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中国のエネルギー・石炭政策
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１．中国のエネルギー・石炭政策動向

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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供給側構造改革
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１．中国のエネルギー・石炭政策動向

高値安定による
石炭企業の業績回復



大気汚染対策の動向
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１．中国のエネルギー・石炭政策動向

～2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021～

大気汚染が深刻化 大気汚染
深刻化

大気汚染防止行動計画（大気十条）
（国発〔2013〕37号）

青空防衛戦勝利3年計画
（国発〔2018〕22号）

第14次5ヵ年計画期（2021-2025）
（大気汚染対策の継続＋CO2対策？）

新政策
に注視

青空防衛戦勝利3年計画の主な目標
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 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
① 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。
② 天然ガス供給拡大、石炭消費量規制、石炭ボイラ撤去。
③ 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。
④ 電気自動車などの新エネルギー車の増加。
⑤ 電力産業、鉄鋼産業に低排出技術の導入推進。

「大気十条」の後継政策



中国の豪州炭等の輸入制限の動向
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１．中国のエネルギー・石炭政策動向

 国内の石炭需給調整を目的に豪州炭に限らず輸入制限は継続する見通し



米中貿易摩擦
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１．中国のエネルギー・石炭政策動向

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、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

329 448 777

農産品 油種作物、肉類、穀物、綿、その他農産品、海産物 125 195 320
エネルギー LNG、原油、石油製品、石炭 185 339 524

サービス
特許使用料、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

128 251 379

合計 767 1,233 2,000

米中合意文書における中国の輸入拡大義務

原油の輸入増が大半

中国による米国産エネルギーの輸入額の推移
出所：UN Comtradeより作成

石炭の輸入増は僅か



石炭生産能力及び生産量の変化
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２．中国の石炭需給動向

場所（省、市）
生産能力
(万トン)

内蒙古シリンゴル盟
勝利西二号煤鉱

1,000

内蒙古シリンゴル盟
西一号煤鉱

800

新疆哈密市
石頭梅一号煤鉱

500

陝西省楡林市
郭家灘煤鉱

1,000

内蒙古シリンゴル盟
査干淖爾一号井

500

陝西省楡林市
巴拉素煤鉱

1,000

陝西省宝鴨市
园子沟煤鉱

800

山西省呂梁市
龐龐塔煤鉱

1,000

内蒙古オルドス市
巴楞楞煤鉱

800

山西省大同市
烏道頭煤鉱

1,000

内蒙古オルドス市
管盤壕煤鉱

1,200

内蒙古オルドス市
長城三号煤鉱

500

内蒙古シリンゴル盟
農乃廟魯新煤鉱

500

山西省晋中市
泊里煤鉱

500

内蒙古オルドス市
白家海子煤鉱

1,500

山西省晋中市
七元煤鉱

500

内蒙古オルドス市
油房壕煤鉱

500

2019年に建設認可を受けた炭鉱
（大規模炭鉱のみ）

2019年の省別石炭生産量と前年比増減

 新規炭鉱は大型炭鉱に集約化
 石炭の生産拠点は中国政府が進める「三西一新」地域に

集約化
※ 三西一新 → 内蒙古西部、山西、陝西、新疆



石炭移出入の変化

8

２．中国の石炭需給動向

 多くの省市では省外（特に三西地域）からの石炭移入に依存
 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

中国における各省市間の国内炭移出入量（2016年）
（出所）山西今日智庫能源有限公司
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２．中国の石炭需給動向

石炭移出入の変化

石炭の生産量と鉄道輸送量の比率の推移

（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

 環境対策の一環としてトラック輸送から鉄道輸送へのモーダルシフト
 既存の鉄道輸送インフラのタイト化
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２．中国の石炭需給動向

輸送インフラ整備
浩吉鉄道（蒙華鉄道）

 浩吉鉄道の設計輸送能力は年間2
億トン→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→三西地域から中国南方地域
への輸送能力としては十分。

 三西地域から南方地域への石炭輸
送は、大秦線～秦皇島港～内航船
で約2週間→浩吉鉄道では2～3日
に短縮。石炭輸送コストは浩吉鉄
道が10～20元/トン安。

 鉄道輸送逼迫が緩和される兆候が
見られるも、コロナ禍の状況下の
ためもう少し見極めが必要。

三西地域

南部地域



中国の石炭化学の概要
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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

石炭の利用形態

現代型石炭化学産業

伝統型石炭化学産業



中国の石炭化学の概要
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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

基地名 特徴 主な石炭化学プロジェクト（計画含む）

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。

神華100万トン直接液化
伊泰16万トン間接液化
匯能16億Nm3合成天然ガス（SNG）
中天合創130万トンMTO
兖鉱栄信化工40万トンエチレングリコール

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
生産できる製品の種類が少ない。

神華寧煤400万トン間接液化
神華寧煤50万トンMTP
寧夏宝豊COGから60万トンMTO
寧夏宝利能源40万トンエチレングリコール

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優先とな
るため、生産した石炭化学製品の物流に支
障となる課題がある。

伝統型石炭化学産業のアンモニア、カーバイドによ
るPVC製造
大型の現代型石炭化学産業ではSNG生産プラントが
計画されている。

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。

神華400万トンメタノール
陝煤180万トンエチレングリコール
延長石油360万トンメタノール、180万トンMTO

４大石炭化学基地の特徴

 ４大石炭化学基地では石炭資源が豊富であり、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利点がある。

 その他、黒竜江省、貴州省、山西省、河南省などにおいて、地域経済の再活性化のた
め現代型石炭化学プロジェクトの建設を進めている。



伝統型石炭化学産業の動向
コークス及び副産品
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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



伝統型石炭化学産業の動向
アンモニア

14

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

合成アンモニア生産量の推移
（出所）中国国家統計局

 合成アンモニアの生産量は化学肥料の抑制政策により2015年をピークに減少
 今後の肥料需要は年率1％程度の低成長の見込み
 合成アンモニアの原料としての石炭需要は横ばいと推定



伝統型石炭化学産業の動向
メタノール
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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

メタノールの生産能力、生産量の推移

十三・五目標 9,200万トン以上
2019年は9,000万トンを超える見込み

内蒙古 山東 寧夏 陝西 河南 その他

20.4 % 15.1 % 13.6 % 10.8 % 7.2 % 32.9 %

中国のメタノール生産地（2018年）

（出所）前瞻産業研究院

内陸の産炭地が多い



伝統型石炭化学産業の動向
メタノール
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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

↑ 中国の地域別メタノール市場価格推移

価格の変動幅
が大きい

 メタノールからオレフィン製造が主流
 環境対策としてメタノール燃料の需要も拡大
 メタノール市況の変動幅が大きく、需給バランス

と価格安定が重要なポイント

← 中国のメタノール利用（2018年）



伝統型石炭化学産業の動向
カーバイド
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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

カーバイドから作られた
化学品シェア（2018年）

中国のカーバイド生産能力、生産量の推移

（出所）中国カーバイド工業協会

 カーバイドの用途はPVC（ポリ塩化ビニル）が8割
 今後カーバイド生産量は増加しない
 コークス生産量も増加しない



現代型石炭化学産業の動向
石炭液化（CTL: Coal to Liquids）
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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

石炭液化プロジェクト
生産能力

（万トン/年）
神華オルドス
（直接液化）

108

神華オルドス
（間接液化）

18

山西潞安
（間接液化）

16

内蒙古伊泰オルドス
（間接液化）

16

神華寧煤
（間接液化）

405

陝西未来能源楡林
（間接液化）

115

伊泰ファインケミカル
（間接液化）

120

山西潞安高硫黄炭液化
（間接液化）

108

内蒙古伊泰
（間接液化）

200（建設中）

伊泰伊犁石炭液化
（間接液化）

100（建設中）



現代型石炭化学産業の動向
石炭液化（CTL: Coal to Liquids）
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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

従来の採算ライン

現在の採算ライン（70～80米ドル）

 石炭液化の採算ラインは原油価格が70～80ドル／バレル → 赤字操業
 ただし、エネルギー安全保障の観点から事業は継続していく見込み



現代型石炭化学産業の動向
石炭SNG（Coal to Synthetic Natural Gas）
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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SNGプロジェクト
生産規模
億m3/年

大唐国際赤峰40億m3/年
13.3

内蒙古滙能16億m3/年
（第1期）

4

新疆慶華55億m3/年
13.75

伊犁新天20億m3/年
20

大唐国際阜新40億m3/年 建設中

内蒙古滙能16億m3/年
（第2期）

建設停止

内蒙古華星 計画停止

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



現代型石炭化学産業の動向
石炭SNG（Coal to Synthetic Natural Gas）
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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

生産したSNGの輸送はパイプラインが必要だが、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。

パイプラインの託送料金が1～2元/ m3と割高（石炭SNGの生産コス
トは1.5～2元/ m3程度）。

採算が取れているのは内蒙古滙能プロジェクトだけである。SNG
を液化してLNGとし、パイプラインが通っていない地域に販売す
ることで利益を得ている。

北京での販売価格は大気汚染対策としてのガス普及政策により、
全国最低水準（2-2.5元/m3）に設定されているため採算割れする。

SNGの経済性が良くない理由



現代型石炭化学産業の動向
オレフィン製造プロジェクト（Coal to Olefin）
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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

CTOプロジェクト
生産能力

(万トン/年)
神華包頭 60
大唐多倫 46
神華寧煤 50
中原石化 20
寧波禾元 60
惠生南京 30
中煤楡林 60
靖辺能源化工 60
神華寧煤 50
寧夏宝豊 60
山東神達 100
陝西蒲城清潔能化 70
中煤蒙大新能源 50
神華楡林 68
神華ウルムチ 68
青海塩湖 100
中天合創オルドス 130
山東陽煤恒通 30
中安総合煤化 70
久泰内蒙古 60

（出所）中国煤炭加工利用協会



現代型石炭化学産業の動向
オレフィン製造プロジェクト（Coal to Olefin）
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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

（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)

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

 今後もオレフィン生産は増加する見通し



現代型石炭化学産業の動向
エチレングリコール製造プロジェクト
（Coal to Ethylene Glycol）
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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

プロジェクト名 プロジェクト名
① 中石化湖北化肥 ㉑ オルドス新航能源
② 通遼金煤化工 ㉒ 湖北三寧化工
③ 河南煤化（濮陽）化工 ㉓ 神華楡林能源化工
④ 河南煤化（新郷）化工 ㉔ 古康乃爾煤化工
⑤ 河南煤化（安陽)化工 ㉕ 陝西渭化彬州化工
⑥ 河南煤化（洛陽）化工 ㉖ 新疆天業公司
⑦ 河南煤化（永城）化工 ㉗ 内モンゴル開灤化工
⑧ 新疆天業公司 ㉘ 安徽昊源化工
⑨ 山東華魯恒昇化工 ㉙ 寧夏宝利新能源
⑩ 安徽淮化集団 ㉚ エン鉱栄信化工
⑪ オルドス新航能源 ㉛ 新疆致本精細化工公司
⑫ 山西陽煤（寿陽）化工 ㉜ 山西永鑫煤焦化公司
⑬ 山西陽煤（平定）化工 ㉝ 山西沃能化工科技公司
⑭ 山西陽煤（深州）化工 ㉞ 中安連合煤業化工
⑮ 山東久泰能源 ㉟ 古輝騰能源化工
⑯ 山東利華益維遠化工 ㊱ 浙江桐昆公司
⑰ 貴州黔希煤化公司 ㊲ 陝西楡林能源公司
⑱ 易高煤化公司 ㊳ 久泰新材料公司
⑲ 安徽中塩紅四方公司 生産能力は444万トン/年

（2018年）⑳ 新疆天盈石油化工

（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）



現代型石炭化学産業の動向
エチレングリコール製造プロジェクト
（Coal to Ethylene Glycol）
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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

（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)

中国のエチレングリコールの需要量、生産量

 エチレングリコールの需要増加とともに生産量も増加するが、輸入品との価格競争が激化



中国石炭化学産業の今後の発展と石炭需要の展望
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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

製品生産量 石炭消費量 データ年
【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

【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

石炭化学産業における石炭消費量の推計

合計
8.1億トン

1.3億
トン

6.8億
トン



中国石炭化学産業の今後の発展と石炭需要の展望

27

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

現状と展望

コークス  鉄鋼産業の過剰生産能力削減政策の影響で生産量の伸びが抑制
 環境規制の強化が引き続き進むことで電炉へのシフトが進み、生産量

の伸びが抑制
 そのため、コークス製造の副産物であるCOGやタールの生産量の伸びが

抑制

アンモニア  農業生産の成長減速等で今後の肥料需要は年率1％程度の低成長
 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

炭消費量自体はほぼ横ばいと想定

メタノール  近年メタノール価格の変動が激しく、価格が上昇した際にはメタノー
ルを原料として購入している企業の業績が悪化

 メタノールを購入してオレフィン（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

 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

伝統型石炭化学 → 石炭消費自体は大きな増加はないと予測



中国石炭化学産業の今後の発展と石炭需要の展望
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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

現状と展望
石炭液化  石炭液化の採算ラインは原油価格が70～80ドル/バレル程度

 経済性が悪化し、新規計画や既設プラントでの増設は困難な状況
 エネルギー安全保障の観点から今後も石炭液化は奨励姿勢を続ける見込み
 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
 石炭液化の石炭消費量は微増ながらも成長を続けるものと展望

SNG  パイプライン託送料金が高く、ほとんどのプラントが赤字
 エネルギー安全保障の観点から今後も推進の姿勢を示す見込み
 計画のあるSNGプラントが稼働すれば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（政治的要因に左右されるが石炭消費量は増加の可能性）

CTO  2013年ごろからオレフィン製造プラントが順次建設、稼働と拡大
 国際原油価格の水準が50～60ドル/バレルのときはCTOプラントに利益
 稼働率は高いがポリエチレン、ポリプロピレン等の需要が旺盛で生産不足状態
 原油価格低迷時には原料として石油・ガス系が選ばれる可能性
 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、

基本的には成長基調が想定される（石炭消費量の微増）

MEG  ポリエステルやぺットの原料として需要増加の見込みから新規計画が目白押しの状況
 一方、低価格の中東や米国からの輸入エチレングリコールとの競争激化
 市況悪化による設備投資・生産低迷が懸念（楽観的には石炭消費量の増加）

現代型石炭化学 → 石炭消費量は緩やかに増加見込み



中国の石炭化学製品の国際競争力
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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

【伝統型石炭化学】
コークス 今後も一定のコークスが輸出される見込み

アンモニア
メタノール

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

【現代型石炭化学】
石炭液化 原油価格70～80ドル/バレルが採算ラインであるため、現状の原油価格では

経済性がない

SNG 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低
く設定されているため、利益が出せない状態

CTO
MEG

利益率が高く、好調な生産。国際競争力も以下の4つの理由から高い。
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一体運営が可能
特に陝西省楡林を代表とする中国西北部の内陸部では、低価格の石炭を利用
した化学製品の製造が可能



中国の石炭化学が石炭国際市場に及ぼす影響
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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

 中国の石炭化学は、現代型石炭化学産業を中心に石炭需要が増加
 伝統型石炭化学に係る石炭消費量は、今後横ばいないし減少していく趨勢であると展望
 現代型石炭化学の石炭液化と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、一定の成長が見込まれ石炭需要は増加

 中国政府の方針は、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
 中国政府の新規石炭化学プロジェクトの認可条件は石炭の純移出省であること

 たとえ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

結論 → 内陸主要産炭地にて国内炭を使用するため、
石炭国際市場に及ぼす影響は限定的

石炭消費量増加量 → 数千万トン～1億トン

内蒙古オルドス、陝西省楡林、寧夏省寧東、新疆准東
の4地域を重点地域に指定
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ご清聴ありがとうございました


