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変化する国内紙市場の
健全な国際化を目指して
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閉鎖的だった国内市場

　輸出入取引法に基づき各業界で公の団体を立

ち上げ始めた時代の潮流に乗り、1952年（昭和

27年）、日本紙類輸出組合が設立されました。

また、1981年頃には、原料を含めた紙類の輸入

は限定的で、特に紙製品の市場は極めてドメス

ティックでしたが、その後、原料を含めた紙類

の輸入が増加してくることを見据え、秩序ある

輸入を目指すことを目的に当組合が設立されま

した。しかし、当時、日本固有の紙製品市場に

輸入紙は馴染まないという特殊な考え方もあ

り、閉鎖的な状況が続きました。製品ごとに異

なりますが、輸入品のシェアは、通常時で2〜3

％、ピーク時でさえも7〜8％でした。そのため、

当初から当組合の活動は限定的なものにとどま

っていました。しかし、近年、グローバル化が

進むにつれ、状況が変化してきており、製品分

野によっては輸入紙の量が徐々に増加傾向にあ

ります。環境が変化するにつれ当組合が担う役

割も拡大していき、現在では国際協議用の資料

の作成や紙類輸入動向の分析など官庁等より委

嘱された業務や、紙類の海外情報などを速報す

る「ペーパートレード・ブログ」の運営、組合

員向けに適宜、適切な情報を提供するための研

修会の実施など組合員の利益のための業務を中

心に活動をしています。

輸入量が大幅に増加している2009年

　日本の紙類の輸入量は、約2〜3％の割合とい

う極めて低い数値で推移してきましたが、円高

や各国の生産設備の余剰傾向などを受けて、

2008年9月以降増加に転じています。2009年に

は一気に約15％まで増加してきましたが、その

理由は2007年頃の原料価格の高騰に始まり、エ

ネルギーコストの上昇、リーマンショック以降

の需要の落ち込みなどに、日本の製紙メーカー

が対応できなかった部分も大きいと思います。

しかし、2010年に輸入量が約20％まで伸長する

と予言して物議を醸したことのある（5年ほど

前）私としては、ある一定量の紙類が輸入され、

棲み分けができてくるということは、日本の市

場にとって望ましい姿であると思っています。

　紙製品の輸入量も増加してきていますが、原

料となるチップの輸入量も増えてきています。

日本は世界で唯一と言ってよい程、大量のチッ

プを輸入しており、世界で取引されているチッ

プ総量約1,700万BDトン（絶乾重量：実際のチ

ップ重量から水分の重量を除いたもの）のうち

1,400万BDトンを日本が輸入購入しています。

国際的にも電気料金が高い日本では紙製品を製

造するまでに相当なエネルギーコストがかかる

ため、チップから出る「黒液」という油を利用

して自家発電をすることによりエネルギーコス
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トを抑えています。また、専用船による効率的

なチップ輸送から紙製品の製造まで一貫したシ

ステムを構築してコスト削減に努めています。

電気料金が安い他国は、現地でパルプまで作り、

輸送する形式を取っていますが、世界的にエネ

ルギーコストが上昇してきているので、今後、

他国でもさまざまな見直しがなされ、徐々に日

本の形が世界に浸透していくかもしれません。

米国からの輸入減、アジアからの輸入増

　従来、日本は欧米からの輸入が大半を占めて

いましたが、近年、米国からの輸入量は減少し、

アジアからの輸入量が増加しています。生産拠

点として他国に先行していた米国は、製紙メー

カーが経営危機に陥るなど、金融危機の影響が

実体経済へ大きく反映し、また長期的なビジネ

ス戦略を持たない米国企業が設備投資を行わな

かったことによる生産設備の老朽化等により、

供給力が減少しています。その中、中国では大

型設備の稼動による供給力の増加が図られてお

り、2008年の生産量が前年比8％増で、米国を

抜き首位となり、堅調な国内需要とともに輸出

量も高水準を維持しています。

輸入紙の種類もさまざま

　当然のことながら、国産紙同様、輸入紙の種

類も豊富で、代表的な例として、液体を保護す

ることに長け、ジュースやミルクの容器である

ミルクカートンとして使用されるLPB（液体容

器用原紙）などは、輸入紙が大部分を占めてい

ます。また、2008年度後半から2009年にかけて、

「コート紙」や「中質コート紙」の輸入量の増

加が顕著です。コート紙とは、カタログやパン

フレットに使われる艶
つや

々
つや

した紙で、価格面でも

厚さの面でも多くの種類がありますが、基本的

に原料に晒した広葉樹のパルプを使用してお

り、この量が多いほど高級品として扱われてい

ます。為替の影響もあり、中国等の輸出意欲の

増加を受け、今後のコート紙の動向が注目され

ています。

新規輸出マーケットの開拓が重要

　日本は、主にアジア、米国、豪州を中心に、

日本伝統の高級紙に限らず、幅広い種類を輸出

していますが、輸入同様、日本の製紙産業がド

メスティックであるため、輸出も非常に限定さ

れてきました。2009年、日本の紙類の輸出量は、

輸入量の約半分まで減少しています。しかし、

近年、徐々にマーケットがグローバル化してお

輸入コート紙を使用した雑誌
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り、日本も国際競争力を維持する必要がありま

す。日本のマーケットだけをターゲットにする

のではなく、新たに海外のマーケットを開拓し、

安定的、長期的に輸出を増やしていくというこ

とが重要です。

製紙業界を取り巻く前代未聞の消費落ち込み

　日本の紙類の消費量は、1981年の1,800万ト

ンから年々伸び、現在約3,000万トンに達して

います。しかし、リーマンショック以降は、約

20％という、過去この業界が経験したことがな

い非常に大きな需要の落ち込みによりマーケッ

トが縮小しています。その一方で、安価な輸入

紙の製品シェアが高まっています。これまで紙

は、消費財として極めて広い分野で多岐にわた

って使用され、需要がある程度安定しており、

少なくとも消費量に関しては景気の影響をあま

り受けなかったのですが、2008年後半から2009

年に関しては、私も経験したことがない程の落

ち込みがあり、業界としては不安の色を隠せま

せん。

紙の需要は永久不滅

　20〜30年前は「ペーパーレス」という言葉が

盛んに登場し、オフィスオートメーション化や

デジタル化が進展していくと紙が不要になるの

ではないかという懸念が叫ばれていましたが、

実際には、デジタル化により需要が減少した部

分と、逆に増加した部分の両方があり、全体的

には比較的安定しながら漸増してきました。百

科辞典のような辞書類や求人広告のように紙か

らネット等の違う媒体に移ってきているものも

あり、また、若者や今後退職する団塊の世代の

新聞離れにより、紙の需要が減少している部分

もあります。一方で、デジタル化の進展により

飛躍的に増加した情報を伝達する手段として、

紙の需要は、むしろ増加してきている部分もあ

ります。また、フリーペーパーなどの新たな需

要も出ています。パソコン画面と比較して、目

にやさしく、記憶に残りやすく、かつ安価な点

を考慮すると、紙の需要は今後も伸びていくと

思います。ある学説でも、人間の本質として、

パソコンなどの発光体の情報は記憶に残り難

く、一方で、紙など反射光の情報は記憶に残り

易く、さらに脳を活性化させる効果があるとも

紹介されていますが、自分の経験からして、少

なくとも私の脳はそのような構造になっている

と思います。

当組合からの定期的な発刊物

「ペーパートレード・ブログ」の運営による
組合員企業への情報の提供
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�目指すべきは日本の紙市場の�

健全な発展

　今は、原料から製品まで、取り巻

く環境が構造的に大きく変わりつつ

ある転換期です。今後、エネルギー

コストがさらに上昇した場合、他国

の製造方法が、チップ輸送から紙の

製造まで一貫した日本的なものに移

行していく可能性は高く、世界の競

争の中での調達という資源確保の意

味合いがさらに大きくなります。ま

た、国内市場は、輸入紙も一定量入

ってバランスが取れた市場になっていくと思う

ので、日本の製紙メーカーは、外国製品と十分

戦っていける競争力を持つ必要があります。

　これらの情勢変化に対し、紙類輸入の専門支

援機関である当組合に期待される役割は、限ら

れた輸入、輸出の中で、一定の情報提供を担っ

てきたこれまでとは大きく違ってくると思いま

す。東南アジアをはじめとする関連各国や貿易

物流における環境・安全対策やセキュリティー

問題に関する直接的かつ幅広い情報収集に注力

し、「ペーパートレード・ブログ」などを駆使

して、迅速な情報の提供に努めていきます。ま

た、日本の紙市場の健全な国際化は、日本のメ

ーカーにとっても、ユーザーにとってもプラス

であるということを周知できるように業務に取

り組んでいきたいです。

マラソンから能面彫りまで多趣味

　自分は多趣味であると自負しています。週末

はジムで体を動かし、最低でも週1回は走って

います。その成果もあり57歳にして初めて出場

した東京マラソンでは、5時間29分で完走しま

した。幸運にも3回連続で東京マラソンに出場

しています。他には、絵を描いたり能面を彫る

ことも好きです。集中しているときは、食事時

間を除いて何日間も彫ることもあり、凝り性な

のかもしれません。また、ゴルフも、下手です

が好きです。唯一の自慢は1R 73で回ったこと

があるということです。でも、この時すべての

ゴルフ運を使い切ってしまったことは若干後悔

しています。

日本の国益＝貿易

　日本の産業は成長せねばなりませんが、日本

産業全体が生き残れるとは限りません。日本は

貿易立国なので、他国に負けないよう日本の国

益のために、貿易を推進せねばなりません。そ

うすれば製紙産業も自然に豊かになると思いま

す。日本貿易会には、その先頭に立って貿易の

重要性を啓蒙していただきたいと思います。

　（2009年9月11日
 聞き手：広報グループ部長　西川裕治）

日本紙類輸入組合事務所にて
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