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　平成 29年 11 月 22 日（水）に日本印刷会館会議室に於
いて，（一社）日本印刷学会技術委員会 P & I 研究会・グラ
ビア研究会・フレキソ研究会共催によるシンポジウムが「軟
包材印刷の現状と将来展望」と題し開催された．今回は 7
名の講師をお招きし幅広い内容でご講演頂いた．多様な視点
から最近の軟包材印刷の動向に関して確認できる内容であ
り，共催シンポジウムという事で，製版・印刷・メーカーの
多くの参加者が熱心に聴講した．
1．パッケージ市場動向とフレキソ印刷の展望
 （株）TSI プランニング　高本審一郎　氏
　欧州印刷市場の分析による現状を
考察し，フレキソ印刷が日本に及ぼ
す本質的な事象を提示し，フレキソ
印刷が今後担うであろう役割と可能
性について，具体的事例と共に説明
頂いた（写真1）．
　日本における印刷産業出荷額は平
成バブルの 1990 年から比較する
とマイナス 40％弱の市場規模と
なっており，その中でも 2000 年頃から電子媒体の急激な
普及によりオフセット市場は縮小しているが，グラビアを中
心とした軟包材における印刷産業出荷額は変動が少ない．
　EUの印刷別市場占有率に目を向けると軟包材市場では印
刷の主軸がパッケージであるフレキソはグラビアの 2倍以
上となっている．水性の活用による環境負担軽減の印刷対応
力があり，印刷製造コストが相対的に低い．それに加えて近
年のフレキソ印刷品質の向上が今後のフレキソ印刷の持続的
成長要因として考えられる．
　印刷品質の向上という面では，第 2次の製版技術の改革
が大きな影響を与え，フラットトップドット，表面のパター
ンニング処理，ハイライト部のサポートドットなどでムラの
少ないベタ再現やつぶれの少ない抜き文字の再現が可能とな
り，デザインの再現性が向上している．
　フレキソ印刷機の導入事例などから見える大きな特徴とし
て，オフセット印刷企業のフレキソ印刷機の導入事例が多く
あり軟包材のフレキシブルパッケージのシェアが日本でも増
えていく可能性が大いにある印象を受けた．その中で今後は
環境問題に取り組むフレキシブルパッケージが鍵であると感

じた． （佐野晴樹）
2． フレキソ印刷の基礎と軟包材向けのフレキソ印刷の
課題と最新技術

 富士フィルム（株）　田中裕二　氏
　フレキソ印刷の基礎（印刷方式）
を説明頂いた上で，フレキソ印刷最
新技術を課題を踏まえ説明頂いた
（写真2）．
　日本国内では軟包材の印刷方式と
してはグラビア印刷が主流である．
しかし溶剤インキを使用しているこ
とが課題となっているケースが多
い．例えば溶剤（VOC）成分排出
削減の為の溶剤回収，燃焼装置が必要となっている事．また
印刷オペレータの作業環境等が挙げられる．
　現在は徐々に水性フレキソが軟包材に取り入れられている
中で，グラビアとの再現性の差異を縮める為の技術的な課題
解決実験結果を説明された．
　軟包材水性フレキソ印刷の現状と課題としてインキの転移
性，ハイライトの再現性（ボケ足），網カラミ（汚れ），乾燥
性（ブロッキング）等が挙げられる．
　インキの転移性については原紙によりベタ濃度やレベリン
グに違いが生じる．特にOPPへの転移は悪い．対策として
コロナ処理を行い PET同等の濡れ性にする事は可能．また
フィルム×水性インキではベタ部（100％）よりシャドー部
（95％）の方が濃度が高くなる現象等もあり課題である．
　ハイライトの転移性について，フレキソは凸版である為に
深度管理等ができずグラビアに比べ濃度が濃く出る．これに
ついては印圧設定管理や，間引きスクリーンなどが有効であ
る．
　またラウンドトップドットの作成によりハイライトのムラ
が少なくなるなど技術革新の真っ只中である．
　今後更に技術革新が進む事で国内外ともに水性フレキソの
採用事例や商権の増加が期待できると感じた． （佐野晴樹）
3． デジタル印刷時代の実現に向かうインクジェット技
術の現状と課題

 （株）ミマキエンジニアリング　大西　勝　氏
　デジタル印刷の実現に向けたインクジェット技術の現状と
課題について講演を頂いた．印刷分野におけるインクジェッ
トは，グラビア・フレキソに比べまだ規模的には小さいが，

2017年度 P & I・グラビア・フレキソ研究会共催シンポジウム印象記

佐　野　晴　樹*・宮　坂　典　郎**・喜　　　直　信**・田　口　貴　雄***

Haruki SANO*, Norio MIYASAKA**, Naonobu YOSHI** and Takao TAGUCHI***

印　象　記

* ナベプロセス（株），**大日本印刷（株）
***（株）トッパン

写真1　高本氏

写真2　田中氏



　印　象　記　

今後の拡大に向け技術的課題への取
組が行われている．インクジェット
の課題としては，大きく色再現性，
高精細化などの印刷品質と，印刷速
度の課題を上げられていた．またそ
の他の必要な技術として両面印刷や
特色や原反種の対応をあげられてい
た．高精細化にはノズル径を小さく
していく必要があるが，空気抵抗の
影響などの影響もあり，安定した吐出を確保するにはインキ
の粘度と顔料粒径に制約があり，濃度が出ないことが課題と
なっている．既存グラビアの代替と考えた場合，濃度の問題
は隠蔽性にも関わり，紹介にあった圧力・帯電などの技術に
よる解決に向けて期待したいと感じた．印刷速度について
は，デジタル印刷の方式による速度，設備コストについて述
べられたが，現状のグラビアを置き換える発想よりもうまく
使い分ける考えが現実的かと感じた．最後に加飾印刷なども
インクジェットに期待できる技術であり，今後の開発の進展
に期待したい． （宮坂典郎）
　インクジェットの主な機能，重要な産業分野，シリアル方
式とライン方式の棲み分け，高速・高精細化の開発状況，現
状の課題などについて，株式会社ミマキエンジニアリングの
大西様にご講演いただいた（写真 3）．サイングラフィック
スなど一部の分野を除くと，インクジェットの普及率はまだ
低いのが現状であり，デジタル印刷やデジタルテキスタイル
の分野でインクジェットが適用できれば，市場規模は広がる
と想定されるが，技術的課題が多い．普及が進まない原因で
あるインクジェットの技術的課題について，分析結果や改善
の方向性も含めて詳細に解説いただいた．ご紹介いただいた
Landa の Nanographic Printing™プロセスは，一度ドラ
ムなどに印刷し，溶媒を蒸発後に転写するものであり，イン
クジェットの課題である，滲みやコックリング（ 紙がイン
クの溶媒を吸収することによって，波打ち状に皺が入る現
象），カールなどを改善可能な方式の 1つとして，非常に興
味深く感じた． （喜　直信）
4．インクジェット／グラビアハイブリッド印刷への期待
 富士特殊紙業（株）　杉山真一郎　氏
　インクジェット印刷と水性グラビ
ア印刷を組み合わせた，デジタル・
グラビア・ハイブリッド印刷機
FUJI・M・Oの活用について，開
発の背景と特徴について説明を頂い
た．小ロット品目により効率的に対
応していくためインクジェット印刷
機を選択したが，既存のグラビアに
比べ，白の隠蔽性がインクジェット
では困難なため，インクジェットとノウハウのある水性グラ
ビアを組み合わせたハイブリッド印刷とすることで，両者の
メリットをうまく活かし，デジタル印刷での，技術・品質的
な課題に取り組んでいることを述べられた．また，グラビア
印刷で行っている小ロットの品目をデジタル印刷で行うこと
で，グラビア印刷機についてはグラビアのメリットが出せる
品目を進行し稼働率を上げることで，小ロットグラビア印刷

の効率的な課題に取組んでいることを述べられた．
　さらに，キャンペーン，イベントでのノベルティなど期間
限定の小ロット品，版コスト削減などのメリットにより，小
ロット故のコストに対する課題に取組んでいることを延べら
れた．このように，デジタル印刷機の活用における課題，グ
ラビア印刷機が抱える課題を，設備を置き換えるのではな
く，デジタルのメリット，グラビアのメリットをうまく組み
合わせることで，よりグラビア製品全体の効果を発揮してい
くために有効であり，また，ターゲットとする品目をうまく
選択していくことが一方での成功のポイントと感じた．最後
に，デジタル印刷と水性グラビアの組み合わせにより，防爆
仕様の必要の無い環境，作業負荷の軽減，切替時間の短縮な
ど，環境，作業者の負荷軽減へのメリットも述べられており，
今後のさらなる展開に期待したい． （宮坂典郎）
　世界初のデジタル・グラビア印刷機「FUJI・M・O」の
開発背景や設計コンセプトなどについて，富士特殊紙業株式
会社の杉山様にご講演いただいた（写真 4）．現状，日本に
おいて食品パッケージはグラビア印刷が主流である．今後，
社会構造の変化に伴い，パッケージの小ロット化が進むと考
えられるが，グラビア印刷は本来，同じ図柄を大ロットで高
速印刷を得意とする印刷方式である．この問題を解決する手
段として，小ロットの 1つの単位である 4000mのロット
を想定し，高生産性を維持し，かつランニングコストを抑え
る印刷機として FUJI・M・Oを開発したとのことであった．
FUJI・M・O は，CMYKがUVインクジェットで，白の
み水性グラビア印刷を採用している．この理由については，
既存のグラビア印刷を置き換える場合，同等レベルの白の隠
蔽性が求められることと，透明フィルムに印刷する軟包装
パッケージ印刷では，最も使用量が多い白をいかに安くでき
るかを検討した結果，白のみ水性グラビア印刷を採用したと
のことであった．グラビア印刷が本来得意でない小ロットに
対して，デジタルとのハイブリットという 1つの解決策を
提示しており，今後の普及が期待される． （喜　直信）
5．軟包装用印刷インキの最新動向
 DIC（株）　茂呂居　直　氏
　軟包装用印刷インキの重要な課題
を，「フレキソ」「サステナビリティ」
「食品包材安全性」の 3 つのキー
ワードにフォーカスし，解説いただ
いた（写真5）．
　「フレキソ」に関しては，グラビ
アに比較し小ロット対応，多様な基
材対応，製版コスト，溶剤排出量な
どで有利なものの，印刷品質が劣る
という課題があった．しかしHD化によりグラビアに匹敵
する品質が実現しつつある．HD化はアニロックスの高線数
化すなわち，インキ薄膜化につながり，インキへの要求とし
て高濃度化が求められる．色濃度，物性，印刷適性ともにグ
ラビアに匹敵する特性が実現しつつある．
　「サステナビリティ」は 3Rに向けたインキからの対応が
紹介された．水性化と低塗布量化によるReduce で，前者
によりVOC50-70％低減できるものの，乾燥設備，印刷適
性に課題がある．後者の低塗布化ではVOC排出量20-40％
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低減できる．溶剤回収 /再利用は，Reuse に対応し，VOC 
70-90％が回収可能となる．インキ設計のポイントは，シ
ンプルな溶剤組成と高性能な印刷適性の両立である．最後の
Recycle は特に日本が力を入れているバイオマス化で，再
生可能資源インキの利用が相当する．インキの設計ポイント
は，樹脂と添加剤等のバイオマス化である．
　「食品包材安全性」について，国内での国による規制，お
よび業界団体による自主規制が，また海外では，米国，EU圏，
中国における規制が紹介された．中でもスイス条例の影響力
についての説明があった．インキについては，使用できない
物質ではなく，ポジティブリスト（使用可能な）物質が限定
される形になっている．安心 /安全 /ECOの重要性を感じ
させられるご講演であった．
6．包材用フィルムの環境対応
 東洋紡（株）　岩崎正一　氏
　環境への取り組みの重要性と，包
装用フィルムの対応について 3Rお
よびバイオマスと生分解に沿って解
説いただいた（写真 6）．Reduce
として包装材料の薄肉化への取り組
みが紹介された．薄肉化には，熱安
定性と剛性の改善が必要でOPPを
例に加熱伸びに対しては 20℃，耐
熱性では 10℃の向上が示された．
食品ライフの延長もReduce の例として挙げられ，各種バ
リア膜が紹介された．
　Recycle として PETボトルリサイクルフィルムが紹介さ
れた．ケミカルリサイクルとメカニカルリサイクルがある
が，ここでは後者を取り上げており，二酸化炭素排出量を
24％削減できる．ただポリエステルの重合触媒として，世
界で 95％使用されているアンチモン系触媒が規制の対象に
なる可能性がある．また加熱による劣化を見るリサイクル性
の比較でもチタン，アンチモン，ゲルマニウムでは黄変がみ
られる．リサイクルを意識したアルミニウム触媒の PETが
開発されている．
　バイオマスプラスチックとして，ポリエステルフィルムの
開発が進んでいる．ここではポリエチレンフラノエートが紹
介された．バイオ PETは，半分が石油由来であるが，ポリ
エチレンフラノエートは 100％植物由来で，物性もPETよ
り高い．数年後の生産開始をめざして進んでいる．

7．パネルディスカッション
 モデレーター　ジーエーシティ（株）　堀本邦芳　氏
　モデレーターにより市場動向およ
び周辺の技術動向を解説された後
（写真 7），6名の講演者をパネラー
にしてディスカッションが行われた
（写真 8）．活発な意見のやり取りが
あり，それぞれの講演を聞いていた
だけでは通り過ごしてしまう問題が
明確になった機会でもあった．
　テキストには，堀本氏による，軟
包装分野における現状の課題やトレンド，そこからの今回の
パネルディスカッションのために用意された討議内容がコン
パクトにまとめられているので一読をお薦めしたい．
　今回のシンポジウム開催にあたって，ご講演いただいた 7
名の講師の方々，プログラム作成にあたってご指導ご協力い
ただいたグラビア研究会河村主査，フレキソ研究会今橋主
査，安田技術委員長，3研究会の委員の方々に感謝いたしま
す． （田口貴雄）
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