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◆巻頭言61

　関東複写センター協同組合の皆様、こんにちは！
今年の 4 月に育児休暇より復職し、貴組合の担当
をさせていただくことになりました株式会社 日本
HP の柳田です。再び貴組合の担当をさせていた
だくことになり、たいへん嬉しく思っております。
　今年は新型コロナウイルスで世界が一変してしま
い、皆様公私ともに大変な日々をお過ごしのことと
思います。かく言う私も 4 月の復職以来、現在に
至るまで一度もオフィスに出社できず、上司や同僚
とはパソコン越しに会話をする日々が続いておりま
す。今回は自宅で過ごす機会が多い今、『断捨離』
についてお話したいと思います。
　私が本当の意味での『断捨離』と出会ったのは
息子の出産後です。それまでも『断捨離』という言
葉は何度も耳にしていましたし、私自身、家族に「断
捨離しなくちゃ」とよく話していました。今思い返し
てみますと、その時はただ漠然と『断捨離』＝物を
捨てる、と考えていたような気がします。
　息子が生まれると、自宅で過ごすことが多くなり、
1日のほとんどの時間を過ごすスペースを改めて見
直してみようという気持ちになりました。そう思って
家の中を見渡してみますと、何が入っているのか思
い出せない箱や持っていたことすら忘れていた洋服
があることに気づきました。これはどうにかしなけ
れば！ と一念発起し、片付けると決意したものの、
どうやって進めていけばいいのだろう？ と思ってい
るところに出会ったのが一般財団法人断捨離代表
のやましたひでこさんが提唱する『断捨離』です。
　『断捨離』はやましたひでこさんがヨガの行法哲
学「断行・捨行・離行」をもとに、日常の片づけに

落とし込んだメソッドです。ここからは引用になり
ますが、「『断捨離』はただ物を捨てて、片付ける
ことではありません。無用な物を1つ捨てると、1
つ空間ができます。生活を新陳代謝し、『今』の自
分にとっての『不要・不適・不快』を手放し、人生
に『要・適・快』を招き入れるプロセスです。」
　この「今」の自分に必要か？ という観点から片付
けを開始したところ、驚くほどスムーズに物を手放
すことができました。そして、1つの場所が綺麗に
なると、また次の場所にも取り掛かりたい、と意
欲が沸き、息子がお昼寝に入ると断捨離を進める、
というのが私の育児休暇中の日課になりました。
　ある程度片付いてくると、不思議なもので、物が
多い時にはそろそろ買い換えたいな、と思っていた
テーブルが改めて素敵に見えたり、この洋服はこう
いう組み合わせもできるな、といった新たな気づき
が生まれました。選び抜いた物たちに対して以前に
も増して愛着が沸き、大切にしたいと思うようにな
りました。そして、在宅勤務が続く今、比較的快適
に自宅で過ごすことができています。
　毎週月曜日の夜 8 時から BS 朝日でやましたひ
でこさんの自宅訪問による『ウチ、“断捨離”しまし
た！』が放送されています。ご自宅を片付けたく
なること間違いなしの番組ですので、Stay Home
時間が長い今、是非ご覧になっていただきたいと
思います。
　ここまでお付き合いいただき、ありがとうござい
ました。貴組合に少しでも貢献できるよう、精一杯
尽力させていただきたいと思いますので、今後とも
どうぞ宜しくお願い致します。

おうち時間を快適に！
～断捨離のすすめ～

株式会社日本HP
柳田　佳美
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　日本グラフィックサー
ビス工業会（ジャグラ、
中村耀会長）の年賀状
デザインコンテスト委員
会（ 岡 澤 誠 副 会 長・尾
形文貴委員長）は、４月
１日から 2021 年 丑 年・
年賀状デザインコンテス
トの 作 品を募 集してい
たが、去る７月３日、東
京・小伝馬町のジャグラ
会館で審査会を実施し、
厳 正なる 審 査 の 結 果、
１００点の入選作品を選
出した。最高賞であるジャグラ会長賞には以下
の３点を決定した。
　なお、このコンテストには富士ゼロックス、リ
コージャパン、コニカミノルタジャパン、ダイヤミッ
ク、ムサシなど 9 社が協賛している。　

◎会長賞カラー部門 東京・千代田支部 金精社
◎会長賞モノクロ部門 兵庫支部 小野高速印刷
◎会長賞学生部門 専門学校 HAL 名古屋 小林
大芽氏

会長賞　カラー部門

会長賞　モノクロ部門 会長賞　学生部門

2021年丑年・年賀状
デザインコンテスト入賞作品決まる

ジャグラ
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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　49

 ドキュメントマネジメントソフトウエア Therefore のご紹介 

 
Therefore は、⽂書に付与するキーワード（属性）をベースとした迅速な⽂書検索や定型業務の処理を

標準化することでミスや漏れのない効率的な保管や活⽤、ワークフローの定型化が実現できる⽂書管理
システムです。またクラウドでの利⽤で場所を選ばずに情報を確認することができ、Therefore は⽂書
を効率的に管理・活⽤することで業務効率の向上に貢献し、働き⽅の改⾰を促進します。 
 

 
Therefore の特徴 

１．検索時間を⼤幅削減する⽂書保管をルール化するインデックス管理 

２．業務標準化と進捗状況の視覚化を実現するワークフロー 

３．Therefore のクラウドに⽂書を保管、時間の有効利⽤に貢献するモバイル活⽤ 
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サブスクリプション型のサービスです 
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拠点間の⽂書共有＊が可能となり、安価に情報共有を促進できました。 
＊クラウドサービスである Therefore Online 使⽤の場合 
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富士ゼロックスの提案

接触感染対策和紙「銀雪 」のご紹介
～「和紙×漆喰」 ともに千年以上の歴史を持つ和の伝統を融合させた新しい抗菌・抗ウイルス機能和紙～

「銀雪 」とは

『銀雪』がもつ優れた特徴

日本 大和紙の一つ「越前和紙」（福井県）に、関西ペイント株式会社

のアレスシックイモンティアートという「漆喰塗料」をコーティングした
和紙と漆喰の機能性をもたせた新しい和紙です。

人への脅威となるウイルスに吸着し、
複製・増殖機能を消失させます。

抗菌・抗カビ機能

抗アレルゲン機能

吸着除去

調湿（吸湿性と放湿性）

消臭効果

抗ウイルス機能

細菌の生育・増殖を抑制し、カビの発生
の抑制にも効果が認められます。

花粉やダニなどのアレルゲン物質を
吸着・無害化します。

吸着無害化し、トルエン、キシレン等を
吸着除去します。

吸湿性と放湿性を有し結露抑制に有効
です。

タバコやペット臭、生ゴミなどの生活臭
を吸着し浄化します。

・インフルエンザ・ウィルス： 分で約 ％感染力低減 ※
・ネコカリシ・ウィルス ： 時間以内に約 ％感染力低減
類似ウィルス：ノロウィルス）

・黄色ブドウ球菌： 時間以内に約 ％死滅

・ダニアレルゲン： 時間以内に約 ％無効化
・花粉アレルゲン： 時間以内に約 ％無効化

・ホルムアルデヒド： 時間以内に約 ％吸着・分解

・ 時間で約 の吸放湿性

・アンモニア： 時間以内に約 ％吸着
・酢酸： 時間以内に約 ％吸着・分解
・硫化水素： 時間以内に約 ％吸着・分解
・イソ吉草酸： 時間以内に約 ％吸着・分解 他

※ ：国立大学法人長崎大学熱帯医学研究所と関西ペイント株式会社による漆喰塗料（アレスシックイモンティアート）の検証実験
※ ：※ 以外は一般財団法人カケンテストセンターによる調査において上記の結果が得られています。

※印刷時に素材の表面をインキが覆ってしまうと、抗菌効果は薄れてしまいます。像密度の低いデザインをお勧めします。
※新型コロナウィルス に対する検証はまだ実施されておりません。

ご使用用途例

名刺・カレンダー・ ・
ノベルティ・室内ポスター 他

商品のご提供について

富士ゼロックスで商品のご提供（販売）が可能です。
商品に関するお問合せは、以下迄お願い致します。
富士ゼロックス株式会社 鈴木信彦

生産者の声

年の伝統を誇る「越前和紙」は、その時、その時代に求められている紙を世に送り出してきました。
この度私共は、越前和紙同様 年以上の伝統を誇る「漆喰」と融合させることによって、新素材：漆喰和紙
『銀雪』を開発しました。現代社会の課題となっているウイルス・菌・ ・アレルギー・臭い、等々に効能の
ある銀雪が、世の中の様々なシーンでお役に立てれば幸いです。
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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。
お客様が求めるテレワーク環境の早期実現の為、リコージャパンは緊急対策として「在宅勤務パック」
を期間限定での特別価格でご提供致します。在宅勤務のことならリコージャパンにご相談ください。

「在宅勤務パック」でオフィスの業務を自宅にいながらここまでできます！
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メール・データ共有

自宅から
資料を見ながら会議

自宅から
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更に！
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RICOH 
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Cisco 
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会社
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会社のプリンターとして使えるので、
個人負担や精算の心配はありません。

✓ トナーがなくなる前に自動的に配送
機器にセットされているトナーが交換
間近になると、機器からリコーテクニカル
コールセンターに自動通報し、
トナーを1本自動的に配送します

初期費用無償！
（8月末お申し込みまで）

10名未満の場合、初期費用無償！
（8月末お申し込みまで）

月額料金割引！（9月末お申し込みまで）

お客様の環境に合わせたメニューを揃えておりますので、
詳しい情報はリコージャパン担当営業までお問合せください。

初期費用無償！
（8月末お申し込みまで）

リコージャパンの提案　49

6⽉29⽇、リコージャパンが開設に参画した、株式会社
グリーンズが運営するホテルエコノ福井駅前内コワーキ
ングスペースのオープニングセレモニーが開催されまし
た。新型コロナウイルスの影響で、テレワークなど新し
い働き⽅が求められる中、リコージャパンが⺠間ホテル
のコワーキングスペース開設を⽀援するのは今回が初め
てとなります。
2022年度末、北陸新幹線が⾦沢から敦賀駅まで延伸す
ることにより、新型コロナウイルス収束後の観光需要や
その関連ビジネスがますます⼤きくなる
ことが期待されます。このホテルを利⽤
される⽅だけでなく、福井を訪れるビジ
ネスマンや地元の⽅に新しい働き⽅を提
案します。

「ホテルエコノ福井駅前」にて、
ホテル内のコワーキングスペース開設を⽀援

豪⾬で被災した熊本県⼈吉市でボランティアを実施

障がい者がアートで夢を叶える世界を作る「パラリン
アート」を⽀援するリコージャパンでは、その作品をプ
ロダクションプリンターで印刷し、リコープリンティン
グイノベーションセンター（港区）とリコーカスタマー
エクスペリエンスセンター（⼤⽥区）で展⽰しています。
壁⾯には３D変換した⾼さ224㎝×幅280㎝、床⾯には
⻑さ140㎝の⼤きな絵を設置して、所定の位置に⽴つと
トランプのカードや⼈物が浮き上がって⾒えます。これ
は３Dトリックアートプリントといって、特殊な画像処
理によるグラフィック広告です。
アーティストの絵は、広告やポスターなど
掲⽰物だけでなく、⾝近に使っていただけ
るようクリアフォルダーやノートなども
プロダクションプリンターで
作成し、展⽰しています。

パラリンアートをプロダクションプリンターで印刷、展⽰

令和2年7⽉豪⾬は、熊本県を中⼼に九州や中部地⽅な
ど⽇本各地で甚⼤な被害をもたらしました。
被災された皆様に謹んでお⾒舞い申し上げますと共に、
⼀⽇も早い復旧を⼼よりお祈り申し上げます。
リコージャパンの熊本⽀社では、25名の社員が球磨川
の氾濫によって被災された⼈吉市のボランティア活動
に参加しました。参加した⽇は⽔害から2週間経ってい
ましたが、傷跡は⼤きく残っており、1階が⽔没したリ
コー特約店を始めスポーツ⽤品店、クリニック、お寺、
旅館の後⽚付けのお⼿伝いをしました。
地下2Fの汚泥の撤去など全員が泥まみれ
になっての作業でした。参加した社員か
らは、微⼒ながらお役に⽴てたのではな
いかという声が寄せられました。

https://m.facebook.com/ricoh.jp/
posts/3044664005626904?__tn__=-R

https://www.ricoh.co.jp/sales/topics/2020/0629_1

https://www.facebook.com/ricoh.jp/posts/3120730391353598?__tn__=-R
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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＆サービス（キヤノン
S&S）は 8 月 19 日午後 3 時から、同社の植木稔
雄氏を講師に招きオンラインセミナー「在宅勤務を
実現する環境で必要なシステムとセキュリティ面で
考慮するポイントについて」を開催した。
　はじめに植木氏は在宅勤務を行うために必要な
システムとして、VPN 接続などのリモートアクセ
スツール、チャットなどのコミニケーションツール、
勤務状態を把握するための管理システム、文書電
子化システムなどのペーパーレス化ツール、そして
セキュアブラウザなどの安全なモバイル・テレワー
クツールの概略を紹介した。また、多くの時間を
割いて端末、接続方法、社内サーバの利用、クラ
ウドサービス利用に分け、それぞれのセキュリティ
ポイントを具体例をあげて解説した。
　社内サーバの利用とセキュリティポイントについ
て植木氏は「社内サーバにアクセスするやりかた
として、VPN（バーチャルプライベートネットワー
ク）で社内サーバにアクセスするという方法があ
る」と述べ、キヤノンMJでは「VPN につなげる際、
VPN サーバに対して ID、パスワードを入れてアク
セスするが、実際にはワンタイムパスワードなども
利用してコストがかかるが、セキュリティをより高
めてつかっている」と自社の現状を紹介し、「現在
はVPNとかワンタイムパスワードを連携してセキュ
リティを高めるというやり方がオーソドックス」と
語った。
　他には、UTM やファイヤーウオールなどがない
場合。社外からリモートアクセスで接続する方式
がある。社内端末にそとからつなげる形だがデー
タは一切持ってこずに、パソコンの画面だけ転送
してみせるという形で、データを持ち出すことなく
業務ができるというメリットがある。　
　また、社外からセキュアブラウザで社内サーバ
の仕組みにアクセスする場合、Web ベースでアク

セスして仕事をするが、セキュアブラウザという特
殊な Web ブラウザのソフトを使うのでデータを
端末に残さずに業務ができることがメリット。
　このリモートアクセス方式の例として植木氏は、
キヤノン MJ で扱っているリモートアクセスサービ
ス「マジックコネクト」。セキュアブラウザ方式の
例としてテレワークプラットフォーム「moconavi」、
インテリジェントブラウザ「DoCAN」などを紹介
した。
　また、クラウドサービスの利用について植木氏
は「（社内サーバーの利用時）と同じ様な形で接
続環境を考えなければならない。情報漏洩のポイ
ントとして端末側のセキュリティと接続側の端末に
ついて ID、PW の管理が必要になってくる」と述
べた。通常、端末にはグローバル IP アドレスでの
接続制限を行い、パソコン側にも端末証明書を入
れて接続制限を行っている。また、クラウドサー
ビス利用者 1 人に対して 1ライセンス付与が原則
で、情報漏洩やデータ消失があった際、残ったロ
グからを原因特定することができるようにしておく
が重要。植木氏は「出来るだけ定期的に利用状況
を確認するため、アクセスログを収集することも、
何かあったときのために必要」と語った。
　最後に、今後検討されるセキュリテイ対策として
SWG、CASB、FWaaS、ZTNA そしてそれらを
組み合わせて提供されるサービス SASE（Secure 
Access Service Edge）などの紹介があった。

キヤノンMJグループ
「在宅勤務を実現する環境で必要なシステムとセキュリティ面で考慮するポイントについて」

講師の植木稔雄氏
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富士ゼロックス、アドビと契約業務のテレワークを強力に推進

　富士ゼロックスは、ドキュメントハンドリング
ソフトウェア「DocuWorks（ドキュワークス）」と
アドビが提供するクラウド型電子サインサービス

「Adobe Sign」を連携したサービス「オフィスあ
んしん クラウドコネクター for Adobe Sign」を販
売開始した。
　同サービスは、契約業務で発生する紙帳票の
電子化で、従来の契約書作成・回付・承認フロー
は変えずに一連の業務を PC 上で完結できるサー
ビス。社内外問わずどこからでも利用可能なサー
ビスであり、テレワーク環境下での契約業務プロ
セスの効率化を強力に推進するという。
　同サービスは、電子文書を紙のように扱える

「DocuWorks」の電子印鑑・トレイ機能と「Adobe 
Sign」の電子サインサービスで、社内での契約書
の作成・回付・承認から社外との合意取り交わし
までを DocuWorks Desk 上でシームレスに実現。
さらに、契約書の格納先として富士ゼロックスの
クラウドストレージサービス「Working Folder」

を利用すれば、契約業務に関連する電子文書を
一元管理することができるため、社内外問わずに
いつでもどこでも関連文書の閲覧・共有が可能。
　サービス導入により、契約書の印刷や郵送、ファ
イリングといった処理が不要となり、数日から 2
週間程度かかっていた従来の契約業務のリードタ
イムを約 80％短縮することが可能となる。また、
契約に関わるすべての業務を電子化することで、
印刷費や郵送費などのコストを約 40％削減できる
という。さらには電子サインによる書類の信ぴょ
う性の向上、改ざんリスクの低減、コンプライア
ンス強化にもつなげることができるとしている。
　 国 内 販 売 累 計 650 万 ラ イセ ン ス を 誇 る

「DocuWorks」とグローバルに普及している PDF
を活用した「Adobe Sign」が連携することで、契
約業務におけるユーザーの操作性や利便性を向上
することができる。富士ゼロックスは、今後もアド
ビとともに、紙文書のデジタル化を通じたユーザー
の業務プロセス効率化を進めていくとしている。

「オフィスあんしん クラウドコネクター for Adobe Sign」を販売開始

DocuWorks と Adobe Sign、Working Folder を活用した契約業務フロー
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　　  米国 IDC 社のプリント・トランスフォーメー
ションの評価レポートで「リーダー」を獲得

第17 回 日本知財学会「産業功労賞」を受賞

　 リ コ ー は こ の ほ ど、 米 国 の IT 専 門 調
査 会 社 IDC が 発 行 し た 最 新 の 調 査 報 告
書「IDC MarketScape:Worldwid Pr int 
Transformation 2020 Vendor Assessment」
( プリント・トランスフォーメーションの評価レポー
ト ) において、世界的な「リーダー」企業として
評価された。
　これは、ユーザーの現場でのデジタルトランス
フォーメーションを実現するために、他のベンダー
には類を見ない IT サービス関連の研究開発や買
収を進めるなど、サービス会社への変革に向け
てたゆまぬ努力を続けており、プリントビジネス

業界内外の変革を推進する強力なポジションに
あることが評価されたもの。
　また同レポートは、リコーのユーザーに寄り
添ったサービスの提供が、ワークフローの自動化
やプラットフォームサービスの提供など、現在急
速に進んでいるワークプレイスのデジタル化に対
応できていると述べている。
　リコーは、ユーザーの立場で考え、行動する

「CUSTOMER-CENTRIC」をリコーウェイの価
値観に据え、ユーザーの新しい働き方への変革
を実現するために、サービスカンパニーへの変革
の歩みを加速させていくとしている。

　キヤノンはこのほど、知的財産を重視した経営
とその成果、日本の産業界の発展に向けた尽力
が評価され、一般社団法人 日本知財学会（以下、
日本知財学会）の第 17 回「産業功労賞」を受
賞した。
　「産業功労賞」は、日本知財学会が 2004 年
に創設した賞で、知的財産の観点で顕著な業績
があった法人会員を表彰するもの。
　キヤノンは、創業当時から積極的な研究開発
活動を続け、独自技術を搭載した製品によって新
市場や新顧客を開拓する研究開発型企業として
発展してきた。知的財産活動の目的を事業展開
の支援と位置づけて、グローバルな事業展開を
行い、さまざまな研究開発の成果を知的財産権
として権利化・活用し、社会に役立つ技術の具
現化に貢献している。
　また、知的財産の業界をリードする活動も積
極的に行っており、2014 年には、パテント・トロー
ル訴訟の脅威を抑制するため、他企業と連携し

て、「License on Transfer Network（LOT ネッ
トワーク）」を設立した。2020 年には、新型コ
ロナウイルス感染症のまん延終結を目的とした開
発・製造などの行為に対して、保有する知的財産
権を行使しないことを宣言する「COVID 対策支
援宣言書」に発起人として参画し、感染症の早
期終結を支援している。
　今回の受賞では、こうした知的財産を重視す
る経営とその成果、日本の産業界の発展に向け
た尽力が評価された。この受賞を励みに、今後
も産業界の発展に尽力していくとしている。

リコー

キヤノンが

～ワークプレイスの将来を見越した総合的なアプローチで評価～

知的財産重視の経営とその成果を評価

7 月 28 日に行われた表彰式の様子
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“新たな買い物体験を提供する”
「コネクテッドシェルフ」を共同開発

　リコーと TANA-X（タナックス、本社 : 京都市
下京区、田中 一平社長）は、複数のシェルフ・
サイネージを IoT センサや AI で統合制御し、来
客属性に合わせて最適なデジタル販促コンテンツ
の配信を可能にするシステム「コネクテッドシェル
フ」（Connected Shelf）を共同開発した。タナッ
クスは、実店舗での実証実験を予定しており、
2020 年末頃の本格展開を目指す。
　■「コネクテッドシェルフ」開発の背景とシス
テム概要
　タナックスは、主要事業の 1 つであるセールス
プロモーション（SP）事業で、売り場演出と効
果的な陳列棚づくりの追求のために「Smart-SP」
をコンセプトに、店頭ディスプレイや POP、消
費者の購買行動分析、映像プロモーションなど、
従来の販促サービスをデジタル技術により拡張す
る試みを続けている。その新たな一歩となるの
が、「コネクテッドシェルフ」。
　「コネクテッドシェルフ」は、距離センサを利用
した来客滞留モジュール、カメラと AI の連動に
よる来客属性モジュールなどのセンサモジュール
で取得したデータに基づき、商品棚に設置した
複数のシェルフ・サイネージを連動させることで、
年齢や性別など来客の属性に合わせて最適な販
促コンテンツをダイナミックに表示。さらに、取
得した来客の滞留情報や属性情報、購買行動、
閲覧・表示コンテンツ種類などのデータはログと
して記録され、マーケティングに活用可能。また、
既存の商品棚に搭載できるため、導入の手間や
コストも抑えられる。
　デジタルサイネージ事業を手掛けるリコーが、
クラウド型サイネージ配信サービス「RICOH 
Digital Signage（リコーデジタルサイネージ）」
をベースに、カメラと AI を使った画像認識に
よるインタラクティブな販促コンテンツ切り替

えや、 複
数の セッ
トトッ プ
ボ ック ス

（ 映 像 受
信 機 器 ）
の同 期な
どを統 合
的に管 理
するCMS

（コンテン
ツ・ マ ネ
ジメント・システム）といったシェルフ型サイネー
ジ向け機能を開発・提供している。
　陳列棚づくりのデジタル化を大きく進化させる

「コネクテッドシェルフ」は、小売店舗における DX 
戦略の新たな一翼として、小売・流通業のさらな
る活性化と売上拡大を後押しするとしている。
　また、新型コロナウイルス感染拡大は、小売
店舗の営業にも深刻な影響を及ぼしている状況
だが、「コネクテッドシェルフ」は販売員の対面
接客をサイネージで代替でき、ウイルス感染リス
クの軽減が期待される。
　■「コネクテッドシェルフ」の特徴
　①来客属性や棚前状況に合わせてコンテンツ
表示を自動切り替え = カメラや AI などと連動し
た専用のセンサモジュールを使用することで、商
品前の来客の滞留情報、属性情報を取得して、
商品棚前の状況に合わせたコンテンツの出し分け
を自動化することができる。
　②複数のサイネージを 1 つの画面として使用す
るシンクロ・モード = 同システムでは、商品棚に
設置されたシェルフ・サイネージなどの複数の画
面を 1 つの画面としてコンテンツを表示する「シ
ンクロ・モード」を標準で搭載。

リコーとタナックスが

—来客属性に適した販促コンテンツ配信やデジタルでのダイナミックな売り場演出を実現—

コネクテッドシェルフ
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テレワーク環境構築を支援する
“図面変換シェアソリューション”を提供

小学館超特大写真集 SUMO本「東大寺」の印刷に
インクジェット印刷機「AccurioJet KM-1」が採用

　コニカミノルタジャパン（KMJ）は、小 学館
SUMO 本「東大寺」（発売中）の印刷に 29 イ
ンチ枚葉 UV インクジェット印刷機「AccurioJet 
KM-1（以下、KM-1）」が採用されたことを発表
した。
　小学館 SUMO 本は、「寺社仏閣、歌舞伎、絵
画作品など日本の世界に誇るべき文化をありの
ままに本の形で後世に伝えていく」という考えの
元、実際に見るよりも緻密な写真を超特大写真
集として制作している。この記念すべき創刊第一
弾となる「東大寺」の写真集の印刷を美術印刷
で定評のある NISSHA が担当し、KM-1 のイン
クジェット印刷機が使用された。
　同写真集は、南国のビーチを美しく撮影した

「楽園」シリーズなどで知られる写真家・三好和
義（みよしかずよし）氏が、ライフワークとして
取材に取り組んできた約 10 年に渡る傑作数千
点の中から、全 215 点を厳選し、高精細デジタ
ル画像とデジタル印刷技術が生み出した、学術

的にも大変意義深い写真集。
　■ KM-1 について
　KM-1 は、B2 対応の UV インクジェット方式
によりオフセット印刷機以上の用紙の多様性、安
定性、高色域を実現したデジタル印刷機。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。

　キヤノンマーケティ
ングジャパン（キヤノ
ン MJ）は、大判プリ
ンタ MFP モデルとク
ラウドストレージを連
携する、 建 設・建 築
業向けのテレワーク環境支援ソリューションとし
て、“ 図面変換シェアソリューション”を提供する。
　大判プリンタ（MFP モデル）は、スキャンし
た紙図面を電子データ化（イメージデータ）化し、
簡単な操作でクラウドストレージへ保存できる。
電子化した紙図面の電子データを PC で CAD

データに変換したうえで保存することで、手作業
に頼っていた紙図面のトレース作業を効率化し、
社外からも図面データへのアクセスが可能とな
り、場所に限定されない働き方を実現できる。
●価格　56 万 1000 円～　
●問い合わせ先　電話 050-555-90063

コニカミノルタジャパン

キヤノン MJ

小学館 SUMO本「東大寺」
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KIP ソリューションプラザ「digital plus」を
東京、大阪と相次いでオープン

TSF（Think Smart Factory）実行委員会が
YouTube チャンネル [TSF TV] を開局

　桂川電機（本社 : 東京都大田区下丸子 4-21-1、
渡邉正禮社長）は、KIP ソリューションプラザ 

「digital plus」を新設した。
　第 1 弾として東京「digital plus」を 7 月 1 日、
本社内にオープンし、第 2 弾として大阪「digital 
plus」を 8 月 1 日にオープンした。
　同プラザでは、近年、技術進歩のめざましい
高機能大判カラー複合機を中心に紹介する。　
　また、「digital plus」では最新のデジタルワー
クフローを体験することができ、ユーザーの業務
課題に知識と経験豊かなスタッフが、KIP Color 
Series、KIP アプリケーションで解決策を提案す
るとしている。

　同プラザは、昨今のデジタル化・オンライン化
に伴い遠隔地からでも対応可能な Web 会議シ
ステムを利用したオンラインデモンストレーション
にも対応し、様々なユーザーのニーズに添ったソ
リューションを提案するとしている。

〈KIP ソリューションプラザ digital plus の住所〉
〔東京〕
〒 146-8585 東 京 都 大 田 区 下 丸 子 4-21-1　　　
国内営業本部 TEL:03-3756-1100

〔大阪〕
〒 530-0047 大阪府大阪市北区西天満 3-14-16　
西天満パークビル 3 号館 1 階
国内営業本部　TEL：06-6366-2100

　スマートファクトリーの実現を共通テーマとした
印刷業界発展を望む団体「ＴＳＦ実行委員会（運
営：ホリゾン・インターナショナル」は、新型コ
ロナウイルス禍の中、本来のイベント
の企画進行が難しくなっている状況を
踏まえ、メーカーの枠を超えた情報を
発信することを目的に YouTube チャ
ンネル〔TSF TV〕を 8 月に開局した。
　URL：https://youtu.be/fxTJ0z8C
GPQ
　TSF TV Vol.1 はコニカミノルタの
新機種とホリゾンの新イノベーション
センターを紹介。
　〔1〕新機種 AccurioPress C14000　
初動画配信 !!（自社動画以外） 
　〔2〕AccurioLabel 230 レポート

　〔3〕新設 Horizon Innovation Park 初動画
配信 !!　
　次回は 9 月に配信予定。

桂川電機

TSF 実行委員会事務局の大津英明氏（ホリゾン・インターナショナル）

メーカーの枠を超えた情報発信を目指す
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　今回は、Zoom（ズーム）について述べていき
ます。もうほとんどの方がご存知であると思いま
すが概略説明させていただきます。Zoom と聞
いて当初、私はカメラの ZOOM 機能としか思
い浮かびませんでした。実は、Zoom とはアメリ
カのカリフォルニア州（サンノゼ）に本社がある、
Zoom ビデオコミュニケーションズ社が開発した
オンライン会議用のアプリの名前なのです。今
や、コロナ禍でテレワークやリモートによる打ち
合わせにはなくてはならないツールになってきて
います。
　もう既に使っている方も多いと思いますが非常
に便利で使いやすく、かつてのテレビ電話とは比
較になりません。7 月度の当組合の定例理事会
で使用し、今後、色々な所に運用されてくると思
います。当組合の協賛会員各社が開催するオン
ラインセミナーでも Zoom が多く活用されていま
す。セミナー参加費用は無料ですので是非とも体
験されることをお勧めします。
　では、どのようにして使うのでしょうか？ まず、
設備ですが、カメラ及びマイクが付いているパソ
コンか、iPad やスマホなどのいわゆるモバイル
端末と Wi-Fi 環境が必要です。そこに、Zoom
のアプリをインストールすれば準備完了です。主
催者からのメールにある URL にアクセスし、ID
やパスワードなどを入力すれば自分の好きなセミ
ナーを受講できます。わからない点がありました
ら、組合事務局にご連絡ください。
　今後、中小企業でも、このような状況では頻
繫に会議に Zoom が使われてくることでしょう。

Zoom は今、いろんな分野で使われています。
顕著なのが大学におけるオンライン授業です。私
の友人の大学教授は、オンライン授業について
は初めての経験で、どの様にすればいい講義に
なるのか模索し続けているとの事。
　従来はある面、教師から一方通行的な授業を
していたのに対して、オンライン授業はよりイン
ターラクティヴ（双方向）な授業ができるからです。
このオンライン授業が女子学生に喜ばれているそ
うです。なぜならば、部屋に居てパソコンに集中
でき、特に服装や化粧を気にすることなく、自然
で自由に受講できるということだそうです。教え
る側も教わる側も新しい学習方法を考えなけれ
ばならない時なのです。
　今、経営者は、先行きが見えない状況で、ど
のような戦略がいいか悩んでいると思います。常
にベストな方法を考えるのが経営者だからです。
でも、先が見えない状況では判断を下すのは難
しい事です。先日お話を聞いた（株）アウラ心理
教育センターの臨床心理士の本多公子先生は、
このような状況下では best（ベスト）な方法を考
えるよりは better（ベター）な方法を考える方が
気持ちに余裕ができて、前に進めると話していま
した。では、better な方法とはどんな方法なの
でしょうか？ それは、あまり既成概念にとらわれ
ず、若い人の意見も取り入れて柔軟な選択肢を複
数持つことで判断していく方法とのことでした。
　この難局にどうか知恵を絞って乗り切ってくだ
さい。未来に向かって、ご健闘をお祈りいたし
ます。

未来予測研究所
代表　藤田　友久

Zoom（ズーム）について
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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５】仕事を与えない

≪事例 9 ≫

　上司 I は、ある部下について仕事ができない人問だと

決めつけ、何の説明もなく役職に見合った業務を全く与

えず、班内の回覧物も回さない。この間も、その部下が

何か仕事を与えてくれるよう相談したら、自分の机にた

またま置いてあった書類を手にとって「これでもコピー

しておけ」と命じただけであった。

≪事例 10 ≫

　上司 J の職場は残業が多いことから、先月、ある部下

が業務改善に関する提案を自主的に作成して提出した

ところ、「要らないことをするな」と突き返された。それ

以降、Jは、「あいつとは相性が合わない」といって、その

部下に仕事を与えなくなり、本来の仕事すら他の同僚

にさせるようになった。

〈パワハラを起こさないためのポイント〉

・部下には差別なくその能力や役職等に見合った仕事を

与える必要があり、 合理的な理由なく仕事を与えないこ

とは許されません。

・業務上の意見を言ったことなどを理由に、仕事を与えな

いなどのペナルティを科すのは権限の濫用に該当します。

【パターン６】仕事以外の事柄の強要

≪事例 11 ≫

　上司 K は部下に対して、毎日のように昼休みに弁当を

買いに行かせたり、週末には家の掃除をさせたりする。

皆嫌がっているのだが、断ると、怒鳴ったり、仕事上のペ

ナルティをちらつかせるので言いなりになっている。

≪事例 12 ≫

　上司 L は、ある部下が自分の住んでいるマンションよ

りも良い物件を賃借していることを嫉み、その部下に

対し、「上司より立派なマンションに住むとは何事だ」 と

か「もっと安いところに住まないと地方に異動させるぞ」

などと言い続けたので、その部下は止むを得ず、 別の安

い物件に転居した。

〈パワハラを起こさないためのポイント〉

・部下に私事を命じるのは明らかに不当な命令です。

・部下に対して合理的な理由がないのに、 仕事以外の

ことに執拗に干渉しない態度が必要です。

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　

○パワハラと指導の違い

・業務上の必要性がない（個人生活、 人格を否定する）
・業務上の必要性があっても不適切な内容や量

・仕事上必要性がある、 または健全な職場環境を維持す
るために必要なこと

・威圧的、 攻撃的、 否定的、批判的 ・肯定的、 受容的、 見守る、自然体

・過去のことを繰り返す
・相手の状況や立場を考えずに

・タイムリーにその場で
・受け入れ準備ができていると

・組織や自分の利益優先（自分の気持ちや都合が中心） ・組織にも相手にも利益が得られる

・苛苛、 怒り、 嘲笑、 冷徹、不安、 嫌悪感 ・好意、 穏やか、 きりっとした

・部下が萎縮する　・職場がぎすぎすする
・退職者が多くなる

・部下が責任を持って発言、 行動する
・職場に活気がある

・相手を馬鹿にする、 排除する
・自分の目的の達成（自分の思い通りにした） ・相手の成長を促す目　的

業務上の必要性

態　度

タイミング

誰の利益か

自分の感情

結　果

パワハラ 指　導

※ 『パワー・ハラスメント防止ハンドブック』（人事院）
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セレウコス朝シリア

　セレウコス朝シリアは、前 301年イプソスの戦（トルコ中西部）でアンティゴノス１世を破り、また

前 281年コルペディオンの戦でもリュシマコスを破り、西アジアの大部分を支配。それより東の地域も

支配し、前 303 年頃にはインダス川をも越えて北西インドに侵入。インドのマウリヤ朝チャンドラグプ

タ1世とも対峙。　

　この戦いはチャンドラグプタ側が 60 万とも言われた軍事力で迎え撃ち、話し合いの結果セレウコス

1世自身の娘をチャンドラグプタの息子ビンドゥサーラの妃にして、インダス川の東部地域４州を割譲し、

チャンドラグプタ側に譲るが、当時最強の戦力だった戦像５００頭を手に入れた。　

　その後のディアドコイ戦争

では像部隊が用いられるほど

セレウコス1世の時代は全盛

をきわめたがその後、徐々に

衰退してゆくこととなる。

　前 262 年にはセレウコス朝

の支配下にあったペルガモン

が、初代アッタロス１世により

前 241年に王を名乗りアッタ

ロス朝ペルガモンがはじまる。（ペルガモンは図書館戦争の一方の当事者なので後述します）

　東では、紀元前 256 年にサトラップ（総督）の地位にいたディオドトスが、バクトリアを独立させて

グレコ・バクトリアを建国。

　さらに、BC248年頃には遊牧イラン人がパルティア（中国の歴史書の史記や漢書での記述では安息）

を建国。中央アジア方面におけるセレウコス朝の領土は大幅に縮小。

　また、紀元前 142 年にはセレウコス朝軍のエルサレムからの完全撤退。ユダヤも事実上の独立王国

となった。

　セレウコス朝は BC2 世紀に入ると、パルティアに次々と領土を奪われシリアを領有するのみとなり、

BC64 年共和制ローマによって滅ぼされた。

　Fig132（前月号掲載）とFig134 を比較するとその盛衰が解ります。

（蛇足、卑弥呼が魏の王から「親魏倭王」の金印を貰っているが、大月氏も「親魏大月氏王」の金印を貰っ

ていることの共通性から、興味本位で Fig134 地図に残してみました。）

複写を考える○68　（複写業を中心とする　複写の歴史）

細井　大建

Fig 134
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