,239万トン（日量1,085万
バレル）で対外依存度は72%である。石油消費は前年比

1.6%増の6.7億トン（日量1,393
万バレル）である（図10）。世界
の石油消費の16%を占め、米
国に次ぐ世界2位の石油消費国
である。原油輸入は年々増えて
おり、2017年に米国を抜き世
界1位の輸入国となった。世界
の石油輸入の2割を中国が占め
ている。
　2020年の原油輸入は前年に
続きサウジアラビアからがもっ
とも多く、輸入の16%を占め
た（図11）。2位がロシアで輸
入の15%を占めた。イランか
らの輸入は米国の制裁により制
裁前の3分の1以下に減少して
おり、またベネズエラからの輸

図10 中国の石油消費推移

出所：�IEAに基づき作成
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図11 中国の国別原油輸入（2020 年）

出所：新華社等に基づき作成
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入は統計上行われていない（実
際はマレーシアやオマーンなど
中東の沖合で積み替えられ産地
を偽装して輸入していると報じ
られている）。
　米国からの原油輸入は前年の
5倍の日量62万バレルに増加し、
原油輸入全体の6%を占めた。
米国からの原油輸入は2020年
3月の米原油価格の暴落に加え、
中国政府が国有精製事業者に対
し、追加的な原油購入を働きか
けたことが理由で増加した模様
である。2020年1月15日に中
米両国は経済貿易協議第1段階
合意文書に調印した。中国は米
国からのエネルギー産品の調
達・輸入について2017年をベー
ス に 2020 年 に 185 億 ド ル、
2021年に339億ドルに拡大す
ることで合意した。同年2月6
日に国務院（政府）関税税則委員
会は米国から輸入する約750億
ドル（約8兆2,500億円）分の製
品の追加関税率について2月14
日から引き下げると発表し、同
措置に伴い原油とLPGへの追
加関税は5%から2.5%に引き下
げられた。またLNGの追加関税も企業の申請により5
月以降免除された。米国からの輸入金額の目標がそもそ
も過大で達成は不可能と見られていたが、2020年の米
国からのエネルギー輸入額は原油62.7億ドル、LNG11.1
億ドル、LPG17.4億ドルの計91.2億ドルでいずれも大幅
に増加した。しかし、油価が低迷したことも加わり目標
額には達しなかった。
　2020年の精製処理量は前年比3.4%増の6.7億トン（日
量1,349万バレル）である。地方製油所の製油所新増設
などに伴い、精製処理能力は2010年の日量1,230万バ
レルから2020年には1,670万バレルに拡大している。
IEAの「Oil�2021」によると2019年から2024年にかけ
て中国の精製処理能力は日量150万バレル以上増加する
としている。
　国有石油企業を中心にガソリンや軽油などの余剰石油
製品の輸出が拡大している。2020年は新型コロナウイ
ルスの感染拡大に伴い周辺国の需要が減少したことでガ

ソリンの輸出は前年比2.3%減の1,600万トン、軽油は同
7.6%減の1,976万トンであった。航空燃料は需要の大幅
な低下により同43.3%減の998万トンであった。
　中国の石油製品輸出は輸出枠割当制である。政府は国
内在庫解消を目的に2020年は計3回の石油製品輸出枠
を発給した。通年の発給は前年比5%増の5,903万トン（日
量120万バレル）である。これまで石油製品輸出枠は中
国石油天然気股份公司（PetroChina）や中国石化集団公司
（SINOPEC）などの国有石油会社のみに発給されていた
が、11月の3回目の発給の際は民間の浙江石油化工有限
公司（ZPC）や国有軍需企業中国兵器工業集団
（NORINCO）傘下の北方華錦化学工業集団（North�
Huajin）に対して初めて輸出枠が発給された。

1.  石油消費抑制策、輸送燃料の代替で石油消費の伸び
は鈍化

　中国の石油消費は2010年から2015年は年平均5%（日

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

200
0

400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020（年）
精製処理能力（左軸） 石油消費（左軸） 製油所稼働率（右軸）

%万b/d

図12 中国の精製処理能力推移

出所：BP統計に基づき作成
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量約54万バレル）増加していたが、2015年から2020年
は3%（日量43万バレル）に伸びが鈍化した。燃費規制な
らびに高速鉄道の普及など消費抑制策や輸送燃料の代替
によるもので、［今後も消費抑制や輸送燃料代替を進め
ることにより］ガソリンや軽油を中心とする輸送燃料の
消費は2025年頃にピークアウトするという見方が多い。
とはいえIEAが2021年3月に公表した「Oil�2021」にお
いては世界の石油需要が2019年から2026年までに日
量440万バレル増加するなか、中国は世界の需要増加の
55%、日量240万バレル増加するとしており、当面は石
油需要のけん引役となる見通しだ。
　中国の石油需要に影響を与える新エネルギー自動車の
導入について整理しておきたい。中国政府は製造業促進
と排出削減の両面から新エネルギー車（NEV）の利用促
進を政策的に進めている。中国におけるNEVは純電気
自動車（Battery�Electric�Vehicle：BEV）、プラグインハ
イブリッド（Plug-in�Hybrid�Electric�Vehicle：PHEV）、
燃料電池車（Fuel�Cell�Vehicle：FCV）を指す。NEVの
保有台数は2010年の2,000台から2020年には492万台
（2020年�の中国の自動車保有台数2�億8,100万台の1.7%）
に増加した。しかし、自動車の保有台数2億8,100万台
に対しNEVの保有比率はいまだ2%未満であり、CNPC
経済技術研究院（以下、CNPC-ETRI）は2021年4月に刊
行した「2020年国内油ガス行業発展報告」においてNEV
の代替によるガソリン需要への影響は限定的と述べてい
る。
　中国汽車工業協会によると、2020年の自動車（新車）
販売台数は前年比1.9%減の2,531万台である。NEVの
販売台数は137万台（このうちBEV11.6%増の111.5万台、
PHEV8.4%増の25.1万台、FCV56.8%減の1,000台）で
ある。2020年11月に公表された「新エネルギー自動車
産業発展計画（2021-2035年）」において2025年に新車
販売の20%前後をNEVとする目標が設定されている。
　また、2020年10月17日には工業和信息化部（工業情
報化部）の指導を受けた中国汽車工程（エンジニアリン
グ）学会が「省エネルギー・新エネルギー自動車技術ロー
ドマップ2.0」を公表し、2035年までに新車販売の全車
両を「環境対応車両」（50%以上をNEV、残りをハイブ
リッド車などの省エネルギー車）とする方針を示した。
この他FCV保有100万台の到達、商用車燃料の水素化
を提言した。
　燃費について2017年4月の「自動車産業中長期発展規
画」において2020年に100km/平均5.0L、2025年に
100km/平均4.0Lとする目標を設定していたが、同ロー
ドマップではNEVを含む乗用車について2025年に

100km/4.6L、2030年に100km/3.2リットル、2035年
に100km/2.0リットルに抑えることを提言している。

2. 在庫、輸入拡大と供給不安定化で国内供給強化へ
　2014年下期に原油価格がそれまでの1バレル当たり
100ドルの水準から30ドルに急落した際、中国政府は
大慶油田や勝利油田のように生産開始から50年以上が
経過し、成熟化が進み生産コストが上昇している油田の
生産を抑制することを容認した。これにより原油生産量
は2015年の日量430万バレルをピークに、2018年に
は日量380万バレルにまで落ち込んだ。しかし石油の消
費と輸入は増加を続け需給ギャップが拡大することと
なった。国内製油所の新増設や地方の独立系製油所の原
油輸入割当量が増加し、民間企業を含む原油・石油製品
の輸送・貯蔵設備の増強が進んだことに伴い原油輸入は
増加が続き、2017年には米国を上回り世界1位の原油
輸入国となった（米国では2010年頃からシェールオイ
ルの開発が進展し、2015年に原油輸出を解禁し、2020
年には石油の純輸出国となった）。
　輸入の増加に加え、米国のイラン原油やベネズエラ原
油取引への制裁、OPECプラスの生産調整などで供給が
不安定化していることを受けて政府は方針を転換し、国
有石油企業に国内供給強化を働きかけた。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”したと報じられた。
　政府の供給強化指示と油価が2016年12月のOPEC・
非OPECによる生産調整合意後バレル当たり50ドル後
半に上昇したことも相まって、国有石油企業は2017年
以降国内石油開発投資を増加させた。その結果、原油生
産は2019年以降増加に転じた。2020年には生産量を
日量390万バレルまで戻したが、損益分岐点がバレル当
たり60ドルを超える成熟油田を抱える中国国内の原油
生産量が今後大幅に上向くことは考えにくい。

3.  国有石油企業は政策に応じ国外投資よりも国内ガス
増産、再エネ・新エネ投資に注力

　中国国有石油企業は2009年から2013年にかけて積
極的に国外石油・天然ガス資産・企業の買収を行ってき
た。同時期のM＆A投資額は年150 ～ 250億ドル、世
界の上流M&Aの10%前後に達した。特にSINOPECや
CNOOCが積極的なM&Aを実施し、開発資産・企業の
買収による性急な規模拡大を図った側面がある。しかし
2014年下期以降の低油価、汚職取り締まりによる幹部
拘束等を受けて中国国有石油企業の国外石油・ガス資産・
企業買収ラッシュは2014年から2016年にかけて急減
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した。2017年前後からアブダビ陸上・海洋油田、メキ
シコ、ブラジル深海鉱区、ロシアArctic�LNG権益取得
などの国外石油・ガス資産への投資を再開したが往時の
勢いはない。
　国有石油企業は習近平主席がエネルギー安全保障を重
視し、2060年のカーボンニュートラルを表明したことで、
国外投資よりも移行エネルギーとしての国内天然ガスの
生産増加と再生可能エネルギーや水素など新エネルギー
への投資を拡大することに注力している。政府は間もな
く14次五カ年計画のエネルギー源別の計画と2030年排
出ピークアウト実現に向けた2035年までの指針を出す
見通しだが、その中でも国内の石油・天然ガスの供給安
定と中長期的な低炭素化に向けた対応を企業に求めると
思われる。
　PetroChinaは2020年9月に2050年のカーボンニュー
トラルを表明した。2050年までに二酸化炭素排出量を
ゼロに近づける。低炭素エネルギーであるガスシフトの
加速、シェールガス・CBM（炭層メタン）、バイオマス
などの開発ならびに地熱、太陽光、水素などグリーンエ
ネルギーへの投資を強化すると表明した。2021 ～ 25
年にグリーンエネルギーに年間約4億6,000万～7億7,000
万ドル（同社の2020年設備投資額全体の1～ 2%）を投
資する計画である。
　2021年6月にCNPCは新エネルギーなどに投資を行
うCNPC崑崙資本（Kunlun�Capital）を設立した。新エネ
ルギー、新素材、省エネルギー、環境保護などの戦略的
新興産業ならびにCCS（二酸化炭素回収・貯留）/CCUS
（二酸化炭素回収・利用・貯留）などの先端技術への投資
を推進する計画である。
　PetroChinaは2021年8月の中期決算報告において、
低炭素エネルギーへの「架け橋」として天然ガスを推進す
る。天然ガスの国内生産を増やし、輸入を抑え、低コス
トのガス輸入に努めると表明した。2035年までに低炭素・
グリーンエネルギー開発への資本支出を増やし、生産
ポートフォリオを石油・ガス・新エネルギーで3分する
ことを目指している。地熱開発の他風力や太陽光発電の
認可を取得しており、また2021年冬季五輪に向け水素
ステーション6カ所を建設中であり、うち2カ所は2020
年に開業した。
　CNOOCは2020年10月の決算報告時に天然ガスの生
産比率を現状の21%から2035年までに50%に引き上げ
ると表明した。
　同社は2019年7月に上海で洋上風力発電を手掛ける「中
海油融風能源有限公司」を設立した。資本金20億元（約3
億ドル）で同社の全額出資子会社である。2020年9月に

は江蘇省沖合39キロ、水深約12メートルの海域に風力
発電機67基（発電設備容量計30万kW）の設置を開始し
た。
　2021年1月にCNOOCはカーボンニュートラル計画
を立ち上げ、天然ガスの生産を増加し、2025年までに
天然ガスと新エネルギーを合わせた低炭素エネルギーの
生産比率を60%以上とすることを表明した。南シナ海
における天然ガスの増産、ゼロフレアや陸上グリッドの
利用による油ガス田操業時の排出削減を進めるとしてい
る。
　また同社は2021年8月の中期決算報告において2021
年から25年にかけて、設備投資額の5～ 10％、年間約
7億～ 15億ドルを新エネルギー事業にあてる計画を表
明した。
　SINOPECは2021年3月に2050年のカーボンニュー
トラルを表明した。同社は国内ナンバーワンの水素企業
を目指す。今後5年間は化石燃料ベースの水素生産を重
視するが、太陽光・風力発電を利用した「グリーン水素」
の導入も進めるとしている。中国最大の精製事業者であ
る同社は天然ガス由来のグレー水素300万トン/年を生
産（中国の水素総生産の14%に相当）し、主に自社製油
所で使用している。SINOPECは燃料としての水素にも
注目しており2025年までに1,000カ所の水素ステーショ
ンを設置する計画を進めている。中国は燃料としての水
素の利用がまだ初期段階にあり、燃料電池車（トラック、
バス）の数は昨年末時点で1万台未満である。SINOPEC
は水素燃料の研究開発と並行しネットワークの構築を図
る構えだ。
　同社は2018年7月に資本金100億元（約15億ドル）で
設立したSinopec�Capitalを通じ、新エネルギーベン
チャー、グリーン製品、AIに資金を提供しており、水
素と燃料電池の専門家と提携している。2019年は上海
の燃料電池技術企業「RIFIRE」に投資（投資額非公表）し、
2020年10月には米国のエンジン製造会社「Cummins」
と電気分解でグリーン水素を製造する技術開発で合意し
た。2021年1月には隆基（Longi）�などの国内太陽光大
手4社と太陽光発電、グリーン水素を含む水素事業の提
携について協議した。
　SINOPECは国内天然ガスの開発も強化している。今
後3年で天然ガス生産を年10％増加させ、2020年の
32Bcmから2023年に42Bcmとする計画を示した。
　またSINOPECは2021年7月に中国最大規模のCCUS
プロジェクトを立ち上げた。年100万トンのCO2を回収
する中国最大のCCUS産業モデル地域として開発を進め
る。
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　SINOPECは傘下の山東省斉魯（Qilu）製油所で排出さ
れたCO2を水素製造過程で回収し、99%以上の純度の
CO2を近傍の勝利油田の油井73カ所に圧入する石油増
進回収（Enhanced�Oil�Recovery,�EOR）を行う。年内に
稼働予定で、今後15年間で1,068万トンのCO2を油井に
圧入し、300万トンの生産量増加が期待できると推計し
ている。年100万トンのCO2回収は樹木900万本近くの
CO2吸収量に匹敵する規模だが、中国のCCUS事業を通
じたCO2回収規模は現在年200万トンにとどまっている。

4.  地方製油所の台頭による過剰、制裁対象のイランや
ベネズエラ原油からの輸入などが問題に

　中国の原油輸入量は2015年の日量671万バレルから
2020年には1,085万バレルに増加したが、原油・石油
製品の輸送・貯蔵設備の増強に加え、原油輸入の伸びを
牽引したのは、独立系あるいはティーポットと呼ばれる
地方製油所の存在が大きい。地方製油所は主に山東省に
位置しており、2015年までは原油輸入が許可されてお
らず、調達に制約があったため製油所の稼働率は3割前
後と低かった。地方製油所は硫黄分の高い重油や芳香族
炭化水素混合物（MA）を輸入し、ガソリンや軽油にブレ
ンドして販売していたが老朽化設備の操業や環境負荷の
高い製品の流通が問題となっていた。
　政府は国有石油企業の独占打破と環境問題改善の観点
に立ち、2015年2月に「輸入原油使用管理の問題に関す
る通知」を発行し、地方製油所は国家基準に合致したガ
ソリン・軽油の生産や小規模・老朽化設備の廃棄などの
条件を満たせば輸入原油の使用権取得が可能となった。
原油輸入割り当ては地方製油所の規模や前年の使用状況
により付与される。2016年には20社が計150万バレル
の原油輸入割り当てを受けたが、2020年の割当量は44社、
計364万バレルに増加し、地方製油所が原油輸入の3割
を超える存在となった。地方製油所の稼働率は7割超に
上昇した。
　ただし、地方製油所の台頭により、国内の石油製品需
要に対し精製処理能力が過剰となり、それ以外にも複数
の問題が指摘されるようになった。例えば、製油所が集
中する山東省青島、日照などの港湾設備のボトルネック
や沖合における原油輸入タンカーの滞船が生じるように
なった。港湾の輸送・貯蔵インフラの不足という構造的
な問題は解消されつつあるが、石炭と同様に原油タン
カーが沖合で滞船し、輸入割り当て更新後に輸入が急増
する状況が出現した。
　また地方製油所の台頭により、国有石油企業による余
剰のガソリンや軽油などの石油製品の輸出が増加する結

果となった。これにより、2015年以降は石油製品の輸
出が輸入を上回る純輸出状況が続き供給過剰（製油能力
の過剰）が問題になっていた。
　地方製油所はガソリンに混合するMAや、軽油に混合
するライトサイクルオイル（LCO）を安価に輸入し、こ
れをガソリンに混合することで、国有石油企業よりも安
く石油製品を供給していた。国有石油企業は政府に対し
これが不公正競争であるとしてMAやLCOへの燃料消
費税課税を働きかけていた。ちなみに国有石油企業は
2017年にも同様の働きかけを行っていた。輸入される
MAやLCOは硫黄分や残留炭素を含み、標準的な軽油
と比較して消費時のCO2排出量が多いが、最終製品の燃
料ではなく、石油化学製品のための原料と見なされてお
り、混合される場合にも燃料消費税の対象外となってい
た。ちなみに2020年のLCO輸入は前年比倍増の2,000
万トンに達した。
　地方製油所による制裁対象のイランやベネズエラから
の原油輸入も問題になっていた。これらの国からの輸入
はSinopecなどの国有石油企業ではなく、国際的なビジ
ネスを行っていない地方製油所が行っている。2021年
3月には両国の原油がBrent価格の50 ～ 60％程度値引
きされて中国に販売され、買い手は主に地方製油所と報
じられた。イラン産やベネズエラ産の原油の一部は制裁
回避のためマレーシアなどの沖合で積み替えられ、産地
が偽装されていた。また、地方製油所はベネズエラの原
油を石油製品のビチューメンミックスブレンドと称し輸
入していたとされる。地方製油所は原油輸入割り当てが
付与される2015年以前も同様の手法で輸入を行ってい
た。2020年初頭のビチューメン輸入は日量10万バレル
以下であったが、2020年後半には日量40万バレル前後
に急増した。

5.  地方製油所取り締まり、ブレンド石油製品への課税
で原油輸入の伸び鈍化へ

　2021年5月、政府（発改委）は地方製油所への取り締
まりを強化した。老朽化設備の違法な操業などを行って
いないか立ち入り調査を行い、申請と異なる操業を行っ
ていた企業の原油輸入枠を削減した。2021年1月から
の原油輸入割当量は1億2,259万トンで、前年同期比
18%増加していたが6月に38の地方製油所に対して行っ
た今年2回目の割当量は3,524万トンで前年同期比35%
の減少であった。国有石油企業は原油輸入割り当てには
縛られてはいないが、過去数年分の輸入データの提出を
求められ、地方製油所等へ転売していないかなどについ
て調べられた。そして政府は2021年6月12日以降、



15 石油・天然ガスレビュー

JOGMEC

K Y M C

中国のエネルギー政策における「緩和」と「適応」

MA、LCO、希釈ビチューメンに
1リットル当たり1.2 ～ 1.52元（20
～ 26円）の燃料消費税を課した。
課税によりこれらの流通が減少し
てきている。
　また政府は国有石油企業に対す
るガソリン、ディーゼル、ジェッ
ト燃料の輸出割当量を大幅に削減
した。8月に2回目の輸出割り当
てを行ったが今年の輸出割当量は
3,700万トンで前年の3分の1に
とどまっている。
　今回の政府の地方製油所への原
油輸入割り当て、国有石油会社の
製品輸出割り当て削減は原油輸入抑制につながる。ブレ
ンド製品向けのMAやLCO、希釈ビチューメンなどの
輸入に対する燃料消費税課税はブレンド製品の流通減
少、石油製品供給過剰緩和につながる。
　また地方製油所への取り締まり強化は制裁下にあるイ
ランやベネズエラからの原油輸入抑制のみならず老朽化
して効率が低い設備の廃棄を促し、違法な操業を抑制す
ることにより、過剰設備の削減、汚染物質の排出抑制に
もつながるものと期待されている。
　2021年上半期の国内原油生産量は前年同期比2.4%増
の9,932万トン（日量400万バレル）、原油輸入は前年同
期比3%減少の2億4,461万トン（日量987万バレル）であっ
た。国内供給強化策により原油生産は増加し、地方製油
所の取り締まりにより原油輸入の伸びは減速している。

6.  中国は原油輸入抑制、価格鎮静化の観点から備蓄原
油放出へ

　地方製油所への取り締まりに加え、備蓄原油の放出も
原油輸入抑制につながっている。油価が60ドルを超え
た4月に国有石油企業が商業在庫を900万バレル取り崩
し、油価が70ドルを超えた2021年6月以降は政府が価
格抑制を狙い、非鉄金属や穀物に続き、国家備蓄（SPR）
から原油を国有企業に払い出している。これにより原油
輸入が抑制された。政府はSPRを塩漬けあるいは積み
増すばかりではなく、今後は油価の上昇時に躊躇せず
SPRを放出する姿勢に転じたようだ。
　中国の石油備蓄（貯蔵）はSPRと商業在庫により構成
されている。SPRを所管するのは発改委傘下の国家糧食・
物資備蓄局（NFRSA）で備蓄実施主体は中国国家石油備
蓄センター（NORC）である。2010年までに1期4基地（貯
蔵容量1億332万バレル）が完成し、2期8基地（増強を

含む、貯蔵容量2億バレル）が2019年までに完成した。
3期（貯蔵容量約2.3億バレル）の計画はあるが、立地を
含め進捗状況は不明である。SPR備蓄量については
2017年12月に国家統計局が一部民間タンクの借り上げ
を含む備蓄量を2億7,500万バレルと公表したが、その
後更新されていない。
　IEA�「Oil2021」によると2020年時点で中国の原油貯
蔵能力は計画中のSPRを含め17億バレルある。SPRの
貯蔵能力が約6.3億バレル（うち2.3億バレルは計画中）、
商業貯蔵設備が11億バレルある。IEAは2017年から
2020年にかけて中国がSPRと商業貯蔵タンクを増設し
たことにより同国の貯蔵能力は2億バレル以上増加し、
同時期の世界の貯蔵能力増強の9割を中国が占めたと指
摘している。
　中国の原油・石油製品の貯蔵量は公表されておらず、
体系的に把握することは難しいが、Kplerは中国の原油
在庫量（SPRを含む）は2019年から2020年にかけて1.2
億バレル増加し2020年9月の9.38億バレルをピークに
2021年7月に8.63億バレルまで減少したと報じられて
いる。
　中国は9月にSPR原油を初めて競売により複数回に分
けて市場に放出する方針を表明した。1回目の競売は9
月24日に行われ、主に中東のサワー原油約738万バレ
ルが市場に放出される。国際石油市場への影響は、ハリ
ケーン「アイダ」による米原油生産の復旧の遅れから石油
需給の引き締まり感が高く、限定的であったが、中国は
「今後定期的に備蓄放出を行っていく」というメッセージ
が市場に一定の影響を与えると認識している。

（4）天然ガス需給と市場動向

　中国統計摘要によると2020年のエネルギー生産量の

図14 中国の SPR・商業貯蔵推移

出所：IEA「Oil�2021」
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うち天然ガスの生産量は前年比10%
増の2.4億tce（1.7億toe）で1次エネル
ギー生産の6%を占め最も生産の伸び
が高い。エネルギー消費量のうち天然
ガスの消費量は前年比7.3%増の9.4億
tce（6.6億toe）で1次エネルギー消費の
8.4%を占める。
　冒頭お断りしたとおり、ここから10
億立方メートル（Bcm）ならびにLNG
換算百万トン（MMt）表記に改める。
　一方、BP統計によると中国の2020
年の天然ガス生産は前年比9%増の
193Bcmである。世界のガス生産の
5%を占め、米国、ロシア、イランに
次ぐ世界4位の天然ガス生産国である。
国内の堅調な需要に加え政府が国有石
油企業に国内生産強化を働きかけてい
ることで増産が続いている（図15）。
シェールガスの生産は前年比10%増
の20Bcmに達したが政府目標（2020年30Bcm）は未達
であった。シェールガスは中国企業により国内開発が進
み、BPなどの外資は全て撤退した。政府は2030年の
シェールガス国内生産目標を100Bcmと設定していた
が、SIA�Energyは2040年時点のシェールガス生産は
40Bcm程度にとどまり、CBMなどを含む非在来型ガス
（中国ではタイトガスは在来型生産に含む）が国産ガスに
占める比率は2割、輸入を合わせた消費全体では1割程
度と予測している。
　天然ガスの消費は前年比6.9%増の320Bcm（2.34億ト
ン）である。世界の消費の8.6%を占め、米国、ロシアに
次ぐ世界3位の天然ガス消費国である。
　CNPC-ETRIは「2021年中国石油行業報告」において
2020年は「青空防衛戦3カ年行動計画」の最終年に当たり、
北京・天津などの華北や揚子江デルタの重点都市で石炭
から天然ガスへの転換が進み、都市ガスの利用者は3.9
億人から4.1億人に増加したと指摘している。
　2020年の天然ガスの輸入は前年比7%増の139Bcm
（102MMt）、輸入比率は43%である。このうち、パイ
プラインガスの輸入は前年比4%減の48Bcm（35MMt）
であり、LNGの輸入は前年比11%増の67MMt（93Bcm）
であった。中国は日本（2020年73MMt）に次ぐ世界2位
のLNG輸入国である。2021�年上半期の中国の天然ガス
生産は前年同期比11%�増の104.5Bcm（76MMt）、パイ
プラインガスの輸入は前年同期比17%�増の27.6Bcm
（20MMt）、LNG輸入は同28%�増の54.3Bcm（40MMt）

である。LNGの輸入は日本を上回った。今年は通年で
も中国が世界1位のLNG輸入国になると見られる。天
然ガスの輸入相手先は豪州のLNG29MMtが首位で天然
ガス輸入の29%を占める。豪中関係悪化に伴い豪州か
らの石炭輸入などに影響が出たが、LNGの輸入は前年
比で4%増加した。2021年5月、中国政府が小規模な民
間ガス事業者に豪州のLNGを輸入しないよう指示した
と報じられたが豪州からの輸入の大半を占める長期売買
契約分については影響が生じておらず、国有石油企業は
豪州との長期契約を中断するつもりはないと述べてい
る。もっとも豪州からの新規のガス調達契約について、
交渉は進んでいない。一方、米国からのLNG輸入は米
中合意に基づき前年の12倍の3.2MMt（輸入の3%）に伸
びた。
　トルクメニスタンからの天然ガス輸入量は28.7Bcm、
LNG約21MMtで豪州に次いで多く、輸入の20％を占
める。しかし2020年初頭の新型コロナウイルス感染拡
大に伴う需要低下に際し、PetroChinaがトルクメニス
タンの自社上流権益分のパイプラインガスの輸入を抑制
したこと、さらに11月中旬の停電に伴いトルクメニス
タンの天然ガスパイプラインのコンプレッサーが故障
し、供給が減少したことにより、同国からのガス輸入は
前年比13%減少した。
　CNPCはトルクメニスタンにおけるガス生産の維持、
拡大を図っている。2021年8月にCNPCはトルクメニ
スタンGalkynysh�ガス田3坑の仕上げ作業を開始し3年

図15 天然ガス需給推移

出所：新華社、国家統計局、SIA�Energy 等に基づき作成
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後の2024年には年17Bcm（12.4MMt）のガスが中国に
向かうと報じられた。また9月にはCNPCが権益を保有
するトルクメニスタン東部のBagtyyarlyk鉱区西部で新
たに6つのガス田を開発すると発表した。2023年10月
までに年間1.8Bcm（1.3MMt）の生産を開始する計画だが
Bagtyyarlykの生産量拡大というよりは年13Bcm
（9.5MMt）の生産プラトーの維持が目標のようである。
　一方、ロシアからの天然ガス輸入はパイプラインと
LNGを合わせ前年の3倍の11Bcm（8MMt）（輸入の8%）
に増加した。
　ロシアからの「シベリアの力」パイプインの中国区間は
北部と中部と南部の3区間に分かれており合計5,111km
（3区間計3,371km新設および既存ライン1,740kmの活用）
である。北部は黒竜江・黒河から吉林・長嶺間752km
で2019年12月に稼働した。中部は吉林・長嶺から河北・
永清間1,110kmで、2019年7月着工、2020年12月に
稼働した。南部の河北・永清から上海・白鶴嶺間1,509km
について2020年7月に着工し、2025年6月稼働予定で
ある。設計輸送能力は最大で年38Bcmで供給源は東シ
ベリアのチャヤンダ、コヴィクタガス田である。2014
年5月に売買契約を締結、プラトー供給量は年38Bcmで、
供給期間は開始から30年間である。供給は逓増させる
契約となっており、2021年は 10Bcm、2025年に
38Bcmとなる。
　また2021年4月にロシアGazpromはモンゴル経由中
国向けガスパイプライン“Soyuz�Vostok”（設計輸送能力

年50Bcm）の事業化調査（FS）を承認した。Gazpromは、
以前から西シベリアのガスを中国西部新疆向けのパイプ
ライン（西ルート）を検討していたが、それはキャンセル
し、モンゴル経由の最短距離で消費地華北に向かうルー
トに切り替えた模様である。なお、中国は元々モンゴル
ルートについて反対していたようだが、現在は旗幟を鮮
明にしていない。その理由は分かっていないが、中国に
とりパイプラインの経由国が増えることはリスクだが、
北京周辺（環渤海地域）のガス需要急増地域へダイレクト
にガス供給できるというメリットがあり、以前に比べ抵
抗感は少ないのではないか。とはいえFSの結果が出て
いない現時点では中国側も足元を見られないようにする
ため、旗幟を鮮明にしていないとも考えられる。なお、
モンゴル経由ルート実現の場合、輸送能力は将来年
140Bcm（102MMt）に拡張する可能性があるとされてい
る。

1.  市場化政策により地方・民間事業者参入によるLNG
輸入が増加

　中国のLNGサプライチェーンは国有石油企業3社が
外資とLNG売買契約を締結し、LNG受入基地の操業を
行い、都市ガス会社にガスを卸販売する形で国有石油会
社が独占してきた。しかし市場化政策により、地方政府
系・民間事業者の都市ガス事業者ならびに地域グリッド
（ガス・電力）事業者（図17）がLNG受入基地を自ら建
設したり、出資者としてLNG受入基地を利用したりし
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図16 中国の国別天然ガス輸入（2020 年）

出所：新華社に基づき作成
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てLNGを直接輸入が増加するようになった。2020年に
地方政府系・民間事業者の天然ガス供給に占めるシェア
が初めて10%を超えたがそのほとんどの供給源がLNG
の輸入である。
　地方政府系・民間事業者は現状自社のLNG受入基地
や長期契約は限定的でスポットLNGを積極的に輸入し
ている。2020年に新型コロナウイルスの感染拡大の影
響で北東アジアのLNGスポット価格（JKM）が急落した
際に、地方政府系・民間事業者は積極的にスポット
LNGを調達し、2020年のLNG輸入に占める地方政府系・
民間事業者の比率は2割（12.8MMt）に達した。

2. PipeChina設立とLNG受入基地開放
　2019年12月、政府は国有石油企業数社の寡占にあっ
た輸送・貯蔵インフラの統一管理、開放（第三者アクセス）
による供給の多角化、設備利用効率の向上を目的に国家
石油天然気管網集団有限公司（PipeChina）を設立した。
2020年7月以降、国有石油企業3社は保有する輸送・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）をPipeChinaに売却（株式交換と現金）し
た。9月30日引き渡し式典が行われ、以後輸送・貯蔵イ
ンフラの開放が徐々に進んでいる。
　2021年2月にPipeChinaはLNG受入6基地（大連を除く、
図18参照）ならびにバース、貯蔵タンクなど付帯設備
の余剰能力を公開し、2021年の余剰能力使用権（21年2
月～ 22年2月）について32社と契約した。契約企業の
中には契約企業の中には新奥（ENN）、九豊（JOVO）、広
東省能源集団（GEG）、深圳能源（Shenzhen�Energy）、北
京市燃気集団（Beijing�Gas）、華横（Huaheng）、協鑫

（GCL）、中国華電集団（Huadian）などLNG受入基地操業、
建設中、計画中の事業者の他、国内のLNG供給事業者・
トレーダーが多数選定された。BP、Shell、韓国SK�
E&S子会社Prism�Zhoushanなど外資も基地利用申請を
行ったが契約に至ったのは中国政府と密接なシンガポー
ルRoyal�Golden�Eagle子会社のRudong�Jintai�Natural�
Gas�Trading1社のみであった。PipeChinaは最終的な選
定理由や基準のいずれも公表していないが、国内事業者
を優先したことは明らかである。

図17 中国の LNG サプライチェーン

出所：各種情報に基づき JOGMEC作成

図18 PipeChina が公開した LNG 受入基地

出所：各種資料に基づき作成
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　2021年8月、PipeChinaはLNG受入基地の中長期（5
～ 20年）使用権について申請受付を開始した。今回は大
連を含むPipeChinaが管理する7受入基地が対象で、契
約期間が5～ 20年（2022年4月から）と伸びた。9月1日
～ 15日に申請受理、10月15日契約予定である。前回
の1年間の使用枠では、荷主はスポット市場からしか輸
入できず、スポット（JKM）価格の変動にさらされる。5
～ 20年の使用枠は、LNGの中長期売買契約による安定
した輸入の場を提供し、国内のエンドユーザー市場を開
拓することが可能となり、公平でオープンな第三者アク
セスに向けた革新的な動きといえる。PipeChinaは今年
2月に締結した2021年の契約履行者を優先すること、
需要ピークの冬季の供給確保に貢献することや長期的な
LNG調達を行うことを求めており、受入基地の利用率
向上に加え、エネルギー安全保障補強の要素も含まれて
いる。2021年4月、PipeChinaはLNG受入基地余剰能
力使用者に対し（PipeChinaへの売却前にLNG受入基地
の最大出資者であった）国有石油企業3社が過去に契約
した長期契約のLNGを一定量引き取らせることを検討
していると報じられたが今回の契約条件には含まれてい
ない模様である。

3.  2017 ～ 18年冬季の天然ガス不足発生の教訓からピー
ク需要への対応が進む 

　中国では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した。中国の北部では
11月15日から3月15日にかけて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
ることは珍しくはなかった。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に、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。
中国国内のLNG卸価格（全国の国産LNG液化プラント
およびLNG受入基地の卸価格平均）は2017年12月に前
年の2倍の20ドル/MMBtuを超えた。中国のLNGの追
加調達は日本のLNGスポット価格にも影響を与え、日
本のLNGスポット価格は2017年10 ～ 12月にかけて前
年同月比で3割程度上昇した。
　供給制限や価格急騰を受けて、河北省石家庄のセラ
ミック企業が多数操業停止に追い込まれるなど経済活動
に影響が生じた。また南部から北部の民生向けにガスを
融通したことで、南部にも影響が波及。天然ガス供給不
足により独BASFは2017年12月12日に重慶市の40万
トン/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フォースマジュールを宣言
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
増請求をされるなどの影響が出た模様である。
　この教訓から、政府主導でガス貯蔵の整備とLNG調
達強化、ガス不足発生時の需給調整などの対策を進めて
いる。
　天然ガスの貯蔵について2018年4月に国家能源局が「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」を出し、地下貯蔵の払い
出し可能量（ワーキングガス）を2020年に15Bcm
（11MMt）、2030年35Bcm（26MMt）とする目標を設定
した。またピーク需要向けガス貯蔵目標として、
PetroChinaなどの供給者が年間供給量の10%（約36日分）、
都市ガス配給事業者が年間需要量の5%（約18日分）、地
方政府が消費の3日分の在庫を持つことを要求している。
ただし法的義務はなく、地方政府の整備は遅れている。
　地下貯蔵はPetroChinaとSINOPECによる、主に枯渇
油ガス田を利用（一部は岩塩ドーム）した設備が24カ所
操業中である。2020年時点のワーキングガスは
16.2Bcm（12MMt）でガス消費の5%（3週間弱）に相当す
る。国有石油企業が夏・秋季（不需要期）に貯蔵を行い、
政府（国家能源局）が状況を把握している。地下貯蔵につ
いて2020年のワーキングガス目標量は達成しているが、
政府は更なるセキュリティ強化のため、欧州と同等の貯
蔵能力整備を目指している。欧州の地下貯蔵はワーキン
グガス量107Bcm（78MMt）でガス消費の20%（約2.5カ
月分）ある。
　地下貯蔵に加え、国有石油企業や地方政府系・民間企
業によるLNG受入基地の増強、貯蔵タンクの増設が進
んでいる。SIA�Energyによると、中国のLNG�受入能力
は2025年までに現在から倍増の150MMt、2040年に
は250MMtを超え、2025年までに地方政府系および民
間事業者のLNG受入基地の受入能力が全体の3割に増
加、2040年には5割に増加する見通しである。
　また冬のピークに輸入を増やすため、PetroChinaなど
が長期契約において冬場の引き取り量を厚くしている。
　政府はガス不足発生時の需給調整も行っている。
2020年6月に公表した「2020年のエネルギー安全保障
に関する指導意見」によると、国家能源局は、「緊急時供
給保障計画」を作成し、状況に応じ需給調整を実施する
ことになっている。まず家庭用のガスを確保した上で、
学校、病院、老人福祉施設、公共バス・タクシー向けに
優先的に供給を行うとされた。また工業向けには「需給
調整ユーザーリスト」に基づき停止するなどの措置が取
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られる。

（5）中国の電源開発と電力市場動向 

1. 発電設備容量の4割を超えた非化石電力
　中国は世界の電力消費の3割を占める世界最大の電力
消費国である。
　中国の発電設備容量は2010年の9.7億kWから2015
年には15.3億kW、2020年には2010年の2.3倍の22億
kWに増加した（図19）。石炭火力の発電設備容量全体
に占める比率は2010年の70%から2020年には49%に
大きく減少した。
　また、非化石電力（原子力・再生可能エネルギー）の発
電設備容量に占める比率は2010年の27%から2020年
には43%にと大きく増加した。2010年から2015年の
設備容量増加分のうち石炭火力が40%、非化石が48%
を占めたが、2015年から2020年の設備容量増加分の
うち石炭火力は27%、非化石は63%を占めており、過
去5年で発電設備容量における非化石化が進展したこと
がわかる。
　中国においても日本と同様に再生可能エネルギー発電
に対する固定価格買い取り制度（FIT）や補助金を用い、
特に風力と太陽光の導入が進んだ。まず、風力は2010
年の3,000万kWから2015年には1.3億kW、2020年に
は2.8億kWと10年で10倍に伸びた。2020年の設備容
量全体の13%を占める。国内の市場ポテンシャルに基づ
く製造能力の拡大、企業間競争によるコストの低下を背
景に金風科技（Goldwind）、遠景能源（ENVISION）、明陽
風電集団（Ming�Yang）などの企業が国内外でシェアを伸
ばしている。
　太陽光（熱）発電設備の伸びは更に大きく、2010年の
21万kWから2015年に4,000万kW、2020年には一気
に2.5億kWに増加した。2020年の発電設備容量の12%
を占める。太陽光パネルメーカーについてもJinkoSolar

（晶科）やLONGi�Solar（隆基）などが国内外でシェアを伸
ばしている。日本のエネルギー白書（2021）によると、
中国は世界の太陽光電池（モジュール）生産量の71%を
占める。
　習近平主席は2020年12月の国連気候サミットで「2030
年までに風力・太陽光発電の設備容量を12億kW以上
に増やす」と表明した。目標達成には毎年約7,000万kW
の設備容量追加が必要となるが風力・太陽光発電の業界
団体は14次五カ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）と表明しており、政策
の追い風のもと設備増強に自信を示している。
　再生可能エネルギーのうち、最も比率が高いのは水力
（揚水含む）である。2010年の2.2億kWから2020年に3.7
億kWへと設備容量は1.7倍となった。2020年の容量の
17%を占める。
　原子力は2010年の1,080万kWから2020年には4,989
万kW（稼働中48基）と約5倍に増加、2020年の発電設
備容量の2%を占める。中国は2011年の東日本大震災
後に原子力発電（特に内陸部河川沿いの建設）の建設承認
を一時凍結し、新増設ペースが鈍化していたが、現在は
新設の承認が進んでおり、建設中の原発18基が全て稼
働した場合、発電設備容量2,087万Kwが追加されて世
界最大の原子力発電事業者となる見通しである。
　特に、2021年3月の全人代における政府活動報告で
李克強首相は二酸化炭素（CO2）の排出削減に関連して
「安全確保の前提の下、原子力発電を積極的に秩序立て
て発展させる」と発言した。政府活動報告で、原発に「積
極的」の文言が使われたのは今回が初めてのようだ。
　原子力発電業界団体の中国核能行業協会は2020年6
月に、「第14次五カ年計画（2021 ～ 25年）の期間と中長
期で、原発はCO2排出量の少ないクリーンエネルギーと
の位置付けが更に明確になり、年間6～ 8基のペースで
安定的に拡大が続く」との見通しを示しており、原子力
発電も増設が続く見通しである。

2. 電源の6割は石炭火力だが非化石が3割に増加
　中国の発電電力量は2010年の4兆2,278億kWhから
2020年には1.8倍の７兆6,264億kWhに増加したが、発
電電力量に占める石炭火力の比率は2010年の76%から
2020年には61%（4兆6,296億kWh）に減少した。一方で、
原子力・再エネの比率は2010年の19%から2020年に
は32%（2兆7,443億kWh）に増加した（図20）。これに
より、13次五カ年計画における非化石電源の目標であ
る31%を超過達成したことになる。

0 5 10 15 20 25

2010年

2015年

2020年

石炭火力 ガス火力 石油火力等 水力（揚水含む）
風力 太陽光/熱 原子力 その他再エネ

22億kW

15.3億kW

9.7億kW

図19 中国の発電設備容量（2010、2015、2020 年）

出所：中国電力事業連合会に基づき作成
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　非化石のうち水力（揚水を含む）がミドルピークとして
中国の発電を支えている。2020年の発電量は1兆3,553
億kWhで電源構成の実に18%を占める。風力の2020
年の発電量は4,665億kWhで電源構成の6%を、太陽光
（熱）の2020年の発電量は2,611億kWhで電源構成の
3%を占める。原子力の稼働率は8割を超えており、
2020年の発電電力量は3,662億kWhで電源構成の5%
を占める。
　日本では電源構成に占める天然ガス（LNG）火力の比
率が4割（2019年度は37%）を占めており、ピーク調整
以外の電源の位置づけにもなっているが、中国では天然
ガスは家庭向けの供給や工業の熱源としての利用が優先
されており、ガス火力発電は主にピーク調整電源の位置
付けである。中国の2020年の発電設備容量に占める天
然ガスの比率は4.5%（9,972万kW）、発電電力量に占め
る比率は3%（2,525億kWh）である。ガス火力は再エネ
のようにFITや補助金などの優遇措置がなく、稼働率
は3割弱とその実力を発揮できていない。
　2025年以降の電源構成の詳細目標は発表されていな
い。ただ、2017年4月「エネルギー生産・消費革命戦略」
（2017 ～ 30年）で2030年に電源の50%を非化石とする
ことが示されている。この他2021年6月に国務院のシ
ンクタンクである国務院発展研究センターが発表した
「中国のエネルギー革命における10年の展望（2021 ～

30）」において、2030年の電源構成を天然ガスと非化石
で40%以上と示している。いずれにせよ中国が2030年
までの石炭火力を引き続き主力電源と位置付けているこ
とが窺える。

3. 世界最大の排出権取引始動 
　石炭火力の主力電源としての位置付けが当面変わらな
いなか、中国は2030年のCO2排出ピークアウト目標実
現に向けて全国規模の排出量取引を開始、市場メカニズ
ムを活用したCO2削減を目指している。
　2021年7月16日に中国上海環境能源交易所（SEEE；
Shanghai�Environment�Energy�Exchange）で中国全国
版の温室効果ガス排出権取引制度（ETS）が始まった。中
国では全国版に先駆けて2011年以降、北京市、上海市、
天津市、重慶市、湖北省、広東省、深圳市の7地域で、
順次、地域版の排出権取引が試行されていた。このうち
JOGMEC北京事務所が7月に訪問した湖北省武漢市の
取引所では2014年4月に排出権取引を開始した。同取
引所の登録者数は9,860で、このうち排出削減を目的と
する事業者は373、投資家は291、個人投資家は9,196
である。なお、地域版排出権取引について海外投資家の
参加は2015年に法律上は認められたが参入事例はない
という。
　2017年にこれらの地域版排出権取引所は全国版の排
出権取引市場設立の権利を得た。湖北省武漢市の取引所
では同じ建物の中に全国版排出権取引所と湖北省排出権
取引所がある。前者は国務院の生態環境保護部が所管、
後者は湖北省生態環境保護部が所管する。
　2021年1月に生態環境保護部が「炭素排出権管理法」（試
行）を公布（2月1日施行）＊1した。これにより全国統一の

写1 全国排出権取引所（湖北省）

出所：JOGMEC北京事務所撮影
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出所：中国電力企業連合会に基づき作成
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排出権取引市場における排出権の分配、登録、取引、決
済、温暖化ガス排出報告などの取引管理ルールが定めら
れた。事業者は各地域の全国版排出権取引所で排出権を
登録し、上海環境能源交易所で取引を行う。
　初日16日の終値は排出量1t-CO2当たり52.73元（約6.9
ユーロ、約900円）であった。欧州の排出権取引市場
（EU-ETS）における欧州炭素排出枠価格（EUA）の53ユー
ロ（約6,900円）のおよそ8分の1の価格である。また、
出来高は410万t-CO2、2億1,000万元であった。
　国有石油大手2社の中国石油化工集団（SINOPEC）、
中国石油天然気集団（CNPC）ならびに発電大手の中国華
能集団、中国華電集団、申能（集団）などが取引に参加し
たとされる。取引は10万t-CO2未満の小口取引と10万
t-CO2以上の大口取引に分かれる。例えば、SINOPEC
は華潤集団から10万t-CO2の排出枠を購入した。
　当面の取引の対象は温室効果ガスの年間排出量が2万
6千t-CO2以上の発電事業者2,225社（自家発電設備保有
事業者を含む）である。これら全社の年間総排出量は約
40億t-CO2で中国の総排出量の4割に相当する。政府か
ら定められた排出枠を超過した企業は市場を通じて超過
分を購入し、技術改良などで排出量を減らした企業は削
減分を市場で売却することができる。2019 ～ 20年の
排出枠は2018年の発電（熱）の70％に基づいて計算され、
無償で事前に割り当てられ、2019 ～ 20年実績に基づ
き修正される。自主的排出削減（CCER）は同年排出枠の
5%まで使用が可能である。
　政府は2025年までに地方版取引所と全国統一取引所
を統合させる他、電力に次いで排出が多い鉄鋼、建材、
石油化学、化学、非鉄金属、製紙、航空を対象に追加す
る方針を示している。追加業種を含む総排出量は50億
t-CO2に達しEU-ETSと同様に排出量の5割をカバー
（EU-ETSの取引量は年間約20億t-CO2で、EU量の排出
の5割）することになる。
　2021年8月13日までの取引量は計651.88万t-CO2（初
日取引量の6割）、8月13日の終値は1t-CO2あたり54元、
成約額は計3.29億元で取引は現状様子見という状況で
あるが今後排出削減のツールとして機能することが期待
される。

4. 石炭火力発電の増設が続く中国
　脱炭素化社会の実現に向けて石炭火力発電の削減を求
める圧力が欧米を中心に高まっている。日本では石炭火
力発電所の新設は難しい状況となっており、既設の石炭
火力発電所においてもアンモニア混焼などの低炭素化が
検討されている。しかし中国では石炭火力発電所の増設

が続いている。2020年には風力の新設7,211万kW、太
陽光の新設4,820万kWに比べ少ないが、石炭火力発電
所4,030万kWが新たに建設された。
　能源統計によると石炭の発電（電力・熱供給）における
消費は2010年の15億トンから2019年に20億トンへと
増え続けている。比較的最近の2015年から2019年に
も消費が年平均4.6%伸びており、2010年から2015年
に比べ伸びは衰えていない。
　2021年2月に米環境NGOのGlobal�Energy�Monitor
が 行 っ た 調 査 報 告“China�Dominates�2020�Coal�
Development”＊2によると、中国では2020年に3,690万
kWの容量の石炭火力発電所の新設が承認された。また
開発中の石炭火力発電所が約2億4,700万kW（うち8,810
万kWが建設中、1億5,780万kWが建設申請中）あると
いう。同報告は「中国における石炭火力発電所増設の背
景には、電力会社と地方政府が投資資金を最大限に利用
しようとする結果、容量が実際に必要な水準以上になる」
と指摘している。また2021年6月の清華大学-野村総
研中国研究センター主催講演会において、国家発展改革
委員会傘下のエネルギー研究所姜研究員は「政策決定に
おいて、関連産業の雇用は考慮すべき大きな課題。石炭
鉱業従事者は約350万人、家族を含めると4,000万人の
規模である。毎年50万人の雇用と配置転換の措置が必
要となるが、そのうち35万人は学歴を持つが15万人の
解決が必要といわれ、2050年までに“調和のとれた転換”
に10兆元の投資が必要」との見解を示した。中国政府は
石炭火力発電の高度化と集約化を進め、老朽化あるいは
非効率な設備のリプレースを進める方針のはずだが、地
方政府と電力会社による過剰投資は2030年のCO2排出
ピークアウト目標に齟齬をきたすのではないか。

5.  2021年上半期は好調な経済と高気温で電力負荷が過
去最高を記録

　2021年に入り中国経済は堅調に推移している。上半
期の国内総生産（GDP）は前年同期比12.7%増加した。上
半期の全国の電力消費量は前年同期比16.2％増の3兆
9,339億kWhであった。電力需要増加の7割は火力発電
が対応、絶対量は石炭火力が多いが天然ガス火力の発電
量も前年同期比20%以上増加した。
　新型コロナウイルス感染症によって生産活動などが停
滞した前年同期からの反動に加え、工業活動が活発で外
需も旺盛であり、全国の工業用電力使用量は前年同期比
16.5%増の2兆6,100億kWh時となり、社会全体の電力
使用量の66.4%を占めた。
　また夏季に入り華東・華中・華南で続く広範囲の高温
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の影響を受け、全国の発電量・電力消費量が増加した。
全国の多くの地域で高温警報が発令され、華北南部、江
淮東部、江南の大部分、華南の大部分などで軒並み
35℃以上の高温を記録した。この影響でエアコンによ
る電力の負荷が高まった。発改委運行局によると、7月
14日に全国の発電量と最大電力負荷は共に過去最高を
記録した。同日、全国の発電量は271億8,700万kWhに
達し、過去最高となり、前回ピーク（2021年1月7日の
259億6,700万kWh）を上回った。全国の最大電力負荷
量は11億9,200万kWで、過去最高時（2021年1月7日
の11億8,900万kW）を上回った。
　発改委は7月19日の会見で電力会社に各電源の発電・
供給量の向上を指示し、送電網の建設と配電網の改善を
進め、供給に余裕がある地域からエリアをまたいで電力
を振り向けられるよう送電網を強化すると表明した。

（6） 国務院シンクタンクによる2030年のエネルギー

需給展望（2021年6月）

　以上のような情勢を踏まえ、国務院のシンクタンクで
ある国務院発展研究中心は、2021年6月に、2030年の
中国のエネルギー需給、安全保障の方向性について発表
した「中国エネルギー革命十年の展望」では次のように示
している。

【エネルギー消費】
・�14�次五カ年計画期間中のエネルギー消費の伸びは年
平均2.5%程度、2025年のエネルギー消費量は55億
tce（38.5億toe）以下、石炭のエネルギー消費に占める
比率は�50%�以下、非化石と天然ガスの比率が30%以
上、石油は約18%（2025年の石炭消費を50%とする
と同年の石炭消費は19.8億toeとなりわずかではある
が2025年は2020年に比べ絶対量が減少に転じる）。
・�2025 ～ 30年にかけてエネルギー消費の伸びを年１％
程度、2030年のエネルギー消費量は60億tce（42億
toe）に抑制。石炭は減らし、天然ガスは増加、石油は
安定的に消費、非化石エネルギーは利用を加速する。
石炭のエネルギー消費に占める比率を40%程度に下
げ、非化石と天然ガスの比率を40%以上に引き上げる。
石油について言及はないが20%前後を維持（2030年の
石炭消費を40%とすると同年の石炭消費は16.8億toe
となり2025年に比べ減少に転じ、CO2の排出も減少
につながる可能性がある）（図21）。
・�2030年の最終エネルギー消費を46億toc程度とし、
工業と輸送分野の最終エネルギー消費を減少に転じさ
せる。

【エネルギー供給】
・�2030年の1次エネルギー生産量を50億tce（35億toe）
に抑制。供給の45%以上を天然ガスと非化石とする。
石油は探鉱開発を強化し2億トン（日量400万バレル）
の生産レベルを維持、天然ガスの生産は280Bcm前後
とする。

・�水力発電は大型の建設と小型の改造、原子力は沿海地
域で安全で高効率に発展させ、小型の原子炉の総合利
用を進める。風力発電は陸海共に推進し2030年に太
陽光と風力の発電容量を10億kW以上とする。

【エネルギー安全保障】
・�エネルギーの緊急時対応とエネルギー供給における安
全保障能力を高める。石油備蓄方式は多角化させ、国
際原油価格が低いときに備蓄の規模を増やし2030年
までに90日分の備蓄を構築する。天然ガスは貯蔵設
備の建設を進め、沿海におけるLNGや都市のガスピー
ク調整設備の建設を加速し2030年に650Bcm（4,750
万トン）のピーク調整能力を構築する。蓄電やピーク
調整電源設備を整備し2030年に揚水発電の設備容量
を1.4億kWとする。2030年に石炭年間消費の15%の
備蓄能力を構築する。

・�エネルギー輸送インフラを増強する。2030年に鉄道
による石炭輸送能力を年35億トンとする。原油・石
油製品パイプライン総延長をそれぞれ4万キロメート
ル、5万キロメートルとする。天然ガスパイプライン
の総延長を18万キロメートルとし、主幹線における
輸送能力を5,000Bcmとする。またLNGのコンテナ輸
送など機動力のあるガス供給方式を推進する。省をま
たいだ送電能力を5億kWに増強する。

図21 2025・2030 年のエネルギー需給展望

出所：「中国エネルギー革命十年の展望」に基づき作成
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3. 中国の2060年カーボンニュートラルに向けた検討

　中国は2020年9月に2060年までの温室効果ガス排出
実質ゼロ（カーボンニュートラル）を表明したが全体の計
画やロードマップはまだ公表されていない。2021年1
月にパリ協定に復帰した米国は2030年の温室効果ガス
削減目標を2倍近く引き上げ、各国に排出削減目標の強
化を求め、日本を含め複数の国が目標を引き上げたが中
国はまだこれに応じていない。
　清華大学他では、中国のカーボンニュートラルに向け
た研究を行い、2050年に排出実質ゼロを実現し、気温
上昇を1.5℃以内に抑える目標からバックキャストした
シナリオ「1.5℃」におけるエネルギー供給と排出削減、
必要投資額はIEAの示す2050年ネットゼロロードマッ
プの内容とほぼ整合するが、その具体的な道筋はほとん
ど示されていない。

（1） 中国2060年の排出実質ゼロ（カーボンニュート

ラル）表明

　2020年9月22日、国連総会一般討論のビデオ演説で
習近平国家主席は2060年までの排出実質ゼロ（カーボ
ンニュートラル）を表明した。同氏は「今回のCOVID-19
は人類にグリーンな生活様式、生態環境と美しい地球の
構築が必要と示した。自然界の警告を無視してはならず、
投入せずに取り出すこと、保護せず発展のみ語ること、
そして修復せず旧来の道を進むことがあってはならな
い。パリ協定は世界がグリーン・低炭素に向かう方向性
を示すもので、地球を守るために各国が最低限の行動を

取る必要がある。中国は2030年までにCO2排出を減少
に転じさせ、2060年までに排出実質ゼロ（カーボンニュー
トラル）を実現すべく自主的な貢献度を高め、有効な政
策と措置を取る」と述べた。中国がカーボンニュートラ
ルを目指すと公表したのは初めてのことであった。

（2）カーボンニュートラルにおける各国の状況

　2019年9月に国連気候行動サミットにおいて、2050
年カーボンニュートラルを目指すイニシアチブ“Climate�
Ambition�Alliance”が発足し、2021年7月時点で121カ
国1地域が参加している。G20の主だった国は2050年
までのカーボンニュートラルを表明している（表3）。一
方、主要産油国のサウジアラビア、ロシアならびに石炭

写2 習近平主席の国連総会における演説

出所：新華社 2020 年 9 月 22 日

表3 G20 におけるカーボンニュートラル表明国

出所：環境省、JETRO資料に基づき作成

EU ・2030 年排出削減目標、少なくとも 1990 年比 55% 削減に引き上げ（2020 年 12 月 NDC 改定版）
独・仏・伊 ・2030 年削減目標、EU と同等の NDC 改定版を提出（2020 年 12 月）

英国 ・2035 年の削減目標、1990 年比 78% に引き上げ（2021 年 4 月気候サミット）
米国 ・2030 年の削減目標、2005 年比 50 ～ 52% に引き上げ（2021 年 4 月気候サミット）
カナダ ・2030 年の削減目標、2005 年比 40 ～ 45% に引き上げ（2021 年 4 月気候サミット）
日本 ・2030 年までに 2013 年度比 46% 削減、更に 50% に挑戦（21 年 4 月気候サミット）

中国
・2030 年の削減目標、GDP 当たり▼ 65%（2005 年比）（2020 年 12 月習主席）
※ 2060 年カーボンニュートラル（2020 年 9 月習主席）

韓国 ・2030 年の削減目標、▼ 24.4%（2017 年比）、目標引き上げを検討（2021 年 4 月気候サミット）
豪州 ・全ての州・準州政府でカーボンニュートラル表明
メキシコ ・2050 年カーボンニュートラル（Climate Ambition Alliance 加盟）

ブラジル
・2030 年の削減目標、▼ 43%（2005 年比）（2020 年 12 月 NDC 改定版）
※ 2060 年カーボンニュートラル（2020 年 12 月 NDC 改定版）

アルゼンチン ・2050 年カーボンニュートラル（Climate Ambition Alliance 加盟）
南アフリカ ・2050 年カーボンニュートラル（2020 年 9 月長期戦略）
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生産・消費国のインドやインドネシアといった国々は
カーボンニュートラルを表明していない。
　2021年4月に米国で開催され、40の国、地域の代表
が参加した気候変動リーダーズサミット（以下、気候変
動サミット）において、同年1月にパリ協定に復帰した
米国は2030年の温室効果ガス削減目標をNDCの2025
年に2005年比で26 ～ 28%削減から50 ～ 52%削減へ
と2倍近く引き上げ、各国・地域の首脳にも排出削減目
標の強化を求めた。
　日本は2020年3月にUNFCCC事務局に提出した
NDC（各国とも2020年に再提出することが求められて
いた）において2030年度の削減目標を2013年度比26%
削減する目標を設定していたが、4月の気候変動サミッ
トにおいてこれを46%削減に引き上げ、更に50%の高
みに向けて挑戦を続けると表明した。カナダは2030年
に2005年比で40 ～ 45%削減するとし、従来目標の
30%から引き上げた。英国も目標を引き上げた。韓国
や南アフリカは目標引き上げを検討中とした。
　気候変動サミットに中国からは習近平主席が参加した
が、「石炭消費量を2026 ～ 30年にかけて徐々に減らし、
CO2排出量を2030年までに減少に転じさせる。2060年
より前にカーボンニュートラルを実現する」という従来
の目標を示すのみで、米国側が求めていた削減目標の強
化や引き上げには応じなかった。また習主席は開発や経
済成長と環境配慮のバランスを取る必要性を指摘し、先
進国に途上国が低炭素に転換するための資金や技術の協
力を呼びかけた。中国の他ブラジルやベトナムが開発途
上国への配慮を訴えた。

（3） IEA の2050 年ネットゼロに向けたロードマッ

プ（2021年5 月）

　2021年5月、国際エネルギー機関
（IEA）は世界が2050年までに二酸化
炭素（CO2）などの温室効果ガス（GHG）
の排出を実質ゼロとするカーボン
ニュートラルの実現に向けた工程表
“Net�Zero�by�2050�A�Roadmap�for�
the�Global�Energy�Sector”を発表し
た。IEA�は各国の温室効果ガス削減
に向けたNDC�および現行政策を延伸
した公表政策シナリオ（STEPS；
Stated�Policies�Scenario）ならびに持
続 可 能 な 開 発 シ ナ リ オ（SDS；
Sustainable�Development�Scenario）が
あるが、今回のネットゼロシナリオ

（NZE；Net�Zero�Emission�Scenario）は、2050�年の排
出ネットゼロ実現からバックキャストし、2050�年のエ
ネルギー最終消費量や排出量に至る定量的なシナリオを
推計した。エネルギー部門や電力など部門別の分析にと
どまらずエネルギー安全保障や市民の行動変容にも踏み
込んだ報告である。
　本稿ではネットゼロへの理解と中国の検討状況との比
較のために、まずはNZEの概要を示す。
　IEAのNZEは、人口が現在の78億人から2050年に
97億人に増え、GDPが現在の150兆ドル弱から年3%�
成長し2050年に現在の倍の300兆ドル以上になるとい
う前提のもと、世界のエネルギー供給は2050年に550
エクサジュール（石油換算日量2.48億バレル）となる。こ
のうち化石燃料は現在の8�割から2割に縮小する。再生
可能エネルギーが6割を占め、再生可能エネルギーと原
子力による化石燃料の代替が進むとしている。
　石油供給は2020年の日量9,000万バレルから2050�
年に日量2,400万バレルに減少する。このためIEAは、
NZEのシナリオでは、新たな油田の探鉱・開発は行う
必要はないと示しているが、これに対しては多くの産油
国の関係者が異を唱えている。例えば、ロシアのノバク
副首相は2021年6月に「新規投資を中止すれば原油価格
は200ドルを超えるだろう」と述べ、またサウジアラビ
アのアブドラアジズエネルギー相は「映画ラ・ラ・ラン
ド（おとぎ話）の続編を見ているようだ。なぜ真剣に受け
止める必要があるのか」と新規投資の中止が現実離れし
ていることへの皮肉を呈した。カタールのアルカービエ
ネルギー相は「エネルギートランジションをめぐる陶酔
感（euphoria）はやがて危険になる。気候変動との戦いは
包括的なものであるべきで、関係する各国それぞれの事
情を考慮するべきである」と指摘した。

図22 世界の 1 次エネルギー供給（NZE）

出所：IEA
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　IEAはカーボンニュートラル実現に向けて新たなエネ
ルギーセキュリティの懸念が加わると指摘している。
NZEでは2050年に世界の石油の供給が4分の1に減少
するがOPECが供給者に占める比率が34%から52%に
高まるとしている。また脱炭素技術の普及拡大によりク

リティカル・ミネラル（レアメタル等の重要鉱物）の需要
が約5倍に増加するとも指摘している。
　また、ネットゼロに向けたセクター別のロードマップ
では2030年に自動車販売の6割を電動車とし、2035�
年には内燃機関自動車の新車販売を停止することや

2030年までに先進国でCCS（CO2�回
収設備）のない石炭火力発電を段階的
に廃止すること、太陽光・風力発電設
備容量の増強などが、2050年ネット
ゼロを実現するためには不可欠と示し
ている。
　また、産業（工場）、運輸、建物（家庭、
業務）すべてのセクターで省エネ、電
化、再エネ、水素、合成燃料（水素ベー
ス）、バイオエネルギー、CCU（Carbon�
dioxide�Capture�and�Utilization：二酸
化炭素の回収・有効利用）を広く採用
するとしている。
　また現在普及している太陽光、風力、
電動車、ヒートポンプなど再エネ、省
エネ技術の最大限の導入に加え、実証

図23 ネットゼロシナリオにおける世界のエネルギー安全保障環境の変化

出所：IEA
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図24 セクター別ロードマップ

出所：IEA
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中や開発段階の技術イノベーションの双方が必須として
いる。実証試験中の技術には電動トラック、CCUS付き
火力発電、セメント部門のCCUS、水素燃料トラック、
CCUS付きのバイオ発電、CCUS付きのバイオ燃料（FT
合成）が、開発段階の技術として船舶の水素燃料、水素
還元製鉄、CCSにバイオエネルギー利用を組み合わせ
てCO2を回収するBECCS（Bio-energy�with�Carbon�
Capture�and�Storage）、GHGの直接空気回収DACS
（Direct�Air�Capture）、バイオ燃料（FT�合成）が示され
ている。

　IEAが2021年に発表したWorld�Energy�Investment�
2021によると、これらのクリーンエネルギー技術と効
率化への投資は2021年に7,500億ドルに達する見込み
だが、2050年までの排出実質ゼロの実現と地球の気温
上昇を1.5℃で安定させるためには2020年代にクリー
ンエネルギーへの投資を現在の3倍以上に増やす必要が
あるとIEAは指摘している。年約2.3兆ドルの投資が必
要な計算で、これは実に現在の世界のGDP�の1.5%に相
当する。

（4） 中国各機関の2060年ネットゼロ

に向けたシナリオ

　中国では2030年のCO2排出ピークア
ウト、2060年のカーボンニュートラル
の目標は「30・60」あるいは「双碳（ダブ
ルカーボン）」などと呼ばれているが政府
による公式な全体の計画やロードマップ
はまだ示されていない。2021年7月に
栗戦書・全国人民代表大会（全人代）常務
委員長が「2060年までのカーボンニュー
トラル達成に向けた全体構想を策定中で
あり、排出量ピークに向けた行動計画を
作成し、スケジュールやロードマップを
明確にする」と述べた。
　本稿では2019年から2020年にかけ

図25 技術別累積排出削減量（2020 ～ 50 年、2020 年比）

出所：IEA

【市場導入済み】
太陽光、風力、電動車、ヒートポンプ、燃料電池車

【実証試験中】
電動トラック、CCUS 付き火力発電、

セメント部門の CCUS 導入、トラックの水素燃料、
CCUS 付きバイオ発電、

CCUS 付きのバイオ燃料（FT 合成）

【開発段階】
船舶の水素燃料、水素還元製鉄、BECCS、

DACS、バイオ燃料（FT 合成）

図26 世界のクリーンエネルギーへの投資

出所：IEA
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て中国社会科学院や清華大学などアカデミーや政府系シ
ンクタンク、そして石油・電力のシンクタンクが作成し
た2060年のカーボンニュートラルに向けたシナリオか
ら、その方向性を確認する。

1.  清華大学他による「中国低炭素発展戦略と移行ロード
マップの研究」（2020年10月成果報告会）

　2018年に清華大学気候変動・持続可能発展研究院（以
下、清華大学）と米カリフォルニア州ベースの非営利団
体であるEnergy�Foundationは共同で長期戦略タスク
フォースを創設した。そして2019年1月に「中国の長期
低炭素開発戦略と移行経路の研究」に着手した。研究は
「中国の経済社会発展の長期目標」「中国のエネルギーシ
ステム移行の中長期戦略ロードマップ」など18のテーマ
で構成され、中国社会科学院の都市発展環境研究所や発
改委の能源研究所など24の政府系あるいは大学の名だ
たる研究機関が参加した総額約250万ドルのプロジェク
トである。2020年10月12日、北京で成果報告会が開
催され、清華大学の何建坤教授が「中国の長期低炭素発
展戦略と移行経路の研究」と出して報告を行った。
　研究はNDCと現行の政策を2030年まで延伸させる「政
策（P）」シナリオ、2030年まで排出削減を強化する「政
策強化（SP）」シナリオ、2050年の気温上昇を2℃以内に
抑える目標からバックキャストした「2℃」シナリオ、
2050年に排出実質ゼロを実現し、気温上昇を1.5℃以内
に抑える目標からバックキャストした「1.5℃」シナリオ
の計4シナリオを示し、14次五カ年計画における省エネ
ルギー、排出削減指標と政策、2020年に再提出する
NDCの更新・強化、中国の長期的な低炭素移行戦略と
目標について政策提言を行うことを目的としている。
　2050年のエネルギー消費について4つのシナリオで
最大12億tce（8.4億toe）の差が生じる（図27）。
・�「政策（P）」シナリオでは1次エネルギー消費は2050年
までに緩やかに増加し62億tce（43.4億toe）のピーク
に到達。

・�「政策強化（SP）」シナリオでは2035年にピークアウト
し2050年に56億tce（39.7億toe）となる。

・�「2℃」シナリオでは2030年頃にピークアウトし、
2050年に52億tce（36.4億toe）となる。

・�「1.5℃」シナリオでは2025年頃ピークアウトし2050
年に50億tce（35億toe）となる。
　CO2の排出について4つのシナリオで森林吸収分を除
くと最大78億t-CO2の差が生じる（図28）。
・�「政策（P）」シナリオではCO2の排出は2030年頃にピー
クアウトし、2050年の排出量は90億t-CO2である。

図28
「中国低炭素発展戦略と移行ロードマップの研究」
シナリオ別 CO2 排出
【凡例は左から政策（P）、政策強化（SP）、2℃、1.5℃シナリオ】

出所：「中国低炭素発展戦略と移行ロードマップの研究」成果紹介

図29「中国低炭素発展戦略と移行ロードマップの研究」
シナリオ別エネルギー消費

出所：「中国低炭素発展戦略と移行ロードマップの研究」成果紹介

表4 「中国低炭素発展戦略と移行ロードマップの研究」の
「2℃」シナリオにおける CO2 排出（単位：億 t-CO2）

出所：「中国低炭素発展戦略と移行ロードマップの研究」成果紹介

2020年 2030年 2050年

エネルギー消費 100.3 104.6 29.2

工業生産 13.2 9.4 4.7

CCS/BECCS 0 0 -5.1

炭素価格 -5.8 -6.1 -7

CO2 実質排出 107.7 107.9 21.8

図27
「中国低炭素発展戦略と移行ロードマップの研究」
シナリオ別エネルギー消費
【凡例は左から政策（P）、政策強化（SP）、2℃、1.5℃シナリオ】

出所：「中国低炭素発展戦略と移行ロードマップの研究」成果紹介

億tce
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・�「政策強化（SP）」シナリオでは排出は2030年までにピー
クアウトし2050年に62億t-CO2となる。
・�「2℃」シナリオでは排出は2025年頃ピークアウトし、
2050年に29億t-CO2となり、CCSと森林吸収による
削減（ネガティブエミッション）9億t-CO2を差し引い
た実質排出量は20億t-CO2となる。
・�「1.5℃」シナリオでは2025年までにピークアウトし
2050年には12億t-CO2、さらにCCSと森林吸収によ
る削減12億t-CO2を差し引いた実質排出量はゼロとな
る。
　「2℃」シナリオにおけるエネルギー消費は、2050年
に石炭が10%以下、石油と天然ガスが20%以下、原子力・

再生可能エネルギーが70%以上となり、原子力・再生
可能エネルギーによる発電が総発電量の90%を占め、
最終エネルギー消費の55%以上が電力となる（図29）。
　また、「2℃」シナリオにおけるCO2排出は2020年の
107.7億t-CO2から2050年に21.8億t-CO2と80%（85.9
億CO2トン）の削減となる（表4）。このうち削減分の8
割（約70億t-CO2）をエネルギー消費に伴うCO2排出が占
め、6%（約5億t-CO2）をCCSおよびCCSにバイオエネル
ギー利用を組み合わせてCO2を回収するBECCS（Bio-
energy�with�Carbon�Capture�and�Storage）によるCO2
削減が占める。また炭素価格（排出権取引）による削減が
2050年時点で年7億t-CO2となる。
　エネルギー移行に必要な投資額について「2℃」シナリ
オでは2020年から2050年までに約100兆元（約15兆
ドル、年約5,000億ドル）で毎年GDPの1.5 ～ 2%の投資
が必要としている。「1.5℃」シナリオでは約138兆元（21.2
兆ドル、年約7,000億ドル）となり、毎年GDPの2.5%の
投資が必要としている（中国の2020年のGDPは約101.6
兆元、約15.6兆ドル）。
　また本研究では中国のカーボンニュートラルの目標年
を2060年とした理由について欧米などとの着手時期の
違いをあげている。「欧米諸国は炭素排出のピークから
カーボンニュートラルまでの移行期間が50 ～ 70年間あ
るが、中国は2030年の排出ピークからわずか30年間で

図31「中国低炭素発展戦略と移行ロードマップの研究」における先進国との温室効果ガス排出の比較
（右は 1 人当たりの排出）【凡例は左から中国、米国、欧州、日本、世界】

出所：「中国低炭素発展戦略と移行ロードマップの研究」成果紹介

表5 「中国低炭素発展戦略と移行ロードマップの研究」における NDC への政策提言

出所：「中国低炭素発展戦略と移行ロードマップの研究」成果紹介

NDC（2015 年 6月） 清華大学他タスクフォースの提言（2020 年 10 月）
GDP 単位当たりの CO2 排出削減目標 ・2030 年に 2005 年比 60 ～ 65％削減 ・2030 年に 2005 年比 65％削減
1 次エネルギー消費の非化石比率 ・2030 年に 20％前後 ・2030 年に 25％前後
CO2 排出ピークアウトの時期 ・2030 年前後に減少に転じる ・2030 年より前に減少に転じる
森林蓄積量 ・2005 年比 13 億 m3 増加 ・2005 年に比べ 55 ～ 60 億 m3 増加

図30
「中国低炭素発展戦略と移行ロードマップの研究」
各シナリオのエネルギーインフラ投資額
【凡例は左から政策（P）、政策強化（SP）、2℃、1.5℃シナリオ】

出所：「中国低炭素発展戦略と移行ロードマップの研究」成果紹介



302021.9 Vol.55 No.5

JOGMEC

K Y M C

アナリシス

実行する。また2030年以降の排出削減率は年8～ 10%
に達し、先進国の排出削減率をはるかに上回る」と指摘
している（図31）。この指摘は中国が2030年までを排
出削減の助走期間ととらえているとみることもできる。
　本研究は政策提言について、NDCを2015年6月提出
のものより更新、更に強化すべきとしているがGDP単
位当たりのCO2排出削減目標については2030年に2005
年比60 ～ 65%削減とした前回NDCに対し上位の65%
を踏襲している。また、1次エネルギー消費の非化石比
率については前回NDCの2030年に20%を25%に上方
修正した。排出ピークアウトについては前回NDCの
2030年前後を2030年より前に減少に転じるとしただ
けで代わり映えしない。一方、森林蓄積量については前
回NDCの2030年に2005年比13億立方メートル増加
に対し、55 ～ 60億立方メートル増加へと大幅に上方修
正された。

2.  国有石油会社傘下シンクタンクCNPC-ETRIの「2050
年世界・中国エネルギー展望」（2020年版）

　CNPC経済技術研究院（CNPC-ETRI）は2020年12月
に発表した「世界・中国のエネルギー展望」（2020年版）
では「参考」シナリオに加え、水素の商業利用を前提とす
る「水素」シナリオと2030年までの排出ピークアウトと
2060年の排出実質ゼロを前提とする「排出実質ゼロ」シ
ナリオを示している。
　いずれのシナリオも2050年までの経済成長が平均
4.1%、人口が2030年頃ピークに達し、2050年に13.6
億人に減少という前提である。
・�「参考」シナリオでは、エネルギー消費は2040年頃に
40.6億toeをピークに緩やかに減少する（図32）。

・�エネルギー消費に占める石炭の比率は2035年に
42.5%、2050年30.4%に減少する。石油・天然ガスの
比率は2035年30.3%、2050年29.6%（石油は減少、天
然ガスは増加）とほぼ横ばいで推移する（図34）。

・�原子力・再生可能エネルギーは2035年に27.2%、
2050年に40%に増加する。

・�エネルギー関連のCO2排出は2030年頃減少に転じ、
2050年までに35%削減する（図33）。GDP単位当た
り排出は2035年に20年比53%、2035年は2020年比
80%削減する。

・�「排出実質ゼロ」シナリオでは、1次エネルギー消費は
2030 ～ 35年頃に56億tce（39億toe）でピークに到達
し緩やかに減少に転じる（図34）。

・�2050年の1次エネルギー消費に占める石炭の比率は
12.2%、石油8.4%、天然ガス13.9%、原子力9.2%、水

力10.2%、再生可能エネルギー 46.2%（非化石比率は
65.6%）
・�「排出実質ゼロ」シナリオでは、2050年の発電電力量
は13兆kWhに増加、最終エネルギー消費の48.2%が
電力となる。2050年には石炭火力とガス火力の85%
以上がCCUS設備付帯となる。
・�非化石電源比率は「参考」シナリオは2035年44.4%、
2050年57.8%、「排出実質ゼロ」シナリオでは2035年
53%、2050年80%となる。
　石油の需要はシナリオにより大きく変わる（図35
左）。2050年の石油の需要について「参考」シナリオでは
5.4億トン（日量約1,080万バレル）で現状から2割程度の
減少だが、「水素」シナリオでは3.6億トン（日量720万バ

図32 中国の 1 次エネルギー消費見通し
（「参考」シナリオ）

凡例は左から石炭、石油、天然ガス、水力、原子力、再生可能エネルギー他
出所：CNPC-ETRI　「2050 年世界・中国エネルギー展望」（2020 年版）

図33 エネルギー関連 CO2 排出
「参考」シナリオ（億 t-CO2）

CNPC-ETRI　「2050 年世界・中国エネルギー展望」（2020 年版）
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レル）、「排出実質ゼロ」シナリオでは同3.1億トン（日量
620万バレル）となり、現在の消費（日量1,400万バレル）
から半減する。
　ところが、天然ガスはシナリオにより伸びは鈍化する
がいずれのシナリオにおいても2040年頃まで増加を続
ける（図35右）。2050年の天然ガス需要は「参考」シナ
リオが666Bcm（LNG換算約4.9億トン）、「水素」シナリ
オは586Bcm（LNG換算約4.3億トン）、「排出実質ゼロ」
シナリオでは543Bcm（LNG換算約4億トン）であり、現
在の消費（320Bcm）の1.7倍から2倍に増加する。
　CNPC-ETRIは天然ガスについて他のエネルギーとの
転換が機動的で、再生可能エネルギーの発展の支え（再
エネ出力変動の調整電源）となり、将来のエネルギーシ
ステムの強靭性、安全・安定の要と指摘している。
　これだけでは国内天然ガス生産最大手によるポジショ
ントークという見方を示す人がいるかもしれないが、国
家能源局他が8月21日に発表した「中国天然ガス発展報

告2021」においても中長期的な天然ガスの需要成長が示
されている。同報告では2025年の天然ガス消費規模は
430 ～ 450Bcm、2030年は550 ～ 600Bcm、その後も
着実に成長し、2040年前後にピークに到達するとして
おり、CNPCの「水素」「排出実質ゼロ」シナリオの需要

図34
左：シナリオ別エネルギー需要（億 toe）、2035 年・2050 年とも左が「参考」、右が「排出実質
ゼロ」シナリオ、右：中国の 1 次エネルギー消費構造の変化（「排出実質ゼロ」シナリオ）、凡例は
左から石炭、石油、天然ガス、水力、原子力、再生可能エネルギー他

出所：CNPC-ETRI　「2050 年世界・中国エネルギー展望」（2020 年版）

図35
左：シナリオ別石油需要（億トン）
右：シナリオ別天然ガス需要（億立方メートル）
凡例は左から「参考」、「水素」、「排出実質ゼロ」シナリオ

出所：CNPC-ETRI　「2050 年世界・中国エネルギー展望」（2020 年版）

図36 国家能源局他「天然ガス発展報告 2021」

出所：中国の天然ガス長期需要見通し
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見通しとも整合する。
　同報告では、天然ガスは短期的にはエネルギー需要の
増加を満たし、新（再生）エネルギーの変動調整需要を満
たす。中長期的には天然ガスと新エネルギーの融合的な
発展とともにCCUSなどの技術進歩と結び付け、化石エ
ネルギーの「集中利用+CCUS」という排出実質ゼロモデ
ルを推進すると示している。中国が天然ガスを低炭素～
脱炭素社会への移行エネルギーとして重視していること
は間違いない。

3.  中国主導の電力系組織GEIDCOによる「2030年の電
力発展計画と2060年の展望」

　2021年3月、グローバル・エネルギー・インターコネク
ション開発協力機構（Global�Energy�Interconnection�
Development�and�Cooperation�Organization�:�GEIDCO）
は「中国排出ピーク・排出実質ゼロ目標達成に向けた研
究成果報告およびシンポジウム」を開催し、「2030年の
電力発展計画と2060年の展望」「中国の2060年までの
排出実質ゼロにかかる研究報告」等について研究報告を

行った。
　GEIDCOは2016年3月に設立された中国主導のエネ
ルギー国際組織である。2021年3月時点で132カ国が
参加。会長は中国電力企業連合会会長の劉振亜氏、副会
長に元米エネルギー省（DOE）長官のSteven�Chew氏や
ソフトバンク孫正義氏を擁する。
・�GEIDCOの示した「展望」によると、1次エネルギー消
費総量は2019年の48.6億tce（34億toe）から2025年
に56億tce（39.2億toe）に増加、2030年に60億tce（42
億toe）でピークに到達し、2060年は59億tce（41.3億
toe）となる。
・�最終エネルギー消費は2019年の34.5億tce（24億toe）
から2030年頃40億tce（28億toe）でピークに到達する。
最終エネルギー消費における電化が進み2025年には
33%、2050年には57%、2060年には66%となる（図
37）。
・�電力消費は2030年にかけて年平均3.6%成長し10.7兆
kWhとなる。2030年から2050年にかけて年平均2%
成長し2050年に16.2兆kWhとなる。2050年から
2060年にかけて年平均0.6%成長し2060年に17.1兆
kWhとなる（図38右）。
・�2050年に電源の65%が非化石となる。
・�発電設備容量は2050年に75億kWに達し、そのうち
92%（68.7億kW）が非化石（風力と太陽光が75%）であ
り、石炭火力は3億kW（設備容量の4%）、ガス火力は
1億kW（設備容量の1.3%）。またエネルギー貯蔵能力
が6億kWとなる。
・�2060年には電源の70%以上が非化石となる。発電設
備容量は80億kWに達し、そのうち96%（77億kW）
を非化石（風力と太陽光が約80%）。石炭火力はゼロと
なり、ガス火力が2億kW、エネルギー貯蔵能力7.5億
kWとなる（図38左）。
・�電源の非化石化の鍵を握るコスト低下について図37 最終エネルギー消費総量と構造　（単位：億 tce）

凡例は上段左から石炭、石油、天然ガス、電力、熱、下段左からバイオ、
水素、その他再生可能エネルギー、折れ線は電化率
出所：GEIDCO「中国の 2060 年までの排出実質ゼロにかかる研究報告」

図38 2050 年・2060 年の中国の発電設備と電源構成
【凡例は左から風力、太陽光、水力、揚水、原子力、バイオ、地熱他、水素、ガス火力、石炭火力】

出所：GEIDCO�「中国 2030 年能源電力発展規画研究及 2060 年展望」
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GEIDCOの報告では2060年の均等化発電原価（LCOE：
Levelized�Cost�Of�Electricity）は太陽光がkWhあたり
0.07元（12ドル/MWh）、陸上風力は0.15元（22.5ドル
/MWh）に下がるとしている（図 39）。ちなみに
Bloomberg�NEF�（BNEF）によると現在世界のLCOE
ベンチマークは太陽光が48ドル/MWh、陸上風力が
41ドル/MWh。これに対し中国の太陽光のLCOEは
34ドル/MWhである。
・�GEIDCOの報告では石炭火力のリプレースについて中
部・東部地域で先行的に進めると示している（図40）。
同地域で石炭火力の新増設を行わず、老朽化・非効率
な設備の淘汰と機動力（起動時間が短く、出力調整速
度に長けた）のある設備への改造を進め、同地域の石
炭火力を2025年頃に11億kWでピークに到達させる。
2030年以降は価格許容力のある中部・東部地域にお
ける石炭火力から天然ガス火力への改造や天然ガス火
力の増設によるリプレースを加速する。天然ガス火力
発電の設備容量は2030年に1.85億kW、2050年に3.3

億kWに増加（2060年は3.2億kW）する。また火力に
CCS/CCUS設備を付帯し排出削減を進める。2050年
以降は水素やBECCS（バイオマスエネルギー）との組
み合わせにより更に排出削減を図る。

・�GEIDCOの報告では省・地域をまたいだ送電網の拡充
と国をまたいだ電力の融通について示している（図41）。
　送電ネットワークの規模を現在の1.6億kWから2025
年に3.6億kW、2030年に5億kWに拡充し、省や地域
をまたぐ送電網4.6億kWを構築し、国をまたぐ送電網
4,250万kWを構築する。2050年には送電網を9.9億kW
に拡充し、そのうち82%（8.1億kW）を省や地域をまた
ぐ送電網、18%（1.79億kW）は国をまたぐ送電網とする。
2060年には送電網を10.2億kWに拡充し、そのうち
82%（8.3億kW）を省や地域をまたぐ送電網、18%は国
をまたぐ送電網とする。西北地域は国内東部、南部地域
向けに電力を供給する他カザフスタンから電力を輸入、
キルギスタンと相互融通、パキスタン、ネパール、イン
ドに電力を融通する。東南アジアのベトナム、ラオス、
ミャンマー、バングラデシュとは電力の相互融通を行い、
中国南部への電力供給を行う。東北地域は中国東部、南
部地域への電力供給の他、北部はロシアやモンゴルから
電力を輸入し、韓国や日本に輸出する。

4.  中国電機工程学会による電力業界の排出ピークと排
出実質ゼロのロードマップ

　清華大学他の報告から10カ月後の2021年8月に中国
工程院（Chinese�Academy�of�Engineering；CAE）によ
る排出実質ゼロに向けたロードマップが発表された。中
国工程院は国務院直属の組織で科学院とならぶ技術分野
の最高研究機関である。8月に江蘇省南京で中国工程院
による学術検討会が開催された際、中国電機工程学会
（CSEE）理事長で中国五大発電会社の一角を占める中国

図39 左：太陽光 LCOE 予測、右：陸上風力 LCOE 予測（単位、元 / 千 kWh）

出所：GEIDCO�「中国 2030 年能源電力発展規画研究及 2060 年展望」

図40 2020 年～ 2060 年の石炭火力設備容量と東部・
中部における石炭火力のシェア（単位：億 kW）

凡例左が石炭火力設備容量、右折れ線が東部・中部におけるシェア
出所：GEIDCO�「中国 2030 年能源電力発展規画研究及 2060 年展望」
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華電集団（Huadian）の舒印彪董事長（会長）が「排出ピー
クアウトと排出実質ゼロに向けた技術ロードマップおよ
び実践の探求」と題する報告を行った。
　同報告によると中国工程院は2021年2月に「排出ピー
クアウトと排出実質ゼロ戦略およびロードマップの研
究」プロジェクトに着手した。同プロジェクトは①「産業
構造の調整と排出強度低下戦略」、②「排出ピークアウト
と排出実質ゼロ目標下のエネルギー発展戦略」に加え、
電力、工業、建築、交通輸送各分野の排出ピークアウト
と排出実質ゼロの実施経路（③～⑥）、⑦カーボンシンク
（ネガティブエミッション）・CCUS戦略、⑧プロジェク
ト統合の合計8つのテーマで構成されている。中国電機
工程学会はこのうち「電力産業における排出ピークアウ
トと排出実質ゼロの実施経路」を受け持ち、7つのサブ
テーマ（①排出ピークアウトと排出実質ゼロにおける電
力の発展シナリオ、②新エネルギーの発展とクリーンエ
ネルギーの高効率開発利用、③石炭・天然ガス火力の機
動的・低炭素化の応用とその他の技術、④次世代電力シ
ステム、⑤エネルギー消費の電化、⑥中核・革新的技術、
⑦炭素・電力市場メカニズム）に分けて研究を行った。
　同報告では電力産業における排出実質ゼロへの移行に
ついて2030年までを「排出ピーク到達期」（2021～30年）、
2031年以降を「低炭素深化期」（2031 ～ 50年）、2051
年以降を「ゼロカーボン期」と3つの段階に分けている（図
42）。
・�2030年までの「排出ピーク到達期」では2028年頃電力

産業の排出がピークに到達する。工業、建築、交通分
野の電化が進み電力需要は平均4.5%増加する。電源の
49%が非化石化（水力13%、原子力7%、風力・太陽光
他29%）する。石炭火力は電源の42%、ガス火力は9%
に上昇する。
・�2031年以降の「低炭素深化期」では電力システムの低
炭素化が進展しCCUSの利用により排出がピーク時か
ら10%低下する。風力、太陽光、原子力を中心に電源
の非化石化が進展し、電源の80%が非化石（水力13%、
原子力14%、風力・太陽光他53%）する。石炭火力は
電源の13%、ガス火力が7%となる。
・�2051年以降の「ゼロカーボン期」では電力システムが
ゼロ炭素に発展する。CCUSによるネガティブエミッ
ションの規模が更に拡大する。電源の90%が非化石（水
力13%、原子力16%、風力・太陽光他61%）する。石
炭火力は電源の7%、ガス火力が3%となる。
　同報告では、送配電システム改革の重要性を指摘する。
中国の電力需要は人口の多い沿海の東部、南東部に集中
し、太陽光、風力を含む発電は北部、北西部に集中して
いる。電力需要のピーク調整能力は不足しており、現在
の技術のもとでは需要地への長距離送電は再生可能エネ
ルギーの利用率を損なう。また今後電源の主体が化石燃
料から、太陽光・風力など再生可能エネルギーに置き換
わり、電気自動車やエネルギー貯蔵施設など多角的な負
荷と分散型電源、マイクログリッドの接続が加わる中、
柔軟性、安全性、制御性の向上にデジタル化が不可欠で

図41 2060 年の中国の省・国をまたいだ送電網イメージ

赤は省・地域をまたいだ送電、青は国をまたいだ電力融通を示す
出所：GEIDCO「中国の 2060 年までの排出実質ゼロにかかる研究報告」
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ある。「計画優先の一方向の制御」から、5G、ビッグデー
タ、クラウドコンピューティングなどの先進技術を用い
た「高度なセンシング技術と回生型双方向電源」へと電力
システムを近代化させる必要があると指摘する。
　同報告においてもエネルギー転換における天然ガスの
重要性が指摘されている。電力需要が高いが、天候不順
で再生可能エネルギーの供給が少ない場合、天然ガスは
化石燃料の中で最もCO2の排出が少ない、クリーン燃料
である。特に初期段階では、エネルギー貯蔵のための実
用規模のバッテリー技術がまだ確立されていないため天
然ガスが重要な役割を果たすと指摘している。なお、同
報告によると中国のエネルギー貯蔵容量（電気化学）は
2020年末現在320万kWで100万kW級の貯蔵ステーショ
ンも存在する。

（5）中国の排出実質ゼロに向けた方向性についての考察

　現在中国が直面しているエネルギー市場の状況と2-6
で示した国務院シンクタンクによる2030年のエネルギー
需給展望ならびに前項で示した中国各機関のシナリオか
ら、中国の排出実質ゼロに向けた取り組みとその方向性
について、IEAのネットゼロに向けたセクター別ロード
マップ（図24）を参照しつつ考察を試みた。
　
・ 石油・天然ガスの探鉱開発投資：政策的に国内投資継続・

特にガスの供給強化
　IEAは現時点で新たな油田の探鉱・開発は行う必要は
ないと示したが、中国は国内石油・ガス田の探鉱開発投
資を継続し、生産の増強を図ろうとしている。
　国有石油企業はエネルギー安全保障と2060年のカー
ボンニュートラル政策に基づき、国外投資よりも国内天

然ガスの生産増加と再生可能エネルギーや水素など新エ
ネルギーへの投資を拡大することに注力している。当面
需要や投資が減速する可能性は低い。
　石油・天然ガス業界のみならず、電力関係組織も天然
ガスをエネルギー移行期のクリーン・低炭素エネルギー
と位置付け、また再生可能エネルギー発電の調整電源と
しての役割を担うことを期待している。

・ 石炭火力の段階的な廃止、CCUSの付帯：2030年以
降加速の見通し
　IEAは現時点でCCUSを付帯しない石炭火力の新設を
止め、2030年に先進国でCCUS付帯のない石炭火力を
段階的に廃止と示したが、中国は2030年に排出をピー
クアウトさせる方針を変えておらず、現状は石炭火力の
新設を継続している。
　これまでの石炭関連政策や足元の石炭・電力需要から
石炭火力のリプレースやCCUSの付帯が本格的に進むの
は2030年以降になると思われる。
　GEIDCOの示す、老朽化・非効率な設備の淘汰と機
動力（起動時間が短く、出力調整速度に長けた）のある設
備への改造は今14次五カ年計画を含め、拘束力のある
目標が設定され、段階的に進むと思われる。しかし天然
ガス火力増設によるリプレースの進展は電力需要やガス
価格ならびに石炭産業の雇用・配置転換のスピードに影
響を受けると思われる。
　現状中国の新設石炭火力にCCUSを付帯する法的義務
は設定されていない。そもそも中国のCCUSはまだ実証
段階であり、本格的な導入には時間を要すると思われる。
中国のCCUS年度報告（2021）によると、現在中国で稼
働中のCCS実証プロジェクトは40、規模は年300万ト

図42「排出ピークアウトと排出実質ゼロに向けた技術ロードマップおよび実践の探求」

左は電力産業における排出の変化、右は 2020 年から 2060 年の電源構造、右図凡例は左から石炭火力、ガス火力、原子力、通常水力、
風力、太陽光、バイオマス
出所：CSEE2021 年 8 月（北極星售電網 2021 年 8 月 16）
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ンである。中国は長期的にはネガティブエミッションと
しての発電へのCCS適用に期待している。CCUS年度報
告によると、石炭火力におけるCCUSによる削減期待量
は2025年までに600万トン/年、2030年に2,000万トン、
2040年に2億～ 5億トン/年でピークを迎え、その後は
横ばいで推移すると予想されている。ただし既存の石炭
火力発電ユニットへのCCUS導入拡大に影響を与える要
素としてコストの問題がある。火力発電では、CO2回収
装置の設置によるコスト増は0.26 ～ 0.4元（4.4 ～ 6.8円）
/kWhとなる。また設置後の冷却装置による水資源も水
不足の地域では問題のようである。業界紙ではCO2の回
収コストはトン当たり400元（約60ドル）で、CO2回収
により石炭火力のコストは54 ～ 61ドル/MWh、ガス
火力発電は24ドル/MWhに上昇すると指摘している。

・自動車の電動化：政策的に推進、世界をリード
　IEAは2030年に自動車販売の6割を電動化と示したが、

中国は政策的にNEVを促進しており、世界のNEV保有
量の半分は中国が占めている。中国は2035年までに新
車販売の全車両を「環境対応車両」（50%以上をNEV、
残りをハイブリッド車などの省エネルギー車）とする方
針を示している。今年は排ガス規制の厳格化の影響で自
動車（商用車）の販売が落ちたことも影響しているが、
2021年1 ～ 8月のNEVの販売量は170万台を超え、新
車販売の10%を超えており、順調な伸びを示している。

・太陽光・風力の設備容量増量：政策的に推進
　IEAは太陽光・風力設備容量の増強を示しているが、
中国政府は「2030年までに風力・太陽光発電の設備容量
を12億kW以上に増やす」と表明している。目標達成に
は毎年約7,000万kWの設備容量追加が必要となるが業
界団体は自信を示しており、今年1～7月に太陽光は1,794
万kW、風力は1,275万kW（計3,051万kW）と順調な伸
びを示している。

まとめ

　中国は2005�年頃からGDP�単位当たりの省エネや排
出削減という経済成長と両立する、実現可能な数値目標
を設定し、省エネルギー、大気汚染改善、排出削減に取
り組んできた。人口増加と経済発展のなか、エネルギー
消費の絶対量は増え続けたものの、省エネルギーやエネ
ルギー源の多角化については一定の成果が出ている。
　足元では中国政府当局にエネルギー安全保障をより意
識させる事象が起きている。
　石炭は大気汚染抑制策により製造業における天然ガス
への燃料転換が進展した。政府は石炭消費、貿易（輸入）
管理を進めているが、需給のひっ迫や価格の上昇を招き、
調整は難航している。石炭備蓄増強による安定供給を志
向している。
　石油の消費抑制、代替策（燃費規制、高速鉄道普及、
NEV促進）は機能し消費の伸びは鈍化した。政府は国有
石油企業独占打破と環境対応の観点から地方製油所の原
油輸入を許可したが、地方製油所の台頭は石油製品の供
給過剰、米制裁対象の原油貿易横行を招き、政府は地方
製油所の取り締まりに転じ、貿易管理を強化している。
天然ガスはクリーンエネルギーと位置付けられ利用が拡
大、製造業における石炭からの燃料転換や発電、都市ガ
スの利用が進んだ。輸送・貯蔵を統一管理する

PipeChinaが設立され、LNG受入基地の第三者アクセス
が進展した。一方でピーク需要差が拡大し、政府は貯蔵
設備の増強や緊急時の対応を整備している。
　電力消費増加の中、電源の非化石が進展した。中国政
府は石炭火力発電の高度化と集約化を進め、老朽化ある
いは非効率な設備のリプレースを進める方針のはずだ
が、地方政府と電力会社による石炭火力増設が続いてお
り、過剰投資の懸念がある。2021年上半期は活発な経
済活動と高気温により電力需要が急増し、増加の7割は
機動的な火力が対応した。
　中国は2060�年までの温室効果ガス排出実質ゼロを表
明したが、排出削減に向けた全体計画やロードマップは
まだ公表されていない。
　中国は自動車の電動化や太陽光・風力の設備容量増量
といった排出削減や再生可能エネルギー拡大の取り組み
は積極的に推進している。7月に開始した排出権取引は
現状低調に推移しているが今後排出削減のツールとして
期待がもてる。
　しかし世界の電力消費の3割を占める中国において排
出の4割を占める電力、同国の電源の6割を占める石炭
火力のリプレースは容易ではない。当面は老朽化・非効
率な石炭火力設備の淘汰と機動力（起動時間が短く、出
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力調整速度に長けた）のある設備への改造を進め、段階
的な廃止が本格的に進むのは2030年以降になると思わ
れる。
　IEAは2050年までに排出実質ゼロを実現し、地球の
気温上昇を1.5℃で安定させるためには2020年代にク
リーンエネルギーへの投資を世界のGDPの1.5%に相当
する年2兆ドル以上に増やす必要があると指摘している。
清華大学他が行なった試算では中国の排出ゼロ実現のた
めのエネルギー移行に必要な投資額は約100兆元（約15
兆ドル、年5,000億ドル）で毎年GDPの1.5 ～ 2%の投資
が必要となる。中国はこの巨額のエネルギー移行費用の
みならず、例えば約350万人とされる石炭鉱業従事者（家
族を含めると4,000万人規模）の雇用や配置転換といっ

た社会安定につながる対策にも時間と費用を投じること
になる。中国が排出実質ゼロの達成時期を欧米や日本よ
り10年先送りした理由は電力・エネルギーシステムの
移行のみならず産業構造の調整や雇用などに伴う時間と
費用を考えたからではないか。
　昨今エネルギーの問題は気候変動「緩和」のための排出
削減、エネルギートランジションの動向が注目されがち
だが、脱炭素化、エネルギー移行が進むにつれて、エネ
ルギーを取り巻く市場や環境の変化は更に大きく、激し
くなることが予想される。中国のエネルギー政策は排出
削減だけではなく、社会の安定、エネルギー安全保障や
エネルギーを取り巻く環境の変化への「適応」を考慮しな
がら進むと思われる。
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