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きっちりすることは
本当にいい結果を生むのか？

　書店のビジネスコーナーでの定
番の一つに“整理術”がある。「こ
れですっきり○○整理術」「○○
的整理法」などいったタイトルを
見て、思わず手を伸ばした経験が
ある人は少なくないはずだ。
　確かに整理の行き届いた空間
は、見ていても気持ちがいい。そ
れだけで「仕事ができそう!」と
いう気がする。しかしこれほどま
で「整理術」がもてはやされてい
るのは、結局のところ「これは！」
という決定的整理術がないのかも
しれない。あるいは現代ビジネス
マンの多くが、おそらく「もっと
効率的で効果的な整理法があるは
ずだ」と一種の強迫観念が働いて
いる可能性もある。どこか、見た
目は十分痩せているのに、本人が
まだまだダイエットしたがってい

“きっちり”し過ぎて損をしていないか？

ビジネスは＜だらしな系＞
のほうがうまくいく?

る女性にも似ている。
　もしかしたらもう私たちは十分
整理術を体得していて、逆に非効
率になっていたり、本来の目的を
見失っているのかもしれない—
ある種の確信をもってそう思わせ
てくれるのが、アメリカの名門コ
ロンビア大学ビジネススクールの
教授エリック・エイブラハムソン
と技術コラムニストのデイヴィッ

ド・H・フリードマンの二人の論だ。
　二人はこれまで<だらしな系>
と呼ばれていた日の当らない世界
を見聞し、検証してみたところ、

「きっちり系が常にいい結果を生
むとは限らない」と確信し、「実
のところきっちりするには、驚く
ほどの多額のコストがかかる」こ
とがわかったという。  (『だらし
ない人ほどうまくいく』)

コンピュータ管理の書店と
人の記憶頼りの管理法の書店は
どちらが生き残るか

　 たとえばこんな 事 例 が ある。
ニューヨークのブロードウエイに
通りを挟んで向かい合う２軒のマ
ガジンストア。
　1軒は雑誌が整然と並べられ、在
庫はコンピュータで管理されてい
る。もう一方は雑誌のジャンルや
並べ方も気にせず、複数のタイト
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ルの雑誌が重なっていたりしてい
る。でもこれはしょうがないこと
なのだ。この店にはコンピュータ
がなく、どの雑誌が売れたのか、
どの雑誌を仕入れる必要があるの
かわからない。頼るのは人間の記
憶だけで、棚の整理は客の少ない
時間帯や閉店後に“ちょこちょこ”
と行われる程度。当然ながら、店
は前者のほうが客も多く、雑誌も
売れていた。
　この２軒のマガジンストアのう
ち、どちらがだらしな系かはお分
かりだと思う。そう、後者だ。前
者はきっちり系。しかし２軒のう
ち最終的に生き残ったのはだらし
な系のほうだった。雑誌はあまり
売れなかったものの、儲けはきっ
ちり系の店より多かったのだ。な
ぜか。
　理由は単純で、商品をきれいに
ならべるための人件費や在庫を管
理するためのコンピュータシステ
ムの導入などといったコストがか
からなかったからだ。日本人的発
想からすれば、きっちり系が店を
たたまざるを得なくなったのは、
在庫管理の徹底や人材教育が十分
でなかったからということも言え
なくもない。しかしこのきっちり
系の店のようにきっちりすること
を重視するあまり、「利益を上げる」
という目的にたどり着けないケー
スは世の中には多々あるのだ。

いろいろある ＜だらしな系＞

　二人がいう<だらしな系>とは、
机の上が常に散らかっていたり、新
聞や衣類が散らかっていたりする
部屋だったり、時間にルーズだった
り、衣類のコーディネートがばらば
らだったり、着方もシャツが出てい
たり、シューズのかかとを踏んだま

まだったりする人のこと。
　ふつうの人がふつうに想像でき
る、いわゆる「だらしない人」だ。
　二人はこんな風に定義している。
　「大雑把に言えば、システムを構
成する要素が散乱していたり、入り
混じっていたり、多様であったりす
るときに、要するに誰が見てもまと
まりがないと感じるときは<だらし
ない>ということになる」。きっちり
系はその逆ということになる。
　一口に＜だらしな系＞といって
もさまざまだ。二人はだらしな系
を次のように分けている。

◆ 散らかり系 ― 多くのものが
本来あるべき場所になく散乱し
ている。部屋のあちこちに散ら
かった衣類とか。雑然としてい
る職場のデスクとか。
◆ ごちゃまぜ系―多くのものが
無造作に並ぶか、本来あるべき
場所で混在している。コンピュー
タのデスクトップ上に表示され
た各種のファイルや、買ってき
た順に棚に突っ込まれたCDや本
など。
◆ 時間にルーズ系―仕事やイベ
ントの予定があいまいだったり、
まったく組まれていなかったり、
優先順位が決められていなかっ
たりする。アバウトな計画しか
立てず、いきあたりばったりの
旅行とか。
◆ 場当たり系―手順や作業内
容プロセスが前もって決まって
いない。目の前の仕事をただ黙々
と片付けるだけの社員とか。そ
の日の仕入れでメニューを考え
る料理人とか。
◆ 一貫性なし系―プロセスや手
順が頻繁に変わる。思いつきで
仕事のやり方を変えるきまぐれ
な上司とか。

◆ノイズ混濁系―プロセスや情
報がときとして有害な外的影響
にさらされる。上司の顔色をう
かがって業績に手を加える営業
マンとか。
◆ 境界があいまい系― カテゴ
リー化の方法がまったく定まっ
ていなかったり、しばしば無視
されたりする。どこまでが自分
の責任範囲かはっきりしない仕
事とか。
◆ 注意力散漫系― 焦点が定ま
らず、行ったり来たりする。
いくつもの仕事に同時に手を出
すが、どれも中途半端に終わる
人とか。
◆ 予測不能系― やりすぎや型
破りのために予測がつかない。
決められたルールを無視して自
分勝手にふるまう人とか。

　どのタイプも思わず「そうだそ
うだ、いるいる！困ったもんだ」
と膝を打ってしまいそうだ。しか
し、こういっただらしな系の人々
はきっちり系にはない効用をもた
らすと二人の賢人は言うのである。

だらしないと思われることには、
きっちりにはない
魅力と効用がある!

　たとえば、散らかり系タイプで
は、机の上のものが雑然としてい
ても、必要なものがすぐ手の届く
範囲にあったりする。本人は無意
識にものを置いていたりするので、
何かを取り出すときも“なんとな
く”そのあたりを探るだけで必要
なものが取り出せたりする。
　確かに目的のものをより素早く
取り出すには、ジャンル分けや時
系列に分類したりしてファイリン
グしてインデックスをつけ、棚や
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引き出しにきちんと整理されてい
るほうが便利ですが、その労力と
時間を考えるとどちらが有効なの
だろうか。
　ほかのだらしな系でもさまざま
な効用がある。
　ごちゃまぜ系タイプでは、買っ
てきたCDや本をそのまま無造作に
棚に入れていけば、ほぼ最新のも
のが常に端に来るようになり、最
新のものを取り出したりする際は
便利だ。
　時間にルーズ系タイプの行き当
たりばったりの旅をする人は、目
的地までの時間が読めなかったり
するが、予想もしなかった感動や
発見に出会う可能性がある。
　場当たり系タイプでは、その日
の仕入れでメニューを決める料理
人のように、あるものの中で利益
を出すことが考えられるようにな
るし、一貫性なし系では、きまぐ
れでころころやり方を変える上司
がいる一方、良いと思った部下の
意見をすぐに取り入れ臨機応変に
やり方を変えることができる。
　また、ノイズ混濁系タイプでは、
知人の何気ない一言で、斬新な商
品を開発したりする企画マンがい
たりする。
　境界があいまい系タイプには必
要な時に必要な人材を集め、動か
すことができる機動的な組織であ
る可能性があり、注意力散漫系タ
イプには、一つの仕事をしている
ときに、ほかの仕事のヒントが生
まれ、別の仕事の行動にすぐ移せ
るような人がいる。予測不能系タ
イプでは、社内の常識にとらわれ
ず、必要であれば新しい発想で独
自のルールをつくって適応させた
りする……。
　このようにだらしな系はそれぞ
れに“しっかりとした”効用があ

るのだ。にも関わらず、それが十
分組織や社会で認めてこられな
かったのは、近代社会が「きっち
りイコール正義」というような刷
り込みがなされてきたからかもし
れない。ただ、だらしないという
イメージが、だらしな系の組織や
考え、その人を拒絶していること
が多いのだ。

人は合理的でないものも
無意識に受け入れている。

　実際だらしないかどうかは、人
の尺度で変わってくる。
　たとえば、ある人がCDをよく聴
く順に棚に並べていたとしたら、
その棚を初めてみた友人はその棚
が「きっちりしている」とは思わ
ないだろう。でも、本人にとって
は“よく聴く順”という明快な秩
序があって、それは“取り出しや
すさ”という効用を生み出してい
るのだ。
　一方きっちりしている、整理さ
れていることが正しいと思ってい
る割には、私たちはだらしな系の
ものを結構受け入れている。
　たとえばいまや誰もが使うPCの
キーボード。たいていの人はひら
がな入力ができるにも関わらず、
ひらがなよりストローク数が２度、
３度多いローマ字入力で日本語を
打ち込んでいる。漢字を使う場合
は、さらに数回キーをタッチしな
いと目的の用語にたどり着けない。
きっちり考えれば、ひらがな入力
で入力したほうが、早く便利だが、
学校などでも初心者にはローマ字
入力を勧めている。
　もちろん、ローマ字入力の基本
配列は英語において最も使用頻度
の高いアルファベットを効果的に
配列している。しかし日本語では

そ れ が 何 の メ
リットになるの
だろう？？
　だが、いまさ
らそんな異を唱えて
たとしても、現実はローマ字入力
が主流である流れは変わらない。
それは単純にいえば「かな入力に
するより、アルファベットのキー
配列に慣れたほうが手っ取り早い」
からだ。
　屁理屈、と思われるかもしれな
い。でも冒頭に紹介した2軒のマガ
ジンストアでは、コンピュータシ
ステムを導入して、その操作法や
管理システムやメンテナンス、新
たな人材教育システムの導入など
もろもろの時間やコスト、心理的
な負担よりも、多少雑で、発注ミ
スが起こったとしても、人間の記
憶を頼りに管理したほうが安上が
りになる、というだらしな系の発
想が店を守ったのだ。

学歴と収入が高い人ほど、
仕事場のだらしなさが
アップする

　もっと身近で永遠の課題—そ
う、“机の上問題”についてはどう
だろう。
　いまや企業において、机の上の
きっちり具合は昇進をも左右する
事態に発展している。
　整理整頓が行き届いていない部
下に対して、上司が命令権をもっ
て整理や掃除を指示することがで
きるとする社則を持つ会社も増え
ている。
　場合によっては裁判に発展する
こともある。
　オーストラリアの郵便局では、
友人と一緒に遊びにいった写真を
机の上から片付けなかったとして、
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職員の女性がなんと24,000ドル（約
240万円！）の罰金を受けた例があ
る。その職場では３つまでは私物
を置けたが、その写真は彼女にとっ
て4つ目の私物だったからだ。
　人類は果たしてそこまで机を 
<きっちり>する必要があるのだろ
うか。
　きっちりするための時間がどの
くらい必要かは、仕事の複雑さや
受け取る書類の量や種類によって
大きく違ってくる。それでもエイ
ブラハムソンとフリードマンは「余
計な時間には違いない」と言い切っ
ている。
　「書類を置きっぱなしにしないた
めには、それをファイルに閉じる
か、捨てるか、誰かに渡すかしな
ければならない」し、「ファイルを
つくってキャビネットにしまえば、
見た目はすっきりする。必要なと
きに書類を取り出すためには、中
身に目を通し、それを正しいファ
イルに綴じなければならない」し、
分類するにしても「１つのクライ
アントに２件のファイルがあり、
一つは緊急度が高く、もうひとつ
は緊急度が低いとき、クライアン
ト別にまとめるべきか、緊急度別
にまとめるべきかを考えなければ
ならない」。しかも「用が済んだら
ファイルに綴じて、もう一度キャ
ビネットにしまいこまなければな
らない」。
　でもだらしな系の机なら、急ぎ
の仕事から処理をする時は便利だ
という。
　なぜなら「だらしな系の人は必
要なものをすぐ手に入れる方法を

無意識のうちに身につけている」
からで、「より重要で、より緊急性
の高い書類は、たいてい手許近く
に置かれている。その一方で、無
視してもいい書類は奥のほうに埋
もれていることが多い」から、「実
に合理的ではないか」と。
　もちろん、書類を探すのにある
程度の時間がかかるのはいたしか
たないだろう。でもきっちり系と
比べてどれほど差があるのだろう。
だって必要な書類はたいてい手近
なところにあるのだから。
　二人が行ったインタビューでは、

「いつも机が整頓されている」と答
えた人は「散らかっている」人より、
平均で36％以上長い時間を、「さが
しもの」に費やしているそうだ。
　さらにアメリカの人材派遣会社

「アジロン」社の調査によれば、学
歴や収入や経験値が高くなればな
るほど、仕事場のだらしなさがアッ
プする傾向があるという。

会社はきっちりとした戦略が
ないほうがうまくいく

　二人の著書にはさらにこんな衝
撃的な話も載っている。
　それはビル・スターバックとい
うあるコンサルタントが調査した、
戦略プランの話だ。スターバック
が世の中の戦略プランに再検討を
加えたところ、戦略プランニング
の行為そのものがおよそ無駄であ
ることを指摘したのだ。
　現代の企業において戦略の重要
性はいまさら語るべくもない。しっ
かりとした戦略は、企業の未来を
より明確に描く。トップから一般
社員まで戦略をしっかり共有する
ことで、明確な意思統一が図れ、
社員の無駄な動きをなくし、しか
るべきベネフィットを手にするこ

とができる。実際に企業において
戦略プランを練ることの重要性は
幾度となく検証されている。
　だがスターバックが調べた結果、
戦略プランニングに力を入れた企
業は、それほど力を入れなかった
企業に比べ、目に見えた効果を発
揮したとは言えないことがわかっ
たのだ。
　従来の調査が戦略プランニング
を“効果的だ”と示すのは、その
対象が主に幹部役員で、主観的に
判断されたためというのがその理
由だ。
　スターバックによれば、管理職
の地位は肯定的な評価によって上
がり、否定的な評価で下がる。そ
のために肯定的な面が強調される
よう情報が歪曲される。疑問を抱
く人がいても、トラブルメーカー
とみなされることを恐れ、何も言
いだせない。かくして部下からの
正しい情報は上がってこなくなる
というもの。
　しかも、仮に正しい情報が上がっ
てきたとしても、数ヶ月先の市場
を読むことは難しい。くるくる変
化する消費者やライバルの動きを
的確に予測できないし、常に新し
いトレンドが生まれ、政治も変わ
る、気候変化や天変地異も起こる。
　それは「コインを投げて表裏で
決めるようなもの」（スターバック）
と言う。だから「過去と現在のあ
いまいな認識に基づいたプランニ
ングが役立つわけがないのだ」と。
　でもスターバックは、「だから
と言ってなんら恥じる必要はない
のだ」とも言っている。むしろ長
期的な戦略プランにしばられない
ほうが、ビジネス環境に予期せぬ
変化が生じても、臨機応変に素早
い対応をとることができるのだと。
ゆえにきっちりとした戦略プラン
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にこだわる企業は利益を生まず、
むしろ足かせになるのに対し、戦
略プランのないだらしな系企業は、
ビジネス環境の急変にも対応でき、
生き延びやすいと結論付けている。

社是が「働くな」
「ホウレンソウなし」で、
業界トップの利益率の
メーカーがある

　もちろん、常識的には全く戦略
が役立たないとは思えない。要は
必要以上に戦略プランに時間と人
材をかけて精緻な絵を描くよりも、
ざっくりとした方針のもと社員に
すべきことを任せ、臨機応変に対
応していく企業が高収益を上げる
ことが多いということだ。
　実際、岐阜県にある住宅向けの
配電盤や工具、工場向けの電気設
備などを手掛ける「未来工業」な
どはその典型だろう。何しろ社是
が「働くな」だから。
　実際同社は日本一操業時間の短
い製造業として、厚生労働省から
表彰を受けたことがある。別に仕
事がなくて時短をしたわけではな
く、社員の自主性を促す目的でそ
うしているという。
　生産現場では、服装は自由。遅
刻早退、おとがめなし。営業マン
に対してはノルマを課さず、むし
ろ客先に「売るな」と言っている
ほど。ノルマがないから、上司へ
の報告はなし。いわゆる「ホウ・
レン・ソウ」の義務付けがない。

また能力別の人事評価も取り入れ
ず、年齢給。選択と集中が当たり
前の世の中で、売れ筋が３、４種
類の商品に100を超えるラインナッ
プを揃えて、いまだに“無駄な”
商品を増やしている。まるで<だら
しな系>の見本のような企業だが、
パナソニック電工や古河電工など
大企業を相手に、その倍の利益率
を誇っているのだ。

だらしな系の効用とは?

　このように改めてだらしな系に
ついて考えると、さまざまなメリッ
トが見えてくる。
　実際どのようなメリットがある
のだろう。
　エイブラハムソンとフリードマ
ンはだらしな系のメリットとして
次のようなことを挙げている。

◆ 柔軟性― だらしな系は素早
く、劇的に多様に、より少ない
労力で状況に対応し、変化する
ことができる。これに対してきっ
ちり系は需要の変化や予期せぬ
出来事、新たな情報に対して融
通が利かず、対応が遅れがち。
◆ 何でも取り込む懐の深さ― 
だらしな系は異質なものを簡単
に内側に取り込むことができる。
きっちり系は内に含めるものの
量や種類を制限する。有益なも
のや不可欠なものを排除してし
まうことがある。
◆ 共鳴性― だらしな系は環境
や情報と馴染み、そこから有益
な影響を受けられる。きっちり
系は外部からの影響を遮断し
て、決して相容れることがない。
◆ 創造力― だらしな系はさま
ざまな要素に触れることで、変
化を促し、問題を顕在化させ、

新たな解決策を導きだしてくれ
る。きっちり系は不測の事態や
未知の存在が現れると即座に排
除しようとする。
◆ たくましさ― 柔軟性や懐の
深さをもっているだらしな系は、
大きく異なる要素でも内側に取
り込めるため、攻撃や妨害や模
倣に対する抵抗力がある。きっ
ちり系は、堅牢さ盤石さをもっ
ているようだが、強さと脆さを
併せ持っている。たやすく破壊
されたり、失敗したり、混乱し
たり、模倣されたりする。
◆ 効果的― だらしな系は明確
な戦略がないので、いろいろな
戦い方を組み入れることができ
て、結果として最大の効果を得
やすい。いわば急がば回れ的な
効果を発揮する。比較的少ない
労力で目標を達成することがで
きる。また労力の一部をアウト
ソーシングできる。きっちり系
のシステムを維持するには、常
に大きな労力がいる。

＜だらしな系＞を
どう取り入れていくべきか

　ではこのだらしな系を、私たち
人類はビジネスにどのように取り
込んでいくべきなのだろう。二人
はそのポイントとして以下のよう
なことを挙げている。

◆ できる範囲から始める―
 きっちり系の組織にだらしな系
のメリットを取り入れるときは、
できる範囲のちいさな部分から
始めるとスムーズにいく。それ
は顧客のニーズに優先順位をつ
けないというような突飛なアイ
デアさえも、成功体験を重ねる
ことで組織全体に浸透していく。
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◆ 妥協点を探る― 当たり前の
ことだが、ビジネスでは妥協点
を持つことが重要。何を捨て、
何を取り、何を優先するかをウ
エイト付けで決める。
◆ ざっくりする― だらしな系
の人はルールが嫌い。大まかな
ガイドラインを決めて、あとは
好きにさせる。事前にきっちり
計画を立てるのではなく、走り
ながら考える。
◆ 即興性を入れる― とくに

サービス業では、きっちり系は
没個性化しやすい。外観やメ
ニューを統一したチェーン店、
その接客マニュアルなどしかり。
でもだらしな系はあそび心に富
んでおり、時にほかとは違う個
性を生み出す。即興で生み出さ
れたサービスは客に驚きと感動
を与えることがある。

　いかがだろう？ これまでだらし
ないと思ってきたことがこれほど

まで魅力的なこと、創造的なこと
に思えてこないだろうか。先の見
えにくい今だからこそ、だらしな
系の効用を積極的に評価し、取り
入れるべきかもしれない。皆さん
の日常の周りのだらしな系、積極
的に評価しなおしてみてはいかが
だろう。職場が、仕事が、日常が
劇的に変わるかもしれない。もち
ろん、いい意味で、だ。

■ きっちりするには意外に多くのコストがかかっている
■ だらしな系がうまくいくという考えを阻止しているのは、「きっちりがいい」という先入観
■ 先の見えない時代は、だらしな系の柔軟さを活用する
■ だらしな系の人は必要なものをすぐ手に入れる方法を無意識のうちに体得している
■ だらしな系は見方、考え方でもある
■ あまり明確な戦略を持たないほうが強い経営を実現する
■ だらしな系の創造性、包容力、柔軟性、たくましさを身につけよ
■ きっちりしすぎることの「ムダ」に目を向けよ

POINT



８K動画は人間の感覚をどう変える？

いよいよ８K地上波放送開始

シャープHPより
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　先日NHKはついに、今年の12月１日より４K ／８K

の衛星放送（BS）の開始を発表した。すでに一部有料衛

星放送（CS）では４K放送が始まっているが、いよいよ

４Kはもとより８K放送が当たり前になる。これは言わ

ずと知れた２０２０年の東京オリンピックにタイミング

を合わせて進めてきた総務省、TV業界の次世代放送プ

ロジェクトだ。

　Kとは1000の意味で、通常のハイビジョン放送が２

Kと言われている。これはテレビの水平方

向の画素数を意味しており、原稿のハイビ

ジョンが1920画素＝約2000ということか

ら２Kとなっている。これに垂直方向の画

素数が1080画素がかけ合わさって、私た

ちが見る２Kのハイビジョン放送は約200

万画素で表現される画面を見ている。

　４Kは縦、横がそれぞれ２Kの倍で（２

倍×２倍）で約800万画素となる。８Kは縦、

横が２Kの４倍×４倍（16倍）ということ

で、約3300万画素となる。その表現力の

豊かさは圧倒的となる。

　総務省はNHKをはじめ、BS朝日、BSジャパンなど

BS放送を持っている在京キー局に認可をおろしているの

で、12月から順次４K ／８K放送が始まっていくとして

いるが、８Kで認可を受けているのはNHKのみだ。

　また総務省では12月以降開始する放送を４K ／８Kで

はなく、「新４K ／新８K」と呼んでいる。とくに画面の

画素数は変わらない。これは対応するアンテナとチュー

ナーの違いを意味している。従来はCS向けだったが、



国立がん研究センター、オリンパス、NTTデータなどが協力、開発した８K
内視鏡システム。（国立がん研究センタープレスリリースより）
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12月以降はBSに広がるので、そ

れに対応したアンテナとチュー

ナーが必要になる。

　４K対応テレビや現行でも４K

テレビは販売されているので、実

際に視聴した人もいるだろう。問

題は８Kだ。

　 現 行 で は ８K対 応 のTVは

シャープだけが対応している。た

だまだ実際に４K放送しか始まっ

ていないので、電気店の店頭で

見る映像は４Kの映像を８Kに置

き換えて映し出している。12月

から、NHKのBS番組でようやく

本当の実力が発揮できることになる。

　先の話となるが、今後技術が進めば、８Kの先に１６

Kが生まれてくるのか？

　もし生まれるとしてもかなり先の話となるだろう。

　というのも人間が実際に目にしてるリアルな世界と

バーチャルな映像空間との差は、８K以上では認識でき

ないとも言われているからだ。

　４Kなど先端画像処理をいち早く必要とするのは、コ

ンシューマーではなくB2B、とりわけ医療などのニーズ

は高かった。たとえば、内視鏡シェアトップのオリンパ

スは、すでに８K内視鏡を完成させ臨床中だ。

　だがオリンパスは当初、４K開発には乗り気でなかっ

たという。拡大率を上げれば十分だと考えていたことと、

ほかに赤外線や３Dなど用途に応じた内視鏡も開発して

いたからだ。

　しかし試しに４Kを試作し、医師に提供すると「画像

がわかりやすいだけでなく、立体的に見える」と好評だっ

たという。

　つまり人間の視覚では４K、８Kと高詳細化するにつ

れ、立体的な再現性も高まり、奥行き感なども精緻に捉

えることができるのである。

　筑波大学の情報工学系准教授でメディアアーチストの

落合陽一氏は、AIや映像技術が進化すれば、リアルとバー

チャルとの境目がなくなり、人間はバーチャルな世界に

融合されるとしている。

　「いま見ている世界がリアルな世界なのか仮想空間な

のかが判別できなくなる」というのが彼の見立てだ。

　となれば、８K時代にふさわしいビジネスのあり方も

問われてくることになるだろう。たとえば、カメラや録

音機材が現地にあれば、わざわざ現地に視察に行く必要

もなくなるだろうし、ネットショップ、テレビショッピ

ングの力はより強くなるかもしれない。会議のスタイル

もどんどん変わるだろう。集会やセミナー、教育のスタ

イルも変わる。もちろん医療も変化するだろう。

　単に美しいだけではない、８Kを活用したビジネスや

教育のあり方を根本から変えていくパラダイム・シフト

が起こってくる。それは思いの外、早く訪れそうな様子だ。


