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◆巻頭言60

　 「カレイですね」・・と言われた。 直ぐには、
意味がわからずキョトンとした覚えがある。「華
麗なる賭け」の華麗？・・確か S.マックイーン
だっけ。それとも、家令さん ( 知人 ) のこと？
　還 暦を 2 年すぎた頃だったろうか、 医者と
話している時のことである。
　加齢という言葉の意味を理 解するのにけっ
こうな間があった。60 になったとき、先輩方に

「還暦をすぎると体調が変わるよ」と言われた
こともあったが、当時はその兆しもなく、「そ
ういうものか」くらいの認識であった。
　《老化とは、生物科学的には時間の経 過と
ともに生物の個体に起こる変化。その中でも
生物がその死に至るまでの間に起こるその機
能低下やその過程を指す。老化は、死を想起
させたり、成熟との区別が恣意的であること
から加 齢、 エイジングと言い換えられる場 合
もある。》・・・とウィキペディアにはある。
　機能低下を最近、特に感じるようになった。
物忘れ、記憶違い、膝、歯、眼は特に。
　《人はいずれ逝く》・・とは理解しているが、
逝った人と話したことがないので、 よく解ら
ない。
　《生命保険》・・逝ったほうが得なのか。 人
はいずれ逝くのだから・・・死んで金を残すの
もありか？会社もたてなおせるし、住宅ローン

もチャラになる。人命はなによりも重たいとい
うが、どこかを境に変わるものではないだろう
か ?・・・比較自体おかしいのか ?
　《病気》・・深刻な病になったら、延命のた
めの治療はしないでいい、痛いのはイヤだ・・・
と家族には話してある。諦念なのか ?
　一時期、我が家では、健康のためという理
由で、 ご飯を炊くときに白米に雑 穀 米をブレ
ンドしていたが、 明らかに白米よりは美 味し
くない。 健 康のため？ 60 過ぎまで 普 通のご
飯で 十二分に健 康に過ごしてきたと思うのだ
が・・・。今更、白米を我慢してまでなんて、
はなはだ疑問である。
　数年前から一番軽い高脂血症（コレステロー
ル）の薬を服用し、正常な数値を維 持してい
たが、「少し止めてみましょうか」・・と件の医
者との会話。　
　3 か月間服 用中止。 案の定、 摂 生なんてし
ていないので数値 上昇。まだ、微妙な数値ら
しく、あと 3 か月間頑張って様子をみましょう
とのこと。 摂 生して服 用をやめるか、 好きな
飲み食いをして、薬を続けるかの二択らしい。
この年齢なら当然、後者だと思うのだが・・・
違うのか？
　最 近、 いろんなことを考えすぎる。 加 齢の
せいか。

最近の思考と妄想

関東複写センター協同組合
監事　北島　雄二
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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 7 月 9 日午後 5 時から、初の Web
会議形式となる「令和 2 年度第 4 回定例理事会」
を開いた。　
　新型コロナウイルス禍の中、感染防止の観点
から Zoom を使いオンライン上での開催となっ
た。これには理事、監事、オブザーバーの 12 人
が出席した。
　議案審議に先立ち、斎藤理事長は組合事業の
協力に謝辞を述べた後「本当に面白い時代になっ
た」と Web 会議形式に触れ、「（Zoom の）使
い方は、まだよくわからないが、新しい体験をさ
せてもらっている。本日も議案審議をよろしくお
願いしたい」と挨拶を述べた。
　Ⅰ【審議事項】
 １．東京都中小企業団体中央会（東京都中央
会）表彰について
 ①令和 2 年度「会長表彰」〈組合功労者〉
 ②創立 65 周年記念に伴う「東京都知事感謝
状」交付〈組合功労役員（団体役員）〉
　それぞれの推薦条件に該当する候補者につい
て、事務局が申請作業を行うことになった。

　Ⅱ【確認事項】各部会の活動について
　▽総務部＝亀田真司部長
　・新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け「ゴ
ルフコンペ」「総会懇親会」が中止となり、秋の「慰
安バス旅行」も取りやめせざるを得ないと報告。
　 ・コロナ禍の中、組合員の現況調査のための
アンケートを実施する。

　▽事業推進部＝柴田昌彦部長
　・キヤノンコレモールの 6 月分の売り上げが発
表された。

　▽ PP 認定制度＝事務局
　 ・コロナ禍の現状を踏まえ、今年度開催予定
の「PP 維持・更新研修会」について、講師の神
田幸男氏と打合せを行い、安全を考慮した開催
方法を考える。
　▽広報企画部＝米田和秀部長
　 ・コロナ禍の影響で月刊関複の掲載記事の入
手が少ないため出席者に協力要請を行った。
　・9 月号の巻頭言担当者の確認を行う。
　▽教育情報部＝松岡豊部長
　・新春トップセミナー講師の人選と開催につい
て説明があった。
　・協賛会員主催のオンラインセミナー開催情
報を会員向けに、一覧表で配信を開始した。
　・ジャグラは教育・技術委員会を今年度から
廃止した。
　Ⅲ【ジャグラ活動について】
　・ジャグラからの委員会メンバー公募要請に、
関複からの候補者について協議がされた。

　Ⅳ【その他】
　・8月の理事会は休会し、9月の理事会はリモー
ト会議形式で開催する。
　・今回オブザーバー参加の朝香貴裕氏は、引
き続き情報提供などで理事会運営に協力するこ
とになった。

関複

令和 2 年度第 4 回定例理事会開く
初のWeb 会議形式に 12 人が参加

Zoom を活用した理事会の様子
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「第35回定時総会」を開催

　 ジャグ ラなど
印 刷 産 業 10 団
体 からなる日 本
印刷産 業 連合 会
は この ほ ど、 ６
月 11 日 に 開 催
を 予 定して いた

「 第 35 回 定 時
総 会 」 と「 第２
回 理 事 会」 を新

型コロナウイルス禍のため書面 決 議に切りか
えて次のとおり役員改 選を行い、それぞれ就
任した。 金 子 眞吾 会 長 の 後 任には藤 森 康 彰
常任理事が昇格した。金子氏は顧問に就任し
た。（敬称略）
　▽会長＝藤森康彰（共同印刷）▽副会長＝
浅野健（金羊社）、滝澤光正（滝澤新聞印刷）、
小 林 友也（小 林クリエイト） ▽専 務 理 事＝小
野 隆 弘（ 日印 産 連） ▽ 常 務 理 事＝小 澤 典 由

（同）、緒方宏俊（同）
　■藤森会長就任あいさつ
　このたび、日本印刷産 業 連合 会の第 11 代
会長に選任いただきました藤森でございます。
本来であれば、 ６月 11 日の 総 会、 理 事 会で
ご承 認いただくところ、 新 型コロナウイルス
感染症拡大防止のため、書面での決議となり
ました。 本 誌面をお借りして、 就任のご 挨 拶
をさせていただきます。
　微力ではございますが、金子前会長の取り
組みを引き継ぎ、本年度の活動方針に基づき
ながら、印刷産 業の発展のために誠 心誠 意、
職務を務めてまいります。
　さて、 金 子前会長は、 平成 30 年より今日
までの２年間に亘り、当連合会の会長を務め
られました。その間、「グランドデザイン」実

践の指 針として、国際社会の共通目標である
SDGs の 採 用など、 広い視 野で「グランドデ
ザイン」の深耕に尽力されました。
　 また、IGAS2018 で の 印 刷 展 開 催 やアジ
ア印 刷 会 議 FAPGA の 誘 致、 ４年 に一 度の

「印刷文化典」などを通じて、 印刷産 業が 社
会の発展に資する存在であることを広く訴え、
そのすばらしさを国内外に発信されました。
　 業 界が 抱 える様々な課 題 解 決にも強 力な
リーダーシップを発揮され、「グリーンプリン
ティング」 においては、 印刷大手での取得 推
進により、一層の拡大を図られました。また、
ネットワーク構築による女性 活躍 支 援、印刷
会 社 主 導 の 地 方 創 生事 業などを推 進、 さら
に業 界の生 産性向上のため、デジタルトラン
スフォーメーション 導入の 提 唱など、 多方 面
で成 果を積み重ねられました。改めて敬 意を
表するとともに、心から感謝申し上げます。
　印刷業界は、デジタル化の進展を受け、需
要が 縮 小しております。 さらに今 年度は、 環
境負荷低減や取引慣行の改善、働き方改革と
いった従 来の課 題に、 新型コロナウイルス感
染 症による経済界 への深 刻な影 響が 加わり、
大変厳しい状況となっています。
　皆さまも大 変 難しい環 境にあることと存じ
ます。しかし、今こそ、 幾多の自然災害や景
気 後 退を乗り越えてきた我々会員 10 団 体と
関連団体が英知を集め、１つになって難局に
立ち向かう時だと考えます。
　皆 様と共に“ウイズコロナ”“アフターコロ
ナ”の 世界 を見 据え、 業 界 の 抱 える課 題 解
決と革新に全力で取り組む所存です。
　 ご 支 援とご 指 導を心よりお願い申し上げ、
簡単ではございますが、就任の挨 拶とさせて
いただきます。

日印産連
新会長に藤森氏（共同印刷）が昇格

藤森会長
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富士ゼロックスの提案

富士ゼロックスの営業力強化教育 事例のご紹介
～全社一丸となって取り組んだ「お客様を知る」活動によりお客様との新しいお付き合いのチャンスを獲得～

ヤマゼンコミュニケイションズ株式会社様概要

コミュニケイションをデザインし人と人、企業と人をつなげる。「クライアントとユーザーの
間に最適なコミュニケイションをデザインし、“つながり”を創出する。」という理念のもと、
栃木県最大級のクチコミタウン情報サイト「栃ナビ」を運営する他、印刷・ ・広告デザイン
イベント企画運営など、枠に捉われない領域で事業を展開をされています。
本社：〒 栃木県宇都宮市インターパーク 丁目
代表者：代表取締役社長 山本堅嗣宣氏

ＣＶＭ顧客価値創造型営業コース概要

お客様との距離感の変化＜山本社長＞ 当社は地元の企業様との直接取引が多く、これまでも長きに渡りお客様
のパートナーとして関係性を築いてきました。しかし近年、社員の若返り化とともに、お客様との距離感が少し
変化してきているように感じていました。もちろん、社員の若返りは良い事なのですが、もう少しお客様との距
離感を縮め、当社の営業がお客様にとって、より身近な存在として情報をお届けできるような関係性を築く必要が
あると感じていました。そんな時に富士ゼロックスさんから のお話を聞き、これはちょうど良いきっかけに
なると感じました。 活動では、以下の つの狙いを掲げてスタートしました。
＜ 活動の狙い＞①お客様の潜在的なニーズや課題の発掘 ②パートナーとして、お客様から認められる

経営課題

実施効果

「 ＝お客様を知る」という共通言語の醸成
＜山本社長＞ 年の 月から 年の 月までの間、 研修を第一陣・第二陣・第三陣と継続して実
施（受講者数合計 名強）してきたことで、ようやく社内の共通言語として「 」が根付いてきたと感じ
ています。例えば、新規のお客様へのアプローチにおいても「 やってみようよ」という会話が自然に出
てくるようになりましたし、少し見方を変えて「自社の を作成する」という試みも始まっています。

年 月現在、第四陣 名への研修もスタートしています。
経営への効果
＜山本社長＞ 経営面においても、対前年で比較すると、 活動の効果は十分に出ています。実際に売上
も増えましたし、新規のお客様へのアプローチにおいても、 が活躍しています。

★上記事例のより詳しい内容を知りたい方は、以下 もしくは右記 コードから
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リコージャパンの提案 ㊼

新型コロナウィルスの感染に備え、自宅でも、仕事ができる環境を整えることが重要となっています。
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リコージャパンの提案　48リコージャパンの提案 ㊽

オンラインで工場見学やオープンキャン
パスなどが安価で実施できます。360°
画像撮影からアップロードまで代行する
ので手間不要でご導入いただけます。

足もとや壁面への投影でお客様や社内
への一言メッセージが可能に。設置工事
不要の簡単設置で移動可能。
必要な時に必要な場所で告知できます。

就活生向け動画やインターン向け
コンテンツ用動画、企業紹介動画など、
ハイクオリティな動画でプロモーション活
動をサポートします。

（RICOH 360°画像撮影サービス） （RICOH 動画制作サービス） （RICOH Welcomeパック）

アフターコロナのニューノーマル 生き抜く準備は万全ですか？

これからの企業に必要となるのは、ニューノーマルに対応しつつ企業の価値をリアルに伝えるプロモーション！
コロナ禍による変革は、今後起こりうる自然災害などのBCP対策にも有効です。
リコーはコンテンツ分野から、お客様の価値を高めるお手伝いをさせていただきます。
また、会員の皆様と協業という形でクライアント先への提案も可能です。ご検討ください！

VR施設見学 告知啓蒙

＜撮影事例＞ 関東学院大学様

ぜひオンラインでご確認下さい
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RICOH PJ 
WX4152NI

壁8点セット
あしもと8点
セット

通年・四季
コンテンツ

パック内容
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その場に行かなくてもオンラインで強みや魅力を伝えられる！
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移動制限 リモート 3密回避

動画による訴求
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封筒の大量出力を効率的に印刷処理する 

「imagePRESS封筒モデル」 
 
<システムの特長> 

「imagePRESS封筒モデル」は、幅広いアプリケーションに対応するキヤノンカラープロダク
ションプリンター「imagePRESS C910シリーズ」に、光文堂製「封筒フィーダーUF-02」を接
続することで、封筒の自動給紙を行い効率的な封筒の大量出力を実現しました。 
専用の手差しトレイを接続することで、他社製の給紙装置との連携においても高い搬送精度を
実現。オフセットであらかじめ印刷した封筒にプロダクションプリンターで宛名だけを追い刷
りしていた業務も、1パスでスピーディーに印刷が可能です。 
 
■ 最大 300枚まで封筒がセットでき、機械を止めずに用紙補給作業が可能 
 
長形 3号の 2,000 枚の印刷が約 60分で完了し、本体カセット給紙時と比較して、約 25%*の業
務時間短縮が図れます。従来オペレーターがつきっきりになってしまっている状態を解決し、稼
働率の向上に貢献します。 

*設置環境や本体設定により異なります。 
■ 長形 4号～角形 2号までの封筒サイズ※に対応 
 
長形 4号～角形 2号までの幅広い封筒サイズに対応。imagePRESS C910の場合、「角形 2号：
29枚／分」「長形 3号：41枚／分」「洋長形 3号：45枚／分」の生産性*を有しており、1日に
封筒を 2,000 枚以上大量に印刷するような業務においても高生産性で出力。またプレプリント
部分と同時に宛名印刷することで、さらなる効率化が図れます。 

*手差し給紙時の場合 
※長辺が 220㎜以上必要です。 
※封筒の貼り合わせ位置や種類によっては対応できないものもあるため、事前の検証が必要となります。 
 
■ 仕切り紙を自動挿入し、員数作業の効率化を実現 
 
指定部数ごとに仕切り紙の自動挿入が可能。印刷後の仕分け作業にかかっていた時間を短縮し、
印刷～後工程までの全体的な業務効率化を支援します。 
 

 
 
 

imagePRESS封筒モデルのご紹介 

https://youtu.be/JLeGVsw0-iQ 

 
 

＜お問合せ＞ 
キヤノンマーケティングジャパン株式会社 

〒108-0075 東京都港区港南 2-13-29 キヤノン港南ビル 
Tel. 03-6719-9504 

キヤノンMJの提案　48

 

封筒の大量出力を効率的に印刷処理する 
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<システムの特長> 
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■ 仕切り紙を自動挿入し、員数作業の効率化を実現 
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部分と同時に宛名印刷することで、さらなる効率化が図れます。 

*手差し給紙時の場合 
※長辺が 220㎜以上必要です。 
※封筒の貼り合わせ位置や種類によっては対応できないものもあるため、事前の検証が必要となります。 
 
■ 仕切り紙を自動挿入し、員数作業の効率化を実現 
 
指定部数ごとに仕切り紙の自動挿入が可能。印刷後の仕分け作業にかかっていた時間を短縮し、
印刷～後工程までの全体的な業務効率化を支援します。 
 

 
 
 

imagePRESS封筒モデルのご紹介 

https://youtu.be/JLeGVsw0-iQ 

 
 

＜お問合せ＞ 
キヤノンマーケティングジャパン株式会社 

〒108-0075 東京都港区港南 2-13-29 キヤノン港南ビル 
Tel. 03-6719-9504 

 

封筒の大量出力を効率的に印刷処理する 

「imagePRESS封筒モデル」 
 
<システムの特長> 

「imagePRESS封筒モデル」は、幅広いアプリケーションに対応するキヤノンカラープロダク
ションプリンター「imagePRESS C910シリーズ」に、光文堂製「封筒フィーダーUF-02」を接
続することで、封筒の自動給紙を行い効率的な封筒の大量出力を実現しました。 
専用の手差しトレイを接続することで、他社製の給紙装置との連携においても高い搬送精度を
実現。オフセットであらかじめ印刷した封筒にプロダクションプリンターで宛名だけを追い刷
りしていた業務も、1パスでスピーディーに印刷が可能です。 
 
■ 最大 300枚まで封筒がセットでき、機械を止めずに用紙補給作業が可能 
 
長形 3号の 2,000 枚の印刷が約 60分で完了し、本体カセット給紙時と比較して、約 25%*の業
務時間短縮が図れます。従来オペレーターがつきっきりになってしまっている状態を解決し、稼
働率の向上に貢献します。 

*設置環境や本体設定により異なります。 
■ 長形 4号～角形 2号までの封筒サイズ※に対応 
 
長形 4号～角形 2号までの幅広い封筒サイズに対応。imagePRESS C910の場合、「角形 2号：
29枚／分」「長形 3号：41枚／分」「洋長形 3号：45枚／分」の生産性*を有しており、1日に
封筒を 2,000 枚以上大量に印刷するような業務においても高生産性で出力。またプレプリント
部分と同時に宛名印刷することで、さらなる効率化が図れます。 

*手差し給紙時の場合 
※長辺が 220㎜以上必要です。 
※封筒の貼り合わせ位置や種類によっては対応できないものもあるため、事前の検証が必要となります。 
 
■ 仕切り紙を自動挿入し、員数作業の効率化を実現 
 
指定部数ごとに仕切り紙の自動挿入が可能。印刷後の仕分け作業にかかっていた時間を短縮し、
印刷～後工程までの全体的な業務効率化を支援します。 
 

 
 
 

imagePRESS封筒モデルのご紹介 

https://youtu.be/JLeGVsw0-iQ 

 
 

＜お問合せ＞ 
キヤノンマーケティングジャパン株式会社 

〒108-0075 東京都港区港南 2-13-29 キヤノン港南ビル 
Tel. 03-6719-9504 

〈システムの特長〉
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JBR 第45期 第1回セミナーを初のオンライン形式で開催

　情報ビジネスリコー会（ JBR、細井武会長）
は 7 月 9 日午後 4 時から、Zoom ウエビナーを
使った初のオンライン形式で「JBR 第 45 期第
1 回オペレーターセミナー」を開催した。
　『伝わる力をアップする差が出るデザイン改善
講座』のテーマでスイッチ社の鷹野雅弘社長が
講演した。
　鷹野氏は最初に DMD（the Difference that 
Makes a Difference）という言葉をあげ、「翻
訳すると『違いをもたらす違いと』となるが何が
違うと差がでてくるのか」と考えることが重要で、

「なにに着目して変えれば変わってくるのかデザ
インする上でも、着眼点が重要だ」と述べた。
　鷹野氏による「デザイン」の定義は「取捨選
択して整理すること。要件なり、内容を定義し
て整理し、すっきりさせていく」という作業だと
いう。すっきりさせることは 3 つあり、「1番目
は内容をすっきりさせながら、盛り込むべきもの
は盛り込む。2 番目は見た目をすっきりさせる。
いまは余白が多いすっきり目のデザインがトレン
ド。3 番目は気持ちをすっきりさせる。これが 1
番大事。そのデザインされた物を見て、その結
果『食べてみたいな』『行ってみたいな』などと
受け手の気持ちをすっきりさせる事がゴールであ
る」と語った。
　続いて鷹野氏は「今は同じものを全員届ける
時代から、それぞれ個々に必要な情報を送る時
代になってきた。ターゲットを絞り込んで、とがっ
た情報の方が相手に刺さりやすい」と DM に通
じる基本を語った。
　また、鷹野氏は様々なデザインの具体例をあ
げる中で、「現在は細い文字が好まれている」「ド
ロップシャドーは不要。もしつけるなら、左側に
光源を持ってきて右側に影をつけるようにするの
がセオリー」「今の流れは、Apple、Google な
どの最先端企業のロゴも、色の扱い、質感がか

わり平坦な感じになっているが、それをフラット
デザインと呼ぶ」「罫線も不要なものは消し、使
う時は基本の罫線は細く入れ、他を太くしてメ
リハリをつける」などのデザインの基本ポイント
を多数語った。
　セミナー後半にはワークショップとして、あら
かじめ作られたセールの告知ハガキを受講者か
らの様々な指摘をもとに改善する作業が行われ
たが、この際に鷹野氏から「割引を受けるには
ハガキ持参が必要、とうたうことで DM の効果
測定ができる」という重要な指摘があった。
　また、「地図を掲載する場合、Google マップ
ではビルの入り口、夜間の入り口まではなかなか
わからないので、デフォルメした昔ながらの地図
が良い」と見落としがちな点にも言及した。
　最後に鷹野氏はまとめとして、「デザインには
構造を理解させる、視点を誘導していく役目が
ある。実際に手を動かす前に考えるべきところ
として、誰に何を伝えるのか、どのように伝える
のか、そしてその結果としてどういう行動を起こ
してほしいのか。それを考えに考えて、考え抜
いて必要なものを盛りこみ、いらないものはそ
ぎ落としていく、こういった作業が必要だ」と
語った。

明日から役立つオペレーターセミナー「伝わる力をアップするビジネスに差が出るデザイン改善講座」

講師の鷹野社長
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キヤノンS&Sがオンラインセミナー

　キヤノンキヤノンマーケティンジャパン（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 7 月16 日午後 3 時から、ビー・シー・
エー社の岡座守氏を講師に、オンラインセミナー

「以前には戻れない！新しい働き方事例と IT 設備
投資の補助金・助成金」を開催した。
　コロナ禍の中、急速に進むテレワークを中心と
した新しい働き方の事例や導入後の問題点、事業
所内で感染者が発生した場合の具体的な対応策、
導入に利用できる補助金、助成金の種類、申請
方法などを実体験に基づき講演した。
　岡座氏は、働き方改革の実践だけでなく「すで
に起きつつあるコロナウイルス感染拡大第二波に
よる、事業活動の停止を防ぐ BCP 対策としてテレ
ワーク体制を構築する必要がある」と述べた。
　さらに、職場で新型コロナ感染のクラスターが
発生した場合は「労基法の定めにより『感染経路
が特定されなくとも、業務に起因したものと認めら
れる場合には』 労災保険給付の対象になる。また、
安全配慮義務違反となった場合は、企業に罰則が
科せられ、さらに、民事訴訟として損害賠償を求め
られる恐れもある」と経営へのリスクを指摘した。
　また、岡座氏は「テレワーク実施時には、どう
いった業務が在宅でできるかの洗い出しが必要な
ので、その過程で無駄な業務がわかり、業務プロ
セスの見直しがはかられた結果、コスト
削減につながる」と解説し、「テレワーク
は感染拡大防止だけでなくコストを減ら
す意味でもぜひやっていくべきだ」とそ
の必要性を強調した。
　また、テレワークの実施には Wi-Fi 環
境などの「ハードだけでなくソフトウエア
も重要である」と述べ、オンプレミス版
よりデータを安全に守れるクラウド版の
経理ソフト「PCA 会計 DX」や、電子取
引用の帳票作成ソフト「楽楽明細」、勤

怠管理ソフト「PCA 就業管理 X＋」などのピー・
シー・エー社の製品が紹介された。
　続いて、テレワーク導入に利用できる補助金・
助成金の紹介が行われた。
　最初に「東京都テレワーク助成金」（7 月 31 日
に申請受付が修了）の説明があった。
　その後、おすすめの助成金として厚生労働省の

「働き方改革推進支援助成金の勤務間インターバ
ル導入コース」をとりあげ、その支給対象となる
取組の中に「労働能率の増進に資する設備・機器
の導入・更新」とあり「効率化につながるなら何
でも良い」といったイメージがある、とその利用の
しやすさを語った。
　また、 経済産業省の「 IT 導入補助金」につい
ては、「要件の厳しくない A 類型か、テレワーク
環境整備に限定されるが、補助率の高い C 類型
-2をおすすめする」と語った。
　最後に岡座氏は、ネットを検索すれば申請代行
業者が簡単に見つけられる今、補助金や助成金を
申請しない企業に対して「これは損をしています。
特に助成金は企業が支払っている労災保険料が原
資になっている。助成金を使ったことのない企業は
使っている企業に保険料をずっと支払っていること
になる。今日紹介した助成金、補助金に是非チャレ
ンジしてもらいたい」と積極的な取組を呼びかけた。

キヤノンMJグループの
「以前には戻れない！新しい働き方事例とIT 設備投資の補助金・助成金」を開催

オンラインセミナー画面　右は講師の岡座氏
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「RICOH360—かんたん見守りサービス」の無償提供を開始

セキュリティアプライアンス
FortiGate「SecuritySuite JL」を提供開始

　 リコーはこのほど、 新 型コロナウイルスの
感染拡大を予防する新しい生活様式に対応す
るための支 援として、 360°の全天 球画像カメ
ラ「RICOH THETA」を活用した見守りサービ
ス「RICOH360 ‒かんたん見守りサービス」を、
2020 年 12 月 31 日まで無償で提供することを明
らかにした。
　同サービスは、自宅内や職場などの離れた場
所から、在宅中の子どもなど家庭の様子や、事務
所・店舗の様子の確認を手軽に始めることがで
きる一般ユーザー向けのサービス。1分おきにイ
ンターバル撮影された 360°の画像を、クラウド
サーバーで記録して専用サイトから閲覧する方式
で、同サービスのヒートマップ機能を使うことに
より、簡易的に密集状況を把握することも可能。
　専用のプラグインを RICOH THETA 本体にイ
ンストールすることで、RICOH THETA を見守り
カメラとして利用できる。RICOH THETA 内の

プラグインプログラムが、インターバル撮影、専
用サイトへの画像アップロードの処理を行う。撮
影時間帯の設定や、人物部分を自動でぼかす機
能の設定も可能。なお、見守りカメラとして使わ
ない間は、通常の 360°カメラとして利用できる。
　なお、同サービスは、法人向けに提供してい
る RICOH THETA 行動分析サービス「RICOH
360 ‒Analysis」の仕組みを活用しており、セキュ
リティ面においても十分に配慮した画像管理が行
われる。

　キヤノンマーケティングジャパ（キヤノン MJ）
とキヤノンシステムアンドサポート（以下キヤノ
ン S&S）はこのほど、フォーティネットジャパ
ン社が 提供する UTM「FortiGate」にラック
社が 提 供する脅威情 報データベース「JLIST」
を 組 み 込 むことで、 日 本 国 内 で 流 行 するサ
イバ ー 攻 撃 へ の 防 御 を 強 化した FortiGate

「SecuritySuite JL」の提供を開始する。
　ユーザーは FortiGate「SecuritySuite JL」
を導入することで、もともと FortiGate が持つ
ワールドワイドで発生する脅威に対する遮断能

力に加え、日本企業をターゲットとした最新の
脅威に対しても検知を強化することができる。
　FortiGate はファイアウォール、 アンチウ
イルス、VPN、 不 正 侵 入 防 止、 ア プ リケー
ション制御、Web フィルタリングといった強
固なセキュリティ機能を提供するアプライアン
ス。外部連携を行える「ファブリックコネクタ」
で FortiGate と JLIST を連携させることで、
中小企業のユーザーは日本特有の脅威に対応
する機能を手軽に活用することができるとし
ている。

リコー

キヤノン MJ

RICOH THETAを見守りカメラ化

システム概要図
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個室型ワークスペース「CocoDesk」
東京メトロ駅設置の全ブースに抗菌コーティング完了

「ネットプリントサービス」が関西学院大学の
オンライン授業の教材プリント環境に採用

　富士ゼロックスの「ネットプリントサービス」
が、関西学院大学（所在地：兵庫県西宮市）の

オンライン授業の教材プリント環境を提供する
学生向けサービスとして採用、６月から利用が

　富士ゼロックスは、東京メトロ駅構内に設置
した、テレワークを活用した働き方改革を支援
する個室型ワークスペース「CocoDesk〈ココデ
スク〉」（10 駅 19 か所＝６月１日時点）の抗菌
コーティングの施工を完了した。
　CocoDesk は、 駅構内やオフィスビルのロ
ビーなどビジネスパーソンの動線上に設置する
個人専用のワークスペースで、ブース内で利用
可能なスペースの広さやエアコンによる温度調
節などオフィス空間に必要な快適性を特徴とし
ている。
　抗菌コーティングには、抗菌・ウイルス対策
に有効な銀系無機抗菌剤を使用した。具体的
には、手すりや机の表面などを介した間接的な
接触によるウイルス感染を抑止するため、抗菌・
ウイルス対策に有効な銀と酸化チタンを結合し
た材料をブースにコーティングした。
　この抗菌コーティングは、抗菌製
品技術協議会 SIAA の認定試験で
ある抗菌性能試験や安全性試験に
より、抗菌製品としての規格および
基 準を遵守し、安 全 性などの品質
基準に適合していることが確認され
ており、自動車などの抗菌・消臭処
理に採用されている。
　CocoDesk のブースは１人用のた

め、複数人が同じ空間に集まるような場所と比
べて、咳やくしゃみなどを介した飛沫感染のリ
スクが少ないこと、また空気感染のリスクに対
してはブース内の空気を換気扇で常時入れ替え
る仕様になっている。
　そして、このたび抗菌コーティングを実施する
ことで、より安心して利用できる環境を整えた
としている。
　５月から、市ケ谷駅と新宿三丁目駅に新設し
た２カ所と合わせ、10 駅 19 カ所でサービスを
展開しており、今後も順次拡大していく。
　また、富士ゼロックスは個室型ワークスペース

「CocoDesk」のテレワーク応援キャンペーンを、
2020 年９月 30 日までの期間限定で実施中。
　同キャンペーンは、CocoDesk の利用料金を
15 分 250 円（税別）から15 分175 円（税別）
に 30％割引するもの。

富士ゼロックス

富士ゼロックス

感染リスクを軽減し、安心・快適に利用できる環境を提供
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29インチ枚葉 UVインクジェット印刷機を発表

　 コニカミノルタジャパン（KMJ） はこのほ
ど、 産 業 用 印 刷 市 場で の成 長を加 速し 続 け
る、29 インチ枚 葉 UV インクジェット印刷機

「AccurioJet（ アキュリオジェット）KM-1e」
（KM-1e）の詳細を発表した。
　同機は、B2 インクジェットデジタル印刷機

「AccurioJet KM-1」（KM-1）の後継機種で、
高品質生 産、広範なメディア互 換性、パーソ
ナライズが必要な高付加価値な印刷を提供す
るもの。
　 前 任 機 種の KM-1 は、 印 刷 業 界で 待 望さ
れていた枚 葉オフセット印刷に匹 敵 する高画
質 で、2016 年 の 発
売 以 来、 高 い 評 価
を獲得している。コ
ニカミノルタ独自の
UV インクジェット
技 術 が 世 界 中 で 認
められ、 商 業 印 刷、
印刷通販、書籍、ダ

イレクトメール、といった数多くの現場で活躍
中という。
　KM-1e では、KM-1 のテクノロジーを継 承
し高い生産性を有するととともに、メディア互
換性を高め、 プラスチック基 板、 透 明フィル
ム、箔紙、金属媒体、キャンバス、合成基 板
など、多様な印刷基 材にそのまま印刷ができ
るようになった点が大きな特徴。これにより、
印刷会社の重要な課題である自動化・効率化
による生産性向上と提案力の拡大に役立つソ
リューションを提 供し、 収 益と業 容の拡大に
貢献するとしている。

開始されている。
　「ネットプリントサービス」は、パソコンやス
マートフォンから文書ファイルや画像ファイルを
Web サイトに登録し、全国のセブン‒イレブン
店舗の「マルチコピー機」で、いつでもどこで
もプリントできるサービス。
　関西学院大学では、新型コロナウイルス感染
拡大に伴いオンライン授業を開始し、学生向け
にパソコンや Wi-Fi ルーターの無償貸し出しを
行っていたが、「自宅にプリンタがなく、教材の
プリントが行えない」というコロナ禍での新た
な学生のニーズに応えるため、「ネットプリント
サービス for business afterpay」を採用した。
具体的には、希望する学生に ID を付与し、学

生は付与された ID を使ってセブン‒イレブン店
舗で料金を支払わずにプリントを行うことがで
きる。
　同社の「ネットプリントサービス」は、昨 今
の働き方改革やテレワークの推進などで、需要
が大きく伸びている。今後、大学などの教育機
関では、自宅でのオンライン授業の増加で、い
つでもどこでもプリントできる環境が求められ、

「ネットプリントサービス」のさらなる需要増が
期待されるという。
　今後も、強固なセキュリティ機能をもつ複合
機やサービス群を駆使したテレワークソリュー
ションで、ユーザーの働き方改革を支援し続け
るとしている。

コニカミノルタジャパン

多様な印刷基材にそのまま印刷

AccurioJet ( アキュリオ ジェット ) KM-1e
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日本HP
デザインジェットビジネス本部が関複向けオンラインセミナーを開催

　日本 HP デザインジェットビジネス本部は 7
月 15 日午後 3 時半から、「COVID-19 に対す
る HP の取り組みと大判インクジェット最新情
報のご紹介」をテーマに Zoom を使ったオン
ラインセミナーを開催した。
　セミナーは日本 HP の霄（おおぞら）洋明氏
と深野修一氏が講師をつとめ 2 部構成で行わ
れた。
　 最初に登 壇した霄氏は「HP の大 判プリン
ターはインターネットにつながっており、クラウ
ドのソリューションを活用でき、様々な業務が
見える化、効率化できる。デザインツール HP
アプリケーションセンターという名でＷｅｂ等の
統合が出来、さらに顧客管理まで可能」と述
べた。「ポスターを作る際にテンプレートも豊富
に容易されており素晴らしいポスターが作成で
きる」と述べ、「新型コロナウイルス感染拡大
防止に向けポスター、告知パネル、セパレーショ
ンパネルを作るアプリケーションが続々と出来
ている」と述べた。
　続いて、HP Latex プリンターを紹介した。

「塩ビ、テキスタイル、電飾、合成紙などの様々
な印刷素材に対応でき、
水性インクを使用してい
る」とその特長を語った。
HP Latex インクは速乾
性で、溶剤がふくまれて
いないため室内空気環境
を安全に保つことができ
るという。他にも同プリ
ンターは、 プリンタヘッ
ドの交換がユーザーでも
簡単にできるという優れ
た特長を持つ。

　また、霄氏は HP Stich 昇華プリンターを「洗
濯が必要なソフトサイネージ、室内装飾、スポー
ツウエアテキスタイル、ファッションなどをター
ゲットセグメントとしている」と説明し、HP の
もつ豊富な昇華アプリケーションを披露した。
　 続いて登 壇した深 野氏は、HP の新 型コロ
ナに対する取り組みとして「フェイスシールドや
人 工呼吸器の部品などを作るための３D プリ
ンター用データをホームページ上で公開したり、
世界各国のパートナーと共同して量産を実施し
ている」ことを明らかにした。
　また HP プリンターついては、先ごろライン
アップが 刷 新された HP DesignJet シリーズ
と市場 最 速の大 判プリンターと言われる HP 
PageWide XL を紹介した。PageWide XL プ
リンターは複写業を念頭に作られた製品で、も
ともとは青焼きの互換機ということで開発され
たという。モジュール化されたヘッドのおかげ
で、モノクロでもカラーでも印刷時間が LED
プリンターよりも早く、上位機種では A1 サイ
ズを 1 分で 30 枚印刷する能力を誇る。モノク
ロとカラーを同じコストで提供できるという。

「COVID-19に対するHPの取り組みと大判インクジェット最新情報の紹介」

HP の大判プリンターの豊富なラインナップ
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Ⅱ．パワー・ハラスメントの言動例（人事
院事務総局）

【パターン３】威圧的な行為
≪事例 5 ≫

　上司Ｅは、部下の意見が気に入らなかったり
すると、 しょっちゅう、 椅 子を蹴 飛ばしたり、
書類を投げ付けたりする。
　この間も、部下の目の前で、分厚いファイル
を何度も激しく机に叩きつけていた。職員は皆
萎縮して、仕事の相談ができる雰囲気ではなく、
仕事が全然進まない。

≪事例 6 ≫
　上司Ｆは、職員の業務上の意見に対し、自分
の意見と違うときは意に沿った発言をするまで
怒鳴り続け、また自分自身にミスがあると有無
を言わさず部下に責任を転嫁する。
　そうした言動が原因で体調を崩した部下が入
院することになったため、その部下がそれを報
告したところ、「お前の日頃の健康管理が悪い
からだ。そんなことで休むな」と怒鳴られてし
まった。

〈パワハラを起こさないためのポイント〉
・業務に関する言動であっても、その内容や
態様等が威圧的にならないように注意してく
ださい。
・仕事に対する姿勢や日常の振る舞いが「パ
ワー・ハラスメント」の土壌となることがあり
ます。

【パターン４】実現不可能・無駄な業務の強要

≪事例 7 ≫
　上司 G は、職場に異動してきたばかりの係員
の部下に対して、正当な理由もなく、これまで
3 名で行ってきた大量の申請書の処理業務を未
経験のその部下に全部押しつけ、期限内にすべ
て処理するよう厳命した。
　このような状況が続き、申請書の処理が滞留
したため、その部下が「私には無理だ」と訴え
ると、「お前に能力がないからだ。期限内に一人
で処理しろ」と激しく責め、聞き入れなかった。

≪事例 8 ≫
　上司Ｈは部下に対して、毎週のように土曜日
や日曜日に出勤することを命じ、自らも出勤し
て、部下の作った書類のチェックや打ち合せな
どをする。
　そのような勤務はＨの係だけであり、仕事の
内容も翌週の平日にできるようなものなのだが、
意見を言うと、「出勤の必要があるかどうかは自
分が判断する」と言うだけである。

〈パワハラを起こさないためのポイント〉
・明らかに実現不可能な業務や自分の趣味
による無駄な仕事の強要は、言うまでもな
く許されません。
・部 下に対し、非常に大きな負担をかける
業 務などを命じる場 合には、 必 要に応じ、
部下にその理由を説明するなどフォローが必
要です。

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　
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後継者戦争（ディアドコイ戦争）とその後

　紀元前 311 年ころ、カサンドロス、リュシマコス、セレウコス、アンティゴノス、プトレマイオスの四者間

で一時講和が成立したが、紀元前 308 年頃アレクサンドロス 3 世の血統がほぼ断絶したことで抗争が激化。　

　まず、アンティゴノスが後継者中の最大の勢力となり、アレクサンドロスの帝国を再統一しようとしたが、

他の後継者たちは反アンティゴノス同盟を結んで対抗した。　

　その戦いの最中、アンティゴノス 1 世はイプソスの戦い（紀元前 301 年）で投槍を受けて戦死。アンティ

ゴノスの領有したところは、エジプトをプトレマイオス、トラキア（現在のギリシャの一部とブルガリア南部ト

ルコの一部）小アジアをリュシマコス、シリアとシリア以東をセレウコス、マケドニアをカッサンドロスが統

治することになるが‥…。

　アンティゴノスの息子デメトリオス 1 世ポリオルケテス（攻城王）はイプソスの戦いで生き残り、勢力を挽

回するべく各地転戦を重ね、カサンドロスの息子達を倒して紀元前 294 年にマケドニアの王位に就く。しか

し、リュシマコスとエピロス王によって国を追われた

後、小アジアに侵攻してセレウコスの領土を狙うも結

局捕らえられ獄中死。

　その後、デメトリオスの息子アンティゴノス 2 世ゴ

ナタスは、紀元前 276 年までにマケドニア王国及びギ

リシャ都市国家の大部分でアンティゴノス一族の統治

を確立する。

　結局、後継者戦争（ディアドコイ戦争）は一次から

五次と約 50 年の間続いたが、おおむねアンティゴノス朝マケドニア・セレウコス朝シリア・プトレマイオス朝

エジプトの 3 つの国が統治することになるのだがその後の 3 国は…。

 　アンティゴノス朝マケドニア

　マケドニアとギリシャを支配したが、ギリシャではアカイア同盟などの新興都市同盟の勢力によって反マケ

ドニア運動が続けられた。

　また、カルタゴとの戦いをしのいで、次第に勢力を拡げる共和政ローマの圧力に直面することとなり、数

度にわたるマケドニア戦争を戦い、一時優勢な時もあったが第三次マケドニア戦争ピュドナの戦い（紀元前

168 年）に敗れて、ローマの 4 つの共和国に分割され、アンティゴノス朝の歴

史はここで終る。　

　現在 1991 年にユーゴから独立した北マケドニア共和国は古代マケドニア王国

の一部を含むものの直接的な連続性はないとされる。

複写を考える○67　（複写業を中心とする　複写の歴史）

細井　大建

ヘレニズム３国（略図）世界史の窓より　Fig 132

北マケドニア共和国国旗　Fig133
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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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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。

※ご利用は予約制となっております。詳細につきましては、
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デジタルプリントビジネスの最前線において求められる高い生産性と品質、そして競争力。

スキルレスオペレーションで生産性と品質を両立する新技術「IQCT*」と、

最大5色のスペシャルカラーによる多彩な表現力でビジネスチャンスを拡大します。

新たな「可能性」を拓く最新鋭モデル、RICOH Pro C7200Sシリーズの登場です。




