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郭　　　四　志

中国原子力発電の状況とゆくえ

はじめに

福島第１原発事故をきっかけに、これまでク
リーンで効率の良いエネルギーであった原発へ
の不安が世界に広がり、原発の安全の神話が破
綻してしまった。世界的に脱原発・原発政策を
見直されつつあり、エネルギー不足や気候変動・
環境問題の深刻さにどう対処し、エネルギーの
安定的供給と環境保全及び経済効果の並立を目
指してきた諸外国の今後の原発政策・動きがど
うなっていくかに関心が持たれている。そうし
た中、世界の建設中の原子力発電所全体の４割
以上も占めている中国原発の現状・ゆくえが大
いに注目を集めている。本稿では、中国の原発
建設を急ピッチで推進した背景を考察し、中国
原発の現状及び特徴を分析し、それを踏まえて
中国原発のゆくえを展望することにする①。

一、中国原発の現状と急ピッチで建設・
導入した背景

１、原発の概要

中国の原子力産業の歴史は比較的長い歴史を
持っている。1949年中華人民共和国を成立した
直後に国家最高研究機関として中国原子力科学
研究院を設立、その下に現在の中国原子能（原
子力、原子エネルギー）科学研究院の前身であっ
た近代物理などの研究所を設置した。1955年に
旧ソ連と原子力協力協定を締結した。その後中
ソ摩擦・対立に伴い、協力協定を中断され、60

年年代初期から軍事目的の原子力自主開発に取
り組んできた。そして1964年10月に原子爆弾
の実験が成功し，続いて1967年６月、水素爆弾
の実験成功、1971年に原子力を動力とする原子
力潜水艦も持つようになった。

その後、上述の蓄積した技術・ノウハウを活
用し、1970年代初期、上海核工程研究院を設立
し、発電用原子炉として秦山原子力発電所（30
万kW、加圧水型（PWR））の設計・開発をスター
トした。1985年３月に着工し，1991年12月に試
験運転，1994年５月に商業運転を始めた。中国
は，世界30番目の原子力発電国となった②。

秦山原発を皮切りに，中国政府は、1990年代
以来「重点的かつ段階的に原子力発電所を建設
する」、「原子力発電を適度に発展させる」との
方針から、2000年以後の「積極的に発展させ」、
さらに2009年以後、「強力的に発展させる」と
の方針へと変え、原発の建設・導入を強化して
きた。その結果、表１に示すように、2012年６
月末現在，原発ユニットは運転中15基約1,253
万kW、建設中26基2,924万kW，合計41基4,177
万kWとなった。電源構成に占める原子力発電
の比率をみると、中国の発電設備容量の総量は
９億6,000万kWで、原発が占める比率が僅か
1.1%にすぎない（表３）。一方、世界原発主要
国は平均20％〜30％に達している。

これまで、世界主要原発諸国と比べると、中
国の原発導入が大変遅れてきて、また、エネル
ギー・電力需給、石炭を始めとする化石燃料に
大きく偏っている。
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経済の急速な成長に伴い、中国エネルギー・
電力需給の逼迫及びエネルギー・電力供給アン
バランスとい構造的問題が深刻化しており、後
述のように電力の安定的供給や環境保全に大き
な支障が出ている。政府は石炭を始めとする火
力発電の比率を引き下げて、原発の電源比率を
引き上げるために、沿海地域を中心に上述の原
発目標計画を積極的に導入している（図１）。

上述の中国原発の目標計画で分かるように、
中国政府は2020年には原発の発電設備能力を
2010年の約８倍2010年の約８にあたる8,600万
kWまで拡大させる計画である。運行・建設中

の41基に加えて、さらに40基以上の新設を見込
んでいる。平均で２カ月１基以上を完成させる
野心的な計画である。中国がこれほど急ピッチ
で原発を進めるのは、経済の急成長でエネル
ギー需要が急増し、温暖化ガスの排出など環境
問題の深刻化も必至だからである。

２、	原発導入強化の背景―エネルギー
需給ギャップの拡大と深刻な構造
的問題―

中国エネルギーの消費量は1990年からの約20

表１　中国における稼働中の原発基地（2012年３月現在）

稼働中 場所 基数
（15） 建設時期 稼働開始時期 設備容量（万kW）

1079.8 炉型

広東省
（６基）

大亜湾 ２ 87.8 94.2 2×98.4＝196.8 仏 M310
嶺奥Ⅰ
嶺奥Ⅱ

２
２

97.3；98.4
05,  06

02.5
10,  11.8

2×99＝198
2×108＝306

仏 M310
中・CPR1000

江蘓省
（２基）

田湾 ２ 99.10 04.12 2×106＝212 露・VVER1000

浙江
（６基）

秦山Ⅰ
秦山Ⅱ
秦山Ⅲ

１
４
２

85.3
97,  99,  05
97,  98

1991.12
02.4,  04.5,  10,  11.12
02,  03

1×30＝30
4×65＝260
2×70＝140

中・CNP300
中・CNP600
加・Candu6

出所： 現地聞き取りをもとに作成。

表２　中国における建設中の原発基地（2012年３月現在）

地域別 場所 基数
（計26）

建設開始
時期 完成予定 容量（万kw）

（計2989） 炉型

遼寧 紅沿河 ４ 2007.8〜
2009.8

2012〜
2014

4×108 中・CPR1000

山東 海陽 ２ 2009；2010.6 2014；2015 2×125 米・AP1000
浙江 三門

秦山Ⅰ増設・方家山
２
２

2007
2008.12

2012
2013

2×125
2×108

米・AP1000
中・CPR1000

福建 寧徳・福清 ７ 2008〜2010 2013〜2015 7×108 中・CPR1000
広東 陽江

台山
３
２

2006〜2010
2009.10

2011〜2015
2014.11

3×108
2×175

中・CPR1000
仏・EPR

広西 防城港 ２ 2010.7 2015 2×108 中・CPR1000
海南 昌江 ２ 2010.4 2015 2×65 中・CNP600

出所： 表１と同じ。
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年で３倍以上に膨らんできた。その消費量はさ
らに2035年にはさらに２倍近くに増えると見ら
れている。中国経済の高成長がエネルギー多消
費の重化学工業に依存していることも主因の一
つである③。中国GDP（国内総生産）は世界の
９％だが、石油は世界の約11％、石炭は５割近
く、エネルギー総量の２割以上を消費されてい
る④。エネルギー消費効率も世界平均と比べ３
倍も低い。

この結果、石油などの化石燃料が現在年間約

２億5,000万トン不足しており（図２参照）、海
外輸入で賄っている。この需給ギャップは2020
年までに５億トン以上に拡大する見通しである。

また、中国エネルギーは需給ギャップ以外の
問題が、需給構造のアンバランス、９割以上化
石燃料、７割以上を石炭に依存している（図３）。

石炭に依存している中国のエネルギー構造の
下で、中国電源構成は、石炭など火力発電比率
は約８割と高い。

主要国と比べ、中国における発電は大きく石

図１　中国原発基地の概念図
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図２　中国エネルギー需給（2010年）　単位：石油換算万トン

図３　中国における一次エネルギー消費の推移
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出所： BP統計（2011年）より作成

表３　中国における電源構成　　単位：万kW（%）

源別発電 2011年

火力 76,546（ 72.5）

水力 23,051（ 21.8）

風力 4,577（  4.3）

原子力  1,188（  1.1）

太陽光   214（  0.2）

合計 105,576（100.0）
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炭など化石燃料に依存している（表３）．衆知
のように、中国が世界一の石炭生産大国だが、
石炭埋蔵・生産基地は山西省、内モンゴルなど
内陸部に偏り、エネルギー消費地の東部沿海と
は遠く離れている。輸送用の鉄道の整備が遅れ、
冬の大雪、夏の豪雨・洪水など異常気候の影響
による輸送・供給ネックで、沿海部のエネル
ギー・電力不足がたびたび起きる。

上述の中国におけるエネルギー構造的問題、
エネルギー分布による地域間の偏在問題の解決
を狙うために原発の導入・建設を特に沿海部を
始め、加速化している。

一方、石炭を始めとした化石燃料の消費の拡
大に伴い、環境汚染が深刻化している。中国の
CO2（二酸化炭素）排出量は、30年前の４億ト
ンから、2009年には74億トンまで増え、世界全
体の排出量の24％を占めている⑤。SO2（二酸化
硫黄）など有害化学物質による汚染も切実であ
る。

なお、2009年末にコペンハーゲンで開催され

たCOP15において、胡錦濤国家主席が2020年ま
でに単位GDPあたりのCO2排出量を2005年比で
40〜45％削減するという目標を宣言している。
中国が2020年までに堅調的な経済成長を維持し
続ける場合、排出量は2005年比で60％増加する
可能性が十分にあることで、政府は、原発建設・
導入を強化し、石炭など火力発電の比率を引き
下げて、CO2削減、環境問題に取り組もうとし
ている。

2010年７月、国家エネルギー局高官の江氷司
長によると、2020年までに非化石燃料が１次エ
ネルギー消費に占める割合を15％まで高め、国
内総生産（GDP）１万元あたり（単位GDP）の
二酸化炭素（CO2）排出量を2005年比で40％か
ら45％削減する目標に照らし、2015年までに通
常水力発電、風力発電など再生可能エネルギー
ほか、原子力発電を大幅に増やす計画である。
さらに「12次五ヵ年計画」では、原発設備能力
の目標を計画終了年である2015年に4,000万kW
に引き上げることになっている。

図４　主要国の発電設備の電源構成
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持続可能な成長の視点から見て、エネルギー
不足・石炭依存の構造的問題と環境負荷の問題
は、中長期的に中国が経済成長を続けていく上
で、最大のボトルネックである。

中国は2010年に日本を抜いて世界第２の経済
大国になったが、一人当たりのGDPを見れば、
世界でまだ99位である⑥。中国政府にとって、
今後も成長を続け、国民の生活水準を高め、
GDPを増大することは、社会の安定のために
も重要である。

要するにCO2を出さない原子力発電は、中国
におけるエネルギー逼迫・環境負荷を軽減し、
経済成長のボトルネックを解消するのにもっと
も理想的なエネルギー源である。すくなくとも

「３・11」の福島原発事故を起こるまでは。
これについて最近たびたび、政府幹部・エネ

ルギー関係者が発言している。例えば、６月下
旬開催された「2011中国クリーン電力フォーラ
ム」で、政府系の中国電力企業連合会の欧陽副
事務局長は、「さまざまな考えがあるが、原発事
業を発展させなければ、中国のエネルギー・電
力問題は解決できない。原発建設に力を入れて
いくことが必要だ」と強調した。また、中国国
家原子力機構の陳求発主任は６月初旬、ウィー
ンで開催された国際原子力機関（IAEA）の定
例理事会の席上、「原子力の平和利用とクリー
ンエネルギー利用率の向上が中国エネルギー戦
略の重要な柱のひとつで、中国は安全確保を前
提に、原子力発電の継続的な発展を進めていく
ことを主張する」と語っている。

二、	「12次５ヵ年」計画における原発
目標と福島原発事故後の対策

政府が2007年に策定された、原子力発電中長
期発展計画（対象期間は2005〜2020年、以下「中
長期計画」）では、2020年の総設備容量を10億
kWと想定し、そのうちの４％にあたる4,000万kW
を原発で賄うことを目標としていた⑦。その後、

総設備容量の目標計画は14〜15億kWに修正さ
れ、また、沿海を中心する各地域で次々と原発
建設計画が策定されたことで、原発による設備
容量が大幅に増加する見込みとなり、この目標
値も何度か上方修正を繰り返してきた。

2009年４月、中国は原発の「積極的開発」か
ら「協力的開発」へと開発方針を転換した。
2010年３月、政府は2020年までに原発設備容
量を4,000万kWにするという目標を引き上げて
8,000万kWにし、さらに2011年１月の全国エネ
ルギー業務会議においては、8,600万kWに引き
上げられた。また、第11期全人代第４回会議

（2011年３月５日〜14日）で公表された第12次
５か年計画（2011〜2015年）では、原子力発
電については、「沿海の省の原発発展を加速し、
中部の省の原発建設を着実に進める」という方
針で建設を進め、2015年までに原発建設の総設
備容量4,000万kWを目標としている。

中国原発の大きな目標計画の下で、積極的に
推進してきた。では、日本の福島第一原発事故
を受けて中国政府はどのように対応してきた
か、そして、原発政策・計画はどうなっている
か、実は、中国は、「３.11」以後、隣国日本で
の原発事故の深刻度が増すにつれて、原発の安
全性に対する意識はかつてないほど強くなって
いる。図１に示したようにこれらの稼働中及び
建設中の原子力発電所は、いずれも沿海地域に
立地されている。そのほかに建設承認を得てい
るものの、建設に着手していない原発基地や許
可を得ていない建設計画が多数ある。これには
今までにはなかった内陸地域での建設計画も含
まれており、「３.11」以後、これらの運行・建設・
計画中の原発基地の安全・耐震性に対し、政府
も懸念するようになった。温家宝首相は福島原
発事故から５日後の３月16日に緊急国務院常務
会議を開き、中国の対処方針を決めた。

まず、専門家・政府関係者から福島原発事故
の状況を聞き、中国の原発運行状況を全面的に
検査、計画中の原発プロジェクトの審査・承認
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手続きを中止した。そして、国内すべての原子
力施設を対象に、緊急安全検査の実施を指示し、
原発事業は安全を最優先しなければならないと
の基本方針を強調した。

具体的に次の４つの方針を示している⑧。
①原発施設に対し直ちに全面的な安全検査を

実施すること、全面的で緻密な安全評価、潜在
的な危険を網羅的に調査することを通じて、絶
対的な安全を確保すること、②運行中の原発の
安全管理を強め、原発施設を保有する組織・機
構は制度を整え、厳格に規則を適用し、運行管
理を強化すること、行政監督部門は、監督検査
を強化し、業者が潜在的な危険を即座発見し取
り除くように指導すること、③建設中の原発を
全面的に審査し、最新の技術基準により、すべ
ての建設中の原発に対し安全チェック・評価を
行い、潜在的な危険が存在する場合には改善し、
安全基準に合致しない場合には直ちに建設を停
止すること、④新しい原発のプロジェクトは厳
しく審査し、原子力安全計画を早急に策定し、
中長期計画を調整し完全なものとし、原子力安
全計画を承認するまでは、原発プロジェクトの
審査・承認を一時停止すること、である。

上述の方針の下で、沿海原発審査を担当する
国務院海洋局は、新規原発の審査を当面受理し
ないと発表している。

また、原発安全計画については、国家能源局
が起草を開始し、意見募集稿が一応の完成を見
たが、国務院に報告する段階にはまだ至ってい
ない。一般的には意見募集稿完成から制定・公
布まで少なくとも１〜２年はかかると見られ
る。この期間における原子力発電所の新規建設
計画の審査・承認は行われないことになる。今
後の中長期計画については、設備能力・容量の
目標値は下方修正される可能性がないであろう
と推測されている。

なお、中国は、福島原発事故を受けて、行政
命令・政策に加え、原発安全に関する原子力法
制定に積極的に取り組んでいる。

中国では、長期にわたって原子力の安全管理
に関する基本法が制定されていなく、中国国内
の専門家から懸念の声が上がっている。中国エ
ネルギー・原発専門家によると、国では原子力
発電に関して、数多くの条例・規定を制定した
にもかかわらず、基本となる原発法律の欠如で、
多くの関わった根本的で法的な問題が解決・対
処できていないことが実情だという。

最近、中国環境保護省の原子力安全管理部署
の陳金元・監査員も、「すべての発展国とほと
んどの途上国に『原子力法』や『核安全法』が
存在しているのに、国際原子力機構（IAEA）
のメンバーになった中国は、原子力安全と放射
線安全に関する法律が空白のままだ」と懸念を
示し、こうした原発立法の法律の未整備は、国
際社会に中国の原子力の安全管理への不信感を
招いているとの見解を述べた。

中国では、増大するエネルギー需要のために
原発建設を急ピッチで進めているが、基本法と
なる「原子力法」の制定は、1980年代前半に準
備・スターとしてから30年近くになった。しか
し、その取りまとめのめどはまだ、立っていな
い。その原因として、主に以下のことが挙げら
れる。すなわち、原発基本法の起草は、国務院
原子力安全局や原子力工業部及び衛生部など複
数省庁にわたる連携・作業が必要だったが、各
省庁間で長い間、共通の認識ができておらず、
進められていない状態であった。しかし、近年
の原発の発展状況から原子力基本法制定の必要
性が再認識され、2010年から原子力法の制定に
向けて再度準備が進められていた。2011年１月
には国務院の2011年立法作業計画に組み入れ
られた。
「３.11」以後は、その作業を加速している。

東日本大地震・福島原発事故を受け、中国では
原発への懸念が増幅し、とくに原発基地の周辺
住民は強い恐怖感を抱き始めている。中国は、
1975年の営口・海城大地震、1976年の唐山大
地震、2008年の四川大地震でもわかるように、
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実は地震の多発国である。いくつかの原発基地
は地震ベルトの近くにある。周辺住民の不安へ
の配慮、事故防止・自然災害に備える原発の安
全管理は、政府の最も重要な課題である。中国
政府は、現在これまでのほとんど空白な原発法
体系を確立・整備するための原子力立法を急い
でいる。

こうして、国家エネルギー局や原子力委員会
など原発行政機関は、稼動・建設中の原発基地
への視察・検査や安全情報などの把握、原発周
辺住民の不安・懸念への応対などであわただし
さを増している。そして環境保護部国家核安全
局、国家エネルギー局、国家地震局、核・放射
能安全センターなどの部門が共同で、原発の安
全性に対して全面的な調査を展開している。特
に稼働中の３大原子力発電所（広東省大亜湾原
発、浙江省の秦山原発、江蘇省の田湾原発）を
中心に原発の耐震・耐水能力、重大事故の予防
と緩和、環境モニタリングおよび緊急システム
の有効性など、11の分野にわたり検査を行って
いる。

浙江省秦山、江蘇省田湾、広東省大亜湾など
沿海地域で稼働している13基の原発に関する安
全チェック作業は2011年５月上旬にすでに終
了し、建設中の原発28基の安全検査も８月末ま
でには終わった。また、中国国家エネルギー局
の幹部によると、「２年以内に一時ストップし
ている原発の新設や審査が再開されるのは確実
だという。

上述のように、福島原発事故をきっかけに、
中国政府は、慎重に稼働中および建設中の原発
の安全検査を実施し、新規建設は新たな安全基
準が策定されるまで凍結する方針を打ち出した
とはいえ、2020年までの原発建設の大きな方針
を変えていない。

三、	原発技術導入・改良・開発及び今
後の課題

中国政府は、これまで海外から導入した技術
をベースに、加圧水型軽水炉の国産化・標準化
を進めており、既に30万kW級・60万kW 級の
原子炉については実用化水準に達している。し
かしながら中国政府は、自国の自主化水準に関
して、純国産での設計・建設ノウハウはまだ、
未熟のところがあると言えよう。

中国の原発は外国からの技術導入で始まり、
表２で分かるようにフランスのPWR原子炉技術
が主流である。また、フランス・アレバ社の技
術以外に現在、東芝・ウエスチングハウス社の
新型原子炉AP1000の建設が進められている。

中国は、原発を国の欠かせないエネルギー安
全保障手段とすると共に、最も重要な国家産業
政策と位置づけ、先進国からの技術導入・吸収・
改良・開発・国産化というプロセスで推進して
きた。

また、2000年代後半、先進的加圧水型軽水炉
の自主開発力及び産業化水準を高めることを目
標に掲げ、新規原子力発電所の建設を通じてそ
の目標達成に向けまい進することとしている。

中国では、原子炉容器、蒸気発生器、炉内構
造物、冷却材ポンプなど主要機器は国産化のた
めの研究開発（Ｒ＆Ｄ）を独自に推進。大型機
器や重機の生産拠点数ヵ所をすでに設立したと
されている。最近、中国核能行業（原子力産業）
協会の揚岐副理事長は「現行の第２世代の原子
炉の国産化率は80％を上回り、第３世代の「Ａ
Ｐ1000」も国産化が加速している」と、技術力
は急速に向上していると強調している。

要するに、中国の原発は1980年以来、自国の
原子力技術・ノウハウを活用し、先進国原発技
術を導入した上、改良・再開発してきた。中国
の原発の推進プロセスは、一定の成果を収め、
国産化率を高めたとはいえ、中国は原発基幹部
品の製造において、先進原発国と比べ、まだ制
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約がある。清華大学の原発・エネルギー専門家
によると、基幹部品・設備の自主開発が遅れて
いる。

中国が今後原発を推進するには、様々な課題・
制約に直面している。

第一は、基幹部品・設備の自主開発である。
現在、原発設備における３大基幹技術・設備、
すなわち圧力容器、メインポンプ、蒸気発生器
は、まだ自主開発・生産には無理な面があり、
一定の度合いで先進原発国に依存している。一
般設備の国産率は高いものの、大型原子力発電
設備・基幹部品国産化率はまだ低い。大型の原
発戦略としてPWR（加圧水）型が第三世代の
PWR型原子炉（AP1000、EPRなど）を段階的
に導入することが計画されている。中国は東芝
ウェスティングハウス者の第３世代原発技術を
導入して、山東省海陽に建設しており、2013年
稼動する予定である。しかしながら、中国がそ
の目標を実現するには、様々な課題に直面して
いる。

第二は、ウランの確保である。原発の導入拡
大に伴い、ウラン需要も増加する。筆者の予測
では、2020年時点での天然ウランの年間消費量
は１万6,000トン（tU　ウラン換算トン）以上

（8,000万kWの場合）に達する。ところが現在、
中国は天然ウランの生産量がわずか750tU）に
すぎない。需要量（1,500tU）の半分しか満たず、
そのギャップは2020年までに１万5,250tUにま
で拡大していく。また濃縮ウランの生産能力が
年間1,000トン（tSWU＝分離作業単位）しかな
い。このように、中国は天然・濃縮ウラン輸入
および海外での権益確保が、急務となる。その
調達・確保は、ウラン価格の高騰やウラン権益
確保をめぐる諸外国間の競争激化を招きかねな
い。

最後には、設計・製造・安全管理などに関す
る専門家・エンジニアが不足している。既存人
材の高齢化と若手人材の不足に加え、人材が流
失しており、一部重要領域の人材欠乏状況が厳

しい。
特に、今後、原子力発電所の急増に伴い、原

発の安全運営に関する安全管理者、検査員、運
転職員が不足するのは間違いない。現在、原子
力の安全性の監督・管理に従事するスタッフは、
わずか300人程度である。今後1,000人以上の安
全・検査・管理体制を構築することが、必要不
可欠である。そのため、国際原子力機関（IAEA）
および日米欧など先進原発国の協力を求める必
要がある。

終わり―中国原発のゆくえ―

中国の原発はこれまで日本や欧米ではあり得
ないほどのハイペースで建設されてきた。それ
を可能にしたのは、社会主義体制におけるワン
パターンの意思決定システムである。中国では、
土地は国有・公的所有で、中央・地方政府は土
地の収用、原発の立地を自由に行うことができ
る。日本や欧米のように周辺住民による猛烈な
反対運動が大きく広がることはなかった。

しかしながら、経済の成長に伴い、民衆の権
利意識が次第に高まり、社会政治体制がより民
主主義的な方向に向かっていくと考えられる。
そのことが、中国の原発建設の推進にとっては
大きな不確実性の一つだと考えていた。今回の
福島原発事故を受け、原発基地の周辺住民は強
い恐怖感を抱き始めている。中国は、1975年の
海城・営口大地震、1976年の唐山大地震、2008
年の四川大地震でも分かるように、実は地震の
多発国だ⑨。遼寧・葫蘆島、紅沿河、山東・海
陽などいくつかの原発基地は地震ベルトの近く
にある。周辺住民の不安への配慮は、中国でも、
より重要になっていくだろう。中国政府は目下、
地震・津波などに備えて原発の安全管理や事故
処理などを明確にする「原子力立法」との法整
備を急いでいる。

先日、国家エネルギー局の何永健計画処長は、
「東日本大震災による原発事故により、原発に
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対する懸念が強まった。中国は今後、安全性の
確保を大前提として原発の発展を促進し、4,000
万キロワットの原発発電容量を15年までに開発
する目標を継続する」と表明した。中国の原発
政策は、今後、基本的に大きな転換がないもの
の、今までの強力に原発建設を推進するという
方針から、もっと慎重に進める政策方向に変わ
るだろう。

今後、中国政府の原発政策は、「強力な推進」
から「慎重な推進」へと変わっていくだろう。
だが、原発推進の方向性自体には大きな転換は
ない。体制の維持と社会の安定のため、経済成
長に必要なエネルギーの確保を優先する中国政
府の意思は固いからである。福島での事故への
日本政府の対処状況を見極めながら、政策を具
体的に調整するだろう。日本政府が今回の事故
を比較的速やかに収束に導ければ、中国政府も、
福島原発より新型であることなどを理由に、自
国の原発の安全性を強調することが可能かも知
れない。

それでも当面は、原発増設ペースのスローダ
ウンは避けられそうにないが、電力不足のため
に経済成長が抑制されることにはならないだろ
う。既存の石炭火力発電の効率化を進めたり、
太陽光発電や風力発電などの再生可能エネル
ギーを強化したりすることで、ある程度補うこ
とができるからである。

中国政府は、再生可能エネルギーの強化に動
き始めている。例えば、太陽光発電産業の第12
次五カ年計画（2011〜2015年）では、目標がい
まの計画の約２倍に引き上げられる可能性が出
てきた。2015年の太陽光発電の目標は、これま
での発電能力500万キロワットから1,000万キロ
ワットへの上方修正が検討されているという。

ただ、再生可能エネルギーの基幹技術で中国
はまだ国際的に劣っており、この分野の強化に
は先進国との協力が不可欠である。世界で先端
の技術レベルを誇る日本には、大きなビジネス
チャンスとなる。福島での原発事故を受けて、

再生可能エネルギーへの投資を増やし、さらな
る技術革新を求める動きは、中国ばかりでなく
世界各国でも広がる。

中国は、原発運行・建設を安全の前提に推進
しながら、積極的に再生可能エネルギーの導入
に力を入れようとしている。

注

① 詳細について、本文以外に拙著（『中国 原
発大国への道』岩波ブックレット2012年）
を参照されたい。

② 中国環境問題研究会編『中国環境ハンド
ブ ッ ク2011-2012年 版 』 蒼 蒼 社2011年，
pp.158〜159。

③ 郭四志『中国エネルギー事情』岩波新書
2011年，p.1。

④ BP, Statistical Review of World Energy, 
June 2011. p.41。

⑤ The Asahi Shimbun GLOBE, May 15, 2011. 
p.5。

⑥ 郭四志『中国原発大国への道』岩波ブック
レット2012年，（はしがき）p.3。

⑦ 国家発展改革委員会『核電中長期規画2005
〜2020』2007年10月（国家発展改革委員
会能源局ウェブサイト2007.11.2）

⑧ 「温家宝主持召開国務院常務会議─聴取応
対日本福島核電站泄漏有関情況的匯報」『人
民日報』2011年3月17日；宮尾恵美「中国　
原発の積極的推進から安全第一へ」『外国
の立法』国立国会図書館調査及び立法考査
局2011年5月，pp.1〜3参照。

⑨ 馬宗普編著『大地震』人民郵電出版社2010
年，pp.64〜68。

主要参考文献

国家能源局『中国能源発展報告』中国経済出版
社2010年

国家発展改革委員会『12・5規画−戦略研究』
（上、下）人民出版社 2010年



− 116 − − 117 −

国家发展和改革委员会：『核电发展中长期规划
（2005-2020）』2007年

中国国務院「12・5計画」2011年
王海滨 李彬『中国核电大发展：繁荣、乱象和

隐忧』清華大学2010
（社）日本原子力産業会議：「Atoms for Asia、

中国の原子力の動向」2006年
日本エネルギー経済研究所「福島第１原発事故

による諸外国原発政策への影響」2011年４
月

中国環境問題研究会編『中国環境ハンドブック
2011-2012年版』蒼蒼社2011年

郭四志『中国エネルギー事情』岩波新書2011年
郭四志『中国原発大国への道』岩波ブックレッ

ト2012年
BP, Statistical Review of World Energy, June 

2011
The Asahi Shimbun GLOBE, May 15, 2011
宮尾惠美「中国　原発の積極的推進から安全第

一へ」『外国の立法』国立国会図書館調査
及び立法考査局2011年５月

馬宗普編著『大地震』人民郵電出版社2010年


