プロットの今を伝える
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プロット

今回は、ジャズのミュージシャンを目指してアメリカまで渡ったという異色の営業マ
ンN君に、ジャズの魅力について語ってもらいました。
■ジャズを始めたきっかけはなんですか？
もともとギター教室に通っていて、その先生がジ

ニュース

ャズの曲を聞かせてくれた事がきっかけでした。
■どういうところがジャズの魅力ですか？
楽器を問わずいろいろな人とセッションが出来ると

ISO27001、
ISO9001認証取得

ころですね。ジャズ・バーなどでは、チャージ1000
円位でジャムセッションデーなどがあり、自分の楽器
を持っていくだけで演奏出来ます。ジャムセッションで演奏される曲というものは大体決ま
っていてその曲を元に、その時に来ていた人と演奏をします。そこで演奏される曲は同じ曲
でも全てアドリブで行う為、毎回雰囲気も変わります。曲のテンポ、リズムの種類、使うコ
ードとスケール、楽器編成等によって常に変化する為、そこもジャズの魅力の一つです。
1つの曲は32小節が一般的で、それを繰り返し演奏します。1巡目は元の曲のメロディを
残した形で演奏し、その後各楽器毎にソロを演奏し、最後にまた元の曲のメロディに戻って
きて終わりという形です。もちろんこの様な進行はベーシックな形で、演奏者によってはメ
ロディを演奏しないなど、型破りなことをやってもOKです。
■ジャズを演奏するのは難しく無いですか？
演奏の仕方によっては簡単にも難しくもなります。ソロを演奏する時、1つの音階だけを
使う方法もありますが、絶えず変化するコードに沿って演奏する方法もあります。
後者の方がジャズっぽい雰囲気になるので、最初は難しいですがテンポをゆっくりで練習し
ていけば誰でもできるのではないでしょうか。ただやはり根気は必要だと思います。
■これから始めてみたいという方に一言お願いします。
まずはジャズを聞いてみることをお勧めします。その時、どのような進行の
演奏になっているかを中心に聞いてみると良いでしょう。それがわかればもし
自分がセッションに参加した時、曲のどの位置にいるか迷わなくなるので。
また個人で練習する場合も、音源を聞いてコピーしていくことをお勧め

r
a
t
i
u
g
z
z
ja
life

します。有名なジャズ奏者の方の演奏を楽譜からではなく、耳で聞いてコ
ピーしていくと音感もついてきますし、ジャズの演奏方法のニュアンスも
掴めてくると思います。

第66回

「Web業界最新事情」
スマート家電
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スマート家電という言葉をご存知でしょうか？最近よく聞く単語では
ありますが、正確な定義をご存知の方は少ないのではないでしょうか。
スマート家電とは、「インターネットにつながる家電」のことです。
とは言っても、PC機器などのようにはじめからインターネットを主目的
とした製品はこれに含まれません。最近話題のスマート家電とは一般に、
冷蔵庫や洗濯機などのいわゆる「白物家電」であり、それらが何らかの
形でインターネットに接続できるものを指します。実はこのスマート家
電は10年ほど前からありましたが、通信速度の問題や、コンテンツの不
足、ユーザーの知名度などの問題があり、大きな市場を形成するには至
りませんでした。ところが最近は無線LAN環境を一般家庭でも整備する
ことが容易になり、家庭内のどの家電製品でもインターネットに接続で
きるようになったため注目を集めるようになりました。
もともと、テレビなどの黒物家電と違い、白物家電はPC向けのコンテ
ンツを流用するのが難しいという事情がありました。黒物家電はブラウ
ジングやストリーミングを行うためのハードさえ整えれば、番組表や映像
など、他のコンテンツを使用できることが多かったためです。またレコー
ダやテレビのような黒物家電と違い、炊飯器や冷蔵庫などの白物家電の
場合は、どのようにネットワーク化するのかという課題がありました。
しかし最近のタブレットやスマートフォンにより、これを解決できる
ようになりました。これらのデバイスを経由することで、家電側が複雑
な処理を行う必要がなくなり、大きな機器を搭載せずに済むからです。
スマートフォンの特性をうまく生かすことで、ハードウェア的な問題を
クリアしました。
またコンテンツの不備に関しても、近年注目を集めているクラウドサ
ービスにより、状況が一変しました。TwitterやFacebookのようなソー
シャルネットワークとの連携、家電上のログの活用などにより、家電製
品の機能を拡張するようなサービスの提供が可能になったからです。
これからも成長していくであろうスマート家電。まだまだ未成熟であ
り、ユーザーのニーズに応えきれているわけではないですが、このまま
活用方法が広がっていけば、家庭内の家電製品がもっと便利になるに違
いないでしょう。

タバコを
くゆらせながら
聞くと、大人な
感じよね…
次回も
お楽しみに！

春
4

ビッグサイト

クラウドコンピューティングEXPO 春
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ASP・SaaS安全・信頼性に係る
情報開示認定制度に認定されました！
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プロット調査隊が行く！
「香りと保湿石けんの店 STENDERS編」

本場アメリカでの演奏風景！暗がりですが左端がN君。

総務省推進の
企画・編集・発行

制作事業部・企画営業部・ネットワーク事業部・
製品開発事業部（本社）
取材・文：梶本、林、内藤、小林
デザイン：大浜

ASP・SaaS安全・信頼性に係る
情報開示認定制度に認定されました！
ISO27001
：2005認証取得

ISO9001
：2008認証取得

対象サービス：
本
社／〒530-0002 大阪市北区曽根崎新地2-5-3堂島TSSビル7F
東 京 支 社／〒108-0014 東京都港区芝4-9-1 芝ニシイビル 5F
名古屋営業所／〒453-0801 名古屋市中村区太閤1-20-13 秀幸ビル6F
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今年も出展決定！

出展クラウドソリューション
S.U.さん（

企画営業部

春

）からの質問

いよいよ
新年度。
4月より気
分一新出
来る様
なグッズ
を取り扱
っている
オススメ
のお店を
教えて下
さい。

4

メールアーカイブに

NEW

今回のプロット調査隊は、昨年5月27日にJR名古屋駅前にオープンした
「STENDERS」さんにお邪魔してきました！

クラウドコンピューティングEXPO 春

会期：2013年5月8日
（水）
〜10日
（金）
10:00〜18:00（10日［金]のみ17:00終了）

メール保存・監査ソリューション
「Mail Gazer®」
にクラウドタイプが新登場！
香りと保湿石けんの店 STENDERS編

ビッグサイト

★低コストではじめるメール保管・監査に
★法対応を目的としたメールの長期保存に

50GB 18,900円/月から！
STENDERSは、バルト三国ラトビア発の

会場：東京ビッグサイト
●りんかい線「国際展示場」駅下車 徒歩約7分
●ゆりかもめ「国際展示場正門」駅下車 徒歩約3分

ご挨拶
株式会社プロットは、2013年5月8日から3日間開催される国内最大級
のIT展示会「第4回クラウドコンピューティングEXPO 春」へ出展致します。

手作り石けんと入浴剤の専門店。

他社メールクラウドサービスにも対応しています！

乾燥と極寒の地で育まれた知恵を、思う存分詰

今回は「低コストでセキュアにクラウドを活用」をテーマに、資料の
共有・メールのバックアップをサポートするサービスをご紹介します。

め込んだハンドメイドソープや入浴剤、驚異的な保

Microsoft Ofﬁce365

湿力が自慢のスクラブやボディクリームは、ハーブやフルーツ本来

Google Apps

当日ブースではPCやiPadを使ったデモンストレーションやサービス紹

の香りを忠実に再現していて、自然の恵み豊かな

介のプレゼンテーションを実施しますので、ご来場の際は是非お立ち寄

森が広がるラトビアならではのこだわりの品々。

りください！

日本での実店舗展開は現在2店舗のみ。アジア
１号店の大阪本店から始まり、オンラインショッ

ファイル転送＆共有に

プ、そして今回ご紹介する名古屋店が日本2号店。
STENDERSの商品はテレビやラジオ、雑誌など
のメディア等で取り上げられつつも、「知る人ぞ

店内は優しい香りで包まれ、心まで癒される異
空間。目覚めの香り、就寝前の安らぎの香りなど、

東展示棟

クラウドコンピューティングEXPO

知る！」貴重なお店なので、友達に紹介しても自
慢になるかも。

出展ブース情報
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Smooth File®が
「選ばれる理由」
を業種・用途別に事例を交えてご紹介します！

気分に合わせて香りを選んだり、お気に入りを見
つけて集めたりと、ますますバスタイムが楽しくなりそう。お部屋やクローゼット

t
Poin

の中などに置く、お洒落な芳香イ

2

ンテリアとしても使えるそうなの

ユーザー管理機能を強化した

エンタープライズ版が登場！

プロットブース

東21-30

EXPOでいち早くご紹介します！

で、自分への日々の癒しやご褒美
にも最適。ギフトとしても大好評
という、ドライフラワーを一緒に
詰め込む華やかなラッピングは、

ブースへお越し頂いたお客様には、

5月12日の母の日などの贈り物に

nt
ese
Pr

も喜ばれる事間違い無し。
この機会に一度、香りから気分
一新してみては？

太閤通南口
中村警察署

HAL名古屋

68

太閤通
太閤一丁目

ミッドランド
スクエア

STENDERS

名鉄レジャック

愛知県名古屋市中村区太閤1−1−14
ホームページ

Smooth File®クラウドの導入事例やインタ
ビューをまとめた情報冊子を差し上げます！

東3ホール出入口

データウェアハウス&CRM EXPO

STENDERS 名古屋店

桜通口
名鉄
近鉄名古屋

ロータリー

JR名古屋

太閤通口
ビッグカメラ

クラウドサービスを初期費用無料でご提供！
東2ホール出入口

ソフトウェア開発環境展

高橋ビル1F

http://www.stenders.jp/

TEL・FAX

052-485-7848

営業時間

11:00〜20:00

定 休 日

第一・第三火曜日、毎週水曜日（不定休有り）

アクセス

JR・近鉄・名鉄 名古屋駅
太閤口より徒歩3分、桜通口より徒歩5分

招待券を無料で配布しています！ご希望の方はホームページまたはお電話でお申し込みください。
ホームページ http://www.plott.co.jp/ist13s/ ※4月15日公開！

電話

03-5730-1400
（東京）
・06-6341-8360
（大阪）
・052-414-5331
（名古屋）

