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近づく、スピルバーグ監督の２０５４年

やさしくデジタル 2017年8月号

私が勝手に屋台のエキスポと呼んでいる平塚の

七夕まつりの今年の屋台で目についたのは「ハン

ドスピナー」だった。今、子どもたちの間で流

行っているらしい。シュリケンのような形で、サ

イズは手のひらに乗る大きさ。中心部を親指と人

差し指で持ち、周りの羽根をはじくと回転する。

ただ回っているのを眺めるだけのおもちゃである。

祭の人混みで、ハンドスピナーを回転させて歩い

ている子どもが多かった。知らない私は、ハンド

スピナーがスマホに変わる未来のツールのように

も見えた。

２０４５年、コンピュータの計算能力が全人類

の知能を超えるという説がある。先日『〈イン

ターネット〉の次に来るもの』を読んで、を２０

０２年公開された映画『マイノリティ・リポー

ト』をAmazonビデオで見た。『マイノリティ・

リポート』は、２０５４年の世界を俳優のトム・

クルーズ氏と監督のスティーヴン・スピルバーグ

氏が長い期間をかけて構想し撮影するに至った作

品だった。

スピルバーグ監督は２０５４年の世界を構築す

るため、哲学者、科学者、デザイナーらを集め

「未来人」23人を組織し、建築、経済、政治など、

あらゆる観点から２０４３年の世界を構築し80

ページからなる「２０４３年バイブル」と呼ばれ

る本を作り、映画の世界観に矛盾が生じないよう

に、スタッフと情報共有したという。そして、今、

映画の『マイノリティ・リポート』の時代が確実

に近づいていると実感する。

映画のシーンに出てくる、網膜や虹彩といった

瞳を使った生体認証は、スマートフォンのロック

システムにも取り入れられるような身近な存在に

なりつつある。

２０５４年の街中の屋外・店頭・公共空間・交

通機関などあらゆる場所で、瞳を使った生体認証

で個人が特定されている。壁やウィンドウなどの

空間にある「デジタルサイネージ（テレビのよう

なポスター）」が、個人向けに、まるで友だちの

ように話しかけてくるシーンがある。街には沢山

の人がいて、周りの人に迷惑ではないのかと思う

と、すでに遠くにいる特定の人だけに聞こえるよ

うに音を伝えるシステムは、すでに開発されてい

るという。

映画の中で、組織に追われているトム・クルー

ズは、どこに逃げ回っても網膜スキャンで見つ

かってしまう。そこで、闇医者に両方の目の玉を

移植してもらう。どこの誰かもわからない目玉の

移植後、洋服を買いにＧＡＰ（お店）に入るシー

ンでは、店の入り口の壁に映し出された店員に

「〇〇さま、いっらしゃいませ！」と言われる。

当然自分の名前ではない。前の目玉の持ち主の名

前だ。

街頭に設置された網膜スキャンと連動してデジ

タルサイネージは、前を通過する人を瞬時に特定

し、クラウドにあるビックデータにアクセス、そ

の人が、いつ、どこで、何を買ったか、最近はど

んなホームページを見ているのか、どのメールに

反応したのか、どのＳＮＳの記事に興味を持った

のかなどの情報を分析する。そして、空間に映し

出された定員が、私が興味のありそうな情報をち

らつかせて近づいてくる。マーケット・オート

メーション（ＭＡ）の進化形だ。

トム・クルーズは家に帰ると「Come House

（帰ったぞ）」とつぶやく。すると、ＢＧＭとブ

ラケットライトやニッチのところやフットライト

が点く。「Overhead」とつぶやくと天井のライ

トが点く。「Wall screen」とつぶやくと壁一面

に映像が映し出される。家には彼一人しかいない。

一人しかいない部屋で家や家具に話しかけている。

こうした、音声を認識する家具などもすでにある。

トム・クルーズが映画の中で乗っていた車は赤

いレクサスだった。車の自動運転も現実味を帯び

てきている。こうして、私たちは近づいてくる新

しい機器たちと仲良く暮らしていかなければなら

ない。（文責：中島正雄）

ハンドスピナー
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セールスフォースのメール活用の例

お客さま名簿（既存＋見込み）がクラウドにあるとビジネスのやり方が変わります。

お客さま名簿がSalesforceのクラウドにある状態

いろいろなディバイスで
アプリが用意されています

お客さまとメールのやりとりがあると

お客さまとの
メールの

やりとりを
クラウドに
自動保存

①

②
Gmailと相性がいい

お客さまとのやりとりがクラウドに記録され共有できる

名簿と連動できる
マーケティングキャンペーン

▪ Google AdWords

▪ 電子メールマーケティング

▪ ダイレクトメール

▪ コールドコール
(面識のないお客さまへの電話)

▪ パートナー

▪ テレビ

▪ ラジオ

▪ イベント

▪ 展示会

▪ その他広報

PC・スマホに通知のアラートが出る

③

④

⑤

⑥

★この他ににもSalesforceにはビジネスに直ぐに使えるサービスが多くあります。
またＡＩ利活用についても開発が進んでいます。

いつメールを読んだ
のかがわかる

お客さまがメールを読むと通知される
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経営者のための・深読みコンピュータサイエンス 飯箸 泰宏（いいはし やすひろ）

第１回 いつ来るの？「人工知能」さん

あれほど騒がれているのに「人工知能」さんは、

まだ現れていないと思っている人は少なくないかも

しれません。実際はどうなのでしょうか。

1. 捨てたいもの「旦那」（？！）

横浜市は、“チャットボット”を活用した「イーオ

のごみ分別案内」という実験的なサービスを本年3

月1日から6月下旬までの予定で実施していました。

今は好評のため期限が延期されているようです。

このサービスでは、LINEのように簡単に入力で

きる画面が出て来て、これに捨てたいものの名前を

入れるとゴミの分別の仕方を教えてくれるというも

のです。

http://www.city.yokohama.lg.jp/shigen/sub-

shimin/study-event/chatbot.html

たとえば「ガスコンロ」と入力してみました。

シリーズの初めに

私は71歳になったコンピュータの現役老職人です。腕自慢ばかりの独立系の小さなシステムハウスの

職人頭として先頭に立ち、経営を担って37年目になります。

また、その傍ら今年の3月までは大学等で36年間システム系の様々な教科を教えてきました。OS理論、

電算機概論、情報システム論、情報デザイン論、デザイン情報学、プログラミング、データベース、ホー

ムページ制作、情報コミュニケーション論、情報社会学、法情報学、コンピュータの歴史… …

経営者であって大学の教員、教員であって経営者というとても有難い（稀有な）体験をさせていただき

ましたので、両者にまたがる話題をこのシリーズでは気ままに取り上げてゆくことにしたいと思います。

ここで、たとえば、ゴミの替わりに「旦那」と入れ

たら、どうなるかというと… … 

withnews（ウニュ）によれば

-------------------------------------

《ごみの名前を教えてくれたら、捨て方を案内する

よ。》

そこに投稿者が「旦那」と入力すると、こんな答

えが… … 

《本当に！！「人間は判断力の欠如によって結婚し、

忍耐力の欠如によって離婚し、記憶力の欠如によっ

て再婚する」ってアルマン・サラクルーは言ってい

たよ。忍耐力を鍛えてみたら、どうかな。》

-------------------------------------

“「旦那捨てたい」に神回答 横浜市「イーオのごみ分別

案内」、AIがまるで人生相談 「的確な答え」と話題”

withnews（ウニュ）．最終更新2017.8.16 7:00 

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170815-

00000003-withnews-sci&p=1（2017.8.16 12:16）

という回答があったそうです。

今（8月16日現在）、横浜市のイーオ君のページ

で試すと、回答が簡略化されてしまっていて少し残

念ですが… …

http://www.city.yokohama.lg.jp/shigen/sub-shimin/study-event/chatbot.html
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この仕組みは、NTTドコモが持っていた人工知能シ

ステム“Repl-AI（レプルエーアイ）”に横浜市が事

前に集めていた2万以上の質疑事例と教養あふれる

職員の皆さんが追加した質疑例とを読み込ませて作

られた自動応答システムです。

使う市民からすれば人工知能かどうかはどうでも

いいことですね。的確で機知に富んだ回答が得られ

れば満足です。

2. 気がつけばAI（人工知能）の海

「オオカミが来たぞ～」というのはイソップのウ

ソつき少年の話ですが、AI（人工知能）も「来るぞ

来るぞ」と言われているのに、来ている気がしない

ので「ウソじゃないの」と思っている人もいるかも

しれません。

しかし、人々が気づかないうちにAI（人工知能）

はもう来てしまっているのが実情です。ローマ字か

な漢字変換で思った漢字が出てきやすくなったのも、

検索文字とは見かけ上違っているのに意味の近いも

のが自動的にそろって出て来るのも、AI（人工知

能）の力が活用されているのです。いちいち気にす

る人はほとんどいないと思いますが、ヒトの心にな

じむように発揮されるAI（人工知能）の能力は素晴

らしいものなのです。

困ったことに、ユーザの好みや癖をひそかに分析

して、思わずほしくなってしまうモノやサービスの

広告が巧みに提示されて私たちのお財布がますます

軽くなりがちになってしまうのも、世界のスーパー

資産家が株のアルゴリズム取引で、他の投資家を出

し抜いて超巨額の利益をむさぼっているのもAI（人

工知能）のお陰です。マフィアのAI（人工知能）化

投資額はGoogleのそれに匹敵するとも推測されて

いるそうですから、闇の勢力も人目に隠れてAI（人

工知能）を着々と活用して行きそうです。

善良な市民を欺くよろしくないものはもちろんほ

とんど人目には触れませんし、合法的で市民の味方

になる便利ツールとしてのAI（人工知能）システム

もあざとく自身をAI（人工知能）システムだとして

宣伝するわけではありません。より自然に市民にな

じんでいただこうとAI（人工知能）システム側も”

角隠し”に努力しているからです。

気がつけばAI（人工知能）システムの海の中に私

たちはこれからもますますどっぷりと浸ってゆくこ

とになるでしょう。

「人工知能」は、来てもいない「オオカミ」では

なく、すでに来てしまっている潮の流れなのです。

今回のポイント
• 人工知能はすでにわれわれの生活の中に入っ

て来ている。

• レプルエーアイは、NTTドコモのＡＩの自動
応答システムである。

• 横浜市はＡＩの活用実験でチャットボット
「イーオのごみ分別案内」を実施した。

飯箸 泰宏（いいはし やすひろ）
1946年（昭和21年）生まれ。都立足立
高校でビートたけしと同級。東京大学理
学部化学科卒。同情報科学科研究生修了。
株式会社サイエンスハウス代表取締役と
して37年間経営にあたる。その間の36
年間、各種専門学校や慶応大学や明治大
学などの兼任講師を務める。教え子の数
は8000人を超える。精神障がい者の就
労支援ボランティアにも取り組む。

経営者のための
コンピュータサイエンスコナー新設しました

2017年に子どもにさせたい習い事、第１位は

「プログラミング教室」というように、日本で

もコンピュータサイエンスがやっと注目される

ようになっています。

これから、コンピュータサイエンスを学んで

きた人と一緒に仕事をする機会が増えます。経

営者は意思決定をするときに、IoT、ビッグデー

タ、人工知能（AI）といったテクノロジーを

知っていれば部下たちとも楽しく仕事ができる

はずです。

そこで、このコーナーでコンピュータサイエ

ンスの基礎を学んで、経営者のみなさまには、

新たなビジネスを牽引するリーダーになってい

ただきたいと思います。

このコースは、今後、ビデオ解説や検定試験

を予定しています。限られた時間の中で楽しみ

ながらコンピュータサイエンスを学んでいただ

き、どうかＩＴを経営に活かし

事業発展して下さい。

（中島正雄）



やさしくデジタル 2017年8月号

2017年 10月 西研究所ＭＧ研修スケジュール

月 火 水 木 金 土 日

10/2 3 4 5
東北シニア

6
東北シニア

7
東北シニア

8

9
東京平日

MG

10
東京平日

MG

11 12 13 14
福井MG

15
福井MG

16 17
博多MG

18
博多MG

19 20 21
東京MG

22
東京MG

23 24 25 26 27 28
軽井沢MG

29
軽井沢MG

30 31
三浦平日シ
ニア

11/1
三浦平日シ
ニア

11/2
三浦平日シ
ニア

11/3 11/4
古河MG

11/5
古河MG

300期の長谷川哲也さん西佳恵先生の講義

9/4～5、久しぶりの平日東京ＭＧ研修を受講しました。
東京の企業の参加が多かったのがよかった。兵庫県宍
粟市の一宮精工の垣尾社長の息子さんとお会いできた
のも感動しました。かつて、お父上と一緒にＭＧをし
ました。一番感動したのはＭＸ会計表のフォーマット
が変わっていたことです。西順一郎先生は、今もなお、
ＭＧをバージョンアップされていることに感動しまし
た。（中島正雄）

http://www.nishiken.jp/semi-zen
http://www.nishiken.jp/semi-zen
http://www.nishiken.jp/semi-zen
http://www.nishiken.jp/semi-tokyo
http://www.nishiken.jp/semi-tokyo
http://www.nishiken.jp/semi-zen
http://www.nishiken.jp/semi-zen
http://www.nishiken.jp/semi-zen
http://www.nishiken.jp/semi-zen
http://www.nishiken.jp/semi-tokyo
http://www.nishiken.jp/semi-tokyo
http://www.nishiken.jp/semi-zen
http://www.nishiken.jp/semi-zen
http://www.nishiken.jp/semi-tokyo
http://www.nishiken.jp/semi-tokyo
http://www.nishiken.jp/semi-tokyo
http://www.nishiken.jp/semi-zen
http://www.nishiken.jp/semi-zen
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２番バッターの仕事術（３）・ 小澤徹也（おざわ てつや）

研修の効果を上げるには

研修は、自分の市場価値を上げるためのもの。社員

一人ひとりがそう思って取り組めば、会社全体のパ

フォーマンスはあがるはずです。ペン字研修は、好評

です。字が上手になるにしたがって、自分の価値が上

がることが実感できるからだと思います。

ペン字研修では、参加者に一部個人負担をお願い

しています。自分への投資ということをわかりやすく

するためです。貴重な自分のお金を使って、自分自身

を高める、身銭を切る、ということが研修の効果を高

めてくれます。

各企業によって対応はそれぞれだと思いますが、実

際には、研修を個人負担にするのは、難しいところが

あるでしょう。 企業が、社員を研修にだすときの負

担を考えてみます。 研修費そのものが必要です。遠

方であれば、交通費。宿泊が必要であれば、宿泊費。

研修に参加していても給料を払わなければいけないで

しょう。そして、研修参加者が研修に参加している間、

その業務の担当者を手当てする必要があるかもしれま

せん。

このように研修には、経営的にはとても負担の大き

いことです。その費用に応じた効果が得られるのかど

うか。経営者が、頭を悩ませるところです。

研修には費用がかかっているんだよ、ということを

経営者が直接言うのは、聞いた人が少し恩着せがまし

く聞こえるかもしれません。それを、社員さんに伝え

るのも、私の2番バッターとしての役割だと思ってい

ます。

ＭＧは、楽しい研修なので参加希望者が多いです。

しかし、さすがに自分の休みを使って、自費で行こう

とは思いません。そんな人に、「自分で行ったとし

て」の重みを感じて、研修に参加してくださいと、伝

えています。

私のことをお話させていただきます

ことです。急に不動産会社の社長さんが県会議員の

選挙に立候補することになりました。「小澤くん、名

簿の整理をして」と私の机の上にどっさりと名簿が積

まれました。 不動産会社にあったパソコン、ＮＥＣ

の88シリーズのソフトを使って、入力を始めました。

しかし、どうにもこうにも進みません。データがどこ

にあるのかつかめないのです。隔靴掻痒という状態で

した。

小澤 徹也（おざわ てつや）
1959年愛知県名古屋市生まれ。現在は河合製
氷冷蔵株式会社・総務部勤務。マネジメント・
ゲームの開発者・西順一郎氏と出会い人間が変
わる。福岡市在住、週末はテニスを楽しむ。

そのとき、たまたま、私の従兄の同僚だった、牧野

さんにマイツールを見せてもらいました。それを見て、

これならできる！ と直感しました。

すぐに、パソコン、ソフト、プリンタ、合わせて

100万円、自費で購入しました。そして、選挙中の限

られた期間の中で、必死に名簿データと格闘しマイ

ツールをものにすることができました。

マイツールというのは、データベースソフトで、自

分の意のままにデータの加工が可能です。私は選挙期

間中、名簿のダブリチェック、訪問リスト、電話リス

トなどを自由に作成することができました。もちろん、

社長は当選しました。

牧野さんから、「小澤さん、マイツールだけじゃダ

メですよ、マネージメントゲーム（ＭＧ）もしない

と」と言われました。牧野さんから貸していただいた、

「戦略的マイツール入門」のP33 にＭＧのことがでて

いました。

私はマイツールに夢中になってしまったので、ＭＧ

もすぐに参加したいと思いました。当時、私は名古屋

に住んでいました。名古屋でも愛環塾というところが

主催してＭＧを開催していました。しかし、ちょうど

終わったところでした。 私は、矢も楯もたまらず、

東京のＭＧに参加しました。西先生と佳恵先生に初め

ておめにかかりました。

ＭＧもすぐに夢中になりました。不動産会社を退職

して、西先生の追っかけをしました。郡山、金沢、長

岡。そして、その年にタヒチＭＧまで参加しました。

その一年間で、マイツールに100万円、ＭＧに100

万円、タヒチに100万円、計300万円使いました。そ

の30年前の投資が、今の自分を作ってきたといっても

過言ではありません。ＭＧ、マイツールに出会わな

かったら、今の河合製氷冷蔵に入社することもありま

せんでした。

私自身、研修によって、自分の市場価値を高めるこ

とができたと自覚しています。 河合製氷冷蔵の社員

さんにも、そのことを伝えて、自分の価値を高めてく

ださいと伝えています。
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編集後記

LINEスタンプ好評発売中！

８月号を送ります▼1994年4月10日、勉強仲間の太田さんの連れられて「コン
ピュータリブ」の生みの親テッド・ネルソン氏のいる慶應藤沢キャンパスに行った
とき、テッド氏はコンピュータサイエンスの大岩元教授の研究室に在籍していまし
た。大岩教授とはそれからお付き合いです▼大岩教授は私に会うと「コンピュータ
サイエンスをきちんと理解している経営者は一人もいない。これでは世界に追いつ
けない」と言います。そこで、これまた大岩教授の縁で知り合った飯箸先生に「経
営者のためにコンピュータサイエンスを教えてください」とお願いすると、二つ返
事でＯＫ。こうして新コーナーが誕生しました▼動画配信のために神保町の事務所
にスタジオを作る準備をしています。またご報告いたします▼リブモールコンペは
10月開催です。今月もありがとうございます。やさしくデジタル！（中島正雄）

イベント・コンサートの特殊効果
BULLETLINER（バレットナイナー）

新着ホームページ

http://www.bulletliner.co.jp/
スマホ画面 ＰＣ画面

イベント（実績）ページ

ワードプレスで制作・スマホ対応・自社で更新

BULLETLINER社は、コンサートやイベントの特殊効果

屋です。特殊効果とは、花火、霧やバズーカ、紙吹雪な

ど、人工的に作りだす視覚効果のことです。年々、会場

の環境や各種規制が難しくなっている中で、専門知識を

持ったスタッフが、経験や工夫でお客さまのご要望に応

えています。とにかく実績が多種多彩で沢山あるのに、

裏方仕事の為、あまり大ぴらに見せることができないと

のこと。そこで、特殊効果がさておき、現場名だけを実

績として掲載するのはどうだろうかと。Googleと連動し

てCoolに見せることができないだろうかと考えて提案し

ました。遠藤社長に気に入っていただき、このホーム

ページが完成しました。これからどんどんイベントが増

えて地図にピンが立っていきます！見ていてください！

BULLETLINER 遠藤社長


