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“九州販売士懇談会イン大分”を開催
平成 26 年 11 月 8 日（土） ／ ホルトホール大分

11 月 8 日（土）ホルトホール大分にて「九州
販売士懇談会イン大分」が開催されました。
本懇談会は「九州販売士交流会」が平成 25 年
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懇親会

第一部

④今後、各地区の販売士協会と市場回りを積極

懇談会

的に実施して行きたい。

３．長崎販売士協会

（報告：小関副会長）

定刻の 14 時、大分支部 朝来浩一郎氏の司会

冬木繁雄副会長挨拶

坂口会長が欠席されたため、冬木副会長より

進行で第一部が開会しました。まず、出席者の

ご挨拶を頂きました。

自己紹介の後、レジメに沿って進行されました。

①福岡販売士協会の活発な活動に、長崎販売士

１．栗川会長挨拶

協会も出来るだけ積極的に参加したい。

冒頭、来賓と会員へ参加のお礼がありました。
①「九州販売士懇談会イン大分」開催の背景

今年度は長崎販売士協会でイケア見学、マナー
講習会、2 級販売士要請講座を実施した。

平成 24 年 10 月の「秋季研修会イン熊本」開

②今年度で長崎商工会議所が長崎販売士協会の

催時に溝部支部長より「次回開催は大分で」と

事務局から手を引くことになっており、引き続

の手上げがあったこと、また第 8 回まで続いた

き活動する際の運営上の課題である。

「九州販売士交流会」が昨年 11 月 9 日、福岡

③来年大分駅に「アミュプラザ」がオープンす

での開催を最後に諸所の事情で終了したため、

る計画とのことだが、アミュプラザはＭＤが素

本年度はこのような形で企画・開催に至った。

晴らしいので注目している。

②支部体制について

４．大分支部

福岡販売士協会では、将来九州各県に販売士
協会が設立されることを願って、平成 20 年 4

溝部敏勝支部長挨拶

当懇談会に参加された来賓と会員に謝辞が述

月に宮崎支部を発足、平成 24 年 4 月に「大分

べられた後、以下のご挨拶がありました。

支部」「熊本支部」「鹿児島支部」、また同年 5

①大分支部は 2 年前に 1 名からスタートした。

月に「佐賀支部」を発足させた。（いずれも体

販売士養成講座、有資格者のレベルアップ、新

制強化ができたらいつでも「各県販売士協会」

規会員の勧誘など着実な活動を実施しており、

として独立することも可能との条件付き）

また販売士資格更新講習会も担当している。
②商店街は全国に 13,000 ヶ所あるが、そのうち
繁栄しているのはわずか 1％で、商店街復活の

２．日本販売士協会岩間信弥専務理事挨拶
今回の懇談会に出席のた

妙案がないのが現状であり、大分駅再開発は商

め、遠路にも拘らず東京から

店街にとってチャンスでもり、脅威にもなる。

お越し頂きました。
①平成 26 年 4 月に就任し、

５．講演会

今回九州の販売士懇談会に
参加出来た喜びと共に、全

大分県庁出前講座
「商店街等の活性化対策について」

国 27 箇所の販売士協会の
中で福岡販売士協会の積極的な活動に敬意を
表する。

挨拶に引き続き講師が紹介され、講演会が始

②販売士検定試験制度が出来て 40 年になり、こ

まりました。

の間 181 万人が受験し 22 万人が資格更新をし
ている。

講師：大分県商工労働部

③日本商工会議所と連携して「販売士」の知名

商業サービス課

度の向上を検討している。「販売士」と「リテ

課長 武藤康彦様

ールマーケティング」の名称を併行して使用す
る予定である。

-2-

さらに、大分駅から徒歩圏内に県立美術館を

現在、
「大分県（庁）
」では、
「500 社企業訪問」
や「大分県庁出前講座」等の活動が実施されて

整備することで、消費面だけでなく文化・芸術

います。このため、「自治体（職員）」と「事業

面も身近に触れることが出来るようになるとの

主・地域住民」との距離が比較的近いものとな

こと、しかも商店街のアーケードを通るので、

りつつあります。今回もそのような実績を踏ま

雨の日でも濡れずに快適に行き来が出来て、市

えての講演となりました。

民や観光客に細やかでやさしい街づくりを進め
ていることに、大いに感銘を受けました。

聴講後「県（自治体）の取り組み内容・状況
がよくわかった」
「県の『生の声』を聴くことが
できて良かった」等の感想が寄せられました。

まず武藤課長が、大分市のご出身であること、
そして子供のころの大分駅周辺の状況を大変な

第二部 流通施設見学会
（報告：大分支部・川野浩史氏）

つかしい思い出話を交えて披露されました。そ
のお話から、武藤課長が大分県そして大分市に

第一部の開催場所であった「ホルトホール」

対して大変深い郷土愛をもっていらっしゃるこ

の見学と、
「大分駅前の商店街」の散策を行いま

とがよく伝わってきました。

した。
「大分」のご紹介を含めながら報告します。

武藤課長は、大分県の産業を活性化、とりわ
け中小企業の活力強化、地域を元気にする取り
組みをプロデュースし、実行することで、大分
県において若者が地元で就職して充実した人生
設計が出来る環境や仕組みの整備を推進されて
います。そしてその原動力は、故郷をこよなく
愛する武藤課長ならではの情熱であり、商店街
の活性化を経営者と目線を合わせて話し合い、
一体感をもって活性化に取り組んでいらっしゃ
る実例を示されたことが、とても印象に残りま
した。
＜ホルトホール大分外観＞

「大分県」
・「大分市」は、今年（平成 27 年）
2 つの点で大きく変わります。
1 つめは、大分県内の「東九州自動車道」が県
北・県南の 2 ヵ所で開通することです。これで、
東九州自動車道が福岡県から宮崎県までほぼ繋
がる（福岡県内の一部を除く）こととなります。
九州西側に比べると弱い九州東側（東九州）の
交通網が、遅ればせながら、一歩前進というと
また、大分駅周辺の再開発（第 2 期大分市中

ころです。これで、昨年放送のＮＨＫ大河ドラ

心市街地活性化基本計画）についても説明があ

マ「黒田官兵衛」の舞台の 1 つとなった県北の

り、消費者としての県民が県外に買い物に出る

中津市から、海の幸・山の幸が豊富な県南の佐

のではなく、県内、大分駅周辺に魅力ある商業

伯市（佐伯・鶴見・蒲江等）までが、１本の高

施設を整備し地元で買い物をしてもらうことを

速道路でつながることとなります。

念頭に置いているとのことでした。
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2 つめは、県都・大分市の顔の 1 つである、大
分駅の「駅ビル」が完成することです。以前、
大分駅は平面構造であったため、大分駅の北側
と南側は、駅と線路で分断された状態でした。
平成 24 年に大分駅が高架化され、それとともに
まず大分駅南側の整備が行われました。今回懇
談会開催場所となった「ホルトホール（大分市
複合文化交流施設）
」も、その際（平成 25 年）
に建設されたものです。
（ちなみに「ホルトノキ」
は「大分市の木」になります。
）

＜大分駅北側（平成 27 年 1 月末）＞

また、大分駅から徒歩で行ける距離に、
「大分
県立美術館」
（ＯＰＡＭ）も建設され、こちらも
平成 27 年 4 月 24 日にオープンすることとなり
ました。現在は、その付近に残っていた数十メ
ートルの「雨に濡れてしまう」歩道に「屋根」
を取り付ける工事が進んでおり、大分駅から駅
前にある商店街を通り美術館まで「雨に濡れな
いで行く」ことのできるよう整備が行われてい
ます。
（「回遊性」を高めることも狙いです。
）

＜大分駅南側（平成 27 年 1 月末）＞

一方で、大分駅北側の整備も着々と進み、平

今回の「流通施設見学」は、まず前述の「ホ

成 27 年 4 月 16 日に商業施設と宿泊施設等を兼

ルトホール」の内部を見学しました。その後、

ね備えた駅ビル「ＪＲおおいたシティ」が完成・

外からではありますが「駅ビル」の工事現場を

開業します。昨年の懇談会の際には、まだその

視察、大分駅前にある商店街「セントポルタ中

全貌がわかりづらい状況でしたが、残り 2 ヶ月

央町（大分市中央町商店街）
」と「ガレリア竹町

程度となり、また開業日も決まり、いよいよ完

（大分市竹町通商店街）」を視察の上、「大分県

成間近を感じさせる状況となってきました。

立美術館」
（当時外装はほぼ完成）まで散策しま

「ＪＲおおいたシティ」は、県内初出店 119

した。

店（うち九州初出店 18 店を含む）計 183 の店舗

「セントポルタ中央町」は、大分県内の商店

からなる商業施設「アミュプラザおおいた」
（地

街では１番の集客を誇る商店街です。近隣に大

上 8 階建、売場面積約 31,000 ㎡）と、
「ＪＲ九

分県内で最大の百貨店「トキハ（本店）
」がある

州ホテルブラッサム大分」
（地上 21 階建）等で

ことから、買い物客の通行量が多い一方、近隣

構成されます。なお、ホテル屋上には「露天風

に高校等もあることから、夕方には高校生や専

呂」を兼ね備えた温浴施設「CITY SPA てんく

門学校生が多くなりにぎやかになります。

う」もあります。次回大分にお越しの際には、

「ガレリア竹町」は通行量としては「セント

是非ご体感ください。

ポルタ」よりは少ないものの、
「大分で最初の商
店街」であり、古くからの固定客を中心に集客
をはかっています。
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実は、大分市は九州の県都では珍しく、交通
の要となる「駅」と「中心商店街」が隣接して
います。大分駅近辺には、全部で大小 9 つの商
店街があります。今回の「駅ビル」の誕生にあ
たり、地元商店は「脅威」とする声がある一方、
「共存共栄」を目指す声もあがっており、地元
商店街は「駅ビル開業」に向けた準備・対策を
進めているところです。
大分県内でも、いわゆる「シャッター通り」
となってしまった商店街が多いのも実情です。
一方で、上述の商店街や、有名な「昭和の町（豊
後高田市）」等、知恵を絞りながら頑張っている

間の 20 時になっていました。小関副会長の締め

商店街も多くあります。我々大分支部の販売士

の挨拶でいったん中締めとなり、この日に自宅

も様々な視点・観点・立場から支援を行ってい

に帰らなければならない 4 名は、宿泊組を大変

きたい、と考えています。

うらやましく後ろ髪をひかれる思いで帰途に就
きました。

第三部

懇親会

懇談会へのご出席
ありがとうございました。

見学会終了後、商店街から 4～5 分ほど歩き、

皆様、是非大分へ
お越しください！

居酒屋「くじら１号」に場所を移して第三部の
「懇親会」を開催しました。

大分支部
2 級販売士

大分の「海の幸・山の幸」を中心とした美味

川野浩史

しい料理を味わいながら会員相互の交流・親睦

今回の開催場所として「大分」を選んでいただ

をはかりました。

き、ありがとうございます。
今回ご出席いただいた皆様はもとより、会員の
皆様、
「大分」は今年大きく変わります。今年７月
から９月にかけては、ＪＲ様の「デスティネーシ
ョン・キャンペーン」として大分が取り上げられ
ます。この機会に是非大分に足をお運びいただき、
「別府」・「湯布院」だけではない「大分」をお楽
しみいただければ幸いです。大分県民の「おもて
なし」の心に触れていただける、と思います。
我々大分支部のメンバーは、現在、地元を中心
とした小売店・商店街の支援を続けておりますが、
合わせて会員を増やすことを目指し奮闘中であり

定刻の 18 時過ぎから、大分支部二宮基陽氏の

ますとともに、これからも頑張っていきます。

司会で開会が宣言され、中村副会長の挨拶と乾

最後になりますが、今回の「九州販売士懇談会

杯で宴会がスタートしました。

イン大分」は、多くの方々にご出席いただき盛大

すでに約 4 時間を一緒に過ごしてきた 23 名の

に開催することができました。この場をお借りし、

同志（！）ですので、初めから楽しく盛り上が

心から御礼申し上げます。

った中で会食が進み、気が付いたら終了予定時
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「大分県の取り組み」と

副会長

「大分支部の皆様の

2 級販売士
小関

お・も・て・な・し」と

芳紀

「ばち割焼酎」 に
感動しました！

実は、この報告は、大分（だいぶ）日が経ち、興奮した精神状態から開放された時点で作成していま
す。今回の『九州販売士懇談会イン大分』はその位、私たちに数多くの発見や体験・共感を与えて頂い
た、素晴らしい懇談会だったと思っております。
当懇談会を計画した栗川会長、実際の懇談会を具体的に準備し纏め上げた大分支部の溝部支部長、そ
して素晴らしいチームワークと「お・も・て・な・し・イン大分」を提供頂いた大分支部の皆様、本当
に有難うございました。そして大変お疲れ様でした。
開催地の大分市には、私は特別縁があるわけではなく、別府温泉や湯布院温泉へは何回も来ています
が、今回初めて駅周辺の商店街を歩き、大分県の商店街活性化対策や再開発による集客力拡大政策の説
明をお聞きして、大変興味を持ち、私にとってちょっと気になる街になりました。大分駅周辺の再開発
が完成した暁には、ＪＲホテルの高層階露天風呂に入りたい、大分県立美術館も訪れて芸術や文化を楽
しみたいと思っています。近い将来、有志で『懇親会イン大分』が実現したら、良いですね。
私の地元の北九州では、美術館や市立総合体育館など公共施設・文化施設が市内の各区に分散設置さ
れ、しかも郊外立地のためクルマでないと行けません。北九州市のグランドデザインとして、五区にバ
ランス良く主要施設を配置するように考えた結果だったと思いますが、交通の便が悪く高齢化が進む中、
ますます市民にとって利用しにくい施設となっているようです。この点からも、大分駅周辺の再開発は
将来をきちんと見据えた街づくりであり、北九州市の担当の方に是非参考にして頂きたいなあ、と勝手
に考えてしまいました。かなり、個人的な考えを交えて述べてしまいましたが、このように大分県の、
中小企業活性化策、商店街等の活性化対策、街づくり戦略を具体的に分かりやすく説明をして頂き大変
勉強になった講演でした。
九州の各県を訪問する懇談会を通じて、私たちは「話では聞いている、本を読んで知っている」流通
事情や街づくりについて、実際に体験して大いに勉強する機会を持つことが出来ます。
全国で進んでいる、人口減少・少子高齢化となかなか良くならない経済情勢という大きな問題に対し
て、私たちはある地域の良い情報や成功例を、いろいろな形で発信をすることで、少しでも前向きな気
持ちや景気浮揚のお役に立つことが出来れば、こんなにすばらしいことはない、と感じております。今
回は大分再発見の機会となりましたが、一番心に残ったことは、もう一度申し上げたいと思います、大
分支部の皆さんの「お・も・て・な・し」でした。本当に有難うございました。

（小関副会長・大分支部川野氏の報告および
写真を編集）
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平成 27 年新春懇談会

1 月 17 日（土）福岡商工会議所において平成

（２）「沖縄支部」発足

27 年新春懇談会を開催しました。

昨年 12 月の役員会議における承認事項となる

この新春懇談会は、1 回目は協会設立前の名刺交

が、沖縄支部を発足させることが出来た。
「九州

換会として開催したため、今回で 14 回目になり

販売士懇談会イン大分」に沖縄から参加された

ます。今回は、最近の販売士検定試験の動向に

志村幸司さんが支部長となり、会員 2 名での出

ついて岡野理事より説明があり、懇親を深める

発となる。皆さんのご支援をよろしくお願いい

と同時に販売士検定試験についても関心を高め

たい。

ることが出来ました。

（３）会報誌の充実

今回の参加者は 22 名、毛利理事の司会により

第 37 号（5 月発行）は 24 ページ建て、第 38

14 時の定刻通り開始しました。

号（9 月発行）は 36 ペー建てと投稿者も多く、

冒頭、記念撮影を行った後、栗川会長より、

充実した紙面作りができた。特に第 38 号の 36

懇親会参加への謝辞と本年度のトピックを交え

ページ建てはこれまでの最多ページ数を記録し

た挨拶がありました。

た。引き続き投稿をお願いしたい。

１．挨拶

２．販売士検定試験の動向

栗川会長

本年度のトピックは以下の通りです。

岡野理事

本協会は「販売士検定合格」が入会要件とな

（１）「九州販売士懇談会イン大分」の開催

っており、皆様は時期の違いこそあれ、受験経

溝部支部長のご尽力により、大分にて懇談会

験をお持ちだと思います。その検定試験がここ

を開催、日本販売士協会の岩間専務理事・黒田

数年、時代の流れと共に大きく変化しています。

広報委員、長崎販売士協会の冬木副会長、沖縄

この動向について、岡野理事よりデータを交え

県の登録講師 1 級販売士志村さん等 23 名のご参

た説明がありました。（詳細はＰ12 に掲載）

加をいただき懇談・交流を深めることができた。
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３．懇談
中村副会長による乾杯の後、恒例の参加者ス
ピーチ、歓談、ビンゴ大会と続きました。

今年も良い年になることを
願って乾杯！
（中村副会長）

司会を通じて全員と話が
出来てよかった！
進行へのご協力に感謝！
（毛利理事）

仕事を通じて、外国の
流通制度の違いを実感
（廣瀬理事）

最近の報道で気になる事
基本は「思いやり」だと
考えているが…
（森山監事）

5年前、病に倒れたが、
ご覧のように回復！
（三崎さん）

2級販売士講座の準備、
新しいパソコンのマスター
断食道場経験を生かし
ダイエットに挑戦！
（栗川会長）

昨年無事定年退職！
ローンも完済！
同窓会では女性が元気
（長沼理事）

武雄温泉に
初めて初詣に行きました
（濱村顧問）

最近は、国技である相撲
について思うこと多々…
（福生顧問）

今年のテーマは
「小売業の業態理論」
是非勉強したい！
（高田顧問）

マジックですよ！！
拍手大喝さい！
（庄崎さん）

正月の「日の丸」「しめ縄
飾り」が姿を消しつつある
（戸田さん）

今年のテーマは
ずばり「温故知新」
（野々村さん）

昨年は転職元年、実務の
厳しさを実感。今年は中
小企業診断士取得を目指
したい （磯道理事）

社労士試験頑張ります！
昨年テレビデビュー！！
（箱森監事）

最近は思いがけない業種
でも「販促」に力を入れて
いることが興味深い
（岡野理事）

人に教えるって楽しい！
健康＆免疫力ＵＰが課題
（廣瀬副会長）

65才から85才までが
人生ラストスパート
（横山理事）

中国で「秀才とは何か」を
考えさせられ、イノベー
ショ ンの必要性を痛感
（山路さん）

セブンでドーナツ販売開
始！世が求めることに対
応していくことが重要！
（小関副会長）

最後は小関副会長の一本締めで閉会、これまた
恒例の「鉄なべ餃子」で有志による二次会と懇
親を深めた 1 日でした。
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（西記）

拡大役員会議＆忘年会
会長
1 級販売士
栗川 久明

12 月 17 日（水）に、平成 26 年 12 月拡大役員
会議＆忘年会を八仙閣本店で開催、11 名が参加
しました。
当協会では、奇数月の第 3 水曜日 19 時から役
員会議を開催しています。毎年 12 月の役員会議
だけは、監事・顧問を含む「拡大役員会議＆忘
年会」として開催しています。
拡大役員会議では会員状況、会費納入状況、
新春懇談会、平成 26 年度の反省、平成 27 年度
活動計画等について討議しました。
以下、討議内容です。
■新会員として「九州販売士懇談会イン大分」
に参加された沖縄の志村幸司さんが、11 月に加
入されました。
■12 月より当協会の沖縄支部（志村幸司支部長）
を発足する事にしました。
■平成 27 年 1 月 17 日（土）14 時から福岡商工

沖縄支部発足については

会議所で「新春懇談会」を開催するため、内容
を検討しました。（盛況のうちに終了）
■会報第 39 号（本号）は 2 月に発行予定です。
■「平成 27 年度年次総会」は 4 月 11 日（土）
14 時から福岡商工会議所で開催するので、予定
をお願いします。

拡大役員会議参加者は
栗川、廣瀬紀子、小関、長沼、岡野、毛利、
森山、箱森、福生、濱村、渡辺の 11 名でした。
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P11 をご覧ください

この 1 年を振り返って
今年のトピックスをあげてみます。
第 1 点目は大分支部溝部支部長以下のお世話

会長
1 級販売士

で「九州販売士懇談会イン大分」を開催できた

栗川 久明

ことです。日本販売士協会の岩間専務理事・黒
田広報委員、長崎販売士協会の冬木副会長、沖
縄県の登録講師 1 級販売士志村さん等 23 名のご
参加をいただき懇談・交流を深めることができ

当協会は平成 14 年 4 月 13 日に設立総会を開

ました。

催しましたので、今年 4 月の年次総会で 14 年目

第 2 点目は昨年 12 月に沖縄支部が発足したこ

を迎えます。当協会の活動の特色は、年次総会

とです。
「九州販売士懇談会イン大分」に沖縄か

で活動計画を提示し、活動計画を確実に実施し

ら参加された志村幸司さんが支部長で会員 1 人

ていることだと思います。

からの出発です。みなさんのご支援をよろしく
お願いいたします。

まず、今年度を振り返ってみますと、平成 26

第 3 点目は会報を西理事に編集してもらい、

年 4 月 19 日（土）の年次総会（39 名出席）をか

第 37 号（24 ページ）
、第 38 号（36 ページ）と

わきりに、6 月 7 日（土）の春季流通施設見学会

投稿者も多く充実した紙面作りができました。

（イオンモール八幡東＆いのちのたび博物館見

特に第 38 号はこれまでの最多ページ数を記録し

学、12 名参加）
、7 月 19 日（土）の夏季研修会

ました。

（17 名参加）
、8 月 23 日（土）の夏の納涼家族
さて、協会活動へのご協力のお願いをさせて

パーティ（アサヒビール園博多、14 名参加）
、11
月 8 日（土）の九州販売士懇談会イン大分（23

いただきます。

名参加）
、平成 27 年 1 月 17 日（土）の新春懇談
会（22 名参加）と計画通りに全体会合をこなし

第１点目：

てきました。また会報も 5 月に第 37 号、9 月に

全体会合へのご参加を積極的にお願いします。

第 38 号を発行できました。

会場をお借りしていますので参加人数が極端に
少ないと今後の継続開催が難しくなります。
第 2 点目：
会報への投稿を積極的にお願いします。当協
会では会報誌を年 3 回（5 月・9 月・2 月）発行
しています。原稿は題名自由、1,000～1,500 文
字位、顔写真添付でお送りください。
今年も会員皆さんの協会活動へのご参加・ご
支援・ご指導をよろしくお願い申し上げます。
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祝！！沖縄支部発足
平成 26 年度 12 月の拡大役員会議で「沖縄支
部発足（志村幸司支部長）
」を承認いたしました。
当協会では将来九州各県に販売士協会が設立
されることを願って、平成 20 年 4 月の年次総会
で「宮崎支部（岩切寛文支部長）」を発足させま
した。平成 24 年 4 月には「大分支部（溝部敏勝
支部長）」「熊本支部（白石慎二支部長）」「鹿児
島支部（宮内智明支部長）
」また同年 5 月には「佐
賀支部（村口隆志支部長）」を発足させました。
いずれの支部も体制強化ができたらいつでも
「各県販売士協会」として独立していただいて
結構ですよという条件付きです。
会員皆様のご支援をよろしくお願いいたします。
（栗川会長記）

レベルが違う事に驚きました。まさに経営者レ
ベルを求める内容でした。難しさを認識し、地
道に勉強をして 4 回目でようやく 1 級を取得し
ました。この販売士資格は仕事の現場に役立つ
もので資格を取る事だけを目的にするのは勿体
ない高い価値があると実感しています。一例を
あげると、在庫管理手法として「有効在庫比率
を高める（発注頻度を増やし、ギリギリ品切れ
させない在庫でコントロールして平均在庫を減
らす）
」という考え方がありますが、発注頻度が
増える事で発生する作業量や物流のトータルコ
ストの増加を考慮しバランス良く設定すること
の重要性など、販売士の学習を通して学んだこ
とを活用することができました。販売士はまさ
に実践に生かせる資格といえます。

支部設立のごあいさつ

次に、支部を立ち上げようと考えた理由を書
きます。私が住む沖縄県は「７掛け経済」と言
われ、本土平均の 70%程度の経済力しかありま

沖縄支部長

せん。この言葉は、私が 28 年前に就職した頃か

1 級販売士

らすでに使われており、本土の 7 割の価格設定

志村 幸司

が沖縄では必要と考えられ、高額商品などにお
いては実際に販売価格にも反映させていました。
昨年 12 月 17 日に開催されました福岡販売士
協会役員会にて承認を受け「福岡販売士協会沖
縄支部」を設立致しましたのでごあいさつをさ
せて頂きます。
私は 26 年間イオン琉球に勤めて、昨年 2 月に
退職し「Shimura マーケティング」というコン
サルティング事業所を立ち上げました。イオン
琉球時代はバイヤーや店長、衣食住クロスＭＤ
を担うコーディネーター、在庫コントローラー、
内部監査などを経験しました。販売士資格との
出会いは店長をしていた頃で、小売業の総合的
な知識を得るのに向いている事や公的資格であ
り外部への能力の証明にもなると考え受験を決
意しました。最初に 2 級を受験し合格。県内で 3
位の高得点であったため、これなら 1 級もいけ
るはずと翌年受験するも敢え無く不合格。全く

「本土並みに」というスローガンもよく聞きま
したが、私が就職した時点から今に至ってもこ
の７掛け経済は改善されていません。これを改
善するためには個々人の能力向上が鍵を握ると
考えました。販売士を学んで頂きその力の証明
として資格を取る、そして更に上の級をめざし
て学ぶ。この学びの連鎖が個々人ひいては産業
のレベルアップにつながると考えています。啓
蒙活動を通して受験者、有資格者を増やし、県
内産業の成長に貢献したいと考えています。
沖縄支部としましては、会員が一定数に達し、
組織としての力がついた暁には沖縄販売士協会
として独立したいと考えています。遠く離れた
沖縄を支部として認可戴いた「福岡販売士協会」
の皆様、応援頂いた栗川会長や大分の溝部支部
長には感謝の思いでいっぱいです。
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昨今の販売士検定試験動向
皆さんが一度は受験された「販売士検定」、近

これは販売士に限らず、商工会議所主催の検

年その動向が変化しています。当協会は主たる

定の中でも王道中の王道である簿記検定も同様

目的として「販売士制度の県内における普及、

である。景気が悪化すると将来への不安から資

振興により、人材面から地域流通業界の発展に

格取得希望者数が増える傾向にあるが、最近の

寄与することを推進する」という役割を掲げて

景気回復により全体的に受験者数が減っている

おり、検定の動向は、私たちの活動に直接関わ

可能性が考えられる。

る注視するべき事項と言えます。

160,000

今号では検定試験における「受験者数の推移」

155,000

148,942

150,000

「試験内容」について昨今の動向をお伝えしま

145,000

す。また、今後も会合・会報等を通じて逐次取

135,000

140,245

140,000

144,480

135,400

3級

130,000

り上げていく予定です。

122,458

125,000

なお、本内容は商業高校にて日々販売士検定
合格に向けた授業を実践されている岡野理事に
より、新春懇談会の場で報告されたものです。

120,000

119,736
126,236

119,975

115,000
110,000

105,000
100,000

107,370

107,326

97,389

95,000

90,804

90,607

90,000

77,760
73,679

72,040

75,000

101,574

99,368

79,837
76,069

88,621

80,000

全体的に受験者数は低下傾向にある。

109,473 110,190

2級

88,363

83,716

85,000

１．受験者数の推移・位置づけ

118,775

70,000
65,000

1,800

１級 受験者数

1,603
1,509

1,600

1,435

64,353

55,000

1,343

1,400

69,890

60,000

58,206

50,000

1,169

1,200

54,773

45,000
1,000
37回

38回

回
37回 (H22.2.17)
38回 (H23.2.16)
39回 (H24.2.15)
40回 (H25.2.20)
41回 (H26.2.19)

39回

受験者数
1,603
1,509
1,343
1,435
1,169

40回

実受験者数
1,358
1,225
1,097
1,149
929

40,000

41回

合格者数

35,000

合格率
16.9%
13.1%
25.2%
19.2%
22.2%

230
161
276
221
206

1級

30,000
25,000

21,565

22,008
19,078

20,000

14,000
12,903

12,671

12,547

13,000

２級 受験者数

16,782

14,330

19,436

15,000

16,635

10,000

14,837

12,902

11,095

5,000
12,000

11,312

0

10,569

11,000

123

38回

39回

回
38回 (H22.10.6)
39回 (H23.10.5)
40回 (H24.10.3)
41回 (H25.10.2)
42回 (H26.10.1)

40回

受験者数
12,903
12,547
12,671
11,312
10,569

41回

実受験者数
11,623
11,348
11,438
10,129
9,483

20,000
18,000

124

125

126

127

128

129

３級

10,000

15,038

17,251

16,000

16,229

14,000

合格率
54.7%
48.1%
64.4%
43.1%
49.6%

132

ここ数年受験者が
減っています・・・

13,468

14,443

13,028

14,336

12,000
64回

65回

66回

回
64回 (H21.7.11)
65回 (H22.2.17)
66回 (H22.7.10)
67回 (H23.2.16)
68回 (H23.7.9)
69回 (H24.2.15)
70回 (H24.7.14)
71回 (H25.2.20)
72回 (H25.7.13)
73回 (H26.2.19)
74回 (H26.7.12)

67回

68回

受験者数
17,430
17,251
17,624
16,229
15,038
15,833
14,976
14,443
13,468
14,336
13,028

69回

70回

実受験者数
16,134
15,797
16,238
14,933
13,820
14,433
13,724
13,240
12,371
13,010
12,034

71回

133

134

１級

＜日商簿記検定受験者数推移＞

14,976

15,833

131

42回

合格者数
6,358
5,457
7,368
4,366
4,705

３級 受験者数

17,624

17,430

130
２級

72回

合格者数
7,986
8,430
8,926
8,877
5,813
9,003
9,143
9,112
5,391
7,932
7,720

73回

74回

合格率
49.5%
53.4%
55.0%
59.4%
42.1%
62.4%
66.6%
68.8%
43.6%
61.0%
64.2%

理事
1 級販売士
岡野

＜販売士検定受験者数推移＞
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利哉

135

136

137

（回）

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

また、
「販売士」は 2 年ほど前に発刊されたプ

３．最近の問題

レジデント（2013.8.12）で紹介された「30 代ま

昨年 10 月 15 日（水）発行の日経ＭＪ（日経

でに取得したいベーシックな 6 つの資格」の一

流通新聞）に第 42 回の 2 級の問題と解答が掲載

つとしても取り上げられていることも注目すべ

されました。その中の一部を紹介します。

き点です。
（6 つ：日商簿記検定、宅地建物取引
主任者、ＩＴパスポート、ビジネス実務法務検
定、知的財産管理技能士、販売士）

２．試験内容の変更
（１）ハンドブックが続々改定
3・2 級ハンドブックは既に改定済、1 級も間
もなく改定？される予定であり、時代に即した
内容が反映されている。資格取得済であっても、
最新情報を入手して研鑽する必要がありそうで
す。
（２）試験回数の変更
2 級はこれまで年 1 回だった試験が年 2 回（平
成 27 年度は 9 月と 2 月）となり、受験の機会が
増加する。
（３）検定試験名称変更
「販売士検定試験」の名称が平成 27 年度試験
より「リテールマーケティング （販売士）検定
試験 」という呼称・表記を使用されるようにな
る。これは試験ＰＲが目的であり、試験の正式
名称や合格者への称号はこれまでと同じ「販売
士」で変わらないとのこと。
（４）出題形式の変更

第1問

ア－1、イ－1、ウ－2、エ－2、オ－2

第2問

ア－1、イ－1、ウ－1、エ－2、オ－2

第3問

ア－1、イ－2、ウ－2、エ－1、オ－1

3 級の出題形式（穴埋め式・○×式等）が頻繁

第4問

ア－1、イ－1、ウ－1、エ－1、オ－2

に変更されており、受験する側としては対応が

第5問

ア－8、イ－7、ウ－1、エ－9、オ－6

難しい状況が続いている。

（岡野理事より提供された資料を編集）
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会員投稿
例えば、「良いサービスを受けた」「あの旅館

「『おもてなし』の意味」

のおもてなしはすばらしい」といった話を良く
する。こういった場合、受け手側の感性による
部分が大きく、なかなか定量的に表すのは難し
い。

大分支部
1 級販売士
二宮

２．評価の重要性

基陽

日本政策金融公庫が 2013 年に実施した「国内
宿泊施設の利用に関する消費意識と旅館業の経
営実態調査」に興味深い結果が出ている。
調査項目の中に「宿泊施設の検索・予約方法」

１．はじめに

があり、宿泊施設を検索する（探ししたり、調

「おもてなし」は、滝川クリステルさんが東

べたりする）際の方法（複数回答可）として、
「宿

京オリンピック招致の最終プレゼンテーション

泊サイト（例えば楽天トラベル、じゃらん等）」

で使ったことで、日本らしさを表した表現とし

が 81.9%と最も多く、以下「宿泊施設が作成・公

て世界から注目を集めている。
「おもてなし」と

開しているホームページ」が 47.3%％、旅行代理

同じような場面で使用されている言葉に「ホス

店が 22.9%と続いている。また、宿泊施設の予約

ピタリティ」あるいは「サービス」という言葉

方法で最も利用している方法は、宿泊サイトを

がある。もし外国人の方に「おもてなしとは？」

利用したものが 45.3%と全体で一番多く、以下宿

と聞かれたとしたら、どう答えるだろうか。イ

泊施設にインターネットで直接申し込む

メージとしては何となく分かっていても、具体

（33.1%）、宿泊施設に電話、ＦＡＸで直接申し

的に説明できる人は少ないだろう。また、
「サー

込む（10.8%）となっている。では、なぜ宿泊サ

ビス」あるいは「ホスピタリティ」についても、

イトを利用するのか（複数回答可能）について

日常的に使ってはいるが、言葉の定義や意味は

は、ポイントが貯まるから（70%）がトップだが、

曖昧である。

宿泊施設を比較できる（65.2%）、宿泊施設を探

サービスやホスピタリティの語源は外国語で

しやすい（62%）と大きな差はない1。つまり、大

あり、本来の意味としてサービスは、本来「奉

半の顧客が宿泊するか否かに関わらず宿泊施設

仕・無料・服務」などの意味を表し、上下・主

のホームページや宿泊サイトを見ている。実際

従関係を指しているが、一方、ホスピタリティ

に旅館・ホテルの経営者も、
「今の顧客は、個人

とは、立場が対等であることを指している。

客はもちろん団体客であっても、楽天、じゃら

おもてなしの語源は日本である。もてなしとい

ん等の宿泊サイトの評価や口コミコメント等を

う言葉が一般化されたのは、茶道であり、千利休

見て情報を仕入れているので、口コミコメント

が広めたと言われている。もてなしをする際の心

や評点は非常に敏感になる」との話も良く耳に

構えを説明する言葉と「利休七則」
「一期一会」が

する。

あり、根底にある考え方には、相手のことを考え
る心遣いであるといわれている。
また、サービスは「有償」を基本とするのに対
1

して、ホスピタィテイやおもてなしは「無償」で
あるとする場合が一般的である。

日本政策金融公庫「国内宿泊施設の利用に関する

消費意識と旅館業の経営実態調査」
（2013 年）
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楽天トラベル、じゃらん、一休等の宿泊サイ

図表２： 楽天トラベル評点 集計表

トを利用して宿泊先を探す場合に、参考にする

日時： 平成26年9月13日

のが「評点」と「口コミ」である。また、顧客

手法： 楽天トラベルのサイトからホテルを検索し、その時点の評点を記述。

対象： 楽天トラベルに加盟している旅館（1泊２食タイプ）を無作為に抽出

75件（大分県内53、その他22）
(単位：点）

がこれらの宿泊サイトを利用して宿泊先を選定

ホテル

する場合に、「評価が高い順」「料金順」で並べ

県内53社

サービス

て探すことができるので、評点が低ければ下位

プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選

にしか出てこないので利用者の目に触れる可能

ホテル・旅館総合部門 上位10社（2013）

全75社

性も少なくなり、売上は上がらない。つまり、

立地

設備・
アメニティ

部屋

食事

総合

4.29

4.18

4.12

3.99

4.29

4.34

4.28

4.48

4.29

4.36

4.24

4.44

4.40

4.44

4.33

4.22

4.17

4.04

4.30

4.35

4.32

<図表 2 楽天トラベル評点

宿泊サイトの評価は自社の生命線であるといっ

風呂

集計表>

図表１、図表２からも、やはり「サービス」

ても過言ではない。

と「総合」の点が近いことがわかる。ここで利
用者から評価されている「サービス」とは、具

３．評点のあいまいさ

体的に何かをさしているのではなく、いわゆる

私が担当している旅館Ａは、楽天トラベルに
加盟しており、そこでの評点を継続的に記録し、
比較できるように近隣の宿泊施設も合わせて調

配膳や誘導などの宿泊施設における機能に付随
して提供されるものに近い概念であり、無料で
あることが特徴であると考える。よって、ここ

査している。

では「サービス」というよりも「おもてなし」

Ａ社を含めてほとんどの施設の設備は古く、
ハード面の大規模リューニアルが必要であるが、

に近いのではないだろうか。

売上減少局面の構造の中では資金調達は厳しく

また、利用者が評価する項目の中で、「食事」

難しいため、「サービス重視」「ホスピタリティ

や「部屋」の項目は各々の施設で評点が相違し

の強化」
「癒し」といったソフト面重視の手法が

ているが、
「立地」については、Ａ社と競合施設

ホームページ、パンフレット等に並んでいる。

の距離は最大 150 メートル以内の位置にあるに

その評点を継続的に記録していく中で、
「サービ

も関わらず、図表３のように立地の評点にバラ

ス」項目と「総合」項目が近似していることを

ツキがある。

感じていた（図表１）
。

図表３： 楽天トラベル 総合点、立地、サービス及び立地位置配置図
図表１： Ａ社 楽天トラベル評点推移表
(単位：点）
ホテル

Ａ社

日時

サービス

立地

部屋

設備・
アメニティ

サービス
風呂

食事

立地

総合

総合

2012年3月

3.79

4.18

3.27

3.45

3.7

3.67

3.92

2013年3月

3.8

4.21

3.21

3.43

4

3.77

3.71

2014年5月

3.72

4.15

3.23

3.45

3.45

3.58

3.69

2014年7月

3.58

4.09

3.09

3.46

3.91

3.4

3.55

期間平均

3.72

4.16

3.20

3.45

3.77

3.61

3.72

<図表 1 Ａ社楽天トラベル評点推移表>

筆者は、サービスは本来無形のものであるの
で、有形のものである食事や施設等の宿泊施設

<図表 3

Ａ社から
の距離

Ａ社

3.72

4.16

3.72

－

Ｂ社

3.86

4.12

3.95

30ｍ

Ｃ社

3.79

3.92

3.83

100ｍ

Ｄ社

3.40

3.88

3.64

10ｍ

Ｅ社

4.33

4.23

4.13

50ｍ

Ｆ社

4.32

4.37

4.33

150ｍ

楽天トラベル総合店、立地、サービスおよ

び立地位置配置図>

で提供される営みを受けての総括的イメージで
あり、だから「総合」と近いのではないかと仮
説をたてた。

楽天トラベルの評価項目の中で、「立地」「部
屋」「設備・アメニティ」「食事」は比較的に客

検証方法として、Ａ社以外だけではなく、同

観視できる部分（つまり目に見えてわかる）と

じ条件のもと無作為に 75 社を抽出して、データ

言えるが、「サービス」「総合評価」は、主観的

化したのが図表２である。

な要素の部分が強い。
「立地」については、Ａ社
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「シンガポールのミステリー」

が位置する地区は、駅や国道からも近く、ほと
んどの施設に駐車場も完備しているので、大き
な差はないはずである。
しかし、図表３にもあるように立地の評点が

大分支部長

一番高いＦ社とＤ社との差には約 0.5（4.37－

1 級販売士

3.88=0.49）の開きがある。

溝部

敏勝

しかし、注目すべきは「総合」のよい企業は
「立地」の評点も高く、逆も言える。客観視で
きるはずの「立地」ですら、
「総合」
「サービス」
のイメージで変わってしまうことがわかる。こ

シンガポールという国は、
「土地がない、水が

れらは、ハロー効果2に近い現象なのではないだ

ない、食料がない、技術がない、軍事力がない、

ろうか。施設の評価が悪ければ立地すら悪く感

人材がいない、国民の連帯感がない、等」ない

じてしまう。また、料理が美味しくなければサ

ものづくしで 50 年前独立いたしました。半世紀

ービスも悪く感じてしまい、総合の評価も悪く

前地図上に存在しない国が「なぜ短期間にアジ

なってしまうということが言えるのではないか。

アで最も豊かな国になり得たのでしょうか？」。

つまり、無形であるサービスを数値化すると

そんなシンガポールに向けて家を出発したの

いうのは非常に難しく、あいまいであることが

は、まだ夜が明けきれぬ底冷えする早朝でした。

改めてわかる。

途中香港経由の寄り道も影響し、世界屈指のハ
ブ空港チャンギ国際空港着陸時は既に日も落ち

４．おわりに

真っ暗闇でした。そんな中、空港滑走路の青い

「モノ余り・情報氾濫」の時代と呼ばれてい
る現代、スマホや携帯で行きたい場所を検索す

誘導ランプが鮮やかに映え、まるで真夏の幻想
の世界へと引き込まれていくようでした。

れば、世界中のほとんどの場所の写真や動画を

シンガポールは 63 の小さな島々からなり、国

見ることができ、またネット通販を利用すれば

土は東京都 23 区よりわずかに広い程度です

自宅にいて世界中のあらゆる場所のものを購入

（697 平方キロメートル）
。この国最大の島、シ

することが出来る時代となった。

ンガポール島は東西 42ｋｍ、南北 23ｋｍの横長

よって人の物欲は減り、その分「コトに対す

で、1 日車を走らすことで有名観光地を見て回れ

る欲求が増えた」
、つまり感動したがっている人

る行動範囲でした。また標高差が少ないのも特

が増えている。だからこそ、いまの世の中は「Ｃ

徴です（最高地 163ｍのブキチィマ山へは 30 分

Ｓ（顧客満足）」を目指すだけではなく、「ＣＤ

足らずで山頂に辿り着きます）
。国民は中華系が

（顧客感動）
」を目指していかないといけない時

多く、他インド系、マレー系で構成され、2013

代になってきたといわれている。そのためには、

年度に人口は 540 万に達しました（人口密度世

上下の関係である「サービス」は長続きしづら

界第 2 位）
。

く、横の概念である「おもてなし」がふさわし

シンガポール政府は、これら多様な民族間や、

い。また、数値化やマニュアル化することが難

他国とのコミュニケーションを行う必要性から

しいためにスットクがきかず、共有できる従業

言語政策に力を入れてきました。例えば、小学

員教育という形で蓄積していくことが必要であ

校 卒 業 時 に PSLE(primary school leaving

る。そしてその先に会社、地域の発展があるこ

examination)という選抜試験を受験しなければ

とを忘れてはいけないと思う。

ならず、ここでの試験結果に応じて進学できる
中学校が異なるということです（「特別」
「快速」

2

ハロー効果とは、ある対象を評価するときに、目立
ちやすい特徴に引きずられて他の特徴についての評
価が歪められる現象のこと

「普通学術」
「普通技術」の 4 つのコースのどれ
かにふり分けられる）。
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その PSLE の得点配分は、300 満点中 3 分の 2

教育費 21.7％（日本 4.4％）
、国防費 23.1％（日

が言語課目によって占められています。学校で

本 5.1％）の数字より教育と国防が国の要である

は教育言語の英語で勉強し、家庭では自分たち

ことがわかります。

の民族母語で会話し、さらに第 2 言語として中

歴史も何もないこの国が生き伸びるには、
「世

国語を学ぶ人が多く、一人三か国語を話すこと

界に飛び込み世界各国の成功事例を取り込みま

は当たり前となっているようです。このような

ねるしかなかった」
。そのためには世界各地のあ

環境は言語以外の教育水準も高め、国際的な学

らゆる国とのコミュニケーションを必要とし、

力調査（IEA）では、小中学生の理科、数学の分

状況に応じて自らが変化していかざるを得なか

野は同国が常に世界で 1 位か 2 位のトップクラ

ったのです。アジアの中心地や海路の中継地と

スをキープしています。

いう地理的な強みも加わり、この国がなぜ奇跡

シンガポールは 1965 年（東京オリンピックの

的な発展を遂げ続けているのか、少しずつ分か

翌年）
、マレーシアから追放されて独立しました

りかけたころ、飛行機は雪が舞う福岡空港に滑

（自ら独立を望んだわけではない）
。その後、半

り込んでいました。

世紀（50 年）足らずで「１人当たり GDP」は日
本を凌ぐまで成長しました
（2013 年度世界順位、
シンガポール 8 位、日本 24 位）
。また WEF(世
界経済フオーラム)による国際競争力順位でも、
スイスに次ぐ世界第 2 位（日本：6 位）の座を獲
得しています。
ないものづくしの中、シンガポールのアキレ
ス腱に「水不足」があげられます。増え続ける
人口に国家の生命線といえる水の供給量が追付
かないのです。とはいっても年間降水量は 2,400
ミリを超え、世界降水量平均 1,050 ミリと比較
しても 2 倍以上確保していることになります。
しかし丘陵地が少なく保水能力が低いため、増
え続ける人口を満たす水が確保できない事情が
あります。そのため、隣国マレーシアからパイ
プラインで原水を購入していますが（全使用水
の 40％程度）
、水輸入契約期限は 2061 年までと
のこと（マレーシアとは水でたびたび外交問題
が生じており期限延長は難しい）
、今後 45 年内
に、「下水の再利用」、「海水の淡水化」等進め、
水の確保に全力を尽くさざるを得ない大変な状
況に追い込まれているのです。
シンガポールの国家運営大原則に「馬鹿を政
治家にしない」「馬鹿を官僚にしない」がある、
優れた彼らは常に 100 年先を見据えた国策を立
案し、実行、見直、修正を行っています。最優
秀な人材であればどんなに貧しい生活環境、身
分下におかれている移民でも重要閣僚に登用す
る路があるそうです。国家予算の歳出割合は、
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<シンガポールの象徴マーライオン>

『倭人・倭国とは

～其の２～』

ていた北方ツングース系の高句麗・新羅族（現
在の北朝鮮、韓国）ではなく、又、黄河系の漢
族（現在の中国人の主力）でもないことは自明
の理である。

顧問

話を換えれば秀吉の朝鮮攻略、日清、日露、

１級販売士
福生

大東亜戦争は大陸東岸、朝鮮半島南岸より倭人

和彦

を追い出した（現在でも大陸東岸並びに朝鮮半
島南部には当時の日本列島に移住した倭人と同
系の子孫が定住しているが）北方系ツングース
前回（第 36 号：平成 26 年 2 月発行）の補足
説明として以下を記したい。前節で述べた様に

の異民族が支配する土地への倭人の里帰りを意
識下に持った戦争であったとも言えよう。

倭人と呼ばれた江南系人種の「呉」は紀元前 470

話を換え、大和・日本の基礎を創った邪馬台

年代に同種の「越」に敗れ、九州西部に勢力の

国（魏志倭人伝記載）は何処かとの問いに敢え

大半が移住し邪馬台国の基を作り、その後大陸

て答えれば、それは以下の理由により現在の福

の山東半島を中心に栄えた「越」は紀元前 330

岡県八女市、矢部川流域であると考える。

年代に「楚」に敗れ朝鮮半島南部と九州北部に

１．当時を推測するに当地は八人の巫女が住む

勢力の大半が移住した。

台地（聖地）と云う事で「ヤメダイ」と呼ば

倭人たる越人は朝鮮半島の任那（後世には任

れており魏はこれを「邪馬台」と蔑字で記し

那日本府と呼ばれ大和王朝の半島への出先機関

た。

の様に云われているが元来は半島倭人の本拠地

２． 何故に八人の巫女が住む台地かと云えば

であり、好太王碑に記されている様に異民族の

漢字が導入され「ヤメ」が「八女」と表現さ

高句麗、新羅、百済の攻略を試みていた）を中

れた様に当地には邪馬台国連合８ケ国（対馬

心に勢力を張り九州北部に後に漢王朝に委奴国

国、一支国、末盧国、伊都国、奴国、不弥国、

（漢委奴国という印を貰うがこれは漢の倭の奴

投馬国、邪馬台国）より各々1 名の巫女が中心

国でなく委奴－イト国と読まれる）と呼ばれる

地の邪馬台国（八女台）に派遣され祭祀を司

分国を形成していた。これは後世の魏志倭人伝

っており、卑弥呼（蔑字を当てられているが

で伊都国、奴国と称される国々となっており伊

太陽崇拝の日女子である）は邪馬台国出身の

都国に一大卒が置かれた理由にもなる。

為その長となっていた。

その後、任那の倭人の主力は北方ツングース

３． そもそも「八」という数字は聖なるものを

系の高句麗、新羅の攻略を受け押し出されるよ

表しており聖なるものを祭祀（生活全般を司

うに伊都国、奴国に移動し、後には邪馬台国と

る太陽を崇める）する為に敢えて八か国より

連合を組み列島本島への進出を図った（神武の

八人の巫女を聖女として選んだ。

東征）
。従って任那は伊都国、奴国の出自地であ

４． 矢部川上流には八人の巫女（聖女）を祀っ

り、この地を攻略し続けていた北方ツングース

た思われる八女津姫神社があり、古事記に拠

系の高句麗、新羅、百済の一部に対抗・抗戦す

れば４世紀頃景行天皇は九州巡行の際当神社

べく紀元後 200 年前後と思われる神功皇后の三

に参拝されている。

韓征伐や 663 年の天智天皇の白村江の戦いが為

５．八女地方は九州の地に於いても稲作に適し

された。一般に朝鮮半島、大陸の民族が日本列

た広大な平地と水利に恵まれており邪馬台国

島に移住し大和、日本を創ったと云われている

連合の中心地に相応しい。

が、民族の視点で捉えればこの民族は江南系人

６．地形的に背後を山に囲まれた太陽を背負っ

種の倭人（越人、呉人で後世に弥生人と云われ

た台型の土地で眺望が良く海（有明海）に面

る）であり、当時朝鮮半島の大半を征服支配し

し交通の便に恵まれ防御の点でも優れている。
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『ニッポンの元気シニア
世界遺産紀行・中国
シルクロード篇（その１）』

しかし日本人にとってシルクロードという言
葉の響きは独特のエキゾチシズムやノスタルジ
アと結びついており、多くの日本人同様私にと
ってもシルクロードの旅は永年の夢であった。

1 級販売士

また 2014 年 6 月にシルクロードは世界文化遺産

山路

に登録されたばかりで、旅行するには絶好の機

博之

会であり、私は無理をしてでもどうしても行き
たかった。中国の観光ビザは 1 カ月間しかなか
ったので、広大な中国のシルクロードに的を絞
り、2014 年 9 月から 10 月の気候的に一番良い時

１．はじめに

期を選び、これまでと同様バックパックスタイ

私は 2014 年に 72 歳の誕生を迎えた元気シニ

ルで格安の一人旅を試みた。

アだ。私の生きがいでありライフワークでもあ

日本・佐賀空港から上海までの往復フライト

る世界 5 大陸の世界遺産の旅は今回で 4 年目を

は LCC(格安航空会社)の春秋航空を利用、現地の

迎え、中国・シルクロードを旅する事にした。

移動は鉄道と長距離バス、それも旅程の 3 分の

過去 3 年間は 2011 年 8 月から 10 月にかけて約

１は夜行列車・夜行バスで車中泊をした。また

10 週間ヨーロッパ 12 カ国・50 ヶ所の世界遺産、

宿は基本的に格安のユースホステルを利用した

2012 年 5 月から 7 月にかけ 9 週間ヨーロッパ 21

ので経費的には安く済み、全費用を日割りにす

カ国・45 ヶ所の世界遺産、そして 2013 年は 9 月

ると 1 日平均 5,000 円以下で済ませる事が出来

から 11 月にかけて約 10 週間、北アメリカ（ア

た。そして合計 29 日間約 12,600km の旅で、ほ

メリカ合衆国と東カナダ）の 12 ヶ所の世界遺産

ぼ地球の直径と同じ距離を移動した。

を訪問していた。

それでも中国の世界遺産等の観光施設の入場

私は 1998 年に北京、1999 年に上海、と仕事で

料は、日本人の私にとっても高く感じたし、ま

中国に 1 ヶ月間ずつ滞在したことがあり、その

た場所によっては公共交通機関は無く、私は一

時北京市内の「故宮」
、北京郊外・八達嶺にある

人で 2 度タクシーをチャーターしたので、中国

「万里の長城」
、上海に近い「蘇州の古典庭園」

の世界遺産訪問は少々高いものについた。私は

等の世界遺産には行ったが、他も見たかった。

旅行中、多くの現地の人達に同国人と見られた

また私は九州国立博物館（太宰府）で６年間、

のか、中国語で声をかけられたり、鉄道やバス

ボランティアガイドをして、日本が 7 世紀・飛

駅でウイグル族のテロ対策の為か、係官による

鳥時代から遣隋使や遣唐使等を通じて５千年の

安全検査として他の中国人同様、頭にくるほど

歴史を持つ中国から文化や様々な事を学んだの

厳しいボディチェックをされ続けた為、私の中

で、その国をこの目で見たかった。

国に対する印象は最悪なものになった。

なぜ今回は中国・シルクロードにしたのか？

私の旅の目的はシルクロードの世界遺産訪問

ここ数年日本と中国の政治的関係は尖閣諸島の

がメインだが、その他に現在の中国は、上位 1％

領有権問題や首相の靖国神社参拝を廻る問題、

の富裕層が全体の 30％の資産・富を独占してい

歴史認識問題などの火種で冷え込んでおり、日

るという経済的格差・貧富の格差が厳に存在し、

中の政治的関係は 2012 年 9 月の尖閣諸島の国有

中国のほとんどを占める一般庶民の現状を見た

化以来最悪の状態にある。その為家族や友人達

かったし、政治的に最悪状態の日中関係の中で、

から、この時期中国旅行は危ないから行かない

中国一般国民の日本人である私に対する反応も

ほうがよいとアドバイスされたし、また多くの

見たかった。

日本人は現在の日中関係悪化の為中国旅行を避
けているのが現状だ。
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しかし中国は日本の約 25 倍と広く、今回は中
国の西北エリアのシルクロードだけしか廻れな
かったが、中国の世界遺産は 47 ヶ所(2014 年 6
月現在)もあり、残りの華中・華南エリア、華北・
東北エリア、西南&チベットエリアをまわるには
あと 2‐3 回程旅しないと全地域は廻れない程だ。
今後近い将来、中国を是非旅したいと思う。

２．中国の基本情報
中華人民共和国（中国）の基本情報
面積

約 960 万㎢(日本の約 25 倍)

人口

約 13 億 6 千万(2013 年）

首都

北京・元首

習近平国家主席

政治体制

人民民主共和制（社会主義）

民族構成

全人口の約 92％を占める漢族と、残り約 8％を占める 55 の少数民族から構成

宗教

イスラム教、仏教、キリスト教等

言語

公用語は漢族の言葉である「漢語」の中の北方方言を主体にして作られた「普通語」、

この他民族ごとにそれぞれの言語を持つ
通貨と為替レート

通貨単位は人民元、略号 RMB 元（中国語）補助通貨単位

角と分

１元＝10 角＝100 分＝ 約 17 円（2014 年 9 月現在）
電圧

220V・周波数 50Hz

入出国・ビザ

日本人は１５日以内の滞在は基本的に不要・１６日以上の滞在及び特殊な旅行をする者

はビザが必要、一般的な観光の場合は 30 日間の観光ビザ（L ビザ）
・パスポートの残存期間は 6 ヶ月以
上が無難
度量衡

基本的に日本と同じだが漢字で表示

（例 m＝米、Km＝公里 kg＝公斤

g=克、食物

１斤＝10 両＝500ｇがよく使われている）

＜シルクロードの地図＞

＜中国の地図（省）＞

＜中国の全体図＞
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３．中国の世界遺産

20 明・清王朝の皇帝墓群

2014 年 6 月末現在、世界遺産は 1,007 件（文

（2000 年、2003 年・2004 年拡大）

化遺産 779 件、
自然遺産 197 件、
複合遺産 31 件）

21 雲崗石窟（2001 年）

登録されている。その中で中国は 2014 年 6 月に

22 高句麗前期の都城と古墳（2004 年）

文化遺産 2 件（シルクロード : 長安＝天山回廊

23 マカオ歴史地区（2005 年）

の交易路網と大運河）が登録され、合計 47 件（文

24 殷墟（2006 年）

化遺産は 33 件、自然遺産は 10 件、複合遺産は 4

25 開平楼閣と村落（2007 年）

件）となり、50 件のイタリアに次いで世界第 2

26 福建土楼（2008 年）

位で、如何に世界遺産が多いかがわかる。その

27 五台山（2009 年）

リストは下記の通り。尚、日本の世界遺産は 18

28「天地の中央」にある登封の史跡群（2010 年）

件登録されている。

29 杭州西湖の文化的景観（2011 年）

私が今回訪れることができた世界遺産は万里

30 上都遺跡（2012 年）

の長城（嘉峪関）
・ 莫高窟（敦煌）
・秦始皇帝陵

31 紅河哈尼棚田群の文化的景観（2013 年）

（西安）とシルクロード : 長安＝天山回廊の交

32 シルクロード : 長安＝天山回廊の交易路網

易路網（その中の 11 ヶ所）だった。

（2014 年）
33 京杭大運河（2014 年）

中国世界遺産リスト
（2014 年 6 月現在・合計 47 ヶ所）

■自然遺産（ 10 ヶ所）
1 九寨溝（1992 年）

■文化遺産（33 ヶ所）

2 黄龍風景区（1992 年）

1 万里の長城（1987 年）

3 武陵源（1992 年）

2 北京と瀋陽の明・清王朝皇宮

4 三江併流（2003 年）

（1987 年、2004 年拡大）

5 四川省のジャイアントパンダ保護区（2006 年）

3 莫高窟（1987 年）

6 中国南方カルスト（2007 年・2014 年拡大 ）

4 秦始皇帝陵（1987 年）

7 三清山（2008 年）

5 周口店の北京原人遺跡（1987 年）

8 中国丹霞（2010 年）

6 承徳避暑山荘と外八廟（1994 年）

9 澄江の化石出土地域（2012 年）

7 曲阜の孔廟、孔林、孔府（1994 年）

10 新疆天山（2013 年）

8 武当山古建築（1994 年）
9 ラサのポタラ宮の歴史的遺跡群

■複合遺産

（1994 年、2000 年・2001 年拡大）

1 泰山（1987 年）

10 廬山（1996 年）

2 黄山（1990 年）

11 麗江古城（1997 年）

3 峨眉山と楽山大仏（1996 年）

12 平遥古城（1997 年）

4 武夷山（1999 年）

13 蘇州古典園林（1997 年、2000 年拡大）
14 頤和園（1998 年）
15 天壇（1998 年）
16 大足石刻（1999 年）
17 青城山と都江堰（2000 年）
18 安徽南部の古村落—西逓と宏村（2000 年）
19 龍門石窟（2000 年）
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（4 ヶ所）

４．シルクロード（絹の道）とその歴史

■中国の世界遺産・シルクロード
2014 年に登録されたシルクロード : 長安＝天

シルクロードとは、紀元前 2 世紀から紀元 1

山回廊の交易路網は長安（現在の西安）や洛陽

世紀ごろにかけて各都市を結ぶ通商路として形

から敦煌（とんこう）を経て中央アジアに至る

成。東は当時の中国の首都・長安（現在の西安）

「天山回廊の道路網」で、全長は約 8,700 ㎞、3

から河西回廊（かせいかいろう）を通って新疆

ヶ国、33 ヶ所（中国・22 ヵ所、カザフスタン・

（しんきょう）を通りぬけ，さらに中央アジア、

8 ヶ所、キルギス・3 ヶ所）に渡り、私が今回訪

西アジアを横断し、南アジア及びヨーロッパ地

問できたのは中国 11 ヶ所（下記）だけだった。

中海沿岸地方を結ぶ東西交易路の総称で、古代
の東西文化の交通路である。

（陕西省・西安）

シルクロードは広大なユーラシアの主要都市

漢長安城跡(未央宮遺跡)、

を結ぶ通商路があり，そこにはさまざまな産物

唐長安城跡(大明宮含元殿遺跡)、

や文化が行き来していた。漢（紀元前 202～紀元

大雁塔(慈恩寺)、小雁塔(薦福寺)、興教寺

220 年）の西域経営の開始以来、シルクロードを

（甘肃 省）

介して中国の絹で代表される古代中国の文化が

玉門関遺祉（敦煌）・ 麦積山石窟（天水）

西方に運ばれると同時に、西方のさまざまな文

（新疆ウイグル自治区）

物が中国にもたらされた。漢代に中国に伝わっ

交河故城（トルファン） スバシ故城（クチャ）、

たものの中には、玻璃・瑠璃・宝石・香料など

キジル千仏洞（クチャ）、

のほか、葡萄、胡麻、胡瓜、胡桃、ザクロなど、

クズルガハ千仏洞（クチャ）

その後日本に伝わり、今なお親しまれているも
のも少なくない。
またシルクロードは、東西の交通・貿易の主
幹線となっただけでなく、東西文化の交流とい
う点でも大きな役割を果たしたが、その史上に
おいてシルクロードが果たした重要な役割の１
つは、1 世紀頃仏教を中国にもたらし日本にも伝
来（552 年・飛鳥時代）したことだった。
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シルクロードは 6～14 世紀に隆盛期を迎え 16

日本には、奈良の正倉院に中国製やペルシア

世紀まで幹線道として活用された。13 世紀にモ

製の宝物が数多く残っており、当時の日本は唐

ンゴル帝国が支配するまで東西の文物の交流に

代の東西交通路の東端に連なっていたと認識さ

大きな役割を果たしたが、東西交通の主流は海

れており、摂津国の住吉津（現在の大阪市住吉

のシルクロードに移って行き、陸のシルクロー

区）は「シルクロードの日本の玄関」、飛鳥京や

ドは中国と西方をつなぐ東西交通の道としての

平城京は「シルクロードの東の終着点」と呼ぶ

意義を失い、世界史の表舞台から姿を消すこと

ことがあり、日本の遣唐使の道も、当時の中国・

になった。

長安で陸のシルクロードとつながり、東西文化
の長いルートを形成した。尚、九州国立博物館

■シルクロード(絹の道)の名の由来

にも遣唐使の展示があり、観覧をお勧めしたい。

この優雅な美しい名称は中国から輸出された
代表的な産物である絹（シルク）にちなんで 1877

■シルクロードの東の起点は中国の長安（現在

年ドイツの地理学者リヒトホーフェンの著「シ

の西安）であった（洛陽の説もある）
。西の起点

ナ(China)」の中で、初めて使われた。

はシリアのアンティオキアやローマと見る説が
ある。もっともローマと地中海あるいは黒海の

■シルクロードのルート

間は海路がメインとなっており，シルクロード

シルクロードのルートには「陸のシルクロー

の名前にふさわしいのは長安から地中海あるい

ド」
、
「草原のシルクロード」
「海のシルクロード」

は黒海の沿岸の都市までということになる。

があった。
「陸のシルクロード」は、中国、パキスタン、
インド、アフガニスタン、イラン、イラク、シ
リア、トルコ、旧ソ連の中央アジア地区を通る。
北方の「草原のシルクロード（Step route）」
は、中国・長安から北上して、モンゴルやキル
ギス・カザフスタンの草原（ステップ地帯）を
通り、アラル海やカスピ海の北側から黒海に至
る、遊牧民族（騎馬民族）の居住する草原の道
で最も古いとみなされている交易路だ。
南方の「海のシルクロード・海の道（Sea route）
」
はやや遅れて 2 世紀頃から始まった東アジアと
ヨーロッパを結ぶ海上の交易路である。中国の
華南を発して南シナ海、マラッカ海峡を通り、
ベンガル湾、インド洋を経てインドへ、さらに
アラビア海、紅海経由でアラビア半島・地中海
につながる。
海のシルクロードは宋の時代（10 世紀）から
「スパイス・ロード」として発展。陸のシルク
ロードが諸国の戦争でしばしば中断を余儀なく
されたのと同様、海のシルクロードも荒天や海
賊の出没、各国の制海権の争奪などによって撹
乱され、必ずしも安定した交易路とはいえなか
った。
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■「陸のシルクロード」：
少し詳しく説明するとオアシスの道.Oasis
route は長安から西に向かい，天山山脈あるいは
パミール高原（西アジア最東端のヒンドゥーク
シュ山脈の付近にある高原）を越え，中央アジ

旅模様は、次号（第 40 号）
「中国シルクロード編（その 2）」
にて！！ 乞うご期待！

アのオアシス都市を経て西アジアに向かうもの
で，前漢（紀元前 2 世紀）の頃には確立されて
いた。

このような場所を訪れました

河西回廊（かせいかいろう）：甘粛（かんしゅ
く）回廊ともいい、かつてシルクロードの主要
ルートであった。甘粛省西北部の南北を 6,500m
級の祁連（きれん）山脈等に挟まれた、長さ約
1,000 ㎞、幅 40‐100 ㎞と不規則な、西北から東
南方向に走る狭く長い高地は回廊の形を為し、
黄河の西にあるために河西回廊と呼ばれる。長

←

安を発って、今日の蘭州市のあたりで黄河を渡

兵馬俑坑 1 号抗全景

り、河西回廊を経て敦煌に至る。河西回廊は中
国における西域経営の拠点となり内陸の新疆に
連なる重要な通路であり、古代のシルクロード
の一部分として、古代中国と西方世界の政治・
経済・文化的交流を進めた重要な国際通路であ

→

った。ここから先の主要な路線は次の 3 本であ

西安・小鴈塔の鐘をつく

る。

筆者

天山南路南道（西域南道）
：敦煌西方の玉門関（ぎ
ょくもんかん）から楼蘭（ろうらん）を経由し
タクラマカン砂漠の南縁に沿って和田（ホータ
ン）、タクラマカン砂漠南縁のオアシス（ヤル

←

カンド等）
、喀什（カシュガル）を辿ってパミー

西安・鐘楼の

ル高原に達するルートで漠南路とも呼ばれ、崑

ライトアップ

崙（こんろん）山脈の雪解け水によるオアシス
をたどるルート。オアシスの道の中では最も古
く、紀元前 2 世紀頃の前漢の時代には確立して
いたとされる。

→

天山南路北道（天山南路）
：敦煌西方の玉門関を
発ちトルファンからコルラ、クチャを経て、天

西安旧市街を囲む
明代城壁の一部

山山脈の南麓に沿ってカシュガルからパミール
高原に至るルートで西域北道・漠北路ともいう。
天山北路：敦煌または少し手前の安西から北上
し、ハミまたはトルファンで天山南路と分かれ
てウルムチを通り、天山山脈の北麓沿いにイリ

←

川流域を経てカザフスタン、サマルカンドに至

明代城壁の上部の一部

るルートで、紀元後に開かれたといわれる。
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があり、表、裏のテストで 100 点と 98 点という

『ＳＦ的私の人生』

高得点を採ったのです。それまで、テストとい
うと名前を書くだけで 0 点ばかり採っていた私
理事

は、
「ひょっとしたら、自分は頭がいいのではな

1 級販売士

いか」と思うようになりました。そしてそれか

横山

らは授業を集中して聞くようになりました。

修二

中学校 2 年の二学期の体育の時間のことです。
バレーボールの時間でした。私に向かってボー
23 歳の時、主治医が教えてくださいました。

ルが飛んできたので受けようとしましたが、受

「ブルジョアの方々が出世させてくださる。成

けきれずにボールはコートの外に転がっていき

功させる。ブルジョアの子供だ。」

ました。私はそのボールを取りにコートの外に

正直言って、初めは何の事か判りませんでし

出てボールに追いつき拾い上げて、コートの中

た。私はよく考えました。すると、いろいろ思

の皆の所に戻ろうとしました。その時です。頭

い当たる節がありました。子供の頃起こった事

上から何かがサーッと当たり、何かとのズレみ

で不思議だなと思えることを幾つか思い出しま

たいなものを感じ、テレパシーみたいな感じで、

した。

男とも女とも知れない声で「仲間に入ったらい

4、5 歳の頃の事です。子供たち数人で遊んで

かん！仲間に入ったらいかん！」と聞こえてき

いると、少し離れたところにいた中型の犬が急

ました。そして、私は実際に皆の仲間に入れず

に、ものすごい唸り声を発しながら突進してき

にボールを持ったままじっとしていました。友

ました。すると、他の皆は「逃げろ！噛みつか

達の一人の「横山君！何しようと！早く仲間に

れるぞ！」といって一斉に逃げてしまいました。

入ってこんね！」という声で我に帰り、それか

その時です。私の体に何か当たってでもいたの

らなにもなかったかのように皆とバレーボール

でしょうか。私はその犬を怖いとも何とも思わ

を続けました。

ずに、逃げもせずに、ただじっとしていました。

そのことがあってから、私の学業成績はグン

すると、その犬は、私の側に来ると頭を低くし

グン伸びていき、中学 3 年の 1 学期には、初め

てクーン、クーンと懐いてきたので、私は手を

てクラスで 1 番になりました。
こんな話、ちょっと SF 的だと思いませんか。

差し出して頭を撫でてやりました。後で知った
んですが、その犬は近所の飼い犬で、ジョンと

私は実際に起こったと信じているのですが、成

いう名でした。

長期に何かのきっかけでそういう風に感じたの

今ここでこの話を特別な話のように書きまし
たが、ただジョンが飼い犬だったので人に慣れ

かも知れません。とにかく面白い話だと思いま
す。
ここでもっと SF めいてくるのですが、実は、

ていただけかも知れません。
私は、小学校の低学年の頃、登校拒否児でし

私は円盤を見たことがあるのです。いや、見た

た。学校を頻繁に休むので学業のほうは最低で

ことがあると思っていると言ったほうが正しい

した。テストを受けても名前を書くだけという

かもしれません。
小学校 5 年生の頃のことです。下校していて

具合でした。それで、授業時間も特に集中する
といったこともなく過ごしていました。

学校の近くの橋を渡っていました。ふと、何気

しかし、5 年生の頃、授業が終って家に帰ると、

なく空を見上げると遠くのほうに何か飛行物体

何故かその日の理科の授業の事が気になって、

が見えるのです。それは丁度円盤を側面から見

一通り理科のテキストを読み直しました。この

た形でした。その頃私は目がよくて視力は 2.0

時、私は勉強というものを初めてしたように思

位ありました。その目でじっと確認しました。

います。すると、翌日、そこのところのテスト

何十秒間かその物体は静止しているように見え
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『先祖帰りではないけれど！
～鎌倉孝夫、佐藤優著
「はじめてのマルクス」を読んで～』

ました。そしてわたしは、それは円盤に違いな
いと確信しました。その位の時間見えました。
そして側にいた友達に「田栗君！あれ円盤やな
いね！」と、言おうとして、もう一度確認する
と、今まで見えていた物体がどこにも見えませ
んでした。

1 級販売士

以上のようなことが起こったから主治医が冒

戸田

俊彦

頭のような私の人生における目的をお教えくだ
さったのではないかと思います。本当に、SF 的
ではないでしょうか。

よく年をとると子供に戻ると云われるが、最
近何故か絵本を見ることが多くなった。医者の
待合室や、郵便局の順番待ち、酔っぱらわずに
寝る前（3 日に 1 度位）等に見ている。3，4 年
前まではスピリッツやモーニング等のコミック
誌を含めて週刊誌をよく見ていた。しかし、今
は週刊誌を読みたいという気持ちが起きない。
コミックも今売れているらしい“ワンピース”
や“進撃の巨人”を読んでみたが特に何も感じ
ず続きを読みたいという気持ちも起きない。老
人性ウツの初期症状ではないかとチラッと思う
ことがないわけではないが、毎日、ネットと新
聞で最新情報を追いかけているので関心の対象
が変化しただけだろうと自分に都合のよいよう
解釈している。
自己責任論や成果至上主義で疲れ切っている
人、自分の仕事にやりがいを見いだせないでい
る人、将来が不安で 1 年生の時から就活に走り
回って何のために苦労して大学に入ったのかわ
からないと嘆く学生等に対して、何故、日本の
社会がこういう状態になっているかをわかり易
く解き明かしているとのキャッチコピーにひか
れてこの本を手に取った。
社会主義協会の先生達が中心となっていたマ
ル経（マルクス経済学）王国の経済学部の出身
であるのでマルクスに対する違和感はなかった。
そして、学生時代、全くといってよいほど大学
の勉強はしてはいなかったので、60 の手習いで
はないがマルクスに関する入門書をちょこっと
かじってみようかと読みだしたが入門書にして
は高いレベルの内容であった。
現役時代は流通業、その中でも小売業にたず
さわっていたので経済に対する関心はミクロ経
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済、その中でもマーケティング（販売管理）に

文系書籍店に行って驚いた。経済学のコーナー

集中していた。リタイアしてからはマクロ経済

からマルクス経済学の本が姿を消していたので

に関心が移っていったのだが、原論=本質論を抜

ある。マルクス関連で唯一あったのは岩波文庫

きにした、テクニカルでかつ、イデオロギッシ

白ラベルの“共産党宣言”と“ドイツイデオロ

ュな計量経済学や新古典派理論＝マルクスが云

ギー”だけであった。経済学関連コーナーは計

うところの俗流経済学に惑わされていたことが

量経済学、近代経済学と思われるもので埋め尽

よく分かった。それと同時に、学生時代いかに

くされていた。しかも、ケインズの著書も数点

勉強していなかったかだけでなく経済学に対し

しか置いてなかった。

ていかに無知であったか思い知らされた。本当

しかたなく、インターネットで“賃金、価格、

に、こんなのでよく経済学部を卒業できたもの

利潤”の解説本を探し、
“金子ハルオ解説、土屋

である。マル経に対してケインズ理論を中心と

保男訳マルクス・フォービギナー④賃金、価格、

した近経（近代経済学）があり、マル経は講座

利潤”を入手した。そして、ネットで“資本論”

派（共産党系）と労農派（社会党系）に分かれ

の関連本を検索している時、佐藤優著の“いま

ており、わが恩師は向坂逸郎の直弟子なので労

生きる「資本論」”が目に止まった。一からわか

農派なのだろうという認識しかなかった。

る「資本論」というキャッチコピーにひかれて

近経とマル経の違い、講座派と労農派の理論

読んでみた。6 回に渡って行われた新潮講座の活

の違い、恩師がなぜ経済学史を専攻していたの

字化で、話し言葉で書かれており、講義のレベ

か、ゼミのテーマがマルクスの文献ではなく何

ルは高いがわかり易くそれまで持っていたマル

故にリカードの販路説であったのか考えたこと

クスや資本論に対するイメージを一新するもの

もなかった。と云うよりもマルクス経済学がア

であった。

ダムスミスに始まる古典派経済学を発展させた
ものであり、リカードが古典派経済学を集大成

現代人のストレス解消にはもってこいの本か
もしれない。

したということも知らなかった。古典派経済学
は近経と同じようにマル経とは全く別個な理論
体系なのだろうと思っていた。宇野弘蔵の名前
は知っていたが、マル経の中でどのようなポジ
ションにあるのか、何故恩師が宇野弘蔵の“経
済原論”を読むようすすめていたのかその理由
を考えもしなかった。
この本を読んでマルクス経済学とマルクス主
義経済学の違い、宇野派のマルクス経済学は“資
本論”を労働者が資本家と闘うための武器（理
論）としてではなく資本家の立場から資本主義
を解明するために読み解いたものであることが
わかった。又、収奪と搾取の違い、価値と使用
価値の違いといった初歩的概念も認識できた。

＜編集後記＞

学生時代、レポート課題で“賃労働と資本”、
“賃

今年も早くも 2 ヶ月が過ぎ、春は目前です。年始に誓った皆

金、価格、利潤”、“ドイツイデオロギー”等を

様の「今年の目標」
、実現はいかがでしょうか。

否応なしに読まされたという記憶はあるのだが

私の目標の一つ「動物ガイドボランティア」、デビューの機

その内容は全く覚えていない、そこで分かりや

会も近そうです。何事もチャレンジだと実感しています。

（Ｎ）
すい解説本を探して読み直してみようかと思い、 次号は 5 月発行予定です。皆様の投稿お待ちしています。

手始めに“賃金、価格、利潤”を求めて母校の
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□■□

お知らせ

□■□

福岡販売士協会・現況報告
◆平成 27 年年次総会
日

時：平成 27 年 4 月 11 日（土）14 時～

場

所：福岡商工会議所・地下 B1－b 会議室

会員状況（平成 27 年 2 月 1 日）
正

◆福岡販売士協会のホームページ

会 員
１級販売士

68 名

2・３級販売士

17 名

登録講師

3名

福岡販売士協会：http://www.farmmc.jp/
福岡販売士協会のこれまでと現在の活動状況

賛

がよくわかります。

88 名

助

会

員

3社

福岡

66 名

支

宮崎

2名

部

大分

6名

◆会報の原稿を募集しています

別

熊本

2名

・5 月・9 月・2 月に発行、締め切りは前月末

内

鹿児島

6名

・題名自由、1,000～1,500 文字位、顔写真添付

訳

佐賀

4名

沖縄

2名

会員のＨＰをリンク欄に貼ります。ご連絡下さい。

・パソコンで、Ｗｏｒｄやテキストメモなどに
入力したものをメールで下記に送信ください。
・手書き原稿郵送でも OK です

福岡販売士協会役員体制（平成 26 年～27 年度）

栗川 久明（事務局） ： fukumae@zenno.jp

会

長： 栗川 久明（事務局兼務）

副 会 長： 廣瀬 紀子（広報担当）

◆ご意見は下記の連絡先までお願いします

副 会 長： 中村 純治（研修担当）

○福岡販売士協会･会長 栗川 久明

副 会 長： 小関 芳紀（企画担当）

〒810-0055 福岡市中央区黒門8-38-402

副 会 長： 八尋 晃仁（総務担当）

TEL/FAX：092-725-6200

理

事： 岡野 利哉（研修委員長）

携帯電話：090-7753-8018

理

事： 毛利 裕之（研修副委員長）

Eメール：fukumae@zenno.jp

理

事： 横山 修二（企画委員長）

理

事： 廣瀬 兼明（企画副委員長）

Eメール：

理

事： 中野 法子（広報委員長）

teliosu.kitudoi@miyazaki-catv.ne.jp

理

事： 西

理

事： 長沼 玲子（総務委員長）

理

事： 礒道 友紀（総務副委員長）

監

事： 森山 正夫

○福岡販売士協会･宮崎支部長 岩切寛文

○福岡販売士協会･大分支部長 溝部敏勝
Eメール：wbhbb435@ybb.ne.jp
○福岡販売士協会･熊本支部長 白石慎二
Eメール：s-shiraishi@smc-office.com

珠子（広報副委員長）

監

事： 箱森 哲則

○福岡販売士協会･鹿児島支部長 宮内智明

顧

問： 福生 和彦

Eメール：t.miyauti@hb.tp1.jp

顧

問： 濱村 昌男

顧

問： 渡辺 芳雄

顧

問： 高田 暢夫

○福岡販売士協会･佐賀支部長 村口隆志
Eメール：mura@yacht.ocn.ne.jp
○福岡販売士協会･沖縄支部長 志村幸司
Eメール：k.shimura0212@gmail.com
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