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あり得る未来

やさしくデジタル 2017年10月号

35年前に公開された映画の続編『ブレードランナー

２０４９』を観た。最近、ＳＦ映画のシーンが「あり

得る未来」と思えるようになってきている。

前作の設定は２０１９年のロサンゼルスだった。今

回、２０４９年のロサンゼルスの上空は一面に広がる

ソーラーパネルに覆われて街は暗かった。35年前に描

かれた２０１９年は、今になって見ると景色が大分違

うけれど、２０４９年を描いた未来は、ところどころ

「あり得る」と思えた。

車は、間違いなく自動運転になっている。これまで

自動車産業は１００年以上にわたって続いてきた。そ

の主役はガソリンエンジン車。20年前に、地球の温暖

化問題を始めとする環境問題への意識の高まりを背景

に、トヨタ自動車がハイブリッド車の『プリウス』を

発売した。ガソリンを使う量が少ないエコカーと言わ

れるハイブリッド車もエンジンはある。そして今、世

界のメーカーが”次世代エコカーの本命”として開発を

進めているのが「ＥＶ」、Electric Vehicleの略で電気

自動車だ。電気自動車にはエンジンがない、エンジン

の代わりはモーターである。

ＥＶ車のモーターは、ガソリン車のエンジンに比べ

て構造がシンプルで部品の数が少ない。具体的には、

ガソリン車のエンジンを構成する部品は１万～３万点、

それに対しＥＶ車に搭載するモーターの部品点数は30

～40点ほどという。

ＥＶ車は、見方を変えると電気製品といってもいい。

毎年１月にアメリカ・ラスベガスで開催される「ＣＥ

Ｓ（国際家電見本市）」では、２０１１年から車が展

示されるようになった。今のＣＥＳはモーターショー

化している。老舗の自動車メーカーの他にも、シリコ

ンバレーのベンチャー企業がＥＶ車を出展している。

テスラ社がそうだ。今後も自動車メーカーでない企業

の参入が予想される。

ＥＶ車、自動運転化で全ての車はインターネットに

つながるようになる。車も「物」だから、ＥＶ車は物

がインターネットにつながる「ＩｏＴ」（Internet of 

Things）になる。車がインターネットにつながるとど

うなるのか。今まで考えつかないような事、こんなこ

とも出来そうだ、などといろんな事が実現可能になり

そうだ。そうなると、自動車業界もこれからは、Ｉｏ

Ｔで物から「事」をサービスする時代になってくる。

ＩｏＴのキーワードは、ロボット、人工知能（Ａ

Ｉ)、ビッグデータである。

物がインターネットにつながると、物に付いている

センサーからいろいろな情報がリアルタイムでクラウ

ドに保存されビックデータになる。保存されたビック

データをＡＩが分析して新しい情報をロボットに伝え

る。そして、ロボットが人間にアドバイスするという

流れがある。このロボットは、今はスマートフォンや

卓上のスピーカーの形にとどまっているが、やがては、

人間と見分けがつかなくなってくるかもしれない。

世界中を走っている車の今現在の走行状態がビック

データに蓄積され、ＡＩが分析して様々な情報が

フィードバックされるようになると、例えば、環境と

走行状態を照らし合わせて安全な運転が支援可能にな

る。緊急車両は今より早く搬送できるだろう。

リアルタイムで、道路状況に加え走っている車の状

態などの情報が加わって地図が更新される。この車は

人が乗っているか、乗っていないか、トラックなら荷

物を積んでいるか、空なのかがわかる。

タクシーはすでにUber（ウーバー）といって、イン

ターネットを使いタクシー会社の配車に加え、一般人

が自分の空き時間と自家用車を使って他人を運ぶ仕組

みを構築している。道路で手を上げてもタクシーを止

める時代からスマホ―でタクシーを止める時代に変

わってきている。

ＳＦＣの講義で聞いたことがある車のワイパーが動

いたかどうかで、その地域の天気がわかる仕組みも実

現しそうだ。その他にもアイディは尽きないだろう。

さて、車の自動運転の実現は何年になるのだろうか。

ロボットの役割がどこにあるのだろうか。ＳＦ映画に

登場するロボットの見た目は、人間とほとんど変わら

なかった。映画『ブレードランナー』の物語は、人間

なのかロボットなのかを見分けるところからはじまる。

主人公は、人間かロボットかを見分けるために、い

くつか質問する。「電気羊の夢を見るか？」。

もし「電気羊という羊は現実に存在していない」と

答えたら、それはどっちなのだろうか。

ＩｏＴという言葉を聞いて久しいが、ようやく目に

見えて来た。あり得る未来がＩｏＴで近づいて来てい

る。（文責：中島正雄）
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東京モーターショー2017視察

グッドイヤー：イーグル360 磁気浮上する球体

タイヤ。ＡＩ技術による初めてのタイヤ。

ダンロップ：ジャイロブレイド

エアレスタイヤ。空気充填不要のタイヤ。

ＢＭＷの充電器はコードレス。

これが道路に埋め込められればいいね！

Collapse 学生が生み出した2050年の車。コン

セプトはコンパクト、折りたたみ式のＡＩ車両。

トヨタ Concept-愛I ＡＩを応用し「人を理解する」

パートナーとして進化。車が「モノ」から「者」へ。

ホンダ Sports EV Concept

自動車業界の電動化時代の新たなスポーツカー。

トヨタ Concept-愛i RIDE 車椅子の積み下ろし

サポートなど車椅子ユーザーにも使い勝手いい。

トヨタ Concept-愛i WALK

誰もが安全・安心に移動できるモビリティ。



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３回 データと情報と知識の違いと、人工知能（１）

「データ」と「情報」、「知識」という言葉がありま

す。普段は、みな同じような意味で使っていますね。コ

ンピュータの世界では、これらをしっかり区別して使っ

ています。システム技術者と会話するときに意識して使

い分けられたら、きっと一目置かれることになるはずで

す。

この区別がわかると「人工知能」も分かるようになり

ます。

1. データ、情報、知識

分野が異なると言葉の意味も変わりますが、コン

ピュータの世界では、これらは、以下のようなものとみ

なしています。哲学やその他の分野では別の考え方があ

ると思いますが、ここは「コンピュータサイエンス シ

リーズ」なので、考えないことにします。

• データ

• 観測された事実を数値や記号または文章で表した

もの。観測対象そのものではない。

• また、架空のものではない。

• 情報

• データを人が分かりやすい様に整理したもの。

• データを分類したり、代表的なデータだけ残して

間引いたり、相互の関連をつけたり、まとめて名

前をつけたりしたもの。

• 類似、例示、対比、比喩、図解、時間的な変化な

どの方法で、既知の情報（や知識）との関連を示

したもの。

• 知識

• 条件によって、判断ができるように整理された情

報。条件分岐がついている情報。質問に答えられ

る能力の基。

２．データ

データは、ヒトが計ったり測ったりしないと得られま

せん。データには必ず（隠れた）人件費が付いています。

たとえば、人の身長を調べるといってもヒトが目で見

てやりますから、そのデータには誤差が出てしまいます。

今月の売上のデータはどうでしょうか。ヒトが努力して

集めてまとめているデータなので、どこかに間違いがあ

るかもしれません。

3億円の「売掛金」を「売上げ」に算入してしまった

などの大きな過ちはいけませんが、締め日の夕刻入金の

あった980円を金庫を閉めた後だったという理由で次月

に計上したようなミスとも言えない事実との食い違いも

生ずるのが会計データというものです。

そして、このデータにはしっかり会計経理の人件費が

かかっています。

データとは、人が現実の事柄を計測していますから架

空のものではありませんが、観測対象の現実そのもので

はないことになります。

３．情報

データは記号か数値または文章ですが、記号か数値な

らばなおのこと、事実をみたまま記述したものになりま

すから、それを見てどんなものかを人はすぐには分かり

ません。

データの羅列から何かの意味を読み取れるのはご自分

の専門領域のものだけに限られるでしょうし、それもそ

こそこのベテランしかできないでしょう。

データを分類したり、代表的なデータ（例えば平均値

とか、最大値または最小値とか）だけ残して間引いたり、

相互の関連（二つのグループで平均値が1割も違ってい

る!? など）をつけたり、まとめて名前をつけたり（体

重と身長がともに大きいグループと体重と身長がともに

小さいグループの生産性を比較すると、など）しないと

人には意味が分からないのです。

データを分類したり、代表的なデータだけ残して間引

いたり、相互の関連をつけたり、まとめて名前をつけた

りしただけでもかなりの前進ですが、それだけでは人は

なかなか腑に落ちるというところには至りません。自分

が既に持っている他の膨大な情報（や知識）[パーソナ

ル・グランド・セオリーまたはパーソナル・グランド・

ナレッジ]とのつながりがわからないとストンと落ちると

ころにはなりません。

ストンと落ちる、納得がゆく、腑に落ちるために、人

は「類似（これは、あれと似ているな）」、「例示（こ

の話は、あんな事例が当てはまるぞ）」、「対比（これ

はこちらと似ているがここが違うんだ）」、「比喩

（まぁ、あのわからずやの部長には猫に小判だろう

な）」、などの方法で、既知の情報（や知識）との関連

を見つけることが多いのです。そのほか、図解してみる、

過去の記憶と比べて時間的な変化を追ってみるなどのこ

ともストンや納得や腑に落ちるのに役立ちます。

「テータ」ではなくて「情報」として提供されるもの

は、データが分類されていたり、代表的なデータだけ残

して間引かれていり、相互の関連をつけられていたり、

まとめて名前がついていたりします。さらには、類似、

例示、対比、比喩、図解、時間的な変化を巧みに利用し

た解説がついていたりします。
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今回のポイント
• データは、人が計ったり測った数値や記号または文章

• 情報は、データを人が分かりやすい様に整理したもの。

• 知識は、情報を人が判断ができるように整理したもの

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。

このような工夫を凝らして、データを人に分かりやす

く説明するものが情報というものです。

４．知識

「知識」は「情報」とどこが違うのでしょうか。コン

ピュータの世界では、「知識」とは、条件によって判断

ができるように整理された情報のこととされています。

例えば、ある町に賢者と呼ばれる人が二人いました。

心太郎さんと威太郎さんです。賢者 威太郎さんは大変な

物知りで、この町のことならはなんでも知っていました。

町長がだれで、財政の規模や使途や歴代町長の不始末も

成功も、どこに居酒屋があって、肉屋と八百屋がどこに

あるかもだれが経営しているのかもよく知っていました。

しかし、威太郎さんはいつも心太郎さんと比べられて

一段と下に見られていて悔しい思いをしていました。そ

んなある日、威太郎さんは、たまたまこの町にやってき

た佐藤さん母子が何か探しながら歩いている様子を目に

しました。佐藤ママは、この町出身の青年と結婚して遠

くの町に住んでいます。旦那の実家の両親に孫を見せよ

うと遊びに来たのかもしれません。

威太郎さん「何かお困りのことでもありますか。私は

この町のことならなんでも知っていますよ」

佐藤ママ「うちの子が遊べるところがないか探していた

んです。この町のことがまだよくわからないのです」

威太郎さん「まかせてくださいよ。お安い御用ですよ。

ここの町長は××と言って、代々の大地主で、この町

の人口は〇〇人。男女比で言うと49.5%と50.5%で女

性のほうが少し多いね。女性のほうが長生きするからね。

世帯数が△△軒で、お勤め人が…… 」

佐藤ママ「あの～。子供が遊べるようなところはない

んですか？」

威太郎さん「じゃ、町の施設を片端から教えてあげる

よ。北の端には北部公民館があるぞ。ややそこから南東

寄りのところには支所があって、その間の通りには、コ

ンビニのセブンとお好み焼き屋さんがあるな。それか

ら、・・・」

佐藤ママ「（うんざりして）すいません。自分たちで

探します。ごめんください」

佐藤ママは子供の手を引いて逃げるように威太郎さん

の前から立ち去って行った。その次の辻で佐藤ママは運

よく心太郎さんに会いました。

佐藤ママ「この辺で、子供が遊べるところはありませ

んか？」

心太郎さん「男の子だね。いくつだい。そうか、８歳

か。この四つ辻を右に曲がって５分くらいのところに自

然公園がある。チョウチョもバッタもたくさんいるよ。

ジャングルジムも滑り台もあるけれど、ビオトープも

あって、エビガニ釣りもできる。男の子なら力いっぱい

遊べるだろう。入口手前のよろず屋には虫網やエビガニ

釣りの道具も売っているから必要なら立ち寄るといい

よ」

佐藤ママ「ありがとうございます。行ってみます」

佐藤ママは、威太郎さんにはうんざりだったのに、心

太郎さんには感謝しているみたいですね。威太郎さんは

たくさんの情報を持っていて、それを提供しようとした

のに嫌われたみたいです。どこが違っていたのでしょう

か。

お二人ともたくさんの情報を持っていましたが、威太

郎さんは情報を持っていただけですね。心太郎さんは情

報を基に、問われていることに適切にこたえられていま

す。心太郎さんは情報だけではなく、それぞれの情報に

いろいろな条件ごとの枝をつけて待ち受けていました。

質問されたら質問に合う条件の情報だけを選んで組み

合わせることができました。問われたら答えられるよう

に情報に条件分岐を付けておいたものが「知識」と言わ

れる実体なのです。心太郎さんは情報に条件分岐を付け

た豊富な知識を基に佐藤ママさんの問い合わせに適切に

こたえることができました。一方の威太郎さんは、情報

こそたくさん持っていましたが、問われたら答えられる

ような条件分岐がほとんど用意されていなかったので、

問われても答えようがなかったのですね。

威太郎さんは「人に聞かれでも答えられない、つまり

知識のない人」、心太郎さんは「問えば答えてくれる知

識豊かな人」と言って良いのではないでしょうか。

コンピュータの世界でも、情報に条件分岐が用意され

ていて問われたら答えられるように保持されたものを

「知識」と呼んでいます。（次号へつづく）
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マネージメントゲーム（以下ＭＧ）を受講すると、100期受

けなさい、と言われます。最初は、100期というのは、遠く思

えますが、ＭＧを受けると楽しくて夢中になってしまい、ほど

なく100期がやってきます。

かくいう、私も1991年12月にＭＧを受講し始めて、翌年に

は、100期が見えてまいりました。そうすると、どこで100期

を迎えるか、誰と100期を迎えるかということを考えるように

なってきます。

西先生のＭＧを受講すると、最後の講義でＭＧの赤チップ

（宣伝）をされます。西先生は、タヒチのことをとてもうれし

そうにお話されます。なぜ、タヒチまで行ってＭＧをするのか。

しかも高額です。最初は、別の世界の話だと思っていました。

しかし繰り返しお聞きするうちに、ちょうど私が100期を迎え

る頃と、タヒチＭＧの日程が重なることに気がつきました。

これは何かのご縁なのかな、だんだんとそう思うようになり、

タヒチでＭＧを受講する意思決定をしました。そこで100期を

迎え、人間を変えよう、そう思うようになりました。

＊

1992年10月、当時名古屋に住んでいた私は、タヒチツアー

参加のため、新幹線に乗って、成田へ向かっていました。する

と、三島あたりを走っていたころでしょうか。新幹線がガタン

と減速して、通勤列車のようなスピードになってしまい、つい

には、止まってしまいました。なんでもケーブルの事故とのこ

とです。復旧の見込みは不明でした。

当時は、携帯電話もありませんでしたので、新幹線の公衆電

話に長い列ができました。やっと順番が回ってきて、私は、旅

行会社へ遅れるかもしれないと連絡をいれました。2時間ほどし

て、新幹線は動き出しましたが、成田に着いたときは、タヒチ

行きのエアフランスは、飛び立った後でした。タヒチ行きの飛

行機は週に一便です。タヒチに行けなかった、その思いで途方

にくれました。

空港で、旅行会社の方から説明がありました。二つの選択肢

があり、今、キャンセルということであれば半額をお返ししま

す。もう一つは、明日、ニューカレドニア行きの飛行機があり

ますので、料金内でそれに乗ることができます。ニューカレド

ニアからタヒチ行きの飛行機は出ているのでそれに乗れば、西

研のグループと合流することはできます。

ただし、ニューカレドニアの宿泊とニューカレドニア、タヒ

チ間のチケットは、現地で自力でとらなくてはいけません。そ

れは保障できないし、そうした場合、料金の返還はないとのこ

とです。

私は、もちろん、後者を選択しました。行けばなんとかなる

と思ったからです。ケーブル事故は、当時、自衛隊の海外派遣

に反対していた過激派の仕業でした。

＊

翌日の飛行機でニューカレドニアへ向かいました。ニューカ

レドニアの空港で、チケットカウンターへ行きました。

○時発のタヒチ行きの飛行機はありますか。旅行会社に聞

いておいた便を尋ねました。

いや、もう一杯よ。

そうなのか、やっぱりだめだったのか。

なんでも、民族の祭典がタヒチであり、ポリネシアンの

島々の人たちがタヒチに集まるとのことです。よりによって、

民族の祭典とは……また、タヒチが遠のきました。

すると、カウンターの女性が、ちょっと待って、臨時便が

あるわ、その2時間ぐらい後で小さい飛行機だけどといいます。

いい、それでいい、席を取ってと、カウンターを乗り越え

そうな勢いで頼みました。

席は無事確保でき、いよいよタヒチへ行けることになりま

した。

席が確保できれば、ニューカレドニアも急にいいところだ

と思えてきました。「天国から一番近い島」です。一日ビー

チで遊んで、過ごしました。

＊

翌日の飛行機は、民族の祭典の臨時便だけあって、上半身

裸の人や、やりやこん棒（楽器だったのかも）を持った人が

たくさん乗り込んできました。今じゃ考えられませんね。

タヒチの首都パペーテにつきました。ベンチに腰掛けてい

たとき、隣の男性と目があったので、日本から来たんだよ、

といったら、黙って右手を差し出してくれました。

さらに、飛行機を乗りついで、西先生たちが、滞在してい

るランギロア島へ到着しました。

西先生はじめ、皆さんと再会することができました。佳恵先

生がハグをしてくれました。

夜、音楽を聴きながら、桟橋で星を眺めていました。する

と、突然、パッと空が割れたかのように明るくなりました。

巨大な流れ星が空を横切ったのでした。

＊

今から25年前、携帯もメールも無い時代、どうしてたどり

つけたのか、自分でも不思議な気がします。

タヒチが他の南の島と比べてどこが、違うかと言われても

難しいのですが、プーケットやバリ島とは違うような気がし

ます。絶海の孤島であること、フランス語圏であることなど

でしょう。あるいはゴーギャンが終の棲家としたように、芸

術家の心をくすぐるものがあるのかもしれません。

しかし、私は西先生のお顔を思い浮かべるにつけ、西先生

の前世は、きっとタヒチで昼は学校の先生、夜はウクレレを

弾いたバンドマンをされていたように思えてなりません。

西先生は、人が心地いい時、自分の能力を最大限発揮でき

ると言われます。自分が最も心地よい場所を見つけられた西

先生は幸せだし、その西先生とともに過ごせるタヒチの時間

は、私たちにとっても、大変学びの多い時間といえるでしょ

う。（文：小澤徹也）

ランギロア（タヒチの秘島）
先月号の西順一郎先生のコラムを見て、小澤徹也さんから「なぜタヒチなのか」

説明が必要だね。ということで投稿下さいました。
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私の好きな経営者にソニーの盛田昭夫さんがいる。

その盛田さんの「さすが」と思える「経営のカンドコ

ロ」をソニー生命の方から自社の発足秘話を聞きまし

たのでご紹介します。

アメリカでソニー製品の販路拡大に尽力していたこ

ろ、１９５０年代後半。盛田さんは、シカゴの海岸通

りに白いでかいビルに目が止まりました。そのビルの

上部には「プルデンシャル」と書いてありました。プ

ルデンシャル社は、その当時、日本生命の３倍の規模

のアメリカ最大の生命保険会社でした。盛田さんはそ

のビルを眺め「将来、金融業をゾニーグループの中に

持ちたい。保険会社も儲かれば、あんなでかいビルを

持てるんだなぁ」と夢が芽生えた瞬間だったそうです。

１９７６年、それは突然、偶然に起こりました。米

国プルデンシャル社の会長マクノートン氏が御殿山の

ソニー本社に盛田さんを訪ねてきたのです。米国プル

デンシャル社は、当時ソニーの株主であり、来日した

際の表敬訪問でした。

財界の巨人同士の話は、多岐にわたりました。マク

ノートン会長が自社の生命保険商品の事を「プロダク

ト（製品）」と語っていたのを、盛田さんは聞き逃し

ませんでした。ソニーのハードウェア・ビジネスは、

まさにプロダクト（製品）です。質の高いモノを作り

続けたいソニーの想いは、お客さまが理解する事、つ

まり、製品の価値を伝える事です。マーケティングは、

ソニーの得意とするところでした。生命保険商品がプ

ロダクトならば、ソニーでもでも……マークノートン

会長の語り口が盛田さんの頭にピンときた瞬間でした。

表敬訪問の面談が終わり、マクノートン会長は部屋

出て行く帰り際に「ミスターモリタ、よかったら一緒

にビジネスをしないか」と、米国プルデンシャル社の

日本進出をもらしました。そう言ってマークノートン

会長はエレベーターで地下の駐車場へ降りて行きまし

た。

「経営のカンドコロ」

盛田さんは、直ぐさま、男性秘書を地下の駐車場に

走らせました。そして、マクノートン氏に「さっきの

言葉は、本気ですか。ミスターモリタが確認して欲し

たいと言っています」。すると帰ってきた言葉は「オ

フコース（＝もちろん）」。これが、１９５０年代に

夢に見たソニーの金融部門進出という、悲願達成への

スタートとなりました。

訪問からわずか１ケ月後、盛田さんはニューヨーク

に飛び、日本の生命保険業界の現状についてプレゼン

テーションを行いました。そして同年、米国プルデン

シャル社との合同プロジェクトが発足しました。ソ

ニー本社の地下の小さな会議室に掲げられた看板は

「国際資金調査室」。ここで明日の未来を語り合った

そうです。ソニー側のプロジェクトリーダーは、ソ

ニーアメリカの安藤国武さん（当時36歳）でした。安

藤さんは、プルデンシャル社のノウハウを日本に導入

しました。プロのセールスマンによる、ニードセール

スの実現しました。これが認められて1979年6月に大

蔵省認可。1981年4月にソニープルデンシャル生命が

開業しました。「きょうから生命保険が変わる。ライ

フプランナーが変える。」が営業開始時のコピーです。

その後のソニー生命の隆盛はご存知の通りで、ソ

ニーの連結子会社として、ソニーグループの中でも金

融分門はグループを支える大きな柱となりました。ソ

ニー生命の発足には、盛田さんがシカゴで見た海岸通

りに白いでかいビルに始まり、ソニーの中に金融業を

持ちたいという夢、予期せぬマクノートン会長の表敬

訪問、そして、彼が生命保険商品がプロダクトだと

言ったこと、それを見逃さなかった盛田さんの「経営

のカンドコロ」は、やはりすごいと思いました。

先月号の西順一郎先生のコラムを見てソニー生命の友人から、
ソニー生命の誕生秘話をお聞かせいただきました。

盛田が憧れを抱いたシカゴのプルデンシャル社のビル

【参考HP】
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/CorporateInfo/Hi
story/SonyHistory/2-21.html
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LINEスタンプ好評発売中！

箇条書きの７原則

1. ４項目以上ある場合は、通常文の中に並べるよりも箇条書きにする

2. 箇条書きの前に、明快で具体性のあるリード文を付ける

• 例：「申し込み必要なのは以下の通りです」など

3. 箇条書きはインデント（字下げ）をする

4. 行頭記号の後ろにスペースを空けすぎない

• 行頭記号から最初に文字までの距離があると、視線の移動が多くなって読みにくい

5. 各項目の書き出しに同じ語句を繰り返し使わない

• 例：全ての項目が「弊社は・・・」とか

「デジタルカメラＡＢＣー１２３４は・・・」で始まるようなケース

6. 各項目の言い回しや表現方法には一貫性を持たせる

• 例：体言止めと通常文を混在させない

7. ページ内に箇条書きを何ヶ所も使用すると、箇条書きの効果が薄れる

10月号を送ります▼先月号の西順一郎先生のコラムの
反響が多く、お二人の方から投稿をいただきました。
小澤さんのタヒチのエピソードは当時のＭＧ勉強仲間
の間では有名な話でした。当誌でコラムなってうれし
く思います。もう一つはソニー生命の方から盛田さん
のエピソードを聞かせていただきました。私の想像で
すが、あのとき盛田さんは部下を階段で地下まで走ら
せたと思います▼もう年末ですね！インフルエンザの
予防接種して準備万端。元気に仕事をして、そして、
みなさんと忘年会をやりたいです▼表紙イラストは吉
田稔美さん「スケボー」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）

＜ホームページ更新のTips＞

箇条書きの７原則

出典：『新ウェブ・ユーザビリティ』ヤコブ・ニールセン＆ホア・ロレンジャー著、P156より

ウェブ・ユーザビリティ＝ホームページの使い勝手・利用のしやすさ。

箇条書きには、黒丸などの行頭記号や番号を付ける。

大切なのは、行頭記号と番号の使い分け。

箇条書きの内容が順番のある事項（料理の手順など）なら番号が適している。

一方、箇条書きの内容に順序がない場合（料理の材料表など）は行頭記号（黒丸）が適している。

箇条書きにすると、ページの右側が余白になりやすいため、視線の動きが左側に固定され、各項目が目

立ちやすくなる。通常の文中で項目を並べるよりも注目率は高い。実際、通常文よりも箇条書きの方が

ユーザビリティは47％も高いという調査結果もある。

【注意】

行頭記号付きの箇条書きは読者の理解促進になるが、使い過ぎは本来の効果が発揮されない。

１ページに多く２ヶ所。

2017年10月15日（日）鎌倉パブリックにて

第23回リブモールコンペを開催しました
（優勝：峰晴プロ・前列右から１人目）


