
【地球温暖化】 石炭ガス化技術   
 

中国は石炭のグリーン化を志向 
 
 石炭は、中国にとって、経済発展の原動力であるとともに、汚染源でもあった。しかし、

世界一急速な経済成長を遂げる同国は、発展を維持するために、今後も数十年に渡り石炭

に依存することになろう。ただし、これまでと異なるのは、温室効果ガスの排出削減に関

する約束を果たすために、より環境に配慮した方法で石炭を利用していることである。 
 
 科学技術部のデータによれば、中国の経済はこの 30 年で躍進を遂げ、過去 10 年の年間

成長率は 8%を超えるものであった。それに伴い、エネルギー消費量も急増した。現在、

中国はエネルギー使用量の約 70%を石炭で賄っており、そのほとんどが電力部門や鉄鋼産

業で使用されている。世界 大の石炭の生産者であり、かつ、消費者である同国は、経済

発展のためにより多くのエネルギーを必要とすることから、石炭に対する需要が絶対値で

増加し続けている。 
 
 しかし、中国は石炭を非効率な方法で大量燃焼してきたため、深刻な汚染の原因になっ

た。その結果、中国は、欧米諸国から頻繁に非難され、「世界 大の汚染源排出国」のレッ

テルを貼られることになったのである。「二酸化硫黄排出の 70%以上が石炭の燃焼と関連

があるため、石炭の消費が中国における主要な汚染原因になっている」と、中国社会科学

院の Shi Dan 研究員は説明した。それは、中国のエネルギー安全保障に対する脅威でもあ

ると、専門家たちは警鐘を鳴らす。 
 
 しかし、中国はいまだに産業化や都市化を順調に進めている途上国であり、エネルギー

需要が増大している。石炭が豊富な山西省（Shanxi Province）で 2010 年 9 月 16 日～18
日に開催された中国（太原）国際エネルギー産業エキスポ（China (Taiyuan) International 
Energy Industry Expo）に参加した政府の役人、専門家、企業は、「中国は、今後も数十

年に渡り、エネルギー供給の大部分を石炭に依存することになる」という認識で一致した。

また、エネルギー問題に対処するに当たっての鍵は、クリーンテクノロジーを利用するこ

とにより石炭の消費を一層グリーン（環境に優しい）にし、再生可能エネルギーやクリー

ンエネルギーの使用比率を増やして石炭への依存を徐々に減少させることであろう、と述

べた。 
 
圧倒的な石炭 
 中国のエネルギー総消費量は、2009 年に標準石炭注1換算で 30 億トンを超えたが、その

うちの 68.7%は石炭であった。政府の予備調査によれば、毎年の GDP 成長率を 8%と仮定

した場合、一次エネルギー需要は、2015 年までに標準石炭換算で 42 億トンに達すると考

                                                 
注1 標準石炭１トン＝石油 0.7 トン 
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えられている。国家エネルギー局 Fang Junshi 氏の 2010 年 6 月の予測によれば、およそ

38 億トンが石炭になるだろうとのことである。 
 
 「現在だけでなく、今後 40～50 年は、中国のエネルギーミックスにおいて石炭が圧倒

的な状況が続く」中国工程院の学士院会員である Ni Weidou 氏はこのように述べた。同氏

の予測によれば、中国は今後 40 年で 900 億トン以上の石炭を消費し、エネルギー総消費

量に占める石炭の比率は 35%以上になるとのことである。「経済を押し上げるためにこの

まま大気汚染と非効率的な石炭の消費を続けた場合に、あと何年発展が続くか想像するこ

とができない」と、商務部の Gao Hucheng 副部長は言う。 
 
 さらに、石炭需要の伸びは、次の 10 年で二酸化炭素（CO2）の排出量を削減するという

政府の計画と乖離している。政府は昨年、2020 年までに GDP 1 単位当たりの CO2排出原

単位（emission intensity）を 2005 年対比で 40～45％削減することを誓約した。また、

第 11 次五カ年計画（2006～2010 年）の中で、2010 年までの 5 年間でエネルギー消費を

GDP 対比で 20%削減すると発表している。温家宝首相は、2010 年 9 月に天津で、第 11
次五カ年計画の 初の 4 年で GDP 1 単位当たりのエネルギー消費量が 15.6%減少したと

語った。 
 
 Gao 副部長は、エネルギー効率が良く、環境に優しい経済成長の道を模索することは、

中国にとって「喫緊の」課題であるため、エネルギー部門に対してさらに厳しい要求を突

きつけることになった、と述べた。こうした目標を設定した結果、政府は、石炭使用に適

用するよりクリーンな技術を開発し、将来の代替エネルギーとして有望な再生可能エネル

ギーや新エネルギーの使用を拡大するための対策を加速させた。「大規模に石炭を利用でき

るか否かは、長期的には、現在および新たな競合するエネルギー源と比較して、コストお

よび環境面の双方で競争力のある技術をいかに早く導入できるかによるだろう」国際エネ

ルギー機関グローバル・エネルギー・ダイアログ理事会中国プログラムマネージャーの

Jonathan Sinton 博士はこう語った。 
 
 石炭を直接燃焼するのではなく、クリーンで効率的に利用することは、中国が低炭素経

済を追求する上で極めて重要であり、また喫緊の課題でもあると、Ni Weidou氏は言った。

同氏は続けて「特に石炭のガス化（coal-to-gas）と、それに由来する複合的なエネルギー

生産システム（multi-production energy system）は、中国が直面するエネルギーの課題

に対する包括的な解決策である」と述べ、同国における大気汚染やエネルギー安全保障問

題を回避するために、この技術へ移行する取り組みを強化するよう求めた。 
 
 石炭ガス化技術とは、石炭を高温高圧で燃焼して石炭中の分子結合を破壊し、再結合す

ることによりさまざまな燃料や化学物質になるガスを生産するものである。ガスや石油が

供給不足に陥っていても、石炭は豊富に埋蔵しているため、経済発展の推進策として石炭
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ガス化技術を用いたプロジェクトを実施することが、従来からの政府の政策課題であった。

また、石炭をガス化する過程で CO2を回収、貯留する方が、石炭の直接燃焼時に回収、貯

留するより容易であろうと、Ni 氏は語った。さらに、石炭をガスに変換することは、石炭

をよりクリーンに利用する方法であり、消費時の温室効果ガス排出量が少ないガスの供給

を増やす方法でもある。同国は、これを試験的に導入している。 
 
中国 Shenhua CTL & CTC 研究所の Du Minghua 副所長によれば、現在中国は、内モ

ンゴル自治区、遼寧省、新疆ウイグル自治区で、年間に 151 億 m3 注2を生産する 4 件の石

炭ガス化パイロットプロジェクトを開始したところである。これらのプロジェクトは、

2011 年～2013 年に運用が開始される予定である。中国海洋石油総公司（China National 
Offshore Oil Co. : CNOOC）の Fu Yucheng ゼネラルマネージャーによれば、同社は、山

西省の石炭ガス化プロジェクト（今後 5 年で年間 100 億 m3を生産）に 大 1,000 億元を

投資する意向とのことである。 
 
代替案 
 石炭に依存している中国は、同国のエネルギー需要を満たすため、また、環境問題や持

続可能な発展に対する懸念から、再生可能エネルギーや新エネルギーにも関心を向けてい

る。風力、水力、ソーラー、原子力といった、よりグリーンなエネルギーの開発は、経済

発展を後押しするための政府の政策課題であった。政府は昨年、2020 年までにエネルギー

容量のうち少なくとも 15%を風力、ソーラーなどの再生可能エネルギー源から生み出し、

化石燃料の消費量を現行の 85%にまで削減するという計画を発表した。今日のエネルギー

ミックスにおける化石燃料の比率は、91%である。 
 
 2010 年 8 月初旬に発表された China Securities Journal 誌は、国家情報センターから

の情報を引用して、中国は工業発展計画の下で、今後 10 年で再生可能エネルギープロジ

ェクトに 5 兆元投資する計画であると述べている。 
 
「世界中で進んでいる新エネルギー産業の育成という点で、中国は大きな前進を遂げた」

と、Li Xueyong 科学技術部副部長は言った。たとえば、2009 年末までに風力発電の総設

備容量は、17,580 メガワットに達し（2000 年対比で 51 倍）、また、ソーラーパワーの容

量は 230 メガワットに達した（2000 年対比で 7.7 倍）。 
 
 Jonathan Sinton 博士は、中国政府は、コスト競争力のギャップに取り組み、商業化前

の段階にある研究開発への助成を拡大するために、過去を凌ぐレベルで目標とする技術政

策を推し進めなければならないと言う。科学技術部によれば、中国は、第 11 次 5 カ年計

画で、省エネ技術および CO2 排出削減技術の研究開発に 100 億元を割り当てた。Li 

                                                 
注2 （編集部注）原文では 15.1 m3（15.1 cubic meters）となっていたが、151 億 m3（15.1 billion cubic meters）

の誤りであると推定される。 
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Xueyong 副部長は、現在策定中の次の 5 年のための開発戦略では、新エネルギー産業に着

目して、この部門の技術研究開発に対する支援を拡大するだろうと話した。 
 
 

翻訳： NEDO（担当 総務企画部  吉野 晴美） 
 
出典：China Seeks to Play Green with Black Energy 
（http://english.cas.ac.cn/Ne/CN/201009/t20100919_59083.shtml） 
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