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神保町マイツール教室

あと１時間ばかり仕事をして帰ろうと思っていた
私はマイツールが好きで、マイツールを使って沢
ところに、突然、すごい勢いて知らない顔の男が
山の徳を得ている。が、業績につながっていなかっ
入って来た。歳は30代だろうか頭は丸刈りでチャ
た。マイツールは仕事の道具である。マイツール誕
ラチャラした感じではなかった。私はその男が何を 生の歴史、使っている事例を見ても、それは間違い
言い出すのかを待った。そして、その男は「私は今、 ない。言い換えれば、マイツールを教えるというこ
西研究所でＭＧ（マネジメント・ゲーム）を勉強し とは、仕事のやり方を教えることと同じだと私は
ています。ここでマイツールを教えていただけるの 思っている。私も彼のように、どうすれば今より良
ですか？」と言った。“西研究所でＭＧ”と聞けば、 くなるのかと迷い、西研究所のＭＧにたどり着いた。
簡単に追い返すわけにはいかなかった。私はそれに 西順一郎先生の一言一言が神様のお告げの様に聞こ
してもこんな所によく来たものだと思い、彼に敬意 えた。その一つがマイツールだった。マイツールを
を表し仕事を中断して話を聞くことにした。それは、 使えば自分が変われる、そして、会社が良くなるか
彼から私が久しく忘れていた何かを感じたからかも もしれないと思った。もうそれしか無かった。今の
しれなかった。
私は、私なりにマイツールと仕事の関係の答えを
持っていた。
マイツールというのは、日本が『ジャパン・ア
ズ・ナンバーワン』と言われ日本型経営が賞賛され
約束したマイツール教室の日が来た。彼は約束を
た時代に、日本人が作ったパソコンのビジネス用の 守って友だちを１人連れて来てくれた。会計事務所
ソフトウエアである。それは、コピー機でなじみの に勤めている女性だった。私は彼が来るまで何を話
リコー社が販売していた。Windowsパソコンが出
そうか、何をやろうか考えがまとまっていなかった。
る前のパソコンは、パソコン本体とソフトウエアと 私にマイツールを教えてくれた人たちの顔と言葉が
が一体で売られていた。だからマイツールを使うに 頭の中をかけめぐった。最近、マイツールを作った
は、リコーからパソコンごと買わなければならな
人の一人、荒川博邦さんと話す機会があった。荒川
かった。その頃、マイツール１台の価格で、トヨタ さんはうれしそうに「マイツールに『おせっかい機
の車、スターレットが２台買えた。その当時パソコ 能』を付けたんだ」と開発当時のエピソードを聞か
ンは、とても個人では持てなかった高価な仕事の道 せてくれた。私は、またマイツールが好きになった。
具だった。DOS/VパソコンとWindowsの普及でパ
ソコンが個人でも持てるようになると、仕事でパソ
私は、マイツールの一番の醍醐味は表を作るとこ
コンを使う人が一気に増えた。しかし、マイツール ろにあると思う。表を作るコマンドは「Ｆ」
はこの流れに乗り遅れた。マイツールを使う新規
（フォーマットという）。あれやこれやと考えて、
ユーザーは増えなかった。リコー社はついにマイ
よっしゃー！と白紙の紙に表作る作業だ。他人から
ツールを手放してしまった。今、マイツールを使っ 与えられた表ではなく、何も無いところから自分で
ているのは西研究所でＭＧを勉強している人たちが 考えて表を作る。その表が仕事とリンクするまで、
中心で、それはごく少数の人たちだった。
使いモノになるまで、きっと何回も何回も項目を加
えたり削除したり、変えたりして行くだろう。これ
このような状況中、マイツールのことを知りたい、 が業務改善だと教わった。表の直しを他人に頼まず
勉強したいと思ってインターネットで検索してみて に、思った時に自分の手で出来ることにマイツール
も情報を得ることは難しい。私だってマイツールを を使う意味があると思う。西先生は「経営者はマイ
使っているが、ネットでマイツールのことを配信し ツールしか使えない」と言っている。
たりはしない。私は彼と１時間ほど話をした。私は、 第１回目のマイツール教室は、迷わず「Ｆ」ドン
彼の熱意と真剣さに押し切られ、その場で来月から からはじめた。
隔週で水曜日の夜に２時間、マイツール教室をやる （文責：中島正雄）
意思決定をした。生徒１人と先生１人ではつまらな
いので、誰か連れて来て欲しいということが私から
の条件だった。私は偉そうに引き受けたものの、私
がマイツールなど教えていいものだろうかと考える
日々がそれから始まった。
やさしくデジタル 2017年12月号

「CES2018」に日本から遠隔参加レポート１

2018年1月9日～12日に米国ラスベガスで開催さ
れた家電見本市「CES 2018」に今年は現地まで行
くことはできませんでしたが、日本から遠隔参加し
レポートしてみます。（写真１）

ＡＩ

キーワード１．

写真１．CES2018会場風景

AIスピーカー（スマートスピーカー）
「Googleアシスタント」vs「Amazon Alexa」
Googleがブースを出しで反撃出たらしい。 （写真２）
Googleアシスタントから操作できる機器は、グー
グルによれば2018年1月時点で225社の1500機種
以上が存在するという。CESのグーグルブースには
ロボット型掃除機や空気清浄機などの家電製品、電
球、サーモスタット、コンセントなど多数の対応製
品が展示された（写真３．４）
テレビや冷蔵庫にも独自AI
「あらゆるデバイスを音声操作可能に」
LGはGoogle、
サムスンはGoogleとAmazonの両方

写真２．屋外のGoogleブース

AmazonとGoogleの
音声認識覇権争いの始まり

写真３．家電製品もGoogleアシスタントに対応

写真４．Googleアシスタント対応機器が並んだ

写真５．サムスン社スマート冷蔵庫「Family
Hub」の冷蔵庫に話かけているデモ

写真６．米国KOHLERのトイレは、蓋の開閉を
「Hey Google, open the cover」で済ますこと
ができる
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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５回 深読み「コミュニケーション能力」（１）
「コミュニケーション能力」とは「口数が多い」こ

とと同じでしょうか。経営者や社会人の皆さんには、

１. 組織の不思議と社会の構造
社会は、人がウンカのように無秩序に群れでいるの

直観的に「コミュニケーション能力」と「口数が多

ではありませんし、よくある社会学の教科書のように

い」こととは同じではない、と答える方か多いと思い

組織という箱の中に人々を閉じ込めているわけでもあ

ます。「コミュニケーション能力」は、どう考えても

りません。下図は、「常識のウソ」を打ち破るために

仕事に役立つ能力のはずなのに、「口数が多い」（お

提案した社会の構造を示す飯箸モデル（2006年）で

しゃべりの多い）人に限って明らかに仕事の邪魔にな

す。

る人がよくいるからです。「コミュニケーション能

この図を基に、ヒトと組織と社会の不思議な性質を

力」の高い人はいわゆる無駄口は叩いていないのです。 列記してその真実に迫りたいと思います。
さて、私も我が身の半分をビジネスの世界に置いて
きましたのでこれらを当たり前に感じます。しかし、

①一人の人は、同時にたくさんの組織に参加していま

残りの半分を置いてきた学者の世界は、そもそも現場

す。あなたは、例えば、ある会社の重要な一員ですが、

での経験がないので、皆さんのような直観が働かない

同時に地元のテニスサークルや友人が開いている哲学

人たちの集まりです。「コミュニケーション能力」を

カフェの一員だったり、何よりも家族の一員でもあっ

計るために、その場での「発話数（無駄口も含め

てもおかしくありませんね。

て）」をカウントするようなおバカな研究が後を絶ち
ません。
今回は、皆さんの勘がいかに正しいかを「深読み」
風に説明してゆきたいと思います。

一人のヒトなのに、会社にいても家族の一員である
ことをやめたりしませんし、テニスサークルをそのと
きだけ脱退するようなことはしません。えっ、会社に
はオフィスワイフがいるって？？？

飯箸泰宏、一人にしない教育者と、一人にしない教育を、次世代教育研究会（2006.01.27）
http://www.sciencehouse.jp/research/20060127hitorinishinai.pdf
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そっ、それは2つ以上の家族に同時にいるお父さん

メタ関係（上下関係=包含関係）・・・権利と義務が

の例ですね。できるでしょうが、いけませんよ！

ある

閑話休題。つまり、ある饅頭を1つの菓子折りに入れ

ネットワーク関係・・・権利はあるが義務はない

たら、他の菓子折りに同じ饅頭を同時に入れることは

ヒトがある単位組織に参加する場合はその組織の

できませんが、ヒトは一つの組織に入っても同じヒト

ルールに従う約束で参加しますから、メタ関係になり

が別の複数の組織に同時に入ることができるのです

ます。その組織はほとんどの場合上位組織を持ってい

（同時に二つの家族のパパになれるように、一人の人

ますから、下の組織から上に物を言う権利がある代わ

が、会社にも、テニスサークルにも哲学カフェにも同

りに上の組織の決定には従う義務を負います。上下関

時に存在できます）。すごいと思いませんか。不思議

係は次々し連鎖してゆきますので、例えば、会社組織

ですね。人は一つの箱（組織）に入れられた饅頭では

の場合、班（グループ）→課→部→事業部→会社→業

ないのです。

界団体→経済産業省（つまり、国家機関の一つ。他の
省庁の場合もある）となって、最終的には国家機関に

②人の組織には最小単位があり、その組み合わせで大

結び付けられています。これが「国民国家」の基本形

きな組織になります。会社を例にとると、会社は「事

なのです。テニスサークルならば、当該サークル→市

業部」から構成されていて、事業部はいくつかの

連合→県連合→全国連合→文部科学省（つまり、国家

「部」に分かれていて、部はいくつかの課から構成さ

機関の一つ）のようになります。社会は、そこにいる

れていますが、課の中には「班」とか「グループ」と

人と組織がメタ関係とネットワーク関係で結ばれた複

呼ばれる最小単位があります。軍隊でも小隊などと呼

雑な構造体となっているのです。

ばれる最小単位があります。会社の仕事でも兵隊さん
の仕事でも生死を共にする行動単位です。

（補）「ネットワーク関係」は専制国家や国民国家
などの国家の枠を越えて広がります。「ネットワーク
関係」を活用した運動で、人類史上最も成功したのは

③最小単位のサイズは3人以上7人未満です。なぜこの

キリスト教だと言われています。キリスト亡き後、12

サイズなのかは、別の機会に譲りますが、原始時代の

使徒が各地に散って辻説法を繰り返すと賛同者がまた

家族のサイズとほぼ同じという事実を指摘しておきま

自分の故郷に帰った際などに賛同した内容を周囲に

す。2人では親密になりやすい反面、簡単に離反して

語って聞かせて、それを聞いた人がまたその先で説法

しまいます。8人以上になると自然に脱落してしまう

を行うなどの形で広がってゆきました。約200年で

人が出る傾向があります。特に上限の7名は社会学で

ユーラシア大陸の東の果てアムール川の河畔に教会が

はマジックナンバーセブンと呼ばれていますが、下限

建てられるまで、キリスト教は普及しました。伝道者

もマジックナンバースリーと呼んでよいかと思います。 は誰かの命令に従ったのではなく自らの権利を行使し
社内コンペで燃えるチームも多くはこのサイズ（3人
以上7人まで）ですね。

ただけのことにすぎません。
今でも、ネットワーク関係は、宗教の勧誘、政治活
動、ファンクラブの拡大などには欠かせないものに

④社会の中でのつながりには、縦割りの上下関係があ

なっています。いずれも「義務を強要せず、賛同した

り、他方では、縦割り区分とは無関係にだれとでも緩

ら参加してもらう」というやり方を取っています。

やかにつながることもできます。前者は「メタ関係

（次号へつづく）

（上下関係=包含関係）」と呼ばれて、後者は「ネッ

今回のポイント
• 「コミュニケーション能力」は、どう考えても仕事に
役立つ能力である。
• ヒトは一つの組織に入っても同じヒトが別の複数の組
織に同時に入ることができる。
• 社会は、そこにいる人と組織がメタ関係とネットワー
ク関係で結ばれた複雑な構造体である。

トワーク関係」と呼ばれます。「メタ関係（上下関係
=包含関係）」は、権利と義務があります。具体的に
は、参加して意見を言う権利はありますが、決定に対
しては従う義務があります。決定に従えなければ、そ
の人は組織から出てゆかなければなりませんし、上位
組織の決定に従えない下部組織も解体か脱退を余儀な
くされます。「ネットワーク関係」は、呼びかけに賛
成できる時には参加する権利がありますが、事情が
あって参加できない場合はその呼びかけに従う義務は
ありません。つまり、権利だけあって義務がありませ
ん。
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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。

「CES2018」に日本から遠隔参加レポート２
自動車メーカーの競合は電気メーカー

クルマに話しかける時代が来る。車も音声認識覇権
争いが始まっている（AmazonとGoogleと自動車
メーカー各社の争い）。電気自動車（EV）のメー
カーやスタートアップ企業も、各社の車両をアピー
ルする舞台としてCESを選んでいる。（写真７）

ワイアレス

キーワード２．
写真7．新ブランドBYTONのコンセプトEV

イスラエルのWi-Chargeは、赤外線ビームによって
離れた場所からのワイヤレス充電を可能にする技術
を提供。照明でワイヤレス給電しながらおもちゃの
列車を走らせるデモ（写真８）

キーワード3．

５G

２時間の映画がたった４秒でダウンロードでき
る!?（写真９）インターネットがもっと高速に
なったら世の中が変わる。ICT（情報通信技
術）分野に強いGoogleが自動運転カーを出展
する日も近い。「ガーディアンズ・オブ・ギャラ

クシー」の2時間の映画コンテンツをダウンロード
するときの、3G、4G、5Gで比較したスライド。
384kbpsの3Gが26時間、100Mbpsの4Gが6分、
10Gbpsの5Gが3.6秒。2020年の見込み。

写真８．照明で中距離充電するWi-Charge

写真９．2018 CTA Consumer Tech Industry Forecast

＜引用と参考＞
写真1. http://www.mobileandgadgets.com/dont-miss-the-fun-at-ces-2018-5g-is-almost-here/
写真2.6. [CES2018]Vol.01 混沌のCES開催〜“非接触性”の増加、未来のモビリティ提案
https://www.pronews.jp/special/20180115120103.html
写真3.4. Googleアシスタント対応スマートディスプレイなど、「Android Things」搭載機器も
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/17/122800595/011500020/
写真5.サムスンがテレビや冷蔵庫にも独自AI、「あらゆるデバイスを音声操作可能に」 （3/4）
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/17/122800595/010900006/?P=3
写真6.
写真7.「自動運転時代への近道は--CES 2018の車両技術を振り返る - (page 2)
」https://japan.cnet.com/article/35113184/2/
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写真9. 【CES2018速報04】家庭用製品向けテクノロジーのトレンド予測。IT、市場、成長分野の各方面から業
界を読み解くhttp://www.stereosound.co.jp/review/article/2018/01/09/64172.html
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最近話題のGoogle Homeを手に入れた（高岡英樹）
Google Homeとは、1年ほど前にアメリカで発売
されたスマートスピーカー。

そもそも外国語の習得などは、本を読んでするも
のではなく、相手がいて会話をしていくうちに覚え

声で命令をすると、インターネット経由でAIアシ

るものなので、AIアシスタントや、それに付随する

スタントが声を解析して、応答してくれる。今後

サービスの向上により、あながち夢物語ではないと

Googleスピーカー自体もバージョンアップされる

思う。

だろうが、大部分はネットの向こうにあるAIアシス
タントの性能によるところが大きいのだろうから、

誰もいないところで、娘の発音の真似をして

日々賢くなっていくと考えても過言ではない。

「OK Google」とスピーカーに語りかけている自分

実際使用して見て、予想以上に音声認識がされるの

も相当恥ずかしいのだが、機械相手ってところが、

で、とても驚いている。

対人よりはマシなので、内向的な私には打ってつけ
である。

「オッケーグーグル
ケーグーグル

何か音楽をかけて？」「オッ

次の曲かけて」「オッケーグーグル

この曲なに？」「オッケーグーグル

明日の天気

まだアメリカ市場に出て1年余り、日本で販売開
始より１ヶ月でここまで出来ているのだから、この

は？」などなど、なかなか楽しい。調べ物も、

先データが集り、どんどん賢くなって色々なことが

WIKIPEDIAなどを基に読み上げてくれるし、

出来るようになるのは想像に難くない。

ニュースソースを設定しておけば、ニュースも読み
上げてくれる。朝の忙しいときなど、支度しながら

近い将来、私が誰からも相手にされなくなるまで

耳から情報を入れられるのはなかなか良い。今まで

には、是非ブレードランナー2049で出て来たジョ

その部分はラジオやテレビが行っていたわけだが、

イのようなサービスが始まって欲しいと切に願う

やはり完全に受動的なのと、能動的なのとでは、か

（笑）

なりの差がある。

とりあえずは「おやすみ」って言ったら、部屋の
電気を消えるようにするのが当面の目標です。

私は普段はタイのバンコクで家族と暮らしており、
Google Homeは日本で購入したのだが、娘に使わ
せたくてタイに持ち帰った。日本では勿論日本語
モードで使っていたが、10歳の娘は英語の方が得
意なので英語モードに切り替え、使わせてみる。
予想通りデジタルネイティブの娘はあっという間に
慣れ、音楽を聴くことは勿論、朝起こしてもらった
り、クイズを出してもらったりなど、結構会話して
いる。
「OK Google play Ariana Grande songs」「OK
Google How old is Ariana Grande?」など、自分
の嗜好に合った使い方をしている。
私もうっかり日本語で「オッケーグーグル」と
言ってしまい、反応が無く「OK Google」と言い直
したりしている（笑）
そんな事をしながら気づいたのだが、これはいい英
会話の練習になるのかもしれない。
英語の発音を正しく言わないと、正常に反応してく
れないし・・・
お問い合わせ先 → コンピュータリブ TEL . 03-3556-1477

高岡英樹（たかおかひでき）
1964年8月生まれ。横浜出身。バンコ
ク在住。現在はタイ・バンコクで広告
代理店を営む。毎月、日本とタイ、東
南アジアの国々を行き来しながらイン
バウンドと言われる東南アジアに向け
た日本のPR事業などを行う。
やさしくデジタル 2017年12月号

O .Ｗ. ガレージ 大木貴博氏より
「YouTubeから大きなニュースが発表されました」
YouTubeの収益システムである、YouTubeパートナー
プログラムが2/20から厳しくなるとの告知。
影響力のないチャンネルでは収益を得られません、と
いう宣言。
その条件は
・過去12か月間の総再生時間が4000 時間以上
・チャンネル登録者数が1000人以上であること
・この両方を満たさないチャンネルは収益化できない
私の運営する複数のチャンネルはすべてこの対象です。
この条件はYouTubeチャンネルユーザーの裾野をなす、
小さなチャンネルのほとんどのユーザーが対象となり
ます。今までもこのような条件はありましたが、今回
もっと厳しくなった形。
プレスリリースでは「問題YouTubバーを締め出す
ため」などと書いてありますが、そのような問題チャ
ンネルは上記の数字はとっくにクリアしてるので関係
ありません。今YouTubeを支えてるのはTVやネットの
キャプチャ動画ですから、その悪しき構造から決別を
意味してるのかも。見逃したテレビ番組をYouTubeで
こっそり見る、という習慣は徐々に変わりそうです。

LINEスタンプ好評発売中！

問題はこのインターネットサービスの海で、YouTube
に代わる同様のサービスがないこと。競合がない。
動画で直接利益を得る仕組みは昔からあっても、掲載
しておいてなんとなく収益があがる、半塩漬けでもお
小遣いが入ってる。というわかりやすくて簡単なシス
テムは未だ誕生していません。つまりそれぐらい大変
なシステムだということ。だからYouTube側のさじ加
減で大きく風が変わる。インターネット動画を見る方
も楽しみ方が少し変わりそうですね。
ただ、YouTubeチャンネルを作ること自体は何も障
害はありません。
真面目なコンテンツを真面目に配信していこうという
配信者には、くだらないコンテンツに紛れることなく、
逆に追い風になるかも？しれません。
皆様のスモールビジネスを「動画でも」表現するタ
イミングとしては好機かも。得体の知れない収益など
あてにせず、動画表現のチカラを借りて「本業」を太
らせましょう。（ビデオ大木）

おかげさまで２０周年を迎えます。

Thanks!

感謝、感謝、感謝。

1998-2018

お手持ちのパソコン、タブレット、iPad、スマホがタイムレコーダに！
SMART GATE for Everyone を開発しました。１人～使えます！
★ベータ版の試用モニターを募集いたします。

やさしくデジタル 2017年12月号

2018年ですが2017年12月号です。完全に１ヶ月遅れてしまいました。追いつこ
うと思っています。お許しください▼１月というとアメリカ・ラスベガスでＣＥ
Ｓという家電の展示会があります。はじめはテレビや冷蔵庫などの家電でしたが、
そのうちにコンピュータが参入し、今年は自動車メーカーが参入しています。５
年前に見に行ったときは音声認識はありませんでしたが、家電も車も音声認識が
主流になろうとしています。スマートスピーカーの登場でモノに話かける時代が
もうすぐそこまで来ています。来年はＣＥＳに行きたいです▼コンピュータリブ
社は2018年6月1日で20周年になります。今年のテーマは「Thanks!感謝、感謝、
感謝。」です。記念事業を考えていますのでまたご案内させてください▼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）

