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「日本語教育システムを世界に広めたい」プロジェクト

やさしくデジタル 2017年9月号

日本語の「何を、どうする」という語順は、印欧

語の「どうする、何を」の語順よりコンピュータの

プログラミングに適している”と提唱している慶応大

学名誉教授がいる。そして、その教授の高校の後輩

が開発した「日本語を”最短12日間”で、最低限の実

用会話と日常会話ができるようになる」というメ

ソッドがある。このプロジェクトは、教授の「彼女

の開発した日本語教育システムを世界に広めた

い！」熱い思いから始まった。そして、教授と教授

の仲間２人と私、男ばかり４人でこのプロジェクト

は立ち上がった。プロジェクトは右往左往しながら、

ようやく１ヶ月前から動画制作が始まるところまで

来た。

「全世界に広めたい」というキーワードから、私

たちは、世界最大級のオンライン学習プラット

フォーム「Ｕｄｅｍｙ（ユーデミー）」を利用する

ことを決めた。ユーデミーには、動画の内容と音声

と映像の質が求められた。私たちは、ユーデミーの

品質基準をクリアできる動画を制作しなければなら

なかった。

幸運だったのは、仕事仲間に動画のプロO.W.ガ

レージ・大木貴博さん”がいたことだった。大木さん

の最優先のアドバイスは「音」だった。私はアップ

ルやAmazonのＰＲ動画のような、画像が明るくて、

楽しそうな動画にしたいと思った。動画は、オンラ

イン学習用の先生が黒板を背景に講義している映像。

カメラは固定でズームもしない、室内での撮影と一

見簡単そうに思ったが、実はそうではなかった。

撮影用のビデオカメラは、所有しているソニーの

ハンディカム。バカチョンのビデオカメラ付属のマ

イクは、今回の撮影に適さなかった。大木さんのア

ドバイスで、ピンマイク（ソニーワイヤレスマイク

ロホンECM-AW4 ）1.7万とLED照明（ UTEBIT 

CN-160ビデオライト 2.6千）をAmazonで購入した。

私は早くこのプロジェクトで何か成果物を作り出

したかった。先生は女性なので、メンバーと相談し

てヘアメイクを手配した。これがよかった。紹介い

ただいて手配した女性のヘアメイクは、現場経験が

豊富で彼女の人柄もあって撮影現場が明るくなった。

そして、撮影前のメイクの時間は、それぞれが気持

ちを整えるいい時間だった。

最初の撮影に、大木さんが立ち会ってくれた。先

生のパソコンを42インチの液晶テレビにつないでス

ライドを映した。ハンディカムを三脚に設定してモ

ニターで見てみると、液晶テレビの画面にいらつく

ノイズが出た。蛍光灯の影響で起こるフリッカーと

いう現象だった。

大木さんがシャッタースピードを自動から手動設

定に切り替え、100分の１に設定するとフリッカー

が消えた。シャッタースピードを手動設定ことで、

次に問題は起きた。映像が暗くやや黄色になってし

まった。ホワイトバランスの設定だった。こちらも

設定を自動から手動に切り替えて設定すると、映像

の色はよくうなったが再びフリッカーが出た。プロ

用とバカチョン機の違いだった。現場起こった素人

では想定外の様々な問題を、プロが直ぐに解決して

くれた。

撮影が終わると編集作業だ。これは私が独りでも

出来る仕事だ。今回の編集ソフトはユーデミー推奨

の「カムタジア」を使うことにした。カムタジアは

良くできていた。音のノイズを消すのと字幕が入れ

やすかった。これだけでも編集時間を減らすことが

できた。こうして、１回目の撮影の動画が出来上

がった。インターネットに上げてメンバーに見ても

らった。このレベルではユーデミーの審査に通らな

いと誰もが思ったが、私たちで撮れるという手応え

があった。そして、次の改善点もはっきりした。

２回目の撮影は、映像を明るくするために、天井

の蛍光灯をＬＥＤの白色の強いものに変えた。大木

さんがワイアレスマイクにピンマイクを付けると更

に音が良くなるという情報をくれた。オーデオテク

ニカのピンマイクをつけた。字幕が入るスペースを

考慮してテレビの下に黒色のボードを貼った。先生

もスライドの文字の大きさを調整していた。１回目

よりはよかったが、映像の明るさが出なかった。

３回目の撮影は、カメラを一眼レフカメラに変え

て撮った。今、流行りの撮り方でもある。メンバー

みな撮影に慣れてきて、コミュニケーションもよく

なってきた。先生も笑顔とカメラ目線が増えた。メ

イクさんも化粧を微妙に変えてた。撮り方も編集の

ことを考え「カット！」を大きい声で出すようした。

プロジェクトが具体的に動き出し面白くなってき

た。みんな乗ってきた。絞りＦ14、ISOは10000、

シャッタースピードは100、これが今回たどり着い

たニコンの一眼レフカメラ（D750）で動画を撮る設

定だった。このプロジェクトは、綺麗な動画を撮る

のが目的ではなく、「先生の日本語教育システムを

世界に広める」こと

なのだ。

私は日本人として

生まれたことに誇り

を持って、このプロ

ジェクトを進めて行

きたい！

（文責：中島正雄）
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動画撮影の様子

初めての動画撮影の様子

ソニーワイヤレスマイクに

オーデオテクニカのピンマイクをつけた

メイクも終わり、撮影前の

打合せ＆一息タイム

初めて触る一眼レフカメラの機種にもかかわず

さくさく設定をする大木さん

３回目の撮影はデジタル一眼レフカメラで撮影

ヘアメイクさんも照明を調整しています
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私が井深さんに初めて会ったのは、昭和41年

十月にソニーに入社して、四か月目の昭和42年

二月のことである。勤労部で、研修の仕事をし

ていたら、突然盛田副社長に呼ばれた。副社長

室に飛んでいくと、「明日から、ここに座って、

井深盛田二人の秘書をやれ」と言われた。マス

コミ担当の秘書である。前年五月に長崎で盛田

さんの『学歴無用論』が出たのを読んだのが

きっかけで、このソニーに移った。そのご当人

に呼ばれたのだから、驚くわけだ！ そのおか

げで、井深さんのカバン持ちが始まった。

ＭＧは、茶道や自転車、運転、水泳等と同じ

く「行入」という形をとっている。それは、知

識でなく、まさに能力そのものを付けたい、育

てたい、出来る人間を造りたいと思っているか

らである。

昭和51年四月にＭＧを創ったとき、とりあえ

ずはうまく出来たのだが、一年二年と続けるう

ちに、何か一つ欠けているものがある、それは

ＭＧをある程度「継続」してもらうことだと感

じた。

(財)日本総合研究所時代に、鈴木鎮一先生の

『才能教育はゼロ歳から』を読んでいて、これ

をマネジメント版に翻案したいと思い、かつて

井深秘書時代にご面識のできた先生にお手紙を

書いて、20分前後の面会時間をいただくことが

できた。

そのとき、先生は「バイオリンは、同じこと

を一万回は繰り返すんです」とおっしゃった。

私は心中、ＭＧは一万回は無理だな、千回も大

変だろう、百回がいいところだろうと考えて、

百回やらせるシステムを考えようと思った。

時あたかも、大阪の江坂で山名武史さん主催

の大阪ＭＧがあって、当時は二日目の第四期は

床屋に行くことにしていたので、山名さん行き

つけの床屋が西中島南方にあり、そこの床屋が

たまたま使っていた20回顧客カードがちょうど

良かったので、それをモデルに「１００回帳」

を作った。

１００回帳は四つ折りなので、２５期ごとに

２５期＝経理が分かる（千賀康義）

５０期＝経営が分かる（筏、バランス感覚）

７５期＝戦略が分かる（新藤悦子）

１００期＝人間が変わる

１００回やれば、小井深、小本田が無数に生ま

れるわけである。

井深さん、本田さん、ドラッカーは戦略マン

であり、科学的（合理的）であり、人間中心型

である。

井深さんが、ある時車の中でポロンと言った。

「人間は、好きなことをしているときが一番能

率がよい」。

人格者である。人を怒らない。井深さんの秘

書をまる二年間やらせてもらって、後になれば

なるほど、私はだんだん怖くなってきた。いく

ら井深さんが怒らないといっても、井深さんも

人間だ。たまには一つぐらい欠点があるはずだ。

今にきっと、怒られる時もあるはず... ...ところ

が、最後まで、井深さんに欠点はなかった。現

代にも聖人はいるのか、とつくづく感じさせら

れた。

私が２９歳のころ、井深さんは５８歳ぐらい

だったかと思う。

あるとき、発明協会（会長だった）の仕事で、

三重県の津に出張された。田舎者の私は、何か

と気が回らない男だ。井深さんは本が好きで、

その日も、東京駅の地下街で近藤書店に寄り、

ドラッカーの新刊か何かを手に取って、買おう

とされている。こういう時は、さっと代金を

払ってあげるのが秘書の務めかと思うが、その

日、私は肝心な仮払を秘書課でもらうのを忘れ

てきた！

やむなく井深さんに「1.5万円ほど、お借りで

きませんか？ 現地で、商事に借りて、お返し

しますから」というと、「どれどれ……」と財

布を出して、貸してくださった。

新幹線が浜名湖にかかったころ、今度はカメ

ラを秘書課に借りて来るのを忘れたことに気が

付いた。井深さんは、三重の津に行ったら、そ

この一番大きな家電販売店に立ち寄って、そこ

の経営者に挨拶をされる。そのとき店頭で、経

営者ともども記念写真を撮って、後日お送りす

るのが習わしだ。そのカメラの携行を忘れてき

た。井深さんに、「カメラを忘れてきました」

と言うと、「西君も、千慮の一失」と言われて、

それで終わり。

いよいよ名古屋乗り換えの時には、車中で読

んだ日経を座席に置いたまま降りようとすると、

井深さんはさっとそれを取って、ドア近くのゴ

ミ入れに捨てて降りられた。
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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。

※写真はFacebookより掲載

仙台で、作並温泉に泊まった時のこと。夕食

前に、えんえんと河底の温泉まで降りていく。

「背中をお流ししましょうか？」というと、

「いや、いいよ」と断られ、部屋に上がって、

夕食になると、お銚子が一本食膳に乗っている。

井深さんは酒を飲まない。この一本は私への配

慮なのである。

この優しさは、私だけに対してではない。

ある時、目黒から五反田に向かって社長車

（リンカーン・コンチネンタルだった）で走っ

ているとき、前を走っていた区の清掃車から竹

箒が一本、道へ落ちた。井深さんは、運転手に

「ちょっと急いで」と言って、清掃車と並ぶと、

「おーい、箒が落ちたぞう!」と大きな声で呼び

かけた。

ソニー６階の役員室・秘書課に、唐津出身の

気の良いメイドがいた。名前は忘れたが、「私

も、こないだ、五反田から本社に向かって歩き

よったら、『おーい、乗っていくか？』と声を

かけられたとよ」と、私に話した。

井深さんは、クリスチャンである。昭和43年

春、ソニーが大苦闘のすえ、ついにRCAのシャ

ドーマスクの軍門に下らない、独自の「 1 

gun 3 beam 」のカラーテレビのブラウン管を

完成したとき、「トリニトロン」と命名したの

は、キリスト教の「父と子と聖霊」の三位一体

trinityからきている。

後年、ESB (Emanuel Swedenborg)の『天

界と地獄』などを読むようになると、あの世

（意識界、霊界）は、善・偽善・真・贋の四方

向からできている。特に、縦の「善ー偽善」軸

が大事で、これは、精妙な波動から粗雑な波動

への「波動」(vibration)からなっている。人間

は、霊魂として、無限の時間をかけて、精妙な

波動へ、大きな愛に向けて努力していかねば

ならない。我々は、井深さんのような、本田さ

んのような、土光さんのような巨大な愛に向

かって向上していくべきである。

ＭＧの巨人・佐々木隆(新潟)は言った「私は、

永遠の仕掛品です。」

相田みつをは書いた「一生燃焼、一生不

悟。」

人格から品格へ、さらに霊格へ。

井深さんは、人に慕われていた。人に愛され

ていた。人を愛していた。人に「井深さんのた

めなら・・」と全員から思われていた。 そう

いう人に私はなりたい、と思ってもなれはしな

いが、少なくとも努力を続けていくべきだと

思っている。

ランギロアで、Ｂ班の朝、東方に見える

TIPUTAパスの波止場へ向かって砂浜を歩き始

めた。そのとき、すぐホテルの隣の民家から、

小船を出そうとしている夫婦がいた。

「どこへ行くんだ?」「波止場まで」「乗って

行かんか？」

「名前は？」「ニシ」「俺はボン」「私はミ

ミ、このホテルで働いているのよ。」

わずか５分で、波止場につき、器用に上陸させ

てくれた。帰りは、わずか２キロ弱の道を30分

かけて帰ってきた。小さな出来事だったが、思

い出に残る出来事だった。

第２０回タヒチＭＧ研修（2017.0911～0924）

Ａ班 Ｂ班
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経営者のための・深読みコンピュータサイエンス 飯箸 泰宏（いいはし やすひろ）

第２回 システムって、そもそも何?
「システム」とは「コンピュータ」のことだと思って

いるあなた、それは大きな勘違いです。きっと、周囲の

社員さんたちも業界のお仲間にも間違っている人が少な

くないでしょう。大丈夫、読者のあなたにだけは、ここ

で本当の「システム」についてお教えしてしまいます。

1. 「システム」の例と定義と・・・。

「システム」という言葉はギリシア時代に成立した古

い言葉です。なに？、ギリシャ時代にはコンピュータが

なかったじゃないか、と思った方は素晴らしい。その通

りです。では何かということになりますね。いきなりで

恐縮ですが、一般人向けのネット辞典Wikipediaには、

次のように書かれています。

「システム（system）は、相互に影響を及ぼしあう要

素から構成される、まとまりや仕組みの全体。一般性の

高い概念であるため、文脈に応じて系、体系、制度、方

式、機構、組織といった多種の言葉に該当する」（“シス

テム”Wikipedia．

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%

83%86%E3%83%A0（2017.9.17））

この記述は厳密な意味で「定義」ではありませんが大

変妥当なものです。しかし、このもって回った言い回し

はどうでしょう。人の理解を拒絶するような記述ですね。

分かりやすいように例を挙げて説明します。

例1: 滝は一つのシステムである。

滝は水が高い位置から谷底へと流れ落ちているもので

す。滝はなぜ目に見えるようなあの流麗または雄大な姿

を維持しているのでしょうか（滝の写真参照）。

存知のように水は水分子の集まりからできています。

水分子同士が互いに引き合うことがなかったら、水は

さっさと分子同士がばらばらになって、空気の中に一つ

ずつ飛んでいってたちまち空気に混じって見えなくなっ

てしまうはずです。実際には水分子が互いに惹きあって

いますから、水滴の大きさ以上には小さくなりません。

賢明な読者の皆さんはコップのふちで水が盛り上がって

いるのは水分子同士が引き合ってるからだと知っている

はずです。

高い位置から水が谷底へと落ちて行っても、多少の蒸

発を除けば、水は空気の中に溶けてしまわずにどんなに

細かくなっても水滴となって、水滴も互いにぶつかりな

がら、離散集合を繰り返して滝壺の中まで落ちていきま

す。

水同士が引力（主にはファンデルワールス力）という

影響を及ぼしあっているために、滝は、目に見える姿に

なっているのです（水滴の図参照）。

滝は、その要素である水分子同士が影響を及ぼしあっ

て目に見える動体を作っています。だから、その意味で、

「滝は一つのシステム」なのです。

実際、ここにはコンピュータは存在していませんね。

システムとは、本質的にコンピュータと関係なく成立し

ている言葉なのです。

例２: 軍隊はシステムである。

これは分かりやすいですね。軍隊には、軍律があって、

命令があって、訓練を受けた兵士たちは互いの動静を素

早く見定めながら、全体として一つの意思を持つ生き物

のように動きます。指揮や阿吽の調整によって互いに影

響を与えあいながら、全体が一つのように動作します。

まさしく「システム」となっています。

バスケットチームもサッカーチームも（戦う）「組

織」ですから、それぞれが「システム」ということにな

ります。

「では、（戦う）会社組織もシステムではないのか」

と思ったあなたは賢い方です。しかし、会社組織は、少

し複雑で、影響しあっているものが、人と人だけではな

く、人とモノ、人と金、人と知（=知財など）などが情

報によって複層的に結ばれた多様な関係の集合体になっ

ています。



やさしくデジタル 2017年9月号

今回のポイント
• システムとは、本質的にコンピュータと関係なく成立
している言葉

• 情報という影響手段によっていろいろなものが結びつ
いているシステム

• 会社組織は、コンピュータがあってもなくても
「情報システム」

飯箸 泰宏（いいはし やすひろ）
1946年（昭和21年）生まれ。都立足立
高校でビートたけしと同級。東京大学理
学部化学科卒。同情報科学科研究生修了。
株式会社サイエンスハウス代表取締役と
して37年間経営にあたる。その間の36
年間、各種専門学校や慶応大学や明治大
学などの兼任講師を務める。教え子の数
は8000人を超える。精神障がい者の就
労支援ボランティアにも取り組む。

ここで問題です。

問題: では、動く機関車は何からできたシステムか？

中高年の皆さんは、あの蒸気を吐いて巨大な車輪を回

す機関車に一度は胸をときめかしたことがあるでしょう。

私もそうでした。力強くてしかも寸分の狂いもなく歯車

がかみ合ってゆっくりとそしてやがて高速で動く精密な

機械です。機関車を組み立てている部品の数々は紛れも

なく互いに影響しあって動いてゆきます。うあ～ぉ、す

ごい！

これは「機械だけでできたシステム」と呼んでよいので

はないかと、思いたいところですね。しかし、ちょっと

待ってください。機関車は機械だけで動くでしょうか。

「石炭と水がなければ動かない」・・・ピンポ～ン、正

解です。しかし、機械と石炭と水があれば動くでしょう

か。・・・??? 実は機関士などの人間がいないと動き

ません。少なくとも、機械と石炭と水と人間がいなけれ

ばシステムにならないのです。動く機関車は、少なくと

も機械と石炭と水と人間が互いに正しく影響しあって成

立する動く「システム」なのです。

したがって、答えは「動く機関車は少なくとも機械と

石炭と水と人間からできたシステム」なのです。これら

以外にも、たとえば機関士たちが使うシャベルや機械工

具、彼らが持参するお弁当だってシステムを構成する立

派な要素です。

2. おなじみの「情報システム」は何からできた「システ

ム」か

答えから先に明かしてしまいますが、「情報システ

ム」とは、「情報」という影響手段によっていろいろな

ものが結びついているシステムのことです。

ここでの「情報」とは、当たり前に平たく解釈してよ

いのです。言葉の交換も「情報」交換ですから、ここで

もコンピュータは必須ではないのです。

“「情報」という影響手段によっていろいろなものが結

びついているシステム”は、既に聞いた覚えがありますね。

「会社組織は、少し複雑で、影響しあっているものが、

人と人だけではなく、人とモノ、人と金、人と知などが

情報によって複層的に結ばれた多様な関係の集合体に

なっています。」（既出）

既出のように会社は「システム」なのですが、その中

の要素を結び付けているものが、「情報」なので、「会

社組織」は、そのまま（コンピュータがあってもなくて

も）「情報システム」になっています。コンピュータの

扱いには少々不慣れな経営者の方でも「会社組織」の取

り扱いなら達人の域にあるはずです。

経営者とは会社組織をマネージメントするのがお仕事な

のですから、それは当然です。会社組織は情報システム

の一つの例ですが、現代社会にとって重要なシステム例

です。そして、経営者の皆さんは、会社を経営している

のですから、すでに「情報システム」の先達であり、大

ベテランであることに誇りを持っていただきたいと思い

ます。

さて、ここで、会社組織という情報システムが成立す

るためには、その要素である「人」、「物」、「金」、

「知」が情報によって緊密に影響しあう関係が設立して

いる必要があります。情報を遅滞なく伝えたり、素早く

処理する道具としてはコンピュータが一番です。現代の

会社組織にパソコンもインターネットも導入されていな

いことはほぼ皆無なはずです。したがって、現代的な会

社組織の解釈では「人」、「物」、「金」、「知」がコ

ンピュータ利用を含む情報手段（「勘びゅーた」も「口

八丁」も情報手段の一つですが）によって結びつけられ

ているものということになります。

口から出まかせと思う方がいるかもしれませんが、日

本のコンピュータ系の学会の最高峰とみなされている

「一般社団法人情報処理学会」のホームページにも次の

ように記載されています。

「情報システムはコンピュータがなくても人間の社会

があれば存在するが，コンピュータシステムそれ自体だ

けでは情報システムにはなりえない。」（“情報システ

ム”，“ ISディジタル辞典－重要用語の基礎知識－” 一般

社団法人情報処理学会 情報システムと社会環境研究会編．

最終更新2012.04.01. http://ipsj-is.jp/isdic/1095/

（2017.9.17））

「システム」や「情報システム」が技術者のモノでは

なく、実は経営者の皆さんのためのモノであることがご

理解いただけたら幸甚です。
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LINEスタンプ好評発売中！

９月号を送ります▼今年社会人になった長男がソニーの盛田昭夫さんの『学歴無
用論』をアマゾンで買って読んでいました。初版は昭和41年５月、古い本です。
西順一郎先生からタヒチの帰りの飛行機で書かれたと思われる原稿をいただきま
した。すると本文に「『学歴無用論』が出たのを読んだのがきっかけで、このソ
ニーに移った。」とありました。へ～。こんな偶然ってあるのですね。うれしく
なって、思わず息子と二人でにやけてしまいました▼ＪＲ水道橋駅を降りて会社
に来る途中に神社があります。そこにペルシャ猫がいます。毎朝、参拝します。
そして、なかなか会えないペルシャに運よく会えると「今日はついている」とス
キップして会社に行きます▼表紙イラストは吉田稔美さん「昭和40年代の未来都
市」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）

Instagram・Facebook・Twitterの写真（記事）を
自動的にホームページに持ってきませんか！
プログラムを使って、 Instagram・Facebook・Twitterの写真（記事）を自動的に

ホームページに持ってきて表示することができます！

ホームページの
ニュースに活用
いろいろなSNSの
記事が一目で
わかります。

ホームページのメイン画
像に利用

ホームページのイメージ
画像をSNSの投稿写真で
変更することができます。

≪このプログラム活用のメリットとデメリット≫

メリット

・複数のSNS（Instagram・Facebook・Twitter

など）の記事や写真を一か所に集めて見せること

ができる。

・SNSからホームページに訪問者を誘導できる。

・ホームページの更新がスマホなどで手軽にでき、

ホームページが活性化する。

デメリット

・複数のSNSに同じ記事や写真を投稿していると、

同じ記事が並んでしまう。

・ホームページの中には記事が

無いため、検索エンジン対策には

ならない可能性がある。


