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【研究開発室】12日間で日本語が話せる岩崎メソッド

コンピュータとネットワークが社会の隅々にまで浸透した２１世紀の情報化
社会において、全ての市民が豊かな社会を享受できるためには、この二つの
技術を深く理解することが市民に求められます。先進国で小学校からのプロ
グラミング教育が始まったことは、このような社会的背景のもとに生まれた
ことだと思います。

しかし、日本ではプログラミング教育を特殊なものとして軽視し、プロ
フェッショナルの教育においてすら、基礎となる Computer Science の教育
を殆ど行なわないという特異な国です。2020年から小学校でプログラミング
教育を行なうことが決まりましたが、どのように教えたらよいのか、問題は
山積みです。

こうした日本の状況は、互いの間で共通の文化を共有し、その上で豊かなコ
ミュニケーションを行なうという効率的な村社会の構造から来たものだと思
います。

しかし、情報化の進展は同時に、異なる文化背景の人達と一緒に暮らす国際
化も進行させていきます。

コミュニケーションの在り方について、考え直す必要があります。

研究所の名前にある協創は、私が慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスで「現代
的教育ニーズ取組支援プログラム（現代GP)」の支援を受けて行った授業「コ
ラボレイティブマネジメント型情報教育」が終了後に、これを発展させて
行った授業名「協創型ソフトウェア開発」からとったものです。この授業が
「コラマネ」と略称されていたことから、研究所の略称を「コラクリ」とす
ることとし、英語の研究所名を”Research Institute of Collaborative and 
Creative Information Space”とすることにしました。

当面の研究内容は、プログラミング教育とともに、国際化にともなって必要
となる日本語教育、言語を介さずに行なえるコミュニケーションを対象とす
る芸術教育を扱うつもりです。この３つの教育のいずれにおいても日本では、
コミニケーションの表現であるシンボル表現と、シンボルが示す意味の関係
が粗略になり、伝達効率を重視してシンボル操作の技術教育に特化してし
まっているという問題が見られます。また、このように共通の性質を引出し
て物事の本質を見つけだす「抽象化」にも焦点をあてていきたいと思います。

研究は、面白いことでなければ意味がありませんが、それと同時に結果が社
会に還元されることが必要です。⾧期的な還元を目指す基礎研究も重要です
が、まずは日本の社会が必要とする情報化、国際化への対応という短期的な
課題を解決することを通じて、そこで必要となる基礎研究の方向性も見出し
ていきたいと考えています。皆様の御理解と御支援をお願いいたします。

協創型情報空間研究所 代表理事 大岩 元（慶應義塾大学 名誉教授）

NHKEテレ「使える! 伝わる
にほんご」 2014-2016年度
～日本語学習部分執筆・監修

未来をささえる日本語力
(ジャパニーズOK!)カナリア
書房 2007年

http://collacre.org/



その人の実力は友だちの数で決まる
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「その人の実力は友だちの数で決まる」と言っ
たのは「ハガキ道」の創始者・坂田道信さんであ
る。２００６年にコンピュータリブで社内向けの
講演をしていただいたときの話。ここでいう”友だ
ちの数”とは、Facebookの”友だち”とはちょっと
違って、実際に会って話したことのある人のこと
だ。坂田さんは、毎日、複写でハガキを３０枚書
き、年賀状は２万枚書くだけあって、全身から放
つオーラと話す言葉の一つ一つに重みがあった。
私はそれ以来、仕事でピンチが訪れると坂田さん
の言葉を思い出すようになっている。

講演の中で坂田さんは「日本人は古くから友だ
ちづくりは躾（しつけ）で残した」という。日本
人の躾の三原則は、一つ目は「あいさつ」、二つ
目は「返事」、そして三つ目は「はきものをそろ
える」という。昔は見合い結婚が多かったから、
見合いの相手が玄関で靴をそろえてぬいであった
らＯＫだった。はきものをそろえるということは、
約束を守るということ、そして財布の口が固いと
いうこと。今の人はどれもできないから、友だち
ができないのではないだろうか。親としてこの躾
を教えることができたら、親の役割は９割以上終
わったといわれた。

続けて坂田さんは「いくやお金があっても、友
だちは手に入らない」「お金で手に入らないもの
は、それを得意な友だちを知って入れば手に入
る」という。ポチッと押すだけでできる友だちは、
本当の友たちはではない。人付き合いが希薄なの
も、親の躾が原因なのかもしれない。これはなに
も若者だけに言える話ではない。

私は坂田さんの話から何を学んだのか。私は
「友だちに売る」ということを考えた。お客さま
とは末永くお付き合いしていきたいから、まず友
だちになってから商売を始めることにした。お客
さまの遠い近いに関係なく、まず会いに行く。仕
入先も同様の考えで、大事なお客さまへのサービ
スを見も知らない人（会社）に頼めなかった。

どんな商売もお客さまがいないと成り立たない。
お客さまには、一見（いちげん）さんと常連さん
がある。一見さんは、面識もなく初めて来てくれ
るお客さまのことで、まだ友だちの関係とはいえ
ない。常連さんは私たちのサービスなり商品を何
回も繰り返し買いに来てくれるお客さまのことで、
友だち関係といえる。友だちを増やすことができ
れば、商売を永く続けることができるのではない
かと考えた。

お客さまを飽きさせないで、また戻って来てく
れる工夫が必要である。目先の利益に走らずに、
どうすればお客さまにもっと喜んでもらえるかを
考える必要がある。選択肢が多様化した時代に選
ばれ続けるというのは、実に大変なことだ。

そこで重要なのは、お客さまの名簿だ。顧客名
簿とかアドレス帳とか連絡先ともいう。手帳の後
ろの付いている名前と住所と電話番号の基本的な
情報に、自分なりの情報を付け足した名簿が必要
だ。商売が上手く行かなくなりかけているときは、
名簿がきちんと整理されていない場合が多い。整
理されていない名刺が山積みになっていたり、あ
ちこちにいろんな名簿、会社用とか個人用とか
○○用などが散乱したり、出した郵便物が戻って
来たりするのがその兆しだ。お客さまは友だちな
ので、名簿は分けないで一つにするのががいい。

例えば、名簿にお客さまの会社の決算月が入っ
ていたらどうだろうか。名簿を決算月順に並べ替
えて、決算の３ヵ月前にお客さまが得をする提案
ができるかもしれない。名簿に誕生日が入ってい
たらどうだろうか。何気なく誕生日の前の日に会
いに行って、おめでとうを伝えらたよろこばれる
かもしれない。会社の設立記念日が入っていたら
どうだろうか。創業社⾧なら設立記念日を覚えて
いてくれいていたら、うれしいに決まっている。

私は⾧年使い続けていた名簿をインターネット
対応に新調した。これには少し勇気が必要だった。
名簿はインターネット上に、つまりクラウドに保
存することにした。そうすればいつでも、パソコ
ンでもスマホでも名簿を見ることができる。思い
ついたときすぐに、名簿をいろんな項目で並べ替
えて見ることができる。お客さまが喜びそうなこ
とが思い浮かぶ。一人のお客さまに思い浮かぶと
名簿にある前後の友だちにも連鎖してあの人も、
この人も、といういうように広がっていく。友だ
ちが喜ぶ顔を想像しながら、名簿を見るのは実に
楽しい。名簿は重要だ。

さて、去年の結婚記念日はどう過ごしたか覚え
ているだろうか、去年の誕生日のプレゼントを覚
えているだろうか、お客さまを喜ばすには、まず
は身内を喜ばすことができなくてはならないだろ
う。友だちが喜びそうなアイテムを思いついたと
きに、直ぐに名簿に入れておくのがよさそうだ。
今回は自分を戒めて書いた。 （文責:中島正雄）
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ポケコン（ポケットコンピュータ）

月 火 水 木 金 土 日

3/27 3/28 3/29 3/30 3/31 4/1
八戸MG

2
八戸MG

3 4 5 6
小川MG

7
小川MG

8
東京MG

9
東京MG

10
東京MG

11
東京MG

12 13 14 15
名古屋MG

16
名古屋MG

17
MT教室

18
MT教室

19 20 21 22
軽井沢MG

23
軽井沢MG

24 25 26 27 28 29 30

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11

東京MG
12

東京MG
13

東京MG
14

東京MG

15 16 17 18 19
九州シニア

20
九州シニア

21
九州シニア

22 23 24 25 26 27
びわこMG

28
びわこMG

29 30 31 6/1 6/2
MGシニア

6/3
MGシニア

6/4
MGシニア

詳しくは西研究所ホームページへ→ http://www.nishiken.jp/

2017年4月 ＭＧ研修スケジュール

2017年5月 ＭＧ研修スケジュール

企業方程式―利益拡大の
シミュレーション (1982年) 

西順一郎著
ソーテックス社

（残念ながら絶版）

最近の西順一郎先生（写真は橋本正人さん）

SHARP PC-1262・発売年月:1986年・定価:24,800円
CPU:8bit CMOS ESR-H(SC61860)
メモリ:RAM=10.4KB・ROM=40KB・モニタ:24桁×2行
寸法:幅135(mm)×高70(mm)×奥行9.5(mm)
重さ:85(g)・電源:電池CR-2032×2 実物大

135ｍｍ

70
ｍｍ
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西 順一郎（にし じゅんいちろう）
1937年⾧崎県平戸市生まれ。東京大学卒。三菱重工、
ソニー、日本総合研究所を経て株式会社西研究所・代
表取締役。1971年STRAC（戦略会計）開発、1976
年MG（マネジメント・ゲーム）開発、MX（マトリッ
クス）会計開発。「戦略会計入門（売上高は役に立た
ない）」「人事屋が書いた経理の本２」など著書多数
あり。現在もMG研修に日本全国を飛び回っている。
（題字は筆者）

②

科

学

の

発

見

西

順
一
郎

２０１６年の本を一冊挙げよと言われれば、
それはSTEVEN ワインバーグの『科学の発見』
であった。この本を買ったのは、九月のはじめ
であったか、いつもの近くの有隣堂に行くと、
まずＮＨＫのテキストブックのところへ行って、
次にカメラの雑誌を冷やかして、絶対欠かせな
いのは、科学の本の売り場、講談社のブルー
バックスに面白い本は出てないかなどを見る。
この日も、その売り場に行ったら、足元に『科
学の発見』が平積みしてあった。表紙の写真が
良い。パラパラと中をめくると、問題なくこれ
は買いだ。このところ、ずっと物理学の歴史の
本を追っかけていたので、この本は良さそう。

この本は、早く言うと二部構成になっていて、
前半分は古代・中世の古い科学の時代の解説、
後ろ半分になると、１６００年ごろの(日本でい
うと江戸時代以降)「科学革命」以降の話になる。

「コペルニクス的転回」で有名なコペルニク
スが、それまでの天動説から初めて地動説を唱
えたのは誰でも知っている有名な話である。し
かし、その理由はというと、太陽を中心に水金
地火木土の各惑星が回っているとした方が、日
食その他の計算がシンプルかつ正確だと言うこ
とだった。本当に見てきたわけではない。

本当にこの目で見て、やはりコペルニクスの
言うとおりだ、地動説が正しいとしたのは、こ
れまた有名なガリレオ・ガリレイである。

近世の数学者兼物理学者ガリレオは、１６０
９年ごろ、オランダのメガネ屋が、レンズを二
枚使って、「望遠鏡」と言うものを作ったらし
いといううわさを聞いて、即同様なものを何本
か作った。それでまず月を見て、次に木星を見
た。すると、木星の周りにはなんと四つも衛星
があって、正確にぐるぐる回っている。地球に
は衛星は一つしかないが。とすると、地球の周
りを万物が回るのでなく、太陽の周りを水金地
火木土は回っているわけだ。

この場合、決定的な役割を果たしたのは「望
遠鏡」という新しい道具の存在だ。

ガリレオからニュートンへ、アインシュタイ
ンへと力学・物理学・数学は進歩した、という
物理学の進展の歴史を読みながら、不思議なこ
とに、私の頭の中には、なんと戦略会計ＳＴＲ
ＡＣの企業方程式が連想されて仕方がない。

STRAC以前、昭和11年に、アメリカで直接原
価計算が誕生した。それまでは全部原価計算
（材料費・労務費・経費を原価の三要素とす
る）が常識だった。ところが昭和11年に、アメ
リカで、原価を変動・固定の二つに分け、管理
会計としてＳ－Ｖ－Ｆ（売上高、変動費、固定
費）が出てくると、ここに損益分岐点という新
概念が登場し、一世を風靡した。

STRACは、それをさらに進展させ、Ｓ（セー
ルス高）をＰとＱに分解し、変動費をＶとＱに
分解し、差額（付加価値）をＭとＱの合成値と
した。ここに会計は、初めて数量Ｑの概念を明
確に獲得したのである。

ＰＱ＝ＶＱ＋Ｆ＋Ｇという、だれにもわかり
やすい損益構造の公式はこうして誕生した。

戦略会計におけるポケコンの役割

戦略会計を開発する前、私は「経営分析」続
いて「管理会計」、利益管理に傾倒していた。
そのため、初期の戦略会計では、変動費をｖＰ
Ｑ、付加価値をｍＰＱと表現していた。ところ
が、昭和55年（１９８０）、シャープからポケ
コンが発売され、それでSTRACを入力してみる
と、答が違う。調べてみると、間違いは「率」
のところを通るときにおこっていた。そこでvP
をＶとし、mPをＭに変えることにした。

率をやめ、量のみにすることにより、「ＰＱ
＝ＶＱ＋Ｆ＋Ｇ」が完成し、キズ（瑕疵）が取
れた。私はこれに「企業方程式」という名前を
付けた。損益分岐点の公式も「ＭＱ＝Ｆ」と簡
明になり、何よりも「利益感度分析」が生まれ
た。易しくて、科学的、実利的、戦略的。この
利益感度を使って、厳しい企業間競争を乗り
切っている企業も何社か出てきている。

ガリレオの時は望遠鏡。ニュートンでは微積
分。戦略会計の完成ではポケコン、マトリック
ス会計の実用化ではＰＩＰＳ/マイツールつまり
コンピューターが決定的な道具であった。

（西 順一郎）
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ライムライン「3/12～14 高野山に行ってきました」

2日間部屋では
夜遅くまで交流会
をやりました。
（隣の部屋の外国
人から苦情、次回
は気を付けます）

ベルテンポ・トラベル社 http://beltempo-travel.biz/

左から大森さん、高萩さん、ガイドさん、菊池さん、小林さん

1月の焼津の新年会、2月は奄美大島、3月は高野山、そして五島列島に出
かけました。有名な観光地とは言えない場所ばかりですが、どこもインパ
クトは相当なものでした。高野山では清潔で快適な宿坊に泊まっている宿
泊客は外国人がほとんど。それもフランス人がナンバーワンです。視界に
入っている全員が外国人。若いお坊さんは普通にバイリンガルです。余計
なサービスをそぎ落とした宿坊は宿の最先端のサービスを提供しているの
かも知れません。空海をもっと勉強したくなりました。ガイドの安川さん
には大変お世話になりました。奄美では島唄を生で聴き、ハブのショーを
楽しみました。加計呂麻島も良かったです。1週間くらいゆっくりした
かったです。五島列島の教会群は世界遺産候補にもなっており、遠藤周作
の「沈黙」が映画化されて脚光を浴びています。私がお客様をご案内した
かった小値賀島（おぢかじま）は人口2500人の小さな島。コンビニもスー
パーもない島には、島を愛する島民のひとりひとりが温かくもてなしてく
れました。小値賀の魚は本当に美味しかったです。ベルテンポでは、定番
と言われる観光地はもちろんのこと、これからも「おー、そこを企画しま
すか?」とおっしゃって頂けるような、そんな穴場をプランして参ります。

最近の高萩 徳宗（たかはぎ のりとし）さん

高野山ツアー２日目。昨日とはうってかわって雨。
今回の高野山で一番やりたかった、葉先が３つに
分かれている松の葉拾いでした。空海が中国の浜
から投げた三鈷という金属が、和歌山の山の中の
この松に刺さっていたというお話、だからこの松
の葉先は３つに分かれている。その松を持ってい
れば、、、まだ欲が尽きない。また行かないと
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ひきこもりにも旅を（１）・ 高萩徳宗
私はカウンセラーではないが、ひきこもりの相談

をよく受ける。
15年前に会社を設立した時は、ひきこもりなん

て言葉はなかった、ような気がする。ひきこもりが
なかったのではなく、そんな定義がなかっただけか
もしれないが。

「うちの子が学校に行かないんです」
「会社を辞めてから、ずっとうちにいるんです」

繰り返すが、私は臨床心理士でもなければ医者で
もないので、できる助言はただひとつ。
「本人が行きたいというのであれば、旅行にご一緒
してみますか?」
そう、私にできることは「旅行」を通じて、本人の
心の扉が開くのを待つだけなのだ。

四国に住むＩさんからの相談も息子さんのこと
だった。
「息子が学校でいじめられて、家にひきこもってい
る。ほとんど部屋から出てこない。カウンセラーの
方が一生懸命対応してくれるのだけど、進展がない。
そんな時、ベルテンポさんという会社を見つけて、
ここなら何か解決のヒントがあるかもと思ったんで
す」

私は話を聴いて、ホノルルマラソンへの参加をす
すめてみた。このイベントを選んだ根拠は何もない
が、ひとつの切り口になる可能性を感じていた。

Ｉさんは、まさかホノルルマラソンを提案される
などと思っていなかったようだが、「息子に話して
みると、意外にも『興味がある』との返事だった」
そう。それで、気が変わらないうちにと、すぐに親
子ふたりでの参加を決めた。この行動力は称賛に値
する。

ホノルルマラソンへの参加エントリーも済み、旅
行費用の支払いも済み、あとは出発だけとなった旅
行前日、私の携帯電話が鳴った。前日の夜にかかっ
てくる電話で良い知らせなど、今まであったためし
がない。案の定、電話の向こうでＩさんが泣いてい
る。
「息子が『やっぱりハワイには行けない』と言うん
です。『知らない人と一緒は無理だ』と。ギリギリ
まで説得したのですが、もう時間切れですね。あき
らめました」

最初から一抹の不安はあった。仕方がない。旅行
は首根っこをつかんで連れていくような性質のもの
ではない。

ところが、Ｉさんが続けた言葉に驚いた。
「私、ひとりでも行こうと思うんです。いいですよ
ね、私だけでも。この際だから、ホノルルマラソン、
私ひとりで走ります」

意外な展開だったが、私は「それもアリですね。
賛成です」と答えて、成田空港で合流することに
なった。

「松山から成田までは、泣きっぱなしでした」
ホノルルに着き、何か憑きものが落ちたかのよう

にさっぱりした顔でＩさんは笑った。息子さんがい
ないハワイはちょっと寂しい気もしたが、青空の下、
ビーチで遊び、お酒を飲み、買い物を楽しみ、しっ
かりとマラソンを完走してＩさんは帰路についた。

帰国後、Ｉさんから、さらに驚くべき報告を聞か
されることになった。

「息子が『卒業式に出る』と言い出したんです」
家からほとんど出ることがなかった息子さんが、

何を思い、どうして学校に行こうと決心したのか。
Ｉさんからの報告を聞くと、帰国した母親のさっぱ
りと晴れやかな顔を見て、息子さんはこんなことを
言ってくれたらしい。
「自分の時間もプライベートも、すべてを投げ出し
て、いつも１００パーセントのエネルギーを自分に
向けてくれているお母さんには感謝しているのだけ
ど、自分はいいから、お母さんはお母さんの人生を
生きてほしい」

学校に行けない状態になってからは、こう着状態
になってしまい、母の顔からは笑顔が消え、息が詰
まるような「学校に行こう」「行かない」の狭い議
論の応酬が続いていたようだ。息子さんからすると、
一週間、親と離れて過ごす時間を得て、いろいろな
ことを考えたのだろう。そして、久しぶりに見る母
親の表情は、明らかにホノルルマラソンに出かける
前とは違っていた。

Ｉさん親子にしてみれば、離れて初めて見えた世
界があった。もうそれで十分だ。（つづく）
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LINEスタンプ好評発売中!

▼永塚守さま（茨城県古河市） ▼宮川惠さま（神奈川県県横須賀市）
はがき ありがとうございます

桜はまだでしたが、お花見やりました。
3月24日（金）18:30～場所:神保町「多幸八」

焼津の黒はんぺんの丸又の鈴木さんから、黒
はんぺんと練り製品の差入れがありました。すると、
多幸八の若親方が、初挑戦で静岡おでんと初鰹を用
意してくれました。粋ですよね～

お花見2017お陰様で今年も無事に終了しました。
なんと私も含め５名も参加者がいました。５年前は、
櫻井さん（写真いちばん右）と６人前のカモを二人
で食べたこともありました（Facebookでは６人予
約があったのに、実際に来たのは２人でした）。開
花宣言があった桜は実際はまだまだでした。毎年の
ことながら、ただただ酒を呑むだけの会です。また
来年もやります!男だけでむさ苦しい絵で勘弁して
下さい。（左から加藤さん、創太、菊池さん、櫻井
さん、ありがとうございました）

春ですね。私事ですが、わが家の⾧男が無事（４年間で）大学を卒業し社会人になりました。
勤務地は銀座三丁目▼私が社会人になったとき父はすでに他界していたので、こんなとき父
として息子とどう向き合えばいいのかと少し考えてしまいました。結局、入社式の日まで何
も出来ないまま、いつも通りに時間は過ぎていきました。社会人初日、会社から帰ってきた
⾧男に「どうだった?」ときくと、「５月に会社のゴルフコンペに出なければいけない」と
いう。なんだ、こっちが何もしなくても面白くなってきそうではないか▼わが家の末っ子の
三男も高校生になりました。こちらは親として三回目慣れたもの。余裕で春休みを過ごして
いると、制服の締め切り後に学ランの色が違うことが判明。お店に行ってゴリ押しでお願い
し、なんとかセーフ▼それぞれに新しい生活のじまりに備え買い物に出かけました。何を
買ったかというと、スマートフォンを新調したのでした。小さなわが家の中でも大事なモノ
の優先順位は変わってきているんだな～と思いました。まず準備したのはそれぞれの最高の
インターネット環境でした▼私は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。
新しい世界で友だちを沢山作って欲しいな～ポチッとでなくてね。これで私の親としての役
割の９割は終わったといえるでしょうか▼西先生、高萩さん忙しいところ原稿をありがとう
ございました。今月号も面白いです。それではやさしくデジタル!（中島正雄）

黒はんぺん


