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章）、人体とコンピュータ
とのインターフェイス（３
章）、人工知能（４章）、
技術的特異点後の世界（５
章）、失業社会の到来（６
章）というように、コンピ
ュータと未来の姿を、科学
的な知識を元にして議論の
展開をしており、一般市民
のみならず、情報の専門家
にとっても、これを読むこ
とによってホットな情報の
世界を整理して理解するこ
とができるようになってい
る点であろう。５章では、
人類の未来を４つのシナリ
オで描いている。１つめは
人間がコンピュータによっ
て支配されるというもの、
２つめは巨大化したコンピ
ュータの中に人間は肉体を
失って入り込むという も
の、３つめは著者が（そし
て、たいていの人が）理想
と考える、人間は肉体が存
続し、コンピュータが人間
の知能を増強するというも
の、４つめは何も起こらな
いというものである。我々
は、コンピュータとの関わ
りを考えるときほぼ無条件
に３つめを想像し、明るい
未来を描くが、これを著者
は「明るい寝たきり生活」
と呼んでいる。私は、３つ
めと４つめの中間あたりが
一番いいと感じるが、そこ
で果たして止まるのかどう
か・
・・。この本を読むと、
そうでもないと思ってしま
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う。６章は、ローマクラブ
の「成長の限界」の話から
始まり、人類の将来につい
て、今まで人類が考えてき
たものや著者の予測する未
来の姿が描かれており、人
工知能の開発が鍵を握るよ
うでもあるが、著者も、コ
ンピュータの世界から少し
目を外に向けたときに、人
類の未来を描くことは困難
と感じているようにも思わ
れる。
以上のように、コンピュ
ータを中心にした世界を考
えるとき非常に示唆に富む
本であり、現代に生きるも
のとして、一読をお勧めし
たい。（田中雅博）

岩佐幸輝

コヴィー▼出版社：キング
ベア出版
この本は、いろいろな場
面で成功するためにどうす
れば良いかということが書
かれています。
まず、インサイド・アウ
トについて書かれて い ま
す。インサイド・アウトと
は、自分自身の内面を変え
ることから始めるいうこと
であり、自分自身の根本的
なパラダイム、人格などを
変えることから始めるとい
うことです。問題を解決し
たければまず自分自身を変

毎月発行

本名：『一生お金に困ら
ない生き方』▼著者：心屋
仁之介▼出版社：ＰＨＰ
研究所
まずこの本の前提で、タ
イトル「一生お金に困らな
い生き方」をみると、お金
が溜まる方法がかかれてい
ると考える人が多いと思い
ます。しかし、この本はお

石原史也

する４、Ｗｉｎ-Ｗｉｎを
考える５、理解してから理
本名：『七つの習慣』▼ 解される６、相乗効果を発
著者：スティーブン・R. 揮する。７、刃を研ぐ
この本は、これらの習慣
を一つずつ詳しく書かれて
います。

える必要があります。
パラダイムとは、簡単に
言うと物事の見方のことで
す。人は、その人のパラダ
イムによって物事を見るこ
とで考え方が制限されてき
ます。パラダイムの違いに
よって同じものでも違って
見えてきます。そのパラダ
イムを変えるのがパラダイ
ム転換です。パラダイム転
換をする事によってそれま
でと違った見方ができ ま
す。大きな改善を望むなら
パラダイム転換が必要 で
す。
この本は、パラダイム転
換を提案しています。この
本は一度通読しただけで本
棚にしまい込んでおくよう
なものではないと考えてほ
しいということです。この
本は変化と成長のプロセス
を通して繰り返して参考に
できるように書いるからで
す。最後に７つの習慣を紹
介します。１、主体性を発
揮する。２、目的をもって
始める３、重要事項を優先

編 集 長： 岡 田 航大（Ｂ４
編 集 委 員 ： 吉岡 一 樹 （ М ２
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ゼミでのビブリオバトル
で、松田直樹君が紹介して
チャンプ本になった本で、
私自身、彼の紹介を聞いて
読みたくなり、早速購入し
た。これぞ、まさにビブリ
オバトルの効果であろう。
さて、その本であるが、
著者は１９４３年生ま れ
2歳くらいの宇宙
で、現在7
物理学者であり、情報の専
門家というわけではない。
しかし、コンピュータは長
年駆使してきており、過去
から現在（おそらく未来に
ついても）、コンピュータ
について非常に的確にポイ
ントをとらえ、その上で２
０４５年問題を論じて い
る。
全部で7章から成ってい
る。「１章」コンピュータ
が人間を超える日、「２章」
スーパー・コンピュータの
実力、「３章」インターフ
ェイスの最先端、「４章」
人工知能開発の最前線、「５
章」コンピュータと人類の
未来、「６章」コンピュー
タが仕事を奪う、「人工知
能開発の真意」となってい

る。
１章は、クイズ問題を解
くワトソンの実力ぶりから
スタートし、「コンピュー
タの行く末を人間が予測で
きなくなる時点」を「技術
的特異点」という科学的用
語で定義している。これが
２０４５年に訪れるという
のが本書の主題である。こ
の点を指摘している研究者
カーツワイルの「収穫加速
の原則」、つまり、ムーア
の法則により技術的特異点
が訪れるという説の紹介が
あるが、その前に、有名な
映画である「２００１年宇
宙の旅」、
「攻殻機動隊」、
「ターミネータ」、「マト
リックス」を具体的に取り
上げ、未来の想像される世
界を我々に提示している。
著者はその中に描かれてい
ることを否定するこ と な
く、そういう将来が来るの
かなという余韻を持たせた
まま、
２章につなげている。
この本の優れている 点
は、現代の若い世代にとっ
ても非常に興味深い映画の
話題から話を起こして、読
者の興味を引きつけた ま
ま、
コンピュータの進化
（２
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金儲けの方法ではなく、お
金儲けをするための心構え
について書かれている本で
す。
たとえば、「お金持ちが
持っているお金は汚いやり
方で手に入れているお 金
だ。だから損なお金は使い
たくない」、これはお金持
ちの人が汚いのであり、「お
金自体に汚いもきれいもな
い」とお金に対しての否定
的な意見はもってはいけな
いことが書かれています。
他にも「お金の入口だけ
をつくって溜め込むのでは
なく、出口をつくりお金を
循環させる」、これは自分
の中に溜め込んでしまうと
出口がないので、どんどん
淀んでくるので、出口をつ
くりしっかりと循環させな
いといけないことも書かれ
ています。
このようにお金に対する
心構えが数多くかかれてお
り、ほとんどの方が今まで
考えもしなかった考え方が
書かれている本と思われ、
今までの考え方が変わるほ
んになります。

岡田航大
本名：『下町ロケット』
▼著者名：池井戸潤▼出版
社名：小学館
この本以外に読んでいた
本が、『なぜ関西のローカ
ル大学「近大」が、志願者
数日本一になったのか』と
いう本で、ビブリオバトル
で紹介するならそっちの方
だろうと言われても仕方な
いと思うのだが『下町ロケ
ット』は、物語に引き込ま
れてしまったのでそちらに
方向転換することにした。
ドラマ化したこともあり、
見やすいと思うのでぜひ一
度読んだりドラマを見て頂
きたい。

栗岡亮太
本名：『ヤクザに学ぶ交

渉術』▼著者：山平重樹▼
出版社：幻冬舎アウトロー
文庫
今回のビブリオバトルで
私が紹介させて頂いた本は
『ヤクザに学ぶ交渉術 著
：山平 重樹』です。内容
としましては題のとおり組
の方々の交渉術に関する著
者の見解をポイント毎に例
を交えて解説していくとい
ったものです。ポイントと
話が交互になっているので
短い時間で少しづつ読み進
めて行くことにも向いてお
りテンポよく読むことがで
きるので読書初心者にもお
勧め本です。本に書いてあ
るような交渉術は一般人が
使うには敷居が高いですが
その考え方自体は納得でき
るものであり個人間のお話
をする際には使えるものだ
と思います。私は人前で話
したりするのはとても苦手
でビブリオバトルでは思っ
ていることが全然話せなか
ったのですがいい経験にな
ったと思います。

松下和樹

本名：『ゲームの父・横

井軍平伝任天堂のDNAを
創造した男』▼著者：牧野
武文▼出版社：角川書店
私が今回紹介した本は、
『ゲームの父・横井軍平伝
任天堂のDNAを創造し
た男』です。この本を選ん
だ理由は、私にとってゲー
ムは馴染み深く、思い入れ
があった為、開発者側のこ
とをよく知るために読みま
した。この本を紹介するキ
ーワードとして「枯れた技
術の水平思考」という言葉
があります。この言葉は、
任天堂でゲームハード開発
やおもちゃを開発する 時
に、最先端の技術を使うの
ではなく、枯れた技術、つ
まり既に広く使われており
安価なものを、水平思考、
つまり今までとは違う使い
道を考え、アイデアで勝負

するという横井軍平さんが
考えた、ものづくりの哲学
です。この本はどちらかと
言うと、ハードウェアより
のことを中心にエピソード
が書かれていると思います
が、ものづくりに携わる人
は是非読んで みて くだ さ
い。

松田直樹

本名：『２０４５年問題
コンピュータが人類を超
える日』▼著者：松田卓也
▼出版社：廣済堂新書
２０４５年問題とは、２
０４５年に全人類の知性を
コンピュータが上回ること
で、それ以降の歴史が全く
予測ができなくなるという
問題です。
これは、進化したコンピ
ュータが、人類に貢献する
のか、人類を破滅の道に導
くのか全く予想がつかない
恐ろしい問題です。
人工知能の世界的権威で
あるカーツワイル氏による
と、人類や生命の進化は、
指数関数的に進行している
ようです。
この本の著者である松田
卓也氏は、人類の未来につ
いて４つのシナリオを予想
しています。１つ目は、人
間がコンピュータに支配さ
れ、意識を持った強い人口
知能が人類に敵対するシナ
リオ。２つ目は、巨大化し
たコンピュータのなかに、
意識をアップロードして、
肉体を失った人類はコンピ
ュータの中で生き続けると
いうシナリオ。３つ目は、
１つ目と２つ目の中間で、
人間はそのまま存続し、コ
ンピュータが人間の知能を
増強するというシナリオ。
４つ目は、何も起こらない
ということ。どんな未来が
来ても大丈夫なように心の
準備をしておいたほうがい
いのかもしれません。

極度の暑がりの為、基本
的には真冬であろうと自宅
でほとんど暖房をつけるこ
とはないのだが、今年は少
し体調が芳しくないのか既
に寒さを感じる機会が多か
ったので、体調を崩さない
ように、着る毛布というも
のを購入した。色々な店で
安いものでは５００円程度
のものから高いものは万を
超えるものまで売っている
のだが、私は地元近くにあ
るカインズホームというホ
ームセンターで売っていた
ものを購入した。値段は９
８０円とかなり手頃だった
ので正直あまり期待してい

なかったのだが、暖かさは
十分で、贅沢な事に着てい
る感じがとても心地よく、
最近よくそのまま床につい
てしまい、もう布団はいら
ないのではないか、という
錯覚に陥っている。ただし
私の身長ではどうしても足
を引きずってしまう。その
ため、階段などをのぼる時

第 ７ 回 着 る 毛 布 ・ 体 に フ ィット す る ソ フ ァ

気 に な る 便 利 グッズ

1
1月７日に甲南大学内の にもかかわらず時間を割い
甲友会館ロビーにて、学内 てご来賓いただいた皆様、
でのポスター発表を行い、
前半後半の後半パートとい
う短い時間の中で、多くの
方々に私の研究内容や発表
を見ていただき、どのよう
な点の説明が不足していた
かがわかりました。また、
私の本研究に対してどのシ
ステム部分に対して興味を
惹かれるかも知ることがで
き、今後の学会での発表へ
の向けて貴重な経験をする
ことができました。また、
発表会を行う中でポスター
を作成する必要があったの
ですが、作成を通して今現
在自分の本研究がどの程度
まで進行しているのか、ま
た今後の課題点など今後研
究を進めていく上での重要
な点を再確認することがで
きました。
本発表にあたり、ご多忙

は少し裾を持ちながら歩か
ないととても危ない。何度
か階段からずり落ちそうに
なった。しかし、とても暖
かいのには変わりない の
で、これ１つで今年の冬は
過ごせそうである。
今回、もう一点紹介した
いものがある。ネットなど
では数年前から話題にはな
っているもので、無印良品
で販売している『体にフィ
ットするソファ』だ。一部
では『人をダメにするソフ
ァ』とも言われている。一
般的に言われるソファとは
違い、デカいクッションの
ような見た目だ。中にビー
ズが入っており、座るとビ
ーズが体を避ける為、スポ
ンジのように沈むので、包
まれるような感覚に陥る。
この感覚の中毒性が酷く、
私自身もネットの評判を聞

いて 購入したクチなの だ
が、この上にいると何もす
る気が起きなくなってしま
う。まさしく『人をダメに

またポスターの作成に協力 感謝の意を表します。
していただいた田中教授に
（須谷章宣）
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始まるマイナンバー制度
マイナンバー制度がもう
すぐ始まる。私のマイナン
1月の中頃に家に届
バーも1
いた。親に聞いて初めて知
ったが、家族同士だからと
いって近いわけではなく、
完全にランダムになってい
るようだ。考えてみれば当
然といえば当然なのだが、
セキュリティには一応気は
使っているようである。
無知だったので、マイナ
ンバーが来る＝マイナンバ
ーカードが来ると思ってい
たのだが、実際は紙でマイ
ナンバー通知書のようなも
のが送られてきた。どうや
らカードには別で申請が必
要なようだ。紙のままだと
身分証明書として使用する
ことができないので、まだ
免許を持っていない人など
が申請することになりそう
だ。安倍総理の政策でお買
いものの際にマイナンバー

提示で税金を軽減というも
のも撤廃されたような の
で、本格的にマイナンバー
カードを持つメリットは薄
いものとなったように思え
る。メリットよりデメリッ
トの方が大きいし、免許書
を持っている身としてはそ
れで十分……かと思い き
や、アルバイトの勤務先な
どでは『マイナンバーカー
ド』のコピーの提出義務が
ある場所もあるため、人に
よっては申請する必要が出
てくる。
確かにマイナンバーに近
い制度を導入している国は
多く、運転免許所や電子カ
ルテなどもその中に組み込
むことで、多種多様いろん
な場所で活躍している。し
かし一方でマイナンバーの
仕組みでは預金額などもわ
かってしまうので、国によ
っては預金税のようなもの

が発生している。日本でも
そうなる可能性はかなり高
い。
しかし、紐付がどんどん
行われていくと、それはそ
れで便利であり、例えば電
子マネーなどもこの中に組
み込まれたり、電車の定期
もこのカードに組み込まれ
たりするとする。そうする
と例えば、銀行口座から自
動で定期を購入してくれる
システムが出来上がったり
もするだろう。そういう風
に、今まで連携がなかった
ようなもの同士が連携が取
れるようになるのは非常に
大きいし、使用者側の立場
としても、色んなカードを
持ち歩く必要はなくなる。
マイナンバー絡みの詐欺
は既に何件か発生して お
り、お年寄りだけでなく若
者も引っかかるケースが多
0万円をだま
発していて、5
し取られる事件がつい先日
起きた。マイナンバーを聞

くためにお金が必要だ、な
んていうことは起きないの
で、注意していこう。
更には、とあるお店では
『マイナンバー割引』のよ
うなことをやっており、マ
イナンバーの下１ケタ が
『３』の方に１割引き、と
いったような事をしている
お店もある。セキュリティ
面は大丈夫か気になる。恐
らくＴポイントカードなど
もマイナンバーを収集する
ために、マイナンバー登録
カードならポイント２倍の
ようなことをやっても決し
て違和感はない。恐らくい
ろんな企業がいかに会員の
マイナンバーを知るかの手
段を競い合っているのでは
ないだろうか。
しかし、郵便局の方も、
年末年始という一番忙しい
時期にマイナンバーを配る
必要があるので、今はとて
も忙しいであろう。
（岡田航大）

1月配布完了
兵 庫 は 通 知 カ ー ド は1

するソファ』だ。中にはこ
のソファを２つ購入し、ベ
ッドとして利用するような
人もいたりするようだ。ま

たこれを枕のように利 用
し、足はこたつに、なんて
ことをすると本当に出るこ
とができなくなってしまう
ようなので注意が必要だ。
しかし値段は意外と高く、
カバーとセットで大体１万
５千円くらいだ。しかし、
その価格以上の中毒性があ
る。気になった方は、全国
の無印良品の大体のお店で
体験するために置いてある
のでそちらで体験してみて
頂きたい。また、ネットで
検索するとよくわかるが、
猫や犬を飼っている人は注
意が必要で、猫や犬がこの
上から退かなくなってしま
う可能性が極めて高いよう
だ。動物にもこのソファが
もたらす気持ちよさは共通
のようである。
（岡田航大）

編集後記

1
1
1月が終わりました。1
月は学園祭があり、学内に
遅くまで残っている人が多
かったです。なかなか普段
0
2時を超えると部活がある
生徒も帰っているため、フ
ァミリーマートに行っても
全然人がいませんが、この
時期だけは特別なよう で
す。
先日久しぶりにゲームを
購入したのですが、そのゲ
ームの中にある景色がどう
して も見覚えがあった の
で、モヤモヤしていたわけ
ですが、色々調べていると
景色を書くのにモデルにし
た場所がどうやら神戸周辺
だったようで、よくよく見
ると明石海峡大橋っぽい橋
があったり、須磨水族館ら
しき 水族館があったり し
て、ちょっとテンションが
上がっていました。大体こ
ういうもののロケ地は東京
や神奈川といった東日本が
多いです。神戸も結構色々
なドラマや漫画でロケ地に
は選ばれるのですが、それ
も中央区の方がメインで、
須磨や垂水、明石などは大
体スルーされています。明
石は今再開発中なので、本
当になにもありません。マ
クドナルドのようなファス
トフード店は既にロッテリ
アだけになっており、アミ
ューズメント施設もカラオ
ケ以外はありません。学生
的には本当におもしろくな
い街になっています。あと
１年程の辛抱らしいで す
が。
2月に入り、４
今月から1
回生は卒業論文に向けてラ
ストスパートで、３回生は
本格的に研究内容が決まっ
てきて、研究室的にはドタ
バタすることも多くなりま
す。少し早いですが、今年
も１年ありがとうございま
した。良いお年を。
（岡田航大）

