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図 3.5.2 中国の各行政区の森林率17 

 
中国国内における木材生産として、1998 年までの天然林からの木材生産は、国産材の

総量のおよそ４分の３を占めていた。しかし、それ以降の天然林資源保護工程により、

黄河・揚子江上流域一帯、新疆ウイグル族自治区、及び黒竜江省や吉林省、内モンゴル

自治区を中心とした部分的かつ段階的な天然林の伐採制限または禁止令が施行された。

その結果、国産材生産量は 2008 年以降に約 8,000 万立米でほぼ横ばいに推移しており、

うち天然林からの生産量は依然として過半数を占めるものの約 5,000 万立米に減少した。

更には、2016 年以降天然林における商業的伐採を全面的に停止する政策が進められてい

ることから、国産材の過半数を植林材や輸入材により代替することが想定される18。 
 
需要増が予測される植林は、伐期 5～7 年のポプラやユーカリ、伐期最長 25 年程度の

コウヨウザンやマツのプランテーションが主体である。分布範囲は華南・華中や東北が

主で、生産者は国有林場や民間企業、村等の集団経済組織または農民個人など、その形

態や規模は様々である。 
 

なお、上記の天然林における商業的伐採の停止政策により、同国の国産材の樹種構成

が変化することが予想される。国産材として現在調達可能な植林における主な用材樹種

と、商業的伐採の停止政策以前の天然林における主な用材樹種（すなわち原則として調

達が不可能になる用材樹種）、及び CITES 登録樹種を下表に示す。合法性確認の際は、

特に天然林の分布する地域周辺から調達する場合には、商業的伐採の停止政策後に伐採

された天然林からの木材の混入に注意を払う必要がある。 
 

 
17 Retrieved from: World Resources Institute. Global Forest Watch. (2019). 

(https://www.globalforestwatch.org) 
18 Forest Trends. China’s Domestic Timber Supply. (2016). 
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輸入材については、2017 年に 11,194 万立米、総重量 113 百万トン、総額 419 億米ドル

を記録した。主要な木材輸入港としては、上海を中心とした江蘇省・浙江省を含む一帯

の海港や、東北の中露国境にある満州里・綏芬河口岸の陸港が大半を占める23。また近年

は一帯一路政策による西方内陸開発により、長江上流域の内陸部にあり中国全土や東南

アジア・ロシアと陸水空の運送網で繋がる重慶が木材貿易港として急速に発展している。 
 

 
図 3.5.3 中国における木材・木材製品の 

国産材生産量・輸入材利用量の年間割合の推移（2000 年-2015 年）21 

 

 
図 3.5.4 中国の主要な木材・木材製品輸入港とその年間輸入量（2017 年・2018 年）23 

 

 
(https://www.woodworkingnetwork.com/news/woodworking-industry-news/chinese-logging-ban-boosts-

demand-foreign-logs) 
23 Retrieved and modified from: China Forestry Group Corporation China National Forest Products CO., 

LTD. Practice Sustainable Concepts and provide More High-quality Forest Products for a Better Life. 

(2019). 



  

220 
 

輸入統計①：木材・木材製品の輸入動向 
総輸入額・重量共に、主に木材パルプや木材チップが多い。これらは主にベトナムや

豪州の植林による広葉樹材である。  
着目すべき点は丸太類の減少と製材類の増加である。丸太類の総重量は過去５年間で

７割程度に減少しており、全品目の輸入総量に占める割合も過去 10 年間で半減してい

る。一方で製材類の総重量は過去５年間で７割程度増加しており、全品目の輸入総量に

占める割合も過去 10 年間で４倍に急増している。その結果、重量は依然として丸太類が

製材類より多いが、金額は製材類が丸太類より多くなっている。 
これは主にロシア、ミャンマー、ラオスといった従来からの対中丸太輸出国における

丸太禁輸や関税引き上げの影響によりその反動として丸太の代わりに製材類が多く輸入

されるようになったことが理由として挙げられる。  
したがって、ボード・合板類の輸入は相対的に微量であることから、着眼すべき点と

して丸太類及び製材類の樹種や生産地別の輸入傾向について詳細に述べることとする。 
 

 

図 3.5.5 中国による木材・木材製品の 

品目別年間輸入重量（左）及び輸入金額（右）の推移（2013 年-2017 年）24 

   ※2017 年の総輸入重量は約 1.07 億トン、総輸入金額は約 447 億米ドル 

 
  

 
24 以下の中国の木材貿易統計は、特筆しない限りすべて国連 FAOSTAT 及び同統計を英国王立国際問題研究所

(Chatham House)が統計学的処理により輸出入国間の差異を補正したデータ（https://resourcetrade.earth/）による。

なお、品目は完成木製家具及び薪炭類等を除く。また輸入相手地域は規模が微細な中近東及び南アジアを除く。  
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輸入統計②：針葉樹丸太類の輸入動向 
 次に丸太類について、針葉樹と広葉樹に区別してその生産地別輸入動向を示す。  
 針葉樹丸太類の総重量は広葉樹丸太類の２倍強であり、全丸太類の７割近くを占める。 

下図のとおり、そのうちの７割強が豪州とニュージーランドからの大洋州材及び北米

材である。 
一方でロシア材については、近年は引き上げ関税の除外対象となる輸出量割当により、

総重量の約３割と高く安定した推移を見せている。  
なお、中国木材・木材製品流通協会によると、2018 年以降の米中貿易摩擦を受け、北

米材の３分の２を占める米国材が減少するも、自由貿易協定を改定予定のニュージーラ

ンド材や北欧材が代替品として増加しているとのことである。 
 

 
図 3.5.6 中国による針葉樹丸太類の輸入相手国別の 

年間輸入重量（左）及び輸入金額（右）の推移（2013 年-2017 年）25・26 

 
  

 
25 輸入重量における 2016 年の米国材及び 2017 年の NZ 材の統計データが欠落しており、実際は輸入金額と比例

して増減したと考えられる。  

26 以下の中国に係る国別輸出入統計グラフは、全体の１％を超過する国名のみを示す。  
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輸入統計③：広葉樹丸太類の輸入動向  
 広葉樹丸太類の総重量は針葉樹丸太類の半分弱であるが、総額は針葉樹丸太類とほぼ

同等であるため単価が高くなっている。 

下図のとおり、特にサブサハラ・アフリカ諸国は過去 10 年間で重量・金額共に倍増し

ており、総量の半分弱、総額の３割程度を占める最大の供給地域となっている。同地域

内の主要供給国は目まぐるしい変遷を辿っており、近年は主に赤道ギニア、モザンビー

ク、カメルーン、コンゴ共和国、ナイジェリアなどが上位にある。 
また、針葉樹と異なり、広葉樹丸太類はパプアニューギニア及びソロモン諸島産が主

であり、過去 10 年間でほぼ倍増しながら総量の３割程度、総額の２割程度を占める供給

地域である。 
次に欧米が続くが、針葉樹丸太と同様に丸太禁輸や関税引き上げにより過去 10 年間

で大幅に減少したロシア及び東南アジア諸国が、依然として輸出量割当等により一定の

水準を保っている。 
 

 
図 3.5.7 中国による広葉樹丸太類の輸入相手国別の 

年間輸入重量（左）及び輸入金額（右）の推移（2013 年-2017 年）27 

 
 なお、世界各国において丸太禁輸や CITES 樹種登録等により、中国向けに広葉樹丸太

を供給する国の情勢が目まぐるしく変化しており、以前は大量供給国であったが近年に

急減する事例が多く存在する。またその影響を受け、代替的な供給国として台頭する国

も存在しており、それらの主な事例と詳細を下表に示す。今後も急激な変化が予想され

ることから、広葉樹丸太の供給国の動向は留意する必要がある。 
 

 
27 輸入重量における 2016 年及び 2017 年の米国材の統計データが欠落しており、実際は輸入金額と比例して増減

したと考えられる。  
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輸入統計④：針広樹種別製材類の輸入動向 
 次に製材類について、針葉樹と広葉樹に区別してその輸入動向を以下に示す。  
 針葉樹製材類の総重量は過去 10 年間で急増しており、2008 年を境に広葉樹製材類を

追い抜くに至った。現在は広葉樹製材類の約２倍であり、製材類の７割近くを占める。

しかしながら、総額は広葉樹製材類がわずかに上回っていることから、その単位当たり

金額が２倍以上であること示唆している。このことから、これより広葉樹製材類につい

て詳述するものとする。 
ただし、針葉樹製材類は過半数がロシア材であり、残りはカナダや欧州などが占める。

特にロシア材については、丸太関税引き上げの影響から加工製品の輸出に転換しており、

過去 10 年間で重量・金額共に約４倍に増加している。  
 

 

図 3.5.8 中国による製材類の 

針広樹種別年間輸入重量（左）及び輸入金額（右）の推移（2013 年-2017 年） 
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輸入統計⑤：広葉樹製材類の輸入動向  
 広葉樹製材類について、生産国別輸入動向を以下に示す。  
 米国は金額ベースで最大の供給国であり、重量・金額共に全体の３割以上を占める。

2018 年以降の米中貿易摩擦により減少することで、代替品として下記の国々から供給量

の増加が想定される。 
地域としては、過去 10 年間で重量・金額共に東南アジア諸国が３倍に増加しており、

全体の４割程度を占めている。そのうちの主な供給国はタイ、ベトナム、フィリピン、

インドネシア、マレーシア、ラオスなどであり、特にタイについては近年増加が著しく、

米国に匹敵する全体の３割以上を占めるに至っている。 
 その他にロシア並びにガボンをはじめとしたアフリカ諸国など、丸太関税引き上げや

丸太禁輸令を施行して加工輸出に転換した国々が、それぞれ全体の１割程度を占める。  
 したがって、タイを筆頭とする東南アジア諸国、ロシア、及びアフリカ諸国が広葉樹

製材類全体の６割程度を占める。これらの国々おいては、丸太輸出制限を受けて中国系

事業者が現地事業者を買収したり、新規開業したりすることにより、現地で丸太を製材

加工している事例が増加しており、サプライチェーンが急変している。  
なお、タイからの製材類は、植林のゴムノキなどの原材料を利用したものが多数を占

めるものと考えられる。 
 

 
図 3.5.9 中国による広葉樹製材類の輸入相手国別の 

年間輸入重量（左）及び輸入金額（右）の推移（2013 年-2017 年）29 
 
  

 
29 輸入重量における 2016 年及び 2017 年の米国材の統計データが欠落しており、実際は輸入金額と比例して増減

したと考えられる。  
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輸出統計②：木材・木材製品の対日輸出動向  
 完成木製家具と紙製品を除く木材・木材製品の対日輸出は、2017 年に総重量 55.3 万ト

ン、総額５億米ドルを記録した。これは中国の輸出相手先国中、重量・金額共に米国に

次ぐ２位に位置する。また、重量・金額共にボード・合板類が７割程度、製材類が２割

程度を占める。 
 

 
図 3.5.11 中国による日本向け木材・木材製品の 

品目別年間輸出重量（左）及び輸出金額（右）の推移（2013 年-2017 年） 

 

日本家具産業振興会の輸入家具実績統計によると、2017 年に完成木製家具の輸出総額

は約 1,200億円となっている。中国は日本が海外から輸入した完成木製家具の総額の 48%
の輸入相手先国であり、最大の供給国となっている30。 
 
  

 
30 一般社団法人日本家具産業振興会（2019）「輸入家具実績表／国別（平成 30 年 1 月～12 月）」（http://www.jfa-
kagu.jp/files/statistics/2018_import_country2.pdf） 
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輸出統計③：ボード・合板類と製材類の対日輸出動向  
ボード・合板類と製材類について、その内訳を以下に詳述する。 

 下図のとおり、材積ベースで、特にブロックボード・単板積層材（LVL）が安定的に

増加しており、対日輸出総量の約半分を占める。また、減少傾向にある合板、フリー板、

製材も一定の割合を保持している。  
これら全てに広葉樹材が使用されることは多く、例えば合板の９割以上が合板１枚に

つき表板・裏板（以下フェイスバック）等に広葉樹材のベニヤを１枚以上使用している

という調査結果がある 28。 
ブロックボード・単板積層材・合板のフェイスバック、フリー板、繊維板などが中国

でこれらの木材製品と組み合わされて完成木製家具に加工されている。  
 

 
図 3.5.12 日本による中国からの製材類及びボード・合板類の品目別輸入量の推移31 

 

日本の世界からの完成木製家具の総輸入量の約５割、下図のとおり同様にブロックボ

ード・単板積層材・合板の総輸入量の約２割を中国が占めている。 

 

 

図 3.5.13 日本によるブロックボード・単板積層材・合板の相手先国別輸入量の推移 31 

 

 
31 日本木材輸入協会による提供資料から抜粋  










