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■作業前の
　ワンポイント

　■用紙にコシを付ける
　Ｑ）「用紙にコシを付ける」とは、
どういうことなのか？
　Ａ）コシを付けるとは、用紙の目
の方向と逆方向に癖を付けることを
いう。ちょっとしたことであるが、
大切な作業になる。
　【紙の目について】
　紙の目とは、紙をすく時の繊維が

並んだ方向のことで、目の方向に
よって、製本仕上りに影響が出るだ
けでなく、印刷機、製本機で加工が
行ないやすいかどうかという影響も
出てくる。
　【用紙にコシを付ける】
　紙を数十枚まとめて、用紙の目と
逆方向に折る。跡が残るとお客様に
嫌がられるので、はっきりと跡が残
らないように「やさしく折る」のが
ポイントになる。
　【トラブルを回避】
　用紙にコシをつけるとトラブルを
解消することができる。その具体例
を、無線綴じ機、紙折り機、伝票丁
合機、ミシン機で紹介する。
　

■丁合の
　ワンポイント

　■丁合機の給紙について（エアー
給紙・フリクション給紙）
　Ｑ）丁合機によって給紙できる紙
質が違うのはどうしてか？
　Ａ）丁合機には「エアー給紙」と
「フリクション給紙」があるので、
仕事に合った丁合機を選択すること
がポイントになる。
　【エアー給紙】
　エアーで用紙を捌いて、１枚ずつ
吸い付けて給紙する方法。長所とし
ては、①給紙する紙質を選ばない、
②用紙にキズ・汚れが付きにくい、
③処理スピードが速いなどがある。
短所としては、少し価格が高いこと
である。
　【フリクション給紙】
　ゴムローラーの摩擦で用紙を給紙

する方法。コロ給紙ともいわれる。
長所としては、①操作・調整が簡単
（電源を入れたらすぐに丁合ができ
る）、②価格が安い、③機械稼動音が
静か、などがある。短所としては、
アート紙・コート紙が給紙しにくい
点がある。
　
　■丁合機の手入れ
　Ｑ）丁合機はどのように手入れを
したらよいのか？
　Ａ）丁合機は給紙箇所が多い分、
ミスを防ぐための手入れは他の機械
よりも重要になる。以下、ポイント
をあげて説明する。

　【給紙部の清掃】
　エアー給紙式の場合、アルコール
を浸み込ませた布でロータのゴム部
分やゲート板などのインキ・紙粉を
拭き取る。フリクション給紙式の場
合、専用の洗浄液を浸み込ませた布
で、給紙ローラーのゴム部分や２枚
差し防止パッドのインクや紙粉を拭
き取る。
　【センサー部の清掃】
　給紙ミスセンサーの埃をクリーニ
ングブラシで取り除く。このとき、
そのほかのセンサー部分も刷毛など
で埃を取り除いておくとよい。
　【搬送ベルトの清掃】
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資料提供：㈱ホリゾン西コンサル

　㈱ホリゾン西コンサル（西林宏泰社長）主催による「第22回 ホリゾンシス
テムデザインショー in 名古屋」が、５月17～18日の２日間、名古屋国際会
議場白鳥ホール展示場において開催された。会場では、ホリゾンが誇る無線
綴じ・中綴じシステムなど、数々の新鋭機がデモンストレーションとともに
紹介され、デジタル時代における多品種小ロット需要への対応が提案された。
２日間にわたり多くのユーザーが訪れ賑わいを見せた。（展示会内容について
は58ページに詳報）
　ホリゾンでは、ユーザーサービスの一環として、各種製本機器の効率的な
使い方やメンテナンスなど、製本作業の効率化を図るためのアドバイスを行
なっている。このアドバイスを「製本博士のワンポイント講座」として纏め、
小冊子を作成するとともに、HPでも紹介している。ワンポイント講座は、
製本作業に従事するオペレーターの格好の手引書として好評を博している。
本稿では、このワンポイント講座から、①作業前（用紙）のワンポイント、
②丁合のワンポイント、③折りのワンポイント、④製本のワンポイント、⑤
中綴じ製本のワンポイント、⑥断裁のワンポイント、⑦静電気対策のワンポ
イント」を選択し紹介した。

用紙にコシを付ける

用紙の目について
薄い冊子が、投入部
の下に潜り込んでし
まうとき

本身が立つようなイ
メージでコシを付け
れば、製本はきれい
にできる

折りやすい目の
用紙にコシを付
けて、きれいな
折りが完成する

折り機に適しやすい≠折りやすい

紙折り機の場合は、適しやすい目と
折りやすい目は逆になる

紙詰まりもなく、
きれいに加工がで
きる

薄紙で目が逆方向だと、用紙が腰砕
けになる

折れやすい

紙の流れていく方向

紙の流れていく方向

紙の流れていく方向＝紙の目の方向

紙の流れていく方向≠紙の目の方向

用紙が扱いやすい
（薄い用紙でも通しやすい）

用紙が扱いにくい
（薄い用紙は特に通しにくい）

折れにくい

紙の目
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■折りの
　ワンポイント

　■AFC-546AKTでの折りの微調
整のコツ
　Ｑ）AFC-546AKTでA4用紙（210
×297㎜）を６枚のバックルを使って
外七つ折をセットしたが、最後の折
りが３㎜長くなってしまった。簡単
に早く修正するにはどうしたら良い
か？

　Ａ）通常は、微調整画面で各バッ
クルを微調整して折り位置を修正す
るが、もっと簡単な方法がある。今
回はホリゾンの自動設定紙折機だか
らできるトリックをお教えする。
　まず、折り形設定画面で「用紙長
さ」を選択。次いで、「用紙長さ」に
ずれていた寸法（３㎜）を足して300
㎜にする。３㎜を足すことによって、
６枚それぞれのバックルに＋0.5㎜
ずつ振り分けられる。微調整で各
バックルを調整するのと同じ事であ
るが、こうすることで一度の入力で
調整が完了する。これで外７つ折り
を再セットすると、折りが修正され
る。また、最後の折りが短くなった

場合には、短くなった寸法を引くこ
とで、同じようにセットできる。こ
れがトリックの種明かしである。
　
　■分厚い折り丁でも強い製本をす
るコツ
　Ｑ）16頁折り、32頁折りの折り丁
で、アジロ製本をしたが、糊が内側
まで入らなくて、強い製本ができな
かった。
　Ａ）16頁折り、32頁折りなど分厚
くなると、通常のアジロ加工をして
製本しても、アジロの切れ目から糊
が入り込まないために強い製本はで
きない。そんな時には「パンチミシ
ン」を使うと分厚い折丁でも強い製
本ができる。
　その方法は、①製本加工時に背に
なる部分にパンチミシン加工される
ようパンチミシンキットをセットす
る。②通常の折り作業を行なうと、
イラストのような折丁ができる。パ
ンチミシン刀は、用紙にミシン目を
いれるのではなく、くり抜き加工を

　搬送ドアを開け、アルコールを付
けた布で、ベルト部分の埃などを拭
き取る。
　【ゴム部分の交換】
　ゴム部品は、「経年劣化」というゴ
ム質劣化による表面硬化が起きたと
き、パーツ交換が必要となる。毎日
のメンテナンスでミスや不良は防げ
ることを心掛けておくことが大事。
　
　■VAC-100シリーズで厚い紙を
給紙するとき
　Ｑ）丁合機にVAC-100を使ってい
るが、厚い紙給紙をする方法は？
　Ａ）厚い紙／重い紙（ア一ト紙・
コート紙）を給紙するときは、捌き
エアーの量を増やすことがポイント
になる。これには２つのコツがある。
　【紫色の二枚差し防止板を使う】
　厚紙や重い紙を給紙するときは、
捌きエアーの量は多く必要になるた
め、標準で機械についているピンク

色の防止板では、捌きエアーが十分
供給できないことがある。
　そんなときには、VAC-100の付属
品の中に紫色をした二枚差し防止板
が入っているのでこれを利用する。
この板は、捌きエアーがピンク色の
ものに比べ多く入る構造になってい
る。厚紙の給紙に困ったときは紫色
の防止板を使って試してみる。
　【使わない捌きエアーを閉じる】
　10段の棚を全て使用しないときに
は、使用していない棚の捌きエアー
のレバーを一番下に下げる。使って
いない棚のエアーを閉じることで、
他の棚に供給されるエアーの量が増
え、捌きエアーの量及び吸引力が増
える。
　※上記の方法でもうまくいかない
ときは、オプションの増設ブロア
「EAB-100」を使用する。
　
　■VACシリーズで簡単にハガキ
を挿入するには？
　Ｑ）VAC丁合機とSPF-20を使っ
て中綴じ冊子を作っているが、お客
様からの要望でハガキを入紙するこ

とになった。このとき手作業で挿入
しているが、すごく効率が悪いので
何かいい方法はないか？
　Ａ）手作業では、手間と時間ばか
りかかる。VAC丁合機を使って簡単
にハガキが挿入できる方法を伝授す
る。その方法は、①捨て代のあるハ
ガキを用意、②丁合機の棚にハガキ
を積み、ハガキがちょうどよい位置
に挿入されるように給紙タイミング
を調整、③後は、製本をスタートさ
せれば、ハガキが挿入された冊子が
できあがる。この方法で、糊付けな
どをしなくても脱落しないハガキの
挿入が聞単にできる。
　使用可能な丁合機は、VACシリー
ズ丁合機、使用可能な中綴じ機は、
SPF-20シリーズ、SPF-200A、
StitchLiner5500になる。
　※この製本を行なうためには、別
売の［ハガキ挿入キッド］が必要に
なる。
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丁合機のメンテナンス
フリクション給紙式 エアー給紙式

センサー部の清掃

エアー給紙式

フリクション給紙式

搬送ベルトの清掃 ゴム部分の交換

丁合機の給紙
エアー給紙 フリクション給紙

厚い紙を給紙
するとき
紫色の二枚差し
防止板を使う。

使用していない捌きエア
ーを閉じる。捌きエアー
の量および吸引力が増す。
オプションの増設ブロア
EAB-100の導入。

紙折機でのアジロ位置のセットVACシリーズで簡単にハガキの挿入

自動設定紙折り機で折りズレの微調整

長くなった３㎜を修正するには、折形設定画面で用紙長さを選択、用紙長さ
にズレていた３㎜を足し、300㎜にする、再セットすると折りが修正される。

分厚い折り丁でも強度のあるアジロ
製本

捨て代のあるハガキを用意。給紙タイ
ミングを調整（丁合機のオバーラップ
量は最大に）し、スタートすればハガ
キが挿入された冊子ができる。

セットアップモードを選択し、テス
ト給紙ボタンを押し用紙を給紙。ト
ンボ位置に合わせアジロをセット。

パンチミシンキッドを使うことで分
厚い折り丁でも強い製本ができる。
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■製本の
　ワンポイント

　■袋とじ製本の方法
　Ｑ）二つ折りしたものを製本（袋
とじ製本）するとき。
　Ａ）二つに折ったものを製本する
（袋とじ製本）ときのワンポイント
は、次のようになる。製本の良し悪
しに影響するのが、背になる部分の
折りズレであるため、背の部分が折
りずれなどで不揃いな時は、背にな
る部分を断裁機で断裁する。これで
ホットメルトが均一に背に付くの
で、美しい製本が手早く仕上がる。
　
　■製本を効率よくするには
　Ｑ）断裁ラップとは何か？
　Ａ）印刷から上がった用紙の断裁
工程で、製本の下ごしらえをするこ
とをいう。ちょっとした工夫で製本
が早くできる職人の知恵になる。
　断裁ラップで効率の良い製本作業
は次のようになる。①シート前半は
長辺を数ミリ断裁し、シート後半は

断裁しない。②区分けしないで丁合
をスタート。区分けを気にせず丁合
スピードを上げることができる。③
丁合済みの１冊分はイラストのよう
な形になる。④紙揃え機にかければ
後で揃え直しをしなくても大丈夫で
ある。⑤１冊分を取ったら揃えなく
てもクランバーに入れることができ
る。これにより冊子を無線綴じ機の
クランバー部へ入れる速さが早くな
れば、１時間当たりの生産性が上が
る。また、手差しタイプの中綴じ機
でもスムースに挿入できるので生産
性がアップする。いずれにしても、
うまく１冊ずつ処理するにはラップ
した冊子に慣れることが肝心になる。
　ポイントとしては、仕上げ断裁し
た後にラップの跡が残らないよう
に、最初の時に断裁する大きさを間
違わないことが肝心になる。
　
　■ホットメルトの手入れ
　Ｑ）ホットメルトはとても便利な
接着剤であるが、手入れの必要は？
　Ａ）ホットメルトやメルトタンク
周りの扱いには、注意や手入れが必
要なところもある。
　Ｑ）手入れは具体的にどのような
事をしたら良いのか？
　Ａ）最も重要なのは注油である。

ホットメルトは熱で溶かすため、メ
ルトタンクチェ－ンの潤滑油は蒸発
しやすい。そのまま作業を続けてい
ると、メルトタンクは焼き付いて動
かなくなってしまう。
　対策として、機種や機械の使用頻
度にもよるが、「耐熱油」という熱に
強い潤滑油を、毎日少しずつ注油す
ることが必要である。
　Ｑ）ホットメルトの交換時期がわ
からない。
　Ａ）頻繁に交換する必要はない
が、ホットメルトが次のような状態
の時は交換の目安になる。
　「糊の色が白から茶褐色に変色し
た時」製本強度に直接影響はないが、
表紙が薄く白い紙の場合、糊が透け
て嫌がられる場合があるので交換し
た方が良い。
　「ドラム上の糊がまだらになった
時」長年の糊の焦げが、メルトタン
ク底に溜まると、メルトタンクとド
ラムワイパ一の隙間に詰まる。この
ような時も交換時期である。
　Ｑ）糊が茶褐色になっているが、
どうしたら改善するか
　Ａ）糊を補充するが、補充には注
意も必要になる。頻繁に糊の補給が
必要な時は、あらかじめ高温にした
ホットメルトを補給する装置「フリ
メルタ」を使用すると、タンク内の
温度も下がらず便利である。
　
　■BQ-270で厚い製本をしたい。
　Ｑ）BQ-270で厚い製本を綺麗に
仕上げるにはどうしたらいいか
　Ａ）ポイントは、表紙の紙質、糊
の塗布量、ニッピング時間、糊の粘
度になる。以下、具体的に説明する。
　【表紙の紙質】
　表紙にシワが入る場合は、表紙の
紙質を「厚手」に変えることで、シ
ワにならずに綺麗に仕上がる。

行なう。③通常の製本作業を行なう
と、糊が折り丁の中（ミシン加工し
た部分）にしっかり浸透する。
　
　■紙折り機の付属品（鋼球）を上
手に使うには
　Ｑ）紙折り機の付属品の鋼球を適
当に使っているが、正しい使い方を
教えて欲しい。
　Ａ）鋼球は、折りを安定させるた
めに非常に大切なものである。流し
台で用紙を寄せる、ナイフ部に用紙
を送り込むために使う。うまく使え
ば、折り作業の効率が格段にアップ。
今回は、流し台とナイフ部での使い
方のポイントを説明する。
　【流し台でのポイント】
　最初のバックルストッパーに用紙
の先端が当たっている時、用紙の後
端付近に鋼球を入れる。
　※用紙の後端よりも進行方向側に
鋼球を置き過ぎると、球がストッパ

ーになってしまい、折ズレを起こす
原因になる。
　【ナイフ部でのポイント】
　用紙の先端がナイフストッパーに
当たっている時、用紙の後端付近に
鋼球を入れる。
　※ナイフ部の球は、平行折の時に
セットし、クロス折の時は、印刷物
の傷の原因になるので抜いておく。
　
　■紙折り機でアジロを入れると
き、アジロ位置をセットするには
　Ｑ）紙折り機でアジロを入れると
き、現物のアジロ位置を見ながら手
探りで微調整しているが、なかなか
位置が合わなくて時間がかってい
る。最近は、多品種少量生産になっ
てあまりヤレを出せないし、何か良

い方法はないか？
　Ａ）セットアップモードを使用す
ると、テスト給紙した用紙がナイフ
の手前で止まり、アジロ刃の位置が
現物と合わせてセットできる。
　手順は、①セットアップモードを
選択。②スタートボタンを押し、モ
ーターを起動させる。③テスト給紙
ボタンを押し用紙を給紙。④給紙さ
れた用紙はアジロ刃の手前で止まる
ので、寸動で用紙を動かす。⑤トン
ボ位置に合わせてアジロをセットす
る。
　※セットアップモード使用時は、
ベルト速度が高速の場合、用紙がス
トッパーまで送られてしまうことが
あるので、その場合はベルト速度を
遅くする。

□新入社員のための製本博士のワンポイント講座 作業前／丁合／折り／製本／中綴じ／
断裁などのワンポイントアドバイス

紙折機の付属品「剛球」の使い方
　　流し台でのポイント

　　ナイフ部でのポイント

製本を効率よくする

断裁ラップで効率よい製本作業
①シート前半は長辺を数ミリ断裁
②シートの後半は断裁しない　③
区分けなしで丁合スタート　④丁
合済みの１冊の形　⑤紙折機にか
ければ揃え直しは不要　⑥１冊分
を取ったら揃えなくてもクランパ
ーに入れることができる

②

③

⑤

⑥

熱に強い潤滑油である「耐熱油」を、
毎日少しずつ注油する

表紙の紙質、糊の塗布量＋ニッパー
高さ、ニッピング時間、糊の粘度が
大事なポイント。

ミーリングカッターの切れ味が悪く
なると、冊子の背に糊が正しく付か
ず、背が美しく形成されない。定期
的なメンテナンスが必要である。

ホットメルトのメンテナンス BQ-270で厚い製本をする ミーリング上刃の摩耗

最初のバックストッパーに用紙の先
端が当たっているとき、用紙の後端
辞付近に剛球をいれる。

用紙の先端がナイフストッパーに当
たっているとき、用紙の後端付近に
剛球を入れる。

①

④

アドバイス
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を増やすことで解決することができ
る。HP-20Aの設定で、突き揃えが
レベル０からレベル５まで設定でき
るようになっている。レベルの段階
を上げると突き揃え回数が増え、揃
えを助ける。
　※突き揃え回数を増やすと処理速
度は遅くなる点は考慮する。
　Ｂ）オプションの「補助ブロア
キット（HP-20A-OP）」は、特に、
ペラ入紙が薄い場合、製本する用紙
によっては入紙したペラが他の紙に
くっ付いてしまい、突き揃えだけで
は揃えることができないケースがあ
る。そんなときにブロアを取り付け
ることで、きっちりと揃えることが
可能になる。これは、ブロアの動き
で冊子の間にエアーを入れ膨らま
し、ペラ入紙と他の紙を離すので、
突き揃えによりペラ入紙をしっかり
と揃えることができるようになる。
　
　■中綴じ機SPF-20シリーズで、
デジタル印刷物や厚い中綴じ物を処
理するとき
　Ｑ）中綴じ機SPF-20シリーズを

使っているが、デジタル印刷物や厚
い中綴じ物の処理をするときに、冊
子がプレスローラーに食い込まず、
折りローラーとプレスローラーとの
間に飛び出してしまうことがある。
こんなときはどうしたらいいか。
　Ａ）この場合、次の２つの原因が
考えられる。
　ケース①デジタル印刷物の場合、
印刷表面のフューザーオイルにより
滑りが生じ、それが原因でプレスロ
ーラーに食い込まない症状が起きる。
　その解決策としては、折りナイフ
高さ調整つまみでナイフの高さを上
げ、プレスローラーの表面についた
フューザーオイルをゴム洗浄液で拭
き取る。ナイフの強い勢いで折りあ
げることと、プレスローラーの摩擦
力をあげることで症状が改善できる
場合がある。
　ケース②中綴じ物の場合、膨らみ
が大きくプレスローラーに食い込み
にくい条件に加え、折りローラーの
搬送力が冊子の膨らみをより大きく
させることで、冊子が押し出されて
しまう。

　その解決策としては、折りローラ
ーにシリコンスプレーをすることで
滑りをよくし、折りローラーの隙間
を広げることにより、折りローラー
での摩擦を減らすことになり症状が
改善される。
　以上の対応をしても症状が改善で
きない場合は、折りローラーとプレ
スローラーとの間に、オプションの
ガイドを取り付けることで解決でき
る。このガイドは折り部から折りだ
された冊子をプレスローラーに強制
的にガイドする。
　
　■突き揃えがうまくいかない場合
の対策
　Ｑ）丁合機VACシリーズと連結さ
せたSPF-20シリーズやステッチラ
イナーで中綴じ作業をするとき、ど
うしても突き揃えがうまくいかない
場合はどうしたらいいか？
　Ｑ）次の４つの対策を試してみる。
　対策①：丁合機のオーバーラップ
量調整。紙の条件によってオーバー
ラップ量を調整することで対応でき
ることがある。特に、静電気を帯び

　【糊の塗布量＋ニッパーの高さ】
　製本機のタッチパネルで、糊の塗
布量を通常より「厚め」に設定し、
次に、ニッパーの高さを「低く」す
る。ニッパーの高さを変えないと、
ニッピング時に糊が広がってしま
い、厚く盛ることができない。また、
広がった糊が本身からはみ出して、
ニッパーを汚してしまう。
　【ニッピング時間】
　ニッピング待ち時間を長めに設定
し、糊が少し固まってから、ニッピ
ングすることで、背糊のはみ出しが
少なくなる。
　【糊の温度】
　通常使用温度は180度ですが、糊の
温度を５度～10度ほど下げること
で、糊の粘度が上がり、背に盛りや
すくなる。
　

　■ミーリング上刃の摩耗
　Ｑ）ミーリング上刃の摩耗への対
応は？
　Ａ）ミーリングカッターの切れ味
か悪くなると、冊子の背に糊が正し
く付かず、背が美しく形成されない。
ミーリングカッターやノッチング
カッターを交換しても、切れ味が良
くならない場合、ミーリング上刃（機
種によっては、ミーリンクガイドＲ
と表示されている）の摩耗が考えら
れる。新品のミーリング上刃の内側
（刃先が通る部分）は直角になって
いるが、長年の使用により摩耗し丸
みを帯びてくる。摩耗したままでは
切れ味が良くならないため、ミーリ
ング上刃を新品に交換する必要があ
る。ミーリングカッター交換の際に
は、ミーリング上刃の内側も確認す
る。

■中綴じ製本の
　ワンポイント

　■HP-20A（パンチユニット）で
ペラ入紙するとき。
　Ｑ）ペラ入紙した中綴じ物がHP-
20Aで揃わず、そのままパンチ穴が
開けられヤレ本を作ってしまう、そ
の対策は。
　Ａ）この場合、HP-20Aの突き揃
え回数を増やすことで解決ができ
る。それでもダメなときはオプショ
ンの「補助ブロアキット」を取り付
けることを検討してみる。
　多くのケースでは、突き揃え回数

□新入社員のための製本博士のワンポイント講座 作業前／丁合／折り／製本／中綴じ／
断裁などのワンポイントアドバイス

パンチユニットでペラ入紙のコツ

補助ブロアキットを取り付ける

突き揃えをうまく行なうコツ

突き揃え回数を増やす。レベルの段
階を増やすと突き揃え回数が増える。

中綴じ機でデジタル印刷物や厚い中綴じ物の処理

印刷表面のフューザーオイルが原
因：ゴム洗浄液で拭き取る

上記の対応をしても症状が改善でき
ない場合：オプションガイドを取り
付ける

冊子の膨らみが原因：摩擦を減らす

丁合機のオーバーラップ量調整：摩擦を少なくする エアーの調整：中綴じ機の入り口のエアーを使う

ガイドの使用：ガイドの高さを調整するベルトスピードの調整：ベルトスピードを遅くする
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間を掛けずに処理できるか。勿論、
バリアブルプリントはできるのです
が。
　Ａ）バリアブルプリントしたもの
なら、ホリゾンの「オフラインフィ
ーダHOF30/HOF-20」を使えば簡

単に処理できる。
　①Ａさん向け、Ｂさん向け、それ
ぞれの印刷物の先頭ページと、最終
ページに黒ベタでマークをつけて印
刷する。②印刷物をHOF-20/HOF-
30にセット。③給紙時にマークセン
サーでマークを読み取る。先頭と最
終ページのマークを読み取り、一区
切りごとに、接続された出綴じ製本
機で処理する。④小口断裁部で、マ
ークを切り落とし、中綴じ冊子が完
成。
　
　■中綴じ機ステッチャーヘッドへ
の注油
　Ｑ）中綴じ機を使用している上司
に「機械に注油しておくように」と
いわれたが、どこに、どれぐらい注
油したらいいのか？
　Ａ）中綴じ機SPFシリーズのス
テッチャーヘッドは、非常に高価な

消耗部品である。このヘッドは重要
で、破損すると部品交換か必要にな
る。ヘッドの摩耗破損防止のために、
ステッチャーヘッドに注油すること
は非常に大切である。しかし、注油
しすぎると針金や紙を汚してしまう
ので、２週間に１回程度、１～２滴
ずつ注油することかポイントにな
る。また、ヘッドヘの注油だけてな
く、フェルトプレートにも注油を行
なう。フェルトプレートに注油する
ことで針金が通過する際に油が薄く
針金に付着し、針金の通りがスムー
ズになる。鉄粉の発生や、鉄粉によ
る動作不良などがかなり軽減される。
　※フェルトプレートは、汚れや劣
化によって注油効果が減少するの
で、早めの交換をお勧めする。

た用紙などはオーバーラップ量を小
さくし、紙の接触面積を少なくする
ことで、摩擦を減らすと突き揃えが
よくなる。
　対策②：エアーの調整。静電気を
帯びた用紙は、紙同士が引っ付いて
いるため突き揃えをしても矯正でき
ないことがある。その場合、中綴じ
機の入り口のエアーを使い、突き揃
えの前に用紙を分離することで突き
揃えがよくなる。
　対策③：ベルトスピードの調整。
特に薄い用紙では、用紙がストッパ
ーに強く当たり折れ曲がり、突き揃
えをしても矯正されないことがあ
る。その場合には、中綴じ機のベル
トスピードを遅くし、用紙がストッ
パーにソフトに当たるようにする
と、うまく突き揃えができるように
なる。
　対策④：ガイドの利用。特に上反
りの強い用紙では、用紙がストッパ
ーに当たったときに上に逃げてしま
い、突き揃えをしても矯正されない
ことがある。その場合には、ガイド
の高さ調整などで用紙が上に逃げな
いようにすると効果がある。
　※以上の対策①～④を実行しても
解決しない場合は、オプションの集
積装置「SA-40」の使用を推奨して
いる。
　

　■ホーナー社製ステッチャーヘッ
ドで、ステッチを綺麗にするには
　Ｑ）ホ―ナー社製のステッチャー
ヘッド43/6で、ステッチを綺麗にす
るのはどうしたらいいのか？
　Ａ）綺麗にステッチするコツは次
の４つを調整するといい。また、問
題が起きた場合の対策も考えてみる。
　調整は、「①ステッチの長さの調
整、②針の左右のバランスを合わせ
る、③癖をとる、④注油をこまめに
行なう」の４点。それでも綺麗に打
てない場合の対策は次のようになる。
　問題１：ステッチヘッドが針を引
くときに抵抗が強い場合には、針の
長さがばらつくような症状がでる。
　対策１：ステッチのロールが回転
しやすいように、取り付ける台と
ワッシャの間にグリスを塗布する
と、長さのばらつきの問題が解決す

ることがある。
　問題２：フォーマーを左右入れ替
えて使用すると、ステッチがうまく
打てないことがある。
　対策２：フォーマーはステッチ
ヘッドごとに調整されているので、
フォーマーを入れ替えない。
　問題３：太線（№24～26用のワイ
ヤー）を使って問題が起きる場合が
ある。
　対策３：太線用ベンダーが使用さ
れているか確認する。標準（№26～
28用のワイヤー）では細線用ベンダ
ーが装備されている。
　
　■内容が違う中綴じ製本を自動で
処理するには
　Ｑ）お客様から「送り先ごとに内
容が違う中綴じ製本を自動で処理し
たい」といわれたが、どうしたら手

□新入社員のための製本博士のワンポイント講座 作業前／丁合／折り／製本／中綴じ／
断裁などのワンポイントアドバイス

ステッチャーヘッドでステッチヘッドを綺麗に打つコツ

ステッチの長さの調整 針の左右のバランスを合わせる 癖を取る 注油をこまめに行なう

バリアブルデーターを中綴じ処理
断裁を綺麗にするコツ

無線綴じ冊子の背がシワになる

このような時もスポ
ンジ付きプレッシャ
ー板を使用

冊子のホットメルト部分を通常の断
裁の1,000㎏以上の圧力で押さえれ
ば、背にシワができるのは当然

ストレートプッシュを使うとき

小口部分をまとめて断裁すると断裁サイズがバラバラ
になる。そんなときストレートプッシュを使用する。

スポンジ付きプレッシャー板をプレッシャーに貼り
付ける。これでプレッシャーの跡はつかない。

スポンジ付きプレッシャー板を小さく切る。冊子の
背の部分を押さえないようにプレッシャーにスポン
ジ付きプレッシャー板を貼り付ける。これで断裁す
れば、本の背の部分だけプレスしないように圧力を
逃がすので、背の潰れがなくなる。

ストレートプッシュをバックゲージに貼り付ける。
あらかじめ決めた冊数ずつストレートプッシュの下
に潜り込ませる。これで上に積んだ冊子と下の冊子
の長さが同じになる。

断裁した伝票にプレッシャーの跡がつく

スポンジ付きプレッ
シャー板を使用 プレッシャー板の構造

Ａさん向け12枚、Ｂさん向け８枚をオンラ
インフィーダーHOF-30／HOF-20で処
理。印刷物の先頭ページと最終ページに黒
ベタマークを付ける。マークセンサーでマ
ークを読み取り、小口断裁部でマークを切
り落とす。

調整を行なってもダメなとき
取り付け台とワッシャの間にグリスを塗布。
フォーマーはステッチヘッドごとに調整

中綴じ冊子の完了
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　断裁精度か悪くなる前に、オイル
交換とファンの清掃を行なう。ファ
ンの清掃はサービスマンが行なうの
で連絡を。
　オイル交換手順：①フロント下カ
バーをはずし、油圧オイルをタンク
注油口より油圧ポンプで排出する。
②タンク注油口より油圧オイル
（ISOVG32）を約60リットル給油す
る。③オイルゲージで油圧オイルの
量が上限と下限の間に入っているこ
とを確認する。オイルの量が足りな
いときは、オイルゲージを確認しな
がら、さらに給油する。④タンク注
油口のふたをして、フロント下カバ
ーを取り付ける。
　
　■断裁刃の研磨代
　製本機器は、日頃からのメンテナ
ンスが重要であるが、うっかりメン
テナンスを忘れることも多い。それ

が原因で大きなトラブルに繋がり、
金銭的な負担増になることも少なく
ない。定期的なメンテナンスを行
なって、トラブル知らずの製本マス
ターを目指す必要がある。
　※断裁刃の研磨には限界があり、
研磨を繰り返していく中で次第に刃
幅が短くなる。短くなりすぎた刃を
機械に取り付けて、無理に使用する

と重大な故障の原因となる。下記一
覧を参照し、刃の最小寸法を厳守し
た上で使用する。

■断裁の
　ワンポイント

　■断裁を綺麗にするコツは
　Ｑ）うまく断裁ができる方法はな
いですか？
　Ａ）断裁は、製本した冊子の大事
な仕上げになる。簡単に断裁ができ
る便利グッズを紹介する。
　◎断裁した伝票に、プレッシャー
の跡がくっきりついてしまう。伝票
用紙は感圧紙を使用しているから、
プレッシャーの圧力に反応して、下
の用紙にも跡がついてしまう。
　そんなときには、スポンジ付きプ
レッシャー板を使用する（この板は、
図のような構造になっている）。方法
は、スポンジ付きプレッシャー板を、
プレッシャーに貼り付ける。これで、
感圧紙の伝票を断裁してもプレッ
シャーの跡は付かない。また、デリ
ケートな表紙の無線綴じ冊子の断裁
にも最適である。
　◎無線綴じ冊子を断裁すると、冊

子の背の部分にシワが入ってしまう
のはどうしてか？　特に厚みのある
冊子だと、シワが入りやすいみたい。
　この場合もスポンジ付きプレッ
シャー板を使用する。（冊子のホット
メルト部分を、通常の断裁の1,000㎏
以上の圧力で押さえれば、背の部分
が潰れてシワが入ってしまうのは当
然である）。方法としては、スポンジ
付きプレッシャー板を小さく切る。
冊子の背の部分を押さえないよう
に、プレッシャーにスポンジ付きプ
レッシャー板を貼り付ける。これで
断裁すれば、本の背の部分だけ、プ
レスしないように圧力を逃がすの
で、背の潰れがなくなる。
　◎中綴じの冊子や折りのみの冊子
の小口部分をまとめて断裁すると、
断裁後のサイズがバラバラになって
しまうのはどうしてか。まとめて断
裁する方法はないのか。
　このような場合には、ストレート
プッシュを使用する（折や中綴じの
冊子は、片側だけ膨らんでいるから
通常の断裁では、上に積んでいた冊
子は長くなり、下の冊子だけ正寸に

断裁されてしまう）。その方法として
は、ストレートプッシュをバックゲ
ージに貼り付ける。あらかじめ決め
た冊数ずつストレートプッシュの下
に潜り込ませる。これで断裁すれば
上に積んだ冊子と下の冊子の長さが
同じになる。
　
　■油圧断裁機のオイル交換
　油圧断裁機に使用している油圧オ
イルは、年月の経過とともに劣化し、
長期間使用による異物混入で変質す
ることがある。性能維持のために、
２年に１回のオイル交換が必要であ
る。
　また、APC-61Ⅱ・66S・66Dでは、
オイル交換とともに、クーラント
ファンの定期的な清掃が必要にな
る。クーラントファンが汚れると、
オイル温度が上昇しオイルが急速に
劣化する。オイルを高温の状態で使
用すると、断裁刃の停止位置が不安
定になり、切れ残りや、機械の誤動
作を発生させ、ポンプが破損する可
能性がある。ポンプ破損による交換
修理は、高額になってしまう。

□新入社員のための製本博士のワンポイント講座 作業前／丁合／折り／製本／中綴じ／
断裁などのワンポイントアドバイス

断裁機のオイル交換

断裁刃の研磨代

静電気対策

機器は費用や効果を考えて導入
加湿器で温度を上げる
一時的な静電気防止効果

　■冬の静電気対策
　Ｑ）冬は静電気がひどいので、何か良い対策はな
いか？
　Ａ）紙を扱う職業にとって、静電気は大きな問題
である。静電気を防ぐには湿度管理が大切になる。
①「湿度計で作業現場の湿度を計る」製本作業に適
した湿度は、およそ45％～55％冬場だと、暖房器具
の使用で10％くらいまで湿度が下がってしまうこと
もあるので、注意が必要。②「加湿器で湿度を上げ
る」費用や効果を考えて設備を導入する。③「一般
的な静電気防止効果でよければ」搬送ベルトを濡れ
た布で拭くと、一時的に、多少の静電気防止効果が
得られる。
　※機械のアース線がきちんと接続されているかど
うか今一度確認する。静電気が機械に帯電してしま
うと機械の調子が悪くなるから、要チェックである。

ホリゾン製品のできること

　ホリゾングループの主力製品は、印刷の後処理を行なう製本関連機器で、
印刷の後処理には、紙を折る（折り）、ページを整える（丁合）、糊やホッチ
キスで本を綴じる（製本）、紙や本を切る（断裁）といった工程がある。これ
らの各工程を自動化した機械や複数の工程を組み合わせた製本システムを提
供している。また、印刷の前工程（プリプレス）、印刷工程（プレス）、後工
程（ポストプレス）などを、ネットワークで一元化された情報を用いて後処
理機の設定や制御を行なうワークフローシステムにも取り組んでいる。会社
や学校で使う小型の物から印刷製本業界で使う専門分野での大型のものま
で、あらゆるニーズに応じて生産・販売がされている。

㈱ホリゾン西コンサル
〒601-8206　京都市南区久世大
薮町510　TEL075-933-3060
http://www.horizon.co.jp

■静電気対策のワンポイント


