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議　題	（１）…2012年度版「フォーム印刷業界の現
状と課題に関する調査報告書」の発
刊報告

	 （２）委員会報告
… （３）日本印刷産業連合会等関連報告
	 （４）その他資料・ご紹介
	 （５）各フォーム印刷工業会からの報告
議　事… 冒頭、櫻井会長の開会挨拶があり議事に
入った。
「櫻井会長挨拶骨子」

　明けましておめでとうございます。本年も宜し
くお願い致します。
　各会員の方々の会社、そして、この団体がまと
まり、益々隆盛なることが我々の使命と思う。専
務理事から紹介があった会報の新年号には、各フ
ォーム印刷工業会の会長の年頭所感が掲載され、
非常に興味深い。私の所感の引用に「地球は既に
破産をしている」と書いたが、我々の産業は、将
来どの様な方向性に向って行くかを捕えて行く。
この予兆は人口減少による生活スタイルの変化は
20年前から判っていた。しかし、私たちは20年前
に判っていた事に手を付けていなかった。これを
回復するには予見をきちっと分析し、強みに変
えて行く努力をして行きたい。
　今年の色々な方からの挨拶を聞いていると、新
しいリーダーが立って、そのリーダーが引っ張っ
て行くとの見出しが多く掲げられているので、わ
れわれも頑張って行きたい。

日本フォーム印刷工業連合会　平成24年度　第８回理事会議事録

2012 年度版「フォーム印刷業界の現状と

課題に関する調査報告書」の発刊報告

　昨年12月に発行した平成23年度版「フォーム印
刷業界の現状と課題に関する調査報告書」につい
て、今回の調査で得られた特徴ある事項について
説明を行なった。
　今回の調査では、昨年（71社が回答）より社数
が減少し、66社からの回答にとどまった。印刷産
業は成熟した既存市場での収益確保を継続しなが
らも、新規市場・新規事業へと新たな収益源を求
める各社の姿が浮き彫りとなった。経費や人件費
などの削減によって収益改善を図る企業が増加
し、一部の企業では成果が出ている。売上拡大施
策では、
①…既存市場から新規市場へ、さらに新規事業
へと市場進出への動きが急速に起きている。…

②…市場進出に興味のある事業分野として「マー
ケティング」および「システム開発分野」を多
くの企業が挙げており、既存事業の周辺を
取り込む動きが目立っている。…

③…BPOサービスに対する市場拡大の期待は引

■平成24年１月24日（木）午後２時15分　椿山荘プラザ「カシオペア」
■出席者（25名）
櫻井会長、小谷副会長、瀬戸副会長、玉田常任理事、林常任理事、土屋常任理事、越智（大
久保常任理事）代理、佐藤常任理事、佐久間常任理事、杉山常任理事、溝口常任理事、太
田常任理事、和田常任理事、福田常任理事、佐々木常任理事、丸田(福武理事)代理、石
坂理事、坊野理事、加藤理事、滝本理事、田中理事、西川監事、寺山監事、南里（市場
調査事務局）、山口（専務理事事務局）
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き続き高い傾向にあり、BPOの業務内容も
多岐にわたってきている。…

と説明した。
報告者：市場調査委員会委員　越智　章　

事務局　南里　明弘
（…この小冊子は会員価格1,000円/部（会員外価格
2,000円/部）で販売を致しております。）

委員会報告

●業務委員会

　・11月・12月度月次計算について報告。
　・…その他、会報No.374号発刊、“page… 2013”出

展について報告を行なった。
●資材委員会

　・…平成25年1月度用紙事情について説明をした。
　・…２月 22 日開催の「インキ製造事業所（T&K…

TOKA埼玉）見学会」を報告
●国際委員会

　・…12月度北米印刷事情レポートを報告。
　・…FAGAT及びRomancing…Print展示会（インド）

開催について説明。
●技術委員会

　・…「印刷ユニット・メンテナンス実践セミナー」
開催について説明。

日本印刷産業連合会等関連報告

（１）…「労働衛生協議会」実施内容及び「中央労働災
害防止協会」入会

（２）「日本ペーパーパワー協議会（構想）」について
（３）…技能五輪国際大会（ドイツ）日本代表選手発

表について
（４）グリーンプリンティング認定工場（第26回認定）
（５）平成25年度日印産連主要行事日程について

その他資料・ご紹介

（１）…第14回パリ・ジャパンエキスポ「伝統文化
パビリオン」について事務局より報告した。

各フォーム印刷工業会からの報告

関東フォーム印刷工業会報告（瀬戸会長）

　関東では例年一泊の役員研修会を行なっていた
が、今年は国際文化会館で年末懇談会を開催し、
約40名が参加して文字文化を心から味わう企画と
して「朗読」を聞いた。
　２月に開催されます“page… 2013”への出展も関
東の会員の方々が参加される。年頭所感にも書か
せて頂いたが、私たちの仕事に非常に危機感を感
じており、行動を起こさねばならない時期にある。
関東の会員同士での生産設備を共同して使用する
様な話が出ているので、今年はごく小さなことか
らも実現して行きたい。
北海道フォーム印刷工業会（佐藤会長）

　例年の行事ですが、一泊の懇親を兼ねた研修会
を昭和情報様を講師に迎えて行なった。今年に入
って、北海道印刷関連業の新年互例会に合わせて
顔合わせを行なった。
　北海道電力から節電の要請があり対応している
が、北海道も大変寒い日々が続いていて、電力の
使用を抑えることが難しい日々を過ごしている。
東北フォーム印刷工業会（佐久間会長）

　東北では明日、仙台で講演会と新年会を開催す
る予定。今年はやっと例年のスケジュールに戻し
た活動が出来そうです。総会は５月に岩手県で開
催、６月には復旧した石巻の日本製紙を見学する
計画をしている。
中部フォーム印刷工業会（杉山会長）

　年末には忘年会を兼ねたゴルフコンペを予定し
ていたが、当日、降雪のため３月に延期になった。
中部の景気も政権交代で期待を持っている方々が
多い。今年は互いに協力し合って少しでも良い年
にしたい。
関西フォーム印刷工業会（溝口会長）

　１月16日に約90名の会員の方々に集まって頂
き、新年互例会と「日本人のチョットここが変」
とのタイトルで、インド人のパーソナリティーの
方が講演。関西人のここがチョット違うのではな
いか？ということが、私たちの仕事の上において
も一番大事なところではないのかと思います。今
回は私の思いから単なる懇親会ではなく、「懇親
情報交換会」との少し硬いタイトルをつけて、情
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議　題	（１）委員会報告
… （２）日本印刷産業連合会等関連報告
… （３）その他資料・ご紹介
… （４）各フォーム印刷工業会からの報告
議　事　冒頭、櫻井会長の開会挨拶があり議事に
入った。
「櫻井会長挨拶骨子」

　一年間会長として勤めさせて頂いたが、皆さん
のご協力に感謝している。しかし、この一年間の
総括として新しい潮流を作ることができたか疑問
が残る。色々なことを話させて頂いたが、新しい

報を交換する会合にしました。本年10月に持回り
理事会を神戸で開催するので、来月の６日に兵庫
支部新年会を開催し団結を図って行きたい。フォ
ーム工連のホームページにも案内を掲載している
が、２月26日に情報用紙セミナーを開催する。
中国フォーム印刷工業会（太田会長）

　今年は２月の新春懇親会から活動を開始する
が、今回からは東西を統合して、西尾総合印刷様
も参加されることになる。今まで勉強会を開催し
ていなかったが、今回パルウェーブ様を招いて、
「女性の社会進出について」の勉強会を行なう予
定。今年は４月中旬に広島で「お菓子博覧会」が
あるので、ぜひ広島にお出掛け下さい。
九州フォーム印刷工業会（和田会長）

　昨年12月に理事会及び忘年会を実施し、今年は
２月22日に研修会を含めての理事会を開催する。
年頭所感にも書かせて頂いたが、今年も業界活性
のために、地方からエネルギーを発信することが
できるように、地方同士の交流会の実施を実現さ

せたい思い、新しい取り組みをして行きたい。

　最後に小谷副会長より閉会挨拶があった。
「小谷副会長挨拶骨子」

　新年早々に東京での大雪、海外でも大変なこ
とが起こって日本人が亡くなったり、世界が狭
くなったことを感じている。昨年から政権が変
わって、様々な施策を打って経済が良くなるこ
とを期待したい。しかし、他力本願で期待して
ばかりではなく、我々自身も大きな変化を作っ
ていくこともして行きたい。会員の各位が大い
に2013年に活躍されて、フォーム工連の活動に
大いに協力をして頂き、業界全体が益々発展す
ることを願っている。
　次回平成24年度第９回理事会は
　　　開催日　平成25年３月14日（木）
　　　時　間　午後１時30分から
　　　場　所　日本印刷会館２階　201会議室
を確認して閉会となった。

動きや連携が生まれたのか、政権が代わって、こ
れだけ円安、株高と大きく変化中、一石を投じら
れなかったのが残念です。会員の会社は皆強さを
持っていると思う。そして、次のステップに行こ
うとする手助けが必要な時に、会員の一社一社が
強くなるような下働きを、会長として努力して行
きたい。僅かな事例ではあるが、当社の持ってい
る技術を会員会社にアドバイスを行なって、問題
を解決した。こんな事例を積み重ねて、フォーム
工連が、これからも益々発展して行くことを夢見
て働いていきたい。

日本フォーム印刷工業連合会　平成24年度　第９回理事会議事要録

■平成25年３月14日（木）午後１時30分　日本印刷会館２階　201会議室
■出席者（18名）　
櫻井会長、瀬戸副会長、玉田常任理事、池田常任理事、林常任理事、土屋常任理事、
越智（大久保常任理事）代理、佐久間常任理事、杉山常任理事、溝口常任理事、福田常任
理事、佐々木常任理事、福武理事、石坂理事、坊野理事、滝本理事、谷島（西川監事）代理、
山口（専務理事事務局）
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　理事会には皆さんはお集まり願っているので、
報告事項で終わらせるのではなく、夢を共有化す
ることで素晴らしい仕事に結び付けたい。３月11
日のIBMの新聞広告でも「顧客を中心に考える」
とキャッチコピーをしている。私が色々な方との
インタビュー記事を掲載した冊子には、「顧客の
誕生」として「マスの広告」から「個人に対する広
告（個告）の時代」になったと書いている。電通も
同じことを言っている。印刷の流れが大きなマス
の印刷から、我々のようなバリアブル印刷を得意
とする印刷企業に、徐々に移りつつあると思って
いる。そして、この印刷の時代は必ずやって来る。
この時、花が咲くのは我々の会員企業である。
　印刷全体を見るとマイナスの面しか中々見えな
いが、今一度、自分の仕事にどっぷり浸かって、
自分の強さを見て伸ばして行って欲しいと願って
いる。

委員会報告

●業務委員会…
・１月・２月度月次計算についての報告。
・…日本印刷産業連合会表彰推薦者基準策定につ
いて報告。

・…関東フォーム印刷工業会と共同で３月21日・
28日に開催する「ＦＭクレド」連続講座につ
いて報告。

●資材委員会

・２月・３月度用紙事情について報告。
・…２月22日に開催した「インキ製造事業所（T&K…
TOKA埼玉）見学会」について報告

●国際委員会

•１月度北米印刷事情レポートを報告。
•３月29日に開催する「海外動向セミナー」に
ついて報告。

●技術委員会

•２月13日開催の「印刷ユニット・メンテナン
ス実践セミナー」について、参加者アンケー
ト集計内容を中心に報告。の案内

●環境委員会

•…昨年11月に開催したセミナー「有機則・
PRTR法に該当しない洗浄剤を使用した洗浄
作業への挑戦」で得られた情報から、「より安
全で、環境にやさしい」洗浄剤について、GP
資機材認定品を中心にUV洗浄剤の使用事例
公開について報告。

日本印刷産業連合会等関連報告

　事務局山口より、資料に基づき以下の報告があ
った。　　　　　　　　　　　　
（１） 第12回印刷産業環境優良工場表彰につい

て
（２） 産業の現状と対応について（経済産業省経

済産業政策局）
（３） 胆管がんに関する労災請求について　（厚

生労働省）
（４） 「均等・両立推進企業表彰」募集について

（厚生労働省）
（５） 海外出張報告（石橋部長報告。3月29日に

国際委員会主催「海外動向セミナー」にて
も報告）　　　　　　　　………………………………………………………………………………

（６） 「印刷現場における個人情報保護ワンポイ
ントレッスン」発行案内…

（７） グリーンプリンティング認定制度の周知
のお願い…

（８） 「競り下げ方式」導入に対する意見書

その他資料・ご紹介

（１）  JGAS2013 ＋ Parkゾーン申込み案内
（２） Page2013基調講演資料・ジーエーシティ

ー調査報告掲載記事紹介
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会で主催したセミナー「有機則・PRTR法に該当
しない洗浄剤を使用した洗浄作業への挑戦」で講
演されたテクノロールに来て頂き、会員企業から
多くの現場の方々が参加して勉強会を行なった。
受講者から継続的な指導の要望もあり、本年秋に
は第２弾の勉強会を計画している。２月26日には
王子製紙、大王製紙、三菱製紙の３社に来て頂き、
「最新の情報用紙セミナー」を、フォーム工連会
員以外も十数名参加され、92名が参加して開催し
た。セミナーでは、各社の産業向けインクジェッ
ト対応用紙について、各社から貴重な情報を頂い
た。今後とも継続して開催して行く。
　大阪で約３万人が来場される「JP2013 情報・
印刷産業展」の初日の５月16日に定期総会を開催
し、総会後の講演会では「新しい市場のつくりか
た」の著者の三宅氏が講演される。非常に興味あ
る内容の講演になると思うので、東京からも新幹
線で２時間半、飛行機であれば50分と近いので、
東京からも各地の方々も参加して欲しい。
　　
　最後に瀬戸副会長より閉会挨拶があった。
「瀬戸副会長挨拶骨子」

　先日、印刷新聞に佐久間さんの大きな写真とと
もに、福島での共同受注の取り組みが紹介されて
いました。震災復興のためとのことではあるが、
無用な競争を避けて計画され、実施され、成果を
出していることを見ると、今、私たちの業界の中
でやるべき方法はまだあるのではと思っている。
冒頭で櫻井会長からも、自社で持っているノウハ
ウを開放すると話されているので、会員各社が知
恵を絞って、思い切って動けば、新しい展開が開
けることを、佐久間さんの東北の記事を読んで再
認識した。もっと私たちも今後のビジネスの出口
を探して行きたいと思う。
　次回平成25年度第１回理事会は、
　　　開催日　平成25年4月11日（木）
　　　時　間　午後１時30分から
　　　場　所　日本印刷会館２階　201会議室
を確認して閉会となった。

（３）…JTDNA製品安全シンポジウム2013のご案
内資料…

（４）…「ITナビゲーター 2013年版」
野村総合研究所／著　東洋経済新報社

（５）…「新しい市場のつくりかた」
三宅秀道／著　東洋経済新報社

各フォーム印刷工業会からの報告

関東フォーム印刷工業会報告（瀬戸会長）

　１月24日椿山荘で開催しました新春懇親会に
は、昨年同様、日本フォーム工連の理事の方にも
参加頂き、約200名の会員の方々にお集まり頂き
ました。経済産業省より仲課長補佐、日本印刷産
業連合会からは足立会長にご出席を頂き、祝辞を
頂いた。新春講演会でフェシリティマネジメント
についての講演を聞いた受講者から、より深い学
びをしたいとの希望があったので、ご講演を頂い
たクレイグ氏より、２月21日と28日の２日間で、
「FMクレド15カ条」の連続講座を業務委員会との
共催で実施する。
東北フォーム印刷工業会報告（佐久間会長）

　１月16日に今年最初の役員会、新年会、講演会
を行なった。講演会の講師にはベカルタ仙台の白
幡洋一社長においで頂いた。４月９日に新年度の
第一回目の役員会を開催する。６月14日には岩手
県の花巻で総会と講演会を開催する。６月のはじ
めには石巻の日本製紙の工場見学会を予定してい
る。例年だと役員を主体とした納涼会を行なって
いたが、今年はベカルタ仙台の白幡社長とのご縁
で、７月17日にサッカー観戦を見ながら役員会と
懇親会を行なう。
中部フォーム印刷工業会報告（杉山会長）

　来週、理事会と併せて延期になっていた懇親ゴ
ルフを開催する。新年度の役員体制だが、理事の
人事異動があるので、４月上旬に理事会と歓送迎
会を実施する。５月には新体制での総会を開催す
るが、今回、会長も交代予定なので４月の理事会
には新旧両名で参加し、ご挨拶致したい。
関西フォーム印刷工業会報告（溝口会長）

　２月21日大阪支部会では、昨年11月に環境委員
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くることができる。
毎年同じことをや
っている管理総務
から、目標を持っ
て改善的発想を生
む総務へと、日本
の総務業務は変わ
ることが急務。戦
略的総務になるた
め指導し、手伝う

ところに私たちの仕事は必ずある」と、印刷会
社が果たすべき役割があることを示した。
　参加した約100名の聴講者からのアンケート
では、「ＦＭクレド15カ条」の連続講座に参加し
たいとの希望があり、２月に２回に渡っての連
続講座（６時間）を開催することとなった。非常
に反響の大きな講演会を行なうことができた。
　新春講演会「ファシリティ・マネジメントに
よる企業経営」の講演録は、ホームページに掲
載中です。

トピックス

クレイグ・カックス氏

平成25年新春講演会
「ファシリティ・マネジメントによる企業経営」を開催

　１月24日、椿山荘において、クレイグ・カッ
クス氏を招いて新春講演会「ファシリティ・マ
ネジメント（FM）による企業経営」を開催した。
世界標準の遅れをとっている日本のFMの現状
を示した上で、「FMは会社の利益に直結する仕
事。コストを切るだけでなく利益を作る仕事で、
会社の文化を変え、企業の成功のためにある」
と、総務業務の取り組みや改善が業績に好影響
を与えることを説明。会社の文化の担い手は総
務。「人が働きやすい会社、働くのが楽しい会社、
社会貢献する会社、いろいろな文化を総務はつ

「page 2013」に出展

　今年で26回目を迎える印刷技術展示会“page…
2013”が、２月６日から３日間、「サンシャイン
シティコンベンションセンターTOKYO」で開
催。今年は「拡大!コミュニケーションビジネス」
をテーマに、印刷業とは何なのかをゼロから考
え直し、多様化するニーズに応え、ビジネスモ
デルを提案した。日本フォーム印刷工業連合会
からはトッパン・フォームズ（株）、（株）イセト
ー、（株）昇寿堂、太平洋印刷（株）、（株）木万屋

日本印刷技術協会主催

page 2013 開会式典
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トピックス

商会の５社が出展。事務局展示としてネットワ
ークOSの「ＴＨＥ―座」、ファシリティ・マネー
ジメント（FOSC）、ナレッジファシリテーショ
ン（（株）資産工学研究所）を紹介するとともに、
会報を約200冊配布した。

環境セミナー第２弾 実践編
「印刷ユニット・メンテナンス実践セミナー」を開催

　昨年11月に「有機則・PRTR法に該当しない洗
浄剤を使用した洗浄作業への挑戦」をテーマに
環境セミナーを行ったが、参加した聴講者から
「より具体的な作業内容についての情報が欲し
い」との要望が出された。そこで、技術委員会
（林陽一委員長）では、２月13日午後にインキ洗
浄作業をより効率的に行なうため、東洋インキ
（株）とテクノロール（株）の技術者から、実践的
な印刷周辺のメンテナンス手法を聞く「印刷ユ
ニット・メンテナンス実践セミナー」を日本印
刷会館会議室で開催した。

　今回の内容は、印刷現場に的を絞って実演を
交えたセミナーであったので、会員企業から工
場現場の責任者の方々が多数参加を頂き、継続
してメンテナンスについて指導を受けたいとの
希望も寄せられた。
　ビジネスフォーム印刷の主要インキである
UVインキに対応した「より安全で、環境にやさ
しい」洗浄作業については、GP資機材認定品を
中心に、洗浄剤の使用事例を弊団体ホームペー
ジに掲載しているので活用して欲しい。

　来場者数合計は64,760人と、ほぼ昨年並みで
あったが、初日の２月６日が悪天候で、朝の交
通手段を遮断されるなどで、会場に来られなか
った方々が多くいたことが残念。
　参加者のみなさん、ご苦労さまでした。

混み合う展示会場

実践セミナー会場

出展参加者スナップ

講師から実践を交えての指導
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「インキ製造事業所見学会」を開催

　資材委員会（池田正雄委員長）は、平成25年２
月22日（金）、特別会員である（株）T&K　TOKA
埼玉事業所（埼玉県入間郡三芳町）を、会員約40
名が見学した。
　同社は、小ロット・多品種のカスタマイズ
対応を得意としており、UVインキ国内シェア
NO.1となっている。経営理念である、T&K
（Technology…and…Kindness ＝技術と真心）の精
神で、ユーザーニーズに耳を傾け、ユーザーの
お役に立つ製品の開発・供給に注力し、きめ細
かい対応を身上としている。
　当日の工場見学では、３組に分かれ、３ヶ所
の見学となった。
　まず油性インキ量産工場の見学を、配合工程→

資材委員会主催

練肉工程→調質工程→充填工程の順に行い、中で
もビーズミルと３本ロールによる練肉工程で、
インキの分散が進む工程を興味深く見学した。
　次に同社が、国内販売代理店をしているオラ
ンダMPS社製UVフレキソ印刷機を見学。印刷
設備並びにUVフレキソならではの特色のある
印刷物などの説明を受けた。
　最後に、同社が得意とする、特練インキの工
場見学を実施。社内マイスター資格を持った社
員による、特練インキのカラーマッチング並び
に製造工程の説明を受け、質疑応答も活発で楽
しいひと時を過ごすことが出来た。
　印刷インキの製造工程を見学し、有意義な一
日となった。

工場見学会の風景 （株）T&K　TOKA埼玉事業所

「海外動向セミナー」を開催

　国際委員会（土屋昇委員長）では、３月29日に
日本印刷会館２階大会議において、午後２時30
分から３時間に渡って「海外動向セミナー」を開
催した。
　今回は本年１月に開催されたPIA、RIT…Cross…

国際委員会主催

Media…Innovation…Center、PODi…AppForumの
視察報告、２月に開催されたFAGATインド大
会の様子を日本印刷産業連合会…企画推進部…国
際担当部長…石橋邦夫…氏が報告。
　２月11日から５日間、スイスのルツェルンで
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高橋龍男氏 和田英久氏 岡田修氏

セミナーの風景

トピックス

開催された“Hunkeler…Innovation…Day…2013”展
示会に、各プリンターメーカーがHunkeler社
加工設備と組み合わせたソリューションについ
て、また、興味ある生産加工設備や、国内であ
まり紹介されていない情報を取上げて、（有）メ
ディアテクノス…代表取締役…井上秋男氏、ケイ
ズカンパニー（株）代表取締役…高橋龍男氏、（株）
イセトー…執行役員IT統括本部長…和田英久氏、
KBAジャパン（株）代表取締役副社長…岡田修氏
が報告された。

　日本印刷産
業連合会…石橋
邦夫氏からは、
米国の印刷産
業の概要。ク
ロスメディア
コミュニケー
ションのバリ
ューチェーン

における課題と可能性を検討する「Cross-Media…
Innovation… Center」の働き。インドで開催さ
れた印刷機材展「Print… Pack」の概要。インド
FAGAT大会で発表された各国における印刷産
業の現状を報告。ケイズカンパニー（株）高橋
龍男氏からは、レーザーにより複雑なバリアブ
ル縦・横ミシン加工、ダイカッティング、ハー
フカット、バリアブル文字や絵柄の加工等を、
150ｍ/分の高速で行なうことができるHunkeler
社のレーザーモジュール「HL6」を紹介。このセ
ミナー開催の数日前に米国Xerox社が買収を発
表したiMPiKA社のインクジェットプリンターを
（株）イセトー…和田英久氏が紹介。KBAジャパ
ン（株）岡田修氏は、米国のRR…DONNELLEY
社とKBA社が共同開発したインクジェットプリ
ンター「RotaJET…76」を紹介した。
（このセミナーで各講師が発表した内容は、全
て日本フォーム印刷工業連合会のホームページ…
http://www.jfpi.or.jp/JBFA…に掲載中です）

石橋邦夫氏

井上秋男氏
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の櫻井会長が登壇し、「自分自身が強さを持っ
ていると信じ、その強さを前面に押し出すよう
なセールスをやっていくことが大切だ。自分自
身がいかにこの事業に乗れるかが勝負で、この
乗ることが今の印刷業界にとって一番大切だ。
私は根っからの印刷人間で、印刷ほどおもしろ

いと思うことはない。皆さんと意
思を共有し、大きく羽ばたくよう
にやっていきたい」と会員から同
志を募った。

　関東フォーム印刷工業会（瀬戸良教会長）は、
１月24日、椿山荘において約200名が参加し、
新春懇親会を開催。挨拶にたった瀬戸会長は
「インフレ目標は資材や電力の値上げが予測さ
れ、我々にとっては厳しい状況ともいえる。し
かし、いつまでも状況の悪さを嘆くばかりでな
く、価格競争から脱却し、それぞれの得意技を
尊重し合い、希望を見出す活動をしていく必要
がある」と団体の活動に理解を求めた。来賓祝
辞で経済産業省商務情報政策局メディアコンテ
ンツ課の仲舎菜子課長補佐からは、「印刷産業
全体を取り巻く環境が目まぐるしく変わってい
くなかで、求められている担うべき役割も大き
く変化している。ニーズや課題を適格にとらえ、
新たなビジネスチャンスを見付け、大きく羽ば
たく一年になれば非常にうれしい」と期待のこ
とばを頂いた。また、日本印刷産業連合会の足
立直樹会長からは、印刷産業全体で持続可能性
を高め、女性の活躍を支援し、産業の地位向上
を図っていく必要性を話した上で、「今年は日
印産連として『印刷の力再発見』をアピールし
たい。４月には一般社団法人で再スタートを切
り、自由度高い活動が可能になるので、皆さん
のニーズに応える体制をつくり、いろいろな施
策を実施したい」と方針を示し、協力を求めた。
来賓の最後には、日本フォーム印刷工業連合会

懇親会の風景

関東フォーム印刷工業会

平成25年新春懇親会を開催

瀬戸良教会長

日本フォーム工連
櫻井会長

工業会だより
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中部フォーム印刷工業会

　また、新年度に向けて理事の懇親を深める
ため10名が参加して、名古屋郊外のゴルフ場
で久々の「ゴルフ親睦会」を開催しました。中
部地方では名門コースでの開催でしたが、当
日は風速10メートル弱の“春の嵐”の一日と
なり…、（スコアは？別にして）懇親を深める
ことができました。

　中部フォーム印刷工業会（杉山悟会長）は、
２月13日に名興ビル９階会議室にて、平成24
年度２月定例理事会を開催し、新年度の役員
体制について協議した。現会長の杉山悟氏が
東京勤務となったため、会長を入野康氏とす
ることを本定例理事会で発議され了承されま
した。現在準備を進めている定期総会（５月
27日：メルパルク名古屋で開催）で決定され
ますが、その他役員も各社の人事異動等によ
り交代を予定しています。

平成24年度２月定例会を開催

関西フォーム印刷工業会

関西フォ－ム印刷工業会（溝口剛司会長）
では、１月16日に新年互礼会が堂島ホテルで
開催されました。講演会講師としてラジオパ
－ソナリティのサニ－・フランシス氏をお招
きし、「日本人のちょっとここがヘン」という
タイトルで爆笑の辛口メッセ－ジ。インド人
から見た日本人、特に、関西人のいい面、変
わっている面、おかしい面などをズバリ指摘。

平成25年新年互礼会を開催
今後の仕事でのト－クに活用できるお話ばか
りでした。
その後、懇親情報交歓会（パ－ティ－）があ
り、参加者90名が、毎年恒例の大抽選会もあ
り、盛り上がりました。
懇親情報交歓会で挨拶に立った溝口会長
は、市場環境についていける企業の大事さを
強調されていました。

挨拶する溝口剛司会長 講演会の風景

工業会だより
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関西フォーム印刷工業会大阪支部

関西フォーム印刷工業会兵庫支部

　大阪支部（平松敬康支部長）は２月21日に、
大阪ＪＰビルにおいて、15社から17名が参加
し、支部会とプチ勉強会を開催しました。
　プチ勉強会では、昨年東京で行なわれまし
た環境セミナ－から、関連メ－カ－のテクノ
ロ－ル株式会社の浅尾栄次様にお越しいただ
き、「有機則・ＰＲＴＲ法に該当しない洗浄
剤を使用した洗浄作業への挑戦」というテ－
マで、特に、物が溶ける方式について、分か
りやすく勉強させていただきました。

　兵庫支部（嶋戸昭昌支部長）は２月８日に、
毎年恒例の新年会を三宮「和久良」で23名が集
まり、会員間の交流を深めました。今年は、
特に10月に日本フォーム印刷工業連合会の持

大阪支部会及び第35回プチ勉強会を開催

兵庫支部新年会を開催

関西フォ－ム印刷工業会（溝口剛司会長）
は、２月26日に大阪ＪＰビルの会議室で、３社
の製紙会社様よる情報用紙についてのセミナ
－を開催いたしました。　内容は、王子製紙
様よりインクジェットフォ－ム用紙の品質課
題と取り組みについて発表いただき
ました。
つづいて大王製紙様より情報用紙
開発・品質改良の取組みについて。
最後に、三菱製紙様からは、最新の
デジタルプリントメディア、これま
での印刷用紙とこれからの印刷用紙
について発表をいただきました。
参加者は約90名で、関西フォ－ム

最新の情報用紙セミナ－を開催
印刷工業会以外の印刷会社様や、関連資材メ
－カ－様も、多数ご参加いただきました。
情報用紙の面からも、いろいろ新しい市場
をつくれる提案ができることを改めて確認し
ました。

ち回り理事会も、神戸での開催が決まってい
るので、兵庫支部の結束を高める新年会とな
りました。

テクノロール（株）浅尾様が講師
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工業会だより

東北フォーム印刷工業会

　東北フォーム印刷工業会（佐久間信幸会長）
は1月25日(金)、仙台市ホテル白萩にて役員会、
新春講演会、及び新年会を開催した。
役員会には役員12名が参加され、平成25年度
の定時総会を5月14日(火)岩手県にて開催する
ことを決定した。
　新春講演では「スポーツは心のサプリメン
ト？！」と題し、（株）ベガルタ仙台代表取締
役社長の白幡洋一氏が講演され、高卒で（株）
リコーに入社されて（株）東北リコーの社長に
まで上り詰めた氏の経営哲学、スポーツの持
つ底力等について聴いた。
　白幡氏は2008年10月にベガルタ仙台の社
長に就任し、J2とJ1を行ったり来たりだった
チームを４年で優勝争いのできるチームにま
で育て上げた。また、2011年には原発事故の
影響で解散した東京電力女子サッカーチーム

平成25年新春講演会・新年会・役員会を開催
の受け皿としてベガルタ仙台レディースを発
足させ、翌年２部リーグを無敗で優勝させ、「な
でしこリーグ」への昇格へ導いた。白幡氏は今
の日本にはスポーツの持つ力はとても重要で
あり、ロンドンオリンピックのように選手の
活躍によって人を感動させ笑顔にすることが、
日本人の心を元気にし、経済を活性化させる
と話された。また東北復興の活動として、ク
ラブ支援金の有効活用や東北未来募金、「宮城
DreamProject」の立ち上げ等の話も、活動事例
や写真などを交えながらお話をいただいた。
　最後には白幡氏の豊富な経験をもとに会員
へ経営のヒントとなるエールが送られ、とて
も充実した講演会となった。
　講演会の後の新年会には23名が参加し、情
報交換をしながら楽しい懇親のひとときを過
ごした。

本年最初の役員会

新春講演会の風景
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中国フォーム印刷工業会

九州フォーム印刷工業会

　中国フォーム印刷工業会（太田真義会長）は、
２月７日メルパルク広島において、会員企業
15社から20名が参加して、株式会社パルウェー
ブ…代表取締役…原田美穂様を講師としてお招
きし、「女性と仕事について」の講演を頂いた。
　創業当初は女性起業家が少なく、情報化教
育にもあまり関心がない時代であったが、広
島では業界の先駆的な企業となっている。

　九州フォーム印刷工業会（和田秀一郎会長）
は、２月26日（火）に福岡の八仙閣にて平成24
年度２月度理事会及び懇親会を、会員並びに
特別会員の20社23名の方々にお集まり頂き、
開催した。
　理事会においては、和田会長より近況の用
紙事情や日本フォーム印刷工業連合会の理事会
にて報告された事案等の説明があった。また、
九州のフォーム印刷業界が抱える課題や今後

平成25年新春講演会を開催

平成24年度２月理事会及び懇親会を開催

　また、講演会に引続いて新春懇親会も開催
され、東西中国フォーム印刷工業会が一緒に
なって歩み出す基礎を築く会合になった。

の展開についても話し合われ、ビジネスとし
てコラボ出来そうな異業種との交流や、メン
バー内での新ビジネスの創出、協調できる関
係づくり等さまざまな意見交換がなされた　
　懇親会は、特別会員の皆様にも参加頂き、
新年最初の懇親会として大いに親睦を深める
ことができた。…… …
　最後に、和田会長より平成25年度の定期総
会の案内があり、閉会した。

原田講師による新春講演会

2月理事会を開催 懇親会での活発な意見交換
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パーソナル印刷製品の成長は続く見通し
　インフォトレンズ社（マサチューセッツ
州、ウェイマス）は、2012年12月11日：「次
世代のパーソナル印刷製品（Next-generation…
Personalized… Printed… Products）」と題した新
しいマルチクライアント調査レポートの発行
を発表した。
　フォトブックやフォトカレンダー、フォト
カードといった製品の人気を追い風に、フォ
トマーチャンダイズ（写真を使った印刷製品）
市場は過去数年に渡り力強い成長を遂げてき
た。本レポートでは、カスタム印刷カード、
連絡先カードや日記などの文房具、そして、
写真を用いた室内装飾の動向に焦点を当て、
「次世代」の印刷製品について分析している。
　今日の消費者は、日常的に購入する製品を
通じて個性を表現している。印刷製品も、デ
ジタル印刷機設置台数増加を背景に、こうし
たトレンドに乗っている。デジタル印刷機は
少量多品種の生産が可能な上、テキストや枠
線、図柄、個人の写真などの要素によって消
費者が印刷製品を好みによって選択できる新
しい制作ツールや、ソフトウェアと連携して
いる。
　「米国のパーソナル印刷製品市場は、2012
年のおよそ1億1,300万個前後から2017年まで
に約1億5,800万件に成長することが見込まれ
ている」と、同社フォトマーチャンダイズト
レンズサービスのアソシエートディレクタ
ー、デイヴィッド・ハウター氏は述べる。
　「こうした製品の多くはかなり以前からあ
り、またこの市場は比較的成熟している点を
念頭に置くべきである。パーソナライゼーシ
ョンはこうした製品の多くに新たな生命を吹
き込んでおり、その結果、減少や横這いでは

国際委員会
■北米印刷事情レポート（2013年1月～ 3月）

なく成長を実現している。」
　パーソナル印刷製品市場は主に、消費者に
伝統的な製品を新たな方法で提案することで
成長している。この成長は、製品を一人一人
に最適化するだけでなく、新たにデザインす
ることができたり、新しい制作・発注方法を
可能にしたりすることで促進されている。イ
ンフォトレンズはすべての製品カテゴリーに
おいて、「適切なメッセージの発信や、製品
の品質向上、そして、新たな顧客層の開拓に
集中しながら、モバイル発注の仕組みを開発
しプロモーションすること」を提言している。
　パーソナル印刷製品は、個人ユーザーの拡
大を目指すフォトマーチャンダイズ（写真を
使った印刷製品）を取扱う企業にとって絶好
の選択肢である。
　さらに、こうした製品は季節性の影響を受
けにくく、また、同じ生産設備で常に印刷さ
れるため、生産効率の向上も期待できる。

バリアブルデータ印刷量が増加
　スミサーズ・ピラ社の新しいレポート
「2017年までのバリアブルデータ印刷の見通
し（"The…Future…of…Variable…Data…Printing…to…
2017"）」において、ようやく我々はバリアブ
ルデータ印刷全体の成長市場を量的に把握で
きることになった。スミサーズ・ピラ社では
バリアブル部分と固定印刷部分の違いを追跡
していないため、必ずしも精確な数値ではな
いが、「100％デジタル印刷」と「プレプリン
ト＋追刷りデジタル印刷」の合計を「上限」値
としている。
　スミサーズ・ピラ社では、2012年の調査対
象分野における印刷量全体（カタログとパッ
ケージを除く。約234億6千万枚）のバリアブ
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ルデータ印刷（VDP）市場を、28％に当たる
65億6,756万枚と推定した。また、2017年にお
けるVDP市場については、調査対象分野の印
刷量全体（約250億9千万枚）の34％に相当する
85億3,097万枚と予測している。
こうした数字で特に興味深いのは、同社では、
在来型印刷／プレプリント印刷物の生産量が
2012年から2017年の間に年率平均0.5％のペー
スでの減少を見込んでいる点である。これは、
バリアブルデータ印刷（VDP）の市場は、オ
フセット印刷のシェアをデジタル印刷が奪う
形で得られることを意味する。
　スミサーズ・ピラ社では、全世界で電子写
真方式のデジタル印刷については年率平均
1.5％の成長を、また、インクジェット方式の
デジタル印刷は年率平均14.2％の成長を予測
している。同様に「100％デジタル印刷」のシ
ェアは8.2％から２倍近い14.2％に拡大すると
見込んでいる。
　数量ベースでは基本的に横這いあるいは減
少傾向にある世界の印刷市場にとって、この
数値は際立ったものである。デジタル印刷が
オフセットのシェアを奪う形で成長すること
ははるか以前から知られていたが、こうした
予測によって、どれだけ迅速にまたどの程度
の比率まで進行するかおおよその見当を付け
ることができる。
　デジタル印刷のシェアが拡大すると、バ
リアブルデータ印刷（VDP）の魅力も高まる。
マーケティングにおけるパーソナライズだけ
でなく、工程改善、コスト削減および効率性
向上も、バリアブルデータ印刷（VDP）の魅
力である。実際、これらはバリアブルデータ
印刷における最大の市場だと、スミサーズ・
ピラ社が考える領域なのである。
　工程改善は派手に注目を集めるものではな
いが、多量になると大きな改善になり、バリ
アブルデータ印刷（VDP）を単なるマーケテ

ィングのアプローチではなく、プロセスの１
つだと考える印刷会社が増えるほど、新たな
市場の拡大が見込まれる。加えて、プロセス
改善は受け入れられ易い提案なのである。

ショッピングアプリはカタログの役割を引き
継ぎつつあるか？
　モバイルショッピングアプリは、ブランド
の発見と愛着を培うモバイルの利用が、買い
物客と小売ブランドとの関係を変えつつある
ことに間違いはない。アドビ社とハリス・イ
ンタラクティブ社の研究によれば、特にモバ
イル用の小売アプリは、この関係に良い影響
を与えることが示された。昨年12月の調査に
おいて、スマートフォンおよびタブレットを
用いた買い物客の2/5が、ショッピングアプ
リの利用によって自分とブランドとのつなが
りが強化されると回答した。また、これとほ
ぼ同数が、ショッピングアプリの利用後にブ
ランドに対してより好意的になると回答して
いる。
　興味深いことに、スマートフォンおよび
タブレットを利用した買い物客の５人に１人
は、ブランドを「良く知る」ために、ショッピ
ングアプリをダウンロードすると回答した。
このことから、スマートフォンとタブレット
の利用者が、ブランドを発見するためにアプ
リを利用していることが伺われる。そうした
買い物客は、ブランドが何を販売しているか
をはっきりとは知っていなく、ブランドのウ
ェブサイトや、近くの店舗に立ち寄る代わり
に、ブランドのモバイルアプリをダウンロー
ドして、製品やサービスの詳細を調べている。
こうして、スマートフォンやタブレットの利
用者は、カタログを利用するのと同じように
モバイルアプリを利用している。……………………………………………………
　買い物客がどのようにしてこれらのアプリ
を知ったかについての調査では、新しいショ
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はじめに
　昨年６月に開かれた世界最大の印刷総合機
材展“drupa… 2012”は、「All… digital… drupa（by…
JAGAT）」と呼称されたように、デジタル印
刷関連の新製品、新技術、ソリューションの
出展や実演が相次ぎ、「デジタルがメインス
トリーム」への方向性を示した。この後、開
催された日米欧の展示会、オープンハウスも
流れを引き継ぎ、本格的なデジタル印刷時代
の到来を告げた。本稿では「after…drupa」とし
て各展示会、オープンハウスと世界最大のデ
ジタル印刷展示会“Huneker… Innovationdays…
2013”の出展状況をもとにデジタル印刷機の
最新動向を紹介したい。

■「after drupa にみるデジタル印刷機の最新動向」　
有限会社メディアテクノス　代表取締役　井上秋男（JAGAT客員研究員）

■展示会
　“GRAPH…EXPO…2012”は、10月7日～10日ま
で米国シカゴで開催され約400社が出展した。
　drupaで出展されたトナー /インクジェット
デジタル印刷機をメインに、後加工機、ＩＴ
ソリューションの連携により、ＰＯＤ、ＤＭ、
ブックなどの多媒体印刷の実演が相次いだ。
閉幕後、主催者から「PRINT…2013成功への準
備が整った」と発表された。…
　IFRA…EXPOから名称変更された「World…
Publishing…Expo2012」は、10月29日～ 31日ま
で独フランクフルトで開催され261社が出展
した。上流部門ではコンテンツマネージメン
トシステム（ＣＭＳ）を中核にスマートホン、

ッピングアプリは主としてAppストア（42％）
から入手したと回答しているが、友人を通じ
て知ったとの回答も37％にのぼった。さらに、
ウェブサイトやフェイスブックも新しいモバ
イルアプリを発見する機会になっている。
　しかし、モバイルアプリが関わっているの
は発見と愛着だけではない。ハリス・インタ
ラクティブ社が８月に行なった別の調査で
は、米国のモバイルアプリ利用者の10人のう
ちの３人は、品物を探す時間を節約するため
に、小売業者にモバイルアプリを提供して欲
しいと回答している。そして、４人に１人は
モバイルアプリを通じて特典情報を提供して
くれることを望んでいる。
モバイルに対する投資をまだ行なっていない
小売業者に対して一言忠告する。回答者の5
人に１人は、モバイルアプリのない小売業者
は、時代遅れに見えると回答している。

　モバイルアプリの利用と愛着のつながりを
さらに示すものとして、ハリス・インタラク
ティブ社による調査の回答者の7％は、モバ
イルアプリを提供していないと小売業者に対
する愛着が損なわれる可能性があるとしてい
る。また、回答者の7％は、小売業者が顧客
を大切にしていないことの表われかも知れな
いと回答した。
　一部のモバイルアプリ利用者は、他の利用
者よりもショッピングアプリへの依存度が高
い可能性はあるが、ハリス・インタラクティ
ブ社とアドビ社の調査は、特にブランドに対
する親近感やブランドの発見において、消費
者はアプリに対して好意的であると指摘して
いる。消費者はお気に入りの店にモバイルア
プリを期待し、求めるだけではなく、相当数
の消費者は新たなお気に入りの店を探すため
にアプリを利用している。
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タブレット端末への配信、下流部門ではコン
パクト輪転機とＫＢＡから新聞デジタル印刷
への参入発表があり注目を集めた。
　新聞製作技術展“JANPS… 2012”は、３年ぶ
りに11月27日～ 29日まで東京・有明ビッグ
サイトで開かれ、過去最多の60社、団体が出
展し、来場者も1万2000人を超え盛況となっ
た。上流部門では、我が国新聞メディアのデ
ジタル化に対応したＣＭＳやクロスメデイア
ソリューションが一堂に紹介された。下流部
門では４×１新聞オフセット輪転機と、東京
機械製作所がTKS…JETLEADER…1500による
我が国初の新聞デジタル印刷を実演し話題と
なった（写真１）。これにより同社は「2012年
新聞協会技術開発賞」を受賞し、さらに静岡
新聞社から、我が国新聞社向け１号機を受注
した。
　“page…2013”は、２月６日～８日まで東京・
池袋のサンシャイン・コンベンションセンタ
ーTOKYOで開かれ129社が出展した。展示
会、セッション、イベントにより「拡大！コ
ミュニケーション支援ビジネス」向けの新製
品、ソリューションの出展が相次ぎ、好評と
なった。デジタル印刷部門では、多品種小ロ
ット、高付加価値向けデジタル印刷機や後加
工機、アプリソフトが紹介され賑わった。

■オープンハウス
　米国シカゴの新聞印刷会社NewWeb社は、
“GRAPH…EXPO… 2012”開催中の10月８日、
９日に米国初導入のTKS… JETLEADER1500
による新聞印刷の実演を行い、業界誌にも掲
載され世界的に話題となった。
　ミヤコシは、11月27日～ 29日まで八千代
市の同社クリーンルームで“OPEN…HOUSE…
2012”を開催し、“drupa… 2012”出展機など11
機種を実演し約1500人が来場した。また、同
所で11月26日にＦＦＧＳが新聞デジタル印
刷、同30日にリョービが液体トナー枚葉デジ
タル印刷機を初実演し盛況となった。
　日本ＨＰは講談社と連携して「デジタル印
刷の力で出版に躍進を」テーマに、2013年１
月26日に東京・目白のホテル椿山荘でカンフ
ァレンスと講談社ふじみ野デジタル印刷製
本工場で我が国初の書籍デジタル印刷を実演
し、海外含め多数参加し注目を集めた。

■Hunkeler Innovationdays 2013
… 世界最大のデジタル印刷後加工機ベン
ダ ー Hunkeler社 が 主 催 す る“Hunkeler…
Innovationdays… 2013”が２月11日～ 15日まで
スイス・ルツェルンで２年ぶりに開催された。
パートナーとして「デジタル印刷機、後加工
機、周辺機器、用紙、ＩＴソリューション」

写真１
TKS JETLEADER 1500 の実演
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ベンダー約70社が、7000㎡の会場に、約30
のデジタル印刷工程を5000人以上の来場者
に披露した。①Hunkeler社は、次世代後加
工システム「POPP… 8」を初出展し、最大速度
300m/分、用紙幅762mmを紹介した。また、
デジタル印刷の付加価値向上に向け、レーザ
ー加工機「HL6」（写真２）、プライマーコー
ター「PC7」はじめ「新トータルブックソリュ
ーション」や「新聞・カタログソリューショ
ン」などを実演した。②デジタル印刷では、
Hunkeler社製後加工機と連携して主要ベン
ダーが最新ソリューションを紹介した。
　大日本スクリーン製造は、Truepress…
Jet520ZZによりカラーのＤＭ、ブック、カタ
ログを、同Jet 520EXによりモノクロのブッ
ク制作をホリゾン製本機と連携して実演。
　キヤノンは、ブック、トランスプロモ、Ｄ
ＭをOceColorStream3900により紹介。
　リコーは、フルカラー機infoPrint5000GP
によりブック、ポスター、カレンダーを、モ
ノクロ機infoPrint5000MPによる冊子とＤＭ
を出力。
　ＨＰは、液体トナー機Indigo7250により写
真集、ブックカバー、ポストカードを印刷。
　ＫＢＡは、drupa出展後にRotaJET…76のイ
ンク、乾燥機、巻取装置の改良、開発を重ね、
高品質、安定化により新聞と商業印刷を実演

し注目を集めた（写真３）。
　Kodakは、モノクロ機Prosper1000Lにより
ブック制作し、インプリンティングシステム
ProsperS5によるバリアブルパンフレット印
刷を紹介。
　Xeroxは、小型高性能機Cipress… 500SEDを
初出展し、トランスプロモ、ＤＭ印刷を実演。
　IMPIKAは、コンパクトカラー機iPrint…
Compactにより新聞と商業印刷を実演し注目
を集めた。なお、２月末に同社はXeroxによ
る買収発表があった。③後加工機では、ホリ
ゾン・インターナショナルがデジタル印刷
後の書籍製本システムはじめ最新機器を一堂
に紹介。MÜLLERMARTINI、Heidelberg、
BOWE… SYSTEC、PitneyBowes、GUK、
CMC、Kernから製本機、封入封緘機、DMロ
ゴ印刷機などが出展された。④用紙では、三
菱製紙、CVGPAPER、mondiなどが最新の
インクジエット印刷用紙をデジタル印刷機ベ
ンダーとの連携により紹介した。

おわりに
　以上、after…drupaとして展示会、オープン
ハウスでのデジタル印刷の出展・実演状況を
紹介したが、おもに次のトレンドが見られた。
①デジタル印刷は、デジタル印刷機と後加工
機、用紙、ＩＴソリューションの連携開発によ

写真３　KBA RotaJET 76写真２　レーザー加工機「HL6」
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■FMクレド連続講座
　ファシリティ・マネジメントによる企業経営セミナー　全2回

であることを、学ぶよい機会となったようで
す。以下、２日間のエッセンスを要約します。
まず最初に、FM（ファシリティ・マネジメ
ント）とはどういうものか。現在は「施設管
理」と訳されることが多いですが、それはＦ
Ｍの一部の業務です。実際はもっと広義で、
経営的視点に立って総務全体の業務を有効・
適切に計画・運営・管理し、ダイナミックな
企業活動の展開に貢献する全体的な取組みを
指します。
そのFMの要諦である言葉が、FMクレド15
カ条です（図１）。（クレドとはラテン語で「志」
「信条」「約束」を意味する言葉です）…
ファシリティ・マネジメントによる企業経
営セミナーの目的は、こうした理解しやすい
言葉でFMを実行するファシリティ・マネジ

日本フォーム印刷工業連合会業務委員会
と関東フォーム印刷工業会の共催で開かれ
た『ファシリティ・マネジメントによる企業
経営』セミナーが、去る３月21日（木）と28日
（木）の２回に分けて、それぞれ３時間という
長丁場で行われました。延べ60人ほどの受講
者が集まり、クレイグ・カックス（FＭパート
ナーズ・ジャパン社長）講師の個性豊かな話
の中、ファシリティ・マネジャーとしての心
構えなどに熱心に耳を傾けました。
日本ではまだまだ定着していないFM（ファ
シリティ・マネジメント）ですが、参加された
企業の経営層の方々や、自社の総務業務の改
善、顧客への総務業務の提案（BPO等）に携わ
っている方々にとって、FMはグローバルな視
点から企業経営にきわめて有用性の高いもの

り商業、ブック、新聞、パッケージ分野への取
り組みが進展している。②デジタル印刷機の
開発進展により速度、品質、コスト面での課
題は解消傾向となり実用化を迎えた。③ビジ
ネスモデルも従来の専用印刷から「商業とブ
ック」「新聞と商業」「新聞とブック」などの
複合印刷が後加工機連携により可能となり、
範囲が広がった。

　今年後半は、after…drupaの第二章として５
月に“China…Print”、9月に“PRINT…13”、10月
に“JGAS”が開催され、更に年末には“drupa…
2012”から18 ヶ月後と発表された「Landa社
Nanographic…Printing…Process」の出荷が予定
され、デジタル印刷の更なる普及加速が期待
されている。

図１
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ャーを育て、それぞれの企業が経営に活かし
ていくことです。
参加者にはFMクレド15カ条をイメージし、
考えるだけでなく認識し、これを応用して“売
れる”提案を出せるファシリティ・マネジャ
ーになって欲しいということです。確かに、
クレドの表現は「失敗してもいいから」「身体
で覚える」など非常に分かりやすく役立つ表
現で多く記載されています。こうしたセミナ
ー受講者が多く育ち「管理総務から戦略総務
へと経営に携わる戦略総務を作っていく」の
が今後の日本の課題であり、FMがそうした
方向性に進む上で効果的です。

「コミュニケーション」について
「日本の大手メーカーからFMを導入した
いという商談で、日本もグローバルでFMの
契約を結ぶようになってきたのかなと思った
ら、実は日本以外での展開（笑）で！」という
エピソードから始まり、ユーモアたっぷりに
スタート。日本の会社では、なかなか総務を
変えるのは難しいのが現状です。
「FMというのはやり方ではなくて、クレド
の応用なのです。クレドを使って提案を“売
れる”人間になること。具体例として、たと
えば、製油所を例にとります。主業務の生産
設備には積極的に対応するのですが、水周り
や空調等の設備関係のFMには余りお金をか
けません。管理総務ではなく戦略総務として
のFMでは、工場長に『全体的にメンテナン
スするほうが結果的に安くなる』ということ
を、こうあるべきだと提案してFMの仕事を
獲得しました。これが、プロのファシリティ・
マネジャーです。ファシリティ・マネジャー
は成果を出さなければなりません。売れるた
めには影響力を持つ、影響力を持つためには
評判管理する、それによって成果を出すとい
うことです」

また、「プロになるためには、アライメン
トを確認しなければなりません。その場しの
ぎのFM提案はうまくいかない。そのために
も、お客さまの成功が絶対に定義付けられ説
明して証明されるような実績を出すことが
大切なのです」と。こうした仕事をする人の
心構えの一つが、クレドの中の「This… is…my…
building」ということばです。そうした視点
に立つファシリティ・マネジャーは、目標を
持ち数値化するなどの発想が自然にでてくる
のです。
そして、「コミュニケーションは成功の秘
訣です。先のクレドはノウハウで、これに加
えてコミュニケーションが大切です。たとえ
ば、フロアにコピー機が２台あるとします。
それを１台にするというケースを考えます。
このような発想をすることで、コピーの仕方
や流れを変えることができるのです。また、
社内メールに関してはこれまでの「17：00ま
でに届ける」のを「16：30まで」とするだけで
も仕事の仕方や流れが変わってきます。ファ
シリティ・マネジャーはある決め事をすると、
対象者に影響を及ぼします。その提案が良い
か悪いかは、ファシリティ・マネジャーと対
象者とのコミュニケーションで決まります」
そして、「ここで重要なのはファシリティ・
マネジャーの評判です。評判は実行したこと
で決まるのではなく、コミュニケーションで
決まります。コミュニケーションがファシリ
ティ・マネジャーとしての成功の秘訣なので
す。ものごとをやることだけではない。人は
評判で昇進します。評判をつくる一番大切な
ものが、コミュニケーションなのですね」
「ファシリティ・マネジャーを取り巻くコ
ミュニケーション環境は、図２のように上司
と部下の社員、業者（サプライヤー）とユー
ザーの４つです。それぞれの矢印を理解して
ください」
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「あなたはなぜあなたの仕事（業務）がある
のか？」「それは、あなたの上司がキャパシ
ティとしての問題で、自分でできない部分を
あなたにしてもらうため、だからあなたの仕
事があるのです。つまり、あなたは上司の延
長線なのですね」
「また、業者と部下の違いはありません。
あるのは雇用体系が違うだけです。業者は
基本的に言われたことしかやりませんから
（笑）。たとえば、清掃をという場合、業者は
スペース、時間、人月等計算して見積もりを
します。ある日、みんなで集中して１箇所や
って欲しいといっても、契約にないからでき
ないといいます。もし社員にしておけば、部
下は雇用体系が違う私の延長線ですので、私
ができない部分を担ってくれますね」。
「業者であれば、そうした契約事項を最初
からしっかり契約書に書き込んで、やっても
らうことをお互いの了解事項とすることにし
なければなりません、それがアライメントで
す」
「私の米国富士通時代の経験をお話しまし
ょう。工場内の清掃を業者へ委託しました。
コスト計算だけで十分な契約関係をしてなか
ったので、私の臨機応変な指示への対応がで
きませんでした。そのため、仕切り直しをし
て、ある人をスーパーバイザーとして社員の

契約をし、私の延長線として対応してもらっ
たところ、とてもよくやってくれました。廊
下などピカピカになり、工場へ来るお客様か
らこんな綺麗な工場なら作られる商品も間違
いないだろうと好印象を得ることができまし
た。同じお金でも、使い方で効果がぜんぜん
違うのです」
「ただ、業者がだめで社員がいいというこ
とではありません。業者とは事前にコミュニ
ケーションを十分重ねます。私の手足となっ
て私の延長線で動いてもらうため、契約書に
事細かに私の要望を書き入れて、事前のコン
センサスを得ることです。いずれにしても、
目標をきっちり決めて改善するアライメント
は、会社の成功にもつながります」
「経営概念、アライメント、マイビルディ
ング、MBWA（Management… By…Walking…
Around）でチェックはしますが、具体的な情
報をフィードバックしてくれる部下や業者を
持つためには、コミュニケーションが大切な
のです」

人事の問題でファシリティ・マネジャーは数値
に置き換えて提案していきます
「人事問題でのファシリティ・マネジャー
の役割も紹介しましょう。企業の経営者は基
本的に会社の成功しか考えていません。何を
するにしても、どこかで会社の成果へつなが
ることを考えています。１人の従業員が辞め
ると言い出した場合、新たに従業員を入れる
には、その中途でやめた人の年収が600万な
ら一人前になるまでには同じように600万の
コストがかかると言われています。であるな
らば、辞めようとした人に200万払って辞め
させない方が安くなるのですね。人事問題で
は、こういう表現をしないと社長には伝わら
ないのです」。また、「会議にはファシリティ・
マネジャーならこうした話し方をしましょう

図２
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と訓練しています。“レポート”ではなく、“リ
ポート”を出せと（笑）。資料として配布する
のは報告書としてのレポートです。それは余
り読まれません。なぜなら、そこにあるのは、
“過去形”で書かれているからです。逆に、フ
ァシリティ・マネジャーのリポートは情熱と
提案が込められています。成果を出す手段が
あるのが“リポート”で、そこに書かれてい
るものは、議論の中心になっていくものです」
また、『リポートのないFMはFMではない』

（クレドの言葉）、成果を出そうとしなければ
訴えの意味もありません。その場合のチェッ
ク項目は、
・上司、お客さんへのアライメントが取れ
ているリポートしか書かない（自分のた
めだったらだめ）

・過去形は会話にならない。未来の話をす
ると会話が始まる

・あなたのメジャーはなんですか？　基準
はなんですか？

・通勤は無駄な時間ですか？　改善、目標
がないのはFMではない。

などです。

データは単なる数値、しかし　データとデータ
を比較すると情報になります
「次に、データと情報の違いを説明します。
データはシングルポイントのもので情報では
ありません。データとデータを比較してはじ
めて情報になります。当然ながら、数値化の
ないリポートはありませんし、メジャー（評
価の基準）がないリポートもいけません。リ
ポートはお金との対比がなくてはいけません。
例えば、社員が就業中にインターネットを何
時間やっているのかが分かるとします。する
とその数字をコストに置き換えて、情報にし
ていくのです。そうしたリポートは会話を促
すことにつながります。提案書は、会話を生

んだリポートだったのか、評価の基準、それ
がメジャーなのですね。そうしたリポートか
らコミュニケーションが生まれるのです」

コミュニケーションがとても重要です
「ユーザーとのコミュニケーションを考え
てみましょう。その基本は、信頼からです。
信頼がないとコミュニケーションは生まれま
せん。どうすれば信頼を得られるか？　それ
は、約束を守ればよいのです。約束を守り、
信頼を積み重ねていくことなのです。ファシ
リティ・マネジャーにとってユーザーはお客
様ではありません。ファシリティ・マネジャ
ーとしてのお客様は消費者ではないのです。
たとえば自社製品を販売しているスーパーで
いえば、お客様はその店舗のマネージャーな
のです。彼が、私の会社の商品を棚に置くか
どうかで消費者が選択する機会ができます。
ファシリティ・マネジャーのお客様は、自分
の商品を“解約”することができる人なので
す。消費者には解約権限はありませんね。つ
まり、ファシリティ・マネジャーのお客様は、
ユーザーではなくスーパーの社員なのです
ね。この点を分けて考えなくてはなりません。
ファシリティ・マネジャーのお客様はあなた
を解約できる人。その人との成果を出してい
くには、コミュニケーションが大切なのです」
「次に、業者とのコミュニケーションを考
えてみましょう。業者は、仕様書どおりの仕
事をします。提案してくることはありません。
そうしていくためには、アライメントが重要
です。アライメントからスタートし、次はな
ぜあなた（業者）を入れているのかを説明し
ます、ファシリティ・マネジャーとしてのあ
なたの延長戦で役割を果たしてもらうような
ミーティングをします。最初は業者の営業マ
ンの方と話をしますね。その営業マンは本社
に帰って報告するのですが、その営業マンの
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上司である部長も巻き込んでいく必要があり
ます。営業マンの後ろにいる部長を説得しま
す。そのためには、契約書を書く場合に、フ
ァシリティ・マネジャーとしてのあなたの考
えていることをできるだけ細かく契約書の中
に入れていけばよいのです。文書化して行動
を決めていく、これがファシリティ・マネジ
ャーとしてのやり方です」
「冗談ですが、毎日１時間クレイグ（ファシ
リティ・マネジャーのあなた）を教育してく
ださいと書き込む（笑）。すると業者は毎日１
時間ファシリティ・マネジャーのあなたに説
明する時間をとらなければなりません。それ
で業者の対応をコントロールできるのです。
ファシリティ・マネジャーとしてのあなたの
成功は、業者の貢献がなければ期待できない
のです」
「そして、部下とのコミュニケーションで
す。ファシリティ・マネジャーとして皆さん
がスタッフから信頼されるには、部下が失敗
してよい環境をつくることです。これを信じ
てくれた社員は本当に働きます。あなたが成
功すれば私も成功するということであり、こ
れをサーバント・リーダーシップ（仕えるリ
ーダーシップ）といいます。自分を変えるこ
とができない人は上に立てません。ファシリ
ティ・マネジャーを目指す皆さんは、改善人
間になってください」
ファシリティ・マネジャーとしての心構え

を最後にまとめます。
A…This…is…my…building
B……I…am…Facility…manager…（プロの意識がで
ないとだめだ）

C……Servant… Leadership　仕えるリーダー人
のために働く

D…本気で成果を出すこと

具体的に体系だったセミナーというカタチ
ではなく、ユーモア溢れるクレイグ・カック
ス講師らしい内容でした。最後に、こんなエ
ピソードを。
「私はもともと内向的でユーモアのセンス
はありませんでした。若い頃にカウンセリン
グも受けましたし、ユーモアの本を買ってす
ごく勉強しました（笑）。人間は自分の人生に
責任を持ち、言い訳はだめですね。自分を変
えること。成果を出すということは、自分を
変えることです」
そして「ＦＭの目的は会社の成功です。フ
ァシリティマネジャーは、FMをしているか
らファシリティ・マネジャーではありません。
ファシリティ・マネジャーは、ファシリティ・
マネジャーだからFMをしているのです。Ⅰ
am…a…Facility…Manager ！」
しっかりとしたプロ意識を持つことが重要
なのだと。
（クレイグ・カックス氏が講師をしている
FOSCは、ファシリティ・オフィスサービス・コ
ンソーシアムの略で、ファシリティ・サービス、
オフィスサービス、総務事務等の業務に従事
する人々の専門性と地位向上のために、相互
に切磋琢磨し専門知識、技術、プロフェッシ
ョナリズムの習得をもって、顧客満足、ブラ
ンディング、生産性向上等に寄与する活動を
推進していくことを目的とした団体）

シンボリック･アナリスト　青柳…秀男
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UV洗浄剤の使用事例

販売元
株式会社 オフセットクリーン 〒 341-0043 埼玉県三郷市栄 4-108 電話：048-949-0719
化研テック 株式会社 〒 576-0036 大阪府交野市森北 1-23-2 電話：072-894-2590
光陽化学工業 株式会社 〒 536-0025 大阪市城東区森之宮 2-3-5 電話：06-6969-1821
株式会社 日研化学研究所 〒 135-0002 江東区住吉 2-13-8 電話：03-3632-4741
株式会社 ヤマトヤ商会 〒 105-0001 東京都港区虎ノ門五 5-9-7 電話：03-3436-2411

2013/3/27 現在

■環境委員会
有機則・PRTR法に該当しないUV洗浄剤の使用事例

　環境委員会では、印刷現場の環境保全活動
の一環として、オフセット印刷における洗浄
作業の改善に取り組みました。
　昨年11月に「有機則・ＰＲＴＲ法に該当し
ない洗浄剤を使用した洗浄作業への挑戦」と
題した環境セミナーを開催し、速やかにより
健康や環境にやさしい洗浄作業を行なう目的
で、会員各社へのアピールや情報提供に努め

て参りました。
　そこで、具体的な洗浄剤の情報を示し切り
替えへの一助としていただきたく、既に非該当
品に切り替えている各社の洗浄剤の使用状況
を一覧にまとめ、紹介することに致しました。
　ぜひ、各社での取組み資料としてご活用下
さい。
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ビーエスティ日本株式会社 

メロベル製（フランス）テンションコントロールシステム 

パウダブレーキ・クラッチ・デジタルコントローラー 

パウダーブレーキ・クラッチ 

大阪本社 TEL  / 東京オフィス TEL 

e-mail: inquiry@bstjapan.com    URL: http://bstjapan.com 

 2 ローター＋1層エアーギャップのシンプルな

構造による優れたパウダー安定性 

 優れたパウダー安定性により、スムーズで 

リニアな初期動作が可能 

 垂直方向軸に適用可能（シャフトなしタイプ）

 0.2Nm～1000Nmトルクまで、そして 5段階の 

放熱レベルを提供出来る幅広いラインアップ 

 高いコストパフォーマンス 

072-433-7100 03-5798-7805

情報用紙営業本部  情報用紙部

※受注生産品です。お問い合せ下さい。

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-6 Tel.（03）6665-1042

洋紙事業部  情報・特殊紙営業部

〒９８３-００４５仙台市宮城野一丁目１１番１号ダイヤミックビル ０２２（２９５）７７１０


