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読む前に、読むデータ
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Special Feature

業務効率化編

業務効率化は「プロセス」
から
―BPRで始める業務の全体最適化―

06

Special Interview
BPOの知見をベースに業務効率化を実現する

トッパン流BPR・業務プロセス改革のススメ
株式会社TBネクストコミュニケーションズ
企画販促本部 企画販促部
部長

花村 健一
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TOPPAN BPR×BPO SOLUTION
―BPRコンサルも、ICT導入支援も、BPOも―

トッパンの業務効率化支援トータルソリューション
10

CASE 1

アビリオ債権回収株式会社様

12 CASE 2

――漠然としていた業務の課題をBPRで明確にして改善へ。

専門書類のデータ処理業務をBPOで効率化
14

宮城県多賀城市役所様

――BPRを通じてRPA、AI-OCRの最適な導入の可能性を探る。

地域の将来を見据え、業務改革に挑む

TOPPAN SOLUTION
溜まった紙の業務関連文書をデジタル化してデータベースに！

文書電子化ソリューション

書類審査業務における目視チェックの精度と効率を向上！

書類チェックシステム「NoEROR（ノエラ）」

16

18

トッパンのお仕事

ブリヂストン化工品ジャパン株式会社様
「ブリヂストン化工品ジャパンカレンダー2020」
印刷屋さんの道具箱 第20回

ドラムスキャナー
19

NEWS & INFORMATION

「TOPPAN SOLUTION」
Webサイトのご案内
「TOPPAN SOLUTION」
は、
トッパンの情報コミュニケーショ
ン分野のさまざまなソリューションをご紹介するWebサイトで

す。
展示会やセミナーの開催レポートなど、
各種オリジナルコン

テンツも充実。
本誌「アイデアノート」のバックナンバーもご覧
いただけます。
課題解決のヒントとして、
ぜひご活用ください。
詳しくはこちら！

https://www.toppan.co.jp/solution/

※「アイデアノート」は、 凸版文久体を使用しています。※本文中の商号および製品・サービス名称は、 各社の商標または登録商標です。
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読 む 前 に 、読 む デ ー タ ｜

業務効率化編

人手不足や働き方改革に伴い、業務効率化の推進がより一層求められています。
こうした中で企業の規模に関わらず、現状の業務プロセスを見直して、
業務の効率化を図ろうとする取り組みが進んでいます。

1

Data

中小企業の8割以上が業務プロセスの見直し

※

に取り組んでいる
中小企業における業務見直しの実施状況を見ると、
全社レベルから部門レベルまで取り組みの単位に違いはある

ものの、
大多数の企業が業務見直しに取り組んでいることが見て取れます。
業務見直しの実施状況と取り組み単位

■全社単位で業務の見直しを行っている

13.8％

■部門単位で業務の見直しを行っている

■小集団単位・チーム単位で業務の見直し

20.7％

を行っている

■個々の従業員のレベルで、日々工夫しな
がら、
業務の見直しを行っている

■特段、業務の見直しは行っていない

24.9％
26.7％
14.0％

Data

「簡素化」
「見える化」
の取り組みが多い
2 「標準化」

具体的な取り組みについて、
もっとも多いのが「業務の標準化・マニュアル化」、次いで「不要業務・重複業務の
見直し・業務の簡素化」
「業務の見える化」
と続きます。業務見直しと一言でいっても、
それぞれの課題に即した
取り組みが行われています。
業務見直しの具体的な取り組み
（％）50

40

40.2

※複数回答のため、合計は必ずしも
100％にはならない。

40.0
30.6

30

20.1

20

18.5

10

0

業務の標準化・
不要業務・
マニュアル化 重複業務の見直し・
業務の簡素化

業務の
見える化

業務の細分化・
業務分担
の見直し

上記のような
取り組みは
行っていない

※ここでは「業務プロセスの見直し」とは、業務を効率化するために現在の業務の状況を明らかにし、現状を踏まえた業務の改善策を検討し実行する一連の取り組みを
指す。
「業務見直し」
「業務改善」
「業務プロセス改革（BPR）」等と同義とみなす。
出典：Data1、2いずれも「2018年版 中小企業白書」
（中小企業庁）
より作成
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Special
Feature

業務効率化は
「プロセス」
から

―BPRで始める業務の全体最適化―

4

ジグソーパズルをうまく解いていくには、
コツがあるそうです。柄の付いたパーツを
見るとついつい気になり、そこから絵を組み立てていきたくなりますが……そうでは
なくて、
まずは四隅のピース、そして外周のピースを集め、全体像を捉えて組み立てて
いくのがコツなんだとか。
さすがにパズルと同じだなんて言いませんが、業務効率化を
うまく進めていくことにも似たところがありそうです。
業務効率化を実現するためのポイントは、個々の作業の改善など部分的な最適化に
ばかり気を取られるのではなく、
もっと広く、
まずは業務全体を見渡して、全体最適の視
点からプロセス単位で効率化を図ることにあります。
トッパンでは、長年のＢＰＯ・ＢＰＲ
事業のノウハウを活かして、
総合的な業務効率化支援を行っています。
ピースが多くて複雑なパズルほど、解くのは大変で、途中でくじけてしまいがち。
でも、
業務効率化はそんなわけにはいきません。
トッパンは、業務の全体像をひもときながら、
最適なパーツを一つひとつ見つけ出し、
お客さまの思い描く絵を一緒に完成させます。

5

Special

Interview

BPOの知見をベースに業務効率化を実現する

トッパン流BPR・業務プロセス改革のススメ
業務効率化は組織にとって必須のテーマ。
しかし、
どこから手を付け、
どうしたら成果が上がるのかという悩みは
ないでしょうか。
そこで注目したいのが、業務を広く全体で捉えてプロセスを再設計する
「BPR（ビジネス・プロセ
ス・リエンジニアリング）」
という手法です。BPRとはどのようなもので、
いかに取り入れて業務効率化を進めてい
くのか。業務改革に関する総合的なコンサルティングサービスを提供するトッパングループの新会社、
TBネクスト
コミュニケーションズの花村健一が、
トッパンのBPO×BPR事業の特徴とともにご紹介します。

部分最適ではなく
「全体最適」の視点で
業務の流れを包括的に見直すBPR

実効性のある業務効率化を実現するために、
BPR
（ビジネス・プ
ロセス・リエンジニアリング）
という手法・アプローチが注目され
ています。

昨今、
企業や自治体に関わらず、
あらゆる組織で業務効率化と

BPRは、
日本語で
「業務改革」
などとも言われることから、
「業

生産性向上が極めて重要な課題となっています。
日本の社会は

務改善」
と似たもの、
あるいはBPO
（ビジネス・プロセス・アウト

さらなる少子高齢化の進展によって一段と生産年齢人口が減

ソーシング）
と似たものと思われることがありますが、
どちらとも

り、
人手不足が深刻化することは間違いありません。
働き方の多

異なります。
一般的に言われる
「業務改善」
は主に、
個々の具体的

様化や人材の流動化も進む中、
属人化しがちな業務ノウハウを

な業務・作業における無駄を省いて効率化を図る取り組みで、
あ

共有して、
若手やベテラン、
外国人労働者など誰もが同じように

くまで部分最適化の取り組みの一つです。
また、
BPOは、
業務全

作業できる業務の仕組みが求められます。
こうした課題を解決するため、
さまざまな業務改善手段やICT
ツールがありますが、
それらを現場に合わせて適切に導入して、

体のうちの一部のプロセスを切り出して外部に委託することで、
これも全体から見ると部分最適化の一つとなります。
これらに対してBPRは、
「リエンジニアリング（再設計）
」
という

BPR
とは？

「Business Process Re-engineering」
の略。
部分的な業務効率化を図るので

はなく、業務を全体的・包括的に捉え、

抜本的な効率化を図る。

業務
改善

部分的な業務効率化
対象は単一的、効果は限定的
A部

部分的な業務効率化

B部
C部
株式会社TBネクストコミュニケーションズ
企画販促本部 企画販促部
部長

花村 健一

前職からBPO事業に携わり、
トッパン入社
後は企業から官公庁まで幅広く、
数多くの

BPO・BPRプロジェクトに従事。2020年

10月からTBネクストコミュニケーションズ

と兼務。
2021年4月から現職。

BPR

抜本的な業務効率化
対象は全体的、効果は包括的
A部
B部
C部
BPO※

既存業務の流
れ にとらわ れ
な い 全 体 的・
包括的な改革

RPA※
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※BPO：Business Process Outsourcing
（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）
※RPA：Robotic Process Automation（ロボティック・プロセス・オートメーション）

言葉が入っているように、
業務の流れや仕組みをより広い視野

ルを使って作業者の視線の動きやキーボードタッチ、
処理に要す

で抜本的に見つめ直し、業務プロセスを
「再設計」
することで、

る時間を測定するなど、
より詳細な調査を行うこともあります。
こ

「全体最適」
化を図るものです。

れらを統合して業務の全体像を捉え、
業務フローを分析して、
業

例えば、
ハガキを使った受付業務を効率化しようとするとき、

務の流れを滞らせている課題や改善点を見つけ出します。

内容のチェックやデータ入力など作業における無駄をいかに省

ステップ2では、
ステップ1で捉えた課題を解決するために、
具

くかを考えるのが「業務改善」
、
そのプロセス自体を外部に委託

体的な
「施策立案・計画策定」
を行います。
例えば、
作業工程を見

するのがBPO。
一方で、
そもそもハガキを用いるのがいいのか、

直す中で、
手順が多く、
複雑化しているようなら簡素化できない

もっと適した別の手段がないのかということまで考慮に入れて、

か検討したり、
同じ作業でも人によってやり方にバラツキがある

業務全体の流れを見直して効率化を図るのがBPRといえます。

ようなら手順を標準化することを検討します。
データの入力や

トッパンでは、
こうしたBPRのアプローチを活かした業務コン

チェックなどPCでの定型作業に手間と時間がかかっているよう

サルティングを通じて、
お客さまが抱える業務の悩みや課題を洗

なら、
RPA
（ロボティック・プロセス・オートメーション）
などのICT

い出し、
その解決に資する多様な具体策を提示します。
さらに施

ツールの導入を検討します。
また、
人手を要する大量の定型業務

策の実行と運用まで、
お客さまに伴走する形で業務効率化の取

が課題となっているようなら、
業務自体を外部に委託するBPOを

り組みを包括的にサポートしています。

採用することも検討します。
ほかにも課題に応じてさまざまな解

分析から課題抽出、
施策の立案・実行、
検証までのサイクルを築くことが重要

で、
現場に応じた最適な解決策を立案し、
導入・実践に向けた全

決策が考えられますが、
業務の実態と流れをしっかりと捉えた上
体計画を策定していきます。
そして、
ステップ3の
「施策推進」
で計画を実行・運用し、
ステッ

それでは、
BPRを通じてどのように業務効率化に取り組んで

プ4で
「効果検証」
を行います。
ここまでが一連の流れですが、
ス

いくのか、
一般的な進め方を見ていきましょう
（下図）
。
大きく4つ

テップ4の検証結果を活かして
「継続改善」
を行っていくことが重

のステップからなり、
中心となるのがステップ1とステップ2です。

要です。
どんなに素晴らしい戦略を立案して机上で効果が見込

まずステップ1で、
業務の
「現状分析・課題抽出」
を行います。
業

めたとしても、
現場で実行し、
検証しなければ本当の効果は見え

務内容や作業の実態を調査・分析して、
現状の可視化を行いま

てきません。
新たに導入した施策や再設計した業務プロセスがう

す。
そのために我々コンサルタントが現場に入り、
お客さまの実

まく機能しているか、
さらなる改善の余地はないかなど、
あらた

際の業務を視察したり、担当者の方々にアンケートやインタ

めて業務全般を見直して、
改善を図ることが必要です。
ステップ1

ビューを行ったりして実態の把握に努めます。
また、
デジタルツー

から4を
「サイクル」
として回し続けていくことで、
取り組み自体を

BPRの
進め方

中心となるのは、
ステップ1とステップ２。
まず、
「現状分析・課題抽出」により、業務の実態を可視化するとともに解決すべき課題を抽

出。
その結果を基に、目的や状況に応じてRPAやBPOなど具体的なソリューションを組み合わせ、
「施策立案・計画策定」
を行う。
そ

の後、
ステップ３で「施策推進」、
ステップ４で「効果検証」
を実施。
ここで終わりとせずに継続することが重要。検証結果をあらためて

分析し、
さらなる施策を立案、実施していくことで、
より効果的な業務効率化が実現する。

ステップ1

ステップ2

現状分析・課題抽出

さまざまな手法で
業務分析を実施

施策推進

ステップ4

効果検証/継続改善

豊富なソリューションを組み合わせて施策を立案
業務整流化

●アンケート

●手順の簡素化、廃止

●インタビュー

●標準化／平準化 など

●ワークショップ

生産性向上

●現場視察

●集約化

●作業時間の計測

●業務量ボリュームゾーン分析
●業務フロー分析

施策立案・計画策定

ステップ3

など

●デジタル活用（RPA,AI-OCR,etc.) など
単位時間コスト削減

●BPO など
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トッパン
BPR
の強み

デジタルナレッジ

RPAやAI-OCRといったデジタルツー

ルを活かしたソリューションの施策立

案、導入・運用のノウハウ。BPO業務に

おいて実際にさまざまなツールを活用

してきた経験や、独自の書類チェックシ
ステムを開発した知見も備える。

デジタルナレッジ

BPRナレッジ

現場感を持ち、
業務改革の要所を押さえ

たBPR推進を実現するノウハウ。
長年の

の知見とノウハウ。金融・保険業界にお

けるバックオフィス業務や官公庁の補

上げるか、
改善・改革に取り組み続けてき

く、大規模な業務を受託し、お客さまの

のあり方を設計し、
実施・運用して成果を

た経験と知見がこれを可能にしている。

AI

RPA

BPRナレッジ
バック
オフィス

持続的なものにし、
効果を高めていくことができます。
このようにBPRを通じて業務効率化を実現するためには、
分

コール
センター

データ
運用

助金交付事業、
コールセンターなど幅広
要望に応えてきた実績を備えている。

効率化された
オペレーション
の実現

活用し、
「NoEROR
（ノエラ）
」
という書類チェックシステムを独自
開発するなど、
デジタルのノウハウも蓄積してきました。

析に基づいて多様な解決策を講じる立案力と、
現場での実践経

また、
社会的に影響の大きい補助金事業やエコポイント関連

験に基づいた施策の実行力が必要です。
トッパンでは、
長年展開

事業、
個人情報を取り扱う事業も数多く請け負っています。
こうし

してきたBPO事業の中で、
こうした力を培ってきました。

た事業では効率性の追求だけでなく、
正確性や信頼性の確保が

実績豊富なBPOの知見を強みに
現場に寄り添った業務改革が可能
トッパンのBPOには長い歴史と豊富な実績があります。
そも

欠かせません。
業務運営マネジメント力や個人情報の管理・取り
扱いノウハウ、
セキュリティマネジメント力を培い、
お客さまと社会
の信頼に応え続けてきました。
このようにBPO事業の受託を通じて自ら業務効率化を実践し、
「トッパンBPR」
の強みとなる
「アウトソースナレッジ」
や
「デジタル

そも印刷事業自体がBPOの一種といえます。
お客さまが自社で賄

ナレッジ」
、
そして
「BPRナレッジ」
を蓄積して、
業務プロセス全体

えない印刷という特別なプロセスを、
プロフェッショナルとして担っ

を最適化に導くBPR事業へとつなげています。
自分たちが取り

てきたわけです。
この印刷を基軸に、
BPO事業も広がりました。

組んできた経験と知識を活かしつつ、
そのノウハウを提供するか

1998年にネット銀行の開設事務センター業務を受託したのを
きっかけに、
金融機関や中央官庁、
地方自治体、
教育機関など多

らこそ、
お客さまの課題に寄り添った、
現場感を持ったコンサル
ティングができると思っています。

様な業界の事務局運営を手がけてきました。
当初はダイレクト

これからの時代、
業務効率化にあたっては、
コストダウンはも

メールの印刷に付随する形で発送前の事務処理を請け負う部分

ちろん、
やはり正確性や品質の高さがポイントです。
品質を維持

的な業務に留まっていましたが、
お客さまの要望に応えていく中

しながら効率化を進めるためにも、
ソリューションを提供する立

で、
書類などのデザイン、
申請書の受付・審査、
文書のデジタル

場として、
知識の集約とパートナーシップが大きなテーマとなりま

化、
システム構築、
キャンペーン事務局の運営などへと幅を広げて

す。
その命題に応えるために、
2020年、
次世代BPOサービスの

きました。
こうして培ってきた知見や機能を集積し、
今ではバックオ

新会社
「TBネクストコミュニケーションズ」
が設立されました。
同

フィス、
コンタクトセンター、
オペレーション支援といった３つの事

社は、
30年以上にわたりコンタクトセンターを運営してきた株式

業を柱として、
これまでに1,200社以上のお客さまから業務を受

会社ベルシステム24ホールディングスが有する最先端の運営ノ

託し、
全国20カ所に拠点を有して対応にあたっています。

ウハウと、
DXサービスや決済、
セキュリティ、
BPO事務局運営な

こうしたBPOの経験がBPRにどうつながっているのか̶̶。
トッパンのBPOはただ業務を代行しているのではありません。

どに関するトッパンのノウハウを集約・統合した専門組織です。
従来のBPO事業は、
どちらかといえば労働集約型のビジネス

BPO事業のカギは、
いかに効率的に業務を行うか、
にあります。

でした。
しかし今後は、
「人と技術」
を基盤に知見を結集し、
お客さ

豊富なBPO受託実績の裏で、
我々は常に作業工程の見直しや

まが描くビジネスプランをより最適な形でサポートしていくため

改善策の検討、
実証を繰り返し、
業務効率化に努めてきました。
トッパンのBPO事業の特徴は、
規模の大きさです。
規模が大き
くなればなるほど、
効率化の効果もリスクも高まります。
例えば、
1日に10万件の処理を行う業務では、
1件につき1秒の短縮でも

8

20年以上にわたって蓄積してきたBPO

BPO事業を通じ、
いかに効率的な業務

デジタル
プラット
フォーム

アウトソースナレッジ

アウトソースナレッジ

に、
知識集約型かつパートナーシップ型ビジネスへと変容するこ
とがポイントになると考えています。
多様なお客さまのご要望に応え続ける高度なナレッジに裏打
ちされたトッパンだからこそ、能動的なパートナーシップによる

大きなコストダウンになる一方、
1つのミスが大損失にもつなが

BPRを推進できます。
まさにトッパン流の
「BPR×BPO」
ソリュー

ります。
それだけシビアな環境で、緻密な業務の設計や改善の

ションをトータルに提供し、
お客さまの業務改革と競争力強化、

工夫を繰り返してきたのです。
その中でさまざまなICTツールも

イノベーション創出、
企業価値向上に貢献できると考えています。

T O P P A N B P R×B P O S O L U T I O N

—BPRコンサルも、ICT導入支援も、
BPOも—

トッパンの業務効率化支援
トータルソリューション
BPRコンサルティングによる業務の現状分析から、課題に応じた解決案の策定・提示、そしてICTツールの導入・運用やBPOまで、
トッパンが備える業務効率化の知見とノウハウを組み合わせて、お客さまが描く理想の業務の実現をトータルにサポートします。
BPR
現状分析・課題抽出

課題

●PCを使った定型作業を効率化したい

●作業ボリュームが多く、
人手が足りない

●限られた内部の人員で作業を効率化したい

●事務局や顧客コンタクト機能が必要だが社内に

●作業に人を選ばないようにしたい

解決策

対応できるノウハウがない

現場の課題や悩みに

施策立案・計画策定

応じて多様な
解決策を提供します！
ICT／DIGITAL SOLUTION

BPO SOLUTION

ソリューションラインナップ

ソリューションラインナップ

AIチャットボット
「BotFriends」

施策推進

会話のキーワードから見える
「喜
び」
や
「悲しみ」
などの利用者の
感情を汲み取り、
共感を示しな
がら最適な回答を提供するAI
チャットボット。

スコアリングエンジン
「KAIDEL」

効果 検証／ 継 続 改 善

A Iを活 用した 優 良 顧 客 分 析
サービス。
購買行動データ分析
ノウハウを基に構築されたAIエ
ンジンが、
優良顧客を自動抽出。

RPA導入支援

PCを使った定型作業を自動化
するRPAについて、豊富な導入
ノウハウを基に、導入から運用
まで支援。

電子デバイス導入支援

スマートフォンやタブレットなど
電子デバイス導入に必要な周
辺業務（手配・ヘルプデスク・配
送など）
をトータルにサポート。

販促資材配送管理
サービス

販促資材品の保管・梱包・配送
業務において、
受発注システム
を使ったスムーズな運用を提供
するサービス。

書類チェックシステム
「NoEROR
（ノエラ）
」

書類チェック時間の短縮やミス
の軽減、作業状況の見える化を
実現するシステム。作業データ
を蓄積することで書類自体の
改善にも貢献。
詳細は

経理事務

キャンペーン事務局

申請受付業務

DM総合支援業務

経理業務全体を外部委託した
いとの需要に応え、
さらにこれ
を起点とした間接部門を包括
的にサポートするサービス。

ユニバーサルデ ザイン視点で
の申請書の最適化により回収
率の最大化や不備の減少を実
現。高品質な業務設計力と高い
セキュリティ環境などで幅広い
業務に対応。

文書管理

業務 に関する文書の管理・保
管 、電 子 化を支 援するサービ
ス。
コンサルティング、
スキャン・
納品など総合的に運用。
詳細は

P.15

P.14

応募受付から問い合わせ対応、
抽選から景品発送まで、
幅広い
機能によりフルサポートする消
費者キャンペーン事務局を提供。

安定的・効率的なDM業務の
支援を、高セキュリティ環境に
て、DB構築からDM生産・発
送、返信受付および返戻物処理
まで、一貫したラインにて提供。

コンタクトセンター業務

時代に対応したマルチコンタク
ト機 能を有し、豊 富 な 実 績 に
よって培われたナレッジを活用
したコンタクトセンター運用を
提供。

さらに 、B P O（コンタクトセンター ）
とI C T のノウハウを 活 かして 、D X 化 を 推 進
カスタマーセンターを高度化・デジタル化し、
顧客との関係を深める

カスタマーエンゲージメントサービス

カスタマーエンゲージメントサービスは、
顧客中心設計でカスタマーセン

ターを高度化し、
顧客情報の一元管理体制の構築によってマーケティング

プロセスを統合するサービスです。
コンタクトセンターやAIチャットボットな

どトッパンが培ってきたノウハウを活かし、
データ管理から活用を可能にす

るツール選定・シナリオ業務設計、
オペレーションまで貴社の目指すエン
ゲージメントサービスに伴走します。

■こんな課題をお持ちのコンタクトセンター部門の方へ
コンタクトセンターのデジタル化を推進したい。

顧客データ
（VOC、
SNS等）
を活用したカスタマーエンゲージメントを

実現したい。

オペレーター業務の生産性向上を図りたい。

プロフィットセンター化したい。

カスタマーエンゲージメントサービスの特徴や
導入事例はコチラ

https://solution.toppan.co.jp/digital/service/ces.html
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アビリオ債権回収株式会社様

――漠然としていた業務の課題をBPRで明確にして改善へ。

専門書類のデータ処理業務をBPOで効率化
全国の金融機関から委託、
譲渡を受けて債権の管理回収を行っているアビリオ債権回収株式会社様。
膨大な専門書
類のデータ処理業務に課題を抱えていた中、
2018年から業務分析を通じた効率化施策の推進に取り組んでいます。
トッパンでは調査・分析から改善施策の提案・実行まで総合的なサポートを行っています。
業務分析からどのような結
果を得て、
いかなる施策につなげているのか。
取り組みの背景や成果、
今後の展望とともにお話を伺いました。

債権情報のデータ入力と
書類電子化を効率化したい

体の可視化を行いました。
事前に当社内

なかありません。
また、
課題があるとは漠

部で業務時間の計測を行っていたので

然と感じていましたが、業務プロセスの

情報をトッパンさんにも共有し、
その上で

私たちアビリオ債権回収では、
年間約

どこにどんな問題があるのか、
具体的に

現場担当者へのヒアリングなどを通じて
詳しい業務内容の把握や、
時間がかかっ

3万件の債権を取り扱っています。
個人向

どう解決していけばいいのかなど、
自分

けから法人向けまで、
全国の金融機関か

たちだけで取り組んでいくのは難しいと

ている要因などを調査・分析してもらいま

ら幅広い債権を譲り受け、
その後、
まず1

思っていました。

した。
そして、
全体の業務量に対して
「13

件ごとの債権に関する情報を自社の基

そこで、
外部の専門企業にBPR
（業務

人分の人的リソースが不足している」
とい

幹システムに入力するエントリー業務と、

改革）
のコンサルティングを依頼しようと

う明確な指摘をもらいました。
社内の視

付随する書類の電子化を行います。
そし

検討しました。
しかし、
コンサルティング

点だけだと利害が衝突してしまいます

て債権譲渡通知書などを作成・発送し、

会社によっては
「分析と戦略提案まで」
と

が、
客観的な数字にすることで外部に委

回収業務を進めていきます。

いうケースもあります。我々としては、解

託できる業務と内部で実施すべき業務

一連の流れの中で特に課題を感じて

決策の実行と運用までサポートしてくれ

の見極めの判断材料ができ、
この結果を

いたのが、
エントリー業務と書類電子化

るパートナーを求めていました。
そうした

基に、
業務効率化の実践に向けた戦略・

のプロセスでした。
債権に関する書類は

中で、
BPRコンサルティングだけでなく、

施策の検討へと進みました。

金融機関や債権の種類によって様式が

BPOなどの具体的なソリューションまで

先述のように、
債権によって書類の様

さまざまで、
データを入力するにも人の

パッケージで提供してくれるトッパンさん

式が 異なるため、エントリー業務 にあ

目で確認し、
内容を判断する必要があり

に魅力を感じ、
一緒に取り組んでもらう

たっては知識や判断が必要です。
たった

ます。
また、取引が長期にわたる債権や

ことにしました。

貸付額が大きい債権では、
付随する書類
だけで100枚ほどになることがありま
す。
そこから必要な書類を抜き出して、
１
枚ずつスキャニングして電子化するには
手間と時間がかかります。完了しないと
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そのためだけに増員できる余裕はなか

「13人、
不足!?」分析を基に
BPOや業務改善策を実施

一つの入力間違いが重大なミスにつな
がる可能性もあるため、
すべてを外部に
委託するのは難しい。
そうした中で、関
連会社から毎月定期的に譲り受ける債
権については、
書式も手順も固まってお

まず初めに、
トッパンさんとともに取り

り、判断の負荷も比較的低いためBPO

回収業務へと進めないことから迅速な

組みの全体像としてロードマップ
（右上

が可能と判断し、
エントリー業務に必要

処理が求められるため、
従来、
繁忙期に

図）
を描き、
4つのフェーズに分けて段階

なデータの整理・加工と書類の電子化を

は担当部の残業が常態化していました。

的に推進していきました。

トッパンさんに委託しました。

こうした状況を改善するとともに、回

最初に行ったのが、
担当部における業

また、
トッパンさんの客観的な視点か

収業務を強化していきたいという考えも

務の棚卸しと現状の整理です。
ひと月あ

ら気付きを得て、
業務改善につながった

あり、
業務効率化に向けた取り組みを始

たりの処理件数や1件に要する時間から

こともありました。
例えば、
当たり前のよ

めました。
しかし人員に限りがある中で、

総所要時間を算出するなどして、
業務全

うに行ってきたエントリー業務の中にも、

■業務効率化の実行と展開に向けたロードマップ
完了

完了

実行中

フェーズ1

フェーズ0

現行業務の棚卸し

業務効率化実行に向けた

現状の業務整理

施策の本格検討

現行業務の棚卸し
業務量の可視化
・処理件数
（/月）
・所要時間
（/件）
・総所要時間
（/業務・月）
の
算出

今後
フェーズ3

フェーズ2

全社業務効率化に向けた施

検討・策定した
業務効率化施策の実行

業務効率化/アウトソース実
行に向けた戦略立案
施策の優先度付け/範囲の
特定・詳細化
現業の繁忙を抑えるための
足元の施策実行

策の展開／コア業務への注力

策定した戦略に則った、
抜本
的効率化策の実行
・ 内部による標準化/権限最
適化の実行と改善
・ 外部業者を活用したアウト
ソース化、
標準化/権限最
適化実行の加速

業務効率化を他部署/地方
へも展開
創出されたリソースによるコ
ア業務への注力

「入力を省いても問題ないのではない

しか出社できなくなったのですが、
想像

のことでしたが、
これまでの成果と成功

か」
と指摘を受けた項目がありました。
従

していたよりもスムーズに業務を遂行で

体験は、
当社にとっての財産となります。

来、大量の案件をこなす中で入力作業

きています。
BPOを導入せずに従来の体

エントリー担当部以外にも、
業務効率化

が習慣化・目的化してしまい、自分たち

制のままだったら業務の大きな停滞は

に悩みを抱えている部署はあり、
今回の

だけでは気付かなかった点でした。
こう

避けられなかったでしょう。

したケースでは、
入力が本当に必要かど

経験をモデルとして横展開できます。実

BPOが効果的に機能していることや

際、他部署でも業務効率化に向けてマ

うかをあらためて冷静に精査し、
可能な

残業時間が減っていることなど、
業務効

ニュアルの改善を行ったり、
BPOの可能

項目は廃止しました。

率化の成果については、現場の担当者

性を視野に入れたりする動きも出てきて
います。

人材教育に活きた部分もあります。
人

たちをはじめ、
社内でも情報共有してい

手不足というほかに、
人によって知識や

ます。
現在の取り組みを定着させ、
さらに

スキルに差があることも課題の一つとし

推進していくには、
現場の意見を吸い上

「正確性」
と
「効率性」の両方を担保しな

て見えてきました。そこで、
「スキルマッ

げると同時 に、情報や 成果 のフィード

がら、
いかに業務を改革していくか、
これ

プ」
を作成し、誰がどの作業をどれほど

バックも大事だと考えているからです。

からも模索しながら、
さらなる業務効率

できるのかを可視化し、
その上でレベル

今回、私たちにとって外部のコンサル

に応じた教育計画を立て、
OJTに活かし

ティングやBPOを導入したのは初めて

私たちの取り組みも実行の最中です。

化と生産性向上に取り組んでいきたい
と考えています。

ています。
同時に、
業務マニュアルも一部
見直しを行い、
改善して業務の標準化を
進めているところです。

コロナ禍でこそ成果を実感
さらなる取り組みを進める

これらの改善策とBPOの導入によっ
て、繁忙期の長時間残業が明らかに減
少しました。特に、
コロナ禍の緊急事態
宣言下で、
効果を実感しました。
新たな業務プロセスが安定稼働し始
めたところでコロナ禍に見舞われたの
ですが、情報セキュリティなどの観点か
ら、
エントリー業務はテレワークでは実施
できません。出社制限により社員の3割

アビリオ債権回収株式会社
事務統括部

寒河江 早紀さん

事務統括部長

宮之内 哲朗さん

事務統括部 副部長

植田 一毅さん
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宮城県多賀城市役所様

――BPRを通じてRPA、AI-OCRの最適な導入の可能性を探る。

地域の将来を見据え、業務改革に挑む
多賀城市役所様では、
2020年に
「RPAシステム導入・実証実験」
を実施し、
RPAなどのICT導
入を図るとともに業務効率化の実践に取り組んでいます。
トッパンではRPA導入だけでなく、
導
入効果を最大化するために現状業務の調査・分析を通じて業務の改善・改革を支援してきまし
た。
多賀城市役所様がどのような背景や想いを基に業務効率化と利便性の高い行政サービス
実現を目指しているのか、
総務課情報化推進係長の千葉泰弘さんにお話を伺いました。

復興を経て、将来に向け
ICT導入と業務改革を推進

総務部総務課情報化推進係
係長

千葉 泰弘さん

学びを得ることができました。

スを持続可能な形で続けていくためには

例えば、
ヒアリングを通じて業務の見直

地方行政のデジタル化が急務です。
多賀

しを行ったところ、
子育て支援課で行って

今回の取り組みの背景には、
職員の

城市役所においても業務にICTを導入

いた業務の中に無駄を発見し、
改善につ
なげることができました。
また、
RPA導入

業務量増加、
時間外勤務の増加、
そして

し、
誰もがミスなく効率よく事務作業を行

人口減少下における職員数減少への対

えるようにすると同時に、
職員の事務作

に向けて費用対効果を考慮した進め方

応という課題があります。

業の負担を軽減し、
より価値のある業務

や、
AI-OCRの精度を向上させるために

東日本大震災の発生から10年。
多賀

に注力できるようにしていきたい。
そこで

必要な作業
（書式の見直し・改善）
、
RPA

城市は市域の3分の1が津波災害を受け

今回、
RPAやAI-OCRの導入を見据え、

導入側とシステム構築側双方の考え方の

ました。
復興にあたって全国の自治体か

従来の業務プロセスを見直して効率化を

すり合わせが重要であることなど、
大事な

ら職員派遣の協力をいただき、
震災復興

推進し、
次の時代に向けて業務のあり方

ポイントを押さえることができました。
ま

計画が満了する2020年までに、
予定して

を整えていこうと考えています。

いた復興事業をほぼ完遂することができ
ました。
この間、
地域の暮らしを支える通
常業務も並行し、
どちらにもていねいに
取り組んできたことから、
震災前と比べて
業務量は明らかに増大してきました。
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これから先を見据えると、
行政サービ

多賀城市役所

RPAの導入前に

業務の見直しを実施
公募によりトッパンさんに決定したポ

その一方で、
人手不足という大きな問

イントは、
BPOのノウハウに基づいた意

た、
AI-OCRは、
自治体がデジタルファー
ストを目指す過渡期におけるツールであ
るという気付きもありました。

手書き書類の処理にかかる
負担をRPAで大幅軽減

題もあります。
近年は公務員においても

欲的な提案と、
業務そのものの見直しを

人材の流動化が高まり、
人材確保が難し

大切にしてBPR
（業務改革）
からRPA導

い状況です。
今後、
さらに少子高齢化が

入まで伴走型で実施してくれる点でした。

税務課では、
軽自動車の新規登録・廃

進むと特に若い労働者の人口が減少し、

私たちとしても、
RPAを導入するのが目

車手続きの実際の業務にRPAを導入し、

業務の調査・分析の後、RPAとAIOCRの実証に進みました。

今以上に人手不足が深刻化すると予測

的ではなく、
業務プロセスの再構築に際

期待通りの効果を得て大きな手応えを

されます。
これまでは職員の懸命な取り

して、
ＲＰＡが有効かどうかもしっかり判

感じています。
従来、
新規登録時には、
外

組みで対処してきましたが、
量をこなす

断したいと思っていました。

部システムから軽自動車の検査情報を

だけで手いっぱいで、
業務の改善・改革

2020年5月にキックオフ会議を行い、
そ

に向けた抜本的な解決策を講じられず

の後、
月一度の定例会、
税務課や健康課、

税義務者の情報を入力した後、
あらため

にいました。
市役所としては仕事と生活

子育て支援課など各業務担当課との分

て紙の台帳
（申告書）
と照合確認を行って

の調和を図り、
職員一人ひとりの持てる

科会を重ね、
トッパンさんと一緒に調査・

いました。
紙の台帳は手書きの複写式で

力を最大限発揮できるように、
働き方改

分析に取り組みました。
この過程で、
業務

文字が読みづらく、例えば、
「0（ゼロ）
と

革も推進していかなくてはなりません。

改善のヒントやICT導入に向けた重要な

O（オー）」
を見間違えて入力してしまうこ

取得し、
そのデータに車両ナンバーや納

■RPA、
AI-OCR導入に向けた書式の改善案
《改善前》

スペースの整理
狭い部分を広く、
広過ぎる部分を狭く調整
可読性の整理
文字を大きく、
読みやすく
OCRの識字率アップ
記入欄に数字マスと
チェックボックスを追加
分かりやすさの整理
請求者と市役所側の記入部分を色分け、
請求者が記入する部分は太枠で囲う
配色について
①請求者が記入する部分は目立つようにカラーを付ける
②市役所側の記入部分はグレーに など

《改善案》

とがありました。
RPAではこうしたミスは

るのみでなく、
社会変化を察知する感性

りません。
そのためにICTも活用して業務

起きえないことから、
確認・修正にかかっ

と、
市民、
企業の皆さんなどの多様な力を

効率化を進め、
作業に追われる日々をな

ていた時間を大幅に削減でき、
ほかの業

緩やかにつなぐコミュニケーション力、
そ

くして余力を生み出すことで、
職員として

務にあてられるようになりました。
また、
正

して付加価値を創造するチカラも大切に

のコア業務にもっと注力・専念していく働
き方が求められています。

確性が向上することで、
入力間違いによ

なると考えています。
多賀城市では、
震災

る課税ミスの恐れがなくなり、
市民からの

復興の次のステージを描いた総合計画

今回の経験を活かして、
まずは業務プ

信用向上にも寄与します。
担当としては

の中で、
観光、
福祉、
教育、
産業等の分野

ロセスの再構築に取り組み、
どんな業務

RPA導入のメリットを享受しています。

において、
文化芸術により創造される価

がRPA化できるかを追求するとともに、

子育て支援課では、
児童手当の新規

値をそれらの発展に活用し、
クリエイティ

他自治体の取り組み事例の情報も収集

認定請求書登録の業務に、
AI-OCRと

ビティがもたらす心の豊かさを日々の暮

して、
近い将来、
どの部署でも職員自ら

RPAを組み合わせ、
作業システムのテス

らしの喜びとしていくことを大切にしてい

ICTを使いこなし、
自分の業務と働き方

トを行いました。
テスト用の手書き書類を

ます。
その推進役となる私たち多賀城市

を改革していけるようにしていきたいと

AI-OCRで読み取り、
RPAを活用して自

役所職員こそ、
まず自ら実践しなくてはな

考えています。

動処理する仕組みを構築し、動作の確
認・検証を行っているところです。
健康課では、
「母子関係無料券等申請
書兼発行簿」
の業務で、
タブレット端末を
使った情報入力とシステムへのデータ自
動取り込みの仕組みをテストしています。
現在は窓口で健康診断や予防接種の情
報を聞き取り、
書類に記載して、
1カ月分
まとめてデータ入力を外部に依頼してい
ます。
この仕組みが稼働すれば、
入力の
プロセスを省ける上、
データの取り込み
に時間もかからず、
業務効率化に貢献す
ると考えています。

社会変化を察知し、
地域と
人をつないでいくために
これからの公務員には、
作業を実行す

トッパン担当者の声

変革を目指す想いに応えるために
今回特に大事にしたのは、
業務の全体

ように、
いかに見やすく読み取りやすい書

像と個々の作業をできるだけていねいに、

式にするか、
といったポイントがあります。

そのために、
いつ誰がどのような作業

OCR活用のポイントを、
3度の研修会を通

細かく捉えて可視化することでした。

こうしたノウハウを含めたRPAとAI-

をどんな手順で行うか̶̶全体のフロー

じて職員の皆さまにレクチャーさせていた

について職員の方々へのヒアリングや実

を推進しようとする皆さまの意欲は大変高

図を作成し、
その上で、
一つひとつの作業

だきました。
ICTを使いこなして業務改革

機を使った検証を通じ、
詳細をつぶさに把

く、
その想いに応えるために、
私たちも現

スを再設計し、
RPA化に向けて作業手順

気持ちでサポートさせていただきました。

握していきました。
これを基に、
業務プロセ

場を深く理解することに努め、
ともに歩む

を整理していきました。

パソコンでの作業を自動化するRPAで

すが、
機能を最大限に活かすには、
普段の

東日本事業部 BPR部

デジタルガバメント推進・システム開発 課長

作業をそのまま自動化するのではなく、
プ

長澤 誠

化することが大事です。
AI-OCRも、
上図の

西牧 知江子

ロセスを見直して無駄を省き、
手順を明確

東日本事業部 第一営業本部
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TOPPAN SOLUTION

溜まった紙の業務関連文書をデジタル化してデータベースに！

文書電子化ソリューション

業務の中で日常的に発生する紙の文書。保管場所もないし、
まとめて整理できないか……。
「文書電子化ソリューション」は、紙の業務関連文書をデジタル化して整理するとともに
検索・閲覧の利便性を高め、業務の効率化と文書の活用を促進します。
災害の多い日本ではＢＣＰ
（業務継続計画）
の観点から文書電

ことも、
廃棄することも可能です。
また、
オプションとしてOCR
（光学

子化のニーズがもともと高かった上に、
コロナ禍でのテレワーク拡

文字認識）
を使った文書のテキストデータ化が可能なほか、
クラウ

大に伴って“紙”中心の業務のあり方も課題となりました。
今後、
文

ド型文書管理サービスの導入支援も行います。

書電子化の流れはさらに進むでしょう。

電子化を通じて情報の共有・活用の推進と同時に、
文書の取り

「文書電子化ソリューション」
では、
トッパンの持つスキャニングの

扱いや管理のあり方を見直し、
統一化を図ることができます。

ノウハウを活かした質の高いデータ作成力やデータ管理力を基
に、
単に大量の文書を電子化するだけではなく、
貴重なデータを
情報の“資産”として、
管理・活用できるように、
お客さまの文書電子

●文書の保管場所の確保が困難…
こんな課題を
●テレワークに向け、
電子化を推進したい
解決！
●過去の資料を探すのが大変…

化をサポートします。
まず、
お客さまが保持する紙の文書をお預かりして整理を行い、
スキャン
（電子化）
します。
電子ファイルができたらファイル名を付け、

電子化後、文書の倉庫保管も廃棄も可能

データとして整えて納品します。
あわせてお預かりしていた原稿の

データの保管・管理運用法を確立し、
マニュアル化

紙文書も返却しますが、
お客さまのご要望や文書の用途に合わせ

電子化で、検索・閲覧・利用がぐっと容易に

て、
トッパンが提携するセキュリティ環境の整った施設で保管する

文書の利用実態と
状態を把握

データ納品

文書の電子化と
データの整理

文書の返却
ご要望に応じて

倉庫
保管

文書
廃棄

法律などで保管の期限が定められている文書は、
ご要望に応じてトッパンがお預かりし、提携する倉
●電子ファイルに変換
●ファイル名の付与

庫で保管。保管の必要がない文書は、
トッパンが責
任を持って廃棄。いずれも省スペース化を実現！

まず、現状の文書の利用実態と
状態を把握。今後の利用のあり
方を見据えて、電子ファイルの

OPTION
（オプション・サービス）

契約書

OCRで全文テキスト化

形式や電子化後の紙文書の処
理方法なども検討。

申請書

経理伝票

●データを分類してフォルダに格納
●納品データ作成

文書管理サービスの導入

など

データを社内で共有する際、
クラウド型文書管理
サービスを導入することも可能。さまざまなデバイ
スから手軽に検索・閲覧ができる。

あわせて読みたい！

トッパンの業務効率化 お役立ちアイデア集

「必読・オフィスの業務効率化がすぐできる本」
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効率よく社員の
スキルアップを
したいのだが …

紙の資料を
電子化したいなぁ …

業務の属人化を
なんとかしなきゃ …

大量の手入力
事務処理に
追われて大変よ …

業務効率化への
答えはトッパンにある！

オフィスに
こんな課題
ありませんか？

オフィスやビジネスにおけるさまざまな業務効率化の悩み――「今すぐなんとかできないの?!」。

そんな声にお応えするトッパンからの業務効率化「19」のアイデアを、
コンパクトに分かりやすくまとめた

小冊子。部門ごとに多様なシーンで想定される現場の課題や悩みを解決するソリューションをご紹介します。
冊子でも、Webでも、
ご覧いただけます。
トッパンの営業担当者にお問い合わせください！

Ｗｅｂは
こちらから

書類審査業務における目視チェックの精度と効率を向上！

書類チェックシステム
「NoEROR（ノエラ）」
「NoEROR（ノエラ）」は、申請書などの審査業務をデジタル化し、
目視でのチェック作業の効率化とミス防止をサポートするとともに、作業の進捗状況を可視化するシステムです。
チェック結果のデータを蓄積することもでき、書類形式や業務の改善に活かすことができます。
申請書や帳票の確認・審査業務では、
項目の記入漏れや記載

す。
要件の設定も容易で、
追加・変更にも柔軟に対応できます。

内容の確認など、
チェック作業は細かく、
多岐にわたります。
こうし

さらに、
チェックの結果や作業時間、
不備の傾向などをデータと

た作業では、
確認の抜け・漏れが起きやすく、
作業者によって精度

して蓄積し、
数値化して提示。
書類自体と作業の改善に向けたリ

にバラツキも生じやすくなります。

ソースとして活用できます。
「NoEROR」
はシステム一つで、
大量の

トッパンでは、
BPO事業を通じて大規模な申請書確認・審査業

書類チェック作業の効率化と精度向上、
改善をサポートします。

務を数多く担ってきました。
このノウハウを活かし、
デジタルを活用
した独自の書類チェックシステム「NoEROR」
を開発し、
紙のチェッ
クシートや資料を基に行っていた作業を、
システム画面上だけで効

●作業の習熟度に個人差がある…
こんな課題を
●難しいシステムはうまく扱えない…
解決！
●作業の結果や経験を改善に活かしたい

率的に行えるようにしました。
また、
1問1答のチェック形式によって
誰もが同じように作業できる上、
作業者を補助する機能を備えて
おり、
ミスの防止・正確性向上を実現します。

システム上で誰でも同じように作業が可能

こうしたシステムでは、
個別の案件ごとに作業要件に合わせた

汎用性・柔軟性の高いシステム。設定もカンタン

プログラム開発が必要な場合がありますが、
「NoEROR」
では設

作業の結果をデータで蓄積。
改善に活かせる

定の変更のみで、
多様な案件に対応できる汎用性を備えていま

書類チェック

申請書や帳票など

従来は…

簡単な設定で手早く作業開始

効率的で正確な作業をアシスト

チェックする項目や内容など、作業に

作業を補助する
「判断アシスト」
機能で

必要な要件を手軽に設定できる。急な

効率化と同時に、正確性を向上。利用

要件の追加・変更でも、システムを改

者間での情報共有も可能で、進捗状況

修することなく、柔軟に対応可能。

の
「見える化」
機能も搭載。

納品

運用状況の共有
目ごとに関連資料と突き

チェック項目ごとの作業時間や不備率な

合わせて、一つひとつを

ど、作業結果のあらゆるデータを蓄積。

確認…。

分析を通じて書類の改善に活かせる。

？

あなたのオフィスにも
ありませんか?
こんな課題…

進捗の見える化

作業データを蓄積して改善に活かす

紙の書類を基にして、項

製造部門
●資材がどこにあるか管理しきれない。

蓄積データの提供
改善の提案

それぞれの課題に応じたソリューションと
導入のポイント・効果をまとめました！

●問い合わせの対応に時間がかかる。
●単純作業でミスが出ないか不安。

多言語対応

多言語コミュニケーションをサポートする
音声翻訳サービス

VoiceBiz

（ボイスビズ）
Before

● サービスイメージ

● 英語以外はほとんどわからない…
● 専門用語をうまく翻訳して伝えられない…

After
● アジア言語など11言語で音声翻訳が可能!
テキスト翻訳なら30言語に対応!

●現場の動線が効率的かどうか分からない。

管理部門

01

「人」の課題解決ソリューション

部門共通

● 自治体・学校用語などすぐに使える
専門用語3,000語や定型文400文を搭載済み!

Q

01

「時間」の課題解決ソリューション

感じている課題

外国人労働者と
専門用語を

社内文書電子化ソリューション
外国語で話せない…

管理部門向け

● サービスイメージ

Before

● 過去の資料を探すのが大変…

After
● e文書法を考慮した電子化や、必要に応じ、
電子化後の書類廃棄も可能！

営業部門
●カタログをたくさん持ちながらの営業活動は大変。

● 文書管理システム構築による業務特性に合わせた
自由な検索が可能に！

管理部門の担当者に聞きました。
どのような業務に時間がかかっていますか？
感じている課題

VoiceBiz

01

導入
効果

課題解決ソリューションはコチラ！

他部署とのやり取りは基本紙出力。
できるところだけでも
電子化したい…

社内文書電子化ソリューション

感じている課題

課題解決ソリューションはコチラ！

問い合わせの対応が
特定の人になりがちで対応に
時間がかかるときがある…

BotFriends

保管や利便性を上げる
社内文書の
電子化で解決!

「おもてなし」
対応を
可能にした
AIチャットボットで解決！

01

Point.1

19

感じている課題

多言語対応

ジャパリンガル
Before

● サービスイメージ
Point.1

高精度な
AI 翻訳エンジンを
活用

● やり取りが煩雑で手間がかかる…

VRを活用した
新しい研修サービスで
解決!

● 機械翻訳サイトは不安…
After

05

課題解決ソリューションはコチラ！

Before

安全道場

● 高精度なAI翻訳エンジンを使うことで、
短納期やコストダウンを実現！
● 機械翻訳
（AI翻訳エンジン）
実施後に、
必ず翻訳者による修正工程が入ることで品質を安定化！

導入
効果

▶ Web上から24時間365日、依頼と受け取りが可能!
▶ 2,000文字あたり翌営業日に納品可能! ※平均4時間
▶ 文字単価7.0円~! ※プランによって変動

Point.2

テクノロジー と 人力 を

組み合わせることで翻訳課題を

機械翻訳後に
翻訳者が編集

解決するサービスです！

▶ 文字量×文字単価だけの請求なので、
少量でも気軽に依頼可能!

06
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● サービスイメージ
Point.1

喜怒哀楽に
共感する言葉を
返信

After
● 運用開始後はレポートを確認するだけ!

Point.2

● トッパン独自のナレッジ＆行動経済学に基づく
おもてなし対話!（特許出願中）

課題解決ソリューションはコチラ！

Convi.BASE
社内の物品を
一元管理する
オンライン台帳で解決!

02

メニューやチラシ、Webサイトを多言語化させたいが
● 翻訳コストを抑えたい…/納品まで時間がかかる…

安全を、体験を通じて学べる
サービスで解決!

最後に対話相手を
気遣う言葉を
返信

● 設計から導入・運用までワンストップでトッパンが対応!

棚卸しのときに、
台帳と現物の数が
一致しない…
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教育・研修VRサービス

安全や防災に関する
社員の意識が低く、
労働事故や災害が心配…

● サービス品質も業務効率化も中途半端…

03

● 既存サービスとシステム連携して、
より便利なボットに機能拡張が可能!

7

Point.2

利用台数に
応じて課金、
スモールスタート
に最適

Web からかんたん発注 !
低価格・短納期を実現するテキスト翻訳サービス

SAKU-SAKU Testing
負荷をかけずに
社員教育できる
eラーニングで解決!

課題解決ソリューションはコチラ！

感じている課題

● 問い合わせの負荷を下げたい…

RPAソリューション

Point.1

専用機器不要
iOS/Androidの
スマホ、タブレット
に対応

ぼっとふれんず

● 対話履歴のチェックやAIのメンテナンスが大変…

●情報共有のツールや手段が少なくて困っている。

03

Point.2

書類を送付したり
引き抜きを依頼
するだけ

● Web上で、見積り〜依頼〜受け取りのワンストップ化を
実現！運用負荷が軽減！

BotFriends
02

が可能

学習者のペースで
完全習得を目指す
教育サービスで解決!

▶ 書類の保管スペースがなくなり、コスト削減!
▶ 空いたスペースを、メイン業務の作業場所など他用途に活用可能!
▶ 法的効力や社内ポリシーを遵守した電子化を実現!

02
おもてなしの対応を AI チャットで実現‼
チャットボットソリューション

課題解決ソリューションはコチラ！

単純作業を
自動・効率化する
ロボットで解決!

02

書類特性や要望に

応じた廃棄方法
課題解決ソリューションはコチラ
！

Core Learn

画像はイメージです

研修の内容や教材が
マンネリ化して効果が薄い…

● 従来のチャットボットだと機械的すぎて不安…

感じている課題

月末月初はタスクが集中。
単純作業でミスが
出ないか不安…

翻訳手配の業務負荷も
Web完結型の
翻訳サービスで解決!

感じている課題

感じている課題

▶ 訪日・在留外国人とかんたんコミュニケーション!
▶ 観光施設、自治体窓口、学校などさまざまなシーンで活用!

ジャパリンガル

専門用語も搭載した多言語
対応の音声翻訳
サービスで解決!

仕事に直結する
知識を学習で身に
つけたいんだけど…

● 作業工程をマニュアル化、持続性のある業務設計により、
どなたでも作業可能に！

Q

導入
効果

課題解決ソリューションはコチラ！

● 書類の保管場所の確保が困難…
● 保管方法が属人化している…

人事部・総務部・経理部・法務部

画面イメージ

人材教育やコミュニケーションに
どのような課題を感じていますか？

社内文書の「保管場所」や「利便性」の
問題を解決！

導入
効果

画面イメージ

▶ 問い合わせ対応時間とチャネル拡大で顧客満足度UP!
▶ 問い合わせに関連する有人の負荷10%〜80%減! ※対応する問い合わせ内容に応じて効果は異なります
▶ 有人問い合わせでは取れなかった顧客の声も獲得!
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Focus on Works
トッ パ ン の お 仕 事

表情豊かなモノトーンで、
製品を美しく描く。
ブリヂストン化工品ジャパン株式会社様 「ブリヂストン化工品ジャパンカレンダー2020」
漆黒の中に浮かび上がる、幾何学模様のようなパーツや存在感のある素材たち――。
ブリヂストン化工品ジャパン様の製品をモチーフと
した
「ブリヂストン化工品ジャパンカレンダー2020」は国内外で高い評価を受け、伝統ある海外のデザイン賞「Graphis Design Annual
2021」
で金賞を獲得しました。
アートディレクターの一人で、制作全般の統括的役割も担った青柳雅博（GAC部カレンダーセンター）に、
制作の意図や工夫、
モノトーンへのこだわりなどを聞きました。

製品をモチーフにデザイン性を追求
2019年、
ブリヂストン化工品ジャパン様から、
「『第二の創業』
にあたる2020年に、自社製品を用いたカレンダーを制作した
い」
とご相談をいただきました。
イメージとしては、
私たちが前年に手がけた株式会社ブリヂス

た。社員の方々が今以上に自分たちの製品・事業を誇れるよう、
製品を主役に、
デザイン性に優れたカレンダーにしなければと
いう想いで臨みました。
制作は、数ある製品の中からどれをモチーフにするかを選ぶ
ことから始まりました。ご担当者様を中心に候補を挙げていた

トン様の2019年版カレンダーと同様のテイストで、自社の製品

だき、制作スタッフでそれらの撮影方法を検討しながらテスト撮

をモチーフにしたものを、
とのことでした。例に挙げられたカレ

影を行い、選定を進めていきました。表現やデザインについては

ンダーは
「タイヤ」
をモチーフに撮影からレイアウト、製版設計な

一任していただけていたので、最終的には製品の「機能」だけで

どにこだわり、全ページをモノトーンで仕上げたもので、今回は

なく
「造形」
をかなり意識したセレクトになっています。

そのノウハウを活かしつつ、
より良い表現にしていくため、制作
に関わるスタッフを同じメンバーとさせていただきました。
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んどで、表に出にくく世間的にも目立ちにくい製品でもありまし

本番の撮影では、
小さいものはスタジオに運んで配置を試し、
容易に運ぶことができない大きなものは実際に製造している現

今回のカレンダーの主な目的は、
インナーブランディング。
ブ

場や保管されている現場に立ち入らせていただき、
撮影可能な

リヂストン化工品ジャパン様の製品は、自動車用防振ゴムや建

範囲であらゆるアングルなどを吟味しました。
撮影後は、
カレン

物の配管システム、免震ゴムなど暮らしと社会を支える技術的

ダーのサイズを意識しながら多くの写真を見比べ、
絵としての美

に素晴らしいものばかりなのですが、
「部品」
であることがほと

しさを意識してトリミングやレイアウトなどを詰めていきました。

国内外で賞に輝いたカレンダー
【制作スタッフ】

クリエイティブディレクター：酒本 康平（株式会社ブリヂストン） アートディレクター：青柳 雅博、藤原 美紗子（凸版印刷株式会社）

フォトグラファー：市川 知宏（凸版印刷株式会社） プリンティングディレクター：高本 晃宏
（凸版印刷株式会社） デザイナー：橋詰 冬樹（TOR DESIGN）

【仕様】

判型：Ｈ500ミリ×Ｗ600ミリ 用紙：Mr.B

印刷：スミ＋スミ＋グレー＋シルバー＋グロスニス

世界の受賞作とともに

Graphis
『デザイン年鑑』に掲載
Graphis（グラフィス）は1944年にスイスで
創設され、現在米国に本社を置く出版社。
デザ
インや広告、写真、
イラストなど、
さまざまなカ
テゴリーごとに国際的なデザイン賞を主催し
ており、世界中から数多くの応募が集まる。そ
の中から優秀な作品が選定され、伝統のある
『年鑑』に掲載される。
ウェブサイトでも作品を
見ることができる。

金属のきらめきやゴムの質感を表現するために、インキや
ニス、紙の特徴を活かして印刷で表現。

モノトーンならではの表現の深さにこだわって
印刷でも工夫を凝らし、
このカレンダーは
「スミ＋スミ＋グレー
＋シルバー＋グロスニス」の５版で印刷しています。最初のスミで

ざまな質感を表現する必要があり、綿密な調整を行いました。
そ
うして築き上げた世界観をくずさないために、裏面にも表面と
同様にスミとグロスニスを印刷し、全体として一体感を持たせた
作りにしています。

全体のベースを刷り、黒さを強調したい部分にスミを重ね、
グ

こうして完成したカレンダーは、
国内外のデザイン賞で高い評

レーとシルバーで黒の中の表情を作り、最後にグロスニスで全

価をいただきました。
国内では
「第71回全国カレンダー展」
の第１

体の質感の差を整えています。紙はインキがしっかりと乗り、
ギ

部門で金賞を、
海外では
「Graphis Design Annual 2021」
で

ラついたグロス感としっとりとした質感の差がバランス良く表現

金賞を受賞しました。
それぞれ印刷技術、
デザインの両面から評

できる
「Mr. B」
を採用しました。

価していただけたのだと感じています。

もっともこだわったのは、
モノトーンならではの表現の深さと

ブリヂストン化工品ジャパン様、
ブリヂストン様にも受賞を喜ん

製品の存在感です。色味としては文字通り黒一色なのですが、

でいただき、
普段目にしている製品でも見せ方や表現によってこ

一般的なCMYKの４色印刷やスミ１色印刷ではとてもここまで

れほどイメージが変わるのかとの評価をいただきました。
今回の

深い表現はできません。一言で「黒」
といっても、金属の光沢感

制作では、
ご担当者様と制作スタッフ全員が最終ゴールのイメー

やゴムの素材感を表現するためには、前述のグレーやシルバー

ジをしっかりと共有できていたことで、
各工程でスタッフは自分の

などをいかに重ねるかがポイントとなります。基本的な印刷の

役割に全力を尽くすことができ、
連鎖反応によって良い結果に結

設計は前回のカレンダーでノウハウがありましたが、今回はさま

びつけることができたと思います。
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印 刷

屋

さ

ん

の

道

具 箱

美しく確かな印刷を実現するための、インキ、用紙、道具、そして技術̶̶。
「印刷屋さん」の、知られざる舞台裏をご紹介していきます。

職人が操るプロ仕様のスキャナー
印刷現場で活躍するスキャナー
写真のポジ・ネガフィルムや印刷物と
いったアナログ原稿をデジタルデータ

トします。読み取り後は、モニターでデー

スキャナー」
は誰でも簡単に使えて便利

タを入念にチェック。原稿とも見比べな

ですが、
印刷の現場では、
古くから
「ドラ

がら、細部にわたって色や明るさを調整

ムスキャナー」
が主に使われてきました。

し、データを仕上げます。ハイライトや

化する際に活躍する、
「スキャナー」
。
大き

構造上、厚い・硬い・破損しやすい原

シャープネス、
トーンなどを最適な設定

く分けて2種類あり、平らな台に原稿を

稿には使えませんが、
より高精細で高品

にするには、原稿の色を見ただけで印

置いて読み取るのが「フラットベッドス

質なデータを仕上げることができるか

刷で使う4色のインキ（C：シアン、M：マ
ゼンタ、Y：イエロー、K：黒）の割合が分

らです。例えば、大きな原稿でも歪みな
く、
より高い解像度で読み取ることがで

かるほどの経験と知識が必要です。
「ド

のが
「ドラムスキャナー」
です。

きます。画質の詳細な調整を行うことも

ラムスキャナー」は、使う側にも“職人

でき、ハイライトからシャドウまで滑ら

技”が求められる、
プロ仕様の高度な機

かな表現が可能で、輪郭を際立たせる

器なのです。

ドラムスキャナー

キャナー」、円筒形のシリンダーに原稿
を貼り付けて回転させながら読み取る

第20回

18

一般にも普及している
「フラットベッド

シャープネス、色のトーンなど細かな部
分まで調節できます。

実は、仕上がりにこだわるお客さまか
ら、
「ドラムスキャナーでお願いします」
と指定いただくことも少なくありません。

使いこなすには“職人技”が必要

特に、
イラストや絵本の原画、美術館の
デジタルアーカイブ制作などに欠かせ

操作するオペレーターは、
まず、原稿

ない機器として、今も活躍し続けていま

の状態をよく確認し、傷つけることのな

す。
この世にたった1つしか存在しない

いよう、細心の注意を払って原稿をセッ

作品を再現し、
美しく残していくために。

NI

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。

筋骨格センサーによる、
上半身の歪み評価サービスを開発

センシング

ヘルスケア

トッパンは米国マサチューセッツ工科大学
（MIT）
メディアラボ発の

スタートアップ企業FIGUR8と協業し、
筋骨格センサーを活用した上
半身の歪み評価サービスを開発しました。

筋骨格センサーとモーションセンサーを利用して、
上半身の体軸の

微細なズレや肩の上昇具合などを高精度に短時間で測定し、
姿勢の

傾向や安定保持力を可視化します。
測定はオンラインでも実施可能で、

センサーキットを活用したさまざまな機能評価およびデータベースを
構築することで、
肩こりや腰痛などの日頃の身体の悩みから、
捻挫・肉
離れ・膝の靭帯損傷といったアスリートの怪我に至るまで、
個々の状態
に合わせたケアを実施することができます。

筋骨格センサーを左右の上腕二頭筋に、
モーションセンサーを耳上と首下に装着して
測定。
結果を可視化する。

従来、
このような筋骨格系の疾患に対しては、
場所・時間・費用の制

約から、
患者一人ひとりの状況や改善目標に合ったパーソナルサービ

スが提供されにくいという課題がありました。
また、
長期的にボディケ

アやリハビリを行う際、
効果の指標が複雑化し、
最適で効果的なサー
ビスを受けているか判別しにくいという課題もありました。

これらの課題に対し、
トッパンとFIGUR8は本サービスによる適切

で分かりやすい指標を基に、
最適なパーソナルサービスを提供しやす
い環境の構築を目指しています。

凸版印刷、
「健康経営銘柄2021」
に選定

健康経営

トッパンは、
経済産業省と東京証券取引所が共同で実施する
「健康

経営銘柄2021」
に選定されました。
「健康経営銘柄」
は、
従業員の健康

管理を経営的な視点で考え、
戦略的に取り組む上場企業の中から、
特
に優れた取り組みを実践している企業を認定するものです。

トッパンは創業以来、
「人間尊重」
の基本理念に基づき、
従業員の健

康に関するさまざまな取り組みを、
会社およびトッパングループ健康保

険組合と進めています。
2015年にはそれぞれの取り組みを体系化し、
今後の方針を明確にした「健康経営宣言」
を発表。従業員の心身の

健康を重要視し、
働きがいのある企業風土と多様な人財が活躍できる

「ダイバーシティ＆インクルージョン」
を推進しています。

2020年10月からはニューノーマルな働き方の実現に向けて、
在宅

勤務／サテライトオフィス勤務／モバイル勤務の3つの勤務形態を包括

した新勤務制度を導入。
また、
コロナ禍において臨床美術を用いたワー

クショップ「アートサロン」
をオンライン開催したほか、全社運動会に

代わって社内eスポーツ大会
「TOPPAN eSPORTS FESTIVAL 2021」

を行うなど、
従業員と家族を対象に新たな施策も実施しました。
トッパン
は今後も、
働きがいのある労働環境整備を進めるとともに、
社会の人々
の健康づくりに貢献するため、
「健康経営」
を推進していきます。

そのほか最新情報はホームページをご覧ください

オンライン開催したワークショップ「夏休み親子アートサロン」の様子。

https://www.toppan.co.jp/
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CO2の「見える化」
カーボンフットプリント
１冊あたり
http://www.cfp-japan.jp
CR-BS02ｰ13001

グリーン電力証書システムに
参加し、
製造にかかる年間電
力3,000kWh相当量の自然
エネルギーの普及に貢献し
ている製品です。
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