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コンピュータはプログラミングなのだ（３）

やさしくデジタル 2015年12月号 (C)コンピュータリブ・TEL.03-3556-14772

大岩教授の近年の研究のテーマは「識字教育として

のプログラミング」。識字教育とは英語でいうとリテ

ラシーで、プログラムを読み書きし理解できる能力を

身につけさせることをいう。教授は「日本語の語順は

プログラミング向きなのだ」といっている。そこで、

アラン・ケイが開発したプログラミング環境

「Squeak」に教授が開発した日本語プログラミング

環境「言霊（ことだま）」を搭載して、馴染みやすい

プログラミング環境を作り、ＳＦＣの大学生に教え研

究成果が発表されている。

コンピュータを動かすには、プログラムのコードを

書かなければならない。思い通りに動かないコン

ピュータを、直せるものなら自分で直したいと誰もが

思ったことだろう。普通の人がコードを見ても分から

ない支流になったプログラミング言語「フォートラ

ン」を作ったのは米ＩＢＭの科学者ジョン・バッカス

で、１９５４年のことだった。大岩教授は「プログラ

ミングで重要なのは、コードを見ただけで意味が読み

取れることだ」「誰でも他人が作ったプログラムに手

を加え改良することができることなのだ」と言う。

米国のオバマ大統領は「スマホで遊ぶだけではなく、

プログラミングしてみよう！」というメッセージを発

信している。英国では学校でプログラミングを教える

ことが必須になったばかり。つまり、プログラミング

教育の世界的ブームが今起きはじめている。

小学生にプログラミングを教えるには、まだまだ壁

があるようだ。重要なのは、誰がプログラミングを教

えるかだ。なんせ学校の先生はプログラムを作ったこ

とが無いからだ。コンピュータがはじき出す答えは一

つでも、やり方は何通りもある。プログラムを必要と

する問題は、暗記では解けないのだ。そこには、問題

解決できる能力とセンスと思いやりと夢が必要だと思

う。大岩教授が発見した日本の国語力がプログラミン

グのキーワードになるかもしれない。日本にはＫＪ法

やマンダラチャートなど実際にビジネスに使える問題

解決手段もある。そのことに気づいている人たちも動

き出している。

車の自動運転の開発が、発表から１０年が経ち実を

結びそうだ。コンピュータを動かすことができる人が

先か、それとも、コンピュータが人間を理解して自動

的動き出す方が先か、どうなるか分かるのもそう遠く

ない話である。今の小学生が社会に出始める２０３０

年ころは、今のようなコードを書くプログラミングは、

まだあるのだろうか。いずれにしても、コンピュータ

を動かせる人間を育てなければならない。あの後、教

授は、ニコニコしながら渋谷に映画を見に行くと言っ

て事務所を出て行った。（文責：中島正雄）

最近のテレビ番組がつまらなくなったせいか、iPad

やスマホのコンテンツが面白くなったのか、私は映画

を見るようなった。私のお気に入りは、舞台がニュー

ヨークでハッピーエンドで終わるストーリー。つまり

はアメリカのラブコメディが好きだ。メグ・ライアン

主演の映画「ニューヨークの恋人」は、１８７６年の

ニューヨークからはじまる。貴族のレオポルド公爵は、

ブルックリン橋で挙動不審な怪しい男性を追いかけて

いくうちに、現代のニューヨークへとタイムスリップ

してしまう。レオポルドは、エレベーターの発明家で

もあった。後のオーチス社という設定だ。彼がタイム

スリップして現代に来た瞬間に、オーチス社のエレ

ベーターが止まり、街中が混乱するという事態が起き

た。そのシーンを思い出し、もし世界中のコンピュー

タが止まったらどうなるだろうかと、ふと思った。

コンピュータを発明した人を調べてみると、意外に

もイギリスの数学者、アラン・チューリングに行き当

たった。彼がいなければ、今日の「コンピュータ」は

存在していなかったかもしれないという説がある。

チューリングは、コンピュータの概念を初めて理論化

し、第二次世界対戦のとき、ドイツの世界最強のエニ

グマの暗号解読により対独戦争を勝利に導いた。

「ＩＴといえばアメリカ」というイメージだけど、

コンピュータの基礎は実はイギリスでつくられていた。

終戦後のチューリングの夢は、小さいときに読んだ脳

と心の関係を「電子脳」（Electronic Brain）と呼ば

れるマシンで実現することだった。まさにコンピュー

タだ。そして国立物理学研究所やマンチェスター大学

で、電子式のデジタルコンピュータの開発にいそしむ

ことになる。チューリングの、その短くも激動の人生

が映画になっていた。『イミテーション・ゲーム』と

いうタイトルで、日本では２０１５年３月公開された。

私はそんなことは知らずに「コンピュータはプログラ

ミングなのだ」というタイトルで、文章を書いていた。

そんなとき突然、わが社に元ＳＦＣの大岩教授が訪ね

て来た。

大岩教授は、元慶應義塾大学・環境情報学部教授、

現在は、お茶の水女子大学にいる。大岩教授との縁は

１９９８年４月１０日、私が起業することを決め、社

名はホームページのリンクの概念を考えたテッド・ネ

ルソン氏の論文のタイトル「コンピュータリブ」にし

たいと思っていた。社名にする前に一言、おうかがい

を立ててからにしようと、私はテッド氏を探していた。

日本にいることは分かっていた。当時はニフティサー

ブのパソコン通信ブームだった。ダメモトでフォーラ

ムで問いかけてみると、関西にいる勉強仲間の太田秀

和さんが、ＳＦＣ（慶應大学湘南藤沢キャンパス）の

大岩教授のところにいることをつきとめてくれた。太

田さんと大岩教授は、教授が開発した日本語入力ソフ

ト「タッチ１６」のユーザーと開発者の仲だった。そ

れからはスムーズにテッド氏と会うことができ、社名

使用の許可をもらったというエピソードがある。 ＜参考と引用＞http://wired.jp/special/2015/imitationgame/01/
http://crew-lab.sfc.keio.ac.jp/



やさしくデジタル 2015年12月号
(C)コンピュータリブ・TEL.03-3556-14773
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～「あなたの街の動画屋」が送る、壮大な動画啓蒙説教ファンタジー～

第８回 ビデオ三脚 はじめの１本

■ビデオ三脚選ぶ基準

1. 商品名称に「ビデオ用」とある
2. ある程度の高さ 160cm以上ある
3. カメラを単に固定するだけじゃなく、左右にパンできる雲台（ヘッド）がある
4. パン棒がついてる （棒は1本だけ、標準状態で右側についてる）
5. クイックシュー付き（三脚からカメラをすぐに外して手持ち撮影ができる）
6. 持ち運び用ケース（袋）つき
7. 大は小を兼ねる

あなたの街の動画屋 大木 貴博（オーキ）

2016.2.16 リアル動画野郎セミナー開催！
この度「やさしくデジタル読者イベント」にて不肖オーキのセミナーをさせて頂くことに
なりました…  テーマはまだ未定ですが「こんなのやってよ」というご要望ございましたら
オーキまでお気軽にお知らせください。 皆様にお会いできる日を楽しみにしております！

東京都江東区大島 （西大島駅、 亀戸駅）

ohki@owga.net  090-1032-9692
https://www.facebook.com/ohki.owg
http://owga.net/

■オーキのオススメビデオ三脚

全高：一番高くしたときの高さ
→150cm台だと人が立ってる場所での使用は困難。
身長の高い人は常にかがんで操作することになる
縮長：畳んだときの長さ
→持ち運ぶときの長さ。ただしケースに入れるともう少しかさばります。
耐荷重：載せられるカメラの重さ
→家庭用ビデオカメラならほぼ問題ないですが、重い望遠レンズをつけた
一眼カメラだと結構重たくなるので要確認です。

■三脚カタログの読み方

■畳んだ状態を確認する

畳んだ状態＝縮長＝51.7cm  本体重量＝1.6kg

これは女性の方には重要な要素です。
• 三脚を折り畳んだ状態でどの程度まで小さくなるか？（縮長、全体のボリューム）
• 専用バッグで持った時の感覚
• スーツケースなど機材バッグに入るか？
• 他の機材と一緒に持ち運べるか？
写真用と違い、ビデオ用機材は何かと多く、かさばり、重くなります。
買ってみて持っていかなかったらなんの意味もありません。この辺はよく考えてご購入ください。
ただし、
三脚持ってお食事に行くわけではなく、あくまで「よい映像を撮る」のが目的。
持ちやすさばかりを優先されないでください。
ビデオ撮影は修験道の修行です。その先にしか桃源郷は見えません。 心得よ
次回は「三脚の使い方」編 お楽しみに！

Velbon（ベルボン） EX-547 9,788円 ※2015年12月Amazon
http://www.velbon.com/jp/catalog/video/productsvideo.html
全高（EVあり）160 cm
縮長 51.7 cm
耐荷重 2 Kg
ハンドル ハンドル1本
本体重量 1.6kg

前回に続き、今月は具体的なビデオ三脚の機種、選び方、オーキの独断と偏見のオススメ商品について触れます

■YouTubeチャンネル制作公開！
羽田 ティーコミュニケーション YouTubeチャンネル公開
コンピュータリブ・中島さんプロデュースのもと
日本茶茶葉の火入れ機を製造する株式会社羽田様の
YouTubeチャンネルを制作、公開しました。
YouTubeの検索欄で
「羽田 お茶」と検索し、赤いボタンを
押して “チャンネル登録” を
お願いします！

※ ビデオ三脚は左利き用に
棒を付け替える事も可能
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EV＝エレベーター
レバーを回して雲台（ヘッド）をさらに
上に上げる機能。
耐荷重 2kg あればちょっと大きなレン
ズをつけた一眼カメラも載せられます

■実機を確認したい
新宿ヨドバシ 西口本店
ビックカメラ 池袋 有楽町
大型家電店でも本店の三脚専門
コーナーにビデオ用三脚があります。

以下はビデオに特化し初心者にも優
しいお店

ツクモ キャプチャ王国（秋葉原）
http://capture.tsukumo.co.jp/
フジヤエービック（中野）
http://www.fujiya-avic.jp/

都内の大型量販店の三脚コーナーは
無数にあれど、ビデオ用三脚を実際に
触れる店は少ない。
特にアマチュア用機材を置いてあるお
店で、ビデオ三脚をよく知る店員さん
はとても少ない。
つまりユーザーもある程度勉強しておく
必要があります。それでも困ったらいつ
でもオーキにご連絡ください！

もうそろそろ動画野郎！



（３）天国その二

１．朱さんとの出会い

２０１４年１０月１７日～２４日まで、北京掃除＆北京科技大学のＭＧが決まっていた。そ

の一週間前に、通訳をしてもらう留学生が急に都合で行けなくなってしまった。途方にくれて

しまって、どうしようかと悩んでいた。

１０月１１日の広島ＭＧ道場の時に、ＭＧが二度目の参加の朱（しゅ）さんに「来週、北京

で、掃除、ＭＧがあるけど、通訳してくれないかな？」と絶対無理と分かっていて、ダメ元で

頼んでみた。すると、驚いたことに「いいですよ」と言ってくれた。モデルのような美人が、

即決で意思決定をしてくれて、跳び上がりたいくらい嬉しかった。（この時の意思決定があと

で、朱さんの人生を変えることになる）

北京科技大学でのＭＧの通訳してして、朱さんは、「このように素晴らしいＭＧを中国でも

広めたい」と、この時に思ったそうです。

２．朱さんとの楽しい日々

私は、朱さんのとを「美女徒弟」(美人弟子)と呼んでいて、ウクレレ教室の生徒は、私のこ

とを「没有毛（メイヨーマオ）」(毛がない＝禿げ)と、呼んでいる。朱さんに「徒弟になる

のなら、１０年は続ける覚悟がないと行けない」というと「絶対、続けます」と約束をしてく

れた。それからは、私が続けてきたＭＧ、ＭＴ、ポケコン、マンダラ、ハガキ道、トイレ掃除、

ウクレレ、ランチェスター戦略などを教えていった。６月から１０月までは、ほとんど毎日

会って勉強をした。

６９歳のおじいちゃんが、２２歳のモデルのような美女と毎日会えて、隣に座っているだけ

でこんなに幸せなことはない。まるで天国にいるようだといつも思っていた。

徒弟とは、各地のＭＧに参加したり、ＭＧシニア（ＭＧのインストラクターコース）に参加

したり、タヒチＭＧ（南の島のタヒチ島で開催されるＭＧ研修）に参加して、楽しくて、嬉し

くて、毎日が天国のようだった。それも徒弟が１１月１６日に大連に帰ると、私の２度目の天

国も終わりになった。

３．今後の人生

これから、先はどうなるかは分からないが私自身は、「中国にＭＧを！」という夢が出来て、

これからの人生の生き甲斐が出来て、毎日ワクワクする日々を過ごしているだろう。６３歳か

ら、地獄を一度、天国を二度体験したが、これからは、家族を大切にして、ＭＧ（３３年）、

トイレ掃除（２０年）、ウクレレ（５０年）教室を３つの柱として、普通の生活をしながら、

少しでも「世のため、人のため」に貢献することを誓って、一年間１２回の「私の履歴書」を

終わりとする。

私ごときの人間に、「私の履歴書」という良い機会を与えてくれたコンピュータリブの中島

社長に感謝の意を表します。（終わり）

やさしくデジタル 2015年12月号 (C)コンピュータリブ・TEL.03-3556-14774

⑫

井
辻
栄
輔

井辻栄輔 1946年4月29日生まれ、広島在住。自称・広島のキムタク。井辻食産株式会社 取締役会長、NPO法人日本を美しくする会・掃
除に学ぶ会 中国ブロック長、中国掃除に学ぶ会・代表世話人、中国北京科技大学国際学院・特聘教授、キムタクウクレレ教室・ニイハオ
ウクレレ教室・禿げ増す会代表。広島で毎月ＭＧを開催して３０年、学校のトイレ掃除をして２０年。毎朝６時半に、出社し、トイレ掃
除をすることとFacebookを日課としています。題字は筆者直筆。

↑美女徒弟・朱さん ↑12月5-6日・中国大連で開催されたＭＧ：朱主催 ↑筆者とウクレレ仲間



タイムライン

やさしくデジタル 2015年12月号 (C)コンピュータリブ・TEL.03-3556-14775

左から北爪さん、木原さん、芹生さん、福井さん、大岩教授、加藤さん、小塚さん、中島でした

スモール社の加藤社長と福井さんが大岩教授に
プレゼンをしました

「やさしくデジタル読者忘年会」です。男だけでした。

一橋大学・S42年会のみなさま尾崎さん、依田さん）

東京エムオウユウの寧さんです。日本在住２０年

アルトテクス社の杉本社長（右）と増田さん来訪

群馬県太田市の西幸・西田会長です

湘南ダンベル体操協会の忘年会に参加しました

山口の豊福康則さん
からいただいた日本
酒「五橋」をみんな
で呑みました。

豊福さん、ありがと
うございました。
来年は来てください。

お土産にいただいたタイ焼き

マンダラ手帳を

使っています。
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「過去の歴史は現在とつながっている」

タイトルについてですが、とても当たり前のことですよね。過去の歴史があるからこそ今があるのは当然で
す。しかし、これが社会の勉強になると今とのつながりよりも「歴史」の勉強になってしまい、今とは切り
離されたものになってしまいます。本来であれば現在から過去にさかのぼる形で歴史を学習していった方が
面白いのですが、それはなかなか難しく、縄文時代からスタートするのが通常です。

社会を教えてみると男子は歴史好きが多く、特に戦国時代の戦国武将が好きという生徒が多くいます。し
かし、それは歴史全体が好きではなく、戦国時代が好きなので社会そのものの点数は決して高くはありませ
ん。また、現代と戦国時代のつながりを意識して学習しているわけではないので、好き嫌いの世界で終わっ
てしまいます。女子は地理の方が好きな生徒が多く、「戦国大名が好き」という男子を理解できない感じで
した。

中学入試でも現在と過去の歴史のつながりを意識した問題が多く出題されるわけではなく、単に知識を問
うような問題もあるのですが、麻布中学などの上位校は違います。単に知識を問うのではなく、それを現在
の問題として捉えなおして答えなければならない問題が出題されます。以下の問題はまさんにそうです。

2015年度 麻布中学社会

次の文章をよく読んで、次の問いに答えなさい。

あなたの家の今朝の食卓を思い出してみてください。茶碗に盛られた白いご飯。そのとなりには熱々のお
味噌汁。あるいは、パンの横に、サラダやスープや目玉焼きが並んでいるかもしれません。栄養バランスの
とれたおいしいおかずが並んでいることでしょう。しかし、今日これからあなたに考えてほしいのは、ご飯
やおかずのことではありません。それらをのせている「器」についてです。

国によって食卓のマナーが異なるように、器の扱い方も国によって異なっていて、たとえば、日本ではご
飯を食べる茶碗はそれぞれ自分専用の器を使う家庭が多いようです。実は、これは世界的にも珍しい習慣で
す。なかには夫婦で使うア夫婦茶碗というものもあり、結婚のお祝いとして送られることがあります。

(中略)

話を器にもどしましょう。大昔、泉や川などの水場で水を手ですくって飲んでいた人が、自分の手に代わ
るものとして器を考えついたということが器の始まりだといえるでしょう。器は人の手の延長として始まっ
たのです。運び、蓄えるために、器は大いに役立ってきたはずです。器という道具を手に入れることで、人
びとの生活は大きく変わりました。人びとは、より使いやすい器を工夫して作り出してきたのです。しかし、
器の歴史を調べてみると、人間と器の関係はそれだけではないことがわかります。つまり、イ器はたんに生活
を便利にする道具としてだけではなく、それとは異なる意味や役割をもつことによって、私たちの生活や社
会のあり方にさまざまな影響をおよぼしてきたのです。

問1 下線部アについて。夫婦茶碗とは大きさの違う茶碗をひと組にしたものです。しかし最近では、このよ
うな茶碗を好まない人も増えているようです。それはなぜでしょうか、理由を答えなさい。

問2 下線部イについて。本文をよく読んで、器がもつようになった意味や役割を一つあげ、どのような影響
を生活や社会に与えたか説明しなさい。

この問題は茶碗というものを通して歴史を見ていくという大変面白い問題です。問1は歴史の問題というよ
りも公民の問題なのですが、茶碗を通して今の私たちの生活で起こっている変化を問うています。なぜ夫婦
茶碗を好まない人が増えているのでしょうか。ポイントは「大きさが違う」という点です。問2ですが、これ
は器の役割の変化を問うているものです。単にものを入れる道具ではなく、それが社会的な意味を持ってき
てしまう。千利休などが思いついた人はもう答えのすぐ近くにいます。

かつてイタリアの歴史家クローチェは「すべての歴史は現代史である」と言いました。これはすべての歴
史が現在の価値観で分析されるという批判的な意味が含まれるのですが、当時のできごとが今とどうつな
がっているのかという視点そのものは重要です。ただそこに当時はそれがどのような意味をもったのかとい
う視点だけでは忘れないでおきたいですね。

(文責：有限会社スモール 福井）

やさしく教育論＜３時限目＞

＜著者プロフィール＞
福井俊保(ふくいとしやす) fukui@small.co.jp 1976年生まれ。大学は理系に進学し数学を学んでいたが大学院では文
系に進学し国際政治の勉強をする。大学院で研究する傍ら中学受験塾で4教科を約15年間教える。現在は有限会社ス
モール（http://www.small.co.jp）で脳力研究部の主任を勤めている。
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地図の定番アプリが更に進化して登場!!

～GoogleMaps～

市川の今月のiPhoneのおすすめアプリはこれだ!!

みなさんこんにちは。
私も今まで色々とアプリをご紹介してきましたが、『何を今さらそんなアプリず～っと前から使ってる
よ！』と思われると思い、紹介するのを躊躇っていたアプリを紹介したいと思います。
それは『GoogleMaps』です!!
何を今さらとお思いかもしれませんが、今回のiOS9へのアップデートで様々な機能が追加されたよう
ですが、私的に特におススメなのは『マイマップ（マイプレイス）』機能が追加された点なんです。
しかも『Googleドライブ』を使えばユーザーをまたがって共有できますので、個人用・会社用・友達
用など色々と切り替えて使える点が最高に便利です！
その他にも『ストリートビュー』『路線図』『交通状況』『カーナビ』『乗換案内』など上げたらキリ
がなくなるほど多機能に進化してます。
それでいて無料ですよ無料!!信じられません！ 完全に無料の域を超えてます。

先月ここで『iPadPro』の話題に触れましたが、今月中島社長が

ご自分のiPadを『iPadPro』に交換されていました。実機を見て

率直に思ったのは『デカイ！』でした。これはこれでかなりイン

パクトがありますね。注目の1台です。そしてコラムでは『これ

からタブレットは何処へ向かっていくのか？』と書きましたが、

私のiPadに入っている『アプリ』の中で使用頻度の高いものは①

Google関連②Yahoo！関連③その他でiOS純正のアプリはほとん

ど使っていません。ですから機種とOSはAppleで中身はGoogle

みたいな使い方になってます(笑）iPadがGoogleに乗っ取られて

いる感じがします。それならばiPadでなくてもいいのではないか

とも考えますがやはり使い慣れたiOSを手放す事はできません。

やっぱり最終的にはハードよりソフトなんだなと改めて感じまし

た。みなさんはどうお感じでしょうか？

これからタブレットは
何処に向かっていくのか！？

～ その２ ～
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編集後記

ピンズ
コミュニケーション

感想ありがとうございます。

↑日本のプロバスケットボールリーグ
わが青木勇人HC（鎌倉学園高校出身）
率いる「横浜ビーコルセアーズ」を応援
しています。ただ今の順位イースタンカ
ンファレンス「6位」です。
13勝11敗で勝ち越してます！
がんばれ青木！Go B-COR‼

毎年よく聞く『年を取る毎に1年の経つのが

早くなる』という言葉ですが、これは年を

取ってくると年々行事等に刺激がなくなるか

らなんだそうです。自分も子供の頃は毎日が

新しい発見ばかりでしたから充実した日々が

送れていましたが、最近は同じ事を繰り返し

てばかりで刺激が減っていたと思いました。

来年度は少しでも多く刺激がある生活を心が

けて新しいチャレンジをしていきたいと思い

ます。今年も一年間ありがとうございました。

（市川徳宏）

木原正勝さま、はがきありがとうございます。

イベントのご案内

「やさしくデジタル読者イベント」

日付 ２０１６年２月１６日・決定！

時間
1330■ビデオ大木「リアル動画野郎セミナー」
1530■井辻栄輔さんを囲む会
1700■懇親会

場所 品川駅周辺予定

会費 3,000～5,000円を予定

申込

※どなたでも参加いただけます。
コンピュータリブまで、TEL.03-3556-1477
ホームページ http://www.computerlib.co.jp/
電子メール info@cpl.jp
でお申し込み下さい。

私の履歴書の「井辻栄輔さんを囲む会」
ビデオ大木さんの「動画セミナー」

私の履歴書の著者・井辻さんに会いたい！
大木さんに動画撮影の極意を聞きたい！
というリクエストにお応えして、読者ミーティングを企
画しています。いかがでしょうか。

小田島さんにUSJの
ピンズをいただきました。
ありがとうございます。

みなさま、いつもありがとうございます。なん

といいましても井辻栄輔氏の「私の履歴書」が

最終回でした。１年間１２回にわたり、生い立

ちから学生時代、事業を引き継ぎ、発展させ、

息子に継承する。そして、奥様との早すぎる別

れ、その後訪れた２度の天国のことなど、赤

裸々に書いていただきました。毎回感動しまし

た。毎号だんだんに、ファンも増えてました。

井辻さんの人格によるところです。私の尊敬す

る井辻さん、ありがとうございました。そして、

来月から新たに縁がありまして、あるお方に快

諾いただいております。どうぞ楽しみにしてお

いて下さい。

大岩教授のことをいつか文章にまとめたいと

思っていました。まだまだ私の研究が足りませ

んでしたが、このタイミングにしました。教授

が弊社に来られたときは、本当にびっくりしま

した。私たちと「スマートゲート」を開発して

るスモール社の加藤社長と福井さんのコンビが

子ども向けのプログラミング教室の企画を温め

ています。先日、日本政策金融公庫にプレゼン

に行き、融資を受けることになりました。素晴

らしいことです。その企画を先日、プログラミ

ング教育の第一人者の大岩教授に、神保町でプ

レゼンをしました。何かの縁だと思いました。

こちらも、2016年何が起こるか楽しみですね。

新年会ですね！お体には十分気を付けて、合言

葉は「やさしくデジタル」（中島正雄）


