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IGAS2011 が開幕 
 9 月 16 日、東京ビックサイトにて IGAS2011 が開幕し

た。IGAS は世界 4 大印刷機材展の一角を担う国際見本

市であり、drupa（ドイツ）、Print（アメリカ）、IPEX（イ

ギリス）、IGAS（東京）の順で開催されている。つまり

IGAS は 4 年に一度、drupa の前年に開催されているもの

である。 

4 大印刷機材展の中でも最大の規模を誇る drupa は、

印刷関連機器メーカーの新技術、新製品を発表する場

としての位置付けであり、その後の業界動向を占うもの

とされてきた。drupa の 3 年後、次回 drupa の前年に行

われる IGAS は、前回 drupa にで出展された流れの最終

的な製品発表となり、ほとんどのメーカーが商用化され

た製品を展示する。そのため、IGAS では新技術が発表

される機会が少ないというのが実情である。 

 本年は、残念ながら大幅にその出展規模を縮小し、

出展は 327 社、2,740 小間の規模に留まった。東京ビッ

クサイトの東館のみを利用しての開催となっている。印

刷市場の縮小、経済環境の悪化や東日本大震災の影響

など、こうした動きには様々な背景があるものの、国際

印刷機材展に manroland や三菱重工業などの大手印刷

機器メーカーが出展を中止するのは異例である。従来

のように、機会工業会の傘の下で、皆で一丸となってス

ローガンを掲げて進むといった護送船団の有り様を続

けていくことは困難な状況になっているのではなかろう

か。どのメーカーも自社が生き残るだけで精一杯なの

だという印象を強く受ける。 

 こうした流れは、ここ数年のメーカー間の買収、合併

や提携関係の構築などによる業界再編の流れにも多く

見られる。敵対的買収とまでは言わないが、他社技術

を買収することにより自社に取り込み、総合メーカーとし

て生き残りを図るという動きに繋がっているものと見え

る。買収される側も同様であり、社名やブランド名は消

滅する可能性があるが、技術は将来に残る可能性を秘

めており、生き残りのための一つの手段とも言えるであ

ろう。 

 様々な動きの中で、今後印刷機材展がどういった方

向を求めていくのかという点でも、IGAS2011 は大変興味

深い展示会となっているのではないだろうか 

 

IGAS2011 のトレンド 
 インクジェット drupa と呼ばれた drupa2008 から 3 年が

経過し、デジタル印刷関連の新機種は多様な形で進化

を続けてきた。特にインクジェット技術の進展は目覚し

い。デジタル印刷、オフセット印刷、後加工などそれそ

れの分野でのトレンドを見てみた。 

 

デジタル印刷（インクジェット）の動向と出展概要 

 デジタル印刷においては、やはりインクジェット技術の

進展が目覚しい。高速連帳インクジェット印刷機の出展

が多くのメーカーから行われ、展示会期間中に、国内

新発表、新発売といった記者発表も実施された。高速

連帳インクジェット印刷機の主な用途としては、フルカラ

ー印刷モデルとして、紙媒体への印刷により、ビジネス

フォーム市場におけるデータプリントやダイレクトメール

などが、モノクロ印刷モデルとしては出版、新聞印刷市

場などへの本格的な利用が示され、デジタル印刷技術

の幅広い用途可能性が示されたものといえる。国内新

発売として発表されたのは、コダックの Prosper 1000 Press、

ヒューレット・パッカードの Color Inkjet Web Press シリー

ズの 2 機種がある。また、実機として出展されたのは、

富 士 ゼ ロッ ク ス の 2800 Inkjet Color Continuous Feed 

Printing System（実機初出展）、ミヤコシ MJP20E（同）、

キヤノンの Oce ColorStream3500（同）、大日本スクリー

ン製造 Truepress Jet520EX モノクロモデルなどがある。ま

た、これら以外にも、実機の出展は見送られたが、東

京機械製作所 JET LEADER1500、大日本スクリーン製造

Truepress Jet520ZZ などがラインナップされている。中で

も東京機械製作所の JET LEADER1500 は、本格的に新

聞印刷市場をターゲットとしたインクジェットとして興味

深い。中小印刷会社にとってはあまりにも大型で高価な

機種ではあるが、各種印刷市場へのインクジェット技術

の参入を感じることは重要である。 

 また、インクジェット技術の持つ数々の柔軟性、例え

ば印刷媒体に対して非接触で印字ができることや、染料

系、顔料系、UV 硬化インクなど多様なインクを利用で

きる特徴などにより、単純な白紙への印刷以外に大きく

市場拡大している点も見逃すことはできない。パッケー

ジ（軟包装材）印刷向け、シール・ラベル印刷向け、

スキャン型ヘッドを利用したサイン・ディスプレイ向けな

どにも様々な機種が登場した。パッケージ印刷向けでは

AGFA の:Dotrix Modular、ミヤコシの MJP20E（実機初出

展）が、シール・ラベル印刷向けでは、志機の PicoJet

（実機初出展）、岩崎通信機 LabelMeister EM-250A（リ

ンテックブースに出展）、エプソン SurePress L-4033A、

EFI Jetrion4000 シリーズ（テイクブースで紹介）、方正

の L-1000（パネル展示のみ）などが出展された。さら

に、サイン・ディスプレイ向けでは、AGFA :Anapurna Mw

やヒューレット・パッカード HP Scitex LX850 を筆頭に大

判インクジェットプリンタが数多く出展されている。さらに

写真市場向けのキヤノン DreamLabo5000（実機初出展）、

2 色高速枚葉印刷機である Duplo DIJ-200 など幅広く紹

介されている。 

 菊半裁サイズをもつ商業印刷市場向け枚葉インクジ

ェット印刷機として注目を集めているのが、2008 年の

drupa にて参考出展された富士フイルム Jet Press 520、大

日本スクリーン製造 Truepress JetSX の 2 機種である。参

考出展から 3 年余り、今回は発売というアナウンスが聞

けることも期待されたが、残念ながら両機とも近日発売

というアナウンスであった。新しい市場に向けた新製品

の開発とはこれほどにも難しいものだと改めて認識させ

られる結果となった。 

 

デジタル印刷（電子写真方式）の動向と出展概要 

 一方、電子写真方式のデジタル印刷機は技術として

成熟し た感 がある 。新 発表 され た のはコダッ ク の

NexPress SX シリーズのみであり、これ以外は従来のライ

ンナップで各社より出展が行われている。ハイエンドモ

デルではヒューレット・パッカード、コダック、富士ゼロ

ックス、ザイコン（光文堂ブースでの出展）の 4 社であ

る。ヒューレット・パッカードは、液体電子写真方式（液

体トナーの利用）の HP Indigo シリーズ現行モデルを全

て実機展示した。枚葉モデルでは最上位機種の HP 

Indigo 7500 から 5500、3550 の 3 機種を、輪転モデルで

はラベル印刷、軟包装材印刷のデモを片面機の ws6000

にて実施、さらに両面モデルの w7200 はプライミングユ

ニットを接続した構成でダイレクトメールなど印刷が行

われた。コダックは今回 NexPress シリーズの最新モデル

である SX シリーズを国内で始めて出展した。SX シリー

ズはトナーの微粒子化やライトブラックトナーの採用に

より、これまで以上に高精細で表現力を高めるとともに、

オプションで 660mm 長までの用紙の印刷が可能となり、

片観音など A3 寸伸びサイズのデジタル印刷機では印

刷できなかった形にも対応可能となっている。最上位モ

デルである NexPress SX Photo を実機展示した。また、富

士ゼロックスは Color 1000 Press を、ザイコンジャパンは

XEIKON 3500 を光文堂ブースに出展している。XEIKON 

3500 は電子写真方式では異色の輪転方式を採用してお

り、片面印刷機としてシール・ラベル印刷やパッケージ

印刷に対応したモデルである。 

 また、ミドルレンジでは、ここ 4～5 年におけるミドルレ

ンジでの各プリンタメーカーの動きには非常に活発なも

のがある。ミドルレンジモデルは従来、毎分 100 ページ

以上を出力するハイエンドモデルに対する廉価版モデ

ルとして位置付けられ、またエントリーモデルとして低投

資での市場参入を実現可能な機種して認識されていた

モデルである。しかしながら近年は、低価格でありなが

ら、その品質、性能面でも非常に高く、生産機として利

用可能な本来の意味でのプロダクション機となっている。

こ の ク ラ ス は 各 社 の 動 き も 活 発 で あ り 、 キ ヤ ノ ン

imagePRESS C7010VP、富士ゼロックス 700 Digital Color 

Press（IGAS での出展はなし）、コニカミノルタ bizhub 

PRESS C7000/8000、リコーRICOH Pro C751EX などが、

ユーザの活用事例、サンプルとともに紹介されている。 

 

オフセット印刷技術の動向と出展概要 

 オフセット印刷機では、UV 印刷機が出展の中心とな

った。デジタル印刷機が普及を続ける中、オフセット印

刷技術は、いかにして短納期、小ロットを実現し、より

効率な印刷を行えるかをテーマに技術開発が行われて

きた。近年では油性インキの乾燥時間を短縮する目的で

の UV インキの利用、ジョブ間の版換え時間を短縮する

ためのダイレクトドライブ方式などの発表が行われてき

た。今回は小森コーポレーションブースにて印刷機が 5

台、ハイデルベルグブースに 1 台の出展が行われたが、

やはり中心となっているのは UV 印刷機である。 UV

インキを利用することで速乾印刷は可能なものの、従来

の UV ランプは消費電力が高いという課題から、近年は

発光ダイオード（LED）によりインキを硬化させる LED-UV

方式の提案が行われてきた。しかしながら、LED は消

費電力は低いものの装置価格は高く、さらに UV ランプ

よりもエネルギーが小さいために、LED で硬化させるに

は高価な LED 専用の高感度 UV インキを利用しなくては

ならなかった。こうした課題に応えているのが大手 2 社

の印刷機メーカーである。 

 小森コーポレーションは、低消費電力型の UV ランプ

と高感度 UV インキを組み合わせた H-UV（Hybrid UV）

システムと印刷機の自動化システムの組み合わせにより、

小ロット、短納期を実現する。同社ではこれをオフセッ

トオンデマンドコンセプトと称し、IGAS では商業印刷向

け、厚紙印刷によるパッケージ向け印刷機の出展が行

われている。また同社では極小ロット向けにコニカミノ

ルタ bizhubPRESS C8000、校正用途に EPSON PX-H9000

インクジェットプリンタ、後加工システムにホリゾンとの販

売提携を行っており、オフセットオンデマンドコンセプト

を印刷企業にトータルに提案するためにトータルソリュ

ーションとして提供する。 

 ハイデルベルグでは、LE-UV（Low Energy UV）シス
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テムと呼ぶ低消費電力型の UV ランプを利用する。同社

のランプはインバータ制御を行うことで、80～200W まで

光量を可変させることができ、高感度 UV インキから一

般の UV インキまでを幅広く利用可能となっている。また、

パッケージ用途向けの型抜き機バリマトリックス 105 を

同社ワークフローシステム Prinect からの制御で利用する

デモや、Anicolor インキングシステムに UV インキを採用

し、損紙削減、速乾印刷を提案している。 

 オフセット印刷技術はこれまで、大量印刷へのための

仕組みであり、デジタル印刷機と対抗するものとして位

置付けられてきたが、様々な自動化や効率化により、小

ロット、多品種への対応に道筋が付けられてきた感があ

る。今後ますますオフセット印刷機とデジタル印刷機をど

のように利用していくべきか、あくまで技術的な観点で

はあるが難しい局面に入ってくるのではないだろうか。 

 また CTP では、現像レスプレートとして AGFA の:Azura

が大きく出展された。完全現像レスプレートとして国内

90%以上のシェアと 300 社以上で利用されている。これ

まで課題であったプロセススピードについても、レコー

ダーとしての:Avalon N8-80XT を新発表し、通常版で時

間 67 版、:Azura で時間 44 版を出力可能となる。ガム洗

浄については、来年 drupa2012 において:Azura Ultima 125

が出展されることを発表した。こちらも現行の 1.5 倍程度

の処理速度を誇り、ハイボリュームユーザにも利用可能

なスペックとなる予定である。 

 

プリプレスワークフローの動向と出展概要 

 プリプレスメーカーと呼ばれるのは、大日本スクリー

ン製造、AGFA、コダック、富士フイルム、ハイデルベ

ルグの 5 社となるでしょうか。各社のシステムとも RIP

サーバからスタートし、近年ではワークフローコントロ

ール、カラーマネジメント、Web to Print などの受発注機

能を追加することで統合型プリプレスワークフローとし

て進化を続けてきた。 

 今回の IGAS にてポイントとなる機能は面付けであろ

う。AGFA の:Apogee は出力時に出力機に合わせた面付

けを自動で行う機能を追加している。多くの印刷会社で

出力時に印刷機を変更しなくてはならない局面が出る

が、:Apogee ではあらかじめ保有印刷機の情報をプリセ

ットしておけば、出力時に瞬時に変更が可能、面付け

設定からコントロールストリップの入れ替え、位置変えな

ども自動で行うことが可能である。また今回多くのメーカ

ーがサポートを行ったのが、ギャンギング機能である。

ギャンギングとは付け合せのことを指しており、複数の

ジョブを 1 つの刷版の上に付け合せることで効率的な印

刷を行うことが可能となる。さらにハイデルベルグの

Prinect では、付け合せにより入り組んだ印刷紙面上をど

の順番にどのように断裁していくかといった処理までが

自動的に指定される。 

 面付け以外の機能としては、高精度なカラーマネジメ

ントやオンライン校正、Web to Print 機能などを搭載する。

富士フイルムの XMF では、XMF Remote の新機能として

iPad を利用したオンライン校正や遠隔地からのトラッキン

グなどが紹介された。今後はデジタル、オンライン時代

のツールとしての側面も強化されていくことが伺える。ま

た、CTP から各種デジタル印刷機など様々な出力機へ

の出力可能なハイブリッドワークフローとしての機能や

後加工までの一覧のラインを JDF（Job Definition Format）

を通じてコントロールするといった機能も数多くのデモ

ンストレーションが行われた。大日本スクリーン製造の

EQUIOS では上流の MIS から後加工まで様々なメーカ

ーとのオープンな接続を可能とする EQUIOS Partner 

Program を提唱しており、ワークフローシステムを中核と

して効率的な生産フローを構築する基盤ができつつあ

る。 

 

後加工システムの動向と出展概要 

 商業印刷市場からその歩みをスタートしたデジタル

印刷は、様々な市場へと拡大を進めている。印刷技術

の進展も目覚しく、A3 寸伸びサイズの枚葉紙を利用し

た電子写真技術から、連帳方式の高速インクジェット技

術も実用化レベルに到達したと言える。これにより、商

業印刷のみならず、ビジネスフォーム印刷から出版印刷

なども視野に入ってきた。こうした印刷技術の進展により、

製本システムもその形を変えてきた。  

 A3 寸伸び枚葉紙を利用したデジタル印刷が中心で

あった時代には、印刷後の用紙をスタックし、製本加工

を行うことが一般的であったが、連帳方式に移行するに

従いロール紙から折り、製本という流れが提案されてい

る。ロール紙からブックレットを作成するシステムでは、

折り面付けを利用して印刷後の用紙を折り畳み、折り丁

を利用してインラインで中綴じ製本までが可能となって

いる。4 面、8 面、16 面など、仕上がりページのサイズ

とページ数によって折り方を変えることができ、必要なペ

ージ数のブックレットが連続的に製本加工される。デジ

タル印刷のもつ小ロット、可変ページ製本への対応など

も織り込み済みであり、商業印刷、出版印刷市場などで

の利用が見込まれている。ホリゾンのデジタルフィニッ

シングゾーンでは、Oce ColorStream3500 で出力されたロ

ールから巻き出しを行い、折丁作成、無線綴じ製本の

デモが行われた。 

 また、デジタル印刷をターゲットとした小型化、自動

化を目指した 1 クランプタイプの無線綴じ機もホリゾン、

duplo から出展されている。ホリゾンの BQ-270V は、タ

ッチパネルへの入力のみで全てのセットアップが 1 分以

内で完了するほか、本身厚さを自動測定する機能を内

蔵し、1 冊ずつ異なる厚みのバリアブル製本にも対応す

ることができる。製本動作中に次の製本のセットアップ

ができることから、効率よく小ロット製本が可能となって

いる。また duplo の無線綴じ製本機では、PUR（ポリウ

レタン）を利用した製本のデモを行っている。PUR は強

力な接着特性を持つ反面、取り扱いが非常に難しいと

いう面もあるが、小型機であっても新しい材料を利用す

る動きは加速している。 

さらに、ニアラインシステムの例として、海外でもデジ

タル印刷機との組み合わせで運用されているのがデュ

プロのカッタークリーサである。A3 寸伸びを対象とする

後加工機であり、1 台でカット（断裁）、スリットならび

にクリース（スジ入れ）が可能な機種である。カッター

の刃などの位置を設定することで、様々なサイズへのカ

ッティングやスジ入れなどの加工がデジタル印刷機の

横で行える。もちろんスタンドアロン型のシステムのため、

複数台のデジタル印刷機からの出力物を順に加工処理

することが可能である。IGAS では、デュプロよりカッタ

ークリーサの最新機種である DC-745 が出展された。従

来からの処理速度を 2 倍に向上させ、縦横両方向への

ミシン目、スジ入れ処理やハーフカットなど様々な機能

が追加されたモデルであり、小ロットデジタル印刷の大

きな武器になるものと考えられる。 

 印刷後の折丁から後加工機への接続には、JDF（Job 

Definition Format）が規格として利用されている。ホリゾ

ンの後加工、製本システムが小森コーポレーション、大

日本スクリーン製造、キヤノン、ヒューレット・パッカー

ド、富士フイルムのワークフローシステムやデジタル印

刷機と連携し、様々な加工を行うデモンストレーションも

実演されていることから、JDF も実用段階に入ったことを

感じさせる。既存システムの連携を実現するソフトウェア

では、メタテクノ社がソフトウェアソリューションを提供し、

JDF 非対応機器であっても効率的な連携を行うことが可

能となっており、様々な選択肢を提供できる環境が示さ

れている。 

 

新発表のデジタル印刷機 
 本号では、IGAS2011 で新たに国内新発表されたデジ

タル印刷機を出展の様子とともに紹介したい。 

 

HP Color Inkjet Web Press シリーズ 

 ヒューレット・パッカードは、フルカラー輪転タイプの

インクジェットプレスとして、HP Color Inkjet Web Press シリ

ーズを発表しており、9 月 16 日に国内販売することを発

表した。同機は 2008 年の drupa において参考出展され

た高速連帳タイプのインクジェットプレスである。同社の

SPT（Scaleable Print Technology）により、インクジェット

ヘッドをライン状に接続することで、ワイド幅の連帳印刷

を可能とする。シリーズには印刷速度、用紙幅により 4

つのモデルがある。用紙幅 20.5 インチ（520.7mm）、毎

分最大 61m のフルカラー印刷もしくは毎分最大 122ｍの

モノクロ印刷が可能である T200、用紙幅 30 インチ、1,200

×600dpi で毎分最大 122m でフルカラー印刷が可能な

T300、用紙幅 30 インチで毎分最大 183m でフルカラー印

刷が可能な T350 である。 

 最新機であり最大印刷サイズを誇るモデルである

T400 は、用紙幅 42 インチ（有効印刷幅 1,060.4mm）を

もつ最大の連帳タイプのインクジェット印刷機である。搬

送速度は毎分 600 フィート（183m）であり、5,236ppm の

印 刷 速 度 を も

つ。本シリーズ

のインクジェッ

ト 印 刷 機 は

Pitney Bowes で

も OEM 販売さ

れる。 

 

 

 

 

Kodak Prosper 1000 Press 

 drupa2008 で発表された Kodak Stream インクジェットテ

クノロジーを搭載したモノクロ連帳インクジェット プリ

ンティングシステムであり、IGAS2011 において国内初登

場となった。 

 コンティニュアスインクジェット技術の開発で 40 年以

上の実績を持つコダックの技術とノウハウの粋を結集し

て開発された画期的な Stream インクジェットテクノロジ

ーを搭載する。 オフセットクラスの出力品質と高速印刷

を低コストで実現するとともに、中ロット、大ロットの印

刷を高速に低コストで実現することが可能である。 

 対応用紙は 45～175gsm の塗工紙、微塗工紙、上質

紙、各種インクジェット用紙など幅広い。最大印字幅は

622.3mm、色の鮮明度と耐久性に優れた水性顔料インク

を採用し、最大毎分 200m の印刷速度を誇る。 

 記者会見では、A5 サイズ 112 ページの冊子を 2,000

冊生産する実例が発表され、1 冊あたり 8.85 円、生産

時間（後加工を除く）はわずか 59 分であった。コダッ

クでは従来の輪転印刷機とのコスト比較についても分

析を進めていることから、実例で示された A5、2,000 冊

程度というボリュームであってもインクジェットに優位性

があるというこ

とではなかろう

か。出版市場も

小ロット化の波

の中にあり、ビ

ジネスのチャン

ス は 広 が っ て

いるものと思わ

れる。 
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出展された Kodak Prosper 1000 Press 

出展された印刷サンプル 

HP Color Inkjet Web Press T400 の概観 
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