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ホームページ・リニューアル
のお手伝いをしました。

松村寧雄先生と斉藤優美子さん

▲岡野富江さま（鳥取県倉吉市）

▼永塚守さま（茨城県古河市）

▼宮川惠さま（神奈川県県横須賀市）

http://www.e-mitz.com/

松戸駅徒歩2分！TOEIC対策・
英語検定・旅行英会話のMitz英会話

WordPressで作りました。パソコンでもタブレット
（iPad）でも、スマホでもレイアウト、写真、文字の
大きさが自動的に変換され最適に閲覧できます。
ページは自社で更新できます。
更新のときの専用ソフトは不要です。
沢山ある授業パターンをわかりやすく
表現したい、お客さまが見つけやすく
したいと思い、試作を繰り返しました。

はがきありがとう
-うれしいです！-



コンピュータはプログラミングなのだ（５）
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「わ、わたし( ﾟдﾟ)？笑っちゃいました（笑）ド
ンマイっ！」高島宗一郎（42歳）福岡市長がＬＩＮ
Ｅニュースの謝罪記事に対して自身のフェイスブッ
クにメッセージを投稿した。

2300万人が登録している、ソーシャル・ネット
ワーキング・サービス（ＳＮＳ）のＬＩＮＥニュー
スの1月11日の夕刊「福岡・飯塚市長、辞職へ」と
いう見出しにするべきところを、「福岡市長、辞職
へ」という見出しで配信してしまった。

この件に関して、ニュースサイトwithnewsに高島
市長のインタビュー記事があったので紹介したい。
「今は、社会全体がギスギスしていて、ミス１つも
許さない雰囲気ですが、そういう時に「そんなに肩
ひじ張らなくていいんじゃないの？」とそうした空
気をほぐしたい気持ちがあります」。なんと素敵な
対応だろう。今どきの言葉で言うなら”神対応”とで
も言うのだろうか。私たちがメールやホームページ、
電話などインターネットを使わない日はない。イン
ターネットをスマートに使いこなすことは、ビジネ
スマンの身だしなみの一つではないだろうか。

先日、ＳＦＣ（慶應藤沢キャンパス）・大岩元
（はじめ）教授と大船駅から品川までの電車の中で
話しながら行ったときのことだった。大岩教授の専
門分野は、認知工学、情報教育学、ソフトウエア工
学。ＳＦＣの研究室では、パソコンの生みの親で知
られる、アメリカのアラン・ケイ博士が作ったプロ
グラミング言語「Squeak（スクイーク）」を日本語
化してプログラミング教育をされていた。

大岩教授は、電車のシートに座るといきなり、
「村井さん（村井純教授＝日本のインターネットの
父）の最大の功績は、インターネットを日本語で使
えるようにしたことだよ」と言われた。

インターネットはアメリカ生まれで、情報はデジ
タル信号でやり取りされる。アナログデータは音の
信号でやり取りされていることの対し、デジタル
データは０と１の２進数でやり取りされている。こ
のデジタルデータの最小単位を１ビットという。つ
まり、１ビットは０と１の２通りを表現できる。で
は２ビットだとどうなるか、２桁の０と１の組み合
わせだから、０と０、０と１、１と０、１と１の４
通り表現できる。３ビットは、３桁目０と１の組み
合わせだから、２×２×２で８通り表現できる。

ここで問題「コンピュータの画面に文字を表現する
のに何ビット必要でしょうか？」。

英語の場合、アルファベットはＡからＺまで26文
字で、大文字と小文字を合わせて52文字。これに数
字と記号を加え94通りの文字と数字と記号を定めた。
ということは、７ビット、２×２×２×２×２×２×
２＝１２８通りで表現するできる。英語でやり取り
するインターネットの世界では７ビットでよかった。

そこに村井教授が切り込んだ。日本語のひらがな、
カタカナ、漢字はとても１２８通りでは足りない。
常用漢字だけでも２０００種類以上ある。では何通
り、何ビットあればいいのだろうか。

コンピュータでデータを扱う単位は８ビットを一
まとまりとするこが普通だった。その単位を１バイ
トと呼ぶ。８ビット＝１バイト。１バイトは８ビッ
トだから、２×２×２×２×２×２×２×２＝２５６
通りの表現が可能だ。１バイトでも日本語を表現す
るには足りない。２バイトあったら、２の16回かけ
算して65,536通りの表現がでる。日本語でも大丈夫
だ。日本語は２バイトを使って表現されている。

８ビットだったインターネットを16ビットで使え
るように尽力したのが村井教授なのだ。日本語で
メールのやり取りが出来るのも、村井教授のおかげ
なのである。

今、インターネット活用のトレンドは、クラウド
にビックデータを保存してＡＩ（Artificial 
Intelligence 人工知能）で価値のある情報を引き出
すことだ。そこにはプログラムが必要で、作るのは
今のところ人間である。残念なことに、そこに日本
人の出番は今はないようだ。日本では外国で作られ
たプログラムを日本語に翻訳して使っているケース
がほとんだ。日本人は使い方が上手いが、世界に通
じるプログラマーは数えるほどしかいないと大岩教
授は言う。

「では、先生、日本人がプログラミング出来るよう
になるにはどうすればいいのでしょうか」と尋ねる
と、「メモリがタダになったんだ、プログラムは日
本語で作ればいい」と力強く言われた。

日本人にとって一見とっつきにくそうなプログラ
ミングだけど、日本語の語順がプログラミングに向
いていることは大岩教授が研究済だ。日本人がイン
ターネットを使うようになって20年になろうとして
いる。日本人が文章を書くようにプログラミングで
きる時代は、もうすぐそこに来ている。プログラ
マーには、人間の、他人の、目の前の人の気持ちを
わかろうとすることが必要だ。（文責：中島正雄）

Withnewsの記事HP→http://withnews.jp/article/f0170112002qq000000000000000W02h10701qq000014559A#parts_3
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今月からＭＧ・ＳＴＲＡＣ・ＭＸ会計の開発者 西 順一郎先生です。
西順一郎先生の

今月のおすすめ本

最近の西先生（西研究所にて撮影）

科学の発見
（文藝春秋）

スティーヴン ワインバーグ (著)
赤根 洋子 (翻訳), 大栗 博司

第四部 科学革命

西研究所HP → http://www.nishiken.jp/

ＭＧ研修スケジュール

私が西順一郎先生と出会ったのは26歳のとき、当時勤
めていた柳屋本店の社内研修でした。柳屋本店は静岡県
焼津市に本社があり、「はいくっく」というブランドで
日本全国の百貨店、量販店、結婚式場などに鰹節を作っ
て売っている食品メーカーです。私はそこの営業部に所
属し、関東を中心に東日本の百貨店、主にそごうデパー
トを担当していました。

そのころアサヒビールのスーパードライが発売され、
飛ぶように売れるというのを目の当たりにしました。鰹
節なんてそう簡単に売れません。柳屋本店の営業は「か
つお一筋」を合言葉に、人間力で勝負しました。社内で
も社外で、礼儀、挨拶、振る舞いなど躾がとても厳し
かったです。私は百貨店の売場に行っても鰹節屋なのに
ビールの包装ばかりしていました。客先にどのメーカー
よりも一番早く行って、一番遅く帰るという正に体育会
営業部でした。

そんな柳屋本店は意外にＯＡ化が進んでいました。IBM
のAS/400というオフコンにQUERYというプログラムを
使って情報処理をしていました。入社３年目のころ当時
の社長、中央大学柔道部出身の村松直幸社長は社内改革
を進めていたと思います。そこに西先生が毎月、ＭＧと
ＭＴ（マイツール＝パソコン）を教えに来ていました。

もう西先生との契約も終わるという最後の月に、私は
ＭＧとＭＴの研修を受講しました。私はマイツールに興
味を持ちました。しかし、マイツールを仕事にどうやっ
て使っていいのかわかりませんでした。周りには、参考
書も使っている人もありませんでした。しばらくして、
西先生が東京で毎月ＭＧ研修を開催していて、そこに行
けばマイツールの情報があることがわかりました。

私は恐る恐る新宿で開催しているＭＧ研修に参加しま
した。すると今度はＭＧにのめり込んで行きました。西
先生が「とにかく１００期やりなさい」と言われるので、
素直に実行しました。営業の仕事を利用して、北海道や
千葉や新潟のＭＧ研修にも行きました。とにかく西先生
を追っかけました。私のビジネスモデルは柳屋本店の営
業魂と西順一郎先生のＭＧ・ＭＴでできています。

今月から当新聞に西先生から原稿をいただくことが実
現しました。恐る恐る通っていたＭＧ研修仲間が福岡に
います。河合製氷冷蔵の小澤徹也氏さんです。２年前に
小澤さんと話していたことが実現しました。なんと西先
生も一年前から考えていてくれてました。先生の取材
ノートの表紙の日付でわかりました。こんなにうれしい
ことはありません。西先生ありがとうございます。小澤
さん本当によかったです。ん～柳屋式営業も役に立った
かな、長谷川先輩ありがとうございます。
（中島）

「この本を読んでいるとSTRAC（戦略会計）の
ことが頭に浮かんでくる。ガリレオは望遠鏡と
いう道具を使って科学を発見した。私はコン
ピュータ、ポケコンがあったからSTRACを発見
できたとだぶる」。と西先生は言いました。厚
くて難しい本なのでP195「第四部 科学革命」か
ら読んでみるといいよ！と言っていました。
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西 順一郎（にし じゅんいちろう）
1937年長崎県平戸市生まれ。東京大学卒。三菱重工、
ソニー、日本総合研究所を経て株式会社西研究所・代
表取締役。1971年STRAC（戦略会計）開発、1976
年MG（マネジメント・ゲーム）開発、MX（マトリッ
クス）会計開発。「戦略会計入門（売上高は役に立た
ない）」「人事屋が書いた経理の本２」など著書多数
あり。現在もMG研修に日本全国を飛び回っている。
（題字は筆者）

①

ウ

ク

レ

レ

西

順
一
郎

私が、今のウクレレを買ったのは、アメリカ
初渡米の翌年、1980年である。今から37年も
前。思えば若かった。ＭＧを始めたのが38歳の
とき。初渡米が1979年（昭和54年）で、41歳
の四月。日本総合研究所の野田一夫先生から、
「あ、まだアメリカに行ったことがないの
か？」と言われ、数名の一人として、アメリカ
を、サンフランシスコから、逆Ｃの字に回った。

三週間のうち、最後がハワイ。三四日の中で、
真ん中に日曜日があり、この日はフリータイム
で、私は一人、ホノルル空港に行って、空飛ぶ
はとバスこと二三十人乗りの「ハワイ八島めぐ
り」に乗った。

ラストがカウアイ島。ここには、王族の結婚
式場で有名な「シダの洞窟」がある。そこまで
は、下の港から、船で20-30分登っていくのだ
が、船上で、現地民の女性たちが、ウクレレを
弾きながら、ハワイアンを歌ってくれる。

とそのとき、私は、一人のおばさんが弾いて
いる大きめのウクレレに目が釘付けになった。
なんとそのウクレレは、上の糸巻きが六本でギ
ター、根っこの右下は四本でウクレレなのであ
る。18歳のころからギターを弾いてきた私とし
ては、この六本ウクレレにはびっくりしてし
まった。

翌日、さっそくアラモアナ・ショッピングセ
ンター２階の楽器店に行くと、ちゃんとその六
弦ウクレレは売ってある。八弦のものもある。
値段は165ドル（約16500円）。八弦のは確か、
22500円ぐらいだった。

店を出て、１階のFAST FOOD店のわきに座
り、約一時間近く、買おうか、買うまいか、悩
みに悩んだ。一時間後の結論は、どうせ買って
も、稼働率は悪いだろうなと言うことで諦めた。

翌日が帰る日である。ちょうど、座席がＡ席
で窓際だった。飛行機は東向きに離陸する。窓
の下には、楽しかったホノルルの町町が、、。
それを見たとたんに、しまった！ と思った。
趣味のものを買うのに、稼働率なんか、考える
のは間違いだ。

かくて、それから一年間、しまったしまった
と後悔のしつづけ。

と言うことで、一年後の五月、第二回渡米の
帰りに、二度目のハワイに到着すると、私は空
港からタクシーに「カマカ・ウクレレ」の工房
に連れて行ってくれ、と頼んで、念願の六弦ウ
クレレを即日手に入れた。

たしか1997年ごろ。品川区が西大井の文化セ
ンターで、ウクレレ教室をやるのを知り、その
ウクレレをもって、その教室に参加した。講師
は、スチールギターの第一人者・小林潔先生。
先生は、私のウクレレを見るとすぐ、「ローＧ
というのもあるよ」と教えてくれた。エッ、ソ
ドミラの中で、ソは高いものだと思い込んでい
たが、ソが低いと、なんと、ギターと同じにな
るではないか！ これこそ、私が望んでいた調
弦だ。ギターの六本弦は結構押さえるのが大変
だが、ギターの上の四本だけを弾くのだったら、
ぐんと簡単。しかもメロディーが弾ける！

以来、このカナカのテナーウクレレは、私の
大のお気に入りになってしまった。

さて、1998年春に今の東大井に移って、年末
を迎えた東京ＭＧ初日の夜、21時過ぎに我が家
に帰って、事務所に入ろうとしたところ、ドア
のロックが内から掛かっていて入れない。マン
ション会社に電話をして、恐る恐る入ってみる
と、見事に事務所荒らしが入っている。奥のガ
ラス戸が開いていて、泥ちゃんはすっと逃げた
らしい！ 幸い、何も盗られたものはなかった
が、風呂場を倉庫に使っており、そこには例の
愛機が何事もなかったかのように鎮座していた。

このころ、日本では、ウクレレブームが猛然
と巻き起こっており、ハワイのウクレレ店でも
在庫が払底した騒ぎだった。小林先生に聞くと、
僕の1.65万円のウクレレは、今や16萬5000円
はするという話で、私の事務所の金目のものは
これしかない。それを泥ちゃんは見逃してくれ
たのです。以来、このウクレレは、事務所に置
かなくなったのはいうまでもない。

上の糸巻きが六本でギター、根っこの右下は四本でウクレレ
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旅には社会を変える力がある！高萩 徳宗（のりとし）氏を紹介いたします。

池田さんご夫妻と高萩さん。
ご主人はラガーマンだった。

高萩さん（左）と大木さん（右）ベルテンポ社で撮影

1964（昭和３９）年生まれ。大分県出身。小田急電鉄、日本旅行を経て、
1999年に「障害がある方や高齢者向けの旅行会社、ベルテンポ・トラベル・
アンドコンサルタンツを創業。
福祉や介護の視点ではなく、サービスの本質を極める旅作りに、障害者、高齢
者、一般の方などリピータやファンも多い。国内・海外含め年間１２０日以上
を旅先で過ごす他、サービスコンサルタントとして民間企業、全国の自治体な
どで様々なテーマでの講演活動中。著書に「いい旅のススメ。」「バリアフ
リーの旅を創る」「サービスの教科書」「売れるサービスのしくみ」「サービ
スの心得」「サービスを安売りするな」などがある。経営者向けのサービスの
学びと実践の勉強会「共創チーム」を主宰。

勉強仲間の大先輩で、何かとお世話になっている木
原正勝さんの紹介で、ベルテンポ・トラベル・アンド
コンサルタンツ社の高萩徳宗社長と会いました。

日本橋小伝馬町・小西ビル２Ｆにある会社の内装は
木原さんが設計・施工しただけあって、余計な家具な
ど一切なくコンセプトは北欧調で床は木製、居心地が
良い空間は高萩社長の人柄とマッチしているようでし
た。私たちは、高萩社長の懸案事項の中から、弊社が
得意とするホームページのリニューアルのお手伝いを
させていただきました。

私は、高萩社長と打ち合わせをする度に、この人と
何か一緒に仕事をしてみたいと思いました。高萩社長
は旅行業の他にも、本を書いたり、講演活動をしたり、
勉強会を主宰したり、苦労を重ねてきただけあって、
その引き出しの数も奥行きも沢山ありました。こんな
いい人をみんなに知っていただきたいと思い、当新聞
に出稿をお願いしたところ、快くＯＫしてくれました。

今月号から高萩社長が2014年の著作
「イイ旅のススメ。」より、転載をさせ
ていただきます。高萩社長とは、経営者
向けツアーや動画コンテンツを企画中
です。どうかみなさま、今後ともどう
ぞよろしくお願い申し上げます。（中島）

http://beltempo-travel.biz/■高萩さんとの出会い
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天国にいちばん近い旅（１）・高萩徳宗
「ニュージーランドに行きたいのです。相談にのって

いただけないでしょうか」
パソコンのメールボックスに飛び込んできた、池田さん
という女性からの問い合わせに、私はいつものようにお
答えした。
「お体に障害がある方の旅行は準備に時間がかかりま

す。慎重な手配を行うためにも、通常は２～３カ月、場
合によっては半年の準備期間が必要です。今週末、今月
末というわけにはいかないのです」

「私たちには残された時間がないのです。なんとかお
願いできないでしょうか」
切羽詰まったような文章から、ただならぬ決意が感じら
れて、私は詳しく話をうかがった。
「夫婦ふたりで旅がしたい。希望の行き先はニュー

ジーランド。この秋に開催されるラグビーワールドカッ
プの試合を観に行きたい。主人は末期の膵臓がんで、余
命宣告もされており、４年後のワールドカップをライブ
で観ることはおそらく叶わない。主人は病気で倒れる直
前まで社会人ラガーマンとしてピッチに立っていた。今
は退院して自宅で療養しているが、何とかニュージーラ
ンドまで出かけてワールドカップの試合を観せてあげた
い」

重度の障害がある方や進行性の病気の方の旅行をお引
き受けする際、当社が条件とすることはふたつ。
ひとつは主治医のＯＫが出ているか。もうひとつは、本
人が行きたいと願っているか。
今回のケースでは、主治医は「もう好きなようにさせ

てあげたらいい」と言ってくれているとのこと。これま
で引き受けた進行性の病気の方で、ドクターが難色を示
したケースは一件のみ。病状が安定していてれば、通常
ドクターは外出や旅行に好意的だ。

私は電話でふたつめの質問をした。
「ご主人はなんとおっしゃっていますか？」
お答えは「じつはまだ話していないんです」
よくあるケースだ。本人の気持ちを確認せず、家族が
「連れて行ってあげたい」「最後の思い出をつくりた
い」と訴える。熱が入りすぎて、私たちプロの制止も助
言も聞かず、旅行中に病状を一気に悪化させたケースも
見てきている。家族の想いが先走っては、良い結果には
ならない。本人の意欲はドクターのＯＫよりも大事であ
り、それが旅行の実現に向けて高いハードルとなること
が多い。
しかし、事前にご主人に話をしなかった理由は「もし

先に話をしたら、行きたいと言うに決まっている。だけ
ど、旅行会社に断られてしまったら、本人がガッカリす
るだろうから」ということであった。
電話をつないだまま、ベッドで休んでいるご主人に確

認してもらうと、「指で大きなマルを描いています」と。
２つめのハードルもクリアした。

私は大至急、手配を始めなければならないのだが、奥
様も「自分は何から準備したら良いか、まったくわから
ない」と困惑していた。「スーツケースを買うこと？着
替えの準備？ 病院？」私はひとつだけお願いをした。
「パスポートの準備をお願いします。パスポートは10年
で申請してくださいね」

奥様からメールをいただいた。
高萩さん、私は主人の最期が近づいていることに焦り、

とにかく思い出をつくりたいと、そればかり考えていま
した。でも、高萩さんのメールを読んで、はっと気がつ
いたのです。
今、私がしなければならないことは、未来への光を見

つけることだと。10年のパスポートをとるということは、
まさに『生きる証』としての光を見つけることそのも

のですね。
目が覚めました。ありがとうございます。

パスポートは時に、人に生きる意欲を与えるものであ
る。そのことを今回も痛切に感じた。

さて、私はきわめて限られた時間で手配を進めなけれ
ばいけない。世界規模の大イベントにおける手配では、
ネックになる障壁から順にクリアしていく。
この旅行では、なんといってもワールドカップラグビー
日本戦のチケット、それも車椅子席をとらねばならない。
併せて、高騰しているホテルの部屋も確保する必要があ
る。さらには、リフトがついた特殊な車両での送迎も必
要だ。

チケットはあるルートから確保できることがわかった
が、正規の価格の何倍にも跳ね上がっていた。「ホテル
も手配可能」と連絡があったが、信じられない料金。
驚くほど高額な見積りを手に、池田さんのご自宅に向
かった。

私はものには相場があると思う。この時の見積り価格
をここには書かないが、おそらくビジネスクラスで夫婦
が世界一周できる金額であった。
それで、「正直、この値段を払ってまでニュージーラン
ドに出かける価値はないと思います」と伝えた。
見積りを見て、奥様も納得してくださった。

その見積り金額が影響したとは
思いたくないが、ご主人の体調も
安定しなくなってきた。
主治医からも「10日間の長旅は
体力的な負担が大きすぎるので、
もう少し近場にしてはどうか」
との助言があった。（つづく）

「いい旅のススメ。」
高萩徳宗 (著)エイチエス→
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編集後記 わが家の長男の大学最後の授業でした。長男が大学に入ったと
きから一度、彼の大学のキャンパスに行ってみたいと思ってい
ました。いつか行こうと思って行った日は、彼が４年になって
大学生活最後の日でした。私の優先順位って、何につけてもこ
んだから現状どおりなんだと思います。彼が折角だから学食で
食事をしようと提案してくれました。願ってもないことです。
キレイなキャンパスにちょっと拍子抜けしました。彼が４年間
ここに通ったと思うと、自分にも何故か充実感がありました。
息子が自分が経験したことのないことを成し遂げたのだという、
ちょっと尊敬に似た思いもあります。古くから伝わる占は節分
で運命が変わるといいます。今年こそ変わりたいと思っていま
すが、年々そう簡単に行かないです。これからも、どうぞよろ
しくお願いいたします。やさしくデジタル！（中島正雄）

LINEスタンプ好評発売中！

ゆっくり、ゆったり

空海を訪ねる高野山の旅

＜費用に含まれるもの＞
宿坊２泊４食、会議室使用料、ナイトツア
ー参加費用、夕食時の乾杯ビール、２次会
の簡単なおつまみとビール。国内旅行保険

＜費用に含まれないもの＞
現地高野山までの交通費、昼食代、お部屋
での個人的な飲み物やお土産代、オプショ
ナルツアーや現地観光拝観施設入場料

＜宿坊について＞
WiFiあります。トイレはウォシュレットで
す。お風呂・洗面所・トイレは共同利用で
す。近くにコンビニはありません。

＜現地サポート＞
高萩徳宗（ベルテンポ）・
中島正雄（コンピュータリブ）

2017年 3/12(日)～14(火) 現地発着の２泊３日 旅行費98,000円（税込）

企画・手配：有限会社ベルテンポ・トラベル・アンドコンサルタンツ
http://beltempo-travel.biz/

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町１６－２０ 小西ビル２階 東京都知事登録旅行業 第3-4744号 総合旅行業務取扱管理者 高萩徳宗・大類由紀子

空海が開いた気の高い高野山に行って、静かに、ゆっくり、そして、ゆったりと色んなことを考えてみるのはいか
がでしょうか？今回は高野山でしか経験できないメニューを用意いたしました。宿坊に宿泊して精進料理をいただ
き、瞑想、朝の勤行、写経。このツアーでは、人生のこと仕事のことをゆっくり考える時間をご提供いたします。

TEL . 03-3556-1477
[ HP ] http://www.computerlib.jp/kukai/ 

コンピュータリブ
中島まで

ご相談
お申し込み
お問い合わせ

弘法大師空海と出会う (岩波新
書) 新書 川崎 一洋 (著)

伝統精進料理

開催決定

金剛峯寺

写経

毘沙門天・護摩炊き

朝の勤行

阿字観・瞑想

この本を
事前に読むと

この旅が10倍楽し
めます！

心を込めてご案内いたします。
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