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　新型コロナウイルスが世界中に広がり、現
在の日本には、海外からの観光客がかなり減
りました。京都や私の住む鎌倉など 10 年前
の景色に戻り、ちょっと町が静かになり嬉しい
気持ちにもなっています。
　しかし、電車の中でくしゃみをすると「何？？」
と乗客に見られます！
　社員にその話をすると「マスクをしていても
電車の中で、人前でくしゃみをすると『何だ？』
と言う目で見られて、次の駅で降りてしまいま
すよ！」と言う話があり対策を役員会で検討し
ました。

　①朝の出社を混雑する時間をさけて出社し
ても良い

　②子供の学校
が 休 校のため、
子供一人で家に
置いておけない
家庭は夫婦で午
前・午後の出勤
時間を勤務先に
交渉し、そのス

ケジュールに合わせて出社する

　③有休を日ごとではなく時間単位に変える
　例）午後から出社する場合は、午前中の３
時間を有休から引いて有休を計算していくなど

　④会社の入り口に消毒剤を置き、必ず手を
消毒する

　⑤「マスクをしているのはコロナウイルスで
はありません！」と言う缶バッチを作成する

　此れをデザインしたら『花粉症に付き』『喘
息に付き』と色々意見が出て最終的に３種類
作りました。

◆巻頭言56

新型コロナウイルス
対策のあれこれ

関東複写センター協同組合
理事　早坂 淳
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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）は新型コロナウイルス感染拡大の影響
で「令和元年度 第 11 回定例理事会」をメール
会議とし、理事、監事、相談役に以下の報告事項、
確認事項などを3月13日に事務局から配信した。

Ⅰ【報告事項】
１）令和元年度の収支見込みについて

　3 月末の収支見込みと次年度の予算案の確
認依頼

Ⅱ【確認事項】
１）各部会の活動について
①総務部　

　5 月 23 日開催の第７回 関複オープンゴル
フの参加申込み状況の報告があった。

②事業推進部
　◆キヤノンコレモールについて
　　2 月分の売上報告があった。
　◆ PP 新規取得研修会について

　3 月 4 日に北海道地区で新規取得研修会が
開催され 4 社 7 名の参加報告があった。
　また当日受講した 2 社より新規取得申請を
受理し認定が確定した。

③広報企画部
　◆月刊関複について
　3 月 12 日に開催した編集会議の報告
④教育情報部＝松岡豊部長

　新型コロナウイルスの問題が収束を迎えて
から会議を開き、今後の活動概要を打合せる
予定。

Ⅲ【ジャグラ活動について】
　3 月に予定されていた各委員会の会議が新
型コロナウイルスの感染拡大により中止になっ

た。ジャグラは全てのリアル会議を中止。
Ⅳ【その他】
　◆全共済の生命共済加入状況について

　4 月 1 日より新規加入企業および加入者が
あり次年度の制度の継続が確定した。

　※次回の理事会は、4 月 9 日に開催予定。

月刊関複編集会議
　関複 広報 企画部は 3 月 12 日 11：00 ～ 13：
30 まで、関複事務所で編集会議を開催した。
　出席者は関複から、米田和秀広報企画部長、
早坂淳理事、黒井由美子事務局員。協賛会員
はリコージャパンの君島政行氏、キヤノン M J 山
崎研治氏。久方ぶりに早坂理事も元気な顔を見
せた。

確認及び審議事項
・次年度の「月刊関複」について
・発行スケジュールの確認
・広告掲載の依頼について
・4 ～ 8 月号までの「巻頭言」担当者の確認
・「我が社の業務」の取材先の選定
・「PP 認定取得企業の紹介」について
・関複ホームページについて

関複 令和元年度 第11回  定例理事会
新型コロナウイルス対策のためメール会議に

和やかに編集会議
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　モノクロの小ロット印刷と製本に特化した事業

を推進する株式会社イナミツ印刷（稲満信祐社

長）は、創業 50 周年を迎えた。稲満社長は、

4 年半前に社長に就任。就任後、ビジネスモデ

ルを構築して体質改善に取り組んだ。その結果、

2020 年 3 月の月間営業利益は過去最高額とな

り、第 1 ステージはほぼ完了。現在、第 2 ステー

ジを迎えたところだという。その取り組みについ

て稲満社長にお話しを伺った。

レイアウト変更で作業を効率化

　稲満社長は 6 年半前に15 年勤めた製薬会社
を辞めて同社に入社した。そのときに感じたのは、
物事が体系化されていないこと。中小企業によく
ある「どんぶり勘定」、「出たとこ勝負」、「結果オー
ライ」がまかり通っていた。これを改善し、体系
立てれば仕組みとして回せる会社ができるのでは
ないかと4 年間、ビジネスモデルの構築と体質改
善に取り組んできた。
　まず全フロアのレイアウト変更から始めた。印
刷機のある本社ビルと、製本を行う第2工場間で、
1日に何回も行き来するなど効率が悪かったが、

本社ビルで印刷と針綴じ製本部門を、第 2 工場
では印刷とくるみ製本、手作業部門が行えるよう
に機械の配置換えをして、ひとつの建物で工程が
完結するようにしたところ、約 40％だった非有価
作業率はほぼ 0となり、作業人員も減らすことが
できた。減らした分の従業員の他部門への配置
交換も行い、一人の従業員の印刷機械の多台持
ちと多能工化が進み、原価を下げることもできた。
　各フロアごとに有効稼働時間を出して、低いと
ころは従業員たちで考えた改善策を実施してい
く。また、週次決算を行い、結果をすぐにフィー
ドバックしている。これにより従業員たちは採算
がすぐにわかるため、仕事に取り組む姿勢も変
わってきたという。

新工場を構想

　第 2ステージで目指すのは、『完全に自律した
現場をつくる』。社長がデータ提示ほか、指示を
しなくても従業員たちの手で会社を回せるように
することが目標とのこと。
　今後の構想について稲満社長は「5 年後までに
2 つの建物を1カ所に集約した新工場建設を行
い、半自動化によりこれまでの1.5 倍の売上を実
現させたいと考えています。若い世代にどんどん
任せていき、後継者も従業員継承していきたいで
す」と語る。

中小企業を応援

　同業者もノウハウを共有して一緒に頑張って業
界をよくしていきたいと、この2 年間で 20 回以
上自社で「仕組み見学会」を開催している。
　中小企業の統廃合が叫ばれているが、それで
は衰退に繋がってしまうとして、システムの共有を
提案する。同じ地域の場合、人の貸し借りができ
たり、共同仕入れや共同配送もできる。さらに、
自社でできない仕事が来た場合、できる会社に
回したりするなど、リレーションを作って共に強く
なっていくことが、この業界にとって必要な考え
方であり、やり方であるとして、自社の取り組み
を事例とした講演も全国各地で多数行っている。

我が社の業務（特別篇9）

株式会社イナミツ印刷
代表取締役 稲満 信祐 氏

ビジネスモデルを構築
多台持ちと多能工化を図る
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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。

リコージャパンの提案　44
リコージャパンの提案 ㊹

■こんなことに困っていませんか？
• 従業員から荷物の持ち運び作業が多く、体がキツイ。
• 新入社員面接にて重労働の作業はやりたくない。
という声が上がっている。

マッスルスーツEveryなら作業負担を軽減させ、
従業者の満足度向上に貢献します。

■6つのポイント

■利用シーン例

重い荷物を運ぶ

雪かきなどの重労働に

つらい姿勢を維持する

リコージャパンは企業の働き方改革を支援するために重労働の作業効率化を支援する
「マッスルスーツEvery」の発売を開始しました。

マッスルスーツが有効な作業
① 5分以上、重量物の上げ下げや持ち運びをする
② 5分以上、中腰姿勢を維持する
③ 5分以上、中腰姿勢で重量物を移動させる
④ 10kg以上の重量物を取り扱うことが多い
⑤ 腰よりも低い位置で重量物を取り扱う

お客さまの声
（30代 男性 製造工場勤務 タイトフィットSMサイズ使用）
20kgの商品を、多い日だと50箱くらい積み替える作業をしています。
1時間以上かかる作業なので、マッスルスーツを使うと腰の負担が減り、
ない状態で作業するとかなり疲れます。
できれば現場で仕事をしているメンバー全員に使ってもらって、
長く働ける環境を整えていけたらいいなと思っています。

①パワフル
最大補助力25.5kgfで
動作をアシスト

②省エネ
電気不使用だから、
稼働時間に制限なし

③軽量
本体重量3.8kg

④簡単
10秒で装着完了。
操作も習熟いらず

⑤お手頃価格 136,000円(税別)
ご家庭でも購入可能な価格を実現

⑥防水・防塵
屋外や水場の作業も問題なし

※詳しくはリコージャパン担当営業までお問い合わせください。
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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。

リコージャパンの提案　44
リコージャパンの提案 ㊹

■こんなことに困っていませんか？
• 従業員から荷物の持ち運び作業が多く、体がキツイ。
• 新入社員面接にて重労働の作業はやりたくない。
という声が上がっている。

マッスルスーツEveryなら作業負担を軽減させ、
従業者の満足度向上に貢献します。

■6つのポイント

■利用シーン例

重い荷物を運ぶ

雪かきなどの重労働に

つらい姿勢を維持する

リコージャパンは企業の働き方改革を支援するために重労働の作業効率化を支援する
「マッスルスーツEvery」の発売を開始しました。

マッスルスーツが有効な作業
① 5分以上、重量物の上げ下げや持ち運びをする
② 5分以上、中腰姿勢を維持する
③ 5分以上、中腰姿勢で重量物を移動させる
④ 10kg以上の重量物を取り扱うことが多い
⑤ 腰よりも低い位置で重量物を取り扱う

お客さまの声
（30代 男性 製造工場勤務 タイトフィットSMサイズ使用）
20kgの商品を、多い日だと50箱くらい積み替える作業をしています。
1時間以上かかる作業なので、マッスルスーツを使うと腰の負担が減り、
ない状態で作業するとかなり疲れます。
できれば現場で仕事をしているメンバー全員に使ってもらって、
長く働ける環境を整えていけたらいいなと思っています。

①パワフル
最大補助力25.5kgfで
動作をアシスト

②省エネ
電気不使用だから、
稼働時間に制限なし

③軽量
本体重量3.8kg

④簡単
10秒で装着完了。
操作も習熟いらず

⑤お手頃価格 136,000円(税別)
ご家庭でも購入可能な価格を実現

⑥防水・防塵
屋外や水場の作業も問題なし

※詳しくはリコージャパン担当営業までお問い合わせください。
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電気不使用だから、
稼働時間に制限なし
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ご家庭でも購入可能な価格を実現

⑥防水・防塵
屋外や水場の作業も問題なし

※詳しくはリコージャパン担当営業までお問い合わせください。
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page2020 キヤノンブース トピック 

 
 

封 筒 印 刷 の 業 務 を 効 率 化 す る 専 ⽤ フ ィ ー ダ ー 連 携  

⽤紙の補給は印刷業務に⽋かせないものですが、頻繁に発⽣するようでは業

務の効率化を妨げる⼤きな要因になります。本コーナーでは⼤量給紙がむず

かしい封筒印刷を例に、専⽤フィーダーを活⽤して効率化を図るソリューシ

ョンを紹介しました。 

封筒の給紙を⾏う光⽂堂製フィーダー「UF-02」は、⼤⼩さまざまなサイズ

の封筒を ⼀度に 300 枚給紙することができ、⽤紙が減ってきた際の印刷中

の追い積みも可能です。ブースでは本機と「imagePRESS C660CA」を組

み合わせ、封筒に印刷する⼀連の流れを紹介しました。短納期が求められる

封筒印刷のシーンで⼀度に多くの封筒をセットできることは、⼤きな業務効

率化につながります。センサーが⽤紙の⾼さを検出してスピーディーに補給

する様⼦に、多くのお客さまが関⼼を⽰していました。 
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の追い積みも可能です。ブースでは本機と「imagePRESS C660CA」を組

み合わせ、封筒に印刷する⼀連の流れを紹介しました。短納期が求められる

封筒印刷のシーンで⼀度に多くの封筒をセットできることは、⼤きな業務効

率化につながります。センサーが⽤紙の⾼さを検出してスピーディーに補給

する様⼦に、多くのお客さまが関⼼を⽰していました。 

 



月刊関複2020年4月号8

富士ゼロックスの提案

デジタル印刷の表現領域を拡大する新特殊トナー「ピンク」発売
～プロダクションプリンター の特殊色対応を強化～

富士ゼロックスは、プロダクションカラープリンターのハイエンドプロ市場向けモデル「

（イリデッセプロダクションプレス）」の特殊トナーに、新たに「ピンク」を追加

し、国内では 年 月 日に発売しました。

１パス６色プリントエンジンを持つ は、シアン・マゼンダ・イエロー・ブ

ラック（ ）トナーに加え、最大２色の特殊トナーが搭載できることにより、かつてない豊かな

色表現が可能なデジタルプリンターです。これまで同機向けに発売されてきたゴールド、シルバー、

ホワイト、クリアー、カスタムレッドといった特殊トナーに加え、今回発売されたピンクトナーは、

独自の （ ）トナーに新たな蛍光系の色材を混ぜ最適化させることで実現しま

した。

明るく鮮烈なピンク色を印刷物のデザインに用いることによって、かわいらしさ、格好良さ、上品

さなど、表現の幅を広げます。また、他色トナーと重ね合わせて使用することにより、 の 色

だけでは再現できない、鮮やかなオレンジ、レッド、バイオレットなどの色を印刷でき、企業のブ

ランドカラーなど特殊な色をより忠実に再現することが可能になります。ゴールドやシルバーなど

既存の特殊トナー色と併用することもでき、印刷表現の幅が広がることで、 、リーフレット、

カタログなどのマーケティングコラテラルや、紙器・パッケージなどを中心としたオンデマンド印

刷の多様なニーズに応えます。

また、印刷物のデザイン制作工程においてピンクトナーを生かした色表現を容易に行うために、プ

リントサーバー「 」には、クライアント にダウン

ロードして利用できる「ピンク分版用 プロファイル」を提供します。 データや指定された特

色データを、最適な 版のデータとピンク版のデータに自動で分版することで、ピンクトナーを

活かした色表現を容易に適用して印刷することができます。

紙での出版部数の減少傾向が続く出版印刷市場においては、特に重版においてデジタル印刷を活用

した小ロット生産で在庫リスクを回避する動きが活発になっています。国内の雑誌やコミックの表

紙などで一般的に使われている蛍光ピンク色（ ）などが、ピンクトナーを使いデジタル印

刷によって再現されることで、小ロット出版のニーズにこれまで以上に幅広く応えることが可能に

なります。また、小ロットの出版物である同人誌にも蛍光ピンク色は多く使用されており、ピンク

トナーには大きな需要が見込まれます。

は、確かな基本性能と特殊トナーによるこれまでにない色表現によって印

刷の新たな可能性を開き、お客様のビジネス拡大に貢献します。

左） トナーによるオレンジ
右） トナーにピンクトナーを混ぜて印刷したオレンジピンクトナーサンプル

富士ゼロックスの提案

デジタル印刷の表現領域を拡大する新特殊トナー「ピンク」発売
～プロダクションプリンター の特殊色対応を強化～

富士ゼロックスは、プロダクションカラープリンターのハイエンドプロ市場向けモデル「

（イリデッセプロダクションプレス）」の特殊トナーに、新たに「ピンク」を追加

し、国内では 年 月 日に発売しました。

１パス６色プリントエンジンを持つ は、シアン・マゼンダ・イエロー・ブ

ラック（ ）トナーに加え、最大２色の特殊トナーが搭載できることにより、かつてない豊かな

色表現が可能なデジタルプリンターです。これまで同機向けに発売されてきたゴールド、シルバー、

ホワイト、クリアー、カスタムレッドといった特殊トナーに加え、今回発売されたピンクトナーは、

独自の （ ）トナーに新たな蛍光系の色材を混ぜ最適化させることで実現しま

した。

明るく鮮烈なピンク色を印刷物のデザインに用いることによって、かわいらしさ、格好良さ、上品

さなど、表現の幅を広げます。また、他色トナーと重ね合わせて使用することにより、 の 色

だけでは再現できない、鮮やかなオレンジ、レッド、バイオレットなどの色を印刷でき、企業のブ

ランドカラーなど特殊な色をより忠実に再現することが可能になります。ゴールドやシルバーなど

既存の特殊トナー色と併用することもでき、印刷表現の幅が広がることで、 、リーフレット、

カタログなどのマーケティングコラテラルや、紙器・パッケージなどを中心としたオンデマンド印

刷の多様なニーズに応えます。

また、印刷物のデザイン制作工程においてピンクトナーを生かした色表現を容易に行うために、プ

リントサーバー「 」には、クライアント にダウン

ロードして利用できる「ピンク分版用 プロファイル」を提供します。 データや指定された特

色データを、最適な 版のデータとピンク版のデータに自動で分版することで、ピンクトナーを

活かした色表現を容易に適用して印刷することができます。

紙での出版部数の減少傾向が続く出版印刷市場においては、特に重版においてデジタル印刷を活用

した小ロット生産で在庫リスクを回避する動きが活発になっています。国内の雑誌やコミックの表

紙などで一般的に使われている蛍光ピンク色（ ）などが、ピンクトナーを使いデジタル印

刷によって再現されることで、小ロット出版のニーズにこれまで以上に幅広く応えることが可能に

なります。また、小ロットの出版物である同人誌にも蛍光ピンク色は多く使用されており、ピンク

トナーには大きな需要が見込まれます。

は、確かな基本性能と特殊トナーによるこれまでにない色表現によって印

刷の新たな可能性を開き、お客様のビジネス拡大に貢献します。

左） トナーによるオレンジ
右） トナーにピンクトナーを混ぜて印刷したオレンジピンクトナーサンプル

富士ゼロックスの提案

デジタル印刷の表現領域を拡大する新特殊トナー「ピンク」発売
～プロダクションプリンター の特殊色対応を強化～

富士ゼロックスは、プロダクションカラープリンターのハイエンドプロ市場向けモデル「

（イリデッセプロダクションプレス）」の特殊トナーに、新たに「ピンク」を追加

し、国内では 年 月 日に発売しました。

１パス６色プリントエンジンを持つ は、シアン・マゼンダ・イエロー・ブ

ラック（ ）トナーに加え、最大２色の特殊トナーが搭載できることにより、かつてない豊かな

色表現が可能なデジタルプリンターです。これまで同機向けに発売されてきたゴールド、シルバー、

ホワイト、クリアー、カスタムレッドといった特殊トナーに加え、今回発売されたピンクトナーは、

独自の （ ）トナーに新たな蛍光系の色材を混ぜ最適化させることで実現しま

した。

明るく鮮烈なピンク色を印刷物のデザインに用いることによって、かわいらしさ、格好良さ、上品

さなど、表現の幅を広げます。また、他色トナーと重ね合わせて使用することにより、 の 色

だけでは再現できない、鮮やかなオレンジ、レッド、バイオレットなどの色を印刷でき、企業のブ

ランドカラーなど特殊な色をより忠実に再現することが可能になります。ゴールドやシルバーなど

既存の特殊トナー色と併用することもでき、印刷表現の幅が広がることで、 、リーフレット、

カタログなどのマーケティングコラテラルや、紙器・パッケージなどを中心としたオンデマンド印

刷の多様なニーズに応えます。

また、印刷物のデザイン制作工程においてピンクトナーを生かした色表現を容易に行うために、プ

リントサーバー「 」には、クライアント にダウン

ロードして利用できる「ピンク分版用 プロファイル」を提供します。 データや指定された特

色データを、最適な 版のデータとピンク版のデータに自動で分版することで、ピンクトナーを

活かした色表現を容易に適用して印刷することができます。

紙での出版部数の減少傾向が続く出版印刷市場においては、特に重版においてデジタル印刷を活用

した小ロット生産で在庫リスクを回避する動きが活発になっています。国内の雑誌やコミックの表

紙などで一般的に使われている蛍光ピンク色（ ）などが、ピンクトナーを使いデジタル印

刷によって再現されることで、小ロット出版のニーズにこれまで以上に幅広く応えることが可能に

なります。また、小ロットの出版物である同人誌にも蛍光ピンク色は多く使用されており、ピンク

トナーには大きな需要が見込まれます。

は、確かな基本性能と特殊トナーによるこれまでにない色表現によって印

刷の新たな可能性を開き、お客様のビジネス拡大に貢献します。

左） トナーによるオレンジ
右） トナーにピンクトナーを混ぜて印刷したオレンジピンクトナーサンプル
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富士ゼロックスの提案

デジタル印刷の表現領域を拡大する新特殊トナー「ピンク」発売
～プロダクションプリンター の特殊色対応を強化～

富士ゼロックスは、プロダクションカラープリンターのハイエンドプロ市場向けモデル「

（イリデッセプロダクションプレス）」の特殊トナーに、新たに「ピンク」を追加

し、国内では 年 月 日に発売しました。

１パス６色プリントエンジンを持つ は、シアン・マゼンダ・イエロー・ブ

ラック（ ）トナーに加え、最大２色の特殊トナーが搭載できることにより、かつてない豊かな

色表現が可能なデジタルプリンターです。これまで同機向けに発売されてきたゴールド、シルバー、

ホワイト、クリアー、カスタムレッドといった特殊トナーに加え、今回発売されたピンクトナーは、

独自の （ ）トナーに新たな蛍光系の色材を混ぜ最適化させることで実現しま

した。

明るく鮮烈なピンク色を印刷物のデザインに用いることによって、かわいらしさ、格好良さ、上品

さなど、表現の幅を広げます。また、他色トナーと重ね合わせて使用することにより、 の 色

だけでは再現できない、鮮やかなオレンジ、レッド、バイオレットなどの色を印刷でき、企業のブ

ランドカラーなど特殊な色をより忠実に再現することが可能になります。ゴールドやシルバーなど

既存の特殊トナー色と併用することもでき、印刷表現の幅が広がることで、 、リーフレット、

カタログなどのマーケティングコラテラルや、紙器・パッケージなどを中心としたオンデマンド印

刷の多様なニーズに応えます。

また、印刷物のデザイン制作工程においてピンクトナーを生かした色表現を容易に行うために、プ

リントサーバー「 」には、クライアント にダウン

ロードして利用できる「ピンク分版用 プロファイル」を提供します。 データや指定された特

色データを、最適な 版のデータとピンク版のデータに自動で分版することで、ピンクトナーを

活かした色表現を容易に適用して印刷することができます。

紙での出版部数の減少傾向が続く出版印刷市場においては、特に重版においてデジタル印刷を活用

した小ロット生産で在庫リスクを回避する動きが活発になっています。国内の雑誌やコミックの表

紙などで一般的に使われている蛍光ピンク色（ ）などが、ピンクトナーを使いデジタル印

刷によって再現されることで、小ロット出版のニーズにこれまで以上に幅広く応えることが可能に

なります。また、小ロットの出版物である同人誌にも蛍光ピンク色は多く使用されており、ピンク

トナーには大きな需要が見込まれます。

は、確かな基本性能と特殊トナーによるこれまでにない色表現によって印

刷の新たな可能性を開き、お客様のビジネス拡大に貢献します。

左） トナーによるオレンジ
右） トナーにピンクトナーを混ぜて印刷したオレンジピンクトナーサンプル

富士ゼロックスの提案

デジタル印刷の表現領域を拡大する新特殊トナー「ピンク」発売
～プロダクションプリンター の特殊色対応を強化～

富士ゼロックスは、プロダクションカラープリンターのハイエンドプロ市場向けモデル「

（イリデッセプロダクションプレス）」の特殊トナーに、新たに「ピンク」を追加

し、国内では 年 月 日に発売しました。

１パス６色プリントエンジンを持つ は、シアン・マゼンダ・イエロー・ブ

ラック（ ）トナーに加え、最大２色の特殊トナーが搭載できることにより、かつてない豊かな

色表現が可能なデジタルプリンターです。これまで同機向けに発売されてきたゴールド、シルバー、

ホワイト、クリアー、カスタムレッドといった特殊トナーに加え、今回発売されたピンクトナーは、

独自の （ ）トナーに新たな蛍光系の色材を混ぜ最適化させることで実現しま

した。

明るく鮮烈なピンク色を印刷物のデザインに用いることによって、かわいらしさ、格好良さ、上品

さなど、表現の幅を広げます。また、他色トナーと重ね合わせて使用することにより、 の 色

だけでは再現できない、鮮やかなオレンジ、レッド、バイオレットなどの色を印刷でき、企業のブ

ランドカラーなど特殊な色をより忠実に再現することが可能になります。ゴールドやシルバーなど

既存の特殊トナー色と併用することもでき、印刷表現の幅が広がることで、 、リーフレット、

カタログなどのマーケティングコラテラルや、紙器・パッケージなどを中心としたオンデマンド印

刷の多様なニーズに応えます。

また、印刷物のデザイン制作工程においてピンクトナーを生かした色表現を容易に行うために、プ

リントサーバー「 」には、クライアント にダウン

ロードして利用できる「ピンク分版用 プロファイル」を提供します。 データや指定された特

色データを、最適な 版のデータとピンク版のデータに自動で分版することで、ピンクトナーを

活かした色表現を容易に適用して印刷することができます。

紙での出版部数の減少傾向が続く出版印刷市場においては、特に重版においてデジタル印刷を活用

した小ロット生産で在庫リスクを回避する動きが活発になっています。国内の雑誌やコミックの表

紙などで一般的に使われている蛍光ピンク色（ ）などが、ピンクトナーを使いデジタル印

刷によって再現されることで、小ロット出版のニーズにこれまで以上に幅広く応えることが可能に

なります。また、小ロットの出版物である同人誌にも蛍光ピンク色は多く使用されており、ピンク

トナーには大きな需要が見込まれます。

は、確かな基本性能と特殊トナーによるこれまでにない色表現によって印

刷の新たな可能性を開き、お客様のビジネス拡大に貢献します。

左） トナーによるオレンジ
右） トナーにピンクトナーを混ぜて印刷したオレンジピンクトナーサンプル

富士ゼロックスの提案

デジタル印刷の表現領域を拡大する新特殊トナー「ピンク」発売
～プロダクションプリンター の特殊色対応を強化～

富士ゼロックスは、プロダクションカラープリンターのハイエンドプロ市場向けモデル「

（イリデッセプロダクションプレス）」の特殊トナーに、新たに「ピンク」を追加

し、国内では 年 月 日に発売しました。

１パス６色プリントエンジンを持つ は、シアン・マゼンダ・イエロー・ブ

ラック（ ）トナーに加え、最大２色の特殊トナーが搭載できることにより、かつてない豊かな

色表現が可能なデジタルプリンターです。これまで同機向けに発売されてきたゴールド、シルバー、

ホワイト、クリアー、カスタムレッドといった特殊トナーに加え、今回発売されたピンクトナーは、

独自の （ ）トナーに新たな蛍光系の色材を混ぜ最適化させることで実現しま

した。

明るく鮮烈なピンク色を印刷物のデザインに用いることによって、かわいらしさ、格好良さ、上品

さなど、表現の幅を広げます。また、他色トナーと重ね合わせて使用することにより、 の 色

だけでは再現できない、鮮やかなオレンジ、レッド、バイオレットなどの色を印刷でき、企業のブ

ランドカラーなど特殊な色をより忠実に再現することが可能になります。ゴールドやシルバーなど

既存の特殊トナー色と併用することもでき、印刷表現の幅が広がることで、 、リーフレット、

カタログなどのマーケティングコラテラルや、紙器・パッケージなどを中心としたオンデマンド印

刷の多様なニーズに応えます。

また、印刷物のデザイン制作工程においてピンクトナーを生かした色表現を容易に行うために、プ

リントサーバー「 」には、クライアント にダウン

ロードして利用できる「ピンク分版用 プロファイル」を提供します。 データや指定された特

色データを、最適な 版のデータとピンク版のデータに自動で分版することで、ピンクトナーを

活かした色表現を容易に適用して印刷することができます。

紙での出版部数の減少傾向が続く出版印刷市場においては、特に重版においてデジタル印刷を活用

した小ロット生産で在庫リスクを回避する動きが活発になっています。国内の雑誌やコミックの表

紙などで一般的に使われている蛍光ピンク色（ ）などが、ピンクトナーを使いデジタル印

刷によって再現されることで、小ロット出版のニーズにこれまで以上に幅広く応えることが可能に

なります。また、小ロットの出版物である同人誌にも蛍光ピンク色は多く使用されており、ピンク

トナーには大きな需要が見込まれます。

は、確かな基本性能と特殊トナーによるこれまでにない色表現によって印

刷の新たな可能性を開き、お客様のビジネス拡大に貢献します。

左） トナーによるオレンジ
右） トナーにピンクトナーを混ぜて印刷したオレンジピンクトナーサンプル

月刊関複2020年4月号 9

「ビジコン！2019」入賞作品決まる

　 東 京 グ ラ
フィックサー
ビ ス 工 業 会

（菅野潔会長）
は 2 月１７日
午 後 ２ 時 か
ら、東京・日本橋小伝馬町のニッケイビル 8F の
会議室で、斬新なビジネスアイデアを募るコンテス
ト「ビジコン！2019 ファイナルプレゼン大会」を
開催した。　
　厳正な審査の結果、今回は 42 点の応募の中か
ら10 点の入選作品が選出され大会に臨んだ。

　参加者は持ち時間 10 分
間をフルに活用し個性的か
つ独創的なプレゼンテー
ションを繰り広げた。
　入選こそしなかったが、
玄人はだしのイラストを駆
使し、飽きさせないストーリ

展開と相まった素晴らしいプレゼンテーションテク
ニックを披露したプレゼンターもいた。プレゼンの
スキルを磨けることも、ビジコンの大きな価値のよ
うだ。
　このプレゼンの結果も踏まえ、同日午後４時か
ら最終審査会を開催した。
　最終審査会は、アイデア・コークリエイターの

高橋晋平氏、審査委員長の中小企業診断士伊豫
田竜二氏、東京グラフィックス菅野会長らの 4 人
が審査し、以下の通り入賞作品を決定した。
　■最優秀賞（東京都知事賞）

「折り畳み式紙製撮影用ジオラマシート」  大瀧将
聖氏／大瀧印刷紙器
　■第 2 位（東京都産業労働局長賞）

「思い家（おもいえ）」西岡佐記氏／研美社
　■第 3 位（東京グラフィックス会長賞）

「ワインラベル　バーチャル　スクラップ クラウド　
アプリサービス」 鈴木將人氏／東京技術協会
　入賞作品には副賞として、最優秀賞に賞金 15
万円、第 2 位に賞金 5 万円、第 3 位に賞金 3 万円、
佳作には賞金 1 万円がそれぞれ授与される。
　上位 3 賞の表彰式は、5 月 27 日（水）に開催
予定の東京グラフィックス定時総会の席上で執り
行われる予定。

東京グラフィックス

プレゼン会場

最優秀賞に輝いた「折り畳み式紙製撮影用ジオラマシート」
前列は大瀧氏秘蔵のトランスフォーマー達

プレゼン中の大瀧氏

都知事賞は大瀧将聖氏

「じゃぱにうむ2020」を開催日印産連
印刷産業の地方創生事業事例発表会
先進の成功事例を 6 社が発表

　日本印刷産業連合会（日印産連、金子眞吾会長）
は２月 10 日午後 2 時から、東京・中央区新富町
の日本印刷会館で全国各地の印刷会社が取り組
んだ地方創生・地域活性化事業の事例を紹介する

「じゃぱにうむ 2020 －印刷産業の地方創生事業
事例発表会」を開催した。
　事例発表会は日印産連価値創出委員会（委員
長＝滝澤光正滝澤新聞印刷社長）と同 SDGs 検
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討プロジェクトが主催し、地方創生 SDGs 官民連
携プラットフォーム、日本政策投資銀行などが後
援したもの。

　事例発 表に先立ちあい
さつに立った滝 澤 委員長
は「日印産連は 2015 年 6
月に国連グローバルコンパ
クトへの参加表明を行い、
2018 年コミット宣 言した 
SDGs から導き出した印刷

産業が取り組むべき重要テーマとして地方創生を
掲げている」と述べた。事例発表会は印刷産業
の事業領域の拡大をめざし情報共有・情報交流を
推進することを目的に開催している。
　続いて、日本政策投資銀行執行役員産業調査
本部副本部長竹ケ原啓介氏
が「地方創生 SDGs 金融の
狙いと地域金融～ ESG 時
代の地域金融の役割～」と
題し基調講演を行った。
　竹ケ原氏は国際的にESG

（Env i ronment= 環 境、
Social= 社 会、G ＝ Governance ガバナンス）
投資のメインストリーム化が進んでいる状況を解
説し、日本でもここ数年は ESG 投資残高が急増
していることを指摘した。
　ESG 投資とは、サブプライムローン破綻の反省
から、財務情報だけでは捉えきれない環境・社会・
企業統治に配慮している企業を重視・選別して行
なう長期投資のこと。
　竹ヶ原氏は、長期投資家を呼び込もうとすれ
ば「ビジネスモデルも持続可能性が問われる。長
期的なビジネスモデル、持続可能性を訴える際、
SDGs を標榜することで 2030 年という時間軸を
当社は持っているというメッセージになる。多くの
会社が SDGs を使って ESG 投資家に訴えかけよ
うとしているというのが現状のマーケットである」
と述べ、さらに「ESG のロジックは地域金融でも
全くそのまま使える。地域の会社がきちんと生き
残って地域が元気になる、そこにちゃんと地域金

融がお金を貸し続ければ地域自体が元気になる、
それは地域の金融機関にとって自分の営業基盤
が強化されることになる。こういった循環を作り出
すことは地域レベルでも重要だ」と強調した。
　最後に「これから見せていただく様々な事例で
印刷産業が地方創生に努力されるということは、
いま申し上げているロジックにちゃんとのってくる
はず。SDGs 金融強化を求められている地域金融
はそうして企業を探している。皆さんの努力は間
違いなく金融市場に響く」と力づけた。
　続いて 6 社の事例発表が行われた。カッコ内は
発表者。
　栃木県宇都宮市のみやもと（宮本誠社長）は、「小
規模印刷会社の SDGs の進め方」のテーマで発
表。CSR 活動として無料セミナー「印刷工場課外
セミナー」を毎月開催している。またユニバーサ
ルデザインの視点を取り入れた情報誌を発行し、
同誌の広告事業で地域経済の活性化や地元のシ
ニアコミュニティーづくりにも貢献。他にも地元の
民話のヒーローをキャラクター化し、シビックプラ
イドを醸成するとともに、市と連携して観光客誘
致などで地域の活性化に貢献。 SDGs を背景に
様々な活動に取り組んでいる。
　山形県上山市の進和ラベル印刷（本社営業部、
垂石陽治常務取締役）は、「新たなコンセプトの
ワインづくりに参画　世界ラベルコンテスト『Best 
of the Best』受賞」のテーマで。第三セクターで
運営されている地元企業と連携し、女性をターゲッ
トとしたワインづくりに参画したことを発表した。
商品名、ボトルに貼るラベルの制作を担当。女性
デザイナーのこだわりのデザインと優れたシール印
刷技術で作られたラベルは、世界ラベルコンテス
トで最優秀賞を受賞した。さらに各種メディアに
取り上げられたことで地元ワインのブランド化と拡
販に大いに貢献した。
　新潟県新潟市の第一印刷所（東京本部、柳沢桂
嗣取締役）は、「地域が活性化する商品開発への
挑戦」のテーマで。新潟ならではのモチーフを使っ
たカラフルでかわいい模様をデザインし、グッズ、
コンテンツに取り込み、新潟を盛り上げるため「に

滝澤委員長

講師の竹ケ原氏
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滝澤委員長

講師の竹ケ原氏
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　リコージャパンは４月１日付で組織変更と人事異動を行った。
〈組織変更〉
①販売事業本部にマーケティング本部を新設する。
②販売事業本部地方自治体センターを販売事業本部自治体ビジ
ネス本部に名称変更する。
③ＩＣＴ事業本部スクラム企画センターをＩＣＴ事業本部スクラ
ム・ＥＤＷ企画センターに名称変更する。 
④Ｓ＆Ｓ事業本部にマルチサービス事業準備室を新設する。

〈人事異動〉
　【取締役・執行役員人事】

　コニカミノルタジャパンは３月２日、４月１日付で大須賀健氏
が社長に就任することを明らかにした。
　代表取締役の異動（4 月1日付）
　▽大須賀 健（おおすが けん）＝代表取締役社長（取締役副
社長 情報機器事業管掌）
　▽原口 淳（はらぐち じゅん）＝顧問（代表取締役社長）

　▽取締役退任（取締役常務執行役員経営企画本部長〈兼〉
内部統制担当）太田謙治
　▽取締役経営企画本部長〈兼〉内部統制担当（販売事業本
部副事業本部長〈兼〉販売事業本部関西地域担当）常務執行
役員 松崎直敏
　▽販売事業本部副事業本部長〈兼〉販売事業本部関西地域
担当（産業ソリューション事業本部長）取締役常務執行役員 武
田健一
　▽販売事業本部関東地域担当（販売事業本部首都圏地域担
当）執行役員 斉藤邦夫
　▽販売事業本部首都圏地域担当（販売事業本部中部地域担
当）執行役員 鬼頭忠
　▽執行役員販売事業本部中部地域担当（ＩＣＴ事業本部スク
ラム企画センター長） 田保勝久
　▽販売事業本部マーケティング本部長（販売事業本部関東地
域担当）執行役員 小泉明
　▽販売事業本部自治体ビジネス本部長（販売事業本部地方自
治体センター長）執行役員〈兼〉産業ソリュ―ション事業本部
社会インフラ事業部長 松坂善明
　▽ＩＣＴ事業本部スクラム・ＥＤＷ企画センター長、執行役員
ＩＣＴ事業本部副事業本部長 宮本好雄
　▽執行役員Ｓ＆Ｓ事業本部マルチサービス事業準備室長（Ｓ
＆Ｓ事業本部北海道・東北Ｓ＆Ｓ本部長）但馬啓司
　▽執行役員産業ソリューション事業本部長（産業ソリューショ
ン事業本部ＰＰ事業部長）高橋卓也

いがたもよう」プロジェクトを立ち上げた。「新潟
手帳」や様々なグッズに展開している。新潟の魅
力発信とともに、地域ネットワークの形成や新潟
密着の企業としてのブランディングにも貢献した。
　大阪府堺市のホウユウ（田中幸恵社長）は、「紙
も！古墳も！堺を楽しく盛り上げたいホウユウの取
り組み」のテーマで。商標登録済みのオリジナル
図案「堺柄」を企業の商品や、お土産のデザイン
として提案。「堺柄」を使った紙雑貨「堺カミモノ」
を制作、販売する。さらにユネスコ世界文化遺産
に登録された「百舌鳥・古市古墳群」愛から「堺
古墳祭り」の開催にも携わり、「もずふるサブレ」
などの土産物まで開発、販売する。
　長野県伊那市の三洋グラビア（経営戦略室経営
企画グループ、根橋由紀氏）は、「地域創生と三
洋グラビア株式会社」のテーマで。同社は食品用
フィルムパッケージを企画、製造する会社。地元
伊那市の郷土愛プロジェクトに発足時より参加す
るなど、伊那市の課題をわがことのように捉え企

業活動を行って
い る。 そ の な
かでも地域の人
材を有 効 活 用
する取り組みで
は、 同 地 域 の
他企業にとっても重要問題であるとの認識から、
子供たちへの環境教育をはじめ、大学生だけでな
く中学、高校生も対象にしたキャリヤ教育を推進
している。
　岐阜県郡上市のケイズ（上村大輔専務取締役）
は「印刷の枠を超えたアイデアの掛け算」のテー
マで発表した。伝統のスクリーン印刷の技術と、
国際的に通用するデザイン力を基に、地元の特色
ある企業とのネットワークを築き、郡上ならではの
製品づくり、情報発信を行っている。2017 年に
設立された、世界的に有名なアルケミエ辰巳蒸留
所のブランディングディレクション、パッケージデ
ザインも担当した。

超満員の発表会会場

４月１日付 組織変更と人事異動

リコージャパン

コニカミノルタジャパン

高橋氏が執行役員産業ソリュー事業本部長に

新社長に大須賀氏
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業界初！接着機能を持つトナーを開発

　富士ゼロックスは、圧着はがきなどへの活
用が可能な、業界初の接着機能を持つ特殊
トナーを開発した。
　同トナーは、従来のトナーと同時に複合
機・プリンタに搭載することができ、プリン
ト物の任意箇所に圧力をかけることで、意
図した接着力を発揮する全く新しい発想に
もとづくトナー。
　活用用途は、圧着はがきに限らず、ホッ
チキス 機 能 の 代 替 や 製 本 などへ の展 開
が 期 待 され る。 同 社 は、1 月 29 日～ 31
日に開催されたコンバーティングテクノロジー
総合展 2020 の新機能性材料展（主催・加
工技術研究会）に参考出展し、同トナーに
関するユーザーの声を取り入れ、活用用途の
拡大を目指す。
　同社独自のトナー製法技術である EA 製
法で、同トナー内部に、新開発の圧力応答
性樹脂を微細に均一分散させることで、ム
ラのない接着機能を発揮することを可能にし
ている。EA 製法は、化学反応を精密に制
御することで、トナーの形状を均ーにするこ

とができる。同トナーは無色透明で、出力し
た用紙の印字領域に、市販の圧力シーラー
装置などで圧力を加えると、圧力応答性樹
脂が反応してトナーが糊のような機能を発揮
し、用紙同士を接着することができる（図参
照）。用紙同士の接着力は、トナーの量や
印字面積、圧カシーラー装置の条件により、
制御することが可能としている。
　同トナーを用いることで、印字領域と接着
領域を同時にプリントできるため、従来出力
後に別工程で行っていた糊付け工程の削減
が可能。また、同トナーのプリント位置を変
えることで、接着箇所を自在に設定できるた
め、様々な用途への展開が可能という。例
えば、用紙の端部に同トナーをプリントし、
複数の用紙を接着して冊子にすることや、糊
しろをプリントして折りたためば封筒などを
作成できる。同社は、同トナーの活用用途を、
既存の複合機やプリンタによる印刷市場に
とどまらず検証していくことで、新規市場開
拓に繋がる研究開発を加速していくとしてい
る。

富士ゼロックス

独自のEA 製法でトナーの活用用途を拡大
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キヤノンS&Sが オンラインセミナーを開催

　キヤノン
マーケティ
ングジャパ
ン（キヤノ
ンMJ） グ
ル ー プ の
キヤノンシ
ステムアンドサポート（キヤノン S&S）は 3 月 13
日午後 3 時から 40 分間、アルプスシステムイン
テグレーションの山下智子氏を講師に招きオンラ
インセミナー「フリー Wi-Fi も活用できるセキュア
なテレワーク環境」を開催した。
　オンラインセミナーはキヤノン S&S が企画運営
しているもので、新型コロナウイルス禍のためリア
ルセミナーが相次いで中止になる中、パソコンから
気軽に参加申し込みができる利便性もあって今改
めて注目されている。
　山下氏は「テレワークの導入目的として労働生
産性の向上、定型的業務の効率性の向上、勤務
者の移動時間の短縮などがあるが、テレワークは
企業だけでなく、従業員にも双方にとってメリット
がある。最近では働きやすさやワークライフバラ
ンスを重視して職場を選ぶ人も多く、手間暇をか
けて育てた人材が離れていかないように柔軟な労
働環境を実現するテレワークが役に立つ」とテレ
ワークの有用性を語った。
　また、政府は以前から働き方改革実現の切り札
としてテレワーク普及を推進しており、さらに昨今
の新型コロナウイルス感染症対策としてテレワーク
を緊急に導入した企業も増えているという。
　山下氏はテレワーク導入の課題として、Webアク
セスによる情報漏洩やマルウエアの感染、標的型
メール、フィッシング詐欺、シャドー ITなどインター
ネット接続にともなう様々なリスクをあげ、しっかり
としたシステムで社員や会社の機密情報を守る必要

性を説いた。他にも、私的利用などによる業務効率
の低下をあげ、しっかりした管理の必要性を語った。
　また、山下氏は今後ますます普及が予想され
るモバイルワークで利用するフリー Wi-Fi につい
て「アクセスの際に情報が盗聴されたり、なりす
ましで偽の Wi-Fi に接続して個人情報が抜き取ら
れるリスクがある」と語り「これらに有効な対策が
Webフィルタリングである」と語った。Webフィ
ルタリングとは様々な Web サイトをアダルト、ウ
イルスなどといったカテゴリに分類して、インター
ネットを利用するときに接続先の判定を行うこと
でアクセス許可や、ブロックを制御でき、さらに
書き込み規制の制御もできるという。
　山下氏はアルプスシステムインテグレーショ
ンの Web フィルタリングサービス「InterSafe 
GatewayConnection」、「InterSafe CATS」の
2 つを紹介した。端末 1 台当たり年間 3600 円
から利用できるという。同サービスは、業務時間
が定まらないことで長時間労働 につながったり、
管理者の目の届かないところで私的利用の増加
なども業務時間のフィルタリングルールを設定す
ることで防ぐことができるという。
　また、フリーWi-Fi のリスク対策サービスとして、
VPN を張ることでどんな通信であろうと安全に利
用できる「Wi-Fi Security for Business」を紹介
した。
　このサービスは Wi-Fi だけではなく、キャリヤ
の通信も保護対象にすることができ、モバイル端
末でクラウドサービスを利用するユーザーにも非常
に効果的だという。サービス利用料金はリーズナ
ブルな設定端末１台当たり年額 2400 円となる。
　最後に「 Wi-Fi Security for Business 」と
Webフィルタリングを掛け合わせることでさらにセ
キュリティレベルの高いテレワークを実現できると
提案した。

キヤノン MJ グループ

「フリーWi-Fi も活用できるセキュアなテレワーク環境」がテーマ
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　今回はCASEについて述べていきます。ここで
いうCASE（ケース）とは品物のケースではありま
せん。CASEと聞いてご存知の方もいると思いま
すがおおよそ説明させていただきます。CASEは
今、自動車業界が将来に向かっての世界戦略なの
です。自動車業界も100 年の歴史があります。こ
れからは、車はただ移動手段だけのものではなく
生活と共存共栄する、社会になくてはならないも
のに変遷しなければ、ある面存在価値がなくなっ
てしまうからです。
　CASEという言葉は 2016 年のパリのモーター
ショーにおいて当時ダイムラーAGのCEOを勤め
ていたディツター・ツエッチェ氏が同社の世界戦
略の柱として提唱された言葉なのです。それでは、
CASE ついて説明します。まず、Cについてです
が、CとはConnected（コネクテッド）の意味で、
コネクト（接続）することを言います。ではどこと
コネクトするのでしょうか？　そこはつまり、IOT
を利用して車とドライバー・車とデバイス・サービ
ス・自車と他車とコネクトし、さらに一方通行でな
くインターラクティヴ（双方向）にネットワークを結
んで、車の快適空間を創り出す事なのです。次に
Aについてですが、AとはAutonomous（自動運
転）の意味で、今後 5Gの通信網により車自体が
無人で走行できるような仕組みを構築する事を目
標にしています。無人化によって、人的労働力を減
らし、安全で住みよい社会になることを創出する
ことがねらいです。次に Sについてですが、Sとは
Shared＆ Services（シェアリング＆サービス）の

意味です。シェアリングとは共有すると訳します。
ただ、カーシェアリングをすることは車自体の減少
にも関わってくる難しい戦略です。最近カーシェア
リングが流行っていているように見受けられます
が、更にカーシェアリングが増えていくのでしょう
か。次に Eについてですが、Eとは Electric（電
動化）を意味します。電動化と言えば EV（電気自
動車）です。世界はCO2の削減に取り組んでい
ます。そこで、EV 車は自然に優しい車なので CO
２は排出しないところが注目されているのです。
　以上の４つが自動車業界の世界戦略なのです。
ここだけ見ると、少し、現実とかけ離れているよう
に見えますが、10 年後、20 年後にはそのような
世界が出来上がっているかも知れません。
　複写業界も100 年の歴史があります。自動車業
界に負けず劣らない未来の青写真を描くべき新し
い戦略を考える時なのではないでしょうか？
　これからの時代 AIを駆使してビックデータを処
理・管理・運用といった仕事が増えて来ると思いま
す。また、5G の通信網の構築により世界は一変
するでしょう。東京都内の印刷会社O社は独自に
開発したオリジナル商品を、インターネットを介し
てアメリカで販売して収益を上げていると聞いてい
ます。ある面、これからは BtoBではなく、BtoC
の時代なのかもしれません。各々の企業が知恵を
絞り、これから時代を乗り切る為に独自のノウハウ
を活かしオリジナル商品を開発することが今やるこ
とではないでしょうか。100 年の歴史ある業界な
らば、ご検討を期待しています。

未来予測研究所
代表　藤田　友久

CASE（ケース）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」

3. 社員の生産性を向上させる有効な施策

　社員の生産性を向上させるために有効な施
策は、下記の 4 つです。

（1）モチベーションをアップ
（2）作業指示を明確に
（3）信頼関係の構築
（4）技術の習得

（1）モチベーションをアップ
　生産性を向上させるためには社員のモチ
ベーションをアップするのが一番です。例えば、
正当な評価を行い報奨し、優れた成績を収め
た社員を表彰することも、モチベーションを上
げることに役立ちます。

（2）作業指示を明確に
　作業指示を明確にし、情報の過不足がない
ように確認しコミュニケーションをとります。こ
のとき負担がないよう配慮・妥当な期日を設け
て目標を持って取り組めるようにするとともに、
スケジューリングにも注意しましょう。

（3）信頼関係の構築
　信頼関係の構築も欠かせません。人事担当
者は上司だけではなく部下からもヒアリングを
行い、コミュニケーションがしっかりと取れてい
るかを確認し、適切な指導を行いましょう。信
頼関係の構築は、積極的に発言しやすい・お互
いに改善提案が出せるといったより良い労働環
境づくりにも役立ちます。

（4）技術の習得
　パソコンをより効率よく使いこなすための技
術を習得させるというのもポイントでしょう。
　例えば、ショートカットキーの有効活用です。
多くの社員は自己流でマスターした関連知識
と操作法に基づき、日々業務を遂行している
と推測されます。これだけでは仮にタッチタイ
ピングが早く正確であったにせよ、無意識のう
ちにその他の作業におけるロスタイムが蓄積さ
れ、生産性の向上を妨げることになります。
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文書記録として確認される木簡竹簡の類

　長屋王の屋敷とは、はじめから断定されていたわけではなく、ここから次々、発

掘された 4 万点に及ぶ木簡の中から「長屋親王の文字が入った木簡が発見されます。

　 一例が右図 Fig 125「長屋親王宮 鮑大贄十編」（ながやしんのうのみや あわ

びおおにえじゅっぺん）ですが他にもいろいろ木簡に書かれた内容や屋敷の場所、

平城宮の東南角に隣接・二条大路に面し・曲水の庭や敷地の大きさなどから 710

年 ( 和銅 03 年 ) から 729 年 ( 神亀 6 年 ) までの 19 年間、長屋王 (676 あるいは

684( 天武 13) ～ 729) 家の邸宅跡であることが類推できたわけです。

　これらの木簡には当時の貴族・上流階級の生活に関係する多くのことが記述さ

れており、これら記述から読み取れるのは・ここの世帯は 500 人くらい・夫人は

同一屋敷内に住んでいたこと・家政を取り仕切る役所なども 20 ほど、直接的な記

録では・全国の荘園から運ばれた税の品物記録・食べ物の種類・建設材料の買い

入れや支払記録・役人の勤務成績という事が記載されており、奈良時代の生活が

垣間見える重要な史料になっております。

　奈良時代にはすでに紙が国産されています。年代のわかるものとして現存する和

紙としては正倉院に残る美濃、筑前、豊前の戸籍用紙が有名ですが、紙が貴重品

であったため役所では木簡が使われ、書き間違ったときは、小刀で木を削って修正

していました。裏表を使い削って文字の練習用に使ったリ 9×9 の勉強なども記録

されたものもありますが、最後は籌木（ちゅうぎ・ちゅうぼく）に転用されたものも

あります。

　1992 年初め、藤原京跡で土坑を掘っていたときに、黒色の土の中から長さ 18㎝、

幅 1㎝、厚さ 0.4㎝ほどの板きれが多数見つかり、字が書いてあったことから確認

できました。

　籌木とは　尻をぬぐう木片でトイレットペーパーと同じ役割をするヘラのこと。

そのヘラに文字が書かれているものも見つかり使用済みの木簡を利用したことが分

かります。

　万葉集の恋歌も木簡に書かれてはては思うと恋もさめるかな

　過去～現在～未来への情報伝達

　「奈良の都の木簡」古代からのタイムカプセル　なんか楽しいかな

　・お勧め http://www.nara-wu.ac.jp/liaison/mk-kagaku/material/pdf/05.pdf

複写を考える○63　（複写業を中心とする　複写の歴史）

細井　大建

長屋王家木簡の一例
「長屋親王宮 鮑大贄十編」

　Fig  125

 長さ 214㎜
 幅 26㎜
 厚さ 4㎜
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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

『月刊関複』表紙掲載写真ご提供のお願い

関東複写センター協同組合月刊誌
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■今月号の掲載写真

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）

3月号：米田和秀氏
春の沖縄

「第７回関複オープンゴルフコンペ」
中止のお知らせ

新型コロナウイルスの感染症が拡大して
いる現況において、参加者の健康と安全
を最優先に考慮した結果、令和2年5月
23日に予定しておりました「関複オープ
ンゴルフコンペ」を中止することにいた
しました。
ご参加のご検討いただきました皆様に
は、深くお詫び申し上げます。

関東複写センター協同組合
総務部



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






