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人間くさいコミュニケーションをモットーに
インターネットとiPadを仕事に使い事業発展！の情報満載！

2015年6月号
（復活Vol.8）

カリフォルニア州マウンテンビューにある「PARC（ゼロックス・パロアルト研究所」の前のコヨーテヒルの坂道



設立記念日
1998年6月1日は、わがコンピュータリブ社の設立記念日。

1998年というと「ＩＴバブル」といわれたころで、起業

ブームでもあり、ドットコム会社、つまりインターネット関

連ベンチャーが多く設立された。そして、1999年から2000

年にかけて株価が異常に上昇したが、2001年にそのバブル

ははじけた。

日本では、1993年ごろデル・コンパック・ゲートウェイ

の“DOS/V”パソコン御三家により、がんばれば個人でも手

に入れることができる２０万円前後のパソコンが発売される

と、パソコンブームがはじまった。これを“DOS/V革命”と

言った。その次に、ニフティ・ＰＣーＶＡＮ・ＳＯーＮＥＴ

によるパソコン通信ブームが訪れた。計算機だったパソコン

が通信機に変わって、仕事のやり方が変わりはじめた。企業

は社内の報告・連絡・相談を紙でなく電子メールでやりとり

をはじめるようになった。いわゆるデジタル化のはじまりで、

これを“電子メール革命”と言った。1995年のことだった。

当時の私は、マイツールというデーターベース言語のパソ

コンを知り、それを触っているのが面白くてしょうがなかっ

た。そこに、DOS/V革命、パソコン通信の波が押し寄せた。

そして、食品メーカーの営業マンからパソコンを取り扱える

仕事に転職をした。Windows3.1が動くDOS/Vパソコンを

買い、未知なる機械を何度も分解しては組み立て、ディスク

を初期化してはWindowsを入れた。私はこうしてパソコン

を自分の道具としていった。それは子どものころ、オヤジが

会社に行っている間に、ドライバーで目覚まし時計を分解し

てまた組み立てるときのスリルに似ていた。とにかくパソコ

ンが好きだった。

革命は起きているときは気づかないという。当時は何が革

命だったかというと、パソコンとパソコンをつなぐためには

一台当たり２０〜３０万円のコストがかかる上に、技術的に

も簡単ではなかった。パソコン通信の普及でパソコン同士が

簡単に安くつながった。まさに革命！そこから仕事のやり方

が変わり出した。パソコン上にあるテキストや数字などの

データはコピーして簡単に二次利用出来るし、大量の情報の

中から目的の情報を検索して探すことも出来る。パソコンで

行う計算は電卓と違って何度も再計算が出来る。コピー・検

索・シミュレートがパソコンの得意技なのだ。安くパソコン

がつながったといっても、パソコン通信時代は意外にコスト

がかかった。パソコン通信会社に時間当たりの使用料を払い、

なおかつ電話線を使うのでＮＴＴにも電話代を払っていた。

時間従量制の課金だった。それでもパソコンを使ったコミュ

ニケーションは加速していった。1996年、そこにインター

ネットが登場した。

電気店に行って「インターネット下さい」という笑い話が

あったが、そう笑える話でもなく、私たちの生活にインター

ネットが入って来て２０年になろうとしている今でさえ、イ

ンターネットで何がどこまで出来るのかわからない。それほ

どインターネットを利活用するサービスは今も日々進化して

いる。
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1998年、そんなとき私は起業をした。まだパソコン通信

ブームだった最初の一年は、パソコンの販売をさせていただ

いた。パソコンの低価格競争に、さすがのコンパック、ゲー

トウェイ社も撤退を余儀なくされ、残っているのはデルだけ

である。ニフティをはじめとするパソコン通信も、インター

ネットの波に飲み込まれていく。なんといって通信コストが

全然違っていた。それに、ホームページという新しいメディ

アが世の中を変えはじめていた。ソフトバンクの孫正義社長

も、いつの間にかソフトウエアの販売会社から携帯電話会社

に変身していた。

私は、週末は御茶ノ水にあったホームページ制作の専門学

校“デジタル・ハリウッド”に通ってノウハウを仕入れた。

ホームページを運営するサーバーパソコンは、リナックス

（Linux）というので、その情報も仕入れに通った。二年目

は、パソコン教室で知り合った矢野直さん（当時77歳）にお

世話になり、事務所を自宅から千代田区神保町に移した。そ

して、そこに専用線を引込み、ノーザンライツ社製のリナッ

クスサーバーを買い、ホームページ作成事業をはじめた。

ホームページ作成事業は今もわが社の事業の中心である。沼

畑弘喜さんという優秀なプログラマーと出会い、PHPスクリ

プトとPostgresSQLデータベースを駆使して、写真共有サー

ビス「Mr.Cheese」やインターネット予約システムを作り展

示会に出展したこともあった。しかし、事業としては上手く

行かなかった。私のビジネスモデルは、あのときのニフティ

社のように使用料収入だったけれど、ネットビジネスのビジ

ネスモデルは使う人には無料で、お金は広告収入いうのがイ

ンターネット流だった。

パソコンがインターネット経由でつながることは、今はデ

フォルト、つまり初期値だ。費用もFree（無料）。ハード

ディスクはクラウドへ、クラウドとスマートフォンの間にあ

るのはホームページ、それはブラウザというソフトが主役に

なった。パソコンの時代からブラウザの時代になっているの

だ。

設立記念日だった日に、一人いる社員が「設立記念日は創

業当時の原点に戻る日ですよ」と言った。なるほど、そうい

えば当時、私は週末、起業塾に通い、いくつもの事業計画を

書いてプレゼンしたり、聞いたりした。投資家たちをうなら

せるプレゼンは出来なかったが、起業して今日に至る。起業

したときに友人、知人にＡ３裏表に事業計画を印刷して送っ

ていた。その書類を引っ張り出し、社員に見せた。読んでい

て恥ずかしくなった。そこに書いてあるのは、会社を続けて

いる以外に一つも達成しているものはなかった。お客さまが

いっらしゃるお蔭で続けられている。お客さまに本当に感謝、

感謝、感謝。そして、その計画書に書いてあって今でも変

わっていないのは「やさしくデジタル」というモットーだけ

だった。これからも「やさしくデジタル」でお客さまの事業

発展の役に立てるように成長して行きたい。

（文責：中島正雄）



スマホ時代のWebリニューアル
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福岡県冷蔵倉庫協会・
福岡県冷凍事業協議会さま

東京中央給与計算センターさま
（東京都千代田区）

スマホ対応Web予約システム
開発中です！

協会で素早くタイムリーにホーム
ページの更新ができるように
WordPressをカスタマイズしま
した。協会員がIDとパスワード
で入る会員専用領域も設定しまし
た。全協会会社の位置をプログラ
ムでGoogleマップにピンを立て
ました。スマホ対応です。

「日本一の給与計算代行の受注を
取りたい」という要望を受け、制
作しました。まだ結果を出せるま
でになっていません。検索エンジ
ン上位表示対策が必至の案件です。
自動見積計算フォームを作りまし
た。今月よりWeb解析をして改
善して行きます。

スマホ対応のWeb予約システムを
開発中です。WordPressにプラグ
インで組み込めます。会員登録シ
ステムを搭載しています。Web予
約システムはこれからますます利
用が進むと思います。

他にも事例がございます。ホームページをご覧ください。http://www.computerlib.co.jp/



◎ハガキ道

私自身の人生でのもう一つの柱は「ハガキ道」があげられる。３０年近くこの「複写ハガ

キ」が継続しているということは、ハガキ道が体の一部になっているような気がする。

①坂田道信先生との出会い

昭和６１年の２月に、坂田先生の講演を初めて聞いて感動してその日から、複写ハガキを

始めた。１０人くらいの会の講演だったが「あれ？講師の先生が来ないな」と、思っていた

ら、始まる時間になったら、さっきから、横に座っていたおじさんが演台についた。◯◯工

務店というネームの入った作業服姿での講演だった。いきなり「わたしゃあ、先生じゃああ

りません。百姓です」から、始まったあの甲高い声がとても印象に残っていて、話しの内容

にも引き込まれていって、それから坂田先生のファンになってしまった。

②祖父母へのハガキ

私の双子の娘たちが小学校の二年生から、妻の里の祖父母へ毎週日曜日にそれぞれが、一

枚ずつ書くようになった。きっかけは、私が坂田先生の講演を聞いて感動して、子どもたち

にもすすめた。毎週毎週、祖父母のこと思いながら書いたせいなのか、子供たちは素直で優

しい子に育ってくれたので、情操教育にも役になっているのではないかと感じている。その

祖父が平成１４年に亡くなって、その通夜の日に双子が涙目で何かを書いていると思い覗い

てみたら、祖父への最後のハガキだった。その２通のハガキを棺に入れて手を合していた。

その後、大学を卒業するくらいまで、そのハガキは続いていた。

③処女ハガキ

この素晴らしい複写ハガキの世界を多くの人に知ってもらいたいと思い「ハガキ道のおす

すめセット」として、１．複写ハガキの控え、２．青色カーボン紙、３．坂田先生の小冊子、

祖父母へのハガキの小冊子などを、初めての方に差し上げていた。特に、若い女性が私への

一枚目のハガキを「処女ハガキ」と称して、２００人くらいのギャルから、この複写ハガキ

の処女ハガキを頂いた。MG１００回帳にもらった人の名前と日付を書いて、２００期達成

したとか言って自慢していた。

④ハガキ道の楽しみ

ハガキは書くのは勿論楽しいが、家に帰ってポストに手書きのハガキが来ていて、それを

読むのもとても楽しい。たいていは、女房が先に読んでいてその後に私が読むことが多いの

で、私の行動はすべて女房につつぬけになっていた。ある時、福岡の女性からのハガキに

「先日は、私の大好きなネックレスを頂き、ありがとうございました。」と、あってそれを

女房が読んで「私には無くて、よその女性にはあるんじゃね」と、こっぴどく怒られたこと

があった。最近は、FACEBOOKなどが多くて、ハガキが疎かになっていたが、朱さんという

美女がハガキ道を始めたので、また、かなり頻繁に書くようになった。
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⑥

井
辻
栄
輔

井辻栄輔
1946年4月29日生まれ、広島在住。
自称・広島のキムタク
井辻食産株式会社 取締役会長、
NPO法人日本を美しくする会・掃
除に学ぶ会 中国ブロック長、中国
掃除に学ぶ会・代表世話人、中国北
京科技大学国際学院・特聘教授、キ
ムタクウクレレ教室・ニイハオウク
レレ教室・禿げ増す会代表。広島で
毎月ＭＧを開催して３０年、学校の
トイレ掃除をして２０年。毎朝６時
半に、出社し、トイレ掃除をするこ
ととFacebookを日課としています。
題字は筆者直筆。



タイムライン（コンピュータリブ社創業時）
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1999.1028 わが社にWebサーバー設置して
ホームページ事業をはじめる。

1999.0408 千代田区神保町の矢野ビルオーナー
矢野 直氏のご厚意で東京に進出しました。

優秀なプログラマ・沼畑弘喜氏と出会い、
Webシステムを開発しました。

2000.0117-21写真共有サービス
「Mr.Cheese」で World PC Expro 2000に

出展しました。（東京ビッグサイト ）

今見るととても恥ずかしい創業時にお配りした事業計画
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もうそろそろ動画野郎！
～「あなたの街の動画屋」が送る、壮大な動画啓蒙説教ファンタジー～

第４回 動画から写真を作っちゃお

♪大木 貴博（オーキタカヒロ）東京都江東区大島（西大島駅、亀戸駅）

世界第２位のタンクメーカー トーヨーカネツ 情報システム部 というコン
ピュータ屋からWebコンテンツ業、それも映像に入った変わり者。クリエ
イターやアーティスト稼業には浸らず、あくまで便利屋として中小企業、団
体、個人様の役に立つことはないか？を日々模索中
ohki@owga.net  090-1032-9692
Facebook https://www.facebook.com/ohki.owg
http://owga.net/owga.net

■ハイ皆さん宿題やってきましたかー？

前回の続きです。
今回は具体的に動画から写真（静止画、画像）を切り出す方法をご紹介します。
さて前回の宿題はいかがでしょう？よい動画をご用意できましたか？例として作業する動
画は皆さんが作業してて楽しくなる動画にしてください。理解度、継続力が格段に違いま
す。 では早速進めましょう！

※言葉の定義
ここでは
映像＝動画・ムービー
画像＝静止画・写真
と表現しています。

■作業ステップ

その１．動画から静止画を画面キャプチャーする（切り出す）
その２．ファイルバックアップ・整理
その３．画面キャプチャーした静止画を修正・調整する（現像）

※ まずここではWindows Vista, ７での作業を例にあげます。

■作業その１：画面キャプチャー

今回は「GOMプレイヤー」というフリーの動画ソフトを使います。
http://www.gomplayer.jp
WindosMediaPlayerなどより再生できる動画の種類が多いので、家庭用ビデ
オで撮ったAVCHD系動画ファイル（拡張子 m2ts mts など）もそのまま再生
できます。有料版などへの誘導がないのも魅力です。

1. 動画を再生して、よいシーンでストップ
2. 右下のカメラボタンを押して画面キャプチャー
3. キャプチャーした画像は、標準で

C:¥Users¥owg_Picture¥Documents¥GomPlayer¥Capture
に保存される
（この場所は、カメラマークの左隣り 「コントロールパネル」⇒「画面キャプチャー設定」で確認できます）

と、作業は簡単ですが、速い動画はなかなかよいシーンで止められない。
そこで多用するのがショートカットキー これを使うと何倍も作業時間が変わるので是非覚えてください。

動画再生スタート、ストップ： Space キー
スロー再生する： X キー を何度か押す
次のフレームへ： F キー （フレーム＝動画の最小単位）
10秒戻す：←（左矢印）キー
キャプチャしたいシーンになったらその周辺で何度も再生させ、何枚かキャプチャーしてみます。

■作業その２：キャプチャーした画像をセレクト＆バックアップ

何枚キャプチャーしましたか？
速い映像はブレていることも多くいい画像がないことも多い。ここで選別をします。
1. 例えば、「運動会キャプチャ」などフォルダを作成し、うまくキャプチャできた画像だけをコピーする。納得行かなかったら再度

キャプチャーしてみる。
2. 苦労してキャプチャーした画像はマスター画像として保存
3. さっきのフォルダをフォルダごとコピーして別名「レタッチ・運動会キャプチャ」というフォルダを作る
4. その「レタッチ・運動会キャプチャ」というフォルダを１枚ずつ開き画像の修正・調整、別名「現像」をしていきます。

おおおっとー！残念ながら今月はここまで。来週は画像の現像方法と、Apple系マシンの作業にも言及します。 お楽しみに！
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市川の今月のiPhone・iPadのおすすめアプリはこれだ!!

みなさんは、ネット上で使うパスワードの管理はどうされていますか？
まさか全部同じパスワードっていう事はないと思いますが、最近はＩＤとパスワードを登録するときは、
大文字を1つ入れろだとか、8文字以上にしろだとか、ものによって色々と制限があり同じパスワードを
使う事ができなくなってきました。

もちろんそれが一番セキュリティの面でいえば一番安全なのですが、ではそのどんどん増え続けるＩＤ
とパスワードを全部いちいち覚えていられますか？私には無理です。
ですから紙ベースのパスワード管理表などを作った時期もありましたが、やっぱり管理が面倒くさい！

最近のブラウザ(IEやGoogle Chrome)は自動的にパスワードを覚えてくれるので、いちいちパスワード
を管理しなくても便利に使えますが、いざ自分のパソコンでない時には全く役に立ちませんし、iPhone
やiPadなどのモバイル端末まで管理するとなると、もう自分の力ではどうすることもできなくなってま
した。
なんかいい方法はないだろうか？？と思っていた時にこのアプリに出会いました。

しかし、この『Password Box』は、特に何をする必要もなく、一度ログインしてしまえば勝手にＩＤ
とパスワードを記憶してくれて、なおかつ全ての端末で使えるようになり、更にはとても管理しやすく
なっております。無料枠ですと25個までしか登録できませんが、月額200円、もしくは年額1,200円払
えば無制限に登録できます。年間で1,200円でこの機能が使えるんだったら全然惜しくないです。はっ
きり言って私は手放せなくなりました。

しかし、いくらセキュリティが強固といっても100%はありえませんから、重要なパスワードは登録し
ない方が懸命だと思います。とりあえず無料ですから試す価値はあるのではないでしょうか？私の一番
のお勧めです。是非一度、試しに使ってみてはいかがでしょうか？

（市川徳宏）
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編集後記

←三男の遠足
のお土産にも
らいました。
スカイツリー
ピンズ。

ピンズ
コミュニケーション

市川徳宏です。

私にとって６月は創業記念日の特別な月で
す。創業時より何かと母にはお世話になっ
ています。今でも母に会うといつも「会社
大丈夫なの」と言われています。最近はこ
の新聞が母に元に届くと、母はまだ会社が
あるのだと思ってくれています。今月は遅
くなってしまったので心配しているかもし
れません。お母さんいつもありがとうござ
います。「やさしくデジタル」をモットー
にお客さまをよろこばせて会社を続けます。

気づいたら、あっという間に7月で
す。もう半年終わってしまいました。
季節の移り変わりが激しすぎてつい
ていけません（笑）この調子だと、
気づいたらもう年末で、今年は何も
せずに終わってしまいました！とか
いってるような気がします。それだ
けは何としても避けなければなりま
せん。今年後半の目標をちゃんと立
てて行動しなければ！！

moto Rosso モト・ロッソ（ カフェ＆バル）
営業時間：ランチ 11:30～14:00 (L.O.)

カフェ～16:00・ディナー：18:00～21:30 

(L.O) 23:00 閉店※平塚駅南口より徒歩5分

定休日：火曜日、第3水曜日
住所：平塚市夕陽ヶ丘3-5

電話：0463-21-6001

7/8(水)～8/3(月)
湘南平塚 カフェ＆バル | moto Rosso モト・
ロッソさんで「ピンズコレクション展」を開
催します！ぜひ見に来て下さいm(__)m

小塚さんより、
UEFAチャン
ピオンズリー
グ Final 
Berlin ピンズ

→鳥取・倉吉の岡野富
江さんから、大山乗馬
センターのピンズと台
湾国旗＆国民党ピンズ
が素敵な絵はがきとと
もに相山オーナ

木原正勝さんです。

「やさしくデジタル」をファイ
ルに保存していただいてい
てました。

赤羽正巳さま（多摩市）より↓

「やさしくデジタル」の感想をいただきました。ありがとうございます。


