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西水美恵子 池上 彰
前世界銀行副総裁

ジャーナリスト

いまの若者たちのアンビションを活かす金融経済教育とは？
授業で使える経済トピック

明日から使える

TREND COLUMN

「静岡大学教育学部附属島田中学校」
現場主義！

中・高校生が
体当たりで調べた

東京湾岸にそびえ立つエコのシンボル
「若洲風力発電施設」の秘密を調査せよ！

COLUMN_1. 今年の冬はこれで乗り切る !?
ぽかぽかグッズ
COLUMN_2. 金相場の高騰・下落の背景に
あるものとは？
COLUMN_3. ふくらみ過ぎた国の借金問題
ギリシャ債務危機
COLUMN_4.【ザ・ロングセラー】使い捨て
カイロの定番 「ホッカイロ」
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銀行は、戦争や震災などで破壊され、自分

西水 第二次世界大戦直後に誕生した世界

することも重要な使命の一つですから。

国に対して、必要な資金とノウハウを提供

たちの資力では復興に時間がかかりすぎる
池上 七年前まで西水さんが副総裁を務め

池上 首都高速道路や名神高速道路も世銀

貧困のない世界をつ く る こ と が
世界銀行の使命

ておられた「世界銀行」とは、どんな仕事

す。

プロジェクトに使っていただくのが使命で

その国の社会や経済の発展のために役立つ

だけ低いコストまたは無利子で融資して、

て、復興を遂げられたのも、世界銀行のお

池上 戦後、日本が高度経済成長を実現し

も世界銀行でした。

融資で、戦後の日本の電力開発を支えたの

も、水力発電の大型ダムの建設費用などの

西水 一九九〇年だったと思います。他に

界銀行からの融資の返済が終わったのは、

池上 国連やユニセフのように、寄付金を

かげと言えるわけですね。

そんなに昔じゃなかったと思いますが。

募って、集まった資金で基金を組み、無償

西水 ただ助けられたわけではありません。

二十年から四十年という長い期間、できる

で援助する機関だと思われがちですが。

当時の報告書には、世界銀行が「十年かか

ジャーナリスト

えるのが正しいのです。ですから、世界銀

国家を成す意志、即ち国民という意味と考

ソブリンは国際法の専門用語ですが、独立

ｇ ｎ（ ソ ブ リ ン ）
” と 定 め ら れ て い ま す。

銀行の株主は、
“加盟国の Ｓｏｖｅｒｅｉ

西水 少しニュアンスがちがいます。世界

国際版と考えられるのでしょうか。

いう点で、世界銀行は「長期信用銀行」の

池上 長期間低コストで貸し付けを行うと

あること」を誇りに思ったものです。

きます。それらを読んで、私は「日本人で

持つ国だ」という賞讃の言葉が頻繁に出て

んの態度などに対して「素晴らしい文化を

事故で亡くなられた方を悼む現場のみなさ

た技術力の高さと勤勉さ、工事中に不慮の

る」と予測したダムを二、三年で完成させ

大切なお金を市場からお借りし、運用し、
融資し、きちんと回収して市場にお返しす
る。一般の銀行と同じく、市場原理に基づ
いた本物の「金融機関」です。
や貧しい国に長い期間でお金を貸すわけで

池上 ただ、国家リスクが高い発展途上国
すから、事業リスクも高くなりますね。
西水 ですから、世界銀行の金融運営が、
とことんうまくいっていないといけない。
実際、ここ数十年、世界銀行は金融機関と
して「ＡＡＡ（トリプルＡ）
」と い う 最 高
の格付けをいただいています。そうでない
と、リスクの高い発展途上国にできるだけ
低コストで、長期間お金を貸し付けること
はできません。
池上 意外と知られていませんが、日本も
世界銀行のお世話になっていますね。

池上 彰

西水 全く性質が異なります。ひとさまの

借りることができない発展途上国に対して、

をしている銀行なのでしょうか。

池上 彰
（いけがみ あきら）

の融資でつくられた道路ですね。一九六四

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。

年に完成した東海道新幹線もそう。その世
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年
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行は「世界各国の国民からなる共済組合」
なのです。

西水美恵子
西水美恵子（にしみず みえこ）

元世界銀行副総裁
大阪府豊中市出身、北海道美唄市で
育つ。東京都立西高等学 校 在学中、
交換留学生として渡米し、大学に入学。
1975 年、プリンストン大学経済学部
の助教授に就任。1980 年世界銀行
に入行。1992 年に国際復興開発銀行
リスク管理・金融政策局局長となるな
ど、要職を歴任する。1997 年、南ア
ジア地域副総裁に就任し、2003 年に
世 界 銀 行 を 退 職 す るまで 務 め る。
2007 年より、シンクタンク・ソフィア
バンクのシニア・パートナーとなり、現
在、執筆、講演などで世界を飛び回る。

世界銀行にとって最 も 大 切 な の は
貸すことではなく「貸さないこと」
池上 西水さんは、発展途上国に対して、
具体的にどんなふうに融資されたのですか。
した。大抵の銀行は「どれだけたくさん貸
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西水 「どれだけ貸さないか」
を大切にしま
したか」が業績になります。しかし、本来
は、なぜ貸さないか、その理由を説明した
上で「こうすれば、貸せるようになります
よ」と相手が最善の方法に至るお手伝いを
するのが、銀行マンの根本的な使命だと考
えています。
池上 無制限に貸すことは、かえってその
国のためにならない。ただ、相手の理解を
得るのは、大変そうですね。
んなムダな使い方には貸せない」と言うと

西水 その国の大統領や首相に対して「そ

かし、私は「世界銀行を資金面で支えてい

「政治介入する気か」
と反発されました。し
るのは、あなたではなく、国民です。その
と答えました。

〝国民〟
の意見とは異なるから、
貸せません」

身が〝その国の国民の実態や願望〟を把握

池上 そこまで言うためには、西水さん自
しなければならなくなりますね。
西水 発展途上国の国民のほとんどは〝貧
しい人たち〟です。そんな国民の意思は、
権力者たちに、
なかなか届かない。私は
「透
明な国民」と呼んでいましたが、
そういう、
見えない、聞こえない国民の意を汲み取る

西水 最終的には「自分で体験するしかな

い」と思って、各担当国の貧村にホームス

テイしました。初めての体験はスリランカ

とパキスタンで、
それぞれ数週間ずつ。
「世

界銀行の幹部」であることは忘れて、一人

の村人として私を受け入れてくれるようア

レンジしていただきました。あれほど貴重

な経験はありませんでした。

池上 普通、銀行の幹部がわざわざそんな

ことしませんよ。世間一般からみるイメー

ジとは全くちがう仕事のやり方ですね。

西水 私だけではありません。世界銀行の

職員はみんな、「貧しい国の人たちのために

なりたい」
という情熱を持って入って来る。

しかし、大きな組織ですから官僚的なカル

チャーが避けられず、最初の情熱も徐々に

薄れていく。ですから、彼らのパッション

に再び火を点けるために、もっと草の根に

密着した〝いい銀行マン〟としての仕事を

してもらうために、私の下で働く条件とし

て「貧村ホームステイ」を課しました。

西水 私が体験したあと、直属のマネージ

池上 他の職員たちにも……ですか。

メントチームの局長クラスを集めて「貧村

ホームステイをやりたくないなら、この局

から出て行け」と命令しました（笑）
。

池上 どうなりました。

したら、人間が変わっていました。

西水 体験してもらって、一週間後に合流

西水 みんな、以前とは〝逆さま〟になっ

池上 たった一週間で変わった？

て帰って来てくれました。

〝貧村ホームステイ〟の体験が
職員を〝本物の銀行マン〟に変えた
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ことが重要だと思っていました。
池上 どうやって汲み取ったんですか。
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世界銀行の役割

世界銀行グループは５つの組織から成るが、そのうち
の国際復興開発銀行（IBRD) と国際開発協会（IDA）
を「世界銀行」と呼ぶ。IBRD は、比較的信用力
のある途上国や新興国に利子をつけて貸出を行い、
IDA は最貧国向けに無利子の融資などを提供してい
る。いずれの機関も、資金だけでなく開発に必要な
技術協力や知識の提供を行い、発展途上国や新興
国の安定的な成長や貧困削減を支援している。

資本市場

加盟国
各国通貨建ての
世銀債

アメリカ、日本、
ドイツなど
ドル、
（ ドル、円、豪
ブラジルレアル など ）

187 か国
（2011 年度）

今の「ギリシャ危機」についてどのように見ていますか？

議のとき、以前は「部あって局なし、局あ

池上 どんなふうに変わったのですか。

えるように学校を建てるよ』
と言ったら
『で

できないのは本当に辛い』
と泣いたので
『習

テイ先の〝村のお母さん〟が『読み書きが

も、習う時間がない』って」

西水 たとえば、次年度の予算の仕分け会
って世界銀行なし、世界銀行あってお客様

西水 南アジアの貧村の女性は、一日に平
均六、七時間を水汲みに費やします。さら

池上 学校ができても通う時間がない？

に家事はもちろん、薪集めや畑仕事、家畜

なし」の状態で、予算を取り合って喧嘩す
途上国の家族の一員になって極貧生活を体

るし、無駄使いも多かった。しかし、発展
験すると「貧しい人々、つまり〝世界銀行

の世話まであるので、自分の時間なんて全

の成人教育の向上には積極的に融資します。

や経済の発展に大きく影響するので、女性

う年代の女性の教育は、発展途上国の社会

西水 一例をお話しましょう。次世代を担

池上 その結果、どうなりましたか。

教育は本当に大切だけれど、まず水道をひ

議のとき、教育担当の局長は「女性の成人

の事実に気づいていなかった。だから、会

西水 意思があっても時間がなかった。そ

ない」と思い込んでいたんですね。

池上 「 学ぶ気がないから読み書きができ

庭の女性は学ぶ意思がない」
と考えていた。

くない。しかし、彼はそれまで「貧しい家

のお客様〟のことを自分は全く知らなかっ

その教育を担当している局長が、予算会議

た」と気づかされます。

で、涙声でこう発言しました。
「 ホームス

このギリシャ危機から日本が学べることは何ですか？

2

債券発行

世界銀行
資金の貸出

途 上 国 支 援 プ ロ ジ ェ クト
インフラの整備

経済改革の促進

教育・保健

環境保護

経済の専門家に聞く
最近の世界情勢について

「ギリシャ危機」を引き起こした要因の一つは「ユーロ
共同体」のデザインをまちがえたことにあると思います。
財政政策は各国個別のままにして、金融政策だけをユ
ーロ内で統一してしまった。ですから、もし将来的に財政
政策も一本化する「欧州合衆国」を実現することができ
れば、状況はちがってくると思います。

言い出した。すると、同じく貧村ホームス

予算を削ってインフラ局に回してくれ」と

くことから始めなければいけない。うちの

席巻している理由と似ていますね。サムス

池上 現在、韓国のサムスンが世界市場を

わかってくれました。

としての仕事はできない」って、みんな、

の中に入って、いかないと、いい銀行マン

ンの社員は世界中にちらばって、何ヵ月か

から、最終的には、局とか部とか関係なく

西水 他の局も同じ体験を共有しています

い」で喧嘩し始めたわけだ。

れを西水さんは世界銀行で実践した。なん

す。大事なのは「お客様を知ること」
。そ

灯のない地域ではものすごく便利なんで

では考えられない〝付属機能〟ですが、電

電話」を提案して、大ヒットさせた。日本

何年か、必ず現地で生活する。そのうちの

「 戦 略 的 に 大 切 な 仕 事 に 優 先 的 に 使 う 」と

だか〝仕事の本質〟を教わった気がします。

アフリカに住む社員が「懐中電灯付き携帯

いう仕組みがつくられました。以前は喧嘩

教育に回すべきだ」と反論しました。

の仲裁役だった私が、その会議では、涙を

したお金が最終的にどういうリアルな活動

西水 金融の仕事にたずさわる人間は、貸

のなかで動いているのか、常に知っておく

流しながらただ見守るだけでした。
「 世界
報は入らない。ひとりの人間としてお客様

銀行の職員という立場からは現場の生の情

池上 「予算の奪い合い」ではなく「譲り合

読み書きを教えてくれない。うちの予算を

テイを体験したインフラ局の局長は、自分

日本の国民は意識が高いですから、国の財政債務に
何からの危機感を持っていると思います。その危機感か
ら目をそらさず、リスクをしっかり見極めること。根本的に
は政治の問題になるので、解決には時間がかかります。
ですから、まずは自分の家計を見直すことが重要です。

の体験から「それも事実だけれど、水道は

その

1

その

出資金
資金調達

経済や金融の仕組みを教えれば、子どもたちにも〝世界〟が見えて来るのですね。
（池上）
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という意見もあるようですが。

者に比べて
「覇気がない」「おとなし過ぎる」

生まれ育った最近の若者は、前の世代の若

ついてどうお考えですか。バブル崩壊後に

池上 ところで、西水さんは最近の若者に

危なくなっていくと感じています。

認しなければ、金融という仕事はどんどん

べきです。そのうえで自分の〝倫理〟を確

西水 日本で増え続ける所得の低い層は、

池上 日本の「教育」は、どうでしょう。

人の役目じゃないかなと思っています。

活かせるようサポートするのが、私たち大

ビション（野心）
〟を 地 域 や 社 会 の た め に

西水 そんな〝前とはちがった品質のアン

という思いを強く持ち始めた。

今は「世のため、ひとのためになりたい」

なる」
というわかりやすい向上心ではなく、

池上 昔の「もっと上を目指す」
「社長に

ぐ実行に移す人も多い気がします。

ひとや社会のための活動には積極的で、す

に移せなかった。でも、今の若い世代は、

めになりたい」と思っても、なかなか実行

西水 私が小さい頃は「世のため、人のた

行動の集約がどういうもので、それを良い

西水 経済学は、人間の欲望からくる経済

具体的には、どういうことでしょうか。

池上 「自分と国の関係をみる学問」とは、

係をみる学問なんだ』と感動しました。

んだとき『経済人としての自分と国との関

と思います。私は大学で初めて経済学を学

西水 金融や経済の教育は、とても大切だ

とには、どんな意味があるのでしょう。

ちに対して、金融や経済について教えるこ

池上 では、今の若者、たとえば中学生た

の急務だと、私は思います。

そんな「教育の格差」をなくすことが日本

けたければ、
お金をかけなければならない。

す。しかし、今の日本では、いい教育を受

けるチャンスが平等であることが条件で

うか。

素晴らしいことが起きるのではないでしょ

ンビションを組み合わせれば、近い将来、

「 ひ と や 社 会 の た め に な り た い 」と い う ア

西水 そのような教育と、今の若者たちの

ちにも〝世界〟が見えて来るのですね。

経済や金融の仕組みを教えれば、子どもた

が自分にどう関係してくるのか、そういう

動がどう世界に関わり、あるいは世界経済

中とどのような関係があるのか、自分の行

池上 日常生活での自分の経済行動は世の

いと理解できない学問なのです。

べきかを考える……そういう観点を持たな

の仕方や、そのなかで自分はどう行動する

く、地域や国のためになる経済行動の集約

として、自分だけのことを考えるのではな

か、整理する学問です。社会に生きる人間

があると思うんです。

学生、若い社会人……みんな、すごく元気

ていますが、小学生、中学生、高校生、大

るたび、心がけて若い世代に会うようにし

「世のため、ひとのためになりたい」
若者たちの思いと金融経済教育

西水 私は、そうは思いません。日本に帰

二世代目に入っています。自助自立で貧し

方向に持って行くにはどういう政策が必要

さから這い上がるには、質の高い教育を受
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池上 どういうところが「元気」だと？

エジプト・カイロでの
ナディアとの出会い

プリンストン大学の助教授だった私は、１年間の
サバティカル（研究休暇）を世界銀行の研究所で
過ごすことにしました。
副総裁から「一度は発展途上国の生の現場を
見た方がいい」と言われたので、週末、エジプトの
カイロに行きました。
都会に隣接するイスラムの墓地、 貧しい人々が
住みつく「死者の町」と呼ばれるスラムを歩いてい
たときのことでした。
女性が１歳くらいの子どもを抱え、 地べたに座っ
てわんわん泣いていました。「この子は病気だ」と
言うので「医者を呼ぶから、あなたは休みなさい」
と諭し、その子を抱きとりました。 空気みたいに重
さがありませんでした。「ナディア」という名の女の
子は、私の腕の中で息を引き取りました。
体じゅうの細胞がバラバラになったような感覚に
襲われました。 周囲を見回すと、夕暮れどき、立ち
並ぶ高級マンションには明かりが灯り、その回りを
高級乗用車が何台も行き来していました。
私は直感的に思いました。『貧富の格差を生み
続ける悪い統治、貧しい人たちのことを気にもかけ
ない為政者たちが、この子を殺したんだ！』
そのとき、私は人生の選択をしました。プリンスト
ン大学に戻って恵まれた子どもたちに経済学を教え
る生活ではなく、世界銀行に残って、貧しい人々を
苦しめる世界中の〝貧困〟と闘う道を選んだのです。

対談を終えて

発展途上国を助ける世界銀行に
本来の金融のあり方を教わった

金を集めて融資する、
れっきとした金融機関です。

世界銀行は国際援助団体ではなく、市場から資

お話を伺って、世界銀行がきちんとした運営を続

け、
「トリプルＡ」の格付けを維持しなければな

らない理由は「発展途上国に低金利で長期間お金

を貸して、貧しさから脱出するお手伝いをする」

という使命を果たすためだとわかりました。
「リ

（強欲）だったことに落胆していた私たちに、改

ーマン事件」での金融ビジネスの目的がグリード

めて〝本来の金融のあり方〟を教えてくれました。

「ひとや社会のために」
という思いと金融経済教育を組み合わせれば、
素晴らしいことが起きる気がします。
（西水）

西水氏が語る
世界銀行に入った理由
〜貧困との闘いを
決意した日〜

マップづくり開始

次は…

説明係は残って︑
他のグループの
勉強係に説明

会社が
もうかる
と給料が
上がって
⁝

分後

勉強係は
他のグループの
説明を聞きに行く

なるほど

﹁勉強係﹂と﹁説明係﹂に分かれ︑
勉強係は他のグループのマップの
説明を聞きに行こう

Ａ班

お金という言葉を中心に
つくってみました

15

C班

扌付せん

扌ホワイトボード

やり方はカンタンです
①近い言葉をまとめる
②まとまりとまとまりを
つなげる
③足りない言葉
は追加する
では開始！

Ａ班

たとえばこんな感じ
➡

次はグループになって
付せんに 15 〜 20 個の言葉を
書き出してみよう
次はホワイ
トボードを
使います

ことばのつながりや
関連性を考えながら
付せんを線でつないで
いきます

今回は
静岡大学
教育学部附属
島田中学校を
レポートします

岩本 知之先生
お金の
ことかな？

今日はみんなに
﹁経済マップ﹂と
いうものをつく
ってもらいます
まずは ･･･

２分間で﹁経済﹂という
言葉から思い浮かぶ
言葉を書き出してみよう

うーん
デフレ
インフレ

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

［ 静岡大学教育学部附属島田中学校／静岡県 ］

STOCKくん

この班では
景気が上下するイメージ
を考えてみました

ようになりますよ

多角的な﹁経済マ
ップ﹂がつくれる

これから授業を通してさ
まざまなことを学びます
そうすればもっと多面的︑

聞いたことはあるけど
難しい言葉がたくさ
ん出てきますね

カメラで撮影

させたら

マップを完成

Ｂ班
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つながりや関連を考えて
「経済マップ」
を作成
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。 今回は静岡大学教育学部附属島田中
学 校 をリポート。 今 回のテーマは、 経 済に関 する言 葉 を 書 き
出し、“ 経 済マップ ” を 作 成 すること。 さまざまな 言 葉 を 分

経済に関する言葉を
分類し、関連づける
岩本先生は、経済の授業に参加

「年金」など、つながりがあるもの

類・関連づけをする。必要な場合

を線で囲ったり、結んだりして分

第１回目となるこの日のテーマは

っても意味のわからない言葉に遭

しかし中には、聞いたことはあ

単に書かせる。

は、線の隣につながりの理由も簡

「経済マップ」をつくること。経済

が出てきたりして、生徒たちの手

遇したり、どこにも属さない言葉

型学習の手法を取り入れている。

分類し、関連づけることで、生徒

という言葉から思い浮かぶ言葉を

が止まってしまうケースも見られ

要素がクモの巣のようにつながっ

たちなりの「経済の世界」を描か

ていることがわかった」
「お金はい

た。岩本先生は、そのようなグル

ようアドバイス。平易な言葉が入

ープに「身近な言葉」を追加する

ることによって、難しい言葉もス

るのがねらいだ。
まず始めに２分間で「経済」と

せ、今後の学習の目標を意識づけ

いう言葉から思い浮かぶ言葉を、

岩本先生は「今回の授業で私た

た」などの声が寄せられた。

ちの暮らす経済の世界はどうなっ

ろんなことをつないでいると感じ

他のグループへ。他のグループが

明係と勉強係に分かれ、勉強係は

ジできたことが大きな収穫。次は

ているのか、何となくでもイメー

ぼできあがると、グループ内で説

作ったマップの説明を聞き、そこ

ムーズにつながった。マップがほ

出した言葉の中から重要だと思わ

４人ずつのグループになり、書き

で得た情報を自分達のマップに生

き出す作業を開始。書き終えたら

付せんに書き出していく。ここで

れるキーワードを ～ 個選んで

かし、ようやく完成に至った。
身近な言葉から「円高ドル安」
「関
税」
「リーマンショック」
「ウォー
次々に書き出された。

ル街」まで、多岐にわたる言葉が
いよいよここからが「経済マッ
プ」づくりの核心だ。各グループ
配布され、岩本先生がマップ作成

に大きなホワイトボードとペンが

と思われる言葉をまとめて線で囲

は「一言で経済といっても多くの

この授業を通して生徒たちから

ていって欲しい」と考えている。

のか、今後の授業の中で突き詰め

そのつながりが本当に合っている

は「お金」
「買う」
「職業」などの

できるだけ多くワークシートに書

説明係は他のグループからきた勉強係に、マップの仕
組みやつながりなどを説明する。

教諭

静岡大学教育学部附属島田中学校

岩本知之先生

の手順を説明する。要点は①近い

言葉やまとまり同士を線でつなぐ

むこと、②関連があると思われる

07

こと。例えば「お金」→「株」
「会

社会科の授業は、ともすると難解な言葉や複雑
な仕組みの説明に終始しがちです。そこで今回
の授業では、膨大な情報をカードを使ってまと
める「ＫＪ法」
（文化人類学者の川喜田二郎が発
案）という、
「開発教育」などで盛んに実践され
ている参加型学習の手法を取り入れています。
このような参加型学習を積極的に導入すること
で、一方的な「知識伝達型」の授業から、協同
学習や体験学習を重視した「知識創造型」の授
業へと変換を遂げることをめざしています。

20

社」
「商品」→「消費者」→「税金」

付せんの言葉をまとめたり、つなげたりする作業。付
せんの数は 15 ～ 20 ぐらいが作業しやすい。

15

類し、 関連づけることによって経済の世界はどうなっているの
かについて考え、自分たちなりの経済のイメージを確認します。

経済マップづくりが経済授業の冒頭となる。単元の最後にもマップをつくる授業を予定しているが、
ほとんどの生徒は最初につくるものと比べ、見違えるほど詳しいマップがつくれるようになるという。

審判

中・高校生が体当たりで調べた

風車の全貌をチェック！
その３

発電量

その１

年間で約270万kWh
約750世帯分の発電量

仕組み

風速４ｍ/秒になると発電
25ｍ/秒以上で自動停止

風車は年間に換算すると約270万kW

4ｍ/秒
（旗がはためく程度の強さ）
の風

hの電力
（一般家庭の約750世帯分）
を

が吹くと風車が回り始め、発電を始め

発電。作られた電気は、電力会社に売

る。12ｍ/秒以上の風速で、最大1950

電するほか、施設内の外灯などに使用

kw発電できる。安全のため、風速25

される。タワー上部に取り付けられた

ｍ/秒以上の強い風が吹くと止まる設

ナセルには、風向きに合わせて風車の

計になっている。

土木部の山田課長から説明を受ける調査
員。
「この風車は３枚のブレード（羽）
を持
つプロペラ型です」

電光掲示板で表示

現在の風速（１段目）
や発電出力（２段目）
は、敷地内の掲示板にリアルタイムで表
示される。風が吹かなければ発電はゼロ
だが、風車が設置された若洲公園は、年
平均5.7ｍ/秒の強めの風が吹くエリア。
効率的な発電が可能だ。

その２

大きさ

タワーの高さ60ｍ
ブレード（羽）の長さ40ｍ
風車は、１つのブレードの長さが40
ｍ、ブレードを支えるタワーが60ｍ
あり、あわせて100ｍの高さになる。
風車が大きければ大きいほど発電効率

3段目は、風力発電による1年間のCO 2
削減量を１本の木に置き換えた数字。

が高くなるため、近年設置される風車
は大型化が進んでいる。

20

作られた電力が住宅や工場などに送られる流れ
送電線

タワー下の機械室。発
電全般を管理。

発電した電力を電力
会社へ売る。

電力会社から各家庭
へ送られる。

今回の調査員

江東区役所 環境清掃部
温暖化対策課 環境調整係
主任主事

に伺いました !

）
年生

1

年生
）

1

学
（中
さん
大空
松本

岩井孝明さん

藤原
有
果
子さ
ん（
高校

調査員 とっても大きな風車ですね。

岩 井 高さ１００ｍ、風車の直径は ｍ

あり、設置された２００４年当時は最大級

の大きさでした。

岩 井 そうです。風のエネルギーで風車

調査員 風の力で発電するんですか？

を回転させ、
その動力で電気を起こします。

調査員 風力発電には、どんなメリットが

あるのですか？

岩 井 新エネルギーの中では比較的発電

コストが低く、風さえあれば年中稼働する

ところです。風車は風のエネルギーの約

％を利用できるので変換効率も高いんです。

太陽光や地熱と同じように、風は枯渇する

２ どを排出し
心配がなく、発電時にＣＯ な

40

施設内の変電所。規格
電圧に変換。

東京湾岸にそびえ立つエコのシンボル

リアルタイムの発電量を

石油の代替エネルギーとして期待が高まっている風力や太陽光などの新エネル
ギ ー。 な か で も 日 本 に お け る 風 力 発 電 導 入 実 績 は、 年 ほ ど 前 か ら 飛 躍 的 に 増
加 し て い る。 そ こ で 今 回 は、 東 京 湾 に 面 す る 東 京 都 江 東 区 が ２ ０ ０ ４ 年 に 設 置
した「若洲風力発電施設」を中・高校生が調査する！

風車中心部のナ
セル。風車のエ
ネルギーを内部
の発電機で電気
に変える。

「若洲風力発電施設」の秘密を調査せよ！

今回の研究テーマ

向きを変える装備が備わっている。

80

08

調査員

古くから利用されてきた風車
発電と結び付いたのは 19 世紀末

藤原さん＆
松本くんが
調べた !

風車は、古くはヨーロッパなどで粉引きや水

自治体が中心になり
エコに取り組む背景には
ゴミ戦争の歴史があった
江東区は、東京23区の中でいち早
く風力発電施設を建設し、学校や公共
施設にも小型風車や太陽光パネルを導
入するなど、省エネや環境問題にとて
も意識が高い自治体だと感じました。

揚げなどの生活の手段として利用されてき

三角の羽を
持つセイル
ウイング型。

た。発電に使われるようになったのは19世
紀末。風車の形はプロペラ型以外にも数多く
あり、風に対する回転軸の方向によって、水
平軸風車と垂直軸風車に分けられる。公園内
施設には、6種類（12基）の小型風車が説明
パネルとともに配されている。

羽を垂直に取り
付けたジャイロ
ミル型。

お椀形の風受面を持つ
パドル型風車。主に風
力計などに使用される。

数字でよりわかる新エネルギー豆知識

また廃棄物による埋立地が多い江東

その
3

ルの取り組みにも熱心です。こうした
背景には、高度経済成長時代、東京
23区の7割のごみが江東区に運ばれ、
社会問題となった経緯や、昭和40年

世界の風力発電導入量（2010年度末現在）
に占める日本の割合はわずか１％。最も多
いのが中国（22％）
で、２位米国（21％）
、
３位ドイツ（14％）
、４位スペイン（10％）
と続く。日本は第12位。

代には、江東区民らが杉並区のごみの
埋立処分場への搬入を実力阻止した
「ゴミ戦争」が起きた歴史があります。
私たちもこうした江東区の取り組み
を参考に、環境にやさしいエネルギー

12位

その
1

日本はエネルギー資源のほとんどを海外か
らの輸入に頼っている。水力や天然ガス等
の国内のエネルギーを使った「自給率」は
わずか４％（原子力をふくめると18％）
。
諸外国と比べても低い数字となっている。

（出所）Global Wind Energy Council,Global Installed Wind
Power Capacity より

（出所）資源エネルギー庁「日本のエネルギー 2010」より

やリサイクルについてもっと勉強し、
身近なところからエコな取り組みを始

その
4

めたいと思います。
自然の力って
すごいんだな

1683基

その
2

日本における風力発電導入量の推移

「えこっくる江東」の関根さんから自然エ

2400

なるほど！

2000
1600

環境学習情報館
えこっくる江東

1200
1000

95

00

05

600

石炭

400

21.0％
化石燃

0

09
（年度）

料

.
82

（出所）資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」より

ないのも魅力です。

エネルギーなんですね。

調査員 風力はまさに次世代にふさわしい

あります。例えば、設備にかかるコストは

岩 井 その通りです。ただ、課題も多く

今のところ原子力に比べて２～３倍高く、

原子力や火力と同じ電力量を得ようとする

と、
広大な面積が必要です。しかし日本は、

欧米諸国に比べて平地が少なく、地形も複

雑で適した場所が多くはありません。さら

に、風向きや風速が一定ではないので発電

が不安定なこと、騒音問題などもこれから

の課題と言えます。

調査員 今後の展望を教えてください。

球環境対策のシンボ

岩 井 江東区ではこの風力発電施設を地

ルとして、太陽光発

電なども積極的に導

るエコな取り組みを

入し、今後もさらな

続けていく予定です。

09

90

42.1％

19.1％

800

（出所）新エネルギー・産業技術総合開発機構
（NEDO）ホームページより

調査員 ありがとう

■えこっくる江東
http://www.ekokkuru-koto.jp/

0

石油

天然ガス

200

ございました。

若洲風力発電施設は、東京都江東区若洲公
園内にあり、公園開園中は自由に見学でき
る。また同区内に2007年2月にオープン
した環境学習情報館「えこっくる江東」で
は、地球環境から身近なごみ問題まで、体
感しながら学べる参加型展示のほか、生態
系を観察するビオトープなどがある。入館
料は無料。

11.5％

1400

50

新エネルギー・地熱等 3.1％

原子力

1800

150

100

取材協力

水力 3.2％

2200

200

ネルギーについての説明を聞く調査員。

日本の一次エネルギー供給（2009年度）

（基）
総設備容量
（万 kW）
総設置基数
（基）

3.1％

日本の一次エネルギー総供給量に占める新
エネルギー（太陽光・風力発電ほか）
・地
熱等の割合は3.1％。年々増加傾向にある
ものの、多くは化石燃料に頼っている。

日本の風力発電（設備容量10kW以上の施
設で稼働中のもの）
は、近年着実に導入が
進んでいる。2009年度末時点で1683基
となっている。
（万 kW）
250

4％

2％

区は、ごみへの意識も高く、リサイク

家庭でもさらなる節電への取り組

発事故の影響で、今年の冬は一般

組みが行われてきたが、震災や原

一環として省エネへの取り

れまでも地球温暖化対策の

ざかけにも使える軽量ダウンスカ

繰り返し使える充電式カイロ、ひ

レンジで温めるジェル式湯たんぽ、

ルの湯たんぽを発売。さらに電子

計画は、２００８年からオリジナ

中だ。
「無印良品」を展開する良品

こ
みが求められている。そこで今回
ート、筒状の布を好みの長さに切

がある。２００３年にファースト
家の熱は窓からの出入りが ％と

建材・住宅設備産業協会によると、

を高めるのも有効だ。
（社）日本

暖かく過ごすには、家の断熱性

多様な商品が発売されている。

って使うレッグウォーマーなど、

は、家の中で暖かく過ごせるエコ
商品にスポットを当ててみた。
まず着るだけで暖かい商品とい

リテイリングが発売して以来、世

えば、
ユニクロの「ヒートテック」

界で累計２億枚を販売。今年はさ

大手流通業者のイオンやイトーヨ

今期だけで１億枚の販売を目指す。

らに消臭機能や保湿機能が加わり、

空気層で保温・断熱して省エネ効

がある。シートと窓の間にできる

して、断熱シートを窓に貼る方法

一番大きい。手軽にできる方法と

ちなみに今年は石油ストーブの

果を発揮するというものだ。

ーカドーもこれに続き、それぞれ
ウォーム」を販売。今やあったか

「ヒートファクト」と「スタイル

売れ行きも好調。電気を使わず、

化と米国の景気後退への懸念から、

今年の夏には、欧州危機の深刻

新興国の成長による資源全般の需

そんな折込チラシが家庭に舞い込

ドルを売り金を買う動きがさらに

要の高まりも追い風となった。

むほど、金の価格が上がっている。

加速。９月５日のロンドン金現物

っていない金の指輪やネ

金は現物の“安全資産”であり、

ックレスを売りませんか」
。

宝飾品や地金、金貨のほか、コン

市場では、１トロイオンス
（約

「使

ピューターや先端技術産業にも用

いられる貴重な資源だ。世界の取

グラム）１８９５ドルという史上

ところが、９月末になると歴史

最高値を出した。

が不安からドル売りが進んだ。“安

な財政赤字を抱える米国への信用

先進国の将来に不安が漂い、大き

のリーマン・ショック以降のこと。

急角度に転じたのは、２００８年

金相場のゆるやかな上昇傾向が

投資家が資金を引きあげ、他の投

響した。リスクを回避しようと、

宝飾用の需要が減るとの読みも影

に及んで新興国も失速し、工業用、

れる。さらに欧州危機が世界経済

しようとする動きがあったと見ら

し、株式などで出た損失を穴埋め

金をいったん換金して利益を確保

的な下げ幅といわれるほど世界的

全資産”といわれる金にマネーが

資対象に資金をまわし始めている。

までも戦争や政変、経済の混乱な

集中し、ドルの価値が下がること

に急落した。背景には、高騰した

でドル建てで表示される金が一層

どで価格が変動してきた。

より大きく相場が変動する。これ

引所で常に売り買いされ、情勢に

31

（出所）
ワールド ゴールド カウンシル ※月間平均値をもとに作成

鍋ややかんなどをのせて煮炊きで

レッグウォーマーや
アームカバーなどに
使える筒状の布
（写真＝かぐらや）

値上がりするという状態が続いた。

金価格の推移（2005 年以降）

肌着は日本の冬に欠かせない存在

くり返し使える
充電式カイロ
（写真＝三洋電機）

きる便利さも魅力の一つのようだ。

金の需給は景気や金融市場の動き、
政府の政策など、
世界のさまざまな要因によって変わる。

48

となっている。

窓に貼るだけの
断熱シート
（写真＝ニトムズ）

の高騰・下落の背景にあるものとは？

金相場
COLUMN_
2

昔ながらの湯たんぽも人気上昇

電源が不要の石油ストーブ
（写真＝コロナ）

ぽかぽかグッズ
今年の冬はこれで乗り切る !?

COLUMN_
1

TREND COLUMN
授業で使える経済トピック

10

TREND COLUMN

リシャの債務危機が深刻化
ど厳しい財政緊縮策を打ち出さざ

の削減、年金の開始年齢引上げな

問題の発端は２００９年の政権
が人気取りで公共部門を増やし雇

７４年の民政復帰以来、二大政党

財政赤字拡大の背景には、１９

るをえなくなった。

し、ユ ー ロ 圏 の み な ら ず、

交代。ギリシャは２００１年にユ
用を創出した結果、ＧＤＰの約

世界を揺るがす事態となっている。

時から財政赤字はそれほど悪い状

ーロに加入したが、政府はその当

年の財政赤字のＧＤＰ（国内総生

での財政統計の操作が明るみに出

ところが新政権発足後、旧政権下

態ではないと発表し続けていた。

目ぼしい産業もない。

ギリシャには観光と海運以外には

厚い社 会 保 障 も一因だ。しかも、

不均衡な構造問題がある。また手

割を公共部門が占めるにいたった

年の失業率は ・ ％、特に若者

さらに緊縮策で景気は後退。今

て、当初推計されていた２００９
産）比が３・７％から ・５％に大
きく上方修正された。市場ではギ

抗議するストが起こり、国中が混
乱。財政赤字も計画通りに減らず、

はその倍以上と高いため、政府に

国債は格下げされ 年債の利回り

高まり、価格が急落。翌年にはＥ
基金）の総額１１００億ユーロ（約

Ｕ（欧州連合）とＩＭＦ（国際通貨

は ％近くまで上がり、もはや国

リシャ国債の債務不履行の懸念が

兆円）の支援が決まり急場はし

ギリシャ政府が財政再建策発表

2009年12月

ギリシャ国債の格付け引き下げ

2010年4月

ギリシャ政府が支援要請

2010年5月

EUとIMFの総額1100億ユーロの
第１次支援策が決定

2011年7月

総額1090億ユーロの第2次支援

債発行での資金調達はできない。

2009年11月～

のいだものの、引きかえにギリシ

政権交代で前政権の赤字隠しが
発覚。ギリシャ財政に対する市場
不信の高まり

たことにも由来している。

元の創業者が、北海道出身であっ

けて生まれたが、製造元である白

名は、
「ホット」と「カイロ」をか

度聞いたら忘れられないこの商品

てカイロ「ホッカイロ」
。一

本の冬になじみ深い使い捨

全体を包むタイプなど、今後さま

までのような重ね貼りも不要。脚

ぴったりフィットするので、これ

の入った部位別カイロは、身体に

力を入れている。特殊な切り込み

など、部位別のカイロの開発にも

「くつ用」や「首・肩用」
「 腰用 」

工業会調べ）
。 そんな中、白元は

売数は 億枚を突破（日本カイロ

日

い捨てカイロの熱は、酸化熱とい

「ホッカイロ」をはじめとする使

が入っていて、これらが空気中の

中には鉄粉や水、塩、保水剤など

う化学反応を利用している。袋の

ターゲットに指先もハートも温め

１９９５年には、主に女子高生を

ざまなタイプの登場が予測される。

び」を発売するなど、ユニークな

てくれる「ホッカイロ えんむす

１９７９年の「ホッカイロ」の

酸素と反応して熱を出す。

商品開発も注目を集めている。

が鞍馬天狗や宮本武蔵に扮したユ

いネーミングと、当時の社主自ら

「ホッカイロ」はそのわかりやす

スタート。今や世界中でのロング

状態で、既に中国国内での生産も

る。特に中国では引っ張りだこの

パや中国、韓国にまで広がってい

アは国内にとどまらず、ヨーロッ

現在では「ホッカイロ」のシェ

発売に先駆け、他社メーカーが既

ニークなＣＭで話題となった。そ

セラー商品となっている。

に類似の商品を発売していたが、

の後、使い捨てカイロは爆発的に

11

2009年10月

今後も国際的な支援のさらなる模

1995 年（平成 7 年）
女子高生をターゲットとした「ホッカイロ えんむすび」
を発売

4

ユーロ加入

普及し、２０１０年度の業界総販

1989 年（平成元年）
「ホッカイロ」の「貼るタイプ」を発売。以後、さまざ
まな部位別タイプが登場

2

10

2001年1月

17

1979 年（昭和 54 年）
株式会社白元より、「ホッカイロ」が発売される。当
時の販売数は約 8000 万枚

25

ギリシャ危機の経緯

ャ政府は公務員の削減と賃金引下

ギリシャの財政危機は、ユーロ圏のみならず世界経
済に影を落としている。

索が続きそうだ。

ホッカイロの歴史

15

12

げ、国営企業の民営化、公共事業

「ホッカイロ」の現在の販売数は、年間約４億枚。
既に冬の風物詩となりつつある。
（写真＝白元）

11

「ホッカイロ」
【ザ・ロングセラー】 使い捨てカイロの定番
COLUMN_
4

ギ

ふくらみ過ぎた国の借金問題

ギリシャ債務危機
COLUMN_
3

お知らせ

1

西水美恵子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.17

同封のアンケートにお答え頂いた方の中から、抽選で5名様に、西水美恵
子さんのサイン入り著書『国をつくるという仕事』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

マーブルスタンド

（紙用スタンド）

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

「金融経済教育フォーラム」開催のお知らせ （参加無料）

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。

【開催予定】
日程

会場

基調講演者

Ｈ24年 １月10日（火）

札幌（ホテルオークラ札幌）

北川 正恭 氏（早稲田大学大学院公共経営研究科 教授）

Ｈ23年12月27日（火）

仙台（ＫＫＲホテル仙台）

肖

Ｈ23年12月30日（金）

東京（東京証券取引所）

高橋 進

敏捷 氏（ファンネックス・アセット・マネジメント（株） 代表取締役社長）
氏（株式会社日本総合研究所 理事長）

Ｈ23年12月27日（火）

金沢（石川県地場産業振興センター）

北川 正恭 氏（早稲田大学大学院公共経営研究科 教授）

Ｈ23年12月28日（水）

名古屋（栄ガスビル）

真壁 昭夫 氏（信州大学経済学部 教授）

Ｈ23年12月28日（水）

大阪（北浜フォーラム）

北川 正恭 氏（早稲田大学大学院公共経営研究科 教授）

Ｈ23年12月26日（月）

広島（ＲＣＣ文化センター）

島田 晴雄 氏（千葉商科大学 学長）

Ｈ23年12月26日（月）

高松（サンポートホール高松）

伊藤 洋一 氏（株式会社住信基礎研究所 主席研究員）

Ｈ23年12月27日（火）

福岡（天神ビル）

島田 晴雄 氏（千葉商科大学 学長）

北川 正恭 氏

肖 敏捷 氏

高橋 進 氏

真壁 昭夫 氏

島田 晴雄 氏

伊藤 洋一 氏

【フォーラムの詳細・申込方法】
「金融経済ナビ（http://www.kinyu-navi.jp/）
」のセミナー情報をご覧ください。
フォーラムに関するお問合せ

日本証券業協会

金融・証券教育支援センター ＴＥＬ：０３－３６６７－８０２９

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。
レインボーニュース 第17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 金融・証券教育支援センター TEL 03−3667−8029 東京証券取引所グループ CSR推進部 TEL 03−3665−4879
企画・制作：株式会社学研パブリッシング

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 福岡証券取引所 札幌証券取引所 投資信託協会 名証取引参加者協会
※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。

