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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2020年インターネットで、おもしろいこと
オリンピックのたびに革新的な製品が出る。今年も

今のところ２０２０年に向けての注目は、３Ｄプリ

オリンピックイヤーだ。４年後の２０２０年には、東

ンター、ドローン、自動車の無人運転ではないだろう

京でオリンピックが開催される。それは、私たちも新

か。あともう一つというとソフトバンク社のロボット

しいこと、おもしろいことに挑戦する絶好のチャンス

「Pepper（ペッパー）」がある。

があるということでもある。

３Ｄプリンターは立体的なモノを作り出す装置。例

テレビやビデオ、カメラなどはオリンピック開催の

えはいいかどうがわからないが、ドラえもんのポケッ

年に買い替える人が多いことから、オリンピックごと

トといえる。ドラえもんがポケットから”竹コプター”

にメーカー各社のシェア争いが活発になる。カメラに

や”どこでもドアー”などのモノを出すように、メー

至ってはキヤノンとニコンの争いである。シェアの見

カーが開発した製品の設計図をインターネットからダ

極め方は意外な方法で、オリンピックのカメラマン席

ウンロードして、３Ｄプリンターに送れば、手元で同

を写真に撮り、使っているレンズの色を数えて出すと

じ製品が出来るようになる。すごいよね～。

いうもの。白色のレンズならばキヤノン、黒ならニコ

ドローンは無人で遠隔操作やプログラムで飛ぶ飛行

ンという具合だ。ちなみに私は黒色である。

機。総理大臣官邸屋上で発見されニュースで話題に

ＩＴ業界でも同じようなことが言える。過去に「ユ

なった。ドローンの形は大小さまざまある。オンライ

ビキダス」「Web2.0」といった言葉が生まれた。今

ン通販のAmazon社は、商品の配達にドローンを使お

で新しいのは「ＩｏＴ（アイオーティ）」や「ビック

うとしている。昔だったらヘリコプターを使った航空

データ」というのがそれに当たる。インターネットで

写真も、ドローンに小さなカメラを付けて飛ばし、手

世界中の人と人とがつながった。これからは人も「モ

元の操作で手軽に撮ることもできる。今まで困難だっ

ノ」も全部インターネットでつながることを「ものの

た建物の屋根より高い位置の空間に手軽に立ち入るこ

インターネット（Internet of Things）」といい、そ

とができるドローンの使い道は、災害救助や警備、農

の英文の頭文字をとってＩｏＴと言っている。

薬散布など様々なシーンで役に立つだろう。ドローン
はきっとオリンピックの演出にも使われることだろう。

ホームページもオリンピックごとに革新的なことが
起こる。世界的に大成功した最初のホームページは１

自動車の無人運転は２０２０年は実現するだろう。こ

９９４年２月、リレハンメル冬季オリンピックの特設

の分野に自動車メーカーばかりでなく、米グーグル社、

サイトといわれている。これはＩＯＣとの契約のない

米アップル社というＩＴ企業も参入を表明している。

サン・マイクロシステムズが、あちこちからオリン
ピックの情報を寄せ集めてまとめた野良サイトだった。
それを見てホームページの価値に気づいたＩＢＭは、

先日、汐留で開催された「Pepper for Biz（法人向
け）」の展示会は思った以上の人出だった。活用事例

２年後の１９９６年にアトランタで開催されたオリン

はPepperを受付嬢として使っているものばかりだった。

ピックで公式ホームページを開設したのだ。これに刺

PepperはホンダのASIMO（アシモ）のように二足歩

激を受けた二人の若者が、役立つホームページのリン

行できるわけではない。手の指も多少動く程度。胸の

クを大量に収集し、使いやすく分類してリストにまと

ところにiPadのようなディスプレーがあり、そこに映

めたホームページを開設し人気を呼んだ。これが後の

し出される情報を見ながら、Pepperとやり取りをする。

ヤフー！である。１９９８年の長野オリンピックとそ

私はロボットの形をしたiPadだと感じた。一緒に行っ

れに続くパラリンピックでは、視覚に障害がある人も

た加藤さんとも話したが、ロボットの新しい使い方は

公式サイトをよめるようにしたウェブアクセシビリ

残念がら見ることができなかった。ロボットの使い方

ティに本格的に対応した、最初のオリンピック公式サ

を大人がいくら考えてもこんなものではないだろうか。

イトだった。オリンピックごとの技術革新が「ホーム

唯一いいところは、プログラミングできることだ。

ページで金が儲かるか」という問題の答えを出した。

Pepperを子どもが集まるところに放ったらかしておく

今年もどんな新商品が出てくるか楽しみだ。これか

と、意外とおもしろい使い方が出来るかもしれない。

ら売り出される機器はインターネットにつながりなが

これからの電気製品はモニターを持ちインターネッ

ら利用することを前提として作られている。洗濯機、

トとつながっていて、そのモニターでホームページを

冷蔵庫、電子レンジ、炊飯器、掃除機、体重計、ゲー

見ることができる。そこに何を映すのか、あなたは見

ム機、電子書籍端末、自動車など大小はあれディスプ

る側か、それとも見せる側かどちらにまわりますか。

レー（画面（モニター））があるところに全てのブラ

２０２０年、インターネットでおもしろいこと、一緒

ウザが動く。ブラウザとはホームページを見るための

に考えませんか！（文責：中島正雄）

ソフトウエアのことをいう。
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私の身近で気になる存在は、人型ロボットのPepper。
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タイムライン（第１回やさしくデジタル読者ミーティング 2016.02.16）

第１回やさしくデジタル読者ミーティングを品川の
TKPで開催しました

会場の様子です

トップバッターは大木貴博さん「リアル動画野郎！」

広島から井辻栄輔さんの講演「６９歳の青春」

木原さん、菊池さんが来てくれました

西田さんが来てくれました

神戸より橋本さん、福本さんが来てくれました

井辻さんが日本のお父さんという
純子さんが来てくれました

やさしくデジタル 2016年2月号
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突然、今度は千葉営業所の所長の辞令がおり、千葉県を任されることになりました。3年務めると
今度は東京営業所を担当せよという辞令がおりました。
入社から、20年を経て40才になっておりました。40才という年齢は人生の一つの転機のような気が
しました。このまま、定年までこの会社にいることは決して悪くはない、人の能力を評価してくれる企
業体質の企業と感じておりました。しかし、不思議なことに40才になると自分の能力で、この世を生
き抜いてみたという情熱が湧いてきました。今までは、私の努力はあるとはいえ、会社のバックボー
ンがあったおかげで実力を発揮できていたと感じていました。私は、会社にお詫びをして、退職を申
し出ることにしました。次の仕事のあてなく、退職願いを出したわけですが、会社が退職を認めてく
れましたので、自己の実力に頼ることにして、私は会社を退職しました。
私は当時、千葉市に住んでおりました。長年会社に勤めておりましたので、失業保険が支給され
る事は知っておりました。千葉の職業安定所に行き窓口の職員の方に、私の口座に月々の失業保
険代を振り込んでくださいと申し出たのですが、レポートを書いて研修を受け、それで期日に失業保
険料を頂きに参るというのも時間の無駄と思い、失業保険をもらうことを止めてしまいました。自宅
に帰ると、家内と長女（12才）長男（現社長）（8才）次女（3才）が存在していることに気がつきました。

②

時間は有り余るほどありました。多少の蓄えはありましたので慌てないことにしました。偶然なので
すが、千葉市に光明寺という真言宗のお寺があり、私の父方の遠い親戚筋であることが分かりまし
た。そのお寺に行き、ご住職の熊野老師にお会いしました。80過ぎの温厚なご住職でした。私は「現

「
退
路
遮
断
」

在失業中で時間がありますので、修行させて下さい。」と申し出ました。老師は「私の寺は小さいし、
修行を指導することは出来ないが、時間があるなら、毎朝勤行に来るといいです。」といってくれまし
た。それから私は、朝6時からの勤行（ごんぎょう）に毎日通いました。
毎日、出席し、頂いた「真言宗勤行法則」という経典を毎朝参加者の方々と唱えることをしました。
この書の中に｢光明真言袖鑑（こうみょうしんごんそでかがみ）｣という章がありました。この短い経典

を解読したところ、”仏教は人間を幸せにするシステム“を有していることが直観として、分かりました。
私は経営コンサルタント業をしようと思いました。元手の資金が必要なく、失敗しても、他人の協力
企業に迷惑をかける事もないし、最低、家族を養なえば私の責任は全う出来ると感じました。経営コ
ンサルタントをするなら、社長を対象とした経営コンサルタントが良いと直観で理解しました。企業と
いうのは、全ての権限は社長が握っていることは、営業活動をしていたオリベッティ時代の営業経験
で認識しておりました。
１９７９年（昭和５４年）、私は社長へのコンサルタント業を開始することにしました。ブッダの一番の
悩みは「人間の生老病死からの開放」です。これを単なる宿命といわず、解決するブッダの四つの

松
村
寧
雄

真理「苦集滅道」システムがあります。この４つの真理から、私は縁起のいい四つ葉のクローバを連

想し、社名を「クローバ経営研究所」としました。（つづく）
松村寧雄（まつむら やすお）
1939年東京上野生まれ、早稲
田大学法学部を卒業後、日本オ
リベッティに入社。1979年に
経営コンサルタントとして独立
し、株式会社クローバ経営研究
所を千葉に設立、同年「中心核
を持つ３×３の９マス」マト
リックス「マンダラチャート」
を開発。「マンダラ手帳」は
30年のロングセラー商品と
なっている。主な書籍に「マン
ダラ思考で夢は必ずかなう！」
などがある。（題字は筆者）
筆者（前列左から二人目）、オリベティ 新宿営業時代の
最精鋭のメンバー写真は高山さん所蔵（前列の一番右）

家内と長女（12才）長男（現社長）
（8才）次女（3才）

毎月、東京駅前・丸ビルでマンダラシリーズセミナー開催中です。（詳細は→http://www.myou.co.jp/ )
やさしくデジタル 2016年2月号
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もうそろそろ動画野郎！owga.net

～「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～

ざっくりインターネット・動画の歴史
1993年

Windows3.1 日本語版発売

2000年

東京めたりっく通信 日本でのADSLスタート＝ブロードバンド時代
乱立するインターネットテレビ局 「キラーコンテンツ」時代
徐々に消えていくネットテレビ局＝儲からない

2006年

YouTubeがGoogle配下になりパワーアップ＝「市民映像の世紀」

2007年

ニコニコ動画スタート（日本独自の「文字弾幕」文化）

2008年

ニコニコ大会議（リアルイベント）スタート のちに幕張メッセ借り切る大イベントへ

2009年

GyaoがYahoo動画吸収＝箱だけ配信業は成り立たない

2010年

USTREAM ソフトバンク子会社となり拡大
ツイキャス （個人向け小規模動画生配信SNS） スタート

2012年

LINE 首相官邸アカウントスタート＝大スマホ時代

2015年

USTREAM Asiaが アメリカUSTREAMへ戻される（日本市場での縮小）
スマホ向けNOTTV 終了、YouTube １０周年

ここから見えることは何？
•
•
•

「箱」だけ作ってもダメ 2000年代のブロードバンド、
2010年代のスマホに限らず「箱」だけ、
映画見放題、では尻つぼみ
どんなサービスで、どんなコンテンツを「新たに生み出す」か？
このテーマは15年前も今も変わらない

一発でイメージできるコンテンツ
•
•
•
•
•

YouTubeなら衝撃映像面白映像と収益
ニコ生なら文字弾幕
ツイキャスなら学生の遊び場
必ずそのサービスで発想される独自性があり、
そこに新文化が生まれる
勝負は今も昔も「コンテンツ」 いくら「箱」を追っても
すぐにその炎は消える

あなたの街の動画屋

映像
ボトムアップ時代

大木 貴博（オーキ）

「こんなのやってよ」というご要望ございましたらオーキまでお気軽にお知らせください。 皆様にお会いできる日を楽しみに
しております！東京都江東区大島 （西大島駅、 亀戸駅） ohki@owga.net 090-1032-9692
https://www.facebook.com/ohki.owg http://owga.net/
やさしくデジタル 2015年12月号
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市川の今月のiPhoneのおすすめアプリはこれだ!!
気の利いたお誕生日メールを送れないあなたへ！

～ Greeting Photo by DAYS Book 365 ～

みなさんこんにちは。私は2月13日で48歳の誕生日を迎えました。FaceBookで多くの方々からお祝いのメッ
セージをいただき大変嬉しかったです。ありがとうございました。
いままで生きてきた中でこんなに多くの方々から祝福されるようになったのはFacebookを初めてからな訳で大変
嬉しい反面、自分の誕生日以外の日は友だちの人数分のメッセージを書かなければならないという大変な労力と
なります。
しかも皆さんの誕生日を全員分把握している訳ではないので、当然見逃しもありますし、いざメッセージを書こ
うと思っても気が利いたメッセージが送れずにただ文章を連ねるだけ･･･。
その点女性はメッセージの書き方が上手ですよね。バースディケーキの画像とかも一緒にあったりしてとても華
やかなメールをくださいます。
こんな気の利いたメッセージを送れるようなアプリがないかと探していたらありました！
その名も｢Greeting Photo by DAYS Book 365｣
Facebookアプリと連動していて、誕生日が近い友達を教えてくれます。そして、メッセージの送り方は多くある
画像から気に入った画像をひとつ選んで、メッセージを添えて送るだけ！
実にカンタンに素敵なメッセージを送る事ができました。こんないいアプリがあるなんて何でもっと早く気が付
かなかったんでしょう？気の利いたメッセージが送れない男性諸君に是非おススメです。

☆★ 誕生日は誰のもの!? ☆★

私の誕生日は2月13日なのですが、特別印象に残る日でもなく、次
の日がバレンタインデーという事でチョコで誤魔化される事が多
かったのですが、なんとかしてチョコ以外の物を貰えるようにと
｢バレンタインデー・イブ｣などとアピールして、プレゼントを貰う
事しか考えていませんでした。その当時の私は、誕生日とはみんな
からお祝いのプレゼントを貰う日だとばかり思っていました(笑)
そして20歳の時にある事件が起こったのです。当時務めていた会社
の社長さんから直接、誕生日プレゼントをいただきました。そして
同時に｢お母さんにもプレゼントしなさい！｣とフラワーギフト券の
封筒を渡されました。その時の自分の頭の中の理解力では券の意味
がよく分かりませんでした。そしてしばらく考えてみて、やっとそ
の意味が分かりました。自分を健康に生んでくれて、大きくなるま
で何不自由なく育ててくれた両親の事など、それまで一度も考えた
事もありませんでした(なんと親不孝な･･･)。でもその事件のおかげ
で、それ以降はちゃんと親に感謝できるようになりました。
今考えてみても憎い事しますよね、その社長さんも。

やさしくデジタル 2016年2月号
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「やさしくデジタル読者イベント」終了しました
やさしくデジタル読者ミーティングに際しまして、一年
間連載しました井辻栄輔さんの私の履歴を製本しま
した。写真入り52ページです。
編集は小澤徹也さんが担当してくれました。

ありがとうございます
古河の永
塚さんか
ら感想を
いただき
ました。あ
りがとうご
ざいます。
吉田さん
のイラスト
のことに
気づいて
いただきう
れしいで
す。いつ
か吉田稔
美さんの
特集をし
たいと思
います。

編集後記

やさしくデジタル 2016年2月号

ピンズ
コミュニケーション

年々加速度的に月日が経つのが早
くなる感じがするのでイベントを
多くすれば時が経つのが遅く感じ
るかもと、この半年のうちにいっ
ぱい予定を入れて見たものの･･･。
すでに若干オーバーワーク気味で
3年ぶりくらいにインフルエンザ
にかかってしまいました。しかし
医者に｢全然平気な顔してるね。
耐久力があるんだね。｣とお褒め
(?)の言葉をいただきました。それ
が良いのか悪いのか？これ以上無
理しないように少しセーブしない
と･。（市川徳宏）
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神戸の市成さんからピンズをいた
だきました。ありがとうございます。
７月のPINS展に展示します。市成
さん平塚までいかがですか？

みなさま、いつもありがとうございます。
東京オリンピック生まれの私は、２回目の
東京オリンピック開催は本当にまたとない
チャンスがあると毎日考えています。ただ、
なかなか枠を超えられないというか、、、
おもしろくて、人の役に立つこと探してい
ます。今行きたい所が3箇所あります。一
つ目は中目黒のカセットテープレコーダー
のお店、二つ目は吉祥寺にある羊羹を売る
お店一坪２品３億円の小ざさ、そして三つ
目は、阿佐ヶ谷北にあるパン屋さん、６年
前そのお店の前に植えたバラを見に行きた
い。やさしくデジタルで２２ＩＯ！
（中島正雄）

