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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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　あぶない！　と思ってステップしたつもりが
思ったように足が出ずに、雪面に肩から思い切
り倒れこんでしまった。昨シーズンのスキーで
のことである。雪まみれになって起き上がり、
強打した肩をまわしながら、体力や筋力の衰え
を痛感していた。

　昔はこうだったという感覚と、今の身体との
バランスが大きくずれているのである。

　健康番組などでよく「目をつぶって、片足
で何秒立っていられるか？」などとやってい
る。「30 秒できた」とか「5 秒しかもたなかっ
た」とか、現在の自分の実力というかバランス
感覚を実感させてくれるが、このバランスと
はちょっと違って、例えば、子供の運動会で、
ちょっと良いところを見せようと必死に走る
が、最後には足がイメージのように動かずに、
つんのめってコケたりする。この自分の感覚と
体力のずれのことである。

　今回も、足はイメージ通りには動かず、コケ
てしまったのである。

　今の実力と感覚を慎重に調整しないと、大け
がの元になるかなと思う。そのためには、やは
り今の自分を十分に理解することが重要であろ
う。しかも、変化する自分を日々、認識するこ

とが求められるのだから、大変なことである。

　同じことが、仕事でも言える。
　我が社も 10 年以上にわたり、少しずつ仕事
の内容は変わってきているが、変わっていく事
業が大きく伸びる状況ではなく、むしろ、少し
ずつ体力が衰え、思ったように動けなくなって
きている。

　仕事量の減少によって、作業の空き時間は増
え、当然コストが上昇する。人員の再配置や削
減を考えるが、仕事のやり方が変わらなけれ
ば、急に仕事が入ったとき、品質劣化や働き方
改革に触れるようなことになりかねない。ま
た、コストを意識して価格に反映させれば、さ
らに仕事量が減る可能性もある。

　そんな中、何か新しいことに取り組む場合
も、今の自社の実力を十分理解し、バランスよ
く進める必要がある。体力が衰えているのに
突っ走れば、コケるのは必至である。会社がコ
ケるのはさすがに、まずい。

　人手不足、働き方改革、消費税増税、などバ
ランスを保つのが難しくなるような課題が今後
も満載ではあるが、感覚を研ぎ澄ませて、バラ
ンスを取りながら、なんとか大けがしないよう
に日々努力していこう。

◆巻頭言48

バランス

関東複写センター協同組合
副理事長　細井　武
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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 6 月 13 日午後 4 時から、東京 ･ 市ヶ
谷のTKP市ヶ谷カンファレンスセンターで「通
常総会」を開催した。
　冒頭あいさつに立った斎藤理事長は、この 1
年間の組合活動を推進してきた各委員へ謝意を
述べた。また出席者には本日の総会進行への協

力を要請した。
　司会から議長に指名された井上正行氏（イ
コープリント）は議長席に着きあいさつで、複
写業をとりまく環境の厳しさを指摘し「このよ
うなときこそ組合、委員の力を結集し、組合と
企業の継続発展を図る良い機会ではないか」と
述べた後「新しい人材育成の場所として次世代
に引き継ぎ、これからも活力のある組合として
発展するよう今後も活躍して欲しい」と役員に
エールを送るとともに「組合発展へ、引き続き
の尽力を」と会員へ要請。
　続いて議案審議に入り、【第 1 号議案】平成
30 年度事業報告書及び決算関係書類承認の件
【第 2 号議案】令和元年（平成 31 年）度事業
計画、収支予算並びに経費の賦課及び徴収方
法決定の件【第 3 号議案】金融斡旋の件【第
4 号議案】令和元年（平成 31 年）度における
借入金額の最高限度額決定の件【第 5 号議案】
手数料の最高限度決定の件【第 6 号議案】令
和元年（平成 31 年）度加入事務手数料金額決
定の件【第 7 号議案】定款変更の件【第 8 号
議案】その他すべてが拍手をもって原案通り
承認可決された。

関 複
「第46期通常総会」を開催
７議案すべて原案通り承認可決

すべての議案が承認された議長の井上氏

あいさつする斎藤理事長
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　関複は 6 月 13 日の午後 5 時から、東京 ･ 新
宿区の TKP 市ヶ谷カンファレンスセンターで
「第 46 期通常総会懇親会」を開催した。東京
都中小企業団体中央会の橋北隆総務課長、日本
グラフィックサービス工業会（ジャグラ）の中

村耀会長ら来賓 7
人を迎え華やかに
開かれた。
　はじめに斎藤理
事長は、いま特に
力を入れている活
動として関複独自
の PP 制度を取り
上げ「現在認証取
得企業が全国で 57

社に達した」と現状を紹介。つづいて昨年加入
したジャグラについて「ジャグラ文化典栃木大
会をはじめチームワーク良く頑張っている姿を
見て、非常に力づけられた」と語り「次世代の
人たちが今後こういった交流をつづければ、組
合会員をはじめ協賛会員の皆様に貢献できる組
合になる」とジャグラとの交流の意義を述べ、
引き続き組合に対する支援を訴えた。
　来賓として挨拶に立った橋北課長は「中央

会の企業の重点支
援項目として事業
承継、働き方改革、
生産性の向上をあ
げ、組合が開催す
る講習会は中央会
が支援させていた
だく」と述べ引き
続きの組合支援を
表明した。

　続いて、ジャグ
ラの中村会長は 6
月に行われた栃木
大会へ関複からの
参加に謝辞を述べ、
「業界が頑張って豊
かな社会を創造し
ましょう」とエー
ルを送った。
　協賛会社を代表

して、キヤノンマーケティングジャパンマーケ
ティング統括部門プロダクションプリンティン
グ企画本部 宮前光男本部長が力強く乾杯の発
声を行い祝宴に入った。あちこちに歓談の輪

が広がり、情報交
換も活発に行われ
た。中締めに立っ
た細井武副理事長
は「製造業のハー
ドウエアを支えて
きた複写業と、文
化 イコール ソフ
トウエア を支えて
きたジャグラがお
互いの内容を交流
することは重要な
ことである。我々
の業界もいろいろ
な意味でソフトウ
エアの方に進出で
きればと思ってい
る」と述べた後、
盛大な 3 本締めで
閉会となった。

関 複
「第46期通常総会懇親会」を開く
来賓、賛助会員ら 62 人が出席

懇親会であいさつする斎藤理事長

乾杯の発声をしたキヤノンMJ宮前本部長

中締めの挨拶をする細井副理事長来賓の橋北東京都中央会課長

来賓の中村ジャグラ会長
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令和元年度 第 3回定例理事会開く
審議・確認事項など活発に協議

　関複は6月 13日の午後2時半から、東京 ･新
宿区のTKP市ヶ谷カンファレンスセンターで「令
和元年度第3回定例理事会」を開催した。　　　
　当日の出席者は理事 8人、監事 2人、久々の
出席となる今村行夫相談役を入れ、相談役2人の
計12人が出席した。　
　はじめにあいさつに立った斎藤理事長は「本日
は総会、懇親会があり長丁場になりますのでご協
力のほどよろしくお願いしたい」と議事進行への
協力を要請した。
【審議事項】
１）東京都中小企業団体中央会　会長表彰
　今回関複からは柴田昌彦氏、石毛健雄氏の両理
事が該当するので推薦する。
【確認事項】
１）総会の運営について
　黒井事務局員から「出席者名簿」「総会式次第」
「懇親会式次第」を参照し総会、懇親会の進行ス
ケジュールを説明した。
2）各部会の活動について
①総務部・関複オープンゴルフの報告
　石毛理事＝5月 18日に関複オープンゴルフを
開催。月刊関複 6月号に掲載されたが、23名の
参加があり、皆さんに楽しんでいただいた。
②事業推進部・PP認定・新規取得研修会の件

　黒井事務局員＝5月 27日に新規取得企業2社
の研修会が終了。山口県にあらたにPP認定取得
企業があった。
・キヤノンコレモール　柴田昌彦理事＝5月分の
売上報告があった。
③広報企画部
・月刊関複
　細井副理事長＝理事会後の編集会議で7月、8
月号の進行、内容等の詳細を検討する。
④教育情報部
　松岡豊理事＝新春トップセミナーの講師を成田
真由美氏、水泳競技（パラリンピック）選手に依
頼。詳細は9月になってから詰める。また、関複
セミナーは7月 23日にキヤノンの協力で大判プ
リンタとインバウンドをテーマに開催。
【ジャグラ活動について】
　斎藤理事長＝6月8日に開催されたジャグラ栃
木大会に関複地協として斎藤理事長、黒井事務局
員、細井副理事長3人で参加。他にも前日に行わ
れたゴルフ大会に柴田理事、石毛理事が参加した。
【その他】
　定款33条にもとづき大西茂氏を顧問に委嘱す
ることが承認された。
※次回の理事会は、7月 11日 17時より開催。
 
●「月刊関複」編集会議
　6月 13日、理事会後の午後 3時 15分から東
京･新宿区のTKP市ヶ谷カンファレンスセンター
で月刊関複の編集会議が開かれ、今後の誌面づく
りを中心に話し合いを行った。出席者は関複から、
細井副理事長、米田和秀部長、早坂淳理事、黒井
由美子事務局員。協賛会員はキヤノンMJ山崎研
治氏、富士ゼロックス鈴木信彦氏、リコージャパ
ン加藤博之氏、君島政行氏。　　　　理事会会場

関 複
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セミナーは7月 23日にキヤノンの協力で大判プ
リンタとインバウンドをテーマに開催。
【ジャグラ活動について】
　斎藤理事長＝6月8日に開催されたジャグラ栃
木大会に関複地協として斎藤理事長、黒井事務局
員、細井副理事長3人で参加。他にも前日に行わ
れたゴルフ大会に柴田理事、石毛理事が参加した。
【その他】
　定款33条にもとづき大西茂氏を顧問に委嘱す
ることが承認された。
※次回の理事会は、7月 11日 17時より開催。
 
●「月刊関複」編集会議
　6月 13日、理事会後の午後 3時 15分から東
京･新宿区のTKP市ヶ谷カンファレンスセンター
で月刊関複の編集会議が開かれ、今後の誌面づく
りを中心に話し合いを行った。出席者は関複から、
細井副理事長、米田和秀部長、早坂淳理事、黒井
由美子事務局員。協賛会員はキヤノンMJ山崎研
治氏、富士ゼロックス鈴木信彦氏、リコージャパ
ン加藤博之氏、君島政行氏。　　　　理事会会場

関 複
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我が社の業務 （株）アイワコピー
代表取締役 松岡 豊氏

お役立ちパートナーをめざして
テトリスのような会社に

　今年で創業 32 年を迎えた複写情報加工業の株

式会社アイワコピー（東京都足立区西新井本町 2‐

27‐14、松岡 豊社長）は、セルフコピー（大型・

小型）、カラーコピー、軽印刷、製本加工、ラミネー

ト加工、スキャニング、図面の電子化など、幅広い

事業を行っている。32 年間に培われた技術と豊かな

知識により、建築会社、設備関係など法人（BtoB）

との取引に加え、地元・足立区を中心に個人のお

客さま（BtoC）のさまざまなニーズにも細やかに対応

している。この 3 月、専務から社長に就任した松岡

氏に、経営方針などを伺った。

◆地域に必要な会社へ

　幹線道路沿い（環状 7号線江北陸橋側道）に、
一際目立つブルーの3階建てビルがある。そこがア
イワコピーで、1階が駐車場、2階が店舗、3階は
営業室となっている。店舗には、セルフでできるコ
ピー機や、A0（モノクロ）までプリントできるコピー
機、作業台、ゆっくりくつろげるフリースペースなど
を設置している。“地域に必要な会社”をモットーに
しており、店舗のポイントは、安心して作業ができる
こと。時間の制約もないため、朝から夕方まで、長
時間作業するお客さまもいる。
　ビルの1階を駐車場にしたのも、お客さまの利便

性のため。足立区
だけではなく、HP
を見て駐車場があ
るからと近隣の区や
埼玉県からも来店す
る。満車でやむなく
路上駐車をする場
合は、見張り番をた

てることもあるほど、お客さまに尽くしている。
　今後は、協力会社との信頼関係を深めて幅広
い提案を行い、お客さまがその中から選択できるよ
うにしていくとのこと。松岡社長は「オフィスのお
役立ちパートナーとしてお客さまに提供する商材の
価値を高めていき、多くのお客さまにご利用いただ
ければ、価格を安く提供することができます。その
ようなお役立ち価格の提案をしたいですね」と話
す。また、その強みに磨きをかけて、さらに抜けて
いる部分を埋めていくテトリスのような会社にしたい
という。

◆組織力の向上を図る

　社長就任後、力を入れているのは、組織力での
営業活動。チームワークをもって組織力を向上させ、
お客さまに喜んでもらえるものを発信できるようにし
ていく。そのために、社員教育にも積極的に取り組
んでいる。外部セミナーに出席して、レポートを提出
し社内で回覧する。その後、社内に落とし込めるも
のは活用してレベルアップを図っていく。年 4回開く
全員会議では、財務状況や知識の共有化を行って
いる。先代の社長が行っていた個人面談も続けて
おり、“業績アップは社員皆で…”という考えから、
社員一人ひとりの考えを聞いてその声を反映させた
り、自己育成ができる社員に成長するように意識改
革を進めている。

◆活気ある会社に

　今年、新入社員が3名入社した。研修を1か月
行い、現在は現場で実績を積んでいる。会社の理
念は変わらないが、活気が生まれ社風はリフレッシュ
したので、これからのパワーアップが楽しみだという。

28
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リコージャパンの提案　35
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2019 年 6 月吉日
関東複写センター協同組合
組 合 員　各位

関東複写センター協同組合
理事長　　斎 藤  隆 正

教育情報部　　松 岡  　 豊

関複セミナー
『大型プリンターでインバウンド需要を取り込みませんか！』

　日頃より関複の組合活動にご協力いただき、誠にありがとうございます。
　さて、今回は当会協賛会員キヤノンマーケティングジャパン様のご協力により『大型プ
リンターでインバウンド需要を取り込みませんか！』と題しましてセミナーを開催いたし
ます。
　今回のセミナーは、第一部に、訪日外国人観光客の急激な増加を背景に、近年では「外
国人観光客が日本に訪れること」を指した『インバウンド』需要のチャンスを、プリンティ
ングで何ができるかを紹介していただきます。
　第二部では、ショールームでのデモンストレーションとなります。
　セミナー会場は 30 名程入れる部屋をご用意しておりますので、皆様ふるってご参加く
ださい。

以上

記
	 日　時	 ７月２３日（火）　１４：３０～１７：００（受付１４：１５～）
	 場　所	 キヤノンマーケティングジャパン株式会社
	 	 東京都港区港南２－１６－６　キヤノンＳタワー９階H・I 会議室
	 	 （１４：１５にキヤノンＳタワー１Ｆ受付前にお越しください）

≪	受付締切：７月１７日（水）	≫

＜参加申込＞　関複事務局　ＦＡＸ：０３（３８１５）４３５７

※切り取らずこのままＦＡＸをお送りください。

会　社　名

氏　　　名

ＴＥＬ／ＦＡＸ
Ｅメールアドレス

計　　　　名
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ジャグラ全国大会「栃木大会」に352人が参加

情報ビジネスリコー会「社員セミナー」を開く

関複地協から斎藤理事長はじめ理事・会員が出席

スキャニングビジネスをテーマに

　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6月8日午後1時半から、栃木県宇
都宮市のホテル東日本宇都宮で「第 61回ジャグラ
文化典『栃木大会』」を盛大に開催した。「だいじだ
いじ　仲間がいっぺ（大丈夫、大丈夫、ジャグリス
トがいるよ）」を大会テーマに全国からジャグラ会
員はじめ賛助会員、来賓らが参加し、大成功裏に
終わった。当日は第54回定時総会、文化典式典、
記念講演会、懇親会が相次いで行われ、懇親会で
は参加した全国会員は１年振りの再開を喜び合い、
お互いの情報交流が活発に行われた。また、翌9
日はオプショナルツアーやゴルフコンペが開催され
関複からも参加者があった。来年の全国大会は高
知市で開かれる。
　栃木大会の主管はジャグラ関東地方協議会、主

宰は同栃木県支部が執り行い、とくに栃木県支部
の実働メンバー8人を中心とした活躍ぶりが顕著で、
「大会開催を経験することで成長しよう！　そして
経営者として新たな印刷業界を切り拓こう！」と独
自の旅手配を行ったことなど、大会を通して良い経
験を得たとしている。

　情報ビジネスリ
コー会（JBR）は
6月 12日午後 3時
半から、リコージャ
パン芝公園ファー
ストビルで「JBR
社員セミナー」を
開催した。

　インフォマネージ代表取締役大多和剛氏を講師
に迎え「スキャニングビジネスで売り上げと利益
を得る方法第 2弾～継続的にご依頼頂くために
～」のテーマで講演があった。
　大和田氏による前回の講演では、スキャンニン
グ業務で、お客様からのコスト・納期・仕様など
条件を満たしながら、如何にその作業に見合った

売り上げと利益を得るか、作業の効率化を考えた
とき、どの部分を ITツールに任せるべきかが説
明されている。
　第２弾では前回の講演をおさらいしながら、継
続的な受注にどうつなげるかが説明された。　　
　具体的方策として、▽ソフトウエア、ファイリ
ングシステムなどの専門知識を使い、競争企業と
価格以外での差別化。▽価格を提示する際、前後
の整理コストを理解してもらう。スキャニングの
仕様はヒヤリングシートを基にした3段階仕様案
の提示を受注者から行う。▽原稿仕分け機能のあ
るリコーPro C7100S などの ITツールをうまく
利用して仕分け、集計に時間をかけない。などを
あげ、顧客とwin-win の関係を構築しつつ、継
続受注の方策を説いた。

ジャグラ栃木大会

大多和講師
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桜井が「SAKURAI  FAIR  2019」を開催

「キヤノンMJ iP カレッジ in 品川」を開く

LEDを使用するサインディスプレイをアピール

「印刷会社の変革について考える」をテーマに

　インクジェット用メディアや情報用紙、広告・
建材のフィルムなど開発・販売している関複の協
賛会社桜井は 6月19日、東京・浅草の台東館・
東京都立産業貿易センターで
「SAKURAI FAIR 2019」 を
開催した。10 時からオープン
に合わせて広告看板業者や室
内装飾関係者が大勢見学に
訪れた。特に LED を使った
屋内外大型 LEDビジョン（デ
ジタルサイネージ／シースルー
ビジョン）は、1画面で LED
の配列や間隔の調整で大きな
迫力が伝わる大型の天吊り・
壁掛けや電動スタンドなど、

様々な設置環境に対応できるとして注目を集め
た。その他会場では特殊メディアなど同社が開
発した商品をアピールした。

　キヤノンマー
ケティングジャ
パン（キヤノン
MJ） は 6 月 13
日午後 2時から、
東京・品川のキ
ヤノン S タワー
で「印刷会社の
変革について考

える～将来目指すべき姿、進むべき方向性」をテー
マに「キヤノン iPカレッジ in品川」を２部形式
で開催した。
　第１部はアウトブレイン ジャパンとアビーム
コンサルティング両社顧問の本間充氏が「“御用
聞き”をデジタルで深掘する印刷マーケティング

～印刷のトランスフォーメーション」の演題で講
演。本間氏は印刷産業の環境は常に異業種からの
参入にさらされている点を指摘し、今までの“御
用聞き”を検証してユーザーに伝え、聞くこと
でデジタルマーケティングに生かし、トランス
フォーメーションによる紙と印刷のメディアの組
み合わせが重要だと語った。
　第２部はキヤノンMJ・プロダクションシ
ステム企画部の水落麻美氏が、5 月 20 日に
発売を開始したオンデマンドカラープリンタ
『imagePRESS C910 シリーズ』の新製品を紹介
した。同製品は封筒・ハガキから長尺まで自動両
面印刷や上質紙220gまで対応できる操作性の良
さや幅広い用紙対応力など。いずれの特徴も、別
室に移動して実演でアピールした。

屋内用 LEDビジョン

講師の本間氏
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　リコージャパン（坂
主智弘社長）は中小
企業の生産性革新
を推進するために、
「EMPOWERING 
DIGITAL WORK

PLACES パートナープログラム」を 6月18日に
開始した。
　リコーは 6月18日午後 1時半から、東京・高
輪のグランドプリンスホテル高輪で記者会見を開
き、発表した。これにはリコーから常務執行役員
プラットフォーム事業本部事業本部長の野水泰之
氏、リコージャパンから坂主智宏社長 CEO、宮
本好雄執行役員 ICT 事業本部副事業本部長が

出席し、プレゼンテーションを行った。終了後に
は100 社を超えるパートナー企業向けに同パート
ナープログラム発表会も開いた。
　また同日、新たに「EMPOWERING DIGITAL 
WORKPLACES パートナー会」を発足し、ICT
機器メーカーやアプリケーションベンダーなどのビ
ジネスパートナーとの連携を強化することを明ら
かにした。業種業務ごとの課題を熟知した様々な
パートナーとリコーグループ双方の強みを生かし、
ユーザーの業種業務にあわせたソリューション開
発を強化することで、働く現場とオフイスの業務
を自動化、省力化し中小企業を中心としたユー
ザーの生産性革新に貢献するとしている。年会費
は10万円。

　キヤノンマーケティングジャパン（キヤノンMJ）
とキヤノンプロダクションプリンティングシステム
ズ（キヤノンPPS、井崎孝社長）は 6月18日午
後 2 時15 分から、栃木県大田原市のキヤノンメ
ディカルシステムズで「マニュアル生産ライン説明
会」を行った。両社が 2019 年 1月にキヤノンメ
ディカルシステムズに導入したカラー連帳インク
ジェット（IJ）プリンタ「Océ ColorStream 6700 
Chroma」を中核に、キヤノンのカラープロダク
ションプリンタ「imagePRESS C10000VP」と生
産管理ソフトウエア（グーフ）、自動製本システム（ホ
リゾン）を組み合わせた医療機器のマニュアル生
産ラインを紹介したもの。

　上位システムや各機器間の連携、製本ラインの
自動化を実現し、2万種類を超える多品種小ロッ
トの医療機器マニュアルの印刷の生産性を高め、
導入前に課題としていた納品リードタイムの短縮
や省人化にも寄与しているとしている。

「EMPOWERING DIGITAL WORKPLACES パートナープログラム」を開始

「キヤノンメディカルシステムズ　マニュアル生産ライン説明会」を行う

リコージャパン

キヤノンMJ ／キヤノン PPS

～働く現場とオフィスの業務を自動化・省力化することで、中小企業の生産性革新に貢献～
「パートナー会」も新たに発足し、ビジネスパートナーとの連携強化へ

納品リードタイムの2日短縮と生産コストの約30％削減を実現

パートナー向け発表会の坂主社長

imagePRESS C10000VP
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ディカルシステムズに導入したカラー連帳インク
ジェット（IJ）プリンタ「Océ ColorStream 6700 
Chroma」を中核に、キヤノンのカラープロダク
ションプリンタ「imagePRESS C10000VP」と生
産管理ソフトウエア（グーフ）、自動製本システム（ホ
リゾン）を組み合わせた医療機器のマニュアル生
産ラインを紹介したもの。

　上位システムや各機器間の連携、製本ラインの
自動化を実現し、2万種類を超える多品種小ロッ
トの医療機器マニュアルの印刷の生産性を高め、
導入前に課題としていた納品リードタイムの短縮
や省人化にも寄与しているとしている。

「EMPOWERING DIGITAL WORKPLACES パートナープログラム」を開始

「キヤノンメディカルシステムズ　マニュアル生産ライン説明会」を行う

リコージャパン

キヤノンMJ ／キヤノン PPS

～働く現場とオフィスの業務を自動化・省力化することで、中小企業の生産性革新に貢献～
「パートナー会」も新たに発足し、ビジネスパートナーとの連携強化へ

納品リードタイムの2日短縮と生産コストの約30％削減を実現

パートナー向け発表会の坂主社長

imagePRESS C10000VP
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　今回はエドテック（EdTech）について述べてい
きます。エドテックと聞いて知っている方もいると
思いますが一応説明させていただきます。エドテッ
クとは Education（教育）とTechnology（科学
技術）を組み合わせた造語です。

　ITとの融合で教育に新たな革新を起こそうとい
う取り組みなのです。では、どのような取り組み
なのでしょう。教育現場とインターネットを融合
させ、授業の効率化や教師の働き方改革にも及
ぶものなのです。なぜ今、エドテックが注目され
るようになったのでしょうか？　それは、文部科
学省が 2020年までに小中学生に一人一台にタブ
レット端末を配布するという方針を打ち出したか
らです。政府の後押しで、今後、教科書や授業
のオンライン化が実現する可能性が出てきたので
す。まだ、インターネットの環境が整わない学校
がいくつもあります。もう少し時間がかかるかも
知れませんが、大きな教育市場の大革命が起き
る予感がいたします。従来の Eラーニングとエド
テックはどう違うのでしょうか？　Eラーニングも
ITの分野では共通の領域でありますが、Eラー
ニングはインターネットをプラットホームにしてい
ないので、一方通行になり、受動型になるのです。
その点、エドテックは、インターネットをプラット
ホームにしているので双方向型となり、理解度が
格段と違いが出てくるのです。わからない点や疑
問があれば送信すれば解答が得られる仕組みに

なっているからです。ITが進んだイスラエルでは、
エドテックの活用が広がっています。イスラエルの
小学校を訪れるとゲームを楽しむようにプログラ
ミングを学習しています。イスラエルの 80％の小
学校で学習ソフト（コードモンキー）を使ってエド
テックを活用しているのです。日本でも、このソ
フトをすでに 30 校が導入を始めています。さら
に、増えていくと思います。生徒の自主性が磨か
れ，独創性が生まれる可能性が大きいからです。
エドテックは、今やアメリカ及び中国にも広がりを
見せています。日本はある面、遅れていると言わ
ざるをえません。これからのエドテックは、小中
学校に限らず高校や大学の授業にも活用されてく
ることになるでしょう。さらに、通信教育や企業
の社員教育までも発展していくことは間違いあり
ません。エドテックは、未来の人材育成には欠か
せないものになってくるでしょう。

　このような教育分野は、さらに進歩していくこ
とだろうと思われます。そこで、複写業界も、何
かお手伝いができないかを一考すべきではないで
しょうか。業界の更なる発展の為にも新しい分野
への進出は重要な課題になることでしょう。ペー
パーレスの時代を乗り切ることが今後の複写業に
とって大きな使命だと思います。新しい業界への
変革に取り組んでいる企業も多いと思います。み
なさんの英知を絞り、更なる発展をお祈りいたし
ます。

未来予測研究所
代表　藤田　友久

エドテック（ＥｄＴｅｃｈ）について
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良い硯石

　平凡な硯石と名石を分ける最大のポイント
は、良質な鋒鋩（ほうぼう）を作りやすいとい
う実用性だけではなく、「石紋」と呼ばれる多
種多様な紋様が現われることです。
　紫色や緑色をした地の上に、煙・雲・波・炎・
星のように見える模様が浮かび上がる。
　その美しさを鑑賞したことから、硯は芸術
品・骨董品としての扱いも受けてきました。
　職人が彫刻を施した名品ともなれば、硯一つ
で家が建つとも言われています。

日本の硯

　ここまでは 唐硯（とうけん、中国産の硯）
について述べましたが、最後に和硯（わけん、
日本産の硯）についても少し触れておきましょ
う。
　大陸で端渓産や歙州産の硯が隆盛を極めて
も、日本では硯に対する関心が高まることは
なく、長らく陶硯が使われていたようです。
　大きな要因として、日本国内では美しい紋

様が現わ
れ る 石
がほとん
ど採掘さ
れなかっ
たからだ
と考えら
れていま
す。

　室町時代以降に製作が始まった石製の和硯
は、実用性に特化したものとなりました。
　国内の硯石の主な産地としては、山口県宇部
市の赤間石、宮城県石巻市の雄勝（おがつ）石、
三重県熊野市の那智黒石、山梨県早川町雨畑の
玄晶石などが知られています。中でも石巻市の
雄勝石は、宇部市の赤間石と並んで国の伝統工
芸品の指定を受けているのですが、2011 年に
起きた東日本大震災で石巻市が大きな損害を受
けたため、現在は入手困難になっています。

魏志倭人伝の硯

　邪馬台国の
時期と重なる
古墳時代前期
（３世紀半ば～
後半）に使用
されたとみら
れるすずり５
個が福岡市早
良区の西新町
遺跡から出土

していたことが、柳田康雄・国学院大客員教
授の調査で分かった。1 つの遺跡から５個確認
されたのは最多。同遺跡は王都のような政治的
拠点ではなく、交易拠点だったと考えられてお
り、まとまった数のすずりは、古代社会の経済
活動でも広く文字が使われた可能性を示してい
る。　（引用ここまで）

複写を考える○55　（複写業を中心とする　複写の歴史）

細井　大建

2018 年 11月23日
西日本新聞より
写真とも引用
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月刊『関複』では毎月、表紙の掲載写真を理事の
皆様の協力で投稿頂いております。今後は会員同
士のコミュニケーションも含め多くの会員皆様か
らの投稿をお願いしたいと思います。

題　　材：フリー
撮影機材：一眼レフ〜スマホ全て可能
※タイトル又は簡単な説明を30文字程度付
けて下さい
送 付 先：メールにて以下へ送付して下さい
     kjun@keyo.co.jp
※写真は横長タイプを推奨します

浅草雷門
撮影者：北田 博章氏

■今月号の掲載写真

『月刊関複』表紙掲載写真ご提供のお願い

4月号：北田 博章氏
多摩川 ガス橋

5月号：北田 博章氏
白糸の滝

5月号：第6回 関複オープンゴルフコンペ
（於：さいたまゴルフクラブ）
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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








