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心の情報処理
信州大学経済学部教授

昭夫

日 常の生活の中で、わたしたちは様々な判断や決

報を選んでしまいがちです。少なくとも主観的には

定を行います。実際に判断をするとき、私たちの頭

一定の満足度を維持できるからです。

の中にある情報をいかにして整理しているかという、
いわゆる“心の情報処理”に大きく影響されています。

こ うした心の働きは、必ずしも“合理的”とは限りま

時には情報処理の仕方によって、結果から見ると必

せん。合理的とは、ロボットのように、無駄なく確実、

ずしも望ましくない判断をしてしまうことがあるかも

能率的に目標を達成することを指します。渋滞とい

しれません。その意味では、私たち自身が、“心の

う客観的な情報がある中で高速道路を走り続けるの

情報処理”の仕組みについて知っておくことは、より

は、合理的とは言い切れません。このように、わた

良い判断を行い、結果として満足度を高めるために

したちの心は、自分の、目先の満足度を維持するよ

は有効と言えるでしょう。特に無意識に行っている

うに働きがちなのです。その結果は時として、当初

行動が本当に合理的なのか、冷静に振り返る意義

の期待に比べると満足度の低い、非合理的なもの

は大きいと思います。

になってしまうことがあります。

わ たしたちが目的地に早く着くため、高速道路を

あ る時は、イライラを抑えることが出来ずに自棄

走っていると想像してください。その時、ラジオで
渋滞が発生しているという情報が入ってきました。
そして、高速道路の出口に差し掛かりました。さて、
どうしたらよいでしょう。

高

速道路を走っているのは、基本的には目的地

に早く着くためです。この場合、「高速道路を走り、
早く到着したい」という欲求に対して、「渋滞」とい
う情報は、対立する関係にあります。それは、わた
したちの満足度を下げる可能性がある情報です。こ
うした心理的な対立やストレスを“認知的不協和”と
呼びます。わかりやすく言えば、期待と裏腹の事態

を起こしてしまうこともあります。高速道路を走って
いると、スピードのあまり精神的にも高揚しがちで
す。思った通りに事が運ばなかったからと言って自
棄を起こすと事故を起こしかねません。

自

分に都合のいいように情報を処理する以外に

も、心の働きには非合理的な判断の原因になること
があります。その代表例に、“アンカーリング（心の
錨）”があります。これは特定の情報が心の中で錨
のように働き、無意識のうちに判断に影響を与える
ことを指します。

に直面して時に感じるイライラです。

先 の例で、ラジオ放送の後に「渋滞解消」という

こ の時、わたしたちの心は、自分に都合のいいよ

電光掲示板を見たにもかかわらず、高速道路から降

うに情報を処理するかもしれません。
「渋滞は大した
ことはないだろう」、「渋滞は直ぐに解消されるはず
だ」などと、自分の都合の良い解釈を行って心理的
なイライラを解消しようとするかもしれません。都合
の良い解釈で、高速道路を走るという選択を正当化
してしまうのです。
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真壁

りてしまったとしましょう。この時、
ラジオで聞いた「渋
滞」という情報があまりに強い印象として残ってい
たと考えられます。そのため、「渋滞解消」という情
報が記憶からかき消されてしまい、合理的な判断が
妨げられた可能性があります。

心

は、情報を入手したタイミング、その時の印象

こ こで気を付けたいのは、「渋滞は直ぐに解消す

の鮮烈さ、過去の経験などを基に、自分自身に都

るはずだ」という情報の処理は、自分で勝手にそう

合のいいように、時として言い訳上手に、情報を処

思いたいだけかもしれないということです。それは、

理します。そのため、“癖”は直しづらいのです。い

ラジオで放送された情報が持つ客観性は備えていま

つも疑うことなく繰り返している習慣が本当に皆さん

せん。つまり、主観的であるがゆえに、適切な判断

の満足度を高めているのかどうか、一度冷静に振り

ができないことも考えられるのです。わたしたちは

返ってみてはいかがでしょうか。心の働きに着目す

自分の期待に逆行する情報という“認知的不協和”に

ると、思わぬ発見、より良い方法が見つかるかもし

直面すると、自分に都合のいいように、選択的に情

れません。

数字をカミクダク
～ 1 枚の T シャツから世の中を考える～
ファイナンシャルプランナー

洞口

勝人

私は現在年間約300回、全国各地の講演・セミナーにおいて 「金融・経済・お金」「資産運用・投資」
に関するお話をしております。
日本の学校教育では、長くお金や資産運用・投資の話はタブーとされてきました。お金は「汚いもの」
という古くからの考え方が厳然と存在し、そのため教育の現場では、なかなかお金の話をすることどこ
ろか、「儲ける・投資」 などの話はまったくタブー視されてきたのです。しかし、最近少しずつその流
れも変化してきているように感じます。国策として「インフレ」を目指しているわけですから、今こそ「金
融・経済・お金・資産運用・投資」 に関する知識が必要なのではないでしょうか。
そこで現在、小学校5年生から中学、高校、大学生という若い世代に向かって、身近な商品を題材
にして、世の中の仕組みを 「カミクダク」 お話をしています。タイトルは 「1枚1000円のTシャツから
世の中を考える」。 強く印象に残るようにするために、クイズ形式を多用しています。「お金の大切さ」
「商品に関する費用＆利益」「将来の進路」 を考える場合、参考になる内容です。
具体的には、1枚1000円のTシャツの重さから始まって、原材料価格やTシャツを縫製する工場で働
く人のお給料、日本に運ぶための輸送費等を考えることにより、普段何気なく使っているもの、利用し
ているお店等に関係する数字を 「カミクダキ」 ます。
ちなみに、1枚1000円のTシャツ （重さが180g） の素材が綿 （コットン） 100％だった場合、原材
料である180g分の綿 （コットン） の価格はいくらだと思いますか？
① 500円

② 250円

③ 100円

④ 25円

正解は④の25円です。 1枚1000円のTシャツの原材料価格はわずか2.5％だったのです。 では、1枚
1000円のTシャツをつくるのに、他に何にお金がかかっているのでしょうか？それは・・・。こんな流
れで若い人たちの興味を引きつけながら話を進めます。
一方で、ある都道府県の先生方にお話をしたときに強く印象に残ったことがあります。 それは、定期
預金の金利についてでした。 参加された100名を超える先生方に、「生徒さんがお正月にもらった1万
円のお年玉。 1年間、地元の銀行に定期預金として預けた場合、金利はいくらになると思いますか？」
と質問をしました。この質問に対して、半数以上の先生方が間違えた認識をされていたのです。
現在、1年ものの定期預金の金利は0.025％です。 つまり1万円に対して年間の利息はわずか2円 （税
引き後）にしかなりません。１万円というお金は、ただ銀行に預けておくと１年間でわずか2円という「働
き」 しかしてくれないのです。 実際には0.025％という金利を知っている方も多いのではないかと思い
ますが、1万円という小中高校生の目線に近い金額に 「カミクダク」 必要があるのではないでしょうか。
小学校5年生から90歳代の方々にまで日々お話していて感じることは、「きっかけさえあれば人は急
速に目覚める」 ということです。ただ、「楽しく学ぶ場」 がなかっただけだと思います。
数字は、「世界共通の言語」 だと思っています。 数字に強くなければ、ビジネスで世界と渡り合えま
せん。 普段、何気なく使っている商品やお店・サービスなどからスタートし、ビジネスや投資・資産運
用に至るまで、数字をぜひわかりやすく「カミクダイテ」 自分のものにしていただきたいと思います。
そして、若いうちから数字に強くなっていただき、自分でしっかりと 「数字の持つ意味」 を確認するこ
とができる社会人になっていただければと思います。
ちなみに、小中高校生が数字に目覚める簡単な方法は、「お年玉やお小遣いを米ドルで渡す」 こと
です。 毎日為替が気になりますからね。 ぜひお試しあれ！
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大人のためのお金と生活の知恵
金融広報中央委員会（
事務局：日本銀行情報サービス局）が発刊したパンフレットです。
「お金」と日々の「生活」。切っても切れない関係にあるこの２つを巡って、あれこれ考え、心配したり、
悩んだり、苦労も多い、というのが実感ではないでしょうか。
「これまで何とかやってきたから、これから
も何とかなる」、
「お金の話は難しそう」など、いろいろな見方があると思いますが、この機会に、
「１つで
も役に立つことがあれば」
、そんな軽い気持ちでご覧ください。
このパンフレットでは、生活に役立つお金の知恵を様々な観点からご紹介していますが、今回は、この
中から、大人の私たちが、子や孫など次世代の人たちや社会にできることを３つ。①知識・知恵をつなぐ
≪子や孫など次世代に、社会で生きていくための基本的な知識や知恵～人へ
の感謝、ものやお金の大切さ、働くことの意義、お金には限りがあることなど
～を教えていきましょう。学校でもこうした「生きる力」の育成に努めていま
すが、日常生活での実践がとても重要です。私たちが家庭でしっかり教えるこ
とが、子や孫の今後の人生にとって非常に大きな財産になります。≫ ②資産を
つなぐ ≪子や孫に資産をゆずる場合は、私たち自身だけでなく、子や孫のラ
イフプランにも影響します。税金などの制度も調べ、計画を立て、早めに準備
することが大切です。大人の私たち自身の問題として、介護や成年後見など、
加齢に伴う判断力の衰えにも備えておけると安心が高まります。≫ ③思い・志
をつなぐ ≪エコ消費など、私たちのお金は使い方次第で社会や世の中に影響
を及ぼすことができます。お金を使う際、次世代への「思い」や社会への「志」
を込められるといいですね。≫
お金と生活の知恵で、夢を育み、夢をつないでいきましょう。
ホームページでもご覧になれます。
当パンフレットは、
URL http://www.shiruporuto.jp/life/arakaruto/otona/

特殊詐欺（振り込め詐欺等）被害が急増中！

宮城県警察本部生活安全部生活安全企画課
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産に係る基礎控除額の引き下げ、②相続税の税率の引き上げ、③税額控除の変更、
④小規模宅地等の特例の拡大です。特に①遺産に係る基礎控除額の引き下げにより、
相続税の対象となる相続が増えると予測されていますが、相続は相続税を払う人だけ
の問題ではありません。
１．相続で争い（争族）に発展するのは遺産総額が5,000万円以下・・・
 平成24年度司法統計年報によると遺産分割による裁判所への申し立ての75.7％が遺
産総額5,000万円以下となっています。5,000万円以下というと改正前の基礎控除の範
囲。つまり相続税の対象とならない家族で多くの争いが起きているということになり
ます。なぜ、争いが起きるのでしょうか？そのヒントが国税庁のＨＰにありました。
相続財産の46.7％が不動産ということです。不動産は分けにくい財産ですから、遺産
が不動産しかないというようなケースでは「争族」に発展する可能性が高いと言えま
す。「うちは財産が少ないから大丈夫」「うちの家族は仲が良いから大丈夫」そう
思っている貴方こそ準備が必要なのです。
２．不動産をめぐるトラブル・・・

幸せな相続は準備が決め手！

今年１月１日から相続税の一部が改正となりました。主な改正事項は４つで、①遺

【ケース１】①お子さんのいらっしゃらないご夫婦
②夫の両親が既に亡くなっている
③夫に兄弟がいる
 夫が亡くなった時の相続人と相続割合は、妻3／4、兄弟1／4です。遺産が不動産
（マイホーム）と妻が暮らしていくために必要な預貯金だけだとしたらどうでしょ

う。夫との思い出が詰まったマイホームで、静かに暮らしていこうと思った矢先、夫の兄弟がやってき
て「1 ／ 4は自分たちのものだ」と言い出したら・・
【ケース２】①父親名義の家（土地付き）に長男家族が暮らしている
②母は既に亡くなっていて、子どもは長男と次男の2人
③親子間では、家は長男、金融資産を次男が相続することになっている
 相続割合は、長男1／2、次男1／2ですから不動産と金融資産の価値が相続時点でほぼ同じもしくは、
金融資産の方が多い場合はトラブルにはならないかもしれません。しかし、不動産の価値がはるかに多
いこともあります。例えば、晩年に父親が介護状態になり、介護費用で父親の金融資産が無くなってし
まうかもしれないのです。そんな状態で相続になったらどうでしょう。長男は、自分が不動産を相続す
るものと思っています。ところが、「父親の金融資産が少なくなったのは、長男が勝手に父親のお金を
使ったからだ」と次男が言い出したら・・・
３．家族を想う「幸せな想族」にするには・・・
財産を残す人が家族を想って準備をすることです。
【ケース１】では、夫が「全財産を妻に残す」と遺言書を準備するだけでトラブルにはなりません。
【ケース２】では、父親が介護状態になった場合の介護費用や次男に残す分を『代償分割』とし、保険
で準備することも一つの方法です。また、介護費用を父親の預貯金から支出する場合は次男と相談しなが
ら行うこと、父親の判断力が低下している場合には成年後見制度を利用すると良いでしょう。
近頃は、家族の関係が多様になったためか、財産を受け継ぐ方からの相談が増えています。家族の幸せ
を途切れさせないために準備が必要です。今すぐ、現在の自分の財産の価値を知り、今後の自分の暮らし
方を見つめ、残す財産を考えましょう。そして、誰にどの財産を何故どのように引き継ぐのか決めて記し
て下さい。「遺言書は必要だと思っているけどなかなかそこまでは・・」という方はエンディングノート
から始めてはいかがでしょうか。そこに、ご家族への想いも添えてください。幸せな相続は準備が決め手
です。

日本ＦＰ協会宮城支部
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自立的に考え、行動する力を養うために
～金融教育の推進を通して～

気仙沼市立新城小学校校長

熊谷

聖

本校は金融教育に取り組み始めて１年である。今日的課題や学校教育目標、実態を踏
まえ、
「より豊かな生活や社会づくりに向けて進んで行動できる児童の育成」を主題に、
働くことの意義、お金やものの大切さに気づかせながら実践に取り組んでいる。
本校の教育課題は「身に付けた知識・技能を実生活の場面に活用する力と豊かな心の
育成」である。これは、
「知識を覚えることだけが目的でなく、それを自分の生き方に
つなげていくことに大きな意味がある」という、金融教育の能力育成の基本的視点とも
結びつく。
ねらうところは子どもに自立する力を身に付けさせることである。そのためには活動
的な学びを展開し、為すことによって理解し、主体的に行動できる態度を養うことが大
切である。これは、人格の発達や自律心、判断力、責任感などの人間性を育むこと、他
人や社会、自然環境との関係性を認識し、
「関わり」と「つながり」を尊重できる個人
を育てることを重視する気仙沼市が進めるＥＳＤ（持続可能な発展のための教育）のね
らいとも重なる。
子どもたちに夢を聞いてみると、
「人の役に立つ仕事がしたい。だから医者になりたい」
「ファッションデザイナーになりたい」
「お父さんの跡を継ぎたい」等の答えが返ってく
る。夢を語る子どもたちの顔は輝いている。そこに見えるのは、仕事に対するやりがい
や思いである。
いま、格差が広がり貧困家庭の割合が増えているという。また、情報技術の普及、職
業の選択肢の広がりなど、子どもを取り巻く環境も大きく変化している。こういう時だ
からこそ金融教育の必要性がこれまで以上に高まっていると思う。
夢は経済的基盤によって支えられ、一層広がりを増す。子どもたちがやがて仕事に就
き、やりがいを感じながら豊かな人生を歩ませるためにも金融教育の必要性を改めて認
識し、有効な手立てを講じていきたい。それが将来の経済を支え、持続可能な社会を実
現することにつながると思う。
自立的に考え、行動する力を養い、本校の主題に迫るために、活動のねらいを明確に
しながら金融教育を推進していきたい。

７２の法則
お金が２倍になる年数がすぐにわかる便利な算式です。
「７２÷金利」を計算すれば、元のお金が２倍にな
る年数（概算）が出てきます。例えば金利２％でお金を運用した場合、
７２÷２＝３６ですので、
３６年で２倍
になることがわかります。
３％の場合は７２÷３＝２４ですので２４年です。同様に、
４％、
６％の場合は、
１８
年、
１２年と算出できます。
「７２の法則」を式で示すと、
「７２÷金利≒お金が２倍になる年数」で、
この式は、
「７２÷年数≒お金が２倍になる金利」と変形できます。つまり、
「７２÷年数」を計算すれば、元のお金が２
倍になる金利もわかるのです。例えば、
２０年でお金を２倍にするためには、
７２÷２０＝３.６ですので、年
利３.６％で運用する必要があります。また、お金を借りる場合の金利負担の大きさがよくわかります。例
えば消費者金融でお金を借りると金利１８％が中心です。
「７２の法則」を使えば、
１８％でお金を借りた場
合、
７２÷１８＝４ですので、
４年で返すべきお金は２倍になることがわかります。お金の運用や借入を検討
する際、複利のグラフの形を頭の中に描き、
「７２の法則」を活用しましょう。
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事例 1
「プロバイダ料金が安くなるので乗り換
えませんか？今なら、２ヶ月間基本料金
が無料になります。」と電話があり、了
承した。 その後、別の担当から電話が
あり、パソコンを遠隔操作してもらって
プロバイダの切り替えを行った。契約し
ていたプロバイダに電話で解約を伝え
ると、「今解約すると１万５千円の違約
金がかかる。 新しいプロバイダは本当
に今より安くなるのか？」と言われた。
新しいプロバイダの料金を聞いていな
かった。

事例２

「うまい話を信じてだまされた。」、
「勧
誘を断り切れずに無駄なお金を払っ
てしまった。」、「契約を解除したいけ
ど、 相手と連絡が取れなくなってし
まった。」など･･･。 県消費生活セン
ターには、このような相談が多く寄
せられています。 様々な相談が寄せ
られている中で、今回は「インター
ネット回線契約」に関するトラブルを

現在光回線を契約中の会社を名乗る女
性から「光回線の移行手続きをするだ
けで約 1 千円安くなる。工事は不要。」
と電話があり、安くなるならと思い承諾
した。詳しくは担当者から連絡すると言
われ、その直後男性から電話があり説
明を受けた。 手続きのために住所・契
約者名・生年月日・引き落とし口座の銀
行名と支店名を聞かれたので答えた。
電話の最後に「これで契約になる。1
年以内に解約すると１万５千円かかる。」
と言われた。 大事なことなので最初に
説明してほしかったし、なんだか不審に
思ったので解約したい。

紹介します。

大手通信会社の光サービスが新しくなりました。これにより、多くの事業者が光サービスを提供できる
ようになり、また、簡単に乗り換えが可能となり、消費者の選択の幅が広がりました。
しかし、提供業者が増えたことにより、自分が今どの業者とどの契約をしているかが分からなくなった
り、工事不要で乗り換えができるため、十分に理解する前に全ての手続きが完了してしまい、利用者
の意図しない結果となってしまうことも考えられます。
通信契約は大変複雑です。契約する際は業者の話をうのみにせず、よく確認して納得してから契
約するようにしましょう。

アド バ イ ス

▼電話勧誘であっても、通信の契約にはクーリング・オフ制度はありません。
▼通 信契約は大変複雑で、電話口のみで内容を理解することは大変困難です。パンフレットを取り寄
せたり、自分で調べたりしてよく考えてから契約するようにしましょう。

▼従前の通信契約の解約によるデメリット等も理解し、新たな契約の必要がなければ、キッパリと断りま
しょう!

▼名 前・住所・引き落とし口座など、いくつかの個人情報を組み合わせると本人以外でも移行の手続
きができる場合があります。無闇に個人情報を伝えてしまわないようにしましょう。

▼トラブルになった場合は、最寄りの消費生活相談窓口に相談しましょう!
宮城県消費生活センター
０２２－２６１－５１６１（相談専用）

消費者ホットライン
０５７０－０６４－３７０
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★ 新入生を対象とした消費者教育出張講座申込受付

４月～５月
大学 短期大学 専修学校 各種学校 高等学校など
６０分前後
ひとり暮らしの生活費 カード社会の落とし穴
ネットに関する金融トラブル 金融トラブルに巻き込まれないために
多重債務に陥らないために 等
講師派遣に要する経費は当委員会が負担します。
詳しい内容や講座の申し込みについては、当委員会事務局にお問い合わせください。

金融学習グループ活動のポイント
比較的少人数でも活動可能
名称は自由
活動支援期間は１年間
目的にあった学習活動の実践
活動経費の一部補助
ご希望の方は、ぜひ当委員会事務局にお問い合わせください。

春になると周りの景色の隅々までが実にカラフルになります。山や川、木々や草花の色、野菜や果物の色、そして装いの色まで、
どれもこれも。同じ色でも様々なニュアンスの色があり、今、色見本帳に凝っています。色の名前の由来を知るのも面白い。
日本語で色を表す基本的な言葉は「しろ、
くろ、
あか、
あお」の４つ。この４つだけはそのまま「しろい」
「くろい」
「あかい」
「あおい」
と形容詞で言えます。古代の日本人は色のことを「明暗」
「顕漠」の二組の光の感覚で表したとされており、明暗の明は夜が明けると
きの感覚で「アカシ」と言い、これが「あかい」に、暗は日が暮れるときの感覚で「クラシ」と言い、これが「くろい」に。顕漠の顕
ははっきりとしているという感覚で「シルシ」と言い、これが「しろい」に、漠は漠然としている、つまりはっきりしない中間的な色と
いう感覚で「アワシ」と言い、これが「あおい」になりました。ですから「あお」というのははっきりした白黒赤以外の広い範囲の色
を含む言葉で、今の緑も昔は青に含まれていました。この習慣が今でも残っていて、緑色をしていても、青菜、青竹などと言いますね。
その後、
「みどり」という色の名前ができて青から独立。
「みどり」は古い日本語では草木の新芽を指す言葉でしたが、次第に新芽の
色もみどりと呼ぶようになり、色の名前になりました。このように後からできた色の言葉は、物の名前を色の名前にしたもので、例えば、
桃色、藤色、橙色も元は植物の名前、ねずみ色、きつね色は動物、空色やコハク色は無生物です。
まぶしい澄んだ色をまとい、新生活のスタートをきる若者たち。どんな色に染まりながら進化していくのか、楽しみです。
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〒980-8570 仙台市青葉区本町3-8-1 宮城県環境生活部消費生活・文化課内
（消費者行政班） TEL.022-211-2523 FAX.022-211-2592

気の合った仲間同士で、くらしに身近な金融や経済のこと、ライフプランの立
て方や子どもの金銭教育のことなどについて学びたいというグループはありま
せんか。カリキュラムの作成や学習の進行は事務局がお手伝いします。

宮城

★ 金融学習グループの募集

●くらしWatching／No.39／平成27年 春

期 間
対 象
時 間
テーマ

●編集・発行／宮城県・宮城県金融広報委員会

インターネット取引や「キャッチセールス」など、若年層をターゲットにした
金融トラブルが増えています。学生生活を送るにあたり必要な知識や判断力を
身に付け、被害を未然に防ぐことができるよう入学時に行うオリエンテーショ
ンやキャリアガイダンス等に専門家を派遣します。

