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海外動向〔北東アジアのマーケット動向〕

中国の“繊維力”
― 内側から見た繊維事情 ―

第5回　繊維雑感（その2）繊維と住宅

東レ株式会社専任理事

御法川 紘一（みのりかわこういち）
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1 中国GDP拡大の原動力の一つは不動産投資であり、この中で住宅は15％を占める。

2 中国における繊維生産量の1/3はホームテキスタイル向け、1/6は資材用、1/2が衣料用途である。

3 住宅に向けられる繊維としては寝装用、インテリア用（カーテン、イス張り、カーペット）があるが、一戸当

たりの繊維消費金額は新築住宅費の数パーセントと小さい。生活水準の向上に伴い消費量の拡大が期待される。

要　点

1．はじめに

中国悲観論の一つとして経済のオーバーヒート
が指摘されている。
高成長はいつかは破綻すると言われ続けながら

10 ％に近い高成長に入って 16 年目に入った。繊維
産業はここに来て生産設備過剰の兆しが見られる
ものの、減速の気配はあまり感じられない。繊維
産業の成長を支えているのは旺盛な輸出であり内
需である。内需の実状を前回の観光に続いて住宅
の面から考察してみる。

2．最近の中国
（1）GDPと繊維産業

6 月末の世界銀行の発表によれば、以前の国民総
生産に当たるGNI（国民総所得）は、中国がイギリ
スを抜いてアメリカ、日本、ドイツに次いで第 4位
になった。さらに、本年上半期（1～ 6月）のGDP
伸び率は 10.9 ％と発表された（中国国家統計局）。
この調子では北京オリンピックの年にドイツを

抜いて、日本に次いで 3 位に躍り出るとの予測も
現実味を持つ。

順 位 国 名 GNI 備 考 
① アメリカ 129,695 前年順位  ① 
② 日本 49,882 　　〃　　② 
③ ドイツ 28,523 　　〃　　③ 
④ 中国 22,638 　　〃　　⑤ 
⑤ イギリス 22,637 　　〃　　④ 

単位：億ドル 

図表 1 GNI ベスト 5（2005 年）

出所：世界銀行

 中 国 ロシア インド ブラジル 
人口 13.1 1.4 11.0 1.9
各目GDP 22,250 7,407 7,198 6,197
1人当たりGDP 6,800 11,100 3,300 8,400
GDP実質成長率 9.9 6.4 7.8 2.4
インフレ率 1.9 11.0 4.6 5.7
失業率 4.2 7.8 9.9 9.9

単位：億人、億ドル、ドル、％ 

図表 2 BRICs の実力比較（2005 年）

（注）GDPは購買力平価

出所：CIA（ニューズウィーク 2006.7.12）
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（2）BRICs での実力

BRICs の中では一人当たりGDP がロシア、ブラ
ジルの次であるが、インフレ率、失業率が際立っ
て低く、まだまだ成長が続きそうな気がする。
かつての日本のように、経済のダイナミズムが

地方間格差の解消に向かうものであるとすれば、
日本を抜くことの出来る唯一の国であろう。

（3）繊維産業の近況

繊維の 1 ～ 5 月の生産量は、化合繊、綿糸、綿
織物（生機）、プリント／染色布とも前年比＋
14 ％以上と依然として大きな伸びであり（図表 3）、
各国で規制の対象となっているアパレル（ガーメ
ント）においても 11 ％を超える伸びになっている。
また、輸出は前年比＋ 24.4 ％と絶好調であり、貿

易黒字額は 426億ドルと実に前年比＋ 27.6 ％になっ
た（図表 4）。これらの好調を受けて繊維全体の収益
率は 3.1 ％と前年（2.9 ％）を上回った（図表 5）。
綿花については、2006 年度の作付面積は 529 万

ha で、昨年比＋ 3.3 ％、農業の平均販売価格は、
国内の綿花不足を背景に 5.6 元／ kg と昨年比＋

27 ％と予測されている（中国紡織報 2006.5.3 号）。
国家統計局によると生産量は 570 万トンで綿花

輸入量はオーストラリア、アメリカ綿を中心に 435
万トンと前年比＋ 3 ％の見通しである。世界的に
は 2006 ／ 07 年度の綿花生産量は昨年並みの 2,504
万トン、消費 2,656 万トン、期末在庫 1,000 万トン
と大きな問題は無いと予測されている。

3．発展の原動力

前報（本誌、2005、11･12 月号）でも述べた通り、
中国の発展を支えてきた原動力は外資と輸出であ
る。国主導の積極的な外資導入政策によってこの
15 年間に 2,000 億ドル以上の投資がなされ、貿易
黒字は 2005 年から 1,000 億ドルを超えた。国家そ
のものが他人のお金を使って（外資導入）、外で稼
いで（輸出）、利益を持ってくる（貿易黒字）とい
う極めて収益率の高い投資信託会社である。
GDP の構造を見ると輸出の他に固定資産投資、

消費（内需）が三本柱になっている。地方の生活
水準の向上は、内需に直結するので GDP の拡大は
続く。

品  目 生産量 前年同期比（％） 
化合繊 （万トン） 787 ＋15.5
綿糸 （万トン） 620 ＋18.3
綿織物（生機） （億m） 166 ＋14.4
プリント／染色布 （億m） 165 ＋15.6
カーテン生地 （万トン） 14 ＋10.5
不織布 （万トン） 15 ＋20.1
アパレル （億着） 61 ＋11.3

図表 3 1 ～ 5月 生産量

出所：国際商報 2006.7.15 号

 貿易総額 輸 出 輸 入 貿易黒字額 
1～5月実績 566 496 70 426

（前年同期比） （＋21.9） （＋24.4） （＋6.5） （＋27.6） 

単位：億ドル、％ 

図表 4 1 ～ 5月 繊維貿易量

出所：中国紡織報 2006.7.5 号

 1～4月累計 前年同期 
利益率 3.1% 2.9%

図表 5 1 ～ 4月 繊維企業収益

出所：中国紡織服装週刊 2006 年 第 20 期
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固定資産投資は 2000 年以降 10 ％以上拡大し、
2003 年以降は 20 ％以上となった。この中で不動産
投資の伸び率は、2000 年以降 20 ％以上と正にバブ
ルと言われる所以である。不動産の中で住宅の占
める割合は 15 ％前後を占め、年々その比率は上昇
している（図表 6）。

4．住宅と繊維消費
（1）住宅関連の繊維消費量

中国における用途別の繊維消費量 2,400 万トン
（2004 年）のうち半分強が衣料向け、1/3 が家庭用
紡織品（ホームテキスタイル）向け、残りが資材
用である（図表 7）。資材用のうち建築用に使われ
るのは 14 万トン強であり、住宅関連ではホームテ
キスタイルが圧倒的に多い（図表 8）。

中国は1,000万トン以上の綿糸を生産し、400億m
近い綿布を生産する世界最大の綿産業国であり、
そのシェアは 1/3 に達する。この中でも最も得意
とするのは、プリントやタオルといった表面品位
があまり重要視されないホームテキスタイル分野
である。
中国国産の安い紡機、織機を使い、郷鎮染色企

業群で染色されたホームテキスタイル製品は競争
力が極めて高い。コンペティターのインド、パキ
スタンは真正面からの競争ではかなわないので、
インドはハンドメード品、パキスタンは高級品へ
と向かっている。
辺境の新彊でも地元綿花と結びつけたベッドシ

ーツなどの建寝装向けの 50 万錘規模の紡織会社の
建設が進められている。

海外動向

用 途 消費量 構成比 
衣 料 1,321 55
ホームテキスタイル 760 32
資 材 319 13
（合 計） （2,400） （100） 

単位：万トン、％ 

図表 7 用途別の繊維消費量（2004 年）

出所：中国家紡時代 2005 年 第 15 期

品 目 消費量 構成比 品 目 消費量 構成比 
帆布 68.5 19 フィルター     27.7      7
レザー基布 38.2 10 建築用     14.4      4
衛生資材 32.0   9 その他   122.3    33
芯地 31.7   9 （合計） （365.4） （100） 
包装材 31.6   9    

単位：万トン、％ 

図表 8 繊維資材消費量の内訳（2005 年）

出所：中国家紡時代 2005 年 第 15 期、中国紡織服装週報 2006 年 第 16 期

'00 '01 '02 '03 '04

百億元 

0

5

10

15

20

25
％ 

固定資産投資 
不動産投資 
住宅投資 
住宅投資比率 

住 
宅 
投 
資 
比 
率 

投 
資 
額 

0

10

20

30

40

50

60

図表 6 固定資産投資と住宅投資の推移

出所：中国不動産 2006.5 号



 

 新築住宅 中古住宅 
北 京 7.6 9.9

10.4 12.2
大 連 15.6 23.2
青 島 7.6 7.2
成 都 8.0 5.2

単位：％ 

図表 12 主要都市不動産価格上昇率

出所：中国国家発展改革委員会、国家統計局

北 京 6,000
上 海 5,000
大 連 4,000
南 通 3,000

単位：元／㎡ 

図表 11 平均的住宅価格

出所：筆者調査
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2004 年のホームテキスタイルの生産額は 546 億
ドルであり、その 21 ％は輸出される。
生産額は前年比＋ 23.4 ％、輸出は＋ 30.4 ％であ

る（図表 9）。
2005年はクオータ撤廃された影響で、輸出は 2004

年比＋ 32 ％とその勢いは一層大きくなっている。
ホームテキスタイルの輸出の主要アイテムは、

ベッドシーツ、カバー類の寝装関係、バスタオル、
テーブルクロス、旅行用毛布、カーテン、カーペ
ット等である。主要輸出先はアメリカ、日本で、
この 2国で全体の 50 ％以上を占める（図表 10）。

（2）住宅事情

住宅は子供の教育と並んで最も関心の高いもの
の一つである。しかし、不動産バブルと言われ続
けて良い印象は受けない。それでも都市部での住
宅事情は年々急速に改善されている。郊外に向か
って拡大する高層住宅群は、中国の生活向上テン
ポをそのまま写している。バブルと言われる故以
の大問題は住宅価格の高騰である。
都市圏の一般の庶民が購入する住宅（アパート）

の価格は地方都市で 3,000 ～ 4,000 元／㎡、大都市

では 5,000 元／㎡以上である（図表 11）。これに内
装費が 500 元／㎡以上かかる。
しかし、これらの価格はあくまでも郊外の新興

住宅地であって、都心に近いものは 2 倍以上もす
る。大連の一等地では、1.5 万元／㎡、内装込みで
2.2 万元／㎡もするが、それでも昨年の東京都圏の
新築マンションの平均価格 185 万円／坪（3.9 万
元／㎡）、広さ 74.8 ㎡の公表値に比べると半分程度
である。
更にもう一つの問題点は、都心の一等地の高級

マンションは絶好の投資対象であり、転売を待つ
空き家の多いことである。夜に電灯のつく家は 1/3
も無い。
この過剰な投資を抑えるために、3年以内の転売

規制、値上がり分への課税（20 ％）などがなされ
てきた。更に昨年から新規開発団地については、
その 70 ％以上が 90 ㎡以下の一般向け住宅にする
ことが義務づけられて、過度な投資の抑制を図っ
ている（「国 6条」と呼ばれている）。
しかし、これらの諸政策にもかかわらず価格の

高騰は続き、今年 1 ～ 3 月でも 10 ％前後上昇した
（図表 12）。

中国の“繊維力”

 生産額 構成比 前年比伸率 
内 需 429 79 ＋28.1
輸 出 117 21 ＋30.4

（合 計） （546） （100） ＋23.4

単位：億ドル、％ 

図表 9 ホームテキスタイル（家庭用紡織品）生産額（2004 年）

出所：中国家紡時代　2005 年 第 15 期
中国紡織服装週刊 2006 年 第 14 期

仕向先 輸出額 シェア 
アメリカ 44.6 29
日     本 38.4 25
香     港 9.2 6
ロ シ ア 6.1 4
英     国 4.6 3
他 50.8 33

（合     計） （153.8） （100） 

単位：億ドル、％ 

図表 10 ホームテキスタイル（家庭用紡織品）の輸出先（2005 年）

出所：中国紡織服装週報 2006 年 第 14 期
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（3）住宅と繊維製品

中国での新築住宅数は 474 万戸（2004 年）で日
本の約 4 倍である（日本は 2005 年 120 万戸）。
2010 年には 683 万戸になると予想されており、住
宅産業は巨大マーケットを形成している。
前述のように中国での新築住宅は内装無しの裸

物件を購入し、自分で内装を注文するのが一般的で
ある。このため独特の仕組みが出来上がっている。
この内装は、すべて自分で行うケースと工務店

に依頼するケースがある。自分で行う場合は、ど
この町にもある建材市場で材料を調達し、施工は
この近辺で個人経営の施工業者を選ぶ。
価格は格安で済み、国産品の床材、ドア、トイ

レ、台所用品を使うと 500 元／㎡でそこそこのも
のができる。施工業者は大工さんを日雇いで使う。
大工さんは自分の専門道具をかかえて注文を待ち
ながら建材市場近辺の路端でたむろしている。
住宅産業が盛んになった近年、各都市には

「○○装飾」、「○○家居」という名のトレンディな
工務店がたくさん出来た。一流のそれは、家居城
と呼ばれる大建材デパートの中にある。最新の CG
（コンピューターグラフィック）のソフトを駆使し
て客の望む完成予想図（設計図面ではない）を瞬
時に作る。希望のインテリア、家具、ドア、窓、
カーテン、壁を盛り込んだ想像図を作ってくれる
工務店は日本ではまだ少ない（写真 1）。
工務店の標準施工費用には材料費は含まれない。

床材、ドア、バス、トイレ、台所用品は家居城で
すべて揃う。家居城にブースを構えて出店してい
る数十軒の店は材料、用具メーカーのショールー
ムも兼ねるので、品質と価格を競う（写真 2）。
例えば、100 ㎡の住宅の内装は前述の建材市場も

含めると 5～ 50 万元以上と 10 倍以上の差がある。

大連では一般的（庶民用）住宅（アパート）も
本体は 40 万元、標準的な内装 10 万元を入れて 50
万元程度である（坪換算では約 24 万円）。
住宅に繊維製品として使われているのはベッド、

バスまわり、カーテン、カーペット、椅子張りで
ある。前述の様にベッドシーツ、カバー類の需要
が最も多い。カーテンは内需として 30 万トン前後
と予想される。カーテンは都会の新築住宅には
100 ％使われる。価格は前述の家で 50 ㎡程度、レ
ースを含めて建築市場で調達すれば 3,000 元程度で
手に入る。カーテン屋さんは店先で縫製までこな
し、これは取付け費とも 3,000 元に含まれる。
イケアなどのホームセンターでは縫製品 1.5m ×

2.5m を 2 枚で 50 ～ 200 元程度で売っている。
一歩農村に入ると都市近郊であってもカーテン

はほとんど見られない。オープントイレで用を足
す「隠す」ことにこだわらない文化と共通するも
のを感じる。所得水準が上がるにつれ、需要は確
実に増えると思われる。
カーペットはホテルを除いて、部屋に敷きつめ

るという習慣はほとんど無い。センターラグとし
てソファの下に敷かれる程度である。山東省にあ
るシェア60％を誇る中国最大のカーペットメーカの
話では、中国での年間需要は 6,000 ～ 7,000 万㎡、
ホテルなどのコントラクテッドカーペットはその
半分程度とのことであった。住宅分野のカーペッ
トは急激な伸びは無いと思われる。ソファに使わ
れる椅子張りも 1,000 万㎡／年程度と予想される。
繊維大国中国ではあるが、住宅関連の繊維製品

に使われる額はせいぜい 1 万元／戸程度であり、
住宅費用に占める比率は数パーセントと極めて少
ない。

海外動向

写真 1 家居城内の装飾店

出所：筆者

写真 2 家居城内のシステムキッチン店街

出所：筆者




