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平成 20 年度
中部地区印刷協議会下期会議開催
中部地区印刷協議会の平成20年度下期会議は、平成

刷㈱社長が商業印刷から UV 印刷機による薄型段ボー

21年2月20日名古屋駅前のホテルキャッスルプラザ

ル印刷への事業拡大について、次に塚本誠千巻印刷㈱

で、5県工組の役員約60名が出席して開催されました。

専務が子育て情報誌の発行によるターゲットの特化に

冒頭の挨拶では、開催県を代表して木野瀬吉孝愛知県

ついて、最後に石崎文雄㈱山田写真製版所経営企画マ

副理事長が「最近の若手印刷人には強い活力を感じる。

ネージャーが製版会社から総合印刷会社への進出を通

今日も業態変革の事例発表をしてもらうが、我々もそ

じて実践した社内改革について、それぞれ説明を行っ

こから学び、発信すれば、業界はさらに発展できる」と、

た。その後、
参加者が6グループに分かれテーブルディ

次に四橋英児地区協会長（岐阜県理事長）が「来秋岐阜

スカッションを行い、業態変革について意見交換を

で全日本印刷文化典を開催する。厳しい経済環境の中、

行った。その後の交流会では、昨秋藍綬褒章を受章し

これから準備に入るが、皆さんのご協力をお願いした

た白井紘一愛知県前理事長に四橋会長が記念品を贈呈

い」と、来賓の高井昭弘全印工連副会長（愛知県理事長）

した。

が、
「水上光啓会長から『今こそ、連帯・対外窓口・共

当組合からは、田中 泰副理事長、橋本修一副理事

済という組合の機能を再認識すべき。世界的不況で市

長、斎藤武志組織運営委員長、出村 明経営革新委員

場変化は加速を強め、業態変革の実践は緊急性を増し

長、大村一史教育・労務委員長、南 友裕環境委員長、

てきた。課題は山積しているが、共に知恵を出して前

津路事務局長が出席した。

進していきたい』との伝言を受けた。私も懸命に業界発

なお、各分科会報告の要旨は次の通りです。

展に尽くしたい」と挨拶を行った。

経営革新・マーケティング委員会
（出村 明副委員長＝石川県）

全体会議（前半）では、武石三平全印工連専務理事が、
① 一般保証限度額から融資枠を拡大できる原材料価格

印刷用紙・諸資材値上げへの対応は、価格転嫁が受

高騰対応等緊急保証制度の3月末以降の期間延長申請、

け入れられないまま、新聞等で原材料価格の下落が報

② 用紙価格の動向に関する情報収集等、継続的に取り

じられ、さらに値引き要請をされたという話も聞く。

組むことにしている各種事業について説明を行った。

岐阜では、不公正取引対策委員会を新設して個別対応

昼食後、全体会議（後半）の各分科会協議と報告が行わ

しにくい取引の不当要求を組合で取り上げ、成果を上

れた。続いて業態変革実践プラン勉強会が開かれ、全

げている。愛知では製紙各社による一斉値上げは独占

国青年印刷人協議会から指名を受けた若手印刷人3人

禁止法違反だとして、昨年6月に公正取引委員会に調

が自社の実践事例を紹介した。最初に後藤規之三藤印

査を依頼したが、違反ではないとの結果であった。ま
た、値上げ問題から派生し、
「経常利益率を重視した経
営」
「顧客目線に立った提案」により、業界は価格競争か
ら脱皮すべきとの意見があった。

教育・労務委員会
 （大村一史委員＝石川県）
ほとんどの時間をオフセット印刷作業技能検定につ
いて協議した。
検定については、各県で共通した検定会場の環境を
整えることが難しく、使用する印刷機の機種・性能も
最新鋭から長年使用のものまで様々なため、審査に影


















響を与えることは否めない。また、検定は職業能力開
発協会からの委託業務だが、こうした業務は印刷以外
に約130種類あるため、刷版の支給方法など、やり方
を一つかえるのにも手続きに時間がかかり、なかなか
進まないのが現状である。

環境委員会
 （細井俊男委員長＝愛知県）
グリーンプリンティング認定制度、インターネット
を利用した環境 ISO 取得支援は、各県で説明会等を開
いているが、既に取得済みの会社もあり、参加数が伸
びていないのが現状である。今後も活動を強化し参加

る。今後も出来る限り業態変革の支援をして行くが、

促進に努めたい。グリーン購入法改定、カーボンフッ

場合によっては、次世代を担う若手に変革を託してい

トプリント制度も、環境省が示す様々な取り決めに業

くことも必要ではないか。

界が追いつけていない感があり、その部分も課題とな
る。愛知では、東京の例に習い、自社の環境対策に関

共済事業委員会
（畠山三恵子委員長＝三重県）

するアンケート調査を行った。現在集計中で結果は出

共済キャンペーンの推進状況について意見交換を

ていないが、各県に調査紙のフォーマットを配布する

行った。石川ではキャンペーン期間に、1社70名の従

ので役立てて頂きたい。

業員を抱える組合員が新たに加入し、今後も新規加入

組織運営委員会
 （楠 行博委員長＝富山県）

促進に努めて行く。富山は現状を維持しており、再度

組合員増強策として各県から様々な意見が出た。富

直接話を進めたところ、
「せつび共済」への強い関心を

山では将来の組合運営を考えるため、全組合員を訪問

感じたと言う。三重も現状を維持しているが、
「せつび

してアンケート式に話を聞いた。そこで判ったことは

共済」に対しては、
「大いに役立った」
「補償金額が不満」

「仕事の分配こそが組合のメリット」という考えが強い

と両極端な意見が出、改めて重要な制度と実感した。

こと。組合員は「自分は すし が食べたいのに、組合は

一昨年度、共済事業で財政に大きく寄与する加入実績

食べ方しか教えてくれない」と言う。組合が「食べ方と

を残した愛知も、今後「せつび共済」に注力するとして

素材を提供するので、各自で握る修行をしてほしい」と

いる。事業全般を見やすくまとめたパンフレットもあ

言うと、
「忙しくてできない」となり、意識に開きがあ

るので、皆さんの協力をお願いしたい。

綿密な加入活動を行う。岐阜では保険会社と経営者が




  
  






白色対応の UV インクジェットを発表
FFGS「LuxelJet UV350GTW」
2 層 3 層をワンパス処理で対応素材を広げる
富士フイルムグラフィックシステムズ（FFGS）は 1

ド対応機となっていることで、あらゆるビジネス

月 21日、昨年 4月に発表したオセ社とのダブルブラ

フィールドを開拓するものとして注目を集めている。

ンドによるワイドフォーマットインクジェットプリ

今回発表された「UV350GTW」は、こうした従来機

ンター「LuxelJet（ラクセルジェット）UV250GT」の

の機能をそのまま受け継ぎ、さらにハイスピードで、

基本性能に、白色素材以外のガラス、ステンレス、ア

さらに美しく、
そしてロールメディアでは困難とされ

ルミなどに高精細印刷を実現する白色インク出力や、

た2度描きを解決した多層ワンパス機能によって、用

同出力を有効に生かす表裏同時処理を可能とする多

途幅を一層広げる機種としてグレードアップしてい

層ワンパス機能、さらに生産性を最大約40％アップ

る。同日午前と午後の2回にわたって行われた発表会

させるなど三つの特徴を付加した UV インクジェッ

には、計150人が参加し、実機運転の模様を熱心に

トプレス「ラクセルジェット UV350 GTW」を発表し

見守っていた。

た。

新機能を含む同機の特徴は次の通り。

従来機の UV250GT は、
ドットサイズを7段階で使
い分ける「オセバリアドット・テクノロジー」により、
インク量を抑えながら美しく滑らかな色調再現を可

■ 超高画質プリント／
オセハイブリッド・テクノロジー

能にし、
同方式のために富士フイルムセリコール社が

ドットサイズを7段階に使い分ける「バリアドット

開発した高発色 UV インクと併せて、屋外アド・看板

方式」を採用。7段階で使い分ける小さなドットを打

などの遠目で見る大サイズプリントだけでなく、
至近

つことにより、階調を表現するので、ザラつきのない

距離で見る店頭 POP や壁面ポスターに完全対応する

滑らかな色調表現が可能になる。
またインクの消費量

グラフィックソリューションとしての機種として全

は4色固定ドット並みに少なくすることができる。

世界から認知され、
これまでにオセ社販売と合わせて
1000台が納入されている。またオプションにより
ロール素材にプリントすることができるハイブリッ

■ ホワイトインク対応／
2層3層ワンパスプリント
高濃度白色インクに対応して、
グラフィックの美し
さを最大限まで高める白打ち処理が可能になる。2層
3層目を同時に印刷できるワンパスプリントが行え
るので、ズレのない高精度な仕上がりが実現する。
アクリルやガラスなどの透明メディアにダイレク
トに白打ち処理が行えるので、
アクリル乳半板を使用
することなく、
電照用途に使用できる。また下地色が
ある木、アルミ、シルバーなどのメディアに白打ち処
理をすることで、
素材色にとらわれることなく最適な

ラクセルジェットのロール・トゥ・ロール対応のプリント状況
を見守る参観者



















色調表現が可能となる。

■ 高品質 UV インク

2役のハイブリッドタイプ。
フラットベッド方式の場合は、最大126×251㍉、

高い発色性で定評のある富士フイルムセリコール

厚さ48㍉までのメディアに対応する。
強力なバキュー

社製の UV インクを採用することでバリアドットに

ムでメディアを固定し、
重ね打ち時のプリントズレを

よる描写力を最大限に引き出すことができる。
また低

防ぐ。
またロール方式（オプション）では幅220㍉まで

臭気で快適な作業環境を実現するため、
特別な空調設

対応し、
送り精度を極限まで高めた独自の搬送システ

備や脱臭・排気設備を必要としない。インクバックは

ムを採用することで、
バンディングフリーな画像と高

ワンタッチで交換ができ、装着ミスを防ぐインテリ

い出力長の精度を実現している。電照用途のための2

ジェント設計となっている。

倍濃縮モードを備え、
十分な濃度と階調性を備えた美

■ ハイブリッド対応

しいディスプレーをローコストで作成可能。
（株式会社印刷之世界社 提供）

フラットベッドとロールの両方式に対応する1台

色覚タイプ別に CUD 対応可能に
東洋インキとコニカミノルタ GI がコラボ
東洋インキ製造は2月17日、カラーユニバーサル

できるようになった。このワークフローは、NPO 法

デザイン（CUD）に基づいて制作されたデザインデー

人カラーユニバーサルデザイン機構（CUDO）による

タを、正確な色彩条件で印刷再現するための「カラー

CUD 認証を取得しているので、
利用企業は CUD マー

ユニバーサルデザイン対応印刷物制作ワークフロー」

ク取得が容易にもなる。東洋インキは、色彩の総合

をコニカミノルタグラフィックイメージングの協力

メーカーとして推進してきた CSR 活動の一環である

を得て、
「デジタルコンセンサス」を利用する形で完

CUD ツールの開発と無償提供の意義をさらに高める

成させたことを発表した。

ものとしてさらなる普及に力を入れるもよう。

同社はこれまで5年間にわたり、無料ソフトとして

そのために近く、CUDO の支援を得て両社共同に

CUD 支援ツール「UDing」をデザイン業界などに提供

よるセミナー
「デジタルコンセンサスプレミアムによ

してきているが、
実際に制作を手掛けるデザイナーな

る CUD 対応印刷物制作ワークフロー」を開催する計

どから「印刷物に正確に落とし込むための管理はど

画が立てられている。
セミナーの詳細と参加は東洋イ

のように行われるのか」という課題が出されてきて

ンキ側マーケティング部＝電話03（3272）5719＝ま

いたのも事実。
そこでデザインデータを印刷データに

たはコニカ側マーケティング部＝同03（5297）5609

移し替える段階で、
事実上の色校正スタンダードとし

＝まで。

て普及率の高い「デジタルコンセンサスプレミアム」
を利用して、印刷データに正確に引き継ぐ CUD 対応
ワークフローを両社のプロダクトコラボレーション
として誕生させたもの。
これによりデジタルコンセンサスプレミアムの
ユーザーは、
会員制ウェブサイトから専用プロファイ

無償支援ツールとデジコンで
制作ワークフロー
企業 CSR 活動に大きな役割果たす

ルを取得して、CUD ツール UDing と組み合わせるこ

色自体の見え方が異なると同時に、
「特定の色同士

とで、CUD に完全対応した印刷物を制作することが

が判別しにくい」という色覚タイプの人がいる。人の




  
  






のソフトウエア。
▽ UDing（色覚タイプ別の画像を簡
単にチェックする無償ソフト）
すでに制作されたデザインが色
覚タイプごとに、どのように見える
かを確認するとともに、見づらい色
を自動的に色変換するツール。画像
中から判別しづらい配色部分をコ
ンピューターが自動抽出するため、
オペレーターや作業環境によるば
らつきが出ない。
▽デジタルコンセンサスプレミアム
（普及率の高いデジタル校正機）
国内印刷業界では極めて普及率
が高く、事実上の色校正スタンダー
色覚は大きく5つのタイプに分類されるが、その中で

ドとして広く認知されている。
印刷機で印刷したもの

「色覚障害」
「
、色弱」と呼ばれるタイプの人が日本国内

と同レベルの品質が、
オフセット印刷と同じ網点再現

に約320万人存在するといわれている。特に男性で

で常に安定して得られる。また繰り返し安定性に優れ、

は 20人に 1人の確率で存在するとされている。こう

誰が操作しても同じ品質が得られる。
遠隔地での複数

した社会環境のなかで「異なる色覚タイプの人にも

台の色統一が、独自の色移植機能によって可能になる。

情報が漏れなく正しく伝わる」ようにすることは業

▽CUDプロファイル（デジタルコンセンサスへの移植

界の責務ともいえる。
このワークフローによって、印刷発注者は① CUD

CMYK に計算済みの「DeviceLinkProfile」とベタ

に配慮した印刷物づくりがスムーズにできるように

色制御ファイルとなる。
デジタルコンセンサスプレミ

なり、
企業としての CSR 活動の PR になる②クリエー

アムのユーザーは会員制 HP デジコンネットから

ションと色校正の段階から CUD に配慮した配色

CUD プロファイルを無償でダウンロードした上で、

チェックが可能となるため、デザイン上の配色バリ

プレミアム独自の色移植機能を活用して使うことが

エーションが格段に増える③カタログや CSR 報告書、

できる。またそれらの CUD プロファイルは、東洋イ

環境報告書、
ポスターなどの色校正を最終印刷物に極

ンキのオフセット印刷標準色に準じているので、
実際

めて近く、安定的に確認することができる ―― など

に印刷しやすい色となっている。

の利点を得ることができる。

▽CUDカラーバランスチェック用フォーム（カラーバ

また印刷・製版会社では① CUD 対応力を発注者に

ランス確認ソフト）

アピールでき、
新規顧客獲得につながる②企業やデザ

このチェック用フォームをCUDプロファイル導入

イナーのCUDニーズに対して忠実に制作が進められ

後に出力することで、カラーバランス（CMYK ／

ミスの低減につながる③ CUD 対応の高安定・高精度

RGB）の確認をすることができる。コート紙、マット

の色校正と最終印刷物が実現する ―― といった強み

紙、
上質紙などの印刷用紙ごとにシミュレーションが

を獲得できるようになる。

可能になる。

同ワークフローを構成する製品は次の5点になる。
▽ CFUD（CUD のためのカラーファインダー）
東洋インキからネット上で無償配布されるもので、

CUDO は、CUD の普及と啓発のため、製品化され
る各商業製品や印刷物などを検証し、
改善点の指摘や
コンサルティング業務など、
カラーリングに関するそ

さまざまな色覚タイプを意識したデザインをする場

の正しい知識と理解を広める活動を行っている。

合に、
どのような色をどのように配色すればよいかを

（株式会社印刷之世界社 提供）

確認しながら作業を進められるカラーパレット形式



専用プロファイル）

















くみ あ い

「マーケティングセミナー」開催
平成21年2月5日（木）午後1時30分から石川県地

形世話業」
、
「新しい仲介業（者）＝ニュー・ミドルマン」

場産業振興センターに於いて、全印工連組合支援研修

のサービスの内容・質がキーポイントと説明、最後に

事業「これからの印刷メディア産業を考える」を開催い

濱講師は、危機とはリスク（危険）＆チャンス（好機）と

たしました。講師には日本プリンティングアカデミー

説明し、故松下幸之助氏の不況心得十訓よりの言葉か

学校長濱 照彦氏をお招きして42社76名（うち組合

ら、
「かつてない困難、かつてない不況からはかつて

員28社58名）が受講しました。

ない革新が生れる。それは技術における革新、
製品開

講義の内容は、全印工連2008計画−第3ステージ新

発、販売、宣伝、営業における革新である。そしてか

創業−から2010計画−業態変革実践プラン−の説明

つてない革新からかつてない飛躍が生れる」と締めく

に始まり、乱世を生き抜くビジネスモデル（理念と財務

くって講義は終了しました。

の調和）を中心に講義され、
「乱世を生き抜くリーダー
の条件」として、経営は「いかに（数値目標）
」より「何の
ために（価値観）
」を力説され、そのためには目的指向、
未来先取、現状打破の戦略重視のビジョンが必要とな
ることを話されました。また、キャッシュベース戦略
経営の勧めも丁寧に解説され、これからの印刷メディ
ア産業のビジネスモデルは、基本は「逆トライアングル

リレーコラム
副理事長
以前に「独り言」を言うのは、
精神病の始まりと人から聞
いたことがある。
私も年を取るにつけて、すぐにハラを立ててしまいます。

㈱橋本清文堂

橋本

修一

ました。
印刷用紙の値段、なぜ下がらないのか、全くバカにして
いる。値上げの時、石油・原材料・円高の為と言っていた

それを防ぐ為にも独りで怒るようにしています。今回、紙

が、その3点全て下がったのに、大手メーカーの独占だ。

面をお借りして「独り言」で怒らせて頂きます。まず、
今の

以前、独占とは市場占有率30％以上で、企業は分割すべ

日本政府の大臣・政治家、この危機的状況において今何が

きと習った。現在は、どんどん合併、M ＆ A 等で巨大化し、

大切かを分かっていないとしか思えない事態が続いてい

又政府も国際競争力という名のもとに容認している。製紙

る。ハラが立ってなりません。大企業が好景気のときは、

メーカーも数社で市場を70％以上の独占だ。そして値崩

賞与・給与を大盤振舞い、不況のときは、金利減免・公的

れをおこさないよう操業短縮50％で値下げをしない品薄

資金導入、全くかってな話。我々とは無縁な事に税金を

状況を作っている。紙ほど自然にやさしく便利なものは他

使って欲しくない。

にない。製紙メーカーは、もっと安くしないと紙を使わな

先日、日本郵便会社へ出金手続きをしに行ったら、本人

い世界になるぞ。

確認が必要といわれ、当然だと思って免許証を提出したら、

色々文句を言わせてもらった。ありがとう。

性別が確認出来ないのでだめですと、健康保険証を持って

ただし、あくまで「独り言」です。深く追求しないで下

くるように言われた。オレは男だと言ったのにハラが立ち

さい。



  
  






お 知 ら せ
平成21年度 通常総会のご案内

事務局日記
2月 5 日 「マーケティングセミナー」
（石川県地場産業振興センター）
15日 加賀支部新年会

日 時：平成21年5月9日（土）
午後5時から、懇親会午後6時から

18日 小松支部定例総会及び新年会
（粟津温泉金閣）

場 所：ANAクラウンプラザホテル金沢
（金沢市昭和町16‐3）

20日 中部地区印刷協議会下期会議
（名古屋市）

刊行物のご案内
「世界の最新印刷技術」
2008−2009

（山代温泉百峰閣）

今 後 の 予 定
3月27日

第6回理事会

（印刷会館）

4月中旬

監事会

（印刷会館）

4月下旬

第1回理事会

（印刷会館）

5月 9 日

平成21年度通常総会
（ANAクラウンプラザホテル金沢）

会員短信
■ 組合脱退
㈱マットー、川場印刷（金沢支部）
■ 代表者変更
㈱長谷川印刷（金沢支部）
：南 友裕

編集後記
このところスランプで、なにがスランプかというと、読点
です。
「、
」ですね。文章を書いていて、読点の打ち所に迷
A4判／10ポ明朝・2段横組／本文120ページ／無線綴／
表紙カバー
発行日：平成21年2月20日
定 価：2,000円（税込み、送料は別途実費）
編集・刊行：財団法人印刷図書館
【本書に関するお問い合わせ先】
財団法人印刷図書館
TEL03‐3551‐0506 FAX03‐3551‐0509
購入希望の組合員は、贈呈本及びチラシが事務局に有り
ますのでご覧のうえ、直接財団法人印刷図書館へ申込み
下さい
＊一括購入に伴う特別割引制度があります
（5冊以上の購入に適用）

http://www.ishikawa-pia.jp/

うことが多い。ちょっと前までは迷うことなくバスバス打って
いたような気がするんですが。ここ最近は書いた文章を推
敲している時も、言い回しを修正するわけではなく、もっぱ
ら読点をあっちにずらし、こっちにずらし、また戻しに終始
してしまいます。なんとも非生産的な作業ですね。句点と
違って「ここに打つべし」という明確なルールが無いのも
わけが悪い。ルールが無いのでこっちも感覚で打つしかな
い。するとその時の気分というか、リズムによってぶれるわ
けです。書いてても気持ち悪いので、読む方はもっと気持
ちが悪いだろうな、スミマセン、と反省しております。印刷
業に携わっている以上、文章に接することも多いわけで、
素敵な読点の打ち方というか、読み手に優しい読点の打
ち方を、なんとか習得したいものです。

（H・K）

E-mail:info@ishikawaken-pia.or.jp
この広報紙は「中小企業人材確保推進事業助成金」で作成いたしました。

