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日本フォーム印刷工業連合会

平成25年度通常総会報告
平成24年度活動報告並びに平成25年度事業計画
日本フォーム印刷工業連合会（会長… 櫻井… 醜）は６月13日、HOTEL椿山荘東京において平成
25年度通常総会を開催した。
通常総会では第１号議案「平成24年度事業報告並びに収支決算報告承認の件」、第２号議案「東
中国・西中国フォーム印刷工業会統合の件」、統合に伴う第３号議案「規約一部改定の件」、第

センター企業情報部で印刷関連業界のM ＆

なり、大量情報の大爆発が起きている」と

Aを手掛けている青木裕氏が「M ＆ Aを活

講演した。

用した勝ち残り戦略と成長戦略」について

・…１月24日

椿山荘に於いて、クレイグ・カ

講演。成功のポイントは客観的に自社を見

ックス氏を招いて業務委員会主催の新春講

ること、そして、相手の立場で考えること

演会「ファシリティーマネジメント（FM）

の２点である」と話した。特別講演では後

による企業経営」を開催した。世界標準の

継者不在のためM ＆ Aで法人譲渡した経験

遅れをとっている日本のFMの現状を示し

を持つ㈱ニッケイ印刷前社長の原田俊美氏

た上で「FMは会社の利益に直結する仕事。

が体験を語った。

コストを切るだけでなく利益を作る仕事

・…６月14日からインテックス大阪で開催され

で、会社の文化を変え、企業の成功のため

た「JP2012情報・印刷産業展」に、関西フォ

にある」と、総務業務の取り組みや改善が

ーム印刷工業会会員の野崎工業（株）、内外

業績に好影響を与えることを説明。会社の

カーボンインキ（株）、レスター工業（株）、

文化の担い手は総務。「人が働きやすい会

との共同出展。印刷物とAR技術の融合を

社、働くのが楽しい会社、社会貢献する会

提唱するAR推進グループ（日本フォーム印

社、いろいろな文化を総務はつくることが

刷工業連合会、イクス、サイバネットシス

できる。毎年同じことをやっている管理総

テム㈱、メタイオ、印刷之世界社）と共同

務から、目標を持って改善的発想を生む総

でブース出展した。さらに、印刷を新たな

務へと、日本の総務業務は変わることが急

する考え方が大きく変わった。
「生き方、感

側面から見ようとする立場から、日本M ＆

務。戦略的総務になるため指導し、手伝う

情をわかってあげる組織」
「結果より変化を

Aセンター、（株）SOMARD、（株）プランも

ところに私たちの仕事は必ずある」と、印

を持ち、「経営基盤」の強化に向けた経営によ

見通す企業文化」
「愛情で接することができ

協賛した。

刷会社が果たすべき役割があることを示し

り業界全体が発展するよう、平成24年度の事

る管理」等、
「成果が出ない時にも活動を継

・…８月23日、自白の椿山荘で印刷図書館との

た。参加した約100名の聴講者からのアン

業計画に基づいて活動を行ない、常設委員会

続して達成につなげるには、働く人が常に成

共催で夏季講演会を開き、メディアデザイ

ケートでは、「ＦＭクレド15カ条」の連続講

では、それぞれの事業計画に基づき委員会活

長を実感できる仕組み作りが必要」と講演。

ナーで著述家の坪田知己氏を迎えて「The…

座に参加致したいとの希望があり、２月に

・…
（株）日本M ＆ Aセンターと㈱矢野経済研究

Communication情報革命とは何か？」と題

２回に渡っての連続講座（６時間）を開催す

所の協力により、4月10日に「印刷業界の展

して、時代が求める情報伝達とコミュニケ

ることとなった。非常に反響の大きな講演

◇業務委員会

望と勝ち残り戦略」と題して経営者に向け

ーションの本質とそのゆくえについて考え

会を行なうことができた。

・…平 成23年度事業報告書、決算報告書、平成

たセミナーを開催。後継者問題や先の見え

た。講師の坪田氏は日経新聞社でマルチメ

・…業務委員会と関東フォーム印刷工業会との

24年 度 事 業 計 画（案）、収支予算（案）を

ない経営の悩みを解決し、勝ち残る有効な

ディア局企画開発部長、電子メディア局次

共催で連続講座「ファシリティ・マネジメ

作 成し理事会の審議を経て平成24年度通常

手段としてM ＆ Aがあることを紹介した。

長、日経メディアラボ所長などを歴任し、

ントによる企業経営」を３月21日（木）と28

総会に上程、承認を受けました。毎月の収

第１部では矢野経済研究所生活産業事業部

支については、月次計算書を作成、理事会

の石部知之氏が「デジタル印刷市場の実態

報化の本質とは感性が基礎であり、結局、

いう長丁場で実施。延べ60人の受講者が集

に報告し承認を得た。

と展望をテーマに、デジタル印刷市場は従

人間開発。人間にとって情報力とは表現力

まり、クレイグ… カックス（FＭパートナー

・…定 期 総 会 の 記 念 講 演 会 と し て ６ 月12日 に

来の印刷ビジネスの延長ではなく、顧客が

であり、情報は関係の中を伝わり、情報に

ズ・ジャパン社長）講師の個性豊かな話の

（株）船井総合研究所経営コンサルタント・

直面する問題解決を実現するソリューショ

よって関係が操作される。情報は関係を創

中、ファシリティ・マネジャーとしての心

山田公一氏をお招きして、
「働く意識の変化」

ンサービスであり、デジタル印刷の活用が

造し深めることができる。すでにメディア

構えなどに熱心に耳を傾けた。日本ではま

と「活気ある企業風土の作り方」をテーマに

従来の印刷ビジネスから脱却する１つのヒ

の時代は終わった。今、人はメディアに依

だまだ定着していないFM（ファシリティ・

講演。3月11日の震災以来、人々の働きに対

ントとなる」と講演。第２部は日本M ＆ A

存しすぎ、あまりにもメッセージが粗末に

マネジメント）だが、参加された経営層の

４号議案「平成25年度事業計画案並びに収支予算案承認の件」、第５号議案「役員補充選任の件」
が審議され承認された。
この議案書から第１号議案「平成24年度日本フォーム印刷工業連合事業報告」及び第４号議
案「平成25年度日本フォーム印刷工業連合会事業計画」について報告いたします。

平成 25 年度通常総会議案書
第１号議案「平成 24 年度日本フォーム印刷工業連合事業報告」
■常設委員会活動
櫻井醜会長のもと、会員各社の「成長戦略」

動を展開した。

2

「日経電子版」の基本設計を手がけた。「情

日（木）に２回に分けて、それぞれ３時間と

3

方々や、自社の総務業務の改善、顧客への

所（埼玉県入間郡三芳町）を、会員約40名

トのHP…Inkjet…Web…Pressを導入・稼働し、

今後の市場進出分野として、「マーケティン

総務業務の提案（BPO等）に携わっている

が見学した。油性インキ量産工場の見学で

デジタル化に踏み切ったデンマークのコペ

グ」および「システム開発関連分野」を多く

方々にとって、FMはグローバルな視点か

は配合工程→練肉工程→調質工程→充填工

ンハーゲン郊外にあるニュー・エラ…パブリ

の企業が挙げており、既存事業の周辺を取

ら企業経営にきわめて有用性の高いもので

程の順に行ない、中でもビーズミルと３本

ケーションズ社。主に銀行・通信の請求書・

り込む動きが目立っている。また、BPOサ

あることを、学ぶ良い機会となったと思う。

ロールによる練肉工程でインキの分散が進

明細書のプリント・封入封緘・発送業務を

ービスに対する市場拡大の期待は引き続き

FMを「施設管理」と訳されることが多いが、

む工程を興味深く見学。同社が得意とする

行なっている英国のRR… DONNELLEY社イ

高い傾向にあり、BPOの業務内容も多岐に

それはＦＭの一部の業務。実際はもっと広

特練インキ製造工程の見学では、社内マイ

ギリス工場を訪問した報告を行なう。

わたってきている。

義で、経営的視点に立って総務全体の業務

スター資格を持った社員による特練インキ

を有効・適切に計画・運営・管理し、ダイ

のカラーマッチング並びに製造工程の説明

◇市場調査委員会

◇技術委員会

ナミックな企業活動の展開に貢献する全体

を受け、質疑応答も活発に実施。最後に国

・…業界紙にも取上げられ、内容の充実した資

・…
『印刷産業の未来を作り出す「THE－座」を

的な取り組みを指している。地方会員のた

内販売代理店をしているオランダMPS社製

料となっている「フォーム印刷業界の現状

知って、問題の解決や活用のアイデアをみ

めに連続講座の同時Web配信を行なった。

UVフレキソ印刷機を見学した。

と課題に関する調査」の平成24年度版を発

んなで考え、「THE－座」を体験しよう！』

行すべく、全会員に対してアンケートを実

をテーマに３回の連続講座を10月15日から

・…今 年で26回目を迎え、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

◇国際委員会

施し12月に発行した。今回の調査では、市

開催した。仕事を終えた夜間にも関わらず

ー TOKYOにて開催される印刷技術展示会

・…米国ＢＦ関連情報の米国レポートを作成し

場状況の低迷もあり回収率が低く、前回実

毎回30名以上が受講され、地方会員のため

績（71社）を下回る66社（北海道地区：－4社、

に初めての企画として、同時Web配信も行

関 東 地 区： －4社、 関 西 地 区： ＋ 3社、 全

なった。連続講座の初回目には、「THE－

“page2013”に、トッパン・フォームズ（株）、

理事会に報告。

（株）イセトー、
（株）昇寿堂、太平洋印刷（株）、 ・…平 成24年 ５ 月 ３ 日 よ り14日 間 デ ュ ッ セ ル
（株）木万屋商会の５社が出展参加をした。

ドルフで開催される印刷展示会の“drupa…

体：－5社）の会員企業からの回答に留まっ

座」を使用して飲料メーカーへビジネス展

事務局展示としてネットワークOS「THE－

2012”に参加するため、印刷情報出版研究

た。今年度の調査で見えてきたのは、成熟

開を行なった美創印刷㈱社長の村上… 一宏

座」、ファシリティ・マネジメント（FOSC）、

所と共同で、５月９日～ 17日まで９日間の

した既存市場での収益確保を継続しながら

氏から、第２回目にはライブハウスの経営

ナレッジファシリテーション（（株）資産工

視察ツアーを企画。ツアーに同行するコー

も、新規市場・新規事業へと新たな収益源

に「THE－座」を活用してビジネスを拡大

学研究所）を紹介するとともに、会報を約

ディネーターは、技術セミナーの講師もし

を求める各社の姿であった。…売上拡大施策

している「中目黒・楽屋」代表の増茂… 光夫…

200冊配布。

ていただいたブライター・レイターの山下

では、これまで「既存市場における新規開

氏から現場の声を伺った。参加者はWiFi

潤一郎氏。今回の視察ツアーでは“drupa…

拓や新製品開発」を中心に展開されてきた

環境にあるパソコンを会場に持ち込んで

2012”会場視察に加えて、デンマーク、イ

が、関心事は「新規事業への取り組み」へ移

SOMARDサーバーにアクセスし、「THE－

・…会 報「フォーム印刷」371号～ 374号を発行、

ギリス、オランダの各国を訪問し、企業視

ってきている。しかし、DPS事業における

座」を使用したDM作成（S-DMCLUB）の体

また、毎月ホームページを更新し、日本フ

察を実施する計画。フォーム工連会員各社

産業用カラープリンタの活用について聞い

験を行なう等、聞くだけの講座ではなく、

ォーム印刷工業連合会の活動内容および関

からは13名。共同開催全体では28名が参加。

たが、回答した各社は決してバラ色ではな

作業し考える連続講座になった。連続講座

・…6月27日に開催した視察報告セミナーでは、

いことも見えてきている。…新規事業立ち上

の最後には受講者全員が講師の加藤博司氏

ブライター・レイター山下潤一郎氏から

げを挙げた企業の割合が1.5倍に増加し、昨

（（株）ソマード社長）を囲んで終了パーティ

◇資材委員会

「デジタルをメインストリームに」と題した

年まで第８番目であった「新規事業の立ち

ーを開催し交流を深めた。参加者アンケー

・…用 紙需給状況、景気指標、製紙産業景況感

“drupa… 2012”報告と、視察ツアーに参加し

上げ・新分野参入」が、「購入資材コストの

トでは、「印刷会社の今後の方向性を示して

“page2013”への３日間の来場者数合計は
64,760人とほぼ昨年並みであった。

連情報を発信した。

調査等を調査し毎理事会へ報告すると共に、

たトッパン・フォームズ㈱山本匠造氏と（株）

削減」に続いて第５番目になっている。さ

いると感じました」「印刷業界でおそらく初

会報、ホームページ等を通じ会員へ周知し、

イセトーの大塚啓史氏が企業視察を中心に

らに、新規事業の展開にあたっては、「社

めてのイノベーションと思います」「現在デ

印刷インキ、段ボール原紙等の印刷資材に

報告した。

内体制の強化」以上に「業務提携」が有効な

ジタル印刷機がまだまだ活用されていない

ついても需給動向を毎月理事会で報告した。

書籍印刷ではヨーロッパ最大手で、欧州に

手段として多くの回答者が挙げている。…既

ので、大変勉強になりました。実際にシス

・…施 設 見 学 会 と し て 平 成25年2月22日（ 金 ）、

17工場を保有し、デジタル印刷化を積極的

存市場から新規市場へ、さらに新規事業へ

テムを活用したい」「DM作成のデモを体験

特別会員である（株）T&K TOKA埼玉事業

に推進しているCPI社オランダ工場。５セッ

と市場進出への動きが、急速に起きている。

して、PCが使用できるスキルがあれば問題

4
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なく使いこなせると感じた」「多くの事例

る。このUVインキは乾燥性が高いことも

い、概要を会報、ホームページ等を通じ随時

が紹介され、色々なことができることが理

あって、ローラー洗浄作業等では洗浄能力

会員へ報告。

解できた」等の声が寄せられた。

の高い洗浄液が求められている。しかし、

1．平成24年度通常総会

・第３号議案

委員会委員委嘱の件

2．理事会

・…平 成24年11月に「有機則・PRTR法に該当

各社では環境問題をクリアーするため、有

平成24年6月12日、目白・椿山荘マーズ（タ

平成24年度は9回の理事会を開催し、事業

しない洗浄剤を使用した洗浄作業への挑

機則やPRTR法に該当しない洗浄剤に切替

ワー棟４階）において通常総会を開催し、小

計画に基づいた委員会活動、日本印刷産業連

戦」をテーマで環境セミナーを行なった

えて、有害性の低い洗浄剤への切り替えに

谷達雄会長が議長となり以下の議案を審議し

合会事業活動、各地区工業会事業活動報告を

が、参加した聴講者から「より具体的な作

積極的に取り組んでいる。このセミナーで

原案通り承認された。

受け、業界課題の共通認識を図り、重要事項

業内容についての情報が欲しい」との要望

は、会員企業５社（（株）木万屋商会、トッ

…第…１号議案

について審議・決定した。

が出された。そこで平成25年２月13日にイ

パン・フォームズ（株）、光ビジネスフォー

ンキ洗浄作業をより効率的に行なうため、

ム（株）、東洋紙業（株）、（株）イセトー）か

東洋インキ（株）とテクノロール㈱の技術者

ら情報開示をいただいて具体的な取り組み

から、実践的な印刷周辺のメンテナンス手

の報告。さらに、関連メーカー５社（光陽

法を聞く「印刷ユニット・メンテナンス実

化学工業（株）、（株）日研化学研究所、（株）

通常総会に引き続き開催した第３回理事会

第５回… 平成24年… ９月12日… ホテルニューオータニ

践セミナー」を開催した。今回は印刷現場

T&K… TOKA、東洋インキ（株）、テクノロ

において、櫻井醜会長が議長となり、以下

第６回… 平成24年… 10月11日… 裏磐梯猫魔ホテル

に的を絞って実演を交えたセミナーであっ

ール（株））から各社の製品開発の状況や、

の議案を審議、原案通り承認された。

第７回… 平成24年… 11月８日… 日本印刷会館

たので、各社から工場現場の責任者の方々

取扱いについての説明をいただき、参加さ

・第１号議案

会長選任の件

第８回… 平成25年… １月24日… HOTEL椿山荘

が多数参加され、継続してメンテナンスに

れた約80名の受講者に多くの情報を提供す

・…第 ２号議案

副会長、専務理事、常任理

…

ついて指導を受けたいとの希望も寄せられ

ることができた。参加者アンケートでは「ロ

事指名の件

た。今回も地方会員のためにセミナーの同

ーラー洗浄等に関するメンテナンス方法を

時Web配信を行なった。

もっと知りたい」との希望が多数寄せられ

平成23年度事業報告並びに収支

第１回… 平成24年… ４月12日… 日本印刷会館

決算報告承認の件
第…２号議案

平成24年度事業計画案並びに収

第３回… 平成24年… ６月12日… 椿山荘

支予算案承認の件
第３号議案

任期満了に伴う役員改選の件

たので、２月13日にはセミナーの第２弾と

第２回… 平成24年… ５月17日… 日本印刷会館
第４回… 平成24年… ７月12日… 日本印刷会館

…

…

TOKYO

第９回… 平成25年… ３月14日… 日本印刷会館

◇環境委員会

して技術委員会と共催して「印刷ユニット・

平成 25 年度通常総会議案書

・…第11回印刷産業環境優良工場表彰について、

メンテナンス実践セミナー」を開催した。

第４号議案「平成 25 年度日本フォーム印刷工業連合会事業計画」

会員企業へ応募促進の働き掛けを行なった。

地方会員のためにセミナーの同時Web配信

応募状況は前回を若干下回る54工場からの応

を行なった。

募があった。日本フォーム印刷工業連合会会

・…印刷現場の環境保全活動の一環として、オ

員として応募された東洋紙業
（株）
… 習志野工

フセット印刷における洗浄作業の改善に取

場が「日本印刷産業連合会奨励賞」を受賞。

り組み「有機則・ＰＲＴＲ法に該当しない

・…日本印刷産業連合会としての取り組みであ

洗浄剤を使用した洗浄作業への挑戦」と題

る「地球温暖化対策の自主行動計画」及び、
「循環型社会形成の自主行動計画」への取り
組みに対して積極的に参画した。
・…環 境セミナー「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」
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刷産業全般の総合的発展を図るため、平成25
年度は以下の項目を重点的に推進します。

２．委員会活動による課題の討議と諸施策を実施
する

❶業務委員会
・…地 区工業会との交流を深め、会員増強、

１．日印産連事業活動へ積極的に参画する

工業会活動活性化の具体策を検討し実施

した環境セミナーを開催したが、会員各社

・…主 要構成員として、日印産連事業活動へ

で速やかにより健康や環境にやさしい洗浄

積極的に参画し、企業の社会的責任と印

企業経営に関する講演会・セミナーを最

作業が行なえるように、「有機則・PRTR法

刷産業全般に亘る課題の解決に取り組み、

低年４回実施。

に該当しないUV洗浄剤の使用事例」を会報

理事会、広報を通じ会員への周知と啓蒙

地区工業会と協議して講演会及びセミナ

及びホームページで公開した。

を行ないます。

ーを各地区でも開催。

を11月19日、日本印刷会館会議室において
実施した。フォーム印刷はUVインキが開

業界基盤の整備と体質強化を図り、広く印

・…日 印産連が主催するセミナー、報告会他
◇総会、理事会

発された初期の段階からプリンタ適正に

平成24年度は、通常総会１回、理事会９回

対応するため、UV印刷が主流になってい

を開催し、重要事項の報告、審議・決定を行

する。

各工業会で開催する講演会、セミナー、

各種行事への参加を積極的に進め、知識

勉強会等の企画へ、講師紹介や資金的補

の共有と交流を図ります。

助を行なう。
生産設備及び人材活用についての情報交

7

環境委員会と共同で実施する。

各種資格取得への人材育成支援（ISO9001

補助資材（インキ・版材・ブランケット・

・…市 場動向を調査分析し、調査報告書等を

内部監査員養成

各種洗浄剤・等）の共同購入実施への検

通じ会員への事業方向性を提示する。

討を行なう。

アンケート調査を実施。

損紙削減施策について環境委員会と共同

調査結果の分析と報告書を作成し（2013

証の取得しやすい環境作り、情報提供を

との交流の実施。

での取り組みとして「エコ発注」による

年度版を9月末発行予定）、10月末には調

通じ取得支援を行なう。

懇親会及び講演会への招待、及び交流会

損紙削減をテーマに活動する。

査報告発行セミナーを開催する。

GP認証取得支援情報の提供

を企画し実施する。

損紙削減施策について技術委員会と共同

PL資格認定

JPMマー

ケター認証資格等）
・…日 本印刷産業連合会加盟団体及び異業種

・広報活動の充実を図ります。

での取り組みとして、印刷立ち上げ改善

タイムリーなホームページ内容更新の実施

による損紙低減を目指し、インキ供給シ

会報「フォーム印刷」定期発行（４回/年）

ス テ ム・J-Color自 動 見 当 装 置、 絵 柄 監

JGAS2013への事務局出展（2013年10月2

視装置等の設備について勉強会を実施す

日～ 5日）

る。

“page2014”への出展（2014年２月５日～
7日）
・…I SO9001認定取得サポート（４ヵ月取得）、
ISO9001品質内部監査員養成研修コース

❸国際委員会
・…海 外フォーム印刷事情を調査、分析し、
理事会報告を通じ会員へ周知します。
北米印刷事情レポートの継続発行

内部監査要員のレベルアップにより、品

海外展示会への参加及び情報発信

質向上活動の活性化を図る。

チャイナプリント（北京）

災害防止協会が主催するRST講座等の安
全管理者養成プログラムへの参画。
安全衛生管理者のレベルアップにより安
全で快適な職場環境作りを推進する。
・…契約及び販売価格の適正化の推進。
経済調査会等印刷価格調査に協力
独禁法遵守と啓蒙の為の諸施策の推進
・…業 界の重要課題を各委員会と連携して抽

機器や新技術情報の共有化を推進する。

５月14日～ 18日
2013上海国際印刷・包装・製紙産業総合展
７月10日～ 13日
PRINT'13（シカゴ）
９月９日～ 11日（印刷出版研究所・他）
ラベルエキスポヨーロッパ
９月24日～ 27日（ラベル新聞社）
IPEX2014（ロンドン）
2014年３月26日～４月2日

❻環境委員会
・…G P工場認定証制度の普及啓蒙と認定･認

・…市 場における共通課題を抽出し、分析及

・…環境優良工場表彰申請への応募を促進する。
技術的及び申請に関する支援の実施

び対応指針を示す
・…市 場に対して積極的な活動が行なえる情

・工場作業現場の環境改善を推進する。
有機則・PRTR法に該当しない洗浄剤、

報提供を行なう。
・…資 格認定についての勉強会及びセミナー

インキ、現像剤等の使用を推進する活動
を行なう。

の開催
JTDNA（日本テクニカルデザイナーズ協

（７日、２日コース）を会員に提供する。

・…安 全管理者教育へのサポート。中央労働

・…印 刷産業全体で進めるCO2削減活動、廃

会）：PL資格認定

棄物削減活動（地球温暖化対策・循環型

JPM（日本プロモーショナル・マーケテ

社会形成の自主行動計画）を推進する。

ィング協会）：マーケター認証資格

日印産連自主行動計画への参加
CO2削減、廃棄物削減の実態把握と情報共

❺技術委員会

有

・…技 術面から見た業界の進む方向を協議し
セミナー、見学会等を企画し実施する。
印刷技術、環境、生産性

等

損紙低減施策としての「エコ発注」の会員
各社への展開を図る。

現場で解

決すべき問題点を洗い出し、セミナー及
び勉強会の開催。

❼理事会
・…業 界及び工連運営に関わる重要事項を協

プリントデータ処理セミナー（ポーラメソ

議決定する理事会を定期開催し、会報及

ッド社、ピツニーボウズ社）７月23日開催

びホームページ等を通じ会員に周知する。

予定

・…理 事会への出席が難しい地方理事及び役

マイクロジェット社によるインキジェッ

員に対して、Webによる同時配信を実施

ト技術セミナー

する。

９月27日開催予定

出し、工連運営会議での迅速な方向付け

各種海外情報の広報（会報及びホームペ

設 備 改 善 機器（ イ ン キ 供 給 シ ス テ ム・

・…業 界の発展、社会貢献の方向性を探る政

を図る。

ージにて情報発信）

J-Color、静電気除去装置、UVシステム、

治経済動向、社会的責任課題等について

海外動向セミナーの開催（11月開催予定）

潤滑剤等）の勉強会の開催

の理事研修会を企画し実施する。

❷資材委員会

・海外企業、団体との交流を図ります。

現場作業教育（印刷ユニット周辺のメン

中華人民共和国BF印刷分会との継続的

テナンス手法）等の企画・実施

な交流

業態変革に関わるIT技術に対してのセミ

米 国 印 刷 関 連 情 報 サ イ トWhat… They…

ナーやワークショップを開催（ネットワ

見学・セミナーの企画

Thinkとの情報交流

ークOS「The座」の事例紹介セミナー等）

インキ及び補助資材等に関する勉強会を

米国PODiとの情報交流

・…用 紙事情調査を継続実施し、理事会等を
通じ資材動向を周知します。
・…会 員会社社員の資材知識向上のため工場
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❹市場調査委員会

換のシステムを構築。

・…エ ネルギー削減分野に着目し、電力削減
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日本フォーム印刷工業連合会

平成 25 年度

日本印刷産業連合会等関連報告

第１回理事会議事録

■平成25年4月11日（木）午後１時30分 日本印刷会館２階 201会議室
■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、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、福田常任理事、佐々木常任理事、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、福武理
事、石坂理事、坊野理事、瀧本理事、加藤理事、西川監事、寺山監事、入野理事候補（小
林クリエイト株式会社）、山口（専務理事事務局）

事務局山口より、資料に基づき以下の報告があ
った。
（１）…各 事業所内での化学物質の取扱に関するア
ンケート集計結果
（２）…平成24年度労働衛生協議会
中間報告（ 骨子案）

…

（２）
委員会報告

…

（３）
日本印刷産業連合会等関連報告

…

（４）各フォーム印刷工業会からの報告

議

17日には役員の移動があるので歓送迎を含めた
懇親会を開催する予定。今年度の定期総会は５
月27日にを開催する。この総会で中部フォーム
印刷工業会の会長職を退任する予定。

（３）平成25年度労働衛生協議会
（４）…日 本印刷産業連合会平成25年度事業計画並

題 （１）
平成24年度決算報告

中部フォーム印刷工業会報告（杉山会長）
３月21日にゴルフコンペを開催。来週の４月

今後の対応策
議

いることを報告した。

びに収支予算（案）
（５）…セ ーフティーネット保証５号についての資
料

関西フォーム印刷工業会報告（清水会長）
今月25日に関西の大阪支部で例会とプチ勉強
会を開催予定。プチ勉強会では「印刷通販ビジネ
スの動向」をテーマに講演いただく。５月16日に
総会と講演会、懇親会を開催する。関西で開催
されるＪＰ展（情報印刷産業展）は５月16日～ 18

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」

各フォーム印刷工業会からの報告

日まで開催される。また、関西地区を中心に全

関東フォーム印刷工業会報告（瀬戸会長）

印工連として、ミャンマーの印刷団体との交流

関東フォーム印刷工業会では地域柄、日本フ

会事業を６月に行なう。

各企業でも厳しい年度末を乗りきって４月を

ォーム工連で主催しているセミナーや講演会に

迎えたこの時期に、皆さんが理事会に参加されて

積極的に参加しているが、最近正会員よりも特

いるので、何らかの話題を持って帰っていただき

別会員の方々からより多く参加をいただいてい

本年度から東西に分かれていた中国地区を一本

たい。東京で桜が開花したのは３月16日であった

るので、正会員の方々も多数参加いただけるよ

化し、中国フォーム印刷工業会とスタートすべく、

が、この開花時期は1953年以来なかった。この年

うに応援して行きたい。今後の予定としては来

今まで東中国に所属しておりました西尾総合印刷

は「神武景気」が始まった年で、これから「アベノ

月通常総会と懇親会を計画している。

様を訪問して、今後の運営について話し合った。

ミクス」で今年も景気が良くなる。政権が変わっ
て、デフレ脱却、円高脱却に向った。為替が16％

平成 24 年度決算報告

年かかると言われている。我々業界に表れて来る
て来る。リーマンショックも2008年11月であった
が、直ぐに影響を受けたのは自動車業界や家電業

北海道フォーム印刷工業会報告（佐藤会長）
北海道フォーム印刷工業会では、３月の初旬

安くなっているが、実際の物価に反映するには半
のも半年後となり、それから活発な活動が起こっ

今後は四国地区も視野に入れて連携を図って

平成25年度通常総会資料として作成した平成
24年度決算報告書を理事会にて報告

値上げや年度末の仕事の状況について情報を交

●資材委員会
・４月度用紙事情について報告
…

…

…

を行なって新年度をスタートさせるが、特別会

総会と懇親会、そして講師はまだ決まっていませ
んが講演会も開催する予定です。会社としての報
告ですが、４月１日から会社名を変更致しました。

・３月度月次計算報告

乗り切ったが、半年後に一気にこの影響を受け始

・「ＦＭクレド」連続講座について報告

会運営の財政が少し厳しくなっている。

これから今年度の活動が始めるが、昨年以上に
会員相互の情報を共有する働きを進めたい。ぜひ、
会員の皆様方の協力をお願いいたしたい。
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九州フォーム印刷工業会報告（和田会長）
九州フォーム印刷工業会では、５月22日に定期

員が経費の削減や支店の統合を理由に減少し、

気が良くなることを期待している。

実施する予定。

換した。今後の予定として、４月26日定時総会

界であった。しかし、フォーム業界はこの時期を
めた。この経験から、今回も半年後から業界も景

行きたい。５月17日に統合して初めての総会を

に正会員のみの情報交換会を開催して、用紙の

委員会報告

●業務委員会…

中国フォーム印刷工業会報告（太田会長）

●国際委員会
・２月度米国レポートの報告
・「海外動向セミナー」開催の報告

東北フォーム印刷工業会報告（佐久間会長）
一昨日、仙台で東北フォーム印刷工業会の役員

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」

会を開催し、下記の予定を決定した。当初の計画

今年の桜の開花は「神武景気」の年と一緒であ

・環境委員会３月度活動の報告

通り、岩手県の花巻で５月14日～ 15日の予定で総

ると、大変期待を持てる冒頭の櫻井会長のご挨

・環境優良工場表彰応募状況の報告

会と懇親会を開催。６月４日には日本製紙の石巻

拶であったが、私の地元の京都では約２週間遅

・ＵＶ洗浄剤使用事例公開についての報告

工場の施設見学会。７月17日に納涼会を企画して

れた開花だった。東京以外の地域では３月末ぐ

●環境委員会
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らいの開花であったので、
「神武景気」は東京だ

次

けなのか？ぜひ、東京が日本の景気を引っ張っ

開催日

平成25年5月9日（木）

ていただきたい。新しい年度が始まったが、皆

時

間

午後……1時30分より

さんのご協力で活発な活動をして行きたい。

場

所

日本印刷会館2階

回

平成25年度第2回理事会

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

201会議室

を確認して閉会となった。

平成 25 年度

第 2 回理事会議事録

■平成25年５月９日（木）午後１時30分 日本印刷会館２階 201会議室
■出席者（21名）
櫻 井 会 長 、小 谷 副 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 、福 田 常 任 理 事 、佐 久 間 常 任 理 事 、
入 野 常 任 理 事 候 補 、溝 口 常 任 理 事 、太 田 常 任 理 事 、福 武 理 事 、石 坂 理 事 、坊 野 理 事 、
瀧 本 理 事 、加 藤 理 事 、西 川 監 事 、寺 山 監 事 、山 口（ 専 務 理 事 事 務 局 ）

（１）…日 本印刷産業連合会平成24年度事業報告並
（２）…日本印刷産業連合会表彰の推薦に関する報告
（３）
「消費税の円滑且つ適正な転嫁…等に関する
…
特別措置法」に関する資料

（３）
日本印刷産業連合会等関連報告

…
議

会を20社から22名参加されて開催した。
JSPIRITS社（旧オリーブ ）から印刷通販の最新
動向と、Web…to…Printのユーザー事例をテーマに
施し、講演会も「新しい市場のつくり方」の著者

（６）
「個人情報保護研究セミナー」開催案内

の三宅先生にご講演をいただく。この講演会には

（７）グリーン基準の一部改訂について報告

関西以外の会員の方々にも参加いただいている。

（８）労働衛生協議会の活動について報告

資材委員会でも行なったが、関西フォーム印
刷工業会として６月にはT&K…TOKA様の大阪工
場を見学する予定です。また、来週からJP展が
開催されるので関西にお出で下さい。

告
…

４月25日に大阪支部会を開催した。プチ勉強

（５）著作隣接権についての関連報告

題 （１）平成25年度通常総会議案書
（案）報
（２）
委員会報告

関西フォーム印刷工業会報告（溝口会長）

お話しいただいた。５月16日に関西定例総会を実

トレッスン発刊案内

…

周年総会とし、講演会も実施することを決めた。

（４）印刷用資材の値上げについて報告

（９）…印 刷現場における個人情報保護ワンポイン
議

周年を迎えるので、５月27日に開催する総会を40

あった。
びに収支決算（案）

日本フォーム印刷工業連合会

迎を含めた懇親会を開催した。中部は今年創立40

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）

中国フォーム印刷工業会報告（太田会長）

５月30日、関東の通常総会をHOTEL椿山荘東

５月17日に中国フォーム印刷工業会として最

（４）
各フォーム印刷工業会からの報告

京で開催するが、任期中でもあるので常任理事や

初の総会を開催する。また、この総会に合わせ

事… 冒頭、櫻井会長の開会挨拶があり議事に

役員の大幅な変更はない。関東の支部活動は昨年

て講演会も行ない、講師には関東地区でも講演

から少しは動きが出ているが、まだ活発な活動ま

会とセミナーを行なった、カックス・クレイグ

では至っていないので、今年度はさらに関東の会

氏が広島に来ていただいて、FMクレドについて

員の皆さんと一緒にやって行きたい。

講演される。

入った。
「櫻井会長挨拶骨子」
今日は理事会に参加いただきありがとうござい
ます。昨年、会長として拝命を受けて話したこと
は、会員各位が事業領域の拡大や売上の増強など

平成 25 年度総会議案書（案）についての報告

について取り組む時に、
「私どもの資産を使って

東北地区の総会は毎年持回りで開催している
委員会報告

下さい」と話しました。しかし、結果は、法律関
係で１件、著作権関係と技術関係で対応したのみ
でした。このことは、昨年度だけの施策ではなく
継続して行きたいと思っている。私たちの業界も
ＢＦからＤＰＳの世界に来て、今はＢＰＯに、そ
して次の領域に向って取り組んでいる。もう一点
は、我々の事業の軸をどのように増やしていくか
である。フォーム工連には多くの委員会がある。
この委員会活動を活発化し、独自の切り口での提
言や情報発信を行ない、会員各社に持ち帰って、
ためになり、役に立つ活動を行なって欲しい。

●資材委員会
・５月度用紙事情について報告
●業務委員会
・４月度月次計算報告
●国際委員会
・「after…drupaにみる最新動向」掲載報告
●技術委員会
●環境委員会
・環境委員会4月度活動の報告

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」

が、来週岩手県で総会を実施する。この時期会

今日は理事会前の工連運営会議で団体の活性

長が一番大変なのは会員企業に対して、継続加

化のために様々なことを話し合った。理事会以上

入をお願いすることです。この中で話題になっ

に役員同士の話し合いが必要ではないかと思う。

たのはフォーム印刷という名称が連続帳票を製

来月は平成25年度の通常総会を迎えるが、新年度

造する印刷屋さんの集まりである、とのイメー

に入っても活発な活動をお願い致したい。

ジが定着していて新規会員募集が難しい。ぜひ、
フォーム工連に加入すると大きなメリットが生

次

まれるような活動をして行きたい。

開催日

平成25年６月13日（木）

時

間

午後２時15分より

場

所

HOTEL椿山荘東京「カシオペア」

・技術委員会４月度活動の報告

・第12回環境優良表彰応募状況報告
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東北フォーム印刷工業会報告（佐久間会長）

中部フォーム印刷工業会報告（入野会長）
中部では定例の理事会を開催し、一部理事の
方々が人事異動に伴って入れ換わったので、歓送

回

平成25年度通常総会・第３回理事会

（プラザ棟１階）
を確認して閉会となった。
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トピックス
日本フォーム印刷工業連合会

平成25年通常総会・記念講演会を開催
６月13日、HOTEL椿山荘東京で平成25年度
通常総会・記念講演会・懇親会を開催した。

上げた。レーザーにより複雑なバリアブル縦・

社が共同開発したインキジェットプリンター…

横ミシン加工、ダイカッティング、ハーフカッ

RotaJET76…等、多岐に渡る内容となった。

ト、バリアブル文字や絵柄の加工等を150ｍ/分

セミナー報告は、
（有）
メディアテクノス… 代表

の高速で行なうことができる… Hunkeler社のレ

取締役…井上秋男氏、ケイズカンパニー
（株）
…代表

ーザーモジュール…HL6…。米国Xerox社が買収を

取締役… 高橋龍男氏、
（株）イセトー… 執行役員IT

発表したiMPiKA社のインキジェットプリンタ

統括本部長…和田英久氏、KBAジャパン
（株）
代表

ーの紹介。米国のRR… DONNELLEY社とKBA

取締役副社長…岡田修氏の各氏にお願いした。

今年度は任期中に当たり役員の改選はありま
せんが、団体活動の強化を図るため、副会長と

平成25年度記念講演会

して小林クリエイト（株）取締役社長の小林友也
氏に就任いただきました。また、地方団体の活

「ITの新たなトレンドが印刷産業にもたらすインパクト」

性化のために、中国地区の統合を図り、中国フ
ォーム印刷工業会を発足させた。年間活動とし
て委員会活動の充実を図り、ISO… 9001内部監査

（平成25年6月13日

員養成講座や、“JGAS… 2013”、“page… 2014”へ
の出展。環境活動として設備改善機器の導入や

印刷産業にもたらすインパクト」について講演

「エコ発注」への取り組みによる損紙低減等、具

をいただいた。ITによる変革とは「電子データ

体的な施策を持った活動を展開する予定。

の利用による変革」。印刷産業はデータの宝庫

記念講演としては、2000年日本印刷産業連合

であり、この電子データを活用して事業や業態

会が策定した“Printing… Frontier21”等にも参

の変革を進める可能性を大いに秘めている。そ

画いただいた（株）野村総合研究所上級コンサル

して

タントの木村淳氏から「ITの新たなトレンドが

であると話された。

変革のカギは「顧客ニーズ」を捕えること

1ITのトレンド
2000年より毎年12月頃に、野村総合研究所とし
て５年程度先のIT市場を予測する「ITナビゲータ
ー」を発刊しております。昨年末に発行した「IT

HOTEL椿山荘東京にて開催）

ム」の４つである。
宅配便にたとえる と「荷物」が「コンテンツ」に、
「トラックや代引き決済サービス」が「プラットフ
ォーム」にあたる。

ナビゲーター 2013年版」では、19の市場規模予測
のほか、ビッグデータの活用動向についても掲載
致しました。

国際委員会主催

「海外動向セミナー」を開催
デバイス（端末）市場の動向を見たい！

３月29日、日本印刷会館において国際委員会

①電話の枠組みを越えスマートフォンは、携帯

主催「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…Media…
Innovation… Center、PODi… AppForum”の視察
報告、２月に開催された“FAGATインド大会”

電話販売の60％を越え、加入者開拓が飽和しつつ
このIT市場を分類すると４つの基本に分ける
ことができる。

ある携帯電話市場を質的に転換している。車載情
報端末やデジタルカメラ、タブレット端末との連

①利用者と情報との接点であるデバイス（携帯

携等で、他端末を取り込み、市場の境界を「浸食」

の様子を日本印刷産業連合会… 企画推進部… 国際

電話… スマホ・タブレット… テレビ… ゲーム機… パ

していく。②地デジ後を模索するテレビについて

担当部長…石橋邦夫氏が報告。

ソコン… …） ②情報を伝えるネットワーク（固

は、地デジ特需の反動で販売台数が低迷するもの

定電話回線… ADSL・光ファイバー… ケーブルテ

の、ネットとの融合を新たな切り口としたテレビ

で開催された“Hunkeler… Innovation… Day2013”

レビ… 携帯電話回線… 無線LAN（WiFi）…）③

のスマート化が進む。2017年には500万台相当の

の状況の報告。また、興味ある生産加工設備

提供される情報・サービスが「コンテンツ」④

スマート“インターフェース”テレビ（ゲーム機、

や、国内であまり紹介されていない情報を取り

提供のためのサービス基盤が「プラットフォー

セットトップボックス含む）販売が期待される。

２月11日から５日間、スイスのルツェルン
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トピックス
③ネットワーク・サービスとの融合のビジネスモ

まりつつあり、ユーザーがインターネットを利用

スマホPOS等による中小企業や個人の利用が

デル転換では、ソフトウェア、コンテンツ、機器

する際に使う端末も、パソコンからモバイル端末

増加し、電子決済白地層のスマートペイメントの

Apple… Storeではクレジットカードを出さず

監視･管理･メンテナンス、販売（ EC）等を一体化

へと変わりつつある。… そこで、固定ブロードバン

利用が進んでいる。さらに、リアル広告における

に、ネットのID・パスワードを入れると決済さ

したビジネスモデルが更に強まると予測される。

ド回線の事業者は、これまでのサービスに加えて、

ネットアドテクノロジーが普及し、ネット広告は

れる。店員に会わなくても一人で買い物をして

Wi-Fiなどを活用した無線サービスも含む固定・無

パソコンからスマートフォンへシフトして、リア

商品を持って帰れ。スマートフォンに取り付け

線の一体的なサービスの提供が迫られている。

ル広告の計測テクノロジーの利用も増加する。

られるカード端末が開発され専用機が不要だ。

携帯電話端末の世界市場では、新興99国の経済
成長による携帯電話普及と、スマートフォンの需
要拡大により、2017年度の携帯電話端末の販売台
数は18億台近くに達する。

まったものではない。

モバイルキャリア・ワイヤレスブロードバンド

ネットサービスを通じて消費者がリアル店舗

韓国の大手スーパーマーケットでは、地下鉄

市場（携帯電話・PHS事業者の契約回線数予測）は、

へ誘導されて購入する“O2O消費”の市場規模は、

の駅の壁面に商品カタログのポスターを掲示、

次に、携帯電話端末の日本市場では、これまで複

モバイルデータ通信や通信機能が組み込まれた機

2017年度には50兆円へと拡大する。今後は、
「ス

お客は２次元バーコードを読み取って注文がで

数の専用端末に求められていた機能が、スマートフ

器の増加や、２台目の端末を保有等により、2017

マートフォンの普及」や「ソーシャルメディアの

き、
「商品選択・注文」と「決済」
「モノの受け渡し」

ォン１台で代替される傾向が顕著になってきた。

年度には約1.5億回線に成長すると予測している。

普及」
、
「無線LANを活用したローカルサービス

が完全に分離されている。

回線数増の主要因は、…①モバイルデータ通信回線

の提供企業拡大」
、
「NFC（近距離無線通信）に対

先進国ではノートパソコンの代替品となり、新興

（データカード端末、ポータブルWi-Fiルーター）

応した携帯電話端末の普及」といった要因によっ

国では１台目パソコンとして利用が進み、2017年

の増加、②通信機能を組み込んだ機器（タブレッ

て、消費者がO2O消費を増やすための環境が徐々

には約2.2億台が販売される。

ト・電子書籍専用端末、デジタルフォトフレーム、

に整備される。

タブレット・電子書籍専用端末の世界市場は、

スマート“インターフェース”テレビの日本市

車載情報端末など）やM2M市場の増加、③子ども

B… to… Cの決済手段は、
“現金”から、電子的な

場は、新しいユーザーインターフェースで、新

や高齢者層における保有率の増加や、２台持ちユ

決済手段である“スマートペイメント”への移行

たな映像視聴・情報利用体験を提供する「スマー

ーザーの増加

が続き、クレジットカードや電子マネーの市場

ト“インターフェース”テレビ」を、2017年には約

等が挙げられる。

M2M通信の活用例として自動販売機を見てみ

成長が続く。対面決済では、現金以外の手段を

よう。自動販売機と制御コンピュータがWiMAX

利用するキャッシュレス化の傾向が継続し、ま

無線通信で情報をやりとりし、
… 販売記録、広告配

たスマートフォンを活用した決済手段も成長し

カーナビもレジスターの登録インターフェイスも

信を行なっている。さらに自動販売機に組込まれ

た。非対面決済分野においても、ECの成長によ

スマホ・タブレットが利用され始めている。

た顔認証により、年代・性別判定に基づく商品お

りネット市場は拡大する。今後は、スマートフ

すすめ等も始まった。他の分野では電力スマート

ォンやシンクラインアント端末といった、安価

メーター等にもM2M通信が活用されている。

かつ簡易な店舗用の決済端末の普及が、さらに

470万台出荷する計画である。
何でもスマホ・タブレットで実現が可能になり、

ネットワーク市場の動向を見ると！
ブロードバンドも固定からモバイルへ急速に変

ネット市場を後押ししている。…

2ＩＴが印刷産業に与えるインパクト…

ICT市場の成熟化が進む中、事業モデルの転換
が起きている！
・…デバイスは、
「多様な専用端末の併存」から「ス
マートデバイス＋アプリへの集約」へ
・…ネ ットワークは、
「固定インフラと無線イン

化し、LTE/4Gサービスの普及でモバイルブロー

インターネット広告市場の成長領域はスマー

ドバンドが固定と遜色ないレベルになった。そし

トフォン向けへシフトし、リアルの販促・広告

て、電車の中を見回すと、そこら中でスマホをい

市場に手を広げる必要がある。パソコン向けの

・…プ ラットフォームは、
「ネットのみ・リアル

じる人たちで溢れ、外でネットをするのが当たり

インターネット広告市場は2014年に飽和し、そ

のみ（ビジネスの分離）
」から …「ネットとリア

前になった。

の後ゆるやかに下降する… 。一方、スマートフォ

ルのビジネス融合」へ

フラの対立」から「無線インフラをサポート
する固定インフラ…」へ

また、人と人の通信から、モノとモノへの通信

ン向けのインターネット広告は、リアルの消費

・…コ ンテンツ配信は、
「プラットフォーム事業

が進化し、ケータイ、スマホを使って人同士が通

に関連する広告を取り込んで成長する。ターゲ

者に依存」から「消費者接点の直接保有」へと

信・通話することばかりでなく、モノに取り付け

ティング広告には限界があり、単なる「広告」か

「現在主流の事業モデル」から「新たな事業モ

られたセンサーに通信機能が付加されて、モノか
らモノへ情報のやりとりがされるようになった。

次にプラットフォーム市場の動向について見よ
う！

ら「経験」へ変化させることが重要となる。
事例としてOffline… to… Online

デル」への転換が起きている。

Amazonのスマ

何でもかんでもデータ化が可能になり、処理

固定ブロードバンド回線市場（市場規模予測）

O2O（Online… to… Offline）によるサービス業のＥ

ートフォンアプリを見てみよう。手元の商品の

も高度化、最適化や省力化、あるいは価値向上

は、無線インターネットへの移行増加を受け、

Ｃ（e-commerce）化…、リアル消費の50兆円規模も

バーコードを読むと、Amazonでの販売価格、在

などの効果を生んでいる。

2014年度以降、減少傾向に転じている。無線イン

ネット商品流通へと移行し、ECネット決済の非

庫が分かる。商品の確認は実店舗を見に行き、

ターネットと固定ブロードバンドの速度の差は縮

連続的な成長が見られている。

購入はネットで行なう。便利だが、実店舗はた

16

ITによって、いろいろな産業、企業が変わり
始めている！
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トピックス
自動車保険の米Progressive社では、保険加入

かける仕組みを作った。… この結果、取り組みを

そして「受注の向上」として、①先回りのため

希望者に専用のドライブレコーダを車内に設置

始めた2003年度は1.2億円だった売上を2010年度

に情報を活用し、お客様に対しての提案営業。②

し、ドライバーの運転状況を分析。加入希望者の

には5億円にまで拡大させ、顧客数も40件から60

新しい営業チャネルとしてソーシャルメディアを

運転パターンからリスクの度合いを判断し、その

万件に増加させた。…

活用。を挙げることができる。…

ドライバーの運転状況に合わせた保険プランを提

石川県羽咋市では、衛星写真を用いて美味しい

案している。Progressive社は事故を起こしやす

米を事前に安価で判別。美味しい米だけをまとめ

最後に印刷産業の「新たな事業」についてであ

い層の保険を引き受けるリスクを低減させること

てブランド化して、通常出荷だと一俵1.3万円程

るが、大変難しいことだが、ニーズがあればそれ

ができ、業績を伸ばすことができた。

度だが、ブランド米として出荷することで、一俵

を解決する方法は必ずある。

製造業のVestas… Wind… Technology社（デンマ

4.2万円で出荷している。そして、ついにはこのブ

ーク）は、風力発電機を設計・製造・販売する世

ランド米をローマ教皇に献上するまでになった。

界最大手であり、既に30年以上の歴史があり、67

電子書籍Amazon…Kindle…は、
「電子書籍上でハ

たとえば「お客様の印刷データを預かるという
印刷産業の「資源となる」情報とは次の４項目
に分類できる！

こと」を考えた時。①「いつでも」
「どこでも」紙
に印刷したい。②社内のデータファイル管理が面

カ国で4万4500機の風力タービンを手掛けている。

イライトされた箇所」に関する情報をクラウド上

① 情 報 コ ン テ ン ツ「 印 刷 し て き た 情 報 内 容

倒。③残したいデータもあれば、残したくないデ

同社は、運用実績も重ねることで、風力発電を事

に集約・共有し、読者にデータの閲覧（下り）だ

そ のも の 」。 ②顧 客 情 報「ど の よう な お 客様

ータもある。

業として成功に導くためのノウハウも蓄積してい

けでなく、読者からデータを吸い上げ（上り）活

が？」。③受注情報「いつ頃、どのような内容

る。そこで、データを解析し、風力発電事業者の

用して、
「みんなの興味」を集約。そして、ポピ

の注文が？」
。④機械稼働情報「印刷機はいつ

3まとめ

経営に最適な設置場所を提案。発電機の製造・販

ュラーハイライトとして提供している。

頃繁忙？いつ頃空いている？」
…である。

1.……ITは消費者 が「いつでも」
「どこでも」触れられ

売だけではなく、設置場所のコンサルティング事

富士ゼロックスはデジタル複合機に搭載された

るようになり、高度化してきた。夕方のラッシ

業を展開。ものづくりだけではなく「使い方指南」

100 ～ 150のセンサーで捕えたデータをメンテナ

ュアワーの電車も夕刊紙・週刊誌からスマホ、

事業も立ち上げている。

ンスセンターに送り異常を発見するシステムを構

ワンセグへ 2.ITによって「何でもかんでも電子

飲食業の「 がんこフードサービス 」は、産業技

築した。この結果、故障発生時に的確な部品と対

データ」にできる。電子データは処理しやすく、

術総合研究所と共同で、仲居さんの動きをITで

応が取れるようになり、故障予知を含めて対応時

高度な加工が可能になった。

把握し、動線と人員配置を最適化するために分析

間を30分削減している。

3.……I Tによる変革とは実は「電子データの利用によ

システムを開発した。従業員に位置センサー、磁

る変革」ITは電子データを使いこすための道具

気センサー、ジャイロセンサーなどを持たせ、一

と理解すべき。

人一人の導線を把握。これを元に従業員シフトや、

4.……印刷産業はデータの宝庫。他の産業のような顧
印刷産業の「効率化」と「受注の向上」に対して

厨房レイアウトの最適化を行なった。結果として

どのようなことができるかをみたい！

利益率を10ポイント以上向上させた。

客データ、受注データに加え、今まで印刷して
きた情報そのものが蓄積されて情報量が多い。

小売業でインストアベーカリーのアンデルセン

「効率化」については、①人と機械の稼働を最

5.……これらのデータを活用して事業や業態を変革で

は、POSデータから過去の販売データを徹底分析

適化して無駄を省く。②他社との繁閑の組み合

きる可能性がある。顧客データ、受注データを

して、販売パターンを推測し、このパターンと来

わせで設備の効率的運用。

活かした効率化や受注活動の活性化…。顧客デー

店数予測値から、どの製品がどの時間帯に何個売
れるかについて、目安を出す仕組みを開発した。

タ、受注データ、印刷情報を組み合わせた新た
今までの事例から分かることは、ITを使った

な事業の創出等、様々な取り組みが考えられる。

欲しい商品をタイミングよく提供できるようにな

（ITを使ったと言うよりは「情報」を使う）

り、このシステムの導入店は1.1％売上が増加した。

変革には二つの方向性が見出せる。

分かれば、それに応えるための道具を作ること

その一つは「今の事業を改善しよう」この事例

ができるのである。

東大阪市にある中小卸売業の「ツルガ」では、
２万種のねじ（既製品、特注品 ）を取り扱ってい

とし て「がんこ」
「アンデルセン」
「羽咋市」
「… 富

る。利益率の高い特注品に注力するため、一般品

士ゼロックス」が挙げられる。

のねじ販売はネット中心で開始した。このネット
販売では「何が、どの業種で使われているのか」
の動向を分析し、同様の属性を持つ顧客に営業を

18

もう一つは「新しい事業・サービスを起そう」
この事例は「Progressive社」
「Vestas社」
「ツルガ」
「Amazon」になる。

6.……そ のカギは「顧客のニーズ」である。ニーズが

株式会社野村総合研究所
ICT・メディア産業コンサルティング部
上級コンサルタント

木村

淳氏
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工業会だより

関東フォーム印刷工業会

平成25年通常総会を開催
関東フォーム印刷工業会（会長… 瀬戸… 良教）は

めている中古設備を登録し、生産設備の有効活

５月30日、HOTEL椿山荘東京において、平成

用を目指した活動を行なう等、会員に対して有

25年度通常総会を開催した。「平成24年度事業

益な活動に取り組んでいく。理事会欠席者に対

報告並びに収支決算報告承認」「平成25年度事

しては、Webによる同時配信を行なう等、情報

業計画案並びに収支予算案承認」について審議

の共有化を図る施策を報告。広報活動としては、

され滞りなく承認された。通常総会の冒頭、瀬

日本フォーム印刷工業連合会との共同で、
“page…

戸会長は「今年は10日も早い梅雨入りになり、

2014”への出展（平成26年2月5日から3日間開催

株価も乱高下を繰り返していますが、経済動向

予定）を計画する。

が、今後の私たちの業界にどのような影響があ

今年度から特別会員として、（株）ソマード、

るか注目していかねばならない。今年も関東を

テクノロール（株）、テクノウエイブ（株）、（株）

中心として、全国の会員の皆さんと企業の活性

ヒューテック、ケイズカンパニー（株）の５社が

化に取り組んで行きたい。今年度は任期途中の

新たに参加された。

総会で役員の改選期ではないが、各位の
事情で退任される方々がいらっしゃるの
で、役員の選任をお願い致したく思う」
と挨拶され審議に入った。今年度も理事
会を定期開催し、会員に対して様々な情
報提供を行なっていくこと。ISO9001認
定取得サポート及び内部監査員養成コー
ス等の企画を、日本フォーム印刷工業連
合会と共同で開催。各社で使用されなく
売却可能な設備の登録。また、各社で求

況を乗り越えて、業界の発展に努力いただくよ

用紙・インク等近況報告があり、和やかに団結

う挨拶がありました。

と親睦が図られました。

引き続き懇親会が行われ各社印刷・印刷機材・

東北フォーム印刷工業会

平成25年度年総会・講演会及び懇親会を開催
東北フォーム印刷工業会（会長… 佐久間… 信幸）
は５月14日、平成25年定時総会を岩手県花巻市

き、会員23名の皆様と情報交換をしながら、楽

の大沢温泉「山水閣」で行なった。総会は定足数

しい一時を過ごした。翌日15日（水）には、15名

を満たし議事に入り、すべて原案通り可決承認

が参加したゴルフ親睦会を行なった。

を得終了した。
講演会では、毛越寺… 執事長… 藤里明久様をお
招きして「平泉の浄土思想と世界遺産登録」と題
し、ご講演をいただいた。平泉の思想や世界遺
産登録の意義などについて興味深くお話しいた
だいた。
その後、懇親会では、来賓に岩手県印刷組合…
顧問理事佐藤憲司様をお招きするとともに、主
催していただいた、イワニチビジネスフォーム

日本製紙㈱石巻工場見学会を実施
東北フォーム印刷工業会では６月４ 日（火）、
会員21名が参加して、宮城県石巻市の日本製紙
株式会社石巻工場の施設見学会を実施した。

北海道フォーム印刷工業会

2013年度総会及び懇親会を開催
北海道フォーム印刷工業会（会長… 佐藤… 泰光）

今回見学した石巻工場は、多彩な原料パルプ
（機械・化学・古紙）を使い、多種類の用紙（上質・

り、同社がこれまで培った技術を集大成した大
型設備のN6マシンを見学させていただきました。
この見学会では、今後のフォーム印刷を考え
る上で大いに参考になり、役立つものとなりま
した。

中質・微塗工・コート）を生産しており、
日本製紙グループの基幹工場で、印刷

は４月25日、札幌グランドホテルにおいて2013

用紙の単独工場としては世界トップレ

年度総会及び懇親会を開催した。総会・懇親会

ベルの生産能力を誇っております。

共に会員各社から19社、25名が出席された。総

工場内の施設見学に先立って、工場

会では冒頭、佐藤会長より出席された会員各社

紹介の概要について説明を受け、その

の方々にご協力のお礼を申し上げるとともに、

後、工場内の機械設備を見学すること

引き続く需要減少の中、下げ止まりが見えつつ

ができました。東日本大震災による壊

あるが、アベノミクスによる経済状況の上昇に

滅的被害を乗り越え、復興計画の予定

期待を持ち、各社より一層の企業努力でこの状

どおりに各マシンも順調に稼働してお
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の代表取締役社長… 山岸学様にもご参加いただ
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工業会だより
ます」と会員各社からの参加者に決意を語った。

中部フォーム印刷工業会

この後、議長に入野会長を選出して議案審議に

平成25年度定期総会（総会、記念講演、懇親会）を開催
中 部 フ ォ ー ム 印 刷 工 業 会（ 入 野 康 会 長 ）

併せて、平成25年度役員変更報告・選任を行な

お客様の販促施策など、我々が対応すべき市場

は、５月27日（月）午後３時より「メルパルク

の態様はより変容しながら、加速度的に進んで

NAGOYA」で、平成25年度定期総会、記念講演、

いるのが現状です。

懇親会を開催した。総会に41名、記念講演に72

入り、上程された４議案はいずれも承認され、
い新体制となった。
総会終了後、午後４時より、記念講演会を開
催した。講演会では経済評論家・大阪経済大

当業界としても、多様化するお客様のご要望

名、懇親会には60名の参加をいただいた。なお、

に対して、従来の営業方法や製品、生産体制に

総会の司会を上田康二理事が務めた。

固執することなく、お客様のご要望の先にあ

学客員教授の岡田晃氏が「課題こそニーズだ～
記念講演会の風景

2013年の景気展望と危機の時代を乗り切る企業

的に今年で40周年を迎えました。長きに亘りご

は講師の長い現場での記者経験と経済理論に基

支援ご協力を賜りました会員各社、関係先各位

づく講演から、アベノミクスにおける「三本の

には改めて深く御礼申し上げます。また、
愛知県、

矢」とは何か？重要なポイント、景気の動向判

岐阜県、三重県、静岡県という日本でも有数の

断等を学び、今後の経営戦略を探る上での指針

工業生産、農業生産等の一大拠点である、この

となる「課題とは」「ニーズとは」について、具

中部地区の会員と共に活動することを再認識し、

体例を交えた講演を通じて貴重なヒントを得る

当工業会に期待される役割を重く受け止め、会

ことができた。記念講演の後、懇親会を開催し、

員各社様の更なるご協力、ご教授を賜りながら、

ご講演をいただいた岡田先生も参加され、会員

議論を深めつつ、当会の活動を推進してまいり

相互の情報交換、参加者の懇親を深めました。

戦略」をテーマに講演をいただいた。参加各社

冒頭、挨拶に立った入野会長は「平成24年末

る「狙い」を具現化する企画力の強化、生産設

に、長引くデフレ経済・円高基調、震災後の復

備のフレキシブル化、製品に付加する情報の加

旧対応の諸要因もあり、自民党を中心とした政

工等によって、市場の変革を“脅威ではなくチ

権への交代が行なわれました。安倍政権では、

ャンス”として捉える発想なくしては、新しい

いわゆるアベノミクスと称される経済復興を政

潮流の中で生き残ることは不可能ではないでし

権の旗印に掲げ、２％のインフレ目標をはじめ

ょうか。また、このような変革の時代であるか

としたデフレ脱却と、持続的な経済成長の実現

らこそ、我々フォーム業界がこれまでに蓄積し

に向けた政府・日銀の政策連携による施策が推

た製品開発力・生産技術・営業ノウハウによっ

進されています。これを受けて、円安の進行、

てしか成し得ない「新しい市場」を創造すること

株価の上昇といった市場経済への反応も現れ、

への期待が付託されていることの自覚と自信を

月例経済報告での上方修正など、先に成立した

持って、現状打破の歩みを進めなければなりま

新年度予算の執行も始まりますことから、世界

せん。また、先に日本印刷産業連合会として経

経済におけるマイナス要因を内包するものの、

済産業大臣宛に提出した、「競り下げ方式導入

より速やかな実体経済への反映と力強い回復が

に対する意見書」また「産業競争力会議及び今

期待されています。さらに、ここ中部地区にお

後の政府施策に対する印刷産業界の要望」のよ

関西フォーム印刷工業会（会長… 溝口… 剛司）は

接する我々にとっては、改めて考えさせられる

いては、地元企業の2014年３月期の業績見通し

うに、適正な利益の確保や健全な発展に向けた

５月16日、大阪市北区堂島ホテルにて「平成25

ことばかりです。講演を拝聴し、テーマで掲げ

で、全産業の純利益は前年比12％増になる見通

積極的な対応のため、会員各社のご賛同とご協

年度定期総会」を開催した。総会では議案とし

られていた「市場創造と新文化開発」が、わずか

しとの新聞報道もあります。結果として、この

力を改めてお願いします。さらに、社会的にも

て掲げた「平成24年度事業報告並びに収支決算

ながらですが理解することができたと思います。

回復基調が我々業界のお客様の業績向上に繋が

クローズアップされた胆管がん発症への対応な

報告承認の件」
「平成25年度事業計画案並びに収

引き続き行われた懇親情報交歓会と銘打たれ

り、国内産業への製品供給に主たる売上を依存

ど、職場の安全衛生への取り組み、木目細やか

支予算案承認の件」が滞りなく承認されました。

たパーティでは、その名の通り、盛んに懇親と

する当業界にとっても、その恩恵が享受される

な品質管理の継続、環境面での取り組み、巨大

その後は、講師に三宅秀道先生をお招きし

ことを期待しつつ、お客様のご要望に的確にお

地震想定を見据えたＢＣＰの策定など、これか

ての講演会が行なわれ、会員企業、特別会員

応えすることが出来るよう、営業、生産、開発

らの企業経営における指針としての企業の社会

企業合わせて約80名が参加。三宅秀道先生は現

等の体制を維持していかなければなりません。

的責任（ＣＳＲ）を果すための諸施策についても、

在、東海大学政治経済学部専任講師を勤められ、

しかし、印刷関連業界とりわけ、当フォーム

その重要性を認識しつつ、当会の上部団体であ

2012年12月に東洋経済新報社より著書「新しい市

業界は、印刷業の中でも、いわゆる紙媒体によ

る日本フォーム印刷工業連合会や日本印刷産業

場のつくりかた」を発刊されておられます。講演

る情報流通の一分野を長きに亘り担ってきまし

連合会、また他の印刷業界団体との十分な連携

会は「新しい市場のつくりかた 市場創造と新文

たが、電子機器、媒体、ソフトウェア、アプリ

を深めながら、会員各社への情報提供や研修会

化開発」というテーマであり、
「価値はなにが決

ケーションの急速な進歩を背景とした情報流通

開催を継続的に推進してまいります。当会も昭

める？」
「機能即価値とは限らない」といった興

の変化と、それに伴うペーパーレス化は勿論、

和48年の設立以来（名称の変更等も含め）
、実質

味深い言葉から始まりました。日々、お客様と
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関西フォーム印刷工業会

平成25年度定期総会を開催

情報交歓を行い、更なる親睦を深めました。
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工業会だより

大阪支部

４月例会において“第36回プチ勉強会”を開催

関西フォーム印刷工業会（支部長

溝口剛司）

顧客別に設け、基幹システムとの連携を保って

は４月25日にJPビル８階で、４月度例会に併せ

省力化を図る道具としてW2Pの仕組みを有効利

て、第36回プチ勉強会を、大阪支部会員の20社

用するべきである。顧客サービスの向上を念頭

から22名が参加して開催した。

に置けば、結果的に固定顧客の囲い込みと管理

今回のプチ勉強会は、株式会社J…SPIRITS（ジ
ェイスピリッツ） 竹井聖浩様よ り「印刷通販

コストの低減が実現できるW2Pの利用方法とな
る、との主旨であった。

中国フォーム印刷工業会

平成25年度定期総会・講演会及び懇親会を開催
中国フォーム印刷工業 会（会長… 太田… 真義）は

また、翌日９社から10名が参加し、郷原カン

５月17日、メルパルク広島において、会員16社

トリークラブにて親睦ゴルフコンペも行なわれ

から21名が参加されて、平成25年度定期総会・

た。

講演会及び懇親会を開催した。
定期総会では全て議案通り可決承認された。

会社の最新動向＝ Web…to…Printシステムとユー

講演会では（株）FMパートナーズ・ジャパン

ザー事例」をテーマに講演をいただいた。

社長のクレイグ・カックス氏をお招きして「フ

まずは印刷のEC通販サイトと、Web…to…Print

ァシリティマネジメントによる企業経営」をテ

（以下W2Pという）との違いを明確にした後、欧

ーマに、企業の経営層の方々や自社の総務業務

米に比して日本のW2Pの導入率の低さは日本の

の改善、顧客への総務業務の提案（BPO等）に携

印刷受託習慣に起因するが、いくつかの商品に

わっている方々に向けて、ご講演をいただいた。

特化したB… to… BのW2Pは今後増えて行く。総合

その後、講師のクレイグ氏も参加いただいて

的なECサイトは余程の確信がなければ先行組

懇親会も開催した。

に勝つのは難しく、リスクが高い。BF業者と
してはリピート受注や在庫品出荷依頼の窓口を

九州フォーム印刷工業会

大阪支部 “第37回プチ勉強会”を開催
関西フォーム印刷工業会（支部長

溝口剛司）

間の目が一番信頼できるとのことであった。

平成25年度定期総会・講演会及び懇親会を開催

は６月27日に㈱T&K…TOKA大阪支店において、

同社はUVインキで有名であるが、LED-UVイン

会員企業の18社から22名が参加し、プチ勉強会

キや、インクジェット用UVインキも鋭意開発

を開催した。T&K… TOKA大阪支店の久保支店

中とのこと。今後ま

長様から、同社の歴史と商品の概要をお聞きし

すますビジネスフォ

定期総会は、会員９社10名が参加し、平成24

た後、同支店内にある特ねりインキ工場の現場

ーム業界とは密接な

年度の事業報告及び決算報告・平成25年度の事

研修会後、特別会員の皆様を含め15社21名が

を見学した。1Kgから300Kgまでの特色インキ

関係になりそうであ

業計画及び収支予算案等が審議され、近況の会

参加して懇親会を行ない、初参加の会員の紹介

の製造工程を案内いただき、そこで働く若者の、

る。

員報告等を行った。

や情報交換を行い、楽しい懇親のひとときを過

九州フォーム印刷工業会（会長… 和田… 秀一郎）

と題して、オフィスセイリング代表の…矢野清美

は、５月22日（水）に福岡にて平成25年度定期総

氏を講師に招き、心理学上の観点からのコミュ

会及び研修会、親睦会を開催した。

ニケーションの本質や、五感を使った上手な話

色を見分ける能力と、その色を作る技術の高さ

定期総会後に開催した研修会には29名が参加

に驚かされた。コンピュータと色測計が算出す

し、
「経営者、管理職のための人を動かす話し方」

し方の技術を、ワークシートを用いて勉強した。

ごした。

る色の組み合わせを参考にはするが、最後は人
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■2012─ 2013年

進路の設計

PIA（米国印刷連合会）特別報告書より

0.2%低下しました。総材料費（用紙、版、インキ、

1.8%で、その「差」は7.8%もあります。この「差」

その他の請求可能な材料費、そして

外注費）は

はどこにあるのでしょうか？… 販売の経費を比較す

印刷企業にとっての印刷市場は数十年間にわた

もに低下しました。事業所当たりの従業員数は、印

売上げの35.5%を占めています。売り上げの42%強

ると、上位印刷企業は1.17％低く、販売管理費も

って劇的に変わってしまいました。
「プリント・

刷業では増加し、印刷メディア業では減少となっ

が、工場人件費と工場経費として支払われていま

0.72%、工場製造コストは5.29%少なくなっていま

オン・ペーパー… Print-on-Paper紙への印刷 」は 印

たが、全印刷業でみると変化はありませんでした。

す。販売管理費は売上げの19.6%を占めています。

す。上位印刷企業の高い収益性の約68%は、効率

刷産業の「要石… keystone」として存続した状態で

2012年は国政選挙のプロモーション用DMが数

はありますが、「印刷企業」は次第に「情報伝達コ

億ドルも印刷市場を引き上げました。しかしなが

ミュニケーションサービス提供者」であるプロバ

ら経済の低成長とデジタルメディアの猛烈な競争

イダー（communication… service… provider）に変化

によって、印刷市場の成長は押しとどめられまし

ドルに上昇しました。この数値は、前年の平均

し、そして、統合インテグレイテッドメディア業

た。雑誌と新聞が、特に大きな影響を受けています。

147,436…ドルと比べると1.4%の増加となります。
「売

（integrated… media）へと進化しています。印刷市

2012年、デジタル広告費は初めて印刷広告費を上

上高／工場従業員」「付加価値額／従業員」「付加

上位印刷企業の工場経費は1.59%と少ない比率で

場の拡大は、新しい印刷業のビジネス環境を創出

回りました。たとえば、Newsweek… 誌はすべて電

価値額／工場従業員」は、すべて、僅かながら増

す。工場経費には、減価償却、税金、保険、建物

し、挑戦の機会を拡張しました。

子版とすることを決めました。

加しました。

レンタル料、公共料金、機材レンタル料、荷造・

的な生産性に基づく工場製造コストが生み出して
生産性の動向
生産性（売上高／従業員）は全社平均で149,499…

いるのです。こうした理由でPIAは広範囲な考察
を試みています。
製品の工場コストについて詳細な検討

マクロレベルでみると、印刷産業の経済実績は

2010年会計年度は、年間を通じて景気が回復した

上位印刷企業は、いつも全社平均よりも際立っ

大規模で、多様性に富み、そして起業家精神と成

最初の年でした。2011年は回復を加速しつづけ、高

て優れた生産性を示していますが、興味深いこと

また

長性、収益性の機会に満ち溢れています。同時に

い利益率をはぐくみ続けました。その結果、景気後

は、生産性はわずかな減少（低下）あるいはほぼ同

低い比率です。このことは、従業員1人当り売上

この競争的な環境の中で、印刷企業間同士で、さ

退の「二番底」といわれる、景気後退に逆戻りする

じ状態に留めていることです。

高と付加価値額が業界平均企業を上回っているこ

らに印刷メディアと他のメディア間で、熾烈な挑

危機を追い払い、景気の下降に終止符を打ちました。

戦が続いています。

出荷・配送費そして保守管理費を含んでいます。
上位印刷企業の工場賃金・給与は1.79％と

この上位印刷企業の意外な結果の要因は、従業

とを意味しています。工場賃金・給与には、経営

2012年の経営指標で報告されたように、調査に

員1人当たりの賃金を僅かに下げたか、あるいは多

者の給料の一部、直接的な賃金、一般的な工場賃

参加した企業の税引前の営業利益率は1.8%でした。

くの製造関連従業員の残業時間を少なくした結果

金・給与、荷造り・出荷・配送用賃金、給与税と

産業:… Commercial… Printing… and… Related… Support…

この数値は、前年の平均1.4%から0.4%の増でした。

かもしれません。

従業員福利厚生費が含まれています。上位印刷企

Activities;… Economic… Censuscode… 323」と、「印刷

調査に参加した全企業の11年間の平均利益率は

関連メディア業：Print-Related… Media；Economic…

1.76%ですから、今年の利益率は過去11年間の平均

Census… code… 511」を含んでいます。また、印刷関

を超えたことを示しています。

PIAの「 印 刷 業 」の 定 義 に は「 印 刷 業・ 同 関 連

連メディア業は、新聞業、定期刊行物出版業、書

また、NAICS…code…323で定義された印刷業・同

業の総材料費（用紙代・その他の材料費）の支出
製品別の収益性
利益率は製品別で著しく異なっています。この

は2.0%と低いのです。製品の製造コストの約38%
は「総材料費」に依存し、収益性の改善の25.5%は

調査では、代表的な10製品について調べました。 「その他の材料費」に依存しています。

籍 出 版 業、 デ ィ レ ク ト リ（ 名 簿・ 住 所 録 ）発 行、

関連産業の2011年会計年度での利益総額は約15億

収益性のトップは「伝票／記録」でしたが、集計に

PIAは過去の経験に基づき、これからの２年間

DMリスト制作、グリーティングカード発行等、

ドルで、前年の約12億ドルを超えています。経営

採用できたのは5社にすぎませんでした。「パッケ

について経済成長はインフレ調整済のGDPで約

直接的に印刷と関係がある分野を含んでいます。

指標調査に参加した企業のうちで「欠損」と報告し

ージ」の収益性は売り上げの5.15%で、収益性で初

2.0%の低成長が続くと予測しています。商業印刷・

たのは33%でした。2010年の38%、2009年の55%か

めて「書籍印刷」を上回りました。「書籍印刷」が

同関連産業（NAICS… 323 ）は、名目値で、2013年は

ら改善されています。

4.52%の収益性で続いています。「ラベル」と「DM」

現状のままで推移し、2014年は経済成長に応じて、

は、製品別の平均利益率1.8%を超えています。「軽

わずかな成長となると予測しています。経済成長

2011年米国印刷業の合計の経済実績として、年
間出荷額は1,580億ドル強、事業所数は約48,000事
業所、従業者数は100万人弱です。そして、年間に
新入社員を…約50,000人雇用しています。

規模別収益性

印刷」「商業／広告」そして「雑誌／定期刊行物」

が低い間は印刷産業を大きく持ち上げることはで

印刷産業は、米国内で最も地理的に分散した産

収益性は企業の規模によって大きく変わります。

は平均利益率1.8%に到達できませんでした。印刷

きませんが、Good…News があります。景気回復が、

業であり、50州のすべてにおいて重要な製造業と

一般的な傾向としては、規模の小さい企業よりも、

業者の中で大部分を占める「商業／広告」は前年の

カタツムリの歩みで、ゆっくりと成熟するこの時

して存在しています。さらに企業規模についても、

規模の大きい企業の方が、収益性は高いといえま

0.63%から2倍以上に伸びて、今年度は1.34%の利益

期は印刷産業にとって、sweet…spot（訳注：安定し

大、中、小と多様です。

す。年商・規模別に注目してみると、年商1,000万

を上げました。

た成長フェーズ）なのです。

直近の２年間を振り返ってみると、印刷業・同
関連業（NAICS… 323）の出荷額は2011年に＋ 0.4%

ドル以下の企業では、税引き前営業利益率は2%以
下です。

所数と従業者数は、両区分（NAICS… 323… と511）と

26

「上位印刷企業」と「業界平均企業」との「差」につ
いて詳細な考察

と微増しましたが、印刷関連メディア業（NAICS…
511）は、2011年に4.9%の減少となりました。事業

印刷関連メディア業（NAICS… 511）は、2013年と

主要コスト項目の考察
印刷企業の総製造コストは77.9%で、前年よりも

2014年は衰退傾向が続くでしょう。しかし、－4.0％
の 傾 向 値 は 下 回 る で し ょ う。2013年 と2014年、

税引前営業利益率の平均値について、上位印刷

PIAは印刷関連メディア業について、衰退傾向に

企業は9.6%でしたが、業界平均企業はたったの

あり、毎年－2.0%の衰退とみています。衰退をよ
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り小さく予測した理由は、印刷業が成熟した回復

⑤…最 後 に「 従 業 員 と 経 営 者 の 姿 勢（ people… and…

原価コストを下げ（同じ価格・料金で）売り上げを

期の「sweet… spot」にいるからです。経済成長は遅

attitude）」の重要さを見落としてはいけません。

伸ばすか、値上げをするかに絞られます。このこ

⑤…顧 客の認識を通して得られる「企業のブランド

とは明白なことですが、しばしば見落とされるの

力」と「潜在能力」を強化することです。評価さ

が、収益性を高めるための経路（方法）の相対的な

れる項目には、品質の高さ、信頼性、優れたサ

印刷産業には一般的なビジネスサイクルを超え

順位です。上位印刷企業の経営指標を分析し、経

ービス等、特定の品質とサービスについて明確

てライフサイクルがあります。全般的にみると、

営指標データベースからシミュレーションしたと

な属性を持っています。

かったが、景気回復は過去の2年間継続していまし
た。このことは産業出荷額に影響を与え始める時
なのです。
商業印刷・同関連業と印刷関連メディア業の出
荷額は、2013…年は約1%以下の減少、2014…年は「横

製品のライフサイクルと競争状態

い顧客ニーズの理解に基づくものです。

印刷産業はライフサイクル上の位置を､これまでの

ころ、価格設定力は、同一価格での販売を増加させ、

ばい」となるでしょう。2013…年の物流用印刷物（パ

数十年にわたって… 成長から成熟へ、
… 成熟から衰退

経費削減が切り札であることを示している。同一

する報奨金制度を開発することです。── 一点

ッケージ、ラベル／包装紙）は成長を牽引し、経

へと移動しました。… しかし プロセスと製品によ

価格での販売を増加させることは、一般的に給与

毎の売上高や付加価値よりも、利益に対して報

済全般は約2.0%で成長するでしょう。販促用印刷

って「格差」が生まれました。印刷市場区分と印刷

や材料費などの特定の費用項目を切詰めるよりも

奨を支払うことです。

物（DM、カタログそして付帯販促用資材）への支

⑥…営業員に対し、安値受注よりも高値受注を評価

物の機能区分では、パッケージ、ラベルと包装紙、

多くの利益をもたらします。しかしながら、一般

⑦…効果的な価格設定の代用として、コスト見積り

出は、選挙年が終わったことの煽りを受け、今年

DMは成熟しましたが成長しています。ライフサイ

的な企業は価格設定力を持っていません。米国の

に依存しすぎないことです。価格設定は需要量

は「横ばい」となるでしょう。情報伝達用印刷物は

クル上の位置を示す単純な鍵は、総印刷出荷額の

すべての産業は、価格設定力を持っている産業と、

にけん引されますが、コストによる牽引は少な

約2.0%の減となるでしょう。

変化と、製品別売上高の変化を比較することです。

持っていない産業とがありますし、上位印刷企業

いのです。しかし

自社製品のライフサイクルを調べ、「競争の激し

でも価格設定力を持っている企業と、持っていな

製品、サービス、作業のコストを知ることは必

い企業とがあります。

要です。

今後の対処法 ― 来たるべき年の戦略と戦術の展望
これから印刷経営者として、どう対処しますか？…

さ」を数値化することです。この作業を実施する
ことがキーポイントであることを忘れないでくだ

企業にとっては明らかに、

価格設定力は、ユニークな製品あるいはサービ
戦略チェック

実際これ以上の新しい情報はありません。印刷産

さい。

スに対し、優れた代替製品がなく、競争もなく、

業における成功の鍵は、これまでの数年間と同じ

①…印刷物の全般的なライフサイクルは、成長期か

強い需要の結果もたらされたものです。価格設定

2013 ─ 2014年の計画立案における、もう一つの

ように、経済、技術そして印刷市場には、いくつ

ら成熟期へ、もしかすると衰退期に移動してい

力は外部あるいは外部要因を巻き込んだ認識から

優先順位は、戦略のチェックです。何年もの間、

かの紆余曲折があります。経営環境については、

るかもしれません。

生まれる結果です。それは内部要因あるいはコス

PIAは印刷産業で統合化された戦略として、特化・

②……しかしながら、プロセス別、製品別、機能別にラ

ト要因（多くの企業が注力している価格モデル）

多様化戦略の利点について執筆してきました。あ

ることを、PIAは提案します。

イフサイクルを調べた時に、本当の姿が分かるの

ではないのです。価格設定力を創出する戦術には、

なたの会社が、いまだに特化と多様化の両方を強

①…第１は、経済と印刷景況が、経済循環の中でど

以下の中核課題（コア・ポイント）の把握から始め

です。いくつかのプロセス、製品、機能は成熟期、

以下のことを含んでいます。

化する計画を持っていないのであれば、今が「そ

んな位置にあるのか注視し続けてください。状

または衰退期にあるにもかかわらず、多くが成

①…工 業製品のニッチあるいは顧客のバーチカル・

の時」です。なぜなら、特化がコストを削減し、

況は変化しますので、経営者は柔軟性を持って

長期に留まっていると勘違いしています。

確認することです。
②…第２は、自社製品のライフサイクルと、印刷市
場区分セグメントの中での競争状況と、これら
が自社にとって「何を」意味するのかを知るこ
とです。
③…経営者は、製品と付帯サービスに対する価格（料

セグメントに特化することです。それは、競争

多様化が価格（料金）を引き上げ、その結果として

③…すべての印刷製品について、競合性について特

を減らし、そして/または（and… /or）価格への影

利益を持ち上げるのです。

徴付けることはできますが、「競争の激しさ」に

響力を認めてもらえるサービスを提供すること

ついては、評価が高かったり、低かったりします。

です。

経営者が多様化に注力するにつれて、印刷企業
の未来への経路が、印刷物の生産から付帯サービ

④…
「ライフサイクル」と「競争の激しさ」の両方で

②…顧客のニーズとビジネスモデルについての深く

スへ、情報伝達の問題解決サービスへ、プリント・

評価すると、印刷産業には多くの機会が残って

詳細な知識で、コンサルタント（顧問）サービス

マネージメント・サービスへと変化することを、

いることが分かります。

を提供し、顧客を束縛（顧客の浮気を防止）する

念頭に置いてください。貴方の会社が、現在どの

のに役立てます。

範疇にいようとも、次のステップを目指して考え

金）を変えること。資材と従業員コストの支払い

⑤…成熟期そして衰退期にある印刷製品でも、パフ

を変えること。そして、これらの変化が最終損

ォーマンスを改善し長期にわたり順調に推移さ

益に及ぼす重要さを理解し、確認することです。

せる経営戦略と技術はあります。

③…特化した分野で付加価値サービスを多様化する

るべきです。

ことです。印刷企業は様々な混合（総合）サービ

④…印刷物の機能は、成長性と収益性の重要な決定

スを提供できます。それは顧客が他企業に容易

戦略、戦術、印刷物の機能別ビジネスモデルの連

要素です。次いで、自社の市場分野での競争構

に移籍できないように、出口障壁を構築するこ

携

造が第2の重要な決定要素です。自社の印刷製品

価格（料金）売上そしてコストの問題

とになります。

印刷における機能性の重要性については、かね

の機能と付帯サービス、そして、自社のビジネ

経営計画の作成を支援する便利なツールがあり

④…健 全で強固な顧客関係性を構築することです。

スモデルとの関係において戦略と戦術を考える

ます。それは「利益ボックス」です。最も基本的な

顧客関係性は、win/win… のサプライチェーン・

短期の、そして長期の市場パフォーマンスを決め

のです。

原則ですが、収益性を向上させる唯一の方法は、

マネージメント・システムの出口に至る、幅広

る主要な要素として、機能性は戦略と戦術の設計
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てより、このFlash… Report… で論述してきました。
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時に、考慮すべき要件です。

この機能区分のすべての企業が売上減となるので

②…技術革新は「成熟期だが成長中」の産業を破壊し

はありません。他社の犠牲において、市場を獲得

てしまいます。プロセス（製造と配送）と製品あ

logistics… function）は成熟していますが、出荷額で

するいくつかの企業があるからです。売上増への

るいはサービス（製品の差別化と新しいサービ

みると経済成長と同じくらいのペースで成長を続

安易な道はありません。衰退産業の売上高を求め

スと付帯オプション）は継続すべきです。

けています。海外で外注生産されることがない限

て市場占有率を高めるため、積極的な競争をしな

り、物流用印刷物は、国内で長期にわたり健全な

くてはなりません。

物 流 機 能 を 備 え た 印 刷 製 品（print… product…

長期展望 ── これからの10年間についてPIA予
測の再検討
印刷に対するPIAの長期展望は、非常に重大な
問題が持続していますが、毅然として楽観的で

③…価格設定力は、「成熟期だが成長中」の 産業にお

す。PIAは、これまでの10年間の傾向に基づき、

いて目標を達成できます。それは需要に注目す

これからの10年間で実現可能ないくつかのシナ

ることで、製造原価ではありません。

リオを創りました。PIAの中位予測（mostlikely…

成長を持続するでしょう。さらに、オンライン・

この機能区分の中で、（もしかするとM&Aによ

マーケティングが進歩し、ビジネス用品の配送が

って）企業は市場占有率を高め、成長することが

進歩すると（訳注：宅急便制度が発達・普及すると）

できます。売上増のもう一つの源泉は、この機能

従業員と経営者の態度（Peopleandattitude：人々

区分では、次の10年間にわたって、安定ないしは

小売りが「中抜き（disintermediation）」となる脅威

区分の企業で廃業あるいは産業から退去した企業

と態度）

若干の成長となるでしょう。

があります。この状況が進展すると、理論的には
パッケージとラベル用の「 未 晒（みざらし）クラフ
ト紙（brown… paper）」の使用が増え、それはパッ

の比率が、全体の売上減の比率を超えた場合です。
（印刷産業では、しばしば起こることです。）
衰退産業の状態で鍵となる戦略課題は、以下の

scenario）では、印刷産業の… 商業印刷・同関連業

最後に、事業計画のよりソフトな面を忘れない
でください。

印刷関連メディア業を印刷・同関連業に加えるな
ら、印刷産業の出荷額は、これからの10…年間にわ

回復期の事業計画は回復期の軌道にあっても、

たって減少し続けるでしょう。全印刷産業出荷額

ケージの付加価値を減ずることになります。現時

通りです。

労働市場は長い間の供給過剰の状態が持続したま

に対し49%を占める印刷関連メディア業区分を印

点では物流の分野での大きな変化を予知すること

①…市場占有率ゲームをしてください。それは原価

までしょう。これまでの3年間にわたる経済危機

刷産業に加えると、全体の出荷額が減少傾向にな

はできません。変化はもっと緩やかであるかもし

削減と生産性向上を貫いて、衰退市場で売上げ

で、蓄積した失業者と勤労意欲を失った作業者の

ります。その理由は印刷関連メディア業区分の印

れませんが･･･。

リーダーとなるためです。

集団（large… pool）を吸収するには、かなりの時間

刷物の95%は、最も低迷を続ける情報伝達用を含

を要します。

んでいるからです。したがって、次の10年間は年

「成熟期だが成長中」という産業環境で、鍵と
なる戦略課題は以下の通りです。
①…こ の機能区分は、いまだに成長しているので、
現状の顧客から現在の製品とサービスの受注増

②M&Aによって市場占有率を高めることです。
③…ますますニッチ印刷企業に徹することです。機

2012年と2013年の両年は、企業 主（経営者）に

能区分の中で、成長あるいは平均以下で下落し

魅力的な機会を提供します。その機会とは、従業

たニッチを発見することです。

員の人事ランクを引き上げるか、あるいは

～ 3.0％の増加と予測しました。販促用（market,…

期間にわたり緩やかに出資の引き上げ、そして

ポジションのスタッフにすることです。さらに、

promote,… andsell）の印刷物は、年率で約1.0 ～ 2.0％

企業を解散する戦略です。

経営者は原価管理を維持すると同時に「一文惜し

の増加、情報伝達用（inform…andcommunication）は、

みの百知らず」（don’t…be…penny…wise…and…pound…

年率で約4.0%の減少傾向にある予測をしました。

することです。

foolish）になってはいけません。PIAが教育・訓練

なお、PIAは本年末には、この長期予測を更新す

最後の機能区分の販促用（market,… promote… and…

経費について給与支給額との割合を調査してみる

る予定です。

④…収穫（終戦処理）戦略を受け入れることです。長

の製品とサービスを新規顧客から受注すること
既存顧客と新規顧客の両方から受注することに
よって、もたらされるのです。
②…技術革新は、
「成熟期だが成長中」の産業を大きく

印刷物の機能別の予測では、物流（logistics）機
能の印刷物はGDPと同程度の伸びで、年率約2.0

的安い賃金・給料で、能力のある候補者を新しい

に注力してください。追加の売上増は、現在
（市場占有率の拡大）と、新製品と新サービスを

比較

率で約4%の減少と予測しました。

⑤…会社を清算するか、事業をライバル企業に売却

伸ばすことができます。
「プロセス（製造と配送）
」

sell）の市場は、前述の２つの機能区分の中間に位

と、上位印刷企業は業界平均企業の約２倍近く出

と「製品とサービス（製品の差別化、新サービス

置し、遅れて成熟期を迎えたが、まだ下り坂では

費していることを示しています。

と付帯オプション）
」の両方が追従すべきです。

ありません。販促用として企画された印刷物の出

とりわけ経営者の積極的な態度が重要であるこ

③…「成熟期だが成長中」
の産業における価格
（料金）

荷額は増加が見込めますが、経済成長よりは低い

とを覚えておいてください。自社の市場区分、設

を経験するでしょう。PIAの10年後の予測値で、

ペースとなるでしょう。

備状況、顧客基盤あるいはその他の状況がどうで

全出荷額に対する機能別出荷額の構成比を注視す

あれ、社長の態度と経営管理チームと従業員の集

ると、情報伝達用印刷は構成比が低下し、物流用

団としての態度が重要です。

印刷と販促用印刷は成長することを示していま

設定力は、コストではなく、需要に注目するこ
とで達成できます。
④…最後に、成長分野であっても、原価管理と生産
性向上の重要性は変わりません。

この部門の戦略オプションの多くは、物流印刷
物と類似しています。
①…この機能区分では成長すると予測されているの

経営者として、経済と印刷市場の非常に困難な

販促用と物流用で生き残った印刷企業は、大き
な成長を楽しむことができます。その一方で、情
報伝達用印刷に特化した事業所や企業は、売上減

す。

情報伝達用…の印刷物（information…and…communication…

で、既存顧客から、既存の製品とサービスの受

現実から隠れることはできないが、積極思考型の

この分析から重要な示唆は、印刷物と印刷企業

function… of… print）は（名目値と実質値の両方で）衰退

注増に注力してください。追加の売上増は、既

展望が非常に有効です。2012年と2013年、前途に

には長期にわたって非常にポジティブな未来があ

産業の典型的な事例で、永年続いた長期低落傾向

存の製品とサービスを新規顧客から受注する

横たわる険しい道を乗り越えるために、経営者と

るということです。産業環境の変化と必須の事業

にあります。年次ペースでみると、経済が特に高

（市場占有率を高める）ことと、新しい製品とサ

して安穏としている経営管理チームと従業員に、

戦略と戦術に気付いている印刷企業は、非常に明

いペースで成長した時でも、数年間にわたって売

ービスを、既存顧客と新規顧客から受注するこ

積極思考型の態度を実践してください。

るい未来を持っているのです。

り上げが成長する企業は少数でしょう。しかし、

とです。
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■PODiライブラリ
「Chick-fil-A社、口コミマーケティングで客足を伸ばす」

キャンペーンとリンクしている汎用URLにアクセ
スするよう誘導されます。…

ターゲット層
このキャンペーンによって収集されたデータに

個人向けURLや汎用URLにアクセスすると、受

よって、各店舗のオーナーらは顧客および将来的
なマーケティング戦略に関して深い洞察を得るこ

Chick-fil-A社は、米国で最大規模のチキンファ

を提供してくれ、新しい顧客を得るために名簿業

領者はカスタマイズされた、キャンペーン用マイ

ストフードチェーンで、全米38州およびワシント

者から購入した… 最初のアウトバウンドキャンペ

クロサイトへのアクセスが可能になります。最初

とができました。キャンペーンの分析によると、

ンD.C.に、約1,500店のフランチャイズ店舗を展開

ーンよりも、多くの潜在顧客数を獲得することが

の画面で自分の連絡先を認証し、有効にしたい割

最も多い年齢層は31 ～ 40歳の女性で、地理的に

し、年間売上高において全米第２位です。コビン

でき、120.6%のレスポンス率。⑤…発送したプラス

引券の種類を選択し、
… Chick-fil-A社からの質問に

は市場の位置を正確に示しています。…

トン・ルイジアナ地区にあるフランチャイズ参加

チック製ポストカードだけでも、1,111… 人が割引

回答します。次に最大265件のソーシャルネット

店のオーナーらが、ダイレクトマーケティングソ

券を活用するために個人向けURLにログインし、

ワーク、電子メールおよびショートメール経由

リューションを必要とした理由は… ①…顧客データ

22％のレスポンス率を獲得した。

でこの割引券をシェアするチャンスを獲得できま

マーケティングサービスプロバイダが開発した

す。友人らと割引券をシェアしたすべての受領者

このキャンペーンの創造性は、Chick-fil-A社のウ

は自動的に懸賞に登録されます。

ェブサイトや広告プロモーションでおなじみのキ

ベースを構築する

…②…客足を伸ばす

…ためです。

フランチャイズ店オーナーの報告では、このキ

クリエイティブ

Chick-fil-A社は、サービスプロバイダDukky社

ャンペーンにおいて1,300… 件のクーポンが交換さ

の協力によって、口コミ効果を取り入れたダイレ

れ、24.8%… のクーポン交換率でした。口コミによ

Chick-fil-A… 社の顧客にとって最大のシェアリン

ャラクターによって特徴づけられています。例え

クトメールキャンペーンを実施し、驚異的に知名

る交換件数は、メール経由にほぼ匹敵する。と言

グルートはフェイスブックで、1,218名のユーザー

ば、牛のキャラクターが、もっと鶏肉を食べるよ

度を上げました。

う結果でした。

がニュースフィードで割引券について告知してい

う人々に促している画像です。このような面白い

ます。これによってさらに6,499名のユーザーがサ

アプローチが、キャンペーンにおける口コミ的な
要素を刺激するのに役立つのです。

キャンペーンでは 5,000枚以上のプラスチック
製ポストカードを送付しただけでしたが、「口コ

キャンペーンの構成

イトへアクセスしています。一方、ツイッターユ

ミ」によるソーシャルシェアリングを通じて、1万

キャンペーンでは、切り取り線が入った２枚の割

ーザーは登録の反応が非常に早いことが証明され

4,124人がキャンペーンサイトにアクセスしまし

引チケット付きのプラスチック製ポストカード

ました。115名のユーザーがこの登録についてツ

た。…このアクセス率は…279.8%になります。

を、コビントン・ルイジアナ地区の消費者に郵送

イッターでつぶやくと、1,185名のユーザーがこれ

今回のキャンペーンは、印刷物が双方向的要素

このアクセスを分析すると、①…7.9% がダイレク

しました。受領者は2枚の割引券を有効にするた

に応答し、ツイートを通じてマイクロサイトにア

と組み合わせると、いかに大きなレスポンスの原

トメールへのレスポンスでした。…②…65.3%が…ソー

め、個人向けURLにログイン。そして商品と引き

クセスしています。これはおよそ1対10のレスポ

動力となるかを証明する格好の例です。……

シャルシェアリング（テキスト、電子メールおよ

換えるため、有効な割引券を持って来店する仕組

ンスとなります。また、電子メールやショートメ

びソーシャルネットワーク）に対するレスポンス
でした。… ③…26.8%… がダイレクトシェアリング（地

みとなっている。

ールを登録の共有手段として選ぶ人もいました。
これらのプロセスを完了した後、受領者は割引

ダイレクトメールの他にも、割引チケットは、

元の企業に配布した汎用URLが記載されているカ

Walmart社やTarget社などの地元企業の従業員に

券を印刷し、（割引チケットが郵送されなかった

ード）からのレスポンス。④…6,000人以上が連絡先

も配布した。これらのカードを受領した方々は、

場合）店舗にそれを持っていき、商品と引き換え
ることになります。…

成功した理由

同キャンペーンにおける成功事例は以下の通り
です。…
①…レスポンス拡大のためにソーシャルメディアを
利用
キャンペーンの結果、ソーシャルメディアシ
ェアリングとダイレクトメールキャンペーンを
組み合わせると、レスポンスが飛躍的に拡大す

特典
個人向けURL…にアクセスし、連絡先情報の認証

キャンペーンサイトへのアクセス者
個人向けポストカード

今回のキャンペーンは、人々がどのようなメ

または… Chick-fil-A… チキンビスケットを無料でも

ディアチャネルを利用し、レスポンスしている

らえます。さらに1年間無料でChick-fil-A… の店舗

かなどの豊富な顧客情報をChick-fil-A社にもた

で食べられる懸賞にエントリーにされます。

らした。

…

このキャンペーンは… 2011年… PODi… ベストプラ
このキャンペーンのためにChick-fil-A… 社は、コ

ビントン・ルイジアナ地区でレストランの周辺エ
リアの5,048名分の消費者名簿を企業から購入しま

32

②…結果分析のために自動トラッキング機能を利用

を受けた受領者はChick-fil-A… チキンサンドイッチ

リスト

キャンペーンサイト

ることが証明された。……

した。…

クティス賞…ダイレクトマーケティング部門を受賞
しています。
PODiは日米欧でデジタル印刷を推進しているグローバ
ルな非営利団体。PODiライブラリでは、世界中から500
以上（内和文100以上）のデジタル印刷とマーケティン
グの英文ケーススタディを掲載している
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■印刷産業の業態変革におけるデジタルプリントの行方は
印刷業界の中でもデジタルプリンタの利用が一

図2

with… the… Enemy敵を知ること」（日本での公開題

まれてしまい、今はICカードのETCに置き換わっ

名：愛が壊れるとき）であると、著者のウエブ博

ています。
「IT技術の進歩」
…
「事務処理の合理化」
「顧

士はブログで述べている。

客サービスの拡充」「セキュリティーへの対応」な

番早かったのがビジネスフォームの業界だったと

印刷産業は「未知なる文化を取り入れ、新しい

いえる。ビジネスフォームの機能は発注先企業の

価値に気づけば、その先に新しい市場が生まれる

業務に直結しているため、印刷物の発注から制作、

と私は思う」
… 。具体的な解決編は後半に話させて

管理、発送までに関与するケースが多く、そのうえ

いただきます。…

ビジネスフォームの内容、形態が頻繁に変わるこ

図4

どの要因から、フォーム印刷業界は常に変革の危
機にさらされています。…
図6

とが多いため、発注先企業の業務改善に追従して
システムを変えなければならない。この結果、需

日本フォーム印刷工業連合会では理事会を毎月

要は固定化されることにもなるが、システム変更

開催し、米国の印刷市場のレポートを報告してお

にたびたびの投資が必要となるのも事実だった。

りますが、このレポートのニュースソースとして、

このことからビジネスフォームの業界は、一般

WhatTheyThinkのWebサイトの情報を中心とし

フォーム印刷分野の総市場規模は、10年以上前

商業印刷がいう「業態変革」への対応を、かなり以

て紹介している。…3 ヶ月毎に発行している会報「フ

から現在に至るまで、4,500億円弱の規模を保って

前から行なってきていることになる。デジタルプ

ォーム印刷」でも、トピックス欄に一部レポート

日本の印刷産業の出荷額は2007年に下げ止まっ

います。しかし、フォーム印刷分野の市場の中身

リント で「何をするのか」、その利用方法や技術に

を公開しているので、日本フォーム印刷工業連合

たかに見えましたが、2008年から連続して減少が

は劇的に変化しており、2000年に4,350億円の規模

ついても意識は高く、市場変化への先見性もある。

会のホームページの電子ブック版にアクセスして

続いています。特に2009年度は前年比－9％と大幅

であったビジネスフォーム印刷は2012年には12年

今回、印刷業の業態変革とデジタルプリンタの有

欲しい。…

な落ち込みとなり、さらに2010年度も減少してい

前の1/2の規模の2,070億円になり、2000年には僅か

り様を取り上げるにあたって、日本フォーム印刷

図3

ます。… 2010年度の印刷産業の出荷額は6兆1,761億

780億円であったデータプリントサービスは12年後

工業連合会の山口実専務の協力を得て「印刷産業

円で1991年度の最盛期より2兆7,500億円のマイナ

の2012年には約３倍の2,100億円に伸びています。…

の業態変革におけるデジタルプリントの行方は」

スで、6兆円割れに近づいています。…

というテーマで寄稿していただいた。
（株）印刷之世界社

図7

図5

平田

繁實

WhatTheyThink ？から
今回翻訳出版した『Disrupting… the… Future』の著者
英語版『Disrupting… the… Future（未来を破壊す
る）
』を知ったのは、約２年前、米国の印刷市場を

のWebb博士とRomano氏は、この『WhatTheyThink』
海外では10年ほど前から、工業用の大判プリン

のサイトに多くの記事を書いている。…
この「未来を破壊する」では、このようなメデ

日本の印刷業界は今、業態変革に取り組んでい

タによって大型の屋外広告を制作するようになっ

ィアの社会状況を「会社の壁の向こうの世界を見

ますが、常に進歩し続けるコンピュータ産業と歩

ていた。一般的に印刷幅が… 2.5m（100… インチ）～

よう」と言い。
「顧客とのコミュニケーションの方

んできたビジネスフォーム市場は、多くの劇的な

3.2 m以上の機種はスーパーワイドとも呼ばれてい

ただきたいと思いましたが、著者のWebb博士と

法を探ろう」と呼びかけ、先ず、「顧客の困って

変化に遭遇してきております。…

る。従来の大型広告は屋外広告が主な用途であり、

の接点がなかなか見つからず、時を経過してし

いる問題点をともに考える事から取り組んで行こ

まいました。しかし

う！」と訴えている。…

鋭い切り口で書かれている記事がいつも掲載され
ています『What…They…Think』のWebサイトです。…
ぜひ、日本語版を出して多くの会員に読んでい

米国駐在をしていた方が、

Webb博士の友人を知っているとの事で、この友

フォーム印刷業界が「事務革新のパイオニア」

今は全く目にすることが出来なく、博物館しか

遠距離で見る印刷物なので出力解像度も50dpi程度

見ることのないパンチカード。磁気ストライプ付

と低くてもよかった。しかし、近年はバスや電車、

きの搭乗券、全国のガソリンスタンドで使用され

さらにはビルへのラッピング広告も登場して大判
市場が拡大している。しかし、屋外広告にはさま

人からの紹介でアジア圏での翻訳権が入手でき、

として進んできたのと同様に、印刷産業は「情報

ていたPOS伝票。競って裏面にカラーで広告を入

翻訳者の山下潤一郎さん、独自のプリントシステ

を伝える産業のパイオニア 」と して進んで行くこ

れたノーカーボン伝票を使用して来たガソリンス

ざまな法令規制があり、掲出できる総面積の限界

ムでオンデマンド出版を手掛けられている埼玉県

とが求められています。

タンド業界も不振が続き、ノーカーボン伝票から

が見えはじめている。

先ず、外に出て顧客が望んでいる事を聞き、そ

単価の低いロール紙に移行し、専門企業であった

大判出力の次なる市場は屋内用途で、店舗内の

さまの協力をいただいて、やっと念願が叶って昨

の本質を捉えること。… そして、すべてのメディ

エーデンは2005年に民事再生法の申請にまで至っ

装飾や販促印刷物用途への開発がテーマである。

年６月に自費出版をさせていただいた。…

アを熟知して使用して見ること。ジュリア・ロバ

てしまいました。全国の高速道路で使用されてい

すでに、遊戯施設や一般の店舗内での定期的な装

ーツのスリラー映画題名になぞらえて「Sleeping…

た磁気カードも不正カードの続発で廃止に追い込

飾や、更新が激しい販促物への利用が始まってい

の本庄にあります株式会社プラン会長の大村… 広司
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る。屋内では至近距離から見ることになるので高

海外事例ではあるが“drupa2012”で訪問した企

解像度でないと網点の荒れが目立ってしまう。こ

業を紹介する。デンマークのニュー・エラ・パブ

のような用途に合わせて大判プリンタも… 1000dpi…

リケーションズ社は1969年に設立され、2003年か

次に７年後の右側のグラフの2008年度の市場構

以上の高解像出力への開発と製品開発が進んでき

ら印刷機のデジタル化を検討開始し、2006年には

成を見て下さい。売上全体は6,450億円とあまり大

た。また、さまざまな素材に印刷するために印刷

デジタル印刷機に全面移行し、36言語に翻訳され

きな変化はありませんが、
… フォーム印刷の比率が

面の柔軟性や低臭気や難燃性など機能的要求にも

た故Ｌ．ロン．ハバード氏の著書を、印刷、仕上げ、

大きく減少し、DPS・情報処理サービスの売上比

開発を進めている。…

製本し、北米を除く世界へ出荷しています。…そし

図8

体の構成比率は図13のようなグラフになり、フォ
ーム印刷が５割以上を占めております。…

率は2001年度の約２倍へと大きく増加しています。

て、2009年には累計550万部出版しています。現

自社製品やサービスを宣伝するために、本社・

在でも月間500万ページをプリントしており、デ

工場・支社及び営業所や卸商、さらに小売店に至

ンマーク書籍輸出企業で一番になっている。

るまで1,000万人レベルのユーザーに、きめ細かく

また、Xerox社とHP社からそれぞれプリント数

戦略的なビジネスプランに基づいた「フルカラ

図11

図14

手軽に企画・デザイン、制作・校正、印刷、発行、

世界記録の生産表彰を受賞しており、世界的に見

製品の発注ができるシステムの「THE-座」を導入

てもデジタルプリントの生産率が高く評価されて

し、社員が約30名規模の美創印刷㈱は、大手飲料

います。…

メーカーと継続受注が行えるビジネスを立ち上げ
ました。この企画の凄い所は、飲料メーカーのお

日本印刷産業連合会が調査した結果ですが、ア

ー大量可変情報印刷トータルシステム」として、

客さまであるクラブやバーのお店をメディアとし

ンケートに回答した59社における印刷市場規模は

2002年２月から（株）増進会出版社ではＺ会会員

て捕え、このシステムにより飲料メーカーのDM

3,619億円。市場比率を見ると一般印刷市場比率が

が個別に選択した「受講科目」「添削問題の分量」

の発信基地としてしまったことにあります。

89％。付帯サービス比率が4％。その他としての

図10

に応じ、「１人１人異なった教材内容」のフルカ

図12

デジタル印刷市場比率が7％。このデジタル印刷

ラーバリアブルテキストを、９万人という大量の

市場を分類すると、インキジェットを使用したデ

Ｚ会受講者向けに「印刷… →… 製本… →… 発送」までを

ータプリントが6％。トナーを使用したデジタル

短期間で生産出荷するオンデマンド出版が行われ

株式会社ジェーシービーはカスタマー・リレー

た。フルカラーデジタルプリンタとしてIndigo社

ションシップ・マネージメント戦略の一環とし

の「Publisher…4000」デジタル印刷機を中心として、

て、「カードご利用代金明細書」に同封する会員向

データベースの構築、出版運用技術などが開発さ

け「JCB… NEWS」で、お客様の嗜好に沿った掲載

れた。

情報をカスタマイズすることに取り組みました。

プリントが1％の結果となっています。
図15

ここで、プロモーションメディア広告費推移を

（株）増進会出版社ではバリアブルテキスト利用

2003年11月より九州地域会員向けに「 JCB… NEWS

見てみると、インターネットは2005年には4,000億

の結果、受講更新率が向上し、投資効果が明確に

九州版」を、オンデマンドフルカラープリント技

円であったが急速に伸び、2012年には9,000億円に

現れた成功事例として大きな評価を受けたが、シ

術を活用して、通常の印刷物と比較しても遜色の

迫っている。野外広告は頭打ちで5,000億円まで

ステム開発や設備導入には多額な投資も必要であ

ない高品質カラー印刷によるオンデマントを実現

低下してしまっている。折込み広告も新聞発行数

った。このシステムは2003年のオンデマンドアワ

させました。「JCB…NEWS九州版」では、業界に先

の減少もあり3,000億円を切ってしまっているが、

業に対して行ったアンケート結果では、「すでに

ードに「フルカラー大量可変情報印刷トータルシ

駆けて、お客様個々の「性別」「居住地域」「趣味

DMは微減に留まって4,000億円を前後している。

デジタル印刷機（プリンター）を導入している」

ステム」として大賞を受賞した。…

嗜好」「カードの利用実績」等を考慮し、JCBがそ

図9

図13

が、前年の調査と変わらず32社（50.0％）と最も多

のお客様に最適と思われる情報を個別に掲載致し

かった。「全くデジタル印刷機（プリンター）の導

ました。このことにより、お客様が自ら情報を選

入を検討していない」が前年調査より９社減少し

択し、それにJCBが応えて提供するという双方向

て15社（23.4％）となり、「現在検討中である」の13

関係を構築することが可能となるだけでなく、夏

社（20.3％）とほぼ拮抗している。「すでに導入し

休み時期には旅行情報がたくさん欲しい、年末に

ているがさらに増設する予定」は前年より1社増加
して４社（6.3％）となっている。

は飲食店情報を多めに欲しい、というようなタイ
ムリーなニーズに対応できるようになり、九州地
区でのJCBカードを使用した売上が向上しました。

ここで激変しているフォーム印刷業界の市場の
構成変化を見て見たいと思います。…
2001年度の売上全体では6,210億円。この売上全
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2012年に日本フォーム印刷工業連合会が会員企

次に、デジタル印刷機（プリンター）の稼働状況
を聞いているが、「ある程度仕事量を確保できて
いる」が19社（51.4％）と約半数となっている。一
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方 「仕事量を確保できていない」「ほとんど確保

図18

図20

できていない」と回答した企業も多数あり、デジ

しい需要は見えてこないと思います。
同じ物を見ても、問題を発見する人もいれば、

タルプリント事業の難しさを反映している回答結

問題を問題として捕えることができない人もいま

果となっています。

す。…同じ物差しや、いつも同じ仲間との交流では、
「問題の改善」はできても、「問題の発明」は難しい

図16

.

ように思います。… 商品やサービスや技術開発の前
に、何が問題かを発見し、商品やサービスを通じて、

今後の印刷産業で「私たちがしたい仕事は？」
このような図（図18）で表現できると思う。…
私たちの産業は、印刷技術を使って、紙に様々
今までは印刷市場の狭い範囲を見てきました

日本フォーム印刷工業連合会のアンケート調査
について聞いている。…

価値ある提案を重視すべき、と「新しい市場のつ

なコンテンツ（情報）を乗せてきたが、2000年を境

この回答から「人材の育成」や「社内新組織の

ています。…
図23

として多くのメディアが登場した現在、様々なコ

が、印刷産業を取り巻く社会情勢をメディアの視

ンテンツの需要を掘り起こし、企画から評価まで、

務提携や、合併や、買収などの「長期戦略」を取り

点から見たいと思います。…

あらゆるメディアに対応できるコンテンツビジネ

上げている企業は多くありません。ウエブ博士も

スを展開することだと思っている。それにはコン

述べておりますが、新規事業は社内組織ではなく

ば、印刷と放送メディアくらいしかなかった。…こ

テンツをつなぐ「プラットホームとしての場

別会社等、独立した起業意識で臨むことがもっと

れらは

新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、映画、野

なわち座」を取得し、活用することで実現するこ

外広告などだが、1940年代にはメディアに接する

とができると思い、印刷産業向けのネットワーク

時間は、一週間あたり約20時間程度であったが、

OSの代表事例として
「THE－座」
を紹介している。…

2000年を境にメディアの種類も、それらに接する

す

図21

次に私たちが身に付ける必要がある事項として、

図19

ナレッジファシリテーションによる「見える化」

そして、今日では一週間に80時間前後、何らか

への取り組みを紹介したい。…

のメディアに接触しています。10年後の2020年で

各人の持っている暗黙知を共有化して、市場や

はさらに増加して、一週間に100時間に接近し、

顧客の状況、さらに
日本フォーム印刷工業連合会主催のセミナーで

睡眠時間を省くと大半の時間を何らかのメディア
に接していることになっている
しかし、印刷メディアとの接触時間は年々低下
図17

先のグラフでは急速に増加したメディアの種類
を紹介したが、ここでは

そのメディアの性質の

違いについて見てみたい。…

も一部紹介致しましたが、欧州印刷産業連合会で

まとめていく能力を身に付けることは、重要であ

あるIntergrafと欧州印刷関連労働組合が、欧州印

ると思います。…

刷産業に於ける市場状況を改善するために共同で

ここで質問です。…

取り組んだプログラムを2010年に出版しています。…

Web… to… Printの本質はと問われると、貴方はな

社会・市場環境を見つめ直し、必要な業態変革

んと答えるでしょうか。 ……「安売り印刷通販」？

地に！記録を残し！そして、比較的低価格のメデ

や企業のスリム化を推進するためのガイドライン

いえ「印刷会社としてのセルフサービス」と捕

ィアとして用入れられてきました。文字は世代を

等の作成が、日本の団体でも求められているよう

超えて情報を残し、グーテンベルグの発明以来、

に思います。
図22

革命を呼びお越した「情報産業のパイオニア」でも
注率が高く、ある企業は約80％が継続受注を受け

ありました。しかし

受注が見込める市場創りを行なうべきと考え、事

が積層した形で発達し、多くのメディアが台頭し

例として株式会社ソマード社のネットワークOSの

ている現在、印刷の位置が変化していることは明
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ウォシュレットの開発への取り組みは……改善
や技術の開発に留まらず、問題を発明して、お尻
を洗うという文化を作り上げたことにあります。…

これは広く情報を伝えるメ

先のグラフでもわかるように、様々なメディア

りの核になると思っている。…

えるべきと思います。…

図24

ディアが印刷しかなかった時代の話です。

ている。…私は一般印刷においても積極的に、継続

「THE－座」が、リピート受注が行なえる仕組み作

自社の状況を「見える化」し、

ものの本質を捕え、アライメントを取りながら、

印刷メディアは同時性はないが、多量に！遠隔

印刷は多くの人々に情報を伝え、宗教改革や社会
ビジネスフォーム印刷業界の各社はリピート受

くりかた」の著書で経済学者の三宅秀道氏は述べ

必要と思われます。

時間の量も急速に増えた。…

すると予測しています。…

商品やサー

ビスの機能に注目するのではなく、顧客にとって

立ち上げ」など の「短期対策」は見てとれるが、業

90年代までは、私たちが接するメディアといえ

新しい文化を創造すること。そして

では、新規事業の立ち上げ時に取り組むべき項目

らかな事実です。

次に、新しいビジネスの取り組みで重視すべき
ことは、印刷市場の現実をしっかり見ないと、新
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次の項目として、ファシリティ・マネジメント
視点が重要であると思う。…

すべきことは、自らがデジタルプリントのビジネ
スのみに絞り込んでしまうことです。

企業で人件費に次ぐ金額を扱っている経費に目

情報を発信するために様々なコンテンツを手中

を向け、ファシリティ・マネジメントの取り組

に収め、積極的に印刷やデジタルプリント以外の

みは、お客様に対してのBPO（business… process…

メディアの使用や、周辺ビジネス（特にBPOやマ

outsourcing）への取り組みに対するサポートや、

ーケティング）に目を向けるべきと思います。こ

自社にとって収益の改善や、企業の文化を変える

の分野の広がりによって、われわれのベースであ

原動力になります。…

る「印刷やデジタルプリント」も相乗効果として支

印刷産業はあらゆる産業と取引があり、お客さ
まとの取引先はシステム系や総務関係との関わり
が多くあります。ファシリティ・マネジメント視

えることができることになると期待しています。
資料紹介…
「2030年メディアのかたち」

点からの提案は私たちのビジネスにとって重要で
あると思います。…

出版：講談社

先日、「ファシリティ・マネジメント視点による
経営」についての講演会を実施したが、この取り

出版：東洋経済新報社

ーション」が重要と講師のカックス・クレイグ氏

著者：三宅…秀道…

「コンピュータ･サプライ市場の展望と戦略」

組みには「思いやりや優しさを持ったコミュニケ

出版：㈱矢野経済研究所
WhatTheyThink.com…

は語っています。…

洋紙事業部 情報・特殊紙営業部

（株）ソマード…

印刷産業の業態変革に於けるデジタルプリント
の行方は！

著者：坪田…知己

「新しい市場のつくりかた」

（株）資産工学研究所…

前途洋々と思います。しかし、注意

〒９８３-００４５仙台市宮城野一丁目１
１番１号ダイヤミックビル

（株）エフエム・パートナーズ・ジャパン…

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

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

※受注生産品です。お問い合せ下さい。

高いコストパフォーマンス
パウダーブレーキ・クラッチ

情報用紙営業本部 情報用紙部

大阪本社 TEL 072-433-7100 / 東京オフィス TEL 03-5798-7805
e-mail: inquiry@bstjapan.com
URL: http://bstjapan.com
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〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-6 Tel.（03）6665-1042

ビーエスティ日本株式会社
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