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１、低炭素社会構築の基本戦略

●原発を含むエネルギー戦略は、その国が目指す社会の未来
像に依存

⇒中国は、

★2006年に経済成長至上主義から全面的調和と持続可能な
発展へ戦略転換

★地球温暖化防止のポスト京都議定書に関する枠組み交渉を
機に、2009年に低炭素社会を目指す総合戦略を確立

⇒政府と議会が結束して、低炭素システム＇低炭素に有利な活動をすれば得

、しなければ損と实感できる枠組み（を整備しながら、取組みを展開

★2011年から始まる「第12次5カ年計画」では、低炭素社会構
築に向けた取り組みを更に強化
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１、低炭素社会構築の基本戦略 1.1 低炭素社会を目指し始めた中国

持続可能な発展を实現するには、低炭素しかない
●「気候変化への積極的対応に関する全国人民代表大会常務委員会決議」(09/8/27)： 「低炭素経済」の
発展を初めて明記。具体策として、低炭素経済の指針の制定、モデル实験事業の展開、炭素排出原単位を指
標とする審査制度の实験的導入、特定地域や業種での排出量取引制度の導入などを行い、中国の实情に適
する排出量抑制システムを模索 ●第12次5カ年計画の指針(10/10/18) ●第12次5カ年計画(11/3/14)

18.8 

17.4 

11.1 

4.6 

9.6 

1.2 

18.7 

8.5 

10.5 

3.0 

7.8 

4.4 

0.0 

2.0 

4.0 

6.0 

8.0 

10.0 

12.0 

14.0 

16.0 

18.0 

20.0 

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000

低炭素社会＝「豊かさの実現」＋「低炭素」

本質：（1）発展を通じて、低炭素を実現

（2）低炭素で発展を促進

一人当たりＣＯ2排出量＇ｔ，ＣＯ2 、2007年（

一人当たり名目ＧＤＰ＇ドル、ppp換算、2007年（

出所（ IEA「World Energy Outlook2009」より、李が作成。 注（ エネルギー起源の排出量に限定。
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★温暖化防止を巡る国際交渉戦略＇参考文献を参照（

●基本認識：国際交渉は、限られたCO2排出枠をどう配分するかに関する交渉であるが、本質は
限られた経済発展空間の配分

⇒基本戦略：政府と議会が結束して「バリ行動計画」(2007年、COP13)を忠実に履行し、合
意形成を促すことを通じて、排出枠を確保する狙い

★国内での取り組み戦略
●基本認識：世界は低炭素競争の時代に突入

低炭素は温暖化防止による被害回避だけではなく、エネルギー安全保障や大気汚染など環境問題

の解決、そして持続可能な発展の維持にも不可欠、自国民の利益にもなる

⇒基本戦略：枠組み交渉の結果に関わらず、政府と議会が結束して、低炭素シ
ステムを構築し、 ＜三本柱として＞●省エネと非化石エネルギー利用拡大による排出
抑制、●低炭素の技術開発と産業育成、●エネルギー安定供給の確保に取り組む

⇒世界に先駆けて低炭素社会を実現し、先導者の実利を狙う
★原発は重要な選択肢 4

１、低炭素社会基本戦略：1.2 国際交渉と国内取り組みで先導者の实利を狙う

低炭素型技術開発と産
業育成

エネ安定供給の確保
省エネ、非化石エネ利用拡大、

資源確保と開発、備蓄、・・・

温暖化防止
省エネ、非化石エネ利用

拡大、植林、CCS

持続可能な発展
低炭素社会構築
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1.3 低炭素社会实現に向けた2020年までの戦略目標

＜排出量抑制関連目標＞2010年1月に国連に「自主行動目標」として提出、国内で拘束力あり

①排出抑制目標：2020年までにCO2のGDP原単位を2005年比40%～45%削減

②非化石エネルギー利用目標：一次エネルギー消費に占める再生可能エネルギーと原子力の比
率を2005年の7.5%から2020年に15.0%へ高める

③植林目標：2005年比で、2020年までに森林面積を4000万ha、蓄積量を13億立方㍍増加

＜エネルギー政策の目標＞「第12次5カ年計画」(11/3/14)

★安定供給と高効率・クリーンなエネルギー産業体系の構築を図る

＜低炭素技術開発と産業育成目標＞＇「戦略的新興産業の育成と発展の加速に関する国務院決定」
(10/10/10（、「国家重点省エネ技術目録＇第2回（」(09/12（、第12次5カ年計画＇11/3/14)と策定中の中長期計
画、 「産業構造調整指導目録2011年版」(11/3/27)、「技術と製品の輸入奨励目録2011年版」(11/4/29)、「外

資投資の産業指導目録」＇パブリックコメント案、年内公表か（、・・・ （

★知財権のある技術を創出し、「市場＇需要（大国」から「産業＇技術（強国」への変貌を目指す

●IGCC等先端CCTの産業化

●大型風力など再生可能エネルギー発電のコア技術の開発、国際競争力の向上

●第３世代原子炉＇CAP1400（の技術開発と産業化：CAP1400は2017年試運転を目指す

●環境対応車の技術開発と産業化：2020年に自動車関連輸出額を世界自動車貿易額の10％へ

★国家発展改革委員会「国家重点省エネ技術目録＇第2回（」(2009/12/31)における環境対応車普及目標

　出所（  中国政府系HPより、李志東が作成。

・ハイブリッド自動車を2015年に乗用車生産量の20%とする。2015年までに300万台を普及。追加投資額
＝1500億元＇2.1兆円、1元=14円（、一台当たり＝5万元＇70万円（

・純電気自動車を2015年に乗用車生産量の10%とする。2015年までに150万台を普及。追加投資額＝

1500億元（2.1兆円、1元=14円）、一台当たり＝10万元(140万円）



6

1.4 戦略目標の实現に向けた分野別対策の基本方針(案)

低炭素社会实現⇒
持続可能な発展

●比較的速い成長率での
安定成長

●調和の取れた発展

低炭素対策
＜全体目標＞GHG排出を効果的に抑制
＜具体策＇赤と下線は新規（＞

●省エネとCO2排出原単位の大幅削減を
「拘束力のある目標」に

●問責制度などの厳格化
●エネ構造調整の推進、非化石エネ拡大
●GHGと省エネの「計測・報告・検証＇国

内MRV（制度の健全化
●排出量取引市場の整備と環境税導入
●エネルギー価格体系の合理化
●エネルギー消費の総量抑制

戦略的新興産業
育成

●省エネ・環境産業
●非化石エネ産業

●新エネ自動車産業

エネルギー安定供
給の確保

●非化石エネの利用拡大
●化石エネの高効率とクリー

ン利用
●電網、スマートグリッド、パイ

プライン、充電インフラ整備
●石油天然ガスの戦略備蓄

「第12次5カ
年計画」
＇2011/3/14、全人代
で採択（

に示された
基本方針

対策の基本方針は変わらず。だが、分野別数値目標や具体対策などを見直す
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一人当たり

CO2排出量
(CO2/POP)

を削減

一人当たりCO2発生量

(CP/POP)を削減

エネルギー消費の炭素

依存度(CP/E)

GDP当たりのエネルギー消

費量＇原単位（(E/GDP)

一人当たりGDP＇所得

水準（(GDP/POP)

一人当たりCO2回収量

(CCS/POP)を増大

一人当たりCO2吸収量

(CSF/POP)を増大

森林等面積当たりCO2

吸収量(CRF/FRT)

国土に占める森林等面

積の比率(FRT/LD)

一人当たり国土面積
(LD/POP)

CCS技術や条件等に依存。当面は实用

困難だが、共同研究が重要

低炭素化を促進

省エネを促進

経済発展はCO2を増大さ

せるが、他の対策を促進

国土面積一定、

人口に依存

植林を促進、＇食糧供給と競合？（

吸収率を高め、＇花粉症・・・？（

●地球温

暖化防

止、●エ

ネルギー

安全保

障、●大

気汚染・

酸性雤汚

染防止、

●水資源

保護、等

に寄与

CO2:CO2排出量、CP:CO2発生量、CCS:CCSによる回収量、CSF：森林等による吸収量、GDP:国内総生産、POP:人

口、E:エネルギー消費量、FRT:森林等面積、LD:国土面積

(CO2/POP) ＝ {(CP/E)×(E/GDP)×(GDP/POP)} ， (CCS/POP) ， {＇CRF/FRT)×(FRT/LD)×(LD/POP)}

出所)   茅方程式などを参考に李志東が作成

中国は省エネ、低炭素化、植林

２、 第11次5カ年計画における(低炭素社会に向けた)取り組み
(1) 炭素排出削減のアプローチと中国における総合対策の優先順位
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★取組みの優先順位は国によって異なる：中国は省エネ、脱石炭、植林
例えば：日本の課題は？
●OECDと比べると、天然ガスと再生可能エネの比率が低い ⇒低炭素化

●エネルギー利用効率は世界トップ。だが、高効率発電技術・機器・照明やエコカー等、技
術水準が高い割に、更に導入する余地も尐なくない ⇒省エネ
●森林面積率は高いが、過疎化・尐子高齢化などによる管理不足で機能低下 ⇒森林管理の強化
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＇２（ 第11次５ヵ年計画(2006～10年（の取り組み目標

＜排出量抑制・エネ安定供給関連目標＞

①省エネ目標：2010年までにGDP原単位を2005年比20%改善＇拘束性目標（

②非化石エネルギー利用目標：一次エネルギー消費に占める再生可能エネルギーと原
子力の比率を2005年の7.5%から2010年に8.1％～ 10.0%へ高める

③植林目標：森林面積率を2005年の18.2%から2010年に20%へ高める＇拘束性目標（

＜エネルギー政策の目標＞「第11次5カ年計画」(06/3)

★安定供給と高効率・クリーンなエネルギー産業体系の構築を図る

＜低炭素技術開発と産業育成目標＞＇「国家中長期科学技術発展計画要綱(2006-20（、「11・5重大設

備製造と重大産業技術開発計画」、「当面における優先的に産業化すべき先端技術重点領域目録」、・・・（

「当面における優先的に産業化すべき先端技術重点領域目録」におけるクリーン自動車の取扱の推移
2007年版 2004年版 2001年版

＇国家発展改革委員会、科学
技術部、商務部

国家発展改革委員会、科
学技術部、商務部

国家発展計画委員会、
科学技術部

燃料電池 ○ ○ ○

水素製造

天然ガス系水素、化工・冶金
副生ガス系水素、水の低コス
ト電気分解、バイオマス系水

素、微生物系水素

天然ガス系水素、メタノー
ル系水素、バイオマス系

水素、微生物系水素
(言及せず（

ハイブリッド技術 ○ ○ ○
電気自動車技術 ○ ○ ○

その他クリーン自動車 (言及せず（

天然ガス自動車、LPG自
動車、メタノール自動車、
エタノール自動車、DME
自動車

天然ガス自動車、LPG
自動車、メタノール自
動車、エタノール自動
車、デュー燃料自動車
＇ガソリン＊LPG、等（

　出所：国家発展改革委員会等「当前优先发展的高技术产业化重点领域指南」＇2001年版、04年
版、07年版（に基づき、李志東が作成。
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(3) システム健全化による取組み強化＇詳しくは参考文献参照（

関連低炭素システム：低炭素意識、法意識、環境保護システム、エネルギー安全保障戦略、低炭素国

際協力体制＇ポスト京都議定書、地域共同体、二国間、多国間（、等

低炭素関連の法体系
（省エネ、低炭素・非化石エネルギー利活用、低炭素産業育成、炭素取引市場整備、等）

規制・行政措置による対策体系
（省エネ等低炭素問責制度、固定資産投資の省エネ評価審査制度、陳腐技術強制

淘汰制度等規制措置、行政指導や勧告措置）

インセンティブ・助成措置による対策体系

化石燃料開発/加工転換/消費/貿易

税、環境税等課税体系

補助、奨励、減免税、低利融資、加速償

却、研究開発支援等財政金融的優遇・助

成対策体系

市場メカニズムの健全化

価格形成の

市場化
クリーン開発メカ

ニズム(CDM)
省エネ・排出枠等

低炭素取引市場

戦略立案、利害調整および管理監督能力を備える行政管理体制

社会監督体制：マスコミ、NGO、国民による監督、等

低

炭

素

シ

ス

テ

ム

コ

ア

低

炭

素

シ

ス

テ

ム

総

合

対

策

体

系

戦略調

整・管

理監督

体制

低炭素財源

保障制度

出所（：李志東作成。



●法整備:省エネ法改正（08/1施行）、再生可能エネ法（06/1施行、09/12改正）・・・

●組織整備：「国家気候変化対策指導小組」(07/6)、国家発展改革委員会に「温暖化
対策局」(08/3)、地方での組織整備も。「国家能源局」(08/7)、「国家能源委員会」(10/1)

●本格的取り組みの展開（省エネの場合）：規制や行政指導が中心だが、
経済的手法も応用、「All China」体制で技術開発・普及
●第11次五カ年計画などで目標を立てる

⇒ ●各地域・産業・事業体に目標を割り当てる

⇒●「一票否決制度」の導入＇目標達成できなければ、他の業績が良くても、昇進できない（

⇒●「審査延期の連座制度」の導入＇所在地と所属グループ全体の新規事業の審査を延期（

⇒●中間評価と期末評価の实施 ＊●統計制度の整備 ＊●人材養成の展開

★小型車優遇税制 ●車消費税を1000cc以下1%、4000cc以上40%の7段階

★ ●1600ｃｃ以下は取得税率を10％から5％へ引き下げ＇2009年1月1日～12月31日まで（

★ 2010年新措置●1600ｃｃ以下は取得税率を7.5％とする＇2010年1月1日～12月31日まで（

★省エネ型家電や車の買い替えや購入への補助＇「省エネ製品恵民プロジェクト」2009年（

★2010年新措置：・乗用車を対象に追加 ・補助金上限1.5→1.8万元へ ・1600ｃｃ購入なら、取得税7.5%と併用可能

★政府補助金による電気自動車等の普及实験の展開：法人向け20都市、一般向け5都市

★「09年省エネ汚染物質削減の活動計画」＇国務院、09/7/19（ ●陳腐設備の強制淘汰目標：石炭火力
1500万kW、製鉄1000万トン、セメント5000万トン、・・・ ●省エネ照明普及目標：1.2億本

★国務院常務会議の省エネ強化決定(10/4/28)、「第11次五カ年計画の省エネと汚染物質削減
目標を实現するための強化措置に関する国務院通知」＇国務院、10/5/4)、全国省エネ汚染物質
削減活動に関するテレビ・電話会議における温家宝首相の講話(10/5/5（

●強制淘汰：石炭火力1000万kW、・・・ ●問責と連座制度の厳格化 ●警報システムの整備

★低炭素地域開発のモデル实験の展開：2010年8月から、５省と８都市で
11

(3) システム健全化による取組み強化＇詳しくは参考文献参照（
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グリーン電力の利用拡大対策

風力：10年

4183万kW、5年
間で31.9倍。
2020年1億kW

超を新目標に

水力：10年2.13

億kW、5年で
9601万kW増

バイオマス発
電：05年200万

kWから08年
550万kWへ

太陽光発電：
05年7万kWか
ら10年80万kW

へ。★補助制
度＇09/3（：公共

建築物に50kW

以上の導入に、
kW当たり2万元
＇約29万円（/kW

を補助

原子力：11年5月現在、稼働中が13基1080万kW、建設中が28基3097万kW。2017年に中国国産第3世代PWR

＇CAP1400)が稼働予定、2020年7000-8000万kWへ＇能源局高官、10/10) 。

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 6 17 24 29 36 42 49 59 79
131
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出所：①戴慧珠、陳黙子、王偉勝、王暁蓉＇中国電力科学研究院（：中国風電発展現状及有関技術服務、中国電力、Vol.38,No.1, Jan.2005、pp.80-84、②張希良「風能開

発利用」化学工業出版社、2005年１月、③中国資源総合利用協会可再生能源専業委員会他「風力12在中国」、2005/11、④その他関連資料などにより、李が作成。

①総量目標制度
　 全国および地域別総量目標と開発計画の作成＇第7、8条（
②全量買取制度
　　★電網事業者がグリーン電力を所定期間で固定料金で全量買い取ること、発電所から送電網までの引
き込み施　　　設の建設責任を負うこと＇第14条（
　　★ガス事業者、熱供給事業者が、バイオ燃料によるガスと熱を全量買い取ること、輸送インフラの建設
責任を負うこと＇第16条（
　　★石油販売事業者が、バイオエタノール系ガソリン、バイオディーゼル等バイオ系液体燃料を全量買い
取ること＇第16条（
③電源別地域別グリーン電力買取価格制度
　 国家が再生可能エネルギー電力の特徴、技術成熟度、コスト、地域別再生可能エネルギーの賦存状況
などを総合的に評価し、グリーン電力の買取価格を設定する＇第19条（
④費用分担の統一化制度
　 グリーン電力の買取価格と既存電力の買取価格の差額分及びグリッド連携費用は、＇全国統一の（電力
料金の引き上げによって調達する＇第20、21条（
⑤農村部における再生可能エネルギーの開発と利用への財政支援制度
　 県以上の人民政府が、農村部におけるバイオガスやバイオ固形燃料の利用、家庭用太陽エネルギー利
用、小型風力や小型水力等の開発利用に対して、財政支援を行う＇第18条（
⑥再生可能エネルギー開発の特定ファンド制度＇第24条（
⑦低利融資と税制優遇制度＇第25、26条（
　出所：「中華人民共和国再生可能エネルギー法」(2005年2月成立、2006年1月1日施行。2009年12月改正（により、李が作成



次世代環境対応車の普及と産業育成対策:2009年

13

⇒環境対応車＇エコカー（
●普及⇒石油需要、低炭素化を見極めるポイント ●産業化⇒高度成長の持続性を見極めるポイント

10年から、
一般ユー
ザーへの補
助による普
及实験を５
都市で展開

売り出し中のプラグイン式電気自動車に関する日中比較

車名 続航距離 販売価格
中央政府からの
補助金(補助率)

購入者負担価格
(BYD=100)

販売状況

中国BYD F3DM 100km 214万円 72万円(34%) 142万円(100%) 09年6月納車開始
三菱自動車 アイミーブ 160km 459.9万円 139万円(30%) 320.9万円(226%) 09年7月発売
富士重工業 プラグイン・ステラ 90km 472.5万円 139万円(29%) 333.5万円(235%) 09年7月発売
　出所：各種資料より、李が作成。　注：補助金と購入者負担価格は概数で、税制上の優遇を考慮していない。
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環境対応＇エコ（自動車＇省エネ・新エネ自動車（利用に対する補助金制度の導入

・中央政府が動力電池や充電施設の標準化、検査などに適当な補助を行う

・自動車メーカーは、動力蓄電池など主要部品の品質を3年間ないし15万㎞保障する
・施行時期：2010～2012年

　出所（  中国政府系HPより、李志東が作成。

・5都市＇深せん、杭州、合肥、上海、長春（を個人向けの新エネ自動車利用促進の实験事業モデル都
市とする

・地方政府が新エネ自動車の取得、充電施設などインフラの建設と維持管理、電池回収などに適当な
補助を行う

★財政部、科学技術部、工業・情報化部、国家発展改革委員会「公共サービス分野における省エネと新エ
ネ自動車利用促進モデル实験事業の拡大に関する通知」＇財建[2010]230号、2010/5/31)

・事業实施の細則は財建[2009]6号(2009/1/23)に従う

・2009年に指定した北京市、上海市、山東省済南市など13都市に加え、天津市、広州市など7都市を新
たにグリーン自動車利用促進のモデル都市とする

★財政部、科学技術部、工業・情報化部、国家発展改革委員会「個人向け新エネ自動車利用促進モデル
实験事業の展開に関する通知」＇財建[2010]227号、2010/5/31)

・対象車種：電池容量10kW以上、かつ電気走行距離50km以上のプラグインハイブリッド自動車(PHV（と
電池容量15kW以上の電気自動車(EV（。ただし、鉛電池を動力とする自動車を除く
・補助金額：電池容量1kW当たりに3000元(約4万円、1元＝13.5円（を補助。ただし、補助金の上限は、
PHVが5万元(67.5万円（、EV6万元＇81万円（とする。また、各メーカーのそれぞれの車種の販売台数が5
万台に達したら、補助金額を引き下げる
・補助方法：自動車取得に対する補助金を中央財政より支給する。個人購入とレンタカーとしてリース用
に購入の場合、補助金を自動車メーカーに、電池をリースする場合、補助金をリース会社に支給する。

次世代環境対応車の普及と産業育成対策:2010年
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★GDP当たりエネ消費量が5年連続低下、10年まで
に05年比で19.1％改善、計画目標の95.5％を達成
★その他：

●再生可能エネルギーの全体目標も達成だが、
目標未達成の分野もある

●原子力建設が急増、目標を超過達成
●森林面積が増加、目標を08年に達成

2010年の主要目標の達成状況 エネルギー消費のGDP原単位の推移

★５年間のCO２排出原単位削減効果
＇C/G)10

＝＇C/F)05
・0.9914(F/E)05

・0.809 ＇E/G)05

＝0.9914×0.809＇C/G)05 =0.802＇C/G)05

⇒05年比で19.8%以上削減
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出所)  IEA統計、「中国統計年鑑」、「中国国民経済と社会発展統計公報」、「2009年各省・自治区・直轄市のGDP当たりエネルギー消費等指標公報」等により、李志東が作成。
注)  2010年の数値は、2011年末にGDPとエネルギー消費の最終確定によって修正される可能性もある。

エネルギー消費のGDP原単位指数

100.0

48.3

53.4

167.0

1977年と比べ、GDP原単位

は2002年までに、71.1％改

善。年平均省エネ率は4.8%

2002年と比べ、GDP原単位

は2005年までに、10.6％悪

化。年平均悪化率は3.4%

2010年までに、GDP原単位は

2005年比で19.1％改善。年

平均省エネ率は4.15%＇その

内、09年まで15.61%、10年

4.14%（

43.2

2010年目標 目標達成状況(2010年末（
GDP当たりエネルギー消費量を
2005年比20%削減

19.1％削減、95.5%達成

一次エネルギーに占める比率を
2005年の7.5%から8.1%～10%へ

8.3%。目標達成

水力発電設備容量 19000万kW 21340万kW、112%達成　

風力発電設備容量 500万kW
4183万kW　(内、グリッド連携
分3107万kW（、837%達成

太陽光発電設備容量 30万kW 70万kW、233%達成
バイオマス発電設備容量 550万kW 550万kW、100%達成
バイオエタノール生産能力 302万トン 180万トン、60%達成
農家用バイオガス生産量 190億立方メートル 160億立方メートル、84%達成
原子力発電の新規着工規模 2006～10年に1244万kW 28基3097万kW、249%達成

国土に占める森林面積の比率 2005年の18.2％から20％へ 20.36%、102%達成

  ）：一次エネルギー消費に占める非化石エネルギーの比率に関する2010年目標について、「エネルギー発展第11
次5カ年計画」(2007/4)では8.1%と規定したのに対し、「再生可能エネルギー中長期発展計画](2007/8)及び「再生可
能エネルギー発展第11次5カ年計画」(2008/3)では、10%を目指すとした。

省エネルギー

非化石エネルギーの開発）

　出所（　2010年目標は各種政府計画、達成状況は「国民経済と社会発展第12次5カ年計画綱要」(2011/3)、国家能
源局「2010年全国電力工業指標」(2011/1)、同「2010年エネルギー経済状況と2011年展望」(2011/1)、中国能源報
(2011/1/10第2面（、http://www.nengyuan.net/201101/24-654266.htmlなどにより、李志東が作成。

(4) 顕著な成果が上がった
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先進国との技術格差も縮小：＇例（火力発電熱効率が急速に向上
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注：①中国は単機容量が6000kW以上の火力発電所の平均、日本は９電力会社の汽力発電所の平均。

②日本は総発電量ベース、中国は真発熱量ベースなので、日本の効率は過小評価しがち。例えば発熱量の差が5%

仮定する場合、日本の2007年の熱効率は43.2%(41.0%/95.0%（となる。

出所：中国は「中国電力年鑑」、中国能源局報告、中国電力事業連合会報告など、日本は「電気事業便覧」などにより、李志東が作成。

ポイント5.7年1990

中国

日本

ポイント8.6年2000

ポイント1.5年2005

ポイント4.3年2009

発電端熱効率＇％（
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先進国との技術格差も縮小：＇例（火力発電熱効率が急速に向上

★「All China」の開発体系

★普及システムの健全化

●規制強化

●支援措置の導入

●「発電・送電の分離によ

る競争メカニズムの活用

2004年12月

国産超臨界圧

発電所運転

開始。

河南省、60万kW

2006年11月

国産超超臨界圧発電所

運転開始。

浙江省、100万kW

2009年7月、国産石炭ガス化複合発電所＇IGCC)着工、

2011年運転の予定。天津市、25万kW、発電効率48％。

2009年8月、中国電力投資公司と江蘇省塩城市が４基

40万kWの石炭ガス化複合発電所の建設に合意

2009年高効率発電所の運転实績

★上海外高橋第三発電公司、超超臨界圧発電機２基×100万
kW、発電効率45.2%、送電効率43.6%、所内消費率3.5%

★山東鄒県発電所、超超臨界圧発電機２基×100万kW、発電

効率44.1%、送電効率42.2%、所内消費率4.3%

2006年以降の大型・高効率化による省エネ対策の効果

★2010年までに、小型低効率発電設備を7210kWを強制閉鎖。火力設備容量に占める30
万kW以上の設備容量の比率は2010年に70％を超え、2005年より26.4ポイント以上上昇

★2010年に、100万kW級の超超臨界圧発電機は稼働中が33基、建設中が11基

★2009年に、火力発電設備容量が6083万ｋW純増、そのうち30万ｋW以上は92.2％、30万
kW以下は熱電併給用で、7.8％

出所：中国電力企業連合会HP、国家能源局HP、中国能源網などに基づき、李志東が作成。
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＇エネ安全保障対策（：海外資源確保の成果と特徴

(1)、資源があれば、国や場所、距離遠近などを問わず
中東、ロシア、中央アジア、東南アジア、アフリカ、中南米、カナダ、＇米国（、

(2)、エネルギーであれば、種類を問わず
石油、オイルサンド、重質油、バイオ燃料、ウラン、・・・

(3)、損しなければ、利益最大化であるかどうかを問わず
国際的に割高と見なされても、中国にとって赤字でなければ、

(4)、比較優位性を最大限に利用
政治・外交力、潜在市場、コスト競争力、資源開発ノウハウ、＇途上国と比べて（技術・資金力、・・・

資
源
外
交

• 石油天然ガス分野での海外投資総額

2008年末まで：450億ドル

2009年末まで：610億ドル＇前年比160億ドル
増（

・ 海外石油天然ガスの資源獲得状況

生産量 うち権益分

2004年 3560万トン 2010万トン

2010年 8673万トン 6000万トン超

中国の海外石油天然ガス分野への投資件数＇2007年（

中国石油
天然ガス集

団公司
＇CNPC)

中国石油
化工集団

公司
＇SINOPEC)

中国海洋
石油総公

司
＇CNOOC)

その
他

合計

アフリカ 29 12 5 2 48 34.5 スーダン、ナイジェリア、アンゴラ
中東 6 2 4 2 14 10.1 オーマン、UAE、イラン
中南米 13 9 0 1 23 16.5 ベネズエラ、エクアドル
中央アジア・ロシア 16 8 0 1 25 18.0 カザフスタン、ロシア
東南アジア・オセアニア 7 1 13 5 26 18.7 インドネシア、オーストラリア
北米 1 1 1 0 3 2.2 カナダ
合計 72 33 23 11 139 100.0
投資者別構成＇％（ 51.8 23.7 16.5 7.9 100.0
　出所（　中国石油集団経済技術研究院「2008年国内外石油天然ガス産業発展報告」(2009/1（

地域
別構
成

＇％（

海外石油と天然ガス分野への投資プロジェクト数

主要投資対象国

Deborah Brautigam＇アメリカン大学国際関係学部教授（,The Dragon’s Gift: The Real Story of China in Africa, オックスフォード大学出版局、2009
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★ 対策の特徴 ⇒高く評価したい
●先進国で有効と实証された対策なら、何でも貪欲に取り入れる

省エネ、再生可能エネ開発、石油安全保障システム構築、品質向上、・・・

●中国に比較優位性のない技術についても、長期的視点で果敢に挑戦

燃料電池・電気・ハイブリッドなど環境対応自動車の開発、石炭液化・エタノール・DMEなど自

動車燃料の開発、・・・

●中国の实情、固有性に合わせた対策を積極的に試みる

●農村部でバイオガスやバイオマス固形燃料による燃料供給、分散型風力・太陽光発電･小型
水力による電力供給、太陽温水器による給湯、・・・、 ●割り当て、一票否決など制度革新

●温暖化対策・低炭素社会構築を持続可能な発展の一環として戦略的に取り組む

省エネ、低炭素エネルギーへの転換、植林などコベネフィット対策を、PDCA＇計画・執行・評価
・改善（体制の確立で推進

★ 対策の問題
●＜普遍性＞ 法制度の不備 ⇒2007/9省エネ法改定したが、十分ではない。

経済インセンティブの欠如＇割り当てをするが、取引市場は未整備（、
価格抑制、技術の遅れ

●＜固有性＞ 行政管理体制の問題：国務院エネルギー指導小組を05年に、温暖化対策・省
エネと汚染物質削減指導小組を07年に設置したが、総合エネルギー官庁は存在しない
（国家発展改革委員会は890人→1029人<08/3改編>）

⇒08年3月、総合官庁として国家発展改革委員会所管の「国家エネルギー局」(112人、
08/7）、協議機関として「国家エネルギー委員会」の設置を決定。08/7と10/1設置

(5) 国内対策の特徴と課題 ⇒模索中の「中国低炭素社会モデル」



工場・事業場

事業者の努力義務・判断基準の公表

第一種ｴﾈﾙｷﾞｰ管理指定工場
＇ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量3,000kl/年（

・ｴﾈﾙｷﾞｰ管理者の選任義務
・中長期計画の提出義務
・ｴﾈﾙｷﾞｰ使用状況等の定期報告
← 判断基準に照らし著しく不十分で
あるとき大臣の指示、公表、命令＇罰
則（

第二種エネルギー管理指定工場
(ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量1,500kl/年（
• ｴﾈﾙｷﾞｰ管理員の選任
• ｴﾈﾙｷﾞｰ使用状況等の定期報告
• 従来の熱・電気の区分を廃止、熱と

電気を合算して＇原油換算（規制。
← 判断基準に照らし、著しく不十分
であるとき、大臣の勧告

[今般改正のポイント]
○従来分けていた、熱と電気の管理に

ついて、昨今の工場・事業場におけ
る实態を踏まえ、一体的に管理する
よう改正。

○結果として、指定工場裾切り値を事
实上の引き下げ、対象工場・事業場
数を拡大＇約1万→約1万3千（

○登録調査機関制度の創設＇同機関
の確認調査を受けた場合において、
定期報告の提出等を適用除外（

運 輸

１－輸送事業者＇貨物・旅実（
事業者の努力義務・判断基準の公表

特定輸送事業者
＇保有車両数 ﾄﾗｯｸ200台以上、鉄道

300両以上等（
・中長期計画の提出義務
・ｴﾈﾙｷﾞｰ使用状況等の定期報告
← 判断基準に照らし著しく不十分で

あるとき大臣の勧告、公表、命令
＇罰則（

２－荷主
事業者の努力義務・判断基準の公表

特定荷主
＇年間輸送量が3000万ﾄﾝｷﾛ以上（
・計画の提出義務
・委託輸送に係るｴﾈﾙｷﾞｰ使用状況

等の定期報告
←判断基準に照らし著しく不十分であ

るとき大臣の勧告、公表、命令＇罰
則)

[今般改正のポイント]

○新たに、運輸部門に関する措置を
追加。＇定期報告等は19年4月か
ら（

住宅・建築物

建築主・所有者の努力義務
判断基準の公表

・ 建築主・改修を行う者、特定建築物
所有者に対し、建築物の設計、施工
及び維持保全について指導、助言。

• 住宅の設計・施工について国土交通
大臣が指針公表。

特定建築物
＇延べ床面積2,000㎡以上の住宅を含

む建築物（
・ 特定建築物について、新築、大規模

改修を行う建築主・所有者＇特定建
築主等（の、所管行政庁

※
に対する

省エネ措置の届出義務。
←判断基準に照らし著しく不十分であ

るとき所管行政庁の指示・公表。
＇
※

所管行政庁：建築主事を配置し、建築確認

等を行う都道府県等（

・ 届出を行った特定建築主等の、維持
保全の状況に係る所管行政庁への
定期報告

←判断基準に照らし著しく不十分であ
るとき所管行政庁の勧告。

[今般改正のポイント]

○新たに、建築物の所有者＇維持・保
全、修繕、改修（を対象に位置づけ。

○新たに、大規模な改修の場合におけ
る届出を義務付け。

○新たに、2000㎡以上の住宅を、特定
建築物の対象に加え、届出を義務付
け。

機械器具に係る措置

今国会で成立した地球温暖化対策の推進に関する法律の一部改正法

で導入される温室効果ガスの排出量の算定・報告・公表制度において、エネルギー
起源二酸化炭素の排出量については省エネ法に基づく定期報告のデータを活用す
ることとしている。

運輸対策の追加等を内容とする一部改正法が17年８月成立・公布、１８年４月施行

基本方針：ｴﾈﾙｷﾞｰの使用の合理化のためにｴﾈﾙｷﾞｰを使用する者等が構ずべき措置に関する基本的な事項を大臣が公表

ｴﾈﾙｷﾞｰ消費機器の製造・
輸入事業者の努力義務

特定機器
判断断基準の公表
＇トップランナー基準（
・乗用自動車、ｴｱｺﾝ、ﾃﾚﾋﾞ等の

省ｴﾈﾙｷﾞｰ基準。それぞれの
機器において現在商品化さ
れている製品のうち最も優れ
ている機器の性能以上にす
ることを求める。

・新たに、液晶・ﾌﾟﾗｽﾞﾏTV、
DVDﾚｺｰﾀﾞ、重量車を対象追
加。

←性能の向上を相当程度行う
必要があるとき、大臣勧告・
公表。

一般消費者への情報提供
・電力・ガス会社等による省エ

ネ機器普及や情報提供事業
の实施と实績の公表

・家電等の小売業者による店頭
での分かりやすい省エネ情
報＇年間消費電力、燃費等（
の提供

[今般の改正のポイント]

○新たに、情報提供の努力義
務を規定。

情報提供

参考： 省エネシステムの日中比較： 日本の法制度と対策

出所：資源エネルギー庁省エネルギー対策課



参考：法制度と対策ー日中比較
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日本
省エネ法体系 体系的、要請に合わせて頻繁に改正

省エネルギー基本法 「エネルギーの使用の合理化に関する法
律」　　＇1979年成立（
改正４回＇93年、98年、2002年、05年（

「エネルギー節約法」
＇1997年11月1日成立、1998年1月１
日施行（

改正「エネルギー節約法」
＇2007年10月28日成立、2008年4月
１日施行（

「エネルギーの使用の合理化に関する法
律　　　　施行令」＇1979年成立（
改正数回

「エネルギーの使用の合理化に関する法
律　　　　施行規則」＇1979年成立（
改正数回

省エネルギー基準 対象が広く、基準強化の速度が速い 対象が狭く、基準が緩やか 対象が広くなったが、基準が緩やか
エネルギー消費量＞1500ｋｌ/年＇原油換
算（　　が対象

エネルギー消費量＞5000トン/年＇標
準　　炭換算、原油3800ｋｌ相当（が対

エネルギー消費量＞5000トン/年＇標
準　　炭換算、原油3800ｋｌ相当（が対

トラック200台以上、鉄道車両300両以上
の　　　　輸送事業者、輸送量3000万トン
キロ/年　　　　以上の荷主が対象

不明
燃料消費量基準を設定、輸送事業
者や荷主について言及せず

延べ床面積2000平方メートル以上が対象 言及 省エネ基準を設定、対象者を指定せず
トップランナー制度＇品目拡大と基準強化
の　　　改正が４回、現在21品目（

言及 効率基準を設定

省エネインセンティブ対策体系的、要請に合わせて強化 ？ 体系化を図る
財政 体系的 ？ 体系化を図る

税制 自動車グリーン化税制 自動車グリーン化税制 自動車グリーン化税制
道路整備税＇ガソリン53.8円/ｌ（ 燃油税の導入を検討中 輸出入税制
エネルギー需給構造改革投資促進税制 資源税制
　・特別償却＇取得価額の30％（ 技術開発、普及税制＇詳細は不明（
　・税額控除＇取得価額の7％（ 燃油税＇導入を検討中（

補助金 エネルギー使用合理化事業者支援事業
エネルギー供給業者主導型省エネ連携
推進　　事業、その他多数

金融 総合省エネ推進事業＇産業部門、建築
エネルギー有効利用促進＇中小企業（

奨励 多様 ある 多様化
省エネ行政組織 経済産業省による集中管理 主管官庁を中心とする階層式分散管 主管官庁を中心とする階層式分散管

責任者＇主管官庁（

国務院と省・自治区・直轄市人民政
府＇省エネ型経済発展の促進（

国務院と省・自治区・直轄市人民政
府＇ 省エネ年度と中長期計画の作成
と執行（

国務院省エネルギー活動主管官庁
＇全国の省エネに関する監督、管理（

国務院省エネルギー活動主管官庁
＇全国の省エネに関する監督、管理（

国務院関連官庁＇全国の所轄分野の
省エネに関する監督、管理（

国務院関連官庁＇全国の所轄分野の
省エネに関する監督、管理（

県レベル以上の地方人民政府省エネ
ルギー活動主管官庁＇所轄地域の省
エネに関する監督、管理（

県レベル以上の地方人民政府省エネ
ルギー活動主管官庁＇所轄地域の省
エネに関する監督、管理（

県レベル以上の地方人民政府関連
官庁＇当地域の所轄分野の省エネに
関する監督、管理（

県レベル以上の地方人民政府関連
官庁＇当地域の所轄分野の省エネに
関する監督、管理（
省エネ目標責任制度と審査評価制
度を地方政府とその責任者に導入

　出所：日中両国の省エネ法や関連政令、省令、組織法、関連HP、文献調査、聞き取り調査などにより、李が作成。

経済産業大臣

基本法を具体化する「細則」に相当す
る　　が、制定されていない
ただし、国務院の関連通達や主管官
庁　　の通知などが多数ある

技術開発と普及、モデル事業、重点
プロジェクト、人材育成、表彰事業を
対象

技術開発や普及を対象

工場、事業場関係

輸送関係

住宅、建築物関係
機器関係

基本法の施行令

基本法の施行規則

中       国
基本法のみ、1997年成立、2007年初回改正

備考：「国家発展改革委員会主要責務・組織構成・定員編成規定」＇国弁発
[2003]27号（では、資源節約は国家発展改革委員会の職務と規定

基本法を具体化する「細則」に相当す
る　　が、制定されていない
ただし、国務院の関連通達や主管官
庁　　の通知などが多数ある

あるが、種類や金額が尐ない

不明

規制偏重、規制が緩い、・・・



例： エネルギー行政組織体制＇行政監督システム（ー日本
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経
済
産
業
省
に
よ
る

集
中
管
理

省エネルギー・新エネ

ルギー部＇71人（

産業部門・運輸部門・業務部門等

事業体＇工場、事業所などエネルギー消費主体（

家庭部門

省エネルギー対策課

＇24人（

資源エネルギー

環境部

エネルギー対策課

資源エネルギー庁(1247人（

総合資源

エネルギー

調査会
＇定員外（

原子力安全・

保安院＇803人（

本庁

＇444人（

北海道経済産業局＇1道（

東北経済産業局＇6県（

関東経済産業局＇1都10県（

中部経済産業局＇5県（

近畿経済産業局＇2府5県（

中国経済産業局＇5県（

四国経済産業局＇4県（

九州経済産業局＇6県（

経済産業省(8601人（

中央本省(2445人（ 外局(4240人（ 地方支局(1916人（

エネルギー関連法人組織＇定員外（

・(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構

＇NEDO)

・(財)日本エネルギー経済研究所＇IEEJ)

・(財)省エネルギーセンター＇ECCJ)

・その他

国

土

交

通

省

等

関

連

省

庁

都

道

府

県

市

等

地

方

自

治

体

エネ

ルギ

ー

関係

部署

エネ

ルギ

ー

関係

部署

行政監督・支

援・情報提供等

行政監督・支

援・情報提供等情報提供等

行政支援や情報提供等

出所：「経済産業省設置法」＇1999年7月16日法律第99号（、「経済産業省定員規則」＇最終改正：2007年4月1日経済産業省令第35号（、

関連省庁HP、関連地方自治体HP、関連機関への聞き取り調査などにより、李が作成。



エネルギー行政組織体制＇行政監督システム（ー中国(08/3から（
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発展
改革
委員
会・
国家
能源
局を
中心
とす
る階
層式
分散
管理

エネルギー消費量＜5000石炭換算トン/年

の事業体＇工場、事業所などエネルギー消費主体（

エネルギー関連法人組織＇定員外（

・エネルギー研究所＇ERI)、各地方研究所

・中国省エネ投資公司

・物資省エネ公司

・省エネ技術サービスセンター＇約180か所（

支援・情報提供等

エネルギー消費量＞5000石炭換算トン/年

の事業体＇工場、事業所などエネルギー消費主体（

省・直轄市・自治区政府
＇31、台湾、香港、マカオを除く（

省・直轄市・自治区

・発展改革委員会

(31)

・経済(貿易)委員会

(21)

エネルギー関係

部署など
市・県政府

(3,195（

市・県

・発展改革委員会

・経済(貿易)委員会

エネルギー関係

部署など区・郷鎮政府
(43,258（

エネルギー関係担当

部署など

交通輸送部などその他

中央省庁

その他省庁エネルギー

関連部署

省・直轄市・自治区

所属その他部門のエ

ネルギー関連部署

市・県

所属その他部門のエ

ネルギー関連部署

区・郷鎮

所属その他部門のエ

ネルギー関連部署

国家発展改革委員会(1029人)

(03/5改組、08/8再編（

資源節約と環境司、基礎産業

司、経済運行調節司、価格司

国家エネルギー局＇08/7、定員112人、9部署（
総合司、政策法規司、発展計画司、省エネと科学技術

装備司、石炭司、電力司、石油天然ガス司(石油備蓄弁公

室（、新エネと再生可能エネ司、国際合作司

国務院省エネ・

汚染物質削減

指導小組弁公

室(07/6（

国務院

国家エネルギー委

員会＇10/1（
国務院省エネ・汚染物質

削減指導小組(07/6（

行政監督・支

援・情報提供等

行政監督・

支援・情報

提供等

家庭部門

支援や情報提供等

出所：「国家発展改革委員会主要責務・組織構成・定員編成規定」＇2008年8月（、「節約能源法」＇2007年10月28日改正（、「地方各級人民代表大会と地方各級人民政府組織法」＇最終改正＇第４回（、2004年

10月27日（、「地方各級人民政府機構設置と編制管理条例」＇国務院令第486号、2007年（、2008年3月国務院行政改革案、「国家能源局主要職責・内設機構・定員構成規定」(2008年7月（、関連省庁や自治

体HP、関連機関への聞き取り調査などにより、李が作成。

その他部署



●エネルギー関連行政の役割分担
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国家エネルギー委員会 国家エネルギー局 国家発展改革委員会
国務院省エネと汚染物

質削減指導小組

設立・改組＇決定（時期 2008/3決定、2010/1設立 2008/3決定、同7月設立 2008/3決定、同8月改組 2007年6月
定員 23人 112人＇2008年7月規定（ 1029人(2008年8月規定（ 32人

意志決定と総合調整機
関

総合エネルギー行政機関 マクロ経済行政機関
省エネと汚染物質削減
に関する意思決定機関

エネルギー発展戦略や
エネルギー安全保障な
ど重要政策に関する意
思決定及び省庁間地
域間におけるエネル
ギー関連の利害調整

エネルギー発展戦略案の策定、計
画作成、産業政策の立案及び实
施、関連法律法規の草案作成、エ
ネルギー体制改革の推進、重大問
題の解決への協調

国民経済と社会全体に関する
発展戦略、計画の策定および
实施、経済発展と価格水準お
よび経済構造調整に関する目
標設定と政策立案、各種政策
手段の総合利用に関する提
案

省エネと汚染物質削減
活動の推進、関連の重
大問題の解決

エネルギー産業 全体を担当 国家能源局に協力
エネルギー生産 全体を担当 国家能源局に協力

石炭生産 石炭司
原油生産、石油精製 石油天然ガス司
天然ガス生産 石油天然ガス司
火力と水力開発 電力司

石油代替エネルギー開発
石炭液化等石炭系 石炭司

エタノール等バイオ系
新エネルギーと再生可能エネル
ギー司
新エネルギーと再生可能エネル
ギー司

省エネルギー 省エネルギーと科学技術装備司 国家能源局に協力
石油備蓄 石油天然ガス司
統計 総合司
生産設備 省エネルギーと科学技術装備司 高技術産業司、基礎産業司

エネルギー需要 国家発展改革委員会に協力 全体を担当
省エネルギー 資源節約と環境保護司

省エネルギーと科学技術装備司

国家発展改革委員会に提案 国家能源局の意見を聴取
政策法規司、発展規劃司 価格司

輸送等他産業との調整 政策法規司、発展規劃司 経済運行調整司、基礎産業司
エネルギー需給計画 政策法規司、発展規劃司 発展規劃司、基礎産業司
法律、法規、基準等 国家発展改革委員会と共同担当 国家能源局と共同担当

エネルギー法等産業中心法規 国家発展改革委員会に提案 国家発展改革委員会が審議
政策法規司 法規司

省エネルギー等需要中心法規 国家発展改革委員会に意見 国家能源局の意見を聴取
政策法規司 価格司

国際協力 国際合作司 外事司、資源節約と環境保護司
温暖化対策 政策策定に協力 気候変化司

エネルギー産業の省エネ
ルギー

エネルギー価格

出所：「節約能源法」＇2007年10月28日改正（、2008年3月国務院行政改革案、「国家能源局主要職責・内設機構・定員構成規定」(2008年7月（、「国家発展改革委員会
主要責務・組織構成・定員編成規定」＇2008年8月（、「国務院弁公庁国家能源委員会設立に関する通知」(国弁発[2010]12号、2010年1月（、関連省庁HP、関連機関へ
の聞き取り調査などにより、李が作成。

行
政
業
務
の
役
割
分
担

組織の特徴・位置付け

主要責務

原子力開発

新エネルギーと再生可能
エネルギー

電力司＇ただし、規制・保安行政は国家環境保護部所管国家核安全局、応急管理につい
て、意志決定は国務院・国家核事故応急委員会、事務局は工業情報化部所管国防科学工
業局、対外窓口は工業情報化部所管国家原子力エネルギー機構がそれぞれ担う（
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Comparative Study on Low Carbon System between CHN & JPN
「日本の省エネシステム」＊「中国の再生可能エネ開発システムと低炭素産業育成システム」

⇒最適低炭素システム (出所：中国省エネ国際ワークショップ(中国/北京、2010/8/27（、李PPT資料（

中国 日本 中国 日本 中国 日本
法律法规体系 改善余地大 改善余地大

应对气候变化法 准备立法
02年立法， 修改2

次
准备立法

02年立法， 修改2

次
准备立法

02年立法， 修改
2次

节能法、可再生能源法等
低碳相关法律法规体系

《 节能法》在涵
盖范围、操作
性、 对策选择、
配套细则、配套
标准及严格性、
等方面有待改进

《 节能法》涵盖
范围广，可操作
性强，配套标准
齐全且严格

《 可再生能源
法》 总量目标，
全额保障性收购
制度， 固定价格
收购制度，费用

补偿制定

《 可再生能源
法》 可再生能源
发电配额制。太
阳光发电剩余电
量固体价格收购
制度， 费用补偿

制度

行政手段对策体系
管制/强制性手段

多
指导与劝告性手

段多
行政干预（支

持） 多
行政干预（支

持） 少
行政干预（支

持） 多
行政干预（支

持） 少

经济激励/扶植性对策体系 改善余地大 改善余地大 改善余地大

财源保障制度

财政实力强（国
债余额约占GDP的
20%） ， 财源大；
但随机性强，不

安定

有固定财源；但
财政实力弱（国
债余额占GDP比重
大于160%） ， 财

力有限

财政实力强（国
债余额约占GDP的
20%） ， 财源大；
但随机性强，不

安定

有固定财源；但
财政实力弱（国
债余额占GDP比重
大于160%） ， 财

力有限

财政实力强（国
债余额约占GDP的
20%） ， 财源大；
但随机性强，不

安定

有固定财源；但
财政实力弱（国
债余额占GDP比
重大于160%） ，

财力有限

课税体系 税种税率有待改 税种多税率高

补贴、减免税等优惠制度 改善余地大 改善余地大 改善余地大

市场机制应用体制 改善余地大 改善余地大

（ 能源和低碳设备/器具）
价格机制

逐步向市场化改
革

市场价格化 管理价格
（ 太阳光发电上
网价格） 管理价

格
市场价格化 市场价格化

碳交易市场

行政管理监督体制 分散/阶层式管理
经济产业省集中

管理
国家能源局集中

管理
经济产业省集中

管理
多部门协调管理

资料来源：李志东制作。

节能机制体制 低碳无碳能源开发机制体制 低碳产业培育机制体制

试点/起步阶段
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３、 第12次5カ年計画の概要と将来展望 3.1 計画の概要

2005 2010 2015 2020 10/05 15/10 20/15 2015 2020
エネルギー消費GDP原単位 100.0 80.9 68.0 57.1 -19.1% -16.0% -16.0% -32.0% -42.9%
非化石エネルギーの比率 7.5% 8.3% 11.4% 15.0%
二酸化炭素排出のGDP原単位 100.0 80.2 65.1 52.5 -19.8% -18.8% -19.4% -34.9% -47.5%
　注１：2011～15年の省エネ率と15年の非化石エネルギーの比率は第12次5カ年計画の目標値、16～20年の省エネ率は16％と仮定。

　注３：CO2排出のGDP原単位は、化石燃料の内部比率が一定で、省エネ率と非化石燃料比率の変化のみ考慮した推定。

　出所：李が作成。

第12次5カ年計画と検討中の中長期計画における2020年目標達成のロードマップ
水準 5年間変化率の推移 2005年比変化率

第12次5カ年計画における主な数値目標(2011/3/14採択（
指標種類 数値目標 目標の性質

GDPの年平均成長率を7％　＇第11次5カ年計画目標7.5％、实績11.2％（ 期待値
都市住民一人当たり可処分所得を年平均7％以上向上　(第11次5カ年計画目標5％、实績9.7％（ 期待値
農村住民一人当たり純収入を年平均7％以上向上　(第11次5カ年計画目標5％、实績8.9％（ 期待値

人口 全国総人口を13.9億人までに抑制　(第11次5カ年計画目標13.6億人、实績13.4億人（ 拘束値
都市化率を2010年の47.5％から51.5％へ　＇第11次5カ年計画目標47％、实績47.5％（ 期待値

耕地 耕地面積が1.2億ヘクタールを下回らない　(第11次5カ年計画目標1.2億ヘクタール、实績1.212億ヘクタール（ 拘束値
水 工業部門GDP当たり水消費量を2010年比で30％削減　＇第11次5カ年計画目標30％減、实績36.7％減（ 拘束値

農業灌漑用水有効利用係数を2010年の50％から53％へ　＇第11次5カ年計画目標50%、实績50％（ 拘束値
一次エネルギー消費に占める非化石エネルギーの比率を2010年の8.3％から11.4％へ 拘束値
GDP当たりエネルギー消費量を2010年比16％削減　(第11次5カ年計画目標20％減、实績19.1％減（ 拘束値
GDP当たりCO2排出量を2010年比17％削減 拘束値
国土面積に占める森林面積の比率を2010年の20.36％から21.66％へ　(第11次5カ年計画目標20％、实績20.36％（拘束値
森林蓄積量を2010年の137億立方メートルから143億立方メートルへ 拘束値
COD排出量を2010年比で8％削減　＇第11次5カ年計画目標10％減、实績12.45％減（ 拘束値
硫黄酸化物排出量を2010年比で8％削減　＇第11次5カ年計画10％減、实績14.29％減（ 拘束値
アンモニア態窒素と窒素酸化物排出量を2010年比で10％削減 拘束値

　(出所（　「中国国民経済と社会発展第12次5カ年計画綱要」のコラム1と2を基に李が作成。
　(注（　括弧内の数値は第11次5カ年計画の目標値と達成状況を示す实績値。括弧が無い指標は新規指標。

経済成長・
所得向上

エネルギー・
環境
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3.2 策定中のエネルギー分野別第12次5カ年計画と中長期計画(案)

2010年各種電源のグリッドへの送電価格
水力 石炭火力原子力 風力 太陽光 平均

送電価格：元/kWh 0.27 0.36 0.45 0.54 1.50 0.37
　　　　　　　円/kWh 3.33 4.44 5.61 6.78 18.75 4.60
 出所：①国家電力監管委員会呉彊「新エネルギー発展の基本動因と主要方向」、中国
能源、Vol.32、No.6、2010年6月、②1元＝12.5円に基づき、李が作成

　　再生可能エネルギー発電費用の全社会負担分の推移
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年

電力料金サーチャージ
単価＇元/千kWh)

1 1 2 2 4

サーチャージ収入：億元 28 33 69 73 160
　　　　　　　　　　　　億円 350 413 863 913 2,000

 出所：①国家電力監管委員会呉彊「新エネルギー発展の基本動因と主要方向」、中国
能源、Vol.32、No.6、2010年6月、②1元＝12.5円に基づき、李が作成

開発可能量
(百万kW) (百万kW) 開発率(%) (百万kW) 開発率(%) (百万kW) 開発率(%)

再生可能エネルギー発電 1,091,708 261.4 450～550 1,409
水力 608 213.4 35.1 300～350 49～58 470 77
風力 1,000 41.8 4.2 100～150 10～15 450 45
バイオ発電 100 5.5 5.5 ＞30 ＞30 89 89
太陽発電 1,090,000 0.7 0.0 ＞20 ＞0.002 400 0.04

原子力発電 420 10.8 2.6 70～80 17～19 420 100
注1：開発可能量について、再生可能エネルギーは各種資料、原子力は能源研等2009年研究報告での最大導入量。

注2：2020年目標案は国家能源局高官発言などによる。

注3：2030年目標案は能源研等2009年研究報告での最大導入量。

出所：李が作成。

2050年目標案
非化石エネルギー開発の現状と将来展望

開発实績(2010年（ 2020年目標案
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エネルギー発展計画案の供給側対策の骨子(1/3)

戦略目標 安定的、経済的、クリーンなエネルギー供給体系を構築
1)、5年間に、GDP当たりエネルギー消費量を16％削減する
2)、一次エネルギー消費に占める非化石エネルギーの比率を11.4％へ引き上げる
3)、5年間に、GDP当たり二酸化炭素排出量を17％削減する
エネルギー生産方式と消費方式の変革を推進

在来型エネルギーの高効率・クリーン利用の促進

石炭
1（、「東部を抑制、中部を安定、西部を発展」の原則に従い、14の石炭基地を建設。15年に基地生産量の
比率を90％へ、基地内生産量における大中炭鉱比率を90％へ
2)、産業再編を行い、年生産量1億トン以上と5000万トン以上の企業を10社ずつ形成させる
3)、石炭のクリーン・高効率利用を図る。低熱量燃料による発電の推進、石炭加工プロジェクトの合理化を
4)、炭鉱安全の確保
1)、「東部を安定、西部を加速、南方を発展、海上を開拓」の原則に従い、国内原油生産量を2億トンに維持
2)、「東部を安定、西部を加速、在来型と非在来型を同時に重視」の原則に従い、天然ガス産業の発展を加
速。オルドス、四川、タリムなど重点ガス田の探査と開発を加速し、海洋ガス田の開発を積極的に行う。石
炭層ガス、シェールガスなど非在来型ガスの開発を加速
3)、製油所の最適配置を図る。中-露、中-カザフスタン、中-ミャンマーの3大エネ通路をベースとする精製
ベルト、環渤海、長江デルタ、珠江デルタの精製圏を形成。1億トンの精製能力を増設し、15年に精製能力
5年間に、2.6億～2.7億ｋWの新規建設を展開、2011年は8000万ｋWを着工
1)、火力発電の最適配置を図る。西部の炭鉱地域で、節水型石炭火力基地を建設。東部と中部で、電網安
全の維持を目的とする火力発電所を建設。尐数民族地域や経済発展の遅れる地域で、一定規模の石炭火
2)、低効率高排出の小型火力の強制淘汰を継続
3)、熱電併給を促進
4)、ピーク調整を目的とするガス火力を適度に発展
5)、火力の技術創新を加速。知的所有権のある600℃の100万ｋW級超超臨界圧発電設備の設計・製造技
術を確立、700℃の研究開発を行う。大型循環流動床発電所、IGCC発電所のモデルプロジェクトを建設

総合戦略

拘束力のある
数値目標

石油・天然
ガス

火力発電
の最適化
発展を図
る

注：基本方針は確定したものであるが、一部の数字等は国務院承認待ちなので、多尐の修正があり得る。

出所：中国国家発展改革委員会2011年全国エネルギー活動会議＇2011年1月6＋7日（、「中国国民経済と社会発展第12次5カ年計
画」(2011/3/14)、中国能源新聞などにより、李が作成。

策定中のエネルギー分野別第12次5カ年計画と中長期計画(案)
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エネルギー発展計画案の供給側対策の骨子(2/3)

注：基本方針は確定したものであるが、一部の数字等は国務院承認待ちなので、多尐の修正があり得る。

出所：中国国家発展改革委員会2011年全国エネルギー活動会議＇2011年1月6＋7日（、「中国国民経済と社会発展第12次5カ年計
画」(2011/3/14)、中国能源新聞などにより、李が作成。

非化石エネルギーの開発・利用を加速し、一次エネルギー消費に占める非化石エネルギーの比率を11.4％へ
水力 生態環境の保護と移民問題の解決を前提に、水力開発を積極的に推進。5年間1.2億kWを新規着工

・一次エネルギー消費に占める水力発電の比率を2015年に6.5%へ、2020年に7.5%以上に高める
原子力 安全確保のもとで、原子力発電を効率高く推進。5年間4000万kWを新規着工

・安全性能が高く、効率的な原子力技術の研究開発を行う。3世代原子力技術の輸入、消化、吸収と再革
・製造、建設、管理、運営のあらゆる段階での安全確保を徹底化する。人材育成を加速

・沿海地域の原子力建設を優先し、内陸地域の原子力建設を着实に順序よく推進する。田湾Ⅱ期、紅沿河
Ⅱ期、三門Ⅱ期、海陽Ⅱ期の建設を順次開始し、湖南桃花江Ⅰ期、湖北大畈Ⅰ期、江西彭澤Ⅰ期の建設
を適時に着工

風力 風力発電を積極的に推進。大型基地を陸上6カ所、洋上2カ所開発し、設備容量を5年間7000万kW以上
・風力資源量は陸上に23億ｋW、近海に2億ｋWに達する。風力開発の主な制約要因は系統連係による受入
・大型風力基地を順序よく建設。内モンゴル、甘粛、新疆、河北、江蘇、山東、吉林及び東北地域など1000
万ｋW級の基地建設に重点を置く。近海の洋上風力開発を加速。基地建設計画と送電・消費計画を整合的
・風力発電電力の系統連係、市場問題の解決に力を入れる
・風力設備産業のレベル向上を図る。風力発電企業と風力設備企業の海外進出を奨励
太陽エネルギーの開発を着实に首尾よく推進。500万kW以上の太陽エネルギー発電所を建設
・太陽熱温水器の利用拡大を継続的に推進、2015年に利用面積を4億平方メートルへ
・太陽光発電の研究開発を推進、転換効率の向上、発電コストの低減を図る
・国内の太陽光熱の発電市場を着实に首尾よく開拓。日照条件がよい砂漠地帯などで、グリッド連携の大
型太陽光発電所を幾つか建設。都市部で建物一体化の系統連係型、人口の尐ない地域で小規模独立型
太陽光発電を拡大。太陽熱発電のモデル事業を内モンゴル、甘粛、青海、新疆、チベットで展開
・太陽光発電設備産業を先進的装備産業、新エネルギーの支柱産業に育成

バイオマス 「民の食糧を奪わず、食糧生産用の耕地を奪わず、環境を破壊せず」の原則に従い、バイオマスエネル
・資源条件に即して、バイオマス発電の最適配置を図る
・バイオディゼールの産業化を引き続き推進、バイオマスの固形化燃料のモデル事業を加速
・農村部における戸別バイオガスと集中バイオガスの利用を引き続き促進し、2015年に6000万世代の戸別
バイオガス利用、集中バイオガス供給所の3000カ所の建設を目標とする

地熱 適宜に地熱発電所を建設、ヒットポンプによる地熱の高効率利用技術の普及を図る

太陽エネ
ルギー
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エネルギー発展計画案の供給側対策の骨子(3/3)

エネルギー開発、輸送、備蓄の最適化を図る
原則 ・エネルギー開発について、「西部を加速、中部を安定、東部を最適化」の原則に従う
石炭 ・石炭輸送について、北から南へ、西から東へのインフラ整備を図る

電力
・送電網について、全国の送電網の一体化、「西電東送」、「北電南送」、スマートグリッド、EV充電スタンド
の建設を推進
・石油天然ガスのパイプラインについて、2015年に国内総延長15万ｋｍ前後を目指す
・海洋の石油天然ガスの開発を加速、輸送インフラを整備

備蓄 ・エネルギーの戦略備蓄を強化。石油の国家備蓄について、Ⅱ期プロジェクトの建設を全面的に推進し、Ⅲ
期目の準備を行う。大中都市の電力ピークロード時のガス火力へのガス安定供給の施設整備を重点に、ガ
ス備蓄施設の整備を早める

海外進出戦略の实施を加速
パイプライン・東北＇中露（、西北＇中-中央アジア（、西南＇中-ミャンマー（の3大国際エネルギー通路を整備。パイプライ

ンによる輸送安全を強化。ミャンマーからパイプラインの建設を加速
海外投資 企業の海外石油、天然ガス、石炭、電力分野への投資、開発を奨励
輸出 海外エネルギープロジェクトの工事受注などを通じて、石油、天然ガス、火力発電、水力発電、原子力、風

力発電、送配電関連の設備輸出の拡大を図る
対話 二カ国間や多国間などメカニズムを利用し、資源国、消費国との対話や交流を展開し、实務的協力を促進

・省庁間の協調体制を整備、海外進出への政府のバックアップ機能を強化
・大型エネルギー企業の国際化経営を積極的に推進、進出先の地元住民の生活向上に資するプロジェクト
を展開

注：基本方針は確定したものであるが、一部の数字等は国務院承認待ちなので、多尐の修正があり得る。

政府バック
アップ

出所：中国国家発展改革委員会2011年全国エネルギー活動会議＇2011年1月6＋7日（、「中国国民経済と社会発展第12次5カ年計
画」(2011/3/14)、中国能源新聞などにより、李が作成。

石油と天
然ガス
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エネルギー発展計画案の需要側対策の骨子

●「第12次5カ年計画」の方針

GDP当たりエネルギー消費量を2010年比で16％削減、エネルギー消費総量の合理的抑制

●策定中の地域別省エネ目標＇地域への目標割り当て（案＇国家発展改革委員会（

経済発展水準に応じて全国31地域を5グループに分け、省エネ率を最大18%、最小10%とする

第1グループ、18％削減：天津、上海、江蘇、浙江、広東

第2グループ、17％削減：北京、河北、遼寧、山東

第3グループ、16％削減：山西、吉林、黒竜江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、重慶、四川、陝西

第4グループ、15％削減：内モンゴル、広西、貴州、雲南、甘粛、寧夏

第5グループ、10％削減：海南、チベット、青海、新疆

●エネルギー消費の総量規制目標案＇国家能源局、国家発展改革委員会（

2010年32.5億TCE＇石炭換算トン（→2015年41億TCE前後＇？（

前提条件：①5年間の省エネ率＝16% ②年平均GDP成長率＝8.5%(第12次5カ年計画目標は7%)

E15 = (E15/GDP15)×GDP15 = (1-16%)(E10/GDP10)×(1.085)5GDP10

= 0.84(E10/GDP10)×1.503657GDP10  = 1.263072(E0/GDP0)×GDP0

= 1.263072E0=1.263082×32.5 = 41.04983 億TCE

● 「第12次5カ年計画」の主要施策

・省エネシステム＇省エネが報われる制度等（の健全化：法制度整備、規制強化、問責制度の厳格化、政府支
援の拡大、エネルギー税制・価格形成メカニズムの合理化、などを推進

・省エネ重点プロジェクトの实施：＜システム更新改造事業＞コージェネ、電動機システム改造、余圧力余熱
利用、石油の節約と代替、建築と輸送部門省エネなど、＜政府支援による省エネ機器導入促進事業＞省エ
ネ家電・車・電動機・照明などを対象、＜省エネ技術産業化モデル事業＞余圧力余熱利用、高効率電動機
などを対象、＜ESCO事業＞省エネサービスによる省エネプロジェクトを推進

低炭素社会实験5省8市：杭州、ア
モイ、深圳、貴陽、南昌、保定
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核の軍事利用
が中心

原発の設計・建
設など、民生利
用が開始

原発の商業
運転開始、
規模拡大

3.3 福島原発事故後の動向 3.3.1 中国の原発開発の歴史
暦年 中国の原子力関連の主要組織変化、開発状況
1949年 　中華人民共和国建国＇10月1日（。中国科学院近代物理研究所を設置。
1950年 　中国科学院近代物理研究所を設置。
1955年 　共産党中央が原子力工業の建設を決定＇1月15日（。中ソ原子力協力協定締結(4月)。
1956年 　核工業主管官庁として第三機械工業部を設置(11月（。
1957年 　近代物理研究所が中国原子力科学研究院(通称北京原研（へ改組＇5月（。
1958年 　第三機械工業部を第二機械工業部へ改組＇2月（。ソ連の援助で7MWの重水型研究炉が設置。
1959年   中ソ対立、ソ連が原子力協力協定を一方的に廃棄。
1960年 　ソ連の専門家が中国から引き上げ、中国が原子力の軍事利用を中心に自主開発を開始。
1962年 　湖南省衡陽でウラン生産開始。
1963年 　甘粛省蘭州でガス拡散法による濃縮ウランの製造を開始。
1964年 　中国初の核实験が成功＇10月16日（。
1967年 　中国初の水爆实験が成功(6月17日（。
1971年 　中国初の核潜水艦運行が成功(9月)。
1972年 　上海核工程研究設計院を設置、原子力平和利用の原子炉開発に取り組む。
1973年 　発電用原子炉として秦山原子力発電所の設計が開始。

　西南原子炉工学研究設計院＇現中国核動力研究設計院（と西南物理研究所を設置。
1982年 　第二機械工業部を核工業部へ改組＇5月4日（。
1984年 　国家科学技術委員会に、民生用原子力安全の主管官庁として、国家核安全局(NNSA)を設置(10月（。
1985年 　中国最初の原子力発電所として、自主設計の秦山原子力発電所(30万kW)の建設が着工(3月（。
1987年 　中国二番目の原子力発電所として、フランスから導入した大亜湾原子力発電所Ⅰ号基の建設が着工＇8月（。

　高速増殖炉開発プロジェクトが中国国家科学技術委員会高科学技術発展計画(863計画)に組み込まれる。
1988年 　核工業部を廃止、行政機能をも持つ国営企業として、核工業総公司(CNNC)を設立(9月15日（。

　原子能科学研究所がタンク型、熱出力65MW、電気出力20MWの高速増力炉の設計研究を開始。
1992年 　高温ガス冷却炉(HTGR)实験炉プロジェクトが国務院に批准。
1993年 　中国最初の輸出原子力発電所として、パキスタンの30万kW発電所の建設が開始(8月1日（。
1994年 　政府の原子力対外機関として、国防科学技術工業委員会に中国国家原子力機構(CAEA)を設置＇1月（。

　秦山Ⅰと大亜湾で3基210万kWが商業運転を開始。中国初
1995年 　10MW高温ガス冷却炉(HTGR、モジュール型)实験炉建設が開始、清華大学核エネルギー技術設計研究院が担当。
1996年 　中国の自主開発中心の60万kW級PWRを導入する秦山原子力発電所第2期工事Ⅰ号基の建設が開始(6月（。
1998年 　国家核安全局が国家科学技術委員会から国家環境保護総局へ移転(3月（。
1999年 　核工業総公司(新CNNC)が核工業集団公司と核工業建設集団公司(CNEC)へ改組、事实上の民営化(7月1日（。

  中国国家原子力機構が原子力平和利用の主管官庁として強化。
　核工業集団公司が自主開発の百万kW級改良型PWR原子炉CNP1000を国産化標準炉型として政府と業者に推薦。

2000年 　高温ガス冷却炉实験炉が完成、初臨界を達成(12月)。
2002年 　高速増殖炉实験炉土木建設工事が完了(8月15日（、｛2005年に臨界及び定格出力、2030年前後商業運転の予定｝。
2003年 　高温ガス实験炉が初めて送電網に接続(1月7日)、定格出力を实現＇3月1日（。

　＇出所)  中国能源信息網、政府門戸網、原子力事業者HP、中国能源報などにより李志東が作成。
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★建設規模は世界最大だが、電力
供給における役割が限定的

3.3.2 原発開発の現状
中国の原発開発の現状(2011/6 初旬現在) 

稼働中 ●設備容量：13基 1080万 kW 

●立地：東南沿海３省。広東省 5基、浙江省 6基、江蘇省 2基 

●原子炉の種類：仏 PWR(4基)、カナダ CANDU型(2基)、ロシア VVER型(2基)、中国 PWR

型(1基)、同 CPR1000型(1基)、同 CNP600型(3基) 

建設中 ●設備容量：28基 3097万 kW 

●立地：遼寧省、山東省、福建省、海南省など沿海８省 

●原子炉の種類:米国 AP1000型(4基)、仏 EPR型(2基)、中国 CPR1000型(19基)、同CNP600

型(3基)] 

着工待ち、準備

工事中、名乗り

等新規案件 

●許可済みで未着工の 6基 595万ｋW、準備工事中の 32基を含め、建設に名乗りを上げ

た新規案件の合計容量：2億 2600万万 kW 

●立地：東南沿海と川沿い・湖周辺の内陸部 

●原子炉の種類：米国 AP1000型、中国 CAP1400型、同 CPR1000型と CNP600型か 

PWR：加圧型原子炉。中国の原発はすべて PWRを用いる。 

出所：中国能源報、人民政府門戸網、広東核電集団有限公司網、核工業集団公司網などを基に李が作成。 

中国の電力供給に占める原発の位置＇2010年（
合計

火力 水力 原子力 その他
発電設備容量＇百万ｋW) 962.2 706.6 213.4 10.8 31.3

構成比＇％（ 100.0 73.4 22.2 1.1 3.3
発電電力量＇十億ｋWh) 4,206.5 3,330.1 721.0 73.9 81.5

構成比＇％（ 100.0 79.2 17.1 1.8 1.9
 出所：国家統計局、国家能源局資料に基づき、李が作成。

2008年における世界と日本、中国の電源構成

発電量＇TWｈ（ 構成＇％（ 発電量＇TWｈ（ 構成＇％（ 発電量＇TWｈ（ 構成＇％（
総発電電力量 20,180 100 1,075 100 3,458 100

火力発電 13,675 67.8 711 66.1 2,788 80.6
石炭 8,263 40.9 288 26.8 2,733 79.0
石油 1,111 5.5 139 12.9 23 0.7
天然ガス 4,301 21.3 283 26.3 31 0.9

非化石エネルギー発電 6,505 32.2 364 33.9 670 19.4
原子力 2,731 13.5 258 24.0 69 2.0
水力 3,208 15.9 76 7.1 585 16.9
バイオマス 267 1.3 22 2.1 2 0.1
その他 299 1.5 8 0.7 13 0.4
出所：IEA 統計2010により、李が作成。

世界 日本 中国
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(3.3.3) 原発開発の計画と将来展望

原発に関する第12次5カ年計画案の骨子と将来見通し
安全確保のもとで、原子力発電を効率高く推進。5年間4000万kWを新規着工
・安全性能が高く、効率的な原子力技術の研究開発を行う。3世代原子力技術の輸入、消化、吸収と再革
新を首尾よく行う
・製造、建設、管理、運営のあらゆる段階での安全確保を徹底化する。人材育成を加速

・沿海地域の原子力建設を優先し、内陸地域の原子力建設を着实に順序よく推進する。田湾Ⅱ期、紅沿河
Ⅱ期、三門Ⅱ期、海陽Ⅱ期の建設を順次開始し、湖南桃花江Ⅰ期、湖北大畈Ⅰ期、江西彭澤Ⅰ期の建設
を適時に着工

・2020年に7000万kW、総発電設備容量の4.6%、総発電電力量の7%へ
・2030年に2億kW、総発電設備容量の10%、総発電電力量の15%へ
・2050年に4億ｋW、総発電設備容量の16%、総発電電力量の24%へ

注：基本方針は確定したものであるが、一部の数字等は国務院承認待ちなので、多尐の修正があり得る。

「第12次5カ
年計画」
(2011/3/14（
の方針と検討
中の原子力
計画＇案（の
骨子

将来見通し
＇中国工程
院、2月発表（

出所：中国国家発展改革委員会2011年全国エネルギー活動会議＇2011年1月6＋7日（、「中国国民経済と社会発展第12次5カ年計
画」(2011/3/14)、中国能源新聞などにより、李が作成。

原発の建設開始時期と原子炉技術の分布
年代 1981-85 1981 1982 1983 1984 1985
基数＇基（ 1 0 0 0 0 1
年代 1986-90 1986 1987 1988 1989 1990
基数＇基（ 2 0 1 1 0 0
年代 1991-95 1991 1992 1993 1994 1995
基数＇基（ 0 0 0 0 0 0
年代 1996-00 1996 1997 1998 1999 2000
基数＇基（ 8 1 3 2 1 1
年代 2001-05 2001 2002 2003 2004 2005
基数＇基（ 2 0 0 0 0 2

年代 2006-10 2006 2007 2008 2009 2010
基数＇基（ 28 2 2 10 5 9

　ポイント①：10年サイクル。10年の前半は低迷期、後半は拡張期。

　ポイント②：2006～10年の5年間で、新規着工数は28基、過去25年間の2倍以上の規模。

　ポイント③：稼働中は海外技術が中心、建設中は国産技術が中心、海外第3世代技術を国産化モデル事業として導入。

　出所：関連資料に基づき、李が作成。

13基のうち、海外技術が8
基＇仏4、露2、加2（、国産
が5基。2世代PWRが中心

28基のうち、国産改良型第2世代
PWRが22基、海外第3世代が6基
＇米4基、仏2基（
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福島原発事故を受けて、
●原発の安全点検と開発計画の見直し
●省エネ＇省電力（強化
●ガス火力・再生可能エネ発電など代替電源の導入拡大の検討、などを開始

(1) 原発の安全点検と開発計画の見直し
●原発安全対策に関する国務院決定(11/3/16)

①すべての原子力施設に対する安全査察を直ちに实施し、「絶対安全」を図る
②事業者と安全監督官庁が協働して、稼働中の原発に対する安全管理を着实に強化
③最先端の安全基準を用いて、建設中の原発の安全性評価を实施し、基準を満たさない場合、建設を直ちに

中止させる
④原発安全計画の作成を早め、同計画が承認されるまでは、準備工事が既に始まったものも含め、新設案件

に対する審査と批准を停止し、同時に原発の中長期開発計画に関する見直しと健全化を行う

⇒査察はいつ終了か、報告は？ →8月までか
原発安全計画はいつ完成か？ →国家核安全局と能源局が中心に作成中

●原子力発電の開発計画の見直し
・「第12次5カ年計画」方針：5年間4000万kWの新規建設の着工、沿海部優先、内陸部着实推進
・原発中長期計画案での目標設定：設備容量は2015年4000万kW、2020年7000～8600万kW

⇒どう見直しするか
Step1: 原発が必要か
Step2: 事故が起こることを前提とする予防的安全対策をどう構築するか
Step3: 事故が発生した場合の影響をどのように最小限に抑制するか
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原発開発計画の見直しに検討すべき課題

導入促進の理由 検討すべき課題
①省エネを優先すべき。エネルギー利用効率は
先進国の8割程度か

②水力(6.08億kW)、風力(10億kW)など再生可能
エネルギー開発の潜在力が大

③原発事故、不祥事、風評などで電力供給危
機を招く可能性がある

①ウラン採掘から廃棄物処理までの事故による
放射能汚染を防止できるか

②使用済み核燃料処理問題を解決できるか

③原発事故をどう防ぐか、事故による損害をど
う食い止めるか

①kW建設単価は原発16～24万円、脱硫脱硝付
石炭火力8万円、水力10万円、風力7万円など
より割高

②kWh送電単価は原発5.6円前後、石炭火力4.4
円、水力3.3円より割高だが、風力6.8円より割安

③廃棄物処理、事故時損害などを考慮に入れ
て総合比較が必要

①改良型PWR＇CPR1000、CNP600など（が国産
化できたが、安全性の高い第３世代原子炉
CAP1400の国産化が2017年の予定

②原発を代替しうる再生可能エネルギーや省エ
ネ産業などを戦略的新興産業として育成に力を
集中すべきではないか

①2011/5朝日新聞の5大都市1000人調査：
原発賛成は福島原発事故前の63％から
51％へ、反対は36％から48％へ

①原発に関する国民的議論が今後展開され、
反対運動や「原発に依存しない低炭素社会構
築」の機運が高まる可能性も否定できない

②地方政府は原発誘致に積極的、独自の
安全対策を打ち出す地域もある

②長期的には立地が困難になることも想定す
べきではないか

核保有国の維持が世界安定にも必要。冷戦
終結後、实験できず、原子力発電開発を通
じて、技術開発、人材養成が必要。

＇核廃絶を長期目標とする努力が重要（

電力安定供給、エネルギー安全保障に寄
与。特に、東南沿海などエネルギー資源が
尐なく、経済発展の速い地域に、原発の役
割が大

政治・軍事
的要因

大気汚染物質、CO2などを排出せず、火力
よりも環境に優しい

＇初期では、東南沿海地域での石炭火力よ
り安いと主張したが、現在は言及せず（

世論

エネル
ギー安全
保障要因

環境要因・
安全性

経済性

国産化を实現すれば、コスト低減が出来る
だけではなく、原発産業が国内市場と海外
市場における競争力のある戦略的新興産業
に成長し、経済発展を牽引しうる

国産化と
経済発展
を牽引す
る新興産
業要因

出所：中国能源報、能源信息網、関連政府機関HPなどの資料に基づき、李が作成。
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⇒見直しの結果？
＜原発が必要か＞ ・推進の方針を堅持するだが、目標の下方修正もありうる
＜事故が起こることを前提とする予防的安全対策の強化＞

・原子炉技術選択？ ・立地選択、特に内陸部での建設？ ・安全文化の形成その他対策？
＜事故による影響を最小限にする予防対策の強化＞

・緊急時対策体制の強化 ・福建省の原発5キロ圏制限区域条例(案（の試み

国家発展改革

委員会

地

方

・

事

業

体

レ

ベ

ル

国家環境

保護部

国家

核安

全局

＜規制＞

中

央

レ

ベ

ル

国 務 院

国家

能源

局

＜推進＞

国家能源委員会

地方自治体

原発会社3社

＇中国広東核電有限公

司、中国核工業集団公

司、国家核電技術公司（

国家

核事

故応

急協

調委

員会

工業・情報化部

国防科技工業局

国家

原子

能機

構

＜応急事務局＞

「
対
外
窓
口
」 ＇軍（総参謀

作戦部を始

めとする20

省庁・機関

＜応急協力＞

地方自治体応

急委員会

原子力発電所

応急指揮所

出所：2008年3月国務院行政改革案、「国家発展改革委員会主要責務・組織構成・定員編成規定」＇2008年8月（、「国家能源局主要職責・内設機構・定員構成規定」

(2008年7月（、「中華人民共和国民用核施設安全監督管理条例」＇1986年10月（、「国家核応急預案」(2002年（、関連省庁や自治体HP、関連機関への聞き取り調査など

により、李が作成。
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(2) 省エネ・節電の強化
●地域別省エネ目標とエネルギー消費総量の規制目標案の作成(前掲（
●節電

・国家発展改革委員会と財政部(11/3/19)が、全電力消費量の6割、工業部門電力消費量の8割
を占める電動機の節電対策として、規制強化と高効率電動機導入への財政支援の拡大を決定

・国家発展改革委員会(11/6（が電力料金の引き上げを实施
●地方における低炭素地域社会構築への取り組みを強化

北京市の例：石炭消費量を2010年の2700万TCEから2015年に2000万TCEへ、700万TCE削減。省
エネと天然ガスによる代替が柱

広東省の例：珠江デルタでCO2排出の総量規制、排出量取引制度の導入を試みる

(3) 代替電源の導入拡大
・「第12次5カ年計画」の方針：5年間で、水力1.2億kWの新規建設の着工、風力7000万kW以上

の新規稼働、太陽光熱発電500万kW以上の新規稼働。分散型エネルギーシステムの普及を促進
⇒見直しの結果？

●再生可能エネルギー発電の開発目標の上乗せ
例：太陽発電は2015年500万kW→1000万kW、2020年2000万kW→5000万kWへ＇？（

●分散型電源開発の重視
小型水力、小型風力と太陽光発電による熱電併給、・・・

●ガス火力＇ピークロード型電源、熱電併給用分散電源など（開発の推進
10年の2800万kWから15年に7000万kWへ＇？（

●送電網やスマートグリッド整備の強化

(4) 原発安全に関する国際協力の強化
・IAEAとの連携と国際基準の順守 ・原発所有国との技術・人材育成・安全文化などでの協力
・日中韓など北東亜原発共同安保体系の構築 ・輸出先の原発安全対策への協力 ・他
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①低炭素社会を持続可能な発展の一環として位置付けられる
＜政府＞●COP15に向けた政府案(2009/5/20) ●国務院常務会議決定(2009/8/12)   ●温暖化防止活動

に関する国務院報告(2009/8/24) ●第12次五ヵ年計画（2011/3）と関連中長期計画(2011/3以降）

＜議会＞「気候変化への積極的対応に関する全人代常務委員会決議」(2009/8/27)

②Lock-in効果が小さく、実現コストが相対的に低い
●社会インフラ・産業基盤・建物などのLock-in ●生活様式のLock-in   ●制度のLock-in

③低炭素システムが形成されつつある＊低炭素に有利な活動をすれば得、しなければ損と実感できる仕組み

●法制度・規制 ●経済的措置 ●組織管理体制

④低炭素化に向けられる財政力と技術力が向上しつつある
＜財政力＞ ●債務残高はGDPの20% ●「＋α」の資金援助

＜(ハード)技術力＞ ●開発強化 ●市場による吸上げ ●「＋α」の技術移転

＜ソフトパワー＞ ●固有性を活かす能力 ●後発者の利益

⇒低炭素社会は先例のない、チャレンジ的課題だが、率先して実現する可能性は大きい

例：中国能源研最新研究(09/9/16)の結果

3.4  中国は低炭素社会を实現できるか

　
IGCC

　
CCS

産業構
造と生
活様式

省エネシナリオ 考慮し
ない

考慮し
ない

大きく変
化せず

低炭素シナリオ 30年以
降、主
流

20年導
入、50
年IGCC
で普及

強化低炭素シナリオ 国際協
力で技
術進歩

20年以
降、主
流

20年導
入、30
年全分
野で普
及

乗用車
のFCV
比率、
50年に
12%

30年、82億t-CO2(05年比

58%増、50年に51億t-
CO2(05年比1%減（

ピークアウトの時期
と排出量

省エネと低
炭素化

環境対応車

出所：中国国家発展改革委員会能源研究所課題組「中国2050年低炭素発展之路：エネ需給と炭素排出のシナリオ分析」＇科学出
版社、2009/9（に基づき、李志東が作成。

50年以降か、122億t-
CO2(05年比135%増（ 主に

国内
技術
による
省エ
ネと
低炭
素化

35年、88億t-CO2(05年比

69.5%増)、50年に87億t-
CO2(05年比68.9%増（

大きく変
化する

乗用車
のHV比
率、20
年15%、
35年
50%、50
年70%
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４、日中協力への示唆 4.1 協力意義の再確認：基本認識と共通課題
日中両国は、

人口、自然条件、政治体制、経済発展段階、市場規模、技術水準、エネルギー消費水準と構造、
炭素排出状況、など様々な面において、相違性が見られるが
共に

●東アジアに位置する大国（引っ越せない隣国）として、
●低炭素競争時代に直面し、
●低炭素社会の構築、持続可能な発展を目指している

低炭素型技術開発
と産業育成

エネ安定供給の確保
省エネ、非化石エネ利用拡大、
資源確保と開発、備蓄、・・・

温暖化防止
省エネ、非化石エネ利用

拡大、植林、CCS

持続可能な発展
低炭素社会構築

2020年目標
中国：排出原単位を05年比

40%～45％削減
日本：排出量を90年比25％減？

共通課題
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高性能低性能

高

価

格

低

価

格

「高性能＊高価格」製品

供給者：日本等先進国

需要者：日本等先進国

供給者：中国等途上国

「低性能＊低価格」製品

需要者：中国等途上国

供給者

「高性能＊低価格」製品

需要者

従

来
の

途

上

国

市

場

構

造

従

来

の

先

進

国

市

場

構

造

低

炭

素

時

代

市

場

構

造

●経済発展水準もコスト負

担力も高いが、潜在市場

が小さい

●技術優位性があり、開

発は民間主導

●技術開発と産業育成

＇市場創出（の財源に問題

●知財権保護システムは

完備

●経済発展水準もコスト負

担力も低いが、潜在市場

が大きい

●技術優位性を欠くが、開

発は政府主導

●技術開発と産業育成

＇市場創出（の財源が豊富

●知財権保護システムに

問題

中国

日本

●世界規模の低炭素市場

が形成しつつある

●技術優位性か、コスト優

位性かの何れではなく、価

格性能比が競争力のカギ

●日本の価格優位性と中

国のコスト優位性をどう生

かすかが課題

低炭素競争時代の市場構造と日中比較優位性、協力による互恵

絶

対

量

削

減

B:協力ありのエネルギー

消費量・CO2排出量＝

新しいの発展モデル

エネ消費量

・CO2排出量

一人あたりGDP

A:協力なしのエネルギー消

費量・CO2排出量＝従来

の＇先進国（発展モデル

＇A-B)＝

協力の効果
日本にとっての利益
●産業振興→技術開

発資金の獲得→技術

優位性の維持

●炭素削減目標の達

成コストの低減

●エネルギー安定供給

の確保

●・・・

中国

日

本
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日中提携・合作＇協力（：「戦略的互恵関係」の構築へ動き出す

A 安全保障提携・合作＇協力（：資源開発・余剰設備の活用、・・・

B 技術提携・合作＇協力（：省エネ・新エネ・環境保全、・・・

●従来の政府グリーンエイドから現在の民間ベースまで、中国が大きな恩恵を。 感謝！！

C 管理制度、ノウハウ、人材育成など所謂ソフト面の技術提携・合作＇協力（

●政府間「日中省エネ政策共同研究」＇2007年から（＇日本エネルギー経済研究所、中国能源研究所（

●IEEJとCNPCの定期成果交流会

●制度設計・システム作り、研修、研究会など様々な方式での協力

★首脳相互訪問＇安倍元総理06/10訪中、温総理07/4訪日、福田元総理07/12訪中、胡主席08/5訪日、・・・（、
閣僚対話、・・・

⇒ 協力環境が大きく改善

●Win-Winを共通意識として再確認 ＇双方の猜疑心を無くす（、協力合意

★日中省エネルギー・環境総合フォーラムの定期開催
第５回フォーラム(東京、2010/10（協力合意件数44＇前4回計76件（

4.2、日中協力の現状

2007年中国温総理訪日時「日中エネルギー協力セミナー」で合意した６協力プロジェクト＇2007/4、東京（
1 新日本石油株式会社

中国石油天然ガス集団公司
2 電源開発株式会社

中国電力投資集団公司
3 九州電力株式会社、住友商事株式会社

中国大唐集団公司
4 国際協力銀行、＇財（石炭エネルギーセンター

中国電力投資集団公司
5 ＇財（日本エネルギー経済研究所

中国国家発展改革委員会能源研究所
6 英国三井物産株式会社

中国海洋石油総公司
　出所：各種資料に基づき李が作成。

新日本石油株式会社と中国石油天然ガス集団公司
の長期的協力に関する覚書
中国電力投資集団公司と日本電源開発株式会社に
おける交流と協力の枠組みに関する協議書
再生可能エネルギーの共同開発に関する包括協議
書
中国既設石炭火力発電所のリノベーション促進事業
に関する各書

中国海洋石油総公司と三井物産間のLNGスポット取
引に懸かる売買基本契約書

日中省エネルギー政策共同研究に関する覚書



＜日本への期待＞
●京都議定書に定めた6％削減の实現、「2020年に1990年比25％削減」という中期目標

達成の道筋の明確化など、率先垂範を日本に期待

●ポスト京都議定書の枠組み作りにあたって、日本は「25%減」を掲げたが、前提として
米国と同じ総量削減義務を中国等BASICにも求めるなら、受け入れられないだろう
＇★BASIC201004南ア連合声明、2010/10天津連合声明を参照。 ★⇒EU案、自民
党案や公明党案などが参考になる（

＜日中協力への示唆＞
●温暖化防止の枠組み交渉について、

性質は異なるが、日本が先進国の中で、中国が新興・途上国の中で、それぞれ最も
意欲的な目標を打ち出している。お互いに認め合い、

①目標实現の低コスト化、②米国の説得、③途上国支援体制の構築に協力すべき

●比較優位性＇日本：技術、省エネシステム等⇔中国：市場容量、コスト競争力、政府の
強いバックアップ等（を活かす「互恵関係」を強化

①新たなビジネスモデルの開発、②先端技術の共同開発、③世界基準作り

43

4.3、今後の展望:温暖化防止枠組み交渉、エネルギー共同安全保障をも含む

総合協力が必要

★提案：日中韓主導で、温暖化防止やエネ安全保障、低炭素技術開発を含む全方位のエネル

ギー・環境協力を効率的に取り扱う東アジアエネルギー環境機構
＇East Asia Energy ＆ Environment  Agency)の設置を。共同体形成への布石にもなる。
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技術提携について、更に推進する余地も大きい

★技術提携の例：成熟技術やノウハウを用いる既存設備の改造などに関する合意が殆ど

●日本側の懸念：移転すれば、真似され、優位性がなくなる

⇒中国側の知的所有権の保護強化が至急の課題 ただし、日本を狙い討ちしていない

●中国側の認識：●品質はよいが、コスト高 ●導入後のケアが手薄 ●持ってきた主要設備と現地調達
の補助設備の繋がりに無関心 ●人材育成や現場技術者との連携が弱い ●単発・分散型の支援が多く、
現地に根付かせる意欲に欠ける ●資金以外の政府のバックアップが尐なく、長続きしないのでは

⇒日本側が、中国で売れる様々な技術に関する支払い意志額＇Willingness to Pay)を調査、現
地適合技術の共同開発、コスト削減、現地生産時期、現地調達比率などを検討

？？「技術移転は、中国側に利益、日本がやられる」との漠然の意識
⇒☆両方に利益 ：技術提携の本質は「日本の技術⇔中国の市場」＝「互恵」

＜＜デメリットを考えよ＞＞ ☆欧米は競争相手、日中間の技術格差も加速度的に縮小。所有
権保護システムが整備されるまで、日本の優位性が維持できるか？ ⇒ 売り惜しみは市場を失う

⇒プラス思考が重要：技術移転は●国際貢献や温暖化防止に寄与、 ●日本の技術を受け入れ
る市場を創出 ⇒日本の産業振興と技術優位性の維持にも必要

⇒中国の技術導入戦略＇自主化モデルとして技術を導入→英知総動員による吸収・革新→国産化实現（に対応する
新ビジネスモデルが必要 ＇欧米の成功例（：●「ライセンス供与＊ソフトビジネス」＇脱硫技術（ 、
●「数量保護＇開発コスト回収に必要な量で契約（＊自主技術にキャップ」＇原子力技術（

★今後の期待：◎欧米のような政府によるセールス外交などで、省エネと環境効果の大きい先端技術によ
る大型協力案件を早期に成功させる：例えば、石炭ガス化複合発電＇IGCC：日本07/9实験運転、中国09/7

着工、11年实験運転見込み)など ◎最先端技術＇FCV等（の共同開発、世界標準作り・・・

◎省エネシステム・環境保護システム＇ソフトパワー（構築の協力＇提携（ ⇒★省エネ・環境保護活動を継続
させるため ★技術のニーズを継続的に創出するため

◎中央だけではなく、地域・産業に立脚した総合協力＇提携（：ハード技術からソフトパワーまで
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例：原子力技術開発の新しいビジネスモデル

⇒日本が技術優位性を維持するには、新しいビジネスモデルが必要

• 原子力：06年から「適度発展から積極推進へ」

★「量的拡大」：10年10月時点、1080万kW稼働、2773万kW建設中、20年目標(4000万
kW)を15年頃に達成見込み、新目標は7000万kW以上

★技術開発による「原子力強国」の实現：
⇒●新ビジネスモデルで、米WH社から第3世代原子炉AP1000の技術移転

出力125万kWのAP1000型原子炉を4基導入し、その後も国内で同技術を自由に使えるが、知的所
有権はWH社が持つため、輸出に制約がある。一方、中国がAP1000をベースに、出力135万kW

以上の原子炉を国産化できれば、知的所有権は中国に帰する。国内建設も輸出も自由

⇒●知的所有権のあるCAP1400＇出力135万kW以上（を17年に稼働

開発体制

の確立 

・2007 年 5 月、国務院が「国家原子力発電技術公司(SNPTC)」を設置。①AP1000

の技術導入、②AP1000 の国産化モデル事業として三門と海陽原子力発電所の

建設、③第 3 世代原子炉の主要設備の国産化、④知的所有権のある第3 世代原

子炉の開発、⑤設計から製造、建設、運営までの自主化の実現などを統括 

AP1000

の導入 

・2006 年 12 月、米国と AP1000導入に関して政府間合意 

・2007 年 7 月、SNPTC と米 WH 社が AP1000技術移転等に契約 

・2009 年 4 月に三門原子力発電所(125 万 kW の AP1000 炉、2 基)、9 月に海

陽原子力発電所(同上)の建設に着工、それぞれ2013 年と 2014 年に稼働予定 

CAP1400

の開発 

・2009 年 3 月、CAP1400(出力 135 万 kW 以上)の概念設計を審査 

・2010 年 4 月、CAP1400 モデル発電所プロジェクト現場管理部を設立。

CAP1400は 2013 年 4 月に着工、2017 年 12 月に稼働予定 

・同 5 月、CAP1400開発用の「SNPTCエネルギー実験室」の建設に着工 

出所：国家原子力発電技術公司、国家エネルギー局の資料などを基に作成。 
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低炭素競争時代の市場構造と日中比較優位性、協力による互恵
例：環境対応自動車関連の日中連携への示唆

★中国の強み:

●巨大な潜在市場

●高い価格競争力

●政府の戦略的支援

⇒实戦で技術力をさらに磨けば、新エネルギー自動車産業が国際競争力のある低炭素産業に成長する可
能性も

一方、弱みも

●支援措置に必要な財源の安定的確保

⇒日本の特別会計制度が参考になる

●技術力、基準制定、国際標準取得のノウハウの欠如 ⇒日中連携の可能性

★日本は、●技術開発で世界をリード ●価格性能比の向上が課題

⇒比較優位性を活かす連携が、日中に互恵、新しいビジネスモデルが必要

★中国ビジネスに当たって

＜点・線⇒面＞の視点は欠かせない

・中央政府⇒地方政府

・完成車作り⇒開発・部品製造を含む車産業

・車作り⇒低炭素地域社会造り

・高所得者向け⇒中・低所得者向け

・独特な取組：節油/節電低炭素ポイントなど
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