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1．はじめに

中国の繊維産業は全く衰えを見せない。内需、輸
出も至って順調で繊維産業における企業の総利益は
昨年 10 月時点で一昨年の年間レベルに達した。利
益の伸び率は前年比＋ 31％と羨ましい限りである。
繊維産業を地域別に見ると浙江、江蘇、山東、

河北、広東の各省が中心地として発展を続け、後
方基地として河南省、安徽省、湖南省が控える。
更にこの先には綿花と石油と西部開発で発展を始
めている新疆がある。
中国テキスタイルの右の雄は綿紡織である。全

世界の綿花の半分近くを飲み込み、綿織物の 40 ％
強を生産する根底には新疆の綿花がある。昨年の
中国綿花は 673 万トン（速報値、前年比＋ 18 ％）
と大豊作であり、その 1 ／ 3 の 220 万トンが新疆
で生産された。
国家方針は西部大開発の目玉の一つとしての紡

績の西部移転奨励と、穀物増産のために黄河中流
域の綿花栽培を新疆に肩代わりさせることである。
新疆は人口 3 億人近くを有する中央アジアに接し
ており、綿花テキスタイルは石油化学産業ととも

に新しい経済圏の中心地となる可能性を秘める。
本稿では、将来の中国の繊維産業を牽引するで

あろう新疆について、地元奎屯（クイトン）市経
済技術開発区管理委員会の協力を得て綿花を中心
に報告する。

2．新疆の現状
（1）「三山狭両盆」と交通

俗に新疆と呼ばれる新疆ウィグル自治区は日本
の 5倍弱（165 万 k ㎡）の広大な地域である。
新疆は北のアルタイ山脈、中央の天山山脈、南

の昆崙山脈に挟まれてジュンガル盆地とタリム盆
地が広がる。タリム盆地は大部分がタカラマカン
砂漠である（図表 1参照）。
かつて 3 本のシルクロードが通っていた。南部

の昆崙山脈北麓の「西域南路」、天山山脈をはさん
で南麓の「天山南路」、北麓の「天山北路」である。
現在はシルクロードの上に 315、314、312 号の 3
国道が東西に走り、217、216、218、219 号国道が
南北を貫いている。312 国道は西端の国境の町フォ
ルカスからユーラシア大陸「へそ」（ど真ん中）の
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1 中国は新疆に世界的な綿花産地を有する。この産地は国家方針に基づいて増産を続け中国テキスタイルを支えている。

2 石油化学工業と綿花テキスタイルの両輪に中央アジアというマーケットが加わると、将来新疆は沿岸地域に匹

敵する発展のポテンシャルを有していると言える。

3 新疆は綿花を使ったテキスタイルの振興を計画している。2020年近傍には紡機800万錘、綿花ミル消費

160万トンという一大産地が出現する可能性がある。
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ウルムチを経て黄海の連雲港まで通じており、総
延長 4,600km ある。主要交通手段はトラックと鉄
道であるが、沿岸までは鉄道が主役である。北新
疆鉄道はカザフスタンとの国境の町阿柆山口（ア
ラサンコウ）から中央アジアを経てモスクワに至
る「亜欧大陸橋」である。ちなみに北京～阿柆山
口は丸 5日かかる。
南新疆鉄道は単線であるが、「天山南路」伝いに

カシュガルまで通じている（図表 2参照）。

（2）民族と人口

新疆は地形的に 3 地域に分けられる。ジュンガ
ル盆地とその周辺の北新疆、タリム盆地の南新疆、

それにトルファン、ハミ地区の東新疆である。新
疆の人口 1,933 万人（2003 年）のうち、東新疆 110
万人、残りは南と北が半々ずつである。主要民族
はウィグル族、漢族、カザフ族の 3 民族であり、
その比率は 46 ％、40 ％、7％である。
北新疆は漢族 62％、ウィグル族 12％、カザフ族

6 ％であるが、南新疆はウィグル族 78 ％、漢族
18％とウィグル族が圧倒的に多い（図表 3参照）。
ウィグル族はかつてモンゴルから移って来た熱

心な回教徒である。カザフスタンに渡って住むカ
ザフ族は同じ回教徒ではあるが、ウィグル族ほど
熱心な回教徒ではない。
半年前、新疆で独立運動に絡むと言われた不穏
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出所：奎屯経済技術開発区資料（2006.11） 

・北新疆人口：877万,  占新疆46.43% 
・内訳：漢族541万,  占62% 
 ウイグル族105万,  占12% 
 カザフ族98万,  占6% 
 

・東疆人口：110万,  占新疆5.8% 
・内訳： 漢族50万,  占45.1% 
 ウイグル族50万,  占45.2% 
 漢族がメイン 

ウイグル族がメイン 

・南新疆人口：902万,  占新疆47.75%     
・内訳： 漢族162万,  占18% 
 ウイグル族707万,  占78% 
 

総人口：1933.95万人 

内訳： 漢族771万,  占40% 

 ウイグル族882万,  占46% 

 カザフ族135万,  占7% 

都市人口：665.11万人 

 
出所：奎屯経済技術開発区資料（2006.11） 

図表 1 新疆の地形

図表 2 新疆交通路

図表 3 新疆主要民族人口分布
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出所：奎屯経済技術開発区資料（2006.11） 
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な動きがあったが、今は全く平和である。
ウィグル族は太古から中国大陸の土着民族であ

り、漢族とは長い間共存してきた。現代の新疆は
ウィグル自治区であり、当時の事件はアフガン経
由のアルカイダ活動に関連したものと思われる。
なお、新疆は 3 つの省直轄市、5 自治州、11 市、
85 県からなり、都市人口は 665 万人（2003 年）で
全人口の 34 ％である。

（3）経済状況

経済成長率は 2005 年まで 11 ％前後の高い伸び
であった。2006 年は国にならって 9 ％の計画とし
たが、現地の状況から見て実際は 2005 年並みの高
い成長となったものと思われる。
2005 年の GDPの内訳は農業 31 ％、工鉱業 38 ％、

消費他 31 ％である。鉱業は石炭 4,100 万トン、原
油 2,400 万トン、天然ガス 100 億 m3 を生産した。
第 1次産業の比率が高く、工業化はこれからと言

える。2005 年の一人当たり GDP は 13,652 元
（1,537 ドル）であり、黒龍江省に次いで全国 13 番
目である（中国本土は 27 省 4直轄市）。都市部の可
処分所得は 8,100 元で地方都市では高い方である。
2006 年の農民所得は 3,750 元であり、全国平均

3,587 元（国家統計局発表）よりも高い（図表 4参
照）。文化水準、自給自足率の高いことを考えれば、
辺境の地ではあっても相対的に決して貧しい地域
ではない。

3．新疆の開発と生産建設兵団
（1） 生産建設兵団による開発

生産建設兵団は Army と訳され軍隊をイメージ
するが、現在は軍とは関係なく、一種の農業協同
組合であり国務院の管轄になっている。

その生い立ちは屯田兵であり 1955 年の新疆ウィ
グル自治区誕生以来、新疆開発の先兵であった。
新中国を外部から守るための最前線はチベットで
あり、新疆であり内モンゴルであった。その中で
も最も外部との交流が大きい新疆の平定が最重要
であったと思う。
新疆の地は数千年に渡って取ったり取られたり

の歴史の繰り返しであったが、新疆ウィグル自治
区成立の時から今度は漢民族の統治の時代となる。
新中国の統治は強権による支配というよりも、沿
岸地方の貧しい漢民族移民による屯田兵開墾を通
じた中国化である。屯田兵としての最初の役割は、
ウィグル族の平定、中国化であった。
したがってウィグル族が多く彼らの影響力の大

きい地から開拓がはじまった。屯田兵として 1 か
ら順番に連団を形成した。現在では 200 連団近く
になっている。連団の作る農作物は自治区外に持
っていっても換金性の高い綿花やアンズ、ナツメ
などの果物である。連団は開発の初期の頃はその
地区の農業管理局が管理するが、力のついた連団
が 10 ～ 20 集まって生産建設兵団を形成していく。
最初の生産建設兵団はウィグル族居住の中心地の
南新疆アクス、カシュガル、コルラ地区であり、
生産建設兵団農 1、農 2、農 3 師団が形成された。
次いでカザフスタンとの国境の第 4、第 5師団が作
られた。この様にして 90 年代までに 13 師団が出
来た。最も新しいものは第 14 師団で 2001 年に昆
崙山脈麓の和田（ホータン）管理局管内の 5 つの
連団を合わせて発足した（図表 5参照）。
開発の形態は不毛の砂漠の地に天山山脈、昆崙

山脈の氷河から水を引き、新しい耕地を作ってい
くものである。
現在、兵団の全人口は 250 万人に及ぶ。156813521162億元 固定資産投資額 

+18.0+40.9+11.0（％） （前年比） 

93.779.456.4億ドル 貿易総額 

+16.0+16.4+20.7（％） （前年比） 

9.010.911.4（％） 経済成長率 

292126802406億元 GDP   

198419631942
万人 
（％） 

人口（自然増加率） 

2006（計画） 20052004

+6.5+6.5+7.7（％） （前年比） 

375035403324元 農民収入 

+8.0+8.0－ （％） （前年比） 

874881007500元 都市部可処分所得 

+16.0+18.5－ （％） （前年比） 

209180152億元 財政一般収入 

2006（計画） 20052004

出所：自治区HP（2006.11）、他 

出所：自治区HP（2006.11）、他 

図表 5 新疆生産建設兵団の分布図

図表 4 新疆の経済状況
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（2）内陸の大河とウィグル族

南新疆では川の周辺やオアシスのまわりは樹木
が茂りとても豊かで住み易く、ウィグル族の農地
が広がる。砂漠を切り開いた所は漢族の耕地が広
がる。新しい開墾は水利計画に基づいて計画的に
進められるため、整然とした耕地になる。
昆崙山脈と天山山脈の間に広がる南新疆は、氷

河に源を発する内陸大河が多いため、ウィグル族
が多い。
雨がほとんど降らない砂漠地帯を緑のベルトを

従えてとうとうと流れるタリム川とウィグル族の
町を見ると、とても不思議な気持ちになる（写真 1
参照）。

山脈から流れ出す支流は雨が全く降らないのに
高温の日が続くと大量の水が流れる。夏には氾濫
することもある。山脈の 3,000m 以上の高地に横た
わる氷河は天然のダムである。冬の間にしっかり
と雪を貯め込み、夏の渇水期になると高温によっ
て融けて、涸れた川を潤す。
実に素晴らしい自然の仕組みである。ゴビ砂漠

のゴビは礫の意味である。果てしなく続く礫原の
石は、地上から地中深くまでの大小すべてのもの
の角が皆丸まっており、太古からの氷河河川の氾
濫原のように見える。

（3）農7師団に見る兵団の現状

新疆の新しい都市は兵団（師団）が発展して作
られた。農 1 師団はアクスに、第 3 師団はカシュ
ガルに本部があったが、彼らの開拓地の広がる田
舎に本部を移転、人口 10 万人規模のトムスク市、
アラル市を新しく建設した。
北新疆の奎屯市は農 7 師団が、石河子（シーホ

ーツー）市は農 8 師団が 30 年前に建設した。農 7
師団は国家の方針に基づいて綿花生産に力を入れ

てきた。農 7 師団の本部の置かれている奎屯市は
人口約 14 万人の整然とした近代的な都市である。
市は師団の管理機能と地方行政、経済の中心地で
ある。省クラスの経済技術開発区も作られている。
農 7 師団は 121 連団が 132 連団までの 11 の連団

と師団本部で構成され、5,000k ㎡の開墾地に家族
を含めて 20 万人を擁する。大部分は農民である。
一つの連団は 1 ～ 2 万人の農民とその家族が暮ら
している。連団司令部のある地は学校、病院、招
待所（ホテル）、店、市場の集まる町を形成する。
砂漠を旅する時、各師団の連団の町が、命脈をつ
なぐオアシスである。農 7 師団の 11 連団のうち、
2 連団は野菜、果物を栽培し、9 連団は綿花を栽培
する。綿花畑は合計 100 万ムー（6.7 万 ha）あり、
年間 11 ～ 12 万トンを生産する。このうち 4 万ト
ンは師団の自家紡績用に使い、残りは兵団綿麻公
司を通じて沿岸地域を中心に販売する。綿花のジ
ンニング工場は各連団にあるが、条件の恵まれた
連団は自前で紡績工場を経営する。奎屯市の北
50km にある 130 連団は自分の作る綿花を使って早
くから紡績を手掛けた。すぐれた管理技術を一早
く取り入れ、国家優秀品質に何度も選ばれた。3.5
万錘の第 1工場、浙江省の民間資本との合弁の第 2
工場がある。この工場は日本でもあまり設置され
ていない最新鋭のシュラフホルスト社オープンエ
ンド機、村田機械MVS 機を有し、辺境の綿花畑の
中で唸りをあげている。
長年、追い求めて来た究極の姿をそこに見る思

いである。130 連団は一昨年は米国製設備によるジ
ンニング工場、昨年は 5 万錘のコンパクトヤーン
を生産する第 3工場を稼動した。
師団本部は連団の資源を活用して独自で会社を

経営する。農 7 師団は経営の行き詰まった地元国
営紡（8.5 万錘）を買い取り、リストラとスクラッ
プ＆ビルドを進めて近代的な直営紡績会社にした。
この会社への原料綿花は 128 連団より供給し、生
産糸の一部は同じ工場内にある浙江省資本の織布
会社に直販している。この織布会社は遊休建屋を
格安で借りうけ、織機は中国製超格安レピア（広
幅ドビー付で　1台 35 万円、日・欧製の約 1／ 30）
320 台を設置して高い利益を上げている。
このように農 7 師団は綿花～織布までの一貫テ

キスタイルグループに変貌しつつある。師団全体
の紡績錘数は、2006 年末で 25 万錘に達し、染色、
ニット、縫製業まで視野に入れている。現在全兵
団中 3位の経済力は更に上位を目指している。

写真 1 タリム川（南新疆トムスク）

写真 
タリム川 南新疆トムスク 

写真 
砂漠の中のﾀﾞﾑ 
昆崙山脈の雪融水） 

出 所 ：筆者撮 影 出 所：筆者撮 影 

出所：筆者撮影
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（4）建設中の新兵団（農14師団）

南新疆和田市にある生産建設兵団農 14 師団は
2001 年に誕生した最も新しい兵団である。未だ開
発途上にある新しい兵団の姿は 61 年に及ぶ兵団の
生い立ちそのものである。農 14 師団は 5 連団から
なり、人口は 2 万人で、果物（アンズ、ナシ、ナ
ツメ）、枸杞

くこ

、綿花の栽培と牧畜に従事する。
綿花は年間 3,000 トン生産するが主力にするため

にはまだ時間がかかる。連団の一つである第 190
連団は 3 年前に開発がスタートしたばかりである。
和田から車で西へ 40 分の砂漠の中に昆崙山脈から
引かれた水路が現れ、水路の先の広大なダムに貯
められる（写真 2参照）。

ダムの先には 3 × 4km（1,200ha）の整然とした
農園が開かれ、枸杞とナツメが植えられている。
枸杞は 3 年目の今年が初めての本格的な収穫で、
1m余りのトゲのある灌木に赤い実がたくさん実っ
ていた（写真 3参照）。

とても甘くておいして実ではあるが、10 粒も食
べるとのぼせるほど薬効は強い。乾燥させて滋養
強壮の漢方薬になる。お粥やスープに入れて食べ
る。生の実はジュースやジャムに加工できる。ナ

ツメは生は果物として珍重されるが、乾燥品が広
く流通する。滋養強壮の健康食品として人気があ
り、乾燥品をお茶や甘露煮にして使う。ナツメ茶
はほんのりと甘く香りが良くておいしい。日本人
にも好まれる味である（写真 4、5参照）。

農園のすべてが節水潅漑であり、水はポンプス
テーションから木々の根元に配管された配水パイ
プを通って送られる。1 ムー（667㎡）当たり年間
200 ～ 350 トン配水される。節水灌漑設備が無いと
500 トンの水が必要となる（写真 6参照）。

中国の“繊維力”

写真 2 砂漠の中のダム（昆崙山脈の雪融水）

写真 
タリム川 南新疆トムスク 

写真 
砂漠の中のﾀﾞﾑ 
昆崙山脈の雪融水） 

出 所 ：筆者撮 影 出 所：筆者撮 影 

写真 3 枸杞
くこ

畑（3年目）

写真 
枸杞畑 年目 

写真 
ﾅﾂ ﾒ 畑 

出 所 ：筆者撮 影 出 所：筆者撮 影 

出所：筆者撮影

写真 6 節水灌漑用ポンプステーション

写真 
ナツメの天日干し 

写真 
節水灌漑用ﾎﾟﾝﾌﾟｽﾃｰｼｮ ﾝ 

出 所 ：筆者撮 影 出 所：筆者撮 影 

出所：筆者撮影

出所：筆者撮影

写真 4 ナツメ畑

写真 
枸杞畑 年目 

写真 
ﾅﾂ ﾒ 畑 

出 所 ：筆者撮 影 出 所：筆者撮 影 

出所：筆者撮影

写真 5 ナツメの天日干し

写真 
ナツメの天日干し 

写真 
節水灌漑用ﾎﾟﾝﾌﾟｽﾃｰｼｮ ﾝ 

出 所 ：筆者撮 影 出 所：筆者撮 影 

出所：筆者撮影
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ここで働く農民は中、沿岸部の貧しい農民の移
民であり、農園の入口には家族を含めて約 5,000 人
の町が形成されている。学校も病院もある。砂漠
荒地は無尽蔵に広がるので、水を確保できるとこ
ろは開発が今でも進行中である。何十年か後には
新しい都市が誕生しているかもしれない。

4．新疆と綿花
（1）綿花栽培と兵団

新疆は大陸性気候であり降雨量は少ないが、四
季ははっきりしている。冬の気温はマイナス 10 ～
20 度まで下がり雪も降る。3月になると春が訪れ 4
～ 5 月は雨が降る。6 ～ 8 月は夏で最高気温が 35
～ 40 度になる。8月以降はほとんど雨は降らない。
9 ～ 10 月は秋で収穫の季節となる。綿花は開花期
から成熟期は高温が必要で雨は大敵である。冬の
寒さは害虫を死滅させる。これらの気候条件によ
ってハネデューが少なく白度の高い良質な綿花が
できる。
乾燥の地では単位面積当たりの収入は綿花が最

も安定して高い。特に砂漠の地は水が十分に確保
できれば、綿花栽培が最も適する。
人口が増えるにつれ沿岸、中部地域は食料生産

が経済的に有利となり、国の政策は新疆開発のた
めに綿花栽培を柱の一つにした。
このような背景から新疆の全耕地の 1 ／ 3 が綿

花畑となった。
新疆の中でも南新疆は天山、昆崙の二つの山脈

の氷河からの雪解け水が流れ、北新疆の 1.5 倍の綿
花畑が広がる（図表 6 参照）。生産量も多いが、面
積比ほどは多くないのは超長綿を栽培しているた
めである（図表 7参照）。

綿花生産量は兵団の中では農 1 師団が 20 万トン
で最も多い。兵団はそれぞれ自社ブランドをつけ
て品質を競う。大陸綿のイールド（1ムー当たりの
生産量）は 140 ～ 150kg で大差はない。これは各
地域に適した種子が開発されているためである
（図表 8参照）。

一家族当たりの綿花畑は南で 80 ムー、北で 50
ムーを耕し、収入は年間 8,000 ～ 12,000 元である。

（2）綿花の経済的価値

2004 年以降、中国の綿花は年 100 万トンの増産
が続いている（図表 9参照）。

気候条件に恵まれたと言えるが、世界の綿花の
増産はほとんどが中国という姿はここ数年変わっ
ていない。
綿花は経済作物として種子の絞りカスに至るま

ですべてが利用されて地元の産業を支える。
9 ～ 10 月は綿摘みのシーズンで昨年は 140 万人

の出稼ぎ者が甘粛省、四川省、山西省方面からや
って来た。出稼ぎ者の賃金は歩合制で摘み綿 1kg
当たり 1.8 元である。1人 1 日で 80 ～ 150kg 摘む。
2003 年まで賃金は 1.2 元/kg であった。三農政策
により出稼ぎ者が激減、2004 年は地元の市長まで
が綿摘みに駆り出された。2005 年は賃金を 50 ％あ
げて 1.8 元/kg にしたので来るようになった。
機械化も検討されているが品質が確保できず 15

～ 20 ％の普及率でしかない。摘まれた綿はジンニ
43330東新疆 

1631695南新疆 

7962100北新疆 

生産量（万トン） 栽培面積（万ムー） 

出所：奎屯経済技術開発区資料（2006.11） 

図表 7 新疆綿花分布

「錦」 120140108農７師（奎屯） 

「新鹿」 120150100農２師（コルラ） 

「前海」 － 140104農３師（トムスク） 

北 
新 
疆 

南 
新 
疆 

（所在地） 

110

80

200

（千トン） 

145

135

140

（kg/ムー＊） 

150農８師（石河子） 

200農６師（昌吉） 

「新農」 204農１師（アラル） 

（千錘） 

出所：現地情報 ＊１ムー＝660㎡ 

主要生産者 綿生産量 イールド ブランド 紡機 

図表 8 新疆綿主要生産者と生産量（2004）

（33） 
163新　疆 

（％） 

487全　国 

2004

（32） 
180

570

2005

（34） 
226

673

2006 ＊ 

＊ 速報値 出所：国家統計局、他 

単位：万トン 
図表 9 綿花生産量

43330油料 

1631695綿花 

7962100穀物（糧食） 

生産量（万トン） 耕地（万ムー） 

1ムー＝667㎡ 
出所：奎屯経済技術開発区資料（2006.11） 

図表 6 耕地と生産量（2004 年）
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ングによって綿花と種子に分けられる。種子の比
率は 60 ％、種子の売値は 1,150 元/トンである。こ
れを絞って種子重量の 18 ％の綿実油が採れる。綿
実油を絞るプラントはジンニング工場に併設され
ている。綿実油は不飽和酸で食料には適さない。
石けんや工業用に使われる。絞りカスは牛やニワ
トリの飼料となる。綿実の表面についている繊維
長のごく短い綿繊維を再度のジンニングで掻き取
ってリンターにする。
リンターから綿パルプを製造する。真白な綿パ

ルプは高級ティッシュの原料用などに高い値（110
円/kg）で売れる。この工場はコルラ、奎屯など数
カ所にある（図表 10 参照）。

（3）大陸綿と超長綿

新疆で生産される代表的な綿花は平均繊維長
29mm 前後の大陸綿（汎用綿）と平均繊維長
34mm 以上の超長綿の二種である。超長綿は 5 ％
以下と少ない。
繊維長 32mm以上の Extra Fine Cotton の全世界

の生産量は 70 万トン前後であり、エジプト（ギザ）、
アメリカ（スーピマ）、インド（デシ）に次いで中
国は 4番目である（図表 11 参照）。

中国は超長綿しかカウントされない。生産はすべ
て南新疆である。アラル市のタリム大学には超長綿
の綿花研究所があり、超長綿開発、生産の中心地で
ある。ここに本拠のある農 1師団が 2／ 3を生産し、

1／ 3は隣の農 3師団が生産する（図表 12参照）。

超長綿はマーケットニーズの変動が激しい。イ
ールドが大陸綿の 2 ／ 3 しかない上に手間がかか
るため価格が高く、使用は限定され、在庫リスク
が非常に大きい。現在ではほとんどがヒモ付き生
産（受注生産）になっている。同じ南新疆のコル
ラにある農 2 師団は数年前に超長綿から撤退し、
汎用綿である大陸綿に集中している（写真 7参照）。

大陸綿と超長綿は葉の形が異なる。大陸綿は葉
のくい込みが少なく超長綿はくい込みが大きくて 3
つに分かれている（写真 8～ 11参照）。
超長綿は大陸綿よりも 20 ％以上多くの水を必要

とする。また、虫がつき易くハネデューが出易い。
そのために綿花畑のまわりに虫の好きなトウモロ
コシを植え、虫を集めて焼き殺す。更に、アルカ
リ土壌になり易く、3～ 4 年で水稲（酸性）との輪
作を行う（写真 12、13 参照）。
このように超長綿は栽培ノウハウが複雑で人手

がかかり、イールドが少ないため高い綿となる。

5．新疆発展計画
（1）綿花テキスタイル発展計画

西部大開発の工業振興策の中で、中心となるの
は綿花を使ったテキスタイル産業の振興と石油化
学の振興である。
この中心の一つに南新疆の奎屯市がある。奎

中国の“繊維力”

写真 7 綿花畑（南新疆）（8月）

写真 
綿花畑 南新疆 月 

写真 
大陸綿 汎用綿､南新疆 

出 所 ：筆者撮 影 出 所：筆者撮 影 

出所：筆者撮影

綿摘み ジンニング 3次加工 

2006  1.8元/kg 綿花 （38%）13000

（2003  1.2元/kg） 種     （60%）1150 絞りカス （80％）1000

1人80～150kg/日 綿実油 （18％）5000

出稼ぎ者：140万人 リンター （2％）3200   綿パルプ （50％）7400

（2006） 
ゴミ（2%） 

2次加工 

単位：元/トン 

出所：現地情報を元に筆者作成 

図表 10 綿花の経済的価値

563 
（2.7） 

121 

70 

80 

97 

198 

2003

277 287 エジプト 

156 148 アメリカ 

84 65 インド 

756 
（3.1） 

707 
（3.7） 

合計 
（全生産比率％） 

166 140 その他 

73 67 中国 

20042002

出所：綿花協会 

単位：千トン 

図表 11 Extra Fine Cotton 生産量（超長綿）

90

100

イールド 
（kg/ムー） 

54農1師 

イールド max160kg19農2師 

73合  計 

備考 
2004年生産量 
（千トン） 

出所：筆者現地調査 

図表 12 中国（新疆）超長綿（1 1/16 ″以上）生産量（2004）
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屯市は既設の経済技術開発区を核にして石油化
学を含めた大経済技術開発区計画をスタートさ
せた。綿花資源による産業化構想は現在の全新
疆 400 万錘の紡績を 2010 年 500 万錘、2020 年
には倍の 800 万錘にして地元での綿花消費を
50 ％にするものである（図表 13 参照）。

これはコットンテキスタイルの一大産地化を狙
うもので、世界マーケット、特に中央アジアマー
ケットを見据えている。
各地の生産基地は毛紡績の昌吉、超長綿を使っ

た高級テキスタイルのトルファンとアクス、汎用
綿紡のコルラ、コンパクトスパン、MVS などの特
殊紡績糸を使った差別化テキスタイルの杢屯であ
る。それぞれ、紡、織、編、染の一貫を目指して
おり、奎屯は縫製まで考えている（図表 14 参照）。

写真 13 綿花畑と水田（南新疆）（8月）

写真 
綿花畑と水田 南新疆 月 

写真 
綿花の収穫 北新疆 

出 所 ：筆者撮 影 出 所：筆者撮 影 

出所：筆者撮影

写真 12 綿花畑とトウモロコシ（南新疆､8 月）

写真 
超長綿 南新疆 月 

写真 
綿花畑とﾄｳﾓﾛｺｼ 南新疆､ 月 

出 所 ：筆者撮 影 出 所：筆者撮 影 

出所：筆者撮影

（50） （40） 4525地元綿花消費率（％） 

1601008040地元糸生産量（万トン） 

800500400200地元紡績設備（万錘） 

2020201020052003

出所：奎屯経済技術開発区資料（2006.11） 

図表 13 綿花資源による産業化戦略

写真 9 大陸綿（汎用綿､南新疆）

写真 
大陸綿 汎用綿､南新疆 

写真 
超長綿 南新疆 月 

出 所 ：筆者撮 影 出 所：筆者撮 影 

出所：筆者撮影

写真 10 超長綿（南新疆）（8月）

写真 
大陸綿 汎用綿､南新疆 

写真 
超長綿 南新疆 月 

出 所 ：筆者撮 影 出 所：筆者撮 影 

出所：筆者撮影

写真 11 超長綿（南新疆）（8月）

写真 
超長綿 南新疆 月 

写真 
綿花畑とﾄｳﾓﾛｺｼ 南新疆､ 月 

出 所 ：筆者撮 影 出 所：筆者撮 影 

出所：筆者撮影

写真 8 大陸綿（汎用綿､南新疆）

写真 
綿花畑 南新疆 月 

写真 
大陸綿 汎用綿､南新疆 

出 所 ：筆者撮 影 出 所：筆者撮 影 

出所：筆者撮影
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奎屯経済技術開発区はこの構想に沿って企業の
誘致を進めるために次の主な優遇策を準備してい
る。
＜優遇策＞
1．企業所得税、車船使用税、房産税の 5 年間の
免除

2．増値税の 25 ％の 3年間還付
3．土地代は公定取得価格の 40 ％
4．助成金の交付
5．財政収入の 8％を還元
なお、現行の用役価格は沿岸地方の半分以下で

ある。特に蒸気は地元産の石炭を使うので安い。

既に浙江省、江蘇省などの沿岸地方から紡、織、
染の会社が進出している。

（2）新石油コンビナート計画

新疆は採掘可能な石油埋蔵量 27 億トン（中国第
2 位）、天然ガス 9,753 億 m3（同第 1 位）を有し、
昨年は原油 2,260 万トン（同第 3 位）、天然ガス
22.1 億 m3（同第 4位）を生産した。
第 10 次五カ年計画の中で実現した「西气東輸」

はガス田の開発であり地元産業振興の効果は小さ
い。エネルギー戦略の 1 つとしてカザフスタン→
中国のパイプラインがある。
2005 年 12 月にカラマイ油田の石油コンビナート

都市独山子（トゥーシャンツー）まで開通した。
油送能力 2,000 万トン（最終的には 5,000 万トン）
のうち 1,000 万トンは独山子で精製されるととも
に、100 万トンのエチレンが作られる。これを原料
とする種々の化学会社で新規のコンビナートを建
設する。一部は奎屯経済技術開発区に入る。将来、
独山子を含む奎屯市一帯は綿花テキスタイルと石
油化学の中心地になる。主要マーケットは中央ア
ジアであり新しい経済圏の胎動を感じる。

テキスタイル加工 
輸出基地 

100万sp
毛紡工業パーク 

100万sp特殊テキスタイル品の 
生産と輸出基地 

150万sp
超長棉ハイグレード 
テキスタイル工業 

パーク 100万sp
テキスタイル工業 

パーク 

出所：奎屯経済技術開発区資料（2006.11） 

奎屯市 

図表 14 新疆重点建設テキスタイル工業パーク 工業用水 1.10 元/トン
工業用電気 0.322 元/kw･hr
蒸気 46 元/トン




