
　印　象　記　

　2018年10月12日（金），（株）小森コーポレーション（東
京都墨田区吾妻橋 3-11-1）の 6階大会議室において，「印
刷業界のシンギュラリティはこう起こす～印刷のデジタル化
×（IoT ＋ I4.0 ＋ AI）～」と題して 2018 年の日本印刷
学会秋期セミナーが開催された．当日は，印刷会社や印刷関
連メーカー等，70名近くの方々の参加があった（写真1）．

　開催にあたって，秋期セミナー主査の瀧田氏（大日本印刷
（株））より，「AI が発達して人間の知性を越えることによっ
て，予測不可能なくらいの大きな変
化が起こるであろうという“概念”
がシンギュラリティであり，『技術
的特異点』とも訳されます．この
『技術的特異点』は，そう遠くない
将来，印刷業界にも無縁ではなくな
るであろう，との視点から，今回の
秋期セミナーのテーマとて取り上げ
ることとしました．」との挨拶が
あった（写真2）．
1．印刷業界のシンギュラリティはこう起こす
 ブライター・レイター　山下潤一郎　氏
　シンギュラリティとは，レイ・カーツワイル氏が 2005
年に書いた「The Singularity is Near」という本から一般
的に広まったが，日本でこの言葉が話題となったのは最近の
話である．
　drupa2016 以降に作られた工場では，すでに I4.0
（Industry 4.0の略）が動いている中で，先日の IGAS2018
を見ると，「印刷機材自体のスマート化」から「仕組みのス

マート化」へと変化してきており，
また，その仕組み自体も，「ボーダー
レス化」が進んできていることがト
レンドである，との見解を述べられ
た（写真3）．
　そのような中にAI が登場してき
た場合，AI がトリガーとなって印
刷市場・業界がどう変わっていくか
という点について，①印刷機材の進
化，②印刷サービスの進化，③マーケティングの進化，といっ
た切り口で，具体例を上げながら分かりやすく解説されてい
た．
　AI が導入されていくと，さらに仕組みの変化，ボーダー
レス化が加速していく．従って，これからの印刷会社に求め
られることは，これら変化のメリットとデメリットを踏まえ
た上で，自社の強みと価値を生かして，顧客の期待に応えつ
つ，仕組み・サービス・ビジネスモデルをスマート化してい
くことが必要になっていくだろう，とも述べられた．
　今後は，顧客が多様化していくと，印刷会社も多様化して
いくことが必要であり，今後の印刷業界が進むべき道も，さ
まざまな面でさらに選択肢が広がっていくところに更なるビ
ジネスチャンスがあることを予見させる，興味深い講演で
あった．
2．IGASに見られるスマートファクトリの進展
 ジーエーシティ（株）　堀本邦芳　氏
　今，第 4次産業革命が起こりつ
つある中で，IoT，ビッグデータ，
ロボット，スマートフォン，AI の
技術革新が印刷業界にも大きな影
響・変革を与えようとしているが，
その中で「シンギュラリティの予兆
が印刷業界にもあるのか」につい
て，IGAS2018 の中で検証を行っ
た講演内容であった．
　経済産業省が作成した新産業構造ビジョンにもある急速な
変化は，印刷業界でも同様に起こると言う．具体的には，印
刷物のマスカスタマイズ生産，生産と経営情報の見える化，
コンテンツ生成のAI 化，印刷工場間のコネクト，顧客企業
との連携などである．そのキーとなるのが，印刷業のスマー
トファクトリ化であるため，このスマートファクトリの要素
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技術を醸成し，伸ばしていくことが必要である，と述べられ
た（写真4）．
　IGAS2018 においては，そのスマートファクトリに必要
な技術・ソリューションの展示やデモンストレーションが数
多く見受けられたため，講演では出展各社の具体的な事例や
特徴についての詳細な解説があった．
　この流れはdrupa2016から始まっているが，変革スピー
ドの速さをより実感させられる講演内容であった．
3．出版におけるデジタル印刷・製本の活用と課題
 豊国印刷（株）　岡田秀樹　氏
　近年，出版業界は低迷状況にある
が，その問題点について，書店数，
販売ルート，新刊の点数，電子出版
市場との比較，中古本の市場，出版
物の売り上げ構成の推移，出版物の
価格構造（コスト配分）などから多
方面的に分析し，問題点の解決方法
を探る講演内容であった．
　書籍市場の課題解決のためには，
ロングテール商品の維持・欠品の補完，返本・改装費・倉庫
費用の圧縮が求められている．その解決手段としては，デジ
タル印刷・製本を活用することで，小部数でも低コストで高
品質，短期間の製造が必要になると考えているが，現在のと
ころは，設備投資費用，人件費，消耗品費用，用紙費用から
見た場合には，コスト的には厳しい状況となっている．
　また，デジタル印刷における再現品質については，インク
やヘッド，用紙，プレコート技術，周辺技術の改善がまだま
だ必要である，との解説があった（写真5）．
　普段ではなかなか聞くことができない業界情報が数多くあ
り，現状を踏まえた上でデジタル出版に今後の実用化の方向
性を探る興味深い内容であった．
4． クラウドを活用，印刷プロセス管理システムの最新状況
 （株）小森コーポレーション　堤　佑介　氏
　現在の印刷業界は，多品種・小
ロット化，短納期化が進み，資材の
高騰に反して，印刷単価の下落と人
材不足が進むとともに，スマートデ
バイスの普及で情報伝達手段が紙か
らデジタルへ移行していることで，
従来の生産の手段では，ますます利
益が出しにくい状況となっている．
　印刷会社に共通する課題を一言で
表現すると，機器単体ではデジタル化が進展しているもの
の，個別最適となってしまっており，工程間がデジタルで繋
がっていないことが，小森として大きな問題であると考えて
いる．
　その課題解決のためのソリューションとして，
KP-Connect が紹介された（写真 6）．KP-Connect は，
生産状況の見える化を主たる目的とした“Basic”，印刷工
場の生産性を向上させる“Pro”の 2製品がラインナップさ
れ，すでに約 200 社の導入実績があるという．先日の
IGAS2018 では，ファクトリサイネージとして生産機の一
元管理の他，全工程の見える化として紹介されたが，他にス

ケジューリングや実績管理，他のシステムとの自動連携も可
能とのことである．工程間のボーダーレス化が期待できる注
目のソリューションであると感じた．
5． 世界のWeb to Packageトレンドとhacoplayサー
ビスについて

 （株）共進ペイパー＆パッケージ　鍛治川和広　氏
　hacoplay 事業は，小ロットの
パッケージを顧客ニーズにあった形
で提供すべく 2013 年に立ち上げ
た事業で，現在 5つのサービスを
WEB で展開している．その核と
なっているのはデジタル印刷である
が，パッケージの設計・見積から
3DのPDF校正，レーザーダイカッ
ターによる後加工のプロセスまでを
構築して，低価格・高品質・短納期化・高付加価値を実現し
ていると言う（写真7）．
　また，自社で顧客満足度を調査し，顧客ニーズを常に把握
し，事業に反映することで，hacoplay 事業のスパイラル
アップを図っている．加えて，WEB to Print に対するマー
ケット分析を商業印刷分野からパッケージ分野に拡大させ，
hacoplay 事業と競合するWEB to Package サイトとの比
較も行いながら，これから目指すべきビジネスモデルや戦略
を分析していたのは非常に面白かった．
　昨年には韓国にビジネスパートナーを作り，アジア・欧米
への進出も検討しているが，これからはパッケージ技術をコ
アとして，ニッチなジャンルに手を伸ばしていきたいという
点も興味深かった．
6． 水性インクジェット印刷の応用～非吸収メディアへ
の印刷～

 KIT-CC（株）　冨田健二　氏
　KIT-CC（株）は，顧客が望むデ
ジタル印刷のニーズに合わせて，商
業印刷用に開発された市販ヘッドと
インク・印刷素材・制御基盤・搬送
機構・制御システムをうまく使いこ
なし，それらをトータルでプロ
デュースすることを事業としてい
る，「インクジェットのインテグ
レーター集団」である．
　今回は，産業用インクジェット印刷機の状況，使用されて
いるヘッドの分類と特性，インクジェット印刷のさまざまな
技術課題と印刷品質の向上，インク吐出安定化のための補完
技術，水性インクによる印刷技術とその事例についての講演
であった（写真8）．
　drupa2016 の状況を見ると，印刷多様性への対応と，フ
レキシブルに対応できる設備への投資が進むことによって，
付加価値の高いビジネスへの展開が加速することが予感され
るという．特に，水性インクジェットに目を向けると，
VOCレス化による環境負荷の軽減は全世界的に進むと見ら
れ，それに伴って可食印刷，食品系包装材のプリントオンデ
マンドなど，付加価値の高いビジネスが見込まれる．
　現在，花王（株）と連携し，いろいろな印刷媒体に水性イ
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ンクジェットで印刷ができるよう，さまざまな水性インクの
特性を踏まえながら，吐出の安定化や混色の抑制，水性イン
クの脱気などの補完技術，インクの循環制御など，市販の
ヘッドを使用して課題解決に取り組んでいるところが非常に
面白かった．
7．Landa の最新動向～ drupa 2016 からの変遷～
 （株）小森コーポレーション　吉川武志　氏
　drupa2016 で大変な注目を浴び
た Landa．2018 年 4 月に実施さ
れた Landa のプレゼンの資料を
ベースに，昨年から開始された
S10 のベータテストと，それに続
く S10P（両面），W10 の今後の
計画についての最新情報が紹介され
た．加えて，小森の Impremia 
NS40に関する最新情報についても
紹介された．
　初めに，デジタル印刷の成長率や変遷，Landa の象徴的
な技術である Nanography と，それに使用されている
Nanoink の各種特性，印刷プロセスに関する技術的な特徴
についての解説があり，Landa による印刷の 6つの優位性

についても解説された（写真9）．
　S10 と S10P については，導入・ベータテストでの稼動
状況について，ビデオや写真を交えた解説があった．軟包装
印刷向けのW10は，今後欧米主体でベータテストを行い，
2020年の後半に日本でベータテストが出来る環境が整うら
しい．加えて，Nanoink については，プラスチック用のイ
ンクや，隠蔽性の高い白インクも検討していくとのことで
あった．
　一方，小森では drupa2012 以前からデジタル印刷機の
開発にも取り組んで来ており，現在は drupa2020 に向け
て Impremia NS40 の開発を進めている．基本的に，
Landa S10 と同じ機能を検討しているが，機械の使いやす
さや独自性を小森として付加すべく検討中とのことである．
　最後に Landa 工場見学ビデオの紹介があり，工場内のさ
まざまな様子をうかがうことが出来て，興味深かった．印刷
業界のシンギュラリティの核となるデジタル印刷技術に関
し，Landa・Impremia NS40とも今後の動向は見逃せない．

　最後に会場をご提供頂いた，（株）小森コーポレーション
に感謝を申し上げたい．
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