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ライフの 向 上

先進技術で環境負荷軽減を実現する

印刷分野での取り組み

CTP（コンピューター・トゥー・プレート）の変遷

CTP方式が一般化してきました。この技術革新は、製版

印刷分野の技術革新による環境負荷の低減

工程で大量のフィルムや印画紙を使用していた四半世紀前
と比較して、CO2排出量が約2/3削減されました（下図を

富士フイルムは拡大するCTPプレート需要に応え、生産体制を強化し、製品の安定供給に努めています。
生産量の増大に伴う環境負荷を軽減させるため、先進技術で取り組んでいきます。
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ム事業を重点事業の一つとして位

いうお客様のニーズに応えるため、積極的に研究開発・製造
設備への投資、M&Aなどを行っています。オフセット印刷
の基幹材料で世界的に需要が拡大している CTP 版は、日
製品を円滑に供給するサービスをグローバルに展開してい
ます。新たに約150億円を投資して欧州の生産体制を拡充
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NEXT11への供給も積極的に進め、世界シェア40％を目指
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します。また、今後成長が見込まれるデジタルプリンティン
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DTP登場によって、フィルムの使用は
最終出力時のみとなった。

社（産業用インクジェットプリンターヘッドのトップメーカ
ー）の買収、アドバンストマーキング研究所の設立による最
先端インクジェット技術の研究開発に加え、富士ゼロックス
との連携によって、さらに事業領域を拡大していきます。
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版当たり、その約
4 倍 面 積 のリス
フィルムや印画紙
を使用していた。
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CTP登場によって、フィルムは不要になった。リスフィルム使用と比較して、
CO2排出量を約1/3に削減。CTFからも30%削減。

印刷物及び印刷技術の応用例
無処理CTPのワークフロー
書籍、新聞、雑誌、パンフレット、
証券類、カード類、ビジネスフォーム
（帳票類）、
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包装紙、建材印刷（壁紙など）
、
金属印刷（飲料缶など）
、POPディスプレイ、

スキャナー・デジカメ・パソコン

さらに現像処理による化学物質などの
無処理CTPの登場によって、
環境負荷も削減された。CTPから2%のCO2削減。

プリント基板類など
0％
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CO2の大幅削減へ

（これをクローズドルー
高品質なPS版・CTP版の製造に使用

PS版・CTP版の廃材アルミの
クローズドループリサイクル技術を確立

プリサイクルと言います）するための技術研究を長年重ね、

ス テ ー ク ホ ル ダ ー ・ ダ イ ア ロ グ

2007年10月に実用化しました。
アルミは、微量金属が混入して純度の低い合金になってしま

アルミは、一般的にリサイクルが進んでいる素材といわれて

うと、再び微量金属を取り除いて高い純度に戻すことはで

います。しかし、オフセット印刷用のPS版・CTP版の基板に

きない性質があります。このため、このままカスケードリサ

は高度な印刷適性を実現するために、高い純度のアルミが

イクルを続けていくと、低純度化されて行き着く先を失った

必要で、リサイクルアルミを使用することは不可能でした。こ

アルミ資源が溢れていきます。一方、新興国での需要拡大

のため、富士フイルム吉田南工場で毎月数100トン余り発生

などの理由で、他の金属同様「資源争奪」の対象となりつつ

する廃材アルミは、純度の低い他の用途にリサイクルする
「カ

あります。したがってこの事業には、人間生活の重要インフ

スケードリサイクル」が行われていました。ところが、アルミ

ラである印刷産業の持続的発展のために、
「限りある高純

は「電気の塊」の異名を持つ金属であり、精錬過程で大量の

度アルミ
（資源）の保全」
という大きな意義もあります。富士

電力を使用します。そこで富士フイルムは、従来不可能であっ

フイルムでは、今後も環境と社会の持続的発展のために一

たアルミの循環利用を実現することによって、大幅なCO2排

歩先行した施策に積極的に取り組んでいきます。

出量の削減が可能になると考え、廃材アルミを再生して再び

関連ページ

廃材アルミの
クローズドループ
リサイクルの流れ

F O C U S

吉田南工場

●吉田南工場で発生するPS 版・CTP 版の廃材アルミを、すべて
クローズドループリサイクルすると、CO2排出量を最大で、年間約
6 万 5 千トン削減できる見込み。この数値は、2006年に同工場が
排出した CO 2 量の 87 ％に相当します。2007 年度は、4 万トンの
CO2排出量を削減しました。

PS版
製品出荷
廃PS版
（廃材アルミ）

ご意見の紹介

●社外の方 ●社内

●●「環境配慮印刷とは何か」という明確な基準を持っていないので、発注
者側が環境配慮印刷を要請できないという現状もある。
●「コスト・スピード・品質」の3点をお客様から要求される中、環境配慮印
刷がお客様の要望に合わないケースもあり、印刷を請け負う側からは提案
しづらいというのが現実。
●環境配慮印刷が市場で普及するよう、ビジネスモデルを確立すること。
●印刷業界は「受注産業」ゆえに、受注側に期待するよりも、発注側に環境
配慮印刷を選択・発注してもらうよう働きかけるほうが効果的である。そ
のためエコ印刷研究会では、発注者に環境配慮印刷の概念を提示して、啓
発している。
●●紙とインキだけではなく、生産工程も含めた環境配慮が重要。理想的
な環境配慮印刷とは、
「環境に優しい材料、環境負荷の低い生産工程、3R
の視点、省エネ対策」という4つの観点でとらえていく必要がある。
●印刷工程での大きな課題は、VOC対策（揮発性化学物質の発生量の削
減）。印刷会社だけの対応ではなく、インキメーカーなどを含むさまざま
な印刷材料メーカー同士のコラボレーションが必要。

P.57（ステークホルダー・ダイアログ）

●リサイクルアルミを生産工程で使用した場合、精錬からPS 版・
CTP版の製造までに発生するCO2排出量を、74％削減できます。

PS版
製造

「環境配慮印刷、普及のために富士フイルムができること」

2008年3月6日、「環境配慮印刷が広く普及していくためには」
をテーマにステークホルダー・ダイアログを開催しました。
外部有識者2名（エコ印刷研究会事務局長 奥山淳氏、日本印刷
新聞社会長 北濃克海氏）と、富士フイルムグループ（富士フ
イルム、富士フイルムグラフィックシステムズ、富士フイルム
プレゼンテック）の6名が参加し、印刷の発注者・受注者の立
場、印刷製版材料とその処理機器・ソフトウエアを開発・製
造・販売する立場、さらに印刷物を製作する立場から、環境配
慮印刷について議論しました。

●印刷物が廃棄される際には、印刷物に「リサイクル可能か」を判断する情
報が明記されていることが大切。環境配慮印刷であっても、廃棄の際にリ
サイクルなどの資源の再利用につながらないと意味がない。
●「無処理CTP版」の普及は、製品や環境性能の提案だけでは難しい。使
いやすいようにワークフローを改善し、導入しやすい現場環境の整備まで
を含めた市場への提案が望まれる。
●富士フイルムグループは、印刷製版材料・処理薬品、印刷機器のソフト
ウエアに至るトータルシステムの開発・製造・販売まで応える力がある。広
い視点で、市場に環境配慮印刷の価値を提示・提供してもらいたい。
●社会の認知よりもまず社内から取り組むことが大切。グループ内の印刷
基準、発注基準を明確にし、環境配慮印刷を自ら推進していきたい。

まとめ
アルミ合金メーカー

アルミ圧延メーカー

アルミ精錬メーカー

今回のダイアログを通じて、富士フイルムホールディングスに対して、2つの提言がありました。

1.社会の見本になるような環境配慮印刷の基準を作ること。
2.印刷会社に環境配慮製品を提供するだけでなく、環境配慮印刷の普及が進むよう社会・印刷業界に影響を及ぼすこと。

溶解

今回の2つの提言を踏まえ、富士フイルムホールディングスでは、発注する印刷物について環境配慮印刷基準を策定中です。

鋳造
再生地金

アルミコイル
（新地金＋再生地金）

新地金

T O P I C
V O I C E

純度99.5％を実現する基盤技術を確立
あらゆる壁を克服し、
「実現できる！」を提示
再生地金を製造してくれる協力企業を得るには、技術確立など
の準備も含めると4年程度を要しました。PS版・CTP版には、
純度99.5％で、微量金属などわずかに組成が異なる13種のア

富士フイルム吉田南工場
製造部
（手前中央）大岸良夫
（後列左より）長田正和、
吉川直紀、主任技師 山崎徹

ルミが必要でした。純度99.5％の再生という極めて管理幅の
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富士フイルム・富士ゼロックスのシナジー
プリントサーバー開発プロジェクト
印刷業界から高い評価をいただいているプリントサーバー
「PX5000 Print Server」
（2007年2月発売）を紹介します。
これは、デジタルオンデマンド印刷の色管理から出力作業の工
程までコントロールする「プリントサーバー」です。これまで、

狭い高純度の再生アルミを実現するため、アルミを取り扱うメ

質一般に対する根強い不信感があり、これを払拭するため、リ

富士フイルムと富士ゼロックスにはそれぞれ特長のあるプリン

ーカーの発想にはない、わたしたちの独自技術で、基盤技術を

サイクル実現の現実性をデータで提示し、本リサイクルは環境

トサーバーが存在していました。これらの特長を融合し、製品

確立し、実現の現実性を提示したことが大きな強みとなりまし

対策であり、枯渇資源であるアルミに、共に携わるパートナー

た。対話を繰り返し、品質保証への不安の壁を取り除き、合金

として、将来に向けた必要性を繰り返し訴えました。試行錯誤

メーカーの採算性などの壁を克服する仕組みも整えました。ま

の連続でしたが、わたしたちが成し遂げたことは、意義ある取

えながら高性能を顧客に提供し、かつ両社から販売するなど、

た、合金の次の工程に関わる圧延メーカーには、再生地金の品

り組みであったと、改めて実感しています。

グループシナジーのメリットを実現した製品です。
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化したのがプリントサーバー「PX5000 Print Server」です。
「PX5000 Print Server」は両社の技術を融合し、開発費を抑

開発プロジェクトメンバー
プリントサーバー「 PX5000
Print Server」が搭載される富
士ゼロックスの「 DocuColor
5000 Digital Press」
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