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中国、原油輸入・製品輸出前年割れは石油ピークの序章
～その影響と今後の見通しを考察する～

調査部 竹原 美佳
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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

中国の石油市場における主な動き、その背景と影響

国有石油大手、2025年石油需要ピークを示す

石油産業への環境・排出抑制対応強化方針

まとめ
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中国の石油市場における主な動き（2021年）

*ガソリンや軽油にブレンドする芳香族炭化水素混合物（Mixed 
Aroma ; MA）、ライトサイクルオイル（Light Cycle Oil ; LCO）
**長期保存が出来ないガソリン、軽油の定期的な入れ替え

国家戦略備
蓄原油放出
（入札）

通関統計、
イラン原油
輸入計上

ガソリン・軽油
国家備蓄放出
（年度ローテー
ション**）

地方製油所調査、地方製油所への原油輸入割り当て抑制、国有石油企業等への石油製品輸出割り当て抑制

原油生産微増、精製処理量増加記録更新、原油輸入前年割れ、製品輸出前年割れ

MA・LCO*、希
釈ビチューメン
等輸入消費税
課税

6月 12月 2月9月 10月 2022年1月4月
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原油生産は国内供給強化策で増加

中国国家統計局に基づき作成

 2021年の国内原油生産量は前年比2%増（9万b/d増）の398万b/d（国家統計局）。原油生産量は2015年か
ら2018年にかけて低油価に伴う投資縮小や高コストの成熟油田の生産抑制により減少したが、政府がエ
ネルギー安全保障強化の観点から国有企業に国内供給強化を働きかけたことや油価上昇に伴い企業が
投資を増加させたことで2019年以降増加（年5～9万b/d増）。渤海油田など海洋の開発が順調。中国は
2035年頃まで非在来型や新規開発を含め2億t（400万b/d）の原油生産維持を見込むが、油田の自然減
退が進み、シェールオイルや新規の開発は地質難易度やコストの高さで生産水準の維持は容易ではない。
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非在来

新規発見

既発見未開発

回収率向上

生産中

「世界と中国のエネルギー展望」報告書2021版（CNPC2021年12月）
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参考：CNOOCが2021年1-9月に生産を開始したプロジェクト

“CNOOC 2021 Third quarter review” （CNOOC 2021年10月）

海洋油田の生産は日
量数千バレルと規模は
大きくないが、2021年
には渤海Bozhong19-4
をはじめ複数の油田が
生産を開始した（図2）。
CNOOCは「2022年戦
略」において2022年も
渤海Kenli6-1油田や
Bozhong29-6油田など

複数の油田で生産開始
を予定。
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参考：最近のシェールオイル開発や新規発見事例

油田 現状 備考

大港（Dagang）
PetroChina

開発中 2013年探鉱開発開始も技術的課題で開発進まず
生産（2021年）：2,000b/d

長慶（Changqing）
PetroChina

探鉱中 慶城（Qingcheng）シェールオイル、埋蔵量（in-place）
77億bbl
生産目標：2025年6万b/d

大慶（Daqing）
PetroChina

開発中 2021年8月、古竜（Gulong）陸相シェールオイル国家
モデル区設立
生産目標：2025年2万b/d

勝利（Shengli）
Sinopec

開発中 済陽（Jiyang）シェールオイル
生産能力構築：2025年2万b/d

【シェールオイル】

【新規発見】

油田 現状 備考

タリム順北（Shunbei）
Sinopec

探鉱中 貯留層平均深度約7,300メートル。超深部、超高圧、
超高温の特徴を備え開発難易度が高い。

各種報道に基づき作成
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原油輸入20年来の前年割れ、精製処理量は記録更新

 原油輸入量は近年10%前後の伸びを続けていたが2021年は前年比5%減（59万b/d減）の1,026万b/dで輸
入比率は72%。原油輸入の前年割れは2001年以来20年ぶり。精製処理量は同4%増の1,407万b/d、石油見

かけ消費（製油所処理量＋石油製品純輸出入量）は同4%増（59万b/d増）の1,504万b/dでいずれも記録を
更新（輸入比率72%）。

原油輸入

中国海関に基づき作成
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原油輸入相手国により明暗が分かれる

ブラジル大幅減
（地方製油所割
り当て削減）

マレーシア大幅増
（一部はイラン原
油、船舶間輸送に
よる産地偽装）

ロシア減少（地方製
油所割り当て削減）サウジアラビア微

増、首位を維持

米国大幅減
（前年輸入急増）

クウェート微増
UAE横ばい

オマーン大幅増
（一部はイラン原
油、船舶間輸送
による産地偽装）

アンゴラ減少

（割安なイラン原
油輸入増加）

イラク大幅減
（前年輸入急増）

赤は輸入が増加または横ばい、青は輸入が減少した国
百川、East ＆West Report、EIG等各種資料に基づき作成

 原油輸入が増加し、首位を維持したサウジアラビアと地方製油所の原油輸入割り当て削減で輸入が
減少したロシアなど輸入相手国により明暗が分かれた。
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参考：地方製油所への原油輸入割り当て

 山東省他に位置する地方製油所は2015年まで輸入原油使用権を取得できず輸入原油の使用は限定的であった。
製油所稼働率は3割程度にとどまり硫黄分の高い重油を加工し国家の基準に合致しない環境負荷の高い軽油を生
産、販売していた。また地方製油所の小規模・老朽化設備による非効率で環境負荷の高い操業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負荷軽減の観点から、老朽化設備の淘汰など条件を満たした地方製油所
に対し2016年以降輸入原油使用権を発給（毎年、繰越なし）。地方製油所への輸入原油割り当て量は2016年以降
拡大（2016年の20社計日量150万bbl→2020年44社計日量364万bbl）、2020年に地方製油所は中国の原油輸入の
34%を占める存在に。

 一方で地方製油所はガソリンや軽油にブレンドする芳香族炭化水素混合物（Mixed Aroma ; MA）や、ライトサイクル
オイル（Light Cycle Oil ; LCO）を輸入し、国有石油企業よりも安く販売していた。ＬＣＯは硫黄や残留炭素を多く含み、
標準的な軽油と比較して消費に伴うCO2排出量が多いものの、最終製品の燃料ではなく、石油化学製品のための
原料油と見なされているため燃料税の課税対象外であった。地方製油所の台頭により、原油輸入増加の一方でガ
ソリンや軽油に余剰が生じ、2016年以降余剰のガソリン、軽油の輸出が増加（政府は需給調整のため国有石油企
業に輸出割り当てを発給）、地方製油所は他にも違法な操業やイランから不正に原油輸入を行っていると見られる。

 2021年4月以降国家発展改革委員会は地方製油所の輸入や操業に関する調査を実施した。同年6月12日から環境
負荷軽減の観点でLCO、MA、希釈ビチューメンなどの輸入について１リットルあたり1.2～1.52元（20～26円）の消費
税を課した。

 政府は2021年の地方製油所への原油輸入割り当てを抑制。2021年は4回に分けて計354万b/dが発給されたが、年
間割り当て上限の486万b/dを大幅に下回った。2022年の原油輸入割り当て上限も据え置き（486万b/d）。
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中国のイラン原油輸入1年ぶりの計上と水面下の輸入継続

 2021年12月、中国税関は制裁対象のイラン原油191万bblの輸入を計上。税関への計上は2020年12月
（1,197万bbl）以来1年ぶり。←輸入計上は米国の出方を窺った、今後さらに増加との見方が出ている。

 税関には計上されていないが地方製油所がより多くのイラン原油を輸入。地方製油所は中東、シンガ
ポール、マレーシアなどの沖合で船舶間輸送により積み替え、原産地の偽装や原油をブレンドするなど
の手法で割安なイラン原油を輸入している模様（マレーシアやオマーンの輸出を大幅に上回る原油を輸
入）。

2020年の生産・消費はBP統計、2021年生産はIEA、中国の輸入は中国税関

中国の原油輸入
イラン 17年62→21年1万b/d（▼61万b/d）
マレーシア17年13万b/d→21年37万b/d（+24万b/d）
オマーン17年62万b/d→21年90万b/d（+28万b/d）

イラン、マレーシア、オマーンの生産、消費、
中国の原油輸入（万b/d）

中国のイラン、マレーシア、オマーン、ベネ
ズエラからの原油輸入（万b/d）

生産 国内消費 2017年 2021年
イラン 308 172 62 1
マレーシア 60 73 13 37
オマーン 95 21 62 90

2020年 中国の原油輸入

百川、EIG、East ＆West Report等に基づき作成
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国家備蓄原油、初の入札による放出（2021年9月）

 2021年9月、中国は原材料価格上昇緩和や国内の需給安定を目
的に国家備蓄原油を入札により放出。入札による石油備蓄の放
出は今回が初めて。

 中国の国家原油備蓄貯蔵容量は民間タンク借り上げを含め4億
bbl（IEA）、備蓄量は2017年12月に国家統計局が民間タンクの借
り上げを含み2億7,500万bblと公表後未更新だが2月時点で3億
5000万bblとされる（ Kpler）。

 2021年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）方式により放出すると発表。9月24日、遼寧省大連港
（大連新港、長興島港）に貯蔵されているUAEのUpper Zakumなど
738万bblの入札を実施。国有PetroChinaおよび地方製油所大手
の恒力石化が計443万バレルを落札（Murban原油はロットの多さ
などから落札がなかった）。

 備蓄放出は価格上昇緩和や需給安定には寄与しなかったが、入
札対象は2020年の低油価期（20～40ドル/bbl）に民間借り上げタ
ンクに備蓄した原油で当局は利益を確保、また備蓄原油放出・活
用の知見を得た模様。

油種 量（バレル）
カタール Qatar Marine 951,137
英国 Forties 1,095,565
オマーン Oman 1,790,957
UAE Murban 2,953,927
UAE Upper Zakum 592,031

入札対象の国家備蓄原油

NFSRAに基づき作成
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米政府との協調放出は動きなし、新たな備蓄原油にイラン、ロシア原油？

 2021年11月、米政府は中国や日本などと協調して石
油備蓄を放出すると発表、中国外交部は「中国は自
国の需要に基づいて石油備蓄を放出する」と表明し、
米国の要請に応じるかは明言しなかったものの、日
米など主要消費国と足並みをそろえる考えを示唆
（ロイター2022年1月14日）。しかし現時点でNFRSA
は備蓄放出について公表していない。

 2021年12月から1月にかけて広東省湛江市の国家
備蓄タンクに約400万bblのイラン産原油を注入して
いると報じられた（ロイター2022年1月25日）。

 2022年2月に中露が原油購入販売契約（既存契約
期間延長）に調印。ロシア原油はカザフスタン経由
（スワップ）で輸入し、PetroChina独山子製油所（32
万b/d）など西部の製油所で処理（国産原油の供給
を補強）される他、新疆独山子備蓄基地（貯蔵容量
540万m3）などの北西部の戦略的石油備蓄の増強・
置き換えに役立つ可能性が指摘されている。

国家石油備蓄 所在地 事業者 形態 貯蔵容量
（万バレル）

1期 鎮海 浙江省 Sinopec 陸上 3,276
舟山 浙江省 Sinochem 陸上 3,150
黄島 山東省 Sinopec 陸上 2,016
大連 遼寧省 CNPC 陸上 1,890
1期計 10,332

2期 蘭州 甘粛省 CNPC 陸上 1,890
独山子 新疆 CNPC 陸上 1,890
南港 天津市 Sinopec 陸上 2,016
黄島2期 山東省 Sinopec 地下岩盤 1,890
錦州 遼寧省 CNPC 地下岩盤 1,890
恵州 広東省 CNOOC 地下岩盤 3,150
舟山2期 浙江省 Sinochem 陸上 1,890
湛江 広東省 Sinopec 地下岩盤 3,150
南港2期 天津市 Sinopec 陸上 2,016
曹妃甸 河北省 Sinopec 陸上 3,780
金壇 江蘇省 CNPC 地下岩塩 1,580
鄯鄯 新疆 CNPC 陸上 3,906
2期計 29,048

IEA Oil 2021他に基づき作成

中国の国家備蓄石油基地
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参考：中露エネルギー関連合意（2022年2月）

合意事項 企業 備考

天然ガス購入販売取り決め（新規） CNPC
Gazprom

供給時期、供給源、価格フォーミュラなど詳細
不明。
期間25年、年10Bcm、サハリン３から供給の可
能性。

原油購入販売契約
（既存契約期間延長）

CNPC
Rosneft

当初契約（2013年締結、2014年1月供給開始
14→20万b/d）の延長2025年～2035年20万b/d
（カザフスタン経由スワップ協定を含む）

低炭素発展分野における協力了解覚書 CNPC
Rosneft

JVを組成
メタン、エネルギー効率向上、炭素回収・貯蔵
を含む温室効果ガス排出削減に関する協力

 北京冬季五輪開幕に合わせプーチン大統領が訪中、2月4日に習近平主席と会談。双方の関係省
庁と企業は15の関連協力文書に調印（エネルギー関連は以下の3件）

 原油供給契約は既存契約の期間延長だが、2035年前後まで50万～70b/dの安定的な供給が維持
される見通し（＝安定的な調達）。

 原油供給契約により海上からの原油輸入が減少するわけではないが、新疆など北西部の戦略的
石油備蓄の増強・置き換えに役立つ可能性（＝緊急時保障）。
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中国～カザフスタン原油パイプライン
 1期（アタス～阿拉山口）2006年稼働
 2期（ケンキャック～クムコル）2010年稼働
 輸送能力：40万b/d
 カザフスタンからの輸入(2021年）：8.9万b/d
 露中原油供給契約
Rosneft/CNPC（カザフスタンとのスワップ供給）
 2013年締結、2014年1月供給開始14→20万b/d
**2022年2月、契約期間10年延長（2025～2035年）

東シベリア太平洋（ESPO）原油パイプライン
 大慶支線2011年11月稼働
 輸送能力：60万b/d
 ロシアからの輸入(2021年）：159万b/d、うちESPO供給80万b/d*
 露中原油供給拡大合意（2013年3月）
Rosneft/CNPC：13年後半～37年累計3億1780万ｔ（18年以降30万b/d）
Rosneft/SINOPEC：14年～23年累計1億ｔ（20万b/d）***原油・石油製
品先払い契約
*大慶支線以外にESPOパイプライン～コジミノ港からのタンカーによる
輸入あり

参考：ロシアから中国向け原油供給パイプライン・供給契約
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政府の需給調整によりガソリン・軽油輸出は前年割れ

中国能源統計等に基づき作成
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 中国は需給調整のため、主に国有石油企業に石油製品（ガソリン、軽油、ジェット燃料）輸出枠を発給。ガソリン、軽油
の輸出は2016年以降拡大していたが2021年は政府が排出・石油製品生産抑制を目的に輸出割り当てを削減（前年比
57%減の3,761万トン）し、MA、LCO等輸入への消費税見直しで国内需給が引き締まり、前年を下回った。ガソリン輸出
は前年比35.2%減の1,454万トン、軽油は同78.1%減の1,721万トン。2022年1期輸出枠は前年同期比56%減の1,300万トン。
政府は今後全産業の排出量上限設定へ。2025年までに石油製品の輸出を禁止することを検討。

 ガソリン、石化向けLPGの国内需要は堅調。新エネルギー車（NEV）販売は前年比1.6倍の350万台に急増したが、自動
車販売も3年ぶりに増加に転じ前年比3.8%増の2,628万台。複数のPDH（プロパン脱水素）プラント新規稼働でLPGの需
要も伸びた。中国では純電気自動車（BEV）、プラグインハイブリッド（PHEV）、燃料電池車（FCV）をNEVと位置付けている。
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ガソリン・軽油の国家備蓄放出

 地方製油所への原油輸入割り当て抑制、ガソリンや軽油にブレンドするMA、LCO等輸入への消
費税賦課に加え、油価上昇で国内需給が引き締まり、特に軽油について10月に一部地域で供給
制限（配給制）が行われていた←例えば福建省の給油所で一回に25リットルに相当する200元
（31ドル）に制限。トラックの燃料である軽油の供給逼迫は物流の混乱や経済圧迫要因となること
が懸念された。

 政府は供給のひっ迫、価格高騰の緩和を目的にガソリン・軽油の国家備蓄放出を実施、公表した。
 10月31日、国家食糧物資備蓄局（NFSRA）は国家発展改革員会と財政部の批准を経て、国家備

蓄のガソリンと軽油の年度ローテーション（入替、市場への払い出し）を実施したと発表。年度
ローテーションについて公表されたのは今回が初めてである。

 年度ローテーションの詳細は不明だが、中央電視台（CCTV）はCNPC、Sinopecと協調し石油製
品の供給を増加、供給逼迫緩和に効果が出たと報じた（CCTV2021/10/31）

 政府は年度ローテーションに加え、国有石油企業に供給強化を働きかけた。国有石油企業傘下
の製油所は9月以降軽油収率引き上げを図った（10月以降軽油生産量は増加に転じ、軽油収率
も25%に上昇、12月には低水準ではあるが余剰の軽油輸出を再開）。
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中国の製品輸出減少で周辺国への影響は？

 油価上昇が最大の要因だが中国からのガソリンや軽油の輸出減少もアジア地域の供給が逼迫
し、地域の軽油価格が高水準に押し上げられる一因となった。

←シンガポールにおける軽油価格の上昇に加え、日本では独立系の給油所などが販売する輸入ガ
ソリンの１割強が中国製となっており、割安な輸入品が減ることで足元のガソリン高の一因と報じら
れた（日経2022/1/28）
 中国政府が石油需給・産業構造の調整、環境・排出抑制への対応を行うことで中国の石油製品

輸出は今後縮小する可能性がある。
 アジア地域は一時的な需給の引き締まりの影響が生じるが穴埋めは可能との見方。
 韓国はビジネスチャンスととらえる←韓国は中国がガソリン、軽油、ジェット燃料の輸出を減らす

ことはアジア市場におけるシェア拡大につながり、同国の精製業界にとり有利に働くと考えている。
 アジア市場の価格が他の市場に比べ魅力的であれば中東やインドがアジア市場に製品を振り

向ける可能性もある（＝石油市場の流動性を反映）。
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政府、石油需給・産業構造調整に本腰

原油輸入と石油製品輸出が減少に転じ、石油需給調整につな
がった。2022年もこれらの規制は継続・強化されており、政府が

石油需給・産業構造の調整ならびに排出抑制に本気で取り組ん
でいることが窺える

2021年に中国の石油市場では政府の介入が目立った。中国政府は国内生
産強化に加え、地方製油所の操業等に関する調査、地方製油所への原油輸
入割り当て抑制、国有石油企業等への石油製品輸出割り当て抑制、MA、
LCO、希釈ビチューメン等の輸入への消費税賦課、国家備蓄原油・石油製品
の放出を実施
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Sinopec、2025年の石油需要ピークを示す

 2021年12月、中国SINOPEC経済技術研究院は「2022年中国エネルギー・化学産業発展報告」を発表
した。同報告は中国政府が示した“2030年の排出ピークアウト、2060年カーボンニュートラル”の目標
のもと、中国のエネルギー・化学産業の発展ルールと方向性に焦点を当てたもの。

 同報告では中国の石油消費は2025年にピークを迎える。2030年までにガソリン需要は徐々にプラトー
に到達、ジェット燃料は成長を続け、新エネルギー車（NEV）の大規模な開発が進むとしている。

 2030年代に交通輸送分野の燃料代替が加速する。代替燃料の主役は電力。現在輸送燃料代替の
58%を天然ガスが占めるが、今後EVによる代替が増え、2030年には代替の47%、2040年には73%を占
めると見る。

 石油消費は輸送燃料に代わり、今後は化学分野が主流となる。現在、化学分野は石油消費の16％を
占めるが、2030年には28％、2060年には45％に上昇する。

 精製産業構造調整は大規模化、製油所・石化プラントの統合開発による最適化、燃料代替の加速、市
場の監督・管理強化（輸出のコントロールと石油製品規格管理）に向かう。

 また、将来はCCUSやPTX（電気化学・合成燃料技術）技術により炭素循環モデルで化学産業チェーン
を再構築する。
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参考 参考持続可能
転換

持続可能
転換

工業
燃料

工業
原料

建
築

交
通 発電他

持続可能転換参考

石油

天然
ガス

電力
その他

CNPC、2020年代の輸送燃料ピーク、石化伸長を示す

 2021年12月、中国CNPCは「世界と中国のエネルギー展望」報告書2021版を発表。同展望では中国政府が示した
“2030年の排出ピークアウト、2060年カーボンニュートラル”目標の実現からバックキャストした「持続可能転換」シナ
リオが示された。

 同シナリオでは交通輸送分野、特に乗用車の分野で電化や天然ガス・水素により石油の代替が進む。自動車の保
有台数は2020年の2.8億台から2050年に4億4千万台に増加するが、新エネルギー車（NEV）のシェアは2029年に
10%、2033年に20%、2036年に30%、2042年に50%を占めると指摘（2021年末現在NEVのシェアは2.6%）。

 また輸送燃料需要は2020年代半ばにピークを迎えるが石化需要がけん引し2030年頃ピークに到達と指摘。

輸送用エネルギーの変化
（石油換算億トン）

シナリオ別分野別石油需要構造
シナリオ別石油消費（億トン）

2020 2030 2060

「世界と中国のエネルギー展望」報告書2021版（CNPC2021年12月）
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石油産業への環境・排出抑制対応強化方針

2022～2023年 2025年 2030年

中国排出量取引
への石油・石化
産業の組み込み
メタン排出規制
強化

製油所処理
能力上限設
定(2,000万
b/d以内）

NEV・環境車が新車
販売に占める割合を
毎年40％前後。公共
輸送の電化促進、
2030年に陸路輸送
の石油消費をピーク
アウト

 中国政府は“2030年の排出ピークアウト、2060年カーボンニュートラル”の目標のもと、石油
産業への規制強化、産業構造調整、輸送燃料代替加速を図ろうとしている。大手は再生可
能エネルギーへの投資などにより一部の相殺が可能だが、中小の地方製油所は追加の炭
素コストにより操業が影響を受ける可能性。一連の政策措置により石油消費のピークが早
まる可能性がある。

公共交通やタ
クシー、物流、
清掃車に使う
NEVの割合を高
める。
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排出権取引に石油精製・化学部門組み込みへ

• 2021年7月16日、中国上海環境能源交易所（SEEE；Shanghai Environment Energy Exchange）で全国版
の温室効果ガス排出権取引制度（ETS）開始。

• 初日16日の終値は排出量１t-CO2あたり52.73元（約6.9ユーロ、約900円）、欧州排出量取引市場（EU-
ETS）における欧州炭素排出枠価格（EUA）53ユーロ（約6,900円）の8分の1の価格、出来高は414万t-
CO2、2億1000万元

• 当面の取引の対象は温室効果ガスの年間排出量2.6万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）、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。

• 2019-20年排出枠は18年発電（熱）の70％に基づいて計算され、無償で事前に割り当て（19-20年実績に
基づき修正）、自主的排出削減（CCER）は同年排出枠の5%まで使用可。

• 2021年の取引は１億7,900万t-CO2、76億6,100万元（約1,390億円）、12月31日の終値は1 トン当たり
54.22元で初日に比べ13%上昇。

• 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、航空を追加する方針。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）

• 石油精製・化学部門が2022～23年に組み込まれる可能性。同部門は中国のGHG排出の15%を占める。
年間排出量2.6万t-CO2以上の企業が対象となる予定。
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メタン排出抑制行動計画策定へ

 生態環境保護部は11月25日の定例会見で、メタン排出削減に向けた行動計画を策定する方針を明らかに
した。石炭採掘や農業、固形廃棄物、汚水処理、石油・天然ガスの各業界を対象にメタンの排出削減策を
設定する。同部は「メタンの排出削減計画を策定することは気候変動に積極的に対応する上で重要な作業
の一つであり、中米共同宣言を実行するための重要な措置だ」と強調した。

 11月10日、米中は気候変動の協力強化に関する共同宣言を発表した。メタン排出削減、再エネ・省エネ分
野などで協力、両国が35年の排出削減目標を25年に国連に提出することを確認。米中は共同で作業部会
を設置し今後10年の温暖化防止に向けた行動強化で定期的に意見交換を行うとした。2022年前半に会合
を開く予定。

 生態環境部気候変動対応局の陸新明副局長は記者会見で、「排出抑制に向けた行動計画の策定は、気
候変動に積極的に対応する戦略を実施する上で重要な作業であり、米中共同宣言を履行するための重要
な施策だ」と説明した。また「中国国内のメタン排出抑制状況を徹底的に調査し、石炭採掘や農業、固形廃
棄物、下水処理、石油ガスといった分野の効果的な排出削減策を定める」と述べた。さらに、石油ガス分野
のメタン排出抑制や利用に基準を設けるとともに、市場取引を利用した排出削減を企業に促す考えを示し
た。

 具体的な方針はまだ示されていない。
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2025年に精製処理能力を10億トン以内に抑制へ

省エネ、排出抑
制

電源の非化石
化

石炭抑制、合理
化

ガスシフト

工業分野の低
炭素化

EV、バイオ燃料

促進

2030年までにNEV・環境車が

新車販売に占める割合を毎
年40％前後。公共輸送の電
化促進、2030年に陸路輸送
の石油消費をピークアウト

2030年にエネルギー消費の
25%を非化石、GDP単位当たり
のCO2排出量を05年比で65％
以上引き下げる2030年に排出
をピークアウトさせる

工業分野の低炭素化、電化
を進める。鉄鋼、非鉄金属、
建築材料、石油化学製品の
排出ピークアウトを促進。
2025年に精製処理能力を10
億トン以内に抑制

2030年にエネルギー消費の
15%（現状8%）

非在来型ガスの開発加速、民
生優先のもと、再エネ調整電源
や輸送用燃料として活用

2030年までに風力・太陽光
設備容量を12億kW以上。

水力、原子力発電所の建
設を進める

「2030年排出ピークアウトに向けた行動計画」（国務院2021年10月）に基づき作成

石炭火力の新設抑制・既存
火力の高度化・機動性向上、
老朽化火力の段階的な置
換
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まとめ

 2021年に中国政府は石油市場に積極的に介入した。政府は国内生産強化に加え、地方製油所の操業等
に関する調査、地方製油所への原油輸入割り当て削減、国有石油企業等への石油製品輸出割り当て削
減、ガソリンや軽油にブレンドするMAやLCO等の輸入への消費税賦課、国家備蓄原油や石油製品の放出
を実施した。これにより原油輸入と石油製品輸出が減少に転じ、石油需給調整につながった。また2022年
も原油輸入や製品輸出割り当ての削減を継続しており、政府が石油需給・産業構造の調整ならびに排出
抑制に本気で取り組んでいることが窺える。

 中国のガソリンや軽油輸出減少によりアジア地域は一時的な需給の引き締まりの影響が生じるが、穴埋め
は可能との見方があり韓国はビジネスチャンスととらえる。

 中国は国内生産供給強化のみならず安価に調達したイラン原油の国家備蓄への活用やロシアとの長期供
給契約延長の原油を北西部の備蓄に活用するなど安定調達にも余念がない。

 国有石油企業大手Sinopecは政府の“2030年の排出ピークアウト、2060年カーボンニュートラル”目標の実
現と石油需給・産業構造調整に本腰を入れる姿勢から、石油需要ピークが2025年に到来すると見ている。
PetroChinaは輸送燃料需要は2020年代半ばにピークを迎えるが、石化がけん引し、石油需要ピークは
2030年頃と指摘しピークの時期に若干差異はある。いずれにせよ今後需要の大きな伸びは期待できない。

 中国政府は石油産業への規制を強化し、産業構造の調整と輸送燃料の代替加速を図ろうとしている。大
手は再生可能エネルギーへの投資などにより一部相殺が可能だが、中小の地方製油所は追加の炭素コ
ストにより操業が影響を受ける可能性。一連の政策措置により石油消費のピークが早まる可能性がある。


	中国、原油輸入・製品輸出前年割れは石油ピークの序章�～その影響と今後の見通しを考察する～
	免責事項
	本日の報告事項
	中国の石油市場における主な動き（2021年）
	原油生産は国内供給強化策で増加
	参考：CNOOCが2021年1-9月に生産を開始したプロジェクト
	参考：最近のシェールオイル開発や新規発見事例
	原油輸入20年来の前年割れ、精製処理量は記録更新
	原油輸入相手国により明暗が分かれる
	参考：地方製油所への原油輸入割り当て
	中国のイラン原油輸入1年ぶりの計上と水面下の輸入継続
	国家備蓄原油、初の入札による放出（2021年9月）
	米政府との協調放出は動きなし、新たな備蓄原油にイラン、ロシア原油？
	参考：中露エネルギー関連合意（2022年2月）
	参考：ロシアから中国向け原油供給パイプライン・供給契約
	政府の需給調整によりガソリン・軽油輸出は前年割れ
	ガソリン・軽油の国家備蓄放出
	中国の製品輸出減少で周辺国への影響は？
	政府、石油需給・産業構造調整に本腰
	Sinopec、2025年の石油需要ピークを示す
	CNPC、2020年代の輸送燃料ピーク、石化伸長を示す
	石油産業への環境・排出抑制対応強化方針�
	排出権取引に石油精製・化学部門組み込みへ
	メタン排出抑制行動計画策定へ
	2025年に精製処理能力を10億トン以内に抑制へ
	まとめ

