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〔 要旨 〕
1．近年、スマートグリッドに対する関心が世界的に高まっており、低炭素社会の実
現に向けた重要な取り組みとして期待されているほか、大きなビジネスチャンス
として期待されている。ただ、スマートグリッドの明確な定義はまだ定まってお
らず、具体的な導入のねらいや取り組み主体、取り組みの優先順位などは、国・
地域により異なっている。
2．中国は、持続可能な経済発展の実現や、地球温暖化問題への対応、エネルギー安
全保障の確保といった経済、社会的背景から、電力需要増大への対応や資源利用
の最適化、再生可能エネルギーの利用促進という電力利用に係る課題を抱えてい
る。このため、スマートグリッド整備の取り組みは、基本的には電力のサプライ
チェーン（発電から消費まで）全体を対象としているものの、とくに上流部分に
あたる発電や送電の段階を重視していると考えられる。
3．中国のスマートグリッド整備は、政府および国有企業が主導で進めている。公的
機関と民間企業などの様々な関連主体が推進組織を立ち上げるなどして協力し
てスマートグリッドの整備に取り組もうとしている欧米などと比べ、中国の推進
体制はやや異なると言えよう。
4．日本企業が中国のスマートグリッド市場へ展開するにあたっては、中国特有のニ
ーズを踏まえながら、他企業との連携により技術等のパッケージ化を図ったり、
中央・地方政府などをカウンターパートとして共同での研究開発や実証事業に参
画していくことが重要となるだろう。また、国際標準化活動を進めるうえで、中
国の動向を注視すると同時に、協力関係を構築していくことも欠かせない。これ
らのポイントを考慮したうえで、政府による支援策等を活用し、素早い意思決定
のもとで中国展開を進めていくことが日本企業には求められよう。
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1．はじめに
近年、スマートグリッドに対する関心が世界的に高まっている。2008 年に米国のオ
バマ大統領がグリーン・ニューディール政策を発表し、柱のひとつとしてスマートグ
リッドの整備を打ち出したことが関心の高まる大きなきっかけとされており、発表さ
れて以降、各国・地域で整備に向けた取り組みが促進されている。
中国においても、昨年来、スマートグリッド普及に向けた動きが本格化している。
具体的には、国有送電会社の国家電網による「堅強智能電網」
（強いスマートグリッド。
以下、単にスマートグリッド）導入の取り組みが主に進んでおり、2010 年 5 月から開
催されている上海万博や一部都市での実験なども行われている。国全体としても、2010
年 3 月に開催された全国人民代表大会においてスマートグリッド整備を強化する旨、
言及されたほか、第 12 次五カ年計画にもスマートグリッド導入に関する事項が盛り込
まれる見込みである1。
スマートグリッドとは、
「太陽光や風力などの再生可能エネルギーが導入される時代
に、電力系統を、停電を少なくしつつ安定的にそして経済的に運用する」
（横山（2010））
ことを目的として、「送電、配電、需要家、と階層化された電力システムにおける情報
化投資を進め」
（諸住（2009））、電力の供給者と需要家間で、電力、情報を双方向でや
りとりできる電力網を指す。低炭素社会を実現するうえでスマートグリッドに期待が
寄せられているほか、その整備のためには大規模な投資や新技術・サービスが必要と
されることから、大きなビジネスチャンスとしての期待も高まっている2。
ただ、スマートグリッドの明確な定義はまだ定まっておらず、具体的な導入のねら
いや取り組みの優先順位、取り組み主体などは、国・地域により異なっている。そこ
で本稿では、中国で最大の送電企業である国家電網の取り組みを中心に、中国におけ
るスマートグリッド整備の動向に焦点を当て、その背景や内容について検討をしたい。
2．中国のスマートグリッド導入の背景
中国におけるスマートグリッド導入の主な取り組み主体と考えられる国家電網（詳
細は 3 節）の方針（国家電網（2010a））によれば、その基本原則は「各クラスの電力
網の調和のとれた発展を保証し、発電3、送電（中国語では、输电）、変電、配電、需要
家（中国語では、用电）、管理・調整の各段階と、通信・情報（ICT）水準のスマート
化の歩調の合った計画と建設を保証する」とされている。また、計画策定に先立ち 2009
年にとりまとめられた研究報告（国家電網（2009））においても、これらの段階それぞ
れについて、必要となる技術やシステム、求められる取り組みなど、より具体化され
た方向性が示されている。これらを踏まえると、中国でのスマートグリッド導入も、
1
2
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中国証券報ウェブサイト 2010 年 6 月 3 日付け記事（http://company.cnstock.com/industry/top/201006/
578689.htm、2010 年 6 月 30 日アクセス）
例えば中国の場合、スマートグリッドを含む電力インフラの整備に対し、2020 年までに 4 兆元の投資を
行う計画があるとされている（21 世紀経済報道ウェブサイト 2010 年 3 月 11 日付け記事（http://www.
21cbh.com/HTML/2010-3-12/168279.html、2010 年 6 月 30 日アクセス））。
一般的に、発電分野はスマートグリッドには含まれていないが、ここでの「発電」は、後述するように、
スマートグリッドの主要な目的のひとつである再生可能エネルギーの連系に関わる取り組みを主に指し
示すものであることから、本稿ではスマートグリッドの一分野として扱うこととする。
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基本的には他国・地域と同様、電力のサプライチェーン（発電から消費まで）全体を
対象とした、広範にわたる電力インフラの基盤整備、高度化の取り組みになると推察
される。
ただし、中国の場合、スマートグリッドの整備においては、発電や送電といった上
流部分における取り組みに、相対的な力点が置かれていると考えられる。中国は、地
球温暖化の防止やエネルギー安全保障の確保といった問題に対処しながら、持続可能
な経済発展を実現しようとしている。そのためには、（1）電力需要のさらなる増大へ
の対応、（2）国内エネルギー資源利用の最適化、（3）再生可能エネルギーの利用促進
という電力利用面の課題を解決する必要がある。その一環として発電や送電インフラ
の一層の整備が必要不可欠とされているのだ。
この点を明らかにするために、以下では、スマートグリッド整備の背景にある（1）
から（3）までの電力利用面での課題とスマートグリッド導入の方向性との対応関係に
ついてみていくこととする。
（1）電力需要のさらなる増大への対応
中国では、産業の発展や都市化の進展、生活水準の向上などに伴い、電力需要が大
幅に拡大してきた。2009 年の電力消費量は約 3 兆 7,000 億キロワット時と、1995 年
の利用量（約 1 兆キロワット時）の 3.7 倍まで増加している。地域別のシェアをみると、
東部が 50～55％、中部および西部がともに 20％強で推移をしており経済成長をリード
してきた東部で多く電力が利用されている（図表 1）。中国は、今後も高水準での経済
成長を続けると考えられ、電力消費量も先進諸国・地域と比べ高い伸び率で推移をし
ていくものと見込まれている（図表 2）。
図表 1 中国の電力消費量および地域別シェアの推移
（10億キロワット時）
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（注）東部は、北京市、上海市、天津市、浙江省、広東省、河北省、海南省、山東省、福建省、江蘇省、
遼寧省の合計。中部は、山西省、河南省、黒竜江省、安徽省、江西省、湖北省、吉林省、湖南省の
合計。西部は、重慶市、新疆ウイグル自治区、寧夏回族自治区、チベット自治区、広西チワン族自
治区、内モンゴル自治区、甘粛省、青海省、貴州省、雲南省、陝西省、四川省の合計。
（資料）CEIC により作成
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図表 2 主要国・地域における電力消費量の予測値
（10億キロワット時）
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（注）1．2006 年の値は実績値、2010 年以降の値は予測値。
2．年平均伸び率は、2006 年から 2030 年の値。
3．欧州は、オーストリア、ベルギー、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、
ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、
ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スペイン、スウェーデン、スイス、トル
コ、英国の合計。
（資料）Energy Information Administration（EIA） International Energy Outlook 2009 により作成

この増大が続く電力需要に応えることが、中国にとって経済成長の基盤確保などの
観点から重要な課題となっている。しかし、中国は、電力供給に係るインフラや制度
面で問題を抱えており、とりわけ送電線の整備の遅れが目下の問題となっている4。こ
のため、地域間での広域的な電力融通を十分に行えていない。また、近年、台風の上
陸や大寒波の発生、地震の発生などの自然災害や、送電網の事故により大規模な停電
が発生していることから、従来よりも安全で信頼性の高い送電インフラ・システムの
整備等が求められている。こうしたニーズを満たすうえで、センシング技術や ICT な
どの活用を通じて、送配電網に事故、異常等が発生した際の自動検知・復旧などを可
能とするスマートグリッドの必要性が高まっている。
（2）国内エネルギー資源利用の最適化
国内エネルギー資源利用の最適化を図るうえでも、スマートグリッドに対応した送
電網の整備が必要とされている。具体的には次の通りである。
中国の電源は火力発電が主で、石炭による発電が最も多い。石炭は、環境への悪影
響や炭鉱開発に伴う事故発生など抱える問題は多いものの、価格の優位性などから当
4

海外電力調査会（2008）は、送電線整備の遅れ以外にも、①1990 年代後半の発電設備建設の抑制により、
電力供給が需要に追い付かなくなった点、②石炭偏重の電源構成（石炭火力による発電が中心）となっ
ているため、炭鉱開発や輸送インフラ整備の遅れなどによる燃料調達の不足が発電設備の稼働を制約す
る点、③電気料金が政府により抑制されているため、燃料価格が上昇すると逆ざやが発生し、一部の発
電設備の稼働が停止に追い込まれてしまう点、④送電線建設の遅れにより、地域間の電力融通が不十分
となっている点、の 4 点を挙げている。このうち、①の問題については、設備増強に注力した結果、近
年は解消されてきていることから、
「需給ひっ迫の要因は、
『絶対的な発電設備の不足』から、
『流通イン
フラの整備の遅れ』
『経済的な要因による発電設備稼動の低下』へ移行しつつある」（前掲書）とされて
いる。
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面は主要な燃料として利用されると考えられている（海外電力調査会（2008））。また、
火力発電に次いで発電量が多いのが水力発電である。例えば、巨大プロジェクトとし
て知られる三峡ダム水力発電所は、世界最大規模の発電量を誇っており、今後も追加
設備の設置により発電容量の一層の拡大が見込まれている。現状、これら火力と水力
を合わせると、国内発電設備の総容量の約 97％を占めている（図表 3）。
図表 3 2009 年末時点の中国における発電設備の電源別内訳
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（資料）中国電力企業連合会「全国電力工業統計年報」により作成

このように、火力と水力を主とする電源構成となっている中国の電力供給体制には、
国全体としてのエネルギー資源利用の非効率性の問題がある。すなわち、資源生産と
発電、電力利用の主要地域が離れており、それぞれの地域間でエネルギーや電力の運
搬が効率的になされていないことが問題となっている。
火力発電については、主要燃料である石炭の生産地が華北および西北地区に集中し
ているのに対して、発電および電力利用は東部に偏っていることから、華北・西北で
採掘された石炭を、鉄道などの陸路を通じて東部へ運搬し、発電をしている。国家電
網（2010b）によれば、国内の石炭資源の 8 割が華北・西北に賦存しており、中国にお
ける鉄道輸送の半分は石炭輸送に充てられており、その石炭の大半は発電用のものと
されている。このため、輸送インフラの整備の遅れが設備稼働を制約するほか、大寒
波による鉄道や道路の凍結発生といった自然災害の影響が、発電量を不安定にするな
どの事態が発生している。水力発電資源も、8 割以上が西部に集中しており（国家電網
（2010b））、主な需要地である東部からは離れている。
こうした事情から、火力発電に関しては上述の電力供給パターンから、石炭採掘お
よび発電を華北・西北等で行って需要地の東部へ送電するというパターンへと変え（図
表 4）、水力発電に関しては西南部の水力資源・発電地帯から東部へと電力を十分に供
給できるようにすることが重要な課題となっている5。この課題に対処するためには、
大容量の電気を遠距離間で効率よく送電できる送電網の整備が必要とされており、新
技術の利用や既存技術の改良などにより送電ロスの低減を実現するスマートグリッド
には、その役割が期待されている。
5

「西電東送」
（西部で発電し、東部へ送電する）と呼ばれる巨大プロジェクトとして、第 10 次五カ年計
画の段階から取り組みが進められている。

4

図表 4 中国の石炭火力発電による電力供給の現状と今後の計画
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（資料）国家電網（2010b）により作成

（3）再生可能エネルギーの利用促進
欧州などの先進諸国・地域を中心に、風力や太陽光など再生可能エネルギー（以下、
RE）の導入促進の取り組みが進められており、中国でも同様の動きがみられる。
国家発展改革委員会が 2007 年に公表した「再生可能エネルギー中長期発展規画」に
よれば、電力や燃料などのエネルギー総消費量に占める再生可能エネルギーの割合を、
2005 年の 7.5％から 2010 年には 10％、2020 年には 15％まで引き上げることが目標
とされている。
そのための具体的な措置として、近年、RE 電力の発電設備の拡充が進められている。
「再生可能エネルギー中長期発展規画」では、風力発電設備を 2005 年時点の 126 万キ
ロワットから 2020 年に 23.8 倍（3,000 万キロワット）までに、また太陽光発電設備を
2005 年時点の 7 万キロワットから 2020 年に 25.7 倍（180 万キロワット）までに増強
する目標が示されている。実際には、2009 年末時点の風力発電の設備容量が既に 2010
年目標を上回っているなど、目下、速いペースで発電設備の増設が続いている。
（図表
5）
図表 5 再生可能エネルギーによる発電設備容量の推移および目標値
（単位：万キロワット）
2005年
風力発電
太陽光発電

2006

2007

2008

2009

2010年（※）

2020年（※）

126

187

403

894

1,613

1,000

3,000

7

N/A

N/A

N/A

N/A

30

180

（注）1．※2010 年および 2020 年の値は目標値。
2．2010 年の風量発電設備容量の目標値は、
「再生可能エネルギー中長期発展規画」では 500 万
キロワットとされていたが、
「再生可能エネルギー第 11 次五ヵ年規画」では、1,000 万キロワ
ットまで引き上げられている。
（資料）国家発展改革委員会（2007）（2008）、中国電力企業連合会「全国電力工業統計快報（各年）
」
ほかにより作成
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この設備拡充の取り組みにあたっては、大規模な RE 発電施設（ウインドファームや
メガソーラー等）の利用を重視する傾向が中国にはある。
日本や欧米では、RE 電力導入を進めるにあたり、家庭や地域レベルでの風力・太陽
光発電にも一定の役割を期待している。これに対して中国の場合、RE 資源の豊富な地
域が特定のエリアに偏っていることから、このエリアに集中的に大規模な風力・太陽
光発電施設を設置し、RE 電力の利用率を高めようとしている。例えば風力の場合、1
平方メートル当たりの年平均風力エネルギーが高い地域は北部（西北、華北、東北地
域）に集中している。太陽光の場合には、年平均日照時間が多い地域は北部および西
部に集中している。こうした自然条件を反映し、「再生可能エネルギー第 11 次五カ年
規画」でも、これらのエリアが風力発電や太陽光発電の設備建設プロジェクトの重点
地区とされている（図表 6、図表 7）。
図表 6 中国の風況図および主な風力発電所の
重点建設計画エリア
新疆ウイグル自治区

内モンゴル自治区

図表 7 中国の日照時間分布および主な太陽
光発電所の重点建設計画エリア

吉林省

新疆ウイグル自治区

甘粛省

甘粛省

内モンゴル自治区

寧夏回族自治区

遼寧省
河北省

200ワット/m2 以上
150-200ワット/m2
100-150ワット/m2
50-100ワット/m2
50ワット/m2 以下

チベット自治区
3,200時間以上
3,000時間
2,600時間
2,200時間
1,800時間
1,400時間以下

江蘇省・
上海沿海

（注）図表 6 の
は、風力発電所の重点建設計画エリア（市レベル等の具体的な地名は省略）
。図表
7の
は、太陽光発電所の重点建設計画エリア。
は、両図表とも主な電力需要地。
（資料）国家発展改革委員会（2008）、国家電網（2010b）により作成

このように、RE 電力の発電設備の増強が進められている一方、これら設備の系統連
系6に対応した送電インフラの整備が課題となっている7。具体的には、前項で示した石
炭火力や水力と同様、西部や北部に重点的に整備する RE 電力の発電基地と東部の主要
電力需要地を結ぶための送電網の整備や、大量に導入される RE 電力に対応した送配電
インフラ・システムの導入が求められている。これに対してスマートグリッドは、ICT
や蓄電技術などを組み合わせて活用することで、出力が不安定な RE 電力の発電設備の
系統連系時の課題として指摘されている①配電網の電圧上昇による逆潮流の困難化や、
②周波数調整力の不足、③余剰電力の発生など（資源エネルギー庁（2008））の問題解
6
7

系統連系とは、発電設備を系統（電力会社あるいは送電会社の送電線や配電線）に接続した状態のこと。
RE 電力の利用促進のための措置としては、発電設備や送電設備の整備・増強のほか、法制度面の整備も
挙げられる。例えば、RE 電力の固定価格での全量買取り制度などについて規定した再生可能エネルギ
ー法が 2005 年 2 月に制定、2009 年 12 月に改正されている。

6

消を可能にするとされている。
なお、RE の利用促進を目的として制定された「再生可能エネルギー法」には、2009
年 12 月の改正後、
「送電企業は、送電網建設の強化、RE 電力の配置範囲の拡大、スマ
ートグリッドの発展と応用（中略）をしなければならない」といった文言が新たに盛
り込まれている。ここからも、RE 導入促進のためにはスマートグリッドが必要不可欠
なものとして認識されていると言えよう。
以上（1）から（3）までの分析を改めて整理しておこう。今後も増加が続くと予想
される電力需要に対応するにあたっては、国全体として送電線の整備強化が重要とな
っている。特に、RE を含むエネルギー資源の豊富な地域で発電を行い、遠距離に位置
する主な需要地に送電するという電力供給体制が想定されていることから、この両地
域間を結ぶ送電網の整備8が重要となっている。また、RE 電力（特に中国の場合は、
大規模な RE 発電施設で発電された比較的大容量の電力）を利用するにあたり、これら
の発電設備の系統連系に係る問題への対処が求められている。このように、中国にお
けるスマートグリッドの整備は、長距離間の送電線整備や大規模な RE 電力の導入に優
先的に取り組みつつ、省エネルギー化や電力需要のコントロール、関連インフラの効
率的管理などを実現するために他の送電インフラ・システムの整備・高度化を同時に
進めるというスタンスで進められているとみられる（図表 8）。また、こうしたスタン
スが、欧米など先進諸国とは異なる中国のスマートグリッドの特徴だとする見方もあ
る（韩（2010））。
図表 8 中国におけるスマートグリッド導入の方向性
マクロ経済・
社会動向

電力利用に
係る課題

スマートグリッド導入
の方向性

経済・社会の発展維持

電力需要のさらなる増大
への対応

長距離間の送電線整備

地球温暖化への対応

国内エネルギー資源利用の
最適化

大規模なRE電力の
導入への対応

エネルギー安全保障の確保

再生可能エネルギーの
利用促進

上記以外の電力サプライチェーンの
各段階における基盤整備・高度化

（資料）みずほ総合研究所作成
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特別高圧送電線による基幹送電網の整備と、火力、水力、原子力、再生可能エネルギーによる大規模な
電源地帯の整備の取り組みは、「一特四大（特別高圧基幹送電網と、4 種類の大規模電源地帯）」戦略と
呼ばれ、全国レベルでの電力供給体制の構築プロジェクトとして実施されている。

7

3．中国におけるスマートグリッドの概要
（1）取り組み主体9
a．管理・監督機関
中国のスマートグリッド整備の取り組み主体を紹介する前に、中国における電力供
給の体制を整理しておこう。
現在、中国では、温家宝・国務院総理が主任、李克強・同副総理が副主任を務める
国家エネルギー委員会（2010 年 1 月設立）が、国家のエネルギー戦略等に関する最高
レベルの意思決定機関となっている。
そして、国家発展改革委員会（以下、発改委）のもとに設置されている国家エネル
ギー局10が、国家エネルギー委員会の決定のもとで、政策立案など実務レベルの作業を
担う体制となっており、電力に関しては大規模発電所の建設に係る許認可といった重
要事項を扱っている。また、国家電力監管委員会が、電力企業への営業許可証公布や
卸電力取引所の制度設計など専門的、補完的な事項を扱っている。なお、小売電気料
金の設定も重要な事項ではあるが、これは国家エネルギー局設置以前から発改委が担
っており、現在もその体制に変化はないものとみられる。
このほか、国務院国有資産監督管理委員会も、発電や送電に携わる国有企業（詳細
は後述）の管理という点で、電力供給に関係している。
b．電力供給主体
中国では、2002 年の電力体制改革以後、発電事業と送電事業が分離されている。こ
のうち、まず発電事業には、国有の持株会社 5 社11の傘下にある発電企業や、地方政府
が所有する発電企業、民間企業、外資系企業などが参入している。このうち国有 5 社
系列の発電企業と地方政府所有の発電企業が発電の大半を担っており、2007 年末時点
における発電設備容量のシェアは前者が約 42％、後者が約 41％となっている。
送電事業は、国有の送電企業 2 社（国家電網公司（以下、国家電網）と南方電網公
司（以下、南方電網））が送電の大半を担っている12。具体的には、2 社がそれぞれ 100％
出資している各省の電力公司が電力供給・販売を行っている。また、より広域のエリ
アでの送電や省間の電力取引は、国家電網が 100％出資している区域電網公司（5 社）
と、南方電網が行っている。さらに、区域電網間の電力取引は国家電網が行っている。
なお、中国の電力供給網は、全部で概ね 6 つのエリア（華北、東北、華東、華中、
西北、南方）に大別されており、このうち華北から西北までの 5 つのエリアを国家電
網傘下の区域電網公司が、南方エリアを南方電網がカバーしている（図表 9）。

9

本項 a．および b．の内容は、主に海外電力調査会（2008）を参考としている。
2008 年 8 月に設置され、「エネルギー発展戦略・計画・政策の立案と関連体制改革の意見提起、石油・
天然ガス・石炭・電力等エネルギーに対する管理の実施、国家石油の備蓄管理、新エネルギー開発およ
びエネルギー業種のエネルギー節約に関する政策措置の提起、エネルギーの国際協力展開」
（JETRO（2
008））を担うこととされた。
11 華能集団公司、国電集団公司、大唐集団公司、中国電力投資集団公司、華電集団公司。
12 欧米の送電企業は、送電のみを担っており、配電や小売りは別企業が担っているのに対して、中国の場
合は送電だけではなく小売も担っている（海外電力調査会（2008））。
10
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図表 9 国家電網および南方電網の管轄区域
〔区域電網公司レベル〕

国家電網

〔省級電力公司レベル〕

華北電網

北京市
河北省
山東省

天津省
山西省
内蒙古西部

東北電網

遼寧省
黒龍江省

吉林省
内蒙古東部

華東電網

上海市
浙江省
福建省

江蘇省
安徽省

華中電網

河南省
湖南省
重慶市

湖北省
江西省
四川省

西北電網

陝西省
甘粛省
新疆ウイグル自地区

寧夏回族自地区
青海省

南方電網

広東省
貴州省
海南省

広西チワン族自地区
雲南省

（資料）海外電力調査会（2008）により作成

c．スマートグリッド整備の推進主体
前項までの電力供給体制を踏まえると、今後のスマートグリッド整備においては、
国全体としてのエネルギー戦略を立案する国家エネルギー局が重要な役割を担う可能
性が高い。実際、内容は公表されておらず詳細は不明だが、同局がスマートグリッド
整備に係る戦略計画を起草したとの報道もある13。
ただ、目下、具体的な計画の策定や整備の取り組みを進めているのは、主に国家電
網および南方電網である。例えば国家電網は、2009 年よりスマートグリッド整備の動
きを本格化させており、今後の整備の方針や具体的に求められる取り組みに関して包
括的な研究を行ったり、研究開発拠点の建設に着手している。また、2010 年 1 月には
公式文書（国家電網 1 号文件「強いスマートグリッド建設の推進強化に関する意見」）
の形で、取り組みの原則や目標、2020 年までの計画、2010 年の重点実施事項などをと
りまとめたほか、5 月に同社が公表した「緑色発展白書」の中でも省エネルギーや二酸
化炭素の排出削減を進めるための重要な取り組みとしてスマートグリッドを紹介して
いる。これに対して南方電網の計画はまだ明らかになっていないが、報道によれば、
2009 年 6 月にはスマートグリッド関連技術の研究を行うワーキンググループを組成し、
送配電調整のスマート化、配電網のスマート化やスマートメータリング、充電技術、
電気自動車などに関する研究をしており、いくつかの研究報告もとりまとめているよ

13

中国証券報ウェブサイト 2010 年 6 月 1 日付け記事（http://company.cnstock.com/industry/top/201006
/572684.htm?page=1、2010 年 6 月 30 日アクセス）
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うである14。
なお、このほかに省・市などの地方政府も、国家電網などの整備の取り組みに協力
したり、上海市のように地方政府自らが計画を策定するなどして、スマートグリッド
の整備に関与している。
以上、中国におけるスマートグリッドの整備の関係主体をみてきた。欧米や日本な
ど他国・地域の場合、公的機関と民間企業などの様々な関連主体が推進組織15を立ち上
げるなどして協力してスマートグリッドのあり方の検討や実証実験、標準化活動に取
り組もうとしていると考えられる。これに対して中国の場合、政府および政府の影響
力が強い国有企業が主導でスマートグリッド導入の取り組みを進めており、中国の推
進体制は他国・地域とはやや異なると言えよう。
（2）国家電網によるスマートグリッド導入の取り組み
前項で示したように、現在スマートグリッド導入の取り組みを実際に行っているの
は、国家電網と南方電網とみられる。特に、国家電網は導入の方針や具体的な取り組
みの方向性を示していることから、ここでは国家電網によるスマートグリッド導入の
取り組み内容を紹介する。
a．導入の方針
まず、導入の方針は、前節で示したスマートグリッド導入の方向性を反映し、発電
や送電の部分を中心としつつ、配電などその他の部分も並行して整備を進めるという
ものになっている。
全体目標は「特別高圧送電線を基幹系統として、各レベルの電力網が調和のとれた
発展をし、情報化・自動化・双方向化を特徴とする強い国家電力網を作り上げ、電力
網の安全性や経済性、適応性、双方向性を向上させる」とされている。そのうえで、
2020 年までの 5 年ごとの目標が図表 10 の形で設定されているが、それをみるとスマ
ートグリッド整備の中で送電線の整備や RE 電力の発電設備の連系が必要不可欠な取
り組みとして認識されていることがうかがえる。
b．取り組み内容
次に、国家電網が想定している具体的な取り組みについては、2009 年に行われた基
礎研究（国家電網（2009））で提示されている内容を紹介する16。
14

中国証券報ウェブサイト 2010 年 6 月 11 日付け記事（http://cnstock.xinhuanet.com/index/gdxw/2010
06/595974.htm、2010 年 6 月 30 日アクセス）
15 例えば日本では、経済産業省や NEDO、民間企業から構成される官民連携の組織である「スマートコ
ミュニティ・アライアンス」が、設立されている。また、米国や韓国では、関連企業による業界団体で
ある「グリッドワイズ・アライアンス」
、「韓国スマートグリッド協会」が設立されている。
16 なお、2010 年 6 月 29 日、国家電網の正式な計画である「智能电网关键设备（系统）研制规划（スマー
トグリッド中核設備（システム）研究開発計画）」と「智能电网技术标准系统规划（スマートグリッド技
術標準体系計画）」の 2 つの計画が公表された。前者には 7 分野の技術領域と 29 種類の技術テーマ、13
7 項目の中核設備の研究開発に関する計画、後者には 8 種類の専門研究部門と 26 分野の技術領域、92
種類の標準系列に関する体系が盛り込まれていると伝えられている。ただ、その詳細は現時点では明ら
かにされていない（国家電網ウェブサイト 2010 年 6 月 29 日付け記事（http://www.sgcc.com.cn/xwzx/
gsyw/2010/06/226138.shtml、2010 年 7 月 8 日アクセス））。
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図表 10 中国におけるスマートグリッド整備のロードマップ

～2010年

～2015年

～2020年

○ 「两纵两横（二縦二横）」（※1）の特別高圧交流送電線の後続プロジェクトが始まり、区域をまたいだ直流
送電網プロジェクトの実施規模は1,290万キロワットに達し、配電網建設の投資が拡大し、スマート化の試
験プロジェクトは期日通りに開始し、基幹技術の研究と設備の研究、製造および標準制定の取得が新たに
進展する。
○ 特別高圧送電線を中核とする強い国家電網の初歩が形成され、電力網の情報化、自動化、双方向化の
水準が顕著に上昇し、大規模な再生可能エネルギーの系統連系と送電のニーズを満たす。
○ 特別高圧送電線および区域間の電力網の送電能力は、2.4億キロワットを上回る。
○ 配電網の電力供給能力、品質、信頼性は顕著に高まり、都市配電網の電力供給の信頼性（※2）は
99.915%以上、総合的な電圧合格率（※3）は99.5%以上に達する。農村配電網の電力供給の信頼性は
99.73%以上、総合的な電圧合格率は98.45%以上に達する。
○ スマート化の基幹技術と設備は大きな革新を遂げ、スマートメーターは広範に利用され、電気自動車の充・
放電スタンドの配置は基本的にニーズを満たす。
○ 強いスマートグリッドの基本的な運用を開始する。
○ 「三华」（三華 ※4）の特別高圧送電線の同期送電網を受け手とし、東北の特別高圧送電網と西北の750
キロワット送電網を送り手として、各大規模火力・水力・原子力・再生可能エネルギー電源地帯を結んだ電
力網構造を作り上げ、特別高圧送電線および区域間の電力網の送電能力は4億キロワットを超え、大型の
火力・水力・原子力電源地帯や1,000万キロワット級の風力発電地帯の連系と、負荷中心地の電力利用
ニーズを満たす。
○ 電力網の資源配置能力や安全水準、運用効率、電力網・電源と需要家の双方向性は顕著に向上する。

（注）1．※1 は、国内に縦横各 2 本の特別高圧基幹送電線を整備するプロジェクト。
2．※2 は、電力供給の総時間中、停電せずに電力供給した時間の比率。
3．※3 は、年間の通電時間中、電圧基準値の合格時間の比率。
4．※4 は、華北、華東、華中。
（資料）国家電網（2010a）により作成

同研究によれば、重点が置かれている発電の部分に関しては、系統連系に係る問題
に対処するための技術として、風力発電および太陽光発電量予測や制御技術、揚水発
電や蓄電池といった蓄電技術の開発が挙げられている。また、効率的な発電を目指す
ために、省エネルギー発電に関するシステムや技術の応用や、超電導発電機といった
高温超電導に関する応用技術の産業化も提示されている。
また、発電と同様に重視されている送電の部分に関しては、大容量の電力を遠距離
へ効率よく送電するためのインフラとして、特別高圧送電線（交流・直流）の建設や、
その関連技術の開発、高温超電導の技術を活用した送電線や関連設備の産業化が挙げ
られている。また、これまで事故や自然災害の影響により生じた送電線の不具合が停
電事故を招いてきたことを背景として、こうした問題の解消に資する送電線の状態把
握や自然災害情報の監視システムなどが挙げられている。
加えて、変電の部分に関しても、こうした発送電インフラの整備高度化に歩調を合
わせるかたちで、特別高圧送電線に対応した変電所の増設や、様々な電源の連系に関
する技術の研究などが挙げられているほか、変電設備のライフサイクル最適化のため
のシステム構築といった設備管理に関する取り組みも挙げられている。
このほか、送電網の管理・調整や通信・情報（ICT）プラットフォームなどソフトイ
ンフラの構築なども提示されている。具体的には、風力や太陽光発電などの運用情報
の収集、監視、予測といった新エネルギー導入時の系統安定化のために必要な技術開
発、送電線の安全管理や運用最適化、光ファイバー通信ネットワークの構築、国家電
網の保有資産のライフサイクル管理や電力利用情報の収集など総合的な業務管理を行
うための経営資源管理システムの構築などが挙げられている。
なお、配電や需要家の部分については、欧米や日本をはじめ世界的に関心の高まっ
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ている設備の整備や技術開発が、中国でも同様に必要な取り組みとして認識されてい
るようである。具体的には、配電自動化や、分散型電源・蓄電池が連系された電力網
の運用管理など次世代型の配電網管理システムの研究、電気自動車の充電スタンドの
建設、需要家の電力利用情報の収集システム、スマートメーターの研究開発・普及、
電源・電力網と需要家とを双方向で結ぶデマンドレスポンスのシステム構築などが挙
げられている。

4．日本企業への示唆
1 節でも触れたように、中国をはじめとする新興国におけるスマートグリッド等のイ
ンフラ整備の取り組みは大きなビジネスチャンスとして期待されており、日本の成長
戦略においてもインフラ輸出が柱のひとつとして提示されている。2010 年 4 月には、
スマートグリッド関連企業と経済産業省等による官民連携組織である「スマートコミ
ュニティ・アライアンス」も組織され、同年 6 月には今後の取り組みに関する論点や
提案（経済産業省（2010b））もとりまとめられている。そこで、ここではその提案事
項や 3 節までの内容を踏まえながら、日本企業が中国のスマートグリッド市場へ展開
するにあたってのポイントについて検討してみたい。
基本的な考え方としては、経済産業省（2010b）において示されている海外展開に向
けた今後の対応の方向性（図表 11）が重要といえる。そのうえで、2 節および 3 節で
紹介したような中国の特徴などを踏まえ想定されるポイントとしては、主に以下のも
のが挙げられる。
図表 11 経済産業省が提示している海外展開に向けての今後の対応の方向性
・ 米国をはじめ、欧州等との戦略的連携を強化（国際標準化戦略の共有、ミッション派遣等）。
・ 海外実証プロジェクトの推進等を通じて、官民連携によるアジア（インド、中国、ASEAN等）を中
心とした新興国市場への積極的展開を推進。
・ 政府間での協力関係の構築・強化や政府の支援の充実・強化を図りつつ、我が国が有する高
い技術（強み）をパッケージ化し、他国では提供できないシステムとしての輸出。
・ 市場毎に大きく異なる現地ニーズを的確に捉え、ローカライズしたサービスを提供。
・ トップ経済外交、的確なプラットフォームの提供、政府の支援ツールの充実・強化、政府からの
支援を受けつつスマートコミュニティの企画・国際連携・事業化を進める民間主導の受け皿機
能の強化・拡充。

（資料）経済産業省（2010b）により作成

まず、他企業との連携により技術等のパッケージ化を図る際には、中国特有のニーズ
を踏まえておく必要があるだろう。近年の日本や米国等の取り組みをみると、マイク
ログリッド17など特定のエリア内における配電ネットワークのレベルでの実証実験に
比較的力が注がれているようである。これに対し、中国の場合は、こうした配電ネッ
トワークの整備・高度化も必要としている一方で、送電線の整備や RE 電力の大量導入
への対応の優先度が高いと推察されることから、都市・地域レベルでの取り組みと同
時に、国レベルでの取り組みも視野に入れておくことが重要だろう。なお、こうした
分野で中国でのニーズが高いと想定されるスマートグリッド関連の技術等の中には、
17

限られた地域内で、小型の分散型発電設備により電力を安定供給するための送配電ネットワークのこと
（横山（2010））。
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日本が既に市場に参入しているものや、他国に比べ優位性があるもの、あるいは現在
技術開発に注力しているものもある。例えば、RE 電力の導入にあたりニーズの高い蓄
電池に関する技術や、日本の技術として国際標準化が実現した 1,100kV 超高圧（UHV）
送変電技術18、超電導技術、大容量直流送電技術19、国内では既に普及し利用されてい
る配電自動化システムなどがその一例として挙げられる。これらの技術等をはじめ、
中国のスマートグリッド整備の中で日本の強みを活かすことはできると考えられる。
また、中国の場合、取り組み主体として政府の影響力が強い。したがって、共同で
の研究開発や実証事業の実施に際しては、中央・地方政府や国有企業、研究機関など
をカウンタパートとすることがポイントとなるだろう。実際、他国企業も中国市場の
開拓に向けた動きを本格化させつつあるが、その足がかりとして、地方政府との協力
のもと、スマートグリッドのシステム全体としての実証プロジェクトに参加している
ケースなどがみられる20。日本企業も、政府間協力のスキームやトップ外交の成果等も
利用しながら中央や地方政府等に働きかけ、実証実験の段階から参画をすることで現
地仕様のスマートグリッドのシステムを模索していくことが重要と考えられる。
加えて、国際標準化活動において中国がどのような戦略を打ち出してくるのか、米
国や欧州の動きとともに中国の動向を把握しておくことも欠かせないだろう。中国で
は、現時点では、国家標準はまだ策定されていない状態だが、政府主導により迅速に
活動を進めていくことが予想される。現状では、国家電網によるスマートグリッド整
備に関する計画が 2010 年 6 月末に公表された段階だが、今後、南方電網など他の企業
の規格も踏まえながら国家標準が策定され、それをもとに国際標準化活動に乗り出す
とみられている21。国際標準化の競合国として動向を注視すると同時に、国家間の協力
関係等をベースとして実証実験などの取り組みに積極的に参画し、日本の技術やノウ
ハウが中国の規格として採用されるように働きかけるなど、中国との協力関係の構築
も求められよう。

5．おわりに
以上、本稿では中国のスマートグリッドの取り組みの背景やその内容について紹介
するとともに、日本企業の展開に関するポイントについて考察した。
国家電網の計画等をみる限り、中国は、基礎的な送配電網の整備を進めると同時に、
RE 電力の大規模導入や高効率の送電線設置、スマートメーター設置、電力情報に係る
情報通信網整備など、先進諸国にとってもまだ目新しい取り組みを並行して進めよう
としているものと推察される。その点、先進諸国ですでに普及し、成熟したシステム
18

IEC 活動推進会議ウェブサイト（http://www.iecapc.jp/news/news_100.htm、2010 年 6 月 30 日アクセ
ス）。
19 二次電池や超電導、大容量直流送電に関する技術は、経済産業省（2009）
（2010c）に盛り込まれてお
り、政策上重要な技術として位置付けられている。
20 例えば韓国 LS グループは、江蘇省揚州市と MOU を締結し、スマートグリッドに関連する生産拠点や
研究開発拠点の建設等で協力する旨の MOU を締結した。また、LS グループのほか、米 GE 社、独シ
ーメンス社、台湾大同集団などは、同市のスマートグリッド展示センターで自社製品のデモンストレー
ション等を行っている。
21 脚注 13 の報道参照。
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を模倣・導入する形で整備が進められている高速道路や高速鉄道、水道といった他の
インフラとは異なり、スマートグリッドの整備および関連技術の開発は、先進諸国と
ほぼ同時代的に進められることになる。
このため、日本企業が中国のスマートグリッド市場を開拓するにあたっては、他の
インフラのようにこれまでに国内で蓄積してきた技術やノウハウを移植するという発
想では不十分であり、それらをもとに中国とともに新たなインフラを築き上げるとい
う姿勢が求められるだろう。また、スマートグリッドに関する実証実験等を通じ国内
での足場を固めてから中国に進出するという戦略では、既に市場開拓に向けて動き始
めている中国地場企業、欧米企業、韓国企業など様々な企業に遅れをとる可能性があ
る。昨今整備が進められている日本政府による支援策や企業間協力の仕組み等を活用
することに加え、中国の特徴を考慮しつつ、素早い意思決定のもとで中国展開を進め
ていくことが日本企業には求められる。
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