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　平成 23 年 2 月 25 日（金）日本印刷会館 2 階大会議室に
おいて平成 23 年冬期セミナー「『拡印刷！』アナログ・デ

ジタルの新たな可能性」が開催された．印刷会社，印刷関
連メーカーなどの方々 40 余名の参加をいただいた．
　開始にあたり，冬期セミナー小川主査（共同印刷（株））
より「このセミナーはプレス分野となっているが，業界は
厳しい状況が続き，技術的にも成熟していると言われて久
しい．デジタルをキーワードとしてデジタル印刷機の生産
機としての拡がり，電子書籍元年で新しい市場が生まれつ
つあること，一方印刷機の UV 関連技術，メンテナンス・
環境への配慮等が大きなウエイトを占めていると感じてい
る．今回は，単なる技術等の紹介ではなく，どのような目
的で導入し，どういう事業に展開しているかなど事例紹介
を主としたユーザー目線で構成した．ひとつふたつでもヒ
ント，参考になれば幸いである．」と挨拶があった．
　なお，今回から講演要旨がフルカラーとなり発表の画面
と共通化し，分かりやすい物となった．

Ⅰ部　デジタル技術の実践

　　　メーカー，ユーザーによる IJP の具体的な事例紹介

1．IJ デジタル印刷機による近未来の印刷工場

 （株）メディアテクノロジージャパン　平野利文氏
　印刷業界を取り巻く環境の変化として，減少傾向の続く
印刷業の統計から今後 10 年の予測とオンデマンド印刷の
伸張予測，さらに米国印刷会社の設備投資アンケートの結
果からデジタル印刷機の数量拡大に触れたが，この機器で
何をやるかが大切であると切り出し，近未来で行うデジタ
ル印刷機中心の工場での在りようを自社の IJ 印刷機タイ
プ別にプライベートショウの映像を使いながら描いた．
　IJ 印刷機の品質がアナログ機の品質に遜色が無いこと
を踏まえ，枚葉タイプは，印刷本紙が使えることから事例
として書籍出版，パッケージ業界等を挙げ市場規模の縮小

や小ロット化の中で利益を生む課題に対応するものとして
解説した．輪転タイプでは，バリアブル情報を扱う通販な
どをモデルにした情報の循環を構築した中で稼動する IJ
機を説明した．水性インキのため専用紙が基本であるが，
実際には新聞用紙，約款用紙等の薄紙等も使われていると
いう．UVIJ 大判プリンタでは，スクリーン，グラビア印
刷が担っていた分野への提案が含まれ多様な資材へのプリ
ントやカットやラミネートなどの加工技術を提案すること
で 3 D，看板，POP など印刷だけでは成り立たないものに
対応できる内製による事業領域の拡大等を説明した．
　IJ 印刷機を活用するには，周辺装置や活用方法のビジネ
スモデルなど新たな付加価値の創出の大切さが伝わった．
　従前から言われていることとも思うが，オフセット印刷
の単なる代替機ではない使い方の大切さを改めて学んだ．
2．UVIJ への期待，導入効果

 （株）セントラルプロフィックス　田畠義之氏
　UVIJ 大判プリンタユーザーによる講演であり，自社で
取り扱っている商品のスライド，実物を豊富に示しながら
事業の開始から現在までの状況を話された．
　大量複製の技術にアナログ印刷の元があると思うが，そ
の製版・印刷事業を核としていながら，1 点から作るサイ
ン・ディスプレイ事業に取り組んだ様子はとても興味深い
ものであった．この事業への参入理由として，縮小傾向の
印刷業への対応，自社に画像処理や CMS 技術があること
を挙げられたが，企画・設計・制作段階に絡められるとい
う，仕事におけるやりがいを求めたとも語られ，受注産業
からの転換の要素があったかと筆者は感じた．
　紹介された製品の一端に触れると，木板に 3 D ルータで
彫刻を施し IJ で印刷した半立体のヨットがあった．平面
の印刷物で仮想の 3 D を楽しむわけだが，現実に 15 mm
近い厚みのある奥行きにインパクトがあった．同様に商店
のロゴを発泡プラスチィック板に凹凸をつけ，アンティー
ク調の色彩を施したものなど興味は尽きなかった．UVIJ
機以外にカッティングマシン，3 D 彫刻機などおよそ印刷
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工場にはなかったものを設備し，差別化を図っていること
が説明された．
　想定外のこととして，UVIJ インキはシャドウ側の再現
が良好でヤレもない分コストも低く，B 倍判の交通ポス
ターの受注が伸びたこと，今後の伸張には，提案型営業展
開力の向上や川上市場の開拓に，より強い差別化が必要と
締めくくられた．
3．インクジェットプリンティングの印刷手法

　   　～ハイブリッド印刷の事例紹介

 （株）小松総合印刷　小松肇彦氏
 コダック（株）　畑　信男氏
　IJ プリントの技術が，1967 年に商品化されていること
に気付かされた．電子計算機の時代で出力装置のラインプ
リンタが大きな音を立てながら印字している様が浮かぶ．
現在もレジ等で複写紙にコトコトと請求書を打ち出してい
る場面に出くわすことがあるが，ここで説明されたコン
ティニュアス方式のインキジエットは，請求書の作成が大
きなマーケットであり，ランニングコストが低く高速で印
字ができるためという．現在は Stream Technology とな
り今回紹介されたオフセット枚葉印刷機とのハイブリッド
印刷に搭載されている．
　このタイプの IJ 機のマーケットについて，高付加価値
として学参物，欧米に見るローカル新聞等のバージョニン
グ印刷，大量印刷＋フルバリアブルとして月次の請求者や
利用明細書のドキュメントに取引情報とプロモーション
広告を組み合わせて印刷し郵送するトランスプロモ，そし
てオフセット印刷にバリアブル情報を追い刷りするハイブ
リッド印刷を DM でのアドレスやナンバリングなど利用
用途を含み説明された．この方式の現状について整理され
た話が聞けた．
　次いで畑氏の質問に答える形で，世界初の Ryobi ハイ
ブリッド印刷システムの菊半栽 LED-UV 印刷機＋モノク
ロ IJ 機の導入・運用状況を小松氏が答えられた．
　その内容をまとめると，従来から DM 中心に圧着はが
きの市場で 60 ％を占める事業をしていて，可変データの
部分に力をいれてきた．今まで，オフセット→電子写真に
よる可変印刷→ニス圧着→折機と行ってきたがロットの長
いものでは納期に困難が生じる．アテナ面だけでなく内側
でも可変の要求が増加してきた．ワンパスで処理するのが
理想と考え，LED-UV 機を導入すること，この性能に追
随でき電子写真方式の品質に劣らない IJ 機との組み合わ
せを提案し導入した．課題はとの質問に，導入して間がな
いがロットを含め従来方式との使分けはこれからのこと．
モノクロ可変でも DM の効果実績は上がっている．顧客

のデータベース作成を手伝いたい，現在請求書印刷のよう
な超大量データを処理する運用ソフトはあるが 5 ～ 10 万
ぐらいのデータ処理に誰もが使えるソフトが欲しい．新事
例にソフトが追いついていない，使う前段の準備としてこ
の開発を望まれているのですねと畑氏がフォローした．コ
ストについての質問には，ワンパスでの生産で時間として
3 ～ 4 分の 1 ででき全体でコストは下がるだろうと答えた．
従来の方法で可能であったものを，このシステムでいかよ
うに生産していくのかを考えながら答えられているのが伝
わってきた．

Ⅱ部　アナログ印刷におけるブラッシュアップ

4．印刷産業環境優良工場　経済産業大臣賞受賞

　   利益につながる「環境対応」

 （株）金羊社　高橋弘幸氏
　今回講演された高橋氏には，2 年前のセミナーで「業務
改善と印刷品質の管理手法」をテーマに今回受賞された工
場での生産での日々計画された活動の様をお聞きしてい
る．その内容が当然一部含まれていたが，改めて環境対応
から整理しての説明を聞き工場全体の整然とした考え方，
従業員の行動の在りようが本当によく伝わってきた．
　講演要旨の結論に，活動の基本は「5 S」と「見える化」
である．それにより改善が進む．改善により生まれた利益
を新たな環境対応の設備へ投資し，地球環境にやさしい工
場へ進化させたいとある．工場で使用する電力使用量削減
のプロジェクトでの現状把握のやり方と分析から空調の運
用改善を図った結果，電力使用量が減少した数値を効果推
移として語られたが，その「みえる化」の過程と結果を興
味深く聞けた．この取組みは，講演で特に触れられてはい
ないがカーボンフットプリント制度への取組みに通ずるこ
とと思った．
　品質の安定も人材の育成も結果として資材や電力の削減
= CO2 削減⇒利益の確保につながる考えを説明した．環境
ISO の実施方法に PDCA サイクルがあるが，ここでは「5 S」
委員が工場内を巡回し「チェックシート」により現状を把
握し，項目ごとに評価点を与えるなど到達度が分かること
で現状が「見える化」し改善提案が生まれ，また「見える
化」が進む様子が見て取れる．経営陣の意思と着実に社員
の方々が行動している結果が，受賞となるのだと感じた．
5．印刷機の日常管理，メンテナンス（第 2 報）

　   職場診断による実際の改善事例からの提案

 （株）小森コーポレーション　大塚　彰氏
　昨年に続いての講演であり，今回はインキ装置の管理を
ポイントにした．日ごろ印刷機械に取り組まれている方に
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は，豊富な事例から得られている解決策であり有益な内容
が説明された．
　印刷の重要管理ポイントとして，基本の確認を 4 つ挙げ
た．網点での色調再現に対しインキ膜厚は一定（標準濃度）
であること．通常管理する項目として，インキの厚みによ
る濃度とドットゲインが数値で管理できる．網点の大きさ
に関与する版－ブラン間印圧量．印刷濃度（べた）を決定
する要素として，インキと水の供給機構の調整整備での不
安定用要素をあげ，受講者側に印刷機管理の前提を示した．
　昨年の講演の振り返りで，給水部と印刷品質の関係につ
いて，過剰給水で起こることとして天地濃度の差異，画線
の太り，見当精度の不良，光沢の低下を示した．対策とし
て湿し水を清潔に保つことの事例で水交換後に半量の給水
でも汚れがなかったことを紹介し，給水ローラの清掃メン
テナンス，ニップの確認方法を解説した．
　インキ供給調整の要は，ツボキーを完全に閉めたときに
つぼローラに残るインキ量を，常に適正になるよう調整す
ることにあるとし，具体的に目視や計測器による方法を詳
述した．テキストには管理者に調整結果の提出を義務付け
てはとも提案している．また，ローラのニップについても
調整の重要さや観察によって分かること，ローラ目対策，
洗浄のことなど経験に裏づけされた具体的な説明がなされ
るなど，現場に持ち帰り即役立つ講演であった．

Ⅲ部　新たな技術による可能性の追求

6．ハイブリッド UV 印刷機ユーザー事例

 （株）恒陽社印刷所　福谷幸一氏
 （株）小森コーポレーション　中村裕一氏
　中村氏がハイブリッド UV について解説され，その後用
意された質問に福谷氏が答えられた．
　冬期セミナーでも 2 回にわたり LED-UV について講演
を聴いたが，今回は 2009 年 10 月に市場に投入された新た
な UV インキの乾燥システムの講演であった．特長の比較
の一つは，油性インキの乾燥時間から発生する，待ち時間
やそのためのスペース，パウダーによるトラブルなどが解
消できること．一方従来からの UV 印刷は，熱・オゾンの
発生への対策と費用，印刷物に残る臭気があるのは多くが
知るところである．この解決策として LED-UV が作られ
市場で使われたわけだと思うが，既存の技術の光源に工夫
がされオゾン発生領域の 250 nm 付近以下をカットしたオ
ゾンレス UV ランプが同様の効果を発揮していることが分
かった．LED-UV も 385 nm の紫外線により硬化するよう
専用のインキが用意されているが，このハイブリッド UV
でも専用インキが供給されている．

　特長として，装置のイニシャルコスト，ランプのライフ
コストの抑制，消費電力の低下，発熱の少なさ，厚紙印刷
への対応を挙げられ，CO2 排出の環境面でも従来 UV の 3
分の 1 と話された．
　ついで福谷氏が質問に答えた内容をまとめると，装置付
き菊全機の導入のきっかけは，乾燥のドライダウンへの対
策，パウダーなど環境面を考慮した結果である．パウダー
レスで工場はきれいになり，油性インキと変わらない品質，
パウダーによる品質トラブルはなくなった．納期で 1 日減
り，週末の急な仕事に対応できるようになった．現場の士
気が上がり，板取がない分品質に集中できるようになった．
従来ドライダウンによる刷直しも多かったが，現在はクリ
ヤーできている．採算面について，刷り料金は油性と同じ
であるが生産性が 120 ％となり採算ベースになっているこ
とと残業時間の縮減をあげられた．このように導入して良
いことが多い発言であったが，インキ・ブラン等の資材コ
ストの高さに対しては改善を望まれた．自社で印刷された
サンプルを会場に沢山回され対応されている仕事を解説さ
れながらの応答であった．
7．印刷会社向け電子出版ソフトについて

 （株）モリサワ　大澤叙夫氏
　印刷を主にしている当セミナーでは，やや異質のテーマ
かもしれない．電子書籍元年といわれているが，まだまだ
専用の端末を手にして情報を楽しんでいる方は多くはな
い．印刷関連業界に身をおいているものとしては，どのよ
うにデータが作られていくのかを理解しておくことも必要
なことである．
　出版市場規模の縮小傾向に比して，電子書籍の市場規模
の拡大，特に携帯・スマートフォン向けが伸びている状況
を話されたが現状のコンテンツは漫画，写真集が大半であ
るという．今まで作られてきた電子ブックのフォーマット
には，特定の端末のみに対応していて新規に出てきた機器
では読めないことも生じることがあるという．作成ソフト
に含まれるべきことの一つは，文字の読みやすさ，読んで
る人の好きな環境に合わせて文字の拡大や書体の変更など
ができる機能．ソフトを使ったときに紙の本以上に何か新
しいものが提供できる機能．ソフトウエアを簡単に憶え，
電子書籍を簡単に作れるか一般に電子書籍の作成時間は短
いので重要なことだと説明した．
　現在，電子書籍の販売の場を提供している印刷会社の
ケースや，出版社での利用状況，作ったデータをどのよう
に売り場に出すか，メディアの進化への対応が必要など，
実際のソフトの機能を紹介しながら，ソフトが要求されて
いる市場，環境についてお話いただいた．


