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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　用紙が印刷され製本された製本物であって、
　綴じ部の反対側において頁の一部領域が切り取られ、
　前記切り取りにより露出した領域に現れている第１保護膜と、
　前記第１保護膜に印刷されている文字と、
　前記文字が印刷されている第１保護膜に前記文字を覆うように形成されている第２保護
膜と、
　を備えたことを特徴とする製本物。
【請求項２】
　前記第１保護膜は、前記切り取りにより露出した領域の全領域または一部領域と前記切
り取りにより露出した領域の裏面の全領域または一部領域とに形成されていることを特徴
とする請求項１に記載の製本物。
【請求項３】
　用紙を印刷する工程と、
　前記印刷された用紙の所定箇所に第１保護膜を形成する工程と、
　前記第１保護膜が形成された用紙を製本する工程と、
　前記製本の後、綴じ部の反対側において頁の一部領域を切り取る工程と、
　前記切り取りにより露出した領域に現れる第１保護膜に文字を印刷する工程と、
　前記文字が印刷された第１保護膜に前記文字を覆うように第２保護膜を形成する工程と
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、
　を有することを特徴とする製本物の製造方法。
【請求項４】
　前記第１保護膜は、前記切り取りにより露出した領域の全領域または一部領域と前記切
り取りにより露出した領域の裏面の全領域または一部領域とに形成されることを特徴とす
る請求項３に記載の製本物の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、製本物及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、側縁部に複数の段からなる段部が形成された冊子において、段部の各段の上面に
対応する紙の部分に箔押しにより箔を接着させる発明が提案された（特許文献１参照）。
この従来の冊子によれば、段部の各段の上面を例えば、インデックスとした場合に、イン
デックスの表面が箔に覆われることになり、指でインデックス部分を押さえたり擦ったり
しても、インデックス部分の汚れや傷みの防止を図ることができる、とされる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１１－２４５５４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記従来の冊子では、長期間にわたり使用していると、インデックス部
分が折れたりヨレたりなどしてしまい、所望の頁を素早く的確に開くことが困難になると
いう問題があった。
【０００５】
　そこで、本発明は、長期間にわたり使用しても所望の頁を素早く的確に開くことができ
る製本物及びその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明によれば、上記課題は、次の手段により解決される。
【０００７】
　すなわち、本発明は、用紙が印刷され製本された製本物であって、綴じ部の反対側にお
いて頁の一部領域が切り取られ、前記切り取りにより露出した領域に現れている第１保護
膜と、前記第１保護膜に印刷されている文字と、前記文字が印刷されている第１保護膜に
前記文字を覆うように形成されている第２保護膜と、を備えたことを特徴とする製本物で
ある。
【０００８】
　また、本発明は、用紙を印刷する工程と、前記印刷された用紙の所定箇所に第１保護膜
を形成する工程と、前記第１保護膜が形成された用紙を製本する工程と、前記製本の後、
綴じ部の反対側において頁の一部領域を切り取る工程と、前記切り取りにより露出した領
域に現れる第１保護膜に文字を印刷する工程と、前記文字が印刷された第１保護膜に前記
文字を覆うように第２保護膜を形成する工程と、を有することを特徴とする製本物の製造
方法である。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、インデックスを備えた長期間にわたり愛用できる製本物を世に広める
ことができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態に係る製本物の模式図である。
【図２】本発明の実施形態に係る製本物の製造方法を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に、添付した図面を参照しつつ、本発明を実施するための形態について説明する。
【００１２】
［製本物］
　図１は、本発明の実施形態に係る製本物の模式図であり、（ａ）は斜視図、（ｂ）は（
ａ）中のＡ-Ａ断面を示す図である。
【００１３】
　図１に示すように、本発明の実施形態に係る製本物１０は、用紙１１が印刷され製本さ
れた製本物であって、綴じ部１２の反対側において頁の一部領域Ｘが切り取られ、切り取
りにより露出した領域Ｙに現れている第１保護膜１３と、第１保護膜１３に印刷されてい
る文字１４と、文字１４が印刷されている第１保護膜１３に文字１４を覆うように形成さ
れている第２保護膜１５と、を備えた製本物である。なお、図１（ｂ）では、文字１４の
位置を容易に理解できるように、文字１４の厚みを誇張して大きめに記載している。
【００１４】
　以下、順に説明する。
【００１５】
（用紙１１）
　用紙１１には、その表裏に複数の頁が面付けされている。
【００１６】
　用紙１１の厚みは限定されない。用紙１１には、例えば６０μｍ以上１００μｍ以下の
厚みを有するものを用いることができる。
【００１７】
（印刷）
　印刷内容は、限定されない。例えば、カレンダー、住所を記入する欄、電話番号を記入
する欄、地図、及び／又は罫線などは、印刷内容の一例である。　
【００１８】
（製本）
　印刷された用紙１１は、綴じ部１２を有する製本物１０に製本される。製本物１０は、
綴じ部１２の反対側を開いて使用される。　
【００１９】
　製本物１０の一例としては、手帳、アドレス帳、ノート、メモ帳などを挙げることがで
きる。
【００２０】
（インデックス）
　綴じ部１２の反対側においては、頁の一部領域Ｘが切り取られている。これにより、頁
の一部領域Ｙが露出する。この切り取りにより露出した領域Ｙは、インデックスとして用
いられる。切り取りは、全頁の一部領域に対して行なってもよいし、一部の頁の一部領域
に対して行なってもよい。
【００２１】
＜第１保護膜１３＞
　第１保護膜１３は、切り取りにより露出した領域Ｙに現れている。これにより、切り取
りにより露出した領域（インデックスとして用いられる領域）Ｙの厚みが増すため、当該
領域Ｙにおける折れやヨレなどが抑制される。
【００２２】
　第１保護膜１３は、切り取りにより露出した領域Ｙに現れていればよく、切り取りによ
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り露出した領域Ｙの全領域に形成されていてもよいし、当該領域Ｙの一部領域に形成され
ていてもよい。
【００２３】
　また、第１保護膜１３は、切り取りにより露出した領域Ｙの全領域または一部領域に加
えて、当該領域Ｙに隣接する切り取りにより露出していない領域Ｚに形成されていてもよ
い。このようにすれば、切り取りにより露出した領域（インデックスとして用いられる領
域）Ｙにおける折れやヨレなどがより一層抑制される。
【００２４】
　第１保護膜１３は、切り取りにより露出した領域Ｙの裏面の全領域または一部領域に形
成されていてもよい。このようにすれば、切り取りにより露出した領域（インデックスと
して用いられる領域）Ｙの厚みがさらに増すため、領域Ｙにおける折れやヨレなどがより
一層抑制される。
【００２５】
　第１保護膜１３は、切り取りにより露出した領域Ｙの裏面の全領域または一部領域に加
えて、当該領域Ｙの裏面に隣接する切り取りにより露出していない領域Ｚの裏面に形成さ
れていてもよい。このようにすれば、切り取りにより露出した領域（インデックスとして
用いられる領域）Ｙにおける折れやヨレなどがより一層抑制される。
【００２６】
　第１保護膜１３には、樹脂を用いる。樹脂としては、用紙に含浸し難いものを用いるこ
とが好ましい。このような樹脂としては、タルクなどを含むＵＶスクリーン用クリアイン
キを一例として挙げることができる。
【００２７】
　第１保護膜１３の厚みｔ１は、１０μｍ以上３０μｍ以下とすることができる。１０μ
ｍ以上とすることにより、切り取りにより露出した領域（インデックスとして用いられる
領域）Ｙの厚みが増し、切り取りにより露出した領域（インデックスとして用いられる領
域）Ｙにおける折れやヨレなどが抑制される。また、３０μｍ以下とすることにより、第
１保護膜１３に樹脂を用いた場合に樹脂が用紙に含浸してしまうことを抑制することがで
きる。なお、第１保護膜１３の厚みｔ１が２０μｍ程度である場合は、折れやヨレなどの
抑制と用紙に対する樹脂の含浸の抑制とをバランス良く図ることができる。
【００２８】
＜文字１４＞
　文字１４は、切り取りにより露出した領域Ｙに現れている第１保護膜１３に印刷されて
いる。
【００２９】
　文字１４は、切り取りにより露出した領域（インデックスとして用いられる領域）Ｙに
おいて縦に整列している。
【００３０】
　文字１４を構成するインキには、ＰＶＣ用オフセット印刷インキなどを用いることがで
きる。第１保護膜１３にタルクなどを含むＵＶスクリーン用クリアインキを用いる場合に
おいて、文字１４にＰＶＣ用オフセット印刷インキを用いれば、第１保護膜１３に対する
文字１４の定着が良くなる。
【００３１】
　文字１４の種類は限定されない。日本語や英語などのほか、数字や記号なども文字１４
の一例である。また、文字１４が表す内容も限定されない。例えば、１年における各月を
数字で表す（１、２、・・・１２）や英語で表す（Ｊａｎ．、Ｆｅｂ．、・・・Ｄｅｃ．
）などは、文字１４が表す内容の一例である。
【００３２】
　なお、上述のとおり、図１（ｂ）では、文字１４の位置を容易に理解できるように、文
字１４の厚みを誇張して大きめに記載している。
【００３３】
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＜第２保護膜１５＞
　第２保護膜１５は、文字１４が印刷されている第１保護膜１３に文字を覆うように形成
されている。これにより、指で触ったり擦ったりなどしても文字１４が簡単に剥がれない
よう、第１保護膜１３に印刷されている文字１４が保護される。また、切り取りにより露
出した領域（インデックスとして用いられる領域）Ｙの厚みがさらに増すため、当該領域
Ｙにおける折れやヨレなどがさらに抑制される。
【００３４】
　第２保護膜１５には、例えば、ＵＶクリアインキなどを用いることができる。これによ
れば、第１保護膜１３に印刷されている文字１４を保護しつつ、切り取りにより露出した
領域（インデックスとして用いられる領域）Ｙに光沢を付与して、製本物１０に高級感を
与えることができる。
【００３５】
　第２保護膜１５の厚みｔ２は、例えば、第１保護膜１３の厚みｔ１の５０％以上３００
％以下とすることができる。５０％以上とすることにより、十分に大きい厚みをもって文
字１４を効果的に保護することができる。また、３００％以下とすることにより、用紙１
１の破れの原因となるブロッキング（頁同士の癒着）の発生を抑制することができる。
【００３６】
　次に、本発明の実施形態に係る製本物の製造方法について説明する。
【００３７】
［製本物の製造方法］
　図２は、本発明の実施形態に係る製本物の製造方法を説明する図である。
【００３８】
（第１工程）
　まず、図２（ａ）に示すように、用紙１１を印刷する。印刷は、例えばオフセット印刷
により行う。また、印刷は、用紙１１の表裏に対して行う。印刷に用いるインキには、例
えば、オフセットインキを用いることができる。
【００３９】
（第２工程）
　次に、図２（ｂ）に示すように、印刷された用紙１１の所定箇所に第１保護膜１３を形
成する。これは、例えばＵＶスクリーン印刷により樹脂を用紙１１に塗布することにより
行う。この場合は、例えば、版上で樹脂を温めておくことが好ましい。このようにすれば
、樹脂を用紙１１にムラなく塗布することができる。なお、第１保護膜１３は、例えば、
用紙１１の表裏に形成する。
【００４０】
（第３工程）
　次に、図２（ｃ）に示すように、第１保護膜１３が形成された用紙１１を製本する。こ
れにより、綴じ部１２が形成される。製本は、折り、丁合、綴じ、背加工などにより行わ
れる。
【００４１】
（第４工程）
　次に、図２（ｄ）に示すように、製本の後、綴じ部１２の反対側において頁の一部領域
Ｘを切り取る。切り取りは、全頁の一部領域に対して行なってもよいし、一部の頁の一部
領域に対して行なってもよい。また、頁の一部をどのような形状で切り取るのかは限定さ
れない。さらに、各頁は、異なる形状で切り取られてもよいし、同じ形状で切り取られて
もよい。
【００４２】
（第５工程）
　次に、図２（ｅ）に示すように、切り取りにより露出した領域Ｙに現れる第１保護膜１
３に文字１４を印刷する。これにより、切り取りにより露出した領域（インデックスとし
て用いられる領域）Ｙにおいて、文字１４を縦に整列させることが容易になる。
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【００４３】
　すなわち、用紙１１は印刷や製本の過程において不規則に縮む。また、製本途上におい
てはズレ（誤差）が発生する。このため、製本後における文字の位置を製本前に正確に予
測することは難しく、用紙１１に文字１４を印刷した上で第１保護膜１３を形成し製本を
行う方法では、切り取りにより露出した領域（インデックスとして用いられる領域）Ｙに
おいて文字１４を縦に整列させることが困難である。
【００４４】
　そこで、本発明の実施形態では、文字１４を第１保護膜１３に印刷することにより、文
字１４を製本後に印刷することとした。これにより、不規則な用紙の縮みや製本途上にお
けるズレ（誤差）に影響されることなく文字１４を印刷することができるため、切り取り
により露出した領域（インデックスとして用いられる領域）Ｙにおいて文字１４を縦に整
列させることが容易になる。
【００４５】
　文字１４の印刷は、フレキソ印刷やパッド印刷やインクジェット印刷などにより行うこ
とができる。
【００４６】
（第６工程）
　次に、図２（ｆ）に示すように、文字１４が印刷された第１保護膜１３に文字１４を覆
うように第２保護膜１５を形成する。この形成は、第２保護膜１５を霧状にして射出する
コーティング機などにより行うことができる。
【００４７】
　第２保護膜１５は、文字１４の印刷後、所定時間経過（例：７２時間以上）してから形
成することが好ましい。このようにすれば、文字１４を構成するインキの揮発成分などが
気化するため、第１保護膜１３に対する文字１４の定着が良くなる。
【００４８】
　以上のとおり、本発明の実施形態によれば、切り取りにより露出した領域（インデック
スとして用いられる領域）Ｙは、第１保護膜１３と第２保護膜１５とによりその厚みが増
すため、長期間（例：６ヶ月以上、１年以上、５年以上）にわたる使用で生じる折れやヨ
レなどに対して強いものとなる。
【００４９】
　また、文字１４は、製本（第３工程）の後、綴じ部１２の反対側において頁の一部領域
Ｘを切り取った（第４工程）後に、第１保護膜１３に印刷される。このため、文字１４は
、切り取りにより露出した領域（インデックスとして用いられる領域）Ｙにおいて縦に整
列しており、また、指で触ったり擦ったりなどもしても簡単に剥がれないよう第２保護膜
１５によって保護されている。
【００５０】
　したがって、本発明の実施形態によれば、長期間にわたり使用しても所望の頁を素早く
的確に開くことができる製本物及びその製造方法を提供することができる。
【００５１】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、これらの説明は、本発明の一例に関する
ものであり、本発明は、これらの説明によって何ら限定されるものではない。
【符号の説明】
【００５２】
１０　　製本物
１１　　用紙
１２　　綴じ部
１３　　第１保護膜
１４　　文字
１５　　第２保護膜
Ｘ　切り取られる頁の一部領域
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Ｙ　切り取りにより露出した領域
Ｚ　切り取りにより露出した領域に隣接する切り取りにより露出していない領域
【要約】
【課題】長期間にわたり使用しても所望の頁を素早く的確に開くことができる製本物を提
供する。
【解決手段】用紙が印刷され製本された製本物であって、綴じ部の反対側において頁の一
部領域が切り取られ、前記切り取りにより露出した領域に現れている第１保護膜と、前記
第１保護膜に印刷されている文字と、前記文字が印刷されている第１保護膜に前記文字を
覆うように形成されている第２保護膜と、を備えた製本物である。
【選択図】図１
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【図１】
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