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　2019年10月11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，「令
和時代のビジネス新プラットフォームを成長の力に〜
SDGs，セキュリティ，デジタル，人工知能〜」と題して
2019 年の（一社）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，80 名近くの方々
の参加があった．
　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，「新しいビジネスモデルが現れ
て来ている中で，今年は印刷業界の
サステナビリティに役に立つ情報提
供ということでテーマを選定しまし
た．是非，業界や会社の存続のため
のヒントを持ち帰っていただきた
い．」との挨拶があった（写真1）．
1．�SDGs 実質元年　企業は何をすれば ?〜印刷業界に

求められる役割〜取り組まないと損をする ?
� （株）大川印刷　大川哲郎　氏
� 富士フイルム（株）　渡辺卓夫　氏
� 日本製紙（株）　石崎雅也　氏
� パネルディスカッション・質疑応答　モデレータ
� 凸版印刷（株）　木下敏郎　氏
　まず各社より，SDGs に対して，社内でどのように取り組
んでいるのかが紹介された．それらの内容を以下に記す．
　（株）大川印刷は，第 2 回ジャパ
ンSDGsアワードSDGsパートナー
シップ賞（特別賞）を受賞しており，
その取り組みが高く評価されてい
る．「SDGs 経営計画」と題し，全
従業員参加でのボトムアップ型で計
画を策定し，実行している．例えば，
太陽光パネルとバイオマス発電によ
り「再生可能エネルギー 100%」
を達成したり，地域の子供達に環境の守り方を教える等の取
り組みである．大川氏は，中小企業での SDGs への取り組
み方のひとつの事例を示したと言える（写真2）．
　富士フイルム（株）は，SDGs の 17 の目標から 9 つを選

定し，事業計画と連携した SDGs
達成目標を作成した．一例として
は，「無処理 CTP プレートのカー
ボン・オフセットによる CO2 削減
貢献」があり，このプレートを使用
する印刷会社も参画できる仕組みで
ある（写真3）．
　日本製紙（株）は，トップダウン
による SDGs 推進を行っており，
森林の持続や紙の再生に取り組んで
いる．また，再生可能エネルギーで
の発電事業にも力を入れている（写
真4）．
　モデレータの木下氏より，これま
での SDGs の取り組み努力や今後
の展望についての質問があり（写真
5），それぞれ以下のようにコメン
トした．
大川氏「ボトムアップ方式で，でき
るだけ情報を共有しながら，できる
ことに取り組んできた．今後は印刷
用紙やインキでの CO2 排出を減ら
していきたい．そのためにはパート
ナー企業との協業も有効である．」
渡辺氏「今後もサプライチェーン全
体及び，グローバルで最適化しなが
ら，SDGs に取り組んでいく．」
石崎氏「再生エネルギー強化に取り組んでいく．また，プラ
スチックから紙への移行が進む可能性もあり，紙のリサイク
ル強化を推進することにより，更なる社会貢献が可能であ
る．」
　今回，「SDGs を印刷業界でどのように取り組めるのか ?」
という視点で聴講する受講者が多かったと思われるが，各講
演者に共通していたのは，「SDGs を損得で考えるのではな
く，企業の持続や社会貢献のために長期的な視点で取り組む
べき」という方向性が示されており，グローバル企業として
生き残っていくためには，企業規模に関係なく，SDGs に取
り組んでいく時期に来ていると感じられた．各社に合った方
法で取り組めることもあるうえ，パートナー企業同士で取り
組んでいくという方法もある．
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2．バリアブルセキュリティプリント技術
� （株）光文堂　大橋慶三　氏
　印刷のデジタル化が進んでいるな
かで，印刷技術に対しても，より
いっそうセキュリティを強化してい
く必要に迫られている．そのような
状況のなか，大橋氏は「KBDセキュ
リティバリ・プリント」という簡単
に大量に可変セキュリティデータを
作成できるソフトを紹介した（写真
6）．特にデジタル印刷における可
変印刷及び小ロット印刷への付加価値としての位置付けとな
る．内容としては，

・可変ランダムバーコード（1 次元 /2 次元）
→ランダムに色やハーフトーンを部分的に変えたバーコー

ドを作成
・可変マイクロテキスト
→0.25mmの高さのテキストをHP�Indigoでは再現可能．
・可変画像テキスト
→可変文字の集合により画像を再現．インドのパスポート

で採用された．
・UV 蛍光効果印刷
→特殊な UV インキを使わず，CMYK インキで UV 効果

可変セキュリティを実現．
　大橋氏によると，各デジタル印刷機の解像度に合わせたセ
キュリティ印字品質の調整が必要とのことである．近年のデ
ジタル印刷機は，1200 dpi の高解像度が標準品質になって
きているため，このソフトを利用したセキュリティプリント
が活躍する環境は整っていると言える．
3．深層学習技術の今と印刷産業への挑戦
� タクトピクセル（株）玉城哲平　氏
　玉城氏はソフトウエア開発企業で
の計算ソフト開発の経験をベース
に，人工知能（AI）を使用した印
刷用画像における欠点検出アルゴリ
ズムの開発に従事しており，AI に
おける深層学習技術にも造詣が深い

（写真7）．
　玉城氏によると，画像の欠点検査
は「比較検査アルゴリズム」におい
て運用されているのが通例であり，ベーシック画像に対し
て，エラー起因による差分を検出し，エラー判定するという
システムになっている．これを「深層学習技術」を用いるこ
とにより，「比較検査」を上回る検査精度を実現するべく，
開発に取り組んでいるとのこと．現状ではまだ「比較検査」
のレベルには達していないが，条件によっては上回る精度を
発揮する場合もあるとのこと．現時点での課題は，「AI が結
論にたどり着くうえで説明ができない，可視化できないた
め，実運用への応用がしづらい」というポイントであり，こ
れができるようになれば，運用の幅が大きく広がる期待があ
る．今後は，パートナー企業を募集し，不良印刷画像のデー
タセットを公開し，AI 検査アルゴリズムの開発を進めてい
くとのことである．

　タクトピクセル（株）の親会社は，ラベル検査装置で定評
のあるナビタスビジョン（株）であり，今後の展開が楽しみ
である．
4．�マーケティング支援ツール〜ペルソナプラット

フォーム〜
� 共同印刷（株）　吉丸滋美　氏
　大量生産，大量消費の時代が終わ
り，現在では，デジタルマーケティ
ングが主流となり，需要が多様化し
ている．吉丸氏より，有効なマーケ
ティング手法やペルソナを活用した
プラットフォームについての事例が
紹介された（写真8）．
　ペルソナとは，あたかも実在する
かのような人物像（生い立ち，性格，
ライフスタイル，趣味嗜好，消費行動等細かく設定）を設定
したものであり，そのペルソナをターゲットとして商品開発
や消費行動に活用することをペルソナマーケティングと呼
ぶ．このペルソナマーケティングが活用された事例として
は，ジャガビー（カルビー（株））等があり，大ヒットとなっ
た．吉丸氏によると，この事例において，「ペルソナと同じ
感覚を持った人がターゲットであり，必ずしも全員に訴えか
けなくても良い」というマーケット手法が当たったと言える
し，「こういうものが欲しかった！」と言ってもらえる商品
だったとも言えるとのこと．
　興味深かったのは，基本的にペルソナには女性が設定され
るが，その理由としては，以下の 2 点が挙げられる．

・家庭内において，多くの商品 / サービスに対して購買決
定権を持っている．

・ライフステージの大きな変化が男性より起こりやすい．
　しかし，近年は共働き夫婦も増え，購買行動や価値観も多
様化しており，購買決定権を持つ男性も増えていると思われ
る．今後はより詳細なペルソナ設定や，種類を増やしたペル
ソナマーケティングも求められてくると考えられる．
　また，吉丸氏は，今後の取り組みとして「ペルソナキュー
ブ」という共有プラットフォームを立ち上げて，様々なデー
タ（アンケート結果や顧客データ等）を活用してマーケティ
ング力を向上できるツールを提供するとのことである．
5．Landa 最新情報〜 drupa2020に向けて〜
� （株）DIG�JAPAN　有賀　誠　氏
� （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 の最新情報を有賀氏と吉
川氏の両名で何度か交代しながら紹
介を行った（写真9・写真10）．
　まずは Landa の歴史からデジタ
ル印刷機開発の経緯，そして改めて
印字プロセスのメカニズムについて
解説した．印字プロセスについては
以前から解説されている通りである
が，ポイントとしては，以下のように挙げられる．

・オフセット印刷を超える品質
・環境に優しい水性インクであり，食品接触規制にも準拠
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している
・Landa 製ナノインクを使用し

たインクジェットオフセット方
式（ブランケットを介する）で
あり，0.5µm の膜厚で高濃度
の印字が可能

・特色インクOrangeBlueGreen
による広い色再現

　Landaグループは「Landa�Labs」
という研究所がコアとなっており，この研究所において，得
意のナノ顔料技術の研究開発を行っている．そして 4 つの
メイン事業を行っており，その 1 つがデジタル印刷事業と
なっている．その他にも化粧品会社等の事業を行っており，
ナノ顔料技術が活用されている．
　デジタル印刷機の状況としては，世界各地で導入 / ベータ

テストが相次いでおり，枚葉タイプS10/S10Pについては，
既に 10 社以上の導入ユーザーがおり，ロールタイプの
W10 も 1 社でベータテストが始まっている．なお，現時点
で白インクはリリースされていないため，W10 ベータテス
トユーザーは，白のみフレキソ印刷でテストを行っている．
しかし，白インクも drupa2020 で発表される予定とのこ
とである．
　W10 については，軟包装フィルム対応であるため，国内
でもグラビア業界が注目しているが，その白インクの隠蔽性
や後加工適性等，パッケージ作成に至る過程までの完成度を
高めてくるかどうかが drupa2020 のポイントとなると考
えられる．
　最後に会場をご提供頂いた，株式会社小森コーポレーショ
ンに感謝を申し上げたい．

写真10　吉川氏


