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は、単なるこれまでの延長ではありませ
ん。時には、まったく新しい市場を作
り、需要構造を作り換える可能性があり
ます。 

私たちは、FPP業界が作り出す製品（お
よび付加価値を生み出す副産物）の範囲
を拡大し、またその実施方法により、林
産品を取り扱う企業が利益を得る大きな
可能性があると考えています。経営トッ
プは、自社の事業モデルを吟味し、最も
競争力があるのはバリューチェーンのど
こかを検討する必要があります。多くの
企業は、単独で成功することはできない
でしょう。資本へのより良いアクセス、
エネルギー供給のような新規市場での実
績、また分子化学などでの研究能力など
を有する相手との提携が必要になるでし
ょう。望ましい投資回収を生み出すため
に適切な戦略を選択した場合、良いパー
トナーを見つけることが、新たな、そし
て持続可能で有益な利益を生み出す助け
となるでしょう。

世界の森林は、製品をもたらすだけの資
源ではありません。森林は、世界の気候
を調整したり生物多様性を保全したりす
る生態系（エコシステム）として、非常
に大きな価値も有しています。すでに、
業界の多くの企業が、森林に対して積極
的に保全と生産活動のバランスを取って
います。しかし、規制がこのルールを変
えるかもしれません。昨年、多くのCEO
が、規制により林産品を取り扱うさまざ
まな企業の活動領域に不公平が生じる可
能性への懸念を私たちに語りました。規
制の全体像がまだはっきりとしない一方
で、確かなことが1つあります。それは、
世界で最も再生可能な資源でありなが
ら、有限な資源である木質資源の競争が
激しくなることです。

 

この短いレポートで、私たちは、技術や
木質資源の競争、（新たな協力者や、競
合者も含めた）バリューチェーンの発展
がどのようにFPP企業の可能性を再定義
するのかに目を向け、これに対して事業
モデルがどのように変化するのかについ
て簡潔な考察を行います。FPP業界は、
これらの開発から生じる全ての利益を
確実に手に入れるためには、たとえば、
森林および木質資源管理における多くの
有能な人材といった伝統的な強みの利用
や、イノベーションや研究開発などにお
ける能力の改善といったことの双方が必
要になるでしょう。

私たちには、森林、製紙、包装業界
（Forest, Paper and Packing: 以降
FPP）の経営者と対話をする多くの
機会がありますが、彼らの多くが、
この業界が劇的に変化していること
を感じています。新聞紙のように、
まさに構造的な衰退が起こっている
セグメントもあります。一方、成熟
市場で現状を維持しながら、新興国
市場で著しい成長を遂げているセグ
メントもあります。さらに、原材料
から消費材包装までのバリューチェ
ーンで一体何ができるのか、技術が
その可能性を再定義する時期がきて
います。 
PwCは、2010年に産業界の数多くの経営
トップへのインタビューを基に、「第3
回世界CEO意識調査」を発行しました。
業界のリーダー30人が、業界の変化をど
のように認識しているのか、彼らがその
内の何に対応するのかついて述べていま
す。さらにこの対話を深めるために、こ
れに引き続き、本レポートではFPP業界
の傾向について私たちの考えをまとめて
います。 

前回の「世界CEO意識調査」から明らか
となった最重要テーマの1つは、「1本
ずつの木から、より多くの価値を引き出
す」ことです。紙とパルプの製造と、エ
ネルギー発電とを、さらに潜在的には化
学品やバイオ燃料の製造をも併せた統合
プロセスは、木の部位の全てを使用し
ます。その可能性は、より大きな経済的
価値となることを意味しています。ナノ
テクノロジー分野のような新しい研究に
より、木が持つ本来の特性をより効果的
に利用することが可能になるかもしれま
せん。ここでもまた、新たに価値を創造
します。製品を取り巻くイノベーション

Clive Suckling

森林、製紙、包装部門
グローバルリーダー
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FPP企業は、将来に向けて強く、有益で、持続可能な
産業を構築するために、今後の20年間で根本的にそ
のあり方を変えることが可能です。また、変わらな
ければなりません。技術、木質資源の競争、産業構
造の変化（新規参入者と協力者）や規制を含め、い
くつかの重要な要素が、産業の方向性を決定すると
私たちは考えています。これに適応するために、FPP
業界そのものの事業モデルも変化する必要があり
ます。 

Executive summary
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技術の進歩

インターネット、eメール、電子請求
書、電子書籍リーダー―これらはす
べて、長期にわたって紙製品の需要
を脅かす技術です。しかし、それら
は同時に紙や包装、木質資源自体の
あらゆる分野における新たな用途を
開拓するでしょう。工業製品化され
た木材は、すでに住宅建築における
用途を変化させており、商業建築に
おける木材用途をより多くする可能
性を切り開いています。埋込式セン
サーのような新たな可能性は、紙の
さらなる特殊用途を広げています。

バイオ製品やバイオ燃料の改良技術
は、燃料資源や化学資源としての費
用対効果に大いに影響を及ぼすでし
ょう。もし費用が低下すれば、それ
に応じてバイオ製品やバイオ燃料向
けの木質資源の需要も増加するでし
ょう。 

バリューチェーンの全体にわたり、
技術が森林の収穫量と生産効率性の
双方を拡大する可能性もあります。
しかし、それは今後20年をかけて、
急進的ではなく漸進的に進歩するで
しょう。技術は需要動向に対して劇
的かつ素早く影響を与えますが、供
給はより時間をかけて変化すると私
たちは考えています。

木質資源の供給を支配し、
企業にとって最も経済的な
資源を利用するために、
多様な産業における企業が
FPP企業と競合することに
なるでしょう。それに対し
て、木質資源への新しいア
クセス方法が現れるかもし
れません。

政治的合意を待つよりも、
むしろ産業主導が緊急に必
要です。認証スキームの成
功は、自主的な努力が大き
な影響を及ぼすことができ
ることを示しています。

有限な木質資源への競争
森林のバリューチェーンは変化して
います。多くの紙の種類に対する需
要は減少していますが、特に成熟し
た市場で、紙以外の木質資源の幅
広い用途において需要が増えていま
す。今後これらの需要は爆発的に増
加するかもしれません。全体として
みると、需要は供給を上回るでしょ
う。そして、私たちは、さらに拡大
する木質資源の獲得競争が、将来の
サプライチェーンの重要な決定要因
になると考えています。これには2つ
の側面があります。まず、より持続
可能な製品への移行に対する圧力が
高まることにより、森林資源の価値
は高まるでしょう。同時に、地球の
生態系における森林の重要な役割が
さらに評価されるに伴い、生産と保
護の適切なバランスを取ることが難
しくなるでしょう。

木は素晴らしい再生可能な資源です
が、無限ではありません。持続可能
な管理が行える自然林が多くあると
はいえ、新しい森林を作るのに植
林できる土地は限られています。世
界の人口増加に伴い、農業のような
ほかの土地利用との競合も生じるで
しょう。たとえ遺伝子組換え技術が
広く利用されるようになったとして
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も、持続可能に育てられ、収穫でき
る木質資源の収量には自ずと限界が
あります。将来、FPP企業は、エネル
ギー産業やユーティリティー産業、
化学産業、バイオ産業といったさま
ざまな企業と、森林の土地支配ある
いは少なくとも木質資源の入手確保
の点、また森林由来の資源の最も経
済的な利用の点で争うことになるで
しょう。

重要な地域の需給格差は続くでしょ
う。アジアの新興国市場は、著しく
成長しています。中国とインドで
は、GDPの成長ほど速く増加するわ
けではありませんが、絶対的な紙の
需要の拡大はまだ続くでしょう。特
に需要拡大国である中国では木質資
源が非常に不足しているため、木質
資源の入手確保への圧力は当然なが
ら大きくなっています。

この圧力の高まりに反応して、木質
資源の新たな入手手段が現れるかも
しれません。木質資源の国際取引と
新たなバイオマス統合産業の出現と
いう2つの可能性が予想されますが、
そのほかの可能性もあるかもしれま
せん。

産業構造とバリューチェーンを発展
させる
森林資源の用途の広がりに伴い、バ
リューチェーンへの新規参入者もい
るでしょう。化学産業やエネルギー
産業などは、自らの応用性や、競争
の本質の変化、さらには産業構造の
変革のために木質資源を確保しよう
とするでしょう。産業の境界を越え
た取り組みがますます重要となり
ます。

これらの新規参入者とパートナーを
組むことを模索しているFPP企業に
は、さまざまな協働の可能性がある
と私たちは考えています。一例とし
て、バイオ燃料に適した流通ネット
ワークをすでに有する異業種パート
ナーは、バイオリファイナリー技術
導入の費用対効果を高めるかもしれ
ません。

協働の可能性は、エネルギー（発
電）や燃料といった比較的新しい市
場だけではありません。たとえば木
材がほかの建築材料と一緒に使用さ
れる場合には、従来からの住宅建築
分野での木材利用の領域を拡大す
ることが可能です。包装関連企業が
より持続可能な包装手段を検討する
際、革新的で軽量性や耐久力を高め
る新しい技術の解は、プラスチック
メーカーと一緒に取り組む中にある
かもしれません。また、製紙業は、
次世代のハイテクラベルを開発する
ために、電子関連企業や物流関連企
業と一緒に取り組むことが必要かも
しれません。

規制を変える
規制はすでに、FPP産業に大きな影響
をもたらしています。そして、世界
の森林や、森林が与える再生可能な
資源は、無視することができないほ
ど重要であるため、規制は減少する
ことなく増加することでしょう。炭
素蓄積や気候変動に関する調整機能
や多様な生態系へ便益のために、天
然林を維持することは、土地の代替
利用方法よりも、さらに価値のある
ものとなるでしょう。実際にすべて
の森林は、今日よりも多様な便益の
価値が見出されることが考えられま
す。直接的な公的助成金が必要とさ
れるかもしれませんが、これを実現
するための市場メカニズムを規制に
よって下支えすることが可能です。 

しかし一方では規制がゆがみの原因
にもなります。たとえば、十分に経
済的な（かつ環境的な）全体像を無
視して、木質資源を一方的に用途に
偏った場合です。今日の事例でいう
ヨーロッパの発電用木材がそれで
す。この経験より、木材と木質資源
が最も持続可能で付加価値のある方
法で利用されることを促進し、森林
の保全活動と生産活動の両方の観点
から、価値ある森林の役割が全ての
側面から正しく評価されるようにす
ることが、規制の役割として求めら
れます。

バリューチェーンへの新規
参入者は、産業構造を変え
るでしょう。産業の境界を
越えた取り組みが、さらに
重要となります。
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いくつか例外はありますが、現在の
政策は、地理的な視点や産業的な視
点のいずれかにおいて、十分に連携
されていません。世界的に適用可能
な規制に関する国際的な合意への取
り組みは、周知のとおり達成が困難
です。最近開催された（気候変動枠
組み条約に関する締約国会議）コペ
ンハーゲン（COP15）とカンクン
（COP16）における議論はその課題
を浮き彫りにし、政治的合意を待つ
よりも、むしろ産業主導の緊急性と
その必要性を示しています。

方向性のある法律が欠如している状
況では、少なくとも国際レベルでの
世界の木質資源の配分方法につい
て、たとえば多国籍に活動している
貿易会社や総合商社を介して、異業
種や競合産業のグループ間での広い
コンセンサスを得る必要があるよう
に考えられます。また、FPP企業は、
生物多様性への取り組みといったプ
ロジェクトの影響を記録し、公表す
ることもできます。さらに、持続可
能な経済に向けたFPP企業の貢献に
対する社会からの認識を高めるため
に、木材や木質資源から成る製品の
持続可能性の証明として、FPP企業は
独自のライフサイクル分析を公表す
ることができます。すでに、森林認
証に関する業界における自主的努力
により、自主規制を基本とする産業
のイニシアチブが、大きな影響力を
持つことが示されています。

将来のビジネスモデル
企業は、産業を取り巻く環境の根本
的な変化に対応する必要がありま
す。企業の戦略は新たな機会を得る
ために、状況に合わせて順応させる
必要があると同時に、中核となるビ
ジネスは利益をもたらすものでなけ
ればなりません。これは統合や多様
化、工場の閉鎖、製品の合理化、コ
スト削減などを意味しているかもし
れません。しかし、これらは、この
産業の小さなリターンに躊躇してい
る投資家からの信頼を回復するため
に、既存の中核ビジネスからのリタ
ーンの適正さと維持可能性を確保す
るために、その厳しさを併せ持って
います。 

現実には、企業が新たな成長の源泉
の基礎を築こうとする場合、核とな
るビジネスの成果を強化すると同時
に新たな事業機会を調査する、とい
った動きを前後して行わなければな
りません。そしてその出発点は、自
社の資産を最大限に活用することで
す。また、エネルギー産業のバイオ
マスに対する関心の高まりにより、
需要傾向だけではなく産業の慣行
がどのように変化していくのかを理
解する必要もあります。そして、貴
社で働く人々が習得しなければなら
ない中核スキルの1つとして技術革
新（イノベーション）を据えること
が、おそらく最も重要になります。

技術はFPPの需要動向に対して劇的に、そして素早く
影響を与えます。供給も変化しますが、より時間をか
けたものとなります。

貴社の中核事業が利益をも
たらすことを確実にした後
に、貴社の資産を新たな視
点で調べ、エネルギー利用
の影響を理解し、イノベー
ションを後押しすることに
より、戦略を整合させなけ
ればなりません。
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世界は変化しています。人口は増大し、資源は枯渇傾向にあります。
ビジネスも変化しており、多くの企業が、企業の社会的責任に基づく
行動を取っています。2050年に90億の人々が地球の資源で満足に生
活していくことを望むのであれば、私たちは生活や働き方を変えるた
めに、ともに取り組む必要があるでしょう。最近、持続可能な開発の
ための世界ビジネス会議（WBCSD）は、持続可能な世界に向けた道の
りを明らかにするために、PwCを含めた29の会員企業に対して、ビジ
ョン2050プロジェクトへの協力を求めました。

プロジェクトのレポート「ビジョン2050：ビジネスのための新しい
議題（原題：Vision 2050: The new agenda for business）」は、も
しビジネスと政府、人々が一緒に取り組んだ場合、その将来と、そこ
で実現可能な事項について楽観的な見方を示しています1。このビジョ
ンは、9つの重要な領域の、具体的な道のりによって構成されていま
す。ビジネスには朗報なことに、レポートの共同議長たちは、その道
のりには非常に多くの事業機会があると述べています。また同時に、
「従来とおりのビジネス（Business as usual）では、私たちに持続可
能性や安定した経済、社会的な繁栄をもたらすことはできないでしょ
う。これらは、たった今から劇的な変化を始めた場合にのみ達成され
ます。その役割を担うためには、革新し、順応させ、協働して実行す
る、というビジネスの最善を尽くさなければなりません」とも述べて
います。

環境を整える
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持続可能な将来において、重要な役
割を担うFPP産業
ビジョン2050で重要とされた9領域
をより細かく見てみると、私たちの
地球の将来における、FPP産業の基
本的な重要性が示されています。森
林自体も9つの重要な領域の1つです
が、林産品もほかの4領域で重要な役
割を担うことができます。4つの領域
とは、エネルギーと電力（木質バイ
オマスからの熱・電力利用）、建築
物（グリーンビルディングの建築材
としての木材）、運輸（木質バイオ
マスからのバイオ燃料）、材料（紙
や木質資源から作られる包装、さら
に、パルプや木質資源、化学などに
対するそのほかの用途）です。 

私たちの考えは、気候変動や生物多
様性のような地球環境問題から引き
起こされる課題にビジネスは対応が
可能で、また対応しなければならな
い、というWBCSDの考えと一致して
います。気候変動からの圧力は、木
質資源を新しい用途へとかり立てる
ため、特にFPP企業は自分たちがそ
の最前線にいることを感じるでしょ
う。今日の中心的な紙製品、特にグ
ラフィック紙の需要は、今後20年の
一般的な経済成長と比較して減少す
るものと思われます。一方で、建築
材やバイオマス、バイオ燃料などの
用途への需要は増加し、また全く新
しい用途も出現するでしょう。つま
り、私たちは、需要側の圧力が増加
すると考えています。また、気候変
動によって引き起こされた課題は、
森林を守り、森林が持つ管理機能を
さらに不可欠なものにします。 

FPP企業がその収益性を改善した時
にだけビジネスモデルの変換は成功
する－「基本を正す」はまだ当ては
まる
各CEOとの対話では、基本から正し
くする、という1つのテーマに戻る
ことが多くあります（「世界CEO意
識調査」の2010年版、2008年版参
照）。それは、正当な価格で、適量
のふさわしい製品を作り、最高品質
の顧客サービスを提供することを意
味しています。これらの基本を堅実
に守っている企業は、貸借対照表上
でもその成果が現れるはずです。

産業界から集められた結果を見る
と、実施すべき多くのことがまだ残
っていることが分かります。私たち
が発行したレポート”Global Forest, 
Paper & Packaging Industry Survey – 
2010 Edition”において、使用資本利
益率（ROCE）の水準はまだとても低
く、図1－産業の財務実績：FPPのト
ップ100企業のROCE2を見ると、その

図1：産業の財務実績：FPPのトップ100企業のROCE

平均は2.7%です。この数値を、多く
のアナリストが期待し、また多くの
石油やガスの主要企業が通常達成す
るか、または超えるであろう10%か
ら12%と比較してみましょう。収益
性の低い企業は、新たなビジネスモ
デルを達成するために必要な資本投
資を支える金融市場や株主の説得に
苦労するかもしれません。そして、
企業が重要な新収入源の開拓時にお
いて、回避出来ないリスクを負う前
に、現在のキャッシュフローを健全
にする必要があります。
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新しい技術は、FPP産業のすべての側面に影響を与えます。ど
のような木を植え、どのように森林を管理するのか、といった
ことを変えることになるでしょう。新しい技術はまた、生産プ
ロセスの効率を改善します。そして、木材製品、製紙、包装
といった従来からの製品の需要を変えるでしょう。バイオマス
の熱・電力利用、バイオ燃料、有機化合物といった新しい製品
の商業生産の規模の拡大を可能にします。そして、もしナノテ
クノロジーのような分野における本質的な突破口が発見され
れば、その駆け引きの仕方が全面的に変わることさえあり得
ます。

FPP企業には時代を先取りすることが求められます。それは研究
開発により多くの時間と資金を費やすことを意味しています。

技術を変える：
敵より多くの友
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FPP企業には時代を先取りすること
が求められます。それは研究開発に
より多くの時間と資金を費やすこと
を意味しています。
世界の人工林は、より多くの木質資
源を生産する必要があります。私た
ちは、今日のノウハウの利用によ
り、すでに改善の余地があると考え
ています。より良い場所の選定と先
進的な森林管理戦略は、全体の収量
にとても大きな影響力を持っていま
す。また、衛星や地理空間技術を利
用して森林減少や森林の健康状態、
森林構造やその機能をモニタリング
する技術、リモートセンシングも役
に立ちます。これらはすでに効果を
発揮していますが、衛星とレーダー
技術の改善は、これをさらに有用な
ものとするでしょう。 

収穫技術やモニタリング技術を除く
と、一般的に林業が経てきた技術的
変化は限られています。森林の収量
を改善するための別の方法として、
遺伝物質の改良によるものがありま
す。これは、従来のクローン化と移
植技術を通して達成することができ
ます。たとえば、ブラジルのユーカ
リの種類増加の開発のように、研究
者はすでにこれらの方法を利用して
大きな成功をおさめています。これ
らの技術は、より大規模で適用する
ことも可能でしょう。 

遺伝子工学は、確立された育種方法
による品種改良のスピードを加速

し、従来は達成することができなか
った植物特性を発展させる可能性が
あります3。また、組み換えられた
遺伝子の野生種への遺伝子移植や、
移植された樹木の不安定性、実際に
生態系に取り返しのつかない影響（
かく乱）を及ぼす原因の侵略的外来
種となる可能性といった、多くのリ
スクをもたらすかもしれません。
国連の生物多様性条約では、2006
年、2008年、そして2010年の名古
屋会議（COP10）でも改めて「予防
原則」が適用されるべきであること
を確認しています。これは、木材の
商業的な利用を認める前に、その安
全性の証明が必要であることを意味
しています。 

現在の主要な森林認証制度は、遺伝
子組換えによる樹木を使用したいか
なる種類の植林地にも認証を付与し
ていません。これを支持する人々
は、徹底した研究と安全管理が必要
であることには同意していますが、
そのようなプログラムの持続可能な
森林管理における活用余地があるか
もしれないと、莫大な潜在利益につ
いては議論を行っています。遺伝子
工学が安全であるという一般的な見
解の一致が得られるまで、商業的な
利用は制限されるでしょう。 

グリーンビルディングの技術が主流
になるに伴い、技術が建設における
木材の役割を再形成する
建設業は、大量のエネルギーと材料
を消費する産業であり、また温室効
果ガス（GHG）排出源でもありま
す。ビジョン2050は、全ての新築建
築が正味排出量ゼロという基準での
建設や改築によって、全ての建物か
らのGHG排出量をゼロに近づけると
いう目標を定めています。技術がす
でに大きな改善の原動力となってい
ます。現在の「グリーンビルディン
グ」は、エネルギー、GHG排出量、
水使用、大気汚染、維持管理からの
影響削減を含め、従来の建物よりも
環境への影響を小さくするように設
計されています。 

グリーンビルディングのラベリン
グ制度、Leadership in Energy and 
Environmental Design （LEED）や、
Green Globes、Green Starは、今やそ
の発祥国を超えて各国・地域に広ま
っていますが、建築環境の実態改善
を行うための努力は、世界中で異な
る基準が次々と出現し、まとまりが
ありません。また木材製品産業も、
地域限定的で、ほとんどの国で極め
て分断的になっています。そのた
め、基準や販売促進に関して、産業
が一体となって取り組む必要があり
ます。

鉄やコンクリートといったほかの建
築材料と比べて、精製、加工、製
造、輸送、建設とライフサイクルを
通じてのエネルギーが少ない木製製
品は、建設段階におけるエネルギー
使用量の最小化に役立ちます。グリ
ーンビルディングの建築費用は通常
よりも高価ですが、建物の耐用期間
を通じてのエネルギーやそのほかの
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消費削減を考慮すると、実際には節
約となるかもしれません。木材は素
晴らしい断熱材です。ある情報源に
よれば、鉄鋼よりも400倍、コンク
リートよりも15倍の断熱効果がある
とされています4。また、ある研究で
は、建物の冷暖房のエネルギー削減
の目標達成に貢献すると示されてい
ます。持続可能な建物として設計さ
れているものは通常より良い換気機
能と照明を備えており、それらは、
実際に人々の生産性を高め、より仕
事に適している（そしてその企業に
在籍する）こと示す調査もあります5。

しかし、多くの建物はまだ従来の方
法を使用しており、2005年時点にお
いて、北米で建築された建物の10%
だけが持続可能な建物としての基準
を満たしていました。その理由の1
つとして、慣習的に入札では、建物
のライフサイクルの費用を管理する
ことよりも、むしろ建築費用を安く
することを重視していたことが挙げ
られます6。しかし、その流れは変わ
り始めています。米国グリーンビル
ディング協議会（US Green Building 
Council）に登録され、認証されてい
るLEEDプロジェクトの数は、2005
年以来増え続けています。今日、多
くの経営者は、一度建物が稼働を始
めると、高い初期費用を取り戻すこ
とができることを認識しています7。

このレポートの後半で詳細に述べ
るとおり、ある分野では、規制が偏
見を取り除き始めていますが、これ
は例外的です。また、建築業者が新
しい技術のスピードに追いつくこと
も必要です。木材とほかの材料を結
びつける技術の進歩は、大きな建物
での木材利用の増加を可能にします
が、すべての建設建築会社が材料を
変更するために必要な技術を持ち合
わせ、それを実践することの価値を
確信しているわけではありません。

しかし、改良された集成材の種類に
より、木材の使用範囲が広がるに伴
い、木材の議論は説得力のあるもの
になってきています。建設における
木材の用途を、さらに実用的で経済
的にするナノテクノロジーを基にし
た新しい塗料や表面処理のような新
しい技術もあります。これらの革新
的な新しい処理は、高級品のように
素晴らしく見えるだけではなく、
日光による変色を防ぐこともできま
す。木質資源とプラスチックを結び
つける先進的な加工は、たとえばデ
ッキやレール向けに、耐久性と強度
を高めた新たな材料を生み出してい
ます。

競争力を保つために、木材製品企業
は、自社の本質を理解する必要があ
るでしょう。現在のところ、木材は

鉄鋼やコンクリートと比べて持続可
能性に大きな強みがある一方で、そ
のほかの建築材料の産業も、製品を
より持続可能に、そして環境への影
響を減らす方法を研究しています。
未来の鉄骨造やコンクリート造の建
物は、いくつかの重要な水準に追い
つくかもしれません。 
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デジタルメディアは紙の需要に大き
な影響力を持っている―不都合だけ
ではない
デジタルメディアはグラフィック紙
の需要に大きな影響力を持っていま
す。需要は減少方向に、そして成熟
市場ではその減少が著しくなる可能
性があります。新興国市場では需要
は増え続けますが、GDPほどの速さ
では増えません。市場アナリスト
は、紙と板紙の世界的な成長は、継
続的に世界のGDPから切り離される
ことを指摘しています。その際、
新聞紙と筆記用紙および印刷用紙
（P&W: Printing &Writing）のグレ
ードに注目すると、2025年までの
P&Wの年平均成長率は1.2%未満に
留まり、新聞紙においてはマイナス
となることを指摘しています8。こ
れは、同期間に平均して4%をこえ
る世界のGDP成長の傾向と比肩して
おり、さらに同グレードでのこのよ
うな成長は、新興国市場に集中する
ことになるでしょう。成熟市場に影
響を与えている力は、新興国市場に
も同様の影響を与えます。一例とし
ては新聞や雑誌のデジタル化が挙げ
られます。今は多くの消費者がオン
ラインで読むことを好む傾向にあり
ます。 

消費者だけが、変化を後押ししてい
るわけではありません。広告は、そ
の予算をデジタルメディアに移行
させており、これは紙面広告がよ
り少なくなることを意味していま
す。2009年の世界の消費者雑誌向け
広告費は、2008年の水準から20%減
少しました。これは、2007年の水準
からすでに5%程度減少しています。
経済の減速がこの減少に影響を与え
ていることは確かですが、減少傾向
は安定しています。デジタル広告
は、2014年までに2009年より4.7%

増加し、消費者雑誌に使われる総広
告費の10.4%を占めるようになると私
たちは予想しています9。そしてビジ
ネスでは、請求やそのほかの過程で
のさらなるペーパーレス技術を実践
していくことになるでしょう。

電子書籍リーダー、スマートフォ
ン、タブレットPCといった新しい機
器により、少しずつその影響が感じ
られるようになってきました。たと
えば、全体的な書籍市場は成長して
いますが、これは主に新しい電子書
籍読者向けの売上に牽引されている
ものです。もし、教科書の内容がデ
ジタル媒体に移行した場合、これら
の機器（また、電子書籍リーダーと
して使用されているタブレットPC）
が、特に教育産業に大きな影響を及
ぼすことになるでしょう。

新興国市場では、従来の紙製品への
需要は、生活水準とGDPの上昇に伴
い拡大しています。しかし多くの人
が、いくつかの新興市場が一足飛び
に新しい技術へ移行するかもしれな
いと懸念しています。たとえば、イ
ンドの中産階級が増えるに伴い、読
者は雑誌や新聞を買うよりも、スマ
ートフォン、iPad、キンドルやその
ほかの電子書籍リーダーでの文書利
用を選択するかもしれません。もし

消費者の嗜好にこうした変化が起こる
と、産業で唯一輝いている部分に影を
落とすことになるでしょう。

デジタル技術の可能性はまだまだ広が
っており、どの種類の機器を何の目的
で今後20年間に使用するかを予測する
ことは困難です。航空券を取り上げて
みましょう。紙のチケットからeチケッ
トに変化し、さらに搭乗券は空港では
なく家のコンピューターで印刷されて
います。また、スマートフォンに送ら
れるバーコードの搭乗券は、これらの
全てを不要にしています。 

対照的に、新聞紙やグラフィック紙の
可能性は、非常に限定されています。
製紙業における鍵は、デジタル技術と
共存する術を身につけることでしょ
う。ある分野では、ウェブサイトで製
作した自費出版の本や写真集のよう
に、インターネットが全く新しい紙製
品市場を創り出しています。どれほど
長く続くかはまだわかりませんが、技
術が創り出す新しい習慣やライフスタ
イルは、筆記用紙および印刷用紙によ
る紙の消費に明らかな影響を与えるか
もしれません。デジタルの新聞や雑誌
の切り抜きを印刷することは一例で
す。また、以前は商業的に印刷されて
いた旅行のパンフレットを家で印刷す
ることも挙げられます。
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-20%

2009年における、消費者
雑誌向け広告費の減少

デジタル印刷は、雑誌市場の根本を
も変化させています。技術の発展に
より、少量印刷が現実的となりまし
た。その結果、ニッチなタイトルの
雑誌が将来の収益性を高めるとし
て、雑誌数が増加しています。 

この産業では、使用者に対して紙に
付加価値を付けることができる領域
で、ほかの技術で補完することに重
点をおく必要がでてくるでしょう。
新しい用途を生み出すため、紙の中
にセンサーを埋め込むように、紙の
売り上げが量ではなく付加価値によ
って牽引されるようになると私たち
は考えています。技術の改善は、紙
の品質を落とすことなく、より軽
く、より強く、そして生産時のエネ
ルギー効率をより良くします。紙が
不可欠な媒体ではなくなるに伴い、
紙がどのように価値に役立つのかに
ついて、この産業は検討する必要が
出てくるでしょう。流行が変化した
時に、需要の変化に応える柔軟性も
不可欠となるでしょう。

より軽い、より強い、より賢い包装
紙製の包装にとって、より良い生産
技術を通じて強度や重量を改善する
ことは、さらに重要なものとなるで
しょう。紙と同様、センサーを用い
たスマートラベルの開発のように、
価値を加える新たな方法を見つける
ことは極めて重要です。感熱性の包
装は、消費者に食べ物や飲み物が適
切な温度であるかどうかを伝えるこ
とができます。電子工学と結びつけ
ることにより、そのほかの可能性も
あるかもしれません。ある会社は、
各々の薬がいつ取り出されたのかを
追跡し、介護人がより正確に患者の
服用を確認するのを助ける薬剤包装
を開発しています。そして、新しい
タイプの防水紙は、さまざまな新し
い用途を開拓しています。

従来の紙や包装のタイプは、新興国
市場における健康問題や衛生問題の
取り組みも促進します。たとえば、
良く設計された包装は、食べ物の腐
食防止に役立ちます。

木材をエネルギーや熱に変える既存
技術は改善され、さらに規模を拡大
するが、木質バイオマスは「巨大」
な電力源とはならない
熱や電力を生み出すために木材を燃
焼することは、資源の最も伝統的な
使用法の1つです。また、木質バイ
オマスを熱や電力に変換する既存技
術が改善され、新たに開発中の技術
が商業化されるに伴い、今後20年
間で急激に増加する使用法でもあり
ます。

十分に確立した技術とともに、チッ
プは今日のバイオマス発電所に好ま
れる木材供給原料です。しかし、木
質チップは、50%程度という多くの
水分を含んでいます。長距離輸送を
伴う発電用木材の需要がある場合
に、高密度化したバイオマスはより
良い供給材料となり、より乾燥した
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2010:

780億米ドル

2020:

2470億米ドル
年間のバイオ燃料生産の
推定価値
（出典：Pike Research）

ペレットへの移行が進められてい
ます。無酸素状態で水分を取り除
く焙焼技術（Torrefaction）は、高
エネルギー密度で貯蔵が容易なペ
レットを作ることができます。す
でに最初の試験的プロジェクトが
進行中ですが、これが次なるステ
ップであるかもしれません。 

将来、技術の融合は異なる場面で
適用されるでしょう。適切な供給
材料の選択では、企業はその選択
肢の幅を可能な限り広げておくこ
とが望ましくなります。新たに導
入された全てのボイラーが、バイ
オマスの供給材料の形態として2種
類以上を燃焼できる能力を備えて
いることが理想となります。 

また、私たちは企業がその学習曲
線を上昇させるに伴い、大幅な費
用削減も起こると考えています。
多くの企業が、すでに自社利用の
た め に 熱 や 電 力 を 生 成 し て い ま
す。この出力を増やし、その一部
を配電網で販売することは、より
良く、そしてより賢い行動に変化
することにほかなりません。木材
は、熱電併給（コージェネレーシ
ョ ン ） シ ス テ ム の 優 れ た 資 源 で
す。そして最も利用可能量の多い
資源ですが、供給の制約により化
石燃料の主要代替材となる見込み
はないでしょう。しかし、再生可
能エネルギーによる持続可能な電
源構成を達成するための重要な役
割を担っています。 

木質バイオマスから作るバイオ燃料
は、燃料構成全体の重要な一部分と
なる
バイオ燃料は、特に電動車両といっ
た代替の選択肢が実用的ではない産
業（すなわち航空、船舶）で、今後
の10年から20年で全体の燃料構成の
重要な部分を成すでしょう。あるア
ナリストは、バイオ燃料の総生産量
は、2020年までに2,470億米ドルに
達すると予測しています10。セルロー
ス（またはほかの植物原料）を木質
繊維から液体燃料に変える第二世代
のバイオ燃料技術の多くが、試験も
しくは研究の段階にあります。黒液
を含め、いくつかの技術は、実際に
は約30年以上も前から存在していま
した。黒液は、化学加工やほかの化
学物質と混ぜるときにパルプから出
るもので、エネルギーが豊富な部分
とリグニンを取り出すときに発生す
るアウトプットの1つです。

しかし、第二世代バイオ燃料の実証
プラントを、商業規模に拡大するこ
とにはまだ課題があります。たとえ
ば、セルロースから効率よく糖類を
抽出することや、セルロースを分解
する微生物など、技術的かつ商業的
な課題が山積みしています。この種
の研究開発に基づいて利用可能な商
業技術を開発するということは、FPP
産業以外の産業界との協働を意味し
ています。

また、バイオ燃料の製造過程は、バ
イオケミカルやグリーンケミカルの
生産を可能にします。木質繊維の抽
出物から化学製品を作ることは新し
いことではありません。実際のとこ
ろ、ある企業はすでに30年前に市場
に製品を提供していました。少数企
業が今日でも化学製品の製造を続け
ている一方で、収益性が不十分であ
ることが分かっています。プラスチ
ックの製造者が有機プラスチックの
成長市場への参入に期待をかけてい
ることから、需要は急激に上昇する
かもしれません。 

世界経済フォーラム（WEF）は、バ
イオリファイナリーについて「バイ
オマス（生きている、もしくは先ご
ろまで生きていた有機体から成る生
物学的材料）を燃料、エネルギー、
化学製品、材料（さらに飼料）に変
換する施設」と定義しています11。統

合されたバイオリファイナリーは、
利用可能な木材から最も大きな価値
を抽出することができます。そのよ
うな工場では、たとえば設備の動力
となるエネルギーや、場合によって
は配電網や運輸向けのバイオ燃料と
して販売される余剰エネルギーのよ
うに、アウトプット量が大きく価値
が低いものと、たとえば炭化水素か
ら得られる化学製品の代替や、機能
性食品や栄養補助食品といった高級
品のように、アウトプット量が少な
くより価値の高いものの両方を生産
しています。 

ある地域では、既存のパルプ工場
を、パルプだけでなく熱と電力、バ
イオ燃料、バイオケミカル製品を含
めたより幅広い製品を生産するバイ
オリファイナリーに再計画する機会
があるかもしれません。現在の工場
を変えることはまだ大きな投資です
が、最初から新しい工場を建設する
よりも大幅に費用を抑えることがで
き、産業工場に適している場所を探
す問題も避けることもできます。

もちろん木材は、第二世代のバイオ
リファイナリーで用いるセルロース
の唯一の原材料です。すでにパイロ
ット化しているいくつかの例とし
て、ブラジルのアフリカチカラシバ
や、アメリカのスイッチグラス、中
国の農業残渣のように、そのほかの
植物セルロース材を使用した技術も
開発中です。微生物の藻類も供給材
料として利用することができます。
すでに実証試験が実施され、いくつ
かの主要な石油企業が研究を支援し
ています。中には、FPP企業が森林
地で木とともにこれらの作物を育て
ることもあるため、そこには相乗作
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用があるでしょう。このような協力
の第一段階は、すでに始まっていま
す。土地利用において、たとえば一
区画の土地が、植林地と一年生の燃
料作物のどちらかに利用が可能なよ
うに、この燃料作物は競争を生み出
す原因となるでしょう。

さらに外に目を向けると、現在ロッ
テルダムのような場所で見られる石
油化学群と同様に、地域のバイオリ
ファイナリー群は、バイオマス拠点
の周辺に発展するかもしれません。
バイオマス供給は世界の石油鉱床よ
り広く分布していますが、バイオマ
ス群が石油化学産業と同様の規模に
達することができるかどうかについ
ては不確かです。

 

真に循環の輪を閉じるためには、廃
棄物処理の改善が必要である 
適切なプロセスが実施されていれ
ば、林産品はリサイクル性が非常に
高いものです。より良い技術は、西
側諸国の高いリサイクル率をさらに
改善することができます。改善され
た分別方法はその1つです。リサイク
ル施設では、異なる紙のグレードの
分類が求められます。多くの場合、
紙にはさまざまな汚れがあります。
これらを分別し、減らすことによ
り、現在の廃棄物の流れからより多
くを得られるようになります。廃棄
物リサイクル設備の製造者は、これ
らを取り除くためのより良いプロセ
スの開発に努めています。

現在のリサイクル工場は、再利用が
可能な添加物を含んだ廃棄物を多く
排出しています。今後の7年から10
年で、必要な技術は進歩しますが、
これらの研究を後押しするに十分な
経済的なインセンティブはないかも
しれません12。エネルギーや化学製品
を生産するためにこれらの工場から
出る灰や分離後のスラッジを利用す
ることで、リサイクルの過程で生じ
る価値を増すことができ、埋立処分
を減らすことができます。

経済学に則れば、パルプはほかの多
くの材料にも使用することができる
バイオマスとバイオ燃料の技術は、
すでに商業的に利用されているか、
または利用に近づいています。しか
し、既存技術や進行中の技術の両方
を利用して、すでにセルロースから
作られている、もしくは今後作るこ
とができる多くの製品があります。 

長い間、溶解パルプは、ビスコース
（レーヨン）繊維や、アセテートの
ようにほかにも選択肢がある多くの
材料の基礎となっていました。これ
らの材料の価格と品質が代替品に引
けを取らなければ、需要は増加する
でしょう。これは、すでにいくつか
の分野で始まっています。2011年1
月、ウォールストリートジャーナル
は、綿花価格の急激な上昇は（2010
年に91%）、多くのデザイナーがよ
り安い代替品であるレーヨンを利
用する原因になったと報じていま
す。FPP企業の中には、溶解パルプを
製造する工場を建設したり、増加す
る需要に対応するために既存の施設
を製紙パルプから溶解パルプ目的に
変更している所もあります。広範な
商業利用に至ったものはほとんどあ
りませんが、成形されたパルプは、
そのほかのいろいろな範囲に応用の
可能性があります。 

また、より革命的な用途は、経済的
に実行可能なものになるのかもしれ
ません。ナノテクノロジーは、分子
レベルでセルロースを操作すること
により、その可能性を広げるとして
大きな期待が寄せられます。この領
域での突破口は、非常に大きな影響
を与えることができます。たとえ
ば、バージン材と同じ印刷特性をも
つリサイクル材が計画されるかもし
れませんし、セルロースを先進の複
合材料を作るために使用することも
できます。これらの研究は、ある分
野ではすでに進行中ですが、まだ非
常に費用がかかるものです。 
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木材は多くの場合、ほかの材料とと
もに使用されたり、着色あるいは加
工されます。これは、時には重金属
が木材と一緒に捨てられることを意
味しており、これらの残留物を見つ
けて取り除くことが木材の再利用に
は重要です。 

最終的なゴールは、循環の輪を閉じ
ることです。これは、生産品のすべ
ての部分をその使用期間の後に、焼
却ではなくできればリサイクルによ
って確実に再利用することを意味し
ています。FPP企業は、これまで以
上に、製品の使用後を意識して紙、
包装、木材製品を設計する必要があ
ります。その例として、塗料の変更
や、除去プロセスをできる限り効率
的にするために、インク生産者と共
同で取り組むことがあげられます。

 

必要な研究に、資金を提供する
産業と政府の共同研究はすでに始ま
っています。アジェンダ2020テクノ
ロジーアライアンス（Agenda 2020 
Technology Alliance）は、アメリカ
林産物製紙協会（AF&PA：Special 
Project of the American Forest & 
Paper Association）の特別プロジェ
クトであり、産業と研究者を1つにし
ています。産業と研究者、政府がと
もに取り組むよう、包括的な研究需
要や、マイルストンの概観を示した
フォレスト・プロダクト・ロードマ
ップ（Forest Products Technology 
Roadmap）を作り上げるために、ア
ジェンダ2020テクノロジー・アラ
イアンスは多くのパートナーと協力
しています。同様の取り組みは、世
界のほかの場所でも起きています。
こうした協力的取り組みは、多くの
企業が研究強化にコミットしている
ことを示しています。しかし、活動
水準を向上する必要があります。さ
らに、産業の財政的制限を考慮する
と、外部からの資金源を探す必要が
あるでしょう。

国際エネルギー機関（IEA）は「エネ
ルギー技術展望2010（ETP2010）」
で、2050年までに何も対策を講じな
かった場合（business as usual）の
水準から二酸化炭素の排出削減50%
（2005年のベースラインと、IEAの
「ブルーマップ」シナリオの比較）
を達成するためには、低炭素技術に
対する政府の研究開発資金を、現在
の水準より2倍から5倍多くする必要
があると推定しています。IEAはこ
のメッセージが多くの国で真剣に取
り上げられていることを報告し、ま
た、主要経済国フォーラム（Major 
Economies Forum）とIEAの両執行
機関が、公共部門の低炭素に関する
研究・開発への投資を、2015年まで
に2倍にすることを視野に入れて、そ
の投資を急激に増加し、両機関間で
調整していくと同意したことを報告
しています。しかし、利用可能な資
金の獲得競争も起こるため、FPP業
界はこれらの資金の割り当てを受け
るために強い実績を作る必要があり
ます。



PwC18

ケーキを切り分ける：
限られた世界の
木質資源配分の課題

私たちは、新しい用途や開発中の用途への需要が増え、地球の人口
が増加するに伴い、木質資源の獲得競争がますます激しくなると考
えています。木質資源が収穫される場所と、急速に増加する資源の
需要地との間に地理的な不一致があります。さらに、森林の保護（ま
たは、材木以外の目的）と生産目的での使用との間の緊張が高まる
でしょう。

これらの課題を乗り越えることは、現在の資産利用について再考す
ることを意味するのかもしれません。新しい森林を作ることは不可避
ですが、それには細心の注意を払うことが必要でしょう。使用済みの
木質資源をより効率的に集めて利用することも非常に重要になりま
す。全体では、新たな木質資源の入手には、ますます複雑で込み入っ
たバリューチェーンを管理する必要があるかもしれません。
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生産と保護のバランスを取る
森林の持つ生産における価値と保護
における価値の両面から、森林は極
めて重要な資源です。森林の将来に
ついての議論では、いつでもこの2
つの役割のバランスを考えなければ
なりません。長い間、持続可能な森
林管理が行われている天然林は、商
業的な木材供給と環境上の便益の両
機能を担ってきました。これらの森
林に収穫水準を高める余地がある一
方で、増加する木質資源の需要には
大きく寄与しそうもありません。そ
れどころか、世界の陸地面積の30%
程度を占める森林は、木質資源の需
要を満たすことに対する寄与度とし
ては相対的に減少します。これらの

図 2: 木質資源: 世界の概況

森林の多くは、経済的に入手が困難
か、慎重な取り扱いが必要なもので
す。収穫水準を増加させる余地はあ
りますが、生産性改善の可能性は限
られています。さらに、これらの森
林は、産業としての木材製品の生産
には制限となる、保護やレジャーの
目的でさらに価値が高まると考えら
れます。これらの制限は熱帯地方で
最も厳しいものとなるでしょう。も
ちろん全ての森林が地球の気候を調
節する役割を担っていますが、その
中でも熱帯雨林が最も大きな影響力
を持っています。また、非常にたく
さんの動植物の生息環境となってお
り、生物多様性の保護のために、間
違いなく最も重要なものです。

それゆえ、さらに人工林が木質資源
の需要を満たす必要があります（図2
参照）。現在、これらは約2億7200
万haであり、森林面積全体の約7%と
なっています。すでにこれらの森林
は、世界の産業用の丸太生産の約3分
の2を供給しています（すなわち、燃料
用木材以外で、これは世界の木材の全
収穫量の約半分に当たる）13。WBCSD
は、人工林からの収穫の面積を60%
増加し、2050年までに収穫量を3
倍に増やす必要があると推定してい
ます。

森林地域

• 世界：39億ha（陸地の30%）

• 人工林*：2億7100万ha（森林地
域の7%） 

人工林*：2億7100万ha（森林地域の7%）

サザンコーン

• 1000万haに近い非常に生産的
な植林地

• 非常に競争力のある木材コスト

• 植林面積は2020年までに最大
50%拡大可能

北米

• 安定した森林資源

• 拡大する世界の資源量の18%を
保有

• 収穫水準に、若干の改善の余地
あり

• 西部での虫害発生による将来の供
給の減少

欧州（北欧を含む）

• 森林資源の増加 

• 伐採よりも大きい増分 

• 制約となる環境側面やレジャー
側面 

• 木質燃料の需要により、小規模森
林所有者の経済性を改善可能。

アマゾン盆地とコンゴ盆地

• 隣接する二大熱帯雨林領域

• 拡大する世界の資源量の30%。　
非常に高い生物多様性

• 持続可能な伐採は限定的

ロシア

•	世界の軟材の50%を含め、成長す
る世界の資源量の21%を保有

•	伐採よりも非常に多く増加してい
るが、多くの場所において経済的
にアクセス可能。

アフリカ（コンゴ盆地以外）

• 世界の拡大する資源量の5%を占
める本拠地

• 継続する伐採

• 南アフリカ以外では、限られた
植林地

• 新規植林・再植林に適した大き
な土地面積だが、潜在能力の真
相は不明

アジア

• 中国を主導として、最も高い割合
の再植林

• 世界の約50%を占める人工林。し
かし木質資源不足は大きく、さら
に拡大。

• 土地と水の制約により、将来の植
林に制限あり。

• 既存の植林地から収量を改善する
機会あり。

オーストラリア

• 植林地からの供給拡大に若干の可
能性、現在の職隣地は約400万ha

出典：国連食糧農業機関・PwC
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植林2億本

=30億ドルの投資

より多くの木を植えるだけでよいの
か？
多くの国では、ビジネスと政府が
まさにそのとおりに実施していま
す。既存の企業と新規参入者の双
方が面積を拡大しながら、すべて
の種類の人工林は急速に増加して
います。2005年に世界中の植林地
は、2000年と比べて1280万ha以上
増加し、すでに約1億4100万haで
した14。これらの木は多くの炭素を
吸収し、紙や包装、そのほかの製品
に使う再生可能な資源を提供してい
ます。

しかし、植林地にするために天然林
を破壊し、地域の人々を移住させ、
地域の地下水位にダメージを与える
といったことのために、植林地は多
くの批判にさらされています。確か
に過ちはありましたが、責任のある
植林が行われるならば、植林地は生
態系を破壊することなく、増加する
林産品需要を満たす唯一最良の機会
だと私たち考えています。多くの企
業は、すでに初期のプロジェクトか
らの得た知見を、現在の活動に活か
しています。 

モザイクアプローチの利用は、生産
と保護の釣り合いを図る：先行する
ブラジル
実務上、規則や習慣はどのように機
能するのでしょうか？責任ある植林
を行うには、適切な場所の選択から
始まり、地域の地下水の阻害、野生
動物や地域住民の移動、植物の多様
性へのダメージ、食料用農業用地の
使用の妨げが起こらないことを確か
にする必要があります。現在ある企
業は、天然林、湿地、植林地、農業
用地、そのほかの土地利用が計画さ
れるモザイクアプローチを取ってお
り、目的別のパターンやモザイクが
形成されます。これは、たとえば野
生生物が1つの自然生息地から別の生
息地に移る「生物多様性の回廊」を
提供するように、人工林は生物多様
性の維持に役立ちます。 

ブラジルのフィブリア（Fibria社）
は、自社の土地でモザイク地形を開
発している企業の一例です。これと
は別に、環境にやさしい回廊プロジ
ェクト（Ecological Corridor　
P r o j e c t ） を 作 る た め に 、 フ ィ ブ
リ ア は 、 2 0 0 6 年 に サ ン タ デ ー ル
（Santander）と地元のNGOとのパー
トナーシップを開始しました15。同プ
ロジェクトは、2006年にサンパウロ
州のパラビアの丘（Vale do 

Paraiba）で始まったもので、かつ
てアトランティックレインフォレス
トに覆われていた総計15万haの面積
を再植林化しようとするものです。
フィブリアの推計では、プロジェク
トには2億本の植林と、約30億米ド
ルの投資が必要で、その多くは寄付
によるものです 16。15万haは、複
数の所有者が所有し、計画されてい
る生産森林（主にユーカリ）の2万
8000haと保護森林（主として在来
種）の12万2000haから成ります。 

実際にブラジルは植林分野の世界的
なリーダーとして突出しています。
総植林面積が、中国などのほかの新
興市場よりも非常に少ない一方で、
ブラジルが有する約600万haの植林
地は、世界の木質資源市場において
非常に大きな量を生産しています。
植林地は、ブラジルの全国土面積の
約1%にすぎませんが、これらの植林
地は最も重要な農林産物の1つとなっ
ています。

さらに多くの潜在的可能性があると
して、ブラジル政府は再植林プロジ
ェクトと認証木材やその派生品を引
き起こすような制度設計を検討して
います。
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2000万ha
中国は、バイオエネルギープロジェクトの
ために、用材用植林面積を増やす
2020年目標を掲げる

中国の関心は、環境の観点からの再
植林から、バイオエネルギーの目標
達成を後押しする生産森林に移行し
ている
現在ブラジルの最大の貿易相手国は
中国であり、パルプの大量出荷が1つ
の理由となっています。過去20年以
上にわたる積極的な植林地拡大の努
力にもかかわらず、中国の増大する
需要を国内森林で供給することはで
きません。林産品への高い需要は、
第2次世界大戦後の中国で大きな森林
破壊を引き起こしましたが、それ以
来中国政府はその傾向を変えるため
に非常に努力をしています。現在中
国は、保護または生産の目的で4000
万ha以上の森林を有しています。
しかし、中国の木材資源需要に対し
て、国内の木材収穫量は依然として
追いつきません。2009年に中国は、
丸太にして1億㎥以上を輸入しまし
た。これは、同年のカナダ全体の木
材収穫量にほぼ匹敵します17。計画の
間違いや貧弱な造林のために、しば
しばこれらの植林地からの収量が少
ないことが1つの問題です。これに伴
い、中国は植林地の品質を改善する
イニシアチブを始めています。

さらに、中国には国内の木質資源を
劇的に増やすという大きな目算があ
ります。2010年8月に国の森林管理
省（State Forestry Administration）
は 、 森 林 の 保 護 と 利 用 に 関 す る
国家計画（National Plan for the 
Protection and Use of Forestland）の
ドラフトを公開しました。これは、
森林産業におけるバイオエネルギー
開発を拡大することを目標とした10
年のプログラムです。計画では、バ
イオエネルギープロジェクトへの供
給原料に利用されている植林地が、
今後さらに2000万ha必要であると言
及しています。ここから、中国にお
ける植林地の大規模な拡大と、木質
資源の効果的な利用法としてのバイ
オエネルギーへの断固とした賭けを
見ることができます。
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成熟市場で紙製品の需要が減少し、
新興国市場においてGDPの成長と切
り離されるに伴い、新たな用途が木
質資源利用の大半をしめるようにな
るだろう
あるタイプの紙の需要が減少傾向の
一方で、木質資源の大半の用途では
全体としての需要が急激に増加する
気配があります。仮に現政府の政策
が続いた場合、EU単独では、2020
年までにエネルギー目的のためだけ
で年間3億4000万から4億2000万㎥
の木質バイオマス（木の皮をむいた
部分）が必要になると予測されてい
ます18。この前提では、少しずつ需
要が増加し、2020年までに2億から2
億6000万㎥の森林資源不足を招きま
す19。

同時に、前述のとおり、新聞紙とそ
のほかの筆記用紙および印刷用紙
（P&W）の需要は減少するでしょ
う。欧州では、新聞紙やP&Wには
今後必要とされなくなるであろうキ
ャパシティー（工場）が多くありま
す。これらの工場の多くは、持続可
能な森林管理を実施された森林資源
の近くに位置しています。それらの
いくつかを、製紙パルプの有無に関
わらず、エネルギーやそのほかのバ
イオ製品を生産するためのバイオリ
ファイナリーとして再計画すること
は、良い選択肢の1つかもしれませ
ん。それは、もし施設全部を閉鎖さ
れると失うことになる雇用を守るこ
とも意味しています。試験的プロジ
ェクトはすでに進んでいます。

アフリカでは小規模で行われている
だけだが、政府と産業が協力したい
くつかの成功例がある
アフリカの一部は、土地と成長条件
の両方を備えています。サハラ砂漠
以南のアフリカでは、南アフリカと
スワジランドだけが植林地の可能性
を探っています。しかし、どのよう
に政府とビジネスが協力し、保護と
生産の両目標を達成することができ
るのかといったことについて、すで
にいくつかの良い事例があります。
現在最も大きな注目を集めている東
アフリカで、近いうちに植林地の面
積が拡大される可能性があります。
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北欧で、ほかの目的に再計画される
可能性のある既存のパルプ・製紙工
場は、通常、管理された森林から木
質資源が安定供給されている事例が
多くあります。しかし、パルプや紙
の製造が、現地の森林資源と密接に
結びついていないような世界のほか
の地域はどうでしょうか。これらの
工場が特定地域の市場の需要を満た
す場合や、競争力のある木質資源へ
のアクセスを持たない限り、どのよ
うなシナリオの下でも将来は暗いも
のとなります。

北半球で、従来の紙使用が減少する
と予測されているにも関らず、人口
と富の拡大は、より多くの木質資源
が必要であることを意味し、さらに
持続可能な発展の施策がこの傾向を
強めるでしょう。さまざまな代替用
途を重要視するに伴い、その焦点も
資源へのアクセスから、より効率的
な資源使用に移ります。土地利用の
可能性が制限要因とはなりますが、
現実味のある木材バイオマスの代替
が利用方法としてあります。技術が
その助けにはなりますが、競争力の
ある木質資源の安定した入手経路を
有し、それを支配するビジネスが有
利な立場となるでしょう。

廃棄またはリサイクルされた木質資
源の流れ
世界の一部の地域では、多くの紙が
リサイクルされています。AF&PA
は、2009年に米国でリサイクルに
より再生された使用済みの紙は、
業界の自主目標を超える3分の2近
く（63.4%）であると推定していま
す。古い新聞紙やコーティングされ
ていない中質紙では、リサイクル率
はより高く70%でした。その割合は
ヨーロッパでさらに高く、欧州再生
紙会議（European Recovered Paper 
Council）は、2009年にリサイクル
された紙は過去最高の72.2％である
と報告しています。しかし、リサイ
クルシステムが十分に機能する以前
に、まだ業界そのものが零細色が強
い中国や世界の残りの地域では、大
きな改善の余地があります。 

米国や欧州で集められた紙の多く
は、現在、古紙がバージン材の不足
の一部を補っている中国に送られ
ています。しかし、2008年と2009
年に世界経済が低迷した際、中国の
輸出量は落ち込み、リサイクル資
源から作られる紙と包装の需要も落
ち込みました。価格変動により、再
生紙が結局最終的には埋立てされる
という場合もありました。廃棄物の
分別し、リサイクルされた資源を使
用するための技術は改善されていま
すが、リサイクル資源の流れの将来
の安定性は、再生紙や再生包装材の
需要水準の変化や、それらに対応
する産業の能力によるのかもしれま
せん。
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バリューチェーンの再形成：
新しい競争と産業を超えた
パートナーシップ

私たちは、変わりやすく、また時に分断され、結果さらに複雑
になっている森林と林産品のバリューチェーンを見ています。
今後の技術の進展は、どの種類の木が多目的な用途に適してい
るかということに影響を及ぼすでしょう。木質資源の用途の可
能性は、熱や電力としての利用、バイオ燃料、バイオケミカル
などめざましく拡大しています。そしてそのような新たな利用
方法の出現により、従来の木材利用との競合から、木質資源は
ますます奪い合いになるでしょう。効率的な資源の利用や、廃
棄物削減への圧力が高まるにつれて、資源循環はより重要な試
みとなり、それが新たなバリューチェーンを生み出すような産
業を超えたパートナーシップを促進するでしょう。そしてエネ
ルギー産業からの木材ニーズにより、木材供給における新たな
契約形態、リスク管理、取引メカニズムが出現するものと考え
られます。
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FPP産業のバリューチェーンは木材
資源から始まります。その後、一次
生産、二次生産、流通／最終製品と
続き、バリューチェーンの最後を迎
え、廃棄物の一部はリサイクルされ
ます。（図3参照）

図3：過去のバリューチェーン
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今後の20年間で、バリューチェー
ンの全ての段階は、下図に示すとお
りより複雑になるでしょう（図4参
照）。新たな用途が出現する領域で
は、多くの新規参入者とともに、バ
リューチェーンの分断が起きるでし
ょう。そして従来のビジネス領域、
特に市場の需要が縮小している領域
では業界の統合が求められます。ま
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た同時に、工場改修のための予算確
保、エネルギー生産への移行、製品
ラインナップを広げるために必要な
資本の確保なども求められます。新
たな製品の需要パターンは不確実で
あり、それに柔軟に対応することが
極めて重要になるでしょう。

図4：将来のバリューチェーン
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産業を超えたパートナーシップは、
異種の知識を融合し、研究開発のた
めに必要な資本や、新技術への投資
へのアクセスを手助けする。

誰がこれらの新事業を経営するので
しょうか？FPP企業は、すでに森林
管理の方法を理解しています。よっ
て、木材の生産量や樹種を変えるよ
うな戦略変更の際に、この新事業を
一から学ぶ必要はありません。一方
で、多くのFPP企業はバイオケミカル
やバイオ燃料のマーケティングをあ
まり良く理解していません。また彼
らは余剰の現金を持っておらず、ゆ
えに資金の当てを見つけるのは困難
でしょう。

産業を超えるパートナーシップは道
理に適っており、そのようなパート
ナーシップはすでに結果を生んでい
ます。たとえば、新規参入者である
Chemrec社とともに製紙会社、エネ
ルギー会社、自動車会社が参加す
るBioDMEコンソーシアムがそれに
あたります。すでにボルボ製のト
ラックが、スウェーデンのPitea市
にあるSmurtfit Kappa工場で製造さ
れたバイオDME燃料で走っていま
す。Chemrec社の予測では、スウェ
ーデンのパルプ工場だけでスウェー
デン国内を走る重量車の半分をバイ
オDMEに代替するだけの十分な生産
が可能であり、またDMEは原油起源
の軽油に比べ95％の温室効果ガス削
減効果があるとしています。

注）DME：ジメチルエーテル

多くの建設業者は、構造物の材料と
して木材を利用していません。その
ため彼らの木材に対する知識を高め
るためにも、建設業者との協働が必
要となるでしょう。一般的に木材は
ほかの建築資材と一緒に使われるこ
とから、ほかの建築資材（たとえば
鉄鋼など）の製造者との協働は非常
に重要です。また、窓の保温効果を
高めるコーディングの開発や、プラ
スチックと木材を組み合わせた集成
材の開発には、化学産業などの他産
業の力が必要です。そして販売業者
は、顧客が建築技術を選択する際の
アドバイスをしていることから、彼
らとの協働も非常に重要になるでし
ょう。

他産業との協働は、持続可能な包装
という新たな解決策をもたらすこと
ができる。

耐水性の高い新たなコーディングの
開発でおいても、またプラスチック
容器やアルミ缶への紙ラベルの適用
においても、FPP企業にとって他産業
との協働は非常に重要になるでしょ
う。加えて、紙の性能重量比の向上
や、紙とプラスチックの複合材料用
バイオコーティングの開発のために
も、FPP産業にはたゆまぬ革新が求め
られるでしょう。

新たな競合企業が多数出現する一方
で、彼らと協働する機会もあるでし
ょう。研究開発の推進においても、
そして新たなビジネス領域の開拓に
おいても、このようなビジネスの新
たな協業形態が不可欠となります。
このような新たなパートナーシップ
は、サプライチェーンのあらゆると
ころで、新たなパートナーを伴って
出現することになります。これらの
新規参入者は、産業がどのようにビ
ジネスを行っているかという根本的
な方法に影響を与えるかもしれませ
ん。たとえば、エネルギー利用がよ
り重要になるにつれて、天然ガスや
原油、軽油などのエネルギー価格
が、木質資源の最低価格を決めるよ
うになる可能性があります。そして
また、エネルギー生産者は、供給量
が約束された長期間の供給契約と、
利用可能なインデックスと連動した
価格メカニズムを望むでしょう。こ
れらは、エネルギー・公共セクター
が慣れ親しんでいる燃料供給の形態
です。そしてこれは新たなリスク管
理と木質繊維の取引メカニズムを作
り出すことにつながり、それらは市
場全体に広がるでしょう。

木材製品企業は、木材の良さを実証
するために他産業と協働し、費用を
制御するために生産性と流通プロセ
スを改善する必要がある

木材製品企業は、非木質材料や非木
質製品を扱う企業ではなく、ほかの
木材製品会社を主たる競争相手とし
て考えています。しかし優れた建築
資材として木材利用をさらに推進す
るためには、むしろ産業を超えた協
働が極めて重要になります。意思決
定者の決定に影響を与えることを目
的に、林業従事者・政府・森林振興
団体によるいくつかのキャンペーン
がすでに始められています。
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点をつなぐ：
相互に好ましい関係で
調整された規制と、
産業のリーダーシップの事例

過去に私たちは、きれいな空気、十分な水、受粉などといった自
然が提供する多くのサービスに価値を置いていませんでした。生
態系サービスへの支払い（PES: Payment for Eco Service）と
いう考え方は、この見落としを正そうとしています。温室効果
ガスの影響に立ち向かう最も費用対効果に優れた方法の1つとし
て、森林の保護と森林炭素蓄積の強化は、気候変動緩和策の対
象となっています。そして多くの各国政府が、再生可能エネル
ギーと再生可能燃料の利用を促進する政策を策定しています。
また、グリーンビルディングや持続可能な包装といた木材や木
材製品に関する政策は、世界中で誕生しています。これらの規
制がFPP産業に及ぼす影響は非常に大きなものとなるでしょう。
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規制の主な目的の1つは、利用可能
な資源を最も有効に活用することを
後押しすることです。残念ながら、
現在の規制はその目的にほど遠いも
のとなっています。そして、国際政
策では大筋で合意に達するには特有
の難しさがあるため、資源を最大限
に活用すると同時に、環境負荷を最
小限にすることを助ける政策・アプ
ローチの策定において、企業が主導
権を握ることは極めて重要です。森
林認証やCoC （Chain of Custody）
認証スキームからもわかるように、
ボランタリーな自主規制によって産
業主導の取り組みを進めることに関
して、FPP業界はすでにリーダー的
存在です。森林認証などの自主的な
プログラムは、持続可能な森林管理
に関する厳しい基準を満たしている
だけでなく、森林伐採などの環境問
題に対するステークホルダーの関心
事に産業として対応することに役立
っています。またこのような取り組
みは、企業が優れた実践事例として
評価を受けることや、森林認証の基
準を満たすことなどを通して企業の
プロセスを改善するための動機を与
えることにも繋がっています。持続
可能な開発のための世界経済人会議
（WBCSD）は、認証された木材の世
界的な需要は、現在の年50億米ドル
（FSCによって認証された木材のみ）
から2050年には500億米ドル（さま
ざまな認証基準の内の1つによって認
証された木材）の10倍に成長すると
報告しています20。

持続可能な包装は、消費者が自身の
カーボンフットプリントを改善する
ことを促進するという観点から、現
在多くの会社が自主的に基準を開発
しているもう1つの分野です。われわ
れが最近実施した英国と欧州の調査
では、各地域の市場の状況とリサイ
クルの実践状況が、ある用途におい
て最も持続可能な包装が何であるか
を決めることに大きく影響すること
が明らかになりました21。また、非木
質材料の包装を非難するよりもむし
ろ、FPP産業は自らの製品の長所とそ
れらの製造方法による真の影響をさ
らに理解することに関心を払う必要
があると私たちは考えています。ラ
イフサイクルアセスメント（LCA）
は、その理解を促進するのに役立つ
分析手法の1つであり、多くの産業に
おいて製品と製造過程の経済性、環
境影響、社会的影響を評価するため
に使用されています22。

たとえ消費者が、持続可能な商品を
望み、また政府と企業が持続可能な
調達を実施しようとしても、それら
は適切な情報無しでは成り立ちませ
ん。包括的で明確な情報へのアクセ
スは、消費者の商品選択に重要なだ
けではなく、政策の議題にも大きな
影響力を持つでしょう。またFPP産
業のバリューチェーンが複雑になる
に伴い、異なる活動の相対的な影響
を評価することはより困難になりま
す。規制当局の意思決定は産業に大

きな影響を与えることから、さまざ
まな産業のロビイストが、彼らの産
業がどう扱われるべきかについてそ
れぞれが全く異なる評価をしていま
す。そのような議論の方向性を明確
にするためにも、産業をこえてとも
に仕事をすることが大きな意味を持
つでしょう。健全な林業は、従来か
らのFPP企業だけでなく、エネルギー
産業や化学産業にとっても重要にな
るでしょう。そしてもし規制が森林
の最も経済的な活用を支援すれば、
より多くの雇用機会と富を生み出
し、それは政策決定者のためにもな
ります。
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政府の規制は大きな影響を与えるだ
ろうが、地域を超えて調和した政策
を発展させることはできるのか？
規制では、森林の多面的機能の利用
と保護を考えられていなければなり
ません。また持続可能な森林管理を
奨励する必要があります。少なくと
もそれに罰則を設けるべきではあり
ません。政策立案者は、木材は再生
可能な資源であるものの、それは無
限ではないことを理解しなければな
りません。たとえば、バイオマスの
エネルギー利用を促進する規制を展
開する際には、ほかの用途から変更
した木材が材木やパルプの市場にど
のような影響を与えるかを考慮に入
れる必要があります。またある国で

厳しい森林保護規制を設けたことが
近隣諸国の違法伐採を招くようなリ
スクを避けるためにも、規制は地域
を超えて調整する必要があります。
森林管理、グリーンビルディング、
持続可能な包装など関連する全て規
制について地域を超えた合意形成を
図ることが大きな課題となるでし
ょう。 
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森林破壊を防ぐことは、温室効果ガ
スの排出削減の要である。REDD+は
緒に就いたばかりであり、その実行
には困難が伴うだろう 
現在議論されている中で、最も良く
知られた国際的な方策はREDD+（
森林減少と森林劣化による二酸化炭
素排出削減）です。REDD+は、途
上国における森林減少および森林劣
化からの温室効果ガス排出削減に関
する包括的な政策かつ積極的な促進
策であり、途上国における森林保
全、持続可能な森林管理、森林炭素
蓄積の増強といった役割を果たしま
す23。2009年12月の気候変動枠組
み条約第15回締約国会議では、二酸
化炭素排出抑制に関する国際的な目
標の合意には至りませんでしたが、
一方で多くの国がREDD+が適切な
アイデアであることに同意をしまし
た。45億米ドルのREDD+ファストス
タート基金によって、REDD+プロジ
ェクトが迅速に始められることが約
束されています。

世界の森林を守るためには、非常に
多くの資金が必要です。そして規制
もまた重要な役割を果たすでしょ

う。しかし、REDD+により政策の
目標を達成するためには、非常に多
くの民間投資が不可欠ですが、長期
的な政策が明らかにならない限り
REDD+への投資は実施されないでし
ょう。森林破壊を防ぐためにREDD+
が必要であることは確かですが、そ
の実施は容易ではありません。この
問題については、私たちの近著で詳
細に論じています24。

もし貴社が、熱帯の発展途上国で持
続可能な収穫を実践しているなら
ば、REDD+プロジェクトを確立しよ
うとしているカーボンディベロッパ
ーと森林を奪い合うといった新たな
リスクに直面するかもしれません。
反対に、新規植林、再植林によって
REDD+のための拠出金を得るとい
った重要な機会を得る可能性もあり
ます。 

REDD+に加えて、生態系サービス
への支払い（PES: Payment for Eco 
Service）プログラムもまた重要にな
るでしょう。貴社は、そして競合他
社も、現時点では生態系や生物多様
性に大きな影響を与えていることに
対して対価を払っていません。しか

し長期的な視点で見れば、健全な生
態系の保全よりも、すでに劣化した
生態系を回復させる方がより多くの
費用が必要です。米国環境保護局の
罰則のように、現在は特定の環境汚
染のみに例外的に罰則が科されてい
ますが、それは今後変わる可能性が
あります。2010年に発表された「生
態系と生物多様性の経済学（TEEB）」の
ビジネスレポート25には、従来考慮さ
れていなかった生態系の持つ多くの
経済的価値について、そして産業界
はどのように自然環境を保護し、同
時に自然環境の持続可能な管理から
得られるビジネスの機会を実現でき
るかについて記載されています。

現在、世界中に普及している生物多
様性オフセットの市場規模は年間20
～40億米ドルと言われます。生息
域保護の有益な方法として認知され
ている湿地バンキングを実施してい
る米国は、この領域における重要な
ホットスポットであるといえます。
そしてEU諸国もまた、生物多様性
と生態系サービスへの支払い（PES: 
Payment for Eco Service）の市場に
注目しています。 
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自主認証プログラムと政府の政策
は、建設業における木材利用を促進
させる
世界の一部の地域では、木材が建築
物に広く利用されています。将来の
木材需要は、自主的な基準と政府の
規制の両方に大きく影響されるでし
ょう。

持続可能な建築基準に対する政府の
支援は、グリーンビルディングに使
用されるさまざまな材料の需要に影
響を与えます。より厳しい建築基準
によって、先進的な調達基準や税制
優遇など、政府が取り得る選択肢は
多岐にわたります。ニューヨーク市
などいくつかの地域では、すでにグ
リーンビルディングに対する税制優
遇措置があります。米国ではシカゴ
など一部の都市で、自主的なグリー
ンビルディングの基準であるLEEDを
義務化し、全ての公共施設に対して

規制はバイオマスの熱・電力利用を
促進している
いくつかの国、特に欧州では、再生
可能エネルギーへの移行を求める規
制が、バイオマスエネルギー施設へ
の巨額の投資を促しています。英国
では、2010年11月時点で50MW以
上の発電能力を持つ30のプロジェク
トにより、5.4GWの新規設備（およ
そ原子力発電所5基分）の導入が公表
されています26。（注：この数値に
は、50MW以上の生産能力の持つ設
備しか含まれていません。これに加
えて、操業中または計画中の数多く
のより小さいバイオマス設備があり
ます。）これだけの電力を発電する
には、大量のバイオマスが必要とな
ります。計画中の設備だけでも年間
4000万トン以上のバイオマスが必要
であり、その多くはチップやペレッ
トとして海外から輸入されることに
なります。英国は最も野心的な計画
を進めていますが、それは決してバ
イオマスエネルギーへの移行だけで
はありません。 

欧州連合の2020年までにエネルギー
の20％を再生可能エネルギーに移行
するという目標により、欧州諸国で

は再生可能エネルギー普及を促進す
る法律が次々と制定されています。
その中で、バイオマスはもっとも重
要な構成要素となるでしょう。もし
欧州連合が20/20/20目標を達成する
ためには、現在のバイオマス資源の
供給源だけでは不十分です。欧州連
合の公式試算によると、バイオマス
の熱・電力利用量は2007年の水準の
2倍以上になることが予測されていま
す。一方で、現在のバイオマス資源
の増加率では、新たに追加されるバ
イオマスエネルギーの約3分1しか賄
うことができません27。そのためこ
の分野への投資を増やす必要があり
ます。 

世界中の政府は、企業がエネルギー
を生産して利益を得て、再生可能エ
ネルギーとしてバイオマス利用を促
進し続ける必要があります。しかし
バイオマスへの補助金は、FPP産業に
とって良い面だけでなく悪い面も伴
います。たとえば、補助金はエネル
ギーの生産をより収益性の高いもの
にする一方で、従来ほかの用途に使
われてきた直径の小さい丸太の獲得
競争に干渉することになります。ま
た原材料への圧力が増加するについ
て、紙やほかの製品がより高価なも
のになるかもしれません。 

LEEDの認定基準を満たすことを要求
しています。またワシントンD.C.な
どでは、さらに一歩進んで、公共施
設のみならず民間の建物にもそのよ
うな基準を満たすことを求めていま
す。欧州諸国でもまた、エネルギー
利用などの環境側面において厳しい
要件を導入しています。これらのプ
ログラムは、グリーンビルディング
の幅広い普及に不可欠です。

また、民間企業もこの領域で役立つ
ことができます。たとえば、グリー
ンビルディング基準に従うことで、
企業活動のカーボンフットプリント
を減らしている企業がいます。グリ
ーンビルディング基準の多くは、木
材の使用、特に認証木材の使用率を
高めることを求めており、このため
グリーンビルディングが増えること
は木材の需要に影響を与えるでし
ょう。
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規制はバイオ燃料の未来に影響を与
える
バイオ燃料は、政府の補助金やイン
センティブが市場に大きな影響力を
与えるもう1つの領域です。政府が
助成金、補助金、税金などの規制で
再生可能燃料への移行を促す、もし
くは強制するとき、それは潜在的な
投資の収益性を変えることになりま
す。ブラジルでは、2008年に運輸部
門で使われた燃料の17.6％がバイオ
エタノール（そのほとんどがサトウ
キビから作られた第一世代のバイオ
燃料）でした。これは、政策が直接
的にバイオ燃料の利用を促進した結
果です。また欧州連合の20/20/20目
標では、運輸部門におけるバイオ燃
料の占める割合を10%にするという
目標が含まれているため、各国政策
はその需要に大きな影響を与えてい
ます28。

米国では、バイオ燃料の助成金が生
産を刺激しています。現時点では、
米国では主としてトウモロコシ由来
のバイオエタノールが生産、消費さ
れていますが、サトウキビ由来のバ
イオエタノールや第二世代バイオ燃
料と言われるセルロースエタノール
に比べるとカーボンフットプリント
が非常に大きいという問題を抱えて
います。現在の規制は、バイオ燃料
の原材料として木質バイオマスを対
象としていません。そのため、セル
ロースエタノールの生産プロジェク
トでは、第一世代バイオ燃料と直接
競合することになり、またほかのリ
グノセルロース利用者とも資源の争
奪になるでしょう。 

毎年

4000万トン
英国で計画されている5つ
の新規バイオマス発電プラ
ントで必要となるバイオマ
ス量

排出規制 
前述した規制の多くは、エネルギー消
費や温室効果ガスの削減という側面か
ら規制化されるでしょう。温室効果ガ
ス削減に向けた法的拘束力のある国際
合意に達するかどうかに関わらず、こ
の規制化の流れは今後も続くでしょ
う。地域レベルや国家レベルの政策
は、1つのドライバーとなりますが、
同時に顧客からの圧力の高まりもま
た重要になります。エネルギー消費の
削減は常に経済的なメリットを伴いま
す。導入される規制が直接課税でも、
市場メカニズムであったとしても、林
産品の新たな利用に対する需要は、炭
素価格の影響を受けるでしょう。なぜ
なら、政策は選択肢の決定に影響を与
える総費用に影響を持っているためで
す。多くの新しい製品への機会におい
て、問題は（安定したプロセスの木質
資源が最も機能要件を満たすことがで
きる）性能ではなく、むしろ相対的な
価格です。
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未来を築く：
ビジネスモデルの
新たな方向

20年後のFPP産業は、現在のものとは異なったものに見えるで
しょう。新聞紙の生産量は減少します。消費者の消費行動がど
のように発展するかにもよりますが、ほかの製品も多かれ少な
かれ厳しい状況になるかもしれません。人々がすでに印刷媒体
の購入から、家庭で必要に応じて印刷することへと変化してい
るように、オフィス・ビジネス・アプリケーション（OBA）製
品には、雑誌に使用される高品質紙より明るい未来があるでし
ょう。包装や衛生製品の未来もまた、新興市場での成長の機会
により明るいものとなるでしょう。中国、インド、ブラジル、
そのほかの多くの人口を抱える発展途上国が、FPP産業にとって
今まで以上に重要な市場になるようです。

技術進展の影響は甚大です。印刷エレクトロニクスが可能にな
ったことからも分かるとおり、日用品はより付加価値の高い製
品に進化するでしょう。建築物や室内装飾への木材のさらなる
利用など、持続可能性への取り組みが、従来からある木材利用
の需要を高めるでしょう。バイオマスの熱・電力利用や、バイ
オ燃料・有機化学品への転換は成長分野ですが、一方でそれら
が互いに資源の競合を引き起こす可能性があります。

バリューチェーンはさらなる分解と統合を繰り返し、その進化
を遂げるでしょう。そして、新たな競合企業やパートナーシッ
プが出現するでしょう。それらに対応するためには柔軟性が重
要です。全てのFPP企業は明確な戦略と、原材料費・輸送費・エ
ネルギーコスト・炭素価格、そして変わりゆく需要の変化に対
して適応できる柔軟性を持ち合わせる必要があります。
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基本に立ち返り、そして戦略に目を
向ける
産業に多くの変化が起こるとき、基
本に立ち返ることを忘れがちです。
しかし貴社が、新たな市場の好機に
どう対応するかを考える前に、貴社
のビジネスの中核に注意を向ける必
要があります。全てのFPP企業は、中
核となるビジネスの収益を確保しな
ければなりません。さもなければ、
投資家は新たな事業を支持しないで
しょうし、その機会は他社のもとへ
と去ってしまうでしょう。

特に欧州では、製紙企業の合併が引
き続き極めて重要となります。そし
て新規参入企業と競合他社の急成長
を鑑みれば、既存のFPP企業にとって
他社との合併は、営業利益率を改善
させるためにもより一層重要になる
でしょう。私たちが2006年と2008
年に発行した「CEO Perspectives」で
これらについて論じています。

中核ビジネスの収益性が安定すれ
ば、より戦略的に考える時機となり
ます。ほぼ全てのFPP企業は、産業の
広範な変化に対処できるように、ビ
ジネスモデルを適応させる必要があ
ります。その過程は、この産業の長
期的な投資サイクルを考慮すると、
段階的なものとなるでしょう。そし
てあらゆるパートナーシップの可能
性を考える必要があります。研究開
発はさらに重要になるでしょう。成
功への道はただ1つではありません。
しかし、今後5～10年の間に、今後
20～30年先の会社の将来を決定づけ
る選択をすることになるでしょう。

資産を最大限に活用する

貴社の重要な資産とは何でしょう
か？もしその答えが、大量のバイオ
マス資源を所有すること、もしくは
利用する権利を持つことであるなら
ば、貴社は価値の低い木材や林地残
材からバイオエネルギーを供給する
機会を得るかもしれません。伐採時
にどれだけ多くの木材を運ぶことが
できるかを見出すには熟練と研究を
要します。

エネルギー用木材に対する大きな需
要は、森林管理に大きな変化をもた
らします。そしてそれは、間伐の頻
度を高めることも意味します。エネ
ルギー需要を満たすことが、丸太の
伐採や製材などのほかのプロセスか
らの残材に依存するようなものでは
ならないからです。ほかの産業から
参入してきた競合企業とは異なり、
多くの森林産業企業はそのような変
化を起こすために必要な経験とノウ
ハウを持っています。

もし貴社が、すでに小規模生産者と
安定した強いネットワークを持って
いるならば、大量かつ安定した資源
供給が必要な新規の生産施設へバイ
オマスを供給する「バイオマス収集
者」として機能することができるか
もしれません。同様のシステムはす
でにいくつかの市場で存在していま
す。たとえば、日本ではパルプ市場
に販売するための木材が集積されて
います。

もし貴社の答えが、特定の質の紙
や、最もコスト効率の良い包装を生
産することであるならば、従来から
の中核ビジネスにおいて卓越した製
品を作ることが、実現可能なビジネ
スモデルとなるかもしれません。も
し貴社が安価な日用品の生産者とし
て位置づけられているならば、製造
プロセスのイノベーションが重要に
なるでしょう。製品ラインナップが
減少している領域では、供給量を管
理することが重要です。それは市場
のシェアを守りそして高めること
で、縮小する需要に対して供給基盤
を十分に管理することを意味してい
ます。また新興市場に成長の機会が
あるかもしれません。もし貴社が付
加価値商品を扱うニッチな領域にい
るのであれば、製品のイノベーショ
ンと市場のトレンドに素早く対応す
ることが継続的な収益性の確保に役
立つでしょう。それは、新たな機械
の導入や既存設備の改造によって、
より柔軟にさまざまな質の紙が作れ
るように対応できるようになること
かもしれません。

需要の変化に対応するために効率を
改善する
もし貴社が大手木材製品企業である
ならば、需要パターンが急激に変化
する中で、最大の資産を特定するこ
とはより難しくなるかもしれませ
ん。本レポートではすでに、グリー
ンビルディングが主流になった際
の、建設業における木材需要の増加
の可能性について触れました。しか
し需要は一定の割合で増加するわけ
ではありません。集積材製品の販売
量はさらに増えるでしょう。高水準
の安定性が要求される用途では、十
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分な長さと幅をもつ天然木材の製材
が必要とされていたところでも、現
在では新たな工学技術と製造技術に
より直径の小さな材木の利用が可能
になっています。

長期的に見れば、需要の変化はどの
種類の木をどこで育てるかというこ
とに大きな変化をもたらすかもしれ
ません。ゆえに、貴社は製品構成を
見直し、サービスを通してさらなる
価値を製品に付加させる必要がある
かもしれません。

効率を改善するためにはそのほかの
変化も重要です。木材製品企業は
Continuous flow processing method
によって製造された規格品の製造に
集中することで、生産性を高める必
要があるでしょう。また大量生産に
よってコスト削減すること、大量輸
送により効率的な流通システムを持
つことも必要です。

これらの改善策は製紙企業や包装企
業にも適用できます。 

産業のルーツに帰る：
エネルギー利用
木材を燃やして熱を利用すること
は、最も古くそして最も一般的な木
材の利用法です。新規のバイオマス
発電施設やバイオ燃料精製施設は、
この最も基本的な木材資源の利用に
立ち返ったものです。私たちは、エ
ネルギーは木材資源の利用に回帰す
ると考えています。そしてFPP企業に
は、市場の変化に対応するためのさ
らなる対応が求められるでしょう。

もしパルプ工場を所有しているなら
ば、その工場は熱や電力を生産した
り、多目的なバイオリファイナリー

へ転換できる潜在的可能性を持って
いるでしょうか？その工場は、地域
のバイオ材料のハブとしてしかるべ
き場所に立地しているでしょうか？

既存のパルプ工場は、エネルギーを
生産するための工場として用途を変
えることができるかもしれません。
本レポートではすでにいくつかの
プロジェクトが現在進行中である
ことに言及しました。そしてすでに
北欧での事例があるように、自社所
有の発電所を望む企業が現れるでし
ょう。 

そしてそれは北欧以外でも起こって
います。米国のウェアーハウザー
は、シェブロンと設立した共同出資
会社キャッチライトを通して、バイ
オエネルギー増産の可能性を積極的
に模索しています。また林業の一部
として、炭素クレジットにより利益
を得る努力をしています。これは管
理している土地の生態系サービスか
ら利益を得ることであり、既存の資
産の価値の最大化を図るための好事
例の1つです。

エネルギー産業がFPP産業にどのよ
うな変化をもたらすかを理解する 
エネルギー生産者は、石炭や天然ガ
スと同様に5年、10年、もしくはさ
らに長期の契約で木質燃料を供給で
きるバイオマスサプライヤーを探し
ています。つまり彼らは確実な供給
を求めているということです。また
理想的には、エネルギー価格やエネ
ルギー用木材の先物契約価格と連動
する価格決定を望んでいます。その
ような市場メカニズムはまだ存在し
ていませんが、数年以内に現れるか
もしれません。これらの買い手側の
要求は、（たとえばプロジェクトフ
ァイナンスを通して）市場が燃料作
物に資金を供給しているところで顕
著に表れています。現在、再生可能
エネルギーへの莫大な投資が望まれ
ていることを鑑みれば、今後の行方

は市場の状況に大きく依存している
と考えられます。 

エネルギー生産のために必要な木材
の量を知ることは非常に重要です。
なぜならそれは契約で約束された供
給量と先を見通したリスクマネジメ
ントに基づくエネルギー市場によっ
て決められるバイオマス資源需要量
の基準値であるからです（そしてそ
こからバイオマス発電による発電量
も分かります）。

この発展シナリオの下では、FPP産
業全体にわたる広範な変化が可能で
あるように見えます。そしてその結
果、より長期の契約や一次木質資源
（Primary fiber）、二次木質資源
（ Secondary fiber）の異なるグレー
ドの国際的な木質資源取引の発展に
繋がるでしょう。つまりほかの国際
的なコモディティ取引と同じ道を辿
っていくことになります。
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貴社をイノベーション主導の
ビジネスへ

貴社が今後どの方向に向かおうと
も、製品、プロセス、市場などあら
ゆる側面においてイノベーションが
必要とされることは間違いありませ
ん。FPP産業に新たな競争をもたらす
であろう産業のうちのいくつかは、
伝統的に強いイノベーション力を持
っているかもしれません。たとえば
化学産業を見てみましょう。化学産
業は「科学的基礎に基づく産業」と
初めて呼ばれた産業であり、研究開
発が産業の収益性に多大な影響を与
えています。木質資源の新たな利用
方法の多くは、セルロースの化学成
分とその化学的処理に対する正しい
理解のもとに成り立つものです。化
学者にとって新たな材料を見つけ出
すことは得意とするものです。

イノベーションが盛んな企業との協
働は1つの選択肢ですが、また同時
に貴社自身がイノベーションを主導
する方法を考えることも必要です。
現在の研究の方向性を主要なトレン
ドに対してどのように描いています
か？有望な新製品をすでに持ってい
ますか？どのように研究に資金を供
給していますか？政府の助成プログ
ラム（たとえば再生可能エネルギー
の生産を増やすための助成プログラ
ムなど）を利用していますか？貴社
は年金基金のような新たな投資家を
呼び込む必要がありますか？

そして従業員を忘れてはいけませ
ん。彼らは変化やイノベーションを
管理するスキルを持っていますか？
貴社は十分な技術者を確保していま
すか？イノベーションの教育をし、
イノベーションに対する見返りを与
えるような適切な人事方針を持つな

ど、社内の構造を見直すことは有効
です。高い成長率が見込まれる新興
市場において、貴社の事業活動にこ
れらの問題はありませんか？
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結論

森林は何千年もの間、経済的価値の源泉であり続けていますが、現在の
木材製品や製紙産業による森林の支配は、その歴史を鑑みれば、比較的
新しいものです。

新たな木は数カ月では育たないことを考えると、FPP企業は必然的に長
期的視点を持っているといえます。長期的な視点で事業を計画すること
は、決して困難なことではありません。しかし今、FPP産業が急激な変化
を経験しているということには疑う余地がありません。

新規参入者は木材の新たな利用方法のための木材資源を必要としていま
す。そしてそれは、われわれが今見ている新たな利用方法だけではない
でしょう。従来からの用途が衰退するにつれて、創意工夫が新たな可能
性を投げかけ続けるでしょう。増え行く需要への対応は、収率の改善、
リサイクルの推進、より効率的な生産技術といった従来からのプロセス
の改善によってなされています。

しかし、新興国の経済成長や世界的な人口の増加によってもたらされる木材
需要の急増に対応するには、プロセスの改善だけでは不十分です。さらなる
植林が必要になるでしょう。加えて、産業全体の原材料を管理するための新
たな制度の確立も必要でしょうし、産業内自主的な協定も現れるでしょう。
これらには以下のようなものが含まれます。
• 産業内での国境を超えた協働 
• 産業と規制立案者とのより緊密なパートナーシップ
• 国際的な木材資源の取引
将来に対する柔軟性が重要になります。それは、需要の変化に柔軟に対応す
るための選択肢を持つことを意味しています。また、あらかじめさまざまな
将来シナリオに基づき事業をすることであり、不測の事態に備える対策を構
築することを意味しています。

私たちが話した企業の上級管理職は多くは、20年後の産業がどうなっている
かをよく描けていません。しかし、それが今日とは全く異なるものであろう
ということには全員が合意しています。私たちは、対話が不可欠であると信
じています。そして、このレポートが産業の将来、そして貴社の将来にかか
わるさらなる対話の一助となることを願ってやみません。
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Mark your calendar

PwC's 24th Annual Global Forest & Paper 
Industry Conference

Changing directions
Opportunities and outlook for people, products  
and markets

11 May, 2011

世界の森林・製紙パルプ・包装産業は、いくつかの困難な市
場の変化に直面しています。今こそが、ビジネスの方向性を
変え、戦略を改革する時です。

2011年5月11日の第24回PwC Annual Global Forest & 
Paper Industry Conferenceにご参加ください。CEO、上級
管理職、顧客、サプライヤー、政策立案者とPwCのリーダー
たちは、木材製品産業がどのようにビジネスの方向を変え、
それをどのようにあなたの会社の新たな機会と新しい価値
の源泉に変えるかを模索しています。

カンファレンスへのご登録もしくは詳しい情報については以
下をご覧ください。

www.pwc.com/forestconf11
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PwCの刊行物

CEO Perspectives: Viewpoints 
of CEOs in the forest, paper & 
packing industry worldwide 

（2010 edition）
C E O パ ー ス ペ ク テ ィ ブ 第 3 版 で
は、FPP産業の現状、現在直面してい
る主要課題、将来の方向性について
FPP産業の経営者33人の意見を取り
まとめています。この最新版ではFPP
産業が操業している世界各国の主要
な変化を取り上げています。また成
熟市場と新興市場に二分されている
現状に焦点を当てています。FPP産業
が将来の課題に対処するためには、
どのように産業を再形成すれば良い
のか？私たちの研究ではFPP産業に求
められる変化に着目し、4つの重要な
トレンド－ビジネスの基本的な権利
を獲得すること、コスト構造を改善
すること、木材の価値の最大化、産
業の将来を形成すること－について
詳述しています。 Forest, Paper and Packing 

Deals –Global deals activity 
in the forest, paper & packing 
industry (2009)

2010 edition due March 2011

本レポートではFPP産業における取引
についてレビューしており、取引の
傾向や個別の取引案件の背後にある
論理的根拠を調査しています。今年
度版では、財政的困窮が地域の取引
市場に与える影響を明らかにするた
めに、北米における事業の再構築を
考察しています。また、南米の高い
取引水準の背後に隠された理由や森
林地への投資、バイオパスウェイ、
持続可能な包装など産業内で取引に
かかわる企業にとって重要な問題を
取り上げています。

Forest, Paper and Packaging

Industrial Products
Forest, Paper and Packaging

Forest, paper and
packaging deals
Branching Out – 2009 Annual review

Global deal activity in the forest, paper and packaging industry

CEO Perspectives
Viewpoints of CEOs in the forest, paper  
& packaging industry worldwide

2010 Edition

pwc

Forest, paper & packaging

Forest, Paper & Packaging

Global Forest,  
Paper & Packaging 
Industry Survey
2010 Edition – Survey of 2009 Results

www.pwc.com/fpp
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Global Annual Forest, Paper 
& Packaging Industry survey - 
2010 edition

13回目を迎える今回の調査結果か
ら、主要企業に関する考察およびFPP
産業を決定づける課題と出来事の概
況について報告しています。また今
年の調査では、FPP産業における売上
高上位100社が公開している2009年
の財務情報をまとめています。



Outlook for Newspaper 
Publishing in the Digital Age 
（2009）
本レポートでは、新聞業界の見通し
を調査しています。現在、新聞産業
は発行部数と広告収入の減少に対し
て長期的かつ構造的な課題に取り組
んでいます。加えて、デジタル化へ
の対応、世界的な経済停滞への適応
にも取り組んでいます。PwCと世界
新聞協会（WAN）によるこの共同調
査では二つの重要な課題－ニュース
コンテンツに関する消費者行動の変
化、その変化に対する新聞社、広告
主、広告代理店、メディアバイヤー
の対応－に焦点を当てています。

 

Sustainable packaging: threat or 
opportunity? （2010） 

政府、メディア、顧客、消費者から
の絶えず続く圧力のもとで、包装産
業はどのように製品をより持続可能
なものにできるかを検討しなけれ
ばならないでしょう。過剰な生産能
力、製品価格の低下、高騰する原材
料費といった差し迫った問題に直面
する中、持続可能な包装製品が包装
産業の経営者にとって最大の関心事
になるのでしょうか？欧州の主要な
包装企業の経営者とのインタビュー
に基づいて、このレポートでは「持
続可能な包装」に関する主要な課題
と機会について概説しています。

Sustainable 
packaging: 
threat or 
opportunity?

Executive summary 02

Findings and recommendations 03

The role of packaging 04

Divided they fall? 05

Has packaging been unjustly focused 
on in the sustainability debate? 06

Spotlight on bio-plastics 08

Who is driving the agenda? 09

Implications and actions 13

Local infrastructure provisions 17

Conclusion and questions to consider 18

Contacts 19

Home Forward Print Quit

Turning the Page: The Future of 
eBooks （2010）
本レポートでは、米国、英国、オラ
ンダ、ドイツにおける電子書籍およ
び電子リーダー（電子書籍用端末機
器）の市場のトレンドと発展の状況
を調査し、今後世界中に広がるであ
ろう出版産業における主要な課題を
論じています。出版社、インターネ
ット書店、電子リーダー製造メーカ
ーは、書籍産業のデジタル化に大き
な期待を抱いています。そこで本レ
ポートでは、顧客が従来の紙媒体か
ら離れることを誘発するようなブレ
ークスルーを、次世代電子リーダー
が成しとげられるかどうかを問うて
います。

Entertainment & Media

Moving into multiple
business models*
Outlook for Newspaper Publishing in the Digital Age

*connectedthinking

www.pwc.com

Turning the Page
The Future of eBooks

Technology, Media & 
Telecommunications
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National REDD+ funding 
frameworks and achieving 
REDD+ readiness - findings from 
consultation  （2010）

コンサベーション・ファイナンス・
アライアンス（CFA）とPwCによる
本調査は、REDD＋に関する基金が、
対象となる被援助国でどのように管
理され支払われているかに関して詳
細な分析をした初めてのものです。
この調査では、気候変動枠組み条約
COP15で決まったファスト・スター
ト基金の展開における実質的な実行
能力、援助国と被援助国が直面して
いるガtンスの問題、そして援助国と
民間投資家の間の契約に関する長期
的な見通しに焦点を当てています。
また、被援助国にREDD+基金を奨励
するためにとるべき必要な各ステッ
プに対してのアドバイスも含まれて
います。

 PwC

 

 

 

 

Report for the Conservation Finance Alliance 

National REDD+ funding frameworks and 
achieving REDD+ readiness – findings from 
consultation 
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Life Cycle Assessment and Forest 
Products: A White Paper （2010）
企業活動や製品の持続可能性（環
境・社会・経済的側面）に注目する
ことは、製品やプロセスのライフサ
イクル全体での経済的、環境的、社
会的影響を考えることにつながりま
す。ライフ・サイクル・アセスメン
ト（LCA）は、持続可能性に関する
さまざまな目標の達成を後押しする
ための重要かつ効果的なツールとし
て使われています。

カナダ林産品協会（FPAC）とPwC
は、LCAに関する情報を提供するこ
とを目的に、木材製品業界がLCAを
どのように適用することができるか
に関心のある方々への参考資料とす
るべく、この白書を作成しました。
この白書は、すでにLCAに馴染みの
ある方々はもちろん、これからLCA
を学ばれる方々にも役に立つもので
あると考えています。
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