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はじめに 

 

中国経済全体の発展に伴い、紙・板紙の消費・生産も伸び、現在、中国は世界の中で米国に

次ぐ第 2 位の紙・板紙の生産・消費大国である。消費は 1990 年の 1,463 万トンから 2003 年には

4,806 万トンへ、2010 年には 6,500 万トンから 7,000 万トンになると予測されている。 

従来の中国の製紙原料の特徴は、非木材パルプの比率が高いことである。このことは環境、特

に排水汚染や、生産効率の面で問題点が指摘されている。将来の消費増大が予測される中、紙

パルプ産業は国家奨励産業として位置づけられ、量の拡大と共に大規模化を目指し、林紙一体

化政策が推進されている。これは内外の資本を利用し紙パルプ産業の拡大と近代化を目指し、

また木材パルプの原料確保のため、植林、特に早成多収穫林の造成を進めるというものである。 

このように急変しつつある中国の紙パルプ産業は、日本の紙パルプ産業にも大きな影響を与

えるため、その実態や将来の方向性について調査することは重要なことと思われる。しかし、広大

な中国の紙パルプ産業を調査することは容易なことではないため、林紙一体化政策の中でも

重要地区とされている東南沿海地区を中心に調査をすることとした。本年度は当調査の初年度と

いうこともあり、紙パルプ産業の全体像を概観するとともに、東南沿海地区のうち広西壮族自治区

（「桂」と略称する場合は多い。以下、広西省と称する）の現地調査を実施した。なお調査実施者

としての感想は、中国は国全体の概観的な統計データは存在するが地方の個別・詳細データは

入手が難しいとの印象を持った。 

本調査に際しては中国の森林・木材情報に詳しい財団法人日本木材総合情報センター  

調査課長 趙 川氏に協力をお願いした。 
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１．調査内容概要 

 

１－１ 調査の目的と方法 

急激な発展を見せている中国の紙パルプ産業では、その原料構造、環境汚染、企業規模が

小さいことなど多くの問題点を抱えている。これらの問題点を解決するため、林紙一体化政策が

推進され、紙パルプ産業の原料を植林、特に早成多収穫林の造成により賄おうとしている。その

実態や将来の方向性について調査することは、日本の紙パルプ産業にとっても重要なことである

が、広大な中国の紙パルプ産業を調査することは容易なことではないため、林紙一体化政策の

中でも 重要地区とされている東南沿海地区を中心に調査をすることとした。本年度は本調査の

初年度ということもあり、紙パルプ産業の全体像を概観するために文献調査を行うとともに、東南

沿海地区のうち広西省にて聞き取り調査や紙パルプ工場・植林地の現地調査を実施した。 

 

１－２ 調査団員と現地調査日程 

調査団員は以下のとおり。 

   （社）海外産業植林センター      田野岡 章 

   （財）日本木材総合情報センター   趙    川 

   日本製紙連合会             本上 大輔 

現地調査日程は以下のとおり（表 1-1）。 

 

表 1-1 調査日程表 

月 日 曜 活動内容 

１１ 日 東京―南寧 

１２ 月 広西林業科学研究院および広西林業勘察設計院を訪問 

１３ 火 広西高峰林場および広西大学製紙科学研究所を訪問 

１４ 水 欽州ＡＰＰ植林事務所訪問、植林地視察 

１５ 木 賀州に移動 

１６ 金 賀州林業局、賀州製紙、梧州三威林産工業を訪問、 

１７ 土 容県林業局長と面談 

１８ 日 休日 

１９ 月 柳州に移動 

２０ 火 柳江製紙を訪問、南寧に移動 

２１ 水 広西高峰林漿グループおよび広西省林業局長を訪問 

２２ 木 楠木林場および東門林場を訪問、上海に移動 

２３ 金 藤博木業コンサルタントと面談 

７ 

２４ 土 上海―東京 
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１－３ 面談者リスト 

広西林業科学研究院： 副院長 項 東云、 副院長 王 以紅 

広西林業勘測設計院： 書記長 秦 崇彪 

広西高峰林場： 党委書記兼場長 余 浩光 

広西大学製紙科学研究所： 教授 王 双飛、 副所長・博士 宋 海農 

APP 中国林務事業部広西事業区： 経理 羅 新興 

広西金欽州豊産林有限公司・広西金桂林業有限公司： 翁 松元 

賀州市林業局： 局長 黎 瑞強、 副局長 林 云 

広西賀達紙業有限責任公司（賀州製紙廠）： 総エンジニア 劉 善桂 

広西三威林産工業（グループ）有限公司： 副書記 李 一鳴 

容県林業局： 局長 張 武栄 

広西柳江製紙廠： 総エンジニア 潘 立仁 

広西高峰林漿紙業グループ有限責任公司： 書記兼監事会主席 李 超文、 

営林部経理 彭 錦釗 

広西省林業局副局長： 金 大剛 

扶綏県： 副主席 玉 植保、招商局副局長 黄 保瑜、東門鎮政府 黄 灿昇 

東門林場： 書記 韋 超平 

藤博木業コンサルタント（上海）有限公司： 主管 姜 阿平 

 

 

１－４ 概要 

現在、中国は世界の中で米国に次ぐ第 2 位の紙・板紙の生産・消費大国である。2003 年の消

費量は 4,806 万トンであり、生産量は 4,300 万トンである。消費用途別では包装・加工用が 57.2%

を占め、印刷・情報用が 31.4%を占める。原料構成は古紙が 49.1%、非木材パルプが 29.9%、木材

パルプが 21.0%となっている。非木材パルプのうち、約７割はわらパルプである。2002 年の生産を

地区別にみると、黄淮海地区（山東、河南、河北、山西）が 37%、長江中下流地区（湖南、湖北、

江西、安徽、江蘇、浙江）が 32%、東南沿海地区（広東、広西、海南、福建）が 20%と、これら３地区

で全体の 90%以上を占める。 

従来の中国の製紙原料の特徴は、非木材パルプの比率が高いことであるが、この非木材パル

プ比率が高いことによるデメリットとして、環境、特に排水汚染や、工場の規模が小さいことがあげ

られる。将来の消費増大が予測される中、紙パルプ産業は国家奨励産業として位置づけられ、量

の拡大と共に大規模化を目指し、林紙一体化政策が推進されている。これは紙パルプ産業の原

料として、非木材パルプの比率を下げて木材パルプの比率を上げること、また木材パルプの原料

確保のため、植林、特に早成多収穫林の造成を進めるというものである。この林紙一体化政策の

中では、木材の成長性、紙パ産業として必要な水量・水質、及び既存インフラなどの条件を考慮

し も優先度の高い地区として東南沿海地区をあげている。この地区の中にある広西省（正式に

は広西壮族自治区）は、東部の広東省と比べると経済的には立ち遅れているが、ベトナムと国境

を接し、海沿い、また河川沿いの地理的利点を持ち、さらに中国の華南経済圏、西南経済圏およ

びアセアン経済圏の接合部に位置する。 

広西省の国営企業と年間売上高が500万元超の非国有製紙企業の紙・板紙の総生産量は２０
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０３年９６万トンである。紙パルプ企業は 2003 年現在 51 社あり、そのうち、年間売上高が 500 万元

超の紙パルプ企業は 10 数社である。これら 10 数社の木材・竹材パルプの生産能力は 53 万トン

で、製紙能力は 39 万トンである。 

年間生産量が 10 万トン以上の企業は広西南寧鳳凰紙業有限公司、広西中竹柳江紙業有限

公司、広西貴糖（グループ）有限公司の3社で、生産量7～10万トンの企業は広西賀達紙業有限

公司と広西華勁紙業グループの２社が挙げられる。残りは生産量７万トン以下の零細企業である。

広西省は紙パルプ産業の発展を目指しており、既存企業の増産だけでなく、対外開放優遇政策

も実施し外資にも投資を促している。現在、外資ではＡＰＰとストラエンソが植林・パルプ・製紙の

事業を、王子製紙と米国三元公司が植林事業を展開しており、これら外資４社は既に植林事業を

開始している。 

広西省の林業用地面積は 1,366 万 ha で、うち有林地は 982 万 ha である。この有林地はバビ

ショウ 312 万 ha、コウヨウザン 181 万 ha、ユーカリ 20 万 ha、その他 469 万 ha と区分される。また、

これとは別に早成多収穫林という区分があり、これにはバビショウ、スッラシュマツ、ユーカリ、アカ

シアが含まれる。早成多収穫林の広葉樹面積は約 25 万 ha であることから、アカシアの植林面積

は約 5 万 ha と推測される。また、20 万 ha のユーカリのうち 5 万 ha 強は外資４社が植林したもの

である。 

一方、木材原料の消費をみると、木質パネル（繊維板、パーティクルボード、合板など）が大きく、

２００２年の数字では木質パネルの生産８０万 m3 に対し木材チップ総生産３３万 m3 となっている。

木質パネルの生産は今後も伸びると予想され、木質パネル業界も「林板一体化政策」に基づき早

成多収穫林の植林を実施し始めているが、今後は紙パ業界と木質パネル業界の原料獲得競争

も予想される。 
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２．広西省の自然・社会現状 

 

２-１ 自然概況 

２-１-１ 地理的位置 

広西省は、中国の東南沿岸開放区の西端に位置し、西側に雲南省、北西側に貴州省、東側

に広東省、北東側に湖南省と隣接し、南西側はベトナムと接する（図 2-1）。陸地総面積は全国の

2.5%を占める23万6,661km2、中国第9位にランクされる。広西省も中国の辺境地域の自治区で、

海とベトナム国境に接し、交通の要衝として戦略的位置上、非常に重要な場所にある。海岸線総

長は 2,199.75kmで、島は 697 あり、その面積は 84km2である。 

 

 

 

 

 

図１－１ 広東省の地理的位置 

出所：中国まるごと百科事典 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１ 広西省の地理的位置 

出所：社団法人海外産業植林センター 

 

２-１-２ 地形 

広西省は雲南・貴州高原の南東部の端にあり、地勢は西北から東南へ傾斜して弧形を描く

ように続く山脈に囲まれ、やや長い盆地の地形をなしている。標高は 高 2,141m である。 

広西省には山地が多く、主に本省の北東と西部に分布する。海抜 400m 以上の中低山地

の面積は全省面積の 39.8%を占める 942 万 ha である。そのうち、海抜 800m 以上の中山山

地は全省陸地面積の 23.5%、400～800m の低山山地は全省陸地面積の 15.9%を占める。 
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丘陵（海抜 200～400m）は 243.8 万 ha あり、全省陸地面積の 10.3%を占める。丘陵は主に同省

の東南、南部および中部に分布している。 

主に広西省の西部、中部、南西部、北東部および北西部に分布している岩石地域（海抜 400m

以下）は 466.3 万 ha であり、全省陸地面積の 19.7%を占める。 

海抜 200m 以下の台地は、149.1 万 ha あり、全省陸地面積の 6.3%を占める。台地は主に同省

の南部、中部、南西部および東南部に分布している。 

広西省の平野は 487.6 万 ha であり、全省陸地の 20.6%を占める。平野は主に同省の南部沿海、

東南、中部および左江河谷にある。玉林盆地は同省の 大の盆地である。 

水域は 78.1 万 ha あり、全省陸地の 3.3%を占める。 

 

２-１-３ 河川 

広西省は、中国では水資源が極めて豊かな自治区である。同省における長年の平均水資源

総量は 1,880 億m3で、全国水資源総量の 7.1%を占め、全国で第 5 位。域内に流れ込む水量は

717 億 m3で、１ha当たり 7.2 m3である。同省の一人当たり水資源保有量は 4,100m3で、全国平均

レベルの約２倍であるが、世界平均レベルの 1/2 でしかない。 

同省全域の河川流域には、集水面積 50 km2以上の河川が合わせて 937 本もあり、総面積は

236 万 4,275 km2で、そのうち集水面積が 1,000 km2以上の河川が 69 本もある。主な河川は珠江

流域の西江水系、長江流域の洞庭湖水系、南部の海に流れ込む地域、百都河・紅河水系にそ

れぞれ属している。 

 

１． 西江水系 

 西江水系はその全集水面積のうち、同省では約 86％に相当する 20 万 2,400km2 を占め、その

水資源総量は省全体の約81％を占めている。主な河川には、雲南省の楊梅山を源とし流域 大

の支流である郁江、貴州省の九十九灘を源とし流域二番目の支流である柳江、西江水系主流の

源流である南盤江、水量が黄河の 3 倍ある紅水河、桂江、賀江等がある。 

２． 長江水系 

 主な河川は湘江と夫夷水で、同省東北部を流れ湖南省の洞庭湖に流れ込み長江に合流する。

流域面積は 8283 km2 で省面積の約 4％を占め、水資源総量は省全体の約 5％を占める。 

３． 南部沿海地域の河川 

 この地域の河川は北部湾に直接流れ込むが、その流域面積は省面積の約 10％に相当する 2

万 3,230 km2で、水資源総量は省全体の約 15％を占める。この地域は水利資源に恵まれ水資源

の開発・利用度が高いが、降雨が 5～9 月に年間降水量の約 8 割と集中しているため、冬と春は

一部の小さな河川は水枯れとなり、工業用水や生活用水が不足し、経済発展を制約する原因に

もなっている。 

 

２-１-４ 気候 

広西省は低緯度地域に位置し、南は熱帯の海に臨み、北は南嶺の山地で、西は雲南--貴州

高原、域内では河川が縦横に流れており、地理的環境は複雑な様相を呈している。太陽光の照

射、大気の環流などの作用の下で、気候の特徴は次のようになっている。 

・ 気候がさまざまで、夏は長く冬は短い。気候の区画からみれば、同省の北部は中央アジア
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熱帯気候に属し、南部は南亜熱帯気候に属している。地形からみれば、北部と西部は山

間地の気候の特徴があり、「立体的な気候」が顕著で、気候によって生態環境も多様な様

相を呈している。南部は温暖で湿度の高い海洋気候の特徴があるため、冬が短く夏は長

い。年間平均気温は 16～23℃、平均気温で見ると、北部の夏は４～５カ月、冬は約２カ月

（図 2-2）。南部は 5 月から 10 月までは夏で、冬は 2 カ月足らず、沿海地域は冬がほとんど

ないような状態である。 

・ 雨水と日照時間が豊かである。年間平均降雨量は 1,000～2,800mmで、全国平均降雨量

の 629mmの倍以上となる（図 2-3）。防港市東興区の降雨量が も多く、2,822.7mmに達し、

降雨量の も少ないところは田陽県で、約 1,100mmである。年間における太陽光照射総

量は 90～100kcal/cm2・年に達し、日間平均気温は 10℃かそれを上回る日数は 240～358

日も続き、累積気温は 5,000～8,300℃で、4～9 月の降雨量は年間における降雨量の 75%

を占め、雨季と夏が重なっているため、農林業生産に役立っている。 

・ 気候がよく変わり、災害が発生する。同省はモンスーンによる降雨と気温の変化がよく現れ、

干ばつ、水害、春の嵐、１０月中旬頃の台風、雹など災害をもたらす気候によく見舞われる。

西部地区では、春はよく干ばつに見舞われ、東部地区では秋に干ばつに見舞われる。雨

季に降る大雨、豪雨があまりにも集中して降るため、毎年水害が発生する。南部沿海と融

江流域において発生回数が特に多い。春と秋の雨季に北部の強い寒気が南下する影響

で、ほとんど毎年、春のあらしと、秋の台風に見舞われ、農業生産に損害をもたらす。毎年

4～7 月には、強風がよく吹き、影響を及ぼす範囲と度合いもかなり大きい。また、西部地区

では毎年雹が降るため、冬季の農作物と果樹の生産にマイナスとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－２ 広西省の年間平均気温 

出所：「 出版社） 広西森林」（中国林業
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出所：「広西森林」（中国林業出版社）

図２－３ 広西省の年間平均降水量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２-１-５ 土地 

１．土地の状況 

広西省の土地資源には、次のような特徴がある。 

・ 広くて山が多い。同省では、山が延々と続き、丘陵が起伏し、周囲には山または高原があ

る。気象状況および土地利用方式が異なり、資源分布も均衡でなく、また、耕地が少ない

ので、“八山一水一畑”と知られている。東北や西部にある山地は、主に林業および畜産

業が行われており、環境保護林や用材林および草地の比率が高い。 

・ 平野が少ないのが、広西省の土地の特徴であり、このため耕地に転換できる土地が不足し

ている。同省には、郁江―潯江沿岸平原、南流江デルタおよび玉林盆地がある。これらの

平原はすでに水田や畑として利用され、同省の米、サトウキビ、落花生および果物などの

主産地でもある。また、丘陵においては土地利用の潜在力があるものの、土壌が貧弱に加

え水分が足りないので、現在は主に林地や草地として利用されている。 

・ 広西省は海岸線が 2,199.75km で、697 の島がある。長大な海岸線は、砂質、泥質とマング

ローブ林の三種類に分けられる。また、海岸や浜辺に近い台地は、土壌条件がよいため、

現在主に果物や落花生のような作物の栽培地として利用されている。 

・ 可能地の分布はアンバランスで、西に多く東に少ない。広西省南北の長さは 610km、

の長さは 770km で、広い面積を持っている。一方、緯度、海までの距離、地質地形、

壌の状況、開発された時期、土地資源および利用方式、民族習慣等は、各地域に

て差異が著しい。西、北西および北部には人口少なく、東、東南および南部には人口

い。一人当たりの土地面積は、地域によって大きな差がみられる。百色市、河池市、

市と柳州市はそれぞれ 17.6 畝、16 畝、10.7 畝と 10.2 畝である一方、欽州市、梧州市

はそれぞれ 1.6 畝、1.4 畝と 4.3 畝である。 

２．土地 の形態 

現 省の土地利用の形態は以下のとおりである。 

・ ：同省の耕地面積は、280 万 ha あり、総面積の 11.8%を占める。そのうち、水田は 147

万 ha で、耕地面積の 52.7%を占め、畑は 132 万 ha で、耕地面積の 47.3%を占める。また、

広西省の耕地の分布は、地形に大きく制約されている。70%の耕地は東部と東南部の平原、

台地および丘陵にあり、また水田はその耕地の 75%以上を占める。一方、西部と北西部に

は、耕地が少なく、山林・丘陵が多い。また、岩山が広く分布し、畑面積は耕地面積の 57%

以上を占め、広西の畑分布の主要地域である。さらに、広西省の耕地の土壌は主に赤色

土で、土層は比較的薄く、地力は比較的貧弱である。 

・ 園地：園地は、主に果樹園、茶畑と熱帯作物園の三種類があり、その面積は急速に拡大し

ている。園地は、丘陵、台地、低山の麓に多く分布している。その面積は 118 万 ha で、総

面積の約 4.7%を占める。   

・ 林地：林業用地面積は 1,366 万 ha で、総面積の 57.5%を占め、森林被覆率は 41.3%に達し

ている。 

・ 草地：現在、平野部と山地の草地の面積は 131 万 ha で、総面積の 5.5%を占める。人口が

少なく交通の便が悪い北西、北部と南西部の山地や丘陵主体に分布している。 

・ 住居地と鉱工業用地：広西省の建設用地は 80 万 haで、総面積の 3.4%を占める。この数字

は、広西省の都市と農村地域における宅地の規模と都市化の程度が低いことを反映して

利

東
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いる。地域の分布からみれば、南寧、柳州、桂林、北海を中心とする中南部は経済発展の

、住宅地の割合が高くて規模も大きい。北西部は経済発展が遅く、住宅地の割

料とする一部の企業を除き、鉱工業企業の

・ 

・ 産資源が豊富であ

 

２ ６

広西

な野生

その他

分布し

植物

木、亜 した絶滅の危機に瀕している保護指

類の植物のうち、同省には 113 種がある。そのうち、国の 1 級保護指定 8

種 級保護指定 222 種のうち 63 種類が

同

中国

Kuang
の 希 少

besha
児山の

haina ook.)Tryon）、金花茶（camellia 
ni
る。生

7 種、 ある。 

の熱帯北部の十万大山、大容山、六韶山、六万大山、大明山および山間部にある大瑶山、九万

大

してい

トガサ

水準が高く

合が低くて規模も小さい。また、天然資源を原

大半は都市や交通幹線の周辺に集中している。 

交通用地：交通用地の面積は 21 万 ha で総面積の 0.9%を占める。主に中部、北部、南部

の低山、丘陵、台地および平原地区に分布している。 

水域：河川、ダムと池が水域の主要部分を占める。北部湾は、広くて水

り、水産業に極めて有利である。水域の面積は 78 万haで総面積の 3.3%を占める。広西省

には海洋資源の開発の潜在力が大きい。同省は広東省、海南省、ベトナムなどとともに北

部湾と南海海域の資源を保有するほか、自らが保有する浅海と砂浜の面積は 7,500km2に

達する。現在、これら資源の利用率はあまりにも低く、海洋産業の発展には大きな展望が

ある。 

・ 未利用地：面積は 301 万 ha にのぼり、総面積の 12.7%を占めている。これは土地開発の潜

在力がまだあることを示している。 

-１-  植生 

省は熱帯北部から亜熱帯中部にまたがっており、自然の生態環境に恵まれ、多様で複雑

の動植物資源がある。多様な森林には、東南アジア大陸の熱帯、亜熱帯特有の霊長類、

の哺乳類、鳥類、両生類および爬虫類などが生息していろ。また多くの希少な植物が広く

、沿海のマングローブ林の面積は、全国の 40%を占めている。 

資源が豊富で、289 科、1,670 余属、8,000 余種があることが確認されている。そのうち、喬

喬木が 120 科、480 余属、1,800 余種ある。国が公布

定を受けている 389 種

、うち 3 種類、2 級保護指定 143 種のうち 47 種類、また、3

省にある。 

の希少植物であり、「植物のパンダ」と称されている銀杉（Cathaya argyrophylla Chun et 
）は古代植物に属するものであり、それは 初に同省で発見されたものである。銀杉以外

種 と し て 、 龍 州 県 の蚬木 （ Burretiodendron hsienmu）、 資 源 県 の モ ミ （ Abies 
nzuensis var. ziyuanensis）、那坡県の擎天樹（Parashorea chinensis Wang Hsie）、猫

華南ツガ（ Tsuga chinensis (Franch.) Pritz.）、十万大山の華南ホペア（ Hopea 
nensis）、広西ヘゴ（Alsophila spinulosa(Wall. Ex H

tiddisima）などがある。同省の希少植物は 43 種、22 科、36 属で、おおむね 4 種類に分けられ

き残っている希少樹種が 4 種、希少な用材樹木類が 20 種、経済価値のある希少な樹種が

希少な観賞用樹種が 12 種で

この希少種の地理的分布は、南西部の熱帯地域と熱帯常緑広葉モンスーン林、南部、南西部

山、元宝山など、また北部の龍勝花坪森林地帯、興安、猫児山自然保護区などの地帯に分布

る。 

また主な貴重樹種は銀杉、ヘゴ、擎天樹、バビショウ（Pinus massoniana Lamb.）、モミ、短葉

ワラ（Pseudotsuga brevifolia）、福建コノテガシワ（Fokienia hodginsii）、油杉（Keteleeria 
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２-２ 

２-２-１

200 広西省の人口は 4,857 万人で、中国で第 10 位となっている。平均人口密度は 205

人/km

広西 居住している。主な民族としては、チワン族、漢族、ヤ

族、ミヤオ族、トン族、モーラオ族、マオナン族、回族、ジン族、イー族、シュイ族、コーラオ族等

、そのほか人口が少ない 25 の少数民族がある。少数民族は 1,800 万人で、38.4%

を

回っている。 

 

からのアミノ酸・タンパク質・アルコールの

精

：広西省はいままで、西津、大化、岩灘、天生橋、百龍灘の水力発電所および合山、

柳

ei (Murr.) Carr.）、ツガ（Tsuga chinensis var. tchekiangensis （Flous） Cheng et LK 
suga Longibracteata Cheng）、長葉ナギ（Podocarpus fleuryi Hickel）、広西アオウメ

a  guangxiensis）、蘇木（Lignum Sappan.）、金花茶、八宝樹（Duabanga gramdiflora 
.et Dc.) Walp.）などがある。 

用林産物としてはロジン、安息香、タンニンエキス、ゴム、ウイキョウ油、桂皮油、ビャクラン油、

シイタケ、キクラゲなど、さまざまな茸類がある。 

経済的価値のある昆虫としては、セラック、五倍子、ハチミツ、イボタロウムシ、茶にする虫があ

社会情勢 

 人口 

3 年末、
2で、全国平均人口密度の 135 人/km2よりは 70 人/km2多い。 

は多民族地区であり、37 の民族が

オ

12 の民族があり

占め、中国で少数民族の一番多い自治区である。その中でチワン族の人口は 1,538 万で、全

区総人口の 32.6%を占めている。チワン族は集中的に分布しており、約 95%のチワン族の人たち

が広西チワン族自治区に居住し、残りは雲南、広東、貴州、湖南、四川などの省に分布してい

る。 

また、広西省の総人口のうち、都市住民は 1,411 万人で同省総人口の 29.1%を占め、農村部人

口は同省総人口の 70.9%を占める。 

現在、民族小学校が 157 校、民族中学(高校を含む)が 36 校、民族中等専門学校が 22 校、民

族大学が 3 校ある。少数民族学生が在校生の総数に占める割合は、少数民族の広西総人口に

占める割合を上

２-２-２ 産業と経済 

広西省の工業は、新中国成立当初、手工業工場が 109 あるだけであったが、いまでは石炭、

電力、化学、医薬、軽工業、紡績、冶金、非鉄金属、機械、自動車、製糖、建築材料、ゴム、電子、

食品などさまざまな種類のそろった工業システムができ上がっている。広西省の主要産業の概況

は次のとおりである。 

製糖産業：広西省は全国の製糖産業をリードしている。2003 年の砂糖生産量は 601.41 万トン

にのぼり、前年比 25.3%増加し、全国の砂糖生産量の半分以上を占める。広西省の製糖産業で

は、バガスを原料とする紙製品・パネルの加工、砂糖蜜

製、製糖廃棄物からの肥料生産などの技術が、中国の 高レベルである。しかも、広西省の砂

糖の生産コストは国内において一番低く、ほかの砂糖主産地と比べて 1 トンあたりの生産コストが

100～200 元低い。このため、広西省の製糖産業は市場競争に強い。 

電力産業

州、田東、永福、来賓 A、来賓 B の火力発電所を建設してきた。2003 年に全省の発電能力は

772 万 kw で、そのうち、水力発電は 453 万 kw で 58.7%を占める。現在、広西省は国の重点プロ
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ジェクトである龍灘水力発電所と、百色水利中枢、平班、楽灘、長洲の水利中枢などの水力発電

所、および北海、欽州、防城港、貴港などの火力発電所の建設を急ピッチで進めている。さらに

大藤峡のほかいくつかの新しい発電所の建設や、現存の発電所の拡充を着手している。これら

の発電所の建設によって、広西省の

に達し、国家の「西電東送」（西部の豊富な電力を東南沿岸部に輸送）プロジェクトの重要拠点と

なる見込みである。 

発電能力は 2010 年に 2,560 万 kw、2020 年に 5,000 万 kw

械産業の、中国有数の優良企業として、広西玉柴機器グループ、柳州建築機械総廠、柳州

工 機械有限公司が挙げられる。 

西省は自動車産業を中核産業として位置づけている。中国第一自動車、上海

動車の三大グループおよびゼネラルモーターズ、大宇、ルノーの海外自動車メ

ー

造は一つの産業として急速

な

、経済が引き続き順調に伸び、2003 年の年間 GDP は 2,733 億 2,000 万元に達し、前年比

10

億 9,200 万元、第三次産業の生産額は 10.0%増の 1,099 億

1,

っている。年間の農業・林業・牧畜業・漁業生産の総額は前年比

.0%増の 965 億 5,800 万元に達し、うち林業の生産高は 41 億 8,200 万元で、前年比 3.4%増加し

を受けて、年間の食糧生産量は前年比4.2%減の1,484万8,200トンとなり、

サ

は 適化へと発展しつつあり、食糧と工芸作物（工業、工芸用作物）

の

 

機械産業：広西省の機械産業は年間売上高、経常利益とも全省の 20%を占めている。広西省

の機

程

自動車産業：広

自動車、東風自

カーが、広西省に生産拠点を設けている。2003 年に、広西省の自動車の製造台数は 20 万台

に達している。現在、柳州、玉林、南寧、桂林を中心に自動車部品製

成長を見せている。広西省は、2005 年の自動車製造台数を 50 万台とする目標を掲げている。 

アルミニウム産業：アルミ産業は広西省のもっとも潜在力がある中核産業である。2004 年現在、

平果アルミニウム公司は 200 万トンの生産規模を有している。アジア有数の生産拠点を目指して

現在生産の拡大を進めており、2010 年には広西省のアルミニウム生産規模は 650 万トンに達す

る見込みである。 

改革・開放を実行してから、広西省の経済は急速な発展を遂げている。第十次五カ年計画期

には

.2%伸びている（表 2-1）。そのうち、第一次産業の生産額は 4.0%増の 628 億 1,800 万元、第二

次産業の生産額は 14.5%増の 1,005

100 万元となっている。第一、第二、第三次産業の構成は 23.0 対 36.8 対 40.2 に調整された。

一人当たりの GDP は前年比 9.4%増の 5,964 元に達している。 

農村経済は安定成長を保

4

た。大洪水などの影響

トウキビの生産量は 9.3%減の 4,861 万 8,400 トン、果物の生産量は 1.4%増の 462 万 2,400 トン

となっている。植物油原料の生産高は0.5%減の55万7,000トン、野菜の生産高は4.6%増の1,863 

万 9,000 トンとなっている。年間の農民一人当たりの純収入は、前年比 4.1%増の 2,095 元となって

いる。また、農業構造の調整

栽培面積は前年の 1 対 0.80 から 1 対 0.85 となり、優良品質と特色のある農産物の生産が急速

に発展している。    

同省の水稲の優良品質率は 70%に達し、生産と糖分含有量の高いサトウキビの割合は 32.8%に

達し、牧畜・水産業が農業総生産額の 45.9%を占めるようになった。10 カ所の現代農業モデルパ

ークの建設が全面的にスタートし、郷鎮企業が引き続き発展を遂げている。 

 

 

表２－１ 広西省の主要経済指標（２００３年） 
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項 目 数 値 備 考 

実質ＧＤＰ成長率 

     全国シェア 

ＧＤＰ 

 第 1 次産業 

 第 2 次産業 

10.2

    2.3

 2,733.2

628.2

％ 

％ 

億元 

億元 

全国平均 9.1% 

全国 116,694 億元 

構成比 100.0% 

     23.0% 

36.8% 

 

労

財

社

対

1,005.9

2,601

  63.68

億元 

万人 

億元 

第 3 次産業 

１人当たりＧＤＰ 

就業者数 

1,099.1

5,964

億元 

元 

     40.2% 

全国平均 9,030 元 

前年比 0.5%増 

働者平均給与 

都市部登録失業率 

固定資産投資額 

 うち基本建設投資 

財政収入 

 11,611

    3.6

987.0

446.5

341.4

元 

％ 

億元 

億元 

億元 

全国平均 14,040 元 

全国平均 4.3 

前年比 18.2%増 

    19.9%増 

前年比 11.8%増 

政支出 

農林牧漁業生産額 

工業生産増加額 

工業企業利潤総額 

439.4

965.6

811.5

億元 

億元 

億元 

      4.6%増 

前年比  4.0%増 

前年比 14.7%増 

前年比 74.4%増 

前年比  9.6%増 

前年比 31.4%増 

30.7%増 

32.3%増 

会消費品小売総額 

消費者物価指数 

輸出入総額 

輸出額 

輸入額 

貿易収支 

 1,124.2

1.1

31.9

19.7

12.2

  7.5

億元 

％（前年比） 

％ 

億ドル 

億ドル 

億ドル  

前年比  9.3%増 内直接投資実行額 

外国人観光客数 

4.5

64.5

億ドル 

万人 

出

4,700 万元、民間企業は前年比 0.1%増の 19 億 7,000 万元、株式制企業

は

おける軽工業の生

額は前年比 14.1%増の 163 億 3,600 万元、重工業の生産額は前年比 20.0%増の 273 億 5,700

に達している。産業構造が次のように引き続き調整されている。 

・ 製糖、石炭、建築材料、紡績などの業種を全般的にコントロールし、立ち遅れた生産能

力と技術を淘汰 品が急速に発展してい

所：「2003 年広東省国民経済和社会発展統計公報」（広西省統計局） 

 

工業経済は、急速な発展の勢いを保っている。2003 年における工業生産付加価値額は 811

億 4,800 万元となり、国有工業企業および、年間売上高が 500 万元超の非国有工業企業の生産

額は、前年比 17.6%増の 436 億 9,200 元に達している。そのうち、国有および国有持株企業の生

産額は前年比 19.6%増の 276 億 6,400 万元である。所有制別でみれば、国有企業の生産額は前

年比 10.5%増の 147 億

前年比 23.7%増の 168 億 3,700 万元、外資系企業（香港・澳門・台湾省の業者による投資企業

を含む）の生産額は前年比 24.3%増の 80 億 4,100 万元、その他の企業の生産額は前年比 24.0%

増の 12 億 8,600 万元となっている。軽工業と重工業に分けてみれば、年間に

産

元

し、顕著な効果がみられた。強みのある産業と製
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る 比べ、交通輸送設備製 産額は30.5%伸び、その 造業は

た。化学原料と化学製品製 32.9%伸び

業が急速に発展して 桂林、柳州 区の

生産高は前年比 31.0%伸び、伸び ポイ 主なハイテク製品

高は急速に伸び、そのうち、 66.0%増 68.0%増、IC(集積

は 1.4 倍に増えた。 

経済区の区域的特色が一段 沿海工業 の作業がスムーズ

られている。 

進んでいる。都市化のプロセスが 多くの フラプロジェクトが

完 都市としての機能がさらに 小都市建 した。 

の建設は大きな進展を遂げている。西部大開 ジェクトを 31 件新

規 水力発電所、百色水利中枢 ミニウム ど、国の重点プロ

ジ された。南西道路の海に 広西区 ほとんどの県で

は のハイグレード道路が開通し、国 設も大 、投資額は 14 億

2 に達し、同省の農村における公共 全面 。耕地の森林と

草地への還元試行プロジェクト、珠江保護林 を重点とする生態環境の整備も全面的

に展開されている。 

金融の状況も穏やか。経済が急速に伸び、構造調整が着実に進展を遂げた

た が向上し、財政税務 された 2003 年における

同 の中で、一般予算収入は 12. ,600 万元、一般予算支出は 4.6%

増 3,800 万元となり、支出構造が一段 化された。 を微調整し、地

区 過渡期における移転支払い、特定項 払い、特定項 金補助に力を

入れ、末端における財政難の状況を緩和した 管理を強化し 革を進め、各ク

ラ 財務管理レベルを一段と高めてい 予算の執行も 調に進められている。

金 ービスレベルも向上した

加傾向をたどっている。統計 間輸出額は 19 億 7,000 万ドルであり、

ルとなり、前年と比べて 11.6%伸

ている。 

た広東省とは対照的に、広西

省の

西省は国

。前年と 造業の生 うち自動車製

21.3%伸び

・ ハイテク産

造業

いる。南寧

は た。 

という三つのハイテク開発、

率は同

電子部

省の 23.5 ントを上回る。

、光学計器はの生産

回路)

・ 五大

品は

と顕著になり、 パーク開発

に進め

都市化は 加速

充実化

され、 都市・町のイン

工し、中心部の

重点プロジェクト

し、 設のレベルが向上

発の重点プロ

着工した。龍灘

ェクト建設も着工

、平果

出るル

アル 第二期工事な

間が開通した。ートの

二級以上

,000 万元

境地帯

インフ

の建 きな進展を遂げ

的にスタートしたラ建設も

プロジェクト

財政状況もよく、

め、経済の質と効果

省の財政収入

の仕事も強化 。統計によると、

2%増の 203 億 6

の 439 億

・市の

ス政府の

と

目の

。また

る。各

適 現行の財政体制

移転支 目の割当

、財政 、財政改

部門の 順

融秩序が安定し、サ 。 

対外経済は増 によると、年

前年比 30.7%増加している。実際の外資投資額は 6 億 9,000 万ド

び

都市・農村住民の所得が増え、人々の生活が引き続き改善されている。都市部住民の一人当

たり可処分所得は 6.4%増の 7,785 元、農民の一人当たり純収入は 4.1%増の 2,095 元となってい

る。 

物価は安定状態にある。全社会消費財小売総額は 9.6%伸び、住民の消費物価の総体的なレ

ベルが安定する中でやや上昇している。社会保障システムをたえず充実させ、「二つの確保」（地

方公務員と教員の給料用資金の確保）のための資金も期限どおりに十分な金額が支給され、都

市部住民の 低生活保障制度も着々と実行されている。保険、救済の仕事も着実に展開されて

おり、貧困扶助のための開発が引き続き進められている。数多くの公益プロジェクトが建設され、

操業に入っており、都市・農村住民の居住レベルも向上した。 

しかし、改革・開放時代の波に乗って、80 年代から大きく躍進し

経済が立ち遅れ、桂中・柳州・南寧一帯と桂西山間地帯等との経済格差も大きい。一方、広

境沿い、海沿い、また河川沿いの地理的利点を持ち、さらに中国の華南経済圏、西南
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経済圏お

して注目 擁する泛珠デルタ（香港、

マカ

市場に向

後の課題

 

２-２-３ 

2002年 通距離は3,120kmに達している。国の一級幹線鉄道の南昆線（南

寧

上し、

道

,011km）を超えている。広西省では基本的に、都市は二級以上のハイグレー

ド

羅港から、西は北侖川までの海岸線に沿って、

21

の年間取扱能力は 2,000 万トンに達している。これらの港は水深が深く、風をさけるこ

と

の港にも近い（北海港→香港港：425 海里；欽州→シンガポール港：1,338 海里；防城港→

海

よびアセアン経済圏の接合部にあるため、現在、中国―アセアン自由貿易区の中心と

されている。5.3 億人口を擁するアセアンおよび 5.4 億人口を

オ、広西省、貴州省、重慶市、江西省を従来の珠江デルタに加えた広大な経済圏）の二大

けて、広西省はいかに地理的な強みを生かし、産業・貿易・経済を成長させるかが、今

である。 

インフラ 

末、広西省の鉄道開

―昆明）の開通および湘桂線（長沙―南寧）、黔桂線（貴陽―南寧）、焦柳線（焦作―柳州）の

国有幹線と広西沿海鉄道網の拡充と改善により、広西省の鉄道の総輸送能力は大きく向

路網の配置状況も大きく改善され、広西沿海部の港と南西地区を結ぶ鉄道網は主要な輸送ル

ートとしての役割が発揮できるようになった（図 2-4）。 

広西省の道路はクモの巣のように四方八方に通じ、縦横に交錯している。国の高速道路の重

慶―湛江線、衡陽―昆明線、内モンゴル―北海線、汕尾―清水河線、南寧―広州線、南寧―

友誼関線、桂林―梧州線は広西省内を通っている。2002 年末までのところ、全区の道路の開通

距離は 5 万 6,300km、二級以上のハイグレード道路は 6,044km に達し、そのうち、高速道路は

822km（2003 年末 1

道路、県はアスファルト道路、郷・鎮は一般的道路が通るようになっている。 

広西は南が北部湾に臨み、大陸海岸線は1,595km、島の海岸線は605kmに達する。北部湾は

南海北西部にある天然の半閉鎖的な湾であり、面積は 12 万 9,300km2、水深は平均 38m、 も深

いところは 100mである。北部湾に臨む地域は広西省の南部、広東省の雷州半島、海南省の西

部からなり、隣国のベトナムの北部も地理的にかかわりがあり、この地域は地理的位置に恵まれ、

資源も豊かである。また、広西省の複雑な海岸線は数多くの天然の良港をもたらしている。統計

によると、120 以上の 1 万トン級深水バースの建設が可能で、開発後の年間貨物取扱量は 1 億

4,000 万トンに達する見込みである。現在、東は英

の港があり、大きなものとしては防城、北海、欽州、珍珠、鉄山などの港があり、すでに完成し

た 1 万トン以上のバースは 18 カ所、工事中の 1 万トン以上のバースは 2 カ所、防城、北海、欽州

の三つの港

ができ、波が小さく、海岸線がまっすぐで、潮の流れにより泥の堆積も少ないなどの好条件に恵

まれている。中国西南部と大陸 南端の もよい海への出口であり、香港と澳門地区と東南アジ

ア諸国

防港：151 海里；防城港→バンコク港：1,439 海里）。マラッカ海峡を出て、北は南アジアへ、西

はコロンボを経由してペルシャ湾地区と東アフリカへ、東はグアム島へ、南はフィリピンのサンボア

ンガ、インドネシアのメナドを経由してシドニーへ通じる。また、珠江水系に属する西江が省内の

梧州市、貴港市および広東省の広州を流れて海につながる。西江の省内部分には年間取扱能

力が 1 万トン以上に達している港が 77 あり、西江の輸送能力は中国で長江に次いで第 2 位であ

る。 

広西省には桂林の両江国際空港と南寧、北海、柳州、梧州などの五つの空港があり、23 社の

航空会社が運航する 109 本の路線（国内線 99 本、ローカル線 5 本、国際線 5 本）があり、総運航

距離は 8 万 9,700km（重複距離は含まず）、航空機はボーイング 777、757、A320 などが使われて
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いる。 

 

図２－４ 広西省の交通状況 

出所：「広西年鑑 2003」（広西年鑑社） 

 

２-２-４ 行政区画 

広西省には、地区レベルの市が 14、県（県レベルの市 7、地区レベルの市に属する区 33 を含

む）が 109 設けられている（表 2-2）。 

南寧市は広西省の省都であり、広西省の政治、経済、文化、交通の中心でもある。2003 年の

総面積は 22,295km2で、総人口は 634.43 万人で、そのうち都市人口は 140.39 万人である。園林

緑地の面積は 5,067ha、一人当たりの公共緑地面積は 9.51ｍ2で、緑化被覆率は 38.8%と高いた

め、「緑城」とも別称される。南寧市は、アルミニウム産業、製糖業および紙パルプ産業を重点に

おいている。2002 年には、同市に年間売上高 500 万元超の紙パルプ企業が 4 社あり、パルプ生

産能力は 17 万トン、紙・板紙の生産能力は約 10 万トンである。 
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表２－２ 広西省行政区画一覧 

地区レベルの市 所轄の県（県レベルの市、区） 

南寧市 

（12） 

興寧区、新城区、城北区、江南区、永新区、邕寧県、武鳴県、横県、 

賓陽県、上林県、隆安県、馬山県  

柳州市 

（10） 

城中区、魚峰区、柳南区、柳北区、柳江県、柳城県、鹿寨県、融安県、 

三江トン族自治県、融水ミヤオ族自治県  

桂林市 

（17） 

秀峰区、叠彩区、象山区、七星区、雁山区、陽朔県、臨桂県、灵川県、 

全州県、興安県、永福県、灌陽県、龍勝各族自治県、資源県、平楽県、 

茘浦県、恭城ヤオ族自治県  

梧州市 

（7） 
万秀区、蝶山区、長洲区、苍梧県、藤県、蒙山県、岑渓市  

北海市 

（4） 
海城区、銀海区、鉄山港区、合浦県  

防城港市 

（4） 
港口区、防城区、上思県、東興市  

欽州市 

（4） 
欽南区、欽北区、灵山県、浦北県  

貴港市 

（5） 
港北区、港南区、覃塘区、平南県、桂平市  

玉林市 

（6） 
玉州区、福綿区、容県、陸川県、博白県、興業県、北流市  

百色市 

（12） 

右江区、田陽県、田東県、平果県、徳保県、靖西県、那坡県、凌雲県、 

楽業県、田林県、隆林各族自治県、西林県  

賀州市 

（4） 
八歩区、昭平県、鐘山県、富川ヤオ族自治県 

河池市 

（11） 

金城江区、羅城モーラオ族自治県、環江マオナン族自治県、南丹県、 

天峨県、鳳 県、都安ヤオ族自治県、大化ヤ

オ族自治

山県、東蘭県、巴馬ヤオ族自治

県、宜州市  

来賓市 
興賓区、象州県、武宣県、金秀ヤオ族自治県、忻城県、合山市  

（6） 

崇左市 

（7） 
江州区、扶綏県、大新県、天等県、寧明県、龍州県、凭祥市  

出

総面積は 183.8 万haで、そ

うち林業用地面積は土地総面積の 62.1%を占める 114.1 万haである。灌木林を含む森林面積

所：「広西年鑑 2003」（広西年鑑社） 

 

 

柳州市は広西省の 大の工業都市で、自動車、機械、製紙などの産業が発達しており、中国

でも有名な工業都市である。湘桂線（湖南-広西）、黔桂線（貴州-広西）、枝柳線（湖北-広西）は

同市に交差し、中国の十大鉄道交通中枢の一つである。全市の土地

の
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は 109.6 万haにのぼり、森林被 る。林木蓄積は 2,620 万m3で、

広 ウザンの生産量は第１ っている。2010 年ま

でに、 率（灌 3/

年、竹・ ルプの 生産量は 8 万m3/年、早成多収穫林の

植林面 万h ル

ププロジェクト、鳳山 ジェクトとして取り組んでいる。 

2000 年以上の歴 い

ることに る。桂

鍾乳洞 ル 物の資源が豊富で、地下には鉱産物が多く

ある。 には、石が多く土壌が薄いので、水による浸食が進んでおり生態系が乏しい。現

在、主に 業、鉱産物お

梧州 路から広州へ 341km、マカオへ 384ｋｍ、香港へ 436km、陸上から広州へ 280kmと

近いため、昔から港口 2、人口 290 万人を擁している。

林業 94.03 万ha、森林面積は 86.59 万haにのぼり、森林被覆率は 72.3％と高くなって

いる。林 積は 2 の一つである。特に、梧州市は中国

大のガ 産地で、年間生産量は 9 万トンに達している。 

北海市は中国の経 都市となっている。全市の総面積は

3,337 部の面積は 957ｋｍ2である。北海は中国の 初の対外通商の港の一つであり、

海上「シルクロード」の 海港、石歩嶺新港、鉄山港な

どがある。また、森林面積 7.87 万haを有している。 

防城 面積 、港口が 10 以

上、深水バースが 26 あり、中国西部 大の港口都市でもある。中国交通部は、同市で 115 以上

の 1 万トン～30 万トン級

また、広西省には、 祥市と東興市は国家により

指定されている沿辺開 12の税関があり、そのう

ち、東興 祥、友誼関、水口、龍邦の５つの税関は中国の一級税関で、辺境貿易が盛んに行

われている。 

 

２-２-５ 対外開放優

広西省は中国で唯一の、国境沿い、海沿いまた河川沿いの地理的利点を持つチワン族自治

区である 、全国的な対外開放優遇政策のほか、少数民族地区自治政策、西部大開発政策、

沿海地 政策、辺境地区開放政策および国の特別認可を得た特恵政策を享受している。 

少数民族地区優遇政策：国家の法律に基づき、広西の自治機関は地方国家機関の職権を行

発展を促進するために、法律の下で、実情に適した特殊

な政策と柔軟な措置を実施する自治権を行使することができる。 

部大開発政策：広西省は中国政府の「西部大開発の政策措置についての通知」と「西部大

開

覆率（灌木林を含まず）は 43.5%であ

西省においてコウヨ 位、竹材の生産量は第２位とな

森林被覆

木材パ

木林を含まず）は 50.8%、林木蓄積は 2,900 万m3、原木生産量は 50 万m

生産量は 38 万トン/年、木質パネル

積は 7.7 aを達成する目標を立てている。現在、同市は柳江製紙廠の 17 万トン竹パ

糖廠のバガスパルププロジェクトを重点プロ

史をもつ桂林市の市名は、市内のいたるところで金木犀の木が林となって

由来す

も多い。カ

林市は広西省の北西部にあり、世界で名が知られている「桂林山水」があり

スト山地のため、地上には動植

一方、ここ

観光 よび建築材料の開発に力を入れている。 

市は水

都市として繁栄している。全市は 12,588km

用地面積は

木蓄 ,529 万m3で、中国の重要な木材産地

ムロジン

済開放の初め頃にいち早く沿海開放

km2、都市

起点の一つでもある。現在、北海市には、北

港市は、 6,173km2、人口 75 万人を擁している新興都市である。現在

深水バースの建設を計画している。 

ベトナムに隣接する県・市が 8 ある。そのうち、凭

放都市である。現在、広西省とベトナムとの国境に

、凭

遇政策 

ため

区開放

使するほか、自治地区の経済と社会の

西

発政策措置に関する実施意見」に規定された産業政策、区域政策、資金投入の増強政策、科

学技術・教育の発展政策などの優遇政策を享受する。 

広西省にしか与えられない対外開放優遇政策は、次のとおり、全省に適用される政策と特殊

地区に適用される政策に大きく分けられる。 
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１．全省に適用される政策： 

（1）海外直接投資の吸収に関する認可の権限を拡大する。中外合資経営企業と中外合作経

営企業を設立する場合、国に規定された外国投資誘致指導の投資方向の規定に合致した生産

的プロジェクト、 建設と生産経営の条件および外貨収支が国による総合的均衡を必要としない、

製品の輸出が割当額、許可証とかかわりのない、投資総額が 3,000 万 USD 以下のプロジェクトに

対しては、広西省が自ら審査、認可する。 

（2）「外国投資産業指導目録」の中の奨励類および制限乙類に符合する、技術を譲渡する外

国投資プロジェクトに対しては、投資総額の枠内で輸入した自社用設備が、『外国投資プロジェク

トに対する免税扱いにしない輸入商品目録』に列挙されたもの以外の商品であれば、関税および

輸入増値税の徴収を免除する。外国政府の借款と国際金融ローンによって輸入した自社用設備、

外商から提供された加工貿易の輸入設備に関しては、第（１）を参照して実行する。 

ものは、収益を得た年度から 1 年

目

に 長 5 年間で課税負担の増加によって

多

剤、研磨剤・燃料（ガソリンを除く）を輸入する場合、輸入関税と増値税の徴収を

除する。 

国の規定で認可された技術改造プロジェクトに用いる設備を輸入

す

ク

値税の徴収を免除する。 

以内は続けて前の税額の 15%～30%の企

業

業は、経営期限が 15 年以上のものは、申請して

（3）「当面国家が優先的に発展させる産業、製品と技術の目録 」に符合する国内投資プロジェ

クトに対しては、投資総額の枠内で輸入した自己用設備が、「外国投資プロジェクトに対する免税

扱いにしない輸入商品目録」に列挙されたもの以外の商品であれば、関税および輸入増値税の

徴収を免除する。 

（4）生産的外国投資企業に対して、経営期限が 10 年以上の

と 2 年目は企業所得税を免除し、3 年目から 5 年目までは企業所得税の徴収を半減させる。 

（5）1994 年の中国税制改革後、外国投資企業と外国企業には増値税、消費税、営業税が適

用されてきた。1993 年 12 月 31 日前に成立した外国投資企業は、増値税、消費税、営業税の徴

収で税収の負担が増えた場合、許可した経営期限内

く払った税金を払い戻す。 

（6）外国投資企業が国外で販売する製品を生産するのに必要な外国製部品、原材料などを輸

入する場合、関税と輸入増値税の徴収を免除する。 

（7）外国投資企業は自社製品を輸出する場合、輸出制限商品、輸出制限国家以外は、輸出

関税の徴収を免除する。 

（8）外国投資企業は製品輸出契約を履行するため、直接輸出製品の加工に用いるための適

量の触媒、催化

免

（9）1996 年 3 月 31 日までに

る場合、1998 年 1 月 1 日から、その時に認可された減免税の範囲で、輸入関税と増値税の徴

収を免除する。 

（10）1996 年 4 月 1 日から 1997 年 12 月 31 日までに国の規定で認可された外国投資プロジェ

トと国内投資項目の輸入設備及び 1995 年 1 月 1 日から 1997 年 12 月 31 日までの外国政府借

款と国際金融機構のローンを利用したプロジェクトの輸入設備に対しては、1998年1月1日から、

国が明示した免税できないもの以外の輸入商品は、輸入関税と増

（11）農業、林業、牧畜業に従事するかあるいは経済の発達していない辺境地域に設置する外

国投資企業には、規定に基づいて免税待遇を与える。免税待遇期間が満了すれば、企業が申

請し、国務院の税務主管部門の認可を得て、後の 10 年

所得税の徴収を免除する。 

（12）港、埠頭の建設に従事する中外合弁企
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認可を得て、黒字年度から、 初の 5 年間は企業所得税を免除し、後の 5 年は半減する。 

全税を免除

す

）、蒼梧県、合浦県、防城区、凭祥市、東興市に設立された生産型外国投資

企

3,

の他の収入のある外国投資者に対して、法によって所得税を免除

す

べきものは、市政府で決定する。 

に進出する中外合資、合作および全額外資の生産的企業に対して

は

額し、24%の税率で徴収するが、利潤は内地へ戻し、投資側の所在地が 9%の所得

税

可し、対外経済貿易合作部の授権を得て認可証明書を発給する。 

1996

年

みずからが使用する生活用品は、合理的な範囲で、輸出割当額

と

（13）外国投資企業の外国投資者は、企業から得た利益を資本金の増加のため直接当該企業

に再投資するか、あるいは資本として新しい投資企業を創立し、経営期限が 5 年以上のものは、

申請して認可を得て、その再投資分で納めた所得税の 40%を払い戻す。 

（14）先進技術型の外国投資企業は、企業所得税の減税期間満了期後、3 年間延長して企業

所得税を半減することができる。 

（15）輸出向け外国投資企業は、企業所得税の減税期間満了後、企業のその年の輸出額が同

年の生産額の 70%以上に達した場合、現行の税率によって企業所得税を半減することができる。 

（16）輸出向けと先進技術型の外国投資企業は、年金保険、健康保険と住宅補助基金以外は、

従業員に対する諸手当に対する課税を免除する。 

（17）外国投資企業に対しては、固定資産投資調節税、教育付加費、都市建設保

る。 

２．広西省の特殊地区に適用される政策： 

(1)北海市、南寧市(武鳴、邕寧は含まない)、防城港市の港口区、梧州市、玉林市、欽州市（浦

北、霊山は含まない

業に対しては、企業所得税を減額し、24%の税率で徴収する。外国の投資で直接設立したエネ

ルギー、交通、港・埠頭建設プロジェクト、技術集約型プロジェクト、あるいは外国の投資額が

000 万 USD 以上で、投資回収期間の長いプロジェクトは、認可を得て企業所得税を減額し、

15%の税率で徴収する。 

(2)中国国内に常設機構がなくても、北海市、南寧市、防城港市の港区からの株式配当、金利、

賃料、特許権使用料およびそ

る外は所得税を減額し、10%の税率で徴収する。そのうち、提供した資金、設備条件がよく、譲

渡した技術が先進的で、それ以上減免の優遇を与える

(3)沿海開放都市は、認可を経て、明確な地域的エリアを画定して、新しい経済技術開発区を

設置する。経済技術開発区

、企業所得税を減額し、15%の税率で徴収する。 

(4)辺境地帯経済合作区における輸出向けの国内企業による生産型合弁企業に対しては、企

業所得税を減

の徴収を追加する。 

(5)周辺諸国で企業を設立することを認める。投資総額が 100 万 USD 以下のプロジェクトは、広

西独自で審査、認

(6)国境地区の住民がバーター取引で輸入した品物は、1 日 1 人当たり 1,000 元人民元以下の

ものは、輸入関税と輸入手続税を免除する。 

(7)国境における小さな貿易企業が指定された貿易通関地で周辺諸国の商品を輸入した場合、

たばこ、酒、化粧品およびその他の国の規定で必ず徴税しなければならない商品以外は、

から 1998 年までは、輸入関税と輸入手続税は法定の税率によって半分徴収する。 

(8)国境地区における対外経済・技術合作の経営権を有する企業が周辺諸国の経済協力で輸

入した商品は、国境の小額貿易の輸入税収政策を実行する。周辺諸国の労務合作および工事

請負で持ち出した設備と労務者

経営分業の制限を受けることなく、輸出許可証を免除する。 
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(9)南寧、桂林のハイテク産業開発区内におけるハイテク企業に対しては、所得税を減額して

15

区で新たに設置され

た

年間は所得税の徴収を免除する。ハイテク開発区内の企業に

対

て

が生産した輸出製品は、国によって制限

さ

寧、桂林のハイテク産業開発区においては認可を得て、技術輸出入企業を設立すること

ては対外貿易経営権を与える。 

減

：広西は次のような外国投資企業に地方所得税の免除の優遇政策を与

え

を経営

す

て、一定の期限内において不動産税を減免することができる。 

税を免除

す

、所得税

納

、3 年目から 10 年目までは所得

%の税率で徴収し、輸出額がその年の生産総額の 70%以上に達したものは、税務機関の査定

を経て、所得税を減額し、10%の税率で徴収する。新たに設立したハイテク企業は、申請して認可

を得て、生産開始の年度から、2 年以内は所得税の徴収を免除する。開発

中外合資企業に対しては、合弁期間が10年以上のものは、企業が申請して、税務部門の認可

を得て、黒字年度から、 初の 2

しては、外国投資企業は、依然として特別区あるいは経済技術開発区の税収諸政策を実行す

る。免税期限満了後、税金納付に明らかに困っているものは、認可を得て一定の期限内におい

適当に減免する。 

(10)南寧、桂林のハイテク産業開発区のハイテク企業

れるかあるいは別に決まりのある製品以外は、輸出関税の徴収を免除する。 

(11)南

ができ、輸出実績のよいハイテク企業に対し

(12)北海の銀灘国家旅行リゾートに設立された外国投資企業に対しては、所得税を減額し、

24%の税率で徴収する。域内に国産車を使う中外合弁の自動車観光企業、域内の海外観光業務

を経営する中外合弁の一類旅行社、外貨ショップを設立することができる。 

さらに、広西省は次のようなさらに優遇的な政策を設けている。 

税金の 免優遇政策： 

（1）地方所得税の免除

る。輸出向け製品生産と先進的な技術で装備される企業、市、県の税務部門から査定された

製品輸出額がその年の企業の生産額の 50%以上を占める企業、エネルギー、交通、港などのイ

ンフラ建設企業、自治区内の沿海開放都市、沿海経済開発区、国境地帯の開放都市・町、ハイ

テク産業開発区と 48 の山間地帯の区、県に設立された企業、農業、林業、牧畜業、漁業

る企業、科学研究の成果の譲渡によって得た収入、市、県の税務部門に認可され、投資総額

が 300 万 USD 以上で、減免期限満了後、その年の利潤が 100 万元人民元に達していない企業

など。 

（2）不動産税の減免：企業の所有する不動産の簿価から 30%を差し引いて残った額に基づい

て徴収し、年税率は 1.2%、賃料の税率は 12%、不動産税の納付に困難がある場合、申請して自

治区税務局の認可を経

（3） 車輌船舶使用許可証税の減免：乗用車の毎年の税額はそれぞれ 140 元と 160 元、トラッ

クは毎年 1 トン当たり 40 元である。機動船舶は税関で徴収する。車輌船舶使用許可証

る。 

財産税の返還政策： 

（1）外国業者が沿海開放都市、沿海経済開発区、国境開放都市、南寧市および自治区政府

の認可を得て、経済技術開発区に設立した生産的企業はその経営期間が 15 年以上で、黒字年

度から、2 年間は所得税が免除され、3 年目から 5 年目にかけて、所得税を半減されるが

付後、地元の財政部門がそれを還付し、6 年目から 10 年目までに規定通り所得税全額納付後、

地元財政部門がそれを支出に計上して 30～50%を還付する。上述の地区で交通、エネルギーな

どのインフラ建設と基盤産業に投資する外国投資企業はその経営期間が 15 年以上の場合、利

益を上げ始めた年度から、1 年目から 2 年目は所得税を免除し
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税

政がいくらか還付する。 

2 年目ま

で

産の減価償却を速

め

産の原材料と部品で生産し、製品販売が対外指向となり、年間輸出実績が 500 万 USD

以

設立をサポートする。 

代替型の製品を生産する外国投資企業は、その製品が国の厳格な規

制

納付後、地元の財政部門が全部返還し、11 年目から 15 年目までは所得税納付後、地元の財

政部門が 30～50%を還付する。 

（2）中外合資経営の港・埠頭プロジェクトに対し、その合資期間が 15 年以上の場合、利益を上

げ始めた年度から、1 年目から 5 年目までは、所得税を免除し、6 年目から 10 年目までは所得税

を半減するが、納税後、地元の財政部門が全額還付し、11 年目から 15 年目までは所得税全額

納付後、現地の財政部門が 30～50%を還付する。 

（3）外国業者がその他のところで設立した輸出向けの進んだ技術設備の企業は、納税後銀行

ローンの返済に困難がある場合、それぞれ地区行政機構と市、県の人民政府の認可を得て、一

定の期間に地元の財

（4）外国投資者が国に認可されたハイテク産業開発区で設立した企業は、都市建設費の納付

を半減し、国家重点建設債券の購入を免除し、利益を上げ始めた年度から、1 年目から

は所得税を免除し、3 年目から所得税を 15%引き下げて徴収し、そのうち、3 年目から 10 年目ま

では、所得税納付後、地元の財政部門が全額還付する。 

（5）外国業者が広西に設立した輸出型、技術先進型の企業および沿海開放都市、沿海経済

開発区、国境開放都市・町、ハイテク産業開発区に設立した生産的企業は、所在地の市あるい

は沿海経済開発区および国境開放県、市の税務部門の認可を経て、固定資

ることができる。 

その他の優遇政策： 

（1）企業の生産経営自主権を尊重する。自治区政府の認可を経なければ、いかなる部門も外

国投資企業に対し追加費用項目を設けてはならず、または料金基準を引き上げてはならない。 

（2）外国業者が広西で投資して土地を開発する場合、その開発用途、地区および使用年限に

基づき、土地譲渡の価格で 10～30%の優遇を与え、 低は地元の基準地価を下回らないものと

する。そして一定の期間内において土地の使用料と基礎施設の建設費を減免することができる。

具体的には各地、市、県で決める。 

（3）ハイテク型と輸出指向型の外国投資企業に対する各種費用徴収は 10～20%引き下げる。 

（4）国

上の外国投資企業（貧困地区における外国投資企業の場合、年間輸出実績は 200 万 USD 以

上）は、優先的に輸出割当と許可証を発給し、国が統一的に組織する輸出割当の入札に参加さ

せるため便宜をはかる。 

（5）中国で生産施設あるいは基礎施設の建設に従事する企業を 10 カ所保有し、その資本出

資額が3,000万USDを超える投資者に対しては、自治区内における投資会社および総合的開発

会社の

（6）技術先進型と輸入

リストにあるものを除き、自ら外貨のバランスを調整し、国内販売の割合を拡大することができ

る。 

（7）地区、市、県の外資利用に関する認可権限を拡大する。国の産業政策に符合し、その製

品が海外で販売でき、そして建設と生産経営条件および外貨の収支が自治区の総合的均衡調

整を必要とせず、製品の輸出が割り当額、許可証がいらない中外合資経営、合作経営企業に関

しては、各地区と市は投資総額が 3,000 万 USD 以下のプロジェクト、沿海経済開発区の県（市）と

凭祥市、東興鎮は投資総額が 2,000 万 USD 以下のプロジェクト、その他の県（市）と自治区轄市
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の区、近郊地区は投資総額が 599 万 USD 以下のプロジェクトを自ら審査、認可できる。上述の条

件に符合し、投資額が 3,000 万 USD 以下の全額外資企業に対しては、その審査、認可を各地と

市

 

に委託するが、自治区対外貿易経済合作局を経て対外経済貿易部に申し入れることである。

上述の認可審議権限内の外国投資企業に対し、自治区人民政府は各地、市に託して認可証明

書を発給し、自治区商工局は各地と市の商工局に託して営業許可証の審査と登録手続きを代行

する。 

（8）外国人、華僑、華人、香港、澳門、台湾の同胞、帰国華僑およびその家族、親戚、その他

の人びとを含む外国人投資導入に功労のある者に対しては、その職業と職務の高低を問わず、

いずれも報奨を与える。 
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３．紙パルプ産業 

 

３-１ 中国全体の概観と南部地区の占める位置 

３-１-１ 中国全体の概観 

１．製品の需給状況 

紙・板紙の需給状況を図 3-1 に示す。消費量は 1990 年の 1,443 万トンから 2003 年には 4,806

万トンと急増し、伸びは年率約 10%である。また消費の伸びに伴い生産も伸び、生産量は 1990 年

の 1,372 万トンから 2003 年には 4,300 万トンとなり、伸びは年率約 9%である。消費量の伸び率に

対して生産量の伸び率が若干低く、その穴埋めを輸入で賄っているが、輸入率（輸入量÷消費

量）は 1990 年に約 6.6%であったものが 2000 年には約 16.7%まで上昇し、その後漸減しているも

のの 2003 年も 13.2%を占めている。 
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図３－１ 中国の紙・板紙の需給状況 

出所：「中国製紙年鑑 2003」（中国製紙学会）、 

          「中国製紙工業 2003 年次報告書」（中国製紙協会） 

 

次に、紙・板紙の品目別構成を見る。まず消費については図3-2に示す。品目別比率の第１位

は印刷筆記用紙（20.2%）であるが、第 2 位から 5 位までは段ボール原紙（16.7%）、箱用板紙

（16.6%）、白板紙（13.4%）、包装用紙（10.5%）で、包装・加工用が 57.2%を占める。なお、印刷・情

報用は印刷筆記・塗工・新聞の 3 種類の計で 31.4%となり、生活用紙は 6.8%である。品目別生産

について図 3-3 に示す。生産についても第 1 位は印刷筆記用紙（22.3%）であり、第 2 位から 5 位

までは箱用板紙（15.8%）、段ボール原紙（15.6%）、白板紙（12.8%）、包装用紙（11.2%）で、包装・加

工用が 55.4%を占める。印刷・情報用は消費とほぼ同じ比率で 32.7%を占める。 
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図３－２ 中国の紙・板紙の消費品目構成比率（2003 年） 

出所：「中国製紙工業 2003 年次報告書」（中国製紙協会） 
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図３－３ 中国の紙・板紙の生産品目構成比率（2003 年） 

出所：「中国製紙工業 2003 年次報告書」（中国製紙協会） 

 

２．原料構成 

2003 年の紙・板紙生産量は 4,300 万トンとなったが、その原料構成を図 3-4 および図 3-5 に示

す。 

2003 年の原料構成は大きく区分すると古紙 49.1%、非木材パルプ 29.9%、木材パルプ 21.0%

となる。 

原料構成の最大比率を占める古紙の供給源は、国内集荷が 53.6%で輸入が 46.4%である。また、

中国の製紙産業の特徴の一つとして、その原料構成において、非木材パルプの比率が高いこと

が挙げられる。非木材パルプの使用量は 1990 年時点では約 800 万トンで、1995 年以降 1,000

 - 25 -



万トン前後で推移しているが、その比率は紙・板紙の生産量が大きく伸びたため漸減してきており、

2003 年では約 30%まで低下している。この非木材パルプの原料構成を表 3-1 に示す。この表で

示すように、非木材パルプ原料の大半はわらパルプであり、これが排水汚染や小規模工場という

中国の紙パルプ産業の重要課題の原因となっている。 

木材パルプの比率は 21.0%であるが、このうち 25.7%が国内生産で輸入が 74.3%を占める。 
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図３－４ 製紙原料の消費品目別構成の推移 

出所：「中国製紙年鑑 2003」（中国製紙学会）、 

          「中国製紙工業 2003 年次報告書」（中国製紙協会） 
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図３－５ 製紙原料の構成比率（2003 年） 

出所：「中国製紙工業 2003 年次報告書」（中国製紙協会） 
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表３－１ 非木材パルプの原料の種類・数量・比率（2002 年） 

種類 数量（万トン） 比率（%） 

わらパルプ 800      72.1 

葦パルプ 110       9.9 

竹パルプ 45       4.1 

バガスパルプ 35       3.2 

綿・麻布パルプ 15       1.4 

その他パルプ 105       9.5 

合計 1,110 100.0 

出所：「中国製紙年鑑 2003」（中国製紙学会） 

 

３-１-２ 東南沿海地区の占める位置 

2004 年 1 月 6 日付けで国家発展改革委員会から「全国林紙一体化プロジェクト建設（十・五）

および 2010 年計画」（以下、「林紙一体化政策」と表記。詳細は付属資料を参照）が発表された。

この中で記述されている地区別の紙・板紙生産量及び木材パルプ生産能力の数字を表3-2に示

す。 

 

表３－２ 地区別の紙・板紙生産量および木材パルプ生産能力（2002 年） 

単位：万トン 

地区名 省・自治区 紙・板紙生産量(A) 木材パルプ生産能力(B) B/A (%)

東南沿海 広東、広西、海南、福建   739 (20%)      102 (34%) 13.8 

長江中下流 湖南、湖北、江西、安徽、江蘇、浙江 1,223 (32%)       33 (11%) 2.7 

黄淮海 山東、河南、河北、山西 1,412 (37%)       22 ( 7%)    1.6 

東北 黒龍江、吉林、遼寧、内蒙古東部     151  ( 4%)      107 (36%) 70.9 

西南 四川、雲南、貴州、重慶     157  ( 4%)       33 (11%) 21.0 

合計  3,780 (100%)      297 (100%) 7.9 

出所：「全国林紙一体化プロジェクト建設“十・五”および 2010 年計画」（国家発展改革委員会） 

 

この表から、東南沿海地区は、他の地区と比較し、紙・板紙生産量はある程度の数量を保持し、

また木材パルプ生産能力とのバランスが良いと判断される。 

なお、紙・板紙生産量が 100 万トン以上の省を表 3-3 に、100 万トン以上の生産量の省別シェ

アを図 3-6 に示す。また、中国の主要製紙企業の地域分布を図 3-7 に示す。 
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表３－３ 紙・板紙生産量が 100 万トン以上の省 

単位：万トン 

順位 省別 2002 年生産量 省別 2003 年生産量 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

山東 

浙江 

広東 

河南 

江蘇 

河北 

福建 

湖北 

… 

666 

496 

410 

355 

315 

288 

123 

103 

 

山東 

浙江 

広東 

河南 

江蘇 

河北 

福建 

湖南 

四川 

853 

601 

543 

420 

339 

275 

144 

125 

102 

出所：「中国製紙工業 2003 年次報告書」（中国製紙協会） 

注：年間販売額 500 万元以上企業の統計に基づく 

 

 

 

山東, 21%

浙江, 15%

広東, 13%河南, 10%

江蘇, 8%

河北, 7%

福建, 3.5%

湖南, 3.0%

四川, 2.5%

その他, 17%

 

図３－６ 生産量 100 万トン以上の省別シェア（2003 年） 

出所：「中国製紙工業 2003 年次報告書」（中国製紙協会） 

注：年間販売額 500 万元以上企業の統計に基づく 
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14

17963

1 

2 

4

5

7

8

10

11

12

13

15

16

19

18

20

1.山東晨鳴紙業（127 万 t）   2.金東紙業（江蘇）（121.4 万 t）   3.東莞玖龍紙業（91.32 万 t） 

4.山東太陽紙業（59.74 万 t）  5.山東華泰グループ（58.48 万 t）  6.東莞理文製紙（56.8 万 t） 

7.寧波中華紙業（47.22 万 t）  8.山東博匯紙業（41 万 t）    9.広州製紙グループ（39.74 万 t） 

10.UPM（蘇州）（36.76 万 t）  11.安徽山鷹紙業（36.7 万 t）  12.湖南岳陽林紙（34.75 万 t） 

13.金華盛紙業（蘇州）（32.64万t） 14.寧夏美利紙業（30.71万t） 15.山東泉林紙業（27.31万t） 

16.福建省南紙（26.69 万 t）  17.中山聯合鴻興製紙（26.29 万ｔ） 

18.山東（臨清）銀河紙業（25 万ｔ） 19.山東景興紙業（24.78 万ｔ） 20.福建青山紙業（24.52 万ｔ） 

 

図３－７ 中国の主要製紙企業の地域分布 

出所：「中国製紙工業 2003 年次報告書」（中国製紙協会） 

 

３-２ 広西省の紙パルプ産業 

３-２-１ 産業の現状 

広西省におけるすべての国有製紙企業と年間売上高 500 万元を超える非国有製紙企業の

紙・板紙の総生産量は、1990 年の 33.5 万トンから 1995 年の 105.95 万トンまで増加傾向が続い

たが、1995 年から 1999 まで減少傾向に転じた。2000 年以降漸次回復し、2003 年現在は 96 万ト

ン台に回復している（図 3-8）。全国の紙・板紙生産量に占める広西省の割合は、最高の 1995 年

の 3.8%から 2003 年現在の 2.2%に縮小した。2002 年に、広西省の紙・板紙の生産能力は 85.12

万トンである。 
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図３－８ 広西省の紙・板紙生産量の推移 

出所：「中国製紙年鑑 2003」（中国製紙学会） 

注：生産量はすべての国有製紙企業および年間販売額 500 万元以上非国有企業の合計 
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図３－９ 広西省の紙・板紙の生産品目構成の推移 

出所：「中国製紙年鑑 2003」（中国製紙学会） 

 

広西省の紙・板紙生産量のうち、紙の生産量が大きく、2000年に76.89万トン、2001年に78.65

万トン、2002 年に 84.16 万トンとなっていた。一方、板紙の生産量は、2000 年に 5.66 万トン、2001

年に 4.26 万トン、2002 年に 2.56 万トンであるように低位にとどまっている（図 3-9）。品目別の生

産量を全部把握していないが、2000 年の生産量からみると、新聞用紙は 7.32 万トン、凸版印刷
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用紙は 0.01 万トン、平版印刷用紙は 0.49 万トン、紙製品は 14.5 万トン、段ボールは 4.68 万トン

であった。また、1998 年のデータでは、製品の品種はわずか 60 種で、そのうち、高級品は製品全

体の 2.5%、中級品は 29.1%、低級品は 67.7%を占めていた。中高級品と板紙の割合は合わせて

32.3%で、同年の全国平均レベル（40%）に至らなかった。ちなみに、広西貴糖（グループ）有限公

司の「桂花」筆記用紙と印刷用紙、南寧糖業有限公司の「美時」筆記用紙とバガスパルプ、柳州

恵好衛生用品有限公司の「恵好」おりものシート、広西舒雅護理用品有限公司の「舒雅」生理用

ナプキン、広西来賓東糖製紙有限公司の「紅河」B 級トイレットペーパー、広西省柳江製紙廠の

新聞用紙と竹パルプ、田陽南華紙業有限公司の「双田」筆記用紙と印刷用紙、広西寧振紙業有

限公司の「華勁」筆記用紙と印刷用紙、広西勁達興紙行有限公司の「勁達興」新聞用紙、広西林

業茘浦紙業有限公司の「茘塔」板紙などは、広西の省定のブランド品として省内で知られている。 

一方、パルプ生産では、2001 年の広西省の生産量は 20.19 万トンで、全国のパルプ生産量の

2.0%しか占めていなかった。パルプの原料としては、バビショウ、ユーカリ、竹、バガス、古紙およ

び草がある。2002 年には、木材パルプが同省のパルプ生産量に占める割合は 21.6%で、竹パル

プの割合は 3.4%で、バガスパルプは 26%、国内の古紙および輸入古紙を原料とするパルプは最

大で 49%であった（図 3-10）。 

以上の断片的なデータからも伺えるように、広西省の紙パルプ産業は現状では貧弱な状況に

あり、中国の各省の中でも、紙パルプ産業の実力は余り大きくないといえる。 

 

木材パルプ
21.6%

竹パルプ
3.4%

古紙パルプ

49.0%

バガスパルプ 

26.0%

 

図３－１０ 広西省製紙原料の構成比率（2002 年） 

出所：「中国製紙年鑑 2003」（中国製紙学会） 
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３-２-２ 主要紙パルプ企業 

広西省の紙パルプ企業は 2001 年に 59 社あったが、市場競争の中で 9 社が閉鎖されたため、

2002 年には 50 社となった。そのうち、年間生産量が 10 万トン以上の企業は広西南寧鳳凰紙業

有限公司、広西中竹柳江紙業有限公司、広西貴糖（グループ）有限公司の 3 社で、生産量 7～

10 万トンの企業は広西賀達紙業有限公司と広西華勁紙業グループの２社が挙げられる。残りの

45 社は生産量７万トン以下の零細企業である。今後、WTO 加盟時の約定で紙製品の関税の大

幅な下げと環境保護政策の実施強化の影響を受けて、零細な紙パルプ企業の一部は余儀なく

淘汰されてしまうのだろう。2003 年現在、広西省の紙パルプ企業は 51 社あり、そのうち、年間売

上高が 500 万元超の紙パルプ企業が 10 数社ある。この 10 数社の木材・竹材パルプの生産能力

は 53 万トンで、製紙能力は 39 万トンである。以下、広西省の主要な紙パルプ企業の概要につい

て紹介する。 

広西南寧鳳凰紙業有限公司：フェニックス製紙とも呼ばれるこの会社は、南寧市投資開発有限

公司と広西開発投資有限公司が22億元を投じて設立された会社である。この会社のパルプ生産

設備はほとんどスウェーデン製のもので、技術と設備のハイレベルは中国においても一流である。

現在、生産能力 10 万トン/年のクラフトパルプの生産ライン、および原料林 0.67 万 ha を保有して

いる。フェニックスは、この先の数年内に、20万トン/年の高級文化用紙生産ライン、さらに30～40

万トン/年の板紙生産ラインを新たに建設し、紙パルプの最終生産規模が 60 万トン/年になる計

画を実施中である。 

広西中竹柳江紙業有限公司：この会社の母体は 1968 年に設立し、1975 年に稼動しはじめた

広西柳江製紙廠である。柳州市の郊外にあり、水上・陸上の交通便が良く、専用の鉄道・埠頭を

設けている。1984 年以降、この会社は、アメリカ、イタリア、フィンランド、カナダ諸国から先進的な

紙パルプ生産設備や技術を導入し、現在総資産が 10.5 億元以上、紙・板紙の生産能力が 9 万ト

ン、パルプの生産能力が 9 万トン、広西省の最大の紙パルプ総合メーカーまでに成長している。

同社の主要製品には、平版印刷新聞用紙、印刷筆記用紙、さらしの竹・木材パルプ、包装用紙、

白板紙（紙コップ、タバコの箱）が挙げられる。製品の販売先は、主に広西省の周辺地域および

広東省で、竹パルプの売価は 4,000 元/トンである。パルプ原料の構成には、竹が 60～70%、バビ

ショウが20～25%、その他として量が少ないユーカリがある。古紙やバガスは利用されていない。こ

の会社は独自に原料林を持っていないが、主に 150km内で原料を集荷している。一部がチップ

の集荷であるが、圧倒的に原木集荷が多い。輸送はトラックで、一部は農家所有もあるが、ほとん

どが物流会社の所有で、輸送に関しては製紙工場としてまったく関与していない。竹の容積重が

軽いため、輸送費からのコスト高になりそうだが、物流手段・量が豊富かつ輸送業者間の競争が

激しいため、原料の仕切価格は工場着となっており、輸送によるコストアップは特に表面化してい

ない。ちなみに、現在、竹材の工場着価格は 280～300 元/GTで、バビショウ・ユーカリは 380～

400 元/m3となっている。国家の林紙一体化政策に従い、同社は 8 万haの原料林（竹・木材）生産

基地の建設に取り組んでいる。植林投資、産出材の引き受けに関しては、目標伐出量を決めて

おき、超えた分は市場価格で引き取るという農家との分収による直接投資、購入価格を事前に設

定という価格的買い取り保証、材の購入を保障するが価格は市場価格という量的買い取り保証、

の三つの方法をとっている。現在、2005 年に完工予定の 17 万トン/年の竹パルプ生産ラインの建

設を急ピッチで進めている。ちなみに、同社は中国の域内で竹材を原料とする紙パルプの革新

的な製造技術を擁している。 
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広西貴糖（グループ）有限公司：この会社は広西省の大手企業の一つで、貴港市に立地する

上場会社でもある。砂糖のほか、主な製品の生産能力は、サトウキビの屑を原料とするパルプが9

万トン、印刷筆記用紙・箱用板紙・トイレットペーパー・ティッシュなどの紙が 10 万トン、アルコール

が 1 万トンである。同社は、この先の 5 年以内に 50 万トンの生活用紙工業園を完工することを目

標としている。また、同社は中国の域内でバガスを原料とする紙パルプの中核となる製造技術を

擁している。 

広西国発林業製紙公司：この会社の前身は 1971 年にスタートした広西林業製紙廠である。柳

州市から 25km ほど離れた鹿寨県に位置し、水上・陸上交通の利便性が良い。この会社は、8 万ト

ン/年の木材パルプの生産ライン（一本）、および 10 万トン/年の紙・板紙ライン（七本）を持つ。主

な製品としては、各種の包装用紙、印刷コピー用紙および化粧板のオーバーレイ加工用紙があ

る。 

広西勁達興紙業有限公司：広西北部の重要な木材生産基地として知られている田林県に立

地するこの会社は、2001 年 4 月 12 日に広東勁達興紙業グループ有限公司と香港匯誼実業有限

公司の共同出資（資本金 8,400 万元）で設立された。生産能力 6 万トンの高級新聞用紙の生産ラ

インは、2003 年 6 月 26 日に完工し稼動しはじめた。2004 年に完工予定の二番目の新聞用紙生

産ライン、パルプ生産ラインに合わせて、この会社は新聞用紙 12 万トンおよびパルプ 20 万トンと

いう生産能力を有することになる。この先の 5～10 年までに、紙パルプの生産量が 60 万トンにな

るように、取り組んでいるところである。原料の安定的な供給を保つために、この会社は所在地の

百色市ならびに田林県の政府の強固な支持を得て、2 万 ha の早成多収穫林プロジェクトを実施

している。 

広西華勁紙業グループ：華勁紙業は製紙、製糖の総合メーカーで、傘下には華勁紙業グルー

プ有限公司、華勁紙業南寧紙業分公司（元は広西寧振紙業有限公司）、華勁紙業北海糖業分

公司（元は南康糖廠）、赣州華勁紙業有限公司（元は江西寧振紙業有限公司）がある。このグル

ープは主に印刷筆記用紙、コピー用紙および砂糖の生産を行っている。年間生産量では、竹と

バガスを原料とする製紙が 9.5 万トン、砂糖が 5.5 万トンである。また、2 万 ha 強の竹林資源を擁

している。今後 5 年以内に、グループ全体の製紙規模が 20 万トンに達する目標を立ている。 

広西賀達紙業有限公司：この会社は、1991 年に中国信達資産管理公司と広西投資（グルー

プ）有限公司の共同出資により、賀州市に設立されたクラフトパルプ専門会社で、資本金は 8.31

億元である。現在 6,600ha 余りの原料林を有しており、主にユーカリパルプ、松パルプ、竹パルプ

計 8 万トンを生産している。この会社は、今後 5 年ないし 10 年以内に、年産パルプ 30 万トン、紙

30 万トンおよび原料林 8 万 ha を持つ林紙グループを目指して取り組んでいる。 

南寧糖業有限公司：同社は国営の大手会社で、傘下企業として南寧製糖製紙廠、明陽糖廠、

蒲廟紙廠、伶俐糖廠、香山糖廠および東江糖廠がある。南寧製糖製紙廠はバガスを利用して年

間 4 万トンの紙・板紙を生産している。また、蒲廟紙廠はバガスパルプの年間生産量が 3.4 万トン

である。主な紙製品には、印刷筆記用紙、新聞用紙、塗工紙、衛生用紙、箱用板紙などがある。 

広西省高峰林漿紙業（グループ）有限公司：このグループは広西省林業局直轄の高峰、七坡、

博白、東門、欽廉、六万、派陽山、良鳳江の 8 の国有林場のすべての用材林資産、および広西

国有林場開発公司、広西武鳴タンニン廠の一部資産をもって設立された大型林紙総合会社であ

る。資本金は 8.88 億元、総資産は 12 億元にのぼり、林業用地 19 万haを有し､そのうち用材林の

蓄積は 570 万m3である。同社は、植林、紙パルプおよび木質パネルの生産を主な業務分野とし、
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2010 年に総資産、売上高とも 100 億元を超える目標を掲げている。 

 

３-２-３ 紙パルプ産業の発展目標 

広西省は域内の紙パルプ産業発展の中短期目標について、次のように策定している。 

紙・板紙生産量： 

2005 年に 120 万トンで、全国紙・板紙総生産量の約 3%を占める 

2010 年に 220 万トンで、          同上     4%を占める 

2015 年に 380 万トンで、          同上     6%を占める 

紙・板紙生産の年間成長率は、2005～2010 年に 12.9%、2010～2015 年に 11.5% 

繊維原料： 

    パルプ全体に占める木材パルプの割合は、2005 年に 36%、2015 年に 45%にアップ 

木材パルプの生産能力が、2005 年に 116 万トン以上、2010 年に 200 万トン以上に達する

（ただし他省への移出や輸出が多い） 

製品構造： 

  板紙/紙は、2005 年に 66：34、2010 年に 60：40、2015 年に 50：50 

  製品全体に占める中高級品の比率は、2005 年に 50%、2010 年に 60%、2015 年に 80% 

技術・設備： 

   省内の紙パルプ生産の技術装備のレベルは 2005 年に 15%～20%、2015 年に 30%～35% 

   （国際先進的なレベルを 100%とする場合） 

生産規模： 

  2015 年に、10 万トン以上の紙・板紙生産企業は 10 社 

そのうち、30 万トンの企業は 2 社 

50 万トンの企業は 2 社 

100 万トンの企業は 1 社 

    2015 年に、10 万トン以上のパルプ生産企業は 10 社 

そのうち、30 万トンの企業は 3 社 

60 万トンの企業は 2 社 

 

３-３ 林紙産業振興策と主要外国投資プロジェクト 

３-３-１ 林紙産業振興策 

近年、広西省の林紙産業に参入しようとする紙パルプ企業は、国内外に多くある。この中で先

頭に走り出しているのは APP、ストラエンソの両社である。広西省林業局ならびに省政府は、両社

の進めている林紙一体化プロジェクトに協力するため、高峰グループを立ち上げたのではないか

といわれている。林紙産業の振興にかける広西省行政当局の熱意は、視点を変えれば、これま

での林紙産業への反省を浮き彫りにした。2004 年に、広西省政府は次のような 2005 年からの紙

パルプ産業の振興策を打ち出し、広西省を中国の主な紙パルプ生産基地にしようという意欲をみ

せている。 

・ 林紙融合、糖紙融合（製糖と紙パルプ産業の相互振興政策）を堅持し、重点企業の大

型化と生産現代化を促進し、製紙産業のレベルアップを加速させる。2005年における広

西省の紙・板紙の生産能力は 200 万トン、パルプ生産能力は 220 万トンに達する。 
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・ ユーカリ、バビショウ、バガス、竹材を原料とする優良企業を重点的に支援；資本構造と

製品構造を調整・改善し、国際競争力のある大型企業グループを育成；優勢企業の原

料林生産基地の建設を支持する；国内外の大手メーカーを林紙産業に誘致する。 

・ 広西柳江製紙廠の竹パルプおよび中高級新聞用紙・印刷筆記用紙・白板紙の生産、

広西貴糖（グループ）有限公司のバガスパルプおよび中高級生活用紙の生産、南寧糖

業有限公司のバガスパルプおよび中高級事務用紙・生活用紙の生産、広西勁達興紙

業有限公司のユーカリ・バビショウを原料とするパルプおよび新聞用紙の生産、広西国

発林業製紙公司のバビショウ・古紙を原料とするパルプおよび中高級包装用紙の生産

に対し支援する。 

・ 広西南寧鳳凰紙業有限公司、広西賀達紙業有限公司をはじめとする中小企業の統廃

合を推進し、管理強化、コストダウン、競争力向上を図る。 

・ 高級の新聞用紙、印刷筆記用紙、事務用紙、塗工紙および板紙、中高級の生活用紙

の生産を奨励し、一方、低級の筆記用紙、包装用紙および白板紙の品質を向上させ、

劣質の段ボール原紙、衛生用紙、箱用板紙など売れ筋のない製品を淘汰させる。 

・ 紙パルプ産業のスケールメリットの国家政策に従い、生産能力が 10 万トン超の木材パ

ルプ企業、バガスや竹を原料とする非木材パルプを利用する 3.4 万トン超の製紙企業、

特種紙・板紙 0.5 万トン超/年の企業を支援する。ケミカル木材パルプ生産ラインの新規

または拡大の規模は 30 万トン超/年、パルプ生産ラインを改造する場合の規模は 10 万

トン超/年、セミケミカルパルプ生産ラインの新規規模は 10 万トン超/年、改造する場合

の規模は 5 万トン超/年、竹やバガスを原料とするケミカルパルプを改造または拡充する

場合の規模は 5 万トン超/年とする。 

 

３-３-２ 主要外国投資プロジェクト 

広西省は、森林資源が豊富で、自然条件が林木の成長に適し、新規植林の潜在能力が大き

い。一方、広西省内の紙パルプ産業は一定の基礎を持っているものの、先進的な存在である山

東省や広東省と比べれば非常に遅れている。2004 年 1 月に、広西省は林紙一体化産業の重点

発展地区として国から指定されている。これを受けて、省行政当局も、林紙産業を中核産業として

産業発展の重点においた。このような産業政策の転換により、省内外の企業は前述のごとく、独

資で林紙産業に参入し、林紙一体化プロジェクトが次々と計画され、建設に移されている。 

一方、広西省林紙産業への外国投資においては、2002 年 4 月 1 日より施行された“ケミカルパ

ルプ、原料林基地建設および一部高級な紙・板紙における外国投資の規制を撤廃し、推奨す

る”（「外国投資産業指導目録」）という政策の好影響もあって、広西省は林紙一体化プロジェクト

の推進に力を入れ、林紙産業への外資投資の誘致にも積極的に取り組んでいる。これらの要因

の積み重ねにより、広西省は中国紙パルプ産業において外国企業からの投資額がもっとも多い

省となっており、世界の紙パルプ産業から注目されている。現在、次のような大きなプロジェクトを

着々と進めている（図 3-11）。 
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桂北林区(広葉杉、竹、馬尾松) 

桂東林区(馬尾松、ユーカリ) 

百色林区(雲南マツ、広葉樹) 

米国三元会社プロジェクト 

APP プロジェクト 

StoraEnso プロジェクト 

王子製紙プロジェクト 

桂西南林区(馬尾松、ユーカリ)

図３－１１ 広西省における紙パルプ関連の主要外国投資プロジェクト 

 

ストラエンソプロジェクト：2002 年に、ストラエンソと広西省高峰林漿紙業（グループ）有限公司

は、9,000ha のパルプ原料林の共同植林に関する協定を交わし、ストラエンソは南寧市で現地会

社を立ち上げた。さらに、2003 年 11 月に両社は共同で 1.5 億 USD を投資し、広西の北海市で

15 万 ha の原料林および紙パルプ工場の建設に関して合意した。このプロジェクトはまだ国の認

可を得ていないが、地方政府の支援を得て実質的に事業展開中である。現在の植林面積は

6,900ha になっている。 

APP プロジェクト：1995 年 10 月に、APP は広西欽州林業開発公司との共同出資で「広西金欽

州豊産林有限公司」を設立した（図 3-12）。APP はキャッシュで 95%出資し、欽州林業開発公司は

土地として 5%出資している。APP は金欽州公司を通じて、欽州市、浦北県、霊山県などの各地で

ユーカリの植林を始め、2003 年までに 3.6 万 ha の植林が済み、2004 年末までに植林完工面積

が 4.8 万 ha に達する見込みである。APP は広西省欽州市の域内において、500 億元を投入し、

60 万 ha の原料林植林および 150 万トン/年のパルプと 310 万トン/年の製紙工場を、2008 年ま

でに完工し、稼動するという事業計画を立てている。この事業計画の実施は 2 段階に分けて進め

られようとしている。まず、第 1 期計画では、83 億元を投資し、13.3 万 ha の植林および 30 万トン/

年のパルプ工場と 60 万トン/年の紙工場を 2005 年末に完工する。第 2 期計画としては、46.6 万

ha の植林および 120 万トン/年ケミカルパルプ工場と 250 万トンの製紙工場を 2008 年に建設し

広広広西西西省省省   
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稼動をはじめる。このプロジェクトの実施状況および今後の展開について、金欽州公司のトップは

次のように述べている。2005 年からは 4 万 ha/年のペースで植林を行っていく予定である。植林

樹種の構成には、樹種の多様化を配慮し、ユーカリ、アカシア等の広葉樹が植林面積の 90%、バ

ビショウを主とする針葉樹が 10%を占めている。現在、植林用地は大別して 2 種類あり、一つは欽

州市林業局直轄の林場であり、もう一つはリースである。そしてリースの中には 2 つのタイプがあり、

本来のリースと分収（利益分配）である。いずれもリース年数は 50 年としている。土地リースの際、

欽州市林業局は個々の農家の土地をまとめてリースし、リース料も林業局を通して支払う。言い

換えれば、地方の林業局は土地手当てに関して APP の仲介人であり、代理人となっている。 

王子製紙プロジェクト：王子製紙と丸紅との共同出資で南寧に「広西王子豊産林有限公司」を

設立した。この会社は王子製紙が 90%、丸紅が 10%を出資し、２００３年末現在 2,400ha の植林を

終了している。 

三元プロジェクト：米国三元公司は、20 万haのユーカリ植林計画を打ち出した。現在、8,000ha

の林地を植林済みで、20 万m3/年のMDF工場を立ち上げた。 

 

３-４ 広西大学製紙科学研究所 

同研究所は広西大学キャンパス内にあり、広西大学生物技術・糖業工程学院、広西製紙工業

生産力促進センター、広西製紙学会を兼ねている。同研究所は 1997 年に設立された広西省の

紙パルプ、包装材料などの主要研究機関で、中国紙パルプ産業においても名が知られている。

現在、同研究所には教授 2 人、助教授 6 人、博士 5 人、修士 6 人が在籍している。 
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図３－１２ 広西金欽州豊産林有限公司を含む APP の中国関連企業の分布図 
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４．森林と林業政策 

 

４-１ 中国の森林資源の概観と広西省の占める位置 

４-１-１ 森林資源の概況 

中国の第 5 次（1994 年～1998 年）全国森林資源調査の結果によれば、中国の森林資源の概

況は次のとおりである。 

全国の林業用地面積は、26,329.5 万 ha であり、国土面積の 27.4%を占める。有林地の面積（森

林面積）が 15,894.1 万 ha あり、1998 年の森林被覆率は 16.6%となっている。一人当たりの森林面

積は 0.128ha の低位にとどまっている。 

全国の立木蓄積総量は、1998 年末で 1,248,800 万m3 である。森林蓄積は 1,126,700 万m3で、

一人当たりの森林蓄積は、9.048 m3となっている（表 4-1）。 

台湾およびチベットの一部を除き、中国本土における森林資源の現状では、林業用地面積は

25,704.73 万haで、森林面積は林業用地面積の 59.8%を占める 15,363.23 万haである。林分面積

は 12,919.94 万haで、森林面積の 84.1%を占め、蓄積は 1,008,564.23 万m3で、立木総蓄積

1,130,637.98 万 m3の 89.2%を占める。林分の用途別では、用材林の面積は 9,939.5 万haで林分

面積の 76.9%を占め、蓄積は 720,618.84万m3で、林分全体の蓄積の 71.4%を占める。保護林では、

面積は 2,138.47 万haで、林分面積の 16.5%を占め、蓄積は 219,296.93 万m3で、林分蓄積の

21.7%を占める。薪炭林では、林分面積の 3.4%を占める 445.17 万haがあり、その蓄積が 8,751.43

万m3で、林分蓄積の 0.9%を占める。経済林、実験林、育種林、風景林、自然保護区の 

 

表４－１ 中国森林資源概況 

（1994～1998 年） 
 

林業用地・林木 中国本土 世界レベル  
区分 

中国全土 中国本土 森林 林分 -  

面積 

（万 ha） 
26,330 25,705 15,363 12,920 -  

蓄積 

（万m3） 
1,248,800 1,130,638 1,126,700 1,008,564 -  

被覆率

（%） 
- - 16.6 - -  

ha/人 - - 0.128 - 0.6  

m3/人 - - 9.048 - 72  

出所：中国第 5 次森林資源調査  

       

（1999～2003 年）      

森林面積

（万 ha） 

森林蓄積

（万m3） 

人工林面積

（万 ha） 

人工林蓄積

（万m3） 

森林被覆率

(%） 
ha/人 m3/人

17,500 1,245,600 5,300 150,500 18.2 0.132 9.421 

出所：中国第 6 次森林資源調査    
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森林などを含む特用林の面積は 396.8 万haで、林分面積の 3.1%を占め、蓄積は 59,897.03 万m3

で、林分蓄積の 5.9%を占める（図 4-1、図 4-2）。 

 

用材林
76.9%

保護林
16.6%

薪炭林
3.4%

特用林
3.1%

 

図４－１ 中国森林の用途別林分面積の構成比率 

出所：中国第 5 次森林資源調査（1994～1998 年） 

 

用材林
71.4%

保護林
21.7%

薪炭林
0.9%

特用林
5.9%

 

図４－２ 中国森林の用途別林分蓄積の構成比率 

出所：中国第 5 次森林資源調査（1994～1998 年） 

 

林分の林齢別では、幼齢林（４～１０年生）の面積は4,758.26万haで林分全体の36.8%を占め、

蓄積は 111,540.2 万m3で、11.1%を占める。中齢林（１１～２０年生）では、面積は 4,430.43 万haで、

林分全体の 34.3%を占め、蓄積は 303,571.48 万m3で、30.1%を占める。近熟林（２１～３０年生）で

は、面積は1,448.72万haで、11.2%を占め、蓄積は151,170.89万m3で、15.0%を占める。成熟林（３

１～４０年生）では、面積は 1,419.38 万haで、11.0%を占め、蓄積は 233,358.29 万m3で、23.1%を占
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める。過熟林（４１年生～）では、面積は 863.15 万haで、6.7%を占め、蓄積は 208,923.37 万m3で、

20.7%を占める（図 4-3、図 4-4）。 

また、森林資源のうち、天然林の面積は 10,696.5 万haで、森林面積の 69.6%を占める。その蓄

積は 1,029,338.5 万m3で、森林蓄積の 91.0%を占める。一方、人工林の面積は 4,666.7 万haで、

森林面積の 30.4%を占める。蓄積は 101,299.47 万m3で、森林蓄積の 9.0%を占める。 

なお、中国の国家林業局は、今年 1 月に第 6 次（1999 年～2003 年）全国森林資源調査の

新概要を公表した。この公表によると、2003 年末、中国の森林面積は 17,500 万haで、森林蓄積

は 1,245,600 万m3である。そのうち、人工林の面積は 5,300 万haあり、森林面積の 30.3%を占め、

蓄積は 150,500 万m3で、森林蓄積の 12.1%を占める。森林被覆率は、1998 年の 16.6%から 18.2%

に上昇している。一人当たりの森林面積、蓄積は 0.132ha、9.421 m3に増加している。 

幼齢林
36.8%

中齢林
34.3%

近熟林
11.2%

過熟林
6.7%

成熟林
11.0%

 

図４－３ 中国森林の林齢別林分面積の構成比率 

出所：中国第 5 次森林資源調査（1994～1998 年） 

幼齢林
11.1%

中齢林
30.1%

近熟林
15.0%

過熟林
20.7%

成熟林
23.1%

 

図４－４ 中国森林の林齢別林分蓄積の比率構成 

出所：中国第 5 次森林資源調査（1994～1998 年） 
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４-１-２ 森林資源の類型と分布 

中国は、森林の自然分布から、森林の類型を東北温帯針葉樹林・針広混交林地区（東北地区）、

華北暖温帯落葉広葉樹林・油松-コノテヒバ林地区（華北地区）、華東-中南亜熱帯常緑広葉樹林・

バビショウ-コウヨウザン-竹林地区（華東中南地区）、雲貴高原亜熱帯常緑広葉樹林・雲南松林地

区（雲貴高原地区）、華南亜熱帯モンスーン雨林・雨林地区（華南熱帯地区）、西南高山峽谷針葉

樹林地区（西南高山地区）、内モンゴル東部森林草原・草原地区（内モンゴル東部地区）、蒙新荒

漠-半荒漠・山地針葉樹林地区（蒙新地区）、青蔵高原草原-草甸・寒漠地区（青蔵高原草原）に分

けている（図4-5）。一方、森林利用を重点においた中国林業区画では、東北用材林-保護林地区、

蒙新保護林地区、黄土高原保護林地区、華北保護林-用材林地区、青蔵高原寒漠非適林地区、

西南高山峡谷保護林-用材林地区、南方用材林-経済林地区、華南熱帯林保護地区に分けている。

広西省の森林は、林業区画上では南方用材林-経済林地区に分類されているが、森林の自然区

画上では、南部は華南熱帯地区に属する粤西-桂南山地丘陵季節風常緑広葉樹林・バビショウ林

区、西部は雲貴高原地区に属する滇東南・桂西・黔西落葉常緑広葉林-雲南松林区に分類されて

いる。粤西-桂南山地丘陵季節風常緑広葉樹林・バビショウ林区には、主にツバキ科（Theaceae）、

ブナ科（Fagaceae）、マンサク科（Hamamelidaceae）、モクレン科（Magnoliaceae）、ウコギ科

（Araliaceae）などの樹木を主とする常緑広葉樹林およびバビショウ林がある。滇東南・桂西・黔西

落葉常緑広葉林-雲南松林区には、主に雲南松（Pinus yunnanensis Franch.）林およびアベマキ

（Quercus variabils Bl.）を主とする落葉性の広葉樹林がある。 
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出所：「中国森林」（中国林業出版社） 

図４－５ 中国森林分区図 
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４-１-３ 中国の森林資源に占める広西省の位置 

中国各省の森林資源のランキング（第 5 次森林資源調査結果、1998 年）から、広西省の中国

森林資源に占める位置が分かる。 

まず、各省の林業用地の面積分布では、2,000 万 ha 以上ある省には、第 1 位の内モンゴル

（3,181.95 万 ha、全国の林業用地面積の 12.4%を占める）、第 2 位の四川省（2,657.91 万 ha、同

10.3%）、第 3 位の雲南省（2,380.79 万 ha、同 9.3%）、第 4 位の黒龍江省（2,131.34 万 ha、同 8.3%）

が挙げられる。広西省は黒龍江省に次いで第 5 位にランクされ、その林業用地面積が 1,269.19

万 ha にのぼり、中国全体の林業用地面積の 4.9%を占める。このことから、広西省は、林業に利用

可能な土地が中国においても豊富な省の一つといえる。 

有林地の面積においては、1,000 万 ha 超の省には、第 1 位の黒龍江省（1,760.31 万 ha、全国

の有林地面積の 11.5%を占める）、第 2 位の内モンゴル（1,474.85 万 ha、同 9.6%）、第 3 位の四川

省（1,330.15 万 ha、同 8.7%）、第 4 位の雲南省（1,287.32 万 ha、同 8.4%）がある。広西省は、江西

省、湖南省に続き第 7 位とランクされ、その有林地面積が 816.66 万 ha あり、中国全体の有林地

面積の 5.3%を占める。このことから、中国において、広西省の林業用地の利用度は比較的高いと

いえる。しかし、同省の有林地面積は林業用地面積の 64.3%にとどまり、現存の林業適地、林分

密度の低い疎林地、灌木林地がまだ多い。 

用材林、保護林、薪炭林および特種林といった喬木林の面積を示す林分面積では、上位 4 位

は有林地面積の順位と同じく、黒龍江省（1,755.61 万 ha、全国の林分面積の 13.6%を占める）、内

モンゴル（1,390.30 万 ha、同 10.8%）、四川省（1,197.72 万 ha、同 9.3%）、雲南省（1,181.28 万 ha、

同 9.1%）の順となっている。広西省には、八角、ニクケイ、熱帯果樹林などの経済林の面積が大き

いため、全省の林分面積は吉林省、江西省、広東省より小さく、全国林分面積の 4.9%にあたる

630.75 万 ha で、全国での順位が第 8 位となっている（表 4-2）。 

林木の蓄積量の分布では、10億m3超の省として、第1位の黒龍江省（15.66億m3、全国立木総

蓄積の 13.9%を占める）、第 2 位の四川省（15.45 億m3、同 13.7%）、第 3 位の雲南省（14.24 億m3、

同12.6%）、第4位のチベット（12.67億m3、同11.2%）、第5位の内モンゴル（11.68億m3、同10.3%）

がある。広西省は吉林省（8.27 億m3、同 7.3%）、福建省（4.17 億m3、同 3.7%）、陝西省（3.34 億m3、

同 2.9%）に次ぐ第 9 位で、立木総蓄積の 2.7%を占める 3.10 億m3である。 

有林地の蓄積（林分蓄積）では、黒龍江省と四川省の順位が逆転しているのを除き、上位 17

位までの林分蓄積の順位が林木蓄積量の順位と一致している。10 億m3超の省には、第 1 位の四

川省（14.46 億m3、全国林分蓄積の 12.8%を占める）に次いで、黒龍江省（14.10 億m3、同 12.5%）、

雲南省（12.83億m3、同11.4%）、チベット（12.53億m3、同11.1%）が挙げられる。広西省は内モンゴ

ル（9.81億m3、同8.7%）、吉林省（7.96億m3、同7.1%）、福建省（3.65億m3、同3.2%）、陝西省（3.02

億m3、同 2.7%）に続き、第 9 位にランクされ、全国の林分蓄積の 2.5%を占める 2.77 億m3である。

2001 年の原木生産量では、広西省は第 1 位の黒龍江省（552.5 万m3）に次いで 411.7 万m3で、

全国の原木生産量の 9.0%を占める（表 4-3）。 

以上から、広西省は豊富な森林資源を有し、中国でも有数の林業省の一つであることが分かる。

特に、東北三省の天然林の限伐、雲南・四川西部の天然林の禁伐といった環境保護政策を実施

して以来、広西省の豊富な森林資源および林木成長の良好な自然条件はますます注目されて

いる。広西省は中国の早成多収穫林の主産地として、大きな存在を示している。 
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表４－２ 中国各省森林資源面積分布（1994～1998 年） 

林業用地 有林地 林分 省・直轄市・

自治区 万 ha % 順位 万 ha % 順位 万 ha % 順位

全 国 25,704.73   15,363.23   12,919.94   

北 京 

天 津 

河 北 

山 西 

内モンゴル

遼 寧 

吉 林 

黒龍江 

上 海 

江 蘇 

浙 江 

安 徽 

福 建 

江 西 

山 東 

河 南 

湖 北 

湖 南 

広 東 

93.06 

13.30 

631.22 

676.47 

3,181.95 

567.43 

829.74 

2,131.24 

2.33 

59.26 

639.66 

418.65 

901.83 

105.32 

263.84 

378.64 

764.09 

1,173.66 

1,034.70 

0.36 

0.05 

2.46 

2.63 

12.38 

2.21 

3.23 

8.29 

0.01 

0.23 

2.49 

1.63 

3.51 

0.41 

1.03 

1.47 

2.97 

4.57 

4.03 

27

29

17

15

1

18

11

4

30

28

16

20

9

25

23

21

12

7

8

33.74

8.58

336.13

183.58

1,474.85

451.05

706.98

1,760.31

2.18

46.24

517.18

317.05

735.37

889.78

191.52

209.01

482.84

823.97

815.02

0.22

0.06

2.19

1.19

9.60

2.94

4.60

11.46

0.01

0.30

3.37

2.06

4.79

5.79

1.25

1.36

3.14

5.36

5.31

26

29

17

22

2

14

10

1

30

25

12

18

9

5

21

20

13

6

8

20.65 

4.29 

198.71 

147.08 

1,390.30 

304.28 

699.92 

1,755.61 

0.37 

21.68 

344.78 

233.88 

549.90 

690.70 

62.56 

149.77 

399.01 

558.81 

678.78 

0.16 

0.03 

1.54 

1.14 

10.76 

2.36 

5.42 

13.59 

0.00 

0.17 

2.67 

1.81 

4.26 

5.35 

0.48 

1.16 

3.09 

4.33 

5.25 

27

29

18

22

2

15

5

1

30

26

14

17

10

6

24

21

13

9

7

広 西 1,269.19 4.94 5 816.66 5.32 7 630.75 4.88 8

海 南 

四 川 

貴 州 

雲 南 

チベット 

陝 西 

甘 粛 

青 海 

寧 夏 

新 疆 

169.96 

2,657.91 

740.71 

2,380.79 

846.16 

1,97.49 

720.87 

337.95 

100.40 

476.91 

0.66 

10.34 

2.88 

9.26 

3.29 

4.66 

2.80 

1.31 

0.39 

1.86 

24

2

13

3

10

6

14

22

26

19

134.93

1,330.15

367.31

1,287.32

408.15

592.03

217.41

30.88

14.64

178.37

0.88

8.66

2.39

8.38

2.66

3.85

1.42

0.20

0.10

1.16

24

3

16

4

15

11

19

27

28

23

81.68 

1,197.72 

301.99 

1,181.28 

408.05 

492.56 

192.17 

30.52 

10.16 

171.98 

0.63 

9.27 

2.34 

9.14 

3.16 

3.81 

1.49 

0.24 

0.08 

1.33 

23

3

16

4

12

11

19

25

28

20

出所：中国第 5 次森林資源調査 
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表４－３ 中国各省森林資源蓄積量分布（1994～1998 年） 

立木総蓄積 林分蓄積 省・直轄市・

自治区 万m3 % 順位 万m3 % 順位 

全 国 1,130,637.98   1,130,637.98   

北 京 

天 津 

河 北 

山 西 

内モンゴル

遼 寧 

吉 林 

黒龍江 

上 海 

江 蘇 

浙 江 

安 徽 

福 建 

江 西 

山 東 

河 南 

湖 北 

湖 南 

広 東 

1,115.25 

25.04 

7,856.82 

8,009.04 

116,859.43 

17,362.63 

82,753.39 

156,615.58 

133.67 

3,633.57 

12,660.40 

10,441.14 

41,763.62 

27,695.69 

6,022.19 

13,137.55 

14,759.04 

23,147.09 

21,325.15 

0.10

0.00

0.69

0.71

10.34

1.54

7.32

13.85

0.01

0.32

1.12

0.92

3.69

2.45

0.53

1.16

1.31

2.05

1.89

27

30

22

21

5

15

6

1

29

26

19

20

7

11

24

18

17

12

13

685.82

160.25

5,948.19

5,643.97

98,163.48

16,136.90

79,656.81

141,069.30

23.93

865.77

11,122.00

8,595.77

36,490.99

22,308.38

1,480.99

5,258.50

13,223.82

19,890.46

19,726.70

0.06 

0.01 

0.53 

0.50 

8.68 

1.43 

7.05 

12.48 

0.00 

0.08 

0.98 

0.76 

3.23 

1.97 

0.13 

0.47 

1.17 

1.76 

1.74 

27

29

21

22

5

15

6

2

30

26

18

19

7

11

25

23

17

12

13

広 西 31,027.39 2.74 9 27,699.92 2.45 9

海 南 

四 川 

貴 州 

雲 南 

チベット 

陝 西 

甘 粛 

青 海 

寧 夏 

新 疆 

7,281.49 

154,520.65 

17,022.35 

142,391.06 

126,789.71 

33,407.95 

19,224.52 

3,728.46 

674.17 

28,998.52 

0.64

13.67

1.51

12.59

11.21

2.95

1.70

0.33

0.06

2.56

23

2

16

3

4

8

14

25

28

10

6,613.03

144,621.65

14,050.18

128,364.94

125,337.41

30,265.74

17,201.76

3,270.36

585.26

25,401.95

0.58 

12.79 

1.24 

11.35 

11.09 

2.68 

1.52 

0.29 

0.05 

2.25 

20

1

16

3

4

8

14

24

28

10

出所：中国第 5 次森林資源調査 
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４-２ 広西省の森林資源 

４-２-１ 森林資源の概況 

広西省は面積が広く、亜熱帯気候に属し、降雨量と熱量資源が豊かなので、樹木の生長に適

している。広西省の森林資源は豊富で、中国の南部における重要な森林地区の一つである。

2003 年現在、同省の森林資源の概況は次のとおりである。 

林業用地面積は 1,366 万 2,200ha で、同省土地総面積の 57.5%を占める。そのうち、有林地面

積は 981 万 9,100ha で、林業用地面積の 71.8%を占める。森林被覆率は 41.3%に達し、全国森林

被覆率18.2%の 2倍以上となっている。疎林を加えると、林業用地の87%を占め、広西省の緑化率

（林業用地に占める有林地・灌木地・疎林地の比率）は中国で高いと知られている。一人当たりの

森林面積は 0.21ha であり、全国平均レベル 0.132ha/人の倍以上となっている。 

有林地のうち、用材林面積（薪炭林を含め）は 781 万 1,000ha で、79.5%を占め、保護林面積は

197万 9,300ha で、20.2%を占める。実験林、育種林、風景林、自然保護区の森林などを含む特用

林の面積は 2 万 8,800ha で、0.3%を占める。 

一方、立木の総蓄積は4億287万600m3で、そのうち、林分の蓄積は3億6,477万2,600m3で、

立木の総蓄積の 90.5%を占める。一人当たりの森林蓄積は 8.57 m3で、全国平均レベルの 9.42 m3

より低い（表 4-4）。 

 

表４－４  広西省森林資源主要指標一覧 

区 分 数 値 

林業用地面積 

うち、有林地 

  うち、用材林(薪炭林) 

保護林 

特用林 

1 人あたり有林地面積 

森林被覆率 

1,366.2 万 ha 

981.9 万 ha 

781.1 万 ha 

197.9 万 ha 

2.9 万 ha 

0.21 ha/人 

41.3 ％ 

立木蓄積 

うち、林分蓄積 

1 人あたり林分蓄積 

40,287 万m3

36,477 万m3

8.57 m3/人 

出所：「広西省森林資源概況」（広西省林業局） 

 

 

表４－５  広西省天然林と人工林の面積と蓄積 

区分 面積 

（万 ha） 

森林面積に占める 

割合（%） 

蓄積 

（万m3） 

森林面積に占める 

割合（%） 

天然林 

人工林 

532.3 

449.6 

54.2 

45.8 

22,079.7 

14,397.6 

60.5 

39.5 

出所：「広西省森林資源概況」（広西省林業局） 
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天然林では、面積は全省森林面積の 54.2%を占める 532 万 2,900ha、蓄積は 2 億 2,079 万

6,800 m3で、森林蓄積の 60.5%を占める。一方、人工林では、面積は 449 万 6,200haで、森林面積

の 45.8%を占め、蓄積は 1 億 4,397 万 5,700 m3で、森林蓄積の 39.5%を占める（表 4-5）。 

森林の樹種別では、バビショウの林分面積はもっとも多く 311 万 7,560haで、森林面積の 31.8%

を占め、蓄積は 9,589 万 8,700 m3で、森林蓄積の 26.3%を占める。コウヨウザン（Cunninghamia 
lanceolata (Lamb.) Hook.）の面積はバビショウに次いで第 2 位となり、181 万 1,600haで、森林面

積の 18.5%を占める。蓄積は 9,221 万 4,500 m3で、森林蓄積の 25.3%を占める。ユーカリ

（Eucalyptus spp.）では、面積は 19 万 5,400haで、森林面積の 2.0%を占め、蓄積は 215 万 2,100 

m3で、0.6%を占める。その他の樹種（主に天然林広葉樹）の林分では、面積は 469 万 4,500haで、

森林面積の 47.8%を占め、蓄積は 1 億 7,450 万 7,200ha m3で、森林蓄積の 47.8%を占める（表

4-6）。 

 

表４－６  広西省主要樹種別林分の面積と蓄積 

区分 面積 

（万 ha） 

森林面積に占める 

割合（%） 

蓄積 

（万m3） 

森林面積に占める 

割合（%） 

バビショウ 

コウヨウザン 

ユーカリ 

その他 

311.8 

181.2 

 19.5 

469.5 

31.8 

18.5 

 2.0 

47.8 

9,589.9 

9,221.5 

  215.2 

17,450.7 

26.3 

25.3 

 0.6 

47.8 

出所：「広西省森林資源概況」（広西省林業局） 

 

林齢別では、幼齢林(4～10 年生)の面積はもっとも多く、388 万 7,400haで、森林面積の 39.6%

を占める。その蓄積は 6,277 万 7,400 m3で、森林蓄積の 17.2%を占める。中齢林(11～20 年生)の

面積は 333 万 2,600haで、森林面積の 33.9%を占め、蓄積は 2,250 万 6,400 m3で、森林蓄積の

6.2%を占める。近熟林(21～30 年生)は、森林面積の 13.4%を占める 131 万 8,700haで、蓄積は

7,711 万 2,900 m3で、21.1%を占める。成熟林(31～40 年生)では、面積は 87 万 900haで、8.9%を

占め、蓄積は森林蓄積全体の 17.0%を占める 6,193 万 8400 m3である。過熟林(41 年生以上)では、

面積は 41 万 400haで、4.2%を占める。その蓄積は 3,100 万 5,600 m3で、8.5%を占める（表 4-7）。 

 

表４－７  広西省林齢別森林の面積と蓄積 

区分 面積 

（万 ha） 

森林面積に占める 

割合（%） 

蓄積 

（万m3） 

森林面積に占める 

割合（%） 

幼齢林 

中齢林 

近熟林 

成熟林 

過熟林 

388.7 

333.3 

131.9 

 87.9 

 41.4 

39.6 

33.9 

13.4 

 8.9 

 4.2 

6,277.7 

2,250.6 

7,711.3 

6,193.8 

3,100.6 

17.2 

 6.2 

21.1 

17.0 

 8.5 

出所：「広西省森林資源概況」（広西省林業局） 
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このように、広西省の森林には広大な面積があり、中国の省の中で第 5 位にランクされている。

しかし、広西省の森林資源には、いくつかの問題点がある。まず、小径木が多くて中・大径木が少

ない。省内林分の平均胸高直径はわずか 10.1cmであり、さらに近年小さくなる傾向がみられる。

ちなみに、中国の林分全体の平均胸高直径は 13.8cmとなっている。次に、利用可能な成熟林・

過熟林がまだ少なく、森林の林齢分布はアンバランスである。さらに、森林の面積と蓄積から総合

的にみると、林分の平均蓄積はあまりにも低く、全国平均レベルの 84.7 m3/haの 6 割に満たない

48.8 m3/haとなっている。広西省が立地・気候条件に恵まれているので、森林のこのような平均蓄

積の低さは、経営レベルの低さにほかならない。ちなみに、広西省の南寧市の近くにある七坡林

場の林分平均蓄積は 93.7 m3/haで、全省の平均林分蓄積は七坡林場の平均レベルの半分しか

ない。また、31 年生のバビショウの林分の平均蓄積は 91.5 m3/haで、一方、東門林場にある 6 年

生のユーカリ早成多収穫林の平均蓄積は 106.7 m3/haにのぼる。 

 

４-２-２ 主な森林資源とその分布 

広西省の森林資源は、北部が南部より多く、中部が四周より多いという地域分布の特徴がある。

桂北林区、桂西林区（百色林区・桂西南林区）、桂東の三大林区の総面積は全省森林面積の

46.6%強を占める。また、このような地域格差は、用材林、保護林の分布および主要樹種の分布に

もみられる。概ね北緯 23°を境に、南部には北熱帯モンスーン雨林、北部には亜熱帯常緑広葉

林が分布している。海抜 400m 以下の山地では、果樹やその他の経済林を栽培しており、400m

以上の山地には主にコウヨウザン、マツ、モウソウチクなどを植林している。カルスト山地地帯では

主に灌木林がみられ、丘陵や台地では主に人工林がみられる。 

広西省の域内にはさまざまな天然林と人工林が分布しており、主として次のような森林がある。 

天然林:広西省は亜熱帯の南部地帯に位置し、南から北へ緯度が高くなるに従って、温度が下

がり、植生のパターンの交替がみられる。南部はムクロジ科(Sapindaceae)を代表的な植物とす

る北熱帯モンスーン雨林に属し、十万大山森林区、龍州弄崗自然保護区などはこの植生の典型

的な分布地域である。中部は南亜熱帯で、クスノキ科(Lauraceae)を主とする常緑広葉林である。

北部は中央アジア熱帯で、ブナ科植物に代表される常緑広葉林は資源県花坪林帯の特徴であ

る。そのため、天然林は常緑広葉林を主とし、また亜熱帯落葉広葉林、亜熱帯針葉・広葉混交林、

亜熱帯針葉林もある。そのうち、亜熱帯針葉・広葉混交林は百色林区にしか分布していない。九

万大山、大瑶山、海洋山、西大明山、猫児山、富川西嶺、大明山、花坪林帯、姑婆山などには

広大な面積の天然広葉林がある。ちなみに、1998 年以降、広西省は天然林保護プロジェクトを

実施し、天然広葉林の伐採を禁止している。 

同省は亜熱帯という特定の環境にあるため、さまざまな貴重な樹木が生えている。主に軍需・

造船用のチーク（Tectona spp.）、セイロンテツボク(Mesua ferrea)、中国語でいう格木

(Erythropuleum fordii.)、シイノキ（Castanopsis spp.）、楽器製造用のビャクダン(Lignum 
Santali Albi.)、蘇木、高級家具用の蚬木、ホペア（Hopea spp.）、中国語でいう金絲李

（Garcinia  paucinervis）、マホガニー（Swietenia macrophylla King.）、中国語でいう降香黄檀

(Dalbergia odorifera T. Chen)などがある。希少な樹木は同省全域に分布しており、十万大山、

都陽山、龍州、寧明、および中部の大瑶山、北部の九万山、花坪林帯、猫児山などで も多い。 

人工林：広西省の人工林は、主にマツ、コウヨウザン、ユーカリなどの用材林とアブラギリ

（Aleurites cordata）、油茶（Camellia Oleifera Abel.）、八角（Illicium verum Hook.f.）、ニクケイ
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（Cinnamomum cassia Presl.）などの経済林がある。 

（1）コウヨウザン：コウヨウザンの生長に適した環境は、中央アジア熱帯地域にある標高 500～

1,000m の砂岩山地、暖かくて湿度の高い地域である。コウヨウザンの林分は、主に北部、西部の

山間地帯に分布し、優良な品種としては、主に融水ミャオ族自治県の白雲郷、拱洞郷の自糠杉と

四栄郷の四栄油杉などがある。 

（2）マツ：同省本土のマツの木はバビショウ、雲南松という二種類に分かれている。バビショウは

強い陽性樹種で、海抜 1,000m 以下の砂岩丘陵での生長に適し、東部の砂岩、花崗岩山間地に

広く分布している。雲南松は乾燥に強く、西部の雲貴高原の周辺にある楽業、天峨、西林、隆林

などの県に分布している。主要な優良品種には忻城県の古蓬松と寧明県の桐棉松がある。外来

のスラッシュマツ（Pinus elliottii Engelm.）の植林木もある。 

（3）ユーカリ：同省はユーカリの品種も多く、主にオオバユーカリ（E. robusta SM.）、中国語で

いう窿縁ユーカリ（E. exserta FV Mull.）、レモンユーカリ（E. citriodora）、フォレストレッドガム（E. 
tereticornis）、ユーロフィラユーカリ（E..urophylla）などがある。窿縁ユーカリ、レモンユーカリお

よびユーロフィラユーカリは植林に多く利用され、特にレモンユーカリの植林面積は大きい。同省

のユーカリは、主に太陽光の照射の強い左江、右江流域と南部の沿海地域に分布している。 

（4）竹（人工林として扱われている）：同省の竹は主に鞭生竹、群生竹の二種類に分かれてい

る。鞭生竹はモウソウチク（Phyllostachys pubescens）を主とし、主に中央アジア熱帯地域にある

桂林、梧州地区の北部に分布している。群生竹は蒸し暑い環境でよく育ち、主に南アジア熱帯地

域にある同省の東南東部と西部の石の多い山間地帯に分布している。2001 年の竹材の生産量

は第 1 位の福建省（10,546.3 万本）と比べて小さいものの、376.7 万本にのぼり、全国の竹材生産

量の 0.6%を占める。 

経済林：経済林総面積は 99 万 ha で、そのうち、植物油の原料林面積は 58 万 ha で、58.8%を

占める。特種の経済林の面積は 16 万 8,000ha で、16.9%を占める。果樹林面積は 20.16 万 ha で、

20.4%を占める。その他の経済林面積は 3 万 8,000ha で、3.9%を占める。経済林には、主に油茶、

アブラギリ、八角およびニクケイがある。 

（1）油茶は同省の主要な木本食用植物油原料の樹種で、主に三江、融安、龍勝、昭平、茘浦、

永福、鳳山、巴馬、陽朔、鹿寨、岑渓などの県に分布している。1990 年におけるその面積は約 50

万である。 

（2）アブラギリには、主に千年ギリと三年ギリの二つの品種があり、いずれも陽性の樹種である。

千年ギリは主に南亜熱帯の海抜 400m 以下の土山の丘陵や左江流域に分布している。三年ギリ

の分布は広く、主に海抜 700m 以下の低い丘陵地帯、紅水河、融江、右江などである。1990 年に

おけるその面積は 6 万 2,400ha である。 

（3）八角は広西省の特産物の一つであり、南亜熱帯の海抜 300～1,000m の酸性傾斜面がそ

の生長に適し、主に同省の西南部、南部各県(市)に分布し、1990 年におけるその面積は 11 万

5,200ha である。 

 

４-２-３ 早成多収穫林の植林状況 

2003 年末、広西省の早成多収穫林の面積は 95 万 7,300ha にのぼり、中国で有数の早成多収

穫林植林の省として名が挙げられる。現有の早成多収穫林が伐採期に入ると、年間 500～600 万

トンのパルプ生産に原料供給が可能な見込みである。しかし、中国全体ではパルプの原料林が
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不足しており、木材パルプの輸入量が近年急増している。今後、経済成長と国民生活水準の向

上により、中国の紙パルプの消費は間違いなく増加傾向が続き、また海外の製紙大手企業が相

次いで広西省の林紙産業に参入していることから、広西省は早成多収穫林の植林事業を中核産

業として位置づけ、林紙一体化を図ろうとしている。今後数年で、新たに早成多収穫林 66.67 万

ha の植林目標が掲げられている。この目標を達成するために、 近になって桂北・梧州パルプ原

料林建設プロジェクト（26.7 万 ha）、南寧パルプ原料林建設プロジェクト（15 万 ha）、梧州・高峰木

質パネル生産用原料林建設プロジェクト（3.3 万 ha）および 21.33 万 ha の桂東南パルプ原料林の

一部植林が実施された。 

広西省の早成多収穫林の樹種には、主にバビショウ、スラッシュマツ、ユーカリ、アカシア

（Acacia spp.）がある。省政府は、豊富な降雨量と熱量資源が樹木の生長に適していること、ユー

カリの植林歴史が長いこと、200 以上のユーカリの品種を持ち育種の技術が高いこと、ユーカリの

研究や植林技術が進んでいることなどを踏まえ、早く収穫に結び付く早生樹として、ユーカリが優

先的に選ばれ、その植林に取り組んでいる。 

ユーカリの中国への導入は 100 年以上前に遡ることができる。1950 年代末～1960 年代の初め

頃に、広西省、広東省と海南省を含む華南地区および雲南省では、ユーカリの大規模な植林を

始めた。その頃から1970年末までの間には、植林のユーカリとしては、主にカマルドレンシスユー

カリ（E. camaldulensis Dehnh）、グロブラスユーカリ（E. globulus）、窿縁ユーカリ、レモンユー

カリおよびルディスユーカリ（（E. rudis）が挙げられる。しかし、当時、ユーカリの育種から、植林、

保育まで、ユーカリに関する研究はほとんど行われず、ユーカリ林分の経営レベルが低いため、

1ha あたりの生長量はわずか 4.5 m3/年にしか達しなかった。1980 年代に入り、中国は経済の改

革・開放に伴い、ユーカリに関する研究の国際協力の下で、多数のユーカリ品種を導入して、品

種改良、植林技術から製紙への応用技術に亘る多岐的な研究が進められた。その結果、華南地

区におけるユーカリの植林は凄まじく増加した。現在、植林の主な品種として、広西省・広東省・

海南省の華南地区ではユーロフィラユーカリとその雑種、フォレストレッドガム、福建省・四川省で

はグランディスユーカリ（E.grandis）、雲南省・貴州省・広西省西北部ではグロブラスユーカリおよ

びマイデニユーカリ（E.maideni）、湖南省・江西省ではカマルドレンシスユーカリを中心に植林し

ている。ユーカリ林の伐期は普通 6～8 年であるが、一部の地域では伐期を 3～5 年と短縮してい

る。 

現在、華南地区のユーカリの植林面積は、広西省約２０万ha、広東省約３７万ha、海南省約３５

万ha、福建省約５万haと言われており、ユーカリの木材の年間生産量（チップを含む）は、現在約

120 万m3で、そのうちパルプ材は 8 割強を占め、100 万m3を超える。専門家らは、現在、華南地区

のユーカリ人工林から収穫される木材およびその初期製品の年間生産額は、50～60 億元に達し

ているとみている。 

広西省においては、ユーカリの導入歴史は華南地区のほかの省と一致している。今から 100 年

前に、フランス出身の伝教師が、現在の広西省の龍州県と凭祥市に、レモンユーカリ、ルディスユ

ーカリおよび窿縁ユーカリを植林した。これが広西省におけるユーカリ植林の物語の始まりである。

1965 年に、広西南部地区にあるユーカリ植林を中心とする東門林場、渠黎林場、躍進林場、石

塘林場、黎塘林場などの 10 の林場は、現在の広東省雷州林業局と似た「桂南林業局」に統合さ

れ、大規模なユーカリの植林が行われた。1970 年代初め頃、広西省は雷州 1 号ユーカリ（E. 
exserta×E. robusta）を導入し普及に取り組んだ。1982 年に「広西省東門におけるユーカリの中
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国-オーストラリア協力プロジェクトの調印を受けて、広西省のユーカリの品種改良は本格に動き

出した。当時、広西省はすでに約 10 万haのユーカリ人工林を有していた。東門林場、広西省林

業科学研究院を中心とする育種・植林研究グループは、10 数年の歳月をかけて、1990 年代にユ

ーロフィラユーカリとその雑種（E.grandis×E..urophylla、E..urophylla×E.grandis）の品種改良

および植林の普及を成功した。その結果、広西省のユーカリ人工林の面積は 1980 年代末の 10

万haから 20 万haに増加した。ユーカリ人工林の年間生長量も 1970 年代の 4.5m3/haから、1980

年代の 8m3/ha、さらに 1990 年代の 18.0～22.5m3/haまで増加した。ユーカリの植林地域も当初の

広西省南部から中部、北部に、また丘陵から山地に広がった。広西省のユーカリ人工林の現有

面積は 20 万haあり（表 4-8）、ユーカリ材のチップの年間輸出量は 15～20 万t、輸出額は 1,350

～1,800 万USDに達している。 

 

表４－８  広西省早成多収穫林（ユーカリ・アカシア）の面積（2003 年末） 

(単位：ha) 

地区 合計 シェア(%) 幼齢林 中齢林 成熟林 

合計 (注) 246,820     100 123,100 81,672 42,050

南寧市 

柳州市 

梧州市 

玉林市 

北海市 

欽州市 

防城港市 

崇左市 

百色市 

河池市 

来賓市 

貴港市 

67,707 

5,064 

1,107 

26,224 

51,522 

37,688 

8,117 

20,949 

4,643 

1,178 

20,135 

2,486 

27.4 

2.1 

0.4 

10.6 

20.9 

15.3 

3.3 

8.5 

1.9 

0.5 

8.2 

1.0 

33,541

2,532

554

13,112

25,761

18,844

4,059

10,475

2,322

589

10,068

1,243

22,565 

1,671 

365 

8,654 

17,002 

12,437 

2,679 

6,913 

1,532 

389 

6,645 

820 

11,601

861

188

4,458

8,759

6,407

1,380

3,561

789

200

3,423

423

うち、国有林場 47,031 19.1 23,516 15,520 7,995

出所：広西林業勘察設計院他より聴取 

注：246,820ha のうち、ユーカリはおよそ 20 万 ha、残りはアカシアなどの早成多収穫林である。 

 

表４－９  広西省における外資系企業の植林面積（2003 年末） 

企業名 面積 (ha) 

APP 

ストラエンソ 

王子製紙 

三元公司 

36,029 

 6,900 

2,400 

 8,000 

合計 53,329 

出所：広西林業監察設計院他より聴取 
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近、広西省は、早成多収穫林の大規模な植林新計画を打ち出した。この新たな植林計画と

は、桂東（広西省の東部）、桂中（広西省の中部）および桂南（広西省の南部）にユーカリ、マツ、

竹を主とするパルプ原料林、木質パネル原料林・松脂採取原料林、桂北（広西省の北部）、桂西

（広西省の西部）にマツ、竹、郷土樹種の広葉樹を主とする用材林を建設することである。 

広西省の早成多収穫林に投資する財源には、世銀からの借入れ、国有林場、紙パルプ企業、

個人および外資がある。外資系企業の植林面積は2003年末間で5万haに達している（表4-9）。

実施のモデルとしては、企業+農家共同体+農家、林場+早成多収穫林生産基地+農家、企業+早

成多収穫林生産基地+農家の 3 つが挙げられる。 

 

４-３ 林産業 

４-３-１ 概況 

2002 年に、広西省の木材加工企業の総数は 11,998 社にのぼる。そのうち、繊維板メーカーが

26 社（生産能力：80 万m3）、パーティクルボードメーカーが 19 社（同 12 万m3）、合板メーカーが

231 社（同 30 万m3）、チップメーカーが 259 社（同 91 万m3）、竹材加工メーカーが 1,491 社、製材

メーカーが 5,157 社（同 191 万m3）、床板メーカーが 84 社（同 14 万m3）、家具メーカーが 4,662

社ある。2002年の木質パネルの生産量は80万m3に達し、そのうち、繊維板の生産量は53万m3、

パーティクルボードの生産量は 8 万m3、合板生産量は 18 万m3である。木材チップの生産量は

2002 年に 33 万m3で、生産能力の 36.3%しか満たされなかった。ちなみに、広西省林業局は、全

省の木質パネルの生産能力が 2005 年に 110 万m3、2010 年に 600 万m3にのぼるとみている。 

広西省には 312 万 ha にのぼる中国 大のバビショウの森林があるため、松脂の年間生産量は

20 万トンを超え、中国の松脂生産量の 40%を占める。現在、広西省にはガムロジン生産メーカー

が 119 社にのぼり、その生産能力は55万トンを有している。2002年の広西省のガムロジン生産量

は 27 万トンで、トールロジン生産量は 3.5 万トンであった。同年のガムロジンとトールロジンの輸出

は約 18 万トンであり、中国の同類商品の輸出の 50%、世界の同類商品の貿易量の 35%を占める。

また、武鳴、百色にあるタンニンエキス加工メーカーの 2 社は、タンニンエキスの生産能力が 1.1

万トンで、2002 年には 6,000 トンのタンニンエキスを生産し、中国全体のタンニンエキス生産量の

70%を占めている。 

広西省は八角、ニクケイの主要産地である。2002 年に、広西省の八角経済林の面積は、中国

の八角経済林の 85%を占める 31.8 万 ha で、八角の年間生産量（乾燥加工済み）は 6.1 万トンで

ある。また、ニクケイ経済林の面積は 15 万 ha で、ニクケイの年間生産量は 2.15 万トンにのぼる。 

広西省は、現在、新たな経済林基地の建設計画を打ち出し、八角、ニクケイなどのさらなる栽培

や品質改良に取り組もうとしている。 

 

４-３-２ 中国林産業に占める位置 

近のデータを全部把握していないため、以下、2001 年のデータを用いて、広西省の林産業

が中国林産業の中で、どのような位置付けにあるのかを説明する。 

広西省の林産業の生産額は 46.52 億元で、中国林産業全体の生産額の 3.8%を占める。全国

34 省の中で、第 9 位とランキングされている。ちなみに、同年の第 1 位は森林資源が乏しい浙江

省で、その林産業の生産額が 345.8 億元である。広西省の林産業の生産額が、浙江省のわずか

13.5%であることから、広西省の林産業は立ち遅れているといえる。 
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広西省のガムロジン生産量は 18.3 万トンで、全国の 48.4%を占め、全国で第 1 位にランクされ

ていた。 

紙・板紙の生産量は 82.91 万トンで、全国の 2.9%を占めた。一方、第 1 位の福建省の紙・板紙

生産量は 173.2 万トンであった。 

木質パネルの生産量は 67.72 万m3で、全国の 3.2%を占め、第 8 位となった。第 1 位の河北省

の生産量は 400.34 万m3であった。木質パネルのうち、広西省の合板生産量は 7.16 万m3 で、全

国の 0.8%を占め、第 13 位であった。繊維板の生産量は 44.91 万m3で、全国の 7.9%を占め、第 5

位であった。パーティクルボード生産量は 8.04 万m3で、全国の 2.3%を占め、第 12 位であった。 

木材チップ生産量は 33.5 万m3 で、全国の 9.4%を占め、第 5 位であった。第 1 位は山東省で、

その生産量は 108.6 万m3であった。 

以上のデータからみれば、広西省の林産業は中国の 34 省の中で中クラスにとどまっている。

広西省のガムロジン、繊維板の生産には比較優位があるが、林産業全体は弱く、先進の省とは

大きく引き離されている。広西は豊富な森林資源を保有しているにもかかわらず、林産業は貧弱

の状況にあることが問題視され、省政府や林業局は現在、「林紙一体化・林板一体化」の実施を

通して、林業および林産業の振興を期待している。 

 

４-４ 林業政策 

４-４-１ 広西省林業の快速発展に関する決定 

広西省政府は、2004 年 4 月 2 日付けでこの決定を打ち出した。 この決定の概要は次のとおり

である。 

・ 林業には、広西省の経済振興、持続可能な発展において重要な地位を与える。 

・ 林業快速発展の目標：2010 年に森林被覆率は 46%以上、林業・林産業の生産額は 500

億元以上、2020 年に森林被覆率は 50%以上、林業・林産業の生産額は 1,000 億元以上、

2050 年に森林被覆率は 55%以上に達するよう、努力する。 

・ 公益林保護、退耕還林、野生動植物保護・自然保護区、石山地区の治山治水、農村の

エネルギー建設、緑化という六大プロジェクトを実施し、森林の総量および品質を高め、

健全な森林生態体系を構築する。 

・ 早成多収穫林を主とする工業原料林基地および経済林基地を建設し、本省の沿海地

帯の林紙産業、木質パネル・家具・内装を主とする木材産業、ガムロジン・天然香料を

主とする林産化学産業、竹藤加工業、森林食品・薬草加工業、森林観光業、生け花、

野生動物利用という八大産業を特化し、比較的高度な林業・林産業体系を構築する。 

・ 大型の林産物流通センター数箇所を建設する。 

・ 政府は林業投資を増加し、森林の公益補償、林業経営者の税費の軽減、林業への金

融支援の強化を実施する。 

・ 林業快速発展の措置：商品林の伐採、流通管理制度を改革し、保護林では政府投資を

主体とし、各種社会法人の参入誘致、商品林では市場に任せる；森林資源の所有権と

使用権を明確し、所有者と使用者の権益を守る；森林、林木、林地の使用権の合理的

な売買を加速する；非公有制林業の発展；林業の対外開放の拡大、国内外投資者の植

林や林産業への投資を奨励する；国有林場の改革。 
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４-４-２ 広西省森林管理方法 

広西省森林管理方法は、1993 年 12 月 11 日に公表され、1997 年 9 月 24 日、2004 年 6 月 3

日付けの二回の改訂を経て現在に至る。本管理規定の概要は、次のとおりである。 

第三条：林業建設の方針は営林を基本とし、バランスのある育林と伐採、持続可能な利用とす

る。 

第四条：各級政府の林業行政部門は管内の林業の管理責任を負う。 

第五条：林業建設の資金を確保するため、林業基金制度を設ける。 

第六条：森林、林木の所有権：国有法人経営の森林、林木は国家所有、農村集体経済組織経

営の森林、林木は集体所有、合作経営の森林、林木は合作者共有とする；住宅近辺、自家用畑

や山にある植林木は個人所有とする；賃貸契約に基づき、国有または集体所有の土地を借りて

植林されている林木の所有権は契約の規定による。 

第七条：国家所有と集体所有の森林、林木と林地、個人所有の林木と個人使用の林地は、県

以上政府により登記し、その所有権と使用権を証明する証書を発行する。 

第十一条：林業主管部門は、国務院と省政府の規定に基づき、育林基金と更新改造基金の徴

収責任を負う。財政、監査部門はその基金の使用について検査、監査の責任を負う。 

第十五条：25°以上の傾斜地での農作物の栽培を禁ずる。5°～25°の傾斜地で農作物を栽

培する場合、水土流失を防ぐ措置を講じなければならない。 

第三十五条：森林や林木の伐採には、伐採許可書を申請し取得しなければならない。林木伐

採許可書の審査と発行は、県以上政府の林業主管部門が法律、法規に基づき行う。 

第三十六条：森林、林木の伐採者は、国家の「森林伐採更新管理方法」に規定された期限内

に更新造林を完工しなければならない。 

第三十八条：木材の経営、加工者は、県以上政府の林業主管部門からの許可を受けなければ

ならない。 

第四十条：丸太、製材品、竹材、チップおよび省政府規定のその他の木材、野生動植物とその

製品の輸送には、輸送証明書を取得しなければならない。 

 

４-４-３ 広西省木材運輸管理条例 

本条例は、1997 年 7 月 25 日に公表され、2004 年 6 月 3 日付けの修正を経て現在に至る。そ

の概要は以下のとおりである。 

第二条：本条例でいう木材は、原木、製材品、竹材、チップおよび省政府規定のその他木材。 

第三条：県以上政府の林業主管部門は管内の木材運輸を管理する。 

第四条：省内での木材運輸は所在地の県林業主管部門に、省外への木材運輸は地区レベル

の市林業部門に、木材運輸証を申請し取得しなければならない。 

 

４-５ 林業行政機関と関連組織 

４-５-１ 広西省林業局 

広西省林業局は省内の林業、林産業を管理する行政機関である。本局は、弁公室、営林林場

処（全省の植林・営林年度計画の編成、外資植林プロジェクトの実施管理）、林政資源法規処（林

業法規の起草、林業経済改革の指導、森林資源調査の指導、森林伐採の許可審査、木材運輸

の管理）、産業処（林産業生産計画の策定、林産物輸出入の管理、林産業の管理）科学技術・対
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外協力処、計画・財務処（全省の林業発展計画と年度総合計画の編成、林業統計・財務の総括）、

森林利用管理処、人事教育処、森林公安局、野生動物保護処、省森林防火弁公室、省緑化弁

公室から構成される。直轄の国有林場には、高峰林場、七坡林場、東門林場、派陽山林場、欽

廉林場、六万林場、博白林場、良鳳江林場、三門江林場、大桂山林場がある。 

 

４-５-２ 広西省林業科学研究院 

広西省林業科学研究院は、1956 年に設立された広西省唯一の林業総合研究機関である。本

研究院は現在、主に林木育種（特にユーカリの品種改良）、早成多収穫林の栽培技術、森林生

態、森林保護などの研究開発を行っている。この研究院には、国家林業局主管の「中南早成多

収穫林重点研究室」が設置されており、ユーカリ研究の国家プロジェクトおよび本省のプロジェク

トを担当している。 

本研究院は、338ha の土地を擁し、うち試験林 200ha、樹木園 40ha、苗圃 20ha がある。また、

生産能力500万株/年のクーロン苗の育苗施設、5億個/年の育苗用ポットの加工施設などを有し

ている。現在、スタッフは 310 名で、うち 140 名が中級・高級工程師（修士 10 名、博士 3 名）であ

る。 

 

４-５-３ 広西林業勘察設計院 

広西林業勘察設計院は、国家森林資源調査、林業総合計画、森林経営プラン設計、林業プロ

ジェクトの審査、林業調査に関するコンサルティングを業務とする林業調査、設計機関である。こ

の設計院は広西省林業局直轄の森林資源調査の専門機関であり、森林資源情報を所管してい

る。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．早成広葉樹植林木の需給予測 
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  広西省における早成広葉樹植林木を対象にした将来の需給予測をするには、まだ情報量が

不足しているが、現在入手している情報の範囲で前提条件を大胆に仮定し、紙パルプ産業側か

ら見た２０１０年における需給状況を試算した。 

 

前提条件 

 ① 省内で産出された原木は未加工のまま省外へ出さない。 

 ② 対象木は足場丸太、杭などの建設資材に使用しない。 

 

表５―１ 早成広葉樹植林木の需給予測（２０１０年） 

 

パルプ・チップ：万ｔ 、原木・パネル・製材：万ｍ３、 面積：万ｈａ 

区  分 ２００２年 ２０１０年 備  考 

紙パ産業 パルプ 

原木 

２０ ２００

６８０

 

パルプ 1t/原木 3.4m3 

パネル 

原木 

８０ ６００

７５０

 

パネル 1m3/原木 1.25m3 

木材産業

製材 

原木 

１９１ ２００

２０

 

早成広葉樹使用分 

輸出 

 

チップ 

原木 

２０ ２０

２３

他省他国 

歩留 95% チップ 1t/1.2m3 

 

 

 

 

需要 

原木計 １,４７３  

 

供給 

 

植林面積 

原木収穫量 

内紙パ産業向け 

２５ ９２

１,１０４

５５２

 

12m3/ha・年 

原木収穫量の 50% 

全体 －３６９  過不足 

紙パルプ産業向け －１２８  

  

 原木での移出入、製材への利用度、チップでの流出入、および紙パルプ産業と他産業の原木

獲得比率などによって需給状況は著しく変わるので、この試算は単なる参考に止まるものである

が、広西省内で不足する原木の供給は他省、または他国に求められるため、日本の紙パルプ産

業にも影響が及ぶことが予想される。 
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写真 

 

   
１．広西林業科学院の苗畑            ２．広西林業科学院 

 

 

   
３．広西高峰人造板有限公司の原木土場  ４．広西高峰人造板有限公司の製品（ＭＤＦ） 

 

   
５．広西高峰人造板有限公司のアカシア    ６．コウヨウザン 賀州 

  ３年生植林地     



   
７．Ｅ．グランディス植林地 ６年生        ８．賀州製紙へ搬入されたユーカリ原木  

 

 

   
９．賀州製紙の原木土場              １０．賀州製紙のチップヤード 

                                 茶色はユーカリ、黄色は竹チップ  

 

   
１１．Ｅ．ユーログランデス ５年生 南木林場 １２．果樹植林 南木林場 



国家発展改革委員会全国林紙 (林業と製紙業 )一体化プロジェクト建設 
｢十・五｣及び 2010 年特別計画配布に関する通知 

 
各省(自治区、直轄市)人民政府、国務院関係部門、直属機構： 
 
政府のマクロコントロールと企業の市場主体としての役割をより一層発揮させ、製紙工業 
の構造調整の加速、環境保護、省資源、林業と製紙業の一体化の促進を図る為、当委員会

は｢全国林紙一体化プロジェクト建設『十・五』及び 2010 年特別計画｣を制定し、国務院

の承認を得た、個々に各位に配布するので真撃に徹底されたい。 
各地方は林紙一体化プロジェクト建設を組織する際、国内外の二種類の資源と二つの市場

の利用を堅持することをベースに十分な計画を立て、合理的な配分を図り、重点を際立た

せ、段階的に実施しなければならない。同時に基本的な耕地を厳格に保護し、水資源条件

に注意し、環境保護要求を厳密に守ると共に、退耕還林（訳注；一度開墾した耕地を元の

林に戻すこと）、退田還湖(訳注；一度開墾した田畑を元の湖沼に戻すこと)プロジェクトと

の関連を適切に処理して､製紙工業、林業及び農業等を有機的に結合させ、経済効果、生

態効果、社会効果の統一を実現しなければならない。 
当該計画は国家発展改革委員会がその解釈に責任を負うと共にその実施を組織する。 
添付：｢全国林紙一体化プロジェクト建設『十・五』及び 2010 年特別計画｣ 
 

中華人民共和国国家発展改革委員会 

2001 年１月６日 
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付属書 
全国林紙一体化プロジェクト建設『十・五』及び 2010 年特別計画 
国家発展改革委員会   2003 年 12 月 11 日 
目次 
前言 
一．林紙一体化の必要性 
(一) 製紙工業の基本状況と主な問題点 
(二) 森林資源の基本状況と林紙分離の影響 
(三) 林紙一体化の重要な意義 
二．林紙一体化プロジェクトのマクロ基礎条件 
(一) 政策環境  
(二) 製紙工業の基礎 
(三) 林地資源 
(三) 水資源 
(三) 水環境 
三．林紙一体化プロジェクト建設の指導思想と基本原則 
(一) 指導思想 
(二) 製紙工業の基礎 
四．林紙一体化プロジェクト計画 
(一) 発展目標 
(二) 配置 
1. 東南沿海地区の重点的な発展 
2. 退田還湖、退耕還林との結合による長江中下流の条件を備えた地区の育成 
3. 黄淮海地区のパルプ構造調整への注力 
4. 東北原料林拠点の附帯建設 
5. 西南の木竹資源の合理的な利用 
(三) 投資見積 
五．政策と措置 
(一) 国による支援 
(二) 林紙一体化プロジェクトの融資ルートの開拓 
(三) 製紙業、林業及び農業の有機的な結合の促進 
(四) 製紙業拠点の木材生産の管理強化 
(五) 製紙企業からの製紙用林拠点建設資金徴収 
(六) ストローパルプ製紙を行う零細企業の閉鎖の継続 
(七) 製紙工業設備の国産化水準の向上 
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前言 
紙及び紙板の消費水準は､その国の近代化水準と文化レベルをはかる重要な指標である。

経済先進国は基本的に全て発達した製紙工業を有している。我が国は国民経済の急成長に

伴い、紙製品の消費が急速に伸び、輸入も増加しており、製紙工業の発展には広大な市場

が提供されている。製紙工業が国民経済における重要な産業に育ち、経済の新たな成長点

となる可能性は高い。 
製紙工業と林業は関連性が強く、相互依存、相互促進の関係にある。長期にわたり我が国

の製紙工業と林業はそれぞれ異なる部門の管轄を受けており、産業間での有機的な結合が

実現されなかったことから、製紙業の発展は林業に制約され、林業も良性の持続可能な発

展を実現できず、木材供給はしだいに国民経済の成長の需要に応じられなくなりつつある。

林紙一体化は林業と製紙業は分千地ｙｓ従来の管理方式を打破し、紙上のニーズを指針に、

製紙企業を主体として、資本の紐帯と経済的利益を通じて製紙企業と製紙用林拠点の造林

とを有機的に結びつけることにより、製紙業が林業を養い、林業が製紙業を促進させると

いう林業と製紙業を結合させた産業化の新たな局面を形成することで、経済効果、生態効

果、社会効果の統一を実現し、経済の持続可能な発展を促進するものである。これは海外

の製紙工業の発展における成功の経験でもある。 
我が国の林紙一体化プロジェクト建設を成功に導き、統一計画、土地に合わせた措置、科

学的な政策決定を行って、政府のマクロコントロールの役割を発揮させる為、「中国人民

共和国国民経済及び社会発展の第十次 5 ヵ年計画も網要」の『木材パルプ、高級紙及び板

紙の積極的な発展』、『生態建設の強化、『速成他収穫林及び工業原料林造林の強化』の精

神及び国務院の許可を受けた国家計委、財政部、国家林業局の「製紙工業原料林拠点建設

加速に関する若干の意見」に基づき、「重点地区における速成他収穫材木林拠点建設プロ

ジェクト計画」と結合させて、ここに「全国林紙一体化プロジェクト建設『十・五』及び

2010 年特別計画」を制定する。 
 
一．林紙一体化の必要性 
(一) 製紙工業の基本状況と主な問題点 
  我が国の製紙企業は計 3500 社余りで、軽工業、林業、農業等の系統に分布しており、

チベットを除く各省、市、自治区の全てに製紙企業がある。紙及び板紙の生産能力は

4250万トン。2002年の紙及び板紙の生産量は 3780万トン、消費量は 4332万トンで、

共に世界第二位であったが、一人当たりの消費量は 33 ㎏で、世界平均の 54 ㎏を下回

る。製紙製品の輸出入量は 2050万トンだが、内輸入が 1875 万トンで、輸出は 175 万

トンである。 
  我が国は既に世界の製紙工業における生産、消費及び輸入大国になっているが、製紙

工業は世界の製紙工業先進国との格差が大きく、問題点が際立っている。まず原料構

造が不合理で、木材パルプの比率が過度に低い。2002 年我が国の木材パルプの比率 
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はわずか 21％であり、そのうち国産木材パルプの比率は％に過ぎない。海外の製紙工

業先進国では木材パルプの比率は 63％にも達している。次に総量が不足しており、製

品構造が不合理である。2002 年、我が国は 70 億 US＄以上の外貨を使って商品木材

パルプ 527 万トン、古紙 687 万トン、紙及び板紙 637 万トン、紙製品 24 万トンを輸

入している。第三に企業の規模が小さい。我が国の木材パルプ製造企業と製紙企業の

平均規模はそれぞれ 6万トンと 1.2 万トンに過ぎないが、世界(中国を除く)の平均規模

はそれぞれ 18万トンと 8 万トンである。第四に技術設備が立遅れている。全体的にま

だ海外の６～70 年代のレベルであり、しかも国内の研究、開発、製造のレベルも低く、

大型パルプ製造と､製紙技術及び設備は輸入に頼っている。第五に水資源の消費量が

多く、環境汚染が深刻である。2001 年の製紙工業の廃水排出量は 31 億トンで、全国

の工業廃水総排出量の15.4%を占めており、製品１トン当たりの平均水使用量は 100 ト

ンにものぼる。ＣＯＤ排出は 203 万トンで､全国の工業ＣＯＤ総排出量の 33％を占め

る。中でもストローパルプ生産のＣＯＤ排出量は、製紙工業全体の総排出量の 60％前

後を占め、主要な汚染源となっている。特に木材パルプの比率が低くストローパルプ

の比率が高いという我が国製紙工業の問題は、我が国製紙工業の規模の大型化、製品

の高級化、技術設備の近代化、生産のクリーン化といった方向への発展及び水資源の

節約利用を著しく制約するものである。 
 
(二) 森林資源の基本状況と林紙分離の影響 
  我が国が現在有する森林面積と森林蓄積量は世界でも上位にあるが、一人当たりの森

林面積及び森林蓄積量は極めて低く、それぞれ 0.128ha 及び 9.048 立米に過ぎない。

現在我が国の木材供給は不足が甚だしい。「天保プロジェクト」が実施されると、プロ

ジェクト区域内の商品木材の生産量は 1991 万立米減少し､もともとタイトであった我

が国の木材供給を一段と悪化させることになる。また、2005 年の我が国の生産建設用

木材需要は 2.3 億立米以上、2015 年には 3.3 億立米前後と予測されているが、同年の

国内の生産建設用木材の生産量は約 1.7億立米及び 1.9億立米であり、それぞれ 0.6 億

立米及び 1.4 億立米の供給不足になる。我が国の木材需要は国内の森林資源の荷重能

力を超えており、我が国の木材供給不足は今後当分の間続くものとみられる。 
長期にわたり、我が国の製紙工業と林業はそれぞれ異なる部門の管轄かに置かれてお

り、林業建設は基本的に林業部門のみに依存していた。パルプ製造や製紙工業等の有

力な林産物産業の後押しがないことに加え、資金投入も不足していたことから、林業

の税金は過度に高く、我が国では速成製紙用林の発展が緩慢な上、速成人工林育成の

目標も不明確で、製紙業と林業の両性の発展を形成できずにいた。同時にパルプ製造

及び製紙企業は､林業を積極的に発展させることを支援、奨励する方式及び政策的な

メカニズムが欠如している為、必要な原料は基本的に商品木材の供給に依存しており、

固定的な原料の保証がない。国内の商品木材の供給不足は、製紙工業の発展と木材原 
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料の供給に直接影響を及ぼす。2000 年、製紙工業が消費した木材は 90 万立米前後で、

全国の木材原料供給の 3.3%、工業用木材の 7.3%を占めている。推計では 2005 年の

製紙工業の木材需要は 1900 万立米前後、2010 年には 3600 万立米以上とされる。従

って、製紙用林と林業が共に発展することを促進することが急務である。 
(三) 林紙一体化の重要な意義 
  林紙一体化は、国際的にも製紙工業と林業の先進国における普遍的な手法である。パ

ルプ製造及び製紙企業は、さまざまな形式で速成多収穫原料林拠点を建設すると共に、

パルプ製造、製紙、造林、営林、伐採と販売を結合させ､良性循環の産業チェーンを

形成して、製紙業と林業を急速に発展させている。こうした海外の成功例に学び、木

材パルプ製紙の発展、速成多収穫林の造林を加速し、林紙一体化の未知を進むことは、

我が国が近代的な製紙工業と林業を発達させる上で不可欠であり､重要な戦略的意義

を持つ。第一に製紙工業の皇族調整と産業の昇格の実現に有利である。自然に任せて

いた製紙工業の木材原料供給を、集約化、ハイテク化及び拠点化への方向転換を実現

することで、長期にわたって我が国製紙工業の発展を阻んでいた問題が抜本的に解決

される。第二に製紙工業を先頭とする産業チェーンの京成に有利である。製紙企業が

原料拠点を建設し、林業、パルプ、製紙産業チェーンの有機的な結合が実現されれば、

製紙企業、営林場及び農民の造林に対する意欲を高め、パルプ製造、製紙、樹林造林

の良性の循環が形成される。第三に農業の作付け構造の調整、農民の収入と雇用機会

の増加に有利である。林紙一体化プロジェクト建設と退耕還林、退田還湖及び速成多

収穫林の建設等を結合させることは、「三農(訳注；農業、農民、農村）」問題を解決す

る効果的な方法である。第四に生態環境の改善に有利である。ハイテクの手法を採用

し、速成多収穫の製紙用林を大規模に造林すると共に、輪伐、植林を行えば、植被の

保護に有利である。第五に節水、環境保護に有利である。国際的にはケミカル木材パ

ルプの生産に消費される水は、パルプ 1 トン当り 30 トン以下、COD 排出量は 30～50 
kg であるが、我が国ではケミカルストローパルプの生産に消費される水は、パルプ１

トン当たり 200トン、COD 排出量は 1350kg 前後にもなる。従って木材パルプによる製

紙を発展させ、先進的なパルプ製造、製紙技術、汚染防止技術並びに節水対策を採用

すれば、水資源の消費と汚染物の排出が大幅に減少する。 
 

二．林紙一体化プロジェクトのマクロ基礎条件 
(一) 政策環境 
  我が国の林紙一体化を推進する為、国務院は「国家計画委、財務部、国家林業局の製

紙工業原料拠点建設加速に関する若干の意見」を承認すると共に、既にこれを公表、

実施している。同「意見」では、林紙一体化プロジェクト建設の指導機構、計画、管

理。形式、資金、林木伐採管理及びその他の関連優遇政策等の面から林紙一体化の関 
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係をまとめたもので、我が国製紙工業が林紙一体化の道を進み上での重要な政策的根

拠を提供するものである。 
(二) 製紙工業の基礎 

我が国の製紙工業の発展は問題も多いものの、長年に綿恵右発展を経て、既に比較的

整った製紙工業技術の研究開発、設備製造、製品生産及び以上販売等の体系が構築さ

れている。とりわけここ十年来、国民経済の急成長に伴い、我が国の製紙工業の巨大

な市場キャパシテイと発展の潜在力は､我が国製紙工業の発展を牽引する重要な動力

になっている。また国際的な製紙大手の進出と、我が国製紙工業の国際的な先進技術

の積極的な導入は、我が国製紙工業の発展を力強く後押ししている。現在、我が国製

紙工業は、既に世界的な紙製品消費大国から､世界的な製紙大国に転換する為の現実

的な基礎を備えている。 
(三) 林地資源 

国家環境保護総局の「全国生態環境建設計画」と旧国家計委が認可した「重点地区に

おける速成多収穫用材林拠点建設プロジェクト計画」に基づき、全国の既存の林業用

地面積 26329 万 ha の内、商品林経営計画地区の面積は 8181 万 ha で、31％を占め

る。速成多収穫である林木の降雨に対する要求に従い、400 ㎜等雨量線以東の 18 省(自
治区)での商品林経営地区面積は約 6357ha。速成多収穫用材林の造林に適した土地の

面積約 700~800ha、速成多収穫用材林に改造、育成可能な樹齢の若い既存の林の面積

750ha 前後、合計約 1400～1500ha。従って我が国の速成多収穫林の発展に適した林

地資源は豊かである。また我が国は世界でも主要な竹の産地で、竹の資源が豊富であ

り、これも良質の製紙繊維原料になる。竹類資源を利用してパルプ製造、製紙を行う

ことは、林紙一体化プロジェクトの重要な構成要素であり､条件の整っている地区で

は十分重視されるべきである。 
(四) 水資源 

我が国は降水量の分布が均等ではなく、東南沿海地区の年間降水量は 1500～2000mm
以上で、速成多収穫林木の水分に対する需要を十分満たすことができる。黄淮海平原

地区の年間降水量は 530～780mmで,通常の状況では、基本的に速成多収穫林木の生長

の需要を満たすことが可能である。一方西北内流河地区では、全体的に年間降水量は

200mm に満たず、速成多収穫造林の要求を満たすことはできない。 
我が国は水資源の分布も極めて不均等で、長江以南の地区は水資源が豊かであるが、

長江以北の地区は水資源が乏しい。2000 年の全国の総給水量は 5531 億立米、総用水

量は 5498 億立米であり､基本的に需要バランスがとれている。総用水量の内訳は、農

業用灌漑用水 63％、工業用水 20.7%、林業牧畜漁業用水 5.8%、都市及び農村生活用

水 10.5%であった。この年の全国総用水量の内、消費量は 3012 億立米で、その内訳

は､工業感慨消費量 72.5%、工業消費量 9.8%、林業牧畜漁業消費量 6.9%、都市及び 
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農村生活消費量 10.8%である。我が国の水資源の使用及び消費は主に農業の灌漑によ

るものである。全国の水資源供給総量を見る限り、製紙工業の発展を水資源総使用量

の増加の上に築く余地はもうそれほど残されていない。用水構造の調整と、製紙工業

用水の単位当り消費を引き下げ、水消費量の多いストロ－パルプによる製紙の比重を

減らすことで、製紙工業における用水の問題を解決すべきである。 
(五) 水環境 

ここ十年で、全国の七大水系は程度の差はあっても一様に汚染されてきており、水質

汚染の度合いは北方の河川の方が南方の河川より高い。七大流域のCOD 排出量は全国

の総量の 91％を占める。排出状況は近年全体的にやや改善されてはいるが、海河、淮

河、黄河の COD 排出量は依然極めて深刻である。水環境を改善する為、「全国環境保

護『十・五』計画」が提示され、2005 年の全国の COD 排出総量は 2000 年をベース

に 10％削減される見込みである。従って製紙工業の発展においては､構造調整と生産

力の配分に力を入れ、林紙一体化プロジェクト建設を通じて、木材パルプの発展を加

速することで､生産量を増加させると同時に汚染物の排出を減少させ、2005 年時点で

の製紙工業汚染物総量の 10％削減という目標を達成しなければならない。 
 

三．林紙一体化プロジェクト建設の指導思想と基本原則 
(一) 指導思想 

全国林紙一体化プロジェクト建設は、党の第十六回大会の報告で提示された「新たな

工業化の道を進む」という要求に基づき、「我が国製紙工業発展の加速化に関する指導

意見」、「製紙工業原料拠点建設加速に関する若干の意見」を真撃に貫いて、市場のニ

ーズを指針とし、林業と製紙業が分離した従来の経営管理方式を変え、統一計画、合

理的な配分、重点の強調、段階的な実施を実現しなければならない。パルプ製造、製

紙企業と林業拠点は資本と経済利益等さまざまな形式を紐帯として、林紙一体化の大

型企業、大型集団の育成と発展に力を入れ、パルプ製造、製紙と植樹造林を一体とし

た産業化の新たな枠組みを確保して、我が国製紙工業の国際競争力を高めると同時に、

環境汚染を減少させ、生態環境を改善して、持続可能な発展を推進する。林紙一体化

プロジェクト建設は、土地柄に合わせ、製紙工業の特色に基づいて、水資源が十分で

あり、河川の自浄能力が高く、降水量が豊かで、樹木の生長が速い地区で進めなけれ

ばならない。 
(二) 基本原則 
1. 内外の結合。我が国の政治は安定しており、国民経済は高度成長率を続けている。投融資 
  環境は大幅に改善され、製紙製品市場需要の見通しも明るい。製紙工業は木材パルプを

重点原料とする構造調整が急務であり、製紙工業の発展を加速することは内需拡大、国

民経済の成長の牽引につながる。現在国内には造林が可能な荒山や荒地がまだ大量にあ

る。これを退耕還林及び退田還湖と結合させて、経済林の造林を行い、林業生産の良性 
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  且つ持続可能な発展を実現するには、国内で林紙一体化プロジェクトの実施を加速しな

ければならない。我が国には木材資源が不足していることから、海外の木材資源を十分

利用して木材パルプによる製紙を発展させることは、我が国製紙工業の発展の需要と、

国家の「走出去(海外進出)」戦略の精神に合致する。海外での林紙一体化プロジェクト

建設への投資については、我が国の企業はまだ経験が乏しく、まず試験的に実施してか

ら徐々に拡大することが望ましい。 
2. 土地柄に合わせること。我が国は国土が広く、各地の自然条件、水資源、製紙工業の基

礎、林業の状況、交通条件及び環境の状況は各々 異なる。林紙一体化プロジェクト建設

は関連分野が広く、サイクルが長く、投資額が大きい為、国が統一計画を強化し、生産

能力を合理的に分配して、段階的に実施することが不可欠である。また各地の状況と建

設条件に基づいて、土地柄に併せて建設プログラムを確定し、一斉に集中することを

防ぐ。同時に優良企業を優遇し、パルプ製造、製紙の重点中核企業の発展をサポートし

なければならない。製紙用林拠点と耕地との関係を適切に処理し、荒山、荒地、砂浜等

を利用した造林を奨励して、耕地が造林に使われることを防ぎ、基本の農地を保護する。 
3. 環境保護。林紙一体化プロジェクト建設では、水資源の節約、汚染防止及び生態環境の

改善を強調し、持続可能な発展の道を進まなければならない。プロジェクト建設はクリ

ーン生産プロセス技術及び節水措置の採用を奨励し、国際的に進んだ汚染防止技術及び

設備を選択して汚染物の発生と水資源の消費を減少させ､排水の排出基準達成に努め

ると同時に､「以新代老(古いものを新しいものに置き換える)」等の措置を通じて、地域

の汚染物排出総量の安定した削減を確保しなければならない。 
4. 規模の効果。林紙一体化建設は経済規模の要求を徹底して貫かなければならない。企業

の地区、部門、業種、所有制度を越えた近代的企業制度に基づく合併、連合並びに再編を

奨励する。新設プロジェクトについては初期規模を最優先しなければならない。初期

規模は、ケミカル木材パルプライン 1本当たりの能力は年産５０万トン及びそれ以上、

ケミカル竹パルプ生産ライン１本当りの能力は年産 10 万トン及びそれ以上、ケミメカ

ニカル木材パルプ生産ライン１本当りの能力は年産 10 万トン及びそれ以上、抄紙ライ

ン１本当りの能力は年産 10 万トン及びそれ以上。 
5. 構造調整。林紙一体化プロジェクト建設では、ストローパルプの比重が大きく、水資源

が乏しく、水環境汚染が深刻な地域において、経済規模の要求に合わない時代遅れな

既存ストローパルプ製紙ラインの操業を停止させ、ストローパルプの生産能力について

必要な整理統合を行わなくてはならない。同時に国際的な進んだパルプ製造、製紙技術、

節水及び汚染防止措置等を採用して、林紙一体化プロジェクト建設を進め、製紙工業構

造の不断の適正化を実現しなければならない。 
6. 科学技術イノベーション。我が国の林紙一体化プロジェクト建設では、技術及び

設備の上で、導入と自主研究開発の同時進行を堅持しなければならない。まず海外の

進んだパルプ製造、製紙技術及び節水、汚染防止措置を導入してパルプ製造、製紙技
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術のレベルアップを図る。次に国内のパルプ製造、製紙技術設備及び節水、汚染防止

措置研究開発及び応用に拍車をかける。第三に科学技術の投入を増加させ、造林、営

林に於ける科学技術の応用度を高める。 
 

四．林紙一体化プロジェクト計画 
(一) 発展目標 
  2005 年の我が国の紙及び板紙の予測総消費量は 5000 万トンで、年平均 7.2%の増加

である。木材パルプの割合は 25％に達していなければならない。内、国産木材パルプ

の割合は 10％で、生産量は 380 万トンに達する。増加させなければならない木材パ

ルプの生産量は 180 万トンで、これに対応する木材需要量は 1900 万立米である。2010
年の紙および板紙の総消費量は 7000 万トンで、年平均 7％の増加である。木材パル

プの割合は 32％に達していなければならない。内、国産木材パルプの割合は 15％で、

生産量は 750 万トンに達する。増加させなければならない木材パルプの生産量は 370
万トンで、これに対応する木材需要量は 3600 万立米前後である。国民経済の発展の

需要に応じるには、全国の林紙一体化プロジェクト建設の具体的な目標は下記の通り

となる。 
「十・五」期間に、新たに増加させるパルプ製造能力は 280 万トン(木材パルプ 210
万トン、竹パルプ 70 万トン)、製紙能力 330 万トン、製紙用林拠点 200 万 ha(木材拠

点 176 万 ha、竹材拠点 24 万 ha)。その時点における木材パルプの新規増産量は 180
万トンで、国産木材パルプの割合は 10％に達し、2000 年より 3 ポイント上がる。竹

パイプ 60 万トン、紙及び板紙 300 万トン。拠点で生産される木材は 1000 万立米強、

竹材は 400 万トン強で、製紙工業用木材の商品木材での供給から製紙用林拠点により

供給への段階的な移行を実現する。 
「十・五」期間には、2005 年末をベースとして、新たに増加させるパルプ製造能力

は 555 万トン(木材パルプ 435 万トン、竹パルプ 120 万トン)、製紙能力 560 万トン、

製紙用林拠点 300 万 ha(木材拠点 264 万 ha、竹材拠点 36 万 ha)。その時点における

木材パルプの新規増産量は 370 万トンで、濃く残木材パルプの割合は 15％に達し、

2005 年より 5 ポイント上がる。竹パルプ 100 万トン、紙及び板紙 500 万トン。拠点

で生産される木材は 2500 万立米、竹材は 800 万トンで、製紙工業用木材の商品木材

出の供給から製紙用林拠点から供給されるという状況を実現する。 
「十・五」期間には、2005 年末をベースとして、新たに増加させるパルプ製造能力

は 555 万トン（木材パルプ 435 万トン、竹パルプ 120 万トン）、製紙能力 560 万トン、

製紙用林拠点 300 万 ha（木材拠点 264 万 ha、竹材拠点 36 万 ha）。その時点におけ

る木材パルプの新規増産量は 370 万トンで、国産木材パルプの割合は 15％に達し、

2005 年より 5 ポイント上がる。竹パルプ 100 万トン、紙及び板紙 500 万トン。拠点

で生産される木材は 2,500 万立米、竹材は 800 万トンで、製紙工業用木材は主として

 9



製紙用林拠点から供給されるという状況を実現する。 
2010 年以降、拠点全体が輪伐のサイクルに入れば、製紙用林拠点の年産量は木材

5,600 万立米以上、竹材 13,500 万トン以上で安定する。拠点の供給原料に依拠して、

パルプ生産能力 1,760 万トンを付帯建設する。この時点では、我が国の製紙工業構造

は効果的に調整され、水消費は著しく減少し、環境汚染も大幅に緩和されて、競争力

が増加している。 
 
(二) 配置 
  我が国の気候、降水量、光熱資源、水資源、林地資源、製紙工業の基礎、交通、エネ

ルギー及び林木の自然生長等の条件に基づき、全国林紙一体化プロジェクト建設の全

体配置は500㎜の等降水量線以東の地区とする。内、長江以南の地区を重点地区とし、

長江以北を構造調整区とする。500 ㎜の等降水量線以西の地区は、全体的に乾燥して

雨が少なく、林木の生長が、遅く、水資源の欠乏が深刻であり、水の浄化能力が劣っ

ていて、生態環境も極めて脆弱であるため、優れた潅漑条件が整っており、パルプ製

造、製紙産業をリードする企業がある地区を除き、原則として C 建設区域とはしない。

林紙一体化プロジェクト建設を合理的に配置するため、各地の関連状況及び条件に基

づいて、全国の林紙一体化プロジェクト建設の具体的な配置は下記の通りとする。 
1．東南沿海地区の重点的な発展 
  同地区には主に広東、広西、海南及び福建が含まれ、熱帯及び亜熱帯の湿潤な気候に

属する。年平均気温は高く、降水量も多い。長期的な平均年降水量は 1,530～1,780mm
で、我が国で最も降水量が多く、水資源が最も豊かな地区である。水環境については、

海南、福建、広西の水質は比較的良いが、広東省、特に珠江デルタは廃水の排出量が

多く、汚染も比較的深刻である。製紙工業を発展させるには汚水処理を強化し、水質

汚染を防止しなければならない。この地域は林地資源が豊富で、自然条件がユーカリ、

タイワナカシア、カリブ松、アカマツ、スラッシュパイン、雑種松及び竹類等の林木

の生長に適している。林木は生長が速く、伐採サイクルが比較的短い。人工用材林が

迅速に発展しており、集約化経営の水準が高く、製紙用林拠点建設及び速成他収穫林

の造林の経験を有する上、交通の便がよく、インフラが整っている。地区内は製紙工

業が発達しており、2002 年の紙及び板紙生産量は 739 万トンで全国の 20％、木材パ

ルプ生産能力は 102 万トンで全国の 34％を占める。製紙工業の基礎がしっかりてい

て、大中型のパルプ製造、製紙企業が多く、容易に牽引の役割を発揮できる。同地区

は我が国の林紙一体化プロジェクト建設の重点地区であり、既存のリーデイングカン

パニーの大中型林紙一体化プロジェクト建設を遂行すると同時に、広東、広西、南海

及び福建省で、ケミカル木材パルプ 50 万トン及びそれ以上大型林紙一体化プロジェ

クト建設を計画する。具体的には下記の通り。 
2000 年～2010 年、製紙用林拠点 180 万 ha（木材拠点 150 万 ha、竹材拠点 30 万 ha）
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の建設を計画する。内、「十・五」期間に 72 万 ha を建設し、「十一・五」期間には

108 万 ha を建設する。パルプ製造能力 331 万トンの建設を計画する。内、木材パル

プ 260 万トン、竹パルプ 71 万トン。 
2010 年以降、拠点全体が輪伐のサイクルに入れば、毎年木材 1,900 万立米、竹材 675
万トンが生産される。拠点の供給原料に依拠して、630 万トン以上のパルプ生産能力

を付帯建設する。内訳は木材パルプ 430 万トン、竹パルプ 200 万トン。また製紙生産

能力 650 万トン前後を付帯建設する。 
2． 退田還湖、退耕還林との結合による長江中下流の条件を備えた地区の育成 
  同地区には主として湖南、湖北、江西、安徽、江蘇及び浙江が含まれ、亜熱帯気候に

属する。降水量は豊富で、長期的な平均降水量は 1,000～1,640mm であり、水資源は

十分豊かである。水環境については、長江中下流の水質は全体的に比較的良好だが、

浙江省、安徽省及び江蘇省の淮河流域では、削減を要する COD の割合が大きく、太

湖流域及び巣湖流域の汚染はかなり深刻。地区内でも湖南、湖北、江西及び安徽各省

の南部は林地資源が豊かで、自然条件が優れ、土地も肥沃であり、雑種プポラ

（euramericana(Dode）Guineircl）、ヌマスギ、アカマツ、スラッシュパイン、タエ

ダマツ当の速成多収穫樹種及び竹の発展に適する。また交通条件も良く、水陸交通が

発達している。長江デルタ地区には外資系の製紙企業が集中しており、商品木材パル

プ及び古紙を原料とする製紙を行っている。地区内の 2002 年の紙及び板紙生産量は

1,223 万点で、全国の 32％を占めるが、大型木材パルプメーカーは少なく、木材パル

プの発展の条件は十分利用されていない。既存の木材パルプ生産能力は 33万トンで、

全国の 11％、地区内の各地毎の優位性を十分に発揮させるため、今後長江デルタ地区

は港湾条件及び製紙の基礎を十分利用し、商品木材パルプ及び古紙によって製紙工業

を発展させ、高級紙及び板紙生産拠点を建設しなければならない。湖南、湖北、江西

及び安徽南部は、速成多収穫林拠点建設と退耕還林還湖を結合させて、植樹営林を行

い、既存の中核企業の積極性を十分発揮させると同時に、大型林紙一体化プロジェク

トの建設主体の育成または導入を加速し、我が国の林紙一体化プロジェクト建設重点

地区の一つになるべきである。具体的には下記の通り。 
2000～2010 年、製紙用林拠点 105 万 ha（木材拠点 95 万 ha、竹歳拠点 10 万 ha）の

建設を計画する。内、「十・五」期間に 42 万 ha を建設し、「十一・五」期間には 63
万 ha を建設する。パルプ製造能力 133 万トンの建設を計画する。内、木材パルプ 97
万トン、竹パルプ 36 万トン。 

  2010 年以降、拠点全体が輪伐のサイクルに入れば、毎年木材 1,200 万立米、竹材 225
万トンが生産される。拠点の供給原料に依拠して、335 万トン以上のパルプ生産の能

力を付帯建設する（内木材パルプ 270 万トン、竹パルプ 65 万トン）。また製紙生産能

力 350 万トン前後を付帯建設する。 
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3． 黄淮海地区のパルプ構造調整への注力 
  同地区は主として山東、河南、河北及び山西を指し、温帯半湿気候に属する。長期的

な年平均降水量は 530～780mm で、通常の降水量であれば基本的に速成多収穫林の

植樹の要求を満たすことができるが、降水量が少ない年の春季には人工的な潅漑が必

要。地区内の水資源は一様に乏しく、我が国で最も水の需要のアンバランスが際立つ

地区である。現在黄淮海平原の水資源の開発利用度は、既に全国に最高水準であり、

2000 年における地区全体の水使用量は 724 億立米で、水資源総量の 67.8％を占めて

いる。中でも河北、山東及び天津、北京地区は既に水不足が深刻である。水環境につ

いては、黄河、淮河及び海河の流域は、流量が少なく、処理が徹底していない都市の

廃水、汚水及び工業廃水が河川に排出されているため、河川水の自浄能力が乏しく、

河道内の深刻な水質汚染を引き起こしている。中でも淮河と海河は我が国の河川水質

汚染ワーストスリーの内の 2 本である。黄河流域では河の長さの 50％以上の水が、さ

まざまな程度の汚染を受けており、黄河本流及び淮河、汾河等の支流は汚染対策の重

点である。地区内は地勢が平坦で、土層が厚く、光熱条件が良好であり、林地資源が

豊かである。発展に適する速成多収穫樹種としては、三倍体オオバヤマナラシが中心

であるが、雑種ポプラ、カジノキ等も比較的適している。同地区は製紙工業が発達し

ており、我が国の紙及び板紙の主要生産地区であると同時に、既に国際競争力のある

製紙企業グループが多数形成されている。2002 年の紙及び板紙生産量は 1,412 万ト

ンで、全国の 37％を占めており、内山東、河南、河北はそれぞれ 17.6％、9.4％、9％
で、全国の第１、4、6 位。また同地区は我が国のストローパルプ製紙の主要地区であ

り、ストローパルプの割合はそれぞれ 38％、56％、40％に達する。地区内には木材

パルプメーカーは 1 社しかなく、能力は 22 万トンで、全国の 7%に過ぎない。 
同地区は水資源不足が深刻であり、水資源の開発利用度は既に極めて高い。水環境汚

染も甚だしく水体環境には既に汚染受容能力はない。特にストローパルプ製紙による

水の大量消費と重度の汚染は、既に地区内の水資源と水環境の受容能力を著しく超え

ており、ストローパルプセ氏に対する構造調整が急がれる。これ以上水を大量消費し、

汚染の甚だしいストローパルプ製紙企業を建設すべきではない。同地区の製紙工業の

発展が、全国的な製紙工業の発展の全局、とりわけ紙市場の供給に大きな影響を与え

ることから、同地区の林紙一体化プロジェクト建設は、製紙工業の構造調整と密接に

結びつける必要がある。既存の立遅れたストローパルプ製紙ラインを閉鎖し、節水と

汚染防止に力を入れる一方、近代的な製紙工業の技術と手段を応用し、国際的に進ん

だパルプ製造、製紙プロセス技術設備を採用して、適切な地区にケミメカニカルパル

プ年産 10 万トン及びそれ以上の大中型立プロジェクト数件を重点的に建設する。小

を大に、旧を新に変えることで、製紙工業の発展を確保すると同時に、水資源消費を

増加させずに、または減少させ、汚染物の排出を減少させる。また汚染物排出総量を

抑制して生産量を制御して生産量を規定し、生態環境を保護して、地域経済、社会、
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環境の調和のとれた発展を促進する。具体的には下記の通り。 
2000～2010 年、製紙用林拠点 65 万 ha の建設を計画する。内「十・五」期間に 26
万 ha を建設し、「十一・五」期間には 39 万 ha を建設する。木材パルプ製造能力 218
万トンの建設を計画すると同時に、一群の年産 1.7 万トン以下のストローパルプ製紙

ラインを引き続き閉鎖する決意を固める。 
2010 年以降、拠点全体が輪伐のサイクルに入れば、毎年木材 1,100 万立米が生産さ

れる。拠点の供給原料に依拠して、310 万トン以上の木材パルプ生産能力を建設し、

製紙生産能力 320 万トン前後を付帯建設する。 
4． 束北製紙林拠点の附帯建設 
  同地区には黒龍江、吉林、遼寧省及び内蒙古塔鼻地区が含まれ、温帯半湿潤機構区に

属する。長期的な年平均降水量は 530‐690mm で、年間の配分は比較的均等であっ

て、基本的に速成多収穫林木の水分に対する要求には応じられるが、気候が寒冷であ

り、樹木の生長が遅い。地区内の水資源は比較的豊かで、ある程度開発の潜在力もあ

る。水環境については、2000 年の黒龍江、吉林、遼寧 3 省の汚染排出量は全国の総

量の 12％で、水環境は全体として比較的良好。ただ遼河流域の COD 削減の任務は重

く、大遼河、渾河及び太子河で最も汚染が甚だしい区間は市街地に集中しており、都

市の廃水、汚水に対する対策を強化する必要がある。同地区は我が国でも最も森林及

び土地資源が豊富で国有林が最も多く、木材生産が最大である。既存の商品林の中で

は、これから育てなければならばい樹齢の若い林の面積がかなりの割合を占めている。

同地区は林業建設インフラが整っており、営林の経験が豊富であって、経営管理水準

が比較的高い。林区の地勢は平坦で、土壌が肥沃であり、土層も厚いが、霜が降りな

い期間が短く、林木の生長サイクルは比較的長い。適する主な樹種は主としてカラマ

ツ、大青楊、甜楊（Populussuaveolens）、山楊（Populusdavuuduana）等。同地区

は我が国の木材パルプ製紙では歴史のある工業拠点で、大中型の国有パルプ製造、製

紙企業が多数集まっている。2002 年の紙及び板紙の生産量は 151 万トンで全国の 4％
を占める。木材パルプ生産能力は 107 万トンで、全国トップの 37％。天然林保護プ

ロジェクトが実施されたため、木材の伐採量が減り、木材価格が上昇したことに加え、

経営管理及びメカニズムの問題もあり、企業の業績は思わしくない。天然林保護プロ

ジェクト実施後、木材原料供給の問題を解決するため、パルプ製造、製紙企業は原料

林拠点の付帯建設を迫られ、同地区の林紙一体化プロジェクト建設は、経済効果が優

れ、技術水準の高い既存のパルプ製造、製紙企業に依拠し、企業の経営管理メカニズ

ムを変え、先進的な成熟した技術と設備を応用することで企業改造を加速すると同時

に、既存の樹齢の若い林の改造を中心とする速成他収穫林製紙原料林拠点を付帯建設

する。原則として木材パルプ製造企業はこれ以上建設しない。具体的には下記の通り。 
  2000～2010 年、製紙用林拠点 100 万 ha の建設を計画する（新規造林拠点 30 万 ha、

植樹改造拠点 70 万 ha）。内、「十・五」期間に 40 万 ha を建設し、「十一・五」期間
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には 60 万 ha を建設する。「十・五」期間には拠点で生産された材木を既存の木材パ

ルプ生産企業に供給し、原則として木材パルプ生産企業の新規建設は行わない。「十

一・五」期間に新規増加する木材パルプ生産能力は 40 万トン前後に抑える。 
2010 年以降、拠点全体が輪伐のサイクルには入れば、毎年木材 1,050 万立米が生産

される。拠点の供給原料に依拠して、270 万トン以上の木材パルプ生産能力を建設し、

製紙生産能力 300 万トン前後を付帯建設する。 
5． 西南の木竹資源の合理的な利用 
  同地区は主として四川、雲南、貴州及び重慶等を指し、亜熱帯及び熱帯気候に属する。

降水量は比較的豊富で、長期的な年平均降水量は 1,000～1260mm。適する樹種はア

カマツ、思茅松（PinusResiya）、ユーカリ、竹類等。同地区は水資源が豊かで、開発

の潜在力は極めて大きい。水環境については、四川省と重慶市は COD の排出量が多

く、汚染対策の任務は重い。特に三峡プロジェクトが完成すると、ダムサイトの水環

境に対してより高度な要求が提示されることになる。雲南及び貴州の汚染排出量は相

対的に少なく、環境のキャパシテイは大きい。地区内は天保プロジェクトで伐採が禁

止されている地区以外の樹齢が若い人工林、造林に適した荒山、荒地、退耕還林等の

林地が充足しており、自然条件に恵まれ、林木の生長が速く、森林資源が豊かである。

また竹の主要産地であり、既存の竹類資源の開発利用が急がれる。同地区にはパルプ

製造、製紙企業が少なく、2002 年の紙及び板紙生産量は 157 万トンで、全国の 4％
に過ぎない。木材パルプ製造の能力は 33 万トンで、全国の 11％。同地区の自然条件

と資源を十分利用すると同時に、三峡ダムの水環境を保護するため、同地区の林紙一

体化プロジェクト建設は、竹パルプを重点とし、木材パルプの発達を図ると共に、10
～50 万トンの竹パルプ紙一体化プロジェクトを数件重点的に建設する。この他、三峡

周辺地区のプロジェクト建設は、ダムサイトの水環境改善に役立つことを前提として

行う必要がある。具体的には下記の通り。 
  2000~2010 年、製紙用林拠点 50 万 ha の建設を計画する（木材拠点 30 万 ha、竹材

拠点 20 万 ha）。内、「十・五」期間に 20 万 ha を建設し、「十一・五」期間には 30
万 ha を建設する。パルプ生産能力 113 万トンの建設を計画する。内訳は木材パルプ

30 万トン、竹パルプ 83 万トン。 
  2010 年以降、拠点全体が輪伐のサイクルに入れば、毎年木材 380 万立米、竹材 450

万トンが生産される。拠点の供給原料に依拠して、215 万トン以上のパルプ生産能力

（内、木材パルプ 85 万トン、竹パルプ 130 万トン）を建設し、製紙生産能力 230 万

トン前後を付帯建設する。 
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（三） 投資見積 
  林紙一体化プロジェクト計画の目標と、造林、パルプ製造及び製紙の投資推計に基づ

けば、2000～2010 年に必要な投資は 2,443 億元。このため、投資に力を入れ、投融

資のルートを開拓して、林紙一体化プロジェクト建設の予定通りの完成・稼動を確保

しなければならない。 
五．対策と措置 
（一） 国による支援 
  社会資金の方向を誘導し、銀行融資の積極性を引き出し、政府のマクロコントロール

の役割を発揮するため、国は統一計画を強化すると同時に、初期においては資本金の

注入または利子補給の方式で、林紙一体化建設に対して適宣資金面でのサポートを行

うことも可能である。製紙業、林業及び農業の産業チェーンの有機的な形成を促進し、

最終的には全国の林紙一体化建設が、企業の自主投資による市場化された発展の道を

進むようにする。 
（二） 林紙一体化プロジェクトの融資ルートの開拓 
  国内外の２つの資金市場を十分利用し、多角的に資金を調達するため、国は国内の各

種所有の企業及び外国企業が、林紙一体化プロジェクト建設に投資することを奨励す

る。また、外国政府の借款、国際金融組織の融資、国内外商業銀行の融資等の面で、

林紙一体化建設を積極的にサポートする。同時に、条件の整っている企業の上場また

は、社債発行を奨励する。 
（三） 製紙業、林業及び農業の有機的な結合の促進 
  関連の地区及び企業は、速成多収穫製紙用林拠点を造林する際、基本農地及び農民の

利益を厳密に保護しなければならない。低収穫林の改造を加速し、森林を破壊して製

紙を行うことや、生態系の破壊を防ぎ、退耕還林、退田還湖プロジェクトとの関わり

を適切に処理する。造林技術措置においては、国の関連技術規程の要求に従って合理

的に組織し、総合的な措置をとり、表土の流出を防ぐ。積極的に混合林を造林し、生

物の多様性を保護して、大面積にわたる森林病虫害の発生を回避する。 
（四） 製紙業拠点の木材生産の管理強化 
  各省、自治区、直轄市の林業主管部門は、現地の実情に沿って、パルプ製造及び製紙

プロセスの要求、林木の生長等の条件に基づき、法に従って合理的に製紙用林拠点の

森林、林木の主要伐採樹齢、輪伐期及び間伐期を確定する。森林、林木及び林地の権

利を明確にし、一定規模の製紙用林拠点の材木の利用は、間伐限度枠管理に統一して

組入れ、伐採証明書、輸送証明書制度を実施する。所定の手続き及び方法に従って、

製紙用林拠点の森林、林木の年間伐採限度枠を作成し、これに基づいて省レベルの木

材生産年度計画に組み入れ、国家林業主管部門に申請して許可を受ける。その地区の

木材生産年度計画の作成に当っては、製紙用林拠点については単独許可を実施する。

各地区は年間森林伐採限度枠、木材生産年度計画を実施する際、製紙用林拠点の木材
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伐採指標が実現されることを確保する。製紙用林拠点で生産された木材は、パルプ製

造、製紙に限定して使用する。 
（五） 製紙企業からの製紙用林拠点建設資金徴収 
  木材を原料とするパルプ製造、製紙企業は、木材消費 1 立米毎に 10 元以上、通常 20

元以下の製紙用林拠点建設資金を拠出し、造林、営林等の生産活動に充当する。各地

方政府は監督と検査を強化し、当該資金が全額入金されることを保障する。 
（六） ストローパルプ製紙を行う零細企業の閉鎖の継続 
  製紙工業の構造調整を更に進め、製紙工業用水を削減し、製紙工業の汚染物排出を減

少させるため、各地方は国家間環境保護総局の関連法律に厳密に従い、年産 1.7 万ト

ン以下の立遅れた小型ストローパルプ製紙生産ラインの閉鎖に引続き注力し、小を大

に、旧を新に変える。特に黄淮海地区では、林紙一体化プロジェクト建設と同時に、

立遅れたストローパルプ製紙零細企業閉鎖の具体的な対策とプランを明確にしなけ

ればならない。 
（七） 製紙工業設備の国産化水準の向上 
  林紙一体化プロジェクト建設では、国産製紙設備の研究開発と使用を十分に重視しな

ければならない。国は製紙工業設備研究部門、製造業者及び使用企業が一致協力し、

日産 300～600 トンのケミメカニパルプ、包装用板紙機等のプラントの国産化のよう

な、市場のニーズが高く、我が国に一定の研究開発及び製造の基礎がある重点分野を

選択して難関に挑み、我が国の製紙工業設備の研究開発と製造のレベル向上に努め、

国産化率を高めることを奨励する。 
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