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吉田稔美ギャラリー

2014年の年末、吉田稔美さんにコンピュータリブ社の経営理念をイラストにしていた
だきました。吉田さんは私の要望にいつも丁寧に対応してくれます。
イラストのイメージを文字でメールでお伝えします。すると、色の入っていないラフ
（下絵）が届きます。この段階でほとんど直すことはありません。そして、色が入って
完成品が届きます。毎月、吉田ワールドが楽しみです。
吉田 稔美（よしだ としみ、1961年－）はイラストレーター、絵本作家。兵庫県西脇
市出身。大阪芸術大学卒業。作品の『ピープ・ショーの部屋』は月光荘ムーンライト
賞受賞、絵本作品の『Never Girls』はボローニャ国際絵本原画展に入選している。

ライムライン

サポートに来訪してくれたセールスフォース・ドットコム社の
西浦さんと永野さん
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タイ在住でタイで会社を経営している小・中学校の同級生の高
岡英樹くんが来日したので、元SFC大岩教授と飯箸先生と村重
さんと懇談会をしました。その先にビジネスはあるのか！

人間くさいコミュニケーション
起業して５年が経ったころの年末に、勉強仲間

インターネットやパソコンなどのＩＴは、もは

のお節介な友だちが「企業理念を作った方がいい

や欠かすことができない仕事の道具だ。創業以来

よ」と会社に押し掛けてきた。彼のあまりの勢い

私たちは、お客さまが仕事でインターネットを使

に押し切られ、私たちは正月明けでまだお客さま

うとき、電子メールやホームページ、パソコンの

が動き出さない静かなときを狙って、経営理念を

操作などで困っていることがないか問題を聞き出

作る作業をすることにした。

し、それを解決したり作業の代行で、今日まで

作業は彼のリードで始まった。自分の心の中に
ある仕事に対する思いや夢を、片っ端から付箋
（ポストイット）に書き出してホワイトボードに
貼っていく。ある程度付箋が貼り出されると、同

やって来た。私たちのお客さまは生身の人間で、
お客さまと直接話すことができる。取扱商品はＩ
Ｔ関係だけれど、やっていることは間違いなく人
間関係で成り立っている。

じような意味合いの付箋を集めてグループにまと

私は「人間くさい」というフレーズには”お節介

め、そのグループにタイトルをつける。自分の心

な人”をイメージしている。例えば、用もないのに

の中で思っているうちは妄想で、言葉に書き出し

来たり、いつも自分のことより他人のことを考え

て他人に伝えられるようになってはじめて自分の

ていたり、頼まれないのに先回りしてやって失敗

思いは現実に向かっていくのだと諭されながら、

したりする人。”余計なお世話だ”と言いたくなる

その作業を２日かけて、何回も何回も繰り返し

ような、昔のテレビの青春ドラマに出てきた中村

やった。

雅俊のような、現代人が忘れかけている面倒見の

付箋は増えたり減ったりした。どうどうめぐり

いい人である。

のやりと取りに「こんな作業に何の意味があるの

「人工知能（ＡＩ）vs人間」の戦いがあちこち

か」と途中で喧嘩になりそうなこともあった。３

で起こっている。私は朝日新聞１月10日の天声人

日目、１月６日、彼の辛抱強いリードのおかげで、

語の中の通訳袖川裕美（そでかわひろみ）さん

私の心の中から捻り出したフレーズがつなぎ合わ

（59）の記事に励まされた。『「話すこと聞くこ

さり、なんとか経営理念が出来上がった。

とは本能的で瞬発的な営み」。例えるならスケー
トに近いという。３回転半ジャンプが決まる日も

あれば、いきなり尻もちの日もある。人工知能が
出来上がったばかりの文章は、自分の言葉では

様々な領域を脅かしつつあるが、「人類滅亡の日

ないような気がしてちょっと恥ずかしい感じもし

まで通訳の職は消えません」』とあった。世間に

たが、今では人前で自信を持って言うことが出来

こうした人間くさい営みがある限り、私たちは私

る。仕事でつまづいたり、上手く行かなかったこ

たちの仕事で誰かの役に立つことが出来る。私た

とがあると、この経営理念に帰り、フレーズを思

ちは「人間くさい」をもっと磨いて行きたい。

い出し心を整えることが出来るようにもなってい

（文責：中島正雄）

る。
中でも気に入っているのは「人間くさい」とい
うフレーズ。よくもこんな言葉が出たと思う。コ
ンピュータリブ社は社名からもわかるように、業
種でいうと情報サービス業でいわゆるＩＴ業界、
つまるところデジタルである。デジタルときくと、
なんだか得体の知れない冷たい感じがするが、
日々の仕事は全くその逆で極めてアナログだと私
は思っている。

イラスト：吉田稔美
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西研東京ＭＧの様子

※写真はFacebookより掲載

本日の朝講義も全開の笑顔です。

5月東京MGことがら表彰。
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私が初めてコンピューターに触ったのは、
昭和46年（１９７１）四月一日のことである。
昭和44年七月ごろ、当時ソニーの新入社員教
育に「ＫＪ法」を入れるべく、日本生産性本
部の友安一夫先生をお呼びした。そのとき、
友安先生から「西君、企業はモチベーション
ばかりじゃないよ、もう一つ『意思決定』と
いう軸がある」と言われた。
当時すでにモチベーションについては、誰
にも負けないという自負心のあった私は、(よ
し、そうだったら、これからはＭにかわって、
ＤＭ意思決定をやってみよう)と強く思った。
ＤＭをやるには、本社勤労部のような間接
部門では仕方がない。現場に出るよりないと
思って、同じ本社の四階にあった製造四課を
訪ねて、浮島課長にお願いした。
「僕を、こちらの原価係長に取ってくれませ
んか？」「いいよ!」

④
私
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
西
順
一
郎

これは、当時の常識である「電卓」でやっ
ていたら、大変な単純作業になる。今でこそ、
パソコンがあり、EXCELもマイツールもある
今日では、まことに何でもないありふれた作
業なのだが、当時、昭和40年代、パソコン出
現前は、大変な作業、単純作業だったのであ
る。
当時は、本社の電算室からひと月遅れの、
しかも全部原価（ＦＣ）の実績原価報告が、
我々製造現場にも配布されていた。「三日遅
れの古新聞♪」という歌があるように、もう
生産の済んだ頃に持ってこられても使いよう
がないのである。
幸い、私が作ったラインごとの「付加価値
達成グラフ」は、山田課長からも褒められた。
ソニー初めての付加価値会計（ＤＣ）であっ
た。

こんなに良いものは、みんなに広げなけれ
ばならない。次に取り組んだのは、各ライン
「ただし、僕は原価はやりませんよ、付加価
の庶務の女の子が苦労していた「工数集計」
値しかやりません」「いいよ!」
だった。製造番号ごとに投入工数を集計する
ソニーには、この私も含めて変人が多いが、 工数集計の機械化は、庶務の女の子を大いに
楽にした。アウトプットの間違いは、課の古
この浮島さんもミツミのモーター部長から来
株の管理職にチェックしてもらった。
ただけあって、変人度は人後に落ちない。
◆

庶務の女の子の次は、各ラインに数名ずつ
いる修理マンの男の子たちである。この男の
子たちを刺激して、伸びそうな人間を伸ばす
ことにした。

幸運なことに、事業部に出ると間もなく、
否応なくコンピューターをやらざるを得ない
立場に追い込まれた。それまで何の知識もな
こうして、全事業部内で、伸びそうな知的
く、興味もなかったが、なにしろ誰かがやら
ないと、ＰＡＣ生産性の計測ができなくなる。 ワーカーの卵たちを発見しては、次々にコン
ピューターの洗礼を施して行ったのである。
やむを得ず、現場に出たばかりで定位置の
こうした所属にかかわらない知的ワーカーの
ない自分がやるしかないと、コンピューター
育成は、非公式に「西スクール」と呼ばれた。
室に行ってみた。(ソニーには、いわゆる事務 ミーティングはなかった。あったのは、年一
用大型コンピューターと、もう一つ、開発屋
回の忘年会ぐらいのものだった。ＭＧを作る
が勝手に使える技術計算用コンピューター
五年ほど前の話である。■
IBM1130があった。) 自分がやるのは事務
※写真はFacebookより掲載
計算ではない、経営計算だ、誰かに文句を言
われたらそう申し開きしようと内心思ってい
た。
いざやってみると、コンピューターほど良
いものはなかった。人間にとって、単純計
算・単純作業ほど、非人間的なものはない。
しかも、そんな仕事ほど、コンピューターに
はぴったりな作業なのである。
最初、ＰＡＣのプログラムを視覚的なデザ
インに直す仕事を済ませてから、二番目に取
り組んだのは、台数Ｑに付加価値Ｍを掛け算
して、ＭＱの累積計算を一か月間のラインご
との付加価値達成額をグラフにする、今でい
う「日次決算表」である。

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。
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YouTubeチャンネル活用事例「サービスの本質塾」ビデオ大木

ここを「１００」にしたい！↓

これはもちろん主宰 高萩さんのご人脈によるものですが、実は
このYouTubeチャンネル登録作業はとてもハードルが高い。
私も作成したチャンネルでチャンネル登録をお願いしたことが何
度もありましたが、私の人徳のなさでほぼ増えたことはありませ
ん。
この「チャンネル登録」はYouTubeにおけるいいねボタ
ンのようなもので、アップデートがあると更新情報が飛びます。
その更新情報もOFFにできます。
別に登録しても爆発するわけじゃなく、Googleアカウントを
持ってれば誰でも登録できますし、個人情報がさらされることは
ありません。（但し、ご自身でYouTubeチャンネルをお持ちの
方は、登録したよ という情報がチャンネル管理者へ通知されま
す）
つまり、公開３日で登録者数が増えたということは、「せっかく
面白いチャンネルを公開されたなら、ご祝儀でいいねしてあげよ
う」というある種の拍手機能をご理解されたウェブリテラシーの
高い、質の良いファンが周りにいることを意味します。
YouTubeはこれを各チャンネルへの評価軸にしていて、登録者
数の数に応じて、拡張機能が使えたり、YouTubeスペース東京
の特典を利用できたり、時には「ここに広告出しませんか？」と
直接営業の電話がかかってくるらしいです。
ユーチューバーなどという若者の憧れ像以上に、今後YouTube
での表現はより深くビジネスレベルに上がってくるでしょう。
今までHP、Facebookでの活動に限界を感じた方が動画でできる
ことを探るフェーズに入っています。
その際「チャンネル登録をお願いします！」という依頼があれば、
是非気軽な気持ちで登録してあげてください。
動画を仕事にしてる者からの心からのお願いです。
O .Ｗ. ガレージ 大木貴博氏
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嫌な顔をしないスイス・ 高萩徳宗（たかはぎ

のりとし）

旅行中、車椅子を使っているお客様とご一緒
文化の違いなのかもしれないが、スイスでは、
していると、どんなに細かな準備をしていても、 鉄道や航空会社の窓口に長い行列ができていて
都合の悪いことが起きる。
も、皆がじっと待っている。それぞれが後ろの
行列など気にせず自己主張するし、係員もじっ
スイス・ツェルマットのホテルでは、予約し
くりその話を聴く。次の人は自分の番が来たら、
ていた部屋のバスルームの幅が狭く、車椅子で
後ろの人のことなど気にせずに自己主張する。
は使えない。事前にさんざん確認しているのだ
真剣に話を聴いている係員は、お客様の話が
が、現地に行ってみると、このようなことが
終わったら、自分の考えやルールを
けっこうな確率であるのだ。
「お客様が納得するまで」じっくりと何度でも
ホテルの女性マネージャーに話をすると、す
説明する。ここが大切で、「お客様が納得する
ぐに他のタイプの部屋を見せてくれた。実質的
まで」説明は続く。ここが日本と違う。
にアップグレードになったのだが、差額は請求
されなかった。お礼を言うと、「私たちは最善
日本のおもてなし的サービスでは、腰を曲げ
を尽くすだけよ」と、さらりと言う。
て頭を下げているのだが、「お客様の話をじっ
くり聴く」「お客様が納得するまでキチンと話
スイスでは氷河急行でもトラブルがあった。
をする」ことは明らかに不足している。相手が
日本出発前に列車を予約した際、歩行できない
納得していないのに、愛想良くその場を取り
お客様が車椅子を使うことを連絡しておいたの
繕ってまとめてしまうケースが多いように感じ
だが、実際に手配されていたのは一般の座席
られる。十分に納得していないから、あとで本
だった。車椅子ではその席までたどり着くこと
社に電話がかかってきたり、お客様相談室に駆
もできない。
け込まれたりするのではないか。
ホームにいた車掌に状況を伝えると、彼は表
どうだろう？ 納得感のない謝罪を受けたこ
情ひとつ変えず、別の座席を手配し、窓口へ連
とはないだろうか。
絡。車椅子を置けるように元の座席を取り外す
メンテナンス技術者への連絡を10分ほどの間に
形式的に謝ったり、頭を下げたりするのが仕
テキパキ済ませた。
事ではないと、スイスの行列を見ながら思う。
笑顔など見せない。お詫びなど絶対にしない。 「文化の違い」だけで片付けるのは惜しくはな
そう、これがスイス式。余計なお愛想は言わな
いか。日本も学べることがあるはずだ。
いけれど、絶対に嫌な顔をしない。私たちが主
世界に誇れるサービスを提供していると自覚
張していることを根気強く聴き、最善を尽くす。 を持つ日本人も、慇懃無礼ではない
お客様とサービス提供者との本来のパート
「最善を尽くす」スイスから学び、さらにサー
ナーシップを見る思いがした。
ビスを向上させていけるのではないだろうか。
日本で障害がある人への配慮をお願いすると、
慇懃無礼に断られることが多々ある。言葉は丁
寧なのだけれど、行動する意志はまったく感じ
られない。当たり障りないよう、体よく断るの
だ。
会社を創って15年。何百回、いや何千回と露
骨に嫌な顔をされたり、慇懃無礼に断られたり
してきた。
日本のサービスは素晴らしい。おもてなしは
世界に誇れる。私もそう思う。ただし、その理
念は障害の有無や年齢に関係なく、基本的に機
会均等であるべきだ。

「いい旅のススメ。」高萩徳宗 (著)エイチエス▼

ベルテンポ・トラベル社
http://beltempo-travel.biz/
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▼永塚守さま（茨城県古河市）

ハガキ
ありがとうございます

LINEスタンプ好評発売中！

▼宮川惠さま（神奈川県県横須賀市）

第5回ピンズ展

開催のお知らせ

みなさまのおかげでピンズ展は５年目の夏を迎えます。ありがとうございます。会場は人気の湘南平塚のフランス料
理レストラン「HxM アッシュエム」（※ミシュランガイドに掲載）です。平塚在住のディズニーピンズコレクターの
小宮元宏氏のコレクション、そして、みなさまからいただきましたピンズを展示いたします。開催を記念してパー
ティーをいたします。アッシュエムのお料理をお楽しみながら、ピンズ展をぜひ見に来てください。

期間

2017年７月5日（水）～
フランス料理レストラン

場所

7月3１日（月）※湘南ひらつか七夕まつり 7/7 ～ 7/9

HxM（ メゾンド・アッシュエム

http://b-h-m.com/ ）

神奈川県平塚市夕陽ヶ丘３−５ ( 平塚駅南口徒歩6分 ）TEL. 0463-27-2171
※レストラン営業中の展示です。お料理を楽しみながらご覧ください。※人気店のため満席のときがあります。事前の予約がおすすめ
です。※定休日や貸切イベントがありますので、事前にお確かめください。定休日：火曜日（予約状況により変更あり）ランチ
11:30～13:45（L.O.）15:00（Close）ディナー 18:00～21:00（L.O.）23:00（Close）

♪レセプションパーティーのお知らせ♪

▼地図

開催を記念して貸切でパーティーをいたします。
いろいろ楽しい企画を用意しています。

開催日：7月15日（土）18:00～22:00
会費：4,500円 お料理＋２ドリンク

秦万里子さんミニコンサート
18:30～19:00
藤沢鵠沼在住のピアニストで
ミュージシャン～あのNHK「歌う
コンシェルジュ」でおなじみ

編集後記

やさしくデジタル 2017年5月号

もう６月半ばというのに５月号です▼なぜかＮＨＫの朝ドラ（連続テレビ小説）を見
るようになっています。今回の「ひよっこ」の時代背景は昭和40年ごろ、そう私が生
まれた年であります。私の記憶には無い、父と母が結婚したころの生活、娯楽だった
り、着ている服だったり音楽、コロッケの値段なんかを見て胸がジーンとします▼表
紙の絵はテッド・ネルソン氏の1974年の論文の表紙の手のグーの絵がモチーフです。
本人が描いたって言っていました。私はこの絵に一目惚れでした。よく「このグーは
どんな意味があるの」と聞かれると、「赤ちゃんは生まれてくるとき手をグーに握っ
て生まれてくる。そのグーの中には使えば使うほど増える力があるんだ。その力は元
気と勇気」。どういい話でしょ。さだまさしさんのコンサートで聞いた話です▼今月
も最後まで読んでいただきありがとうございます。やさしくデジタル！（中島正雄）

