


はじめに

1980年、「改革開放の父」と呼ばれる鄧小平氏は、日本の「所得倍増計画」に学び、中国版「所得倍増計

画」を提唱した。その後、中国国民の所得は飛躍的に増大した。1980年から2010年までの30年間に、中

国のGDP年成長率は9％に達し、1人あたりの所得は313米㌦から4200米㌦へと約13倍に増加した。さ

らに、2011年3月の第11期全国人民代表大会第3回会議で承認された「国民経済・社会発展第12次5ヵ

年規画綱要」では、2015年までに1人あたりの所得を再び倍増させることを明確に提示した。日本など

先進国の経済が低迷するなかで、中国経済は日増しにその重要性を高めている。

そうした一方で、急速な成長は莫大な代価を支払った。中国の環境問題は深刻であり、すでに世界最

大の汚染源の1つとなっている。環境汚染と生態破壊は中国国内に止まらず、国際問題にまで発展して

いる。清華大学公共管理学院国情研究所所長の胡鞍鋼教授は、こうした「黒色発展」を、鄧小平氏の「黒

猫論」に帰結させてしまうことは誤解であると指摘している。

中国経済はエネルギーの大量消費、二酸化炭素の大量排出の上に成り立っている「高炭素経済」と言

える。国際エネルギー機関（IEA）が2009年9月に公表したデータによると、2007年の中国の二酸化炭

素排出量は米国を抜いて世界一になった。中国の国際的影響力はますます拡大し、国際社会の関心と批

判の対象になっている。しかしさらに重要なことは、環境負荷、エネルギー不足及び二酸化炭素の排出

問題に対する圧力は主に中国内部に起因するということである。

中国の政府と学者は、これまで先進国が100年余りをかけて成し遂げた工業化を20～30年という短

期間で達成するという「急速工業化路線」にしたがい、工業化、都市化を完成させ、十数億の中国国民の

物質生活及びサービスレベルを中程度の先進国水準まで引き上げるというロードマップを描き出して

いる。

しかし中国が今後も大量のエネルギー消費、大量の二酸化炭素の排出をベースにした経済発展を続け

た場合、資源と環境の面において経済成長に伴う巨大な要求を満足することができるかどうかが問題と

黒猫論：
鄧小平が1960年代にはじめに言った「黒猫であれ白猫であれ、鼠をとるのが良い猫である」は、毛沢東の政策
を批判したものである。当時、こうした「黒猫論」が実施されるには至らなかったが、毛沢東の死後、鄧小平の考
えは政策に活かされ、「二つのすべて」（毛沢東の決定したことはすべて支持し、毛沢東の指示はすべて変えない）
の束縛から解き放たれ、経済改革がスタートした。仮に「黒猫論」で中国の改革開放を要約するのであれば、異
なった時期には異なった色の猫を必要とすると言うべきである。毛沢東時代は「紅猫論」、鄧小平時代は「黒猫論」
であったが、現在は「緑猫論」とも言うべき新たな改革を必要としている。新しいグリーン（緑色）経済の発展と
炭素の排出削減にあたって、仮に毛沢東や鄧小平が生きていれば、単に平和であるというだけでなくグリーンの
国際環境を創造しなければならないという考えに同意するはずである。1



なる。加えて、気候変動と省エネ・排出削減問題において、中国はまさに国際的、国内的な圧力に直面

している。

国家発展改革委員会能源（エネルギー）研究所の戴彦徳副所長は、「世界的に広く使用されてきた在来

型の石油、天然ガスなどの資源は逓減期に入り、交通分野における代替燃料の重大な改良・進歩、再生

可能エネルギーの急速な成長が予想される。こうした変化は中国の長期的なエネルギー需要や二酸化炭

素の排出に関する不確実性を拡大すると考えられる」と指摘している。

こうしたなかで、「国民経済・社会発展第12次5ヵ年規画綱要」では、「経済発展方式の転換」を加速し、

同時に「グリーン発展」をキーワードとして、「循環経済」、「低炭素技術」、「環境・生態保護の持続可能

性」を今後の新たな発展の指針とすることが明記された。同綱要で提示された「グリーン発展」という

考えは、中国における経済・社会の発展パターンを根本的に転換するものであり、世界経済に与える影

響も非常に大きい。

もう1つ銘記する必要があるのは、「グリーン発展」にあたって、中国政府が科学技術にきわめて高い

期待をかけているという点である。科学技術部が2011年7月13日に公表した「国家『第12次5ヵ年』科

学技術発展規画」では、新しいタイプの省エネ・環境保護技術や新エネルギー技術のブレークスルーを

加速し、「グリーン」、「クリーン」、「低炭素」という新たな発展段階にステップを進める方針を打ち出し

た。

同規画では、自主イノベーション（創新）能力を大幅に引き上げ、科学技術競争力と国際的な影響力

を顕著に強化するとともに、重点分野における基幹技術の取得でブレークスルーを達成することによっ

て、経済発展方式の転換を加速するという発展目標を掲げている。また、産業構造のアップグレードを

推進し、経済発展方式の転換を加速するにあたって戦略的新興産業の育成・発展が重要な意義を持つと

の考えから、戦略的新興産業の発展を支える重要な共通技術のブレークスルーを達成することを科学技

術発展の優先的任務とするとの考えを明らかにしている。
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4 独立行政法人科学技術振興機構（JST）  中国総合研究センター

中国の第十二次五ヵ年規画における緑色発展の実態と動向　2011年版

「第12次5ヵ年規画」を解読する

1.1　「第11次5ヵ年」期の回顧
（1）「第11次5ヵ年」期の成果

「第11次5ヵ年規画綱要」では、国民経済の発展速度
を維持した健全な発展及び全面的な社会の進歩、小康社
会に向けた重要な進展を実現するという目標が掲げら
れた。また、2010年の1人あたり国内総生産（GDP）を
2000年比で倍増させるという経済目標が設定された。こ
うした目標については、単に経済成長のスピードを追求
するのではなく、産業構造の最適化や効率の向上、消費
削減を通じて達成することが求められた。省エネと排出
削減についても、具体的な目標が設定された。第1-1-1表
に、「第11次5ヵ年規画綱要」で設定された主な指標と達
成状況を示す。

（2）省エネ・排出削減
中国政府は「第11次5ヵ年」期間中、体系的な省エネ

及び汚染物質の排出削減策を打ち出した。中国では同期
間以降、中央政府予算から894億元、中央財政の省エネ・

排出削減特別資金から1338億元が省エネ・排出削減分
野に投入された。

こうした資金は、工業用石炭焚きボイラ改造プロジェ
クトや省エネ恵民プロジェクト、立ち遅れた生産設備の
閉鎖、建築省エネ改造、大型公共建築物の省エネ、契約
型エネルギー管理（EPC）、都市汚水処理インフラ建設、
三河三湖（淮河、海河、遼河及び太湖、巣湖、填池）及び
松花江流域水質汚染防止、省エネ技術研究開発及び産業
化支援、省エネ・排出削減監督管理能力構築などの十大
重点省エネプロジェクトに投入された。

また、省エネ・排出削減の一環として、天然ガスの積
極的な開発及び石油製品の品質向上、石炭及び石油の採
掘率の向上、送電ロスの減少、省エネ調整・発電権取引
が積極的に推進されたほか、水力発電や原子力発電、風
力発電などの非化石エネルギーの開発も着実に進められ
た。

低炭素経済を構築するうえで、産業構造の調整が重要
な鍵を握っている。産業分類で見ると、第二次産業はエ

指　　標 2005年
規画の目標 達成状況

2010年 年平均伸び率（％） 2010年 年平均伸び率（％）

GDP（兆元） 18.5 7.5 39.8 11.2

1人あたりGDP（元） 14185 6.6 29748 10.6

サービス業増加値割合（％） 40.5 〔3〕 43 〔2.5〕
サービス業就業割合（％） 31.3 〔4〕 34.8 〔3.5〕

GDPに占める研究・試験開発経費支出の割合（％） 1.3 2 〔0.7〕 1.75 〔0.45〕
都市化率（％） 43 47 〔4〕 47.5 〔4.5〕
総人口（万人） 13億756 13億6000 <8‰ 13億4100 5.1‰
単位GDPあたりのエネルギー消費削減率（％） 〔20〕程度 〔19.1〕
単位工業増加値あたりの水使用削減率（％） 〔30〕 〔36.7〕
農業灌漑用水有効利用係数 0.45 0.5 〔0.05〕 0.5 〔0.05〕
工業固体廃棄物総合利用率（％） 55.8 60 〔4.2〕 69 〔13．2〕
耕地保有量（億㌶） 1.22 1.2 -0.3 1.212 -0.13

主要汚染物質排出
削減率（％）

二酸化硫黄 〔10〕 〔14.29〕
化学的酸素要求量 〔10〕 〔12.45〕

森林被覆率（％） 18.2 20 〔1.8〕 20.36 〔2.16〕
国民の平均被教育年数（年） 8.5 9 〔0.5〕 9 〔0.5〕
都市基本養老保険カバー人数（億人） 1.74 2.23 5.1 2.57 8.1

新型農村合作医療カバー率（％） 23.5 >80 >〔56.5〕 96.3 〔72.8〕

5年間の都市部新規増加就業人数（万人） 〔4500〕 〔5771〕

5年間の農業移動労働力（万人） 〔4500〕 〔4500〕
都市部の登録失業率（％） 4.2 5 4.1

都市部住民の平均可処分所得（元） 10493 5 19109 9.7

農村部住民の平均純収入（元） 3255 5 5919 8.9

◎第1-1-1表　「第11次5ヵ年規画」の主要指標の達成状況

注：GDPと都市住民の所得は当該年の価格計算に、また伸び率は不変価格計算にしたがった。〔 〕は5年間の累計。
出典：「国民経済社会発展第十二个五年規画綱要」

第1章
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第1章　「第12次5ヵ年規画」を解読する

ネルギー消費量が大きいだけでなく二酸化炭素の排出量
も多い。中国では、第三次産業の占める割合が着実に上
昇しており、エネルギー消費量が大きい工業分野のマー
ケットシェアが低下している。2005年との対比では、
2009年におけるエネルギー消費原単位が小さい20産業
の工業総生産額に占める割合が0.6％増加しており、こ
のことは、わずかだが中国が低炭素化に向かっているこ
とを示している。

中国のエネルギー構成及びエネルギー消費の推移を見
ると、過去30年間、石炭が大きなウェイトを占めるとい
うエネルギー構造は大きく変わっていない。2009年の一
次エネルギー消費に占める石炭の割合は70.4％となった
ものの、1980年時点の72.2％から1.8ポイントしか低下
していない。一方で、一次エネルギー消費に占める非化
石エネルギーの割合は4％から7.8％に上昇した。

（3）エネルギー消費原単位と二酸化炭素排出原単位
中国のエネルギー消費原単位は、1980年時点では3.4

標準炭㌧／万元であったが、2009年には1.08標準炭㌧／
万元まで低下した。特徴は、各産業部門のエネルギー消
費原単位がいずれも減少していることであり、1995年か
ら2008年のデータで見ると、農業では34.3%、工業では
44.8%、建築業では13.6%、サービス業では32.7%、それ
ぞれ減少した。産業部門間のエネルギー消費原単位には
大きな差が見られ、工業部門のエネルギー消費原単位が
他の部門に比べて突出して大きい。

中国では、エネルギー消費原単位の大きい工業部門の
GDPに占める割合が一貫して増加傾向にあるのに対し
て、エネルギー消費原単位が相対的に小さい農業部門の
割合は減少傾向にある。経済構造の変化から見ると、工
業部門の拡大はエネルギー消費原単位にマイナスの影響
を与え、これによってエネルギー消費原単位は上昇傾向
を示すと予想されるが、中国のエネルギー消費原単位は
減少している。このことは、各部門のエネルギー消費原
単位が大幅に減少したことを示している。

二酸化炭素排出原単位の変化は、エネルギー構造及び
エネルギー消費原単位の変化に依存している。中国の過
去30年間における二酸化炭素排出原単位の変化の主な
要因は、エネルギー構造の変化ではなくエネルギー消費
原単位の変化によるものと考えられている。第1-1-3表
からも、各年の二酸化炭素排出原単位の変化の要因の約
9割はエネルギー消費原単位の変化であることが分かる。

産業構造の変化によって、全体のエネルギー消費原単
位は減少している。具体的に産業ごとの寄与度からみる
と、全体のエネルギー効率の改善は主に工業分野におけ
るエネルギー消費原単位の減少に影響され、その全体へ
の寄与度は75％を超える。

工業分野だけとっても、主に各部門のエネルギー消費
原単位の減少によって工業分野におけるエネルギー消費
原単位は減少（寄与度は90％以上）し、その中でもエネ
ルギー消費の大きい工業部門の寄与度は70％近くに上

る。第1-1-4表に示すように、工業分野全体のエネルギー
消費原単位の改善が二酸化炭素排出原単位に及ぼす影響
は約70％で、その中でも重点エネルギー消費工業におけ
るエネルギー消費原単位の低下が中国の二酸化炭素排出
原単位の変化に及ぼす影響は約50％に上る。

◎第1-1-4表　二酸化炭素排出原単位の変化及びその貢献要素

◎第1-1-3表　中国の二酸化炭素排出原単位の変化及び分析

二酸化炭素排出原単位の変化 100%

単位エネルギーあたりの二酸化炭素排出変化 5%

単位GDPあたりのエネルギー消費変化 95%

産業構造の変化 －
産業ごとのエネルギー消費原単位の変化 －
工業全体のエネルギー消費原単位の変化 70%

工業分野内での構造変化 5%

工業分野内でのそれぞれのエネルギー消
費原単位の変化 65%

重点エネルギー消費工業のエネルギー
消費原単位の変化 50%

年度
二酸化炭素排出
原単位の変化
（㌧ /標準炭㌧）

エネルギー消費
原単位比率
（％）

エネルギー構造
変化比率
（％）

1990 -1.94 93.1 6.9

1995 -3.65 89.6 10.4

2000 -4.52 84.4 15.6

2001 -4.57 78.6 21.4

2002 -2.83 103.8 -3.8

2003 4.78 80.5 19.5

2004 5.50 104.8 -4.8

2005 -0.67 148.5 -48.5

2006 -2.72 103.9 -3.9

2007 -5.01 96.7 3.3

2008 -5.23 82.8 17.2

2009 -3.57 97.1 2.9

1990～2009 -53.01 97.6 2.4

出典：宜暁偉氏（国務院発展研究センター）

出典：国家統計局

年 農業
（％）

工業
（％）

建築業
（％）

サービス業
（％）

1995 0.36 3.44 0.29 0.98

1999 0.35 2.35 0.25 0.84

2000 0.34 2.18 0.36 0.81

2002 0.36 1.99 0.36 0.73

2003 0.35 2.06 0.36 0.76

2004 0.38 2.17 0.38 0.77

2005 0.37 2.17 0.35 0.75

2006 0.37 2.11 0.32 0.73

2007 0.36 2.01 0.30 0.67

2008 0.23 1.90 0.25 0.66

1995～2008 -34.3 -44.8 -13.6 -32.7

◎第1-1-2表　各産業部門のエネルギー消費原単位の推移

出典：「中国能源統計年鑑2008」、各年「中国統計年鑑」
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（4）「第11次5ヵ年」期の未解決問題
「第11次5ヵ年」期には一定の成果が収められた一方で、

以下に示すような、発展にともなう問題も明らかになっ
た。こうした問題の解決が「第12次5ヵ年」期の課題と
なる。

①経済成長の不均衡
②所得分配の不均衡
③工業製品の拡大と弱い国際競争力
④国民生活の改善と公共サービス分野の発展の遅れ
⑤ 都市化率の大幅な上昇と都市・農村の二元構造の顕

在化
⑥生態文明建設への圧力
⑦体制改革の必要性

また、前述した未解決問題の発生要因としては、以下
のようなものがあると考えられている。

①従来の粗放型発展パターンからの未脱却
②全要素生産性（TFP）の低下
③過度の重工業化

さらに「第11次5ヵ年」期に示された発展方式は、と
くに以下の4つの面において基本的に持続不可能である
と指摘されている。

①資源、環境面での持続不可能性
②貿易発展モデルの持続不可能性
③産業構造の持続不可能性
④需給バランスの持続不可能性

1.2　「第12次5ヵ年規画」の解読
（1）「第12次5ヵ年規画」の特徴

「第11次5ヵ年規画綱要」と比較すると「第12次5ヵ
年規画綱要」には2つの特徴がある。1つは、内容が2つ
追加された点である。具体的には、「内需拡大戦略を堅持
し、安定的で比較的速い発展を維持する」ことと、「大幅
な文化的発展、繁栄を促進し、国家の文化的ソフト・パ
ワーを向上させる」ことである。もう1つは「第11次5ヵ
年規画綱要」で示された体制改革と対外開放を「第12次
5ヵ年規画綱要」では2つに分けた点である。
「第12次5ヵ年規画綱要」では、「内需拡大」を最も優

先すべき項目の一つとして掲げた。「第11次5ヵ年」期間
中に発生した世界金融危機は中国にとって非常に大きな
教訓となった。「第12次5ヵ年規画綱要」に盛り込まれた
新たな項目は、中国のグローバル経済に与える影響及び
国内状況を考慮した上で、科学的分析に基づき導出され
た結論である。中国の最も特筆すべき特徴として巨大な
人口が挙げられる。人口は、これまでは中国にとって負
担あるいはマイナス要因とされてきたが、現在ではむし
ろプラス要因として捉え、13億人の巨大な市場を国内経
済の発展のために開発、利用する必要があるという考え
に変わってきた。

（2）発展方式の転換　
中国の1人あたりGDPは2010年に4000米㌦を超えた

と見られ、すでに中／高所得国家の1つに数えられるま
でになったが、中間所得段階は国内の社会問題が増え、
それまでの社会構造から脱却する重要な段階であると指
摘されている。また、中程度の所得を確保した国家は、
さらなる発展、1人あたりの所得水準の一層の向上を目
指すなかで、その成長方式は本質的に変化し、発展方式
を根本的に転換する必要が出てくるとの見方がある。

こうしたことから「第12次5ヵ年規画綱要」では、今
後5年間の発展方式の転換には、以下の内容が含まれる
としている。

①経済構造の戦略的調整
外需、投資に依存してきた中国経済を、内需と外需、

投資と消費がバランスの取れた発展方式へと転換を図
る。

－ 内需拡大を中国経済発展の基本、長期的な戦略方
式、構造調整の核心的内容とする。中国は人口が
多く、内需拡大ポテンシャルは非常に大きい。

－ 産業構造の調整。産業構造から見ると、農業イン
フラの強化、製造業における核心的競争力の向
上、戦略的新興産業の育成、サービス業の発展を
図る必要がある。現在は第二次産業に過度に依存
しているが、第一次、第二次、第三次それぞれが
バランスの取れた発展を促進する必要がある。

－ 都市と農村におけるバランスの取れた発展。「第
12次5ヵ年」期間中に中国の都市化率を50％以上
に引き上げることを目標とする。これは半数以上
の国民が都市部で仕事あるいは生活することを意
味する。

② 経済発展方式の転換における科学技術の進歩とイノ
ベーション能力
中国では重要産業における対外技術依存度は非常に

高く、経済成長への技術進歩の貢献度は非常に低い。
このため長期的な競争力を高めるため、経済成長を

「投入要素への依存」から「科学技術の進歩、労働者の
資質の向上、マネジメントのイノベーションに依存す
る」方向へと転換を促す。

③ 国民生活の改善を経済発展方式の出発点及び基点と
する

④経済発展方式の原動力としての改革開放
経済発展方式の転換の停滞は様々な要因によるが、

根本的には非合理的なメカニズムによる。「第12次5ヵ
年」期では発展方式の転換を加速するためのメカニズ
ム構築が求められている。
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「第12次5ヵ年」期におけるグリーン発展の
位置づけ

2.1　グリーン発展
「国民経済・社会発展第12次5ヵ年規画綱要」は、GDP

の年平均伸び率を7％として、2015年までに1人あたり
の平均所得を倍増するというシナリオを描いている。そ
のためには、大量のエネルギーを必要とするが、さらに
大きな環境負荷をもたらす。従って、国際的な圧力もあ
るが、省エネ・汚染物質の排出削減とグリーン経済の発
展は、中国の発展にとって不可欠となる。

清華大学国情研究所所長で、「第12次5ヵ年規画」専門
家チームのメンバーでもある胡鞍鋼教授は、中国で最も
早く「グリーン（緑色）発展」の概念を提唱した学者の1
人である。同氏のこの理念は中国政府に受け入れられ、

「第12次5ヵ年規画」のキーワードとなった。中国のグ
リーン発展戦略は、新技術の開発、生活様式の革新、環
境整備方法の革新などによって、経済成長に伴う温室効
果ガスの排出を増加させずにむしろ減少させるというも
のである。
「第12次5ヵ年規画綱要」では、初めて 「グリーン発展」

がテーマとして掲げられ、資源節約型、環境友好型社会
の構築が言及された。具体的には、資源環境の制約に直
面しながら危機意識を高めてグリーン、低炭素の発展理
念を確立するとともに、省エネ・汚染物質の排出削減を
重点として奨励と制約構造の健全化を図り、資源節約、
環境友好的な生産様式と消費モデルの構築を加速し、持
続可能な発展能力を強めて生態文明のレベルを高めると
いうものである。グリーン発展戦略は、「第12次5ヵ年規
画綱要」の中で、以下の6本の柱で構成されている。

①世界の気候変動に積極的に対応する
②資源節約と管理を強化する
③循環型経済を強力に発展させる
④環境保護を拡大する
⑤生態保護と生態修復を促進する
⑥水利と災害防止・軽減体系の構築を強化する

「第12次5ヵ年規画綱要」では、グリーン指標の比重が
さらに高められた。具体的には、「単位国内総生産あたり
の二酸化炭素排出削減」が追加されたほか、「主要汚染物
質の排出削減」に「アンモニア性窒素」と「窒素酸化物」
新たに加わった。資源環境指標を合計すると全部で12あ
るほか、間接的なグリーン指標が5項目ある。この中に
は、工業からサービス業への産業構造の転換も含まれる。
「第12次5ヵ年規画綱要」では、グリーン発展の奨励と

制約を明確にしたうえで、資源型製品の価格と環境保護
のための料金徴収改革を中心に据えた。また、省エネ・
汚染物質の排出削減目標の責任審査を強化するととも
に、合理的にエネルギー消費量を抑制し、グリーン発展
のもとで一貫して経済活動を行う方針を鮮明に打ち出し
た。

また「第12次5ヵ年規画綱要」では、初めて生態安全戦
略を実行する考えを示した。これは、開発行為を制限、禁
止する地域に厳格な生態保護を実施し、生態安全を保障
するものである。さらに、エコ・スクリーンの配置を明
確にし、生態修復特定プロジェクトを実施して、960万㎢
の生態環境を保護することを明らかにした。

第2章

指標 2010年 2015年 年平均伸び率（％） 属性
経済発展

国内総生産（兆元） 39.8 55.8 7 期待目標
サービス業の増加値割合（％） 43 47 〔4〕 期待目標
都市化率（％） 47.5 51.5 〔4〕 期待目標

科学技術教育

9年間の義務教育就学率（％） 89.7 93 〔3.3〕 拘束目標
高・中等段階教育の粗入学率（％） 82.5 87 〔4.5〕 期待目標
国内総生産に占める研究・試験開発経費支出の割合（％） 1.75 2.2 〔0.45〕 期待目標
人口1万人あたりの発明特許保有件数 1.7 3.3 〔1.6〕 期待目標

資源環境
耕地保有量（億ムー：1ムー＝666.7㎡） 18.18 18.18 〔0〕 拘束目標
単位工業増加値あたりの水使用削減率（％） 〔30〕 拘束目標
農業灌漑水使用量有効利用係数 0.5 0.53 〔0.03〕 期待目標
一次エネルギー消費量に占める
非化石エネルギーの割合（％） 8.3 11.4 〔3.1〕 拘束目標

単位国内総生産あたりのエネルギー消費削減率（％） 〔16〕 拘束目標

◎第2-1-1表　「第12次5ヵ年」期の経済社会発展主要指標
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2.2　グリーン発展の科学技術政策
（1）「第12次5ヵ年」科学技術発展規画

科学技術部は2011年7月4日、「国家『第12次5ヵ年』
科学技術発展規画」（「国家“十二五”科学和技術発展規
劃」）をとりまとめ、同7月13日に公表した。国家発展改
革委員会、財政部、教育部、中国科学院、中国工程院、国
家自然科学基金委員会、中国科学技術協会、国家国防科
技工業局等、関連部門と共同で策定したもので、新しい
タイプの省エネ・環境保護技術や新エネルギー技術のブ
レークスルーを加速し、「グリーン（緑色）」、「クリーン」、

「低炭素」という新たな発展段階にステップを進める方
針を明らかにしている。

同規画では、自主イノベーション能力を大幅に向上さ
せ科学技術競争力と国際的な影響力を顕著に強化する
とともに、重点分野における基幹技術の取得でブレーク
スルーを達成することによって、経済発展方式の転換を
加速するという発展目標を掲げている。具体的には、第
2-2-1表に示す科学技術発展指標を示した。

また、「国家科学技術重大特別プロジェクト」を科学技
術活動のうちでも最も重要なものと位置付けたうえで、
戦略的新興産業を育成、発展させるという当面の要求に
照らして、国家科学技術重大プロジェクトの調整を行う
方針を打ち出した。

国務院が2006年 2月に公表した、中国の科学技術政
策の基本方針を示した「国家中長期科学技術発展規画

（2006～2020年）」では、全部で16件の重大特別プロジェ
クトが選定されていたが、今回公表された「国家『第12
次5ヵ年』科学技術発展規画」では、以下の11件に整理
された。

－ 重要電子部品、ハイエンド汎用チップ及び基本ソフ
トウェア

－超大規模集積回路製造設備及び一体化工程
－次世代ブロードバンド・モバイル通信
－ハイグレードNC工作機械・基礎製造設備
－大型油田・ガス田及び炭層ガス開発
－大型先進PWR及び高温ガス冷却発電所

注：〔　〕は5年間の累計
出所：「国民経済和社会発展第十二个五年規画綱要」（2011年3月14日、全人代で承認）

指標 2010年 2015年 年平均伸び率（％） 属性
単位国内総生産あたりの二酸化炭素排出削減率（％） 〔17〕 拘束目標

主要汚染物質の排出削減率（％）

化学的酸素要求量 〔8〕

拘束目標
二酸化硫黄 〔8〕
アンモニア性窒素 〔10〕
窒素酸化物 〔10〕

森林の拡大
森林率（％） 20.36 21.66 〔1.3〕

拘束目標
森林蓄積量（億㎥） 137 143 〔6〕

国民生活
都市部住民の平均可処分所得（元） 19109 >_D_ >; 期待目標
農村部住民の平均純収入（元） 5919 >831[ >; 期待目標
都市部の登録失業率（％） 4.1 <5 期待目標
都市部の新規増加就業人数（万人） 〔4500〕 期待目標
都市部の基本養老保険参加人数（億人） 2.57 3.57 〔1〕 拘束目標
都市・農村部の三項基本医療保険加入率（％） 〔3〕 拘束目標
都市部の中低所得者向け住宅供給プロジェクト（万棟） 〔3600〕 拘束目標
全国総人口（万人） 134100 <13900[ 7.2‰ 拘束目標
平均寿命（歳） 73.5 74.5 〔1〕 期待目標

指　標 2010年 2015年

GDPに占める研究開発経費の割合（％） 1.75 2.2

就業人口1万人あたりの研究開発投入人的資源（人年） 33 43

国際科学論文の被引用数の世界ランク（位） 8 5

1万人あたりの発明特許保有件数（件） 1.7 3.3

研究開発塵の発明特許申請件数（件 /百人年） 10 12

全国技術市場における契約取引総額（億元） 3906 8000

製造業全体の増加値に占めるハイテク技術産業増加値の割合（％） 13 18

基本的な科学素養を持つ市民の割合（％） 3.27 5

◎第2-2-1表　「第12次5ヵ年」期の科学技術発展主要指標

出典：「国家“十二五”科学和技術発展規劃」（科学技術部、2011年7月）
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第2章　「第12次5ヵ年」期におけるグリーン発展の位置づけ

－水系汚染抑制・管理
－遺伝子組み換え生物新品種の育成
－重大新薬の開発
－ エイズ・ウィルス性肝炎等の重大伝染病の予防・治療
－ 大型飛行機等、その他の国家重大科学技術プロジェ

クトの組織的な実施

（2）国家環境保護「第12次5ヵ年」科学技術発展規画
環境保護部は2011年6月9日付けで「国家環境保護『第

12次5ヵ年』科学技術発展規画」（「国家環境保護“十二五”
科技発展規劃」）を関係機関に通知した。「国家中長期科
学技術発展規画綱要（2006－2020年）」と「国民経済社会
発展『第12次5ヵ年』規画綱要」に基づいて策定された
もので、環境分野の科学技術イノベーション能力を向上
することを目標として掲げている。
「国家環境保護『第12次5ヵ年』科学技術発展規画」で

は、先進国の環境科学技術水準と比べるとまだ大きな開
きがあるため、大気汚染防止や流域水の環境保護、農村
の生態環境保護、重金属汚染防止、汚染土壌の修復、突
発的な環境事象に対応するための科学技術能力をさらに
高めるとの方針を打ち出した。また同規画は、環境保護
産業全体としてのイノベーション能力が劣っているほ
か、加工材料や設備水準も立ち遅れているとの認識を示
した。

このほか、新しいタイプの複雑な環境問題を解決する
ための基礎研究や応用研究が十分でないことに加えて、
環境科学技術分野のイノベーション能力が弱く、人材も
不足している現状を明らかにしている。

こうしたことから同規画では、①国家環境科学技術
の理論体系の構築、②汚染防止技術成果と実証プロジェ
クトの成果実現、③国家環境管理戦略を満足する技術支
援の提供、④環境科学技術分野で必要とされるイノベー
ション能力の構築──を目標として掲げるとともに、水
汚染防止や大気汚染防止、生態環境保護、固体廃棄物汚
染防止、土壌汚染防止、クリーン生産と循環経済、環境

と健康、環境監督・管理技術、環境基準・標準、原子力・
放射線安全、地球環境問題研究、戦略的新興環境保護産
業育成──を12の重点分野として指定した。

さらに、こうした分野における「第12次5ヵ年」期の
重点任務を遂行するため、国家環境保護重点実験室と国
家環境保護工程技術センター、国家環境保護野外観測研
究ステーションを建設する方針も示した。

なお、12の重点分野における科学技術活動に加えて、
重点実験室、工程技術センター、野外観測研究ステー
ションの建設のため、国として約220億元（地方政府や
企業、国際協力資金は含まない）の経費の投入が必要に
なると見込まれている。このうち、重点分野の科学研究
業務に210億元、重点実験室等の建設に10億元が配分さ
れるとみられている。

投資見積り
（億元）

重点分野

水汚染防止 50

大気汚染防止 30

生態保護・建設 20

固体廃棄物汚染防止・化学製品管理 20

土壌汚染防止 20

グリーン経済、クリーン生産・循環経済 10

環境・健康 10

環境監督・管理技術 10

重点分野

環境基準・標準 15

原子力・放射線安全 10

地球環境問題研究 5

戦略的新興環境保護産業育成 10

能力構築
国家環境保護重点実験室 2.5

国家環境保護工程技術センター 6

国家環境保護野外観測研究ステーション 1.5

合　計 220

◎ 第2-2-2表　「第12次5ヵ年」期の環境科学技術規画投資見積り

出典：「国家環境保護“十二五”科技発展規劃」（環境保護部、2011年6月9日）
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中国の第十二次五ヵ年規画における緑色発展の実態と動向　2011年版

部門別に見た重点課題

中国政府は「第11次5ヵ年」期間中、各分野の省エネ・
排出削減を実質的に進展させるため、経済や法律・法規、
行政などの措置を総合的に運用し、価格や財政、税収、金
融、通貨及び産業政策・措置を策定した。とくに、政府
による投資の規模や範囲も拡大したため、同期間中には
中央財政だけで投資額が2232億元に達した。このうち、
エネルギー効率の向上への投資は961億元となり、同期
における省エネ目標の達成に大きく貢献した。

3.1　工業部門
「中国能源統計年鑑2010」によると、工業部門のエネル

ギー消費量は2005年以来、全体の70％以上を占めており、
主要汚染物質である化学的酸素要求量（COD）と二酸化
硫黄の排出量は、それぞれ全体の約40％と90％を占めて
いる。一方、工業増加値は、中国のGDPの40％程度を占
めているため、工業分野の省エネが「第11次5ヵ年」期に
おける省エネ目標の実現を大きく左右する形になった。

中国は、同期間の省エネ目標として掲げた20％（程度）
を達成するため、工業部門における既存の省エネ目標責
任制や立ち遅れた生産能力の閉鎖政策を実施するととも
に、省エネの新しいメカニズムを構築した。

そうした一環として、2009年以来、「能効対標活動」が
実施に移された。これは、エネルギー効率の向上を目的
として、内外の同業の先進企業のエネルギー効率指標と
の比較分析を行うとともに目標を設定し、目標以上のエ
ネルギー効率水準を達成するという省エネ実践活動であ
ると同時に重点業種に対する強制的活動である。具体的
には、セメントや鉄鋼、化学工業等の分野において積極
的に展開された。また、企業が強制的ではなく自らの意
思で省エネを行う「節能自願協議」も、国有以外の企業
において実施されている。

企業の省エネ管理体系、制度も徐々に整備され重要な
役割を果たした。また、国は省エネに対する資金投入を
継続的に行い、各地方政府も価格や税収、融資等におい

て工業の省エネ・排出削減に有利な経済政策をとった。
中国の工業化、都市化の進展にともない、2000年以降、

中国の工業エネルギー消費は急増した。国家統計局によ
ると、「第10次5ヵ年」期間中、中国の工業ネルギー消費
は標準炭換算で10億3000万㌧から16億9000万㌧に増加
し、年平均伸び率は10.2％を記録した。

一方で、「第11次5ヵ年」期間においては、工業部門の
省エネ・排出削減事業の深化とともに、同期間の最初の
4年間における工業部門のエネルギー消費の年平均伸び
率は6.8％まで低下したが、増加値は年平均11.6％とい
う伸び率を維持し、省エネの成果が顕著に現れた。

国家発展改革委員会能源研究所によると、「第11次5ヵ
年」期の最初の4年間には、一定規模以上の事業体の工
業増加値あたりのエネルギー消費は累積で20.76％低減
し、5億3000万㌧2 の標準炭に相当する省エネを実現し
た。「第11次5ヵ年」期の最初の4年間では、単位GDPあ
たりのエネルギー消費は15.61％低減した。

3.2　商業・民生部門
中国では、商業用・民生用のエネルギー消費を測定・

計算する公的に承認された方法がない。1つの試算4によ
ると、2007年における中国の商業用・民生用分野の一次
エネルギー消費は標準炭換算で約4億1000万㌧となり、
全国の一次エネルギー消費総量の15.3％を占めている。
内訳は商業用約1億5000万㌧、民生用約2億6000万㌧で
ある。
「第12次5ヵ年」期は、省エネ・排出削減目標と単位

GDPあたりのエネルギー消費量の削減目標を達成する
重要な期間と位置付けられている。商業・民生分野は中
国のサービス業及び国民生活とも密接に関わっており、
今後、エネルギー消費が顕著に増加する分野とみられて
いる。国家発展改革委員会能源研究所の朱躍中氏は、「第
12次5ヵ年」期における商業用・民生用の省エネ重点分
野を以下のようにあげている。

第3章

単　位 2005 2006 2007 2008 2009

全体のエネルギー消費量 標準炭万㌧ 235997 258676 280508 291448 306647

工業部門のエネルギー消費量 標準炭万㌧ 168724 184945 200531 209302 218640

工業部門のエネルギー消費が全体の
エネルギー消費に占める割合 ％ 71.49% 71.5% 71.49% 71.81% 71.48%

工業部門の最終エネルギー消費 標準炭万㌧ 158767 174225 189032 196832 208895

工業部門の最終エネルギー消費が全体の
エネルギー消費に占める割合 ％ 67.28% 67.35% 67.39% 67.54% 68.12%

◎第3-1-1表　工業部門のエネルギー消費及び最終エネルギー消費が全国のエネルギー消費に占める割合 3

出典：2005～2009年の全体エネルギー消費データは「2010年中国統計年鑑」。2009年工業エネルギー消費データは工業・情報化部。
2005～2008年工業最終エネルギー消費データは「2009年中国エネルギー統計年鑑」。
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第3章　部門別に見た重点課題

◆  省エネ製品の「恵民工程」と「緑色照明工程」を継
続的に推進し、商業・民生分野における最終用途
設備のエネルギー利用効率を向上する。

◆  熱供給・冷房システムの省エネプロジェクト、1
万公共機関省エネ行動、緑色ホテル・商業モール
省エネモデルプロジェクト、エネルギー新団地モ
デルプロジェクトを実施し、各種の建築物に省エ
ネ技術を応用し、エネルギー効率を高め、エネル
ギー消費を低減する。

◆  商業・民生分野のエネルギー消費統計基盤、エネ
ルギー管理者の育成、大型エネルギー消費施設の
エネルギー管理などの能力を強化する。

さらに同氏は、「第12次5ヵ年」期に、以下の施策を講
じる必要性にも言及している。

①熱供給体制改革の推進
②建築省エネ基準実施の強化
③ 商業・民生分野のエネルギーシステム設計指導意見

の公布
④商業・民生分野の価格メカニズムと財税政策の整備
⑤各部門間の協調管理メカニズムの構築

3.3　交通運輸部門
交通運輸業の急速な発展によってエネルギー消費が

大きく増加しており、中国のエネルギー供給や資源環境
に大きな圧力をもたらしている。2009年には、中国の交
通運輸・倉庫・郵政部門では2億2900万㌧の標準炭に
相当するエネルギーを消費し、エネルギー消費量全体の
7.86％を占めた。

企業・事業団体、個人の交通関連のエネルギー消費5

を加えると、中国の交通分野のエネルギー消費は全体の
エネルギー消費量に占める割合は10～13.6％に達する
との試算もある6。交通運輸部門のエネルギー消費の急
速な増加により、中国のエネルギー安全保障に対する圧
力はますます強まっている。ちなみに中国では、2010年
に石油の輸入依存度が55%に達したが、今後、輸入依存
度はさらに上昇すると予測されている。

中国政府は「第11次5ヵ年」期に、交通運輸構造の最
適化や業界の技術水準の向上、組織管理の強化、統計・
基準体系の整備、政策法規体系の健全化、モデルプロ
ジェクトや特別事業の展開等、一連の政策措置を打ち出
し、交通分野における省エネを推進した。中国政府の広
範な取り組みが功を奏し、「第11次5ヵ年」期間中に中国
の交通運輸部門での省エネは以下のような大きな成果を
収めた。

①総合交通運輸体系のインフラ構造の最適化
②単位総合運輸量のエネルギー消費の低減
③ 交通省エネ重点プロジェクトの推進、先進交通技

術・製品の普及

一方で、以下のような問題も明らかになっている。
①高速道路の急速発展と交通運輸構造の不合理
② 自動車保有台数の急速な増加と公共交通の発展の立

ち遅れ
③公共財政投入の不足、交通省エネ管理体制の不合理

こうしたなかで交通運輸部は2011年6月3日、総合運
輸のほか道路交通、水路交通、民間航空、郵政サービス、
都市旅客運輸管理等を対象とした「交通運輸『第12次5ヵ
年』発展規画」（「交通運輸“十二五”発展規劃」を公表し
た。

同規画は、交通運輸産業がエネルギー資源の消費と温
室効果ガスの排出量から見て重点分野の1つであると位
置付けたうえで、省エネと排出削減に対する国の要求に
基づき、交通運輸産業での省エネと排出削減に対する任
務はきわめて大きいとの考えを示している。

さらに、持続可能な発展を基本的要求としてグリーン
発展を促進することを基本原則の1つとして掲げ、グ
リーンで低炭素という発展理念を打ち立てるとともに、
資源節約型で環境に優しい交通産業を構築することを継
続して推進するとの方針を打ち出した。

このほか、低炭素の交通運輸体系の構築加速、省エネ
と排出削減の強化、資源循環利用の促進、生態・環境保
護の強化等を通じて、交通運輸部門におけるグリーン発
展を実現するとの将来像を描き出している。「第12次5ヵ
年」期の交通運輸分野の省エネ・排出削減実証・普及プ
ロジェクトは以下の通りである。

① 営業用車両・船舶の燃料消費量参入・退出プロジェ
クト

② 省エネ・新エネルギー車両の実証・普及プロジェクト
③グリーン運転・維持修理プロジェクト
④スマート交通省エネ・排出削減プロジェクト
⑤ 道路建設・運営にかかる省エネ・排出削減技術の普

及プロジェクト
⑥グリーン港建設プロジェクト
⑦エネルギー管理契約普及プロジェクト
⑧ 船舶エネルギー効率管理システム・データバンクの

建設プロジェクト

3.4　農業部門
「グリーンエネルギー県プロジェクト」は、「国民経済・

社会発展第11次5ヵ年規画綱要」でも明記された新農村
建設の重点プロジェクトである。具体的には、農村部で
の再生可能エネルギーの開発利用のペースを上げるとと
もにエネルギー供給構造を最適化し、農村部におけるエ
ネルギーのクリーン化と現代化を推進して住民の生産・
生活条件を改善することを目的としている

国家能源局、財政部、農業部は「第11次5ヵ年」期が終
了する直前の2010年10月28日、各省や自治区、直轄市
の推薦と専門家による審査を経て、北京市延慶県や江蘇
省如東県を含めた108の県と市を「国家第一次グリーン
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エネルギー・モデル県」に選定した。
「国民経済・社会発展第12次5ヵ年規画綱要」でも、「第

11次5ヵ年」期と同じく、「第12次5ヵ年」期において農
村部でのインフラ建設を強化するなかでエネルギー建設
に重点的に取り組む方針が打ち出されている。

具体的には、水力発電新農村電化県・小水力発電代替
燃料プロジェクトの建設を継続するとともに、農村電力
網改良プロジェクトを実施するほか、メタンガス、ワラ
や林業廃棄物を利用したバイオマス・エネルギー、風力
エネルギー、太陽エネルギーを強力に発展させるとして
いる。

こうしたなかで財政部、国家能源局、農業部は2011年
4月6日、「グリーンエネルギー・モデル県建設補助資金
管理暫行弁法」（「緑色能源示範県建設補助資金管理暫行
弁法」）を各省や自治区、直轄市等に対して通知した。グ
リーンエネルギー・モデル県プロジェクトには以下が含
まれる。

①メタンガス集中ガス供給
②バイオマス・ガス化プロジェクト
③バイオマス成形燃料プロジェクト
④その他再生可能エネルギーの開発利用プロジェクト
⑤農村エネルギーサービス体系
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地域的な取り組み

4.1　省エネ・排出削減目標の各地区への配分
中国国務院は2011年9月7日、「第12次5ヵ年省エネ・

排出削減総合工作方案」（「“十二五”節能減排総合性工作
方案」）を同8月31日付で関係機関に通知した。

それによると、2015年までにGDP1万元あたりのエネ
ルギー消費量を標準炭換算で0.869㌧（2005年の価格計
算で）に削減することを要求している。これは、2010年
時点の1.034㌧から16％削減することを意味している。
また2005年の1.276㌧と比べると32％の削減に相当する。
目標が達成できれば、「第12次5ヵ年」期に標準炭換算で
6億7000万㌧の節約が実現できる。

このほか同方案では、2015年までに化学的酸素要求量
（COD）と二酸化硫黄の排出量をそれぞれ2347万6000㌧
と2086万4000㌧に削減することを要求している。これは、
2010年の排出量と比べると、いずれも8％の削減に相当
する。2015年時点のアンモニア性窒素と窒素酸化物の排
出目標は、それぞれ238万㌧と2046万2000㌧に設定され
ており、いずれも2010年との比較では10％の減少に相
当する。

同方案では、こうした目標を達成するため、省エネ・
排出削減目標責任制を強化するとともに、省エネ・排出
削減指標を各地方に合理的に配分することを要求してい
る。また、経済発展水準や産業構造、省エネポテンシャ
ル、環境容量、国の産業配置などを総合的に考慮し、省
エネと排出削減の目標を各地区や産業に合理的に配分す
ることを求めた。また、同方案では、化学的酸素要求量

（COD）、アンモニア性窒素、二酸化硫黄、窒素酸化物に
ついても、各地区への配分を決めた。第4-1-1表に各地区
に配分された省エネ目標を示す。

4.2　主な地方政府の政策
各地方政府は、中央政府の基本方針に基づき、「第12

次 5ヵ年」期の気候変動対応計画の作成をすでに完了
し、組織的に実行に移す段階に入っている。各地方の気
候変動対応施策は、低炭素社会の実現と循環経済及びグ
リーン発展の理念が共通の柱となっている。

また、各地方が温室効果ガスの排出を抑制して低炭素
発展の目標を達成することを通じて、中国全体としての
持続的発展が可能な社会システムの構築を確実なものに
するというのが基本的考えになっている。

そのために必要な自主イノベーションを創出するため
の基盤となる科学技術の進歩を奨励し、省エネ技術や新
エネルギー開発、生態環境の保全技術の開発を進めると
ともに、経済の発展方式と消費スタイルの転換を図りな
がら気候変動問題への対処能力を高めていくという方針
が打ち出されている。

中央政府が策定した「第12次5ヵ年」期の省エネ排出
削減目標の達成を目的とした各地方政府の気候変動対
応計画とは別に、上海市や広東省等の地方政府は、より
長期的な低炭素社会の発展を見据えて低炭素発展ロード
マップの策定を進めている。

第4章

地区分類 対象地区 省エネ目標
第1グループ 天津市、上海市、江蘇州、浙江省、広東省 18％
第2グループ 北京市、河北省、遼寧省、山東省 17％
第3グループ 山西省、吉林省、黒龍江省、安徽省、福建省、江西省、河南省、湖北省、湖南省、重慶市、四川省、陝西省 16％
第4グループ 内蒙古自治区、広西壮族自治区、貴州省、雲南省、甘粛省、寧夏回族自治区 15％
第5グループ 海南省、チベット自治区、青海省、新疆ウイグル自治区 10％

◎第4-1-1表　「第12次5ヵ年」期（2011～2015年）の省エネ目標の各地区への配分

出典：「“十二五”節能減排総合性工作方案」
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4.3　各地の低炭素都市計画
現在、中国国内では低炭素省、低炭素都市、エコシ

ティ、生態城の設立が積極的に行われている。各種建設
プロジェクトは「エコシティ」や「生態城」と名付けられ、
数多く計画、実施されている。

こうした低炭素都市プロジェクトは現在、200ヵ所以
上にも及ぶが、実際に実施されているプロジェクトはそ
れほど多くなく、また国の承認ではなく地方政府の承認
だけで進められているプロジェクトがほとんどである。
第4-3-1図に代表的な低炭素都市プロジェクトを示す。

◎第4-3-1図　中国の代表的な低炭素都市プロジェクト

出典：国家測絵局 GS（2007）1910号（http://www.sbsm.gov.cn/article/zxbs/dtfw/）の地図をもとに日本テピア作成
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エネルギーの現状と見通し

5.1　エネルギー需給
中国では1人あたりのエネルギー消費量は近年着実

に増加しているものの、OECD加盟の先進国と比べる
とまだ相当の開きがある。しかし、米エネルギー情報局

（EIA）が2011年9月に公表した「2011年版世界エネルギー
見通し」（International Energy Outlook 2011）によると、
国全体では2009年に米国を上回り世界最大のエネルギー
消費国になった。また、同見通しによると、2035年には
中国のエネルギー消費量は米国の1.7倍に達すると予測
されている。

中国の一次エネルギー消費構成は、他の国と比べると
大きな違いがある。エネルギー消費量が多い上位9ヵ国
のエネルギー構成を見ると、中国以外の国は最大のエネ
ルギー源が占める割合は高くても50％をわずかに上回
る水準にあるのに対して、中国では最大のエネルギー源
である石炭に依存する割合が70％を超えている。このこ
とが、深刻な環境問題の大きな要因となっている。

一方、中国の一次エネルギー生産は2000年から2009
年の間に2倍以上に増えたが、エネルギー消費の伸び率
が上回っているため、需給に不均衡が生じている。エネ
ルギーの輸入量も大きく増加してきており、石油の対外
依存度は2010年末時点で55％に達した。

5.2　二酸化炭素排出量の現状
中国の二酸化炭素排出量は急激に増加してきており、

1980年には15億 1000万㌧であったものが2000年：30
億4000万㌧、2008年：65億1000万㌧へと拡大した。国
際エネルギー機関（IEA）によると、2007年には米国を
抜いて世界最大の二酸化炭素排出国となった。中国の二
酸化炭素排出量が急速に増加している背景には、エネル
ギー消費量の拡大がある。また、一次エネルギーに占め
る石炭の割合が高いことも大きな理由である。

中国は全体として見れば世界最大の二酸化炭素排出国
であるが、1人あたりの排出量では先進国と比べるとは
るかに少ない。2008年の実績を見ると、米国18.6㌧、カ
ナダ15.5㌧、日本9.29㌧、OECD平均10.6㌧であるのに
対して、中国は世界平均の4.42㌧をわずかに上回る4.91㌧
に過ぎない。

5.3　低炭素エネルギー
（1）水力発電

水力発電は現在、再生可能エネルギーの柱になってお
り、再生可能エネルギー全体の約80％を占めている。中
国は水力資源が豊富であり、理論的資源量6億9400万
kWのうち技術的に開発可能な量は5億4200万kW、年
間発電量は2兆5000億kWhに達する。

改革開放以来、中国の水力発電は急速に発展を遂げ、
1978年当時1867万kWであった設備容量は2000年には
7935万kWに拡大した。中国は2001年以降、電力の体
制改革を推進し、水力発電開発を積極的に進め、三峡等
の大型水力発電プロジェクトを続々と建設、運転した。
2010年末時点では水力発電設備容量は2億1000万kWに
達し、2000年から1.7倍に増え、世界最大の水力発電国と
なった。一方で、中国の水力資源開発利用率は40％に達
しておらず、先進国の開発水準と比べるとはるかに低い。

中国の水力発電資源は非常に豊富であるが、西部地域
に偏在している。設備容量全体の81.4％が西部に、残り
の13.7％が中部、4.9％が東部にある。このため、西部の
水力発電所で作られた電力を東部に供給する「西電東送」
が一般的になっている。現在、東部地区と中部地区に加
えて、西部地区の広西や重慶、貴州の水力資源開発は基
本的に終了しているが、雲南や四川、青海、チベットで
はまだ開発のポテンシャルはある。

第5章

◎第5-1-1図　主要国の一次エネルギー消費の推移

◎第5-2-1図　中国の二酸化炭素排出量の推移

出典：「BP Statistical Review of World Energy June 2010」をもとに作成

出典：EDMC Handbook of Energy & Economic Statistics in Japan
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（2）石炭火力
石炭火力発電所における省エネと排出削減のポテン

シャルは非常に大きく、低炭素技術を利用してどのよう
に低エネルギー消費や低汚染の目標を達成するかが最大
の関心になっている。中国では現在、火力発電所のエネ
ルギー転換効率を高めるため、火力発電所の排出削減技
術に関して、超臨界（SC）、超超臨界（USC）、循環流動床

（CFB）、石炭ガス化コンバインドサイクル発電（IGCC）、
ガスタービン・コンバインドサイクル（GTCC）、電・熱
併給（コジェネレーション）、電・熱・冷三連給（トリジェ
ネレーション）等の研究開発を行っている。

この中でも積極的に推進しているのが超臨界技術であ
り、この技術は火力発電所における石炭消費量の低減に
貢献している。中国は、超臨界及び超超臨界技術の海外
からの導入及び共同での製造によって、これらの技術を
短期間で掌握し国産化を達成している。

中国では1980年以降、発電所での熱効率の上昇に伴い
石炭消費量が着実に低下しており、1980年当時にはkWh
あたり413g（標準炭換算）であったものが2008年には
322gまで、約22％も低下した。

（3）原子力発電
中国では、2011年8月末時点で運転中の原子力発電所

は14基・1188.8万kWとなった。また、同時点で建設中
の原子力発電所は、合計27基・2949万kWに達し、他の
国を大きく引き離してトップにある。

中国では現在、国家発展改革委員会が2007年11月に
公表した「原子力発電中長期発展規画（2005～2020年）」
の改訂作業が行われており、2020年の目標が当初の4000
万kWから8600万kW程度に上方修正されるとの見方が
出ていた。しかし、2011年3月11日の巨大地震・津波に
よって引き起こされた福島第一原子力発電所の事故は、
中国の原子力発電開発に影響を及ぼすことが必至な情勢

となった。
温家宝首相は2011年3月16日、国務院常務会議を召集

し、原子力安全の重要性と緊急性を認識するとともに、
原子力発電開発にあたっては安全確保を最優先とするこ
とが強調された。また、以下の4件の決定が行われた。

－ 中国国内の原子力施設に対して全面的な安全検査を
直ちに行う：

全面的かつ細部に及ぶ安全評価によって、トラブルの
可能性を厳重にチェックするとともに適切な措置を施
し、絶対的な安全を確保する。

－ 運転中の原子力施設の安全管理を確実に強化する：
原子力施設の所在地の関係機関は制度を健全にすると

ともに操作規程を厳格化し、運転管理を強化しなければ
ならない。管理・監督部門は監督検査を強化するととも
に、トラブルを直ちに発見、処理するよう企業を指導し
なければならない。

－建設中の原子力発電所を全面的に審査する：
建設中のすべての原子力発電所の安全評価を最先端の

基準を用いて行うとともにトラブルの可能性を整理・改
善し、安全基準に一致しないものについては直ちに建設
を中止しなければならない。

－ 新規に着手する原子力発電プロジェクトについては
厳格に審査のうえ承認する：

「核（原子力）安全規画」の制定に努力を払うとともに
「核電（原子力発電）中長期発展規画」の改訂を完全なも
のとし、「核安全規画」が承認されるまでは、（実行可能
性調査などの）前期作業の実施を含めた原子力発電プロ
ジェクトの審査・許可を一時中止する。

原子力発電所の建設を拡大するという中国政府の基本
的方針は変わっていないが、安全確保に軸足を移すなか
で、開発スピードのスローダウンは避けられない情勢と
なっている。

年 発電所の熱供給効率
（％）

発電所での石炭消費量
（gce/kWh）

電力供給の石炭消費量
（gce/kWh）

発電所での電力使用率
（％）

発電所の設備稼働時間
（時）

1980 36.02 413 448 7.65 5775

1985 36.85 398 431 7.78 5893

1990 37.34 392 427 8.22 5417

1995 37.31 379 421 7.95 5454

2000 37.36 363 392 7.31 4848

2001 37.63 357 385 7.25 4900

2002 38.73 356 383 7.1 5272

2003 38.83 355 380 6.93 5676

2004 39.46 349 376 9.85 5991

2005 39.87 343 370 6.8 5865

2006 39.87 334 366 6.77 5633

2007 40.24 332 356 6.62 5316

2008 41.04 322 345 6.79 4885

2009 － － 342 6.42 4865

◎第5-3-1表　中国の火力発電所のエネルギー効率指標

出典：魏一鳴（北京理工大学能源与環境政策研究中心、2010）
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（4）天然ガス
中国では、エネルギーの高度な利用を実現する天然ガ

スを利用したコジェネレーション（電・熱供給）やトリ
ジェネレーション（電・熱・冷供給）に対する期待が高
まってきている。

国家エネルギー局は2010年4月に公表した「『天然ガ
ス分散式エネルギーを発展させる指導意見』」に対する
意見募集に関する書簡」の中で、全国の都市において分
散式エネルギーシステムの利用を推進し、2020年までに
設備容量を5000万kWに拡大するとともに、各地域の特
徴を踏まえて10ヵ所程度の分散式エネルギー実証地区
を建設する考えを明らかにしている。

（5）新エネルギー
①太陽エネルギー

中国の太陽エネルギー利用はスタートしたばかりで
あり、発展を阻む2つの課題をクリアしなければなら
ない。まず、太陽光発電については在来の火力発電に
比べて4～5倍、風力発電と比べても2～3倍というコ
ストを削減する必要がある。また、送電網への接続及
び高い効率のエネルギー貯蔵技術を開発し、太陽エネ
ルギー発電等の間歇性のエネルギーが持つ弱点を克服
することが求められている。

そうしたなかで、国家発展改革委員会は2011年3月
27日、「産業構造調整指導目録2011年版」（「産業結構
調整指導目録（2011年本）」）を公表し、中国政府とし
て太陽エネルギー開発を積極的に進めていく方針を打
ち出した。具体的には、以下の4件が「奨励」項目とし
てリストアップされた。

－ 風力発電と太陽光発電の相互補完系統技術開発・
応用

－ 太陽熱発電の集熱システム、太陽光発電システム
の統合技術の開発応用、インバータ制御システム
の開発製造

－ 太陽エネルギー建築一体化ユニットの設計・製造
－ 高効率の太陽熱温水器及び熱水プロジェクト、太

陽熱中高温利用技術の開発・設備製造

②風力発電
国家発展改革委員会能源研究所の戴彦徳副所長によ

ると、陸上部と近海部を合わせて開発可能な風力発電
資源は9億5000万kWに達すると推定されている。風
力発電資源が比較的豊富な地域は、東南部沿海地区及
びその付近の島嶼ならびに東北、華北、西北地区など
である。内陸部では、湖沼や特殊な地形の影響によっ
て豊富な地点もあるが、近海部の風力発電資源が非常
に豊富である。

国家電力監管委員会が2011年8月に公表した「2010
年度発電業務情況通報」によると、送電網に接続され
ている風力発電設備容量は2010年末時点で2958万
kWに達した。なお、送電網に接続されていない分を
含めると、中国の風力発電設備は2010年末時点で約
4470万kWとなっており、米国を上回って世界1位で
ある。

中国では現在、東北や華北、西北と東南部沿海地区
に多数の風力発電所が建設されている。このうち、出
力10万2000kWの上海東海大橋海上風力発電所は、ア
ジア初の洋上風力発電所として2010年6月に運転を開
始した。同発電所は、年間2億6000万kWhを発電し、
年間8万3000㌧の標準炭を代替するだけでなく、二酸
化炭素の排出量を21万㌧抑制すると期待されている。

◎第5-3-1図　中国の風力発電設備容量の推移

出典：Global Wind Energy Council（2010）
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③バイオマス
中国では、大中規模のメタンガス技術も着実に改良

されてきていることに加え、農村部でのメタンガス利
用も拡大している。キャッサバやサトウモロコシ等の
非食糧系のバイオマス由来の液体燃料についても技術
的なブレークスルーを達成し、大規模な利用がスター
トしている。

2010年末現在、中国のバイオマス発電設備容量は
450万kWに達した。このうちメタンガス発電設備が
80万kWを占めており、2020年には150万kWまで拡
大するとみられている。また、ゴミ燃焼発電設備容量
は50万kWに達しており、2020年までには200万kW
に拡大するとの見通しがある7。

バイオマス・エネルギー産業は、風力発電や太陽光
発電と比べると、発展が初期段階にあり、産業として
の成熟度が低い。バイオマス・エネルギーの発展が遅
れている理由としては、バイオマスのエネルギー密度
が低いことに加え、資源が分散していること、季節性
が強いことなどがあげられている。こうしたことか
ら、大規模かつ集中的に利用するにあたってはバイオ
マス資源を大量に調達しなければならないため、輸送
や貯蔵などの面で制約がある。

中国のバイオマス利用技術は、国際的なレベルと比
べると相当の開きがあり、非常に多くの中核技術や設
備を輸入に依存している。産業チェーンが不完全なこ
とに加えて産業体系も脆弱で、自主イノベーション能
力を強化する必要に迫られている。バイオマス・エネ
ルギーは典型的な分散式エネルギーであるため、従来
のエネルギー管理方式を適用できないという問題もあ
る。

④その他
中国の大規模地熱開発はスタートが遅れたため、開

発技術や総合利用システム技術、熱利用効率及び科学
的管理の分野では、先進国と比べるとまだ開きがある。
地熱資源の開発利用は、中国のエネルギー安全保障に
一定の役割を果たすだけでなく、エネルギー供給構造
を最適化するうえで重要な意義を持っている8。

中国の地熱資源探査・開発については統一的な政策
や資金面での支援、管理法規、技術基準などが整備さ
れていないため、一層の地熱資源開発のためには政府
による基盤整備が必要となっている。

国土資源部の関鳳峻・地質環境司長は2011年4月
22日、第12次5ヵ年期において地熱調査・開発利用
プロジェクトをスタートすることを明らかにした。同
氏は、2015年までに全国の地熱エネルギー利用は2×
1018ジュールに達し、エネルギー消費量全体の1.7％
を占めるとの見通しを示した。これは6880万㌧の標準
炭に相当するだけでなく、二酸化炭素の排出量を1億
8000万㌧抑えることができると試算されている9。

中国の潮汐エネルギーの理論的埋蔵量は1億1000万
kWに達すると推定されている。沿海部でもとくに東
南部沿海地域でのエネルギー密度が比較的大きく、平
均潮位差では4～5ｍ、最大潮位差では7～8ｍに達する。
このうち、浙江省と福建省の埋蔵量が最大で、全国の
約81％を占めている10。

潮汐発電産業の発展を阻害している最大の要因はコ
ストが高いということと、潮汐発電所に対する政府の
奨励・優遇政策がないことである。

国家発展改革委員会が2011年3月27日に公表した「産
業構造調整指導目録2011年版」（「産業結構調整指導目
録（2011年本）」）では、「海洋エネルギーと地熱エネル
ギーの利用技術の開発・設備製造」が「奨励」項目に
盛り込まれ、中国政府として海洋エネルギーと地熱エ
ネルギー開発に力を入れる考えであることを明らかに
した。
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環境問題と対策

6.1　「第11次5ヵ年」期の環境保護実績
「第11次5ヵ年」期には、中国の環境保護事業は大きな

成果を収めた。環境保護部が2011年1月に公表した「2010
年全国環境質量状況報告」によると、主要汚染物の排出
削減については、同期間中の二酸化硫黄の排出量は2005
年比で14.3％減少し、当初の削減目標である10％を上
回った。化学的酸素要求量（COD）の排出量も2005年比
でマイナス12.45％となり、当初に掲げられた10％の削
減目標を上回って達成した。

同報告によると、水質汚染防止については、地表水モ
ニタリング断面のうち、中国の水質基準で最も汚れた水
を指す「V類」を超えた「劣V類」水質断面の2010年の
割合が20.8％となり、2005年より5.3ポイント低下した。
7大水系におけるI類からⅢ類水質の水質断面の割合は
59.6％に達し、2005年より18.6ポイント向上した。大気
汚染防止については、大気環境優良日数が292日を超え
た重点都市が95.6％となり、2005と比べて26.2ポイント
上昇した。

6.2　固形廃棄物
中国では、「第11次5ヵ年」期間中に、固形廃棄物の総

合利用率が大幅に向上し、2005年に57.2％であったもの
が2010年には67.1％まで上昇した。現在、尾鉱や燐石膏、
脱硫石膏は技術的、経済的な制限もあり利用量は少ない
ものの、大型固形廃棄物は貯蔵から利用への転換をほ
ぼ実現した。一例をあげると、2009年の中国におけるセ
メント原料の25％は大型固形廃棄物の再利用であった。

また、廃棄物を利用した新型壁材の生産量は壁材総産
量の5割を占め、総合利用された固形廃棄物の量は2億㌧
を上回った。こうした廃棄物の総合利用によって、貯蔵
用の土地が約30万ムー（1ムー＝6.67㌃）減少した。

現在、中国の都市ゴミ発生量は年間約1億8000万㌧に
達しており、このうちの90％が埋立て処理されている。
焼却処理されているゴミの量は7％に過ぎず、これ以外
は堆肥などの方法で処理されている。全国1636ヵ所の県

レベルの都市では、毎年のゴミの発生量は約5000万㌧で
ある。全国650ヵ所の都市のうち、325都市にはまだ生活
ゴミ処理施設がなく、大量のゴミが集積・放置されてい
る11。

2010年6月末時点では、全国都市部（市、県及び一部鎮）
において947ヵ所の生活ゴミ処理施設が建設された。こ
のうち無害化処理施設は816ヵ所であった。また、埋立
てガス利用プロジェクトが64件実施され、このうちの大
部分は衛生埋立て場で、埋立てガスの収集、処理が行わ
れた。埋立てガス発電ユニットの設備容量は大きく拡大
し、埋立てガスによる温室効果の削減に貢献した12。

6.3　土壌汚染
中国では当初、土壌汚染の全国的な実態が分かってお

らず、2006年からようやく全国規模で土壌汚染の状況調
査がスタートし、2008年末までに全国の31の省・直轄市・
自治区で調査が終了した。

環境保護部がまとめた「2010中国環境状況公報」（2011
年5月）によると、2010年末までに土壌や農産品など全
国で21万3754個のサンプルが収集され、495万件に達す
る有効な調査データと218万件の各地の情報データ、写
真21万枚が得られ、地図1万1000枚が作成された。

全国規模で土壌汚染の状況調査データバンクとサンプ
ルバンクが構築され、データの合計容量は1テラ・バイ
ト、バンクに入れられたサンプル数は5万4407に達した。
こうした調査を踏まえ、全体報告や特定テーマごとの報
告書のとりまとめが計画されている。

また、重金属や石油、化学工業等の汚染箇所と汚染し
た灌漑地区の田畑の土壌については、試験的に研究が実
施され、12件の試験プロジェクトが完成し、18件の研究
報告と7編の汚染土壌修復技術指針のドラフトが作成さ
れた。

代表的な地区の土壌環境調査によると、珠江デルタ、
長江デルタ、環渤海などの経済発展地区では、局所ある
いは区域ごとに程度の異なった土壌環境品質の低下現象

第6章

指標
規画目標 実際値

2005年 2010年 削減幅 2009年 2010年 増減幅

1 COD排出総量（万㌧） 1414 1270 -10% 1277.5 1238 -12.45%

2 SO2排出総量（万㌧） 2549 2295 -10% 2214.4 2185 -14.29%

3 地表水国家監視断面劣V類水質の割合（%） 26.1 <22 -4.1ポイント 20.6 20.8 -5.3ポイント

4 7大水系国家監視断面Ⅰ類～Ⅲ類水質の割合（％） 41 >43 2ポイント 57.1 59.6 18.6ポイント

5
大気環境Ⅱ級基準に達した日数が292日を上回っ
た重点都市の割合（%） 69.4 75 5.6ポイント 95.6％ 95.6％ 27.1ポイント

◎第6-1-1表　「第11次5ヵ年」期における主要環境保全指標の達成状況

出典：｢第11次5ヵ年規画綱要｣、｢第12次5ヵ年規画綱要｣
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が確認された。重汚染企業区あるいは工業密集区、採鉱
区及びその周辺地区、都市と都市近郊地区では、深刻な
土壌汚染区とリスクが高い区があった。

重金属汚染は、「第11次5ヵ年」期において極めて重
大な環境問題と位置付けられた。中国政府は財政資金を
投入して重金属汚染防止の強化に乗り出した。2010年の

「重金属汚染防止専門資金」の財政支出は約10億元とな
り、鉛や水銀、カドミウム、クロム、ヒ素などの重金属汚
染企業の総合整備、クリーン生産プロセスへの改造、汚
染防止新技術の試験・普及プロジェクトを支援した13。

6.4　自然生態
「2010中国環境状況公報」によると、2010年末時点で、

中国国内に建設された各種の自然保護区は2588ヵ所、総
面積では1億4944万㌶に達している。陸地自然保護面積
は国土面積の約14.9％を占めている。このうち、国家級
の自然保護区は319ヵ所、面積は9268万㌶に達する。

同公報によると、湿地保護に関しては、2010年に中央
財政による初の湿地保護補助プロジェクトが立ちあげら
れ、2億元が充当された。国際重要湿地、湿地自然保護区、
国家湿地パークの補助金として利用され、湿地モニタ
リングや生態の修復作業等が実施される。中国ではすで
に各級の湿地自然保護区が550ヵ所建設されているほか、
国家湿地パーク試験地が145ヵ所、国際重要湿地が37ヵ
所に達している。

6.5　草原・森林
「2010中国環境状況公報」によると、中国の草原面積は

4億㌶に達し国土面積の41.7％を占める。内蒙古、広西、
雲南、チベット、青海、新疆、陝西、甘粛、寧夏、重慶、四
川、貴州西部を合計した草原面積は3.3億㌶に達し、全国
の草原面積の84.4％を占める。また、遼寧、吉林、黒龍江
の草原面積は0.17億㌶で全国の4.3％、その他の省（直轄
市）は0.45億㌶で割合は11.3％となっている。

中国政府は「第11次5ヵ年」期間中、草原生態建設を
強化し、造林緑化のスピードを加速した。具体的には、
草原を保護するために放牧を制限するとともに北京と天
津で風と砂ぼこり対策整備を行い、西南溶岩地区では草
原の整備と遊牧民の定住など草原保護プロジェクトを実
施してきた。

6.6　「第12次5ヵ年」期の環境対策
「第11次5ヵ年」期間中には、中国の環境保護事業は顕

著な進展を見せた。しかし、中国の環境問題は、依然と
して深刻な状況にある。汚染物質の排出量は依然として
非常に多く、環境負荷を上回っており、一部地域の環境
品質は国家基準を満たしていない。

特に関心が高まってきているのが重金属汚染である。
重金属汚染は「第11次5ヵ年」期の重大な環境問題とし
て位置づけられ、「第12次5ヵ年」期においても、各種の
国家規画の1つとして「重金属汚染総合防止『第12次5ヵ
年』規画」（「重金属汚染総合防治“十二五”規劃」）が策
定されることになった。同規画については、すでに国務
院の回答が得られている。環境保護部の周生賢部長は、
同規画では2015年までに重点区域において鉛、水銀、ク
ロム、カドミウム等の重金属汚染を2007年比で15％削
減する目標を盛り込む考えを明らかにした14。

｢国民経済・社会発展第12次5ヵ年規画綱要｣ では、同
期間における環境対策と具体的な環境保護目標を定め
た。それによると、主要汚染物質の排出量を8～10％削
減、森林蓄積量を6億㎥増加、森林率を21.66％まで引き
上げることなどが明記されている。また、中国政府は「第
12次5ヵ年」期において、これまで通り化学的酸素要求
量と二酸化硫黄の排出量を拘束目標とすると同時に、新
たに窒素酸化物とアンモニア性窒素の削減を拘束目標と
して計画に組み入れた。

これを受け国家発展改革委員会は2011年 3月29日、
2011年の資源節約と環境保護の主要目標を公表した（第
6-6-1表）。「第12次5ヵ年」期に掲げられた環境保護目標
はすべて、中国政府が2009年に国際社会に公約した内容
と関連している（第6-6-2表）。

項　目 目　標
単位国内総生産あたりのエネルギー消費量
（対前年比） -3.5％

二酸化硫黄、化学的酸素要求量、アンモニア
性窒素、窒素酸化物の排出量（対前年比） -1.5％

工業増加値 (万元）あたりの水使用量
（対前年比） -7％

工業固体廃棄物総合利用率（対前年比） ＋1ポイント
都市汚水処理率 80％
都市生活ゴミ無害化処理率 74％

項　目 目　標
一次エネルギー消費に占める非化石エネル
ギーの割合 15％

単位国内総生産あたりの二酸化炭素排出量
（対2005年比） 40～45％削減

森林面積（対2005年比） ＋4000万㌶

◎第6-6-1表　2011年の資源節約・環境保護目標

◎ 第6-6-2表　中国が2009年に公表した2020年までの国際公約

出典：国家発展改革委員会
（http://www.ndrc.gov.cn/xwfb/t20110329_402293.htm）

出典：2009年11月の国務院常務会議の決定
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7.1　低炭素技術
（1）交通分野

中国は、輸送効率の高い軌道交通へのシフトを低炭素
社会構築に向けての柱と位置付けている。このうち、高
速鉄道は日本やフランス、ドイツ等から技術を導入する
とともに、国産化を進めている。中国の軌道交通産業に
おいて、核心技術は主に外国企業に依存している。軌道
交通産業分野のソフトウェアハイテク製品市場はシー
メンスやアルストムなどの多国籍企業によって占められ
ており、国内企業は比較的技術レベルの低い製品分野に
集中している15。

科学技術部が2010年10月に「国家ハイテク研究発展
計画」（863計画）の一環として公募した「現代交通技術
領域高速鉄路重大技術及び設備研究開発重大項目」で
は、①高速列車永久磁石電動機トラクションドライブシ
ステム、②高速鉄道インフラサービス状態検査測定技術、
③高速鉄道の振動・騒音低減重要技術──が課題として
とりあげられた。

国務院の承認を得て、工業・情報化部が2009年3月に
公表した「自動車産業調整振興規画」（「汽車産業調整和
振興規劃」）では、2011年までを視野に入れた目標や自動
車技術の進歩・改造の具体的方向が示された。同規画で
は、エンジンや変速機、ブレーキ系、駆動系、制御系など
の重要部品・技術の自主化を実現し、新エネルギー自動
車専用の部品・技術が世界的な先進水準に到達するよう
求めた。

科学技術部が2010年10月に公表した「現代交通技術
領域電気自動車重要技術とシステム統合（一期）重大項
目」では、ハイブリッド動力産業化技術開発、純電気駆
動技術開発、次世代純電気駆動技術開発に関して、全部
で31件の研究テーマが提示され研究主体が募集された。

（2）建築分野
中国の建築省エネ技術は、①建築物本体（省エネ・エ

コ建材）、②建築システムと設備（熱供給システム・空調
システム・給湯システム）──に分けることができる。
このうち、建築物本体については、新型壁体材料や保温・
断熱材料、リサイクル関連材料、屋上・壁面緑化に分類
することができる。

中国政府は、「国家重点省エネ技術普及目録」の中で、
建築分野に関しては以下の省エネ技術の普及をはかる方
針を示している。

－ 壁断熱に用いるスプレーポリウレタンフォーム一体
化技術

－ ヒートポンプ省エネ技術

－ セントラルエアコン・スマートコントロール技術
－ サンドイッチ式コンポジット構造の軽量建築構造シ

ステムの省エネ技術

中国政府は、照明分野でもかなりの省エネ・ポテン
シャルがあるとの考えから、省エネに優れたLEDの普及
を推奨している。国家発展改革委員会等が2009年9月に
公表した「半導体照明省エネ産業発展への意見公布に関
する通知」（「関于印発半導体照明節能産業発展意見的通
知」）では、半導体照明産業が中国の省エネ・排出削減政
策において重要な役割を担うとする一方で、LED照明に
関する特許取得数や基幹技術が不足しているという課題
を指摘した。具体的には、半導体照明の製造にあたって
不可欠な技術であるMOCVD（有機金属気相成長法）設
備などは基本的には外国から輸入されている。そうした
背景には、研究開発への投資不足や基礎理論研究への支
援体制の欠如などがある。

こうした現状を踏まえ、同通知では、半導体照明産業
の発展目標として、企業の自主開発能力を大幅に強化す
ることに加えて、大型MOCVD設備や主要材料、7割以
上のチップを国産化することなどをあげている。また同
通知では、863計画などによって技術開発能力の向上を
支持する方針が示された。科学技術部が2010年10月に
公表した「新材料技術領域『高効率半導体照明重点材料
技術開発』重大項目申請指南」では15件の研究課題の実
施主体を公募した。

（3）産業分野
2004年に公表された「省エネ中長期専門規画」では、

鉄鋼業が省エネの重点領域ならびに重点プロジェクトと
して指定された。そして、国内水準から判断してもかな
り劣った、立ち遅れた技術や設備の閉鎖を加速するとと
もに、新規ならびに拡張（増設）工事によってエネルギー
消費効率を高める方針が示された。

国家発展改革委員会が2008年5月、2009年12月、2010
年11月にそれぞれ公表した「国家重点節能技術推広目録」

（第1回、第2回、第3回）では、鉄鋼業において国が重点
的に普及を進める技術を明らかにしている。

また、工業・情報化部が2010年2月に公表した「鉄鋼
業クリーン生産技術推進方案」（「鋼鉄行業清潔生産技術
推行方案」）では、2012年までに鉄鋼業において粉塵300
万㌧、二酸化硫黄7.5万㌧、COD10万㌧、鉄鋼スラグ800
万㌧、尾鉱3000万㌧、廃プラスチック・ゴム120万㌧の
排出削減及び1.8億㎥の節水を目的として、今後開発・
普及すべき技術を紹介している。

中国の低炭素・グリーン技術第7章
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石油・化学工業において中国政府が重点的に普及を進
めている技術としては、以下のようなものがある。

－油田機械用放出天然ガス回収液化工程
－分解炉空気予熱省エネ技術
－シフトコンバータガスからアルカリを製造する技術
－アンモニア合成ループゼオライト省エネ技術
－大・中型硫酸生産装置低温部熱エネルギー回収技術
－密閉式環境保護型省エネ・カーバイド生産装置
－合成アンモニア省エネ改造総合技術
－触媒式石炭燃焼省エネ技術
－ ボイラのインテリジェント・スーツブロー最適化・

オンラインコークス化事前警戒システム技術
－先進ガス化省エネ技術
－新型高効率省エネ膜距離イオン交換膜電解技術
－大型高パラメータ薄板熱交換技術
－ カーボンブラック生産プロセスにおける余熱利用と

排気ガス発電技術
－ グルタミン酸生産プロセスにおける蒸気余熱段階利

用技術

建材工業において中国政府が重点的に普及を進めてい
る技術としては、以下のようなものがある。

－製錬煙道ガス余熱回収－余熱発電技術（セメント）
－セメント・キルン低温余熱発電技術
－ガラス溶解炉余熱発電技術
－純粋酸素燃焼技術
－ローラープレス研磨システム
－縦型研磨設備及び技術
－酸素過剰燃焼技術
－新型セメント・クリンカー冷却技術
－4チャンネル石炭燃焼省エネ技術
－高効率省エネ・セパレータ技術
－動的高調波抑制及び反応性補償総合省エネ技術

（4）従来型エネルギーの効率化
中国は、石炭火力の効率化の一環として、石炭ガス化

複合発電（IGCC）、石炭ガス化燃料電池複合発電、新型
石炭燃焼・発電、超超臨界圧発電の技術開発を進めてお
り、以下のような863計画を公募している。

－ IGCCに基づいた先進エネルギー技術領域の二酸化
炭素の回収・利用・貯留技術研究と実証プロジェクト

－燃料電池と分散式発電システムの重要技術
－石炭由来の天然ガス製造重要技術研究
－石炭分級クリーンエネルギー製造重要技術研究
－ 石炭利用液化製品加工及び石炭液化残渣利用炭素素

材製造技術研究
－石炭スラリー大型工程化重要技術研究
－大型高温／低温FT合成ポリジェネレーション技術
－石炭利用オレフィン製造重要技術研究

（5）新エネルギー
①原子力

中国は、2007年11月に公表した「原子力発電中長期
発展規画」の中で、「熱中性子炉（PWR）─高速中性子
炉─制御核融合炉」の技術路線を堅持する考えを明ら
かにした。一方で、高温ガス炉についても、自主的に研
究開発を行い、技術研究の進展状況に基づいて、試験あ
るいは実証プロジェクトの建設を行う方針を示した。

現在、第2世代改良型と位置付けられているCPR1000
型、第3世代炉のAP1000とEPRを採用した原子力発
電所の建設が着々と行われているほか、AP1000をベー
スにした、中国が知的財産権を持つ大型PWRである
CAP1400とCAP1700の設計も進められている。高速
増殖炉実験炉CEFRも2011年7月に送電を開始した。

中国には大量のトリウム資源があるとみられるこ
とから、トリウムを利用する原子炉の開発もスター
トした。中国科学院は2011年1月、戦略的先導科学技
術特別プロジェクトの一環としてトリウム溶融塩炉

国家重点省エネ技術普及リスト（第1回）
（2008年5月）

国家重点省エネ技術普及リスト（第2回）
（2009年12月）

国家重点省エネ技術普及リスト（第3回）
（2010年11月29日）

乾式TRT技術
ボイラのインテリジェント・スーツブロー

最適化・オンラインコークス化
事前警戒システム技術

高圧VVVF技術

高圧CDQ技術 高炉送風除湿省エネ技術 電炉ガス余熱回収利用システム技術

焼結余熱発電技術 動的高調波抑制及び反応性補償総合
省エネ技術 サブマージドアーク炉ガス余熱回収利用技術

転炉石炭ガス高効率回収利用技術
蓄熱式燃焼技術

低カロリー高炉ガス焚き
コンバインドサイクル発電
エネルギー管理センター技術
大型高効率充気機械撹拌型浮選機
製錬煙道ガス余熱回収－余圧発電技術

◎第7-1-1表　鉄鋼業において国が重点的に普及を進める技術

出典：「国家重点節能技術推広目録」（第1回、第2回、第3回）をもとに作成
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（Thorium Molten Salt Reactor：:TMSR）原子力シス
テムの研究を開始することを明らかにした。中国科学
院はTMSRの開発を4段階で進めるとしており、2020
年～30年にかけて電気出力100MWの実証炉を建設
し臨界を達成したあと、2040年までに商業利用段階に
持っていくことを計画している。

国家能源（エネルギー）局電力司核電処は「進行波炉
弁公室」を設立し進行波炉技術の研究開発について関
係者の意見をまとめたうえで、原子力企業の専門家を
選任し準備作業をスタートした。進行波炉（Traveling 
Wave Reactor）は、1958年に初めて提唱された増殖炉
の一種で、理論的には燃料を交換しないで50～100年
間の運転が可能という。また、軽水炉から取りだされ
た使用済み燃料や劣化ウラン、トリウム等を燃料とし
て利用することができる。

②風力発電
中国の風力発電業界では、2011年に入って発生した

風力発電所の大規模な送電網脱落事故によって、再生
可能エネルギーの大量導入にともなう送電網の安全・
安定運転に高い関心が集まっている。

甘粛省の橋西第一風力発電所等では2月から4月に
かけて、LVRT（Low Voltage Ride-Through）を備え
ていいなかったため、多数の風力発電ユニットが送電
網から脱落する事故が発生した。LVRTは、何らかの
事故が発生して系統電圧が低下しても、風力発電シス
テムが電力系統から解列しないという特性である。中
国の風力発電所にはほとんどLVRT機能がない規制当
局である国家電力監管委員会は事故を受け、風力発電
ユニットにLVRT機能を備えさせるとともに、すでに
そうした機能を持っているユニットに対しても綿密な
調査を行い、必要な能力を備えていないことが判明し
た場合には改良するよう要求した。なお、その際には
設備メーカーも協力するよう要請するとともに、これ
から建設する風力発電ユニットには事前にLVRT機能
を備えるよう求めた。LVRT機能を提供する1つの方
法は、無停電電源装置（UPS）を使用することである。

こうしたなかで国家エネルギー局は2011年4月、「国
家エネルギー応用技術研究及び実証プロジェクト」の
一環として、「大型風力発電システムの型式試験・送
電網接続・試験技術の研究及びプロジェクトの応用実
証」など3件のプロジェクトで合計14件のテーマの公
募を実施した。

③太陽熱・太陽光
現在の太陽熱発電開発の状況は、2000年前後の風

力発電と太陽光発電の状況と似ていると指摘する関
係者もいる。中国国際工程諮詢公司の李涛氏は、こ
れまでに公表された太陽熱発電プロジェクトの合計
は6000MW（600万kW）を超えているとしたうえで、
このうちの1950MW（195万kW）が2009年に、また

4000MW（400万kW）が2010年に提出されたもので
あることを明らかにした16。

こうした計画がある一方で、風力発電や太陽光発電
と比べると開発のスタートが遅かったため、多くの技
術的課題に直面している。北京工業大学教育部伝熱強
化・過程省エネ実験室の馬重芳主任は、トラフ式の基
幹部品である集熱管についてはすでに製造可能な企業
があるものの、集熱管の寿命や信頼性は未知数だと指
摘している。また、反射鏡の製造や金属溶接といった
工程にも問題があることを明らかにした。

一方、政府の強力な支援もあり、太陽光発電プロ
ジェクトは大きく動き出している。中国初の10MWの
太陽光発電所が2009年9月30日、寧夏回族自治区の石
嘴山で運転を開始し、送電網に接続された。同発電所
には、太陽光発電所の開発を積極的に手掛ける中国節
能投資公司が出資している。

また、寧夏回族自治区では2010年1月16日、合計で
40MWの太陽光発電所が運転を開始し、送電網に接続
された。具体的には、中国節能投資公司（10MW）、寧
夏発電集団（10MW）、正泰集団（10MW）、華電寧夏分
公司（5MW）、寧夏電投集団（5MW）の5か所の発電
所で、合計の発電電力量は年間7200万kWhに達する
とみられている。

また、米国のファースト・ソーラー社と中国の関連
部門は2009年9月9日、今後10年内に内蒙古自治区の
オルドスで2000MW（200万kW）の太陽光発電所を建
設する契約を締結した。同発電所の敷地面積は65㎢
で、総投資額は50～60億㌦と推定されている。

科学技術部が2010年10月に公募した太陽光発電向
けの863計画の公募案件を以下に示す。

－ MW級薄膜アモルファス／多結晶シリコンヘテ
ロ接合太陽電池産業化重要技術

－ MW級柔軟薄膜シリコン太陽電池産業化重要技術
－低コスト非真空CIGS太陽電池パイロット技術
－ MW級ハイパワーコンデンサー化合物太陽電池

産業化重要技術
－ 新型太陽電池最先端技術研究
－ グリッド接続大型太陽光発電所重要技術研究と設

備開発
－ 多種エネルギー源相互補完的太陽光発電マイクロ

グリッド重要技術研究と設備開発
－ 地域太陽光発電建築発電システム重要技術研究と

設備開発

④海洋エネルギー
中国科学院広州エネルギー研究所海洋エネルギー実

験室主任の遊亜戈氏によると、技術成熟度から見ると、
潮汐エネルギー発電技術が最も成熟し商業開発段階に
達している。また同氏は、波力と潮流エネルギーは技
術攻略段階にあり、温度差エネルギーは研究初期にあ
るとの見解を示している。
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⑤需給バランス調整
中国では、発電所の建設拡大とともに、送電網の建

設が急速に拡大している。220kV以上の送電線に限っ
ても、2002年当時18万8719㎞であったものが、2010年
末時点では44万2700㎞に増加した。こうしたなかで、
中国の電力網の送電ロス（損失）は2010年には6.49％
となり、前年から0.14ポイント低下した。中国の送電
ロスは下降傾向にあり、2006年7.04％を記録していた。

国家電網公司は2009年8月から26の省・市で21タ
イプ、合計228件のスマートグリッド試験モデルプロ
ジェクトの建設を行った。現在、試験モデルプロジェ
クトが順調に進展している。同公司は、スマートグ
リッドが世界的に見ても新しい構想であり、現在の技
術基準ではスマートグリッドの全ての要求を満足でき
ないとの考えから、系統的で完全かつ開放的、しかも
自主知的財産権を有するスマートグリッド技術標準体
系の構築を焦眉の急ととらえている。

国家電網公司は2009年3月、中国電力科学研究院な
どの機関からの約180名の専門家を召集して特別研究
作業チームを設立し、スマートグリッドの技術標準体
系の研究作業を開始した。2010年4月には、国家電網
公司の「智能電網技術標準体系規格画」報告を作成し
た。同規画は8つの専門業務部分、26の技術分野、92
の標準シリーズで構成されたスマートグリッド技術標
準体系となっている。国家電網公司は同規画に従い、3
つの段階に分けてスマートグリッド技術標準を制定し
ていく考えである。

中国では、今後のエネルギー貯蔵技術の有力な選択
肢として、スマートグリッドの重要な構成要素となる蓄
電技術（電力貯蔵）の開発が積極的に進められている。

科学技術部は2009年10月19日、「973計画・重大科
学研究計画2009年プロジェクト実施会」を開催し、中
国科学院などが進める「大規模高効率レドックスフ
ロー電池エネルギー貯蔵技術の基礎研究」を「国家重
点基礎研究発展計画」（973計画）として立ち上げるこ
とを承認した。レドックスフロー電池は電力貯蔵用の

二次電池で、電力系統の安定化に寄与すると期待され
ている。

また中国科学院の上海ケイ酸塩研究所は2009年10
月16日、国家電網公司傘下の上海市電力公司と共同で
研究を進めてきた、自主知的財産権を有する大容量電
力貯蔵用のナトリウム・硫黄（NAS）電池の開発で重
大な成果が得られたと発表した。このNAS電池は、単
体で放電深度650Ah（アンペア・アワー）の容量を持つ。

7.2　環境保全分野
（1）気候変動緩和・予測技術

炭素の回収・貯留（CCS）技術は、化学工業や発電、地
質などの領域を横断したものであると同時にエネルギー
戦略の重要な柱でもあるため、「国家中長期科学技術発
展規画綱要（2006-2020）」や「中国応対気候変化国家方
案」、「国家重点基礎研究発展計画」（973計画）、「国家ハ
イテク研究開発発展計画」（863計画）でも、CCSを研究・
開発の重点課題と位置づけている。

中国ではCCSはまだ研究・開発・実験段階にあるが、
石炭ガス化複合発電（IGCC）とCCSを組み合わせた中
国華能の「緑色煤電」プロジェクト、石炭液化（CTL）と
CCSを組み合わせた神華オルドス石炭液化プロジェク
ト、燃焼後に炭素を回収する華能北京高碑店と上海石洞
口の炭素回収プロジェクトなどが進められている。

また2011年4月18日付「人民日報日本語版」によると、
清華大学と浪潮集団は15日、地球シミュレータの建設
をスタートした。地球シミュレータは、地球規模での自
然の変化のシミュレーションが可能なエクサフロップ級

（毎秒100万兆回の演算スピード）のスーパーコンピュー
タで、自然の変化を予測できる。

中国は今後、このシステムを通じて、気候変動に関す
る政府間パネル（IPCC）第5次報告書へ向けた気候シミュ
レーション、予測などの計算や、海流・大気・地殻のシ
ミュレーション研究を実施し、気候変動の対策制定など
に向けた政策決定の根拠を提供し、地球規模の気候研究
のためのデータを提供する意向である。

名　称 所在地 設備容量（MW） 運用方式 建設時期
ランス フランス 24×10 単独ダム・双方向 1967年
アナポリス カナダ 20 単独ダム・一方向 1984年
キスラヤ湾 旧ソ連 2×0.4 単独ダム・双方向 1968年
江厦 中国浙江省 0.5＋0.6＋4×0.7 単独ダム・双方向 1985年
沙山 中国浙江省 0.04 単独ダム・一方向 1959年
幸福洋 中国福建省 1.28 単独ダム・一方向 1989年
海山 中国浙江省 2×0.075 複数ダム・連続 1975年
白沙口 中国山東省 0.96 単独ダム・一方向 1978年
瀏河 中国江蘇省 2×0.075 単独ダム・双方向 1976年
岳浦 中国浙江省 4×0.075 単独ダム・一方向 1971年
菓子山 中国広西省 0.04 単独ダム・一方向 1977年

◎第7-1-2表　国内外で建設済みの主な潮汐発電所

出典：「海洋エネルギー発電技術の現状と展望」（遊亜戈・中国科学院広州エネルギー海洋研究所エネルギー実験室主任等、
中国科学技術月報2011年9月号」、科学技術振興機構）
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（2）大気環境保全技術
中国の酸性雨は、硫酸型から硫酸と硝酸の複合型に変

わってきているため、窒素酸化物の排出削減が重要課題
と位置付けられている。重点的に取り組みが行われてい
るのは火力発電所からの窒素酸化物の排出削減と汚染防
止で、京津冀（北京、天津、河北）や長江デルタ、珠江デルタ
における新規火力発電所については、脱硝装置の設置が
義務付けられている。また、2015年までにすべてのユニッ
トに脱硝装置を設置するという目標が掲げられている17。
「国家鼓励発展的重大環保技術装備目録（2011年版）」

では、開発奨励技術設備として①石炭燃焼発電所SCR脱
硝システム設備、②燃焼石炭排ガス脱硫脱硝一体化設備、
③石炭工業燃焼ボイラ脱硫脱硝脱水銀一体化設備、④焼
結排ガス複合汚染物総合除去設備が、また応用推進技術
設備として、①鉄鋼焼結機排ガス脱硫設備、②循環流動
床焼結排ガス多成分汚染物乾式除去設備──がとりあげ
られている。

また科学技術部が2010年10月に公表した脱硫・脱硝
向け863計画では、「石炭工業ボイラガス連合脱硫脱硝脱
水銀コア技術研究及び実証」について公募が実施された。

このほか、国務院が2010年6月に公表した「関于推進
大気汚染聯防聯控工作改善区域空気質量的指導意見」の
第4条は、大粒子状物質に対する予防を強化するため、工
業ボイラ使用事業者やセメント工場、発電所では、バグ
フィルターなど高効率の集塵技術を取り入れる必要があ
ると規定した。こうしたことから、高温バグフィルター
が大きなビジネスチャンスになるとの見方が出ている18。
「国家鼓励発展的重大環保技術装備目録（2011年版）」

では、以下のような集塵技術がリストアップされている。
－移動電極式静電集塵設備
－転炉ガス浄化回収プラント
－電気フィルター複合集塵設備
－高温高圧大流量電気集塵機
－ 大流量高温長フィルターパルスフィルター式集塵設備

自動車の排ガス削減技術について2010年11月、大き
な進展が見られた。ハルビン理工大学は長年の産学連携
によって、自主知的財産権を有する自動車排ガス浄化新
技術を完成させた。同技術はレアアース触媒材料を利用
し、エンジン発熱を通じて活性触媒気体を発生させ、触
媒気体が真空引力（負圧）に伴ってシリンダー内に吸収
されて完全燃焼を促進し、ガス発熱量を増強して排ガス
による汚染を低減するというものである。測定データか
ら、60～90％の削減が見込まれている。この技術は国家
発明特許をとっており、広州兆竜環保科技有限公司が量
産化している19。
「国家鼓励発展的重大環保技術装備目録（2011年版）」

では、大型ディーゼルエンジン排ガス浄化設備を開発奨
励分野と指定している。核心技術について、耐硫酸性低
温高活性触媒と高温高選択触媒を研究開発すると要求し
ている。

同目録にリストアップされている大気汚染監視測定技
術としては、①揮発性有機物オンライン監視測定装置、
②オンライン脱硝効率監視測定技術と設備、③紫外積
分スペクトル法二酸化硫黄+窒素酸化物監視測定装置、
④臭気自動オンライン監視測定と生物消臭一体化設備─
─がある。

また、科学技術部は2010年10月、大気汚染監視測定向
け863計画として「焼却ガスダイオキシン類監視•測定
及びリスク評価技術」の公募を行った。

（3）水環境保全技術
近年、都市汚水処理問題の解決のために、汚水処理場

が数多く建設されたが、窒素とリンを除去する要求が高
まるにつれ、一部の大型都市汚水処理場の処理技術を改
良する必要性が生じた。清華大学環境科学工程学部施漢
昌教授は、今後、下記の技術課題に関する開発が必要と
指摘している20。

①都市汚水処理場の操業保障技術
②都市汚水処理場の余剰汚泥の減量化技術
③都市汚水処理場の臭気と騒音の抑制技術
④中小規模の都市と町の汚水処理適応技術
⑤水の再利用技術

「国家鼓励発展的重大環保技術装備目録（2011年版）」
には、以下のような水環境分野関連技術がリストアップ
されている。

①MBR
②生活汚水の脱窒素・脱リン用高度処理設備
③浸漬式膜処理設備
④上吊り移動式スクリーン設備
⑤高濃度難分解性有機排水処理設備
⑥酸性腐食処理液の電気分解による再生利用システム
⑦高濃度難分解性化学工業排水処理設備
⑧ゴミ浸透液処理設備
⑨疎水膜による蒸留技術及び集積設備
⑩海水淡水化集積設備
⑪アオコ除去システム

また、科学技術部は2010年12月、863計画の一環とし
て「汚水中の炭素源及び窒素・リン・硫黄成分の資源化
技術」の一般公募を行った。

（4）土壌環境保全技術
現在、中国では土壌の汚染修復研究が実験室から実用

段階に移行しつつある。また、掘削処理・埋め立てもし
くは溶融固化処分技術がすでに確立されている。しか
し、大規模な応用にはまだ時間がかかるとみられている。
一方で、中国の土壌汚染は深刻度を増しているため、広
範囲に応用でき安全で低コストの土地原位置生物修復技
術と物理化学安定技術の開発が求められている。

このほか、安全性が高く土地再開発利用ができる産業
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跡地の物理化学修復技術と設備の開発、水土流失と汚染
物質の拡散が抑制できる鉱山区植物安定化技術と生態工
事修復技術の開発、汚染土壌の修復技術規範、評価基準
と管理対策の確立なども必要とされている。現在、土壌
修復技術開発に関して、以下のようなプロジェクトが実
施されている。

① 高リスク汚染土壌の生物修復とリスク評価（973計画）
② 油田区における石油汚染土壌の生態修復技術とモデ

ル事業の樹立（863計画）
③ 金属鉱区及び周辺地域における重金属汚染土壌の複

合修復技術とモデル事業の樹立（863計画）
④ PAHs汚染農耕地の微生物修復技術とモデル事業の

樹立（863計画）
⑤ 中低濃度PCBs汚染土壌の生物修復技術と関連設備

の開発（863計画）
⑥ 汚泥による汚染土壌の生物修復メカニズムと技術の

開発（中国科学院プロジェクト）
⑦ 重金属汚染土壌の複合修復メカニズムと技術の開発
（科学技術部国際協力プロジェクト）

7.3　資源環境分野
（1）バイオマス系環境資源リサイクル技術

国家発展改革委員会、科学技術部、工業・情報化部、
国土資源部、住宅都市建設部、商務部は2010年7月1日、

「中国資源総合利用技術政策大綱」を共同で公表、施行し
た。同大綱では、主として資源総合利用技術の開発、推
進応用を加速するとともに、関連組織の資源総合利用活
動に対して技術的な支援を行い、中国全体の資源総合利
用レベルを高めるとしている。

具体的には、バイオマス系環境資源リサイクルについ
て、廃棄木質材料を主要原料として、低ホルムアルデヒ
ドかホルムアルデヒドを含まないラミネート材などを生
産する技術を推進するほか、農作物剰余物やその他のバ
イオマス材料を主要原料として、加工固体成型燃料、メ
タンガスを生産する技術を推進するとしている。

さらに、高い効率の発酵促進剤と反応装置を研究開発
し、茎を使った一定規模のメタンガスプロジェクトの技
術改良、バイオ酵素転化、分裂分解と液化などの技術を
研究開発し、液体輸送燃料や水素、化工製品を生産する
など一定の方向性を示している。

また、「国家鼓励発展的重大環保技術装備目録（2011年
版）」にリストアップされたバイオマス系環境資源リサ
イクルに関連した技術・設備には、①農村有機廃棄物堆
肥と総合利用プラント、②農業廃棄物資源化利用プラン
ト──がある。
「973計画2011年編報予算書プロジェクトリスト」では、

以下のようなバイオマス系エネルギーのプロジェクトが
あげられている。

－ リグノセルロース資源高効率生物分解転化における
重要な科学課題研究

－ 農業生物技術及び農産品加工の科学課題

－ 主要食糧作物高収率栽培と資源高効率利用の基礎研
究

（2）非金属鉱物系循環資源リサイクル技術
中国は現在、非金属鉱物系循環資源リサイクル技術に

ついて、燐鉱における総合利用技術の研究に重点的に取
り組んでいる。「中国資源総合利用技術政策大綱」による
と、化工原料の非金属鉱物系循環資源リサイクル技術に
ついては、塩湖カリ岩塩総合利用技術、燐鉱総合利用技
術、硼素鉱総合利用技術、中低品位蛍石総合利用技術等
を推進するとしている。

また、建材原料非金属鉱物系循環資源リサイクル技術
については、ガラス陶磁器原料非金属鉱有効利用技術、
添加剤、その他の加工用非金属鉱の合理的利用技術、石
英質砂岩の純化技術、低品位マグネサイト、タルク、珪
藻土、藍晶石系など非金属鉱の選鉱総合利用技術を推進
するとしている。

一方、廃ガラスリサイクルについて、廃ガラスを原料
に平板ガラス、ボトル容器などのガラス製品を生産する
直接再利用技術及び廃ガラスを用いて建築と保温遮音な
どの材料を生産する間接再生利用技術を推進するとして
いる。

（3）金属系循環資源リサイクル技術
工業・情報化部、科学技術部、財政部は2011年1月24

日、共同で「再生有色金属（非鉄金属）産業発展推進計画」
（「再生有色金属产业发展推进计划」）（工信部聯節［2011］ 
51号）を通知した。

同計画では、2015年までに産業界全体の技術設備レベ
ルを顕著に引き上げるとしている。また、中古非鉄金属
機械化分解前処理技術の一般応用を進めるとともに、再
生銅新型強化熔錬炉の一体化を図るほか、再生アルミ双
室反射炉、アルミ液撹拌技術、アルミ直接供給、蓄熱式燃
焼などの技術設備を幅広く応用し、前処理破砕選別、鉛
ペースト鉛ゲート分類熔錬、低温連続熔錬、回転ショー
ト窯熔錬など先進技術を採用した再生鉛企業の生産能力
を80％以上に引き上げるとしている。さらに、前処理や
熔錬、省エネ・低炭素等の分野について、今後の再生非
鉄金属産業における重点研究開発及び応用を推進する技
術設備を明らかにしている。

中国では、レアアース産業の急速な発展に伴い、粗雑
な採掘方式、低い資源利用率、環境汚染などの問題が顕
在化しつつある。一例をあげると、包頭のレアアース資
源利用率はわずか10～15％に過ぎず、四川徳昌のレア
アース選鉱回収率も30％に達していない。
「中国資源総合利用技術政策大綱」によると、鉄金属鉱

物資源総合利用技術については、磁鉄鉱精選作業におけ
るマグネット・スクリーニングなど高効率利用技術、レ
アアース含有複合鉱とバナジウム•チタン鉄鉱の総合利
用技術などを推進する方針が打ち出されている。

非鉄金属鉱物資源総合利用技術については、無廃棄物
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（廃棄物が少ない）採掘技術や大型低品質鉱物自然崩落
法採掘技術などを推進するとしている。また貴金属鉱物
資源総合利用技術については、金や銀を含有する多金属
鉱選鉱の尾鉱における価値のある金属成分の総合回収と
非金属鉱資源の加工技術、複雑金鉱循環流体化焙煎技術
などを推進する方針を示している。

希少、希土類金属鉱物資源総合利用技術については、
電解プロセスを採用してレアアース•マグネシウム中間
合金技術を開発するほか、レアアース尾鉱を総合利用す
る技術、高効率低毒高純度ユーロピウム酸化物抽出技術、
レアアース製錬分離クリーン生産プロセス技術の商業化
を推進するという方向性が示されている。

（4）プラスチックと廃油リサイクル技術
中国の廃プラスチックリサイクル技術の研究はスター

トが遅かったものの、多数の大学や研究所、環境保護部
門、メーカーなどが研究に参入した結果、大きな進歩を
見せた。リサイクル技術は、主に再生回収法と化学分裂
分解法に集中している。
「中国資源総合利用技術政策大綱」は、以下の廃プラス

チックリサイクル技術の開発を推進するとしている。
①廃プラスチック再生利用と機械化分類技術
② 廃プラスチック活性化無機フィラー改良、繊維増強

改良、弾性体増靭改良、樹脂合金改良、チェーン構
造改良などの化学再生利用技術

③ 廃ペットボトルを利用してポリエステルチップを生
産する技術

④ 廃プラスチック、廃木質材料を利用してウッドプラ
スチック材料及び関連製品を生産する技術

科学的に廃油リサイクルを進めることは、中国ではま
だスタートしたばかりである21。こうしたなかで2010年
5月、上海宝冶集団有限公司が住宅した宝鋼発展有限公
司再生油産業化プロジェクトがスタートした。同プロ
ジェクトは、宝鋼発展有限公司の4大産業計画における
最初のプロジェクトであり、廃油回収及び再生利用に焦
点があてられている。

（5）廃棄物処理技術
「中国資源総合利用技術政策大綱」は、今後の廃棄物処

理技術の推進方向について以下のようにまとめている。
① 中古金属再生利用技術については、機械化手段を用

いて中古車、中古船舶などの機械設備の分解・利用
を行う。黄雑銅（主な成分は黄銅スクラップ）から高
精度板、帯、管を直接生産する技術などを推進する。

② 中古家電及び電子製品再生利用技術については、加
熱析出、触媒分解などによって液晶パネル上の液晶
物質と貴金属インジウムを回収して無害化処理する
技術、エコ型侵食、酸化水分解、電解、製錬などの技
術でチップなど貴金属含有廃棄物を処理して金、銀、
パラジウムを回収する技術などを推進する。

③ 中古ゴム、タイヤ再生利用技術については、ゴム粉
の活性と利用率の向上を実現するゴム粉活性化技術
などを推進する。

④ 中古段ボールと古紙再生利用技術については、中古
段ボールの高濃度連続破砕、繊維分級処理、中高濃
度選別などの技術、中古新聞及び塗料、印刷インク
などインク紙を処理する高濃度スクリーン、高濃度
漂白等の技術を推進する。

⑤ 廃棄プラスチック再生利用技術については、廃棄プ
ラスチックの物理的再生利用と機械化分類技術、繊
維増強改良、弾性体靭性増強改良など化学再生利用
技術等を推進する。

⑥ 廃棄ガラス再生利用技術については、廃棄ガラスを
原料として平板ガラスやボトル容器などガラス製品
を生産する直接再生利用技術などを推進する。

⑦ 建築廃棄物再生利用技術については、コールタール
混合再生道路材料改良製造技術・設備を推進し、建
築ゴミの減量化抑制技術及び建築プロジェクトにお
ける建築ゴミ再生材料の応用プラントを研究開発す
る。

⑧ その他の廃棄物資源総合利用技術のうち生活廃棄物
資源総合利用技術については、都市生活ゴミや汚泥
の高効率焼却と排ガス処理技術、重金属残留などの
問題を解決する都市汚泥を用いた有機肥料の生産技
術、都市汚泥による焼結レンガの生産技術を研究開
発する。養殖廃棄物の資源総合利用技術では、エビ
や蟹の殻などの廃棄物を利用して関連生物製品を開
発する技術を研究開発する。

　
科学技術部が2010年11月に公表した「大量工業固体

廃棄物総合処理・資源化核心技術重大プロジェクト申請
指南」では、以下のような研究課題が公募された。

－ 石炭灰から酸化ケイ素を抽出して高稠密文化用紙を
生産する技術

－ 石炭化工フライアッシュを用いて低エネルギー消費
でアルミ系塩化物を製造する技術

－ 石炭くずに含まれるケイ素、アルミ、炭素の資源化
高付加価値利用技術

－スラグ活性成分の固化と資源化利用技術
－ 皮革製造固体廃棄物で環境保護タイプの軽工業向け

添加物を生産する技術

7.4　自然生態管理分野
（1）生態系の観測・評価・予測技術

中国では現在、多くの先端技術や手法が生態モニタ
リングに応用されていないため、一層の開発と実施が当
面のモニタリングの重点となっている。とくに、実用性
の高い生態モニタリング指標体系と方法の構築及び生態
類型モニタリング技術を進展させることが必要となって
いる。

中国における生態モニタリングの発展方向は、以下の
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ようにまとめることができる。
－ リモート・センシング技術と地表の監視測定技術を

統合し、マクロとミクロの両面から全面的に生態の
品質を審査・判断する。

－ グローバルな生態の品質変化に配慮し、生態品質の
評価に際して現状評価からリスク評価に転換する。

－ 情報管理における基準化、規範化を強化し、国家間
の協力を強化する。

（2）陸域管理・再生技術
中国政府は近年、大規模な植樹造林を奨励するととも

に、砂漠化防止策として政府の主導による緑化活動も推
進している。中国における生態システムに関する陸地管
理と再生技術の重大プロジェクトとしては、科学技術支
援計画や973計画、国家自然科学基金等によって各種の
プロジェクトが実施されている。具体的には以下のよう
なものがある。

－ ヤチダモ林の育成核心技術についての研究とモデル
プロジェクト（「第11次5ヵ年」科学技術支援計画）

－ 羊河下流荒漠化の過程と水・土壌の総合作用メカニ
ズムについての研究（973計画）

－ 大亜湾海域における細菌成長効率の昼夜変化規律と
その影響要因に関する研究（国家青年科学基金）

－ 台風前後の浮遊植物群落の構造変化とその影響構造
に関する研究（国家自然科学基金）

（3）陸水管理・再生技術
973計画や国家自然科学基金等を通じて、内陸部にお

ける水域管理と再生技術分野の重大プロジェクトが実施
されており、下記のようなものがある。

－ 湿地水環境機能退化及び総合回復メカニズム（973
計画）

－海河流域生態変化と回復メカニズム（973計画）
－ 湿地クローン植物の水－陸異質環境への生態適応
（国家自然科学基金）

－ 洪水の湖沼水生植生への動態的影響（国家自然科学
基金）

－ 珠江口の環境生態状況と変化規律に関する研究（水
利部）

（4）海洋管理・再生技術
国家海洋局が2006年11月に公表した「国家『第11次

5ヵ年』海洋科学技術発展規画綱要」では、重点的に開発
する海洋モニタリング技術として以下のようなものをあ
げている。

－海洋リモートセンシング・モニタリング技術
－近海環境モニタリング技術
－遠海環境モニタリング技術
－海底環境モニタリング技術
－海洋モニタリングデータ伝送・情報応用技術

また、海洋環境と災害の早期警報・応急保障技術とし
ては以下のようなものがある。

－近海海洋災害早期警報技術
－遠海及び世界海洋環境早期警報技術
－海上突発事件応急早期警報技術
－海洋災害及び海上突発事件の応急保障総合集成技術

このほか同綱要では、重点的に取り組む海洋エネル
ギーと鉱産資源技術、海洋生物資源開発技術、海洋生態・
環境保全技術を盛り込んでいる。

7.5　低炭素技術特許の国際比較
1990年から2009年にかけて、全世界では低炭素技術

に関連して約11万件の特許文献が公開された。とくに、
2004年以降、低炭素技術の特許申請が急激に増加してき
ている。太陽エネルギーや先進交通手段、建築と工業省
エネ関連技術は、申請量が最も多い分野である。

各分野とも、日本や米国などの先進国の申請件数が多
くなっている。中国は建築や工業省エネ技術分野の申請
件数が比較的多いが、先端交通手段に関する技術分野で
の申請件数は少ない。

また、中国の特許申請はほぼ大学によるものであり、
企業による申請件数は少なく、しかも分散している。中
国企業による各分野での先端技術特許の申請件数はすべ
て100件を超えておらず、先進国の数百や数千件規模の
申請件数とは顕著な違いがある。

トムソン・ロイターのダーウェント世界特許インデッ
クス（Derwent World Patent Index：DWPI）に収録さ
れた特許のうち、1990年から2009年までに公開された
低炭素関連特許は約11万件に達した。これらを、国際エ
ネルギー機関（IEA）が2009年12月に公表した「Global 
Gaps in Clean Energy Research, Development, and 
Demonstration」の低炭素技術分類に基づいて分類してみ
ると、太陽エネルギー、先端交通手段、建築と工業省エネ
関連技術分野における特許件数が全体の76%を占めた22。

◎第7-5-1図　分野別に見た中国の技術特許

出典 : 専利統計簡報　2010年第10期「全球低炭素技術専利発展態勢分析」
（国家知識産権局規画発展司、2010年5月10日）
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8.1　日本
1972年の「日本国政府と中華人民共和国政府の共同声

明」によって日中の国交正常化が成立して以降、日中両
国間における経済、科学技術、文化等における協力は着
実に進展した。環境分野では、1994年3月に「環境の保
護の分野における協力に関する日本国政府と中華人民共
和国政府との間の協定」が締結され協力が本格化した。
同協定では、以下の分野における協力が盛り込まれた。

①大気汚染及び酸性雨の防止
②水汚染の防止
③有害廃棄物の処理
④環境悪化の人体及び健康に対する影響
⑤都市環境の改善
⑥オゾン層の保護
⑦地球温暖化の防止
⑧生態系及び生物多様性の保護

また、2007年2月には日中両国の首相が環境・エネル
ギー分野における協力推進について合意し、「日本国政府
と中華人民共和国政府との環境・エネルギー分野におけ
る協力推進に関する共同コミュニケ」を発表した。また、
2008年5月に東京で署名された「日本国政府と中華人民
共和国政府との気候変動に関する共同声明」では、①省
エネ、エネルギー効率の向上、新エネルギー及び再生可
能エネルギー、②クリーン・コール・テクノロジー、③メ
タンの回収と利用、④二酸化炭素の回収・貯留（CCS）、
⑤気候変動への適応──等の分野で技術協力を行うこと
で合意した。

環境・エネルギー分野における日中協力は、日中友
好環境保全センターや、日中省エネルギー・環境総合
フォーラム、「クリーン開発と気候に関するアジア太平
洋パートナーシップ」（APP）といった枠組みの下で着実
に進められている。

京都議定書に盛り込まれた「クリーン開発メカニズム」
（CDM）に関しては、有効化審査件数、登録申請・登録済
み件数、発行済み件数とも、ホスト国は中国が最も多く
なっているが、中国がホスト国の場合の関係締約国につ
いては、日本は英国に次いで、スイスとともに2位グルー
プを形成している。

中国CDMにおける日本のプロジェクトの種類として
は、水力発電や廃ガス・廃熱利用、メタン回収・利用、
バイオガス、風力発電などが上位を占めている。

8.2　米国
中国と米国は、クリーンエネルギー技術と効果的な環

境政策の設計に焦点を定め、1990年代半ばから環境分野
での二国間協力を積極的に進めてきた。2004年からは米
中エネルギー政策対話によって両国間のエネルギー関連
の交流が強化された。2007年9月には、米国エネルギー
省（DOE）と国家発展改革委員会が工業分野のエネル
ギー効率向上に関する協力覚書を締結し、工業分野にお
けるエネルギー効率向上に協力して取り組んでいく意向
が表明された。

また、2008 年 6 月の第 4 回米中戦略経済対話では、
「10 年間のエネルギー・環境協力枠組み」（Ten Year 
Cooperation Framework on Energy and Environment）
に両国が署名し、環境面での持続可能性、気候変動、エ
ネルギー安全保障という課題との取り組みを強化するこ
とになった。以下の5つの目標が掲げられている。

①クリーンで効率的、しかも安全な発電と送電
②クリーンで効率的な輸送
③クリーンな水
④クリーンな大気
⑤森林と湿地生態系の保護

2009年7月に締結された「気候変動、エネルギー、環境
の協力を強化するための了解覚書」は、クリーンで効率
的なエネルギーを促進し環境と自然資源を保護し、環境
面で持続可能な低炭素経済の成長をサポートすることを
目的として掲げており、エネルギーの節約とエネルギー
効率、再生可能エネルギー、石炭のクリーン利用、送電
網高度化等を協力分野として指定した。

2009年11月に設立された米中クリーンエネルギー研
究センターのもとで、①建築物のエネルギー効率、②ク
リーンコール、③クリーン自動車──の3件のプログラ
ムが進められている。

また米国のオバマ大統領と中国の胡錦濤国家主席は
2009年11月、「米中再生可能エネルギー・パートナーシッ
プ」に着手すると表明するとともに、「米中シェールガス
資源イニシアチブ」のスタートを発表した。同イニシア
チブは、温室効果ガスの排出を削減するとともにエネル
ギー安全保障を強化するにあたって中国を支援すること
に加えて、中国市場で米国企業が商機をつかむ手助けを
することにある。

国際協力第8章
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8.3　EU
中国と欧州連合（EU）の気候変動及びクリーンエネル

ギー分野の協力は1994年にスタートした。2003年には
副大臣級の環境対話がスタートし、5年に及ぶ中国とEU
のエネルギー及び環境プロジェクトが始まった。同プロ
ジェクトには双方が4500万ユーロを投入し、このうちの
一部は中国中央政府と地方政府のエネルギー政策の最適
化やエネルギー関連新技術の現地適応性研究に投じられ
た。

2005年9月に発表された「中国とEUの気候変動共同
声明」の中で「気候変動に関するEU-中国パートナーシッ
プ」の設立が盛り込まれた。同パートナーシップの重点
領域は、①エネルギー効率と省エネルギー、②新エネル
ギーと再生可能エネルギー、③クリーン石炭技術と二酸
化炭素の回収・貯留によるゼロエミッション発電、④メ
タン回収利用、⑤水素エネルギーと燃料電池、⑥発電と
送配電システム、⑦CDMとその他市場化を基礎とする
排出取引の活用、⑧気候変動影響及び適応性の研究、9.能
力建設、制度建設、国民意識の改善──である。

中国とEU間では、「EU－中国クリーンエネルギー・
センター」が設立され、①クリーンコール、②持続可能な
バイオ燃料、③再生可能エネルギー資源、④エネルギー
消費におけるエネルギー効率（建築物、製品、工業）、⑤持
続可能で効率的な流通──の分野で協力して取り組みが
行われている。

また、EUが1000万ユーロを出資し、華中理工大学に
「中欧クリーン・再生可能エネルギー研究院」が設置さ
れ、2011年から毎年100名の学生を募集して中国のク
リーンエネルギーの技術・政策関連人材を育成すること
になった23。
「気候変動に関するEU-中国パートナーシップ」に盛

り込まれたNZEC（Near Zero Emissions Coal）プロジェ
クトは、2009年 10月にフェーズ1が終了した。同プロ
ジェクトは、炭素の回収・貯留（CCS）によって排出量
がほぼゼロの先進的な発電技術を2020年までに開発、実
証するというもので、NZEC技術の実証に焦点をあてた
フェーズ2にはEUが最大で700万ユーロを拠出し2012
年までに終了することになっている。

一方でEU側は、中国の大型風力発電プロジェクトに
おいて差別的な待遇を受けたと主張するなど不満を強め
ており、中国にあるEU商工会議所が発表した「European 
Business in China Position Paper2010-2011」では、中国

側に対して以下のことを求めた。
① 国家風力発電基地プロジェクトと洋上風力発電の特

許権の面で、外国と国内の風力発電メーカーに公平
な競争環境を提供すること。

② 透明な入札制度を採用・保持し、経済面で実行可能
な方法で国家風力発電基地と洋上風力発電プロジェ
クトを開発する。

③ 業界企業（外国開発企業と設備供給企業を含む）が
重要な産業政策の策定や提案に参加することを奨励
する。

④ 外国開発企業が中国の洋上風力発電プロジェクトの
開発に参加することを許可する。

⑤ 外資風力発電プロジェクトに中国の独自資本による
風力発電プロジェクトと同じ待遇を与える。

⑥ 外資持株企業がCDM プロジェクトを行うことを許
可する。

⑦ 風力発電設備産業化補助金の申請を許可する。

8.4　 クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パート
ナーシップ

「クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パー
ト ナ ー シ ッ プ」（ Asia-Pacifi c Partnership on Clean 
Development and Climate: APP）は米国の提唱によって
2005年7月に立ちあげられた地域協力のパートナーシッ
プであり、日本、オーストラリア、カナダ、中国、インド、
韓国、米国の7ヵ国が参加している。APPの特徴は、官
民が一体となって、エネルギー効率の向上やそのための
技術移転に向け具体的な取り組みを進め、民間の能力を
活用して省エネ型社会を目指すというものである。

APPは、京都議定書を補完するものと位置付けられて
いるが、実際はポスト京都議定書をにらんだ実験台的な
協定との見方もある。2006年1月にシドニーで開催され
た第1回閣僚会議で、APPが正式に立ち上げられた。同
会議では、コミュニケ、憲章、作業計画について合意す
るとともに、クリーンで効率的な技術の開発、普及、移
転を行うことによって温室効果ガスの排出削減等を効果
的に実施するため官民によるタスクフォースが設立され
た。具体的には、「アルミニウム」、「セメント」、「石炭鉱
業」、「再生可能エネルギーと分散型電源」、「建物及び電
気機器」、「よりクリーンな化石エネルギー」、「発電及び
送電」、「鉄鋼」の8分野である。
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