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■ シンポジウム開催報告 ■ 
「中国のエネルギー政策および発展動向」 
 
日 時：2013 年 10 月 17 日（木）15：00～17：00 
場 所：JST 東京本部別館 １F ホール 

 
 
【講演概要】 

中国は今、世界 大のエネルギー生産国であり、同時にエネルギー消費国でもある。ここ十数年、中国のエネル

ギー需要は急速に増加するとともにエネルギー供給量も急速に増えている。持 続可能なエネルギーの供給や温室

効果などの問題も顕在化し、世界から注視されている。 

 今回の講演では、様々なデータを駆使して、近年の中国経済とエネルギー供給の現状を紹介し、現在のエネルギ

ー供給の問題点や今後の課題について分析および展望する。 

 また、中国の「第十二次五ケ年計画（2010～2015 年）」に定めたエネルギー発展計画、および今後のエネルギ

ー供給構想について解析すると同時に、新 体制下のエネルギー政策と新しい発想について解説する。 

 

【講師紹介】 

白 泉（ばい ちゅえん）氏：  

中国国家発展改革委員会エネルギー研究所  

エネルギー効率センター副センター長、研究員 

 中国エネルギー研究会省エネ及びエネルギー管理専門委員会委員、中国低炭素計測技術委

員会委員、国際生態発展連盟常務理事、第４回中央国家機関青連委員兼任。主な研究：エネ

ルギー経済、エ ネルギー科学技術戦略 

[略歴]  

1997 年 清華大学熱エネルギー工程学部卒業、熱エネルギータービン専  

2002 年 清華大学熱エネルギー工程学部工学博士学位取得  

2001 年 3 月～12 月、(独)Siegen 総合大学 客員教授  

2002 年 国家発展改革委員会エネルギー研究所入所  

2005 年 同研究所副研究員、研究員  

2007 年 現職  

2013 年 8 月、名古屋大学経済学部客員教授 

 

 主な著書に、『エネルギー節約の経済学』、『中国“十一五”省エネ進展報告』、『中国“十一五”省エネ目標

～対策と実施～』、『我が国のエネルギー技術レベルを向上させる戦略的構想』、『 国外 GDP エネルギー消費の

変化と示唆』など多数。 
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２．講演録 

 

【開会・講師紹介】 

（JST 中国総合研究交流センター 倉澤副センター長） 

これより第６５回月例研究会を開催する。 

本日は中国のエネルギー政策および発展動向というテ

ーマで、中国国家発展・改革委員会エネルギー研究所エネ

ルギー効率センター副センター長である白泉先生に中国

のエネルギー問題についてお話いただく。先生は清華大学

熱エネルギー工程学部にて工学博士学位を取得後、国の発

展戦略に関し非常に重要な委員会の一つである国家発展

改革委員会エネルギー研究所に入所され、現在はエネルギ

ー効率センターの副センター長を務められている。 

ご承知のとおり、中国のエネルギー問題は非常に大きい。

中国は生産国でもあるが消費国であり、急速にエネルギー

需要が増加している。今後ますます都市化が進みエネルギ

ー需要がさらに増す中で、どのように持続可能なエネルギ

ーを確保していくかは世界においても重要なことだと思

われる。本日の講演では様々なデータを駆使し、中国の経

済状況とエネルギー供給の現状や見通しをご紹介いただ

いた上で、今後の課題についてお話を伺う。 

尚、先生には中国語でご講演いただくため当センターフェ

ローの秦舟が逐次通訳を行う。 

 

【講演】 

本日、講演の場をいただきとても光栄である。科学技術

振興機構に感謝申し上げる。 

 今日は主に二つのテーマに絞って講演させていただく。

はじめにグラフや数字などデータを用いて中国のエネル

ギー全体の状況について紹介する。次に、これからの中国

のエネルギー動向、特に第 12 次 5 カ年計画について紹介

したい。習近平政権による新しい政策の動きについてもお

話したいと思う。 

 

エネルギー問題がいかに重要なものであるかは会場の

皆様もご承知の通りである。資料にあるように、エネルギ

ーは間違いなく人類の生存と発展の重要な物質的基礎で

あり、現代社会生活に不可欠の重要な資源である。またエ

ネルギー安全は国家安全の重要な構成要素であり、同時に

国際的にも非常に大事な問題となっている。 

 中国全体の状況だが、ご存じの通り 1978 年の改革解放

以降、30 年間で経済規模が凄い勢いで拡大し、ＧＤＰト

ータルでみると、1978 年は 3600 億元規模だったものが

2012 年には 52 兆元にまで成長している。年平均成長率は

9.8％に達しており、これは 10 年間以上続いていた。とに

かく発展のスピードが非常に速い。特に中国の沿岸地域に

は多くの新興都市が出来、例えばこの写真は一瞬香港のよ

うにも見えるが実は現在の重慶市である。これはオースト

ラリアのシドニーのように見えるが中国の青島、またこの

写真はロンドンのようだが上海である。中国では都市建設

の発展が非常に速く、ＧＰＳの地図などは 3ヶ月ペースで

更新しないと追いつかない。また高速道路は 2001 年から

2012 年の 11 年の間に 53 万 km も建設された。これは地球

の 13 周に達する距離である。これに伴い、エネルギー供

給能力も高まりつつある。中国のエネルギーは基本的に国

内から供給されており、その中心は石炭だが、その供給能

力もこの図が示すように順調に伸び続けている。1978 年

時の原炭生産量は6億トンだったが現在では36.5億トン、

改革開放初期の 6倍の数字である。また石油の供給能力も

徐々に高まりつつある。このグラフが示すように、2012

年の原油産出量は 2億トンを超え、中華人民共和国成立当

時の 1725 倍、改革開放初期の 2 倍となっている。天然ガ

スも同じように成長しており、2000 年を過ぎたあたりか

ら凄い勢いで生産量が増加し、その生産量は 2012 年に

1000 億㎥を超えた。発電容量に関しても 2012 年に 11.5

億 kW に達しているが、これは世界で見ても非常に大きな

数字である。ここ 近では毎年 1 億 kW 以上の供給能力を

高めており、これで計算すると月約 9 千万 kW、週 173 万

kW 位の増加量となっている。これは毎週大型発電所を一

つ作るくらいの計算となる。イギリスでは国全体の発電容

量が 8800 万 kW になるが、中国ではイギリス 1年分の容量

を 1ヶ月で作り出していることになる。いずれにせよ、こ

れらエネルギー供給能力の発展スピードは非常に速い。 

再生可能エネルギーについても同じような勢いがある。

風力発電では 2012 年に 6000 万 kW を超えた。水力発電で

も世界一で 2.5 億 kW となっている。太陽エネルギーにつ

いても発展がかなり速く、これら再生可能エネルギーが第

一次エネルギー消費に占める割合も徐々に大きくなって

いる。図でみるとこの青い線が再生可能エネルギーの一次

エネルギー消費に占める割合である。黄色い方は非化石エ

ネルギーで、再生可能エネルギーと原子力とを含めた割合

となっている。2012 年には非化石エネルギーの全体に占

める割合は 10％を超えた。 

 

非化石エネルギーの中において非常に重要な原子力に

ついても中国はその発展を大事に考えている。原子力発電

は全世界の総発電量の 14％を占めており、いろいろと問

題はあるものの重要なクリーンエネルギーとなっている

ことは間違いない。2011 年までに中国では 6 箇所、11 ユ

ニットの原子力発電所が稼働しており、総発電容量は

9000 万 kW を超えているが、国内の発電量としては中国全
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体の 1.8％にとどまっている。ただし同時に 12 箇所の原

子力発電所が建設中で、建設準備中についてはそれよりは

るかに多い 25 箇所も在る。建設地は殆どが沿岸地域とな

っており、準備中の 25 箇所に関してその一部は沿江地域、

沿江デルタが予定地とされている。炉型に関してだが、現

在中国にもたくさんの炉型がある。第２世代のものもあれ

ばフランスの技術を取り入れた第２世代ものもある。また

国内開発による秦山地域の発電所もある。現在稼働してい

るものと建設中のものは殆どが第２世代より上で、例えば

ＣＰＲ1000 は一番中国で多い炉型である。また同時に

初の第３世代の発電所も建設中であり、ＡＰ1000 とヨー

ロッパのＥＰＲも建設中である。さらに実験炉も建設中で、

例えば高温ガス冷却炉は世界では第４世代とも言われて

いる。また高速中性子実験炉も建設中で、発電の実験も行

っている。その他、国際プロジェクトに参加し核融合実験

炉など核融合研究にも積極的に参加している。地図上の赤

い部分で示されるように、現在の原子力発電所は殆どが沿

岸地域に置かれている。 

 

中国ではエネルギー消費が一つの大きな問題となって

いる。先程申し上げた通り、中国の経済成長と共に、結果

としてエネルギー消費量が急速に増加しているからであ

る。ただし、ＧＤＰに占める割合である“エネルギー消費

強度”は下降している。第 11 次 5 カ年計画において、こ

の消費強度を下げる目標を掲げたところ順調に下降し、目

標が大体実現してきたというところである。2005 年から

2012 年までにおよそ 25％程度下がった。これを数字で表

すと、8.4 億トンの石炭を節約したといえる。 

そこでエネルギー問題である。エネルギー消費量は急激

に増加しており、全体量としても非常に大きな数字になっ

ている。2012 年、中国の消費量全体では 36.2 億トンの炭

量となっている。グラフに顕著なように、2002 年から一

気に消費量が増加し、政府予測を大きく超えた。2001 年

頃、国内外の多くの研究所は 2020 年のエネルギー需求を

24 億トンと予測していたが、実際はその予測より 10 年か

ら 15 年くらい早く消費量が増加した。エネルギー消費大

国であるアメリカと比べても、現在に至ってはアメリカよ

り多くのエネルギーを消費している。2000 年から 2012 年

までにエネルギー消費増加速度は年平均 8.9％に達して

いる。世界平均では 2.4％だが、ここから中国を除くと

1.3％程度、中国が非常にエネルギーを消費していること

が分かる。世界比較すると中国における一年間のエネルギ

ー消費量はヨーロッパ全体の消費量以上となる。海外の研

究機関によく言われることだが、中国はあまりにも消費量

が多いので、発電所を毎週１基のペースで作らなければ間

に合わないのではないかと。しかし私はこれについてはな

かなか複雑な問題であると答えている。 

実は中国のエネルギー資源はそれほど豊かではない。中

国の石油・天然ガスは世界の 1.3％しかなく、石炭の埋蔵

量も 12％と低い。先程、国内の石炭生産量は 36 億トンと

紹介したが、この数字に達するためにはリスクを冒して大

量の石炭を採掘しなければならない。中国工程院の研究に

よると、この 36 億トンの 3 分の１については採掘に危険

性があり、また良質のものではないと言われている。それ

を考えると中国はとても危険な状態にあるといえよう。 

もう一つの問題点はエネルギー消費構造が石炭中心と

なっていることである。10～20 年前より石炭中心の消費

構造を変えたいとしており徐々には減少しているが、2012

年において未だ 67.5％が石炭に依存している。 近では

非化石エネルギーの発展が進んでいるが、全体の割合でみ

るとまだ少ない。発電から見ても火力発電は石炭を中心と

したものである。右の円グラフだが 83％が火力発電なの

で、多くが石炭に依存していることが分かる。但し水力発

電は世界一で 14％ありこの意義は大きいと思われる。原

子力は 2％未満で風力発電は 1％しかないが、それでも多

い方だと思う。これは右の発電量に関する図だが、左は発

電機の容量を表す。実際の発電量と比べて非化石の方はか

なり割合のあることが分かる。バイオマスなどの動力の発

電量は全体の 5％となっている。しかし風力発電は効率性

が悪い。風力発電だと大体 2000 時間の発電が可能だが、

石炭では 4000 時間、風力の倍も発電できるため石炭の効

率性の方が良い。原子力だと 7000 時間以上と効率はさら

に良い。風力発電、バイオマス、発電機などいろいろと開

発していたが実際の発電量の 1％しか満たせず、まだまだ

発展が必要であるといえる。 

先程申し上げたように中国の資源量が多くはないとい

うことで、エネルギーの輸入依存が非常に高まっていると

いうことが問題になっている。2012 年のデータでは海外

に対する石油輸入の依存度は約 6割である。自国生産量が

2億トンのところ輸入量は 2.6 億トンと、自国生産量より

も多い。今では考えられないことだが、1993 年以前、中

国は石油を輸出する方だった。それが今では輸入国である。

天然ガスについては埋蔵量のデータを出していないが、こ

れも輸入依存度が高く、特に 2008 年から急激に高まって

きた。この5年で依存度は1％から30％と一気に増加した。

石炭についても中国は埋蔵量があるので以前は輸出する

方だったが、2012 年には日本を越えて世界 大の輸入国

となってしまった。天然ガス、石油と全てが輸入に依存す

ることになり、これが大きな問題となっている。 

 

もう一つの問題として、エネルギー消費に伴う生態系や

環境の破壊が大きな問題として世界でも取り上げられて

いる。2013 年 3 月に大規模な煙霧が大きな被害を出して

いる。このような煙霧被害は 2012 年までは予想されてい

なかった。排気ガスや煙霧による悪影響は国土面積の 4

分の１にもおよび、国内人口にして半分の 6億人が被害を

受けている。ちなみに中国の北京大使館で働いている人達

には、このための被害手当てがあると聞いている。日本で

もよく言われるこのＰＭ2.5 問題は多くの中国人に健康

被害をもたらした。これに関して中国政府は科学的な政策

を考えており、多額を用いて解決しようとしている。それ

ほど深刻な問題なのである。 
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左下の地図にある赤い所は酸性雨の割合を示している

が、酸性雨による悪影響は主に南方の湿度の高い地域に集

中しており、国土面積の 12％にもなっている。気候変動

の要因もあるが、温室ガスの増加もある。中国の二酸化炭

素の排出量は全世界の 24％と全世界の 4 分の 1 にもなる

が、方やアメリカは 17％である。つまり中国の二酸化炭

素や温室ガスに対する悪影響は非常に大きいといえるの

ではないだろうか。一人当たりの排出量で考えても中国の

温室ガスは世界の平均を大幅に超えている。中国政府もこ

れを問題視しており、 大の発展途上国として制約なしに

排出できない状況であることを自覚している。今申し上げ

たような問題点の原因についていろいろと難しいところ

もあるが、一人の中国人として、早く東京のように綺麗な

空気で気持ち良い生活環境を作りたいと願っている。その

ためにも原因を分析し、今後問題をどう解決していくかと

いうことをやるべきであると考えている。 

 

何故こうなったかというとやはり中国の発展－都市化、

工業化、消費量の増加－が大きく影響しているであろう。

つまりこれら問題は経済発展のプロセスとも解釈できる。

この高速発展段階を超えると状況は少し良くなるかもし

れない。またもう一つ、グローバリゼーションというのも

大きな要因となっており、例えば国内で輸出製品を作り出

すためのエネルギー消費量が約 20％にものぼる。よって

経済的な意味において、これからは輸出依存ではなく内需

を拡大していきたい。 

もう一つの大きな問題点として、エネルギー効率が低い、

特に日本に比べると非常にエネルギー効率が悪いという

現状がある。小規模の鉄鋼製造や小売などにおいてもエネ

ルギーの利用効率が非常に悪い。遅れた技術の利用により、

効率が悪くエネルギー消費量が大きくなる。このような生

産能力や設備を早く変えなければならない。また同時にエ

ネルギーの経済効率も非常に低いと言われている。例えば

製品の付加価値が低いというのも経済的な低効率と言え

る。経済規模の拡大で中国は全世界の 11％のＧＤＰを示

しているにも関わらず、全世界の 24％のエネルギーを消

費している。また消費の方法に効率性が無いという点も挙

げられる。例えば建設だが、建ててすぐ壊すというライフ

サイクルの低さがあり、非常に非効率である。また富裕層

が増え、安くてもより豪華なブランド品を購入したがるな

ど生活スタイルが日本とは対称的である。 

 

中国では中長期社会発展目標として 2020 年に小康社会

－ややゆとりのある社会を実現させるという政策目標が

ある。そしてその後の目標として 2050 年までに経済、社

会状況を世界の中等先進国と同じ水準に発展させ、快適な

生活を実現させようというものである。目標は 2050 年に

設定されているが、生活レベルを見ると、一番豊かな東側

の地域において、現状で必ずしも全てが快適なレベルとは

言い難い。西部、内陸地域に行くと東部沿岸地域に比較し

てさらに貧しい状況を見ることになる。ここにあるように、

サービスはもちろん建設、交通、教育レベルなど、国内で

も中国南東部と西部とでは格差が大きい。これらの地域を

発展させようと思うと、やはりエネルギー消費が必要とな

る。そこで将来どれくらいの消費が必要とされるか計算し

たところ、2020 年までに全体の消費量は石炭に換算する

と 50 億トンになると推測された。エネルギー消費に関し

ては工業施設の関係が減ると思われるが、交通や生活レベ

ルを高めるためにはそのためのエネルギー消費が増える

ものと思われる。今後 2020 年までにエネルギー消費が

高値を示すというものではないが、確実に増えていく方向

だと思う。2050 年の予測について見てみると、一人当た

りの消費水準が日本と同量－一人あたり 6 トンとしても、

全国トータルでは 83 億トンを超えるだろう。先程紹介し

た2012年のエネルギー消費量は石炭換算すると40億トン

で、節約してもその倍になるということである。そして富

裕層となった一人一人の消費スタイル－アメリカンスタ

イルで別荘や高級車などの消費が多い－このような悪い

状況として計算すると 83 億トンの倍、160 億トンという

驚くべき数字になる。今からいろいろと考え、すぐに目は

見えなくても少しずつ改善努力を続けていけば、40～50

年でかなりのエネルギーを節約できるだろう。 

 

 

次に中国のエネルギー発展の方向と将来性について紹

介する。 

政策の方向としては第一に節約が大事だと考えられて

いる。省エネをうまくやれば 6割程度節約できるだろうと

いうトップもおり、私もそれに同意している。とにかく省

エネが一番重要だろう。よって省エネ生産と省エネ消費に

ふさわしいシステムやスタイルを作らなければならない。

それに付随して経済発展や生活消費にも変化が無ければ

いけない。例えば日本のように、省エネを国家戦略として

大事に捉えるべきだろうと考えられる。もう一つは内需を

大事にするべきという考え方で、効率性も含め、国内資源

による発電能力を高めなければならないということだ。エ

ネルギーの対外依存度も下げていかねばならない。“多元

的発展”という中国でよく使われる言葉に表されるように、

一つのエネルギー源でこの問題を解決するのは不可能な

ため、これからは多元的なエネルギー、総合的かつ両用的

なものを考えていかなければならないだろう。特にクリー
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ンエネルギーがこれからの開発発展の中心になると思う。

現在、依存度の高い石炭についてもさらに効率性を高めて

いかなければならない。また同時にクリーンエネルギーの

代替的なものを開発しなければならないだろう。ここに挙

げた 4 番目の項目として環境保護も大切にしていかなけ

ればならない。今の中国悪いということが分かる。5番目

としては科学技術の革新、イノベーションを行うというこ

とだ。具体的には基礎研究や先端技術研究を強化して設備

や技術といったコア能力を高める。そしてさらなる改革を

行う。特に今の仕組みになり、国内省庁のいろいろなシス

テムが変わりつつある。国際協力に関してもバランスの取

れた協力を行い、特にアメリカなど進んだ海外諸国とのエ

ネルギー分野における協力を拡大していきたい。 後に国

民生活の改善につながるような開発をするということだ。

特に内陸部におけるインフラ整備や公共サービスの強化

などである。今お話した 8項目は中国のエネルギー政策の

中心である。 

 

私は国家発展・改革委員会が作成したこの白書の製作に

関わっていたが、中国における 5ヵ年計画は世界のいろい

ろな知見を取り入れた総合意見となっている。5カ年計画

はいろいろな省庁による共同認識で成り立っており、現在、

第 12 次 5 カ年計画の発展時期にいるが、この中で未来の

5 年間における方向性や政策が表されている。第 12 次 5

カ年計画における一番中心的な考え方は、経済発展方式の

転換を加速させるというものだ。一つ前の第 11 次 5 年計

画において、凄い勢いで経済が発展したが、今後そのモデ

ルは適用できないだろうということで発展方式を転換し、

それを加速させないとしたからである。これからの 5年間

に関してはここに書かれた５つの課題を解決しなければ

いけない。まずは経済構造の改革。次に科学技術とイノベ

ーションをこれまでより強く重視するということ。3番目

は国民生活の保障と改善。4番目は非常に明確で、省エネ

と環境保護。5番目に改革開放を経済発展方式転換加速の

原動力とすること。政策を見る限り、日本は先行者として

いろいろと経験を積んでおり、中国はそういった技術や研

究を勉強するべきだと思う。 

今、申し上げた 5点の中において特に重要視されている

のは4番目の省エネと環境保護である。これからの5年間、

社会発展の原動力は省エネと環境保護といっても過言で

はない。これらの政策において具体的な数字指標が出され

た。全体で 24 の数値目標があり、その内の半分が拘束性

のあるもの、半分が予測性のあるものである。12 の拘束

性指標に関し、その 5つは省エネと環境分野に関連してい

る。例えば非化石エネルギーの比率を 11％まで下げる、

エネルギー消費を 16％、二酸化炭素の排出量は 17％低下

させ、汚染物の排出量は 8～10％削減し、森林面積は 22％

程度増やすというような具体的目標数値である。また、第

12 次 5 カ年計画の下、エネルギー発展計画としての第 12

次 5 カ年計画も策定された。ただこの計画には少し問題が

あり、2015 年までの目標ではあるが発表されたのが 2013

年と時期が少々遅かった。何故遅れたかというと、目標数

値を確定するのに時間がかかったからである。まずその中

でエネルギー消費全体量の拘束目標が出された。先の全体

的第 12 次 5 カ年計画に具体的数字は無かったが、このエ

ネルギー発展計画には 40 億トンの拘束目標が提示された。

石油の対外依存度の目標も出され、非化石エネルギーに関

しても具体的比率を出した。具体的には非化石エネルギー

の消費比率を 11.4％にまで高め、一次エネルギー消費に

占める天然ガスの比率を 7.5％まで高める、また石炭の消

費比率を 65％程度に低下させるという目標数値である。

この数字を捻出することが困難だった。この目標を達成す

るためにはこれから苦労するだろう。その他、計画の中に

はエネルギー基地の建設や生態環境の保護など、いろいろ

な具体的な数値目標が設定された。 

 

この図表は第 12 次 5 ヵ年計画におけるエネルギー発展

のための主要な目標である。ここにある一次エネルギー消

費総量だが、元々は拘束性のあるものとして考えられたが、

終的には予測性の目標に変えられた。“拘束性”と“予

測性”にはその意味合いに違いがあり、予測性は必ずしも

実現できるという数値ではない。つまり一次エネルギー消

費総量はコントロールが難しいものだということである。 

再生可能エネルギーについても具体的な数値目標があ

る。水力発電は元々大きいので、 終的には 3 億 kW の総

発電量を達成したいと考えている。従来の水力発電では

2.5 億 kW の発電能力があるが、 終的には 3000 万 kW の

逐電能力がある水力発電所を作りたいとしている。風力発

電は 1 万 kW に達成させ、太陽エネルギー還元も 2000 万

kW を超えさせたいというところだ。これらの再生可能エ

ネルギーの全体量目標として 終的に 4.78 億トンを達成

させる計算である。全体目標が 40 億トンとして、再生可

能エネルギーの割合を 1割程度と、良い目標設定が出来て

いるが実際にこれを実行するにはたくさんの問題がある

だろう。例えば風力発電だが、本来は 2000 時間くらいの

発電能力があるとしているが、昨年は 1800 時間程度しか

達成していない。またもう一つの問題として、エネルギー

を北西地域に運ぶ際の効率性の悪さがある。これら問題に

関しても様々な政策がこれから作られると思う。 

 

さて、中国の原子力についてその政策と方向性を紹介し

たい。いろいろな問題や事故があるとはいえ、中国は原子

力をクリーンで効率的なエネルギーとして捉えている。全

体の発展戦略の方向性は 3段階に分けられる。技術的にい

うと熱中性子炉－高速中性子炉－核融合炉を展開すると

いうことで、個人的にもこの構想がいいと思う。が、問題

は時間だろう。核融合に例えると、私の 70 代になる先生

が 20 代の頃にソ連の専門家から「あなたが 70 代になる頃

には実現できるだろう」と言われたが、未だ実現できてい

ない。この先生が言うにはさらに 50 年は経たないと人類

がコントロール出来得る核融合炉は出来ないだろうとい

うことだ。全体構想の方向性は世界各国が協力して進めて
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いるが、中国でも第 4世代原子炉開発しており、高速増殖

炉を開発もしている。この分野に関して、日本をはじめと

する先進各国と国際協力が可能かと思う。 

安全第一というのは原子力の基本原則である。そのため、

加速的に発展させることを抑えている。福島での事故に影

響されたところもあり、当初出された原子力発電の目標値

は福島の事故後、小さくなった。元々の数値目標を 4000

万 kW としていたが、 新の数字はまだ出されていない。 

 

安全性に関しては国務院から２つの計画が出された。ど

こに原子力発電所を配置するかについても具体的な指示

が出されている。原子力発電所は勢いではなく順番に着実

に製造するとしている。これも中国語的ではあるが２つの

ことが考えられる。まず、建設は進めていい、だが決して

スピードを早めてはいけないということだ。また内陸部に

は配置しない、あくまでも沿岸部のみに少数の発電所を配

置するということだ。但しこれについては日本の事故を受

けて違う意見を出す国内の専門家もいた。大きな地震には

耐えられても津波には耐えられなかったという意見もあ

り、つまり原子力に対して地震は致命的ではないという専

門家もたくさんいた。福島の発電所は古かったため中国に

は適用されない、第２世代第３世代になるとこのようなこ

とは起こり得ないから原子力を抑制する必要はないとい

う専門家も多くいる。但しこれは政策には反映されていな

い。政策では抑制しつつ発展させることとなっている。私

は専門家ではないので明確には言えないが、安全性が一番

重要なので新しい原子力発電所に関しては世界でも一番

高い安全基準に照らしたものを作るべきだと思う。世界に

おいても第３世代の安全基準を満たすべきだと要求され

ているが、これについて違う意見も存在する。第 3世代で

はＡＰ1000 があるが、これが完全とは言い切れないとこ

ろがあるからである。 

新世代の原子力発電について中国で見られているのは

図式だけという状況でもあり、実用されていない新世代の

原子炉を多額を費やし建設するにはリスクもある。日本と

同様、原子力の発展については多くの意見があり議論も多

い。これらの背景を踏まえた上で、2015 年までに原発に

よる発電容量を 4000 万 kW に達成させるとの合意がある。

第 12 次 5 カ年計画以後は原子力発電所をどのように発展

させていくかについて国内でも共同認識が取れていない。

いずれにせよ現在、原子力発電所は着実に建設されている。 

 

中国全体の体制についてだが、ご存じの通り 2012 年末

に共産党全国大会が行われ、習近平新体制となった。新体

制での新しいスローガンに“エコ文明建設”という言葉が

出されたが、これは開催された 18 の党大会でも非常に重

要視された。これまでの党規約には経済、社会の発展が唱

えられていたが、今回初めて“エコ文明”として省エネや

環境などが経済、社会の発展と同様に重要なものとして掲

げられた。“エコ文明”という言葉自体は党大会で出され

た言葉ではないが、17 回目の党大会では既にこの言葉が

存在し、今回の党大会では他の分野と同じように非常に重

要視され、初めて党約に掲げられたのである。“エコ文明”

を簡単に言うと、省エネの推進や環境保護、自然保護を大

事にするということで、その背景はやはりエネルギー問題

や環境問題が国内で大きな問題になっているということ

である。報告書では“エコ文明”に経済建設や政治建設、

社会建設と並ぶ独立した章が割かれるほど重要度が強調

された。実際に政策は変わらなければいけないということ

でもある。中国が好みがちな「美しい中国」を建設すると

いう意味もある。これはいい目標だと思う。 

具体的に“エコ文明建設”が何をすればよいかというこ

とだが、繰り返しお話してきたように省エネと環境保護で

ある。グリーン、循環、低炭素社会の発展を大事に推進す

るということだ。これについても日本はいろいろな技術や

経験を持っているので中国はそこから学ばなければなら

ないということを実感している。 

“エコ文明建設”を進めるためには具体的に４つのこと

を遂行しなければならない。国土開発について 適化しな

いといけないというのが一つ。例えば内陸地域を都市化す

る際には環境に配慮し、開発を一方的に行わない、農業地

域に関しても保護していくということだ。今日は地図では

示さないが、どこを保護するべきか、どこが何をするべき

かという全体的な配図があり、この作成には国家発展改革

委員会も関わっていた。 

2 番目は資源節約の全面促進として省エネの促進であ

る。エネルギー問題について党の要求は高く、エネルギー

の生産・消費革命を推進するとしている。これまでここに

は“変革”という言葉を用いていたが、現在は“革命”と

いう強い言葉を使用している。但し、これを実際にどう行

っていくかはこれから考えていかなければならないとこ

ろである。もう一つ、エネルギー消費総量をコントロール

するということがある。従来は“合理的に”コントロール

するとされていたが、“合理的”という言葉が削除された。

中国語の表現では、“合理的”を外すと“緩やか”にでは

なく“一生懸命”やるという意味合いになる。 

3 番目は自然生態系と環境保護を強化するということ。

生態系や減災、気候変動等に関することに取り組まねばな

らない。 後にエコ文明制度の建設強化がある。国内にい

ろいろと悪影響が発生しているのは行政手段に限りがあ

るからだとも考えられている。例えば地方政府はＧＤＰの

側面において競争的側面を大事にし過ぎたため、環境問題

がおろそかになってしまったということがある。石炭につ

いても石炭価格が安くなり大量消費が促進される原因と

もなった。このような市場メカニズムや価格設定などにつ

いて、例えば行政改革を行うなどいろいろと考えていかな

ければならないことがある。行政についてはトップダウン

的な指示のもと、さらに市場メカニズムに影響するような

政策を出していかなければならないだろう。市場メカニズ

ムに関しては日本から学べるところがあると思う。今まで

はエネルギー関係と経済発展は分けて考えられてきたが、

新しい指導部は省エネと環境保護を非常に大事に考えて
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おり、これらを経済発展と同じ高さにもってきて融合させ

ていくという考え方である。 

本日の講演をこれで終わる。ご清聴に感謝する。 

 

【質疑･応答】 

（JST中国総合研究交流センター 倉澤副センター長） 
白先生には中国のエネルギーの現状と第12次5ヵ年計画、

エコ文明についてコンパクトにご説明いただき、予定時間

ぴったりに終えていただいた。開場から質問を受けたいと

思うが、質問もコンパクトにお願いしたい。 

 

（フロア） 

今後、党指導部は原子力問題を調整していくとのご説明

だった。第 12 次 5 カ年計画では原子力発電所の建設計画

について区分ができない状況だったかと思うが、改革発展

委員会の方でオーソライズされたものについてまた区分

を作っていくのかということが一点、また第３世代炉しか

安全でないのであればＣＰＲ1000 は今後どうなるだろう

か。 

 

（白） 

２番目については専門家でないのでお答えすることが

難しい。 

計画については国務院の発展計画が一番大きい。国務院

による社会の発展計画や原子力の発展計画が前提となる。

原子力については発展改革委員会ではなく国家エネルギ

ー局が具体的な数字を出している。2007 年に発展改革委

員会が発表したのは当時エネルギー局が無かったからで

ある。現在は新しく出来たエネルギー局の元で作っている。 

 

（フロア） 

エネルギーに関してだが、税制度によってエネルギー発

展を調整しようというやり方を取っているかどうか。もし

それが無い場合、国務院あるいは上で計画を決めた後、下

はどうやってそれを守るのか、どのように守らせていくの

か。 

 

（白） 

税制に関しては第 12 次 5 カ年計画の中で初めて石炭税

という概念が出された。言葉は“環境税”だが実質のその

意味するところは石炭税である。現在、環境エネルギー関

係に限らず、中国全体が税制改革の時期となっている。中

国の税システムは非常に複雑で、企業に関しても税制改革

を行っている。税制でこの設定目標をさせれば一番効率的

だろうと個人的には考えている。実際に計画を実行するの

は財政部と税務局の二つの機関である。が、計画はあくま

で計画であり実際に何％にするかなどといった数字や工

程などは出されておらず、検討されているところだ。再生

可能エネルギーについての実行方法は環境省だけでなく

税務局、財務省が一緒に政策を出しているため、税制が変

わるかもしれない。国務院で出されたものはいろいろな省

庁が 終的な調整を行ったものである。ただ問題として、

それをいつ実行するかは不明である。 

 

（フロア） 

エコ文明建設は素晴らしいと思う。エネルギー、環境、

経済発展などといったところを国全体で取りまとめてい

くと 終的には命の安全や生活向上というところになる

かと思う。全体を包括した視点としてエネルギー問題や環

境、経済問題について基準を作っていかないとバランスが

取れないのではないだろうか。例えば生態環境保護にはい

ろいろな要因があり、気候変動だけでなく大気汚染も入っ

ている。どこに基準を置くか包括した視点で正しく見極め

ていかないと、見逃してしまうところが出てくるのではな

いかという懸念がある。 

また今の中国の発展形態が欧米を規範とした消費方構

造で、それが裕福であるという認識のようだが、中国古来

の文化や精神に根ざした、本当の心と生活の豊かさ、教育

や啓蒙、道徳に基づいて考えなければならないのではない

だろうか。 

 

（白） 

ご指摘に感謝する。まず、エコ文明建設は言葉として書

いてあるだけで具体的に何が出来るか、数値目標はどうあ

るべきかなど、発展改革委員会が検討している 中である。

文明という概念を定量的にどう考えればよいのかという

のも含めて考えているところである。よく中国で取る手段

として、モデル基地を作り、特定地域で実験的に行うこと

が具体的効果に繋がるのではないかと思う。どこにモデル

基地を置くかといった提案などもある。 

2 番目のご質問について、文化そのものは社会的な影響

があると思う。特に教育は大事で、ゴミはゴミ箱へとか、

そういったことを文化や教育に反映させないといけない。

例をあげるとゴミの分別で、簡単のように思えても実際は

なかなか難しい。北京の場合、市政としてゴミ政策はある

が実際ぐちゃぐちゃになる。日本人はどうやっているか勉

強しなければならない。 

 

（フロア） 

ゴミの収集、選別方法といった問題もあるだろうが、大

事なのは価値観だと思う。贅を尽くして消費にかまけ、使

い捨てといった根本的なところに対する考え方の問題で

ある。日本の経験としてもそれがいかに恥ずべきことか、
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ただゴミの選別とかそういうことではなく、価値観も含め

た啓蒙が大切なのではないだろうか。 

 

（白） 

仰る通りだと思う。一つだけ補足すると、中国の富裕層

の話をしたが、全員が全員そうではないということだ。重

要なのは国民全体としての教育だろう。 

 

（フロア） 

後にご説明いただいたエコ文明建設について伺いた

い。中国政府は従来、環境保護や節約などを一生懸命やっ

てきたと思う。習政権が出来て何が今までと違うようにな

るのか。新しい部局がどのように働くのか。 

 

（白） 

エコ文明建設について、設計は発展改革委員会でやる。

2番目の省エネについては発展改革委員会の下、エネルギ

ー局において行うという体制になっている。3番目の自然

生態と環境保護については発展改革委員会の中に農業経

済局があり、ここと手を組んでやることになっている。エ

コ文明制度の建設は党の組織部と財政部、また発展改革委

員会も一緒に政策を作っている。 

エコ文明建設の強化については党の組織部、宣伝部、人

事部、いろいろな部署に影響するためお互いが手を組んで

政策を作る。何が変わったかというと革命という言葉を使

うなど言葉の使い方を変えたということ。政策を読む人た

ちにとっては大きな変化となっている。 

 

（フロア） 

エコ文明の４大任務の中の “主体機能区”についてイ

メージしにくいため、もう少し詳しく説明してほしい。 

 

（白） 

中国の場合、土地を使う時に国の認可が必要となる。従

来は認可が下りれば自由に使えたが、“主体機能区”の場

合、土地を何に使うかだけではなく、生態環境への配慮も

審査のポイントになると理解してもらえればよい。地方政

府が新しい公示を作る時には中央政府の認可も必要とな

る。言葉自体が中国語的なので分かりにくいが、例えば工

事の際に二酸化炭素の排出量がどれくらいになるかなど、

そういった面も考慮されるようになる。生態環境の保護が

審査のポイントになり、これを満たせば中央政府に対する

予算申請が出来る。発展改革委員会では具体的な地図を作

り見ているところでもある。 

さらに具体的にいうと、中国における“主体機能区”は全

部で 4種類ある。重点開発地域が一つ、生態保護地域が一

つ、そういう類のものが決められている。これらは発展改

革委員会のＷＥＢサイトに地図が載っていると思う。 

 

 

 

【閉会】 

白先生、長時間ありがとうございました。 

中国総合研究交流センターでは来週以降も様々な講演会

等を企画している。皆様には是非ご参加いただきたい。本

日はご参加ありがとうございました。 

 

               （了） 

 

３．講演資料 
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