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１．台湾の 2014 年主要木材製品輸入実績 

 

 

台湾の 2014 年の原木輸入量は、72.6 万 m3にのぼり、2011 年以降の最高とな

った。うち、日本からのスギ原木輸入は 10 万 m3 に達しており、前年と比べて

24％の大幅増加となっている。 

同年の製材品の輸入は、前年比 7.9％増の 13.2 万 m3にのぼり、2006 年以降の

最高となった。 

合板の輸入は、前年比 3.1％増の 70.4 万 m3にのぼり、2011 年以降の最高とな

り、70 万 m3台を再び回復した。 

単板の輸入は、23.1 万 m3で前年と比べて 8.5％減少している。これは、単板

の需要減少ではなく、原産地からの供給不足や一部製品の価格高騰による結果

である。 

ランバーコアの輸入は、38.7 万 m3にのぼり、2008 年以降の最高である。 

パーティクルボードの輸入は、31.6 万 m3にのぼり、同品目の輸入統計開始以

来の最高輸入実績となった。 

ファイバーボードの輸入は、16.5 万 m3にのぼり、前年と比べて 7.2％増加し

ている。 

 

2014 年の主な木材製品輸入実績（m3） 

品目 2014 年 12 月 2014年1-12月 前年比（％） 2013 年 

76,381 726,014 9.1  665,247原木 

113,570 1,322,311 7.9  1,225,233製材品 

56,700 704,281 3.1  683,232合板 

1,070 11,887 15.0  10,328ブロックボード 
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20,655 231,118 -8.5  252,539単板 

34,647 387,066 9.3  354,128ランバーコア 

19,212 315,932 19.9  263,411パーティクルボード 

11,968 165,119 7.2  154,040ファイバーボード 
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２．台湾の木材産業関連機関・組織 

 

 

台湾の面積は広くなく、その半分以上が森林で覆われている。近年の航空観

測資料の統計によると、186 万 4,700ha の林地に 3億 2,600 万 m3の林木があり、

そのうち針葉樹、広葉樹がそれぞれ約 42％、約 58％である。 

このような森林から産出した素材及び輸入材を原料とした木材産業と関連し

ている機関・組織は、以下のとおりである。 

 

１．行政機関 

（１）林業試験所 

同試験所は、台湾の森林資源経営と林産利用の専門研究機関であり、試験研

究のほか、技術協力とコンサルティングの形で、森林および自然資源の保護育

成と持続的な経営のための改善戦略を提供している。また、台湾各地に多くの

出先機関と実験林場を持つ。 

       所在地：台北市南海路 53 号 

       電 話：886-2-2303-9978 

       FAX：886-2-2314-2234 

       E-mail：service@tfri.gov.tw 

（２）林務局 

台湾の林業行政官庁として、台湾にある 8 つの林区管理処、面積約 150 万 ha

を管轄し、森林企画、林政管理、造林生産、森林教育・レジャー、保護育成お

よび集水域の管理等の業務を行う。同局は、1989 年以前に主に商業伐採の管理

を行ってきたが、1989 年以後、土壌保全、動植物生態系の保護、森林教育・レ

ジャーを主業務としている。 

       所在地：台北市杭州南路一段 2号 

       電 話：886-2-2351-5441 

       E-mail：service@forest.gov.tw 

 

２．学術組織 

現在、森林や木材利用等に関する学科を設置している台湾の大学は、以下の

とおりである。 

（１）台湾大学 

       所在地：台北市羅斯福路四段 1号 

       森林環境および資源学科 

       電  話：886-2-3366-4609 
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       FAX：886-2-2366-4520 

       E-mail：forestry@ntu.edu.tw 

 

（２）中興大学 

       所在地：台中市国光路 250 号 

       森林学科 

       電  話：886-4-2284-0345 

       FAX：886-4-2287-3628 

       E-mail：forest@nchu.edu.tw 

 

（３）嘉義大学 

       所在地：嘉義市学府路 300 号 

       森林および自然資源学科 

       電 話：886-5-271-7461 

       FAX：886-5-271-7467 

       E-mail：forestry@mail.ncyu.edu.tw 

 

       木質材料および設計学科 

       電 話：886-5-271-7491 

       FAX：886-5-271-7497 

       E-mail：fps@mail.ncyu.edu.tw 

 

（４）屏東科技大学 

       所在地：屏東県内埔郷学府路 1号 

       森林学科 

       電 話：886-8-770-3202 内線 7140 

       FAX：886-8-774-0134 

       木材科学および設計学科 

       電 話：886-8-770-3202 内線 7120、7131 

       FAX：886-8-714-0132 

 

（５）宜蘭大学 

       所在地：宜蘭県宜蘭市神農路一段 1号 

       森林および自然資源学科 

       電 話：886-3-931-7670 

       FAX：886-3-936-0521 
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       E-mail：fnr@niu.edu.tw 

 

３．研究団体 

（１）中華林学会 

1917 年、林業の発展促進、森林資源の保護育成を趣旨に中国南京市で設立さ

れた。当時、台湾には支部が設けられたが、1967 年に台湾で林学会総会が設立

された。 

       所在地：台北市杭州南路一段 2号 

       連絡先住所：南投県竹山鎮前山路一段 12 号 

       電 話：886-49-264-2181 

       E-mail：planning@exfo.ntu.edu.tw 

       理事長：王亜男氏（台湾大学教授） 

 

（２）中華林産事業協会 

1982 年に設立され、林業関係の学術研究および林業サービスを趣旨とする団

体である。 

       所在地：宜蘭県宜蘭市神農路一段 1号 

          （理事長の改選に伴い変更の可能性あり） 

       電 話：886-3-935-7400 内線 7687 

       FAX：886-3-931-0206 

       理事長：卓志隆氏（宜蘭大学教授） 

 

（３）中華木質構造建築協会 

1995 年に設立され、木造建築の研究および普及を趣旨としている団体である。

協会内には、木材保存技術委員会および木材品質検査センターを設けている。 

       所在地：台北市羅斯福路四段 1号（台湾大学内） 

       電 話：886-2-3366-4654 内線 7687 

       E-mail：service@cwcba.wqac.org.tw 

       理事長：葉民権氏（屏東科技大学教授） 

 

４．産業団体 

（１）台湾区合板製造輸出業同業公会 

       成立時期：1962 年 

       所在地：高雄市三民区九如一路 805 号 9Ｆ 

       電 話：886-7-392-7356 

       FAX：886-7-387-9109 
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       E-mail：plywood@ms38.hinet.net 

       理事長：林宸慶氏（万財興業公司董事長） 

 

（２）台湾区家具工業同業公会 

       成立時期：1973 年 

       所在地：台北市復興南路一段 249 号 6Ｆ 

       電 話：886-2-2705-8316 

       FAX：886-2-2705-1893 

       E-mail：tfma.service@msa.hinet.net 

       理事長：陳昌秀氏（福曼莎公司董事長） 

 

（３）台湾区木材工業同業公会 

       成立時期：1948 年 

       所在地：新北市新店区北新路一段 135 号 4Ｆ 

       電 話：886-2-8911-1223 

       FAX：886-2-8911-7220 

       E-mail：tbiasstw@ms72.hinet.net 

      現理事長：許庚龍氏（汎其企業有限公司董事長） 

 

（４）台湾区木材輸出業同業公会 

       成立時期：1967 年 

       所在地：新北市新店区北新路一段 135 号 4Ｆ 

       電 話：886-2-8911-1223 

       FAX：886-2-8911-7220 

       E-mail：lbiaeass@ms72.hinet.net 

       構成員：木材輸入業者 

       理事長：許庚龍氏（汎其企業有限公司董事長） 

 

（５）中華民国家具商業同業公会全国聯合会 

       成立時期：1999 年 

       所在地：彰化県鹿港鎮臨海路三段 432 号 

          （理事長の改選に伴い変更の可能性あり） 

       電 話：886-4-778-8526 

       FAX：886-4-778-8523 

       E-mail：tung@home-diy.com.tw 

       理事長：古進雲氏（先進家具公司董事長） 
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（６）中華民国木材商業同業公会全国聯合会 

       成立時期：2010 年 

       所在地：新北市土城区中山路 10 号 

          （理事長の改選に伴い変更の可能性あり） 

       電 話：886-2-2267-5560 

       FAX：886-2-2267-5570 

       E-mail：48@ez-home.com.tw 

       理事長：黄文龍氏（展田企業有限公司董事長） 

 

 

（本文は現地レポートを基に編集したもの） 
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