－人間くさいコミュニケーション新聞－

インターネットをビジネスに活用し事業発展のヒントが満載！

ホンダがＦ１復帰のときにメディアに配ったピンズです。
【発行人・発行責任者】

ハイパーテキストの父・テッド・ネルソン氏。
わが社の社名「コンピュータリブ」はテッドさんが1974年に
書かれた論文のタイトルからいただきました。

2012年4月16日、アメリカ・カリフォルニア州サウサリー
トにあるテッド・ネルソンさんの自宅を訪ねたときに再開
を祝して「HELLO AGAIN! TN」とサインしてくれました。

代表取締役 中島正雄
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町２－１２－１４ 三宅ビル３Ｆ－Ａ
[ ＴＥＬ ] 03-3556-1477 [ ＦＡＸ ] 03-3556-1477
[ 電子メール ] nakajima@cpl.jp [ Facebook ] masao.nakajima
[ ホームページ ] http://www.computerlib.co.jp/
[ Facebook ] https://www.facebook.com/ComputerLib.co.jp
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（復活Vol.1）

いいアイデアの、

インターネットへの入り口はＰＣからスマホへ
スマートフォン（以下「スマホ」）は若者が使うものだ
と思っていたが、そうでもなかったのです。手軽にどこで
もインターネットにつながり、ホームページと電子メール
が出来るスマホに軍配が上がったわけです。またコスト的
にもパソコン＜スマホなのでしょう。

つのポイント

6

単.純明快である

1

意.外性がある

2

具.体的である

3

信.頼性がある

4

感.情に訴える

5

物.語性

6

インターネット調査のニールセンは、ニールセンイン
ターネット基礎調査、スマートフォン視聴率情報、PC版
インターネット視聴率情報のデータソースを用い、
2013年4月から2014年4月の1年間でのスマートフォン
利用状況をまとめたレポート「Life with Mobile」を10
月21日公開しました。
スマートフォンからのインターネット利用者数の推移を
みると、2013年4月から2014年4月の1年間で1172万
人(41％)増加し、4000万人を突破したことが分かりま
した。PCからのインターネット利用者数は、1年間で
522万人(9％)減少しており、インターネットへの入り
口がスマホに移行し始めている状況であることが分かり
ました。

最近の傾向に、個人同士のコミュニケーションは、電子
メールからLINE（ライン）を使うケースが増えています。
固定電話はおろか電子メールアドレスすら無くなろうとし
ています。私たちは企業のホームページのアクセス状況を
定期的に解析しています。2014年に入ってから、新たな指
標として「ユーザー使用ディバイス」を加えました。ある
食品メーカーの大きなサイトではパソコンよりスマホから
の利用者の方が多いという現象を目の当たりにしています。
企業は事業発展のために、ホームページをどのように利
活用していくのがよいのがろうか。
・スマホ対応のホームページにリニューアルする
・ＳＮＳで新たな導線を作る
・動画コンテンツを作りPRをする
スマホ対応のホームページにリニューアルといっても、
何千ページにもなった巨大化したWebサイトを一気にリ
ニューアルするのは、そう簡単なことではありません。

年代別でのスマートフォンの保有状況では、若年層以外
の年代に急速に普及しており、50代の伸び率は15％か
ら30％と1年間で倍増しています。カテゴリの利用状況
では、ニールセンが分類する15の大カテゴリのうち半数
以上の9カテゴリでスマートフォンからの利用者数がPC
からの利用者数を超えている状況で、エンターテイメン
トカテゴリの「動画」関連サービスも2014年に入って
スマートフォンからの利用者が増加し、2014年4月には
「YouTube」「ニコニコ動画」のいずれもスマートフォ
ンからの利用がPCを上回っています。
＜参考＞http://www.netratings.co.jp/news_release/2014/10/Newsrelease20141021.html
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サイトのアクセスログ解析を実施して、スマホで見ら
れているページを割り出し、優先順位をつけて実施し
ます。そして、また状況解析し検証し改善していきま
す。このサイクルを何回か繰り返します。費用対効果
よく実施するというのが企業側の要望でもあるし、私
がおすすめする方法でもあります。
パソコン用ページを一気にスマホ用に変えるシステ
ムなどもあります。こちらはこちらが意図しないレイ
アウトになるページもあるかもしれないので、十分な
テストが必要でしょう。これから新しく作るコンテン
ツは、はじめからスマホ対応が望ましいと思います。
ホームページにお客さまを誘導する新たな導線をＳ
ＮＳで作りたいですね。ＳＮＳとはソーシャル・ネッ
トワーキング・サービスと呼ばれるサービスで、LINE
やFacebook、Twitterなどのことです。ＳＮＳを上手
に活用し自社サイトにお客さまを呼び込みたいです。
今ほしい情報をＳＮＳで見つけているお客さまは増
えています。そこに、御社の情報や企業のロゴがあっ
たら、お客さまが増えると思われます。やってみる価
値はあります。
動画の時代がすぐそこまで来ています。スマホの次
は家電です。どこの家にも一台はあるテレビもイン
ターネットに常時つながりテレビ番組を視聴するだけ
のディバイスから、ホームページも電子メールもＳＮ
Ｓも出来るスマートテレビになって行きます。そこで
何が起こるか、YouTubeに代表される動画コミュニ
ケーションサービスを直接、家庭のテレビで視聴する
ようになるのです。YouTubeのアカウントがチャンネ
ルになるのです。ショートムービーを作るのも手軽に
なっています。動画に挑戦するなら今です！御社の企
業チャンネルを作りましょう！
新しい動きが出て来ました。こういうときは、ぜひ
新しいことに挑戦し、結果を検証し改善、そしてまた
実施ー検証ー改善。それを何度も繰り返し突破口を見
つけたいです。インターネット利活用して事業発展い
たしましょう！
（文責：中島正雄）

(C)コンピュータリブ・TEL.03-3556-1477

ホームページ作成事例
スマホ対応
で新規作成

鈴木豊乃公式サイト（東京都）

スマホ対応
リニューアル

JIMDO

JIMDO

自分で更新

自分で更新

ドメイン
取得

ドメイン
取得

更新代行

更新代行

良質リフォームの会（東京都新宿区）

スマホ対応
リニューアル
WordPress
更新代行
自分で更新
実績
テンプレ
イベント
テンプレ
Facebook
連携

PCで見ると→

スポーツ団体のホームページです。ホームペー
ジを見る人の多くは所属している部員とその家
族の方です。ほとんどの方がパソコンではなく
スマホで、練習日や試合やイベントの確認をし
たいというご要望に応え、スマホサイトで作成
しました。また、営利団体ではありませんので、
費用の面からも、更に、ご自身で更新したいと
いうご要望にもお応えして「Jimdo」を採用し
ましいた。ホームページを見て部員が増えると
いいですね！
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PCで見ると→

鈴木豊乃さんは、ピアニストで音楽家です。ご
自身の手がけた楽譜や音源をわかりやすく紹介
している公式ページです。音源の紹介は
YouTubeを利用しています。また、このホーム
ページを見る方はスマートフォンを利用される
方が多いという予測でスマホサイトで作成しま
した。スマホでも文字が小さくなることなく表
示されます。公式サイトとしてパソコンでも
しっかりしたホームページです。

3

PCで見ると→

WordPressを駆使して制作しました。スマホで
もパソコンでも文字が小さくなることなく、ま
た写真は見るディバイスに合わせて自動的にサ
イズが変わり、見る方に快適なホームページを
提供します。特に作り込んだのには「事例ペー
ジ」です。写真の取扱は、デジカメで撮った写
真をそのまま、リサイズなどの編集作業をする
ことなくアップロードします。よって、担当者
でなくても、いろんな方がページの作成、ペー
ジの更新が簡単に早くできる様にもしました。

(C)コンピュータリブ・TEL.03-3556-1477

スクリーンとは、テレビ、 PC
、スマートフォン、タブレットの画面

南部剣道（神奈川県平塚市）

4

つの使い方とは、 Watch
（鑑賞）、 Process
（生産）、 Access
（利用）、 Browse
（閲覧）

4

やさしくデジタル「パソコンの時代からブラウザの時代へ」
ホームページは、1994年、ティム・バーナー
ズ＝リーのファイルの共有と、テッド・ネルソン
のハイパーテキストで誕生した。そして、私たち
がホームページを見るために使っているソフトウ
エアもしくはアプリをブラウザという。
老若男女、私たちは今、ホームページを見ない
日はなのではないだろうか。パソコンのスイッチ
を入れて一番に使うのがブラウザではないだろう
か、スマートフォンでもタブレットでもまたしか
りであろう。ホームページのおかげで便利になっ
たこともあれば、場合によっては不便になったこ
ともある。でも間違いなくホームページは、私た
ちの生活に無くてはならないものとなっている。
ホームページを見るには、誰もがみな「ブラウ
ザ」とよばれるソフトウエアもしくはアプリを使
う。私たちは、ブラウザを通して、友だちとつな
がったり、ニュースを知ったり、これから行く場
所をみつけたり、買い物をしたり、お金を払った
り、なんらかの情報を得たり、また発信したりし
て、いろんな意思決定をしている。

だから、私たちの生活の一部分は、ホームペー
ジと私たちの間を取り持つブラウザに支えられて
いるとも言える。
スマートフォン（以下、スマホ）はブラウザが
インストールされていることで、私たちの日常生
活になくてはならないモノになったと言える。も
し、スマホを忘れたり、無くしたら、世の中か遮
断された思いになるのではないだろうか。こうし
ている間も、インターネット上のホームページで
は、さまざまなやりとりが進行している。そして、
ブラウザが今の世の中のいろんなことのやり方を
変えていると言っても過言ではない。そして、そ
のことは、これからも進んで行く。
私たちがホームページを使えるようになったの
は、デル、コンパック、ゲートウエイといった
DOS/Vパソコン全盛期だったころ、1995年11月
23日、Windows95が発売され、無料でインター
ネットエクスプローラーというブラウザが配布さ
れたときだった。間違いなくこれがキッカケだっ
た。そのとき、ビル・ゲイツ氏は「これからはブ
ラウザの時代だ！〜」と言ったらしいが、そのと
き、その意味を誰もわからなかった。
今、その「ブラウザの時代」が来ている。
いったいブラウザが何を変えたのか、これから
何を変えるのか整理してみたい。ブラウザの時代
の前はパソコンの時代。販売価格が２０万円を切
る先ほどのDOS/Vパソコンが出たことで、パソコ
ンが一般化した。またたく間に、企業はパソコン
一人一台化となり、パソコンが使えないと仕事が
出来ないようになった。これがパソコンの時代だ。

2014年11月号

4

パソコンの中には大容量のハードディスクが
入っていて、その中にWindowsやMacといった基
本ソフト（OS）は入っている。この状態でパソ
コンにスイッチを入れるとなんとか動く。でも仕
事はできない。ワープロや表計算ソフトを入れて
パソコンで仕事が出来るようになる。仕事のデー
タはパソコンの中に保存される。仕事のやり方が
一人一人違うように、パソコンも個人専用になら
ざるを得ない。自分のパソコンが目の前にないと
何も出来ない。だから、パソコンをよりコンパク
トにして、カバンの中に入れて持ち運べるポータ
ブルなものを選ぶようになる。
ブラウザの時代はというと、パソコンの上では
なく、ブラウザの上で仕事が出来るのでブラウザ
さえあればどんな機器でもよい。パソコンでも、
スマホでもタブレットでもよい。データはイン
ターネットの中に保存するようになるので自分専
用のパソコンを持ち運ばなくでも、行った先で引
き出せばいい。
ブラウザの時代はパソコンの時代と同じことで
もやり方がずい分と違う。このやり方の違いに気
づいて欲しい。もちろんコストもダウンしている。
この違いに気づくと仕事をはじめ生活のあらゆる
シーンが新しいやり方になる。いいでしょ〜、パ
ソコンから解放され楽に、楽しくなる。
ブラウザ時代の３つのキーワードがある。それ
は、「マルチディバイス」「クラウド」「ＳＮ
Ｓ」なのだ。
つづく
（文責：中島正雄）

(C)コンピュータリブ・TEL.03-3556-1477

アメリカの

スマホ時代のWebリニューアル

ー「自分で更新できるホームページ」ー

大

4

パソコン用
レイアウト

見る機器によって
自動的に変わります
スマホ用
レイアウト

写真のサイズ
も自動的に変
わります
ホームページ
を作成、更新
する画面です
（専用ソフト
不要）

WordPressはホームページ用のサーバーにインストール・
設定してホームページを作るシステムです。ですから、パソ
コンに専用の制作ソフトを設定しなくても、インターネット
にパソコンやタブレット、スマートフォンが繋がっていれば、
ホームページが更新できるのです。WordPressはブログから
進化したシステムですが、アメリカでは企業ページの利用が
広がっており、最近では、日本でも同じように企業サイトの
リニューアルに利用が増えています。WordPressのいいとこ
ろは、テンプレートをいくつか用意しておけば、誰でも簡単
に早く、ホームページの更新や作成ができるということです。
例えば、更新の多い、ニュースやイベント、事例などのテン
プレートです。掲載する写真もスマホやデジカメで撮った写
真をサイズの調整なしにそのままアップロードしてＯＫ！あ
とはWordPressが自動的にサイズを調整してくれます。これ
により作業の時間が大幅に削減できます。
最近はパソコンよりスマートフォンでホームページを見る
ユーザーが増えています。WordPressはスマートフォン用の
ホームページにも対応しています。ホームページの大小にか
かわらず、リニューアルやスマホ用のホームページを作りた
いとお考えにときはWordPressを参考してみて下さい。

写真のサ
イズ調整
不要

ホームページは、お客さまが一番最初に見る会社の顔です。
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企業とは Google
、 Microsoft
、 Facebook
、 Amazon
のこと。これに Apple
を加えて GAFMA(
ガフマ と)呼ぶ。
IT

わが社は企業ホームページ作成と運営に携わり１７年にな
ります。お客さまから多い要望の一つは「ホームページの更
新を自分たちでしたい」です。ホームページを更新するには、
ホームページビルダーやドリームウィーバーに代表されるよ
うな「ホームページ作成ソフト」をパソコンにインストール
して設定しないと出来ません。つまり、ホームページを更新
するには、専用のパソコンの前に行かないといけません。ク
ラウド化が進み、パソコンに専用ソフトを設定しなくても、
企業ホームページが更新できる仕組みが提供できるようにな
りました。今でしたら、それは「WordPress」です。

(C)コンピュータリブ・TEL.03-3556-1477

ブッダの問題解決システム、

iPadは夢のディバイスなのだ！
■コンピュータが消えた日
毎年１月の上旬は、アメリカ・サンフランシス
コでアップル社の新戦略と新商品が発表される大
プレゼン大会のMacworld Expoが開催される。そ
こでは、当時ＣＥＯだったスティーブ・ジョブス
氏のプレゼンを聴くために、世界各国の業界の関
係者や多くのマック信者（ファン）が集まった。

苦.

1

集.

2

滅.

3

iPadAir2

道.

4

コンピュータ歴史博物館

■シリコンバレーでダイナブックを見た
その後、ジョブス氏はアラン・ケイ氏が１９７
２年代にモックアップを作っていたダイナブック
に似た端末「iPad」を作った。当時ジョブス氏は、
このモックアップを見ていたはずだ。そして今日、
商品化してみんなに使えるようにしたのはジョブ
ス氏だった。残念ながらジョブス氏は志半ばでこ
の世を去ってしまった。

シリコンバレーにある「コンピュータ歴史博物館」で見つけたダイナブックのモックアップ。
iPadにそっくり。

Facebook
本社

Google本社

このイラストは、1968年、タブ
レットのコンセプトを世界で初め
て考えたAlan Kay氏が描いたあ
まりにも有名なイラストです。
「少年と少女が通信機能を使い宇
宙戦争ゲーム」で楽しんでいる様
子です。
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２００７年１月９日、ジョブス氏は新商品とし
てiPhoneを発表した。パソコンメーカーが携帯電
話を作ると発表したのだ。これは大きな動きだっ
た。そして、プレゼンの最後には、なんと社名を
「アップルコンピュータ」から「コンピュータ」
を無くし「アップル」とした。これは、パソコン
の時代が終わり、パソコンでない新しい時代に
なっていくということを物語っていた。

スタンフォード大
学、この左手にゼ
ロックスパロアル
ト研究所がある
Apple本社

6

他のメーカーもiPadに似たような端末を発表し、
この分野をタブレット型端末と呼ぶようになった。
iPadは７インチ型のディスプレイの小さいモデル
も発売された。これは女性のハンドバックにも入
るほどの大きさと軽さで、今後の情報端末の主力
になると思われる。パソコンはもはや恐竜化して
置き去りになっていくだろう。
（文責：中島正雄）

(C)コンピュータリブ・TEL.03-3556-1477

ーおすすめアプリー
プチコラム「Smart&Air」

iPadで原稿を書きたい方はこれ！

「iライターズ」300円

iPhoneの使いづらい連絡先をグレードアップ！

「連絡先+」100円

3

白.子入り湯豆腐（本当にそのまま）
4

(C)コンピュータリブ・TEL.03-3556-1477

イ.カ足焼（安い）

7

（中島）

2

カ.キフライ
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市川のiPhoneのおすすめアプリはこれだ!!
iOSで標準についている連絡先アプリって素っ気なさす
ぎて使いにくくなくないですか？あいうえお順に並んで
いるだけなので探しづらいし、個別では顔写真も表示で
きるのに全体だと名前しか表示できない。その標準搭載
されている連絡先をグレードアップできるアプリがある
んです！それがこの「連絡先+」です。このアプリの最
大の特徴がこのドラッグ＆ドロップによるグループ分け。
ただ単に連絡先をグループに分けられるだけでなく、そ
れをドラッグ＆ドロップで行えるという特徴があります。
グループ毎に連絡先が探しやすくなっているのもグッ
ド！更にiPadにも「連絡先+」が入っているとデータが
自動的に同期されちゃうんです。余計な設定はほとんど
いらずに、こんなに便利になった「連絡先+」は有料で
すがたったの100円です!!是非みなさんも使ってみてく
ださい!!

そこで、私も仕事にインターネットを利活用するサー
ビスを提供しているので、何かこの手のサービスが出来
ないものかと、２年間、ずーっと考えていました。そし
て、2014年1月の帰りのJALで出てきたAir吉野家です。
思わず写真に収め、ことあるごとにこの写真をながめ、
考え出したサービスが「スマートゲート」です。それは
インターネットタイムレコーダーです。私が考える
「Air&Smart」は、すでにある身近なモノやサービスを
インターネットに乗せて新しい価値を提供できるようす
ることです。どうです、いいアイディアでしょ。おもし
ろいと思った方、今度、デモを見てくださいね！

1

も.つ煮（神保町産豆腐入り）

私は、このとき体をビビっと電気が走り抜けました。
そう、ヒラメキました。牛丼がのせられたトレイに敷い
てあったランチマットの紙です。そこに「Air吉野家」と
書いてありました。まあ、普通に考えれば空の上の吉野
家だからAir吉野家でいいわけです。が、わたしの業界で
は昨今、サービスの頭に「Air」や「Smart」の装飾文字
がつくものが多いのです。私がAirやSmartの文字を目に
したのは2012年にCES家電ショウに視察に行ったときで
した。スマートフォン、スマートテレビ、スマート
ウォッチなど、インターネットにつながるサービスや商
品の頭にこの装飾文字がつけられてました。

文字数が
わかるの
がいい

中島おすすめ！
私は１時間電車に乗って通勤して
います。以前は書き物は、
ThinkPad+秀丸エディタでやって
いました。このアプリを見つけて
からは、書き物はiPadです。まあ
快適さくさくです。無料版もある
のでぜひお試し下さいと言いたい
ところですが、無料はとても使い
にくいですので、その気がある方
は300円の有料版をおすすめしま
す！みなさんも、いいアプリあっ
たら教えて下さいね。

ロサンゼルスから羽田のＪＡＬの機内での出来事です。
所要時間はだいたい12.5時間。あと少しで羽田に着きま
すというタイミングで最後の機内食が出されました。そ
れがなんと、あの吉野家の牛丼でした。みそ汁お新香付
き、紅ショウガに七味もあります。まあ当たり前ですが、
ここは空の上、すごいじゃないですか。しかも熱々。イ
ンドの帰りの機内で何日かぶりのコーヒーを飲んだとき
もうれしかったけど、今回もそれに匹敵するくらい、う
れしかったですね。牛丼の味はいつもと同じ。ただ、お
金を払わないで食べると後ろめたい感じが少ししました。

私が好きな多幸八のメニュ（冬編）

やさしくデジタル

編集後記

NEW!

みなさん、はじめまして!株式会社コン
ピュータリブの市川徳宏と申します。
どうぞよろしくお願いいたします。
私は昨年の4月1日からこの会社にお世話に
なりまして、今月でちょうど1年半になろ
うとしております。もともとパソコンは大好きで、
iPhoneやiPadも持っていましたから、この仕事は天
職だと思っておりました。しかし、遊びと仕事は全然
違うものなんですね。今までは自分さえよければ良
かったんですが、今度はお客さまに喜んでもらわなけ
ればならない。しかも自分の知らない機器なども扱わ
なければならないというすごく大変な仕事なんだと分
かりました。ですが、お客さまの所へいって問題が解
決できた時に「ありがとう！」と言っていただいた時
は本当に嬉しかったです。自分の役にしか立っていな
かった知識がお客さまの役に立てる時がくるとは思っ
ても見ませんでした。その時にほんの少しですが、こ
の仕事の面白さが分かってきたような気がいたしまし
た。まだまだ修行中の身ですが、これから少しでもお
客さまのお役に立てるようになるために精進してまい
りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

中島正雄です。みなさまお世話になりあり
がとうございます。やさしくデジタル誌復
活いたします。2007年7月以来の発行でご
ざいます。わが社の経営理念は「人間くさ
いコミュニケーションで、インターネット
をビジネスに活用して事業発展のお手伝い
をする！」ことです。経営理念を磨くには
どうしたらよいか、市川さんと話しました。
そして、出た答えがこれです。
復活第１号となりましたこの新聞ですが、
いかがでしたでしょうか。今、私の頭や体
にある思いの全てを放出しました。字が小
さくて多かったでしょうか。みなさま気づ
いてはいらしゃらないかもしれませんが、
今またＩＴ分野は革命が起きています。
いったい何がどう役に立つのか、私、目が
離せません。みなさまも何か気づいたら教
えてくださいね。多幸八名物もつ煮をご馳
走させていただきたいと思います。
では、やさしくデジタル！

2014年11月号

ホームページ作 ホームページ更新
成・リニューアル
代行
ホームページ作成ソフトを使わずに、
自分で更新できるホームページ、ス
マートフォンで見ても文字が縮小さ
れないホームページを提供します。

ホームページ

原稿を電話、FAX、メールなどでい
ただき、ホームページの更新を代行
いたします。

更新代行

・ホームページのドメイン
・ホームページサーバー
（WordPress、Jimdo）
・メールサーバー
・FileMakerサーバー
の運営管理・保守
・GoogleApps、Microsoft
Office365の導入相談などク
ラウドのビジネス活用をご提
案します。

御社のホームページにホームページ
解析ツール「Googleアナリティク
ス」を設定し、定期的ホームページ
のアクセス状況の解析レポートを作
成し、オフラインでミーティングを
実施します。ホームページは実施ー
検証ー改善を繰り返して継続改善し
ていくと営業マンに育ちます。

Web解析

コンピュータリブ
サービスメニュ

プロカメラマンによる
写真撮影

スマートゲート

クラウドを活用

iPadでタイムレコーダ＋勤怠管理
プロカメラマンが人物、商品、現場、 （クラウド仕様）
風景の写真を撮ります。計算された
構図の写真、見るだけで惹き付ける
iPadで発注業務
力のある信頼感のある写真です。
ホームページでのPRに最適です。

スマートオーダー

動画撮影＆編集

写真・動画制作
8

インターネット広告
「Googleアドワーズ」
「Facebook広告」の
広告出稿の代行と広告
実施管理をいたします

ネット集客

ホームページ・アクセス向
上コンサルティング

動画を撮影しテロップやBGMを入れ
て編集をします。そしてYouTubeに

NEW!

NEW!

iPadで業務改善

・インターネットのビジネス
活用全般、iPad、
Windows・Macパソコンの業
務用アプリをサポートできま
す。
・マイツールのサポート
・ITコーディネータ登録（中
島）
・Googleナートナー登録中

ITサポート

(C)コンピュータリブ・TEL.03-3556-1477

