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HEIDELBERG INNOVATION WEEK 2020 

1 日目 商業印刷  

完全自動運転生産 ‐お客様のポテンシャルを十分に活用する方法 

 

イノベーショントーク 

「固定費を変えずに生産性を倍にすることは可能か？」 

 

 

ヤスミン・ブレア（Yasmine Blair）：今日は、みなさん、イノベーションウィーク 2020へようこ

そ。そして、ここウィスロッホの IVZへようこそ。本日はご参加いただきましてありがとうございま

す。私の名前はヤスミン・ブレアです。2人の素晴らしいエキスパートと共に、これから皆様をこのエキ

スパートトークセッションにご案内できることを大変嬉しく思っています。もちろん、ここヴィスロッ

ホ、あるいはデュッセルドルフで直に皆さんを歓迎したかったです。が、私たちがこうしてここでデジ

タルの助けを借りて、皆さんと触れあうことができることはまた大変嬉しいことです。さて、ここヴィ

スロッホの IVZというのは、ハイデルベルクのイノベーションセンターです。そうです、ここは正に最

新のクリエーション、イノベーション、そしてアイデアが生まれる場所です。そして、私たちは、今

日、そうした全く新しいアイデアを知るだけでなく、スマートな頭脳、こうしたアイデアの背後にある

優れた知性を持つ人たちと出会うことができるのです。私も、それをとても楽しみにしています。 

それでは、これからしばらく生産性についてディスカッションをしたいと思いま。”同じ固定費で生産

性を倍にする”ことができるのかを聴いてみたいと思います。では、早速エキスパートを迎えたいと思

います。参加してくれてありがとう。まず初めに、ハイデルベルグでコマーシャル、つまり商業印刷の

担当責任者をしているライナー・ヴォルフ（Rainer Wolf）です。参加してくれてありがとう。ライナ

ー、おはようございます。 

ライナー：おはようございます。 

ヤスミン・ブレア：そしてこちらが、カスタマーサクセスマネジメントの責任者オリバー・デムス

（Oliver Demus）です。参加してくれてありがとう。オリバー。 

オリバー：おはようございます。 

ヤスミン・ブレア：おはようございます、オリバー。我々のディスカッションのスタートとして、とて

も基本的な質問から始めたいと思います。今、印刷会社が直面している最大の課題とはどのようなもの

ですか。 

オリバー：そうですね、多くの課題がありますが、その１つは、印刷会社間での絶え間ない競争であ

り、それはグローバル化が影響していると思います。それに加え、最悪の新型コロナウィルス感染症の
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問題があります。しかし、それ以前に語るべき課題があります。印刷会社内を見てみると、プロセスが

最適化される必要があると思います。ワークフローが最適化される必要があります。今日、有能なオペ

レータを見つけることはとても難しい。それが社内的には最大の課題だと言えます。社外的には、新規

顧客を見つけること、そしてグローバル化があります。インターネットによって、プリントバイヤーが

どこか他の印刷会社を見つけることが、より容易になっています。そして、少部数化や非常に厳しい要

求をする顧客などへの対応など一般的に知られた課題があります。しかし、私は、大切なのは、どのよ

うに優先順位を付けるかだと思います。自社のプロセスを最適化し、コストを最適化し、利益を向上す

るためには、最初にどのような課題にフォーカスして、それに取り組むのかという優先順位をつけるの

が大切だと思います。 

ヤスミン・ブレア：基本的な課題を選択し、どの課題に取り組むかを決定し、優先順位を付けてから、

取り組み始めるということですね。ディスカッションをスタートしていただきありがとうございます、

オリバー。ライナー、今、最大の課題について聞いてみました。こうした課題に対するあなたのソリュ

ーションはどのようなものですか。お客様と共にこうした課題を克服するためには、どこから始めたら

よいのでしょうか。 

ライナー：一般的には、全てがよりスマートにならなければなりません。そしてデジタル化を進め、デ

ジタル化の可能性を高めなければなりません。大きな進歩を遂げるための全てのツールを手にすること

です。ハイデルベルグには、より高い透明性があります。デジタライゼーションは、私たちに本当に徹

底した透明性をプロセスに、そしてデータにもたらしました。私たちは、それらをフォローアップし、

改善できるのです。追跡することなしに何も改善することはできません。それは私たちが持つ大きな資

産の 1つです。私たちがお客様やサプライヤー様とやり取りする方法はデジタル化で大きく変化します。

プライベートの生活で、私たちは既にそれを目撃しており、ビジネスの世界でもその変化はもっと起こ

るでしょう。しかし、私が現在の環境においてとらえる最大の可能性、つまりポテンシャルは、デジタ

ルのプロセスチェーンをどのように作っていくかとういうことです。今日の業界を見ると、多くのシス

テムはバラバラであり、手動のデータ入力が必要で、システムは相互に理解し合えていません。それで

は、品質は不十分であり、故障も発生します。その結果、仕事は中断し、そこで、交通渋滞が発生しま

す。 

ヤスミン・ブレア：交通渋滞？いい表現ですね、ライナー。当然、お客様誰もが、そのいわゆる交通渋

滞にはまりたくはないでしょうね。交通渋滞をどのように避けたらいいのでしょうか。最初に衝動的に

思うことは恐らく、速い機械を使うということではないでしょうか。高速で稼働する機械を導入し、高

速の生産性を持つことは、実際にソリューションとなりますか。 

ライナー：それほど単純であれば、私もとても助かります。が、もし、交通渋滞にはまったら、高速な

車は何の役にも立ちません。それはむしろより高いコストになるかもしれません。メリットはありませ
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ん。そこで、私たちは交通渋滞を引き起こす原因を調べるため、最近納品したスピードマスターXL106

印刷機の徹底した分析を行いました。このグラフがそれです。私たちは、総合設備効率、つまり OEEを

探りました。そして、それは平均 27%だったのです。これは、機械がオンになっている間 27%だけが生

産に費やされ、残りの 73%はポテンシャルであることを意味します。そしてここで浮かんでくるのは、

これについて対応は可能か、それとも不可能かという疑問です。私たちは、すでに 50%以上の OEEを有

するお客様がいらっしゃることを知っていますので、それを私たちは達成できるはずだと考えていま

す。そして、この分析を見ていくと、グラフに灰色の部分、つまりグレーバーと、黄色の部分、つまり

イエローバーを見つけることができました。グレーのエリア、ポテンシャルのほぼ半分は、技術的な要

因によるものです。 

つまり、お客様は必ずメンテナンスをしなければいけませんし、さらに全ての仕事をフルスピードで生

産できるわけではありません。私たちは、準備時間を最小限にすることが必要ですし、もちろん、いく

つかのプロセスはまだ改善可能です。これが、技術的な部分です。が、他のポテンシャルは黄色の部

分、ここはプロセスとオペレータが関係しています。生産に使われていないロスタイムです。なぜな

ら、これらのプロセスは機械の生産性をサポートしていないからです。グレーバーを改善する場合、そ

の背後にある仕組みを理解することが重要であり、それこそが、我々がここ数年で行ってきたことで

す。別々の機構を同時に準備可能にするとか、たくさんの自動化機能を開発し、そうした機械を納入し

てきました。しかし、全てのお客様がこれを使用、またはフルに活用できるわけではなく、我々が期待

していたレベルまで到達できるわけではありませんでした。それは、グレーバーと OEE間の直接のリン

クが無いことを意味します。 

最初の段階でグレーバーを減らした場合、イエローバーが大きくなっていきます。同時にイエローバー

も減らした場合のみ、OEEは向上します。イエローバーに対応すると、結果は大きく異なります。イエ

ローバーに直接取り組めば、OEEは向上していきます。グレーバーが同じ場合でもです。これこそが、

私たちがここ数年来、このイエローバーに重点を置く理由であり、これを Push to Stop end-to-endと呼

びます。私たちは、誰もボタンを押すことなく、仕事が進むプロセスを目指しているのです。何かが上

手くいかなかった場合、中断するためにボタンを押すだけという全体のプロセスを作り上げたいので

す。それが、背後にあるアイデアです。私たちには、毎年 9000万枚の印刷をするお客様がいらっしゃい

ます。これは驚くべき数ですが、もし今新型コロナがなければ、今年は、おそらく 1億枚を達成していた

でしょう。おそらく来年には。 

ヤスミン・ブレア：多分、来年には、期待しましょう。 

ライナー：そうですね。同じコストで倍の仕事ができたら、それがお客様のプリントショップで、そし

て収益性に何をもたらすのかを想像してみてください。お客様の利益と売上に莫大な影響を及ぼすこと

がご理解頂けると思います。 
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ヤスミン・ブレア：そして、売上も、ですね。お客様にとって重要なのは、お客様の目が最初にいく領

域ではない領域をまずは改善しなければいけないという点ですね。それはとても興味深いです。 

ライナー：絶対に。 

ヤスミン・ブレア：ありがとうございます。 

ライナー：渋滞を取り除くことが重要です。そうすることで、我々は、機械を狙い通りにフル活用する

ことができるのです。 

ヤスミン・ブレア：そのとおり。ありがとうございます、ライナー。そして、ここでオリバーの出番で

すね。次に、もちろん、私たちは、ハイデルベルグがお客様をサポートするためにどのようなアプロー

チをしているのか、また、おそらくそのアプローチの背後にあるフィロソフィーを知りたいと思いま

す。 

オリバー：はい。フィロソフィーは前進しています。今私たちは、お客様とハイデルベルグとのパート

ナーシップが必要だと考えています。それは私たちがお客様から期待するものではなく、私たち自身が

全てを積み上げていかなければなりません。私たちには何をする必要があるのかについての幅広い知識

があると思います。私たちは、多くの印刷会社を見てきました。パートナーシップへと進んでいくに

は、お客様からの意思が必要です。私たちは、過去、コンサルティングなどのサービスを行い、もちろ

ん印刷機を扱っています。私たちは、お客様が必要とされるほとんど全てのサービスを提供できます

が、それを実施するコストはどの程度になるのかというご質問をお客様からよく伺います。今、この 3

年間、プロセスを引き受け、それに必要な消耗品やサービス全てをお客様に提供するというハイデルベ

ルクサブスクリプションシステムやコントラクトを提供しています。そして、私たちは実際に、注文か

ら発送の確認まで、Aから Zまで全てを見て、どのようなプロセスが最適化できるのかを確認していま

す。なぜなら、印刷機をどのように使うかによって見積が影響を与えることが多いため、情報が足りな

ければ、そこで止まって修正しなければならないからです。 

ヤスミン・ブレア：ありがとうございます。聴こうと思っていたのですが、これは再び、ライナーへの

質問です。実用的な展開はどのようなものですか。ソリューションはどのようなもので、それ以降、ど

のようにお客様をサポートしていますか。 

ライナー：私たちは、デジタルフローによって実際にテクロノジーをつなげなければなりません。そし

て、それこそが、長年、私たちが取り組んでいることです。今、私たちは素晴らしい段階に達してお

り、それを皆様にお見せすることができるのです。PDFを受信しています、それはプリプレスワークフ

ローを通して完全に自動化されます。プリプレスワークフローは、MISシステムを理解し、その逆も然

りです。ハイデルベルグには、非常に強力なツールである全てのモジュールを含むプロダクションのワ

ークフロー、プリネクトプロダクションマネージャーがありますが、お客様のニーズに合わせて設定し

て使うことが可能です。そのモジュールの 1つが、スケジューラ―、私たちのスケジュール作成システム
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です。例えば、現在あるジョブから、同じような 10のジョブを取ることができます。それは適切な方法

で最適化され、スケジュールから取り出され、軽い絵柄から重い絵柄へと最適化されます。例えば、大

きなフォーマットから小さなフォーマットまで。そうすることによって、ジョブからジョブがわずかな

変更で済むようになります。 

それが無駄を省き、お金を節約し、品質にも良いのです。そして、後に、印刷機で全て通常の連続作業

をすることが可能となります。このジョブシーケンスは CTPに自動的に送信されます。もはや誰もプレ

ートに触れません。台車に全てのプレートがあり、プレートには IDがあります。どのプレートがどこ

に、いつあるのかを正確に把握します。このジョブシーケンスは、印刷の準備ができると、自動的に印

刷機に送られます、オペレータによる手動の介入は、もはやありません。印刷機には適切なプレートト

ロリーが必要です。プレートは、プレートトロリーから、私たちの新しいプレート・トゥ・ユニットシ

ステムにもたらされます。そして、ここで再びテクニックですが、自動的にこれらのプレートは印刷機

にローディングされます。  

オペレータはノータッチ、プレートはノースクラッチ、傷がつきません。「なし」です。一日の終わり

にはヤレのないパイルができ、それは後加工に進みます。印刷機からのパイルを取る自動輸送システム

があり、それを手動のジョギングのプロセスを取り除く新しい自動パイルジョグシステム、エアゴージ

ョグ（AirGo Jog）を装備した Polarシステムに運びます。フォルダーに直接アクセスし、ここにも Push 

to Stop ソリューションがあります。折り丁にはバーコードが印刷され、折り機は、いつその折り丁が終

了するのかがわかります。数秒停止し、自動的に次の仕事が始まります。しかし、折り機のもう一方で

は、それほどの高い生産性で動かす場合、オペレータにとって重い作業負荷という問題が発生します。

つまり、毎日、毎シフトで 7トンもの折り丁を移動しなければならいというオペレータの負担です。そ

れを解決するために、ハイデルベルグには、この作業を自動化する P-スタッカーがあります。プリネク

トシステムにもつながるので、すべての生産データをもち、私たちのデジタルの世界における全体のプ

ロセスの完全な透明性を得ています。 

ヤスミン・ブレア：多くの透明性、非常に秩序だった構成、そしてたくさんの自動化、少ない作業、ユ

ーザーにとってより少ない個々の作業ですね。そしてライナー、あなたは先ほど私がさらに詳しく知り

たいと思う決定的な 2つの点について話してくれました。その重要性について説明してもらえません

か。1つが、機械でのオペレータのナビゲーション、そしてもうひとつが、プロセスの完全自動化です

が、どのような重要な役割をこれらのポイントが果たすのでしょうか。 

ライナー：プロセスの自動化だと思います、私が述べたことはこれを達成する前提条件ですが、オペレ

ータを忘れるべきではありません。1日当たりのジョブの 2倍の量をこなすためには、シフト毎、私たち

はオペレータをサポートしなければなりません。オペレータをナビゲートし、仕事を少しでも楽にする

よう様々なシステムに何年間も取り組んできました。私たちは、それを開発してきたことをととても誇
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らしく思います。今、ハイデルベルグは、いくつかの新しいアシスタンスシステムをご提供することが

できるようになりました。例えば、私たちのパウダーアシスタントは、AI(人工知能)を使った自己学習シ

ステムをもつシステムの 1つです。オペレータはパウダーを多く使いすぎる傾向があり、それが主に 2

つの問題を引き起こしています。 

後加工部門では、私たちはパウダーによる問題に悩まされ、もちろんデリバリではパウダーが多すぎ、

さらにメンテナンスが必要になります。私たちのパウダーアシスタントでは、プリネクトシステムにあ

るデータを使います。私たちは、用紙の表と裏の絵柄、インキカバレージを知っています。私たちは、

どちらの側にどちらが来るかを知っています。さらに、その用紙を知っており、部数を知っており、全

てを把握しています。それで、適切なパウダー量を提案する事ができます。私たちはそのシステムです

でにテストモードにあり、実際にその種の AI（人工知能）ソリューションで素晴らしい成功を収めてい

ます。同じ例ですが、ウォッシュアシスタントも同様、データを調べ、機械がどのように使われるのか

を分析すると、オペレータは 2つの長い洗浄プログラムを選択する傾向があることが分かっています。

なぜなら、もちろんきれいな結果を得たいからです。しかし、私たちは知っています。何枚印刷したの

か、印刷物、そして、インキ。私たちは全てを把握しているのです。 

だからこそ、私たちは提案することができ、短い時間を選択する事ができます。そうでなければ、恐ら

く、長い時間を選択するはずです。洗浄プログラムは正にこうしたパラメーターによって決まります。

そして、私たちはそれを把握しています。しかし、私のお気に入りは、インテリランと称する新たな機

能です。それは、印刷全体のプロセスの面倒をみてくれ、必要のないダウンタイムを避けるためにオペ

レータに然るべき時に情報を提供してくれるソフトウェアです。ここで再度イエローバーが出てきまし

た。例えば、予定部数が完了する前の然るべき時間がくると、ウォールスクリーンに新たな表示がさ

れ、仕事替えマスクが見えるため、オペレータは直ちにそれを見つけ、次のジョブをチェックしなけれ

ばならないことがわかり、データをチェックすることができます。オペレータは、後で停止を回避する

ために然るべき時間で全ての材料が揃っていることをダブルチェックする事ができます。 

ヤスミン・ブレア：停止を回避する。それは良いキーワードですね。ライナー、ありがとう。なぜな

ら、お客様はまさに今道半ばだから。ずっとスムーズなドライブですね。交通渋滞が無く、渋滞にはま

る必要も無いということがかわりました。オリバー、ハイデルベルグは、すいている道路に出たお客様

がさらに馬力を得るために具体的には、どのようにサポートするのでしょうか。 

オリバー：先ほど述べた通り、私たちは、トレーニングが必要かどうかなど余分なディスカッションを

することなく、お客様が馬力を得るために必要とする全てを得ることを確認するために、ハイデルベル

クサブスクリプションモデルでお客様をサポートします。私たちは、その観点で印刷機のパフォーマン

スを印刷された用紙でお約束し、そしてお客様にはそれに対して料金をお支払い頂きます。そこに相違
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は一切ありません。お客様はコストを把握し、私たちはお客様にタスクを完了するために必要とする全

てを提供します。そのプロセスはどのようなものかというと...。 

一般的に、私たちはまずお客様を訪問し、必要とされるものを評価します。すでに高いパフォーマンス

にあるお客様がいらっしゃるかもしれませんし、それほどのサポートを必要としていないかもしれませ

んし、また、大きなサポートが必要なお客様もいらっしゃるかもしれません。そのため、再度、見積、

発注確認から出荷まで見て、何が印刷機のパフォーマンスに影響を与えているかを見ます。それを文書

化し、お客様とターゲットについて協議し、次の数年間に向けて前に進みます。そして、私たちはお客

様に対してカスタマイズした見積を作成し、お客様が確認し次第、基本的に導入開始となります。実行

はまた、導入プロセスで必要なトレーニングの大きな部分です。しかし、契約が実行されると、私たち

がパフォーマンスをレビューし、パフォーマンス向上のため選択肢を協議するため毎月会議を行いま

す。お客様にもっと大切な仕事に集中して頂くため、何を注文すべきか、私たちが代わりに行うベンダ

ーマネージメントインベントリーもあります。消耗品はオペレータが使えるように常にそこにあるので

す。私たちは、何かが発生することを予知しダウンタイムを避けるために、その言葉通り、予知保全を

活用します。また、データの深堀りもします。その話が終わっているわけではないことが確かだと思い

ます。新たな改善のためのエリアを見るために、以前見たことも無いエリアにも目を向けます。1つの良

い例は、お客様がどれだけ違う用紙サイズを印刷しているのか、どの頻度で用紙サイズを変更している

のかを見ます。１日に 3種類の用紙サイズですが、10回の変更というケースがありました。 

ヤスミン・ブレア：お客様はその事実でさえ、ご自分で認識されていなかったのですね？ 

オリバー：はい、それは過去の例です。過去に、私たちは、時間が長くかかるため、インキの変更にフ

ォーカスをしていました。新しいテクロノジーでは、それはかなり速く、それに関しては他の事が優先

されるかもしれません。 

ヤスミン・ブレア：このサブスクリプションには全てが含まれるというお話でしたが、あなたが話して

いた全て、1つのフルパッケージとしてそれを教えて頂けませんか。 

オリバー：はい、パッケージには通常、印刷機自体、必要とするソフトウェア、ライナーが先ほど話し

ていたプリネクトシステムが含まれており、それには機械がうまく稼働することが確認された全ての消

耗品が含まれています。お客様が、“私はここでインキ、ここでケミカルを購入していますが、問題が

あってね。”という話をよく伺います。そして、それはテクニカルなものだ。と。そして、その問題は

誰に責任があるのかわからない。インキサプライヤーは、さて、それはケミカルであると言うかもしれ

ず、その逆もあります。そして、責任追及が続きます。私たちには、プロセスを最適化する必要がある

かどうかを把握するためのコンサルタントがいます。そして、多くのトレーニングも必要です。過去、

私たちは印刷機を納品してきました。オペレータは、機械を動かすには十分のトレーニングを受けてい
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ました。しかし、素敵な新車を購入しても、全てのボタンが何かも分からずに、それを使い始めるでし

ょうか、高速で走ろうと思うでしょうか。 

トレーニングが大切です。私はそれを“ハンドホールディング、手を握ること”と呼んでいます。我々

はオペレータのためにただそこに待機し、“少しそれを上げることができますよ”とか、“違うやり方

ができます。”などとアドバイスします。そして、機械を信頼して頂きます。その事について私のお気

に入りの良い例は、インキをコントロールしてくれるインプレスコントロールです。理論上、印刷機を

スタートすると、印刷機自体が調整し、良品の印刷を行います。止めることはありません。今日、多く

のオペレータは、全てがオーケーか確認するために印刷機を停止し、再度スタートします。オペレータ

が技術を信頼することができる信頼のレベルが必要であり、それが機能するのです。 

ヤスミン・ブレア：また、時間を節約しますね。セットアップをどのように行うのか、最初にどのよう

にコラボレーションをスタートするのか、そしてお客様のフィードバックはこれまでどうでしたか。こ

のモデルについてお客様は何とおっしゃっていますか。 

オリバー：さて、初め、お客様たちは少し躊躇していました。このモデルはすべてが新しいものでし

た。支払方法は新しく、支払いはデジタルの世界にあるようなものであり、出力ごとに支払うため、そ

れは奇妙のようでした。しかし、今日でもお客様はオフセット印刷機でこのような見方はしません。お

客様は通常印刷機がいくらかを知っています。彼らはどのような消耗品をどれくらい使うか、そしてコ

ストを知っているのかもしれません。そこで私たちが行うことは、お客様とお会いし、１枚当たりのお

客様のコストはいくらですかとお伺いします。そして、プロジェクトを設計します。これは比較です。

最後に、私たちのターゲットは、前と同じ装置でお客様が出力していたよりも高い出力をするという条

件で、お客様の今のコストより安いコストを得ることです。お客様にとってのメリットは、1枚当たりの

価格を得ることです。 

私たちはパフォーマンスをお約束します。そして、お客様がパフォーマンスを出せない場合、それは私

たちのリスクでもあるため、コストを増加させることなく何が必要であっても、さらなるトレーニン

グ、コンサルティングを行います。私たちはパフォーマンスを挙げることができると自信を持っていま

す。それは大きな数字です。ライナーは 27%の平均 OEEのことを話しました。27から 60%まで誰でも

到達できると言っているわけではありませんが、少し上げることができれば、それは大きなことです。

私は初めにお客様での現状を見ることができるチャートをここに持ってきました。そして 1年以内に、準

備時間、そしてその他の時間、メンテナンス、昼休みなどを含む最後の良品から次の良品までの準備時

間など非生産的な時間を減らすことができました。私たちはそれを 30%減らすことができ、最後には別

の 30%以上の高い出力を与えてくれました。誰もがその新たな能力をすぐに用意できるようになるわけ

ではありませんが、頻繁に会社は残業している時間を短くすることができます。お客様は、準備し、さ

らに仕事を得るために、時間を最適化するか、他のトレーニングを行うために活用することができま
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す。これは印刷会社の経営陣の皆様にさらに時間を与え、生産にフォーカスすることから離れ、顧客維

持や、新たな顧客の獲得といったことによりフォーカスができるようになります。 

ヤスミン・ブレア：30%以上のアウトプットは非常に印象的ですね。さてオリバーとライナーに対する

私の最後の質問は、今年のイノベーションウィークのハイライトは何かということです。私も、ハイラ

イトがどのようなものかについて、少しはアイデアがありますけど。 

オリバー：はい、それについて少しは触れていました。それは我々が PATと称するものです。それはパ

フォーマンス・アドバイザー・テクノロジーです。我々が印刷機のデータをレビューするある種の AI

（人工知能）であり、基本的に 2つの方法で、印刷会社が改善を行うことができる情報を提供します。

ひとつは、XYZでパフォーマンスのポテンシャルがあり、そこにたどり着くためにはどうしたらよいか

についてのオペレータの方たちのための情報。そして、もうひとつは、私が思うに今まではオペレータ

の方たちに向けた話ばかりで、ここには私たちはあまりフォーカスしてこなかったと思うのですが、マ

ネジメントの方たちへの情報です。マネジメント Aの方にはポテンシャルがあることを、そして、マネ

ジメント Bの方には、そのポテンシャルは金額にしてどれくらい価値があるのかを伝えることです。私

たちは、頻繁に、1つのジョブ当たり何分か、1つのジョブ当たりわずか 10枚について話しています。し

かし、1年間に 10,000ジョブか、5,000ジョブを行う場合、その 10シートの合計を出し、マネジメント

が認識することが必要です。我々はそれを実行する必要があります。そして、それが私たちの節約の可

能性です。なぜなら、最後にはそれがお客様の利益を増やすのですから。 

ヤスミン・ブレア：なるほど、それでここに PATのファンがいる理由がわかりました。ありがとう、オ

リバー。さて、ライナー、簡単にあなたの絶対的なハイライトを教えてください。 

ライナー：これには答えることができません。簡単にはできない。多くありすぎて。 

ヤスミン・ブレア：いいですよ。 

ライナー：私たちはイノベーションウィークで３つの製品の発表を行います。折り機、マスターセッ

ト、そして、新しい Push to Stop カットスターです。新たな技術であり、新たな特徴を有しています。

しかし、あなたが私に短めにとおっしゃるなら、チームがスターです。Push to Stop end-to-end、ソフト

ウェア、ハードウェア、私にとってはすべてがハイライトです。なぜなら、それがお客様を前に進め、

お客様により競争優位を与えてくれるからです。そして、当社のサブスクリプション契約は、私の意見

ですが、全体のプロセスを加速するユニークで強力なツールだと思います。お客様とサプライヤーの両

者が同じターゲットを持つ。それが役立ちます。私たちは同じ方向に向かっています。私たちはお客様

の出力を増やし、コスト下げたいと思っています。それが私たちの共通の目標です。それゆえ、私はこ

れがとても気に入っています。そして、Push to Stop end-to-endそして、その周辺にあるすべてが私の

ハイライトです。 

ヤスミン・ブレア：それは、お客様にとっては、いいお話だと確かに思います。 
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ライナー：私もそれを望みます。 

ヤスミン・ブレア：さて、ありがとう、ライナー。そして、この考察の全てについ二人に感謝します。

皆様、ちょっとした助言を聴くことができましたね。他のエキスパートトークも私たちがここでお話し

た基本的な部分には触れており、トピックが重複している事があります。さらに詳細について関心があ

りましたら、他のエキスパートトークにも是非ご参加ください。このウェブサイトでご覧いただけま

す。それでは、皆様、ご参加いただきましてありがとうございました。また、個々のニーズについて話

をすることができる 1対１のセッションで皆さんの地域のエキスパートとの予約をすることができること

もお忘れなく。大丈夫ですね。是非このチャンスをご活用ください。そして改めて、参加いただきまし

てありがとうございました。エキスパートに、感謝します。 

ライナー：光栄です。 

ヤスミン・ブレア：私も光栄です。ありがとうございました。皆さんも健康にお過ごしください。近い

うちにお目にかかるのを楽しみにしています。さようなら。 

オリバー：さようなら。 

ライナー：さようなら。 


