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松村寧雄先生逝く

やさしくデジタル 2017年11月号

松村寧雄先生
この写真は先生のお気に入りだったらしく、遺影にも使われて
いました。この写真は、ホームページ作成のお手伝いをしたと
き、写真家・後藤カメラマンに撮っていただいたものでした。
先生ありがとうございました。ご冥福をお祈りいたします。

2017年11月４日、マンダラ手帳の松村寧雄（まつ

むらやすお）先生が亡くなった。享年78歳だった。

「いいですね～」が口癖だった。先生は声が大きかっ

た。酒を呑むと声は更に大きくなった。お洒落だった。

いつもスーツをパッリっと着ていた。文房具が好きで、

新しもの好きだった。お酒はビールしか飲まなかった。

お酒を飲みだすと自分は食べないのに、料理を沢山注

文した。空海が好きだった。空海が入滅したのが３月

21日で、先生は３月22日生まれだった。「自分は空

海の生まれ変わりだ」と言うときは酔っぱらった証拠

だった。一年前に、一緒に高野山でセミナーをやろう

と約束したのに、本を作ろうと約束したのに、それは

果すことが出来なかった。

先生が亡くなる前の一年間、私は毎月先生と会って

本の原稿の打ち合わせをしていた。先生が御徒町で過

ごした幼少時代、東京大空襲のときは上野の山に逃げ

たこと、空手に打ち込んだ大学時代、昌子夫人との出

会い、オリベッティ社の営業マンで全国を駆け巡って

いた時代、トップセールスになったのに40歳は人生の

転機と退職したこと。時間が有り余るほどあり、偶然

行ったお寺で毎朝勤行に通うことになったこと。そこ

でもらった経典の「光明真言袖鏡」の短い章を解読し

「仏教は人間を幸せにするシステム」ということが分

かり、社長向けの経営コンサルタントになることを決

めたこと。それから、３×３のマトリックスからなる

マンダラを使った思考法を考え出し、毎月経営者向け

にマンダラセミナーを開催し、マンダラ手帳を開発し、

ご長男に事業継承するまでを一緒にまとめていた。

先生は毎月、神谷町から私の事務所がある神保町ま

で、地下鉄を使って来てくれた。先生はいつも大きな、

肩掛けのカバンに大量の本を入れて持って来られた。

決まって、約束した時間の１時間前に来られた。そし

て、打ち合わせの後は必ずビールを飲みに行った。こ

ちらとしては、ビールを飲んでからが本番だった。

「朝10時の打ち合わせ」と約束すると先生が来るの

は９時。事務所での打ち合わせは１時間くらいで終わ

る。１時間くらいすると「中島さん、そろそろビール

でも飲みに行きましょうか！」と先生は言った。東京

のど真ん中のオフィス街で朝の10時にビールが飲める

ところは意外にない。こういうときはファミリーレス

トランにかぎる。神保町の交差点を一橋方面に行った

ところにロイヤルホストがある。モーニングの時間帯

から２人でビールを飲んだ。

周りの客が何回か入れ替わり、ウエイトレスがテー

ブルのメニューをランチメニューに入れ替えに来るこ

ろには２人ともベロベロだった。駿河台下の交差点の

角にある三省堂の地下のビアレストランにもよく行っ

た。最後のころは馴染みになって先生が座る席も決

まっていた。私は先生とビールを飲みなが先生からい

ろんな話を聞くことが出来た。それは、私にとってと

ても贅沢なセミナーだった。

今思えば、松村先生と私はいろんな新しいことに挑

戦した。マンダラ手帳をネット販売した。マンダラ手

帳の無料セミナーもやった。メルマガ広告が見事に当

たって、次の年は手帳の冊数を大幅に増やして作った

が、それは大失敗した。本当なら出入り禁止になって

もおかしくなかったが、また私を使ってくれた。先生

は毎日、自分でセミナーの動画を撮ってインターネッ

トで配信した。毎回、厚手の紙に手作りでフリップを

作り、決めセリフは「人生とビジネスを豊かにするマ

ンダラチャート」だった。放送は３年続いた。

私は、先生に教えていただいたマンダラを毎日使っ

ている。手帳の新しいページを開いてマンダラに何か

を書き込むだびに、先生の「いいですね～」という声

が聞こえてくる。（文責：中島正雄）
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タイムライン

飯箸泰宏さん（左手前）71歳。荒川博邦さん（右奥）68

歳、お二人はおよそ30年ぶりの再会。ソード社PIPSをリ

コーのマイツールにつないだのは飯箸さんだったらしい。

平塚教会のみなさま、クリスマスのイベントに向けて

ツイッターを使ってホームページを自分たちで更新でき

るように勉強会をしました。

現役バリバリの西研で勉強されている松本洋紙店・松本

友社長が突然「マイツールを教えてくれ！」と訪ねて来

ました。その図々しさは、昔の私のようだと思いました。

いつも表紙のイラストを描いてくれる

イラストレーター・吉田稔美さん。来年、弊社は20周年

記念です。2018年のイラストの打合せをしました。

神保町にあるすし屋・鶴八さん、12/15閉店しました。朝、親方とバッタリ会って話しました。

私と意外に歳も近く、お互いあと20年がんばりましょう！まだ何か出来ます！と誓いました。
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何ごとも、初めの一歩が大事です。プログラミ

ング教育も同じです。でも、プログラミング教育

は最近になって急に広がってきたために、あまり

意味のない教育ビジネスが広がっています。どん

な点に気を配ったらよいのでしょうか。

世界中でプログラミング教育が始まった

小学生からのプログラミング教育が先進国で始

まりました。コンピュータの先進国である米国や

英国では、子を持つ親が塾に習いに行かせるので

は大変なので、小学校で教えてほしいと政府に強

く要望したために始まったそうです。なぜ、これ

らの国でこのような要望が出たかと言うと、情報

技術者が全く足リない、という事態に直面したか

らです。

例えばエストニアは人口１００万人余りの小さ

な東ヨーロッパの国ですが、これを一桁多くする

には、電子政府を作って世界中どこにいても、投

票ができるようにすればよいと考えて実施に移し

た所、プログラマーが足りないことに気づいたの

です。大学生に情報技術者教育をしても、思うよ

うには育たないので、小学生から教えることにし

たのです。

エストニアのすぐ北のフィンランドでは、社会

の隅々にまで情報技術が浸透したので、その原理

は市民が理解しておくべきだという、伝統的な学

校教育の考え方を現代社会の状況に合わせて、小

学校からのプログラミング教育を始めました。多

くのヨーロッパの国ではこのような考えから小学

生からのプログラミング教育が始まっています。

それだけでなく、そのための教師の育成も早くか

ら行っていました。コンピュータ科学と教育学の

双方を学ぶ大学教育で一番進んでいると思われる

のはオーストラリアで、３０年前から情報学の教

師育成を始めています。

プ ロ グ ラ ミ ン グ 教 育 は 初 め が 肝 心
日本は情報技術専門家の育成もほとんど行ってい

ない

1970年代に、世界中で始まった情報技術者のた

めの教育を日本も始めました。しかし、この時期

は日本の高度成長期の始まりであったため、大学

で育成された人材だけでは社会の養成に応えるこ

とができず、情報産業は自前で新入社員に数か月

だけ仕事のやり方を教えて済ませるという方法を

とりました。これが現在に至るまで続いています。

コンピュータが超有能な機械であり、日本人の教

育程度が高かったので社会の需要を満たせたのだ

と思います。

しかし、1990年代に始まった経営と情報技術の

一体化した社会運営はうまく行かず、工業化社会

の実現で成功した日本だけ、先進国の中で経済成

長の鈍化が目がってきています。実際、情報技術

の応用という面からだけ見ると、現金を使わずに

携帯で買い物を済ませられる中国に、遥かに追い

越されています。

使うことに熱心で使いこなせていない日本人

2003年から、高校で「情報」という教科が作ら

れましたが、ほとんどの高校がワープロソフトや

表計算ソフトの使い方を教えるだけで、進学校の

場合には実際には受験準備に使われることが多い

ようです。現在は、こうした「使い方教育」は指

導要領から無くなり、「社会と情報」、「情報の

科学」のどちらかの科目を選択して必ず履修とい

う制度になっています。しかし、実体はあまり変

わらず、外国のように情報学を学んだ教師の育成

はほとんど行なわれていません。

プログラミング教育とは何か

プログラムが書けないと、コンピュータを利用

することはできません。プログラムはコンピュー

タにさせたい仕事の手順を書き下したものです。

人間に仕事をさせる場合と同じですが、大きく違

うことは、人間は言われたことだけでなく、言っ

た人の意図やその時の状況を理解して仕事を実行

することが求められます。日本人は特に、言われ

ていないことを推量して実行することが文化とし

て定着しています。コンピュータは逆に、全ての

ことを誰かがプログラムにして伝えなければなら

ないのです。
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全く推量しないコンピュータに正確に仕事の手

順を伝えることは、簡単なことではなく、専門家

の場合でも思った通りには動かず、どこの書き方

が悪かったかを検討して思った通りに動くように

するデバッグと呼ばれる作業をしなければなりま

せん。正しい方法を覚えてそれを実行する、とい

う従来教育されてきた方法では、プログラムを

作ったことにならないのです。しかし、現在行な

われている教育はほとんど、正しいプログラムの

作り方を教えて、それを実行するという従来の教

育しか行っていません。これではプログラミング

教育としての意味はないのです。

子どものプログラミング教育とその意義

子どものためのプログラミング教育は、米国の

1980年代に始まり、日本でも小学校教師の戸塚滝

登先生が行った優れた事例があります。教育学者

の佐伯胖さんが「コンピュータと教育」岩波新書

(1986)の中で紹介しています。戸塚先生自身も多

くの著書を著しておられます。

彼は山の中の分校でLOGOと呼ばれる言語を

使った教育を２０名の生徒に行ったのですが、今

まで高校に進学する児童がいなかった分校から２

０名が進学し、その中の３名は国立大学に進学し、

１人は上場企業の研究者になっています。その他

にもガラス工芸作家や音楽家になった人もいます。

この事例は、教育研究者には知られていますが、

一般には知られていません。しかし、小学校から

のプログラミング教育は正しく行なえば高い教育

効果が上がるのです。

私は慶応大学でこのような教育を大学生に行

なったのですが、あまりうまく行かず、2000年代

に入ると、修得する学生がいなくなりました。小

学生でできることが、大学生になってからでは遅

すぎるのです。このことが、今世界中で認識され

たので、小学生からの情報教育が始まったのです。

創造性を育くむ教育

英国で作られた3歳児のためのプログラミング

教具「キュベット」は戸塚先生が行ったLOGO教

育を3歳児でも学べるようにしたものです。中学

生棋士の藤井聰太さんも学んだモンテッソーリ教

育の教具として作られています。

これを学んでいる子供達の様子を見ていると、

大人が失ってしまった創造性を子供が豊かに持っ

ていることがよく分ります。

人間は、多くの可能性を持って生まれます。し

かし、脳は生きていく中で、使わない機能を果た

す部分をどんどん捨てていくそうです。生まれた

ばかりの猫を縦の線しか見えない環境に数週間置

いておくと、横の線は認識できなくなるのだそう

です。動物は環境に応じて脳を形成していくので

す。

考えるという能力を人間は持っていますが、そ

れを使わない生活を続けていくと、その機能はど

んどん失われていきます。日本の社会はここ５０

年、考えない人間を生み出すように、学校の環境

を作ってきてしまいました。正しい事を覚えて、

それを実行する訓練しかしないようになってし

まったのです。（大岩元）

大岩 元（おおいわ はじめ）
1965年東大理学部物理学科
卒.1992年 慶応大学環境情報学
部教授趙微細加工装置の電子光
学系の設計理論，キー入力訓練
法の開発，日本語入力方式の開
発，KJ法支援，都市景観設計支
援，ソフトウェア技術者育成法
の開発，情報教育の理念と方法．
http://collacre.org/

https://www.primotoys.jp/

英国で作られた3歳児のためのプログラミング教具「キュベット」

プリモトイズ日本販売総代理店
（キャンドルウィック株式会社）

大 岩 元 （ お お い わ は じ め ）
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経営者のための・深読みコンピュータサイエンス 飯箸 泰宏（いいはし やすひろ）

第４回 「データ」と「情報」と「知識」の違いと「人工知能」（２）

５．知識ベース

前項で説明した「知識（情報に条件分岐が用意されて

いて問われたら答えられるように保持されたもの）」を

たくさん集めれば、それだけで知識人となれるかという

とそれだけでは足りません。コンピュータも同じで「知

識」がごちゃごちゃと集まっているだけでは人工知能に

はなれません。

持っている知識がどこにしまわれていても瞬時に検索

されて出てくるようにならなければ、グズでただの役立

たずです。間違いを見つけたらすぐに削除したり修正し

たりできなくてはいけません。新しい知識は次々に蓄え

てゆかないと時代遅れになってしまいますから知識を容

易に獲得できるようにしておかなければなりません。

検索、修正、削除、新規登録がスピーディに簡単に行

えて、新しいものをどんどん取り込むことができるよう

にするのに向いたコンピュータの仕組みは「データベー

ス」と言われるもので、格納されるものにインデックス

（索引）が付けられて、修正も容易になっています。格

納されたものを削除したりすることよって無駄な空きス

ペースが生じてもそれを巧みに詰めて有効利用ができる

ようにするのもデータベースの機能です。

この「データベース」に「大量の知識」を入れれば人

と同じように考える機械（Artificial Intelligence、AI、

人工知能）ができるのではないかと考えて作られたもの

が「知識ベース」と言われるものです。「知識ベース」

は、格納するものがただの「データ」ではなくて「知

識」なので以前から使われていたデータベースをそのま

ま利用することができませんので、いわゆるデータベー

スを使わないで新しい仕組みを作ったり、既存のデータ

ベース基にして様々な工夫を凝らしていたりすることも

あります。

実は、現在では、どんな形であれ、知識ベースがある

ものを人工知能と言うことになっています。

６．人工知能

さて、では「人工知能」とは、おおむねどんな仕組み

でできているのでしょうか。次の図を見てください。

人工知能：

●ユーザーインターフェイス

人が人工知能に質問をしたり、コンピュータからの答

えを聞いたりする部分

●推論エンジン

知識のデーベースから素早く必要な知識を引き出した

り、その結果を質問に応じて組み立てたりする部分

●知識ベース

「知識」のデータベース。人工知能の本体部分。1980

年代に発達したのはこの部分の研究です。

●知識獲得部

以前は人が手入力で「知識」を投入していた部分。大

変に労力で人工知能の隘路と言われていました。

実は、最近（2016年以降）、急にもてはやされている

ディープラーニングは、この部分を自動化することが可

能と期待されているのです。不完全だが部分的には可能

になったものもあります。

７．（人工）知能の例

次のような手書き文字があったとします。なんと読ん

だらよいでしょうか。私がマウスで書きました。なんと

美しい字でしょうか（ウソっ！）。

「溝」or「講」？ どちらでしょう？

以前のコンピュータではどんなに精密

に分析してもどちらが 何% 似ている

かとしか言えないので、ほとんど判読

不能でした。しかし、次の図を見てく

ださい。横に読むと「側溝」、縦に読むと「講演」と読

めませんか。「溝」と「講」はサンズイとゴンベンの違

いがありますからまるで違うはずなのに、同じ字を「側

溝」「講演」と ”編”を違えて読むことができてしまいま

す。人間て不思議ですね。だから人間って大好きです。

実は、日本の普通の知性

の持ち主ならば「側溝」

「講演」という熟語を

知っているために、

「溝」か「講」かが〝わ

かって〟しまうのです。

知識があれば、判断が

できる。・・・、素晴ら

しいことですね。

人工知能は、人をまねて、これと同じように膨大な知

識を蓄えて、人と同じように「判断」できるように進化

を続けているのです。

今回のポイント
• 知識とは、情報に条件分岐が用意され問われたら答え
られるように保持されたもの

• 知識ベースとは、知識のデータベース
• 現在では、知識ベースがあるものを人工知能と言う

飯箸 泰宏（いいはし やすひろ）
1946年（昭和21年）生まれ。都立足立
高校でビートたけしと同級。東京大学理
学部化学科卒。同情報科学科研究生修了。
株式会社サイエンスハウス代表取締役と
して37年間経営にあたる。その間の36
年間、各種専門学校や慶応大学や明治大
学などの兼任講師を務める。教え子の数
は8000人を超える。精神障がい者の就
労支援ボランティアにも取り組む。
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これは何かと言うと、Philipsが販売するLED照明。

とは言っても普通の照明ではなく、WiFi内でスマー

トフォンなどからコントロール可能となっている照

明。所謂今流行りのIoT（Internet of Things）商

品。

他にも数点この手の商品はあるが、このPhilipsの

Hueが一番メジャーである。

セットアップ自体は拍子抜けするほど簡単。コン

トローラーとなるHUBを自宅のインターネット

HUBにケーブルでつないで、電球を入れ替えて、ダ

ウンロードしたアプリでセッティングすれば完了。

あっと言う間にiPhoneで部屋の電気がコントロー

ル出来るようになった。

Hueを購入した目的は、先日購入したGoogle 

Homeを使った声でのコントロールなので、Google 

HomeからHueを設定して、こちらもあっさり完了。

「OK Google turn off the light」で、見事に部屋

の電気がスーッと消えた！正に子供の頃思い描いて

いた未来が来た！って感じである。

このHueランプは、色にも対応しているので「白

くして！」「オレンジにして！」「紫にして！」な

ども可能。当たり前だが「もう少し暗くして」や

「もっと明るくして」にも対応している。また、外

出先から電気をコントロールしたりもできるらしい

（これには必然性を感じなかったので、まだやって

いないが ）が、外出先からもコントロールでき

るってことは、外からハックされて家中の電気も落

とされる可能性もあるってことなんだよなぁ……

10歳の娘は「未来になった！」と大喜びしてお

り「きっと自分が大人になったら子供に、昔はライ

トを手で消していたんだよって言うんだろうね」と

言われ、なかなかわかっているなぁ、と感心した。

ともあれ、家電の自動化はどんどん進んでいくのだ

ろう。

Google HomeやAmazon Echoの台頭で、一気に

この辺が面白くなってきた。当たり前になってしま

うと、面白くも何ともないのだが、このワクワク感

を体験できるのはアーリーアダプタならではの特権

である(苦笑)アーリーアダプタという人種は、その

機能を使って生活を便利にしたいとか、効率性を上

げたいとかではなく、単に「すごーい！」とワクワ

クしたいだけなのだから。

本当は数年経って市場でこなれてから買うのが良

いというのはわかっているのだが、どうにも試して

見たくて仕方がないのである。22年前のインター

ネット黎明期に、香港でCU-SeeMeと言うビデオ

チャットを試した時のワクワク感を思い出した。次

は、リモコンを学習できるIoTコントローラーを

買って、家中のリモコンを記憶させ、エアコン、テ

レビ、ブルーレイなどを声で操作したい。

だんだん理屈もわかって来たので「リビングの電

気を暗くして」「リビングのテレビをつけて」

「ネットフリックスのブラックミラーかけて」「ボ

リュームをあげて」「ベッドルームのエアコンの温

度を下げて」など、この程度はできる気がする。

この先のAIの進化が、生活に役立つような快適さ

をもたらすはずだが、一方でAIに対する脅威もある

ということは気にかけつつも、まだ新しいモノが体

験できるのは幸せなことだ。（高岡英樹）

＜あり得る未来＞待望の「Philips Hue」が届いた！

高岡英樹（たかおかひでき）
1964年8月生まれ。横浜出身。バン
コク在住。中学生時代は水泳部。学
生時代はミュージシャンで厚木や福
生の基地で活動。その後、汎用機の
COBOLプログラマで生計をたて、現
在はタイ・バンコクで広告代理店を
営む。毎月、日本とタイ、東南アジ
アの国々を行き来しながらインバウ
ンドと言われる東南アジアに向けた
日本のPR事業などを行う。スマート
フォン、デジタルカメラなどのガ
ジェット系には造詣が深く、新しい
物好き。気になる新商品が出たら、
試さずにはいられない派。カメラの
腕はプロ級。
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LINEスタンプ好評発売中！

2017.1130現在 Amazon Google

AI
人工知能の名称

Alexa
アレクサ

Google 
Assistance

話しかけるときの言葉 アレクサ！ OK グーグル！

Googleカレンダー
との連動

◎ △

iTunesの音楽再生 × ×

ネットショッピング ◎ △

メールの送受信 × ×

話し相手 × ×

11月号を送ります▼マンダラの松村寧雄先生がお亡くなりになられたことを知っ
たのは、休み明けのクローバ経営研究所・松岡さんからの電話でした。先生とは
３月に高野山に行く約束をしていたのですが、１月ごろ「中島さん、申し訳ない
行けなくなりました。理由は聞かないで下さい」と言われてから先生とお会いし
ていませんでした。私は何も知らず先生に「神保町にビールを飲みに来てくださ
い」などと呑気な手紙を送っていました。私は最後まで出来の悪い生徒でした▼
高岡英樹氏は小学校からの幼なじみ。現在バンコクで活躍中、最先端だと思いま
す▼年末ですね。2018年を迎えるとコンピュータリブ社は20周年。来年のテー
マは「Thanks!」感謝、感謝、感謝▼表紙イラストは吉田稔美さん「クリスマス
2017」▼今月もありがとうございます。やさしくデジタル！（中島正雄）

日本でも、ＡＩ（人工知能）が搭載されたＡＩス
ピーカーなるもの、スマートスピーカが私たちでも手
軽に利用できるようになりました。そこで、Amazon
社とGoogle社のＡＩスピーカーをネットで購入しまし
た。とちらも、箱を開けてすぐ使えるというわけでは
なく、使うにはやはり設定が必要です。設定にはス
マートフォンかタブレット（iPadなど）が必要です。
インターネットにつながっている場所でないと設定が
できません。私の場合はiPadにそれぞれ専用のアプリ
（無料）をダウンロードして設定しました。設定にか
かった時間は15分くらいでした。
ＡＩスピーカーを起動するには、機械に向かって話

しかけます。Amazon社の場合は「アレクサ！」、
Google社の場合は「オーケー、グーグル！」と言いま
す。機械に向かって話しかけるのは、最初はちょっと
恥ずかしかったけれど、「アレクサ、音楽かけて！」
と言うと音楽が流れだしたり、「アレクサ、ボリュー
ム上げて」と言うと音が大きくなったりと、こちらの
注文に文句も言わず言う事をよくきいてくれるので、
機械に向かって話しをするのも楽しくなってくるのが
不思議な感じです。そのうちすぐに当たり前になって
いくのだろうと思いました。映画の中で、トムクルー
ズが部屋に帰ると壁に話しかけていたシーンに私たち
も近づいています。
その他に私が試してみたことは、私はGoogleカレン

ダーでスケジュールを管理しています。それぞれのＡ
Ｉスピーカーに「今日の予定は？」と聞いてみると、
現時点では、なんとGoogleのよりAmazonの方が性能
がよかったです。（中島正雄）


