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iPhoneは世界で一番使われている“カメラ”です。



「オヤジのカメラ」

昭和５年生まれの父の趣味の一つはカメラと写真を撮
ることでした。私が幼少で千葉に住んでいたころ、父は
庭に沢山のバラを咲かせ、それを写真に収めていました。
バラは船橋と津田沼の間にある谷津遊園に買いに行って
いました。父が使っていたカメラは、ペンタックスとゼ
ンザブロニカでした。
ペンタックスの一眼レフカメラは、一般的な長方形の

３５ｍｍフィルムを使い、主に出かけたときや日常のス
ナップ写真を撮るのに使っていました。ゼンザブロニカ
は、まるでプロのカメラマンが使うようなカメラで、
ファインダーを上から両方の目で見ながら、じっくり時
間をかけながらシャッターを押して写真を撮るものでし
た。こちらは、庭に咲かせたバラの花と私の妹を撮るの
に使われていました。フィルムも特殊で、６×６ｃｍの
正方形でした。

当時、写真を撮るのは、簡単な、そして手軽なことで
はありませんでした。こどもごころに、この機械は父し
か触ってはいけないとわかっていました。写真を撮る前
にカメラやレンズ、露出計などを並べ入念に手入れをし
ていた父の姿を思い出します。中でもフィルムをカメラ
に入れる作業は何度見ても難しそうでした。私も大人に
なったら出来るのだろうかと思って見ていました。また
写真を撮り終わったときも、カメラから慎重にフィルム
を抜き出し、丁寧にしまっていました。
次の楽しみは、3〜4日後に来ました。写真が現像され

出来上がって来るときです。このときばかりは父の帰り
が楽しみでした。現像された写真を触るときも、指紋を
つけないように写真の白いフチところを爪でそーっと動
かして見ました。写真は母がアルバムに収めてくれるま
で、安心して見ることができない代物でした。
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今、私は写真を見るのも、撮るのも、カメラも私は大
好きです。今私が使っているカメラは、デジタル一眼レ
フカメラの”ニコンD750”とレンジファインダーの”ライ
カＭ８”とiPadとiPhoneです。私は、ニコンは失敗でき
ない撮影に使い、ライカは気軽なスナップ写真を撮ると
きに使います。日常を手軽に撮るのはiPadかiPhoneです。
私が使っているカメラはフィルムを使いません。撮った
写真はパソコンやインターネット（クラウド）上に保存
しています。

タブレット端末“iPad”、スマートフォン“iPhone”はカ
メラと言えるのでしょうか？世界63か国に計9200万の
ユーザが利用し、日々100万点もの写真がアップロード
されているクラウドの写真共有サービスFlickr（フリッ
カー）があります。（※ユーザー数は2014年2月）
Flickrのユーザーが写真を撮るときに使うカメラの統計
から、iPhoneは世界で一番使われているカメラなのです。

デジタルカメラやスマートフォンなどのカメラで写真を
撮ると、写真として見える画像の他に、写真の中に多く
の情報が一緒に保存されるようになっています。写真の
中に保存される情報は、撮影日時、撮影機器のメーカー
名、撮影機器のモデル名（カメラ付き携帯電話・スマー
トフォンの機種名など）、画像全体の解像度、水平・垂
直方向の単位あたり解像度、撮影方向、シャッタース
ピード、絞り（F値）、ISO感度、測光モード、フラッ
シュの有無、露光補正ステップ値、焦点距離、色空間
（カラースペース）、GPS情報（GPS付きカメラの場合、
緯度・経度・標高など）です。Flickrは、この情報を集
計して使われているカメラのランキングを出しています。
写真に含まれるGPS情報（位置情報）を利用して、

写真を撮った場所を地図上に表示するなど朝飯前にでき
ます。写真を撮るだけでこのようにリッチな情報も一緒
に取得できることから、今、写真はさまざまな分野の
サービスに応用されています。

実家に帰ると母が作ったアルバムがあります。わが家
のアルバムはGoogleに、つまりインターネット（クラウ
ド）の中にあります。父が撮った写真はネガフィルムが
ありました。ネガさえあれば何枚でも写真を複製するこ
とができます。父が整理していたネガの束を母が掃除し
て捨ててしまいました。父が撮ったバラの花の写真はも
う復元することは出来ません。私が撮りためた写真はク
ラウドにあるので、見たい人が見たいときに、手元にあ
るインターネットにつながるパソコンやスマートフォン
で見ることができます。私は写真を撮ると、撮った写真
をパソコンに転送して“クラウドサービス”のGoogleのア
ルバムに送ります。そして、友だちや家族にＳＮＳの
“LINE”や“Facebook”でアルバムの場所をお知らせしま
す。するとお知らせを受け取った人は私の撮った写真を
いつでも、インターネットにつながる様々な機器（ス
マートフォン、タブレット端末、テレビ、パソコンな
ど）で見ることが出来ます。
ブラウザの時代のＩＴ活用３つのキーワード「マルチ

ディバイス」「クラウド」「ＳＮＳ」により、カメラと
写真は、使い方、使われ方、やり方が変わりました。ど
う使ったらいいのか私も研究中です。もし今、父がいた
らどんなカメラを所蔵して、どんなふうに写真を撮った
のだろうか。私はファインダーを覗きカメラのシャッ
ターを押すときに、ふと考えることがあります。

（文責：中島正雄）

(C) TEL.03-3556-1477コンピュータリブ・

ゼンザ
ブロニカ

ライカ
Ｍ８

iPhone
4S

ペンタックス ニコン
D750



スマホ時代のWebリニューアル

「出欠管理システム」
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管理者ページ 会員ページ

イベント一覧

出欠回答

イベント登録 出欠状況確認

管理者ページ

PC対応 スマホ対応 PC対応

イベントを登録するページです。
Webブラウザでどのパソコンか
らでも登録ができます。
★二次会の出欠など、アンケー
トも集計できます。

管理者専用の画面です。
＜会員管理＞
・メールアドレス・氏名・ふりがな
・パスワード・所属・役職（階層）
＜委員会登録＞
・グループ管理できます
＜イベント登録＞
・イベント日付・回答締切日・イベント名
・対象（登録したグループを選びます）
・イベント説明・備考・担当
・イベントの出欠・アンケート
・公開、非公開設定

PC対応

イベントの出欠をする画面。
★レイアウトはスマホ対応
しています。スマホでOK。
ご自身の名前でログインし
ます。

イベント管理者は出欠やアン
ケートを一覧で見ることができ
ます。また一覧表をエクセルに
ワンクリックでダウンロードで
きます。

ボタンをクリックするだけで、
エクセルファイルにダウンロー
ドすることができます。
名簿など
すぐに作成する
ことができます。

事務局のみなさま、幹事の方にオススメです。
ホームページでイベントの出欠がスマートに（簡単に、素早く）管理することができます。
全ての画面、スマートフォンに対応しています。



①生い立ち

１９４６年４月２９日に、父美代次・母満代の次男とし
て、満州の鞍山で生まれた。半年後に、父の友人がいる広
島に、兄と４人で裸同然の状態で、引き揚げて来た。基町
（今の県立体育館のそば）の市営住宅に入居して、生活の
ために、当時配給されて来た小麦粉を加工して、生ラーメ
ンを近所の人に売って生計を立てていた。満州にいたので、
麺や餃子を作る技術は、見よう見まねで覚えたと言ってい
た。その後、屋台店や中華料理店に、生ラーメンや餃子の
皮を売るようになった。

②両親のこと

とにかく朝早くから夜遅くまで、働いていたという記憶
しかない。５人の子供を育てるのに、必死で働いていたの
だと思う。父はあまり口数はなかったが、優しくていつも
下ネタばかりを言っては笑わせていた。父から怒られた記
憶はない。小学校の頃、福岡から親戚がくると近くにあっ
た広栄座というストリップ劇場に必ず連れて行っていた。
子供も一緒にいくので、小さいながらも、興奮して、ボ◯
キしていたのを今でも覚えている。

母もとても優しかった。何を言っても、「いいよ。いい
よ。」と許してくれていた。５人も子供がいるので、放任
主義のように、ほったらかさせれて育ったような気がして
いたが、後で考えると、両親の深い愛に包まれていたこと
をつくづく感じている。

③小学時代

広島市立袋町小学校で６年間過ごした。このころは、余
り記憶はないが勉強をしないでとにかく遊んでばかりいた。
今でいう昔遊びで、「らむねっちん（ビー玉）」、「パッ
チン」「ろくむし」などと、野球もとても流行っていた。
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②

運動会の弁当のおかずに、豚足・豚耳が入っていて、私たち家族
が美味しそうに食べるのをまわりの人が目を点にして見ていたこ
とを今でも覚えている。父が大好きで良く家でみんなで食べてい
たので、私たちは平気だったが他の人には珍しかったようだ。父
は料理が好きで、ラーメンや餃子を作っては家族で食べていた。
特に父が作るラーメンは美味しくて、友達を呼んでは一緒に食べ
ていた。六年生の時に、私立中学校を受験して見事に不合格に
なってしまったことが人生最初の挫折感だった。

④中学時代

広島市立国泰寺中学校で３年間過ごした。小学時代殆ど勉強し
た記憶がないのに、中学校に入ってみて、成績がクラスで５番以
内くらいに入っていて自分でビックリしていた。中学三年間ずっ
と何らかのクラス委員をしていた。中学はなんと行ってもバス
ケット部だ。バスケット漬けの３年間だったような気がする。楽
しくて楽しくてバスケット仲間と練習も遊びもいつも一緒だった。
身長が一番高かったのでセンターをしていた。チームにしても精
鋭が揃っていて、広島県でも一位になれるとたかをくくっていた
が伏兵の幟町中学が強くていつも決勝で負けていて、３年間一度
も優勝できなった。その後の後輩はかなり強くて何度も県体で優
勝をしている。卒業後もその後輩たちと、毎年暮に忘年会をして
いて、５０年後の今でも、続いている。その友達後輩が私の財産
の一つになっている。井

辻
栄
輔

国泰寺中学校バスケット部忘年会集合写真

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
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2015年三崎神社にて初詣 2015年最初のお客さま、長谷川さんと和田さん iPadシステム開発会議の後

一橋植樹会のみなさまとHPリニューアルの打合せ 千葉県君津市・大藤工業さまにマイツールを納品 マンダラ手帳の松村寧雄会長のセミナーに参加

一緒にiPadのシステムを開発している加藤さんの友
だちの寺田さんとは１５年前に知り合いでした。

TOCのソフトパワー研究所・清水信博所長と
清水僚子さんと多幸八で

iPadタイムレコーダシステム稼働してます！



もうそろそろ動画野郎！ o.w.garage
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〜

第1回 21世紀は市民映像の世紀

あなたの街の動画屋 O.W.ガレージ オーキと申します。
私のページは題して「もうそろそろ動画野郎！」
もっと丁寧に言うと、「もうそろそろ動画やりませんこと？」です。
世の中はやれユーチューバーだ衝撃動画だ映像マーケティングだと騒がしい。な
んか気になるからうちでもやってみたいけど、一体どこから始めればいいか分か
らない。お金もかかりそうだし、炎上とかしたら怖い。
ま、うちにはまだ必要ないか？また機会があったらでいっか？さあ仕事仕事…
と日常生活に戻っていくことが多いでしょうか？
「プロモーション」という仕事はほとんどの方にとってご本業とは関係ない、

サブ的な事柄。つい優先順位が下がってしまうのは当然。
ただもしご自分のお仕事や活動をもっと知ってほしい。もっと宣伝して良さを
知ってほしいというご要望があれば、少しずつでもよいので動画で知ってもらう
ことを始めるべき。ありがたいことにネットにアップした動画は勝手に皆さんの
お仕事を宣伝してくれます。

私の役割はそんな皆さんのうしろ髪を引っ張って、「それじゃここからやりま
しょうよ！」と、小さな一歩を踏み出して頂くのが使命です。
このページを読んだら「オッシャ やってみっか！」となんだか元気になるような
内容を目指します。（予定）

はじめまして！

♪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/

21世紀は “市民映像の世紀”
90年代にNHKで放送されたシリーズ番組「映像の世紀」。「市民映像の世紀」
はそのタイトルからオーキがパクりました。20世紀は選ばれた人、もしくは好き
な人たちだけがカメラ映像を回す時代でした。それが21世紀が開ける前夜、2000
年11月 J-Phone J-SH04が「写メール」という名で発売されます。日本で爆発的
に写真が出回るようになるキッカケです。その後、それまで怪しい動画メディア
でしかなかったYouTubeが2006年10月Googleが買収され、世界最大の映像メ
ディアとして成長していきます。まさに、私たち市民が特にメディアを持たなく
ても映像を拡散できる世紀に入りました。

誤解を恐れずに言いますね。2011年の東日本大震災で一つだけよ
かった事。それは日本の国家的プロジェクト「地デジ化」と同じタ
イミングで起こったことです。これがもし30年前に起きてたら、あ
のような高画質で記録することは不可能だったでしょう。事実20年
前に起きた阪神大震災ではそれほど市民映像資料は見ません。地デ
ジ化のせいでTVだけじゃなく携帯動画も懸命にフルHD化していたの
が2011年でした。お陰で迫力ある市民映像が無数に撮影されました。
あれらの映像を見て体調を悪くしてしまう方もいらっしゃるで

しょうが、1920HDという高画質映像で発生後の事象を残せたこと
は、日本だけじゃなく世界にとって宝となるデータです。あの資料
を元に、いかに津波が恐ろしいものか日本有史以来の貴重な「防災
資料」が記録されました。
一見、生活とは無縁に感じる映像のクオリティも、こんなことで

役に立つのか？！と実感できる時代に入ったようです。

半分公開してみませんか？
お子さんの成長記録以外にも皆さんのお仕事で欠かせない瞬間があ
ります。新しいお店を出した。新しい商品を発売した。新しいサー
ビスをはじめた。。。それらをまずはYouTubeの「限定公開」や
Facebookの動画投稿をしてみましょう。「動画で交流する」ことが
簡単に体験できます。
次号からそんなことを書かせて頂きます。お楽しみに♥

震災が2011年に起きたこと
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やさしくデジタル ーおすすめアプリー

最近、少し体調を崩しまして病院に行った時にお医者
さんに言われたことなのですが…
年末年始に少し頑張り過ぎてしまったのか、1月の半ば
に少し体調が悪くなってしまいました。症状は少し胸を
押されたような感覚と、左手が冷たくなる事と、血圧が
かなり高くなるという症状でした。

今までこんな症状になった事もありませんでしたし、
ちょっと不安になってきた時に、テレビで芸能人が心筋
梗塞になった時の特集をやってましたので、これは症状
が重くなる前に病院に行かなければまずい！と思い病院
に行ってきました。さぞかし重い病気になってしまって、
今日から即入院という所まで覚悟してたのですが、色々
検査をしていただいたお医者さんから言われた言葉が…

医者｢市川さん、身体にはどこにも異常はありません
よ！｣
私｢へ？ いやでも、そんな筈は？それでは身体の具合
が良くないのは何故ですか？？｣
医者｢うーん、あんた姿勢が悪いよ！ さっき診察室に
入ってきた時からず〜っと背中が曲がってるからじゃな
い！？｣
私｢！！？？｣
医者｢背中が曲がってるから心臓が圧迫されて血流が悪
くなってるんだよ！｣
医者｢病気を疑う前にまず自分の姿勢を正す事に意識を
向けてみな。それをやってまだ具合が悪くなったらまた
おいで！！｣
…｢青天の霹靂｣というのはこういう事を言うのでしょう
か？
病は気からと言いますが、気以前の姿勢が原因なんて

思いもよりませんでした。日本人はまず姿勢から！姿勢
を正す事によって全てが正す事ができる。この言葉を胸
に、今年一年間姿勢を正す事を意識して生活して行こう
と決意いたしました。(笑)（市川徳宏）
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プチコラム「姿勢」

市川の今月のiPhone・iPadのおすすめアプリはこれだ!!

今月のおすすめアプリはiPhone・iPadだけにとどまらずPCも含んだおすすめアプリになります。も
うなんといっていいか、Googleのサービスが凄すぎます。アプリの範囲をこえて一つのPC並みの実力
なんではないかと思うくらいです。そのサービスとはPCブラウザの「Google Chrome」です！！
このアプリ、要はインターネットのホームページを見る際のWEBブラウザのひとつにすぎません。
「Internet Explorer」や「Firefox」や「Safari」も使ってますので、選択肢のひとつでしかないと
思って使ってました。が、しかしこのブラウザ、単なるブラウザの域を超えてると思います。
無料Googleのアカウント持ってれば、メールはできるは、マップ、グーグルアース、クラウド、動画、
リモートデスクトップ、エクセル、ワード、パワーポイント、、、あげたらキリがありませんが、と
にかく何でも使えるんです。

それこそパソコン忘れても、漫画喫茶や、友だちのパソコンを借りて、「Google Chrome」のブラ
ウザを立ち上げてログインすればほとんどの事ができてしまう優れものなんです。ですが、それだけ
でしたら前からあった機能ですから、わざわざ紹介するまでもありませんでしたが、最近このブラウ
ザが大きくアップデートしました。あまり大々的に紹介されていなかったので私も気づかなかったの
ですが、ブラウザの右上に「ユーザー」という文字が追加されてたんです。これ実はユーザーをログ
アウトなしで切り替えられるのです!!!しかも複数のアカウントを同時にデスクトップ上においてそれ
ぞれ作業ができるのです。

例えば個人用と仕事用の二つのアカウントを持っていたら同時に作業できるのです。
bookmarkもそれぞれ別々に登録されてますからすごい便利です。(壁紙やテーマもそれぞれ変えらる
ので一発でわかります。)この機能がiPhone・iPadの各種の「Google」が提供しているアプリでもロ
グアウトなしで切り替えられました。こんな凄い機能が無料で使わせていただけるなんてGoogleさ
んってホントに凄い会社ですね。

最近のGoogleは本気だぞ！！「Googleアプリ全般」



編集後記
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中島正雄です。みなさまお世話になりましてあ
りがとうございます。やさしくデジタル誌第４
号が発行できました。感謝です。井辻栄輔さん
の「私の履歴書」も第２回です。うれしいです。
今月号も新コーナーがあます。弊社で動画と
いったら大木貴博さんの「もうそろそろ動画野
郎」がはじまりました。大木さんもユーチュー
バーかな。弊社は東京都千代田区の皇居の東側
の内堀と外堀の間の神保町二丁目にあります。
２年前に三宅ビルの３階の二つある部屋を借り
「セミナールーム」を作って新サービスを展開
しましたが、失敗しました。先月、部屋を１つ
お返しして、今は一部屋で営業しています。と
てもいい場所ですのでお近くにお越しの際はぜ
ひお立ち寄り下さい。おいしいコーヒー、柏崎
産のほうじ茶などをご用意してお待ちしており
ます。充電器も充実しています。どうぞよろし
くお願いいたします。やさしくデジタル！

私は今年の初めから自宅に神棚を祀ることにい
たしました。いままで神社にもろくすっぽ行っ
た事もなかった人間が、頭でもおかしくなった
のかと思われそうです(笑)しかもIT関係の仕事
をしている者が超アナログ的な事をとお叱りを
いただきそうですが･･･。
最近テレビでもよく紹介されておりますが、古
来日本人のモノ作りには「心」を入れるとあり
ます。
この心が入るからこそ世界のどのような製品よ
りも優れたものが出来上がる。その日本人のこ
ころを磨くのに一番最適なのが神棚なのではな
いかと最近思いました。
毎朝、神棚の掃除をしてお供え物をささげる。
見えない物にどれだけ心を尽くせるか。この小
さな事を毎日コツコツとやり続けられるか･･･。
凡事徹底。ひとつひとつ小さいことを積み重ね
ていけるように努力してまいります。

「やさしくデジタル」購読者プロフィール
マイツールで集計してグラフにしました。

つづきは、ホームページをご覧ください。
http://www.computerlib.co.jp/

カラー版・バックナンバーもございます。

今月号は320部発送します。
男性の方が80%です。

発送している方の役職です。
経営者の方が30%くらいです。

発送先の都道府県を集計しました。
東京都・神奈川県が多いです。福岡県も多です。
（全県制覇したい！）
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