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“心理”
で経済は動くのか？
明日から使える

授業で使える経済トピック
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経済と人間の心理に は
密接な関係がある

動き方をすることは時々ありますね。

香山 群集心理にしても、ちゃんとした結

論が出ているわけではありません。
「 個人

世紀後半から 世紀にかけて、社会学の分

19

年のリーマン・ショック以来、興味を持っ

香山 私自身、投資はしていませんが、去

医の立場からはどうお考えになりますか。

済と人間の心理の関わりについて、精神科

の心理」がものすごく影響しています。経

なところ”としか言いようがないのです。

のか、そのあたりは 〝
人間の非常に不思議

ぜ人は集まると思いもよらない行動をとる

決定的な要因なのかわかっていません。な

野でかなり研究されました。ですが、何が

池上 なるほど、そう言えばそうですね。

いう心理用語が多用されていますね。

た」とか「楽観ムードが広がった」などと

な人間、常に経済的に一番有利になるよう

香山 最近、話題になっていますね。

学」という分野が出てきました。

池上 ここにきて、経済学でも「心理経済

経済がどうなるかということまで解き明か

ョンの時代ですから、世界的な潮流として

香山 ましてや、現在はグローバリゼーシ

池上 なるほど。

分が多いのが現実ですから。

人と集団の関係だけとってもわからない部

はできても、それが集団となったとき、個

済活動を個人の心理から分析していくこと

香山 そうですね。ある程度なら個人の経

うですが、色々と難しいみたいですね。

で、心理経済学の研究が進められているよ

は心理で動くのではないか？」ということ

的に動く人間など少なくて、ほとんどの人

そうせざるを得ないのですが「現実は合理

ついて考えてきました。理論をつくる以上

に動く人間を想定して、需要や供給などに

池上 そもそも経済学では、非常に合理的

ジャーナリスト

た。昨日は不安だったが今日は楽観ムード
といったように、心理的な不安材料や楽観
ムードといったものがまったく継続してい
るわけでもない。しかも、確証のある情報
ではなくて、いわゆる噂の類でも株価がデ
リケートに上下しているのを見ていると、
株価の変動は心理的な要因が働いているか
のような印象を受けるくらい、人々の感情
と密接に連動しているようで、
驚きました。
池上 確かにそうですね。
く、群集心理になるからこそ株価全体が動

香山 もちろん、個人の心理の反映ではな
くわけです。ただ、いったいどこからそう
いう心理が発生して、どうやって伝染して
いくのか、非常に興味深いですね。
池上 おそらく、その要因は人間の心理な
のでしょうけれど、株価がよくわからない

？
は動くのか

香山 それは「おもしろいな」と思いまし

は「今日は○○が不安材料になり、下がっ

れで気づいたのですが、株価の報道の中に

て株価の変動を見るようになりました。そ

20

景気や株価の変動に伴って
不安感も段階的に変化する

ました。金融や経済を考えるとき、
「 人間

では冷静に動けても、集団になると思わぬ

長野県松本市出身、1950 年生まれ。
慶應義塾大学卒業後、1973 年 NHK
入局。報道記者として、松江放送局、
呉通信部を経て東京の報道局社会部
へ。警視庁、気象庁、文部省、宮内
庁などを担当。1994 年より 2005 年
3 月まで NHK「週刊こどもニュース」
でお父さん役を務める。2005 年 3 月
に NHK を退社し、現在はフリージャー
ナリストとして活躍。著書に『そうだっ
たのか！ アメリカ』
『そうだったのか！
現代史』
『相手に「伝わる」話し方』
『日
銀を知れば経済がわかる』など多数。

池上 去年の９月、リーマン・ブラザーズ

池上 彰

の“心理”
は、 実は人間
済
経
る
え
見
に
を
安”
動くよう
代人の持つ“不
一見合理的に
るもの−−。 現
れ
。
さ
る
右
語
左
て
く
き
い
つ
によって大
最近の経済に
香山リカさんが
キーワードに、

行動をしてしまう」という群集心理は、

」

が経営破綻して、金融不安が一挙に広がり

がわかる
対談
経済トレンド

02

すのは、非常に難しいことではないでしょ

香山リカ
精神科医
北海道札幌市出身、1960 年生まれ。
東京医科大学卒業後、神戸芸術工科
大学助教授、帝塚山学院大学教授を
経て、現在、立教大学教授。専門は
精神病理学。精神科医として患者を診
察するかたわら、臨床経験をいかして
テレビや雑誌などで社会批評、文化批
評、書評など幅広く活躍し、現代人の
“心の病”について洞察を続けている。
著書に『弱い自分を好きになる本』
『女
はみんな「うつ」になる』
『言葉のチカ
ラ－コミュニケーション・レッスン』な
ど多数。

うか。私は経済の専門家ではありませんが、

済
経
「“ 心 理 ”で
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今回のリーマン・ショックでは「本当にグ
ローバリゼーションが起きているのだな 」
と改めて実感させられました。アメリカに
端を発した経済危機が、あっという間に世
界中の人たちの心理にまで影響を与えてし
まったわけですから。
池上 経済の好況・不況は、香山さんのも
とを訪れる患者さんたちの精神的な悩みの
変化にも、表れているのでしょうか。
香山 大いにあります。まずリーマン・シ
ョックが起きてすぐのときは「まだ生活に
は影響ないけれど、報道を見ていたら不安
になった」という患者さんが多かった。そ
れで「あなたは株を持っているのですか」
と聞くと「持っていません」と言うのです。
池上 株を持っていないのに、なぜでしょ
うか？
香 山 「 １ ０ ０ 年 に 一 度 の 大 不 況 」な ど と
報道されると、
自分には関係ないことでも、
得も言われぬ不安な気持ちになってしまう
のですね。人間って、やっぱり "
不安な生
き物”ですから、個人の中で色々な不安を
抱えているわけで、それを刺激されてしま
うと、自分には何も関係ないとわかってい
ても「いつか私にも悪いことが起きるので
はないか」という「先取り型」の不安にか
そういうものなのですか。

られてしまうのです。
池上

香山 それから間をおいて、今度は実際に
株やＦＸ
（外国為替証拠金取引）
などに関連
した不安を抱える方々が相談に来られまし

という方が来られたのですね。

香山 特に主婦の方が多かったので、
「今

の主婦はみなさん、色々な投資を積極的に

行っているんだな」
と実感したくらいです。

池上 現在はどうですか。

が決まらない」
、
「家族がリストラされてし

香山 最近は「派遣切りにあった」
、
「就職

まった」などといった方々が患者さんの中

心になってきました。

池上 リーマン・ショックによって、まず

自分には直接関係なく不安になる人、次に

実際に株やＦＸなどに関連して不安になる

人、それから雇用などに不安を抱える人が

増えてきたということですね。

マン・ショックの影響が、広く段階的に起

香山 現場で患者さんを見ていると、リー

こっているのがよくわかりました。

成果主義の時代に特徴的な
自己肯定感の喪失が問題

池上 精神科医の立場から見て、最近の不

況下での患者さんに特徴的な傾向はありま

すか。

義の影響かもしれませんが、仕事で失敗し

香山 現在、盛んに導入されている成果主

たとき、その評価が自分自身の人間性や人

格に対して下されると思いこんでしまう傾

向があります。単純に「今期はたまたま業

績が悪化して評価が下がった」とは思わず

に「私という人間がダメなんだ」というよ

うに、自分の本質的な評価と直結させてし

まう方が、特に若い方に多いですね。
「そ

れはあなたという人間がダメなのではなく

て、たまたま取り組んだ仕事がダメだった

と割り切って考えればよいのではないか 」
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た。
池上 先取り型ではなく、
実際に「損した」
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サブプライムローン問題に
よる不安の連鎖

アメリカの信用格付けが低い人向けの住宅ローン「サ
ブプライムローン」 の焦げ付きに端を発した世界同
時不況は、“不安”まで連鎖を引き起こした。

「自分たちには関係ない海の向こうのできごと」

「職を失うのでは」という不安

その4

そうなると、仕事に向かっても「今度も失

る評価だから」と必要以上に傷ついている。

とアドバイスしても、
「いや、自分に対す

まう。
「 運が悪かった 」
「 会社が悪いんだ 」

は自分という人間が不要だからと考えてし

香山 リストラや派遣切りにあうと、それ

いうことですね。

定感を失っていく人が非常に増えていくと

乗っていない」と考えるのでしょうか？

にたくさん出てるのに、今の私はその波に

池上 「 儲かったという体験談が雑誌など

いるケースもあるような気がします。

れたらどうしよう」という不安感が働いて

に不安な生き物なので「自分だけ取り残さ

けです。

らないじゃ済ませられない！」と考えるわ

香山 英会話やこどものお受験とかと同じ

のですね。

池上 不況とか金融危機になると、自己肯

ん低下していくのです。これは危険です。

げてしまい、自分に対する肯定感がどんど

から失敗してきた」と昔の失敗にまでつな

去にさかのぼっていき「私はこどものとき

香山 そうなのです。そこからどんどん過

どりついてしまうわけですね。

になったんだ」と、人間性の否定にまでた

池上 「 自分がダメ人間だからこんなこと

なってしまうのです。

香山 そうとも言えません。人間は本質的

失われることはないのでしょうか。

でいる主婦の方々の場合は、自己肯定感が

池上 逆に、株やＦＸに積極的に取り組ん

況になってしまうのです。

り替えて就職活動をする気にもなれない状

てしまうので、なかなか次に向けて心を切

香山 そうです。そこで必要以上に傷つい

否定されたように思ってしまうわけですね。

池上 真面目な人ほどそういう傾向がある

て勉強し始めるわけです。

よほど愚かしいことじゃないのか」と考え

れをやっているらしいから、やらないのは

けたい」というよりも「賢い人はみんなこ

ではないか」という感じです。
「 お金を儲

「 今これを勉強し始めないと遅れをとるの

で一山当ててやろう」という感じではなく

向上心の強い方が多いようですね。
「 投資

池上 結局、今のような未曾有の不況に見

一所懸命やるのでしょうけれど……。

必要以上に新鮮なものに思えて、それで、

香山 初めて勉強するから、金融や投資が

と自己嫌悪を感じてしまうのでしょうね。

れても「自分は勉強してこなかったから」

大人になって「金融や投資が大事」と言わ

んとした金融教育を受けていないのですね。

池上 そういう方々は、こどもの頃にきち

失われた自己肯定感を
金融教育によって回復する

で「勉強しなきゃいけない！」
「経済がわか

敗するかも 」
「 また傷ついたら耐えられな

という具合に割り切って「今の世の中が悪

不安

い」
「上司に怒られたらどうしよう」と想像

業績不振による人員整理

して、身がすくみ、冷や汗が出て、動悸が

不安

「不況が本格化してきた」という不安

その3

Ｘを始めた主婦の方々は、非常に真面目で

トヨタ、ソニーなど、主力企業が相次
いで大幅赤字転落を発表
香山 私のところに相談に来られる株やＦ

不安

「株価下落により企業業績が悪化す
るのでは」という不安
その2

いんだ」
とは思えなくなってしまうのです。

ニューヨーク市場をはじめ

池上 「自分はいらない人間なんだ 」と全

2008.10 とする株価の世界的暴落

して、さらに仕事を失敗する可能性が高く

不安

「他大手金融機関も次々と破綻する
のでは」という不安
その1

リーマン・
ブラザーズ破綻

2008.9

サブプライムローン
問題表面化

2007.8

「 経 済 に は 人 の 心 が 大 き く 関 わ っ て い る 」（ 池 上 ）

ケーザイ
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舞われると、また 〝
不安”が広がってしまっ
そんなこどもたちにとっては、自分という

しかたない」
と考えるようになってしまう。

「自分は必要のない人間だ」
「生きていても

見えるけれど、あなたには、親も社会も行

からも何も特別にケアされていないように

ているということを伝えることで、一見誰

あなたはこの世の中でとても大切にされて

池上 金融教育は
「経済の視点から見れば、

らいいなと、思っています。

る可能性もあるわけですね。

て、
自己肯定感が失われてしまうのですね。

香山 それが金融教育にとって大切なテー

香山 そういうことです。

はないかと思います。

マの一つだと思っています。

いる存在だし、大変大事な役割を果たして

池上 みんなが気にかけてくれているわけ

池上 では、最後に、金融教育に取り組む

いるんだよ」という自己肯定感を与えられ

義をもって存在しているということを知れ

ですよね。携帯電話代を払ってくれるのは

政もお金をかけてくれているのだという現

ば、それが自分に対する一つの価値になる

親が気にかけてくれている証拠だし、学校

実を知れば、安心感や自信につながるので

考えだということですが。
のではないかと考えています。

先生方にメッセージをお願いします。

人間もただ無為に生かされているわけでは

香山 世の中のお金の仕組みを色々と知る
池上 具体的には、金融教育の中でどのよ

香山 金融教育がこどもたちにとって世の

なく、経済活動とか金融システムの中で意

ことによって、自分という人間がただ生き

に行けるのは、社会や国家があなたのこと

中とのつながりを知るきっかけになればす

感を高めるためにも金融教育が必要」とお

ているようにみえて、実は様々な経済活動
うなことを教えればよいのですか。

香山 そうです。〝いらない人間”ではな

を気に掛けているからだということですね。

池上 香山さんは「こどもたちの自己肯定

に支えられているということを実感できる
しても「毎月の学費や教科書代など色々な

香山 例えば、公立の学校に通っていたと

ごくよいのではないかと思います。自分と

のではないかと考えています。

世 界 や 社 会 と の つ な が り み た い な も の、

池上 心の問題にも関わっている、という

くて 〝
必要な人間”だからこそ、お金をか
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けてくれているわけです。稼いでいないか

伝えることの大切さを教わりました。

お金がかかっているのだから、あなたにも

んなが気にしているのだよ」というメッセージを

税金が投入されているんだよ」
、
「あなたの

の対談では、金融教育の場で「君たちのことはみ

ことですか。

から、この世の中に役立っているのだよと。今回

香山 今、自己肯定感の弱いこどもたちが

うことによって、それで生活できる人がいる。だ

〝絆”というんでしょうか、それを確認す

ば、受け取った人の生活費になる。君がお金を使

るような金融教育をしていただけたら、精

たちにこんな話をします。買い物してお金を払え

ら社会の経済活動の外にいるのではなく

いうお話は目からウロコでした。私もよくこども

て、しっかりと社会の経済活動の中にいる

こと」であり、
「それには金融教育が役に立つ」と

給食費は親が月々支払っているよね」とい

こどもたちに大切なのは「自己肯定感を持たせる

ったように意識していなくても、生活する

精神科医としての香山さんの視点による経済論

増えています。「誰にも愛されていない」「居

は、とても興味深いものでした。とりわけ、今の

場所がない 」
「 大 切 に さ れ て い な い 」と 感

精神科医から見た
金融教育の大切さ

神科医としてはとてもうれしいですね。

対談を終えて

ということを金融教育で伝えてあげられた

自己肯定感の回復につながる。

上では、月々いくらのお金をかけてもらっ

社会にとって必要な人間であり、
誰もが世界と絆で結ばれている。

じるこどもが少なくありません。その結果

「最近は自己肯定感の弱いこどもが多い」と分析す
る香山さんによると、金融教育によってこどもたちの
自己肯定感は回復できるという。
「誰にも愛されていない」「居場所がない」「大
切にされていない」と感じるこどもたちが多い。

やがて「自分は必要のない人間だ」「生きていて
もしかたがない」と考えるようになる。

自己肯定感を失ってしまう。

例：光熱費や食費や通信費は家族が払っている。学校
や教科書には国から税金が投入されている。

お金をかけられている、ということは
気にかけられている、ということになる。

たとえこどもでも、生活しているかぎり、経済活
動や金融システムの中で意義を持つ存在だ。

「 金 融 教 育 で 自 己 肯 定 感 を 与 え て ほ し い 」（ 香 山 ）

金融教育でこどもの
自己肯定感を取り戻す

金融教育の中で「自分にいくらお金がかかっ
ているか」に気づかせる。

今日は、
品川女子学院の
ユニーク授業を
紹介します！

↑黒板
：製品
の
が書い 値段（相場
）
てある

↑銀行：製品をドルと
交換してくれる

］
私立品川女子学院／東京都
［

STOCKくんが
突撃リポート!

明日から使える

今回のユニーク授業は

STOCKくん
おじゃまします！

教室のなかで
班が６つに
分かれてますね

先生、
授業の目的と
ポイントは？

はい

今日の経済授業は
﹁貿易ゲーム﹂です

生徒を６つの
国に分け、
それぞれ
紙と文房具を
支給して⋮

各国で紙︵資源︶から形︵製品︶を切り抜き︵生産し︶、
銀行に売って、ドル︵資本金︶を増やします

小林茂人先生

紙は﹁資源﹂、
文房具は
﹁技術﹂を表し
各国の現状に
応じて、
紙の量や
文房具の量、
種類を
調整します

だから、
たとえば日本は
資源は少ないが、
技術は高い

イランは
資源は多いが、
技術が低い
割り振りです

銀行は
形が正確なもの
だけを
買うので、
製品の生産は
文房具で
制限されて
しまう

製品を
銀行で
ドルに換える
などして、
授業時間内に
一番資本金を
増やした国が
勝つゲームです

では、ヨーイ、始め！

ねー、日本～
コンパス貸してよ

紙を１枚くれたら、
１分間貸して
あげる

アメリカが
﹁三角定規貸すから
１００ドルちょうだい﹂
って！

あちこちで
アツいトレードが
始まった！
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「貿易ゲーム」で
南北問題の本質にせまる
中学校や高等学校で行われるユニークな経済・金融の授業を
歳のと き に社 会 で 生 き 生 き と 活 躍 で き

紹介するこのコーナー。 今回は東京都品川区の私立 品川女子
学院をリポート。「
る女性を育てる」 という教育方針の女子校で行われた、 高校
１年生の現代社会の授業を取材した。

「自分で考えて」と答えるだけ。

開始から５分後、エチオピアの

生徒がとなりのイランに「定規貸

たらね」と返された。この会話を

して！」と持ちかけ、
「 お金くれ

国際経済を実感させ
「自ら考える力」を育む

て学びました。今日は実際に“貿

ものは他国と交渉すればいい！」

きっかけに、みんな「自国にない

「前回は輸出入や貿易収支につい

小林茂人先生は貿易ゲームのルー

易”を学んでみます」と宣言して、

に騒がしくなり、活発に歩き回っ

と気づいたようだ。教室はにわか

生徒は６つの国に分かれる。

て交渉する姿が増えてゆく。

ルの説明を始めた。
各国には国情に合わせて「資源

価なものに変更され、交渉中の文

い。途端に、作りかけの製品が高

鳴が上がるが、各国の対応は素早

を売ってほしいってさ」

「１０００ドル出すからコンパス

貿易のやり方も相場も生徒同士

「紙２枚で分度器１分間貸して！」

房具の価格も連動した。

幣）
」が支給される。例えば資金

（紙）
」
「技術力（文房具）
」
「資金（紙

規、分度器、コンパスなどを持つ

８０００ドルの日本はハサミ、定

や技術力の購入資金捻出のため、

授業終了後、生徒に感想をたず

で決められていく。一方で、資源

ねると「 とにかく楽しかった！」

枚あるのに、道具が少ない。エチ

すると突然、小林先生が叫ぶ。

銀行に製品が持ち込まれ始めた。

組みがよくわかった」
「国によって

「実際にやってみたら、貿易の仕

資金も２０００ドルと差がつく。

れたので、相場が変わります！」

「三角形と分度器形が過剰供給さ

を目にして、教室のあちこちで悲

黒板に書かれた製品価格の変動

できた」と好評を博していた。

苦労して、大変なんだなって実感

は資源も資金もなく、道具集めで

黒板には「製品」の種類（切り

角形が５００ドル、直径９センチ

「え〜？」
「ひどぉ〜い！」
の 円 が １ ５ ０ ０ ドル とい う 具 合
で、これを銀行に持ち込むとドル
（資金）に換金してくれるのだ。
紙（資源）を使って文房具（技術
力）で製品（切り抜いた紙）を生

この教材は外部団体が制作したものを参考
にして、６年前から『南北問題を理解する
前準備』として 経済授業を取り入れてき
たのですが、授業の最終的な目標は、生徒
に『考える力』をつけることなのです。自
分たちにない道具は何分いくらで借りれば
いいと気づくのも、相場が変動すれば状況
に応じて迅速に対応するのも、すべて自分
たちで考えます。講義形式でどんなに時間
をかけて教えても、自分で実感して吸収す
る学びの深さには絶対に届きませんから。

３枚１組で、１辺９センチの正三

抜く形）と価格が書き出される。

オピアは紙が１枚、道具はなく、

が、紙は１枚だけ。中国は紙が６

製品の買取価格。需給のバランスから、後に、予
告なしで変動することに……。

品川女子学院 社会科教諭
窪田有里先生

産し、銀行で換金して、時間内に
一番多く資金を持っていた国が勝
ゲームが始まってしばらく、生

ち、となる対抗戦である。
徒たちは途方に暮れていた。その
うち「コンパスがないと円が作れ
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ない」
「 紙が少なすぎ！」などの
文句が飛び始めるが、小林先生は

製品は技術力（文房具）によって正確につくらな
いと、銀行で安く買い叩かれてしまうシステム。

28

高校１年生の現代社会での授業で行われた貿易ゲームの風景。資源（紙）が豊かなアメリカチームに
対して、独自の技術力（コンパス）と資源の交換を求める日本チーム（右端２人）が交渉中。

由芽
私 ね、

買い物しなが

ら街を歩いて

研究調査書 No,1
今回の研究テーマ

（株）キクテックによる。45cm 幅で、１
ｍ当たりの値段。一見、安いようにも思え
るが、横断歩道の幅、長さによって値段も
大きく変動する。

伊東 誠
くん（
高２）

（有）
漆原造園土木によ
る。ハナミズキやイチ
ョウなどの一般的な街
路樹の値段。ただし樹
木の種類、本数、幹の
太さ、
支柱などにより、
値段は変動する。

今回の調査官

２）
さん（中
郷田 由芽

街路樹
（約３万〜４万円）

マンホール、 街路樹……街中でいつも目にする設置物。

横断歩道
（約1000円）1m当たり

その金額が一体、いくらぐらいなのか考えてみたことはあるだろうか？

街で見かける物の値段の
調査結果をまとめてみた

街で目にする
物の値段はいくら？

調査結果
レポート
そこで中学生と高校生が “街の値段” を調査する！

日本郵便による写真のようなタイプのポストの値
段。
なお、
郵便物の取り扱い量などに合わせて様々
な形状のポストが設置されており、ポストの形状
などにより値段は異なる。

いて、ときどき

郵便ポスト
（約11万1000円）

思うんだ。街で見かける

道路標識や道路標示の
製造・販売を行う（株）
キクテックによる。一
辺80cm の「止まれ」
の標識の標準的な値
段。柱も含めた施工で
一般的には約５万円と
いうデータもある。

物の値段って、いくらぐらいなん

だろうって。郵便ポストとかマン

ホールのフタとか、ガードレール

って、高価なのかな？

誠 へぇ〜。そんなこと、一度も

考えたことないや。

由芽 買い物中だから思いついた

のかな。例えば洋服とかなら、お

店で売っているし、値段がハッキ

リしているでしょ。でも、郵便ポ

ストなんて、お店で買えるものじ

ゃないじゃない。

誠 そういえばそうか。でも、郵

便ポストにしても、マンホールの

フタにしても、
作っている「会社」

があって、製品として販売してい

るんだよね。

由芽 そうね。作っている会社や

「止まれ」
の道路
標識
（約１万円）

中・高校生が体当たりで調べた

した値段は一例であり、年度や地域、入札・購入方法などによっても変わります。
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工場があるから、そうした製品が

社会に供給されているわけよね。

誠 それにしても一体、いくらぐ

らいするものなんだろう。全然想

10

像がつかないよ。う～ん。ポスト、

１万円ぐらいか… 万円ぐらいな

のか…。

由芽 ねえ、考えても想像がつか

ないなら、調べてみない？

誠 どうやって？ お店には売っ

ていないってさっき言ってたじゃ

ないか。

由芽 だから、
作っている「会社」

があるわけでしょ！

由芽 それを調べれば、値段がわ

聞いた先ですぐにわ
からなくても、
後日、
調べて教えてくれる
こともあるのでお願
いしよう。お礼の言
葉も忘れずに。

誠 あ、そうか。

えてもらえる。

かるかもしれないよ。

者に聞いてみた。公表されていれば、教

誠 よし、そうと決まれば、調査

サイトで調べたメーカーなどの広報担当

開始だ。ところで、何

電話で問い合わせてみる

から始めればいいんだ

値段をまとめた資料や、価格表などを掲載し
たサイトがあるので、確認する。

ろう。

格や製造会社を調べてみた。

そ れ は、

や「名前・メーカー」などを入力し、価

由芽

検索サイトで、調べたい物の「名前・値段」

左の研究方法を

インターネットを活用する

見てね！

研究方法

ッ
パシャ

ガードレール
1m当たり
（約4500円）
国土交通省の資料「防護柵
の現状について」による。
ビーム型防護柵の、１ｍ当
たりの値段
（設置費用除く）
。
ただし、ガードレールのタ
イプによって値段は異なる。

カーブミラー
（約４万〜６万円）

Teacher's VOICE

道路安全施設の製造、設計、施工などを
手がける
（株）
東亜製作所による。直径 80
㎝丸型の道路反射鏡の単体の値段。柱は
４ｍ前後の長さで約１〜２万円。

身近なコストが見える！
社会科の学習では、
「身近なところから」
という考えが大事です。この研究のよう
に、実際に調べて、身近なものと日常生
活との結びつきを例示する資料ができる
というのは、意義のあることだと思いま
す。こういう研究をすることで、こども
たちに見えてくるものは、目に見えるあ
らゆる物に「コスト」があるということ
です。例えばマンホールのフタなら、そ
れが単に鉄の原材料費ではなく、作るた

ブランコ
（約15万円）2人乗り
公園施設などを扱う日都産業
（株）
のホームページ
による。２人乗り用ブランコの値段。４人乗りで
は約 26 万〜 40 万円。２人乗り、
４人乗りともに、
タイプによって値段は異なる。

めの諸々のコストがかかっているという
こともわかります。つまり、人の手がか
かっている。それは人の活動にはすべて、
お金がかかっているということの理解へ
もつながり、すなわち「経済」が見えて
きます。こうした学習をきっかけに、物
の値段がどう決定されたのかというとこ
ろまでこどもたちの考えが始まれば、そ
の先の発展につながります。
東京都墨田区立
竪川中学校

三橋秋彦先生
社会科教諭。学校教
育の教育実践の開発
に努め、特にシミュ
レーションゲームを
使った社会科授業の
開発、普及を行う。
公民の教科書も執筆。
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マンホールのフタ
（約２万5000円）
東京都下水道局による。直径 60㎝の鉄
製の標準的なものの値段。また、フタだ
けでなく、周囲の枠も必要であり、それ
は約２万円。もちろんサイズ、材質など
によって、値段は異なる。

※ 写真はイメージであり、今回、取材や調査した企業、団体の製品、取扱品とは限りません。また、今回調査

ド社が原材料費、店舗の光熱費、

手に入る商品であり、マクドナル

これはビッグマックが世界中で

いる。このため各国の為替水準を
人件費などのコスト管理を、全世

低所得者約1000万人に
2000バーツ（約5500円）

高が進む、
と考えるということだ。

比較するには専門知識が必要。し
界規模で行っていることをうまく

タイ

、ドル、ユーロ…世界各国

かし、単純な割り算で各国の通貨

低・中所得世帯に1000豪ドル
（約6万2000円）

り、
「定額給付金」の支給が始ま

った。基本的に、給付対象者１人

につき１万２０００円、そして

０００豪ドル（約６万２０００円）

などを支給している。

住民に３６００台湾元（約１万円）

台湾では、今年１月にすべての

は２万円を支給する。すでに手に

の商品券を支給。また、タイでは

この日本の「定額給付金」とほ

対象に、２０００バーツ（約５５

に加入している約１０００万人を

ツ未満の低所得者で社会保障基金

今年３月に月収１万５０００バー

ぼ同様の趣旨での景気刺激策が、

から「税還付小切手」を各世帯に

ほか、台湾やタイでは国民の多く

的だが個人消費の拡大がみられた

これにより、アメリカでは一時

００円）を支給した。

配付。具体的には、単身世帯で最

額給付金の効果はいかに？

さて、賛否入り乱れた日本の定

いる。

面で一定の効果をあげたとされて

から定額給付金が歓迎され、消費

と年金受給者４００万人に「一時

では昨年 月から、２００万世帯

万４８００円 ）
。オーストラリア

夫婦世帯では１２００ドル（約

大６００ドル
（約６万２４００円）
、

例えばアメリカでは、昨年５月

存知だろうか？

世界の国々でも行われたことをご

はないだろうか。

した方、もう使った方も多いので

歳以上及び 歳以下の者について

所得家庭にはこども１人につき１

給付金」を支給。また、単身の老

オーストラリア

齢年金受給者などに１４００豪ド

単身世帯で最大600ドル
（約6万2400円）

曾有の世界的な経済不況に

アメリカ

対し、日本では景気対策の

未

世界の定額給付金

ル（約８万７０００万円）
、低・中

写真は台湾の「消費券」
。この消費券による値引きセー
ルが台湾全土で開始された。
（写真＝台湾観光コム）

一環として、平成 年３月４日よ

約2300万人の全住民に
3600台湾元（約1万円）

では様々な通貨が使われて

価値が比較できる指標があるのだ。
この指標をきっかけに、
「 ハン

利用したことで算出するのである。

クがアップル社の「ｉＰｏｄ ｎ

台湾

円

それが１９８６年より、英国の

ａｎｏ」
の値段をもとに考案した。

おもな支給額

国

経済誌「エコノミスト」が毎年発
ックス ）
」を組みあわせた「バー

バーガー」と「経済学（エコノミ

世界約１２０カ国で店舗展開する
ガーノミックス」という造語が普

表している「ビッグマック指数」
。
マクドナルド社の主力商品ビッグ
及したほどの影響があった。
また、新たな指標として注目さ

マックの価格から、各通貨の購買
力を比較し、適性な為替水準を探

れているのが「ｉＰｏｄ指数」
。オ

ば、日本とアメリカで比較する場

各国での同機種の価格を米ドル換

21

ーストラリアの証券会社コムセッ

合、ビッグマックが日本で２９０

算で比較するというものだ。
ビッグマック指数やｉＰｏｄ指

日本だけじゃない、 世界でも支給された

計算方式は実にシンプル。例え

円、米国で平均３・５ドルだった

数を使って、自分で各国の経済力

英「エコノミスト」誌が考案。米ドルで比較する場
合、各国のスターバックスの「トールラテ」の販売
平均価格で比較。例えば日本の平均価格の米ドル換
算が３ドル、米国の平均価格が２ドル80セントなら、
実際の為替相場より為替水準は円高であるとなる。

ときの円の対ドル為替相場が１ド

トールラテ指数（スターバックス指数）

ル＝１００円だったら、為替相場

iPod 指数

定額給付金 はいくら？
COLUMN _
2

ることができるというものである。

ら、２９０÷３・５で約 。その

iPod 指数、トールラテ指数

を比較してみてはどうだろう。

豪証券会社コムセックが考案した経済指数。アップ
ル社の「i P o d」のエントリーレベル製品の価格を米
ドル換算で比較する。日本で 147ドル、米国で
149ドルで買える場合、日本円が過小評価されてい
るということになる。

65

12

83

マクドナルド社の「ビッグマック」の価格を、経済
を量る指標に利用。
（写真＝日本マクドナルド）

は今後は１ドル＝ 円に向けて円
83

18

10

ビッグマック指数とは？
世界の経済状況がわかるという

COLUMN _
1

TREND COLUMN
授業で使える経済トピック

※日本円換算は、各国で支給が行われた当時のものです。

10

TREND COLUMN

クの５カ国は、ユニバーサル（普

スランド、ノルウェー、デンマー

ンド、スウェーデン、アイ

欧諸国と呼ばれるフィンラ

がひとつの要因となり、フィンラ

ら支払われている。こうしたこと

は勉学手当てや住居手当まで国か

も、親元を離れて暮らす大学生に

ている。また義務教育を終えた後

負担額÷国民所得で算出）の国際

の国民負担率（租税及び社会保障

％以上、デンマークはなんと ・

のに対し、北欧諸国はいずれも

フィンランド（2006年）

59.0％

12

ノルウェー
（2006年）

57.2％

25

日本（2007年）

40.0％

出典：財務省
「国民負担率の国際比較」
（ОＥＣＤ加盟
29カ国）
」より北欧諸国と日本を抜粋。

プラレール第１号発売

初の電動化

10月14日を「プラレールの日」に制定

限定の「ちんちん電車」大ヒット

１億２８００万個以上を販売。そ

こ れ ま で 累 計 約 ９ ０ ０ 種 類、

の今年、
発売から半世紀を迎えた。

や橋などの「情景部品」も変遷し

界観をより具体的にする踏み切り

にともない、
「プラレール」の世

売された「プラスチック汽車・レ

プラレールの象徴ともいえる「青

紀に渡る一貫性」
がある。それは、

ラレール」には特筆すべき「半世

そのような変化の中でも、
「プ

ールセット」にまでさかのぼる。

１９６１年のこと。ここから一部

は、 発 売 か ら わ ず か ２ 年 後 の

を走らせるタイプが生まれたの

電池を搭載して３両編成の車両

を超えて一緒に楽しめる数少ない

そして今のこどもたちまで、世代

ったおじいさんから、お父さん、

る。だから、発売当初にこどもだ

以来、一貫して規格を統一してい

いレール」
。これは 年前の発売

の例外はあるものの、基本は「青

遊び方を規定せず、３歳のこど

玩具として親しまれている。

もでも遊べる「自由度の高さ」が

いレール」は、世代をつなぐ「レ

魅力の「プラレール」
。その「青

以後、新幹線車両、私鉄特急、

コンセプトが成立した。

本で走る３両編成の列車」という

２乾電池（または単３乾電池）１

いプラスチック製レールの上を単

イプの玩具だった。

その当時は、手で転がして遊ぶタ

トミー（現タカラトミー）から発

ている。

の通勤型車両、
機関車や貨車など、

2002年 「いっぱいつなごうブルートレインセット」発売

カラトミーの鉄道玩具「プ

1992年 「きかんしゃトーマス」シリーズ発売

ラインナップも多彩に展開。それ

1987年 「２スピード新幹線」発売

ラレール」が、２００９年

1960年代 シリーズが充実 情景部品が充実

の歴史の幕開けは、１９５９年。

タ

プラレール50周年

遍主義）
型の福祉国家で、「高福祉・
ンドの学生の教育レベルは世界一
とも評価されている。
その代わりに税の負担率は高く

例えばスウェーデンでは 歳以

高負担」
の国として知られている。

なっている。ОＥＣＤ加盟 カ国

マークでは失業者に、再就職する
比較では、日本の同負担が ％な

男女、障害者も平等に自立して日

国民の政治や行政に対しての信頼

高負担が可能なのは、なにより
の高さがあり
（フィンランドは
「世

８

2009年

上の国民に対し一律に税金を原資

まで前職の収入の約９割を補償し

常生活を送れるような支援が行わ

９％にもなるのである。

なかでもフィンランドでは、７

66.2％

1997年

とする国民基礎年金を支給、デン

ている。
他の北欧諸国も高福祉で、

れている。その結果、女性の地位

歳から 年間（特別な場合６歳か

が高いという特徴もある。

50
70

界で最も政官の汚職が少ない国」

アイスランド（2006年）

と評価される ）
、国民が「高負担

ら 年間）の義務教育期間中にか

２

かる教育費、教科書代、給食費が

66.2％

でも手厚い福祉」を支持したから

スウェーデン
（2006年）

すべて無料。こどもたちが等しく

２

こそ、実現できているのである。

70.9％

プ ラレー ル の 主 な 歴 史

ール」でもあるのかもしれない。

11

デンマーク
（2006年）

均等に教育を受ける機会を保障し

日本・北欧諸国の国民負担率の比較

1961年

65

フィンランドの中学校の授業風景。義務教育にかか
るお金はすべて無料。こどもたちが等しく教育を受
けられる。
（写真＝藤田信一）

1959 年発売のプラレールの原型「プラスチック汽
車・レールセット」
（写真大）
と、今年発売の「50 周
年記念 C12 蒸気機関車 アーチ橋とレールセット」
。
（写真＝タカラトミー）

国鉄時代の電車から、ＪＲ・私鉄

Ⓒ TOMY 「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

10

1959年

29

40

１

50

11

「プラレール」
【ザ・ロングセラー】 タカラトミー
COLUMN _
4

北

世界のお金TOPICS 「高福祉・高負担」の

北欧諸国
COLUMN _
3
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お知らせ

1

香山リカさんサイン入り著書を
5 名様にプレゼント!!

同封のアンケートにお答えいただいた方の中から、抽選で５名様に香山リカさんのサイ
ン入り著書『言葉のチカラ−コミュニケーションレッスン』をプレゼントいたします。

東京証券取引所オリジナル

W キーホルダーを

!
チャンス

お知らせ

2

抽選にもれた方10名様に
プレゼントいたします！

先生方のための「金融経済体験学習教材説明会」
開催のお知らせ

中学校・高等学校の先生方や教育関係者を主な対象とした教材説明会を開催いたし
ます。
同説明会では、証券知識普及プロジェクトが作成した「みんなで体験！株式会社とお
金のしくみ」と、日本証券業協会・東京証券取引所が提供している「株式学習ゲーム」
の学習目的、実践方法などについて説明するほか、実際に教材を活用された先生に
よる実践事例報告を行います。

開催予定
8月1日 （土）
8月8日（土）
8月22日
（土）
8月29日
（土）

名古屋会場
札幌会場
東京会場
新潟会場

※東京証券取引所ホームページ
（http://www.tse.or.jp）
のトップページ「トピックス」からお申し込みください。

お知らせ

3

「証券クエスト」にバックナンバーを
掲載しております。
http://www.shokenquest.jp/

教育関係者向け情報誌「レインボーニュース」は、教育現場に金融経済教育に関す
る情報を提供することを目的に年３回発行し、全国の中学校・高等学校の社会科の
先生方並びに教育委員会等に無償でお送りしています。
「証券クエスト」では、これまでに発行した「レインボーニュース」（創刊準備号～
vol.9）
の内容をＰＤＦファイルにてご覧いただけます。

※バックナンバーは「学校教材コーナー」からご覧いただけます。

レインボーニュース 第10号
発行者：証券知識普及プロジェクト
お問い合わせ窓口：日本証券業協会 証券教育広報センター TEL 03−3667−8029
企画・制作：株式会社学習研究社

東京証券取引所グループ CSR推進部 TEL 03−3665−4879

●証券知識普及プロジェクト
「証券知識普及プロジェクト」は、下記の証券団体等が参加し、長期的・継続的に証券知識の普及・啓発を図ることを目的に、学校における金融経済教育に役立つ各種学習教材の提供、一般消費者向け
のセミナーや講演会の開催等、多岐にわたり活動している共同事業です。
●参加団体一覧
日本証券業協会 東京証券取引所グループ 大阪証券取引所 名古屋証券取引所
※当情報誌は全国の中学校・高等学校へ無償で進呈しております。

福岡証券取引所

札幌証券取引所 ジャスダック証券取引所

投資信託協会

名証取引参加者協会

