
NXPowerLite をどのように使って
いるか

— リコー総合デザインセンターでは、
NXPowerLite をどのように使っている
のでしょうか。

（今井氏）さまざまなデザイン関連資料のデータ
軽量化に使っています。 デザイン関連資料には、
下記のようなものが挙げられます。 

● 新製品の企画書
● 社内会議用のプレゼンテーション資料
● 製品デザインの説明／比較資料
● その他 

多くの資料は用途に応じて PowerPoint や
Excel 等で作成されています。 
総合デザインセンターという部門の特質上、
解像度の高い画像ファイルがたいへん多く使わ
れています。元々の画像ファイルはデジカメや
CAD 等の専門ソフトで作りますが、それを
PowerPoint や Excel に貼付けて資料が作成され
ます。 

作られた資料のほとんどが、そのままではファ
イルサイズが大きくて業務に支障が出てしまい
ます。 そこで NXPowerLite を使ってファイルを
軽量化し、それから送信やサーバーへのアップ
ロードを行うようにしています。 

現在、総合デザインセンター内で日常的に

PowerPoint や Excel を使用しているスタッフの
多くがNXPowerLite を使っています。 

ファイル軽量化が必要な理由

̶ NXPowerLite は、いつ頃から使い始め
たのでしょうか。

リコー総合デザインセンターで正式導入した
のは 2008 年でした。 

̶ 導入の経緯について教えてください。

（鈴木美智子氏）以前までは、1 つ 1 つの画像
データのサイズはそれほど大きくはありません
でしたが、その頃からデジタルカメラを初めと
した画像データの高画質化が急速に進みました。 

デザインに関わるスタッフは、資料の中身には
とことんこだわります。出来るだけ画質の高い、
美しい画像データをたくさん使おうとします。 

その一方で、中身以外の部分に気を使うスタッ
フはほとんどいません。「中身以外」の典型が、
ファイルサイズです。 

時間に追われながら企画書やプレゼン資料を
作っているスタッフが、貼付ける画像1つ1つを
いちいちリサイズしたり、画質を落とすことに
注意を向けることは滅多にありません。画像編集
ソフトを使えば難しくない作業ですが、その時間
があるなら中身のブラッシュアップに使おう
とします。 

その結果、巨大なサイズのファイルが大量生産
されるようになりました。 
挿入する画像が少し多くなると、簡単に 40 ～
50MBに達してしまいます。 

すると今度は、インフラ面に不満が集中します。 
たとえばメールの添付ファイルについては、シス
テムで容量の上限を 3MB に制限しています。
ファイルが大きすぎて送れないときは、その都度
ファイルサイズを小さくしなければいけません
でした。写真がたくさん使われているファイルの
場合、Zip 形式ではほとんど圧縮されません。
仕方なく、添付されている画像の解像度を下げ
たり、ファイルそのものを分割したりといった
面倒な手間がかかってしまいます。 

次第に「ファイルのアップロード／ダウンロード
に時間がかかりすぎるから、回線を太くしてほ
しい」「メールに添付しようとするとエラーが
出る。制限を緩めてほしい」といったリクエスト
が多く寄せられるようになりました。 

をクリアしていきました。具体的には・・・ 

【1. 簡単】ファイルを軽量化したい時は、
NXPowerLite のアイコンにファイルをドラッグ
＆ドロップするだけです。たとえば先日作成した
PowerPoint ファイルだと、約 10MBが一瞬で
798KBに軽量化されました。簡単です。 

加えて、NXPowerLite には Notes と連動した
自動軽量化機能がついています。メールにファ
イルを添付すると、NXPowerLite を使っている
ことを意識せずに、ファイル軽量化を自動的に
行ってくれます。 

【2. きれい】NXPowerLite は「PCの画面で見る
だけのレベル」「印刷に耐えうるレベル」と用途
に応じて軽量化レベルを変えられます。日常的に
デザインに関わっていて、画質にはたいへん
うるさいスタッフたちも、企画書などのプレゼン
資料であれば NXPowerLite で軽量化しても
問題ないと評価しています。 

【3. 安い】NXPowerLite のようなソフトウェア
はそれぞれの室の予算で購入します。手軽に
購入できる価格ですので、承認が下りなかった
というような話はこれまで聞いたことがあり
ません。 

以上のように条件を満たしていたから、順調に
口コミで広がったのだと思います。 
定期的に 10 本、20 本とライセンス数を増や
していき、総合デザインセンター全体で
NXPowerLite が使われるようになりました。 

NXPowerLite を社内で広げるため
のひと手間

— どのような企業に、NXPowerLiteはおす
すめできますか？

（今井氏）日常的に PowerPoint や Excel を使っ
ていて、多くの画像データを貼付けたファイル
を作成している企業や部署には役に立つと思
います。また、私のように「現場と本部の板挟
み」になりながら、ITコストの削減を推進して
いかなければならない立場の方には、頼もしい
ツールだと思います。 

また、私たちのように社内で口コミで広げて

（今井氏）そうなると困るのが、私のような部門内
のシステム管理者です（笑）。 
リコーでは、サーバーなどのコスト負担を、使用
量に応じて部門で分けています。昨今の厳しい
経済環境下では、総合デザインセンターだから
といって優遇してもらうこともできません。
年々増加するコスト負担に頭を抱えていました。 

加えて、アメリカ・ヨーロッパ・中国の拠点から
は「大きなファイルは困る」という苦情が寄せ
られるようになりました。日本の IT インフラは
海外と比較するとかなり恵まれています。日本
と同じレベルの太さの通信回線は、海外では
簡単には実現されません。つまり、仮に国内の
サーバーの増設や回線強化を施したとしても、
全てのストレスを取り除くことはできないと
いうことです。 

やはり一番は、ファイルサイズそのものを小さく
することです。 
以下のような条件を満たすファイル軽量化ツー
ルを探していました。 

＜リコー総合デザインセンターが求める、ファ
イル軽量化ツールの条件＞ 

【1. 簡単】～余計な手間を嫌がる現場スタッフ
にも受け入れてもらえるか～ 
【2. きれい】～軽量化後も、目の肥えたスタッフ
に受け入れてもらえるか～ 
【3. 安い】～コスト削減が求められる中、高価な
ツールの導入は困難～

3つの条件をクリアした、
NXPowerLite

̶ リコー総合デザインセンターで使う標準
ツールとして、NXPowerLite を選んだ
理由を教えてください。

（鈴木宏政氏）実は、NXPowerLite は「一括導
入」ではありません。 あるスタッフが個人的に
使っていたことが口コミで広がって普及して
いきました。 

総合デザインセンターでは部署間での異動が
比較的多く起こります。その際、CAD 等の専門
的なアプリケーションは室ごとに需要が異な
りますので、PC を異動先に持っていくことが
あまりありません。そのため「異動先の PC で
は NXPowerLite が使えないので、購入して
ほしい」という申請が発生します。その度に、
NXPowerLite を知る人が増えます。 

NXPowerLite が口コミで認知されていく中
で、上述の「簡単」「きれい」「安い」という条件

いきたい場合は、ひと手間加えることもおすすめ
したいです。 

̶ ひと手間とは何でしょうか。私たちはまず
体験版のご利用をおすすめすることが多い
のですが。

先述の通り、現場は「余計なことに時間を使い
たくない」ものです。仮に「ぜひ体験版を使って
みてください」とアピールしても、そもそも体験
版のインストール自体が面倒に感じる人は多い
でしょう。 

ひと手間とは「実際にファイルを軽量化するとこ
ろを見せる」ということです。 
一度ドラッグ＆ドロップを見てもらえば、いかに
簡単に軽量化できるかがわかります。 

総合デザインセンターでも、異動が少なく口コ
ミが伝わらない部署に対して、私が直接ノート
PC を持っていて「こんなふうに簡単に軽量化
できるよ」と見せて回りました。 
見せるとほんとうに早いですよ。 
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＜株式会社リコー 総合デザインセンターについて＞ 
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ベーションデザイン」「プロダクトデザイン」「インタ
ラクションデザイン」「ドキュメントデザイン」「グラ
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シャンブリッジのファイル軽量化ソリューション
「NXPowerLite」を導入しました。同センターの
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NXPowerLite のライセンス買い切りタイプと
月額利用料タイプ（リコーワンストップくらう
ど）、2つのライセンス形態で提供しています。
リコーのお客様の間でも NXPowerLite が広
まって行くと良いですね。 

オーシャンブリッジへのメッセージ

̶ 最後に、オーシャンブリッジへメッセー
ジをお願いします。

欲を言えば、動画ファイルも軽量化できるよう
になるといいですね。最近よく使われるように
なってきました。 
NXPowerLite のような「かゆい所に手が届く
ツール」は重宝します。これからも社内でユニー
クなソフトウェアをどんどん紹介していただき
たいと思っています。よろしくお願いします。

お忙しい中、貴重なお話をお聞かせいただき
ありがとうございました。

デスクトップエディション

PowerPointで作成される、デザイン関連資料の例

"現場のスタッフは画像
データを極力そのまま
使いたがります。その分、
インフラ面のスペック
アップを求めてしまいます "

" 良いツールは、ちゃんと
口コミで社内に広がります "

"実際に使っているところを
見せるのが一番効果的です "

全てのデザインが組み合わさり、期待感や信頼感のある
「リコーらしい商品」が実現している

デ ー タ 圧 縮 ソ フ ト
エ ヌ エ ッ ク ス・パ ワ ー ラ イ ト

導 入 事 例

N X P ow e r L i t e 体験版  無料ダウンロード
Microsoft Office ファイル・JPEG・PDF ファイルを最大 98% も軽量化！ https://www.nxpowerlite.jp

NXPowerLite国内総販売代理店

株式会社オーシャンブリッジ
〒107-0051 東京都港区元赤坂1-5-12 住友不動産元赤坂ビル7F
Web： https://www.oceanbridge.jp/
Email： sales@oceanbridge.jp
TEL： 03-6809-0967（営業部）

● NXPowerLiteはNeuxpower Solutions Ltd.の登録商標です。
● その他の社名または商品名等は、各社の登録商標または商標です。



NXPowerLite をどのように使って
いるか

— リコー総合デザインセンターでは、
NXPowerLite をどのように使っている
のでしょうか。

（今井氏）さまざまなデザイン関連資料のデータ
軽量化に使っています。 デザイン関連資料には、
下記のようなものが挙げられます。 

● 新製品の企画書
● 社内会議用のプレゼンテーション資料
● 製品デザインの説明／比較資料
● その他 

多くの資料は用途に応じて PowerPoint や
Excel 等で作成されています。 
総合デザインセンターという部門の特質上、
解像度の高い画像ファイルがたいへん多く使わ
れています。元々の画像ファイルはデジカメや
CAD 等の専門ソフトで作りますが、それを
PowerPoint や Excel に貼付けて資料が作成され
ます。 

作られた資料のほとんどが、そのままではファ
イルサイズが大きくて業務に支障が出てしまい
ます。 そこで NXPowerLite を使ってファイルを
軽量化し、それから送信やサーバーへのアップ
ロードを行うようにしています。 

現在、総合デザインセンター内で日常的に

PowerPoint や Excel を使用しているスタッフの
多くがNXPowerLite を使っています。 

ファイル軽量化が必要な理由

̶ NXPowerLite は、いつ頃から使い始め
たのでしょうか。

リコー総合デザインセンターで正式導入した
のは 2008 年でした。 

̶ 導入の経緯について教えてください。

（鈴木美智子氏）以前までは、1 つ 1 つの画像
データのサイズはそれほど大きくはありません
でしたが、その頃からデジタルカメラを初めと
した画像データの高画質化が急速に進みました。 

デザインに関わるスタッフは、資料の中身には
とことんこだわります。出来るだけ画質の高い、
美しい画像データをたくさん使おうとします。 

その一方で、中身以外の部分に気を使うスタッ
フはほとんどいません。「中身以外」の典型が、
ファイルサイズです。 

時間に追われながら企画書やプレゼン資料を
作っているスタッフが、貼付ける画像1つ1つを
いちいちリサイズしたり、画質を落とすことに
注意を向けることは滅多にありません。画像編集
ソフトを使えば難しくない作業ですが、その時間
があるなら中身のブラッシュアップに使おう
とします。 

その結果、巨大なサイズのファイルが大量生産
されるようになりました。 
挿入する画像が少し多くなると、簡単に 40 ～
50MBに達してしまいます。 

すると今度は、インフラ面に不満が集中します。 
たとえばメールの添付ファイルについては、シス
テムで容量の上限を 3MB に制限しています。
ファイルが大きすぎて送れないときは、その都度
ファイルサイズを小さくしなければいけません
でした。写真がたくさん使われているファイルの
場合、Zip 形式ではほとんど圧縮されません。
仕方なく、添付されている画像の解像度を下げ
たり、ファイルそのものを分割したりといった
面倒な手間がかかってしまいます。 

次第に「ファイルのアップロード／ダウンロード
に時間がかかりすぎるから、回線を太くしてほ
しい」「メールに添付しようとするとエラーが
出る。制限を緩めてほしい」といったリクエスト
が多く寄せられるようになりました。 

をクリアしていきました。具体的には・・・ 

【1. 簡単】ファイルを軽量化したい時は、
NXPowerLite のアイコンにファイルをドラッグ
＆ドロップするだけです。たとえば先日作成した
PowerPoint ファイルだと、約 10MBが一瞬で
798KBに軽量化されました。簡単です。 

加えて、NXPowerLite には Notes と連動した
自動軽量化機能がついています。メールにファ
イルを添付すると、NXPowerLite を使っている
ことを意識せずに、ファイル軽量化を自動的に
行ってくれます。 

【2. きれい】NXPowerLite は「PCの画面で見る
だけのレベル」「印刷に耐えうるレベル」と用途
に応じて軽量化レベルを変えられます。日常的に
デザインに関わっていて、画質にはたいへん
うるさいスタッフたちも、企画書などのプレゼン
資料であれば NXPowerLite で軽量化しても
問題ないと評価しています。 

【3. 安い】NXPowerLite のようなソフトウェア
はそれぞれの室の予算で購入します。手軽に
購入できる価格ですので、承認が下りなかった
というような話はこれまで聞いたことがあり
ません。 

以上のように条件を満たしていたから、順調に
口コミで広がったのだと思います。 
定期的に 10 本、20 本とライセンス数を増や
していき、総合デザインセンター全体で
NXPowerLite が使われるようになりました。 

NXPowerLite を社内で広げるため
のひと手間

— どのような企業に、NXPowerLiteはおす
すめできますか？

（今井氏）日常的に PowerPoint や Excel を使っ
ていて、多くの画像データを貼付けたファイル
を作成している企業や部署には役に立つと思
います。また、私のように「現場と本部の板挟
み」になりながら、ITコストの削減を推進して
いかなければならない立場の方には、頼もしい
ツールだと思います。 

また、私たちのように社内で口コミで広げて

（今井氏）そうなると困るのが、私のような部門内
のシステム管理者です（笑）。 
リコーでは、サーバーなどのコスト負担を、使用
量に応じて部門で分けています。昨今の厳しい
経済環境下では、総合デザインセンターだから
といって優遇してもらうこともできません。
年々増加するコスト負担に頭を抱えていました。 

加えて、アメリカ・ヨーロッパ・中国の拠点から
は「大きなファイルは困る」という苦情が寄せ
られるようになりました。日本の IT インフラは
海外と比較するとかなり恵まれています。日本
と同じレベルの太さの通信回線は、海外では
簡単には実現されません。つまり、仮に国内の
サーバーの増設や回線強化を施したとしても、
全てのストレスを取り除くことはできないと
いうことです。 

やはり一番は、ファイルサイズそのものを小さく
することです。 
以下のような条件を満たすファイル軽量化ツー
ルを探していました。 

＜リコー総合デザインセンターが求める、ファ
イル軽量化ツールの条件＞ 

【1. 簡単】～余計な手間を嫌がる現場スタッフ
にも受け入れてもらえるか～ 
【2. きれい】～軽量化後も、目の肥えたスタッフ
に受け入れてもらえるか～ 
【3. 安い】～コスト削減が求められる中、高価な
ツールの導入は困難～

3つの条件をクリアした、
NXPowerLite

̶ リコー総合デザインセンターで使う標準
ツールとして、NXPowerLite を選んだ
理由を教えてください。

（鈴木宏政氏）実は、NXPowerLite は「一括導
入」ではありません。 あるスタッフが個人的に
使っていたことが口コミで広がって普及して
いきました。 

総合デザインセンターでは部署間での異動が
比較的多く起こります。その際、CAD 等の専門
的なアプリケーションは室ごとに需要が異な
りますので、PC を異動先に持っていくことが
あまりありません。そのため「異動先の PC で
は NXPowerLite が使えないので、購入して
ほしい」という申請が発生します。その度に、
NXPowerLite を知る人が増えます。 

NXPowerLite が口コミで認知されていく中
で、上述の「簡単」「きれい」「安い」という条件

いきたい場合は、ひと手間加えることもおすすめ
したいです。 

̶ ひと手間とは何でしょうか。私たちはまず
体験版のご利用をおすすめすることが多い
のですが。

先述の通り、現場は「余計なことに時間を使い
たくない」ものです。仮に「ぜひ体験版を使って
みてください」とアピールしても、そもそも体験
版のインストール自体が面倒に感じる人は多い
でしょう。 

ひと手間とは「実際にファイルを軽量化するとこ
ろを見せる」ということです。 
一度ドラッグ＆ドロップを見てもらえば、いかに
簡単に軽量化できるかがわかります。 

総合デザインセンターでも、異動が少なく口コ
ミが伝わらない部署に対して、私が直接ノート
PC を持っていて「こんなふうに簡単に軽量化
できるよ」と見せて回りました。 
見せるとほんとうに早いですよ。 

もくじ
1. NXPowerLiteをどのように使っているか

2. ファイル軽量化が必要な理由

3.  3つの条件をクリアした、NXPowerLite

4. NXPowerLiteを社内で広げるためのひと手間

5. オーシャンブリッジへのメッセージ

「Notesメールユーザーに NXPowerLiteは最適です。
メールに添付されたファイルの容量削減は、データベース
容量増加抑制やインフラコスト削減に繋がります」

株式会社リコー　プロセスイノベーション本部　総合デザインセンターの皆さま

＜株式会社リコー 総合デザインセンターについて＞ 
全てのリコー製品のデザインを担い、リコーブランド
を支えている部門。約 190 名のスタッフが、「イノ
ベーションデザイン」「プロダクトデザイン」「インタ
ラクションデザイン」「ドキュメントデザイン」「グラ
フィックデザイン」「デザイン戦略立案」の 6つの
デザイン機能を担っている。 

株式会社リコー 総合デザインセンターでは、オー
シャンブリッジのファイル軽量化ソリューション
「NXPowerLite」を導入しました。同センターの
皆さまに、導入の経緯や使い道などについて詳しく
伺いました。

写真左から 3番目：デザイン事業戦略室 DS-2グループ リーダー
の鈴木宏政氏、写真右から 2番目：同グループの今井賢司氏、左
から 2番目：プロダクトデザイン室 PD-Sグループの鈴木美智子氏
写真左端：弊社営業部の宮崎、右端：弊社営業部の亀谷

株式会社リコー　様

ご購入に関するお問い合わせは

この印刷物の内容は、2012年5月時点のものです。

また現在では、リコーグループの販売事業を
担っているリコージャパン株式会社において、
NXPowerLite のライセンス買い切りタイプと
月額利用料タイプ（リコーワンストップくらう
ど）、2つのライセンス形態で提供しています。
リコーのお客様の間でも NXPowerLite が広
まって行くと良いですね。 

オーシャンブリッジへのメッセージ

̶ 最後に、オーシャンブリッジへメッセー
ジをお願いします。

欲を言えば、動画ファイルも軽量化できるよう
になるといいですね。最近よく使われるように
なってきました。 
NXPowerLite のような「かゆい所に手が届く
ツール」は重宝します。これからも社内でユニー
クなソフトウェアをどんどん紹介していただき
たいと思っています。よろしくお願いします。

お忙しい中、貴重なお話をお聞かせいただき
ありがとうございました。

デスクトップエディション

PowerPointで作成される、デザイン関連資料の例

"現場のスタッフは画像
データを極力そのまま
使いたがります。その分、
インフラ面のスペック
アップを求めてしまいます "

" 良いツールは、ちゃんと
口コミで社内に広がります "

"実際に使っているところを
見せるのが一番効果的です "

全てのデザインが組み合わさり、期待感や信頼感のある
「リコーらしい商品」が実現している

デ ー タ 圧 縮 ソ フ ト
エ ヌ エ ッ ク ス・パ ワ ー ラ イ ト

導 入 事 例

N X P ow e r L i t e 体験版  無料ダウンロード
Microsoft Office ファイル・JPEG・PDF ファイルを最大 98% も軽量化！ https://www.nxpowerlite.jp

NXPowerLite国内総販売代理店

株式会社オーシャンブリッジ
〒107-0051 東京都港区元赤坂1-5-12 住友不動産元赤坂ビル7F
Web： https://www.oceanbridge.jp/
Email： sales@oceanbridge.jp
TEL： 03-6809-0967（営業部）

● NXPowerLiteはNeuxpower Solutions Ltd.の登録商標です。
● その他の社名または商品名等は、各社の登録商標または商標です。


