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スマホを誌面に印刷されたAR
マーカーにかざすだけで、さまざ
まなARコンテンツが楽しめます。

マーカーを読み取る
「AReader」をインストール。
Google Play、App Storeで「AReader」
をダウンロード（無料）。

「AReader」を 起 動 し、
ARマーカーにかざしてコ
ンテンツをダウンロード。

表示されたコンテンツを楽
しもう。

STEP1 STEP2 STEP3

アプリを使って表示されるコンテンツを楽しもう

※「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 ｜ パーソナライズ編

近年、消費者の価値観は大きく変化し、「自分に合った商品・サービス」を求める人が増加傾向にあります。
一人ひとりに適した情報を届けるパーソナライズ対応は、時代に合った手法といえます。

Data1

Data 2

出典：野村総合研究所「生活者1万人アンケート（8回目）にみる日本人の価値観・消費行動の変化（2018年） 」

どちらかといえばB

●「商品情報は不足かそれとも多すぎて困るか」の回答割合の推移

消費者の約70％が
「商品情報が多すぎて困る」と回答
消費者は情報過多により、商品選びに困っています。購入を促進するためのアシストが求められているようです。

商品やサービスに関する情報が
多すぎて困ることがある

A
商品やサービスに関する情報が
不足していて困ることがある

B

Aに近い Bに近いどちらかといえばA どちらかといえばB

2015年 55 2515 5

2018年 55 2416 5

2012年

（%）

56 2316 4

出典：トッパン・フォームズ株式会社「DMに関する調査（2019年12月実施）」

好ましいと思わない自分にメリットのある情報をもらえるのなら構わない、好ましい

●あなたの年齢や性別、これまでの商品・サービスの購入履歴などに基づいて、
　あなたにお薦めの情報が載っているDMが送られてきたとき、どのように思うか？

パーソナライズDMを受け取った生活者の
約半数が受容傾向
年齢や性別、購入履歴などに基づいて最適化されたDM（パーソナライズDM）は、年々、生活者に受容される
傾向にあることが分かりました。

特になんとも思わない

（n＝2,000）

43.0 37.8 19.3

（%）



ランニング中にアプリ 
から、ボトルやシューズ
のデザインを自分でカス
タマイズできるキャン
ペーンのお知らせがきた

部数限定で、
不朽の名作が復活
二人の思い出の小説が
100冊限定で発売され
ることを開いた新 聞 
から発見

アイドルのライブDVDを
買うと、自分のお気に入り
のシーンだけを集めた写真
集作成の応募券がもらえる

買ったばかりの洋服との
コーディネ ートが 紹 介 
されたリーフレットと
クーポンが紙袋に

購入したものに合わせた
オススメ商品のチラシが

自分だけのデザイン
グッズを楽しめる

Webサイトで買い物を
したら、自分好みの商
品がたくさん載ってい
るカタログが届いた

購買データからその人の
好みにマッチしたDMを

DVDの購入特典で
自分だけのライブ写真集

デジタル印刷の
特徴を活かして最適な
コミュニケーションを
SNSや動画コンテンツなどデジタル経由の情報発信が増えていますが、印刷物だからこそ届けられる価値もあります。
印刷機の性能向上によりデジタル印刷は、より高品質な印刷ができるようになりました。
さらに、顧客を起点とした情報発信により、コミュニケーションの幅も広がってきています。
デジタル印刷を活用して、生活者に新しい体験や価値を提供してみませんか。

Special Feature ￨ 01
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塾で解けなかった問題
を集めた「わたし専用
問題集」が届いた。
弱点を克服しよう

私だけのための問題集で
効率的な復習

DMを送った後、適切なタイミングで
丁寧にフォローできたことがお客さま
の購入の決め手に

デジタルとアナログの融合で
効果的なマーケティングを実現 今年のプレゼントは

子どもが 主 人公の 
世 界に一つだけの 
絵本を贈ろう

子どもの誕生日に
わが子が主人公の
オリジナル絵本

親子の写真がプリントされ
たオリジナルノベルティを
もらった

写真付きのグッズで
思い出が形にのこせる

愛犬とペアデザインの
グッズで散歩を楽しく
私と愛犬に合うグッズを
Ｗebサイトからカスタ
マイズして注文

　モノ消費からコト消費へーー。さらに今はその瞬間にしかできない経験が、多様な
チャネルで届けられるようになりました。一方で、私たちの周りには膨大な情報が 
あふれています。このような状況下で、サービスや商品に関心を持ってもらうには 
欠かせないポイントがあります。
　それは、チャネルの特性を活かしながら、適切なタイミングで情報を届けることです。
デジタル印刷を使えば、その瞬間にしかできない思い出の作品づくりや、一人ひとり
の属性に応じてカスタマイズした情報提供も可能です。
　印刷物には紙ならではの手触り、形に残せるといった特徴もあります。他のツール
と組み合わせて使いこなせれば、顧客との新たな接点を生み、関係性をより深めて 
いくことができます。トッパンは、デジタル印刷の企画やマーケティングから、制作・
印刷までトータルに携わることで、お客さまとともに顧客体験価値の向上に取り組ん
でいきます。

必要なのは、顧客中心の情報発信
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生活者は、デジタルもアナログも縦横無尽に行き来している

　私がマーケティングに関する業務に初めて携わったのは
1980年代後半でしたが、その後、PC、インターネット、クラ
ウドなどの普及により、顧客データを取得しやすくなり、ター
ゲットにリーチしやすい環境になりました。以前はマス広告を
打つなど、ターゲットの姿が見えない中で対象者以外も大量
に含んだ施策が中心でしたが、現在はスマートフォンなどから 
得られる消費者のデータを活用することで、one to oneの 
コミュニケーションができるようになりました。
　2010年代には、デジタル関連のソリューションが続々と 
登場しました。マーケターにとっては、それらの情報に追いつ
いていくだけで大変です。デジタルに関する新しい技術や知識
は習得しているものの、マーケティングの本質を学ぶ機会のな
い方も増えました。私はその頃、日本郵便でデジタルとアナ 
ログを融合する施策に取り組み、マーケティングに携わる方に 
紙のDMの良さに気づいてもらうための活動をしました。
　ECなどバーチャル上での消費も増えていますが、それだけ

で完結していることはまだ少なく、日本ではまだ多くの企業が
店舗（リアル）を経由しています。デジタルのタッチポイントしか
扱えないのでは、顧客との接点の半分以下しか使えないという
ことになってしまいます。今は「アフターデジタル※1」という概念
も登場し、デジタルがあることが基本になりつつあります。マー
ケティングや経営に携わる人にとって、デジタルの知識は必須
となりましたが、デジタルだけで目的を達成することは難しく、
デジタルとアナログを組み合わせて考えていくことが必要です。

　アフターデジタルの時代が到来して、メディアを通じた一方
的なコミュニケーションでは消費者が動かないことにマーケ
ターは気づき始めています。販売チャネルや流通チャネルを 
統合する「オムニチャネル」という戦略がありますが、私はオム
ニの本質は「ユーザーを中心に考える」ことにあると考えます。 
オムニチャネルはユーザーを中心に据え、欲しいものを、欲しい 
方法で、欲しいタイミングで提供できる環境を実現しました。

デジタルだけでは
届かない顧客もいる

ユーザーを中心に据えた
コミュニケーション

Special Interview

マーケティングに関するツールやチャネルが多様化する今、大切にすべき考え方や取り組むべきことは何か—。
「デジタル×アナログ」の施策に取り組んできたオムニコミュニケーションコンサルティングの鈴木さんにお話を伺いました。

オムニコミュニケーションで
心地のよいユーザー体験

オムニコミュニケーションコンサルティング
President & CEO 鈴木 睦夫さん
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このオムニのあり方はチャネルだけでなく、消費者とのコミュ
ニケーション全体を設計するときにも重要です。例えば、 
靴をECサイトで買ったときのことを考えましょう。購入後も
Web上には靴の広告が表示され続けます。もう必要ないのに
追いかけられている感じがして、ちょっと嫌ですよね。購入 
した方には、その靴に合ったコーディネートを勧める方が受け
手としてもうれしいはずです。
　広告は「押しつけられている」と受け手に感じられてしまえば
逆効果です。コミュニケーションを「オムニ化」しなければ、 
広告を打って嫌われるということになってしまいます。この 
オムニコミュニケーションにとっては、デジタルとアナログの
融合は通過点で、そこからさまざまなデータを集め、データ 
ドリブン※2をしていく必要があります。

　マーケティングにおけるコミュニケーションの鉄則は、良い
タイミングで、最適なメッセージを、必要としている人に届ける 
ことです。デジタルは、このタイミングを捉えて、その瞬間に
アクションすることを得意としています。メール、SNS、プッ 
シュ通知などで消費者の行動を促します。今後はIoTやセンサ 
リング技術の発展により、もっと便利になっていくでしょう。
しかし、デジタルにも弱点があります。プッシュ通知などは 
相手が忙しく、一瞬のタイミングを逃してしまうと、そのまま
機会を逸してしまうことになります。
　これに対してDM等の紙媒体は手元に残り、そのメッセージ
に反応するタイミングをユーザーに委ねることができます。 
また手の込んだDMは、同額のクーポンを送るよりも顧客の 
一人として大事にされているという気持ちになることが分かっ
ています。
　さまざまなデジタルのソリューションも、パンフレットや
DMなどのアナログのツールもコミュニケーションの一手段 
です。誰に、いつ、何を、どのように伝えるかを考え、それぞれ 

適したところに使い分ける必要があると思います。それには、
タッチポイントを統合して各施策をつなげて、相手に心地よい
体験をしてもらうにはどうするかを考えていくことが重要です。
どのような場面に、どのような方法が合うかをマーケターが 
理解していれば、実行できる施策やアイデアの幅は、広がって
いくはずです。そして大切なことは相手に「売り込んでいく」で
はなく、「必要とする相手の目の前にそっと置いて気づいても
らう」ということです。
　DMP（データ管理プラットフォーム）に蓄積した顧客の購買 
履歴、ECサイトの閲覧履歴などのデータや、商品についている
RFIDタグやQRコードで読み取った行動データ。それらを店舗
やWebサイトでデジタル／アナログの各施策に用いることで、
そのようなコミュニケーションを実現できます。例えばアパレル
では、試着中にデジタルサイネージでその商品を使ったコー
ディネートを提案、店員さんのタブレットにもその情報が反映
されれば、効果的な接客につなげられるでしょう。またEC購入
時にコーディネートブックを送付することなども考えられます。

　これからの時代や環境の変化に対してこの「オムニ」の考え
方は大切で、それは個人間のコミュニケーションでもマーケ
ティングでも同じです。まず本当にコミュニケーションをとり
たい相手のことを知ろうとすること、課題を考え、その上で、
欲しい情報、欲しいタイミングに、そっと置いておくことです。
この「オムニ」の考え方に基づいて、ユーザーにストレスを与え
ないコミュニケーションを設計することが、今後のポイントに
なると考えます。

最適なタイミングで
ターゲットに合った施策を

ストレスレスな
コミュニケーションの実現を

Special Interview

を設計する
P&Gに新卒で入社し、その後NTT、IMJ、コカ・
コーラにて一貫してマーケティング、デジタル
マーケティング領域を担当。2015年に日本郵便
に入社し、「デジタル×アナログ」の重要性を講演
やメディアで発信。2020年4月より現職。

Profile

※1 アフターデジタル
 スマートフォン、センシング技術、IoTの登場により、人々のすべての行動が
 オンラインに紐付くことでデジタル技術がリアルな世界を包みこむ世界観。

※2 データドリブン
 得られたデータを総合的に分析し、意思決定や企画立案に活用すること。
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株式会社 日本HP
経営企画本部
マーケティング推進部
部長

甲斐 博一さん

どうすればよいかを念頭に置いて企画
に当たりました。「必ず手に取って読ん
でいただき、関心を持ってもらえるよ
うな心理的な絆をつくるもの、顧客と
のエンゲージメントを深めるものにし
たいと考えました」（甲斐さん）。

　日本HP様は、PCとプリンティング
を事業の中心に据えるメーカーですが、 
この冊子にはPCのパンフレットによく 
見られる細かい機能の紹介やスペック 
などは記載されていません。さまざま
な働き方を模索する人たちが、テレワー
クによって実現できる快適な仕事環境
を、ファッション性の高い写真によって
紹介しています。
　「最終的にはPCや機器を販売するの
で、そこでは機能などの説明も必要で
すが、DMではさまざまな働き方に合っ
た快適な仕事環境をどうつくれるのか、
どこまで実現できるのかなど、これま
でのオフィス内だけでの仕事という既
成概念を壊すような提案がしたいと思
いました。一見するとファッション誌の
ようですが、実はファッションの紹介は
していません。写真は仕事のスタイル
に合ったおしゃれさを演出しています
が、文章では、その仕事環境を実現す
るためのテクノロジーの必要性につい
て、堅苦しくないタッチで表現してい
ます」（甲斐さん）。
　DMの発送後は、手に取られたタイ 
ミングを見計らって、テレマーケティン
グを展開しています。関心を持ってくれ
た人に対して丁寧なフォローを実施する 

　第34回全日本DM大賞で入選した 
日本HP様のB5サイズの3種類の冊子は、
これがDMで送られてくるものなのか、
一体何が書かれているのだろうと思わず
手に取ってみてしまうほどのハイクオリ
ティな質感です。表紙の「ReDiscover」
というタイトルの下には、それぞれ「for 
IT Professionals」「for IT Manager」

「for Mobile Workers」と、各DMの 
ターゲットである役職が記されています。
また最初のページを開くと、そこには
DMを受け取った人の名前が印刷され
ており、その人のためだけに作られた
メッセージであるかのような特別感が
あります。
　「今回対象となるターゲットは大企業
の約12,000社でしたが、ここに私たち
の考えを広めるために、基本はEメール
などを使ったデジタルマーケティングを

行っています。うまくキーパーソンに
到達できる場合もあれば、それだけ 
ではリーチできない人もいます。その
ような人たちに私たちの提案を訴求して
いくために、デジタルとかけあわせた
DMを活用することにしました」と、甲斐
さんは、デジタルとリアルの施策を組
み合わせたマーケティングの必要性に
ついて説明します。また、「DMの制作
にあたっては、誰に、いつ、どのよう
な情報を届けるか、その後のテレマー
ケティングをどのタイミングで実施する
か、さらにデジタルを組み合わせなが 
ら、どのように最後まで実行していく
かを設計します」（甲斐さん）と、時間軸
を考えて設計することの重要性も指摘
します。
　DMといえば、とにかく大量に配布
するというイメージもありますが、甲斐
さんは「捨てられてすぐにゴミになる 
ようなものを作ってはいけない」と、
DMが捨てられないようにするには、

DM送付後に
丁寧なフォローを実行

ターゲットとのエンゲージメントを
深めるDMを
テレワークの普及を後押しする株式会社 日本HP様は、「働く場所にしばられない仕事の環境づくり」の実現のため、質の 
高いテレワーク環境を訴求する「フォトブックD M」を作成しています。折からテレワークに注目が集まり、各社がPR攻勢を 
しかける中、日本HP様がトッパンとともに手掛けたDMマーケティングについて、お話をうかがいます。

デジタルでは届かない
想いを届ける

8



ためには、それが可能な範囲の部数を
小ロットで、複数回制作できることが 
必要です。またこのDM制作には、1冊 
ごとに宛名を印刷するなど個別対応が
できる、手に取って見ていただき捨て
られないだけのクオリティを実現すると
いったことが求められました。これら 
一つひとつの機能や取り組みを積み重
ねることで、顧客とのエンゲージメント
を深めていきました。
　「テレワークの推進には、人事部、IT
関連部、総務部などいろいろな部署が
関わります。それぞれの部署が考える 
課題も異なるため、違う角度から同じ情
報を届けていく複合的なアプローチが必
要です。それには宛名や内容などをター
ゲット別に細かく分けて対応できるデジ
タル印刷が最適だと思います。デジタル
印刷は素材との組み合わせが重要です。
今回は従来のDMのイメージにはない、
ファッション誌のような仕様を目指した
のでそのアイデアを形にしていく部分で
トッパンさんの知見が不可欠でした」と
甲斐さん。ちなみに今回のDM制作には、
日本HP様の「Indigo デジタル印刷機」
が使われています。

　今回のプロジェクトでは、クライアン
トからのオリエンテーション、それに対
する提案を行うといった流れではなく、
最初から関係者全員が集まってワーク

ショップを実施するという手法が採ら
れています。
　「トッパンさんをはじめ関係者全員に、
ワークショップに何回か参加してもらい、
私たちが持っている課題に対して、どう
いうアプローチが効果的か、それをどう
具体化するかということをしっかり議論
し、それぞれの立場から意見を出し合い
ました。私も最初からこのような冊子を
作ることは想定していませんでしたが、

お互いの知見やアイデアを出していく 
過程の中でこの方向が最適だろうと全
員納得の上決まりました。トッパンさん
については印刷以外のこと、撮影などの
スタッフィングからクリエイティブ面 
まで任せることができると分かったこと
が大きな発見でしたね。結果として一番
良い方向に進んだと思います」と甲斐 
さんからは、トッパンの制作に関する 
総合力について評価をいただきました。

ワークショップの実施で
より効果的な施策を

B5サイズ28ページの写真集DMで、ターゲッ
トである役職・職種ごとに３種を作成。テレ
ワークによる新たなワークスタイルをファッ
ション誌のようなビジュアルで訴求。最初の
見開きページに、メインメッセージとともに
一人ひとりのお名前を印字することで、受け
取った本人だけに贈られてきたような特別感
を演出している。

「ReDiscover 
価値あるテレワークの実現に向けて」

制作

顧客の心に響く
クリエイティブを追求

デジタル上の行動を
把握して実施

実施

ワークショップ形式で
関係者と課題を共有

チーム形成

顧客のインサイトを
多角的に徹底議論

顧客インサイトの発掘

顧客側の時間軸を
意識して全体を設計

体験設計

顧客の課題や行動について考察した上で施策を実施することや、短期間でフィードバックを繰り返すことで効果向上を図っています。
本プロジェクトの展開方法

PDCAサイクルをスピーディに

効果測定 修正実施

必要なフォローを
適切なタイミングで

フィードバック

プランニング プロダクション

連続的フィードバック

Special Feature デジタル印刷の可能性 ～もっと身近に、最適に～
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デジタル印刷はD Mや冊子だけではなく、商品パッケージやラベルなどへの活用も可能です。「バリアブル印刷」や「パーソナ 
ライズ対応」を用いることで、オリジナル性の高いアイテムが作成でき、新たな接点で消費者とのコミュニケーションが図れます。 
トッパンが携わった取り組み例をご紹介します。

　バリアブル印刷とは、文字や画像の一部を可変データにする
ことで、1点１点の内容を差し替えて印刷できる手法です。これ
により、一つの商品に対して、数百、数千通りの異なるデザイ
ンのパッケージを作成できます。またパーソナライズ対応で、 
消費者一人ひとりが自分好みのデザインをカスタマイズし、 

オリジナルなノベルティを作れるキャンペーンも展開可能です。
　これらのデジタル印刷の特性を駆使すれば、これまでリーチ
できなかった顧客との接点や、既存顧客と新たな方法でのコ
ミュニケーションの機会が生み出せます。

　トッパンでは、菓子や食品の入った紙器からフィルム等の 
軟包装、ビンやペットボトルに貼られたラベル、プラスチック
やガラスの容器など、多様な素材や製品への印刷を扱ってい
ます。デジタル印刷に関しても、その技術や経験を活かして、
多彩なアイテム作成に対応しています。
　また、さまざまなお客さまのマーケティング施策の支援で

培ったノウハウを活かして、アイテムの作成だけではなく、 
プロモーションを支援しています。お客さまの目的やご要望に
合わせて、これまでに常設店舗や一時的な店頭イベント、EC
サイトを通じた販売展開、期間限定のキャンペーンなどを実施。
これらの技術やノウハウを活用して、多様な選択肢の中から 
適時・適切な方法で、消費者と接点をつくりだします。

デジタル印刷の特性を活かして
オリジナルなアイテムの作成を

バリアブル・パーソナライズを使ったコミュニケーションの例

活用事例のご紹介

周年記念キャンペーンで商品パッケージをいつもの商品とは違うバリアブルなデザインに………… … Case 1

ECサイトでオリジナルデザインのマイタンブラーをカスタマイズして新規顧客にアプローチ……… … Case 2
例えば…

店頭販売型
バリアブルデザインのアイテムを
店頭に並べてプロモーション

キャンペーン型
期間限定で世界に一つだけの
デザインのアイテムをプレゼント

体感イベント型
ポップアップショップやイベントで
その場でオリジナルアイテム作成

ECサイト販売型
自分好みのデザインにアイテムを
Webサイト上でカスタマイズ

Method

紙パッケージ
菓子、食品パッケージなど

パッケージラベル
ビンやプラスチックのボトルなどの
ラベル

軟包装パッケージ
トイレタリー、菓子など

Material

プラ・ガラスボトル
飲料や化粧品のボトルなど

バリアブル、パーソナライズで生まれる新たなチャンス

広範な印刷領域と企画のノウハウで支援

さ
ま
ざ
ま
な
施
策
を
組
み
合
わ
せ
て
実
現
！
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「リプトンカスタマイズタンブラー」
特設ECサイトでの販売

　トリコロールカラーのパッケージが印象的なガトーラスク
「グーテ・デ・ロワ」。今年は、生誕20周年を記念し、限定商
品として“アートパッケージ”が全国で販売されました。アート 
パッケージとは、「絵画」の持つ色彩やタッチ、質感などを 
商品パッケージで鑑賞することができる特別な仕立ての個別 
包装です。絵画は、現代アーティスト3名（大庭大介、鬼頭健吾、
小金沢健人）が描いたもの。画像化された絵画はバリアブル 
印刷により、ランダムに拡大縮小・トリミングされ、3,000パター
ンものアートパッケージが完成しました。贈答用にはもちろん、
消費者の自宅用の購入も多く、現代アートを身近に感じる機会
を提供しました。

　紅茶やフルーツをカスタマイズして楽しめる新しいスタイルの
アイスティーとして話題となった、リプトンの「Fruits in Tea」
が今年で発売5周年を迎えます。2019年夏には、ファン層拡
大のために“世界でひとつの”カスタマイズタンブラー施策を 
企画・実行しました。消費者は特設ECサイトから直接、オリ
ジナルデザインの “マイタンブラー”を注文でき、その後、ティー
バッグとともに商品が自宅に届く内容です。タンブラーのデザ
インは、テンプレートと名前を組み合わせられる自由度の高い
もの。デザインにこだわりのあるお客さまの完成作品がSNS上
で数多く投稿され、「Fruits in Tea」の新規ファンを獲得しま
した。デジタル印刷の高精細な仕上がりにより、オリジナリティ
にあふれたデザインが実現したのです。トッパンでは、EC 
サイト開設からシステム構築、デジタル印刷、個別配送までを
すべて受託し、支援しました。

「景品・ノベルティオンデマンドプリントオーダーサービス」のご紹介
　オリジナル性の高さで特別感を表現したいときに最適な
のがこのサービスです。購入者には、固有コードやシリアル
ナンバーを事前に連絡しておくことで、オンライン上で 
デザインオーダー・購入から製造・配送がトータルに叶う
仕組みです。アイテムは、Tシャツやタンブラーなど多数
ご用意。汎用型サービスなので、さまざまなプロモーショ
ン活用に、低価格かつ短納期でご利用いただけます。

プラ・
ガラスボトル

軟包装
パッケージ

ECサイト
販売型

店頭
販売型

キャンペーンサイト

・ Tシャツやタンブラーなど、
多数のアイテムをご用意

・ お客さまはデザインや 
色の選択、名入れが可能

製
造
・
発
送

抽
選

当
選

シ
リ
ア
ル
入
力

・�特設ECサイト
構築

・デザイン制作システム
・決済代行サービス
・印刷工場
・BPO・セット梱包

購入 発送印刷

トッパンの役割

通常の商品パッケージ

ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング株式会社様Case 2

グーテ・デ・ロワ 20周年記念
アートパッケージ

ガトーフェスタ ハラダ様Case 1

Toppan’s Service

Special Feature デジタル印刷の可能性 ～もっと身近に、最適に～

11



生活者のライフスタイルの多様化に伴い、
一人ひとりのニーズに合わせたものづくりや情報発信が必要とされています。
これに応えるものとして期待されるのがデジタル印刷です。
トッパンでは2019年に「デジタルマザー工場」を開設。
デジタル印刷によるサービスをもっと身近に、手軽に使っていただき、
まるで印刷工場がオフィス内にあり、
お客さまの手元から動かせるような存在になればと考えます。
この特集ではデジタル印刷の持つ可能性や、
トッパンの取り組みをご紹介します。

デジタル印刷を
もっと身近に使える
サービスに

Special Feature ￨ 02
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　最新のデジタル印刷が得意とするのは、「パーソナライズ」
「小ロット」「短期間」。オフセット印刷ではコストや効率面で 
実現が難しい細分化したニーズに応え、その場面ごとに合っ
たコミュニケーションを実現していく手段として、さまざまな
活用方法が見込めます。例えば、特別・特定の人にだけ贈り
たい高品質な写真集、個別内容のテキストブックや地域別に
内容が異なるチラシの作成など。保有するコンテンツやリソー
スと組み合わせることで、お客さまのビジネスで実現できる
ことの幅が広がります。
　トッパンはデジタルマザー工場を核に、お客さまのニーズに
寄り添ったデジタル印刷によるサービスを提供していきます。

印刷で届けられる
新しい価値を

Special Feature デジタル印刷の可能性 ～もっと身近に、最適に～
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技術戦略・開発部　新事業ソリューション

小林 弘明
ITインフラ部　ITフロント技術 課長

土屋 耕
技術戦略・開発部　新事業ソリューション 課長

松本 大輔

凸版印刷株式会社
情報コミュニケーション事業本部　情報系製造統括本部　技術開発本部

量に同じものを刷って送っても、そのま
ま捨てられてしまうなど、読んでもらえ
る数が少ないことに課題を感じていまし
た。だからと言って、Webはその人が
自ら見に行かないと読まれませんし、
メールもスルーされてしまうことが多い。
その点、その人が興味を感じている内容
が紙に印刷されてモノとして手元に届け
ば、読む人はきっと増えるはずです。
つまり、デジタル化の流れの中でも、
今後、アナログの価値は上がる。だから、
Webやさまざまなデジタルサービスと
連携した、新しいデジタル印刷工場を

――「デジタルマザー工場」立ち上げに
至った背景から、聞かせてください。

松本　かつて印刷ビジネスの主なニー
ズは、“一度に同じものを大量に刷って、
大量に販売・配布する”でした。しかし、
“多様化”という時代の流れの中で、印刷
ビジネスのニーズは多品種小ロットへ
と変化しています。また、デジタル主
導の時代になり、あらゆるサービスがソ

フトウェアを経由して提供されています。
印刷会社として、デジタルと相性の良
い新しい印刷サービスを提供していく
必要があると考えました。
小林　実際、主に出版系のお客さまか
ら小ロット印刷のニーズが高まっている
という声が届いていました。ほかにも、
デジタル印刷なら1枚1枚違うものが印
刷できるので、その人のためだけの問
題集や写真集といった、パーソナルニー
ズにも応えられるのではないかという
声も高まっていました。
土屋　私は、例えばチラシやDMは大

お客さまと全国の工場が
デジタル化で直結

多品種小ロット印刷に対応可能なデジタル印刷機を活用し、受発注からデータ処理、印刷・製本、梱包・発送まで、トータルで自動 
化を実現した「デジタルマザー工場」。多様化するニーズに応えつつ、お客さまの印刷にまつわる手間とコストの削減、スピードアップ 
に貢献しています。工場の立ち上げから現在の運用を行っている、技術開発本部の松本、土屋、小林の3名に話を聞きました。

Special 
Interview

新しい“印刷サービス”を提供する
デジタルマザー工場
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つくれないかと思っていました。
松本　正直なところ、オフセット印刷
のニーズは減少傾向にあり、印刷会社
として何とかしなければという危機感
もありました。しかし、土屋も言ってい
るように、紙の媒体にはデジタル媒体
にはない、五感に訴える訴求力、機能
性が必ずある。だからこそ、多品種小
ロット化に対応できるデジタル印刷を
活用した、新しい印刷サービスが必要
だと考えました。

――「デジタルマザー工場」の基本的な
仕組みと、特徴を教えてください。

土屋　全体像としては、デジタル連携
によってお客さまと全国の工場をつな
げることで、お客さまから直接発注を
いただいたあと、印刷から配送まで自
動化している、というイメージです。
松本　お客さまの発注作業は、用意し
たシステムに発送・加工の仕様情報と
印刷物のデータを送ることで完了です。 
このデータをデジタルマザー工場の基
幹システムが一括して受け、印刷に適
したデータに加工したうえで、各工場
に送ります。工場のデジタル印刷機・
製本機は、すべてデジタルでつないで
自動化してあるので、印刷から製本、

梱包までが自動的に進行します。 基本
的に全体の流れは事前にお客さまと
ルールを決めていますので、今までの
ように発注のたびに営業と会ってやり
取りする必要はなくなります。
土屋　データ処理は、これまで印刷を
受け持つ各工場で担っていたのですが、
基幹システムが一括して処理すること
で加工品質が安定し、効率も上がりま
した。さらに、完成したデータを、その
印刷物が必要な場所にもっとも近い工
場に送って印刷できるので、適地生産
で高品質な印刷が可能になりました。
結果的に、リードタイム・輸送費はもち
ろん、お客さまにとって価値を生まない
間接業務を圧縮できます。
小林　固有コードを用いた「品質保証」
も、特徴の一つです。1枚1枚違うもの
を刷るのはミスが発生しやすいのです
が、各印刷物についているコードを読
み取ることで、各工程でミスがないか
チェックを行っています。
松本　例えば朝霞工場では、ピッキン
グ担当者がコードを読み取ることで、こ
の印刷物はこの封筒、さらにこの段ボー
ル箱に入れるというところまで、1対1 
で照合できる仕組みを導入しています。
このように、データ連携・自動加工か
ら印刷、梱包、封入、発送までトータ

ルに対応できるのが、いわゆるオンデ
マンド印刷と大きく違う点です。
単純に印刷している時間だけを比較し
たらオフセット印刷の方が早いケースも
ありますが、データ連携・加工するとこ
ろから発送するところまでを比べると、
各段にスピードアップしているはずです。
その結果、短納期が実現し、お客さまは
出したいタイミングで出したい印刷物を
必要なだけ刷れるようになっています。

――出版社向けの、デジタルショート
ラン（小ロット印刷）の活用例とメリット
を教えてください。

松本　現在、ある出版社様に実際に書
籍のショートランとしてデジタルマザー
工場をご活用いただいています。必要
なタイミングで少部数からでも刷れる
ので、在庫削減にもつながり、ご好評
いただいています。
土屋　実はデジタルマザー工場では、
印刷、加工、梱包、発送の各部分がそ
れぞれ別々のシステムになっていて、
それらがつながることで一つの大きな 

要望に合わせて、
システムを自在に
カスタマイズ

Webサービスなど上位システムと連携し、印刷物をタイムリーに提供

デジタルマザー工場の特徴

デジタル
マザー工場

従来の
印刷工場

Webでの入力や上位システ
ムとの連携で容易に発注業
務を完結

マザー工場がデータを集約し、
印刷は状況に応じて、各エリ
アに展開して実行

小ロットずつ、必要になった
分だけ、その都度印刷して 
発送することが可能

小ロット、パーソナル需要に
対応。印刷の自動化・省人化
につながる

対面やメールでの確認に時間
がかかる

工場ごとにデータを処理 。 
その工場内で印刷

一度に大量の部数をまとめて
生産して発送

大量印刷を低コストで。各 
工程にマンパワーを要する

4. 発送3. 生産設備2. データ処理1. 注文

Special Feature デジタル印刷の可能性 ～もっと身近に、最適に～
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扱うため、お客さまとトッパンの間を専
用回線でつないでいます。
松本　個人情報を扱う以上、セキュア
環境は必須条件です。セキュリティを
担保したうえで、お客さまと全工場を
つなぐのは容易なことではないのです
が、ネットワーク上はもちろん、人の入
館管理なども含めて、これまでトッパ
ンが培ってきたセキュリティ技術をしっ
かり盛り込みました。
小林　バリアブル印刷では、生命保険
会社様の事例もあります。保険のパン
フレットが数種類あり、いずれも定期
的に内容が更新され、月2回のスピー
ディな印刷が必要なものです。
これまでは、保険会社様の方で、全国
数千店舗ある銀行様の支店ごとに、必
要な種類を必要な部数ずつ細かくプリ
ントアウトしたりピッキングしたりして
発送していたそうで、非常に手間がか
かる作業だったようです。
何とか負荷を減らせないかとトッパン
にご相談いただき、われわれの方で印
刷から発送まで受けることになりました。
印刷は、同じパンフレットをまとめて 
刷るのではなく、店舗ごとに必要なも
のを必要な部数ずつ連続的に印刷する
ことでピッキングレス化を実現し、封入
や梱包の手間を大幅に圧縮しました。
松本　いずれのケースも、お客さまに
とって本業ではない印刷の手配から発
送までの部分を、丸ごとわれわれがお
引き受けすることで、お客さまの手間や
コストの圧縮に貢献させていただいて
います。
土屋　そうしたBPOの観点からはもち
ろん、昨今では、新型コロナウイルス
の感染拡大予防の観点からも、貢献で

システムを構成しています。これは、お
客さまのご要望に合わせて細かな部分
を調節できるように、システムに柔軟
性を持たせたかったからです。
先ほど挙げた書籍のショートランの場
合、受発注の部分は既存の書籍受発注
システムを活用しています。最初の段
階で、印刷仕様の入力方法はもちろん、
何時に締めると納期はいつになると
いった運用ルール、梱包の仕様、発送
の進捗状況のフィードバック方法など、
細かくご提案させていただき、一つ一
つご要望をうかがったうえで、使いや
すいように各システムを調整させてい
ただいています。
松本　お客さまが必要な仕様やセキュ
リティレベルに合わせて、システムをカ
スタマイズできる点は、トッパンの強み
の一つだと自負しています。 また、従
来ですと、梱包方法など細かい決めごと
は、仕事が進む中で電話や打ち合わせ 
を繰り返して、少しずつ決まっていくの
が実情でした。それをすべてシステム 

導入の際に決めてしまうので、最初は 
少し大変でも、それ以降はほぼ自動的に
進行します。働き方改革の面から見ても、
メリットがあると考えています。
小林　確かに、書籍を印刷するところ
までは、どの出版社様もそれほど変わ
らないのですが、梱包の仕様などは、
お客さまによってさまざまです。ラベル
を貼るか貼らないか、何冊ずつ結束 
するか、本の向きはどうするかなど、 
細かい決めごとがいろいろありますが、
このシステムにより、現場もお客さまの
ご要望にいっそうスムーズに対応でき
るようになりました。
また、印刷の品質においても、オフセ 
ットと同等、機種によってはオフセット 
以上の刷り上がりというところまできて
います。実際、高品質な写真集をデジ
タル印刷で発行したいというご要望も
増えていますし、これまで部数の問題
で出しづらかった本や絶版になってい
た本の出版にも、大いに貢献できると
感じています。

――パーソナル印刷やバリアブル印刷の
活用例と、そのメリットを教えてください。

土屋　学習塾を約1,000カ所、全国展開 
されているお客さまで、生徒さん一人
ひとりにパーソナルな教科書・問題集
を作られているケースでは、印刷から
製本、個別の封入、各教室の梱包、発送
までをトータルでお引き受けしています。
この場合、生徒さんの個人情報も取り

印刷から発送までを
安心して任せて
いただける体制

注文サイトにログイン。お客さまの好きな 
タイミングでいつでも手軽にサイトから見積
もりの確認や注文が可能。

登録したコンテンツを選択、部数を入力するだけで
注文完了。注文データは1日1回まとめて処理され、
印刷・発送に進みます。

判型や仕上げなどのデフォルト設
定から選んでお使いいただけます。
納品時の仕様をあらかじめ決めて
おけば、業務時間の短縮に。

書籍ショートランサービスでのフロー
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にすることができるし、お客さまもわれ
われも間接業務が削減できます。これ
は一例であり、印刷物に限らず、 デジタ
ルな伝え方も含めて、トータルで発信
できるようなプラットフォームを作り上
げたいですね。データ配信の基盤として、
デジタルマザー工場の可能性を広げて
いきたいと思っています。

きるのではないかと感じています。印刷
や発送のために在宅勤務ができず、た
くさんの人が1カ所に集まって作業する
という状況を解消できるのではないで
しょうか。

――「デジタルマザー工場」の
今後の展望を聞かせてください。

小林　社内の在庫管理システム、お客
さまのWebサイトや生産管理システム
など、つながるものをどんどん増やして、
工場のデジタル化をさらに進めていき
たいと思っています。また、印刷機から
製本機への移動、梱包作業など、人力
で行っているアナログな部分がまだあ

るので、自動化やロボット化を進めて、
さらなる効率アップも図りたいですね。
松本　将来的には、海外のお客さまへ
のサービス提供も狙っていきたいです。
最初の段階で日々のやり取りをルール
化することで、言葉や時差の問題は解
消されますし、輸送費や納期も大幅に
圧縮できる、究極の適地生産が実現し
ます。また、印刷に至るまでの段階を
システム化できたことで、これまで紙で
はなくシステム系やWebでサービスを
提供してこられた方々と新たにつなが 
っていきたいと考えています。つながる
ことによって新しいビジネスが生まれ、
さらに面白い展開が実現できるのでは
ないかと、想像を膨らませています。
土屋　今後取り組んでみたいのは、例
えば、企業サイトによくある資料請求
ボタンとの連動ですね。資料請求者が
そこから入力すると、お客さまを介さず
に直接デジタルマザー工場にデータが
届き、すぐに工場で印刷して発送する。 
請求者はいち早く資料をモノとして手

デジタルとアナログを
融合させて
ビジネスの拡大を

パーソナルテキスト印刷サービスの３つのポイント

トッパン（デジタルマザー工場）お客さま（学習塾 等）

テキスト冊子製造
生徒の氏名、学年、教室名も印字可能。
誤配送防止のために固有IDを付与

一人ひとりに合わせた専用テキストを作成
Point

1

製造進捗報告

梱包配送

各教室にて
受け取り

印刷指示

お客さまからの発注指示を自動連携し、業務負荷を
軽減。製造ステータスも自動連携

ネットワーク連携により発注・進捗確認負荷を軽減
Point

2

個人情報に対応した工場で製造。
マッチングシステムにより誤配送を抑制

安心、安全なセキュア環境で製造
Point

3

デジタルマザー工場を活用するメリット

在庫の適正化1 必要なタイミングで、少部数から印刷

2 短納期 データ連携や適地生産などで納期短縮

3 業務効率化 発注を容易に。封入・梱包業務も削減

Special Feature デジタル印刷の可能性 ～もっと身近に、最適に～
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大手総合出版社の株式会社 小学館様。2017年、大型豪華本の美術書をデジタル印刷で発行し、想定以上の部数を一定期間でロス
なく売り切るという実績を残されました。制作局ゼネラルマネージャーの速水健司さんに、デジタル印刷の可能性と今後について 
お話をうかがいました。

　美術書は、小学館の中でも長い歴史を持つジャンルの一つ 
です。かつては多くのご家庭に美術全集が1セットぐらいあった 
ものですが、生活環境の変化もあり、昭和40年ぐらいをピーク
に売り上げは下がり続けています。初版を刷って一定数がはけ
ると、残りは5年10年と、長期間在庫としてかかえざるを得ず、
倉庫代が収益を圧迫します。実際、ほとんどの出版社様は、
このジャンルから撤退していきました。
　当社は、古くから数多くの神社仏閣と信頼関係を築いてきた
歴史があり、過去に撮影したポジフィルムを多数保有していま
す。新たな撮影も特別に許可していただけることが多いため、
こうした財産を活用して美術書を作りたいという思いを持ち続
けていました。しかし、もともと大型豪華本の美術書は、ある
程度のロットを刷らないと採算ベースに乗りません。以前の 
ビジネススキームでは商売が成り立たないという、ジレンマに
陥っていました。

　そこでデジタル印刷には2010年代前半から注目していま 
した。今までのようにオフセット印刷で一度に大量に刷るので
はなく、必要な数だけを小まめに刷って売ることができれば 
倉庫代を圧縮でき、新たなビジネスモデルをつくれるのではな
いかと考えたのです。しかしその当時はまだ、デジタル印刷機
の品質が、私たちの求めるレベルに及びませんでした。

　その後、デジタル印刷機のメーカー様と直接やりとりして 
分かったのは、毎時何枚印刷が可能といった生産力や、オフセ 
ットではできない特色印刷などに力を注いでいらっしゃると 
いうことでした。しかし、私たちが印刷機に求めているのは、
高品質で小ロット印刷ができるという点に尽きます。そこで、
以降は印刷会社様にも入っていただき、私たち出版社の意見
を取り入れたうえで、デジタル印刷機の開発を進めていただく
ことになりました。
　一方で、私たちはデジタル印刷による出版第1弾に最適の 
コンテンツを探り続けていたところ、2017年にある美術館で
大々的な仏像展が開催されることになり、そのタイミングに 
合わせて当社でも全集を出すという話が持ち上がりました。 
当初はオフセット印刷で出版する予定だったのですが、品質が
大幅に改善されたデジタル印刷のサンプルを社内スタッフたち
に見せ、新しいビジネススキームを切り拓く必要があると彼ら
を説得した結果、デジタルでの刊行が決定しました。6万円の
豪華本で初版600部でしたが、展覧会終了後も100部、50部 
と小ロットで刷っては売れ続け、トータルで1,000部以上刷り 
ました。実売もそれに近く、ほぼロスなし。倉庫代はほとんど 
かからず、売り上げだけが手元に残るという、デジタル印刷活
用例としての大きな実績となったのです。
　現在では、文庫本やコミックなどにも、一部でデジタル印刷を
活用しています。例えば、全50巻などのセット売りです。セット
の中で2、3巻、在庫切れしている場合、必要な巻だけ刷って

出版業界におけるデジタル印刷の可能性

デジタル印刷により広がる
新たなビジネスの選択肢

株式会社 小学館
制作局　
ゼネラルマネージャー

速水 健司さん

株式会社 小学館様

従来のビジネススキームが
成立しない時代に

美術本で実績をつくり
ほかのジャンルでの活用も
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います。1冊にかかる印刷費は逆ざやになりますが、セットで
売れることを考えれば、話は別です。文庫本の場合は、部数
としては年間1,000冊前後しか出ないもののロングテールで 
売れている商品の再版に活用しています。必要なときに必要な
部数だけ刷っているので、やはり倉庫代が圧縮できるわけです。

　現段階では、デジタル印刷の費用、特にカラーはまだまだ 
高額で、これを吸収するだけの値付けができる商品であること、
売れる背景やタイミングがはっきりしていること、コアなファン
が一定数見込めるなど、いくつかの条件がそろわないと、美術
書のようなビジネスモデルは成り立ちません。
　そこで、私たちが次にデジタル印刷で手がけるべきは、美術
書のような豪華本と、文庫本のような廉価商品の中間にある 
商品だと考えています。具体的には、4,000〜5,000円ほどの

写真集です。一時期に比べると売り上げが落ちていますが、一
定数のファンは必ずいるジャンルです。まずはデジタル印刷によ
る写真集を世に出し、その品質の良さを皆さんに広く知っても
らうことが先決です。その結果、世の中にデジタル印刷の出版
物が増えていけば、やがて印刷費も下がる。デジタル印刷機
の売り上げも上昇し、プリンタメーカーもさらなる開発に注力
できる。出版社、印刷会社、印刷機メーカー、三者のwin-win
が実現するはずです。
　そのためにも、私たち出版社はデジタル印刷に適したコンテ
ンツの提供に努めてゆくので、印刷会社様には、今後のデジ 
タル印刷のあるべき姿を改めてお考えいただきたいと思ってい
ます。重要なのは、「デジタル印刷は、オフセット印刷やグラ
ビア印刷でできない技術を補完するための機械ではない」とい
う考え方に立つことではないでしょうか。理想は、その場の状
況次第で、オフセットとデジタルを自在に使い分けられる環境
です。例えば、初版3,000部はオフセットで、再版以降は必要
な数だけデジタルで刷る。そうなったときに初めて、デジタル
印刷が、グラビアや活版、オフセットに続く第4の印刷方式と
して確立されるのではないかと、私は考えています。

　この写真集は、2019年に祭殿再建200周年を迎えら
れた出羽三山神社様が、ご寄進いただいた方への返礼
品として作られたものです。企画・編集を担当された 
小学館様を通して、トッパンが印刷・製本を受注。小 
ロットであることから、デジタル印刷の活用をご提案
いたしました。返礼品であり写真集であるため、オフ
セット印刷と同等のクオリティは必須。企画担当、プリ
プレス工程担当、工場の技術者およびオペレーターら
と試行錯誤しながら品質向上に努めました。その結果、
誌面の制作を担当されたデザイナーさん、カメラマン
さんや神社の関係者の方々にもご納得いただける品質
を実現しました。印刷サイズの関係で表紙とケースは
オフセット印刷ですが、デジタルとオフセットの両機器
を調整し、ほぼ同じ色味の刷りに仕上げました。小学

館様にもデジタル印刷の有用性を改めてご実感いただくことができ、現在、小ロッ
トでも確実にニーズのあるもの、例えば、イベント配布用の写真集など、デジタ
ル印刷を活用した新しい案件をご検討いただいています。

凸版印刷株式会社
情報コミュニケーション事業本部 

情報メディア事業部　第二営業本部　第一部　第一課
課長

鶴田 雅裕

A3判、B4判のほか、 
2、3枚のオンデマンド
プリントを収納した 
タトウセットも制作

小学館様企画・編集による
『出羽三山神社「祭殿再建200周年記念事業」奉納写真集』

オフセットとデジタルを
シームレスに使える環境を

デジタル印刷
による

写真集事例

Special Feature デジタル印刷の可能性 ～もっと身近に、最適に～
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トッパン
未来ラボ

トッパンの技術で
未来を明るくする！

TOPPAN MIRAI Laboratory

TOPPAN  MIRAI  Laboratory

特別編

得意先

データの
一元管理

撮影スタッフ画像・動画データを
アップロード

画像・動画データをダウンロード
印刷用データ、確認用PDFをアップロード

DICS-
net

データの確認
（プレビューも可）

デザイナー

2020年、急速に浸透したテレワーク
ニューノーマルな働き方の
準備は万全？

5月下旬〜6月初旬に実施された調査の結果※で
は、テレワーク推進に必要なものとして､ ｢書類
のやりとりを電子化､ペーパーレス化｣(42.3%)や
｢社内システムへのアクセス改善｣(37.0%)､ ｢仕事
の進捗状況の確認や共有の仕方の改善｣(28.3%) 
などが挙げられました。ニューノーマルな働き方
を築いていくために、業務のデジタル化が急務に
なっています。

テレワークを推進するために、自社の課題に 
取り組まれているご担当者は少なくないのではな
いでしょうか。
｢情報セキュリティが万全かどうか不安だ……｣ 
｢効率を上げるために、現在のツールを見直したい｣ 
｢重要な仕事に時間を割きたいから、煩雑になっ
ている作業をどうにかしたい……｣

これらのお悩みに応えるために、テレワーク環
境での業務を安全に、そして効率的に行うための
トッパンのソリューションをご紹介します。

煩雑になりがちなコンテンツ (画
像、動画、販促データ、社内文書等)
の管理に頭を悩ませていませんか？ 

日常的なファイル共有だけでなく､
さまざまなコンテンツの管理・共有・
活用を効率化するソリューションが

「DICS-net (ディックスネット)」です。オンライン上で一元管理 
することで、コンテンツを探す・共有する手間を省き、制作工程で 
起こりやすいデータの取り違いや先祖返りを防止します。また、
2020年6月に全面リニューアルし、画像の変換・トリミングや動画 
切り出しなど、展開先のチャネルに合わせたコンテンツの加工もでき
るようになりました。制作作業を効率化する基本ツールとして、業界
を問わず、100社以上のお客さまに活用いただいています。

※ 出典　内閣府「新型コロナウイルス感染症の影響下に 
おける生活意識・行動の変化に関する調査」

（調査期間：2020年5月25日〜6月5日）

これまで、テレワークの足かせになっていた「書面・押印・対面」という
慣行。内閣府と日本経済団体連合会は2020年7月8日、共同宣言をまとめ、
行政手続きやビジネス様式を転換するよう求めました。テレワークの 
定着へ向けて、官民ともに仕事環境のアップデートが必要です。

業務ツールの整備は万全ですか？

約4割のテレワーカーが
不便を感じている

多拠点間で
共同作業できるので、
テレワークに最適
コンテンツ管理・共有ASPサービス
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トッパン
未来ラボ

トッパンの技術で
未来を明るくする！

TOPPAN MIRAI Laboratory

TOPPAN  MIRAI  Laboratory

特別編

管理部門が情報発信 社員は在宅で確認

iCata

「iCata(アイカタ)」は、スマートフォンやPCでカタログを閲覧できるサービスです。 
いつでも簡単に必要な資料を見られるのが特徴で、カタログだけでなく、マニュアルや社内
資料の共有にも使われています。関係者だけがログインして閲覧できるような使い方も可能
なので、在宅勤務で配布が難しくなった 
社内報や資料も、手軽に届けられます。

また、紙面の切り抜きや、メモ、付箋が 
付けられるといった使いやすさを追求した
機能も充実。非対面の営業活動時に、伝え
たいポイントを付箋やメモで補足しながら
説明することもできます。

「コア・ラーン」は、業務に必要な基礎
知識や手順などをドリル化して学ぶことが
できるシステムです。金融業界や製薬業界､
工場の教育などで活用されています。基礎
知識の完全理解、完全定着を図るため､適切
なタイミングで利用者に復習を促進。間違
えた問題は正解するまで類題を出題するこ
とで、確実な知識習得を目指します。

すでに使用されているさまざまな教材を、「コア・ラーン」の教
材としてご利用いただけます。集合研修の代替方法が必要とされる
中で、研修のリニューアルにも活用できます。

オリジナル教材を使って
効果的なオンライン研修
完全習得型デジタル教材

トッパンの工場で使用
されているオリジナル
教材の画面

テレワークへの移行に合わせて、新た
な仕組みで効率化を目指すのも未来に
つながる一手となります。

例えば、「iCata」と「コア・ラーン」の
組み合わせ。「iCata」に掲載している資
料の習熟状況を「コア・ラーン」で測る
ことで、資料内容の定着や改修に活用
でき、その後のフォローアップの実施な
どで教育効果のアップも期待できます。
いわば教育研修からその知識を使った
営業活動までを一つのプラットフォーム
上で管理できるのです。これらのデータ
を有効活用すれば、さらなるパフォーマ
ンス向上につなげられます。

新たな仕組みで
パフォーマンス向上を

BtoBデジタルカタログメディア
■基本ロゴ ■ロゴ横長

■基本ロゴ ( スミ )

■基本ロゴ ( コピー付き )

※ロゴの配置は上揃え・下揃えでも可

■ロゴ横長 ( コピー付き )

■ロゴ横長（スミ）

詳しくはこちら

詳しくはこちら

手軽に使えるデジタルカタログで
非対面の情報共有をスムーズに
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「想い」「アイデア」をリアルなカタチに。 
心を動かしコミュニケーションをつなぐ 
先端表現技術

Vol.8

認知症体験VRコンテンツを制作

患者視点のリアルな体験で
認知症への興味喚起
富国生命保険相互会社様

【担当者】
凸版印刷株式会社
情報コミュニケーション事業本部
ソリューションイノベーション事業部
先端表現技術開発本部　ビジネス開発部 望月 伸昭

（左）幻覚で玄関マットが大きな穴に見えるシーン。
　　ゆっくりと吸い込まれそうな暗い穴をCGで表現している
（右）各シーンの最後には、認知症の症状の特徴と対応方法を
　　解説

*�画像左下が白く見えるのは、VRコンテンツの視野の境界
部分によるものです。

　日本国内の認知症患者数は年々増え続け、2025年には65歳
以上の5人に1人（約700万人）※になると推計されています。�
認知症に対する正しい理解とフォローがいっそう求められる中、
富国生命様では認知症になった場合の給付を手厚くした介護
保険プランを開発。トッパンはこの保険の発売にあたって、
VRscope®とスマートフォンを用いて、手軽に認知症体験が�
できるコンテンツを提案しました。
　「保険の内容を説明する現場職員の多くは、認知症や介護�
経験がないという課題がありました。VRを使うことで、紙の�
商品説明の資料だけでは伝わりにくい感覚的な内容を顧客に
伝えることができます」（望月）。
　このコンテンツは老夫婦の自宅での日常生活の１シーンを�
抜粋したもの。認知症当事者の立場から、「記憶障害」「幻聴」
「幻覚」の3つの症状をそれぞれ1分ほどで疑似体験できます。�
短時間での体験を可能にしつつ、内容に関しては体験した方
の心に残るような表現で仕上げています。
　「認知症を自分ごととして関心を持ってもらうには、ある程度
のインパクトが必要です。見た時の印象が軽すぎると訴求力を
欠いてしまいます。一方で、認知症が“怖い疾患”だと思って�
遠ざけられてしまうのもよくない。その辺りの調整が難しいと

認知症体験VRコンテンツを
「AReader」アプリでご覧ください。

ARマーカー（P2参照）に�
スマホをかざしてみると

感じました」（望月）。
　幻覚を伝えるシーンでは、玄関マットが暗い穴に見える様子
をCGで再現。その場には実在しない穴を出現させたり、消し
たりすることで、認知症患者の感覚を表現しています。ほか�
にも資料や監修者の意見を確認しながら、複数の方向からざわ
めく声が聞こえてくる幻聴や、部屋の隅に現れる人の姿の幻覚
など、認知症で実際に起こり得ることの表現を追求しました。
　「認知症VRは医療・介護関係者への教育用などの需要があ
ると思います。また、今後のVR活用の可能性としては、外出
が難しい高齢の方が、気軽に楽しめるコンテンツなども考えら
れます」（望月）。

※出典　厚生労働省 「認知症施策の総合的な推進について」 
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IN

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。

NEWS & INFORMATION

インタラクティブごみ箱で企業のブランド訴求とマナー向上

米国発の瞑想ポッドでパフォーマンス向上

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

トッパンは、ごみを捨てるとインタラクティブな演出が楽しめ、それに
よってポイ捨てが減り、企業のブランディングにもつなげられる画期的
なごみ箱「PoyPort™（ポイポート）」を開発しました。
「PoyPort™」は、デジタルサイネージとごみ箱を一体化し、ごみが

入ったことを捨て口に搭載したセンサーで検知するとサイネージに映
像を表示します。ごみが入った際のインタラクティブな表現によって利
用者がごみを捨てたくなり、ポイ捨て防止や環境問題の改善に寄与す
ることができます。さらに、企業の環境への取り組みをはじめ、新商品
やプロモーションなどの情報発信を行うことが可能です。

また、複数の捨て口にセンサーを設置することで、利用者は複数の
回答をすることが可能となり、ごみを捨てる際にクイズやアンケートを
実施することができます。捨てられた日時と、どちらの捨て口に捨てら
れたかのログデータの取得も可能です。
「PoyPort™」はごみ箱だけでなく、ポストや回収ボックスにも応用す

ることができます。ポストや回収ボックスをメディアとして活用し、企業
のブランディングやプロモーションを行うことが可能です。

■「PoyPort™」の利用イメージ

トッパンは、映像や匂いなどを活用した最適な環境構築や、脳波・
心拍などのセンシングによる効果測定等、人の生産性の向上に寄与
するパフォーマンス向上ソリューションを提供しています。

このたびそのラインナップの一つとして、新たに瞑想ポッドとセンシ
ングによる効果測定を組み合わせたパフォーマンス向上ソリューショ
ンの提供を開始しました。

本ソリューションは、ラッセル・マインドフルネス・エンターテインメン
ト・ジャパン株式会社が提供する米国発の瞑想ポッド「OpenSeed」
と、トッパンのセンシングソリューションを連携させたものです。瞑想
ポッドはドーム状の独立した構造で、オフィスに新たな施工が必要な
く導入が可能。リラックスや集中など目的に応じたコンテンツに連動
した音や照明の演出で、本格的な瞑想空間を実現します。さらに、セン
シングによる心拍測定を連携させ、効果の可視化を実現しました。

自身の働き方や環境に気づきを与え、改善するサイクルを創出する
ことで生産性を高めるなどパフォーマンスの向上を促し、企業の働き
方改革の実現に貢献します。

なお、2019年11月に東急不動産ホールディングス株式会社本社に
て実証実験を実施。リラックス効果や疲労度の減少などが確認され、
有効性が実証されています。

瞑想ポッド「OpenSeed」 © OpenSeed LLC.

ブランディング

働き方改革
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https://sportrait-web.com @sportraitweb

『SPORTRAIT』はパラスポーツの魅力を伝えるため、
アスリートを中心に競技、それらを支える人・技術など
様々なストーリーを発信するWEBマガジンです。

パラスポーツを応援する
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toppan.co.jp
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この情報誌（毎月8,500部）は、太陽光
で発電したグリーン電力100％（年間
3,０00kWh）で印刷等されています。

この情報誌（毎月8,500部）は、太陽光
で発電したグリーン電力100％（年間
3,０00kWh）で印刷等されています。

この情報誌（毎月8,500部）は、太陽光
で発電したグリーン電力100％（年間
3,０00kWh）で印刷等されています。

CO2の「見える化」
カーボンフットプリント
１冊あたり
https://www.cfp-japan.jp
CR-BS02ｰ13008

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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