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印刷会社が事業領域を広げていくための手法とし
て注目されるBPO（ビジネス・プロセス・アウトソ
ーシング）。印刷のサービス業展開のキーワードとな
るのが，BPOだ。
このBPOに取り組む真興社，電通オンデマンドグ
ラフィック，公栄社の3社にお集まりいただき，各社
の取り組みについて語っていただいた。ブライター・
レイターの山下潤一郎氏に司会をお願いし，印刷会社
のあるべきサービス化の姿を探った。

山下　BPOという言葉が印刷業界で，また業界外
でも話題になっている。しかしBPOの定義は定まっ
ていない部分があり，矢野経済研究所やアメリカの調
査会社IDCなどが市場調査の際にそれぞれ独自に定義
している。では，印刷会社にとってのBPOとは何か。
本日の座談会では「印刷会社におけるBPO展開の意義」
「BPOに成功するためのカギ」「印刷会社にとっての

新しいサービスBPO
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─ 新しいサービス展開のポイントとは
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BPOの事業機会」の三つを明らかにしていきたい。
BPOという言葉とサービスが注目されたきっかけ
のひとつに，リーマンショックがある。これは，
BPOがコスト削減，特に間接コストを削減する有力
な手段だからである。では，それを印刷会社が展開す
る意義は何か。印刷会社自身にとっての意義と，顧客
企業にとってどんな意義があるのかを考える。
ところで，印刷会社でサービスで料金を貰えてい
る会社は限られている。その成功のカギはどこにある
のか。また，BPOはサービス売上を実現するのに，
どのように役立つのか。そして印刷会社にとっての
BPOの事業機会はこれから広がっていきそうだが，
それはどこにあるのか。これらを皆さんと一緒に考え
ていきたい。
BPOは幅が広くコールセンターや人事，経理分野
のアウトソーシングも含まれている。人材派遣会社の
方が「今，BPOで儲かっている」という話をされてい
るが，基本的にはそうした分野の比重が大きいようで
ある。一方，調査会社が定義しているBPOには「印刷
業務の外注」は含まれていない。「システム開発」も
BPOには入らないとされている。
まず皆様の会社の紹介と各社のBPOに対する定義
や考え方から，お話しいただきたい。
福田　真興社は医学書や工学書といった専門書の

印刷をメインに手がけている。これまで生産面では
様々な内製化を進めてきたが，限界が来ていると感じ
る。仕事が減ってくると内製化がネックになる場合も
出てくる。昨年，シカゴのPRINT13に行って感じた
のは，世の中がペーパーレスの方向に進んでいるとい
うこと。パッケージなどを除く薄紙の分野は電子化の
方へ進んでいくだろう。書店にはまだまだ本が並んで
いるが，電子書籍の影響も出てくるだろう。
いろいろな仕事をやるにしても，上には上の会社
があって，特に東京ではそうである。新しいことに取
り組もうとしても，そのためのノウハウも技術もない。
紙媒体に対しても，あらゆるノウハウが出尽くしてお
り，新しいビジネスモデルを作ることは難しくなって
いる。こうした状況ではいろいろな領域の専門家を協
力会社として，コラボレーションしながらやっていく

方がいい。そこでBPOに取り組んでいこうと考えた。
BPOというのは悪い表現で言えば「ブローカー」で
ある。日本の社会ではブローカーは，なかなか信頼が
得られない。その意味では将来，ブローカー的な立場
で生き延びるためには，お客様に対して「安心」「安全」
を担保してやっていく必要がある。そうした姿勢で当
社は様々な展開を始めている。

輿石　電通オンデマンドグラフィックは，昭和25
年に電通の事業局から別れた電通印刷，電通製版が母
体になっている。これらが一つになった電通テックか
ら3年前に独立した会社である。私や小野もそうだが，
現場出身の技術畑の人間が多い会社である。
当社の取り組みとして4月1日から新しいブランド
を打ち出している。ひとつは「THE SCOOP（ザ・ス
クープ）」で，従来の仕組みにとらわれない，革新的
な考え方でソリューションを提案していこうというも
のだ。もう一つは「THE FRAME（ザ・フレーム）」で，
これは依頼の内容に応じて幅広い知識を持つプロデュ
ーサーがスタッフを束ね最適な体制を構築し，制作進
行・品質管理をトータルにコーディネートするもので

新しいブランドを打ち出す

印刷会社のBPO展開
─ 新しいサービス展開のポイントとは

福田氏
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ある。もうひとつは「THE CONVENIENCE Q+（ザ・
コンビニエンス・キュープラス）」。これはオンデマン
ド出力・加工をはじめ，新聞・雑誌広告の製版・デー
タチェック，さらには映像のダビングや編集までのサ
ービスを行うものである。
もともと電通テック時代に「デジタル・コンビニエ
ンス」という部署があり，「デジタルパレット」という
商標でやっていた。その機能を当社が引き継いでいる。
BPOということでは，「THE SCOOP」がそれに当
たる。電通テックグループとしては，PPO（プロモ
ーション・プロセス・アウトソーシング）という言葉
を作り，プロモーションをアウトソーシングで一括し
て受けることを行っている。
庄司　公栄社はもともと写植の仕事をやっていた

が，ある日を境に全ての写植の設備を廃棄処分し，翌
日からMacで仕事を始めた。始めるにあたってCEPS
は入れないという方針をとった。そこには将来的には，
汎用性のあるデータはMacからしか出せないという
前提があった。当時，写研のシステムが高額であった
こともあり，他社からシステムを入れても同じ結果に
なるという考えがあった。
この3月末でやっとフィルムセッターを廃棄するこ
とができた。当社は出版社や大手印刷会社の仕事をや

っている。そうした中でコミックの仕事では，モアレ
を確認するにはフィルムセッターで出力をして確認す
るしか手段がなく，廃棄を考えてから6年かかった。
デジコンも含め，薬品を使うものは全て廃棄した。
BPO的な考えでは，弊社は印刷機を持たないこと
が大前提になっている。印刷機を持てば，印刷機のた
めに仕事をすることになり，幅広い要望に応えられな
くなってしまう。今ある設備を100％動かそうとすれ
ばそれに合った仕事だけを取ろうとする。結果，いま
よりも大きな仕事を逃してしまう可能性がある。だか
ら要望があれば何でもやるということが求められる。
印刷はもちろん，企画も立てる，デザイン，編集，制
作と何でも手がける。
いい意味で歯車としてそれぞれの仕事を機能させ
るためには，何が必要なのか。常に試行錯誤を繰り返
している。デジタルデータを上手に作れば，後工程の
仕事はどのようにもできる，ということをこの10年
やってきた。
私はBPOで一番大事なのは，「人」だと思っている。
人がどう動くか。その動きの中に自分がどのように飛
び込んでいけるか。これが会社全体で上手く回ってく
れればいい。私は技術系だが，この辺は営業出身だと
なかなか分かってもらえない。営業は今ある「仕事を
取る」ことが前提になる。「作る」ことを前提に仕事を
取ってくるのとは大きな差が生じる。そこを埋められ
れば可能性が広がる。大きな会社でも小さな会社でも
必要とされる企業と企業が協業できると感じている。

山下　3社のお話しに共通するのは，「刷る」という
ことが，どこかに入ってくる可能性はあっても，必ず
しも前提とされていないという点である。例えば，輿
石さんのお話しでは，プロモーションという大きな枠
の中で何ができるかというスタンスであり，「印刷を
前提としない」という立ち位置が見えて興味深く感じ
た。
次に各社のBPO事業の内容や，BPOを実際にどの
ような体制でサービス展開しているのかについてお伺

「ウェブ・ファクトリー」を展開

輿石氏
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いしたい。また，BPOを事業化するに当たっては，
ご説明いただいた考えに同調してくれる顧客を見つけ
る必要があるかと思う。これまでどのように顧客を獲
得してきたのか，またBPOで自社と顧客にどんな成
果があがっているか，お話しいただきたい。
福田　社内で仕事を進めていれば，リアルタイム

でいろいろな仕事の状況が把握できる。またモノを運
んだりする時に生じる時間差は，お客様によって「良
し」とされない。その意味ではネットを使って仕事を
した方がリアルタイムで展開できると考え「ウェブ・
ファクトリー」という仕組みを作った。これは大きく
分けて三つの部分で構成されている。
お客様に企画があったら，それを投げていただき
依頼原稿をネットを使って発注していく。当社が扱っ
ている専門書は著者が100人ぐらいいる場合がある。
それをネットで管理する仕組みになっている。
この場合，引き出しを100個作って，それにできあ
がった原稿を投げていただくようになっている。編集
者が原稿を読んで書き換えの依頼を著者にしていく。
こうした流れをデジタルで行おうとしている。川上部
分ではワードでもパワーポイントでもデジタルデータ
なら何でもいいが，お互いがソフトを持っている前提
でやり取りしている。書き換えた原稿をワードで著者
が書き換えて脱稿するという流れになる。
次は「編集・校正」という仕組みがあり，編集者が
ワードで編集・修正を行い，そのデータをいただき組
版をおこなう。それも1章，2章，3章…といった引き
出しを作り100人の著者に投げていただく。例えば1
章に対しては5人の著者がいる。その5人は1章の引き
出しに投げるという形になる。こうして投げていただ
くと原稿整理も同時にできる。そこからダウンロード
して組版してアップするという仕組みである。このよ
うに編集，校正を行い，初校，再校，三校と行い「ウ
ェブ・ファクトリー」で最終稿をRIP済みデータでお
客様に見ていただく。配達営業はなしにしてデジタル
でやっていこうということである。
デジタルなので添付ファイルで送ることができる。
特に著者が100人もいると，北海道，九州，沖縄と様々
な地域に散らばっている，これを宛名書きして宅急便

で送るといった手間が不要になるし，こうした作業に
伴うミスもなくなる。そうしたことから好評をいただ
き「ウェブ・ファクトリー」として展開している。完
成したのは3年前だが，お客様の意見を聞きながら作
り替え，実用段階に入っている。
日本で市販されている編集・校正システムは，日
本の商習慣に会わない。アナログで赤字を入れている
お客様に対して，どう対処するかが考えられていない。
フルデジタルではやってもらえず，大量の赤字が入っ
てくる，これをデジタルで処理していたら日が暮れて
しまう。PDFスキャナで読み取ったものを送っても
らい，オペレータが作業する。紙媒体を活かしつつ，
やり取りはネットで行っていくというシステムだ。
また作業の履歴が残るので，事故がなくなるのが
最大のメリットだと思う。トータル的にはコストダウ
ンになるので，そこで展開していけるかと思う。出版
だけでなく商印でもパッケージでもデジタルで作れる
ものなら，何でも使えるので仕事の幅が広がっていく
と思う。
山下　例えばイラストが必要な場合，イラストレー

ターを派遣するようなことも行っているのだろうか。
福田　登録メンバーになっていただき，紹介する
形をとっている。出版社は本ごとに好みのイラストレ

庄司氏
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ーターが変わってくる。社内に人材を抱えていると，
そうした多様な好みに対応することはできない。外注
してそれに合った絵を描くイラストレーターに依頼す
る形になる。外注先は日本に限る必要はなく，海外に
も優秀なスタッフがいれば外注ができるのが，このシ
ステムの特徴だ。

輿石　当社のBPOへの取り組みは，今までの既存
のスタイルでは印刷の受注が伸びない，また，大手印
刷会社がライバルとなり，当然，価格競争になってし
まう，という中でスタートした。
そこで営業の仕方とか，最初のプレゼンテーショ
ンのやり方が課題になった。当社も真興社さんが持っ
ているようなシステムは持っていて，制作の合理化に
ついては社内で進めてきた。そのシステムをクライア
ントに売り込もうとパンフレットにして営業に持たせ
たが，受け入れられなかった。そうしている間に外資
系の会社などのやり方を見ていると考え方が全く違う
ということに気がついた。考えてみればシステムはど
こも持っている。結局，価格競争になってしまい，あ
まり競争力がない。そこで電通テックが推進している

自社の強みを活かしたサービス

PPO（プロモーション・プロセス・アウトソーシング）
をやっていこうと考えた。
現在は，当社が中心になってPPO推進協議会を組
織し，進めている。ここに登録している企業は普通の
印刷会社ではなく，ベンチャー型の企業ばかりである。
ベンチャー型の企業がクライアントに対してどういう
プレゼンテーションをするのか，どういう取りまとめ
方をするのか。あるいはクライアントがなぜその会社
に発注したのか。こうしたことを勉強してやっていこ
うと協議会を発足させた。
昨年1年間はPPO推進事業部というセクションを作
って，そこで提案活動を行っていたが，今ひとつクロ
ージングが進まない。そこで印刷の管理をしていた社
員を全て外して空にした。そして全く印刷のことを知
らない，他の業種でコンサル営業をやっていた社員を
中途採用したのである。彼らにクライアントのところ
へ行かせて課題をコンサルさせ，クライアントが望ん
でいることを理解させるようにした。
一方で工程管理がきちんとできる人間，製版オペ
レータ，インクジェットプリンターなどのオペレータ
といった現場の社員を上手く使って内製化をして利益
をあげていく。それをフルに活用できる体制をどう作
っていこうかと考えている。
山下　PPO推進事業部でコンサル営業を進めてい
るということだが，何名のチームなのか。
輿石　昨年の3月までは12名いた。しかし，一回，

受注してしまうと他部門に振らないで自分達で納品ま
で全部やってしまうため，次のプレゼンができない。
本来は提案営業のみをやって，受注したら違う部署に
やらせた方がいい。そこで，その部署の社員をいった
ん既存の営業部署に移したのである。
現在は，クリエイティブを重視していこうとして
いる。クライアントには，マーケティングの話が好き
な会社もあれば，マーケティングは強くて代理店には
任せない，むしろクリエイティブを全面的に出してほ
しいという会社もある。そこに気がついて，当社でも
クリエイティブの提案とマーケティングの提案の二本
柱で展開している。
当社で言うクリエイターは，コピーライターやデ

小野氏
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─ 新しいサービス展開のポイントとは

ザイナーではなく，アートディレクターやクリエイテ
ィブディレクターといった人達である。他社ではでき
ない切り口で行かないと負けてしまう。コストカット
だけではなく，こうした切り口で今後は攻めていくつ
もりだ。
山下　外資系のプリント・マネジメント会社の中

には，印刷の仕事のアウトソーシングを受けることに
加えて印刷物発注担当者も一緒に引き取るといった，
かなりドラスティックなコストカットを提案するとこ
ろもある。
それに対してマーケティングやクリエイティブの
切り口で攻めるというのは面白い。コストカットは入
り易いが，コストの削減幅は時間が経つと小さくなる
ことから，顧客企業との間に長期にわたる安定的な取
引関係を構築するのは難しい。個人的には，ここがコ
ストカット型サービスの課題かと思っている。
真興社も電通オンデマンドグラフィックも自社の
強い部分を活かして事故の削減やクリエイティブの品
質向上などで顧客に貢献するサービスを提供していこ
うとしているが，ここがポイントではないかと思う。

庄司　当社は小さな会社であるが，われわれのと
ころにどうしたら仕事が回ってくるのか，ということ
を何時も考えている。何を求められているのかという
ことを考えていかないと，生き延びることができない
と思う。われわれのような小さな会社では，大手印刷
会社などに対して少ない人数で戦いを挑んでいかなけ
ればならない。限られた人数で，どうやって生き延び
ていくのか。
それには私を「好きになって」もらうことでしかな
い。好きになってもらうために相手を好きになり，仕
事を好きになる。その中で，私がコーディネータ的な
役割を果たすといったことがある。仕事の単価だけで
競いあうのではなく，仕事に「気持ち良さ」を載せる
ことが必要だ。「いっしょに仕事をして喜びを感じた」
という感覚や，頭の中にあることを「いっしょに具体
的な言葉にしていく」ということを繰り返す。

「気持ち良さ」を載せる

言葉にするというのは，クライアントといっしょ
に頭の中を整理していく，問題点を明確にしていくと
いうことなので，われわれは常にプレッシャーの中に
いる。そのプレッシャーを跳ね除けて，クライアント
にこちらの「気持ちを買ってもらう」にはどうするか
を常に考えている。
大手がなかなか手がけないような新しい本の形も，
ここのところ増えている。われわれの方が細やかな動
きを取れるからだろう。大事なのは，クライアントの
ところで「組み込んでもらう」こと。「組み込まれる」
というのは，協業していくということ。その中でコア
になる部分を強化していけばいい。そうすれば，仕事
は来るのだと思う。
現在，医療関連セミナーのデザインを年間180本手
がけている。当社で新たに取り組む際に，どういうや
り方が一番いいかと考えた。いままではメールでやり
取りをしてきたようで，こうしたやり方は壊したい。
だが，まずは代理店と当社のデザイナーが今までと同
じ方法でやり取りしている。もっとシステマティック
にやりたいのだが，お互いの信頼関係を構築してから
でないとそうもいかない。複数の担当者から，1日に
何度もセミナーの素材が送られてくるので，すぐにデ
ザインをしてデータを返送する，というキャッチボー

山下氏
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ルが始まっている。いずれ専用サーバを介した新しい
形を提案，提供していこうと考えている。小さなこと
からこつこつと積み上げて信頼を得たところで，次に
進むことが大切だと思う。
また当社には大きなデータが入稿されるので，そ
のやり取りに苦労する。クライアントによっては無料
のデータ宅配便で送ってくるが，週末や週初めはなか
なか動作が重たい。そこで仕事が決まったら，社内サ
ーバーに「仕事用の箱」を作りデータを共有していく。
これも次のステップにつなげて行くため。クライアン
トから「これをやってよ」と言われる前に，こちらか
ら一つ先の動きをしていく。それにはわれわれ自身の
頭の中を，今までとは変えていかなければならない。
当社は小さな会社だが，サーバールームを備え，大
量のデータを扱えるシステムを構築している。クライ
アントとデータを共有していくことをもっと力強くや
っていけば，前工程も後工程も仕事にすることができ
ると思う。
以前は電子書籍も手がけたが，思ったより進展せ
ず撤退した。同じデジタルデータ制作でも何に対して
強くしていくかということを考える必要がある。たと
えばコミックの仕事で今一番求められるのは「きれい
なデータを作ってほしい」「ウェブに流すだけではなく，
いずれ出版にも使えるデータを作成してほしい」と要
望される。クライアント側もきれいなデータがあれば，
どこのプラットフォームにも流せる。その上，反応が
良ければ印刷のコミック出版にもすぐに対応できる。
印刷用のデータを作ってきた当社なら，吹き出しを作
成し，必要な解像度でデータを提供することができる。
当社でなければできないサービスだと思う。
クライアントが今何を必要としているかが分かれ
ば，仕事の幅を広げることが可能だ。そして，担当者
にいろいろな提案をしていく。例えば「紙で出校しな
くても，サーバを介してPDFなどのデータでやりと
りすれば，こんなに楽ですよ」とあくまでもクライア
ントの利便性を追求していく。われわれは，単純に仕
事を取りにいくだけでなく，何を必要とされ，どこを
強化すべきかを考えることが大切だ。印刷業界に携わ
るわれわれの力が足りないのではなく，力を入れる方

向性が間違っていると感じる。

山下　BPOを推進するには人が大切で，そのため
には頭の中を変えて行く必要がある。しかし，それを
社内で育てるのは大変なので外から連れてくる，とい
う話が出た。真興社の「ウェブ・ファクトリー」のよ
うな仕組みを上手く回せる人材は，既存の印刷業界に
は少ないように感じる。従来の印刷営業と考え方が全
く異なり，継続的に痒いところに手が届くというやり
方が求められるためである。
そうした人材を社内で育てたり，外で見つけてき
たりするには，どうすれば良いのか。また，今後はど
のように頭の中を変えることが求められるのか。
福田　人間的な問題は，基本的には採用という形
になる。だけどコストの前で打ち砕かれて駄目になる
ケースが多い。日本では4色機以上の機械は増えてい
ない。品質を追求するならば，海外のようにストレー
トの10色機が普及してもいいはず。つまり日本では
コストダウン機が浸透して，品質要求を小手先の技術
にしか思っていない。
根本的にはコストの前には全て打ち砕かれるとい
うことを，随分，自分なりに経験してきた。そうした
コスト面だけで戦うことはもう無理で，そうした意味
でBPO展開は必要だと考えている。
生き残りのひとつの糧はお客様の「お悩み」を解決
して差し上げることにある。そのための仕組みとして
BPOに取り組んでいく。一方，やはりコストは大前
提にあるので，コストダウンの仕組みも作っていく必
要がある。
山下　BPOを通じてサービスの価値を高めるとい

う話がでたが，電通オンデマンドグラフィックが考え
る「お客様側から見た価値」とはどのようなものか。
輿石　昔はクライアントの宣伝部に，芸術系の大
学を出た凄い方が多くいた。これに対応するために電
通にはクリエイティブ局があって，やはり大学で日本
画や西洋画を学んだ人たちがいた。その人たちから仕
事を受けるわれわれは大変だった。通常では，どこで

顧客の価値観が変わっている
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も刷れないような芸術作品を創るようなブランド感が
あった。そうした中で，技術を継承してきたのである。
しかし今の時代，クライアントにそんな人は少なくな
ってしまった。
電通では，キャンペーン全体を考えたり，業界全
体をどうしていくかをクリエイターが考えている。
一方，ITベンチャーの会社が印刷業界に入ってきて，
若い経営者がネットを使っていろいろなことをしよう
としている。しかし，恐らくそこでは技術の話はして
いないと思う。われわれはそこを捨てない。自分たち
がずっと培ってきたという自負もある。ITベンチャ
ーが技術でなく，お金と早さの話をしているなら，わ
れわれは技術を追求していく。これが我々が勝つため
の強みだろう。
庄司　IT系の会社から1年前に立ち上げたサイトが

更新されるので，新しいデザインにしたいという依頼
があった。そこのスタッフはデザイン感覚がどうも希
薄のようで，サイト運営会社からのデザイン変更に対
応できず，当社のグラフィックデザイナーを必要とし
ていた。そこでIT系の人達とコラボしていくのも，
BPOと何ら変わるところはない。垣根を取り払って
いければ問題を解決しつつ進展していく。
ITを食わず嫌いの人に押し付けても無理なので，
若い世代，あるいは中堅が育ってこないと維持進展が
できない。新しい本を作ろうという時に，ウェブ展開
もしていくといくことでプロモーション的な形にもつ
ながっていくと思う。こうした話をもっと盛り上げて

いかなければならない。

輿石　今までは独特の技術を磨きに磨いた，という
切り口でやってきた。今は，PPOといった新しいやり
方で進めている。クライアントは別に印刷物やウェブ
が欲しいわけではない。売りたいものがあって，その
ための販促物が欲しいのだから，そこに目を向けて提
案し，一緒に話していけば発注はしてくれる。そこで
技術の話しだけをしても逃げられてしまうだけだ。
庄司　クライアントは販促材料を依頼しているのに，

印刷会社は印刷物を求められていると思ってしまう。
例えばポスターは人を呼べなければならない。デザイ
ンする時は，ポスターの前を素通りしないように一歩
寄ってもらうための仕掛けを考える。これは知識だけ
でなく経験も必要になってくる。センターから微妙に
ずらすとか，色も紙の質感が分かるように使うとか，
貼る場所を考慮して印刷用紙も選ぶとかいろいろある。
たとえば電車の窓上広告は，一般的なマットコー
トで余計なコストはかけないが，ポスターにはファン
シー系の素敵な用紙を使おうかということになると，
お客様に喜びが生まれる。全体のコストの中で，それ
をどう分配していくかということだ。分配していくた
めには，デザインから印刷までトータルで受注し，そ
の中での調整をしていく。今までの分業的な受注では
調整しにくい。こうした仕組みや方法を作らないと生

クリエイティブで課題を解決
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きていくことが難しくなる。
小野　これから印刷の営業が考えなければならな

いのは，20年前は，販促は印刷物が大半だった。今
は多メディア化が進んで，生活者と様々な接点がある
中でクライアントは，印刷が全てであるとは考えてい
ない。
コストの面でも，チラシの印刷をした時に，部数に

もよるが印刷代，製作費，折込費用などから，1枚当
たり幾らと出てくる。それがウェブやモバイルであれ
ば，どうなのかという比較対象がたくさん選べるよう
になっている。こうした中で印刷営業が印刷だけで仕
事を取りに行くのは，非常に難しくなっていると思う。
またこれまで自社の生産力をアピールして「この色
が出せます」といった，色の良し悪しは営業が会話の
中でマネジメントしていた。色も標準化していくと
JapanColorでいいということになる。クライアント
にも色の分かる人が次第に少なくなり，一番うるさい
のは，クリエイターだけという状況になりつつある。
実は今，クライアントは，印刷だけをアウトソー
シングするのではなく，プロモーション全体をやりた
いという動きになっている。印刷もあれば，店頭什器
や店頭プロモーションも入ってくる。国内だけでなく，
アジアでやって欲しいという話にもなってくる。クラ
イアントがそのためにスタッフを抱えてやっていくこ
とはしたくないので，それを束ねてくれるところにア
ウトソーシングしたいということである，ここで「当
社は，印刷しか受注しません」ということでは話にな
らない。
われわれがPPO展開していく中で，最終的には印
刷物をとりたいという気持ちはある。しかし最初から
印刷の仕事がとれるかというと，そうではない。特に
当社は印刷設備を持っていないので「なぜ印刷会社よ
り安くできるのか？」と言われる。電通という名前を
出すと「クォリティはいいかも知れないけれど，高い
でしょ？」という反応になる。
やはり「モノを売りたい」というクライアントの課
題に対して，そのための方法を企画しながらやってい
く。その解決策のひとつに印刷物があるという方向を
打ち出していかなければならない。クライアントから

見ると，「印刷機を持っている方が安くできる」という
考え方になる。われわれは逆に「当社はいろいろな印
刷会社を選べるから安くできる」と言っている。
今後，われわれがPPOを含めて，クライアントの
課題解決していく上で，一番分かりやすいのはクリエ
イティブである。クリエイティブを立たせていって，
解決する。システムも使って行くが，プロモーション
をやっていくために必要なインフラとして，それがあ
ることで自然に便利になり継続していけるような形に
したい。
庄司さんのお話しの中にクライアントに「気持ち良
さ」を感じさせるというのが，あった。われわれがプ
ロモーションの仕事をしていくと，二極化していきも
の凄く仕事が多い社員と，あまり仕事を頼まれない社
員に分かれる。なぜ，そうなるかというと「あの人に
頼めば，納期を守ってくれる」「品質，コストも守っ
てくれる」という安心感によるもの。それがクライア
ントの中で信頼感になっていけばPPOは成功すると
思う。ただ印刷だけ取りたい，というだけでは長続き
はしないと思う。

山下　ここまでにコーディネーターとかお悩み・
課題を解決するという言葉が出てきたが，こうしたサ
ービスの料金，例えばコーディネート料はいただけて
いるだろうか。あるいは見積りの中に項目として立て
られているのか。
小野　構造上の問題がある。当社の場合，二重，三
重の構造になっている。われわれは印刷の中にいきな
り明日から，コーディネート料という項目を立てるこ
とは難しい。本当はそれをクライアントに認めてもら
いたいし，われわれもそうした仕事は，きちんと役割
を果たしていると考えなければならない。コストの問
題を考えると，クライアントが見て「高いじゃないで
すか」という反応になる。これをコーディネート料と
いうことで，押し通せればいいのだが，最終的には総
コストの中で高くなる要素なので，削らざるおえない。
庄司　出版という仕事の中では，まず項目に入れ

BPOはサービス化のキーワード
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られない。私は一般企業や財団の仕事もしているが，
コーディネート料では理解してもらえないので，微々
たるものだが営業経費としている。大切なのは項目を
立てること。コーディネートすることは大事な仕事だ
と思っているので，強く主張するよりも，自分自身が
やっていることを少しでも認めてもらえるよう，努力
するしかない。それで次の繋がりに結びつけば，見返
りがあったことになる。
輿石　誰も御用聞き営業に金を払おうとは思わな

い。それが今はプロデューサーやコーディネーターに
なったと言っても相手にしてもらえない。技術も持っ
ていて，提案もできて「この人がいなければ，成り立
たない」とクライアントが思ってくれれば，堂々と見
積りが出せる。
小野　われわれは，どこで印刷しているか，印刷
会社をクライアントに開示する。われわれの必要性を
担保として残しておく必要がある。われわれが居るこ
とによって，いろいろなコトが上手く回るという環境
を作っておく。
どこで印刷しているかが分かっても，われわれが
居ることの安心感を提供する形を作っておかないと継
続しない。
福田　一番，お金を頂きやすいのは，原稿作りと

かお客様の仕事を手伝うこと。お客様自身がやってい
て，コストになる部分をお手伝いして項目を増やして
いく。
輿石　当社は，電通と電通テックのビルにインハ
ウスの印刷現場を出している。5～6年前から，クラ
イアントのところに人員と機械を持ち込む駐在型の新
しいビジネスに取り組んできた。それだけでは，なか
なか難しかったのだが，PPOと絡めると話が持って
いきやすいことが分かってきた。アウトソーシング型
の提案をすると「人を出してください」という話になる。
人員だけでなく，クライアントのところに機材も持ち
込んで，社内で印刷できるものはそこで作るという提
案を進めている。
山下　一般的に，BPOは顧客企業の間接コスト削
減が目的である。しかし，印刷会社が提供するBPO
では，印刷物の制作・生産プロセスや最終製品である
印刷物そのものの，また印刷物の活用方法などの品質
向上を通じて，コスト削減以外にも顧客企業に貢献で
きる可能性が本日のお話しから見えてきた。
「インク・オン・ペーパー」という印刷工程だけで
なく，より幅広く印刷物にかかわる品質向上の取組み
をサービス化すること。BPOはそのサービス化のキ
ーワードになるのかもしれない。


