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今回頂戴した「デジタル・プリンターによるオンデマンド・ビジネス展開」というお題、実はここ

数年の業界の状況の変化を非常によく表していると思う。というのも、「オンデマンド・プリンタ

ー」ではなく「デジタル・プリンター」、でも「オンデマンド・ビジネス」。この言葉の使い方。 

 

ここに包含された発信側の心理は、 

① プリンター（印刷機）としてはかつての「オンデマンド・プリンター（印刷機）」のイメージ

を、品質、機能、印刷方式、RIP パフォーマンス、リリースされた種類数、その他ほぼ全

ての面で超越しているため、「デジタル･プリンター」として広い意味を持たせている。 

② オンデマンド＝小ロット・短納期ではなく、バリアブル（可変データ）印刷機能を利用した

ビジネス展開を含んだイメージに進化している。 

ということが推測できるのではないだろうか。 

 

どうでもいいと言えば、どうでもいいのだが、いわゆる「オンデマンド印刷機」が発表されてか

ら 10 数年間、ずっとこの分野に身をおいている者からすると、少しこだわってしまう表現である。

また、「オンデマンド」という言葉が適切か否かという議論は別として、少なくとも、その「オン

デマンド」という言葉の表現領域、深さが間違いなく以前より拡大し、増しており、数年前と異

なる「明るい未来」的イメージを持てるようになったと言っていいであろう。非常に喜ばしいこと

である。 

また、イメージのみならず、プリンターメーカー、ベンダー各社が示す一台あたりの消耗品売上

額（国内）の伸び率をお聞きしても、印刷産業が 2000 年以降マイナス成長が続く中にあって、

印刷枚数、印刷金額ともに１ ０ ％ 前後の伸び率を予測される唯一の成長分野が POD（Print On 

Dmand）であることみても、数値として証明され始めている。もはや、「オンデマンド・ビジネス

展開」は新し物好き、冒険好きな社長の“チャレンジングなビジネス”ではなく、自社のビジネ

ススタイルを確立し、拡張するための核たるビジネスとして、ブランディング要素として取り込ん

でいく“避けては通れないビジネス”なのである。 

 

さて、ここからはそんなオンデマンド・ビジネス（事業）を「どう立ち上げるか？ 」もしくは「ど

う利益をあげるか？ 」という事業経営的興味に焦点を当て、話を展開していきたい。 

すると、これまでの経験上、第一に浮かんでくる企業のイメージとしては「既存のビジネスが近

い将来頭打ち、もしくは価格競争により利益が圧迫されることを経営者が予測し、何か次の手を

打たねばならない。その「次の手」として、オンデマンド印刷事業を選択した（あるいは選択し

ようと考えている）はいいが・・・・・・」となるであろうか。この「・・・・・」は各社様々

な言葉が入るであろう。恐らく否定的な言葉が。したがって、機器の稼働率を十分確保するだ

けの仕事が決まっている企業、あるいはアプリケーションが明確であり、それを取り込む「仕組

み」が決まっている企業に関しては、これから述べる内容が必ずしも当てはまらないことをご了

承いただきたい。ここでは、準備段階を含む立ち上げ当初に必要なこと、実践段階に必要なこ

とを、弊社のアンケート結果を基にした“先人達の想い”を取り入れながら解説していく。 
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■立上げ時が今後の運命を左右する。 

 

①「モノづくり」と「モノがたり」  ～経営者の気持ち～ 

オンデマンド機器導入にあたっては、経営者は機種選択、またはそれ以前に導入するかしない

かに非常に悩み苦しみ、決死の覚悟で結論を出した（あるいは出そうとしている）と推測できる。 

ここでその結論に至った（至ろうとしている）「背景」を今一度振り返っていただきたい。 

何が言いたいかというと、その「背景」こそが自社のリソース分析プロセスに他ならないからで

ある。そして、その中にこそ今後のオンデマンド事業の KFS（成功要因：Key Factor for the Success）

が潜んでいるはずなのである。例えを挙げてみると、【表１ 】のようになる。 

【表 1】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書き出してみると経営者が結論を導くために頭の中で考えた要因は非常に多い（はず）。 

言ってみれば、「どんな環境」の中で、「誰に・と（クライアント・パートナー）」「何を（想定ア

プリケーション）」「どうしたいか（ゴールイメージ）」である。これがマスタープランとなる。言

わば事業のグランドデザインである。 

オンデマンド・ビジネスをスタートするにあたり、一番大事なこと、それは経営者が自らの頭で悶々

と考えてきたこと全てをテーブルに乗せた上で、関連する全てのメンバーと徹底的に議論し、浸

透させること。そして共感してもらうことである。（①リソース分析 ②コンセプトの共有） 

 

戦略コンサル風に言えば、SWOT、PPM、イッシューツリー、５ フォース・・・・など様々な分

析スキル、フレームワークが存在し、これらを使いこなすことができれば前述した経営者の頭の

中で考えていることを体系的に可視化するが可能である。オンデマンド印刷ビジネスにおいても、

このような分析ツールを用いて、マーケット開拓する、印刷アプリケーションを絞り込む、自社の

ポジションを客観視し戦略立てるといったことを教育している機関、あるいはコンサルタントが存

在する。これはこれで戦略思考を習慣化するきっかけとしては有意義であろう。 

 

但し、あえて私はアンチテーゼを論じたい。それは、冒頭で述べた今回の対象企業のほとんど

は「マーケティング前夜」であるからである。せっかく学習したツールも、その時絞り込んだタ

●内部要因 

・営業マンのスキル ・オペレーター人材（ハード・ソフト） ・設置環境  

・立地条件 ・既存設備 ・Web、D/B ノウハウ ・既存事業の展開  

・ブランドアイデンティティ ・財務状況  ・業務プロセス ・株主 
●外部要因 

・クライアント企業（顕在需要、潜在需要、企業内シェア）  

・パートナー企業（受注窓口、後加工、ロジスティクス）  

・競合他社(人材、設備、サービス展開)  

・代替品（同等の価値を見出す新サービス、新製品等） ・マクロ経済 
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ーゲット顧客も、すっかり頭から消え去り、目先の売上げという破れそうな紙に包まれ高～い棚

に上げられている現場をよく目の当りにする。本当に多い。非常にもったいない話しである。い

わゆる「欧米の成功事例」「欧米で成功したビジネスモデル検証」をメーカーやコンサルティン

グ会社からいくら聞いても儲かっていないのと同様である。（勿論成功直前の誰も知らないタイミ

ングで話しを聞いたり、裏話など情報ルートにより役立つものもあるが、ほとんどは役立たない）。 

 

それよりも、経営者がまずやるべきことは、自分の言葉で、力強く、メンバー全員に語ることが

大切である。ありきたりに聞こえるかも知れないが、メンバーのモチベーションが事業成功の鍵

であり、たっぷり時間をかけ、その決意、使命、そしてビジョンを何度も浸透するまで語り続ける

ことが、決断した経営者の第１ の役割ではないだろうか。きっと、どんなテクニカルなツールよ

り効き目があるはずだ。 

 

良い「モノづくり」は、良質の「モノがたり」に導かれる。いくら良い成果物（印刷物）をつく

ったとしても、そこに注入した想いや世界観、こだわりを社員に、そしてクライアントに伝える「モ

ノがたり」がなければ、その価値は半減し、継続的にその価値を維持することはできない。ま

たこれが成熟市場の成熟企業にブレイクスルーをもたらす唯一無二の方法かもしれない。 

 

 

②新しい「評価指標」を創る ～社員の気持ち～ （図①） 

コンサルタントは、経営者の「理想」と現場の「現実」とのギャップを埋めることを職とすると

考えるならば、オンデマンド印刷ビジネスを立ち上げる際に最も「ギャップ」となりうる点を挙げ

ておかなければならない。それは、「評価」である。 

まず、冒頭で定義した対象企業におけるオンデマンド事業の専任メンバー（営業・オペレータ

ー）の実情はこうである。 

【表 2】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最初から成功している（成功の定義も各社異なるが）企業は例外である。但し、一般的にこの

ようなケースが本当に多く見られる。実際に、セミナー、勉強会などでこの心理変容の話しをす

ると、こちらが意図した以上に現場の方が反応する。「そうそう！ これってうちの会社のことです

【オンデマンド・ビジネス立上げにおける関連メンバーの心理変容】 

●最初「花形」 

              ↓ 

●徐々に「孤立化」  

              ↓ 

●すると「モチベーション低下」  

              ↓ 

●結果「・・・・・」 
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よ！ 」。 

なぜだろうか？  

 

それは、従来となんら変わらない「遅行指標（過去の実績数値で評価する財務的指標）」しか

持っていないからである。よく言われる課題のひとつに、「手間は同じで（あるいはそれ以上）

売上げ規模が小さい。」というのがある。経営者の視点で言えば、「営業利益がでない」という

ことになるし、専任メンバーや協力しようとする既存事業のメンバーからすれば、「評価が同じ

なら売上げが大きい方をやるよ」ということになる。当然である。 

オンデマンド印刷ビジネスはもはや「端物（小ロット）ビジネス」ではない。仕掛け次第で桁違

いの結果を継続的に生み出す。但しそのためには、売上げ・利益評価といった過去の指標だけ

でなく、先行指標（戦略実行プロセスへの貢献度といった将来評価の指標）を取り入れること

が不可欠である。売上げ（あるいは利益）ノルマを与えただけでは、直ぐに数字になりやすい

「小ロット」を「価格勝負」で「単発的に」追いかけることになる。 

 

しかし本当に手間をかけるべきところは「継続した利益を生む仕掛けづくり」にあるべきで、特

に専任メンバーはそこに知識と経験、そして労力を集中させるべきなのである。新指標（将来

指標）導入手順の一例をあげよう。 

 【表 3】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【図①】 評価制度について 

 

 

 

 

 

 

 

 

【オンデマンド･ビジネスの新指標導入手順】 

●戦略をつくる（全社戦略・事業戦略）  

               ↓ 

●成功するために必要な要因を抽出する（KFS）。  

               ↓ 

●何を実行すれば評価に繋がるかを明確にする（KPI） 

               ↓ 

●全メンバーにコミットする。 
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「今、自分たちがやっていることは、全社戦略のどの部分に貢献しているのか」といった自己重

要感を持たせる指標（お手柄を可視化する指標）が、実行する「やる気」と管理する「便利」

を生み出すことは間違いない。。 

 

そして、より簡単で効果がある方法（もしかしたら一番重要かもしれない）をいうと、「縁の下の

力もち」を評価する仕組み（仕掛け）を創ることである。特に、営業とオペレータ、従来営業と

新事業の営業、デザイン部門と営業部門など部門間に隙間が出始めると、組織としての力が発

揮できなくなり、事業発展は覚束ない。ひとつ披露しよう。これはサービスの質においては世界

的な評価をうけるホテル、ザ・リッツカールトンの仕組みをモデリングしたものである。 

 【表 4】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『貢献の“見える化”』こそ、組織力を最大限に生かす肝である。特にオンデマンド・ビジネス

展開はある種異質な文化を生み出すことが必要であり、この手法はぜひお奨めしたい。 

 

 

③「暗黙知のパワーユース」を考える  ～なんとなく存在するノウハウの見える化～ 

「オンデマンド・ビジネスは、アイデア勝負。」よく聞く言葉である。まあ、どの商売もそうだ。 

当然ながら、通常の印刷ビジネスにおいてもアイデアで儲けている企業はたくさんあるが、この

言葉が強調される所以、その矛先は、トラディショナルな印刷ビジネスに向けられているのであ

ろう。 

 

印刷業界の営業マン、技術者はこれまで、ある程度個々の裁量に任され日々活動し、そこで得

た「気づき」「発見」といった貴重な経験資源は、経営者はもとより、他のメンバーに語られる

ことすら少ない。当然ながらフィードバックを受けることもほとんどなかった。分業化によって業

務間には厚い壁が存在し、知識のサイロ化(タコツボのように個々の頭の中に格納されている現

象)が起きているのを感じる。 

 

「縁の下の力持ち」評価の仕掛け（例） 

●感謝を表す「カード」を作成し、全員が持つ。 

              ↓ 

●何か手伝ってもらったり、アイデアをもらった際に相手に手渡し感謝を表す。 

              ↓ 

●手渡す前にコピーしておき、コピーは人事セクションまたは評価する立場の 

マネージャーに回す。人事またはマネージャーはカードをもとに誰がどんな 

ヘルプをしたかを詳細に記録しておく。 

              ↓ 

●人事査定資料としても使用する。 
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現に、私どもがお手伝いしているほとんどの企業でこの現象が確認できている。一番もったいな

いのはサイロ化された環境の中で一人ひとり頭の中で「アイデアの予選会」をしていること。例

えブレーンストーミングの場が設定されても、そこに出てくるアイデアは各人の頭の中で開催され

た厳しい予選会を通過した〝正統派〟なアイデアばかりである。特に経営者の前では。多くの成

功事例に見られるアイデアは予選会で一回戦負けしたようなアイデアではなかろうか。 

 

私自身、数多くのオンデマンド印刷アプリケーションを開発してきている｡と言うと大げさに聞こえ

るかもしれないが、その多くは、単に世の中で既にやられているものの「組み合わせ」であっ

たり、メンバーとの無駄話からの何でもないアイデアにクライアントのアイデアが加わり、「意外な

形で発展」したものばかりだ。ゼロから思いついた超斬新なアイデアなどはひとつもない。 

 

高価なナレッジマネジメントシステムを導入する必要はない。但し、既存事業で培った顧客情報

を含む営業的、技術的な経験資源こそ稀有なリソースであり、それらを「アイデア創造」に結び

つける策が必要である。私のクライアント企業では、オンデマンド印刷ビジネスに関わるメンバー

が週代わりにニュースレター（メール）を発信し、現状の課題、お客様への提案状況、アイデ

アの募集、成功事例、などを全社に伝えている。時にクライアントにも。それを書くことで、発信

側も現状の課題が明確になり次への対応策を生み出しやすい体質ができたという。また、そこに

ゲーム性を伴う表彰制度を設け、受信側の積極的な参加を促し、本当に魅力あるオンデマンド

印刷受注の「仕掛け」を創出している。 

 

オンデマンド事業に社内（従来印刷に関わるメンバー）の注目を集め、組織としての力を最大

限に引きだすには非常に効果的な方法である。その他、一風変わった会議を開催したり、遊び

心いっぱいのコンセプトルーム（誰もが出入りできるオープンスペース）を設けたり、成功企業

は様々な工夫を凝らしている。これまで経験したこともない市場へアプローチするよりも、既存

事業で得た貴重な経験資源「暗黙知」をパワフルに利用し、まずは自らの土俵で勝負すること

が成功への近道であろう。（仕掛け創出に頭を捻る際には下記資料を参考にしてほしい。） 

  【表 5】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【オンデマンド・ビジネスにおける顧客コミュニケーション３ つの成功要素】 

       （VMI.inc） 

①『選択性』 

お客様の選択性を担保する。（圧倒的なデザインの種類、複数の価格帯の設定など） 

②『透明性』 

お客様から見た透明性を担保する。 

（印刷価格のパッケージ化、企業・メンバーの顔など） 

③『明確性』 

お客様から見た立ち位置の明確性を担保する。 

（下請け専門、地域・業界一番化宣言など） 
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④『特化』と『ルール化』（図②） 

オンデマンド・ビジネスにおけるサービスモデル創出のヒントをもうひとつ。 

弊社が携わってきた数多くの調査、コンサルティングの経験から、成功する企業には事業戦略に

おいていくつかの特徴が浮かび上がってくる。その中から、今回は『特化』と『ルール化』に

ついて少しだけご紹介してみたい。表 6 をご覧頂きたい。デジタルプリンターのビジネス領域が

拡大する中、より特化した戦略が必要になっている。最大公約数的な展開ではなく、特化し尖

がった分だけノウハウは集中し、顧客へのアピール度は上がる。詳しい説明は次回に譲るが、

ぜひこの５ つの特化モデルを参考に、熟考してみて頂きたい。前述した各企業の自社リソース

分析によりどのモデルのどこを目指すか、戦略ストーリー、マスタープランが浮かび上がってく

ることであろう。 

  【表 6】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【成功するサービスモデルを考えよう！  アイデア創出 ３ つの“K”】（VMI.inc） 

 

１ ．こだわり（kodawari） 

職人のノウハウ、商品への想い、製造プロセス、経営者の理念など、こだわりを 

考える。 

２ ．ここだけ（kokodake） 

どこでも手に入るものはリピート性を生まない。自社サービスのみでしか手に入ら 

ないものを考える。（商品自体、貴重な情報、担当者のサービス、商品は同じで 

もおまけが独自等） 

３ ．組み合わせ（kumiawase）  

全てユニークな斬新なアイデアはない。世の中に既にあるものと独自のアイデアを 

組み合わせてパッケージ化し、発展させることができるものを考える。 

□成功モデル創出への近道 ～特化型編  

4 つのサービスモデル 

①アプリケーション特化モデル 

②ターゲット業界特化モデル 

③立ち位置・自社ポジション特化モデル 

④強み訴求・特化モデル 

⑤地域特化モデル 
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  【図②】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、『ルール化』とは何か。これは後述する「営業ツール」を活用し、営業プロセス（集客・

アプローチ・プレゼン・クロージング・フォロー）をシステム化することと同様、印刷営業にあり

がちな「いち営業マンへ掛かる多大なプレッシャーと広すぎる責任範囲」を少しでも軽減すると

いう効果と、ルール化することによりお客様にいい影響を与えることの２ つの効果が出てくる。 

 

例を挙げれば、サービスを利用して頂いたお客様に営業以外の組織に属する職員（もしくは担

当とは異なる営業職員）が「なぜ、私たちの会社のサービスを選んでいただいたのか？ 」とヒ

アリングすることをフォロー・プロセスに入れ込んだり、購入後○日後にサンキューレター、○

日後に調子伺い DM（メール）といったプロセスのルール化が挙げられる。実はこの営業以外

の組織の人間が接触することがお客様の本音をサービスにフィードバックする際に非常に重要

なポイントなのである。顧客接触のルールを決めることで、営業担当は物理的にも精神的にも次

に向かうエネルギーを蓄えることができるのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



デジタル・プリンターによるオンデマンド・ビジネス展開 

        
9 

                        

■事業を加速させる実践的仕掛け 

 

①「やっておけばよかった」に学ぶ 

ここで、私たちが以前に実施した Web アンケート調査の一部をご紹介しておこう。この調査はオ

ンデマンド機器導入企業の事業責任者及びその中核メンバーを対象とし、事業実践初期段階に

おいて①一番大切なこと、②やってよかったこと、③やっておけばよかったこと、④やって失敗し

たこと、の４ つの設問に関しお答え頂いたものである。今回は、これからオンデマンド印刷ビジ

ネスを実践していこうという方に最も参考になるであろう、③「やっておけばよかったこと」をピ

ックアップする。 

  【表 7】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的なことからかなり深いレベルまで様々あるが、いかがであろうか？ ぜひ参考にしていただ

きたい。特徴的なのは営業ツールに関してや現場ノウハウ習得に関する事項が多いことである。 

 

ある意味、現場ノウハウも無形の営業ツールと言えよう。 

これまで多くの企業のオンデマンド印刷事業に関わらせて頂いたが、本当にいつも不思議に思う

ことがある。それは、「営業ツール」を軽視していること。オンデマンド・ビジネスに関わるメン

バーが「何を作って」「どういうタイミングで」「何のために使うのか」がわかっていない、それ

ばかりか何もつくっていない会社も非常に多く存在することである。 

 

デジタル・プリンター導入段階における経営者（もしくは事業責任者）の心配事で最も多かった

のが、 

「今のオフセット印刷の営業マンたちでは無理だろうな～」 

「本当にバリアブル印刷の営業ができるのだろうか・・・」 

「なにせ提案なんか書いたことないんだから・・・・・」 

といった自社の営業マン、営業組織に関すること。現在でもこの類の悩み、不安で一歩を踏み

出せないでいる社長さん、責任者の方は多いのではないであろうか。 

それなのに・・・なぜ・・・・本気なのであろうか？ と疑念を抱いてしまうことすらある。 

●やっておけばよかったこと（VMI.inc アンケート調査より） 

・D/B まわりの知識習得 ・セキュリティー面の強化 ・ISMS、P マークの取得  

・バリアブル印刷用フレームデザイン知識 ・関連社員の意識改革 

・人材教育、育成 ・オフセット印刷との違いに関する詳細説明と説明ツール 

・Web 関連ノウハウ ・Web 受発注システムの検討 ・用紙テスト、用紙価格交

渉 ・オーバーフロー時の対策 ・営業ツールの整備 ・企画提案ツール作

成 ・活用事例の収集、共有 ・後工程（検品、折加工、封入封緘、配送等）

に関する知識習得 ・営業ノルマの設定 ・文字差替え時のノウハウ（文字コー

ド、タテヨコ回転等） ・各種サンプル等の作成 
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この有様で、営業マンに全ての責任を押し付けるのは“コク”である。ただでさえ、「バリアブ

ル印刷物を受注したお客様からクレームはでないか？ 」と祈っている営業マンに。売るためのシ

ステムを構築するのはチームのマネージャー、経営者の義務である。話をもどそう。 

 

この「営業ツール」の作り方、使い方、そして考え方を理解しただけでビジネス展開がこれまで

とは比較にならない程スムーズにいき、売上げが倍増したというケースは多い。本当に多いの

である。「営業ツール」は単にお客様へのプレゼン段階で“わかりやすく便利に”使うものでは

ない。特にオンデマンド印刷ビジネスのような営業に関わる経費をミニマム化すべき事業形態に

おいては、いかに、「営業マン」がやるべき仕事を「ツール」にやってもらうかが、利益率ばか

りでなく、集客率、コンバージョン率、クロージング率、リピート率、紹介（クチコミ）発生率を

驚くほどアップさせる肝である。 

 

要は、ツールを使って、“すごい営業マン”がやっていた活動を、組織と個人で分業するよう、

営業プロセスをカイゼンすることが、継続的に利益を生むために最優先に取り組む事項なのであ

る。前述したように、「営業マン」の個々の資質に頭を悩ませる経営者や事業責任者の方は、「営

業ツール」をシステマチックに活用するかに時間を費やしたほうが賢明であろう。紙面の関係上

詳細説明は次回に回したいが、以下にポイントのみ述べておきたい。 

 

まず、「お客様の声集」「ケーススタディ（実サンプル付き）」「ノウハウ集」「FAQ（よくある質

問）」の４ 種を用意してもらいたい。どの業界にも共通することであるが、この基本的なツール

が整備されていない企業が本当に多い。最初から「お客さまの声集」「ケーススタディ」は用意

できないであろうから、まずは既存事業からオンデマンド印刷に関連しそうなものをピックアップ

してもよい。実績ができた時点から随時追加、削除、内容変更を繰り返し、定期的にメンテナン

スしていく。よって管理責任者を決めておくことが必要である。「ノウハウ集」は、自社の強みと

なる部分を〝見せつける〟ためのもの。よく見かける「バリアブル印刷とは・・・」といった機

能面の解説ではない。クリエイティブ、折加工、データ処理、データ分析、配送、セキュリティ

ー、など他社に負けない独自ノウハウを惜しみなく披露しよう。最後に「FAQ」。これも定期的な

メンテナンスが必要となるであろう。お客様が発注の際に壁となっている事柄を先回りし、「不安」

を取り除くために非常に意味のあるツールとなる。この 4 種は営業訪問の際に使用するばかりで

なく、資料請求や問い合わせ対応として積極的に活用したい。（図③④） 

 

営業ツールは、無味乾燥な「データ」を示すのではなく、大手企業が表現しにくい「人間性」

「顔」「体温」を伝える手段として使用していくこと、またそれを前提に作成することが何より重

要である。ここでは、「営業ツール」について重点的に述べたが、その他の「やっておけばよ

かった」に挙がった項目についても、現在の自社の状況と比較し、ぜひじっくりと検討してみて

もらいたい。 
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  【図③】現状プロセスを考える ～提案型営業の勘違い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【図④】顧客階層別 効果的実践ツール活用法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



デジタル・プリンターによるオンデマンド・ビジネス展開 

        
12 

                        

②オンデマンド印刷の「前後左右」で強みを出す 

オンデマンド印刷の「前後左右」。ここで言う「前後左右」とは、ワークフローにおける所謂“印

刷以外”の部分、例えばデータ処理や物流に関わるプロセス、セキュリティー、関連知識・ノ

ウハウなどを指す。例えば、「バリアブル印刷」の提案をする際に、お客様の属性によって画像

の差し替えが可能であるとか、マーケティングツールとして優れている、などといった「ハード」

の機能の延長の説明をしているケースをよく見るが、そうではなく、「数字の獲れるクリエイティ

ブ手法」や「特許取得の後加工技術」、「検品体制、管理システム」、「PPML データのハンドリ

ング技術」、「独自のデータマイニング手法や効果測定手法」などなど、デジタルプリンターの

前後左右に存在するノウハウに強みを出すことにより、ユニークで根拠のあるバリアブル提案が

可能となる。強味だしがなかなかうまく出来ないという方には、以下に示す『４ つの“なぜ”』

に、徹底的に深く考え抜き、そして会社として誠実に答えることで、その姿が見えてくると思う。

弊社（Ｖ ＭＩ ．ｉ ｎ ｃ ）が強み創出用に活用するＰ Ｏ Ｄ ビジネス戦略構築のための『４ つの

“なぜ”』。ぜひメンバー同士で話あってみてもらいたい。（図⑤） 

  【表 8】 

 

 

 

 

 

 

 

  【図⑤】売っているもの（見せ方・見え方） 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして、ここではもう少し、実践段階で常に意識しなければならない「ワークフロー」について

述べておきたい。ワークフローによってビジネスが具現化され、そのビジネスが利益をえられる

かどうかを決すると言っても過言でない。オンデマンド印刷の機能面のみを頼りに受注している

企業は、他社が新しい機種を導入したとたんに危殆に瀕することになるであろう。そのためにも、

この「前後左右」に強みを持つことが「攻め」にも、そして「守り」にも強い筋肉質なビジネス

を構築する胆となろう。 

 

【Ｐ Ｏ Ｄ ビジネス戦略構築のための『４ つの“なぜ”』】 

●おたくの会社に頼むと・・・ 

１ ．なぜ 結果がでるのか？  

２ ．なぜ 安心できるのか？  

３ ．なぜ 得をするのか？  

４ ．なぜ 楽ができるのか？  
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また、バリアブル印刷機能に関して言えば、ワークフロー全体を考えてはじめて｢使えるもの｣と

して機能する。前述の「やっておけばよかった」に挙げた各社のコメントにあるように、そこには

様々な知識・ノウハウが存在する。それらは現場のオペレーターやデザイナーのみならず、営

業企画部門のメンバーもしっかりと習得し、社外折衝にあたる必要がある。また、その知識・ノ

ウハウこそが無形の、そして最高の『営業ツール』と言えよう。 

 

企画をビジネスとして実現するためのワークフロー構築にいたっては、２ つの視点が必要である。 

ひとつはサービスモデルを具現化するために必要な「プロセス」。そしてもうひとつは各プロセ

スに存在する商品情報、オーダー情報をスムーズに受け渡す「つなぎ」の視点である。 

図１ 、図２ はそれぞれ Web to Print を例に「プロセス例」「つなぎの項目例」をまとめたもので

ある。Web to Print において注文から配送までに必要な各種手続きを考える際のチェックリストとし

て役立てて欲しい。特に図⑥「プロセス例」ではポイントである３ つ、①注文プロセス②データ

処理プロセス③梱包出荷プロセスに注目したい。また、図⑦「つなぎ項目例」ではスケジュー

ル管理はもとより、各プロセスにおいてエラーやミス、あるいは製造事故などが発生した場合に

オーダーと商品情報をいち早く把握し、どのプロセスに戻すべきか、もしくはお客様に連絡する

必要があるかどうかなどのリカバリー面を想定しながら使用いただくといいだろう。インターネッ

トを利用したビジネスの場合、注文からお届けまでの納期を短く設定する場合が多いこともあり、

いかにしてミスのない効率的なワークフローを構築するかと合わせて、不測の事態に対していか

にすばやく対応できるかをつなぎ部分で深く検討することが重要となる。また、代金回収、配送

費用の重複など、思わぬところで利益を圧迫することが往々にしてある。痛い目にあっている企

業も多いだろう。ちなみにアンケート調査における設問④「やって失敗したこと」の回答にも、し

っかりとコメントされている。Web to Print サービスが「やって失敗したこと」の上位に入っている

理由は主に以下の３ つ。 

 

①ワークフローの構築をしっかりとやるべきだった。 

―印刷データのハンドリング、受発注の履歴管理、配送ステイタス管理など 

②参入時のアプリケーションの絞込みが甘かった。 

－年配層、主婦等をターゲットにしたアプリケーション（アルバム等）の場合、お客様の 

PC スキルを考慮した受注形態、問い合わせ対応方法を熟考しないと利益はでない。 

③コスト試算が甘かった。 

―①②及び Web 販促費用、フォローに関わる人件費などを考慮した価格設定。 

 

ワークフロー構築というと、「トラブルなく」「人の負担を少なく」といった〝目立たずにこなす〟

的発想をしてしまいがちである。勿論これらは一要素として存在するが決して目的ではない。特

にオンデマンド印刷ビジネスにおいては。前述したように、アイデア、発想を具現化するために、

また逆にワークフローが持つ独自性が次の発想生み出す役割として存在する。ワークフロー上

の印刷以外の部分「前後左右」が、自社の「強みを出す」と同時に「利益を出す」ということ
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をメンバー全員が認識し、それを前提に企画・提案、見積作成（企画段階における金額提示）、

パートナー選定を進めていくことが何より重要である。〝やればやるほど赤字の仕組み〟が出来

上がってしまわぬように。しつこいようであるが、販売し、利益を生む「営業」「マーケティング」

メンバーと、それを実現し、守る、「技術」が一緒に議論し作り上げることが継続的に利益を出

し、一体感のあるセールス・ポイントを生み出すことに繋がるのである。〝やればやるほど赤字

の仕組み〟が出来上がってしまわぬように。 

 

  【図⑥】Web to Print サービスにおけるプロセス例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【図⑦】Web to Print サービスにおける「つなぎ」の項目例 
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■まとめ ～デジタルは「人」が主役 

 

・ 大手カード会社発行、請求明細書のフルカラーバリアブル化におけるワークフロー全体のデ

ィレクション業務。（カラー・クリエイティブ、コンテンツ管理等） 

・ 大手新聞社の購読促進用ダイレクトメール。 

・ ネット通販 VIP 会員向けバリアブル DM（企画、パートナーコーディネート、データ処理） 

・ モバイル（携帯電話、PDA）と連携したオンデマンド印刷活用モデル 

・ Web to Print システムの全体プロデュース。アニメグッズ販売会社との共同プロジェクト（企

画、ワークフロー構築） 

 

私たちがこれまで手掛けたオンデマンド印刷ビジネスの一例である。 

デジタル、自動化をキーワードに、「人間不在」「アナログ技術不要」を促進する位置づけにあ

るデジタル・プリンティングシステムだが、それをビジネスとして立ち上げようとした際には、人

間特有の能力である発想力を最も必要とする「ツール」であるという事実に、何か安心感を抱く

のは私だけであろうか。 

 

印刷業界は、本当には成就していない未然形な存在である気がする。それだけに「紙」を中心

としたクロスメディア展開に今後のさらなる可能性を感じる。その展開に「オンデマンド印刷」が

どこまで存在感を示せるかはこれから数年が勝負である。そして、その主役は間違いなく「人」

である。 

 

私自身も、オンデマンド印刷に関わる新しい技術の批評や近視眼的解決論をふりかざすのでは

なく、もっともっと「人」に着目していきたいと考えている。 

納期を起点とする逆向きの発想から、ビジネスを組み立てる前向きの発想へ切り替えていくため

にも、ある種遊び感覚の「教育」を必要としているのではないだろうか。そんな教育プログラム

を私たち㈱VMI（バリューマシーンインターナショナル）では多数用意している。無料でご提供

しているレポートや、無料参加型の勉強会・セミナー、期間限定での無料診断サービス、など

もぜひ気軽な気持ちでご利用いただきたい。 

 

私は思う。今までもこれからも印刷業は『知的サービス業』であると。少なくともクライアントは

その姿を求めていることは間違いない。その姿に近づくべく、共に成長していきたいと思う。 

 

そして、能力足らずで筆乱れる中、最後までお付き合いいただいたことに、感謝申し上げたい。 


