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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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本日の内容

 中国の電力供給制限、工場操業停止の要因

 電力不足、冬季のエネルギー確保に向けた対応

 電力逼迫、供給制限の石油・天然ガスへの影響

 まとめ
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9月下旬、中国各地で電力供給や工場操業停止相次ぐ

SIA Energy、新華社、
Bloomberg他に基づき作成

各地の電力供給制限、工場操業停止の事例

吉林：民生用を含め無通告
停電、ラッシュアワー時停電、
断水頻発

広東：東莞市で9月22日から一般製造
業週4日停電、高消費企業全面停電、
汕頭市は週5日停電など各地で工業向
けの電力供給制限
省内日系企業180社以上の操業に影響

遼寧：9月10日から電力逼迫、供給制

限。瀋陽市の一部で民生用を含め無
通告停電。鋳物工場のガス漏れ事故
や信号停止による渋滞等発生

江蘇：繊維、鉄鋼、セメントなど
多消費・排出産業全般への電
力供給制限、操業停止。アップ
ル・テスラ向け部品工場操業
停止

広西：陶器製造企業6社操

業停止他各地で電力供給
制限

浙江：紹興市染織企業9月22日から9
月末まで操業停止
衡州市セメント企業9月22日から9月
末まで操業停止、Q4も操業制限

雲南：工業用シリコン、黄燐、
セメント、電解アルミ等の生
産削減
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電力供給制限、工場の操業停止の要因

・9月中旬以降中国各地で電力供給制限や工場操業停止要請の動きが加速。週1日あるいは2日の操業を強

いられる工場が出現した。日系企業にも影響が生じている。一部の地域では不定期、無通告で民生を含め
た停電も発生、市民の生活に支障が生じた。
・電力需要は発電の6割を担う石炭需給が逼迫する中、コロナ後の経済回復（世界からの発注増加による製
造業の活況）や高気温による電力需要の増加で7月に最大負荷を更新。電力需要増加の7割を火力で対応。

・老朽化炭鉱淘汰による生産能力抑制・合理化策に加え、今年は炭鉱事故による安全検査の強化や反汚職
調査などにより石炭国内生産が低下。また輸入割り当て・総量規制に加え、豪中関係悪化で豪州炭の輸入
を停止。ロシアやインドネシアから輸入を増やしたが石炭輸入は減少（インドネシア炭が豪雨や国内供給優先で

減少）。発電用石炭在庫は価格高騰に輸送、港湾などサプライチェーンの混乱が加わり低下。電力企業は価
格統制のもと、高止まりする価格を転嫁できず経営が悪化、メンテナンスにより運転を停止する火力発電設
備が続出。石炭生産・輸入抑制・電力価格統制による市場の歪みが生じている。
・渇水による西南の水力の稼働率低下や東北の風力発電の一時的な稼働低下も電力逼迫を昂進。
・中央政府は11次五カ年計画以降各省市自治区に排出削減、エネルギー消費目標を課している。8月17日
に国家発展改革委員会が上半期の各地の達成状況を発表、製造業の拠点である広東や江蘇省を含む消
費・排出超過地域に対し注意喚起を行った。9月11日に同委員会が目標達成に向けたガイドラインを提示し

た。これを機に各地で電力供給制限や工場への操業停止指示が加速した。中央政府の機械的な政策下達
と地方政府の対応が嚙み合わず、無秩序な電力供給制限と工場の操業停止が全国に波及。
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電力供給制限、操業停止の要因

2030年CO2排出ピークアウト
2060年温室効果ガス排出実質ゼロ

202１年

政策 省、自治区、直轄市への省エネ、
排出抑制目標

地方政府による電力
供給制限、工場への
操業停止命令

石炭生産抑制政策
石炭輸入総量規制
（豪州からの輸入停止）

炭鉱事故頻発による安全
検査、汚職取り締まり強化
による供給減少
石炭価格高騰

発電の低炭素化促進

（電力価格統制）

経済活動、高気温による電
力需要増加
発電向け一般炭在庫減少
発電逆ザヤ
（水力発電稼働率低下）

新型コロナウイルスからの急速な経済復調による電力需要増加、石炭需給ひっ迫・価格高騰、電力
価格統制のもと、排出抑制・省エネ目標の遂行を求める中央政府と地方政府の対応に齟齬
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参考：発電における低炭素化の進展
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燃料別発電量（2020年）【中国の電源構成推移】

・2020年の発電電力量は前年比4.09%増の7.6兆kWh。発電量の6割が石炭火力（ガス火力は発電量の3%でピーク調整電源。
発電量の3割が非化石（原子力・再生可能エネルギー）。石炭火力発電電力量の伸びは前年比1.7%増、ガス火力同8.6%増
に対し、太陽光と風力はそれぞれ15%以上の高い伸び、水力・原子力は5%前後の伸び。
・固定買取価格制度（FIT）や補助金に伴い非化石の特に風力、太陽光が拡大。
・電力消費の7割が工業向け、家庭向けは15%

中国電力企業連合会に基づき作成
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電力需要急増の7割をまかなう火力の存在

2021年7月14日 これまでのピーク(今年1月7
日)

全国発電量 271億8700万
kWh

259億6700万kWh

最大電力負荷 11億9200万kW 11億8900万kW

2021年1～6月の国内総生産（GDP）は前年同期比12.7%増加。1～6月の電力消費は前年同期比16％増の
3.9兆kWh。電力需要増加分の7割を火力発電（石炭・ガス火力）で対応。
1-8月の電力消費13.8%増の5.4兆kWh。製造業向け14.9%伸長。電力需要増分の65%を火力で対応。
（1-8月の火力発電量前年同期比12.6%増、水力1%減、風力42%増、原子力13.3%増）

出所：SIA Energy

夏季に入り華東・華中・華南で続く広範囲の高温気
象の影響を受け、全国の発電量・電力消費量が増
加。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35℃以上の高温となった。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

【電力負荷過去最高を更新】
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参考：石炭生産抑制・合理化政策

・中国政府は13次五か年計画他で石炭生産抑制、合理化を図っており、老朽化炭鉱の淘汰による過剰
生産能力の抑制や炭鉱数の減少を進めてきた。
・2016年に石炭消費抑制のため炭鉱操業規制（年間276日）を導入、生産は減少したが需給ひっ迫、国
内価格急騰、輸入の急増を招き規制は解除、生産量は2020年に微増に転じた。

2015年 2020年目標 実績

石炭消費 39.6 41 42

1次エネル
ギー消費に
占める比率

64% 58% 56.8%

過剰生産能
力抑制

15年比▲8億
トン抑制

15年比▲10.6
億トン抑制

炭鉱数 9,700 6,000 5,000

【中国の石炭生産・消費推移】

中国能源統計に基づき作成

【13次五か年計画における石炭抑制・合理化
目標（一部）】

中国石炭13次五か年計画に基づき作成
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市場の歪み：石炭生産抑制

・2021年は炭鉱事故頻発による安全検査の強化や反汚職調査、共産党創立100周年記念式典に伴う炭鉱の一時的な
閉鎖などにより国内石炭生産は低下。
・石炭需給ひっ迫、価格高騰を受け李克強首相は5月の国務院常務会議において主要な石炭企業に生産と供給を増
やすよう指示。しかし石炭生産は伸び悩み（6月が前年同月比5%減、7月は3.3%減とマイナスが続き8月にようやく0.8%
増の3.35億トンと3か月ぶりにプラスに転じたものの増加は小幅）。
・10月初旬に豪雨により主要産炭地の山西省で複数の炭鉱が操業を停止したがほぼ回復。内モンゴルなどでも増産
指示に応じており国内の石炭は緩やかに増産へ。

JOGMEC北京事務所作成
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市場の歪み：石炭輸入規制

・石炭輸入量を年間3億トン以内に抑制するため、2018年以降輸入割当制を導入。近年、年末にかけて輸入枠消化後輸入量が落ち込み、
沖合で石炭積載船が越年、輸入枠が更新される1月の輸入急増が常態化。
・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、5月以降輸入管理強化。豪中関係悪化
で6月以降豪州からの輸入を非公式に停止。需給はタイト化で年末に輸入規制を緩和し石炭を大量輸入。
・2021年も需給タイト化を受け5月以降政府は石炭輸入増量を指示。2021年9月の石炭輸入は前年同月比76%増の3,283万トンに増加。1-
8月輸入は10.3％減だが1-6月の20%減に比べマイナス幅は縮小。国慶節休暇中も輸入を続けており輸入は当面増加基調。

【主な石炭輸入国（2020年）】

石炭年鑑に基づき作成
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【石炭輸入（2020年・21年1-6月】

輸入の3割を占める
豪州炭の輸入停止

【中国の石炭輸入月間推移】

6月以降増
加基調
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国内外石炭価格の高騰

中国煤炭市場網（CCTD）

・豪州やインドネシアなど発電用の一般炭スポット価格（5,500kcal/kg）は2021年に入り4～5倍に上昇。
（豪州高品位一般炭は足元約250ドル/トンでコロナによる最安値（50ドル以下）の5倍）
・中国国内の一般炭価格の指標である渤海湾5500kcal/kg炭の長期契約価格754元（約120ドル/トン）に対し報
道ベースでは9月下旬のスポット炭価格は2倍の1,535元（約240ドル/トン）に達した模様。中国煤炭市場網
（CCTD）公表のスポット価格は投機的な動きを抑制したい政府の意向を受け7月23日以降公表停止。

・硬直的な電力固定価格により火力発電企業は赤字、一部の省では損失を抱えた火力発電企業がメンテナン
スのため設備を停止。

石炭価格動向、近日
JOGMEC石炭資源情
報にて公開

https://www.cctd.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=454&data=CCTD%C7%D8%BB%CA%B5%BA%B6%AF%C1%A6%C3%BA%BC%DB%B8%F1&name=CCTD%C7%D8%BB%CA%B5%BA%B6%AF%C1%A6%C3%BA%BC%DB%B8%F1
https://coal.jogmec.go.jp/
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13・5計画目標 達成 14・5計画目標
単位GDPあたりのエ
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あたりの
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

森林比率 2020年に23.04%
達成
（2020年23.04%）

2025年に24.1%

・中央政府は11次五カ年計画（2006～2010
年）以降省エネ・排出削減について “拘束性
指標”（必達指標）を設定。
・14次五カ年計画（2021～25年）はGDP単位
あたりエネルギー消費を年平均2.7%削減、
CO2排出を同3.6%削減する目標を設定。

・中央政府は各省市自治区政府に排出削減、
エネルギー消費目標（義務・努力）を割り
振っている。
・国家発展改革委員会は8月17日に上半期
の各地の達成状況を発表。9月11日に同委

員会は目標達成のガイドラインを通知、エネ
ルギー多消費・排出の多いプロジェクトの制
御、再エネ消費の増加などを求めた。

地方政府への省エネ、排出抑制目標管理

地方政府への省エネ・排出抑制目標は
2006年から設定、今五カ年計画の目標が
過大に引き上げられたわけではないが・・・
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過去にも同様のエネルギー危機
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GDP成長（左軸） エネルギー消費
弾性値（右軸）

電力消費
弾性値（右軸）

2002～06年
需要増に設備投資追い付かず停電頻発

2010年
省エネ・排出目標
による電力、石油
不足

2017年冬季

石炭からの転換
強行による天然
ガス不足

2020-21年冬季
低気温による電力不足

2006年
国家能源局、国家
能源委員会設立

2013年
大気汚染防止行動計
画（2013～17年）

2003年
電力不足で
軽度のオイ
ルショック

10次五カ年計画
（2001～05年）
国家石油備蓄創設

2000年以降何度か電力供給制限や天然ガスの不足を巡る混乱が発生。中央政府の政策遂行要請に過剰反応した地

方政府が引き起こした事例が存在。中央政府は備蓄構築、エネルギーを所管する国家能源局、省庁横断型の国家能
源委員会設立などの対応を進めた。

中国のエネルギー危機（2000年以降の主な事例）

能源統計他に基づきJOGMEC作成



15

電力逼迫への対応（中央政府）

・9月28日、韓正副首相（エネルギー部門所管）は電力危機に対する緊

急会議を開催、国有エネルギー各社に冬季のエネルギー確保に取り
組むよう求めた。
・10月9日、李克強首相主催で国家能源（エネルギー）委員会を開催。
李首相は「エネルギー安全保障は国家の安全保障」と指摘。

・石炭生産の最適化を図り、老朽化石炭火力を秩序立てて淘汰。
・石油・天然ガスの探鉱開発強化、シェールガスやCBMを積極的に
開発し、石油・ガスの国際協力（対外投資、輸入）を多角化。
・石炭、石油、天然ガスの備蓄（在庫）増強。

・また李首相は「2030年のCO2排出ピークアウトと2060年のカーボン

ニュートラルの達成は中国の経済改革の基本要件」、科学的かつ秩序
ある方法で達成するには長く困難な努力が必要と指摘。

・最近の電力と石炭の矛盾を踏まえ、綿密な計算と調査を行い、段
階的な達成に向けたタイムテーブルやロードマップを提案すべき。

・各地方の「一律」の電力制限やキャンペーン型の排出抑制を是正
し、北部民衆が冬を温かく過ごすこと、産業サプライチェーンの安
定と経済の持続的発展を確保した上で石炭のクリーン利用、ク
リーンエネルギー利用拡大、省エネ・排出削減を進めるよう求めた。

国家エネルギー委員会（10月9日）
中央が李克強首相、
向かって右が韓正副首相
出所：SHPGX

https://mp.weixin.qq.com/s/9ewQgdTgPVAzLEtHLkfOdQ
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電力逼迫への対応

石炭輸送鉄道を含む供給
チェーンの整備鉄道
ロシアからの電力輸入拡大
電力供給調整

政府首脳が緊急会議を開催

石炭生産・輸入の増加、電力供給と冬
季のエネルギー確保を指示
電力価格の改革

石炭増産
石炭輸入の増量

天然ガス調達
（新規契約）

石油製品輸出抑
制による国内供給
確保

中央政府は一律あるいは無秩序な電力供給制限の是正を求めているが、排出削減・省エネ目標は
維持されているため、電力供給制限や企業への減産、操業停止措置が続く。来春まで電力供給制限
が残る可能性などを受け経済の減速懸念で各機関は相次いで中国のGDPを下方修正。
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今冬季・来春のエネルギー確保（中央政府）

国家発展改革委員会経済運行調節局の責任者は9月28日に今冬来春のエネルギー供給確保に係

る記者会見を実施。北部の冬のエネルギー供給、家庭用へのエネルギー供給保障措置を講じてい
ることを強調。

・国内エネルギー供給強化（石炭の秩序ある生産能力増強、輸入の増加、天然ガス生産の増加、中
央アジアパイプラインからの輸入安定）、電力・エネルギー配分調整（家庭向けの供給を保障、高排
出・消費プロジェクトへの供給を抑制）、貯蔵・在庫増強（石炭在庫を安全レベル以上に高める、ガス
貯蔵施設への冬前の貯蔵完了）ならびに緊急時・ピーク調整電源の増強によるエネルギー供給確
保を図る。
・天然ガスについては冬季（通常は11月15日～3月15日頃）の集中暖房需要向けの天然ガスの確保
を前倒しで進めており、安定供給に自信。国内ガス増産に加え9月末時点で天然ガス貯蔵（地下貯
蔵+LNGタンク）の在庫水準は前年を上回る27Bcm超（ピーク時1日あたり2億m3の払い出しが可能）。
・緊急時の需給調整について地方と企業との調整により3億m3/日の中断可能な非居住者需要家リ

ストを更新・整備し、段階的な削減計画を制定し、いつでも発動可能な状態とし、住民の生活、暖房
などの家庭向けのガス需要を確保。
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石炭火力発電価格の変動幅拡大

国家発展改革委員会は10月12日に「石炭火力発電電力価格の市場化に向けた改革深化」に関
する通知を公表。
（１）石炭火力発電電力価格の秩序ある自由化
全ての石炭火力発電が電力市場に参加し、「基準価格＋上下変動」の範囲内で取引を行う。

石炭火力発電の基準価格が引き続き新エネルギー発電価格形成のベンチマークとなる。
（２）電力の市場取引における価格変動幅の拡大
石炭火力発電の市場取引価格の変動幅を従来の上昇幅10%、下降幅15%から上下ともに20%

を超えない範囲に拡大。エネルギー多消費・排出企業やスポットの電力価格の変動幅は対象外。
（３）工商業ユーザーの電力市場参加を促進、固定電力価格廃止へ
工商業ユーザーへの電力固定価格を廃止し市場における取引を促す（10㎸以上のユーザーは

電力市場に参加、その他ユーザーも迅速に参加。電力購入の代理店は競争入札等により価格
を形成。
（４）家庭・農業ユーザーへの電力価格政策は従来の固定電力価格を維持
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電力逼迫への対応（ロシアからの電力輸入増加）

9月28日、国有送電会社国家電網（State Grid）は緊急会議を開催し、

省市を跨ぐ電力資源の配分や、節電・ピークシフトを促して民生用と公
共サービス、重要なユーザー向けの供給を優先するなどの対策を取
る方針。
10月6日、同社はロシアからの電力購入を増やしたことを発表した。10
月1日からアムール州と黒河市を結ぶ500kV送電線の全負荷
（750MW）の運転時間をこれまでの5時間から16時間に増やしたことで
東北地域の電力供給における緊張が緩和されたと述べた
中国とロシアを結ぶ送電線は、年間で最大70億kWhの電力融通が可
能
2020年の露InterRaoからの電力輸入は30億6000万kWh（電力消費の
0.04%）
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参考：景況感の悪化（電力供給制限の影響）

9月30日に中国国家統計局と中国物流購
買連合会が発表した景況感を示す9月の製
造業購買担当者指数（ＰＭＩ）49.6で2020年1
月以来１年７カ月ぶりに50を下回った。
石油・石炭・その他燃料加工、化学繊維・ゴ
ム・プラスチック製品、鉄金属製錬・圧延加
工といった電力消費が多い業種の生産、
新規受注がいずれも45.0を下回った。中国
各地で広がった電力の供給制限が影響し
たとみられる。
また主要原材料の購入価格は高止まりし
ており、原材料コスト高が企業の経営を圧
迫している。

JOGMEC北京事務所作成
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電力逼迫、供給制限の石油・天然ガスへの影響

【石油需要】
・製造業の操業停止措置による軽油・重油需要鈍化懸念（自家発需要は限定的）。
・政府は価格抑制（+アナウンス効果）、石油備蓄の緊急時以外の放出、活用に向けた試み
を企図し、2020年の低油価時に備蓄した原油の一部を9月24日に入札により売却。

・政府は備蓄放出に加え輸出入管理による国内石油市場の調整、供給の確保を図っており、
2003年、2010年に中国で起きた自家発需要他の石油需給逼迫懸念は低い。

【天然ガス需要】

・冬季集中暖房向けのガス需要増加は規定路線であり前倒しで調達を実施している。寒波
がなければ調達はほぼ完了。
・天然ガス消費の4割を占める製造業の操業停止による減速でガス需要鈍化懸念も、通年
では前年を上回る消費・輸入増加となる見通し。
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参考：中国の石油分野別消費と原油輸入推移

中国の原油輸入推移（2018年1月～2021年9月

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 2019年 2020年 2021年

万トン

中国能源統計2020年に基づき作成

ガソリン
20%

軽油
20%

ジェット燃料・灯

油
6%

重油
6%

その他
48%

主要製品別石油消費（2019年、%）

輸送, 46%

輸送, 66% 輸送, 93%

輸送, 43%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

主要石油製品用途（2019年）

産業 輸送 家庭・業務 その他

軽油、重油は経済減速の
影響を受ける

2020年の低油価時に備蓄（在庫）積み増し
2021年の原油輸入はQ2以降鈍化
9月の精製処理量は1年5カ月ぶりの低水準
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参考：原油備蓄放出、輸出入管理による国内供給確保

【初の入札による備蓄放出】
・9日9日、国家食糧物資備蓄局（National Food and Strategic Reserves Administration ; NFSRA）が国家備蓄原

油を入札（競売）方式により複数回に分けて放出すると発表。主な目的は原材料価格高騰抑制と“アナウンス
効果”など、石油備蓄の緊急時以外の放出（活用）に向けた試みにある。

・中国では投機的な価格の吊り上げや価格転化が問題になっており、原油に先駆けて非鉄金属や石炭などの
備蓄放出を行っていた。
・9月24日にUAEのMurban原油など中東のサワー原油で遼寧省大連港（大連新港、長興島港）に貯蔵されてい
る原油738万バレルについて入札が行われ、国有PetroChinaおよび地方製油所大手恒力が計443万バレルを
落札した。

【備蓄放出の油価への影響】
備蓄放出発表翌日9日のWTI先物（10月限）は前日終値比1ドル16セント安の68.14ドル／バレルに下落し8月
26日以来の安値となったが翌10日にはハリケーンによる米メキシコ湾岸の生産復旧の鈍さなどから石油需給
の引き締まり感が強く、原油価格は再び上昇。入札が行われた24日には油価への影響はなし。

市場では「中国は今後も石油消費（原油輸入）が必要であり、備蓄放出は一時的なものである」という見方や
「中国による備蓄原油放出は需給バランスの調整に十分な現物供給量とはならず、中国国内の供給不足を部
分的に相殺するに過ぎない」という見方が示されている。
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参考：地方製油所台頭による原油輸入、製品余剰拡大

• 中国の原油輸入急増は国有の製油所新増設に加え、山東省他に位置する地方製油所が2016年
以降原油輸入割り当て、輸入原油使用権を獲得（輸入割り当て：16年20社計150万b/d→20年44
社計364万b/d）←2020年の原油輸入の34%を地方製油所が占めた。

• 地方製油所は芳香族炭化水素混合物（MA）や、ライトサイクルオイル（LCO）を輸入し、ガソリンや
軽油に混合し、国有石油企業よりも安く販売。

• 地方製油所の台頭により、原油輸入増加の一方で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。

【地方製油所の原油輸入割当シェア】 【国有石油会社によるガソリン・軽油輸出推移】

新華社に基づき作成各種情報に基づき作成
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参考：政府による石油市場調整

6月12日からガソリンや軽油にブレンドするMA、LCOならびに希釈ビチューメンなどの輸入に
１リットルあたり1.2～1.52元（20～26円）の消費税を課税。

・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＝原油輸
入抑制

・地方製油所の違法な操業減少し、老朽化・過剰設備の淘汰に加え、汚染物質の排出抑
制＝気候変動（排出抑制）、環境対応
・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消費税課税による
ブレンド製品の流通減少＝石油製品供給過剰緩和

【地方製油所取り締まり、原油輸入割り当て削減】

政府は2021年5月以降地方製油所への立ち入り調査、原油輸入割り当て縮小（6月の2回目の
割り当ては前年同期比38%減、10月の割り当ても少なく、通年で前年を5%程度下回る見通し）

【新税導入】

また国有石油会社への石油製品輸出割り当てを前年同期比3分の１に縮小

【国有石油会社、製品輸出割り当て削減】
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参考：中国の天然ガス分野別消費

中国能源統計2020年に基づき作成

天然ガス消費は過去10年で3倍に増加
特に製造業、電力・熱、交通輸送、家庭分野の消費が伸長
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参考：北部の冬季集中暖房における天然ガスの利用

• 中国の天然ガス需要
は冬季がピーク

• 北部は冬季（11月か
ら3月）に集中暖房を

行う。緑色の部分が
北部の集中暖房地域
（206億m2）

• 「北部のクリーン暖房
化計画」（2017～2021
年）に伴い天然ガス
の集中暖房面積は11
億m3 から30.6億m2に
増加
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参考：冬季需要ピーク対応：天然ガス地下貯蔵

・国家発展改革委員会（NDRC）は「天然ガス

地下貯蔵設備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」によ
り、ワーキングガスを2020年に15Bcm、2030
年に35Bcmとする目標を設定。

・PetroChinaやSinopecが枯渇油ガス田の貯

留層を活用した地下貯蔵設備を構築し、夏
～秋季の不需要期に貯蔵。地下貯蔵の
2020年の払い出し可能量（ワーキングガス）
は16.2Bcmでガス消費の5%。欧州の20%に
比べ低い水準だがこの他LNG貯蔵タンクへ
の貯蔵や冬季の引き取り増量などで対応。

・NDRCは9月28日に2021-22年冬季のエネル

ギー調達について公表。前倒しで調達を進
め調達は完了、貯蔵水準は前年を上回ると
自信を示した。
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国有石油企業各社の天然ガス調達

・PetroChinaは国内ガス増産、パイプラインガスの輸入増加。LNGは長期契約が9割と
高く、前倒しで調達を進めた結果一部カーゴ売却を志向。10月に短期契約締結（21
年10月-22年3月）で冬季の中央アジアパイプライン供給増量を表明。
・CNOOCはLNG長期契約が主。9月にカタールと2022年1月供給開始で年350万トン
の長期契約を締結。
・SinopecはLNG輸入のスポット比率が4割と高く（米LNG複数と交渉中）、地下貯蔵設
備やLNG受入基地の増強も進んでいることからスポット10カーゴ前後の買いを入れ
たが9月末に冬場に向けた調達はほぼ完了と表明。同社はさらに長期の需要増に向
けて複数の米企業とLNG契約交渉を進める。

世界的なガス価格高騰や国内エネルギー危機を受け、国有石油企業に限らず安定
供給強化志向が高まり、天然ガス中長期売買契約締結の動きが目立つ
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LNG・パイプラインガス輸入

・2021年は中国の経済活動や電力向け需要増加によるガス需要の増加に加え、冬場のガス調達を前倒しで進
めたことがJKM価格を下支えした側面がある。
今年1-8月の中国の天然ガス生産：前年同期比9.6%増の136Bcm、輸入は22%増の79MMt
パイプラインガス輸入37.9Bcm（20.1%増）、LNG輸入72.3Bcm（52MMt）（24.4%増）前年同期比10MMt超増加

輸入LNGは天然ガス消費の3割、エネルギー消費の2%に過ぎないが、2021年のLNG輸入は前年比13MMt増（日
本のLNG消費の2割弱相当）の80MMt程度となり、日本を上回る見通し。その挙動が注目される。

LNG輸入（2018年1月～2021年8月）
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参考：中国の天然ガス輸入関連トピックス

天然ガス輸入2020年139Bcm（102MMｔ）

新華社China Petroleum Data monthly、SIA他に基づき作成
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省エネ、排出削減、大気汚染への対応は続く

“An energy sector roadmap to carbon neutrality in China”（IEA2021年9月）

・中国政府は2030年にGDP単位当たりのCO2排出を2005年比60～65％削減する目標を設定。
・また2030年のCO2排出ピークアウト、2060年の温室効果ガス排出実質ゼロを公約としている。
・今後も中央政府は地方政府への排出削減遂行を求め、電力、工業部門が混乱に陥るリスクは残る。

水色の帯は中国各機関のネットゼ
ロに向けた予測

STEPS、APSシナリオ（IEA）
Stated Policy Scenario（STEPS）
公表政策シナリオ

Announced Pledges Scenario(APS)
政策達成シナリオ（各国のネット

ゼロ達成目標を含む気候関連公
約を期限内に全て実施）
IEAのシナリオにはこの他国連SDGのう

ちエネルギー関連目標が全て実現する
SDS、2050年までのエネルギー部門CO2
排出実質ゼロを実現するNZEがある
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まとめ

 9月下旬に中国各地で相次いだ電力供給制限、工場の操業停止は、新型コロナウイルスからの急速な経済
復調による電力需要増加、石炭需給ひっ迫・価格高騰、電力価格統制のもと、排出抑制・省エネ目標の遂
行を求める中央政府と地方政府の対応に齟齬が起きたことで生じた。

 9月末以降政府は緊急会議を開催、石炭生産・輸入の増加を含むエネルギー供給・貯蔵増強による電力・エ
ネルギー供給の保障とともに、各地方の「一律」の電力制限やキャンペーン型の排出抑制の是正を指示。電
力価格の一層の市場化に向けた改革を実施するなど事態の収拾を図った。

 石油は製造業の操業停止措置による軽油・重油需要鈍化懸念がある。政府は輸出入管理により石油供給
確保を図っている。備蓄放出も辞さないので2003年に中国で起きた軽度のオイルショック再来の懸念は低い。

 天然ガスは発電向け供給増量と冬季集中暖房向けに前倒しで調達を実施したことで不需要期も含め高い
伸びが続いた。冬季暖房向けの調達はほぼ完了、今後消費の4割を占める製造業の操業停止による需要
鈍化懸念がある一方、通年では前年を上回る消費・輸入増加となる見通し。

 世界的なガス価格高騰や国内のエネルギー危機を受け、国有石油企業に限らず安定供給強化志向が高ま
り、天然ガス中長期売買契約締結の動きが目立つ。

 中国政府は2030年のCO2排出ピークアウト、2060年の温室効果ガス排出実質ゼロを公約としている。今後
中央政府が地方政府への排出削減遂行を求め、電力、工業部門が混乱に陥るリスクは残る。
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