
法制執務支援システムによる例規集の組版

2015年10月16日
株式会社クレステック



クレステック会社概要
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会社概要クレステックとは
 各種製品に添付する取扱説明書や技術者向け修理

マニュアルに関する業務を手掛ける

 テクニカルライティング、世界90言語（各種バリ
エーション含む）以上の翻訳、海外ネットワーク
を駆使した印刷・製造まで、マニュアル制作から
ドキュメントソリューションまでの総合サービス
を提供

会社名 株式会社クレステック

設立 1984年9月17日

本社 静岡県浜松市東区笠井新田町676番地

代表者 髙林 彰

事業内容

マニュアル企画・制作・コンサルティング
教育研修コンテンツ制作
販売支援サービス
翻訳 印刷 海外展開の総合サポート
ドキュメント制作支援システム開発

業績状況
（2015年6月期）

連結売上高 14,733百万円
連結経常利益 729百万円
連結当期純利益 398百万円

財務規模
（2015年6月期）

資本金 105百万円
連結純資産 4,098百万円
連結総資産 11,969百万円

就業人員（連結） 1,559名（2015年6月30日現在）



展開エリア(国内)
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国内拠点

11か所
連結子会社

1社
プロダクションサテライトセンター
仙台オフィス

 東京事業所
 プロダクションセンター
 ソリューション課
 ＩＴドキュメントセンター
 海外支援室

東京サイト

松本サイト

 浜松事業所
 プロダクションセンター
 ＩＴドキュメントセンター
 品質保証室

本社・浜松サイト

大阪サイト

ソリューション課
高知オフィス

 名古屋事業所
 プロダクションセンター

名古屋サイト

福岡サイト
成増オフィス

㈱パセイジ※連結子会社

 松本事業所
 プロダクションセンター

 大阪事業所
 プロダクションセンター

 福岡事業所
 プロダクションセンター

フルフィルメントサテライトセンター

海外支援室
梱包設計グループ

《福岡》 《大阪》 《松本》《名古屋》 《東京》《浜松本社》



展開エリア(海外)
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世界

11か国
拠点

19か所

アトランタ

印刷工場

商社
制作（ライティング・翻訳・データ作成）

研究・開発拠点

ロサンゼルス

モスクワ

アムステルダム

デュッセルドルフ 大連

釜山

深圳
香港

東莞
珠海

マニラ

スラバヤジャカルタ

ジョホールバル
（マレーシア)

バンコク

上海

蘇州

ホーチミン

倉庫/品質管理

デジタル印刷工場
加工工場



クレステックのサービス一覧
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多様化する媒体とDTPにおける課題
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ユーザーの要求

• 多様化する媒体（PDF（Web・印刷）/HTML/モバ
イルアプリなど）へのドキュメント配信

作業は増えるが、コスト・リードタイムの抑制や品
質の担保は必要。

DTPによるワークフローでの問題点

• 各アプリケーションごとに異なるデータフォーマッ
トである

• 現状のワークフローでは、制作物ごとに校正、レイ
アウト調整などの作業が発生してしまう

ライティングされた原稿データをソースデータとし、決められたルールに
沿って自動的にレイアウトができれば、問題を解決することにつながるので
はないか

原稿

DTP コーディング

それぞれで作業をおこなうため、ソー
スデータがPDF用/Web用でわかれて
しまう



SGML, XML文書構造化

XML⇒各種データ形式に自動変換

InDesign向け
XML/構造化支援プラグイン

SGML・XMLを採用したシステム開発

•マニュアルの文書解析（標準化/構造化）をおこない、
Docbook, DITA等の標準スキーマへの移行および独
自スキーマの定義

•AH Formatter, FrameMaker, InDesignなどのアプ
リケーションをベースとし、お客様の業務に沿った
ソリューションをご提案。

•独自のオーサリングツールからデータ管理、翻訳、
印刷データ作成までの統合支援システムの開発。

•マニュアル以外の印刷物（名刺や法令・条例執務な
ど）にも幅広く対応
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FrameMaker向け
FDK/テンプレート

オーサリング・翻
訳・管理総合支援シ

ステム
法令執務支援システム



印刷物をどうするかという問題
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PDF出力エンジンの候補

AH Formatter, FrameMaker, InDesign, 3B2, 
Apache FOPなどが候補

なぜXSL-FO + AH Formatterなのか？

• XSL-FOはW3Cで策定された標準的な技術であり、
仕様がオープンである

• 定型的なレイアウトであれば、コンテンツのボ
リュームに応じてのページ繰りを考慮しなくてよい

• XSL-FOレンダリングエンジンの中でも、仕様の実装
レベルが非常に高い

• 独自拡張により、XSL-FO規格では不足しているが印
刷物と求められる表現が実現できる

• 対応言語数が豊富

• 使用しやすいAPIを持ち、システムへの組み込みも容
易

• サポート品質の高さ

目的を明確にし、それを最も
満たすアプリケーションの選

定が重要



法令執務支援システムへのAH Formatter導入事例
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法令執務支援システム『じょうれいくん』

『じょうれいくん』は例規集・規則集のデータをXML形式
でデータベース化し、ウェブブラウザから改正作業や公開
が行える総合支援システムとして、平成13年より運用開始。

法制執務支援
改め文や新旧対照表を改正内
容（見え消し）を元に、法制
執務のルールに即してシステ
ムが自動作成いたしますので、
これまでのように作成に悩む
ことはありません。

即時更新
施行日当日になると、システ
ムが自動的に改正内容を原稿
例規へ溶け込ますため、常に
正確な例規の情報をえること
ができます。

一元管理
例規の改正・更新は全てシス
テム上で一元管理するため、
改正の量・更新回数によって
費用が変動することがありま
せん。

『じょうれいくん』導入によるメリット

【原案作成】
• 文書構造の標準化
• 用語の統一性、正確性向上

【決裁・議決】
• 関連資料の統一性、正確性向上
• チェック工数削減

【公布・施行準備】
• 指定の日に確実に公開
• 部門間調整不要

【Web公開、印刷】
• 速報性向上
• 委託コスト削減



『じょうれいくん』システム概要
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例規データベース

Webアプリケーション

公開用サイト

AH Formatter

XMLエクスポート

その他XML対応アプリケーション

Webアプリケーション

検索・閲覧機能 編集機能 例規更新機能

例規管理機能 情報公開機能

自動変換



11

組版結果サンプル
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組版結果サンプル
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組版結果サンプル



InDesign, FrameMakerなどのDTPソフトやオーサリングツール

今後のAH Formatterに期待すること
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APIの充実

→ 組版結果に対し精査を行いたい

XSL-FO編集の簡易化

→ 自動組版の考え方にはそぐわないが、要望は多い

W3C標準化への動き

→ 様々な機能を標準化できないか

関連技術のドキュメント、サンプルの
充実

→現状でも豊富であるが、より間口を広げたい



ご静聴ありがとうございました。


