ベンチャーと戦略ゲーム
草房 誠二郎
つくば市産業コーディネータ

2015年5月23日、タクシー事故で亡くなったジョン・ナッシュ夫妻に哀悼の意を表して！
はじめに
ミュージカルチェアというゲームをご存知でしょうか？ 椅子取りゲームといえば、誰でも知っ
ているに違いありません。プレイヤーが椅子の周囲を輪になって回り、音楽の合図に合わせて
椅子に座るゲームです。椅子の数はグループの人数より少ないため、必ず座れない人がでてき
ます。資源(椅子の数)は有限です。例えば、エネルギーも、国土も、マーケットサイズも有限で
す。有限の資源を取り合うときに競争が生じます。イノベーションとは有限資源を増やすこと
です。情報も資源に含みます。しかし、イノベーションだけでベンチャーを成功に導くことは
できません。戦略が必要です。ここで、戦略の選択肢によって期待値に差が生じるという話題
を紹介します。戦略ゲームの研究は、かつては非協力ゲームとナッシュ均衡が中心でしたが、
協力ゲームの解も知られるべきです。
シリコンバレー・ベイエリアとつくばのベンチャーの圧倒的な違いは、起業数と廃業数と、失
敗を恐れないビジネスマインド、そしてベンチャーキャピタルとエンジェルの存在です。 産業
化には、そういう数の蓄積が必要です。また、彼らのエグジットは、M&AまたはIPOです。資
金を得た成功者が個人投資家となって、また新たなベンチャーに投資するという循環が、ダイ
ナミックさを誘因しています。その対比として、つくばの問題点を指摘します。
イノベイティブなベンチャーが育つ風土には、異能といわれるマルチな能力をもった人材が欠
かせません。最後に、未来を担う子どもたちへの科学技術教育には、数学と多言語能力が大切
なことを強調します。2018年には、国際情報オリンピックがつくばで開催されます。未来の科
学技術を支えていく子どもたちへの教育支援活動などを紹介します。

1. ゲーム理論の動向
人間関係の戦略の科学を扱うゲームの理論は、60年前にジョン・フォン・ノイマン(John von
Neumann)とジョン・ナッシュ(John F. Nash, Jr.)らの数学者によって形成され、ミクロ経済学
において広められてきました。その原典は、フォン・ノイマンと経済学者モルゲンシュテルン
(Oskar Morgenstern)が書いたTheory of games and economic behavior 1) でした。ゲームの理
論は競争的状況の人間行動の数学理論であり、以来、ビジネス、経営、国際関係で現実の紛争
を分析するための経済学の基本ツールになっています。ゲームの理論の捉え方には、戦略型ゲー
ムstrategic-form gameと展開型ゲームextensive-form gameがあます。戦略型ゲームとは、プレ
イヤーの集合、と各プレイヤーの戦略としての同時意思決定選択肢の集合、および各プレイヤー
の利得関数を記述することによりゲームを表現する形式をいい、標準形ゲームnormal-form
gameともいいます。また、非協力ゲームnon-cooperativeと協力ゲームcooperativeという分類
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があります。特に断らない限り、戦略形ゲームは非協力ゲームです。有限回マルコフ過程を繰
り返すミュージカルチェアも非協力ゲームに入れます。
非協力ゲームでは、誰もが自分の利得を優先 に戦略を立てて戦います。もし、当初の戦略を変
えると、変える前以上の成果を期待することはできません。代表的な例としては、「囚人のジ
レンマ」が有名です。これに対して、協力ゲームは、プレイヤー全員が納得する落とし所を探っ
ていく方法で、グループに対して、そのサブグループ間の利害関係を記述していきます。最近
は、フォン・ノイマン以来の協力ゲームへ
の再評価がなされてきていますし、ナッ
シュ自身協力ゲームの研究を彼のホーム
ページ10) に発表し続けています。しかし
ながら、これまでの議論の中心は、非協
力ゲームとナッシュ均衡 Nash
equivalenceでした。既にご気付きの方も
いるかと思いますが、ナッシュとは、
1994年、ラインハルト・ゼルテン
(Reinhard Selten)、ジョン・ハーサニ
(John Charles Harsanyi)とともに非協力
ゲーム理論における功績によりノーベル
経済学賞 5) を受賞したあのジョン・
フォーブス・ナッシュ・ジュニア(John
Forbes Nash, Jr.)です。彼の均衡理論は
1950年代の数学的研究の成果であり、40
年後という遙かに時間が経過した後にノー
ベル経済学賞で一般に紹介されたことになります。
写真は、ノーベル賞受賞者を招いて世界の若手研究者と対話をするドイツの2006年リンダウ科学者会議.
J. ナッシュが招かれ、The Agencies Method and Cooperative Games (エージェンシーと協力ゲーム)と題して講演 9)

一方、コンピュータサイエンスとゲーム理論の創設者といわれるフォン・ノイマンも冒頭紹介
したように、ブラウワーの不動点定理 fixed point theoremを用いて均衡問題の存在を証明して
いました。ブラウワーの不動点定理とは、写像によって動かされない点、つまり、ある種の空
間で、一定の条件をみたす写像について、常に不動点が存在することを保証する定理です。球
面の流れには、不動点が現れます。旋毛がそうです。その当時、ジョン・ナッシュとフォン・
ノイマンには接点があり、ナッシュから均衡のアイデアを聞いたノイマンは、即座に均衡解は
不動点定理だと答えたという逸話があります。大天才フォン・ノイマンは、残念ながら1957年
に骨腫瘍とすい臓ガンで亡くなってしまいました。53才でした。フォン・ノイマンは、 2人ゼ
ロサムゲームtwo-person gameを定義しました。彼のアプローチは、すべてを2人ゼロサムゲー
ムのマクスミンmaximin、ミニマクスminimax原理から出発して、n人ゼロサムゲームあるいは
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非ゼロサムゲームから協力ゲームへと拡張していきます。ここでは、トポロジカルに、鞍点
saddle pointとしての安定性が考察されていましたが、この時代には数理物理への興味が優先し
ていたのでしょう。その後に、コアとシャプレーの成果が重なってきます。ロイド・ストウェ
ル・シャプレー (Lloyd Stowell Shapley)は、協力ゲームの、男女の安定マッチング問題の業績
で、2012年にノーベル経済学賞を受賞しました。当時89才という史上2番目の高齢です。
2. ナッシュ均衡
先ず、コンベンショナルな非協力ゲームの例 2, 3) として、スタグ-ハントゲームと囚人のジレン
マを簡単に紹介しましょう。スタグ-ハントゲームは、純粋戦略ナッシュ均衡です。ナッシュ均
衡Nash equilibriumとは、ゲームの各プレーヤーが、互いに対して最適な戦略を取り合っている
という状況です。このゲームでは、プレイヤーとして2人のハンターが登場し、それぞれ野生の
hare(兎)を捕らえて利得1を獲得するか、協力してstag(鹿)を捕えて利得2を獲得するかを選択す
ることができるとします。 ただし、stagは2人で協力cooperateしないと捕えることができない
ため、1人だけでstagを捕えようとしても利得0になってしまいます。hare-hareでもリスクドミ
ナントなナッシュ均衡になります。ペイオフマトリクスpayoff matrixで書くと、以下のように
なります。
スタグ-ハントゲーム
Stag

hare

stag

2, 2

0, 1

hare

1, 0

1, 1

双方のプレイヤーが協力または双方のプレイヤーが非協力defectでの狩りで、2つの純粋ナッ
シュ均衡が存在するという点で、囚人のジレンマとは異なります。一方、囚人のジレンマでは、
対照的に、双方のプレイヤーが協力しているにもかかわらず、双方のプレイヤーが非協力
defect、囚人のジレンマの状況下でいえば仲間への裏切りを選択した場合のみ、パレート効率
的になります。なお、パレート効率Pareto efficiencyとはグループがある資源配分を選択したと
き、グループ内の誰かの満足度を犠牲にしなければ他の誰かを満足させることができない状態
をいいます。
囚人のジレンマ
Cooperate

Defect

Cooperate

2, 2

0, 3

Defect

3, 0

1, 1

ナッシュ均衡では、各プレーヤーが互いに、それ以上戦略を変更することがない安定的な状況
でした。一般的には、ナッシュ均衡は複数個あるのが普通であり、ゲームの最終的な解を求め
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る際には、複数のナッシュ均衡の中から、更によりありそうな均衡への絞り込みが必要です。
ところで、有限回の囚人のジレンマでは裏切りが均衡解となる一方、無限回繰り返し囚人のジ
レンマでは、協力が均衡解として成立するというフォークの定理があります。余談ですが、数
学の世界では、いつでも証明できるが誰も手出さない定理を伝承folkloreと呼んだので、これを
フォークの定理と呼ぶようになったとか。プレイヤーの片方が、一方的に裏切ることによって
得られる一時的利得は3だが、2回目のゲームからは相手の他方のプレイヤーも裏切ると、両方
とも利得は1になります。長期に亘って得られる利得は、3+1+1+ . . . 。一方、両方が協力する
ことによる長期的利得は、2+2+2+. . . . となり、3回以上以上ゲームが続くなら協力した方が利
得は大きくなります。ここで、フォークの定理を証明しておきましょう。双方が裏切った場合
の利得を1とします。一方的な裏切りによる利得をdefectのD、双方の協力による利得を
cooperativeのC、ゲームが繰り返し続く確率をpとする。双方が裏切られた相手には永遠に復讐
する戦略をとると、裏切りによる長期的利得Dは、無限等比級数の公式 Σan = a1/(1-r)より、D
＝d＋p・1＋p^2・1＋p^3・1+・・・＝d＋p/(1−p)
一方、協力による長期的利得Cは、C＝c＋p^1C＋p^2C＋p^3C・・・＝c/(1−p)
協力が合理的な行動になるのは、C＞Dとなるときだから、すなわち p＞(D−C)/(D−1) Q.E.D.
したがってゲームが繰り返される確率pが高く、協力による利得Cが大きいとき、または裏切り
によって得られる利得Dが小さいときに、長期的利得が一時的利得を上回ります。協力するこ
とが合理的な行動(サブゲーム完全均衡)になっているということです。経済活動の言葉に変えれ
ば、長期的関係で期待できる将来の利得が大きいときには、相手の裏をかく戦略的行動より互
いに協力する方が合理的です。これはこれで高度成長時代のような安定成長期には、一つの選
択肢でした。しかしながら、ゼロ成長時代といわれる経済活動の中では、特に、2008年9月
リーマンショック後には、このスキームはもはや成り立ちません。ゲームのルールが、長期的
関係から戦略的行動に切り替えられるという変化が起こっているのだからです。こパラダイム
の変化に気づいている人は、多くはありません!
次に、協力ゲームcooperative gamesの例も少し紹介しておきましょう。協力ゲームとは、複数
のプレイヤーによる提携coalitionが可能であるとされた場合のゲームです。協力ゲームにおける
提携行動は、提携する各プレイヤーの利得が増加される場合に行われます。例えば、プレイヤー
の一人が50万円の利得を得ていて、もう一人のプレイヤーが30万円の利得を得ているとしま
しょう。2人で生産すると100万円の利得を得られるとします。では、2人それぞれの分担をい
くらにするかという問題です。アダムスミスは、虫ピン製造工場を引き合いに出し、18の製造
工程への分業化を示しました。分業による協力の結果です。これは、現代風にいえば、ビジネ
スプロセスの概念の導入といえます。筆者は、かつて、BPRコンサルティングの経験のなか
で、ビジネスプロセス改善の数学的な評価方法を提供してきました。
協力ゲームの解は、ナッシュ均衡とその拡張解になります。協力ゲームには、コアが複数存在
します。また、シャプレー値とは、提携による獲得すべき客観的な利得配分のスキームです。
提携を進めるために、互いに拘束力のある戦略合意(ナッシュプログラム)が必要です。これは交
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渉のプログラムというものです。非協力ゲームと協力ゲームの妥協点を数学的に求めていくも
のです。ナッシュ自身も、非協力ゲームと協力ゲームの統合を試みています。
ゲームの理論でのルールcommon knowledgeと戦略を少し紹介しておきましょう。
ステークホルダーである株主を主体principal、経営者をagentと呼びます。すべての経済主体は
効用最大化を図るが、ステークホルダー間の利害が必ずしも一致しません。また、すべての経
済主体は、相互に同じ情報を共有するとは限りません。これを情報の非対称性といいます。
戦略的補完性 Strategic complements とは、複数均衡が存在する状況下において、現状維持を
選択することが自己の利得が最大化している状態です。スタグ-ハントゲームが、その状況下に
あります。例えば、一方のプレイヤーの戦略選択である限界生産力が、もう一方のプレイヤー
の水準に達した時に存在します。
マクシミンmaximinは、利得の可能性を予想し、その代替案ごとの獲得予想利得の最小値が最
も大きい案を採用する利得支配戦略を選ぶ意思決定方法です。スタグ-ハントゲームでは、stagstagの均衡です。
ミニマクスminimaxは、想定される最大のリスクが最小になるように決断を行うリスク支配risk
dominant戦略です。つまり、代替案ごとの最大値の中から最小のものを選ぶ意思決定方法で
す。スタグ-ハントゲームでは、hare-hare均衡の場合です。これらは、チェスや将棋のアルゴリ
ズムとしても使われています。また、これらの均衡は、数学的には双対性的です。
ドミナント戦略とは、相手のどのような条件でも相手より優位に立つ支配戦略です。グループ
や地域で優位な立場に立つ原理でゲームを解くものです。ベンチャーには、先発というドミナ
ントがありますが、資金力・組織力が弱いSMEには維持困難です。大企業は後発でも、ドミナ
ント戦略で度々先発を駆使しています。
相関戦略correlated strategyとは、プレイヤー間で共通に観察できる偶然機構があるとき、その
偶然事象に依存して各プレイヤーが選ぶ戦略を相関戦略といいます。各プレイヤーの選んだ相
関戦略の組がナッシュ均衡になっているとき、その相関戦略の組を相関均衡といいます。
ゼロサムzero-sumとは、複数のプレイヤーが相互に影響しあう状況の中で、グループ全員の利
得の総和が常にゼロになることです。混合戦略とは、定められた確率で２つ以上の選択をとる
戦略です。2人ゼロサムのペイオフマトリックスで、マクスミン値とミニマクス値が等しいな
ら、均衡戦略対equilibriumIrが存在します。均衡戦略対が存在するならマクスミン値とミニマク
ス値が一致します。混合戦略まで考えれば、期待値、マクスミン値 = ミニマクス値が成立し均
衡戦略対が存在します (分離定理) 12) 。
3. 映画にみるナッシュ均衡の話題
ここから少し、話しを柔らかくしましょう。ナッシュ均衡の業績が、ハリウッド映画になった
ことで、このゲームの理論は広く一般に知られるようになりました。2001年公開のハリウッド
映画『ビューティフル・マインド』(原題もBeautiful Mind)は、ジョン・ナッシュを天才数学者
として、彼の偉業と統合失調症に苦しむ人生を描いた作品です。国家安全保障局NSAから暗号
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解読プログラムを託されたという妄想で、部屋の壁に貼りだされた無意味な雑誌の切り抜き、
数字や文字の羅列がスクリーンに映し出さます。(余談ですがこのシーンで、第二次大戦中、ナ
チドイツの暗号解読に成功したアラン・チューリングを対峙して連想してしまいました。数学
的な暗号研究の第一人者は、やはりアラン・チューリングです。) この映画のコアであるナッ
シュ均衡は、ブロンドの美人を手に入れる戦略ゲームとして紹介されています。映画を見てい
ない人も、YouTube 11) でそのシーンを確認することができます。映画の中で、ナッシュ役の
ラッセル・クローはアダム・スミスを引用して、Adam Smith said "the best result comes from
everyone in the group doing for himself," Right? Incomplete, incomplete, Okay? (最良の結果は、
グループ全員が自分の利得を追求すると得られるって？それは間違いだ。) Because the best
result will come from everyone in the group doing what's best for himself, right? (最良の結果は、
自分とグループ全員の利得を追求すると得られるってことだ。) 映画でなく、実際にナッシュ
は、 “The Best for the Group comes when everyone in the group does what's best for himself
AND the group.” と言及しています。つまり、どちらにしても、つまり、自己の利得だけを最大
にする戦略では、うまく解決しない。自己とグルー
プの利得を最大にする戦略が、最終的には自分の
期待値に近い最良の結果を導くという話しです。
ナッシュ均衡を解説するシーンとして、面白く観
られました。またもサプライズの余談ですが、ナッ
シュは86才の昨年、90才のルイス・ニーレンバー
グ(Louis Nirenberg)とともに、非線形偏微分方程
式の幾何学的解析 Theory of nonlinear partial
differential equations and its applications to
geometric analysisで、2014年アーベル賞の受賞
が決まりました。今年(2015年)の5月19日、オス
ロでノルウェイ国王から授与されることになって
います。この原稿が皆さんの眼に触れる頃には、
話題になっていることでしょう。なんと高齢で受
賞！と思うかも知れませんが、数学界のノーベル
賞と言われるフィールズ賞には40才という年齢制限がある一方、2001年にノルウェイ政府に
よって設けられたアーベル賞には年齢制限がなく、2003年のジャン＝ピエール・セール(当時77
才)の受賞に始まり、これまでの大きな成果を上げてきた大家たちに毎年栄誉を与えているの
が、アーベル賞です。
上の写真は、2015年アーベル賞受賞者を案内するアーベル財団公式サイト 6)
脚注：2015年5月23日、ジョンナッシュ夫妻は、米国ニュージャージでタクシー乗車中、クラッシュ事故で死亡。
ジョンは86才、妻アリシアは82才でした。
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4. ベンチャーと産業化
オープンイノベーションというキーワードをよく聞きます。一般にいわれる地域イノベーション
による産業振興策とは異なり、こちらは、大学や研究機関の研究成果を技術移転し、いろいろ
な分野の企業が連携して具体的なビジネスを創出しようというのものです。要は、産官学の異
業種交流ですから networked innovationといった方が妙を得ているかも知れません。また、オー
プンエコシステムecosystemという言葉も聞きます。こちらの意味は、経済的依存関係や協調
関係をもつドミナントな組織を頂点とする新たな成長分野でのピラミッド型の産業構造という
難解な解説がついています。簡単にいえば、新たな産業体系を構成しつつある企業間連携関係
heterogeneous cooperationでしょう。そんな意味ですから、さらにオープンという形容詞は蛇
足です。また、連携は、ゲームの理論での提携coalitionという意味です。余談ですが、つくば市
内のある研究機構のカフェテリアに、"The fruits of your research are proportional to the
number of your conversations with others. (研究成果は会話の数に比例する) "というサインボー
ドがありました。会話こそイノベーションの源泉です。イノベーションとは、マーケットサイズ
を拡大することです。有限資源の拡大です。この資源には情報も含みます。しかし、情報には
非対称性という条件が付き纏います。ベンチャーには、情報格差があっては成功できません。
スタートアップ時から、コーポレートガバナンス確立しておくことが重要です。
さて、イノベイティブなベンチャーは、最初からグローバルなマーケットをターゲットにして
ビジネスプランを策定すべきです。なぜなら、シーズseedsである科学技術には、ボーダーライ
ンがないのですから。ちなみに、SMEベンチャーが、例え、知的財産intellectual propertyを有
していても、その強みだけで簡単に勝ち抜けるほどマーケットは単純ではありません。結局、
後発でドミナントな企業が利得を独占していきます。マーケットは、パレート効率だからです。
前節で説明したように非協力ゲームでは、自分以外にプレイヤーが自己の利得を最大化する戦
略のみをとっていると、結局、期待値に届かないことになりました。戦略を見いだすには、卓
越した視程visibilityと経験が重要です。幾つかの戦略上の選択肢を見つけたとして、提携が有効
でした。期待値は単独での場合に比べ低くなりますが、共に利得を獲得しビジネスとして成功
できます。ちなみに、筆者は、米国での起業経験と先進技術事業開発専門家として世界各国で
の講演活動と海外企業を支援してきた経験があります。そこで知り得たことは、先端的な研究
や技術は、世界中どこにでも、開発途上国でさえ存在しているということです。しかし、それ
だけでは産業には発展していきません。産業化には循環する最低限必要な企業数が必要です。
失敗も含めて、ビジネス活動の蓄積が必要です。
ここで、海外のベンチャー、特に、シリコンバレー・ベイエリアでのベンチャーの起業数 8)
と、つくば広域での起業数の比較してみましょう。シリコンバレーの面積は、東京都と神奈川
県を合わせた広さで、人口が290万人。ベイエリア全体を含んで、715万人。2年前のデータ 7)
によると、ここで17,000社/年の起業がありました。2010-11年の起業数は過去最高の46,400社
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でした。一方、毎年の平均廃業数が10,000社ほど、つまり、60%ほどのベンチャーが事業展開
に失敗しています。2011年、シリコンバレーの科学技術関係職種の64%が海外出身者で占めら
れることも、他の地域に比べてかなり特異です。また、2012年のVC投資額が約265,24億ドル、
この内の41%がシリコンバレーの企業に対して投資されています。ベンチャーのエグジット
は、M&AまたはIPOとクリアです。これほど多数の起業が可能なのは、失敗を恐れないビジネ
スマインドと、エンジェルといわれる個人投資家の存在です。彼らは、かつてベンチャーで成
功したミリオネアたちです。まさに産官学・金(民間の金)の連携が、ダイナミックに循環してい
ます。一方、つくばでは、過去10年間でおおよそ300社を超えるベンチャー企業が起業してい
ます。その内訳は、AIST120社、筑波大100社、NIMS10社、KEK3社、他の研究機関とプライ
ベートセクター60社ほど、その80%が活動を続けていると推測しています。しかし、シリコン
バレーに比較して、つくばの起業の数は圧倒的に少なく、比較になりません。しかも、つくば
のベンチャーには、明確なエグジット戦略が見えてきません。分野についても、製造業関連ビ
ジネスが多いようです。しかし、それでも、つくばで起業し、ジョイントベンチャーでシリコ
ンバレー進出したICT企業があります。研究段階で基本特許、国際特許を取得してからつくばで
起業し、当初からグローバルなマーケティング展開するというふうに、しっかりした国際戦略
をもったICT企業もあります。強く応援したい気持ちでいます。
ところで、つくばのベンチャービジネスの環境には少し問題があるようです。事業拡大フェー
ズに入ったICTベンチャーは、つくばを離れて顧客に近い大都市圏へ流出していく傾向にあるこ
とです。理由は、通勤に便利なTX駅近くにオフィス供給がなく、若い技術者の確保が難しく
なっていること、首都圏の顧客と距離感のあるつくばではグローバルなビジネスのスピード感
を得られないなどの理由があるようです。この問題は頁が足りないので、別の機会に言及しま
す。ただし、シーズ(供給地)とニーズ(消費地)との距離感が、実はとても重要なことを指摘して
おきます。つくばには研究者も研究成果というシーズももたくさんあります。しかしながら、
シーズだけの地域に産業は育ちません。ここで、複数の企業が互いにその近くに集まってくる
現象を紹介しておきます。企業に対して製品や技術やサービスを供給する業者は、必然的な空
間的集約によって、それらを多くの企業に対してを販売できるようになっていきます。その結
果として厚みのあるマーケットが形成されていきます。その具体例をあげると、シリコンバ
レー・ベイエリアの技術労働者のジョブ・マーケットやインターネット・オークションなどが
あげられます。かつて、シティバンクのワールドワイドなバンキングシステムなどは、シンガ
ポールでインド人IT技術者を受け入れて設計し、インドのオフショア開発センターで、米国と
の12時間の時差を活かして開発と検証がなされていました。ここにもジョブ・マーケットとし
ての戦略補完性があります。しかし、マーケットが求めるニーズに対応できる企業なら、どこ
にロケーションがあっても生き残ることはできる筈ですが、ジョブ・マーケットと流通だけは
別なのです。さらに、日本のマーケットでは、皆が、ブランドに偏る傾向があります。新たな
技術を導入する際にも、「他社と同じなら間違いがないだろう…」という心理がはたらくんで
しょう。ニッチに特化するるのも一つのドミナント戦略です。インターネットを利用したロン
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グテール 14) もまた、真逆の戦略です。いずれにせよ、"寅やの羊羹"型ビジネスでない限り、ま
た、マーケットで支配的な位置にない限り、いずれ企業の使命は終る運命が待っています。戦
略とライフサイクルを考えたビジネスプランが必要です。

上のガウス分布図は、日米マーケットの特性を表す。
日本はブランド指向で、同じ製品・技術を導入する傾向にある。
一方、欧米のマーケットは、多様な製品に多様な需要がある。

5. 科学と数学教育支援
最後に、科学と数学と言語教育の話しをして終わりたいと思います。イノベイティブなベン
チャーが育つ風土には、異能といわれるマルチな能力をもった人材が欠かせません。特に、未
来を担う科学技術教育には、数学と多言語能力が必須です。海外の教育現場では、よくSTEM
というキーワードを使います。Science, Technology, Engineering,
Mathematicsの略です。Stemには、基幹という意味や起因すると意味
があります。特に、先端科学分野では、科学と数学との連携が必要視
されています。特に、日本では、これに多言語能力をつけ加えなけれ
ばなりません。海外のベンチャーやリサーチャー、キャピタリストと
の連携を進める際に、普段語で対話が出来なければ対等なビジネス
は構築できません。さて、最近の中高教育現場でも、数学と活きた
英語教育の重要性が認識されてきました。筆者は、週末に、つくばエ
キスポセンターで、数学とアルゴリズムとプログラミング教室、ルービックキューブを使った
グループ理論、レゴEV3によるプログラマブルロボット、移動プラネタリウムなど、子どもた
ちを対象にボランティア科学教育活動15) を続けていま
す。2018年には、このつくばの地で、国際情報オリン
ピックが開催されることが決まっています。世界80ヶ
国から来日する中高生が、数学的思考とプログラミン
グ能力を競うことになります。つくばから、こんな競
技会に参加したいと思う子どもたちが多く現れて欲し
いと思っています。科学への好奇心に芽生えた子供た
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ちが、いずれ、先端科学技研究やベンチャー企業を経営していることに期待しています。
右の写真 16) は、フォン・ノイマン 1903 - 1957
"Young man, in mathematics, you don't understand things. You just got used to them."
(君、数学を理解していないんじゃないか、ただツールとして使っってるだけじゃないのかね)
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