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ようこそ、
可 能 性 。

商用印刷や企業内印刷の最前線では、あらゆるシーンに可能性がひそんでいます。

プロの現場の期待に応えるのは、さらなる高品質と用紙対応力を磨きあげたRICOH Pro C5200Sシリーズ。

この 1台から、新たな付加価値を生み出すステージが始まります。

※写真はRICOH Pro C5210Sにオプションを装着したものです。

RICOH Proをはじめ、プロダクション プリンティング ビジネスの新たなソリューションをご覧いただけます。またDTPセミナーも定期的に開催中。
※ご利用は予約制となっております。詳細につきましては、
担当営業または販売会社までお問い合わせください。

この広告は、リコーが提供する新しいクラウドサービスである
RICOH Clickable Paperサービス＊に対応しています。

＊ iPhone/iPad/Android™アプリケーション『RICOH CP Clicker』（無料）をダウンロードし、
広告を撮影（クリック）すると、商品のスペシャルサイトなどインターネット上の関連情報をご覧いただけます。

お問い合わせ：050-3534-2121ショールームスペース

〒105-8503  東京都港区芝 3-8-2
〒143-8555  東京都大田区中馬込 1-3-6

※iPhone、iPadはApple Inc.の商標です。 ※iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。 ※AndroidはGoogle Inc.の商標です。
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　明けましておめでとうございます。令和最
初の新年を迎えることが出来ました。
　会員の皆様のご健勝をお祈り申し上げま
す。

　元号が令和に定められて天皇陛下の譲位
の儀式に始まり大嘗祭まで続いた一連の御即
位の儀礼が執り行われました。日本が誇る歴
史の支柱に存在する皇室の伝統が大切に守
られました。本年は神武天皇が御即位されて
から二千六百八十年となります。悠久の歴史
の中で生きていることを実感させられました。

　本年も組合事業は会員の皆様に貢献でき
る活動を目指します。会員の皆様は組合の宝
です。宝物があるお陰で組合は輝いておりま
す。関東丸の船も（新しい事務所）輝いてい
ます。昨年も関東丸に乗船して色々な景色を
見させてもらいました。今年はどんな景色が
見られるのかわくわくです。見たい景色はた
くさんあります。見たい景色の一つは会員の
皆様の事業の変化を見たいです。複写事業が
どんな形に変化して、お客様の変化にどのよ
うに活動しているのか見たいです。作業場所
の作業台は隅っこに置かれてないかな、働い
ている方たちは指サックしているかな、複写
機械の配置は一部まだ工場の主役に収まって

いるかな、立ち仕事の方が多いのかな、机に
座ってデスクトップの作業が多いのかな、紙
のスットック場所は平置きかな、休憩室はど
のあたりにあるかな、社員の方々は女性が多
いかな、見るところ沢山あって困ったな、で
も楽しみです。関東丸も舟艇は新艇です。乗
組員は宝を持った方々です。楽しみな航海で
す。

　大きな帆を張っている夢を見ました。大き
な帆をロープで引っ張っている夢です（12 月
3 日です）。船を 11 月帆走させたときロープ
を引くのがきつくなりました。体力がずいぶ
ん低下したことを実感させられました。それ
が夢に出てきたのだと思います。ケガしない
だけ夢でよかったです。

　組合活動の夢は楽しい活動が出来る夢で
す。会員皆様の宝を船に一杯積んで、お客
様とメーカー様に夢を運んで届ける楽しい夢
です。関東丸でお客様に楽しんでいただける
だけ夢を振りまいて沢山の宝を会員皆様と山
分けして楽しむ最高です。複写産業の復活リ
ボーンが今年の夢です。宝の船の航海を会員
みんなで操船して楽しい夢を見たいと願って
います。夢の続きを続けて楽しい年の航海に
出航しましょう。ボンボヤージュ！

◆年頭の挨拶文

令和二年の初夢

関東複写センター協同組合
理事長　斎藤隆正
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　新年明けましてお
めでとうございます。
　日頃は関複の活動
にご理解、ご協力を
賜り厚くお礼申し上
げます。
　さて、関複では会

員各位、賛助会員、理事の皆様方のご尽力、ご
協力により、PP 事業の拡大、月刊関複の発行、
業界の将来を見据えたセミナーや見学会の開催
等々、会員の皆様に有益な情報、催しをご提供
するために、それぞれの部会が活発に活動してお
ります。
　総務部は本年も懇親、福利厚生活動を中心と
して、新春賀詞交歓会、総会・懇親会、慰安バ
ス旅行、ゴルフ大会等々を開催し、経営者だけ
でなく、社員の皆様にも参加していただけるよう
な催しを企画・準備をいたしますので、たくさん
のご参加をいただけますよう、宜しくお願い申し
上げます。
　最後になりましたが、本年が会員の皆様と、
企業にとって良い年であることをお祈り申し上げ、
新年のご挨拶とさせていただきます。

　新年明けましてお
めでとうございます。
　オリンピックが東
京に決まってから、
あっという間に開催
の年になりました。
当業界において仕事

に何らかの潤いはあったかもしれませんが？ 世
間では人手不足で困っているようですが、当社で
は人余りのような状況が続いております。
　世代交代・働き方改革・年金の受給年齢をあ

げるとかで、経営者・従業員にとって色々と難題
はありますが、事業を継続して、良い年にしたい
ものですね。
　皆様の企業にとって良い年でありますように！

　新年明けましてお
めでとうございます。
　昨年の活動では、
トップセミナー講師
として石川顕様に
（元ＴＢＳアナウン
サー）お願いしまし

た。また7月、9月、11月の 3 回の有意義なセ
ミナー開催を実施することもできました。
　各協賛会員様の皆様にはありがたく感謝申し
上げます。
　またジャグラの会員様のご参加もいただき活
気あるセミナー開催ができました。
　今年も、各協賛会員様のご協力及びお力をい
ただきながら会員同士のつながりを深め学べるセ
ミナー開催を行ってまいります。
　1. 新春トップセミナーでは、パラリンピックで
のメダリスト成田真由美様を講師としてお招きし
お話をいただきます。必ずや皆様の人生に響きを
与えるお話と信じております。
　2. 各協賛会員の研修セミナーでは、社員及び
役員の皆様に有益な情報提供を致します。
　今、市場ニーズは何を求めているのかを知り得
るただ一つのセミナーの位置付けとしたいと思い
ます。
　3.ジャグラの教育技術委員会等が開催する有
益セミナーへのご参加もいち早く発信してまいり
ます。印刷分野は非常に早い変化で市場を席巻
しております。
　是非、情報と知識を高めるチャンスと捉えてい
ただければ幸いです。　
　今年も、皆様へより良いお役立ちになる情報
を提供できますように、各方面の皆様からのご協
力をいただきながら取り組んでまいります。

各部長　新年の抱負
◆総務部長　亀　田　真　司

◆教育情報部長　松　岡　　豊

◆事業推進部長　柴　田　昌　彦
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　新春を迎えるにあたり、皆様には一層のご協
力、ご指導をお願い申し上げます。

　新年あけましてお
めでとうございます。
　2020 年「月刊関
複」は、創刊 4 周
年を迎えます。この
間何とか毎月継続
発行することができ

たのも、記事を絶え間なくご提供いただいた会
員、協賛会員そしてスケジュール管理をしていた
だいた事務局あってこその賜物です。また昨年よ

りジャグラ会員にも記事協力をいただき感謝いた
します。
　一方で予算管理は困難を極め、少しでも節約
すべく努力するものの厳しい状態が続いています。
　今後を鑑みますとペーパー情報だけでなく、
データでの配信も視野に入れて、広報力を高める
とともに郵送料の低減も検討する時期かもしれま
せん。
　また、広報全般を考えますと月刊関複だけでな
く、組合アピールを多面的に行うことで社会にお
ける認知度を高めることも役割だと考えています。
　今年は、より広い視点での広報活動に着手す
るスタートの年として活動強化をして参りますので
ご理解とご協力をお願いいたします。

　日本グラフィックサービス工業会（ジャグラ、
中村耀会長）は 11月15 ～16 日の 2日間、東
京・水道橋の東京ドームホテルで「全国協議会」
を開いた。これには中村会長はじめ副会長、理事、
地協会長、支部長ら90人が参加した。
　全国協議会は初日の15日午後 1時から、中
村会長のあいさつにつづいて、生産性向上セミ
ナーが行われた。セミナータイトルは「生産性向
上のための『気づき』と『工夫』」。経営コンサル
タントであるストラテジー・ラボラトリーズ社長の
中高英明氏が、働き方改革と生産性向上を正し
く理解し、生産性向上の一手法としての IT 活用
を取り上げ、その正しいやり方を理解することの
必要性を講演した。中高氏は、働き方改革は従
業員と経営者両者のために行うべきであると述
べるとともに、生産性向上のために IT 活用は有
効だが、導入前にやるべきことをやらねば意味が
ないとまとめた。
　セミナーを受けてジャグラ会員生産性向上事例
発表をイナミツ印刷の稲満信祐社長が行った。タ
イトルは「―生産性向上は働き方改革であり経営
改善であるー中小企業で無くなればいい！　リ

ソース共有で大企業経営を！」。稲満氏は①改善
は管理体制と生産体制 2 面からのアプローチが
必要②改善は戦略に沿った作戦（仕組み）まで
落とす必要がある③今後は近代化を含めシステム
管理・IoT化は必須④システム管理の肝は収集し
たデータをどのように改善にスピーディーにフィー
ドバックしていくかである―などとまとめた。
　3 時 45 分から、5 時 5 分すぎまで 8グループ
に分かれてテーブルディスカッションを行った。統
一テーマは、「生産性向上と働き方改革」。グルー
プごとにそれぞれの切り口でテーマに迫った。
　その後表彰式、ジャグラ文化典高知大会アピー
ル、懇親会も行われた。

◆広報企画部長　米　田　和　秀

「全国協議会」を開催 全国から地協会長・
支部長ら90人集うジャグラ

協議会に先立って第 3 回理事会を開いた
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　関東複写セ
ンター協同組
合（関複斎藤
隆正理事長）
は12月12日
午後4時半か
ら、東京・春
日の関複事務所で「令和元年度第 8 回定例理事
会」を開催した。理事、監事の11人が参加した。
　審議に先立って斎藤理事長は「今年最後の理
事会になったが、この一年間皆様のおかげで順
調に事業活動ができたと」と謝辞を述べ「本日
の理事会もよろしくお願いしたい」とあいさつ。

　森迫隆正専務理事の司会で、議事が進行した。

【報告事項＝上期・収支報告】
　事務局から平成 31年 4月1日～令和元年 9
月 30 日までの収支報告があった。また、旅費規
程などが話し合われた。

【確認事項＝各部会の活動】
　①総務部＝亀田真司部長
　◆令和 2 年 1月 21日開催の新春賀詞交歓会
の運営について打ち合わせを行う。
　当日のスケジュールは、午後 1時半から3 役
会議、2 時半から理事会、3 時半から「月刊関複」
編集会議、4 時からトップセミナー、5 時 50 分
から賀詞交歓会。
　②事業推進部＝柴田昌彦部長
　◆キヤノンコレモールの11月分売上報告が
あった。
　③広報企画部＝米田和秀部長
　◆月刊関複 1月号の刊行スケジュール、内容

の説明があった。1月号に掲載する役員名刺広
告の了解を求めた。
　④教育情報部＝松岡豊部長
　◆新春トップセミナーについて
　講師の成田真由美氏、テーマを紹介。
　当日の細部にわたる進行、講師への対応が話
し合われた。
　他にセミナーのサブタイトルの検討を行う。

【ジャグラ活動について】
　○11月15日、16日に文京区の東京ドームホ
テルで開催されたジャグラの拡大理事会と役員
選考委員会の報告があった。

【その他】
　○現在加入中の「全共済 生命共済」加入状況
の説明があり、今後の対応が話し合われた。
　○関連団体の賀詞交歓会日程の報告があり、
関複からの出席者の検討が行われた。
　◆東京都中小企業団体中央会＝1月 9 日午
前 11時～12 時 30 分 目黒雅叙園 ◆関東イメー
ジ情報業連合会＝1月 9日午後 6 時～8 時 世
界貿易センタービル・オリオンルーム ◆東京グラ
フィックサービス工業会＝1月 20 日午後 6 時～
7 時 30 分　東天紅上野本店
　
　理事会終了後、
午後 6 時から水道
橋の後楽園飯店で
役員による納会を
開いた。

※次回の理事会は
1月21日開催予定

関複 令和元年度 第8回 関複定例理事会開く
新春賀詞交歓会進行スケジュール検討

令和元年最後の理事会

恒例の納会で労をねぎらう
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求められる安心・安全を
お客さまの笑顔のために歩み続けます

プライバシー・ポジション（PP）マーク制度取得企業紹介

今回は、山口県周南市の株式会社トクアオを紹介します

【会社名】株式会社トクアオ
【代表者】代表取締役　惠本 秀樹
【住　所】山口県周南市相生町1-2
【連絡先】TEL 0834-21-2237
　　　　  FAX 0834-21-6033
【e-mail】info@tokuao.co.jp

ＰＰの認証取得に至った経緯

　青写真から始まった業務もデジタルを中心とした
業態変化で個人情報の保護体制を求められるように
なったことを踏まえて、弊社では平成17年10月にＰ
マークを取得して以降、更新を積み重ねて参りました。
　以前より「月刊関複」のＰＰ認定紹介企業様の掲
載記事を拝見しておりましたが、維持費面や担当者
の負担軽減に繋がり業務に集中できる等のメリットが
大きいと考え、この度、Ｐマークの更新を見送り、Ｐ
Ｐの認証取得に切り替えることとしました。関複事務
局のお取り計らいで東京研修も日程調整をいただき、
今年6月、無事にＰＰ認証取得いたしました。昨年Ｉ
ＳＭＳを取得したこともＰＰへの切替の後押しになり
ました。

認証取得後の取り組みについて

　昨今の機密保持に関する要件では、認証制度あり
きでの契約内容が多いように見受けられます。
　しかし、認証制度はあくまでもお客さまがその会
社の個人情報の保護体制の有効性を判断するための
材料であり、ＰＰ認証取得で安全が担保されるわけ
ではありません。会社一丸となった日々の取り組みが
あって初めて、個人情報の保護や機密情報の保護に
繋がっていくものと考えます。運転免許証の取得はあ

くまでもスタートラインであり、その後の安全運転の
ための取り組みこそが大事なのだと、肝に銘じている
ところです。
　そのような意味で、弊社ではＰＰ認定後も、社員
教育を根幹に据え、長年継続してきた個人情報マネー
ジメントシステム（ＰＭＳ）を活用してＰＤＣＡサイクル
を運用しています。ＰマークやＩＳＭＳの更新の際に
は時間を大量に費やしたことから、Ｐマークの更新
辞退の開放感から気の緩みが起こり、情報漏洩に繋
がる危険が発生する可能性も否定できないためです。
　官公庁等の入札参加資格では相変わらずＰマーク
の認知度が高いことを改めて痛感しております。その
ため、お客さまのＰＰへの理解を広げていくためには
時間が掛かることも考えられますが，ＰＰを我が社な
りにアピールして個人情報の保護に積極的に活用し
ていきます。

株式会社トクアオ
代表取締役　惠本 秀樹
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2020 年 新春トップセミナー講師 紹介

1970 年 8 月 27 日生まれ
神奈川県川崎市の出身
身長 174 センチ
血液型Ｂ型
横浜サクラスイミングスクール所属
日本テレビ放送網㈱勤務
日体大総合研究所客員研究員
2020 年東京オリンピック・パラリンピック組織委
員会理事

　成田選手は、子供の頃とても健康だったそうで
す。それが中学生になった途端、原因不明の「横
断性脊髄炎（おうだんせいせきずいえん）」を発
症し、下半身が麻痺してしまい、それ以来は車椅
子生活を強いられることとなってしまいました。他
にも、心臓病や高血圧症などを患い、入退院を繰
り返してきたそうです。

　水泳との出会いは、24 歳の時に身体障害者ス
ポーツクラブに通う仲間から誘われたのがきっかけ
で水泳を始め、その 2 年後、1996 年にはアトラ
ンタパラリンピックに初出場し、見事「金メダル」
を勝ち取りました。

　その後も、シドニー、アテネ、北京と、パラリン
ピック水泳選手とし、金メダル 15 個、銀メダル 3 
個、銅メダル 2 個の合計 20 個のメダルを獲得し
ております。

　その圧倒的すぎる実力から、「水の女王」と呼
ばれております。

　いまは2020 東京オリンピック・パラリンピック組
織委員会理事を務めながら、選手としての参加を
目標に、日々過酷なトレーニングを続けていらっしゃ
います。

新春トップセミナー
開催日：2020 年 1月 21日（火）
　　　   16：00～17：30
場　所：ロイヤルパークホテル（東京・水天宮）
※新春賀詞交歓会は17：50から開催です

関東複写センター協同組合の教育情報部では、2020 年新春トップセミナー
講師をパラリンピック競泳選手であります「成田真由美」様に決定いたしました。

まずは、成田真由美選手のプロフィールよりご紹介いたします。
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　日本グラフィッ
クサービス工業会
（中村耀会長）主
催、日本自費出
版ネットワーク（中
山千夏代表理事、
川井信良代表理
事）主管、朝日
新聞社や関東複
写センター協組な

どが後援する自費出版文化活性イベント「2019
日本自費出版フェスティバル」が 12 月 15 日午
後、東京都・千代田のアルカディア市ヶ谷で盛
大に開催された。　
　第 22 回日本自費出版文化賞表彰式はじめ
文化賞入選・受賞作品の展示と自費出版相談
コーナーが設けられた他、今年から新たに自
費出版即売会を開催し、今までの日本自費出
版文化賞受賞作品から 30 点ほどがそれぞれ
の著者によって展示即売された。
　表彰式は午後 2 時から行われ、冒頭登壇し
た中村会長は「来賓の皆様、選考委員、受賞
者の方々、本日は本当におめでとうございます」
と祝意を伝え「これからも自分の意志で自分で
書いて、活字によってそれを伝えるという文化

をいつまでも守っ
ていきたい」と決
意を語った。
　次に中山代表
理 事 を 中 心 に、
登壇した選考委
員から文化賞の
講評があった。
　続いて「NO N 
UKES」で大賞を

受賞した岡村啓佐氏をはじめ部門賞 7点、特
別賞 7点、入選作品 55 点の著者が表彰され、
それぞれ写真撮影が行われた。
　自費出版アドバイザー認定書授与式の後、　
恒例の入賞者スピーチが行われ、1 人 4 分とい
う限られた時間ながら、自著に込めた思いを
語った味わい深いスピーチが多かった。

第22 回日本自費出版フェスティバル盛大に開催
第22回文化賞表彰式を行う

中村会長

中山代表理事

大賞を受賞した岡村氏（中央）と選考委員

即売会会場

表彰式会場
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関東複写センター協同組合

理事長

斎藤　隆正

株式会社ワイシー・ドキュメント
〒 224-0053　横浜市南区池辺町 3984-3

関東複写センター協同組合

副理事長

朝香　雅文

株式会社エフ・アイ・エス
〒 140-0001　品川区北品川 3-6-6 品川御殿山ビル 5階

関東複写センター協同組合

副理事長

細井　 武

亜細亜工業写真株式会社
〒 221-0021　横浜市神奈川区子安通 2-275

関東複写センター協同組合

専務理事

森迫　隆正

国際写真株式会社
〒 103-0007　中央区日本橋浜町 2-33-7

関東複写センター協同組合

理　事

米田　和秀
株式会社日本工業社
〒 104-0033　中央区新川 2-26-3
	 住友不動産茅場町ビル 2号館 5階

関東複写センター協同組合

理　事

亀田　真司

チヨダクレス株式会社
〒 101-0041　千代田区神田須田町 1-32　NS ビル４階

理　事

柴田　昌彦

有限会社ブックセンタークリエイト
〒 104-0033　中央区新川 2-15-7　坂田ビル

関東複写センター協同組合 関東複写センター協同組合

理　事

石毛　健雄

株式会社  丸石
〒 151-0053　渋谷区代々木 2-18-5

    新年明けまして
      おめでとうござます
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関東複写センター協同組合

理　事

早坂　 淳

株式会社ケーヨー
〒 103-0023　中央区日本橋本町 4-1-6

関東複写センター協同組合

監　事

池田　博之

有限会社東京コピー・サービス
〒 102-0072	 千代田区飯田橋 2-1-5
	 S-Glanz	KUDAN	BLD

関東複写センター協同組合

理　事

家令　光国

株式会社三千和商工
〒 105-0004　港区新橋 6-10-7　ミチワビル

関東複写センター協同組合

理　事

松岡　 豊

株式会社アイワコピー
〒 123-0845　足立区西新井本町 2-27-15

関東複写センター協同組合

相談役

杉山 金太郎

幸和技研株式会社
〒 160-0004　新宿区四谷 3-9　光明堂ビル

関東複写センター協同組合

監　事

北島　雄二

株式会社共立工業社
〒 102-0073	 千代田区九段北 4-3-16
	 サンライン第 14 ビル 1階

関東複写センター協同組合

相談役

今村　行夫

富士リプロ株式会社
〒 101-0048　千代田区神田司町 2-14

関東複写センター協同組合

事務局

黒井 由美子

〒 112-0002	 文京区小石川 1-4-12
	 文京ガーデン ザ ウエスト 704 号室
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第10 期第 3 回研究会を開催
実践報告ではKSフォーラム会員も

　リコージャパン
の有力複写ユー
ザーで構成され
る POD ア プ リ
ケーション＆マー
ケティング 研 究
会（PAM 研、 会
長＝山田修三サン
コー会長）は 12
月5日午後1時か
ら、東京・港区芝浦のリコージャパンプリンティ
ングイノベーションセンターで「2019 年度第
10 期第 3 回研究会」を開き、会員実践報告を
中心にトレンドセミナーなど 2 部形式で行った。

　冒頭あいさつに
立った山田会長
は、10 月 4 日 北
海道・札幌で開催
した第２回 PAM
研が盛大に開催
できたことに感謝
を述べた後、今
年の目標の会員
数 58 社達成のた

め「あと3社何とか入ってもらおうと思っており、
皆様の地域で関係のありそうな会社を誘って
もらいたい」と会員増への協力を要請するとと
もに、事例紹介に積極的な参加を呼び掛けた。
　続いて PAM 研賛助会員代表として、リコー
ジャパンの武田健一取締役常務執行役員があ
いさつに立ち、PAM 研が設立から10 年たっ
た今でも会員数が増加していることに対し「活
動の中心が会員の実践報告であることが PAM
研の一番の強み」と指摘した。
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PAM研

山田会長

武田常務
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　キャノンマーケティングジャパン（キヤノン
MJ）のサイバーセキュリティに関する研究を担
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では、「DOC/Fraud」を開くと偽の当選画面
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われる可能性が考えられるという。

イトトナー印刷や、クリアトナーを使ったセキュ
リティー印刷などの POD ならではのサンプル
商材を多数紹介した。
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ネスの創り方』～扉の向こうにある会社の未来、
あなたはどの未来（扉）を開きますか？」のテー
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　田中氏は現状の印刷業界を取り巻く様々な
問題を指摘し、未来の印刷企業は特化・多様
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モデルを示した。またそれぞれに 3 つの代表
的なパターンをあげ、全部で 6 つの未来戦略
パターンを実際の会社名をあげ説明した。

　恒例のリコージャパンからの情報提供では
同社 PP 事業部 CIP マーケティング推進室
小松紀之氏が「『PP 事業部の新たな取組』～
KICK STRT～」を紹介した。デバイス、ツー
ルだけでなく、リコージャパンの持つ営業力、
技術力を活用しタッグを組んでお客へアプロー
チする手法を提案した。

キヤノンMJが2019年10月のマルウェアレポートを公開
～偽の当選画面を表示させる「DOC/Fraud」が日本でも急増～

PAM 研会場

■マルウェアやセキュリティに関する情報を
「マルウェア情報局」で公開中。
キヤノンM J ではインターネットをより安全
に活用するために、マルウェアや各種セ
キュリティに関する情報を提供している。
マルウェア情報局【https://eset-info.
canon-its.jp/malware_info/】
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デジタルモノづくりの変革をもたらす 3D データ基盤を構築

「Accurio Value Seminar」を開催

　富士ゼロックスと、慶應義塾大学 SFC 研究所
ソーシャルファブリケーションラボ（代表・同大環
境情報学部 田中浩也教授）は、文部科学省COI
（Center of Innovation）プログラムの一環とし
て2016 年に共同開発した世界初 3Dプリント用
データフォーマット「FAV」 の活用範囲を広げ、デ
ジタルモノづくりを支える3Dデータ基盤を構築
した。
　従来「FAV」は、CADで設計したデータ以外
に立体物の内部構造・色・材料・接合強度などま
でを含めた3 次元の複雑な情報を保持できる3D 
プリント用データだったが、3Dプリント以外の強

度を表す構造解析データなど様々な3Dデータの
情報を扱えるように新たに仕様を拡張し、モノづ
くり工程における3Dデータの一元管理を可能に
した。また、大量の「FAV」仕様のデータをビッ
グデータとしてAI（人工知能 )で活用することで
CADを使わずに、手書き図面からその3D 形状
を瞬時に表現するといった新たなコミュニケーショ
ン手段としての活用も生まれている。
　このたび「FAV」による３Dプリンタ活用への
期待と、活用範囲が広がることなどが評価され
「FAV」が汎用データフォーマットとして JIS に制
定された。

　コニカミノルタジャパン（KMJ）は 11月 28 日
午後 1時 20 分から、東京・浜松町の同社本社
会議室で、印刷業界の現状課題や課題解決に
向けた「これからの経営と生産工程の戦略セミ
ナー『Accurio Value Seminar』」を開催した。
　はじめに望月印刷・関信行執行役員とダイム・
安平健一社長の２氏を迎え【パネルディスカッ
ション】「印刷会社の現状課題と打ち手」のテー
マでコニカミノルタの自動品質最適化ユニット
「IQ-501」を導入している両社の印刷環境の現
状と課題をはじめ導入の有効性とメリットをそれ
ぞれ紹介した。
　セミナー①はバリューインターナショナル・宮
本泰夫副社長が、京都市勧業館「みやこめっ
せ」で11月 11日から 3 日間行われた「Think 
Smart Factory2019」の展示会の模様と加工ラ
インの内容を報告した。宮本氏は出展企業（14
社）がそれぞれの境を外し印刷・製本工程の入
口から出口まで、成果品の一貫した無駄のない
生産ラインの流れを紹介した。

　続いてコニカミノルタプリントソリューションの
製品紹介をKMJ 小山直仁氏が、「共に印刷の
未来を創る」をビジョンに「生産プロセス効率
化」と「印刷価値創造」を実現するインテリジェ
ントクオリティマイザー（IQ-501）新技術搭載の
Accurio Press シリーズを紹介するとともに実機
によるデモンストレーションを同社 26 階のデジ
タルイメージングスクエアで紹介した。
　セミナー②は会議室に戻り、日本刷技術協会
（JAGAT）の藤井健人主幹研究員が「印刷産業
経営動向調査 2019 報告」の発刊に伴い、その
内容や、これからの経営戦略、戦略設備計画な
どを紹介した。

富士ゼロックスと慶應大学が　　　　

コニカミノルタジャパン

パネルディスカッション会場



月刊関複2020年1月号14

デジタルモノづくりの変革をもたらす 3D データ基盤を構築

「Accurio Value Seminar」を開催

　富士ゼロックスと、慶應義塾大学 SFC 研究所
ソーシャルファブリケーションラボ（代表・同大環
境情報学部 田中浩也教授）は、文部科学省COI
（Center of Innovation）プログラムの一環とし
て2016 年に共同開発した世界初 3Dプリント用
データフォーマット「FAV」 の活用範囲を広げ、デ
ジタルモノづくりを支える3Dデータ基盤を構築
した。
　従来「FAV」は、CADで設計したデータ以外
に立体物の内部構造・色・材料・接合強度などま
でを含めた3 次元の複雑な情報を保持できる3D 
プリント用データだったが、3Dプリント以外の強

度を表す構造解析データなど様々な3Dデータの
情報を扱えるように新たに仕様を拡張し、モノづ
くり工程における3Dデータの一元管理を可能に
した。また、大量の「FAV」仕様のデータをビッ
グデータとしてAI（人工知能 )で活用することで
CADを使わずに、手書き図面からその3D 形状
を瞬時に表現するといった新たなコミュニケーショ
ン手段としての活用も生まれている。
　このたび「FAV」による３Dプリンタ活用への
期待と、活用範囲が広がることなどが評価され
「FAV」が汎用データフォーマットとして JIS に制
定された。

　コニカミノルタジャパン（KMJ）は 11月 28 日
午後 1時 20 分から、東京・浜松町の同社本社
会議室で、印刷業界の現状課題や課題解決に
向けた「これからの経営と生産工程の戦略セミ
ナー『Accurio Value Seminar』」を開催した。
　はじめに望月印刷・関信行執行役員とダイム・
安平健一社長の２氏を迎え【パネルディスカッ
ション】「印刷会社の現状課題と打ち手」のテー
マでコニカミノルタの自動品質最適化ユニット
「IQ-501」を導入している両社の印刷環境の現
状と課題をはじめ導入の有効性とメリットをそれ
ぞれ紹介した。
　セミナー①はバリューインターナショナル・宮
本泰夫副社長が、京都市勧業館「みやこめっ
せ」で11月 11日から 3 日間行われた「Think 
Smart Factory2019」の展示会の模様と加工ラ
インの内容を報告した。宮本氏は出展企業（14
社）がそれぞれの境を外し印刷・製本工程の入
口から出口まで、成果品の一貫した無駄のない
生産ラインの流れを紹介した。

　続いてコニカミノルタプリントソリューションの
製品紹介をKMJ 小山直仁氏が、「共に印刷の
未来を創る」をビジョンに「生産プロセス効率
化」と「印刷価値創造」を実現するインテリジェ
ントクオリティマイザー（IQ-501）新技術搭載の
Accurio Press シリーズを紹介するとともに実機
によるデモンストレーションを同社 26 階のデジ
タルイメージングスクエアで紹介した。
　セミナー②は会議室に戻り、日本刷技術協会
（JAGAT）の藤井健人主幹研究員が「印刷産業
経営動向調査 2019 報告」の発刊に伴い、その
内容や、これからの経営戦略、戦略設備計画な
どを紹介した。

富士ゼロックスと慶應大学が　　　　

コニカミノルタジャパン

パネルディスカッション会場

月刊関複2020年1月号 15

リコージャパンの提案 39

リコージャパンのまちなみイラストによる地域活性化活動のご紹介
リコージャパンは、まちなみイラストを活用した、その地域の住民・商店・企業を元気にさせるまちおこし運動

「マーチング活動」を推進しています。
■マーチングとは
その地域（まち）に根ざした相互（互恵）情報を活用し、まち自慢・地域自慢を通して、地域の住民・商

店・企業の活性化を図る活動です。 「まち」＋「 i n g 」＝マーチング（造語）
■マーチング委員会とは
「先義後利（道義を優先させ、利益は後回しにする）」の基本理念のもと、その地域に根ざした相互情報

をさまざまな形で提供しながら、まちなみイラストを基として、その地域の住民・商店・企業の活性化促進を支
援するプラットフォームとなることを目指している団体です。（全国 64団体加盟 : 2 0 1 9年9月現在）

一般社団法人マーチング委員会 U R L： h t t p : / / m a c h i - i n g . j p /

田町・白金マーチング委員会事務局：リコージ ャパン（株）産業ソ リ ューシ ョ ン事業本部 P P事業部

P P ビジネスサポー ト部 C P ビジネスサポー トグループ 伴 T E L： 0 8 0 - 2 1 5 5 - 6 2 4 5

■田町・白金マーチング委員会
リ コージャパンは、田町・白金マーチング委員会として、港区内で開催されるイベントや地元店舗・企業に、
“田町・白金まちなみ ”イラストを展示することで 、その地域の住民や働く方々に、自分たちの街の素晴しさや
魅力を再認識いただき、その地域の活性化に関わる取り組みのお手伝いをしています。

◎担当地域

三田、芝浦、港南、

高輪、白金、白金台

■田町・白金マーチング委員会の活動
◎田町・白金地区のまちなみイラストの作成およびイラスト展示会の企画・開催
◎田町・白金まちなみイラストを使用した印刷ビジネスの橋渡し
◎港区、地元企業・商店との協業活動ならびに港区の産業・観光振興の支援活動
◎港区及び田町・白金地域の店舗・企業へのマーチング広報・提案活動

■まちなみイラストを活用した印刷物
名刺、ポストカード、年賀状、カレンダー、会員証、ポイントカード、
カレンダー、封筒、クリアファイル、一筆箋、コースター e t c
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“田町・白金まちなみ ”イラストを展示することで 、その地域の住民や働く方々に、自分たちの街の素晴しさや
魅力を再認識いただき、その地域の活性化に関わる取り組みのお手伝いをしています。

◎担当地域

三田、芝浦、港南、

高輪、白金、白金台

■田町・白金マーチング委員会の活動
◎田町・白金地区のまちなみイラストの作成およびイラスト展示会の企画・開催
◎田町・白金まちなみイラストを使用した印刷ビジネスの橋渡し
◎港区、地元企業・商店との協業活動ならびに港区の産業・観光振興の支援活動
◎港区及び田町・白金地域の店舗・企業へのマーチング広報・提案活動

■まちなみイラストを活用した印刷物
名刺、ポストカード、年賀状、カレンダー、会員証、ポイントカード、
カレンダー、封筒、クリアファイル、一筆箋、コースター e t c

リコージャパンの提案 39

リコージャパンのまちなみイラストによる地域活性化活動のご紹介
リコージャパンは、まちなみイラストを活用した、その地域の住民・商店・企業を元気にさせるまちおこし運動

「マーチング活動」を推進しています。
■マーチングとは
その地域（まち）に根ざした相互（互恵）情報を活用し、まち自慢・地域自慢を通して、地域の住民・商
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■マーチング委員会とは
「先義後利（道義を優先させ、利益は後回しにする）」の基本理念のもと、その地域に根ざした相互情報

をさまざまな形で提供しながら、まちなみイラストを基として、その地域の住民・商店・企業の活性化促進を支
援するプラットフォームとなることを目指している団体です。（全国 64団体加盟 : 2 0 1 9年9月現在）

一般社団法人マーチング委員会 U R L： h t t p : / / m a c h i - i n g . j p /
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P P ビジネスサポー ト部 C P ビジネスサポー トグループ 伴 T E L： 0 8 0 - 2 1 5 5 - 6 2 4 5
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キヤノンエコテクノパークの取り組みが「2019年度グッドデザイン賞」を 
受賞しました 
 
公益財団法人日本デザイン振興会が主催する 「2019年度グッドデザイン賞」をキヤノンの製品デザイン 15件※1が

受賞しました。このうち、 「キヤノンエコテクノパークを拠点とした環境活動発信プロジェクト」 は、“取り組み・活動”の
カテゴリーで、キヤノンでは初めてとなる受賞を果たしました。 

※1キヤノンニュースリリース 

 
キヤノンエコテクノパーク 

キヤノンエコテクノパークは、限りある資源の有効活用と廃棄物削減に向けて、リユース・リサイクルを通じた資源循

環を追求する最新鋭の工場として、2018年に茨城県に開所しました。トナーカートリッジやインクカートリッジの自動リ
サイクルシステム「CARS-T／CARS-I※2」や複合機のリマニュファクチュアリング※3の工程を一般の方も見学すること

ができます。 

今回受賞したプロジェクトは、キヤノンのさまざまな活動をパネル、映像、体験コーナーを通して紹介するショールーム

などを整備し、情報を発信する取り組みです。また、次世代を担う子どもたちに、実物を見て、触れながら学べる環境

教育の場も提供しています。審査員の方からは「この活動をいち早くアウターブランディングとして展開し、各企業に向

けて共振していくことを期待します。」とのコメントをいただきました。 

限りある資源を有効に活用していくために、世界では「Circular Economy（循環経済）」を意識した取り組みが進められ
ています。キヤノンは今後も豊かさと環境が両立する未来のため、技術革新で貢献していきます。また、さまざまな機

会を活用して、子どもたちに環境の大切さを伝える活動を展開し、次世代を担う若者たちを支援していきます。 

 
ショールーム                          小学生の見学                         環境授業風景 

※2  CARS-Tは Canon Automated Recycling System for Toner Cartridgeの略。使用済みトナーカートリッジから取り出したプラス
チック材料をトナーカートリッジの原材料として繰り返し再利用する「クローズドループリサイクル」を行っている。CARS-Iは Canon 
Automated Recycling System for Ink Cartridgeの略。回収されたインクカートリッジの機種別の分別から、解体、粉砕、洗浄までの
工程を行っている。 

※3  回収した使用済み製品を再生すること。回収した製品を部品レベルにまで分解し、劣化・摩耗した部品を取り除く。部品は基
準を満たすまで洗浄・清掃して再利用し、新しい部品のみで生産される機器と同レベルの品質・信頼性のもと出荷される。 

キヤノンMJの提案　41
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富士ゼロックスの提案

富士ゼロックス ゴールド シルバー ホワイトトナー
を搭載した特殊色専用 小型 プリンター発売

：プレミアム感あふれる特殊色印刷を身近な環境で実現

富士ゼロックスは ゴールド、シルバー、ホワイト計 色の特殊色トナーとブラックトナーを搭載する業
界初注 の特殊色トナー専用 小型 プリンター「 （ドキュプリントシーピーサンイ
チゼロエスティ ）」を 月 日に発売しました。本商品は、オフィス向けプリンター「 」シ

リーズの使い勝手の良さや小サイズはそのままに、付加価値の高い特殊色であるゴールド、シルバー、ホ
ワイトを使った印刷物を手軽に出力できるモデルです。

印刷物のデザインにおいて、ゴールドやシルバーは高級感や季節感が演出できる表現として、また、ホ
ワイトは色紙や透明フィルム上での表現としてのニーズがあります。一方、そうした特殊色の印刷には、
これまでプロダクションプリンターやオフセット印刷といった設備が必要で、出力環境を身近に持つこと
ができる事業所は限られていました。

は、デスク上にも設置できるサイズと、オフィス向けプリンター並みの価格で、中小規
模事業所（ ）および個人事業主（ ）の小規模オフィスにも導入しやすく、デザインオフィスや

プリントショップ、小売・サービス業の店舗など、スペースが限られる場所でも、特殊色を使った印刷物
の出力を可能にします。

小型プリンターながら、コート紙やフィルム用紙への印刷にも対応注 。ショップカードや名刺、グリーテ
ィングカードやダイレクトメール、メニュー表や 、パッケージといったさまざまなアイテムに特殊色

を取り入れることで、季節感や高級感を演出します。訴求力に優れた付加価値の高い印刷物の小ロット出
力が、ビジネスの可能性を広げます。

【 の主な特長】
 タテ 枚 分の印刷スピード。
幅 奥行 注 のコンパクトサイズ。
ゴールド、シルバー、ホワイトの特殊色トナー計 色とブラックトナーを搭載。
ページ記述言語は、ポストスクリプト言語仕様に沿っており、 で多く使われる 空間で作
られた原稿出力ならびに などの 系アプリケーションで使われる 空間で作
られた原稿出力に対応。

特殊色に対応する専用の 用スウォッチデータ注 を提供し、 画面上でゴールド、シル
バー、ホワイトのイメージを確認しながら作業可能。

注 ゴールド、シルバー、ホワイトを一度にプリントできる プリンター機（ 乾式電子写真方式）において。 年 月現在
注 対応用紙や使用上の制限事項等につきましては富士ゼロックス公式 サイトをご確認ください。
注 オプションの アダプター装着時は、奥行
注 スウォッチとは、 内でカラーや濃度、グラデーション、パターンに名前を付けたもの。 の特殊色デザイン用

スウォッチは、富士ゼロックス公式 サイトよりダウンロードいただけます。

様々な印刷物に特殊色を取り入れ、小ロット出力が可能
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　今回は、D2Cビジネスについて述べていきます。
D2Cビジネスと聞いて知っている方もいられると
思いますが、一応説明させていただきます。では、
D2Cビジネスとは何なのでしょうか？　D2Cビ
ジネスとは、皆さんがよく使われるBtoB（会社間
取引）BtoC（会社と個人の取引）と言った取引
ではなく、別なカタチの取引を指しているのです。
D2C とは（Direct to Consumer）の略で、具
体的には、メーカーやブランドが自社で企画・生
産した商品を、流通業者を介することなく自社の
EC サイトで直接消費者に販売するビジネスモデ
ルなのです。どのようにして直接お客様と取引す
るのでしょうか？
　インターネットを利用して取引を行う方法です
が、ただ、Amazon やYahoo のようなネット販
売とは違います。自社のブランド商品を自社の
EC サイトでネット販売する方法なのです。特に
D2C 企業の特色は商品の種類をごく少数に絞っ
て、在庫のリスクを低減しながらアイテムをしっか
り設定することで強いブランド力を構築している
点にあります。また、SNSを顧客との対話の場と
して重要視して、新商品やキャンペーン情報など
を一方的に PRするのではなく、お客様のコメン
トを積極的に商品開発やマーケティング施策に反
映させていることです。最も重視しなければなら
ないのは低価格で高いクオリティでなければなら
ない点にあることです。
　D2Cビジネスの成功事例を紹介しましょう。
　1．CASPER

　2014 年創業されたアメリカのマットメーカーで
当初マットレスは1種類のみというシンプルさが顧
客に受け入れられ、リリース初月に売上1億円、2
年間で約100 億円の売上を達成しました。ブラン
ディング戦略として「マットレスメーカー」であるこ
とを押し出すのではなく、睡眠を重要視したデジ
タルファーストブランドと銘打ち、おしゃれでスタイ
リッシュな世界観を作りだしているのが特徴です。
　2．ALLBIRDS
　2014 年創業されたスニーカーメーカーで米
TIME 誌が［世界一快適なシューズ］と紹介したア
メリカのシューズブランドです。動物愛護・環境保
全各分野で最高水準を満たしたZQメリノを使用。
履き心地や見た目もよく、冬は温かく、夏は通気
性に優れ臭いもおさえてくれる優れたスニーカー
なのです。今や海外で大ヒット中です。デザイン
は2種類のみ。メンズ・ウイメンズともにレースアッ
プのスニーカーとスリッポンの2 種類です。
　このシンプルさが低価格ながら高クオリティを
実現しているのです。
　D2Cの今後の方向性については、今、日本で
も特にアパレル産業が D2Cのビジネスモデルを
取り入れてきています。これからは色々な分野で
D2Cのビジネスモデルが広がりをみせてくれるの
でないでしょうか。令和の新しい時代にマッチし
た地球環境を考え、さらに新しいビジネスモデル
を取り入れて販売戦略を見直すことも会社を大き
く発展させる大きな要因になってくるのではないで
しょうか？　皆様のご検討をお祈りいたします。

未来予測研究所
代表　藤田　友久

D2C（ディツウシー）について
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株式会社コンサルティング・オフィス

代表取締役　神田幸男（中小企業診断士）

労働問題　働き方改革　

３．働き方改革に必要なものは「生産
性向上」

1．働き方改革を支える労働生産性向上

　「長時間労働の慢性化」、「介護、メンタル
問題での離職者増加」、「若手社員の低い定着
率」、これらは一部の例ですが、ニュースなど
のメディア、企業経営者や組織の人事・労働担
当者から頻繁に聞く問題です。これらの問題

を背景に、政府では一億総活躍社会の実現に
向けて、働き方改革を最重要課題として取り上
げています。日本国内の労働力人口が減少し
ていく中で、働き方改革し、限られた労働力
で目標が達成できる組織が必要になるからで
す。
その組織は、個人にとっての「生きがい」と「働
きがい」が両立できる組織であると考えていま
す。そのために重要なことは、労働生産性の
向上だと確信しています。

個人の価値観

労働生産性向上

働き方改革
の実現

組織の価値観

中期・年度計画

組織の経営環境

・少子化
・労働力確保
・グローバル化
・コンプライアンス
・長時間労働
・CSR など

ライフプラン

個人の生活環境

・出産
・育児
・介護
・勤務時間
・勤務場所
・趣味
・余暇活用など

生
き
が
い

働
き
が
い
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複写を考える○60　（複写業を中心とする　複写の歴史）

細井　大建

　古い墨作りの記述をいくつか拾ってみましょう。

　日本書紀巻 22 推古天皇の条巻 18 年（西暦 610 年）は前述の記録で、次に文武天皇の御代大宝元

年（701年）に制定された「大宝律令」によれば、中務省（なかつかさしょう）の図書寮（ずしりょう）

に造墨手４人を置いたという記述があり、奈良時代後期、官営の墨作りとして平城京図書寮工房の出先

作業所のある和束で掃墨（粗製松煙）の製造が始まっております。昭和 51年に平城京の域内と域外か

ら出土した松煙墨は、この頃のものです。

　東大寺の大仏造立（天平 17年（745 年））にあたっては、造寺、造仏、

材木の集荷等の記録のために使ったあまり品質の良いとは言えない墨（凡

墨・下墨、原料掃墨）が使用され、この墨を製造する造墨長上（類集三代格）

が任命されています。

　神護景雲（じんごけいうん）元年（767年）に行われた称徳天皇勅願の

一切経の写経には、和束墨と針間墨が用いられている（正倉院文書）と

の記述があり、桓武天皇の時代延暦 23 年（804 年頃の松煙墨の産地は

播磨国と太宰府（築紫）で、当時唐に渡った最澄らの入唐にあたって九州

の産物を手土産にしたがその中に築紫墨、筆、紙があり、台州の大守（群

長）に贈って便宜を計ってもらった、という話もあるほどで本家の唐にま

で日本製のを持ち込んでいるとの記録。

　大宝律令より200 年くらい下がった平安中期に編纂された延喜式（えんぎしき）（927年）（内容は律

令の施行細則ですが）その図書寮の項にも「凡そ年料に造るところの墨 400 挺…（中略）長上１人造手

４人」とあり、神祇官に墨１挺、斎宮寮に３挺というように配分の記録があります。・・と記録のなかの

墨はそのくらいにして

　至宝とは言いにくい墨汁　「宝というにははばかれそうだが　液体

トナーと粉体トナーと考えれば言及しないわけにはいかないかな」。

墨を作成している（株）墨運堂のホームページを見ていたら「もとも

と墨の材料である煤と水は相性が悪いので煤を水で薄めても混じり

合わないのですが、煤を糊剤で包み込むことで水に馴染むようにな

ります」とあり、このような状態にしてペースト状のものから既定の濃度まで水を加えて徐々に液化させ、

また高速撹拌によるせん断力が加わり混練した煤粒子が均質に分散されます」。これは現在水溶性トナー

の一部にも利用されている方法の1つです。

東大寺　盧舎那仏　Fig 118

混錬した煤の状態　Fig 119
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C6100広告【ページサイズ：A4、内罫サイズ（H）281×（W）194mm】

媒体名：月刊関複

印刷生産機としての実稼働率の向上、より高い品質の印刷物をより確実
に、安定して供給。そしてそれらをスキルレスでのオペレーションで実現
する。プロダクション印刷システムの基本性能向上に拘った真の生産機、
それが、AccurioPress C6100シリーズです。

真の
プロダクション
印刷システム

＊写真はC6100にオプションを装着したものです。

マシンの
生産稼働率
向上

スキルレス
オペレーション

高品質で
多彩な印刷物の

提供

新開発のインテリジェント
クオリティオプティマイザー

高水準の
画像品質を
安定供給

印刷物の
付加価値向上に

寄与

合理的な
出力環境の
構築

色管理・表裏見当調整を自動化

用紙厚によらず毎分100枚※1の高速出力

受注幅を拡大する400g/㎡の厚紙対応力

独自技術を駆使した高画質と色安定性

サービスの多様化を推進するフィニッシャー群
※1：C6100にて、A4ヨコ・52～400g/㎡紙時

●商品に関するお問い合わせは

〒105-0023 東京都港区芝浦1-1-1

70120-805039 受付時間／9:00～12:00・13:00～17:00（土、日、祝日を除く）
http://www.konicaminolta.jp








