
巻頭言　石毛 健雄 理事

関複「令和元年度　第 10 回理事会」　　

わが社の業務　ワイシー・ドキュメント

全共済「令和元年度（第 33 回）講演会」を開催

2019 年度 PP 認定研修会の報告　

「page2020」に協賛会社が出展　

■

■

■

■

■

■

2020 March

No.60

春の沖縄（写真提供：米田 和秀氏 株式会社日本工業社）春の沖縄（写真提供：米田 和秀氏 株式会社日本工業社）

3





月刊関複2020年3月号 3

　例年、年末年始にはほとんどのスキー場が滑
ることが出来たのに、温暖化なのか今シーズン
は雪不足！ 2 月に大分降雪があり、今月いっぱ
いはまだまだシーズンのようです。
　自分の初スキーは社員に誘われ 45 歳すぎて
の参加。寒いし、コケるし、散々な思いをしまし
た。海沿い生まれには、雪国の世界を初めて見
せてもらい、まず雪の多さにビックリ、そして真っ
白な雪景色。寒いが滑れれば楽しいだろうとの
思いでした。
　雪山に魅了された自分は、ボーイスカウトのス
キー教室に初参加。何回もコケながらも子供た
ちと練習、何とかボーゲンで滑れる様になり面
白さが倍増。以後 5 回 6 回ゲレンデ通いをする
うちパラレルも出来る様になり色々のコースへ挑
戦。１シーズン 5 回～ 8 回、群馬・長野・新潟
そして遠くは山形・北海道と遠征しました。
　スキーのよさは、コースを滑り降りる爽快感も
大いにありますが、ゲレンデ頂上からの景色が
何とも言えず眼下に見下ろす街並み・民家、また
は森や林・湖そして雪山の峰々の何とも素晴らし
いことか、空気もきれい、命の洗濯をしている
思いです。

　北へ行くほど寒さは厳しい
のは当然ですが、厳しい分め
ずらしい自然現象を見る事が
できる。山形蔵王の時、初日
は猛吹雪気温マイナス10℃？ 

もっと下がっていたかも ! こんな厳しいからこそ
自然の造形、樹氷ができると納得した次第。翌
日は快晴、頂上から絶景を見ながら樹氷の間を
滑り降り途中ダイヤモンドダスト現象も見られ、
何とも至福の時間を過ごしました。
　 自 然 現 象 で 忘
れられ ないのが、
北海道・名寄のス
キー場で のこと。
友人に誘われるま
まツアーに参 加、
ホテルに到着しま
すと凄くきれいなサンピラー（光の柱）の写真が
飾ってあり、“ここのゲレンデで見られます”と
のこと。サンピラーは自然の条件が揃わないと
駄目、まず温度はマイナス 15℃以下、そして無
風、それに湿度が揃わないといけないと云うこ
とでした。
　出現したらアナウンス有りとのこと。朝方に多
く見られるので、8 時には出られる様にとのこ
と。翌朝、朝食後突然“サンピラーが見られます”
との放送、急ぎ着替えてゲレンデへ。しかし到
着した頃には消えていました。あとで同行の方に
聞きましたら、その方は何回も参加しているが見
たことが無いとのこと。本当に幻の現象かもし
れない。
　近年は脚力がなくなりご無沙汰だが、鍛えな
おしてまた、滑りに行こうと思う。

◆巻頭言55

スキー体験！

関東複写センター協同組合
理事　石毛 健雄

樹氷

サンピラー
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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 2月13日午後 5 時から、東京･春日
の組合事務所で「令和元年度第 10 回定例理事
会」を開催した。斎藤理事長は体調不良のため
欠席したが理事、監事、相談役の 9人が出席した。
　審議に先立ちあいさつ
に立った朝香雅文副理
事長は斎藤理事長欠席
の報告と、スムーズな審
議を出席者に要請した。

Ⅰ【報告事項】
◆富士ゼロックスから会員向けにアンケートと

ヒアリング調査実施の協力依頼が来ているので、
積極的な協力をお願いしたい。また、事務局より
組合員へのアンケート調査の協力依頼はメール配
信にて行う。

Ⅱ【確認事項】
１）各部会の活動について
①総務部＝亀田真司部長
◆新春関複賀詞交歓会への運営協力にについ

て、謝辞を述べた後、予算内に収まった旨、収
支報告があった。　
◆ゴルフコンペについて
第 7 回　関複オープンゴルフは 5月23日に開

催する。開催案内は1月 24 日にメール配信、2
月 7日の月刊関複送付の際に同封したと報告が
あった。
②事業推進部
◆キヤノンコレモールの1月分の売上を報告。
◆ PP 認定について
北海道地区における複写業者協同組合の「情

報創造事業協同組合」からPP 認定制度を組合

③広報企画部＝米田和秀部長
◆来期の「月刊関複」の刊行計画、内容など

の検討を行った。
④教育情報部＝松岡豊部長
新春トップセミナーが終了し、これから 4月以

降の計画を立てたい。
Ⅲ【ジャグラ活動について】
・業務改善、見える化をどうやって進めていく

か、あるいはどういうソフトを使うのか、実際に
試行しているなど具体的な会議テーマの紹介や、
パソコンを使ったネット会議について説明があっ
た。

Ⅳ【その他】
・全共済の生命共済制度において、2 社の新

規加入、1社の加入者増員の報告があった。引
き続き加入促進活動を継続することにした。また、
未加入の組合員に対する同制度のＰＲの必要性
が指摘された。
・令和元年度の決算収支見込みが報告された。

関複 令和元年度 第10回定例理事会を開催
新春賀詞交歓会の結果報告

朝香雅文　副理事長

理事会の模様

として取得したいとの連絡があった。
　北海道地区は 3月 4日に新規取得研修会が予
定されており現在、同組合から新たな参加者を募
集中。2月20 日ごろには取得希望社数が確定す
る。

月刊関複2020年3月号 5

50 周年記念式典会場

　株式会社ワイシー・ドキュメント（以下：ワイ
シー・ドキュメント）は創業から 50 年を迎えた
ことに伴い、2020 年 1 月 11 日ホテルメルパル
ク横浜にて、50 周年記念式典が開かれた。

　式典では、従業員 50 名の前で同社代表取締
役社長である朝香雅文氏から、これまでの会社
の歴史についての話から始まった。

　ワイシー・ドキュメントは 1969 年に、当時、
朝香青写真を経営していた朝香常良氏が横浜の
複写業を営む企業 3 社と合併し、横浜コピー株
式会社を設立したのが起源となる。当時日本は、
高度経済成長期で日本の産業は大きく成長し
ていた。お客様がどんどん成長している中、朝
香常良氏は複写企業も大きくなければ大きい仕
事はできないと考え、当時では珍しい M&A や
分社化などを積極的に行った。2000 年にワイ
シー・ドキュメントに社名を変更し、グループ 4
社・連結従業員数 300 名を超える複写業界に
おいては国内屈指の規模を持つ企業の一つにま
でなった。

　ワイシー・ドキュメントは、当初は青焼きの会
社であった。そこから時代の流れに合わせて白
焼き、現在の POD・デジタル印刷に事業を変化
させてきた。しかし、近年の電子媒体の普及に
よる情報の電子化や高性能プリンターが一般企
業においても当たり前に置かれる時代において、

現在の事業にも少しずつ陰りが見え始めている
という。朝香雅文氏は「私たちは幾度も業態を
変えて今日まで生き残ってきた。そして今、また
業態を変えなければならない過渡期にきている。
創業者が言い続けてきた【お客様の喜ぶことだ
けを考える】という言葉を今こそ参考にしてほし
い。私たちは普段、当たり前のように印刷の仕
事を受注しているが、それが本当にお客様の喜
ぶことなのか？ 他にどんなことをしてあげれば
喜ばれるのか？ それを常に頭の中に入れながら
仕事をしてほしい」。また、朝香雅文氏は事業だ
けでなく、組織や会社の在り方についても変化
が必要であると述べた。昭和時代に創業した同
社は、組織の形態や物事の考え方、文化などあ
らゆる面が昭和時代の体系を継承しており、そ
れが令和の時代においては足枷になるとのこと
だ。これから誕生する令和の会社と戦うために
も、私たちは組織形態を変えなければならない
ことを強調し「昭和から令和の会社へ」という言
葉を最後に述べた。

　次に同社取締役である朝香貴裕氏からは中期
経営計画が発表された。まず同氏は、昭和と令
和の間である平成 30 年間を一つの区切りとし、
この 30 年間、インターネットの普及によって私
たちの生活スタイルが大きく変化したことを例に
あげた。朝香貴裕氏は「時代が変われば人が変
わる。人が変われば人が必要とするものが変わ
る。これからの人たちにとって印刷は必要なもの

我が社の業務

（株）ワイシー・ドキュメント
 代表取締役　朝香 雅文氏

50周年記念式典を開催
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か、ゼロベースで考え直す必要がある」と述べた。
　さらに、中期経営計画のビジョンとして「昭和
から令和の会社へ」という言葉を掲げ、令和の
会社の定義として「令和の会社の定義 10 か条」
を発表した。朝香貴裕氏は「この 10 個の項目
が、これから当社が大切にしていくこと」とし、
従業員に対し、これから同社では何を大切にす
るかという基本方針を提示した。最後に今年の
スローガンとして「共観」という言葉を掲げた。

「先行きが不透明な印刷業界において、まず私
たちはどこに進むべきかを見定めなければなら
ない。そのためには皆が同じ方向を向いてそこ
に向かって突き進む必要がある。【共感】という
言葉はお互いが見つめ合っている状態であって、
そこからお互いが同じ方向を向くことを【共観】
とし、皆で同じ方向を見れることを目指したい」

と述べた。

　その後の懇親会では、普段、接点のない他部
署の従業員同士での交流や豪華景品が当たる催
し物などを行って、前段とは打って変わって和や
かな雰囲気で執り行われた。
最後に、同社取締役である斉藤啓二氏が締めの
挨拶を行い、50 周年式典は閉会した。

　組織の情報を「共有」し、部門間の悩みや強
みを「共感」し、皆が同じ方向を見つめる「共
観」へ。ワイシー・ドキュメントは DX に積極
的に取り組み Society 5.0 時 代の持 続可能な
SmartFactory、SmartCompany を目指し、昭
和から令和の企業になれるようこれからも邁進
していくとのことだ。

　全国中小企業共済財団（全共済、菊池弘理事長）
は 2 月 7 日午後 3 時半から、東京・平河町のルポー
ル麹町で「令和元年度（第 33 回）講演会を開催
した。加盟団体のなかから70 団体、180 人が出
席した。
　講演に先立ちあいさつに
立った菊池理事長は、日頃
の財団の事業活動への支
援に対し謝辞を述べた後、
講師の大阪大学大学院経
済研究科教授大竹文雄氏
の略歴と講演テーマ「行動
経済学の使い方」を紹介
した。
　続いて登壇した大竹教授
は始めに行動経済学を用い
て広島県の豪雨の中、な
かなか避難しない人をどう

やって避難させるかという研究をしたことを紹介。
　避難したきっかけは「周りの人が避難したから自
分も」というアンケート結果をもとに、「あなたが
避難したら人の命を救うことになります」と「あな
たが避難しなければ人の命を危険にさらすことに
なります」というメッセージを作った結果、スムー
ズな避難に効果があったという。
　このように行動経済学の知見を使って人々の行
動をより良い方向に誘導することを「ナッジ」と言
い、大竹教授は「金銭的なインセンティヴを与え
ずに、どうすればそういう風にしたくなるようなメッ
セージやデザインを作れるか」をいくつかの実例
をあげ説明した。
　また、将来の大きな利益の可能性よりも、目の
前の楽しいことを重視し、前倒ししてしまうという

「現在バイアス」についても説明した。　
　この特性を調べるのには「夏休みの宿題をいつ
やっていましたか」の質問が効果的で、夏休み前

「令和元年度（第 33回）講演会」を開催全共済
行動経済学の権威がさまざまな活用事例をやさしく紹介

講師の大竹教授

菊池理事長
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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）の事業推進部は、プライバシーポジション

（ＰＰ）認定の更新・維持に必須となる研修会を
2019 年 9 月から11 月にかけ各地区で開催した。
　研修会には、59 社 81 名が受講した。また、北
海道地区では新規取得研修会の開催もあり 2 社
が受講した。
　2005 年に「個人情報の保護に関する法律」が
施行されたことをきっかけに、研修会の講師であ
り指導員の神田幸男氏（コンサルティング・オフィ
ス代表取締役）の指導のもと、関複が 2009 年に

「プライバシーポジション」と称し独自に設けた制
度。当初は全組合員が取得できる複写業を対象
とした制度として設けられた。各地区や異業種より

「個人情報の保護体制を確立したい」との意見も
多くなり業種の制限を外し、今では取得企業も全
国に広まり、この制度も11 年目を迎えた。
　今回もテキストを基に 2 時間の研修会が開催さ
れた。
　研修会では、2020 年に改正される個人情報
保護法について、行方と企業対策の説明があり、
情報銀行の仕組みやメリット・デメリット、今後

のマイナンバー
の利用範囲の拡
大などの最新情
報の解説があっ
た。また、個人
情報漏洩の事例から事前対策についても指導が
あり、日常に起こりうる問題の追求や防御策の指
導には参加者の話を聞く姿勢は真剣だった。
　また、年々従業員の方々の参加が目立ち、社内
全体で個人情報の取扱いに積極的な取組みをさ
れていると実感した研修会だった。
2019 年度開催した研修会の開催日・場所
　◆ 9 月 4 日（東日本ＰＰ会・個別研修）
　栃木県鹿沼市（ミンナのミライ）
　◆ 9 月 7 日（東日本ＰＰ会）
　仙台市宮城野区（エスポール宮城）
　◆ 9 月 28 日（北海道地区）
　札幌市中央区（札幌第一ホテル）
　◆ 10 月 26 日（東海地区）
　名古屋市中区（栄メンバーズオフィスビル）
　◆ 10 月 23 日・11 月 6 日（東京地区）
　文京区春日（文京シビックセンター）

は、 我 慢 強い意
思決定をして、早
期 終了のため計
画をたてるが、夏
休みが始まったと
たんに毎日遊び

ほうけ、夏休みの最後に泣きながら宿題をするの
が多数派の子供である。大人になってもこの傾向
は残っており、長時間労働する人もこのタイプが
多いそうで、ある会社の調査では、深夜労働する
タイプの人は夏休みの宿題を最後にやっていたと
の結果が出ている。
　伊藤忠商事では 8 時以降の残業をやめにし、

代わりに朝早く来て残業するのはいいという形に
した結果、生産性があがり、残業時間も減った。　
　理由としては 8 時以降の残業禁止で先延ばし
ができなくなり、先延ばしするには早く出社しな
くてはならず、それは面倒臭い。だから先延ば
しせずに定時に仕事を終わらせるということが起
こったという。
　「大多数の人は仕事を先延ばししている、そこを
上手くやると、『働き方改革』が目指す、より短い時間
で生産性を高くするということができる」と語った。
　講演会終了後、会場を移動して懇親会が開か
れ、多くの共済会団体役員、加盟団体の経営者
が出席した。

2019年度  ＰＰ認定研修会の事務局報告

東京地区研修会場

関複が PP認定の更新・維持・新規取得研修会を各地で開催

満席のセミナー会場
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「10周年記念  絆の集い」を盛大に開催

　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〈北海
道〉会長）は 2月13日
午後 1時から、東京・
高輪の品川プリンスホ
テルメインタワーで「PAM 研 10 周年記念　絆の
集い」を開催した。
　2 部構成の研究会の第 1部では、はじめに山
田会長があいさつに立った。山田氏は 50 社 88
人が参加し盛大に開催できたことに感謝を述べ
るとともに、PAM 研設立の経緯に触れた。「我々
複写業界では 2007年にジアゾ複写機の製造が
終了となり、青写真に代わる新たなビジネスを考
える時『ポストジアゾ』として PODビジネスの領
域拡大を目指すことを目的として、PAM 研の設立
を当時の畠中健二社長に相談させて頂いた」結
果、2010 年に 20 社で設立され、現在では 55
社になっていると語った。　
　また山田氏は会員間の連携強化を目的に作成
した「会員名簿」を、事業領域拡大や事業創造
に役立てることを期待した。最後に山田氏は「情
報を通じて会員同士をつなぐ場」、「業界の垣根を
越えてつなぐ場」、「会員の皆様と皆様のお客様を
つなぐ場」の役割をPAM 研が担い、「今後とも
20 周年を目指して協力を」と強く要望した。

　次に初めて参加した、
リコーの山下良則社長
があいさつに立ち、オラ
ンダや中国事情を紹介
しながら、2036 年のリ
コーのあるべき姿を求
めて原点回帰が大事だ

とし、中長期計画と業績に触れハード・ソフト・
コンサルティング能力の向上に努め、「お客様と
一緒に成功させたい」と述べた。
　PAM 研賛助会員を代表してリコージャパン取
締役常務執行役員産業ソリューション事業本部
長の武田健一氏はあいさつで、研究会で実施し
ている実践事例発表を高く評価し、次の10 年に
向けた誓いの言葉として「皆様のお客様を本気に
我々のお客様だと真剣に思うことだ」を原点に肝
に銘じていきたいと決意を述べた。
　続いてオーエムカラーコピー、三千和商工、イ
コ―プリントの会員 3 社の実践報告が行われた。
　第 2 部では、アカウント・プランニング代表取
締役の岡本達彦氏が「お客様に聞くだけで『売れ
ない』が『売れる』に変わるたった1つの質問」
のテーマで講演した。つづいてリコージャパン産
業ソリューション事業本部 PP 事業部の高橋卓也
事業部長が「これまでも、これからもPAM 研と
共に」のテーマで講演。「PAM 研とリコーの共創
サービスの提供で市場ニーズに応えられる、研究
会の成果は PAM 研のお客様のその先のお客様
まで新たなサービスを提供できる」と語った。
　研究会の終了後会場を移して午後 5 時 50 分
から、「10 周年記念　絆の集い」が盛大に行わ
れた。　
　リコーの加藤茂夫常務執行役員CP 事業本部
長のあいさつにつづいて、坂主智弘リコージャパ
ン社長が登壇。坂主氏は10 周年を迎えたことに
感謝を述べるとともに、新しいビジネスで20 年、
30 年を共に、と語り、そのコアになるのが PAM
研だとした。青柳初代 PAM 研会長のあいさつに
つづき鏡開き、満田創 PAM 研副会長の乾杯発
声でパーティーに入った。最後に松島功同副会長
の三本締めで終了した。

PAM研

山田会長

リコー　山下社長

「第10 期第 4 回研究会」も実施　
 山田会長「今後20周年を目指して協力を」



月刊関複2020年3月号8

「10周年記念  絆の集い」を盛大に開催

　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〈北海
道〉会長）は 2月13日
午後 1時から、東京・
高輪の品川プリンスホ
テルメインタワーで「PAM 研 10 周年記念　絆の
集い」を開催した。
　2 部構成の研究会の第 1部では、はじめに山
田会長があいさつに立った。山田氏は 50 社 88
人が参加し盛大に開催できたことに感謝を述べ
るとともに、PAM 研設立の経緯に触れた。「我々
複写業界では 2007年にジアゾ複写機の製造が
終了となり、青写真に代わる新たなビジネスを考
える時『ポストジアゾ』として PODビジネスの領
域拡大を目指すことを目的として、PAM 研の設立
を当時の畠中健二社長に相談させて頂いた」結
果、2010 年に 20 社で設立され、現在では 55
社になっていると語った。　
　また山田氏は会員間の連携強化を目的に作成
した「会員名簿」を、事業領域拡大や事業創造
に役立てることを期待した。最後に山田氏は「情
報を通じて会員同士をつなぐ場」、「業界の垣根を
越えてつなぐ場」、「会員の皆様と皆様のお客様を
つなぐ場」の役割をPAM 研が担い、「今後とも
20 周年を目指して協力を」と強く要望した。

　次に初めて参加した、
リコーの山下良則社長
があいさつに立ち、オラ
ンダや中国事情を紹介
しながら、2036 年のリ
コーのあるべき姿を求
めて原点回帰が大事だ

とし、中長期計画と業績に触れハード・ソフト・
コンサルティング能力の向上に努め、「お客様と
一緒に成功させたい」と述べた。
　PAM 研賛助会員を代表してリコージャパン取
締役常務執行役員産業ソリューション事業本部
長の武田健一氏はあいさつで、研究会で実施し
ている実践事例発表を高く評価し、次の10 年に
向けた誓いの言葉として「皆様のお客様を本気に
我々のお客様だと真剣に思うことだ」を原点に肝
に銘じていきたいと決意を述べた。
　続いてオーエムカラーコピー、三千和商工、イ
コ―プリントの会員 3 社の実践報告が行われた。
　第 2 部では、アカウント・プランニング代表取
締役の岡本達彦氏が「お客様に聞くだけで『売れ
ない』が『売れる』に変わるたった1つの質問」
のテーマで講演した。つづいてリコージャパン産
業ソリューション事業本部 PP 事業部の高橋卓也
事業部長が「これまでも、これからもPAM 研と
共に」のテーマで講演。「PAM 研とリコーの共創
サービスの提供で市場ニーズに応えられる、研究
会の成果は PAM 研のお客様のその先のお客様
まで新たなサービスを提供できる」と語った。
　研究会の終了後会場を移して午後 5 時 50 分
から、「10 周年記念　絆の集い」が盛大に行わ
れた。　
　リコーの加藤茂夫常務執行役員CP 事業本部
長のあいさつにつづいて、坂主智弘リコージャパ
ン社長が登壇。坂主氏は10 周年を迎えたことに
感謝を述べるとともに、新しいビジネスで20 年、
30 年を共に、と語り、そのコアになるのが PAM
研だとした。青柳初代 PAM 研会長のあいさつに
つづき鏡開き、満田創 PAM 研副会長の乾杯発
声でパーティーに入った。最後に松島功同副会長
の三本締めで終了した。

PAM研

山田会長

リコー　山下社長

「第10 期第 4 回研究会」も実施　
 山田会長「今後20周年を目指して協力を」

月刊関複2020年3月号 9

「2020年DSF総会」を開く

　富士ゼロックス（FX）
のユーザー組織である
ドキュメント・サービス・
フォーラム（DSF、 白
橋明夫会長）は 2月 7
日午後 1時半から、横
浜市西区の FX 横浜み
なとみらい事業所で今年の出発を期すスタート
ミーティングである「2020 年 DSF 総会」を開い
た。26 社 50人が参加した。
　開会あいさつに立った白橋会長（白橋・社長）
は、「DSF は今年で 23 年目に。私が会長を拝
命して（総会を迎えるのは）今年で 2 回目。20
数年前、先輩方がデジタルのデファクト・スタン
ダードを作ろうということで DSF を立ち上げて
今日まで来た。その当時は FX 製品のみが市場
にあったわけだが、今ではあまたの機材が世に
出ている。そのため、新たなデファクト・スタンダー
ドを作らないといけない時代に入っている。DSF
も新しいステージに向かってこれから第一歩を踏
み出すことになると思う」とDSF の持つ使命を
強調した。
　また白橋会長は「これからまさにDX（デジタ
ルトランスフォーメーション）の時代になろうか
と思う。DXとは川上から川下まで、まさに様々
な技術を使ってお客様にデジタルソリューション
を提供していくことだ。課題や問題をピンポイン
トで解決する手法はないかもしれないが、最大
公約数を見つけてそれぞれの会社に持ちかえり、
力にしていきたい。これが DSFの目的だと思う。
今日からこの1年を通してそれぞれの課題、問題、
解決方法を持ちかえり力強く進まれるよう探して
頂きたい」と述べた。
　つづいて FXグラフィックコミュニケーション

サービス（GCS）事業本部の木田裕士本部長が
あいさつに立ち、昨年 11月以来話題になってい
る米ゼロックス社と富士フイルムHD100％子会
社化、2021年 4月から富士フイルムビジネスイ
ノベーション ( 株 ) への社名変更にまつわる事例
に触れて「FXとしては
今までと立ち位置は変
わらず、独立会社とし
てむしろ自由にグロー
バル展開できる」と説
明し、“常にビジネスに
革新をもたらす存在で
あり続ける”と、その変わらぬスタンスを鮮明に
した。
　総会では、はじめに 2019 年会計報告と
2020 年予算計画案を、DSF 会計監査担当理
事であるユーメディアの今野均社長が説明し、
拍手で承認された。次に、2019 年活動報告と
2020 年活動計画および理事会決議事項報告（大
会スケジュール・ビジネス研究会運営フォーメー
ション）を、白橋会長が説明した。
　その後、各ビジネス研究会による分科会ミー
ティングが約1時間半をかけて行われ、6 研究
会の年間計画・スケジュール・目標などを決めた。
　午後 3 時 40 分すぎから各研究会からの活動
予定の発表が、それぞれのリーダーまたは担当
理事からあった。
　休憩の後に特別講演があった。テーマは「SDG
ｓ連動型社会貢献活動としてのパラリンアート活
用について」。講師は、障がい者自立推進機構
パラリンアート運営事務局の中井亮代表理事。
　事務局長あいさつは FXの GCS 事業本部 GC
S営業部、青木稔部長。閉会あいさつは DSF 副
会長、生島裕久オンデマンド社長が行った。

ドキュメント・サービス・フォーラム

白橋会長

木田事業本部長

白橋会長「新たなデファクト・スタンダードを」
木田GCS事業本部長はFXの自由にグローバル展開を強調
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　日本印刷技術協会（JAGAT、塚田司郎会長）
は２月５日から～７日までの３日間、東京・池袋
のサンシャインシティコンベンションセンターで

“デジタル×紙×マーケティング for Business”
をテーマに日本最大級の印刷メディアビジネス
総合イベント「page 2020」を開催した。出展
企業数は 166 社 573 小間と過去最大。関複の
協賛会員も７社出展。3 日間の総来場者数は 6
万 7210 人（前年比 101％）。
　◆キヤノンマーケティングジャパン　「デジタ
ルが切り拓く印刷の未来」をテーマに出展。ホ
リゾン・ジャパンと連携したロボットアーム無線
綴じラインを実演。またメディア対応力とクラス
最速の生産性を誇るUV 硬化型大判プリンター
"Colorado 1650" を初出展。
　◆富士ゼロックス　多彩な特殊色を手軽に
再現できる『Iridesse™Production Press』を
実演。また、『Jet Press 750S』などのインク
ジェットデジタルプレスの様々な印刷サンプルを
展示。
　◆コニカミノルタジャパン　プリプレス自動
化ソフト、自動表裏見当、自動色調整オプショ

ン、さらに新春に追加される新機能を参 考展
示。
　◆リコージャパン　「MEET NEW VALUE」
～新たな価値との出会い～をコンセプトに出展。
デジタルサイネージ、プロジェクションマッピン
など様々なコミュニケーションツールを紹介。
他に参考出品ながらRICOH Pro C7210S とホ
リゾン Smart Slitter をインライン接続し実演。
　 ◆ ホリゾン・ジャパ ン　 紙 折 機 AFC-
566FKT、折丁ブロック集積装置 BBS-40、自
動無線綴じ機 BQ-480、三方断裁機 HT-300
をつないだ Smart Binding System を展開。
　◆ムサシ　自動給紙 光沢 ･ ラミネート加工機
を中心に展示。
　◆ダイヤミック　PUR 糊使用のオンデマン
ド 対 応 の
無 線 綴じ 製
本機「PUR-
430」を出展。

印刷総合イベント page2020  過去最大規模で開催

ホリゾン・ジャパン

富士ゼロックス

ムサシ

コニカミノルタジャパン

ダイヤミック

リコージャパン

キヤノンマーケティングジャパン

関複協賛会員7社が出展
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A3 複合機「imageRUNNER ADVANCE Gen3 3rd Edition」

「プロダクションフェアー 2020」を開催

米国 BLI の「2020 年最優秀コピア MFP ラインアップ賞」を受賞

インパクトのある様々なメディアを紹介

　米国で権威あるオフィス機器の独立評 価機
関である Keypoint Intelligence 社 BLI 事業部

（BLI）より、キヤノンの複合機「imageRUNNER 
ADVANCE Gen3 3rd Edition」が「2020 年最
優秀コピア MFP ラインアップ賞」を受賞した。
　「2020 年 最 優 秀コピ ア MFP ラインアップ
賞」は、BLI が 2019 年に行った独自の厳格な

実 機 テストの 結 果、
A3 複合機（MFP）部
門において総合的に
優 れ た 性 能 を 持 つ
製 品ラインアップを
提 供していると認め

られた 1 社に与えられる賞。「imageRUNNER 
ADVANCEGen3」がこの栄誉ある賞を受賞す
るのは 3 回目。
　キヤノンの複合機「imageRUNNER ADVAN
CE Gen3 3rd Edition」は、紙詰まりが極めて
少ない優れた給紙性能、ユーザーの使い方に合
わせて簡単に変更できる操作パネルなどにより、
信頼性と利便性が最も高いと評価された。さらに、

「uniFLOW Online」をはじめとしたソリューショ
ンを提供し、本体機能と連携することで、オフィ
ス業務における生産性向上、セキュリティー強化、
コスト管理をサポートする点も受賞理由として挙
げられている。

　リコージャパンは東京・芝公園のプリンティ
ングイノベーションセンター（PIC）で 1 月 22
日午 前 10 時 から、「 プロダクションフェアー
2020」を開催した。当日は午後 2 時からフェ
アも開かれ、来場者はフェアの前後に「RICOH　
Pro C7200S」 や、 ク ラ ボ ウ の「OS12000 
A1」と桂川電機の「KIP-DSA1」の人気スキャ
ナーの実機デモを熱心に見学した。
　午 後 2 時から開 催されたセミナーでは「新
メディアで差別化！ 売り上げ拡大～『Pro C シ
リーズ』で人気の印刷メディアのご紹介」と題
し、リコージャパン産業ソリューション事業本
部の三宅あゆみ氏が 様々なメデイアを紹介し
た。主なメディアは次のとおり。
　●「クリスピー名刺」／●「オーパー MDP」　
　●「YUPO」／●「タイベック」

　●「ピカ～ソ de プリントシリーズ」　リコー
ジャパンオリジナルの不織布を使った「袋もの」
を中心としたシリーズ。
　 ●「 新・LIMEX（LIMEX-C）」　 環 境 問
題 に 貢 献 する「 石 灰 石」 が 主 成 分 の 新 素 材

「LIMEX」が素材改良によって、定着性向上、
融 点以下の定 着 温 度 での 運 用が 可能になっ
たため「Pro シリーズ」 で 合 意 書なしでの 運
用 が 可 能 に
な っ た。 お
客 様 か ら

「LIMEX で」
と 銘 柄 指 定
で 注 文 が い
た だ け る 貴
重な商材。

キヤノン

リコージャパンが

「imageRUNNER ADVANCE Gen3 3rd Edition」
画像は imageRUNNER ADVANCE C5560F Ⅲ

セミナー会場



月刊関複2020年3月号12

富士ゼロックスの提案

の特殊色に関する
デザイナー向け新作動画を で公開しました

のゴールドやシルバー、メタリックカラーといった特殊色を使った印刷物の出

力データを、 ソフトウェア上でどのように制作すればよいのかなどについて紹介した動画 編を、こ

のたび富士ゼロックス公式 チャンネルで公開いたしました。

は、 ページ 分（ サイズ連続印刷時）の高生産性と高画質、高い安定性・

信頼性を備えたデジタルプリンターです。通常の 色のトナーに加えて、ゴールド、シルバー、ホ

ワイト、クリア、カスタムレッドといった特殊トナーの中から つを搭載して、最大 つのトナーをワンパ

スで出力することができることが大きな特長です。これにより、例えば光輝性の高いシルバートナーやゴ

ールドトナーと トナーを掛け合わせることにより、多彩なメタリックカラーを 枚の印刷物の上に用

いるなど、従来は考えられなかったような訴求力の高い印刷表現を可能にしています。

特定の色の版とインキを用いる従来のオフセット印刷などにおける特色と、特殊トナーと トナーの

掛け合わせによって作り出される の特殊色では、出力データの作り方に違いがあります。このた

め経験豊富なデザイナーの方でも、最初はどのようにデータを制作したらよいか戸惑う場合があります。

今回の動画は、そうしたデザイナーの方々にご覧いただき、特殊色を使った印刷物の出力データを制作す

るにあたってのノウハウの理解・習得を進めていただくことを意図したものです。

を導入された印刷会社の皆様には、特殊色を使った印刷物を発注しようとするクライアントのデ

ザイナーの方々に、よりスムーズに出力データを制作・入稿いただくために、これらの動画を活用いただ

くことができます。リンクまたは埋め込みによって自社のウェブサイトで引用いただくことも可能です。

以下の もしくは コードから のページにアクセスできます。是非ご覧ください。

【 】（機種紹介編）
特殊色×オンデマンドで広がる世界

【 】（制作基礎編）
特殊色の基本的な使い方（ゴールド・シルバー・メタリック）

【 】（制作応用編）
特殊色の効果的な利用方法（ゴールド・シルバー・メタリック・ホワイト・クリア）

印刷サンプル
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リコージャパンの提案 ㊸

Page2020 出展レポート
2月5～7日に開催されました「page2020」において、リコージャパンの出展内容をご紹介します。

今年のコンセプトは 『複写リコー会会員様の得意なこと、リコージャパンの得意なことを掛け合わせることで、
お客様への新しい価値提供を実現する』 です。
皆様のお客様をイメージできるように、ブースをショッピングモールに見立て、販促シナリオを紹介しました。

今後皆様に具体的な情報提供やご提案をさせていただきます。

■カフェコーナー

仮想シナリオ
① 本の陳列棚横にポスターを掲示。 ポスターには、「ハワイガイドブックを買って、

ハワイ旅行に行くとTHETAをプレゼント！！」
② THETAをもってハワイに旅行に行ってもらい、360写真を撮影してもらう。
③ 帰国後、写真をアップロードしてもらう。
④ アップロードした写真を活用したカレンダーやポストカードをプレゼント。
想定効果
• ガイドブック売上UP。カレンダーやポストカードなどの販売にもつながる。

■イベント会場コーナー

■ブックスコーナー

会場の雰囲気

ポスターにプロジェクションマッピング
することでお客様の目に留まる。

お子さまが描いた絵が
① イベントツールに（画面上で動き出す）
② ノベルティに（ポーチなどに印刷）
③ 次回来店案内DMに（はがきに印字）

思い出のノベルティと
捨てられないDMでお客様の
心をつかみ、有効商談に！

仮想シナリオ
① カフェでコーヒーを注文すると、商品によって絵柄の異なるスリーブがついてくる。
② スリーブをスマホアプリで撮影するとスロットが回り、アタリが出ると抽選券がもらえる。
③ 抽選を繰り返すためには、コーヒーを複数種類注文する必要がある
想定効果
• キャンペーン参加は1日1回まで。更にGPS機能と連動させ、リコーモールに来ないと
スロットが回せない条件を設定することで再来店につなげる。

• スリーブの印刷/加工の受注につながる。
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③ 抽選を繰り返すためには、コーヒーを複数種類注文する必要がある
想定効果
• キャンペーン参加は1日1回まで。更にGPS機能と連動させ、リコーモールに来ないと
スロットが回せない条件を設定することで再来店につなげる。

• スリーブの印刷/加工の受注につながる。

リコージャパンの提案 ㊸

Page2020 出展レポート
2月5～7日に開催されました「page2020」において、リコージャパンの出展内容をご紹介します。

今年のコンセプトは 『複写リコー会会員様の得意なこと、リコージャパンの得意なことを掛け合わせることで、
お客様への新しい価値提供を実現する』 です。
皆様のお客様をイメージできるように、ブースをショッピングモールに見立て、販促シナリオを紹介しました。

今後皆様に具体的な情報提供やご提案をさせていただきます。
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① 本の陳列棚横にポスターを掲示。 ポスターには、「ハワイガイドブックを買って、
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② THETAをもってハワイに旅行に行ってもらい、360写真を撮影してもらう。
③ 帰国後、写真をアップロードしてもらう。
④ アップロードした写真を活用したカレンダーやポストカードをプレゼント。
想定効果
• ガイドブック売上UP。カレンダーやポストカードなどの販売にもつながる。

■イベント会場コーナー

■ブックスコーナー

会場の雰囲気

ポスターにプロジェクションマッピング
することでお客様の目に留まる。

お子さまが描いた絵が
① イベントツールに（画面上で動き出す）
② ノベルティに（ポーチなどに印刷）
③ 次回来店案内DMに（はがきに印字）

思い出のノベルティと
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キヤノンMJの提案　43

「綴プロジェクト」が「メセナアワード2019」において 

特別賞「文化庁長官賞」を受賞 

 

「綴プロジェクト」とは 
 

「綴プロジェクト」は、オリジナル文化財の保存と高精細複製品の活用を目的として、京都文化協会が主催し、 

キヤノンが共催して推進している社会貢献活動です。キヤノンの入力、画像処理、出力に至る先進のデジタル

技術と、京都伝統工芸の匠の技との融合により、屏風や襖絵、絵巻物など古くから日本に伝わる貴重な文化財

の高精細な複製品を制作して寄贈しています。2018年の第11期作品より、複製品の制作過程で使用するカメラ

やレンズなどの機材を刷新し※、これまで以上に高精細な複製品を実現しています。 

2007年からスタートした本プロジェクトは、海外に渡る以前の所有者などに寄贈する｢海外に渡った日本の文

化財｣と、小・中学校の教科書に掲載の多い文化財などを対象に、教育現場で生きた教材として活用する｢歴史

をひもとく文化財｣の2つのテーマのもと、毎年文化財を選定しています。葛飾北斎や俵屋宗達、雪舟の作品な

ど、現在までに全51作品を寄贈しました。 

 
※ 第11期作品より、制作で使用したカメラは 「EOS 5D Mark IV」 、レンズは 「EF400mm F2.8L IS II USM」 に変更。 

第12期作品より、大判プリンターは「imagePROGRAF PRO-4000」に変更。 

 

                   「綴プロジェクト」の制作プロセス                     
 

入力（撮影）                 色合わせ（画像処理）           出力（プリント） 

             
カメラ：EOS シリーズ             高精度/高精細カラーマッチング      専用の和紙や絹本に出力 

 

金箔・金泥（伝統工芸の技）      表装                    完成 

           
工芸士による金箔・金泥の再現     最終的に京表具師により表装      オリジナルに近い姿で忠実に再現 

 

日本の美を、未来へ。 キヤノンはこれからも技術を生かした社会貢献活動を推進していきます。 
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月刊関複2020年3月号 15

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」

2. 生産性とは
　仕事における生産性とは、労働時間に対して成果がど
れだけ得られたのかということです。 労働者一人における
1時間当りの生産性は「労働者生産性」と呼ばれます。
　仕事を効率化し、必要な仕事とやらなくていい仕事の取
拾選択を行うことで、生産性を上げることができます。成
果につながらない仕事を業務だからと惰性で続けるのでは
なく、本当に必要な仕事に集中して取り組むことができる
ように見直しをすることが大切です。
　生産性が高まれば、同じ労働時間でもより多くの利益を
上げることができるようになり、残業にかかる人件費を削
減することもできます。

（1）生産性が求められる背景
　世界経済のフォーラムが発表した 2016—2017年版の国
際競争力ランキングでは、日本の順位は 8 位という結果に
なりました。2015—2016 年と比べると 3 ランクダウンして
います。
　国際競争力とは、国際的な商品取引に関する各国の競
争力のことで、強ければ輸出が増加していきます。国際競
争力を決定する要素となるのが、価格競争力と非価格競
争力です。
　価格競争力の強さには、低価格で商品を供給し続けら
れる能力の高さが関係し、非価格競争力の強さは、商品
デザイン・品質・市場における信用度・他国では生産が難
しいなどの特徴性に基づく競争力が関与します。
　このうち、生産性が大きく関連するものが価格競争力で
す。勝れた設備の投入や優秀な人材の確保などを行い生
産性が高まると、より安価な商品を安定して供給できるよ
うになります。
　商品が国際市場において相対的に安価であれば、価格

競争力を高めることにつながります。国際競争力を強化し、
今後経済的に発展を考える上で生産性の向上は避けて通
れない課題でしょう。

（2）日本における生産性の現状
　日本における生産性を考える上で労働人口の減少は、
見過ごせない問題です。15 歳から 64 歳までの労働人口
の比率は減少を続けており、さらに出生率の低下から14
歳以下の人口も減り続けています。
　この傾向が続けば、日本の財政状況そのものへの打撃
は避けられません。所得の減少が税収の減少につながり、
社会保障制度の維持が困難となり、その先に待つのは
GDP の凋落です。
　こうした負の連鎖を食い止めるべく、各企業には労働力
人口が減少を続けている現状を冷静に把握したうえで、少
数精鋭の就業者で生産量自体をアップさせる企業努力が
必要とされています。
　目先のコストカットばかりに意識を向けるのではなく、生
産性向上が見込まれる設備への適正な先行投資、派遣社
員の人材育成制度への着目など、十分な調査からの分析
作業に基づく、中長期的な事業計画の実践が不可欠です。

（3）生産性の算出方法
　生産性は「アウトプット（算出量）をインプット（投入量）
で割った」計算式で算出します。
　アウトプットとは企業が生み出した商品、サービス、価
値などの産出量を、インプットとは人・物・資本などの投
入量を指しており、この数値が大きければ生産性が高く、
国際的にも経済社会において生き残ることが可能と捉えら
れています。
　経営者にとっては会社の存続から成長発展の可能性の
指標として、この値は無視できない数字といえるでしょう。
生産性が高ければ、コストカット効果、労働時間の短縮に
よる賃金の抑制や社員の余暇の充実など、広義でアウトプッ
トに属するメリットにもつながります。
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居延漢簡（きょえんかんかん）

　敦煌文献も驚きだが、それより以前の墨痕遺跡が大量に発見された。

　1930 年からスウェーデンと中国合同の「科学考査団」が、敦煌より東（なんだか魅力のある地名）、酒

泉（しゅせん）北部（Fig121 を参照ください。敦煌の東）で望楼跡を発見・発掘していたところ、漢代の

木簡が出土。（位置関係は前号 Fig121 を参照ください）

　その後木簡の発見が相次ぎ、翌 1931 年にかけて調査し

た結果、漢代のものだけで約 1 万枚という大量の木簡が

出土されます。

　出土された木簡には年号の記載があるものも多く、出

土品は前漢初代皇帝劉邦 ( 高祖 ) から数えて 7 代目皇帝

の武帝が、西北の国境守備地帯として居延県を設置してか

ら後漢中頃までの資料。最古のものは太初 3 年（紀元前

102 年）、新しいものでも永元 10 年（98 年）の記録が見

出されている。

　現在、台北市の「歴史文物陳列館」で公開されているので参照ください。

　（http://museum.ihp.sinica.edu.tw/collection_detail.php?id=20）

　居延烽燧遺跡から出土した居延漢簡は、当時この地に駐屯していた軍官によって記録された公文書を中

心とする出土文献資料なので第一級の史料です。

　その後 1973 年以降、さらに 2 万枚以上の木簡が発見されています。（居延新簡）

 　紐で括って丸めてあるのは、製本のはじまりといわれる巻子本 ( かんすぼん ) の原型となったといえるの

ではないでしょうか？

本邦では

　日本の木簡は、正倉院御物に付けられていた木簡が存

在する程度であまり関心を持たれることはありませんでした

が、1961 年平城京跡で 41 点の木簡発見に始まり、以後続々

と各地で発見が相次ぎます。

　特に 1996 年平城京東南隅からは約 1 万 3 千点、1988

～1989 年の長屋王家と隣接する二条大路からも合計約 11

万点も発見されます。

複写を考える○62　（複写業を中心とする　複写の歴史）

細井　大建

東西を 1 条、2 条南北を・・1 坊 2 坊と呼ぶ

Fig 124

平城京の条坊図

漢代の簡冊資料　Fig 123
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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

春の沖縄
米田和秀氏（株式会社日本工業社）

■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

12月号：北田博章氏
稲佐山展望台

1月号：成田真由美氏と東京2020
オリパラメダル

2月号：成田真由美氏講演
（於：令和2年新春賀詞交歓会）
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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





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。


