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はじめに 

 

海外炭開発高度化等調査は、我が国への海外炭の安定的かつ低廉な供給確保に資するた

め、主要産炭国の石炭生産動向やインフラ整備状況及び主要消費国の石炭消費動向等に係

る最新の情報収集・分析を実施し、本邦民間企業等へ情報提供することを目的としている。 

 

中国国家統計局による一定規模以上の企業を対象とした速報値では、2019 年の中国の石

炭生産量は前年比 4.2％増の 37.5 億トンとなり、3 年連続の増加となった。また、火力発電

量は 1.9％増の 5,165TWh、銑鉄生産量は 5.3％増の 8.1 億トン等主要な石炭消費先の生産

量も増加した。中国のエネルギー消費に占める石炭の比率は今後低下するものの、石炭消費

量が急激に減少する可能性は極めて低く、引き続きアジアの石炭市場に大きな影響を与え

る。そこで、本調査では中国のエネルギー政策及び石炭産業構造改革の実績に加え、石炭輸

入政策等、最新動向を踏まえた中国の石炭需給・フローの変化等を調査し、アジアの石炭市

場に及ぼす影響を検討した。 

また、中国の石炭消費量の上位を占める産業は、発電（熱供給を含む）、鉄鋼、窯業（セ

メント）及び石炭化学工業である。中国は安全保障の観点もあり、自国に豊富に賦存する石

炭を付加価値の高い化学工業原料として利用することを推進しており、石炭化学工業は今

後石炭需要が増加する可能性のある産業と見られている。ガス化、メタノール及びオレフィ

ン生産等の動向把握は、石炭利用拡大の可能性を検討する上でも有益な情報となるため、特

に中国の石炭化学工業の動向に関する詳細な調査を実施した。 

 

中国は世界の約 5 割を占める最大の石炭生産・消費国であり、また、石炭利用の多様化も

進んでいる。今後も世界の石炭市場に極めて大きな影響及ぼすことは確実であり、引き続き

その動向には注目していきたい。 

 

本調査結果が我が国の石炭需要家や商社をはじめ、石炭取引に関わる企業の参考になれ

ば幸甚である。 

 

令和 2 年 3 月 

 

独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

石炭開発部 
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要 約 

 

 

中国政府は石炭産業の供給側構造改革を実施し、2018 年までに過剰生産能力の削減、業

界再編・生産拠点の集約等を行うことで、長年にわたり石炭価格の低迷に苦しんでいた石炭

産業の業績回復に至った。今後の中国の石炭需要は経済情勢、環境対策等の対策を行いつつ、

中国の石炭需給動向はアジアの石炭市場に大きな影響を与えるとみられる。 

本調査では中国のエネルギー・石炭政策動向、石炭需給動向、そして石炭化学産業の動向

を調査し、中国の石炭化学産業の今後の見通しと国際石炭市場に及ぼす影響を分析した。 

 

１．中国のエネルギー・石炭政策動向 

第 13 次 5 ヵ年計画（2016-2020 年）も残り 1 年で終了するが、電力、天然ガス、再生可

能エネルギー等のエネルギー政策は順調に推移し、天然ガス分野で一部の目標が達成でき

ないものの、ほぼ所期の目的を達成する見込みである。 

石炭産業に関しては、第 13 次 5 ヵ年計画の重点項目であった供給側構造改革を進めるこ

とによって、長年にわたり石炭価格の低迷に苦しんでいた石炭企業を救済することができ

たことが大きな成果となった。また、小規模炭鉱を閉鎖し大手石炭企業による大規模炭鉱へ

の集約化によって、中国政府による石炭安定供給と価格安定に向けた管理体制が進んでい

る。 

第 13 次 5 ヵ年計画期では、大気汚染対策として暖房用燃料の石炭から天然ガスへの転

換、トラック輸送から鉄道や海運へのモーダルシフト、石炭ボイラの撤去等を進めてきた。

中国政府は 2020 年も更に大気汚染対策を講じていくとしている。ただし、石炭消費抑制の

圧力は残るため、第 14 次 5 ヵ年計画（2021-2025 年）において気候変動対策がどの程度盛

り込まれるかについて注視する必要がある。 

 

２．中国の石炭需給動向 

内外石炭価格差により、価格優位性のある海外炭の輸入は若干増加傾向である。原料炭は

近年低価格のモンゴル炭の輸入が増加し、2019 年に初めて豪州炭を上回った。また、一般

炭は依然インドネシア炭が多いが、沿海部の発電所の混炭用として褐炭の輸入が増加して

いるためである。 

中国は豪州炭の輸入に規制をかけているが、今後も規制を継続する見込みである。しかし

ながら、豪州炭の価格優位性は高く、今後も豪州炭の重要性は高い見込みである。また、米

中貿易摩擦によって、中国は米国炭の輸入に追加関税をかけていたが、2020 年 1 月 15 日

に貿易摩擦の緊張緩和を目的とした（第 1 段階の）合意文書に締結し、今後、米国原料炭の

輸入増が見込まれる。しかし、米国原料炭の早急な輸出余力の拡大は困難なため、輸入量の

増加は限定的になる見込みである。 
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国内炭の動向としては、中国政府は石炭生産を内蒙古自治区、陝西省、山西省、新疆ウイ

グル自治区といった石炭 4 大生産地に新規の大型炭鉱建設が集中している。これは石炭産

業発展第 13次 5ヵ年計画の基本方針である産業構造の集約と効率化に沿ったものとなって

いる。石炭埋蔵量が多く賦存した産炭地において、安全管理が行き届いた炭鉱で操業し、石

炭化学や電力といった石炭利用産業との一体化を図れば、石炭輸送というボトルネックが

緩和されるだけでなく、上下流産業の集約化によってエネルギー利用効率の向上が期待で

きる。また、石炭輸送に係るエネルギーを節約できることから環境対策にも寄与できる。な

お、石炭輸送のボトルネックの解消のため、2019 年 10 月に運行が開始された石炭専用鉄

道である浩吉鉄道は、逼迫する中国の鉄道輸送の緩和効果が期待できることがわかった。 

中国経済の減速に加え、新型コロナウィルス、米中貿易摩擦の影響等、不明確な要因もあ

るが、中国の需給安定化が世界、特にアジア地域の石炭市場に及ぼす影響は大きいため、今

後も中国の政策・需給状況を注視することが重要である。 

 

３．中国の石炭化学産業の動向と国際石炭市場に及ぼす影響 

石炭化学は、コークス、アンモニア、メタノール、カーバイド等を製造する伝統型石炭化

学工業と、大型で高効率な石炭ガス化を基に代替エネルギー燃料や化学製品を製造する現

代型石炭化学工業に大別される。 

伝統型石炭化学工業では、鉄鋼産業の構造調整によりコークス生産の伸びが抑制的に進

むことにより、コークス製造の副産物であるコークス炉ガス（COG）やタールの生産量が

伸びないことや、農業生産の低成長に加え、海外との価格競争等により、アンモニア、メタ

ノール、カーバイド等の生産量の増加は難しいことが判明した。伝統型石炭化学工業は、今

後の発展は停滞することが予想される。 

現代型石炭化学工業では、石炭液化、石炭 SNG の燃料製造は、競合する石油価格が低価

格で推移している等で利益が上がらない状況のため新・増設計画の進展もないが、エネルギ

ーの安全保障の観点から事業は継続される見込みである。一方、オレフィンやエチレングリ

コールの化学製品製造は、豊富な資源と生産コストの低い石炭を原料としているため、石油

化学製品に対し競争力を有し経済性も良好であることから、過熱気味ではあるが設備の新

規、増設が進められている。高効率化や高機能性製品への展開も検討されており、石炭から

の化学製品製造は今後も増加すると見込まれる。 

第 13 次 5 ヵ年計画では内蒙古オルドス、陝西省楡林、寧夏東寧、新疆准東の 4 地域を現

代型石炭化学工業モデル地区に選定し、産業集積の発展成長を推進する政府方針が示され

ている。これらの地域はいずれも石炭資源が豊富であり、しかも採炭条件が良好なため石炭

の生産コストが安く、化学原料としての石炭を低コストで利用できるという利点を有して

いる。これらの地域は石炭液化、合成天然ガス（SNG）、オレフィン、エチレングリコール、

及び伝統型石炭化学工業のアンモニア、メタノール、コークス、カーバイド等の製造地の中

心となっていくことが確認できた。 



iv 

 

以上のことから中国の石炭化学製品は、今後も伝統型石炭化学工業において一定量の石

炭を消費し、現代型石炭化学工業を中心に石炭需要が伸びていくと展望できた。更に石炭化

学の原料に向けられる石炭需要の増加が石炭の国際市場に与える影響を調査し、石炭化学

製品の原料として石炭の使用量が増加しても、海外炭の増加にはつながらないと推察され、

よって、海外炭市場への影響はほとんどないと判断した。その主な理由として以下が挙げら

れる。 

✓ 伝統型石炭化学による石炭消費量は今後横ばいないし減少していく趨勢であること。 

✓ 現代型石炭化学について、中国政府は新規石炭化学プロジェクトの認可条件として、石

炭の純移出省であること、褐炭や低品位一般炭、あるいは高硫黄炭を活用するプロジェ

クトを優先する方針を取っていること。 

✓ 中国政府は前述の現代型石炭化学工業モデル地区の 4 地域で重点的に石炭化学を進めて

いく方針をたてていること。 
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Summary 

 

 

Implementing structural reforms on the supply side of the coal industry, the Chinese 

government worked to restructure the industry, consolidate production bases, and reduce 

excess production capacity until 2018. This enabled recovery in the coal industry, which 

had been suffering from sluggish coal prices for many years. While China’s coal demand 

will depend on economic conditions as they continue to take environmental measures, 

any movement in their supply and demand will likely have major impacts on the Asian 

coal market. 

In this study, China’s energy and coal policy trends, coal supply and demand trends, 

and coal chemical industry trends were examined, and the future outlook of China’s coal 

chemical industry and its impact on the international coal market was analyzed. 

 

1. China’s government policies on energy and coal 

The 13th Five-Year Plan (2016-2020) will soon come to an end, with only one year 

remaining. However, energy policies including those for electricity, natural gas, and 

renewable energy are making good progress. Although some targets cannot be reached 

in the area of natural gas, most of the objectives are expected to be achieved. 

The advancement of structural reform on the supply side of the coal industry was a 

priority in the 13th Five-Year Plan, and this saved coal companies who had been 

suffering for many years due to the slump in coal prices, which was an important 

achievement. Additionally, by closing small-scale coal mines and having large coal 

companies consolidate into large-scale mines, the Chinese government has developed a 

management system for a stable coal supply and price stability. 

During the 13th Five-Year Plan period, measures to combat air pollution have been 

put in place, such as switching from coal to natural gas for heating fuel, implementing a 

modal shift from trucks to railway and marine transport for shipping, and dismantling 

coal boilers. The Chinese government says it will continue to take further measures 

against air pollution in 2020. However, since pressure to curb coal consumption remains, 

it is necessary to pay close attention to the extent of climate change measures that will 

incorporated into the 14th Five-Year Plan (2021-2025). 

 

2. Trends in China’s coal supply and demand 

Due to the difference in domestic and foreign coal prices, imports of foreign coal, which 

has a price advantage, are increasing slightly. As for coking coal, imports of low-priced 



vi 

 

Mongolian coal have increased in recent years, surpassing Australian coal for the first 

time in 2019. Steaming coal continues to be mostly Indonesian coal, but this is because 

brown coal imports for the mixed coal used at coastal power stations are increasing. 

China has placed restrictions on Australian coal imports, and is expected to continue 

those restrictions in the future. However, Australian coal has a strong price advantage, 

and it is expected to remain important in the future. Also, US-China trade conflicts have 

caused China to impose additional tariffs on American coal, but on January 15, 2020 it 

signed a (phase one) agreement to alleviate tension surrounding trade friction. With this, 

imports of American coking coal are expected to increase in the future. However, since it 

is difficult for the US to suddenly increase their coking coal export capacity, the increase 

in imports by China is expected to be limited. 

Regarding trends in domestic coal, the Chinese government is concentrating coal 

production by building new large-scale mines in the four major coal producing regions of 

Inner Mongolia, Shanxi, Shaanxi, and Xinjiang. This is in line with the consolidation 

and efficiency improvements in industrial frameworks, which is a basic policy of the 13th 

Five-Year Plan, as pertaining to development of the coal industry. In coal-producing 

regions with large coal reserves, if mines are operated with thorough safety management 

and integrated with industries that use coal, such as coal chemical and electric power 

industries, not only will coal transport bottlenecks be alleviated, but energy efficiency 

can also be expected to improve by the consolidation of upstream and downstream 

industries. Since energy used to transport coal can be saved, this additionally contributes 

to environmental measures. It was also learned that the Haoji Railway, which is a coal 

freight-dedicated railway that began operation in October 2019 to eliminate bottlenecked 

coal transport, is expected to ease China’s strained railway transport system.   

In addition to China’s economic slowdown, there are other uncertainties, such as the 

effects of COVID-19 and US-China trade frictions; however, the stabilization of Chinese 

supply and demand will have a large impact on the coal market, especially in Asian 

regions. Therefore, it is important to continue to pay close attention to Chinese 

government policy and the condition of their supply and demand. 

 

3. Trends in China’s coal chemical industry and its impact on the international coal 

market 

Coal chemistry is roughly divided into the traditional coal chemical industries that 

produce coke, ammonia, methanol, and carbide, and the modern coal chemical industries 

that produce chemical products and alternative energy fuels based on large-scale, highly 

efficient coal gasification operations.  
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In traditional coal chemical industries, growth in coke production has been 

constrained by structural adjustments in the steel industry, thereby causing a lack of 

growth in the production of coke oven gas (COG) and tar, which are by-products of coke 

production. This, along with low growth in agricultural production and price competition 

with other countries has made it difficult for increased production of ammonia, methanol, 

and carbide, etc. Traditional coal chemical industries are thus expected to stagnate in 

the future. 

In modern coal chemical industries, profits are not increasing for coal liquefaction and 

coal-to-SNG fuel manufacturing due to the low price of oil, which is a competing product. 

Although there are no plans for new or expanded facilities, these businesses are expected 

to continue from the perspective of energy security. Conversely, although the industry is 

overheated, plans for new and expanded facilities are underway for the production of 

chemical products such as olefin and ethylene glycol. Its success can be attributed to the 

fact that these products can compete with petrochemical products, and are more 

economically efficient because they are made from coal, for which there are abundant 

resources and low production costs. An expansion into high-efficiency and high-function 

products is also being studied, and the manufacturing of chemical products from coal is 

expected to increase in the future.  

In the 13th Five-Year Plan, the Chinese government selected four model regions for 

modern coal chemical industries and presented its policy to promote the development 

and growth of industrial agglomerations there in these regions, which are Inner 

Mongolia Ordos, Shaanxi Yulin, Ningxia, and Xinjiang Zhundong. Since all of these areas 

have abundant coal resources and favorable mining conditions, coal production costs are 

low and they have the advantage of being able to use low-cost coal as a raw material for 

manufacturing chemicals. It has been confirmed that these regions will become the 

center of production for coal liquefaction, synthetic natural gas (SNG), olefin, and 

ethylene glycol, as well as for the traditional coal chemical industries producing 

ammonia, methanol, coke, and carbide.  

From the above, it can be expected that for Chinese coal chemical products, a certain 

amount of coal will continue to be consumed in traditional coal chemical industries, and 

coal demand will grow for modern coal chemical industries. This leads to the question of 

whether the international coal market will be impacted by an increased demand for coal 

used as raw material for coal chemicals. However, it can be surmised that even if the 

amount of coal China uses for producing coal chemical products increases, it will not lead 

to an increase in imports of foreign coal; therefore, there will likely be little impact on 

the international coal market. The main reasons for this are as follows. 
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✓ Coal consumption by traditional coal chemical industries will either remain at the 

same level or decline. 

✓ For modern coal chemical industries, the Chinese government has taken the stance 

of prioritizing projects that are in provinces with a net outflow of coal, or that use 

brown coal, low-grade steam coal, or high-sulfur coal as the conditions for approval 

as new coal chemical projects.  

✓ The Chinese government has created a policy for advancing coal-to-chemical 

industry that focuses on the aforementioned four model regions for modern coal 

chemical industries. 
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第1章 中国のエネルギー・石炭政策動向 

1.1 エネルギー・環境・石炭関連政策の経緯、実績及び最新動向 

1.1.1 第 13次 5ヵ年計画 

2016 年 3 月の第 12 期全国人民代表大会で採択された「国民経済と社会発展第 13 次 5 ヵ

年計画（以下、「第 13 次 5 ヵ年計画」）」は、2016 年から 2020 年の中期的な経済と社会発

展の方針を定めたものである。習近平政権発足後、最初に策定された 5 ヵ年計画であり、中

国経済が高度成長期から安定成長という新たな段階、いわゆる「新常態」への移行が始まっ

た後の最初の計画である。第 13 次 5 ヵ年計画の目標は主として、①経済の中高速成長を維

持し、小康社会（ややゆとりのある社会）の実現、②イノベーションによる発展、③都市と

農村地域の協調発展促進、④生態環境の改善を加速、⑤新常態を把握しリードする体制の確

立、⑥基本的生活水準の保障と向上、などである。 

第 13 次 5 ヵ年計画の主な目標値を表 1.1-1 に示す。 

 

表 1.1-1 国民経済と社会発展第 13 次 5 ヵ年計画の主な目標値 

対象項目 単位 
2015 年 

実績 

2020 年 

目標 

年平均増加率 

[5 年間増減] 
属性 

1. マクロ経済 

(1)国内総生産（GDP） 兆元 67.7 >92.7 >6.5% 予期性 

(2)労働生産性（就業者一人当たり GDP） 万元/人 8.7 >12 >6.6% 予期性 

(3)都市化率：居住人口 % 56.1 60 [3.9] 予期性 

(3)都市化率：戸籍人口 % 39.9 45 [5.1] 予期性 

(4)サービス産業の増加値の対 GDP 比 % 50.5 56 [5] 予期性 

2. 科学・技術・教育 

 (5)GDP に占める研究開発費比率 % 2.1 2.5 [0.4] 予期性 

 (6)1 万人当たりの発明特許保有件数 件 6.3 12 [5.7] 予期性 

 (7)科学技術進歩の貢献率 % 55.3 60 [4.7] 予期性 

(8)インターネット普及率：固定回線ブロードバンド % 40 70 [30] 予期性 

(8)インターネット普及率：モバイルブロードバンド % 57 85 [28] 予期性 

3. 民生・福祉 

 (9)住民一人当たり可処分所得増加率 % - - >6.5 予期性 

 (10)生産年齢人口の平均教育年限 年 10.23 10.8 [0.57] 約束性 

 (11)都市新規雇用数 万人 - - [>5,000] 予期性 

 (12)農村貧困解消人数 万人 - - [5,575] 約束性 

 (13)基本年金基金加入率 % 82 90 [8] 予期性 

 (14)都市バラック地区の住宅改築 万戸 - - [2,000] 約束性 

 (15)平均寿命 歳 - - [1] 予期性 

4. 資源・環境 

 (16)耕作地面積 万 km2 124 124 [0] 約束性 

 (17)新規建設用地規模 万 km2 - - [<2.17] 約束性 

 (18)単位 GDP 当たりの水使用量削減 % - - [23] 約束性 

 (19)単位 GDP 当たりのエネルギー消費削減 % - - [15] 約束性 

 (20)一次エネルギー消費量に占める非化石燃料比率 % 12 15 [3] 約束性 

 (21)単位 GDP 当たりの CO2 排出削減 % - - [18] 約束性 

 (22)森林発展：森林比率 % 21.66 23.04 [1.38] 約束性 

 (22)森林発展：森林蓄積量 億 m3 151 165 [14] 約束性 

 (23)大気汚染：地方（級）以上の都市の大気優良日数の比率 % 76.7 >80 - 約束性 

 (23)大気汚染：PM2.5 基準未達の地方（級）以上の都市の濃度低減率 % - - [18] 約束性 

 (24)地表水質：水質基準Ⅲ類指標 % 66 >70 - 約束性 

 (24)地表水質：水質基準劣Ⅴ類指標 % 9.7 <5 - 約束性 

 (25)主要汚染物質の排出量削減：化学的酸素要求量（COD） % - - [10] 約束性 

 (25)主要汚染物質の排出量削減：二酸化硫黄 SO2 % - - [10] 約束性 

 (25)主要汚染物質の排出量削減：窒素酸化物 NOX % - - [15] 約束性 

 (25)主要汚染物質の排出量削減：アンモニア性窒素 NH % - - [15] 約束性 

※予期性とは政府によるマクロ環境、制度環境、市場環境を通じて期待する発展目標であり、約束性とは達成しなければならない目標 

（出所）平成 30 年度海外炭開発高度化等調査「中国の経済・エネルギー・環境等の政策が世界の石炭市場に及ぼす影響調査」 
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第 13 次 5 ヵ年計画では 2020 年までに小康社会を実現させることが大きな目標の一つに

なっている。小康社会とは、貧困からは脱しているものの先進国のレベルには達していない

段階を意味している。小康社会実現に向けた目標のひとつとして 2016 年から 2020 年まで

の GDP 成長率を年平均 6.5％以上にすることが掲げられている。2016 年が 6.7％、2017 年

が 6.8％、2018 年が 6.6％と 2018 年までは 6.5％を超える GDP 成長率を達成していたが、

2019 年は米中貿易摩擦の影響もあり 6.1％と低下した。 

また第 13 次 5 ヵ年計画で経済社会全体の発展目標を規定した上で、エネルギー、環境、

農業、輸送など、各分野ごとに個別の 5 ヵ年計画も策定されている。第 13 次 5 ヵ年計画と

エネルギー関連政策の相関図を図 1.1-1 に示す。 

本報告書の問題意識に照らすと、第 13 次 5 ヵ年計画の中でも重点課題として挙げられて

いる供給側構造改革、具体的には石炭産業と鉄鋼産業の過剰生産能力の削減の目標が注目

される。これは石炭産業の個別の 5 ヵ年計画の中で政策として図中の通り、具体化されて

いる。更にエネルギー全体の目標を定めたのが「エネルギー発展第 13 次 5 ヵ年計画」（2016

年 12 月公表）であり、石炭に止まらず、エネルギー構造全体の戦略と目標が示され、それ

を受けて石炭、電力、再生可能エネルギー、天然ガスといった各エネルギー産業別に 5 ヵ年

計画が策定されている。またエネルギー利用と密接に関連する環境問題に関しては、「生態

環境保護第 13 次 5 ヵ年計画」が環境改善目標を規定している。 

 

 
（出所）平成 28 年度海外炭開発高度化等調査「中国の第 13 次 5 ヵ年計画の石炭事業への影響等調査」及び平成 29 年度海外

炭開発高度化等調査「中国の石炭及び鉄鋼産業の過剰生産能力解消政策が原料炭需給に及ぼす影響等調査」の内容を図化 

図 1.1-1 第 13 次 5 ヵ年計画とエネルギー関連政策の相関図 
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さて、ここでエネルギー発展第 13 次 5 ヵ年計画の目標達成に向け策定された、石炭産業

発展第 13 次 5 ヵ年計画、電力発展第 13 次 5 ヵ年計画、再生可能エネルギー発展第 13 次 5

ヵ年計画、天然ガス発展第 13 次 5 ヵ年計画の概要と進捗を簡単に説明する。 

 

 石炭産業発展第 13 次 5 ヵ年計画 

本計画の大きな目標は、石炭産業の構造調整と高度化である。長期にわたる石炭価格の低

迷により多くの石炭企業が赤字経営に陥り、石炭企業の健全化が喫緊の課題となっていた。

その大きな柱が供給側構造改革である。この供給側構造改革については詳しく後述する。 

表 1.1-2 に石炭産業発展第 13 次 5 ヵ年計画の主な目標値を示す。2020 年の石炭生産量

は 39 億トン、石炭消費量は 41 億トンと微増する計画であり、長期的な石炭安定生産に向

け、2,000 億トンの新規石炭資源量の探査目標を掲げている。更に産業構造の高度化に向け、

老朽化炭鉱や小規模炭鉱（小規模企業）を淘汰し、先進的な大型炭鉱を建設することによっ

て、操業安全性も高めることを目標としている。 

 

表 1.1-2 石炭産業発展第 13 次 5 ヵ年計画の主な目標値 

対象項目 単位 
2015 年 

実績 

2020 年 

目標 

年平均増加率 

[5 年間増減] 

1. 集約 

(1)新規増加石炭既発見資源量 億トン 期間内 2,000 億トン - 

(2)石炭生産量 億トン 37.5 39 0.8% 

(3)石炭消費量 億トン 39.6 41 0.7% 

(4)老朽化生産能力の淘汰 億トン/年 期間内 8 億トン - 

 (5)最適化による生産能力の増加 億トン/年 期間内 5 億トン - 

 (6)大型炭鉱基地の割合 % 93 95 [+2] 

 (7)大型炭鉱生産量の割合 % 73 80 [+7] 

(8)炭鉱数 箇所 9,700 6,000 [-39%] 

 (9)企業数 社 6,000 <3,000 [-50%] 

 (10)年産 5,000 万トン以上の大型石炭企業の割合 % 55 60 [+5] 

2. 安全 

 (11)炭鉱事故死亡者数 人 598 <510 [-15%] 

 (12)石炭生産量百万トン当たり死亡率 - 0.162 <0.14 [-15%] 

3. 高効率 

 (13)採掘機械導入率 % 76 85 [+9] 

 (14)掘削機械導入率 % 58 65 [+7] 

 (15)生産効率 トン/人/年 840 1,300 9.1% 

4. グリーン 

 (16)耕地再生率 % 48 60 [+12] 

 (17)ボタ総合利用率 % 65 75 [+10] 

 (18)坑内水利用率 % 68 80 [+12] 

 (19)炭層ガス（炭鉱ガス）生産量 億 m3 180 240 5.9% 

 (20)炭層ガス（炭鉱ガス）利用量 億 m3 86 160 13.2% 

 (21)選炭率 % 66 75 [+9] 

（出所）平成 28 年度海外炭開発高度化等調査「中国の第 13 次 5 ヵ年計画の石炭事業への影響等調査報告書」 

 

石炭産業発展第 13 次 5 ヵ年計画は 2020 年に終了するが、供給側構造改革をはじめ、所

期の目的を達成する見込みである。例えば、表 1.1-2 の「1. 集約」に関して、(10)の「年産
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5,000 万トン以上の大型石炭企業の割合1」は、2017 年に 57.4％、2018 年に 58.1％と、着

実に増加している。2019 年の実績は企業別の生産量が公表されていないため試算できてい

ないが、2019 年も小規模炭鉱が閉山されており、新規の大型炭鉱も稼働していることから、

2020 年の目標である 60％に更に近づいていると推察される。 

(4)と(5)の老朽化生産能力の削減と新規生産能力の増加に関しても、詳細は後述するが石

炭産業の供給側構造改革が順調に進んでおり、目標達成が確実な状況にある。 

更に、石炭産業の集約化と最適化の一環として、概して安全性が高いとは言えない小規模

炭鉱や老朽化炭鉱の閉山を進めたことにより、2019 年の炭鉱事故死亡者は 316 人2に減少

しており、表 1.1-2 の「2. 安全」に関して、2020 年に 510 人を下回る死亡者という目標は

達成している。 

 

2020 年は石炭産業第 14 次 5 ヵ年計画（2021-2025 年）の策定が検討される年である。

中国の石炭情報提供会社への聞き取り調査から、以下の内容が重点分野として組み込まれ

る可能性があると予想している。 

①過剰生産能力解消政策の継続 

石炭産業発展第 13 次 5 ヵ年計画において、供給側構造改革の一環で進められている石炭

生産能力削減政策は、期間内の 2020 年までに 8 億トンの石炭生産能力を削減するという目

標を達成する見込みである。しかしながら、引き続き四川省、貴州省で実施されるのではと

予想している。この地域は 20 万トン程度の小規模炭鉱が多く、事故も多いためである。 

 

②石炭と電力の共同経営の推進 

神華集団と中国国電集団が統合し、国家能源投資集団が誕生するなど、従来も進められて

きたが、明確に政策化されると予想している。2019 年には政策文書も出され、中煤集団に

よる国家電力投資集団が持つ 5 炭鉱買収などもあり、株の持ち合いや同一地域内の企業間

での連携を進める政策が導入される可能性がある。 

 

③選炭率の向上 

原炭の輸送は輸送インフラへの負荷を高めるとともに、経済的にも非効率である。炭鉱近

隣で選炭して輸送すれば、輸送量の減少が見込まれ、タイト化している鉄道輸送の負担が軽

減できる。石炭産業発展第 13 次 5 ヵ年計画でも選炭率の向上が目標となっており、選炭率

が上昇しているが、依然として小規模な選炭工場が多いことから石炭産業発展第 14 次 5 ヵ

年計画でも小規模選炭工場の閉鎖や選炭工場の集約を進めると予想している。 

 

 
1 中国煤炭工業協会「中国石炭企業 50 強及び石炭生産量 50 強」と中国国家統計局データから試算 

http://www.coalchina.org.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=61&id=104644 

http://www.coalchina.org.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=61&id=104768 
2 国家煤鉱安全監察局 

https://www.chinacoal-safety.gov.cn/xw/mkaqjcxw/202001/t20200108_343297.shtml 
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 電力発展第 13 次 5 ヵ年計画 

電力発展第 13 次 5 ヵ年計画は、2016 年 11 月に国家発展改革委員会と国家能源局が公表

した。2020 年の電力需要量を 6.8～7.2 兆 kWh（年平均増加率 3.6～4.8％）とし、発電設

備容量の石炭火力の割合を 55％に低減させ、原子力や再生可能エネルギーを増加させると

している。表 1.1-3 に電力発展第 13 次 5 ヵ年計画の主な目標値を示す。 

 

表 1.1-3 電力発展第 13 次 5 ヵ年計画の主な目標値 

対象項目 単位 
2015 年 

実績 

2020 年 

目標 

年平均増加率(%) 

[5 年間増減]  
属性 

1. 電力需要 

(1)電力需要量 兆 kWh 5.6933 6.8~7.2 3.6~4.8 予期性 

(2)最終エネルギー消費に占める電力の比率 % 25.8 27 [1.2] 予期性 

(3)一人当たり電力消費量 kWh/年 4,142 4,860~5,140 3.2~4.4 予期性 

2. 電力供給 

 (4)発電設備容量 GW 1,530 2,000 5.5 予期性 

   非化石電源の比率 % 35 39 [4] 予期性 

化石電源の比率 % 65 61 [-4] 予期性 

化石電源の比率（内、石炭比率） % 59 55 [-4] 予期性 

 (5)非化石電源設備容量の合計 GW 533 773 7.7 予期性 

   内訳：水力 GW 297 340 2.8 予期性 

   内訳：揚水 GW 23 40 11.7 予期性 

   内訳：原子力 GW 27 58 16.5 予期性 

   内訳：風力 GW 131 210 9.9 予期性 

   内訳：太陽光 GW 42 110 21.2 予期性 

   内訳：バイオマス GW 13 15 2.9 予期性 

 (6)化石電源設備容量の合計 GW 993 1227 4.3 予期性 

   内訳：石炭 GW 900 1,100 以下 4.1 予期性 

   内訳：ガス GW 66 110 10.8 予期性 

   内訳：その他火力 GW 27 17  予期性 

 (7)エネルギー消費量に占める非化石燃料の比率 % 12 15 [3] 約束性 

 (8)西電東送用の設備容量 GW 140 270 14.04 予期性 

(9)一人当たり発電設備容量 kW 1.11 1.4 4.75 予期性 

3. 省エネ・燃料効率 

 (10)新設石炭火力の燃料効率 gce/kWh - 300 - 約束性 

 (11)既設石炭火力の燃料効率改善 gce/kWh 318 310 以下 [-8] 約束性 

 (12)送電線ロス % 6.64 6.50 以下  予期性 

4. その他民生保障 

 (13)電気自動車（EV）用の充電施設建設   EV500 万台分  予期性 

 (14)電気代替推進 億 kWh - 4,500  予期性 

（出所）平成 28 年度海外炭開発高度化等調査「中国の第 13 次 5 ヵ年計画の石炭事業への影響等調査報告書」 

 

国家能源局によれば 2019 年の中国の電力消費量は 7.2 兆 kwh であった3。2020 年の目

標が 6.8 兆 kWh～7.2 兆 kWh であることから、目標を 1 年前倒しで達成したことになる。 

中国電力企業連合会の報告4によると、2019 年末時点の発電設備容量は 2,110GW に達し、

2020 年の目標である 2,000GW を超えている。そのうち、非化石電源の比率は 41.9％（2020

年目標 39％）の 840GW（2020 年目標 773GW）となった。石炭火力発電容量については

1,040GW（2020 年目標 1,100GW 以下）で、全発電設備容量に対する石炭比率は 49.3％

（2020 年目標 55％）まで低下している。なお、本報告では 2020 年の非化石電源の比率が

43.6％まで増加すると見込んでいる。 

 

 
3 http://www.gov.cn/xinwen/2020-01/21/content_5471157.htm 
4 http://www.cec.org.cn/guihuayutongji/gongxufenxi/dianligongxufenxi/2020-01-21/197090.html 
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 再生可能エネルギー発展第 13 次 5 ヵ年計画 

 国家発展改革委員会が公表した再生可能エネルギー発展第 13 次 5 ヵ年計画によれば、再

生エネルギー分野への新規投資額は 2.5 兆元と第 12 次 5 ヵ年計画に比べて約 39％増加す

る見通しである。計画によると、2020 年における再生可能エネルギーの発電容量は 6.75 億

kW、発電量は 1.9 兆 kWh と発電量全体の 27％を目指している。目標に達すれば年間 5.6

億トンの石炭削減量に相当する。表 1.1-4 に再生可能エネルギー第 13 次 5 ヵ年計画の主な

目標値を示す。 

 

表 1.1-4 再生可能エネルギー発展第 13 次 5 ヵ年計画の 2020 年の主な目標値 

 
発電容量 年間発電量 石炭削減量 

（万トン/年） 数量 単位 数量 単位 

1. 発電 67,500 万 kW 19,045 億 kWh 56,188 

(1) 水力発電（揚水発電除く） 34,000 万 kW 12,500 億 kWh 36,875 

(2) 風力 21,000 万 kW 4,200 億 kWh 12,390 

(3) 太陽光発電 10,500 万 kW 1,245 億 kWh 3,673 

(4) 太陽熱発電 500 万 kW 200 億 kWh 590 

(5) バイオマス発電 1,500 万 kW 900 億 kWh 2,660 

2. バイオガス   80 億 m3 960 

3. 暖房     15,100 

(1) 太陽熱温水器 80,000 万 m2   9,600 

(2) 地熱エネルギー利用 160,000 万 m2   4,000 

(3) バイオマス加熱（万トン）     1,500 

4. バイオ液体燃料     680 

(1) エタノール 400 万トン   380 

(2) バイオディーゼル 200 万トン   300 

再生可能エネルギー合計     72,928 

商業化再生可能エネルギー合計     57,828 

（出所）再生可能エネルギー発展第 13 次 5 ヵ年計画 

 

国家能源局が公表5した2018年末時点の再生可能エネルギーの発電設備容量は 7億 2,800

万 kW に達し、2020 年目標の 6 億 7,500 万 kW を 2 年前倒しで達成した。2018 年の再生

可能エネルギー発電量に関しては、前年から約 1,700 億 kWh 増加して 1.87 兆 kWh に達し

た。目標の 1.91 兆 kWh まで残り 400 億 kWh であることから、2019 年の目標達成は確実

とみられる。なお、2020 年 1 月 21 日に公表された電力企業連合会の速報によれば、2019

年の再生可能エネルギーによる発電量は、水力、風力、太陽光だけで 1.93 兆 kWh となり、

目標を達成している。 

2018 年の再生可能エネルギーの個々の発電実績は、水力発電が前年比 3.2％増加の 1.20

兆 kWh（目標 1.25 兆 kWh）、風力発電が前年比 20％増加の 3,660 億 kWh（目標 4,200 億

kWh）、太陽光発電が前年比 50％増加の 1,775 億 kWh（同 1,245 億 kWh）、そしてバイオ

マス発電が前年比 14％増加の 906 億 kWh（同 900 億 kWh）となっている。太陽光発電と

バイオマス発電は既に目標を達成している。 

 

 
5 http://www.nea.gov.cn/2019-01/28/c_137780519.htm 
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 天然ガス発展第 13 次 5 ヵ年計画 

天然ガス発展第 13 次 5 ヵ年計画では、海洋と陸上において、在来型天然ガスと非在来型

天然ガス（シェールガス、CBM 等）の増産を目指すため、国内の探鉱開発を促進し、石炭、

石油からの燃料転換を進めることとしている。表 1.1-5 に天然ガス発展第 13 次 5 ヵ年計画

の主な目標値を示す。 

なお、非在来型天然ガスである CBM (Coal Bed Methane)に関しては、炭層ガス開発利

用第 13 次 5 ヵ年計画で開発利用目標を定めており、2020 年までに 100 億 m3（2015 年の

生産量は 44 億 m3）の CBM を生産するとしている。 

 

表 1.1-5 天然ガス発展第 13 次 5 ヵ年計画の主な目標値 

対象項目 単位 
2010 年 

実績 

2015 年 

実績 

2020 年 

目標 

年平均増加率(%) 

属性 2015/ 

2010 

2020/ 

2015 

累計確認埋蔵量 兆 m3 9.1 13.0 16.0 7.4 4.3 予期性 

生産量 億 m3/年 952 1,350 2,070 7.2 8.9 予期性 

消費量 億 m3/年 1,075 1,931 - 12.4 - 予期性 

一次エネルギー消費量に占める割合 % 4.4 5.9 8.3~10 - - 予期性 

ガス利用人口 億人  3.3 4.7 - 10.3 予期性 

都市ガス利用率 %  42.8 57.0 - - 予期性 

パイプライン総延長 万 km 4.3 6.4 10.4 8.5 10.2 予期性 

パイプライン輸送能力 億 m3 960 2,800 4,000 23.9 7.4 約束性 

地下ガス貯蔵庫の容積 億 m3 18 55 148 25.0 21.9 予期性 

（出所）平成 28 年度海外炭開発高度化等調査「中国の第 13 次 5 ヵ年計画の石炭事業への影響等調査報告書」 

 

中国の業界誌が 2019 年 8 月に報道した情報6によると、すべての目標を達成することは

困難との見解を述べている。中国政府が天然ガス発展第 13 次 5 ヵ年計画を公表した後、ほ

とんどの省は省内の天然ガス発展第 13 次 5 ヵ年計画を設定している。例えば天然ガス消費

量に関して、海南省、陝西省、江蘇省、広東省、遼寧省、浙江省、北京、上海では目標を既

に達成、あるいは目標達成見込みとしているが、その他の 20 か所以上の省・地域では、目

標達成ができないと予想している。その原因として、以下を挙げている。 

① 多くの省・地域が目標を高く設定した。中には「第 12 次 5 ヵ年計画」の 2.48〜11 倍に設定

した省・地域があった。 

② 四川省と重慶市では、経済の低迷により工業用ガス消費量が増加しなかったため、天然ガス

開発が進まなかった。 

③ 2018 年 9 月に中国政府の天然ガス開発政策が 2017 年に設定した急速な開発から安定した

開発に変更されたことで、多くの省・地域も政府の対応に合わせ、開発速度を低下した。 

 

国有企業の中国石油天然ガス集団（CNPC）が 2020 年 1 月 13 日に公表したレポート7に

よると、速報値として 2019 年の天然ガス生産量が 1,738 億 m3（前年比 9.6％・152 億 m3

増加）、天然ガス消費量が 3,400 億 m3（前年比 9.6％増加）、一次エネルギー消費量に占め

 
6 中国石油新聞中心（http://wap.cnpc.com.cn/）の記事であるが 2020 年 2 月末時点で記事は閲覧不可 
7 http://news.cnpc.com.cn/system/2020/01/14/001759758.shtml 
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る割合が 8.3％になるとしている。天然ガス生産量は 2020 年の目標である 2,070 億 m3 に

達するのは非常に困難であるが、一次エネルギー消費量に占める割合は、2020 年の目標で

ある年 8.3％～10％の下限に到達したことになる。このことから、中国は天然ガスの利用に

関しては、天然ガス発展第 13 次 5 ヵ年計画の目標に達する見込みである。 

なお、国内消費で不足する天然ガスは海外からの輸入で補っている。中国の LNG 輸入量

の推移を図 1.1-2 に示す。中国は 2006 年に LNG の輸入を開始し、概ね毎年輸入量を増大

させている。LNG 輸入量増加の理由は、1.1.3 で分析する中国政府による大気汚染対策によ

るところが大きい。 

 

 

（出所）BP Statistical Review of World Energy 2019 

図 1.1-2 中国の LNG 輸入量の推移 

 

 

1.1.2 供給側構造改革 

石炭産業発展第 13 次 5 ヵ年計画において、重点政策と位置付けられたのが石炭産業の供

給側構造改革である。2012 年以降の石炭価格の低迷により多くの石炭企業が赤字経営に陥

り、石炭企業の健全化が喫緊の課題となっていた。2015 年には神華集団を除くほとんどの

石炭企業は巨額の赤字を計上していたとされる。そこで中国政府が講じた石炭企業を窮状

から脱出させる方策の一つが、石炭の生産抑制政策である。供給する石炭量が減少すれば、

市場原理にしたがって石炭価格が上昇し、その結果石炭生産企業の経営が好転することを

目論んだ政策である。中国政府は 2016 年 4 月にすべての炭鉱に対して石炭採掘の操業日数

を 276 日以内とする規制を発令した（276 日操業規制）。中国政府の思惑通りに国内の石炭

供給がタイトとなったことで石炭価格が急騰し、石炭企業は欠損の泥沼から抜け出し、利益

を計上できるようになった。 

しかし、276 日操業規制は、石炭企業の業績回復に大きく貢献したが、大きな副作用も生

む結果となった。国内炭の供給能力（生産能力）が削減されたことから、石炭の需給バラン

スが崩れ、国内炭価格の急激な上昇を引き起こしてしまった。国内石炭ユーザーは不足する

石炭を海外のスポットマーケットに求めたことにより、海外炭のスポット価格も急上昇す

ることになった。また、2016 年 2 月に公示された石炭生産能力削減政策によって、老朽化
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炭鉱や小規模炭鉱の閉山が進められていた時期と重なったことも供給不足に拍車をかけた

とも言える。その帰結は高い石炭を買わざるを得なくなった石炭ユーザーの業績が大幅に

悪化することになってしまった。中国政府はここまで国内外の石炭価格が急騰することは

想定していなかったと考えられる。 

結局、2016 年 11 月には 276 日操業規制は撤廃された。2017 年に行った中国政府（国家

発展改革委員会）への聞き取りでは、石炭市況を混乱させる（276 日操業規制のような）石

炭生産抑制政策は、今後は実施しないとの考えを示していた。 

供給側構造改革の初期に、以上のような構図で価格が急騰したのは一般炭もさることな

がら、やはり原料炭市場で顕著であった。図 1.1-3 に高品位強粘結炭のベンチマークになっ

ている山西省の柳林 4 号原料炭価格の推移を示す。2011 年まで続いた中国経済の好景気で

トン当たり 1,700 元まで上昇した原料炭価格は、中国経済の減速とギリシャの財務問題を

発端とする欧州の経済危機をきっかけとした景気の失速によって徐々に下落していた。し

かし図の通り、石炭生産能力削減政策として 276 日操業規制が導入された 2016 年 4 月を

底に、その後の半年余りの期間は強烈な切り返しを見せている。底値と 2016 年末の価格を

比較すると、およそ 3 倍の水準にまで高騰し、価格下落が始まった 2011 年の水準を回復し

たことが分かる。価格の上昇によって、長年の価格低迷で苦境に陥っていた石炭企業の経営

は大きく好転することになった。多くの副作用がでた政策ではあるが、結果的には石炭企業

の救済という目的は達成した政策といえよう。 

 

 

（出所）中国煤炭資源網データより作成 

図 1.1-3 柳林 4 号焦煤（原料炭）価格推移 

 

供給側構造改革のもう一つの柱が「石炭生産能力削減政策」である。削減対象の炭鉱は、

許認可を受けていない違法炭鉱や、小規模炭鉱、資源枯渇などで赤字経営状態にある炭鉱が

中心であった。同様の問題を抱えていた鉄鋼業界にも「鉄鋼生産能力削減政策」が打ち出さ

高値安定 

・石炭生産能力削減政策 

・276 日操業規制 
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れている。表 1.1-6 に石炭と鉄鋼の過剰生産能力削減政策の計画と実績を示す。鉄鋼生産能

力削減に関しては 2018 年に前倒しで完了している。 

石炭生産能力に関しても 2020 年までに目標を達成する見込みであるが、詳細は第 2 章の

「2.1 石炭生産能力の変化」にて分析したのでそちらを参照していただきたい。 

 

表 1.1-6 過剰生産能力削減の実績と予定 

 削減目標 

2016 年 

上段：実績 

下段：目標 

2017 年 

上段：実績 

下段：目標 

2018 年 

上段：実績 

下段：目標 

2019～2020 年

の目標 

石炭生産 

能力削減 
8 億トン 

2.9 億トン 

2.5 億トン 

2.5 億トン以上 

1.5 億トン以上 

1.5 億トン以上 

1.5 億トン前後 
1.1 億トン 

鉄鋼生産 

能力削減 
1.5 億トン 

6,500 万トン 

4,500 万トン 

5,500 万トン以上 

5,000 万トン 

3,000 万トン 

3,000 万トン前後 

1.5 億トン目標 

2018 年に前倒し

で達成 

（出所）平成 29 年度海外炭開発高度化等調査「中国の石炭及び鉄鋼産業の過剰生産能力解消政策が原料炭

需給に及ぼす影響等調査」及び中国国務院ホームページより作成 

 

ここで石炭産業発展第 13 次 5 ヵ年計画の重点政策である供給側構造改革が、中国の石炭

産業に与えた影響を考察する。2020 年が石炭産業発展第 13 次 5 ヵ年計画の最終年であり、

最終的な総括がされていないものの、これまでの結果から以下のことが言える。 

第一の成果は、長年にわたり石炭価格の低迷に苦しんでいた石炭企業を救済できたこと

である。276 日操業規制は国内の石炭供給量が不足し、国内石炭価格の急騰を招いただけで

なく、世界の石炭市況の混乱の原因にもなった。しかし、その後石炭価格が回復し、現状で

も石炭企業の安定経営につながっていることから、中国政府にとっては「結果よし」という

ことなったと言える。 

第二の成果は石炭生産能力削減政策によって、石炭生産が大企業に集約されたことによ

り、中国政府の管理が容易になったことである。石炭生産能力が過剰になった原因のひとつ

として、小規模炭鉱による生産能力を無視した過剰生産や採掘許認可を受けていない炭鉱

による違法生産が多かったため、生産量をコントロールできなかったことが挙げられる。従

来、違法操業を取り締まることができなかったのは、小規模炭鉱が地域にとっては雇用や税

収の面で重要な存在であり、石炭価格が下落する状況にあっても利幅が薄かろうが、収益確

保のために増産で対応しようとする傾向が顕著であったためである。その結果、マクロ的に

は更なる市況の悪化を招く悪循環に陥っていた。2017 年に行った中国政府への聞き取りで

も、地方の小規模炭鉱の管理が行き届かなかったことが市況悪化の原因であったとの言及

があった。 

供給側構造改革が今後の石炭需給に与える影響については、おそらく 2016 年下期に中国

を震源とした世界の石炭市況を混乱させたような事象は起きにくくなるのではと予想して

いる。石炭生産は小規模炭鉱の淘汰と大手石炭企業への集約化によって、中国政府は大手石

炭企業を管理することで石炭供給を安定的に調整することが可能となると推察される。 
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1.1.3 従来型大気汚染対策の進展 

2011 年末より、中国では PM2.5 を主因とするスモッグが国内メディアで大々的に報じ

られ、大気汚染対策への関心が高まってきた。そうした状況を受けて、2013 年 9 月に国務

院は「大気汚染防止行動計画についての通知」（国発〔2013〕37 号）を公表した。通称「大

気十条」と呼ばれており、2017 年までの大気汚染防止対策と目標を掲げたものである。 

2017 年が最終年であった大気十条は目標を大幅に超過して達成した。2017 年の PM10

の全国（地級市レベル以上の都市部の）平均濃度は 2013 年比で 22.7％改善し（目標は 10％

の改善）、重点対象地域である京津冀（北京市・天津市・河北省）、長江デルタ、珠江デルタ

の PM2.5 の平均濃度はそれぞれ 2013 年比で 39.6％、34.3％、27.7％改善、いずれも目標

（それぞれ 25％、20％、15％前後削減）を大幅に上回っての目標達成となった。 

しかし、「大気十条」の目標は達成されたものの、2012 年 2 月に改正された中国の環境基

準に照らし合わせると、環境基準 2 級以上（年平均値 35μg/m3以下、日平均値 75μg/m3以

下）を達成した主要都市は 2017 年時点で 35.8％に止まり、まだ道半ばである（ちなみに日

本の環境基準レベルは中国における 1 級基準に近い年平均値 15μg/m3、年平均値 35μg/m3

であり、これを 2017 年時点で達成していた中国の主要都市は全体の 3.0％に過ぎない）。 

そこで中国政府は更なる大気汚染対策として、2018 年 7 月に「青空防衛戦勝利 3 年計画

（国発〔2018〕22 号）」を公布した8。同計画は、「大気十条」の後継と位置付けられており、

計画の期間は 2018 年から 2020 年までの 3 ヵ年である。所管は第 13 期全国人民代表大会

（2018 年 3 月）で新設された生態環境部である。 

青空防衛戦勝利 3 年計画の主な目標は以下の通りである。 

1. 2020 年までに SO2及び NOxの排出総量を 2015 年比でそれぞれ 15％以上低減。 

2. 2020 年までに PM2.5 環境基準未達成の地級以上の都市の濃度を 2015 年比で 18％

以上低減。 

3. 地級以上の都市の大気質の優良日数比率 80％を達成。 

4. 重度以上の汚染の日数比率を 2015 年比で 25％以上低減。 

 

重点地域として、①京津冀周辺「2+26」都市、 ②長江デルタ 2 省 1 市、③汾渭（フンウ

ェイ）平原 12 都市・区が指定されている（表 1.1-7）。 

なお、「大気十条」において重点地域とされていた珠江デルタは青空防衛戦勝利 3 年計画

では重点地域からは除かれ、代わって汾渭平原が新たに重点地域として組み入れられるこ

ととなった。珠江デルタと汾渭平原を比べると、大気汚染の深刻度は明らかに汾渭平原の方

が高いこと、そして珠江デルタは石炭を消費する工場などの固定発生源よりも車両などの

汚染寄与度が高く、汾渭平原は従来の石炭原料の大気汚染問題が存在していることがその

理由であると考えられる。 

 

 

 
8 http://www.gov.cn/zhengce/content/2018-07/03/content_5303158.htm 
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表 1.1-7 青空防衛戦勝利 3 年計画の重点地域 
重点地域 重点都市 

京津冀周辺 

｢2+26｣都市 

2 都市 北京/天津 

26 都市 

河北省：石家荘/唐山/廊坊/保定/滄州/衡水/邢台/邯鄲 

山西省：太原/陽泉/長治/晋城 

山東省：済南/淄博/済寧/徳州/聊城/濱州/菏澤 

河南省：鄭州/開封/安陽/鶴壁/新郷/焦作/濮陽 

長江デルタ 

(2 省 1 都市) 

2 省 

江蘇省：南京/無錫/常州/蘇州/南通/塩城/揚州/鎮江/泰州/徐州/連雲港/淮安/宿遷 

浙江省：杭州/寧波/温州/紹興/嘉興/湖州/舟州/台州/麗水/金華/衢州 

1 都市 上海 

汾渭平原 

12 都市・区 

12 都市・区 

山西省：呂梁/晋中/臨汾/運城 

陝西省：西安/咸陽/宝鶏/銅川/渭南/楊凌示範区 

河南省：洛陽/三門峡 

 

目標を達成するための具体的な方策は、中国北方地域において、暖房用燃料を石炭から環

境負荷の小さい天然ガスに転換することであり、そのために天然ガス供給能力の拡大、石炭

消費量の規制、石炭ボイラの撤去などが挙げられている。また、トラック輸送から鉄道や海

運へのモーダルシフトを拡大する一方、電気自動車などの新エネルギー車の増加、ガソリン

品質基準の向上などの輸送構造の改革を進めること、そして電力産業、鉄鋼産業に低排出技

術の導入を推し進めている。 

なお、青空防衛戦勝利 3 年計画の目標は図 1.1-1 に示した生態環境保護第 13 次 5 ヵ年計

画の目標よりも高く、青空防衛戦勝利 3 年計画の達成は同時に生態環境保護第 13 次 5 ヵ年

計画の達成を意味する。 

 2020 年 1 月 12 日に生態環境部長（大臣）は、「2020 年における生態環境保護に関する

全国会議」において、2019 年の大気汚染対策の総括と 2020 年の行動計画を発表した9。こ

の発表によると、2019 年には北方地区において暖房用燃料として石炭から天然ガスへの転

換が大きく進み、京津冀周辺と汾渭平原の全域で石炭による集中暖房供給システムが導入

されたことで 700 万戸余りの散煤10の環境対策が完了したとしている。発電に関しては超

低排出11の石炭発電ユニットは累計で約 8.9 億 kW に達し、総発電容量の 86％を占めた。

23 省に 324 社存在する鉄鋼企業も粗鋼生産能力 7.8 億トン分の超低排出改造を展開した。

道路輸送から鉄道輸送へのモーダルシフトを強力に推進し、速報値では 2019 年の全国鉄道

貨物輸送量は前年比で 7.2％伸び、そのうち京津冀では 26.2％伸びたとしている。低品質ガ

ソリンを販売した違法ガソリンスタンドの検査を強化し、全国 31 都市で 1,466 か所のガソ

リンスタンドと 644 か所のディーゼルスタンドを取り締まった。以上のような大気汚染に

対する対策はこれまで多大な成果を収めており、京津冀及び周辺地域の秋冬期に深刻化す

 
9 http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk15/202001/t20200118_760088.html 
10 散煤＝小規模分散した石炭消費 
11 2015 年 12 月に決定され、2016 年 1 月より中国の発電所からの大気汚染物質の排出を大幅に厳格化し

た基準が導入された。規制値上限は PM10mg/m3、SO235mg/m3、NOx50mg/m3 で、その後 PM は 5mg/m3

に更に引き上げられている。 
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る大気汚染に的確に対処したことは評価できるとしている。 

生態環境部長は、2020 年も引き続き青空防衛戦勝利 3 年計画の目標を完全に達成するた

め、対策を講じていくとし、具体的には、北方地区の暖房用として石炭から天然ガスへの転

換を継続的に推進するとともに、「散乱汚」企業の整備、鉄鋼業界の超低排出改造の更なる

促進、ディーゼル車による汚染対策の推進、鉄道輸送へのモーダルシフトを積極的に推進す

るとしている。なお、「散乱汚」企業とは、産業政策と現地の発展計画に合致しておらず、

関連手続きを経ていない、安定的に排出基準を満たしていない環境汚染企業を指す12。 

青空防衛戦勝利 3 年計画が石炭需給に与える影響について分析する上で、本計画の主た

る目的は石炭需要抑制ではなく、あくまで国民に青空を提供する（大気汚染を改善する）こ

とを目的に立案された計画であることを認識する必要がある。前述の石炭産業と電力産業

の個別産業の第 13 次 5 ヵ年計画では 2020 年の石炭消費量は 41 億トン、石炭火力発電の

設備容量は 1,100GW へと増加する目標が掲げられている。つまり 2020 年に向けて石炭消

費量は増えていくと見込まれているのである。 

確かに中国の石炭消費量は 2014 年から 2016 年にかけて減少し、41 億トンの目標といっ

ても 2013 年の 42.4 億トンの水準は下回っている。ただし、基準年である 2015 年の石炭消

費量は 39.7 億トン、2016 年は 38.5 億トンにまで落ち込んでおり、2017 年から石炭消費量

は再び増加に転じたとは言え、2020 年までの 4 年間で 2.5 億トンの消費拡大は石炭への逆

風がある中、野心的な目標である。しかしながら 2019 年の見掛け消費量を計算すると（消

費量の統計は未公表）、生産量 38.5 億トン、輸入量 2.99 億トン、輸出量 0.06 億トンから

41.43 億トンとなる。2020 年の消費量目標 41 億トンは既に実現しているか、少なくとも射

程範囲内に入っていると考えられる。 

「大気十条」に始まり、青空防衛戦勝利 3 年計画に続く一連の環境政策では、石炭火力の

多くに超低排出石炭発電ユニットが既に導入され、「散乱汚」企業や小型ボイラなどを淘汰

するなど、いわゆる散煤対策が大幅に進んだ。2017 年で「2 + 26」都市と汾渭平原 12 都

市・区において約 6,000 万トンの散煤による石炭消費があり、散煤 1 トンから排出される

大気汚染物質は石炭火力発電の 10〜15 倍と言われていた。青空防衛戦勝利 3 年計画で散煤

削減に向けた重点対策が進められてきたのは、大気汚染改善に大きな効果を期待してのこ

とである。 

2013 年に始まった「大気十条」から 2020 年に目標年を迎える青空防衛戦勝利 3 年計画

によって、大規模な排出源（電力、鉄鋼）に対しては既に適切な環境対策が施され、既に従

来型の大気汚染の観点からは（気候変動対策としての課題は残るが）石炭消費に大きな問題

はない。また青空防衛戦勝利 3 年計画によって散煤対策が進められたことで、小規模な石

炭ユーザーについては天然ガス等のクリーンエネルギーへの転換が既にかなり進んだ実態

があると把握している。したがって 2020 年以降は散煤による石炭消費量は既に大きく減少

しているため、石炭消費量の更なる削減は限定的である。要するに、この 7 年間で中国の石

炭消費量は全体的に抑制されたのみならず、環境対策が進み、環境負荷の小さな消費構造へ

 
12 https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2018/2c28efcd7e37f769.html 
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と体質改善も同時に進んだと見ることができる。 

そのような現実を踏まえると、やや減速したとは言え、引き続き経済成長を継続し、エネ

ルギー需要が拡大する中で、今後も中国の石炭消費量は一定の割合を供給することになる

と判断できる。今後、従来型大気汚染問題からの石炭消費への制約は緩和されると展望する。

ただし、気候変動問題に関しては、石炭の負荷は目下のところ、軽減する現実的な技術が存

在しないため、石炭消費抑制の圧力は残る。第 14 次 5 ヵ年計画において気候変動対策がど

の程度盛り込まれるかについて注視する必要がある。 

 

 

1.1.4 一帯一路 

一帯一路イニシアティブは習政権の外交における主要戦略であり、2013 年秋に習近平国

家主席がカザフスタンとインドネシアを訪問した際に打ち上げた「シルクロード経済帯」、

「21 世紀の海のシルクロード」の両構想に出発点を見ることができる。海外協力プロジェ

クト資金支援のために、2014 年 12 月に 615 億元を拠出し、「シルクロード基金」を立ち上

げ、更に 2015 年 12 月には「アジアインフラ投資銀行」を 57 か国の国々と設立した。2017

年からは 2 年ごとに「『一帯一路』国際合作（協力）高峰（ハイレベルサミット）論壇」を

開催、同年 5 月には中国商務部は 60 余りの国々・国際機関と貿易・投資の拡大を目指すこ

とで合意した「『一帯一路』貿易畅通（円滑化）合作（協力）倡議（提唱）」を公表している。 

 一帯一路は古のシルクロードのように、中国とヨーロッパに繋がる陸の通商路、あるいは

東南アジアから中東、アフリカに至る海の通商路を活性化するという発想からスタートし

ている（実際には南米など、過去の通商路には含まれていない地域も一帯一路の対象国とな

っている）。中国と対象の国々との間の貿易を円滑化するために通商路に当たる交通インフ

ラの整備を行うだけに止まらず、対象国の（いずれ中国との貿易の拡大につながる）経済成

長を支援する意味でエネルギーを含む幅広い経済インフラの整備を目的とした投資プロジ

ェクトが実施されている。 

 本調査で一帯一路の状況を分析する意味は、一帯一路イニシアティブの下で石炭消費を

増加させる国際協力プロジェクト（特に石炭火力発電所建設など）がどの程度実施されてき

たのかを確認し、その結果、中国国外でどの程度新たな石炭需要が生じてくると考えられる

かについて展望することである。この問題意識に則って以下、状況を整理していく。 

 2018 年末時点の一帯一路イニシアティブの下での協力実績を見ると、中国は 122 か国、

29 の国際機関と 170 本の協力協定を締結し、エネルギー関連で 100 以上の協力文書を十数

か国との間で取り交わしてきたとされる。一帯一路におけるエネルギー協力の中で重要視

されているのは、①ロシアとの石油・ガス貿易、②モンゴルとの石炭・石油・電力・化学な

どの開発投資、③中央アジアとの天然ガスパイプライン、④中国－パキスタン経済回廊戦略

の下でのエネルギー・電力開発、⑤EU との送配電システム高度化などである。 

 個別エネルギーについて見れば、まず石油・天然ガスの輸送パイプライン建設プロジェク

トが重視されており、2014 年には中央アジア（タジキスタン）ガスパイプライン D 線と中
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ロガスパイプライン東線の建設に着手、2018 年には中ロ原油第 2 パイプラインが開通、ロ

シアからの原油輸入量が 3,000 万トンと倍増した。2018 年末時点で、一帯一路対象国との

原油パイプラインの輸送能力は 6,300 万トン、天然ガス輸送能力は 602 億 m3 となった。

2020 年に中央アジアガスパイプライン D 線が完成すれば輸送能力は 850 億 m3にまで増強

される見込みである。 

 石油・ガスパイプラインと並んで一帯一路で重要視されているエネルギー関連の協力は

電力投資である。そのうち石炭火力のプロジェクトは 2001 年から 2016 年までの期間中、

一帯一路対象国 65 か国のうち 25 か国で合計 240 件、251GW のプロジェクトが実施・計

画されており、そのうち既に 114 件、88GW の設備が運開に至っている。2016 年末時点で、

建設中が 54 件、48GW、計画中が 52 件、72GW というデータもある13。2016 年末時点で

既に運開済と建設中の設備容量が合計 136GW にまで及ぶということは、中国が参画する

海外の石炭火力発電所建設は一帯一路イニシアティブが始動する 2013 年以前に既に本格

化し、実績があったことを示している。実際、2000 年に中国政府が対外投資の拡大（「走出

去」）方針を明確にして以降、2010 年まで海外の石炭火力投資がかなり活発化した。 

 上記データには EPC（工程一括請負契約）や権益投資以外に設備輸出や銀行投融資も含

まれており、石炭火力関連プロジェクトの範囲は広く取られている14。EPC と権益投資に

関して絞って見ると、一帯一路が開始された 2013 年が投資（設備容量）のピークであり、

その後はむしろ横ばいから減少傾向を示している。また従来は EPC による投資がほとんど

であったが、2015 年からは出資による権益投資が増え始め、2018 年には EPC を上回るよ

うになっている。EPC による海外石炭火力の建設は一帯一路開始時である 2013 年の

11.2GW がピークであった。他方、権益投資は 2009 年から 2018 年の期間全体で 10.8GW

に止まるが、近年は堅調な伸びを示している。 

 

（出所）グリーンピース・山西財経大学「中国海外煤電股投資趨勢与風険分析」より引用 

図 1.1-4 中国の海外石炭火力プロジェクトへの投資（2009-2018 年､投資形態別） 

 
13 全球環境研究所（Global Environmental Institute）「“一帯一路”中国参与煤電項目概況研究」（2017 年

5 月）より引用。報告書によれば、このデータはネット情報を中心に個別プロジェクトの情報を収集し、積

み上げて整備したデータとのことである。合計 251GW と内訳の総計（208GW）が一致しないが、恐らく

2016 年末時点の状態に関する情報が得られない分類不能な案件が存在するということだと理解できる。 
14 EPC126 件､権益投資 25 件､設備輸出 74 件､銀行投融資 9 件とプロジェクト形態別に分類されている。 

EPC 

設
備
容
量
（

G
W
）

 

権益投資 
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 今後の見通しとしては、2019 年以降、2023 年までの 5 年間も EPC から権益投資への移

行という流れは継続し、権益投資による設備容量は 39.8GW となり、EPC の 24.1GW の

1.7 倍にまで増加すると山西財経大学の報告書は見込んでいる。この予測によると、2009 年

から 2023 年の権益投資による設備容量の合計は 50.6GW、投資総額は 1,800 億元に達する

との見通しである。この 50.6GW の権益投資による国別の発電所建設状況を示したものが

図 1.1-5 である。図を見れば、発展途上国が中心であり、そのほとんどが一帯一路対象国で

あることが分かる。権益投資は一帯一路以前（2013 年以前）では 0.4GW に過ぎず、投資が

本格化した 2015 年には一帯一路が重要戦略となっていたため、投資対象が一帯一路対象国

中心となったのは当然とも言える。地域別に見ると、2018 年以前は東南アジア・南アジア

がそれぞれ 40.4％、53.5％と圧倒的なシェアを占めていたが、2019 年以降は東南アジア、

南アジアはそれぞれ 23.9％、43.5％と若干シェアを落とし、欧州（東欧が中心）12.7％、西

アジア 11.9％、アフリカ 6.4％とやや多様化が進んだ。 

 

 
左よりバングラデシュ、パキスタン、インドネシア、ベトナム、ロシア、インド、アラブ首長国連邦、トルコ、ガ

ーナ、モンゴル、ジンバブエ、タンザニア、ルーマニア、ギリシャ、カンボディア、ケニア、モロッコ、ジョージ

ア、ボスニアヘルツェゴビナ、モザンビーク、ミャンマー、マダガスカル 

（出所）グリーンピース・山西財経大学「中国海外煤電股投資趨勢与風険分析」より引用 

図 1.1-5 中国海外石炭火力プロジェクトの国別投資状況及び予測（2009-2023年､権益投資） 

 

我々の問題意識は、今後我が国の石炭輸入に影響を及ぼすアジア市場の需給状況を展望

する上で、中国の一帯一路戦略によって進められる海外石炭火力投資がどの程度の規模に

なるのかを展望するというものである。したがって 2019 年以降の権益投資による設備容量

39.8GW のうちアジア市場の需要、すなわち東南アジア、南アジアの発電設備容量を知りた

いわけであり、上記のシェアから算出される 26.8GW がその答えとなる。ただし、山西財

経大学のリポートは権益投資に分析を絞っており、EPC による石炭火力設備容量について

は総計である 24.1GW という数値のみ言及されているだけで地域別のシェアは示されてい

ない。これに対し、EPC も地域別分布は権益投資と大きく異なることはないと想定し、上

設
備
容
量
（

G
W
）

 

青：運開済 橙：建設中 緑：計画中 
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記権益投資の東南アジア、南アジアのシェアを援用し、16.2GW という数値を取ることとし

たい。したがって一帯一路イニシアティブの下、中国によって 2019 年～2023 年に投資さ

れる石炭火力の発電設備容量は 26.8GW と 16.2GW の和、43.0GW と想定する。 

 しかしながら図 1.1-4 が示す通り、2017 年と 2018 年は EPC の減少傾向が顕著であるこ

とには留意する必要がある。2019 年から 2023 年の 5 年間で 43.0GW は 2017 年と 2018 年

の投資実績を上回る成長が見込まれていることになる。過大に見積もられている可能性は

あると考えられる 

 2018 年の投資減速は実は石炭火力に限らず、中国の海外エネルギー関連プロジェクトへ

の投資全体に言えることである。表 1.1-8 は中国の政策性銀行である国家開発銀行と中国

進出口（輸出入）銀行の融資状況を示したものである。表を見ると、一帯一路イニシアティ

ブが開始された 2013 年以降は 2012 年以前と比較して大幅にエネルギー関連の海外投融資

が活発化したことが分かる。そして 2018 年は投融資額で言えばそれまでの平均と比べ 7 割

減と急ブレーキがかかっている。その原因として考えられるのは、国内要因としては中国経

済の減速、とりわけ米中関係の緊張化による不確実性の影響、具体的には外貨準備高の減少

や中国の対外直接投資の伸び悩み15など、国外要因としては投融資対象国の大半を占める途

上国（新興国）経済の変調などが指摘できる。 

 

表 1.1-8 中国政策性銀行のエネルギー関連海外投融資の全体概況（年平均） 
 2008-2012 年 2013-2017 年 2018 年 

投融資総額（100 万米ドル） 16,920 28,976 8,620 

投融資件数 16 22 11 

投融資受入国数 12 17 9 

(出所) Global Development Policy Center, Boston University 

『全球風険与投資的不確定性：2018 年中国海外能源融資』 

 

しかし投融資額全体が減少する中、発電所建設、とりわけ石炭火力に対する投融資は他の

プロジェクトよりも優先されたと思われる。表 1.1-9 はエネルギー関連の投融資額のセク

ター別構成を示したものであるが、2018年の発電所建設への投融資は 63.21億ドルと 2013-

2017 年の期間の年平均 131.33 億ドルよりは半減以上に減少したものの、2018 年のエネル

ギー関連の海外投融資の総額の 73.3％が発電所建設に投じられたことが分かる。 

2013-2017 年にはこの比率は 45.3％、更に遡って 2008-2012 年には 39.8％であったの

で、2018 年は発電部門を優遇したことは明白である。更に発電部門の内訳を見ると、2018

年の石炭火力向けの投融資は 35.98 億ドルで全体の 41.7％を占め、全セクターの中で最大

となっている。 

 

 

 
15 2018 年の中国の対外直接投資は前年比 4.2％の増加であったが、これは 2017 年が同 19.7％（非金融直

接投資は更に減少幅は広がり、29.4％）と大幅減になった反動であり、2016 年水準と比較すると大幅に下

回る水準に止まった。 
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表 1.1-9 中国政策性銀行のエネルギー関連海外投融資のセクター別構成（年平均） 

（単位：百万米ドル） 

セクター 2008-2012 年 2013-2017 年 2018 年 

省エネルギー 0 50 500 

資源探査・開発 6,482 9,604 1,000 

非発電エネルギー利用 452 3,759 0 

発電 6,737 13,133 6,321 

 バイオマス 0 12 0 

 石炭火力 4,349 4,513 3,598 

 ガス火力 264 51 1,000 

 水力 1,610 4,794 1,723 

 原子力 31 2,854 0 

 太陽光 130 318 0 

 風力 326 431 0 

送配電 3,249 2,430 799 

合計 16,920 28,976 8,620 

（注）発電セクターの合計金額と内訳の合計金額とが一致しないが、その理由については原資料に言及が

ない。考えられる可能性は、確実ではないが、以下の通りである。内訳の各電源別融資金額は個別プ

ロジェクトの融資金額を足し合わせて作成したデータであるようで、一部プロジェクトのデータが

得られない可能性がある。他方、発電セクターの合計金額は銀行が集計した数字を使用していると

すれば、両者の間に差が生じる可能性があり得る。 

(出所) Global Development Policy Center, Boston University 

『全球風険与投資的不確定性：2018 年中国海外能源融資』 

 

 2018 年の投融資全体が大幅な減少に見舞われる中、石炭火力向けの投融資が優先された

ことは今後も一帯一路イニシアティブの下、石炭火力発電所建設のプロジェクトが維持さ

れるのか検討してみた。2018 年に石炭火力向けの投融資の減少が他の部門よりも最小限に

止まった理由として、発電所建設は他のプロジェクトと比較するとプロジェクト期間が長

期にわたり、既に動き始めていたプロジェクトに対しては投融資を取りやめることができ

なかったということが大きかったと考えられる。2018 年の状況から、一帯一路全体として

エネルギー分野の投融資が抑制されていく趨勢が続くとすれば、今後も石炭火力向けに新

規プロジェクトが形成されると考えるのは現実的ではない。2018 年のエネルギー関連海外

投融資全体が大幅に減少した流れは今後も続き、全体の制約から石炭火力建設プロジェク

トへの投融資にも削減圧力がかかると考えるのが自然である。 

 

以上の状況を踏まえて 2019 年以降について展望すると、米中貿易摩擦も 2020 年 1 月に

一旦合意に漕ぎ着けたとは言え、依然として摩擦の火種は残っており、中国経済の今後につ

いて不確実性は依然として解消されたわけではないこと、そして世界経済にも変調の兆し

がしばしば指摘されるようになっており、投融資受入国側にも発電所建設に対しては消極

姿勢が見られること、そして近年中国の一帯一路イニシアティブが「新植民地主義」との批

判を受け、中国の投融資への逆風が内外で強まっていることなどを加味すれば16、先の山西

 
16 他に気候変動への影響ということで、世界中で強まる石炭火力への逆風も中国による海外石炭火力プロ

ジェクトへの制約要因として挙げるべきと考えるかもしれない。しかし中国政府は 2013 年の一帯一路イ
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財経大学の予測よりも一帯一路イニシアティブによる海外石炭火力建設は下振れする可能

性が高いと考えるべきだと判断する。したがって、2019-2023 年の期間中の石炭火力の設備

容量の先の 43.0GW は上限と考えるべきで、具体的な数値を示すことは難しいが、それよ

りも低い水準で着地すると展望する。 

 

 

1.1.5 中国の豪州炭等の輸入制限の動向 

中国政府の海外炭輸入方針の原則は、海外炭市場を国内炭市場の補足と位置づけ、国内炭

の生産に大きな影響を与えない範囲で輸入量をコントロールするというものと考えられる。

政府としては、海外炭は国内の環境配慮、すなわち低灰分、低硫黄の良質な石炭を海外から

輸入し、環境基準に達しない国内炭との混焼に活用するとの立場である。これは、一般炭に

限ったことではなく、原料炭の最大産地である山西省においても、一部のコークス製造企業

は、高品質な豪州原料炭を調達している。 

こうした中国政府の方針の下、2017 年から中国政府は海外炭輸入への介入を強化し始め

たと考えられる。2017 年 7 月 1 日から省政府が承認する港湾（第二類貿易港）で石炭輸入

を禁止する措置を取ったのが輸入炭介入を強化した始まりである17/18。その方法は、通関の

時間を意識的に延ばす、港湾での停泊を拒む、第二類貿易港からの輸入を禁止する、微量元

素の検査をする、などによるもので、政府からの公文書ではなく、口頭や会議での通知など

非公式の立場で伝達しているという。対外的には、市場原理に任せるという中国政府の姿勢

の表れと言える。 

しかしこのような輸入制限にもかかわらず、図 1.1-6 の通り、2018 年の輸入量実績は前

年を超える 2.8 億トンとなった。これは国内炭と海外炭との価格差が大きいため海外炭を志

向するユーザーが多く、完全にコントロールできなかったと考えられる。2019 年は石炭輸

入量が更に増加し、2 億 9,985 万トンに達した。図 1.1-7 に中国南部の広東省広州港におけ

る石炭価格の推移を示す。炭種の仕様は異なるものの、発熱量 5,500kcal/kg ベースの 3 炭

種で比較すると、国内炭価格が豪州炭より高い傾向となっており、2019 年 6 月以降は豪州

炭の割安感が大きな状況が続いている。 

 

 
ニシアティブの始動時に、対象国の実情に照らして石炭火力がインフラ整備と経済成長を実現し、中国と

対象国両国の共同発展を可能にする場合には、積極的に活用する方針を明確にしており、石炭火力に対し

て中立的な立場を採っている。 
17 JOGMEC 石炭資源情報（2017 年 7 月 6 日）http://coal.jogmec.go.jp/info/docs/170706_51.html 
18 エイジアム研究所（2017 年 6 月 29 日）http://www.asiam.co.jp/news/detail.php?id=8596 
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（出所）中国海関統計 

図 1.1-6 中国の石炭輸入量の推移 

 

 

（出所）中国煤炭資源網 

図 1.1-7 広州港における在庫渡しベースの石炭価格（増値税含む）の推移 

 

中国による豪州炭の輸入制限方針が石炭市場に伝わったのは 2019 年 2 月ごろである。遼

寧省の大連税関が管轄する大連港、盤錦港、丹東港、鮁魚圏港、北良港の 5 港を対象に豪州

一般炭の通関手続きが厳格化されるようになった。輸入制限をかけた理由として、各国の情

報提供会社やメディアは以下の豪州政府の措置が中国側の怒りを買ったためと報道してい

る。 

・ 南シナ海で中国が進める軍事拠点化を批判（2017 年 12 月） 

・ 安全保障上の理由から華為技術（ファーウェイ）の 5G 通信システムを排除（2018 年 8

月） 
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・ 中国政府とつながりを持つ中国人実業家の永住権を剥奪・再入国を禁止（2019 年 2 月） 

 

中国政府の介入の結果、図 1.1-6 に示した通り、2019 年の豪州炭の輸入量は 7,700 万ト

ンと前年より 440 万トン減少した。しかし豪州炭が中国の石炭輸入量の 26％を占める重要

なソースであることは変わっていない。月別の豪州炭の輸入状況を見ると（図 1.1-8）、中

国による豪州炭輸入制限が報道された 2019 年 2 月に大幅に石炭輸入量が減少しているが、

2 月は中国の春節にあたり、例年輸入量が減少する季節でもある。3 月以降も税関での豪州

炭の輸入制限が続いていたにもかかわらず、石炭輸入量自体は徐々に回復している。また、

中国政府は季節によって制限の強弱を変えているようにみえる。夏場と冬場の需要が旺盛

な時期には制限を緩め、それ以外の時期は制限を強化しているという状況と思われる。なお、

2019 年 12 月はわずか 41.5 万トンの輸入に留まっているが、これは 2019 年の総輸入量を

3 億トン未満に抑えるため、通関手続きを遅らせたものと考えられる。 

 

 

（出所）中国海関統計 

図 1.1-8 中国の豪州炭輸入推移 

 

豪州炭に対する輸入制限は今後も継続されるのか分析した。中国の石炭情報提供会社へ

の聞き取りでは、豪州炭の輸入制限は今後も続くとみているとのことで、その大きな理由と

して、上で見たように国内炭と海外炭の価格差が挙げられる。中国による豪州炭の輸入制限

の中で、豪州炭の輸入量が回復してきたのも中国のバイヤーが価格の高い国内炭を調達す

るよりも、通関に時間を要してでも安い豪州炭を志向しているのではとの見方がある。 

そもそも豪州炭に限らず、輸入量全体をコントロールする中国政府の方針は、国内の石炭

産業の保護を念頭に置いたものである。2016 年以降、石炭産業の過剰生産能力削減政策が

展開される中で、国内炭の価格が上昇し、石炭産業の経営状況は大きく好転した。現状は中

国の石炭産業にとって望ましい状態であり、中国政府も現状を継続したいとの意向を持っ

ている。しかし 2016 年の価格の急騰時に国内バイヤーが海外炭確保に狂奔したように海外

炭へのニーズは根強く存在し、輸入量のコントロールがなければ 3 億トンを超えて海外炭
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の輸入量が拡大、国内炭への需要を侵食して国内炭価格の下落圧力を生む懸念がある。 

そういう意味では、豪州炭よりも輸入量が大きく、加えて 2018 年以降に大幅に輸入量を

拡大してきたインドネシア炭に対しても輸入制限を強化する素地がある。他方で、インドネ

シア炭は低発熱量で価格が安価でありながら硫黄含有量が少ないという利点があり、国内

炭との混焼目的で選好されている実態もある。豪州炭にも言えることだが、海外炭の過大な

流入は避けたいながらも、品質や価格面で海外炭には優れた面があり、その利点を放棄する

ことも難しい現実がある。 

2018 年の秋以降、国際石炭市場において豪州炭価格が下落しており、国内炭との価格差

が拡大してきており、輸入制限を緩和すれば割安となった豪州炭の輸入量が増え、国内石炭

企業の経営を圧迫する懸念がある。そこに政治的問題が加わったことで豪州炭の輸入制限

の強化が生じたと考えられるが、政治的問題は一面の要因に過ぎず、国内炭に比した海外炭

の価格面、品質面での優位性が存続する限り、石炭輸入量の拡大圧力は引き続き強く推移す

るとみられる。しかし国内石炭産業の保護目的で、名目としての理由は何であれ、今後も 3

億トンを大きく超えない水準で引き続き輸入制限は続くと考えられる。その際、政治的問題

が両国間で存在すれば、政治的問題の解決と国内石炭産業保護の一石二鳥の策として、輸入

制限が活用されていくと推察される。 

 

 

1.1.6 米中貿易摩擦 

 第一段階の合意とその評価 

2018 年 7 月以来、米中両国の間で互いに制裁関税を応酬し合う貿易戦争が激化し、2019

年末までに 4 回の追加関税の適用が表明され、両国とも相手国からの輸入品の 7 割に関税

を上乗せする状況に陥った。 

途中、交渉が暗礁に乗り上げる時期もあったが、2020 年 1 月 15 日にようやく、米国と

中国は両国間で激化していた貿易摩擦の緊張緩和を目的とした合意文書に署名した。合意

文書では中国が米国からの輸入拡大をコミットし、2017 年と比較して中国は 2020～2021

年の米国からの輸入金額を 2,000 億ドル増やすとしている。内訳は、表 1.1-10 の通り、工

業製品 777 億ドル、農産品 320 億ドル、エネルギー524 億ドル、サービス関連 379 億ドル

と明記されている。以前、2017 年 11 月にトランプ大統領が訪中した際、中国は総額 2,535

億ドルの経済協力プロジェクトをぶち上げたが、その多くは意向書（MOU）に止まり、象

徴的な意味しかなかったのに比べ、今回は明確に時期も 2 年と明記され、拘束力が段違い

に強い文書であると言える。 

図 1.1-9 の通り、米中間の貿易は 2000 年代以降に急拡大し、とりわけ中国からの米国の

輸入が大幅に増加したことで貿易不均衡は 2017 年には 3,713 億ドルに達した。仮に中国が

約束通り、2021 年に 2017 年比で 2,000 億ドルの輸入拡大を達成しても依然として 1,000

億ドル以上の不均衡は残る。加えて、わずか 2 年で 2,000 億ドルもの巨額の輸入拡大を行

い、米国からの輸入を倍増以上に拡大することは相当の困難が予想される。図 1.1-9 の通
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り、中国の米国製品輸入は 2014 年以降、横ばいないし若干減少気味で、恐らくこの間、中

国側が輸入拡大の努力をしたにもかかわらず、明らかに伸び悩み状態にあり、米国の商品が

中国で競争力を持っていないことを示している。 

 

表 1.1-10 米中合意文書における中国の輸入拡大義務 

品目 詳細品目 
米国の対中輸出増加額（億米ドル） 

2020 年 2021 年 合計 

工業製品 

産業機械 

329 448 777 

電気機器 

医薬品 

航空機 

自動車 

光学機器・医療機器 

鉄鋼 

その他工業製品 

農産品 

油種作物 

125 195 320 

肉類 

穀物 

綿 

その他農産品 

海産物 

エネルギー 

LNG 

185 339 524 
原油 

石油製品 

石炭 

サービス 

特許使用料 

128 251 379 

出張及び観光 

金融・保険 

その他サービス 

クラウド関連サービス 

合計 767 1,233 2,000 

（出所）米中合意文書より作成 

 

 
（出所）UN Comtrade データ及び中国海関総署報道発表より作成 

図 1.1-9 米中間貿易の推移 
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それにもかかわらず、こうした困難なコミットメントを中国が受け入れたのは中国には

より重要視する、守るべきものがあるからと考えるべきである。米国が対中交渉において目

標としているのは、両国の貿易不均衡の結果に介入して不均衡を是正するばかりではなく、

不均衡を生み出している原因そのものを除去することと考えられるためである。これはか

つて日米間で貿易不均衡が問題とされた際にも、米国が「日米構造協議」などの交渉の場で

日本に要求を突きつけたことと同じ発想、戦略から発している。 

米国は中国からの輸入が 2000 年代以降急増した原因として、中国政府による補助金など

を通じた企業（特に国有企業）支援、鉄鋼・アルミニウムなど過剰生産を背景としたダンピ

ング輸出、人民元為替レートの人為的な安値誘導などがあると考えている。他方、米国から

中国への輸出に対しては、中国の閉鎖的な商慣行、知的財産権の侵害、中国に進出している

米国企業への技術移転の強要などで不当な扱いがあると非難してきた。今回の合意では、知

的財産権に関する規制強化と知的財産権侵害を受けた企業が法的措置を取る上での手続き

の簡素化について中国が取り組むことを表明しているが、上記の米国の問題認識からすれ

ば明らかに不十分ということになる。今後の交渉は上記の米国の問題意識に沿って、米国が

中国の国内制度の変革を要求する方向で進むとみられる。 

トランプ大統領は今回の合意を第一段階と位置付け、通過点に過ぎず、米中貿易摩擦の完

全解決には更なる交渉が必要と明言している。米国は中国からの輸入品に課した関税の一

部を半減することを表明したが、関税の大半、推定 3,600 億ドル相当の中国製品への最高

25％の関税は引き下げず維持するとしている。休戦どころか、自陣のコーナーに引き上げた

ものの、ファイティングポーズを取ったまま、次のゴングが鳴るのを待っている状態とでも

言える。 

中国としては、今後の交渉が国有企業や政府の産業政策、ひいては政治・経済体制に波及

することは何としても避けたいところであり、そのためにもコミットした輸入拡大に全力

で取り組まざるを得ない状況と考えられる。 

 

 中国の輸入拡大のコミットと国際石炭市場への影響 

それでは中国はどのような製品を輸入するのか推察してみる。先の表 1.1-10 に示した通

り、今回の合意では具体的な品目別に輸入拡大目標が示されており、最大は工業製品の 777

億ドルである。2017 年の米国からの中国への主要な輸出品目を示した表 1.1-11 の通り、

2017 年時点で輸入額の大きい品目リストには確かに工業製品が数多く並ぶ。米国が圧倒的

な比較優位を持つ航空機や医療機器などは既にこれまでも輸入拡大の対象として輸入は増

加してきた。他方、乗用車や産業機械などは中国国内にも産業基盤があり、輸入による国内

産業への影響が考慮されることになる。また半導体など、一部の工業製品は米国自身が中国

に対する輸出を制限するなどしている。果たして実際に 2 年間で工業製品を 777 億ドルの

輸入拡大を行えるのかどうか予断を許さないと言える。この点は農産品についても同様で

ある。 
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表 1.1-11 米国からの中国の輸入品目 

品目 
2008 2017 変化率 

（倍） 100 万米ドル 

民間航空機、エンジン、機器、部品 3,904 16,266 4.2 

大豆 7,260 12,362 1.7 

乗用車 1,100 10,526 9.6 

半導体 6,494 6,077 0.9 

産業機械 2,797 5,442 1.9 

原油 n.a. 4,434 n.a. 

プラスチック 3,068 4,004 1.3 

医療機器 1,049 3,454 3.3 

パルプ材、木材パルプ 2,234 3,395 1.5 

木材、製材 481 3,179 6.6 

（出所）『通商白書 2018』（経済産業省） 

 

次に輸入拡大目標が大きいのは 524 億ドルのエネルギーである。上の表 1.1-11 は 2008

年と 2017 年の実績値のみを示しているため、エネルギーは原油がリストに挙がっているだ

けだが、過去の経緯を見れば石炭やガスが一定量輸入されていた。図 1.1-10 の通り、2010

年から 2014 年にかけては石炭が、2014 年から 2016 年にかけてはガスが、エネルギー輸入

額に対して大きな比率を占めていた。そしてトランプ政権が始動した 2017 年以降はそれま

で微々たる量しか輸入のなかった原油の輸入量が急激に拡大している。中国の米国産原油

輸入拡大はトランプ政権の貿易不均衡是正の要求に対応したものなのは明らかである。 

 

 

（出所）UN Comtrade より作成 

図 1.1-10 中国による米国産エネルギーの輸入額の推移 

 

 しかしそれでも 2017 年のエネルギー輸入額は 73 億ドル、2018 年でも 105 億ドル程度

に過ぎない。ここから更に 500 億ドルも増加させるには原油に止まらず、石炭やガスの輸

入拡大が必要なのは論を俟たない。2020 年に入って国際原油価格が急激に大きく下落して
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いる状況を踏まえれば、原油輸入だけで目標値を達成することの困難さは増していると言

える。2017 年以降の原油輸入量の急拡大と同様、石炭やガスでも急激な輸入増が再現され

る可能性は高い。第一段階合意でコミットした輸入拡大目標を達成するためには、米国が輸

出可能な量をすべて輸入するくらいの対策が必要であると考えられる。 

 こうした全体の文脈を踏まえた上で、中国の米国炭の輸入量はどの程度まで拡大する可

能性があるか推察してみる。まず図 1.1-11 から、これまでの中国による米国炭の輸入状況

について確認してみよう。図の通り、石炭輸入量が最大である 2012 年でさえ、900 万トン

余り、輸入額 13 億ドル程度に止まる。2017 年は 317 万トンの輸入量のうち、276 万トン、

すなわち 87％が原料炭であった。2012 年の中国の石炭輸入量は全体で 2.88 億トンであっ

たので、米国炭が占める比率は 3％程度に過ぎず、これまでの中国の米国炭輸入は非常に限

定的であったということになる。 

 

 
（出所）UN Comtrade より作成 

図 1.1-11 中国の米国炭輸入の推移 

 

米国炭の中国向け輸出が限られていたのは、もちろん米国炭が豪州炭やインドネシア炭

と競合する中で競争力を持つことができなかったというのが最も重要な要因である。 

一般炭の場合、中国国内の環境規制から、高品位で環境負荷の低い豪州炭や国内炭との混

焼用ブレンド炭として、低硫黄、低灰分のインドネシア炭が今後とも中国の国内ユーザーか

ら選好されるものと考えられる。そもそも米国の輸出一般炭である西部炭は、西海岸からの

輸出能力増強が見込まれないため、現在の輸出量を大きく増加させることは厳しい状況で

ある。2019 年の実績を見ると、米国の一般炭、無煙炭の中国への輸出はゼロ、全量原料炭

であった。したがって中国への米国炭の輸入拡大は主として原料炭によると考えることが

妥当である。 
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米国統計局によると、図 1.1-12 の通り、米国の中国向け原料炭輸出量は 2013 年の 625

万トンが最大であり、2014 年以降は中国の石炭輸入量全体が減少したことに伴い、米国原

料炭輸入は激減した。2017 年に豪州 QLD 州に上陸したサイクロン「Debbie」によって、

一時的に米国炭の輸入が増えたが、豪州の石炭インフラが回復したことと米中摩擦等の影

響で再び減少に転じ、2019 年には 106 万トンとなった。 

米国の原料炭生産地域は、中央アパラチア、北部アパラチア、南部アパラチア地方であり、

Pennsylvania 州、West Virginia 州、Virginia 州、Ohio 州などが中心となる。この地域か

らの石炭を中国に輸出するとすればパナマ運河を経由せねばならず、輸送コストはかさむ。

またこの地域の炭鉱の特徴として、坑内掘が多く、中小規模（年間生産量が数万トンから数

10 万トン規模）の炭鉱が多いことが挙げられる。中小炭鉱には石炭生産を増産する資金力

はない。また、大規模の炭鉱の場合も、石炭の増産のためには、石炭採掘機器の新規導入、

坑内の坑道展開、採掘計画の見直し、人員の確保、許認可等に長い期間を要するため、数年

の準備が必要となる。Longwall 採炭のような高出炭プラントの新規導入には 100 億円を超

える莫大な投資も必要になる。将来の石炭需要を見通した場合、米中貿易摩擦の対応として

中国が米国炭の輸入を拡大するとしても、そうした短期的な（一時的な特需に終わる可能性

も高い）石炭需要に対応する増産のための投資が石炭企業にできるか甚だ疑問である。 

輸送コストの削減が期待できる米国西海岸からの輸入についても、米国西海岸の新規港

湾の建設計画がことごとく裁判で否決されており、建設が始まる見通しはない。更に米国の

石炭会社はシェールガスの台頭や欧州における石炭排除の流れによって疲弊してしまって

いる。2019 年に入ってからも Cloud Peak Energy、Murray Energy、Blackjewel、

Blackhawk Mining といった石炭生産量として全米 20 傑に入る大手石炭企業が破産申請し

ている。 

一方、買い手となる中国の状況である。原料炭はコークスの原料であるが、高炉によって

必要なコークス特性が異なり、原料炭特性の異なる豪州炭と米国炭を単にシフトできない

事情もある。中国の高炉も大型化しており、強度の高いコークスを製造するためには、高品

質で強粘結性の高い豪州原料炭は今後とも必要であり、米国原料炭の大幅な増加は困難で

あると考える。 

結論としては、中国の米国炭に対する追加関税の軽減、あるいは撤廃した場合、米国原料

炭の輸入増加が見込まれるが、豪州原料炭に取ってかわることはないと考える。せいぜい、

過去の最大輸入量（石炭全体）の 900 万トンあるいは 1,000 万トン程度の輸入量が限度と

予想する。 
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（出所）米国統計局より作成 

図 1.1-12 米国の中国向け原料炭輸出量の推移 

 

以上の分析をまとめる。まず、第一段階の米中合意文書に明記された中国による米国から

の輸入拡大目標は中国政府にとって達成する必要性が高いものと考えるべきである。また

工業製品や農産物など国内産業への影響が大きい品目と比べると、相対的に影響をコント

ロール可能なエネルギーの輸入目標は強く目標達成を求められることになりそうである。

そうすると、最大で米国の石炭輸出能力いっぱいまで輸入量を拡大することも想定してお

くべきということになる。 

しかし米国国内の状況を考えると、一般炭の大幅な輸出拡大は生産能力の制約から考え

にくく、原料炭についても中小炭鉱が多く、増産に向けた投資拡大の余力の乏しさから考え

ても、大幅な輸出増は見込めないと見る。過去の最大輸入量の 900 万トンあるいは 1,000 万

トン程度の輸入量が上限であると結論づけたい。 

 この点を踏まえて、米中合意による国際石炭市場への影響を展望すると、中国が米国炭の

輸入を拡大すれば当然従来の石炭輸出国からの輸入量はしわ寄せで減少することを想定す

るべきである。先述の通り、中国政府は石炭の輸入量が 3 億トンを超えないよう調整して

きたためである。その場合、アジアの石炭国際市場は価格の低下圧力を受けることになる。

強い政治的要因で決定された中国による米国炭輸入であるから、他の国々が輸出する石炭

価格がいくら下がろうと中国が買い支えることにはならず、世界最大の石炭輸入国である

中国の市場からの退出が直接響いてくる。しかし最大で 1,000 万トン程度の米国炭が割り

込んで来るレベルと考えれば、その影響は限定的でそれほど重要視する必要もないと考え

る。 

  



29 

 

第2章 中国の石炭需給 

2.1 石炭生産能力の変化 

国家能源局は 2019 年 3 月 15 日に「石炭業界の過剰生産能力解消・困難脱出・発展の実

現に関する国務院の意見」（国発〔2016〕7 号）、「石炭生産能力登録公告制度の整備、新規

建設炭鉱生産能力公告の建設に関する国家能源局の通知」（国能発石炭〔2017〕17 号）など

に示された目標の進捗報告として、全国の炭鉱生産能力状況を公表した19。2018 年 12 月末

時点で安全生産許可証などを取得し石炭を生産している炭鉱は 3,373 か所で、石炭生産能

力の合計は 35.3 億トン/年となっている。また、2018 年 12 月末時点で 1,010 か所の炭鉱

（生産能力 10.3 億トン/年）が建設許可を得ている。この 1,010 炭鉱には、新規の炭鉱建設

プロジェクト、既存の炭鉱の拡張プロジェクト、複数の炭鉱を統合するプロジェクトが含ま

れている。なお、複数の炭鉱を統合するプロジェクトは、炭鉱操業の効率化を向上させるこ

とが目的であり、生産能力が増加しないものもある。 

2018 年 12 月末時点で建設許可を得ている 1,010 炭鉱のうち 203 炭鉱（生産能力 3.7 億

トン/年）では建設が完了し、試運転を開始している。したがって、2018 年末時点において、

実際に石炭が生産可能な能力は、既存の生産能力である 35.3 億トン/年に試運転を開始して

いる 3.7 億トン/年を加えた 39.0 億トン/年と言える。 

一方、表 2.1-1 に示す通り、2018 年中に石炭生産能力を取り消された炭鉱の石炭生産能

力合計は 1 億 1,612 万トン/年で 624 炭鉱である。1 炭鉱当たりの石炭生産能力は 18.6 万ト

ン/年となっている。この 624 炭鉱の内訳は、中国政府が進める石炭生産能力削減対象炭鉱

の適用条件である、①資源枯渇で自然条件の悪い炭鉱、②安全対策が不備な炭鉱、③機械化

が進んでいない炭鉱、④小規模炭鉱（石炭生産能力 30 万トン未満、ただし山西、内蒙古、

陝西、寧夏は 60 万トン未満の炭鉱）のいずれかに該当する炭鉱で構成されている。石炭生

産能力が取り消された炭鉱の規模は年産 10 万トン未満が多く、全体の 75.5％を占める。そ

の多くが黒竜江省、四川省、貴州省の小規模炭鉱である。 

 

表 2.1-1 2018 年に石炭生産能力を取り消された炭鉱の石炭生産能力 

 

炭鉱数/石炭生産能力（万トン） 

10 万トン未満 
10～ 

30 万トン未満 

30～ 

60 万トン未満 
60 万トン以上 合計 

炭鉱数 
生産 

能力 
炭鉱数 

生産 

能力 
炭鉱数 

生産 

能力 
炭鉱数 

生産 

能力 
炭鉱数 

生産 

能力 

合計 471 2,908 62 988 49 1,665 42 6,051 624 11,612 

比率 75.5% 25.0% 9.9% 8.5% 7.9% 14.3% 6.7% 52.1% － － 

（出所）国家能源局 公告 2019 年 2 号より作成 

 

2018 年末における中国の地域別・生産規模別の炭鉱数と石炭生産能力を表 2.1-2 に示す。

年間石炭生産能力は 35.3 億トンである。2018 年は黒竜江省、四川省、貴州省で年間石炭生

産能力が 10 万トン未満の極めて小規模な炭鉱を多く淘汰してきた。しかし、30 万トン未満

 
19 国家能源局 公告 2019 年 2 号：http://zfxxgk.nea.gov.cn/auto85/201903/t20190326_3637.htm 
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の小規模炭鉱は、依然として全国合計 3,373 炭鉱の 35％に当たる 1,181 炭鉱も存在してい

る。中国政府は小規模炭鉱の淘汰を第 13 次 5 か年計画の目標に据えており、最終年度の

2020 年にも淘汰を進めていくことになる。 

なお、石炭生産能力削減対象炭鉱の適用条件の一つとして小規模炭鉱が挙げられるが、小

規模炭鉱の定義は以下の通りである。 

・ 山西/内蒙古/陝西/寧夏においては生産能力 60 万トン/年未満の炭鉱 

・ 河北/遼寧/吉林/黒竜江/江蘇/安徽/山東/河南/甘粛/青海/新疆においては生産能力 30 万ト

ン/年未満の炭鉱 

・ その他地域においては生産能力 9 万トン/年未満の炭鉱 

 

表 2.1-2 地域別・生産規模別の炭鉱数/石炭生産能力（2018 年末時点） 
地区 炭鉱数/石炭生産能力 

30 万トン未満 30～120 万トン未満 120 万トン以上 合計 

炭鉱数 生産能力 

(万トン) 

炭鉱数 生産能力 

(万トン) 

炭鉱

数 

生産能力 

(万トン) 

炭鉱数 生産能力 

(万トン) 

北京 
  

1 100 1 120 2 220 

河北省 1 15 20 1,372 20 5,285 41 6,672 

山西省 
  

328 24,775 288 71,545 616 96,320 

内蒙古 
  

169 10,135 188 75,260 357 85,395 

遼寧省 
  

10 614 15 3,350 25 3,964 

吉林省 19 300 9 581 5 1,120 33 2,001 

黒竜江省 294 2,391 31 1,609 24 4,790 349 8,790 

江蘇省 
  

1 45 6 1,315 7 1,360 

安徽省 
  

5 296 38 13,145 43 13,441 

福建省 17 264 8 285 
  

25 549 

江西省 107 594 8 390 
  

115 984 

山東省 
  

72 4,583 34 10,165 106 14,748 

河南省 49 807 97 4,913 42 8,918 188 14,638 

湖北省 19 189 
    

19 189 

湖南省 85 1,025 6 255 
  

91 1,280 

広西 12 147 9 588 
  

21 735 

重慶市 18 297 16 890 3 480 37 1,667 

四川省 274 3,545 33 1,422 9 1,185 316 6,152 

貴州省 166 2,550 260 10,495 16 2,682 442 15,727 

雲南省 96 1,389 39 1,635 2 1,190 137 4,214 

陝西省 5 45 142 8,268 84 36,065 231 44,378 

甘粛省 9 158 15 906 17 3,680 41 4,744 

青海省 3 45 10 550 1 120 14 715 

寧夏 
  

8 410 15 6,650 23 7,060 

新疆 7 93 52 3,673 35 13,000 94 16,766 

合計 1,181 13,854 1,349 78,790 843 260,065 3,373 352,709 

比率 35.0% 3.9% 40.0% 22.3% 25.0% 73.7% － － 

（出所）国家能源局 公告 2019 年 2 号より作成 

 

ここで石炭生産能力削減実績を表 2.1-3 に示す。これまで、8 億トン/年の石炭生産能力

削減目標に対し、中国政府機関では 2018 年までの 3 年間に 6.9 億トン/年の削減を実施し

たと公表している。石炭生産能力削減政策が実行された 2016 年と 2017 年は石炭生産能力
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を削減する対象が、資源枯渇など条件が悪化した休止炭鉱や閉山炭鉱が多かったため、比較

的容易に生産能力削減が削減できた。しかし、2018 年には建設中の炭鉱などが対象となり、

石炭生産能力の一層の削減が困難になってきたことがうかがわれる。2019 年の生産能力削

減実績は中国政府機関から公表されていないものの、多くのメディアでは 2020 年までに残

りの 1.1 億トンの生産能力を淘汰することは可能であるとの論調である。 

 

表 2.1-3 石炭生産能力削減実績 

 2016 2017 2018 3 ヵ年合計 2019 2020 

中国政府機関の公表値（億トン） 2.9 2.5 1.5 6.9 未公表 未公表 

（出所）中国政府機関 

 

ここで、2020 年 1 月中旬に中国情報提供会社の聞き取り調査から得た石炭生産能力の削

減予測を参考情報として紹介する。聞き取り調査によれば、2019 年に 0.86 億トン、2020

年には 0.4 億トンの石炭生産能力が削減される見込みとのことであった。2 年間で 1.26 億

トンの生産能力削減量であり、2018 年までの削減量 6.9 億トンと合わせて、目標の 8 億ト

ンは達成することになる。2020 年に削減対象となる炭鉱は南部の湖南省、雲南省、江西省

の年産 15 万トン以下程度の炭鉱が中心となるとしている。山西省にも老朽化した炭鉱が若

干あり、これも削減の対象となるとしている。 

石炭生産能力が削減される一方、新規の炭鉱開発も進められている。表 2.1-4 に 2018 年

12 月 31 日時点における新規建設中の炭鉱数と石炭生産能力を示す。全体で 166 ヵ所、5 億

2,210 万トンもの生産能力の新規炭鉱が今後新規に生産を開始する見込みということにな

る。地域別に見ると、内蒙古自治区、陝西省、山西省では炭鉱規模が平均 500 万トン以上の

大型炭鉱となっている一方、吉林省、湖南省、広西チワン自治区、湖北省などでは建設認可

を受けた炭鉱は少なく、炭鉱規模も小さい。 

2016 年以来、8 億トンの過剰生産能力の削減政策を強力に推し進めてきたことでようや

く供給過剰による市況低迷から脱することができたが、新規生産能力の拡大によって再び

過剰生産に陥り、石炭価格が下落することで石炭企業の経営が悪化する事態を招くことが

懸念される。しかし、この点については、過剰生産に再び陥る可能性は大きくないと考える

根拠として、以下の点が挙げられる。 

➢ 1,000 万トン級の新規大型炭鉱ができても、新規炭鉱の建設は「減量置換20」が前提となる

ため、1,000 万トンの供給能力が純増するわけではないため。 

➢ 2015 年以前は中国政府による石炭供給側の管理ができなかった。例えば 100 万トンの生産

能力の炭鉱が 200 万トン生産するなど違法操業が相次いだため、過剰生産になってしまっ

た。現在は大手石炭企業の炭鉱（国有企業）の生産が多くなり、中国政府の管理が容易にな

ったことから、過剰生産を抑制しやすい体制になっているため。 

 

 
20 単一炭鉱あるいは複数炭鉱を閉鎖・再編するなどして、その合計の生産能力を下回る条件の下、新規炭

鉱の建設によって置き換えること 
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表 2.1-4 2018 年 12 月 31日時点で新規建設中の炭鉱数と石炭生産能力 

地域 炭鉱数 
生産能力合計 

（万トン） 

生産能力平均 

（万トン） 
代表的な企業 

内蒙古 28 19,370 692 内蒙古伊泰、中天合創能源、内蒙古錫林河煤化工 

陝西省 19 9,800 516 陝西神延煤炭、陝西陝煤、陕西華電楡横煤電 

山西省 13 7,580 583 山西潞安、国投晋城能源、山西西山晋興能源 

寧夏 14 4,135 295 神華寧夏煤業、寧夏陽光鉱業 

新疆 6 2,210 368 新汶鉱業、国投哈密能源 

甘粛省 7 2,020 289 華能甘粛能源、慶陽新庄煤業 

黒竜江省 8 1,640 205 神華国能宝清煤電化 

雲南省 18 1,350 75 華能滇東鉱業、雲南能投威信煤炭 

河南省 11 930 85  

貴州省 6 705 118 貴州盤県、貴州水城煤業 

安徽省 3 645 215 中煤新集能源 

青海省 11 570 52 青海中奥能源 

四川省 5 360 72 四川芙蓉 

山東省 4 315 79 兖煤菏澤能化 

遼寧省 1 150 150 鉄法煤業 

福建省 4 120 30   

重慶市 2 115 58   

吉林省 2 60 30   

湖南省 2 60 30   

広西 1 45 45   

湖北省 1 30 30   

合計 166 52,210 315   

（出所）国家能源局 公告 2019 年 2 号より作成 

 

なお、2019 年に新たに建設認可を受けた炭鉱数と石炭生産能力については、正式な公表

はされていないが、大規模炭鉱の建設認可については国家発展改革委員会のホームページ

で公表している。2019 年に建設認可を受けた炭鉱の情報を表 2.1-5 に示す。大規模炭鉱に

限っただけで、表の生産能力の合計は 1 億 3,600 万トンに及ぶ。過剰生産能力の削減政策

が注目を集める一方、着実に効率的な新規炭鉱への置き換えが進められていくことにも留

意する必要がある。  
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表 2.1-5 2019 年に建設認可を受けた炭鉱（大規模炭鉱のみ） 

承認月 場所（省、市） 企業名 炭鉱名 
生産能力 

(万トン) 

投資額 

(億元) 

1 月 内蒙古シリンゴル盟 錫林郭勒盟錫林浩特煤鉱 勝利西二号煤鉱 1,000 19.57 

1 月 内蒙古シリンゴル盟 華潤電力（錫林郭勒）煤業 西一号煤鉱 800 33.68 

2 月 新疆哈密市 新疆能源集団 石頭梅一号煤鉱 500 13.76 

2 月 陝西省楡林市 陝西楡林能源集団 郭家灘煤鉱 1,000 57.01 

2 月 内蒙古シリンゴル盟 錫林郭勒峰峰能源 査干淖爾一号井 500 31.64 

3 月 陝西省楡林市 陝西延長石油巴拉素煤業 巴拉素煤鉱 1,000 114.12 

5 月 陝西省宝鴨市 陝西麟北煤業開発 园子沟煤鉱 800 75.37 

3 月 山西省吕梁市 霍州煤電集団呂臨能化 龐龐塔煤鉱 1,000 62.61 

5 月 内蒙古オルドス市 鄂托克前旗恒源投資實業 巴愣愣煤鉱 800 76.28 

7 月 山西省大同市 大同煤鉱集団 烏道頭煤鉱 1,000 65.03 

7 月 内蒙古オルドス市 鄂爾多斯市管盤壕煤炭 管盤壕煤鉱 1,200 72.68 

7 月 内蒙古オルドス市 鄂托克前旗長城三号鉱業 長城三号煤鉱 500 44.49 

9 月 内蒙古シリンゴル盟 内蒙古魯新能源開発 農乃廟魯新煤鉱 500 30.56 

9 月 山西省晋中市 陽泉煤業集団創日泊里煤業 泊里煤鉱 500 47.71 

9 月 内蒙古オルドス市 内蒙古鄂爾多斯聯海煤業 白家海子煤鉱 1,500 90.05 

10 月 山西省晋中市 陽泉煤業集団七元煤業 七元煤鉱 500 55.99 

10 月 内蒙古オルドス市 杭錦旗聚能能源 油房壕煤鉱 500 37.65 

（出所）国家発展改革委員会のホームページ 

 

また新規炭鉱の地域分布を見ると、石炭生産の地理的構造にも変化が進んでいることが

分かる。表 2.1-4 と表 2.1-5 に示した通り、中国政府は石炭生産を内蒙古自治区、陝西省、

山西省、新疆ウイグル自治区といった石炭 4 大生産地に新規の大型炭鉱建設が集中してい

る。図 2.1-1 に 2019 年の省別石炭生産量と前年比増減を示したが、内蒙古自治区、山西省、

陝西省、新疆ウイグル自治区、貴州省の石炭生産量上位 5 地域における生産量が伸びてお

り、貴州省を除く 4 地域では 2018 年と 2019 年に建設許可を得た炭鉱が多いことから、今

後の石炭の生産拠点は中国政府が進める「三西一新21」地域に集約化されていくことになる。 

これは石炭産業発展第 13次 5 ヵ年計画の基本方針である産業構造の集約と効率化に沿っ

たものとなっている。石炭埋蔵量が多く賦存した産炭地において、安全管理が行き届いた大

型の高効率機械化炭鉱で操業し、石炭化学や電力といった石炭利用産業との一体化を図れ

ば、石炭輸送というボトルネックが緩和されるだけでなく、上下流産業の集約化によってエ

ネルギー利用効率の向上が期待できる。また、石炭輸送に係るエネルギーを節約できること

から環境対策にも寄与できる。上下流産業の集約化という面からは、すでに陝西省楡林市の

ように大量に賦存する石炭を地産地消として石炭化学に利用し、石炭産業基地を形成して

いる地域もある。 

集約された産炭地から石炭を調達している地域の石炭ユーザーにとってもメリットは大

きいと考えられる。石炭生産企業が大手（国有企業）に集約することによって、中国政府に

よる管理が向上し、石炭を安定的に調達できることが期待できる。また、石炭価格の急激な

変動も抑えられると推察される。今後の石炭需給は比較的安定して推移すると展望する。 

 

 
21 三西一新＝山西省、陝西省、内蒙古自治区西部、新疆ウイグル自治区を指す。 
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（出所）中国煤炭資源網 

図 2.1-1 2019 年の省別石炭生産量と前年比増減 
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2.2 石炭需給の変化 

中国経済は、1970 年代後半に改革開放路線へと転換した後、高い成長を続け、2008 年の

リーマンショックで一時的に経済成長が鈍化したものの、高い成長を維持してきた。この成

長の支えとして、国土に大量の埋蔵量を有し、安価なエネルギーである石炭を活用できたこ

とは大きい。 

図 2.2-1 に 2000 年代以降の中国における石炭生産量と総エネルギー消費の推移を示す。

図の石炭生産量と石炭消費量の単位は原炭ベースであり、総エネルギー消費量は標準炭換

算22であることに留意願いたい。総エネルギー消費量は急拡大しているが、これに追随して

石炭生産量も急激に増加してきた。2000 年の石炭生産量は 13.8 億トンであったが、2012

年には 39.5 億トンに達し、わずか 12 年で 3 倍近くに増加している。 

他方、石炭消費の急拡大により、大気汚染問題が深刻化し、第 12 次 5 ヵ年計画（2011-

2015）では、「グリーン経済」、「低炭素型経済」への転換を目指すため、CO2の排出削減目

標に加え、SO2、NOx など、主要汚染物質排出量の削減目標が掲げられた。そして 1.1.3 で

分析した通り、2013 年に始まった「大気十条」とその後継政策である青空防衛戦勝利 3 年

計画で強力な大気汚染対策が推進され、その結果、図の通り、2014 年以降、石炭消費量は

減少に転じたのであった。 

その後、石炭消費量は 2016 年まで減少を続けるが、2017 年以降は回復に向かっている。

消費量に関しては公式統計では 2017 年までしか得られないが、2019 年の見掛け消費量を

計算すると 41.43 億トンとなり、2016 年の 38.5 億トンと比べるとかなり増加したものと

考えられる（後述するが、中国の場合、見掛け消費量と実際の消費量とが大きくズレるケー

スがこれまであったので、一定の留保は必要である）。それでも 2013 年を下回る水準にと

どまる。この間も総エネルギー消費量は天然ガスや再生可能エネルギーの増加により伸び

続けたので、一次エネルギー消費に占める石炭の比率は急速に低下し続けてきた。2019 年

は速報値で 57.7％にまで低下したとされる。 

ただし、1.1.3 で分析した通り、石炭消費量が抑制されたこの 7 年間において、中国の石

炭消費は大規模なユーザーへの集約化が進むとともに、大規模なユーザーは適切な環境対

策を行い、汚染強度の高い小規模ユーザーは石炭から他のエネルギーに燃料転換すること

で、中国の石炭消費は相当に合理的な構造へと進化した。したがって比率こそ低下したもの

の、石炭消費量は依然として高いレベルを保っており、また今後もここ数年のような石炭消

費量の大きな低下はむしろ考えにくくなったと考えられる。 

 

 
22 中国標準炭換算＝7,000kcal/kg 
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（出所）中国国家統計局 

図 2.2-1 石炭生産量と総エネルギー消費の推移 

 

表 2.2-1 に石炭需給及び石炭輸出入の推移を示す。石炭生産量と石炭消費量については、

図 2.2-1 の元データである。中国は 2000 年以降、石炭輸入量が増加し、2009 年には前年

の石炭輸入量の 3 倍となる 1.26 億トンを輸入し、石炭の純輸入国になった。これは、経済

成長が続く中国において、石炭需要が拡大する状況の下、中国南部沿岸地域においては国内

炭より海外炭の方が輸送費用を考慮しても価格が割安になったためである。2009 年の増加

分のほとんどが豪州炭とインドネシア炭の輸入増加によるものであった。そしてその後も

中国は石炭輸入を拡大し続け、2013 年には 3.27 億トンのピークに達している。その後、

2015 年に 2.04 億トンまで石炭輸入量が減少するものの、2019 年には 3 億トンに迫り、世

界の石炭市況に大きな影響力を持つようになっている。 

なお、表 2.2-1 は中国国家統計局のデータベース23により作成したものであるが、石炭の

見掛け消費量（石炭生産量①＋石炭輸入量③－石炭輸出量④）と実際の石炭消費量②の間に

齟齬がある。見掛け消費量と統計された消費量との差⑤は在庫（国内貯炭量）及び統計誤差

がその中身と考えられる。中国煤炭資源網では中国国内の在庫を集計しており、データが存

在する 2014 年 1 月以降では、貯炭量が 1.4 億トンから 3.7 億トンの範囲で推移しているこ

とを踏まえると、2010 年から 2012 年の 3 年間は⑤が 4 億トンを超え、国内貯炭量のみと

考えると過大な値となっている。 

2008 年に世界同時不況の影響で一時的に中国もエネルギー需要が低迷し、貯炭量が増加

した可能性は高いが、その後 4 兆元の経済対策で経済は過熱化、エネルギー需要も急増し

たと考えられる。その結果、石炭輸入量③も急拡大している。他方、石炭消費量②は 2010

年から 2012 年の期間は成長しているとはいえ、生産量①の成長率と概ね一致するレベルで

輸入量の急増を反映していない。その結果、⑤が急増しているわけだが、この時期の好調な

経済状況と高めに推移した石炭価格を考えると、その中身は主に統計誤差によるものと考

 
23 http://data.stats.gov.cn/english/index.htm 
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えられる。すなわち 2010 年から 2012 年にかけて（あるいは 2009 年も部分的に）、国家統

計局の石炭消費量データは過小評価されていると考えられる。 

 

表 2.2-1 石炭需給及び石炭輸出入の推移 

（単位：億トン） 

年 
石炭生産量 

① 

石炭消費量 

② 

石炭輸入量 

③ 

石炭輸出量 

④ 

在庫及び統計誤差 

⑤ 
備考 

2000 13.84 14.11 0.02 0.55 -0.80  

2005 23.65 23.19 0.26 0.72 0.00  

2006 25.70 25.51 0.38 0.63 -0.06  

2007 27.60 27.27 0.51 0.53 0.31  

2008 29.03 28.11 0.40 0.45 0.87  

2009 31.15 29.58 1.26 0.22 2.61 純輸入国へ 

2010 34.28 31.22 1.63 0.19 4.50 在庫/統計誤差多い 

2011 37.64 34.30 2.22 0.15 5.41 在庫/統計誤差多い 

2012 39.45 35.26 2.88 0.09 6.98 在庫/統計誤差多い 

2013 39.74 42.44 3.27 0.08 0.49  

2014 38.74 41.16 2.91 0.06 0.43  

2015 37.47 39.70 2.04 0.06 -0.25  

2016 34.11 38.46 2.55 0.09 -1.89  

2017 35.24 38.57 2.71 0.08 -0.70  

2018 36.83 － 2.82 0.05 －  

2019 38.50 － 2.99 0.06 －  

（出所）中国国家統計局 

 

表 2.2-2 にセクター別石炭消費量の推移を示す。表の上段が石炭消費量であり、下段が比

率を示している。石炭消費量の各分野別の内訳を見ると、産業分野の比率は 1995 年の

85.4％から 2015 年には 95.1％に達し、石炭消費量は 20 年間で 3.2 倍に増加している。一

方、大きく比率が減少したのは家庭用であり、石炭消費量も減少している。 

今後のセクター別石炭消費量の推移を考察する。世界の潮流として、環境面で負荷の高い

石炭は、環境に配慮しながら利用する方向性に向かうことは間違いのないところである。石

炭消費は発電、コークス製造、石炭化学など石炭を加工・転換する「転換部門」と工業用ボ

イラや家庭用といった石炭を直接燃焼して利用する「最終消費」に大別できる。工業用ボイ

ラ、家庭用（暖房等）といった石炭を直接燃焼する「最終消費」は、発電、石炭化学、コー

クス製造といった「転換部門」よりも環境負荷が高い。中国でも近年、散煤対策や暖房用燃

料に関して石炭から天然ガスへの転換といった対策が進められ、「最終消費」の石炭消費量

は減少しており、今後もその傾向は変わらないと考えられる。他方、「転換部門」の石炭消

費量は適切な環境対策を行うことで効率性、環境負荷の低減が既に実現しており、今後の石

炭消費は「転換部門」による消費が中心となる見込みである。 
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表 2.2-2 セクター別石炭消費量の推移 

（単位 : 石炭換算億トン） 

年 
全石炭 

消費量 

農業､林業 

家畜業 

漁業 

産業 建設業 
輸送､貯蔵 

郵便業 

卸､小売 

ホテル 

外食産業 

その他 家庭 

1995 
13.7677 0.1857 11.7571 0.0440 0.1315 0.0977 0.1987 1.353 

－ 1.3% 85.4% 0.3% 1.0% 0.7% 1.4% 9.8% 

2000 
13.5690 0.1051 12.1807 0.0537 0.0882 0.1461 0.1495 0.8457 

－ 0.8% 89.8% 0.4% 0.7% 1.1% 1.1% 6.2% 

2005 
24.3375 0.1802 22.4766 0.0604 0.0811 0.2627 0.2727 1.0039 

－ 0.7% 92.4% 0.2% 0.3% 1.1% 1.1% 4.1% 

2010 
34.9008 0.2147 32.9729 0.0731 0.0639 0.3192 0.3412 0.9159 

－ 0.6% 94.5% 0.2% 0.2% 0.9% 1.0% 2.6% 

2015 
39.7014 0.2625 37.7565 0.0878 0.0492 0.3863 0.4159 0.9347 

－ 0.7% 95.1% 0.2% 0.1% 1.0% 1.0% 2.4% 

2016 
38.4560 0.2778 36.3175 0.0805 0.0404 0.3826 0.4081 0.9492 

－ 0.7% 94.4% 0.2% 0.1% 1.0% 1.1% 2.5% 

2017 
38.5723 0.2834 36.5480 0.0733 0.0353 0.3461 0.358 0.9283 

－ 0.7% 94.8% 0.2% 0.1% 0.9% 0.9% 2.4% 

（出所）中国統計年鑑 2019（中国国家統計局） 
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2.3 石炭移出入の変化（輸送インフラ整備を含む） 

2.3.1 石炭輸送インフラの現状 

中国の主要な石炭生産地は三西地域24への集約化が進んでおり、三西地域から中国全土に

石炭が輸送供給される状況である。データが若干古いが、表 2.3-1 に 2016 年の中国におけ

る各省市間の国内炭移出入量と石炭生産量を示す。全国の石炭移出入量は 16.1 億トンに達

し、2016 年の石炭生産量 33.6 億トン（原炭）の 48％を占めている25。そのうち、内蒙古・

山西省・陝西省からの移出量は全体の 86.3％を占め、石炭輸送のニーズは一部地域に集中

している状況が分かる。 

 

表 2.3-1 中国における各省市間の国内炭移出入量と石炭生産量（2016 年） 

（単位：万トン） 

地区 石炭移出量① 石炭移入量② 差（①－②） 石炭生産量 

内蒙古 54,277 613 53,664 83,828 

山西 51,502 4,584 46,918 81,642 

陝西 33,550 497 33,052 51,151 

貴州 4,207 347 3,860 16,662 

新疆 1,558 15 1,543 15,834 

寧夏 1,492 137 1,355 6,728 

青海 0 137 -137 775 

安徽 3,105 3,450 -345 12,236 

甘粛 1,745 2,293 -548 4,237 

重慶 202 816 -614 2,420 

北京 378 1,206 -828 318 

湖南 63 1,986 -1,923 2,596 

四川 184 2,129 -1,945 6,076 

広西 0 1,975 -1,975 400 

黒竜江 1,581 3,579 -1,998 5,623 

江西 149 2,422 -2,273 1,432 

雲南 320 2,744 -2,423 4,252 

天津 0 3,446 -3,446 0 

福建 337 4,311 -3,974 1,347 

吉林 85 5,256 -5,171 1,643 

湖北 0 5,308 -5,308 547 

河南 2,769 9,330 -6,561 11,905 

広東 0 7,848 -7,848 0 

上海 0 9,265 -9,265 0 

遼寧 90 10,198 -10,108 4,082 

浙江 0 10,970 -10,970 0 

河北 1,761 22,224 -20,464 6,484 

山東 1,647 22,216 -20,569 12,814 

江蘇 358 21,435 -21,077 1,368 

合計 161,360 160,735 624 33,640 

※合計値に統計誤差あり 

（出所）山西今日智庫能源有限公司 

 
24 三西地域＝山西省、陝西省、内蒙古自治区西部を指す。 
25 ただし、省を越えて輸送される石炭の多くは選炭済で、原炭よりも重量は少なくなった精炭が中心であ

る。したがって表中の移出入量は精炭ベースであるため、原炭ベースに戻せば生産量に占める輸送量の比

率は 48％より高くなる。 
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表 2.3-1 を図化したのが図 2.3-1 である。図から推察できることは、①多くの省市では

石炭生産量が少なく、省内の石炭需要に対して十分供給できないため省外からの移入に頼

っている、②ある程度石炭生産量がある省、例えば貴州省、新疆、安徽省、河南省、山東省

などでも省内に多くが供給され、省外への移出に回る分はごくわずかである、③したがって

内蒙古、山西省、陝西省の 3 省がもっぱら全国各省への供給を担っているという点である。

山東省などは年間 1.3 億トンを生産する有力な石炭生産省であるが、省内の石炭需要が大き

く、2.2 億トンの石炭を移入しており、省内の石炭生産量だけでは賄いきれない状況となっ

ている。河北省、江蘇省も山東省と同様に 2 億トンを超える石炭を域外から移入している。 

こうした状況を踏まえると、中国の石炭供給を支える屋台骨と言える内蒙古、山西省、陝

西省から発する輸送インフラに集中的に過重な負荷がかかることが容易に想像できる。 

 

 
（出所）山西今日智庫能源有限公司 

図 2.3-1 中国における各省市間の国内炭移出入量（2016 年） 

 

加えて、近年は環境政策の一環でトラック輸送から鉄道輸送へのモーダルシフトが進ん

でおり、それも中国の石炭輸送の負荷を増大させている。図 2.3-2 は 2012 年から 2019 年

までの鉄道による石炭輸送量の推移を示したものである。2012 年の鉄道輸送量は 22.3 億

トンであったが、その後 2016 年まで減少傾向を示しており、2014 年には 18 億トンまで減

少している。しかし 2017 年以降は増加に転じ、2019 年には前年比で 3 億トン近く増加し、

過去最高の 26.5 億トンの石炭が鉄道によって輸送された26。 

 

 
26 表 2.3-1 によると 2016 年の省市間石炭移出入量は 16 億トンであったが、図 2.3-2 は同年の鉄道輸送量

は 18.9 億トンであったとしている。鉄道は省市間の石炭輸送に多く用いられるが、一部省内の輸送にも用

いられるため、図 2.3-2 の鉄道輸送量は省市間の石炭輸送量より大きくなっている。 
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※棒グラフが月別石炭輸送量、各年 1 月の棒グラフの間に示したのが年間石炭輸送量 

（出所）山西今日智庫能源有限公司より作成 

図 2.3-2 鉄道による石炭輸送量の推移（年別、月別） 

 

近年の鉄道輸送量の増加の背景にあるのは一体どういう要因なのか。図 2.3-3 に石炭生

産量と鉄道による石炭輸送量の比率の推移を示す。石炭生産量は 2013 年に 39.7 億トンの

ピークに達し、2016 年には 34.1 億トンまで減少したが、以後生産量は回復し、2019 年に

は 38.5 億トンまで増加している。石炭の鉄道輸送量もその増減の趨勢で見れば石炭生産量

と似たような動きであるが、その増減の幅は異なっている。石炭生産量に対する鉄道輸送量

の比率は図の折れ線グラフで示されているが、2014 年には 46.5％に過ぎなかったが、その

後比率は上昇し始め、2019 年には 68.9％に達した。 

トラック輸送と水運による石炭輸送量統計が得られていないため、断言はできないが、近

年の石炭生産量に占める鉄道輸送量比率の上昇は、1.1.3 で分析した、環境政策の強化のひ

とつとして進められている輸送インフラのモーダルシフト、すなわちディーゼル燃料を使

い、環境への負荷が大きいトラック輸送から鉄道輸送にシフトする政策による結果だと考

えられる。恐らくトラック輸送が石炭生産量に占める比率は減少していると考えられる。 

しかしこれほど急激な鉄道輸送需要の増加に対して、中国の鉄道輸送インフラがどのよ

うに対応しているのか事項で分析する。 
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（出所）山西今日智庫能源有限公司及び中国国家統計局より作成 

図 2.3-3 石炭の生産量と鉄道輸送量の比率の推移 

 

 

2.3.2 石炭輸送インフラの整備 

2016 年には 16 億トンを超える石炭が省市間で輸送されたが、近年、トラック輸送から

鉄道輸送へのモーダルシフトが進められていることで、石炭輸送に限らず、鉄鋼から化学製

品などさまざまな商品の鉄道輸送需要が増大している。そのため、輸送能力が逼迫している

鉄道の輸送枠を巡って争奪戦が繰り広げられている。 

鉄道への負荷が益々大きくなる状況に対し、中国政府は鉄道輸送インフラの増強を図っ

てきた。これまで、中国の最大の石炭生産地である三西地域から中国南方地域への石炭輸送

ルートは、中国東部の沿岸港まで鉄道輸送し、そこから船舶（内航船）に積み替え、中国南

部の港湾まで輸送するのが一般的であった。しかしこのルートは大幅に迂回した輸送距離

が遠大なものであり、鉄道から船舶への積み替えも複数回必要であることで、輸送コストの

上昇を招いていた。またトラック輸送が用いられる場合もあり、大量に輸送できる鉄道と船

舶の組み合わせと比較すると、輸送価格の面から競争力はないにもかかわらず、それでもト

ラック輸送が一定程度用いられていたのは、鉄道輸送能力の制約があったからと考えられ

る。 

三西地域から中国南方地域に至る直通の石炭輸送ルートを確保できれば、輸送コストを

大幅に引き下げることが可能となり、南方地域の石炭価格が低下することが期待できる。更

に間接的に、三西地域から東部への輸送圧力も緩和することで、東部における石炭価格、あ

るいは他の工業製品の価格も引き下げに向かう可能性もある。中国南部に位置する湖北省

では石炭需要がピークとなる夏季において、しばしば石炭供給不足が発生するが、その一因

は長距離輸送によって日数がかかるために、輸送計画に齟齬が生じるためである。 

以上の点から、三西地域から南方地域へと直接つながる鉄道輸送ルートの建設は高い経
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済効果が見込まれ、2019 年に開通した浩吉鉄道（蒙華鉄道）こそが念願の直接ルートを提

供する路線である。以下、この浩吉鉄道を事例に石炭輸送能力増強の効果を考察する。 

浩吉鉄道は内蒙古自治区オルドス市の浩勒報吉を起点とし、陝西省、山西省、河南省、湖

北省、湖南省を通り、江西省吉安市までの 7 省（自治区）を結ぶ石炭輸送専用線である。浩

吉鉄道のルートを図 2.3-4 に示す。 

 

 

（出所）中国の報道等を参考に作成 

図 2.3-4 浩吉鉄道路線図 
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浩吉鉄道は 2019 年 10 月に運行が開始され、設計輸送能力は年間 2 億トンである。浩吉

鉄道には支線があり、内蒙古自治区西部方面の支線の輸送能力は 0.55 億トン、陝西省方面

の支線の輸送能力は 1.81 億トンである。浩吉鉄道の主線と支線から 50km 以内の石炭生産

量は 2.36 億トンとされ、三西地域から中国南方地域への輸送能力としては十分と考えられ

る。 

浩吉鉄道が開通以前、南方地域の市場に石炭を輸送する主幹線である大秦線を例にとる

と、鉄道で秦皇島港に運び、その後、内航船に積み替えて輸送するため約 2 週間を要した。

これに対し、中国の情報提供会社からの聞き取り調査によれば、浩吉鉄道は 2～3 日で輸送

することができ、更に石炭輸送コストが 10～20 元/トン安くなるという。輸送コストの下げ

幅はそれほど大きいものではないが、輸送時間の短縮の効果が大きい。 

 

次に浩吉鉄道の開通が、逼迫する中国の鉄道輸送にどの程度の緩和効果があったのか分

析する。2020 年 2 月末時点で浩吉鉄道の輸送実績は得られていないが、中国で最大の石炭

輸送能力を持つ大秦線の最新輸送実績が得られたので分析してみた。大秦線の石炭輸送量

の推移（1 日当たりの平均輸送量）を図 2.3-5 に示す。なお、大秦線は年に数回、数日から

2 週間程度のメンテナンス運休などがあるため、1 日当たりの平均輸送量の計算では運休日

を除外している。 

大秦線では 2018 年と 2019 年は 1 日当たり 109 万トンから 130 万トンの石炭を輸送し

ている。浩吉鉄道の運行は 2019 年 10 月であるため、大秦線の 2019 年 10 月から 2020 年

1 月までの 3 か月間の輸送量の変化を見ると、それぞれ前年比で 4.8％、4.8％、8.1％減少

していることが分かる。これは決して小さくない減少幅である。もちろん他に様々な要因が

あり得るが、浩吉鉄道がある程度三西地域から東部への鉄道輸送を肩代わりし、鉄道輸送の

逼迫の緩和に貢献している可能性が見いだせよう。なお、2020 年 2 月には更に大きく減少

しているが、これは新型肺炎の蔓延で春節休暇が延長され、経済活動も大きく停滞したこと

が影響していると考えるため、参考にできない。 

以上のように、中国南方地域向けの石炭は輸送日数の大幅な短縮とトン当たり輸送費用

の低下が見込まれるため、浩吉鉄道による石炭輸送は増加していくとみられる。また、トラ

ック輸送から鉄道へのモーダルシフトが環境政策の一環で今後も進められていく可能性は

高く、浩吉鉄道の運行が本格化しても、三西地域から東部への鉄道輸送需要は引き続き増加

していく可能性も高い。2019 年 2 月末時点では、国内炭より海外炭が割安になっているが、

浩吉鉄道の活用によって確実に海外炭との価格差が縮まることになる。今後国際市場の石

炭価格が上昇した場合、あるいは国内炭価格が下落した場合、中国の石炭輸入量は減少に向

かう可能性があり、世界の石炭市場に影響を与える可能性もありえると考える。 
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（出所）山西今日智庫能源有限公司 

図 2.3-5 大秦線の石炭輸送量の推移（1 日当たりの平均輸送量） 
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2.4 石炭輸入動向の変化 

図 2.4-1 に中国の石炭輸入量（再掲）を示す。2015 年以降の輸入相手国の顔触れに大き

な変化はないが、インドネシアとロシアからの輸入が増えてきているのが特徴である。後述

するが、インドネシア炭の増加は、国内炭とのブレンド用として使用される褐炭の輸入が増

えたことによるところが大きい。豪州炭には 2019 年には輸入制限が掛けられたものの、輸

入量は前年比で大きな落ち込みになっていない。後述するが原料炭に特化してみれば、前年

より輸入量が増えている。 

豪州炭の特徴は低灰分、低硫黄、高発熱量といった高品位の石炭を多く生産しており、中

国にとって環境面からも非常に重要な供給源である。同様の石炭を供給できる近距離ソー

スとしてロシア、インドネシア、米国などが挙げられるが、それぞれの国で課題を抱えてい

る。ロシアは政治的リスクと輸送インフラの能力不足のため輸出能力の制限がある。インド

ネシアは自国消費の増加により将来的な輸出余力が見通せない状況である。中国は米中貿

易摩擦で追加関税を課して石炭輸入を制限しているが、1.1.6 で分析した通り、そもそも米

国炭の輸出余力と輸出能力があるかといえば疑問である。 

したがって、政治的に安定し、石炭輸出余力があり、石炭輸出を経済の柱としている豪州

は、中国の石炭ユーザーにとって非常に重要なのである。豪州炭の安定供給を目的として、

石炭開発・石炭化学などを展開している兖鉱集団、中国発電企業大手の華能集団、石炭開発・

コークス製造・石炭化学などをコアビジネスとしている慶華能源集団といった中国企業が

豪州の炭鉱権益を所有している。特に兖鉱集団は、豪州の子会社である Yancoal Australia

を通じて、近年急激に炭鉱権益の買収を進めている。 

なお、2016 年までその他からの石炭輸入が多いのは、ベトナム炭と北朝鮮炭を多く輸入

していたためである。ベトナムが自国発電所に石炭供給を増やしたことにより、ベトナム炭

の輸入が減少し、北朝鮮炭も2017年以降は国連の制裁決議に従って輸入禁止となっている。 

 

 
（出所）中国海関統計 

図 2.4-1 中国の石炭輸入量の推移（再掲） 

 



47 

 

次に炭種別の石炭輸入の動向を分析してみる。ここでは、国際的に石炭価格が低迷した時

期であり、中国の石炭企業も収益が悪化していた 2014 年以降に焦点を絞って分析すること

とする。図 2.4-2 に中国の原料炭輸入量の推移を示す。モンゴルと豪州の 2 か国で中国の

原料炭輸入量の 86.7％を占める。モンゴルに限れば、中国のモンゴルからの石炭輸入の 9

割が原料炭である。2019 年の注目すべき特徴としてモンゴル炭の輸入増加が顕著となって

いる。中国が原料炭ソースとしてモンゴルと豪州のどちらを選ぶかを決定する際、当然なが

らまずは価格、すなわち安価なモンゴル原料炭を鉄道輸送で運ぶ場合と、高価な豪州原料炭

を海上輸送によって調達する場合の価格差が重視される。表 2.4-1 に 2019 年の中国の原料

炭平均輸入単価を示す。輸入額は CIF 価格である。豪州、カナダ原料炭価格がトン当たり

180 ドル台、ロシア、米国原料炭が 140 ドル台であるが、モンゴル原料炭は 88 ドルとなっ

ている。原料炭の品質によって原料炭価格は異なるが、モンゴル原料炭は豪州の強粘結炭に

は及ばないものの、品質は高く、中国国内の輸送コストを加味したとしても他国と比較して

圧倒的に安価である。山西省のコークス企業のヒアリングでは、安定的に入ってくるのであ

れば、安価なモンゴル原料炭を今後とも活用したいとの意見が聞かれた。以上を踏まえると、

モンゴル原料炭は価格の優位性が高く、豪州炭の輸入制限が今後も続くとの予測もあり、モ

ンゴル原料炭の需要は高いレベルで続くことが想定される。 

 

表 2.4-1 中国の原料炭平均輸入単価 CIF（2019 年） 

 原料炭輸入量 

（万トン） 

原料炭輸入総額 

（億米ドル） 

原料炭輸入単価 

（米ドル/トン） 

モンゴル 3,377 29.9 88 

豪州 3,094 57.7 186 

ロシア 544 7.8 144 

カナダ 301 5.7 188 

米国 112 1.6 141 

（出所）中国海関統計 

 

 

（出所）中国海関統計 

図 2.4-2 中国の原料炭輸入量の推移 
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次に一般炭の輸入動向を分析する（図 2.4-3）。原料炭輸入の推移の図 2.4-2 と比べると

輸入国構成はかなり異なる。原料炭の最大輸入国であったモンゴルは一般炭の輸入量は少

量で、原料炭をほとんど輸入していないインドネシアが一般炭では最大の輸入国になって

いる。豪州とロシアは、原料炭、一般炭の双方で石炭輸入国の第 2 位と第 3 位に位置して

いる。 

一般炭輸入では、インドネシア、豪州、ロシアの 3 か国が 96％を占め、集中度が高い。

2019 年はインドネシアからの一般炭輸入量が大幅に増加し、豪州を抜いて最大の供給国と

なった。これは、豪州炭が輸入制限の影響で、前年比で約 650 万トンの減少となったため

であり、その減少分をインドネシアとロシアからの輸入量増加で補っている構図となって

いる。 

 

 

（出所）中国海関統計 

図 2.4-3 中国の一般炭輸入量の推移 

 

また中国の石炭輸入で特徴的なのは、褐炭輸入が多いことである。図 2.4-4 に中国の褐炭

輸入量を示す。2019 年の褐炭輸入量 1 億トンのうち、およそ 9 割となる 9,000 万トンがイ

ンドネシア炭である。インドネシア褐炭の特徴として、低灰分、低硫黄炭であり、国内炭と

の混焼に使われている。地理的有利性がある中国華南の江蘇省、広東省、福建省を中心に上

海、広西省、遼寧省で多くのインドネシア褐炭が輸入されている。 
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（出所）中国海関統計 

図 2.4-4 中国の褐炭輸入量の推移 
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2.5 石炭価格（中国内外）への影響 

ここまで中国のエネルギー・石炭政策動向と石炭需給の現状と展望を分析してきた。ここ

では中国の石炭需給の展望を総括し、中国内外の石炭価格が今後どのような方向性を示す

のか考察したい。更に、この石炭価格が国際市場に与える影響を分析する。 

 中国の石炭需給の展望 

中国政府は第 13 次 5 ヵ年計画期（2016-2020）のエネルギー・環境・石炭関連分野の政

策目標を着実に実行しており、天然ガス生産量など一部の目標を除いて 2020 年には大方の

目標を達成できる見込みとなっている。石炭生産は供給側構造改革を進めることで、小規模、

老朽化、収益性の低い炭鉱を淘汰し、大手石炭企業による大規模炭鉱へと石炭生産が集約さ

れてきた。つまり、中国政府の管理の下、今後の石炭需要に見合った供給体制が確立しつつ

あり、2016 年初期まで続いた石炭の過剰供給を招いた無秩序な石炭生産は避けられる見通

しである。 

海外炭の供給については、豪州炭、インドネシア炭、モンゴル炭を中心として年間 3 億ト

ン前後を上限に今後とも輸入が続く見込みである。世界的に石炭需要は弱含みであり、石炭

の国際価格が低迷している中、国内炭より安価になっている海外炭の調達意欲が失われる

ことはないと推察される。中国政府としても国内石炭企業の経営安定のため、保護主義的な

措置を講じてくる可能性が高い。中国政府による豪州炭等の輸入制限は引き続き継続する

が、価格面に加え環境面で有利な高発熱量、低硫黄、低灰分の豪州炭は今後も主要な輸入炭

として取り扱われる見込みである。また米中貿易交渉の合意の結果、米国炭の中国への輸出

量は増加するものと考えられるが、米国国内の石炭産業の輸出拡大余力に制約があるため、

輸出量の拡大は自ずと限られたものになる。 

中国国内の石炭需要に関しては、環境政策による石炭に対する圧力が増しているが、大気

汚染対策では、国内では「青空防衛戦勝利 3 年計画」（2018 年～2020 年）を進めつつ、CO2

排出対策ではパリ協定等の世界の環境への取り組みから逸脱することなく、環境対策をア

ピールしながら石炭を有効な資源として活用していく姿勢である。その一環として石炭輸

送もトラック輸送から環境に配慮した鉄道輸送へのモーダルシフトに巨額の投資を行って

いる。中国の石炭情報提供会社の聞き取り調査では、中国の石炭需給は 2025 年まで供給余

力を確保しつつ、安定的に推移すると予測している。また、中国の石炭生産量は 2023 年～

2025 年に 40 億トンレベルをキープしながらピークを迎え、パリ協定等の国際枠組みを勘

案しながら徐々に減少していくとしている。この予測は IEA World Energy Outlook 2019

の見通しと概ね整合している。ただし、米中貿易摩擦によって中国の経済が低迷しているこ

とから、鉄鋼需要や電力需要が落ち込むことによって石炭需要にも大きな落ち込みが見ら

れる可能性もあり、今後しばらくは注視が必要である。 

 

 石炭価格への影響 

以上の石炭需要に関する展望を踏まえて、石炭価格への影響を分析する。図 2.5-1（再掲）

に中国国内の原料炭のベンチマークの一つとなっている柳林 4 号焦煤（強粘結炭）価格の
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推移を示す。2016 年に開始した石炭生産能力削減政策によって、小規模炭鉱、保安面で問

題がある炭鉱、老朽化した炭鉱、資源枯渇に近づいた炭鉱等が淘汰され、過剰な石炭生産能

力が抑制し、国内の石炭価格は急騰した。 

その後、石炭価格には一定の変動があったものの、高値安定で推移していたが、2019 年

3 月に 1,760 元/トンの高値を付けた後、徐々に値下がりを始めた。値下がりの要因は中国

経済の減速、冬季の寒気が弱かったこと、そして米中貿易摩擦の長期化の懸念のために国内

石炭需給が弱含みであったことが挙げられている。2020 年 1 月末時点では 1,470 元/トン

で、1,260 元/トンから 1,760 元/トンという 2017 年以降のレンジの中では概ね中央の水準

であった。 

 

 

（出所）中国煤炭資源網データより作成 

図 2.5-1 柳林 4 号焦煤（原料炭）価格推移（再掲） 

 

図 2.5-2 に中国の原料炭輸入価格の推移を示す。対象としている国は中国が原料炭を輸

入している上位 5 か国である。2019 年の原料炭輸入量は図 2.4-2 のとおり、モンゴルと豪

州が原料炭輸入量の 86.7％を占めている。 

中国の原料炭輸入価格の特徴としては、2016 年までは、モンゴル炭を除いて、ほぼ同じ

軌道で推移していることである。ところが 2017 年以降、ロシア炭と米国炭の原料炭輸入価

格が豪州炭、カナダ炭と比較して下落している。2017 年には、欧州は石炭からの脱却への

舵取りを進めており、欧州という巨大な原料炭市場が縮小し、両国が行き場の失った自国原

料炭の供給先として期待したのがアジア市場である。アジア向けの原料炭輸出を拡大する

ため、原料炭の販売価格を下げた可能性がある。 

モンゴル原料炭に関しては、豪州炭やロシア炭と同様な軌跡をたどっているものの、豪州

炭との価格差が 2014 年の 60 ドル/トンから 2019 年には 100 ドル/トンに広がっている。

2019 年に中国における最大の原料炭輸入国が、豪州を抜いてモンゴルになった。豪州原料

高値安定 

・石炭生産能力削減政策 

・276 日操業規制 
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炭とモンゴル原料炭の品質が異なり、豪州原料炭の方が、品質が高いことを割り引いても、

この価格差は大きい。山西省の独立系コークス企業への聞き取りでは、豪州原料炭をモンゴ

ル原料炭に代替できる部分に関しては、安価なモンゴル原料炭を調達したいとのことであ

った。 

 

 
※原料炭輸入の大半を占める豪州炭とモンゴル炭等の平均価格を図中に示す 

※2016 年の米国原料炭輸入量はゼロのため値なし 

（出所）中国煤炭資源網 

図 2.5-2 中国の原料炭輸入価格推移 

 

次に国内炭と海外炭の価格差について考察する。現状では国内炭に比べ海外炭が安価な

傾向が続いている（図 2.5-3）。 

 

 

（出所）中国煤炭資源網 

図 2.5-3 広州港における在庫渡しベースの石炭価格（増値税含む）の推移（再掲） 
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一般炭に関しては、2016 年から 2020 年の期間において、国内炭価格が 500～570 元/ト

ンの範囲なら、政府は合理的な範囲と考えており、政府は干渉しない方針である 。これは

2017 年 1 月 11 日に国家発展改革委員会、中国電力企業連合会、中国鋼鉄工業協会、中国

石炭工業協会の 4 機関の連名で発表した「石炭市場の価格異常変動に関する覚書27」で示さ

れたものである。 

 2017 年の主要な電力会社の中長期契約単価であるトン当たり 535 元を基準単価として、

基準単価の上下変動幅が 6％以内（500～570 元）をグリーンゾーン（通常価格帯）として

いるものである。つまり、国内炭価格が上昇した場合は、国内炭価格を安定させるために介

入することを意味している。政府の介入方法としては、①直接コントロール（かつて電力炭

価格に上限を設定したことなど）、②取引への干渉（輸送枠の分配などを通じて長期契約の

履行を促すなど）の 2 点である。 

現状では政治的な問題で豪州炭の一部に輸入制限がかけられているが、国内炭と海外炭

の価格差が大きく、通関に時間を要してでも安価な豪州炭を輸入したいというバイヤーも

現れている。政府としては、かつての国内石炭産業が窮状に陥った事態の再来は避ける方策

をとると思われる。また、中国経済が減速する中、中国政府による内需拡大政策が取られて

いるが、米中貿易戦争や新型コロナウィルスの行方が石炭価格にどのような影響を与える

かは見通しが立たない状況である。当然、中国の石炭価格の安定化政策が世界の石炭マーケ

ットに影響を及ぼすことは間違いのないことである。 

 

 

  

 
27 http://www.coaledu.cn/cinfocontent.php?id=4203 
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第3章 中国の石炭化学産業の動向 

3.1 中国の石炭化学の概要 

3.1.1 中国の石炭化学の変遷（歴史） 

石炭を熱分解やガス化すると H2、CO 等の合成ガスが作られる。石炭から作られた合成

ガスを用いて、アンモニア、メタノール等化学原料や化学製品を合成することを石炭化学と

いう。また、石炭熱分解の副産物のタールから有用な化学製品を抽出することも石炭化学で

ある。 

石炭化学産業は石炭ガス化技術と化学製品合成技術の発展とともに進化したものである。

初期の水性ガス発生炉は単機の石炭処理量が 10-200 t/d の小さいものであるが、2019 年現

在、石炭ガス化炉の単機石炭処理量は 4,000t/d 規模に達している。 

図 3.1-1 は中国の石炭化学産業の発展の経緯を 4 つの発展時期に分けて示している。時

期 1 は石炭水性ガス発生炉（10～200t/d）を用いたアンモニア合成が普及した時期、時期 2

は大型噴流層ガス化炉（2,000t/d）を用いた大型アンモニアプラントの石油系から石炭への

原料転換の時期、時期 3 は大型ガス化炉技術の成熟とともに石炭を原料としたメタノール

合成プラントの発展時期、時期 4 は現代型石炭化学、すなわち大型ガス化炉を用いた石炭

液化による液化油製品、プラスチック、天然ガス等、化学製品製造プラントの導入が進み始

めた時期である。以下、この 4 つの時期ごとに詳しく説明する。 

 

 

（出所）各種資料により作成 

図 3.1-1 中国の石炭化学産業の 4 つの発展時期 
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 時期 1：水性ガス発生炉とアンモニア合成 

水性ガス発生炉は高熱の石炭が水蒸気と反応して水素等のガスを発生するガス化炉であ

り、1930 年代に米国の United Gas Improvement Company が開発した間歇式固定層ガス

化炉（UGI ガス化炉）である。まず、酸素あるいは空気を吹き込み、石炭を燃やして炭層の

温度（1,000℃以上）を上げる。その後、水蒸気を吹き込み、水蒸気ガス化反応（式 1）を起

こして CO と H2を生成し、CO が更に H2O と水性ガスシフト反応（式 2）を起こして CO2

と H2を生成する。生成した水性ガスは水蒸気の反応平衡で H2が主成分となる。 

 

水蒸気ガス化反応 C + H2O → CO + H2  (1) 

水性ガスシフト反応 CO + H2O → CO2 + H2  (2) 

 

水蒸気ガス化反応は吸熱反応であるため、反応が進行するにつれ、炭層の温度は低下する。

そのため、水蒸気を止め再び酸素（あるいは空気）を吹き込み、石炭を燃やして炭層の温度

を上げる。このような繰り返しで操作するため、間歇式ガス化法とも言う。タールが発生せ

ず、操業が非常に簡単であるため、現在も数多く使用されている。 

典型的な UGI ガス化炉は単機石炭処理量が 40-80t/d、無煙炭やコークスなど強度のある

塊原料を使用する。生成した水性ガスの組成はドライベースで、H2 41％、CO 28％、CO2 

8％、N2 11％であり、アンモニア合成に適用する。図 3.1-2 は UGI 炉の構造を示す。 

 

 

（出所）林･原田、「中国における石炭ガス化炉の普及動」 

化学工学 Vol.75 (No.9), 2011 

 

図 3.1-2 間歇式固定層ガス化炉（UGI） 

 

中国では 1935年ごろからUGI ガス化炉を導入し、主にアンモニア製造に利用してきた。

交通不便な地域にも肥料工場を建設できるメリットがあったためと考えられる。現在も、中

国では数千基以上の UGI 炉が中小アンモニア生産プラントに使用されている。2016 年の

中国の合成アンモニア生産量は 5,854 万トンであるが、その内の 40.3％、2,359 万トンは
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UGI 炉あるいは UGI 改良炉の生成ガスから作られた。 

 

 時期 2：噴流層ガス化炉と大型アンモニアプラント 

第一次石油ショック（1973 年）以来、より高効率に石炭を利用する方法として考案され

たのが石炭ガス化複合発電（Integrated coal Gasification Combined Cycle, IGCC）である。

米国では Texaco ガス化技術（GE が買収）が開発され、Cool water IGCC のテストの成功

により、Tampa（フロリダ州）で商業化発電を行った。Shell は Shell ガス炉を開発し、単

機規模 2,000t/d ガス化炉を用いてオランダで IGCC 商業化運転を行っている。また、開発

された大型ガス化炉を利用し、大型の石炭化学も次第に発展してきた。日本では宇部興産が

1990 年代に Texaco 石炭ガス化技術を利用してアンモニア生産を行った。 

一方、中国では 1990 年代に、海外から天然ガスあるいはナフサを原料とした大型アンモ

ニア製造設備（アンモニア生産量 1,000-1,700t/d、13 セット）を輸入した。中国石油化工

集団（Sinopec）は、アンモニア製造原料を石油から石炭に転換しようと 2000 年ごろから

Shell と手を組んで合弁会社を設立し、岳陽にある化学肥料工場に 2,000t/d の Shell ガス化

炉を建設した。これをきっかけに、アンモニア生産工場が次々に原料を石油、天然ガスから

石炭に切り替えている。この時期に建てられた大型石炭ガス化（石油、天然ガス代替）プロ

ジェクトを表 3.1-1 に示す。 

 

表 3.1-1 大型石炭ガス化アンモニア生産プロジェクト（2000 年代初期） 
場所 ガス化炉 単機石炭処理量 用途 稼働時期 

湖北応城 Shell 900t/d アンモニア 2006 

湖南岳陽 Shell 2,000t/d アンモニア 2006 

湖北枝江 Shell 2,000t/d アンモニア 2006 

安徽安慶 Shell 2,000t/d アンモニア 2006 

広西柳江 Shell 1,100t/d アンモニア 2007 

雲南天安 Shell 2,700t/d アンモニア 2008 

雲南沾化 Shell 2,100t/d アンモニア 2008 

（出所）林、「石炭ガス化、ニーズと技術普及」JCOAL Journal、Vol. 4、2006 

 

その後、中小肥料工場の固定層（間歇式）ガス化炉を大型噴流層によって建て替える傾向

もある。中国アンモニア生産量の 75％が石炭原料から作られているが、その内、半分程度

の 35％は大型ガス化炉から作られたものであった（2016 年）。 

 

 時期 3：石炭ガス化からのメタノール生産 

メタノールの用途は幅広く、接着剤、農薬、塗料、合成樹脂、合成繊維、医薬品の原料等

に使用される。誘導品の種類は多いが、従来からある誘導品のホルムアルデヒド、酢酸、

DMF（ジメチルホルムアミド）、MTBE（メチル・ターシャリー・ブチル・エーテル）等が

全需要量の約半分以上を占めている。また、メタノールからオレフィンの製造（MTO/ MTP 

(Methanol to Olefin /Propylene)）も可能である。H2、CO 等のガスからメタノールを合成

する技術は 20 世紀初めごろから完成しつつあり、石炭を原料としたメタノール生産は、大
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型噴流層ガス化技術による合成ガスを原料に製造することを実用化した 21世紀初めごろか

らである。2018 年の中国のメタノール生産量は 4,710 万トンであり、その内の 7 割以上が

石炭ガス化からのものである。 

 

 時期 4：現代型石炭化学産業の形成 

2000 年以降の大型石炭ガス化炉の実用化によって、大規模で安価な合成ガスが石炭から

製造可能となった。その結果、従来は生産コストが採算に合わなかった化学製品についても

次第に生産が行われるようになった。主要なプロジェクトは表 3.1-2 の通り。 

 

表 3.1-2 2010 年以降の主要な石炭化学プロジェクト 
生産開始年 プラント プラント概要 

2010 年 神華包頭 MTO プラント 30 万トン/年（7 基の GE 1,500t/d 石炭ガス化炉） 

2011 年 大唐多倫 MTP プラント 46 万トン/年（3 基の Shell 3,000t/d 石炭ガス化炉） 

2011 年 神華石炭直接液化プラント 
100 万トン/年（2 基の Shell 2,000t/d 石炭ガス化炉で

液化水素添加用の水素を製造） 

2013 年 大唐赤峰石炭 SNG 製造プラント 40 億 Nm3/年（16 基の Lurgi 1,000t/d ガス化炉） 

2017 年 神華寧煤石炭間接液化プラント 400 万トン/年（24 基の GSP 2,000t/d 石炭ガス化炉） 

＊MTO：Methanol to Olefin、MTP：Methanol to Propylene、SNG：Synthetic (Substitute) Natural Gas 

 

2017 年末時点で、石炭原料 MTO 生産能力 1,242 万トン/年（生産量 635 万トン/年）、石

炭液化生産能力 906 万トン/年（生産量 323 万トン）、SNG 生産能力 51 億 Nm3/年（生産量

26 億 Nm3/年）、石炭原料エチレングリコール生産能力 270 万トン/年（生産量 154 万トン/

年）となった。 

 

 

3.1.2 石炭化学における生産プロセス 

現在、世界で使用される発電用燃料の 6 割、自動車や飛行機の燃料及び化工製品製造用

の原料は大半が化石燃料（石油、天然ガス、石炭）から作られている。化石燃料の中で石油

と天然ガスが過半を占めているが、石炭も電気、液体燃料、都市ガス及び化工製品の生産に

利用されている。石炭は埋蔵量が豊富で、地域偏在が少ないため、世界の一次エネルギーの

総需要の 31％を占めている28。 

石炭の利用形態は図 3.1-3 の通り、石炭を燃焼させて熱や電気を得る方法、あるいは石炭

を乾留してコークス、タール及びコークス炉ガス（COG: Coke Oven Gas）を得る方法、そ

してガス化して化学プロセスへと導出する方法や水素添加によって直接液化する方法の大

きく 4 つに分類することができる。 

コークスは製鉄を中心に使用し、他にもエチレン製造の原料となるカーバイドの製造に

も使用される。また副産品のタールからは薬品及び化学製品などのタール製品が作られる。

同様に副産品である COG も利用されており、COG の主な組成は H2、CO 及び CH4 であ

 
28 IEA World Energy Outlook 2019 
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り、燃料及び化学合成用ガスとして利用される。 

石炭のガス化とは石炭を酸素などのガス化剤と反応させることで、H2、CO 等ガスに変換

する技術である。生成した H2と CO ガスは燃料として IGCC 発電、または合成ガスとして

液化油製品やアンモニア、メタノール、メタン、エチレン等化学製品の製造に使用される。 

この 4 つの石炭の利用形態のうち、乾留とガス化、直接液化に関して、技術の発展経緯と

生産プロセスの特徴を以下に整理する。 

 

 
図 3.1-3 石炭の利用形態 

 

 乾留 

①コークス、タール、COG 

石炭を乾留（熱分解）すると、コークス、タール、及びコークス炉ガス（COG）が製造で

きる。コークスは製鉄過程に投入される重要な原料であり、またガス化や化学製品の製造の

原料となる。タールからはベンゼン、トルエン、キシレン、フェノール類など複数の化学製

品を製造できる。COG は燃料、水素製造などに使用される。 

 

②カーバイド、PVC 

コークスとカルシウムからは炭化カルシウム（カーバイド）が製造される。カーバイドは

水と反応してアセチレンガスを生成し、更にアセチレンを使用してエチレンが作られる。こ

の方法では石炭からポリ塩化ビニル（PVC）を作ることができるが、エネルギー利用効率が

低く、多量に発生した固体廃棄物の処理が難しい。 

 

石炭

燃焼
熱

電気

乾溜

コークス

タール

ガス

製鉄
カーバイド エチレン

油
薬品
ベンゼン等

H2
CO
CH4

燃料
化学合成

ガス化
H2
CO
CH4

IGCC発電
燃料
化学合成 （油、アンモニア、

メタノール、エチレン等）

直接液化（水添液化） 油製品

PVC



59 

 

 3C（コークス）+ CaO（生石灰） → CaC2（カーバイド）+ CO（一酸化炭素） 

CaC2（カーバイド）+ 2H2O（水） → C2H2（アセチレン）+ Ca(OH)2（消石灰） 

nC2H2（アセチレン）+ nHCl（塩化水素） → [C2H3Cl]n（ポリ塩化ビニル(PVC) ） 

 

 石炭ガス化 

①概要 

石炭ガス化は石炭からクリーンな燃料ガスと原料ガスを作り出し、更にそのガスを発電、

燃料、化学製品の製造に用いる方法である。単純な燃焼より利用効率が高く、廃棄物も処理

し易い。 

石炭ガス化に関連する反応を以下に示す。 

 

燃焼反応：     C+O2 → CO2 ;（発熱） 

             C+1/2 O2 → CO;（発熱） 

熱分解：       石炭 → チャー + 揮発分;（吸熱） 

揮発分 → タール + CO, CO2, H2, CH4 

ガス化反応：        C+CO2 → 2CO;（吸熱） 

                   C+H2O → CO+H2;（吸熱） 

 

石炭からのガス製造は、熱供給原理によっておおむね 3 つに分けられる（図 3.1-4）。 

第 1 は図 3.1-4 の a に示した熱分解である。加熱によって石炭中の揮発成分を放出させる

方法であり、外部熱源が必要で、残留固体炭素（チャーやコークス）が別途使用される。第

2 は図 3.1-4 の b に示した部分燃焼ガス化であり、石炭ガス化の主流である。第 3 は図 3.1-4

の c に示した近年開発され始めたケミカルルーピングガス化である。石炭ガス化炉に CO2

吸収剤を投入し、CO2 吸収しながら CO2 吸収反応の発熱を石炭ガス化反応に提供するもの

である。 

 

 

（出所）ガス化技術を用いた石炭利用の最新動向、Petrotech, Vol. 31, 2008 

図 3.1-4 石炭からガス製造の原理図 
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石炭部分燃焼ガス化技術は、石炭の一部分を燃やして高温ガスと CO2 を作り出し、吸熱

のガス化反応に提供するガス化である。固体・気体の接触方式によって固定層、流動層、噴

流層の 3 種に分けられる。ガス化技術及び材料の進歩とともに 1,300-1,600℃高温ガス化

（噴流層）が、部分燃焼ガス化の主流技術として発展してきた。噴流層ガス化の特徴は、石

炭が気流の中に流れているうちに反応して無くなり、石炭灰がガス化炉の高温で溶かされ

て炉の下から流れ出すことである（図 3.1-5）。 

 

 

※（徳）＝ドイツ （蘭）＝オランダ （中）＝中国 （日）＝日本 （米）＝米国 

（出所）石炭ガス化、需要と技術普及、JCOAL Journal vol.4, 2005 

図 3.1-5 噴流床ガス化炉の形式 

 

石炭を燃料として化学製品を作る場合に、石炭をまずガス化して、シフト反応工程とガス

精製工程を経て水素や合成ガスを作る。次に、合成ガスを用いてアンモニア、液体燃料、メ

タノール等の基礎化学原料を合成して、更にさまざまな誘導品や化学製品を製造する。図 

3.1-6 に石炭ガス化ガスの主な利用方法を示す。 

 



61 

 

 

（出所）ガス化技術を用いた石炭利用の最新動向、Petrotech, Vol. 31, 2008 

図 3.1-6 石炭ガス化からの化学製品製造の概念 

 

②石炭ガス化による化学製品の概要 

(a)一次製品：燃料ガス、合成ガス、水素 

石炭ガス化から生成された粗ガスには CO、 H2、 CH4、 CO2が含まれている。また、H2S、 

COS、NH3等の不純物も含まれている。 

➢ 燃料ガスとして利用する場合、粗ガスを直接に燃焼器に導入して燃やし、燃焼後の排ガ

ス中に含まれた SO2ガスを脱硫装置で除去する。 

➢ IGCC 等タービンやガスエンジンの燃料として使用する場合、粗ガス中に含まれた硫黄

含有ガスによるタービンやエンジンの腐食を防ぐため、事前に脱硫することが必要であ

る。 

➢ 合成ガスとして使用する場合には、合成プロセスに合わせて、ガス中の CO と H2 の比

を触媒の下で、以下の水性ガスシフト反応によって調整を行わなければならない。 

CO + H2O ⇄ CO2 + H2 

 

➢ メタノール合成のために、合成ガス中の H2/CO 比を約 1/1 に調整するが、合成油（FT

（Fisher Tropsh）合成）のためには H2/CO 比を約 2/1 に調整する必要がある。CO と

H2 の調整が終われば、合成ガス中の不要なガスである H2S、CO2、CH4 等をガス精製

段階で除去する。 

➢ 水素ガスとして利用する場合、上述の水性ガスシフト反応を利用して、CO を可能な限

りまで H2に転換させてから、ガス精製あるいは PSA29により、不要ガスの H2S、CO、

 
29 PSA（Pressure Swing Adsorption; 圧力変動吸着）法；特定のガスを分離精製する技術 
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CO2、CH4を除去する。 

 

(b)二次製品：電気（IGCC）、メタノール、メタン、合成油、アンモニア 

ガス精製を経てできた燃料ガスあるいは合成ガスを利用して、IGCC 発電、メタノール合

成、メタン合成、合成油（FT 合成）、アンモニア合成等の二次製品製造に利用される。 

・IGCC 発電 

・メタノール合成 

・メタン合成 

・合成油 

・アンモニア合成 

 

(c)各種下流製品：エチレン、プロピレン、ガソリン、DME（ジメチルエーテル）、酢酸、尿

素、硝酸、アルカリ、ガソリン 

二次製品のメタノール、アンモニア、合成油から更に多様な下流製品が合成される。 

1) メタノールを利用して合成される下流製品 

・エチレン/プロピレン（MTO/MTP 法）  

・ガソリン（MTG 法）  

・DME 

 

2) アンモニアを利用して合成される下流製品 

・尿素 

・酢酸 

・硝酸 

・アルカリ 

 

3) 粗油を利用して生成する下流製品 

・ガソリン 

・軽油 

・ナフサ 

・ワークス 

 

 石炭直接液化（水素添加液化） 

石炭直接液化は、石炭と溶剤を混合したスラリーを高温（400-450℃）、高圧（20-25MPa）

下で水素を添加し、水素化反応によって、石炭の高分子を低分子へ分解することであり、生

成物を蒸留して必要な石油、ガス製品を得る。高温高圧スラリー相の操作、水素添加、触媒

開発が重要な技術項目である。主なプロセスは下記の通りである。 

nC + (n+1) H2 → CnH2n-2 
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➢ 石炭を粉末にし、これに溶剤を混合してスラリーにする。 

➢ 触媒を加えて、これらの混合物スラリーは反応器に送られる。 

➢ 400-450℃、水素圧が 20-25MPa で最初の反応が生じる。この反応で重油と中間油とガ

ソリンが得られる。 

➢ 中間油は水素と反応することで、ガソリンとなる。 

 

ここで石炭直接液化技術の一例として、日本が開発した NEDOL 法を紹介する。日本は

1984 年から NEDOL 法として石炭直接液化プラントを設計し、1988 年度から 150t/d パイ

ロットプラントの設計がスタートした。プロセスフローを図 3.1-7 に示す。 

この支援研究として、1t/d プロセスサポートユニット（PSU）の運転研究が実施された。

1t/d PSU は、1988 年度に新日本製鐵（現日本製鉄）君津製鉄所内に設置された。この PSU

は石炭貯蔵・前処理、液化反応、液化油蒸留及び溶剤水素化の 4 つの工程から構成された。

1989 年度から 1998 年度までの 10 年間、新日本製鐵（現日本製鉄）、三井石炭液化及び日

本コールオイルの共同研究体制で、9 炭種 72 水準の条件で運転研究が行われた。その間の

2 万 6,949 時間の石炭スラリー累積運転を通じ、NEDOL 法の安定性及び総合運転性が確認

され、さらなる最適化がなされ、設計データが取得された。150t/d パイロットプラントは

茨城県鹿嶋市の住友金属工業（現日本製鉄）鹿島製鉄所内に 1991 年から約 5 年を費やして

建設された。パイロットプラントは石炭前処理設備、液化反応設備、液化油蒸留設備及び溶

剤水素化設備、水素製造設備の 5 つの主要設備から構成された。 

世界の石炭直接液化プロジェクトの一覧を図 3.1-8 に示す。日本では NEDOL 法の他に

BCL 法の褐炭直接液化技術、海外ではイギリスの LSE 法、ドイツの NewIG 法、米国の

SRC-II、H-Coal 及び EDS 法、そして中国の神華法が開発されたが、稼働しているのは神

華集団（現国家能源投資集団）の 100 万トン/年の商業プラントだけである。 

 

 

（出所）日本のクリーン・コール・テクノロジー, 2007 

図 3.1-7 石炭液化技術プロセスフロー（NEDOL 法） 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%8D%E5%BF%9C%E5%99%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E7%B4%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8D%E6%B2%B9
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E4%B8%AD%E9%96%93%E6%B2%B9&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AC%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AC%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E4%B8%AD%E9%96%93%E6%B2%B9&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E7%B4%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AC%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%B3
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（出所）各種資料により作成 

図 3.1-8 世界中の石炭直接液化プロジェクト 

 

 

3.1.3 石炭化学における主要化学製品 

 メタノール 

合成ガス（CO+H2）を用いて触媒の下で、メタノールが合成できる。これまで、さまざま

なメタノール合成法が開発されてきた。300-400℃/30MPa 以上の高圧法、230-270℃/5MPa

の低圧法及び低圧気相法、低圧液相（スラリー）法がある。 

 

CO+2H2 → CH3OH   発熱量 90.8 kJ/mol 

 

触媒は ZnO/Cr2O3触媒と Cu ベース触媒、貴金属触媒が使用される。ZnO/Cr2O3 触媒は

選択性が低いため、現在ほとんど使用されていない。 

メタノール合成の歴史は 20 世紀初めごろに遡る。1923 年にドイツ企業の BASF によっ

て最初の高圧方法による工業化が行われた。1959 年にイギリス企業の ICI が新しい触媒を

開発し、50 気圧以下の低圧でメタノール合成に成功した。しかし、単一パスで約 40％の転

換率であるため、反応熱の除去に多量の未反応ガスをリサイクルしなければならない。その

ため、生産能力の上限は 2,500-5,000t/d となる。 

その後、触媒の開発とプロセスの改良を重ねて、最も利用されているのは Davy プロセス

である。図 3.1-9 に Davy メタノール合成プロセスフローを示す。 
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（出所）煤化工工芸学、化学工業出版社 2012 データ 

図 3.1-9 Davy メタノール合成プロセスフロー 

 

 アンモニア 

アンモニア合成反応は以下の通り。 

 

N2(g) + 3H2(g) ⇄ 2NH3(g), ΔH = −92.4 kJ/mol 

 

ハーバー法（Haber process）は、鉄を主体とした触媒上で水素と窒素を 400-600 °C、200-

1,000atm の超臨界流体状態で直接反応させ、アンモニアを生産する方法である。 

アンモニア合成は 20 世紀初頭最大の技術開発である。空中窒素固定法として、電弧法

（1905）、石灰窒素法（1906）、直接合成法（ハーバー・ボッシュ法）（1914）の順に工業化

されたが、電力に依存しない直接合成法がアンモニア合成の主流となった。 

19 世紀後半から反応速度論や化学平衡論が進歩し、アンモニアの直接合成反応に対する

研究が進展した。ハーバー（Haber）は実験室においてアンモニア合成に成功した（1909

年）。これを受けてドイツ BASF の化学者である Carl Bosch を中心にアンモニア合成の工

業化に着手した。BASF は鉄触媒を用いて 1911 年に 100kg/d、1912 年に 1t/d と毎年 10 倍

のスケールアップを行い、1913 年には 10t/d 規模の工場を完成させた。 

1960 年代に米国企業の Kellogg（現 KBR）は初めて天然ガスを原料とした 1,000t/d の大

型アンモニア合成装置を開発した。イギリスの ICI（現 Akzo Nobel）、ドイツの Uhde（現

thyssenkrupp Uhde Chlorine Engineers）、デンマークの Topsoe（現 Haldor Topsoe）、及

びドイツの Braun 等も Kellogg と同様の技術を開発している。図 3.1-10 は Topsoe アンモ

ニア合成プロセスフローである。 

その後、更にエネルギー消費の少ない大型アンモニア合成技術を各社が開発している。こ

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%89%84
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A7%A6%E5%AA%92
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E7%B4%A0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AA%92%E7%B4%A0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%97%E5%9C%A7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%85%E8%87%A8%E7%95%8C%E6%B5%81%E4%BD%93
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%A2
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れまでに Uhde による 3,300t/d の大型アンモニア合成技術に加え、KBR、Topsoe、Lurgi

（現 Air Liquide Global E&C Solutions）も 2,000t/d のアンモニア合成技術を開発してい

る30。 

 

 

（出所）中国石油化学工業企画院報告書データより作成 

図 3.1-10 Topsoe アンモニア合成プロセスフロー 

 

 メタン 

反応式を以下に示す。 

 

CO＋3H2→CH4＋H2O; ΔH298o＝-206.2 kJ/mol  

CO2＋4H2→CH4＋2H2O; ΔH298o＝-165.0 kJ/mol  

CO＋H2O→CO2＋H2; ΔH298o＝-41.5 kJ/mol  

 

メタネーション反応はガスモル数減少反応であるため、高圧が望ましく、一般的に 3.0-

4.0MPa 範囲である。また、メタネーション反応は強い発熱反応であり、発生した熱を有効

利用するため、温度の高い条件で合成反応を進めたくなるが、温度が高くなると、炭素の析

出が多く、触媒の劣化が激しくなる。一般的に 300～600℃の温度範囲で実施する。触媒は

ニッケル系を使用する。 

1970 年代の第 1 次石油危機に各国が石油代替燃料を目指して、さまざまな技術開発を行

った。ドイツの Lurgi と南アフリカの Sasol が南アフリカに石炭ガス化ガスからメタンを

製造する実証プラントを建設し、実証運転を行った。Lurgi はまた、ウィーンでも実証プラ

ントを建設し、両実証プラントから良い結果を得ている。なお、今日ではメタネーション技

術としては、英国の Davy（現 Johnson Matthey）の Davy 技術、Topsoe の Tremptm 技

 
30 合成アンモニア技術の現状と発展傾向、現代化工、Vol.25, No.8, 2005） 
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術、そして Lurgi の Lurgi 技術がある。図 3.1-11 は Lurgi 技術のフローの概念である。 

 

 

（出所）3rd Coal to SNG Conference 2012, Beijing 2012.1 データより作成 

図 3.1-11 Lurgi メタネーション技術フロー 

 

1984 年に米国の North Dakota 州に石炭から SNG12.7 億 m3を製造する商業プラントが

建設された。14 基の Lurgi ガス化炉（12 基稼働、2 基予備）を用いて、石炭 18,000t/d を

処理した。その後、石油価格が下落したため、SNG 生産を中止し、現在は化学肥料の生産

を行っている。 

近年、石油価格が高騰していた背景の下、中国では大唐国際集団が 2013 年に石炭ガス化

から 40 億 m3/年の SNG 製造プラントを稼働したのを皮切りに合計 210 億 m3の石炭 SNG

製造プラントが建設されている。 

 

 間接液化（FT 合成） 

FT 合成は各種の触媒が充填された反応器に合成ガスを導入し、合成反応を行う。反応に

より直鎖の炭化水素の他にオレフィンやアルコール類、その他さまざまな副反応生成物が

生成する。反応温度などの反応条件を変えることにより製品の成分比率が変わり、液化油主

体の製品やエタン等の化学製品原料を主体とする製品を製造できるため、FT 合成のプラン

トで液化油と化学製品原料を併行して製造することも可能である。 

主な反応は、下記の通りである。 

 
CO+(2n+1)H2 → CnH2n+2+H2O 

CO + H2O → CO2+H2 
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FT 合成に使われる触媒として鉄（Fe）系、コバルト（Co）系、ルテニウム（Ru）系があ

る。Fe 系は合成ガス中 H2/CO モル比が 1 で、270～300℃、10～50atm の条件下で FT 合

成が進行し、Co 系及び Ru 系は合成ガス中 H2/CO モル比が 2 で、220～240℃、10～50atm

で FT 合成が進行する。Ru 系がもっとも触媒性能が高いが、コストも高い。Co 系及び Ru

系では性能向上のため高表面積の担体（シリカ、アルミナ等）に担持する。 

FT 法は 1925 年にドイツのカイザー・ヴィルヘルム石炭研究所のフィッシャー（Franz 

Fischer）とトロプシュ（Hans Tropsch）により特許申請された。石炭を高温乾留及び水性

ガス化（乾留により得たコークスに水蒸気を反応させる）により、ひとまず CO と H2の混

合ガスにして、それを Co 系触媒上で反応させ石油を合成する方法である。 

FT 合成の主な反応は、下記の通りである。 

 
nCO+2nH2→(-CH2-)n + nH2O 

 

第二次世界大戦中にドイツで工業化され、1945 年までに 9 基のプラントが建設され 65.6

万トン/年の生産能力に達した。商業化技術としては Sasol の技術がある。H2/CO 比 0.6～2

の合成ガスが触媒を含む炉内を通して、ガソリン、軽油などに合成される。1955 年に第 1

工場、1980 年に第 2 工場及び 1984 年に第 3 工場が相次ぎ稼働している。 

表 3.1-3 に FT 合成反応器及び生成物を示す。 

 

表 3.1-3 FT 合成反応器及び生成物 

合成反応器 
Arge 固定層反応器 

φ3m 

Synthol 気流層反応器 

φ3.63m 

温度（℃） 220-255 320 

圧力（MPa） 2.5-2.6 2.2 

製品：   

メタン 5 11.0 

エタン、エチレン 0.2 / 2.4 7.5 

プロパン、プロピレン 2.0 / 2.8 13.0 

ブタン、ブチレン 3.0 / 2.2 11.0 

ガソリン C5-C12 22.5 37.0 

軽油 C13-C18 15 11.0 

重質油 C19 -C-21 

重質油 C22-C30 

重質油 >C31 

6 

17.0 

18 

3.0 

0.5 

6.0 

（出所）孫啓文、｢石炭間接液化、現代石炭化工技術シリーズ｢、化学工業出版社、2012 

 

FT 合成技術には表 3.1-3 に示した Arge 固定層と Synthol 気流層の他に、Kolbel スラリ

ー層技術、中国山西煤炭科学研究所の二段法（MFT）技術（伊泰煤製油）及び山東省兖鉱集

団の技術がある。 
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（出所）Contemporary Chemical Industry vol.41, 2012, 他資料より作成 

図 3.1-12 伊泰間接液化プロセスフロー 

 

石炭ガス化から FT 合成による液化油の生産は 2000 年以後に中国でプロジェクトが展開

し始めた。2008 年に中科合成油公司の鉄系触媒を用いて、伊泰集団公司が内蒙古自治区で

16 万トン/年の液化油を石炭ガス化から製造する実証試験を行った31。2019 年末時点で 100

万トン/年の液化油生産能力にスケールアップされている。 

世界の間接液化のプロジェクトを図 3.1-13 に示す。日本はパイロットプラントのみであ

るが、商業化プラントは、Sasol 以外はすべて中国で稼働している。 

 

 

（出所）各種資料により作成 

図 3.1-13 世界の間接液化プロジェクト 

 

 
31 石炭化学技術、中国化学工業出版社、2012.7 



70 

 

 MTO/MTP 

メタノールからオレフィンを合成する MTO/MTP 反応は、通常以下の 2 つの反応機構が

あると考えられている。 

①メタノールをまず脱水して DME を生成し、DME からオレフィンを合成する。 

 

2CH3OH（メタノール）→CH3OCH3（DME）+ H2O（水） 

CH3OCH3（DME）→C2H4（エチレン）+ C3H6（プロピレン）+ C4H8（ブチレン） 

 

②メタノールから C=C 結合を形成し、更に C2-C4を生成する。 

 

CH3OH（メタノール）→C2H4（エチレン）+ C3H6（プロピレン）+ C4H8（ブチレン） 

 

適切な反応条件と触媒を選んで、上述反応からエチレンとプロピレン両方の収率を狙う

のは MTO であり、選択的にプロピレンの収率を大きくするのは MTP である。MTO/MTP

の反応温度は 400-450℃、圧力は 0.1-0.3MPa で、使用するモレキュラーシーブ系32の触媒

は、600-700℃で再生利用する。MTO は流動層反応器を使用、MTP は直列複数の固定層反

応器を使用する。 

MTO 技術は 70 年代に米国の Mobil がメタノールからガソリンを製造する技術（MTG）

をもとに、エチレン、プロピレンを生産する MTO/MTP 技術として開発した。MTO はエチ

レンを主製品として生産する技術であり、流動層反応器及び SAPO-34 分子篩（molecular 

sieve）触媒33を使用する。MTP はプロピレンを主製品として生産する技術であり、固定層

反応器と ZSM-5 分子篩（molecular sieve）触媒34を使用する。MTO の工業化技術は米国

の UOP35とノルウェーの Norsk Hydro が共同開発した UOP/Hydro 技術と中国大連化学物

理研究所の DMTO 技術がある。図 3.1-14 は MTO 技術フローの概念である。 

 

 
32 モレキュラーシーブは合成ゼオライトの一種で、多孔質のため吸着剤や乾燥の他、触媒としても利用さ

れている。 
33 SAPO-34：シリコアルミノリン酸塩ゼオライト 
34 ZSM-5：アルミノシリケートゼオライト 
35 Universal Oil Products 社の略で、単に UOP 社と呼ばれている。 
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（出所）中国石炭化学工業、No.1, 2014 より、JCOAL 作成 

図 3.1-14 MTO 技術フローの概念 

 

1995 年には、UOP と Norsk Hydro が共同でメタノール処理量 0.5t/d の実証試験を行

い、メタノール転換率がほぼ 100％、エチレンとプロピレンの収率が 80％を達成できた。

2008 年に米国 DOW が UOP/Hydro の MTO 技術と石油分解エチレン製造技術（OCP）を

結合し、エチレンとプロピレンを製造するパイロット試験を行い、2010 年に DOW により

成功したと公表された。この技術を使って、2008 年にナイジェリアで商業ベースでの

7,500t/d メタノール、40 万トン/年エチレン、40 万トン/年プロピレン生産量のプラントが

建設され、2012 年に稼働を開始した。 

一方、中国国内の状況はと言えば、大連化学物理研究所の DMTO 技術は 1991 年から

1995 年にパイロット試験を完了し、2005 年に洛陽石化公司とともに陝西省にメタノール

処理量 15,000 トン/年の試験装置で実証試験を行い、2006 年 8 月に国家による評価に合格

した。メタノール転換率が 99.5％、エチレンとプロピレン収率は 79.3％に達した。 

DMTO 技術の商業化は 2010 年に神華集団が内蒙古包頭市で 180 万トン/年メタノール、

30 万トン/年エチレン、30 万トン/年プロピレンの製造プラントを稼働させたことが最初の

事例である。 

他方、MTP は 1990 年代からドイツの Lurgi が直列の固定層反応器を使用してメタノー

ルからプロピレン生産技術を開発した。ノルウェーで建設されたプラントのメタノール転

換率は 96％以上であり、プロピレン収率が 71.2％である。 

2011 年には Lurgi の技術を用いて、中国大唐集団が内蒙古多倫市に石炭ガス化から 46

万トン/年のプロピレンを生産する MTP プラントを稼働した。また、2011 年に同じ Lurgi

技術を用いて、神華寧煤集団が寧夏銀川市で生産能力 50 万トン/年の石炭ガス化からプロピ

レン製造プラントを稼働した36。 

 

 
36 メタノールからオレフィン製造技術の先進性研究、寧夏工程技術、Vol,12, No.4, 2013 
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 カーバイド（CaC2）からポリ塩化ビニル（PVC） 

1930 年代にドイツで塩化水素とアセチレンとの反応により塩化エチレンを製造する工業

化に初めて成功した。カーバイド（CaC2）は水（H2O）と反応してアセチレンガス（C2H2）

を生成し、そのアセチレンガス（C2H2）が塩化水素（HCl）と反応して塩化ビニルモノマー

（VCM, C2H3Cl）を生成する。更に重合反応を経て、ポリ塩化ビニル（PVC）が作られる。 

 

CaC2 + 2H2O → C2H2 (アセチレン) + Ca(OH)2 

nC2H2 + nHCl → [C2H3Cl]n (PVC) 

 

図 3.1-15 にカーバイドから PVC を生産するプロセスのフローを示す。まず石炭からコ

ークスを生産し、そのコークスを石灰石と電気炉で加熱することでカーバイドを生産する。

他方、塩（NaCl）を電気分解して塩化水素（HCl）を生産し、カーバイドから発生するアセ

チレンと塩化水素を反応させることで最終的にPVCが生産されるというものである。なお、

カーバイドから出た残渣（Ca(OH)2）はセメントの原料となる。 

 

 

（出所）中国カーバイド工業協会データより作成 

図 3.1-15 カーバイドから PVC、苛性ソーダ製造プロセスフロー 

 

PVC 生産方法は上述したカーバイド方法と石油系原料のエチレン方法のタイプがあるが、

中国国内の PVC 生産能力の 80％以上はカーバイド方法である（2018 年）37。 

 

 
37 2018 年中国カーバイド業界市場の運営展望、中国カーバイド工業協会 
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3.1.4 中国の石炭化学政策 

中国では以前よりコークス、カーバイド、合成アンモニア、メタノールといった石炭化学

産業が大規模に展開されてきた。諸外国と異なり、エネルギー流体革命以降も石炭生産が拡

大し続けてきたことで、石炭を原料とした石炭化学の経済性が保たれたことが、石炭化学産

業が中国で発展してきた要因である。 

これら伝統型石炭化学工業に加え、1990 年代後半に高効率の噴流層石炭ガス化技術が実

用化されたことを受け、中国ではメタノールやアセチレンの生産に石炭ガス化が採用され、

更に MTO 法の確立により 2010 年以降、石炭ガス化と MTO を組み合わせたオレフィン製

造プラントが普及してきた。これら現代型石炭化学工業の興隆の背景には、2004 年以降、

国際原油価格が高騰し始めたことが背景にある。伝統型石炭化学工業と異なり、現代型石炭

化学工業の経済性は必ずしもその時点では得られていなかったものの、褐炭など低品質炭

を原料とすることで、あるいは今後原油やガスの輸入価格が上昇することを想定し、いずれ

経済性が得られると考えられたため、現代型石炭化学工業に対する政府の支援が行われる

ようになった。また石油や天然ガスを代替することの安全保障上の利点が重視されたこと

も見過ごせない。この観点からの政策には、技術的課題を解決するための技術開発支援が主

で、そのためにモデルプロジェクトの指定などが行われてきた。 

また 2000 年代後半の石炭産業への投資ブームの中で、新規炭鉱の開発審査にあたって石

炭資源の総合利用、すなわちコールチェーン全体で付加価値を高めるプロジェクト、特に石

炭化学と発電との連携プロジェクトが奨励されたことも中国の現代型石炭化学工業ブーム

の重要な一因である。新規炭鉱の建設許可を得ることを主目的に、石炭化学を含めたコンビ

ナート建設プロジェクトが続々と立案されることとなった。 

しかし政府の現代型石炭化学工業に対する政策は支援一辺倒というわけではないことに

注意が必要である。むしろ現代型石炭化学工業への過剰投資が早い時期から顕在化し、投資

を抑制するために国家が認定したプロジェクト以外の建設を認めないとブレーキをかける

政策が 2000 年代後半から繰り出されてきた。 

企業の現代型石炭化学工業への強い投資意欲は石炭産業における過剰生産能力の増加が

背景にある。2015 年までの過去 10 年間に及ぶ石炭産業における過剰投資によって生産さ

れてくる石炭の出口として、現代型石炭化学工業に注目が集まった面がある。またこの 10

年あまり、産地は急速に奥部化、すなわち西部地域の内陸移転が進むこととなった。西部地

域の石炭は鉄道輸送インフラの整備が不十分であることもあり、輸送コストがかさみ、主な

消費地である東部地域へと輸送し消費するよりも、西部地域で石炭化学製品に加工し、西部

地域内あるいは東部地域に輸送する方が経済的合理性がある。こうしたことより現代型石

炭化学工業に対する投資意欲が過剰に高まる結果となり、政府はむしろ火消しに躍起にな

らざるを得ない構図が生じてきたのである。 

加えて、石炭化学による環境問題の発生を防止することも重要な政策目的として挙げら

れる。電力など多くの石炭ユーザーに対しては大気汚染が主たる規制対象となるが、石炭化

学の場合はより水使用量と水質が規制対象として重要視されている。もちろん煤塵（PM）
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も規制対象であるが、石炭化学の主要プラントが内陸部の水不足地域に立地していること

もあり、立地地域での水需要への影響が懸念されているためである。 

以上の通り、中国政府の石炭化学に対する政策については、技術開発支援、過剰投資抑制、

環境問題が主たる政策目的と整理することができる。その点を踏まえて、時期別に中国の石

炭化学産業に対する政策の内容について、以下、概観していく。 

 

 第 13 次 5 ヵ年計画以前 

中国政府の石炭化学政策の最初の契機となったのが 2004 年 6 月の「能源（エネルギー）

中長期発展規劃綱要」に「現代型石炭化学工業」を奨励する方針が盛り込まれた点である。

特に石炭液化については第 11 次 5 ヵ年計画においても重点プロジェクトとして取り上げら

れ、2001 年 2 月に内蒙古で神華が計画した石炭液化プラントの承認や、2004 年 6 月の南

アフリカ Sasol との間での陝西省と寧夏回族自治区における間接液化プラントの建設合意

など順調で、その後 2 年間は「現代型石炭化学工業」に対するさまざまな優遇政策が講じら

れた。 

しかし 2006 年 7 月には、突如政策転換があり、実際、その後 2 年間は一部のパイロット

プロジェクトを除いて政府は石炭化学に対して抑制姿勢を示すこととなった。国家発展改

革委員会は石炭液化に関する新規プロジェクトの申請受付を停止、年産 300 万トン以下の

石炭液化、100 万トン以下のメタノール・DME、60 万トン以下の MTO プロジェクトにつ

いては原則認可しない方針を公表することとなった。 

石炭企業による石炭液化プロジェクト計画が相次いで打ち出され過熱気味となったこと

が背景にあり、2008 年 8 月、国家発展改革委員会による石炭液化プロジェクトの管理強化

の通達が公布され、着工済みの神華による直接液化以外の石炭液化プロジェクトは停止を

命じられ、2009 年 5 月には当時進行中の 5 つのパイロットプロジェクト以外は認可しない

姿勢を国務院が改めて確認するなど抑制措置が強化された。そして 2009 年 9 月に、国務院

が伝統型、現代型ともに石炭化学を生産能力過剰業種とし、向こう 3 年間は「現代型石炭化

学工業」関連プロジェクトの認可を停止することを正式に表明した。その結果、第 11 次 5

ヵ年計画において認可されたモデルプロジェクトは表 3.1-4 のように一部にとどまった。 

ところが 2012 年 9 月に国務院の 3 年停止期間が明けたことを受け、「煤炭深加工示範項

目規劃（現代型石炭化学工業パイロットプロジェクト計画）」、「煤炭深加工産業発展政策（征

求意見稿）」の両文書が公表され、この両文書の公表を以て再び現代型石炭化学工業は成長

軌道に乗ることとなった。再び政府が積極姿勢に転じた背景の一つとして石炭液化プロジ

ェクトが神華集団 108 万トン/年、伊泰集団 16 万トン/年、潞安集団 21 万トン/年など、順

調に推移していたことが指摘できる。そして 2013 年 9 月に国家発展改革委員会は投資規模

が大きく牽引力のある重大プロジェクトの承認を開始した。他方、国家能源局は 2014 年 7

月に石炭液化及び石炭 SNG プラントの建設について基準を満たさない無秩序な開発を規

制する通達を出すなど、国家発展改革委員会と国家能源局で温度差があった。当然ながら計

画実施において水資源や環境への対策を事業者は求められることとなった。 
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表 3.1-4 第 11 次 5 ヵ年計画期間中に認可された石炭化学モデルプロジェクト 

建設地 プロジェクト名 
予定投資額 

（億元） 

内蒙古オルドス 神華集団オルドス石炭直接液化 100 

内蒙古伊泰 伊泰集団石炭間接液化 25 

内蒙古包頭 神華集団包頭 MTO 170 

内蒙古 内蒙古金煤化工石炭由来エチレングリコール生産 120 

内蒙古オルドス 中天合創能源 DME 430 

内蒙古 内蒙古新奥集団石炭由来 DME n.a. 

内蒙古ヘシグテン旗 大唐集団内蒙古ヘシグテン旗 SNG 257 

遼寧阜新 大唐集団阜新 SNG 320 

内蒙古オルドス 内蒙古匯能 SNG 88.7 

（出所）肖世俊・向磊・魏静・王双・王樹宝 [2012]「政策拐点来臨，掘金煤化工投資盛宴」『煤化工産業専題』国都証券 

 

実際のところ、石炭化学プロジェクトについて新規認可を停止する措置が講じられてい

た 2009 年から 2012 年の期間中も、地方政府と企業は現代型石炭化学工業に対する投資計

画について鋭意検討を進めていた。2010 年から 2012 年までに国家発展改革委員会に申請

が上げられた現代型石炭化学工業プロジェクトは 104 件あり（投資額の総計は 2 兆元超）、

国家発展改革委員会と国家能源局は両文書の策定に当たって 2011年 3月から年末にかけて

全国各地で実地調査を展開、十数回にわたって会議を開催し、「煤炭深加工示範項目規劃」

として 15 のプロジェクトをリストアップした（表 3.1-5）。 

 

表 3.1-5 「煤炭深加工」モデルプロジェクト（2012 年 9 月公表時点） 

 地点 プロジェクト名 主要製品 
投資額 

億元 見込み 

1 新疆伊犁 55 億 m3SNG SNG 55 億 m3 300 

2 新疆伊犁 コールチェーン（採炭・石炭化学・発電・熱供給）

一体型プロジェクト 

SNG 60 億 m3 600 

3 新疆准東 コールチェーン（採炭・石炭化学・発電・熱供給）

一体型プロジェクト 

SNG 349 億 m3 2,400 

4 新疆准東 石炭総合利用（合成油、LNG、水素添加油、LPG、

ベンゼン、フェノール、重油） 

50 万トン水素添加タール 300 

5 内蒙古オルドス 300 万トン DME 300 万トン DME 430 

6 内蒙古西部 石炭クリーン・高効率総合利用（SNG、石油製品、 

タール、オレフィン、発電） 

SNG 60 億 m3 300 

7 内蒙古興安盟 コールチェーン（採炭・石炭化学・発電・熱供給）

一体型プロジェクト 

SNG 60 億 m3 300 

8 陝西楡林 100 万トン間接液化 100 万トン石油製品 162 

9 陝西 コールチェーン（採炭・石炭化学・発電・熱供給）

一体型プロジェクト 

700 万トン MTO 250 

10 山西 高灰分・中高硫黄分石炭クリーン・高効率総合利

用（SNG、石油製品、タール、オレフィン、発電） 

300 万トンメタノール 

60 万トン MTO 

300 

11 寧夏寧東 400 万トン間接液化 400 万トン石油製品 550 

12 安徽 コールチェーン（採炭・石炭化学・発電・熱供給）

一体型プロジェクト 

170 万トンメタノール 

60 万トン MTO 

300 

13 雲南 褐炭総合利用 SNG 2 億 m3 

50 万トンメタノール 

300 

14 貴州 コールチェーン（採炭・石炭化学・発電・熱供給）

一体型プロジェクト 

60 万トンポリオレフィン 300 

15 河南 コールチェーン（採炭・石炭化学・発電・熱供給）

一体型プロジェクト 

180 万トンオレフィン 300 

（出所）「煤炭深加工示範項目規劃」(2012)により作成 
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「煤炭深加工産業発展政策（征求意見稿）」は 8 年前に公表された文書であるが、現在も

中国政府の石炭化学政策の原則として、実際の政策遂行に当たって引き続き依拠されてい

る重要な文書である。そこでこの文書からうかがえる中国石炭化学への政策の実施体制や

優先順位などについて以下に整理する。 

①プロジェクト認可プロセス 

プロジェクト認可プロセスは、まず中央レベルで石炭化学の発展計画を策定し、それを踏

まえて各省が省内の石炭・水資源と環境条件、そして市場条件を加味した産業発展計画と産

業園区（≒工業団地）開発計画を策定し、中央レベルの認可を受ける。この中央・省の計画

を踏まえ、国有企業は（明記はされていないが、恐らく有力民営企業も）5 年発展計画ある

いは当面の暫定計画を作成し、中央レベルの部門に認可されればプロジェクトリストにリ

ストアップされる。ただし、計画においては特に水資源のバランスと生態環境への影響につ

いて配慮をする必要があること、輸送インフラなどの条件も確認して過剰投資につながら

ないように注意喚起されている（第 7 条～第 10 条）。 

 

②プロジェクト認可の評価基準 

石炭化学プロジェクトの認可に当たっては、対象地域の石炭資源量が豊富であること、石

炭の純移出省であること、褐炭や高硫黄炭など低い品位の石炭を利用する、といった条件を

満たすプロジェクトを優先する（第 11 条）。 

原料炭（気煤、肥煤、焦煤、痩煤）はコークス産業に優先供給、優良炭（高熱量、低硫黄）

は発電、民生用、工業用ボイラ・キルンに優先供給することとし、褐炭、低品位一般炭、高

硫黄炭、加えてガス化好適炭を石炭化学は利用する（第 39 条）。高硫黄炭や低熱量炭につい

ては開発を強化し、現存の炭鉱寿命の延長を図る。高硫黄炭の石炭化学での利用を支援する

ことで優良炭の供給逼迫を解消する。輸送手段と原料確保がなされ、経済性が得られる場合

のみ地域外から石炭資源を輸送するプロジェクトを認可する（第 40 条）。 

褐炭、長焔炭（低粘結性一般炭）といった中低品位の石炭資源の賦存量が大きな地域では

大規模な石炭総合利用プロジェクト、すなわちコールチェーンを極力延伸して付加価値を

最大化することを目指す。石炭化学と発電、石油化学、製鉄、建材生産（特にセメント）な

どとの連携、採炭－化学－発電－熱供給の一体化プロジェクト、各種燃料、化学原材料、熱・

電力の一体型生産システムなどが奨励される。 

石炭化学プロジェクトの実施主体としては、石炭、電力、化学の各産業における企業によ

る上下流一体型の強者連合を奨励する（第 24 条）。また石炭化学と石油化学、バイオケミカ

ル、風力発電などの再生可能エネルギーなどとの連携、あるいはセメント、製鉄などのエネ

ルギー多消費産業との連携を奨励する（第 26 条）。エネルギー企業、化学企業以外の参画は

認めない。また参画企業の資産負債率は 60％以下、銀行の信用格付けは AAA 以上、プロジ

ェクトの資本金比率は 40％以上（第 34 条）。 

石炭化学プロジェクト（伝統型ではない現代型石炭化学）の実施に当たっては、石炭消費

量の「等量置換」原則、すなわち同時に同規模の旧式生産設備淘汰を奨励する（第 25 条）。 
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石炭化学プロジェクトは国内需要を満たすことを目標とし、生態環境保護と資源の持続

可能な発展という観点から当面の間製品の輸出は制限する。そのため輸出戻し税について

は引き下げあるいは取り消しをする（第 30 条）。 

 

③個別製品毎の政策的優先度 

石炭化学の新規プロジェクトについては、以下の年産規模以下のものは禁止する。カーバ

イド 30 万トン、石炭液化 100 万トン、MTO50 万トン、SNG20 億 m3、DME100 万トン、

石炭原料メタノール 100 万トン、石炭原料合成ガスアンモニア 45 万トン、石炭原料エチレ

ングリコール 20 万トン（第 33 条）。  

石炭化学の中でも、カーバイドとコークス生産は旧式の中小規模工場は淘汰、旧式の石炭

原料化学肥料工場と石炭原料メタノール生産については整理方針、石炭液化、MTO、SNG

は安定的に発展させ、コールチェーン一体型（採炭－化学－発電－熱供給）と石炭総合利用

プロジェクトは奨励という姿勢。より詳しくは、以下の通り（第 13 条）。 

コークスは新規生産能力の拡充は厳禁、生産能力の整理を進め、原料炭資源があり、鉄鋼

業が発達している地域で大規模化を進める。タールと COG の総合利用は推し進め、資源利

用効率と環境汚染削減を進める。 

カーバイドはコークス同様、新規生産能力の拡充は厳禁、生産能力の整理を進める方針。

石炭資源と工業塩資源が豊富な地域であれば、旧式・中小規模の設備を新型、大規模の設備

へ転換する措置を講じる。石炭原料エチレンを経由しての製法を拡充し、アセチレンカーバ

イド法設備の比重を下げる。また炭化カルシウム合成時のスラッジのセメント投入原料と

しての利用を拡大。 

石炭原料化学肥料は石炭資源が豊富な食糧・綿花生産地のみに限定。環境への負荷が小さ

い先進的なガス化技術を採用した 100 万トン以上の大規模生産基地で環境負荷が大きく、

エネルギー効率の低い中小設備を代替する。東部地域の化学肥料生産企業に対しては中西

部への生産設備移転を奨励。 

石炭液化、MTO、SNG、エチレングリコール、DME、MTA（芳香族炭化水素）（Methanol-

to-Aromatics）については、パイロットプロジェクトの状況を踏まえて、石炭・水資源が確

保でき、生態環境も許容力があり、輸送インフラ（パイプライン含む）が整った地域で建設

を進める。 

 

④技術開発の重視 

石炭化学の設備については極力国産化を進めるが（第 15 条）、世界的にもフロンティア

のものについては積極的に海外企業との協力も進める。ただし、その際、海外技術と比べて

劣った時代遅れの技術の採用は禁止。また共同実施したプロジェクトが成功した際には、中

国側も必ず知的所有権を保持しなければならない（第 16 条）。中国政府が重視している技

術・設備については表 3.1-6 の通り（第 17 条）。 
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表 3.1-6 重点技術設備リスト（2012 年 9 月時点） 
 重点分野 技術設備 単系列規模 

1 

国内炭種に適

合した大型先

端ガス化技術 

8.7MPa 高圧大型石炭スラリー（CWS）ガス化技術 1 炉当たりの石炭投入量 2,000-

3,000 トン/日 

2 4.0MPa 大型乾式微粉炭ガス化技術（廃棄炉法あるいは

急冷法）、高圧乾式微粉炭気化技術（6.5MPa） 

1 炉当たりの石炭投入量 2,000-

3,000 トン/日 

3 4.0MPa 以上の固定床加圧ガス化技術、固定床スラグガ

ス化技術 

1 炉当たりの石炭投入量 800 ト

ン/日以上 

4 加圧流動床ガス化などの技術 1炉当たりの石炭投入量 1,000ト

ン/日以上 

5 

大型高効率合

成・精製技術 

高温フィッシャー・トロプシュ合成（高品質化学品とオ

レフィンの収量増加、オレフィン選択性>30%、酸化合物

選択性>10%） 

単系列生産量 100 万トン/年以上 

6 低温フィッシャー・トロプシュ合成（メタン選択性

<3.0%、C3+の選択性>90%、C5+の選択性>86%、触媒 1

トン当たりの合成油生産能力>1,500 トン） 

単系列生産量 100-180 万トン/年

以上 

7 メタン化技術（国内自主開発のメタン化触媒、メタン化

反応） 

単系列生産量 13-20 億立方メー

トル/年 

8 大型メタノール合成技術、設備 単系列生産量 100 万トン/年以上 

9 大型アンモニア合成技術、設備 単系列生産量 60-100 万トン/年 

10 メタノールによるエチレン・プロピレン生産の百万トン

レベル商業運転、中国国内自主開発の新型触媒 

単系列生産量 60-100 万トン/年 

11 合成ガスによるエチレングリコール生産技術（中国国内

自主開発の触媒） 

単系列生産量 20 万トン/年以上 

12 高効率ガス浄

化・分離技術 

年間アルコール（アンモニア）生産量百万トン以上の大

型レクチゾール技術 

単系列生産量 100 万トン/年以上 

13 低グレード石

炭の改質利用

技術 

単系列の処理能力 100 万トン以上の低グレード石炭の改

質（熱分解）技術、乾燥・熱分解・ コールタール製造な

どの系列技術を含む 

単系列生産量 100 万トン以上 

14 システム最適

化統合・設計技

術 

IGCC・USC 等の大型・高効率発電技術、石炭化学工業・

電力・熱供給の一体生産技術、 石炭化学工業と高エネル

ギー消費プロセスの連携技術 

200-400MW 

15 
大型設備 

50,000Nm3/h 以上の大型空気分離装置、ガス化炉、コン

プレッサー、合成反応用工業炉、廃熱ボイラ等 

 

16 

排出制御技術 

高効率汚水処理・リサイクル技術、廃水による石炭スラ

リー製造 

 

17 CO2 の再利用: 石油・天然ガス生産におけるガス攻法の

技術設備、緑藻の培養・利用技術、炭素蓄積林の種植技術 

 

 （出所）「煤炭深加工産業発展政策（征求意見稿）」 

 

大型石炭化学企業が研究機関を設立し、産学連携研究を進めることで自主イノベーショ

ン力を高めることを支援する。特に、高効率、低汚染の大型コークス炉、コークス乾式消火

設備（CDQ）、先進的タール加工・ベンゼン水素添加、密閉式カーバイド炉、COG・カーバ

イドの排気ガスの総合利用の導入を奨励する。またガス化炉は先進的技術で既存の設備を

代替し、スクリーニングと合成などの技術についてはエネルギー効率改善の技術改造を奨

励する。ガス化、スクリーニング、アンモニア合成、メタノール合成、DME 合成、石炭液

化、MTO、SNG、MTA などの技術については国内自主開発の大型プラント技術の採用を奨

励する。また石炭化学プラントと IGCC あるいは大型の USC を組み合わせてエネルギー転

換効率を引き上げるなど、さまざまなプロセスを組み合わせることで石炭資源の利用度と

付加価値の向上を奨励する（第 18 条）。 

 

⑤環境対策 

固定床の間歇式ガス化炉、COG・タール・ベンゼン回収設備なしのコークスプロジェク
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ト、酸洗処理のベンゼン加工設備は新設を禁止。鉄鋼企業のコークス炉炭化室は 6 メート

ル以上で CDQ を設置、カーバイドは密閉式炉で容量は 10 万 kVA 以上、単体でも 2.5 万

kVA 以上で排気ガスの総合利用を行うことが求められる。1 万 kVA（単体 5,000 kVA）以

下のカーバイド炉、1.25 万 kVA 以下の内燃式あるいは開放式カーバイド炉、環境基準超過

のカーバイド炉についても淘汰対象（第 20 条）。 

エネルギー利用効率や資源消耗について以下のような国家基準（強制力あり）が示されて

いる。コークス・精炭比 1：1.33 以下、カーバイド電力原単位 3,400kWh/トン以下、石炭

原料アンモニア及びメタノールの総合エネルギー原単位はそれぞれ 50GJ/トン、52GJ/トン

以下。コークス生産プロジェクトの水再利用率は 85％以上、それ以外の石炭化学プロジェ

クトは 95％以上。また第 12 次 5 ヵ年計画のパイロットプロジェクトについては表 3.1-7

の通り、エネルギー効率と資源消費量について規制値が示されている（第 19 条）。 

 

表 3.1-7 第 12 次 5 ヵ年計画の石炭化学モデルプロジェクトのエネルギー・資源利用効率基準 

プロジェクト 
エネルギー効率 石炭消費量(標準石炭換算) 水消費量 

基本要求 先進値 基本要求 先進値 基本要求 先進値 

石炭間接液化 ≧42% ≧47% ≦3.6t/t･製品油 ≦3.4t/t･製品油 ≦2.75t/t･標準炭 ≦2t/t･標準炭 

SNG ≧56% ≧60% ≦2.3t/1,000m3･SNG ≦2.0t/1,000m3･SNG ≦3.0t/t･標準炭 ≦2.5t/t･標準炭 

MTO ≧40% ≧44% ≦5.3t/t･オレフィン ≦5.0t/t･オレフィン ≦4t/t･標準炭 ≦3.0t/t･標準炭 

石炭由来アンモニア合成 ≧48% ≧52% ≦1.5t/t･アンモニア ≦1.4t/t･アンモニア ≦4t/t･標準炭 ≦3.0t/t･標準炭 

低グレード石炭改質 ≧75% ≧85% － － ≦0.15t/t･標準炭 ≦0.13t/t･標準炭 

（注）褐炭・高灰分など低品位石炭を利用するプロジェクトについては上記基準を緩和する措置を講じる。また空冷技術の

導入が困難な地域においても水利用効率基準の調整を認める。 

（出所）「煤炭深加工産業発展政策（征求意見稿）」 

 

石炭化学プロジェクトの実施にあたっては、水資源のアセスメントを行わなければなら

ない。飲用水源の保護地区でのプロジェクトは厳禁。生活用水、農業用水、生態用水に割り

込む形でのプロジェクトは厳禁。水不足が深刻な地域での必要水量が大きい石炭化学プロ

ジェクトは厳しく制限する（第 41 条）。取水許可証の認可は厳しく管理し、既に取水量が上

限に達している地域においては新規の取水申請を認めず、節水プロセスの導入や取水権取

引で対応させる（第 42 条）。廃水、中水、鉱山排水の回収利用技術の積極的採用を行う（第

51 条）。 

なお、2014年12月に公表された「国家が発展を奨励する重要環境保護技術設備目録（2014

年版）」では、高効率廃水処理設備としての認定基準として、廃水 1 トン当たり廃水処理コ

ストは 7 元以下、うち電力コストは 5 元以下であること、低濃度生物難分解性物質処理設

備としては化学的酸素要求量（COD）除去率 50％以上、ベンゼン・ピレン除去率 90～99％、

多環芳香族除去率 90～99％と規定されている。 

 

以上検討してきた第 13 次 5 ヵ年計画以前の中国の石炭化学に対する政策について、ポイ

ントをまとめると以下のようになる。 

➢ 中国政府の石炭化学プロジェクトに対する姿勢は 2009 年以降の新規プロジェクト認可
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凍結措置を 2012 年 9 月に転換したが、依然として慎重姿勢も見られる。石炭化学を振

興する意思は持ちつつも、地方政府の前のめり姿勢を抑制しようとしている。 

➢ 政府としては、石炭化学プロジェクトの認可条件として石炭の純移出省であることと、

褐炭や低品位一般炭、あるいは高硫黄炭を活用するプロジェクトを優先する方針。この

基準に照らすと、石炭化学プロジェクトは新疆、内蒙古、陝西省、山西省、貴州省、雲

南省といった地域に立地は限られることになる。 

➢ 他方で、政府の姿勢として水資源への影響を非常に注視している。上記の立地地域のう

ち、新疆、内蒙古、陝西省、山西省は水資源が非常に乏しく、ここに水必要量の大きな

石炭化学の立地が集中すれば、水資源利用に影響を及ぼすことは必至であり、この点が

今後のプロジェクト承認を抑制する要素になる。 

➢ 2000 年代は新規炭鉱建設認可に当たって石炭総合利用（採炭－石炭化学－発電－熱供

給）が条件に求められることが多く、また当時のカネ余りの豊富な資金供給の下で、石

炭企業は積極的に石炭化学プロジェクトへの投資を進めていた。 

➢ その後、一般炭用途としての最大の需要家である電力部門の構造的な需要の成長鈍化に

直面し、石炭価格下落に見舞われる中、石炭化学プロジェクトには事業ポートフォリオ

のリスクヘッジが可能になるメリットがある。また政府の高灰分炭の輸送制限、高硫黄

炭の利用制限といった措置により、石炭企業にとってはこれらの低品位炭の利用先とし

て石炭化学が最も経済性もある第一選択となると考えられる。PM2.5 問題への対応が

広がっていけば尚更その可能性が高い（環境配慮から低品位炭の使用を制限、その代わ

りのガス需要を SNG として代替）。 

 

 第 13 次 5 ヵ年計画 

第 13 次 5 ヵ年計画開始直前の 2015 年 12 月、「現代型石炭化学工業建設プロジェクト

（項目）環境参入（准入）条件」が公表された。石炭化学プロジェクトには環境面での制約

があることを明確にし、プロジェクト立案に対して制約条件を規定する内容である。全体の

トーンとして、水資源量の賦存条件の悪い地域、水に限らず大気なども含め、既に「環境許

容量」を超えた、あるいは余裕がない地域などでは、石炭化学の新規プロジェクト立案は認

めない原則を明示している。具体的な地域として、北京・天津・河北省、長江デルタ、珠江

デルタ、水不足の深刻な地域が挙げられている。 

導入設備に関する原則（エネルギー消費効率が高い、環境汚染物質排出強度が低い等）も

記述されているが、注目すべきは水利用に関する規定である。「環境参入条件」では、水利

用効率を高めるとともに、真水利用量を減少させること、炭鉱の採掘排水、再生水の利用に

努めるとともに、地下水の利用は禁止すること、沿海地域では冷却水として海水を循環利用

し、水不足地域では空冷ないし完全循環水技術の導入を優先することが規定されている。水

は石炭化学のプロジェクト立案上、非常に重要性が高い要因であることを表している。 

以上のように石炭化学に対する野放図な投資拡大は厳に戒めつつも、第 13 次 5 ヵ年計画

においても石炭化学は相当の拡大が計画されている。第 13 次 5 ヵ年計画の石炭化学の方向
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性を規定しているのは、国家能源局が 2017 年 2 月に公表した「煤炭深加工産業示範“十三

五”規劃（計画）」であり、この文書と中国石油化学工業連合会が 2016 年 6 月に公表した「現

代煤化工“十三五”発展指南」を参考に、2015 年の中国の石炭化学の状況と 2020 年に向けた

発展政策をまとめてみる。 

生産能力の拡大を推し進めるとは言え、政府の方針としては「煤炭深加工産業発展政策

（征求意見稿）」で先述の通り、主として石炭関連の大型企業に参入を絞りたい意向があり、

更に「環境参入基準」が明記するようにプロジェクトの立地地域についても制限を加えてい

る。表 3.1-8 は「現代煤化工“十三五”発展指南」で石炭化学の重点地域の指定状況について

示したものであり、基本的に内陸部が石炭化学の集積地として想定されていることが分か

る。更に 2017 年 3 月に公表された国家発展改革委員会と工業信息化部が共同で公表した

「現代煤化工産業創新発展布局（分布）方案（現代型石炭化学産業の革新的な開発地域配置

計画）」では、第 13 次 5 ヵ年計画では内蒙古オルドス、陝西省楡林、寧夏東寧、新疆准東

の 4 地域を現代型石炭化学工業モデル地区に選定し、産業集積の発展成長を推進する政府

方針が示されている。 

 

表 3.1-8 現代型石炭化学産業基地 

 

（出所）「現代煤化工“十三五”発展指南」 

 

第 13 次 5 ヵ年計画における具体的なモデルプロジェクトについては、下の表 3.1-9 の

「煤炭深加工産業示範“十三五”規劃」に示されている。いずれも技術的なチャレンジを含ん

だものである。また第 12 次 5 ヵ年計画の際と異なり、MTO を中心とする石炭化学製品は

リストアップされていない点が大きな変更点である。もちろん文中で言及されていないわ

けではなく、石炭化学製品についても項目が設けられている。そこには MTA 技術を完成さ

せ、100 万トン級のプラント実証化すること、新世代 MTO 及びエチレングリコールについ

て、触媒や反応炉のレベルアップと 100 万トン級プロジェクトへの応用などが技術開発の
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方向性として示されている。しかしながらこうした技術の実用化はモデルプロジェクトと

してではなく、関係省庁が実際のプロジェクト認可の過程で企業や地方にプロジェクトに

組み込むよう働きかけることで実現していく方針を示している。 

この変化の意味するところは、MTO を始めとする石炭化学製品については基本的に経済

性が確保されており、多数の企業が参入し、市場競争の中で技術レベルを向上させていくこ

とが可能であり、望ましいと政府は判断しているということである。生産能力過剰が懸念さ

れ始めている MTO ばかりでなく、MTA までもそうした方針が適用されていることに留意

したい。 

そのように理解すれば、第 13 次 5 ヵ年計画におけるモデルプロジェクトが石炭液化、

SNG、そして石炭カスケード利用という領域で挙げられているのは示唆的である。石炭液

化も SNG も経済性が国際原油価格という外部要因で大きく左右される性質があり、そして

当面の間、恐らくかなり長い期間にわたって経済性が確保できる水準に国際原油価格が上

昇する見通しが立たない状況において、モデルプロジェクトという形で政策により支援す

る姿勢が表れている。もちろんエネルギー安全保障が政策介入の理由である。石炭カスケー

ド利用については、恐らく第 12 次 5 ヵ年計画以前にプロジェクト立案がされておらず、技

術的知見の蓄積に乏しいことを考慮してモデルプロジェクト化されたものと考えられる。 

 

表 3.1-9 第 13 次 5 ヵ年計画における石炭化学モデルプロジェクト（2017 年 2月時点） 
プロジェクト名 生産能力 実証対象技術 

石炭液化   

潞安長治 FT 合成 180 万トン 高硫黄炭使用。3,000 トン級微粉炭ガス化、FT 合成 

伊泰伊犁間接液化 100 万トン 3,000 トン級スラリーガス化、FT 合成新世代触媒。水処理 

伊泰オルドス間接液化 200 万トン 4,000 トン級微粉炭ガス化、間接液化技術の最適化 

貴州渝富卒節間接液化 200 万トン 高硫黄炭クリーン利用、間接液化ガソリン生産 

SNG   

蘇新能源和豊 40 億 m3 大連物化所のメタン自主技術、重要設備国産化 

北控オルドス 40 億 m3 新型高圧固定床ガス化、高濃度アルカリ排水資源化利用 

山西大同 40 億 m3 固定床・流動床ガス化、高濃度アルカリ水純化・結晶分離技

術 

新疆伊犁 40 億 m3 固定床粉炭加圧ガス化、廃水高効率処理、大型石炭化学・発

電・熱供給一体型プロジェクト 

安徽能源淮南 22 億 m3 高融点石炭利用 

石炭カスケード利用   

京能錫盟褐炭総合利用 500 万トン 2 段階転炉熱分解、セミコークススラリーガス化、低温熱分

解・間接液化技術融合 

陝煤化楡林石炭カスケード利用 1,500 万トン 100 万トン級低温熱分解、熱分解・ガス化一体化技術大型実

証、タール水添芳香族・航空燃料製造 

延長石油楡林 CCSI 800 万トン タール・合成ガス生産一体化技術（CCSI）100 万トン級、石

油・化学・電力一体型プロジェクト 

陝西龍成煤清潔高効利用 1,000 万トン 単系列 200 万トン旋転床低温熱分解、タール・石炭ガス化工 

フルンベル聖山褐炭総合利用 30 万トン 熱分解触媒技術 

（出所）「煤炭深加工産業示範“十三五”規劃」 

 

以上が技術支援を含めた中国政府の第 13 次 5 ヵ年計画中の石炭化学の発展戦略である。

次に、石炭化学の負のインパクトを抑える措置、すなわち環境対策に焦点を移すこととする。 

「煤炭深加工産業示範“十三五”規劃」では、2020 年には現代型石炭化学工業で水使用量
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約 2.1 億トン、煤塵排出量 1,900 トン、SO2 排出量 9,842 トン、NOx 排出量 9,564 トンと

予測している。大気汚染物質に関しては深刻に考える必要のない水準であると言える。ただ

し、CO2については記載がない。 

やはり問題となるのは水消費である。石炭液化の水使用量は 2015 年には製品 1 トン当た

り 10 トンを超えていたが、これを第 13 次 5 ヵ年計画のモデルプロジェクトでは 7.5 トン

以下に抑える目標となっている。SNG についても同様に製品 1m3 当たり 10 トンから 6 ト

ン以下に、石炭カスケード利用の場合は使用する原料石炭 1 トン当たり 1 トン以内の水使

用量に削減する目標である38。石炭化学産業全体で汚水再利用率 80％以上の水準にまで引

き上げることも明記されている。また環境アセスメントで認められる廃水の外部排出量（蒸

発池への流出を含む）については、石炭液化の場合、2015 年の 1～8 トンを 1 トン以下に

まで削減、SNG の場合は 1～5 トンを 1 トン以下に、石炭カスケード利用については 1 ト

ン以下に抑える目標である。最終的には外部からの取水量削減のために、プラント内での水

の完全リサイクル化や廃水中の汚染物質の固体化などの対策を進めている。 

これらの目標を見ると、石炭化学発展の最大の制約であった水資源・水質汚染問題の解決

に向けて相当の進捗が見込まれていることが分かる。第 13 次 5 ヵ年計画における石炭化学

の資源利用効率に関する目標値を整理した指標を表 3.1-10 に示す。 

 

表 3.1-10 第 13 次 5 ヵ年計画のモデルプロジェクトの資源利用効率指標 

指標 単位 
石炭直接液化 石炭間接液化 SNG 

目標値 先進値 目標値 先進値 目標値 先進値 

エネルギー総合原単位 標準炭トン/製品トン(1,000Nm3) ≦1.9 ≦1.6 ≦2.2 ≦1.8 ≦1.4 ≦1.3 

原料石炭使用量 標準炭トン/製品トン(1,000Nm3) ≦3.5 ≦3.0 ≦3.3 ≦2.8 ≦2.0 ≦1.6 

取水量 トン/製品トン(1,000Nm3) ≦7.5 ≦6.0 ≦7.5 ≦6.0 ≦6.0 ≦5.5 

エネルギー転換効率 ％ ≧55 ≧57 ≧42 ≧44 ≧51 ≧57 

（出所）「煤炭深加工産業示範“十三五”規劃」 

 

 第 14 次 5 ヵ年計画 

第 14 次 5 ヵ年計画は 2021 年から開始されるため、現在第 13 次 5 ヵ年計画の各項目に

ついて、進捗状況を整理、検討している段階である。本調査の現地調査による聞き取り調査

を通じて収集した現時点での方向性に関する情報を以下に記す。 

石炭化学の重点項目となっている石炭液化は、競合する原油の国際価格が石炭液化の採

算ラインを下回り経済性が成立しない状態が続いているため、増設や新規計画が進展して

いない。また、石炭 SNG は、需要地である東南部へのパイプラインの託送料金が高いこと

や、主要な需要地である北京のガス価格が環境対策のため政策的に非常に低い水準に設定

されていることから、SNG プラントの大半は赤字状態となっている。このため、石炭液化

同様、新・増設が進んでいない。これらのことから、石炭液化、SNG は第 13 次 5 ヵ年計

画の目標達成は難しいと判断されているが、中国の石油、天然ガス資源状況を勘案し、今後

もエネルギー安全保障の観点から事業継続がされると見込まれている。 

 
38 また CTO/MTO については 22～28 トン、エチレングリコールで 25 トンと更に大量の水を使用してい

るが、現在公表されている文書には明確な目標は見当たらない。 
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一方、MTO などについては、経済性が良好なこともあり、第 13 次 5 ヵ年計画の目標達

成が可能となっている。このため、第 14 次 5 ヵ年計画では、石炭から化学品製造が重点項

目にはならないが、高付加価値製品への移行が掲げられると想定されている。 

なお、今後、新たなエネルギーとして期待されている水素については、COG や石炭ガス

化合成ガスからの水素製造は容易であるが、水素の効果的な貯蔵、輸送、利用技術の確立が

今後の課題となる。 

 

 

3.1.5 中国の主要石炭化学基地 

 中国の現代型石炭化学基地建設に向けた取り組み 

中国の現代型石炭化学工業は、西部地域の開発及び西北部の豊富な石炭資源の有効利用

を図るため、西北部地域を中心に計画されてきた。2017 年 3 月には国家発展改革委員会及

び工業信息化部により、炭鉱、電気、石油化学などの関連産業との統合を促進しながら現代

型石炭化学産業を拡大することを目的とする「現代煤化工産業創新発展布局（分布）方案」

が公布された（発展改革委員会、発改産業(2017)第 553 号、2017 年 3 月 22 日）。この計画

では、現代型石炭化学工業の実証地域の設定、及び石炭化学産業の統合開発という 2 つの

概念を提案している。また現代型石炭化学産業の発展に向けて下記の 8 つの政策を提起し

ている。 

①産業関連技術の実証 

従来の工業化に向けた実証経験とそこから得られた教訓に基づき、産業技術の高度化を

促進する。第 13 次 5 ヵ年計画の期間中の技術発展において重要な分野を指定し、技術開発

と商業化に向けた実証プロジェクトを実施する。 

 

②関連産業との統合の促進 

資源利用効率と産業競争力の向上を目指し、現代型石炭化学工業を石炭鉱業、電力、石油

化学、化学繊維、無機化学、冶金建築材などの産業と統合することで、循環経済システムの

構築と資源・エネルギー利用効率を向上させる。 

 

③企業の変革を通じた産業全体の技術レベル向上 

産業における先進技術（トップランナー）を指標とし、完了済プロジェクトの事後評価を

行うことで技術革新活動を強化する。既存の生産プラントの操業経験を研究し、資源総合利

用効率、原材料投入効率、エネルギー・水利用効率、汚染物質排出などの指標の改善に向け

て、産業全体で技術開発を促進する。 

 

④現代型石炭化学工業の実証地区の設定 

内蒙古オルドス、陝西省楡林、寧夏省寧東、新疆准東の 4 地域に現代型石炭化学工業の実

証地区を設定し、種々の化学産業の一体的開発を通じて、世界レベルの現代型石炭化学工業
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地区を構築する（4 大現代型石炭化学基地）。各実証地区における第 13 次 5 ヵ年計画期間

中の新規石炭消費量は合計 2,000 万トン以内に制限する（ただし、石炭液化や SNG などに

用いられる石炭消費量は除く）。 

 

⑤資源開発依存型都市の地域経済発展を促進するプロジェクト 

4 大現代型石炭化学基地以外にも、東北地域、西部地域、中部地域など旧来型産業を抱え

る地域において地域経済の再活性化戦略を実施する。具体的には、黒竜江省、貴州省、山西

省、河南省などで現代型石炭化学プロジェクトの建設を加速し、資源依存型都市の変革を促

進する。 

 

⑥国際協力 

中国の石炭化学技術、設備、エンジニアリング、人材の持つ優位性を最大限に活用し、一

帯一路関係国における関連産業のプロジェクトと組み合わせて、現代型石炭化学産業のグ

ローバル化を加速する。 

 

⑦エンジニアリング強化によるプラント設備開発支援 

石炭化学の関連技術開発による成果について、エンジニアリングを通じたプラント設備

開発につなげるため、技術実証プロジェクトと産業実証地区でのプラント建設とを有機的

に組み合わせて、現代型石炭化学産業の技術開発とエンジニアリングの融合を進める。 

 

⑧CO2排出量の削減 

すべての現代型石炭化学工業の実証プロジェクトと産業実証地域は、CO2 排出削減に向

けた可能性を研究し、CO2資源の包括的利用に関わる実証研究を行う。 

 

この計画の目的を達成するために、下記の 6 つの対策が具体的に提案されている。 

①プロジェクト建設要件の厳格化 

現代型石炭化学工業の実証地区設立に関する基本原則と具体的な実施要件から、プロジ

ェクト規模や資源・エネルギー・水の消費量に関する基準に基づき、実証プロジェクトを認

可する指標を明確化する。 

 

②審査及び承認手順を標準化 

行政と地方分権の合理化に関する国務院の方針と「政府が承認した投資プロジェクトリ

スト（2016 年版）」の要件に従って、計画に含まれる石炭原料オレフィン生産（CTO）及び

石炭原料芳香族生産（CTA）のプロジェクトの承認手続きを簡素化する。 

 

③生産要素の合理的な配分 

高硫黄炭や廃水・再生水・鉱山水の再利用を奨励するなど、資源利用効率を向上させる。



86 

 

発電会社との直接取引を促進することで電力コストの低減を目指す。 

 

④安全管理と環境保護を強化 

安全管理、環境保護に関して厳格な認可手続きを行う。プラント稼働後も監督を強化し、

安全管理、環境保護に関する違反や事故が生じた際には、徹底的な調査を行い、法律に従っ

て関係者の責任を追及する。 

 

⑤産業組織構造を多様化 

石炭、電力、石油化学、冶金建築材料などの関連産業、及び民間企業や外国企業など、多

様な資本と企業が石炭化学産業に参入することで産業全体が活力を高めることができるよ

う奨励する。 

 

⑥組織のリーダーシップを強化 

組織のリーダーシップを強化し、計画で規定された活動を組織内の協力の下で推進する。

業界団体とコンサルティング機関は、計画の解釈と促進を積極的に支援し、計画の実施のた

めの良好な環境を構築する。 

 

 4 大現代型石炭化学基地 

上記の計画で現代型石炭化学工業を推進し実証する地域として、4 つの地域が指定された。

具体的には、①内蒙古自治区のオルドス、②寧夏回族自治区の寧東、③新疆ウイグル自治区

の准東、④陝西省の楡林である。これらの地域はいずれも石炭資源が豊富であり、しかも採

炭条件が良好なため石炭の生産コストが安く、化学原料としての石炭を低コストで利用で

きるという利点を有している。以下に各地域の特徴をまとめて示す。 

①内蒙古オルドス 

オルドス市は面積約 8.6km2、人口約 200 万人である。オルドスの石炭賦存量は 1,000 億

トン、石炭生産量は 6 億トン/年（2017 年）である。石炭を原料とした化学製品の大半が生

産されており、具体的には直接液化、間接液化（FT 合成）、合成天然ガス（SNG）、オレフ

ィン、エチレングリコール、及び伝統型石炭化学工業のアンモニア、メタノール、コークス、

カーバイド等である。 

オルドスで実施された代表的な現代型石炭化学プロジェクトを表 3.1-11 に示す。 
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表 3.1-11 オルドスの主な石炭化学プロジェクト 

プロジェクト名 概要 

神華 100 万トン直接液化 2008 年に稼働 

2018 年に液化油製品 83.4 万トン/年を生産 

伊泰 16 万トン間接液化 2009 年に稼働、2018 年に液化油製品 19.43 万トン/年を生産 

現在、200 万トン/年プラントを建設中 

滙能 16 億 Nm3 合成天然ガ

ス（SNG） 

1 期 4 億 Nm3/年プラントは 2014 年に稼働 

現在、2 期の 12 億 Nm3/年プラントを建設中 

中天合創 130 万トン MTO 2017 年に稼働 

2018 年の生産量は約 127 万トン/年 

兖鉱栄信化工 40 万トンエ

チレングリコール 

試運転中、2020 年に稼働 

（出所）各社 HP、資料等より作成 

 

②寧夏回族自治区寧東 

寧東石炭化工基地は、寧夏回族自治区銀川市東南に位置し、西電東送39の石炭火力発電基

地でもある。石炭資源は 368 億トンあり、2018 年末時点の石炭生産能力は 9,000 万トン/年

である。石炭化学工業は間接液化、オレフィン、エチレングリコール、メタノール製造等が

ある。 

表 3.1-12 に寧東地域の代表的石炭化学プロジェクトを示す。 

 

表 3.1-12 寧東の主な石炭化化学プロジェクト 

プロジェクト名 概要 

神華寧煤 400 万トン間接液

化 

2016 年に稼働、2018 年に液化油製品 303 万トン/年を生産 

神華寧煤 50 万トン MTP 

オレフィン１分公司 

2011 年に稼働、2019 年の目標は、ポリプロピレン製品 96.5

万トン/年 

神華寧煤オレフィン 2 分公

司 

石炭液化副産品のナフサ、LPG の熱分解からオレフィン 100

万トン/年（2019 年）を製造 

寧夏宝豊 COG から 60 万ト

ン MTO 

試運転中、2020 年に稼働予定 

寧夏宝利能源 40 万トンエ

チレングリコール 

2019 年に建設開始、2021 年に稼働予定 

（出所）各社 HP、資料等より作成 

 

③新疆ウイグル自治区准東 

准東は新疆ウイグル自治区准噶爾（ジュンガル）盆地東に位置する。重要な石炭火力発電

基地でもある。新疆ウイグル自治区の石炭埋蔵量は 3,900 億トン、2018 年末時点の石炭生

産能力は 1.68 億トンである。露天掘りの五彩湾炭鉱は最大炭層の厚さが 62m 程度あり、石

炭は低コストで利用できる。准東は 2017 年に国家発展改革委員会によって 4 大現代型石炭

 
39 中国西部の電力を電力不足の東部に送る構想で、2000 年に採択された第 10 次 5 カ年計画の西部大開発

の重要プロジェクト。 
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化学実証地域の一つとして決められたが、伝統型石炭化学工業のアンモニア、カーバイドに

よる PVC 製造等もあり、カーバイド生産では中国 1 位及び 2 位の企業が立地している。し

かしながら大型の現代型石炭化学は SNG 生産プラントが計画されているのみで、また未だ

実施段階に至っていない。 

 

④陝西省楡林 

楡林市は陝西省最北部にあり、内蒙古自治区、山西省等に隣接している。楡林市にある楡

神工業区は第 13 次 5 ヵ年計画で国が許可した 4 つの石炭化学産業モデル基地の一つであ

り、面積は 1,108km2である。楡林市楡神工業区は「清水工業園」（82.04km2）、「錦界工業

園」（48.23km2）、「大保当物流園」（5km2）、「楡樹湾新材料産業園」（10km2）等からなるが、

「清水工業園」が石炭化学の重点エリアとなっている。同エリアには、神華集団が総額 900

億元を投資した MTO60 万トン/年、メタノール 180 万トン/年、エチレングリコール 40 万

トン/年を併産するプラントがある。また、陝西煤業化工集団による投資総額 1,200 億元の

180 万トン/年モノエチレングリコール（MEG）や、陝西延長石油集団による投資総額 800

億元の石炭ガス化による発電及び化学製品生産が計画されている。同エリアでは、3~5 年か

けて石炭系のメタノール、芳香族、MEG、オレフィン、液化、及びガス化の生産基地を構

築する計画である。 

表 3.1-13 に楡林経済技術開発区（清水工業園）の主な大型プロジェクトを示す。 

 

表 3.1-13 楡林楡伸工業区(清水工業園)の主な石炭化化学プロジェクト 

プロジェクト名 概要 

神華集団 400 万トン/年のメタノール及び下流製品。 

第 1 期として 186 万トン/年のメタノール及び下流製品を生産中。 

陝煤集団 2021 年に第 1 期完成予定 

第 1 期の 180 万トン/年のエチレングリコール建設中。 

第 2 期以降、メタノール、オレフィン、ファインケミカルのプラント建

設予定。 

※日本企業のハイケムが参画。 

※最終的には年間 2,000 万トンの石炭を消費。 

延長石油集団 2025 年に完成予定 

コールタール（120 万トン/年）、メタノール（360 万トン/年）、芳香族（180

万トン/年）、MTO（180 万トン/年）。 

楡能集団 2025 年に完成予定 

石炭ガス化（40 億 m3/年）、メタノール（360 万トン/年）、エチレングリ

コール（12 万トン/年）、PTA（テレフタル酸）（160 万トン/年） 

※最終的には年間 1,700 万トンの石炭を消費。 

（出所）各社 HP、資料等より作成 

 

表 3.1-14 に 4 地域の特徴をまとめた。4 地域のなかでは、楡林において大企業による化

学プラントの建設・計画が多い。これは、市政府が日本の工業団地のようにインフラ、ユー

ティリティを整備し、企業にとって工業区への進出のコストとリスクを低減していること
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が大きい。楡林では多種多様な石炭化学技術のプラントの進出が計画されているため、楡林

の状況を観察することで今後の中国の現代型石炭化学工業の最先端の動向を確認すること

ができると言える。 

 

表 3.1-14 4 大石炭化学基地の特徴 

基地名 特徴 

内蒙古自治区オルドス 原料は褐炭が多く石炭品質としては劣る。オルドスに立地する

企業には大手企業が少なく、オルドス市政府の行政力も弱い。 

寧夏回族自治区寧東 主要企業は神華寧煤のみであり、神華寧煤によるプラントは生

産プロセスが単一的で生産できる製品種類が少ない。 

新疆ウイグル自治区准東 遠隔地に立地しているため物流コストが高い。夏季は鉄道の輸

送枠が農産品輸送に取られるため。生産した石炭化学製品の物

流に支障となるという課題がある。 

陝西省楡林 石炭品質が良好であり、石炭埋蔵量も豊富。石炭化学に重要な

水資源の確保も可能。陝煤化工集団を始めとする大手企業が進

出。市政府の積極的な支援もある。 
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3.2 現代型石炭化学産業の動向 

3.2.1 石炭液化（CTL: Coal to Liquids） 

 概要 

石炭から石油等液体燃料を生産するには主に 2 つの方法がある。一つは石炭の高分子構

造を水素化反応によって低分子にする方法である。これを「直接液化」という。もう一つは

石炭をまずガス化して、H2と CO 等で構成される合成ガスを作り、更に合成ガス中の H2と

CO を用いて液化油製品を合成する方法、即ち間接液化、あるいは FT 合成という。 

直接液化と間接液化の特徴は以下の通りである。 

直接液化の特徴として、以下の点が挙げられる。 

・ 石炭と溶剤（循環使用）を混合してスラリー化し、高温、高圧下で水素添加反応を

行い、液化油を製造する。1 段の反応で液化油を製造するため、直接液化と呼ばれ

る。 

・ 生成する液化油はナフサから重質油までを含み、石油の重質原油と同様であり、蒸

留でナフサ、ガソリン、灯油・軽油、重油に分留して製品とする。 

・ 液化油は芳香族成分を多く含むため、ガソリンのオクタン価は高いが、軽油のセタ

ン価は低い。 

・ 高温、高圧下での水素添加のためのプラント材料選定やスラリーによる摩耗対策が

必要で、運転は技術的に難しい面がある。 

間接液化の特徴は以下の通りである。 

・ 石炭を一旦ガス化し、その後、合成ガスから FT 合成により液化油を製造する。2

段階で液化油が得られるため間接液化と呼ばれる。 

・ 生成する液化油はガソリン、軽油が主体で、直鎖脂肪族が多いため、軽油のセタン

価は高いが、オクタン価は低い。 

・ プロセスは一般的な化学プロセスであり、運転上も問題は少ない。 

 

両者の効率や経済性については、従来は直接液化が効率も高く経済性があると言われて

いたが、石炭ガス化技術が確立されたことやプロセスの改良で、間接液化の効率も向上して

いる。また、間接液化は得られる液化油製品が、価格が高く、市場性のあるガソリンや軽油

が主体のため、経済性は優れているとも言える。 

2010 年ごろから神華集団の直接液化（100 万トン/年）、伊泰集団、潞安集団、晋煤集団の

間接液化（それぞれ 16 万トン/年、18 万トン/年、17 万トン/年）の実証プラントが次々稼

動し、石炭による液化油製造プラントの技術、信頼性、環境対応性、経済性などが検証され

た。間接液化から作った液化油製品は市場性が高いため、新たに兖鉱集団の陝西楡林（未来

能源）100 万トン/年、潞安集団の山西潞安 180 万トン/年、神華寧煤集団の寧夏寧東 400 万

トン/年、及び伊泰集団の新疆伊犁 100 万トン/年が建設されている。 

図 3.2-1 に石炭液化プロジェクトの分布を示した。 
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（出所）各種資料により作成 

図 3.2-1 中国の石炭液化プロジェクト分布（2017 年時点） 

 

中国における 2015 年末時点の石炭液化生産能力は年間わずか 254 万トン（生産量 115 万

トン）であったが、第 13 次 5 ヵ年計画以降、大幅に拡大した。2017 年末時点で、石炭液

化生産能力は 906 万トン（生産量 323 万トン）で、世界最大の生産国となっている（表 

3.2-1）。2017 年末までに、8 基のプラントで 906 万トン/年の石炭液化生産能力を有してお

り、2 基のプラントが建設中である。石炭液化方式は直接液化を採用している神華オルドス

以外、すべて間接液化である。2020 年には生産能力は 1,206 万トン/年にまで拡大すると予

想されている40。 

 

  

 
40 現代煤化工“十三五”中期発展状況分析”、中国煤炭 Vol.45(7) 2019.7 
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表 3.2-1 中国の主要な石炭液化プロジェクト（2017 年末時点） 

石炭液化プロジェクト 
生産能力 

（万トン/年） 

2017 年生産量 

（万トン） 
備考 

神華オルドス（直接液化） 108 84.8 2011 年生産 

神華オルドス（間接液化） 18 0 2009 年生産/2010 年停止 

山西潞安（間接液化） 16 16.5 2009 年生産 

内蒙古伊泰オルドス（間接液化） 16 18.9 2009 年生産 

神華寧煤（間接液化） 405 76.6 2016 年生産 

陝西未来能源楡林（間接液化） 115 81.3 2015 年生産 

伊泰ファインケミカル（間接液化） 120 44.6 2017 年 

山西潞安高硫黄炭液化（間接液化） 108 0 2017 年 

内蒙古伊泰（間接液化） 200 0 建設中 

伊泰伊犁石炭液化（間接液化） 100 0 建設中 

（出所）中国煤炭加工利用協会 

 

 主要液化プロジェクト 

(a)石炭の直接液化（神華） 

神華集団（現国家能源投資集団）の石炭直接液化プラントは 2008 年 12 月 30 日から約

300 時間の試運転を行った後、2009 年 8 月下旬と 10 月上旬の合計 3 回の試運転を行った。

2009 年に累計で軽油約 10 万トンを生産・販売し、約 3 億元の売り上げを実現した。 

 

 

（出所）化学経済、2014『中国における石炭の高度利用の現状と展望』 

図 3.2-2 神華 100 万トン/年石炭直接液化プロセスフロー 
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（出所）World CTL conference 2013 

図 3.2-3 神華直接液化の水素製造ガス化炉と直接液化装置の写真 

 

2011 年 9 月 10 日から 2012 年 3 月 14 日の計画停止まで 10 回の運転を行い、石炭直接

液化プラントは最長 4,441 時間のフル連続運転を達成している。期間中のプラント平均負

荷は約 88.97％であり、石炭液化装置に 99 万トンの石炭を使用し、軽油 10.72 万トン、ナ

フサ 5.82 万トン、液化ガス 2.58 万トンを生産・販売した。 

また、2 基の Shell ガス化装置（2,000t/d）等で構成された石炭水素製造プラントも 120

日の最長連続運転を達成している。 

2012 年 3 月の計画停止の原因は、主に液化装置のレットダウンバルブの摩耗、加熱炉の

カーポンコーティング、水添装置のバルブ漏れなどの点検・保守を行うためである。21 日

間のプラント全面点検・保守を行ったあと、2012 年 4 月 3 日に神華石炭直接液化プラント

は第 11 回目のフル運転を再開した。 

表 3.2-2 に神華 100 万トン/年直接液化プラントの運転実績を示す。2009 年の試運転か

ら液化油生産量が徐々にアップされ、2012 年以降は 83-87％の負荷率でほぼ安定的に商業

運転している。 

 

  

Shell ガス化炉 

2,000t/d x 2 
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表 3.2-2 神華 100 万トン/年直接液化プラントの運転実績 

年 稼動時間（h） 液化油生産量（万トン/年） 

2009 1,466 6.5 

2010 5,172 44.3 

2011 6,744 79.0 

2012 7,248 86.5 

2018 － 83.4 

（出所）World CTL Conference 2013, Shanghai 及び神華集団 HP 

 

(b)伊泰間接液化プロジェクト 

内蒙古伊泰集団有限公司は主に石炭生産、販売を行う会社であり、2019 年の石炭生産量

は 6,064 万トンである。2006 年 3 月に伊泰煤制油有限責任公司（子会社）を設立し、石炭

化学産業に参入した。 

伊泰間接液化プロジェクトはスラリーガス化に山西煤炭研究所の FT 合成技術を採用し

た。2006 年に設計、インフラ整備をはじめ、2008 年末に建設を完了し、2009 年 3 月 15 日

から試運転、9 月 17 日に液化油製品の生産に成功した。2010 年からはほぼ全負荷で運転

し、液化油の生産能力は 450t/d になった。2010 年 10 月の実証プラントの生産コストと平

均製品販売価格で計算すると、トン当たりの合成油利益は約 1,466 元/トンであった41。 

プラントの構成は MCSG ガス化炉 1,000t/d を 3 基（2 稼動、1 予備）使用し、2013 年に

は 90％～110％負荷で稼動し、年間で約 18.16 万トンの液化油を生産した。製品生産の割合

は、軽油約 64.5％、ナフサ約 30％、液化ガス約 5.5％である。軽油の品質は上質であり、

セタン価は約 80 である。硫黄含有量が少なく、密度は約 0.76g/cm3である。主に中国石油

化工集団（Sinopec）、中国石油天然ガス集団（CNPC）等大手企業に販売し、軽油セタン価

の調整剤として使用されている42。 

次期の 200 万トン/年計画の申請が認可され、建設が進んでいる（2020 年稼働）43 。ま

た、伊泰は新疆伊犁地域にも100万トン/年規模の石炭液化プロジェクトを計画している44。 

図 3.2-4 に伊泰間接液化プロセスフローを示す。また、表 3.2-3 は伊泰石炭間接液化実

証プラントの建設、運転経歴である。 

 

 
41 2012 china international coal chemical conference 
42 World CTL Conference, Beijing, 2010.4 
43 伊泰煤製油 HP、http://www.yitaicto.com/news/hang-ye-dong-tai.jsp 
44 新疆自治区発改委 HP, 2017.8 
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（出所）Contemporary Chemical Industry vol.41, 2012, 他資料より作成 

図 3.2-4 伊泰間接液化プロセスフロー 

 

表 3.2-3 伊泰石炭間接液化実証プラントの建設、運転経歴 
時期 内容、液化油製品生産量 備考 

2006 年 インフラ整備、プレ設計  

2008 年 12 月 プラント設計、入札、設備調達、建設、設備調整  

2009 年 1 月 8 日 空気分離、ガス化、ガス精製、FT 合成試運転  

2009 年 9～12 月 プロセス全般試運転、合成油生産 連続運転 102 日 

2011 年 3 月 累計運転 506 日、液化油生産 16.16 万トン/年達成 連続運転 159 日 

2013 年 18.16 万トン/年 負荷 114％ 

2015 年 20 万トン/年 負荷 125％ 

2018 年 19.43 万トン/年 負荷 121％ 

（出所）伊泰資料、オルドス政府 HP 資料より作成 

 

(c)潞安間接液化プロジェクト 

山西潞安集団の液体燃料（CTL）＋IGCC プロジェクトの生産能力は液化油製品換算で 21

万トン/年、合成アンモニアが 18 万トン/年、尿素が 30 万トン/年である。同時に液体燃料

合成プロセスから排出するオフガスを利用した IGCC を実施する。石炭ベースの液体燃料

製造とそのオフガス利用により、石炭の転換利用効率を高め、油・電力のクリーン生産を実

現する。 

山西潞安砿業（集団）有限責任公司は山西省に位置する 5 社の大手石炭企業集団の一つ

で、石炭の採掘、選炭加工、石炭化工、エネルギー化工、発電、炭鉱機械を中心に事業を展

開している。2006 年 7 月に山西潞安煤基合成油有限公司を設立し、石炭間接液化（CTL）

プロジェクトのモデル事業と工業化に取り組んだ。2008 年 12 月にコバルト系固定床の FT

合成に成功し、中国の CTL による合成油製造の歴史を開いた。2009 年 7 月に生産能力 16

万トン/年の鉄系流動床 FT 合成液体燃料装置も試運転した。これにより、潞安集団はコバ

ルト系、鉄系触媒で石炭間接液化油の生成技術を保有する世界で唯一の企業になった。現在、

液体燃料製造の 100 万トン級の産業化プロジェクトを進めている。 

18 万トン/年の合成アンモニア、30 万トン/年の尿素装置では、石炭液化プロセスで発生
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する CO2 や空気分離装置からの余剰の N2 及び PSA 装置から分離精製された H2 によって

尿素を合成する。これにより、プラント全体の CO2排出量が下がり、合わせて CTL のコス

トも大幅に下がった。 

 

① 潞安プロジェクト I 実証プラント 

潞安プロジェクト I は 500t/d の Lurgi ガス化炉 6 基（5 基稼動、1 基予備）を用いて鉄

系とコバルト系触媒による合成を実証しながら、17 万トン/年の液化油製品を製造している。

図 3.2-5 は潞安プロジェクト I に使う Lurgi ガス化ユニットと FT 合成ユニットの写真で

ある。 

Lurgi ガス化を用いて、鉄系とコバルト系の 2 タイプの FT 合成実証を 2009 年から行っ

ており、2009 年の試運転から 2013 年初頭までの 3 年間に、軽油約 2.5 万トン、ナフサ 1.5

万トン、化学肥料 6,000 万トンを生産した。製品の品質も次第に向上し、利益を計上してき

た。製品は社有車燃料だけではなく、山東省、河南省、上海などにも販売している。 

 

 

（出所）World CTL 2013, Shanghai, 2013.4 資料より作成 

図 3.2-5 Lurgi ガス化ユニットと FT 合成ユニット 

 

主な進捗は表 3.2-4 の通りである。CTL とアンモニアを併産すると共に、これら化学合

成工程からのオフガスで発電するが、まずは化学合成系統の運用を先行している。 

 

表 3.2-4 プロジェクトの主な進捗段階 

時期 内容 

2007 年 4 月 6 日 モデルプロジェクトの工事開始 

2008 年 12 月 22 日 10 万トン級コバルト系固定床 FT の合成装置が運転開始 

2009 年 7 月 10 日 鉄系流動床 FT 合成装置による初生産に成功 

2009 年 8 月 19 日 油精製が品質基準を満たしたディーゼル・オイル、ナフサ製品を生産 

2009 年 12 月 4 日 合成アンモニア尿素装置が生産開始 

2010 年 10 月 IGCC 装置を建設 

（出所）潞安資料より作成 
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② 潞安プロジェクトⅡ商業プラント 

潞安プロジェクトⅡは Shell ガス化炉 3,200t/d×4 基を採用し、180 万トン/年の燃料油を

製造する。製品の内訳は、軽油 115 万トン/年、ナフサ 47.5 万トン/年、LPG17.5 万トン/年

で、化学肥料 50-100 万トン/年も生産される。2017 年 12 月に稼働した。 

2018 年に約 22 万トン/年、2019 年には約 90 万トン/年の製品を生産した。図 3.2-6 は潞

安プロジェクトⅡ商業プラントの鳥瞰である。 

 

 

（出所）潞安集団 HP 資料より作成 

図 3.2-6 潞安プロジェクトⅡ商業プラント（180 万トン/年） 

 

(d)神華寧煤間接液化プロジェクト 

神華集団はオルドスで石炭の直接液化プロジェクトを実施する一方、寧煤集団とともに

寧夏回族自治区にて間接液化プロジェクトを実施した。神華寧煤の間接液化は、もともと南

アフリカの Sasol の技術を導入する予定だったが、国内の伊泰などが採用している間接液

化技術の進展があり、Sasol との商談を中断し、伊泰の間接液化と同じ中科合成油公司の技

術を採用することを決めた。神華寧煤の石炭間接液化は GSP45等 2,000t/d クラスのガス化

炉 24 機を使用し、液化油製品 400 万トン/年を製造する。2016 年 12 月に稼働を開始した。

製品生産量は 2017 年に 110 万トン/年、2018 年に 303 万トン/年である。 

 

(e)兖鉱集団間接液化プロジェクト 

山東兖鉱集団有限公司は陝西省の楡林地域に未来能源という子会社を設立し、110 万トン

/年規模の間接液化プラントの建設に着手した。計画全体では生産規模500万トン/年に及び、

その第 1 期工程が既に完成している。2,000t/d の OMB46ガス化炉 8 基を使用し、2015 年

 
45 GSP：ドイツで開発されたドライフィードの噴流床石炭ガス化炉。Siemens ガス化炉とも言われる。 
46 OMB：中国華東理工大学が開発したスラリーフィードの噴流床石炭ガス化炉 

Shell ガス化炉 3,200t/d x 4 
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に稼働した47。2017 年の生産量は約 81.3 万トン/年である。また、次期として 400 万トン/

年の間接液化を計画しており、2020 年には許可が得られる予定である。投資額は 700 億元

となり、兖鉱集団にとっても大きな投資となる。 

本調査で同社を訪問し、聞き取り調査をしたところでは、このプラントは当初は FT 合成

による間接液化プラントとして計画されたが、国際市場での原油価格の低迷もあり、液化油

を生産しても採算が取れない状況であるが、国家のエネルギー安全保障上の観点から石炭

液化の生産は継続しつつ、化学製品も併産することで、プラントの経済性を確立している状

況であるとのことであった。 

FT合成は温度条件を変えることにより、得られる生成物構成を変えることができるため、

低温での FT 合成でディーゼル油、パラフィン、ナフサ、液化ガスを生産し、高温 FT 合成

では α オレフィンを主製品（約 7 割）として生産している。高温 FT 合成では、理論的には

100 種類以上の製品が生産可能であり、第 2 期工程が完成した際には 28 種類の製品を生産

する予定となっている。例えば C5 以上の高級アルコールは、これまでは中国国内で生産が

ほとんどなく輸入に依存していたが、今後同社のプラントで生産し、4 万～7 万元/トンの高

価格で販売できる見通しとのことである。FT 合成から生産されるポリオレフィンのコスト

は MTO とほぼ同程度であるが、上記のように FT 合成からは MTO では製造できない多様

な製品が得られるメリットがある。第 2 期が完成した段階では、プロジェクト全体での生

産比率は化成品が 6 割、ガソリンやディーゼル製品は 4 割という比率に変化するとのこと

であった。 

 

 

（出所）兖鉱集団 HP より作成 

図 3.2-7 兖鉱楡林石炭間接液化プラント（100 万トン/年） 

 

 
47 ChinaDaily.com.cn の HP, 2016.1 

OMB ガス化炉 2,000t/d x 8 
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 石炭液化の経済性分析 

本調査の現地調査において、複数の中国の専門家から繰り返し、石炭液化については現状

の国際原油価格水準では全く経済性が確保できない、という状況について言及があった。そ

こで改めて、石炭液化事業の経済性は国際原油価格が大体どの程度の水準であれば確保で

きるのか、文献から確認する。 

まず実際の石炭液化プロジェクトのデータを用いたケーススタディ（陳子聸・王高尚 

[2017]「煤制油成本案例分析及産業前景」『地球学報』第 38 巻第 1 期、pp. 109-114）から

直接液化と間接液化それぞれに収益状況について確認する。このケーススタディでは直接

液化を行っている S 企業（直接液化プロジェクトは神華集団 1 社のみなので神華を指すの

は明瞭）と間接液化を行っている Y 企業（伊泰と推察される）との比較分析を展開してい

る。 

まず表 3.2-5 に両企業の石炭液化プロジェクトの総コストを示す。直接液化の S 企業の

総コストは間接液化の Y 企業と比較すると大幅に高く 5.7 倍となっている。しかし生産さ

れる石油製品の生産量も 5.1 倍であるため、単位生産コストで見れば S 企業が 6,068.01 元

/トン、Y 企業は 5,343.91 元/トンであり、13.6％ほど S 企業が Y 企業よりも割高である。

しかしこれは直接液化の生産コストが間接液化よりも割高であると意味するものではない。

S 企業の税負担は総コストの 23.7％に及ぶ非常に高い比率となる。税負担を除けば単位生

産コストは S 企業が 4,628.70 元/トン、Y 企業は 5,343.91 元/トンとなり、むしろ直接液化

プロジェクトである S 企業の方が生産コストは低いということになる。 

 

表 3.2-5 石炭液化に関わる総コスト構成（2014 年） 
 S 企業 Y 企業 

コスト（万元） 比率（％） コスト（万元） 比率（％） 

生産費用 442,070 80.9 69,970 72.0 

管理費用 71,672 13.1 16,200 16.7 

販売費用 5,632 1.0 468 0.5 

財務費用 27,354 5.0 8,644 8.9 

税 129,682 23.7 1,918 2.0 

年間総コスト 546,728 100.0 97,200 100.0 

石油製品生産量（万トン） 90.10  17.83  

単位生産コスト（元/トン） 6,068.01  5,451.49  

（注）S 企業の税は表中の各種費用に分けて算入されている。そのため年間総コストは生産・管理・販売・

財務の各種費用の合計であり、表中の税は二重計上になるため年間総コストには算入されていない 

（出所）前掲陳・王 [2017] 

 

生産費用について内訳を見ると、表 3.2-6 の通り、直接液化の S 企業の場合、単位当た

りの石炭購入費用が単位生産コストに占める比率は24.8％、Y企業の場合は13.1％となる。

S 企業の石炭購入費用が占める割合は非常に高いが、これにも留意が必要である。S 企業の

使用する石炭の単価はトン当たり 328 元で、当時のプラント周辺の石炭価格は半額以下の

145 元であったとされ、明らかに割高な石炭を使用していた。背景には、企業集団内の自社

炭鉱の石炭を輸送してきて使用しなければならなかったことがあると考えられる。他方、Y
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企業の使用した石炭・水・電気を合わせた原料コストは 170 元程度で（石炭単独のデータ

は得られない）、概ね市場調達と同水準の石炭価格と言える。S 企業が 145 元の石炭を市場

調達し、生産を行った場合の石炭購入費用が生産費用に占める割合を計算すれば 16.4％と

なり、Y 企業とそれほど変わらない水準となる。 

この計算結果から、石炭液化プロジェクトにおいて、石炭原料の調達費用が生産費用に及

ぼす影響はそれほど大きくはないということになる。ただし、これらのデータは 2014 年当

時、すなわち石炭価格が暴落している状況のものである。その後、過剰生産能力の解消政策

の開始を受けて、石炭価格は 2016 年に急騰し、近年一般炭スポット価格（秦皇島積み出し

価格）はトン当たり 600～700 元の水準で推移している。石炭液化プラントは山元立地であ

るため、調達価格は 300～400 元と想定することが妥当であると思われる。その場合、むし

ろ表 3.2-6 の S 企業の水準が現状に近いものと考えられ、Y 企業の石炭購入費用は上昇し、

生産費用に占める比率は 25％以上になっている可能性が高い。 

一方、設備費用（減価償却＋維持費用）について見れば、S 企業は単位当たりの設備費用

が単位生産コストに占める比率は46.8％、Y企業は41.0％と非常に高いものとなっている。

固定費用である設備費用の比率がこれだけ高いことは、石炭価格や製品価格（国際原油価格）

の水準がどうであれ、生産停止するよりも運転してキャッシュを得ようとするインセンテ

ィブが強いことを意味する。更に言えば、石炭価格や製品価格はかなりボラティリティが高

いにもかかわらず、これほど高い固定費用が必要ということは投資決定時点でかなり大き

なリスクのあるプロジェクトということが言える。 

 

表 3.2-6 石炭液化に関わる単位生産コスト構成（2014 年） 
 S 企業 Y 企業 

単位生産コスト（元/トン） 6,087 5,451 

単位生産費用（元/トン） 4,713 3,925 

単位生産費用の内訳：   

  石炭購入費用（元/トン） 1,509 714 

  設備費用（減価償却＋維持費用）（元/トン） 2,850 2,234 

（注）表中の S 企業の単位生産コストと生産費用の数値は表 3.2-5 から計算される数値と若干

の齟齬があるが、出所の論文に記載されている通りで誤記ではない。他方、Y 企業の数値は表 

3.2-5 と一致しているため、S 企業については何らかの理由があって表 3.2-5 とは異なるデータ

を用いたものと考えられるが、出所論文を精査してみてもその理由については判然としない。こ

こでは出所論文の記載に従い、分析を進める。 

（出所）前掲陳・王 [2017] 

 

以上を踏まえると、現在のところ直接液化が神華のオルドスプロジェクトのみに限定さ

れ、他は全て間接液化となっている理由が推察できる。表 3.2-7 は S 企業と Y 企業の液化

油製品の構成と販売額を示したものであるが、S 企業と Y 企業の間に明確な違いがあるこ

とが分かる。S 企業、すなわち直接液化の場合、石油製品であるディーゼル油の占める比率

が大きく、生産シェアは 56.9％に及ぶ。他方、間接液化である Y 企業の場合、ディーゼル

油の生産シェアは 4.1％に過ぎない。最大の製品は液体パラフィンで石炭液化（中国語で煤

制油、すなわち石炭原料石油）事業を標榜しつつも、製品として導出するのは化成品が中心
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となっている。 

 

表 3.2-7 石炭液化油製品の販売量及び販売額（2014 年） 

S 企業 
販売量 

（万トン） 

販売単価 

（元/トン） 

販売額 

（万元） 

ディーゼル油 51.30 6,353.09 325,913.35 

ナフサ 25.13 5,935.57 149,160.82 

LPG 9.72 4,536.00 44,091.89 

硫酸アンモニウム 1.60 23.34 37.34 

ガソリン 0.26 8,370.35 2,176.29 

その他   30,186.30 

合計   551,565.99 

    

Y 企業 
販売量 

（万トン） 

販売単価 

（元/トン） 

販売額 

（万元） 

液体パラフィン 10.77 6,942.54 74,779.62 

天然ガソリン 4.77 5,386.43 25,691.00 

ディーゼル油 0.73 6,585.10 4,813.61 

LPG 0.98 4,716.23 4,615.80 

その他   4,244.77 

合計   114,144.80 

（出所）前掲陳・王 [2017] 

 

これは先に述べた通り、国際原油価格のボラティリティの高さを考えると、間接液化の直

接液化と比較した利点であると言える。直接液化の場合、その生産プロセスの理由から製品

構成を柔軟に変えることは困難であり、どうしても石油製品の比率が高い。実は S 企業の

租税負担が Y 企業に比べて高い理由はそこにもある。ディーゼル油など石油製品に課され

る税率は高く、Y 企業はそうしたことも考慮に入れて生産する製品構成を調整しているの

に対し、S 企業はそうした融通をすることができない。実際、現地調査の兖鉱集団未来能源

におけるインタビューでも現下の国際原油価格の低迷状況への対応として、間接液化のプ

ラントは石油製品の生産シェアを極力落として、化成品の生産量を増加させる方針である

との言及があった。もちろんエネルギー安全保障上の理由で、政府が石油製品の増産を要求

してくることがあればすぐさま調整できる条件の下、とのことであった。こうした点から、

今後も直接液化よりも間接液化が選好されるものと予想できる。 

表 3.2-7 の販売額から製品当たり単価を算出すると、S 企業は 6,121.71 元/トン、Y 企業

は 6,401.83 元/トンということになる。先の表 3.2-5 が示す通り、単位生産コストはそれぞ

れ 6,068.01 元/トン、5,451.49 元/トンであるから、2014 年時点ではいずれの企業も石炭液

化事業は収益を生んでいたということになる。しかし当時の原油価格は WTI でバレル当た

り年平均 93.28 ドル/バレル、ブレントで 98.95 ドル/バレルであった。現在とはかけ離れた

水準であると言わざるを得ない。また既に述べた通り、石炭価格は逆に現在の 3 分の 1 程

度の水準であった。 

それでは現在の水準、すなわち WTI で 50.53 ドル/バレル（2020 年 2 月）であれば、石

炭液化プロジェクトの採算性があるのか考察した。 
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石炭液化プロジェクトの内部収益率を石炭価格と国際原油価格のシナリオ別に分析した

研究を探してみたが、残念ながら同様に2014年のデータを用いたものしか得られなかった。

その後の石炭価格の上昇、国際原油価格の下落を考えると、少々状況の変化が大きいが、そ

の試算を慎重に検討しながら考察してみる。 

図 3.2-8 は縦軸に内部収益率（IRR）、横軸に国際原油（ブレント原油）価格を置き、石

炭価格の水準別に内部収益率の変化を試算した結果が示されている。3 つのグラフの違いは、

製品トン当たりの投資額の違いが反映されている。まず 3 つのグラフを比較すればわかる

通り、製品トン当たりの投資額が小さいほど内部収益率が良いことが分かる。先に分析した

通り、生産費用に占める設備投資額の比率の大きさを考えれば当然の結果ではある。 

 

【石油製品トン当たり投資額 1.3 万元】   【同投資額 1.5 万元】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【同投資額 1.7 万元】 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）いずれの図とも、曲線は上から原料石炭の価格がトン当たり 100 元、150 元、200元、250 元、300 元

の場合の内部収益率とブレント原油価格との関係を示している 

（出所）中国煤炭加工利用協会 [2016]『中国煤炭深加工産業発展報告 2015』中国煤炭加工利用協会 

図 3.2-8 石炭間接液化の財務分析 

 

最も収益性の高いトン当たり投資額 1.3 万元のケースを見ても、現在の状況では石炭の調

達価格の下限と考えられる（実際には 400 元/トンで想定するのが妥当）300 元/トンの場合

に、内部収益率が 11％を超えるのは国際原油価格が 65 ドル/バレル以上であるということ

になる。更に言えば、そもそも最近のプロジェクトの規模は拡大しており、例えば前節で挙

（凡例） 

縦軸：内部収益率（IRR：％） 

横軸：ブレント原油価格（米ドル/バレル） 
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げた兖鉱集団未来能源の第 2 期間接液化プロジェクトは 400 万トンの生産能力に 700 億元

の投資であるから製品トン当たり 1.75 万元の投資額となる。図 3.2-8 から石炭価格を 300

元/トンと想定しても、内部収益率が 11％を超えるのはブレント原油が 85 ドル/バレルを超

えるあたりとなる。図 3.2-9 に 2016 年以降の WTI の価格推移を示しているが、これを見

ると 2018 年の 7-10 月にかなり収益水準に近づいたものの、一貫して採算の取れない水準

であったと見られる。 

以上の通り、石炭液化プロジェクトの経済性は現在の石炭価格、国際原油価格を前提にす

れば採算性の乏しいものであると結論付けることになる。 

 

 

（出所）米国エネルギー省エネルギー情報局（EIA） 

図 3.2-9 原油価格（WTI Spot Price FOB）の推移と採算ライン 

 

 課題及び今後の動向 

石炭液化は第 13 次 5 ヵ年計画におけるモデルプロジェクトとして位置づけられ、2015

年の 278 万トン/年の生産能力を 2020 年には 1,200 万トン/年に拡大する目標が設定され

た。 

図 3.2-10 に中国の石油生産量、輸出入量、消費量の推移を示した。2000 年から 2017 年

まで石油消費量は増加しているが、国内石油生産量は年間 2 億トン前後で推移しているた

め、不足分は輸入の増加で対応している。2015 年以降の増加率は前年比 10％程度であるが、

国内生産量はほぼ一定のため、輸入量が更に増加することとなった。このため、石炭液化プ

ロジェクトが計画通りに進展すれば輸入量の増加を抑えることができるはずであったが、

中国煤炭加工利用協会によると 2019 年半ばで 921 万トン/年の生産能力に留まっている。

ガソリンには増値税(付加価値税)が 30~40％掛かるが、石炭液化油への免除などの税制優遇

措置がなく生産コストが高い一方、販売では既存の石油マーケットの抵抗があることなど

から、石炭液化事業のさらなる拡大は難しい状況である。 

 

現在の採算ライン 

従来の採算ライン 

 米ドル/バレル 
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（出所）国家統計局データより作成 

図 3.2-10 中国の石油生産量、輸出入量、消費量 

 

今回の現地調査でも、インタビューに応じてくれた専門家からは、中国では従来、一般的

に国際原油価格が 1 バレル 60 ドルを超える場合、石炭液化プロジェクトの採算性があると

していたが、今年度の調査では、建設費や人件費、原材料費等の変動費の増加により液化油

生産コストが上昇したため、採算ラインとして原油価格が 1 バレル 70~80 ドルになってお

り、以前より石炭液化の経済性が悪化しているとの言及があった。これは上記の石炭液化の

経済性分析の分析結果とも整合している。このため、液化プラントでは利益が得られない状

況が続いており、既存設備の増設や新規計画の進捗が遅れている。他方、間接液化のプラン

トでは、液化油の生産を抑制しつつ、国際原油価格と連動性の低い、かつ利益率の高い化成

品の生産シェアを増やすことでプラントの経済性を確保しようとする工場があることも分

かった。 

したがって経済性だけから言えば、今後も現在の国際原油価格の低迷が継続するようで

あれば石炭液化の増加は見込めない。他方で、中国政府はエネルギー安全保障の観点から、

今後も、すなわち第 14 次 5 ヵ年計画においても石炭液化プロジェクトは奨励姿勢を続ける

見込みである。それは米中間の緊張が更に高まりつつある状況を踏まえると一層強化され

ることになりそうである。企業も政府の政策意図を汲みつつ、他方で経済性を確保するため

に製品構成を柔軟に調整しながら、対応していくものと想定される。したがって石炭液化の

石炭消費量はそれほど大きくはないが、今後も成長を続けるものと展望する。 

 それでは最後に、石炭液化による石炭消費量について試算しておきたい。2017 年末の石

炭液化による液化油生産量は 323 万トンであった。間接液化の場合、液化油 1 トンにつき、

4.4 トンの石炭消費の原単位というデータが伊泰間接液化プロジェクトの FS から得られる。

この原単位を用いると、2017 年末の石炭液化による石炭消費量は 1,421 万トンということ
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になる。ただし、この原単位は石油製品の収率を最大限引き上げた場合のもので、実際には

先に述べた通り、石炭液化プラントは、特に間接液化の場合、経済性の低い石油製品の産出

量を出来るだけ低めにコントロールして、経済性の高い化成品の収率を高くする形で操業

している。2017 年末時点で石炭液化の生産能力は 906 万トンに及ぶにもかかわらず、生産

量は 323 万トンに止まり、生産能力に占める生産量の比率は 35.7％に過ぎない。しかしこ

れはプラントの稼働率が低いことを示すものではなく、製品構成の調整の結果であると考

えられる。 

結果として、石炭液化プラントの消費する石炭の量は実際には先の 1,421 万トンより多

い可能性が高い。本調査で訪問したプラントの操業状況を見ても、プラント設備の稼働率は

比較的高かった。これらの点を考えると、石炭液化の場合、石油製品の生産量データに基づ

き石炭消費量を算定するよりも生産能力に応じた石炭消費量を「上限の石炭消費量」として

試算する方が建設的であると考える。本調査の目的は中国の石炭化学産業の発展による国

際的影響を考察することであり、その点では最大に見積もった影響に備えることが調査目

的の趣旨に合っていると考えるためである。なお、2017 年末の生産能力 906 万トンと原単

位 4.4 トン/液化油トンのデータから、石炭液化プラントの石炭消費量は最大で 3,986 万ト

ンと算定する。 

そして今後についても同様に、間接液化プラントの製品構成の問題があり、正確な石炭消

費量の見通しを行うことは困難であるが、仮に 2020 年までに計画されている生産能力

1,200 万トンで試算すれば、5,280 万トンとなり、2017 年末に比べ 1,294 万トン増加するこ

とが見込まれる。 

 

 

3.2.2 石炭 SNG（Coal to Synthetic Natural Gas） 

 概要 

石炭をガス化して合成天然ガス（メタン）を製造する方法であり、石炭ガス化により得ら

れた合成ガス（水素と CO）を、メタネーションによりメタンを製造する。 

 

石炭ガス化           C + H2O → H2 + CO 

メタン合成（メタネーション）  3H2 + CO →（触媒）CH4 + H2O 

 

現在、4 つの石炭 SNG プラントが稼働している。2018 年の天然ガス生産量は約 51 億

Nm3/年である48。内蒙古華星新能源の 40 億 Nm3/年（投資 244 億元）及び滙能煤化工公司

2 期の 16 億 Nm3/年は 2021 年に稼働する予定であるが、現状の SNG の経済性が良くない

ことから、計画が進んでいない状況にある49。 

 
48 煤化工信息網, 2019.6, http://www.meihuake.net/detail-2-1833-c.html、現代煤化工“十三五”中期発展

状況分析”、中国煤炭 Vol.45(7) 2019.7 
49 中国能源報、2019.10.17 
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表 3.2-8 に現在の稼働中の石炭 SNG プロジェクトを示した。許可された生産能力に対し

て一期工事で 3 分の 1 程度が完成し稼働しているが、すべて完成すると 2020 年ごろには

200 億 m3以上の生産能力となる。しかし利益がでないため二期工事着工には至っていない

ものが多い。図 3.2-11 に中国の石炭 SNG プロジェクトの分布を示した。 

 

表 3.2-8 中国石炭 SNG プロジェクト 

No プロジェクト名 
規模（建設後） 

億 m3/年 

生産量（2017 年） 

億 m3/年 
稼働時間 

1 大唐国際赤峰 40 億 m3/年 13.3 10.1 2013 年 12 月 

2 内蒙古滙能 16 億 m3/年 4 4.1 2014 年（一期） 

3 新疆慶華 55 億 m3/年 13.75 8.5 2013 年 12 月 

4 伊犁新天 20 億 m3/年 20 3.6 2017 年 3 月 

5 大唐国際阜新 40 億 m3/年 － － 2018 年建設再開 

6 内蒙古滙能 2 期 － － 建設中 

7 内蒙古華星 － － 批准 

合 計 51.05 26.3  

（出所）煤化工信息網、中国能源報より作成 

 

 

（出所）煤化工信息網、中国能源報より作成 

図 3.2-11 中国の石炭 SNG プロジェクトの位置図（2018 年時点） 

 

内蒙古滙能 
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石炭 SNG は他の石炭化学プロジェクトに比べると水の使用量が少なく、またパイプライ

ンを用いた輸送が可能であるため、西部地域に偏在している豊富な石炭をエネルギー需要

の旺盛な東部地域への輸送手段という点で利点がある。既に建設済のパイプラインのみな

らず、今後建設予定の天然ガスパイプラインも利用し、西北部の石炭を山元で SNG に転換

し、パイプラインを用いて東部地域に輸送するプロジェクトには大いに可能性がある。 

図 3.2-12 にガスパイプラインの敷設状況とガス田及び SNG プラントの建設が計画され

ている炭田の立地状況を示す。炭田地域において多数の石炭SNGプロジェクトが計画され、

東部沿海地域に石炭 SNG 専用パイプラインで運ぶ計画も立案されている。この石炭 SNG

専用パイプラインは、中国石油化工集団（Sinopec）が 2012 年から計画しているもので、

輸送能力は 300 億 Nm3/年である。併せて新疆の准東石炭化学基地で 200 億 Nm3/年の石炭

SNG プロジェクトも計画している。この計画は 2015 年に中国国家発展改革委員会によっ

て承認されたが、現在までのところ建設が始まったという情報は得ていない。 

 

 

（出所）各種資料から作成 

図 3.2-12 石炭 SNG とガスパイプラインの関係図 

 

 主要な石炭 SNG プロジェクト 

(a)大唐集団 

①赤峰（克什克騰）石炭 SNG プロジェクト 

2013 年に大唐集団の内蒙古赤峰石炭 SNG プラント（13.3 億 m3/年）が稼動した。プラ

ント所在地は内蒙古自治区赤峰市克什克騰旗（ヘシグテン旗）である。赤峰石炭 SNG プロ

中国-ミャンマーライン、120 億 m3 

中国-ロシアライン（予定） 
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ジェクトで生産された SNG は専用パイプラインを通して北京及び沿線の承徳市等の地域

に提供されている。 

赤峰石炭 SNG プロジェクトは内蒙古錫林浩特（シリンホト）勝利東第 2 炭鉱の褐炭を原

料として使用し、褐炭を乾燥せず直接Lurgi固定層ガス化炉に投入する設計となっている。

ガス化炉は Lurgi の Mark Ⅳ方式の 1,000t/d×16 基で合成ガスを生産する。褐炭を直接利

用するガス化は世界でも珍しいものである。 

2018 年には 10 億 Nm3/年の SNG を生産したものの、その後、ガス化炉で腐食を原因と

するガス漏れが発生した。Lurgi ガス化炉での褐炭ガス化の際に、褐炭中の水分の影響で生

成した酸によるもので、現在は解決済であるが、対応によって設備コストが上昇した。図 

3.2-13 に大唐集団赤峰 SNG プロセスフローを示す。 

 

 

（出所）化学経済「中国における石炭高度利用の現状と展望」、12 月号、2014 

図 3.2-13 大唐集団赤峰石炭 SNG プロセスフロー 

 

②大唐阜新石炭 SNG プロジェクト 

遼寧省の阜新石炭 SNG プロジェクトは基本的に赤峰石炭 SNG プラントと同じ仕様を採

用している。40 億 m3/年規模を計画しており、一期工程の 20 億 m3/年では Lurgi ガス化炉

16 基を採用している。生産された SNG は省内の瀋陽、本渓に送るという計画である。 

2010 年 3 月から正式に一期工程のプラント建設及びパイプライン建設が始まり、2011 年

12 月にガス化炉の据え付けが始まった。計画では赤峰石炭 SNG プラントより 1 年遅れて

2013 年に稼働する計画であった。しかし上述の赤峰褐炭 SNG プロジェクトのガス化炉の

問題が解決するまで、阜新石炭 SNG プロジェクトの建設は中断され、最終的に 2018 年 4

月から阜新プロジェクトの建設が再開されている。 
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(b)新疆慶華（伊犁） 

慶華集団は 1996 年に設立された民営企業であり、現在、石炭を中心とした炭鉱、コーク

ス製造、石炭化学に加え、金属鉱山、冶金、建築材、貿易、サービス業など多面的な事業を

展開している。近年、中国西部地域において積極的に事業を展開しており、新疆、内蒙古、

青海、寧夏にそれぞれ地域子会社を次々設立している。また、モンゴルの炭鉱事業にも参入

している。 

地域子会社のひとつ、新疆慶華能源集団公司は新疆ウイグル自治区の伊犁哈薩克（イリ・

カザフ）自治州で、石炭SNG事業を中心に石炭化学工業及びセメント業等を展開している。 

慶華集団の伊犁石炭 SNG プロジェクトは約 55 億 m3/年の SNG 生産を計画しており、3 期

に分けて実施する計画である。第 1 期工程は 13.75 億 m3/年とし、2009 年から土木工事が

始まり、2011 年には主要設備の据え付けが終了し、個別装置の調整試運転に入った。第 1

期工程の総投資額は 230 億元であり、その内、Lurgi ガス化炉 1,000t/d×16 基、20 億 m3/

年の SNG 合成設備、200 万トン/年のセメント製造設備、2,000t/h の排水処理設備、タール

総合処理利用設備、及びアンモニア製造設備等の建設が含まれている。2013 年 12 月に稼

働開始し、生産された SNG は西気東輸パイプライン第 2 ラインを経由し、中国東南地域に

輸送された。2017 年の天然ガス生産量は 8.5 億 Nm3/年である50。 

 

(c)内蒙古滙能煤化工公司（オルドス） 

石炭ガス化から SNG 合成を行い、その後液化して LNG として製品を北京、天津、河北

省等地域に販売している。第 1 期では MCSG51ガス化炉を使用し、4 億 Nm3/年の SNG を

合成している。2014 年に稼働してから 2018 年末までに既に 17 億 Nm3 の SNG を製造し

た。 

2018 年 5 月に更に 12 億 Nm3/年の第 2 期工程の建設を開始し、2021 年に稼働予定とな

っている。第 2 期工程の投資額は 120 億元であり、OMB ガス化炉を採用する。OMB ガス

化炉は中国で開発されたスラリー供給ガス化炉であり、単機規模では世界最大の 4,000t/d

である。 

他の SNG プラントがすべて赤字となっているのに対し、このプラントだけが利益が出て

いると言われており、その理由は販売方式の違いにあると考えられている。他のプラントは

主に SNG をパイプラインで東部地域へ輸送しているが、パイプラインを所有する国有石

油・ガス会社が課す託送料金が高く、輸送コスト面から採算が取れていないとされる。一方、

このプラントは SNG を液化して LNG を生産し、ガスパイプラインが通っていない地域に

販売することで利益につなげているとのことである。 

 

 
50 国家能源局 http://www.nea.gov.cn/2014-01/06/c_133021679.htm 

51 MCSG：中国西北化工院が開発したスラリーフィードの噴流床石炭ガス化炉 
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（出所）内蒙古自治区伊金霍洛旗（エジンホロ旗）政府 HP 

図 3.2-14 内蒙古滙能煤化工公司（オルドス）SNG プラントの写真 

 

(d)新疆伊犁新天化工有限公司 

浙江省浙能公司の子会社である伊犁新天化工有限公司が新疆ウイグル自治区伊犁哈薩克

（イリ・カザフ）自治州で実施しているプロジェクトで、加圧 Lurgi ガス化炉 500t/d×22 基

を採用し、20 億 Nm3/年の SNG を生産する。総投資額は約 155 億元であり、2011 年に建

設、2017 年に稼働を開始した。製造された SNG は、伊犁にある「西気東輸」第 2 パイプ

ライン伊寧ステーションに接続して浙江省に送っている。SNG 輸送量は浙江省の天然ガス

消費の 4 分の 1 に相当する52。 

 

（出所）中国電力企業連合会 HP 

図 3.2-15 新疆伊犁新天化工の SNG プラントの写真 

 

 SNG の経済性分析 

SNG については実際のプロジェクトのデータは得られなかったため、FS 段階のデータ

 
52 中国電力企業連合会 HP: 

 http://www.cec.org.cn/hangyMEGuangjiao/qiyezixun/2017-06-27/170128.html 

MCSG ガス化炉 1,500t/d x 3 
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に基づき、経済性分析を行うこととしたい。 

表 3.2-9 は生産規模 40 億 m3 のプロジェクトの FS 段階における原価分析のデータを示

したものである。用いられているデータの年次ははっきりしないが、当然ながら現状のコス

ト水準とは違いがある。特に注目する必要があるのはやはり投入される石炭の価格である。

現在は原料となる石炭を 200 元で調達することは、一部の地域を除いては困難である。石

炭価格を 200 元としても、表から SNG プロジェクトの場合、石炭の調達費用がコスト全体

の 6 割（920/1,550）に及び、石炭の原料費用がプロジェクトの成否を大きく左右すること

が分かる。現状の石炭価格、300 元/トンで他の費用が同じだとして試算し直せば、石炭の

費用が倍増し、1,380 元となり、費用総額も 2,010 元/1,000m3 と大幅に増大する。この場

合、原料石炭の費用が費用総額に占める比率は 69％にまで高まる。 

このようにSNGでは原料石炭の調達価格が生産費用に決定的な影響を及ぼす。そのため、

代表的な SNG プロジェクトである大唐ヘシクデン旗（克旗）プロジェクト（40 億 m3）で

は褐炭、しかも自社炭鉱の褐炭を使用して、石炭調達価格を 120 元/トンに抑える目論見で

あったようだ。他のプロジェクトも内蒙古オルドス滙能を除くと、輸送面から他地域への販

売に制約があるために石炭価格が低い水準で推移している新疆において計画されており、

他の地域では採算性を取るのが困難なことをうかがわせる。更に、この費用の中にはパイプ

ラインの託送料金が含まれておらず、現実には、先述の通り、パイプラインによる供給を行

っているSNGプロジェクトは割高な託送料金が原因で赤字となっており、LNGに加工し、

ローリー輸送を行っている内蒙古滙能煤化工公司のプロジェクトしか収益化できていない

状況もある。 

 

表 3.2-9 SNG の原価分析 
 単位使用量 

（元/1,000m3･SNG） 

単価 

（元/トン） 

費用 

（元） 

石炭 4.6 200 920 

水 6.7 2.38 16 

電力 277 0.43 119 

その他投入原料費用   24 

人件費   13 

減価償却   200 

財務費用   151 

販売費   20 

管理費   26 

営業税・その他費用   60 

合計（元/1,000m3･SNG）   1,550 

（出所）肖・向・魏・王・王 [2012] 「政策拐点来臨，掘金煤化工投資盛宴」『煤化工産

業専題』国都証券 

 

それでは SNG プロジェクトの内部収益率はどうか。表 3.2-10 は年産規模 40 億 m3 の

SNG プロジェクトについて、投資規模を 265 億元に固定して石炭価格とガス価格の水準ご

とに試算した結果と、ガス価格を 2.2 元/m3と固定して石炭価格と投資規模ごとに試算した

結果を示している。内部収益率が 11％を超えるのは緑でマークした条件に限られるが、現
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状の条件を踏まえると収益が確保される場合はあまり多くないことが分かる。まず投資規

模が 265 億元の場合、現状の石炭価格の条件に照らすと、石炭価格が 310 元/トン以下でガ

ス価格が 2.5 元/m3以上でなければならないことが示されている。またガス価格が 2.2 元/m3

の場合、石炭価格が 270 元/トン以上のケースで内部収益率が 11％を超える場合は全くない

ことも分かる。 

 

表 3.2-10 SNG プロジェクトの内部収益率 

 

【投資規模 265 億元】 

ガス価格（元/m3） 

 

 

 

【ガス価格 2.2 元／m3】 

投資規模（億元） 

 

（出所）中国煤炭加工利用協会 [2016]『中国煤炭深加工産業発展報告 2014』中国煤炭加工利用協会 

 

石炭価格/ガス価格 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

150 9.92 11.22 12.45 13.63 14.76 15.85 16.91 17.93

170 8.95 10.29 11.57 12.78 13.95 15.07 16.15 17.19

190 7.93 9.33 10.65 11.91 13.11 14.26 15.37 16.44

210 6.87 8.33 9.71 11.01 12.25 13.43 14.57 15.67

230 5.76 7.29 8.72 10.08 11.36 12.58 13.76 14.88

250 4.58 6.20 7.70 9.11 10.44 11.71 12.91 14.07

270 3.34 5.05 6.63 8.10 9.49 10.80 12.05 13.24

290 2.01 3.83 5.50 7.05 8.50 9.86 11.15 12.33

310 0.57 2.54 4.32 5.95 7.46 8.88 10.23 11.50

330 -0.98 1.15 3.06 4.79 6.38 7.87 9.27 10.59

350 -2.70 -0.35 1.71 3.56 5.25 6.81 8.27 9.64

石炭価格/投資規模 250 260 270 280 290 300

150 15.85 15.11 14.42 13.78 13.17 12.59

180 14.58 13.87 13.21 12.58 12.00 11.45

210 13.25 12.57 11.94 11.34 10.78 10.26

240 11.86 11.21 10.61 10.04 9.51 9.01

270 10.39 9.78 9.21 8.67 8.17 7.71

300 8.83 8.26 7.72 7.23 6.76 6.33

330 7.16 6.63 6.14 5.69 5.27 4.88

360 5.36 4.88 4.44 4.04 3.67 3.32

ト
ン
当
た
り
石
炭
価
格
（
元
） 

ト
ン
当
た
り
石
炭
価
格
（
元
） 
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ただし、ガス価格 2.2 元/m3であれば、11％の内部収益率でなくとも一定の収益は得られ

るようにも見える。しかし現状ではガス価格を 2.2 元/m3で販売することは容易ではないと

考えられる。表 3.2-11 は天然ガスの各省のゲートウェイ価格を示したものであるが、いず

れも 2.2 元/m3よりかなり低い水準で設定されている。 

 

表 3.2-11 各省の天然ガスゲートウェイ価格（2019 年 3 月時点） 

（単位：元/m3） 

省 
ゲートウェイ 

価格 
 省 

ゲートウェイ 

価格 

 

 
省 

ゲートウェイ 

価格 

北京 1.86  浙江 2.03  重慶 1.52 

天津 1.86  安徽 1.95  四川 1.53 

河北 1.84  江西 1.82  貴州 1.59 

山西 1.77  山東 1.84  雲南 1.59 

内蒙古 1.22  河南 1.87  陝西 1.22 

遼寧 1.84  湖北 1.82  甘粛 1.31 

吉林 1.64  湖南 1.82  寧夏 1.39 

黒竜江 1.64  広東 2.04  青海 1.15 

上海 2.04  広西 1.87  新疆 1.03 

江蘇 2.02  海南 1.52    

（出所）国家発展改革委員会公表資料 

 

以上の分析を踏まえると、現状の原料石炭の調達価格の水準では SNG プロジェクトの採

算性はかなり厳しい状態であると結論付けることができる。パイプライン天然ガスのゲー

トウェイ価格に対するコスト競争力を見ると、内蒙古の褐炭、あるいは採掘コストが安いこ

とに加え、輸送面で石炭を移出することが困難なために石炭価格が非常に低い新疆でさえ

採算を取るのは難しいと判断される。新疆のゲートウェイ価格は全国最低の 1.03 元/m3 で

あるため、先の原価分析で他の費用が変わらないとして試算すれば、同等の競争力を持つた

めには石炭価格を 87 元/トン程度にまで下げる必要があり、実際には極めて困難である。 

SNG プロジェクトの今後の発展の鍵を握るのは、何よりもまず販売価格をどれだけ高い

水準に設定できるか、という点である。天然ガスについても従来の普及を目指した安価な水

準を見直し、市場化を進めることで引き上げの動きがあることは SNG プロジェクトに好影

響と言える。また生産費用に石炭価格の高低が及ぼす影響は決定的である。現状の石炭価格

の水準からは SNG が採算を確保するのは極めて困難であることは明瞭である。SNG につ

いてはその資源の有効利用という利点を認めて優遇価格の適用を検討するべきかもしれな

い。 

 

 課題及び今後の動向 

第 13 次 5 ヵ年計画期間中の石炭 SNG の新設は、石炭液化プロジェクトに比べ遅れてい

る。2017 年末時点で中国は生産能力で 251 億 m3/年の石炭 SNG プラントを承認している

が、完成したのは 4 プラントのみに止まっている。2017 年末時点の生産能力は 51.1 億 m3/

年、生産量は 26.3 億 m3/年、石炭使用量は 710 万トンであった。その原因は、SNG プロジ
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ェクトの経済性が現下の石炭価格・ガス価格の水準では非常に低いことが原因と考えられ

る。 

図 3.2-16 に中国のガスの生産量、輸入量及び消費量の推移を示す。ガスの消費量は年々

急速に増加している。西部地域の天然ガスを東部へ輸送するパイプラインの建設や、近年の

環境対策による石炭からガスへの転換（煤改気）等の政策もあり、ガス需要は大きく増加し

た。2006 年にはガス輸入が開始され、2010 年からは LNG の輸入も開始されたが、輸入量

の増加に比べると生産量の増加は追いついていない。このため、中国石油化工集団（Sinopec）

や中国石油天然ガス集団（PetroChina）による四川省・重慶地域でのシェールガスの開発

が行われているが、生産量の 7％、消費量の 4％程度に止まっている。LNG とパイプライ

ンガスを合わせた輸入量は世界最大になり、ロシアや中央アジアからのガスパイプライン

の整備も進んでいる。このような状況の下、石炭 SNG によるガスの生産も期待されるが、

前述のように低い経済性とパイプラインの託送料金がボトルネックになっており、利益が

出ず、建設が進まない状態である。 

 

 

 

 （出所）国家統計局データより作成 

図 3.2-16 中国のガス生産量、輸入量及び消費量の推移 

 

石炭 SNG プラントの建設が進まなかった理由はプロジェクトそのものの経済性が低い

ことに加え、以下のような制度的な原因も指摘できる。 

・ 石炭 SNG の生産コストは 1.5～2 元/m3程度と地域によってはある程度の競争力を

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

生産量 272.0 493.2 957.9 1,053.4 1,106.1 1,208.6 1,301.6 1,346.1 1,368.7 1,480.4

輸入量 0.0 0.0 164.7 311.5 420.6 525.4 591.3 614.0 745.6 947.0

消費量 245.0 467.6 1,069.4 1,305.3 1,463.0 1,705.4 1,868.9 1,931.8 2,078.1 2,393.7

(億m
3
)
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認めることができるが、パイプラインの託送料金が 1～2 元/m3 と割高である。パ

イプラインは中国石油天然ガス集団（PetroChina）、中国石油化工集団（Sinopec）

等の石油会社が所有しているが、託送料金が高く SNG 生産費用を上回る状況であ

るため、最終的な小売価格は天然ガスに対して競争力がない。 

・ 既に稼働している SNG の主要な供給地は北京であるが、北京におけるガス事業は

中国石油、北京市ガス（燃気）公司によって経営されており石炭 SNG 生産者には

販売に関与する権限がない、北京では大気汚染対策でガス普及を政策的に進めてい

るため、価格は全国最低の水準（2-2.5 元/m3）に設定されている。例えば上海であ

れば北京より m3当たり 1 元、深センなら 2 元、瀋陽でも 2 元高い設定である。 

・ 天然ガスは供給不足であり海外から需要のおよそ 3 分の 1 に相当する 947 億 m3を

輸入している。SNG のコストは原料となる石炭価格の上昇もあり 2 元/m3 以上と

なってきているが、上海では利益が十分に得られる価格である。 

・ 地方都市では需給に応じて季節変動料金が適用されているため、高くなる冬に生産

を拡大するなどで収益改善が可能だが、北京では一年を通じて同料金の設定である。 

 

これらのことから、石炭 SNG プラントのほとんどは利益が上がらず赤字となっているた

め、新・増設が進まない状況にある。ただし、エネルギー安全保障の観点から今後も事業は

継続されることとなっており、パイプラインの託送料金や北京のガス価格の問題が解消さ

れ、ある程度優遇価格が認められると、石炭 SNG の建設も進むものと期待される。中国政

府は引き続き、第 14 次 5 ヵ年計画でも石炭液化と並び、SNG はエネルギー安全保障の観

点から推進の姿勢だとされる。計画のある SNG プラントの生産能力は前述のように 200 億

m3以上に及び、すべて生産されるとすると石炭消費量は現状の 710 万トンから 5,400 万ト

ン以上となる。 

 

 

3.2.3 オレフィン製造プロジェクト（Coal to Olefin） 

 概要 

石炭原料オレフィン製造プラントは、石炭をガス化してメタノールを合成し、オレフィン

を製造する。目的とする生成物によって、メタノールからオレフィン（主としてエチレン及

びプロピレン、MTO: Methanol-to-Olefin）とメタノールからプロピレン（MTP: Methanol-

to-Propylene）に分けられる。また、石炭をガス化しメタノール経由で軽質オレフィンを生

産する一貫プロセスは CTO (Coal to Olefin)と呼ばれている。 

2015 年末時点で中国における CTO によるオレフィン生産能力は 862 万トン/年、生産量

は 648 万トンであった。 しかし 2018 年 10 月には 20 か所の CTO プラントがあり、生産

能力の合計は 1,242 万トン/年に達した。2017 年のオレフィン生産量は 635 万トン53、石炭

 
53 2017 年のオレフィン生産量は 2016 年より減少しているが、エチレン及びポリエチレンの輸入量が、

2016 年より 30.1％、15.9％と大幅に増加していることも要因の一つと考えられる。 
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使用量は 4,252 万トンである。 

表 3.2-12 に中国の計画も含めた CTO プロジェクトの一覧を示す。また、図 3.2-17 に中

国の稼働、建設中の CTO プロジェクトの分布を示す。中西部の石炭生産地、4 大石炭化学

基地に多く集中している。 

 

表 3.2-12 中国の主要な CTO プロジェクト（2018 年 10 月時点） 

プロジェクト名 
生産能力 

（万トン/年） 

 
プロジェクト名 

生産能力 

（万トン/年） 

神華包頭 60  山東神達 100 

大唐多倫 46  陝西蒲城清潔能化 70 

神華寧煤 50  中煤蒙大新能源 50 

中原石化 20  神華楡林 68 

寧波禾元 60  神華ウルムチ 68 

惠生南京 30  青海塩湖 100 

中煤楡林 60  中天合創オルドス 130 

靖辺能源化工 60  山東陽煤恒通 30 

神華寧煤 50  中安総合煤化 70 

寧夏宝豊 60  久泰内蒙古 60 

（出所）中国煤炭加工利用協会 

 

 
図 3.2-17 中国の稼働・建設中の CTO プロジェクトの分布（2018 年時点） 
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 主要プロジェクト 

(a)神華集団（内蒙古包頭） 

内蒙古の包頭に建設された神華集団の CTO プロセスは 2010 年 8 月 8 日に試運転を開始

した。神華 CTO プロセスには 1,500t/d×7 基の GE 石炭ガス化プラント、180 万トンメタ

ノールプラント、60 万トン MTO プラント、エチレンとプロピレン分離プラント、30 万ト

ンのポリエチレンと 30 万トンのポリプロピレンプラントが含まれる。総投資額は約 170 億

元である。プラントの建設は 2006 年 12 月に開始し、2010 年 5 月に建設完了、2011 年 1

月から正式に稼働した。 

石炭ガス化による合成ガスからまずメタノールを合成し、更にメタノールをエチレンと

プロピレンに転換するプロセスである。ガス化プラントは GE ガス化炉を採用し、MTO プ

ラントには中国科学院大連化学物理研究所の DMTO 技術、エチレンとプロピレン分離プラ

ントは米国 ABB Lummus 社の技術54、ポリプロピレンプラントは米国 DOW 社の技術、

ポリエチレンプラントは米国 Univation の技術をそれぞれ採用した。 

プラントは現状ほぼ 100％負荷での安定運転を実施しており、2017 年にポリエチレン、

ポリプロピレン等製品約 63.68 万トン/年を生産した55。 

 

 
（出所）石油化学工業企画院資料 

図 3.2-18 神華包頭 MTOプロセスフロー 

 

(b)大唐内蒙古多倫 

中国 5 大電力企業の 1 社、大唐集団の CTO プロジェクトは褐炭を原料としている。総投

資は 180 億元56で、2005 年からプラントの建設が始まり、2009 年にポリプロピレン装置の

試運転を行い、年間処理能力 1,000 万トンの褐炭乾燥施設を建設、2010 年 10 月には石炭

ガス化炉の試運転等を実施した。そして 2011 年 6 月には石炭ガス化による合成ガスを用い

たメタノール合成装置を試運転した。 

大唐集団の CTO プロセスは褐炭乾燥プラント、Shell ガス化プラント（3,000t/d×3 基）、

 
54 現在、Lummus の技術は The Chatterjee Group and Rhône Capital が保有 
55 亜化煤化工、http://www.nmtech.com.cn/xinwen_mhg_xx.asp?id=190122 
56 JOGMEC 平成 28 年度海外炭開発高度化等調査「中国の第 13 次 5 ヵ年計画の石炭事業への影響等

調査」（平成 29 年 3 月）より 
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ガス浄化プラント、メタノール合成プラント、MTP 合成プラント、ポリプロピレンプラン

ト等により構成される。大唐集団によるプロピレン製造の CTO のプロセスフロー及び採用

された技術のうち、褐炭利用、大型褐炭乾燥技術の採用、3,000t/d Shell ガス化炉の採用、

世界初の MTP 装置による商業化等は国内外で注目されている。 

しかしその後、他社の CTO プラントの多くは黒字経営であるのに対し、大唐のプラント

だけは赤字操業が続いている。本調査の大唐集団における聞き取り調査によると、褐炭利用

のためガス化の前処理工程に技術的な難度があり、設備の安定運転が達成できていないこ

と、Shell の大型ガス化炉の中国での導入は本件が最初で、大唐自身が設備投資金額の相場

をよく把握していなかったために初期投資額がかさんだことなどを赤字の原因として挙げ

ていた。 

2016 年 6 月には環境問題が原因で稼働停止となり、改善対応を行った。2017 年 4 月か

ら再稼働し、2018 年には 140 万トン/年のメタノールを生産した57。なお、ポリプロピレン

の生産はまだ再開されていない模様である。 

図 3.2-19 は大唐集団多倫石炭 MTP プロセスフローを示す。 

 

 
（出所）大唐資料より作成 

図 3.2-19 大唐集団多倫 MTP プロセスフロー 

 

(c)神華寧煤集団（銀川） 

神華寧煤集団は神華集団（51％出資）と寧夏煤業集団によって 2006 年に設立された神華

集団の子会社である。神華寧煤集団は寧夏の銀川市東の寧東石炭化学工業基地で石炭ガス

化によるメタノールを経由しポリプロピレン（MTP）を生産する事業を実施している。 

神華寧煤集団の CTO プロジェクトの主要産品は、ポリプロピレン 50 万トン/年、副産品

として 18.48 万トン/年のガソリン、4.12 万トン/年の LPG 等の液体燃料、1.38 万トン/年の

硫黄を生産する計画である。プロセスにはドイツの GSP (Siemens)ガス化技術（2,000t/d×5

基）、Lurgi のガス精製（Rectisol）とメタノール合成技術（167 万トン/年）、Lurgi の MTP

（50 万トン/年）及び米国 ABB Lummus のポリプロピレン技術を採用した。総投資は 190

億元で 2011 年に稼働し、2019 年の生産目標はポリプロピレン 96.5 万トン/年であった58。 

 
57 大唐多倫煤化工 2018 年甲醇生産統計 

http://www.nmtech.com.cn/xinwen_hyyw_xx.asp?path=46&id=195387 
58 煤化網: http://www.sohu.com/a/296291817_120067664 
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神華寧煤オレフィン生産公司には 2 つの支社（分公司）があり、それぞれ一分公司と二分

公司と呼ばれている。一分公司は石炭ガス化からメタノールを製造し、更にメタノールから

MTP でポリプロピレンを生産している。二分公司は石炭液化の副産品であるナフサ、LPG

を熱分解して主にポリプロピレンを製造している会社である。二分公司の 2019 年のオレフ

ィン生産量は 100 万トン/年以上となった。 

図 3.2-20 は神華寧煤石炭 MTP プロセスフローである。 

 

 

（出所）中国石油化学工業企画院報告書より作成 

図 3.2-20 神華寧煤石炭 MTP プロセスフロー 

 

(d)延長石油靖辺 MTO 

陝西延長石油集団は陝西省に本社を置く石油会社であるが、近年保有する油田の石油資

源量が減少しており、経営資源のポートフォリオ組み換えの一環で楡林地域において石炭

化学事業を展開している。 

延長石油楡林靖辺 MTO プロジェクトは、石炭ガス化ガスと油田ガスからメタノールを生

産し、オレフィンへ誘導する MTO と石油精製残渣を熱分解してオレフィンを生産する 2 つ

のプロセスで構成されるプロジェクトである。油田ガスは石油を採掘する際に出た炭化水

素ガス（メタンなど）であり、石油精製残渣を熱分解しオレフィンを生産する際に出た炭化

水素ガス（メタン、プロパンなど）が合成オフガスである。これら炭化水素ガスを改質して、

H2 と CO を作り出し、合成ガスとして利用される。石炭ガス化ガスと油田ガス及び合成オ

フガスを改質して製造した合成ガスからメタノールを合成し、さらにメタノールから MTO
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でオレフィンを製造する。MTO のオレフィンと石油精製残渣の熱分解から作ったオレフィ

ンを合わせて（合流して）、ポリエチレンとポリプロピレンを最終製品として生産する。 

具体的には、1,500t/d×3 基の GE ガス化炉と油田ガス/オフガス改質から 180 万トン/年の

メタノールを合成し、そこから MTO で 60 万トン/年のオレフィンを生産する。他方、石油

精製残渣 150 万トン/年の熱分解からおよそ 60 万トン/年のオレフィンを生産する。両方を

合わせて、ポリエチレン 60 万トン/年、ポリプロピレン 60 万トン/年を生産する。 

2014 年にプラントの建設が終了し商業運転を開始した。2019 年のオレフィン生産量は

約 116 万トン/年であった59。 

 

 

（出所）延長石油資料より作成 

図 3.2-21 延長石油靖辺 MTO プロセスフロー 

 

 CTO の経済性分析 

CTO に関しては、2011 年から正式稼働した中国最初のプロジェクト、神華包頭プロジェ

クトの経済性に関する分析が多く入手できる。なかでも中国煤炭加工利用協会の発展報告

（年報）には包括的な分析が収録されており、以下、まずは同報告の分析を皮切りに CTO

の経済性分析を始める。 

表 3.2-13 は神華包頭プロジェクトの 2013 年時点のデータを使用した財務分析の結果を

まとめたものである。設定されたパラメーターは当時のデータと照らし合わせて妥当なも

のだと判断できる。その上で分析結果を見ると、2013 年時点の神華包頭プロジェクトのオ

レフィン製品トン当たり生産コストは 7,011 元で当時の市場価格 1.1 万元と比較すると、か

なり利幅が大きい。市場価格 1.1 万元であればプロジェクトの内部収益率は課税前で

15.24％、課税後で 14.76％と十分に高い。ただし、稼働率は 100％でポリエチレンとポリ

プロピレンそれぞれ 30 万トンずつの生産量が想定されている。 

 
59 靖辺県政府 HP, http://www.jingbian.gov.cn/xiwzx/bmxx/80927.htm 
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 損益分岐点はポリエチレン・ポリプロピレンの市場価格がそれぞれ 9,310 元/トン、9,190

元/トンまで低下した場合であり、また原料石炭の価格が 648 元/トンにまで上昇した場合と

分析されている。後述するが、実際にはポリエチレン・ポリプロピレンの市況は 2015 年後

半から 2016 年にかけて大きく悪化し、5,000 元/トン台前半にまで落ち込んだが、その際に

も若干の赤字で乗り切った。要因の一つが 2015 年は 2012 年以降、石炭価格が暴落して底

を打った時点であり、2015 年の石炭価格は 2013 年比で 3 割程度低下していた。翌 2016 年

は 8 月以降に石炭価格は急騰するが、契約による調達であったため価格上昇の影響は限定

的で、原料投入費用が抑えられたことが奏功したと考えられる。 

 

表 3.2-13 神華包頭プロジェクトの財務分析（2013 年） 

 単位 2013 年データ 備考 

設備投資額 億元 153  

総投資額 億元 168.2  

財務費用 億元 12.1 建設期間 3 年分 

流動資金 億元 3.1  

資本金 ％ 30  

生産規模 万トン 60  

PP 販売価格 元/トン 11,000 税込 

PE 販売価格 元/トン 11,000 税込 

原料石炭価格 元/トン 380 税込 

課税前内部収益率 ％ 15.24  

課税後内部収益率 ％ 14.76  

CTO 単位コスト 元/トン 7,011 税抜 

原料炭価格損益分岐点 元/トン 554/648 税抜/税込 

オレフィン製品価格損益分岐点価格 元/トン 
PE 7,957/9,310 

PP 7,855/9,190 
税抜/税込 

（出所）中国煤炭加工利用協会 [2016]『中国煤炭深加工産業発展報告 2014』中国煤炭加工利用協会 

 

 168 億元を超える巨額の設備投資額であるから単位当たり生産コストに固定費用が占め

る比率が高いはずと考えるが、実際には神華包頭プロジェクトの平均コスト構成のデータ

によると 2013 年から 2018 年の平均で原材料・燃料・動力の投入財費用が 63％を占め、設

備投資の減価償却費用が 24％、人件費 8％、その他 5％という構成である。図 3.2-22 はコ

スト構成の時系列の変化を示したものであるが、やはり原材料・燃料・動力費用が生産コス

ト全体に及ぼす影響の大きさが分かる。しかし図 3.2-23 が示すのは石炭価格の変動が生産

コストに与える影響は大きいが、それ以上に製品価格の市況が粗利率に決定的に重要であ

るということである。製品価格が 6,000 元/トンを切る水準に低下するとプラントの経済性

が大きく悪化することが分かる。 
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（出所）龚誠・王政[2019]「宝豊能源：盈利強靭，打造煤制烯烃新標杆」『証券研究報告－深度報告』国信証券 

図 3.2-22 神華包頭プロジェクトの単位コストの推移 

 

 

（出所）龚誠・王政[2019]「宝豊能源：盈利強靭，打造煤制烯烃新標杆」『証券研究報告－深度報告』国信証券 

図 3.2-23 神華包頭プロジェクトのポリプロピレン販売価格・単位生産コスト・粗利率の推移 

 

 次に、詳細なデータが得られた神華包頭プロジェクトの知見をより一般化するために他

のプロジェクトとの比較を行った。表 3.2-14 は神華包頭プロジェクトと中煤能源の石炭化

学事業、そして寧夏東部を拠点に 2005 年に設立された民営企業である寧夏宝豊能源の石炭

化学事業のコスト比較を行っている。それぞれ生産する製品は神華包頭が合計 60 万トンの

ポリエチレン・ポリプロピレン、中煤が合計 120 万トンのポリエチレン・ポリプロピレン、

6 万トンの硫黄、175 万トンの尿素、外部販売用メタノール 7 万トン、そして宝豊は神華と

同様ポリエチレン・ポリプロピレン合計 60 万トンである。 

表の通り、神華包頭は中煤に比べるとポリエチレン・ポリプロピレンの総合粗利率は 5 ポ

イントほど高い。中煤はポリエチレン・ポリプロピレン以外にも製品を生産していることに

原材料・燃料・動力 

人件費 

固定費 

製品価格（元/トン） 単位当たりコスト 粗利率 

（元/トン） 

（元/トン） 
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は留意が必要であるが、中煤のポリエチレン・ポリプロピレン生産量は神華包頭の 2 倍で

あるのに対し、原材料・燃料・動力のコストは 3.5 倍、固定費用も 4.2 倍の大きさで効率は

神華包頭より劣ることは間違いない。むしろ注目すべきは宝豊である。神華包頭と生産規模

は同じながら人件費と固定費用をそれぞれ 51.1％、37.6％コスト削減することに成功して

いる。原材料・燃料・動力については生産技術自体に大きな差がないため、6.5％の削減に

止まっているが、それでも宝豊は神華よりもコスト低減に成功している（いずれも自社炭鉱

からの供給）。その結果、宝豊のポリエチレン・ポリプロピレン総合粗利率は 43.80％と神

華包頭の 27.16％を大幅に上回っている。 

 

表 3.2-14 神華包頭・中煤能源・宝豊能源石炭化学コスト比較 

（単位：億元・％、2018 年） 

 神華包頭 中煤能源 宝豊 

原材料・燃料・動力 25.60 88.92 23.94 

人件費 3.23 7.57 1.58 

固定費用 9.49 39.64 5.92 

うち 減価償却 8.70 24.57 3.18 

その他 0.79 15.07 2.74 

合計 38.32 136.13 31.44 

PE・PP 総合粗利率 27.16 22.64 43.80 

（出所）龚誠・王政[2019]「宝豊能源：盈利強靭，打造煤制烯烃新標杆」『証券研究

報告－深度報告』国信証券 

 

以上の分析から、経済性について比較的詳細なデータが得られた神華包頭プロジェクト

については年産 60万トン規模のCTOのケースとして概ね平均的なケースと考える。他方、

民営企業である宝豊のように同じスケールのプラントであってもより効率的で経済性が良

好なケースも存在することが分かった。神華包頭のケースからは石炭価格が 650 元/トン近

くまで高騰する、あるいは製品価格が 6,000 元/トンを切る水準にまで下落しない限り、CTO

プロジェクトは収益が確保できるということが分かった。過去の実績を見ると、2015 年後

半から 2016 年にかけて若干の赤字を計上したことがあるものの、一時的なものであり、今

後については需給バランスにもよるが中長期的に見て事業環境の展望は良好であると考え

られる。 

最後に、プロジェクト立案において CTO と競合する選択肢となるメタノール外部調達

（MTO）と石油系のプロジェクトの経済分析（表 3.2-15）についても言及しておく。試算

に用いられた石油系プラントはエチレンクラッカー100 万トン、ポリエチレン 60 万トン、

EVA33 万トン、エチルベンゼン 33 万トン、ポリエチルベンゼン 22 万トン、ポリプロピレ

ン 60 万トンの設備構成である。 

表の通り、メタノール外部調達（MTO）についてはガス化設備への投資を免れることが

できるので設備投資額は非常に小さい。ただし、メタノール原料の購入費用が生産費用を大

きく左右し、メタノール価格によって変動は大きいが、2018 年の 3,000 元/トン前後の水準
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では生産費用の 9 割程度に達する。表の 2013 年時点ではメタノール価格は 2,700 元/トン

であるから、概ね同様の状況であったと考えられる。メタノール価格がこの水準である場合、

単位生産コストは 8,911 元/トン、課税後内部収益率は 9.18％と CTO のそれぞれ 14.76％、

7,011 元に比して経済性が劣る結果となっている。これは本調査の現地調査において楡林の

神華 MTO を訪問した際、MTO の場合、メタノール価格の水準次第で経営が極端に左右さ

れるため、メタノールの自家生産の準備を進めているという情報と整合する。 

一方、石油系のオレフィン生産プラントについては表の通り、単位生産コストは 7,527 元

/トン、課税後内部収益率は 9.30％と MTO よりは良いが、CTO よりは経済性が劣る試算と

なっている。しかし当時の原油価格は 100 ドル/バレルを少し割る非常に高い水準で、現在

とは大きく異なる。現在の原油価格水準を用いた経済性分析の結果は得られなかったが、30

ドル/バレルで原油を投入すれば CTO を大幅に上回る経済性を石油系オレフィンプラント

が得ることは明白である。 

 

表 3.2-15 メタノール外部調達（MTO）と石油系オレフィンの財務分析（2013 年） 

 単位 MTO 石油系 備考 

設備投資額 億元 70 417  

総投資額 億元 82 484  

財務費用 億元 5.8 32 建設期間 3 年分 

流動資金 億元 6.2 35  

資本金 ％ 30 30  

生産規模 万トン 60 190  

PP 販売価格 元/トン 11,000 11,000 税込 

PE 販売価格 元/トン 11,000 11,000 税込 

原料メタノール/原油価格 元/トン 2,700 5,707/5,262 税込 

熱（蒸気）/燃料石炭購入価格 元/トン 180 750 税込 

電力価格 元/kWh 0.65 0.65 税込 

課税前内部収益率 ％ 11.52 10.66  

課税後内部収益率 ％ 9.18 9.30  

MTO/石油系単位コスト 元/トン 8,911 7,527 税抜 

メタノール価格損益分岐点 元/トン 2,332/2,729  税抜/税込 

オレフィン製品価格損益分岐点価格 元/トン 
PE 9,355/10,922 

PP 9,335/10,922 
 税抜/税込 

（出所）中国煤炭加工利用協会 [2016]『中国煤炭深加工産業発展報告 2014』中国煤炭加工利用協会 

 

 CTO の課題と今後の動向 

中国の CTO 生産能力は 2018 年に 1,302 万トン/年に達し、生産量は 1,085 万トン/年、プ

ラントの稼働率は 83％であった60。神華包頭 CTO プロジェクトの FS で用いられたオレフ

ィン 1 トン当たり 4.83 トンの原料石炭という原単位に基づいて試算すると、1,085 万トン

のオレフィン生産量に対しては 5,241 万トンの石炭消費が必要であると考えられる。 

中国全体のオレフィン（エチレン＋プロピレン）の 2010 年以降の需要量、生産量の実績

 
60 煤化工信息網, 2019.6, http://www.meihuake.net/detail-2-1833-c.html， “現代煤化工“十三五”中期

発展状況分析”、中国煤炭 Vol.45(7) 2019.7 
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及び 2023 年までの予測を図 3.2-24 に示す。需要量、生産量ともに年々増加しているが、

中国のオレフィンはポリエチレン、ポリプロピレン等の需要が旺盛で需要超過の供給不足

状態が続いている。 

図 3.2-25 に各国・地域におけるエチレン誘導品の需給バランスを示したが、主要国は供

給過剰、あるいはほぼ需給がバランスしている状況であるのに対し、中国だけは圧倒的に需

要超過で生産が追い付いていない状況であり、不足分を輸入で補っている。 

 

（出所）経済産業省製造産業局素材産業課「世界の石油化学製品の今後の需給動向」(令和元年 10 月)より作成 

図 3.2-24 中国のオレフィン（エチレン＋プロピレン）の需要量及び生産量の実績､予測 

 

 
（出所）経済産業省製造産業局素材産業課「世界の石油化学製品の今後の需給動向」（令和元年 10 月）より作成 

図 3.2-25 エチレン系誘導品の国・地域別需給バランス 
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図 3.2-26 及び表 3.2 16 に米国の UOP 社によるメタノール（MTO）、天然ガス（GTO）

及び石炭（CTO）を原料とした 100 万トン/年のオレフィン製造における経済性を比較した

結果を示した。CTO には石炭ガス化設備が含まれるため、設備費はガスからの GTO、メタ

ノールからの MTO に比べて、圧倒的に高い。しかし、原料である石炭が低価格であること

から、CTO のキャッシュコストは、MTO や GTO より安く、競争力があると言えそうであ

る。また、NPV も GTO と同程度で IRR も GTO の 26%に次いで 23%となっており、十分

な経済性があることを示している。加えて、中国ではガス需要の伸びが続いており、当面は

民生用や発電用の需要を優先し、化学産業におけるガス利用には制約がある状況を踏まえ

ると、CTO への投資が選好されることとなると考えられる。 

 

 

（出所）UOP LLC, ｢Methanol to Olefins｣, IOCL Conclave Feb. 7, 2014 

図 3.2-26 各原料によるオレフィン製造の設備費用・キャッシュコスト 

 

 

表 3.2-16 各原料による年産 100 万トンのオレフィン製造の経済性比較 

原料 
MTO GTO CTO 

メタノール 天然ガス 石炭 

NPV （億米ドル） 11 (5) 37 (18) 42 (20) 

IRR （％） 21 (16) 26 (21) 23 (18) 

※試算は 2013 年のデータによる。( )内は 60 万トン/年の場合 

（出所）UOP LLC, ｢Methanol to Olefins｣, IOCL Conclave Feb. 7, 2014 

 

 



127 

 

3.2.4 エチレングリコール製造プロジェクト（Coal to Ethylene Glycol） 

 概要 

中国煤炭加工利用協会の資料61によると、2013 年時点では、中国の石炭エチレングリコ

ールの生産能力は 135 万トン/年に過ぎなかったが、2015 年末には 216 万トン/年となり、

2017 年末までに更に 15 件のプロジェクトが完成し、生産能力は 270 万トン/年、生産量は

154 万トンとなった。更に 2018 年になると、生産能力は 444 万トン/年に爆発的に増加し

た。 

増加原因の一つはエチレングリコールの合成コストが他の化学品合成と比べて安く、中

小プラントでも生産可能なためである。また近年、シュウ酸ビス（2,4,6-トリクロロフェニ

ル）経由のプロセスの技術が成熟化、安定運用が可能になった変化も影響しているものと考

えられる。表 3.2-17 は中国の石炭エチレングリコール製造プラントのリストである。プラ

ント規模が 10-30 万トン/年の小型プラントが多いことがわかる。図 3.2-27 は中国石炭エ

チレングリコール生産プラントの分布である。 

 

表 3.2-17 中国石炭エチレングリコール生産プラントリスト（2018 年） 

No プロジェクト名 
生産能力 

(万 t/年) 

稼働時期 

（年） 
 No プロジェクト名 

生産能力 

(万 t/年) 

稼働時期 

（年） 

1 中石化湖北化肥 20 2014  21 オルドス新航能源 40 2019 

2 通遼金煤化工 30 2009/2017  22 湖北三寧化工 60 2019 

3 河南煤化（濮陽）化工 20 2012  23 神華楡林能源化工 40 2019 

4 河南煤化（新郷）化工 20 2012  24 古康乃爾煤化工 30 2020 

5 河南煤化（安陽)化工 20 2013  25 陝西渭化彬州化工 30 2020 

6 河南煤化（洛陽）化工 20 2015  26 新疆天業公司 60 2020 

7 河南煤化（永城）化工 20 2916  27 内モンゴル開灤化工 40 2021 

8 新疆天業公司 25 2013/2015/2017  28 安徽昊源化工 30 2021 

9 山東華魯恒昇化工 55 2012/2018  29 寧夏宝利新能源 40 2021 

10 安徽淮化集団 10 2015  30 エン鉱栄信化工 40 2021 

11 オルドス新航能源 30 2017  31 新疆致本精細化工公司 40 2021 

12 山西陽煤（寿陽）化工 20 2017  32 山西永鑫煤焦化公司 40 2021 

13 山西陽煤（平定）化工 20 2017  33 山西沃能化工科技公司 30 2021 

14 山西陽煤（深州）化工 20 2017  34 中安連合煤業化工 60 2021 

15 山東久泰能源 10 2017  35 古輝騰能源化工 60 2022 

16 山東利華益維遠化工 20 2018  36 浙江桐昆公司 120 2023 

17 貴州黔希煤化公司 30 2018  37 陝西楡林能源公司 120 2023 

18 易高煤化公司 24 2018  38 久泰新材料公司 100 2023 

19 安徽中塩紅四方公司 30 2018  
合計 1,439  

20 新疆天盈石油化工 15 2019  

（出所）「我が国エチレングリコールの供給需要現状及び市場分析」石炭化工技術与経済、Vol.35(1), 2019.2） 

 

 
61 中国煤炭加工利用協会、「現代石炭化学工業の「第 13 次 5 カ年計画」における石炭管理の中間評価と

その展望」、2019 年 9 月 
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※番号は表 3.2-17 参照 

（出所）「我が国エチレングリコールの供給需要現状及び市場分析」石炭化工技術与経済、Vol.35(1), 2019.2） 

図 3.2-27 中国石炭エチレングリコール製造プラントの分布（2018 年） 

 

 エチレングリコールの経済性分析 

エチレングリコールには生産プロセスが複数あり、エチレン経由と石炭合成ガスからシ

ュウ酸ビス経由で生産する 2 つに大別できる。更にエチレン経由の場合は、ナフサクラッ

キングあるいはエタンクラッキングでエチレンを得る 2 つのプロセスに加え、石炭を原料

にメタノールを生産し、メタノールからエチレンを合成するプロセスの合計 3 つの生産プ

ロセスが商業化されている。中東や米国では原油生産（米国ではシェールオイル）の随伴エ

タンガスを利用したエタンクラッキングが利用されており、随伴ガスであるから原料とな

るエタンガスの価格は極めて安く、高い競争力を持っている。技術的に成熟しており、商業

化が早く、最も普及しているのはナフサクラッキングのプロセスであるが、エタンガスのク

ラッキングにはコスト面で太刀打ちできない状況である。 

一方、シュウ酸ビス経由のプロセスは近年、中国で急速に広く普及が進んでいるプロセス

である。石炭を原料としている点ではメタノールからエチレンを導出するプロセス（MTO）

もあるが、近年はシュウ酸ビス経由のプロセスの技術が成熟化、安定運用が可能になったこ

とで、MTO プロセスにてエチレングリコールを得るプラントは中国でも経済性から見て競

争力を喪失している。 
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2019 年時点で中国国内のエチレングリコール生産量のプロセス別内訳のデータがあり、

ナフサクラッキング 47.7％、シュウ酸ビス 41.7％、MTO8.6％、その他 2.0％であった。 

各プロセスの生産コストを試算した論稿62の内容に基づき、各プロセスの経済性について

整理する。 

まず石油・ガス系のプロセスに関して、1 トンのエチレングリコールを得るためには 0.65

トンのエチレンが必要である。エチレングリコールの生産コストはエチレンのコストで左

右される。石油・ガス系プロセスの利点はプロセスがシンプルで投資額が比較的小さく、ユ

ーティリティが少なくて済む点がある。年産 40 万トン規模のプラントの投資額は 20 億元

程度である。ただし、石油・ガス系のプラントとしては、中東の原油随伴エタンを利用する

プラントが世界で最も低コストの生産を実現しており、続いて米国のシェールガス、中国の

石油・ガス系プラントは両国のプラントに経済性の面で全く歯が立たない状況である。 

 

① ナフサクラッキングプロセス  

WTI 原油価格が 55 ドル/バレルでは中国の東部沿海地域で輸入ナフサを使用したエチレ

ン生産コストは 5,500 元/トン、40 ドル/バレルでは 4,800 元/トンとなっている。表 3.2-18

にエチレンを始め、他の投入原料のエチレングリコールトン当たりコストが示されている。

40 万トンのエチレングリコール生産プラントで設備投資額は 20 億元、15 年の減価償却期

間での試算である。表の通り、WTI55 ドル/バレル、エチレン 5,500 元/トンの場合のエチレ

ングリコール生産コストは 5,590 元/トン、40 ドル/バレルの場合も表にエチレン 4,800 元/

バレルを算入すればエチレングリコール生産コストは 5,135 元/トンとなる。 

 

表 3.2-18 中国におけるエチレン経由エチレングリコール単位生産コスト 

投入費用項目 
原単位 

（トン/EG トン） 

単価 

（元/トン） 

費用 

（元） 

費用比率 

（％） 

エチレン 0.65 5,500 3,575 64.0 

O2 0.788 270 213 3.8 

触媒   88 1.6 

水 3.8 5 19 0.3 

電力 190kWh 0.6 114 2.0 

熱（蒸気） 0.65 120 78 1.4 

循環水 180 0.5 90 1.6 

設備費（減価償却）   333 6.0 

人件費   240 4.3 

その他   840 15.0 

合計   5,590 100 

（出所）「煤？石油？天然气？乙二醇生产工艺路线及成本大 PK，看看哪条最赚钱！」 

 

② エタンクラッキングプロセス 

このプロセスを導入したプラントは中国国内には存在せず、世界的にも中東や米国など

 
62 「煤？石油？天然气？乙二醇生产工艺路线及成本大 PK，看看哪条最赚钱！」（2017 年 9 月）

https://www.sohu.com/a/193580878_117460 
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エタンが随伴ガスなどで安価に得られる条件があるサイトのみに限られている。従来から

圧倒的なコスト競争力があり、中国の米国、中東からのエチレングリコール輸入量も大きか

った。しかし近年、中東でもエタンの産出量が減少傾向にあり、エタンの価格は 2017 年時

点では 2 ドル/MMBtu（99 ドル/トン）まで上昇していた。当時の中東産エタンクラッキン

グプロセスによるエチレングリコール価格は 3,600 元/トン程度で輸送費用を加えると中国

東部の着岸価格で 4,500 元/トン程度であった。 

同様に、米国の場合はシェールガス価格が 3.3ドル/MMBtuであり、エチレン費用は 3,300

元/トン、エチレングリコール価格は 4,200 元/トン程度となり、輸送費用と関税を加えると

中国東部の着岸価格は 4,800 元/トン程度であった。 

 

③ MTO プロセス 

国家発展改革委員会は MTO プロセスについては 50 万トン以下のプラント建設を禁止し

ており、設備投資額が比較的高くなる。そのためエチレングリコールに関しては、メタノー

ルを外部調達するケースがほとんどである。3 トンのメタノールから 1 トンのエチレンとい

う収量比を用いれば、メタノール外部調達価格との関数で先の表 3.2-18 を援用してエチレ

ングリコール価格を試算することができる。仮にメタノール調達価格を 2,300 元/トンとす

れば、エチレングリコール価格は 6,500 元/トンとなり、ナフサ・エタンクラッキングプロ

セスと比べて全く競争力がないと言える。 

中国国内のプラントで MTO プロセスを導入しているのは寧波富徳、三江精細化工のみだ

とされる。 

 

④ シュウ酸ビス経由プロセス 

シュウ酸ビス経由プロセスは石炭のガス化が必要であるため、設備費用は相当かさむ。年

産規模 30 万トンエチレングリコールの場合、設備投資額は 50 億元程度となる。エチレン

グリコール 1 トンに対し、石炭は品質によって変動するが、概ね 5～8 トンを要する（平均

6.7 トン）。褐炭あるいは長焔炭で比較的安価な石炭を使用可能である。中国のエチレング

リコールプラントで東部沿海に近い立地は上記のエチレン経由プラントが中心であるが、

西部に立地しているプラントは原料石炭が安価に確保できるため、このシュウ酸ビス経由

プロセスがほとんどである。 

西部地区立地のエチレングリコールプラントのエチレングリコール生産コストは需要地

の東部への輸送費用を含めてトン当たり 5,100 元程度である（2017 年時点）。他の地域では

原料石炭の価格が上昇するため、中部産は 5,200 元、東部産は 5,400 元となっている。 

以上の 2017 年時点での経済性分析から得られる結論は、まず中東・米国からの輸入エチ

レングリコールと比較すると、中国国内のエチレングリコールプラントは経済性を確保す

ることが非常に難しい状況であるという点である。また輸入ナフサを用いたナフサクラッ

キングの国内プラントと比較しても、試算時点よりも更に国際原油価格が下がった現状で

は石炭原料のシュウ酸ビス経由プロセスのプラントは価格競争力を持てない状況であると
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考えられる（MTO プロセスは全く太刀打ちできない）。ただし、中国には他に COG やカー

バイドのアセチレンガスを利用してエチレングリコールを生産するプラントも存在する

（例えば新疆天業集団）。この場合はガス化炉を別途設置する必要がないため投資額も削減

でき、エチレングリコール生産コストはシュウ酸ビス経由プロセスのプラントよりも 20％

程度割安の 4,000 元程度だとみられる。 

 また中国国内のエチレングリコール市況は年々悪化しており、2018 年時点ではトン当た

り 8,000 元を超えていた市場価格は図 3.2-28 の通り、2019 年 5 月には 4,500 元を割り込

む水準にまで低下した。近年、エチレングリコール市況が低迷している原因は、やはり過剰

投資によりエチレングリコールプラントの生産能力が急激に増強されたことによるものと

考えられる。この価格水準では MTO プロセスはもとよりシュウ酸ビス経由プロセスによる

エチレングリコールも収益を確保するのは困難であると考えられる。 

 

 

（出所）新浪網新浪財経「期貨行情,新新聞報価」 

図 3.2-28 中国国内のエチレングリコール市場価格の推移（2019 年 3 月～2020 年 2 月） 

 

このようにエチレングリコール価格が低迷した 2019 年の状況は、ナフサクラッキングプ

ロセスのプラントでは利潤額が 6.17 ドル/トンと黒字は確保できた模様であるが（原料のナ

フサが低価格で推移したことが寄与）、前年比では 264.65 ドル/トンの大幅な収益悪化であ

ったと報告されている。石炭原料のプロセスについては、シュウ酸ビス経由プロセスのプラ

ントで 477.40 元/トンの赤字で前年比ではナフサクラッキングプラント同様、2,386.16 元/

トンもの大幅な収益悪化に見舞われた。他方、MTO プロセスのプラントは 122.97 元/トン

の赤字、前年比では 954.54 元/トンの収益悪化に収まった。原料となるメタノールも価格が

低迷したことによるものと考えられる。 

 図 3.2-29はエチレン経由プロセスとシュウ酸ビス経由プロセスの単位利潤額の推移を示

したものであるが、年央を底に利潤額が低迷したことが表れている。今後もエチレングリコ

ールプラントの竣工が増えていくことになれば、市況の低迷が続き、エチレングリコールプ

ラントの経済性はさらに悪化する可能性がある。 
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（出所）張君陶 [2020]「乙二醇：利空超預期減弱，下跌仍是主旋律」『国聯期貨年度報告・深度分析』国聯期貨 

図 3.2-29 エチレン経由とシュウ酸ビス経由によるエチレングリコールの単位利潤額の推移 

 

 課題及び今後の動向 

中国におけるエチレングリコールの生産量、需要量を示した図 3.2-30 の通り、中国のエ

チレングリコールの需要は年々増加しており、今後も 2023 年まで高成長を維持するものと

予測されている。これまでエチレングリコールの生産量も急激に増加してきたが、需要の強

い伸びには届かず、今後も生産量不足の状況が続くものと予測されている。 

中国のエチレングリコール用途は 89.6％が工業原料として用いられ、残る 10.4％が医薬

品・化粧品原料である。工業用原料のうち最も大きいのがポリエステルの原料用途であり、

全体の 87％以上を占めているとされる。ポリエステルの中国の世界生産シェアは 71％に達

する圧倒的な最大の生産国である（2017 年）。近年、中国の繊維産業は海外移転を進め、繊

維輸出は減少を始めている。しかし繊維原料としてのポリエステル生産は今後も大きく減

少することはないものとみられ、その意味でエチレングリコールの需要量は底堅く推移す

ることが見込まれる。 

 

エチレン経由プロセス

MEG 

シュウ酸ビス経由プロセス 元/トン 
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（出所）経済産業省製造産業局素材産業課「世界の石油化学製品の今後の需給動向」（令和元年 10 月）より作成 

図 3.2-30 中国のエチレングリコールの需要量、生産量 

 

表 3.2-19は中国のエチレングリコールの生産能力の実績と今後の予測を示したものであ

る。2017 年末時点の中国のエチレングリコールの生産能力は 809 万トンであったが、2023

年には 1,931 万トンに増加すると予測されている。注目すべきは、石炭原料のエチレングリ

コールの生産能力は 2017 年末に 241 万トンで全体の 29.7％に過ぎなかったが、2023 年に

は 958 万トンとなり、生産能力のおよそ半分を占めるまでに増加するという点である63。石

炭原料のエチレングリコールの生産能力が今後増強されると予想される理由としては、前

述のようにエチレングリコールの合成コストが他の化学品合成と比べて安く、中小プラン

トでも生産可能という点が挙げられる。 

 

表 3.2-19 中国のエチレングリコールの生産能力の実績と予測 

（千トン） 

  
既存 新・増設 

2023 年合計 
2017 年末 2018-2023 

中国全体 8,085 11,228 19,313 

石炭原料 
2,405 7,175 9,580 

(29.7%) (63.9%) (49.6%) 

（出所）経済産業省製造産業局素材産業課「世界の石油化学製品の今後の需給動向」(令和元年 10 月)より作成) 

 

しかし、2019 年は前掲の図 3.2-28 の通り、大幅に市況が悪化したため新設設備の未稼

働も頻発したことは留意しておく必要がある。2020 年には更に多くの新設設備が投入され

てくるが、現在の市況低迷が続くようなことになれば石炭原料のエチレングリコールプラ

 
63 表 3.2-17 と出所が異なるため、石炭原料の生産能力に相違がある 
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ントの今後に暗い影が差すことになると思われる。 

市況低迷の原因はまずは輸入エチレングリコールとの競合によるものである。中東・米国

からのエタンクラッキングプロセスのエチレングリコールは低コストで競争力が高い。加

えて、国際原油価格が下落したことでナフサクラッキングのエチレングリコールの競争力

も向上しており、中国石油化学工業企画院によると、輸入エチレングリコールの国内価格は

4,000 元/トンとされる。石炭原料のエチレングリコールの生産コストを下回っており、低コ

ストの石油系のエチレングリコールの増産が中国国内のエチレングリコール市況にも影響

を及ぼしている。 

2019 年のエチレングリコール価格では、石炭原料のエチレングリコールは利益が出ず、

石炭原料のエチレングリコールのプラントの中には、合成ガスやメタノールの段階で生産

を止め外販し、後工程は行わず少量のエチレングリコールの生産に止めている企業も少な

からず存在している。今後も多くのプラント建設計画が予定されており、生産能力が増加す

ることになるが、増加によって生産過剰となり、市況が悪化する恐れがある点は念頭に置い

ておく必要がある。 

 最後に、中国国内の石炭原料のエチレングリコール生産による石炭消費量の規模を概算

しておこう。2018 年の中国国内のエチレングリコール生産量は 1,071 万トンで、そのうち

441 万トンが石炭原料によるプロセスであったとされる。使用する石炭の品質によって原単

位は異なってくるが、経済分析の節で用いた平均 6.7 トン/トン－エチレングリコールの原

単位を用いると 441 万トンのエチレングリコール生産のために消費される石炭は 2,955 万

トンということになる。表 3.2-19 の 2023 年の生産量予測 9,580 万トンであれば石炭消費

量は 6,419 万トンとなる。エチレングリコールの市況低迷を考えれば、この 6,419 万トン

が上限と考える。 
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3.3 伝統型石炭化学工業の動向 

3.3.1 コークス及び副産品 

 コークス 

コークスは石炭を 950-1,050℃まで加熱・乾留し、熱分解、固化、圧縮の段階を経て生成

された固定炭素の塊であり、主に製鉄プロセスで原料として使用される。コークスの生産プ

ロセス自体は化学プロセスではない熱分解プロセスであるが、コークス製造段階で発生し

た副産品としてコークス炉ガス（COG）やタール（CmHn）、H2、CO があり、これらの副産

品から化学製品が作られる。コークス製造時の各産品の割合は、一般的にコークス 70％、

COG20％、タール 10％である。 

図 3.3-1 は中国のコークス生産量、銑鉄生産量、粗鋼生産量の推移である。2017 年のコ

ークス生産能力は 6.5 億トン/年であるが、コークス生産量は 4.3 億トン/年であり、稼働率

は 66％である。また、コークス輸出量は 809 万トン/年である。 

 
年 1978 1993 2002 2005 2007 2012 2017 2018 2019 

コークス生産量（万 t/y） 4,690 9,300 14,289 23,282 32,894 44,323 43,143 43,820 47,126 

銑鉄生産量（万 t/y） 3,479 8,739 17,085 33,040 46,944 65,751 71,076 77,105 80,937 

粗鋼生産量（万 t/y） 3,178 8,954 18,225 35,239 48,966 71,654 83,173 92,800 99,634 

（出所）中国コークス協会資料「中国コークス工業改革開放 40 年の発展」 

図 3.3-1 中国のコークス、銑鉄、粗鋼の生産量の推移 

 

第 13 次 5 ヵ年計画では鉄鋼産業の過剰生産能力の解消政策が実施され、併せて新規建設

規制、企業再編による設備廃棄が行われたことで製鉄用コークスの需要は伸びず、他方で環

境規制強化に対応できない小規模なコークス工場の閉鎖もあり、コークス生産量はほぼ一

定となっている。 

中国のコークス産業を分析する上で、製鉄所内のコークス工場とは別に独立系のコーク

ス工場が存在することに留意する必要がある。製鉄所に付属するコークス工場は、2004 年

でコークス工場全体の 38％であり、第 12 次 5 カ年計画の目標で 50％以上とする計画であ

ったが、現在はむしろ当時よりも減少して 25％以下となっている。製鉄所内のコークス工
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場は COG を製鉄所の転炉や高炉に利用するため、COG の化学製品等への有効利用が少な

い。これに対し、独立系のコークス工場は COG の利用用途を独自に決定できるため、経済

効率性の高い形の有効利用が可能で、実際にさまざまな高付加価値の化学製品の生産に

COG を利用している。結果として、製鉄所内のコークス工場よりも経営状況が良好である

ため、コークスの販売価格も低く設定して競争力を確保できる。その結果、独立系のコーク

ス工場が増えている状況となっている。 

 

 副生品 

①コールタール 

コークス製造では、主製品のコークスの他に、コールタール、コークス炉ガス（COG）が

発生する。コールタールは蒸留分離により、タール酸、ナフタリン油、アントラセン油、ピ

ッチ等のさまざまな化学原料が得られる。中国のコールタールの加工能力（処理量）は、

2017 年で 2,300 万トン/年になっている。 

表 3.3-1 にコールタール及びコールタール分留品の主な用途を、図 3.3-2 にコークス製

造の副産品加工処理フローを示す。コールタールは芳香族系成分を多く含有しているため、

分留品もナフタレン等の芳香族化合物製品が多く、石油化学製品とは異なる性状、特徴を生

かした防腐剤、塗料等に利用される。ピッチは炭素含有量が高いため、コーカーで加工後に

高温で焼成してピッチコークスを製造し、電極材やカーボンブラックなどの炭素材を製造

する。また、ピッチからは炭素繊維が製造可能であり PAN（ポリアクリロニトリル）系炭

素繊維とは異なる特性を有しているが、PAN 系炭素繊維製造より技術力を必要とする。高

価格であるが需要も増加しているため、中国でも工業化が進められており、中国の石炭化学

の高度化、高機能製品となり得る。 

 

表 3.3-1 コールタール及びコールタール分留品の用途 

製 品 主な用途 

コールタール タール分留製品原料、塗料 

タール分留品 

ピッチ 電極用バインダー、粘結材 

クレオソート油 防腐剤、塗料、タイヤ補強材 

ナフタリン 染料、顔料、防腐剤 

タール酸 樹脂原料、顔料 

（出所）各種資料より作成 
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（出所）「講義 9 副産品処理技術」第 45 回鉄鋼工学セミナー2019 

図 3.3-2 コークス副産品の COG とタールの加工利用及び製品 
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②COG 

COG は従来、コークス工場と周辺地域に燃料としての提供や、発電などに使用されてい

たが、近年、中国の鉄鋼生産量の増加とともにコークスの生産量が大きく増加したため、余

った COG を利用した化学合成や、タール精製からの化学品生産も盛んになっている。2017

年の COG 利用のメタノール生産能力は約 1,300 万トン/年である。また、COG を利用した

SNG 製造の能力は 50 億 Nm3/年である64/65。 

表 3.3-2 に製鉄用コークス製造時の COG の成分を示したが、主成分は水素とメタンであ

る。製鉄用コークスは高温で熱分解されるが、得られる水素の含有量は 50％を超える。原

料の石炭の種類や熱分解温度等で異なるが、一般的に 50～60％の水素含有量となる。一方、

セミコークスは低温熱分解で製造されるため、セミコークス製造時の COG の水素含有量は

20～30％である。 

 

表 3.3-2 COG の成分例 

主成分 
水素 50 ％ 

メタン 25 ％ 

その他成分・

微量成分 

酸素 1 ％ 

エチレン 3 ％ 

ブタジエン 500 ppm 

スチレン 100 ppm 

タール分 1,000 ppm  
NOx 10 ppm  

（出所）日立評論、1986.年 10 月号 

 

COG の利用用途は前記のようにメタノール製造用が多いが、メタン含有量も多く燃料と

して利用できるため、-163℃以下にして LNG の製造も行われている。また、水素が 50％

程度含有されているため、環境面からも注目されている水素エネルギーの資源として重要

なものになる。COG からは、水の電気分解の 4 分の 1 程度の低コストでの水素製造ができ

るとされる。水素は燃料電池の燃料としても重要であり、第 14 次 5 ヵ年計画のプロジェク

トとして取り上げられる可能性もあるため、本調査の訪問調査においてコークス関係者は

COG の高度利用としての水素製造の検討も進めていることに言及し、水素利用チェーンの

構築や水素の対日輸出など日本との協力の可能性について非常に積極的な姿勢を示してい

た。 

 

 

 

 

 
64 中国コークス協会資料「中国コークス工業改革開放 40 年の発展」、「我が国コークス産業現状及び市場

動向」、煤炭化工与総合利用, 2016.8 
65 かつて COG を浄化してそのまま都市ガスとして使われる時期があったが、中毒や爆発事故の危険性が

ある CO と H2 が含まれているため、1970 年以降は都市ガスとして COG は使われなくなった。 
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3.3.2 アンモニア 

従来から、化学セクターは電力、鉄鋼、建材と並んで石炭消費量の一角を占める 4 大石炭

消費部門のひとつであった。もちろん本報告書の主要な関心となっている現代型石炭化学

工業ではなく、伝統型石炭化学工業を指し、代表的なものは化学肥料の生産である。しかし

近年、化学セクターの石炭消費量は絶対量としても減少傾向を示している。化学肥料が含ま

れる「化学原料及び製品」による 2015 年の石炭消費量は 2 億 9,977 万トン（石炭消費量全

体の 7.6％）であったが、2017 年には 2 億 4,697 万トン（同 6.4％）という状況で消費量自

体が 17.6％減少している。化学肥料による石炭生産量は後述するが、5,000 万トン弱の水準

であると見られる。 

化学肥料は大きく 2 つに大別され、すなわち肥料の 3 要素と呼ばれる窒素、リン、カリ

を単独で使用する単肥とそれぞれ効用が異なる肥料を混ぜ合わせた複合肥料である。複合

肥料はその混合の仕方の違いでまた 2 つに分かれ、図 3.3-3 の通り、化成肥料と配合肥料

に区別される。単肥について見れば、同様に図 3.3-3 の通り、生産プロセスで化石燃料を使

用するのは窒素系肥料であり、多くは化石燃料からアンモニアを生産し、尿素を経由して窒

素系肥料が生産される。またリン系肥料については生産量の多い過リン酸石灰などはリン

鉱石に化学処理を施して生産されるが、リン安については化石燃料から生産されるアンモ

ニアと反応させて生産される。そして最後のカリ系肥料はカリ鉱石から直接生産される。 

したがって石炭消費に影響を与える化学肥料生産としては、窒素系肥料が中心であり、一

部のリン系肥料が若干加わるということになる。そしていずれも化石燃料からアンモニア

を生産するプロセスを経る。 

 

 

（出所）農林水産省「肥料を巡る事情」（平成 29 年 10 月）より引用 

図 3.3-3 化学肥料の製造工程 

 

世界的にはアンモニアの生産には天然ガスあるいはナフサが原料として用いられるのが

主流である。天然ガス・ナフサを用いた場合、水蒸気改質法を用いることが可能で、重油や
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石炭を原料にした場合に用いられる部分酸化法が空気分離装置やカーボン除去や脱硫など

複雑なプロセスが必要になるのと比較して（石炭の場合は石炭のスラリー化も必要）、低コ

ストで生産できるためである。ヨーロッパにおいては、天然ガス原料のアンモニア生産コス

トはトン当たり 175 ドルで石炭原料の 300 ドルと比較して圧倒的にコスト競争力がある。

したがって 1950 年代以降は世界的には天然ガス・ナフサ原料の化学肥料が主流となった。 

しかし中国では 1950 年代後半に無煙炭を使用するアンモニアプラントが中心的に導入

された。当時の国策であった「五小工業」、すなわち各県レベルで自給自足を前提とする産

業組織を形成するという政策もあり、その多くは小規模プラントであった。1979 年時点で

中国には 1,533 基の小型窒素系肥料工場が存在していた。その後、1973 年から 1976 年に

かけて、いわゆる「洋躍進」で海外から最先端水準のガス原料アンモニアプラント 13 基を

導入し、1979 年には運開した。しかしその後もこうしたガス原料のアンモニアプラントは

一部にとどまった。中国では石炭原料のアンモニアプラントの方にコスト優位性があった

ためである。 

その結果、小型肥料工場は温存されたが、1980 年代以降は石炭のスラリー化技術を導入

することで石炭原料プラントについても一定の規模拡大が始まった。そして 1990 年代後半

の第 9 次 5 ヵ年計画からは小型肥料工場に対しては淘汰方針が出され、整理が始まった。

2000 年代には年産 30 万トンのプラントも建設され、企業の統合、M&A も進み、生産能力

では数百万トン、数千万トンを有する大企業集団も生まれることとなった。 

産業組織の集約化が進む中、化学肥料の生産量を見ると大きな変化が近年進んでいるこ

とが分かる。図 3.3-4 の通り、中国の化学肥料の生産量は 2015 年をピークに大幅に減少し

ている。それまではほぼ一貫して成長を続けてきたため、大きな構造転換と言える。 

 

 
（出所）中国国家統計局データより作成 

図 3.3-4 中国の化学肥料の生産量 
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この構造転換の背景にあるのは、農業部が 2015 年に発した「2020 年までに化学肥料の

使用量をゼロ成長にする行動方案」、それを受けて工業信息（情報）化部が発した「化学肥

料産業の構造転換と発展を推進することについての指導意見」である。化学肥料の使用量を

抑制する農業部の方針は、従来から施肥の効率が悪く改善余地があったこと及び肥料生産

に伴う環境問題解決の必要性が背景にある。そして工業信息化部の政策は、多くの産業で推

進されてきた、いわゆる「供給側構造改革」の一環で、当時の化学肥料産業における供給過

剰を解消するべく行われた措置である。 

以上の背景はあるものの、2018 年の生産量は 2015 年比で 27.1％もの大幅な減少となっ

ており、需給状況を確認する。供給面では、輸入についても図 3.3-5 の通り、2015 年以降

は同年を下回る水準で推移している。一方、需要面についても、化学肥料使用量は図 3.3-6

の通り、2015 年をピークに 2018 年は 2015 年比で 6.1％減少している。生産量の減少と比

べるとその減少幅はかなり小さいが、この期間中も農産物の生産量は増加となっているの

で、農産物生産量単位当たりの化学肥料使用量は相当減少したことになる。それが可能だっ

たのは、施肥の効率性が向上し、作物の吸収率が上昇したためである。中国政府は作物の吸

収率を示す肥料利用率を 2020 年に 40％に引き上げるという目標を立て、2019 年には

39.2％にまで達成している。原動力となったのは高効率肥料の普及であり、既におよそ

1,000 万トン、20％程度のシェアに達している。結論として、2018 年の供給（生産量と輸

入量の合計）は 6,368 万トンであるのに対し、需要（使用量）は 5,653 万トンであるから需

給バランスで言えば依然として供給が需要を上回っている状態である。 

 

 

（出所）中国国家統計局データより作成 

図 3.3-5 中国の化学肥料輸入量 
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（出所）中国国家統計局データより作成 

図 3.3-6 中国の化学肥料使用量の推移 

 

次に、今後の化学肥料の需給展望について検討する。中国の農産物の生産量は図 3.3-7 の

通り、全体として増加基調にある。これまでも、例えば 2000 年代前半の穀類や 2000 年代

後半の野菜のように、減産の局面となった時期はあるものの、中期的に見れば増産の傾向が

見て取れる。しかしながら今後は既に食生活のレベルがかなり高い水準に到達したこと、人

口が今後減少に転じていくこと、そして米中貿易戦争の交渉の中で中国は米国産農産物の

輸入拡大を迫られていく可能性が高いことなどより、中国国内の農産物生産の伸びは抑制

されていくと見られる。 

 

 

（出所）中国国家統計局データより作成 

図 3.3-7 中国の主要農産物の生産量 
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他方、耕地面積について見れば、図 3.3-8 の通り長年にわたって中国の耕地面積の伸びは

緩やかである。しかし単収はほぼ一貫して伸びており、その結果、耕地面積の供給は抑制気

味である状況でも農産物の生産量拡大が可能となってきた。言うまでもなく、それに貢献し

てきたのが化学肥料の施肥であり農業機械化であった。しかし肥料の施肥については、前述

の通り非効率な面があり、作物の吸収率を向上させることで肥料の投入量の伸びを抑制し

つつ、農産物の生産水準を維持、拡大していくというのが当面の中国政府の方針である。し

たがって化学肥料の生産量は、今後は年率 1％程度の低い伸びで推移していくと展望できる。 

 

 

（出所）中国国家統計局データより作成 

図 3.3-8 中国の農地面積と単収の推移 

 

化学肥料生産に伴う石炭の消費量についての分析を以下に示す。既に述べた通り、化学肥

料生産において化石燃料はガス化して合成アンモニアの生産原料として使用される。また

合成アンモニアの用途については 2012 年時点66では尿素生産に 65.7％、続いて炭安生産に

8.6％、リン酸アンモニウム（肥料）生産に 7.9％、塩化アンモニウム生産に 5.8％、その他

12.0％となっており、この合成アンモニアの 8 割から 9 割が化学肥料生産に振り向けられ

る状況は2015年でも同様であった。しかし2016年以降の化学肥料の消費抑制政策もあり、

現在は 6 割程度に低下、代わって工業用途の需要の比率が上昇しているとのことである。 

合成アンモニアの生産量は図 3.3-9 の通り推移しており、化学肥料同様、2015 年をピー

クに大幅に減少している。アンモニアの原料は石炭が主原料で 75％程度を占めているが、

その内容は近年変化している。従来は石炭の中でも無煙炭を中心に使用していたが、近年無

煙炭以外の石炭の消費量が増加している。背景にガス化炉の技術向上があり、新設プラント

では無煙炭以外の炭種を使用する設計が増えている。2007 年時点67では合成アンモニアの

原料のうち、72.4％が無煙炭、6.8％が非無煙炭、18.4％が天然ガス、1.0％が COG という

 
66 中国煤炭加工利用協会『中国煤炭深加工産業発展報告 2013』より 
67 中国石油化学工業企画院『石油化学産業の改革と開放の 40 周年の回顧と展望-窒素肥料産業』より

http://www.ciccc.com/Content/2019/01-02/0958091216.html 
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構成であったが、2017 年には無煙炭 42.4％、非無煙炭 33.3％、天然ガス 20.6％、COG3.1％

と大きく変化している。生産能力の削減政策の中で、旧式プラントが新規プラントに置き換

えらえている中、新規プラントの比率上昇とともに無煙炭への依存が低下している。その結

果、アンモニアの原料コストは価格の割安な非無煙炭の使用によるコスト低下ばかりでな

く、従来希少資源とされてきた無煙炭の希少性を緩和して無煙炭価格の引き下げにつなが

るメリットもある。 

 

 

（出所）中国国家統計局データより作成 

図 3.3-9 合成アンモニア生産量の推移 

 

合成アンモニアの生産能力と生産量について示した図 3.3-10 の通り、若干の変動はある

が、生産能力は 2013 年まで増加し、その後減少に転じているのに対し、生産量は 2015 年

まで伸び続けた後、ピークアウトしている。生産量が 2016 年以降減少しているのは、既に

述べた通り、中国政府による化学肥料使用の抑制措置によるものである。他方、生産能力の

減少は産業の高度化を目指した産業政策によるもので、先に述べた通り、無煙炭以外の石炭

を原料とできる最近のガス化炉への置き換えや生産規模拡大によって生産効率の向上を目

指したものである。 

その成果は以下のような変化から見て取れる。2018 年末時点68で先進水準のガス化技術

を導入済の合成アンモニアの生産能力は 2,485 万トン、全体の 37.2％に達している。また

企業規模を見ると、2018 年末には年産 30 万トン以上の企業は生産能力ベースで 64％を占

 
68 2018 年のデータは中国窒素肥料工業協会公表データ。2000 年と 2010 年のデータは、中国石油化学工

業企画院『石油化学産業の改革と開放の 40 周年の回顧と展望-窒素肥料産業』より

http://www.ciccc.com/Content/2019/01-02/0958091216.html 

（％） 
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めるようになっており、18 万トン以下は同 19％にまで下がった。2000 年時点では 30 万ト

ン以上が 35％、18 万トン以下は 34％、2010 年時点ではそれぞれ 48％、23％であった。 

一方、稼働率を見れば、農業部の政策で2015年以降の化学肥料生産が抑制された中でも、

稼働率は低下しているとは言え 8 割以上を保っている。これは、生産能力の整理が供給過

剰を緩和すると同時に、技術レベルや規模の経済性による生産効率の向上といった産業の

高度化を目的としたものであることを示唆している。 

 

 

（注）データの出所の違いから前掲図と生産量の数値が若干異なっている 

（出所）氮肥工業協会統計より作成 

図 3.3-10 合成アンモニアの生産能力・生産量・稼働率 

 

以上の分析をまとめ、化学肥料生産に使用されている石炭消費量の今後を展望すると、①

農業生産の成長減速と化学肥料の施肥の効率性向上に向けた取り組みにより、今後の肥料

需要は年率 1％程度の低成長が見込まれていること、②肥料投入財の合成アンモニアの生産

過程において石炭は消費されるが、合成アンモニア生産企業の規模集約化、技術レベルの向

上によって石炭利用効率の向上が見込まれるため、石炭消費量自体はほぼ横ばいと想定で

きる、③更に生産能力の整理によって新設設備が旧式設備に置き換わる過程が進んでいる

が、その結果、ガス化炉の能力向上により従来の主要原料であった無煙炭に代わって、非無

煙炭への原料転換が進んでおり、今後もこの趨勢は続くと考えられる。 

最後に具体的な石炭消費量を試算してみる。合成アンモニア生産では合成アンモニア 1 ト

ン当たり 1.2 トンの石炭を消費するとされる。 

2018 年の合成アンモニアの生産量は国家統計局のデータでは 4,612 万トンであり、その

うち石炭を原料とするのは 75％であるから 3,459 万トンとなる。この合成アンモニアを生

産するのに消費された石炭消費量は 4,150 万トン（3,459 万トン×1.2）となる。2017 年時
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点では無煙炭と非無煙炭の比率は 42.4：33.3 であったので、この比率を用いると 2018 年

の無煙炭消費量は 2,324 万トン、非無煙炭消費量は 1,826 万トンということになる。 

比較として 2007 年についても試算すると、合成アンモニアの生産量は 5,171 万トン、う

ち石炭原料によるものは 79.2％、4,095 万トンとなり、必要な石炭消費量は 4,095 万トン×

1.2 倍で 4,914 万トンであった。当時の無煙炭と非無煙炭の利用割合は 72.4：6.8 であった

ので、按分すると無煙炭消費量は 4,492 万トン、非無煙炭消費量は 422 万トンであったと

試算できる。 

大まかな試算ではあるが、2007 年と比較すると 2018 年の合成アンモニア生産に用いら

れる無煙炭の消費量はほぼ半減したと考えることができる。非無煙炭の消費量は伸びてい

るが、需給に及ぼす影響は無煙炭に比べるとはるかに小さい。今後についても無煙炭消費量

は 2018 年の 2,324 万トンよりも更に減少していく見込みであり、非無煙炭の消費は 1,826

万トンから大幅に伸びていくわけではないと想定できよう。 

 

 

3.3.3 メタノール 

メタノールは基礎原料としてさまざまな有機製品の製造に利用されており、第 12 次及び

第 13 次の 5 ヵ年計画を通じて急速な発展を遂げてきた。第 12 次 5 ヵ年計画期間中の生産

量は 16～20％/年の増加、第 13 次 5 ヵ年計画期間中も生産能力で 5％/年、生産量で 9％/年

の成長を見込んでいる。図 3.3-11 にメタノールの生産量、輸入量、消費量の推移を示す。 

中国のメタノールは 1950 年代後半から生産が開始されたが、初期は主に中小規模のアン

モニアプラントで併産されるものであり 20 万トン/年程度の生産量であった。その後メタノ

ール単独の製造プラントの建設が進められ、更に 2000 年以降の石炭ガス化技術の導入によ

り大規模な生産へと移行した。2005 年のメタノール生産量は 536 万トン/年に達し、その後

も需要拡大に合わせて生産量は増加を続けた。一方、メタノールの輸入は、2009 年に生産

量が伸びず、国内消費量の 31％を占めたが、その後は国内生産量が順調に増加したことも

あり、近年の輸入量は国内消費量の 15％程度に止まっている。 
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年 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

生産量(万 t/y) 441 536 762 1,076 1,112 1,133 1,579 2,294 2,641 2,878 3,741 4,010 4,291 4,529 4,756 

輸入量（万 t/y） 136 136 113 85 143 529 519 573 500 486 433 554 881 813 743 

消費量（万 t/y） 573 666 856 1,105 1,218 1,660 2,092 2,863 3,134 3,287 4,099 4,548 5,190 5,329 5,459 

（出所）「中国 MTG 技術の経済性評価」、ASIACHEM, 2009.9 などから作成 

図 3.3-11 メタノールの生産量、輸入量、消費量の推移 

 

メタノールの生産能力と生産量の推移を示した図 3.3-12 の通り、メタノールの生産量は

2011 年以降、急激に増加している。第 13 次 5 ヵ年計画におけるメタノールの生産能力の

目標は 9,200 万トン以上であるが、現地調査のヒアリングによると 2018 年の生産能力は

8,300 万トンとなり、2019 年には 9,000 万トンを超えるため、5 ヵ年計画の目標は達成で

きる見込みである。しかし、消費量は増えてはいるものの 2018 年でも 5,500 万トン程度で

生産能力が過大の状況のため、稼働率は 51％から 58％程度に留まっている。 

一方、メタノール生産については 100 万トン/年以上のプラントの占めるシェアを 80％以

上に引き上げる集約化、大型化も 5 ヵ年計画の目標であったが、2019 年でも 50％程度に止

まり、未達となりそうである。 

 

 

（出所）「中国 MTG 技術の経済性評価」、ASIACHEM, 2009.9 などから作成 

図 3.3-12 メタノールの生産能力、生産量の推移 
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表 3.3-3 にメタノール生産における原料について示す。世界的にメタノールは天然ガス

あるいは石油からの生産が一般的であるが、中国では石炭からの生産が圧倒的であり、しか

も石炭ガス化からの生産が 77％を占めている。すなわち 2018 年のメタノール生産量 4,756

万トンの 77％に当たる 3,662 万トンが石炭ガス化によって生産されていたことになる。陝

西省神木 100 万トンメタノール生産プラントの FS によれば、100 万トンのメタノール生産

に投入される石炭は 160 万トン（うち半成コークス 90 万トン、粉炭 20 万トン、燃料用一

般炭 50 万トン）である。このプラントは大型であり、平均よりも高効率であると考えられ

るが、本報告書ではメタノール生産に必要な石炭量を試算する上でこの 1.6 トン/メタノー

ルトンという原単位を使用することとした。そうすると、3,662 万トン×1.6 から 5,859 万

トンという石炭消費量が算定される。 

図 3.3-13 に示したように、中国のメタノールの主要な生産地は、内蒙古 20.44％、山東

省 15.07％、以下、寧夏、陝西省となっており内陸部での生産が多い。中国のメタノール生

産の経緯から、当初から豊富な石炭を利用した産炭地での生産が多いためと考えられる。現

在、メタノール生産を行っている企業は 200 数社あり、プラント規模では 90 万トン/基が

最大級である。石炭ガス化技術の向上によりプラント規模も拡大してきているため、今後は

集中化、大型化が進展すると想定される。 

 

表 3.3-3 メタノール生産の原料シェア（2018 年） 

メタノール原料シェア（％） 

石炭 天然ガス 他 

86 13 1 

石炭ガス化 コークス COG 

77 9 

（出所）現地調査ヒアリング等により作成 

 

（出所）前瞻産業研究院 

 https://bg.qianzhan.com/report/detail/300/191225-1936329c.html 

図 3.3-13 中国のメタノール生産地（2018 年） 
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中国のメタノールはホルムアルデヒドや酢酸、DME 等の化学製品の生産に利用されてき

たが、現在はメタノールからオレフィンを製造する MTO/MTP プロセスの普及により、半

分程度がオレフィン製造用に利用され、その他の化学製品向けは減少している。 

2018 年のメタノールの利用用途の構成を示した図 3.3-14 を見ると、オレフィンに次い

で多いのは、メタノール燃料である。中国は環境対策のため石炭から天然ガスへのシフトを

進めているが、山西省、江蘇省、広東省など天然ガスの供給が不足する地域は、クリーンな

メタノールを燃料用途として用いようとする需要がある。 

近年、工場などの小型ボイラも環境規制対応で石炭からの燃料転換が要求される状況に

あるが、これらのボイラのメタノール利用が検討されている。またメタノールの自動車燃料

としての利用も期待されており、ガソリンなどとの混合利用でメタノール 15％、ガソリン

85％を混合した「M15」やメタノール 100％の「M100」などの燃料がある。工業信息化部

は、2012～2017 年に 4 省１市で自動車燃料としてメタノールを使用するモデル事業を実施

し、2018 年からは更に 4 省を追加し、実証試験・普及を検討している。 

 

 

（出所）前瞻産業研究院 

 https://bg.qianzhan.com/report/detail/300/191225-1936329c.html 

図 3.3-14 中国のメタノール利用（2018 年） 

 

データが古いが表 3.3-4 に各原料におけるメタノール生産コストを示す。原料の石炭価

格が安いこともあり、石炭原料のメタノール生産コストは天然ガス原料の生産コストより

安い試算となっている。 
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表 3.3-4 原料別・生産規模別メタノール生産コスト(2009 年) 

規模 

(万トン/年) 

天然ガス原料 石炭原料 

トン投資 

(元/トン) 

原料消費 

(m3/トン) 

生産コスト 

(元/トン) 

トン投資 

(元/トン) 

原料消費 

(トン/トン) 

生産コスト 

(元/トン) 

20 3,000 1,025 1,360 3,950 1.45 900 

30 2,833 1,010 1,340 3,267 1.42 850 

60 2,500 1,000 1,330 3,250 1.40 820 

90 2,333 990 1,320 2,889 1.38 800 

150 2,267 980 1,300 2,800 1.35 780 

（出所）「中国 MTG 技術の経済性評価」、ASIACHEM, 2009.9 

  

図 3.3-15 に 2012 年から 2019 年のメタノールの地域別市場価格を示す。メタノール価

格は最も高くて 3,700 元/トンから最安値の 1,100 元/トンまで、2,500 元/トン以上の幅で大

きく変動している。地域別では華南地域のメタノール価格が最も高く、西北部が最も低い。

原料となる石炭の輸送費用も含めた価格の水準が影響を及ぼしており、また地域別のメタ

ノール需要の違いも影響していると考えることができよう。 

 

 

（出所）2019 年化工展望、https://www.icis.com/explore/cn/announcement/2019-china-outlook-methonal/ 

図 3.3-15 中国の地域別メタノール市場価格推移 

 

次に図 3.3-16 に 2018 年の 1 年間の価格推移を示したが、年初の 3,400～3,800 元/トン

から年末の 2,400～2,600 元/トンまで 1,000 元/トン以上の価格変動があり、わずか 1 年の

短期間でも価格が大きく変動していることが分かる。比較的安価に原料を調達でき、かつプ

ラントの規模も大きく生産調整が可能な西北部のプラントの方が、市場価格面からも有利

と言える。また、同じ 2018 年における CTO と MTO の稼働率を図 3.3-17 に示したが、

MTO が大きく変動するのに対し、CTO の稼働率の変化はそれほど大きくない。原料の石

炭が比較的価格変動が少ないのに対し、MTO では原料のメタノールが原油価格やメタノー
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ルの市況により価格変動が大きいため稼働率を調整しているものと想定される。 

 

（出所）2019 年化工展望：https://www.icis.com/explore/cn/announcement/2019-china-outlook-methonal/ 

図 3.3-16 2018 年のメタノールの価格推移 

 

 

（出所）2019 年化工展望：https://www.icis.com/explore/cn/announcement/2019-china-outlook-methonal/ 

図 3.3-17 2018 年の CTOと MTO の稼働率 

 

本調査で訪問した楡林の神華 MTO プラントは、メタノールを購入して MTO によるオレ

フィン製造を行っているが、2015 年の稼働当初は、メタノールの供給過剰もありメタノー

ル価格が 1,100 元/トン程度であったため、オレフィン 1 トンあたり 6,500 元の利益が出て

いた。しかし、2016 年から 2018 年にかけてメタノール価格が高いレンジでは 2,800～2,900

元/トンまで上昇したこともあり、巨額の赤字を計上することとなった。このため、神華楡

林は次期計画の石炭ガス化設備の建設を進め、2021 年 9 月からはメタノールの外部調達を
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取りやめて石炭からの CTO とする予定である。 

このように、メタノール価格の上昇局面が 2016 年から 2018 年にかけて続いたことでメ

タノールの外部調達 MTO から自家生産する CTO へとプロセスを変更する例もある。ただ

し、2019 年にはメタノール市況が暴落したこと、また新疆地域ではメタノール需要も小さ

いためメタノール価格は一貫して 1,100 元程度と非常に安価な水準であることより、メタ

ノールを外部調達している工場でも高い利益を出しているケースがある。また、沿海部では、

中東からのメタノールが 1,000 元/トンの価格で輸入できることもあり、いかにしてメタノ

ールの需給バランスを保ち、安定した価格を維持するかが今後の重要なポイントとなる。 

 

 

3.3.4 カーバイド 

コークスとカルシウムを加熱することで炭化カルシウム（カーバイド）が生成され、カー

バイドは水と反応してアセチレンガスを生成し、このアセチレンガスを使用して塩化ビニ

ルが生産される。このプロセスでは石炭から塩化ビニルを生産することができるが、エネル

ギー利用効率が低く、また大量に発生する固体廃棄物の処理の問題もある。中国では 2,900

万トン/年以上（2018 年）のカーバイドを石炭から生産し、更にポリ塩化ビニル（PVC）等

を製造しているが、今後、より高効率で、環境対策上も良い MTO/MTP プロセスによるエ

チレン生産への転換が進むと考えられる。 

図 3.3-18 は中国のカーバイド生産能力及び生産量の推移である。2000 年から 2014 年に

生産能力及び生産量は 8～9 倍と大きく増加したが、2014 年以後の生産量は 2,600 万トン

から 2,900 万トン/年と安定してきている。生産能力は 2016 年の 4,500 万トン/年から 2018

年の 4,100 万トン/年に減少している。カーバイドの生産企業数は、2016 年に 220 社だった

のが、2018 年には 170 社に減少している。しかし、1 社あたりの平均生産能力は 2016 年

の 20.5 万トン/年から 2018 年の 24.1 トン/年に増加している。また、生産量も 2016 年の

2,730 万トンから 2018 年は 2,900 万トンに増加しており、1 社あたりの平均生産量も 2016

年の 12.4 万トンから 2018 年では 17.1 万トンに増加している。 

第 13 次 5 ヵ年計画では、各種産業において構造調整が進められている。コークス産業は

5 ヵ年計画で構造調整の項目はなかったが、環境規制が厳しくなったことや業界独自の計画

として構造調整を行うことにしたことから、環境規制に対応できない中小企業が生産を停

止する一方、大手の企業が生産を増加したことがわかる。しかし、カーバイドの生産に関す

る業界関係者への調査では、今後の生産量の増加は難しいとの意見が多い。 
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（出所）中国カーバイド工業協会, http://www.cciac.org.cn/ 

図 3.3-18 中国のカーバイド生産能力、生産量の推移 

 

 表 3.3-5 は、2016 年と 2019 年のカーバイド生産企業のトップ 10 を示しており、2016

年と 2019 年では順位の変動はあるものの、同じ企業が入っている。これらの企業は、新疆

や内蒙古など、豊富な石炭に加えて石灰石や岩塩などカーバイドや PVC の原料も容易に入

手可能な地域であり、大手企業による大型の製造プラントが多いことから、これらの企業に

よるカーバイドの生産は今後も継続すると考えられる。 

 

表 3.3-5 2016 年と 2019年、中国カーバイド企業トップ 10 

順位 

2016 年 2019 年* 

企業 
生産量 

万トン/年 
企業 

生産量 

万トン/年 

1 新疆中泰 292 新疆中泰 － 

2 新疆天業 219 オルドス電力冶金 － 

3 湖北宜化 162 新疆中泰化学 － 

4 オルドス化工 138 新疆聖雄能源 － 

5 山東信発 95 内蒙古双欣能源 － 

6 内蒙古君正 92 億利能源 － 

7 内蒙古伊東 83 聊城研聚新材料 － 

8 億利潔能 79 内蒙古白雁湖 － 

9 陝西煤業 71 中塩吉藍泰 － 

10 内蒙古白雁湖 67 新疆天業 － 

 合計 1,298 合計 951 

*2017 年以降はトップ 10 の企業別生産量のデータはない 

（出所）中国カーバイド工業協会：http://www.cciac.org.cn/ 

 

カーバイドから製造される製品を図 3.3-19 に示した。カーバイドからは PVC、酢酸エチ

ル、石灰窒素などが製造されているが、PVC が 81％と圧倒的である。 

PVC の生産方法には、カーバイド法とエチレン法がある。世界的には石油化学工業の系

列となるエチレン法が主流であるが、中国では従来から石炭、石灰岩、岩塩の豊富な埋蔵地
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域等で、カーバイド、PVC の生産が行われていたこともあり、石炭からのカーバイド法に

よる PVC の生産が主流である。2018 年の石炭からの PVC 生産能力シェアは 80％以上で

あり、エチレン法は 15％程度である。ただし、中国の海外からの輸入品はエチレン法が大

半である。 

酢酸エチルもカーバイドからの製造が多く、2014 年の酢酸エチルの生産量のうち、カー

バイドからの生産量は 62％を占めている。 

 

 

（出所）中国カーバイド工業協会：http://www.cciac.org.cn/ 

図 3.3-19 カーバイドから作られた化学品シェア（2018 年） 

 

図 3.3-20 に PVC の生産能力、生産量の推移を示した。生産能力は 2012 年ごろまでは増

加しているが、2012 年以降はほぼ一定となっている。また、生産量も 2014 年までは増加

しているが、その後の増加の程度は高くない。PVC の原料の 80％以上を占めるカーバイド

の生産量は、前記のように今後増加が見込まれないことから、コークスの生産量も増加しな

いと想定される。 

図 3.3-21 は PVC の輸出入の推移を示した。2013 年までは輸入量が多かったが、2014 年

以降の輸出入量はほぼ均衡している。生産量及び輸出入のデータから、中国の PVC の需要

量は 2014 年以降、あまり増加せず安定した状態にあると言える。 

これらのことから、カーバイドの利用の大半を占めている PVC の需要量の増加があまり

見込まれないとすると、中国政府がカーバイドプラントに対して環境規制を強化している

こともあり、今後は生産能力の大きい大手企業への生産集約が進むものと考えられる。 

石炭からは、コークス、カーバイド、アセチレンを経て PVC が製造される。PVC 製造ま

での中間製品が多く、各中間製品の収率も明らかでないこともあり、石炭消費量を求めるの

は難しい。今回の現地調査で訪問した陝煤北元化工集団はカーバイドから PVC を生産して

おり、PVC110 万トン製造に石炭を 800 万トン程度消費するとのことであった。前述のよ

うに PVC 全体の 80%以上が石炭からであることから、2018 年の PVC 生産量 1,790 万ト

ンのうち、石炭を原料とする PVC は 1,432 万トン以上となる。陝煤北元化工集団の石炭消

費量を基にすると、中国の石炭原料 PVC 生産に消費される石炭は 1 億 400 万トン以上とな
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る。陝煤北元化工集団のプラントは大型で新しいことから生産効率も良いと推察されるた

め、実際の石炭消費量は更に多いと考えられる。 

 

 

（出所）国家統計局データ等により作成 

図 3.3-20 中国の PVC 生産能力、生産量の推移 

 

 

（出所）中国税関データ等より作成 

図 3.3-21 PVC の輸出入の推移 
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第4章 中国の石炭化学産業の今後の見通しと国際石炭市場に及ぼす影響 

第 3 章では中国石炭化学について、技術面の発展状況、政府の産業政策、具体的なプロジ

ェクトの進展状況、経済性の分析、直面している課題といった項目について分析した。本章

では第 3 章の分析から明らかとなったことを改めて整理するとともに、それを踏まえて中

国の石炭化学産業の今後の発展を展望する。また中国石炭化学産業が国際石炭市場に及ぼ

す影響について、石炭化学による中国の石炭消費量の増加の見通しと中国の石炭化学の国

際競争力から展望する。 

 

4.1 中国石炭化学産業の今後の発展と石炭需要の展望 

まず第 3 章の分析から石炭化学産業の石炭消費量に関して試算した結果を表 4.1-1 に整

理した。石炭化学産業全体で 8.1 億トン程度の石炭を消費しているが69、そのうち 5.9 億ト

ンはコークス生産に用いられている。現代型石炭化学の石炭消費量は 1.3 億トンに止まる。

その意味で、2017 年/2018 年の時点では中国の石炭化学産業の発展が国際石炭市場に及ぼ

す影響については限定的と結論付けられる。 

 

表 4.1-1 石炭化学産業における石炭消費量の推計70 

 製品生産量 石炭消費量 データ年 

【現代型石炭化学】    

石炭液化 906 万トン 3,986 万トン 2017 年 

SNG 26.3 億 m3 710 万トン 2017 年 

CTO 1,085 万トン 5,241 万トン 2018 年 

MEG 441 万トン 2,955 万トン 2018 年 

【伝統型石炭化学】    

コークス 4 億 3,143 万トン 5 億 8,910 万トン 2017 年 

アンモニア 3,459 万トン 4,150 万トン 2018 年 

メタノール 3,662 万トン 5,859 万トン 2018 年 

（注）カーバイドについては、2018 年の PVC 生産量 1,432 万トンであり、原料としてコークス

1 億 400 万トンを消費している。しかしコークスは二次製品であり、表中のコークスの項

目の石炭消費量とダブルカウントしてしまうため、表からは除いた。 

（出所）第 3 章の分析を踏まえて作成 

 

それでは今後についてはどうか。中国の石炭化学産業の将来予測は中国政府の政策によ

って左右される部分も大きく、本調査では数字を試算することは難しいと判断した。しかし

ながらそれぞれの分析において、今後の見通しの方向性を示すことはできたと考えている。

以下、改めて第 3 章の分析から引き出された見通しについて整理していきたい。 

 
69 表にも記載のある通り、データ入手の制約から個別の石炭化学プロジェクトのデータは年次が統一され

ていない。その意味では、単純に合計した数字で議論することは厳密には問題がある。しかし他方で、中

国の石炭化学産業全体を概観するためには合計した数字で議論を行う必要もあり、いずれも 2017 年か

2018 年のいずれかではあることより、目安の数字として留意して用いることとしたい。 
70 第 3 章の分析を参照しながら本表のデータは取り扱うことをお願いしたい。なぜなら表中の石炭消費量

は原単位など、個別のプラントの違いを捨象したある意味で大胆な仮説を置きながら試算した数値であり、

厳密性が保証されたものではないためである。 
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まず伝統型石炭化学工業は構造調整により生産能力の増強が抑えられているというのが

全体の基調である。 

コークスについては、鉄鋼産業における過剰生産能力削減政策の影響があり、近年生産量

の伸びが抑制されてきた。2018 年に同政策が目標を前倒しで達成したこともあってか、

2019 年はコークスの生産量が大きく増加したが、今後も鉄鋼需要の飽和や環境規制の強化

が引き続き進んでいくことで電炉へのシフトが一定程度進むことが想定され、コークス生

産の伸びも抑制気味に進むものと考えられる。そのため、コークス製造の副産物である COG

やタールの生産量が伸びないことが予想される。COG やタールを原料にすることで、化学

製品の生産コストを大幅に節約することができるため、コークス生産量の減少は量的に大

きくはないが、石炭原料の化学製品の生産コストを引き上げてしまう負の効果があること

が考えられる。 

アンモニアについては、①農業生産の成長減速と化学肥料の施肥の効率性向上に向けた

取り組みにより、今後の肥料需要は年率 1％程度の低成長が見込まれている、②肥料投入財

の合成アンモニアの生産過程において石炭は消費されるが、合成アンモニア生産企業の規

模集約化、技術レベルの向上によって石炭利用効率の向上が見込まれるため、石炭消費量自

体はほぼ横ばいと想定できる、③更に生産能力の整理によって新設設備が旧式設備に置き

換わる過程が進んでいるが、その結果、ガス化炉の能力向上により従来の主要原料であった

無煙炭に代わって、非無煙炭への原料転換が進んでいるといった変化はあるが、合成アンモ

ニアの原料である石炭の消費量は今後横ばいで推移することが見込まれる。 

メタノール生産に関しては、2000 年以降に石炭ガス化技術の導入により大規模生産に移

行しメタノール生産量が拡大したが、近年はメタノール価格の変動が激しく、メタノール価

格が上昇した際にはメタノールを原料として石炭化学製品を製造する企業では、収益が悪

化しているところも出ている。そのため、メタノールからオレフィン（MTO）を製造して

いる企業では、石炭からオレフィン（CTO）の一貫製造に切り替える動きも出てきている。

石炭ガス化技術の向上によりプラント規模が拡大し、メタノールの生産量は増加している

ものの稼働率は低下しており、今後もメタノール生産の増加は限定的であると展望する。 

最後に、PVC の生産量の 80％以上は石炭を原料とするカーバイド法にて生産されている

が、PVC の需要量は 2014 年以降、あまり増加せず安定している。政府のカーバイドプラン

トに対する環境規制も強化されていることもあり、新設のカーバイド法 PVC プラント建設

はほぼ望めず、既存のプラントも大規模プラントへの集約化の方向である。したがって、カ

ーバイドの原料となるコークス生産量も、今後の伸びは期待できない。 

 

以上のように、伝統型石炭化学工業については、今後の発展は停滞することが予想される。

それでは次に、現代型石炭化学工業に視点を移して現状と課題を整理し、今後の発展と石炭

需要について展望する。現代型石炭化学工業は、石炭液化や SNG の代替エネルギー燃料製

造とオレフィン（エチレン、プロピレン）やエチレングリコール等の化学品製造に大別でき

る。各製品の現状と課題、今後の発展状況は以下の通りである。 
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 代替燃料製造 

①石炭液化 

石炭液化は、2011 年～2014 年当時の原油価格が 100 ドル/バレルを超えていたことや、

石炭液化技術が実証、確立されたことから、第 13 次 5 ヵ年計画期（2016 年～2020 年）に

おいて数多くのプロジェクトが立案された。しかしその後、2015 年以降、原油価格が急激

に低下し、2020 年の 2 月時点では 50～60 ドル/バレルまで下落しているなか、石炭液化の

採算ラインは、従来は 60 ドル/バレル程度とされていたが、現在では建設費や人件費の増加

により 70～80 ドル/バレル程度となっており、直接液化、間接液化ともに経済性が悪化して

いる状態が続いている。そのため、新規計画や既設プラントでの増設は困難な状況下にある。 

したがって経済性だけから言えば、今後も現在の国際原油価格の低迷が継続するような

ら石炭液化の増加は見込めない。他方で、中国政府はエネルギー安全保障の観点から、今後

も、すなわち第 14 次 5 ヵ年計画においても石炭液化プロジェクトは奨励姿勢を続ける見込

みである。それは米中間の緊張が更に高まりつつある状況を踏まえると一層強化されるこ

とになりそうである。企業も政府の政策意図を汲みつつ、他方で経済性を確保するために製

品構成を柔軟に調整しながら（石油製品の収率を下げ、高付加価値の化成品の収量を上げる

運転を行うことで）、対応していくものと想定される。したがって石炭液化の石炭消費量は

それほど大きくはないが、今後も成長を続けるものと展望する。 

 

②石炭 SNG 

石炭 SNG は第 13 次 5 ヵ年計画で石炭液化と同様、重点項目となっており、生産能力を

2015 年の 31 億 m3/年から 2020 年には 200 億 m3/年まで拡大する計画であった。生産コス

トは１～2 元/m3で地域によってはギリギリ経済性が確保できる可能性があるというレベル

ではあったが、パイプライン託送料金が生産コストとほぼ同額と高く、加えて主要な供給地

である北京では環境対策としてガス転換を進めるため、販売価格を非常に低い水準で設定

されたことなどから、石炭 SNG はほとんどのプラントが赤字となっている。 

これらのことから、石炭 SNG プラントのほとんどは利益が上がらず赤字となっているた

め、新・増設が進まない状況にある。ただし、エネルギー安全保障の観点から今後も事業は

継続されることとなっており、パイプラインの託送料金や北京のガス価格の問題が解消さ

れ、ある程度優遇価格が認められると、石炭 SNG の建設も進むものと期待される。天然ガ

ス輸入が急増する中、国内のガス価格を低く抑えていることで逆ザヤも発生しており、中国

政府も天然ガス価格の市場化を進める方針も示しており、ガス価格は今後上昇していく見

込みである。更に中国政府は引き続き、第 14 次 5 ヵ年計画でも石炭液化と並び、SNG は

エネルギー安全保障の観点から推進の姿勢だとされる。 

計画のある SNG プラントの生産能力は前述のように 200 億 m3以上に及び、すべて生産

されるとすると石炭消費量は現状の 710 万トンから 5,400 万トン以上と大幅に増加する可

能性がある。天然ガスの価格改革、市場経済化や政府が SNG に優遇価格を認めるかどうか
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など、政治的要因に左右されるものではあるが、これだけ大きな石炭消費の増加の可能性が

（大きいとは言えないが）存在することは留意しておくべき点だと考える。 

 

 石炭化学製品 

①オレフィン 

石炭から化学製品の製造は、大型噴流層石炭ガス化技術や MTO 技術の確立により、2013

年ごろからオレフィン製造のプラントが順次建設、稼働し、第 13 次 5 ヵ年計画では 2015

年の生産能力 792 万トン/年が 2020 年には 1,600 万トン/年と倍増する計画になっている。

2018 年の生産能力は 1,302 万トンとなり、計画の達成も見込まれる状況である。 

CTO プラントは巨額の設備投資額が投じられていることから、生産コストに固定費用が

占める比率が高いはずと考えてしまうが、実際には神華包頭プロジェクトでは 2013 年から

2018 年の平均で原材料・燃料・動力の投入財費用が生産コストの 63％を占め、設備投資の

減価償却費用が 24％、人件費 8％、その他 5％という構成である。そのため石炭価格の水準

は収益に大きく影響する。そしてそれ以上に重要なのは製品価格の水準であり、製品価格が

トン当たり 6,000 元を切る水準に低下するとプラントの経済性が大きく悪化し、赤字に転

落する。実際に 2016 年前期には製品価格が 5,000 元/トン近くにまで落ち込み、本稿でケ

ーススタディした神華包頭の CTO プロジェクトの粗利率はマイナスとなった。 

2016年は 2015年に国際原油価格が暴落した流れを継いで年間のWTI 原油の平均価格は

43 ドル/バレル前半にまで落ち込んだ年であった。その後、2017 年以降は再び国際原油価

格が上向いたため、製品価格も上昇し、CTO の粗利率は改善した。2016 年前期は、石炭価

格も非常に低い水準で推移していた時期であり、それにもかかわらず CTO の採算性は悪化

していた点に留意する必要がある。 

現状では、国際原油価格の水準は 50～60 ドル/バレルであるが、CTO プラントは利益が

得られており、稼働率も 2018 年は 83％と高い。現状ではポリエチレン、ポリプロピレン等

の需要が旺盛で、生産不足状態が続いており、不足分を輸入で補っている状態である。今後

ともオレフィンの需要は増加していくと予想されている。 

しかし原料として、CTO が選ばれるか、石油・ガス系が選ばれるかは国際原油価格の水

準に強い影響を受けることになる。2016 年のように国際原油価格が大きく下がった場合に

は、石油系原料のプラントが選好され、CTO プラントへの投資は減速する可能性が高い。

他方、ガスはエネルギー安全保障と環境対策の観点から化学産業において原料として用い

ることについては、中国政府が規制すると考えられるため限定的になると推察される。メタ

ノール外部購入プラント（MTO）も採算性もさることながらメタノール市況の変動の大き

さから今後は投資が大きく拡大することはなさそうである。 

したがって CTO プラントの今後の成長見通しは、国際原油価格水準次第で調整が必要で

あるが、内陸部であれば石油あるいはオレフィン製品の輸送コストの面から考えて、CTO

プラントの競争力が相当程度担保されるため、基本的には成長基調が想定される。 
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②エチレングリコール 

エチレングリコールはポリエステルやポリエチレンテレフタラート（PET）の原料として

今後も需要増加が見込まれることや、国内需要に対して生産が半分程度しかないこと、生産

コストが比較的安く大企業以外からの参入も可能であることから、新規計画が目白押しの

状況である。一方、ポリエステル繊維の市況の影響等から、エチレングリコールの市況価格

の変化も大きい。また、中東や米国からの輸入エチレングリコールは低価格で競争力も高い。

このため、生産過剰となり、市況悪化に繋がるとの見方も根強く、実際に 2019 年の大幅な

市況悪化により、新規設備の投入後も未稼働や、エチレングリコールの生産量を抑えている

工場も少なからずある。2020 年には更に多くの新設設備が投入されてくるが、現在の市況

低迷が続くようなことになれば石炭原料のエチレングリコールプラントの今後に暗い影が

差すことになることが懸念される。 

市況低迷の原因はまずは輸入エチレングリコールとの競合によるものである。低コスト

で競争力が高い中東・米国からのエタンクラッキングプロセスのエチレングリコールに加

えて、国際原油価格が下落したことでナフサクラッキングのエチレングリコールの競争力

も向上しており、中国石油化学工業企画院からの聞き取りによれば、2019 年前半の輸入エ

チレングリコールの国内価格は 4,000 元/トンとされる。この価格では、石炭原料のエチレ

ングリコールは利益が出ず、石炭原料のエチレングリコールのプラントの中には、合成ガス

やメタノールの段階で生産を止めて外販し、後工程は行わず少量のエチレングリコールの

生産に止めている企業も少なからず存在している。今後も多くのプラント建設計画が予定

されており、生産能力が増加することになるが、増加によって生産過剰となり、市況が悪化

する恐れがある点は念頭に置いておく必要がある。 

2018 年の中国国内のエチレングリコール生産量は 1,071 万トンで、そのうち 441 万トン

が石炭原料によるプロセスであったとされ、441 万トンのエチレングリコール生産のために

消費される石炭は 2,955 万トンと試算できる。2023 年の生産量予測 9,580 万トンであれば

石炭消費量は 6,419 万トンとなる。エチレングリコールの市況低迷を考えれば、この 6,419

万トンが上限と考える。 

 

最後にポイントをまとめる。石炭液化と SNG については、産業発展にとって本来最も重

要な経済性については非常に不利な状況であるが、政府の政策支援によってある程度の市

場の成長が見込まれている。オレフィンとエチレングリコールについては、国際原油価格の

水準が代替技術との競合という点で今後の発展に影響を強く及ぼすこと、プラント建設が

やや過熱気味であり、生産能力の過剰が懸念されているということ。それでもオレフィンは

CTO の競争力が比較的高いこともあり、特に内陸部では堅調な成長が続く見込みであるが、

エチレングリコールは石油・ガス系のクラッキングプロセスの競争力が高く、石炭原料の競

争力が CTO ほど高くないため、今後のさらなる成長は慎重に注視する必要があるというこ

とである。 
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石炭化学製品製造の今後の課題としては、高効率の技術による生産性、経済性の向上、機

能性製品の生産等がある。現在、オレフィンからはポリエチレンやポリプロピレンの製造が

行われているが、ポリエチレンは主に低密度ポリエチレンである。今後、高密度ポリエチレ

ンなど密度の異なる製品を生産するなど、製品系列を増やすことが必要となる。また、楡林

の工業区では、大規模なオレフィンプラントの隣に小規模ではあるが機能性製品の生産工

場の進出、建設が行われており、今後の方向性を示していると考えられる。 

図 4.1-1 は、陝西煤業集団が楡林で計画している石炭化学コンピナートである。投資金額

は 1,200 億元と巨大であるが、隣接する自社炭鉱の石炭を利用し価格競争力の高い化学製

品を製造する計画である。また、この計画で特徴的なのは、石炭ガス化に加え低温熱分解を

主体とし、製造されるガス、タールを基に多種多様な製品を生産することにあり、これまで

の CTO などオレフィンに限定されていたプラントとは異なるものとなる。 
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（出所）陝煤集団資料（2019 年 10 月 23 日受領）より作成 

図 4.1-1 陝西煤業集団による楡林 C1 コンビナート計画 
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4.2 中国の石炭化学製品の国際競争力と石炭国際市場に及ぼす影響 

 中国の石炭化学製品の国際競争力 

中国の石炭化学は、これまで記述してきたようにコークス製造時の副産品を基にした各

種化学製品の製造や石炭ガス化によるアンモニア（化学肥料等）やメタノールの製造などの

伝統型石炭化学工業、主に石炭をガス化して得られる合成ガスから化学製品、SNG、液体

燃料を製造する現代型石炭化学工業がある。 

伝統型石炭化学製品で輸出されているのはコークスである。2017 年にコークスは 4 億ト

ン強が生産されているが、鉄鋼産業の構造調整もあり粗鋼生産量が抑制されていることか

ら、800 万トン程度が輸出されている。鉄鋼用コークスは原料炭から製造されるが、原料炭

資源が豪州、中国、米国など一部に限定されること、アジア各国のコークス需要に対応でき

るのが中国のコークスであることから、今後も一定のコークスが輸出される見込みである。

他のアンモニア、メタノールは一般的には石油から製造されるが、中国では石炭から製造さ

れる量が非常に多く、歴史的な経緯から未だに小型ガス化炉から製造される量も多い。この

ため、中東やインドネシアなどの石油から生産されるメタノールには価格面で対抗できな

いため、輸入関税を課すことで中国内産業を保護している。 

現代型石炭化学では、既述のように石炭からの代替エネルギー燃料を製造する石炭液化

は、原油価格が 70～80 ドル/バレルが採算ラインであるため、現状の 50～60 ドル程度の原

油価格では経済性が成立していない。また、SNG の生産コストは原料となる石炭の調達価

格が低い特定の地域に限られるが、ある程度競争力を確保できる水準であるものの、パイプ

ラインの託送料金が割高であるのに加え、政策的にガス販売料金が政策によって低く設定

されているため、既存の SNG プラントは利益が出せない状態である。 

これに対し、石炭をガス化して得られる合成ガスからメタノールを経て製造されるエチ

レン、プロピレンのオレフィンや、エチレングリコールの化学製品の製造は、利益率が高く

現地企業のヒアリングによると輸出も一部されているなど、好調な生産が続いている。それ

では中国の CTO や石炭原料のエチレングリコールの国際競争力はどのように評価できる

か、以下分析してみる。 

エチレン等の製造は、石油、天然ガスから製造するのが一般的であるが、石炭から製造す

るのは中国特有の産業となっている。エチレンの生産は、石油からのナフサクラッキング、

天然ガスやシェールガスからのエタンクラッキング、石油・石炭等からメタノールを製造し

MTO でエチレンを生産する方法がある。 

図 4.2-1 は、中国の石炭及びナフサからのエチレン生産コスト、米国のシェールガスのエ

タンを原料とする場合の生産コスト、サウジアラビアにおけるエタン、エタンとプロパンの

混合品及びナフサを原料とする場合のエチレン生産コストの比較を示している。 

エタンを原料とする場合のエチレン生産コストが最も低価格であり、米国のエタンやサ

ウジアラビアのエタン・プロパン混合ガスを原料とする場合と比較すると、中国の CTO は

競争劣位であると言わざるを得ない。他方、ナフサ原料と比較した場合には、中国では、原

油価格が 50 ドル/バレルの水準ではナフサ原料と比較して CTO の方が安価であることは分
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かる。そのため沿海部で石油を輸入してエチレンを製造するより内陸部での CTO の方が有

利であると言える。ただし、図より明らかなように、エチレンの生産コストが高いナフサの

場合、変動費（原料費）が大半を占めている。従って、原油価格が低下すると変動費が少な

くなり、生産コストが低くなる。 

石炭からのエチレン生産コストでは償却費が多いが、石炭からエチレンを製造する場合

は、メタノール製造のための石炭ガス化設備が必要なため、設備費が高くなる。他方で、原

料である石炭が安いため、他に比べて変動費が少なくなり、その結果、低い生産コストとな

っている。これは、西北部の現代型石炭化学工業では、①石炭資源が豊富で生産コストが低

い石炭の利用が可能、②石炭は亜瀝青炭など低品位炭が多く高品位炭より低価格、③炭鉱と

化学プラントが隣接し輸送費が低い、④石炭生産と化学プラントが同一企業のケースが多

く石炭生産から化学品製造まで一体化した運営管理も可能などの要因から、低価格の石炭

を利用した化学製品の製造が可能となっている。 

中東や米国のエタンクラッキングプロセスは原料の制約から供給量を大幅に拡大するこ

とはできない。そしてナフサ原料のプロセスと比較すると、中国の石炭からのエチレンプロ

セスは中国国内だけではなくある程度国際的な競争力を有していると評価することが可能

である。 

 

（出所）日経ビジネス https://special.nikkeibp.co.jp/atclh/ONB/19/yurin/07/ 

図 4.2-1 中国の各種方法・地域のエチレン生産コスト 
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 中国の石炭化学が石炭国際市場に及ぼす影響 

以上のことから、中国の石炭化学製品は、中国国内だけではなくある程度国際的な競争力

をも有しており、また今後も伝統型石炭化学工業において一定量の石炭を消費し、現代型石

炭化学工業を中心に石炭需要が伸びていくと展望できる。中国における今後の石炭化学産

業の拡大、それによって生じる石炭需要の増加が石炭の国際市場にどのような影響を及ぼ

すことになるのか。換言すれば、中国の石炭化学製品の原料として、中国は石炭輸入を拡大

し、世界の石炭市場に影響を与えるかについて分析した。 

結論から言えば、その答えは、中国政府の政策が変更されない限り、限りなくノーである。

その理由として以下が挙げられる。 

まず石炭化学による石炭消費量は限定的である。伝統型石炭化学はコークスの 5.9 億トン

に加え、アンモニアとメタノールで 1 億トン程度、合計 7 億トン近い石炭を消費している。

しかし本報告書で分析した通り、これら伝統型石炭化学による石炭消費量は今後横ばいな

いし減少していく趨勢であると展望できる。世界の石炭市場に影響するかどうかは消費量

そのものの大きさよりも変化量が重要であり、その点では伝統型石炭化学による石炭消費

量が国際市況に及ぼす影響は僅かである。 

現代型石炭化学については、2017/2018 年の石炭消費量は 1.3 億トン程度と少ない。しか

し石炭液化と SNG はエネルギー安全保障の観点から、CTO とエチレングリコールは旺盛

な需要の伸びに牽引する形で（ただし、国際原油価格の水準次第では代替技術と競合しなが

ら）、一定の成長が見込まれている。第 3 章で分析した通り、液化と SNG については計画

されているプラントが全て稼働することとなった場合を想定し、それぞれ 1,300 万トン、

5,400万トン、エチレングリコールも 2023年に予想される生産能力が全て稼働すると 3,500

万トン程度の石炭需要が新たに発生する。合計すれば、1 億トン程度となるが、これは第 3

章でも述べた通り、ほぼ増加量の上限と考えるべき数値である。 

なお、CTO については将来予測のデータが得られず、第 3 章では具体的な数値を試算す

ることができなかった。2018 年時点で CTO による石炭消費量は 5,241 万トンであったた

め、今後数千万トンの範囲で増加する可能性はある。 

このように考えると、現代型石炭化学が今後も成長していくと見込まれる以上、それによ

る石炭消費量も数千万トンの規模、場合によっては 1 億トンに近い規模で増加する可能性

も存在する。伝統型石炭化学による石炭消費量がやや減少するとしてもそれで吸収できる

規模ではなさそうだ。もしこの石炭需要が海外からの輸入炭によって賄われる場合には、世

界の石炭市場が受ける影響は少なくない、ということになる。しかしその可能性は低い。目

下の石炭化学に対する中国政府の政策方針を鑑みると、石炭化学用の原料石炭の供給は大

部分を国内炭により賄う原則が示されているためである。 

中国政府は石炭化学の重点地域として、石炭資源量の豊富な内蒙古オルドス、陝西省楡林、

寧夏省寧東、新疆准東の 4 地域を指定している。メタノールなど伝統型石炭化学工業も実

施しているが、世界レベルの現代型石炭化学工業地区（4 大現代型石炭化学基地）の構築を

目指している。これは第 13 次 5 ヵ年計画期の主要な政策の一つとなっている。また、第 13
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次 5 ヵ年計画以前の政策目標であった「資源開発依存型都市の地域経済発展を促進するプ

ロジェクト」の一環として、旧来型産業を抱える黒竜江省、貴州省、山西省、河南省などに

おいて現代型石炭化学プロジェクトの建設を加速し、資源依存型都市の変革を促進しよう

としている。 

これらの地域に共通しているのは、石炭資源が豊富にあるということに加え、沿岸部に接

していないことである。中国政府は新規石炭化学プロジェクトの認可条件として、石炭の純

移出省であることと、褐炭や低品位一般炭、あるいは高硫黄炭を活用するプロジェクトを優

先する方針を取っている。再掲となるが図 4.2-2 に中国における各省市間の国内炭移出入

量を示す。図の安徽省から右側に位置するすべての地域が石炭の純移入省であり、原則新規

石炭化学プロジェクトの認可は得られないと見られる（黒竜江省、河南省は第 13 次 5 ヵ年

計画以前に計画されたため、対象外と見なされていると推察される）。 

したがって中国の沿岸部では、新規石炭化学プロジェクトの認可は非常に困難である。現

代型石炭化学の重点地域として指定されている地域で海外炭を輸入してまで石炭化学プラ

ントの建設を行うのかといえば、それは現実的ではない。現状では、国内炭よりも海外炭の

方が割安感があるのは確かだが、それは主として品質の良い瀝青炭の世界の話である。石炭

化学の特徴として、価格が安い品位の低い亜瀝青炭や褐炭を、環境対策をしつつ活用するこ

とが挙げられる。これらの石炭を地産地消で活用することが石炭化学産業の強みである。し

たがって、石炭化学製品の原料として石炭の使用量が増加しても、海外炭の増加にはつなが

らないと推察され、よって、海外炭市場への影響はほとんどないと思われる。 

 

 
（出所）山西今日智庫能源有限公司 

図 4.2-2 中国における各省市間の国内炭移出入量（2016 年）（再掲） 
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中国電力企業連合会 

http://www.cec.org.cn/ 
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