
　印　象　記　

　2021 年 10 月 15 日（金），日本印刷会館（東京都中央区
新富 1 丁目 16 番 8 号）の 5 階会議室から Zoom ウェビナー
によるリモート形式で，「業界再起動へ．拡印刷，脱印刷，
超印刷」と題して，（一社）日本印
刷学会秋期セミナーが開催された．
　会場は講師・スタッフのみの静か
な環境であったが，ネットの向こう
では 130 名以上の参加申し込みと
盛況の中，秋期セミナー分科会 主
査の瀧田氏（大日本印刷（株））の
挨拶によりセミナーが開催された

（写真 1）．
1．SDGs 思考
 SDGs パートナーズ（有）　田瀬和夫　氏
　SDGs は人類の生存戦
略の一つの到達点で，
2030 年に人類がありた
い姿を文書化した全加盟
国の決意であり未来に対
して合意したものであ
る．しかしながら 17 の
目標，169 の数値目標
だけを読みがちで，全体として理解されていない．SDGs の
前文では，格差の解消や社会的少数者が排除されない世界な
ど，「誰ひとり取り残さない」決意を述べている．またこの
体系全体を理解するために「一層大きな自由」というキー
ワードがある．これは「自分らしく生きられる」ことではな
いかと解かれている．SDGs が目指す世界像・ストーリーに
は「世代を超えて」，「すべての人が」，「自分らしく」，「よく
生きられる」という 4 つ要素がある．
　SDGsは高い目標を上げた体系で，そのアプローチとして，
壮大な目標からの逆算思考によるアクションプランの立案・
実施，ムーンショットを活用した計画プロセスの組み立てを
紹介された．また，帰納法的思考による積み上げと，演繹法
的思考による逆算の挟み撃ちで解決策を見出す SDGs サン
ドイッチが紹介された．
　SDGs アイコンに対する批判についても触れられた．アイ
コンのデザインがパーツ化しており，どれか一つをやれば良

いように感じがちだが実はそうではない．
　直接的関与する一つのアイコンだけを見るのでなく間接的
に繋げていくことが大事でその概念を SDGs ドミノ理論と
して紹介された．
　事業会社は「自社が成長すれば社会が良くなる」というこ
とを論理的に説明できる「統合思考」での経営が求められる．
経営理念・CSV・ESG の 3 つの視点を一貫した論理で考え
る必要がある．中でも ESG は持続的成功のための「十分条
件」ではなく「必要条件」である．また自社が直接関わって
いる取引や契約を遥かに越えた責任を問われるのが現在の
ESG 投資の流れも紹介された．
　ESG が目指す資本主義のその先に，他人の権利尊重・環
境改善する者のみ儲ける権利を与えられる資本主義，環境と
経済の両立という逆説を実現する資本主義があるべき姿と括
られた．Q＆A において，人新世の資本論が話題になってお
り，斎藤幸平氏は脱成長しか方法はないと言っているがどう
かとの質問に対して，斎藤氏の主張に反対するわけではない
が前提を変えて考えてみてはどうか．ゼロサム資本主義だと
資源は有限で必ず成長が止まるが，プラスサムの考え方（パ
イを広げる）で違う世界を見ることによって道が開けるので
はないかとのことだった（写真 2）．
2．virtual drupa 2021 の総括とその後の展開
①デジタル印刷機の最新動向
 （株）小森コーポレーション　吉川武志　氏
　国内における印刷市場動向とし
て，印刷出荷高・事業所数，印刷製
品別・印刷方式別生産金額が紹介さ
れた．特に出版印刷・また平版印刷
は減少傾向．一方デジタル印刷は米
国では 10％程度だが国内では数％
にとどまっている．印刷機械出荷台
数はリーマンショック後，緩やかな
下降をたどっていたが，コロナ禍の
影響もあり 2020 年度の出荷ユニット台数は前年の約 6 分
の 1．オフセット印刷機に代わりデジタル印刷機が増えたわ
けでもないようだ．ただ世界的には印刷関連機器への投資額
は大きな変化は見られない中，デジタル機器への投資は拡大
する予測．
　そのような中，デジタル印刷機の最新動向が紹介された．
まずは UV インクジェットの KM-1/IS29 の新モデル．
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KM-1e は欧米で広く展開，IS29s は国内 20 台，世界約
50 台が稼働．水性 IJ オフセット LandaS10/S10P は世界
20 台．drupa2020 で大々的に発表予定であったがコロナ
禍の影響は避けられず．欧・米・中で展開され，日本での販
売計画はない．Jetpress750S は SAMBA® ヘッドと水性
顔料 VIVIDIA で超高濃度を実現し，オフセット印刷と同等
以上の高画質を実現．北米ラベル市場はデジタル化が進んで
おりラベル専用機 Inkjet Label Press LP350（Fujifilm）
が紹介された．段ボール用途として Xeikon IDERA が紹介
されたが国内販売予定はない．PageWideWebPress では
HP として初のサブスクリプション方式でのサービスが紹介
された．他にも RICOH，SCREEN，KODAK，Canon な
ど数多くの IJ デジタル印刷機や電子写真・トナー印刷機が
紹介された（写真 3）．
② デジタル後加工，後加工機自動化とそれを活かした印

刷 DX
 （株）SCREEN GP ジャパン　佐々浦映展　氏
　ポストプレスではデジタルは目新
しさが無かったものの熟成は進んで
いる．アナログはバリアブル製本も
可能になってきている．
　デジタル加飾機では，ホットフォ
イル箔ノリによる UV ニス部箔接
着方式の JETvarnish 3D Web は
高価な工具を使用せずスポット UV
ニスおよびホット箔をデジタル化．
接 着 性 UV ニ ス イ ン ク に よ る 箔 付 着 方 式 の UltraPro 
1000/6000 はインクタンク数を最大 5 個に増やし切り替
え可能．ニスでのホログラム機能オプションもある．トナー
の熱溶融による箔付着方式の DM-LUXLINER，接着性
UV ニスインクによる箔付着方式の EcoLeaf が紹介された．
課題としては，UV ニスと基材の相性，大ロットのランニン
グコスト，表面盛り上がりによる裏面のエンボスなどがあり
得意な仕事の使い分けが必要である．
　デジタルダイカットでは，GE360L シリーズは強力なダ
ブルレーザーでカット部白フチを，ラベルを一度剥がして裏
からカットする．LabelExpress はレーザーヘッド自体を左
右に移動し垂直照射することとで白フチを抑制．DV-320
Ⅲはカッティングヘッド 4 個での同時カットにより生産性
向上．DigitalLabelFinisher はカッティングヘッド最大
12 個セットが可能．他，HighCon，SEI，日本製図器工業
等が紹介された．課題はレーザー方式では基材の相性やフチ
の焦げ色付き，カッティングではスピードなどがあり今後に
期待したい．
　後加工機自動化と POD との組合せにより多拠点・多種印
刷物に対応できる．カタログなどは拠点ごとに種類と部数が
異なるが，拠点単位でまとめての印刷・加工により「多品種
カタログジャストインタイム生産」が可能．またサブスクリ
プション契約で月間の印刷量に関わらず定額というサービス
もある．最終仕分けを考慮しロール 1 本分の Job に統合す
ることで配送まで効率化が見込める（写真 4）．

③ 自動・自立運転 drupa，サステナビリティ drupa と
新しいサービス

 ブライター・レイター　山下潤一郎　氏
　2021 年 4 月 20 日 ～ 23 日 に
Exhibition Space・Conference 
Area/Video Library・Networking 
Plaza を 柱 と し て virtual.drupa 
2021 が開催された．212 の出展
社を見てみると，オフセット印刷機
などアナログメーカーが主で，デジ
タル印刷機や加工機メーカーが少な
かった．来場者（視聴者）は 45,000
人（前回は 26 万人）で，125 の web セッションに平均
140 人の参加があった．
　今回の drupa は，「自動運転 drupa」と「サステナブル
drupa」というニックネーム（案）でどうだろうか．自動運
転では認知・判断・操作に AI が欠かせない．自動車の運転
自動化レベルは 0 ～ 5 に分類され，3 月には HONDA がレ
ベル 3（条件限定で全運転操作を自動化．ただしシステム要
請でドライバーは即運転に戻る）を発売．Google や中国で
はレベル 4（条件限定で全運転操作を自動化）まで進んでい
る．印刷はまだレベル 1 ～ 2 で，次回 drupa はレベル 2（シ
ステムがアクセル・ブレーキ・ハンドル操作を部分的に行う）
あたりになるか．自動運転のメリットとしては事故削減・効
率向上・オペレータの多様化・環境負荷減・災害時緊急対応
などが上げられる．drupa2024 では認知・判断・操作の自
立化状況がどうなっているかに注目したい．
　世界の温暖化は間違いなく進んでおり，降水量なども地域
で 2 極化している．そのような中で印刷業界でのサステナ
ビリティはどうか．脱プラとして紙のパッケージがあるが
様々な用途に合わせたデザインが紹介された．企業は再生紙
での社内報や植物由来の材料を使用した印刷物など，資源サ
イクルの仕組み作りとともに，サステナブルを論理的に説明
する必要がある．drupa2024 では循環型印刷サービス向け
機材・資材に注目したい．
　今回初めてのバーチャル展示会であり改善点も多かった．
drupa2024 では前述の自動運転やサステナビリティ以外

「止めない印刷」・「印刷 DX」・「virtual.drupaVer2.0」に
注目したい（写真 5）．
3．パネルディスカッション
　　　　　　　 パネラー：吉川武志氏，佐々浦映展氏，
　　　　　　　　　　　　 山下潤一郎氏
　　　　　　　 司会：　　富士フイルム（株）　黒川真也氏
　コロナ禍により，
世の中では様々なこ
とが変わった．アフ
ターコロナで以前と
同じ状況に戻るかは
分からない．印刷業
界はどうであろう
か．印刷物の必要性
が問われる一方，外せないものもある．例えば家にいること
が増え，身近なことに目が向くようになった．パッケージを

写真 4　佐々浦氏
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写真 6　パネルディスカッション



　印　象　記　

目にすることも増え，その重要性は再認識されたのではない
だろうか．ビジネス面でも工場の生産性や顧客に入れない環
境下での機器搬入など，変らざるを得なかった．得たものと
して，オンライン営業ができてしまった．今後は対面営業と
オンラインの両用になるだろう．失ったものとして，インバ
ウンドビジネスは止まってしまった．アフターコロナで以前
と同じように戻るのかは分からない．
　テレワークにより紙は減るのか．資料・カタログ・銀行の
帳票などは減少で，ホワイトカラーの生産性向上になってい
る．一方，家にいることが増え DM に目を通す機会も増えた．
DM の価値の見直しでデジタル印刷機推進となるか．
　海外では量り売りが増えパッケージはどうなるのか．大量
生産は終わり，日本も昔に戻るのではないか．ただ若干の減
少かもしれない．drupa でもパッケージ，中でもハイエン
ドパッケージの話は多かった．一方環境に与える影響をしっ
かり説明できるかが課題．
　デジタル印刷ビジネスについて何かアドバイスは．いくら
の仕事なら儲かるかだけではなく，仕事毎の費用対効果，付
加価値の見せ方，顧客単価を考えたい．例えば 100 年価値
のあるポスターなど，そういう分野でデジタル印刷がどう関
わっていくかがポイントかもしれない（写真 6）．
　今回パネルディスカッション後に，秋期セミナーの新しい
取り組みとして，リモート配信での印刷物サンプル紹介が実
施された．
　一般的な印刷から箔のついた印刷物，ブラックライトを当
てることで見える印刷物，メタリック系のインクによる印刷
物，また捺染など多くの印刷サンプルが紹介された．同じ絵
柄のオフセット印刷とデジタル印刷があったが，色の違いは
あれど違和感はなかった．ルーペで覗くと滲みもなく綺麗に

インクが紙に着弾しているデジタル印刷物もあった．
　ビデオカメラを手にしての撮影で，画面越しでは分かりに
くい部分もあったが，やはり印刷サンプルを見ることができ
たのは良かった．印刷物をご提供いただいた多くの協力会社
様に心より感謝申し上げます（写真 7・写真 8）．

　以上，講演を通じて『SDGs の向き合い方』や『デジタル
印刷機の最新動向』を知ることができ，知識のブラッシュ
アップの場として非常に有用である印象を受けた講座であっ
た．次回は，印刷物を手に取って見るためにもリアル開催を
望む．

写真 7　印刷サンプル

写真 8　サンプル紹介


