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ファンシーペーパーの魅力とは何でしょうか。

それは色と柄の豊富さです。
視覚的にも、触覚的にも、強い印象を与えることができる。
それがファンシーペーパーの特徴なのです。
あざやかな色合いと、たしかな手触りを感じさせてくれる多くの逸品。
今回の展示では、3000 を超えるラインナップの中から、
およそ 300 種類をご紹介します。
いま、自信をもってお見せします。
先人たちが生み出してきた大いなる遺産を。
色と柄の織りなす、めくるめく饗宴を、どうぞお楽しみください。

OPL Colorful SERIES

単色の中にも、さまざまな色味や風合いがある。
それをお伝えするためのツールが 〈OPL Colorful〉シリーズです。
誕生のきっかけは、現場の職人がつぶやいた言葉。
「ひと口に “黒” と言っても、実際は繊細なバリエーションがあるんですよね」
一方で、ユーザーの方々からは、こんな声も聞こえてきました。
「色で検索できる見本帳があればいいのに……」
私たちは考えました。
ファンシーペーパーの体系を、新しい視点で “再構築” しようと。
その答えは、“銘柄” ではなく “色” で整理すること、でした。
ブラックに始まり、最新のオレンジまで、全 12 色の見本帳。

そして――。

3 年越しの企画が、ついに完結しました。
今回、ご紹介しているおよそ 300 種類のファンシーペーパーは、

私たちは、さらにその先へと進みます。

この 12 冊の見本帳に、すべて収められています。

これまで築いてきた “歴史” を足がかりに、

もう、お気づきですよね？ 色別にまとめることで、

ファンシーペーパーの “未来” を切り拓いていきたいのです。
さりげなく、しかし確実に、一歩前へと踏み出したい。
新しい発想から誕生した独自の試みにもご注目ください。

いままでとはまったく異なる見え方が浮かび上がってきたのです。
これは私たちメーカーにとってもうれしい驚きでした。
この機会に、ファンシーペーパーの魅力を “再発見” していただければ幸いです。

日々のニュースを伝えるメディアとして、いまなお、多くの人々に読まれている新聞。
そのための用紙を提供し続けてきたのが、

苫小牧工場
です。
生産規模は世界有数。

新聞というメディアの “伝える力” を支えているのが新聞用紙。
その知られざる秘密をご紹介します。
◉印刷工場に何度も足を運びます。

◉新聞用紙は 100 種類以上もあります。

万が一、トラブルが発生すると、日々の発行に影響が出てしま

地方紙含め、取引している印刷工場は、日本全国に 100 カ所

います。ですから、印刷工場との連携は欠かせません。大切に

以上。どの新聞用紙も同じだと思われがちですが、実は印刷

しているのは、やはり “人” との関係。何度も現場に足を運び、

工場に合わせて、細かな調整を行っています。印刷機の特性や

印刷工場の人たちと協力しながら、品質向上に努めています。

クセに応じて、新聞用紙をカスタマイズしているのです。

現在では 1 日あたり 1300 万世帯分の用紙を製造しています。
こうした実績を足がかりに、苫小牧工場では新たなチャレンジを行っています。

◉事業本部が一体となって対応します。

◉日々、技術開発を行っています。

バリエーション豊かなパルプと、新聞用紙の生産で培った技術を活用した、

技術的な課題を解決するのはもちろん、生産管理やデリバリー

高速で回転する印刷機に対応できる強度、印刷面が裏抜けし

オリジナリティ溢れる新しい紙を次々に送り出しているのです。

と密に連絡を取らないと、作業が滞ってしまいます。何があって

ない不透明度、カラー紙面を含めたクリアな仕上がり。これら

今回の展示では、地域に根ざした歴史や紙づくりの原点とも言える工程とあわせて、

も迅速に対応し、「明日の納入は必ずやりとげる！」という使命

の条件を満たすべく、日々、技術開発を行っています。近年は

感と、それを実現できる体制で臨んでいます。

軽量化も進み、〈超軽量新聞用紙〉が主流となっています。

未来へのステップをご紹介します。

紙づくりは、木からパルプをつくり、そして紙に
仕上げるまで、多くの電力を必要とします。その
ため、ほとんどの製紙工場には発電設備があり、
自ら電力を賄う努力を積み重ねてきました。な
かでも、苫小牧工場は支笏湖の豊富な水を利
用した水力発電所を持っているのが大きな強み
です。水力と火力を合わせて、自家発電率は、
実に 70% 以 上。GP の生 産を始め、 苫 小 牧
工場でしかできない紙づくりを、力強く支えてい
るのです。工場建設の前に、水力発電所をつ
くったという壮大な歴史が、いまや貴重な財産
となっています。

苫小牧工場では、次へのステップとして、新聞
用紙の生産で培った技術を、新たな分野でも
展開中です。最大の武器は、新聞用紙で用い
られるパルプ。なかでも、丸太からつくる GP
と呼ばれるパルプには、大きな自信を持ってい
ます。その生産においては、国内では並ぶもの

水力発電を支えるのは、文字どおり “水”。苫

がないほど、設備が整っているのです。GP を

小牧工場は、工場から 15km ほど北方に位置

使った紙は、軽くて、裏抜けが少なく、風合

する支笏湖の水利権を持ち、水位管理を担うと

い豊かな表情に仕上がります。“OK アドニスラ

ともに、水力発電所でつくった電力を、工場設

フ・シリーズ”、“OK （T） バルーニー”、“OK

備の他、湖畔の温泉街にも供給し続けています。

サテンバルーニー” など、誰にも真似できない、

発電に利用された後、放流された大量の水は、

個性的な紙が続々と誕生しています。

千歳川の清らかな流れをつくり出すことになります。

「製材と紙づくりの切っても切れない関係」

キクちゃん

どんなに丁寧に取っても、半分は「端材」
になって利用価値がないの。そこで、端材
をチップ化して、紙の原料に使いだしたの
よね。もともと欧米の製材メーカーで始まっ

キクちゃん

国際森林年企画の第 2 弾。ベールに包ま

シロクくん

ないなぁ…。

れた森林、林業について、もっともっと掘
り下げていくわよ！

シロクくん

出てくるんだから、そこに原料としての価値

前回は、製紙メーカーと森林の関係につ

タシたちは、製材工場に取材に行ってきま

を見出したわけだね。

いて調べたね。王子製紙は、日本の民間

した！

企業最大、国内外合わせて 43 万 ha も

2011 年は国連が定めた国際森林年です。
目的は、「世界中の森林の持続可能な経営・保全の重要性に対する認識を高めること」。

の社有林を持っているんだ。
キクちゃん

我が国においても、林野庁が中心となり、多くの活動が予定されています。

森林・林業の再生。

キクちゃん

紙を製造するための大本は何でしょうか。

近年は、国土や生活環境の保全、水源の涵養など、
さまざまな期待が寄せられています。
なぜ、わたしたちは、自ら森林を所有・管理しているのか。

紙づくりの源流にさかのぼり、もう一度、林業を 「産業」として見つめ直すことが、
森林資源に関わるメーカーの努めだと考えています。

は、近くにある苫小牧工場に送られて、や
がて紙になる。

紙メーカーが森林を持ってるのは意味があ

マツなどの間伐材を中心に、丸太から柱

るのよね。

や板に加工しています。

シロクくん

製材と紙づくりって、切っても切れない関

詳しい内容は、ロマンチック保存装置 #18

シロクくん

森林の成長具合によって、木の太さはい
ろいろ。柱や板が取れるものは「製材用

キクちゃん

森林、木を育てる大変な作業、製材、そ

丸太」、細すぎたり、中身が空洞だったり

して「紙」。製紙工場のチップの山にたど

でもね、森林から出てきた木がすべて、いき

するのは「パルプ材用丸太」と、区分け

りつくまでには、長〜い道のりがあるのよ。

なり紙の原料になるわけじゃないらしいのよ。

されてるんだって。

えーっ、なんだってー！！ 森林と製紙工場

キクちゃん

ボク、森林を見る目が変わってきたよ。今

この工場に入ってくるのは「製材用丸太」

からでも遅くないから、紙に携わる人たち

の方。

は、森林のことや林業のことを、しっかり
学んでいって欲しいよ。

キクちゃん

だって、木材と言われて、普通の人は紙

シロクくん

機械を使って様々なサイズに切り出されて
いくんだね。

を思い浮かべないでしょ（笑）？

キクちゃん

環境という側面だけが注目されがちだけど、
やっぱり林業というのは産業なのよね。い

シロクくん

たしかに、それってマニアだよね（ 笑 ）。

キクちゃん

そうだなぁ…、家とか家具とかかなぁ？
キクちゃん

それが、事業とどう結びつき、社会とどう関係しているのか。

製紙業の母体、林業。

小牧市にある製材メーカーの（株）ヨシ
ダさん。道内のトドマツ、エゾマツ、カラ

の間に誰かが関わっているってこと？？

その広さは、日本の民間企業では最大。
製材用原木の育成や、製紙用原料の確保を大きな柱にしつつ、

ク 2 台分のチップが出るそうよ。そのチップ

シロクくん
シロクくん

王子製紙グループも日本国内に 19 万ヘクタール、
海外に 24 万ヘクタールもの社有林を保有しています。

取材した製材工場からも、毎日、大型トラッ

取材にご協力いただいたのは、北海道苫

紙のメイン原料の 1 つが木材だから、製

「STAND！！」をご覧ください！

「美しい森林づくり推進国民運動」の展開。

そう、広大な森林資源です。

キクちゃん
キクちゃん

係なんだね。知らなかったー。
シロクくん

途上国の森林保全に対する理解の促進……等々。

木の繊維としては同じ、しかも半分以上も

百聞は一見にしかずよ。突然ですが、ワ

キクちゃん
シロクくん

たシステムなんだって。

製材って…。言葉だけで、実際はよく知ら

い い 感じ。 丸 太 から柱や 板を 取るのが、

シロクくん

無駄が出ないよう丸太ごとに設定を変え、

ろんな人が大切に生産したものを、余すこ

製品へ仕上げていくの。

となく使い切る合理性が、素晴らしい！

でも待って。丸い丸太から四角い柱や板

シロクくん

製材工場では、チップ以外にもおがくずや

木 材 利 用の最 大の目的ね。 木を植えて、

に切っていくってことは、結構使えないとこ

木の皮が出るんだけど、それも燃料なんか

育てるのも、立派な柱や板を取れるような、

ろが出ちゃいそうだね。

に使うんだ！

太い木を作るためなのよ。
キクちゃん
シロクくん

太い木ほど価値が高いってことだね。

キクちゃん

その通り。森林から出てきた木の大半は、

そこが重要なポイントなの！ 丸太 1 本か
ないの。

まず製材工場に運ばれるのです。

キクちゃん

こんなよく出来たシステム、なかなかないわ。

シロクくん

じゃあ次回は、その “よく出来たシステム”

ら製品になるのって、実は 50% にも満た
の中で、まだ調べてないところに、スポット
シロクくん

うぇーっ！！！ 半分以上がゴミってこと？？

を当てていこう！

この用紙は、
「OKサテンバルーニー A判Y目 49.5kg」を使用しています。

