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はじめに 

 

中国政府の「第 12 次 5 ヶ年計画（2011～2015 年）」では、世界的な造船不況への対応

策として、特に①海洋構造物製造業の発展の促進、②LNG 船等の高付加価値で、かつ、今

後の需要増が見込める船種の建造促進が重点目標として掲げられました。 

 

中国の工業信息化部（経済産業省に相当）は、「海洋構造物科学研究プロジェクトガイ

ド（2013 年）」及び「先端的船舶科学研究プロジェクトガイド（2013 年）」を発表し海洋

構造物製造業及び LNG 船を含む先端的な船舶の研究を一層推進し、設計技術、製造技術の

高度化について政府を挙げて重点的に取り組むとしています。 

 

また、船舶の供給過剰及び生産設備の過剰な状態が未だ解消されない中で、中国の抱え

る余剰施設の処理が中国政府の喫緊の課題となっています。 

 

本調査においては、中国造船業の発展戦略の重要な点である①中国政府の発展政策に関

する動向、②海洋構造物製造に関する動向、③LNG 船製造に関する動向、④企業再編に関

する動向の各項目について調査を行いました。 

 

本報告書が、我が国の舶用工業関係者を始めとする海事関係者の皆様のご参考になれば

幸いです。 

 

ジェトロ香港事務所 舶用機械部長 

小橋 素己 
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 要 約  

 

中国船舶工業は 2003 年から 2008 年までの 6年間は、世界の船舶工業の急速

な発展に伴い成長してきたが、2008 年 9 月の国際的な金融危機以来、世界経

済が大きな打撃を受け、国際海運市況が急激に悪化し、世界造船市場が大きな

打撃を受け、受注量が大幅に減少し、造船所への融資も滞り、船舶の受注リス

クが大きくなり、中国船舶工業は未曽有の危機に直面することとなった。  

こうした背景の下で、中国政府は 2009 年 6 月に「船舶工業調整と振興計画」

を作成・公布し、その後も「中央財政から老朽輸送船とシングルハルタンカー

の期限内の廃棄更新に関する助成金実施プラン」、「船舶工業「第 12 次 5 カ年」

発展計画」等一連の政策を打出し、中国船舶工業の安定的な発展を確保しよう

と努力している。中国政府は 2013 年、更に「船舶工業構造調整加速・変革促

進実施方案（2013 年-2015 年）」等を策定・公布した。これらの政策の実施を

通じて中国船舶工業の健全かつ持続的な発展を図ろうとしている。 

 

本報告書の第 1章「中国政府の発展政策」では先ず、中国の発展政策を概観

するため、2011 年から 2015 年の中国船舶工業の発展目標を定めた「船舶工業

第 12 次 5 カ年計画」について残り 1 カ年となった段階での主要な目標の達成

状況を報告する。その他、中国の海洋構造物や一般船舶の技術力を高めるため

に策定されている「海洋構造物科学研究プロジェクトガイド（2012 年）」、「海

洋構造物科学研究プロジェクトガイド（2013 年）」、「ハイテク船舶科学研究プ

ロジェクトガイド（2012 年）」、「ハイテク船舶科学研究プロジェクトガイド

（2013 年）」についてその概要と目標達成について報告する。この省の最後に

は、第 12 次 5 カ年計画を踏まえた「船舶工業構造調整加速・変革促進実施案

（2013～2015 年）についてその概要と目標達成について報告する。 

 

第 2 章「海洋構造物に関する動向」では、中国海洋構造物産業の全体像等に

ついて説明を行うとともに、今後の中国の海洋構造物産業についての方針等に

ついて報告する。 

 

第 3 章「LNG 船製造に関する動向」では、中国 LNG 船製造産業の全体像等に

ついて説明を行うとともに、今後の中国の LNG 船製造産業についての方針等に

ついて報告する。 

 

第 4 章「企業再編に関する動向」では、国際金融危機後に中国国内で最も影

響を受けた中小造船所の異業種への転換等について報告する。 

 

最後に、本報告書の調査結果を踏まえた我が国造船業及び舶用工業への影響

について報告する。 

 

 

－ 1 －



 

2 

 

1 中国政府の発展政策 

2 中国船舶工業は世界海運業の発展と中国政府の「第 11 次 5 カ年計画

（2006-2010 年）」の順調な実施等に伴い 2003 年から 2008 年までの 6 年

間は、急速に発展してきたが、2008 年 9 月のリーマンショックによる国際

的な金融危機以来、世界経済は大きな打撃を受け、国際海運市況も急激に

悪化し、世界造船市場は急激に冷え込むこととなり、受注量が大幅に減少

し、造船所への融資も滞り、船舶の受注リスクが大きくなり、中国船舶工

業は未曽有の危機に直面することとなった。  

3 こうした背景の下で、中国政府は 2009 年 6 月に「船舶工業調整と振興計

画」を作成・公布し、その後も「中央財政から老朽輸送船とシングルハル

タンカーの期限内の廃棄更新に関する助成金実施プラン」、「船舶工業「第

12 次 5 カ年」発展計画」等一連の政策を打出し、中国船舶工業の安定的な

発展を確保しようと努力している。中国政府は 2013 年、更に「船舶工業

構造調整加速・変革促進実施方案（2013 年-2015 年）」等を策定・公布し

た。これらの政策の実施を通じて中国船舶工業の健全かつ持続的な発展を

図ろうとしている。 

4 本報告書では2010年から 2014年まで最近 5年間の中国船舶工業のデータ

を用いて中国船舶工業の動向を概観することとする。 

 

1.1 船舶工業第 12 次５カ年計画（2011～2015） 

1.1.1 概要 

� 公布機関：工業信息化部 

� 公布時期：2011 年 12 月 12日 

� 計画期間：2011 年～2015 年 

 

船舶工業第 12 次 5ヶ年計画は、中国「国民経済と社会発展の第 12 次 5ヶ年

計画綱要」、「工業モデルチェンジ・グレードアップ計画（2011～2015 年）」、「船

舶工業中長期発展計画（2006～2015 年）」を基礎として策定され、金融危機後

2009 年に公表された「船舶工業調整と振興計画（2009 年～2011 年）」とは政

策の継続性を持たせるよう配慮されている。 
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� 発展目標： 

主要目標 目標内容 2015 年 

技術総合力の向

上（世界一流） 

主流船型の総合的な競争力を高め、最新の国際規範の

要求を満たし、国際市場の需要を牽引するブランドの

確立 

50以上

「一定規模以上の企業」1の研究開発経費の売上高に占

める割合 

2％以上

主要ハイテク船舶と大水深向け海洋構造物の設計力 獲得する

ハイテク船舶のキーテクノロジーに対する中国にお

ける課題の全面的な解決 
--

海洋構造物の設計・建造力 世界上位

産業構造の転換 

環渤海湾、長江デルタと珠江デルタ造船基地は世界レ

ベルの造船基地とし、産業集積度を向上 
--

造船所トップ 10 の中国国内新造船竣工量の割合 70％

世界造船所トップ 10 に入る中国造船所の社数 5 社

国際的影響力を持つ海洋構造物総請負業者と専業下

請け業者の育成 
5～6社

海洋構造物製造業の売上高 2,000億元

海洋構造物製造業の国際シェア 20％

高い国際競争力の持つ修繕所 数社

船舶工業の総売上高 12,000億元

船舶工業の輸出総額 800億元

高効率・高収益型

産業の実現 

工業増加額（付加価値額）（日本の売上高総利益に類

似）引上げポイント数（対 2010 年） 

3ポイント

労働生産性の年間上昇率 15％

中堅造船所の造船効率 15hr/CGT

中堅造船所の平均鋼材一次利用率 90％

工業増加額（付加価値額）（日本の売上高総利益に類

似）1万元当たりのエネルギー消耗 

20％減

大中手造船所の ERP 普及率 80％

デジタル化設計ツールの普及率 85％

重要建造プロセスの NC化率 70％

舶用工業の生産

能力と技術力の

向上 

舶用工業の売上高 3,000億元

売上高 100億元以上の舶用動力・甲板機械メーカーの

社数 
5～6社

主要舶用機器の国産品平均搭載率 80％

知識財産権を持つブランド力のある舶用機器の搭載

率 

30％

海洋構造物用機械の国産品平均搭載率 30％

 

                                                        

1 「一定規模以上の企業」というのは中国統計局の統計用語であり、製造業とサービス業では相違があ

るが、製造業の場合、2010 年までは、売上高 500 万元以上の企業を「一定規模以上の企業」と定義して

いたが、2011 年からは売上高 2,000 万元以上の企業を「一定規模以上の企業」とした。 
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� 主要課題 

主要課題 課題内容 

� 技術進歩・革新の推進 

設計レベルと設計力の

向上 

� 国際的科学技術の発展の動向と国際海事規範の最新の要求

を研究し、先端技術・低コスト・高効率の建造を目標とし、

主要船型の設計を最適化し、エネルギー効率設計指標

（EEDI）を低減し、技術力と市場における競争力を高める

� 技術の導入力・理解力・独自開発力を強化し、ハイテク船

舶、海洋構造物及び重点舶用機械の設計力を高める。 

� 長期的な発展に着目し、将来性・探求性・先導性のある製

品を選択し、事前研究と概念設計を行ない、将来の市場競

争力を高める。 

船舶建造に係る基礎研

究の推進 

� 船舶、海洋構造物、舶用機械とシステム等の分野の基礎的

共通基盤に関する研究を強化し、先進的な設計方法と設計

ソフトウェアの研究開発を進める。 

① ハイテク船舶開発の重要技術を把握し、システムの全

体設計と統合技術を獲得する。 

② 重点的に海洋構造物の設計建造技術の研究を行い、他

分野に渡る専門知識を獲得し、プロジェクト総請負能

力を高める。 

� 重大プロジェクトを実施し、製品開発、重要技術の問題解

決、舶用機械と重点部品の研究・製造、試作機の研究・製

造、工事モデルの応用等を総合的に実施し、関連分野の技

術的課題を段階的かつ系統だてて解決する。 

� 船舶工業の標準・規格体系を熟知し、積極的に国際規格等

の策定に参画する。 

技術革新のプラットホ

ームの構築 

� 中核企業は、国家級の船舶、海洋構造物、舶用機械研究開

発実験センターの構築を先導・支援する。 

� 重大プロジェクトにより、CFD 水槽並びにハイテク船舶及

び重点海洋構造物の研究開発試験施設を建設し、舶用低・

中・高速ディーゼルエンジンと補機用ディーゼルエンジン

の自主研究開発プラットホームの整備を行う。 

� 船舶企業と高等教育機関、科学研究院が連合して、実験セ

ンター、エンジニアリング技術研究センターの建設を支援

する。 

� 船舶工業と鉄鋼、海運、石油・石油化学等の川上・川下産

業が共同で研究開発（R&D）機関を組織することを支援する。

� 産業構造と組織強化の推進 

国際的な大型企業の育

成 

� 市場経済のルールに従い、積極的に基幹造船企業をリーダ

ーとする地域間、業界間のすべてに誇る合併再編を推進し、

資源の配置を最適化して、競争力をもつ国際的な一流企業

集団に発展させ、産業の集積度を高める。 

� アドバンテージのある企業が合併再編等の方式を経てハイ

エンド製品の製造能力の強化を推進する。 
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� 川上・川下企業が戦略的に連合し、産業チェーンの有機的

結合を奨励する。 

� 基幹企業が海外で買収・合併を行うことを推進する。 

� 舶用低中速ディーゼルエンジンと甲板機械等の舶用機械企

業が資本力・製品力を磨き舶用工業企業毎の規模の拡大目

指す。 

中小手造船企業の特色

化及び専業化 

� 中小手造船企業は、細分化された市場へ参入し、他社との

差別化を通じた競争力を身につけ、「専業・精密・特徴」

といった経営を目指し、アドバンテージのある分野におい

てブランド力をつけることを奨励する。 

� 実力のある中小手造船企業が基幹造船企業に指定された中

間製品の製造を発展させ、基幹企業の生産体系に組み込ま

れることを奨励する。 

� 中小手造船企業が積極的に特殊船舶、内陸河航行船舶、FRP

漁船の製造を発展させ、基幹企業とは別の船種で発展する

ことを奨励する。 

船舶建造を支援するサ

ービス業の発展 

� 設計・ソフトウェア開発等の専業化されたサービス企業が

発展し、競争力を増強させ、製品の付加価値の引き上げを

促進する。 

� 物流、E コマース、市場・法律コンサルティング、工事管

理等の現代的なサービス業を発展させ、産業チェーンを構

築する。 

� 大型造船集団が船舶ファイナンシャルリース業務を展開

し、業界での非銀行金融機関を育成し、産業と金融の結合

を促進する。 

� 舶用工業企業の営業能力とサービスレベルを更に高め、グ

ローバル販売サービスネットワークの構築を加速させる。

� 自国ブランドの品質向上 

国際知名度の高いブラ

ンドの育成 

� ばら積み貨物船、タンカー、コンテナ船の三大主要船型で

の経験を生かし、ハイテク船舶分野において、耐用年数期

間における低維持コスト、高品質を保持して総合的な経済

性を向上させ、シリーズ化された国際的な有名なブランド

の確立に努める。 

� 省エネ環境保護技術の標準化、シリーズ化された内陸河川

航行船舶を発展させる。漁船の改造の標準化を推進し、FRP

漁船を発展させる。豪華プレジャーボート、観光クルーザ

ー、官公庁船等のブランド製品を育成する。 

� 掘削プラットホーム、海洋開発支援船等の海洋石油ガス開

発分野、及び舶用中高速ディーゼルエンジン、舶用発電機、

甲板機械、航海用機器等の舶用機械分野において、国際競

争力を有する中国ブランド製品を育成する。大型船舶企業

集団の海外有名ブランドへの投資・買収を奨励する。 

産業活動に対する評

価・監督の強化 

� 船舶業界参入標準体系を整備する。具体的には、「船舶設

計組織団体の設計条件基本要求及びその評価方法」、「船
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舶生産企業生産条件基本要求及びその評価方法」、「船舶

修繕企業生産条件基本要求及びその評価方法」等の標準を

整備し実施を徹底する。同様に海洋構造物製造業の参入基

準についても策定する。これらにより、業界の安全、省エ

ネ、環境保護標準を示し業界を健全に発展させる。参入条

件に合致する船舶設計組織団体、船舶製造企業、船舶修繕

企業、海洋構造物製造企業のリストを広告し、社会的監督、

常時監視を実行する。第三者による品質評価体系を整備す

る。長期的かつ効果的な監視メカニズムを確立し、船舶の

品質の隠れたリスクを根本から取り除く。 

品質管理・安全・環境

保護の強化 

� 企業での品質管理、安全、環境保護管理体系を整備し、企

業の安全責任体系を確実なものとする。従業員全員に安全

に関する研修を実施し、事故防止能力の向上を図る。 

� 企業での情報活用を促進し、製品設計の最適化を行い、先

進的な生産計画と工事管理の体系を構築し、製品の耐用年

数期間中のサプライチェーン全体の品質コントロールを強

化する。品質安全モデル企業とモデル工事事業を推進し、

業界全体の品質安全レベルの向上を目指す。 

� 船舶建造システムの効率化 

効率的な造船技術の推

進 

① 生産プロセスの改善と最適化を更に推進し、基幹企業の設

計・生産・管理の一体化を進める。 

② 造船の精密管理技術、高効率建造プロセスと先進的な作業

組立技術の研究を強化し、ハイテク高付加価値船舶及び海

洋構造物の建造プロセスの研究を行い、超大型ブロック建

造技術、精度コントロール技術、迅速搭載技術、艤装先行

化技術、大型ユニット/モジュール製造技術、高効率自動化

溶接技術、長期防腐塗装技術等の先進的な製造技術の開発

に力を注ぐ。 

IT技術導入の推進 

� デジタル化設計システム、デジタル化製造システム及び生

産管理システムの構築を加速し、管理の精密化及び情報の

集積化を実現して、現代的な造船のモデルを確立する。 

� デジタル化造船機器の経験を最大活用し、舶用企業の情報

通信化を促進し、造船所での総組立化、モジュール化、専

業化の促進を支援する。 

� 重要なソフトウェアシステムの研究開発を行い、知的財産

権を有するソフトウェア製品の開発及び普及を行う。 

� 積極的に基幹企業（集団）の内部情報ネットワークシステ

ムの構築を推進し、業務効率を高める。 

ブロック・艤装等の専

業生産の推進 

� 積極的にブロック、ユニット/モジュール、艤装等の中間製

品の専業化による分業協力体系を発展させる。 

� 三大造船基地はコロニー化の発展を実施し、コロニー内部

の分業協力レベルの向上に力を注ぎ、加工品配送体系を確

立する。コロニー内に板材、パイプ材、ケーブル等の大型

材料配送センターを建設する。 
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温暖化ガス対応船の建

造の推進 

� 積極的に省エネに関する技術研究を行い、低エネルギー消

耗、低物質消耗、高効率の自動化設備等の導入を通じて、

環境保護、高効率・節約を実現できる先進的製造体系の構

築に努力する。 

� 省エネの管理を徹底し、特に基幹企業については省エネ計

画を作成させる。 

� 積極的に軽量化、低消耗設計を推進し、高エネルギー消耗

設備と高物質消耗プロセスの撤廃を加速する。 

� 業界の省エネ標準と評価体系の確立を強化し、省エネにイ

ンセンティブの働く環境を提供する。 

� 産業の地域分散化 

造船業・修繕業の地域

機能の調整 

① 環渤海湾、長江デルタと珠江デルタの造船基地にて、中核

造船企業が内部ポテンシャルの再発堀、資源の最適化を行

い生産能力の最大化を実現し、産業集中度を高める。 

② 河川沿海地区において、いくつかの国家級船舶輸出基地の

建設を加速する。 

③ 長江等の重点内陸河川水域沿線に、専業化された内陸河川

船舶建造基地を建設する。 

④ 設計、生産、販売、サービスを一体化したプレジャーボー

ト製造産業チェーンの確立を加速する。 

⑤ 業界参入標準を厳格に運用し、立ち遅れた生産能力を淘汰

する。ブランド力のある中核船舶修繕企業が買収・合併を

展開し、船舶修繕能力の最適化配置を推進する。船舶解撤

業の持つべき設備等を規範化し、環境保護を意識した解撤

を行う。 

海洋構造物建造の発

展・推進 

� 既存の造船施設を十分に活用して海洋構造物の生産を行

い、三大海洋構造物製造業集中区といくつかの海洋開発支

援船の研究開発基地を設置する。 

� 大型基幹企業（集団）による総請負を前提とし、設計、モ

ジュール製造、舶用機器供給等の分野の下請け業者を一定

の場所に集中させ、生産能力及び効率を上げる産業構造を

形成する。 

重点舶用機械製造基地

の強化 

� 舶用ディーゼルエンジン及びその重要部品、舶用甲板機械、

航海用機器等の舶用機械製品の製造基地の建設を加速さ

せ、各企業の大規模化による発展を実現する。 

� 合併、ライセンス生産、共同設計又は自主研究開発等を経

て、国内で不足又は空白のあるミドル・ハイエンド製品の

生産能力の育成と拡大を行う。 
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1.1.2 達成状況 

中国の第 12次５カ年計画期間は、2011年から 2015 年までの 5年間である。

残りは 2015 年のみとなっているが、４年間を経過した現時点での目標達成度

を概観する。以下に「船舶工業第 12 次５ヶ年計画」におけるいくつの目標値

をピックアップしてその達成状況を紹介する。 

 

� 総売上高の達成状況 

「船舶工業第 12 次５ヶ年計画」における 2015 年までの中国船舶工業総売上

高の目標値は 12,000 億元である。しかしながら、2014 年の中国船舶工業総売

上高は 7,536 億元しかなく、12,000 億元の目標値とのギャップが大きい。2008

年の世界金融危機の中国船舶工業への影響が長期的に及んだこともその一因

と考えられる（以下、図 1-1 を参照）。 

 
図 1-1：第 12 次 5 ヵ年計画期間における中国船舶工業の総売上高 

出所：①2010 年～2012 年のデータは「中国船舶工業年鑑」2011～2014 年各年版 

②2014年のデータは中国船舶工業行業協会より公表された2014年1月～11月のデ

ータ及び伸び率に基づいて推定した数値である。 

 

� 総輸出高の達成状況 

「船舶工業第 12 次５ヶ年計画」における 2015 年までの中国船舶工業総輸出

高の目標値は 800 億米ドルである。しかしながら、2014 年の中国船舶工業総

売上高はわずか 247 億米ドルしかなく、800 億米ドルの目標値とのギャップが

大きい。2008 年の世界金融危機から中国船舶工業への影響が長期的に及んだ

こともその一因と考えられる（以下、図 1-2 を参照）。 
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図 1-2：第 12 次 5 ヵ年計画期間における中国船舶工業の輸出総額 

出所：①2010 年～2012 年のデータは「中国船舶工業年鑑」2011～2014 年各年版 

   ②2014年のデータは中国船舶工業協会より公表された2013年1月～11月のデータ

及びマイナスの伸び率に基づいて推算されたものである。 

 

� 造船所トップ 10 建造実績の達成状況 

「船舶工業第 12 次５ヶ年計画」では、2015 年までに中国造船所トップ 10

の建造量は総竣工量の 70％を目標値としている。しかしながら、2014 年中国

造船所トップ 10 竣工量の総竣工量に占める割合は 50.6％であり、70％の目標

値とのギャップが大きい。 

表 1-1：第 12 次 5 ヵ年計画期間における中国造船業トップ 10 社の建造実績 

 
2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 

2015 年 

目標値 

総竣工量

（万 DWT） 
6,756.6 7,696.1 6,439.6 4,534 3,905 --

トップ 10

社竣工量 

（万 DWT） 

3,207.9 3,614.6 3,008.7 1,928.8 -- --

割合 47.4％ 47％ 46.7％ 42.5% 50.6% 70％ 

出所：①2010 年～2013 年のデータは「中国船舶工業年鑑」2011～2014 年各年版 

②2014 年のデータは中国船舶工業協会より公表されたものである。 
 

� 舶用工業総売上高の達成状況 

「船舶工業第 12 次５ヶ年計画」における 2015 年までの中国舶用工業総売上

高の目標値は 3,000 億元である。ところが、2014 年の中国船舶工業総売上高

は 1,028.4 億元しかなく、ほぼ 3,000 億元の目標値の 3分の 1しか達成してい

ない。中国造船業の深刻な不況が舶用工業へも影を落としたものと考えられる

（以下、図 1-3 を参照）。 
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図 1-3：第 12 次 5 ヵ年計画期間における中国舶用工業の総売上高 

出所：①2010 年～2012 年のデータは「中国船舶工業年鑑」2011～2014 年各年版 

   ②2014年のデータは中国船舶工業行業協会より公表された2014年1月～11月のデ

ータ及びマイナスの伸び率に基づいて推算された数値である。 

 

� 舶用工業目標値の達成状況 

表 1-2：第 12 次 5 ヵ年計画期間における中国舶用工業の達成状況 

目標内容 
2015 年

目標値
達成状況 

主要舶用機器の平均搭載率 80％ 

バラ積み貨物船：80％ 

オイルタンカー：70％ 

（アンケート結果：84.22%） 

知識財産権の持つブランド

舶用機器の搭載率 
30％ 

2012 年から「ハイテク船舶科学研究プロジェク

トガイド」が毎年公布され、本「ガイド」に従

って舶用機械の国産化開発を積極的に実施し

ている。本報告書 1.4 節、1.5 節を参照。 

売上高 100 億元以上の 

舶用動力・甲板機械メーカー 
5～6社 2014 年末現在まで、1社もない。 

 

「船舶工業第 12 次 5 ヶ年計画」における 2015 年までの中国主要舶用機器の

平均搭載率の目標値は 80％である。中国船舶工業行業協会の発表によると、

2014 年には、バラ積み貨物船とオイルタンカーの平均搭載率はそれぞれ 80％

と 70％である。 

また、（一社）日本舶用工業会及び（一財）船舶技術研究協会が平成 24 年度

に実施した「中国造船業における各国舶用品のシェアに関する報告書」中の中

国造船所 30 社への舶用品調達状況に関するアンケート結果よると、中国舶用

機器全体の平均搭載率は 84.22％となっている。 

 

また、2015 年までに売上高 100 億元以上の舶用動力・甲板機械メーカーが 5
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～6社に達するという目標値に対し、中国最大の舶用機械メーカー「滬東重機

有限公司」は、2012 年の売上高は 21.43 億元、2013 年の売上高は 20.14 億元

であるため、売上高 100 億元に達した舶用動力メーカーがない。甲板機械分野

においては「南京中船緑洲機器有限公司」は最大の甲板機械メーカーであり、

2012 年の売上高は 9.19 億元、2013 年の売上高は 8.47 億元であるため、売上

高 100 億元に達した舶用甲板機械メーカーがない。 

 

� 海洋構造物製造業計画目標の達成状況 

「船舶工業第 12 次 5 ヶ年計画」における 2015 年までの中国海洋構造物製造

業総売上高の目標値は 2,000 億元である。「中国船舶工業年鑑」を見ると、海

洋構造物製造業の総売上高データは 2012 年から始めて統計されており、2012

年と 2013 年の海洋構造物製造業の総売上高はそれぞれ 281.7 億元と 604.2 億

元となっている。これらのデータは海洋構造物製造業に分類されている海洋構

造物製造専業メーカーの統計結果である（2012 年は 39 社、2013 年は 46 社）。

このため、海洋構造物分野の売上高は過小評価された数字となっている。 

 

「船舶工業第 12 次 5 ヶ年計画」における 2015 年までの中国海洋構造物用機

器の搭載率の目標値は 30％である。個別造船所へのインタビューによると、

一部のジャッキアップ掘削プラットホームの海洋構造物用機械の国産化搭載

率は 30～35％に達することもあるが、掘削船や半潜水式掘削プラットホーム、

FPSO 等における海洋構造物用機械の国産化搭載率は 10％未満であるという。 

 

表 1-3：第 12 次 5ヵ年計画期間における中国海洋構造物製造業計画目標の達成状況 

目標内容 
2015 年 

目標値 
達成状況 

海洋構造物製造業の総売上高 2,000 億元
2013 年：604.2 億元（46 社） 

2012 年：281.7 億元（39 社） 

国際市場シェア 20％ 

統計されていない。 

（参考データとして、中船重工経済研究セ

ンターの発表データによると、2014 年に

は、中国海洋構造物の総受注量 167 基/隻

で、受注量ベースの国際市場シェアは

40.1％に達し、受注総額 149 億米ドルで、

受注額ベースの国際市場シェアは 40.9％

に達した。） 

海洋構造物用機械の搭載率 30％ 10～35％（製品によりばらつき有り） 

出所：海洋構造物製造業の総売上高は「中国船舶工業年間」2013、2014 より。 
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1.2 海洋構造物科学研究プロジェクトガイド（2012 年） 

1.2.1 概要 

� 公布機関：工業情報化部 

� 公布時期：2012 年 8 月 14 日 

 

2012 年 2 月に公表された「海洋構造物製造業中長期発展計画」を着実に実

現し、海洋構造物製造業のイノベーション力をアップさせ、業界の技術レベル

を高めるため、工業情報化部は 2012 年 8 月に「海洋構造物科学研究プロジェ

クトガイド（2012 年版）」を公表した。「海洋構造物科学研究プロジェクト

ガイド（2012 年版）」では「特別プロジェクト」、「主要システムと設備」、

「共通技術と標準」の 3つの項目から構成されている。 

 

 以下に「海洋構造物科学研究プロジェクトガイド（2012 年版）」における 3

つの項目の内容についてまとめる。 

 

� 特別プロジェクト 

項 目 研究目標 

大水深向け半潜水

式生産プラットホ

ーム全体設計主要

技術の研究 

� 大水深向け半潜水式生産プラットホームの設計理念を掌握し、

プラットホーム全体設計に関する主要な技術を習得する。 

� 中国南海海域の自然環境に対応できる、大型油田・ガス資源の

開発のための大水深向け半潜水式生産プラットホームの設計

プログラムを研究・開発する 

� 関係図面を作成し、国内外の船級協会の審査を通過する。 

液化天然ガス海上

浮体式生産・貯蔵・

積 出 設 備

（LNG-FPSO）全体設

計主要技術の研究 

� 海外における LNG-FPSO の技術動向を調査し、主要技術とシス

テムの関する研究を重点的に行い、LNG-FPSO 全体設計に関す

る主要技術を獲得する。 

� 中国南海海域の自然環境に対応できる大水深大型ガス田向け

のLNG 年間生産量300万トン、タンク容量30万m3の LNG-FPSO

の設計プログラムを開発する。 

� 関係図面を作成し、国内外の船級協会の審査を通過する。 

大水深向け半潜水

式支援プラットホ

ームの開発 

� 大水深向け半潜水式支援プラットホームの設計理念を掌握し、

半潜水式支援プラットホーム全体設計に関する主要な技術を

習得する。 

� 現在の中国国内外における大水深石油ガス資源の開発需要に

適する掘削支援・海上作業・食糧/物資供給・宿泊等の機能を

備えた半潜水式支援プラットホームの設計を行う。 

� 関係図面を作成し、国内外の船級協会の審査に合格し、プロジ

ェクトに必要な各種承認を取得する。 

浮体式液化天然ガ

ス貯蔵・再ガス化設

� LNG-FSRU の設計理念を掌握し、LNG-FSRU 全体設計に関する主

要な技術を習得する。 
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項 目 研究目標 

備（LNG-FSRU）全体

設計主要技術の研

究 

� 中国国内外市場の需要に適するタンク容量 20万 m3 以上、年間

ガス化能力200万tのLNG-FSRUの設計プログラムを開発する。

� 関係図面を作成し、国内外の船級協会の審査に合格し、プロジ

ェクトに必要な各種承認を取得する。 

海洋開発支援船の

開発 

� 海洋開発支援船の設計理念を掌握し、類似船舶の技術を習得す

る。 

� 大出力かつ大型で、大水深における作業能力を備え、経済的、

貨物荷役が効率的の実施できる能力の高い海洋開発支援船の

設計プログラムを開発する。 

� 関係図面を作成し、国内外の船級協会の審査に合格し、プロジ

ェクトに必要な各種承認を取得する。 

 

 

� 主要システムと設備 

主要システム 研究目標 

海洋掘削プラッ

トホーム用大水

深ライザーシス

テムの研究及び

鍵となる部品の

開発 

� 海洋掘削向けライザー及び関連設備に関する技術研究を行い、海

洋掘削ライザーの設計・製造に関する主要技術を掌握する。 

� 水深 2000m の南海海域で行われる作業に適する海洋掘削ライザ

ーシステム及び主要装置・部品の設計プログラムを開発する。 

� 海洋掘削ライザー吊上げ装置、チャック、200K ワイヤー式海洋

掘削ライザー張力装置、逆止弁、海洋掘削ライザーのプロトタイ

プの研究開発を行い、API 規格（米国石油協会規格）の認証を取

得する。 

� 海洋掘削ライザー伸縮装置の原理及びプロトタイプの研究開発

を行う。 

� ユニバーサルジョイント、海洋掘削ライザー伸縮装置、海洋掘削

ライザー接続ジョイントの設計プログラムを完成させ、関連組織

及び関連企業の承認を取得し、API 規格に適合させる。 

大水深向け軽量

J 型深海パイプ

敷設システムの

開発 

� 深海石油ガス田のウェルヘッド、小口径パイプライン、水中工事

の需要を満たす軽量 J型パイプ敷設システムの設計プログラム

及び主要装置の研究開発を行う。 

� 深さ 300～1000Mでの深海作業、直径 6～12inchのパイプライン

の敷設、重さ 200ｔ以内の水中施設の取付に適し、中国海洋石油

ガス開発用パイプ敷設船向けの軽量 J型パイプ敷設システムに

関する設計プログラムを開発する。 

� 軽量 J型パイプ敷設システムのプロトタイプの製造を行う。 

水中パイプ接合

システム及び主

要設備の開発 

� 深さ 1500m の深海での環境に適した水中工事・接合システムの設

計・製造・試験・取付に関して、その主要技術の研究開発を行う。

� 深海における水中接合システムの設計プログラムを完成させる。

� スリップカラー式接続システムのプロトタイプを完成させ、深さ

1,500m の深海でのパイプ直径 6inchの接合を可能とする装置を

設計し、海上シミュレーション及び試験を行い十分な成果を得

る。 
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主要システム 研究目標 

� ボルトフランジ付き接合システムのプロトタイプを完成させ、深

さ1,500mの深海でのパイプ直径 24inchの接合を可能とする装置

を設計し、海上シミュレーションを行い十分な成果を得る。 

FPSO 原油輸送シ

ステムの研究及

び主要装置の開

発 

� 30 万トン級の FPSO に関する要求に応えることを目標とし、FPSO

原油輸送システム設計技術及び関連主要装置の研究開発を行う。

� 輸送能力 3,000～5,000 m3/hの FPSO 原油輸送システムの設計を

行ない、関連システムのプロトタイプ及び緊急遮断バルブ（ESD）、

緊急切断ジョイント等鍵となる部品の開発及び検証を行い、関係

船級協会の承認を取得する。 

1 点カテナリー

係留システムの

開発 

� 海洋浮体式構造物向けの 1点カテナリー係留システムに関する

設計及び建造技術を習得し、システムとして構築する力を醸成

し、知的財産権を持つ 1点カテナリー係留システムを開発する。

� 30 万ｔ級の大型オイルタンカー向けに、輸送能力 5,000m3/h、使

用期間 25年間を有する 1点カテナリー係留装置を開発し、主軸

受及びライザーの開発を行う。 

内部タレット式

1 点係留システ

ムの開発及び液

体ロータリージ

ョイントの開発 

� FPSO の 1 点係留システム技術に関し研究を行い、中国南海にお

ける作業水深100mの FPSOの要求を満足する内部タレット式1点

係留システムの設計プログラムを開発する。 

� 液体ロータリージョイント、電気スリップリングに関する主要装

置のプロトタイプの開発を行い、関係船級協会の承認を取得す

る。 

海洋プラットホ

ームび FPSO 用大

容量発電モジュ

ールに関する設

計技術の開発 

� 海洋プラットホーム及び FPSO用大容量発電システムにおける発

電モジュールの需要を満足することを目標とし、海洋プラットホ

ーム及び FPSO用大容量発電モジュールについてシミュレーショ

ン・実験・検証等を行い、設計技術の習得及びエンジニアリング

技術を把握する。 

� 大容量発電システムにおける発電モジュールの設計を行なう。①

電圧 11kV、②単相出力≥5,000～10,000KW、③発電所モジュール

シミュレーション精度≥90%、④発電所騒音遮断量≮15dB(A)、⑤中

圧システム THD<4%，400Vシステム THD<5%、⑥排出量は Tier Ⅲ

基準を満足する。 

LNG-FSRU 再ガス

化モジュールの

全体設計に関す

る主要技術の開

発及び関連設備

の開発 

� LNG-FSRU再ガス化モジュールのトータルパッケージ能力を身に

着けることを目標とし、再ガス化モジュール全体設計に関する技

術及び関連設備の開発を行い、LNG-FSRU再ガス化モジュールの

設計・建造技術を掌握し、プロトタイプを完成させる。 

� プロトタイプの目標は出力 10Mpa、最大ガス生産量 1,100 万 m3、

使用年間≥20 年間とする。 

深海作業用 アク

ティブヒーブ補

正クレーンシス

テムの開発 

� 深海作業クレーンの需要を満足することを目標とし、アクティブ

ヒーブ補正システムに関する技術の開発を行い、深海作業アクテ

ィブヒーブ補正クレーン・システムの開発を行う。 

� 水深 500m～3,000m の深海作業環境での作業の要求を満たすた

め、200 トン級の海洋クレーン向けアクティブヒーブ補正システ

ムのプロトタイプを完成させ、関係船級協会の認証を取得する。
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� 共通技術と標準 

共通技術と標準 研究目標 

岩礁海域中型浮体式構

造物（全長 300m 級）の

主要技術の開発 

南海岩礁の経済発展、漁業資源開発及び政府の要請に応じて、

大水深・遠洋海域における中型浮体式構造物（岩礁海域生活

支援プラットホーム）に関する全体性能・構造・運動性能・

水槽試験・全体設計・海上取付・係留測位、耐波性等の主要

技術及び関連技術基準の研究を行い、南海の典型的な岩礁環

境における大型浮体式構造物のコンセプトに関する技術を掌

握する。全長 300m 級、水深≥200m、悪天候に耐えられる大型

大水深向け浮体式構造物及び耐波施設の設計プログラムを完

成させ、宿泊機能・船舶接岸装置・物質の貯蔵・エネルギー

の補給・淡水の製造・医療センター・資源の再利用・情報セ

ンター等多様な機能を備えさせ、水槽試験でのデータを取得

する。 

自己昇降型掘削プラッ

トホームの設計・建造に

関する情報管理技術の

開発 

� 自己昇降型掘削プラットホームの建造をシリーズ化・ロ

ット化した中国国内海洋構造物企業をモデルとし、中国

国内外における自己昇降掘削プラットホームプロジェク

トの管理について研究を行う。これにより国際海洋構造

物プロジェクトに迅速に対応できる体制を作り、先進的

なソフトウェア開発技術を取入れ、知的所有権を持つ海

洋構造物プロジェクト情報管理プラットホームを開発す

る。更に、自己昇降型掘削プラットホームプロジェクト

に関するデータ及び物流の情報を一元管理し、プロジェ

クトの設計・製造に関する情報管理を実現させ、自己昇

降型掘削プラットホームの設計及び建造効率をアップさ

せ、プロジェクトのトータルパッケージ能力を強化する。

� 情報管理プラットホームは、海洋構造物企業が設計・建

造した自己昇降プラットホームの管理に関し広く汎用性

を持たせ、特に、自己昇降型プラットホームの管理にお

ける物資調達、部品管理、品質管理、コスト管理に関し

て汎用度 90%以上を目指す。 

海洋構造物の設計・建造

に関する基準体系の整

備 

世界の主流となっている海洋構造物及び主要システム・関連

機器を中心に、設計・建造に関する国際基準及び海外の先進

的な標準/規格に関し研究し分析を行う。その結果を基に、中

国の海洋構造物に関する基準を策定し体系化する。 
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1.3 海洋構造物科学研究プロジェクトガイド（2013 年） 

1.3.1 概要 

� 公布機関：工業信息化部 

� 公布時期：2013 年 5 月 14 日 

 

2012 年 2 月に公表された「海洋構造物製造業中長期発展計画」を着実に実

現し、海洋構造物製造業のイノベーション力をアップさせ、業界の技術レベル

を高めるため、工業信息化部は 2012 年に初めて「海洋構造物科学研究プロジ

ェクトガイド（2012 年版）」を公表し、2013 年 5 月に更に「海洋構造物科学

研究プロジェクトガイド（2013 年版）」を公表した。「海洋構造物科学研究

プロジェクトガイド（2013 年版）」では「特別プロジェクト」、「主要シス

テムと設備」、「共通技術と標準」の 3つの項目から構成されている。 

 

 以下に「海洋構造物科学研究プロジェクトガイド（2013 年版）」における 3

つの項目の内容についてまとめる。 

 

� 特別プロジェクト 

主要工程 研究課題 2015 年末までの目標 

大水深・

遠洋海域

浮体式基

地 

SWATH 型半潜水式箱

型浮体式構造の開発 

南海海域に適する SWATH 型半潜水式箱型浮体式構造を

開発し、設計寿命 25 年以上とし、モデルプロジェク

トを実施する。 

筒形浮体式構造の開

発 

南海海域の環境に適する筒形浮体式構造を開発し、設

計寿命 25 年以上とし、モデルプロジェクトを実施す

る。 

単胴船浮体式構造の

開発 

大水深/浅海域に適する単胴船浮体式構造を開発し、設

計寿命 25 年以上とし、モデルプロジェクトを実施す

る。 

大水深天

然ガス浮

体式装置

FLNG（第

１期プロ

ジ ェ ク

ト） 

最終目標：南海海域における大型ガス田の開発需要に対応し、タンク容量 30

万 m3、LNG 年間生産量 200～300 万 t の LNG-FPSO 及びタンク容量 20 万 m3 以

上、年間ガス化能力 200 万 tの LNG-FSRU を開発する。 

プロジェクトは、以下のように 2期に分けて実施する。 

・第 1 期目標：LNG-FPSO、LNG-FSRU の全体設計案を作成し、LNG-FSRU 再ガ

ス化モジュール及びLNG-FPSOの一部のシステムとプロトタイプの開発を実現

し、20～50 万 m3/日の小型天然ガス液化システムの重要装置の製造能力を備

える。 

・第 2期目標：LNG-FPSO、LNG-FSRU の主要システムのプロトタイプの開発及

び実験による検証を行い、LNG 年間生産能力 200～300 万 t の天然ガス予備処

理システムと液体化システム装置の製造能力を備える。 
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主要工程 研究課題 2015 年末までの目標 

 � 2015 年までに、第 1期の目標を重点的に推進し、

天然ガス予備処理システム及び液化システム、再

ガス化システム、タレット内回転式 1点係留シス

テム、LNG輸送装置とシステムの設計・製造・試

験等を実施しキーテクノロジーを獲得し、一部の

のシステムと装置のプロトタイプを完成させる。

� FLNG の建造・取付及び調整・試験のキーテクノロ

ジーを獲得し、処理能力 20～50 万 m3/日の天然ガ

ス液化プロセスと装置の試験を行う。 

� FLNG の設計建造に関する標準体系を構築する。 

天然ガス液化システ

ムの設計及び試験 

天然ガス液化システムの設計技術を把握し、処理能力

20～50 万 m3/日の天然ガス液化システムの設計・製造

を行い、主要装置の試験を実施する。 

天然ガス予備処理用

大型タワーの開発 

FLNG 天然ガス予備処理システムに適した大型タワー

の設計・製造のキーテクノロジー（強度計算、充填材

料と水力学計算技術等を含む。）を把握し、大型タワ

ーの詳細設計とプロトタイプの開発を行い、海外の同

種の製品の技術レベルに相当する工学知識を蓄える。

天然ガス液化用大型

混合冷媒圧縮機の開

発 

LNG 年間生産量 200～300 万 t の LNG-FPSO の要求を満

たすため、大型混合冷媒コンプレッサーの選択方法を

習得し、設計・製造のキーテクノロジーを獲得する。

詳細設計とプロトタイプの製作を行い、海外の同種の

製品の技術レベルに相当する工学知識を蓄える。 

天然ガス液化用大型

プレートフィン式熱

交換器コールドボッ

クスの開発 

プレートフィン式熱交換器コールドボックスの均等分

布、安全関連技術等のキーテクノロジーを把握し、関

連の試験と小型プロトタイプの製作を行い、LNG-FPSO

の技術的要求を満たす。 

大型 LNG トワイニン

グ式熱交換器の開発 

LNG チューブトワイニング式熱交換器の設計・製造・

検査等のキーテクノロジーを把握し、LNG 年間生産量

200～300 万 t の LNG-FPSO の要求を満たす大型チュー

ブトワイニング式熱交換器の詳細設計を行ない、小型

プロトタイプの製作を行い、設計・製造・検査に関す

る LNG-FPSO の技術的要求を満たす。 

海水-混合冷媒熱交

換器の開発 

海水-混合冷媒熱交換器の設計・製造・検査等のキーテ

クノロジーを把握し、LNG 年間生産量 200～300 万 tの

LNG-FPSO の要求を満たす海水-混合冷媒熱交換器の詳

細設計を行ない、小型プロトタイプの製作を行い、設

計・製造・検査に関し LNG-FPSO の技術的要求を満たす。

LNG 水力タービンの

開発 

LNG 水力タービンのキーテクノロジーを把握し、小型

プロトタイプの設計・製造及び試験を行い、LNG-FPSO

の LNG 水力タービンの詳細設計を行なう。 

LNG水中ポンプの開発 水力技術、構造最適化設計、シール技術等の LNG 水中
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主要工程 研究課題 2015 年末までの目標 

ポンプの主要設計・製造技術を把握し、LNG-FPSO の LNG

水中ポンプの詳細設計を行なう。 

天然ガス液化システ

ム硫黄回収装置の開

発 

硫黄回收プロセスを研究し、スキッドマウント型硫黄

回収装置に関し、安全性が高く、小型の装置のプロト

タイプを製作する。 

LNG蒸発（BOG）再液

化装置の開発 

浮体式プラットホームに適する BOG 再液化プロセスに

必要な装置であるスキッドブロックの設計を行ない、

小型プロトタイプの製作を行う。 

貨物輸送装置の開発 

低温液体とガスの輸送ができ、高い信頼性を有する

LNG-FSRU、LNG-FPSO と LNG シャトルタンカーとの間に

使用する貨物輸送装置を開発する。貨物輸送装置の輸

送能力は 1.013 万 m3/hrを目指す。 

内部タレット式 1 点

係留システムの開発

及び液体ロータリー

ジョイントの開発 

FLNG1 点係留システム技術に関し研究を行い、大水深

向けLNG-FPSOの要求を満足する内部タレット式1点係

留システムの設計プログラムを開発する。 

液体ロータリージョイント、電気スリップリングに関

する主要装置のプロトタイプの開発を行い、関係船級

協会の承認を取得する。 

LNG 船用インバー合

金と断熱ボックス合

板の応用研究 

LNG 船用インバー合金材と断熱ボックス合板の開発を

行い、Mock-up の製作と試験を経て実船への応用を行

う。 

海底石油

ガス生産

システム 

最終目標：深海石油・ガス田の開発需要に対応して、海底生産システム、コ

ントロールシステム、安全システム、パイプ敷設システム等の設計技術の研

究及び海底クリスマスツリー、多相ブースターポンプ、アンビリカルケーブ

ル（臍ケーブル）、水中バルブ、水中作業ツール等の主要設備の開発を行い、

海底石油ガス生産システムの標準体系を構築する。水深 3,000m の海底生産シ

ステム及び主要設備の設計・製造・計測と取付の技術を習得し、水深 1,500m

の海底生産システム及び主要設備の産業化を実現する。 

プロジェクトは、以下のように 2期に分けて実施する。 

・第 1期目標：水深 500m の海底石油ガス生産システム及び主要設備の設計・

製造・計測と取付能力を備え、産業化を実現する。 

・第 2 基目標：水深 1,500m の海底石油ガス生産システム及び主要設備の設計・

製造・計測と取付能力を備え、産業化を実現する。水深さ 3,000m の海底石油

ガス生産システムのキーテクノロジーを把握する。 

 

海底生産システムの

設計及び主要設備の

開発 

500m 海底生産システムの設計・製造・計測と取付技術、

及び海底主要石油ガス生産システム及び関連ツールの

機能分析、設計要求とシステム集積技術を把握し、深

海海底パイプ作業装置の技術要件を設け、500m のクリ

スマスツリー（分離装置を除く）のプロトタイプ及び

エンジニアリングモデルを完成する。 

 水中コントロールシ

ステム及び主要設備

の開発 

500m 水中コントロールシステムの設計・製造・計測と

取付技術を獲得し、水中コントロール製品の機能分析、

設計要求及び全体的なシステム集積技術の研究を行
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主要工程 研究課題 2015 年末までの目標 

い、水中コントロールモジュール、水中配分ユニット

及び水中温度・圧力トランスミッタの設計・製造と取

付技術を把握する。 

 
水中安全防止システ

ムの開発 

500m 水中安全防止システム製品の設計・製造・計測と

取付技術を把握し、完成 500m 水中安全防止システムの

プロトタイプを開発する。 

 

水中多相ブースター

ポンプの開発 

500m 水中多相ブースターポンプの設計・製造・計測と

取付技術、エンジニアリングと全体設計技術、スキッ

ド設計技術、キーパーツの製造・計測と取付のエンジ

ニアリング技術を把握し、500m 水中多相ブースターポ

ンプのプロトタイプを完成する。 

 
水中二相水分流量装

置の開発 

500m 水中二相水分流量装置の設計・製造・計測と取付

技術を把握し、500m 水中二相水分流量装置のプロトタ

イプの開発を行う。 

 

水中縦型クリスマス

ツリーの開発 

海洋水深 500m の石油ガスの開発需要を満たす水中縦

型クリスマスツリーシステムの設計・製造技術を把握

し、水深 500m の水中縦型クリスマスツリーのプロトタ

イプの開発を行う。 

 
水下縦型クリスマス

ツリー用工具の開発 

水深 500m の石油ガスの開発需要を満たす水中縦型ク

リスマスツリーの工具の設計、製造技術を把握し、プ

ロトタイプの開発を行う。 

 

海底パイプ作業ツー

ルの開発 

深水パイプの取付及び緊急修理作業の要求に従い、深水

環境下での海底パイプ作業ツールと装置の設計・製造・

計測・取付のキーテクノロジーを把握する。水深1,500m

でのパイプ修理機器とパイプ切断機器のキーテクノロ

ジーを把握し、水深 500m のプロトタイプの開発を行う。

 硬質土の海底パイプ

工事技術と装置の開

発 

深水パイプ作業の要求に対応するため、硬質土の海底

パイプ工事作業技術のキーテクノロジーの研究を行

い、水深 500m のプロトタイプの開発を行う。 

 
ロールパイプ式海底

パイプ敷設装置の開

発 

ロールパイプ装置とパイプ敷設装置の分析・設計技術

を把握し、ロールパイプ装置とパイプ敷設装置の設計

能力を備え、ロールパイプ装置とパイプ敷設装置のプ

ロトタイプの開発を行う。 

 
ソフトパイプ敷設シ

ステムの開発 

水深 500m の深水ソフトパイプ敷設技術のキーテクノ

ロジーを把握し、水深 500m の深水ソフトパイプ敷設シ

ステムのプロトタイプの開発を行う。 

 
生産用アンビリカル

ケーブル（臍ケーブ

ル）の開発 

水深 500m の生産用アンビリカルケーブル（臍ケーブ

ル）の設計・製造・計測・取付技術を把握し、水深 500m

の大孔径生産用アンビリカルケーブル（臍ケーブル）

のサンプルケーブルの開発を行う。 

 水中バルブの開発 水深 500m の水中バルブの設計・製造・計測技術を把握

し、水深 500m の水中バルブのプロトタイプの開発を行

い、海底での試験を行う。 
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主要工程 研究課題 2015 年末までの目標 

 

高強度鋼に適する水

中溶接材料の開発 

降伏強度 460MPa、550MPa、690MPa 高強度鋼のシーム

レスフラックス入りワイヤ、ソリッドワイヤ、溶接棒

等溶接材料の製造、及び 360MPa と 390MPa 級高強度

鋼の水中溶接フラックス入りワイヤ、溶接棒と高効率

切断電極の開発技術を把握し、水中溶接継手の性能指

標に適合させる。実験方法は米国標準 ANSI/AWS D3.6 

1999(Specification for underwater welding)に従

う。 

 

水中作業シミュレー

ション技術と関連装

置の開発 

海洋エンジニアリングの大型装置作業シミュレーショ

ンシステム研究、海洋流体力学モデル研究、海洋エン

ジニアリング大型装置作業リスク識別と分析の研究を

通じて、海洋エンジニアリングの作業の安全のための

シミュレーションシステムを構築し、水深 500m の水中

取付作業とパイプ敷設作業のシミュレーション用プラ

ットホームを創設する。 

 

 

� 主要システムと設備 

主要システム 研究目標 

海洋プラットホ

ーム及び FPSO 用

大容量発電モジ

ュールの開発 

海洋プラットホーム及び FPSO 用大容量発電システムにおける発電モ

ジュールの需要を満足することを目標とし、海洋プラットホーム及び

FPSO 用大容量発電モジュールの設計技術研究を通じて、発電システ

ムにおける発電モジュールマッチングシミュレーション、試験検証等

を行う。海洋プラットホーム及び FPSO 用大容量発電システムにおけ

る発電モジュールの設計技術とシステム化手法を把握し、発電モジュ

ール 1セットの設計・開発を行う。 

技術目標：①電圧 11kV、②出力≥5000—10000KW、③発電モジュールマ

ッチングシミュレーションの精密度≥90%、④発電構造騒音量≮

15dB(A)、⑤中圧システム THD<4%、400V システム THD<5%、⑥排出ガ

スは TierⅢの要求を満たす。 

浮体式掘削リグ

のヒーブ補正シ

ステムの開発 

大水深向け浮体式掘削リグのヒーブ補正システムの設計・製造のキー

テクノロジーを把握し、プロトタイプの開発を行う。 

FPSO 係留計測シ

ステムの開発 

渤海、南海で現在稼働中の FPSO 係留システムの経験を活用し、FPSO 

全体の運動性能解析の技術研究及び係留システム案の設計研究を行

った上で、環境測定、FPSO の運動と荷重に関する計測データを集積

する。同時に評価と事前警告機能を備えるシステム、及びアクティブ

に制御可能なシステムを開発し、FPSO 係留システムの設計・安全作

業及び修理・改造に対する技術サポートを提供し、係留システムの全

耐用期間内でのリスクコントロールができ、事故の未然防止ができる

又は事故の発生を減少できる装置を開発する。 

坑口防噴装置位

置決定システム

大型坑口における防噴装置及びクリスマスツリーの位置決定システ

ムの甲板スペース上の配置の特徴を把握し、設計要求を把握し、プロ
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主要システム 研究目標 

の開発 トタイプの開発を行い、試験を行い、船級協会からの認証を取得する。

その後、位置決定システムの設計ガイドを作成する。 

オ フ シ ョ ア 石

油・ガス破砕シス

テムの開発 

海洋環境下での装置の軽量化、モジュール化及びインテリジェント化

した破砕システムの設計・製造のキーテクノロジーを把握し、中国オ

フショア石油・ガス開発の要求を満たすよう、総出力 15,000hp のモ

ジュール化破砕システムの研究を行い、液体ポンプ装置（揚水装置）、

砂供給・ミックス装置、緊急離脱装置、海水処理、破砕液回收装置等

を備えたプロトタイプの開発を行う。 

深水油圧ハンマ

ーの開発 

深水油圧ハンマーの設計技術を把握し、2,000m 以下の水深に適し、

ハンマー芯重量 40t・加速度 1.8g以上の油圧ハンマーの開発を行う。

漏洩磁束に基づ

く海底配管内検

知器の開発 

高精密度の配管内検知技術、海底配管の多機能検知と欠陥の正確な測

位技術、海底配管の総合評価技術を通じて海底の複雑な配管状況を把

握し、漏洩磁束に基づく海底パイプ高解像度検知器の設計技術を掌握

し、海底配管の総合評価システムの開発及び海底配管内の検知器を開

発し、モデルとなるアプリケーションソフトを作成する。 

高性能深水浮力

材の開発 

水深 1,500～3,000m に適応できる圧力抵抗強度 35 MPa 以上で、1 日

当たりの浸透率 1％以下、密度 0.50 g/cm3 以上の浮力材の開発を行

う。 

大容量水中ポン

プシステムの技

術研究 

水中ポンプシステムのキーテクノロジーの研究を行い、15 万 t 以上

の FPSO 搭載用大容量水中ポンプシステムのプロトタイプの設計・開

発と試験を行う。 

大型パイプ敷設

船深水ウインチ

システムの技術

研究 

400t 大型パイプ敷設用パイプ敷設船の需要を満たすよう、大型パイ

プ敷設船 400tA&R ウインチシステム設計技術の研究と主要部品の開

発を行い、400t 大型パイプ敷設船 400tA&R ウインチシステムのモジ

ュールの設計を行う。牽引ウインチモジュール、ロープウインチモジ

ュール、ヒーブ補正ユニット、ウィンチ駆動及び制御等のキーテクノ

ロジーの研究、プロトタイプの開発と実験を行い、船級協会の認証を

取得する。 

 

 

� 共通技術と標準 

共通技術と標準 研究目標 

渦励振（VIV）と渦励振

運動（VIM）専用プログ

ラムソフトの開発 

海洋ライザー渦励振（VIV）と Spar プラットホーム渦励振運

動（VIM）の CFD 計算方法を確立し、CFD ソフトを開発、VIV と

VIMにより引き起こされる疲労強度問題を解決し、ライザーと

プラットホームの設計に数値解析ツールを提供する。 

海洋エンジニアリング

データベースの開発 

海洋石油ガスの探査・開発・生産等の主要装置等に関連する

データと情報を含む海洋エンジニアリングデータベースを構

築し、情報の入手・処理・保存・保守といったサービス機能

を一体化した汎用性の高いシステムを確立する。 

FPSO 故障データベース

及びリスク評価システ

ムの開発 

海外のリスクデータベースを参考として、中国の製造した

FPSO に対して、リスクの源、災害発生メカニズム、損害防止

措置を重点的に研究し、FPSO のリスク評価技術を把握し、知
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識財産権を持つ FPSO故障データベースと FPSO リスク評価ソ

フトを開発する。データベースには、FPSO 装置の事故、保守、

人的要因、関連構造の信頼性のデータを含める。リスク評価

システムには、信頼性予測、システムのモデル化、故障モー

ド及び影響分析、寿命データの分析等を含める。また、リス

ク測定システムを開発し、FPSO の輸送時及び生産作業時での

安全測定を行う。 

潜水器標準体系に関す

る研究 

海洋探査と資源開発での需要を満たすため、海外の潜水器の

技術開発成果と国内の潜水器の技術開発成果を統合した「船

舶工業標準体系（2012 年版）」に従って、深海潜水器（EB）

の設計・建造・試験・保守等の関連標準の研究を行い、潜水

器標準体系を整備し、中国国内潜水器の技術基盤を構築する。
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1.4 ハイテク船舶科学研究プロジェクトガイド 2012 

1.4.1 概要 

� 公布機関：工業信息化部 

� 公布時期：2012 年 8 月 14 日 

 

 

� 舶用キーテクノロジー 

キーテクノロジー 研究目標 

船舶用電気推進システ

ム技術の研究 

 

� 船舶用電気推進システムの高信頼性、高インテリジェン

ト化、高効率化、保守の容易化等の要求に対し、誘導電

流に基づいた典型的な交流電気推進システムの技術開発

を行い、プロトタイプの製作し試験・検証を行い、異な

る船型の要求に応えることのできる電気推進システムを

完成させる。 

舶用軸発電システム設

計技術の研究及び主要

設備の開発 

� 舶用軸発電システム及びギア・周波数装置、可逆式周波

数変換軸電発動機等の主要設備の開発を行い、新型高効

率舶用軸発電システムの設計方法を把握し、主要設備の

設計・製造能力を備える。 

固定ピッチプロペラ船

舶用ブラシレス軸発電

機技術の研究 

� 舶用軸発電機ロータの設計技術と舶用軸発電システムフ

ィールドのベクトル制御、有効電力と無効電力の出力ダ

イナミックデカップ制御及びフィードフォーワード制御

の設計研究を通じて、舶用ブラシレス発電システムのプ

ロトタイプの設計、試験、検証に必要な技術を習得し、

舶用中小型出力ブラシレス発電機のシリーズ化のための

設計能力を獲得する。 

補助駆動モータ高効率

省エネ設計技術の研究 

� 補助駆動三相非同期モータ、可変周波数モータの高効率

省エネ型の設計技術及び実船応用技術の研究を行い、補

助駆動モータのプロトタイプの開発、試験、検証を行い、

三相非同期モータの冷間圧延鋼板の構造設計、電磁損失

を低減するための最適化設計、可変周波数モータと船舶

電気グリッドとのマッチング技術等のキーテクノロジー

を把握し、高効率省エネ型補助駆動モータの製作に必要

な技術を獲得する。 

1万 TEU 型コンテナ船の

大面積プロペラ設計製

造技術の研究 

� 大面積プロペラの軽量化技術、キャビテーション制御技

術、ハブ渦電流制御技術、省エネ技術、製造技術の研究

を通じて、1万 TEU 型大面積プロペラ設計技術と製造方法

を把握し自主開発能力を高める。 

大出力舶用中速 LNGエン

ジン設計のキーテクノ

ロジーの研究 

� 高性能大出力舶用中速 LNGエンジンの全体設計、燃費制

御の最適化、信頼性、電子制御、安全保護等のキーテク

ノロジーの研究を行い、大出力舶用中速 LNGエンジンの
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キーテクノロジー 研究目標 

設計方法を把握し自主設計能力を強化する。 

小口径低速ディーゼル

エンジンの高圧コモン

レール及び電子制御シ

ステムのキーテクノロ

ジーの研究 

� 国内自主開発の小口径低速ディーゼルエンジンを対象と

して、電子制御燃料油システムの設計技術の開発を行い、

低速ディーゼルエンジン高圧コモンレールシステム及び

電子制御システムの開発のキーテクノロジーを把握し、

高圧コモンレールシステム及び電子制御システムのプロ

トタイプを開発し試験、検証を行う。 

小口径低速ディーゼル

エンジン振動·騒音制御

技術の研究 

� 国内自主開発の小口径低速機エンジンを研究対象とし

て、試験、検証後の低速ディーゼルエンジンの振動予測

技術、輻射騒音予測技術、制御方法を把握し、低速船舶

ディーゼルエンジンの低騒音設計技術を習得し、振動・

騒音を低減する部品又は装置の開発を行う。 

予混合燃焼舶用高速デ

ィーゼルエンジンの排

出制御キーテクノロジ

ーの研究 

� IMO Tier III排出法規の要求を満たすため、舶用高速デ

ィーゼルエンジンを対象として、燃料ガスと空気の混合

気をシリンダ内で燃焼(予混合燃焼)させるシステムの全

体技術と高攪乱燃料噴射システムの設計の最適化、ター

ボチャージャーシステムとのマッチングの最適化等の技

術研究を通じて、排気ガス排出後に NOX処理を行わない

排出制御技術を確立する。 

船舶排気ガス脱硫装置

及びシステム設計のキ

ーテクノロジーの研究 

� IMO条約と汚染管理区域の要求に対して、船舶動力装置の

脱硫と液体廃棄物排出技術に関する研究を行い、船舶排

気ガス脱硫装置及びシステムの設計に関するキーテクノ

ロジーを把握し、プロトタイプの設計と製作を行う。 

舶用貨物油ポンプター

ビン駆動技術の研究 

� オイルタンカー貨物油ポンプシステムへの要求に対応し

て、貨物油ポンプのタービン駆動システムの設計技術の

研究を行い、7万トン型オイルタンカーの貨物油ポンプの

タービン駆動システムの高速ギアボックス、故障制御シ

ステムのプロトタイプを開発し、舶用貨物油ポンプター

ビン駆動技術を確立し自主開発能力を高める。 

舶用ウインドラス軽量

化設計技術の研究 

� 舶用ウインドラスの軽量化設計及び高効率、省エネ技術

の研究を行い、同種の装置の重量とエネルギー消耗量に

関し、20%減のプロトタイプの開発を行う。 

新型一体化ウインドラ

ス設計技術の研究 

� LNG 船、クルーズ船等の船舶のウインドラス設置位置に関

する特殊な要求に対応して、舶用ウインドラスの油圧ポ

ンプ及び制御システム、バルブ、タンク等の一体化に関

する設計技術の研究を行い、新型一体化ウインドラスの

プロトタイプの開発及び試験、検証を行う。 
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1.5 ハイテク船舶科学研究プロジェクトガイド（2013 年） 

1.5.1 概要 

� 公布機関：工業信息化部 

� 公布時期：2013 年 5 月 9 日 

 

「工業のモデルチェンジとグレードアップ計画（2011—2015 年）」及び「船

舶工業「第 12 次 5 カ年」発展計画」を着実に実施し、船舶工業の技術的発展

を促進するため、中国工業信息化部は、2013 年 5 月に「ハイテク船舶研究ガ

イド（2013 年版）」（以下、「本ガイド」という。）を公布し、中国船舶工業の

イノベーション力を高め、国際競争力を向上させるよう指導している。 

「本ガイド」では、「スーパー省エネ環境モデルプロジェクト」、「環境保護

型エンジン」と「ハイテク特殊船」の 3 つの重大プロジェクトを提起し、更に

「主要舶用機器」、「共通基盤技術」と「国際条約・規則・標準の予備研究」等

重要な分野において 18 の重点研究を明確にし、企業、大学、研究所に指針を

与え、特定のキーテクノロジーの獲得に注力し、産業の発展を妨げる要因とな

っている核心的技術の課題を克服するとともに、特定の分野における技術の将

来性と応用基盤技術を追求することを目的としている。 

 

以下、「本ガイド」の主要なものについて整理する。 

 

� 3 つの重大プロジェクト 

重大プロジェクト 目標 

スーパー省エネ環境

保護型モデル船に関

するプロジェクト 

� 船舶の省エネ・排出ガス規制に関する国際条約、規則等に対

応するため、タンカー、ばら積貨物船、コンテナ船の 3大船

型においてそれぞれ 1船舶をスーパー省エネ環境保護型モ

デル船として選出し、省エネ・排出ガス規制に関する対応技

術と装置の総合的な開発を通じて、クリーンエネルギーと再

生可能エネルギーの応用に関する技術を把握し、船舶に関す

る省エネ環境技術全体のレベルを高める。 

� モデル船は、船主より実際に造船企業へ発注されるものであ

って、建造契約を締結したものであること。 

� 既存の同種の船舶と比較し省エネ環境レベルを以下のよう

に大幅に向上させる。 

� 1日当たり燃料消費量：40%以上減少させる。 

� 船舶のエネルギー効率設計指標（EEDI）：国際海事機関

（IMO）の基準を満たすよう 30%以上減少させる。 

� IMO の船舶の騒音に関する新規則、塗装性能基準、硫黄

酸化物（SOx）、窒素酸化物（NOx）の排出低減目標等の

関連法規の要求を満たすこと。 

環境保護型エンジン � 国際海運の省エネ排出量削減規則からの要求と環境保護型
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の開発に関するプロ

ジェクト 

エンジンの社会的要請に関し、内陸河川、沿海、遠洋等の航

行区域や需要の規模に応じて、段階的に環境保護型エンジン

の設計・製造に関するキーテクノロジーを把握し、プロトタ

イプや最終的には製品を完成し、天然ガス燃料エンジン及び

デュアル・フュエル・エンジンを開発し、知的財産権を取得

するなどして自主開発力を向上させる。 

� 2015年までの重点研究は以下のとおりである。 

� 高速天然ガスエンジン、中速デュアル・フュエル・エン

ジンの開発を重点的に行い、プロトタイプの開発を終了

させ、船舶搭載試験を行う。 

� 小型シリンダー径低速ダブル・フュエル・エンジンの包

括的概念設計を行ない、陸上試験を行う。 

ハイテク特殊船に関

するプロジェクト 

� LNG輸送、極地多目的輸送、自動車輸送、液体化エチレンガ

ス輸送等の市場の様々なニーズに応じて、関係する船型設

計・製造のキーテクノロジーの研究及び主要関連設備の開

発・製造を行い、ハイテク特種船を開発し、自主設計力・製

造力を備え、知識財産権を自社で保有する。 

� 重点研究： 

� LNG燃料補給船 

� 極地多目的輸送船 

� 超大型自動車ローロー船 

� 液体化エチレンガス輸送船 等 

 

 

� 主要舶用機械 

開発製品 研究目標 

1．3MW ポッド型電気推進

システムと主要機器 

 

� ポッド型電気推進システムの市場での需要に応じて、3 MW

級主推進用ポッド推進システムの開発、関係主要設備の開

発及び実船試験の実証を通じて、3MW級ポッド推進システム

の設計方法を把握し、その設計力・製造能力を備える。 

新型舶用生活汚水処理

装置 

� 国際海事機関からの舶用生活汚水処理の船舶への搭載に

関する最新の要求に対し、家庭用排水処理と生活汚水の

高効率生物処理及び窒素・リン除去の技術研究を通じて、

新型舶用生活汚水処理装置のシリーズ化を念頭に置いた

設計を行ない、試験機の開発を行い船舶へ搭載し、船上

での実証試験を行う。 

遠洋トロール漁船にお

ける高効率捕獲用デッ

キウインチ 

� 作業水深 500m以上のトロール漁船における高効率捕獲作

業装置のニーズに対応して、デッキウインチ装置のキー

テクノロジーに関する研究を行い、試験機の開発を行い、

自主開発力・製造能力を備える。 

高性能ナビゲーション

レーダーシステム 

 

� 国際海事機関からの舶用総合ナビゲーションシステムの

船舶への搭載に関する最新の要求に対し、レーダーシス

テムのデジタル化及びネットワーク・アプリケーション、

アンテナモジュールの設計・製造、信号処理等のキーテ
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クノロジーの研究を通じて、低コストかつ先端的な新世

代ナビゲーションレーダーシステムを開発し、試験機の

開発と船舶搭載のための実証試験を行う。 

新型舶用コンパス 

� コンパスを巡る国際的な最新の要求に対し、動的性能が

よく、環境適応性、費用対効果が高く、先端レベルの新

型舶用コンパスを開発し、開発された試験機について船

級協会の認証を取得し、船舶に搭載し実証を行う。 

 

 

� 基盤共通技術 

研究内容 研究目標 

三胴船の 3次元波動負荷

予測と構造応答解析技

術 

� 三胴船の 3次元波動負荷と衝撃負荷の予測手法、鉄鋼/ア

ルミ船体構造の静的/動的応答解析技術、三胴船への負荷

を解析するための構造モデルの試験方法等に関する研究

を通じて、関連のキーテクノロジーを把握し、三胴船の 3

次元波動負荷予測の専用ソフトを開発し、三胴船の構造

応答解析に関する指導文書を作成する。 

極地及び周辺地区にお

ける航海性能の理論的

予測手法 

� 極地及び周辺地区における航海条件、海氷形態、船首・船

尾形状と構造、プロペラ形状と操縦性能評価、構造設計と

強度評価、騒音·振動の低減等のキーテクノロジーの研究を

通じて、極地海域で航行する船舶の波浪環境パラメーター、

氷による船体負荷及び砕氷能力、運動性能、構造性能に関

する技術を把握し、極地及び周辺地区を航行する船舶の設

計に基礎的な技術的サポートを提供する。 

デジタル化プール 

� データベース技術、コンピューター技術、アプリケーシ

ョン応用技術を複合させ、中国の船舶/海洋構造物のデジ

タル化プールの開発可能性に関する研究を行う。 

船舶建造技術データベ

ースと評価システム 

� 船舶建造技術基礎データの収集、分析と評価等を行い、

船舶建造技術データベースを構築し、これを用いて船舶

建造技術の評価と分析・決定に関するサポートシステム

を開発し、船舶業界の建造技術レベルを全国的に高める

ための基盤を築く。 

国際船舶に関する修繕

品質基準及び船舶構造

安全基準 

� 国際船級協会（IACS）「船舶建造と修繕品質基準」（Rec.47）

の最新の改訂内容及び「調和共通構造規則」（HCSR）の

新しい要求に従って、船舶安全構造と船舶修繕関連基準

を見直して「中国造船品質基準」を改正する。 

漁船の基準の研究 

� 国際海事機関の「国際漁船安全条約」の要求に従って、

漁船関連国際基準と海外の先端的基準を全面的に研究・

分析し、中国遠洋漁船技術と搭載設備のニーズを把握し

て、需要分析及び応用研究を行い、漁船の技術基準に関

する研究を深め、早急に策定する必要のある重点基準項

目を抽出し、中国漁船の設計・建造及び搭載設備のレベ

ルを向上させるための基盤を築く。 

船舶の基準体系 � 船舶製品の国際的な安全・環境・省エネの要求を満たす
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ため、ハイテク船舶の主要装置の開発をサポートし、舶

用電気設備のモジュール化、自動化レベルを高め、情報

技術の応用を推進し、「船舶工業標準（2012 年版）」に

従って、海洋船（AA）、船舶推進装置（DA）、舶用機械

設備（DB）、舶用電気システム及び装置（DC）、舶用ナ

ビゲーション/通信/水中音響（DD）、舶用艤装設備（DE）

等の専門分野を重点的に研究し、関連分野における基準

の空白を埋め、健全な船舶工業標準体系を整備する。 

 

 

� 国際条約・規則・標準の予備的研究 

研究内容 研究目標 

船舶総合安全評価及び

安全レベル判定方法 

� 船舶総合安全評価方法（FSA）と安全レベル判定方法（SLA）

の理論、方法及び応用に関するシステムの研究と実証を

通じて、FSA/SLA 応用ガイドとソフトを作成し、国内主流

船型の安全データベースを構築し、更に国際海事機関に

関連提案文書を提出する。 

国際海事機関の船舶建

造ファイル 

� 国際海事機関の船舶建造ファイルの要求に関する全面的

な研究・分析を通じて、船舶建造ファイル業界の基準の

作成を行い、「中国船舶建造ファイルセンター」の設立

方案を提出し、中国船舶建造ファイル管理ソフトを開発

し、更に国際海事機関に関連提案文書を提出する。 

液体タンクと気密性バ

ルクヘッドの試験規則

及び品質管理体系 

� 現在の液体タンクと気密性バルクヘッドの試験方案及び

操作フローチャートに対する分析・評価及び海上人命安

全条約（SOLAS）の関連要求に関する研究を通じて、液体

タンクと気密性バルクヘッド試験規則を策定し、国際海

事機関に関連提案文書を提出する。また、関係する品質

管理体系を整備する。 

新造船の有害物質リス

トの応用技術研究 

� シップリサイクル条約と関係ガイドラインに関する分析を

行い、条約の要求を満たせる新造船有害物質リストの作成プ

ロセスを明確化する。また、船舶の設計、建造、及び改造並

びに舶用機械に関する条約実施ガイドブックを作成し、今後

の条約の義務の履行に関する技術サポートを提供する。 

エネルギー効率設計指

標の実海域速力低下フ

ァクター予測と最小推

進力に関する研究 

� 国際海事機関の「エネルギー効率設計指標（EEDI）に関

する計算ガイドライン」等に関し全面的に研究分析し、

実海域速力低下ファクター（fw）予測と悪化した航海条

件下での船舶最小推進力等に関する研究を重点的に行

い、関係する設計・試験・予測・評価の方法と指導文書

を作成し、関連ソフトとデータベースを研究・開発する。

舶用ディーゼルエンジ

ン粒子状物質の排出管

理に関する予備的研究 

� 内燃機関の発生する粒子状物質（PM）排出制限に関する

内外の法規を研究し、舶用ディーゼルエンジン粒子状物

質の形成メカニズム、成分及び環境への影響に対して研

究を行い、科学的かつ実現可能な舶用ディーゼルエンジ

ン粒子状物質制御技術方案を作成する。 
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1.6 船舶工業構造調整加速・変革促進実施案（2013～2015 年） 

1.6.1 概要 

� 公布機関：国務院 

� 公布時期：2013 年 7 月 31 日 

� 計画期間：2013 年～2015 年 

 

国際金融危機の影響を受け、国際海運市場が持続的に低迷し、新造船の需要

が不足し、新造船価格が低下し続け、設備過剰で競争が激化している中で、中

国船舶工業は今までにない厳しい局面に直面している。中国政府は、この窮地

を脱し、中国造船業の持続的で健全な発展を維持させるため、産業構造の調整、

モデルチェンジ・グレードアップを図ることとし、その指針となる「船舶工業

構造調整加速・変革促進実施方案（2013 年-2015 年）」（以下、「本実施方案」

という。）を策定・公布した。本章では、「本実施方案」における内容について

整理する。 

 

� 発展目標： 

主要目標 目標内容 2015 年 

イノベーション力をアップ 
主要ハイテク船舶製品の国際シェア 25％

主要海洋構造物製品の国際シェア 20％

中堅造船所の近代的な造船

モデルを構築 

造船効率（時間/CGT） 15

エネルギー消費量の減少率 20％

鋼材の一次利用率 90％以上

船舶工業の安定的かつ健全

な発展の実現 

2013 年～2015年の 3年間 

� 中国国内市場を安定的に成長させる。 

� 国際市場シェアを維持する。 

� 中堅企業の生産経営を安定させる。 

産業分布の調整・最適化 � 環渤海湾、長江口、珠江口の 3か所に世界レベルの

造船基地と海洋構造物製造基地を構築する。 

海洋開発施設の大幅改善 

� 輸送船隊の構造を最適化する。 

� 漁業施設レベルを大幅に向上させる。 

� 科学的考察、資源調査等の施設の設置を強化する。

� 海洋石油ガス資源開発施設の国内需要を満たす。 

� クルーズ客船や遊覧ボート製品は海洋観光産業発展

の需要を満たす。 

海洋保障能力の大幅アップ 

� 行政執行船の整備を大幅に進める。使用効率を大幅

に高め、海上行政執行の需要を満たす。 

� 救助船、サルベージ船のグレードアップ・モデルチ

ェンジ、航海保障力及び海上総合緊急救助能力を大

幅にアップさせる。 

設備過剰問題の解決の促進 � 設備の拡張を抑制し、総生産能力を増やさない。 
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� 企業の再編を穏やかに推進する。 

� 一部の大型造船施設を統合し、産業分布をより合理

的なものとする。 

� 一部の中小企業は構造改革を内部で進めるか、又は

他の業界に参入させることとし、時代遅れの設備や

企業を市場から撤退させる。 

 

 

� 主要任務 

主要任務 任務内容 

技術革新を加速させ、

イノベーション力を強

化 

� 船舶と海洋構造物の主要技術の課題をブレークスルーし、

技術革新力を育成し、高め、イノベーション主導型の発展

を強力に推進する。 

� 国際新規則、新条約、新基準に一致した船型の省エネ安全

環境技術の開発を強化し、広報、講習、及び普及びを行い、

国際基準の策定に積極的に参加し、デジタルインテリジェ

ント設計システム等重点技術の研究と応用を支援する。 

� LNG貯蔵技術の研究を推進し、LNG 船、ディアル・フュエル、

ガス炊き技術の課題をブレークスルーする。 

� 豪華クルーズ客船の全体設計、騒音·振動の低減、海上での

快適性等の技術及びプロジェクトの組織管理と特殊建造プ

ロセスの研究を組織的に取り組む。 

� 大水深浮体式構造物の動力性能、疲労強度等主要な技術課

題をブレークスルーし、掘削船、半潜水式プラットホーム、

FLNG（浮体式 LNG 生産貯蔵積出設備）、水中生産システム

等核心装置の概念設計と基本設計レベルを高め、大型モジ

ュールの設計・製造技術を掌握する。 

� オキアミ捕獲加工漁船、大型トロール巻き網加工漁船等大

型遠洋漁船の設計・建造技術の課題をブレークスルーし、

マグロ延縄漁船、マグロ巻き網漁船、サンマ捕獲漁船等遠

洋漁船の設計・建造能力を高める。 

� 製品の開発を加速し、標準船型のデータベースを構築し、

衝突防止、凌波性等技術集積能力とイノベーションを強化

し、行政執行船と公務船の設計・製造レベルを高める。 

重要搭載設備と材料の

製造レベルの高度化 

� 中国国内市場の需要を重点的に調査し、重要舶用機械、海

洋構造物専用システムと設備及び特種材料の製造を推進

し、産業の核心的競争力を高める。 

� 中高速ディーゼルエンジン、小口径シリンダの低速ディー

ゼルエンジン、甲板機械等製品の自主ブランドを育成し、

ロータリーベーン式舵取機、汚水処理装置、バラスト水処

理システム、水分離装置等の製品の産業化を加速し、ナビ

ゲーションと自動化システムの製造レベルを高める。 

� LNG 船推進システム、低温冷蔵システム、低温液体貨物積

出システム等の重要システムの研究・製造を加速する。 
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� タービン式原油発電機セット、一点係留システム、定点位

置保持システム、電気推進システム、海洋プラットホーム

用クレーン、水中坑口装置、配管専用設備等の海洋構造物

専用システムと設備の研究・製造技術の課題をブレークス

ルーする。 

� 漁船の漁探、ルアーリング、捕獲、加工、冷蔵等の専用設

備の製造を推進する。 

� 行政執行船と公務舶向けの電子、通信、ナビゲーション設

備の産業化を推進する。 

� 耐腐食性、超低温、高強度、超大幅・超長大・超薄と異形

鋼板、海洋構造物、海上石油ガス輸送パイプ用鋼等の特種

鋼材の開発を推進する。 

船舶工業生産力の分布

の調整・最適化 

� 市場参入を厳しく制限し、造船、修繕、海洋構造物施設（船

台、ドック、艤装岸壁）の新規建造を厳しく管理し、盲目

的な投資で設備過剰の拡大を抑制する。 

� 産業組織構造の最適化を通じて、企業の合併・再編を推進

し、資源を集約して本業を強化し、一部の大型造船、修繕

及び海洋構造物の基盤施設資源を統合させ、国際競争力を

持つ船舶企業グループに発展する。 

� 中小型造船所の業務構造の調整を通じて、中間製品の製造、

修繕、解体等業務を展開させ、非船舶製品市場を開拓させ、

一部の立ち遅れている生産設備を撤退させる。 

� 生産能力が増えない前提の下で、都市内にある古い造船所

の移転を加速させる。 

� 環渤海湾、長江口と珠江口地域の三大造船基地を建設して

海洋構造物を発展させ、海洋構造物専用システムと設備を

重点的に発展させ、造船、海洋構造物及び舶用機械の協調

的な発展を推進する。 

需要の構造を改善し、

ハイエンド製品の発展

を加速 

� 老朽船舶の期限内の廃棄・更新を支援する。老朽遠洋、沿

海輸送船の廃棄更新を加速させ、内陸河川輸送船型の標準

化を推進し、国際新規則、新条約、新基準を満たす省エネ

安全環境の船舶を発展させ、船隊の構造を最適化させ、海

運業の競争力を高める。 

� 海洋構造物を大幅に発展させる。 

� 海洋石油ガス資源の探鉱開発力を高め、掘削プラット

フォーム、作業プラットフォーム、探査船、工事船等

海洋構造物を発展させる。 

� 中堅石油ガス開発企業、造船所と研究所等からなる専

門企業又は連合体の設立を支援し、海洋構造物の設計、

システム・インテグレーション（SI）力と総請負力を

育成する。 

� 行政執行船の整備を急ぐ。海上行政執行船の隻数を増や

し、整備を進め、一連の海上行政執行船を新規建造し、設

備条件を改善し、行政執行力を充実させ、海上法執行能力
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を可能な限り速やかに高める。 

� 海洋総合開発船と緊急保障船の建造を加速する。 

� 専門化した海上緊急救助隊を構築し、一連の大型救助

船、サルベージ船を新規建造し、海上総合救助力を高

める。 

� 一連の資源探査、環境観測、科学調査船の開発・建造

を加速させ、海上の科学研究基盤を改善させ、海洋科

学調査能力を高める。 

� 重大海洋基盤施設工事を依託して、一連の水中工事船

を建造し、海上施工能力の大規模化を図る。 

� ハイテク船舶市場を開拓する。 

� 大型 LNG 船建造レベルを大幅に向上させ、専門化した

設計・製造能力レベルを高める。 

� クルーズ客船市場の育成を加速し、大中型クルーズ客

船の設計・建造技術を徐々に把握する。遊覧ボート産

業チェーンを整備し、豪華遊覧ボートの自主ブランド

を育成する。 

� 漁船の更新改造を実施する。 

� 老・朽・木質漁船を徐々に廃棄させ、選択性のよい、

高効率・省エネの捕獲漁船を発展させる。 

� 老朽遠洋漁船の更新ペースを加速させ、遠洋漁業設備

のレベルを高める。 

� 船舶工業の研究開発と製造の優位性を活用して、科学

研究要素と生産技術要素を統合させ、漁船の開発設計

と製造レベルを高める。 

国際市場シェアを安定

させ、海外での新市場

を開拓 

� 国際船舶市場の動向、製品の動向及び主要造船所の発展戦

略に関する分析と研究を強化し、国際市場の開拓力を向上

させ、国際市場シェアの安定・拡大を図る。 

� 船舶と海洋構造物の開発・設計の核心的人材チームの導入

を支援する。 

� 一定の条件を満たす企業に対し、自社建設、買収、合併、

合作等多様な方式を通じた海外での技術開発センターの設

立を支援し、海外における自国産業の展開を支援し、海洋

構造物、ハイテク船舶、舶用機械等の分野の先端技術を把

握する。 

� 大型船舶企業と舶用機械企業に対し、生産拠点のグローバ

ル展開や、海外における販売ネットワークと保守サービス

基地の構築を支援する。 

軍用と民用の融合発展

を推進 

� 軍用と民用の科学研究、資源と成果の共用を促進し、船舶

の軍用民用共通の設計・製造先端技術の共同開発を促進し、

軍用と民用基盤技術の協調と一体化とした発展を強化し、

軍用基準と民用基準の共通共用を推進する。 

� 造船企業の技術発展を促し、民用の特殊、専用船舶市場を

積極的に開拓する。 

－ 32 －



 

33 

 

� 民用船舶工業の基盤に基づいて、重要民用品の開発製造プ

ロジェクトを推進して、製品、材料、加工製造設備等の軍

工業力の向上における課題をブレークスルーする。 

企業管理と業界サービ

スを強化 

� 船舶企業の内部改革の促進を図り、制度の構築を通じて、

管理制度の基盤を強固にする。 

� コストとリスクの制御を強化し、市場変化への対応能力と

市場リスクへの対応能力を高める。 

� 近代化した造船モデルを構築し、情報化を加速し、ライン

生産方式を近代化し、省エネ技術、省材料技術とプロセス

管理を利用して資源とエネルギーの浪費を低減し、製品品

質と生産効率を高める。 

� 船員教育チームの結成を行い、厳格な船員育成、選出、評

価、退出制度を構築し、船員の総合的素養を高め、持続的

な発展の需要を満たす。 

� 船舶業界への管理を強化し、業界への参入条件を整備し、

国際新規則、新条約、新基準の広報・講習・普及びを強化

し、業界団体、専門機構等の業界での自律、情報コンサル

ティング、技術サービス、検査、トレーニング等における

重要な役割を発揮させる。 

 

 

� 支援政策 

支援政策 政策内容 

老朽輸送船の期限内の

廃棄・更新を支援 

� 「老朽船舶とシングルハルタンカーの繰り上げ廃棄処分・

更新実施方案」の実施期限は2015年12月 31日まで延ばす。

� 遠洋、沿海老朽輸送船を強制期限内に廃棄し、国際新規則、

新条約、新基準の要求に合致した環境型船舶の建造を支援

する。 

行政執行船、公務船の

建造及び漁船の更新・

改造を支援 

� 海上行政執行船及び救助船、サルベージ船、資源調査船、

科学調査船等の公務船の建造を支援し、航路標識等の設置

を支援し、海洋漁船の更新改造を支援し、一般船舶建造と

更新改造の資金需要を満たす。 

船舶バイヤーズ・クレ

ジットの展開を支援 

� 金融機構の船舶輸出バイヤーズ・クレジットの拡大を支援

し、中国国内中堅造船所に新造船と海洋構造物を発注した

海外船主にバイヤーズ・クレジットを提供する。 

� 銀行等金融機関の融資チャンネルの積極的な開拓を支援

し、多様な方式を通じて資金を募集する。 

信用融資への支援と革

新的金融手法への支援

政策を拡大 

� 金融機構はビジネスの原則に従って、中国国内で新造船を

発注し、かつ舶用ディーゼルエンジン、クランクシャフト

を発注する船主に対する融資サービスを支援する。 

� 船舶企業の合併・再編、海外での買収及び中小型造船所の

業務内容変更と構造調整に対する信用融資への支援を拡大

する。 

� 中堅船舶企業への貸付金証券化の導入を研究する。 
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� 中堅船舶企業の非金融機関債務融資商品・企業債権等の発

行を積極的に誘導・支援する。 

� 輸出信用保険を積極的に利用して船舶の輸出を支援する。

� 船舶輸出バイヤーズ・クレジット保険政策を最適化し、担

保方式を刷新し、手続きフローチャートを簡略化させる。

� 一定の条件を満たす地方の船舶リースに対する融資の試験

的展開を支援する。 

企業の技術進歩と技術

改造を強化 

� 企業の研究開発への投資拡大を誘導し、ハイテク船舶、海

洋構造物の革新的能力を高め、生産プロセスフローチャー

トを刷新させ、ハイテク船舶、海洋構造物、舶用機械に関

する専門的能力の構築、及び技術の導入・理解・独自化・

イノベーション並びに国内の産業上の空白を埋めるプロジ

ェクトを強力に推進する。 

生産施設の新規建設を

制限し、生産能力の構

造調整を支援 

� 地方人民政府及び関連部門は如何なる名義であっても造

船、修繕、海洋構造物施設（船台、ドック、艤装岸壁）を

伴う新規建設プロジェクトの審査・承認をしてはならない。

国土、交通、 環境等の関係部門は土地と岸線の供給、環境

審査承認等関連する業務を行ってはならない。金融機構は

如何なる形の新規信用貸し付けも支援してはならない。 

� 地方人民政府は直ちに船舶業界の規定を違反する恐れのあ

る建設プロジェクトに対し断固として対峙しなければなら

ない。未承認にも拘わらず、承認が下りるのを待たずに、

又は承認権を持たない者から承認を得た規定を違反するプ

ロジェクトに対し、建設工事が開始されていない場合には、

工事を開始してはならない。また、建設中プロジェクトの

場合には、建設工事を中止しなければならない。国土、交

通、環境部門と金融機関はこれらを法令に従って処理しな

ければならない。建設を中止した規定違反のプロジェクト

に対し、「誰が規定を違反し、誰が責任を負うべきか。」

といった考えに従って、債務、人件費等に関わる処理作業

を状況に応じて、かつ、整理区分して行うべきである。既

に建設された規定違反の施設に対しては、関連法規と業界

への参入条件等に従って処理しなければならない。 

� 生産能力総量コントロール、地理的分布、合併・再編等の

要件を満たすことを条件として統合を推進する。 

� 立ち遅れている生産施設の撤退を加速し、企業の業務の構

造調整・異業種参入を支援する。 
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1.6.2 達成状況 

 「船舶工業構造調整加速・変革促進実施方案（2013-2015 年）」における目

標値は「船舶工業第 12 次 5 ヶ年計画」と一致しているため、達成状況につい

ては 1.1.2節の「船舶工業第 12 次 5 ヶ年計画」目標値の達成状況を参照。 
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2 海洋構造物製造に関する動向 

2.1 全体像 

2.1.1 海洋構造物製造業全体の状況 

近年、中国国家と地方政府は、海洋構造物製造業の発展を重要視しており、

一連の発展計画を策定・公布し、海洋構造物製造業を今後の重点発展産業とし

て発展させるべく企図している。国家と地方政府の支援の下、中国海洋構造物

製造業はここ数年、徐々に実績を上げ、今後の発展基盤を構築している。 

以下、中国海洋構造物製造業全体の状況を整理する。 

 

� 中国の海洋構造物製造業の基盤は良好 

中国は長い海岸線と多くの整備されている港があり、多くの海洋構造物製造

基地を建設することができる。 

労働力・人材においては、中国では労働力の資源が豊かで、人件費が安い。

また、中国では、海洋開発専門分野に関する学科・学部が設置されている大学

が多く、それらの卒業生は毎年、海洋構造物製造業に技術的人材として送られ

ている。 

海洋開発専門は、中国において新興の学科であるため、近年、関連大学は、

新入生の応募数が拡大している。現在、海洋開発専門の大学卒業生は、毎年約

2,000人いるが、新入生の応募数は 3,000人もおり、今後、多くの人材が海洋

構造物製造業に送り込まれることは明らかである。 

建造施設においては、金融危機前の中国造船業の発展により、多くの建造基

地・建造施設がその際にもたらされた。特に青島海西湾造船基地、上海長興島

造船基地、広州龍穴島造船基地の 3大造船基地は、大型建造施設が整備されて

おり、今後の海洋構造物製造業発展の基盤となる。 

 

� 中国海洋構造物産業の国際市場でのポジションは上昇 

中国は、統計資料の入手できる 2010 年では海洋構造物を 16 基、ジャッキア

ップ式堀削プラットホームを 5 基、海洋プラットホームモジュールを 10 基を

受注し、世界海洋構造物市場の 15％のシェアを占めていた。 

中船重工経済研究センターの発表データによると、2014 年には、中国海洋

構造物及び支援船の総受注量 167 基/隻で、受注量ベースの国際市場シェアは

40.1％に達し、受注総額 149 億米ドルで、受注額ベースの国際市場シェアは

40.9％に達し、韓国を追い越し世界のトップとなった。 

同センターの FPSO の受注量データを見ると、2011 年までは FPSO の改造ば

かりを受注していたが、2012 年からは FPSO の新造も受注し、建造力が徐々に

認められていることが分かる。 
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� 技術力と建造力が高まり一部の海洋構造物では自主開発品を製造 

近年、中国は技術開発を最重要視し、一部の海洋構造物では自主開発品を製

造している。 

掘削船分野においては、上海船厰船舶有限公司は「CSSC708 研究所」と共同

開発で 3,000フィート大水深向け掘削船を設計し、総建造工事を請負った。同

掘削船の船名は、「OPUS TIGER 1号」で、全長 170.3m、型幅 32m、定員 150人、

最大作業水深5,000フィートで、稼働推進では世界1ともいわれている。また、

同船は、始めて中国製の掘削設備（上海宏華海洋油気装備有限公司製のトップ

サイドとドリル）が搭載された。 

ジャッキアップ式掘削プラットホームの分野においては、上海振華重工（集

団）股份有限公司の自主開発で 300フィートジャッキアップ式掘削プラットホ

ーム「深海 1号」を建造した。プラットホーム用吊上げ装置、ロック装置、ス

リップ装置、甲板用クレーン等主要装置は自社設計である。その他、渤海装備

遼河重工有限公司は、2013 年 7 月から 400 フィートジャッキアップ式掘削プ

ラットホーム CP-400 を自主開発・建造しており、最大作業水深 122m、掘削深

度 9,000mである。 

オフショア支援船の分野においては、中船黄埔文沖船舶有限公司が PSVの設

計・開発を行い、初めて黄埔型 PSV——HPSV（長さ 86m、型幅 20m、型深 9m、積

載重量 5000 トン、定員 90人、航海速力 14.5 ノット）を開発し、2014 年 8 月

には 86m 級プラットホームサプライ兼流出油回収船を竣工し、その後、同シリ

ーズの78m級プラットホームサプライを自主開発し、2015年 2月に竣工した。

また、武昌船舶重工集団有限公司は、中国国内では出力最大の多目的オフショ

アプラットホーム作業船「華虎」号を自主設計・建造し、メインエンジン出力

16,000kW、全長 89.2m、型幅 22m、型深 9m、設計喫水 7.48m、4,800DWTで、掘

削プラットホームの長距離曳航、大水深でのアンカーハンドリング、貨物供給

等のサービスを行う。その他、中船黄埔文沖船舶有限公司は中国初のオフショ

ア工事作業用はしけ 18,000t「海洋石油 228」を自主設計・建造した。 

 

� 海洋構造物の設計力は依然として弱いが、自主設計力は徐々に向上 

欧米国家の海洋構造物設計業者は海洋構造物の設計分野において世界をリ

ードしており、特に大水深向け海洋構造物の設計力は他の追随を許さない。シ

ンガポールと韓国も海洋構造物の設計力は高く、シンガポールは掘削プラット

ホームの設計分野、韓国は FPSO、FDPSO、FSRU、LNG-FPSO 分野で設計力が特に

高い。 

中国は従来海洋構造物製品の設計力が弱かったが、最近の数年間で徐々に力

をつけてきている。先にも記載した 2013 年建造の掘削船（「OPUS TIGER 1号」）

は上海船厰船舶有限公司と「CSSC708 研究所」との自主設計した掘削船であり、

他には、400フィートジャッキアップ式掘削プラットホームやオフショア支援

船も自主設計できるようになってきた。 

2012 年 12 月に「海洋構造物製造業中長期発展計画」が公布され、「海洋構

造物科学研究プロジェクトガイド」は施策の一環として毎年発表されている。

上記 1.2節、1.3節で述べてきたように、「大水深向け半潜水式生産プラット

ホーム全体設計キーテクノロジーの研究」、「全体設計キーテクノロジーの研

究」等設計技術は重大支援プロジェクトとして位置づけられているため、今後、
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も中国海洋構造物分野での自主設計力は徐々に上がるものと考えられる。 

 

� 海洋構造物用舶用機器は依然弱いが国家政策の指導で中国舶用メーカ

ーは自主開発に注力 

海洋開発プラントは陸上から離れた海域で石油や天然ガス等資源品を掘

削・貯蔵・積出するための施設であり、非常に高い安全性能が求められる。こ

のため、プラントに搭載される設備・機械も非常に高い安全性が求められる。

中国海洋構造物メーカーは、海洋構造物製品の安全性を確保するため、現在は

多くの場合、主要部品（設備・機械）に輸入品が使われている。ジャッキアッ

プ掘削プラットホームの海洋構造物用機械の国産化搭載率は 30～35％になる

こともあるが、掘削船や半潜水式掘削プラットホーム、FPSO 等における海洋

構造物用機械の国産化搭載率は 10％未満であるといわれている。 

そのため、政府は、「海洋構造物科学研究プロジェクトガイド」を策定し、

中国舶用メーカーの自主開発を指導し、海洋構造物用機械の建造力を高めよう

としている。 

現在、ほんの一部の製品については自主開発されており、例を挙げると、重

型オフショアクレーンについては中船華南船舶機械有限公司により自主開発

され、ロイド船級協会の承認を取得した。 

また、これまで輸入に頼っていた潜水ポンプも南通中遠船務自動化有限公司

により開発され、米国船級協会の認証を取得した。その他、2014 年 1 月には

中国初の「LNG水中ポンプ」プロトタイプの開発に成功し、2014 年 7 月には中

国初の「LNG水力タービン装置」のプロトタイプの開発に成功している。未だ

十分に進展はしているとはいえないが政府の指導方針もあり今後も徐々にで

はあるが国産化が進むものと思われる。 
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2.2 実態像 

� 受注総額は上下するが受注量ベースの国際市場シェアは年々上昇 

中国海洋構造物製造業の開発力・建造力の向上に伴い、海洋構造物の国際市

場シェアが年々上昇してきた。受注額ベースを見ると、2012 年、中国海洋構

造物の受注総額は 146 億米ドルで、国際市場シェアの 20%を占めていた。2013

年では中国海洋構造物の受注総額は上昇し、255 億米ドルに達し、国際市場シ

ェアの 38%を占めた。2014 年では、中国海洋構造物の受注総額は 139 億米ドル

と大幅に下落したが、国際市場に占めるシェアは 2013 年より 2.9 ポイント高

くなり、40.9%に達した（以下図 2-1 を参照。濃い青色で示した部分が中国の

シェア。）。 

 
図 2-1 最近 3カ年の中国海洋構造物の受注総額 

出所：中船重工経済研究センター 

 

� 最近 3カ年の中国海洋構造物の受注量は右肩上がり 

最近 3カ年の中国海洋構造物製造企業の受注量は、2012 年の 19（基/隻）か

ら、2013 年では 49（基/隻）で、前年比 158％と大幅に上昇し、2014 年では前

年比 59％と更に上昇し、78（基/隻）に達した。 

船型別に見ると、ジャッキアップ式掘削プラットホームの受注量は、2012

年では 7（基）であったが、2013 年では 31（基）に急増したが、2014 年では

14（基）に急落し、上下動が激しい。半潜水式掘削プラットホームの受注量は、

2012 年では 1（基）しかなかったが、2013 年では 4（基）となり、2014 年で

は 5（基）に増加した。技術的には難易度が高いとされる半潜水式掘削プラッ

トホームの建造実績が増加していることは中国の海洋構造物の製造能力が国

際市場からも評価されはじめているためと考えられる（以下表 2-1 を参照）。 
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表 2-1 最近 3カ年の中国海洋構造物の受注状況 

 2012 年 2013 年 2014 年 

石油・ガス掘削開発装置 19 49 78 

ジャッキアップ式掘削プラットホーム（基） 7 31 14 

半潜水式掘削プラットホーム（基） 1 4 5 

掘削補助プラットホーム/はしけ（隻） 3 5 
3 

掘削船（隻） 2 - 

作業プラットホーム（基） 1 - 

56 生活プラットホーム（基） 3 6 

浮体式石油生産貯蔵装置（FPSO）（基） 2 3 

オフショア支援船（隻） 91 211 89 

合計（基/隻） 110 260 167 

出所：2012 年と 2013 年のデータは「中国船舶工業年間」2013 と 2014 年版より。 

2014 年のデータは中船重工経済研究センターより。 
 
� 中国海洋構造物市場の規模拡大に伴い、中国内新規参入メーカーも増加

し海洋構造物製造業の設備過剰の兆し 

2013 年頃までの国際石油価格の持続的な上昇は、世界海洋構造物市場の繁

栄をもたらした。一方で、2008 年の世界金融危機後の造船業は深刻な不況に

陥っていた。このような背景の下で、国家は産業政策の一環として、中国の造

船所の過剰設備を海洋構造物の建造に移転することを推奨した。 

2010 年には、渤海船舶重工有限責任公司が、超大水深向け油井修理船の受

注を行い、熔盛重工集団有限公司は、大水深向けパイプ敷設クレーン船の建造

受注を行い、海洋構造物製造業に参入した。 

2011 年には、上海外高橋造船有限公司がジャッキアップ式掘削プラットホ

ームの建造受注を行い、広州中船黄埔造船有限公司が掘削プラットホームの修

繕分野に参入した。 

その他、江蘇揚子江船業集団公司と金海重工股份有限公司は、2012 年に海

洋プラットホームの建造分野に参入し、同年、福建省東南造船廠、福建省馬尾

造船股份有限公司及び広州中船黄埔造船有限公司がプラットホームサプライ

船の建造受注を行い、南京東佳船舶製造有限公司は、オフショア工事船の建造

受注を行いオフショア支援船の建造分野に参入した。 

特に 2013 年には、ジャッキアップ式掘削プラットホーム市場では世界的な

建造ブームとなったため、中国では多くのメーカーがジャッキアップ式掘削プ

ラットホームの建造分野に乗出し、2012年までは4～5社しかなかったものが、

2013 年になると、10 数社に急増した。なかには、低価格で受注を取得するメ

ーカーもあり、競争が激化するとともに、2014 年の油価の低迷低迷を背景と

して中国海洋構造物製造業の設備過剰の兆しも見られる。 

 

� 中国海洋構造物製造業の有力メーカーの得意分野 

2014 年末における中国における海洋構造物手持工事量に関する順位をみる

と、第 1 位は中集来福士海洋工程有限公司、第 2 位は招商局重工（深圳）有限

公司、第 3 位は大連船舶重工集団有限公司、第 4 位は大連中遠船務有限公司、

第 5位は上海船廠集団有限公司となっている。 
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海洋構造物手持工事量トップ 5 のメーカーらは海洋構造物分野では高い設

計力と建造力を持っており、また、それぞれ自らの得意分野を持っている。 

中集来福士海洋工程有限公司は、半潜水式掘削プラットホーム分野において

実力があり、手持工事量は 41 億米ドルある。 

招商局重工（深圳）有限公司と大連船舶重工集団有限公司は、ジャッキアッ

プ式掘削プラットホーム分野において実力があり、手持工事量はそれぞれ 40

億米ドルと 26 億米ドルあり、うち、大連船舶重工集団有限公司の「DSJ シリ

ーズジャッキアップ式掘削プラットホーム」は、自主知的財産権を持っている。 

大連中遠船務有限公司は、FPSO 改造・建造分野において力があり、手持工

事量は 17億米ドルある。 

上海船廠集団有限公司は、自主知識財産権を持つ「Tigerシリーズの大水深

向け掘削船」があり、現在、同シリーズの手持工事量が 4 隻あり、総金額は

24 億米ドルある。 

 

� 中国海洋構造物の平均受注単価は世界平均単価より低く、ハイエンドレ

ベルの海洋構造物建造分野での受注量はほとんどなく、また、海洋構造

物用機器分野ではほとんどが海外メーカー 

近年、中国海洋構造物製造業の受注量及び受注額が上昇してきているが、受

注単価においては中国は優位な立場にない。ジャッキアップ式掘削プラットホ

ームを例にとると、韓国のジャッキアップ式掘削プラットホーム手持工事量の

の平均単価は 6.10 億米ドル/基であり、一方、世界のジャッキアップ式掘削プ

ラットホーム手持工事量の平均単価は 2.29億米ドル/基である。これらに対し、

中国は 2億米ドル/基であり、世界平均単価より低い。 

これまでに受注した海洋構造物は価格が比較的低く建造方法が成熟したジ

ャッキアップ式掘削プラットホームと浮体式居住プラットホームが多数を占

めている。中国はハイエンドレベルの海洋構造物建造分野での受注量はほとん

どない。アイスエリア作業用掘削プラットホームや緊張係留式プラットフォー

ム（TLP）、円筒型浮体式石油生産設備（Spar）、LNG-FPSO等ハイエンドレベル

の海洋構造物の設計力・建造力がまだ不足している。特に、海洋構造物用機器

ではほとんどが海外メーカーより調達されている。 

 

�  自主設計力が低く自主知識財産権を有する製品は少ない 

中国海洋構造物製造業での自主設計力は低い。例えば、2013 年と 2014 年の

2年間では、ジャッキアップ式掘削プラットホームの受注量はシンガポール超

えているが、シンガポールの総受注量の 80%は自主設計によるものであり、完

全な自主知的財産権を持っている。一方、中国は基本的に欧米企業による設計

である。このことは利益率の多寡にも影響を与えている。 

 

� 中国の海洋構造物メーカーは海洋開発プロジェクトの総請負能力と管

理力がほとんどないため高い付加価値のある調達、工事、サービスの一

括受注が困難 

中国の海洋構造物メーカーは総請負能力と管理力をほとんど持っていない。

現在、アメリカの McDermott社、フランスの Technip社等の業者は、調達、工

事、サービスの一括受注を行うことができる。韓国やシンガポールの主要業者
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も徐々に一括受注できる体制を整えつつある。 

中国海洋構造物メーカーでは、中海油傘下の「海油工程」のみが中海油の石

油開発プロジェクトにおいて一括受注の総請負工事を引き受けているが、その

他のメーカーは体制が整っておらずできない。そのため、中国海洋構造物メー

カーの受注は基本的に海洋構造物単体の建造であり、海洋構造物用機器の選択

権がない。海洋構造物市場での激しい競争の中では弱い立場にある。 

 

 

2.3 今後の中国の方針 

� 中国海洋構造物製造業の設計力・技術力を高めるため、引続き「海洋構

造物科学研究プロジェクトガイドを公布 

 中国海洋構造物製造業では、平均受注単価は世界平均単価より低く、ハイエ

ンドレベルの海洋構造物建造分野での受注量はほとんどなく、海洋構造物用機

械分野ではほとんどが海外メーカーからの調達であり、自主設計力が弱い。ま

た、知的財産権を持つ製品が少なく、海洋構造物メーカーは、調達、工事、サ

ービス等の一括受注のような付加価値の高い受注ができない等の課題を抱え

ている。 

それらの問題を解決するためには、いくつかのステップを踏む必要があり、

中国政府は、先ず、海洋構造物製造メーカーに自主設計力や技術力を高めるこ

とを求めることとしている。今後もこれらの海洋構造物科学研究プロジェクト

ガイドが政策のツールとして用いられ、その内容を実行に移すため各種支援策

が行われていくものと考えられる。 

 

� 中国海洋構造物製造業の設備過剰の回避のため「海洋開発（プラットホ

ーム類）業界規範」を策定 

中国造船業の金融危機後の深刻な状況に対応するため、先に説明を行った船舶

工業構造調整加速・変革促進実施案（2013～2015 年）が公布され、これに沿

って業界の構造調整が行われている。このなかで、政府は造船所の施設の有効

活用のため造船施設を海洋構造物の製造に振り向けるよう指導しているとこ

ろである。しかしながら、2014 年の油価の下落により海洋構造物市場が減速

気味であるなか、中国国内においても、今度は、海洋構造物メーカーが過剰に

なってきているのではとの懸念が生まれている。このため、中国政府は、中国

海洋構造物製造業への参入を管理する必要に迫られており、中国政府の工業信

息部は、「海洋開発装備（プラットホーム類）業界規範条件」を 2014 年 12月

に公布し、真に実力のある企業を海洋構造物市場に参入させ、今後も中国海洋

構造物製造業を持続的に発展させることを考えている。 
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3 LNG 船製造に関する動向 

3.1 全体像 

近年、液化天然ガス（LNG）は、環境にやさしいクリーンなエネルギーとし

て、世界各国で需要が増加しているため、LNG 輸送船の需要も増えてきている。 

2009 年から 2014 年までの中国の LNG の輸入量を見ると、中国は年々大幅に

増加してきている。例えば、2013年の LNG輸入量は、前年比28.3％増の 1,800.7

万トンであり、増加幅が大きい。2014 年の LNG 輸入量は 1,917.12 万トンに達

し、前年比 6.5％の増加である（以下図 3-1、表 3-1 を参照）。 

 

 
図 3-1 最近６カ年中国における LNG の輸入量 

出所：中国税関 

 

表 3-1：最近 6カ年中国における LNG の輸入量及び伸び率 

項目 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 

輸入量(万トン) 553.18 935.58 1,221.49 1, 403.26 1,800.72 1,917.12

前年比伸び率 - 69.1% 30.6% 14.9% 28.3% 6.5%

出所：「中国税関」 
 
 中国の LNG の輸入先国を見ると、2013 年、カタール、オーストラリア、マ

レーシア、インドネシア、イエメン等の国から輸入されている。このことが、

LNG 輸送船の需要の増加に繫がっている（以下、図 3-2 を参照）。 
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図 3-2：2013 年中国における LNG の輸入量 

出所：中国税関 

 

2013 年、中国における LNG の一次エネルギー総消費量に占める割合はわず

か 5.8%しかない。世界平均レベルの 23.9%よりはるかに低い。近年、経済発展

と伴いエネルギー消費量の急増は石炭を主要エネルギーとしている中国の環

境問題を益々クローズアップする形となっている。 

このため、中国政府はクリーンなエネルギーの使用を重要視してきている。

2014 年 11 月、中国政府は「エネルギー発展戦略行動計画（2014～2020 年）」

を公布し、LNG、原子力発電、再生可能エネルギー等クリーンなエネルギーの

積極的な利用を明確化し、うち、LNG に関しては、2020 年までに LNG 消費量の

割合を 2013 年の 5.8%から 10%程度の増加させると計画としている。 

この「エネルギー発展戦略行動計画（2014～2020 年）」に従えば、2020 年ま

でに、中国の LNG 消費量が倍増することになる。その際の輸入量は 3,000 万ト

ンになると見込まれる。こうした背景の下で、今後、中国では LNG 船への需要

が増加するものと考えられる。 

 

 以下、中国における LNG 船の建造能力及び建造実績を見てみる。 

 

3.1.1 LNG 船の建造能力 

� 大型 LNG 船 

中国では最も早い時期に LNG 船の開発を行っていたのは CSSC 傘下の滬東中

華造船（集団）有限公司（以下、「滬東造船」という。）である。1997 年、「滬

東造船」は、LNG 船の研究開発をスタートした。数年間の研究開発を通じて、

大型メンブレン方式 LNG 船の主要建造技術を把握し、蒸気タービン推進システ

ムを使用した 14.7 万 m3メンブレン方式 LNG 船の開発に成功した。2004 年 11

月、LNG 船の第 1番船の建造が開始され、4年後の 2008 年 4 月に竣工した。 

大型 LNG 船の主要な技術的課題を解決するため、2007 年には、「大型 LNG 船

カタール, 

37.54%

オーストラリア, 

19.73%

マレーシア, 

14.75%

インドネシア, 

13.50%

イエメン, 

6.20%

その他, 8.28%
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の開発」プロジェクトが立ち上げられ、中国船舶海洋工程設計研究院（以下、

「VSSV 708 研究所」という。）が、「滬東造船」、「滬東重機有限公司」と共に

開発チームを構成しプロジェクトを実施した。開発期間は 4年とされた。 

4年間の開発期間を通じて、開発グループは、知的財産権を有する22万 m3LNG

船の開発に成功し、数社の船級協会の審査に合格した。その他、市場の要求に

応じて、16 万 m3、17.2 万 m3、17.5 万 m3の LNG 船の船型設計を完成させた。 

「滬東造船」は 2008 年の第 1番船から 2015 年 2 月まで 7隻の LNG 輸送船を

建造し、建造の経験を積んできている。建造期間を見ると、第 1番船の建造期

間は 45 カ月であったが、第 2 番船では建造期間は 36 カ月に短縮され、第 6

番船は 35 カ月、第 7番船は 31 カ月とさらに短縮された。 

 

「滬東造船」のほか、大連船舶重工集団有限公司（以下、「大連船舶重工」

という。）も 2006 年から LNG 船の開発を行っており、現在、すでに 15.6 万 m3、

17 万 m3と 21 万 m3の LNG 船の基本設計が完成した。 

 

 

� 小型 LNG 船 

CSSC708 研究所は、小型 LNG 船の設計開発を行っている。開発された 1.4 万

m3LNG 船は、启東豊順船舶重工有限公司により建造されている。 

CSSC 傘下の上海船舶研究設計院は、2012 年から中国海油の 3 万 m3LNG 船の

基礎設計と詳細設計を行い、現在、同船は江南造船（集団）により建造されて

いる。 

  民営の船舶設計会社も小型 LNG 船の将来性を踏まえ、小型 LNG 船の設計開発

に取り掛かっている。上海佳豪船舶設計有限公司は、2013 年 3 月から 2.8 万

m3LNG 船の設計を行い、現在、同船は大連中遠船務有限公司により建造されて

いる。その他、上海佳豪船舶設計有限公司は、中国海油、Rolls-Royce 社と共

同で 1万 m3LNG 船を開発した。 

  その他、民営船舶設計会社「上海欧得利船舶工程有限公司」は、3 万 m3LNG

船の設計開発を行い、現在、同船は寧波新楽造船集団有限公司により建造され

ている。上海欧得利船舶工程有限公司は、3,000m3、8,400m3LNG 船を開発した。 

  小型 LNG 船の設計開発に取り掛かっている設計業者として、更に「長江船舶

設計院」、「武汉交発船舶設計有限公司」がある。長江船舶設計院は 2,500 m3、

6,000 m3、10,000 m3、23,000 m3シリーズの LNG 船を開発している。武汉交発

船舶設計有限公司は、3,000 m3LNG 船を開発している。 

 このように小型 LNG 船の開発には、各地方の設計院と呼ばれる組織が中心と

なりその開発にあたっている。 

 

 

3.1.2 LNG 船の建造実績 

中国大型 LNG 船の建造は、2008 年 4 月の第 1 番船が竣工されてから現在ま

で 7隻あり、建造実績リストは以下の通りである（以下表 3-2 を参照）。 
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表 3-2 中国における大型 LNG 船の建造実績リスト 

番号 船型 メーカー名 船名 引渡し日 使用先 

1 
14.7 万 m3メンブレン

方式 LNG 船 
滬東造船 大鵬昊 2008 年 4月 

広東 LNG プロ

ジェクト 

2 上記と同船型 滬東造船 
閔榕 2009 年 2月 福建 LNG プロ

ジェクト 

3 上記と同船型 滬東造船 
大鵬月 2009 年 7月 広東 LNG プロ

ジェクト 

4 上記と同船型 滬東造船 
閔鷺 2009 年 8月 福建 LNG プロ

ジェクト 

5 上記と同船型 滬東造船 
大鵬星 2009 年 12月 広東 LNG プロ

ジェクト 

6 上記と同船型 滬東造船 
申海 2012 年 9月 上海 LNG プロ

ジェクト 

7 
17.2 万 m3メンブレン

方式 LNG 船 
滬東造船 Papua 2015 年 2 月 

パプアニュー

ギニアでのLNG

プロジェクト 

出所：資料の収集・整理 

 
 中国小型 LNG 船の建造は、2013 年 11 月に江南造船（集団）有限責任公司

により開始され、5隻が建造中である。江南造船（集団）有限責任公司により

建造されている 3万 m3LNG 船は、2015 年 2 月に試験航海を行っている。 

5 隻の小型 LNG 船リストは以下の表の通りである（以下表 3-3 を参照）。 

 

表 3-3 中国で建造している小型 LNG 船リスト 

番号 船型 メーカー名 建造開始日 引渡し日 船主 

1 
1.4 万 m3 

LNG 船 

启東豊順船舶

重工有限公司 

2014 年 3月 
2015 年 5月 

浙江華祥海

運有限公司 

2 
2.8 万 m3 

LNG 船 

大連中遠船務

有限公司 

2014 年 3月 2015 年 5月 大連因泰船

務有限公司 

3 
3 万 m3 

LNG 船 

寧波新楽造船

集団有限公司 

2014 年 4月 2015 年 3月 浙江元和海

運有限公司 

4 
3 万 m3 

LNG 船 

江南造船（集

団） 

2013 年 11 月 2015 年上期 
中国海油 

5 
2.75 万 m3 

LNG 船 

大洋造船有限

公司 

2013 年 12 月 2015 年 デンマーク

Evergas 

出所：資料の収集・整理 
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3.2 中国国内のガス田の潜在能力 

中国では、LNG 船の需要はどの程度あるかについて中国国内にあるガス田の

確認埋蔵量、主要ガス田について見ることにする。これにより内陸から沿岸部

へLNGを輸送する小型のLNG船の需要と中国近海域でのガス田から中国本土へ

LNG を輸送する大型の LNG 輸送船の需要を見る。 

 

3.2.1 LNG の新規確認埋蔵量 

中国における LNG の新規確認埋蔵量は年々増加している。2011 年には、中

国 LNG（ガス貯留層ガス、溶解ガスを含む）の新規確認埋蔵量は、前年の

5,911.99 億 m3と比べ 22.2%増で、7,224.72 億 m3となり、2012 年には、中国

LNG（ガス貯留層ガス、溶解ガスを含む）の新規確認埋蔵量は、9,610.23 億 m3

となり、前年の 7,224.72 億 m3と比べ 33%と増加した。 

最近 3カ年の中国おける LNG の新規確認可採埋蔵量（技術的に採掘可能な埋

蔵量をいう。以下、「技術的」と記載する。）を見ると、2011 年には、中国国

内の LNG の新規確認可採埋蔵量（技術的）は 3,677.30 億 m3 となり、前年の

2,874.74 億 m3に比べ 27.9％と増加し、2012 年には、5,007.61 億 m3となり、

前年比 36.2%と増加した（以下図 3-3、表 3-4 を参照）。 

最近 3カ年の中国おける LNG の新規確認可採埋蔵量（経済的に有効な埋蔵量

をいう。以下、「経済的」と記載する。）を見ると、2011 年には、中国国内の

LNG の新規確認可採埋蔵量（経済的）は 2,530.55 億 m3となり、前年の 1,925.33

億 m3に比べ 31.4％と増加し、2012 年には、3,780.10 億 m3となり、前年比 49.4%

と増加幅が大きい（以下図 3-3、表 3-4 を参照）。 

 

図 3-3 最近 3カ年の中国国内 LNG の新規確認埋蔵量 

出所：「中国鉱業年間」2011～2013 

注：     の丸い柱は「新規確認埋蔵量」を示す。 

の丸い柱は「新規確認可採埋蔵量（技術的）」を示す。 

の丸い柱は「新規確認可採埋蔵量（経済的）」を示す。 
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表 3-4 最近 3カ年の中国国内 LNG の新規確認埋蔵量 

単位：億 m3 

 2010 年 2011 年 2012 年 

確認埋蔵量 5911.99 7224.82 9,610.23 

  ガス層ガス 5,141.06 6,486.05 8,978.74

 溶解ガス 770.93 738.77 631.49

確認可採埋蔵量（技術的） 2874.74 3677.31 5007.61 

  ガス層ガス 2,725.61 3,546.43 4,889.91

 溶解ガス 149.13 130.88 117.7

確認可採埋蔵量（経済的） 1,925.33 2,530.55 3,780.1 

  ガス層ガス 1,849.13 2,472.02 3,690.35

 溶解ガス 76.20 58.53 89.75

出所：「中国鉱業年間」2011～2013 

 

3.2.2 LNG の確認埋蔵量の開発状況 

2012 年末までの中国国内の LNG の累計確認埋蔵量は、108,089.00 億 m3であ

り、うち既に 58％が開発されており、未開発の LNG の累計確認埋蔵量は、42％

で 44,968.55 億 m3となっている（以下図 3-4 を参照）。 

 

 

図 3-4：2012 年中国国内 LNG の累計確認埋蔵量の開発状況 

出所：「中国鉱業年間」2013 

 

2012 年末までの中国国内の LNG の累計確認可採埋蔵量（技術的）は、

56,998.02 億 m3であり、うち既に 60％が開発されており、未開発の LNG の累

計確認埋蔵量は 40％で 22,867.57 億 m3である（以下図 3-5 を参照）。 

 

 

開発済, 
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図 3-5：2012 年中国国内 LNG の累計確認可採埋蔵量（技術的）の開発状況 

出所：「中国鉱業年間」2013 

 

2012 年末までの中国国内の LNG の累計確認可採埋蔵量（経済的）は、

44,361.70 億 m3となり、うち既に 66％が開発されており、未開発の LNG の累

計確認埋蔵量は 34％で 15,183.47 億 m3となっている（以下図 3-6 を参照）。 

 

 

 

 

 

図 3-6：2012 年中国国内 LNG の累計確認可採埋蔵量（経済的）の開発状況 

出所：「中国鉱業年間」2013 
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3.2.3 LNG の余剰確認埋蔵量の分布 

2012 年末までの中国国内の LNG ガス層ガスの余剰確認可採埋蔵量の地域分

布を見ると、技術的可採埋蔵量と経済的可採埋蔵量のいずれも四川、新疆、内

モンゴル、陝西、南海海域の順となっており、うち四川省での余剰確認可採埋

蔵量が最も大きい（以下表 3-5 を参照）。 

 

表 3-5：2012 年中国ガス層ガスの余剰可採埋蔵量のトップ 10 地域 

単位：億 m3 

順番 地域 余剰可採埋蔵量（技術的） 余剰可採埋蔵量（経済的）

1 四川 9,358.95 6,485.78 

2 新疆 8,954.24 7,686.84 

3 内モンゴル 8,321.85 5,079.67 

4 陝西 6,131.57 4,267.83 

5 南海海域 2,082.89 1,799.96 

6 重慶 1,928.31 1,261.12 

7 青海 1,264.60 1,123.69 

8 黑竜江 1,154.68 717.00 

9 吉林 726.60 497.10 

10 東海海域 595.92 577.28 

出所：「中国鉱業年間」2013 
 

2012 年末までの中国国内の LNG 溶解ガスの余剰確認可採埋蔵量の地域分布

を見ると、技術的可採埋蔵量は四川、新疆、内モンゴル、陝西、南海海域の順

となっているが、経済的可採埋蔵量は四川、内モンゴル、南海海域、青海の順

となっている。うちいずれも四川省での余剰確認可採埋蔵量が最も大きい（以

下表 3-6 を参照）。 

 

表 3-6：2012 年中国溶解ガスの余剰可採埋蔵量のトップ 10 地域 

単位：億 m3 

順番 地域 余剰可採埋蔵量（技術的） 余剰可採埋蔵量（経済的）

1 四川 370.13 235.80 

2 新疆 244.69 60.57 

3 内モンゴル 226.83 179.38 

4 陝西 224.54 32.31 

5 南海海域 221.25 154.10 

6 重慶 214.41 89.01 

7 青海 200.63 145.13 

8 黑竜江 134.98 57.22 

9 吉林 52.66 10.28 

10 東海海域 49.62 33.85 

出所：「中国鉱業年間」2013 
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2012 年末までの中国国内の LNG ガス層ガスの余剰確認可採埋蔵量を盆地別

に見ると、技術的可採埋蔵量と経済的可採埋蔵量のいずれもオルドス、四川、

塔里木、松遼盆地、ツァイダム盆地の順となっており、うちオルドス盆地のガ

ス層ガスの余剰確認可採埋蔵量が最も大きい（以下表 3-7 を参照）。 

 

表 3-7：2012 年中国ガス層ガスの余剰可採埋蔵量のトップ 10 盆地 

単位：億 m3 

順番 地域 余剰可採埋蔵量（技術的） 余剰可採埋蔵量（経済的）

1 オルドス 14,728.01 9,486.29 

2 四川 11,337.85 7,769.18 

3 塔里木 7,712.28 6,689.42 

4 松遼盆地 1,860.97 1,201.07 

5 ツァイダム盆地 1,264.60 1,123.69 

6 鶯歌海盆地 963.39 855.87 

7 ジュンガル盆地 951.36 812.58 

8 珠江口盆地 800.78 758.25 

9 東海盆地 595.92 577.28 

10 渤海湾盆地 543.58 178.43 

出所：「中国鉱業年間」2013 
 

2012 年末までの中国国内の LNG 溶解ガスの余剰確認可採埋蔵量を盆地別に

に見ると、技術的可採埋蔵量は渤海湾、オルドス、松江、渤海海域、ジュンガ

ル盆地の順となっているが、経済的可採埋蔵量は渤海湾、松江、渤海海域、ジ

ュンガル盆地の順となっている。うちいずれも渤海湾の溶解ガスの余剰確認可

採埋蔵量が最も大きい（以下表 3-8 を参照）。 

表 3-8：2012 年中国溶解ガスの余剰可採埋蔵量のトップ 10 盆地 

単位：億 m3 

順番 地域 余剰可採埋蔵量（技術的） 余剰可採埋蔵量（経済的）

1 渤海湾 645.34 417.36 

2 オルドス 461.59 102.13 

3 松江 266.03 203.90 

4 渤海海域 214.41 89.01 

5 ジュンガル盆地 175.81 132.38 

6 塔里木 162.71 106.30 

7 北部湾 33.37 11.86 

8 酒西 26.58 -1.53 

9 吐哈 24.49 -8.59 

10 珠江口 23.31 1.99 

出所：「中国鉱業年間」2013 
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3.3 今後の中国の方針 

� 2014 年 6 月に公布された「エネルギー発展戦略行動計画（2014～2020

年）」によると 2020 年までに LNG の消費率は 2013 年の 5.8%から 10%

程度に倍増 

中国政府は、「第 12 次 5 カ年エネルギー計画（2011-2015 年）」を実施して

いるが、2014 年 6 月には「エネルギー発展戦略行動計画（2014～2020 年）」を

公布し、中国の中長期的なエネルギー戦略を更に明確化した。「行動計画」に

よると、2020年までに、一次エネルギーの消費総量は48億トン標準石炭とし、

石炭の消費総量は 30 億トン標準石炭とし、石炭の消費率を 62%以内に抑制す

る一方、LNG の消費率を 2013 年の 5.8%から 10%程度に倍増する計画となって

いる（以下表 3-9 を参照）。 

 

表 3-9：中国エネルギー消費率及び消費量計画 

エネルギー種類 

2013 年 2020 年計画 

消費率 
消費量 

億トン標準石炭 
消費率

消費量 

億トン標準石炭 

増加値 

億トン標準石炭

石油類 

石油 18.4％ 6.9 13.0％ 6.24 －0.66 

石炭 66.0％ 24.75 62.0％ 30.00 5.01 

LNG 5.8％ 2.175 10.0％ 4.80 2.625 

非石油類（水力、

風力、原子力） 
9.8％ 3.675 15.0％ 7.20 3.525 

合計 100％ 37.50 100％ 48.00 10.50 

出所：「エネルギー発展戦略行動計画（2014～2020 年）」より整理 

注：消費量は全て「トン標準石炭」の単位に換算した。 

  一般に使われているエネルギーの「トン標準石炭」への換算率は以下のとおり。 

エネルギー種類 単位 換算率 

石炭 トン 0.7143 

LNG 万 m3 11～13.3 

石油 トン 1.7572 

電力 万 kWh 1.229 

 
 

� 中国政府の海洋経済及び海洋構造物製造業の発展を新興産業として育

成、近海海域は今後の LNG 資源エリア 

中国政府は、既に 2011 年に策定された「国家国民経済と社会発展の 5 カ年

発展計画綱要」において海洋経済に関する計画を明確に組み入れ、海洋経済及

び海洋構造物製造業の発展を新興産業として育成し、今後、政府からの指導を

強めることを示唆している。 

「国家国民経済と社会発展の 5 カ年発展計画綱要」は、中国第 12 次 5 カ年

計画期間における国民経済と社会発展の指針となるものであり、政府の指針に

従って、2012 年 9 月に「中国海洋経済発展第 12 次 5 カ年計画」が公布され、

中国政府の海洋経済への関心が高まっていることが見て取れる。 
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同計画では、海洋石油・ガスの探査を強化し、近海の石油・ガス資源の開発

を推進し、渤海、東海、珠江口、北部湾、鶯歌海、琼東南等海域の既存石油・

ガス田の採掘率を高め、専属経済区と大陸架の石油・ガスの探査・開発を強化

することが述べられ、また、技術の進歩に伴って大水深での探査・開発を加速

し、深遠海の石油・ガスの生産量を増加させることが記載されている。2015

年までに、新規の海上石油確認埋蔵量を 10 億～12 億トン、新規の海上 LNG 確

認埋蔵量を4,000億～5,000億m3に増加させ、海上石油・ガスの生産量を6,000

万石油換算トンにする計画となっている。 

上記3.2.3節のLNGの余剰確認埋蔵量の分布のように中国国内のLNGの確認

埋蔵量は、主にオルドスを中心とした中部地域、重慶地域を含んだ四川地域、

新疆地域を含んだ西部地域に集中しているが、海洋資源探査技術の進歩で、近

海の埋蔵量が徐々に確認されている。近海海域は今後の LNG 資源エリアになる

と見込まれる。 

政府の政策の指導下で、深海探査船や大水深向け掘削プラットホームが開

発・建造され、大水深域の石油・ガス資源の探査活動は着々と行われ、石油・

ガス資源の確認も行われている。例えば、2011 年 5 月に上海外高橋造船有限

公司より自主設計・建造され、2012 年 5 月に稼動した「海洋石油 981」半潜水

式掘削プラットホームでは、南海北部の大水深域において深海ガス田「陵水

17－2」号が発見された。確認埋蔵量は 1000 億 m3あるという大型ガス田であ

る。深海ガス田「陵水 17－2」号は、海南島から 150キロ離れ、南海琼東南盆

地深水区の陵水凹地にあり、平均作業水深 1,500m である。 

 

 

� 「海洋構造物科学研究プロジェクトガイド」では LNG 開発・貯蔵・積み

出し等装置の開発を求めており近海海域の LNG 開発が活発化 

「海洋構造物科学研究プロジェクトガイド」では既に①中国南海海域の自然

環境に対応した大水深向けの LNG 年間生産量 300万トン、タンク容量 30万 m3

の大型 LNG-FPSO の設計プログラムを開発すること、②中国国内外における深

海油ガス資源の開発需要に適した掘削支援・海上取付・物資供給・宿泊等の機

能を備えた半潜水式支援プラットホームの設計すること、③南海における大型

ガス田の開発需要に適したタンク容量 30万 m3、LNG 年間生産量 200～300万 t

の LNG-FPSO やタンク容量 20万 m3 以上、年間ガス化能力 200万 tの LNG-FSRU

を開発することを求めており、今後、ハード面での準備を進め LNG 開発に取り

組むといった政府の決意が見てとれる。 
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4 企業再編に関する動向 

4.1 造船業の再編に関する状況 

国際金融危機後の船舶市場の長期低迷、新造船発注量の減少、生産設備の過

剰等を背景として、中国政府が 2013 年に出した船舶工業構造調整加速・変革

促進実施案（2013～2015 年）に従って中国船舶工業では再編活動が行われて

いる。以下にその一部を説明する。 

 

� 有力造船所による経営破綻する恐れのある造船所の買収 

金融危機後、多くの中小型造船所は経営が悪化し、経営破綻する恐れのある

地方中堅造船所が増加した。一方、国営造船所等の有力造船所にとっては、低

コストで施設の拡張ができる絶好な機会であると捉えることができる。造船施

設を新規に建設する場合、自然環境と立地条件に制約が多く、投資期間が長く、

コストが高い等の課題があるため、新造船市場不況下での新規設備の増設は、

リスクが極めて高い。従って、今回の新造船市場不況下で、国営造船所、地方

中堅造船所等の有力造船所による経営破綻する恐れのある造船所の買収が多

く見られる。 

 

� 有力造船所による経営破綻する恐れのある造船所の施設賃貸 

 国営造船所、地方中堅造船所等の有力造船所は経営破綻する恐れのある造船

所を買収しようする場合、先方企業が膨大な債権を持ち、買収コストが高すぎ

ることがある。そのような場合には、先方企業と造船施設、敷地等の長期賃貸

契約を締結して、生産能力の拡充を図ることが行われる。他方、先方企業は、

買収は免れたものの、造船施設、敷地等の長期に亘る貸渡しにより造船能力が

失われることとなる。 

 

� 中小型造船所の生産中止 

金融危機後、多くの中小型造船所は、新造船を受注できなくなり、経営状況

が悪化した。新造船の受注がないため造船設備を稼働させず一時的に生産停止

するものや、造船設備やその敷地を利用してパイプ業や自動車教習事業等の異

なる事業をスタートさせているものがある。このような造船所は、経営が好調

な際にも造船施設の拡張等への投資活動が比較的少なく、金融危機後の市況悪

化においても債権がそれほど大きくないため、銀行に清算されることなく、法

律上は会社として存続している。 

その他、一部の民営造船所は、金融危機後の市況悪化にもかかわらず、以前

に立てていた計画のとおりに造船基地を新設したり、造船施設を拡大したりし

ていた。ところが、受注量が急減し、船主の代金支払い遅延もあり、資金繰り

が苦しくなり、一部の造船施設や鋼材等の資材を売却して買掛金や銀行債権を

返済した後、止むを得ず生産停止となった造船所がある。このような生産停止

している造船所は、現在、会社として法律上は会社として存続している。今後、

投資者を呼び込み資金調達の目途が立てば生産を再開することとなる。 
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� 造船所の倒産 

前述したように中国造船業は 2003 年から世界的な船舶工業の急速な発展に

より数年間持続的に成長してきた。新造船市場が活況を呈していた時期、中国

の多くの造船所では、造船基地の敷地を拡張したり、造船設備を増設したりし

ていた。2008 年 9 月に金融危機が起こっても、中国の造船所は不況について

の経験不足から、金融危機の影響を予測できず、造船設備の拡張等を行ってい

た。ところが、金融危機の影響で海運市場が持続的に低迷し、次第に新造船市

場へ広がり、受注量が急速に減少し始めると、銀行は造船業への投資について

警戒し、造船所への貸し付けを厳しく管理するようになり、返済日に貸し付け

金を回収した後は、次の貸し付けを行わないようにする動きが広まった。また、

銀行は、以前は発行していた造船所に対する保証書も発行しなくなった。銀行

からの保証書がないと、船主は入金しないため、造船所は経営が成り立たなく

なる。このように、①盲目的な設備等の拡張、②受注量の急減、③貸し付けの

停止、④銀行からの保証書の発行停止が原因で、一部の造船所は資金難に陥り、

膨大な債権が返済できなくなり、破産に至る。 

 

� 造船施設を活用可能な業界への進出・再編 

金融危機後、中国政府は、2011 年に「中国漁業発展第 12 次 5 カ年計画」を

発表し、2012 年 2 月に「海洋構造物製造業中長期発展計画」を発表し、漁船

の近代化及び海洋構造物製造業を国家レベルの戦略的新興産業に引き上げる

ことを通じて、中国造船業の更なる発展を図ろうとしている。政府の先導もあ

り、一部の造船所は、造船施設を活用して漁船建造業又は海洋構造物製造業に

新規参入したり、又は、従来から取得していたものの使用することのなかった

漁船建造の許可を活用し漁船を建造したり、又は海洋構造物建造業務を拡大し

たりしてながら経営状況の改善を図る努力を続けている。その他に、従来の船

舶修繕業者や港湾機械製造業者が造船所を買収して海洋構造物製造事業に乗

り出す動きも見られる。 

  

� 造船所の舶用企業の買収 

 有力造船所は、外注比率を下げるため、ハッチカバー、ブロック等の鉄鋼構

造物企業を買収し、新造船コストを低減し、競争力を向上させ不況を乗越えよ

うとしている。 

 

� 造船所の異業種への新規参入 

 世界金融危機後、新造船市場の低迷で造船所の業績が悪化したため、一部の

造船所は、遠洋漁業や海運業、輸出入業、洋上風力発電ユニット製造業等の異

なる業種に新規参入し生き残りを図っている。 

 

� 異業種企業による造船所の買収 

 新造船の市況が悪い時期には、異業種による造船所の買収はあまり行われな

いが、一部の異業種企業はその資金力を利用して、業務分野の更なる拡大のた

め、造船所を買収した。 
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4.2 中小造船所の異業種への転換に関する状況 

4.2.1 造船業と海洋構造物製造業の再編 

中国造船業の設備稼働率は低い。過剰設備問題の解消が産業構造調整のため

の喫緊の課題として位置づけられ、中国政府は 2011 年 12 月に中国工業全体を

対象に「工業のモデルチェンジとグレードアップ計画（2011—2015 年）」を公

布し、そして、2013 年 7 月に中国船舶工業を対象に「船舶工業構造調整加速・

変革促進実施方案（2013 年-2015 年）」を公布した。この 2つの政策はいずれ

も中国最高国家機関「国務院」より発表され、造船業に産業構造の調整、過剰

設備問題の解消を行うべきことを求め、既存造船所の海洋構造物分野への移転

を支援することを明確にした。 

 

海洋構造物製造業の技術レベルは高いため、市場へ参入できる企業は限られ

ており、例としては、「「上海船廠」の海洋構造物業務拡大」や「「招商局工業」

による「江蘇海新重工」の買収」のような大手造船所の海洋構造物業務拡大の

少数派となっている。中小造船所から海洋構造物分野への移転は少なく、更に

小型造船所から海洋構造物分野への移転はほとんど見られなかった。 

福建馬尾造船股份有限公司と福建東南造船廠（福建省船舶工業集団より所轄）、

浙江造船有限公司（元浙江省船舶工業集団より所轄）のような中手造船所はオ

フショア支援船の建造に移転するといった動きもみられる。 

 

 

事例 1：「福建東南造船」の海洋構造物業務拡大 

� 会社名：福建東南造船有限公司（以下、「福建東南造船」という。） 

� 所在地：福州市馬尾経済技術開発区建設路 7号 

� 創立日：1956 年(1991 年再会社登録) 

� 登録資本金：2億元 

� 敷地面積：21万平方メートル 

� 造船施設： 

斜めスリップウェイ 2万 DWT ×1基 

室内スリップウェイ×2基（総面積 3960m2） 

室外スリップウェイ×5基（総面積 14,000m2） 

     クレーン：300t×1基 

� 艤装岸壁：固定艤装バース×1基 

浮き艤装バース×3基 

船体加工工場：1.1 万平方メートル 

ブロック加工工場：6,000 平方メートル 

溶接プラットホーム：8,000 平方メートル 

鋼材予備処理生産ライン：1本 

年間生産能力：20万 DWT 

「福建東南造船」は元「福建省漁輪修造廠」として創立され、福建省船舶工業集団公司
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傘下の基幹造船所であり、漁船と小型貨物船を主としたが、近年、オフショア支援船を中

心に海洋構造物の業務を拡大した。 

 「福建東南造船」は 2003 年からオフショア多目的作業船の建造を行ってきており、金

融危機後はプラットホームサプライ船、海底メンテナンス船、サプライ曳船等全長 59 メ

ートルのオフショア支援船の開発を行ってきており、2013 年には、プラットホームサプ

ライ船 10隻、多目的作業船 15隻、多目的曳船 1隻、多目的サプライ船 3隻、プラットホ

ーム警備船 4隻の建造実績を作り上げた。 

 
 

4.2.2 造船業と漁船建造業の再編 

中国においては造船業は「工業信息化部」の所管であるが、漁船建造業は農

業部の所管となっている。従って、商船造船所及び漁船造船所の建造資格はそ

れぞれの管轄機関から取得することとなっている。商船造船所が漁船建造分野

に参入する場合、農業部から漁船建造資格を取得しなければならない。漁船造

船所が商船造船所分野に参入する場合、「工業信息化部」により規定される関

連基準満たして建造資格を取得しなければならない。 

 

金融危機後、海運業の不振で世界造船業が低迷し、中国造船業も大きく影響

を受け。2011 年に「中国漁業発展第 12 次 5 カ年計画」が農業部より発表され、

漁船の近代化を通じて、中国造船業の振興を図ることも示唆された。 

 

中国では大型漁船建造資格を持つ造船所が極めて少なく（中国漁船建造所は

約 900 社ほどあるが、全長 60m 以上の漁船を建造できるものは 1割未満で、う

ち全長 90m 以下を建造できる企業はわずか 10 社のみである。特種漁船、特に

高性能漁船は輸入のみとなっている。一方、商船造船所では規模が大きく、設

計・開発レベルも高いので、商船造船所から漁船建造業への参入による漁船建

造レベルの向上が期待されている。 

 

� 漁船建造分野の拡大による業務構造の再編 

造船業が好況であった場合、既に漁船建造資格を取得した商船造船所であっ

てもバラ積み貨物船、コンテナ船、タンカー等の商船ばかりを建造していたが、

造船業が不況に入り、従来の商船新造船受注量が少なくなった場合には、造船

施設の稼働率が低下するため、一般的には漁船建造業務の拡大を通じて造船施

設稼働率の向上を図るという流れとなる。また、漁船建造に対する政府の支援

も充実してきたため、漁船建造資格を持つ商船造船所の漁船建造分野への進出

が進んできている。 

 

例えば、浙江省の沿海地域は漁業の発達地域であり、漁船需要が大きい。特

に浙江省政府は 2010 年に入って「第 12 次 5 カ年漁業発展計画」を発表し、「第

12 次 5 カ年計画」期間において、新規建造漁船による老朽漁船の更新（500

隻）及び遠洋漁船の新規建造（100隻）を支援すると明確にした。商船新造船
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市場の持続的低迷及び政府の漁業支援政策の打ち出しが、既に漁船建造資格を

取得していた商船造船所を漁船建造業務への拡大へと踏み切らせた。 

 

浙江省の「寧波博大船業」では 2006 年 10 月に「全長 60m 以下の鋼製漁船の

建造」資格を取得したが、2010 年までには主にコンテナ船、バラ積み貨物船、

タンカー、多目的船等商用船を建造していたが、金融危機後の商船新造船市場

の持続低迷で商船新造船受注がなくなってしまったが、「寧波博大船業」は寧

波舟山の漁業が盛んであるという特色や、遠洋漁業を発展しようという中央政

府及び地方政府の政策動向を見極めて、遠洋イか釣り船の開発・建造を今後の

発展目標と定め、新型遠洋漁船の自主開発・建造に力を入れた。現在では、遠

洋漁船の専門建造造船所となり、漁船建造業への進出により造船施設の継続的

稼動を確保している。 

 

事例 2：「寧波博大船業」の漁船建造業務拡大 

� 会社名：「寧波博大船業有限公司」（以下、「寧波博大船業」という。） 

� 所在地：寧波市象山県鶴浦鎮浦港西路(船舶基地) 

� 創立日：2004 年 2月 

� 登録資本金：5,000 万元 

� 敷地面積：30万平方メートル 

� 海岸線：450m 

� スリップウエイ：5万 DWT×2基、3万 DWT×2基、2万 DWT×3基 

� 作業工場：20,000 平米 

� 塗装作業場：8,500 平米 

� 艤装岸壁：5万トン級×1基 

� 年間生産能力：32万 DWT 

 

� 漁船建造資格 

2006 年 10月に「全長 60m 以下の鋼製漁船の建造」資格を取得。 

 

「寧波博大船業」は 2004 年に設立され、主にコンテナ船、バラ積み貨物船、タンカー、

多目的船等商用船を建造する民営造船所である。2007 年に現所在地の鶴浦船舶工業基地

の土地を取得し、2009 年上期に竣工し生産開始。そして、生産能力を拡大するため、経

営が窮地に陥っていた「浙江宏德船業有限公司」から土地を長期賃貸し、造船施設を増設

した。 

 

ところが、金融危機後の海運市場が回復せず、新造船市場が一層低迷し、中国船舶工業

が深刻な設備過剰の状況になると、「寧波博大船業」は寧波舟山が漁業が盛んであったこ

と、また、遠洋漁業を発展させようという中央政府及び地方政府の政策動向を見極め、遠

洋イか釣り船の開発・建造を今後の発展目標と定め、2011 年 1月、技術部、品質検査部、

造船部から主要技術者をピックアップして遠洋イか釣り船の開発グループを組織し、舟山

や寧波等各地の遠洋漁業者を訪問して、各種の遠洋漁船の研究を進めた。そして、浙江欣

海船舶設計研究院と提携して共同で遠洋イか釣りに適したイカ捕獲船を開発し、2011 年 8

月に遠洋イカ釣り船の「欧亜 7」、「欧亜 8」を建造した。 
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遠洋イカ釣り船を開発した後、「寧波博大船業」は引続き遠洋サンマ捕獲船の開発に力

を入れ、2013 年 8月 75.71m遠洋サンマ捕獲船の「寧波博大船業」としての第 1番船を竣

工させた。 

 

「寧波博大船業」は現在、遠洋漁船の専門建造造船所となり、漁船建造業の拡大による

造船施設の継続稼動が可能となり、金融危機後の新造船市場の不況を乗越えるよう努力し

ている。 

 

 

事例 3：「浙江東紅船業」の漁船建造業務拡大 

� 会社名：「浙江東紅船業有限公司」（以下、「浙江東紅船業」という。） 

� 所在地：寧波市象山県鶴浦船舶工業区 

� 創立日：2004 年 7月 

� 登録資本金：1.1 億元 

� 敷地面積：40万平方メートル 

� 海岸線：600m 

� 造船施設：スリップウエイ：8万 DWT 以下×12 基 

     ドック：5万 DWT×1基 

� 作業工場：50,000 平方メートル（鋼板予備処理、ブロック塗装、ハッチカバー等加

工工場） 

� 艤装岸壁：5万トン級×2基 

� 年間生産能力：40万 DWT 

 

� 漁船建造資格 

2006 年 10月、「鋼製漁船の建造」資格を取得。 

 

「浙江東紅船業」は 2004 年 7月に設立され、主に多目的船、バラ積み貨物船、プロダ

クトオイルタンカー、ケミカル船、フェリーとカッターサクション浚渫船等を建造する民

営造船所である。しかしながら、2010 年に入って、金融危機の影響で海運業が持続的に

低迷したため、新造船市場が不況に陥ってしまったため、「浙江東紅船業」は造船施設稼

働率を維持するため、漁船建造業務の拡大を図り、遠洋イカ釣り船、巻き網漁船及び冷凍

輸送船等遠洋漁船を開発・建造することとした。 

 

寧波の舟山は「中国イカ釣り漁業が最も盛んな市」とも呼ばれる中国最大のイカの水揚

げ高を誇る地域であり、「浙江東紅船業」はこのような土地柄を認識し直し、新型遠洋イ

カ釣り船の開発に力を入れ、結果、2011 年初めに新型遠洋イカ釣り船 10隻を受注し、造

船施設の稼働率を大幅にアップさせた。「浙江東紅船業」は更に競争力を高めるため、遠

洋漁業者の需要を調べた上で、遠洋イカ釣り船の改善に力を入れ、例えば、野菜に重きを

置く中国人船員の食生活習慣に対応し、船上での「海上野菜園」を開発した。「海上野菜

園」が搭載される新型遠洋イカ釣り船は遠洋業者に大変喜ばれた。 

 

「浙江東紅船業」は更に遠洋巻き網漁船を開発し、2013 年 10月に 6隻の遠洋巻き網漁

船の建造がスタート。これらの遠洋巻き網漁船にも「海上野菜園」が搭載される予定。 
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「浙江東紅船業」は地方の特徴及び政府の政策動向を敏感に捉え、遠洋漁船建造業務の

拡大を図ることにより造船施設稼働率を維持できたものと見られる。 

 

� 商船造船所の漁船建造業への新規参入による再編 

中国においては現在、漁船の「工場認可証書」を取得している造船所が 902

社ほどあるが、大型漁船の建造所が極めて少ない。2011 年に農業部より発表

された「中国漁業発展第 12 次 5 カ年計画」で明確化された遠洋漁業を全力的

に発展させるという政府の支援政策は造船能力・設計技術力・建造レベルの高

い商船造船所に大きなチャンスをもたらした。 

 

例えば、「蓬莱中柏京魯船業有限公司」（以下、「京魯船業」という。）は 2006

年に漁業従事者のための「蓬莱京魯漁業有限公司」を漁船建造のため設立した

が、その後、世界造船業が好景気の際には、本業の漁船でなく貨物船・ケミカ

ル船・オイルタンカーの商船の新造船を行っていた（そのため、漁船の建造許

可は取得していなかった。）。ところが、金融危機が起こった後、商船新造船の

受注が取れなくなってしまい、「京魯船業」は遠洋漁船市場の国内政策の動き

を捉え、直ちに漁船建造資格を取得して、更には農業部と提携して「新型遠洋

漁船建造と技術モデル基地」を構築し、バラ積み船等の一般商船建造から遠洋

漁船へと主力船型を変更した。 

 

事例 4：「京魯船業」の漁船建造業への新規参入 

� 会社名：「蓬莱中柏京魯船業有限公司」（以下、「京魯船業」という。） 

� 所在地：山東省蓬莱市西城臨港工業区迎賓路 1号 

� 創立日：2006 年 4月 

� 登録資本金：15.96 億元 

� 敷地面積：84万平方メートル 

� 造船施設：ドック：1基（369m×102m）、スリップウエイ：1基（275m×69m） 

� 艤装岸壁：2,500m  

� 門型クレーン：500t×1、150 t×2 

� 鋼材加工工場：2基（17,000 平方メートル） 

� 塗装作業場：2セット 

� ブロック建造工場：1基（32,400 平方メートル） 

� 艤装岸壁：1基（16,000 平方メートル） 

� 年間建造能力：100 万 DWT 

 

� 漁船建造資格 

2012 年 6月、漁船建造のⅠ級「漁業船舶建造修理工場認可証書」、乙級「中華人民共和

国漁業船舶設計業者資格証書」を取得。 

 

「京魯船業」は 2006 年 4月に「蓬莱京魯漁業有限公司」より設立されたが、その後、

両企業は「山東匯洋集団」のグループ企業となった。「京魯船業」は従来貨物船・ケミカ

ル船・オイルタンカーの新造船を中心に行ってきたが、世界金融危機が起こった後、商船

新造船の受注量が少なくなってきた。親会社の「山東匯洋集団」は水産物加工、遠洋捕獲、
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海水養殖等水産物関連業務に従事しているため、漁船近代化発展支援の政府政策を捉え、

傘下の造船所「京魯船業」を漁船建造分野に参入させることにした。「京魯船業」は漁船

建造資格を申請しながら、新型漁船の開発に力を入れ、中国初の国際的に競争力を持つ新

型サンマ兼イカ釣り漁船を開発した。 

 

海運市場及び造船市場が依然として低迷している 2013 年において、「京魯船業」は著し

い実績を作り上げた。2013 年、「京魯船業」の竣工量は 14隻で、うち漁船 10隻（自主開

発された新型 77mサンマ/イカ釣り漁船 8隻、69m イカ釣り漁船 2隻）、7.52 万 DWT バラ積

み貨物船 4 隻である。2013 年末まで、「京魯船業」の手持受注量は 60隻で、うち漁船製

品は 30隻余りとなっている。 

 

 

事例 5：「南通長青沙船舶」の漁船建造業への新規参入 

� 会社名：「南通長青沙船舶工程有限公司」（以下、「南通長青沙船舶」という。） 

� 所在地：江蘇省南通市如皋長江鎮知青村 12組 6 号 

� 創立日：2000 年 

� 登録資本金：6,000 万元 

� 敷地面積：60万平方メートル 

� 造船施設：スリップウエイ：50m×180m（クレーン 40t×1、20t×1） 

     38m×180m（クレーン 50t×1）、42 m×200m（クレーン 100t×1） 

�      60m×250m（クレーン 200t×1、50t×1） 

� 年間予備処理量：鋼板 10 万 t 

� 作業工場：14,000 平方メートル 

� 塗装作業場：7,000 平方メートル（1スプレー2塗装方式）、PSPC基準に合致 

� 艤装岸壁：500m×15m（クレーン 40t×2） 

� 岸線:1,600m 

� 年間建造能力：40万 DWT。6万 DWT 以下の船舶。 

 

� 漁船建造資格 

2011 年、全長 45m 以下の鋼製漁船の建造を取得。 

 

「南通長青沙船舶」は 2000 年設立され、2005 年新規造船基地を建設し始め、生産規模

を拡大した。「南通長青沙船舶」は主に大中型多目的船、バラ積み貨物船、ケミカル船及

びパイプ敷設船を建造する造船所であるが、2011 年、鋼製漁船の建造資格を取得して、

鋼製漁船の建造分野に参入し始め、2012 年 2月、「江蘇省標準化海洋捕獲漁船建造企業リ

スト」に入選し、2012 年 8月、自主設計・開発した標準化漁船の第 1番船を建造した。

 

「南通長青沙船舶」は金融危機後、商船新造船が先細る中で、漁船建造業に乗出した。
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4.2.3 造船業と修繕船の再編 

 新造船市場が深刻な状況に陥る中で、一部の中手造船所は、修繕船分野に乗

出している。 

 

事例 6：「福建紫順船業」の修繕船業務拡大 

� 会社名：「福建紫順船業有限公司」（以下、「福建紫順船業」という。） 

� 所在地：漳州市龍海市紫泥鎮紫泥村 

� 創立日：2005 年 6月 

� 登録資本金：3,628 万元 

� 敷地面積：3.27 万平方メートル 

� スリップウエイ：6基、3 

� ドック：1.7 万 DWT×1基、7,000DWT×1基 

� 年間生産能力：60万 DWT 

 

� 建造資格： 

中国船級協会（CCS）の建造資格 

漁船建造資格、遠洋漁船建造資格 

外国籍船の修繕資格 

 

「福建紫順船業」は 2008 年に中国の船級協会（CCS）から入級船の建造資格を取得して

いたが。新造船受注量が低下している中で、修繕業に参入し、2011 年と 2012 年に入って、

年間修繕量は約 80隻に達し、中国での有数な修繕実績の高い造船所となった。 

 

「福建紫順船業」は修繕業の他、漁船建造業にも参入し、遠洋漁船と巻き網漁船の建造

分野でも実力をつけ、2013 年度福建省漁船建造企業ベスト 10に入賞した。 

 

 
 

4.2.4 造船業と舶用工業の再編 

 新造船市場が好況な場合、大手造船所は船体ブロック、艤装品、ハッチカバ

ー等の製品を外部企業に外注するが、新造船市場が低迷した場合、安いコスト

で船体ブロック、艤装品、ハッチカバー等の製品を製造する企業の買収を通じ

て、新造船コストの削減を図る。例えば、「江蘇中舟海洋工程」は、船体ブロ

ック、ハッチカバー等の舶用生産メーカーであり、年間鉄鋼構造物生産能力

12 万 t、現在、月間生産量は船体ブロック 6,000t、ハッチカバー3,000tを生

産していたが。「揚子江船業」はグループ収益力を高めるため、この「江蘇中

舟海洋工程」を買収し、「揚子江船業」の 100％子会社とした。 
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 事例 7：「揚子江船業」による「江蘇中舟海洋工程」の買収 

� 会社名：揚子江船業控股有限公司（以下、「揚子江船業」という。） 

� 買収先：江蘇中舟海洋工程有限公司(以下、「江蘇中舟海洋工程」という。) 

� 買収日：2010 年 12月 

 

� 「江蘇中舟海洋工程」の概況 

� 創立日：2007 年 12月 

� 登録資本金：2.4 億元、投資総額：6.8 億元 

� 所在地：江蘇省江陰経済開発区靖江工業園区 

� 敷地面積：43.3 万平方メートル 

� 揚子江岸線：500m 

� 造船施設：3万 DWT ×1基 

� クレーン：300t×1基 

� 岸壁式バース：400m（5万トン級） 

� 生産工場：12万平方メートル 

� 年間生産能力：船体ブロック 9万トン、ハッチカバー3万トン 

 

「江蘇中舟海洋工程」はシンガポール「JINYANG INVESTMENTS PTE. LTD.」の 100％子

会社であり、主にハッチカバー、ブロックを製造する大型鉄鋼構造物メーカーで、年間生

産能力 12万 t、現在、月間生産量は船体ブロック 6,000t、ハッチカバー3,000t であった。

「江蘇中舟海洋工程」の敷地と岸線は「江蘇新揚子造船」に隣接している。 

 

「揚子江船業」は傘下の造船所（「江蘇揚子江船廠」と「江蘇新揚子造船」）の生産期間

を短縮してコストを下げグループ収益力を高めるため、4.2 億元で「江蘇新揚子造船」に

隣接の「江蘇中舟海洋工程」を買収した。 

 

 

 事例 8：「揚子江船業」による「江蘇潤舟重工」の買収 

� 会社名：揚子江船業控股有限公司（以下、「揚子江船業」という。） 

� 買収実施子会社：江蘇新揚子造船有限公司（以下、「新揚子造船」という。） 

� 創立日：2005 年 5月 

� 所在地：江蘇省江陰経済開発区靖江工業園区 

� 敷地面積：106 万平方メートル 

� 揚子江岸線：1,400m 

� 年間建造能力：150 万 DWT 

� 造船施設：ドライドック 10万 DWT×2基 

（クレーン 300t×1基、400t×1基、600t×2基） 

     ドック 30 万 DWT（440m×96m×10.9m）（クレーン 900t×1基） 

� 艤装岸壁：960m 

 

� 買収先：江蘇潤舟重工有限公司(以下、「江蘇潤舟重工」という。) 

� 所在地：江蘇省江陰経済開発区靖江工業園区 

� 買収日：2011 年 6月、2014 年 2月 
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「江蘇潤舟重工」は、江陰経済開発区靖江工業園区に所在しており、主に鉄鋼構造物及

び鋼材予備処理業務を行っている鉄鋼構造物メーカーである。その他、「江蘇潤舟重工」

は液化ガスの供給・販売を行っている「江蘇新揚子気体有限公司」の 51％の株を持って

いる。「江蘇新揚子気体有限公司」は同靖江工業園区に所在しており、主に酸素ガス（液

体酸素）、窒素ガス（液体窒素）、天然ガス二酸化炭素、プロパン、天然ガス、二酸化炭素、

酸素ガス、窒素ガス生産事業等を行っている。 

 

「揚子江船業」は、2011 年 6月に 100％子会社「江蘇新揚子造船」を通じて 654 万米ド

ルで「江蘇潤舟重工」の 54.47％の株を買い取り、その後、2014 年 2月に「江蘇新揚子造

船」が 546 万米ドルで「江蘇潤舟重工」の残りの 45.53%の株を買い取り、「江蘇潤舟重工」

は「揚子江船業」の 100％子会社となった。 

 

「揚子江船業」は、1956 に「江陰船廠」として創立され、1993 年に「江蘇揚子江船廠」

と改称され、1999 年 7 月に資本再編で資本形態が「国営企業」から社員持ち株の「株式

会社」に変更され、「江蘇揚子江船廠有限公司」と改称された。2005 年 5月に靖江工業区

において子会社「江蘇新揚子江造船有限公司」を設立し、2005 年、シンガポール会社法

に基づいて「揚子江船廠控股私人有限公司」として設立され、2007 年 3月、「揚子江船業

（控股）有限公司」に改称され、2007 年に 4 月、シンガポール証券取引所で上場し、中

国造船業初の海外証券取引市場の上場企業となり、近年、「長博造船所」、「鑫福造船所」

及び「江蘇中舟海洋工程」等造船所の買収を通じて、中国造船業最大級の民営造船所まで

成長した。2011 年と 2012 年の新造船建造実績はそれぞれ 71 隻/363.14 万 DWT と 52 隻

/220.91 万 DWT となり、それぞれ中国造船所第 4 位と第 5 位となった。2013 年、「揚子江

船業」の新造船竣工量は 34隻である。 

 

大型造船グループの「揚子江船業」は、多くの鉄鋼構造物及び鋼材予備処理業務を請け

負い業者に委託しており、同靖江工業園区に所在している「江蘇潤舟重工」の買収を通じ

て、船舶建造過程における鉄鋼構造物及び鋼材予備処理の請負業者への依頼を減少し、船

舶建造コストを削減することができた。また、「江蘇潤舟重工」の買収を通じて「江蘇新

揚子気体有限公司」の大株主となり、船舶建造過程におけるガス使用料も低く抑えること

ができるようになった。 

 

「揚子江船業」は、金融危機後、「長博造船所」、「鑫福造船所」、「江蘇中舟海洋工程」

及び「江蘇潤舟重工」等の小型造船所及び鉄鋼構造物建造所の買収を通じて、新造船コス

トを低減し、競争力を増加させている。 
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5 我が国造船業及び舶用工業への影響 

 

� 2014 年末時点での中国造船業の総売上高は第 12 次 5カ年計画の計画通り

とはいえず、やや足踏みをしているが、造船所のトップ 10 の建造割合は

徐々に増加し集約化が進みつつあり、舶用工業の総売上高は同じく計画通

りではないものの、国産化率は表面上はほぼ達成 

 第 12 次 5 カ年計画（2011-2015 年）で立てた目標値に対して、中国造船業

の発展状況を要約すると、①造船業の総売上高は 2015 年で 12,000 億元を目指

しているが、2014 年で 7,537 億元であり、残り 1 年間で約 1.6 倍の総売り上

げをあげなければならない状況となっている（1.1.2、図 1-1 参照）、②造船所

トップ 10 の建造量については、2015 年で中国全土の 70％を建造することを目

指しているが、2014 年で 50.6％（1,975.9 万 DWT/3,905.0DWT）となっている

（1.1.2、表 1-1 参照）、③舶用工業の総売上高は 2015 年で 3,000 億元を目指

しているが、2014 年で 1,028.4 億元であり、残り 1 年間で約 3.0 倍の総売り

上げをあげなければならない状況となっている（1.1.2、図 1-1 参照）、④舶用

機器の国産化率は 2015 年で 80％を目指しており、2014 年でばら積み貨物船

80％、オイルタンカー70％を達成している（外国との合弁企業による生産等を

含む）（1.1.2、表 1-2 参照）。 

 中国造船業については、集約化が徐々に進んでいることが数値からも読み取

れ、造船大国から造船強国への道を少しづづではあるが着実に進んでいる姿を

見て取れる。また、強国となるための技術的な面も政府主導の下、ハイテクガ

イドに沿って計画的に充実させてきている。今後も我が国造船業にとって手ご

わい相手であることには変化はない。 

 中国舶用製品の国産化については、外国との合弁会社による生産及びライセ

ンス生産等によるものも数字に含めるため表面上の数字は目標値に近い。ただ、

今後も先にも述べたハイテクガイド等により、技術力を磨くことを中国政府が

指導しており、徐々にではあるが自国の設計による製品による真の国産化率を

上昇させる努力を継続するものと思われる。 

 

 

� 中国海洋構造物用機器のほとんどが海外ブランド品を導入しているため

我が国の機器に商機有り 

近年の中国政府の海洋構造物製造業における振興策は、中国海洋構造物製造

業の開発力・建造力の向上をもたらし、海洋構造物の国際市場シェアを押し上

げた。ところが、中国海洋構造物製造業での自主設計力が非常に弱く、中国海

洋構造物用機械の国産化率も極めて低い。 

 我が国の舶用工業が、海洋構造物市場で実績を積み、また、海洋構造物搭載

機器としてのブランド力を高めることにより、中国海洋構造物市場へ参入でき

る可能性が高まると考えられる。 

 

 

－ 65 －



 

66 

 

� 中国 LNG 消費量の倍増及び近海の LNG 開発の拡大は、大型、小型を問わず

中国国内の LNG輸送船の需要を喚起 

我が国は世界一の LNG輸入大国であり、わが国の造船業では既に 1981 年か

ら LNG輸送船の建造分野に進出し、30数年の開発・建造経験を持ち、LNG輸送

船の建造力が高い。 

中国政府の「エネルギー発展戦略行動計画（2014～2020 年）」では、2020

年までに、LNG の消費率を 2013 年の 5.8%から 10%程度に倍増させる計画を有

している。 

中国政府の海洋経済及び海洋構造物製造業の発展を新興産業として育成す

る支援政策の下で、中国近海海域は今後の LNG 資源エリアとなり、比較的中小

規模の LNG船需要が増加するものと考えられる。 

一方、中国造船業では、現在、LNG輸送船の建造実績をもっているのは「滬

東造船」だけであり、「大連船舶重工」も LNG 輸送船の建造力を有してはいる

が未だ建造実績がない。「滬東造船」だけでは 2020 年まで LNG輸送船 50隻程

度の需要があると予想されているなかで我が国造船業が受注を獲得する可能

性は高いものと考えられる。同時にこれらに搭載される舶用機器についても需

要を期待できる。 

 

 

� 中国内陸河川の発達状況及び LNG 消費量の増大は、内陸河川を航行する

LNG 船への需要に繫がる可能性があり、これに伴う LNG 船に必要な舶用機

器への需要増の可能性 

中国は内陸河川の発達した国であり、内陸河川を利用した輸送業は盛んにお

こなわれている。LNG 消費の普及は内陸地にも広げられることが想定され、海

港から内陸港へのLNG輸送船による輸送の増加とともに小型LNG輸送船の需要

増が期待でき、これに搭載する舶用機器について、我が国舶用製品の輸出増に

つながる可能性を持っている。3.1.1節で述べたように、中国の船舶設計業者

及び造船所は、小型 LNG船の将来性を見て小型 LNG船の設計・建造に取り掛か

っているところである。 

 

 

� 中国造船業は更なる合併等により産業集積度が向上、中小手は内陸河川航

行船や漁船に特化の可能性 

本報告書第 4章で報告したが、現在も様々な形で中国造船業は構造改革が進

んでいる。この構造改革は大まかにとらえると、上位の 10 社に資源を集中し

規模及び製品の多様化を導いて国際競争を生き残るという考えである。中小型

造船は内陸河川航行船や漁船のような国内需要により生き残りを図るという

考えである。 

今後の世界造船市場では、大規模造船所どおしの熾烈な争いが行われること

が容易に想像できる。我が国舶用工業は、我が国海運会社というベースロード

を持ちつつも、中国市場においては、現在、内陸河川航行船等の分野で、政府

主導による老朽船の早期代替促進や内航船の標準化による新造船需要の創出

及び喚起が行われていることから、これらの分野での中国の動きにも注目して

頂きたい。 
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