⼈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！
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カリフォルニア州マウンテンビューにある「コンピュータ歴史博物館（Computer History Museum）」	
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やさしくデジタル感想	
【発⾏行行⼈人・発⾏行行責任者】
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コンピュータはプログラミングなのだ（２）	
 　誰もが持っている⾝身近な情報にスケジュールと名簿
がある。その情報を⼿手書きの⼿手帳で管理理する⼈人もいれ
ば、パソコンやスマートフォンで管理理する⼈人もいる。
名簿に関しては、私は後者である。
 　マネジメントゲームの開発者・⻄西順⼀一郎郎⽒氏は、パソ
コンでやるべきことは「スケジュール管理理」「名簿管
理理」「戦略略会計」の３つだけと⾔言い、中⼩小企業の経営
者に情報のＩＴ化を啓蒙している。
 　⻄西⽒氏の３⽇日間のマネジメントゲーム・インストラク

ＤＭに宛名を貼るときにもう⼀一度度“⼈人の⼿手”を加える。
祈りを込めて宛名を貼る。”コンピュータが得意なこ
とはコンピュータに、⼈人間しかできないことは⼈人
が”というのが⻄西式のコンピュータの使い⽅方でもある。
 　今⽇日のパソコンの使い⽅方は、ほとんどの⼈人は誰かが
⽤用意したソフトウエアの使い⽅方を学んで利利⽤用している
だけである。不不満があってもパソコンに従うしかない。
これでは競争に勝てない。パソコンは本当に仕事の道
具といえるのだろうか。

ター養成コース研修では、SHARPのポケットコン
ピュータを使って、経営者にプログラミングを教える。
今まで電卓しか使っていなかった経営者の⽅方にとって
は、⼩小さなコンピュータを七転⼋八倒しながら使う。こ

 　パソコンを作ったアラン・ケイ⽒氏は、コンピュータ

の元でもある。

にパソコンを変えたり、新しいものにしていくような
使い⽅方」だった。ソフトウエアを作ることをプログラ
ミングという。パソコンを⾃自分の道具として使えるよ
うにするには、プログラミングが必要なのだ。そして
今、⼩小学⽣生でプログラミングを必須科⽬目とする国があ

といえば専⾨門家しか扱えなかった時代に、コンピュー
タが⼦子供たちでも使えるくらい簡単な道具になるよう
にパソコンを作った。それと同時にプログラミング出
こで⻄西⽒氏が教えるプログラミング⾔言語はBASICである。 来る環境も作った。その環境は「Squeak（スクイー
BASIC（ベーシック）は「Beginner's  All-‐‑‒purpose  
ク）」といい、⽇日本でも慶應義塾⼤大学・⼤大岩研究室で
Symbolic  Instruction  Code」の略略で「初⼼心者向け汎
「ことだま  on  Squeak」を開発している。ケイ⽒氏が
⽤用記号命令令コード」を意味する。Microsoft  Windows
パソコンを作ったときに想像していたのは「使う⼈人た
アプリケーションの主⼒力力開発⾔言語であるVisual  Basic
ちそれぞれが、⾃自分たちをよりよく助けてくれるよう
 　BASICを使って⻄西⽒氏が開発したプログラムは、５つ
ある経営要素の４つを⼊入れて残る未知数を１つ出すと
いうものだ。受講者は、この９７⾏行行からなるプログラ
ム何度度もポケコンに⼊入れては消す。それを繰り返すと
プログラムの流流れが解ってくる。そして、「INPUT」
とか「GOTO」とか「IF  THEN」とかに慣れ、プログ
ラムの規則を発⾒見見する。すると、プログラムを⾃自分⽤用
に改良良したり、⾃自分⽤用にプログラムを作るという発想
になる。これが⻄西⽒氏の狙いである。⼈人はコンピュータ
に使われるのではなく、使うことで⼈人⽣生を豊かにして
いくのだ。

る。⽇日本でも初等・中等教育段階でプログラミングの
ＩＴ教育を充実させる動きがある。
 　ホームページを閲覧するブラウザ上でプログラムが
動くようになって、インターネット環境は⼀一つ階段を
上がった。よって⾝身の回りのＩＴ環境は、パソコンの
時代からブラウザ時代へ変わろうとしている。プログ
ラミングが⼈人⽣生を豊かにするカギを握っている。

 　⻄西式はこれでは終わらない。次のステップは、2⽇日

 　アップル社のスティーブ・ジョブズ⽒氏が作ったタブ

間かけ、今度度はパソコンで「マイツール」というデー
タベース⾔言語を学ぶ。⻄西⽒氏の⾔言う通りに名簿をマイ
ツールで作ると、今までただの住所録だった名簿が利利
益を⽣生む資料料に変わって⾏行行く。そして、コンピュータ

レット型端末”iPad”はアラン・ケイ⽒氏が作ったパソコ
ンの試作品“ダイナブック  (Dynabook)  ”に形が似て
いる。iPadはビジネスツールとして、ここまで使える
ものになってきたけれど、コンピュータと⾔言えるだろ
うか。iPadは今後、⾃自分のやりたいタスクをさせるこ
と。つまりプログラミングが⾃自由に⾏行行えるようになっ

が仕事の役に⽴立立つことがわかる。
 　以来、私はマイツールで名簿を管理理している。名前、
会社名、住所などの基本的な項⽬目は他の名簿ソフトと
同じ、ただ⾃自分に必要な項⽬目しかない。データが１つ
も⼊入っていない項⽬目はないから、名簿のデータが美し
く、⼊入⼒力力ミスやエラーがあれば⼀一⽬目でわかる。ＤＭな
どを出す場合は、前回出した列列をコピーして１列列増や
し今回とする。そして、出す⼈人の名前を⾒見見ながら「今
回どうしようなか〜～」とその⼈人を思い浮かべ、増やし
たり減らしたりする。ここで封筒やハガキに宛名を直
接印刷しないで、宛名ラベルシールに印刷をする。
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たとしたら、もう⼀一つ、階段を上がることができるだ
ろう。
 　今のiPadは、ケイ⽒氏も⻄西⽒氏もまだコンピュータだと
認めてくれないかもしれない。iPadにプログラミング
の機能が備わったとき、両⽒氏も初めてiPadを認めてく
れることだろう。
（⽂文責：中島正雄）

参考<<Squeakで学ぶプログラミングVol.1/はじめに>>http://crew-lab.sfc.keio.ac.jp/
squeak/text/htmlver_text/index_c0.html#doc1_21	
西研究所＜コラム＞ポケコンの代用品、発見! http://www.nishiken.jp/cf-strac/20031111	
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スマホ時代のWebリニューアル	
東洋精機製作所さま
（神奈奈川県藤沢市・製造業）

市川が中⼼心となって打合せから制
作まで⾏行行いました。機械加⼯工⼯工場
のイメージを変えることに苦労し
ました。担当者の⽅方と打合せを重
ねPOPなデザインしました。

⼀一橋植樹会さま
（東京都国⽴立立市・会員向け）

幅広い年年齢層の⽅方が閲覧している
サイトで、写真や⽂文章のコンテン
ツは沢⼭山あり、スマートフォンや
タブレット、⼤大型PCのモニタで
⾒見見やすいサイトを実現しました。

あいちやさま
（神奈奈川県横浜市・料料亭）

WordPressを使って、横浜。⽼老老舗
料料亭にふさわしい⾼高級感を演出す
るために、デザイナーの⽅方と⼀一緒
にデザインを施しました。メ
ニューなどは現場で更更新します。

他にも事例例がございます。ホームページをご覧ください。http://www.computerlib.co.jp/
やさしくデジタル 2015年5月号	
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①⼈人⽣生が変わった。
 　⻄西先⽣生・MGとの出会いで、私の⼈人⽣生が⼤大きく変わった。それまでの⾃自分は引っ込み思案
で、シャイで、⼈人⾒見見知りをする性格だった。それが、⻄西先⽣生に、スポットライトを当てて頂
き「井辻さんは、すごい」とか⾔言われるようになって「えっ！こんな⾃自分がすごい？」と疑
問を感じながらも、とても嬉しかった。ただ⻄西先⽣生の教えて頂いた「３M」の「MG・マイ
ツール・皆で」の⻄西式企業⾰革命を忠実にやっていただけで、こんなに評価していただき、ま
すますそれに拍⾞車車がかかって⾏行行った。MGの時に、「どこの、だれ？」とかスピーチをする
機会が増えて来て、少しずつ⼈人とも打ち解けられる明るい性格に変わって⾏行行った。勉強嫌い
だった⾃自分が⻄西先⽣生が良良いと⾔言われることは、何でも勉強をするようになって、その後の１
０年年間は猛烈烈に勉強した。マンダラ・⼀一倉経営・脳⼒力力開発なども、そうである。
②マンダラ
 　そのころの⻄西先⽣生はよく三⾓角形やマンダラで図解をされていた。マンダラをやってみたい
と思っていたら四国のお茶茶屋さんの尾碕正澄さんから「マンダラ⼿手帳」が贈られてきた。
使ってみて、とても便便利利が良良いので、その後３０年年以上愛⽤用をしている。
 　京都の⽵竹ノ内さんがマイツールでマンダラを作られていて、これは思考するときとか講演

⑤

資料料を作るときなどに、便便利利に使わせてもらっている。⻩黄⾊色い表紙の「マンダラ⽇日間実践計
画」というのを⼀一番使っている。その⽇日やることなどを書いて、いつも胸ポケットに⼊入れて
いて、⼀一⽇日に何度度も⾒見見たり書いたりしている。
 　会社の近くのイオンで昼⾷食をしていたら「井辻先⽣生ですか？」と声をかけられて、「先⽣生
じゃないけど、井辻です」と答えると「顔でも分かったんですが、胸の⻩黄⾊色い⼿手帳で、間違

井
辻
栄
輔

いないと思いました」とのことだった。その⼥女女性は２０年年くらい前に、広島YMCAでMGの授
業に出ていた⽣生徒だった。われながら、そんなに⻑⾧長く使っているんだと驚いた。
③⼀一倉経営
 　⻄西先⽣生が良良いと⾔言われるので、⼀一倉定先⽣生の２⽇日間セミナーを福岡と⼤大阪へと５年年間くら
いは通って受講した。話しの内容は凄いことばかりで納得することが多かったが、最初から
最後まで、怒怒られているようで恐かったし、話す内容も９０％は去年年と同じで、いつの間に
か受講しなくなっていた。A4版の分厚い経営計画書を百万円くらいかけて作っていた。⼀一度度
⼀一倉先⽣生に「⼀一緒に、写真を撮らせて下さい」とお願いしたら、冗談だけど「⼀一回１０００
円だよ」と⾔言われたことがあった。⻄西先⽣生に写真をお願いすると逆に「ありがとうございま
す」をお礼を⾔言われて、そういう違いだけを何故か記憶している。
④脳⼒力力開発
 　城野宏先⽣生の脳⼒力力開発も、⻄西先⽣生から良良いと⾔言われていたので勉強した。城野先⽣生の直接
のお話は数度度しかない。清⽔水英雄先⽣生のセミナーは広島でも開催されていたのでよく受講し
た。そのころ、広島に⿊黒⽥田悦司さんがおられたので、社員研修で２年年間くらい近くの公⺠民館
で「脳⼒力力開発⼊入⾨門」の講義をしていただいた。そのせいか、常に「明るく・元気で・素直」
（明元素）を意識識して⾏行行動するように変わっていった。
井辻栄輔
1946年年4⽉月29⽇日⽣生まれ、広島在住。
⾃自称・広島のキムタク
井辻⾷食産株式会社  取締役会⻑⾧長、NPO法⼈人⽇日本
を美しくする会・掃除に学ぶ会  中国ブロック
⻑⾧長、中国掃除に学ぶ会・代表世話⼈人、中国北北京
科技⼤大学国際学院・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。広島で毎⽉月ＭＧを開催して３０年年、学校の
トイレ掃除をして２０年年。毎朝６時半に、出社
し、トイレ掃除をすることとFacebookを⽇日課
としています。題字は筆者直筆。
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タイムライン	

須藤製⽷糸（茨城県古河市）・須藤専務が
神保町CPLに来てくれました。

マイツールでスケジュール管理理をしている
広島の朱  泓霏（ヨウエツ）さん。

餃⼦子の⽪皮の井辻⾷食産さま（広島市）で
⾃自社で更更新するホームページの説明をしました。

福岡冷冷蔵倉庫協会さま（福岡市）で
⾃自社で更更新するホームページの説明をしました。

井辻⾷食産社の幹部のみなさま。

福岡で⼩小澤徹也さんと「やさしくデジタル」の
編集会議をしました。今⽉月号から⼩小澤さんのア
イディアでレイアウトを横から縦に変更更します。

⽇日本語機能を持った最初のハンドヘルドコン
ピュータ。エプソンHC-‐‑‒88。
⽇日本語変換機能に⼤大岩教授が考えたタッチ16
が実装されていました。

⼤大岩  元教授が突然、神保町に来ました。
⼤大岩教授には慶應藤沢キャンパスでテッド・ネ
ルソン⽒氏と会ったときにお世話になりました。

（⻄西研究所より掘り出しました。）

やさしくデジタル 2015年5月号	
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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３回 動画の高画質化が写真の世界を変える？	
■この前HD化したと思ったらもう４Ｋ…
今回はYouTubeを離離れて別のお話を。

最近は「４Ｋ」という⾔言葉葉も普通に⽬目にする時代になりましたね。
簡単にいうと今地デジでご覧になられてるフルHD（2K）規格の４倍の
⾼高精細規格。
８Ｋなんて規格もあるので最近は総じて
ＵＨＤ（Ultra  High  Deﬁnition＝超⾼高精細）という⾔言葉葉も出てきました。
2015年年3⽉月からスカパーで4Kのテスト放送も始まり、4Kビデオカメラ
も増えて安くなりました。
ハンディカムの４Kモデルも11万円台。どうせ買い換えるなら４Kにし
とくか。という機会も今後増えてくるでしょう。

４Ｋ	
フルHD
（２Ｋ）	

８Ｋ	

■⼈人⽣生に⼆二度度とない瞬間を捉えるには、実は写真は難しい
キャノンでこんなCMがありました。４⽉月はカメラ買い替えの
時期。吉瀬美智⼦子さん演じるお⺟母さんが運動会での息⼦子の決定
的瞬間を撮ろうと息を呑んでると、時間が⽌止まり、⾃自分だけが
最⾼高の瞬間をゆっくり撮影することができる。私もやり直しが
きかない現場では同じ気持です。
 　しかしスポーツ写真は⼀一朝⼀一⼣夕では⾝身につきません。⽌止まっ
てる景⾊色を撮るのとは違いすぎるので、いくら⾼高性能なカメラ
を持ってても普段から練習してないと腕が鈍ります。運動会を
年年に1〜～2度度しか撮らないお⺟母さんがうまく撮れないのは写真
の上⼿手い下⼿手以前に当然なのですね。

■だったら動画から写真を切切り出してしまえ

かけがえのない状況で、実はビデオも撮っていた。だったらその映像から写真を切切り出せば、「そ
う  ここを撮りたかった！」という瞬間を切切り出せるかもしれません。４Ｋカメラでなくても最近は
⾼高画質の動画機能がついてるデジカメやスマホがたくさんあります。⼿手持ちのデジカメ、スマホを
⼀一度度確認してみてください。へ〜～こんな動画撮れるんだ  と発⾒見見があるはずです。
（iPhone6もアプリを⼊入れれば4K撮影可能）

■ハイ皆さん  ここで宿題でーす

お持ちのビデオ、動画撮影できるデジカメ、スマホ、タブレットなどで動きのある被写体を動画で
撮ってきてください。どうでもいいものじゃダメですよ。皆さんが写真に残したい！と愛してやまな
いものを被写体に「動画で」撮ってきてください。できれば動きのあるシーン。記念念写真のように⽌止
まってるシーンではなく、イキイキと活動してるシーンを撮影してきてください。
⼤大好きなものが題材なら難しい
ソフトの扱いも苦にならないん
♪大木 貴博（オーキタカヒロ）東京都江東区⼤大島  （⻄西⼤大島駅、⻲亀⼾戸駅）
です。
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、あくまで便便利利屋として中⼩小企業、団体、
個⼈人様の役に⽴立立つことはないか？を⽇日々模索索中
ohki@owga.net    090-‐‑‒1032-‐‑‒9692
Facebook 　https://www.facebook.com/ohki.owg
http://owga.net/

次回は具体的にソフトの操作⽅方法について触れ、「いかに簡単に動画から写真を切切り出すか？」を解説します。お楽しみに！

やさしくデジタル 2015年5月号	
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市川の今⽉月のiPhoneのおすすめアプリはこれだ!!
アプリで地球が綺麗麗に!!  〜～ソーシャルゴミ拾拾いアプリ・ピリカ〜～

 　世の中には数多くのアプリがあり、その中でもソーシャルネット
ワークのアプリが⼈人気がありますよね！⼿手軽に写真が撮影できて、い
ま⾃自分がやっている事などを簡単に仲間と共有できるからなんだと思
います。そして｢いいね！｣という形で共感してもらえるのが⼈人気の理理
由なのではないでしょうか？
 　そんな中で意外と地味ですが、ゴミを拾拾い、それを仲間と共有する
ソーシャル・アプリがあるんです。簡単にいうと『①ゴミを拾拾う、②
写真を撮る、③投稿する』だけのアプリなんですが、実際やってみる
と結構充実感があるんです。
 　最近よく思うのが、街の中を歩いていても以前に⽐比べると本当にゴ
ミが落落ちていませんよね。きっと個⼈人の⽅方々や⾊色々なボランティアの
団体の⽅方が、街の中のゴミを拾拾ってくださっているおかげなんだと思
います。私もそんな⽅方たちを⾒見見習ってゴミ拾拾いをしていたんですが、
ひとりで頑張っていてもなかなか⻑⾧長続きしないのが現状でした。
 　そんなときにこの｢ピリカ｣というアプリと出会いました。このアプ
リ、単純にゴミを拾拾って、そのゴミをスマホで写真を撮って投稿する
だけなんですが、全国に同じ仲間がいてそのゴミを拾拾ってくれた事に
対して｢ありがとう!!｣って⾔言ってくれるんです。⼈人間、褒められると
俄然やる気がでてくると思うのですが、私など単純ですからもっとが
んばろう！という気になってくるんです。そして、いままで⾃自分が
拾拾ったゴミの写真や拾拾った場所などがweb上で確認できる上に全国に
いる仲間たちも頑張っている様⼦子がわかるので、ひとりで地道に頑張
るのではなく、みんなで⼀一緒に地球をきれいにしている感覚になって
くるんです。
 　ひとりでできる事はわずかですが、同じ志を持つ仲間がいればどん
な事でも可能になるんだとこのアプリを使ってみて思いました。そう
してこのアプリをひとりでも多くの⽅方が使ってくれたら、本当に地球
にゴミがなくなる⽇日が訪れるかもしれないですね！

日本初、	
  
4Kドキュメンタリー映画	

うみやまあひだ 	
～伊勢神宮の森から響くのメッセージ～	
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先⽇日、話題になっていた｢うみやまあひだ｣を観てきました。1300年年間も続いて
いる伊勢神宮を題材とした映画ですが、この映画は⼈人間と⾃自然との共存がテーマ
となっていますが、その事の感想よりも、その⾃自然を最先端の技術で再現すると
どうなるかという視点でコメントさせていたきます。
 　私も4K映像は初めて観ましたがやっぱり美しいです。⿃鳥の囀りや⽔水の流流れる⼩小
川のせせらぎ、森の⽊木々のざわめきなど実際にその場にいるような感覚になりま
す。8Kだったら更更に凄いんでしょう。
 　この映画を観た劇場は、IMAX(アイマックス)という技術を使って映像や⾳音など
が最適にチューニングされているので臨臨場感が半端ないです。まさにSF映画など
で⾒見見た世界です。遠い未来の話だと思っていたのが現実の世界になってきたんだ
と思うと感慨深いものがあります。
 　でも、いくら映像が綺麗麗で⾳音がリアルだったとしても、本当の意味でのバー
チャルな空間はまだまだ乏しいと思います。
 　では実際何が⾜足りないのか？？それは｢匂い｣ではないでしょうか？匂いを再⽣生
できたら、そこは本当の意味でのバーチャル空間になるような気がしますが、こ
ればっかりはなかなか難しい問題だと思います。嫌な匂いが劇場内を充満されて
しまっても困りますしね(笑)多分、⾊色々な⽅方⾯面の⽅方々が研究されているのだと思い
ますが、匂いに関してはあまり情報が伝わってきていないような気がします。は
たして本当に実現できるのか？いつになるか分かりませんがワクワクしながら
待っていようかと思います。（市川）
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「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。

ピンズ
コミュニケーション
今年年の夏も(7⽉月)湘南・
平塚でピンズ展を開催し
ます！ぜひ⾒見見に来て下さ
いm(_̲_̲)m

←「ベルマー
レ12」ピンズ
会員限定・ス
タジアム観戦
でGET!できる
ピンズです。
杉本さんより。

先⽇日、NHKで明治神宮の杜について特集をやっ
ていました。｢明治神宮  不不思議の森  〜～100年年の
⼤大実験〜～｣という番組です。⼤大都会東京のど真
ん中で⼀一際⽬目⽴立立つ緑の森がある。実はあの森は
市川徳宏です。100年年前に荒地だった場所に明治神宮の壮健あ
たって作られた⼈人⼯工の森だったんです。⾃自然と
科学の共存。これからの⼈人間社会が考えていか
なければならないもっとも⼤大きなテーマだと思
います。私も100年年後の地球のために、いま⾃自
分で何ができるかを考えて⾃自分のできることか
やさしくデジタル 2015年5月号	
ら⾏行行動していきたいと思います。 8

編集後記

←パン屋さん
「オーバカナ
ル  京都10周年年
記念念」ピンズ。
こちらも杉本
さんより
⼩小塚さんと巨⼈人vs広島観戦したときにGET!↑
⼩小澤さんのアイディアでレイアウト変更更。２
⾊色印刷挑戦いかがですか。先⽉月号の「コン
ピュータはプログラミングなのだ」は結論論を
急いだ感があり、このタイミングでSFCの⼤大
岩教授が弊社に遊びに来てびっくり。なので
もう⼀一度度、プログラミングについて書きまし
た。私のコンピュータの師匠は⻄西順⼀一郎郎先⽣生
です。先⽣生のHPにあるコラムを読み返します
が進んでいますね。私もわが家の中２の最終
兵器にプログラミングを教えるか！ではまた。
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