
巻頭言　朝香 貴裕 理事

関複「第48期 通常総会」を開く

関複オンラインセミナー「新型コロナウイルスの基礎知識」

「JIIMAウエビナー 2021」

協賛会社3社からの提案

連載　労働問題 働き方改革 中小企業の発展と人材（9）

■

■

■

■

■

■

2021 July

No.76

イラスト：ナカガワ暢イラスト：ナカガワ暢

7



可能性を
カタチにする。

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、
担当営業または販売会社までお問い合わせください。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。

お問い合わせ：050-3534-2121ショールームスペース

※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。

〒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

＊ Inline Quality Control Technology ※写真はRICOH Pro C7210Sにオプションを装着したものです。

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、

新たに追加されたゴールドとシルバーを含む最大 7色のスペシャルカラーにより

表現は多彩に、もっと自由に。付加価値を生み出し、ビジネスの可能性を広げます。

さらなる進化を遂げた RICOH Pro C7200S シリーズの登場です。

www . r i c o h . c o . j p / p p / p o d /

スペシャルカラー

ゴールド シルバー

新登場

&SILVER
GOLD 



月刊関複2021年7月号 3

◆巻頭言70

　今年度より、新たに理事を仰せつかりました ㈱

ワイシー・ドキュメントの朝香貴裕です。以後お

見知りおきをお願い申し上げます。理事を仰せつ

かったとは言っても、私自身、平成 3 年（1991 年）

生まれで、今年の 8月でようやく30 歳になるまだ

まだ未熟な若輩者です。

　30 歳を目前にして最近この 10 年間をよく振り

返ります。よく諸先輩から「20 代のうちの苦労は

買ってでもしろ」と言われました。私が人に誇れ

るほど「苦労」や「努力」をしたのかわかりか

ねますが「苦労は買ってでもするもの」という言

葉には少々疑問を持っております。お金というも

のは自分が苦労しないために使うものであるため、

それを使って苦労を買うというのは矛盾していると

細かいところに難癖をつけたくなるのです ( 笑 )

　

　また、「苦労」や「努力」、「根性」と言った

言葉を執拗に美化しているとも思います。

　イチロー選手はインタビューで「自分には最初

から才能があったのではなく、努力した結果できる

ようになった」と言っている反面「努力を努力と

感じている時点でまずい」とも言っています。「努

力」という言葉は通常「辛くても頑張る」というニュ

アンスで使われます。何かを成し遂げるには多少

の苦労や努力は必要だと思います。しかし、「好

きこそ物の上手なれ」という言葉がある通り、努

力を努力と感じている、つまり、辛いと感じている

時点で楽しんでいる人間には勝てないのです。イ

チロー選手は、私たちからしたらかなりの苦労や

努力に見えることも、自分ではあまりそうは思って

いないのでしょう。

　好きなことだけやって生きていける人は極少数

だと思います。好きなことの中にもやりたくない苦

労や努力があるのが普通です。しかし、人間の

仕事が AI や機械に日々奪われていく今の世の中

で、プロとして仕事をするために私たちがやるべき

ことは「辛い」ことではなく「自分にとって楽しい」

ことなのではないでしょうか。なので、私が今後、

後輩に伝えたいアドバイスは「苦労を苦労と思わ

ないで打ち込める楽しいことを仕事の中で見つけ

ろ」です。私にとって楽しいこととは何なのか、

30 代でその答えを見つけられるよう精進していき

たいと思う今日この頃です。

苦労を苦労と
思わない才能

関東複写センター協同組合
理事　朝香 貴裕
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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

第 48 期通常総会を

6月 10 日午後 2 時

から開催した。

　昨年に引き続き、

新型コロナ感染症の影響により、書面議決形式

となった。

　東京・春日の組合事務局会議室に斎藤隆正理

事長、朝香雅文副理事長、森迫隆正専務理事、

池田博之監事の 4人が出席し、36人の書面出

席のもと議事を進行した。

　定刻になり司会者の森迫専務理事が開会を宣

言し、続いて斎藤理事長があいさつを行った。

理事長あいさつ全文

　先日今村様がお亡くなりになられました。今

村様は昭和 53 年に理事に就任されてから、副

理事長、理事長、監事、顧問と約 40 年に亘っ

て組合を先導、ご指導いただきました。氏のご

功績は大変大きなものです。また、氏に先立ち、

副理事長の細井武さんも亡くなられました。真面

目で真摯な武さんは次期理事長と切望されてい

ました。次期を背負うべき大切な方に先立たれ

残念でなりません。ご冥福をお祈りします。

　さて、コロナ禍が一向に収まりを見せません。

飲食店をはじめ多くの事業所が営業をやめまし

た。複写業も例外ではありません。ギリギリのと

ころで持ちこたえている企業が数多くあります。

　こんな時こそ事業協同組合の出番です。相互

扶助をモットーとした組合が、組合員の欲する

情報を提供し、情報を共有するため集い、意見

交換の場を提供する。今こそ地に付いた行動を

起こすときです。

　教育情報部では、本日このあと関複セミナー

を企画しています。コロナ禍を克服するために最

も時宜を得たセミナーです。コロナとは何か、コ

ロナを知り、コロナに対する対策をとり、自己防

衛を図ることが今一番大切なことです。

　経営が困難となってきている方々も組合に集ま

り、意見交換をし、いい知恵、情報を得て対処

する、組合をそんな場として活用して頂きたいと

思います。組合の出番はこれからです。

　中小、零細企業が安心して事業活動ができる

よう、PPをもっともっと展開し、普及を図ります。

更に会員皆様の事業活動に資する新たな共同事

業を開発し、皆さんに提供できるようにします。

親睦融和を図るなど福利厚生事業も充実してま

いります。

　皆様のご協力、ご支援をお願いいたします。

　続いて事務局から本日の通常総会は定足数を

満たしたので有効に成立する旨が告げられ、朝

香雅文副理事長が議長に選任され議案の審議に

入った。

　【第 1号議案】令和 2 年度事業報告書及び

決算関係書類承認の件

　【第 2 号議案】令和 3 年度事業計画、収支

予算並びに経費の賦課及び徴収方法決定

の件

　【第 3 号議案】金融斡旋の件

　【第 4 号議案】 令和 3 年度における借入金額

の最高限度額決定の件

　【第 5 号議案】手数料の最高限度額決定の件

斎藤理事長

関複

「第48期通常総会」を開く
コロナ禍克服のため「今こそ地に付いた行動を」と理事長
出席者全員の賛同で朝香貴裕氏が新理事に
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　【第 6 号議案】 令和 3 年度加入事務手数料

金額決定の件

　第 1号から第 6 号議案まで、出席者及び書面

出席者全員の賛同があり原案通り可決決定した。

　【第 7号議案】補欠役員選出の件

　　定款 24 条に定められている理事の下限定

数を割ったため、役員 1名の補欠選挙が行

われた。　

　　朝香貴裕氏（ワイシー・ドキュメント）が出

席者及び書面出席者全員の賛同を得て理事に

就任した。

　第 48 期通常総会の上程議案は、すべて原案

どおり可決決定した。

　関東複写センター協同組合（関複、斎藤隆正

理事長）は 6月10 日午後 3 時から、「新型コロ

ナウイルスの基礎知識」と題したオンラインセミ

ナーを開催した。

　講師は、企業ではたらく人の健康管理を専門

に受託している会社、ドクタートラストの原田祐紀

子保健師。原田氏は新型コロナウイルス感染症

の予防法や会社で陽性者が出た場合の対処法、

今後拡大するワクチン接種に関する基礎知識など

を最新の知見をもとに平易な言葉で説明した。

　新型コロナウイルスとは

　新型ウイルスは RNAウイルスであるコロナウ

イルスとよばれるものの新しい仲間。潜伏期間

は 2日から14日で大体 5日程度で発症すること

が多いと言われている。特長的な症状としては嗅

覚、味覚障害があらわれやすい。発症から1 週

間程度は感染者の 80％にかぜ症状が認められ

る。その後 2 割程度に呼吸困難、咳、たんなど

の症状が出てくる。そしてその中の 5％程度が重

症化するといわれている。

　感染したと思ったら

　感染が疑われる時は（4月現在）、まず最寄り

の診療所、かかりつけ医に電話で相談をする。

かかりつけ医がいない時には各都道府県にある

受診相談センターに相談。感染している可能性

があるという事を踏まえて会社に報告を早めにす

る必要がある。早めの連絡が自分も、相手も守

ることにつながる。医師が検査をした方がいいと

判断した場合は、検査を実施する。陽性の場合

は入院、もしくは宿泊療養となる。

　各種検査について

　検査方法には抗体検査、PCR 検査、抗原検査、

がある。抗体検査は過去にウイルスに感染したこ

とがあるかどうかがわかる。PCR 検査、抗原検

査は現時点でウイルスに感染しているかを調べる

ことができる。PCR 検査は精度が高いが、判明

するまでに時間がかかる。抗原検査は簡易的な

ものですぐに結果が判明するが精度は低い。受

ける目的を考えて選ぶことが必要。

　日頃の感染予防

　感染予防にはとにかく換気が重要。窓のない

フロアの予防を考えると、出入りのドアなど、外

と繋がるところに空気の通り道を作るのが一つの

方法。サーキュレータ―や扇風機をつかって対

流を作り換気効率を高めてもらいたい。通勤電

車でのリスクは、症状のある人が乗車している可

能性があるのと、大きな声での会話。乗車時は

会話を控えめに。多数の人が触るつり革などに触

れたら、手を必ず洗う、そしてその手で顔に触れ

ない、マスクも触らないことが重要。

　会社で陽性者が出たときの対応

　自分や従業員が感染した場合、保健所の指示

「新型コロナウイルスの基礎知識」
関複オンラインセミナー

日々の自己防衛策から会社としての対応まで タイムリーに開催
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に従うという事が原則だが、指示がなくとも速や

かに初動が取れるよう、手順を定めておくべきだ。

陽性が判明した時点で必ず会社のほうに報告す

るようにしておく。また、保健所から指示がなく

とも、自発的に事業所の閉鎖や、陽性者が使っ

ていた場所、パソコンの消毒が必要。そして上

長へ連絡して、注意喚起をしていく。さらに事業

所の責任で濃厚接触者を特定して自宅待機をさ

せる必要がある。濃厚接触者とは、陽性者と同

居、もしくは長時間の接触があった人。対象の

期間は、陽性者に発熱や、倦怠感などの症状が

出る2日前から、その人が隔離されるまでの期

間。濃厚接触者に関しては、その陽性者と接触

した最終日から14日間の自宅待機が必要となる。

また感染した従業員の職場復帰の目安としては、

まず症状が出た後、少なくとも10 日後の職場復

帰をお願いしたい。

　ワクチンについて　

　インフルエンザワクチンと同じで接種しても感

染の可能性はあるが、感染予防、発症予防、重

症化予防の役割を果たす。日本で承認されてい

るワクチンはファイザー社、アストラゼネカ社、モ

デルナ社製の3 種類。

　接種の副反応について

　ワクチン接種後などに生じる好ましくない医

学的出来事を有害事象というが、副反応という

のは、その中で因果関係が推測される事象であ

る。実際の接種後の接種部位の反応、副反応

はmRNAワクチン接種後に接種部位の痛みが多

くみられるが 55 歳以下の人は発生頻度が高い。

発熱、倦怠感、頭痛、寒気などの副反応では、

女性の2 度目の接種で 40 度くらいの熱が出た人

が多くいる。20 代女性の大体 5 割の人が発熱し

たりする一方、高齢者の発熱は１割弱といわれて

いる。ワクチンを打つ前に解熱、鎮痛薬をのんで

おけば痛み、発熱が抑えられるのでは、という

質問があるが、予防のために呑むものではない。

使用時は用法、用量をしっかり守って飲む必要が

ある。

　今、問題になっているアナフィラキシーショッ

クとはアレルギー反応のことである。インフルエ

ンザワクチンに比べると発症数が少し多いが、

このアナフィラキシーショックを起こす 80％程

度の人が、いままで何かしらのアレルギー既往

歴がある人であり、また女性に多いとも言われ

ている。副反応のことを考えて接種翌日に重要

な予定を入れないスケジューリングすることや、

接種場所にアナフィラキシーショックが起きた

際に対応できる病院や、クリニックを選ぶこと

が必要。

　会社としてワクチン接種への対応

　ワクチン接種は強制ではなく努力義務である。

ワクチンの未接種を理由に出社を拒否したり、在

宅勤務を強制したり、接種を強制してはならない。

是非、強制ではなく努力義務であることを皆さん

に伝えていただきたい。妊婦、妊活中の人もいま

のところ接種可能といわれているが、まだ十分な

データはない。

　原田氏は「私から皆さんに絶対受けてください、

いいものですとは正直言えない部分があります。

悪いものとも言いませんが。是非皆さんの判断で

誰のために受けるのか、ということを考えたうえ

で決めていただければと思います」と改めて接種

判断の難しさに言及した。

　最後に「ワクチンを接種した後マスクを外して

も大丈夫というわけではなく。実際に日本は欧

米にくらべてまだ接種率が低いので、以前の生

活が取り戻せるレベルではありません。ワクチン

を接種後も変異型ウイルスに気を付けてマスク、

手洗い、3 密予防というところは是非お願いした

い」と原田氏は感染防止策のさらなる徹底を訴

えた。
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「第56回定時総会」を開く

「2021年度定時総会」を開く

　日本グラフィックサービス工業会（ジャグ

ラ、中村耀会長）は 6 月 2 日午後 2 時から、

Zoom を使って「第 56 回定時総会」を開い

た。総会の模様はインターネット放送「ジャグラ

BB」でも配信した。

　定時総会は冒頭、中村会長のあいさつでス

タートした。中村氏は、本日の総会は本来なら

ば大阪で開かれるはずだったが、コロナ禍によっ

て今回のスタイルになった、と述べるとともに、

ワクチンの普及について触れながら、「元気に頑

張ろう」と語った。つづいて中村氏は、関東複

写センター協同組合の退会を報告した。

　総会はその後、議長に中村会長を選出。す

べての議案を原案通り承認可決した。

　また議案審議の終了後、岡本泰副会長が自

らリーダーとなり、11 人で構成される「ジャグ

ラDXWG（デジタル・トランスフォーメーション・

ワーキング・グループ）」の発足を報告した。来

年 6月開催の第 64 回ジャグラ文化典「愛知大

会」で、ジャグラDXを①事例集②ソフトウエ

ア③コンサルティングの 3 つを切り口に無償で

提供する具体像を提案すべく、この1年間をか

けて検討していくと発表した。

　さらに岡本氏は愛知大会のアピールを行い、

3 年ぶりの全国大会に 400人の結集をもって安

心安全な大会を開催したいと訴えた。

　東 京グラフィック

サービス工業会（清水

隆司会長）は 5月 31

日午後 4 時から、東

京・小伝馬町のニッケ

イビルで「2021年度定

時総会」を開いた。今

回はコロナ禍の中、4 役のみが出席のリアルと

Zoom、インターネット放送「ジャグラBB」を活

用してのスタイルとなった。

　総会は、議長に清水会長を選出し、すべての

議案を原案どおり承認可決した。2021年度事

業計画ではコロナ禍の間、企業活動やイベント

の在り方の変化、ＤＸやテレワークの普及をはじ

めとするデジタル化の急加速など、「印刷」の市

場環境は激変の端緒を開いたといえると指摘し、

「コロナが収束しても元に戻らない」との認識を

明らかにした。事業計画ではそのため、「私たち

中小印刷・グラフィックサービスは、自社の経

営を足元から抜本的に見直さなければならない

事態に直面している」とのきびしい見方を示し、

東京グラフィックスは実効的な事業と情報提供

の展開を訴えており、個人情報保護や活性化事

業委員会など４つの委員会体制で取り組む方針

だ。その中で 2022 年には創立 60 周年を迎え

ることから、「60 周年記念事業実行委員会」（大

瀧敏裕実行委員長〈大瀧印刷紙器・文京支部〉）

を組織し、諸準備に入ることを決めた。

ジャグラ

東京グラフィックス

ジャグラDXWGを発足　来年 6月の愛知大会で具体像を発表へ

４委員会体制で実効的事業展開などを

清水会長
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日 本 文 書 情 報

マネジメント協会

（JIIMA、勝丸泰志

理事長）は 6月1日

～14 日、「デジタル

ファースト時代の情

報マネジメント」を

テーマに「JIIMAウェビナー2021」を動画共有

サイトVimeoでオンデマンド配信した。

　勝丸理事長が基調講演を行い、特別講演とし

て財務省主税局税制第一課の中島格志企画官

による「電子帳簿保存制度の見直しについて～

令和 3 年度税制改正の解説」や「電子署名法

3 条 Q&A」についての講演を配信した。2021

年度からスタートした、電子取引・電子書類ソフ

トに関する新しいJIIMA認証制度の詳細も配信

した。

　勝丸理事長は「電子帳簿保存法改正、デジタ

ルトランスフォーメーションと文書情報マネジメン

ト」のテーマで講演した。

　はじめに「コロナウイルス感染症の感染拡大に

より、日本のあらゆるところでデジタル化の取組

の遅れが明らかになった結果、政府は今国会で

デジタル化関連法案を提出し、9月1日にはデ

ジタル庁の設置を行い、デジタル化の加速をは

かっている」とデジタル化に関する政府の動きを

解説した。

　新型コロナウイルス感染症拡大により浮き彫り

になった行政、経済、医療、働き方、教育など

の各分野の様々なデジタル化への課題解決のた

め、行政の縦割りを打破して、デジタル社会へ

のパスポートであるマイナンバーカードのさらなる

活用で、補助金などの迅速な給付の実現、コロ

ナ禍での臨時処置の定着、拡充、国と地方を通

じたデジタル基盤の構築、こういったデジタル施

策の展開に取り組む必要がある。

　つづいて、令和 3 年度電子帳簿保存法改正の

概略を説明した後、企業のデジタルトランス

フォーメーション（DX）について語った。

　「DXについては多くの人が様々な説明、解釈

をしている。最大公約数をとってみると、ものを

中心としたビジネスからデータを中心としたビジ

ネスへ転換すること」と述べた。

　情報を中心としたビジネスというのはベンダー

が持っている情報をユーザーが欲しい情報に変

換するビジネスといえる。

　紙とアナログの多い中小企業にとっても「デジ

タイゼーション（アナログ、物理データのデジタ

ルデータ化）、デジタライゼーション（個別の業

務の製造プロセスのデジタル化）で業務の効率

化を図るだけでも価値がある。また今後「社会

全体でデジタル化を進めていくと公共機関や大

企業、金融機関との取引、やり取りでデジタル

化が必須となって、それが企業の存続条件とも

なりかねない」とデジタル化の必要性を訴えた。　

　さらに勝丸理事長は「デジタル化と文書情報

マネジメントの関係は薄いのではないかと思う

方が多いかもしれないが、情報を適切に更新し

のちの活用を考えて蓄えていくという事をすると

DXにとても役立つものになる。文書情報マネジ

メントはそれ自体を目的とするものではなく、あ

らゆる組織活動の基盤となるもの。組織活動の

基盤というのは一般的な経営課題であるコンプ

ライアンス強化、品質管理、環境保全、情報セ

キュリティなどの活動を適切に行うためには文書

情報マネジメントがその土台にある」と語った。

「JIIMAウェビナー2021」を開催
日本文書情報マネジメント協会

「デジタルファースト時代の情報マネジメント～令和 3 年度電帳法改正・
ニューノーマル時代を見据えた組織のDX戦略～」

勝丸理事長
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印刷産業の〝復活のシンボル〟に来年11月24日～28日の５日間開催
IGAS2022

初のハイブリッド展示会

　日本印刷産業機

械工業会（日印機工、

森澤彰彦会長）と

プリプレス＆デジタ

ルプリンティング機

材協議会（プリデジ

協、辻重紀会長）は、

2022 年 11 月 24 日～28 日までの５日間、東

京・有明の東京ビッグサイトの東展示棟で「IGAS 

2022（国際総合印刷テクノロジー＆ソリューショ

ン展）」を開催する。  

　両団体は６月９日午後２時から、東京・芝公

園の機械振興会館で記者発表会を開き、同開

催概要をあきらかにするとともに、出展申し込み

募集をスタートさせた。森澤会長は「パンデミッ

ク終息後の印刷産業界の復活シンボルとして期

待に応えていく」と述べ、IGAS の大成功を期

する決意を強調した。

　IGAS2022 は、「Vent u r e  i n to  t h e 

innovation!－新たなイノベーションへの挑戦－」

を統一テーマとして、プリプレス、プリメディア、

印刷、製本、紙工、ラベル、パッケージング、

クロスメディア関連における最新の技術、サービ

ス、ソリューションとそれによる新しいビジネス

の創出を提案し、活発なビジネス交流の場を提

供する。特に今回リアル展示会を基本にして様々

なバーチャルイベントを実施する「ハイブリッド

展示会」を目指す。

森澤会長

第11回 PHOTONEXT　2021がリアル開催
協賛会員もアピール

　プロメディアが主催し、写真感光材料工業会

などの 3つの写真関連団体が協賛した日本最大

のプロ機材ショー「第 11 回　PHOTONEXT　

2021」が 6月 15日、16日の２日間、横浜みな

とみらいのパシフィコ横浜でリアル開催された。関

複の協賛会員も出展した。

　石川特殊特急製本は、プロの建築写真家向け

に定評のあるフォトブックを中心にアピール。建築

竣工アルバムなどが特にふさわしい、紙のそりが

全くない重厚で、完璧な製本に、手にしたプロ写

真家もその仕上がりに見惚れていた。

　

　ダイヤミックのブースでは、観光地や施設など

で、その場で簡単にオリジナル記念カードができる

昇華型デジタルカードサイズプリンタCHC-C320。

　また超短焦点プロジェクターにも対応した高輝

度・高精細な映像を映し出すプロジェクター用ス

クリーンフィルム彩美ｓ〈SaiVis〉もデモストレー

ション展示。

上：石川特殊特急製本、下：ダイヤミック
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リコージャパンの提案 59
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キヤノンMJの提案　59

 

①知らない人からのメールだが、メール本文のURLや添付ファイルを開かざるを得ない内容
②心当たりのないメールだが、興味をそそられる内容
③これまで届いたことがない公的機関からのお知らせ
④組織全体への案内
⑤心当たりのない決済や配送通知 （英文の場合が多い）
⑥IDやパスワードなどの入力を要求するメール

①フリーメールアドレスから送信されている

②差出人のメールアドレスとメール本文の署名に記載されたメールアドレスが異なる

①日本語の言い回しが不自然である

②日本語では使用されない漢字（繁体字、簡体字）が使われている

③実在する名称を一部に含むURLが記載されている

④表示されているURL（アンカーテキスト）と実際のリンク先のURL が異なる（HTMLメールの場合）

⑤署名の内容が誤っている

①ファイルが添付されている

②実行形式ファイル（exe / scr / cpl など）が添付されている

③ショートカットファイル（lnkなど）が添付されている

④アイコンが偽装されている

⑤ファイル拡張子が偽装されている
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富士フイルムビジネスイノベーションの提案　59
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　リコーは、国内商用印刷市場向けに枚葉タイ

プの高速インクジェット・プリンティング・シス

テム「RICOH Pro Z75」を 2022 年秋に発売

する。同システムは、同社初となる印刷事業者

向けの枚葉インクジェットプリンタ。

　近年、国内商用印刷市場では印刷物の多

品種小ロット化やパーソナライズされたアプリ

ケーションの増加により、デジタル化のニーズ

が高まっている。デジタル機を導入・検討して

いるユーザーからは、更なる高生産性、薄紙対

応、両面印刷対応、低ランニングコスト、四六

半裁サイズ対応、そしてス

キルレスによる容易な人材

確保などの要望が寄せられ

ている、同システムはこれ

らの要望に応え、印刷事業

者の課題解決を後押しするという。

　同システムは新開発の水性顔料インクとリ

コー独自のプリントヘッドの組み合わせにより、

オフセットに迫る画像品質が可能となった。

　 片 面 最 大 4500 枚 ／ 時 の 高 速 出 力と

1200dpi ×1200dpi の高解像度に加え、自

動両面印刷機能も搭載しており、シンプルオペ

レーションによる高い生産性を実現。対応用紙

サイズは最大 545 × 788㎜の四六半裁サイズ

までサポートし、オフセット印刷機と同等の多

面付けが可能となる。

　コニカミノルタジャ

パン（KMJ、大須賀健

社長）は 6 月 2 日午

後 3 時から、「プリン

トとマーケティングの

DX 戦略」と題したオ

ンラインによる新製品

発表会とパネルディスカッション「印刷業界に

おけるプリントとマーケティングの DX」を開催

した。

　冒頭あいさつに立った大須賀社長は「KMJ

は顧客の DXを推進するプロ集団になるという

事を、この春固めた中期経営戦略でも掲げて

いる」と述べ、「KMJ のプロフェッショナルプ

リント事業部はクライアント経営者の DXへの

変革意思を支援し、プリントだけではない、そ

の先の価値を提供し、永続的なカスタマーサ

クセスを実現することを標ぼうしていく」とあ

いさつ。

　最初のセッションでは、KMJ プロフェッショ

国内商用印刷市場向け四六半裁サイズ対応の枚葉
インクジェットプリンタ「RICOH Pro Z75」を発売へ

新製品発表会
 「プリントとマーケティングの DX 戦略」開催

リコー

コニカミノルタジャパン

～新開発技術で印刷事業者のニーズに応え、デジタル化を加速～

「AccurioPressC7100」「Print バル」を紹介

RICOH Pro Z75

大須賀社長
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ナルプリント事業部の須田徹（上席執行役員）

事業部長が「多様な視点で印刷の未来をデザ

インする～ DX による提供価値」と題し講演

した。

　須田部長は KMJ の印刷業界におけるスタ

ンス、方針は「生産プロセスの効率化、付加

価値創造の２軸で活動している」と述べた後、

それぞれの軸の具体的な内容を説明した。

　KMJ は生産プロセスの効率化による生産性

の向上、コスト最適化についてはメーカーとし

て至上命題と認識しており、また付加価値の

創造については加飾印刷などで印刷物そのも

のの付加価値を向上するだけでなく、印刷会

社のクライアントへのマーケティング支援をＫ

ＭＪはサポートしていくとしている。

　コストの最適化を実現するための新製品とし

て「AccurioPress C7100」を紹介した。

　定評ある「インテリジェントクオリティーオ

プティマイザー（IQ-501）」に、バーコード

検査機能を追加し、さらに用紙プロファイル

の用紙判別機能、完全色フチなし印刷を実現

する 4 方のトリマー。スジ入れや名刺やカー

ドなどの自動断裁もインラインで可能となっ

ている。

　また印刷機単体機能の向上だけではなく、

Web to Print の in2site、プリントワークフ

ローの自動化を実現する AccurioPro Flux、

そして自動補正機能を有するデジタル印刷機に

よるプリントとオンライン後工程までの一連の

フローを最適化する。

　また、売り上げアップという点では、デジタ

ルとプリントを融合させたデジタルマーケティ

ングツール「Print バル」を紹介。

　「Print バル」はクライアントの先の顧客行

動における最適な顧客接点を見出し、最適な

タイミングで E メールや紙のダイレクトメール

の配信。ランディングページの作成。そしてそ

の結果を測定しフィードバックし、次のマーケ

ティングシナリオを設定していくという機能を

備えている。

　消費者生活において、情報との接点はこの

デジタルとリアルを行き来している。しかし実

際のマーケティング施策というのはデジタルと

リアルがある意味分断されていることが多い。

マーケティング施策実態調査データでは、デ

ジタルだけの情報発信の場合の効率は平均

31％、プリントなどのリアルの媒体による情報

発信の効果が 47.9％と報告されているが、さ

らにデジタルとリアルを組み合わせると効果が

リアルの 1.4 倍の 68.2％に高まるという調査

結果が出ている。デジタルとリアル（アナログ）

の両方が必要であり、両プリントパワーで相乗

効果があがるという。

　実際、印刷会社のクライアントである一般

企業もデジタルを活用したマーケティング施策

を実行したいと考えているが、現実は人材やノ

ウハウ不足などの課題を抱えている。

　一方、印刷会社では印刷だけでは行き詰ま

りを感じており、新たな事業領域への取組をい

ろいろと推進している状況である。現状すで

に、クライアントから印刷会社へＷｅｂ構築だ

けでなく、デジタルマーケティング施策への支

援を要請することが事実としてある。

　須田氏は「Print バル」をツールに「KMJ は

今後両社のニーズをマッチングさせることでウ

インウインの関係が作れるという事を確信して

いる」と述べた。

　 続 いての セッション で「AccurioPress 

C7100」、「Print バル」のそれぞれの詳細な

説明が行われた後、実際にデジタルマーケティ

ングツールを活用しているクイックスの岡本泰

社長、島津印刷ネクストプロモーション事業部

和田亮部長代理らが参加し「印刷業界におけ

るプリントとマーケティングのDX」をテーマに、

パネルディスカッションが行われた。

　最後にあいさつに立ったKMJプロフェッショ

ナルプリント事業部の藤谷崇東日本営業統括

部長が、印刷物にデジタル加飾を施す卓上型

デジタル加飾印刷機「AccurioShine（アキュ

リオ シャイン）101」の製品紹介を行った。
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3. 魅力ある職場の創造

　（3）人事制度の改善

　従業者にとって自らの仕事の成果が、どの

ように評価されているかを知ることは、更に

高水準の仕事へと向かう意欲を駆り立てて、

その能力の活性化を促す上で大きな意味を持

ちます。しかしながら現状においては、中小

企業には明確な人事制度がないことが多く、

アンケートによると従業者に対する会社の評

価について、どう評価されているか分からな

いとする従業者の割合は中小企業の方が多く

なっています。

　一方、中小企業の企業活動が高度化するな

かで、それを担う人材に要求される能力も多

様化、専門化が進むと予想されます。その中

で、年功序列だけではなく、能力にあった評

価を行い、また、専門分野毎に特化した人事

制度を導入することは、個々の人材の能力の

発揮に多大な寄与をするのみならず、かかる

高度な人材を獲得するうえでも大きな効果が

あります。 

　そもそも、中小企業は組織も小さく経営

者が管理すべき対象従業者数も少ないことか

ら、従業者の個別管理が行いやすくなってい

ます。事実、年功だけでなく能力を強く勘案

した昇給制度や専門職主体の人事労務管理制

度等については、大企業よりも中小企業の方

が従前より採用していたり、最近導入したとす

る企業の比率が高く、導入を考えていないと

する企業割合も中小企業の方が小さいです。

　労働者の多種多様な能力を発揮させ、正当

に評価することは、労働者の「生きがい」感

を高めるものです。このためには、個々の企

業にあった企業組織、人事制度を構築するこ

とが重要ですが、この点において、柔軟な対

応が可能な中小企業は労働者に「生きがい」

をより感じさせる可能性を持った事業体であ

るといえます。

〈専門職用の人事制度の導入事例〉

　宝石、毛皮製品の製造・販売業の M 社 ( 東

京都、従業者数 l60 人 ) は、デザイン、彫金、

縫製が最も重要な分野であり、より優秀な人

材を確保できるように、この分野において専

門職用の人事制度を導入しています。一般社

員は年功序列制、終身雇用制を基本にした人

事制度ですが、専門職は年契約の社員であり、

賃金も能力主義のため 30 歳の社員で 40 歳

の一般社員と同等の金額となっています。ま

た、専門職の場合、中途採用であっても年齢

から算出された昇進を行っており、新人として

入社した者より不利になることはありません。

〈能力主義の導入事例〉

　不動産・建築総合企画業の N 社 ( 東京都、

従業者数 51人 ) は、人材の活性化のために

能力主義を導入、賃金面で基本給のほかに、

資格給、売上に対する一定割合の歩合給を導

入しています。これにより自分のした仕事が賃

金面に反映され仕事の達成感を実感しやすく

なっています。同社はこのほかに週休 2 日制

の導入、長期休暇制度の導入、社員旅行とし

ての海外旅行等を実施し、楽しく働ける魅力

のある職場づくりに努めています。

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 中小企業の発展と人材（9）
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ペルガモン王国とその盛衰

　ペルガモン王国は東にセレウコス朝シリア、西にアンティゴノス

朝マケドニアの強国に挟まれた国なので、両国がちょっと勢力を

伸ばしてくると独立を維持するためには当時の共和政ローマと同盟

をして、なんとか軍事バランスを保っている。マケドニア王国のピ

リッポス 5 世とは領土問題では対立している。

　また、共和政ローマはカルタゴとの間で、シチリア島と地中海

の制海権をめぐる覇権争い（1次～ 3 次）にわたってポエニ戦争

を行っている一方、マケドニアとも（1次～ 4 次）シリア戦争を行っ

ている。

　とくに紀元前 218 年（ポエニ第 2 次戦争）、カルタゴの将軍ハ

ンニバルが象部隊を連れてアルプスを越えてイタリア半島に侵攻し

た際、マケドニア王フィリッポス 5 世はハンニバルに加勢、共和政ローマと戦う。（第一次マケドニ

ア戦争）この時ペルガモンは、共和政ローマに加勢。 （ポエニ戦争は 3 回次まで、マケドニア戦争

は 4 次まであるが） この時の共和政ローマは、イタリアの多部分を占領されあわや陥落。ローマは

持久戦を採りながら前 202 年ローマの将軍スキピオが北アフリカに侵攻。ハンニバルは海路北アフ

リカにもどりカルタゴ近郊のザマの戦いで敗れローマはなんとか逆転勝ち。

　また、紀元前 192 年～紀元前 188 年にも共和政ローマとセレウコス朝シリアの戦いがあり、ペ

ルガモンはいずれもローマ軍に加勢。シリアは敗れて、紀元前 188 年シリア戦争終結後、領土に

ついてはタウロス以西のアジアを放棄。ペルガモンは小アジアのシリア領を入手することを認めら

れ、ペルガモン王国はローマの

肩入れがあり強国への道を歩み

始めた。

　セレウコス朝シリアは大国とし

て残ったものの、アンティオコ

ス大王が死ぬと内紛が多発して

国力が衰え、衰退の一途をたど

り、約 100 年後ついに前 64 年

にローマのポンペイウスの率い

る軍によって滅亡、ローマの支

配する属州シリアとなった。

複写を考える○78　（複写業を中心とする　複写の歴史）

細井　大建

アルプス山脈を越えるハンニバルの軍
Fig 152

よりポエニ戦争マケドニア戦争関係地名　Fig 153
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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、 シリーズです。

真の
プロダクション
印刷システム

＊写真は 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 枚※ の高速出力

受注幅を拡大する ㎡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
※ ： にて、 ヨコ・ ～ ㎡紙時

●商品に関するお問い合わせは

〒 東京都港区芝浦
受付時間／ ～ ・ ～ （土、日、祝日を除く）






