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全国のGraphicArts業界の事業者

が、オンデマンド時代のデファクトス

タンダードづくりをめざして、新しい

技術、市場、事業を研究し、事業の

繁栄を図ることを目的として活動。

ビジネスに直結したフォーラムであ

り、コンセプトとして、メンバーの

皆様で「参加できること」を掲げる。
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もっと強固なデファクトスタンダードの確率を目指して

中身のある実践的な研究会へ !

林田桂一

中村重樹

会長挨拶

事務局長代行

このDSFのように、段々若くなる
会というのも珍しく、見ていて

爽やかな感じがします。今年は正月か
ら生々しい事件が起きていますね。イ
スラム国など、今まで知らなかったこ

とも段々わかってきました。と、言い
ますか、今までイスラム教もキリスト
教もほとんど知らなかったのですが、
やっぱり根本を知らなきゃいけないな
と思いまして、基の宗教から最近勉強
もはじめました。その根本を調べて行
くと、なるほどと思うところもありま
す。一概に宗教がダメですよというの
ではなくて、やはり知るところから始
めるべきじゃないかなと今は思ってい
ます。
　実は昨年末DSF会員でもある2社
の若手経営者の会社を訪問させてい
ただきました。軽い気持ちで遊びに
行ったつもりだったのですが、お二方
とも周到な用意をしていただいてお
り、我々に経営方針まで見せていた
だき、本当に感激しました。こんな
にも一生懸命やっている会社がDSF
のメンバーだと実感しました。いつも

はチャラチャラしているように見える
のに、真摯に経営に取り組んでいる。
私も負けられないなと思いました。歳
を感じて少し勉強とか、やる気が失せ
ていたのかも知れないと家内にも尻
を叩かれました。「何でも興味を持つ」。
そういうところからやり直そうと、弊
社も理念とか会社方針とかも日頃か
ら社員に言っているつもりでしたけど
も、社員には浸透しなかったと改めて
思いました。ですから、今年はずっと
言い続けて、芯を作って行こうと思っ
ております。このDSFの会も、もう
10数年やっておりますが、徐々に芯
が固まってきたように思います。今後
も、もっと強固で強い芯を作り、デファ
クトスタンダードを確立するのが我々
の使命でございます。そのためにも是
非、今年も頑張ってやっていきたいと
思います。よろしくお願いします。

冒頭皆様にお詫びを申し上げます
が、本日、麻生本部長が体調不

良により、急遽欠席をさせていただく
事となりました。お詫び申し上げます。
　研究会は昨年、会長から喝が入った
ということもあり良い内容になりまし
た。特にODPグラフィック研究会はサ
ンプルブックを作製、配付させていた
だき、皆さん有効に活用していただい
ている事と思います。このサンプルブッ
クは月刊誌でも取り上げられ、DSFの
会員以外からも多数問い合わせがあ
り、大変な反響をいただきました。本
当にありがとうございます。また、こ
の後、各研究会に分かれて今期の取り
組みについて検討いただきますが今
回、営業戦略研究会で外部の先生を
お呼びすることにしました。越石先生
という先生ですが、2012年の5月に
経営者の会でもこの先生をお呼びしま
して、ご講演をいただきました。証券

出身のコンサルの先生で、見た目の迫
力だけでなく、声も大きいです。セミ
ナーを11月にもお願いしましたが、マ
イク無しでも耳が痛いくらいの迫力で
す。営業戦略以外の方も出席いただけ
ればと思っております。初回と2回目
の2回、越石先生の講習に、ぜひ御
参加ください。それから、各研究会に
分かれてまたご討議いただきますが、
今年も昨年以上に気合いを入れていた
だいきたいと思います。中身のある実
践的な研究会にするために、事務局と
しましても一生懸命、努力したいと思っ
ています。
　恒例のボリューム状況ですが、昨
年2014年1月〜12月までモノクロは
100.7％の横ばいです。しかしカラー
は115.4％で、またもや2桁と大きく
成長しております。これもデジタルビ

ジネスの成せる技です。どんどんデジ
タルのボリュームを盛り上げていきた
いと思っていますので、これからもよ
ろしくお願いいたします。

株式会社東京文久堂　代表取締役社長

富士ゼロックス株式会社
PS 営業本部 CRM 営業部



2014年度会計報告　　　　　  　　　　 　　株式会社広工 代表取締役社長　鈴木俊哉

2015年度活動報告と理事会議決事項報告　株式会社東京文久堂 代表取締役社長　林田桂一

DSFは単なるユーザー会にはしたくない。
DSF最大の特長はビジネス研究会活動であり、
ODP分野でのデファクトスタンダード作り（ルール作り）を目指す。

収支会計 報告をご説明します。
収入は各正会員から年会費6

万円を、賛助会員の年会費を富士ゼ
ロックス様から頂き、合計は350万
7740円になります。繰越金が170
万で収入総合計は520万1472円に
なります。ビジネス研究会は各20万
で予算立てをしています。ただODP
グラフィックは研究会として18万で
すが、サンプルブックの用紙代等で
13万ほどかかっております。元々材
料代など予定にありませんでしたの
で、20万ほどオーバーしての金額で
す。全体運営費ですが、富士ゼロック
ス様の会場をお借り等して会場費は
無く、講師等の費用があります。また
HP修正に費用かかり、会員勧誘リー
フレットを作成しておりますが、会員
変更に伴う作り直し費用を計上して
います。懇親会は例年よりも若干の
マイナス。交通費は理事会、大会中
のタクシー代等が入っております。こ

こまでの支出の合計が316万7348
円で、前期繰越金を入れない段階で
34万ほどプラスが出ています。DSF
レポートにかかる広報宣伝費ですが、
こちらは富士ゼロックス様が例年ど
おりご負担をいただいております。ま
た、サンプルブックの用紙代があり、
これも富士ゼロックス様で作成に関
する費用をご負担いただき計上して
います。これらの合計が運営補助費
ということで、255万になっており
ます。これを合わせて最終的には次
期繰越金が203万4124円で、昨年
より34万ほど上で着地しております
ので繰越金も増という内容です。予
算の補足ですが、正会員がヤマゼン
コミュニケイションズ株式会社様の
入会で40社になり、前期繰越金に
203万4124円が入り合計が558万
4124円です。ビジネス研究会につい
ては各20万の予算です。全体の運営
費はゼロですが、中間発表大会が京

都開催の場合の会場費として75万を
入れております。懇親会については例
年どおり50 〜 60万見当で、交通費
も例年どおりで合計が365万。繰越
金が無くて10万ぐらいのマイナスで
す。研究会は圧縮していただき、丁度
トントンくらいですが、繰越金や運営
補助金、DSFレポートが入れば、例
年通り500万円前後の予算です。事
務局の方で厳しく適正に処理をされ
ていることを付け加え、報告とさせ
ていただきます。

1月末に理事会を開催し、決定した
事項をご報告します。一つ目は役

員人事です。理事として東洋美術印刷
株式会社の代表取締役山本氏と共立
速記印刷株式会社の専務取締役笹井
氏の2名を増員します。それに伴い副
会長職をもう一つ設け、株式会社白橋
の代表取締役白橋氏に就任していただ
きます。また新顧問としてみつわ印刷
株式会社の代表取締役渡利氏に就任
していただきます。続いて各ビジネス
研究会の理事ですが、通常通りで今期

も継続して同じメンバーで活動・推進し
ていただきますが、変更点として経営
者の会の担当理事を東洋美術印刷株
式会社代表取締役山本氏にお願いい
たします。新規会員として栃木県のヤ
マゼンコミュニケイションズ株式会社
の専務取締役山本氏が入会されます。
株式会社弘久社の平野社長にも参加し
ていただくことになりました。
　また社会貢献活動は理事全員の活
動として継続し、寄贈内容を検討しま
す。スケジュールとしまして中間発表

大会は7月3日京都開催に決定しまし
た。最後の全国大会は11月6日例年
通り、お客様価値創造センターで開催
します。以上で報告を終わります。
　DSF運営の趣旨は、いつも通りです
が冒頭のあいさつでお話ししたように、
こういう芯となるものは何度も言い続
ける。そうしないと芯にならないと思
いますので、ここはしっかりと読ませ
ていただきます。

聞いて帰るだけでなく、参画型のフォーラムにしていきたい。
DSF のコンセプトは参加できることと考えている。

これを DSF 運営
の趣旨としており
ます。

● DSF 全体で取り組む社会貢献活動。
● 1社では取り組みにくいテーマに対し、相互に知見を出し合うビジネス研究会活動
●メンバーの円滑なコミュニケーション懇親活動
●富士ゼロックス株式会社からの情報提供

コアとなる
分科会
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  各分科会からの発表／活動と活動方針の説明

鴻村健司

Webテクニカル研究会

株式会社コームラ　代表取締役社長

笹井靖夫

Webマーケティング研究会

共立速記印刷株式会社　専務取締役

冒頭、会長よりご紹介いただい
た会社のひとつ株式会社コー

ムラの鴻村です。Webテクニカルは
6社10名のメンバーで活動する研究
会となります。FreeFlow等のデジ

タルワークフローをベースにオンデ
マントプリントを具体的に研究いた
します。初回は富士ゼロックス様よ
り講師をお招きしていただきまして、
FreeFlow Coreの部分を、見せて

いただきながら勉強し、どういったこ
とに取り組んでいくかを順々に落と
し込んで行くということになります。
以上です。よろしくお願いいたします。

今期のWebマーケティング研究
会は、11社13名のメンバーで

実施していきます。中身としては、紙
のビジネスとデジタルの媒体をどのよ
うに組み合わせていけるのか。あと、
リアルな世界とWebをどういう風に
組み合わせていけるのか、これを紙
にこだわらないで、新しい技術や事
例等をみんなで勉強していこうと考
えております。従来までは、六本木T
キューブの1室をお借りして座学をメ

インで勉強会を行ってきましたが、今
回はメンバーの会社に出向いて、ど
んな面白いことをしているのか紹介
をしていただきながら、1年間活動し
ていきたいと考えています。よろしく
お願いいたします。

03 - 04



05
 - 0

6

丹羽治久

ODPグラフィック研究会

株式会社白橋　クリエイティブセンター長

秋山高秀

営業戦略研究会

山陽印刷株式会社　取締役副社長

  各分科会からの発表／活動と活動方針の説明

本年度、営業戦略研究会は構築
した研究内容をフィードバック

して成果につなげるということ活動
方針としています。営業は成果が1番
大切ですから、研究の内容をいかに
フィードバックし、それを実際の成果
につなげていけるかを考え、活動を
していきたいと思います。活動内容
は2つありまして、1つは昨年も行い

皆さんに助けていただきながら
リーダーを務めて、今年で3年

目に入ります。私にとっては3年とい
う節目の年と考えておりますので、緊
張感を持って取り組んでまいりたいと
思います。昨年度はODPグラフィッ
ク研究会メンバーのご協力で、アプ
リケーションブックを作成することが
できました。作成にあたり、多くの方
のご尽力、ご協力をいただきました。
本日、総会の活動予算を見させてい
ただき、大変恐縮をしております。改
めて、感謝を申し上げたいと思います。
今年はぜひこのアプリケーションブッ
クを活用して、皆様にお役立ていた
だきたいと願っております。ODPグ
ラフィック研究会の活動趣旨は毎年
変えておらず、課題解決のできる商
材の開発を目指すということにしてお
ります。メンバー自社の設備を活用し
ながら、各メンバーがノウハウを結集

ましたCVMで出来切れなかったこと
を、今年はさらに深掘りしながら研
究をしていきたいと思います。2つめ
は冒頭、事務局の中村様からお話が
ありましたように、外部講師をお招き
して新たな営業スキルを学ぶことも
行っていきたいと思っております。こ
ちらの方に関しては、3月、4月に1
回ずつの計2回、クライアントコンサ
ルティングの越石社長様をお招きして
セミナーを開催したいと思います。こ
の2回のセミナーに関しましては、オー
プンセミナーという形をとらせていた
だき、研究会のメンバーだけではな
く、どなたでも参加できるという形
をとっております。ぜひ皆様、社内
で興味をお持ちの営業の方はご参加
していただければと思います。日程
ですが初回は3月17日火曜日、4時
〜 6時までの2時間、場所は六本木
Tキューブ、パティオCとなっておりま
す。2回目の講演は、4月23日木曜
日、16時〜18時までの2時間、こ

して共同で企画提案から開発までを
研究してまいります。サブリーダーに
は昨年に引き続きまして、山陽印刷
株式会社の倉橋さんと株式会社東京
文久堂の鈴木さんにお願いいたしま
した。私の足りないところを補ってい
ただき、万全な体制になります。本
日のミーティングでは、大変貴重な
意見をたくさんいただきました。大体
の意見を集約すると、アプリケーショ
ンブックを進化成長させた意見をた
くさんいただきました。もっと用紙を
特化したもので作ったらどうかとか、
感圧紙などの領域もオンデマンドで
できるのではなど、また、各メンバー
様の事例などもっとたくさん集めて、
このアプリケーションブックを充実さ
せたらどうか。または高品質、低コ
ストのさらなるコスト挑戦してみたら
どうかとか、またはアプリケーション
ブック、今はクリアファイルなってお

ちらの方は場所が、みなとみらいセ
ンタービル、お客様価値創造センター
でセミナーを開催いたします。皆様の
ご参加をお待ちしております。以上で、
営業戦略研究会の発表とさせていた
だきます。ありがとうございました。

りますけれども、1枚にしてもっと営
業が持ちやすくなるようにまとめてい
ただきたいとか、たくさんの意見を
いただきました。これら意見を精査
しながら研究会の進めてまいりたい
と思っております。以上です。ありが
とうございました。



生島裕久

社会貢献活動

有限会社オンデマンド印刷　代表取締役社長

山本久喜

経営者の会

東洋美術印刷株式会社　代表取締役社長
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  各分科会からの発表／活動と活動方針の説明

経営者の会を今年から担当させ
ていただきます。この会は14

年も継続している立派な会とお聞き
しています。経営者が集い異業種の
方をお呼びして、業界の刺激的なお
話を伺い勉強する、そういう非常に
高尚な会ですから、その趣旨に沿っ
てがんばりたいと思います。先ほどの
会合では皆様から様々な希望が出ま

社会貢献活動では、毎年皆さん
のご協力いただきまして納本

をさせていただきます。今年の目標
ですが、昨年納品作業を行う中、全
国の盲学校にリクエスト投げかけて
います。さらに継続の希望があるの
かどうかということに関しましては、
62％の盲学校からの回答がございま
して、その中で大体6割の学校様か

して、具体的にはスポーツビジネスの
経営者をお呼び出来るとか、著名な
経営者の勉強会から関係者をお呼び
できるかもしれないというお話もあり
ました。映像ビジネスの勉強が必要
なので、そうしたお話を聞いてはどう
かと、あるいはIT関係の若い経営者
をお招きしては、というお話も出まし
た。生島理事からは、経営者の悩み
でもある継承問題に関してテクニカ
ルな話をお聞きできたらというような
ご意見をいただきました。年に4 〜

5回。これから4月に1回、6月に1回、
そして7月に京都で、中間報告会が
あるということで、京都では京都に
関係した方をお呼びするということ
ですが、それから後半に2回ぐらい
ということでございます。我々もいろ
んな方を考えていますが、皆さんの
方でもこんな方を呼んでほしいとか、
もちろん予算に限りはありますが、そ
ういった御意見がありましたら、事務
局まで御連絡いただければと思いま
す。よろしくお願いします。

らまだ継続してほしいという回答をい
ただいております。おそらく供給数は、
徐々に少なくなってくると思っていま
すが、現状は明確に継続を希望する
声がございますから、ぜひお応えし
て継続しようと思っています。さらに
新しいコンテンツを探していきたいと
も考えております。どこまで着手でき
るか明確には言えませが、その一つ

は弱視者用地図等です。その辺の可
能性の模索と、弱視以外の方の社会
的弱者に対しての供給等についても、
理事会からのご提案をいただきまし
たので、そういうコンテンツも模索し
ながら、今年は進めていきたいと思っ
ています。
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大学と地元企業金融機関で活性化「志プロジェクト」

平野芳久

地域企業と大学を結ぶ志プロジェクト

杉田氏：私は地域活性化の活動を
ずっと行っています。教育機関とか信
金ユーザー様とか地元の商工団体様
は、地域創生で予算が出ていますの
で、地域活性化で具体的にオンデマ
ンドとかクラウドビジネスを含めて、
仕組みを作りたいと思っています。今、
大学と信金さんと商工団体さんの共
生という形のモデルがどんどん出てき
ますが、これはDSFなど当社のお客
様の中で展開していきたいなと思いま
す。今日はその良い事例がございます
ので、お聞きいただければと思います。

平野氏：はじめまして。弘久社の平
野と申します。私は20年ほどCSR
やCSVを考えており、本業と社会貢
献をどうやって両立するかをずっと模
索してきました。実際、社会的影響力
のある大企業と一緒に何度かやろう
としましたが、時代が早過ぎたのか上
手くいきませんでした。しかしある出
会いから偶然色々な事がつながって行
きます。多摩大学さんはこれまでも
授業の一環でプロジェクトをいっぱい
行ってきました。朝から夕方まで色々
な方をお呼びしてプロジェクト発表祭
も行い、地域と組んだ地域おこしや
町おこしも扱っていました。そのよう

な多摩大学さんと多摩信金さんが東
京都から就職ミスマッチ解消の予算を
いただき、どういう原因でミスマッチ
が起こるのか2年間調べられました。
その一貫で弊社に来られた教授の先
生が、パネルディスカッションへの参
加も依頼されたのです。ミスマッチの
主な原因は、大学が地元の企業を殆
ど知らないということです。私はそこ
に呼ばれ、司会者から「最後にパネ
ラーの皆さん、就職ミスマッチ解消
のアイデアを一つずつ出してください」
と言われた時、印刷業としては、会
社を理解するには会社案内を作るの
が1番だという話をしました。すると
その夜「平野氏の案はお金もかから
ないし、やったほうがいい」というメー
ルが飛び交いまして、それに応えよう
と、手順とか手法、進め方をまとめて
皆さんにメールしました。1週間後に
は具体的な話しとなり、丁度その頃、
私は東京都の経営革新計画の話を別
のところからからいただいており、そ
れと絡めて経営革新とビジネスモデル
特許の出願とホームページ作成を2カ
月で済ませました。サイトオープンは
受け皿を用意するため。そして経営革
新がとれた事を持って、多摩大学の
先生のところに一緒にやりませんかと
話をお持ちしました。すると、ぜひ進
めたい。2 〜 3年かけて授業にした
いとまで話していただきました。私は
大学生と企業を結びつけるには、ど
ちらにも大義が必要だと考えていまし
た。大義がないと印刷会社が印刷欲
しさにやっているなどと勘ぐられ、ス
ピードがアップしない。また私の手を
離れ話が進んだ時に、大義がないと
途中で途切れてしまう可能性があると
考えました。大学生には地元の社長
や工場長と会うことで勉強になると
いう大義があります。企業として今生
き残っているところは必ず何か良いと

ころがあるわけです。そういう話を社
長から聞いたり、元気な従業員の方
に働くことや生きることの素晴らしさ
を語ってもらうことなど色々あります。

「聞く気があるなら話してやろう」とい
う経営者は多いので、それが企業の
学生にできる大義だと思います。企
業は自分たちが古ぼけた機械だと思っ
ていても、学生の目から見ると非常
に新鮮に見えたりしますので、そうい
うことが企業側が刺激を受けるストロ
ングポイントで、学生が企業にできる
ことだろうと思います。学生はアポを
とりインタビューに行くことは、モチ
ベーションも上がり生き生きと出かけ
ます。帰ってきてからコツコツと会社
案内を作るのは大変ですが、皆で協
力すれば大したことはないようです。
企業側もアポを事前にとれば、1時間
〜 2時間のお付き合いは問題ないよ
うです。多摩信価値創造事業部の部
長に事前に相談に伺ったときに、交
通費は大学側で出すよう話をしておく
と良いという話や、今回はデザイン重
視のお話ではないので著作権の問題
はそれほど出ないが注意した方が良
いとアドバイスをいただきました。そ
れからホームページは、弊社で修正・
管理するので大学側には新たな予算
は要りません。交通費に関しては大
学の予備費があるので十分できると
いう事で、あっという間にスタートが
決まり、一昨年の6月に正式スタート
しました。大学は卒業と入学の時期
が過ぎ落ちつくのが6月〜7月ぐらい
なので、6月にスタートして7月から
実際に取材活動を始めるというのが、
2年間の経験で1番スムーズでした。
私たちは会社案内の作り方やワード
の編集方法を学生たちに教えました。
大学側はインタビューの仕方の講習
を学生向けにやっていただいたほか、
多摩大生として恥ずかしくない行動指

株式会社弘久社　代表取締役社長
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針も作って頂きました。後は覚書を取
り交わし、今日の会を経て皆さんで
取り組みたいということになりました
ら、すぐお出しできるよう全ての資料
を整理しています。自分達の2年間の
ノウハウを全て皆さんに見ていただく
準備をします。
　昨年も夏休みを挟んで12月にプロ
ジェクト発表祭が行われました。目に
見える成果として、13年は6ゼミ50
名で12社。昨年は7ゼミ60名15社
ですね。続いて目に見えない効果や
成果ですが、社会人の基礎学力を身に
つける。生きた経営学を学ぶ。多摩
地域に所在する企業・団体を知る。そ
ういうメリットがあると説明しました。
　学生の皆さんには、それぞれ1社し
か訪問する機会がなかったが、本当
に1社で大丈夫なのか不安だったの
で聞いてみました。自分の好きな業
界を訪問できなかったという話もある
かなと思いましたが、実際は全く関係
なく、「会社の経営は非常に大変だけ
ど、頑張って働くということに会社の
規模は関係ないことがわかった」「自
分たちが持っていた企業イメージとは
随分違っていた」これが1番多かった
ですね。それから「元気な中小企業
を大いに見直した」「初めてアポをとっ
て直接社長に会いに行き、物怖じし
なくなった」という意見もありました。
後日先生からお聞きした話では、こ
のプロジェクトを通じて自分でアポイ
ントから会社案内の確認まで一貫して
行うことで、プロジェクトを実施する
力が養われたという意見もいただきま

した。学生は数少ない選択肢の中か
ら自分の行きたい会社を選びますが、
どの会社でも客観的に観察できてい
ることがわかりました。人生経験のま
だ短い彼らですが、就活最前線に立
つ前に社会の現場や経営者の生の声
に接する機会が得られ、自らの価値
感を見直すのに大いに役立っていると
感じました。そういう目に見えない効
果があると思います。学生が安心して
訪問できる優良企業は、地元信金さ
んの支店長が1番よく知っています。
財務内容から、社長の財布の中まで
全部知っていますので、そういう支店
長にこの会社の社長に会いなさいと
紹介してもらうのが1番良いのです。
信金さんも命題を持っており、地元企
業の活性化も大切な役目です。その
ために講演会をやったり工業展を開
催したりしていますので喜んでやって
くれます。大学にとっても新たなお金
が発生しないというのも重要ですが、
もっと基本的なところで、学生を商売
に使われないということが担保され
ればすぐのっていただけます。
　先日ある社長にインターンシップビ
ジネスが伸びてきてお金になるので
考えた方が良いと言われました。しか
し、私は全然ピンと来ませんでした。
これを多摩大に言ったらスッと引くと
思います。学生を使い、営業マンのよ
うに稼がせるようなことは絶対させま
せん。就職ミスマッチや学生が早く就
職活動しなきゃいけない為、熟考で
きないまま外へ出ないといけない時
の穴を埋めるプロジェクト。社会実学
の勉強として地元の企業が協力をしま
す。地元の企業としては裏側にCSR

があって進める綺麗な形が1番いいと
思います。だから富士ゼロックスさん
にお話しました。富士ゼロックスさん
は本当に美しい会社だと思います。そ
ういう企業が志を持って共感する企業
と金融機関と大学と組んで、学生の
勉強に役立てながら自分たちも営業
的なメリットである人脈形成ができる
というメリットを享受します。私は学
長には会えていませんが、副学長以下、
学部長やゼミに参加した先生やその
取り巻きの先生方とは人脈ができて
きました。それも本当に気持ちのいい
清々しい関係です。皆さんが一緒に
入っていただいて、学生のために力を
貸してもらえればなと思います。大学
もそれを望んでいます。金融機関も地
元の活性化に力を発揮しないといけ
ないと思っています。DSFの皆さんが
日本を代表して地元で活躍していただ
くことが、世の中を刺激するのに良い
と思います。宜しくお願いします。ご
清聴ありがとうございました。

杉田氏：林田会長ともお話ししまし
たが、こういう活動を全国に展開して
行きたいと思います。ポイントは簡単
にテンプレートが作れてWebで校正
ができ、その中で相談に乗りながら
ディレクションができると良いと思い
ます。活動には総務省などの紐つか
ない資金もあります。何も知恵が無
いと資金を使い、バスを買う場合も
あります。過疎地から出かけるのに確
かに必要かもしれません。でも、そ
んな投資をするより、「人が育つ」と
ころへの投資の方が、可能性が大き
いと思います。DSFの皆さんにはディ
レクターとして参加して頂くのが良い
と思います。今、多摩地域で志プロジェ
クトが始まりました。できれば実証実
験をDSFさんの中でも一緒にやって
いければと思っています。興味がござ
いましたらお声をかけてください。

富士ゼロックス株式会社
プロダクションサービス営業本部
マーケティング部　部長
杉田晴紀氏
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未来に広がる遠隔画像診断で新たな価値を創造する

森脇博信

特別講演

皆さんこんにちは。ドクターネッ
トの森脇と申します。今日は地

方ベンチャーの小さな挑戦というこ
とですが、ドキュメントサービスや印
刷ということとはあまり関わりがあり
ませんので不安でしたが、事務局様
から参考になると押されて出てきまし
た。私どもは医療の中でも遠隔画像
診断サービスを行う会社です。画像
診断そのものを民間で行うことはで
きませんが、医師が診断されたレポー
トを病院側にお届けをする支援サー
ビスを行う会社です。
　起業は1995年に宇都宮で、ちょ
うど20年という若い会社です。事業
は遠隔と病院内で画像診断するため
のシステムを製造販売するという2つ
の事業を手がけております。2010年
に現在の親会社ノーリツ鋼機にM&A
で資本参加いただき、子会社として
経営を継続しています。元々栃木県
の病院にいた放射線科の専門医が設
立をした会社で、栃木県で初めてMRI
やPETという画像診断装置を導入し
た人物ですが、放射線科に必要なも
のを何でも叶えてやろうと大きな挑戦
をしていました。2009年にはマザー
ズに上場することを目指していました

が、リーマンショック等で株価もつか
ず、M&Aで親会社を探して和歌山の
ノーリツ鋼機に資本参加をしていただ
きました。2010年6月にグループに
入り、2011年には私が会社の経営を
引き継ぐことになります。社長の就任
挨拶をしようと挨拶回りを始めたとた
ん、震災がありまして大変な思いをし
て全国行脚したことが、つい最近のよ
うに懐かしく感じます。創業者とは古
くからの知合いで、ドクターネットは
当初人手が無く、全国の病院まで営
業ができないということで、全国に営
業網を持つ医療関連のサービスを探
しておりました。私は検体検査の会
社におり、それ引き受ける最初の代
理店になりました。しかしパンフレッ
トを持って病院に行っても、放射線
科の医者がいるから間に合っていると
言われ、医者がいないところに行くと
誰が読影するのか聞かれました。例
えば東大の医院長がいるようなとこ
ろに持って行くと福島大学出身の読影
では信用できないと言われて苦労しま
した。学会で認定される放射線科の
専門医というのがありますが、そうい
う制度が認められてから徐々に、出
身大学に余り意味がなくなってきまし
た。ノーリツ自身は何がねらいだった
のかというと、ノーリツ鋼機は写真を
撮ってブリントする現像機を販売する
会社です。世界188 ヶ国でトップシェ
アだと聞いています。しかし現在の稼
働率は10％ぐらいで、工場そのもの
は多角化を図っています。イメージン
グ事業という写真現像機の製造・販
売する企業から、ドクターネットをは
じめとする医療関係、それから食関
連事業。何故「食」なのかと思うか
もしれませんが、工場の空き地に水
耕栽培、野菜工場つくって新規事業
展開を図っています。環境事業は食
とも関係あり、食物を育てるために、

太陽光と同じ成分のLEDのライト当
をあてますが、そのLEDを製造・販
売しています。このように、親会社の
方が業態変容して、写真現像機から
変化しており、ドクターネットも一緒
に次の夢を見ている状態です。ノーリ
ツ鋼機の最初のM&A案件がドクター
ネットでしたが、医療関係の会社が
増えています。またシニアライフです
が、これも当初想定とちょっと違いま
すが、通販事業を拡大しております。
2011年まではイメージングがほとん
どでしたが、どんどん縮退して行く
中でのドクターネット買収でした。翌
年はさらにイメージング事業が縮小し
て、ドクターネット自体は悪くありま
せんでしたが全体としては減少を補え
ませんでした。2013年にシニア事業
が入ってようやく売上で270億ぐらい
です。イメージングの比率がどんどん
下がって2014年度が550億のうち
イメージングの比率が25％程度です。
この比率はまだ変わりつつあり、かつ
ては1000億企業でしたが、その中
身とバランスは全然違うものになって
回復していくと思います。そういう意
味では、ノーリツの変容の方が、皆さ
んの参考になるのかもしれません。
　それではドクターネットの根幹で
ある遠隔画像診断のお話いたしま
す。病院の中では画像診断が行われ
てCT、MRI装置から画像がたくさん
出てきます。ドクターネットはそれを
システムの中に保存して、それを専門
医が画像診断をします。病気などの可
能性を評価して、それを主治医に報
告をします。主治医はその画像診断
だけではなくて、検体検査だったり、
他の検査、あるいは過去のいろんな
問診情報だったりを総合的に判断し
て指導、あるいは投薬をするという
形になります。放射線科の専門医が
書くレポートを皆さんがご覧になる機

株式会社ドクターネット　代表取締役社長
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会は余りないと思います。そういう意
味では放射線科の医者は、医者であ
りながら患者さんに向いて仕事をする
のではなく、医者に向かって仕事して
います。昔は地下の暗いところで写真
を蛍光管で読み、暗く陰気な仕事で、
人と接するのが嫌いな先生が選択す
るような場所でした。それがCTとか
MRIというその画像診断装置が進化
を遂げて、現在は診断の中で占める
割合が高くなり日が当たる場所になり
ました。放射線科の専門医は現在認
定されている先生で6,000名。その
中で診断の先生というのは5,000名
弱になります。またドクターは、死ぬ
まで資格を持ったままです。返上しな
い限り、画像診断も学会に行ってい
るだけで免許更新ができます。画像
診断にかかわらなくても専門医でカ
ウントされてしまうので、実際に画像
診断している先生は4,000名くらい
です。病院数は9,000、診療所が10
万あり、CT、MRIの台数は1万2,000
台ぐらいです。CTの実数は世界一で、
世界の20％が日本にあります。MRI
も相当な台数あります。ですから海
外の医療関係者には被爆大国なんて

言われます。これだけ台数がありな
がら、専門的に読影できる先生は各
病院に配置されてるわけではなく圧
倒的に少ないです。ですから主治医
が画像を見て判断をしないといけな
い場面が出てきます。あるいは画像
は撮ったが、参考程度でほとんど見
ないというケースもあるかもしれませ
ん。そこが私ども遠隔画像診断の役
割だと思っています。体をスライスし
て画像診断しますが現在、0.1ミリと
かにスライスします。通常現場では0.5
ミリぐらいでスライスしますが、体を
1メーターぐらい撮ると2万枚にもな
ります。その画像を見ながら頭の中で
3Dを構成して身体の中を見るという
特殊な能力が必要となります。いず
れはCAD（キャド）でコンピュータが
自動診断するような時代が来るかも
しれません。現在は専門医が自ら診
断するのが実情です。遠隔画像診断
サービスは何かと申しますと、病院の
中で画像診断がされないような施設
は、画像を私どものような業者に出し
ていただいて、私どもが契約をしてい
る先生に読影していただいて、レポー
トを病院側にお返しするというサービ

スです。大きく二つのサービスがあり
ま して、Tele-Radと、Virtual-Rad
を展開しています。一つは病院と私ど
もサービス事業者が契約をして、だ
れが読影するかは私たち会社のほう
に任していただき、読影した結果を
病院側にお返しします。もう一つはイ
ンフラサービスだけをお貸しして、読
影される先生と病院が直接契約して
いただき、システムだけをお貸しする
事業です。ドクターネットの場合、ド
クターネットが契約するものがTele-
RAD。システムだけを利用する場合が
Virtual-RADという形で展開してい
ます。株式会社がフロントにいて、従
属して読影することを嫌う先生も中に
はいます。特に若い先生方は直接自
分で営業して契約してきて、システム
だけ貸すサービスを好まれます。そう
いうものが時代とともに必要になって
きました。
　ここでドクターネットの説明をさせ
ていただきます。現在の利用実績は
国内で1番です。特徴は当日の6時ま
でに送って頂きますと翌日のお昼まで
にレポートをお返しできる同業の中で
は1番早いサービスです。また一度病
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院にお返ししたレポートが気に入らな
い、またはもうちょっとしっかり読ん
でほしい、というような要望にも、再
読影という形ですが、無償で読み直
しをします。簡単な仕組みという印象
がありますが、依頼は解読の難しい
手書きや、何が書いてあるのかよくわ
からない、経過もよくわからないもの
もあります。MRIを撮ったのはわかっ
ても何がしたいのかわからないなど、
私どもの会社でもそうですし、読影
する先生にもわからない内容もありま
す。きちんとご依頼いただけるところ
もたくさんありますが、依頼元と読影
の情報をうまく繋いであげる事が重
要です。私どもではシステムも開発し
ています。以前は読影される先生の
御自宅などに端末を置かせていただ
いて、その端末でローカルに動いてい
ました。つまり病院からセンターに画
像を送っていただき、それを更に先
生のパソコンに転送していました。し
かしこの転送経路のどこかで通信トラ
ブルがあると読影ができないというこ
ともあり、現在は全部クラウドでやっ
ています。病院にお返しするレポート
には気づいた点を記入します。現在
60社程度が遠隔画像診断を行ってお
ります。このサービスそのものは昔か
らあったわけではなく、CT、MRIと
いう装置が普及をしてはじめて読影の
ニーズが高まってきたのです。しかし
法的な規制が多く、医療はそもそも

対面で行うのが基本です。最近まで
ネットで薬の通販もダメだったのは、
薬剤師が直接患者さんに説明をして
薬を渡しなさい。あるいは医者が直
接説明をして渡しなさい。それが厚
労省の昔からとってきた立場だからで
す。ですから画像診断も本来は患者
の目の前で説明するというのが本来
の姿ですが、1997年厚労省から遠
隔で画像しても良いと通知がありまし
た。この通知から、どんどん事業者
が出てきました。我々もそれを受けて、
97年から画像診断サービスを開始し
ました。2014年にはCT、MRIで作
成される画像が年間4,000万枚ぐら
いと言われています。そのうちの6割
ぐらいが、4,000人弱の放射線科の
専門医が読影をしています。遠隔で
読んでもらおうと外に出しているのが
8％程度。あとは主治医の先生が読
んでいると思います。8％の内訳は、
その中にはマンモグラフィーや一般の
レントゲンなどで市場形成されていま
すが、現在約100億円というマーケッ
トがあります。そのうちの16％という
のが我々のシェアです。ようやく1番
になったという感じです。
　余談ですが、レントゲンがエック
ス線を発見して120年になります。
1901年に1番最初のノーベル物理学
賞をいただいたのがレントゲン博士
です。我々はレントゲンと呼んでいま
すが、本人は未知の光を見つけたと

いうことで死ぬまでX線と呼んでいま
した。今ではレントゲンでもX線でも、
どちらでも通っています。体を輪切り
のように撮って行くのがCTです。実
はEMIというイギリスの会社がCTを
作りました。その子会社のアップルレ
コードに所属するビートルズというグ
ループがバカ売れして利益が相当出ま
した。そのお金を使って、人のために
なることをやろうと、CTスキャナー
を開発しました。当時の日本では東
芝EMIが提携先でした。東芝がレコー
ドレーベルをやっていました。そのご
縁から権利はすべて、東芝が持って
います。
　ドクターネットの事業は、遠隔と遠
隔で使うシステムを病院様に販売す
るという二つです。遠隔は1件いくら
でずっと続くサービスです。システム

（ITS）は1回限りの収入です。他に装
置そのものを販売した事もあります。
遠隔とITSですが遠隔は確実に伸び
ています。2008年遠隔で年間で契
約できた施設が19です。かつて営業
が4名ほどいましたが、遠隔は売って
いませんでした。当初はPACSに力
を入れていました。2011年から遠隔
を販売し、徐々に拡大していきました。
一度契約をするとずっと継続して利用
していただけます。しかも患者さんは、
1回で終わらず、2回目は前回の画像
と比べて何が変化したのかという読
影の仕方をしますので、次もドクター
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ネットに送ろうという形になり、一旦
契約すると変更しづらいというメリッ
トがあります。顧客を獲得しても全く
メンテナンスをしないで、新規ばかり
というのが最近の状態です。そろそろ
既存のお客様に目を向けないといけ
ないと思います。もうITSの亡霊から
は脱却できているのかなと思っていま
す。読影される先生ですが、600名
という専門の先生方が私どものシス
テムを使って読影をされています。遠
隔シフトはここからどうするのかが
重要です。2008年〜11年の3年間
はITSの利益は全然なく、事業単体
が赤字。遠隔は黒字。こういうこと
もあり遠隔にシフトしました。PACS
の市場は大体350億ぐらいあります
がピークは2008年です。私どもは
その中で、たかだか1.7％のシェアの
PACSベンダーでした。社内的には
PACSの売り上げも遠隔の売り上げも
ほぼ同じぐらいでした。サービスを比
べても、まだまだ伸ばせる余地が遠
隔にはありました。これを真剣にやっ
ていけばトップになり、さらにそのポ
ジションを上げることができるだろう
ということで遠隔にシフトして、2011
年度に私が社長になる段階で舵をき
りました。2009年から3年で約倍
になっています。シェアで言うと先ほ
どの13％から16％なので3ポイント

だけですが、マーケットサイズが大き
くなったということもあります。私ど
もの次の番手以降が伸び悩んでいま
す。そういう意味で、あの時点で私
どももこの遠隔に集中して良かったと
思っています。遠隔シフトがうまくいっ
た理由のひとつはクラウドのシステム
に転換をしたことです。それから読影
をされる先生方が、私どもの方に集っ
ていただけたというところです。3年
間苦労しましたが、ようやく遠隔を売
れる状態になりました。しかし、消
費税も上がりましたが、実は病院は
患者さんに消費税を転嫁できません。
その分診療報酬で補填すると政府に
何度もだまされています。過去の改訂
を調べますと民主党の時が良かった
様です。今は自民党に戻っていますの
で、医療からすると、厳しい状況です。
昨年の改定で遠隔は踏み絵になって
おり、遠隔を使ったらその加算を認め
ませんと政府に言われました。病院
と遠隔の契約自体が、やばいような
認識が出たのが昨年からで、今も続
いています。私どもも業界団体を作っ
ていますが、地道なロビー活動が必
要だと思っております。
　最後に、今後について少しだけお
話します。病院でもPACSを使います。
病院の画像診断装置も、画像はどん
どん増えています。そしてデータを溜

め続け、システムに追われる状態が
日本全国の病院で起きています。極
論、病院の中ではPACSというスト
レージを持たなくとも、遠隔でデータ
をセンターシステムに保存をして、読
影される先生は外でも中でも、その
サービスを利用できます。病院はシス
テムを買わなくても、アプリを1件い
くらでという風に利用すれば、院内で
利用可能だと思っています。これはク
ラウドPACSと呼ばれているものです
けども、こういうところにドクターネッ
トも出て行けたらと思っています。将
来は遠隔を進める事により、クラウド
PACSというものを作れるかもしれな
いと思っています。将来画像そのもの
をプラットホームとして、病院の先生、
患者さん自らが自分の画像を管理す
ることに使えるのではないかと思って
います。例えば血糖値は、糖尿病患
者じゃないと興味もなく、データ値を
言われても高いか低いかさえわかりま
せん。しかし患者になり興味がわいて
くると自分で理解ができます。画像も
今は理解ができませんが、コンピュー
タが診断をするような時代が来るかも
しれませんし、自分でその画像を持ち
たいと思うかもしれません。そういう
アプリをプラットホームとして提供で
きたらと思っています。まだまだ先は
長いです。
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新たな力で会に革新を!

皆さん、お疲れさまです。林田
会長から去年は鋭いお叱りを

受けましたが、今年は、言い続ける、
語り続ける、やり続けるという継続力
の大切さを強調されました。中京地

方の2名の若手の経営者が、実はす
ごい経営者だったのも垣間見られたよ
うです。中村事務局からは営業戦略
の方で越石先生を招きいただくとのこ
とです。ぜひ参加いただきたいと思
います。総会では役員の増員報告があ
り、新任の白橋副会長はやる気満々
で、私の出番も減るかなと思います。
年齢的にも自分の中にあるものを皆
さんに提供し、受けられる範囲でやろ
うと思っています。新理事は笹井氏と
山本氏。この2名の若手で10数年間
の活動をベースに革新していただきた
いと思っています。
　まず株式会社弘久社の平野社長に
お話を最初にいただきました。CSR
とCSVこのふたつは全然違うものな
んですね。CSRは企業の社会的責任

で守りのスタンス。CSVは積極的に
アピールし、同業他社も含めて競争力
高める攻めの考え方なんですね。私
は大学と接点がありますが、大学の4
年間で社会人としての教育をするのは
無理だといわれていました。小学校く
らいの教育から一貫したものもやり続
けない限りは難しいと思います。です
から平野社長の取り組みを広げる為
には企業と学校ともう一つ家庭。親
達が子ども達の将来を見据えて社会
人になるための家庭教育まで考えな
いとダメだと思います。ビジネスだけ
じゃなく、企業、学生、地域の業者の
コミュニケーションのためという志が
すばらしい考えです。皆さんも是非、
参加の検討をよろしくお願いします。
　最後は株式会社ドクターネットの森

米田和秀

閉会のご挨拶

株式会社日本工業社　代表取締役社長

会社紹介

　我が社は、創業65周年を迎えました。製図・トレース業務からスタート
し企業内コピーセンターを半世紀にわたり運営させていただく中で、お客
様の様々なニーズに応えてまいりました。その学びをもとにカテゴリーを
拡大し、オフィス内の『困った』を解決する企業を目指しています。さら
に新たなビジョン「お客様と社員がワクワクできる次のステージを創造し
ます」を掲げ、新事業開発に日々取り組んでいます。
“笑顔”と“ワクワク感”を生む会社。これが我が社の自慢です。

　DSFでは、閉会のご挨拶で「長い」との声が上がることもある米田
ですが、 弊社の方針発表会でも変わりありません。話すことの「引出し」
の多さには驚くばかりです。人一倍、改善していこうという熱意と、ど
んなことでも先ずは自らやってみるという挑戦心は、毎朝4時台には
起床して7時に出社することを、時に宴会でねむくなってしまいながら
も、毎日、頑なに実行している姿からも伝わってきます。「自律」を目
標とする米田社長＝日本工業社は不滅です。

株式会社 日本工業社

社長ってどんな人?

我が社の自慢ポイント
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懇親会風景

脇社長のお話でした。我々の業界で
は画像のホールは修正するものです
が逆ですね。フィルム上のホールみた
いなものを読むわけで、それもすご
い量があることを今日初めて知りまし
た。気になったのは被爆量の話です
が、もう遅いかなとも思いました。ま
た専門家の数と、機械の量のアンバラ
ンスさも勉強になったと思います。
　新年になり、いくつかセミナーに参
加しました。一つはPPC戦略。これ
である企業が見込み顧客の情報が集
めましたが集まりすぎて、重要情報を
分けるだけでも大変でした。そして、
相手のわからない情報を多く集める
より、実際に紹介をしてもらったほう
が早いと気づいたというお話です。ま
た、日経MJの編集長が最近の消費

の変化の情報がありました。昨年65
歳以上の人口が14歳以下の人口の倍
になったそうです。それからファミリー
層の崩壊が加速しています。単身世帯
数が全体の30%。30歳〜 34歳ま
での未婚男性が半分、女性の場合は
30%。結婚できてない男性が多いよ
うです。それとこれがおもしろいんで

すが、紙おむつは赤ちゃん用を老人
用が抜いたそうです。またコンビニの
お客さんも50歳以上が30％。消費
も変化して最近若者はコンビニにカッ
ト野菜を買いに来て健康志向に走り
出しているようです。以上、どうもあ
りがとうございました。
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2月6日（金）「2015年DSF総会」が、横浜みなとみらい「お客様価値創造センター」にて

開催されました。会計監査担当の鈴木理事より、2014年度の会計報告と2015年度の予

算の発表後、今期の活動方針について林田会長よりご説明がありました。総会終了後

は、各研究会に分かれて今期の取り組みについての討議が活発に行われました。

特別講演は、（株）ドクターネットの森脇博信社長様より「地方ベンチャーの小さな挑

戦」と題してご講演があり、会員の皆様から大変好評でした。
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