
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

平成30年3月29日

平成２９年度ＪＯＧＭＥＣ石炭開発部成果報告会
海外炭開発高度化等調査

③



報告内容
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1. 過剰生産能力解消政策の実施状況（石炭産業）

2. 過剰生産能力解消政策の実施状況（鉄鋼産業）

3. 中国の過剰生産能力解消政策が原料炭の国際
需給及び市況へ及ぼす影響
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１．過剰生産能力解消政策の実施状況（石炭産業）



① 石炭過剰生産能力解消政策の概要
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(1) 政策的背景と関連政策の概要

 石炭価格は2012年から（中国経済減速→鋼材・原料炭需要減、供給過多）
 国際的な石炭市況の低迷
 赤字経営の中国石炭企業が全体の9割以上（神華集団など一部除く）

 中国政府の支援策効果限定（商品炭の品質管理、低品位輸入炭の供給抑制、優遇税
制、違法炭鉱淘汰、過剰生産取り締まり強化など）

石炭産業は赤字構造の泥沼に入り脱出不可 → 過剰生産能力解消政策（石炭分野）
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１．過剰生産能力解消政策の実施状況（石炭産業）

出典：中国煤炭資源網など
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石炭企業
窮状脱出

石炭生産能力削減政策
（炭鉱閉鎖5億トン＋複数炭鉱再編3億トン＝8億トン）

石炭生産削減政策
（276日操業規制）

新規生産能力増加政策
（5億トン分の複数炭鉱の再編・減量置換）

集約と
効率化

国務院通達：2016年2月5日付け
「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意見」
（国発[2016]7号）：7号公文書

① 石炭過剰生産能力解消政策の概要
(1) 政策的背景と関連政策の概要

１．過剰生産能力解消政策の実施状況（石炭産業）

発改委、能源局通達：2016年12月22日付け
「石炭産業発展第13次5ヵ年計画」

発改能源〔2016〕2714号：石炭十三五
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石炭産業発展第13次5ヵ年計画

石炭産業構造の転換と高度化
＜目標と具体的措置＞

• 老朽化・小型生産能力の淘汰
 企業収益の向上

• 先進生産能力の拡充

• 生産の大型基地への集約
 石炭長距離輸送⇒遠距離高圧送電
 石炭の需要と産業の収益に寄与

 雇用・金融問題の縮小化
 石炭と電力の協調体制強化
 大型石炭集団の強化

石炭供給側構造改革
＜政策課題＞

• 過剰生産能力解消
（減量置換・置換指標取引）

• 新規炭鉱開発

• 生産配置＝西部へシフト
 大型石炭・電力基地建設
 新型石炭化学事業と一体化

• 産業・企業の再編
 生産能力解消過程で再編を多用
 石炭・電力の複合経営
 生産・契約・価格面で先進大手企業優先

石炭業界の過剰生産能力解消政策

炭鉱閉鎖で

生産能力

5億トン削減

5億トン分の生産

能力を2億トンに

減量置換

2016～2018年

新規炭鉱

建設禁止

年間操業日数

330日

⇒ 276日

従業員

130万人

リストラ

1,000億元

奨励補助金

支出

炭鉱経営の
健全化

• 石炭価格の
安定化

• 債務処理と

ゾンビ企業
の一掃

2016～2020年： 生産能力8億トン削減／先進生産能力を約5億トン増加

① 石炭過剰生産能力解消政策の概要
(1) 政策的背景と関連政策の概要

１．過剰生産能力解消政策の実施状況（石炭産業）
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炭鉱の問題 適用条件

資源枯渇
資源枯渇で資源賦存条件の悪い炭鉱
長期的に生産停止および建設停止している炭鉱

小規模

機械化採掘の未導入炭鉱
生産能力60万トン/年以下の炭鉱（山西/内蒙古/陝西/寧夏）
生産能力30万トン/年以下の炭鉱（河北/遼寧/吉林/黒竜江/江蘇/安

徽/山東/河南/甘粛/青海/新疆）
生産能力9万トン/年以下の炭鉱（その他地域）

安全不備
石炭・ガス突出、水文地質条件が複雑、山はね等の災害の危険

があり、かつ既存の技術による有効対策が困難である炭鉱
安全品質標準化の三級に達しない炭鉱

諸条件が劣悪

商品炭品質管理暫定弁法を満たさない炭鉱
環境に強い影響を及ぼす地域に立地する炭鉱
長期欠損、債務超過
社会的責任を引き受けない
事故を起こした炭鉱／その他、自発的に脱退する炭鉱

① 石炭過剰生産能力解消政策の概要
(1) 政策的背景と関連政策の概要

１．過剰生産能力解消政策の実施状況（石炭産業）

出典：国家税務総局HP
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炭鉱区分 一般炭 原料炭 合計
生産能力削減
の対象炭鉱

減量置換で
新規炭鉱認可

①許可証完備の炭鉱 25.83 9.67 35.50
②許可証の期限切れによる生産停止の炭鉱 0.99 0.68 1.66 ○

③新設または生産拡大が承認された炭鉱 10.7 3.77 14.47
(1) 試運転あるいは新設が完了した炭鉱 4.86 1.29 6.16
(2) 建設中の炭鉱 1.81 0.70 2.51
(3) 建設停止の炭鉱 4.03 1.78 5.81 ○

④許可なしに無断で建設された炭鉱 5.06 0.43 5.49 ○

(1) 新設が完了した炭鉱 2.69 0.16 2.85 ○

(2) 第2期以上の建設工事に入った炭鉱 1.46 0.13 1.59 ○

(3) 第1期建設工事に入った炭鉱･建設停止の炭鉱 0.91 0.14 1.05
2016年末の石炭生産能力 42.57 14.55 57.12
2016年末の実質的な石炭生産能力 29.70 10.70 42.44

① 石炭過剰生産能力解消政策の概要
(2) 石炭過剰生産能力の現状と政策目標との整合性

１．過剰生産能力解消政策の実施状況（石炭産業）

石炭生産能力 実質的な石炭生産能力

出典：汾渭能源信息服務有限公司
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山西 11,380 四川 3,303 雲南 2,088 福建 600
貴州 7,000 安徽 3,183 新疆 2,000 広西 473
山東 6,460 遼寧 3,040 江西 1,868 寧夏 122
河南 6,254 吉林 2,733 甘粛 991 青海 66

内蒙古 5,414 湖南 2,500 江蘇 836 中央企業 11,200
河北 5,103 黒龍江 2,477 湖北 800
陝西 4,706 重慶 2,300 北京 600 合計 87,497

 2016～2020年の間に全国の地方及び中央企業は8.75億トンの石炭生産能力を削減
 計画どおりに目標を達成すれば、8億トンの石炭生産能力削減目標は達成可能

単位
（万トン）

2016～2020年の石炭生産能力削減目標

① 石炭過剰生産能力解消政策の概要
(3) 石炭生産能力削減政策

１．過剰生産能力解消政策の実施状況（石炭産業）

2016年3月に各省、市、自治区、国家資産管理委員会及び国家発展改革委員会は「過剰生産
能力の解消に関する実施方案」（以下、「解消実施方案」）を締結し、各地方及び中央企業が
2016～2020年にわたる過剰生産能力解消に向けた閉鎖計画案を明らかにした削減量

出典：汾渭能源信息服務有限公司
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276日操業規制

 石炭生産削減政策（330日→276日操業規制）
※考え方は276日～330日で操業をコントロールし、石炭需給を柔軟に対応できる→×

 石炭企業窮状脱却の即効性の対策（石炭価格上昇＆価格安定化へ誘導）→○と×
 多くの効果と副作用 → 今後は操業規制は実施しない（中国政府インタビュー）

部分緩和② 9/29

部分緩和① 9/8

11/16 ほぼ緩和（高ガス炭鉱などは対象外）4月規制開始

① 石炭過剰生産能力解消政策の概要
(4) 石炭生産削減政策（276日操業規制）

１．過剰生産能力解消政策の実施状況（石炭産業）

出典：中国煤炭資源網など
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効果 副作用

石炭企業の利益創出・窮状脱出
（石炭価格高騰）

事故の増大（2016年）
掘れば儲かる、能力以上に生産

石炭価格の急騰
パニック買い

炭鉱保全コストの増大

生産しなくても人は働く、電気は使
う、環境・安全対策費は必要

発生月 地域 生産能力 事故分類 許可証 死亡者数
9月 寧夏 15万ｔ ガス爆発 違法採掘 18

10月 重慶 6万ｔ ガス爆発 違法採掘 33
11月 黒竜江 3万ｔ ガス爆発 違法採掘 22
12月 内蒙古 45万ｔ ガス爆発 違法採掘 32

（ ）は2016年の出炭順位

① 石炭過剰生産能力解消政策の概要
(4) 石炭生産削減政策（276日操業規制）

１．過剰生産能力解消政策の実施状況（石炭産業）

2017年は478億元の純利益

出典：各社年度報告等

2017年上期は1.1億元の純利益

2017年上期は432万元の純利益



新規
2億トン

淘汰
5億トン

11

① 石炭過剰生産能力解消政策の概要
(5) 新規生産能力増加政策（減量置換）

１．過剰生産能力解消政策の実施状況（石炭産業）

 2020年までの3～5年間に炭鉱閉鎖で5億トンの石炭生産能力を削減し、2020年までの
3～5年間に5億トン分の生産能力に関して複数炭鉱の再編、新規炭鉱による置換（減
量置換）を実施

 つまり、炭鉱閉鎖による5億トン分削減（A）に加えて、5億トン分の生産能力を減量置換
して、2億トン程度の新規炭鉱によって置き換えられることで3億トン分（B）、合計8億トン
（A+B）の石炭生産能力削減である。

 7号公文書では2016～2018年の間は新規炭鉱建設を原則許可しないが、減量置換を
適用する条件の下であれば新規の炭鉱を認可

小規模炭鉱、資源枯渇や生産性の悪い炭鉱を淘汰し、先進的な炭鉱建設を加速させる
とともに、早期に石炭生産能力削減目標を達成することが可能

減量置換

先進的炭鉱建設加速

生産能力削減
３億トン
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承認済の建設中炭鉱PJ 未承認のまま建設開始した炭鉱PJ
全体要求 2016年2月1日までに承

認済で建設中の炭鉱に
ついても、一定の生産
能力を削減すること。

2016年2月1日までに承認を受けずに建設を継続している違法炭鉱建設PJは、
事業者は相応する減量置換を実施した上、一連の承認手続きをすること。

減量置換
実施細則

第13次5ヵ年計画期間中
に事業の建設停止、また
は見合せすることを奨励
する。

石炭産業発展計画に含まれず、かつ許可を受けずに予備作業を実施したが、資
源を引継ぎ、労働者配置の対象となる場合、事業者は既存炭鉱を閉鎖し、その閉
鎖規模は新規炭鉱生産能力の120%以上にすること。

①建設停止または見合せ
が不可能な場合、設計規
模の20%以上をカットする
前提で規模縮小すること。

石炭産業発展計画に含まれ、
予備作業の実施が承認された
場合、閉鎖・撤退の規模は新規
建設事業の生産能力の110%以
上にすること。

事業が先進的炭鉱の基準に達する、または事業
者が省外で合併再編する新事業では減量置換の
割合を105%以上にすること。

建設停止や見合せはせず、建設規模縮小にも応じない場
合、既存炭鉱の中で新規PJの20%に相当する規模を閉鎖・
減量して置換すること。

これまで社会貢献が認められ、労働者の保険等
を法に基づき上納し、産業転換による労働者の再
配置が適正で高効率な企業は減量置換の割合を
100%以上にすること。

減量置換適用対
象炭鉱の条件

減量置換対象炭鉱は合法で登録済の炭鉱であること。

②過剰生産能力解消方案の対象となる炭鉱を計画どおり閉鎖撤退した場合の減量置換の割合は30%で、計
画よりも早期に閉鎖撤退した場合は優遇措置として40%または50%の減量置換割合となる。
過剰生産能力解消方案の適用対象外の炭鉱を閉鎖して得た減量置換枠が50%以上になることを推奨。

① 石炭過剰生産能力解消政策の概要
(5) 新規生産能力増加政策（減量置換）

１．過剰生産能力解消政策の実施状況（石炭産業）

出典：国家発展改革委員会「減量置換を実施し新規石炭生産能力の厳重な管理に関する通知」を整理
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① 石炭過剰生産能力解消政策の概要
(5) 新規生産能力増加政策（減量置換）

１．過剰生産能力解消政策の実施状況（石炭産業）

A企業：1,000万トンが未承認の炭鉱

過剰生産能力解消方案で、A企業は閉鎖撤退生産量
が2,000万トンと決められる。

2,000万トンの30%の600万トンが減量置換に充て

られる。

過剰生産能
力解消方案
の対象外の
出炭能力
500万トン
を閉鎖。

500万トンを減量置換
に活用される。

置換指標取引に100万
トンを活用可能。

結果：1,000万トン未承認炭鉱の合法化を実現する。
A企業は過剰能力解消量が2,500万トンであり、置換指標取引枠100万ト
ンを有する。

500万トン500万トン

30 or 40 or 50%
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発令・通達日 政策・通達等 内容
2016年2月5日 鉄鋼産業の過剰生産能力解

消・困難脱出・発展の実現に関
する意見（6号公文書）

2020年までに1～1.5億トンの鉄鋼生産能力を削減するとと
もに、産業構造の最適化。

2016年2月5日 石炭産業の過剰生産能力解
消・困難脱出・発展の実現に関
する意見（7号公文書）

2020年までに①5億トンの石炭生産能力を削減②5億トン
分の生産能力に関して複数炭鉱の再編、新規炭鉱による置
換を実施。産業構造最適化。原則3年間新規炭鉱建設を不認
可。年間276日操業規制による生産抑制。

2016年3月 過剰生産能力の解消に関する
実施方案を締結

鉄鋼産業と石炭産業の削減目標を定める方案。

2016年3月21日 石炭生産経営秩序の規範と改
善に関する通知

国務院7号公文書の276日操業規制に係る基準化。

2016年5月10日 企業の構造調整専門奨励補償
資金管理弁法

過剰生産能力削減に伴う労働者保障に関する1,000億元の財
務基金。

2016年9月29日 先進的炭鉱の生産能力を増加
させ、冬季の石炭安定供給を
保障することについての通知

安全な高効率先進的炭鉱の生産能力を増加させる。10月1日
から12月31日まで330日操業で生産可能。

2016年11月16日 中長期契約を推進し確実に石
炭を供給するテレビ電話会議

安全性、生産性の条件を備えたすべての炭鉱は、暖房シーズ
ンの終了まで330操業日に基づいて生産可能。

2016年12月22日 石炭産業発展第13次5カ年計
画（石炭十三五）

十三五内に過剰生産能力8億トン削減、減量置換、適正配置に
よって先進生産能力を約5億トン増加。

① 石炭過剰生産能力解消政策の概要
(6) 石炭産業の過剰生産能力解消の関連政策（一部鉄鋼産業含む）

１．過剰生産能力解消政策の実施状況（石炭産業）



出典：中国国家統計局
2017年データは2018年3月19日発表（速報値（一定量以上の規模の炭鉱合計）は34.5億トン）15
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 2016年の生産能力削減実績2.9億トン（実際に生産していた炭鉱は1500万トン程度）
 つまり、2016年の激減は明らかに276日操業規制による影響

2013年以降は2016年を例外として一定の割合で石炭生産量が減少（中国は減産傾向）

② 解消政策の石炭需給・輸出入動向への影響
(1) 過剰生産能力解消政策の力点の変化と石炭生産への影響

１．過剰生産能力解消政策の実施状況（石炭産業）

276日操業規制
の影響



16

2016年 2017年

② 解消政策の石炭需給・輸出入動向への影響
(1) 過剰生産能力解消政策の力点の変化と石炭生産への影響

１．過剰生産能力解消政策の実施状況（石炭産業）

 生産量削減政策（276日操業規制）は様々な副作用
 2016年に2.9億トンの生産能力を削減したにも関わらず依然と57億トンの生産能力

過剰生産能力解消政策の力点は生産量削減から生産能力削減へ
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② 解消政策の石炭需給・輸出入動向への影響
(2) 減少する石炭需要の背景と原料炭需給への影響

１．過剰生産能力解消政策の実施状況（石炭産業）

 大気汚染対策の強化の影響（大気十条）→一般炭需要の減少
 冬季生産抑制を義務付け：鉄鋼生産能力の50%、電解アルミは同70%未満
 鉄鋼分野の環境規制の強化→原料炭需要の減少

※ただし発電用一般炭消費量は減少していない（暖房用石炭ボイラ淘汰）

 2011年末 PM2.5を主因とするスモッグ問題 → 大気汚染対策への関心が高まり
 2013年9月 国務院「大気汚染防止行動計画についての通知」公表（大気十条）

【大気十条】
 石炭利用禁止区を設定
 容量10t/h以下のボイラ淘汰
 ガスボイラへの転換施策

出典：中国国家統計局
2016年と2017年は国家統計局「国民経済と社会発展統計広報」より算出
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② 解消政策の石炭需給・輸出入動向への影響
(3) 中国の石炭需給・輸出入動向

１．過剰生産能力解消政策の実施状況（石炭産業）

中国の石炭輸入量推移（炭種別） 中国の石炭輸出量推移（炭種別）
出典：中国海関統計

一般炭輸入国 原料炭輸入国
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② 解消政策の石炭需給・輸出入動向への影響
(4) 中国における原料炭フロー

１．過剰生産能力解消政策の実施状況（石炭産業）

 近年、モンゴル原料炭の存在感が増大（原料炭輸入の8割強を豪州、モンゴル）
 モンゴル炭→内蒙古、新疆、河北等で消費 豪州炭→沿海部で消費

※河北は豪州炭・モンゴル炭を両方消費
 中国とモンゴルの政治的な問題から国境の税関手続きが遅延中（17年下期輸入鈍化）
 モンゴル炭の増加見通しは、あくまでも国内炭と海外炭との価格次第

出典：中国海関統計
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② 解消政策の石炭需給・輸出入動向への影響
(4) 中国における原料炭フロー

１．過剰生産能力解消政策の実施状況（石炭産業）

 原料炭移入の中心は河北省、遼寧省、江蘇省の3省
 原料炭移出の中心は山西省

各省の国内原料炭移入量（2016年）

各省からの原料炭輸送量（2016年）

次ページに拡大図
出典：山西今日智庫能源有限公司
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出典：中国国家統計
局等の資料から作成
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③ 解消政策の事例評価（山西省、山東省、河南省）

１．過剰生産能力解消政策の実施状況（石炭産業）

 財政支援が充実し、再雇用対策で問題は発生していない模様

 企業体質の強化、資源枯渇・赤字炭鉱の閉鎖を政府の支援を得ながらできることから、
石炭企業にとって「渡りに船」 → 赤字でも地域問題で閉山できない状況もあった。

【財政支援】

– 炭鉱閉鎖支援・・・地方政府

・地方炭鉱－省政府（300万元）＋地元政府（300万元）

・国有炭鉱－省政府（300万元）

– 資源税（鉱区税）還付・・・中国政府

・地方炭鉱－残存資源量1.2倍割り増し

・国有炭鉱－残存資源量の等価（1.0倍）

【再雇用対策】

– 1,000億元の特別奨励補助金を拠出

– 解雇（労働法に基づく一時金）

– 早期退職（5年間給与）・・・企業によって対応は異なる

– 職場異動・配置転換・再雇用斡旋（研修費負担）

河南省の場合のみ。

各省で若干対応が異な
るようである。

炭鉱の大小関係なく、一
律支給。
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２．過剰生産能力解消政策の実施状況（鉄鋼産業）
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 中国経済減速、鋼材需要減速、鋼材供給過多→粗鋼設備稼働率の低下（70%台前半）
 安価な中国製鋼材が国際市場に流出→鉄鋼価格の下落
 粗鋼生産能力拡大→赤字経営の中国鉄鋼石炭企業の増大（ゾンビ企業）

 中国政府の支援策効果限定（鉄鋼企業生産能力の抑制、企業の集約、老朽化設備淘
汰など）→雇用と税収の確保を優先する地方政府の意向もあり進展が限定。

鉄鋼産業は赤字構造の泥沼に入り脱出不可 → 過剰生産能力解消政策（鉄鋼分野）

8.60 
10.00 10.80 11.60 11.30 10.65 10.10 

6.85 7.24 
8.13 8.22 8.04 8.08 8.32 

80%
72% 75% 71% 71% 76%

82%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

（億トン） 粗鋼生産能力 粗鋼生産量 粗鋼設備稼働率

 行き場のない鋼材が国際市
場に流出

 安価な中国製鋼材に対する
アンチダンピングの急増

 国際的な鉄鋼不況に突入
 中国粗鋼生産能力削減に

対する国際的な圧力

① 鉄鋼過剰生産能力解消政策の概要
(1) 政策的背景と関連政策の概要

２．過剰生産能力解消政策の実施状況（鉄鋼産業）

出典：中国国家統計局資料から作成
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粗鋼生産能力11.3億トンのうち1-1.5億トンを削減

環境保護、エネルギー、品質、安全、技術等の法律法規と産業政策
を厳格に執行

ゾンビ企業を淘汰（ゾンビ企業：生産を全面的あるいは半ば停止して
おり、多年にわたり損失を続け、負債を弁済することができず、政府
の補助や銀行の融資継続を主要因として存続しているような企業）

粗鋼設備稼働率を2020年までに80%
50万人に影響が出ると予測し、「特別奨励補助資金1000億元」で人員

再配置、再就職支援
国内需要喚起策：鉄道建設に8,000億元、道路建設に1兆6,500億元の

インフラ投資

① 鉄鋼過剰生産能力解消政策の概要
(1) 政策的背景と関連政策の概要

２．過剰生産能力解消政策の実施状況（鉄鋼産業）

 2016年2月5日 国務院「鉄鋼産業の過剰生産能力解消・困難脱出・発展の実現に関
する意見（6号公文書）」による過剰能力削除方針

 鉄鋼産業第13次5ヵ年計画（2016-2020年）中の過剰能力削減方針
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① 鉄鋼過剰生産能力解消政策の概要
(2) 一帯一路による鉄鋼輸出振興

２．過剰生産能力解消政策の実施状況（鉄鋼産業）

 一帯一路関係国へ港湾、空港、鉄道、道路等のインフラ輸出を加速
 関係国への鉄鋼輸出も伸びており、今後も増加する見込み

 東南アジアのアンチダンピングの動き、米国の鉄鋼輸入規制に伴う中国鋼材のアジア
流出によって鋼材の供給過剰の再燃の懸念 → 動向に注視が必要

 中国政府は鋼材輸出に積極的ではない？→「なぜ環境に影響を与えてまで国内で生
産した鋼材を海外に輸出する必要があるのか！」

一帯・・・「シルクロード経済ベルト」
一路・・・「21世紀の海上シルクロード」
沿線の国は約70カ国

輸出国 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2016－20年
（単位：万トン） 実績 見通し 増加量

ベルギー 160 172 192 212 232 72
カザフスタン 0 50 110 190 290 290
インド 340 512 692 882 1,082 742
韓国 1,476 1,505 1,515 1,525 1,535 59
モンゴル 0 2 4 6 8 8
トルクメニスタン 0 20 40 60 80 80
ウズベキスタン 0 10 25 45 65 65
パキスタン 309 347 397 477 577 268
ミャンマー 207 220 235 255 275 68
バングラデシュ 0 8 13 18 23 23
インドネシア 585 600 615 630 645 60
アゼルバイジャン 0 5 15 25 40 40
オマーン 0 8 18 33 53 53
合計 3,077 3,459 3,871 4,358 4,905 1,828 出典：山西今日智庫能源有限公司
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② 鉄鋼生産能力削減（2017年までの実施状況）

２．過剰生産能力解消政策の実施状況（鉄鋼産業）

 2016年と2017年で1.2億トンの生産能力削減（目標：2020年までに1.5億トン削減）
 老朽化、環境負荷が大きい設備は淘汰
 淘汰する設備は400m3以下の高炉、30トン以下の転炉・電炉（ただし、先進設備の

多い河北省などでは、600m3や1,080m3の高炉が淘汰対象とされることもある）
 減量置換を奨励（通常、1対1.25の割合で減量置換・・・能力を増やさないが原則）
 雇用対策には、中央政府、地方政府、鉄鋼企業の資金を注入→問題は発生なし

 2017年の重点方針は「地条鋼」の廃絶
 地条鋼の生産企業は約600社存在（1.2-1.4億トンの生産能力）
 地条鋼の稼働率はおよそ40～50% → 年間生産量を5,000万トン程度と試算
 2017年上期にすべての地条鋼を淘汰
 地条鋼のスクラップが正規の電炉に流れ、電炉稼働率が上昇（69%→74%）
 2017年にスクラップ使用量が激増（統計にカウントされたため）

（単位：億トン）

2015年 2016年 2017年
生産能力 生産能力 生産能力 生産能力 生産能力

実績 実績 削減量 実績 削減量
粗鋼生産能力（年末） 11.3 10.65 0.65 10.10 0.55
粗鋼生産量 8.04 8.08 8.32
粗鋼設備稼働率 71% 76% 82%



地条鋼とは？
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 高周波ないし中周波の誘導炉でスクラップを溶解し、鋳造して半製品
を製造する生産形態

 多くの場合、鋳型に流し込んで小型のペンシルインゴットを生産してい
たと思われる（中国メディアのニュース映像より）。

② 鉄鋼生産能力削減（2017年までの実施状況）

２．過剰生産能力解消政策の実施状況（鉄鋼産業）

 スクラップの選別が不十分、不純物
の除去や成分調整を行っていない
ため、製品の品質は劣悪

 違法の製品のため統計にカウントさ
れず（地条鋼を原料にした鋼材はカ
ウントされる）

誘導炉（奥）とペンシルインゴット（手前）
（写真） 力源不錆鋼網より
http://www.liyuanwlc.com/logistics/newsde?newsid=2687
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③ 中国の鉄鋼需給動向、輸出入動向
(1) 中国の銑鉄、粗鋼、鋼材の生産量

２．過剰生産能力解消政策の実施状況（鉄鋼産業）

 鋼材生産量が大きく減少したが、粗鋼生産量は過去最大（8.32億トン）
 銑鉄生産量の伸びよりも粗鋼生産量の伸びが大きいことから、2017年に地条鋼を淘汰

したことによって、これまで地条鋼で使われていたスクラップが電炉に廻ったと推察

出典：中国国家統計局
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③ 中国の鉄鋼需給動向、輸出入動向
(1) 中国の銑鉄、粗鋼、鋼材の生産量（2017年）

２．過剰生産能力解消政策の実施状況（鉄鋼産業）

 最も生産量が多い省は河北省

 その他、江蘇省、山東省、天津市、遼寧省、広東省、浙江省などの沿海部、河南省、山
西省、広西チワン族自治区、湖北省、安徽省の内陸部から生産

出典：中国国家統計局
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③ 中国の鉄鋼需給動向、輸出入動向
(2) 中国の粗鋼生産能力

２．過剰生産能力解消政策の実施状況（鉄鋼産業）

 粗鋼生産能力は2014年の11.6億トンをピークに減少
 設備稼働率は2014年の71%を底に上昇（2017年は目標の80%を超えた模様）
 粗鋼設備稼働率の上昇→鉄鋼企業の経営体質の改善→鉄鋼企業利益の大幅増加

出典：中国国家統計局資料から作成
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③ 中国の鉄鋼需給動向、輸出入動向
(3) 中国の鉄鋼消費量

２．過剰生産能力解消政策の実施状況（鉄鋼産業）

 2013年、2014年がピークで共に7.3億トン、2015年は、6.7億トンへ減少したものの、
2016年は7.1億トンへ増加

 中国経済の新常態への移行が政策課題となる中、鉄鋼需要に関しても横ばい継続

出典：中国国家統計局
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③ 中国の鉄鋼需給動向、輸出入動向
(4) 鋼材輸出入

２．過剰生産能力解消政策の実施状況（鉄鋼産業）

 鋼材価格は2015年以降、過剰生産による低迷
 安価な鋼材が世界各国に輸出され、2015年に輸出量は1.1億トン
 2016年半ば：国内需要の回復と過剰能力削減の進行を反映し、鋼材輸出量が減少
 2017年：堅調な内需に加え、地条鋼の取り締まりによる輸出余力が減少

出典：2012～2014：中国煤炭資源網 2015～2017：中国海関統計
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③ 中国の鉄鋼需給動向、輸出入動向
(4) 鋼材輸出入

２．過剰生産能力解消政策の実施状況（鉄鋼産業）

 鉄鋼産業の過
剰生産能力解
消政策が始まっ
た2016年4月以

降、鋼材輸出価
格が上昇

 中国国内需要
の回復以降、鋼
材輸出量が減
少（鋼材輸出余
力不足）

鋼材輸出価格

鋼材輸出量

出典：中国海関統計
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④ 過剰生産能力解消政策の事例評価（河北省）

２．過剰生産能力解消政策の実施状況（鉄鋼産業）

 鉄鋼生産能力削減実績
 2016年及び2017年の過剰生産能力解消の割り当て目標達成
 淘汰対象設備は400m3以下の高炉、50トン以下の電炉が対象 → 2017年から

600m3の高炉、100トン以下の電炉に及ぶ（河北省は他省よりも優れた設備が多い

が、削減割合は他の省と余り変わらないため、設備の良い製鉄所も犠牲にせざる
を得ない事態も出てきている）

 鉄鋼産業で進めている大事業
 都市部の工場を鉄鋼に適した地方へ移転
 沿海部に移転
 鉄鉱石があるところなど立地条件が良い、輸送の便が良いところへ移転
 移転によって、小さい設備は近代的な大型設備へと変貌

河北省政府は、解雇された労働者に対して、失業保険の支給、転職のための技術研修な
どの支援を行っている。労働者の転職は順調に進んでおり、大きな混乱は発生していな
い
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⑤ コークス産業の動向
(1) コークス需給動向

２．過剰生産能力解消政策の実施状況（鉄鋼産業）

 山西省が最大のコークス生産地。コークス
を他省に販売

 2030年のコークス生産量は現状の4.2億トン
から3億トンに減少予測（中国煉焦行業協会
（中国コークス協会））

コークス生産量減少理由：

 銑鉄生産量が減少し、スクラップ利用（電
炉）が増加（中国政府も高炉から電炉への
シフト加速を示す）

 鉄鋼生産量の総量が減少予想

コークス生産量推移

出典：中国国家統計局
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⑤ コークス産業の動向
(2) コークス産業の過剰生産能力解消政策

２．過剰生産能力解消政策の実施状況（鉄鋼産業）

 コークス製造のうち3割が製鉄所、7割が独立系コークス工場
 コークス製造量は約4.5億トン／年（うち、約0.3億トン／年はセミコークス）
 2017年のコークス生産能力は6.8億トン／年（過剰生産能力の状況）

 コークス産業の過剰生産能力削減政策はない
 中国政府はコークス産業に対しては、環境面と安全面以外には介入しない
 環境規制と市場動向によって自然にコークス工場が淘汰させる政策

 2017年に新たな環境規制が発令：
 資本力の小さなコークス工場は自然に淘汰
 2016年にはコークス工場の1割は環境規制で減少

 中国煉焦行業協会（コークス協会）は、環境規制によるコークス工場の淘汰の動
きは、経営的に良好な企業が残ることから賛同
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⑥ 原料転換、原料節約、コークス比の動向
(1) 原料転換、原料節約、コークス比の動向

２．過剰生産能力解消政策の実施状況（鉄鋼産業）

 鉄鋼業界のコスト削減の動き
 技術開発の動き

コークス1トン製造するのに必要な原料炭消費量削減の動き：
約1.35～1.36トン → 1.33～1.34トンへ改善

コークス比低減の動き（コークス比：銑鉄1トンの製造に必要なコークス量）：
約531kg（コークス比0.531） → 2025年に世界水準（日本はコークス比0.341）

強粘結炭配合率低減の動き：
現在約65%～80% → 今後40%～45% → 将来的には35%～40%
 ただし、高炉の大型化によってコークス強度が求められるため、高品質強粘結

炭の配合率が増加する可能性もある

環境保護政策による低硫黄炭の需要の増加の動き：
 ただし、足元では安価な高硫黄炭の需要が多い（山西省でのインタビュー）
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３．中国の過剰生産能力解消政策が
原料炭の国際需給及び市況へ及ぼす影響
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十三五
期間の
目標

2016年
実績
（目標）

2017年
実績
（目標）

2018年
計画

2019年
～

2020年

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) 1.5億トン前後 1.1億トン

鉄鋼生産
能力削減

1.5億トン
6500万トン

(4500万トン)
5500万トン以上

(5000万トン)
3000万トン前後

※目標1.5億トン達成
－

公表
2016年2月
6号公文書
7号公文書

2017年3月
第12期第5回

全人代

2018年3月
第13期第1回

全人代

2018年3月
第13期第1回

全人代

十三五：第13期（2016年～2020年の5年間）
全人代：全国人民代表大会
6号公文書：鉄鋼産業の過剰生産能力解消・困難脱出・発展の実現に関する意見（国発[2016]6号）
7号公文書：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意見（国発[2016]7号）

① 過剰生産能力削減の実績と予定

３．中国の過剰生産能力解消政策が原料炭の国際需給及び市況へ及ぼす影響

 2018年の石炭生産能力削減目標は1.5億トン
 2019年と2020年で残りの1.1億トンを削減
 鉄鋼生産能力は2018年に目標を早期達成見込み
 2018年はゾンビ企業退治の強化と地条鋼の復活防止
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② 中国の石炭産業の過剰生産能力解消政策の見通し
(1) 実質的な石炭生産能力の予測

３．中国の過剰生産能力解消政策が原料炭の国際需給及び市況へ及ぼす影響

 石炭十三五（2020年：原炭生産量39億トン／石炭消費量41億トン目標）
 2020年石炭生産能力予測（40.21億トン～44.04億トン）
石炭産業発展第13次5ヵ年計画の期間中に石炭の供給側改革が推進されても、石炭の
供給量が逼迫する恐れがないと考えられる

出典：汾渭能源信息服務有限公司
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③ 中国の鉄鋼産業の過剰生産能力解消政策の見通し
(1) 鉄鋼の需給見通し

３．中国の過剰生産能力解消政策が原料炭の国際需給及び市況へ及ぼす影響

今後の鉄鋼需給動向を左右する要因として以下の内容が考えられる
 （→）中国の今後の経済成長（2015年以降は経済成長率6%台、2018年
は2017年と同様6.5%）

 （→）道路、鉄道、橋、ビル、住宅など国家的インフラ整備（飽和状態へ）
 （↑）一帯一路政策（中国鉄鋼産業の動向を左右）
 （↓）鋼材輸出の見通し（アンチダンピング、米国制裁発動）
 （↓）CO2削減も含む環境政策（高炉銑鉄生産抑制、電炉推進）
 （↓）環境の面から海外鋼材輸出削減の可能性（国内のエネルギーを

使って国内の環境に影響を与える鉄鋼生産を海外のために行うのは如
何なものかという専門家の意見）

さまざまな要因により中国の鉄鋼需給見通し予測は困難
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③ 中国の鉄鋼産業の過剰生産能力解消政策の見通し
(2) 鉄鋼分野の過剰生産能力解消政策による原料炭需要への影響

３．中国の過剰生産能力解消政策が原料炭の国際需給及び市況へ及ぼす影響

 これまでは、鉄鋼生産への影響はほとんどない（国内鉄鋼需要を満たしている）
 中国政府は電炉移行を明確化（電炉メーカの再編、技術革新、コスト削減）
 ただし、高炉から電炉への移行には時間を要する見込み

短期的に原料炭需要が大幅に減少する状況になっていない

 環境不適格設備、旧式設備の淘汰
 コークス製造の技術向上による原料炭減少（原料炭原単位の改善）
 高炉におけるコークス比の減少
 PCIなどコークス代替還元材の増加
 スクラップ発生量及び使用量の増加
 環境対策、CO2対策を見据えた長期的な高炉から電炉への方向転換

原料炭需要は以下の要因により、今後確実に減少する見込み
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④ 中国の過剰生産能力解消政策が
原料炭の国際需給及び市況へ及ぼす影響

３．中国の過剰生産能力解消政策が原料炭の国際需給及び市況へ及ぼす影響

過剰生産能力解消政策自体が直接的に今後原料炭の国際需
給や原料炭市況に及ぼす影響は小さいと展望

 急激な原料炭価格高騰⇔供給側の急激な生産量減少（中国の276日操業規制）
 中国政府は276日操業規制といった極端な石炭生産量削減政策を取らないと明言
 中国の原料炭需要は長期的に減少
 中国政府の価格安定化政策（原料炭の中長期契約を推奨）

 中国政府による適正な需給バランスを取る新たな政策（安定的に国内炭を供給する
政策を取ることが推察されるため、中国の原料炭ユーザーが急激に海外から原料炭
調達を増やすという可能性は低いと考えられる）

解消政策との関連性は低いが以下の要因は原料炭の国際石炭市況に影響を及ぼす可
能性がある
 中国の鉄鋼産業の沿海部シフトに伴う輸入炭の増大
 中国の強粘結炭資源枯渇による価格高騰
 中国の環境対策の一環としての高品質原料炭輸入の需要増
 インドの鉄鋼生産増加による原料炭輸入量の増加
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３．中国の過剰生産能力解消政策が原料炭の国際需給及び市況へ及ぼす影響

④ 中国の過剰生産能力解消政策が
原料炭の国際需給及び市況へ及ぼす影響

(☆) 鉄鋼産業の沿岸部シフト

 沿海部の銑鉄生産量の増加（広東、福建、遼寧、江蘇、河北、山東）

 雲南、天津、甘粛、山西、新疆、広西、黒竜江が大きく減らしており、天津市を除き内
陸部の地域

地域 2013年 2017年 増減 増加率 地域 2013年 2017年 増減 削減率

広東 1,150 2,024 875 176% 甘粛 898 456 -441 49%
福建 588 938 350 159% 黒竜江 716 439 -278 39%
寧夏 123 192 69 156% 貴州 530 344 -186 35%
陝西 883 1,137 255 129% 雲南 1,937 1,322 -614 32%
内蒙古 1,367 1,550 183 113% 重慶 556 384 -172 31%
安徽 2,017 2,265 248 112% 天津 2,214 1,638 -576 26%
遼寧 5,698 6,122 424 107% 青海 135 102 -33 24%
江蘇 6,691 7,132 441 107% 新疆 1,371 1,062 -309 23%
江西 2,012 2,143 131 107% 浙江 1,060 856 -204 19%
河南 2,552 2,703 151 106% 吉林 1,116 906 -210 19%
河北 17,028 17,997 970 106% 広西 1,568 1,311 -257 16%
湖南 1,740 1,790 50 103% 上海 1,638 1,448 -190 12%
山東 6,580 6,562 875 100% 山西 4,303 3,952 -351 8%

地域別銑鉄生産量の推移（万トン）
出典：中国国家統計局

四川 2,011 1,900 -112 6%
湖北 2,416 2,401 -15 1%
山東 6,580 6,562 -19 0%
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原
料
炭

強
粘
結
炭

日：焦炭
中：焦煤

石炭化度がやや高い瀝青炭。単独でコークス化すると、生成される軟化溶融物の熱安
定性はよく、得られるコークスの塊炭率が高く、ひび割れは少なく、強度も高い。

日：脂肪炭
中：肥煤

石炭化度が中程度の瀝青炭。単独でコークス化すると、溶融性の良好なコークスを生成
するが、比較的多くの横方向のひび割れが見られ、コークスの芯部が蜂の巣状になる。

日：1/3焦炭
中：1/3焦煤

焦煤、肥煤と气煤の間に位置し、中程度からやや高い揮発分を含む強粘結性炭。単独
でコークス化すると、強度のやや高いコークスを生成することができる。

そ
の
他

日：ガス脂肪炭
中：气肥煤

揮発分が高く、粘結性の強い瀝青炭。単独でコークス化すると、大量の石炭ガスと軟化
溶融物を発生するが、高強度のコークスを生成することができない。

日：ガス炭
中：气煤

石炭化度がやや低く、揮発分のやや高い瀝青炭。単独でコークス化すると、生成コーク
スのほとんどが細長く、砕けやすい。また比較的多くの縦方向ひび割れが見られる。

日：痩炭
中：痩煤

石炭化度の高い瀝青炭。単独でコークス化すると、大部分をコークス化することができる。
コークスの塊炭率が高く、ひび割れは少ないが、溶融性に劣り、耐磨耗性は低い。

日：貧痩炭
中：貧痩煤

石炭化度が高く、粘結性に劣り、揮発分の低い瀝青炭で、コーキング性は痩煤より低い。

３．中国の過剰生産能力解消政策が原料炭の国際需給及び市況へ及ぼす影響

④ 中国の過剰生産能力解消政策が
原料炭の国際需給及び市況へ及ぼす影響

(☆) 強粘結炭資源枯渇

 開灤（河北）、龍煤（黒竜江）、淮北（安徽）の資源枯渇が進展→今後、出炭減へ
 特に強粘結炭（焦煤）の資源枯渇が現実味（政府機関、石炭企業インタビュー）

中国の原料炭需給は今後タイトになる
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ご清聴ありがとうございました
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