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これからの時代の人 材 育 成 に は
〝もんだ族〟の追放が必須

ではなしに「どう書くべきか」まで重要視

されるようになったことに喜んでいます。

池上 これまでの若い人たちの間には「ど

ましたが、これからちゃんとした政治をや

池上 ただし、今回は民主党が政権を取れ

させたわが国始まって以来の出来事です。

北川 一票という民意によって政権を交代

池上 しかも、無血革命ですね。

新に匹敵する革命だと思います。

北川 政治的権力の交代ですから、明治維

北川さんはどうお考えですか。

しました。
そんな今回の政権交代について、

年夏の衆議院選挙において政権交代を果た

れましたが、組織のリーダーとして人材育

池上 北川さんは三重県知事も務めておら

入りを果たすことができたと思います。

北川 これで日本もやっと民主国家の仲間

えられる」
と考えられるようになりました。

池上 でも、ここにきて「選挙で政治は変

と驚かれたことがありました。

ら「そんなこと、
学校で言われたことない」

者は積極的に選挙に行くべきだ」と話した

る〝約束の選挙〟に変えるためにも、主権

る選挙〟から、マニフェストを読んで決め

いる大学院生たちに「従来の〝お願いされ

うせ選挙に行っても政治は変わらない」と

らないと、何年か後にはひっくり返される

成ではどんな点に気をつけていましたか。

ですから「中央依存から創意工夫へ」とい

という完全自治体でなければなりません。

れらを断ち切るためには、県は〝地方政治〟

金のひも付きなどの問題が出てきます。そ

北川 中央の影響があれば、天下りや補助

うことですね。

池上 地方は国に従うもんだじゃないとい

・ ・ ・

すよ」と宣言しました。

ドミナント・ロジックであり、私は違いま

と言います。ですから「それはあなた方の

配する空気〟を「ドミナント・ロジック」

ことだ」とされていました。
〝 その場を支

与のものとして「国に追随することがよい

就任したとき、県庁では中央集権体制を所

んだ族〟をなくすことですね。私が知事に

北川 世の中「こんなもんだ」という〝も

かもしれないという緊張感もあります。
うのです。民主主義は、政権交代し得る対
抗勢力があって初めて成立するのです。
池上 今回の政権交代では、マニフェスト
の存在も一役を担ったと思います。
北川 本来、マニフェストというのは〝目
までの選挙公約はあまりに抽象的でした

指すべき理想の姿〟を描いたものです。今
が、その点、今回の民主党のマニフェスト
はよくできていました。予算はいくらで重
付いていました。それに、６年半前に提唱

点項目はこれこれでと、４年間の工程表も
したマニフェストが、選挙の標準装備にな
ったのも特筆すべきことだと思います。
池上 オプションじゃなくなったというこ
とですね。
北川 マニフェストは「あった方がいい」

ジャーナリスト

北川 その緊張感が民主主義の特長だと思

池上 北川さんは「マニフェスト」の提唱

池上彰
（いけがみあきら）

いう諦めがあったように思うのですが。

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。

北川 そうですね。以前は、自分が教えて
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う新たな考え方を県の職員に明確に理解し
てもらうことから始めました。

北川正恭
北川正恭
（きたがわまさやす）

早稲田大学大学院教授
三 重県出身、1944 年 生まれ。1967
年早稲田大学第一商学部卒業。三重
県議会議員を３期連続、衆議院議員を
４期連続で務める。1995 年、三重県
知事に２期連続で当選。改革や情報
公開を積極的に進め、地方分権の旗
手と評される。2008 年 3 月に「地域・
生活者起点で日本を洗濯（選択）する
国民連合」を立ち上げ、代表に就任。
現在、早稲田大学大学院公共経営研
究科教授、
「新しい日本をつくる国民会
議」
（21 世紀臨調）代表。著書に『マ
ニフェスト革命』ほか。

教育の品質の向上は
ダイアログで実現で き る
池上 県知事時代、教育については、どの
ような形で取り組まれたのですか。
北川 県の管轄に三重県総合教育センター
があります。そこでは〝教育の品質〟の向

おけ
大変革時代に
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上を図るため「システムからプロセスまで
そっくり入れ替える、エクセレントな組織
体にしなければならない」という目標を掲
げ、教育の改革を徹底的にやりました。
池上 たとえば、どういう形で行われたの
ですか。
北川 一つの方法は「ダイアログ」です。
池上 「対話」のことですね。
北川 そうです。結論は出さなくてよい。
ディベートのように白黒つけるのでもない。
とことん意見交換をすれば、最初は対立し
ていた意見も相対化され、やがてお互いが
納得できるようになる。そのような改革で
ないと、人の心は変わりません。
池上 具体的に、先生にはどのようになっ
てほしいと考えていたのですか。
北川 学習指導要領の範囲で一方通行に知
識を授けるというイメージではなく、もっ
とインタラクティブ（双方向的）なものに
してほしかった。
池上 なるほど、多くの場合、そもそも教
えるべきものが上から降りてきて……。
北川 そんなもんだという〝もんだ族〟に
なっている。そうではなく新しい価値を創

の詰め込み教育、
偏差値教育になると考え、

ディベートでもトークでもない、ダイアロ

グを徹底しました。

池上 ソクラテスやプラトンの世界ですね。

北川 そうです。私の知事在任期間は８年

で、仕事の時間の総計は約１万６千時間で

した。ある時、県の職員が「知事、あなた

は職員とダイアログを１万２千時間やりま

した」と私に手紙を書いてきました。

池上 ４分の３をダイアログに費やしたの

ですか。

北川 「私が間違っていたら直す、君が間

晩までダイアログをしていました。ある時

違っていたら直してくれ」と、もう朝から

スキーなことを、こどもの頃に教えなきゃ

「 ナイフを使った竹とんぼ作りみたいなリ

教える先生ができないんですよ」と怒られ

ダメじゃないか」と言ったら「考えが甘い。

たことがあります。

池上 そう、実は今の若い先生自身がこど

もの頃に体験してないんですよね。

北川 そこで私も、理解と気づきは違うの

だということにハッと気づきました。

池上 気づきは理解よりも深いわけですね。

北川 これまでの教育は命令主義や管理監

督という公権力行使で来たと思うのです。

生徒には〝やらされ感〟しか残りません。

優秀な行政体だったのですが、
私の考えは、

県政でも、国の言うことを忠実に行うのが

気づき、共鳴、誘発、相互作用で爆発して

価値を変えていくための手段がダイアログ

だということです。

池上 ダイアログを行うと、双方に気づき

があるわけですね。

北川 「勉強しろ」と言われたら、生徒は
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造していくことこそが先生の仕事だと思い
ます。それをまず先生が自覚しないと知識
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大変革時

〈北川流〉
「もんだ族」を変革せよ！

今回の政権交代により「政治は変わらないもんだ」
という事実前提が変革され、「民意で政治は変えられ
る」という価値前提の良循環が起こる。

投票基準の「変革」

旧 実現までのプロセスも期日も明示されない選挙
公約

新 重点項目や工程表も付いた、具体的なマニフェ
スト

選挙形態の「変革」

旧 立候補者から頼まれて投票する＂お願いされる
選挙＂
新 マニフェストに書かれた目標で決める＂約束の
選挙＂
８月 30 日の衆議院選挙で、民主党が衆議院定数
480 中 308 議席を獲得し、政権交代が実現。

有権者意識の「変革」

旧 「選挙に行っても政治は変わらない」という諦め

〝やらされ感〟を持ちますが、
「先生、僕に

の基本だと思います。ただ、今は革命期と

という〝日常の努力〟は、生徒に教える際

北川 昨日の続きを今日少し改善していく

も言えるほど時代が激しく変動しているの

もやらせてよ」となれば〝やりがい感〟が
行ってきました。

感じるような教育をしてほしいですね。

で、日常の努力にプラスして〝非日常の決

池上 日常の努力に加えて、非日常の決断

断〟
も重要になってきました。ドミナント・

環ができたのですね。

も取り上げる教育ですか。

池上 ダイアログを行うことでまず先生が

北川 そうです。ウィンウィンの関係で響

北川 坂本龍馬には志があった。だから、

気づきの喜びを味わい、その先生が、今度

き合い、共鳴する創発の思想です。これを

「異国による日本存亡の危機の、甘受か回

ロジックを超え、新しい価値創造に喜びを

８年間心がけ、そのための方法としてダイ

避か」という非日常の決断を迫ることで、
それまで不倶戴天の敵だった薩摩と長州を

池上 これからの時代のこどもたちには、

革するか」という話になりますからね。

池上 日常の努力だと「江戸幕府をどう改

同盟させ、明治維新を実現させました。

どんな教育が望ましいとお考えですか。

価値前提の新たな教 育 で
ドミナント・ロジッ ク を 打 破

アログを活用してきたわけです。

はこどもたちに味あわせてあげるという循

出ます。教育においては、そういう改革を

と思いながら教えてきたと、今、とても反

池上 そうなんです。私も
「そんなもんだ」

北川 それがドミナント・ロジックですね。

続いていく』という諦めがありました。

明しながらも、内心『どうせこの仕組みは

ているんだよ。何だか変な話だよね」と説

のが開かれて、実はそこでみんな決められ

閣の閣議の前には必ず事務次官会議という

の仕組み」を説明しましたが、
その中で「内

池上 私もこれまで、こどもたちに「もの

の頃から教えてもらいたいですね。

が考えられる価値前提の考え方を、こども

協ではなく理想として
「どう生きるべきか」

が基本でしたが、これからの教育では、妥

価値前提となります。これまでは事実前提

日常の決断ではまず理想を掲げますから、

北川 それだと事実前提です。しかし、非

「 ダ イ ア ロ グ を 行 う と 、 双 方 に “ 気 づ き ” が あ る わ け で す ね 」（ 池 上 ）

ケーザイ

＂もんだ族＂の追放

旧 自民党の長期政権で「もんだ族」が主流を占
める

新 政権交代実現で「事実前提」から、
「価値前提」
の政治改革へ

とまで含めて教えればよいわけですね。

えば変えることもできるんだよ」というこ

を考え、徹底的に対話して、よくないと思

いるけれど、君たちがこれでよいかどうか

てきました。これからは「今はこうなって

こういう仕組みだから覚えなさい」と教え

池上 たとえば、公民では「政治の制度は

を行うわけです。

みんながウィンウィンの関係でダイアログ

方法として、教育委員会も先生も生徒も、

グをやるわけです。まず先生自身が気づく

北川 ですから、何回も際限なくダイアロ

とは、大変ではないでしょうか。

日常の決断ができるこども」に教育するこ

池上 なるほど。でも、実際の現場で「非

北川 だから政権交代は必要なのです。

省しています。

新 「自分の一票で政治は変えられる」という確信
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池上 Ｇ になれば、中国やインドなどの

した。

池上 国が下す〝非日常の決断〟ですね。

と考えています。

決断”を授業の中で教えていく必要がある

池上 ただＧ５やＧ７、Ｇ８の頃でも交渉

日本が指導力を発揮すべきだと思います。

に広がった今こそ、環境技術先進国である

されていますからね。

池上 今の世界経済は完全にグローバル化

は世界同時不況でした。

して世界が不況になっていましたが、今回

当に変わりました。今までは部分的に連鎖

北川 例えば世界経済を考えてみても、本

が求められるのでしょうか。

すが、金融経済教育にも、新たな取り組み

池上 大きな変革が国内外で起こっていま

状況は明らかに大場面転換ですから、日本

治形態）
が世界的に求められています。今の

でも言うべき状況に対するガバナンス
（統

北川 今の時代、ある意味で〝非日常的〟と

きな影響が出てくることになる。

池上 そうなれば、当然、授業内容にも大

くことになると思います。

らは完全に新しい秩序体制がつくられてい

北川 世界の金融や経済において、これか

任が生じるという効果もありますね。

で決議された事案に対しては実行すべき責

北川 世界の新しい秩序をつくるには、こ

決めようとしているのでしょうか。

池上 これからの時代のこの国のかたちを

う政治の意志の表れと言えます。

境成長経済を目指す国家にしていく」とい

はなく、資源を選択・集中することで「環

を対立軸ではなく、同軸にし、ばらまきで

術を持っているわけですから、環境と経営

えます。日本は歴史的にも圧倒的な環境技

意志であり、まさに〝非日常の決断〟と言

で ％削減」という高い目標値は、政治の

年までに二酸化炭素排出量を１９９５年比

て欲しい」ということですね。興味深いお

常の努力も大切だが、非日常の決断を教え

目指すべきは「もんだ族の追放」であり「日

だということは、
金融経済教育においても、

を大転換させて、新しい価値を設計する力

池上 非日常の決断とは、システムや体制

本に求められていると思います。

く地球をどう救うかというガバナンスが日

もんだ」という発想ではなく、劣化してい

北川 最初から「無理だ」とか「そういう

でしょうか？

ったらとんでもないことになるのではない

新興国の発言力が強くなる。一方で、Ｇ

北川 リーマン・ショック以来、世界中の

においても、Ｇ の中で、どういう立ち位

金融経済教育にこそ 求 め ら れ る
〝非日常の決断〟の 必 要 性

国々が、ナショナリズムを超えた形で協調

置を取るべきなのか、そこでどんな新しい

決断を教えてほしい」というご意見は、金融経済

北川さんの「もんだ族をやめよう」
「非日常の

と教育にも重要な示唆を与えてくれました。その

実践はどうすればよいのでしょうか。
「週刊こど

もニュース」時代、収録前の準備として勉強して

いると、毎回「実はこうだったのか！」という気

づきがありました。その新鮮な驚きをこどもたち

に伝えると、おもしろくてわかりやすい説明にな

りました。先生方も、世界情勢の大転換や日本で

背景２

地球サミットのCO2排出量削減の議論で「大量に
排出する新興国の不参加」が問題視される。

2009年９月、世界的な経済問題の
議論の中心的な場がG8からＧ20
に移行される。

変革

影響１

新興国の発言力が増大する一方、CO2排出量削減
への責任ある行動も期待される。

日本の発言力が減少するなか「台頭する新興国とど
う競うか」という課題と直面する。

影響２

非日常の決断

日本が進むべき新たな道として、「環境技術先進国」
を選択。鳩山首相が国連で「2020年までに二酸化
炭素排出量を1995年比で25％削減」という価値前
提の＂高い数値目標＂を宣言。

金融経済教育への影響

世界における日本の金融政策の転換や進化が重要
なテーマとなる。

対談を終えて

に伝えることが最良の方法だと思います。

20

があったはずです。それを生徒さんたちに、素直

25

をまとめるのが大変だったのに、Ｇ にな

していかないと、自国の経済すら回復でき

近年、中国やインド、ブラジルなど、BRICsを代表
とする新興国の経済成長が飛躍的に伸びる。

20

20

北川 鳩山首相が国連で宣言した
「２０２０

ません。だから、世界経済を回すために新

背景１

話をありがとうございました。

の１年がポイントになります。Ｇ８がＧ

の政権交代を目の当たりにしたとき、新鮮な驚き

価値をつくっていくのかという“非日常の

05

20

20

興国を含むＧ が重視されるようになりま

先生方が感じた新鮮な
驚きをそのまま生徒に

20

近年の世界情勢の変化と、それにともなう日本の経
済政策の大転換は、これからの金融経済教育でも大
きなテーマとなる。

「 今 後 は 〝 も ん だ 族 〟 の 追 放 と “ 非 日 常 の 決 断 ” が 重 要 で す 」（ 北 川 ）

金融経済教育にも大きな影響
世界経済と日本の経済政策が激変！

パー

を出すと
「現状維持」
グー

を出すと
「値下げ」

20P

このゲームは
２回行います

２人と
も
ポイン
ト
増える
ように
しよう
よ

値下げばかり
だと︑
お互い
損かな？

では
２回目は
相手と
相談して
やってみて
ください

いっせーの

１回目は
﹁相談﹂なし
で始め！

値下げ！
現状維持！

新井 明先生
自社の
商品の
値段を
﹁値下げ﹂
するか
﹁現状維持﹂
するかを
決めて
ポイントに
増やせる
ようにして
ください

20P

経営者A

VS.

それでは価格競争
における
﹁ディレンマ状況﹂
を体感できる
ゲームを
しましょう

２人１組に
分かれて
ください
みなさんは
お店の
経営者です

（値下げ）グー

40

＜例＞
●Ａさんがパー、Ｂさんがグーを出した場合は
Ａさんは－３ポイント、Ｂさんは＋10ポイントになる。
●Ａさん、Ｂさんともにパーを出した場合は
それぞれ＋５ポイントになる。

まず１人
ポイント
を持って
います

（現状維持）パー

-5 P
-3 P

経営者B

-5 P
10 P

10 P
5P
Ａさん

-3 P
5P

グー（値下げ）
パー（現状維持）

20

Ｂさん

今日は
都立西高等学校の
ユニーク授業を
紹介します

「囚人のディレンマ」ゲームのルール

］
東京都立西高等学校／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

Ａがグー、Ｂがパーを出したので
ここでＡは 10 ポイント、
Ｂは－３ポイントとなる

ここから
わかることは

相談なしだと︑
１番ポイントの
とれる﹁グー﹂を
出したくなる

でもそれは相手も
同じだから︑結局
２人ともマイナス
になってしまう

相談すれば
２人とも
﹁パー﹂を出して︑
２人ともポイント
をとれます

つまり︑２人とも
ポイントを
増やすには
﹁相談﹂が
必要なのです ※

これが
﹁囚人の
ディレンマ﹂と
呼ばれる
﹁ゲーム理論﹂の
１つなのです

深いテーマ
のある
ゲーム
でした

※もしこの「相談」が実際に企業間で行われた場合、カルテルとなって独占禁止法に抵触する場合があります（新井先生）
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“経済絵本”を下敷きに
経済の本質を伝える
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
紹介するこのコーナー。 今回は東京都杉並区の都立西高等学

基本をおさえ、経済の
奥深さを生徒に感じさせる

語の方が根源的なので、直接生徒

常と学術用語が一体化している英

問だから」だという。経済学は日

れは、経済学そのものが「輸入学

よる減益」という記事で紹介して

ついて「コンビニ業界の値下げに

し、現実に起きている価格競争に

らない。新井先生は新聞を取り出

授業は英語の絵本だけでは終わ

明し、さらに社会で起きた出来事

いく。生徒たちに基本は絵本で説

に伝えることができる、また、生

徒たちに背伸びをさせたいという

う、経済の基本的な要素が網羅さ

考え方からである。

『レモンをお金にかえる法』とい

使った新井明先生の授業。

れた“英語の絵本”をテキストに

きた教材”として経済の理論が理

起きたことを例にすることで、
“生

解しやすくなっていく。 この後、

について、身近なコンビニ業界で

には経済の基礎が押さえられてい

「囚人のディレンマゲーム」へと授

キストに選んだ理由は、この絵本

たる今回の授業では、絵本の中で

人公がレモネードを作って売る、

るからだという。内容自体は、主

業は続き、ディレンマ状況を体感

『レモンをお金にかえる法』をテ

主人公の女の子にライバルが現れ

することで、生徒は楽しみつつ理

これは３回の授業を通して行わ

て、販売するレモネードの価格競

非常にシンプルなものだ。ただし、

そしてお金が入ってくる、という

れるもので、そのうち２回目にあ

争が始まるというストーリーから

解を深めていく。

が語られ、
「経済」を学ぶための

働紛争、Ｍ＆Ａなどのエピソード

ことが理解できた」など、経済が

が、身近なものにまで及んでいる

頭に残る」
、
「価格競争などの理論

は「絵本でわかりやすく、物語も

20

校をリポート。 進学指導の充実を図り、 進学実績の向上に重

学んでいく。

場価格の変化、資本貸し付け、労

その筋立ての中で、価格競争や市
を翻訳しながら、絵本に出てくる

骨組み・用語がしっかり押さえら

授業終了後に聞いた生徒の感想

す」と新井先生はテキストの英語

「ＰＲＩＣＥ ＷＡＲが始まりま

経 済 用 語 を 交 えて 内 容 を 解 説 す

れている。先生自身も同種の本を

自分たちに深く関わり、探れば探

め、生徒は、先生の言葉を必死に

探したが、これ以上の教材はない

る。板書はほとんど行われないた
プリントに書き留めていく。

るほど奥深さがあるものだと体感
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できたようだ。

東京都立西高等学校
新井明先生

社会科教諭

という判断で、 年以上生徒と読
み続けている。

授業では板書がほとんど行われない。これは大学
入学後の講義とのギャップを埋める目的だ。

新井先生はなぜ、経済の授業に

授業では、絵本などをテキストに使い、プ
リントなどでフォロー。もちろん学習指導
要領の内容は踏まえていますが、教科書通
りだと生徒は必ずしも喜ばないんですよ。
エピソードの面白さを下敷きに、そこで説
明できるキーワードを盛り込んでいく方
が、
時代に合った話としても展開できるし、
生徒も理解しやすくなる。高校を卒業する
までに身に付けてほしいのが「希少性」
「機
会費用」
「需要供給」
「比較優位」です。こ
のことを中心に授業を行っています。

英語のテキストを使うのか？ そ

先生の話を、絵本の教科書に懸命に書き留めるこ
とで、基本＋応用がひとつにまとまっていく。

点をおいた 「進学指導重点校」 にも指定されている高校で行
われた、 高校１年生の現代社会の授業を取材した。

新井先生の高校１年生の現代社会の授業風景。英語の経済絵本の物語を通じて、経済用語の根源であ
る英単語を学ぶ。さらに、新聞などを使ってその具体例を提示していく。

ご飯製造
ライン

ご飯を炊く

❶炊飯の準備

中・高校生が体当たりで調べた

開始

工場潜入

ご飯は１時間に釜216個＝約3.2ｔを生産する。これ
は世界最大級の量だ。米をふっくら炊くために、熱伝

入る前に手の除菌消毒。作業服の
埃もとる、徹底した衛生管理が行
われる。検査員のチェックに合格
しないといかなる人も入れない。

導を妨げる砕米を機械で除去。炊き上がりで約14kg
になる米が釜に入れられ、１時間30分水につけた後、
炊かれる。

調理室では、コンピュータからの指示に合わせて加工。また、野菜と肉では菌の数や種類が違う
ので、各部屋では色分けされたエプロン、包丁、バットなどを使用している。これは万が一、肉

な か しょく

野菜や肉、調味料は入荷口で消費期限をチェックし、それぞれの冷蔵室、調理室などに移す。各

を加工した包丁が、野菜の部屋に混ざったりすることを防ぐためだ。

わらべや日洋の先進技術を発見！
右下は業界初となる、独自の真空製法で製造される生パスタ。麺自体の密度を高め、食感をよくし
た。左下は本物の備長炭を使った炭火焼き機。
＂炭火焼き風＂ではなく、
本物の「炭火焼き」弁当だ。

白井恒久さんに
伺いました !

佐藤優菜さん

（中学３年生）

今回の調査官
綾野 基くん

（高校３年生）

調査官 こちらの工場では、１日にどれく

70

らいのお弁当やおむすびを作っているんで

60

すか？

白井 東京工場では最大で、１日 ～ 種

類 万食が生産されています。この数値は

年々上がってきています。お弁当やおむす

︲

びは、この工場からは主に西東京の９２３

店舗のセブン イレブンに供給しています。

調査官 それだけ生産できるということは、

働いている人も多いんですよね。

白井 東京工場の社員、従業員の人数は約

９００人。 時間体制で、
２交代制。常時、

３００人以上が働いている状況ですね。

調査官 特に力を入れていることは？

白井 当社として、最も大事にしているこ

とは「安全・安心」です。例えば野菜など

は食材の産地確認・栽培記録なども調査し、

24

43

わらべや日洋
取締役

コンビニエンスストアの
お弁当の「製造工程」を調査せよ！

日ごろ何気なく食べているコンビニエンスストアのお弁当。
これはどのような製造工程を経て、 私たちの手に届くのだろう？
中 食 業界最大手の食品製造企業 「わらべや日洋」 の東京工場を中・高校生が調査する！

おかず製造
ライン

❶野菜の加工

おかずを調理する

❷肉・魚の加工

今回の研究テーマ

08

調査官

佐藤さん＆綾野くんが
調べた！

❸ご飯の真空冷却

❷ご飯の炊きあがり

炊き上がった米の温度は、約98℃。これを

釜で炊かれたご飯は、30秒に１釜の割合で、

真空冷却機で20℃まで急速に下げ、細菌の

全自動で次々と搬出されてくる。これを冷却

繁殖を防止する。これでご飯が完成！

するためのケースに移していく。

コンビニ弁当には
手作りの真心が
こめられていた！
調査前、コンビニのお弁当は機械か
らポンポン作られるイメージでした。
でも、加工も調理も、ほとんどが人の
手で行われていることにビックリ。
工場で作られている全ての種類のお
弁当やおむすびをズラッと並べてみる
と、改めてその種類の多さに驚き！

❹ジェットオーブンの調理

これら一つひとつがしっかり品質管

❸食材の調理

理されて、真心こめて丁寧に作られて
いるんですね。

野菜や肉などの加工後、食材の調理が行われる。炒め
物は大きな鍋で専門のスタッフが調理。焼き物は約
200℃の空気を吹きつけるジェットオーブンなどで、
ふっくら柔らかく焼き上げる。加工の終わった食材は、
真空冷却などで冷却。

できあがり

出する部屋へ。お店ごとに、何が何
個発注されているかバーコードで管
理され、それに合わせて仕分けし、
１日３回各店舗へ配送される。

しっかりと安全性を確かめたものしか使用

していません。また、鮮度を保つために大

量の原材料在庫は持ちません。入荷した原

材料も、搬入元の消費期限ではなく、社内

でそれより短い期限を決めて使っています。

調査官 見学時の徹底した衛生管理には驚

きました。では、他に自信のあることは？

白井 やはり、
“ご飯のおいしさ”ですね。

そのためには、長年培ってきたノウハウに

加え、常に新たな挑戦を続けています。例

えば、おむすびを手でにぎったように、従

来より、よりふっくらとさせることを機械

で再現するための技術開発には、２年もの

歳月を費やしました。業界のリーディング

カンパニーとして、こうした努力はおこた

ることなく、これからも取り組んでいきま

す。当社のお弁当や

おむすびは、
「安全・

安心」第一で生産さ
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れており、そして味

http://www.warabeya.co.jp/

には絶対の自信があ

なか しょく

ります。

コンビニ最大手セブン-イレブ
ン全店舗の約67％に納品して
いる、中食業界のリーディング
カンパニー。創業以来、
「ニー
ズの追求と変革の推進」を経営
理念に、移り変わる消費者のニ
ーズに的確に応え、現在も成長
を続ける企業です。

やおむすびに。ご飯盛りは機械による自動作業だ
が、他は手で盛る。お弁当の生産ラインなら約20
人がラインに並ぶ。おかずの多いお弁当は１時間
で約800食、
少ないものは1000食程度作られる。

調査官 ありがとう

わらべや日洋株式会社

ご飯、調理された食材は、トッピング室でお弁当

ございました。

取材協力

お弁当、おむすびの
トッピング

できあがったお弁当やおむすびを搬

仕上げ
ライン

❶おむすびの
トッピング

❷お弁当のトッピング

出荷、コンビニへ

パッケージング

ポイントを交換するには「交換
局、
『 グリーン家電エコポイント

商品カタログ（家電量販店や郵便
事務局』のホームページで紹介）
」

100 万円

300 万円

衆院比例代表

600 万円

参院選挙区

300 万円

参院比例代表

600 万円

都道府県知事

300 万円

240 万円

60 万円

30 万円

が、実際に立候補すると、どれく

００円〜）
、などもある
（※１）
。

（約１万円）
、
必勝ダルマ
（１万１２

挙後には原則、
全額戻ってくるが、

者の乱立を防ぐことが目的だ。選

的に預けるお金で、無責任な候補

が必要。これは法務省などに一時

などには公費の助成もある。

ポスター、ビラの作成費や郵送料

（１台に限り１日７３５０円）や、

はない。また、選挙カーの燃料費

あり、個人で全額負担するわけで

金、団体や個人による寄付なども

ただし、国や自治体からの助成

法定得票数に達しない場合は没収

占めるのは、選挙事務所の設置費

ほかに選挙費用で大きな割合を

挙区で１９１０万円の固定額に有

る。衆院選の場合、ほとんどの選

額（法定選挙費用）が決まってい

なお、選挙運動には使える上限

用。
立地など条件により異なるが、

権者数× 円を足して算出。選挙

運動はこの金額以内で行う。

にもよるが、衆院選の場合、支出

選挙の種類、選挙運動のやり方

無償の場合もある）
。選挙運動協

やはり、選挙にお金はかかる

円というデータもある。

の相場は１０００万〜１５００万

や、細かいところでは、候補者用

他にも選挙カーのレンタル代

力者への食料費なども必要だ。

などの人件費も大きい
（もちろん、

選挙運動に携わる事務員の報酬

数百万円〜１０００万円が相場。

り異なる（右表参照）
。

される。
「供託金」額は選挙によ

まず、
立候補するには「供託金」

らいのお金がかかるのだろう？

のたすき
（約１万円）
、
拡声器
（２万

●日本の主な選挙の供託金

１８００円〜）
、事務所の立看板

選挙グッズを販売する「選挙グッズ .com」では、
タスキや横断幕、必勝だるまなど立候補者に必要な
アイテムを取り揃える。

００９年夏の衆議院選挙

2

の記憶も新しいところだ

指定都市以外の市の長

50 万円

指定都市議会議員

エネ家電の対象商品を購入

と 交 換 で き る「 エ コ ポ イ ン ト 」
。
に掲載された省エネ商品や商品券

（リサイクルした場合）が必要だ。

●グリーン家電エコポイント事務局（http://eco-points.jp）

地デジ対応テレビ
テレビサイズ 46 型以上 → 36000 点
42 型・40 型 → 23000 点 など
（買い替えをしてリサイクルを行う場合、さらに＋ 3000 点）

指定都市の長

すると、他のエコ商品など

２００９年５月からスタートした
などから選び、郵送や「グリーン

２００９年９月中旬までに申請

冷蔵庫
定格内容積 501L 以上 → 10000 点
401L ～ 500L → 9000 点 など
（買い替えをしてリサイクルを行う場合、さらに＋ 5000 点）

都道府県議会議員

省
少し詳しくみてみよう。

対象となる商品は、省エネ性能
件数は２００万件を突破しており、

シート、家電リサイクル券の控え

申請には、保証書、領収書やレ

ムページで申し込む。

家電エコポイント事務局」のホー

この制度がどのようなものなのか、
そもそもこの制度は、
「 地球温
暖化対策の推進」
、
「経済の活性
化」
、
「地デジ対応テレビの普及」

を５つ星で表した「統一省エネラ

を目的にしたもの。

ベル」で４つ星以上のエアコン、

省エネ家電の売上げが昨年比で平
だがエコポイントで省エネ商品・

均１割以上伸びているという。
環境配慮製品と交換するより、商

冷蔵庫、地デジ対応テレビ。わが
ち、約７割が電化製品によるもの

品券やプリペイドカードとの交換

エアコン
冷房能力 3.6kW 以上 → 9000 点
2.8kW・2.5kW → 7000 点 など
（買い替えをしてリサイクルを行う場合、さらに＋ 3000 点）

立候補 したら、 いくらかかる？
国政選挙や地方選挙に
COLUMN _
2

国の家庭部門のＣО２排出量のう
で、その約半分がエアコン、冷蔵

が大半を占めている。現状では消
エコポイントの発行は２０１０

費拡大のウエイトが大きいようだ。

庫、テレビによることから、この
購入価格に対してではなく、サ

３種類の家電が対象となった。
イズや容量によって付与されるポ

年３月末までとなっている。

●エコポイントの対象商品とポイント数（点）

指定都市以外の議会議員

!?

※町村議会議員には供託金はありません。

値段は「選挙グッズ .com」
（http://www.senkyogoods.com）による

※1

イント数が決まる（左表参照）
。

エコポイント対象商品
ロゴマーク（画像上＝
グリーン家電エコポイ
ント事務局）
。
→家電製品の省エネ性
能を５つ星で表した
「統
一省エネラベル」
（画
像右＝省エネルギーセ
ンター）
。

衆院小選挙区

15

「エコポイント」とは？
省エネ家電購入でもらえるお得な

COLUMN _
1

TREND COLUMN
授業で使える経済トピック
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TREND COLUMN

Ｕ（欧州連合）加盟国は、
が描かれている。また、額面が小

の意匠が施された、架空の建築物

国。そのうち、フランスやベルギ
には欧州と世界の人々とのつなが

さくなるほど古い時代に遡る。裏

Ｅ
２００９年 月末現在 カ

ーなど カ国、フランスの海外領
りを象徴する橋が描かれている。
国共通で、２００４年のＥＵ拡大

土やＥＵ非加盟国であるモナコ、

以前の地図、または２００７年以

ユーロ硬貨は８種類。片面は各

一通貨が「ユーロ」である。
降発行された硬貨には欧州大陸全

バチカンなどで使用されている単

連合条約」によって導入が決定。

「ユーロ」は１９９２年の「欧州

の現金を伴わない帳簿上の通貨と

国が採択し、銀行間取り引きなど
類すべて異なるデザインの国もあ

を象徴する図柄が描かれる（８種

もう一方の面には、それぞれ各国

体の地図が施されている。また、

して使用開始。２００２年よりユ

れば、１種類のみの国もある）
。

っても可能だ。逆に、ＥＵ加盟国

貨なので、使用は自動販売機であ

１

辺数センチの正方形でおな

じみ「チロルチョコ」
。現在

の１粒の形状になって、２００９

年に 周年を迎えた。年間 億個

近くが生産されるヒット商品。

チロルチョコが松尾製菓から発

売
（※２）されたのは１９６２年。

当時、高価だったチョコレートを

オリジナル画像をチロルチョコにプリントでき
る「DECOチョコ」スタート

1962年

３つ山の「チロルチョコ」発売

1974年

揺れ動く経済状況の中、価格を20円に、
1976年には30円に改訂

1979年

現在の形である、１つ山の「チロルチョコ」
（コーヒーヌガー）
発売

2009年 「エアイン塩バニラ」など季節品チロルチョ
コも好調

で、従来より大きい 円サイズで

れにはバーコード表示が必要なの

エンスストアなどでの販売だ。こ

１９９３年から始まったコンビニ

な販路開拓がなされる。それが、

こうした状況を打開すべく、新た

路だった駄菓子屋の数が激減した。

の後継者不足などの影響で主要販

2007年

コンビニエンスストアなどで発売

1993年

１９９９年よりＥＵ加盟国中 カ

ーロ紙幣、硬貨の流通が始まり、

硬貨は国ごとにデザインが異な

さて、このユーロ紙幣、硬貨に

でもイギリス、デンマーク、スウ

るものの、ユーロ圏内での共通硬

徐々にユーロを法定通貨とする

は、ある決まったデザインがなさ

ェーデンは自国の通貨の主権を手

国々は拡大している。

ユーロ紙幣は、色と大きさが違

放したくない、などの理由で通貨

れていることをご存知だろうか。
う７種類。各紙幣の表には、ＥＵ

の製法で３つ山 円という価格で

「こどもでも買えるように」と独自

ところが、１９７３年のオイル

駄菓子屋に提供し、
人気を博した。

ショックによって、値上げを余儀

なくされ、売上げも激減。そこで

円あったら

原点に立ち返り、１９７９年、１
つ山 円に変更。
「

チロルチョコ」というキャッチと

ともに、
再ブームを巻き起こした。

しかし新たな困難に直面する。

バブル経済の到来である。国民が

経済的に豊かになり、こどもの嗜

● チ ロ ル チョコ の 主 な 歴 史

対応。客層も拡大し、２００３年

には「きなこもち」が爆発的ヒッ

このヒットを受け、各方面から

ト、売上げの上昇につながった。

の引き合いや要望が増え、近年、

そのラインナップは急増中。現在

までに味レベルでも、約２００種

類のチロルチョコが販売された。

チロルチョコの変遷からは、時

代や経済状況に、こだわりをもっ

て対応してきた企業姿勢が伝わっ

てくる。甘いばかりでなく、ほろ

苦い歴史も垣間見えてくるのは、

チョコレートゆえだろうか。

※ 2 現在、企画販売はチロルチョコ株式会社。

2003年 「きなこもち」発売、大ヒット
（後に年間売上
20億円を超す年も）

20

10

好の変化や少子化、駄菓子屋店舗

11

10

10

統合に参加していない。

【紙幣の表面】
500ユーロ（現代20世紀建築様式）、200ユーロ（鉄
とガラスの建築様式）、100ユーロ（バロック、ロコ
コ様式）、50ユーロ（ルネサンス様式）、20ユーロ（ゴ
シック様式）、10ユーロ（ロマネスク様式）、５ユーロ
（古典様式）
【主な硬貨の各国デザイン】
ドイツ（ブランデンブルク門、ワシなど）、フランス（マ
リアンヌの肖像画、種をまく人など）、アイルランド（ケ
ルトの竪琴）

1962 年発売当初の「３つ
山」のチロルチョコ（写真
上）と、左は現在発売中の
定番品「コーヒーヌガー」
。
（写真左）

10

16

の開放性の象徴として
「窓」
と
「門」

●ユーロ紙幣、 硬貨に描かれたもの

「チロルチョコ」
【ザ・ロングセラー】

COLUMN _
4

27

11

ＥＵ（欧州連合）加盟国のうち、16カ国（2009 年
10月末現在）などで流通している単一通貨ユーロ。
国境を越えた大きな市場で流通している。

30

10

ユーロ
世界のお金TOPICS ＥＵの単一通貨

COLUMN _
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お知らせ

1

北川正恭さんサイン入り著書を
5 名様にプレゼント!!

レインボーニュース Vol.11

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名様に北川正恭さんのサイン入り
著書『マニフェスト革命〜自立した地方政府をつくるために〜』をプレゼントいたします。

W

東京証券取引所オリジナル

鉛筆セットを

!
チャンス 抽選にもれた方10名様に

プレゼントいたします！

お知らせ

2

「金融経済教育フォーラム」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「金融経済教育フォーラム」を開催いたします。
このフォーラムは、金融経済教育の意義や教育現場における取り組み事例などの紹介を通じて、学校・教育現場における金融経済教育
を支援することを目的に開催するものです。
※詳細は「証券クエスト」のイベントコーナー
（http://www.shokenquest.jp/）
をご覧ください。

【開催予定】
日程

会場

基調講演者

平成21年12月25日（金）

金沢 （金沢市文化ホール）

浅井信雄氏 （国際政治学者）

平成21年12月25日（金）

広島 （八丁堀シャンテ）

藤巻健史氏 （株式会社フジマキ・ジャパン 代表取締役社長）

平成21年12月25日（金）

高松 （サンポート高松）

橋本五郎氏 （読売新聞 特別編集委員）

平成21年12月28日（月）

大阪 （北浜フォーラム）

金子 勝氏

平成21年12月28日（月）

仙台 （KKRホテル仙台）

浅井信雄氏 （国際政治学者）

平成21年12月28日（月）

福岡 （天神ビル）

藤巻健史氏 （株式会社フジマキ・ジャパン 代表取締役社長）

平成21年12月29日（火）

新潟 （新潟グランドホテル）

藤巻健史氏 （株式会社フジマキ・ジャパン 代表取締役社長）

平成21年12月30日（水）

東京 （東京証券取引所）

金子 勝氏

平成22年 1 月 6 日（水）

名古屋（ウインクあいち）

寺島実郎氏 （株式会社三井物産戦略研究所会長）

平成22年 1 月 8 日（金）

札幌 （札幌証券取引所）

浅井信雄氏 （国際政治学者）

お知らせ

3

（慶應義塾大学 経済学部教授）

（慶應義塾大学 経済学部教授）

「株式学習ゲーム」ホームページに現役の中学校
の先生方の授業展開例を掲載します。
http://www.ssg.ne.jp

日本証券業協会と東京証券取引所グループは、株式の模擬売買を通じて、経済の動きや社会の仕組みを
学ぶための学習教材「株式学習ゲーム」を提供しております。
今般、実際の授業で「株式学習ゲーム」に取り組まれている現役の中学校の先生方に授業展開例を制作
いただき、ホームページ上に掲載いたします。実際の授業等を進められる上で、ぜひご活用ください。
お問合わせは、日本証券業協会 証券教育広報センター 証券教育部
東京証券取引所グループ CSR推進部

TEL：03-3667-8029
TEL：03-3665-4879

レインボーニュースのバックナンバーは「証券クエスト」http://www.shokenquest.jp/ に掲載しております。
レインボーニュース 第11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：株式会社学研パブリッシング

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

