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特別講演

システムエンジニアに求められる基本的な考え方とスキル

ノヽ  E詩 治

司会者  それでは、ただい まか ら工学部研究発表講演会の特別講演 を始め さ

せていただきます。

本 日は、「システムエ ンジニアに求め られ る基本的な考 え方 とスキル」 と

い う講演題 目で、みずほ情報総研 システムエ ンジエア・八島治様 に講演 を

していただきます。

それでは、八島様、よろ しくお願いいた します。

午後の このひ とときは、午前 中の疲れに加 えて、昼食後で血液が胃腸 に集 ま

り、眠 りに誘われ るには最高の時間帯です。

プロフィール

本題 に入 る前 に、私の略歴 を申 し上 げてお きます。大学 を出て直 ぐ富士銀 コ

ンピューターサービス とい うところに入社 しま して、最初 はプログ ラマーをや

ってお りました。当時はまだ設立 されて 1年経つか、経 たないかの、社員 も100

人ち ょっと、といつた会社で した。

入社 が決 まったのがち ょうど 3月 の中旬 、卒業寸前で した。学業成績 が悪す

ぎたので しょうか、それ迄にどの会社 も採用 して くれ ませんで した。 どうしよ

やしま おさむ  みずほ情報総研 システムエンジエア
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うかと途方 に くれていたある日、朝 日新間に求人広告が出ているのが 目に留 ま

りました。 とにか く他 にい くところがない ものですか ら、ダメもとで応募 して

み ることに しました。私 が学んだ教室の優秀 な仲間にはハ ー ドウエア関係 に強

い連 中が多 く、それぞれが大手企業の中央研究所等 に就職す るのですが、私 は

ソフ トウェア関係の道に入 りま した。ですか ら、当時の恩師 か ら「お前 はなん

だか分か らないところに行 くんだな ぁ !」 と言われてい ました。

履歴書 だけでは、採用側 にインパ ク トを与 えることがで きない と思い、便箋

数枚 に、いかに大学で勉強 したか、とそこはハ ッタ リも交 えて自分のPR文 を書

き、応募 しましたところ、入社試験 に来いとい うことにな りま した。なん とか

面接 まで漕 ぎ着 けたのですが、その面接 で「それに して も成績 がひ ど過 ぎる」

と言われ まして、なん と面接時間が40分以上。他の学生 は 5分か10分で面接 は

終わっていたので、「ああ!こ れは、 もうだめだ !」 と思いました。「成績 じゃあり     °

ません。 とにか く勉強 は しま した。私 を採 用 しない と絶対 に会社 が損 を しま

す !」 と、 ここぞ とばか り自分 を売 り込んだのです。

それでなん とか採用 され まして、仕事 を始めたわけですが、1年 くらい経 っ

た頃、パ ーテ ィーで社長 と話す機会 がありました。社長曰 く「実はお前達の年

代は十把一か らげで採用 したのだけれ ど、誰 も辞めないな」 と。要す るに、仕     ヽ

事についていけな くて、どんどん辞めてい くだろうと思 って、多目に採用 した

のだけれ ども、誰 も辞めないと言 うのです。 これが悔 しくて、「いつかみてい

ろ」 とい う気持 ちが頭の隅 に残 りまして、現在 に至 ってお ります。           
・

会社 は辞めていないのですが、会社名がどんどん変わ りました。先ず、富士

総合研究所 に社名変更 され ました。富士総合研究所時代には、「お前がやってい     、

ることはシステムエ ンジニア リングではな くて、システムコンサルテ ィングと

い う仕事 だ」 とい うことにな りまして、人島 クラス ター とい う個人名の付いた

組織が新 しく生 まれ、そこで好 きなようにやっていいとい うことにな りました。

当時生 まれたクラスターには、業務 システム担当の八島クラス ターの他 に高木

クラス ターがあ り、経済関係 を担当 していま した。 ご存 じか と思 うのですが、     :
高木 はその後、明治大学の教授 に転出 し、何年か前 にな りますが、テ レビ朝 日

の「や じうまワイ ド」で コメンテーターをや り、最近、経済評論家 として も活

動 している人物です。各 クラス ターがそれぞれの担 当領域で大いに腕 を振 るっ

ていた時期で した。

人島クラス ターが手掛 けていたのは、大手企業の全社業務 をひ とまとめに し     ｀

たシステムを作 り上 げる仕事です。例 えば、不動産会社大手 A社の業務全体 を

コンピュー タ化す る目的でシステムを作 らせて もらいました。 また、B社 とい
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うスパ リゾー ト会社。 この会社 をモデルに した映画が賞 をとったことでご存知

かと思 うのですが、

一 ちなみに、いわ き出身の方はい らっしゃいますか ? 1人 い らっ しゃる。

―福島出身は ? 2人 ですね。

そこの会社の全社 システムを作 りました。

そ うこうしているうちに、今度 は神奈川県の鶴見にある高名 なお寺の システ

ムを作 る話がありまして、これ も仕上げま した。余計 な話ですが、有名な映画

スター Iさ んの戒名 とその奥 さんの安名は私 が入力 しました。

この他 に も、お台場 にあるビッグサ イ トの運営管理 をどうす るべ きか とい う

基本設計 をさせていただきました。その時 は、京都の国際会議場や、幕張 メ ッ

セにもヒア リングにい き、運営管理のあるべ き姿 を提案いた しました。

担当 した業種 も様 々で、某電力会社の未来像 、すなわち15年後、その会社 は

どうなっていなければな らないか、 といった提案 をす る仕事 も請 け負わせて も

らいま した。

そうこうするうち、「日経 コンピュータ」編集部か ら座談会 に出て くれないか

とい う依頼 がきま した。座談会 にはコンピュー タメーカーの部長、大手建設会

社の システム部長 、そ して ソフ トウエアハ ウスの社長が出席 しましたが、司会

者か ら「あなたの仕事 は何ですか ?」 と訊かれ、「私のや りたい ことが私の仕事

だ」 と答 え、お客様 とベ ンダーの間に入って、いろいろな調整 をす る事 が私の

仕事だ と説明 した覚 えがあります。

ところで、記事 にはな らなかった裏話があります。座談会が終わって雑談 し

てい る時、コンピュータメーカーの部長 が、「プロジェク トリーダーとい うの

は、社内の研修で簡単に育て上げ られ る」 と言 い切 ったのです。その瞬間、他

の連 中 3人は、「何 をおっしゃるのですか !プ ロジエク トリーダーが lヵ 月や 2

ヵ月で簡単にで き上がるわけがない !」 と猛烈 に反論 し、丁 々発止や ったわけ

です。最近 は、本を読めば簡単に人が育つ と言われているのですが、人が研修

だけで育つ なんて ことはあ りません。

「日経 コンピュータ」 にまつわるもうひ とつの話ですが、先 にお話 したお寺の

仕事の ことを聞 きつ けた記者 にスクープ され ま した。実は、 この仕事 はかな り

厄介 な もので、当初 か らの担 当者 が音 を上 げたのですが、誰 も後 を引 き継 ぎ、

完成 させ ようとしなかったのです。いつ まで も「動かないコンピュータ」 とい

うことだったのですが、なん とか動 かす ことがで きまして、 これで私 も少 し名

を上げました。

しか し、数年後 にとんで もない事件 が起 きました。国内 を騒 がす システム大
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トラブルが起 きま した。みずほ銀行の システムが動かないとい うことで、マス

コ ミの「動かないコンピュータ」の標的にな り、先 ほどの私 についての記事の

効果はどこかに行って しまいました。「動かないコンピュータ」 とい うと、みず

ほの コンピュータシステムがいつ も例 に取 り上 げ られ る始末。 この時の教訓 と

して、銀行 システムはお客様 に多少の不便 をかけて も トラブらないように、シ

ステムの切替には最大、細心の注意 を払 っています。

さて、富士総合研究所 は親会社の合併で、みずほ情報総研 とな ります。ひ と

つの ビジネスの売上額 は、最初 は百万単位 だったのですが、千万単位 に増 え、

私 に求め られ る売上額 は遂 に億単位 にな りました。 こんな状況でフッと考 えさ

せ られ ることがあ りま した。「これで自分の ビジネスマ ン人生 が終 わ るのか」、

「自分は一体何 をや り遂げたかったのだろうか」、「目指 したのはお金や栄誉 を追

い求めることではなかった筈」。「自分が本当にや りたいのは、 システムを作 る

ことだ」 とい うことに気が付 きました。そ うい うわけで、システム開発 キ ッ ト

の開発 とい う、原点に戻 る仕事 を しています。 システムェ ンジニアとい う肩書

にはこうい う意味 が含 まれ Cヽい ます。

システムコンサル タン トにつ いて、昨今いろいろな本が出版 されてい ます c

しか し出ている本 は余 りにも格好が良過 ぎます。 どうも物作 り全般が格好良 く

取 り上げられ過 ぎているように思います。システムも、「マニュアルを見ればす

ぐ理解で き、作 り上げ られる」 と言 っているように思 えます。人の育成 とシス

テム構築 は簡単 に出来 るとい う世の 中の風潮 と、それ を煽 るよ うな本ばか り。

そこで、そんな簡単 にシステムがで きるわけがない と思い、本 を 1冊出 しま し

た。自分の思いを好 きなように喋 るとい う意味 を込めて、「システムコンサル タ

ン トのひ とり言」 とい うタイ トルに しました。

社員が本 を出版す るとい うことにな ります と、会社の上層部 によるチェック

が入 ります。本 を出す前のグラ刷 りを提出 したところ、半分 も読 まない段階で、

「こんなのは うちの会社の本ではない。表紙に会社名 を載せ るのはやめろ」 と言

われま した。「著者のプロフィールに会社名 を入れて もいいですか ?」 と尋ねる

と、「それは事実だか ら仕様がないな」 との こと。 ところがマスコミがこの本 を

取 り上げ、面白い本だ とい うことにな りましたら、手のひ らを返 して、「本 を 1

冊持 って くるように」 と。会社や人間 とい うのはこんなものなんです。

と言 うわけで、略歴の紹介が長 くな りましたが、私がいろいろと痛い 日に遭

つたことを中心に今 日はお話 を してい きたいと思います。

本題 に入 る前に皆 さんに 2、 3質問 させて くだ さい。

一ノSソ コンを使 っていらっしゃる方はどれ ぐらいいらっしゃいますか ? そ
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うですか。

一パ ソコンを使 っている方で、ワー ド、エクセル、オ フィスを使 ってい ら

っ しゃる方 は ?

VBAを使 っている方は ? VBAはいない。

一 そ うす ると、 ドッ トネ ッ ト (。Net)は ? 2人 。

一 システムを作 ったことがありますか ?

一 自分はシステムを作 ったことがあるとい う方は ? 1人 。

一汎用 コンピュータを使 っている方は ?

一 ところで、大学 には汎用 コンピュー タはないのですか ? ない。

一 ネ ッ トワークだけ。そ うですか、わか りました。

話 は、いろいろと トラブルがあった事例 を中心に進めてい きますが、システ

ムとい うものは人間の本質を知 らない と作れ ません。何故か とい うと、システ

ムを作 り、そ して使 うのが人間だか らです。私の持論ですが、 トラブルのない

システム構築 はまずない とい うことです。 こうした経験 か ら得 られたコ ミュニ

ケーシ ョン技法等 を、 システム構築 に不可欠な知恵 として紹介 したい と思いま

す。

くれ ぐれ も申 し上 げますが、今 日のお話 はあ くまで私の個人的な見解です。

みずほ情報総研がそ う考 えているとは思わないで くだ さい。何のためにシステ

ムを作 るのか、 どの ようにシステム開発 を進めるのか、また、 どうした らシス

テムを使 って もらえるようになるのか といったことに焦点 を当てて話 をしたい

と思います。

ところで、眠 くなった ら遠慮 な く眠 って くだ さい。 この時間帯 は、脳が眠 り

やすい状態ですか ら、皆 さん を眠 らせ ないのは、かな り難 しい ことです。無理

に目を開けて間 こうとして も、何の話 を聞いたか、頭 に残 りません。話 はよく

わか らな くて、声だけは大 きかったことしか思い出せないで しょう。同 じこと

を何度 も繰 り返 します。 また、私の話はあちこちに飛んで、脈絡のない ところ

があるか も知れ ませんが、皆 さんのほ うで取捨選択 していただいて、おつ き合

い くだ さい。それでは、本題 に入 ります。

システムエンジエア (SE)と は

システムエ ンジニアにな りたい とい う声 をよく聞 きます。簡単 にシステムエ

ンジニアになれ ると思 っている人が多いようです。では、システムエ ンジニア

とは何 をす る人間なのか。私の定義では、当た り前の ことなのですが、アプリ
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ケーシ ョンやッールを作 る人 とい うことにな ります。 しか しそれだけでは足 り

ません。システムを作 ってそれで収入を得ている人、お金 を稼いでいることが

必要です。 さらに、システムを納期 までに作 り上げ られる人であ り、 システム

の品質に責任 を取れる人であることです。 この 4つ を満 た していない と、私 は

その人 をシステムエ ンジニアとは言い ません。 したがって、同 じもの を皆 さん

が作 っていたとして も、それでお金 を稼いでいなければ、システムエ ンジニア

ではあ りません。音楽家で も、歌手で も上手な人はた くさんいます。で も、そ

れでお金 を貰 っていなければ音楽家や歌手 とはいえません。上手 な方 は大勢い

ますが、そ うした人々はプロではあ りません。自分が作 った ものに対 して責任

を持 たない、または持てないシステムエ ンジニアはシステムエ ンジニアとは認

め られ ません。

SE環境の現実

実は、システムエ ンジニアはそんなに格好良 くはないのです。皆 さんの中に

は、何かの本 を読んだ り、プログラ ミングマニュアル を読めば、す ぐにシステ

ムが作れ ると誤解 している人がい らっ しゃるか もしれ ません。 システム構築 に

は、限 られた予算、限 られた納期 それか ら限 られたスタッフとい う条件が付 き

ます。予算 はタップ リ、納期 は長 く、そ してスタッフが大勢であれば こんな楽

なビジネスはないのですが、現実はそ う甘 くあ りません。

さらに、お客様 は最新の技術 を求めてきます。 10年前の技術で作 ろうと思 っ

た ら、それは「No!」 なのです。いまどきの システムを作 らなければいけませ

ん。大体、お客様の要求は曖昧 なのです。言 っている事が適当で、 こち らが翻

弄 され ます。土壇場でのダメだ しもしば しば。納期の前はいつ も徹夜仕事です。

徹夜のないシステム稼動 を見たことも聞いたこともあ りません。

納期は厳守、品質は絶対 なのですが、契約金額は変わ らない。 しか し、お客

様の要求す る仕様 はどん どん変わるのです。「右 にあったもの を左に …・」、「こ

うい う計算だとダメだか ら、前提条件 を付 けて くれ」 と。 どんどん要求は変わ

るのですが、それへの対価がないのです。 こんな具合で、システムを作 る側 は

どん どん追い詰め られていって、土壇場で とんで もないことが起 きます。

世の中にあるシステムは、ヵ リスマ的システムエ ンジニアが作 っているわけ

ではありません。 ごく普通のサ ラリーマ ンであるシステムエ ンジニアが作 って

います。それがす ごいシステムを作 っているのです。

―- 48 -―



システム構築の 目的

何のためにシステムを作 るのか ?プ ログラムがで きれば、 もうシステムがで

きたと思 う人が多いのです。 ここが、大事 なところです。 システムは、あ くま

で問題解決 をす るための手段 です。 システムを作 る事が 目的ではあ りませ ん。

現実には解決すべ き問題 がいろいろとあります。その問題 を解決す るための手

段 としてコンピュータシステムを作 る。 したがって、システムは動けばいいと

い うものではないのです。 どんな問題が解決 されるのか ?た だ、システムを作

りましただけでは話 にな りません。 この点 を、多 くの システムエ ンジニアが誤

解 を しているのです。

システム とは何 か

システムには、明確 な 目的がない といけません。 目的のないシステムを作 っ

て も意味がないのです。その 目的 を達成す るために、より具体的な 目標 を持 っ

たサブシステムが作 られてい ます。それ らがグルービング されて、業務の実行

の仕組みがで きます。 これがシステムなのです。手続、組織 もシステムといえ

ます。い うなれば、ありとあらゆる身の回 りのほ とんどがシステムといえます。

最高の システムは、人間なのです。

問題 とは ?

システムとは、問題を解決するためのものだといいましたが、では問題とは

一体何でしょうか ?こ れから質問しますので、問題かどうかを考えてください。

まず、「給料が25万円」。

一 これを問題だと思う方、手を挙げていただけますか ?

一年配の方は25万円で大文夫ですか ?

私は25万円では食べていけません。子供がいて、25万 円の給料では子供の学費

も払えないのです。学生の皆 さんだったら25万円で何 とか食べていけますね。

25万 円といっても、問題だという人と問題でないという人がいます。

次に行きましょう。「伝票を 1枚処理するのに10分かかる」、これが問題だと

思 う方 ? 多いですね。1日 に処理する伝票が 1枚だけだったらどうですか ?

次に行 きます。「請求書は締めの 3日 後に作成 している」、これはどうで しょう

か ? 段々学習効果が出てきて、皆 さん「う～ん ?」 となっていますね。
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そちらの女性の方、どうぞ。

「請求書が締日の 3日 後に作成 された」で、何が困りますか ?

何が問題か、ですよね。

そうです。「これが問題ですか ?」 という質問なのです。       ‐

それに対 して問題だ、と手を挙げられました。どこが問題で

すか ?

締め切 りの 3日 後に何故作成 しているのかが 一

締 日の 3日 後に作成 して、何が困るのですか ?

締 日に請求書を出していないということが、困っているので     、

はないですか。

誰が困りますか ?

自分とか、周 りの人とか、上の人とか。

まだ周 りの事は何 もいっていないのです。ただ、この事実だ

けです。

ありがとうございました。この事実だけで周 りもそうだろうと思い込んで し

まうのです。事実だけでは何もいえないのです。

さらに行きましょう。「彼女の身長は175cmで ある」。問題か問題でないか ?

段々学習効果が出てきましたね。さらに行きます。「予算目標に達 しない」はど

うでしょう ?「彼は三男である。逆にいうと長男ではない」。さらに行きます。

「関東学院大学の学生である」は問題である ?問題でない ?「今年の夏は猛暑が

続いた」。問題である ? さらに、「今 日は大雪だった」。

そうなのです。これらの事実だけでは、問題だといえないのです。ところが

「問題だ」という人力れ るヽのです。注意 しなければならないのは、自分の経験や

自分の置かれた環境 。立場からだけで、問題だと決めつけることです。問題の     '

ある環境を理解 しないで、思い込みで「問題です !」 と言い切っています。      .

昨今、システムコンサルタン トと名乗る人が、外国からやってきた「○○メ

ソッド」、「△△技法」を使って「こういうことが問題ですね」といっています。

結果的に、その通 りになる場合があるかもしれませんが、何が、誰が、どう困     ｀

るのか ?そ こを明確にしない限 り、問題だとはいえません。

さて、問題はいつ も存在 しているものなので しょうか。いやそうではありま     、

せん。問題は「ある」のではなくて、問題だと「決める」ことなのです。要す

るに、あるべ き姿を明確に描いて、現状とのギャップを認識 して、問題意識を
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持たないと問題は決められません。「自分の給料は25万円で足 りている」のであ

れば問題にはなりません。ところが、「これでは食べていけない。給料は50万円

欲 しい」のであれば現状 とのギャップが問題なのです。ここを明らかにせずに

問題だという人が多過ぎます。したがって、あるべき目標を持っていない限 り、

どんな調査をしても問題は浮かび上がってこないのです。

ところで、「問題でないもの」があります。解決できないものは問題にしない

でください。解決できるかどうかをまず決めて ください。できないものは与件

(前提条件)と してください。

こんなことがありました。お客様の社内でブレーンス トーミングをやった時、

お茶の代わりにお酒を出しました。「会社でお酒を飲みながら仕事するのは初め

てだ」と。最初は静かにしていましたが、だんだん飲むほどに酔 うほどに口が

軽 くなり、「うちの会社は上司が悪 くて」と言い出しました。「じゃ、それが間

題ですね。上司を替えれば問題は解決 しますね」といったら黙って しまいまし

た。人は簡単には替えられないのです。「では、組織を無 くせば良いのですね」

と。 しかし、組織 も簡単にはなくせないのです。現在の環境で、問題をどう設

定し、どのように解決するかが重要なのです。

問題の見つけ方

問題 には発生型 。発見型 。発掘型の 3つ の タイプがあ ります。発生型の代表

的なものがクレームです。「何 をやってんだ !お か しい じゃないか !」 とい うた

ぐいの ものです。次 に、作業量 がオーバ ーフローす るの も発生型の問題です。

第 2の タイプは、発見型です。作業 中に前任者の ミスが発覚す る、 もしくは

埋 もれていた不具合 が数年後表面化す るとい うものです。

第 3の タイプは、発掘型です。お客様か らこれが問題 だといわれて も、鵜呑

みに しないで くだ さい。必ず 自分で現状分析、調査 を して確認 しなければな り

ません。例 えば、患者がお医者 さんに診て もらう時に、「風邪です」 と言 う人が

います。お医者 さんは「冗談 じゃない。『風邪』だとい うのは私だ。あなたでは

ない。風邪だとわかっているなら病院に来 ないで薬屋 に行 きな さい」。何が起 き

ているか ?を診断す るのは、作 る側です。

パ レー トの法則

パ レー トの 1去貝uと い うの力`あります。2文f8σ)'去貝Jと もいい ます。
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例を挙げて説明 しますと、

●「所得税の 8割は、課税対象者の 2割が担っている」

●「全商品の上位20%の商品が売 り上げの80%を 占める」

●「全顧客の上位20%の顧客が売上げの80%を 占める」

●「企業内で80%の売 り上げは20%のスタッフが稼いでいる」

●「仕事の成果の 8割は、費や した時間全体の 2割で生み出している」

●「故障の 8割は全部品のうちの2割 に原因がある」

●「プログラムの処理にかかる時間の80%は コー ド全体の20%の部分が占

める」

●「全体の20%が優れた設計ならば実用上80%の状況で優れた能力を発揮

する」

といわれています。

したがって、問題のうち、本当に重要なのは 2割です。その 2割を解決すれ

ば、全体の 8割が解決するということです。全てをやる必要はないのです。

システム化のあゆみ

システム化のあゆみ を振 りか えってみたい と思います。

第 1段階 (「バ ラバ ラ」 という見方 )

1970年代の システム化は、給与計算のような単一業務の コンピュータ化で し

た。

第 2段階 (「つなが り」 とい う見方 )

1980年代 になります と、複数の業務 を一括 して コンピュータ化すべ きだとい

うことで、 トー タルシステム とい う概念が広 が りました。その結果、業務の連
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関図・ 関連図 とい うものが幾つ も作 られ ました。

第 3段階 (「 ひとつ」という見方)

マイクロソフ トが出てきた頃の1990年代に、コンピュータ処理以外の作業を、

どのようにして繋げてひとつのシステムに作 り上げるかが、課題になってきま

した。コンピュータに全てをやらせよういうのではなく、いろいろな絡みを全

部組み合わせてひとつのシステムだというわけです。「区別できるけれども、分

離できない」、という考え方で、これが今のシステム構築の基本になっていま

す。

システム構築の基本方針

最近のシステム構築論を見ていると、作 り易いという点ばかりを追求 してい

るようにみえます。多くの本がハウツー論なのです。どうやって簡単に作るか

ということばかり。これが気になって仕方がないのです。ソリューションパ ッ

ケージとかいうのが出てきて、何でもできるといっています。 しかし、 トラブ
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ルは結構多いのです。外国製の開発ソフ トを日本に持って来て、システムが簡

単に作れると思い込んでいる人が多いのです。

どうか皆 さん、使い易いシステムを作ってください。自分達力=作 り易いシス

テムではあ りません。使う側力=使い易いシステムこそ本当にいいシステムなの

です。ただ、使い易いシステムは、手間がかかって作 り難いのです。使い易い、

作 り易い、この 2つの条件を満たすシステムを作るとすれば、出来合いのツー

ルに頼っていては無理です。自分達で道具を作ってください。いい大工 さんと

いうのは、自分で作った道具を使っています。インターネットで調べて、どこ

かのTipsや ツールをパクって、はい、作 りましたというシステム作 りだけはし

ないでください。

l==-

例えば、食堂で料理を選ぶ時、料理法や食材は普通は変えられません。親子

井の場合、鶏肉、たまねぎ、卵、ご飯から作 られており、鶏肉を牛肉に変える

ことはできません。これはコンピュータ処理ではパ ッチ型です。処理順序や入

カデータを途中で変更ができません。

メニューにはコース型、定食型、バイキング型があります。私が勝手に定義

しているのですが、コース型というのは、マイクロソフ トのダウンロー ド、ア

ップデー トする時に、何 もしないけれども、次から次へとダイアログが出てき

て処理が進む、というのがこれです。インス トール処理等は殆んどこのパ ター

ンです。

定食型というのは、複数の手続 き処理をセットしたものです。例えば、入社、

転勤、結婚、引越 といった業務処理には、住所変更届、改姓届、家族変更届等

の手続がセットになっています。

バイキング型は、どれでも選んでくださいというやり方です。台帳 とかコー

ドの照会などはこのパターンです。そのかわり、選択の責任は全部業務担当者

にあります。従来のやり方なのですが、 トラブルが発生する確率が高いのです。

ヘルプですが、メニューでいえば料理の説明にあたります。最近、携帯電話

でもマニュアルが厚 くて、やっていられません。何でもかんでもできるから、

いいシステムだとは限 りません。最近、単機能のシステムの方がいいシステム

だといわれはじめています。機能を全て使 うわけではありませんから。知 りた

い時に見たい。それをいちいちマニュアルで調べるというのは大変です。そこ

で「操作マニュアルは全部組込型にしませんか ?」 という提案なのです。マニ
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ュアルとシステムは関係ないと思 う方もいらっしゃいますが、システムを使い

易くするためには、やはリヘルプ機能の充実が重要です。

プロのプログラミング

ここでちょっと問題提起 したいのですが、「プログラムは簡単だ」、「俺達だっ

て作っている」と学生の方は言います。新入社員も、「プログラムはどうという

ことはない」、「たくさん作ってきた」と言いますが、ちょっと比較 してみてく

ださい。プロのプログラミングは、コーディングリス トが綺麗でシンプルです。

無茶苦茶なロジックは、大体コーディングが汚いのです。シンプルと綺麗はセ

ットです。プログラムリス トを見ると、どの程度のロジックなのかというのが

分かります。コメントカ
'多

い、修正履歴がある、他人が修正できる、無駄な箇

所がない。

そして、大事なのはエラーメッセージなのです。素人のコーディングにはエ

ラーメッセージがほとんどありません。「不正です」とか「正 しくあ りません」

というメッセージだけで、どこがどうおかしいのか具体的な説明がないのです。

プロのコーディングの 8割はエラー処理です。これが一番大変なのです。主処

理は 2割 しかないのです。異常処理ばかりなのです。 さらに、パ ックアップ処

理、アクセス履歴 (ロ グ)があります。どのようにプログラムが動いたかとい

う履歴がないと、 トラブルが起 きた時に トレースができません。プロのプログ

ラミングは、品質管理システム (QMS)|こ 従って作成 されています。

3段階の順次承認

システムは、一気 に作 り上げてはいけません。相手 とのや りとりは必ず 3回

やって くだ さい。3段階承認です。開始時点では、詳細 なイメージがで きてい

ません。考 えがもや もや した中で、「何が したい」 とい う方向付 けを、お客様 と

きちんや りとりして くだ さい (目 標承認 )。

さらに、プロジェク トの狙いは ?達成す るために何 を改善すればよいのか ?

とい うことを明確 に決めて くだ さい (課題承認 )。 よ くわか らないままや って、

とんちんかんなシステムを作 って しまうことはよくあ ります。 どうい うシステ

ムを開発す るのか? 費用はい くらか ?(意思決定 )。 人は時間が経つ と、言 っ

た事、聞いた事 を忘れ ます。 この事 を忘れないで くだ さい。
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忘 れ る とは

ちょっと寄 り道をしましょう。忘れるというのには 2種類あります。忙 しい

と忘れるは語源が一緒なのです。他人から記憶 をなくされるのが忙 しいで、自

分からなくすのが忘れることです。人間というのは、都合の悪い事は忘れます。

自分の都合のいい事だけ覚えています。ちなみに、ビジネス (Business)と い

う単語はビジー (Busy)に 由来 したものです。ビジネスには忙 しいという意味

が含まれています。

3種類のスケジュール

作業スケジュールはひとつしかないと思っていらっしゃる方が多いと思いま

すが、必ず 3種類作ってください。お客様に見せるスケジュール (長め)、 スタ

ッフに見せるスケジュール (短め)、 そして自分の本当のスケジュール (他言無

用 )。 お客様に見せるスケジュールというのは、 トラブルが起きることを想定 し

て長目にとってください。2、 3回の トラブルがあることを前提に本番の日を決

めます。スタッフにはきつめに、そのスケジュールで尻を叩く。本当のスケジ

ュールは自分が持 っていて、これは他

の人には絶対 に見せてはいけません。

今 日、会場 に着いたのが11時前なの

ですが、早 く来て良かったのは、先 ほ

どご覧になったPDFが読めな くて、緊

急対処 しま した。アクロバ ッ トリーダ

ーを再 ロー ドしました。何 も問題 ない

とい うことは普通 あ りませんか ら、必

ず余裕を取る。「～はずだ、～だろう」

は トラブルのもとです。必ず確認をし

てください。これをやらずに本番を迎

えるとトラブるのです。

一

―
ふ

ン 、1日
「

‐ヽ

「3」 の話

本番を迎えた時に、「3」 という数字がすごく気になります。どういうことか

といいますと、自分の経験なのですが、本番を開始 した午前 9時から12時迄の
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間に トラブルが発生 しなかった ら、まず システムは成功です。3時間で勝負が

決 まります。本番開始時、上司は私の行動 をず っと見ています。 トイレに行 っ

たのか ?マ シンル ームに行 ったのか ?

パ ソコンで もそ うなのですが、操作 して 3秒過 ぎた ら遅い と感 じます。 イラ

イラします。 レスポ ンスは 3秒以内でなければな りません。 もし3秒以上経つ

のであれば、今処理 しています とか、砂時計やバ ーが動 くとか、顔 が動 くとか

その ような感 じで、「作業 しています」 とい うことを表示 します。

また、上司が部下 を見抜 くのは 3年かか るが、部下 は上司 をみ るときに 3日

で見抜 くといいます。 さらに面白いのは、一世代 というのは30年 なのです。「十・

十 。十」にな り、これが「世」 とい う文字 なのです。ちなみに、「世」は「移 り

変わるもの」 とい う意味 にな り、ひ らひ らするのが葉、口がひ らひ らして喋る、

喋 っているの を聞 くのが と諜です。 さらに虫 になると蝶、パ タフライにな りま

す。

一般 に企業の寿命は30年 と言われています。ある時、総合化学企業大手 C社

の当時会長だった Iさ ん と一緒 に中国に行 った時 に、Iさ んはこういいま した。

「企業が一代、30年もつ とい うのは大変なことです」 と。皆 さんが今入 りたい会

社が30年後に存在す るとは限 らないのです。逆 に30年前にあった企業の中、現

在 も存続 しているのが何社 あるで しょうか。大企業 に入ればよい就職 だとい う

のは疑間です。 自分が30代 、40代でお もいっきり活躍で きる企業 とい うの は、

今はまだ中小企業 に過 ぎない ことが多いのです。成熟 した会社 に入 ると、あれ

をやっては駄 日、これ をやってはダメ、制約の多い中で生 きてい くことは結構

辛い ものです。その企業 が将来 も残 り、高い給料 をくれ るとい うのは、勝手な

想像です。その人にとって、よい就職かどうかは入社時 にはわか りません。結

局、運が左右す るのです。

私 も富士銀 コンピューターサービスとい う100人位の小 さな会社に入って、私

はこれで一生 を終 わると思 っていたのです。 ところが話は全然違いました。会

社がどんどん大 きくなって しまい、今は社員が4,5∞人になっているのです。 さ

らに、みずほグループは何万人の規模ですか ら。や りたいことがだんだん制約

されて、あれ をやってはいけない、 これ をやってはいけない。 どこかの校則 よ

り厳 しくな りました。会社が小 さい時は、ルールはまだで きていませんで した

し、みんなで成 り上がろうと頑張 っていました。自分がや りたいことをさせて

もらいま した。高樹町 (西麻布)に あった事務 セ ンターで27歳の若造が大型汎

用 コンピュータの運用管理 を仕切 っていたのです。今では考 えられないことで

す。 ビッグ ビジネス も、先輩 がいなかったか ら若造がで きたのです。だか ら、
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余り年配社員が多いのも考えものです。「大企業では必ず しも自分がやりたいこ

とができるとは限 らない」というのが私の意見です。現在、相当な就職難のよ

うで、皆 さんは優秀でも就職が難 しい。私は優秀な学生ではなかったのですが、

まさかこのようになるとは。人生、わからないものです。先が読めません。

ミスの種類

話を戻 します。 ミスにはいくつもの種類があります。伝票記入 ミス、指示 ミ

ス、関連チェックミス、計算 ミス、印刷 ミスがあります。伝票記入 ミスと指示

ミス、このふたつは責任がはっきりしています。記入 ミスというのは、数字を

間違えたのですから、責任はお客様です。指示 ミスとはSEの責任です。それか

ら、入カ ミスの桁ズレはお客様の責任です。関連チェックミスは、顔 目とB項

目の関連チェックをしなければいけないのに、それがされていない場合で、責

任はSEな のか、お客様なのか定かではないのです。計算 ミスは明らかにSEの

責任です。「システムが トラブリました」というテレビの記者会見はこの種の ミ

スです。大それた ミスではないのです。多 くはちよっとした ミス (ケ アレス ミ

ス)です。ちょっとコーディングを間違えたという感 じです。あとあるのは印

刷 ミスです。

このあたりは原因がはっきりしているからいいのですが、一番怖いのがリカ

バリーミスなのです。国内を騒がせた某システムがゴタゴタしたのはリカバリ

ーミスなのです。ばたばたとやってしまったため、なおおかしくなって しまっ

たのです。要するに、リカバ リーミスというのは、論理的なやり方をしないで、

その場限りの修正 。対処をします。したがって、「なぜ、そうしたのか」、「どん

な修正をしたのか」、きちんとした説明がされていないのです。その時の ミス

が、何年か経って発覚するのです。これが一番怖いのです。さらに、その時に

は、当時の リカバ リー担当者がもういないのです。

トラブルの種類

非論理的に聞こえるかもしれませんが、今 日は、このひとつだけは覚えてお

いてください。よく トラブルといいますが、私の定義では トラブルの種類には

3つあると考えています。クレームとsEミ スとトラブルです。 トラブルとは、マ

スコミにバ レたものです。マスコミに漏れなければ トラブルにはならないので

す。
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クレームというのは、お客様 とSEの間での問題で、大 したことはありませ

ん。お客様とSEと の間のやりとりの中で、お客様がいろいろとつけるケチのこ

とです。両者とも自分の責任ではないと思っています。「八島さん、これ、何と

かしてください」と。感情震度は微震で数 日の間に解決 します。

SEミ スは、文字通 りSEが悪いのです。「すみません、ちょっと手違いがあり

ました。直 します」ということで解決 します。クレームとsEミ スの対処をおろ

そかにしていると、お客様の担当者が「部長、何 とかしてくださいよ。どうも

あのSEは私のいう事を聞いてくれないんです」という話になります。「よし、わ

かった」となり、お客様の上司がSEの上司に電話をするのです。「お宅のSEは

ちょっとおかしいですね。うちの部下が困っている」 となって、よくわからな

い者同士のやりとりに発展 します。これを トラブルといいます。本当の原因は

どうでもよいのです。メンツの戦いです。こうなると、システムエンジエアも

お客様の担当者 も出る幕がありません。「俺の顔を何とか立ててくれ」と。そこ

にマスコミが絡むと、面白おかしく騒 ぎ出します。したがって、皆 さんがシス

テムエンジエアになった時、まずバ レないように注意 してください。どうやっ

てバ レないようにするか。それは、 ミスの原因がどうのこうのと調べることで

はありません。

クレーム SEミ ス トラブル

対応 当事者
お客様 担当者 担 当者 上 司

SE SE SE 上 司

原因の所在 お客様 SE お客様 。SE

責任の認識
お客様 な し な し な し

SE な し あ り な し

お客様の感情震度 微 震 軽 震 激 震

対応期間 数 日 数 日 数 ヶ月

システムの評価

システム評価 は自分達の思 ってい るよ うな評価 は得 られ ません。大 した事の

ない所でケチがつ け られ ます。システムの中身ではな く、感覚でシステムが良
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い、悪いと判断されています。

エラーメッセージについていいますと、表示形式が統一 されていないとユー

ザーは嫌がります。例えば、「氏名を入力してください」という書き方の指示型

にするであれば、全て「○○を入力 してください」 という言い方に統一すべき

です。一部に、「～されていません」の表示が混 じると、このことだけで「シス

テムが良くない」とケチがつきます。

次に、ボタンの位置が要注意です。マイクロソフ トでは、必ず「×」が右上

にあります。もし、左下に置 くと、「左下 ?あれ ?」 、「使いにくい」と言い出し

ます。

後は、色彩が問題になります。暖色系にするか、寒色系にするか。皆 さんの

大学のウエブサイ トを見ますと「モスグリーンのイメージ」で統一 されていま

すね。

ところで、「クレーム」がないといって安心 しないでください。実は、「何も

言われない」のは最大の「クレーム」であ り、最低の評価なのです。

なぜ、人は動かないのか

システムを作ったらそれで「おしまい」かというと、そういうわけにはいか

ないのです。いかにして使ってもらうかが肝心なのです。使ってもらって初め

てシステム構築が完結 します。では、使ってもらうにはどのように人を回説 く

のか ?皆 さんのようなハイレベルの人達ばかりだったらいいのですが、ユーザ

ーにもいろいろな人がいます。「何でそんな事までシステムエンジニアがやるん

だよ。使えないのはユーザーが悪い。その価値がわかっていないからだ」とSE

は言います。一方、「いやあ、ちょっと忙 しくてね」、「すみません、ちょっとい

ろいろ立て込んでいましてね」 とユーザーは言って、せっかく作ったのに、使

おうとしないのです。特に年配者には、パソコンヘの恐怖感というか、触るの

も嫌だという感情があります。また、経理担当者には、とにかく新 しいことは

苦手な人達が多いのです。

要するに、人間は、変化に対 しては反抗、新 しいものには抵抗、批判には反

発 します。こういう人達に対 して、いかにして使わせるかというところ迄、シ

ステムエンジエアは考えなければなりません。「えっ、本当 ?」 。そうなのです。

ここ迄やらなければいけないのです。

―- 60-―



悪の トライアングル

人間は、新 しい ものに直面す ると

どうす るか。次のよ うな反応 を示 し

ます。 まず、新 しい業務 システムに

ついて、わか らない、わか らないか

ら怖い、怖 いか らさわ らない、 さわ

P:rrA,,J t +I D L+JJ6l*lt?utftr\=--/
伸

|、

ヽ

↓ ノ
けません。わからせるようにするか、怖がらせないようにするか、無理やりさ

わらせるか。「怖 くない、とにかくやってみましょう」と、パソコンの初心者を

指導する時によくいいますね。「とにかくやってみましょう。大文夫、私が傍に

いますから」とか、「パソコンは籠口単に壊れたりはしませんから」とか。

人間の5つのタイプ

人は 5つの タイプに分類で きます。液晶テ レビを例 に します と、 もう何年 も

前に液晶テ レビを買 った人がいます。新 しもの好 きな人です。 この人達はイノ

ベー タ (革新者)と いわれ る人で、オ タク系が多 く、独善的で個性的です。 こ

の イノベータの行動 を見て、 トレン ドであると判断 して行動す る人がオピニオ

ン・ リーダー (初期採用者)です。周 りの様子 を見なが ら流れはこっちだなと。

会社では、出世す るだろうと思われている人達です。業務 をシステム化す る時、

お客様の社内の誰を回説 くか とい うと、オビニオ ン・ リー ダーの人達です。マ

ニア ックなイノベー タを回説いて も駄 目です。変 にはまって しまって、余計 な

機能 をつ け加 えて くれ と、言 って きますか ら。新 しい物 を採用す る時、自分が

最初 にはな りた くない、様子 をみたい、無難が第一 とい うアー リー・ マ ジ ョリ

テ ィ (初期多数者)に対 して、オピニオン・ リーダーは「大文夫だよ。 もう世

の中はこの方向に動いているか ら、だか らや りましょう」 と口説いて くれ ます。

その他 に、 レイ ト・ マ ジ ョリテ イと呼ばれる後期多数者がい ます。変化 に対

して、自分が当事者 になることを避 ける人達で、気心の知れた人 としか付 き合

わない タイプです。液晶テレビを2011年 7月 24日 ぎりぎりに買 う人達が これに

該当 します。

いよいよ、2011年 3月 31日 で家電のエコポイン ト制度が終 わるのですが、そ

―- 61 -―



こで駆け込み購入する人達がアーリー・マジョリティです。

最後に「昔はよかったよな、何でもできて。最近、いろんなことをやらされ

て、やっていられないよ」 と言って、2011年 7月 24日 を過 ぎて、テレビが映 ら

なくなっても、まだ買わない人がいます。これが、ラガー ド (遅行者)です。

業務システムを普及する時には、相手にしてはいけません。この人達を回説こ

うとは考えないでください。

ところが、このタイプの人達は、ある日突然変身することがあります。守旧

派だったのが、一気に新 しもの好きになって しまい、突然、最新型のテレビを

買 うのです。

先ほど 2対 8の法則についてお話をしましたが、口説 く時に全員を対象にし

ないでください。システムをいろいろと説明する時は、まずは、オピニオン・

リーダーをターゲットにするのです。

出典 :E.Mロ ジャース『イノベーション普及学』

イノベータ (革新者)

オピニオン・ リーダー (初 期採用者 ) 社会的尊敬

アーリー・マジョリティ (初期多数者) 3 >-u >417

レイ ト・マジョリティ (後 期多数者)

ラガー ド (遅行者 )

コミュニケーシ ョンの方法が変わる

皆 さんは、知識 レベルが高いのに、自分の気持 ちを伝 えることはあまり上手

ではありませんね。せ っか くいい もの をもっているのに、伝 え方が上手でない

ために自分のいい所 を理解 して もらえない ことがあ ります。大学ではもっとこ

の辺 をレベル アップ した方がいい と思 うのです。いかに相手 に伝 えるか とい う

コ ミュケーシ ョンカ をしっか り身に付 ける必要があります。企業では必須です。

コ ミュニケーシ ョンはワンパ ターンでは効果 はあ りません。必ず 目的、相手

(人数 と属性 )、 場所、位置関係、時間等に合わせて変 えて くだ さい。喋 るか ら

見せ る、そ して魅せ るへ と繋げます。

今 まで何 とか して きたか ら今度 も何 とかなると、考 える人がいます。「おれは

これでやって きたのだ」 と勘 と度胸 と出た とこ勝負 (KDD)に 賭 けるのです。
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2 13 5%

340%
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冗談ではありません。事前の仕込みが重要です。

プレゼンの前に

プレゼ ンをす る時は前 もって、会場のチェ ックをして くだ さい。今回の講演

会 もその通 りなのですが、1週間前 にこの会場へお邪魔 しました。 レイアウ ト

の説明 をして もらいました。持参 したパ ソコンはプロジェクターと解像度が合

わないため、使用で きない ことが確認で きました。今 日は、この会場 にあるパ

ソコンを使わせて もらっています。プ レゼ ンテーシ ョンにはプロジェクターが

必須ですか ら、解像度のチェックは絶対 に必要です。パ ソコンはどんどん精度

の高い ものに買い替 えが進み ますが、プロジエクターの買い替 えはなかなか さ

れません。ですか ら、 トラブルが発生 します。

それか ら、プ レゼ ンの シナ リオは しっか りと作 らなければな りません。話す

内容 は箇条書 きに しておいた方が良いで しよう。

会場の座席の配列 に死角はないか ?も しあれば、聴衆 を座 らせないで くだ さ

い。死角の座席に座 った人は間 く気がな くな りますか ら。

そ して、配付資料。よくあるのは、打 ち合わせが始 まる前に資料 を配 って し

まうことです。そ うす ると、人は資料ばか り見て、話 を聞いて くれないのです。

そういう時は、必ず 1枚ずつ配 り、その他の資料を見せないというやり方があ

ります。それから、打ち合わせ後に渡すというやり方 もあります。先に渡 して

しまうと、1ペ ージを説明 しているのにさっさと、10ペ ージぐらいまで読んで

しまって、「もういいよ」 と。そういうプレゼンはいけません。事前に渡すの

か、1枚ずつ渡すのか、事後に渡すかというのは、プレゼンの内容によって変

えてください。

情報の吸収感覚

情報の 8割方は、日か ら入ってきます。 したがつて、

プロジェクターを使 ってプレゼンをや るのが主流です。

視覚 か らの情報が72%です。

触覚 396

出典 :米国空軍大学の調査
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八識 について

仏教 に関す るお話 をち ょっとします。人には視覚 、聴覚、味覚、触覚 、嗅覚

とい う五感があります。一方、意識 とい うフィル ターがあ ります。見ているの

に見えない というのは、意識 というフィルターが視覚にかかっているか らです。

ところで、ある車 に興味 を持つ と、 とたんに、周囲にその車がた くさん走 って

いるように感 じた経験 はありませんか ?何か気になるファッシ ョンがあった ら、

「最近 この ファッシ ョンを着ている人が多いナ」 とか。自分が意識す るといろい

ろな物 が見 えて きます。興味 を持つ とい う意識が働 くと物 が見 え始め ます。興

味がないと見 えないのです。見せたか ら見 えているはず とい うのは間違いなの

です。そのため、意識 させ るとい うプレゼ ンが必要 になるのです。

マナ識 (末那識)と い うのがあ ります。マナ識 は、煩悩の世界の ことです。

ちなみに四苦八苦 とい う言葉があ ります。 これはダジャレですが、四苦八苦 、

「 しく (4× 9)」 36に 「 |ま っ く (8× 9)」 72を足す と108に な り、煩悩の数 に

なります。

最後は、アラヤ識 (阿頼耶識)です。潜在的能力域の アラヤ識にどれだけ叩

き込むか ?30分後 に講演は終 わるのですが、おそ らくその段階で、内容の半分

は皆 さんの記憶か ら消 えるで しょう。今 日は疲れたな、これか らまた午後、話

を聞かなければ。今 日の 日程が終 わって、駅の近 くで一杯飲 んで帰 ると、明 日

になれば、記憶 は さらに 4分の 1に減 り、そ して減衰曲線 を描 いて、やがてな

くなるで しょう。来年の今頃、「そ ういえば八島 とい う男が何か喋 っていたな」

と思 って もらえるだけで本望 です。何 かひ とつで も覚 えておいて もらえれば、

今 日やった価値があ ります。

プ レゼ ンテーシ ョンはアラヤ識い う領域 に訴 えるとい うことなのです。子供

の時、母親 との間で、「太郎君、○○ しましたか ?」 、「 うるさいな。お母 さん、

もうわかっているよ」、「ハンカチを持ったの ?」 、「わかっているって !」 、「車
に気を付けてね」、「わかっている !」 と言って、耳を貸 さなかったのが、やが

て母親がいなくなった時、その対話を思い出し、自分に対 し、「ハンカチを持っ

たかな ?車に気を付けて」と言います。さらに、自分が親になったら同じこと

を子供に言っています。これが正 しくアラヤ識なのです。

アラヤ識のアラヤは、皆 さんは知っているのです。ヒマアラヤと言います。
ヒマアラヤのヒマは雪です。アラヤが蓄えるという意味です。ヒマラヤは、サ
ンスクリット語で雪がたまっているという意味なのです。こういう話ばかりし

ていますと、「八島 さん、聞きました。よくわかりました。いいプレゼンです。
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ほとんど寝ていましたが、ヒマラヤだけは覚えていました」とか言って、エピ

ソー ドだけは覚えていらっしゃるのです。

八識とは、眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識、末那識、阿頼耶識のこと

です。

話の進め方

話の進め方について言いますと、最初に自分がどういうやり方で話をするか

を決めてください。演繹法か帰納法か。男性が女性を回説 く時は演繹法が良い

でしょう。まずはデー トに誘います。アポイン トを取 ります。デー トに誘えた

ら「お酒を飲みましょう」と言います。「お酒を飲みましょう」となったら、終

電がなくなる迄飲みます。その後はわかりません。最初に「私の目的がこうだ」

と帰納法でやったら、まずデー トには来てくれません。社内で話す時は帰納法

です。「先に結論を言いなさい」ということです。くどくど言わない。とにかく

「何をしたいのか」を早く言ってください。稟議や報告では結果を先に言ってく

ださい。この 2つの方法はその場所やタイミングの状況をみながら使い分けて

ください。

もうひとつ、時間法 と因果法と問題解決法があります。過去はこうで した。

この後、こうなりますという話 し方が時間法です。原因がこうなので、こうい

う結果になりました。もしくは、結果がこうなって、原因はこうですというの

が因果法です。内容を分析 して、解決策にはこのようなものがありますという

のが問題解決法です。これらの事を頭に入れてシナリオを作ってください。

会議の 目的

会議の 目的はい くつ もあります。情報伝達、討議、調整、人間関係、結果周

知等があ ります。要す るに何 を目的にす るのか。説明 を目的にす るのか、意見

の調整 なのか、意思統一 なのか、情報収集 なのか。現実 には、 これがよくわか

らない打 ち合わせや会議が多過 ぎるのです。 とにか く集 まって くれ、「八島、3

分間でいいか ら来て くれ」 と。午前 中に声 をかけ られ、その まま夜の 9時迄 と

い うのはよくある話 なのです。一体何のための会議 なのか。メールで十分なも

の もあるのです。要す るに、打 ち合わせ とか会議 をす る時、自分は何 を したい

のか とい う目的を必ず決めて くだ さい。 とにか く集 まって、 くだ らない話 をし

て、 しまいには人の噂話ばか りして、時間が 1時間、2時間 と過 ぎていきます。
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「スケジュールを決める会議の日取 りを決める」という会議が本当にあるので

す。

●「結論の出ない会議をまた重ね」

●「役員会、精神論で暗 くなり」

●「打ち合わせをすればするほど暗 くなり」

●「そもそも何が議論か大激論」

●「居酒屋を打ち合わせ場所と勘違い」

●「よく続 く一 日中の打ち合わせ」

これらは、本当に私が経験 したことなのです。

メールで足 りる会議 はやめて くだ さい。それか ら、キーマ ンが出ない会議、

結果が期待で きない会議、時期が良 くない会議、周囲が ごたごた している時の

会議は してはいけません。

したがって、

●「集 まって も議論 しない」

●「議論 をして も決めない」

●「決めて も行わない」

●「行 って も責任 をとらない」

これは、会議ではあ りません。よくある話です。

マニュアル病

ファース トフー ドのお店でハンバーガーを20個買ったお客 さんに、「お召し上

がりですか ?」 という店員がどこにいますか。持帰 りに決まっています。でも

マニュアル通 りだというのです。これも実際にあったのですがスーパーで 1円

のおつ りをわざわざ「おつ りをご確認 ください」と。1円玉一個 しかないので

す ヨ。これをマニュアル通 りに喋っている。

お店で、気になってしようがないことがあります。皆 さんもどこかでアルバ

イ トをやる時、感情がこもった言葉をかけてください。ほとんどの店員が「い

らっしゃいませ、こんにちは」。抑揚がないのです。人間が喋っているように聞

こえないのです。これは、コーヒーショップヘ行ってもカレーショップでも「い

らっしゃいませ、こんにちは」。「少 し気持ちを込めたらどうだ !」 と。最近、

人間の言葉がだんだん機械的になっています。反対に機械の方が人間的になっ

てきました。
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ガソリンスタンドに行きますと、セルフ給油があります。お金をすぐに入れ

ないと、「お金を入れてください、お金を入れてください」と。冗談ではないで

す。「30秒 ぐらい待つようなシステムにしてくれ」と言いたいのです。こっちは

もう、焦って、焦って。何かシステム作 りが変です。お願いですから皆 さんが

作るシステムは人間的なやりとりにしてください。

日本語でない 日本語

日本語になっていない会話。皆 さんはいつ も日本語 を喋 っていると思 ってい

るで しょうが、実際 は、学生語 とか世代語であって標準的な日本語でないので

す。私 自身 も業界の言葉 を使 っています。しか し、この言葉 は業界内では適用 し

ますが、外の人達には通 じません。どうか、自分達が喋 っている言葉は特殊 な日

本語であることを認識 した うえで、喋 って くだ さい。社会 に出たら、学生語や

世代語 を卒業 し、環境 に合わせた正 しい日本語 を使 えるようになって くだ さい。

1文字がニュアンスを変える

もうひとつ言いたいことがあります。「ね」と「か」。「が」と「で」です。よ

く先生が言います。「これでいいですね」と言ったら、質問するなという意味に

聞こえるのです。「これでいいですか ?」 と言ったら質問しようと思 うのです。

お茶漬けが食べたい時、「お茶漬けでいい」と言 うと、食べたくないけど、食べ

てやろうと聞こえます。こういった助詞の使い方でニュアンスが違ってくるこ

とに注意 してください。

思い込みの世界

思い込みというのがありまして、ちょっとおつ き合いください。この絵は何

に見えますか ?

一男性の顔 だと思 う方は ?

一―ほかに見 えるとい う方 |ま ?

一見 えませんか ?
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― いかがで しょう。男性の顔 だとい う方は

一 ほかに見 える方は ?  1名 。

一「笑っていいとも !」 ですね。

一何 に見 えますか ?

―女性の体に見 える方 は ?

―彼 は女性の体に見 えると言 っていますが・…

-1人 以外は見 えない と言 っています。

一男性の顔 に見 える方 は ?

一女性の顔 にみ える方 は ?

-2つ とも手 を挙 げないのは「どうで もいいや」

とい う事ですか ?

― どうでしょうか。

一少 し多くなってき

女性の体に見 える方は ?

ました。

― まだ男性の顔 しか見 えないとい う方は

一 どうで しょうか ?

一全員、女性の体ですか ?

―男性の顔 に見 える方は ?

一 ほぼ、女性の体 に見 えますね。
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―男性の顔 に見 える方 は ?

―両方見 えるとい う方 は ?

―女性の体 に見 える方 は ?

違 うって。A君、 こうなんだよ !

こうです。言 っていることは同 じじゃないか !

いや、違 うって !

―すみ ません、 もう一度 おつ き合 い くだ さい。

―女性の体 に見 える方 は ?

一 さっきと全然 リアクシ ョンが違い ますね。

出典 :男 と少女 (G.Fisher.1967)

同 じ物 を見ているのです。人間は、入 って きた情報 によって、同 じ物 を見て

いるのに認識が全然違います。

ところで、こんな会話 があ ります。

開
婦
略
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と譲 りません、これに酒が入 るともっとしつ こくな ります。同 じではないか と

い う会話 を長 った らしく、延々 2時間 も 3時間 もや っているのです。人間の思

い込みは怖 いです。 こうい うや りとりが実際 に存在 しているのです。打 ち合わ

せ前の勝手 な思い込み、打 ち合わせ 中での常識の不一致、打 ち合わせ後の出来

る、出来ないの混同、それぞれの思い込みがあるとい うことを意識 して くだ さ

い。

分 かる 。分 ιする

実は分かると分けるは語源が同じなのです。

み立てて話す必要があります。そのためには、

ります。「言っていることが良 く分からない」

と、分けられていないのです。

相手 に説明す る時は、内容 を組

まず話の内容 を分 ける必要 があ

とい うの は、話の内容 が きちん

6W3H

私はいつも情報を伝える時は6W3Hだ と言っています。学校では、5WlHと

か5W2Hと よく言っているようです。企業、実社会は、これにWhom(誰 に)

とHow many(どれだけ)と How much(い くら)を入れなければいけません。

すなわち、コス トは ? 量/数は ? 誰に対 して ? が必要な要素なのです。

「青」という漠字の話

漢字はシステム的です。そもそも「青」という字は「生」と「井に点がつい

た文字 (井/どんぶりではありません)」 から成 り立っています。だから、青は

セイと読みます。青に「さんずい」を付けて清です。お日様がきれい (晴 )、 争

いがなくなる (静 )、 これも全部青という文字なのです。だから、「青は新鮮で

うぶだ」という意味になります。

「水が汚れていない」→「清」

「お日様がきれい」→「晴」

「争いが無 くなる」→「静」

「お米をきれいにする」→「精」

「嘘のない言葉」→「請」

二

　

一
　

一
　

一
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「キラキラきれいな魚」→「鯖」

「落ちついている」→「靖」

「澄んでいる心」→「情」

物事が分からない時、それを表わす漢字の成 り立ちを調べるのもひとつの解決

方法です。

角度 に対する感覚

会話 には、相手 との角度が重要です。

恐怖 (後ろ)

一
4・ ・ ・ ・・

友 人 (横 )

ノ
神 (上 )

一
敵  (前 )

ヽ
いとしい (前下 )

● 対立 していると「一番離れた 。真正面」に座 る。

● 誘 う時は、横 にす り寄 って くる。

● 脅かす時は、後 ろか ら「わあっ…」。

● 憧れの対象であるジュ リエ ッ トは「 2階」にいなければな らない。

(1階や地下ではない )

距離 に対する感覚

相手 との距離 によって、話 し方が変わって きます。距離には 4種類 あります

が、例 えば、広 い会場での講習会では硬 い表現 にな ります。 しか し、相手 との

距離が50cm以内で こうした話 し方 を した らダメです。通常、会話 は1.2メ ー ト

ルの距離 を保 って行われ、私的言語 を使い ます。距離 と話 し方は常 に意識 して

くだ さい。角度 と距離で話 し方が変わるのです。すいている電車で、見知 らぬ

男性 が女性の50cm以 内に入って くると、女性は必ず、席 を離れ、相手 との距離

を取 ります。
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打合せ/雑談

説明会/会議

凍つた文体 講演会/演説

出典 :E.ホ ール rか くれた次元J

指示の種類

指示 には、号令 と命令 と訓令があ ります。 これは覚 えて くだ さい。

「明朝 8時、東京発の切符 を買 って きて くれ」。それ以上の ことをいわれてい

ませんか ら、切符がなければ、「なかった」 と報告 して良いのです。これ を号令

といいます。

「明 日12時迄に大阪に行 きたいので、東京発の切符 を買 って きて くれ」。明朝

8時の切符がなければ他の切符 を買って来い、ということにな ります。これを命

令 といいます。 目的がはっきりしています。

「明 日12時に着 きたい」。新幹線の切符がなかった ら、飛行機の切符 を手配 し

ます。 これは訓令なのです。

発令者 と受令者 との間で、命令、号令、訓令 についての解釈 が一致 しないこ

とがあります。発令者は命令のつ もりなので、「なぜ、ほかの切符 を買 ってこな

いのだと」言 います。一方、受令者 は「だって、8時発の切符 を買 って こい と

言 っただけではないか、それ以外言 っていないではないか」 と号令だと受 け止

めていました。 こうい うや りとりでコ ミュニケーシ ョンがおか しくなることが

結構 あります。
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距 離 話 し方 形 態

密接的 - 50cm 溜め息 SEX

個体的 -1.2m 私的言語

社会的 -4.Om 公的言語

公衆的 4. 0n-

号令 命令 詢1令

発令者の意図 × ○ ○

受令者 ○ ○ ×

組織 (人数 ) 中 大



桃太郎の話

いよいよ結論に入 ります。皆 さんがよく知 っているツヒ太郎の話ですが、非常

に面白い見方 がで きます。独善的解釈 なのですが、桃か ら産 まれたか ら桃太郎

と名づ け られたのですが、桃 は女性 を表わ していると考 えられ ます。桃太郎 は

鬼退治 に出かけますが、鬼が村人 をい じめて問題 になってい ます。問題 を起 こ

している鬼 は鬼 ヶ島にい ます。桃太郎 は鬼退治 (目 的)のために、大、猿、キ

ジの助 けを求めます。彼 らを参加 させ るために、 きび団子 を与 えます (動機付

け)。

この話を企業に当てはめると、犬は実行力 (行動力)、 猿は知力 (知性 )、 キ

ジは先見力 (計画性)を表わすといえます。皆 さんは何かというと、「将来がわ

からないからできません」、「知 らないからできません」 と言いますが、でも、

桃太郎の話はこう言っているのです。「まず、行動 しなさい、そうすれば知恵が

つく。知恵がついたら先見力が身につ く」と。そして、鬼を退治 したことによ

って、問題が解決 し、さらに宝という報酬 (副次効果)が得 られました、とい

うことです。

仕事のや り方

仕事の進め方は、段取 りが 8割、仕事が 2割です。 トラブっているケースは、

これが反対 になっています。先 ほどの 2対 8の法則ではないですけれ ども、段

取 りを決めれば、あとはその通 りやればいいだけです。 これ を頭の中に叩 き込

んで くだ さい。

物事の全体 を見て くだ さい。で も、手 をつ ける時は絶対 に大風 呂敷 を広 げな

いで くだ さい。 Jヽ さい ことか らコツコツとやって くだ さい。ただ、全体 を常に

見ていて くだ さい。全体 を見ないで大風 呂敷 を広 げて一気 にや ると トラブルに

なります。着眼大局、着手小局 と念仏のように覚 えておいて くだ さい。

物事の捉 え方

「全体最適、部分最適」という言葉があります。多くの人はセクショナリズム

に走 り、部分最適だけを狙っています。しか し、「目先にとらわれない」、とに

かく長い日で見て、「多面的に物を見る」、「枝葉末節にとらわれずに根本的に考

える」という「思考の三原則」を忘れないでください。
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あなたはどのタイプ ?

最後がこれです。人の タイプは、有能 と有

益があ ります。 これ をクロス します。一番求

め られ るタイプは当然、有能 。有益 とい うA
とい うタイプです。次 に、企業が求め るタイ

プはどれで しょう。

―Bだ と思 う方 は ? ― Cだ と思 う方 は ? ― Dだ と思 う方は ?

企業では、有益であることが優先 され ます。 したがって、答 えはBです。仕

事に使 えない社員はい らないのです。

Bの次に企業が求めるタイプは、Cで しょうか ? Dで しょうか ?「有能であ

って無益」というのは、無益というより有害になるのです。ところが、「無能で

無益」は害になりません。邪魔にならないから、企業にとってCよ りDのほうが

マシなのです。企業は有能か無能かよりも、有益か無益かを判断 します。自分

が有能か無能かということよりも、企業にとって自分は有益か無益かがポイン

トになります。可愛がられて「なんぼ」です。

余計 なお世話

最後の最後です。「やらなければよかったとぃう後悔」をしても、「やればよ

かったという後悔」だけはしないでください。たった一度の人生ですから、何

事もチャレンジです。好きな事、やりたい事をできるだけ早 く見つけてくださ

い。そして、コツコッと続けてください。私はシステムエンジニアという好き

な仕事をずっとやっているので、人生を楽 しんでいます。

最近、気になることがあります。それは、うつ病の人が増えてきていること

です。私自身はパ ッシングに強いので、何 ともないのですが、どうも罵倒 され

るとすぐにうつ病になる人が多いようです。バ ッシングに強い人になってくだ

さい。

勉強することは大切ですが、と同時に打たれ強い人になってください。これ

が、最後に私が言いたい事です。

少 し時間が過ぎて申しわけありません。これで終わらせていただきます。あ

りがとうございました。

(拍手 )
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有能 無 能

有益 A B

無益 C D



ヽ

　

　

‘

司会者  非常に有益 なお話 をどうもありが とうございました。学生の皆 さん

だけではな くて、聞いていた教員の皆 さん、私 も含めて、いろいろと感 じ

るところがあったのではないか と思います。

さて、時間 もありませんけれ ども、せ っか くこの場ですか ら、何か質問、

あるいはコメン トはありますで しょうか ? 無駄 な時間 を費やすの もよく

ないのか もしれ ませんけれ ども。

それでは、今 日、いろいろなお話、最初 に宣言 されたように、話があっ

ちこっちに行かれて、皆 さんの頭の中でどの ぐらい今 ちゃん と整理 されて

残 っているかわか らない ところもありますけれ ども、非常に楽 しくて、何

か きっと心 に残 った部分があると思い ますので、その部分 を来年の今頃 、

ちゃん と覚 えているように していただければ と思います。

それでは、 もう一度大 きな拍手 をお願いいた します。

(満場拍手 )

先生、どうもあ りがとうございました。

それでは、業務連絡 は何かありますか。それでは、 これで特別講演会 を

終 わ ります。
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