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〔要 約〕 

１．事業の目的および概要 

紙器・段ボール箱は、一般消費の動向に左右されやすく、近年の景気停滞による消

費・物流の低迷が受注量に影響している。また、産業の空洞化、流通の変革、環境・

リサイクル、労働安全等の様々な問題に直面していることに加え、購入資材の高騰や

エンドユーザーから多様化、短納期、低コスト等の対応を要求されていること等が紙

器・段ボール箱製造業の経営環境に影響を与えている。 

このような状況のなかで各企業は、様々な改善の方向を模索し経営努力を続けてい

るが、特に、事業所内の情報処理や製造工程、機械設備に関する合理化が諸問題解決

の一端を担っており、ＩＴを活用する等の情報化促進が必須課題となっている。 

   近年の情報革新の進展は、機械・装置の情報化、知能化、標準化等による効率的な

生産体制の確立により経営合理化に貢献するものとして期待されており、紙器・段ボ

ール箱の製造においても、段取り替えの迅速化、品質の向上等に寄与するとともに、

熟練作業者の不足の問題、技能の伝承、経験の代替といった課題に対する解決の糸口

になるものとして期待が高まっている。 

本調査研究事業は、紙器・段ボール箱の製造工程全般における製造情報、材料情報、

工程情報、制御情報等の共有化・統合化のための基盤整備を図るとともに、合理的な

製造システムを構築するための課題、問題点等について調査を行い、これらの結果に

基づいた次世代製箱システムの技術指針を策定、提言し、紙器・段ボール箱業界およ

び印刷産業機械業界の技術革新に寄与することを目的とした。 

紙器、段ボール箱は多種多様であり、その利用範囲は広範に亘っている。近年は、

中身の商品のイメージアップ、販売効果等、他社製品との差別化を目的に高品質、美



粧性、耐久性、利便性や短納期が求められ、紙器・段ボール箱の製造工程、材料、機

械・装置においても情報化等によりこれらに対応することが必要となっている。 

しかしながら、これら製品の作製には、複数業界を横断的にまたぐ、複雑な工程を

経ることが必要となっているため、製造工程、材料、機械・装置間の情報一元化等が

必要であり、このための情報基盤の整備、標準化等が課題となっている。 

現状では、例えば、段ボールの製造工場における生産管理、進捗管理等が行われて

いるが、顧客と段ボール工場や貼合工程と製箱工程との間での情報共有には、まだい

くつもの課題が残されている。また、製箱工程における CAD/CAM を利用した箱の

設計から抜型作製および CTP 製版システム等、コンピュータ化等による情報活用が

なされている部分もあるが、これらの情報が後工程に生かされていないところもあり、

特に、紙器・段ボール箱の加工機械等においては、オペレータの技能に頼っている部

分もあり、情報を有効活用すること等による合理化が求められている。 

本調査研究事業は、紙器・段ボール箱の製造工程全般において、情報化および合理

化促進の観点から、現状の製造工程全体を見直し、合理化のための課題、問題点の抽

出を行うとともに、情報共有、情報統合を実現することによる効果等について検討し、

次世代の紙器・段ボール箱製造システムの実現に向けた技術指針を策定するため以下

の調査を実施した。 

① 製箱工程全般の技術課題、問題点の抽出とその対応の状況調査 

② 製箱工程全般の情報項目の整備 

③ 情報化促進による効果の検討 

④ 情報共有化、情報統合化のための課題、問題点の抽出 

⑤ 次世代製箱システムの技術指針の策定・提言 

  

２．各 論 

２．１ 製箱工程の情報化の現状および課題 

（１）紙器製造業 

 紙器製造業は、納期短縮、生産性・歩留まり向上、品質の安定等、多くの課題克服が

求められており、これらに対応することが業界での厳しい競争を勝ち抜いていく重要な

ポイントとなる。 

以下に、紙器製箱工程における情報化および工程情報とその伝達方法の現状について、

コンピュータ統合生産システムを実現するための課題克服のためのキーワードとなる

「ネットワーク」・「ワークフロー」・「標準化」という観点から、現在の課題と、今後の

方向などについて考察する。 



①「ネットワーク」について 

  紙器におけるコンピュータ統合生産システムを実現するためのポイントとして、工程

間のネットワーク化が前提となる。デジタル化において、各工程の個々の情報は、そこ

だけで完結するのではなく、相互に関連をもった情報のながれの構築が重要である。特

に、企画デザインと製造の融合は、製造にとってリードタイム・製造負荷軽減などの点

で非常に重要な課題といえる。 

情報ネットワークについては、すでに加工情報のオンライン伝送などによりこれまで

も経験しているところであるが、紙器製箱工程の全体を見た場合、プリプレスから印刷

工程までの近年のネットワーク化の発展と比較して、印刷以降の工程における加工機械

においては、ネットワーク化はあまり進捗していないのが現状である。全体の工程を見

て、共有化できる情報や工程間で情報ソースとなりうる情報は利用し、一貫した流れを

想定して、情報の分類、利用をはかるべきである。つまり、情報を共有化し、管理して

いける仕組み作りが必要になる。 

②「ワークフロー」について 

  ネットワーク化を妨げる第一の要因として紙器製箱工程のワークフローが複雑であり、

多岐に亘ることにある。 

紙器の製造は、その製品によって、加工内容、加工機械、パッケージ形状等変化する

ため、ワークフローは非常に多様である。 

加工工程としては「印刷・断裁・表面加工・箔押・合紙・窓貼・エンボス・打抜・貼

り・手加工」とあり、各加工にも様々な仕様があり加工順序も仕様により変化する場合

がある。また、箱形状も多岐に亘り、同じ加工でも加工機械が様々ある。紙器は、この

ように複雑で多岐に亘るワークフローで製造されている為、全部の加工工程をネットワ

ーク化していくことは難いと思える。 

顧客からの多品種、小ロット、短納期等の要求により、加工内容はより複雑になり、

セット時間の短縮、工程管理・進捗管理が非常に重要となり、また難しくなってきてい

る。この問題を解決していくためには、生産情報の共有できるワークフローを目指す必

要がある。 

 ③「標準化」について 

  紙器製箱工程において印刷以後の各工程では、まだ従来の経験や勘で作業していた部

分が多く、機械セッティングなどのためにフローが一時的にストップすることもあり、

その作業は人力でおこなっている。さらにこの人力作業も、先輩より口伝えで教えられ

た作業方法により作業している状況で、ISOの導入により近年になり、各社で作業手順

書などの作成により各社内の標準化が急速に進行している段階である。 



  業界全体においてもこれらを促進することが必要となるが、業界では、技術書や教育

スクールが少ないのが現状である。また紙工機械のメーカーごとに作業手順や注意ポイ

ントが違う場合もあり標準化を推進しにくい要因となっている。このような現状から、

紙器製造業の会社ごとに手探りの中、従来の経験に基づき独自に作業標準を作成、更新

しているのが現状である。 

（２）段ボール箱製造業 

段ボール箱の製造における顧客と確定した情報は生産情報として整備され、生産計画

や出荷計画に活用される。これら情報の整備は、当然、人手により行われるため、写し

違いや勘違いがないように十分に管理する必要がある。顧客情報と生産情報の活用に際

して、留意すべきは次のようなことである。 

①顧客情報の留意点 

・同一商品の段ボール箱を複数工場で製造する段ボールメーカーでは、工場により製 

造機械が同一でない場合があり、顧客情報をそれぞれの工場の機械仕様に合わせて

加工せねばならない。 

・同一商品を複数工場で生産する顧客では、工場により自動梱包ラインの仕様が異な

る場合があり、段ボールメーカーでは、同一商品の段ボールでも、顧客の工場ごと

の情報に合わせて加工せねばならない。 

・同一商品の段ボール箱を複数のメーカーから受領する顧客では、納入企業により機

械仕様が異なり、さらに独自のノウハウで情報処理が行われているため、一社の生

産情報や作業者情報をそのまま他社に応用できない。 

 ②生産情報の留意点 

   段ボール製造業においては、段ボールシートや段ボール箱の仕上がり情報が管理部

門にオンラインで伝達され、確認・管理できる段階には達している。しかし、個々の

生産情報の次工程への伝達、例えば段ボールシートの仕上がり情報を自動的に印刷部

門へ伝達するなどは未だ汎用化されておらず、現在では、一部の先進企業で開発・導

入されているに過ぎない。 

２．２ 課題のまとめ 

近年、飛躍的に進歩したコンピュータシステムの、製箱工程の管理や工程間の情報伝

達への積極的な適用が進められてきたことにより、人手によってあらゆる作業が行われ

てきた時代に比べ、工程の飛躍的な効率アップが達成されてきたといえる。本調査研究

では、製箱工程における情報の統合化を取り扱ったが、それを行うメリットとして以下

のものがあると思われる。 

【工程情報統合化のメリット】 



(1) 生産工程全般の生産情報、材料情報、工程情報の共有化・統合化を図ることにより、

生産システムの合理化、ひいては経営の合理化を進めることができる。 

(2) 共有化・統合化された工程情報を集中管理することにより、各メーカーで情報の重

複管理といった無駄を省くことができる。 

(3) 製箱工程の情報化を図ることにより、経験の代替、技能の伝承、熟練技術者の不足

などの課題を解決できる可能性がある。 

(4) 共有化・統合化された工程情報を念頭において、機械メーカーとともに新たな機械

の開発、技術開発をはかることができる。 

そして本調査研究において、これまで製箱工程の現状、技術動向、情報統合化の現状

などの調査、まとめ、さらに課題の抽出を行い、また情報項目の分類化、整備を行って

きた。その中で、情報管理・伝達システム自体が各メーカー独自のものであったり、ま

た工程には熟練作業者の経験や勘による機器調整が必要とする部分が残っているなど、

工程情報統合化のための課題も指摘されてきた。以下では、これまでに指摘された情報

共有、情報統合を進める上での課題、問題点をまとめてみたい。 

【情報統合のための課題・問題点】 

(1) 顧客とメーカーの間で取り交わされる設計段階の情報（受発注情報、構造情報、デ

ザイン情報、材料情報、生産工程情報、結束・梱包情報など）が、そのまま生産情

報として活用できていない。 

(2) 設計段階の情報を、生産機械の仕様が同一でないため、そのまま生産情報・製箱情

報として活用できない。 

(3) 生産管理・情報管理・伝達管理の情報が、生産工程に自動的に伝わる状況になって

いない。 

(4) 生産工程においても、ある一つの完了情報が次工程に自動的に伝送される状況にな

っていない。 

(5) 近年、特に「多品種・小ロット」、「短納期化」が進み、加工内容も複雑になったた

め、製箱工程の管理情報が非常に複雑になり、情報の自動的な伝達が難しくなって

いる。 

(6) 製箱工程のノウハウに関する部分には、まだ熟練作業者が従来の経験や勘で作業し

ている場合が多い。また、業界全体としての加工技術のテキストもなく、スクール

で教えることができない。 

(7) 各メーカー固有のノウハウと共有化する一般的情報の境界をどこに設定するか。 

(8) 情報伝達システムを実際に構築することを考えると通信をふくめたネットワーク上

のデータをどのように保護し、どこで管理し、また更新するか。 



(9) 情報伝達システムは、今後の通信容量、スピード等を考えると LAN を中心として構

築したいが、統一が可能となるか。 

(10) 紙工機械の開発に際しては、その機械の開発コンセプトや付加価値、また機械が

利益改善にどれだけ貢献できるかといった点を十分に説明できることが必要と考え

られる。このような開発コンセプトの構築、さらにシステム開発、技術開発をメー

カーとユーザーが一心同体となって行うことが可能か。 

 

上述の課題は、その一つ一つが独立したものではなく、お互いに関連しているものも

多いが、それらの解決に努めることが望まれる。現状の生産機械自体の生産スピードは、

これ以上進歩するとは物理的に思えないくらい改善されているといってよいであろう。

したがって、今後の生産性向上は、工程の情報化によってもたらされると考えられる。 

本調査委員会のこれまでの検討結果と上述の課題に基づいて、今後の製箱工程の情報

統合化の指針として以下の項目を提案したい。 

(1) 「製箱工程の情報項目の分類化」において行った、紙器製箱、段ボール製箱工程、

紙工機械（ロータリーダイカッタ、フレキソフォルダーグルアなど）ごとの階層構

造モデルにしたがって共有化情報の収集・整理を進める。その際には、共有情報と

メーカーごとのノウハウの境界設定を行う。 

(2) 情報伝達システムに使用する OS や、伝達に使用する媒体など構築に対する統一

した基本コンセプトを設定し、それに従って、はじめは各メーカーで工程の情報伝

達システムの構築を行う。さらに、機械メーカー、ユーザーが協力して、情報伝達

システムに対応できる機械や技術の開発を目指す。 

(3) 共有情報（データベース）の管理は、計画管理－設計－材料等要素情報－生産

設計・生産工程－配送などを全て含んだ（印刷工程管理のための AMPAC の将来像参

照）全国規模での集中管理を目指す。 

 

本調査委員会で構築した情報統合化の基盤が機械メーカー、ユーザーの技術開発意欲を

促すことにつながれば幸いである。 

世界的にみても、機械メーカーが、製箱工程においてＣＩＰ４に組み込まれるような機

械開発や、システム開発を行っている情報はないようである。日本において、機械の価格

面だけではなく、ユーザーの利益改善への貢献などを考慮した新たな発想で、価格がやや

高くても付加価値の高い機械の開発を目指し、この機械開発の概念を日本から世界に向け

て発信できるようになることを期待する。このことを進めるためには、製箱工程の「情報」

が今後のキーワードであり、業界全体（特に国内機械メーカー）に対して情報統合化の必



要性を認識させることが大きなポイントと思われる。 

 

２．３ 調査研究のまとめ 

本調査委員会での調査・検討によって、製箱工程における効率的な生産体制の確立、経

営合理化の面や技術・経験の伝承など面から情報の統合化が重要であることが確認でき、

そしてその情報統合化に対する基本的な指針は提言できたものと考える。しかしながら、

この基本方針に沿って情報統合化の実現へ向けての新たな取り組みを行わないと、結局は

絵にかいた餅となってしまう。また、この製箱工程の情報統合化は、機械メーカーも含ん

だ業界全体が一心同体となって協力して行わないと成就しないものと思われる。今後の業

界の一致協力した取り組みを期待してやまない。 

 

 

  この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 


