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中国の対アフリカ戦略 

― 石油資源確保を中心に ― 

 

 

郭   四 志 

 

 

はじめに 

 

 世界の石油需給の逼迫が深刻化する中、アフ

リカ、とりわけギニア湾湾岸の西アフリカ諸国

の原油生産・供給能力やそのポテンシャルが関

心を集めている。近年、世界の主要石油・資源

消費諸国は、積極的にアフリカ原油輸入の拡大

や上流事業への進出に取り組んでいる。 

 なかでも、中国はいかにアフリカ接近を図っ

たか、石油資源確保を主とする中国の対アフリ

カ戦略は、どのようなものであったかは、関心

の高いところである。 

 中国は、2009年、アフリカへの直接投資は、

前年同期比で、 8 割近く急増、アフリカ諸国と

の貿易総額が1000億ドルを超えている。 

 2009年11月17日、温家宝中国首相が・中国・

アフリカフォーラム（エジプト）に出席、中国

がアフリカ向けに約100億ドルの低利融資を実

施し、多額の債務の免除、対アフリカの一部輸

入関税をゼロにし今までよりさらに経済援助を

強化すると表明している。国際金融危機後の先

進国を始めとする世界経済が不況・低迷する中、

世界経済の回復・成長を牽引している中国が、

最近の繰り広げた活発な対アフリカ戦略強化の

動きが注目を集めている。 

 本稿では、中国のアフリカ原油輸入と国有 3

大石油企業の対アフリカ進出に焦点を当て、中

国の対アフリカ・エネルギー外交、石油資源確

保を中心とする対アフリカ戦略の展開を分析す

ることにする。 

１、アフリカからの石油資源の確保―中

国の石油セキュリティにおける重要

な戦略の一環 

 

 石油資源確保を中心とする対アフリカ戦略は、

中国の石油･エネルギーセキュリティ戦略にお

けるもっとも重要な一環である。具体的に中国

の対アフリカ石油戦略は、主にアフリカ産油国

の上流事業への積極的な進出とアフリカからの

原油輸入の拡大・供給確保からなる。それは、

中国の石油輸入ソース・供給源の多様化戦略お

よび中国の製油所装置に見合う低硫黄原油の経

済性に基づく重要な選択である。その戦略の実

施・展開は、アフリカ原油の輸入拡大とアフリ

カ上流事業への参入により行われた。 

 中国の対アフリカ戦略の一つの重要な狙いは、

石油資源の確保である。図 1 に示したように、

アフリカ地域の石油確認埋蔵量は、1,321億バレ

ルで、世界で中東などに次ぎ、 4 番目の石油埋

蔵量の豊富な地域で、世界確認埋蔵量の約10％

を占めている。また石油の生産量は約 5 億トン

と、世界全体の石油生産量の12.4％を占めてい

る。 

 中国は経済の高度成長に伴い、石油需給の

ギャップは1993年に純輸入国に転じた時の180

万トンから、現在では  2 億4,000万トンにまで

拡大している。経済の持続可能な成長のボトル

ネックとなりかねない需給ギャップという課題

を克服するために、石油資源の確保・セキュリ

ティの一環として、資源の豊富なアフリカから
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の確保を積極的に狙っている。具体的に中国の

対アフリカ石油資源の確保活動は、主にアフリ

カ産油国の上流事業への積極的な進出とアフリ

カからの原油輸入の拡大・供給確保からなる。

それは、中国の石油輸入ソースの多様化戦略お

よび低硫黄原油の経済性に基づく重要な選択で

ある。その戦略の実施・展開は、アンゴラを始

めとするアフリカ原油の輸入拡大とアフリカ上

流事業への参入により行われた。 

 

（1）近年のアフリカへの資源開発強化 

 近年、中国 3 大石油企業は活発に海外に進出

している(表 1 参照)。その中で、かなりの度合

いでアフリカ地域に偏っている。もちろん政府

の石油供給セキュリティ戦略の下で、アフリカ

への資源開発投資を進めるが、企業自身の戦略

選択にもよると思われる。すなわちアフリカは

カントリーリスクの高い国が多く存在している

が、中国 3 大石油企業にとって、欧米メジャー

との競争を回避し参入しやすいポテンシャルの

大きい、魅力的なエリアである。 

 近年ロシアへの進出が中国石油企業の期待通

りに進まなかったことで、中国企業のアフリカ

への事業展開の期待は高まって、アフリカとく

に西アフリカへの進出を強化している。 

 CNPCをはじめ、Sinopec、CNOOCの  3 大石

油企業は、アフリカのスーダン、ナイジェリア、

アンゴラなど17ヵ国での石油探査・開発などの

プロジェクトを推進・実施してきた(表 2 )。近

年、中国は対アフリカの進出を加速し、拡大し

ている。中国のアフリカでの探鉱・開発プロ

ジェクトは、1990年代後半のわずか  5 件から、

現在の46件にまで増やした。進出の地域・国別

からいうと、ナイジェリア 8 件（サントメ・プ

リインシメとの共同開発地域も含む）、スーダ

ン  8 件、アルジェリア  7 件、アンゴラ  5 件、

モーリタニア 3件、チャド 2 件、モロッコ 2 件、

ニジエール 2件、リビア  2 件またガボン、コン

ゴ、赤道ギニア、マダガスカル、ケニア、ソマ

リア、チュニジアはそれぞれ 1 件となっている

(表 2 )。 

 目下、中国のアフリカでの探鉱・開発プロ

ジェクトは、中国の海外資源開発プロジェクト

総件数の約 3 割を占めている。その殆どのプロ

ジェクトは近年実施したものである。 

図１ アフリカの世界石油に占めるシェア 

（２０１０年末 確認埋蔵量;単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   出所：BP統計より作成。 
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表１ 中国３大石油会社の海外自主開発の主要指標（2009年12月現在） 

 

 
プロジェクト

（累計件数) 

主要進出先

（ヵ国） 

権益油

(万トン) 

権益ガス 

(百万㎥) 

CNPC 79 
アフリカ、中東、中央アジア、

南米地域等26ヵ国 
3000 3800 

Sinopec 33 アジア、米州、中東等14カ国 550 － 

CNOOC 18 アジア、豪州等 5 カ国 202 1350 

      注：件数にはCNPCとSinopecとの共同プロジェクトは各々計上したものが含まれている。 
     出所：Dowjiones China Energyと 3 大石油会社資料より作成。 
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 なお、上述した中国の自主開発による権益原

油は、大半アフリカ地域のスーダンに集中し、

現在、スーダンなどアフリカの権益原油は約

3,000万トンになった。 

 

（2）輸入先の多様化・経済性によるアフリカ原

油輸入の拡大 

 2009年、中国の原油輸入量は前年同期比約

14％増の  2 億379万トンとなっている。アフリ

カからの輸入量と全体輸入の比率は、それぞれ

1998年のわずかの219万トン、8.2％から2009年

には6,142万トン、30.1％まで拡大した（図 2 、

図  3 ）。アフリカ原油の輸入拡大に伴い、原油

輸入の地域構成も変化している。地域別には、

原油輸入の対中東依存度が低下し、1990年後半

の60％強から09年には47.9％にまで低下した。

これはアンゴラをはじめアフリカなど中東以外

の地域の輸入拡大により、もたらされたもので

ある。 

 なお、中国ほとんどの製油所は国産の低硫黄

原油を処理するための製油所である。アンゴラ

などアフリカの原油の硫黄分は0.12％で、大慶

の0.11％に近い。中国は近年、原油生産が伸び

悩む割高なアジア太平洋油種に代わって、経済

性からも、アフリカから原油輸入が拡大してい

る。 

 また、原油輸入拡大に伴い、原油輸入の地域

構成も変化している。近年の中国の石油輸入拡

大には大きな特徴が挙げられる。地域別には、

原油輸入の対中東依存度が低下し、アンゴラな

どのアフリカ地域、中央アジア・ロシア、南米

など非中東地域からの輸入比率が上昇している

点が指摘できる。2009年通年の石油輸入の対中

東依存度は前年の50.1％から47.8％へ下がった。

（図 2・図 3、表 3 参照）。 

 中国は、1993年から石油の純輸入国、1996年

から原油の純輸入国となっており、今後につい

ても、石油需要の伸び率が国内原油生産の伸び

率を大きく上回ると見られている（図  2 ）。こ

うした需給ギャップ拡大を埋めるには、海外原

油輸入の増大は必要不可欠で、避けられないこ

とである。そのため、中国は輸入リスクを低減

するために、原油輸入先の多様化に注力してい

る。 

 中国の石油貿易のほとんどは、  5 つの国家

石油貿易公司（中国連合石油有限責任公司、中

国国際石油化工有限責任公司、中化集団公司、

珠海振戎集団公司、中海油中石化連合国際貿易

有限責任公司1）により行われている。そのう

ち中国連合石油、中国国際石油化工、中海油中

石化連合は、それぞれ  3 大国有石油会社

（CNPC、Sinopec、CNOOC）傘下で石油輸出入

業務を担当する専門子会社であり、目下、中国

原油・製品輸出入業務の大半を扱っている。 

表２ アフリカにおける中国石油会社の自主開発指標（2009年12月現在） 

 
プロジェクト

(件数) 

主要進出先

(ヵ国) 

権益油 

(万トン) 

CNPC 25 

スーダン、アルジェリア、ナイジェリア、モータ

リニア、エジプト、チャド、ニジェール、チュニ

ジア、リビア、マダガスカル等10ヵ国 

約2,500 

Sinopec 13 
アンゴラ、ガボン、コンゴ、アルジェリア、ナイ

ジェリア、サントメ・プリインシメ等 6 カ国 
- 

CNOOC 8 
ナイジェリア、赤道ギニア、ケニア、モロッコ、

ソマリア等 5 カ国 
約500 

合計 46 17ヵ国 3,000 

     注：CNOOCは、ナイジェリアを始めとするアフリカ権益埋蔵量は、約700万トンを保有。 

     出所：China Oil Gas & Petrocheicalsと中国 3 大石油会社資料より作成。 
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 中国の製油所では、もともと大慶原油などの

国内産低硫黄原油を処理するための装備となっ

ていたため、1990年代前半までに輸入した原油

はほとんどインドネシア、オマーンなど、国内

産原油の性状に類似しているものに集中してい

た。しかし、1990年代後半以後、アフリカのア

ンゴラ及びオマーン、イラン、ノルウェー、ベ

トナムなどの国からの原油輸入を拡大し、石油

供給地域は過去に比べてかなり分散化されてき

た。ただ、「供給源の分散化・多様化イコール

中東依存度の低下」という図式は必ずしも当て

はまらない。すなわち、急速に増大する原油不

足を賄う輸出余力があるのは主に中東地域であ

ること、そして原油輸入の多いSinopecが競争

力強化のため脱硫設備導入･改造などに伴い比

較的低いコストの中東原油に転換したこと､な

図２ 中国の地域別原油輸入の推移 

（1998～2009年）（単位：百万トン） 
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       出所：China OGPより作成。 

図３ 中国の原油輸入におけるアフリカの比重 

（2009年輸入量合計：約2億379万トン） 
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どにより、海外原油輸入の中東地域依存度は増

大したのである。 

 中国の中東依存度は1993年の41.6％から1998

年には60.6％にまで上昇した。1998年以降は、

スーダン､アンゴラ､ロシアなどからの原油輸入

が伸びていることもあり、中東依存度は50％前

後で推移していた。しかしながら、近年では、

中国の原油輸入拡大に伴い、輸入ソースの多様

化への取り組み及び中東の高硫黄原油処理の製

油所・設備の制約（CNPCなど）などの要因に

より、アフリカ、ロシアなど非中東地域からの

輸入が急増して、中東依存度が50％を割って

2009年の時点で、47.8％にまで低下した(表 3 ）。 

 具体的には、図  3 、表  4 に示したように、

2009年、輸入量別の上位10ヵ国は、サウジアラ

ビア、アンゴラ、イラン、ロシア、スーダン、

オマーン、イラク、クウェート、リビア、カザ

フスタン、ベネズエラ、コンゴ、ブラジル、UAE

でその合計で17,971万トンと、輸入全体の 8 割

近くを占め、また、ランキング 2 位におけるア

ンゴラをはじめアフリカ地域の輸入割合は全体

の30％以上と、前年比約14％大幅増の6,148万

表３ 中国における国・地域別原油輸入  （単位：千トン） 

 

出所：図 1 と同じ 
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トンとなった。同地域の輸入増加率は中東地域

（11％増）を上回っている。 

 輸入地域の変化について見てみると、2009年

に中東地域が前年比8.7％の増加率に対し、ア

フリカ及びアジア太平洋、中央アジア等の地域

は同13.8％、89.9％、16.7％と大きく伸びてい

る。 

 2009年、アフリカ地域を含め中国の海外原油

輸入が増加した理由として、以下の  3 点が挙

げられる。 

 まず第 1 には、堅調な経済成長である(図 4 ）。

2009年の中国経済は08年秋の国際金融危機の影

響を受けたにもかかわらず、4 兆元の景気対策

を盾に、比較的早く回復し堅調な成長に達した。

産業用、業務用の需要の拡大、またモータリ

ゼーションの急速な進展に伴い、石油消費は前

年比6.4％増加の 4 億7,460万トンとなった。 

 第 2 には、需給ギャップの拡大である。近年

国内原油生産は低迷しており、石油需要の増大

に追付かない状態にある。2009年の中国国内の

原油生産量は前年より  3 ％減の  1 億8,900万ト

ンであった。 

 そのうち、CNPCの原油国内生産量は  1 億

1,483万トン、Sinopecが4,242万トンで、CNOOC

は3,212万トンとなっている。CNPCは大慶、遼

河などの主力油田の老朽化による減産で原油生

産量が前年比3.7％減少した。Sinopecの生産量

はそれぞれ前年より僅か1.5％の増加に滞まり伸

び悩んでいる。これは、大慶など東部主力油田

の生産低迷・減産によるものである。一方、沖

合の原油生産量が増加しているCNOOCの原油

の国内生産量は前年比11.2％となっている。 

 第 3 には戦略石油備蓄基地に於ける原油備蓄

がスタートしたことである。量はまだ少ないが、

戦略石油備蓄基地の原油備蓄のための注油が始

まったことが原油輸入の拡大の一つの要因でも

ある。 

 中国第Ⅰ期国家石油備蓄基地の建設完成・貯

油に備え、2009年の 8 月まで国家能源局の指示

の下で、原油価格が大幅な下落するうちに、原

表４ 中国の主要な原油輸入国(10カ国) (2009年) 

国別 万トン 構成比(％) 

サウジアラビア  4,195  23.3（20.6）

アンゴラ  3,217  17.9（15.8）

イラン  2,315  12.9（11.4）

ロシア  1,530  8.5（7.5） 

スーダン  1,219  6.8（6.0） 

オマーン  1,164  6.5（5.7） 

イラク   716  4.0（3.5） 

クウェート   708  3.9（3.5） 

リビア   634  3.5（3.1） 

カザフスタン   600  3.3（2.9） 

ベネズエラ   527  2.9（1.7） 

コンゴ   409  2.3（2.6） 

ブラジル   406  2.3（1.7） 

UAE   331  1.8（1.6） 

計 17,971 100.0（75.5）

           注；（ ）は中国の原油輸入全体量（2億3,789万トン）に占める比率 

           出所：China OGPより作成 
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油輸入を拡大した。 

 

（3）アフリカ原油輸入拡大の背景と輸入見通し 

 ① アフリカ原油輸入拡大の背景 

 中国原油輸入の地域別の分散化は、中国政府

が積極的にエネルギー外交の展開を通じて、供

給戦略の一つである輸入ソースの多様化戦略を

進めた結果である。中国共産党中央党校（中国

共産党大学）国際戦略所の専門家によると、近

年中東情勢の緊張などで地政学的リスクの高く

なった中東地域に依存し過ぎることに、中国政

府要人は強い不安感をもっているという。 

 このような危機感を背景に、最近中国政府は

積極的に西アフリカなどの産油国とのエネル

ギー協力を強化している。例えば、中国政府の

サポートの下で、2006年以来、中国・アフリカ

協力フォーラムの開催、胡錦涛国家主席、温家

宝総理など政府要人の西アフリカへの訪問など、

活発に同地域原油輸入拡大などに向けたエネル

ギー外交を展開している。 

 これらの成果もあり、前述のように中国のア

フリカなど非中東地域からの原油輸入が増加し

ている。 

 この点につき、中国石油企業の専門家は次の

ように指摘している。 

 中国の製油所、特にCNPC系の製油所の多く

は、もともと大慶など国産の低硫黄の原油を処

理するための製油所であり、設備の脱硫能力が

限られているため、中東の重質高硫黄原油の輸

入上限を定めている。アジアの低硫黄原油生産

が減少している中、中東よりもむしろ西アフリ

カの低硫黄原油の輸入を増やす方が、石油企業

にとってメリットがある。このことにより、ア

ンゴラなどのアフリカ原油輸入の拡大がもたら

された。現在アンゴラなどアフリカ原油は中国

PetroChina大連石化などの  8 大製油所（年間精

製能力1,000万トン以上）で処理されている。 

 今後も中国は経済成長に伴って石油消費が堅

調に伸びる中で、国内の原油生産低迷により石

油需給ギャップが益々拡大し、石油の輸入はさ

らに増加してゆく、特に石油供給先の多様化及

び、製油所の経済性の視点からアフリカなど非

中東地域からの原油輸入はさらに拡大すると

Sinopecなど現地の専門家たちは予測している。 

 ② アフリカ原油輸入の見通し 

 上述したように、アフリカからの原油輸入量

は中国の全輸入量の 3 割以上を占めている。ア

フリカからの輸入拡大は、中国の石油輸入先の

多様化・リスク分散化戦略のみならず、経済性

にも基づいたもののである。 

 現在、中国CNPC、Sinopecに属する製油所の

原油処理能力は650万バレル/日、また、両者保

図４ 中国経済の成長及び石油需給ギャップの拡大 
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有の高硫黄原油処理能力は90万バレル /日ある

と言われている。 

 中国のほとんどの製油所は国産の低硫黄原油

を処理するための製油所である。アンゴラなど

アフリカ原油の硫黄含有分は0.12％で、大慶原

油の0.11％に近い。目下輸入したアンゴラなど

アフリカ原油は、主に沿海地域にある製油所で

処理されている。将来アフリカ原油輸入の拡大

に伴い、揚子江沿岸などの地域にある製油所で

アフリカ原油を処理する可能性も出てこよう。 

 2009年現在の中国の自動車の保有台数は

6,000万台以上に達しており、今後年間10％以

上のペースで増加していく2。また、中国での

ジェット燃料の消費についても近年はおよそ

15％増加するという見通しであった。今後その

需要もさらに加速される3。このように、中国

の自動車、航空など輸送業界が発展するのに伴

い、ガソリン、軽油、ジェット燃料の消費が急

速に増加すると考えられる上述の要因が軽質で

低硫黄なアンゴラなどアフリカ地域からの原油

輸入を拡大させることとなっている。 

 

２．中国がアフリカ地域に接近する背景 

 

 石油供給源多様化を図るため、近年中国はア

フリカに急接近し、積極的にエネルギー首脳外

交を展開しているが、それには歴史的な背景も

ある。 

 

(1）伝統的な友好関係の活用 

 中華人民共和国が建設(1949年)されて以来、

毛沢東は民族独立や植民地支配・覇権主義反対

などのスローガンの下、中国の外交方針として、

アフリカ諸国を支援した。1950年代から1970年

代まで、当時中国は豊かではなかったにもかか

わらず、アフリカに鉄道、道路の建設、医療、

教育面などの支援を行って、相当な資金を拠出

した。その見返りに、アフリカなどの発展途上

国の支援で中国は1971年、国連に加盟し国際社

会への復帰を実現した。因みに国連への加盟の

ための賛成票（76票）のうち、27票はアフリカ

であった。 

 それ以来、中国政府は、さらにアフリカ諸国

との良好な協力関係を築いた。中国経済が高度

成長を遂げた1990年代以後には、これまでの政

治的関係に経済協力・貿易投資関係が加わり、

特に近年では石油・エネルギー資源の安定した

確保が中国の対アフリカ外交の重要な部分を成

している。今日の中国とアフリカとの良好なエ

ネルギー協力関係及び中国エネルギー外交のス

ムーズな展開は、毛沢東の外交政策のおかげで

あるとも言えよう。 

 

（2）アフリカ産油国との活発な外交関係とその

成果 

 最大の途上国と言われる中国はスーダンなど

のようなアフリカ途上国に経済的な援助を供与

し、政治、文化などの分野での交流とともに親

善関係を深めている。 

 最近、リビア、ナイジェリアなどのアフリカ

諸国ともエネルギー分野等の経済協力で合意に

達している（表 5 参照）。 

 個別に見てゆくと、ナイジェリアとの関係で

は、2002年 4 月の江沢民国家主席（当時）のナ

イジェリア訪問を機に、翌年Sinopecが同国の

Stubb Greek油田での開発権を取得した。 

 対アルジェリア関係では、朱熔基首相（当

時）が2002年 8 月にアルジェリアを訪問した直

後、国営石油会社Sonatrachとの間で、Sinopec

が2002年10月、同国油田開発、CNPCが2003年  

 7 月に同国油田開発と製油所建設、さらに2003

年12月には油田開発に関する契約をした。 

 アンゴラとの関係では、2004年、中国政府は

アンゴラ政府へ20億ドルの借款を供与し、イン

フラ、学校、病院の建設を支援することによっ

て積極的に同国とのエネルギー外交を展開した。

国営 石 油 会社 Sonangol は Shell が放 棄 し た

Block18の一部を、Sinopecに与えている。現在
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中国側は同ブロックの50％を保有している。オ

ペレーターは、BPで、2007年には同鉱区で20

万B/D以上の原油生産を予定している。 

 コンゴ共和国との関係では、2005年 2 月、曾

培炎副首相が同国を訪問し、Sinopecが海洋  2 

鉱区の探査契約を取得した。 

 対赤道ギニア関係では、2001年11月、中国の

招きで、ンゲマ大統領が訪中、ンゲマ大統領と

 

表５ アフリカ地域へ中国が展開した主要資源外交及び合意内容 

 
地域・国 年月 概   要

リビア 2002.4 江沢民主席とアダフィ大佐が石油ガスや鉄道開発の協力に合

意。CNPCとNOCが共同油田開発に合意。CNPCはWafa油ガス

田からMelitahまでのパイプライン建設を受注。 

ナイジェリア 2002.4 江沢民主席が訪問。その後Sinopecが油田獲得。 

アルジェリア 2002.8 朱鎔基首相が訪問、Sonatrachとの間でSinopecは2002.10に油田

開発、CNPCは2003.7に油田開発建設、同年12月に油田開発に

関する契約に調印。 

エジプト 2004.1 胡錦濤主席が訪問し、ムバラク大統領と会談、エジプト石油

省と覚書。石油の探査、既存油田改修、パイプライン建設な

どで中国が協力。 

ガボン 2004.2 胡錦濤主席がボンゴ大統領と石油の探鉱･開発や精製・輸出に

関する覚書。年100万トンの原油を輸入、Sinopecは油田技術評

価に契約、製油所建設への協力を検討。 

スーダン 1995.9 バジル大統領が訪中、対外援助協定。CNPCがブロック6の 

PSC、パイプライン建設を契約。1996年10月にはGreater Nile

プロジェクト落札。 

2007.2 胡錦濤国家主席がスーダンを訪問。原油供給に伴う前払いや

鉱区権益スワップに合意。 

2009.11 周永康共産党常務委員がダルフール問題でスーダン政府を説

得。同年 7 月海洋鉱区取得。 

アンゴラ 2005.2 曽培炎副首相が訪問、SinopecとSonangolは、石油分野の協力

に合意。 

2006.6 温家宝首相のアフリカ歴訪で訪問、シノペックが深海ブロッ

ク15/17/18取得。 

コンゴ 2005.2 曽培炎副首相がコンゴを訪問し、Sinopecが海洋 2 鉱区の探査

契約を取得。 

中国・アラブ連盟22ヵ国の

中（アルジェリア、エジプ

ト、モーリタニア、スーダ

ン、モロッコチュニジア） 

2006.6 中国・アラブ連盟協力フォーラム（北京）で、中国とアラブ

連盟諸国・アフリカイスラム諸国とのエネルギー・政治・経

済・文化領域の協力関係強化を目指すコミュニケを採択。 

エジプト、ガーナ、アンゴ

ラ、コンゴ、南アフリカ、

タンザニア、ウガンダ計   

7 ヵ国 

2006.6 温家宝首相がこれらの諸国を歴訪し、資源外交を展開。関係

国との間でエネルギー等経済などの分野での協力強化、協定

のMOUに調印。 

中国・アフリカ協力フォー

ラム（48ヵ国） 

2006.11  中国・アフリカ諸国は「北京サミット宣言」と「行動計画

（2007～2009年）」を採択、エネルギー・資源の共同開発と合

理的利用、双方の外相クラスによる定期的な政治対話のメカ

ニズム構築、アフリカの11ヵ国の政府、企業と中国企業11社

が14件、総額19億ドルの事業協力に関する契約に調印。 

カメルーン、スーダン、リ

ビア、ザンビア、ナイビ

ア、南アフリカ、モザン

ビーク、セーシェル 

2007.1～2  胡錦濤主席は 1 月31日～ 2 月12日、アフリカ  8 ヵ国を歴

訪、2006年11月に行われた中国・アフリカフォーラムの成果

を確認し、政治、文化、エネルギー・経済分野における戦略

的パートナー関係への構築に合意。 

出所：『人民日報』（海外版）、中国能源網関係資料より作成 
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江沢民国家主席と会談、エネルギー、経済協力

の拡大に合意し、また、中国側は同国への無利

子借款や債務の一部免除などを表明した。 

 2005年10月、訪中した赤道ギニア大統領は、

胡錦涛国家主席と会談し中国石油企業の赤道ギ

ニアへの投資に優遇措置を与えることを約束し

た。その見返りとして中国側は米国証券取引委

員会（SEC）が調査中のRigg Bankの口座に蓄

えられた同国の資金を受け入れるために中国商

業銀行の口座開設を申し出ている。両国は戦略

的パートナーシップ構築にも合意した。2006年 

 2 月には、CNOOCが国営石油会社Petrolとの間

で南部沖合いブロックSのPSCに調印した。 

 ガボンとの関係では、胡錦涛国家主席は2004

年 2 月にガボンを訪問、石油の探鉱開発及び精

製、輸出に関するMOUに調印し、年間100万ト

ンの原油をガボンから輸入することになってい

る。加えて、Sinopecは同国の油田の技術評価

に関する契約を締結し、製油所の新規建設への

協力を検討することになっている。 

 西アフリカ以外のアフリカ産油国との関係も

良好で活発な外交が行われている。 

 対スーダン関係では、従来より経済援助など

により、友好関係を保っている。1995年 9 月に、

バジルスーダン大統領が訪中し、中国政府と対

外援助協定を結んでいる。その背景の下、

CNPCが同国ブロック 6 のPSC、石油パイプラ

イン建設の契約を締結し、さらに1996年10月に

はCNPCはGreater Nileプロジェクトを落札して

いた。また 2007年  2 月、胡錦濤国家主席が

スーダンを訪問、ダルフール問題で、同国政府

を説得した。その後、同年 7 月にCNPCが海洋

鉱区を取得した。さらに、2009年11月、周永

康共産党常務委員が、同国を訪問し、原油供給

に伴う前払いや鉱区権益スワップに合意した。 

 

 リビアとの関係は、従来より比較的友好であ

る。2002年 4 月に、江沢民国家主席はリビアを

訪問、カダフィ大佐と石油・天然ガス及び鉄道

開発分野での協力に合意した。これを機に、

CNPCとリビア国営石油会社NOCが同国油田の

共同開発を計画し、CNPCはWafa油ガス田から

Melitachまでのパイプライン敷設を受注した。 

 また、対エジプト関係では、胡錦濤国家主席

はエジプトを訪問し、中国側と同国石油省が石

油探鉱、既存油田の改修、原油パイプライン敷

設などの協力に関するMOUに調印。これに伴

い、Sinopecは同国の南ブロック 1 の探鉱･開発

権を取得した。 

 

 近年、中国政府は積極的に産油国の政府要人

と交流しアフリカ、中東、ロシア・中央アジア、

南米などでエネルギー外交を活発に行ってきた。

その展開した主な資源外交活動の件数は50件以

上に達している。そのうち、アフリカのみは、

中国アラブ連盟、中国アフリカ協力フォーラム

を除いても、全体の  5 割に達している。この

ようなことから、中国がアフリカ産油国を非常

に重視していることがうかがえる。 

  

（3）中ア協力フォーラム 

 2006年11月 3 日から 5 日まで 3 日間にわたり､

｢中国アフリカ協力フォーラム北京サミット｣が

北京で開かれた。中国とアルジェリア、ナイ

ジェリア、南アフリカ、チュニジア、アンゴラ

など48ヵ国の首脳・要人が一堂に北京に会し

たことは、中国歴史上初めてのことである。 

 11月 4 日、胡錦濤中国国家主席は同サミット

で 8 項目の政策措置を発表した｡また、 5 日に

は中国・アフリカは｢北京サミット宣言｣と｢行

動計画（2007－2009年）」を採択､エネルギー・

資源の共同開発と合理的利用、双方の外相クラ

スによる定期的な政治対話のメカニズム構築、

アフリカを重視した国連安保改革の実施で合意

するとともに、アフリカの11ヵ国の政府、企業

と中国企業11社が14件、総額19億ドルの事業協

力に関する契約に調印している。 

 胡錦濤国家主席の同サミットでの講話による
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と、中国とアフリカは新な戦略的パートナー

シップを構築し、政治信頼、経済協力、文化交

流、世界の調和的発展、国際関係における相互

支援・協力を強化しようとしている。 

 その重要な一環として、中国は以下の 8 項目

の政策を実施し、中国とアフリカの協力の拡大

を強化することにしている。 

 

① 中国のアフリカ支援の規模を拡大し、2009

年までに中国の援助額を2006年の 2 倍にす

る。 

② 今後 3 年間にアフリカ諸国に30億ドルの優

遇借款と20億ドルの優遇バイヤーズクレ

ジットを供与する。 

③ 中国企業のアフリカへの投資を推奨・支援

するため、中国アフリカ発展基金を設立し、

基金総額を段階的に50億ドルにまで引上げ

る。 

④ アフリカ諸国連合の発展と統合のプロセス

を支援するため、アフリカ連合（AU）会議

センタ－の建設を援助する。 

⑤ 中国と外交関係のあるアフリカ多重債務国

と後発途上国に対し、2005年末を期限とす

る無利子借入債務（109億元）を免除する。 

⑥ アフリカへの市場開放を一層促進し、中国

と外交関係のある後発途上国の中国向け輸

出の関税免除対象品目を190から440以上に

拡大する。 

⑦ 今後 3 年以内に、アフリカ域内に 3 ～ 5 つ

の対外経済貿易協力区を設立する。 

⑧ 今後 3 年間でアフリカの各分野における人

材 1 万5000人を訓練・養成する。また、ア

フリカへ専門家を派遣し、農業技術セン

ター、病院及び学校を設立し、アフリカか

らの奨学生制度を通じた留学生人数を拡大

することで、農業技術、マラリア予防、医

療、教育分野の支援を行う。 

 また、 2009年 11月 17日、温家宝中国首相

が・中国・アフリカフォーラム（エジプト）に

出席、中国がアフリカに向け、さらに約100億

ドルの低利融資を実施し、多額の債務の免除、

対アフリカの一部輸入関税をゼロにし今までよ

りさらに経済援助を強化すると表明している。 

 

（4）アフリカとの関係強化の背景 

 中国とアフリカとが協力を拡大している背景

としては、いくつかの点が挙げられる。まず、

中国にとってアフリカが重要な戦略地域である

ことである。政治面では、中国政府は国際関係

多極化の国際戦略の下で、アフリカ地域との協

力関係の強化を通じ、世界的な中国の政治的影

響・プレゼンスの拡大を図ろうとしている。 

 経済分野では、2009年、中国とアフリカの貿

易総額は2000年の  9 倍増の911億ドルになり、

対アフリカ直接投資は2008年末、累計で55億ド

ル以上に達した(図 5 )。中国企業の対アフリカ

投資では、特に比較優位性のある家電、機械、

繊維などの労働集約型産業を促進しようとして

いる。 

 とりわけ、石油・エネルギー分野での協力は

極めて重要である。近年、中国の石油需給

ギャップの拡大に伴い、アフリカ地域からの原

油輸入が年々拡大し、2009年には6,142万トンと

2000年の約 4 倍まで拡大した。2009年 1 月、前

年比約14％増加しており、中国の原油総輸入量

の30％以上を占めている。アフリカは、中東に

次いで第 2 位の主要輸入先となっている。 

 また、2009年末の時点で中国のアフリカでの

資源開発プロジェクトは46件と中国全体の海外

探鉱・開発プロジェクト総件数の約30％を占め、

権益原油（約3000万トン）は海外全体の60％以

上を占めている。 

 2009年末の時点で、アフリカ全域の原油の確

認埋蔵量と生産量はそれぞれ169億トン、  4 億

6000万トンと、世界の全体の約10％と12％を占

めている。一方、石油消費量は僅か 1 億4420万

トンで、世界3.7％のシェアに過ぎない4。中国

は、アフリカが重要かつ不可欠な原油供給先だ
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と認識している。中国が持続可能な経済成長を

目指し、経済のボトルネックを克服し、輸入

ソースを分散化、エネルギーの安定供給の確保

を目的として、アフリカを視野に入れ、関係強

化を推進することは極めて有意義である。 

 一方、アフリカ諸国は、発展途上国のリー

ダーである中国より長年支援を受けており、中

国との関係の一層の強化により、経済貿易利益

が拡大するのみならず、国際社会における政治

面での協力・支持等のメリットが得られる。 

 しかしながら、近年の中アフフォーラム

（FOCAC）などによるアフリカ諸国との協力関

係の強化・拡大の動きを、欧米社会は従来以上

に警戒しており、特にアフリカの非民主主義国

家、独裁政府の支援に対しては対中批判の声も

出ている。中国政府にとっては、今後いかに国

際社会と調和しこれらの問題に対応していくか

重要な課題となる。 

 

３．中国側から見たアフリカの投資リス

クと比較優位性について 

 

（1）投資リスク 

 中国石油企業など中国側の投資リスク5として

は主に以下の  2 つが挙げられる。これはナイ

ジェリアの例である。 

 まず第 1 は、現地部族及び宗教・宗派間での

暴力及び武装グループからのリスクである。た

とえば、ナイジェリアだけで、250余りの部族

があり、過半数を超えるナイジェリア社会を安

定させるためのリーダー役を果たす民族はいな

い。最大の部族（ホサーフラニ族）であっても、

全国人口の29％に過ぎず、他の比較的大きい二

つ（ヨルバ族、イボ族）もそれぞれ21％、18％

しか占めていない。総人口の半数以上を超える

民族はいない。 

 また、特に同国の経済・資源分布と政治的権

力分布との違いは大きな問題となる。北のホ

サーフラニ族が政治的権限の優位をもっている

が、石油など経済資源がイボ族など少数部族の

居住地域に分布している。このことで、同国各

部族は石油利益を中心に政府との紛争や部族相

互間の紛争が絶えずに起こっている。 

 資源による利益配分を巡る同国の内戦が終了

した後、数年経っても、ナイジ川人民志願軍の

反政府など武装グループは、政府への圧力をか

けるなどの目的で、同国における国際石油メ

ジャーなど外国石油会社を襲撃し、外国従業員

を拉致する事件を起こしている。同国ナイジ川

流域の武装グループは2007年  1 月に  2 回にわ

たって、中国通信技術製造公司と中国石油企業

（CNPC）の従業員それぞれ 5 人と 9 人を拉致し

図５ 中国の対アフリカ直接投資と輸出の拡大 

                             単位：百万ドル 
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た。 

 第  2 は労使関係によるリスクである。ナイ

ジェリアでは、労働組合が強く、企業の従業員

に呼びかけ、激しいストライキを起こすことに

よって経営者と従業員との摩擦、あるいは従業

員の不満を解決させようとする習慣・伝統があ

るといわれている。政府機関でも、公務員たち

は政府の財政事情による給料、退職金の支払い

遅延により、ストを行っている。同国の労使関

係の解決習慣・方法は中国石油など企業の現地

事業展開にとっては、大きくて無視できないリ

スクの一つとしてとらえられている。 

 

（2）アフリカとの分業体制を構築、貿易・投資

の優位性を実現 

 中国は、アフリカをポテンシャルのある、  9 

億人の大きい市場として見なしている。 

 近年、中国は積極的に貿易を拡大し、双方の

貿易構造が次第に最適化した。中国経済の発展

とアフリカ市場のニーズに応じ、アフリカに対

する輸出製品に一次産品が占める割合が減り、

工業製品の割合が次第に増え、さらに軽工業製

品中心から農業機械、機械設備、自動車・電機

設備、携帯電話、通信技術設備中心の方向へと

発展した。2009年には中国からアフリカへの輸

出製品のうち、機械・電機設備・電子製品が、

輸出の 5 割以上を超えている。 

 一方、輸入貿易の構造からみると、一次産品

が依然として主要な位置を占め、増加している。

08年の輸入製品の中では原油が最も多く、アフ

リカからの輸入総額の 7 割を占めている。その

他の製品には原木、鉄鋼製品などがあげられる。 

 また国際金融危機の影響を受け、2009年のア

フリカからの輸入量はいくらか減少したが、農

産物と原油の輸入はそれぞれ25％、14％大幅増

であった。このように中国はアフリカとの垂直

貿易を主とする分業体制を通じて、積極的にア

フリカ市場のシェアを拡大し、国内の豊富な工

業製品を販売し、自国に必要な原油などの一次

産品を確保してきた。 

 一方、中国の対ア直接投資においては、急速

に拡大している。2008年に対アフリカ直接投資

金額は、  5 年前の72倍以上、前年比249％と大

幅増の55億ドルとなっている（図  5 ）。中国の

対ア直接投資は、対世界直接投資が拡大する中、

増加スピードが一番速くなっている。中国全体

の対外直接投資が対前年比111％増に対しアフ

リカ直接投資が約250％となっている。 

 アフリカの潜在の大きなビジネスチャンスが

中国企業を引きつけ、次々に投資に向かわせて

いる。2009年末までに中国のアフリカに対す

る直接投資はストックベースで99億3,000万ド

ルに達し、製造業加工、交通、通信、水利、農

業開発、電力、石油採掘など多くの分野に及ん

でおり、アフリカ49カ国に分布している。中国

の活発な対ア投資は、石油資源の獲得以外に、

欧米など先進国と比べ、アフリカは恰好な投資

場所である。中国製造業・加工分野への投資・

進出は、中国企業にとって自身の強みを活用、

自国の企業優位性を実現できる。特に国際金融

危機以後、中国は、欧米向けの輸出が減速する

中、アフリカ市場への販売・投資拡大は重要な

意味を持っている。筆者は2009年 9 月アフリカ

を訪問した間、空港、ホテル、レストランでよ

く中国から新しい投資・商売機会を探し、商談

にきたビジネスマンを見かけた。 

 

４、世界の多極化のなかで、新興・発展

途上大国の役割･プレゼンスを拡大 

 

 上述の以外の中国政府の戦略狙いは、アフリ

カとの政治的利益関係にある。中国は新興国・

発展途上の大国であり、発展途上国の代表であ

る。発展途上国は中国にとって重大な戦略的意

義があり、発展途上国、とくにアフリカは、中

国の政治･外交活動の重要な基礎の一つである。 

 前述のようにアフリカは中国の国際政治に参

入する必要不可欠で重要な力であり、1970年代
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初期中国が国連に復帰したのは、アフリカ諸国

の支持によったのである。アフリカが中国の国

際政治･外交土俵における全体の中で特殊な位

置を占めている。中国の台頭、特に世界多極化

の重要な一極の役割を果たすには、アフリカ諸

国の支持が必要である。アフリカ諸国の支持に

より、中国の国際政治･経済の活動の舞台が広

くなり、国際的プレゼンス・新興大国の役割を

大いに果たすことになるであろう。政府は、将

来においてもアフリカとの戦略的パートナー

シップ関係は、中国が欧米先進国との国際･多

角関係をうまく処理･対処するための重要なよ

りどころと認識している。 

 なお、中国のアフリカとの関係強化は、台湾

独立勢力がアフリカのいくつかの国を利用、国

際的に「台湾独立」運動を展開することを抑制

するうえで重要な意味を有する。  

 以上、アフリカは中国の重要な資源・経済、

政治外交利益の戦略的地域である。では、中国

のアフリカ戦略は、どのように実施され、成功

を収めているかを注目に値する。 

 第一、伝統的な友好関係の活用による資源・

経済外交展開である。 

 近年のアフリカでの資源外交･貿易･投資拡大

の背景には実は毛沢東時代以来の外交努力・ア

フリカとの伝統的な友好関係がある。 

 21世紀に入ってから中国はアフリカに対する

積極的な外交攻勢によって石油資源の採掘権を

次々と獲得している。胡錦濤政権以来、エネル

ギー･経済関係の強化のことで、胡錦濤中国主

席自ら  6 回アフリカに足を運んだほか(表  5 参

照)、政府副首相以上の要人がアフリカ産油国

を訪問し、実を結んだ関与しアフリカとのエネ

ルギー協力の案件は十数件に上っている。 

 最近09年11月17日、政府要人の共産党政法委

書紀(前CNPC社長)は、スーダンを訪問、石油･

ガス開発など 8 つの合意書に調印した。 

 第二、華僑･華人のネットワークを活用、現

地事業を展開している。 

 現地に住み着いた華人・華僑の存在も中国企

業が現地社会に融合するための一助になってい

る。現在、アフリカにいる華人・華僑は数十万

人、ナイジェリアだけでも 2 万人以上と見られ

ている。現地華人・華僑の工商連合会のネット

ワークと中国現地大使館･中国地方政府と中央

政府とは、比較的緊密な関係を有している。中

国現地大使館の商務処・国内企業駐在事務所は、

頻繁に現地華人・華僑の各組織と交流し、華

僑・華人資源を活用している。中国政府･企業

にとって現地の市場のニーズ・情報及び異なる

社会文化の商習慣など知見を得たり、政界や財

界に人脈を広げる上で、現地の華僑･華人は有

力な足がかりとなる。例えばナイジェリアには

アフリカ唯一の華人酋長として胡介国という人

物がいて、彼は大統領の特別経済顧問も務めて

いる。彼は中国政府や出身地の上海の政府・企

業とも太いパイプを持ち、中国とナイジェリ

ア･アフリカの架け橋となって、中国の現地の

投資･貿易事業に携わっている。中国はアフリ

カ投資・貿易拡大に、よく現地の華僑･華人資

源の優位性を活かしている。 

 第三、中国・アフリカフォーラムを活用する。 

 中国政府は、近年、｢北京サミット宣言｣と

｢行動計画（07－09年）｣を採択し､アフリカと

エネルギーの共同開発と利用、定期的な政治対

話のメカニズム構築を期間中にアフリカの11ヵ

国の政府・企業と中国企業11社が14件、総額19

億ドルの事業協力に関する契約に調印している。 

 09年11月 8 、9 日にエジプトで開催された、

第 4 回中国アフリカ協力フォーラム会議にはア

フリカ17ヵ国の国家元首を含む49ヵ国の代表が

参加した。温家宝首相は、前回06年の中ア首脳

会議で採択された行動計画の成果を挙げ、アフ

リカの後発発展途上国の産品について「2012年

までにその95％を無関税とする」と表明し、輸

入拡大など貿易面でも支援し、さらに100億ド

ルの無利子借款の供与を含む向こう 3 年間のア

フリカ支援計画を発表した。今回表明した100
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億ドルの借款は2006年の同フォーラム首脳会議

で公約した額の 2 倍の規模となっている。この

ように中国政府は個別の国への双方外交を通じ

るのみならず、中国とアフリカフォーラムの場

を活用し、共同外交も展開し、さらに速やかに

同地域への投資･貿易事業の拡大を推進し、ア

フリカ全域への影響力を強化する。 

 

 中国は、今までアフリカへの投資･貿易の拡

大を通じて原油輸入の多様化・開発権益の確保、

製造業過剰設備・経営資源の現地への移転・比

較優位性の実現、輸出貿易の拡大といった効果

をもたらした。しかし、中国企業が進出先のア

フリカでは政情不安や治安の悪さといった問題

が深刻で、莫大なコスト・犠牲を払っている。

例えば06年 1 月にはナイジェリアでCNPCの従

業員 9 名が武装グループに誘拐され、現地政府

や部族酋長などの仲介で身代金を支払って救助

した。 

 また、07年 4 月にはSinopec傘下の中原油田が

エチオピア東ソマリ州で油田開発を行っていた

現場を武装集団が襲撃し、 9 名の中国人スタッ

フと65名の現地人労働者が殺害される事件が起

きた。今後石油分野のみならず、ほかの業種も

そのようなリスクにさらされている。中国企業

はアフリカへの進出拡大に伴い、現地の投資リ

スク・安全コストが益々高くなる。こうした問

題を如何に克服・対処するかは、中国政府・企

業にとって喫緊の課題である。 

 中国は今後スムーズに対アフリカ戦略を展開

するために、国際社会と連携し、現地のテロ・

関係国政府の人権など諸問題に対応していく必

要がある。 

 中国企業によるアフリカでの比較優位性は以

下の  5 つの点が考えられる。まず、中国とア

フリカとの伝統的な友好関係により、現地の各

階層の人は中国関連企業の対アフリカ進出を歓

迎している点が挙げられる。｢Chinese｣は現地

にとってほかの国の人間と比べると受け入れや

すいのである。また、近年よく開催された中国

とアフリカ協力フォーラム(閣僚級・サミット会

議)で見られたように、現在は中国とアフリカと

の関係がもっとも良い時期とも言える。 

 次に、華人・華僑が多い点も、中国企業に

とって現地社会に融合するための助けのひとつ

になっている。アフリカ地域は歴史上、明朝時

代から、アフリカ沿岸地域との通商貿易関係が

あった。華僑･華人は中国の広東、福建省など

からアフリカに移住した。現在、合計でアフリ

カにいる華人・華僑は、数十万人と言われてお

り、ナイジェリアではその数は 2 万人を超える

と見られている。現地の情報、政府・財界・州

政府・地元部族との人脈、地元社会、経済情報

などの面で、中国からの進出企業は現地の華

僑･華人資源を活用することができる。たとえ

ば、ナイジェリアにいるアフリカ唯一の華人酋

長である胡介国氏は、同国大統領オルシェグ

ン・オバサンジョ氏と友人関係にあり、大統領

の特別経済顧問も務めている。現地で政府大統

領、州長及び数多くの部族酋長らとの友人ネッ

トワークをもっている。胡  介国氏は中国中央

政府、経済界及び出身地の上海など地方政府、

工商界とも太いパイプを有している。彼は、ナ

イジェリア等アフリカ諸国と中国との経済的交

流・協力及び中国系企業の対ナイジェリア進出、

現地での事業展開に多大な貢献をしている6。 

  3 つ目に、長期にわたる良好な協力・信頼関

係である。1956年以来、中国はアフリカの52の

国に対し多大な経済援助を行ってきた。いまま

で中国はアフリカ地域に444億元を提供し、電

力、交通などインフラや農業、林業、漁業、牧

畜業、教育、医療、食品加工などの分野におい

て、約900件の大型プロジェクトを実施してき

た。その中で交通・電力などインフラプロジェ

クトが133件、農業プロジェクトは137件、教

育・医療施設プロジェクトが133件となってい

る。2004年の時点ですでに647件を完成した。 

 物的・経済的援助以外に、人的技術移転・援
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助も行ってきた。中国は2009年末の時点でアフ

リカの46ヵ国に計1.8万人の医療専門家チームを

派遣した。なお、最近 3 年間アフリカ諸国の現

地に技術者・専門家を派遣したり、現地人研修

生・公務員などを受け入れたりして、 1 万人以

上のアフリカ人を各分野で育成するなど、この

ように中国は現地の経済、社会発展や国民の生

活改善に貢献した。実際に、2006年11月中国・

アフリカ協力（北京）フォーラムにおいて、参

加したアフリカ48カ国政府首脳・要人は中国の

アフリカへの長期的友好支援またその成果を大

いに評価した。 

  4 つ目に中国政府による資金、技術などを活

用できる点である。前述のように2009年の中国

とアフリカの貿易総額は1,000億ドル7になり、

2000年より10倍近くも大幅に増加した。また、

中国の対アフリカ直接投資も大幅に拡大した。

2009年末、累計で93億ドルに達した。比較的資

金力や技術力優位性のある家電、機械、繊維、石

油など企業の対アフリカ進出が現地で期待され

ている。中国石油企業の資金･技術力は国際石

油メジャーと比べれば、まだ低いが、現地企業

よりも高い。 

 中国はアフリカ48カ国で730件の無償資金プ

ロジェクトを、21カ国で55件の優遇借款プロ

ジェクトを実施している。2007年から2009年ま

でに中国がアフリカに提供した特恵貸付と優遇

輸出バイヤーズクレジットは50億ドルに上って

いる。さらに中国は2010年から2012年までにア

フリカに100億ドルの特恵貸付を提供すること

になっている。中国のアフリカ援助は他国及び

国際機関と比べ政治的な条件がなく、また審査期

間が短いことで、アフリカ諸国に大歓迎されて

いる。 

 中国のアフリカへの援助の原則は、「内政不

干渉」である。具体的には中国外務省高官は以

下のように強調している。「中国はアフリカの

経済援助に政治的条件を付けず、援助によって

圧力をかけることもなく、アフリカ内部の問題

にとやかく言及しない」。 

 最後に、アフリカ産油国進出に関する開発コ

ストの利点が挙げられる。中国石油企業の現地

での石油開発コストは比較的安く、2007年時点

で、約10ドル/バレルといわれている。中国石油

企業にとって、中東、ロシアよりも、アフリカ

は中国石油企業の資源開発投資・進出を許容す

る希少なフロンティアであり、その意味におい

ても今後も活発な進出が続けられるものと考え

られる。 

 

５．進出・投資環境などに対する中国側

の対応 

 

（1）政府・企業の援助・対応 

 中国企業による進出に当たっての政府や企業

の援助などについては、以下のようなものがあ

げられる。 

 

① 最近の政府の経済援助 

 （前述の 2、中国がアフリカ地域に接近する背

景 (3)中ア協力フォーラム部分のアフリカに

対する協力拡大・援助項目を参照。） 

② ボランティアによる援助 

 最近、中国政府は、北京などの大都市を中心

に、全国で大学卒業生など各分野の人材を公募

し、千人程度を 1 ～ 3 年間の期間でアフリカ各

地に派遣し、現地の教育や医療事業を支援して

いる。将来帰国後、これらの人々には就職で優

遇を与えるというインセンティブがある。 

③ 企業の社会貢献 

 中国石油企業は進出した現地で、自ら道路、

学校の校舎を建設し、飲料水が困難な住民のた

めに井戸を掘るなど、様々な支援を行って、現

地社会と融合し、比較的スムーズに事業を展開

している。たとえば、CNPCは、スーダン、ア

ンゴラなどで、現地の学校施設、道路建設を

行っている。 

④ 現地の複雑な勢力との関係保持 
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 中国側は中央政府、地方政府以外に、各部

族・グループとの比較的良い関係を保っている。

2007年 1 月25日、ナイジェリアで、拉致された

中国石油企業の人質の解決は、身代金の支払い

以外にもこれらの人脈を活かした模様である。 

⑤ 治安・安全面への対応  

 中国石油企業の従業員は専用の場所に滞在し、

毎日、勤務先へ専用のバスで通い、護衛も配備

している。たとえば、ナイジェリアにおける

CNOOCの従業員は、ホテルに滞在し、毎日専

用の防弾ガラスなどがついている車で通勤して

いる。また、普通あまり外出せず、とくに単独

行動はしない。 

⑥ 地元有力者の要求への対応 

 たとえば、石油企業ではないが、ある民間企

業は現地の部族酋長の要求に応じて、酋長の息

子の北京への留学を手配・援助している。 

 

（2）海外資源開発などに関する政府の優遇政

策・措置 

 中国政府は、近年、資源開発型進出の戦略を

推進するために、いくつかの支援政策・優遇措

置を実施し、資源開発型企業の進出をサポート

している。その資源開発型企業など生産・加工

企業に対して以下ランク付けし、優遇策を構じ

ている。 

 

 A . 国家奨励の重点海外進出プロジェト種類・

ランク 

 •  資源開発型プロジェクト 

 •  国内技術・設備及び労務輸出をもたらす生

産型・インフラ施設建設型プロジェクト 

 •  国際先進技術・ノウハウを活用する研究開

発プロジェクト 

 •  国際競争力を向上させる、国際市場で買

収・M&Aによるプロジェクト。 

 B . 資金面の優遇策 

 • 融資条件に合致している企業、特に上述の4

種類企業に中長期融資を与える。 

 • 輸出設備・技術・部品原材料に優先的に信

用貸付を提供し、輸出信用貸付枠を与え、

手続きを簡素化する。 

 • 海外（友好国）援助優遇特別貸し付け、合

弁協力プロジェクトを申し込むことができ

る。 

 • 海外進出企業は国家対外貿易発展ファンド

の資金運用を申請することができる。 

 • 海外進出企業では利潤の出た年度から  5 年

以内に利潤を投資資金に充当できる。 

 • 海外進出企業の流動資金への貸し付け金利

に国家対外貿易発展ファンドから  2 ポイン

トの財政補助を与える。 

 C . 税金面の優遇策 

 • 資源開発など国家奨励事業に対し、「税金減

免政策・措置（五年間の利潤保留・所得税

免除、五年後には利潤の20％を国に収め

る）」という優遇措置を与えること。 

 D . 外貨管理政策 

 • 海外利益送金保険金を免除すること。 

 • 設備・技術・部品・原材料の輸出が以下の

決済期限を適度に延長すること。 

 E . 輸出税金還付措置 

 • 海外進出の際に現物出資として輸出された

設備・機材、原材料及び半製品などに対し

て、税関は輸出税金還付を実施すること。 

 F . 金融サービス・政策性保険制度 

 • 国有企業の海外支店の増設による資金支援

体制・サポートネットワークを整備・構築

すること、政府は輸出奨励プロジェクト・

品目及び非商業的保証を提供すること。 

 • 海外プロジェクトにおける設備・技術・部

品・原材料などに中長期輸出信用保険の条

件に照らし、保険を付与すること。 

 G . その他の優遇・奨励策  

 • 該当する設備・技術、原材料及び部品など

に優先的に輸出ライセンス・割り当てを与

えること。 

 • 海外企業の経営管理者に対して海外派遣の
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審査を緩和させること。 

 

 さらに、2004年11月12日に、NDRC（中国国

家発展改革委員会）と中国輸出入銀行は共同で

通達を行い、国家奨励の海外重点プロジェクト

に対し、新たに低金利の優遇融資策を与えてい

る。すなわち、低金利融資措置は商業銀行の融

資利率よりも貸出金利を 2 ポイント低くする政

策である。ちなみに同年11月時点で、中国商業

銀行における  1 ～  3 年物人民元貸出し利息は

5.76％となっている。 

 これらの優遇政策・措置により、石油企業の

海外進出の意欲が高められた。とりわけ、 3 大

石油メジャーは海外における資源を確保するた

めの政府戦略・指針の下、政府が「資金援助・

担保政策・措置（石油業界を含む資源開発型企

業に有利な貸し出し）」、「税金減免政策・措置

（五年間の所得税免除、五年後には利潤の20％

を国に収める）」及び「海外での生産資源の国

内への輸入政策」などの優遇政策・奨励策を通

じて、石油業界が海外産油国・地域における石

油資源探査・開発分野への進出を促進している。 

 

６．中国３大石油企業の対アフリカ進出

の動向 

 

 近年、中国 3 大石油企業は活発に海外に進出

している。その中でも、アフリカ地域への進出

は際立っている。もちろん政府の石油供給セ

キュリティ戦略の下で、アフリカへの資源開発

投資を進めているが、企業自身の戦略選択にも

よると思われる。すなわちアフリカはカント

リーリスクの高い国が多く存在しているが、中

国  3 大石油企業にとっては、比較的欧米メ

ジャーとの競争を回避して参入しやすい魅力的

なエリアであるとも言える。 

 近年ロシアへの進出が中国石油企業の期待通

りに進まなかったことで、アフリカへの事業展

開への期待は高まっており、同地域への進出を

強化している（図  6 、表  6 参照）。 3 大石油企

業はアフリカ地域を始めとして世界産油地域へ

探鉱・開発等活動を広めている。 

 

（1）ＣＮＰＣのアフリカでの主要開発事業 

 CNPCはスーダンプロジェクトをはじめ、12

件のプロジェクトを実施している。 

 

① スーダンMuglad1/2/4鉱区探査・開発とパイ

プライン建設プロジェクト 

 1999 年 に 、 CNPC は Heglig 、 Unity 、 Toma 

South、EL Nar、EL ToorとHarrの 6 油田におけ

る第  1 期建設プロジェクト（原油生産能力が

900万トン/年）を竣工した。 

② スーダンMuglad盆地6鉱区探査・開発プロ

ジェクト 

 この 6 鉱区は1/2/4鉱区と同じくスーダン共和

国南西部に位置し、首都ハルツームから約700

キロにある。1997年  3 月PS契約（100％）に調

印し、2004年現在の原油生産量は約32万バレル/

日である8。 

③ ス―ダン・ハルツ―ム製油所プロジェクト 

 1998年 5 月着工から1999年末までには、ハル

ツ―ム製油所における38ユニットの32を完工・

納入した。1999年には製油所に関する物資、技

術、人員、資金と生産組織・システムおよび外

部条件などの準備作業を完成し、さらに2000年

の生産・物資・原材料消費計画を立て、2000年 

6 月に稼動した。現在、同製油所年間原油処理

量が約300万トンとなっている9。 

④ アルジェリア・プロジェクト 

 2003年以来、同国と調印したAdrar油田開発な

どのプロジェクト 6 件ある。いずれも探査中で

ある。 

⑤ ナイジェリア・プロジェクト 

 2005年にはナイジェリアとサントメ・プリン

シペの共同開発地域に参加し、国際入札で

CNPCと傘下のPetroChinaおよび現地企業はコン

ソーシアムで10％の権益を鉱区 3 で獲得してい
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る。また2006年  6 月には、OPL298、など鉱区

でPS契約を結び、現在探鉱中である。 

 2006年 5 月、CNPCはナイジェリアにおける

Lake Chad Basinの二鉱区（鉱区721、732）と南

部 Niger Kaduna鉱区298と471の 2 鉱区で探鉱・

開発権を取得した。これと引き換えに、同国北

部のKaduna製油所に20億ドルの投資が認められ

た。これらは同年 4 月下旬、胡錦濤が同国を訪

問した際、オバサンジョ大統領との会談で合意

し、CNPCが探鉱開発の優先権を得たものである。 

⑥ マダガスカルプロジェクト 

 2006年 2 月にCNPC遼河油田公司は、マダガ

スカルで同国の Madagascar Petroleumと鉱区

2104の共同調査を行うことに合意した。 

⑦ モーリタニア・プロジェクト 

 2005年 6 月にBaraka Petroleumが保有するモー

リタニアの石油・ガス鉱区20の65％の権益を取

得している。 

⑧ ニジェール・プロジェクト 

 2003年11月にCNPCがニジェールエネルギー

鉱物資源省と鉱区Bilmaのライセンス契約した。

また、鉱区Tenereの権益を80％取得し、カナダ

TG World Energy社(鉱区Tenereの権益の20％保

有)と共同探査を行っている。 

⑨ チャド・プロジェクト 

 CNPCの海外探鉱開発会社（CNODC）は2003

年12月にチャドの鉱区Hのリスク探鉱について、

Switzerland Clivedenから権益12.5％を取得して

いる。 

⑩ チュニジア・プロジェクト 

 CNPCは2004年10月に同国の鉱区NKの50％の

権益を取得し探鉱を行っている。また、SLK油

田開発に参加している。 

 

（2）Sinopecのアフリカでの主要開発事業 

 Sinopecの海外開発事業は2000年から始まり、

アフリカを進出の重点地域として進出拡大して

いる。そのプロジェクト数はその海外進出件数

の半分を占めている。 

 

① アルジェリア・プロジェクト 

 A ．Zarzaitine油田開発 

 Sinopecは2002年10月、アルジェリアの国営炭

化水素公社であるSONATRACHとの間で、サハ

ラ砂漠東部地域のZarzaitine油田の探鉱・開発に

関する契約を締結した。同契約は、PS契約形態

で、契約期間20年となっている。権益比率は

SinopecとSonatrachは各々75％、25％となって

いる。 

 B ．アルジェリアGuerara及el-Hadjira鉱区開発 

 2004年 2 月、同社はアルジェリアがアルジェ

リア原油増産のための一環として実施した第  5

 

図６ 国有石油企業のアフリカなどの海外進出の地域別構成（2009年末・ストックベース） 

17%

13%5%
14%

5%

27% 19%

南・東南アジア 中央アジア・ロシア 中東 北米 南米 オセアニア アフリカ

 
         注：海外における主要探鉱・開発プロジェクト件数：170件、アフリカ46件。 

         出所:各種資料・聞き取りにより作成。 
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ラウンド石油鉱区入札で二つの鉱区（Oued Mya

盆地のGuerara鉱区とEel-Hadjira鉱区）を落札し

ている。 

② アンゴラ・プロジェクト 

 A ．海上油田鉱区3開発等のプロジェクト 

 2005年 2 月、Sinopecは政府要人の曾培炎副首

相のアンゴラ訪問の際、アンゴラ国営Sonangol社

と石油分野での協力に関するMOUに調印した。

両社は共同でアンゴラ海上鉱区 3 の探鉱・開発

を実施し、同国新規製油所の建設を行う以外に、

中国への原油長期供給契約を締結した。 

 B ．鉱区18の開発 

 2005年 3 月、アンゴラ政府はShellがアンゴラ

の鉱区18撤退に伴い、Sinopecに同鉱区権益の

50％を譲渡し、Sonangol側との共同開発契約を

許可した。同鉱区は現在開発中で、原油生産プ

ラトーは20万b/dとなっている。 

 C ．鉱区15 

 2006年にSonangolとSinopecは 1 億8,840万ドル

で同鉱区の20％の権益を取得した。 

 同鉱区はExxonMobilが開発移行に伴って放棄

したエリアで、12億バレルの石油埋蔵量がある

と見られている。 

 D ．鉱区17 

 同ブロックはTotalが放棄したエリアで埋蔵量

は16億バレルと見られている。Sinopecは  3 億

250万ドルで27.5％の権益を取得した。 

③ ナイジェリア・プロジェクト 

 Sinopecは現在三つのプロジェクトでナイジェ

リアにおける油田の探鉱・開発に参加している。 

 A ．Stubb Creek 油田開発  

 Sinopecは2002年にナイジェリア政府により実

施された24の鉱区入札でのStubb Creek油田の開

発権を取得している。そして、ナイジェリアの

Universal Energy Resources Ltd.とファームイン

契約と共同操業契約を交わし、2003年に原油

4,100ｂ/dを生産し始めた。 

 B ．OML64・66鉱区サービス契約  

 2004年、Sinopecとナイジェリア国営石油会社

であるNNPC(Nigeria National Petroleum Corp 

oration)とサービスを締結し、NNPCの関連子会

社であるNPDC社と提携して開発を進めている。 

 C ．サントメ・プリンシペの共同開発地域への

参加  

 2005年 5 月、Sinopecはナイジェリアとサント

メ・プリンシペの共同開発地区( JDZ)の国際入

札で、現地側とのコンソーシアムが85％の権益

を取得し、同プロジェクトのオペレーターと

なっている。 

④ ガボン・プロジェクト 

 Sinopec は2004年 2 月にガボン石油省との間で、

同国陸上油田における鉱区  3 の技術評価プロ

ジェクトに参加する契約を締結した。同鉱区に

おけるLT2000とDR200、GT2000区域で、ある

程度の原油埋蔵量が発見されている。Sinopecは、

その開発に向け積極的に評価作業を進めている。 

⑤ コンゴ・プロジェクト 

 同社は2005年 2 月にコンゴ政府と、同国オフ

ショアにおける Marine XII 及び High Sea. C に

関して調査契約に調印し、コンゴ海洋鉱区へ探

鉱・開発に進出するための第 1 歩となっている。 

 

（3）ＣＮＯＯＣのアフリカでの主要開発事業 

 2005年 8 月のUnocal買収に失敗直後、2006年

早々海外上流権益を確保するための新しいス

タートを切った。同年 1 月ナイジェリアにおけ

る海洋鉱区OML130の45％の権益の買収をはじ

め、活発にアフリカに進出している。 

 

① ナイジェリア・プロジェクト 

 Ａ ．OML130プロジェクト 

 2006 年 1 月 、 CNOOC は ナイジェリ ア の

SAPETROとの間で合意し、約22.7億ドルでナイ

ジェリアの大水深鉱区であるOML130の権益

45％を買収する契約に調印している10。これは

CNOOC初のナイジェリア進出のプロジェクト

である。 
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表６ ３大石油会社のアフリカ進出の主要プロジェクト 

会 

社 
国 プロジェクト概要 

契約 

締結 

C
N

P
C

 

ス－ダン 

Muglad盆地鉱区 1、2、4 の生産分与契約 1997 

スーダン 6 区探査・開発プロジェクト 1998 

ス―ダン・ハルツ―ム製油所プロジェクト 1997 

石油ターミナル建設プロジェクト建設受給 2004 

ブロック 6 と Petronas とのブロック 5A の権益のスワップ 2009 

アルジェリア Adrar 油田 開発などのプロジェクト 2003 

Cheliff/Oued Mya 開発プロジェクト 2004 

アルジェリア el-Mzzaid 石油鉱区の落札 2004 

ナイジェリア JDZ のブロック 3 権益 10％を取得 2005 

OPL298 鉱区の生産分与契約 2006 

チャド湖流域の 2 鉱区と南部ニジェール・カドゥナ 2 鉱区の開発権取得  2006 

モータリニア 石油・ガス鉱区 20 の 65％の権益を取得 2005 

エジプト 南鉱区１探鉱･開発契約 2004 

チャド 鉱区 H の権益 12.5％買収 2003 

カナダ EnCna Corp．の保有したチャド油田資産を 2 億 250 万ドルで買収 2007 

ニジェール 鉱区 Bilma のライセンス契約； 鉱区 Tenere の権益 80％取得 2003 

Agadem 鉱区の生産分与契約 2008 

チュニジア 鉱区 NK の探査  SLK 油田の開発 2004 

リビア 石油・天然ガスパイプラインの建設 2002 

オフショア鉱区 17-4 の探鉱・開発 2005 

マダガスカル Madagascar Petroleum と鉱区 2104 の共同探査 2006 

Sunpec の 3113 鉱区の開発に参加 2007 

S
I
N

O
P

E
C

 

アルジェリア サハラ砂漠東部の Zarzaitine 油田開発 2002 

アルジェリア Guerara及 el-Hadjira 鉱区開発 2004 

ナイジェリア Niger Delta の Stubb Creek 油田の共同開発 2003 

OML64・66 サービス・コントラクト 2004 

ナイジェリアとサントメ・プリンシペの共同開発地域への参加  2005 

アンゴラ オフショア鉱区 3 開発 2005 

鉱区 18 の開発権取得 2005 

鉱区 15 の権益の 20％を取得 2006 

鉱区 17 の権益の 27.5％を取得 2006 

CNOOC と共同で Marathon Oil のブロック 32 を 13 億ドルで買収 2009 

ガボン 鉱区 3 技術評価作業 2004 

コンゴ オフショア鉱区の探査 2005 

スーダン 鉱区３、鉱区 7 での鉱区権益（6％）の取得 2004 

C
N

O
O

C
 

ナイジェリア OML130 の権益 45％を買収 2006 

OML229 の権益 35％を買収 2006 

赤道ギニア 沖合い油田の S 鉱区の開発権を取得 2006 

ケニア 鉱区１、9、10A、L2、L3、L4 の探鉱・開発に関する生産分与契約 2006 

モロッコ 

 

Ras Tefeney 海洋鉱区の権益 11.25％を取得 2004 

Haha及び Missour盆地の探査 2005 

ソマリア Mudug 地域の探査 2007 

アンゴラ Sinopec と共同で Marathon Oil のブロック 32 を 13 億ドルで買収 2009 

出所：CNPC Sinopec CNOOC3大石油会社資料と現地での聞き取りより作成。 
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 OML130 の 契 約 は 生 産 分 与 協 定 (PSA: 

Production Sharing Agreement)である。CNOOC

が買収するのはSAPETRO社が保有していたPSA

の90％権益で、OML130全体の45％に当たって

いる11。買収資金は合計22億6800ドル、資本投

資は17億5000万ドルで、オペレーションのため

の資金は 5 億1800万ドルである。 

 買収対象であるOML130はニジェールデルタ

に位置し、面積は約 1,300km2、水深 1,100～

1,800mである。同区域は2000年に発見された

Akpo油田のほかにEgina、Engina South、Preowei

という 3 油田を含んでいる。現在、資源評価に

よるとAkpo油田のP50の可採埋蔵量は約  6 億バ

レルで、さらにOML130全ての鉱区では追加可

採埋蔵量 5 億バレルが見込まれる。2008年末に

生産をスタートし、短期間のうちに原油ガス生

産ピーク22.5万BOE/D（石油換算バレル）を実

現する見通しである。 

 買収にあたり、CNOOCは中国輸出入銀行か

ら128億元の融資を受けた。買収額と比較して、 

CNOOCは魅力的な物件を入手したといえるだ

ろう。というのは、CNPC（中国石油天然ガス

集団工公司）がペトロカザフスタン社を買収し

たコスト（7.3ドル /BOE）に比べ、今回は探

鉱・開発対象となるAkpo油田A 50可採埋蔵量で

計算して、買収コスト4.6ドル/BOEに過ぎない

からである。 

B．OML229プロジェクト 

 2006年 1 月にCNOOCは、上述のOML130権益

の取得に引き続き、ナイジェリアのEmerald 

EnergyからOML229権益の35％を6,000万ドルで

取得した。Emerald Energyは同鉱区55％の権益

を有し、残りの分をAmni International Petrolem 

Developmentが保有している。現在、同鉱区は

ナイジェリア浅海域では有数な鉱区の一つで、

Niger Deltaに位置し埋蔵量は18億6,000バレルと

見込まれている。 

② 赤道ギニア・プロジェクト 

 2006年 2 月、CNOOCは、GEPetro(National Oil 

Company of Equatorial Guinea)との間でPS契約

に調印し、赤道ギニア沖合い油田のS鉱区の開

発権を取得した。 

 同鉱区は面積2,287km2、水深30m～1,500mと

なっている。契約によれば、CNOOCの探査期

間は 5 年で、テクニカル・オペレーターを務め、

震探データの分析と複数の試掘井の掘削を行う

ことになっている。 

③ ケニア・プロジェクト 

 2006年  4 月、CNOOCは胡錦涛国家主席のケ

ニア訪問を機に、同国の鉱区 1、9、10A、L 3、

L 4 というインド洋における  6 ヵ所の石油鉱区

の探鉱・開発に関するPSCに調印した。これら

の鉱区はLamu Anaz Manderaの 3 盆地にあり、

総面積は11万5,343km2となっている。 

④ モロッコ・プロジェクト 

 A ．Ras Tefeney海洋鉱区権益 

 2004年  4 月、VANCO Energyの保有するRas 

Tefeney海洋鉱区の権益11.25％を取得した。同

鉱区の権益はVANCO(オペレーター)が33.75％、

Eniが30％、国営石油会社Onarep(Office National 

de Recherches et d’Explorations Petrolieres)が

25％となっている。 

 B ．Haha及びMissour盆地探査 

 2005年  2 月にCNOOCはOnarepとの間で同国

中南部地域のHahaと南東部のMissour盆地に関

する共同探査に合意し、MOUに調印している。

両盆地の面積は、前者が2,680km2、後者が 1 万

2,548.5km2である。 

 これらはいずれも沖合い油田である。因みに

CNOOCの海上油田探鉱開発の技術及び海外事

業展開の経験・ノウハウはいままで外国石油企

業と連携し共同開発を行ったことにより蓄積し

た。たとえばいままで長い間Staoilとの共同開発

により、数多くの経験・ノウハウを学習し、蓄

積した。今後、同社の西アフリカ海域での探

鉱・開発を強化する中、深海探査開発技術・ノ

ウハウなどの面で局面も増加するであろう。 
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（4）中国石油企業のアフリカ進出の課題 

 中国はアフリカでの探鉱・開発を活発に展開

しているが、従業員の人身安全などの投資リス

クに直面している。2006年  1 月25日にはCNPC

の従業員 9 人がナイジェリアの武装グループに

拉致された。釈放するための身代金などの費用

を企業・政府側は支払わざるを得なかった。 

 また、中国外務省姜報道官によると、中国政

府など関係者はこの事件の解決のために多大な

努力を払った。事件後すぐ国家安全に関する緊

急システムを発動し、胡錦涛国家主席、温家宝

首相は関係者に指示し、またナイジェリア政府

大統領などと連絡し、その結果、現地政府関係、

部族酋長などの努力により、2 月  4 日に拉致さ

れた全員を無事に救助した。 

 今後中国企業のアフリカ資源開発投資の拡大

が進む中、治安の悪い、地政学リスクの高い地

域において、頻発する恐れがある。2007年 4 月

24日にエチオピア東部ソマリ州にあるSinopec傘

下の中原油田探鉱局の探鉱現場で、現地武装集

団に襲われ、9 人の中国人従業員とエチオピア

人従業員など計74が殺され、中国人一人が負傷、  

  7 人が拉致されるというショッキングな事件が

発生している。このように、アフリカなど海外

資源開発先での投資リスクが益々高くなってい

る。こうしたリスク拡大により、中国石油企業

の海外投資リスクならびにコスト負担の増加を

もたらすのみならず、投資先･地域戦略の見直

しを迫られることにもなろう。 

 中国石油企業にとってこれら諸問題をいかに

乗り越え克服するかが、重要な課題となろう。 

 今後、中国石油企業はアフリカへの進出拡大

に伴い、現地の投資リスク/安全コストが益々高

くなる。こうした問題を如何に克服・軽減する

かは、中国政府・石油企業にとって緊急の課題

である。 

 また、アンゴラなど西アフリカの海洋鉱区に

おいて、さらに中国石油企業は事業を展開する

場合、大水深の探鉱・開発で技術、ノウハウな

どの面で制約がある。こうした技術などの制

約・比較劣位という課題を克服することが求め

られる。そのために、国際石油メジャーなどと

共同開発する必要がある。なお、インドとのエ

ネルギー協力協定などでインドのONGCともア

フリカ地域を含め、積極的に共同開発すること

も考えている。 

 

結びにかえて－今後の中国の対アフリカ戦

略展開の展望－ 

 

 冒頭で述べたように、石油資源確保のための

対アフリカ戦略は、中国の石油･エネギーセ

キュリティ戦略におけるもっとも重要な一環で

ある。これは、主にアフリカ産油国の上流事業

への積極的な進出とアフリカからの原油輸入の

拡大・供給確保からなる。これは、中国の石油

輸入ソースの多様化戦略および低硫黄原油の確

保と言う重要な選択である。今後中国の堅調な

経済成長による石油需要の増加に伴い、また国

内原油生産の低迷により、石油需給ギャップが

ますます拡大する。その背景の下、上述の対ア

フリカ戦略の実施・展開のテンポがさらに加速

していくと考えられる。 

 しかしながら、すでに述べたように、ナイ

ジェリアなど現地の事業環境が複雑で、特に武

装グループの中国石油企業への襲撃、従業員拉

致事件は多大なコスト負担となっている。今後

こうした事件が頻発する恐れもあり、このため

の安全コストを払わざるを得ないであろう。 

 今後このような事件が頻発する場合、中国の

対西アフリカ石油戦略は地域を限定するとも考

えられる。すなわち石油企業の対アフリカ進出、

プロジェト実施は現地の安全事情により地域を

限定、あるいは個別にはプロジェクトをストッ

プ、撤退する12可能性もある。 

 また、中国はアフリカ現地上流事業の展開・

拡大の中、海洋油田・鉱区での大水深探鉱・開

発に関する技術・ノウハウが求められる。中国
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石油企業は経営・技術資源での制約及び開発コ

スト削減の課題を克服するために、単独よりも

積極的に国際石油メジャーなど外国石油企業と

の提携を拡大し、共同探鉱・開発で事業を進め

るとことも求められる。 

 対アフリカ戦略の下、中国政府は活発にアフ

リカ諸国と協力関係を構築し資源外交を展開し

ている。それにより、中国石油企業の現地権益

の買収、入札など数多くの成果をもたらされた。

これはアメリカなどにより、腐敗国家・独裁政

権に対し条件なしでの支援援助だと批判されて

いる。アメリカなどの批判に対し、中国政府は

「内政不干渉」原則を堅持し、また地政学的リ

スクの高い所で原油生産を行い世界の原油生

産・供給の増加に貢献したと正当性を主張し反

論した。 

 だが、最近、中国政府は自分の正当性を主張

すると同時に、国際社会と連携し国際問題を対

応するようになった。中国胡錦涛国家主席は

2007年 1 月末、アフリカ 8 カ国を歴訪13、スー

ダンを訪問した際、スーダンに内戦の早期解決

を呼びかけるなど、「人権に問題がある国に無

条件で多額の経済援助を提供している」との国

際社会からの批判に一定の配慮を行い、国際問

題への柔軟な対応を示したと見られている。 

 このように、中国政府は今後スムーズにアフ

リカでの資源開発投資を展開する上で、国際社

会の反応、エネルギーの取り巻く国際環境を無

視することは出来ないと認識している。中国は

胡錦涛国家主席の和諧(調和のとれた)国際社会

を目指す戦略、及び2006年のサンクトペテルブ

ルクサミットでのエネルギーの国際的協力宣言

に基づいて米日欧など主要国と連携してエネル

ギー問題の解決に取り組み、また対アフリカ戦

略を展開するに当たり、国際社会と連携し地域

紛争問題に対応していくと考えられる。よって、

今後の中国の対アフリカ進出など石油資源戦略

を展開するに当たり、さらに柔軟性を持って対

応しながら進めるであろう。その行方が注目さ

れるところである。 

 

注 

 1  2004 年 に CNOOC と Sinopec が そ れぞれ 

60％、40％の出資比率で、 2 億元の資本金

を投じ、石油輸出入の専門公司として設立

したものである。 

 2  NDRC能源研究所による。 

 3  これは航空輸送がますます拡大によるもの

である。ちなみにその需要の拡大が背景に

ある。中国航空業界が急速的に伸びてきて

いるが、中国政府高官が中国日報に伝えた

ところによると、2010年までに事業用航空

機の数は今の 2 倍に(1,580機ほどに)まで増

加し、2020年には4,000機に達するとの予測

している。また、ここ 4 年間に新たに42の

空港、その後10年間に更に30の空港の建設

を予定している。 

 4  BP Statistical Review of World Energy June 

2010 p. 6、p.9、p.12。 

 5  中国商務省国際貿易経済合作研究所（梅新

育）「中海油対ナイジェリア投資評析」新

華社『経済観察』2006年, pp.12～13参照。 

 6  中国「国際先駆報」のによると、胡氏はナ

イジェリア現地で尊敬され、州長、大統領

らと現地社会で相当良好な人間関係構築し

ている（ 2006年 11月 7日付け「国際先駆

報」より参照）。 

 7  中国国務院『中国とアフリカ経済貿易協力

白書』2010年12月P. 1 参照。 

 8  CNPC『中国石油天然ガス集団公司年鑑

2005』中国石油出版社 p.200。 

 9  CNPC前掲書 p.200より。 

10 今回、CNOOCとナイジェリアのSAPETRO

との間でナイジェリアの大水深鉱区である

OML130の45％の権益に関する買収に合意

された背景としては、以下のようなことが

挙げられる。 

 第  1 は、ONGC（インド国営石油天然ガ
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ス公社）の撤退である。 2005年 11月に

ONGC と世界最大手の鉄鋼メーカである

Mittal Steel Co.との J V会社、ONGC Mittal 

Energy Ltd (OMEL)は、ナイジェリアに60

億ドルの多額援助資金を条件にOML130の

権益の45％を買収することで合意したが、

インド政府（内閣経済問題委員会：Cabinet 

Committee on Economic Affairs (CCEA)）が

同買収を承認しなかったことで、ONGCは

買収を断念せざるを得なかった。これを

きっかけに、CNOOCは同買収順位の 3 、 4 

位から 1 、2 位まで入った。 

 第 2 は、中国がナイジェリアとの間に伝

統的で比較的良好な友好関係を持っている

ことである。長い間、中国は発展途上国の

リーダー国として、ナイジェリアを含むア

フリカの多くの国に対し、政治的、経済的

援助を行っていた。また、2000年以来、中

国は活発な石油･エネルギー外交を展開す

る中、江沢民主席（当時）は2002年 4 月に

ナイジェリアを訪問し、経済貿易･エネル

ギー分野に関する協力で合意し、翌年に

Sinopec Corp（中国石油化工股份有限公司)

は同国油田での探鉱開発権を取得した。こ

うした中国政府の活発なエネルギー外交が、

今回の買収の成功を導いた原因の一つだと

考えられる。 

 第  3 は、同国での探鉱･開発に進出した

プロジェクトの過去の実績にある。 

 中国はこれまでナイジェリアで油田の探

鉱開発のプロジェクトを 4 件保有している。

Sinopec は2002年以来、同国政府により実

施された24のブロック入札で同国における

Stubb Creek油田開発権取得など 3 件のプロ

ジェクトを獲得している。CNPCも2005年

にナイジェリアとサントメ・プリンシペの

共同開発地域に参加し、現地企業とのコン

ソーシアムで10％の権益を鉱区 3 を獲得し

ている。こうして、進められたプロジェク

トも今回の買収合意にプラス･ファクター

であったろう。 

 今回のナイジェリアでのOML130権益の

買収成功を契機に、CNOOCはさらに中国

国有石油会社の海上油田探鉱開発の優位性

を活用し、海外自主開発を加速的に展開す

る。その精力的で活発な海外買収･進出の

動きは、米ユノカル買収の失敗以来、国際

社会においてさらに注目を集めることにな

る（拙著『中国石油メジャー』文眞堂2006

年 pp.337～338）。 

11 ちなみにOML130に関する権益は、CNOOC

（45％)以外に、NPPCが25％、Totalが12％、

SAPETROが10％、Petrobrasが  8 ％となっ

ている。 

12 2007年  1 月、CNPCなどの従業員がナイ

ジェリア武装グループに拉致された間、中

国の在ナイジェリア大使館と外務省の高官

は現地にいて中国系企業を組織し対策会を

開き、現地の事情に対応し、場合により、

現地プロジェクトを縮小、或いは撤退まで

指示した。 

13 エネルギーと世界への影響力を求める中国

の胡錦濤国家主席は、  1 月29日から  2 月  9 

日にかけて12日間にわたりアフリカを歴訪

する。前回から 1 年を経ていない今回の訪

問で胡主席は、カメルーン、ナミビア、モ

ザンビーク、セイシェル諸島、スーダン、

南アフリカ、ザンビア、リベリアを訪れた。 

 しかしながら、中国の活発なアフリカの

資源外交について、欧米など国際社会が批

判するのみならず、アフリカ現地（南アフ

リカ）も批判などの声があった。「成長す

る中国には天然資源が大量に必要で、その

ため大々的にアフリカに接近している」と

ヨハネスブルクの政策研究センターのフラ

ンシス・コーネゲイ氏はいう。だが市民活

動家や人権活動家は人命より利益を優先す

る中国を非難し、この訪問に懸念を表明し
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ている」（ JANJAN 2007年  1 月29日記事よ

り）。こうした国際社会の批判に如何に対

応するかは、今後中国政府にとっての重要

な課題となる。 
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