
User Report：株式会社眞興社

プロセス自動化技術が評価され、
「CIPPIアワード」で2部門を受賞

眞興社は、医学書・工学書などの出
版印刷の制作が売上高の9割近くを占め
る。こうした学術書印刷は、受注から納
品までの期間が長く、多品種小ロットの
仕事が圧倒的に多いことが特徴だ。しか
も医学書は、万が一間違いがあると患者
の命に関わる恐れがあるため、高い印刷
精度と厳しい校正が要求される。

これらに対応するため、同社では早く

から「デジタル化」をキーワードに業務
改革に取り組んできた。その結果、CIP4 
0rganizationが主催する2009年度の「ユ
ルゲン・シェーンハットメモリアル国際印
刷生産革新賞（CIPPIアワード）」におい
て、“プロセス自動化技術を最も革新的に
活用した事例部門” と “最優秀プロセス
自動化の導入事例─アジア・パシフィック
地域” の2部門を受賞。国内企業で同賞
を受賞したのは初めてのことだった。

それ以降も引き続き業務改革を進め、
生産設備と管理システムの統合化ワーク
フローを構築。自社内の全業務の進捗状
況や装置の稼働状況、トラブルの発生状
況とその原因などが、いつでも、どこから
でも把握できるようになった。また、生産
現場から離れた場所からでも直接、作業
指示を出せるようになり、作業効率は大
幅に向上した。

しかし、校正確認作業のために顧客と
何度もやりとりする状況は変えられなかっ
た。営業工数がかかり過ぎていた上、差

し替え間違いなどの事故も発生するなど、
校正フローの見直しが必要となった。
「校正というのは、要は積み重ね。お客

さまは、一度見たら同じものはもう二度と
見たくない。それなのに、“何回見せるの
だ” という不満がありました。また、以前
は出版社の担当者だけが校正を見て、著
者にはゲラプリンターで出したものをお見
せしていたこともあり、刷り上がった後で
著者から “こんなはずではなかった” とい
うクレームを受けることが、しばしばありま
した。それなら、初校からRIP済みのデー
タをお見せしようということで、Webでの
データ入稿やオンライン校正システムを検
討することになりました」と福田社長。

眞興社では、早くからTrueflowを使っ
てきたこともあり、Trueflowと連動し、
安定稼働が可能なEQUIOS Onlineを検
討。顧客と社内の制作・製版工程をシー
ムレスにつなぎ、ミス・ロスの少ないフロー
を構築できることが評価され、2012年に
EQUIOS Onlineを導入した。

株式会社眞興社は大正8（1919）年に創業し、1927年に現在地へ移転。以降、「学術
書の印刷を通して社会に貢献したい」との思いを胸に、医学書、工学書などの専門書を世
に送り出してきた。この間、印刷企業経営の三原則「安い、早い、きれい」を徹底追求。
1990年代の半ばからは「印刷機単体の合理化は、もう終わり。近いうちに全工程をネット
ワークでつなぎ、自動化していく時代になる」（福田眞太郎社長）と考え、たゆまぬ努力を
重ねながら独自の生産管理システムを構築。2012年にEQUIOS Online、2015年には
EQUIOSを導入し、自動化・効率化をさらに進化させた。目指すは「受注活動以外の全
てを自動化する」ことだ。

印刷工程の全てを自動化し、
「最後は年商一人10～ 15億円の印刷会社経営」を
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想定外の大成果
オンライン校正で新規受注を獲得

導入後、まずは社内でEQUIOS Online
が持つ優れた機能を共有しようと、営業・
制作部門をはじめとする社員向けに勉強
会を開催。早速、自社内での制作データ
の内校検版に使用するなど、順調な滑り
出しとなった。

現在、自社内の内校検版としては全品
EQUIOS Onlineを活用しているが、オン
ライン校正を行っている顧客は、まだ5 ～
6社に過ぎない。そのため、福田社長が
自らオペレーションガイドなど独自のマニュ
アルを作成し、客先に出向いてEQUIOS 
Onlineのデモンストレーションを行い、オ
ンライン校正の普及を図っている。また、
同社のプレゼンルームに顧客を招き、新
生産管理システムを紹介するとともに、オ
ンライン校正による顧客サイドのメリットな
ども分かりやすく説明している。

すでにオンラインでやりとりしている顧客
からは、「いつでも校正確認ができるよう
になった」「校正時間を短縮できた」と好
感を持って迎えられている。校正フローが
効率化され、差し替え間違いといった事
故も削減でき、さらにオンライン校正によっ
て、当初想定していなかった新規受注も
獲得できた。

また同社では、企画・編集、制作、製版・
印刷の3分野のうち、EQUIOS Online
を導入するまでは製版・印刷の売り上げ
が全体の70 ～ 80％を占めていたが、今
ではほぼ3分の1ずつ。バランスが良くな
り、川上の工程を強化できたことで、付
加価値が高く、顧客満足度の高い印刷物
を提供できるようになった。福田社長は、
これもEQUIOS Onlineの導入効果だと
言う。

自動化・効率化の
究極の姿が見えてきた

眞興社では、EQUIOS Onlineのバー
ジョンアップと併せて2015年にEQUIOS
を導入し、CTP出力はもちろん、トナー
PODとの連携出力などにより、大ロットか
ら小ロットまでの多種多様な印刷物の短
納期対応を実現した。
「EQUIOSは、CTPとPODで同 様の

出力結果が得られるので、安心して運用
できます。オンデマンド機を2台持ってい
る当社にとって、オンデマンド連携で安定
した品質を出せることが、EQUIOSの最
大のメリットといっていいかもしれません」

（福田社長）
同社では2016 年現在、査読システ

ム、オンライン校正、電子書籍販売など、
Webを活用したシステム展開を図ってい
るが、これからWebシステムをさらに充
実させ、クライアントへのサービスを拡充
していく予定だ。さらに、福田社長は壮
大な未来像を展望している。
「EQUIOSをセンター RIPと位置付け、

DTPからCTP、印刷、製本まで全ての
印刷プロセスを自動化・見える化する。そ
してMISとの連携によって、ジョブの進行
状況や面付け結果、CTP版の出力状況
などはもちろん売上状況まで、リアルタイ
ムな生産工程の把握と原価管理ができる
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ようにしたい。私は前々から、インターネッ
トを通して企画・編集から校正、制作、
印刷、製本に至るまでを完全自動化する
と言ってきましたが、EQUIOSを活用して
みて、そういった形がいよいよ目に見えて
きたように感じています」

無駄のない製造体制、収益性の高いビ
ジネスモデルを構築するために、同社が
提供するあらゆる製品、製造工程をイン
ターネットでつないで工程全体の効率化
を図り、同時に、ダウンタイムを最小限に
食い止め、ミス・ロス、生産ログをリアル
タイムで記録する新しい仕組みをつくり上
げていく。こうして出版社側のコストダウ
ンにまで貢献し、最終的には一人当たり
年商10 ～ 15億円の印刷会社を経営で
きるようにする。これこそが、福田社長の
求める究極のテーマだ。
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