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『〈インターネット〉の次に来るもの』を読んで。

やさしくデジタル 2017年7月号

新しビジネスモデルを探している。最近ネットでは私の好

みを先回した情報ばかり並べられ、こういうときは面白くな

い。そんなときは街の本屋に行くことにしている。ありがた

いことに、気になる本を見つけることができた。黄色くて分

厚い本、帯に「WIRED創刊編集長による最新刊！」とある。

１９９６年にアメリカの本屋で、コンピュータ月刊誌の棚に

あったWIREDを私は見た。WIREDはその棚の中で異彩を

放っていた。デザイン、ロゴ、色使い、雑誌の中身は新しい

ことが書かれているに違いないと思った。次の日も本屋に行

くと、黄色い分厚い本がどうしても目に入って来る。これは

買うしかなかった。パソコンからインターネット、そしてク

ラウド、ＡＩ（人工知能）への流れが、わかりやすく、著者

のケヴィン・ケリー氏の経験談もあり、また、テッド・ネル

ソン氏とのエピソードなどもあり、そうだ、そうなんだとう

なづきなら楽しく読めた。読み終えてみて、本はマーカーペ

ンだらけに、そして、この本から私は元気と勇気をもらった。

以下に、私がマーカーを引いたところを引用して紹介し、確

実に来る未来に一緒にわくわくしてみたいと思った。

まずは私が一番面白いと思ったフレーズから紹介

『テッククランチ誌の記者が最近、「世界最大のタクシー会

社ウーバーは車を１台も持っていない。フェイスブックは世

界で最も人気のあるメディアの所有者だが、コンテンツは一

つも作っていない。アリババは最も市場価格の高い小売業だ

が、倉庫は持っていない。エアビーアンドビーは世界最大の

宿泊施設提供会社だが、不動産は何も持っていない。なかな

か興味深いことが起きている」と書いていた。

実際にはデジタルメディアにも同じような現象が起きてい

る。ネットフリックスは世界最大の映像提供会社だが、映画

を所有することなく観客にそれを見せている。スポティファ

イは最大の音楽ストリーミング会社だが、音楽は何も所有し

ていないのに、どんな曲でも聴かせてくれる。アマゾンのキ

ンドル・アンリミテッドは80万冊の本が読み放題だが、本は

所有していないし、プレイステーション・ナウはゲームを購

入しなくても遊べる。利用するものを所有する、ということ

が年々少なくなっていく。 所有することは昔ほど重要では

なくなっている。その一方でアクセスすることは、かつてな

いほど重要になってきている。』

クラウドについての引用

『現在あなたが使っているウェブやスマートフォンの機能の

ほとんどは、クラウド・コンピューティングによるものだ。

目には見えなくても、クラウドがわれわれのデジタル生活を

動かしている。

クラウドはいまのところ、ほとんどが商業的なものだ。

グーグルやフェイスブックは社内で大規模なクラウドを運営

している。われわれはいつもクラウドへと帰っていくが、そ

れは自分自身より信頼できるからだ。

クラウドとはまさに「バックアップ」なのだ。それはわれ

われの人生のバックアップでもある。』

ＡＩについての引用

『私の予想では、２０２６年までにグーグルの主力プロダ

クトは検索ではなくＡＩになるはずだ。

このクラウドベースのＡＩは、われわれの生活に深く関わ

るものになっていくだろう。

グーグルのクラウドＡＩは視覚的知能を急速に成長させて

いる。私のような一般人がアップした何十億枚ものスナップ

写真から、そこに写っているものをすべて認識して覚えてい

る能力は、単純に驚愕するしかない。』

ウェブについての引用

『ウェブは１９８０年代に流行ったサイバースペースのよう

に出向くべき場所というより、あなたの存在そのものに近い

ものになる。２０５０年にはわれわれにとってウェブは、常

時存在している会話の一種のようなものになるだろう。

あなたが朝起きた瞬間から、ウェブはあなたの意図を読み

取ろうとする。いつもの予定が記録されているので、ウェブ

はあらかじめ、あなたがある行動を起こすのに先駆けて、尋

ねる前からその答えを送って来る。会議の始まる前には必要

なファイルを送ってきてくれるし、友人とどこに昼食に行っ

たらいいのか提言するために、その日の天気やあなたのいる

場所、今週食べたもの、この前その友人と食べたものなど、

その他あなたが考えそうなさまざまな要素を考慮してくれる。

ウェブと会話もできる。スマートフォンに溜めた友人の写真

をめくっていくのではなく、ウェブに友人のことを尋ねる。

ウェブはあなたが見たい写真を予想し、反応を観察しながら、

もっと多くの写真や違う友人の写真を見せたり、次の会合が

始まりそうだとか、メールを２通読んだ方がいいと知らせた

りしてくれる。』

先回りされていく未来

『近未来の私の１日は、いつもこんな感じで始まる──台所

にトースターより小さな錠剤製造マシンがある。それには10

ほどの小さな瓶が装備されていて、事前に処方された薬やサ

プリが粉状になって入っている。毎日このマシンがそれらを

正しい割合で調合し、パーソナライズされた錠剤を一つ（あ

るいは二つ）作ってくれるのでそれを飲む。日中には私の体

の各器官がウェアラブル・センサーでトラッキングされるこ

とで薬の効果が１時間ごとに計測され、クラウドに送られて

分析される。翌日の薬の量は過去24時間のデータから調整さ

れて、パーソナライズされた新しい錠剤が作られる。これが

毎日続く。

コンピューターはこれまでずっと、われわれの方へと歩み

寄ってきた。最初のコンピューターは遠くにある空調の効い

た地下室にある存在で、次には近くの小部屋にやってきて、

そしてわれわれの机にすり寄ってその上に鎮座し、そして膝

の上へと飛び乗り、最近になってポケットの中に入り込んだ。

明らかに次の段階では、コンピューターはわれわれの皮膚の

上に乗る。われわれはそれをウェアラブルと呼んでいる。』

２００２年、イラストレータの故・鴨沢祐仁氏にコン

ピュータのイラストを描いてもらったことがあった。出来上

がってきたイラストにはコンピュータではなくロボットが描

かれていた。私は「コンピュータはどこにあるのですか？」

と聞くと、鴨沢さんは「このロボットがコンピュータです」

と言ったのを思い出した。（文責：中島正雄）

鴨沢祐仁氏のイラストは、
http://www.computerlib.jp/gallery よりご覧いただけます。
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第5回ひらつかピンズ展に展示したＰＩＮＳたち

星澤先生にいただいたピンズを中心に、日本のバスケットボール関係のピンズを集めました。
星澤先生は県立金沢総合高校で日本一に４回導いた方です。羽田ヴィッキーズのヘッドコーチもしていました。

私のピンズの師匠である故・板谷金吉さんが作製したピン
ズ。板谷さんが最期に作ったピンズはスカイツリーでした

平塚在住のディズニーピンズコレクター小宮さんのコレ
クションです。今年は記念ピンズを集めました。

『バスケットボールピンズ』

星澤先生からいただいた
ピンズ

『板谷金吉メモリアルピンズ』 『小宮さんのディズニーピンズコレクション』

『マイトレードピンズ（１）』 『マイトレードピンズ（２）』

全国のみなさんから届けられたピンズたちです。いろい
ろあります。一つ一つにストーリーがあります。

みなさんからのピンズが２フレームに。飛行機、船、く
まモン、空海などなどが一つのフレーム収まり見事です。

『クリスマスピンズ』＆『アートピンズ』 『タンタンピンズ』

赤・白・緑のクリスマスピンズは紺ブレの襟に最高。
アートピンズは草間彌生さんのピーマンが人気。

ベルギーの漫画家・エルジェによって描かれた漫画。私
のお気に入りは赤と白のタンタンのロケットピンズです。
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第５回ひらつかピンズ展ありがとうございました

７月１５日には、レセプションパーティーを開催しました。お蔭さまで第５回ピンズ展の最終日です。相山
さん、アッシュエムのみなさま、ありがとうございました。また、ピンズを見にアッシュエムに来ていただ
いた方、ありがとうございます。相山さんからお聞きしています。期間中にパーティーもやりました。なん
と４７人も来てくれました。ピアニストの秦さん、バイオリニスト＆オーボエ奏者の磯崎さん、フルート奏
者でSFC教授の大岩先生、ミス七夕のしおりちゃんは可愛かたな～なんと、高校バスケで公立高校を４回も日
本一に導いた星澤先生が来てくれました。女性は美人ばかりたくさん来ました。ピンズも沢山いただきまし
た。ピンズたちもよろこんでいると思います。また来年やってもいいかな～感謝、感謝、感謝です。

今年もアッシュ×エムさんで開催できました レセプションパーテーの会場風景

手塚シェフとシェフが作るおいしい料理です ミニコンサートをしてくれた秦万里子さんと
ディズニーピンズコレクターの小宮さん
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ピンズにガチャガチャはつきものですよね～

ＳＦＣ大岩元名誉教授のフルート演奏。
コンピュータサイエンスの教授です。

地元の友だち磯崎さんの奥様のオーボエ演奏。
お酒にオーボエの音色がとてもよかったです。

最終日に来てくれた、地元の田村さんと
棚瀬さんご夫妻です。

なんと小学校の幼馴染のみっくんと毎回来てくれ
る伊藤さん。みっくんにマン島レースの貴重なピ

ンズをいただきました。

パーティーを支えてくれたアッシュ
×エムのスタッフのみなさまです。
感謝、感謝、感謝です。

美人とのツーショットは誰でも
こんな顔になりますよね秋庭さん！

東京から仕事でお世話になっている
戸叶さんと鎌田さんも来てくれました。

今年のミス七夕の
斉藤栞さんも来てく

れました。

バスケットボール界で知
らない人はいない、星澤
先生とあんたかさんも来

てくれました。
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「ドーソンシティと宿根木」・ 高萩徳宗（たかはぎ のりとし）

輝いている街を紹介したい。

カナダのユーコン州にドーソンシティという小さ

な町がある。人口は１２００人。小さな町だが、過

疎でもなければ人々が疲弊しているわけでもない。

街は輝いているのだ。

ひとつめの輝き。それは、ゴールドラッシュ時代

に、人口が４万人を超えた頃の賑わいを再現した町

並み。19世紀の西部劇の時代に迷い込んだかのよう

な町並みに、人々が誇りを持って住んでいるのだ。

夏はアウトドアリゾートの聖地として、アメリカだ

けでなくヨーロッパからも観光客がやって来る。夏

場、州都ホワイトホースにはヨーロッパからの

チャーター便が続々と飛んで来るそうだ。

ふたつめの輝きは、犬ぞりレース。冬はマイナス

30度にもなるドーソンシティだが、世界最大級のイ

ベント、犬ぞりレース「ユーコンクエスト」の中継

地点として賑わうのだ。アラスカのフェアバンクス

からドーソンシティを経由してホワイトホースをつ

なぎ、走行距離１６００キロにも及ぶレース。東京

から鹿児島よりも長いコースを極寒の中、犬ぞりで

駆け抜けるというとんでもないレースを観に、世界

中から観光客がやって来る。

街の輝きとは、人口の多さで決まるのではない。

ダイヤモンドの原石のような土地の魅力を、地域の

人が誇りをもってどれだけ磨き上げるかにかかって

いるのではないか。

カナダの国民は、誰もがカナダのことを愛し、

「どこよりも自分の土地がいちばん素晴らしい」と

言う。ブリティッシュコロンビアの人も、アルバー

タの人も、プリンスエドワードの人も、「ここは最

高よ」と胸を張って自慢する。

アラスカのフェアバンクスでマイナス42度の中、

タクシーに乗ったら、女性ドライバーが「フェアバ

ンクスはとてもいいところよ」と言う。私が「夏は

最高なんでしょうね」と相槌を打ったら、「夏はね、

とんでもなく大きな蚊がいるのよ。私は冬のほうが

いいわ」と笑う。

マイナス42度の冬を愛するアラスカ市民。単にポ

ジティブ思考やヤセ我慢でそう口にしているのでは

ない。日本人もぜひ見習いたいところだ。

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

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、
ベルテンポ・トラベル・アンドコン
サルタンツを創業。

ベルテンポ・カレッジを始めました。

マイナス42度の冬を愛する

アラスカ市民。単にポジティブ

思考やヤセ我慢でそう口にして

いるのではない。日本人もぜひ

見習いたいところだ。

私たちは控え目で謙遜することが美徳と教わった

からか、「何もないところです」と口にするクセが

ある。だが、何もない街などあるはずがない。ダイ

ヤモンドの原石を磨き上げ、地元の老若男女が土地

を愛し、誇りに思う。これこそが観光の原点だ。

日本で輝いている街のひとつは佐渡。

ここでは街の中学生が観光案内をしてくれるボラ

ンティアガイドのしくみがある。江戸時代に千石船

で栄えた、貴重な歴史的遺産が今も生きる「」とい

う集落を、地元の小木中学校の生徒が無料で案内し

てくれるのだ。夏休み期間の土日だけだそうだが、

この取り組みを聞いただけで、宿根木に行ってみた

いと思うのではないだろうか。

観光客を案内するために、自分の生まれた土地の

ことを勉強した子供たちはきっと、自分の街のこと

が大好きになるだろう。佐渡市の観光課の取り組み

は素晴らしいことだと思う。

観光業界がつくるツアーは、佐渡と言えばトキ、

金山、たらい舟を見せて良しとしているフシがある。

「佐渡の魅力はそこじゃない」と、島に足を運ぶと

わかる。もっと深いところにあるのは、歴史、文化、

食、踊り、そして能。佐渡の能は鳥肌が立つほど長

い歴史上に存在する、日本の誇りでもある。

そんな「光」をしっかりと伝える旅行会社がほと

んどないのはなぜだろう。

私たちの業界には「佐渡に行かぬバカ、二度行く

バカ」という、なんとも失礼なフレーズがある。私

は、佐渡は10回くらい行かないと、わかったような

顔をしてはいけない島だと思っている。まだ３回し

か行っていないので、お客様をそそのかしてでも、

また足を運びたい、光り輝く島である。
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つい二三日前のマイツール経営教室で、某関

西方面の若い経営者が、かつて私がPIPS登場以

前までやっていた「能率手帳＋ポストイット」

方式で仕事管理(to do管理)をやっているのを見

て、たいへん懐かしかった。私の36年前の姿で

ある。

PIPSが出たのは１９８０年（昭和55）。とう

とう私にも、コンピューターが思うように使え

る時代が来た！

１９８１年１月あたりから「日程管理」をや

ることに決め、当時ズボンの左右のポケットに

十数枚も入っていたto doに、すべて日時を付け

てPIPSに放り込んだ。

あとは、日時順にソートし、数日に一回プリ

ントするだけ。これに変えて、二月になったこ

ろ、ふと気が付いたら、左右のポケットの中は

空になっていた。

◆

ＭＧを昭和51年(１９７６)に始めて、40年。

最初の５年はＰＣがなかったから、名簿の作成

はどういう風にしていたか、ほとんど覚えがな

いが、昭和54年にソード社のM203Ⅱを買い、

半年後に同じソード社からPIPS(今のマイツー

ル)が出た。まさに天祐だった。最初はカタカナ

のみだったから、ラベルなども、当時のガス会

社のように全部カナ文字で、住所氏名電話番号

を書いていた。

日程管理なども全部カナ文字のため見にくく、

佳恵がいかにも見にくそうである。せめて少し

でもと、日曜ごとに横罫線を入れたりした（今

もやっている）。

PIPS→ PIPSⅡ→PIPSⅢと一年ごとにバー

ジョンが上がり、PIPSⅢで機能がほぼ完成した。

その後、漢字PIPS、日本語PIPSへと進んでいく

のだが、一方で昭和59年(１９８４)五月、リ

コーからマイツールが出た。

マイツールは最初から、日本語変換が見事

だった。(このテストは、私はいつも「山のあな

たの空遠く」でやっていた。)

◆

昭和55年にPIPSが出て、翌56年１月に第一

回シンガポールＭＧに二階堂君と行ったとき、

私は新しい経営体系として、PIPS(今のマイ

ツール)の採用は不可欠だと思っていたので、こ

のシンガポール日系ＭＧの時にも、ソードの椎

名社長に頼んで（当時ソードは、天津とシンガ

ポールでノックダウン組み立て輸出をやってい

た）、セントーサ島中央高台の豪華ホテルに、

一台二日間PIPSを貸してもらった。さて、この

PIPSをＭＧでどう使えばいいのか？ やはりPQ

順の組分けへの利用しかないだろう……

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。

当時、組分けはＱ順で、もし同じＱの時はPQ

順で分けていた。（一方、３商品の商業ＭＧで

は、最初からPQ順だった。）

PIPSでソートするとなると、PQ順が楽だ。Ｑ

順だと合わせてＰＱを聞かなくてはならない。

現在は、ＰＱを聞いて、同時に平均Ｐを聞いて

いるが、これは、20＝＜Ｐ＝＜40をチェックし

ているわけで、もしこれがＰ＝１９とかＰ＝４

１とか言われると、「嘘だろう？」とチェック

しに飛んでいくわけだ。

ともかく、PIPS/MTの登場で、ＭＧの組分け

は様変わりに楽になった。今日では、Ｓドン

→RANKドン→ACMCドンで見事に皆さんのチー

ム分け、卓の履歴が２→３→４→５期ときれい

にとれるようになっている。

◆

昭和56年（１９８１）四月、サラリーマン20

年の節目にようやく独立できた。当時コンサル

タント業をやるには、きれいに清書するために

ワープロ(書院など)が必須だった。その頃は、

事務処理（データ処理）にはPIPS(マイツール)、

原稿書きには書院と二刀流でやっていた。

今では、ＰＣ一台あれば、秀丸などの良い

ワープロソフトがあるので、もはやワープロは

過去の遺物である。

書院とPIPSを併用していたころ、（何で書院

では、行単位のＭＬドンができないのか！）と、

大いに不便を感じたものだ。

今日では、ＭＧのランキングの組分けでは、

機械的に「Ｓドン→RANKドン→ACMCドン」で

まず粗く組分けをしてから、特に下のＥ組、Ｆ

組あたりに計数力のあるベテランを一人ずつ配

置するために、ＭＬは欠かすことができない。

それにしても、今もってEXCELドンで、名簿

（らしきもの）を作っている会社が多いのは、

どうしようもない。「ソート」と言う新しくて

偉大な概念がない会社では、外見上はＰＣを

使っているように見えても、その実、かつての

ワープロ（清書機）級としてしか使ってないの

と同じである。■
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LINEスタンプ好評発売中！

2017年 9月 西研究所ＭＧ研修スケジュール

月 火 水 木 金 土 日

8/29 8/29
長崎MG

8/30
長崎MG

8/31 9/1 2
東京MG

3
東京MG

4
東京平日

MG

5
東京平日

MG

6
日光MG

7
日光MG

8
名古屋MG

9
名古屋MG

10

11
タヒチＭＧ
（Ａ班）

12
タヒチＭＧ
（Ａ班）

13
タヒチＭＧ
（Ａ班）

14
タヒチＭＧ
（Ａ班）

15
タヒチＭＧ
（Ａ班）

16
タヒチＭＧ
（Ａ班）

17
タヒチＭＧ
（Ａ班）

18
タヒチＭＧ
（Ｂ班）

19
タヒチＭＧ
（Ｂ班）

20
タヒチＭＧ
（Ｂ班）

21
タヒチＭＧ
（Ｂ班）

22
タヒチＭＧ
（Ｂ班）

23
タヒチＭＧ
（Ｂ班）

24
タヒチＭＧ
（Ｂ班）

25 26 27 28 29
三浦シニア

30
三浦シニア

10/1
三浦シニア

９月４－５日 平日の東京ＭＧに参加します。

一緒に行きませんか！

〈インターネット〉の次
に来るもの 未来を決め
る12の法則ケヴィン・
ケリー (著)

電子書籍 キンドルというのは、Amazon社が提供し
ている電子書籍のサービスである。街の本屋
で売っている本と同じ本がインターネットで
買える。本は宅急便で届くのではない。イン
ターネットを通して読む。ダウンロードされ
るというか、インターネット上のというのは
「クラウド」と言って、クラウド上の私の本
棚に置かれる。その本棚にある本を、スマー
トフォンとかiPadやパソコンを使って読む。
キンドルで買う本は印刷した本ではないのだ。
本の中身は同じである。印刷して製本された
従来の本と電子書籍どちらがいいのだろうか。
今回、本と電子書籍の両方買ってみた。金額
は当然２冊分払う。

私は本を読むとき、本に線を引いたり、角
を折り曲げたり、何かを書き込んだり、分厚
い本は２つに割いて持ち歩いて読む。読んだ
後はとても売り物にはならないくらい汚く
なっている。一回読んでもなかなか理解でき
ないので、もう一度角を折ったページや線を
引いたところを読み返す。今回キンドルで
買った電子書籍は、まずは、この本は４０３
ページあって、あなたが読み終えるまでに８
時間２５分かかると教えてくれる。従来の本
に比べて便利なところもたくさんある。

本文の「※注」があると、※注をタップする
と巻末にあるその情報にリンクされる。その
情報が本以外のホームページにあった場合は、
ホームページが表示される。これは便利だ。
私の場合、通勤時間はiPadで、会社に着くと
パソコンで読むという場合も、ちゃんと私が
読み終えた箇所を覚えていて、読むツールが
変わってもちゃんと次読むページが開かれる。

今回は、本にペンで線を引いた箇所に、
iPadで線を引いてみた。キンドルにもちゃん
と４色のマーカーが用意されていて、ペンの
代わりに人差し指でなぞって、気になった箇
所に線を引くことができる。ここからがすご
い。一発で線を引いた箇所だけ表示すること
ができる。そして、その箇所がコピーして貼
り付けられるのだ。今回のコラムは引用を多
用したが、キーボードで打ち込んだのではな
く、この機能でコピー＆ペーストを使った。

おそらく、電子書籍はインターネットで繋
がっているから、世界中の同じ本を買った人
と、さらに、自分と同じところに線を引いた
人とディスカッションが出来るようになって
いるに違いない。私の部屋の本棚にある本は
そんなことにはならないが、本には本の良さ
がある。インターネット上にある電子書籍で
新しい本との関わり方が始まる。使い分けて
みるといいと思う。（中島正雄）

もうお盆です。７月号を送ります▼夏の暑い日、高校時代の友人と一緒に長男とゴ
ルフをやりました。私は親父とゴルフをしたことがありません。そんな親父ではあ
りませんでした。私にとってゴルフは苦手な領域、息子に教えるということが出来
ません。そこでゴルフの得意な友だちのお世話になりました▼私のゴルフ歴は30年
になります。長男は２回目。私は生涯２００回はやっている。ラウンドを終わって
の会話。「ボールを打つ前にクラウドに私の過去のデータが入っていてクラウドか
ら『あと何ヤードなので、あなたはこのクラブで打ちなさい』と言われる日は近い
ね！」と長男に言うと「お父さんのクラウドにはまだデータが貯まっていないだ
ね」と長男。それどういう意味だろうか！▼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）
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