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「もし高校野球の女子マネージャーが
ドラッカーの『マネジメント』を読んだら」著者

岩崎夏海

池上 彰
ジャーナリスト

『もしドラ』
に学ぶ“教育のマネジメント”
とは？
明日から使える
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「神奈川県立三浦臨海高等学校」
現場主義！
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体当たりで調べた
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夏の風物詩 「ラムネ」

「高速道路の『交通管制システム」の秘密を調査せよ！
このたびの東日本大震災により、被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。
被災地の一刻も早い復興をお祈り申し上げます。
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むんです。ドラッカーの気持ちになって読

むと、本当は何を意図していたのか、行間

当、役立つ見本になると思います。

いて悩んでおられる先生方にとっても、相

て子どもたちに理解させればいいか」につ

の点では「さまざまな学問体系をどうやっ

興味深く読ませることに成功しました。そ

メント』で展開した学問体系を若者たちに

学者ピーター・ドラッカーが著書『マネジ

を読んだら 」
、通称『もしドラ』は、経営

ネージャーがドラッカーの
『マネジメント』

池上 岩崎さんの「もし高校野球の女子マ

著者の言おうとすることを読むんです。

岩崎 自分の都合は捨てて、虚心坦懐に、

は、正反対ですね。

さんの本の読み方、ドラッカーへの接し方

く疑ってかかってしまう。ところが、岩崎

リティーク」の教育を受けたので、とにか

な立場から読む、いわゆる「テキスト・ク

ました。いろんな経済学者の著作を批判的

究するときは「批判的に読め」と教えられ

池上 おもしろいですね。私は、大学で研

のになる」という感じでしょうか。

ります。言い換えれば「ドラッカーそのも

にあるニュアンスまで受け取れるようにな

岩崎 確かに、
この本は「ドラッカーの『マ

池上 「 この本からビジネスのアイデアを

書き手になりきって 読 め ば
難解な本も素直に理 解 で き る

ネジメント』の難解な内容を誰にでもわか

出そう」とか「これを使って出世しよう」

ジャーナリスト

ある」とみえるのは、その教育者に寄り添

ます。教育者から見て「素直さと謙虚さが

のは素直さと謙虚さがある生徒だ」と言い

岩崎 多くの教育者が口を揃えて「伸びる

む」ことにもつながってくるわけですね。

池上 なるほど、ひいては「寄り添って読

合を捨てる」ということです。

客の都合でやる」ということは「自らの都

い」という内容が明確に書いてある。
「顧

営するのではなく、顧客の都合でやりなさ

引用しています。
「 自らの都合で会社を経

である」という『マネジメント』の文章を

義するとき、出発点は一つしかない。顧客

しドラ』の中でも「企業の目的と使命を定

トする」ということに通じています。
『も

「マネジメント」で説く「顧客からスター

るよう平易に説明すること」に成功したと

みこむように、読めばそのまま理解できる
ものとして、素直に読めました。
池上 そこまでわかりやすい内容とは思え
ませんが。
岩崎 理由は、僕の本の読み方が特殊なの
だと思います。僕は著者に寄り添うように
読みます。
「 自 分 の 作 品 に 役 立 て よ う 」と
か「野球部の話に当てはめよう」などとは
考えず、ただ、ドラッカーは何を言いたい
のか、読み解こうとしました。
「 ドラッカ
ーほどのすごい人物が書いてることなんだ
から、僕が批判する立場にはない」と、１
００％信頼したんです。
池上 読んでいる途中で「本当にそうなの
かな」などと、思わなかったのですか？
岩崎 思わないよう、最初から心がけて読

池上 彰

評価されています。ただ、僕自身はドラッ

池上 彰
（いけがみ あきら）

という発想ではないわけですね。
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う生徒です。極論すれば、いいか悪いかの

岩崎 夏海（いわさき なつみ）

岩崎夏海
小説家
東京都日野市出身、1968 年生まれ。
東京芸術大学美術学部建築科卒。大
学卒業後に作家の秋元康氏に師事。
放送作家として数々の人気テレビ番組
を手がけた後、2005年から2007年ま
でアイドルグループAKB48のアシスタ
ントプロデューサーを務めた。2007年
12月に秋元康事務所をはなれ、2009
年4 月から株式会社吉田正樹事務所に
所属。作家として活動を始め、2009
年 12 月に処女作「もし高校野球の女
子マネージャーがドラッカーの『マネジ
メント』を読んだら」を発表。

とする「生徒」は、伸びると思います。

に学
『もしドラ』
HEME
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判断は別として、
「 教 育 者 」に 寄 り 添 お う

目の前の対象への批判ではなく
背景や社会構造まで深く読み取る
池上 『もしドラ』では、ドラッカーの経
営論が野球部の成長にどう役立つか、物語
仕立てで描かれることで、読者の興味を喚
起します。同様に、授業で習った勉強が生
生方が授業に落とし込む際のポイントがあ

徒たちの日常にどのように役立つのか、先
れば、教えてください。
岩崎 道理を読み解くことが重要だと思い
ます。物事の道理というか、概念や背景、
構造を重視することでしょうか。
池上 それはどういう意味ですか。
岩崎 この考え方は『マネジメント』にま
でつながるドラッカーの問題意識の根幹を
成すものです。１９３９年に出版された処
女作『
「 経 済 人 」の 終 わ り ― 全 体 主 義 は な
ぜ生まれたか』のなかで、ドラッカーはナ
チスについて考察します。ただ、他の人の
ように「ナチスが悪い」と断罪するだけで
は終わらなかった。
「 どんな社会構造がナ
チスを誕生させたか 」
「 いかなる歴史的背
景がヒトラーを生んだか」というように、
道理を深めるため、その事象の背景や構造
をきちんと読み取ろうとしたのです。
池 上 「 道 理 を 読 み 解 く 」と い う 方 法 論 を
教育の視点から言うと、どうでしょう。
岩崎 生徒たちが興味を持っているもの、
たとえばＡＫＢ でも、アニメでも、漫画
なく「なぜ興味を持つのか」という背景や

でも、
「 何 に 興 味 を 持 っ て い る か 」だ け で
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社会的構造を読み解けば、そこから授業に

役立つヒントを導き出せるかもしれません。

当事者意識が高まれば
問題解決の実現性も高められる

池上 東日本大震災以来、リーダーによる

マネジメント力について議論される機会が

が起きたとき、対応が後手後手になってし

増えているように思います。未曾有の震災

まった。その結果、「リーダーがダメだ」「組

織を刷新するべきだ」という厳しい批判が

起こりました。

岩崎 いまも続いていますね。

池上 岩崎さんのお話を踏まえると、当事

マネジメントができなかったのか 」
「 どう

者を批判する前に「なぜリーダーはうまく

して組織は正しく機能できなかったのか 」

というふうに、事態の背景や構造まで、き

岩崎 おっしゃるとおりです。大震災でな

ちんと検証するべきなのかもしれません。

ぜうまくマネジメントできなかったのか、

その構造をきちんと読み取ることは、学校

教育にも活かすことができると思います。

こうしろ」
池上 学校で先生が「ああしろ、

と押し付けてばかりいたら、いつしか生徒

たちも、自分で考えて行動できない〝指示

待ちタイプ〟になってしまう。今回の大震

災の一連の混乱は、学校の教室のマネジメ

ントの教訓になるわけですね。そう考える

と、
クラスのマネージャーである先生方が、

心がけるべきこととは何でしょうか。

岩崎 常に「自分の問題として考える」と

いうことが重要でしょう。問題に直面した

とき、他人に責任転嫁したり、被害者意識

ばかり強くしていると、一所懸命考えなく
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から学ぶ
〝教育に役立つマネジメント〟

自分の都合を捨てれば、難解な本も理解できる
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難解な本を読み解くには、自分の都合を捨てられ
るかが鍵となる。「この本の内容や著者を批判する
資格は自分にはない」という姿勢で臨めば、どんな
内容も素直に自分の中に取り込める。著者になりき
れば、文字面には書かれていない行間にまで意識が
及ぶようになり、理解はさらに深まる。

背景や構造を読み取れば、物事の道理がわかる

問題が起きたとき、 表層的に「誰か」「何か」
の責任にして批判すれば、その人物や事象の排除が
解決策だと早合点してしまう。 問題が起こった背景
や、 発生したメカニズムの構造などを理解し、その
現象の道理を読み取ることで、初めて、抜本的な問
題の解決が創案され、再発の防止につながる。

問題解決のためには当事者意識を持つ

何か困ったとき、敢えて「自分に責任がある」と
いう加害者の視点から考えれば、当事者意識が育ま
れ、取り組む姿勢が自然と真摯となる。さらに「自
分がなすべきことは何か」という条件付けが行われる
ため、他力本願ではない、実現可能な解決策へと
導かれる可能性が高くなる。

短期的な利益ではなく、長期的な利益を目指す

ドラッカーは、顧客の真の利益を考えれば、短期
的ではなく長期的利益を重視すべきと説いている。
教師にとっての〝顧客〟は生徒であるから、
その場（短
期的）ではどんなに嫌がられようと、勉強させることで、
将来 「あのとき勉強しておいてよかった」と生徒か
ら感謝される長期的利益を目指すべきだ。

なってしまいます。逆に「自分にも責任が

督をマネジメントできていないからだ、と

しこんで、器が広がるのを育む。そうなる

限られた空間の中にぎゅうぎゅう学問を押

考えます。成長過程にある人間の器という

期的な利益を重視する」という姿勢は『も

岩崎 「短期的な利益に振り回されず、長

とですね。

と考えることから、本当のマネジメントは

しドラ』のみなみも徹底しています。
痛みは子どもたちにとって嫌なことですか
ら、当然、拒否反応を示します。

だ引き出せていない」と考え、
「 自分のマ

監督の現実、欲求、価値というものを、ま

はダメなんだ」
とは思わないんです。「私は、

て拒絶します。そのとき、みなみは「監督

督は「それは得策ではないと思う」と言っ

て、監督にある助言をします。ところが監

ドラッカーから学んだマネジメントに従っ

池上 学校現場で考えるとどうでしょうか。

かを損なう」というのがあります。

な利益ばかり追うと、長期的には大事な何

が少なくない。そこに着目しないで短期的

期的な利益と長期的な利益は相反する場合

岩崎 ドラッカーの考え方から言うと「短

ようなものはあるでしょうか。

ネジメント』から得られる発想のヒントの

池上 他にも、先生方がドラッカーの『マ

そういう思いで取り組んでほしいというこ

池上 長期的にみればきっと感謝される。

強しろって言ってくれなかったの？」と。

なるでしょう。
「なんであのとき、もっと勉

ともできますが後々きっと後悔することに

何もかもを彼らの自主性に任せてしまうこ

どもたちも感謝するようになります。逆に

をしておくと、長い眼でみれば、きっと子

と言われ、たとえその瞬間は嫌々でも勉強

岩崎 でも、
先生や親から「勉強しなさい」

益の生み出され方が変わってきます。
「ど

究開発など、どう資金を使うかで明日の利

してほしい。企業活動でも、設備投資や研

はなくて、もっと「お金の使い方」の話を

と「貯め方」しか話題にしません。そうで

岩崎 世の中の ％の人がお金の
「稼ぎ方」

ほしい」と思われることはありますか。

先生方に岩崎さんが「こんなことを教えて

融経済教育に取り組む先生方です。そんな

池上 この対談記事の読者は、いわゆる金

“稼ぎ方”“貯め方”だけでなく
お金の“使い方”を意識する

と、必ず「成長痛」が伴うわけです。その

考えるわけです。常に
「自分に責任がある」

取り組みがより真摯になります。

始まるのです。

自然と当事者意識が高まり、問題解決の実
現性も上がるわけですね。

ネジメントの至らなさ」
に自己嫌悪に陥る。

岩 崎 「 教 育 は 人 間 の 器 を 広 げ る 」と 私 は

池上 勉強なんかしたくない、と。

監督がチームを正しくマネジメントできな

岩崎 『もしドラ』の主人公の「みなみ」は、

いのは、監督が悪いのではなく、自分が監

“短期的な利益”に流されず
“長期的な利益”を求める教育

池上 「自分にも責任がある」と考えれば、

ある」という立場から考えると、解決への

今は勉強を嫌がるかもしれないけれど、長期的にみればきっと感謝される……ということですね。
（池上）
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もそうです。僕を好人物と思ってもらうた

います。多少高くても〝良い商品〟を選ぶ

なくて、相手にこれだけのお金を払う価値

今、浅田真央さんや石川遼さん、田中将大

う使うか」は「どう稼ぐか」と同じくらい

さんなど、二十代の若者の中に突然変異的

があるかという観点から買い物するのは、

たちは企業を選んでいることになります。

に人格者が多く現れるという現象が起きて

いいことだと思います。

岩崎 お金を使って何か買うときに、安い

います。

ことで一票を入れ、票が多く集まれば、そ

それは、池上さんの気分を害さないという

か高いかではなくて、相手にこれだけのお

池上 『人格者でなきゃいけない、つらい

の〝良い商品〟をつくっている会社が生き

点で、池上さんの利にもなっています。

金を払う価値があるかという観点から買い

立場なんだろな』と思ったりもしますが。

めには、安くて粗悪な服ではなく、ある程

なのか、着目点やコンセプト、コツやテク
池上 その通りですね。

物するのは、いいことだと思います。

岩崎 まさにその通りです。若い人格者が

度お金をかけた服装が必要になります。そ

ニックも含めて、お金の賢い使い方を子ど
岩崎 相手が持つ印象、つまり相手の気分

池上 でも、岩崎さんのご指摘のように、

増えた背景は〝高倫理社会〟の到来です。

重要なのに、なぜかないがしろにされがち

もたちに教えてほしいですね。
を良くさせるために、自分の服装を選び、

先生方の中にも「お金の使い方」に無頓着

清濁合わせ飲むタイプは排斥され、誰にも

です。

池上 岩崎さんにとって、お金の使い方で
必要ならお金も使うべきだという観点、そ

な方がいらっしゃるかもしれませんね。

高い倫理観が求められる社会。その道理が

池上 次回作ではどんなテーマを？

大事にしていることは何ですか。
んな「他者のため」のお金の使い方をすれ

岩崎 ですから、これからはぜひ、先生方

紐解ける作品を書きたいと思っています。

岩崎 『社会とは何か』に興味があります。

岩 崎 「 お 金 を 使 う の は 他 者 の た め 」と い

ば、使ったお金の価値はどんどん膨らみ、

も「お金の使い方」を研究されて、子ども

残り、安かろう悪かろうの商品をつくる会

うことでしょうか。

自分から相手へと広がって行くのだと思う

たちに教えていただきたいですね。お金を

社は淘汰される。何を買うかによって、私

池上 他者のため？
のです。

んな服装を身につけることで、会って話し

岩崎 たとえば、以前の僕はそれほどファ

池上 同感ですね。私は子どもたちにいつ

池上 面白そう！ 楽しみにしています。

ている池上さんの僕への印象は良くなる。

ッションに関心がなかったのですが、ある

使って何か買うときに、安いか高いかでは

岩崎 ですから、何が有効なお金の使い方

人に言われたんです。
「 服とは自分のため

も「買い物は経済の投票行動」だと言って

池上 確かにそうですね。

でなく、他人のために着るものだ」と。今

『もしドラ』は〝ドラッカーの『マネジメント』
ありき〟ではなかった！

『もしドラ』は「ドラッカーを何かアレンジしよう」
として生まれたと思われがちですが、そうではありませ
ん。
当時の僕の師匠である秋元康さんから「17 歳の
女子高生を主人公にした映画の企画を考えなさい」
と言われました。日本の映画界では、17 歳の女子
高生が主人公の物語はヒットしやすく、従って、企
画も通りやすいからでした。つまり「17 歳の女子高
生」ありきで始まったのです。
ちょうどその頃、世間ではダン・ブラウンの長編推
理小説『ダヴィンチ・コード』が話題になっていました。
「この物語は＂殺人事件＂というエンターテインメン
トと＂レオナルド・ダ・ヴィンチ＂というアカデミックな
テーマを組み合わせたところにヒットの要因がある」
そう分析した私は、懸案となっていた映画の企画
の中で「＂17 歳の女子高生＂と何かアカデミックな
もの」を組み合わせようと考えました。そんなとき、
たまたま読んでいたのがドラッカーの『マネジメント』
だったのです。
「マネージャー」という言葉は、日本では一般的に
「雑用係」のイメージでとらえられがちですが、アメリ
カでは「監督」を指します。
そこで、あるシーンを想像しました。アメリカからの
交換留学生が、日本の高校の野球部に入部した最
初の日、訊ねます。
＂Who is the manager ? ＂チー
ムメイトは女の子を指差して言うんです。＂She is
the manager！＂それを聞いて交換留学生はびっくり
します。『女子高生が監督……なんて日本は進んで
るんだ！』って。
そんな日米の「マネージャー」 に対するイメージの
ギャップのおもしろさを起点に『もしドラ』の発想は
生まれたのです。

対談を終えて

「何の役に立つの？」に
答えるためのヒントがある！

を勉強して、何の役立つの？」と問われるときで

子どもたちに教えていて一番難しいのは「これ

す。授業の中でも、どこかで「こんなふうに役に

立つのか」
「こんなところで応用できるのか」と

いう動機付けが必要になります。その点、
『もし

ドラ』には「アカデミックなテーマをどうやって

身近なところに引きつけて、わかってもらうか」

という工夫が詰まっています。この本を何度も読

み返していると「なるほど、ここに秘密があるの

か！」と学べるところがたくさんありました。

「短期的利益でなく長期的利益を重視する」という姿勢は『もしドラ』の主人公も徹底しています。
（岩崎）

岩崎氏が語る
“
『もしドラ』誕生秘話”
戦略的に生み出された物語

明日から使える

STOCKくんが
突撃リポート!

今回のユニーク授業は

［ 神奈川県立三浦臨海高等学校／神奈川県 ］
STOCKくん

1
1

今日の授業で

3

使うものはコ

レです！

＜自動車のつくり方＞

1
❶オモテ面に三等分 ❷ウラへ折る
の折りすじをつける

❹中割り折り

❸折りすじをつける
うらがえす

❺二回折る

❻このかたちになる

⇧

この教室は自動車工場
で す︒ 注 文 が た く さ ん
入 っ て い ま す︒ が ん ば
ってたくさんの自動車
をつくってください

❼裏返しにして、 上 ❽折りすじをつける
の１枚に折りすじをつ
ける

⇧ ⇧

11
10
❾先を中心に集めて ●開いてたたみなお
●折る
折る（ ○と○を合わ す
せる）

12
●左端を開いてたた
みなおし、 右端をウ
ラへ折る

を
イン
デザ ！
！
に
最後 て終了
入れ

金子幹夫先生

「くるま」Ⓒ石橋美奈子

結果
1回目
10分で

30台

製造開始！

もっと早くつ

くるにはどう

すればよいで

さっそくグループにわかれて

作戦を考えま

しょう
席の配置も

ポイントです

席を移動。それぞれの役割分

担を決め、作戦を立てる。

A グループ

しょう？

B グループ

C グループ
A グループ

10分で

49台
3回目112台
2回目

製造開始！

さらに効率・完
成度を上げるべ
く、作戦会議を
して３回目へ

短時間で

たくさんのモノをつくる

には︑工夫や助け合い︑

協力︑大胆な発想が必要

です︒ものづくりの

会社はこうして

成り立っている

のです

なるほど
!!

結果

B グループ

06

グループごとの作業で
ものづくりの理念を学ぶ
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。 今回は神奈川県立三浦臨海高等学校
をリポート。「 分業 」 と 「 交換 」 を学ぶカリキュラムのうち、

“ 分間で１００台”が目標
折り紙で自動車をつくろう
台だった。

３回目の作業は、グループごと

型学習を取り入れている。この日

業では、カリキュラムの中に体験

金子先生が受け持つ公民科の授

うやく１１２台と目標数を上回る

する、などの作戦が功を奏し、よ

る、器用な人が難しい工程を担当

タート。折り紙のまとめ折りをす

にさらに綿密な作戦会議を経てス

は 現 代 社 会 の 第 ４ 回 目。
「分業」

ことができた。

と作業をしていた生徒も、グルー

特徴的だったのは、最初は黙々

をテーマに、企業の視点から「も
のづくり」とは何かを学ぶのがね
らいだ。

ということは、お金を稼ぐためだ

プ内で作戦を練ったあとは、少し

けではなく、いろいろな人の役に

立っていることを忘れないでほし

い」と金子先生。

授業終了後、生徒たちからは、

をつくり、それらを必要とする人

「分業によってたくさんの自動車

立っているんだな、と思った」な

工夫が必要。その中で会社が成り

「早く作業をするにはいろいろな

ると、効率よくできた」

「人によって得意なところを分け

に売って、利益を得る。それがも

どの感想が寄せられた。

たようだ。

ることの大切さ、難しさを実感し

通して、互いに助け合い、分業す

生徒たちは、この３回の作業を

する姿が目立ったこと。

でも早くつくるために隣同士で声

つくるように社員に指示する。
工場長の合図で作業開始。まず
は１人で全工程を折ってみると、

っと早く自動車をつくる方法はな

さらに今回の体験を通して、働く

のづくりをする企業の本質です。

台足りないため、工場長は「も

ると２回目の作業では、
「 複数人

結果は 分で 台。目標にはあと

最後に、仕上がった自動車の品評会を行い、品質も
チェック。この結果は今後、機会費用を考える授業に
活かしていく予定だという。

いか？」と社員に問いかける。す
で役割を分担する」
「 得 意な人 が
１つの工程を専門に担当する」な
さっそく２～５人のグループを

どのアイディアがあがった。

移動。横並びやＬ字型など、机の

つくり、作業しやすいように席を
配置を工夫したり、担当を決め、

10

総括教諭

神奈川県立三浦臨海高等学校

金子幹夫先生

「流れ作業」を始めるグループが
登場。

49

ちに回して！」という声があちこ

最近、生徒たちの言語活動の充実ということが
求められています。そこで毎回、
授業の冒頭で、
学習内容に合わせた新聞記事を取り上げ、
「読み
書き」をさせる時間を取っています。記事を読
ませる際は、間違い探しやタイトルづけなどの
遊び要素を取り入れた「アニマシオン」という
手法を取り入れています。読んだあとは、最初
に結論、次に理由を書く形式で記事の感想を書
かせることで、将来的に小論文がすらすら書け
るぐらいの記述力の養成をめざしています。

30

「 早く早く！」
「 終わったらこっ

生徒は全員ファイルを持ち、授業のプリントを時系列
でファイリング。自身の成長記録でもある。

10

を掛け合い、助け合いながら作業

与えられた課題は、折り紙で自
あり、先生が工場長で、

動車をつくること。折りの工程は
全 部で

は、 分間で１００台の自動車を

生徒が社員という設定だ。工場長

12
10

ちで響いたが、結果は 分間で

07

10

70

この日は、グループごとの共同作業をを通して「分業」を体験。
企業の視点から見た 「ものづくり」 とは何かを学びます。

三浦臨海高校は単位制のため、生徒は自分で選択した科目を履修する。このクラスは 30 名。机の配
置は、全員が参加できるようにするため、授業内容によってフレキシブルに変化させている。

調べる

道路状況の監視

審判

中・高校生が体当たりで調べた

様々な方法による

道路情報の収集
機械プラス最後は「人の目」で
より正確な情報を収集
交通管制用テレビカメラ
（A）
、超音波を利用した車両
感知器（B）
といった機器からの情報に加え、パトロー
ルカーや「首都高バイク隊」
と呼ばれる山手トンネル専
用のパトロールバイク
（C）
による「人の目」での情報収
集も行っている。ドライバーからの非常電話（D）
や携
帯電話からの通報（道路緊急ダイヤル#9910）
も、重
C

B
D

状況や目的に応じた

迅速な処置と道路情報の提供

各所に設置された表示板で
最新の道路情報を提供！

ラジオの渋滞情報も
ここから放送される！

管制センターで処理された情報は、首都高の入口

管制室のスクリーンを見下ろせる位置にあ

などに設置された各種の表示板を使いドライバー

る、
日本道路交通情報センターのブースでは、

に提供される。
文字情報板の更新速度は１分間隔。

管制室から提供されたデータを基に、交通情

現在では渋滞距離のほか、渋滞通過の所要時間も

報の放送を行っている。西東京管理局ではラ

提供できるようになっている。

ジオ放送施設が設置されている。
模擬渋滞情報
に挑戦！

空いているブースで交
通情報のアナウンスに
チャレンジ！「とって
も緊張しました…」

通常の文字情報板のほか、図形を使った所要時間の表
示板（５分間隔で更新）
、風速表示板など様々な種類
の表示板で情報提供が行われている。

調査員 まるで、映画のスクリーンみたい

ですね。あの画面は、どれくらいの大きさ

17

になるんですか？

溝 口 全体の大きさは横 ｍ×縦３・７

ｍになります。
交通管制システムとしては、

世界最大級の大きさなんですよ。

調査員 ここでは、どのようなお仕事が行

われているんでしょう？

溝 口 管制センターでは、首都高を利用

するドライバーの皆さんが、安全かつ円滑

に通行できるよう、首都高の監視と適切な

情報提供を主に行っています。

調査員 首都高では、 日にどれくらいの

事故が発生しているんですか？

溝 口 首都高全域では、事故は 日平均

1

1

西東京管理局
交通管理グループ
交通管理担当課長

アナウンス

今回の研究テーマ
首都圏の交通の “大動脈”となっている首都高速道路。 東京・神奈川・埼玉・千
葉地区に総延長距離約３００㎞、一 日の通行台数が約１１０万台という首都高の安
全は、 どのように守られているのだろうか？ ２００９年より稼働している最新の
交通管制システムや交通管理業務を中・高校生が調査する！

A

首都東京の高速道路の安全・安心を
守る交通管制室の秘密を調査する！

要な情報源だ。

今回の調査員

溝口健二さんに
伺いました !

上田ナナさん（高校 1 年生）
浅石陸希くん（中学 1 年生）

08

見張る

調査員

上田さん＆
浅石くんが
調べた !

最新の交通管制システムを活用した

首都高速道路に関する主なデータ

優秀な管制システムと
現場の人の努力で
安心・安全が守られる！

総延長距離 ＞＞
通行台数

首都高速道路は、一般の自動車だけ

＞＞

301.3㎞
約111万台/日

事故・故障車・
＞＞ 約
落下物件数

150件/日

でなくトラックやトレーラーなど、首
都圏の物流を支える車両の通行にもな
くてはならない大切な存在。表示板や
放送だけではなく、カーナビに表示さ
供されているということを、今回はじ

世界最大級のスクリーンで
最新の道路情報をキャッチ！

めて知りました。

120インチのプロジェクターを横７面、縦２面に組み合わせた巨大

れる渋滞情報も、管制センターから提

現在導入されている交通管制システ

スクリーンの前には昼間８名、夜間６名の管制員が常時配置されて

ムは、
世界有数の情報処理能力を誇り、

おり、スクリーンに表示された情報の監視と処理を行っている。緊

モニターを一元化して見れる管制卓

急電話などからの通報も、ここで対応する。左４面は、山手トンネ

は、音や光で二重で知らせる仕組みに

ルの監視に特化されており、
急な減速や何かを避けて走る動きなど、

なっているなど、現場で働く人たちが

事故の予兆があった場合には、監視カメラから自動的にアラートが

効率よく快適に作業できるような配慮

発せられる。スクリーンは、管制室の上階にある「日本道路交通情

がされているそうです。首都高の安全

報センター」からもチェックできるようになっており、表示されて

を守るために、様々な工夫がされてい

いる情報をもとに、
交通情報のアナウンスをする場合もあるという。

集められた情報が、リアルタイムに表
示される巨大スクリーン。投影式にし
たことで、道路の拡充にも柔軟に対応
できるようになったという。

「スクリーンを監視しながら、緊急電
話にも対応しているなんてすごい！」
（上田さん）
「もっとたくさんの人がい
ると思っていました」
（浅石くん）

ることに驚かされました。
様々な工夫と
努力で守られて
いるんだね！

守る・伝える

トンネル内でも大活躍！
最新鋭のエアジャッキ

事故発生時には黄色い
パトロールカーが急行！

トンネル内のように高さに制限

首都高上には昼間31台、夜間22台の黄色

のある場所では、転倒した車両
特別にパトロールカーにも座らせていただ
いた！

いパトロールカーが24時間常時巡回して

の引き起こしに、空気を利用し

いる。道路に関する情報収集のほか、最寄

た最新式のエアジャッキが導入

の車が事故現場に急行し、事故車や落下物

されている。クレーン車での作

などを迅速に撤去できる体制となっている。

業が困難な場合でも活躍できる
ほか、より優しく車両の引き起

取材協力

首都高速道路株式会社
西東京管制局 （東京都千代田区）
首都高全線のうち、中央環状新宿線（山手
トンネル ）や３号渋谷線などを含む約

22

で約 件、故障車が約 件、落下物が約

件も発生しています（平成 年度のデータ

10

より）
。雨の日には６倍もの件数になり、す

べてを合計すると、 分に１件は何かしら

の事象が起きていて、その都度、事故や故

障車の撤去や落下物の処理を行っているこ

とになるんですよ。

調査員 それは忙しそうですね！ そうし

た事故や渋滞の情報は、どれくらいの速さ

15

で伝えられているんですか？

1

溝 口 以前は約 分おきに最新情報を提

供していたのですが、現在では 分おきの

情報提供ができるようになっています。渋

滞が起こる可能性があることを伝える予測

情報なども提供できるようにするなど、さ

らなるサービスの充

実に関する研究も進

めているところで

す。また、海外の方

09

もよく視察にいらっ

道路緊急ダイヤル
＃9910
（短縮ダイ
ヤル）
の周知にも
力を入れている。

「ジャンボリフト（写真上）
」と、引
き起こした車体を支える「ランディ
ングバッグ
（写真下）
で構成される。

しゃるんですよ。

http://www.shutoko.jp/

道路に散乱したオ
イルの吸収剤な
ど、安全回復に必
要な機材が揃う。

エアジャッキは、引き起こし用の

調査員 ありがとう

な首都高の交通情報を提供している。
なお、
管制センターは西東京のほか、東東京（箱
崎）
、神奈川（東神奈川）
の計３か所の管理
局に設置されている。
■首都高速道路株式会社

う。

ございました。

120kmのエリアを管理しているセンター。
2009年より新交通管制システム「AISS
09」が採用され、プロジェクター方式の
グラフィックパネルを導入。迅速かつ詳細

こしができるようになったとい

30

32

87

ａｚｏｎ．ｃｏｍ」が今年

国の通販サイト大手「Ａｍ
やスマートフォンなど、電子書籍

Ｐａｄ」のようなタブレット端末

とはいえこうした傾向は、
「ｉ

米
月に発表したリリースによれば、

子書籍市場だが、日本の動きはど

このように海外では躍進が続く電

１０５対１００で上回ったという。

子書籍の販売部数が、紙の書籍を

同社の米国向けサイトにおける電

までに１４００万台の規模になる

末の累計販売台数が２０１５年末

村総合研究所は、電子書籍向け端

く変化すると考えられている。野

の閲覧に適した端末の登場で大き

体の市場規模も急速に拡大してい

と予測。それに応じ、電子書籍自

インプレスＲ＆Ｄの調査によれ

うなのだろうか？

れているコミックやケータイ小説

本の場合、携帯電話向けに配信さ

一の規模を誇っている。ただし日

に対し５７４億円と、すでに世界

９年の段階で、米国の３００億円

子書籍に積極的に取り組む動きも

０１０」のように、作家自身が電

村上龍氏が設立に関わった「Ｇ２

ットが続々と登場しているほか、

年に入り大規模な電子書籍マーケ

「２Ｄｆａｃｔｏ」をはじめ、今

ドコモと大日本印刷が提携した

くだろうとしている。

が市場の大半を占めるのが特徴。

活発化。現在、２兆円弱といわれ

2013

2012

2011

2010

年度
年度

欧米で普及しているアマゾンの電子書籍専用端末
「キンドル」。日本語版の登場が待たれるところだ。

女性の間では、いわゆる「パワースポットめぐり」
の一環として登山を楽しむ人も多いようだ。
Photo By imgdive

い風となり、今年もその勢いが衰

ているという。健康志向なども追

確かに女性の登山者が目立ってき

り、実数は計測されていないが、

登山者が約260万人となってお

つ星を獲得した高尾山では、年間

ュラン社の旅行ガイドブックで三

登山を楽しんでほしいという地元

ようになったという。新たな層に

でも安心・快適に登山が楽しめる

中心とする取り組みにより、女性

実させるなど、地元の旅館組合を

か、女性向けの宿泊サービスを充

室といった施設の整備を進めたほ

場合は、環境配慮型トイレや更衣

元の努力も見逃せない。富士山の

える気配のない「山ガール」現象。

の取り組みが、着実に成果を挙げ

たことになる。日常を離れ、自分

いう日本の山々。ただし、登山を

なくはない。

する際は事前にしっかりとした計

を見つめ直すためのパワースポッ

と予測されるアウトドア関連市場

画と装備を怠らないようにしたい。

トとしても人気が高まっていると

のけん引役としても「山ガール」

１年版 ）
』にて、５０００億円超

に注目が集まっている。機能はも

『観光ビジネス未来白書（２０１

もちろん、経済に与える影響も少

高の約 万人を記録。また、ミシ

ちろん、ファッション性も重視す

※富士吉田市調べ。7月、8月の合計。六合目安全指
導センターでの集計データ。

る女性のための登山服やアウトド

259,658人

ガール」という流行語に

2010年

象徴されるように、ここ

241,436人

ア用品の売れ行きが好調となって

2009年

いるほか、女性向けの登山ツアー

247,066人

数年オシャレな登山服に身を包み

2008年

登山を楽しむ女性が増えている。

194,007人

一方、山ガールたちを迎える地

2007年

やセミナーも増加しているためだ。

167,368人

１０年の富士山登山者数が過去最

「山

最近の富士山登山者数

富士吉田市の調査によれば、２０

2006年
26

ば、日本の電子書籍市場は２００

一般書に関しては、専用端末が普

出所：インプレス R&D

及していなかった上、電子書籍化

※新たなプラットフォーム＝スマートフォンやタブ
レット端末など。

る書籍全体の市場において、電子

200

書籍が占める割合が今後増えてい

400

に関する契約のしくみが整備され

600

ていないといった理由から、積極

800

くことが予想されている。

2014

年度予測 年度予測 年度予測 年度予測 年度予測

2009

2008
0

PC向け電子書籍市場規模

1,000

ケータイ向け電子書籍市場規模
（公式コンテンツ）

1,200

新たなプラットフォーム向け
電子書籍市場規模

1,400

「山ガール」現象の経済効果
地元の取り組みもブームの要因！
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電子書籍市場の今後

的な動きがみられていなかった。

（単位：億円）

電子書籍市場は今どうなっている？
すでに世界一 !? 日本の
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授業で使える経済トピック
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今
夏の最重要課題といえば、
飲料の自販機の大半が、夏場（７

国に約２６０万台設置されている

直後の電力不足時にも話題となっ

そこで気になるのが、原発事故

品だけを優先して冷やす「学習省

る。このほかにも、売れそうな商

コ・ベンダー」機能を装備してい

間、冷却機能をストップする「エ

月～９月）の午後１～４時までの

やはり“節電”
。全 国 的 に

た自動販売機の存在だ。日本自動
エネ」や、明るさに応じ照明のオ

りの電力を消費するように思える。

を提供する必要があるため、かな

飲料の自販機は、常時冷えた飲料

だろう。とはいえ、街で見かける

ェイトを占めていることがわかる

千億円なので、自販機が相当なウ

の冷却機能の輪番停止を行うとい

全体で、ピーク時以外でも自販機

様だ。さらにこの夏は、飲料業界

に必要とする電力消費量とほぼ同

これは、電気炊飯器が１回の炊飯

抑えられているという。ちなみに

費電力量は、一台約１３０ｗｈに

酒・ビール

2,361,513
合計

※日本自動販売機工業会「自販機普及台数及び年間
自販金額（2010 年版）
」より。

切符などの自販機も含めると、国内には 500 万台
以上の自動販売機が設置されているという

長崎の藤瀬半兵衛という人物が「レモン水」という
名前で炭酸飲料を売り出す

1872 年（明治 5 年）
日本人に初めてラムネの製造許可がおりる

1888 年（明治 21 年）頃
日本でもラムネ瓶の栓にビー玉が用いられるようになる

外な経済のしくみが隠されていた

ところで、そんなラムネにも意

ているアイスキャンディのような

清涼飲料（駄菓子屋などで売られ

サワーなど ）
」
、
「 ポリエチレン詰

ソーダ」
、
「焼酎割り用飲料（ハイ

ラムネのほか「シャンメリー（子

ことをご存じだろうか？ 実は、

飲料 ）
」の６つが、中小企業特有

ども用シャンパン ）
」
、
「 びん詰め

市販されている清涼飲料水の中で

の品種と規定されているとのこと。

Ｔ製も多いが、あの瓶の形状と味

も、ラムネは特別な存在。具体的

には、若い世代でもなぜか懐かし

にいうと、資本金が３億円以上と

近年では、特定の地域でのみ生

（北海道）
、「わさびらむね」
（静岡）
、

静 か な ブ ー ム。
「メロンラムネ」

産されている「ご当地ラムネ」も

これは、中小企業を支援するた

で様々な種類が登場している。地

めに設けられた通称
「分野調整法」

域活性のためのツールとしても、

さくラムネ 」
（広島）など、各地

本で製造されているラムネが、現

ラムネが役に立っているというわ

「たこ焼風ラムネ」
（大阪）
、
「はっ

代にいたるまで主に中小企業の商

と呼ばれる法律に基づく、飲料業

品であることを考慮し、中小企業

けだ。

界内での取決め。明治初期から日

を自主規制しているのだ。

なる大企業は、ラムネの製造販売

コーヒー飲料」
、
「びん詰クリーム

全 国 清 涼 飲 料 工 業 会 に よ れ ば、

いよう、大企業がラムネの製造を

1865 年（慶応元年）

祭りや盆踊りのシーズンが

浦賀に来航したペリー艦隊の乗組員が、日本人に炭
酸飲料を振る舞う

さを感じてしまうはずだ。

うになる「ラムネ」
。最近はＰＥ

夏

1853 年（嘉永 6 年）

遠慮しているというわけだ。

ラムネの歴史

近づくと、よく見かけるよ

1995 年（平成 7 年）
日本ラムネ協会が設立される

も夏の節電対策が進んでいる。

販売機工業会の発表によれば、２
ン・オフを制御する機能などが装
備されており、全国清涼飲料工業

０１０年の飲料自販機の普及台数
約２兆４千億円という。同年の飲
会によれば、夏場 時間の平均消

は約２６０万台。その売り上げは
料業界全体の市場規模が約４兆５

これらの自販機の節電対策は、ど

った努力を行うことで、さらなる

57,670

節電に努めるとも。経済と節電の

181,523

実は、今回の災害が発生する前

コーヒー・ココア（カップ式）

「ラムネ」
【ザ・ロングセラー】 夏の風物詩

COLUMN_
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1

うなっているのだろうか？

155,250

バランスを考え工夫がされている

牛乳

から、飲料自販機では節電対策が

（単位：百万円）

というわけだ。

清涼飲料

味だけではなく、
見た目も涼しげな
“夏の風物詩”ラ
ムネ。日本に入っ
てから 150 年以
上の歴史を誇る大
ロングセラーだ。

の経営に悪影響を与えることがな

11

1,967,070

行われていた。たとえば、現在全

2010 年の飲料自販機年間販売額

自販機の節電対策はどうなってる？
実は以前から整備されていた !?
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お知らせ

1

岩崎夏海さんのサイン入り著書

を5 名様にプレゼント!!

レインボーニュース Vol.16

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、岩
崎夏海さんのサイン入り著書『もし高校野球の女子マネージャーがドラッ
カーの『マネジメント』を読んだら』をプレゼントいたします。

東京証券取引所オリジナル

W

!
チャンス

ラバーウッド・リフレッシュ
コーン（ツボ押し）
を抽選にもれた方10名様に
プレゼントいたします！

お知らせ

2

先生と生徒のためのサポートサイト
「金融経済ナビ」をご利用ください。
金融経済を楽しく学び、教えるためのＷｅｂサイトです。
当サイトでは、金融経済の基礎知識や金融商品の特徴、
また金融経済にかかわる様々な組織が担っている役割な
どについて、イラストや図を交えてわかりやすく解説して
います。またこれらのコンテンツを実際に授業で活用して
いただくために、教員向け授業ツールもご用意しています。
ぜひ授業でご利用ください。

http://www.kinyu-navi.jp
「まなぼう！ 金融経済」

「ウォーキングin 金融経済タウン」
かわいいクレイ人
形たちがナビゲー
ト。 マ ンガ・ 図
解入り解説・クイ
ズなど、 多 彩な
構成で金融経済
の 基 礎がわかり
やすく学べます。

お問い合わせは、 日本証券業協会 金融・証券教育支援センター
東京証券取引所グループ CSR推進部

さまざまな機関な
どの仕組みを知
り、 社 会におい
てどのような役割
を果たしているか
を学びます。
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「金融経済ナビ」http://www.kinyu-navi.jp/ に掲載しております。
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