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似鳥昭雄 池上 彰
株式会社ニトリホールディングス代表取締役社長

ジャーナリスト

大企業の創業者の生き方が伝える
「教育のあり方」とは？
教員・教育関係者向け

金融経済教育フォーラムin 東京
現場主義！

中・高校生が
体当たりで調べた

東京スカイツリーや新幹線にも採用された
「絶対にゆるまないネジ」
の秘密を調査する！

授業で使える経済トピック

TREND COLUMN
COLUMN_1. ゆるきゃらR＆Ｂ級
ご当地グルメによる
地域ブランド戦略
COLUMN_2. セブン＆アイ、イオンの躍進
スーパーは2強の時代
COLUMN_3. 国民総幸福（GNH）を提唱する
ブータン王国ってどんな国？
COLUMN_4.【ザ・ロングセラー】
片手で軽く紙を綴じる
「ホッチキス」
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ニトリを創業される前、どのようなお仕事

をされていたか、お聞かせください。

池上 現在の日本における出口の見えない

ず、半年で解雇されました。

に勤めました。しかし、契約が一つもとれ

ましたが体調を崩し、家を出て、広告会社

似鳥 大学卒業後、家業の土木業を手伝い
不況のなか、御社「ニトリ」は素晴らしい

“もう後がない”と 思 う ほ ど
挫折の連続だった青 春 時 代

業績を保ち続けていらっしゃいますね。

のですが、現場で事故が起こり、会社は解

池上 社会に出て、立て続けに二度、挫折

散してしまいました。

してしまったわけですね。

維持することができたのか、今日の対談で

池上 まさに〝挫折の連続〟ですね。

似鳥 二○一一年二月期の連結決算の売上

まずは、誰もが一度は耳にしたことのある

と思いました。そこで、知人・親戚から借

似鳥 路頭に迷って非常に追いつめられた

りた百万円を資金に、二十三歳で家具店を

ときに、
「あとは自分で商売するしかない」

象的なあのフレーズは、どのようにして生

始めました。

フレーズについてお伺いします。非常に印
まれたのですか。

池上 なぜ「家具店」を選んだのですか。

ジャーナリスト

と思っていましたから。

似 鳥 「 こ こ で 諦 め た ら、 も う 後 が な い 」

池上 必死の思いで交渉されたわけだ。

もらえる問屋をみつけることができました。

いう条件を出して、やっと四軒目で卸して

えもそちらの好きにしてもらっていい」と

せんでした。それでも「現金取引で、品揃

すから、家具の卸問屋も相手にしてくれま

似鳥 いいえ（笑）
。何の経験もない素人で

ますが。うまくいきましたか。

ある意味〝マーケットリサーチ〟とも言え

池上 驚くほど単純な理由ですね。確かに

近くに競合店がなかったからです。

似鳥 北海道の地元の電話帳で調べたら、

似鳥 十年ほど前、社員に公募して、何百
という言葉を選び、少し長いので、短くし
たうえで、社名を入れました。
池上 つまり「値段の安さ」という部分に
は、とくに強いこだわりがある、と。
似鳥 我が社には「一に安さ、二に安さ、
三に安さ、四に適正な品質、五にコーディ
ネーション」という「ニトリの憲法」があ
ります。
「安さ」が一番重要なんです。
池上 「とにかく安くさえすれば、家具は
売れるから」ということでしょうか。
似鳥 仕事を始めたばかりの頃は、そうい
う考え方でしたが、創業から五年経った頃
からは、もっと深い意味、私の人生の目標
というか、
〝志〟のようなものが「安さ」に
こめられるようになりました。
池上 その心境の変化を理解するために、

池上 彰

もの候補の中から「お値段以上、
それ以上」

「おねだん以上。ニトリ」というキャッチ

その理由について迫りたいと思っています。

高、経常利益において、二十四年連続で過

池上 彰
（いけがみ あきら）

似鳥 その後、水道工事で北海道中を点々

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。

として、最後は「現場監督」にまでなった
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池上 なぜ、このような素晴らしい実績を

育のあり方
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欠点があることを悲 し ま ず
長所を伸ばすことに 専 念 す る

似鳥昭雄
株式会社ニトリホールディングス代表取締役社長

似鳥昭雄（にとり あきお）

池上 背水の陣で創業されて、やっと仕事

1944年、樺太で生まれる。66年、北
海学園大学経済学部卒業。67年、似
鳥家具店を札幌で創業。72年、株式
会社ニトリ（現株式会社ニトリホール
ディングス）を設立。2005年、秋の
栄典で藍綬褒章を受章。日本チェー
ンストア副会長、北海道経済連合会
常任理事、フランス共和国札幌名誉
領事、日本経済団体連合会理事、札
幌商工会会議所副会頭など、数々の
公職も務める。

も順調に進んだのですか。
似鳥 いいえ。月六十万円売れないと赤字
なのに、せいぜい四十万円しか売れなかっ

Vol.1

たので、たちまち、倒産の危機に見舞われ
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ました。最大の理由は、接客がうまくでき
なかったから。私は、人と会うと緊張のあ
まり、うまく話せなくなるんです。
池上 いわゆる「対人恐怖症」ですね。
似鳥 お客様への接客や取引先との交渉に
必要な言葉を前もって用意して、暗記して
商談に臨んだのですが、人前に出ると、ど
うしても言葉がうまく出ない。広告会社を
解雇された理由の一つもそれでした。
池上 どのように克服されたのですか。
似鳥 当時は克服できませんでした。うま
く話せるようにはならなかった。
池上 では、どうやって事業を立て直し、
倒産の危機を乗り越えたんですか。
似鳥 当時、結婚したばかりの妻が私の代
わりに接客してくれるようになりました。
愛想がよく、お客様からも好かれ、売上げ
が い き な り 月 八 十 万 に な り ま し た（ 笑 ）
。
ですから、私は裏方に徹することにしまし
た。安く売ればお客様が喜ぶ。そこで、私
は商品の仕入れを研究しました。少しでも
安くするために、問屋からではなくメーカ
ーから直接仕入れるようにしたのです。
池上 対人恐怖症が、逆にビジネスを進化
させる要因になったわけですね。

池上 事業の好転の原動力になった、と。

似鳥 私が社員教育で大切にしている言葉

に「欠点あることを喜び、長所なきことを

悲しめ」があります。欠点があれば必ず長

所もあります。ただ、自分自身では、その

池上 なるほど、その通りですね。

〝隠れた長所〟に気づきにくいものです。

似鳥 教育とは、不足する知識を教えるだ

けでなく、個人の長所を発見し伸ばすこと

だと私は思います。ですから、学校の先生

方には、生徒をよく観察して、欠点ばかり

に目を向けるのでなく、長所を見つけて、

それを伸ばしてほしいと願っています。

池上 では、ご自身の長所に気づいたその

ときから、快進撃が始まるのですね。

似鳥 売上げが伸び、四年後には二階建て

二五○坪の二号店をオープンした直後、す

ぐ近くに五倍の規模の競合店ができて、売

上げは半減してしまいました。

池上 またも挫折に見舞われたのですか。

似鳥 夜逃げすることまで考えましたが、

偶然「アメリカ家具視察セミナー」の存在

を知り、親戚から資金を借りて、藁にもす

がる思いで参加しました。創業五年目の一

九七二年に参加した一週間のアメリカ視察

旅行が私の人生観を変えました。毎晩、興

奮して眠れないほど衝撃的でした。

池上 何に衝撃を受けたのですか。

似鳥 滞在中は「シアーズ」や「Ｊ・Ｃ・

ペニー」などを視察して回りました。

池上 二店とも、日本の「百貨店」と「ス

ーパーマーケット」の中間的な業態、日常

生活品を総合的に扱う大衆向けの大規模な

小廉価量販店、
いわゆるＧＭＳ（ゼネラル・

マーチャンダイズ・ストア）ですね。
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似鳥 人と話ができないということが、昔
からコンプレックスだったのに。
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似鳥社長のビジョン

「日本人の暮らしを豊かにしたい」というロマンの達成
のため、27 歳の似鳥社長は２つの長期計画（ビジョ
ン）を人生の目標に掲げた。

第１期30年計画（1973年〜2002年）
と売上高実績
1973年〜
1982年

テーマ 店づくり
店舗数 ２店舗 ⇒ 10店舗
売上高 １億6000万円 ⇒ 54億円

1983年〜
1992年

テーマ 人づくり
店舗数 10店舗 ⇒ 21店舗
売上高 54億円 ⇒ 177億円

（※当初目標の「100店舗」
「1000億円」は翌年達成）

882億円

⇒

177億円
売上高

82店舗
テーマ 商品づくり
店舗数 21店舗 ⇒
1993年〜
2002年

第２期30年計画（2003年〜2032年）

2003年〜
2012年

テーマ 「トータルコーディネートのニトリ」へ
店舗数 100店舗 ⇒ 300店舗
売上高 3500億円

2013年〜
2022年

テーマ 国内のドミナントエイリア化（※1）に
より日本の暮らしの変革へ
店舗数 300店舗 ⇒ 1000店舗
売上高 １兆円

2023年〜
2032年

テーマ 世界の多くの人々の豊かな暮らしに
貢献
店舗数 1000店舗 ⇒ 3000店舗
売上高 ３兆円

日本の三分の一という「安さ」でした。ア

家具はもちろん、あらゆる日用品の値段が

似鳥 そこで売られている商品をみると、

深い意味がある」とおっしゃったのは、そ

池上 先ほど「
〝安い〟ことには、もっと

の仕事の目標に切り替えたのです。

ことは、ＧＭＳでは、商品の企画・設計・

様にも喜んでいただける。もう一つ大事な

げも上がり、価格を安くできるので、お客

店側がプロデュースしていたことです。

販売に至るまでのすべてのプロセスを小売

デザイン、原材料の調達から製造・物流・

ういうことだったのですね。

り気にするのではなく、心置きなく買い物
を楽しんでいました。そんな〝アメリカの
りの貧しさ〟を思い知らされたのです。

だなかったトータルコーディネート（※２）

品質を落とすことなく、当時の日本ではま

似鳥 帰国後、
「なぜアメリカのＧＭＳは、

小売業」へと発展させることを目指せばよ

「 製造物流
似鳥 ただの小売店ではなく、

ーション」も自社で実現できるわけだ。

の「四、適正な品質」と「五、コーディネ

池上 それができれば、ニトリの憲法の中

池上 確かに、同じ給料の人で比べると、

いと気づいた私は「欧米並みの住まいの豊

豊かさ〟に触れることで〝日本の暮らしぶ

商品の値段が三分の一のアメリカの方が、

も実現しながら、三分の一の安さを実現で

ンと、そのロマンを実現するための具体的

きたのか」について、徹底的に研究しまし

なビジョンを掲げました。

三倍豊かに暮らせることになりますね。

池上 どのようなビジョンですか。

似鳥 それまでの私は、家や自家用車を持

池上 多数のチェーン店舗を展開して、ス

似鳥 「目標、百店、一千億円」
「ローカル

かさを日本の人々に提供する」というロマ

ケール・メリットを活かすわけですね。

た。その結果、理由は「チェーンストア」

視察で衝撃を受けたことで、そんな個人的

似鳥 店舗数を増やせば客数も増え、売上

の技術にあると確信しました。

願望ではなく、
「 日本人の暮らしをもっと

ために働いていました。しかし、アメリカ

豊かなものにしたい」という〝志〟を自分

つなど、自分と家族の暮らしを豊かにする

三十年かけて実現する
〝ロマンとビジョン〟を掲げる

メリカの消費者は、日本のように値段ばか

※１：店舗を出店するときに、特定の地域に集中して出店する戦略のこと。

※２：ニトリでは、家全体のインテリアコーディネートを簡単に統一できるように、
テイストの揃った家具を展開している。

ただ、資金も乏しく経験も浅い当時の似鳥

る。教科書のようなことをされたわけだ。

業を拡大すると同時に社員や株主にも報い

することで広く資金を集め、その資金で事

池上 株式の上場の〝原点〟ですね。上場

株主のみなさんに恩返しができますから。

に苦労してくれた社員や、支援してくれた

るだけでなく、将来、持株会に入って一緒

みました。上場すれば潤沢な資金が得られ

似鳥 創業以来、資金調達には本当に苦し

られたのは、なぜですか。

直接は関係のない「東証一部上場」を掲げ

池上 ビジョンの一つとして、事業内容と

グのフォーマットを確立」の四つです。

一部へ上場 」
「 日本初のホームファニシン

ーンへ 」
「札証から東証二部、そして東証

からリージョナル、そしてナショナルチェ

「若いうちの挫折のくり返しは、将来、大きな成功に結びつく」ということが学べますね。
（池上）
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似鳥 第一期が三十年、第二期が三十年、

池上 三十年は、かなり〝長期〟ですね。

かけて達成する長期計画を立てました。

似鳥 ですから、掲げたビジョンを三十年

池上 確かに（笑）
。

歳ですから「若さ」だけはありました。

似鳥 資金も実績もありませんが、二十七

げるのは、少々無謀ではありませんか。

青年にとって、そこまで高いビジョンを掲

州と仕入れ先を移し続け、ついに台湾に活

道から新潟、そして群馬、静岡、広島、九

に厳しいプレッシャーを受けました。北海

ーカーと直接取引すると、卸問屋から非常

似鳥 仕方なくでした（笑）
。初期の頃、メ

明」は、
どのようにして生まれたのですか。

一期ビジョン達成にも関わるこの「先見の

屋」を海外に求めた経緯がありますね。第

その前段階として、業界に先駆けて「卸問

ね。どんな時もロマンとビジョンを持つよ

似鳥 確かに、結局は、諦めませんでした

ですね。

めない力」が、現在のニトリを築いたわけ

ジョンを掲げ、
達成されていった。その
「諦

当たりで逆境を力に変えて、二十七歳でビ

具店も挫折と試行錯誤の連続、それでも体

で挫折をくり返し、切羽詰まって始めた家

ではなかった。若い頃は人と会うのが苦手

てほしい。もし社会に出てから、その思い

に役立つ仕事がしたい」という思いを育て

似鳥 若いうちから「世のため、人のため

どのような考えをお持ちでしょうか。

高生に対する金融教育、
経済教育について、

後に、事業を成功された経営者として、中

ひ、子どもたちに伝えてほしいですね。最

す。そのことは、学校の先生方からも、ぜ

きな成功に結びつく」ということが学べま

代に経済や金融に関して学んだ経験が役立

を仕事のなかで活かそうとすれば、学生時

つでしょう。日本の将来にとって、教育は

うにし、その分リスクは自分で負うという
ことを恐れませんでした。

路を見出したのが、
海外展開の始まりです。

池上 最近の学生や若者は「挫折に弱い」

全部で六十年計画でした。
（※コラム「似
鳥社長のビジョン」参照）
池上 実際、達成できたのですか。

でも、似鳥社長の人生からは「
『 挫折した

人生には圧倒されました。貴重なお話をあ

マンを実現し続ける似鳥社長の波瀾万丈の

池上 度重なる挫折にも決して屈せず、ロ

本当に重要です。
ら終わり』ではない。若いうちにどんなに

「挫折したら終わり」ではなく
失敗が将来の成功を大きくする
池上 現在の「ニトリ」の大躍進をみると、

挫折しても、
いくらでもやり直しができる。

「 失 敗 を 恐 れ 過 ぎ る 」 と 言 わ れ て い ま す。

が、二○○三年に達成しました。

持ち、順風満帆に事業を展開してきたのだ

『 創業者は初めから洗練された経営思想を

似鳥 第一期については、一年遅れました
池上 ベトナムやインドネシアなど、海外
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に自社製造工場を持ったことが、現在の御

えてほしいと思います。

りがとうございました。

斐になるということを今の子どもたちにもぜひ伝

かえって失敗をくり返した方が、将来、大

ことは、人を喜ばせることができ、仕事のやり甲

ろう』と思ってしまうのですが、実はそう

経営者としての喜びとしてこられた。働くという

社の飛躍的な企業成長につながっていて、

10代の頃から
金融や経済に興味を持ってほしい

企業の経営者として、私は「教育こそ、社員
に対する最大の福利厚生である」と考えていま
す。実際、２年半以内に部署配転をすることに
よって、人を育てていく「配転教育システム」や、
一般社員に対する「アメリカセミナー」「ベトナ
ムセミナー」「ペガサス各種セミナー」「Ｅラー
ニング」など、多くの社内教育システムを整え
ております。教育に対する投資は年間１人当た
り約 26 万円で、この投資額は、東証一部上場
企業の平均のおよそ６倍に当たると聞いており
ます。
私が社員教育で心がけていることは「取っ掛
かりは何でもよいので、まずは“数字”に興味
を持ち、“数字”を怖がらなくなること」です。
文系だからといって「数字に弱くていい」とい
うことはありません。ニトリでは「“数字”の入
らない会話は遊びと一緒である」として、ビジ
ネスの会話では常に“数字”を交えるように指
導しています。
また、ニトリは、社員教育はもちろん、早稲
田大学商学部の寄附講座「流通・サービスの科
学」のように、一般学生に対する教育にも積極
的に支援しています。
“10代”は、「社会に出て活躍するための様々
な基礎を身につける時期」だと私は考えていま
す。中高生に対する金融・経済教育は、まさしく、
10 代の若者たちに社会で必要な基礎知識を身に
つけさせるためにも必要なことです。将来、就
職するにしても、自ら起業するにしても、若い
頃から金融や経済に興味を持つことは、とても
大切です。

対談を終えて

「ひとのため」という
思いにこそ
仕事のやり甲斐がある

は、20 代半ば、仕事の目標を「自分が裕福にな

似鳥社長が一代で今の事業を築き上げられたの

ること」から「日本人の暮らしを豊かにすること」

に変えたからでした。この目標達成のために、

30 年という長期計画を立て、研究と努力を積み

重ね、少しでも商品を安くして、他人
（お客様）
を

喜ばせ、暮らしが豊かになるお手伝いすることを

若いうちから「世のために、人のために役立つ仕事がしたい」という思いを育ててほしい。
（似鳥）

似鳥社長が考える
“金融・経済教育
の必要性”

主催／証券知識普及プロジェクト

▶株式会社住信基礎研究所 主席研究員：伊藤洋一氏「震災後の日本の金融・経済の課題」
▶千葉商科大学 学長：島田晴雄氏「震災後の日本の金融・経済の課題」
▶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：肖敏捷氏「中国人エコノミストから被災地に送るエール」
▶早稲田大学大学院公共経営研究科 教授：北川正恭氏「今後の日本のあるべき姿」

▶信州大学経済学部 教授：真壁昭夫氏「最近の金融・経済の動向と今後のゆくえ」
●高松会場
（12・26）
●広島会場
（12・26）
福岡会場
（12・27）
●仙台会場
（12・27）
●金沢会場
（12・27）
大阪会場
（12・28）
札幌会場
（1・10）
●名古屋会場
（12・28）

東京
教員・教育関係者向け

金融経済教育フォーラム

「金融経済教育フォーラム」は、中学校・
高等学校の先生方や教育関係者を対象と
したフォーラムです。講演や実践事例の
報告など、 授業に役立てていただくこと
を目的として、全国で開催されています。
ここで は、2011年12月30日、 東 京
で開催された「金融経済教育フォーラム」
について、ご紹介します。
東京会場のほか８会場でも、著名な講演者をお招きして金融経済教育フォーラムが行われました！

株式会社日本総合研究所
理事長

中長期的には、震災がもたら

①成長力の低下

世界経済は、戦後長らく時代

②電力不足

す深刻な問題として、新たに３

興国へと世代交代が図られつつ

つの成長制約が浮上しました。

あります。しかし新興国の消費

成長力低下の大きな要因とし

③財政破綻リスク です。

品を始めとする製造業の低迷が

ては、日本の強みである電気製

小規模で、中国は日本の６割強

済を強力に牽引するにはまだ時

水や世界経済の減速で輸出の動

原発事故よる電力不足も深刻

げていくかが今後の課題です。

今後海外マーケットとどうつな

略は評価できるものの、それが

あります。政府が描く新成長戦

なままです。さらに折からの円

当初のエネルギー需要見通しを

な問題ですが、省エネによって

原発に依存しないシナリオも描

大幅に下回っている事実もあり、

高の進行に加え、対ドル以外で

出品目が重なる日本には大きな

財政再建の問題も一刻を争い

ける可能性はあるでしょう。

出削減とともに、将来を見据え

た成長戦略をきちんと描くこと

ます。増税ありきではなく、歳

ドの悪化で落ち込んでいた個人

が急務ではないかと思います。

経済は復興需要で回復基調とな

消費も徐々に回復するでしょう。

ると予想されます。消費マイン

短期的な視点で見ると、日本

マイナス要素となり得ます。

ないのが韓国のウォン安で、輸

も円は上昇。とりわけ見過ごせ

きが落ち、回復の動きは緩やか

日本経済は震災後、タイの洪

間がかかると思われます。

の水準。今後、新興国が世界経

規模は、欧米と比較するとまだ

を牽引してきた欧米などの先進

高橋 進氏

国から、中国やインドなどの新

震災後の日本経済の課題と展望

基調講演
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氏

桐蔭横浜大学 スポーツ健康政策学部 教授

同時に生徒には、将来のキャリ
アプランを考えさせるキャリア教
育、起業家教育、金融消費者教育
も欠かせません。ただし、どれを
重点的に行っていくのか、生徒の
実態を事前にリサーチし、狙いを
定めて実行することが大事です。
これらの授業では、さまざまな
教材を活用する方法があります。
まうのではなく、常になぜこれを

しかし単にゲームで終わらせてし

とが大切です。知識を身に付け理

やるのかという目標を確認するこ

近年の経済社会は金融市場の自
育の必要性がより高まっています。

本年度は各班３～４人に分かれ

ーム」を取り入れています。

高校３年生の選択講座で行った
「株式学習ゲーム」 の実践報告
氏

埼玉県立浦和北高等学校 教諭

若林 秀生

資を行い、株価変動の調査や売却

てテーマ設定をし、個人単位で投

などの体験学習を行いました。終

了後には売買記録表を提出させる

などの課題を設定した結果、生徒

くの会社が社会貢献活動に取り組

からは「リアルな体験だった」
「多

が寄せられ、約７割の生徒が企業

や経済動向に関心を持つようにな

んでいることを知った」などの声

ったと答えてくれました。

教科書と現実の経済の関係を体
を設ける目的で、 年前から主に

感させ、より主体的に考える機会
３年生の選択講座で「株式学習ゲ

会社作りや投資先選びの体験学習で
ビデオ教材を導入として活用

ビデオで会社作りのイメージを持

本年度は社会科公民的分野の経

融の仕組みがわかりやすかった」

要と供給の関係がわかった」
「金

についての興味が高まった」
「需

氏

東京学芸大学附属世田谷中学校 教諭

済学習で、
「おだんご娘。
」
（※）な

石本貞衡

社作りを行い、魅力ある会社に各

たせてから、班ごとに分かれて会

投資先を選ぶときは、特に興味

自が投資するという設定です。

く「屋台村方式」を採用。生徒全

や関心のある班の発表を選んで聞

員が発表や投資に興味を持てるよ
には、単なるニュース解説のよう

どのビデオ教材を使用した体験学

うに工夫しました。生徒からは
「株
な一方向性の授業になっていない

プにはつながりません。そのため

式投資などに対しては抵抗感をお

か、ときどき確認していただきた

解しただけでは、生徒の能力アッ

持ちの先生も多いかもしれません

生徒の経済への興味関心、知識な

が、教員自身が意識を変えていく

などの声が寄せられました。

習を約９時間実施しました。まず

どを把握しておくことが重要。株

限られた授業時間の中では、まず

由化などで複雑化し、金融経済教

谷田部 玲生

金融経済教育は生徒の実態を把握し、
ねらいを定めて行うことが大切

【パネリスト】
埼玉県立浦和北高等学校 教諭
若林 秀生氏
東京学芸大学附属世田谷中学校 教諭
石本貞衡氏

いと思います。

質疑応答

参加者 体験型学習の評価は
どのようにしていますか？
若林 レポートを提出させ、
評価しています。
石本 定期考査で知識・理解、
ワークシートで、思考・判断・
表現や技能の部分を評価して
います。
谷田部 体験学習では、どの
ような点を評価するかを教員
が前もって生徒たちに伝える
工夫も必要かもしれませんね。
参加者 「株式学習ゲーム」は
儲からないと楽しくない？
若林 儲からなくても生徒た
ちは意欲的に取り組んでいま
す。損をした経験は、むしろ
学ぶことが多いようです。
」
の効果
参加者 「おだんご娘。
的な使い方は？
石本 会社を作るイメージが
ない生徒に、会社が発展する
流れを理解させる導入として
有効です。途中でワークシー
トや説明を入れるとより理解
が深まるようです。
参加者 現実社会と体験学習
にはギャップがあるのでは？
谷田部 複雑な現実世界をそ
のまま授業に持ち込むのは困
難。だからこそ現実をシンプ
ルに集約した教材を使うこと
が有効です。

07

10

【コーディネーター】
桐蔭横浜大学 スポーツ健康政策学部 教授
谷田部 玲生氏

必要があるのではないでしょうか。

※「おだんご娘。
」＝「おだんご娘。とフシギな経済テレビジョン」

発表
発表

パネル
ディスカッション
導入
レクチャー

審判

中・高校生が体当たりで調べた

「ゆるまないネジ」の仕組みを徹底調査！
改良に改良を重ねて

ボルトとナットの構造

クサビをヒントにしたゆるまないネジは、次

ボルトとナット
（ネジ）
は、２つ以上の部材を

のような改良を重ねて完成した。

つなぎ合わせるために用いられる機械部品。
建設現場などでは欠かせない部品だ。
ボルト

クサビ

ナットがゆるむと
ボルトが破損し、
大事故につながる
こともあるため、
ゆるまない性能が
求められる。

ナット

今回の研究テーマ

絶対にゆるまないネジの構造は、神社の鳥居

ハンマーのかわりにもう１
個のナットでクサビを押し
込む方法に改良。しかし部
品が３つ必要となるので作
業効率が悪い。

の「クサビ」の原理がヒントになった。
クサビ

凸ナットの中心

クサビ

神社の鳥居。木と木の
すき間にクサビを打ち
込むことで強度が増す。

とつ

中心をずらして加工した凸型のナット
（❶）
に、凹型のナット
（❷）
をネジ込むことで、
矢印の方向に力が働いてクサビ効果が生ま
れ、絶対にゆるまない構造となる。
おう

木材の継ぎ目などに打ち込
むクサビ。日本古来の建築
技法の一つでもある。

中心をずら
して加工

ネジを作っている工場に潜入
ネジを作っている工場では、高いゆるみ止め効
果を発揮させるため0.005㎜という精密な加工
作業が要求される。

最終工程の確認作業。 ネジの溝に油（グリー
１つ１つ手作業で行わ ス）を塗る機械。
れている。

加工作業について熱心に質問する調査員。

今回の調査員

社長 若林克彦さん
に伺いました !

中学
ん（
結さ
鹿島
2

）
年生

嘉村
哲
平
さん
（高
校
2

年生
）

調査員 絶対にゆるまないネジのアイディ

アはどのようにして生まれたのですか？

若林 今から 年前、大阪にある住吉大社

に出かけたときのことです。鳥居の継ぎ目

の要所要所にクサビが打ち込まれているの

が目に入りました。その瞬間「これだ！」

とひらめき、
アイディアを図面にしました。

調査員 その後すぐに完成したのですか？

若林 いいえ。実際に現場で使える商品に

なるまで約１年かかりました。ナットとボ

ルトの間にクサビを打ち込むのは手間がか

かります。そこで凹凸の２つのナットを組

み合わせることにしたのですが、クサビ効

果を発揮させるためにはどうすればよいか

37

ハードロック工業株式会社

東京スカイツリーや新幹線にも採用された

ネジは鉄道や高層ビル、橋など多くの場所で使われているが、意図しないゆる
み が 大 事 故 を 引 き 起 こ す 可 能 性 も あ る。 今 回 は、 ハ ー ド ロ ッ ク 工 業（ 大 阪 府 東
大阪市）が開発した「絶対にゆるまないネジ」を中・高校生が調査する！

日本古来のクサビがヒントに

「絶対にゆるまないネジ」の秘密を調査する ！

ナットとボルトの間にクサ
ビを打ち込むと、ゆるまな
くなる。しかし、ナットを
締めるたびにハンマーで打
ち込む手間がかかり、実用
的ではない。
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調査員

嘉村くん＆
鹿島さんが

絶対にゆるまないネジは
どんなところで使われている？

調べた !

英国高速鉄道

オンリーワンの発想は
世界に誇れるものづくりの
原動力になると実感

車両や線路、架線など
多くの締結部で採用。

今回訪れた東大阪市（大阪府）
は、技
術力の高い中小企業が多く集まる日本

世 界

台湾高速鉄道

英国や台湾、ポーランドのほ
か中国やドイツ、オーストラ
リアなど 20 か国以上と取引
がある。現在は、経済産業省
のプロジェクトに招集され、
欧米向け航空機ナットの開発
にも力を入れている。

2003 年、台湾高速鉄
道のプロジェクトで採用。

ポーランド製鉄道

有数の「ものづくりのまち」として知
られています。ここを拠点とするハー
ドロック工業は従業員50人弱の中小

日 本

企業。でも1974年の創業以来、一度
も赤字を出したことはないそうです。
社長の若林克彦さんは、幼少のころ
から、
「種まき機」や「かまどの送風機」
など、さまざまな発明品を作っては、

創業２年後の 1976 年に関西
の大手私鉄・阪神電鉄の脱線
防止レールに採用される。90
年代前半、東海道・山陽新幹
線の100系車両、ＪＲ東日本
のレールにも採用され、知名
度が飛躍的にアップした。

ポーランドの鉄道車両
メーカー「PESA」社 製
造のイタリア向け車両
ATR220 に採用。

周囲の人を喜ばせていたそうです。そ

瀬戸大橋

れがのちに、
「絶対にゆるまないネジ」
を作りたいという情熱に結びつきまし

東京スカイツリー

た。若林さんは「オンリーワンのアイ

東海道新幹線

ディアと情熱さえあれば、世界一のも
のづくりができる」と言います。その

潮風によるサビを防ぐ
ため、溶融亜鉛メッキ
を施した製品を開発。

秘訣として、①心豊かな状態であれば
ヒントがひらめくこと、②日頃からい
ろいろなものに好奇心をもち、開発の

N700 系の車両本体や
線路、架線などのほか、
東北・上越新幹線でも
使われている。

まだまだある！

仕方を修練しておくことの大切さを教

羽田空港・新滑走路
フジテレビ本社ビル
東京ディズニーランド
横浜ベイブリッジ
明石海峡大橋 など

えてくれました。
何事もあきらめずに、
情熱を持って続けていくことが大事だ
とあらためて感じました。

いろいろなところで
使われてるんですね～
一般のナットと比較した振動試験の様子。

大きさもいろい
ろあるんだな

他のネジと比較した振
動試験で抜群の成績を
残し、採用された。

厳しい「性能試験」を経て
商品が市場に送り出される
試行錯誤を繰り返して開
発されたナットの数々。

安全性を重視する鉄道や橋、高層ビルなどの建造物に採用される
には、厳しい性能試験をクリアする必要がある。この日工場で見

取材協力

ハードロック工業株式会社

悩みました。最終的に凸ナットの凸部の中

心を少しだけずらすことで、ネジを押し込

めば押し込むほどゆるまない仕組みに改良

しました。

調査員 すごいですね。その分、通常のナ

ットより値段は高めなのですか？

若林 ３～４倍高めです。でも採用するメ

リットはあるんですよ。たとえば新幹線の

場合は、１車両で約２万個のナットが使わ

れていますが、ゆるむと事故につながるの

で定期的に点検し、締め直さなければいけ

ません。ゆるまないナットを使えば、点検

や締め直しの回数が大幅に減り、人件費削

減にもつながるわけです。

調査員 今後の目標を教えてください。

若林 現在はナット

を２個使わないとい

けないので、将来的

には１個でクサビ効
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果を発揮できる製品

■ハードロック工業
http://www.hardlock.co.jp/

を作ることです。

内外の鉄鋼、建設、重工業分野でシェアを
有する。

ゆるみもなかった。ちなみにアメリカ航空宇宙局規格（NAS）
の
過酷な振動試験でも１時間以上ゆるまないことが実証されている。

調査員 ありがとう

最強と言われる絶対にゆるまないナットは、
国内のみならず世界からも注目を浴び、国

ないうちにゆるんでしまったのに対し、ゆるまないネジは１㎜の

ございました。

1974年創業。創業者で現社長の若林克彦
氏がクサビの原理を応用した「ハードロッ
クナット」を開発。特許を取得する。世界

学した振動試験機による試験では、一般のナットが20秒もたた

いる。ご当地キャラクターの代表

ご当地グルメへの関心が高まって

ったご当地キャラクターや

域おこしの一環として始ま

る。全国の自治体がご当地グルメ

Ｂ級ご当地グルメとも呼ばれてい

材にしたもので、その手頃さから

れている名物料理や郷土料理を題

ご当地グルメだ。地元の人に愛さ

地
」ブーム

格でもある滋賀県彦根市のひこに

お人気の健在ぶりを裏付けている。

円と前年と同額を維持し、いまな

グッズの昨年の売上げは、約８億

の火付け役とも言える存在。関連

るほどの人気で、
「 ひるぜん焼そ

１位に。受賞後は店に行列ができ

ば好いとん会（岡山県真庭市）が

回目となる昨年は、ひるぜん焼そ

ゃんは、
「 ゆ る キャ ラ

を 持 ち 寄 る「 Ｂ １
- グランプリ」
も年々注目度を高めている。第６

また、昨年開催された第２回「ゆ
ばを求めて県内外から多くの方が

のインターネット投票で優勝した

地域の観光や物産の売上高にも貢

という。さらに、客足の増加は、

蒜山へ訪れている」（同会・亀山氏）

ひるぜん

グランプリ２０１１」

熊本県のくまモンは、２０１０年

献。ご当地グルメが地域活性化の

るキャラ

に「くまもとサプライズ」キャン

道すじをつくったとも言える。

ー業界は、仕入れや物流の大規模

く消費不振が続き、スーパ

ーマン・ショック後の長引

ーパーの出店、ネットスーパー事

強化、コンビニタイプの都市型ス

れ以外にも各社はＰＢブランドの

「収益率」を上げる必要がある。そ

る大量仕入れや物流の効率化で、

リ

化による販売効率向上のための業

業の充実など、さまざまな知恵を

絞って収益率アップを狙う。さら

＆アイ・ホールディングスは、西

には中国やアセアンへの出店も勢

界再編が活発化している。セブン

リテイリンググループを子会社化

武やそごうを運営するミレニアム

いを加速させる見込みだ。

強化。その結果、セブン＆アイホ

カを買収してグループ力をさらに

で食品スーパーを展開するマルナ

に出資し、昨年は中国・四国地方

２００７年にダイエー、マルエツ

を打ち出し、商品開発や人材教育

をキーワードとする新たな
「価値」

す。価格志向よりも「安心・安全」

界再編の動きが進むだろう」と話

模な再編はほぼ終息し、次なる業

ンターの金子義典課長は、
「 大規

編に詳しい株式会社日本Ｍ＆Ａセ

今後の動向について、業界の再

し、赤ちゃん本舗やロフトなどの

ールディングスとイオンとの「２

新しい業態も吸収した。イオンは

強」体制が確立したといえる。

スーパー業界は、店舗面積は増えているものの、売
上高は 96 年をピークに減少している。

ペーンＰＲのキャラクターとして

500

などで同じビジョンを持つ企業の

1000

5

再編が起こる可能性が高いと分析

1500

10

再編の背景には、人口減少によ

15

採用。関連グッズの売上げ総額は

※売上げは2011年2月期

る市場マーケットの縮小や消費者

全国スーパーの売上高＆売場面積

こうした取り組みは、地域おこ

横手やきそば暖簾会（秋田県横手市）
横手やきそば

する。今後各社がどういう企業と

【グループ企業】
イオンリテール、マックスバリュ、いなげや、
カスミ、ミニストップ ほか

しの新たな起爆剤としてその位置

2009年

手を組むのか、その戦略も生き残

【売上げ】約５兆９６６億円

億円を突破し、
「 商品化

みなさまの縁をとりもつ隊（山梨県甲府市）
甲府鳥もつ煮

心理の落ち込みによる消費低迷が

イオン

すでに

2010年

ある。店舗を増やしても収益拡大

【グループ企業】
セブン・イレブン・ジャパン、イトーヨーカ堂、
そごう・西武、ヨークベニマル ほか

への問い合わせも殺到している」

●過去の「B-1グランプリ 」ゴールドグランプリ

りの分かれ道となりそうだ。

【売上げ】約５兆１１９７億円

づけを高めつつある。さらなる地

2011 年「B-1グランプリ」で
優勝したひるぜん焼そば好
いとん会のひるぜん焼そば。

域発展のためには、一過性のブー

2011 年 3 月に開催された
真庭市主催の「観光・地域
づくりシンポジウム」
。ご当
地グルメのまちおこしにつ
いて講演やパネルディスカ
ッションなどが行われた。

は見込めないため、大規模化によ

0
05
10 （年度）
（出所）日本チェーンストア協会
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95
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携帯投票：タボくん
（滋賀県）
2010年

記名投票：ひこにゃん
（滋賀県彦根市）

もう一つ、地域おこしの重要な

●過去の「ゆるキャラ ®グランプリ」１位

２強の時代
セブン＆アイ、イオンの躍進 スーパーは
COLUMN_
2

R

（熊本県地域振興課）という。

くまもとサプライズ熊本県許可第2753号

ムで終わらせないことが重要だ。

2012 年 2 月に東京ビッ
グサイトで開催された第
46 回スーパーマーケッ
ト・トレードショー 2012
で知事と一緒に熊本をア
ピールするくまモン。
（写真＝熊本県庁）

要素として脚光を浴びているのが

セブン＆アイ・ホールディングス

R

10

地域ブランド戦略
ゆるキャラ®
＆Ｂ級ご当地グルメによる

COLUMN_
1

TREND COLUMN
授業で使える経済トピック

※「ゆるキャラ ®」はみうらじゅん氏の著作物であるとともに扶桑社、及びみうらじゅん氏の所有する商標。
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TREND COLUMN

ク国王夫妻が来日し、東日本大震

ケサル・ナムゲル・ワンチュ

０１１年 月、
第五代ジグメ・
では ％の国民が「幸せ」と回答し

て行われ、２００５年の国勢調査

の無料化などが具体的な政策とし

で注目を集めたブータン王国。人

災の被災地や京都を訪問したこと
財政の約３割を海外からの援助

たことで国際的にも話題を呼んだ。

億（１人当たり約２１３９）ドル
を占めており、この数字は主要産

が水力発電事業。ＧＤＰの約 ％

外貨獲得に大きく貢献しているの

に頼っているブータンだが、近年

という小さな国だが、興味深い概
業である農業や林業をもしのぐ割

積で、２０１０年のＧＤＰは約

口は約 万人、九州とほぼ同じ面

念を持つ国として世界から熱い視

グメ・シンゲ・ワンチュク国王は、

１９７２年に即位した第四代ジ

ただし開発に当たっては周辺環境

隣国のインドへ売電されている。

内需要を賄うだけでなく、残りは

利用した大規模な水力発電は、国

合である。ヒマラヤの雪解け水を

経済成長だけを追求するのではな

の生態系を壊したり、住民に立ち

線が注がれている。

先して政策を進めるという「国民

く、心の豊かさや国民の幸福を優

「ホ

ッチキスの名は世界共通

識の文房具となった。その後昭和

を呼び、数年内には１人１台が常

年代には針を取り除くリムーバ、

で は な く、日 本 だ け で 通

用する呼び名だということをご存

装填できる機能が追加され、 年

年代には１００本の針を一度に

あるが、機関銃の開発者である米

には累積販売台数１億台を突破。

じだろうか。名前の由来には諸説

国のベンジャミン・Ｂ・ホッチキ

年代には世界で初めて綴じ裏が

もある。なお英語圏ではステープ

たことからこの名がついたとの説

数は約４億２千万台となっている。

を搭載するなどさらなる性能の向

平らになるフラットクリンチ機構

スが弾送り機構を応用して開発し

ラー
（ stapler
）
と呼ばれる。
現在普及している小型ホッチキ

ちなみに平成 年に発売された

イ

モ

「Ｖａｉｍｏ 」は、当時のマーケ

バ

上が進み、現在までの累計販売台

スの原型が開発されたのは、昭和

年。当時、オフィスなどに普及

はなじみが薄かった。そこで山田

重量があり、価格も高くて一般に

で、 枚までの厚い書類を片手で

ことがきっかけで開発されたもの

らそうに扱う女性の姿を目にした

卓上タイプのホッチキスを使いづ

ティング担当が新幹線の車内で、

興業（現マックス）が１人に１台

していた卓上タイプの紙綴じ器は、

持ってもらいたいとの思いから開

綴じられる画期的な商品だ。常に

1952 年（昭和 27 年）
小型ホッチキス「SYC・10」が発売される

退きを迫ることはない。これも国

使う人の側に立ち、改良を重ねる

1946 年（昭和 21 年）
山田興業
（現マックス）
が、ホッチキスの生産をスタート

民の幸福を第一に考えるＧＮＨの

発をスタート。約５年の開発期間

日本人による「自働紙綴器」が発明される

総幸福量（ Gross National Happi

52

を経てようやく完成した小型ホッ

1912 年（明治 45 年）

独自の路線で近代化を進めてい

20

伊藤喜商店（現イトーキ）
が、アメリカ製のステープラ
ーを販売

1903 年（明治 36 年）

75

40

ホッチキスの歴史

精神からだ。

昭和21年 [中型]3号タイプホッチキス

・ＧＮＨ）
」というユニークな
ness
概念を提唱。４つの柱のもとで心

11

こうした企業努力が、現在の約

昭和 27 年、国産初となる小型タイプのホッチキス
（SYC・10）が登場したことで、オフィスから家庭へ
と急速に普及した。

シ ッ ク

昭和29年 MAX・10

％の国内シェアを支えている。

11

40 30

60

チキス「ＳＹＣ・ 」は、片手で

昭和27年 10号タイプホッチキス
〈国産初〉

理的幸福や健康など９分野におい

ブータンでは上記の４本柱のもと「睡眠時間」
「植林
したか」など 72 項目の聞き取り調査で、国民の幸福
度を評価している。

るブータン。今後、先進国が学ぶ

1心理的幸福 2健康 3教育 4文化
5コミュニティ 6環境 7自分の時間の
使い方 8生活水準・所得 9よい統治

て指標を作成し、国民の幸福度を

ＧＮＨ指標の９分野

10

昭和60年
オートステープラ〈世界初〉
（コピー機内蔵用電子ホッチキス）
昭和48年 HD-10
世界で愛用されている
ベーシック
ホッチキス

平成14年
小型ホッチキス発売
50周年記念モデル
綴じ裏が平らに仕上がる
昭和62年「フラットクリンチ」
ホッチキス〈世界初〉

97

1持続可能で公平な社会経済開発
2環境保護 3文化の推進 4よい統治

綴じられる使い勝手のよさが評判

軽い力でサクリと綴じる
平成19年 SAKURIシリーズ

11

べきヒントは大いにあるようだ。

Vaimo11

20

70

調査。その結果、医療費と教育費

ＧＮＨの 4 本柱

27

平成20年 新世代ホッチキス

15

2011 年の来日の際、京都の金閣寺を訪れた第 5 代
ワンチュク国王陛下と王妃陛下。
（写真＝外務省）

「ホッチキス」
【ザ・ロングセラー】 片手で軽く紙を綴じる
COLUMN_
4

２

国民総幸福量（ＧＮＨ）を提唱する

ブータン王国ってどんな国？
COLUMN_
3

お知らせ

1

ニトリ
デスクトップ電卓を5 名様にプレゼント!!

レインボーニュース Vol.18

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、
ニトリ デスクトップ電卓をプレゼントいたします。

東京証券取引所オリジナル

W

ペーパークリップ

!
チャンス （4個セット）
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

中学校向け体験型新教材のご案内

証券知識普及プロジェクトでは、中学校向けに体験型新教材「株式会社を
つくろう～ミスターＸからの挑戦状
（仮称）
」を制作しております。
本教材では、経済主体の１つである会社
（企業）
に焦点をあて、経済や金融
の仕組みを学習するもので、主な学習内容は、
「会社の目的と役割」
、
「株式
会社のしくみ」
「
、金融のしくみ」
「
、企業活動へ影響を与える経済の動き」です。
生徒たちが主体的に学習を進めるための、ＤＶＤやワークブック、チェック
シートなど、素材も充実。班ごとに分かれて会社を企画し、プレゼンテーシ
ョンを行ったり会社経営等の体験を通じ、株式会社や金融のしくみなどを理
解し、世の中のさまざまな動きが経済活動などに影響を与えていることを学
びます。

※画像は開発中のものです。

＜サンプルご希望の場合＞

①お名前②学校名③送付先住所④連絡先
（ＴＥＬ・メールアドレ
ス）
をご記入の上、
ＦＡＸ０３－３６６８－１００４までお送りください。
サンプルが完成次第お送りいたします
（４月初旬頃発送予定）
。

お知らせ

3

「株式学習ゲーム」の
平成２４年度実施期間のご案内

平成２４年度の実施期間は以下のとおりです。

平成２４年４月９日（月）
～平成２５年２月２８日（木）
※システムメンテナンス上、下記の期間は取引ができなくなります。
・インターネット方式 ８月１１日
（土）
～８月１９日
（日）
、
１２月１５日
（土）
～１月６日
（日）
・マークシート方式 ７月２１日
（土）
～８月３１日
（金）
、
１２月１５日
（土）
～１月６日
（日）

株式学習ゲーム
ホームページ

上記教材（②、③）の
お問い合わせは、

http://www.ssg.ne.jp/

「株式学習ゲーム」は株式の模擬売買を通じて、
経済の動きや社会のしくみを学ぶための学習教材です。

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

TEL：03−3667−8029
TEL：050−3377−7895

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18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 050−3377−7895
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。

