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紙、デザイン、インキ、印刷で集まって、始めました。

そんな私たちの呼びかけにご賛同いただ

き集まったのは、アートディレクターのミル

キィ・イソベさん、東洋インキ製造株式

会社さん、三浦印刷株式会社さん。紙

をキャンパスにどこまでの表現ができるの

か、4者で徹底的に話し合い、徹底的

に試してみました。紙媒体の危機が叫

ばれる中、言わば紙がないと生きられな

いエキスパートたちで、思い込みを捨て、

着地点を設定せずに、とにかく始めてみ

たのです。

使った紙は、印刷再現力がウリの紙から、

風合い重視の紙、また段ボール原紙の

裏面のように、そもそも印刷を想定してい

ない紙に至るまで、多種多様。インキは、

オフセット印刷用のレギュラーインキ “TK 

NEX-P” と、東洋インキさんが誇る広演

色インキ “Kaleido （カレイド）” の2 種

類を各紙で刷り比べてみました。ミルキィ

さんの実験的なデザインのもと、この難関

に挑んだのは、三浦印刷さん。そして今

回の決め事は、ただ 1つ。実験結果は

ありのままに伝えるということ。それを皆さ

んの前にすべて提示し、そこから次を始

めます。手触りのある、物としての魅力に

溢れるのが紙です。ぜひ、正面と背後の

展示に触れながら、その感触ごと、しっか

りと確認してください。

効率無視じゃだめだけど、トラブル
のない紙ばっかりだと、紙じゃなく
ても良くなっちゃう。失敗からチャー
ムを見出す覚悟で、始めないと、
問題起こさないと。 ミルキィ・イソベ

私たちが先入観を捨てるだけで、
紙の表現力がこんなにも広がる。
これこそ紙の強みだと思います。

OPL

紙とインキの違いで、これだけの
バリエーションになるとは予想して
ませんでした。 三浦印刷

印刷や紙だけでなく、インキも好
きな人が、もっと増えたら嬉しい。

東洋インキ

白夜

透け感が面
白いですね

。こんなに
素

晴らしい効
果が出るの

は驚きでし
た。 

 

三浦印刷

この紙はか
ざすとムラ

が見えます
。触

れば表が
ツルツル、

裏がザラ
ザラ。

でも、こう
やって印刷

されると、
一番

紙らしさを
実感できま

す。 
OPL

私、“白夜
” は本当に

好きな紙。

透け感が良
く、グラフ

ィックじゃ

絶対に造れ
ないムラの

味わいが

出る。そん
なにめちゃ

くちゃな紙

じゃないっ
てことも、

わかっても

らえたでしょ
？ ミルキィ・

イソベ

“カレイド”
って、印刷

再現性の

高い紙でこ
そと思って

ましたが、

まさか、こ
の紙でこん

なに効果

が出るとは
。 

東洋インキ

“カレイド” で刷った時の鮮やかさに
驚きました。紙の地を濁りとして拾わ
ないという、インキの特徴が出てる
んでしょうね。 

東洋インキ

“カレイド” のような透明感あるインキは、こういう紙で活きるね。いわゆる質の悪い紙であっても、印刷上がりを諦めなくて済む。これは凄い発見。ミルキィ・イソベ

正直 “カレイド” は、アート紙やコート紙が適正だと考えてましたが、
むしろ今回の取組みで紙の選択肢を広げてくれましたね。 三浦印刷

時代は動いている。 だから価値基準だって多様化していて当たり前。 印刷もインキも紙も、そのことに早く気づかないと。
OPL

カレイドいい紙って何だろう？ 
いい印刷っ

て何だろう？

いいインキって何だろう？

紙
インキ

この冊子の用紙にも、白夜を使用しています。 この冊子のインキにも、カレイドを使用しています。





かつて古紙は大きな賭けでした。
1950年代に入り、製紙業界は戦前の生

産量を上回るほどに復興を遂げましたが、

時を同じくして、長く紙づくりの主役だっ

た木材の価格は急騰。深刻な原料不足

が表面化してきました。各社が原料の安

定確保という難題を抱え、存亡をかけた

岐路に立たされたのです。ここで本州製

紙（現、王子製紙）富士工場は、木

材パルプ設備を停止して古紙に活路を

求めるという、大胆な行動へと打って出ま

した。当時、古紙は板紙の中層などで

一部使われてはいましたが、メインの原

料として、しかも繊細な品質を求められる

印刷用紙にまで使うことは、従来の固定

概念に捉われない斬新な発想でした。い

ち早く古紙に着目し、古紙からインキを

取り除いて、常識では考えられなかった

白さにまで到達する研究を日夜積み重ね

てきた努力が、ついに実を結んだのは、

1958年の2月。日本初となる“フローテー

ター” を組み入れた新聞古紙パルプ製

造ラインが稼動したのです。フローテー

ターとは泡の力でインキを浮かせて取り

除く設備で、実は半世紀経った現在でも、

この基本原理は変わらずに継承されてい

ます。原料の危機、突き詰めれば製紙業

の危機を、何が何でも乗り越えようとした

先人たちの強い意志と覚悟が、今日の礎

を築いたと言っても決して過言ではないで

しょう。

再生紙づくりを継承するということ。
古紙を取り巻く環境に今、大きな変化が

起きています。紙自体の販売が落ち込む

中、特に大きく落ち込んでいるのが再生

紙です。古紙をメジャーに押し上げた “環

境” の意味が多様化し、古紙への価値

観の変化を感じずにはいられません。一

方で古紙利用のパイオニア、王子製紙

富士工場では、今でも古紙だけで紙の

生産を行っているため、この事態は深刻

です。いかに古紙の価値や魅力をお伝え

すれば良いのか、以前のように環境配慮

で押すべきか、あるいは何か新しい提示

方法がないものか、悩んで、悩んで、悩

んでいるのが正直なところ。ただ、これ

だけは言えます。先人が切り拓き、受け

継がれてきた技術は本物。捨てればゴミ

になるような物が、もう1度紙になる。本

展示のように、黒く異物が多かったものか

ら、インキが取られ、白くなっていく様は

圧巻ではないですか？　しかも右ページ

で取り上げた用紙のように、1枚の紙とし

て見れば、古紙ゆえに到達できるものば

かり。日々古紙に携わり、改めて並べて

みると、古紙って凄くカッコいい、と素直

に思えるんです。私たちは、何としてもこ

の偉大な技術を継承していかなくてはなり

ません。そのためには価値の押し付けで

なく、古紙利用のありのままをお伝えする

ことが案外 1つの答えかもしれない、と

思っています。

OKボール

古紙を最も多く使用して造られるのが、板紙と呼ば

れる厚紙です。中でもこのOKボールは本展示のよ

うに、洗剤の箱やお菓子の箱、多彩なパッケージ

として活躍。知らないうちに、さりげなく、しかしな

がら最も皆さんに親しまれている紙製品なのです。

1990年代に誕生した、グリーン100シリーズ（古

紙 100%）の中で、印刷再現性を追求した両紙。

4色印刷で充分な表現が可能です。マット仕上げと、

グロス仕上げでは、写真の印象も大きく変わります。

この差をしっかりとご記憶ください。

OKマットコートグリーン100
OKコートNグリーン100

古紙利用の最大の課題は、取り切れず残ってしま

うインキやチリ。そんな弱点を、発想の転換で柄と

して活かしたのが、このMagなのです。古紙なら

ではの、くすんだ色味が異彩を放つ6色から、さ

らなる色展開を模索しています。

Mag

古紙を使用した、バラエティ豊かな紙たち。



当社の都内工場の立地は、お客さまにとって立会いやすく、

コミュニケーションを深めやすいため、印刷立会いにも熱が

入ります。その反面、長時間マシンを止めて話し合う機会を

増やせば、どうしても効率は落ちる。かと言ってその場しのぎ

で瞬間的に最高の状態でOKをいただいても、インキを盛

り過ぎたりしていれば量産できません。相互の利益のせめぎ

合いです。経済が沈滞し、似た設備、似た能力で各社が

喰い合う現状では、その葛藤に埋没するのではなく、不慣れ

でも何か新しいことをやらなければ。昨今はお客さまが海外

へ進出していくケースも多く、我 に々とっては脅威であり、チャ

ンスでもあるのです。視察に行った中国のある印刷加工会社

では、最新のオフセット印刷機が 90台稼働する圧倒的な規

模で、人件費は日本の10分の1程度。しかも生産性改善

のためにコンサルタントが常駐し、日々効率化を追求していま

した。とは言っても、印刷物には数値化し切れないニュアン

スが重要だし、日本の文化である繊細さと豊かなノウハウは、

簡単にはコピーできません。例えば私たちがお客さまとの関係

性を活かし、発注側として品質をコントロールするなど、共

存共栄を模索していけるはず。そして自社工場では、今まで

重視しなかった “小ロット、短納期” の仕事も効率良くさば

けば、活路が開けるはずです。次の一歩を踏み出さなければ。

小島正人（こじま・まさと）
王子パッケージング株式会社　生産本部 技術部 技師



OFK

段ボール原紙として活躍してきたOFKが

この度、表紙カバーとして使用されました。

段ボールの内側として目に触れることのな

かった裏面も、堂 と々表舞台にデビュー。

この嬉し恥ずかしい大抜擢に、紙の大

いなる可能性を感じずにはいられません。

巻取だけの在庫でしたが、近々、平判も

検討中。続報を、お見逃しなく。

正統派カード紙とも言うべきOKACカー

ドに、新たに3色が仲間入り。深みのあ

る濃い赤「まあか」、高白色の「ましろ」、

従来の黒をより漆黒調にした「まくろ」。

全 25色のラインナップに加え、しっとりし

たマットな風合いと、6種類もの幅広い紙

厚が自慢です。貼合や印刷では得られな

い風合い、厚み、断面など、その違いは

お使いいただければわかります。

OKACカード

紙本来の力に溢れた、衝撃の存在感

 「クラフト紙 見本帳」出現
包装のために強度を追求し、厳しい試験をクリアしてきた実

力派、クラフト紙。こう言うと、産業用途だけの紙だと思わ

れてしまいがちですが、実は意外に平判もあるんです。斤量

も揃ってるんです。独特の狙ってないムラや表裏差に、意外

な魅力が詰まってるんです。ただそれをお伝えすることが難し

く、もどかしく、満を持して今回、この見本帳の誕生へと漕

ぎ着けたのです。そんな想いもあって、本見本帳では「一

般品」と「受注品」の2部構成に分け、従来のクラフト紙

ユーザーだけでなく、全ての皆さんにとって使いやすいもの

へと仕上げました。印刷用紙のような優れた発色を求めて造

られている紙ではありませんが、そこを逆手に取って新しい

表現を楽しんでいただけたらと思います。固定概念にとらわ

れず、しかしながら長所も短所も知った上で、その先へと果

敢に挑戦していただきたいのです。強度がウリのクラフト紙

の見本帳をお持ち帰りいただき、ボロボロになるまで使い込

んでください。

協力：株式会社 小学館



この冊子は、用紙 「白夜 四六判 Y目 38.5kg」、インキ 「カレイド（東洋インキ製造株式会社）」を使用しています。


