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◆巻頭言58

　私が社会人として過ごした日々は三十数年、
その間、いくつかの景気の変動時期を経験し
ましたが、今回のような緊 急事態宣言、生 死
を身近に感じながらの経営環 境は初めての体
験です。目に見えない敵と戦うには一人ひとり
が自覚を持って自己防衛をしっかりすること、
社会全体でもルールを守ること、個人も社会も
協力し合って対応していくことが重要ですね。
　会社としては最悪の事態を想定しながらもポ
ジティブな思考も必要かと思っております。今
までにはなかった時間の使い方をして、社員と
共にいろいろな知識習得に心がけ、人間的成
長を図る期間と位置付けることにしました。
　社員教育を考えるにあたり、だいぶ前に読
んだ本を思い出しました。それは「教育力」と
いう本で、表紙には【必要なのはリーダーたち
の自己教育だ】と副題が書かれていました。
　「教育の根本は自己教育なのだ。そして教育
とは本質的にともに学び育つという『共育』で
なければならない」。
　子は親を見て成長し、親は子から学ぶ、上
司や部下との関係も共に成長する意識が必要
ということですね。そして組織で起こる例とし
て「黒い羊の教訓」という一節がありました。
　「羊はおとなしい動物で、羊飼いの指示によ
り群れが移動をするのだが、その中にたいてい

1、2 匹は群れの秩序を乱し、混乱をさせる黒
い羊（色は白い）がいる。人間集団も同じであ
る。リーダーからすれば排除したい憎き奴で、
時には大ナタを振るって排除することもある。
ところが不思議なことに時間がたつと白かった
メンバーの中から黒い奴が出現する。排除は
意味がないのである。経験 豊富な優れたリー
ダーは排除の論理は適用せず、変革の刃はま
ず自分に向けるのである。 リーダーは黒い羊
を厄介者と切り捨てるのではなく、逆に自分に
とって、何か大事なことを教えてくれるありが
たい存在と受け止めて対処するとき、そのリー
ダーも黒い羊も成長するであろう」。 
　上司と部 下の関係もそうですが、お客様と
営 業の関係もこの論理に当てはまる気がしま
す。無理難題をおっしゃるお客様こそ自分を成
長させてくださるありがたいキーパーソンと思
えたら最高ですね。
　 今 回 のウィルス 騒
動 が 落ち着くまでは
家にいる時 間は今ま
で になく長 く、 そ の
時 間を有 意 義に使う
ことで、 人 生の充 電
期 間としたいと 思い
ます。

ただ今 充電中

関東複写センター協同組合
理事　家令  光国
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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防止対
策のため、令和 2 年度第 2 回定例理事会を「書
面審議」方式で開催した。5 月 12 日に理事、
監事、相談役に報告事項、確認事項などの理
事会資料を発送し、寄せられた書面審議回答
票をもとに審議を行った。

Ⅰ【審議事項】
●令和元年度事業報告書及び決算関係書類に
ついて
　令 和元年度・事 業報告書、決算関係書 類、
剰余金処分（案）及び監査報告がされた。

● 令 和 2 年度 事 業 計 画 書及び 収 支予算につ
いて
　令和 2 年度・事業計画、収支予算、経費の
賦課及び徴収方法の計画案及び予算案が報告
された。
　また、総会議案書に沿って、令和 2 年度の
金融斡旋の件、借入金の最高限 度額の決定、
手数料の最高限度額決定の件、加入事務手数
料金額の決定報告があった。

　昨年度 末より、世界的に猛 威をふるった新
型コロナウイルス感染症対策として、組合員へ
の処置対応の提案もあった。

Ⅱ【確認事項】
●第 47 期通常総会・運営について
　6 月 11 日に予定していた通常総会、懇親会
は新型コロナウイルス感 染 拡大のため中止と

した報告があり、第 47 期通常総会は中央 会
指導のもと出席者の健康と安全を考慮し、最
低限の出席者で関複事務局にて開催すること
にした。運営 方法は書面議決 書によって開催
する。
　また今年度は役員改選時期となるが、最低
限の出席者にて開催となるため、改 選時期を
延期することにした。

●各部会の活動について
　①事業推進部
◆キヤノンコレモールについて
　次回の理事会で 4 月売上の報告を行う。
　②広報企画部
◆月刊関複について
　7 月、8 月号の巻頭言の担 当者に協力を依
頼する。
　③教育情報部
　新型コロナウイルス感染症のため部会を中止
している。来年 1 月の新春トップセミナーの講
師を人選中。

Ⅲ【ジャグラ活動について】
　ジャグラ文化典 高知大会は新型ウイルス感
染拡大のため中止となり、延期はしないと報告
があった。
　また、ジャグラ定時総会は理事・監事のみ
で開催となる。

Ⅳ【その他】
　組合員のニトー・フレンドが 3 月末付の脱退
で手続きが完了したとの報告があった。

関複

令和２年度 第2回 定例理事会「書面審議方式」で開催
事業報告（案）、事業計画（案）及び通常総会運営方法を審議
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認証取得の強みを生かし
新業務、新規顧客の獲得を

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、北海道帯広市の株式会社ベネフィットを紹介します

【会社名】 株式会社ベネフィット
【代表者】 代表取締役　藤岡 剛
【住　所】 北海道帯広市西 3 条南 32 丁目
 24 番 22 号 

【連絡先】 TEL 0155-49-7188
 FAX 0155-49-7198

【e-mail】 info@benefit-inc.jp

ＰＰの認証取得に至った経緯

　 弊 社のお 客 様は、 様々な個 人情 報 が 含ま
れた図面や文 書を取り扱っており、お客様に
安心して業 務をお任せいただける様に、個人
情 報の取り扱いに関しての新たな方針及び 個
人情 報 管 理 体 制を考え直 す必 要 性を感じて
おりました。
　 また、 官 公 庁 や 自 治 体 の入 札 案 件 で も、
プライバシーマークや ISMS、プライバシー・
ポジション 等 の 認 定 資 格 を有 する 事が、 入
札 参 加 の 資 格とするところが 増 えてきてお
り、 これらに 対 応 する為、 個 人 情 報 管 理に
関 する認 定 資 格 の 取 得 を模 索しておりまし
た。
　 そのような折、 プライバシー・ポジション
を有する同業 者より当認定資格の事をお聞き
し、 各 企 業 の実情に合わせた個 人情 報 管 理
体 制を構 築 で きる制 度 であること、 且つ 実
効 性を持った 制 度 であり、 お 客 様 からも 信
頼をいただける制 度 だと確 信し、2019 年 9

月の認定 取得に至りました。

認証取得後の取り組みについて

　今回の認定 取得に気を抜くことなく、 個人
情 報 管 理を徹 底し、 確 実 な 運 用を行い、 認
定 取 得 の 強 みを 生 かすことで、 新 たな 業 務
や 新 規 顧 客 の 獲 得 につながるよう努 めて参
ります。
　 今 後も、 お 客 様 に一 層の 安 心と信 頼をい
ただける企 業を目指します。

株式会社ベネフィット
課長　大友 篤
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新型コロナ感染症拡大対応 政府・金融機関 支援策

管轄

経済産業省

経済産業省

経済産業省

経済産業省

持続化給付金

IT 導入補助金  
特別枠（C 類型）

ものづくり補助金

民間金融機関で
の実質無利子・
無担保融資支援

給付額  ①法人 200 万円
②個人事業者 100 万円
ただし昨年 1 年間の売上
からの減少分が上限

ソフトウエア費、導入関
連費等の補助上限額 450
万円（補助率が最大 3/4
に拡充、サプライチェー
ンの毀損対応は 2/3）

補 助 上 限 額 1000 万 円  
※新たに「事業再開枠」
を創設。ガイドラインに
沿った感染防止対策費用
に対し、定額補助・補助
上限 50 万円を上乗せす
る。（補助率が最大 3/4
に拡充、サプライチェー
ンの毀損対応は 2/3）

売 上高 5％減＝保証料
1/2、  15％減＝保証料・
金利０

給付額の算定 方 法＝前
年の総売上（事業収入）
－（前年同月比マイナス
50％月の売上×12 か月）

補助 対 象 経 費の 1/6 以
上が、 テレワーク環境の
整備、非対面型ビジネス
モデルなどへの転換の要
件に合致で補助率 3/4

同上

据置期間 　最大 5 年・無
担保　融資上限額 3000
万円、補助期間　保証料
は全融資期間、利子補給
は当初 3 年間

①新型コロナウイルス感
染 症 の 影 響で、 １か月
の売 上が 前年同月比で
50％以上減少  ② 2019
年以前から売上があり、
今後も事業を継続する意
思がある  ③中小企業、
個人事業者を対象

中小企業・小規模事業者
など

中小企業・小規模事業者
など

セーフティネット保証 4
号・5 号、危機関連保証
いずれかの認定を受けて
いる小・中規模事業者

持 続 化 給 付金事
業コールセンター
0120-115-570
IP 電話からは
03-6831-0613

サービスデザイン
推進協議会
0570-666-424

ものづくり補助金
事務局
050-8880-4053

取引のある最寄り
の金融機関など

名称 給付額 計算方法 支給対象 問い合わせ先
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管轄
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※窓口 混 雑 のた
め、郵送もしくは
Web からの申し
込みを推奨
ht tps : //www.
jfc.go.jp/

最 寄りの 労 働 局
or ハローワーク

名称

名称

支給要件

支給要件

支給対象

融資限度額・貸付期間

受給手続き

金利・利下げ限度額

問い合わせ

問い合わせ
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富士ゼロックスの提案

富士ゼロックスの経営支援ソリューションのご紹介②
～経営力向上計画・先端設備等導入計画や事業計画書の策定ご支援について～

弊社では、税制優遇やものづくり補助金などの申請に必要な経営計画書や事業計画書の策定に関す

るご支援をしております。

税制優遇制度：いつでも申請可能ですが、納期内に経営計画書の認定 を得る必要があります。

① 中小企業経営強化税制：取得設備の即時償却や税額控除などの法人税減免。経産省から 経営力向

上計画 の認定取得が必要。設備取得後60日以内の受理、および事業年度内の認定が必要。

② 固定資産税の特例措置：取得設備の固定資産税が3年間最大ゼロに。所在地の自治体から 先端設

備等導入計画 の認定が必要。設備取得前の認定が必須。

補助金制度：公募期間中の申請が必要。書類審査 があり採択率は35%～55%の見込み。

令和元年度補正予算では、ものづくり補助金、IT補助金、持続化補助金 (小規模事業者向け)が3年間

で3600億円を予算化。さらに新型コロナ感染症対策として、令和2年度補正予算で700億円を別途予

算化しており設備投資のチャンスです。

① ものづくり補助金：3次公募は8月締切予定。その後令和5年2月まで3か月毎に公募を実施予定。

一般枠は最大1000万円 (補助率1/2)。下記コロナ特別枠は優先採択されます。(補助率2/3)
A: サプライチェーンの毀損への対応：顧客へ製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行う

(例：部品の内製化、出荷先の営業停止に伴う新規顧客開拓等)
B: 非対面型ビジネスモデルへの転換：非対面・遠隔でサービス提供するビジネスモデルへ転換する投資

(例：店舗販売からEC販売へのシフト、VR・オンラインによるサービス提供等)
C: テレワーク環境の整備

② 東京都補助金『革新的事業展開設備投資支援事業』、『明日にチャレンジ中小企業基盤強化事

業』：最大1億円補助。9月頃に公募開始予定。

公募資格は本社が東京の事業所に加えて、近隣県に工場などの事業所が所在しそちらに設備投資

する場合。他道府県が本社でも登記上の支店が東京にありそちらに設備投資する場合。

両補助金ともこれまで弊社デジタル印刷機の採択実績が多数ございます。お気軽にご相談ください。

申請に必要な 5つの経営計画書や事業計画書の策定をご支援します

税制優遇

補助金

ものづくり
補助金

事業継続
(初級BCP)

中小企業
経営強化税制

固定資産税の
特例措置 ② 先端設備等導入計画(市区町村) 

① 経営力向上計画(国) 

経営支援
ソリュー
ション

自治体補助金/
IT補助金 ⑤ 事業継続力強化計画 (国) 審査時加点

災害への備え
・税制優遇

財務

• 実践的防災計画の
策定支援

④ 経営革新計画(都道府県) 審査時加点

③ 事業計画書(国) **

経営支援ソリューション ＜設備投資関連＞

事業計画書の策定にあたっては、有償のコンサルティングサービスを利用されることをお勧めします。
富士ゼロックスでは事業モデルの考案をご支援しています。

設備投資

富士ゼロックスの提案
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算化しており設備投資のチャンスです。
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業』：最大1億円補助。9月頃に公募開始予定。

公募資格は本社が東京の事業所に加えて、近隣県に工場などの事業所が所在しそちらに設備投資

する場合。他道府県が本社でも登記上の支店が東京にありそちらに設備投資する場合。
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A: サプライチェーンの毀損への対応：顧客へ製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行う

(例：部品の内製化、出荷先の営業停止に伴う新規顧客開拓等)
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富士ゼロックスの提案
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自治体補助金/
IT補助金 ⑤ 事業継続力強化計画 (国) 審査時加点

災害への備え
・税制優遇

財務

• 実践的防災計画の
策定支援

④ 経営革新計画(都道府県) 審査時加点

③ 事業計画書(国) **

経営支援ソリューション ＜設備投資関連＞

事業計画書の策定にあたっては、有償のコンサルティングサービスを利用されることをお勧めします。
富士ゼロックスでは事業モデルの考案をご支援しています。

設備投資

富士ゼロックスの提案

富士ゼロックスの経営支援ソリューションのご紹介②
～経営力向上計画・先端設備等導入計画や事業計画書の策定ご支援について～

弊社では、税制優遇やものづくり補助金などの申請に必要な経営計画書や事業計画書の策定に関す

るご支援をしております。

税制優遇制度：いつでも申請可能ですが、納期内に経営計画書の認定 を得る必要があります。

① 中小企業経営強化税制：取得設備の即時償却や税額控除などの法人税減免。経産省から 経営力向

上計画 の認定取得が必要。設備取得後60日以内の受理、および事業年度内の認定が必要。

② 固定資産税の特例措置：取得設備の固定資産税が3年間最大ゼロに。所在地の自治体から 先端設

備等導入計画 の認定が必要。設備取得前の認定が必須。

補助金制度：公募期間中の申請が必要。書類審査 があり採択率は35%～55%の見込み。

令和元年度補正予算では、ものづくり補助金、IT補助金、持続化補助金 (小規模事業者向け)が3年間

で3600億円を予算化。さらに新型コロナ感染症対策として、令和2年度補正予算で700億円を別途予

算化しており設備投資のチャンスです。

① ものづくり補助金：3次公募は8月締切予定。その後令和5年2月まで3か月毎に公募を実施予定。

一般枠は最大1000万円 (補助率1/2)。下記コロナ特別枠は優先採択されます。(補助率2/3)
A: サプライチェーンの毀損への対応：顧客へ製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行う

(例：部品の内製化、出荷先の営業停止に伴う新規顧客開拓等)
B: 非対面型ビジネスモデルへの転換：非対面・遠隔でサービス提供するビジネスモデルへ転換する投資

(例：店舗販売からEC販売へのシフト、VR・オンラインによるサービス提供等)
C: テレワーク環境の整備

② 東京都補助金『革新的事業展開設備投資支援事業』、『明日にチャレンジ中小企業基盤強化事

業』：最大1億円補助。9月頃に公募開始予定。

公募資格は本社が東京の事業所に加えて、近隣県に工場などの事業所が所在しそちらに設備投資

する場合。他道府県が本社でも登記上の支店が東京にありそちらに設備投資する場合。

両補助金ともこれまで弊社デジタル印刷機の採択実績が多数ございます。お気軽にご相談ください。

申請に必要な 5つの経営計画書や事業計画書の策定をご支援します
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リコージャパンの提案 ㊻

RICOH Pro C5310S/C5300S 発売
プロの技術をスマートに。

RICOH Pro C5310S/C5300Sが目指すのは、プロフェッショナルな要求に応える高品質。

連続出力時も高画質を保つ色再現性と安定性、厚紙や封筒から凹凸紙、ノーカーボン紙の印刷まで叶える用紙対応力。

生産性を向上させながら、プリント表現をよりいっそう豊かにします。

さらに、用途に合わせてフレキシブルに選択できる多彩なオプションで大量出力や後処理をサポートし、業務の効率化に貢献。

最前線の現場で培った性能と優れた操作性を、コンパクトボディに凝縮し、商業印刷の多様化するニーズに応える。

この一台が、お客様のビジネスチャンスをさらに広げます。

出力スピード*1

最大

80枚/分

対応用紙紙厚

52.3g/㎡
～

360g/㎡

通紙可能サイズ

90×148mm
～

330.2×1,260mm*3

スキャンスピード*2

最大

240ページ/分

書き込み解像度

2,400dpi
×

4,800dpi

厚紙生産性の向上

厚紙＊出力時の生産性向上を実現しました。
短納期への対応が求められるプロフェッショナルな現場で、
お客様の市場競争力を大きく高めます。
＊ RICOH Pro C5310Sのみ。

全紙厚の自動両面印刷が可能

新たに52.3g/㎡から最大
360g/㎡までの全紙厚の
自動両面印刷に対応しました。

表裏見当精度をさらに向上

グロスコントロール機能

用紙の質感に合わせて、印刷画像の光沢度を調整します。
グロスコート紙やマットコート紙に適した光沢を、お客様自身で
調整、再現することができ、用紙の質感を活かした出力が可能
です。

●メカニカルレジストレーション（ロータリーゲート方式）
オプションのA3LCT接続ユニットBU5030内にメカニカル
レジストレーション機構を搭載。

● 用紙寄せ機構
本体トレイ＊および手差しトレイに用紙寄せ機構を搭載。
サイドフェンスに沿って給紙させることで高い見当精度を
実現します。

● レジストローラーの逆転制御
搬送されてきた用紙を本体内部のレジストローラーに
突き当て、さらに逆回転させることで用紙のスキューを
補正します。

カラープロダクションプリンター 新製品
６月１日 発売
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●メカニカルレジストレーション（ロータリーゲート方式）
オプションのA3LCT接続ユニットBU5030内にメカニカル
レジストレーション機構を搭載。
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本体トレイ＊および手差しトレイに用紙寄せ機構を搭載。
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突き当て、さらに逆回転させることで用紙のスキューを
補正します。

カラープロダクションプリンター 新製品
６月１日 発売

リコージャパンの提案 ㊻

RICOH Pro C5310S/C5300S 発売
プロの技術をスマートに。

RICOH Pro C5310S/C5300Sが目指すのは、プロフェッショナルな要求に応える高品質。

連続出力時も高画質を保つ色再現性と安定性、厚紙や封筒から凹凸紙、ノーカーボン紙の印刷まで叶える用紙対応力。

生産性を向上させながら、プリント表現をよりいっそう豊かにします。

さらに、用途に合わせてフレキシブルに選択できる多彩なオプションで大量出力や後処理をサポートし、業務の効率化に貢献。

最前線の現場で培った性能と優れた操作性を、コンパクトボディに凝縮し、商業印刷の多様化するニーズに応える。

この一台が、お客様のビジネスチャンスをさらに広げます。

出力スピード*1

最大

80枚/分

対応用紙紙厚

52.3g/㎡
～

360g/㎡

通紙可能サイズ

90×148mm
～

330.2×1,260mm*3

スキャンスピード*2

最大

240ページ/分

書き込み解像度

2,400dpi
×

4,800dpi

厚紙生産性の向上

厚紙＊出力時の生産性向上を実現しました。
短納期への対応が求められるプロフェッショナルな現場で、
お客様の市場競争力を大きく高めます。
＊ RICOH Pro C5310Sのみ。

全紙厚の自動両面印刷が可能

新たに52.3g/㎡から最大
360g/㎡までの全紙厚の
自動両面印刷に対応しました。

表裏見当精度をさらに向上

グロスコントロール機能

用紙の質感に合わせて、印刷画像の光沢度を調整します。
グロスコート紙やマットコート紙に適した光沢を、お客様自身で
調整、再現することができ、用紙の質感を活かした出力が可能
です。

●メカニカルレジストレーション（ロータリーゲート方式）
オプションのA3LCT接続ユニットBU5030内にメカニカル
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業界最高クラスのスキャナーと新操作パネルで業務を効率化 

“imageRUNNER ADVANCE DX” 8シリーズ22モデルを発売 

 
キヤノンは複合機の新製品として、“ imageRUNNER ADVANCE DX（イメージランナー・アドバンス・

ディーエックス）” 22モデルを2020年6⽉上旬より発売します。 
ICT技術の進化やクラウドサービスの普及で、業務の⾃動化／省⼒化によるオフィスの働き⽅改⾰の動き

が加速する⼀⽅、⽂書の共有や管理のための電⼦化は、依然⼿作業を多く残し、効率化の妨げとなっていま
す。オフィス向け複合機の新シリーズ“ imageRUNNER ADVANCE DX ”では、業界最⾼クラスの⾼速・⾼
品質スキャナーにより、ファイルのメール添付送信や共有フォルダ―への格納などの紙⽂書の電⼦化を促進
し、さらにユーザビリティーを追求したシンプルな操作パネルにより、業務の効率化に貢献します。 

 

■ 重要な資料を確実に電子情報化する新スキャナー 

新シリーズは、対応原稿サイズの拡張、読み取り品質と読み取り速度を向上させた新ADFを全シリーズ共
通で搭載しています。読み取った画像の傾きを⾃動補正するデジタル斜⾏補正機能を搭載することにより、
原稿の傾きの機械的補正を排除し、両⾯読み取りスピード最⼤270ページ/分※1を実現しました。また、この
技術により機械的に斜⾏を補正する際の紙の衝突⾳を軽減し、⾼速性と静⾳性を両⽴しています。重送検知
機能や汚れ防⽌を搭載し、原稿から情報の⽋落、劣化を防ぎ、読み取りの正確性向上に貢献しています。こ
れらの機能により、⽂書をストレスなく、確実に電⼦化することで業務を効率化します。 

 

■ MFP機能拡張プラットフォームの進化に対応可能な新シリーズ複合機 

新スキャナーと新ADFによる⾼速、⾼品質の新シリーズは、キヤノンのクラウド型MFP機能拡張プラット
フォーム「uniFLOW Online」の進化に対応可能な複合機です。機能拡張との組み合わせで、さらなる業務
の効率化、⽣産性の向上をサポートし、デジタルトランスフォーメーションの加速を促進します。 
 

＜主な特長＞ 

新シリーズでは、⼩切⼿や領収書といった不定形な⼩サイズ原稿※1の連続読み取りに対応し、原稿の外形
から原稿の傾きを検知して補正するデジタル斜⾏補正機能の搭載や、原稿の複数枚同時搬送を超⾳波で認識
する重送検知機能などにより、原稿からの情報の⽋落を防ぎ、読み取りの正確性向上に貢献することで紙⽂
書をストレスなく、効率的にデータ化していくことが可能です。また、コーナーステイプルされた原稿を誤
ってADF読み取りした時に、原稿の傾き発⽣をセンサーが検知し搬送を停⽌する異常搬送検知機能を搭載。
データ化の信頼性に加え、誤ってセットしてしまった原稿の破損も軽減し、素早くリカバリーすることでミ
スコピー／ミススキャンと無駄な時間を削減します。 

※1 iR-ADV C3700シリーズ、4725F は非対応。 
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業界最高クラスのスキャナーと新操作パネルで業務を効率化 

“imageRUNNER ADVANCE DX” 8シリーズ22モデルを発売 
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ディーエックス）” 22モデルを2020年6⽉上旬より発売します。 
ICT技術の進化やクラウドサービスの普及で、業務の⾃動化／省⼒化によるオフィスの働き⽅改⾰の動き

が加速する⼀⽅、⽂書の共有や管理のための電⼦化は、依然⼿作業を多く残し、効率化の妨げとなっていま
す。オフィス向け複合機の新シリーズ“ imageRUNNER ADVANCE DX ”では、業界最⾼クラスの⾼速・⾼
品質スキャナーにより、ファイルのメール添付送信や共有フォルダ―への格納などの紙⽂書の電⼦化を促進
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新シリーズは、対応原稿サイズの拡張、読み取り品質と読み取り速度を向上させた新ADFを全シリーズ共
通で搭載しています。読み取った画像の傾きを⾃動補正するデジタル斜⾏補正機能を搭載することにより、
原稿の傾きの機械的補正を排除し、両⾯読み取りスピード最⼤270ページ/分※1を実現しました。また、この
技術により機械的に斜⾏を補正する際の紙の衝突⾳を軽減し、⾼速性と静⾳性を両⽴しています。重送検知
機能や汚れ防⽌を搭載し、原稿から情報の⽋落、劣化を防ぎ、読み取りの正確性向上に貢献しています。こ
れらの機能により、⽂書をストレスなく、確実に電⼦化することで業務を効率化します。 

 

■ MFP機能拡張プラットフォームの進化に対応可能な新シリーズ複合機 

新スキャナーと新ADFによる⾼速、⾼品質の新シリーズは、キヤノンのクラウド型MFP機能拡張プラット
フォーム「uniFLOW Online」の進化に対応可能な複合機です。機能拡張との組み合わせで、さらなる業務
の効率化、⽣産性の向上をサポートし、デジタルトランスフォーメーションの加速を促進します。 
 

＜主な特長＞ 
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する重送検知機能などにより、原稿からの情報の⽋落を防ぎ、読み取りの正確性向上に貢献することで紙⽂
書をストレスなく、効率的にデータ化していくことが可能です。また、コーナーステイプルされた原稿を誤
ってADF読み取りした時に、原稿の傾き発⽣をセンサーが検知し搬送を停⽌する異常搬送検知機能を搭載。
データ化の信頼性に加え、誤ってセットしてしまった原稿の破損も軽減し、素早くリカバリーすることでミ
スコピー／ミススキャンと無駄な時間を削減します。 

※1 iR-ADV C3700シリーズ、4725F は非対応。 
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※1 iR-ADV C3700シリーズ、4725F は非対応。 

 

         

iR-ADV DX8705 ＊オプション装着時             原稿の異常搬送を複数のセンサーで検知                 新ADF 

コピー・プリントスピード毎 分 105枚  
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「RICOH Cloud OCR for 納品書」を提供開始

　リコーは３月９日から、 納品 書 の業 務プロ
セスをデジタル化し、中小企 業の生 産性を革
新するクラウドソリューションとして「RICOH 
Cloud OCR for 納品書」を発売した。リコー
は、OCR 結果の確認・修正を BPO（アウトソー
シング）で行う「RICOH Cloud OCR for 納
品書＋ BPO サービス」を 2019 年 12 月から提
供して来たが、より手軽に導入したいユーザー
向けに修正を学 習する新たな AI を搭 載した

「RICOH Cloud OCR for 納品書」を追加した。
　長時間労働の是正や、多様で柔軟な働き方
を目指す「働き方改革関連法」が 2019 年４月
に施行され、今年４月からは国内法人の７割を
占める中小企業へも順次適用の範囲が拡大さ
れる。しかし、企業間の納品書の受取業務で
は、中小企業を中心にいまだに紙ドキュメント
でのやりとりが多く発生しており、業務プロセ
ス効率化の障壁となっている。新製品は、複
合機や電子黒板、カメラなどのエッジデバイス
と、さまざまなサービスをクラウド上で連携さ
せ、ユーザーの生産性革新を実現するリコーの

「EMPOWERING DIGITAL WORKPLACES 
プラットフォーム」に対応したアプリケーション

として提供する。
　「RICOH Cloud OCR for 納品書」は、紙
の納品書を文字データ化するクラウド型 AI 帳
票認識 OCR ソリューション。紙の納品書をリ
コーの複合機あるいは他社製のデバイスでス
キャンする、もしくは納品書の PDF データをク
ラウドにアップロードするだけで、リコー独自の
帳票解析技術と画像処理技術を搭載した AI（人
工知能）が、事前の帳票を定義せず納品書に
記載された納品日、仕入元企業名、商品コード、
商品名、数量、金額などの情報を自動認識し一
括データ化。データ化した情報は CSV ファイル
に出力することで仕入管理システムや販売管理
システムと連携できる。
　AI を活用することで、納品書情報をデジタル
データ化するだけでなく、修正データを学習して
進化することが特徴。それにより、人の目によ
る確認・修正を行う、先行の BPO サービスと
比べてリーズナブルな料金体系を実現し、在庫
管理等のよりリアルタイム性が求められる業務
に適している。こうした特徴により、中小企業
における納品書の処理業務を大きく改善し、人
手不足の解消やコストの削減に貢献する。 

リコー

～AIで帳票処理プロセスを自動化し、中小企業の業務プロセスを革新～

「RICOH Cloud OCR for 納品書」のシステム概念図
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キヤノンS&Sがオンラインセミナー

　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 5 月 14 日午後 3 時から、「社員がいききと働
けると会社は変わる！」を開催した。講師はキヤ
ノン MJ AED 企画課主席の平野清氏。
　はじめに、平野氏は働き方改革関連法が目指
すところと健康経営が目指すところは一緒で、労
働者が心身ともに健康で意欲を持って働くことに
より労働生産性の向上につなげることだ、と指摘
し「健康経営の推進で、働き方改革関連法の実
践と展開がはかられる」と述べた。
　また、平野氏は「最近注目されはじめているが、
出勤しているにも関わらず十分なパフォーマンス
を出せていない状態を『プレゼンティーイズム』
といい、健康関連総コストの約 8 割を占めるとい
う重大な問題だ」と述べ、「社員がいきいきと働
けない職場環境は組織に様々な問題を発生させ
る」と語り、従業員の心身の病の発症で作業効
率の低下、長期休業、さらには離職など様々な
問題が発生し、それが周囲の負担増になり、士
気の低下、生産性の悪化がもたらされ、最悪の
場合は安全配慮義務違反などの民事上の損害賠
償責任が生じ、企業のイメージダウンにつながる
恐れすらあると語った。
　また、健康経営は企業価値向上に本当に寄与
するのかという誰もが思う疑問には、米国のジョ
ンソン＆ジョンソングループの健康教育プログラ
ムの投資リターン試算例をあげ、「保険スタッフな
どの人件費、診療施設の整備費など健康経営へ
の投資額 1ドルに対し、生産性向上、モチベーショ

ン向上、リクルート効果、医療費削減、社のイメー
ジアップで 3ドルもの投資リターンがあった」と
実例をあげ説明した。
　また、平野氏は「生産年齢人口の減少と従業員
の高齢化、人手不足、国民医療費の増大や学生の
大企業志向による採用難などを解決するカギとし
て、健康経営への関心が高まっている」と語り、特
に経産省の実施したアンケート調査でも、就活生、
親とも企業選択の基準として「従業員の健康や
働き方への配慮」への関心が高いと述べた。
　また、平野氏は「このような背景がある中、国
や自治体では健康増進に積極的に取組む企業を
社会的に評価する環境が整ってきている。経済
産業省と東京証券取引所が共同で実施している
認定制度である『健康経営銘柄』、日本健康会議
が認定する『健康経営優良法人』制度や、日本
政策投資銀行の『DBJ 健康経営格付融資』など
の金融機関や民間保険会社が様々な優遇商品を
現在 60 ほどつくっている」と述べた。
　続いて平野氏は健康経営の具体例として、健康
経営優良法人ホワイト500 に認定されているキヤ
ノン MJ の法定検診、がん検診の受診徹底をも
とにした取り組みを詳しく紹介した。
　最後に平野氏は「健康経営を進めていく上で一
番大事なことは、企業のため以上に従業員本人、
家族のためを思い、是非従業員に寄り添う気持
ちを持って、それを大切にして進めていただけれ
ば幸いです」と結んだ。

キヤノンMJグループ
「社員がいきいきと働けると会社は変わる！」

～健康経営が企業にもたらす効果とメリットとは～ を開催

講師の平野氏

セミナーのトップ画面
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医薬品と副作用の関係性判定で正解率90%を達成した
副作用文書分類支援システムを構築

テレワーク支援対策として、業務を社外に持ち出せる複合機と
クラウドの連携サービス 「bizhub essentials」を無償提供 

　富士ゼロックスと、奈良先端科学技術大学院大
学は、自然言語処理技術で、医薬品と副作用との
関係判定のために文書を分類する精度を高め、安
全性管理業務の作業効率を向上した医薬品の副作
用文書分類支援システムを構築した。
　製薬会社の副作用報告の対象となる日本語の医
学論文に対して、このシステムを用いて行った実証
実験では、文書分類精度において適合率（正解率）
90%、再現率（カバー率）95%であることを実証した。
　3/16 －3/19 にオンライン開催された「言語処理
学会第 26 回年次大会」で、同大研究推進機構荒
牧英治特任准教授、若宮翔子特任助教らが副作用
文書分類支援システムを発表した。

　副作用文書分類支援システムは、医療機関から
の報告や医学論文など医薬品の安全性情報に関す
る文書を、自然言語処理技術を用いて解析し、医
薬品の服用と副作用の関係性の有無とその判定根
拠を抽出・可視化。具体的には、病気や症状に関す
る辞書や医薬品辞書を活用し、安全性情報に関す
る文書から、文中の頭痛や腹痛、手足のしびれといっ
た病名と医薬品名とその関係を抽出し、服用に伴う
副作用の有無を判定する。
　そして判定の根拠と考えられる文章を抽出、可視
化し、さらに、過去の副作用判定で明らかになって
いる医薬品と副作用の関係を学習に用いることで、
分類・判定精度を向上していくシステム。

　コニカミノルタジャパン（KMJ）はこのほど、テレ
ワーク環境整備の支援対策として、複合機とクラウ
ドストレージ *1 を連携させ業務を社外に持ち出せる
サービス「bizhub essentials」を 2020 年 6 月 30
日まで無償で提供することを明らかにした。 
　■無償提供を行うサービスの詳細について 
　① 対象サービス ：「bizhub essentials」、「Remote 
Fax」（bizhub essentials のオプションサービス） 
　② 無償提供内容 ：対象サービスの初期設定費
用とユーザーライセンス料（1 企業最大 20 ライセン
ス）が期間中無料で利用可能。 
　③ 通常料金 ：「bizhub essentials」＝ 初期設定費
用 1万 5000 円、月額料金 1000 円（1ライセンス） 、

「Remote Fax」＝ 月額料金 800 円（1ライセンス） 
　④ 対象 ：「bizhub 複合機」を利用中のユーザー 
　⑤ 無償期間 ：2020 年 6 月 30 日まで 

*1：対 象クラウドストレージ「Box / Google Drive / Drop box / One 

Drive」 
　■「bizhub essentials」概要 
　「bizhub essentials」は、コニカミノルタジャパン
が提供するクラウドサービスの1つ。クラウドスト
レージと複合機を連携させ、クラウド上のデータを
効果的に使用できる。利用者は、どこからでもクラ
ウドを介してオフィスの複合機から出力することがで
きる。また、複合機で受信した FAX 文書は自動的
にクラウドストレージにアップロードされるため、外
出先でも FAX 文書を確認することができる。さら
に、オプションの「Remote Fax」の利用により、会
社の複合機を介して FAX 送信が可能となり、外出
先からのタイムリーな情報共有ができる。https://
www.konicaminolta.jp/business/service/
info_palette_cloud/service.html 

富士ゼロックスと奈良先端科学技術大学院大学

コニカミノルタジャパン

～判定根拠の抽出・可視化が容易な自然言語処理システムを開発～
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「2019年デジタル印刷市場調査」報告まとめる

　日本印刷産業連合会（日印産連、金子眞吾会長）
は４月 30 日、「印刷業界におけるデジタル印刷に
関するアンケート調査」(2019 年デジタル印刷市
場の現状）の結果報告をまとめた。
　同報告書の公開にあたって日印産連の小野隆
弘常務理事は、「デジタル印刷機の技術的な進展
はめざましいものがあり、オフセット印刷など有
版印刷の代替に留まらず、デジタル印刷機を前提
とした新しいビジネスモデルの登場などその活用
領域が広がっているが、デジタル印刷機のさらな
る普及とデジタル印刷市場を拡大するためには、
顧客やマーケットの様々なニーズヘの対応が求め
られている」と今後の展望を語った。
　今回のアンケートはデジタルプレス推進協議会

（郡司秀明座長）が内容を検討し、2019 年 12 月
から 2020 年１月にかけて実施した。印刷業界の
10 団体の印刷工業会、全日本印刷工業組合連合
会、日本グラフィックコミュニケーションズ工業組
合連合会、日本グラフィックサービス工業会、日
本印刷技術協会などから抽出した 713 社にアン
ケート用紙を郵送し、213 社から回答を得ること
ができた（回答率 29.9％）。
　デジタル印刷機は全回答企業の 84.0％（176
社）が保有し、保有台数の合計は 655 台だった。
保有企業で台数未回答の企業を除いて計算する
と１社平均 3.88 台だった。前年度の 4.28 台から
0.4 ポイント減少した。大判インクジェット（IJ）の
台数減が影響している。
　オフセットなどの従来印刷を超える時期を尋ね
た設問では、「超えることはない」という回答は 
61.4％だった。昨年の 68.7％からは７ポイント以
上減少している。
　方式別ではトナー（粉体）が 371 台、同（液体）
が 28 台、 大判 IJが186台、高速 IJ（枚葉）が17台、
同（連帳）が 26 台、IJ（オフセット機など搭載）
が３台、シール・ラベルが 24 台だった。大判 IJ

は前年度の 246 台から大幅減、シール・ラベルは
前年度の８台から大幅増となっている。
　デジタル印刷の受注品目の順位は１位が事務用
印刷、２位がＤＭ、３位が報告書、論文、議事
録などとなっている。成長率、将来性については
ＤＭに期待が集まっている。
　受注１件あたりの平均ロットは 500枚以下の小
ロット中心という傾向に変わりはない。一方で、
平均ロットが１万枚超という回答も12.0％あり、 
データプリントやＤＭを中心とした大ロットデジタ
ルという市場も存在しているとしている。
　デジタル印刷の顧客への訴求ポイントは 「極小
ロット対応」（72.0％）、「短納期」（69.0％）の二つが
突出している。「１枚１枚内容を変えた印刷ができ
る」は 54.8％であり、前年度から7.5 ポイント増え
ている。
　デジタル印刷がオフセット印刷など従来方式よ
りも有利な点として、オペレーターが確保しやす
いを上げる企業が多くみられた。また「収益性が
高い」という回答も前年から大幅に増加している。
　デジタル印刷関連の売上構成比が全体の 30％
以上を占める企業は、従業員 50 人未満が 75％を
占めている。デジタル印刷への移行は小規模企業
の方が容易という傾向が続いている。一方デジタ
ル印刷機による印刷枚数が多い企業は従業員 100
人以上が 45.5％を占めている。顧客への訴求ポイ
ントで、印刷枚数が多いグループは、「豊富なバリ
エーション」、「一部単価の安さ」、「在庫レス」の点
でそれ以外のグループを上回っている。
　社内の実施策でも、印刷枚数の多いグループ
は IT力の強化が進んでいる。今後は印刷方式の
デジタル化だけでなく、受注窓口としての Web to 
Print の対応、小ロット短納期の大量の案件をス
ムーズに捌くためのワークフローの構築、そしてＤ
Ｍなど個人情報を扱う場合のセキュリティ体制の
構築など、総合的なIT力が問われている。

デジタル印刷の売上占有率が着実に増加
日印産連
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の方が容易という傾向が続いている。一方デジタ
ル印刷機による印刷枚数が多い企業は従業員 100
人以上が 45.5％を占めている。顧客への訴求ポイ
ントで、印刷枚数が多いグループは、「豊富なバリ
エーション」、「一部単価の安さ」、「在庫レス」の点
でそれ以外のグループを上回っている。
　社内の実施策でも、印刷枚数の多いグループ
は IT力の強化が進んでいる。今後は印刷方式の
デジタル化だけでなく、受注窓口としての Web to 
Print の対応、小ロット短納期の大量の案件をス
ムーズに捌くためのワークフローの構築、そしてＤ
Ｍなど個人情報を扱う場合のセキュリティ体制の
構築など、総合的なIT力が問われている。

デジタル印刷の売上占有率が着実に増加
日印産連
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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　

Ⅰ．パワハラ防止措置義務と実務への影響

２．労働施策総合推進法

（2）企業が採るべき措置の規定

　そして、「第 8 章　職場における優越的な関係を背景
とした言動に起因する問題に関して事業主の講ずべき措
置等」という新たな章を設け、第 1 項で次のように定め
ました。

事業主は、職場において行われる優越的な関係を背
景とした言動であって、業務上必要な範囲を超えたも
のによりその雇用する労働者の就業環境が害される
ことのないように、当該労働者からの相談に応じ、適
切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用
管理上必要な措置を講じなければならない。

　この条文は、重要で、まず、法律で初めてパワハラを
定義しています。
キーワードとしては、
　・ 「職場において行われる」
　・ 「優越的な関係を背景とした言動」
　・ 「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」

　この条文の構造ですが、ここでは事業主の主語として、
パワハラに対して、

① 当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するた
めに必要な体制の整備
② その他の雇用管理上必要な措置

をとることを義務付けています。
　法律上、企業は、①の相談に応じられる体制を構築す
ることは必須になりました。②については、これから規
則などが整備されて内容が明らかになると思われます。

（3）相談等をした労働者に対する不利益取り扱いの禁止
　この条文の第 2 項は、次の定めが置かれています。

事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと⼜は事
業主による当該相談への対応に協力した際に事実を
述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇そ
の他不利益な取り扱いをしてはならない。

（4）事業主の責務

事業主は、優越的に言動問題に対するその雇用する労
働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他
の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修
の実施その他の必要な配慮をするほか、国に講ずる前
項の措置に協力するように努めなければならない。

　これは働く現場にも影響がある条件です。
企業に対して、パワハラに関する研修の実施やその他必
要な配慮をすることの努力義務が定められています。
　少なくとも研修の実施はしないといけないことになり
そうです。
　その他の配慮については、今後、規制の制定で明らか
になっていきます。また、企業には国に講ずる措置にも
協力するように求められています。

事業主（その者が法人である場合にあっては、その役
員）は、自らも、優越的言動問題に対する関心と理
解を深め、労働者に対する言動に注意を払うように努
めなければならない。

　これは企業の社長も役員も、パワハラ問題に関心と理
解を深めて、労働者に対する言動に注意をしなければな
らないということです。

（5）労働者の責務

労働者は、優越的言動問題に対する関心と理解を深
め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うと
ともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力す
るように努めなければならない。
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羊皮紙（パーチメント (parchment)）ないし（べラム（Vellum））について

　これも紙といっているが紙ではなく、動物の皮を加工して筆写の材料としたもので記録媒体としての役目

は現在でも値は高いが十分通用する。

　また日本語の羊皮紙という名前も羊のほかに･ 牛 ･ 豚 ･ ヤギなども使われており、羊皮紙というと羊と限

定されている印象を与えるので正確とは言えませんが、習慣的に使っているのでそれに従うことにしましょう。

図書館とパピルスとパーチメントの関係

　図書館に馴染みがある人も多いと思いますが、パーチメントの普及には図書館戦争が大きく関係していま

す。図書館戦争？ ところで図書館戦争とは何よ？ 漫画？

　図書館の歴史を紐解いてみると、ギリシア語でメソポ

タミアといわれる平野。チグリスとユーフラテスの大河

に挟まれた沖積平野。そこで最初の都市文明を築いた

シュメールのウルクにそれらしき記録が残されていると

いう話はあるのだが詳細は不明。（左図ではウルクはバ

ビロンのすぐ右下 印あたり）
　紀元前 3400 年頃の話というから（日本は三内丸

山の時代位にあたるかな～）ウルク古拙文字について

は Fig33、楔型文字については Fig32 を参照ください。

　さて時代は下がって、世界最初の図書館は紀元前 650 年ごろ、新アッシリア（現在のイラク北部）の王アッ

シュールバニパル（在位：紀元前668 年～紀元前627年頃）が図書館を建設。これが宮廷図書館（アッシュー

ルバニパルの図書館＝ニネヴェ図書館）（左上図 Fig128 の指先付近）。

　この図書館は、前 612 年ごろアッシリア帝国滅亡時の戦乱により破

壊され瓦礫の下に埋まり忘れ去られてしまうのですが、1850 年代に古

代ニネヴェを発掘中の考古学者たちがこの世界最古の図書館遺跡を発

見した。

　この図書館遺跡からは楔形文字が書かれた 30,000 点にも上る粘

土板文書群が出土され、古代メソポタミア文明の理解が深まることに

なります。現在、粘土板文書の多くは大英博物館に収められています。

有名なものにはギルガメッシュ叙事詩などがある。

複写を考える○65　（複写業を中心とする　複写の歴史）

細井　大建

上　Fig 129　ギルガメッシュ叙事詩　（古代オリエント最大の文学作品）　
旧約聖書の洪水伝説　ノアの箱舟の元となるような記述のある粘土板

前７世紀ごろアッシリア　Fig  128
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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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印　刷　所：株式会社ケーヨー

3月号：米田和秀氏
春の沖縄

5月号：早坂 淳氏
五月人形

4月号：
イラスト：ナカガワ暢

稲村ヶ崎海岸から富士山が抱える江ノ島を望む
早坂 淳氏（株式会社ケーヨー）

■今月号の掲載写真

【協賛会員】
《担当者の交代》
　（R2.5.22より）
　㈱日本ＨＰ
　　野口 伸 ⇒ 柳田 佳美
　　　　　　　　　　（敬称略）

関複会員情報
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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
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