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答えのない２１世紀で奮闘されている経営者の皆様へ

このレターは、当協会にご縁を頂いている経営者の皆様にお届けしています。

【 は じ め に 】

近畿事業推進部の川畑です。
新型コロナ禍でまん延防止等重点措置が終了しま

したが、まだまだ感染状況は厳しい状況ですね。
終了に安心せず、これまでと同じように感染対策

をとっていかないと第７波がきますね。経口薬も使
えるようになってきましたが、医療体制が厳しいた
め、けがや事故で救急搬送されても入院できないケ
ースもあります。日常生活にも十分気をつけないと
いけないですね。
北京パラリンピックが３月１３日（日）に終了

しました。金メダルの獲得は、アルペンスキー女子（座位）の村岡桃佳選手が３個、距離ス
キー男子（立位）の 川除大輝選手が１個の計４個。海外で行われた冬季パラリンピックでは最
多更新でした。その他 銀１個、銅２個で都合７個のメダルを日本は獲得しました。ちなみに一
番メダルを獲得したのは中国で金１８個、銀２０個、銅２３個の計６１個でした。２位のウク
ライナが２９個ですから、凄いですね。
選手のみなさんには障がいがあってもこんなことができるんだと勇気と感動を頂きました。
選手のみなさん、ありがとうございました。お疲れ様でした。
さて、ロシアのウクライナ侵攻が始まって１カ月経ちました。プーチンの思惑通りには進ま

ず、泥沼化しています。たくさんの犠牲者が出ています。国際社会が協力して経済制裁もして
いますが、終結が難しい事態になっています。ベルギーでＧ７首脳会議が開催されＧ７首脳声
明も発表されていますが、一刻も早く終結させて欲しいです。
先月号で「アメリカ脳」「ロシア脳」で考えてみることが必要だと書きました。週刊ポスト

４月１日号、大前さんの「ビジネス新大陸の歩き方」に掲載されていますので、本屋さんに
行ったら読んでみてください。この侵略が早く終息することを祈っています。

４月１日(金）は、２０２２年度電話応対コンクール問題が発表されます。
詳細は各支部ホームページに掲載されますので、ご覧ください。
たくさんのご参加をお待ちしています。今年の全国大会は山口市で開催です。
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やたらカタカナやアルファベットが多く、よくわからないけどやり過ごしているＩＣ
Ｔ用語ってありませんか。今年度はそのＩＣＴ用語を豆知識として紹介していきます。
今月は「ＡＰＩ連携」です。
ＤＸ推進で必ず出てくるのがＡＰＩ連携（ Application Programming Interface ）です。
ＡＰＩとは、ソフトウェアやアプリケーションなどの一部を外部に向けて公開する事

により、第三者が開発したソフトウェアと機能を共有できるようにしてくれるものです。
例えば「freee」という会計ソフトありますが、このソフトは企業の銀行口座の取引、

残高が同期するようにできます。同期して銀行口座の取引仕訳を設定しておくと、自動
的に会計処理ができ、大変効率的で便利です。このように、データを連携するのにＡＰ
Ｉはとても有効なのです。ＤＸ推進においては、データが分散しているのではなくどこ
か一カ所にありそれをＡＰＩ連携等で使うことがとても大事です。
ＡＰＩ覚えておいてくださいね。

同梱編で紹介した白菜がこんな姿になっていました。
ヒヨドリが食べていたとの近所の方の目撃証言もありま
した。ヒヨドリもご飯がなかったのでしょう。
ヒヨドリさん、美味しかったですか。

【ＩＣＴ用語豆知識（ＡＰＩ連携）】



先月は第９０回 「伝わってこそ言葉」 （2021.8.12）をご紹介しました。
いかがだったでしょうか。今回は第９１回 「心を打つ言葉」 （2021.9.13）をご紹介します。
人類の進歩は、いつの時代も言葉とともにありました。情報を伝え合うのは言葉、気持ちを理解

し合うのも言葉です。動物の世界にも、危険を知らせたり、空腹を訴えたり、異性にアピールした
りする簡単な言葉はあるようですが、複雑な技術や高度な感情表現を可能にした言葉は人間だけの
ものでしょう。ところが、ここに来てＡＩが言葉を話すようになりました。進歩を続けるＡＩの言
葉の可能性を、スポーツを例に人間の言葉と比較しながら見てみましょう。

ＡＩの言葉で感動できますか
心を持たないＡＩは、現段階では相手を感動させることはできません。同時に相手の感動を受け

止めることもできません。しかし、ディープラーニングで、ＡＩに感情表現を教え込もうという研
究は着々と進んでいるようです。喜怒哀楽まで表現できるＡＩの登場は、私には許せない気がしま
すが、そのＡＩの進歩にブレーキをかけるとすれば、方法はただ一つ。人間の感情表現をＡＩには
容易に真似のできないレベルまで高めることでしょう。
私たち日本人は、細やかで優れた情感を持った国民の筈です。ところが、欧米人などと比べると、

情感の表現は控えめで誠に地味です。欧米人は喜びも悲しみも、全身のパフォーマンスで表現しま
す。今年はオリンピック・パラリンピックで世界中の民族が日本に集まりました。そこでどのよう
なパフォーマンスがあり、勝利者たちの言葉が聴けるか、私は楽しみにしておりました。しかし、
無観客、無声援の厳しい規制の中で、各会場、各競技とも地味で、オリンピック史に残るような名
言もパフォーマンスも、控えめだったようです。

心を打ったメダリストたちの言葉
過去の五輪では、人々の心を捉え、流行語にまでなった数々の名言があります。有森 裕子さん

の「初めて自分で自分を褒めたい」岩崎 恭子さんの「今まで生きてきた中で一番幸せです」北島
康介さんの「チョー気持ちいい！」などは、今も鮮烈に私たちの記憶に残っています。それは事前
に準備された言葉ではなく、勝利の直後に彼らの口から出た自然な感情表現だからでしょう。
シドニー五輪の柔道１００キロ超級で銀メダルを得た篠原 信一さんは、世紀の大誤審として世

界中から非難された審判の誤審で、勝っていた試合の金メダルを手にすることができませんでした。
その時、記者に気持ちを訊かれた篠原さんは、ただ一言、「私が弱いから負けたのです」と答え

たのです。その一言の潔さが、世界の称賛を浴び、人々に感動を与えました。

支えてくれた人への感謝の言葉
今年の東京オリンピックでは、どのような名言が聴けるかを、楽しみにテレビを見ておりました。
しかし、残念ながら、流行語になるような、シンプルに胸を打つ一言は聴かれませんでした。卓

球のシングルス準決勝で、中国選手に０－４で敗れた伊藤 美誠さんが、珍しく涙を浮かべていま
した。「その涙は？」と訊かれて、唇を噛みしめながら、「悔し涙です！」ときっぱりと答えたそ
の一言ぐらいでしょうか。
でも全体では、大きな特徴がありました。メダルを首に、喜びを語る選手たちのほぼ全員が、ま

ず、「今日まで支えてくれたたくさんの人のお陰です」と感謝の言葉を述べていたことです。それ
は、期待に添えず敗れた選手たちの言葉も同じでした。当たり前と言えば当たり前ですが、その言
葉は、決しておざなりには聞こえなかったのです。コロナと戦い、世界と戦い、自分と戦って頂点
をつかんだ選手たちの、心からの感謝の気持ちだったのだと思います。どのような時代になっても、
究極の人生は「人と人との支え合い」だと私は思っています。メダリストたちの口から出る、汗と
涙と感謝の言葉を、ＡＩはいつ習得するでしょう。

この言葉、ＡＩに言えるでしょうか
ゴルフ競技女子の部で日本人初のメダリストになった稲見 萌寧さんは、銀メダルを争って、世

界ナンバー１の実績のある強豪とのプレイオフになった時に、「私はプレイオフを３戦して３勝、
１００%勝ってきた」と自分に言い聞かせたそうです。１日１０時間、誰にも負けない練習量が、
その言葉を言わせたのでしょう。そして見事に勝利しました。
柔道女子４８キロ級で銀メダルを獲った、渡名喜 風南さんのお母さんの言葉。「死ぬこと以外

はかすり傷！」厳しい稽古の明け暮れで、怪我の絶えない娘に言った、冷たくも温かい、母の励ま
しの言葉です。ＡＩに言えるでしょうか。

【ユーザ協会の得意技！ こういう蓄積・ノウハウがあります。岡部達昭先生編】



今回は「知っていますか？スマートフォンと年齢制限《第９回》」（2021.12.14）をご
紹介します。
子どもから大人まで、多くの人がスマートフォンや携帯電話を自由に使うようになりま

した。街中で、ベビーカーに乗っている幼い子どもがスマートフォンやタブレットを手に
持ち、動画やゲームを楽しんでいるのを見かけることも珍しくありません。しかし、ス
マートフォンを使う上で、年齢制限やさまざまなルールがあることをご存じでしょうか。
今回はその一部を紹介します。

変わる、スマートフォンの契約
２０２２年４月１日に民法が改正され、成年年齢が２０歳から１８歳に引き下げられま

す。１８歳の方は、スマートフォンの利用契約（申込み手続き）を行う場合、これまでは
保護者の同意（同意書）がなければ契約できませんでした。それが、親権に服することな
く、保護者の同意がなくとも契約できるようになります。
これまでも、保護者の同意があれば契約できていましたし、現に、それによって中学生

や高校生の多くは自分専用のスマートフォンを所有できています。成年年齢が１８歳に引
き下げられたとしても、大きな変化ではないかもしれません。しかし、料金の支払いをは
じめ、さまざまな責任のすべてが伴ってくると思うと、成年年齢が１８歳に引き下げられ
ることは、大きな変化といえます。
１８歳未満は、これまでと変わらず保護者の同意が必要です。また、１２歳未満の子ど

もが持つ携帯電話やスマートフォンは、保護者の名義で契約されたものを子に使わせてい
る形になっています。普段から、携帯電話やスマートフォンの使い方に問題ないか、保護
者が確認し、必要に応じて指導することが求められています。

ＳＮＳやインターネットの年齢制限
多くの人がスマートフォンで使っているＳＮＳには、サービスの利用にあたって年齢制

限が設けられています。人気のあるTwitter、Facebook、Instagram、TikTokなどは、１３
歳以上での利用となっています。LINEは、年齢制限は設けられていないものの、利用推奨
年齢は１２歳以上となっていたり、１８歳未満では一部サービスが制限されていたりして
います。
これらの制限は、ＳＮＳやインターネットを通じて、個人情報が公開されてしまったり、

事件やトラブルに巻き込まれたり、ネット上でいじめに発展してしまったりと、トラブル
が多くなっているために設けられています。加えて、スマートフォン契約手続き時に、通
信事業者が提供するフィルタリングサービスへの加入が法律（青少年が安全に安心してイ
ンターネットを利用できる環境の整備等に関する法律）で義務づけられています。フィル
タリングサービスによって、利用できるアプリを制限したり、有害サイトへのアクセスを
規制したり、利用時間帯をコントロールしたりすることができます。
普段、保護者が使うスマートフォンを一時的に子どもに貸す場合、スマートフォンには

何の規制も制限もかかっておらず、自由に使える設定になっていると思います。
ぜひ、保護者のスマートフォンにもフィルタリングサービスを設定しておきましょう。

スマートフォン以外のサービス利用の年齢制限
スマートフォンの利用とセットで、クレジットカードやバーコード決済サービス、ポイ

ントサービス、光回線など、さまざまなサービスが提供されています。例えば、クレジッ
トカードは、現在でも「高校生を除く１８歳以上で契約可能」とされているものが多く、
バーコード決済サービスでは、未成年が利用する場合に機能の一部が制限されています。
このようにサービスによって年齢制限の内容や範囲が異なっており、「未成年」と書か

れているものと「２０歳未満」のように具体的な年齢で書かれているものがあります。
今年４月の成年年齢引き下げに合わせ、「未成年」の定義が変わりますので、４月以降、

契約手続きの都度、確認が必要になるでしょう。
※本文中に記載のサービス・製品名は各社の登録商標です。

【ユーザ協会の得意技！ こんなＩＣＴの紹介をしています。へ～え そうなんだ。】



新型コロナ禍で、時代は１０年前倒しでやって来ましたね。
オンラインが進んできていることを実感されているのではないで

しょうか。いやいやうちはオンラインなんてあまり影響ないよとお
考えの方、本当にそうでしょうか。
すべてオンラインになった世界って想像できますか。
今回は、２０１９年にビービッドの藤井保文さんとＩＴ批評家の

尾原和啓さんが書かれた「アフターデジタル」を紹介します。
この本は、「デジタルトランスフォーメーション」を行いたいと

思っても「なにをしたらよいのかわからない」と悩んでいる方に
「変革の武器」として欲しいと書かれた本です。
巷ではＤＸのニュースでいっぱいですね。藤井さんは「日本のビ

ジネスパーソンはデジタルが完全に浸透した世界をイメージできて
いない」と言われています。
世界では、オンラインとオフラインの主従逆転が起こっています。
考え方のベースはオンラインが主になっているのです。オンラインが主で、オフライン

は信頼獲得可能な顧客との接点という位置づけです。
ＩｏＴ（Internet of Things）やカメラなどのセンサーが実世界の接点に置かれると、人

の購買行動だけでなく、あらゆる行動がオンラインデータ化します。そうなるとオフライ
ンはもう存在しなくなると言えるのではないでしょうか。
その時なにが起こるのでしょうか。バリューチェーンからバリュージャニー、社会シス

テムがアップデートされることになります。
中国の深圳ではそんなことが起こっています。中国では、データが市民の行動を変え、

社会を変えるということもこの本では紹介しています。
また、アフターデジタル時代で成功している企業が共通で持っている思考法ＯＭＯ

（Online- Merge-Offline）というのを聞いたことがありますでしょうか。私はこの本で
初めて知りました。中国平安保険の事例がこの本では紹介され、なるほどなと思いました。
本の中には、先進的な中国の話が紹介されています。共産党が支配する中国だからでき

るという見方ではなく、個人情報の扱いが適切に行わればこういう世界が見えてくると考
えると今後のビジネスの参考になるではないでしょうか。

＜目次＞
第１章 知らずには生き残れない、デジタル化する世界の本質
第２章 アフターデジタル時代のＯＭＯ型ビジネス～必要な視点転換～
第３章 アフターデジタル事例による思考訓練
第４章 アフターデジタルを見据えた日本式ビジネス変革

【お役立ち情報：アフターデジタルってご存じですか。】



新型コロナ禍で世界的な半導体不足に陥っています。原因は需給双方にあります。半導体は
製造に４００～６００工程ありますから、発注から納入まで半年程度かかります。すぐには設
備増強も難しいですね。そんな中、熊本に台湾のＴＳＭＣが、子会社を設立して半導体の新工
場をつくると昨年１１月に正式発表しましたね。設備投資は８，０００億円、従業員１，５０
０人規模で２０２４年末までに生産開始を目指しています。ＴＳＭＣは「日本政府から強力な
支援を受ける前提」と言っていますし、ソニーは５７０億円出資すると発表しました。
ここ熊本工場では世界的に古い規格の半導体を製造するということです。
果たして日本にどんなメリットがあるのでしょうか。

さて、半導体と言えば産業のコメと言われ、一時期は日本が世界市場の５０％を席巻してい
ました。今は１０％です。そして、３０年以上前の１９８５年｢日本の半導体メーカーが不当に
廉価販売している｣と、米国半導体工業会（ＳＩＡ）が日本製半導体をダンピング違反として米
通商代表部（ＵＳＴＲ）に提訴して日米半導体摩擦が起こりました。
あれが凋落の始めだったのではないでしょうか。「日本市場における外国製半導体のシェア

拡大」と「公正販売価格による日本製半導体の価格固定」という２つの取り決めで日本の半導
体産業が弱体化する１つの引き金になりました。実はアメリカでは当時民生用の半導体は少な
く、この取り決めを守るために日本は韓国に技術を教え、輸入したのです。世界的な半導体
メーカーの売上をみてみると、１９８９年トップ１０に日本が６社入ってましたが、２０２０
年には１社だけです。

【お役立ち情報：半導体っていまどうなっているの？１／３】

◆世界半導体メーカーの売上高
ちがう統計では世界１位

インテル（８兆５千億円）、
２位サムスン電子（６兆５千
億円）、３位ＴＳＭＣ（５兆
２千億円）。
日本のキオクシア（１兆

１千億円）は１０位です。
悲しいことにまったく日本

は衰退してしまいました。
これはもちろん企業努力の

問題もありますが、国の産業
政策の誤りだと私は思います。
国はこういう国家戦略をしっ
かりやって欲しいです。

世界の市場をみてみると、
２０１５年から伸びていること
がわかります。
家電製品、車やスマ―トフ

ォン等に使われますし、５Ｇ等
と、技術が益々高度化している
事で、今後も市場は伸びると期
待できますね。

市場は再び絶好調に ー半導体の製品別販売額ー

（出典：東洋経済業界地図２０２２）



半導体の品質ではナノメートルという単位がでてきます。ナノメートル（ｎｍ）とは、
半導体回路の線幅の単位です。 線幅が細くなるほど、チップサイズは小さくなり、消費
電力は減少し、処理速度は速くなります。そのため、従来の７ナノメートルより５ナノ
メートルプロセス技術で製造された半導体チップの性能が大幅に向上されました。
世界では１桁のナノメートルですが、日本にある工場ではルネサスでも４０ｎｍです。
ＴＳＭＣの熊本工場でも２２～２８ｎｍと言われています。世界先端にはほど遠いで

すね。これでいいのでしょうか日本の半導体政策。
（出典：経済産業省 半導体戦略２０２１）

（出典：日経）

あらゆるところで半導
体が使われています。

【お役立ち情報：半導体っていまどうなっているの？２／３】



経済産業省の半導体戦略２０２１
では、半導体重要性や世界の半導体
産業支援策に触れてはいますが、本
気で世界に伍していこうと考えてい
るのかよくわからないというのが
私の感想です。
ＴＳＭＣの熊本工場も世界では古

いほうの半導体技術、どこかに需要
はあるのでしょうが、本当にこうい
う支援で日本の半導体政策はいいの
でしょうか。
アルビン・トフラーが提唱した

第三の波（ＩＴ社会）が終焉し第四
の波（サイバー社会）の到来を
大前さんは言われています。
これは、次の機会に紹介します。

＜今年も原稿大募集中！ご紹介します。＞

あなたの知識や経験等が他の会員さんのお役に立てば、嬉しいですね。
いつでも待ってま～す。写真も大歓迎です。
送り先： f.kawabata@jtua.or.jp（川畑）までファイル（Ａ４）を送って下さい。

【お役立ち情報：半導体っていまどうなっているの？３／３】

（出典：経済産業省 半導体戦略２０２１）

（出典：経済産業省 半導体戦略２０２１）

mailto:f.Kawabata@jtua.or.jp


あなたの会社の電話応対によるＣＳ（お客様満足度）はどれくらいでしょうか。

あなたの会社に覆面で電話し、電話応
対のプロがこんな診断結果をお届けし、
ＣＳ向上のお手伝いをいたします。

コンテストは年１回。チャレンジするなら今です。

会員様は参加料もお得です。
同時入会でも会員価格となります。

参加企業様からこんなお声を頂戴しています。


