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　平成 23 年 10 月 4 日（火）に，（一社）日本印刷学会グ
ラビア研究会の平成 23 年度第 8 回研究例会が，日本印刷
会館大会議室において開催された．
　「環境とユーザーのために，グラビア印刷はどのように発

展していくか」をテーマとして，5 名の講師を迎えての講
演会であった．2 年に 1 回行われているこの研究例会には，
97 名の一般参加者があり，グラビア研究会と講演テーマ
への高い関心を伺うことができた（写真 1）．

1.　 食品包装材料の衛生安全性 ─何を，如何に規制するの

か─

　日本包装専士会会長の西秀樹氏からは，食品の安全と密
接に関係している，食品包装材料に使用される化学物質の
種類およびその規制の枠組み並びに安全基準設定の基本的
な考え方が解説された．また，EU およびアジア諸国の法
規制整備の現状が紹介された．
　近年，食品包装は高機能化が進展しており，多くの包装
に接着剤およびインキが使用されている．一方，日本の食
品包装の規格基準は，器具および容器包装については食品
衛生法，原材料については業界の自主基準によって定めら
れているが，輸入品の原材料については殆ど適合性が不明

となっているのが現状である．
　化学物質のリスク評価の基本的な考え方は，すべての物
質は有害であるとの基本原則に立ち，人間が摂取しても問
題のない量を動物実験によって求め，摂取量がこれを超え
ないように管理するものである．化学物質の規制方法と
しては，ポジティブリスト（PL）およびネガティブリス
ト（NL）の二つの考え方があり，PL は審査の結果安全で
あると確認された物質の使用だけを許可し，NL は明らか
に有害である物質の使用を規制するものである．リスク管
理の基本は PL であり，動物実験に多大なコストをかけて
登録している．食品包装材料の業界自主基準でも，樹脂に
ついてはそのほとんどが PL 化されているのに対し，ラミ
ネート用接着剤，印刷インキ，紙等の原材料については依
然として NL のままである．
　これに対して，EU およびアジア諸国の食品包装材料に
関する法規制の現状が紹介された．EU では 2009 年から
樹脂の PL が法律化され，インキ，接着剤等の PL 化も計
画されている．EUの規制は27か国に適用されることから，
今後一つの世界標準となりうるものとして注目される．ま
た，中国，韓国，タイおよびベトナムでも次々と食品衛生
関連法規が制定されつつあり，特に中国は経済成長が著し
いことから，ASEAN 諸国への影響が考えられる．しかし，
法規制は進展しているものの，肝心の企業の遵守度につい
ては疑問が残る．
　最後にまとめとして，日本の食品包装の法規制は，全体
の管理基準としては欧米と同水準であるが，業界の自主規
制に頼る部分が大きい独自の方式であると再確認された．
特に，輸入業者の多くが業界会員でないため，輸入原材料
が殆ど独自規制対象外である点が問題であり，企業として
は現状を把握したうえで自主的な品質保証が必要であると
の考えが示された．
2.　食品包装材料の環境配慮について

　味の素（株）で食品包装材の 3R を担当している松嶋健
治氏からは，食品包装材の環境対応と商品性への影響，味

写真 1　講演会場風景
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の素独自の環境基準およびカーボンフットプリントへの対
応および現在の容器リサイクルプロセスの問題点について
講演された．
　包装の機能は，内容物の保護，取り扱いやすさ，商品情
報の提供等と多岐にわたっており，内容物を消費すること
で包装の役目も終わることから，包装は商品そのものとい
うことができる．包装の宿命として，小分け，調理機能等
の付加価値を高めるほど包装材も増加するが，環境配慮と
して容器包装材の減量を進めるに当たっては，保存性の悪
化，ピンホール，外装のしわ等が発生し，生産性，商品性
への影響が避けられない．容器包装の環境配慮の推進にあ
たっては，商品性を確保しつつ進める必要がある．
　味の素（株）では，業界でもいち早く容器包装における
環境への取り組みを開始し，商品の環境負荷評価，容器
包装の材質表示，CO2 排出量計算を行い，2010 年には独
自の環境ラベル「味なエコ」マークを商品に表示してい
る．容器包装の環境配慮については，容器の小型化，リサ
イクル性等，多面的に評価を行っている．また，容器包装
の資源採掘からリサイクルに至るまでの CO2 排出量を算
出し，カーボンフットプリントへの独自の対応を図ってい
る．CO2 排出量評価の例として，一升瓶から複合素材パッ
ケージへの変更で，内容量 1 kg あたりの容器 CO2 排出量
は 91 % 減となる．しかし，複合素材にはリサイクルが難
しいという問題がある．
　現在の日本の容器リサイクルプロセスでは，自治体が分
別回収した資源ごみがリサイクル業者に輸送され，選別が
行われたうえでリサイクル工程に送られる．必要なコスト
は，収集の義務を負う自治体が，リサイクルの義務を負う
企業の数倍から 10 倍と，自治体の負担が非常に大きい構
造となっている．プラスチックリサイクルの課題としては，
包装容器のリデュースが進んだ結果複合素材化が進み，リ
サイクル品の品質低下，処理費用の高騰，残渣の発生といっ
た新たな問題があり，複合材料が多い食品容器では大きな
問題となっている．プラスチックのリサイクルでは，容器
製造事業者，消費者，自治体およびリサイクル業者を含め
て全体最適を目指したリサイクルシステムが求められてい
る．
　最後に，味の素（株）は食品メーカとしての経済的，社
会的および遵法責任を果たし，環境配慮活動を通して顧客
価値の向上を目指していくとまとめられた．

　グラビア研究会では，講演に纏わる展示にも力を入れて
いて，過去 1 年間の講演要旨を講演会場後方の展示スペー
スで見ることができた．また，当日の講演に関する資料の

展示では，講師の方が直接説明をされていて，名刺交換し
ながら，個別の質問にも対応していただける工夫がなされ
ていた．休憩時間および講演後の時間は貴重な時間で，展
示内容が豊富なだけにもう少し資料部数を取揃えたり，ス
ペース的にも，時間的にもゆとりが欲しいと感じられた（写

真 2）．

3.　グラビア印刷における静電気現象と対策のポイント

　静電気対策のコンサルティング等を行うプロマティック
（株）の福島和宏氏からは，軟包装材印刷を行う際に問題
となりうる静電気の概要および帯電現象の基礎並びに静電
気対策として除電器の基礎と使い方および静電気の管理方
法が解説された．
　静電気の存在は古代ギリシャ時代から知られていたが，
その存在は肉眼には見えず，電磁気的な動きもないことか
ら観察および計測が難しく，現在に至ってもその管理は困
難である．静電気は，接触帯電および剥離帯電と呼ばれる
現象によって発生する．接触帯電とは，二つの物質の接触
によって物質表面の電子が移動する現象によって発生す
る．剥離帯電は，接触帯電した物質を引き剥がす際に起こ
る静電気放電によって発生し，放電箇所には接触帯電と逆
極性の電荷が過剰に付着する．プロマティック社では，帯
電トナーを利用することでこれらの静電気分布の可視化を
行っている．
　軟包装材印刷工程においては，フィルムの繰出し部，コ
ロナ処理部および巻取り部において静電気が発生しやす
い．いずれも，フィルムの剥離およびロールとの接触時に
発生し，接触面が不均一な点に電荷が蓄積しやすい特徴が
ある．また，静電気対策として使用される除電器に起因す
る静電気も存在する．フィルム搬送速度が高速になる場合，
除電器の針先に異常がある場合に独特のパターンの帯電発
生もみられる．
　除電器の種類には，交流式コロナ除電器，パルス式コロ

写真 2　資料の展示風景
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ナ除電器，エアブロー型除電器，自己放電式除電器等があ
る．それぞれの特性に合せた使用方法が必要であり，十分
な除電効果が得られない場合に除電器の駆動電圧を上げた
り，フィルムとの距離を近づけたりするのは効果的でない
ことが多い．重要なのは帯電状態を把握し，帯電パターン
に合せた除電器の配置を行うことで，場合によっては除電
器の数を増やす，自己放電式除電器を活用するといった対
策が必要となる．除電器の効果的な使用方法の基本は，帯
電した直後に，帯電した面に対して，適切な除電器を用い
ることである．
　引火性液体への着火が原因となる件数が最も多い静電気
火災への対策としては，溶剤蒸気等の可燃性物質の濃度お
よび工程で発生する放電エネルギーを把握し，着火限界以
下に管理する必要がある．
　最後に，静電気対策ではその帯電パターンおよび分布の
解析を行い，設備およびプロセス全体から発生原因を特定
し，対策を行うことが必要である．また，室温および相対
湿度の管理，専任担当者による管理が有効であるとしてま
とめられた．
4.　 軟包装グラビアにおける CMS の必要性と特色を含む

運用について

　（株）きもとでシステムサポートを行っている今村久美
子氏からは，カラーマネジメントを運用するために必要な
条件および，導入によって得られるメリットが解説され，
さらにカラープルーフと生産機のカラーマッチングを有効
に行うためのソフトウェアが紹介された．
　印刷工程での色再現のトラブルの原因は，営業，デザイ
ンおよび生産の各工程で色に対する認識が異なることであ
る場合が多いが，カラーマネジメントを導入することに
よって，色に対する共通認識が芽生え，クオリティの高
い製品作りへの意識付けが行われる．カラーマネジメント
とは，入力から出力までの多様な機器で扱う色を共通の色
空間上で一致するよう管理することである．カラーマネジ
メントの評価は，人間の目による見た目を再現した L*a*b*
色空間で行われ，人の目にわずかな違いと感じられる色差
Δ E3 を目標とする．自社で再現可能な色範囲を把握する
ためには，定期的にテストチャートを印刷し，分光光度計
による測定によって基準値との比較を行う数値管理が必要
である．
　カラーマネジメントの運用に当たっては，各デバイスの
出力を測定して ICC プロファイルを作成し，すべての機
器に設定することが必要である．ICC プロファイルの役割
は，各デバイス上で，実機が印刷する基準印刷色をシミュ
レーションすることにあり，印刷会社ごとに異なるプロ

ファイルが存在し得る．また，特色を含む印刷物の場合，
特色の出力に合せた ICC プロファイルの作成が必要とな
るが，市販のパッケージソフトを利用することで，特色へ
の対応が容易となる．
　プルーフ出力のカラーマッチングでは，ICC プロファイ
ルの運用だけでマッチング精度を維持することが難しい．
そこで，カラーチューナというソフトウェアでは，各出力
の測定から色変換テーブルを作成し，データファイルの色
情報に補正を加えることで自動的にカラーマッチングを行
うことを可能としている．このソフトウェアでは，サンプ
ル，プルーフおよび印刷機のすべての工程を通じてカラー
マッチングが可能となる．
　最後に，カラーマネジメントにはクライアントおよび社
内工程での色伝達のルール作り並びに会社全体での取り組
みおよびコミュニケーションが重要であり，取り組みの結
果としてクオリティの高い製品作りが可能になるとしてま
とめられた．
5.　 グラビア印刷機とオンデマンド・デジタルプレスの共

存利用

　日本アグフア・ゲバルト（株）の花摘孝明氏からは，軟
包装材印刷分野における小ロット・多品種化に対応したデ
ジタル印刷機の UV インクジェット技術および導入例の紹
介が行われた．
　アグフア・ゲバルト社はベルギーに本社を置く国際企業
で，オフセット印刷向け材料・機器を中心とするグラフィッ
ク製品の開発・製造・販売を主要事業としている．グラ
フィック業界では，近年 CTP を始めとして急速にデジタ
ル化しており，アグフア・ゲバルト社も CTP の他，UV
インクジェット・オンデマンド・デジタル印刷機の製造を
行っている．
　包装印刷製品の市場動向によれば，製品ライフサイクル
の立ち上がりと衰退期には印刷ボリュームが小さく，小
ロット印刷が有利となる．デジタル印刷の強みとしては，
入稿されたデータをダイレクトに出力（印刷）できる点で，
製版工程が省略できる．つまり，製版費用が発生しないこ
とから小ロットでも大ロットでも単価が一定で，大ロット
を得意とするグラビア印刷機の補完的役割を担える．
　国内の印刷産業全体の売り上げは減少傾向であるが，包
装印刷分野は堅調である．しかし，包装印刷に関する顧客
からの要望は，在庫の減少，小ロット多品種化への対応，
環境対応等がある．印刷会社としては，リードタイムの減
少，データベースを利用した可変情報の付与等，デジタル
印刷ならではの新たな特長が望まれている．これらの分野
はデジタル印刷機の得意とするところである．また，デジ
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タル印刷機としては，電子写真よりもインクジェット方式
の伸びが大きい．
　アグフア・ゲバルト社の製造するシングルパスの UV イ
ンクジェット印刷機は，32 m 毎分の印刷速度を持ち，軟
包装材，紙，シール，POP 等幅広い用途に使用可能である．
また，フレキソ印刷機とのコンビネーション印刷機とする
ことが可能で，インクジェット部の前後にコロナ処理機，
フレキソ印刷，コンバータユニットを搭載し，1 回通しで
コンバーティングを完了する構成も可能である．UV イン
キは受理層のない基材に対しても印刷可能で，揮発成分を
含まないことから環境対策としても有効である．
　導入例として，小ロット対応として導入し，主に 5000 m
以下の仕事に使用している例，従来グラビア印刷で対応し
た仕事に使用し最小ロット 100 枚からの受注を行っている
例，スクリーン印刷の代替として，版面保管の手間および
再版時の色合せが不要となった例などが紹介された．
　改めて，デジタル印刷技術との向き合い方について，何
がデジタル化のハードルなのか考えさせられる講演であっ
た．

　以上のように，講演件数としては決して多くはなかった
ものの，法令，環境対応，工程管理での問題解決，小ロッ
ト多品種対応の装置といった幅広い分野から講演が行わ

れ，非常に聴きごたえのある講演会という印象であった．
グラビア印刷とは異なる分野の印刷に従事している私のよ
うな人間にも，グラビア印刷の現在の問題点が理解される
内容であり，講演プログラムがよく整理されていると感じ
られた．特に，化学物質のリスク評価や静電気の問題につ
いては，勉強する機会も少ないことから大変貴重な機会と
なった．運営面では講演に熱が入るあまり，時間の制限か
ら講演後の質疑応答が十分に行われなかった点だけが残
念に思われた（写真 3）．このような多彩かつタイムリー
な講演を企画していただいたグラビア研究会事務局の慧眼
に，敬意を表したい．

写真 3　講師の方と座長の質疑応答


