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自動紙継装置付き繰出・
塗工ユニット接続

　『PageWide T490HD』の輪転用紙
は、自動紙継装置付き繰出ユニットから
巻き出され、必要に応じて水性のプライ
マーを塗工、乾燥された後、T490HDの
第1印刷エンジン部で表面に印刷が施
され、反転後、第2印刷エンジン部で裏
面に印刷され、巻き取られるが、当日の
実演では、Muller Martini（スイス）の
最新デジタル製本ライン『SigmaLine
（シグマライン）』に連結し、巻き取ら
ずに、印刷されたウェブを断裁、折り、
重ね丁合までを自動で行い、無線綴じ
用のブロックラインを連続的に作製す

る工程が披露された。
　 T4 9 0 H D の 前 工 程 の 自 動 紙 継
機 能 付き繰 出ユニットには、G o s s 
Internat ional（米国）の子会社であ
る、Contiweb（オランダ）のデジタル
印刷用『CD-N』を採用。用紙幅304～
1067mm、最大用紙径1270mm、最大
用紙重量1600kg、対象用紙坪量40～
250g/m2（オプションで350g/m2まで
対応可能）、最高繰出速度330m/min、
シャフトレスのコアチャック方式、標準
3インチコア（オプションで4.7インチに
対応）。
　 水 性 プ ラ イマー『 H P  P 4 7』の
塗工ユニットは、E p i c P r o d u c t s 

International（米国）がHPのIJ印刷機
用に開発した『PrimeCoat』を使用。
対応用紙幅457～1067mm、オフセット
コート紙、オフセット上質紙に対応、対
象用紙坪量40～350g/m2、塗工速度
は最高183m/min（将来は最大305m/
minまで対応予定）。乾燥は赤外線方
式。

小ロットからメガロットまでデジタル印刷でこなす小ロットからメガロットまでデジタル印刷でこなす
アジア初号機、『HP PageWide Web Press T490HD』披露アジア初号機、『HP PageWide Web Press T490HD』披露
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Inkjet

　デジタル印刷というと、なんとなく多品種小ロットのイメージが強いが、小ロットからメガロットまでを、

顧客の必要なタイミングでこなしてしまおうという挑戦が㈱ウイル・コーポレーション（若林圭太郎社長、

石川県白山市福留町 370、TEL.076-277-9811、http://www.well-corp.jp/）で始まった。その

一翼を担うのが、6月15日午後、㈱日本HP（東京都江東区大島 2-2-1、http://www.hp.com/jp）

との共催により開催されたオープンハウスにて、本社北國工場で公開された、全世界でも5台しか稼働し

ておらず、日本は勿論、アジアでも初号機の、HPのインクジェット（IJ）デジタル輪転印刷機『PageWide 

Web Press T490HD』だ。これにより、同社のデジタル印刷の日産能力を480万頁、A4判 240頁の冊子換算

で日産 2万冊に引き上げるとともに、既設のHPの IJデジタル印刷機『PageWide Web Press T230』、B2サイズ対応のHPの液体

トナー方式のデジタル印刷機『Indigo 10000』、糊付け・貼り合わせ、抜き、製本などの加工機を駆使し、顧客と契約を取り交わし“48

時間以内に生産、72時間以内の納品”を実現し、今後 3年間でデジタル印刷部門の売上 100億円を目指す。 （ 川上幸一）

工場2階のキャットウォークから眺めた、HP PageWide Web Press T490HD。
巨大すぎて全景を納めることはできず

Contiwebのデジタル印刷用自動紙継機
能付き繰出ユニット『CD-N』

Epic Products Internationalの水性
プライマー塗工ユニット『PrimeCoat』
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　メインのT490HDは、HDNA（High 
Definition Nozzle Architecture）と
呼ばれるH Pの技術を取り入れた、熱
でインク液滴を吐出するサーマル方式
で、ノズル数は1インチ当たり2400、
水性顔料インクおよび定着剤（BA：
Bonding Agent）を吐出し、色数は
シアン（C）、マゼンタ（M）、イエロー
（Y）、ブラック（K）の4色、用紙幅は
406～1067mm、印刷可能幅は最大
1060mm、印刷可能フレーム長は215
～2743mm、対象用紙坪量40～350g/
m2、対象用紙はIJ専用紙（コート紙、上
質紙）、オフセット用上質紙、オフセット
用コート紙（要プライマー）。
　インク液 滴サイズの大きなH D W
（High drop weight）と小さなLDW
（Low drop weight）を組み合わせる
ことで微細な印刷再現を実現できるが、
1ピクセルの再現にHDWのみを使用
する生産性モードで最大305m/min、 

H D WとL D W
を組み合わせ、
つまり、インク
液滴着弾無し、
1滴のL D W、2
滴のLDW、3滴
のLDW、1滴の
HDW、HDWと
L D W を1滴 ず
つ、2滴のHDW
など10パターン
で再現する高品

質モードでも152m/minの速度を誇る。
実演では高品質モードでの印刷が行わ
れた。
　カタツムリ型をした2つの印刷エン
ジン部は、最初の白（W）のユニット部
で、水性インク定着用のBAを吐出し、
次いで、K→C→M→Yの順番に印刷を
行っていた。KとCの間にはもう1色分の
空きがあり、例えば磁気インクなどを追
加できるようだ。

過去 3年で 822の商品設計
図提案

　今春、ウイル・コーポレーションの代
表取締役社長に就任した若林圭太郎
氏は、オープンハウスに先立ち、集まっ
たブランドオーナー、発注者を前に、
『世界最高峰のデジタルプリンティン
グ Labo & Factory実現へ』と題した
スピーチで、「デジタル設備を導入する
ために約2年をかけてきた。当初、商業

印刷、主にチラシ、
DMを中心にやって
きたが、ここ数年、
デジタルの設備を
導入し、デジタルへ
の移行を図ってい
る。元々、通販事業
も展開しており、そ
の中で、いろん な
事業を積み重ねて
きたが、挑戦するポ
リシーを次世代に

も引き継いでいき
たい」と語り、822
という数字をスク
リーンに映し出し、
「これは当社が過
去3年間にお客様
に提案した商品設
計図（型）の数。
当社と同じ設備を
保有する海外企業
であれば、利益を
追求しようと思え
ば、型の数を少なくしてデザインだけを
変えていくことを選択すると思うが、当
社は、これまでもお客様1社1社に対し
て、いろんな型で最適な提案を行ってき
た」と、同社ならではの戦略を披露。

紙加工技術を駆使した心に
響く三次元メディア

　次いで、今回のデジタル印刷設備の導
入の狙いについて3点を挙げ説明した。
まずは市場性。
　「2020年にはオフセット印刷市場は
半分に縮小すると言われている。既存
市場をどう取っていくかを考えたなら、
間違いなく半減の波に飲み込まれてい
く。一方で、新しい市場開拓をしていけ
ば、その可能性は無限大。Amazonの
レコメンド機能のように、お客様に合わ
せて、今お勧めしたい商品を提案してい
くことを実現したい。一方通行の、売り
手側の会社だけの想いを伝えるDMだ
けではなく、1人1人のパーソナルな情報
に合わせたDMが実現されてもおかしく
ないと思っている。まさに私共の設備と
ビッグデータ、AIとを使いながら、その
価値を提供できる時が来た」。
　出版市場についても魅力はあると語
る。「縮小しているが、その中で、小ロッ
トの領域はまだまだ未開拓。最初に大
量に作って、在庫として残って、最終的
に破棄される。あるいは、最初に作るの
が少なくて、完売すると機会損失にもつ
ながる。この課題をデジタル印刷で解

第1印刷エンジンと第2印刷エンジンの間にある用紙反転部

デジタル元年を 
宣言したウイル・
コーポレーション
の若林圭太郎代表
取締役社長 最高執
行責任者（COO）
事業統括本部長

ウイル・コーポレーションの本社北國工場
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決できる。『デジタル印刷はロットが少
なくなると単価が上がるのでは』という
質問が出るが、実際、過剰生産してしま
い、その保管コスト、最終的な廃棄コス
トを含めると非常に高額になる。ある大
手出版社では、デジタル印刷にしたこと
で、年間を通じての保管料、廃棄コスト
を含め1億円の削減につながったという
お喜びの声をいただいている。必要な
タイミングで、必要な部数だけをしっか
りと生産していくということが今求めら
れている」。
　人と人とをつなぐパーソナルメディア
の市場性も有望と見ている。「人も企業
も数多くのメッセージをお客様に伝えて
いると思う。しかしながら、それがしっ
かりと伝わっていない状況がいろんな
シーンで見られる。今まで二次元として
の紙に印刷して伝えてきた中で、伝わら
なかったものを、当社の紙加工技術を
駆使して、三次元、立体的なパーソナル
メディアとすることで、もっともっと伝わ
る、心に響くメディアに変えていくこと

ができる」。

オフセットからデジタルへ
移行

　導入の狙いの2つ目は、第二の創業に
あると若林社長は語る。「オフセット輪
転印刷から創業し、現在オフセット印刷
機を15台保有しているが、チラシや冊子
が少なくなり、メディアが多様化してい
く中で、第二の創業期として、当社はデ
ジタル印刷への移行を図っている。将
来にわたっても、デジタル印刷機を使っ
た顧客サービスという方向性へ進んで
いる」。今後、同社の強みである後加工
能力を付加したオフセット印刷機は残
すとして、付加価値の低い単純なオフ
セット印刷機は順次、デジタル印刷機に
置き換えていく方針だ。

アップデート機能などが競
合優位性を

　そして3つ目は、HPの1000名を超え
る開発スタッフ、HPのグラフィックアー

ツユーザーの団体『Dscoop』を通じて
の情報交換、そしてHPの性能改善を繰
り返すアップデート機能に支えられた
競合優位性。特にアップデート機能に
ついては、「我々、1台の機械を導入する
と、10年、20年は使い続ける。その際、
これは重要」と力説した。これは、売
りっぱなしで、後は勝手にという印刷機
メーカーにとっては頭が痛い。

48 時間以内に生産し、72
時間以内に納品

　最後に若林社長は、「工場に来ていた
だいて、いろんな形で実験をしていただ
きたい。私共の工場は、お客様のため
の工場であり、お客様のための実験の
場、“スマートファクトリー&スマートラ
ボラトリー”。テストは惜しまずに協力
したい」「従来大量生産のオフセット印
刷機と後加工機をたくさん抱えており、
その中で、小ロットからデジタル印刷の
テストをしながら、フルバリアブルで拡
張を持たせた設備で一貫生産できる環
境を整えている。この部分で、少ない部
分からテストに入って、マーケティング
をして、まさに拡張するスピードを提供
したい」「仕事をいただき、48時間以内
に生産し、72時間以内にお客様に納品
するということを、契約を交わした中で
サービスを提供していくSLA（Service 
Level Agreement）の環境を整えてい
る」、という同社の3つの価値を訴え、
締めくくった。

HPの印刷機を使用したデジタル印刷製品サンプルが披露された

こちらはウイル・コーポレーションの印刷＋後加工から生まれた、ハサミも糊も要らない
『魔法のペーパークラフト』（2016年度グットデザイン賞受賞）


