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今月の写真

イイ旅のススメ。 「天国にいちばん近い旅（２）」・ 高萩 徳宗
編集後記

はがきありがとうございます・お花見だよ全員集合！
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研究開発室【コードネーム：ＭＢB】名簿バンク
私たちの開発ポリシーは「インターネットは人と会うための道具」です。
名簿バンクはこのシステムに名簿などの情報を入れておくと、銀行にお金を預けているように、利子がつい
て引き出せるというものである。つまり、名簿をこの「名簿バンク」で管理すると得をするといことです。
名簿バンクは、江戸時代の商人の「大福帳（だいふくちょう）」を目指します。
■開発要件
・PC、スマホ、タブレットとどんなディバイスでも同じように使えること
・使用するディバイスに依存しない（Windows、Mac、iOS、Androidで使える） 開発メンバー、
・インターネット経由でストレスなく使えること（スピード）
テストユーザーを
・処理スピード（データの検索、並べ替え、書き換えの処理速度がある）
・専用のソフトやアプリを使わない（ソフトのインストールなし）
募集しています！
・いつでも直ぐ使い始めることができ、いつでも使用を止めることができる
・クラウド型（公衆回線でストレスなく使える）
・標準的なツール（機能拡張などがあり、グローバルに使われているツール）
■機能
・メール送信・一斉メール送信・プレゼント代行（誕生日、記念日が１ヶ月前にわかる）・宛名ラベルなど
いろいろな名簿を１つにまとめたい方、名簿から検索してメールを送りたい方などおすすめです！

①

一覧画面

①名簿を検索して、
「メールを作成する」
ボタンを押すと

詳細画面

①

名簿に入力してある
メールアドレスに
②同時に同じ内容のメールを
③一斉に送信することができます。
※PCでも、iPadでもスマホでも同
じように操作できます。

②
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③

未来を変える道具
2017年２月23日の新聞に「地球に似た惑星７つ
も確認！」という記事が出た。検索エンジンGoogle
のロゴも望遠鏡のイラストに変わるほど、未来を変
えるかもしれない出来事だった。米航空宇宙局（Ｎ
ＡＳＡ）が会見を開き、40光年先、つまり光の速さ
で40年かかる先の宇宙を、ＮＡＳＡのスピッツァー
宇宙望遠鏡で観測し新しい惑星を発見したという。
よくもそんな遠くを観測できたものだ、その望遠鏡
とはいったいどんなモノなのだろうかと思った。
私がこのニュースに反応したのには理由がある。
先日、マネジメントゲーム（ＭＧ）の開発者・西順
一郎先生（78）とお会いしたときにすすめられた
『科学の発見』を読み始めていたからだった。
『科学の発見』の著者は、アメリカのノーベル物
理学賞を受賞したスティーヴン・ワインバーグ氏。
この本は、彼がテキサス大学で、科学や数学や歴史
について予備知識を持たない学部生向けに行った、
科学史講座の講義ノートから生まれたものだった。
厚さ３cmの本は私にはちょっと手ごわかったが、西
先生のアドバイスのとおり、第４章、残り１cmのと
ころから読むことにした。
ワインバーグ氏はこの本で16世紀から17世紀にか
けて科学革命があったことを明らかにした。科学革
命はコペルニクスから始まった。コペルニクスは、
当時主流だった地球中心説（天動説）を覆す太陽中
心説（地動説）を唱えた。これは天文学史上最も重
要な発見とされることだった。
地球が太陽のまわりを１周する長さが１年だ。天
動説の計算方法だと１年の長さに誤差があった。コ
ペルニクスは教会の司祭の資格がありながら司祭に
はならず、天体観測を続けた。そして、太陽が宇宙
の中心という地動説の論文を発表した。地球が中心
でないというのは、当時のキリスト教指導者にとっ
て都合が悪かった。
コペルニクスは、死ぬ直前に書き上げた著書『天
体の回転について』で「地球は動いてる」いると断
言した。コペルニクスの死後も『天体の回転につい
て』は、科学者とキリスト教指導者を悩ませて行く
こととなる。60年後にコペルニクス説を改良し、惑
星運動の法則を発見したケプラーが登場する。コペ
ルニクスとケプラーは肉眼の観測で、地動説を誰も
がわかるように数学的で説明できるようにした。

ガリレオ、ニュートン、ダーウィン、アインシュ
タインといえば史上４大科学者である。１５９７年、
ガリレオはケプラーの『宇宙の記述の神秘』を２部
受け取った。ガリレオはケプラーに「まだ公にして
たことはないが、私もあなたと同じようにコペルニ
ク派です」と手紙を書いたという。ガリレオも地動
説派で、教会にそむいていた。ガリレオと教会の対
立はなんと４世紀後の１９７９年まで続いた。
１６０９年、ガリレオが筒眼鏡と呼ばれるオラン
ダ製の新式機器のことを初めて聞いたとき、天文学
革命が始まった。ガリレオはすぐに改良版の望遠鏡
を製作し、ヴェネチアの総督と名士たちに「これを
使えば沖からやって来る船を肉眼よりも２時間早く
捉えることができる」と実演して見せた。そして、
ガリレオは望遠鏡を国に寄贈し、終身教授の身分を
保証され、大学の俸給は３倍に引き上げられた。そ
の３か月後に望遠鏡の倍率を８倍から２０倍にまで
高めることに成功し、望遠鏡を使って天体観測を始
めた。
ガリレオは自作の望遠鏡を使って、６つの歴史的
な天文学上の発見をした。望遠鏡のおかげで、肉眼
では見ることのできなかった無数の暗い星を観測す
ることができた。それは著書『星界の報告』にまと
められた。望遠鏡という道具があったから地球が動
いていることを証明することができた。
西順一郎先生は、この本を読んでいると自身がＭ
Ｇを開発した当時のことを思い出すと言った。西先
生はＭＧの開発と同時に、会社を数学的に表した企
業方程式を発見した。最初の考え方では、数字の算
出方法に率（％）を使っているところがあり、僅か
な誤差が出ていた。そのときシャープからポケット
コンピュータ（ポケコン）が発売された。
このポケコンなら、方程式の誤差を解決できるか
もしれないとすぐに思った。そして、ついに誤差の
ないシンプルで美しい企業方程式が生まれたという。
その話を聞いて、ガリレオの望遠鏡と西順一郎が
使ったポケコンがリンクしてしまった。私には、西
先生が横須賀から東京に向かう京浜急行の電車の中
で、ポケコンと格闘する姿が容易に想像できる。こ
の瞬間から、企業革命が始まったのかもしれない。
科学者は、いつの時代も道具を見つけて未来を変え
る法則を発見する。 （文責：中島正雄）

←2017年2月22～23日のGoogleのロゴ

https://www.google.com/doodles#archive
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河合製氷冷蔵株式会社・ホームページ
▼パソコンで見ると

▼スマートフォンで見ると

小澤 徹也（おざわ てつや）
1959年（昭和34年）愛知県名古屋市生まれ。
現在は、河合製氷冷蔵株式会社勤務、一人で経理・人事・総務をこなす。
マネジメント・ゲーム（ＭＧ）の開発者・西順一郎氏と出会い人間が変わる。
福岡県福岡市在住、週末はテニスを楽しむ。
http://facebook.com/te.ozawa
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２番バッターの仕事術（小澤徹也）
■河合製氷冷蔵
河合製氷冷蔵に入社して15年になります。河合製
氷冷蔵は、福岡にある冷蔵倉庫の会社で社長は河合
喜文(58)といい、ＭＧ界のBIG BOSSと言われてい
ます。河合さんとは、元々ＭＧ仲間でした。実は学
年も同じです。私が前職で福岡に転勤になりました。
その後、縁があり、河合製氷冷蔵に転職しました。
経理を担当してほしいとのことでした。
入社当初は大変でした。冷蔵倉庫業のことは何も
わかりません。経理をするのも初めてです。しかも、
引き継ぎがありませんでした。
私が入社した2002年は、赤字でした。河合製氷冷
蔵にとって大きな危機があった時期でした。何もわ
からないまま、銀行へ提出する資料を作りました。
わからないながらも、ＭＧとＭＴをしっかりやって
いたので、なんとかこなすことができました。
仕事は、河合さんと相談しながら、すべて作り変
えていくことにしました。これが結果的にはとても
よかったです。誰でもできるようなクールなシステ
ムを作りました（かな？）。
2002年からの業績はずっと右肩上がりです。入社
のときは最悪でしたけど、河合製氷冷蔵に入社して
からはずっといい思いをしています。
■２番バッター
河合製氷冷蔵は、強力なエースで4番バッターがい
います。社長の河合さんです。そんな会社での私の
役割は、まさに2番バッターの仕事といっていいで
しょう。業務以外のこと、総務、経理、人事、研修
などを担当しています。いわば、社員さんと河合さ
んをつなぐ仕事と言っていいでしょう。忙しい河合
さんに代わって、社員さんに、西思想、Ｙ理論を伝
えています。
仕事は、ＭＴ中心です。ＭＴで作った伝票を勘定
奉行に移行して、その経理データを、ＭＴでみやす
い管理用の資料に加工しています。
社内ＭＧでは、インストラクターを務めています。
私の毎日は、ほとんど西先生に寄り添った仕事と
言っていいと思います。
■採用事情
現状で、河合製氷冷蔵の大きな課題といえば人の
採用です。来年、大きな投資をします。新しい物流
センターを建設中です。それに向けて、大幅な人員
増強をしなければいけません。
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今の社員数は、アルバイト含めて100名ぐらいです
が、今年から来年にかけて15名の採用を目標に動い
ています。今まで高校卒業の学生をターゲットに毎
年２、３名採用していましたが、今年は、大学卒業
生の採用を目指しています。
それで、中島マヒマヒくん（３０年来の友人なの
でこう呼んでいます）に頼んで、ホームページを作
り替えました。採用に向けて親しみやすいものにし
ました。
今は新卒の採用に向けて積極的に活動しています。
入社用のパンフレットも完成しました。学生に気に
入ってもらえるように、多くの知恵をしぼりました。
企業説明会では、大学生と話す機会もあり、とても
新鮮な気持ちでした。
冷蔵倉庫業あるいは物流業を知っている学生は、
多くありません。就職活動を通して、初めてその存
在を知るひともいるでしょう。しかし、スーパーに
なぜあれだけの商品が並ぶのか、丁寧に説明してい
きます。
職業には、目に見える仕事と、縁の下の力持ちの
ような仕事があって、ほとんどが目につかない仕事
が日本を支えているんだよと説明します。
九州中にある、チーズ、バター、マーガリンは、
全て河合製氷冷蔵でいったん保管されたものなんだ
よ。だから君と私とはご縁があるのですよ！という
のが、私の決めゼリフ です。たいてい空振りですが
（笑）
■経営計画発表会
河合製氷冷蔵では、毎年、「経営計画発表会」と
「夏季発表会」を行っています。以前は、私も発表
していましたが、もう私の出番はなくなってしまい
ました。パワーポイントで作った資料を若い社員が、
ドヤ顔で、プレゼンしています。ますますいい会社
になっていくのだろうなという気持ちで、彼らを頼
もしく見ています。
と言っても、まだまだ、負けないぞという気持ち
で日々、仕事に取り組んでいます。（小澤徹也）

【用語解説】
• 「ＭＧ」 マネージメントゲーム、教育研修のカリキュラム
• 「ＭＴ」 マイツール、素人でも扱えるデータベースソフト
• 「西先生」 ＭＧ、マトリックス会計を開発した、西順一郎氏
• 「西思想」 人間の持つ能力を最大限発揮することが、本人の
向上だけでなく、会社、社会の向上につながる
• 「Ｙ理論」 マグレガーの経営理論。人間は本来進んで働きた
がる

ライムライン

飯箸 泰宏さん（左）と大岩 元教授（右）

大岩教授と飯箸（いいはし）さんが神保町の弊社ま
で来てくれました。飯箸さんは、大岩教授の大学の後
輩で、情報の専門家です。なんと、マイツールを作っ
た、故・長谷川 郁祐さんと荒川博邦さんのことを知っ
ていました。何でも、長谷川さんが、マイツールをど
こかで売りたいと話をもち掛けられたときに、リコー
社を紹介したのは、飯箸さんだったということでした。
飯箸さんは、荒川さんに会いたいと
言っています。マイツール信者の私と
してはお二人の再開、実現したいですね～。
荒川さんぜひお願いします！

池田さんご夫妻と高萩さん・アリビラで撮影

高萩さんと大木さんとで動画をコンテンツ制作中です。

店内に３人だけのパブリックビューイング。

高萩 徳宗（たかはぎ のりとし）
1964（昭和39）年生まれ。大分県出身。小田急電鉄、日本旅行を経て、1999年に「障
害がある方や高齢者向けの旅行会社、ベルテンポ・トラベル・アンドコンサルタンツを
創業。福祉や介護の視点ではなく、サービスの本質を極める旅作りに、障害者、高齢者、
一般の方などリピータやファンも多い。国内・海外含め年間１２０日以上を旅先で過ご
す他、サービスコンサルタントとして民間企業、全国の自治体などで様々なテーマでの
講演活動中。著書に「いい旅のススメ。」「バリアフリーの旅を創る」「サービスの教
科書」「売れるサービスのしくみ」「サービスの心得」「サービスを安売りするな」な
どがある。経営者向けのサービスの学びと実践の勉強会「共創チーム」を主宰。

ベルテンポ・トラベル社ホームページ
http://beltempo-travel.biz/
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「いい旅のススメ。」
高萩徳宗 (著)エイチエス→

天国にいちばん近い旅（２）・ 高萩徳宗

ご夫婦で話し合いをしてもらい。行き先は突然、「グア
ム」に変更となった。負担を考えてビジネスクラスを手配
し、バリアフリールームを確保。あとは出発を待つのみ
だったが、３日前になり、腫瘍マーカーの数値が高くなっ
てしまった。
主治医から「海外旅行だと、何かあったときに駆けつけ
てあげられない。国内に変更はできないか」と言われて、
またもや行き先変更。
行き先を「沖縄」に変更することとし、私はあるホテル
への滞在を提案した。そこは超高級リゾートではないけれ
ど、滞在しているだけで幸せを感じられ、私が心から信頼
するホスピタリティをもつ「ホテル日航アリビラ」。幸い
なことに１室だけ設置されているバリアフリールームは空
いていて、確保することができた。
奥様に「ところで何日間の旅にしますか？」と今さらな
がら尋ねると、「高萩さん、決まっているでしょう。６日
間！」
そうだ。そもそもはニュージーランドに10日間行くつも
りで相談を受け、グアムなら近場だからと６日間に変更し
たことを思い出した。「グアムなら４日、沖縄なら２泊３
日」などというのは、旅行会社がつくり出した、何の根拠
もない常識にすぎないと気がついたのであった。
当日、国内旅行とは思えない大きなスーツケースを抱え
て羽田空港に現れた池田さんご夫妻。実家のお母様もお見
送りにいらっしゃった。羽田空港のＪＡＬに勤務する、大
分舞鶴高校出身の元ラガーマンである私の親友も見送りに
来てくれた。
そういえば、昔は駅でも空港でも盛大な見送りというも
のがあったなあ。私も大分の田舎から就職のため、ブルー
トレイン富士号で上京した時は、大分駅にも大勢の仲間が
見送りに来てくれたものだった。そんなことを思い出しな
がら機上の人となった。
離陸し、シートベルト着用のサインが消えると機内サー
ビスが始まった。池田さんのご主人はソフトドリンクを注
文するかと思いきや、手にオリオンビールを持っている。
沖縄線はアルコールの機内販売があることを機内放送で〝
耳ざとく〟聞きつけたようだった。
那覇に着き、ゆいレールで那覇市内へ。
この日は、本来ならニュージーランドで迎えるべき日
だったのだ。私は、ラグビーワールドカップを現地で観ら
れないのであれば、那覇のスポーツバーでパブリック
ビューイングだと考えた。あるスポーツバーにお願いし、
ケーブルテレビのスポーツチャンネルで中継されるラグ
ビーの試合を特別に放映してもらえることになっていた。
スポーツバーの人はとても優しく、営業開始時間前なの
に快くお店を開けてくれた。店内に３人だけのパブリック
ビューイング。まずは試合開始に合わせて乾杯。種類豊富
に揃ったビールを次々に楽しみながら試合を応援する。
あいにくニュージーランドのワンサイドゲームとなり、つ
いには得点が１００点を超えた。日本があまりに無残に負
けてしまい、応援の杯はいつかヤケ酒に。私は池田さんに
「ニュージーランド、行かなくて良かったですねー」と
笑った。
ホロ酔いをやや通り越した状態で（池田さんはたしか膵
臓がんだったはずだが）、
やさしくデジタル 2017年2月号

予約しておいたタクシーに乗ってホテルに向かった。緊
張と慣れない移動でお疲れになったであろうおふたりには
ゆっくり休んでいただき、最初の夜は更けていった。
翌日は朝寝坊し、お昼ごろからタクシーで観光に出かけ
た。楽しんでいただけたようだったが、池田さんの表情か
ら見て、体力的にはもう限界なのかもしれないと思えた。
それで、「明日からはもうどこにも行かないで、ホテルで
過ごそう」と決めた。

ご主人の体調が回復したようだったので、ある快晴の日、
一緒にプールに入ってみた。がんがここまで進行して、
プールに入れるなんて思ってもみなかっただろう。
奥様はプールサイドで携帯を操作して、誰かに連絡をとっ
ていた。聞くと、見送りに来てくれたお母様や、職場で留
守を預かってくれている仲間たちに連絡をしているという。
「みんな、心配してくれているんです。具合が悪くなって
いるんじゃないか。大丈夫かなと。だから元気で泳いでい
るとメールしているんです」

ご夫婦と私の３人で旅をしているとばかり思っていたが、
そうではなかった。自宅と職場がある東京、埼玉で、みん
なが一緒に沖縄を旅している。旅の仕事を30年近く続けて
いて、あらためて気がついたことだった。
旅は本人たちだけがしているのではない。サッカーで言
えばサポーターのように、この旅を全力で応援してくれて
いる家族や仲間がいる。
私はすぐに携帯を取り出し、プールに入ってくつろぐ池
田さんご夫妻を動画で撮影した。そしてプールサイドから
即、ユーチューブに投稿。奥様に「今、ユーチューブに動
画を投稿したので、家族やお仲間にパソコンで見てもらっ
てください。ユーチューブを開いて、ベルテンポ・池田さ
んと入れると出てきますよ。留守を守っている人で誰かパ
ソコンに詳しい人、いますか？」と伝えた。
奥様はすぐにあちこちへ電話。「ねえねえ、今、近くに
パソコンある？ ユーチューブってわかる？ ベルテン
ポ・池田って入れてみて」
電話口の向こうから、弾んだ声が聞こえてきた。
「出てきた、出てきた！ うわー、楽しそう。沖縄、天気
いいんだね。まだ暑いの？」
今、生きていること、生かされていることを確かめる６日
間の沖縄の旅が終わり、しばらくして、奥様からお礼の手
紙と写真アルバムが届いた。
アルバムに添えられた奥様からのメッセージ。

もしも天国というものが本当にあるなら、
そこはアリビラのようなところであってほしいと思います

ほとんど字を書くことが叶わないご主人からは、一言。

楽しかった

揺れる文字が心を込めて書かれていた。
翌年、天国へ旅立ったご主人は、今でも私の自宅の神棚の
中で微笑んでいる。
今日も私は声をかけてから、旅に出かける。
「天国はアリビラみたいなところですか？」（終わり）

ありがとうございます

はがき

今月発行が遅れた理由は、巻頭言の記事が書
けなかったことです。もう一つ気になる記事が
「
検索ジャック」に対
ありました。２月８日の『
抗 グーグル、表示順改良 低質サイトは下
位に』
。内容は、検索サイトのグーグルが、日
本語版の検索結果の表示順を決める基準を
７年ぶりに変更したというもの▼ことの発端
は、ＤｅＮＡ（
ディーエヌエー）
のキュレーション（
ま
とめ）
サイトが、本来グーグルが公開していな
い基準を予測して、自社の記事を上位に表示
を可能にさせていたことにありました。社名
を聞くとプロ野球の球団「
横浜ベイスターズ」
を連想しますが、１９９９年設立のＩＴベン
チャーの草分け的存在で、設立当初は「
ビッ
ターズ」
というオークションサイトを運営して
いました。その後、モバイル端末向けの事業が
成功し、現在ではプロ野球球団を所有するま
でに▼ＤｅＮＡで働く社員は優秀で難解な上
位表示の仕組みをみやぶり、意図的に検索サ
イトの表示順位を操っていたのです。確かに頭
がいいことは間違いないのですが、その使い方
が間違っていたと思います。グーグルのアルゴ
リズムをゲーム感覚で見破り、自分の都合よ
く上位表示を実現することに喜びを感じてい
た、ネットの向こうにいる人の喜びや悲しみな
ど知る由もなかったのでしょう▼ＩＴ企業の端
くれのわが社のモットーは「
人間くさいコミュニ
ケーション」
。同じく 年も経営をしていて、
あまり上手く行っている方ではありません▼
私が起業した当時、成功事例で南場智子会
長の話を何度も聞きましたが、今になって思
うとみんなウソのように思えます。私は真面
目に事業をしている会社や人が正しく評価さ
れるインターネットでありたいと思っています。
インターネットは人と会うための道具だと
思っています。
（
中島正雄）

編集後記

やさしくデジタル 2017年2月号

 17:30～千鳥ヶ淵で
桜を見ましょう！

LINEスタンプ好評発売中！

18:30～

20

 今年は靖国神社での花見はありませ
ん。

場所：神保町「多幸八」

 会費は5,000円（お食事・飲み物）

花見

▼PINS
▼田口泰充さま（神奈川県）

 どなたでも参加できます。

2017

3月24日（金）

▼宮川惠さま（神奈川県県横須賀市） ▼板東秀行さま（新潟市）

▼吉満正広さま（鹿児島市）

▼永塚守さま（茨城県古河市）

↑
岡野さん
大野さん
↓

