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善意というものがないなら 
  ロータリークラブは唯の社交クラブだ。 
  職業は金儲けのためでしかなく、 
  社会奉仕というも施しにすぎず、 
  国際奉仕は外交以外の何ものでもない。 
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１． 点 鐘                                                                                      

２． ロータリーソング斉唱 

３． 来訪者紹介 

４． 会長の時間 

５． 幹事報告 

６． 委員会報告 

７． 卓 話 

「手軽に出来る自費出版」 

   太陽印刷工業株式会社 

製造部 次長 塩谷 幸世 様  

８． 点 鐘     

   

〈桐生南 RC〉太陽印刷工業㈱ 社長 松枝 幹 様     〈卓話者〉太陽印刷工業㈱製造部次長 塩谷 幸世 様   

 

会長の時間 

《報 告》 

・2/13(月)桐生 5ＲＣ会長幹事会 割烹すみにて 

 

《予 定》 

・例会終了後、クラブ協議会 

・2/20(月)地区大会役員会 (18：30～疋田 GE 事務所)  

・2/21(火)家族会役員会  (正午～ビストロラパン) 

・2/27(月)例会 IAC との交流会 

(18：00～食事 18：30 点鐘 桐生倶楽部) 

 

 

幹事報告 

・米山記念奨学会より「ハイライトよねやま」が届いており

ます。 

・4/21(土)エテルナ高崎にて 2840 地区 RAC 年次大会

のご案内が届いております。 

・日本てんかん協会より「からっかぜ」が届いておりま

す。 

・桐生西、桐生中央、桐生赤城の各 RC より週報到着。 

・本日例会終了後、クラブ協議会を開催致しますので

事・役員、各委員会委員長は、よろしくお願い致しま

す。 

・2/27(月)次回例会は、IAC との交流会で夜間例会とな

ります。 

 18 時から食事、18 時 30 分点鐘となりますので、お間

違えのないようお気をつけください。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(平成 24 年 2 月 20 日) 

総員 69 名：出席 51 名 

平成 24 年 2 月 6 日例会修正出席率：80.95％ 

 

ニコニコボックス 

桐生南 RC 松枝幹君…弊社塩谷が卓話をさせていただ

きます。本日、桐生南 RC に入会後約 14 年通常例会初

体験です／川島康雄君、前原勝君、本田雄一郎君、坂

入勝君、澤田匡宏君、水越稔幸君、月門快憲君…卓話

に太陽印刷工業㈱塩谷様またメイクに太陽印刷工業㈱

松枝社長をお迎えして／須永博之君…松枝社長の血

色の良いお顔は、いつも私の励みです／藤井征夫君

…天皇階下の一日も早いご快癒をお祈りして。 

 

卓 話 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

本日は、お招き頂き誠にありがとうございます。 

今度は、丸幸株式会社様の社長様である澤田様より、

ご依頼頂き皆様に「手軽に出来る自費出版」と言うタイト

ようこそビジター 

「手軽に出来る自費出版」 
太陽印刷工業株式会社 
製造部 次長 

塩谷 幸世 様 



 
ルにてお話させていただきます。 

私は、印刷業に従事して約３０年が経ちました。東京で

４年、太陽印刷でお世話になって２６年目になります。そ

のほとんどの期間を現場にて働かせていただきました。

その経験を生かしここ数年は製造責任者と工程管理、

営業活動も多少しています。昨年、朝日新聞社の群馬

版に掲載していただき、自費出版の事が記事になり沢

山の問い合わせや、発注を頂きました。新聞に掲載され

る以前から自費出版の営業は弊社でも地道にやってお

りましたが、現実に受注されるケースは少ない状況でし

た。取材を受ける数年ほど前から受注を増加させる為に

試行錯誤をしてきました。しかし、頭の中で思い浮かべ

るお客様像が 100％一致している訳ではないことに気付

きました。お客様の求める印刷物を提供することが不十

分であることが分かり、それに対する受け口が整ってい

ないことも分かりました。これは自費出版に限らず、印刷

受注において非常に大事なことだと思います。自分自

身の考え方が新聞掲載による反響が確信に変化したの

ではないかと考える今日この頃です。 

それでは、本題をお話しさせていただきます。 

お手元のプリントをご覧下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．「手軽に出来る」の意味について 

手軽に出来ると言いましても何が手軽なのかを３つの面

からお話させていただきます。 

まずは、製造面です。製造面で手軽にできる意味を知

っていただくには多少印刷の事が解かりますとご理解し

やすいと思いますので簡単に印刷の歴史と印刷方式に

ついてご説明していきたいと思います。 

ドイツのグーテンベルグが今から５６０年程前に活版印

刷術を発明した話は皆さんも良くご存知ではないかと思

います。これは現代の印刷と言える手法により近い印刷

を行なったと言う意味で有名です。しかし、印刷の歴史

はもっと古くＢＣ５０００～４０００年位前からあったとされま

す。（プリントのバビロニア（現在の中東、イラン・イラク）

で石などに文字を刻み、粘土盤上に印刷したのが始ま

りといわれています。 

また、印刷が発明されるには、紙の存在を無くして印刷

の発明はありえなかったと考えてもおかしくないと思いま

す。プリントの１０５年に紙が中国で発明されたことが記

載してあります。その後、約６５０年後に同じ中国にて紙

への印刷が始まったようです。 

活版印刷は木版や銅板・鉛版（鋳造機）と色々な物で印

刷してきました。活版印刷は、現代でもわずかに印刷物

に利用されています。また、活版印刷の技術を利用した

印刷方式も現在でも活躍しております。 

例をあげますとまた、中央競馬を除く競馬・競輪・競艇・

オートなどの投票券の印刷は樹脂版を利用した凸版輪

転方式を採用しています。地紋の薄い色の印刷や偽造

防止印刷に適している為であります。また、皆さんもご

存知の週間少年少女漫画（ジャンプやマガジン・マーガ

レットなど）は非常に紙質が悪いため、樹脂版を利用し

た凸版輪転方式を採用しています。現代の凸版印刷も

進歩しており凸版＋ＵＶ乾燥装置（紫外線によるインキ

の硬化）など現代の技術を融合させた新しい印刷にな

ってきました。 

また、紙幣・証券などに利用される彫刻凹版印刷や写

真集などの写真凹版印刷（グラビア印刷）凹版印刷は、

版の刻みを深くしたり浅くしたりして濃淡を表現するため、

濃い部分のインキ量は多く、浅い部分のインキ量は少な

くなります。このため非常に偽造が難しく、印刷の表現

性も美しいものに仕上がります。しかし、版を作るのが容

易ではなく、版自体のコストも非常に高価で一般印刷物

には適しません。この様に印刷物に適した技法で印刷

されている訳ですが、現在一番使われている技法がオ

フセット印刷です。品質・コスト・納期などに適しているた

め非常に高い割合を占めています。 

それではオフセット印刷の仕組みを簡単に説明します。

プリントの２枚目をご覧下さい。 

オフセット印刷は水と油の反発を利用した印刷です。図

のように画線部にインキが残り、非画線部は水分が付く

とインキが乗らない素材になっています。これを一度ゴ

ムに転写させてから用紙に印刷する仕組みです。活版

印刷はダイレクトに印刷するため活字は逆像ですが、オ

フセットの場合は一度ゴムに転写してから印刷するので、

正像で版が作れます。 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのため、印刷前工程が非常に容易に済みます。最近

では、デジタルを利用する新しい印刷技術も登場してき

ました。 

皆様のなかでも、ご存知の方や名前は聞いた事あると

言う方もいらっしゃると思いますが、オンデマンド印刷と

よばれる印刷があります。これは大きく分類しますとレー

ザー方式とインクジェット方式に分かれます。レーザー

方式で代表的な物にコピー機やオフィスで使用される

プリンターなどがあります。また、インクジェット方式で有

名な物に家庭用プリンターがあります。レーザー方式の

仕組みは非常にわかりにくい仕組みで、印刷会社の人

間でも正確に説明できる方は少ないと思います。 

簡単に説明しますとドラム状の感光体を帯電させレーザ

ーで露光しトナーで現像させて圧力で転写させて熱と

圧力にて定着する印刷です。私も細かい事は良く解りま

せんが、非常にすばらしい発明だと思います。（あとで

質問されてもたぶん困りますので興味のある方はネット

等でお調べください。） 

インクジェット方式はノズルからインクを噴射させて印刷

する仕組みですが、ノズルの詰りや、噴射のタイミング、

インクの乾燥など課題が非常多い方式です。家庭用プ

リンターのように小型で印刷速度が遅い印刷に適してい

ます。現在、大型印刷機にノズルヘッドを多数搭載しス

ピードを上げる研究が進んできており、近い将来オフセ

ット印刷に変わる印刷技法になるのではないかといわれ

ています。 

オンデンマンド印刷とオフセット印刷の最大の違いは、

版がいらないことです。データから直接印刷できるという

事です。このことにより、皆様がお使いのパソコンで作っ

たデータが直接印刷できるようになった訳です。 

それではプリントの３枚目をご覧ください。原稿受付面

のお話をしたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

現在は入稿の色々な仕方が可能になりました。 

・手書きによる入稿 

（手書き原稿を印刷会社が制作する従来の方法） 

・テキストデータによる入稿 

（ワード等で文字打ちのみのデータ） 

・不完全データ・混在データ 

（色々なソフトで作ったデータが混在・現物でスキャナー

する場合あり） 

・完全データ 

（ＰＤＦ、ワード・エクセル・パワーポイント・一太郎など） 

・その他 

（現状難しい部分もありますが音声データによるテープ

起し） 

校正 

（文章・漢字・送り仮名・句読点・重複文章）などの直し 

今は、受付も広がり手軽に入稿が出来るようになりまし

た。また、文章の直し等も印刷会社レベル行う会社も出

てきました。 

そして、金銭面ではデジタルの進歩により印刷工程が

非常に少なくなりました。昔は入稿・文字打ち・スキャナ

ー撮り・レイアウト・デザイン（台紙に切り張り）校正（校正

のたびに切り張りのやり直しが発生）・カメラでのフィルム

製作版への焼付け・校正刷・印刷・製本・納品です。 

今は、一番工程の無い場合はＰＤＦ入稿・版への焼付

け（校正はありＲＩＰによるデータ変換）印刷・製本・納品

です。（オンデマンドは、版が無いため製版も無） 

もうお分かりでしょうが工程が少ない分売値も下がるとい

うことです。 

また、オンデンマンド印刷はロットの少ない（モノクロ約５

００部以下、カラー約３００部以下はオフセット印刷より版

がないぶん安く出来ます。また、版が無いことによりほぼ

単価計算による価格の設定が可能となりました。印刷は

版を使用する為、大量部数になると単価が下がりますが、

オンデマンドは単価計算でそのまま価格が上がっていく

ため、自然と上限枚数が決まってくる訳です。また、製

本の仕様（上製本・並製本・中綴じ・サンプルにて）や紙

などの選択を替えるだけで値段が大きく変わります。 

このような現代の印刷事情を印刷会社がとらえ、無駄を

なくした適切な提案をすることで、従来の価格を大幅に

下げることも可能だと考えます。 

弊社が提案する自費出版 

どのような内容で作るのか？ 

ジャンルがいろいろ表記していますが、ジャンルにこだ

わる必要はありません。 

作りたい内容を自分なりに表現すればいいと思います。 

それでは、今まで受注した実例の紹介をしたいと思いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・大間々 H 様 ２５０冊 

一太郎からワードに変換して弊社にて PDF 文章直しの

依頼あり、赤字は本人がワードにて直し、挿絵は本人画

蜘蛛の記念館まで作りたいと話していた。 

 

・日立市 T 様  ３０冊  （２０冊増刷予定） 

ワード入稿、弊社にて PDF   ５００冊（上製本） 

・松井田 K 様  ５０冊 

現在進行中 一太郎のテキストと書き原稿、句読点は、

なかった。完成を見ることもなく今月初旬に他界 

 

・玉村  O 様  ３０冊（上製本）   

現在進行中  

母の書いた絵と手書き原稿お子様はすでに他界 

自分自身の為に作ることが、一番大事です。人に読ま

せる為に作る必要はないと私は、考えます。読みたいと

おっしゃる方に差し上げるのがベストではないかと思い

ます。無理やり押し付けても読まない方が多いと思いま

す。そして内容・形式・冊数を気にしなで自分らしい１冊

を作ることが良いと考えます。 

皆様の考えと印刷会社の努力で自費出版は手軽に出

来る時代になったといえます。 

本日はご清聴していただき誠にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沢山の武勇伝をお持ちの会員さんがいらっしゃるようで

すので、是非自費出版してください。 

 

 

 

 

 

 

 

【次回例会予告】 

3 月 5 日(月)  

♦卓 話 新入会員 蛭間  茂 君 

             下田 正宏 君 

♦食 事  豊田 

太陽印刷工業株式会社 
社長 松枝 幹 様 


