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Special
Interview

スマートワークの
社会実装は
どうあるべきか
私たちの働き方は、
「テレワーク（在宅勤務）」を筆頭に確実に多様化して
います。これまでも場所を問わないワークスタイルとして「サテライトオフィ
ス」や「フリーアドレス」は導入されていましたが、「ワーケーション」や「バー
チャルオフィス」などが新たに登場。また、「フレックスタイム制」
「時短勤務」
など、勤務時間に自由度のある働き方が活用される中で、正社員の「選択
的週休3日」を発表する企業も複数現れています。このほか、複業（副業）の
導入や雇用形態の選択制の取り組みも徐々に加速。企業にとっては、働き
手が望む選択肢を用意できるかどうかが、従業員エンゲージメントや人材
獲得競争において、非常に重要になっています。
時間と場所を問わないワークスタイル「スマートワーク」は、私たちの働き
方のスタンダードになり得るのか？ また、この働き方を社会実装するために
私たちにできることは何か？
今回、日本型雇用について経済学の視点で研究されている鶴 光太郎さん
（慶應義塾大学大学院商学研究科教授）にお話をうかがいました。
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インフラ整備は
テレワークの生産性を上げる鍵

になると思いますが、現段階で、日本における調査では、
「テ
レワークの結果、
生産性が落ちた」
という結果が出ているのです。
ただし注目すべきは、コロナ前からテレワークをやっている企
業は、コロナ後に始めた企業に比べて約15% 、
「生産性が上がっ

IC T革命以前の1980年代、ビジネスにおける連絡手段は

た」と回答している点です。コロナ禍でやむを得ずテレワーク

電話かファクスしかありませんでした。パソコンも身近な存在

を始めた企業はインフラが整っていない環境でやっているので、

ではなく、ワープロを使う程度でしたが、欧米では、その頃か

生産性が下がるのは当然なのです。お金と時間をかけてインフ

らテレワークが行われていました。通勤しなくて済む、家のこ

ラを整え、皆が使うことに慣れてくれば、生産性も満足度も上

ともいろいろできるといったメリットはあるものの、コーディ

がってくるでしょう。

ネーションやコミュニケーションがとりづらいといったことは、
当時から言われていました。その後、
90年代に入ると、
インター

実際、日本生産性本部が、コロナ流行以降、6回ほどアンケー
トを実施しているのですが、
「テレワークで仕事の効率が上がっ

ネットの普及によりメールやファイル共有などが可能になり、

た」という回答は、第5回までは回を追うごとに高まっています

状況は変わっていきました。私の印象ですと、2010年前後には、

（右図参照）
。やはり、“慣れ”の問題が大きいのでしょう。過渡

テクノロジー的にテレワークの制約はほぼなくなっていたと思

期と考えれば、仕方がない部分もあると思います。

います。その頃にはバーチャルオフィスの仕組みがすでにでき

なお、テレワークについて、欧米などの研究結果などを見る

ていて、職場と同じような働き方をテレワークで行うことは

と、いくつか留意すべき点があります。まず、労働時間が長く

可能であり、あとは職場の人たち次第だと感じていました。

なる可能性があるということ。自分としては非常に生産性が

ですから現在、オフィスワーカーと呼ばれる人たちは、基本

上がったと感じている場合でも、実際は単純に労働時間が長く

的にテレワークは可能だと思います。少なくとも、一般的な会

なっているだけだったというケースがあり得ます。日経のス

議や打ち合わせは、まったく問題ないでしょう。実は私自身、

マートワーク経営調査でも、上場企業600〜700社の方々を対

以前は微妙なニュアンスや暗黙知、表情などは、リモートでは

象に、
「在宅勤務をしている人はそうでない人に比べて労働時

伝わらないと思っていたのですが、コロナ禍以降、毎日のよう

間が増えましたか」という問いに対して、管理職については、

にテレビ会議をするようになって、そうした先入観はことごと

労働時間が増えたという結果が出ました。

く崩れ去りました。話しづらいどころか、お互いが自宅などリ

もう1つは、プライベートとの切り分けの難しさです。例え

ラックス環境にいることで、対面よりも、違和感や緊張感なく

ばお母さんたち。皆さん、コロナ禍でも経験されたと思います

話せています。

が、子どもと一緒に家にいたら仕事にならなかったとか、職場

さらに、工場や店舗など、いわゆる現業部門であっても、
例えば建設機械の操作や、工場でのさまざまな検査なども、

に行ったほうがよほど生産性が上がると感じた方は多かったよ
うです。

新たなテクノロジーにより、リモートでコントロールできるよ

さらに、新人など若い人たちのソーシャリゼーション※ が

うになってきました。IoTやAI、ICTなどが、我々が「これは

テレワークでは育ちにくい、とも言えるでしょう。新しい組織

テレワークではできない」と思っていた限界を切り崩しつつ

の文化にふれ、慣れ親しんでいくには、やはりその中に入る

あると言えるでしょう。
ここで、興味深いデータをご紹介しましょう。テレワークの
メリットは、ホワイトカラーの人たちを中心に考えると、自立
的な働き方をすることで集中力・生産性が上がる、ということ

必要があるため、リモートではなかなか難しいのです。これら
は、テレワークの今後の課題と言えるでしょう。
※ソーシャリゼーション
社会の規範や価値観を学び、社会における自らの位置を確立すること。

経済学博士（D.Phil.）
慶應義塾大学大学院商学研究科教授
（独）経済産業研究所（RIETI）プログラムディレクター／ファカルティフェロー

鶴 光太郎 さん

196 0年東京生まれ。8 4年東京大学理学部数学科卒業。オックスフォード大学経済学

博士号取得、経済企画庁入庁、O ECD経済総局エコノミスト、日本銀行金融研究所
研究員、経済産業研究所上席研究員を経て、2 0 1 2年より現職。経済産業研究所プロ
グラムディレクター／ファカルティフェローを兼務。内閣府規制改革会議委員（雇用
ワーキンググループ座長）
（2013〜16年）
などを歴任。

主な著書に、
『人材覚醒経済』
（日本経済新聞出版社）
、
『雇用システムの再構築に向け

て―日本の働き方をいかに変えるか』
（編著、日本評論社）
などがある。2021年春に
『AI
の経済学』
（日本評論社）
を上梓。
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●テレワークの課題

テレワーク経験者の約4割が
「自宅の環境整備」に関わる項目を
課題として挙げている。
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●テレワークの実施率
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問わない、多様で柔軟な働き方が、とても大事になってきます。
例えば、コロナの影響もあって、テレワークができる・できな
いは、若い人たちを中心に、職場選びの重要な要素の1つになっ
ています。今後、時間と場所を問わない働き方ができない会社
には、優秀な人材は集まらなくなるでしょう。

スマートワークというのは、単にITとかデジタル技術などを

また、働き方改革をきちんと進めていくためには、デジタル

活用して仕事のやり方を変えていこう、というものではありま

化はもちろん、ICTやAIも含めて、新しいテクノロジーの活用

せん。大切なのは、多様で柔軟な働き方であるということ。今

を両輪で進めなければなりません。

後、労働力がどんどん減少していく流れの中で、女性や高齢

その大きな理由の1つが、
スマートワークの実現にあたっては、

者など、いろいろな方々がもっと労働参加していく必要があり

ホワイトカラーの生産性の“見える化”が必要不可欠だという

ます。そのためには、“時間と場所を問わない働き方”が重要な

ことが挙げられます。この点については、トッパンさんもさま

要素になってくるわけです。この点について私は、
「働き方改革」

ざまなソリューションを提供されていますが、これまで目に見

が叫ばれる以前、2013年の規制改革会議当時から、提言し続

えなかったホワイトカラーのインプット・アウトプットをテク

けてきました。

ノロジーを使って“見える化”していくと、従業員同士で情報を

そもそも、企業がイノベーションを起こすには、そこにいる

共有できるし、無駄な仕事や無駄なプロセスがはっきりしてき

人たちが多様でなければなりません。そして、多様な人たちを

ます。それが改善を促し、企業の生産性向上に着実につながっ

獲得するためには、さまざまな選択肢があり、時間と場所を

ていくわけです。
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もちろん、従業員のウェルビーイング※も非常に重要です。
我々のグループでやった研究に、面白いデータがあります。健
康経営といって、従業員が健康になることを企業が一生懸命

テレワークはイノベーションを
起こす人材を育てる場

やると、従業員のウェルビーイングが高まるという結果が出て
スマートワークの大きなポイントの1つは、それぞれの人が、

います。パフォーマンスが上がることで、結果的に企業の利益
率も上がるというのが、データとしてもはっきり出てきている

もっともパフォーマンスが上がる場所で仕事をする、というこ

のです。

とです。例えば、自宅で一人でじっくりやった方が効率が上が

従業員のウェルビーイングを向上させる取り組みをする際に
は、企業側は一瞬、これをやるとお金がかかるとか、もうけに

るという人もいれば、従来の大部屋型の職場の方が集中でき
るという人もいる。そこは人によって違うでしょう。ですから、

つながらないと判断しがちです。でも、最初はコストがかかっ

従業員は、自分がどこで働くと一番生産性が上がるのか、きち

ても、回り回っていくと、ものすごく企業に良い影響を与える

んと見極める必要があります。

ことは間違いありません。SDGsも同じですね。このあたりを

企業側も、従業員にオフィスに来てもらうなら、自宅よりも

理解している経営者がいる企業は、もうすでに、全力でそうし

快適で、より集中できる環境にしなければ意味がありません。

た方向に動いています。さらに、そうした企業の姿勢が、従業

例えば、植物がどれくらいあるとオフィスで生産性が上がるか、

員にも伝わり、だからこそ従業員もイノベーションを起こせる。

どんな照明だとより集中力が高まるかなどを、今後、企業は

そうした好循環を生む働き方、企業にとっても従業員にとって

考えていく必要があるでしょう。その結果、やはりオフィスの

もW in-W inになる働き方こそが、まさに、スマートワークと

方が生産性が高かったという人も出てくるかもしれません。

言えるでしょう。

そうして、新たなオフィス環境とテレワーク環境が競い合うよ

※ウェルビーイング(Well-being)
直訳すると
「幸福」
「健康」
。世界保健機関
（WHO）
憲章前文には
「健康とは、病気
ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、
そして社会的にも、すべてが 満たされた状態にあることをいいます」
とある。

うになっていったら、面白いですね。
改めて言うまでもなく、スマートワークを実現するためには、
徹底したデジタル化は大前提です。ペーパーレスは当たり前

国内における最近の多様な働き方
場所の非限定

ワーケーション
コワーキングスペース

時間・場所を限定しない
新しい働き方

在宅勤務
時間の限定

時間の非限定

サテライトオフィス
フリーアドレス
メンバーシップ型雇用

裁量労働制
フレックスタイム制

従来型の働き方
センターオフィス
所定時間労働

時短勤務／週休3日
パートタイム労働
場所の限定

“時間・場所を限定しない新しい働き方”を叶えるために必要な3条件
デジタルツールの活用
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円滑なコミュニケーション

空間・環境づくり
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「業務の要不要の見直し」や「Web会議の普及」をはじめ、
約半数の人が変化の可能性を肯定している
●コロナ禍収束後、変化は起こり得るか（2021年7月）
0
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12.7
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38.2
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教育・研修制度の見直し

40

37.7

33.2
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30.7

どちらかといえばない

ない

だし、全ての情報をデジタル化し、必要な人はどこからでも

ジョブ型雇用※2が日本の企業を支えていく非常に重要な役割

アクセスできる、そうしたインフラの整備を企業は急がなけれ

を担っていくでしょう。求められるのは、どこでも渡り歩いて

ばなりません。従業員側も、家の通信環境が悪いとか、住環境

いける、自立した人材、イノベーションを起こせる人材です。

がテレワーク向きではないといった場合は、改善していく必要

そのためには、2つのジリツ、
「自立」と「自律」が必要だと

があるでしょう。
しかし、長年、大部屋文化で、従業員が会社に集まり顔を
突き合わせて仕事をすることで生産性を上げてきた日本企業は、
新たなテクノロジーを取り入れる姿勢が非常に弱いです。いま

考えています。自分のキャリアを自分で見極め、予想図を描い
て、自立・自律的に行動していく。そういう意味では、ジョブ
型社員とイメージが重なってくる部分は大きいと思います。
実はテレワークは、そんな自立した人材を育てる場でもある

だに「この仕事はデジタル化やテレワーク化はできない」と、

気がしています。新人は別として、ある程度経験のある人間に

固定観念にしばられている経営者や管理職は非常に多く、

とっては、成長の機会でもあるわけです。企業と従業員がシビ

スマートワーク推進を阻む大きな要因になっています。例えば、

アに見極めあって、いい緊張感を保ちつつ、互いに貢献しあい、

経理などは出社しないと仕事にならないと言われがちですが、

互いに成長していける環境――それこそが、今後ますます重

紙文化を残したままではスマートワークは当然できません。

要になっていくと、私は思っています。

ですから、この仕事はテレワークができる・できないではなく、
どうすればできるのかを考えるべきです。
ちょっとした雑談や質問はテレワークでは難しいとよく言わ
れますが、これらも、バーチャルオフィスを使えば問題ありま
せん。仮想空間の中でアバターなどを活用し、一緒にゲームを

※1 メンバーシップ型雇用
新卒一括採用型の日本で一般的な雇用システム。
※2 ジョブ型雇用
職務や勤務地、労働時間が限定された、欧米で主流な雇用システム。
出典 ：「第2〜6回働く人の意識に関する調査
（公益財団法人 日本生産性本部）

調査結果レポート」

やったりすれば、フォーマル外のコミュニケーション不足も解
消でき、親近感・親密感も熟成できます。セキュリティーの問
題も、テクノロジー次第です。難易度はそれぞれ違いますが、
新しい技術を活用して工夫していくことで、さまざまな問題が
解決へ向かうでしょう。ですから、
経営者はまずはテクノロジー
を徹底的に利用して、固定観念や先入観を取り除いていくこと
が、とても大切だと思います。
これまで日本の企業は、メンバーシップ型雇用※1が中心で、
従業員は会社の指示には絶対服従であり、企業にどれだけコ
ミットメントするかが出世の大きなポイントになっていました。
しかし、そうしたやり方は完全に行き詰まっています。今後は、
写真は鶴 光太郎さん。オンラインでお話をうかがいました。
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未来の働き方×人間拡張×デジタルツイン

新しい働き方
™
とは
「IoA Work 」
トッパンでは、多様で柔軟な働き方を推進する
「IoA Work™」
という新しい働き方をご提案しています。
仕事において、最高のパフォーマンスを上げるために必要な3つの条件とともにご紹介していきます。

センター
オフィス

サテライト
オフィス

コワーキング
スペース

PC
スマートフォン

ファイル共有

IoANeck®

IoA POD™

Digital Twin
OFFICE

地方

シェア
オフィス

タスク管理

ナレッジ
マネジメント
ツール

VR
AR
IoA
分身ロボット

リゾート

自宅
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工場
現場

IoA Work™の
紹介動画は
こちらから

Special Feature FUTURE OF WORK〜個人も組織も社会も進化する！スマートワーク入門〜

コロナ禍において、消失の危機にある「体験価値」を新たな
カタチで再定義した構想を
「IoA Work™」
と呼びます。

ストなどの価値観共有やブラッシュアップはデジタル空間の
バーチャルアバター同士で行うなどが考えられます。このほか、

トッパンでは、5G通信と「I o A仮想テレポーテーション」

※

建設現場や工場などで、新人技術者を熟練の技術者が遠隔で

技術を組み合わせてオフラインとオンラインをシームレスに行

指導・訓練することもできるでしょう。医療分野での遠隔診療、

き来するハイブリッドな働き方「デジタルツイン・オフィス」を

教育・研修分野での工場見学など、従来の常識にはない発想

開発し、新しい働き方を支援しています。

で次々と新しいワークスタイルを実現することも可能です。

「デジタルツイン・オフィス」は、リアル空間では分身ロボッ
トが自分の代わりに出社し、デジタル空間ではバーチャルアバ
ターが出社するなど、利用者の抱えるさまざまな制約（時間、
距離、性別、年齢）
にとらわれない働き方を実現します。
例えば、モノづくり工程をイメージしたとき、発売前の商品
レビューは分身ロボットで実物を確認し、アイデア出しやブレ

「IoA Work™」を通じて、今後もリモートワークを進化させ
ていきます。
※ IoA仮想テレポーテーション
トッパンが2016年より国立大学法人東京大学大学院情報学環暦本研究室
（教授：暦本 純一）と共同で研究・開発をしている遠隔体験技術。移動距離・
時間を超え、現地の人員やドローンなどのデバイスを使って自分がそこにいる
ような感覚で遠隔体験が可能。

円滑なコミュニケーション
P.10-11
オフラインとオンラインの境目がなくなりつつある
今、
「コミュニケーション」の概念をアップデートする
ときがきています。能力拡張のさまざまな機能で、
遠隔コミュニケーションを支えます。

空間・環境づくり
P.12-15
テレワークの浸透とともに、オフィス空間の意義を
問い直す動きも見られ、
「働く場所」への関心が非常
に高まっています。自分の「集中状態」を測定し、
可視化するデバイスも登場。

デジタルツールの活用
P.16-17
仕事の生産性を上げるために不可欠なデジタル
ツール。さまざまな情報共有ツールを活用した効率
的な働き方の追究は、今後も続くでしょう。
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円滑なコミュニケーション

遠隔コミュニケーションを
多様で柔軟な働き方が広がる中で、
ますます重要性を増している「コミュニケーション」。
最新のテクノロジーを駆使することで、遠隔地とのコミュニケーションが飛躍的に進化
しているのをご存じですか? 場所にとらわれずに、人間関係を構築し、業務効率や
生産性を高めるための手法をご紹介します。

遠隔コミュニケーション用ウェアラブルデバイス

IoANeck®

“首にかけるだけ”で
複数の人へ体験を伝えることが可能
Web会議システムやライブ配信を利用しても、
「いま
一つ現 場のリアルな感 覚が 伝わってこない…」と
いうケースのために開発されたのが IoANeck®です。
遠隔地にいる利用者と、現地ならではの体験を共有
するために開発されました。IoANeck®を装着した人
が見たり聞いたりしたものを、遠隔地にある画面を
通じて臨場体験できる仕組みで、複数拠点との接続
が可能。遠隔で画面を見ている人が、コントローラー
を使用しIoANeck®を振動させることで進行方向の
指示を行ったり、画面の送受信を通じて現場の状況
を伝達することで、暗闇や騒音下でも双方向性を損
なうことなく活用することが可能になります。
IoANeck®は2019年に開発後、さまざまな場面で
試験利用され、2021年4月より「IoA遠隔体験サービ
スパック」
の提供を開始しています。

ショールームや工場のような施設案内でIoANeck®を活用する場合を考え、案内者
が90分程度の装着に耐えられるよう人間工学に基づき設計。

映像・音声・
ハプティクス※による
リアルタイム
コミュニケーション

装着者と遠隔地にいる人の言語が違う場合でも多言語

対応のため、コミュニケーションがとれます。

大画面で臨場感のある遠隔体験が可能。スポーツ観戦

や観光のほか、企業視察などさまざまなシーンで活用可。

※ハプティクス
触覚を主とした利用者に力、振動、動きなどを与えることで皮膚感覚フィードバックを得るユーザーインターフェース技術。
※
「IoANeck®」
は凸版印刷株式会社の登録商標です。
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活用したワークスタイル
●IoANeck® の主な機能

複数拠点接続

遠隔指示

HapticLED

IoANeck®一台で、複数拠点とつながります。

IoANeck®装着者へわかりやすく遠隔指示を

IoANeck®へ遠隔指示を振動と発光により伝達。

遠隔撮影

情報発信

多言語翻訳

IoANeck®のカメラで遠隔地のユーザーが写真

IoANeck®装着者から遠隔地の利用者へ動画

多言語による遠隔指示やテキストメッセージの

さまざまなデバイスで遠隔体験を実現。

撮影することも。写真はクラウドで共有可能。

するアイコン表示。

や資料など補足情報の発信が可能。

遠隔ショッピング体験サービス

IoA Shopping

™

装着者は暗闇や騒音下での指示の判別が可能。

送受信で言葉の壁を超えた遠隔体験を実現。

遠隔体験

バーチャル店舗体験

分身ロボットを使って遠隔

バーチャルアバターで

でリアル店舗を散策。

VR店舗をいつでもどこ

リアル店舗にいる
スタッフとの
会話も可能

からでも散策可能。

従来のECとは異なる買い物体験
店舗の接客業務の効率化を支援
「写真ではなく実物を見たい」
「スマートフォンで会
話しながら楽しくショッピングしたい」といった購入

の出会いを体験できるサービスです。
購入者はスマートフォンから専用アプリにログイン

バーチャル店舗

ル店舗とリアル店舗、どちらの空間でもモノとの偶然

リアル店舗

者の要望を叶えたのが「IoA Shopping™」
。バーチャ

し、バーチャル空間上に構築した店舗にアクセスの
うえ買い物体験が可能。3D化された商品をさまざま
な角度から確認できるなど、使用するイメージを掴む
こともできます。また、実際の店舗に設置された分身

AR体験

ロボットにボタン1つでアクセスできるので、リアル

商品をAR表示しサイズ感や

店舗内を自由に歩き回ることも簡単にできます。

設置イメージを確認できる。

本サービスは2021年3月に体験型店舗
「b8ta
（ベータ）
」
にて実証実験を実施。バーチャル店舗に
おいて、複数人で会話できる点やスタッフ
に直接ビデオ通話で質問できる点が好評
でした。
2021年度内にサービス開始予定。

リアル店舗体験
リアル店舗に行って商品
の手触りを確認。
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空間・環境づくり

一人ひとりが働きやすいオ
パフォーマンスを上げる、次世代のオフィス
ニューノーマル時代では、企業のオ

（ザ・キャンパス）
」では、多様な価値が

これを活用することにより、リアルと

フィスのあり方を見直す動きが活発化。

混ざり合い、新しい化学反応を生み

バーチャルのオフィス空間を行き来

テレワークを活用しながらも、オフィス

出し続ける実験場「OPEN L AB（オー

できる一方で、分身ロボットや映像・

に出社するハイブリッドな働き方は、今

プンラボ）
」
（2階）にて「IoA Work for

音響表現、五感デバイスを利用して、

後も継続されるとみられています。さら

Senses」 をデモ展示しています。セン

より没入感の高い遠隔コミュニケーシ

に、“時間と場所を問わない新しい働き

ターオフィスをデジタル上に置き、利用

ョン型の働き方を可能にしています。

※

方”が選択肢となった今、オフィスに求

者がどこにいてもバーチャルアバター

められる内容も変化せざるを得ません。

が出社するという新しい働き方 “デジタ

コクヨ様の新オフィス
「THE CAMPUS

ルツイン・オフィス”を提案しています。

THE CAMPUS

（写真：左上から時計回りに）遠隔コミュニケーション

型の働き方を可能にする
「IoA POD™」
が並ぶオフィス。

オフィスの一部はオープンイノベーション拠点として
公開中。／コミュニケーションがとりやすいフリー

アドレスのワークスペース／オンライン配信スタジオ
／集中して仕事に臨めるワークスペース

ウッドデッキが印象的な

エントランスの傍らには、
憩いのスペースのほか文

房具用品のショップとカ

フェを併設し、一般開放

しています。

※「THE CAMPUS
（ザ・キャンパス）
」
に展示され
ているパーソナルワークスペース「IoA POD™」
に導入され、2021年 6月から試験提供を開始し
ています。

Special Feature FUTURE OF WORK〜個人も組織も社会も進化する！スマートワーク入門〜

フィス空間

2021年春、コクヨ株式会社様では、未来につながる価値を探求するため
の実験の場として「THE CAMPUS（ザ・キャンパス）
」をオープン。創造や
交流など仕事の目的に合わせてさまざまな空間を設計しており、多機能な
オフィス空間が特徴です。その一部をご紹介します。

遠隔コミュニケーション用デバイス

嗅覚

IoA Work for Senses

（アロマシューター）
海 辺 や 森 林、 カ フ ェ、

オフィスなどの映像を
投影した曲面ディスプ

嗅覚・聴覚・視覚を刺激し、
利用者が臨場感を感じられる集中空間を演出

レイと連動した香りを

出すことで、視覚とと

もに嗅覚を刺激します。

コロナ禍を契機に企業のオフィス事情も変化し、

聴覚

センターオフィスを持たない企業が増加。一方で、

（マルチスピーカー×
重心センサー）

テレワークを起因とするコミュニケーション不足や、
働く環境に起因するパフォーマンスの低下が問題視

耳を傾けるとその方向

の話者の声が拡張され、

されています。

音の波長と音量の組み

「IoA Work for Senses」は、利用者の生理情報を

合わせにより、リアル

センシングし、情動を解析することでその状態に最適

な会話と同等の感覚を

な環境を提案、利用者のパフォーマンス向上を目指し

得ることができます。

ます。映像・音声・香り・照明の機器を一元管理し、

視覚

より没入感のある集中空間を演出。また、
「デジタル

（高品質な映像）

ツイン・オフィス」で分身ロボットと

高品質4 K×曲面ディス

アバターの活用により、
円滑なリモート・

プレイで没入感を高め、

コミュニケーションを実現します。

日本各地の季節感あふ

れる風景や日本文化・
地域の魅力が伝わる風
物を体験できます。

遠隔操作
分身ロボットがオフィ

スに出社し、遠隔コミュ

ニケーションを可能に。

利用者も会議室で参加しているかのような臨場感を実現。聞きたい人の声を聞き
逃さないように聞くことが可能。コーヒーの香りでリラックスすることも。

「デジタルツイン」とは？
「デジタルツイン」は今、あらゆる分野で活用が期

待されている次世代テクノロジーです。モノやコト

Real OFFICE

をデジタル上に可視化することで、リアルタイムに

現実とデジタルを連携するシステムを意味します。

本物そっくりな
バーチャル空間

Digital Twin OFFICE

自分の分身を選択

A R・VRといった表現技術を用いて、現実の

オフィス同様の空間や家具などを正確に再現した

オフィスを
「デジタルツイン・オフィス」
と言います。
利用者は自由にリアルオフィスとバーチャルオフィ

スを選択し、リモートワークを行うことが可能。

分身
ロボット

バーチャル
アバター

インターネット・5G

オフィス以外でも、プロセスの最適化や事前

予測を実現するなど、都市計画や防災シミュレー

ションにも活用されています。

センター
オフィス

シェア
オフィス

地方
オフィス

現場
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空間・環境づくり

パフォーマンスを
発揮する環境づくり
多様で柔軟な働き方により、「働く場所」が選べる時代になりました。今回、コミュニケーションを
創造する場として活用されているトッパンの東京・飯田橋オフィスと、働きながら休暇をとる新しい
ワークスタイル「ワーケーション」に関連する取り組みをご紹介します。
オフィス

空間演出ソリューション

Your Space®
五感を刺激する空間演出で、
働き方改革に新たな手法を提案

CoeLux®（コエルクス）

Natural Window®

大気圏で波長の短い青い光が散乱

高品質4K映像コンテンツを活用し、臨場

に作り出したLED照明システム。

きない閉鎖的な空間のストレスを軽減。

して空が青く見える現象を人工的

感あふれる自然空間を再現。窓を設置で

映像・音・香り・照明の空間演出機器を一元管理
し、集中力を高める空間演出ソリューション「Your
Space®」は、使用者の五感を刺激し、パフォーマンス
向上を促します。アフターコロナでもテレワークの継続
が見込まれる中、リアルな場の価値が問われています。
疑似的に環境を変化させることでリフレッシュ効果が期
待され、集中力の維持・向上をサポート。オフィスの空
きスペースに導入することが可能です。

Aroma Shooter ®

無線操作が可能な小型の香り噴射機。

Atte（アッテ）

「直接会って対話する価値」をコンセプ

トとし、全席フリーアドレス制を導入

するトッパンのオフィス「Atte」
（東京・

飯田橋）
。写真はコワーキングスペース。

独自の技術で複数の香りを瞬時に切

り替え。

環境切り替えで脳の神経

細胞「場所ニューロン」を
刺激し、リフレッシュ。

パフォーマンスの最適化へ
イヤホン型脳波デバイス

加速度

b-tone （ビートーン）
®

超小型・軽量デバイス「b-tone®」は、シーンを選ばず、使用者の集中

度やリラックス状態を可視化し、パフォーマンスの向上を支援します。
脳波のみならず心拍・加速度の計測機能を持ち、活動量や姿勢等の情

報の取得もできます。生産性向上だけでなく、教育領域での学習効果

を高める環境づくりにも最適です。
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脳波

心拍
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ワーケーション

親の「働く」と子どもの「特別な体験」を両立した
親子ワーケーションモニターツアーを実施
都市と地域を結ぶサービスで、
かけがえのない親子の時間と「働く」を応援
都市部での共働き世帯の増加により、子どもの居場所問題がコロナ
禍において顕在化してきています。トッパンでは今春、4泊5日の親子
ワーケーションモニターツアーを長野県飯綱町にて実施。参加者は、
働く場所を地方に移し、子どもの様子を確認しながら仕事に臨むとい
う新しい働き方を体験すると同時に、地域住民との交流・つながりを
深め、地域への愛着を育むことにもつながりました。親が働いている
間は、子どもに地域ならではの特別な体験を提供。また、親子で楽し
めるイベントも用意し、参加者から好評を得ています。
今後は、親子ワーケーションツアーの展開地域を拡大し、実証を
実施予定。このサービスを通じて、
地域のファンづくりや関係人口増・
移住へつなげていくことを目指しています。
●モニターツアー（4泊5日／長野県飯綱町にて実施）

飯綱の自然を満喫
（1日目）

交流会
（2日目）

ブッシュクラフト体験
（3日目）

シードルづくり
（最終日）

“センシング技術”を活用したソリューションにより、新しい働き方に貢献します
従業員のパフォーマンスを高める
ワーケーションプログラムを開発
ワーケーションは、実際の労働生産性についての検証結果が

少ないことが課題になっています。

2021年6月より、トッパンは東急不動産ホールディングスグルー

プと共同で、センシングデータを活用した「従業員のパフォーマンス
を高めるワーケーションプログラム」の実証実験を実施。ワーケー

ションをきっかけに自分に合ったコンディションの整え方を知り、
通常勤務に戻っても継続的にパフォーマンスが向上することを検証

しました。今後はサービス化を目指し、新しい働き方としてのワー
ケーションの普及を後押ししていきます。

セキュリティ×センシング
ワーケーションの普及を先端技術でサポート
毎月定額で世界中の宿泊施設に滞在することができるサービス

「HafH（ハフ）
」を展開する株式会社KabuK Styleは、ワーケーション
や多拠点居住などの新しいライフスタイル、ワークスタイルを提案

しています。2021年6月、トッパンはKabuK Style社と協業を発表。
セキュア領域の技術・ノウハウを使い、
「H a f H」の利用者が安全・
安 心 な 環 境 で 個 人 情 報 を 管 理 することを目 指します。さらに

「b-tone®」を用いて、ワーケーションの効果測定を実施するなどの

サービスも提供していきます。トッパンでは、先進的な取り組みを

行う企業をサポートしながらワーケーションの効果を実証し、新し

い働き方の環境を整えることで、働き方改革を支援していきます。

●プログラムイメージ
センシングデバイス装着

ワーケーション前
（1週間）

普段の状態をセンシン
グし、その人に合った
改善方法を提案

ワーケーション中
（1週間）

センシングにより提案
された改善方法の効果
を確認

ワーケーション後
（1週間）

オフィスに戻った後の
継続的な効果を確認

KabuK Style

凸版印刷
My Anchor ®

個人情報の
管理・保護

定額制
宿泊サービス

b-tone®

センシング技術
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デジタルツールの活用

トッパンのデジタルツールをご活用の企業にうかがいました！

導入して正解だった
デジタルツールは？
トッパンは印刷物の制作だけでなく、お客さまの事業活動を多方面

●お客さまからの声

からサポートする各種デジタルツールを提供しています。今回は、

誤りのある箇所にアラートが出た状態から媒体確認を開

それらを実際にご活用いただいている企業のご担当者さまの声を

始でき、また共同確認者の指摘箇所もシステム上で確

紹介するとともに、各デジタルツールの特徴をお伝えします。

認可能なため、業務の効率化が実感できました。

（金融業／審査部）

トッパンは企業のDX推進＆テレワークを強力にサポートしています。

トッパンでは、これまでにあらゆる

うちの会社の表記ルー

業界のパンフレットやカタログ、広報

ルに合っているかチェ

ツールなど、数多くの印刷物の制作

ックできるといいのに

をお手伝いしてきました。そのため、

…」
という声も聞こえて

さまざまな制作状況での問題点や課題

きました。

など、ありとあらゆる事例やその状況

得意とするエンジニア

今では、お客さまの課題を、長年培っ

リング 力を結 集して、

います。

（レビュイット）
『review-it!』

印刷物・デジタル媒体における制作から校正業務の効率化を
AI活用により支援

そこでトッパンでは、

に応じた対応策が蓄積されています。
てきたデジタルの力を使って解決して

オンライン校正・回覧×文章自動チェック

AI文章
チェック機能

オンライン校正・
回覧機能

日本語チェック・
表記ルールチェック

「A I を 活 用 し た 文 章

複数同時で校正結果
確認・指摘入力など

チェックが可能なオン

印刷物の制作の中で、もっとも重要

ライン 校 正 サービ ス

で手間のかかることといえば校正作業

『r e vie w-it!』
」を開発。AIが、自動で

ところで、企業の情報発信といえば

ではないでしょうか。そこで生まれる

日本語表記のゆれや事前に登録した表

従来は、紙媒体や自社のWe bサイト

「校正は社内外の何人もの人にお願い

記ルールをチェックしてくれることで

が 多いですが、さまざまなステーク

して、それをとりまとめるのが大変」と

校正品質が向上し、多くの媒体の校正

ホルダーに対して、最新の情報をタイ

作業に追われるご担当者の校正作業に

ムリーに配信できる動画へのニーズが

よる負荷を大幅に軽減します。

一気に高まっています。動画の情報量

いう問題をデジタルで解決したのが、
「TOPPAN Print Online」です。インタ
ーネット環境があればどこでも

は 紙 の3 ,6 0 0倍 ※1で、

複数人で同時に同じ画面を共有

静止画より15 0％※2も

して校正内容を入力することが
できます。とりまとめの手間を
省き、校正品質を高めるだけで
なく、確認作業に必要なコミュ
ニケーションの煩雑さも解消す

TOPPAN Print Online

行動喚起を促す効果が

カタログやパンフレット制作の際に、赤字入れや承認作業を行う
オンライン校正システム
制作・印刷

デザイン制作
凸版印刷

る、ご担当者に寄り添ったツー

デザイナー

高いと言われており、
また 5G（第5世代移動
通信システム）の登場
も、動画配信が急増す
る追い風となっていま
す。しかし企業側から

ルです。
一方では、
「各部署の担当者
が校正する前に、表記のゆれや、

TOPPAN
Print
Online

サテライト
オフィス
承認

●お客さまからの声

従来運用(紙)と比べ滞留時間、赤字集約作業

が削減され、
業務の効率＆品質が向上しました。

テレワークにも最適です。

（小売業／バイヤー）
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review-it!

所属
オフィス
最終確認

モバイル
勤務

在宅勤務

校正

進捗確認

は、
「 動画制作には時
間とお金がかかる」と
いう話を聞きます。
※1 Forrester Research調べ
※2 Open8社 Facebook
広告実績より

Special Feature FUTURE OF WORK〜個人も組織も社会も進化する！スマートワーク入門〜

●お客さまからの声

movring（モブリン）

これまで動画制作の費用が課題で動画の活用が進みません

既存コンテンツで、簡単・安価・スピーディに動画を制作・
配信・検証できる動画サービス

でしたが、movringは低単価でクオリティーの高い動画が

制作できるため、動画を制作・活用できるようになりました。

（卸売・流通業／マーケティング）

貯める
安心

作る

簡単・安価
スピーディ

届ける

お客さまに最適なプレ

効果最大化

movring

ゼン資料をカスタマイ
ズできます。この「Sa

効果検証
分析
PDCA

lesStation＋」と連動さ

「iCata」
です。
そこでトッパンは、その懸念を払拭

「iCata」は、商品カタログをはじめ、業

する動画コミュニケーションサービス

務マニュアルや営業資料などさまざま

「m o v r i n g（モブリン）
」の提供を開始

なドキュメント類をデジタルブック形

しました。映像を新たに撮影すること

式で配信するサービスです。
「iCata」に

なく、
既存の動画コンテンツや画像素材、

動画を連携することで、
お客さまに商品・

テキスト情報を組み合わせてトッパン

サービスの理解をより深めていただく

の専門の制作チームが素早く、しかも

こともできるでしょう。
「重いカタログ

低価格で制作するサービスです。自社

を持ち運ぶのは大変」
「冊子だと常に新

サ イトで の 掲 載 や 動 画 共 有 サ イト、

しい情報かどうかが心配」といった現場

SN S等用途に応じた動画形式で制作可

のお悩みを解決し、営業スタッフはタ

能です。また動画制作だけでなく、今

ブレット一つでお客さまの要望に合わ

後はメディアプランニングから配信ま

せたアプローチが可能になります。
また、

でサポートするサービスを提供してい

営業用の情報だけでなく、社内用の

きます。

情報発信、社内報の掲載、社員教育の

「movr ing」で制作した動画を配信

ためのマニュアルなども、
「SalesSta

するプ ラットフォームとして、企 業

t ion +」や「iCata」で 配 信 可 能 で す。

向けの提案・プレゼン
テーション支援アプリ
あります。動画だけで
なく、カタログやマニュ

SalesStation+

セールスコンテンツ管理・配信プラットフォームで効率的

な営業活動を支援

SalesStation+

「オフィスに戻らず、最
新 の 資 料を 使ってプ

資料

動画

HTML

iCata

Web
ブラウザ

スマート
フォン

タブレット

●お客さまからの声

カタログだけでなく、会社案内や社内報もデジ

タル化できコスト削減につながりました。自社で
データ更新できるのも運用が楽で助かります。

（食料品／広報）

社員はいつでもどこにいても、自社の
に情報収集ができます。部署や役職ご
とに関連資料を出し分けることも可能
です。
コロナ禍の折、テレワーク実施企業
重要性が増しています。経営者からの
メッセージは社内外へ十分に伝わって
いるでしょうか？ 製品P Rはタイムリー

カタログ

資料

のニーズから生まれ
たデジタルツールで、

カタログ

では、社員間のコミュニケーションの

配信に活用できます。

い」
という営業スタッフ

閲覧システム

最新情報にアクセスでき、業務の合間

アル、提案資料などの

レゼン資料を作成した

いつでもどこでも、マルチデバイスでカタ

ログ見放題の国内最大級のB t o Bカタログ

せて使うのに有効なの
が電子カタログアプリ

「SalesStation+」が

iCata（アイカタ）

に配信できていますか？ トッパンのデ
ジタルツールは、お客さまのニーズに
合わせて活用領域を広げながら、これ

動画

HTML

からも進化していきます。

●お客さまからの声

シンプルな操作性で誰でも使いやすく、全社導入する

うえで安心できました。またパッケージサービスなので
短期間での導入を実現することができました。

（電気・ガス・熱供給・水道業／情報システム）
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Focus on Works
トッ パ ン の お 仕 事

伝統技法を伝える見本帖を製作。耐久テ
東京松屋様 「江戸からかみ総合集」
東京下町の職人が手加工したふすま紙や手漉き和紙が貼りこまれた「江戸からかみ総合集」。東京松屋様では、この伝統和紙の
見本帖を30年ぶりに刷新されました。そこで、造本ディレクションを担当した山口 梓沙(GAC部)に、携わった経緯と企画意図、
製作工程のこだわりについて話を聞きました。

【仕様】

判型：本文 H210mm×W297mm

表紙 H220mm×W307ｍｍ

用紙：本文 超感紙(高白)

240gsm

表紙 ポリウレタン(alpha3 Chicago）

photo: ©2021 Tomomi Ozawa

江戸時代から続く伝統工芸を後世に伝える見本帖
「江戸からかみ総合集」の製作がスタートしたのは、2019

れ、大切に使い続けられていたことが伝わってきました。

年の夏頃。東京松屋様からトッパンに「見本帖を作り直した

今回、30年ぶりに作り直すということで、ご担当者様も「10

い」と、直接お電話を頂戴したのがきっかけです。高級感と耐

年、20年もつものを作りたい」と、かなり耐久性を重視されて

久性を重視されているということで、特殊な印刷表現のニーズ

いました。さっそく、営業担当、生産管理担当、そして、お客

にお応えしている、グラフィック・アーツ・センター（GAC部）

さまご指定のデザイナーの方と連携し、企画を進めました。

が制作を担当することになりました。

まず重視したのは、表紙の素材です。以前から気になってい

江戸からかみは、江戸時代から続く、手加工によるふすま紙

たポリウレタン素材が、しっとりとした肌触りで高級感があ

です。伝統的な図柄が昔ながらの技法によって作られているも

り、ぴったりだと考えました。問題は、耐久性です。メーカー

ので、1999年（平成11年）には、経済産業省所轄の、国の伝

が10年保証をうたっていましたが、生産管理部門とも相談し、

統的工芸品にも指定されています。

気温60度、湿度80パーセントの恒温恒湿下で加速劣化試験を

「江戸からかみ総合集」は、約4,000種のアイテムの中か
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東京松屋様の“顔”ともいうべき１冊です。これまで使われて
いた見本帖を拝見しましたが、ところどころ補修の跡が見ら

行い、耐久性を確認したうえで、ご提案させていただきました。

ら、特に選りすぐりの、江戸からかみ、手漉き和紙、障子紙

お客さまにも気に入っていただけたので、この素材で芯ボール

などを集めたもので、実物の商品サンプルを糊で貼り込んだ、

をくるみ、表紙回りに使うことが決まりました。

ストを重ね、長く使い続けられるものに
船構造とは
本文ページの束を、表紙と同じ素材で作った部材
で囲み、さらにコの字型の部材で挟み込んで、そ
の上から金属ビスで留める綴じ方。一般書籍に使
われる、糸綴じや糊付けなどの無線綴じよりも頑
丈で、見本帖のように耐久性が求められる際に使
われる。ビスを外せば、分解も可能。

実物の和紙が糊付けされ、実際にふすまになったときの柄の見え方が墨１色の図

で表示してある。
イメージがつかみやすい構成。

表 紙 の 素 材 は 、厚 み が

あり、
しっとりしたポリウ

レタン。型 押しが 映える

頑丈に仕上げるた

ことから、ディレクターの

め に 、金 属ビスを

高級感のある仕上がりに

りやすくなった。

山口が箔押しをご提案。

採用。筋押しでめく

なった。

綴じ方については、旧見本帖でも採用されていた、船構造を
お勧めしました。金属のビスで固定するため、耐久性が高いの
はもちろん、万が一、中ページの差し替えが必要になったとき
も対応できるという利点があります。
ただ、そのままではページがめくりにくかったため、裏表紙

第62回全国カタログ展で経済産業大臣賞を受賞
新型コロナの影響もあり、１年半という月日がかかってしま
いましたが、東京松屋様にもご理解いただき、納得いくまで丁
寧に作り込むことができました。完成後、第62回全国カタログ

も折り返せるように折り目を入れ、本文ページの、のど側に筋

展に出品したところ、カタログ部門の最高賞である、経済産業

押しを数本ずつ入れることにしました。特に筋押しは、開きや

大臣賞を受賞することができ、東京松屋様と江戸からかみを

すく、かつ美観を損なわないように、試作を重ね、何度も位置

広く知っていただく機会にもなりました。お客さまに喜んでい

や本数の調整が必要でした。

ただけたことが、一番うれしかったですね。

今回、工程に手作業が多く、国内工場での製作はコストがか

もともと私は、製本に興味があり、これまでも特殊な造本技

かるため、印刷から加工までの製造工程は、すべて中国の工場

術を用いた製品などを担当してきたのですが、見本帖は初めて

に依頼しました。製版は日本で行い、和紙の実物と指示データ

でした。新たな経験を経て、見本帖の知識と経験が広がりつつ

を送る流れです。生産管理部門を通して現地工場と密に連絡

あります。今後も印刷・製本技術の可能性を広げていくため

をとり、本機刷りの校正や試作のやりとりを重ねることで、国

に、新たな素材や技術に挑戦していきたいと考えています。

内生産と同等の品質を実現しました。
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環境衛生事業のご紹介

トッパンの
感染症関連サービスが
本格始動しています
新型コロナウイルス感染拡大により、人々の衛生観は確実に高
まっていますが、今なお感染症対策のための明確な基準や具体
的な対応指示はない状況です。トッパンでは科学的知見に基づく
空間衛生の管理体制作りが急務であると考え、ウィズ／アフター
コロナに向けた「安全・安心の環境構築」を推進しています。

臭いや菌の根源を化学分解する

「PEPOPA
（ペポパ）
」

特定のウイルスを
「ペポパ」が短時間で分解
居住空間や宿泊施設など、人々が

これまでも一般細菌やウイルスに関

制度化を目指します。また、この基準

する試験で除菌効果が実証されていま

を徹底するために必要となる、ウイル

したが、このたび「ペポパ 消臭・除菌ス

スの可視化とモニタリング手法を新た

プレー」を用いて特定のウイルスを対象

に開発中。そしてこれまで「ペポパ」で

過ごす場所で課題となるのが「臭い」と

とした2種類の検査を実施。その結果、

培ったノウハウをもとに、さらなる感染

「除菌」
。これまでに消臭・芳香をうた

極めて短時間で分解、不活化効果があ

症対策の製品開発とサービスを設計。

ることが実証されました。

これらをワンストップで提供することで、

う製品は数多く開発されてきましたが、
香りで悪臭をカモフラージュするマスキ

事業者の安全・安心な環境の構築に

ング方式では、時間の経過により再び

貢献していきます。

産学官民一体で
空間衛生の基準を策定へ

臭いが発生するケースも。また除菌に
関しては目に見えないこともあり、効果

このエアマネ事業は、産学官民が
一体となって国土強靭化を目指す「レジ

が測りにくいという懸念がありました。

密を避ける行動とあらゆる自粛要請

リエンスジャパン推進協議会」にて高い

トッパンでは2017年より、株式会社

が繰り返されるものの、明確な基準が

評価を得ました。まずは空間衛生基準

ミラクスとの共同開発にて業務用消臭・

ないまま、出口の見えない感染症対策

の策定に向け、バイオメディカルサイエ

除菌剤「PEPOPA（ペポパ）
」を展開。二

を続ける日々。この状況に、トッパン

ンス研究会（BMSA）ならびに国立感染

酸化塩素が臭気の根源であるタンパク

では科学的エビデンスに基づいた基準

症研究所とともにウイルスの原理原則

質や細菌に反応して化学分解すること

を設けることが重要な社会課題だと考

や行動研究などの基礎検証を実施。こ

から、いわゆる“臭い戻り”がなく、ウイ

え、空間衛生管理事業「エアマネ」を

れにより定めた基本方針をもとに、学校、

ルスそのものを除去する点が特長です。

構想しています。

介護施設、飲食店など業態・業界に適

宿泊施設や清掃業者など1,000社を超
える企業に採用されています。

当事業では第三者機関や国とも連携

した具体的基準策定のための実地検証

を図り、空間衛生基準の策定と、認証

を行っています。これらを経て策定した

「ペポパ 消臭・除菌スプレー」抗ウイルス性試験の結果
感染価
（PFU/0.1ml）

空間衛生
の管理

3,500,000

（モニタリング・
監査）

3,000,000
2,500,000
2,000,000

（認証マークの
発行）

1,000,000
500,000
0

0分

1分

5分

30分

経過時間

認定NPO法人バイオメディカルサイエンス研究会による抗ウイ

ルス性試験にて、特定ウイルスの不活化が実証された。
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宿泊施設
オフィス

空間衛生基準 エアマネ
の策定

1,500,000

飲食店

公共施設

対策

（除菌商材・
サービス）

イベント会場
その他

エアマネ事業では、空間衛生の基準策定・管理・対策をワンストップで提供する。

感染症情報管理アプリ
「PASS-CODE™」の特長（一部機能は開発中）
紙の証明書を
デジタル化
（OCR等）

ユーザー向けアプリ

事業者向けアプリ

ワクチン接種証明

飲食店
QRコードの
提示

PCR検査履歴・結果

抗原検査履歴・結果

抗体検査履歴・結果

入場者等の
ログ

イベント
（スポーツ・音楽）

QRコードの
読取
検査キットと
ユニークQRを
組み合わせて
結果をデジタル送信

※
「QRコード」は(株)デンソーウェーブの
登録商標です。

既存の会員アプリ

トッパンでは感染症情報管理DX事業

て「認証マーク」を発行することにより、

「PASS-CODE™（パスコード）
」を掲

全国的に啓発、浸透させてまいります。

げています。当事業は、医療機関やコ

また、空間衛生基準の管理データを

ロナ禍における事業活動に大打撃を受

集約するプラットフォームとして、事業

けている飲食業、観光業、イベント業

者向けに「エアマネアプリ」を開発中。

等の事業者の課題に寄り添うかたちで

密度、空気質など基準で定めた項目に

発足。2021年8月、新型コロナウイル

ついての計測データをアプリへ随時共

スワクチンの接種履歴をはじめ、PCR

有し、管理者側で “見える化”するだけで

検査、抗原検査、抗体検査の結果など

なく、自社サイトや予約サイトへ情報連

の情報を一元管理できるアプリ「PASS-

携も想定。利用者へ安全・安心をアピー

CODE™」
を開発しました。

経済を回すためには
感染症管理のDX化が不可欠
コロナ禍において、安全・安心を維

航空会社
旅行会社

API連携

空間衛生基準を満たした事業者に対し

ルできる仕組みを検討しています。

宿泊施設

機能の拡充を図り、2021年12月の本格
提供を目指します。
※トッパン小石川本社ビルの職域接種会場でのワ
クチン接種者を対象に、ワクチン接種履歴の登
録から、接種済み証明用QRコードの発行、その
証明用QRコードの二次活用までを検証します。

今と未来の日常をサポートする
感染症管理の新機軸
「PASS-CODE™」プラットフォーム
の活用を通して、多様な二次活用を想

アプリでワクチンの接種履歴などを

定しています。来場・来店管理が必要

一元管理すると同時に、
「証明用QRコー

なイベント会場や飲食店などで利用で

ド」を発行。これにより、来店・来場者

きる「デジタル陰性証明」のほか、陽性

管理が必要な事業者は、専用アプリを

者データをリアルタイムに反映する「ウ

インストールしたスマートフォンを使用

イルスハザードマップ」など、ウィズ／

し証明用QRコードを読み取ることで、

アフターコロナの日常をサポートするこ
とが可能となるでしょう。

持しながら経済を回すための施策が早

来店・来場者の感染症に関する情報を

急に求められています。新たな変異株

即座に確認することが可能になります。

トッパンは今の日本、そして未来に

やウイルスに負けないデジタル社会を

アプリは社内実証 をもとに、検査結果

向けた新たな感染症情報管理と、社会

構築し、感染症に強い国となるために、

管理機能や、ワクチン接種履歴の管理

経済の活性化に貢献していきます。

※

専門家に聞きました！

客観的評価により感染拡大を防ぐ。
必要なのは「変化対応」
今後5〜10年の間、新型コロナウイルスがなくなることはなく、私たちは共存してい
かなければなりません。ワクチン接種や自己免疫の強化、口腔ケア、清掃習慣、生活
習慣を通じて、環境の変化に対応していくことが大事です。現在は、空間衛生基準と
なる科学的なデータが開示されていない状況。空気を数値で「見える化」する必要が
あります。ウイルスに打ち勝つためには、環境設定ができるかにかかっています。

認定NPO法人
バイオメディカル
サイエンス研究会
理事長

瀬島 俊介さん
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NEWS & INFORMATION
トッパンでは、印刷技術・印刷表現をもとにした新たな製品・サービスを日々生み出しています。
その中から、最新ニュースをピックアップしてお届けします。

店頭販促をしながら購買行動データが取得できるサイネージを提供
トッパンは、店頭プロモーションと同時に購買行動データを取得し、

マーケティング

プロモーション

■「リアルDATAサイネージ™」
概要

企業の効果的な店頭プロモーションを支援する
「リアルDATAサイ

ネージ™」
の提供を開始しました。

このサービスはサイネージに搭載したカメラで、来店者の性別や

店頭サイネージ
サービス

店内での行動といった購買行動を可視化し、店頭における効果的な

プロモーション設計を支援。サイネージの提供や取得したデータの

活用だけでなく、デジタル機器の設置・回収・メンテナンスまでを

ワンストップで行います。

サイネージを活用した
販促効果の高い
店頭ツールの提供

サイネージは、店頭での利用に適したさまざまなサイズのものを

ラインアップ。それぞれの企業や商品、設置場所に最適なPOP型

サイネージを提供します。また、
店頭で有効な映像コンテンツの企画・
制作 にも対応可能です。さらに、搭載したカメラと顔認識技術を

データ
取得・分析

設置・回収
メンテナンス

来店者数、滞在時間といった店頭での購買行動をデータ化。取得

来店客の行動を
定量データで
見える化

ツールの設置率向上と
継続的な展開、
鮮度維持をサポート

用いて来店者をトラッキングすることで、年代など来店者の属性や、
データは独自開発のビューワーで検索・整理ができます。

加えて、凸版印刷消費行動研究室が行う消費行動調査や、人物特

徴および行動履歴に応じてリアルタイムに最適なコンテンツを配信

する
「AI販促」
と組み合わせることで、より高度な解析も可能です。

店頭デジタルプロモーションの最適化へ

コロナ禍での福利厚生に活用できるアプリを開発

働き方改革

トッパンは、社員の福利厚生に活用できるアプリ「たまると™」を

開発しました。このアプリでは社員のコミュニケーション支援や日常

■「たまると™」
操作画面のイメージ

業務の効率化など、14の機能をパッケージ化。社員の健康活動や

社内イベント活動の参加に対してポイントを付与し、そのポイントを

インセンティブと交換することで、社員のモチベーション向上が期待
でき、コロナ禍における新たな福利厚生制度として利用できます。

リモートワークの増加等により、社員間のコミュニケーション機会

や在宅勤務による活動量の減少が見られます。このようなニューノー

マル時代への対応として、企業側はデジタルツールを利用した社員

のコミュニケーション活性や、健康増進支援を行うことが求められて

います。

トッパンはこのアプリを通して得られる社員の健康データと企業

の持つ検診情報などを加工・分析し、導入企業の健康経営に寄与

するサービスを提供、
「ふれあい豊かでサステナブルなくらし」の実
現に向けて貢献していきます。

そのほか最新情報はホームページをご覧ください
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https://www.toppan.co.jp/

TOPPAN SOLUTIONは凸版印刷が提供する総合ソリューションをもとに
“発見”と“解決”を提供するWebサイトです。

ideanoteコーナーでは、市場情報に詳しい方々のインタ
ビューや課題解決に役立つ実績紹介など、注目コンテンツを
ピックアップしてまとめています。注目タグの選択により、
ご興味のある分野に絞って閲覧できます。最旬情報を掲載
していきますので、是非サイトを訪問してみてください。

気になる方は
こちらからアクセス！
https://www.toppan.co.jp/solution/ideanote/

バックナンバー紹介
お得意先さま向けにお配りしている情報誌
『ideanote』
のバックナンバーも掲載しています。
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