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価値創出について
による

DX

MESSAGE

はじめに

現在、
コロナ禍による需要の急減と社会のデジタル化の急速な進展による構造的
な変化が起こっております。
また、全産業でDX（デジタルトランスフォーメーション）
が声高に叫ばれてもおります。その様な中、全印工連・産業戦略デザイン室では
ポストコロナ時代における印刷業界の方向とDXによる解決策、新たな価値創出
の方法についての調査研究を命じられ、この課題について研究・議論を重ねて
来ました。
この度その内容をレポートとしてまとめました。是非ご高覧頂ければと
願います。皆様の経営に少しでもお役に立てれば本望です。
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CHAPTER 1

ポ スト コ ロ ナ の 業 界 展 望
（千億円）
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8割以下の市場に減少へ
コロナ禍が早2年以上続き感染拡大防止の為、

定着したと考えられます。
もはや社会経済は一時

様々な活動が停められ経済が停滞してきました。

の変調ではなく、構造的な変化を起こしたと考え

この間社会生活様式は大きく変わりました。特に

るべきかと思われます。

日本では遅れていたITの導入が進み様々な分野

2025計画では、2015年と2025年を比較すると

でデジタル化が急速に推進されています。当然、

市場出荷額は8割となると予測されています。

その影響は私たち印刷業界にも大きく現れていま

2019年まではここまでの減少傾向ではありません

す。当初は感染が収まれば経済は回り出し、
また

でしたが、
このコロナ禍で一気に2割市場が縮小、

元通り社会も活況を呈して来る。
それも1年〜1年

若干は回復しますが社会変化を織り込むと予測

半後であろうと多くの人が考えていたのではない

通り2025年には2015年の8割の印刷市場になる

かと思います。
しかしながら数か月単位で変異を

方向で推移しています。IT、ICTの急速な進展と

起こすこのコロナウィルスとは、長い時間共生せ

定着によって実際にはそれ以下になるものと考え

ざるを得ないと今では考えられています。我々印

られます。
つまり現在の閑散とした現状が、数年後

刷業界を見ましても、
コロナ感染がある程度収

には恒常的になるということです。
この様な不都

まっても需要が以前の様に回復して来ないとの声

合な未来に向けて私たちはどの様に考え、進む

を多く聞きます。
この2年の間で多くの企業や団体

べきなのか、
これについて全印工連・産業戦略

がコロナとの共生を前提に情報伝達や生産手法

デザイン室は議論して来ました。以下の章にてご

を変えるチャレンジをして来ました。
これがすっかり

報告致します。
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CHAPTER 2

ビ ジ ョン 経 営 の 必 要 性

ビジョン・ミッションの明確化と共有による長期戦略
現在、IoT、AIなどの言葉がマスコミで毎日の

目指すのか
（ビジョン）、
その為に何を成し遂げる

ように取り上げられています。
しかしながら新たな

のか
（ミッション）、
これらが明確である企業が持

テクノロジーは長期的、継続的に企業を成長させ

続的に成長していくということです。なぜならば

ていく決定打では無く、促進剤であるということを

明確なビジョンやミッションによってそれに共鳴

ジェームズ・C・コリンズ博士はその調査研究から

する優 秀な人 材 が 集まり、その実現に向けて

結論づけています
（『ビジョナリーカンパニー２〜

チームが情熱を持って寝食も忘れ取り組む様に

飛躍の法則』参照）。
いつの時代も新たな技術や

なるからです。技術の選択もそぐわないものは選

トレンドが現れ、多くの企業がそれによって成長を

択せず、流行に飛び付くこともしなくなります。余

目論み取り組んでいきますが、それが促進剤に

計なことはせずビジョンの実現に向けてひたすら

なることはあっても飛躍の決定打になることは

歩み続ける様になり、知恵と力をそこに集中する

ないということです。

ことになります。
その様な企業とそうでない企業と
では競争優位の差は時間と共に開いてくるものと

確かに私たちの業界でも過去に活版からオフ

考えられるのです。

セット印刷へ、写植から電算写植〜DTPなど多く

私たちは長く業態変革を掲げて来ました。業態

の技術革新がありましたが、結局はそれまで優秀
であった会社がさらに優秀になっているだけで、

変革とは何か、今の商いのやり方を新たに変える

地殻変動的な優位性の変化は長期的には起こら

ことだと漠然と掴んでいる方が多いと思われ、

なかったのでは無いかと思われます。
しかしながら

その定義を説明できる方は少ないようです。
業態と

ここで注意して頂きたい点は、
これらの技術に乗

は売り物、
売り先、
売り方の括りであり、
その変革と

り遅れた会社は衰退していったという事実です。

は、それらのど れ かを 変 えることで す 。売り

一方インターネットの登場によってこれを活用し

物 売り先 売り方このうちどれか一つを変え

ビジネスモデルの革新に取り組んだ会社の中に

れば業態変革となるわけです。
そして大事なこと

は飛躍を遂げた会社が多く見受けられます。単な

は、
どれを、なぜ、何のために変えるのかという

る技術革新ではなく、社会文化を大きく変える変

ことです。
この選択は目先の利益や存続の為で

化には対応を迫られるということです。ただし、

はなく、会社が設立された頃からの理念や会社の

これら変化に乗ったとしても数十年先まで事業を

DNAにより行われることになります。
その理念を

存続できるのかはやはり不明です。

新たな商材やビジネスモデルで実現していく、

コリンズ博士が主張する様に、企業にとって最

つまりビジョンやミッションが問われてくるわけ

も重要なことはビジョンとミッションを明確化する

です。
そうでない企業は変革に失敗したり、行き詰

ことだと考えられます。
つまり、何を実現することを

まることになってしまいます。
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CHAPTER 2｜ビ ジ ョ ン 経 営 の 必 要 性

多角化戦略図

集中ターゲット拡大

垂直バリュー統合

BSM

SCM

印刷の商品価値を活かす

印刷の価値を高める

BSM：ビジネススケールマネジメント

SCM：サプライチェーンマネジメント

印刷

水平ドメイン展開

DPM

印刷の周辺業種を取り囲む
DPM：ドメインポートフォリオマネジメント

図2

また、
この変革についての方向性はいくつかが

つまり製造業からサービス業へ、モノからコトへ

あり、既に
『印刷道ソリューションプロバイダーへ

領域を拡げることが求められます。
これらの点につ

の深化（全印工連刊）』
で事例を上げられていま

いては 2 0 2 1 年 に 全 印 工 連 より発 刊 され た

すが、整理すると、前工程、後工程に進出する垂直

『INSATSU未来トランスフォーメーション』
に詳し

バリュー統合（サプライチェーン・マネジメント）、

く書かれておりますので是非ご一読下さい。

デジタルサービス、
リアルプロモーション、BPO

ビジョンとミッションの必要性と業態変革に

など印刷の周辺業務を取り込む
（ドメイン・ポート

ついてここまで説明して来ましたがこれを成し

フォリオ・マネジメント）、印刷や加工に特化し

遂げる促進剤というべき新たな技術がDX（デジタ

拡大させる
（ビジネス・スケール・マネジメント）
に

ルトランスフォーメーション）
です。
インターネット

まとめられます。
いずれにしましても印刷をコアに

が産業革命を起こした様に今後DXへの取り組み

顧客のニーズとウォンツに応える
『印刷＋α』、

が私たちのビジネスに必須となります。
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CHAPTER 3

D X 取り組 みの 重 要 性
これまでのテクノロジーによる社会変化と自社の経営について
1900 年のニューヨーク

1913 年のニューヨーク

出典：“Fifth Avenue in New York City on Easter Sunday in 1900”,
National Archives and Records Administration, Records of the Bureau of Public Roads (30-N-18827) [VENDOR # 11],
https://www.archives.gov/exhibits/picturing̲the̲century/newcent/newcent̲img1.html

テクノロジーは社会をどの様に変化させるので

おりますが、
これが普及すると都市では鉄道より

しょうか。人類はいくつかの産業革命を起こして

安く快適で早い移動が可能になると言われてい

きました。水力・蒸気機関による機械化の第1次産

ます。
ということは鉄道利用者が激減し、人々は駅

業革命、電気と石油による大量生産化の第2次産

から離れた安く快適な場所に住む様になります。

業革命、電子技術や情報技術による自動化の第3

街には駅前という概念が無くなり、駅前に集中し

次産業革命、
そして現在進展中のIT、IoT、AI、
ビッ

ていた機能や施設が不要となって都市のあり方

グデータ活用による第4次産業革命です。
これら

自体が変わってしまう可能性があります。

産業革命が起こりますと社会の生活様式は当然

この様に技術革新が行われると社会様式が大

激変します。写真の通り1900年のニューヨーク

きく変化し、
これまで続いていた産業も存続の危

5番街は馬車で溢れていました。
ところが、その

機に陥ることになるわけです。
しかも一度トレンド

わずか13年後の同じ５番街は自動車（T型フォー

が決まるとその変化は10年かからないというス

ド）
で溢れかえっています。
この間、
わずか13年で

ピード感になります。言うまでもなく、歴史があり、

す。伝統的な馬車づくりの技術や素材加工技術

いくつもの変化を乗り越えてきた私たち印刷産業

は、
自動車製品や工芸品に転換できるもの以外

もIT、IoT、AI、
ビッグデータ活用の進展によってそ

吹き飛んでしまいました。
さらに2012年のニュー

のカタチを変えざるを得なくなるのです。現在はそ

ヨークの街はイエローキャブだらけでしたが、

の過程にあると言えます。印刷需要が戻らない、
ク

2017年には殆ど見られなくなってしまいました。

ライアントの情報コミュニケーションメディアが変

これはUberなどMaaS（モビリティ・アズ・ア・サー

わったなど既に感じている方が多いのではないで

ビス）
の登場によります。

しょうか。私たちも自社を変革しこの時代の変化

同様に現 在 、テスラ社などが自動 運 転 車 両

に遅れを取らない様にしなくてはなりません。

サービス(ロボタクシー)のビジネスに挑戦して
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CHAPTER 4

DXの内容

そもそもDXとは何か
IT、IoT、AI、
ビッグデータ利活用の進展の中で

GAFAと呼ばれる企業群ですが、実はそれ以外に

これらの技術を活用し、
自社の仕事の流れや文化

伝統的な企業も業績を上げています。JPモルガ

を変えようという動きが活発になってきました。

ン、
ジョンソン＆ジョンソン、
ウォルマート、バンク

これがDX（デジタルトランスフォーメーション）

オブアメリカ、
コカ・コーラ、
ナイキ、
ファイザーなど

です。
これを単なるデジタル技術の利用と勘違い

です。
これらはIT企業ではありません。伝統的な

されている企業が多く見受けられます。
そもそも

製造業、金融業です。彼らに共通することはこの

DXとは何を意味するのでしょうか。経済産業省は

間デジタル、
デザイン、
アジャイル
（まずはやってみ

以下のように定義しております。

るという行動様式）
の組織能力獲得に投資を行っ

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、

たということです。一方衰退していった会社の

データとデジタル技術を活用して、顧客や社会の

特徴は、
リストラなど合理化を進めていったこと

ニーズを基に、製品やサービス、
ビジネスモデルを

だと分析されています。
つまり伝統的な産業でも

変革するとともに、業務そのものや、組織、
プロセ

デジタル、
デザインに投資し、
それをアジャイルで

ス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を

進めることで会社の文化、
そしてサービス・製品を

（経済産業省DX推進ガイドラインより）
確立すること。」

魅力的に変え、成長を成し遂げたのです。
これは

分かり難い文章ですが、要約しますと企業が製

日本の中小企業でも同じです。現在好調な企業を

品やサービス、ビジネスモデルをデジタル化し

見ますと同じ方 向で経 営を変 革しています。

収益性を上げるということを言っています。
つまり

ソニーやニトリ、伊勢市の食堂・ゑびやなど、
この

DX＝製品・サービスのデジタル化ということなの

ことに素早く気づき実践されています。DXの取り

です。
デジタルの活用が必要なくアナログで変革

組みとデザイン思考、
アジャイルな事業展開は第

を進められる会社にはそもそもDXは不要です。

4次産業革命の波に乗り企業を成長させる定石

何でもデジタル化すれば良いというわけではなく

ではないでしょうか。

顧客や社会のニーズが起点となるわけです。
しか
しながらこのコロナ禍での社会の急速なデジタル
化を踏まえると、多くの印刷会社はこの潮流を
無視することは出来ないのではないでしょうか。
我々の製品・サービスに対する顧客のニーズが
大きく変わるからです。
リーマンショック以降、米国では大きく時価
総額を上げた会社があります。象徴的な企業が
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CHAPTER 5

DX推進の方法

会社のDX化に向けた取り組む方法について
DXとは製品やサービスのデジタル化ですので、

の活用により会社の文化が大きく変わり、新たな

業務のデジタル化とは意味が異なります。手書き

製品・サービスによる売上が生み出され、会社が

の伝票をエクセルやMISなどでデジタル化するこ

発展していくことを意味します。

とはデジタイゼーションと言われます。
また、
その

しかしながら一足飛びにDXを進めることには

デジタルデータを利用して業務を合理化、自動

やはり無理があります。
ヒト・モノ・カネと言った

化することはデジタライゼーションと言われ、
こ

経営資源が限られる中で、
いきなり
「DX推進！」
と

れもDXとは異なります。
デジタイゼーションもデ

掛け声を上げても実践はままなりません。
また、

ジタライゼーションも業務の効率化を生み、社内

どこから手を付けて良いのか分からないのも現実

コストを劇的に改善することは可能ですが、売上

です。
これには進める手順があると言われており

を伸ばすことには繋がりません。DXとはデジタル

ます。

D X へ の ス テップ

デ ジ タ イゼ ー ション

まずは全てを
デジタルデータに

Digitization

デ ジ タラ イゼ ー ション

データを活用して
早く、楽に

Digitalization

デジタルトランスフォーメーション

データを活用して
事業変革

DX

図5

「マッキンゼーが解き明かす 生き残るためのDX」黒川通彦他著より
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CHAPTER 5｜D X 推 進 の 方 法

第1のステップが社内のデジタル化を進めるこ

何か新しいことを考えてもらう、
新たなプロジェクト

とです。
それも高額な基幹業務システムやMISの

を推進してもらうには無理があります。社員も

導入では無く、
まずは手書き伝票などを止め、
エク

苦しくなり良い発想や熱意が無くなってしまう

セルなどを利用してデジタルで業務を進めること

のではないでしょうか。

です。
これにより業務の効率化が進みます。
データ

実は日本ではDXを進めることが出来ないと言う

の蓄積とその活用による仕事の時短、
メールなど

識者もおります。
日本の多くの企業では、業務を

の活用による仕入先との業務の効率化、社内の

効率化するとそれに伴い人を削減して合理化し

情 報 共 有 化による二 重な仕 事の削 減などが

てしまいがちということがその理由です。Googleで

進み、無駄な仕事が減っていきます。何よりも社員

は担当業務以外に20％の時間を使うことが決まり

がデジタルに慣れていきます。

になっているということは有名な話です。余裕が
無い状況の中ではイノベーションは生まれないも

第2のステップがデジタル化で生まれたデータ
を活用して業務を自動化、効率化することです。

のと考えられます。新たな発想を生むために業務

MISやRPA（ロボティック・プロセス・オートメー

を改善することが大前提となります。

ション）
などを活用することで自動化を進めること

上記のようにデジタイゼーションからデジタラ

が可能です。
また、勘や経験などの属人的な技能

イゼーションへ、
そしてDXへと会社の文化を進化

をデータによって分析し共有化することで社員の

させることが重要となります。効率を上げることと、

成長や効果的な仕事の運び方も可能となります。

発想する・チャレンジをする時間の創出の両立で

SFA(営業支援システム)、CRM（顧客管理システ

きる文化づくりを目指していきましょう。
また、
ここ

ム）、MA（マーケティングシステム）など便利な

ではアジャイル的な企業文化の醸成も必要となり

ツールも多く出ております。

ます。分かってからやるのでは急激である時代の

大切なことはこれら2段階によって人が手作業で

変化への対応は難しく、
やったから分かる、
やって

やらなくても良い仕事を極力自動化することです。

みてアップデート
（軌道修正）するという思考と

収益に繋がらない仕事は徹底的に省力化する、

企業文化が求められます。私たちの産業の苦手な

自動化するという考え方が重要になります。
また、

ところかと思われます。

属人的な仕事を極力減らし、効率の良いスタイル
に変えていくことも重要です。そしてこの空いた
時間と労力をもって自社の製品・サービスのデジ
タル化を進める、
つまりDXへの取り組みが出来る
ことになります。
いつも通りの業務をこなしながら
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CHAPTER 6

D X がもたらすもの

DXによる新たな価値創造
ここまでDXとは何か、
どの様に取り組むのかに

１つ目の製品のデジタル化、
これは既に多くの

ついてお話ししてきました。
ここでDXがもたらす

印刷会社が進めていますが、社内システムがデ

新たな価値について整理してみたいと思います。

ジタル化されることで、
さらに多様なデジタル製

企業がデジタル化を推進し、
データを基にものを

品を生み出せるようになります。文字も画像も映

考え、行動することで新たな価値を創造すること

像も音楽も全てのコンテンツをデジタルで制作す

になります。

ることが可能となり、双方向的に、
あるいは統合的

新たな価値創造にはいくつかの方向性が考え

に製品を作ることが可能ですし、顧客のUI（ユー

られます。
１,製品のデジタル化、
２,サービスの

ザーインターフェース）
を作ることが可能となりま

デジタル化、
３,スピード化、
４,データドリブンの

す。
さらにそれはUX（ユーザーエクスペリエンス）

活用、
５,深耕化、
６,CSR・環境対策、
などが考え

企画制作へと発展していくことも可能となります。

られます。

D X による 価 値 創 造

新たな高 付 加 価 値サービス産 業 への転 換

製品のデジタル化

サービスのデジタル化

スピード化

データドリブン

深耕化

CSR・環境
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DX-PLATなどを多くの人で活用することも必要と

２つ目のサービスのデジタル化はデジタルを活

思われます。

用した様々なサービスを提供することが可能とな

5つ目の深耕化は自社の得意分野に集中する

るという事です。顧客のデジタルアセットの構築、
プラットフォームによる広報支援や細やかなサー

ことが可能となるということです。制作〜製造〜

ビス提供、
オンラインによる教育プログラム提供、

保守までデジタル技術を活用しスマートファクト

事務局代行、BPOの支援など、
この領域は多くの

リー化を推進することで、生産性改善を実現でき

可能性があります。
なぜならモノがあふれ、
モノ余

ます。
その改善によって生み出された経営資源を

りになったこの時代でも人々の困りごとは決して

自社の強い分野にさらなる集中投資することが

なくならないからです。

可能となります。
また、苦手な分野は他のスマート
ファクトリーへ委託、
それもオンライン上で効率的

3つ目のスピード化は連想しやすいと思います。
デジタル化により人の関わる作業が少なくなります

に連携できる様になります。互いを活かし合う

から自ずとスピードが上がり、顧客からすればより

新たなエコシステムの誕生となるわけです。
6つ目のＣＳＲ・環境対策ですが、
サスティナブル

便利に、
企業側からすれば効率化が実現されます。
さらにデータが蓄積することでAIの活用も可能と

な社会の実現に協力し、
顧客に選ばれる会社となる

なります。デザインの自動化、マーケティングや

には見える化が必要です。
働き方の向上や資源の

営業計画の自動化、
生産計画、
生産管理の自動化、

ムリ・ムダ・ムラの削減のためには当然デジタル

経理・総務業務の自動化など様々な工程で劇的

による見える化が必須となります。膨大なデータ

なスピード化を進めることが可能となるわけです。

を人手によらずリアルタイムに集計することも、

スピードこそ価値の源泉となることは言うまでも

見える化により課題の抽出も可能となります。
これ

ありません。

らデータのエビデンスが顧客に対する価値を生む

4つ目のデータドリブンはデータによる思考力

のは勿論ですが、ステークホルダーにとっても

向上です。勘や経験といったスキルのみに頼る

魅力的な価値となります。業界地位向上のために

ことなくデータから考えることで顧客の新たな

も重要となります。

ニーズや新たな顧客を発見することが出来る様

他にもあると思われますが、
いずれにしましても

になります。
さらにデータに基づいたマーケティン

上記の通りDXを推進することにより企業文化・

グ、企画やデザインの提案、製品のプロトタイプ

風土の変革が様々な企業活動を向上させて行く

や試作品開発などデータから読み取ることで人知

事になります。
これに取り組む会社とそうでない

を超えた新たな価値を生み出すことも出来ると

会社に10年後どの様な差が生じるかは言うまでも

思われます。
ビックデータを集めるためには後述の

ありません。
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CHAPTER 7

印 刷 業 におけるD X 事 例

DX-PLATの必要性と活用法
DX推進の必要性についてはご理解頂けたと思

ここで有効であるのがJDFを基にした社内ワーク

いますが、
では具体的に何から取り組めば良いの

フローの高効率化です。様々なメーカーの最新事

でしょうか。方向の一つが現状の全印工連という

例でもある通り、
データにより準備や段取りを出

プラットフォームを活かして協力し合い、全体で

来る限り機械にさせることで稼働率が劇的に上が

DXを進め、相乗効果を図ることです。
この章では

ります。
また、社内だけでなく得意先や仕入先など

具体例としてDX-PLATの仕組みと可能性につい

とネットワークで結び、
データを共有することで、

てお話ししたいと考えます。

さらに生産性向上が見込める様になります。
しか

5章のステップを印刷業のプロセスの改善とい

しながら、
これまで各得意先、仕入先、
メーカーに

う視点でとらえたものが図6−1です。デジタイ

よって受け入れられるデータが異なるため、
それ

ゼーション、
デジタライゼーションによって生産性

らサプライチェーンをデータで結びつけることは

を改善し、次にワークフロー全体を見直して既存

困難でした。
どこかで再入力などの再設定が必要

事業のプロセス業務を変革していきます。
デジタ

とされていました。
そこで全印工連が経産省の支

ルデータを活用し、社内のワークフローやサプラ

援を受け開発したシステムがDX-PLATです。

イチェーン全体での高効率化を進めていきます。

D X 推 進 の ス テップ

MISやRPA等の
導入 etc..

生産性改善
JDFの活用
DX-PLAT etc..
既存事業変革
AI・ビックデータ等
の活用 etc..

DXとは

ここのみ

新規事業構築

図6−1

「マッキンゼーが解き明かす 生き残るためのDX」黒川通彦他著より
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全 印 工 連 D Xシステム概 要
サービスプロバイダー

ファクトリー

MIS

JWS

受発注システム

基幹業務システム

需給・稼働状況による
価格決定システム

見積検索

JDF

生産管理システム

PDF

発注

CSV

JDF

JSP

PDF

JDF
JDF
JDF

DX

MIS

システム

基幹業務システム
図6−2（DX-PLAT概念図）

簡単に説明しますと上図のように各印刷会社

生産現場の収益性が向上することになります。

が各社のMISに作業指示を入力し、発注すると

この収益の一部を発注者へ還元することで発注

JSP（ジョブ・シェアリング・プラットフォーム）
とい

者側にもメリットが生じ、互恵関係が生まれ好循

うマッチングサイトへ発注仕様書データが流れま

環がスタートするのです。
このネットワークに繋が

す。一方、生産者の機械はJWS（ジョブ・ワークフ

らない古い生産機も、生産管理システム上で作業

ロー・システム）
という生産管理システムに繋がっ

の開始、終了を入力し、作業日報などを通じて

ており、
そこから機械の仕様や空き情報をJSPへ

生産管理データを共有していくことが可能です。

送り出し、双方を最適に自動マッチングさせる仕

また、生産管理データとMISデータにより生産の

組みです。
もちろん生産価格も自動計算され金額

見える化が行われ、適正な製造原価を把握出来

も明示されます。
そして発注が決定すると生産側

る様にもなります。

に作業指示データ
（JDF）
と印刷データ
（PDF）
が

そして、
このサイクルによって多くの取引データ

送信されるのです。世界標準規格のJDFと印刷用

や生産データが収集されます。
これがマーケティ

PDFが生産機の段取りや準備を自動で行い、生

ングデータ、設備投資への指標データとなり、図6

産性を高めることになります。
また、
自社の生産設

−1の3番目のステップ、新規事業構築へと繋がっ

備を他社に利用してもらうことで稼働率が高まり、

ていくのです。
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CHAPTER 8

D X による 価 値 創 造とは

DX-PLATによる新たな価値創出モデルとは
DX-PLAT運用によるメリットは大きく４つあると

配置であると見て取れます。
前章でも触れた様に、

考えられます。生産設備の稼働率向上と最適化、

これら稼働率が低い設備と人的資源を有効活用

高度な品質や仕様、納期などを求められる仕事の

することが 、事 業 の 存 続 には 欠 かせません 。

コスト低減、受注業務や生産管理業務の合理化、

DX-PLATによって自社の得意な仕事を集め、稼

そして最後がそれらによる新たな価値創出です。

働率を高めて収益を上げる。人が介在しなくても

経済産業省の
『印刷業における取引環境実態

よい仕事を出来る限り自動化・省力化して社員

調査』
から、
印刷業の課題は設備の過剰と低収益、

の時間を作る。
この収益と時間が新たな事業を

あるいは収益を生まない業務への過度な人員

生み出すことになります。

全印工連としてのDX取り組み（DX-PLAT）のコンセプト

DX
ソリューション
プロバイダー

DX
DX-PLAT

ファクトリー

適正なコストダウン

稼働率向上

深化と拡張

設備更新

図7−1

ここでも重要なことは自社のビジョンとミッショ

たい方向や強みを活かし、お客様の課題を発見

ンを明確化し、
事業領域を再構築することです。
そ

し、
柔軟に応えていくことが求められます。
そのため

れに向かって不要な設備を新たなワークフローへ

には自社しかできない解決策を生み出す力が必要

と進展させるとともに、社員の再教育（リスキリン

です。
また、各社が様々なカタチに進化することに

グ）
を行うこととなります。令和の時代はVUCA（予

よって、全体としてみれば多様性のある業界へと

測困難）
と言われますから、
これまでに行われてき

進み、
この独自の専門的な知見をもった各社が

たケーススタディ
（他社の事例を研究し取り込む）

DX-PLATで繋がり、協創することで、各社に相乗

を基にした戦略では通用しなくなり、
自社の向かい

効果をさらにもたらすものと考えられます。
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さらにVUCA時代には、分かったからやるのでは

を生み出したり、Appleが利用データから新たな

遅くなるため（あるいはいつまで経っても分から

サービスを展 開していることと同じです。超大

ない）、やったから分かるという思考方法が必要

企業だけでなく、
これを顧客や地域や製品ごとに

だと言われます。
DX-PLATを活用することで多くの

絞り込めば、私たち中小印刷業も新たな活路が

取引データが蓄積されていきます。
このデータを

見いだせると思われます。実際のものづくり、
もの

分析することで新たな価値を発見し、企画・開発

売りから集められたデータにこそ価値があり、
この

やサービス向上に繋げることが出来る様になり

データ活用（データドリブン）
が自社の営業戦術

ます。
これまでの勘や経験をベースにした戦略立

や経営戦略に活かされます。
トップや経営幹部の

案ではなく、実際の取引データや顧客のアクセス

勘と経験に頼る経営ではなく、
データに基づいた

データから仮説を立て、それを実取引で検証し

顧 客 対 応 、製 品づくり、販 売 方法、つまり誰に

続けることで見えないニーズやウォンツを探り当

何をどの様に売るかを考えることで成功の確率が

て、新たな製品・サービスを生み出すことになるの

高まります。
これらデータはAIの活用などによって

です。Amazonが膨大な取引データから新規事業

高度なマーケティングへと発展していくのです。

スマイルカーブとDXによる効果
エンドユーザー
B to B to C の視点

顧客

AI

DX
企画・開発

DX

DX
DX-PLAT

フルフィルメント
ロジスティクス

AI

販売
サービス提供

収益性の低いものづくり
図7−2

図7−2の様にDX-PLATの生産データをロジスティ

客様のニーズを考えられる様に発展できる訳です。

クスデータ
（配送データ）
やレスポンスデータ
（効果測

そしてこれらデータはお客様や取引先にとって大変価

定）
などサプライチェーン全体で連動させることで、
い

値のあるものとなります。
このデータを用いることで印

つどこで誰にどの様な製品が届けられたのかが分か

刷会社主導での提案をすることが可能となる訳です。

るようになります。
ここから隠された顧客ニーズを発

以上の様にDX-PLATを中心に顧客やサプライ

見し、
マーケティング、製品・サービスの企画・開発へ

チェーン全体を巻き込むことで私たち印刷会社の立

と繋ぐことが出来ます。印刷業はこれまで受注品を納

ち位置が変わってきます。
まずはデジタルベースで業

めて終わりでしたが、B to B to Cつまり、お客様のお

務を行い、
データを蓄積することが肝要となります。
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DX-PLATを活用した事例案について
ここまで説明しました通り、DX-PLATはDXに

善が可能となります。
しかし、
これだけでは縮小均

よって生産部門の最適化、効率化を図ることが主

衡に陥る危険性もあります。大切なことは需要を

な目的となります。
自社の得意分野に設備と人員

いかに掘り起こすか、
仕事をいかに増やして行くか

を集中しそこを深耕する。苦手な分野や採算が合

ということになります。
つまりDX-PLATの輪に新た

い難い分野は他社とDXによって連携し、
スピード

な仕事をどの様に引き込むかということです。図の

化を図ると共に効率化を行う。
これにより生産部

様に様々な仕事を持つ魅力的なストアフロントと

門において生産性の向上、見える化による収益改

結ぶことが重要となります。

DX

システム

ある製品に特化したサイトやお客様の業種・

つくり、
リスクを最小にしながら様々なお店を出展

業態に合わせた必要な製品がラインナップされた

し、同時にものづくりも拠点化しそこに集約化や

サイトとDX-PLATを繋ぐことで、受発注や生産の

分業化して効率良く作るというイメージです。

自動化が可能となります。以下の様な例が考えら

以上の様にサイトをいくつも立ち上げDX-PLAT

れます。
B to B、
B to B to Cで使われるデザイン名

と繋ぐ、市場や顧客が求める魅力的なストア開発

刺や特殊な封筒、差別化されたDM、
カレンダー、

を行い生産はグループのDX-PLATに委ねる。
もち

その他紙製品などを販売するオンラインストアと

ろん得意分野は生産まで行う。
また、全国各地の

繋ぐことが考えられます。
オリジナル製品や地域な

工場とグループを作り納品場所に近い工場で

らではの製品サイトであれば更に差別化ができる

生産・配送することでタイムリーな納品や配送

のではないでしょうか。
クリエイターの販売サイトと

コストの圧縮を図ることも考えられます。

連携することなども考えてみてはいかがでしょうか。

他にも色々なビジネスモデルを考えられると

立ち上げにおいては同業の仲間と組んでその様

思いますが、営業主体の会社は売上のアップと

なオンラインストアを開設する、既存のECストア

生産の最適化が図られ、製造主体の会社も生産

アプリを利用しリスクを少なくチャレンジすること

性向上が進むと共に経営資源を得意分野に集中

も良いと思われます。
これまで工場付きの店舗で

しさらに差別化を図ることが出来るようになるの

営業していた単体のお店が、仲間と専門店街を

です。
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DX-PLAT活用の具体案

専門書
ストア

デザイン名刺
ショップカード
ストア

高品質な
カタログストア

カレンダー
ストア

オリジナル封筒
ストア

DX-PLAT
地域向け
紙製品ストア

DMストア

オリジナルパッケージ・
包装紙ストア

納品場所近くの
全国の工場

オンラインストアの開設

既存のストアを活用
オリジナル製品サイトの開設
グループ内で共同サイトを開設
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クリエイター
ストア

CHAPTER 9

価 値 創 造と価 値 獲 得 モデ ル へ

価値創出 価値獲得、高収益をもたらす価値獲得モデルとは
爆発的な利益を生む会社は、顧客から新たな

競争が激しい今日では優れたものづくりやサー

利益を獲得するビジネスモデルを作り上げています。

ビスを生み出しても、
他社もそれを追随して似たよ

アマゾンはE Cサイト以 外にサーバーレンタル

うな製品・サービスを送り出し、
高い利益率が平凡

事業・AWS（アマゾンウェブサービス）
を展開して

な利益率へとすぐに変わってしまいます。
つまり価

おり、実はオンラインショップを遙かに超える利益

値創造だけでは他社が入り込めない仕組みを作り

をこの事業で生み出しています。
オンラインショップ

上げない限り、次第に同質化競争に巻き込まれて

の利益は他の流通業と比較して突出した利益を

しまうということです。
その様な環境下で上記の企

上げているわけではありません。
アップルは製品で

業群はどこで利益を上げるのかをまず考え、次に

の粗利益率は31.5％
（2020年9月期）
ですが、
サー

それを実現させるための価値創造（新たなものづ

ビスの粗利益率は66％となり、
これがアップルを高

くりや、
もの売り）
を行って来ました。
また、顧客や

収益な会社へと押し上げています。同様にテスラ

販売のデータから分析し、新たな利益のポイント

はCO²排出権を他の自動車会社へ販売することで

を想定して新事業を展開しています。
ここでもデー

多額の利益を獲得しており、流通業のコストコは

タドリブン、
つまりデータからビジネスを発想し構

当期純利益の88％を会員制の会費で稼いでいま

築することが重要となります。価値創造と価値獲

す。
この様に高い利益を上げる会社は、新たな収

得（新たな利益を得る方法）
によって他社との差

益源を作り出しているのです。

別化が実現し、圧倒的な利益を生むことが出来る
訳です。
これを利益イノベーションと言います。

データドリブンによる新たなサービスと価値獲得モデルへ
データ
から

新たなサービスを考える（誰に、何を、どうやって）

サービス提供に必要な器を考える（ハードやプラットフォーム）

価値獲得と価値創造へ

18

CHAPTER 9｜価 値 創 造 と 価 値 獲 得 モ デ ル へ

例えばアメリカにペロトンという会社があります。

より様々な業種がチャレンジして来たのです。

個人向けエアロバイクを製造している会社です。

成長社会から成熟社会へと時代が変わり、
社会

デザイン性も機能も優れたエアロバイクにタブ

にはモノが溢れ、
これ以上モノは必要無く、人々は

レット端末を付け、常時インターネットに接続し、

生活を豊かに彩る嗜好品やサービスを求めるよう

インストラクターのライブ映像やトレーニングを楽

になって来ています。必要なモノの絶対量は益々

しくするコンテンツ、
マシンを使っているユーザー

限られて来ますが、
サービスは無限に拡がっていく

の友人づくりのサポートなどコンテンツを提供して

と考えられます。
まず求められるサービスを考え

います。
マシンを販売したあともサブスクリプション

る、誰の困っていることを何でどうやって解決する

で継続的にユーザーが課金する仕組み作りに成

のかを考え、
キャッシュポイントを想定する。次に

功しています。
ソニーもゲーム機器やaibo（犬型ロ

そのサービスを展開するためのハードである器を

ボット）
を販売した後、
様々なオプションをオンライ

考え、製品を考案したり、設備投資を行う。新たな

ンサービス、
サブスクリプションで提供し最高益を

利益を獲得するサービスモデル 情報コミュニ

達成しています。

ケーションツールづくりによって私たちにも利益

この様な事例はIT産業やハイテク産業だからで

イノベーションを生み出すチャンスはあるのでは

きるのではと思う方もおられるかもしれませんが、

ないでしょうか。私たち印刷産業への適用の具体

使った分だけ支払う富山の置き薬、本体は安く替

例につきましては、今年度、全国青年印刷人協議

刃で儲ける髭剃りのビジネスモデル、
ユーザーで

会もどの様なモデルが考えられるか研究テーマと

は無く家主から手数料を取る仲介不動産会社の

して取り組むことになっています。
自社内や全国、

モデル、学生でなく企業から広告料を取る就職誌

各地域の組合の仲間と一緒に意見を出し合い、

のモデルなど、実は新たな利益獲得モデルに以前

新たなモデルを考え出して頂きたいと思います。

データドリブンによる新たな価値獲得モデルへ
プロダクトミックス

ダイナミックプライシング

バイプロダクト

コンテンツ物販

サブスクリプション

データベース販売

ロングテール

会員制・従量制

フィービジネス

マッチメイキング

売り先

売り物

売り方

価値獲得

課金先

課金プロダクト

課金タイミング

価値創造
「収益多様化の戦略」川上 昌直著より
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まと め

企業の永続の為には事業の組み換えと承継が必要です。永く続く企業は事業継続のために
絶えず変化を起こして来ました。
新たなテクノロジーは常に誕生しますが、
普遍的な価値観を基に
それをどの様に事業に取り込んでいくのかが大切です。長期的な変革の方向について考え、足元
から着手することが求められます。
成熟化社会ではモノの価値はさらに低下し、
人生を豊かにする
サービスが求められるようになります。
つまりモノそのものであり、
モノを拡販するための商材でも
ある印刷物の需要は、
次第に減少せざるを得ません。
その様な意味では製造部門はデジタル武装
されたスマートファクトリーを目指し、
より効率的な未来の印刷工場へと変わる必要があります。
すべてのラインをその様に変革することはかなりの投資が必要となりますから、得意分野や主力
分野に集中投資し、
他の分野は他社と連携することが求められると思われます。
また、
私たち印刷産業はコンテンツ制作とその器となるフィジカルメディア
（物理的なメディア）
、
デジタルメディアの双方を作ることが可能で、
それに付帯する様々なサービスを付加できる産業
です。顧客に寄り添い様々なデータを基にそれらを提案できることも私たちの強みと言えます。
もはや紙かデジタルかを論じる時代では無いと思われます。私たちの生活そのものがデジタルで
囲まれて来ており、今後さらに急速に社会のニーズはモノづくりからコトづくり重視へと進むから
です。社会的な潮流はOnline Merges with Ofﬂine（OMO）
へ向かい、
その中で生活を快適に豊か
にするコンテンツやサービスが求められて来ます。
その潮流を捉えていきましょう。
特にDX（デジタルトランスフォーメーション）
は企業文化の変革ですので10年はかかるとも言
われます。
そのためにはデジタル化からデジタイゼーション、
そしてDXへと早く一歩を踏み出す
必要があります。
自社のビジョンとミッションをしっかり据えた上でテクノロジーを取り入れ、
デジ
タル化〜デジタイゼーションを進めていきましょう。
そうすることで人の育成や新たな挑戦をする
ための時間（ゆとり）
が生まれ、次代が求める製品・サービスへの展開（価値獲得を目指した価値
創出）
つまりDXへの進展が可能となります。
そしてその企画・開発に求められるのがデータドリブ
ンです。
つまりデータを基に発想することが必須となります。全印工連のDX-PLATなどを活用し、
データドリブンの新たな企業文化を作り高付加価値コミュニケーション事業へとスタートを切っ
て欲しいと願います。
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