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中国国家発展改革委員会（NDRC）エネルギー研究所（ERI）

1980 年に設立。主に、エネルギー開発のための戦略、計画、政策、法律、基準について、
中国政府や民間企業に科学的・技術的な助言を行っている。ERI の研究活動は、エネ
ルギーの生産・供給・消費に関するあらゆる分野を網羅しており、特にエネルギー
経済とその戦略、エネルギー効率、エネルギー環境と気候変動、自然エネルギーの
分野における政策研究に重きを置いている。

ローレンス・バークレー国立研究所

カリフォルニア大学バークレー校の物理学者アーネスト・オーランド・ローレンス
が 1931 年に設立。ローレンスは、円形粒子加速器サイクロトロンの発明で高エネ
ルギー物理学の道を開き、1939 年にノーベル物理学賞を受賞した人物で、科学研
究は、多彩な分野の専門家がチームを組んで協力してこそ最高の成果を生むという
信念を持っていた。同研究所は、学際的なチームを組み、科学発見を生むための最
先端の研究ツールを創り出し、画期的な基礎科学を育むことで、エネルギー・環境
の諸問題に革新的な解決策を導き出している。

ロッキーマウンテン研究所（RMI）

1982 年以来、クリーンで豊かな安心できる未来を創造するために、市場を基盤と
して世界のエネルギー消費を変革する施策を推進してきた。RMI は、独立系・非営
利のシンクタンクおよびドゥタンク（think-and-do tank）として、政府、企業、
地域社会などの組織と連携し、「化石燃料」から「エネルギー効率化と自然エネルギー
導入拡大」へ、コスト効果の高い移行を牽引できる方策モデルを推進・普及している。

中国エネルギー財団

1999 年設立。中国における持続可能なエネルギーの開発に資金援助を行う慈善団体。
能源基金会北京事務所として民政部に登録されており、中国国家発展改革委員会の
監督下に置かれている。米国カリフォルニア州サンフランシスコを拠点とするエネ
ルギー財団の下部組織である。
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本レポートについて

ロッキーマウンテン研究所（RMI）は、米国が収益性を損
なわずに 2050 年までに石炭と石油から脱却する方法につ
いて、34 年間かけて研究し、その集大成として 2011 年に

“Reinventing Fire: Bold Business Solutions For the 
New Energy Era”（邦題：『新しい火の創造 エネルギーの不
安から世界を解放するビジネスの力」）を出版した。時を同じ
くして、エネルギー研究所（ERI）とローレンス・バークレー
国立研究所（LBNL）の中国エネルギーグループは、中国でエ
ネルギー効率化と自然エネルギー導入拡大を積極的に進める
ポテンシャルをモデル化して理解する研究に、数十年かけて
取り組んでいた。

2013 年、この 3 つの研究所が力を結集した。そして、クリーン
かつ低炭素で、効率性、安全性、信頼性、コスト効果に優れ
た近代的エネルギーシステムを求める声の高まりに応えて、
中国でエネルギー効率化と自然エネルギー導入拡大を進める
道筋に関して、共通のファクトベースをとりまとめた。本レ
ポートでは、３つの研究所による３年間の共同研究から、特
に重要な考察を集約した。

中国エネルギー財団はこの事業を支援し、助言と資金を提供
した。また、研究のために無条件で利用できる寄付金が 36 の
財団・個人から寄せられ、RMI に集まる寄付金からも一般助
成が行われた。中国政府からも、リソースや分析の直接提供、
および研究へのバックアップなどのご支援をいただいた。

執筆陣は、最善の公開情報とデータをもとに、正当なファク
トベースを構築することに努めた。そして研究チーム全体で、
すべてのデータを慎重に検証するとともに、適切な分析手段
をとるよう最善を尽くした。本レポートに誤りや遺漏がある
場合、その責任は執筆陣の所属研究所ではなく、執筆陣に帰
するものとする。

執筆陣一同、この取り組みの成功のために惜しみない支援を
くださった数多くの専門家、寄付者、支援者に感謝する。特に、
本研究の指導と大幅な改善に携わっていただいた諮問委員と
海外の識者からなる査読者の方々には、格別の感謝を捧げる。

研究チーム：
太字は研究チームリーダー。

エネルギー研究所
Dai Yande、Bai Quan、Fu Guanyun、Gu Lijing、 
Kang Xiaowen、Tao Ye、Tian Zhiyu、Xiong Huawen、 
Yang Hongwei、Yi Wenjing、Zhang Jianguo、 
Zhu Yuezhong
協力者：Yu Wangxia

ローレンス・バークレー国立研究所
Lynn Price、David Fridley、Ali Hasanbeigi、 
Nina Khanna、Hongyou Lu、Feng Wei、Nan Zhou
協力者：Gang He、Lixuan Hong、Jing Ke、 
Xu (Angela) Liu、Bo Shen

ロッキーマウンテン研究所
Jon Creyts、Josh Agenbroad、Michael Bendewald、 
Brett Bridgeland、Kate Chrisman、Kendall Ernst、 
Ellen Franconi、Claire Henly、Yi Ke、Ruosida Lin、 
Robert McIntosh、David Mullaney、Clay Stranger、 
Eric Wanless、Daniel Wetzel、Cyril Yee
協力者：Evan Bouchier、Kitty Bu、Maiyue Cheng、 
Yifan Jia、Becky Li、Ting Li、Sha Liu、Amory Lovins、 
Darrin Magee、Zihe Meng、Meiling Shi、Jiayin Song、 
Kerui Zhou、Zeqi (Zach) Zhu

規制支援プロジェクトのMax DupuyおよびFrederick 
Westonにもご尽力いただいた。

日本語訳：本概要版は英語を原文とし、公益財団法人自然エ
ネルギー財団が日本語訳を行った。翻訳にあたり、原文の意
味をできるだけ忠実に保つよう最善を尽くした。本研究をよ
り広い読者層に届けるサポートをしてくださった自然エネル
ギー財団に感謝する。

文献引用時の推奨表記：新しい火の創造：中国―中国におけ
るエネルギー消費と供給の変革に向けた 2050 年へのロード
マップ、概要版。共著：エネルギー研究所、ローレンス・バー
クレー国立研究所およびロッキーマウンテン研究所。2016
年刊。
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主に化石燃料に支えられた高度経済成長が数十年続いていた中
国で、2014 年 6 月、習近平国家主席が「エネルギーの生産お
よび消費の変革」を提唱した。2014 年 11 月、習主席はこの
提唱を強め、二酸化炭素（CO2）排出量のピークを 2030 年前
後とする国家目標を打ち立て、さらに、ピーク到達をできる限
り前倒しし、一次エネルギー消費量に占める非化石燃料比率を
2030 年までに 20% 程度に引き上げるよう最善を尽くすと表
明した。2015 年 6 月、中国政府は目標に向けた取り組みをさ
らに進め、2030 年までに国内総生産（GDP）当たりの CO2

排出量を 2005 年比で 60 ～ 65% 削減する新たな目標を掲げ
た。2015 年 12 月には、世界全体の平均気温の上昇を 1.5℃
～ 2℃に抑え、温室効果ガス（GHG）排出量ピークアウトの早
期実現を目指すパリ協定を支持し、上記の目標達成を中国の国
際公約とした。

国内外に向けたこの公約を中国が達成するには、これまでのエ
ネルギー需給パターンからの抜本的な脱却が必要だ。「新しい火
の創造：中国」では、習主席の提唱に応え、コスト効果の高い
エネルギー削減を実現するとともに、環境面およびエネルギー
安全保障面を大幅に改善できるエネルギー・ロードマップを策
定している。

はじめに

課題

中国の一次エネルギー消費量は、1980 ～ 2012 年の間に 6 倍
以上はね上がった（平均年間増加率 6%）。それに比べ、世界全
体の一次エネルギー消費量の増加は、同じ期間で 1.8 倍に留まっ
ている（平均年間増加率 2%）。中国では、経済の急成長に、エ
ネルギーシステムの効率化が追いついていないのだ。2012 年、
世界全体の一次エネルギー消費量の 22% を中国が占めたのに
対し、中国の GDP は、世界全体の GDP の 9%（市場為替レー
ト）または 16%（購買力平価（PPP）為替レート）にすぎない。
中国の単位 GDP 当たりのエネルギー消費量は、先進国の 4 ～
6 倍となっている。

豊富な石炭資源に恵まれた中国は、長年にわたって炭素集約度
の高い開発に依存していた。先進国の多くが石炭、石油、ガス
の時代から自然エネルギーの時代へと移行しつつあり、中国で
も自然エネルギーの導入に多額の投資が行われているにもかか
わらず、中国の電源構成は今も石炭が中心となっている。これ
までの開発は、中国の発展を推し進め、経済を成長させ、都市
化し、何百万人もの人々を貧困から救ったが、その手法を踏襲
する限り、中国が掲げる 2 つの 100 年経済目標 i や、「美しい
中国」のビジョンや、国際公約の GHG 排出量削減目標は、達
成できない。

環境問題と気候変動に対応するには、化石燃料に大きく依存し
た中国のエネルギーシステムを変革しなければならない。全国
的に見ると、都市部の住民の 30% が環境基準以下の大気汚染
にさらされている。また、農村部の 3 億人が衛生的な水へのア
クセスがなく、都市部の 9,000 万人が国家水質基準を下回る飲
料水を飲んでいる。現在、中国の 25 の省でスモッグや大気汚
染が発生し、6 億人を超える人々に影響を与えている。なかに
は、年間 200 日もスモッグが発生する都市もある。高濃度の
粒子状物質（PM）が、呼吸器系や心血管系に害を及ぼし、人々
の健康を脅かしている。酸性雨の被害が大きい都市も多い。一
部の地域では、重金属や残留性有機汚染物質（POP）の排出に
よる汚染も深刻である。

i   2つの100年目標とは、中国共産党創立100周年に当たる2021年までに
中国のGDPを2010年比で倍増させることと、中華人民共和国建国100周
年の2049年までに「中等先進国」の水準に達することである。
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世界は気候変動をめぐって重要な局面を迎えており、既に多く
の国で対策が講じられている。2010 年、ドイツは 2050 年
までに一次エネルギー消費量を 1990 年比で 50% 削減し、自
然エネルギー比率を 60% に拡大することを提言した 1。2011
年、欧州委員会は、2020 年までに 1990 年比でエネルギー
効率を 20% 引き上げ、自然エネルギー比率を 20% に拡大し、
一次エネルギー消費量を 20% 削減するためのロードマップを
発表した 2。また、デンマークは、化石燃料や原子力を全く使
用しないエネルギーシステムの構築を 2011 年に提案した 3。
2014 年 11 月の気候変動対策に関する米中共同声明と、その
後 2015 年 3 月に提出された約束草案において、米国は 2025
年までに GHG の正味排出量を 2005 年比で 26 ～ 28% 削減
すると表明した 4,5。2015 年 12 月のパリ協定に向けて、約
200 カ国が 2025 年または 2030 年までの GHG 排出量削減
目標とその施策をまとめた約束草案を提出した。2016 年 4 月
には、175 カ国がパリ協定に署名し、その GHG 削減目標の達
成を誓った。

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の第 5 次評価報告書に
よると、産業革命前からの地球の平均気温上昇を 2℃以内に留
めるためには、世界全体の GHG 排出量を 2010 年から 2020
年の間にピークアウトさせ、2050 年の排出量を 2010 年比で
41 ～ 72% 削減する必要がある。中国は世界最大の CO2 排出
国で、その総排出量は、米国と欧州連合（EU）の排出量合算値
にほどなく並ぶだろう。世界の CO2 排出量増加の最大要因を
生んだ国として、中国は GHG 排出量を制御し、より大きな国
際的責任を負う意向を表明している。二酸化硫黄（SO2）排出
の 90%、窒素酸化物（NOx）排出の 67%、煤塵の 70%、大
気中の水銀の 40% が人間の活動に由来し、CO2 排出の 70%
が石炭の燃焼に起因することから、化石燃料（特に石炭）に大
きく依存するエネルギー開発モデルは、環境に悪影響を与える
のみならず、社会経済の発展にとっても大きな損失となる恐れ
があるのだ。

3 億人の生活の都市化、国の経済成長、全国民のための福祉の
大幅な向上を目指す中国は、過去 30 年間と同じ道をたどるわ
けにはいかない。過去数十年間、中国の発展は、高投入、高消費、
高汚染、高スピード、低生産、低効率、低技術を特徴としてきた。
しかしこのモデルは、国家の最も重要な目標を実現するには明
らかにふさわしくないことがわかってきた。これからの中国は、
新たな道を切り開き、他の中所得国が近代化するための模範を
示していかなければならない。今までとは異なるエネルギー消
費と生産の方法をさぐり、近代化のための新たな誘導策を開発
し、市場原理を活用し、中国のエネルギーシステムの再構築を
加速させる必要がある。
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INTRODUCTION

「新しい火の創造」のアプローチ

「新しい火の創造：中国」では、綿密な分析に基づき、2050 年
に向けた画期的なエネルギーロードマップを提示している。コ
スト効果の高いエネルギー効率化と自然エネルギー導入を最大
限推し進めることにより、中国のエネルギー需要に対応し、エ
ネルギーの安全保障と環境の質を改善するという道筋である。 

「新しい火の創造：中国」では、保守的で実現可能なアプロー
チをとっている。
•  すでに商業ベースで利用可能なコスト効果の高い技術と、自

然な技術向上のみを前提として分析が行われた（将来の革新
的技術の利用は前提にしていない）。

•  CO2 排出量には、明確な価格をつけていない。（ただし、中
国には炭素排出量取引制度の試験的な構想があり、第 13 次
五カ年計画の期間には、国として排出量取引制度を開始する
ことが約束されている。） 

•  公衆衛生や環境の質といった外部経済便益は、費用計算に含
まれていない。

「新しい火の創造：中国」では、2 つの異なるシナリオを比較分
析している。 
•  参照シナリオ：2010 年時点の政策がそのまま続き、自然な

技術向上が進む前提のシナリオ。
•  「新しい火の創造」シナリオ：すでに商業ベースで利用可能な

コスト効果の高いエネルギー効率化と自然エネルギー導入を
可能な限り推進するシナリオ。

この分析結果を踏まえて、工業、建築物、運輸、エネルギー変
換（経済にエネルギーを投入するプロセス。主に電力）の 4 つ
の主要経済部門において、高効率・低炭素な未来に向かう道筋
を提示している。

本プロジェクトの研究が続いた 3 年の間に、中国を取り巻く
環境は変化した。2012 年第 1 四半期から 2015 年第 1 四半
期にかけて、設置された太陽光発電モジュール価格が約 31%6、
リチウムイオン電池価格が約 40%7、それぞれ下落した。ま
た、石油や天然ガスの輸入依存度が高まった。米国と中国が野
心的な GHG 排出量削減目標を掲げた。さらに、経済成長の鈍
化により中国の GDP 目標が下がったため、分析チームはその
後、レポートで使用するデータと前提を再検討をせざるを得な
くなった。この分析では、入手可能な最新のデータと分析結果

が用いられている。

経済成長の減速にもかかわらず、中国政府は「環境に優しい文
明」を築くことを誓い、習主席のエネルギー変革の公約はさら
に強固なものとなった。第 13 次五カ年計画には、この変革に
必要な多くの概念が導入されている。こうした社会変化を受け、
本レポートで提示する「新しい火の創造」実現の道筋と行動計
画は、ますます重要性を増している。

「新しい火の創造：中国」のアプローチは、4 段階の方法論から
成る。
1) 需要を削減する 
2) 最大限効率的に需要を満たす
3) 実践的な場合には需要を電化する 
4) 自然エネルギーまたは低炭素なエネルギー源に移行する

本研究では、各段階で十分な利益が確保されるように、全体シ
ステム思考を取り入れている。例えば、「新しい火の創造」の戦
略では、建築物・工業部門においてコスト効果の高い効率化対
策を積極的に追求している。こうした効率向上により、中国の
石炭消費が減少し、それまで石炭を輸送していた鉄道に空き容
量が生じる。この空き容量を利用して、貨物輸送の手段を道路
から鉄道に移行すれば、ディーゼル車は不要になり、道路の摩
耗や亀裂も減り、セメントの需要も減少して、さらに石炭を削
減することができる。このように統合的アプローチで考えるこ
とで、この分析研究で提示するような、エネルギー、排出、資
本の削減というサイクルが生じる。

「新しい火の創造：中国」 は、主要な人口動態、経済、技術面
の要因に基く中国の将来的なエネルギー需要を、詳細にボトム
アップで積み上げて評価したものである。この研究では、世界
中の事例を 75 以上研究して仮説の修正を重ね、科学的なモデ
ルを構築し、それを活用した。そして、炭素とエネルギーの削
減のためにすでに講じられている施策を 1,000 件以上検討した。
さらに、中国の優秀なエネルギー専門家 14 人による諮問委員
会が、分析研究期間中 10 回にわたって研究チームと会合を重
ね、指導や助言を行った。他にも、主要な省庁やシンクタンク、
協会、大学の数多くの中国人専門家から、意見や科学的批評を
いただいた。研究結果は、著名な海外の有識者にも査読しても
らっている。次の章では、主な研究結果を概説する。
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主な研究結果
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  参照シナリオの一次エネルギー　　 「新しい火の創造」シナリオの一次エネルギー
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0

「新しい火の創造」が示す道筋は、経済成長の減速状態、すなわち「新常態（ニュー・ノーマル）」
における GDP、人口、都市化率を前提とした現在の中国の成長計画に対応している。「新しい火
の創造」シナリオは、まず一次エネルギーの需要を減らし、非化石エネルギーの比重を拡大して
残りのエネルギー需要を賄う。そして、中国政府の目的に沿って、環境への影響を大幅に減少し
ながら 2050 年までに 600% の GDP 成長を達成しようとするものである。

主な研究結果

1
図 ES1：一次エネルギーと非化石エネルギーの比率の動向
2010 ～ 2050 年、参照シナリオと「新しい火の創造」シナリオ *

一次エネルギー 
需要の減少

非化石エネルギー 
比率の増加

  参照シナリオの非化石エネルギー比率　　 「新しい火の創造」シナリオの非化石エネルギー比率

想定されるモデルのデータ

2010 2020 2030 2040 2050

GDP　 
兆USドル（2010
年は実数）

6.0 12.0 20.7 31.0 41.4

人口　10億人 1.34 1.42 1.44 1.42 1.37

都市化率　 
パーセント

50 60 68 74 78

* 一次電力は直接等価法を用いて一次エネルギーに換算した（IPCCの換算法に合致）訳注）

出典：中国エネルギー研究所による一般均衡経済モデル、「新しい火の創造：中国」チームによる分析

訳注）
１． 一次電力：水力、風力、太陽光、潮力、波力などの自然資源から得られる電力。IEA Energy Statistics Manual (P.39) 参照。 

https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/statistics_manual.pdf
２． 直接等価法：IPCCの“Special Report of the Intergovernmental panel on Climate Change”Annex II (P.181) 参照。 

https://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/srren/SRREN_FD_SPM_final.pdf 
和訳「再生可能エネルギー源と気候変動緩和に関する特別報告書」（P.20)  https://www.env.go.jp/earth/ipcc/special_reports/srren/pdf/SRREN_Ch01_ja.pdf
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工業、建築物、運輸部門のエネルギー需要を削減する戦略により、2050 年には、2010 年とほ
ぼ同量のエネルギーで、格段に成長した中国経済を支えることが可能になる。「新しい火の創造」
シナリオでは、2050 年の中国の一次エネルギー需要の増加幅は、2010 年比で 1% 以内に収まる。
参照シナリオが想定する 2050 年の中国の一次エネルギー需要から 47% も削減しながら、中国
の成長目標の達成に必要なエネルギーを賄うことができる。

2
図 ES2：一次エネルギー需要の削減
2010 年と 2050 年の状況、参照シナリオと「新しい火の創造」シナリオ

 運輸部門

 建築物部門

 工業部門

2010

3,370

6,390

3,400

2050年の 
参照シナリオ

エネルギー需要の 
削減量

2050年の 
「新しい火の創造」 

シナリオ

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

-47%

* 一次電力は直接等価法を用いて一次エネルギーに換算した（IPCCの換算法に合致）
出典：「新しい火の創造：中国」チームによる分析
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「新しい火の創造」シナリオでは、中国の工業、建築物、運輸部門の一次エネルギー消費量は、参
照シナリオより早く、低い値でピークを迎える。エネルギー削減量が累積で最も多いのは工業部門
である。「新しい火の創造」シナリオでは、工業部門の一次エネルギー消費量は、参照シナリオよ
り 13 年早い 2020 年に 27% 低い値でピークとなる。建築物部門の一次エネルギー消費量のピー
クは、参照シナリオでは 2045 年、「新しい火の創造」シナリオではそれより 14 年早い 2031 年
となっており、ピーク値も 40% 低い。運輸部門の一次エネルギー消費量は、参照シナリオでは

2050 年まで増加するが、「新しい火の創造」シナリオでは 2035 年にピークを迎え、その値は参照シナリオの 2050
年値より 41% 低い。各部門の累積エネルギー削減量（40 年間にわたる 2 本の線の間の部分）は、工業部門が 31,600
百万石炭換算トン（Mtce）、建築物部門が 22,100 Mtce、運輸部門が 17,400 Mtce だった。

3

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

工業部門  参照シナリオ　 「新しい火の創造」シナリオ　  累積エネルギー削減量　2010～2050年  

4,000

3,000

2,000

1,000

0

「新しい火の創造」シナリオ 
のピーク： 

2020年の2,430 Mtce

参照シナリオのピーク： 
2033年の3,340 Mtce

図 ES3：各部門における一次エネルギー消費のピークの動向
2010 ～ 2050 年、参照シナリオと「新しい火の創造」シナリオ

* 一次電力は直接等価法を用いて一次エネルギーに換算した（IPCCの換算法に合致）
出典：「新しい火の創造：中国」チームによる分析

建築物部門
 参照シナリオ　 「新しい火の創造」シナリオ　  累積エネルギー削減量　2010～2050年 

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
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「新しい火の創造」シナリオ 
のピーク： 

2031年の1,370 Mtce

参照シナリオのピーク：  
2045年の2,290 Mtce

運輸部門
 参照シナリオ　 「新しい火の創造」シナリオ　  累積エネルギー削減量　2010～2050年 
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参照シナリオのピーク： 
ピーク未到達。2050年には 

1,720 Mtce

KEY FINDINGS

「新しい火の創造」シナリオのピーク： 
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KEY FINDINGS

各部門でエネルギー削減を推し進めるには、新旧さまざまな経済的需要を削減する戦略を積極的
に追求する必要がある。下図は、2050 年までのエネルギー削減のポテンシャルを表したもので、
部門ごとの貢献の比較と、エネルギー削減を生む主な戦略が明示されている。エネルギー変換部
門でも、電力とエネルギー供給の効率化により直接・間接的にエネルギーが削減されるが、エネ
ルギー削減の 90% は工業、建築物、運輸の 3 部門で達成される。エネルギー削減のポテンシャル
の相対的な割合は、時とともに変化する。2044 年までは、エネルギー削減の機会が最も多いの

は工業部門である（図には示されていない）。しかし 2050 年までには、高成長を続ける建築物・運輸部門のエネルギー
削減のポテンシャルの方が高くなる。

4

 エネルギー変換における間接的削減

 各部門の直接的削減

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

-

2010

3,370

6,390

2050年 
参照シナリオ

工業部門 建築物部門 運輸部門 エネルギー変換
部門

2050年 
「新しい火の創造」 

シナリオ

・ 構造の転換
・ 生産需要の削減
・ エネルギーの効率化
・ 脱炭素化

・ 建築の工業化
・ 統合的でパッシブな

設計
・ 超高効率の設備・機

器
・ スマートシステム
・ クリーンエネルギー

技術

・ 移動の削減
・ 構造の最適化
・ 燃料の転換
・ 効率の改善

・ 効率的かつクリーン
で柔軟な集中型発電

・ 効率的かつクリーン
な分散型発電、消費、
蓄電

・ スマートグリッド

消費者の 
エネルギー変換における 

間接的節減

* 一次電力は直接等価法を用いて一次エネルギーに換算した（IPCCの換算法に合致）
出典：「新しい火の創造：中国」チームによる分析

図 ES4：各部門におけるエネルギー削減への貢献
2010 ～ 2050 年、参照シナリオと「新しい火の創造」シナリオ
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18 | 

エネルギー需要の削減により、一次エネルギーに占める非化石エネルギー比率を 2050 年までに大幅に
拡大することが可能になる。需要を削減することで、石炭と石油の消費量が徐々に減少し、2050 年ま
でには化石エネルギー比率が参照シナリオの 82% から「新しい火の創造」シナリオの 66% に縮小され
る*。2050 年には、「新しい火の創造」シナリオにおける石油の需要は、参照シナリオよりも 61% 減少、
天然ガスの需要は 22% 減少する。「新しい火の創造」シナリオでは、石油需要のピークは 2033 年、天
然ガス需要のピークは 2045 年となる。2050 年の一次エネルギーに占める石炭の比率は、参照シナリ
オでは 45%、「新しい火の創造」シナリオでは 30% となり、2050 年の「新しい火の創造」シナリオ

における石炭の消費量は、2010 年の実消費量および 2050 年の参照シナリオの消費量と比べて 60% 以上も削減される。

一次電力をエネルギーの標準単位にそろえる IPCC の換算法を用いると、中国のエネルギー需要に占める非化石・非排出資源
の比率は、「新しい火の創造」シナリオでは 2030 年に 13%、2050 年に 34% となる。2010 年時点ではいずれも 4% だった
ので、大幅な上昇である。「中国の発電所石炭消費（PPCC）換算法」ii を用いて一次エネルギーを換算すると、非化石エネルギー
比率は 2030 年に 28%、2050 年に 55% となる。

5

図 ES5：一次エネルギーの燃料構成の動向 *
2010 ～ 2050 年、参照シナリオと「新しい火の創造」シナリオ
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参照シナリオ

ii  直接等価法と中国の発電所石炭消費（PPCC）換算法の違いについての詳細は、以下の文献を参照。J.ルイス（Lewis, J.）、 
D.フリドリー（Fridley, D.）、L.プライス（Price, L.）、H.ロ（Lu, H.）、J.ローマンキウィクス（Romankiewicz, J.）、2015年「中国の非化石
エネルギー目標を理解する（Understanding China's Non-Fossil Energy Targets）」Science 350巻 6264号：1034～1036頁
* 一次電力は直接等価法を用いて一次エネルギーに換算した（IPCCの換算法に合致）
出典：「新しい火の創造：中国」チームによる分析
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IPCC 4% 7% 8% 12% 18%

PPCC 11% 17% 21% 28% 38%

2010 2020 2030 2040 2050

IPCC 4% 9% 13% 23% 34%

PPCC 11% 21% 28% 42% 55%
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 石油

 天然ガス

 石炭：変換

 石炭：最終用途

一次エネルギーに占める非化石比率
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2050 年には、非化石・非排出の電源で、中国の電力需要の 82% を賄うようになる。自然エネ
ルギーだけで、需要全体の 68% を賄える。「新しい火の創造」シナリオでは、2050 年までに
1 人当たりの年間電力消費量が約 7,900kWh に増加する。この数値は、現在のオーストリアや
シンガポールとほぼ同等の水準である。6

図 ES6：発電量の動向
2010 ～ 2050 年、参照シナリオと「新しい火の創造」シナリオ
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2010  2020  2030  2040  2050

「新しい火の創造」シナリオ

 その他

 太陽光

 風力

 水力

 原子力

 天然ガス

 石炭
*「その他」とは廃棄物発電、バイオガス、稲わら、木材、地熱、海洋エネルギーなどである。
出典：「新しい火の創造：中国」チームによる分析
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エネルギーの需要と供給の転換を併せて進めることで、中国の石炭需要量、CO2 排出量、
一次エネルギー需要量は、より早く、著しく低い値でピークを迎える。「新しい火の創造」
シナリオが中国に提示しているのは、参照シナリオと比べて石炭消費量を 14 年早く 30%
低い値で、CO2 排出量を 11 年早く 34% 低い値で、一次エネルギー消費量を 5 年早く
33% 低い値でピークアウトするためのコスト効果の高い道筋である。

7
図 ES7：エネルギー関連の 3 つの主要な動向
参照シナリオと「新しい火の創造」シナリオにおける石炭消費量、CO2 排出量および一次エネルギー消費量

* 一次電力は直接等価法を用いて一次エネルギーに換算した（IPCCの換算法に合致）
出典：「新しい火の創造：中国」チームによる分析

石炭消費量  参照シナリオ　 「新しい火の創造」シナリオ
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「新しい火の創造」シナリオでの 
石炭のピークは 

2020年の2,880 Mtce

参照シナリオでの石炭のピークは 
2034年の3,990 Mtce

「新しい火の創造」シナリオでのCO2のピーク： 
2025年の9,590 MT CO2

参照シナリオでのCO2のピーク： 
2036年の14,600 MT CO2

「新しい火の創造」シナリオでの 
一次エネルギーのピーク： 

2034年の4,670 Mtce

参照シナリオでの一次エネルギーのピーク： 
2039年の6,990 Mtce
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中国は「新しい火の創造」シナリオのもとで、エネルギー需要を削減し、低炭素のエネルギー供給へと転換
することによって、経済的需要とエネルギーの増大とを大部分において切り離すことができる。その結果、
経済をエネルギー制約、そしてエネルギーに関連する環境的制約から解放することができる。エネルギー集
約度（単位 GDP 当たりの一次エネルギー量）は、2005 年比で 2020 年までに 42%、2030 年までに 64%、
2050 年までに 87% 低下する。「新しい火の創造」シナリオでは、中国の炭素集約度（単位 GDP 当たりの
CO2 排出量）は、2005 年比で 2020 年までに 53%、2030 年までに 74%、2050 年までに 93% 低下する。

8
図 ES8：エネルギー集約度と炭素集約度の低下
2010 ～ 2050 年、参照シナリオと「新しい火の創造」シナリオ

 参照シナリオ
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エネルギー集約度の低下（2005 年比）* 炭素集約度の低下（2005 年比）

* 一次電力は直接等価法を用いて一次エネルギーに換算した（IPCCの換算法に合致）
出典：「新しい火の創造：中国」チームによる分析
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中国の SO2 と NOx の排出量は、2050 年までに 85% 以上削減される。「新しい火の創造」
シナリオでは、二酸化硫黄（SO2）および窒素酸化物（NOx）の総排出量は、2050 年までに
2010 年比でそれぞれ 85% および 90% 削減される。中国における主な汚染物質の総排出量は、
2050 年には「改革開放」政策が始まった 1978 年より前の水準まで減少し、現在の米国およ
び EU の排出量より 25 ～ 30% 下回るようになる。

9
図 ES9：エネルギー由来の二酸化硫黄と窒素酸化物の排出量
2010 ～ 2050 年、「新しい火の創造」シナリオの成果

 SO2

 NOX 25
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出典：エネルギー研究所による排出量計算、
「新しい火の創造：中国」チームによる分析
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「新しい火の創造」シナリオは、コスト効果の高い、商業ベースで利用可能な技術の利用を前提
にしているため、このシナリオを実施すれば、中国のエネルギー費用を 21 兆人民元削減できる。

「新しい火の創造」シナリオを実施すると、2010 年から 2050 年までに参照シナリオと比べて
56 兆人民元（8.3 兆ドル）のエネルギー削減が見込まれる。このエネルギー削減に必要な新規
投資額は、参照シナリオより 35 兆人民元（5.2 兆ドル）多いと見込まれる。したがって、削
減の正味現在価値は 21 兆人民元（3.1 兆ドル、数値はすべて 2010 年の実質値）となる。

10
図 ES10：「新しい火の創造」シナリオの正味現在価値*

2010 ～ 2050 年、参照シナリオからの増分
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* 中国におけるエネルギー費用の見積もりは、入手できるデータが限られているため困難な場合が多い。そのため、費用の見積もりは 
国内および海外の情報源をもとに行われた。グラフに示されている幅は、利用した見積もり方法によって変わる振れ幅を示している。
出典：「新しい火の創造：中国」チームによる分析
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各部門の概要

03



工業部門

「新しい火の創造」の戦略がもたらす 2050 年の中国では、工
業のエネルギー効率が世界水準となり、炭素中心の燃料から脱
却する。

工業は中国経済の中心となる部門であり、1970 年代後半から
国の GDP 全体の約 45% を生み出している。現在、中国はほとん
どの工業製品において世界最大の生産国である。その背景にあ
るのは、急速な都市化のニーズとそれに伴う国内商品の消費拡
大と輸出増加に対応するために、エネルギー集約型の原材料と
製品の需要が増えたことである。中国の工業のエネルギー効率
は過去 10 年間で向上したとはいえ、一方で主な工業分野のエ
ネルギー集約度は、世界に後れをとっている。その結果、中国
の工業部門は国の一次エネルギーの 66% 以上を消費している。

各部門の概要

そのエネルギー量は、米国の建築物部門と運輸部門を合わせた
量を上回る。近年、中国では GDP 成長の減速に伴って工業活
動が沈滞しているが、「新しい火の創造」のビジョン全体を中
国で実現するには、工業部門は引き続き重要な鍵を握ることに
なる。

「新しい火の創造」シナリオでは、中国が新たな産業革命の波
を起こす。そして、工業部門ではエネルギー消費量と CO2 排
出量が運輸・建築物部門より早くピークを迎える。「新しい火
の創造」シナリオのもとでは、主に高付加価値の分野を中心と
して、工業部門は 55 兆人民元の成長を遂げる（2010 年から
5 倍増加）。工業部門の一次エネルギー消費量は、2030 年には
参照シナリオより 990 Mtce（30%）少なく、2050 年には
840 Mtce（35%）少なくなる。2010 年と比べると、2050
年には絶対値で 30% 減少することになる。

図 ES11：工業部門における CO2 排出量の削減
2010 ～ 2050 年、参照シナリオと「新しい火の創造」シナリオ
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5,110
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* 一次電力は直接等価法を用いて一次エネルギーに換算した（IPCCの換算法に合致）
出典：「新しい火の創造：中国」チームによる分析
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2050 年のエネルギー削減量は、2012 年の米国の工業部門全
体のエネルギー消費量を上回る。2050 年までの累積では、「新
しい火の創造」シナリオは 12.9 兆人民元の投資で 19.7 兆人
民元の削減を達成し、中国経済に 6.8 兆人民元の純益をもたら
す（2010 年の実質値）。

「新しい火の創造」シナリオでは、サービス部門および高付加価
値産業へ産業構造が転換され、長寿命の建築物やインフラ、材
料の品質改善、リサイクルの普及、輸出入構造の変化によって
生産需要が減少する。また、エネルギー効率が改善され、CO2

排出量が低い燃料への転換が進み、更に電力系統の脱炭素化に
伴って電力化が進行する。こうした取り組みによって、2050
年にはエネルギー関連の排出量が参照シナリオと比べて 2,000 
MtCO2 削減される（図 ES 11）。

建築物部門

「新しい火の創造」シナリオでは、中国の建築物部門は 2050
年までに、今日で最もエネルギー効率の高い建築設計や施工方
法、超高効率の設備、スマートビルディングのシステム、ク
リーンなエネルギー源を、コスト効果の高い方法で導入する。
これによって、より快適で健康にもよく、利用者の生産性も向
上する優れた品質の建物が建築されるようになる。

2010 年、中国の建築物で消費された一次エネルギーは 770 
Mtce で、国全体の消費量の約 24% を占めた。中国の一人当
たりのエネルギー消費量は、多くの先進国と比べるとかなり低
いが、今後、都市化が進み、家計収入が増え、経済の中心が重
工業からサービス業に移行するにつれて、増加することが予想
される。中国では今後も都市化が続くため、新たな建物の建設
も続く。「新しい火の創造」で期待される 2050 年時点の建築
物部門のエネルギー削減のほぼ 4 分の 3 が、こうした新しい
建築物のおかげでもたらされることになる。現在決める方針が、
長期的に見た中国の建築物の将来像と、今後のエネルギー消費
パターンを左右するのだ。

参照シナリオでは、建築物関連の一次エネルギー消費量は、建
築物の増加と近代化によって 2010 年から 2050 の間に 3 倍近
くに増加し、2050 年には 2,270 Mtce となる。一方、「新し
い火の創造」シナリオでは、2050 年の一次エネルギー消費量
は 1,000 Mtce に留まり、56% の削減となる。一次エネルギー
消費量は 2031 年に 1,370 Mtce でピークを迎え、その後は
減少する。2050 年までの累積では、「新しい火の創造」シナリ
オは 9.5 兆人民元の投資で 13 兆人民元のエネルギー削減を達
成し、中国経済に 3.5 兆人民元の正味現在価値（NPV）をもた
らす（2010 年の実質値）。

「新しい火の創造」のビジョンと目標を実現するには、次の 5
つの施策を合わせて実施する必要がある。それは、プレハブ建
築も含め施工方法を進化させること、統合的でパッシブな設
計および改修によって建築物のエネルギー需要を削減するこ
と、超高効率の設備・機器を導入すること、スマートシステム
を採用すること、施設内の設備や発電のためのエネルギー技術
をクリーンなものへ転換することである。こうした施策によっ
て、2050 年の CO2 排出量は、参照シナリオと比べて 2,880 
MtCO2 削減される。この数値には、素材産業やエネルギー変
換部門での関連する削減も含まれる（図 ES 12）。
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図 ES12：建築物部門における CO2 排出量の削減
2010 ～ 2050 年、参照シナリオと「新しい火の創造」シナリオ
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* 一次電力は直接等価法を用いて一次エネルギーに換算した（IPCCの換算法に合致）
** 屋上太陽光発電の追加による120 MtCO2の削減を含む
出典：「新しい火の創造：中国」チームによる分析
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運輸部門

「新しい火の創造」の戦略がもたらす 2050 年の中国では、運
輸システムの移動性が高まるにもかかわらず、より効率的かつ
低コストとなり、排出量も削減される。

中国の運輸部門の一次エネルギー消費量は、2010 年には全体
の 9% を占め、その比率は上昇し続けている。経済生産の増加
とともに貨物の需要が増え続ける一方、都市化と中流階級の収
入増加によって、市内および各都市間の旅客交通量も急増が見
込まれる。運輸部門のエネルギー源は、ほぼすべて石油に依存
しており（2010 年の一次エネルギー供給量の 87%）、2010
年には中国の石油消費の 65% を運輸部門が占めた。渋滞と自
動車の排気ガスによる都市の大気汚染は、中国の都市の生活の
質に大きな影響を与えている。

図 ES13：運輸部門における CO2 排出量の削減
2010 ～ 2050 年、参照シナリオと「新しい火の創造」シナリオ
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出典：「新しい火の創造：中国」チームによる分析
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エネルギー変換部門
（電力中心）

「新しい火の創造」シナリオでは、中国の電力部門は化石燃料
による発電から脱却し、クリーンかつ安全で手ごろな価格のエ
ネルギーを、効率化の進む最終消費部門に供給するようになる。

最終消費における大幅な効率化にもかかわらず、「新しい火の
創造」シナリオにおける 2050 年の電力需要は 2010 年の需要
の 2.5 倍に増大し、電力が最終エネルギー需要全体の 41% を
占めることになる。中国では、従来、石炭火力発電を増設する
ことで電力需要の増加に対応してきた。2012 年には、中国の
発電量の約 75% が石炭によるものであったため、その排出が
環境と人々の健康に悪影響を及ぼした。

「新しい火の創造」シナリオでは、デマンドサイド ･ マネジメン
ト（効率化とデマンド・レスポンス）、中国の自然エネルギー
および原子力の短期的導入目標の達成、既存の発電設備の有効
活用を進めることで、当面の発電設備増設を最小限に抑えてい
る。また、石炭火力発電を増設する場合は、厳しい汚染規制に
準拠することが求められる。そして、新たな発電設備を増設す
る際には、将来その投資が無駄にならないように、増設の必要
性を明確に説明しなければならなくなる。既存の石炭火力発電
所が段階的に廃止され、ますます経済的になっていく非化石の
自然エネルギーを推進することが、更に合理的なものになって
いく。2050 年までに、1,800 GW 以上の太陽光発電、1,140 
GW の風力発電の容量が系統に追加される。さらに、自然エネ
ルギーによる発電量の変動に対応するために、水力、天然ガス、
蓄電、原子力、顧客側の電源も補助的に利用される。「新しい
火の創造」シナリオでは、2050 年までに全電力の 82% が非
化石電源で賄われるようになる。

この変革を実現するためには、中国政府は中心となる発電所、
送配電系統、需要側の資産への投資とその運営方法を改善する
必要があるだろう。資源計画、発電所への給電指令、補償の仕
組みなどの管理方法を改革することによって、中国は自然エネ
ルギーによる発電の急速な発展を経済的にむだなく支援できる
ようになる。

運輸部門の一次エネルギー供給量に占める石油の比率は、参照
シナリオで 2050 年に 73% なのに対し、「新しい火の創造」シ
ナリオでは 45% まで低下する。「新しい火の創造」シナリオに
よって、コスト、利便性、信頼性を犠牲にすることなく、渋滞
の緩和と公平な交通サービスの利用が可能になる。2050 年ま
での累積では、「新しい火の創造」シナリオは 12.2 兆人民元の
投資によって 23.4 兆人民元の削減を達成し、中国経済に 11.1
兆人民元の NPV をもたらす（2010 年の実質値）。

運輸部門での「新しい火の創造」のためには、4 つの主要な施
策がある。それは、経済構造の転換、都市と産業の設計の改善、
物流の高度化、在宅勤務・遠隔会議による移動の削減、トラック、
航空機、自家用車からより効率的な鉄道、水上交通、高速鉄
道、その他公共交通機関やモーター駆動ではない交通手段への
交通手段の移行、技術・設計改善による車両の効率の向上、電気、
天然ガス、バイオ燃料への燃料の転換である。これらの施策を
この順序で実施すれば、2050 年の運輸部門の CO2 排出量は
参照シナリオと比べて 2,040 MtCO2 近く減少し、二酸化炭素
排出量全体の 61% の削減が可能となる（図 ES13）。

SECTOR SNAPSHOTS
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電力システムに加えて、中国のエネルギー変換部門に関する 
「新しい火の創造」の分析では、他の燃料を利用可能な形態に
変換することも視野に入れている。これには、次のような経済
上重要なさまざまなエネルギー需給が含まれる。

•  熱供給・コージェネレーション：地域熱供給設備と産業加工
熱ボイラーから発生する熱、建物や産業加工に使用するため
のコージェネレーション設備からの熱と電力 

•  資源の採取：中国国内での石炭、天然ガス、原油の生産 
•  石炭の変換：石炭コークス化（コーキング）、石炭ガス化
（CTG）、石炭液化（CTL） 
•  原油の精製：原油から使用可能な燃料と塩基への変換 
•  バイオ燃料の生産：デンプンやセルロース系原料からのエタ

ノールの生産、バイオマスからのエステル交換反応または変
換によるバイオディーゼルの生産

図 ES14：燃料別の発電量
2010 ～ 2050 年、参照シナリオと「新しい火の創造」シナリオ
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中国のエネルギー変革	
の3段階	

04



前章の 10 項目にわたる分析で提示された成果を得るには、中
国政府、企業、社会全体からの持続的で的を絞った支援が必要
である。大きく 3 段階に分けた取り組みを、以下のように積み
上げていくことになる。

第 1 段階

第 1 段階（2010 ～ 2020 年）の期間中、政府は「公害との戦
い」を続行し、国の産業体制の再構築を開始する。この段階で
は、石炭消費量がピークを迎え、経済全体が効率の改善に向かっ
て進み、新たな石炭火力発電の建設により、技術的な「ロック
イン」効果（排出増加が固定化してしまうこと）が生ずること
を制限することをめざす。準備段階であるこの時期に行われる
取り組みには、石炭火力発電所の新設を制限すること、効率と
柔軟性が重視される市場を形成すること、工業の過剰生産能力
を合理化し、工業生産の重点を高付加価値の製品に移行するこ
と、過剰な建築を抑制し、建築基準を国際的なベストプラクティ
スに確実に合致させること、基幹的でスマートな交通インフラ
を配備することなどが含まれる。こうした取り組みは、すぐに
利益をもたらすだけではなく、中国の長期的な成功に向けて準
備を整えるものである。

第 2 段階

第 2 段階（2020 ～ 2030 年）は、CO2 排出量のピーク到達
と脱工業化の推進に重点を置く。この期間中には、CO2 排出
量の増加が鈍化して減少に転じるが、（建築と運輸サービスの
需要増を招く）都市化が継続するため、まだ課題は残る。鉄鋼、
セメント、化学などのエネルギー集約型産業の代わりに、製薬、
機器製造などの高付加価値産業が台頭する。パッシブ技術と統
合的設計を利用したエネルギー効率に優れた建築物が普及する。
運輸部門においては、電化と燃料の転換によって低炭素資源の
利用が増え、都市では鉄道での移動が普及する。原子力、水力、
風力、太陽光などの非化石燃料による発電容量が大幅に増える。

中国のエネルギー変革 
の3段階

第 3 段階

最後の第 3 段階（2030 ～ 2050 年）は、先の 2 段階の取り
組みが実を結ぶ段階である。この期間中の政策では、非化石エ
ネルギー比率の拡大と、スマートで環境に優しい開発の導入
に重点が置かれている。中国が 2 つ目の 100 年目標を達成し、
2050 年までに中等先進国の仲間入りを果たすには、この段階
が決め手となる。低炭素の技術とインテリジェントな技術を統
合することにより、工業、建築物、運輸部門にエネルギー削減
の新時代が到来する。工業部門では、高度にネットワーク化し
たデジタル生産が行われるようになる。パッシブでネット・ゼ
ロの設計と超高効率の設備の組み合わせが、建築の主流となる。
電気を利用し、高度に自動化された移動手段が、旅客と貨物の
輸送を支えるようになる。石炭火力発電所の多くが、無駄のな
いかたちで廃止され、自然エネルギーによる発電設備に置き換
わる。

「新しい火の創造」のビジョンの実現

「新しい火の創造」のビジョンを実現するには、この 3 つの段
階を支える政策に加えて、次のような共通のテーマに取り組む
ことが不可欠である。

•  「新しい火の創造」の戦略的目標に向けて、政府の政策と企業
の利益を整合させる。

•  エネルギー変革のコストを引き下げる重要な推進力として、
需要の削減とエネルギー効率化を優先する。 

•  電化を推進し、電力部門を改革して、クリーンで低炭素な供
給方法を支援する。

•  技術革新と統合的設計を推進し、スマートな共有インフラへ
の投資を最少額で行なえるようにする。 

•  新たな産業、技術、ビジネスモデルを生産性向上の原動力と
して推進するために組織・構造の改革を進める。
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図 ES15：中国のエネルギー変革の 3 段階
2010 ～ 2050 年、参照シナリオと「新しい火の創造」シナリオ

2010-2020期間 2020-2030 2030-2050

第1段階：
公害との戦いの遂行

脱工業化への移行

第2段階：
CO2排出量のピークアウト

脱工業化の進展

第3段階：
スマートで環境に優しい開発

低炭素エネルギーへの移行の完了

目標 ・ 2020年までに石炭消費量を 
ピークアウト

・ 2020年までに工業部門の 
CO2排出量をピークアウト

・ SO2／NOxを2010年比で25%削減

・ 2030年までに石油需要量を 
ピークアウト

・ 2030年までに国のCO2排出量を 
ピークアウト

・ GDP当たりのCO2排出量を 
2005年比で70%削減

・ 一次エネルギーをピークアウトし、 
2010年より多い約38億トンまで
削減

・ 2040年頃までに建築物・運輸部門 
のCO2排出量をピークアウト

・ 2050年までにCO2排出量を 
5ギガトンまで削減

GDP、エネルギー生産性、 

炭素生産性の向上

排出量の削減

出典：「新しい火の創造：中国」チームによる分析

以上の最重要テーマが中国のエネルギー改革の 3 段階を支える
かたちで一体化すれば、「新しい火の創造」のビジョンは、中
国にとって現実的で達成可能なロードマップとなる。これに
沿って、コスト効果の高いエネルギー効率化と自然エネルギー

の導入を可能な限り拡大すれば、中国はその需要を満たし、エ
ネルギー安全保障と環境の質を改善することができるようにな
るのだ。
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