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背景

 中国の気候変動政策関連の長期目標
 2020年まで、2005年比CO2排出量を40％～45％
 2030年まで、なるべく早く、排出ピークを迎える（IPEC目標、2015年

1月）
 2030年まで、2005年比CO2排出量を60％～65％削減（中米気候変動共

同声明、2015年9月）

 中国国内統一排出権取引市場（ETS）の導入計画
 2017年まで、ETS全国統一市場の導入（世界GHG排出量のカバー率は13%

→ 20%〜25% ※世銀2016年報告書 State and Trends of Carbon Pricing）
 2015年9月、中米気候変動共同声明。
 2016年11月、「第十三次温室効果ガス削減五カ年計画」

 2017年～2020年、安定した国内制度の構築
 2020年～、成熟した制度へ移行、国際マーケットとのリンクを模索

 中国の気候変動対策への取組意欲は本物
 宣伝している以上に、対策は進んでいる。
 共産党の威信をかけた次なる成長戦略

 「一帯一路」計画にとって中国ETS制度は好都合 3



第1３次5ヵ年計画（規制＆市場メカニズム）

（環境保護対策）

汚染物質総量削減目標

（産業振興政策）

省エネ・新エネ目標

（気候変動対策）

CO2削減目標

• 脱石炭
• 設備規制
• 建築規制
• 自動車対策
• 新エネ普及

温室効果ガス排出量取引制度

・ 2011年より7つの地域で実験的に

開始（北京市、天津市、上海市、重
慶市、広東省、湖北省、深圳市）
・2017年より、全国制度開始

汚染物質排出権取引制度

・2007年より、汚染物質削減量
取引制度を実験的に導入。

・浙江省、湖北省、湖南省、黒
龍省、内モンゴル、広東省、天
津市、重慶市等など、11のモ

デル地域があり、それぞれ取
引上を設置。

「一万社プロジェクトに基づく」

省エネ量取引制度
・「一万社プロジェクト」とは、
250Mtceの省エネ総量目標

を、全国のエネルギー消費量
の6割を占める15,950社企業

の目標に再分配し、その実現
を義務付ける制度。本制度の
目的は、企業の省エネ設備

の導入の促進、エネルギーマ
ネジメント能力の向上にあ

る。

• 省エネ目標：GDPあたりのエネ
ルギー消費15%削減

• 新エネ目標：非化石エネル
ギーを15％まで引き上げ

• CO2削減目標：GDP当たりの
CO2排出量を18%削減

• PM2.5目標：大気質基準以下
都市の濃度削減率18％

• 汚染物質総量削減目標：
COD、アンモニア態窒素を10%
削減。SO2、NOXを15%削減

（基準年２０１５年、達成年２０２０年）

温室効果ガス削減量取引制度

・自主参加型制度として012年6月よ
り開始。
・CO2、CH4、N2O、HFCs、PFCs、SF6の
6種類の温室効果ガスが対象。

地域目標

企業目標

企業目標

地域目標

出典：文献情報に基づき、金が作成
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地域 地域目標 国の目標

北京市

天津市

河北省

上海市

江蘇省

浙江省

山東省

広東省

福建省

江西省

河南省

湖北省

重慶市

四川省

山西省

遼寧省

吉林省

安徽省

湖南省

貴州省

雲南省

陝西省

内モンゴル

黒竜江省

広西省

甘粛省

寧夏省

海南省

チベット

青海省

新疆

18.0%

第十三次五カ年CO２削減目標
（2016年〜2020年、2010比）

20.5%

19.5%

18.0%

17.0%

12.0%

出典：文献情報に基づき、金が作成 出典：文献情報に基づき、金が作成



温室効果ガス削減に関する第十三次五カ年目標
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出典：「温室効果ガス削減に関する第十三次五カ年目標」文献情報に基づき、金が作成



2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020

原子力 908 1082 1257 1257 1466 2008 2717 5800

風力 1760 2958 4623 6142 7652 9657 13075 20000

太陽光発電 3 26 212 341 1589 2486 4218 10000

その他 3 3 19 20 8 19 9
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中国再生可能エネルギー発電設備の導入量

新エネ第十三次五カ年目標
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出典：統計年間、公報等文献情報に基づき、金が作成



新エネ普及状況：地域電力消費総量における新
エネ消費割合
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出典：統計年間、公報等文献情報に基づき、金が作成



下位地方政府目標 & 業種目標 & 企業目標（ETS対象企業）

省級政府レベルのCO2削減五カ年計画の策定

省級政府および
下級政府決定

国務院決定

全国人民代表大
会承認

第13次5ヵ年計画

国家CO2削減目標

省級政府削減
目標

下級政府削
減目標

地域レベル
部門削減目

標

国レベル部門
削減目標

削
減
目
標
の
配
分
プ
ロ
セ
ス

出典：文献情報に基づき、金が作成



大気汚染対策から見る中国政府の本気度
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有能な指導者であっても癌には勝てない

 ２０１０年：大気汚染の死亡リスクは高い（WHO、IHME等７つの研究
機関調査）

 ６７の疾病負担（死亡リスク）のうち、大気汚染はリスクランキング
８位、３２０万人の地球規模の早死を招く

 中国（北朝鮮含む）エリアにおけるリスクランキング４位、招いた早
死事例、１２０万人

 ２０１２年：ＰＭ２.５に起因する早死者数６７万人

 ４大疾病：虚血性心臓病、脳血管疾患、肺がん、慢性閉塞性肺疾患

 大気汚染に起因する早死率は平均0.09％

 ２０１３年PM２.５平均濃度レベルにおける全国平均早死人口は１０万
人中９０人、交通事故死亡率の10倍、喫煙死亡率の1.3倍

 全国推定、１３０万人

出典：Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study (2010）
国际环保组织绿色和平、北京大学公共卫生学院 『危险的呼吸2：大气PM2.5对中国城市公众健康效应研究』、2015年
滕飞『煤炭的真实成本（草稿）』、２０14年



地域限定の石炭消費総量キャップ目標

 2012年の石炭消費量を基準に、2017年まで計8,300万トンの石炭消
費量の削減義務を賦課

 対象地域：北京市、天津市、河北省、山東省

 今後、大気汚染対策重点区域を中心は順次拡大(13の地域の115都市)

 天津市：エネルギー計画を見直し、天然ガスの獲得に奔走

削減目標値、2017 年石炭消費量	 	 	 	 	 	 単位：10,000t  

地域  削減目標 2012 年消費量 2017 年消費量 

北京市  1,300 2,300 1,000 

天津市  1,000 5,500(推定値) 4,500 

河北省  4,000 32,000(推定値) 28,000 

山東省  2,000 40,000(推定値) 38,000 

出典：国エネルギー統計局、「大気汚染行動計画」（2013年 9月発表）に基づき金が作成 
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中国の石炭ボイラ環境規準
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卸値

燃料コスト
健康、環境被害に

起因するコスト
1000MW級石炭火力 0.29 0.6
600MW級石炭火力 0.38 0.69
300MW石炭火力 0.58 0.89

規制コスト
（汚染物質削減費用、水消費量等）

＞　　0.45
0.22 0.09

単位：人民元/ｋWｈ

全体コスト

「石炭は安い」は嘘、消
費するほど損する

石炭消費が環境および
従事者健康等に与える経
済損失は、260元/ｔ
（2016年3月石炭平均出荷
価格：300元～400元／
ｔ）
2014年石炭消費量35.1
億トン＝9126億元（18.3
兆円相当）、中国2014年
GDPの1.43％相当



大気汚染対策としての地域濃度目標

PM10 PM2.5 PM2.5

北京市 15% 15%
指標1：25%
指標2：年平均濃度
60μg/m 3まで

天津市 12% 6% 25%
河北省 12% 6% 25%
上海市 10% 6% 20%
江蘇省 14% 7% 20%
浙江省 10% 5% 20%
広東省 8% 5% 15%
山西省 12% 4%（任意適用） 20%
山東省 14% 7%(任意適用) 20%
内蒙古 10%

・2015年
まで、重
点区域
計画上
の目標
値が適
用

備考：全
国全ての
地級行
政レベル
以上の
都市は
10%以上

重点区域計画上の目標
(2011年～2015年)

行動計画および細則上の目標
(2013年～2017年)

PM10

2015年まで、2010年比濃度改善率 2017年まで、2012年比濃度改善率

重点地域PM2.5濃度目標

14
出典：文献情報に基づき、金が作成



濃度削減目標責任制度
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 人事評価制度
とリンク

 大気汚染対策
補助金の交付
基準の根拠に
、不達成は補
助金削減

 「面談制度」
（事実上の口
頭警告措置）

 大気汚染物質
増加につなが
る新規事業の
環境評価申請
の不受理

 国家級環境保
護称号の取消



「目標達成」程度に関する評価基準

16



「目標達成」程度の評価計算式
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省エネ・汚染物質削減に関する地域中期目標
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地域生産設備総量規制制度
「同量置換」制度

 地域生産設備総量規制制度とは、
発電、鉄鋼、セメント、石油化学
、化学工業等、大気汚染リスクの
高い業種（以下、抑制業種）の無
秩序な規模拡大を防ぐために導入
した制度であり、新規事業の許認
可要件を厳格に設定し、地域によ
っては許可しない、あるいは許認
可枠を制限する制度であり、「同
量置換」政策がその典型例である
。

 例えば、天津、上海、遼寧省など
の地域では、地域全体で導入でき
る鉄鋼生産設備容量は規制されて
おり、事業者が新規設備投資を行
うためには、同じ容量分の設備を
閉鎖しなければならない。

19

出典：文献情報に基づき、金が作成



生産設備の強制淘汰政策

 生産設備の強制淘汰政策(以下、強
制淘汰政策)とは、鉄鋼、セメント

など特定業種における非効率かつ
公害リスクの高い設備・工法に対
し、国が「時代遅れの生産設備」
として指定し、事業者に一定期間
内における淘汰を義務付ける制度
であり、持続可能な産業基盤の再
構築（グレードアップ）を目的に
、2005年から導入した。

 いままで、本制度は、産業競争力
の強化を軸に、地域間産業バラン
スや国内需給調整などに関する重
要施策として用いられてきたが、
第11次5カ年計画以降からは、省エ
ネ政策やCO2削減政策としての役割
が期待されている。

20

出典：文献情報に基づき、金が作成



補助金制度

 様々な補助金制度

 大気汚染対策関連：115.5億元／2015年（前年比
9.5%増）

 省エネ・汚染物質排出削減対策関連：478.5億元／
2015年（前年比40.4%増）
 老朽化設備淘汰関連補助金

 省エネマネジメント

 ＦＩＴ制度

 環境電力補助金：0.027元／ｋＷｈ（脱硫、脱硝、脱
塵の合計）

21出典：財政部「关于2014年中央和地方预算执行情况与2015年中央和地方预算草案的报告」
http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengxinwen/201503/t20150317_1203481.html



中国排出量取引制度の動向、課題
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中国ＥＴＳモデル事業の概要
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出典：文献情報に基づき、金が作成



世界マーケットとの比較

 中国は世界最大排出国、世界2番目のＥＴＳ市場

24出典：iea,Energy and Climate Change(2015)等に基づき、金が作成
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中国のＥＴＳモデル事業の評価

 制度評価のポイント

 制度の成熟性

取引は活発であったのか？

取引価格は安定していたのか？

義務履行率は？

 政策効果

事業者の削減努力のモチベーションはあがったのか
？

削減効果はあったのか？
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2016年3月11日まで、排出量取引
総量5514.2万トン、取引総額
15.7億元、平均取引価格２８元/t

 20以上の業種の2000以上の事業
者をカバー

 年間カバー排出量12億トン

出典：「碳K线」データ等に基づき、CRCCの金が作成 http://k.tanjiaoyi.com/

• ７地域概要：全国人口の19％、GDPの27％、CO2排
出量の23％

• メーケット概要：2016年9月11日まで、排出量取引総
量8069.78万トン、取引総額19.1億元、平均取引
価格24.8元/t



各地域累積取引量の割合
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2016年3月11日まで、排出量取引
総量5514.2万トン、取引総額
15.7億元、平均取引価格２８元/t

 2省５市（北京市、天津市、上海市、
重慶市、広東省、湖北省、深圳市）

 48万㎢、1.99億人（全体18％）、全
国GDPの30％、全国CO2排出量の
20％を占め、20以上の業種の2000
以上の事業者をカバー

 年間カバー排出量12億トン

出典：「碳K线」データ等に基づき、CRCCの金が作成 http://k.tanjiaoyi.com/
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2013年〜2016年までの平均価格
（取引価格ベース）
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2016年3月11日まで、排出量取引
総量5514.2万トン、取引総額
15.7億元、平均取引価格２８元/t

 2省５市（北京市、天津市、上海市、
重慶市、広東省、湖北省、深圳市）

 48万㎢、1.99億人（全体18％）、全
国GDPの30％、全国CO2排出量の
20％を占め、20以上の業種の2000
以上の事業者をカバー

 年間カバー排出量12億トン

出典：「碳K线」データ等に基づき、CRCCの金が作成 http://k.tanjiaoyi.com/
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中国ETS制度の概要
2013年〜2016年までの価格変動

29出典：「碳K线」データに基づき、CRCCの金が作成 http://k.tanjiaoyi.com/



2013年〜2016年までの価格変動
（瞬間最高・低値平均）
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出典：「碳K线」データに基づき、CRCCの金が作成 http://k.tanjiaoyi.com/
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義務履行率

31

 北京違反企
業者数
 2013年、

12業者

 2014年、
14業者

 2015年、
85業者

地域 2014年(2013年) 2015年

湖北省 100%

重慶市 未公表

北京市 97.1%

100%

99.7%

100%

99.1%

100%

広東省 98.9%

天津市 96.5%

上海市 100%

深セン市 99.4%

出典：文献情報に基づき、金が作成



中国ETS制度の全体評価 1

 個別事業としては60点

 マーケットは形成されつつ、まだ、未熟である。全体的に、排出枠
の過剰供給の問題がある
 原単位目標をベースとした排出枠総量の決定

 グランドファザー法による割当方法の限界

 湖北省以外は、排出量価格の大幅な下落が見られた（特に重慶市、
上海市）。

 全体的に見て取引は活発ではなく、ほとんどの地域において、義務
履行期限までの３ヶ月の間に集中。北京市の場合、90％の取引が
この時期に集中（2014年）。

32
出典：「碳K线」データに基づき、CRCCの金が作成 http://k.tanjiaoyi.com/



中国ETS制度の全体評価 2

 全体としては70点
 湖北省：市場価格を安定させるための様々な工夫

 取引の活発化と価格の安定化のため、政府保留枠の低価格供給

 バンキングの要件の厳格化（取引を経た割当量のみバンキング可、取引を経ない
ものは無効扱い）

 一般事業者と個人にオークションや排出量取引への参加を認める

 広東省：排出枠の供給過剰を防ぐための様々な改善策を導入

 ９割以上の排出枠はベンチマーク方法によって配分、事後調整（前年度の生産量
、排出基準値、今年度生産量修正因子、今年度削減係数などを考慮）

 全体有償枠は縮小したが、発電事業者の有償枠は逆に拡大（4％から5％に）

 2015年9月以降、去年同時期の４倍以上の取引が発生

 上海市：配分の公平性に配慮した措置
 過去の省エネ改善によって発生したCO2削減量に対し、1：2.23の割合で排出枠を

賦与

33

出典：「碳K线」データに基づき、CRCCの金が作成 http://k.tanjiaoyi.com/



ケーススターディ

34
出典：上海排出権取引制度報告2015年等に基づき、金が作成

重慶 上海 湖北省

取引がもっとも少ない
ＣＣＥＲの取引がもっとも活発
（2015年、2837.1万トン、国全体取
引量の74.1%）

取引がもっとも活発

制度導入が一番遅い
重慶と同じく価格の下落幅が大き
い

制度導入が2番目に遅い

工業部門：２００８年－２０１２
年のいずれの排出量２万トン
／年以上

工業部門：２０１０年、２０１１年の
いずれの排出量、２万トン／年以
上

非工業部門：２０１０年、２０１１年
のいずれの排出量、１万トン／年
以上

重工業：２０１０年、２０１１年の
いずれの排出量６万トン／年
以上

地域キャップ
の設定方法

排出枠の構
成

配分方法

過去の排出実績と企業自己
申告を基本に、もっとも排出
量が最も多い年度を基準に
設定

電力、航空、エアポート、港はベン
チマーキング法、その他はグラン
ドファーザー法

電力部門は「グランドファー
ザー法+ベンチマーキング法」、
その他はグランドファーザー法

公布方法 一年ごと まとめて3年分 一年ごと

特記すべき点
過去の省エネ改善によって発生し
たCO2削減量に対し、1：2.23の割
合で排出枠を賦与

繰上げグランドファーザー法の
導入

8%まで、地域制限、プロジェク
トタイプ制限（水力）あり

5%まで、地域制限、プロジェクトタ
イプ制限なし

10%まで（5万トン/年）、地域制
限、プロジェクト制限（水力）あ
り

2015年6月、排出権に質権設定モ
デル事業を開始

バンキングは認めるけど、取引
を経た排出権だけに限る。年
度が変わると自動的に無効に
なる。

企業排出枠

ＣＣＥＲ

市場活性化措置

地域経済成長目標、ＣＯ2削減目標、省エネ目標、大気汚染目標、その他業界目標等を考慮しし
て設定。

1）初期配布枠、2）新規事業向け排出枠、3）政府保留枠

特徴

規制対象

キャップ



2017年：国内統一排出権取引市場の導入

 2016年1月11日決定「国家发展改革委办公厅关于切实做好全国碳排
放权交易市场启动重点工作的通知」(发改办气候[2016]57号)

 2017年に全国排出権取引を開始し、排出権取引制度を実施する。

 対象企業：2013年～2015年までのいずれかの年度におけるエネル

ギー消費量が1万トン／tce

 対象業種：石油化学、化学工業、建材、鉄鋼、非鉄、製紙、電力、
航空

 2016年2月29日まで、省級政府は該当企業リストを国に提出（情況
に応じ、拡大適用も可能）

 ・2016年6月30日まで、省級政府は該当企業リストのインベントリ
データを国に提出（延期）
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全国ETS制度の基本方針

 2016年3月、「全国排出権取引管理条例（送審原）」の
公開

 背景
 全国ETS制度に関する既存の法令は、2015年1月1日より施行し

た国家発展改革委員会令「碳排放权交易管理暂行办法」のみ（
日本の省令に相当）。法的拘束力に限界。

 企業に対する地方発展改革委員会の影響力には限りがある。

 罰則力が弱い。

 ETSモデル事業においても、同様な問題が存在。「地方政府の一
部所」が推進する部門制度として位置付けられている。
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排出枠配分等に関する役割分担

37

国 地方政府

国全体
無償枠および無償・有償の
割合は国が決定

地域ごと
配分方法と配分量は、国が
決定

省、自治区、直轄市、計画単列
市、新疆生産建設兵団

基準 統一基準は国が作成
地方独自の基準を作成可能。
国の確認が必要

企業リスト 確認 決定

配分方法 統一基準は国が設定
国より厳しい地方基準を設定
可能

具体量 リストの確認 地方政府が決定

無償
余剰分を有償化、新規事業配
当枠として転用可能

有償
予め一定量の排出枠を確
保、売却収益は国に帰属

国が指定した有償排出枠の売
却収益は地方に帰属

保留・余剰排出枠の帰属

排出枠

排出枠の決定（原則、無償枠と有償枠を組み合わせる）

対象企業の決定

企業の割当量の設定



制度実地に関するその他規定
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 MRV
 第三者機関：国が統一管

 費用（地方政府負担）

 取引

 取引場（統合説はなし）

 対象（排出枠、CCRC、相応の先物金融商品など）
 北京市や上海の場合、質権設定を認める運用も開始

 参加主体（３種類。北京、戸籍・在住資格のある個人、資産額も重要
：100万元以上）

 罰則

 報告義務違反、虚偽記載等：省級政府等による是正命令、10万元～100
万元までの罰金措置

 削減（排出枠提出）義務不履行：不履行分に対し、義務履行期限日の
前年平均価格の3～5倍の罰金、相当額を次年度から控除、義務履行日
以降は3%/日の課徴金を賦課



新しい制度の導入

 「新エネ自動車排出枠」制度
 2016年8月2日付け、国家発展改革委員会が「新エネ自動車排出

枠管理弁法（パブリックコメント版）」を公開

 一定規模以上の新エネ自動車生産事業者、輸入業者が対象

 新エネ自動車排出枠とは、事業者が生産、または輸入すいた新
エネ自動車がその利用において、通常のガソリン車等に比べ削
減できた排出量、もしくはＥＴＳ取引場で取得した新エネ自動
車排出枠を指す。

 排出枠は、国が事業者に課した新エネ自動車生産・輸入割合保
持義務、生産・輸入台数、製品構成等に基づいて計算

 排出枠を与えたわけではなく、義務として「提
出」を求める
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制度進捗状況に関する最新情報 （1）

 対象企業数：7000〜8000社

 排出カバー量（率）：30〜50億トン（50%前後）

 具体的な対象企業リスト、割当方法に関するルール等は
すでに国務院に提出しており、年内に承認される見込み

 まだ、対象企業の歴史排出量の検証作業が終わっていな
い地域が多い。

 検証データの質にバラツキがある。
 対策として、国が地域ごとの検証データについて全体の10%についてサ

ンプリング調査を行う。

 2017年3月まで、遅くても6月までに、対象企業への割
当量配分作業を済ませる。
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制度進捗状況に関する最新情報 （2）

 配分方法は、「ベンチマーク方法」をベースにする。し
かし、すべての対象業種の方法論が確立するのは2020年
以降

 2017年に取引制度を稼働するが、全業種が一斉にスター

トするわけではない。つまり、一年を通して取引が行わ
れるように業種ごとの義務履行時期を均等に分散させる
。

 取引所は全国に９箇所設置：北京市、天津市、上海市、重
慶市、広東省、湖北省、深圳市、福建省（非モデル地域、台
湾も視野に）、四川省（非モデル事業地域）
 システムは国が開発・指定し、地方政府に管理を委託。

 今後、条件次第だが、他の取引システムを受け入れることも視野に
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制度進捗状況に関する最新情報 （3）

 予想炭素価格：初期段階は、2省5市炭素価格の平均であ
る30元/トン

 希望炭素価格（政策効果が見込まれるレベル）：200元
〜300元/トン

 予想市場規模：初期団体の現物取引全体量は12億〜80億
元/年、2020年以降は600億〜4000億/年に

 今後、規制対象を他の業種にも拡大する予定、エネルギ
ー消費量5000tce/年以上の企業も対象になる可能性あ
り
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ETS制度導入の経済および削減効果

 経済効果

 2017年～2020年まで、工業部門は、削減コストの節
約効果として、1500億元/年相当

 全体工業部門の削減コストの35％～40％に相当）

 削減効果

 毎年、2.8億トン～3.2億トンのＣＯ２削減効果があ
る。

 工業部門全体排出量の6％～8％に相当する。

43出典： 北京理工大学エネルギーおよび環境政策研究センター「“十三五”碳排放权交易对工业部门减排成本的影响」 、2016年



今後の課題

適切な排出枠配分方法の確立

 MRVにおけるデータの信憑性の向上

 MRVのコスト負担問題

 企業との癒着問題（北京：2年目以降、事業

者と第三者認定機関が話し合いによって費用
を決める）
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一帯一路計画とETS制度
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中国の「一帯一路」戦略

出典：新華社記事 http://www.xinhuanet.com/fortune/cjzthgjj/104.htm
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三本線計画、アメリカ大陸横断構想

出典：人民網記事 http://www.gov.cn/xinwen/2014-
12/20/content_2794507.htm

出典：共識網記事
http://www.21ccom.net/plus/wapview.php?aid=122888&from=singlemessage&isapp
installed=0
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一帯一路をめぐる新たな動き

 シルクロード基金（400億ドル）、エンルギー発展危機（200億ドル）、
AIIB（1000億ドル）等の設立

 「一帯一路国際規格統一戦略」の発表

 2015年10月「标准联通“一带一路”行动计划(2015—2017)」

 中国国内規格の国際化戦略に関する基本原則

 規格国際化の対象分野、推進手法、重点アプローチ地域などに関するロードマ
ップ

 規格国際化の推進体制

 国際資源マネジメント仕組みの提唱

 2016年2月、国務院研究発展センターとイギリスChatham研究所により「新状態
のリード：中国および世界資源のマネジメント(Navigating the New Normal: 
China and Global Resource Governance)」を共同発表

 過去10年間、シルクロード地域との貿易総額はまでに680％成長。

 シルクロード地域における石油、石炭、天然ガス埋蔵量は、世界全体の50％、
25%と16％。

 趣旨：現在、国際環境資源マネジメントに関する成熟した仕組みはなく、中国
が中心となって新たな仕組みづくりに貢献すべきである、という主張。

 資源価格が下がっているいまだからこそ、炭素税やカーボンプライシング仕組
みを導入するチャンス。
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日中韓の製造業の国際競争力と技術格差
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 ２０１６年：製造業国際競争力
中国：1位
日本：4位
韓国：5位

 過去5年間平均国際競争力
アメリカ：1位
中国：2位

2010年 2013年 2016年 過去5年平均
日本 6 10 4 4
中国 1 1 1 2
韓国 3 5 5 6
ドイツ 8 2 3 3
アメリカ 4 3 2 1
出典：Deloitte, Counxil on Competitiveness of USA, Global

Manufacturing Competitiveness Ranking(2010, 2013, 2016)

世界各国製造業国際競争力ランキング

 ２０１4年：韓 Vs．日中技術
中国：1.4年進んでいる
日本：2.8年遅れている

 日 Vs. 韓中技術
・中国、および日本との技術格差は
年々縮小
・中国の追い込みスピードは韓国より
上

2012年
（年）

2014年
（年）

2012年
（年）

2014年
（年）

全体技術水準（格差） -1.9 -1.4 3.1 2.8
電子·情報·通信 -2.4 -1.8 1.3 1.2
医療 -1.9 -1.5 2.2 1.9
バイオ -2.5 -1.7 3.1 2.8
機会・製造・工程 -2.3 -1.7 2.7 2.5
エネルギー・資源・極寒技術 -1.3 -0.9 3.3 2.9
航空・宇宙 4.5 4.3 5.4 4.5
環境・地球・海洋 -2.9 -3.3 4.1 3.7
ナノ・素材 -1.2 -1.1 3.4 2.8
建設・交通 -2.8 -1.8 4 3.6
災難・災害・安全 -1.9 -1.6 4.2 4.2

対中国技術格差 対日本技術格差

※（-）は対象国に対し、技術レベルが数値相当の年数を進んでいることを意
味し、（＋）はその逆
出典：현대경제연구원, 2016년 수출의 주요 이슈 점검과 시사점

区分

韓国から見た日本、中国との製造業技術格差



再生可能エネルギー関連の雇用情況
2012年～2014年
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中国 ブラジル アメリカ ドイツ インド 日本

2012年 1747 833 612 370 391 60

2013年 2640 894 625 371 391 210

2014年 3390 934 724 371 437 218

単
位

：
千

人

再生可能エネルギー関連雇用数

出典：IRENA, Renewable Energy and Jobs: Annual Review 2013, 2014 and 2015 等に基づ
き、金が作成。

分野 雇用世界シェア
バイオマス 29.3%
バイオマス（燃料） 4.0%
バイオガス 54.9%
小規模水力発電 60.3%
太陽光発電 65.8%
太陽熱 78.5%
風力 48.9%

中国の新エネ関連雇用の世界シェア
（2014年）



日本へのインパクト：中国との経済外交に
おける不利益

 進むETS協力に関する中韓協力体制の構築（東アジア外
交上のリスク）

 貿易摩擦のリスク
 中国、EU、韓国等のETS制度がリンクされた近い将来、カーボン

プライシングコストを負担していない製品を反対する最大国際
勢力が誕生

 一帯一路計画と中国ETS制度の戦略的な組み合わせ→中国
版JCM？
 中国企業の海外進出戦略として活用

 政府補助金禁止に関するWTOルールをクリアするための新しい手段

 中国規格（特に省エネ技術）の海外展開戦略として活用
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ご清聴ありがとうございます。


