
　印刷会社を取り巻く経営環境は、市場の縮小への対応だけでなく、地球環境への配慮や働き方改革への取り組み

など様々な角度から変化することが求められている。企業として発展的に存続していくためには、業務の効率化や

省力化による経営のスリム化、設備投資や人材育成を通じて新市場の獲得に取り組むなど、戦略的な経営が必要で

ある。自動化やフルデジタル化を進め、時代のニーズに応じながら事業を変革している株式会社コームラの鴻村健

司社長と、経営課題を解決するソリューションの提供などを通じた顧客支援を行っている富士ゼロックス株式会社

グラフィックコミュニケーションサービス事業本部の粟田和哉氏と鈴木拓馬氏による座談会を行い、Production 

Cockpitが加速させる印刷業のフルデジタル化と未来の印刷業について語られた。
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市場を絞ったビジネス創造で進化

■　現在、印刷会社が置かれている状

況として、多角的な視点での業態

変革が求められています。変化す

る企業として、コームラさまの沿

革からお聞きします。

鴻村　コームラは、1937年に創業しま
した。岐阜に軍需工場があったことか
ら軍関連の事務用品や雑貨を扱い始め
たのが商売の始まりです。主に全国の
官公庁の出先機関へ帳票や帳簿等を販
売していました。この仕事はデジタル
化と共に縮小し、現在は全体の１割程
度残っているだけです。
　その後、国立大学、病院、裁判所な
ど国の機関から印刷物を請け負うよう
になりましたが、競争の激化と、デジ
タル化でなくなっていきました。そこ
で改めてターゲットを見直し、大学に
絞りました。
　コームラには国立大学との仕事のノ
ウハウがあったので、私立大学へも展
開したのです。大学で扱うあらゆるも
のを受注するようにしました。現在は、
事務の仕事だけでなく、研究室のホー
ムページ制作や報告書の作成、学生を
募集するためのWebサイトの運営、オー
プンキャンパスで配布するグッズづく
りなど、大学で使う全てのものを制作
します。
　さらに発展して大学の学会運営に関
する業務を全て行う「学会サポート事
業」があります。抄録集や研究報告書
の印刷から派生したもので、その周囲
に存在する付帯サービスに着目しまし
た。学会担当の先生の煩雑な業務を支
援することが目的です。開催告知のポ
スターにはじまり、Webサイトの立ち

上げ、出欠管理、当日の原稿の準備や
抄録集の制作、出席者の名札や事前資
料を送るための宛名ラベル、会場の看
板、PCの設定、さらには学会後の懇親
会の幹事まで行います。
　約３年前から始めたこのビジネスも、
年間の売り上げは２億円、全体の売り
上げの約２割を占めるまでに成長して
います。学会の中でも、大手企業が参
入してくる大口の仕事ではなく、500名
～2,000名程度の中規模の学会をター
ゲットとしているので、デジタル印刷の
特性を活かすという意味でも最適です。

デジタルの世界へ行きたい

■　印刷を軸にビジネスが大きく変化

しているということですね。

鴻村　かつてオフセットで印刷してい
たものが少部数化し、デジタル印刷に
適した数量になってきています。受注
内容をみると、平均1,000部前後では
ないでしょうか。文部科学省に提出す
る書類などもPDF化され、デジタル化
も進んでいます。
　弊社は、岐阜県で一番最初にオンデマ
ンド機を入れました。それが富士ゼロック
スさんの「DocuTech 135」です。父が
社長の時代でしたが、その時の決断が
なければ今のコームラはなかったので
はないでしょうか。まさに会社の分岐
点だったと思います。現在は、モノク
ロ機８台、カラー機３台を設置してお
り、オフセット印刷機はありません。
　デジタル化に向かっていったきっか
けは、富士ゼロックスのユーザー会ド
キュメント・サービス・フォーラム（以
下、DSF）のアメリカ視察ツアーです。
そこでアメリカの企業を見学し、この
方向へ進みたいと思いました。高給取

りの印刷ディレクターが仕事を動かし
ており、工場には人があまりいません。
新しい印刷会社の可能性を感じました。
　印刷の真のクオリティとは何かを考
えるようになりましたし、とにかくデ
ジタルの世界へ行きたいと思い、オフ
セット印刷からデジタル印刷へシフト
したのです。
　現在のコームラはICS（Information 
＆ Communication Service）カンパ
ニーとして、お客様が、その先のお客
様との間のコミュニケーションを最適
化するための提案を行うことを目指し
ています。その一つに学会サポート事
業があり、デジタル印刷機を軸にビジ
ネス展開しています。学会業務を全て
請け負うサービスへブラッシュアップ
したことで、具体的に取り組む方法が
見えてくるようになってきました。そ
こにデジタルの技術が生きてくると感
じています。
　中でも富士ゼロックスさんのプロダ
クションプリンター「Iridesse™ Production 
Press」が登場した時、クオリティを見
てオフセット印刷機からシフトしても
問題ないと思い、オフセット印刷機を
捨てる決断をしました。同機を導入す
るにあたっては、富士ゼロックスさん
のご協力を得て、ものづくり・商業・
サービス生産性向上支援事業（ものづ
くり補助金）を活用しました。

補助金の活用で企業力を強化

粟田　企業によって設備投資のタイミ
ングは様々ですが、現在、中小規模の
事業者様に対しては国の政策として補
助金事業に継続的な予算が編成されて
います。また、経営力向上計画や地方
自治体が推進する先端設備等導入計画、
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経営革新計画が認定されることで、税
制優遇措置が受けられます。新たな分
野への進出など新規投資が必要な企業
にとっては、これらの制度を活用する
絶好の機会です。
　2019年７月に、「中小企業の事業活動
の継続に資するための中小等経営強化
法等の一部を改正する法律（中小企業
強靱化法）」が施行されました。これは
企業の事業継続計画（BCP）の策定を
促すものです。近年、自然災害による
甚大な被害が増えていますが、中小企
業でBCPに取り組んでいるのはわずか
15％程度といわれています。ですから、
災害に対する備えをしっかりととった
企業を増やそうということが目的にあ
ります。
　なお、経営力向上計画が認定される
と法人税の控除を受けることができ、
先端設備等導入計画では固定資産税の
控除が受けられます。こうした機会を
有効に活用するためにも積極的にお勧
めしていますが、各税制優遇制度の申
請には事業計画書の認定が必要になる
ため、富士ゼロックスでは、それらに
関する支援も行っています。
　その際には、経営方針や設備投資の
目的を理解しながら進めます。コーム
ラさまの時には、「脱オフセット」「IT
化」「働き方改革」といった要素を盛り
込み、革新的サービスの分野で、「脱・
オフセット　全面POD印刷化による学
会サポート事業の拡大活動」という事
業計画で申請しました。
　ものづくり補助金の制度への取り組
みを機に、経営の課題を明らかにし、
それらに対する解決策を考えていくこ
とを視野に入れ、事業計画を練り上げ
ます。印刷会社様の場合、地場・地域
に欠かせない企業として、地域活性化

に貢献されている企業が多く、総合プ
ロデューサー的な役割でマネジメント
する力もあります。各社の強みを活か
したものにするためにヒアリングを行
い、それをカタチにしていけるように
努めています。

ワークフローが会社を変える

鴻村　ものづくり補助金の申請にあたっ
ては、完全デジタル化することのメリッ
トについても、現場が調査しました。
印刷スピードのみでは、オフセット印
刷のほうがデジタル印刷よりも１分間
に刷れる枚数は多いです。しかし、オ
フセット印刷の工程には刷版交換、試
し刷りなど、デジタル印刷にはない様々
な作業があります。加えて昼休みは稼
働できないので休憩時間も考慮します
が、デジタル印刷機は機械に任せてお
けるので休憩時間は関係ありません。
こうしたことも全て含めて合算すると、
オフセット印刷よりもデジタル印刷の
ほうが1.3倍の稼働率になることがわか
りました。これは意外な結果でした。
　オフセット印刷をなくしたことで、
CTPやインキ濃度計も不要になり、CTP
ルームの１部屋が空きました。オフセッ
ト印刷を担当していた人材は製本など
別の部署にシフトするということが起
きました。それと併せて工場の壁紙や
床材も変えるなど、全面的にリニュー
アルしました。
　フルデジタル化にシフトしたことの
メリットを感じています。今まさに、
会社が変わる分岐点の真っただ中にい
ると実感しています。
　また今回のものづくり補助金申請に
おける大きなポイントに「働き方改革」
があります。それを実現するためのワー

クフローと自動化を考えました。
　すでに富士ゼロックスのデジタルワー
クフロー「FreeFlow」を導入して、一
定の効果を得ていました。FreeFlow
の活用については、DSFの中に「Free
Flow研究会」があり、参加メンバーで
研究してきました。成果として、作業
時間が削減できたことが分かっていま
す。コームラでは１年目に作業工数が
752時間削減され、２年目はさらに増え
て840時間を超え、３年目は2,000時間
に迫るものでした。この研究会で検証
に参加した12社の削減時間の総計は約
5,000時間となり、削減した時間をコス
トに換算すれば、「デジタルプリンター
が１台購入できますね」という発表を
行いました。
　ワークフローツールを活用することで
コスト削減や経営効果に繋がることが
分かっていたので、より効率的なワー
クフロー構築のために、「Production 
Cockpit」にも注目しているところで
す。

もの補助で働き方改革

鈴木　これまでも自動化に向けて、
FreeFlowとデジタル印刷機で、工程の
最適化を実現されてきたと思います。
FreeFlowはプリント工程に特化したも

㈱コームラ　鴻村健司社長

特別座談会
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のですが、Production Cockpitではさ
らに広げて受注や制作、加工、発送ま
で含めたワークフロー全体の最適化を
図ることができます。
　Production Cockpitのコンセプトの
一つに「オープン化」があります。多
くのお客様は多様なメーカーの新旧、
様々な設備をお使いになる中で、それ
ぞれ異なる管理が必要なことに課題を
感じているとお聞きしますが、Production 
Cockpitでは機種を選ばず統一的な管
理が可能です。JDF連携可能な機種に
関しては自動的なデータのやり取りも
可能ですので、面倒なジョブの設定作
業や実績収集を「自動化」することが
できます。また、印刷工程の効率化だ
けを求めても工場の生産性は向上しま
せん。Production Cockpitは、各ジョ
ブが現在どの工程のステータスにある
かを一元的に把握することができます。

様々な機器をつなげて生産に関する情
報を一か所に蓄積すると、これまで見
えてこなかった現場改善の糸口が見え
てきます。これがProduction Cockpit
の考える「見える化」です。
　多くのお客様が時間を取られている
業務の一つに工務の方が作業計画を立
てる作業があると思います。 Production 
Cockpitは自動でジョブのスケジュー
リングができるため、これまで場合に
よっては半日を要することもあったこ
の業務を簡素化することができます。
その際に同じ用紙は作業順序をまとめ
るなど、人が頭の中でやっているよう
な計画を自動化できる点もポイントで
す。
　このような仕組みを駆使すれば、少
ない人数で高い生産性を目指すスマー
トファクトリー化の実現に近づくと思
います。

鴻村　実は、デジタル印刷機へ設備を
切り替えたきっかけの一つに人材確保
に関する課題があります。オフセット
印刷の現場は、職人さんが必要です。
しかし、職人さんも高齢化が進む中で、
印刷の現場に入ってくれる若い人を獲
得することは難しいといった技術継承
の問題がありました。一方、デジタル
印刷機であれば、若い人にも興味をもっ
てもらえて、女性でも扱いやすいシス
テムです。
　コームラでは毎年、新卒採用を続け
ていますが、雇用は地元に貢献できる
要素の一つでもあります。特に岐阜県
は地元で働きたい若者が多い土地柄で
もあり、雇用はしっかり考えていきた
いです。
粟田　オフセット印刷からデジタル印
刷へシフトする理由は、コスト、納期、
部数といった課題への対応だと言われ

受注/入稿から発送まで、印刷の全工程を１か所で管理可能な統合型ワークフローシステムを実現する、富士ゼロックスのソフトウェア
商品。「オープン化」「全工程の自動化」「見える化」を通じて生産性向上と業務改善を図り、印刷会社のスマートファクトリー化を実現
するとともに、働き方改革など印刷ビジネスの変革に寄与する。
https://www.fujixerox.co.jp/product/software/prod_cockpit

Production Cockpit（プロダクションコックピット）
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てきました。それが最近では、職場の
高齢化や技術継承といったスキルレス
オペレーションへのニーズも高まって
います。
　加えて、オフィスにも置けて、イン
キや溶剤を使わないなど環境負荷が低
いことも大きなメリットです。品質面
も向上しているので、トータル的にデ
ジタル印刷機が良いという選択をされ
るお客様が増えてきていると感じます。
デジタル印刷機の品質が向上したこと
で、クリエイティブな仕事の受注で企
画やデザインを提案する仕事が増え、
スタッフのモチベーションアップにも
繋がるというプラスの要因も期待でき
ます。
鈴木　若い人に印刷業界にどんどん入っ
てきてもらうためにデジタル印刷やデ
ジタル技術が役立つということには私
達も同じ思いです。業界を発展させて
いくためにも、若い人が興味を持つ働
き方に貢献したいです。AIやスマート
グラスなど最先端の技術の魅力も取り
入れながら“カッコいい”と思われる
ような世界を作りたいと考えています。
スマートファクトリーのその先に、働
く人にとって魅力的な職場が実現でき
たらいいなと思います。
　その意味でもProduction Cockpitは、
使う人が見やすく、操作しやすいだけ
でなく、“カッコよさ”も意識したデザ
インになっています。これまで業務シ
ステムにデザイン性は必ずしも重要視
されてこなかったと思いますが、より
多くの方々に使ってもらうためには、
そうした視点も必要です。
鴻村　これからの印刷業にとって人材
採用や働く環境については、働き方改
革の推進や同一労働・同一賃金の実現
など、さらに大きな問題になってくる

と思います。その意味でも、オートメー
ション化を目指しています。
　Webから印刷を受注し、自動で製造
現場へ流していく。見積もりから工場
業務を連動させていかないといけない
と思っています。
　そこにProduction Cockpitがあれば、
営業がMISに入力した受注情報を一気
通貫で各工程の現場に流すことができ
るため、確認しながら仕事がスムーズ
に流れるワークフローが実現すると思
います。ただし、自動化を実現するた
めには社内にSE担当者を配置する必要
もあり、そのあたりが課題です。SE人
材の獲得が一番大変だからです。

フルデジタル化と見える化

鴻村　フルデジタル化を目指している
中で“見える化”も進めたいと考えて
おり、１日の業務の附加価値が見える
ように変えました。ただ、運用テスト
の段階で、現場が原価を入力する手間
を惜しまないとか、関連業者との請求
書のやり取りの問題とか、そうした部
分で課題が残っているのかなと思いま
す。
鈴木　工務の方の入力を習慣づける
といった課題に対して、Production 
Cockpitでは紙とシステムの二重入力
がなくなるなど、入力のしやすさを提
供できるのではないかと思います。さ
らに将来的にRFIDなどを活用すれば
機械や人の動きの情報も、ストレスな
く得られるようになると考えています。
　ただし、入力作業は働いている人の
気持ちも影響してくるプロセスだと考
えています。富士ゼロックスではモチ
ベーションアップに繋がるような仕掛
けづくりにも取り組んでいます。

　生産の最適化についても、これまで
は熟練の工務担当者が仕事の順番を決
めていたと思います。これからはAIな
どを活用し、機械が最適な作業指示を
出せるように研究を進めています。現
段階では、同じ用紙の仕事でまとめた
り、加工と印刷の順番を機械の空き状
況を見ながら判断するというところま
できています。
　Production Cockpitの開発には、多
くのお客様の声が反映されており、お
客様と一緒に作ってきた商品です。今
後も多くの意見を取り入れ、より良い
ものへと進化させていきます。
鴻村　もっと自動化を進めたいと考え
ている背景に、投資との関係がありま
す。実現できれば余剰人員が生まれ、
別の業務を担ってもらうことができま
す。その分、利益を出せるようになり、
その利益で別の分野に投資して、新し
いビジネスを生んでいきたいです。
　現在、コームラは100年100億企業を
目指しています。20億円規模の企業を
５社設立し、社長を５人輩出したいと
いう夢があります。すでに「オンデマ
ンド印刷」「学会サポート」「Web・シ
ステム」の３つの事業が成り立ってい
ますから、残り２つの事業を生み出さ
ないといけません。そのためにも投資
が必要で、自動化を進めることを考え

特別座談会

富士ゼロックス㈱　粟田和哉氏
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ているのです。
　またこうした計画は、社員に夢を与
えることができるのではないかと考え
ています。
鈴木　自動化などの業務改善を実現す
るにあたっては、単にシステムを導入
するだけでなく、運用とシステムを合
わせることが必要です。そのために、
お客様の実際の現場に足を運び、各部
署へのヒアリングを通じて業務の流れ
をお聞きし、整理して、業務改善のた
めに必要なことを洗い出していくといっ
たコンサルタント的な業務にも力を入
れて行っています。
　同じ社内にいても隣の部署が何を考
え、何に取り組んでいるのか知らない
ということがあると聞きます。「知らな
かったことを教えてくれた」との評価
も頂いています。社内の情報やプロセ
スの共有化を進めることにも力を入れ
ていきます。それが経営課題の解決に
も繋がっていくと思うからです。
鴻村　コームラもコンサルティングを
受けているその１社です。これから色々
な数字を出して、具体的に進めていく
という段階です。鈴木さんなど富士ゼ
ロックスさんのSEの方が各部署まで出
向いて社員にヒアリングを行い、現場
でどんなことができるのか見て下さっ
ています。これからが楽しみです。

フルデジタル化で未来が変わる

粟田　富士ゼロックスでは、企業支援
の一環として、様々な教育事業も行っ
ています。例えば、経営者や幹部候補
生を対象に行う「印刷創世研究会」も
その一つです。経営戦略を立案し、実
行するための実践的な学びを提供して
おり、事業承継を支援する内容です。

事業承継は、印刷業界においても大き
な課題になっていると思います。
　また、最近注目の高いSDGs（持続
可能な開発目標）への取り組みについ
ての支援も行っています。SDGsの視
点から必要な取り組みを事業計画に盛
り込むことなどを、印刷会社の方々に
提案していく活動です。
　SDGsへの取り組みは、企業をアピー
ルするツールにできます。社会へ貢献
している会社は、就職先としても重要
なポイントになっており、特に若い世
代では、やりがいのある仕事や職場に
価値を求める人が多いです。そして、
環境やダイバーシティなど、すべてに
繋がっていきます。会社の社会的評価
を見える化するツールとして認知され
やすいため、取り組む企業が増えてい
るのだと思います。SDGsへの取り組
みは、世界的な共通プラットフォーム
としても活用ができるので、取り組み
やすいと感じています。
　なお富士ゼロックスには、中小企業
診断士の資格を取得した社員が数多く
います。彼らのスキルを発揮してもら
うことで、印刷会社を元気にしたいと
考えています。社員自身にとっても、
個のスキルを活かした活躍の場ができ、
経営者の方と直接お話しする機会を得
て自信にも繋がり、事業への貢献を実
感することでモチベーションアップに
繋がるなど、良い循環ができると期待
しています。
　社会の変化を感じとり、富士ゼロッ
クスも変わり続けます。プリンターメー
カーのイメージが強いと思いますが、
それ以外にも支援できる体制を構築し、
人員を強化して対応していきます。
鈴木　コームラさんはフルデジタル化
を目指していて、世の中でもDX（デ

ジタルトランスフォーメーション）に
対する注目が高まっています。そうし
た中で、まだ手を付けていない企業、
そこに踏み切れない企業もあります。
利益を確保して企業を存続させるため
にも、まずはオートメーション化に向
けて「機械」「ソフト」「人」の３点で
ご支援していきたいと考えています。
　そして１社だけが勝ち残るのではな
く、企業間の繋がりを持ち、強みを持っ
た各社が効率的なスマートファクトリー
を実現し、連携していく。それによっ
て仕事を増やしていくという未来のお
手伝いがしたいと考えています。その
ためにもデジタル技術をフル活用して
もらい、最適なメディアを提供してい
くビジネスモデルの構築を支援してい
きたいです。
鴻村　今まさに、デジタルで会社を変
えていくということを始めています。
仕事の仕方、働き方などの未来が見え
そうなところにきています。印刷工場
の典型だった会社から、「こんなところ
で働いてみたい」「毎日、会社に来るの
が楽しい」という環境に変えていきた
いと思っています。富士ゼロックスさ
んと共に、新しい印刷業の未来を創造
していきたいですね。

富士ゼロックス㈱　鈴木拓馬氏
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