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4．専門分野の研鑽を

新会員の皆様へ
理事長

渡辺

肇幸

新会員の皆様、AIBA 認定貿易アドバイザー試験合格
おめでとうございます。今回も多くの有能な方々を会
員として迎えることができ、心強い限りです。

1．当協会について
当協会（AIBA）はジェトロまたは AIBA 認定貿易ア
ドバイザー試験合格者を会員資格要件として、国際ビ
ジネス分野で「社会貢献」を行うと同時に、コンサル
タント団体として活動をしています。今後更にこの機
能を強化致します。

会員同士の切磋琢磨により、更に高度な水準に達す
ることが可能になります。またその能力を発揮するた
めに、自分の専門分野で自分なりの「テキスト」を持
つことをお勧めしています。

5．AIBA 認定貿易アドバイザー試験への協力
本試験は当協会会員となる唯一の資格試験です。当
協会は更に多くの有能な会員を必要としています。ぜ
ひお知り合いに声をかけていただき、受験者増ひいて
は合格者増すなわち会員の増加にご協力願いたいと思
います。有能な会員の増加により、協会活動が一層強
化されます。

2．新しいビジネス形態
最近の新しい仕事として、従来の貿易 + アルファの
事業があります。貿易と税務、輸出入から外国間取引へ、
貿易業務診断、輸出取引と現地法人設立及び運営に関
するアドバイス、海外での事業等が最近の AIBA 業績向
上に貢献しています。外国公館経由あるいは外国企業
から直接依頼される、売りたい商品のわが国市場調査
など進行中です。貿易に加えて、広く国際ビジネスを
対象とする、まさに AIBA が進むべき方向です。

新会員紹介
自己紹介
＆
貿易アドバイザー試験体験記
今年度の入会者は14名です。投稿いただいた9名を
紹介します。自己紹介の投稿は次号でも受け付けます。
未投稿5名の方の原稿をお待ちしております。

◆加藤

3．協会事業への参加を
協会運営の基本は会員各自の自主的な事業参加です。
協会が受託するコンサルテイング事業、試験事業他の
企画・運営、役員あるいは特定事業委員としての協会
運営に奮って参加して頂きたいと存じます。

裕功（東京

＃721）

初めまして。加藤裕功（かとうや
すのり）と申します。よろしくお
願いします。富山県出身で60歳で
す。食品メーカーに勤務していまし
た。海外駐在経験は、台湾と上海で
約5年間です。貿易実務経験は少々
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でした。6年前に早期退職し浪人を経て4年前より中小
企業さんの経営支援コンサルとして独立しました。3年
前より中小企業基盤整備機構で海外展開のご支援をし
ています。海外展開 FS（Feasibility Study） 支援や海外
Web マーケティングの支援が主です。
AIBA 貿易アドバイザー試験の受験動機は職場の先輩
に勧められたためです。仕事をする上で貿易の素養が
必要ですので基礎的なことはマスターしておかなけれ
ばと思い、何冊か本を読みましたがあまり身に付きま
せんでした。励みになることがあればがんばるのでは
と思い、8月に受験を決意した次第です。
＜貿易アドバイザー試験体験記＞
受験勉強について記します。3科目の内、マーケティ
ングは長年のキャリアがありましたし好きでしたので
自信がありました。貿易実務と英語が苦手でした。し
かし貿易実務は受験の主たる動機でもあり、がんばっ
てみよう思っていました。英語は中学生レベルですの
でお手上げでした。先輩のアドバイスに従い、9月と10
月に受験用セミナーに申し込みました。事前にテキス
トが配布されました。目を通して「おもしろそう」と
感じました。これが合格した理由だと思っています。
一般的な貿易教科書と比べて随分構成や書き振りが
異なると感じました。一般教科書を読むのは苦痛で楽
しいと感じませんでしたが、配布テキストは何故か引
き込まれました。マーケティングも英語も同じくです。
2回のセミナーは精神統一して一言も聞き逃さぬように
臨みました。膨大なインプットになりました。ここま
で集中できるのかと自分を見直しました。結局、テキ
スト中心主義とし、11月の本番までに７回丁寧に読み
返しました。直前の3日間は仕事を休み勉強しました。
補足として、マーケティングは通商白書と JETRO 白
書の要約版に目を通しましたが無味乾燥で頭に入りま
せんでした。英語は、英作文の練習としてテキストの
キーセンテンスをノートに記載し暗唱しました。実際
に書きもしました。少し上達につながりました。又、1
年間の雑誌エコノミストをひっくり返し、日本がテー
マで出題可能性がありそうな記事を探しました。10件
くらい読みました（結局、当てがはずれエコノミスト
から出題されませんでした）。更に、HP 掲載の過去問
は3年分を繰り返しやりました。
合格ラインが70％と聞いていました。試験が終わっ
た時点で、マーケティングはおつりあり、貿易実務が
少し借金、英語が大借金、と自己採点しました。回答
が択一式で運に恵まれました。試験会場では理事長さ
ん以下幹部の皆様が試験用紙の配布や回収をされてお
られ、ご立派な方々だなと感心しました。振り返るに、
テキストを丁寧に7回読み直したのは過去に記憶があり
ません。もちろん、テキストや事前セミナーからその
まま出題されることはありません。ですが、心を入れ
て繰り返すことで奥義の入口にたどり着けたように感

じています。
面接試験は、落ちる人がほとんどいないと聞いてい
ましたのでたかをくくっていました。が、本番では鋭
く切り込まれ轟沈しました。お慈悲で救われました。
少なくとも事前提出したレポートを読み直しておくべ
きだったと恥じ入っています。
試験が終わり4ヵ月以上経過しましたので学んだ内容
はすべて忘れてしまいました。でも、復習すれば短時
間で復活できそうな気がしますし、貿易への恐怖心も
抱かなくなりました。AIBA 会員になりメーリングリス
トに登録され、自由闊達なメールが飛び交うのに触れ、
試験に受かって良かった、会員になって良かったな、
と思っています。未熟者ですがよろしくご指導ご鞭撻
をお願い申し上げます。

◆粥川

泰洋（東京

＃723）

この度、新しく入会させて頂くこととなりました粥
川泰洋（かゆかわ・やすひろ）と申します。名古屋市
出身ですが、大学卒業とともに東京に本社のある都市
銀行に就職し30年が経ちました。名古屋・大阪・東京
と支店勤務を経て国内法人取引（貸付・外国為替）の
経験を積んで参りました。この15年余りは、営業拠点
での法人取引の管理者と本部での国際業務・外為業務
の管理者を交互に務めるようになり、お客さまへの貿
易実務・海外進出サポート機能の充実、営業拠点の国際・
外為業務推進のための体制整備、外為事務処理体制の
構築などに携わる機会が大いに増えました。
現在は、本部の外為事務・体制を統括する部署に所
属し、外為事務手続・銀行システムの企画・立案のほか、
国際商業会議所（ICC）日本委員会にも参加しています。
今年3月には TSU・BPO に関する銀行間規則である「ICC
バンク・ペイメント・オブリゲーション統一規則」の
対訳本発刊に参画し、大変貴重な経験をさせていただ
きました。
貿易アドバイザー試験を受験する動機は、加速する
企業のグローバル化とニーズの多様化を目の当たりに
し、従来の銀行目線での貿易決済知識や海外進出サポー
トに限界を感じていたこと、金融面だけでなく物流や
企業目線での海外進出・貿易取引知識の必要性を痛感
したからです。
これからは、AIBA メンバーの皆様の多様な知識・経
験に触れさせていただき、自身の知見を高めてより総
合的なアドバイスができるよう、また、国際化を標榜
する中小企業経営者の皆さまの経営判断に少しでも役
立てるよう頑張って参りますので、何卒ご指導・ご鞭
撻の程宜しくお願い申し上げます。
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◆笹沼

喜美男（東京

＃725）

本年2月晴れてお仲間入りさせて
いただきました、よろしくお願いし
ます。1956年生まれ、総合商社で専
ら食料・食品分野の仕事をしてきま
した。食品（飲料） 系のメーカー出
向を経て現在は食料専門商社に勤務
しております。基本的に東京ベースですが（出身も東
京です）、ベルギー・関西・インドネシア・シンガポー
ルに駐在の経験があります。
数年前たまたま「中小企業診断士」の資格を得まして、
その知り合いから AIBA 貿易アドバイザー資格取得を勧
められました。また、最近若い人たちむけに貿易実務
の講義をする機会が多く、復習の必要性も感じており
試験を受けました。永年貿易実務に携わっていたので
何でも知っているつもりでしたが、新しい発見が多かっ
たです。なにしろ実戦経験は Incoterms 2000くらいま
でですし、どちらかというと原料バルク系の仕事が多
く、契約書は GAFTA、FOSFA、NAEGA などの form に
馴染んでいましたので。
振り返ると海外との取引において、30数年間さまざ
まな場面で多くの修羅場をくぐってきました。この経
験を活かし、何らかのかたちで AIBA の活動に貢献でき
ればと思っています。

◆鈴木

幹彦（広島

＃727）

2014年度合格者の鈴木幹彦と申し
ます。この度、AIBA に入会させて
頂きましたので、どうぞ宜しくお願
い致します。
私は愛知県出身で、大学卒業後、
名古屋の機械メーカで10年間、産業
機械を輸出する実務を担当していました。その後、大阪
のプラントメーカに転職してしばらく海外プラント関
係の仕事などをしていましたが、現在は広島県内の機
械メーカで、再び貿易実務に携わっています。これま
で主に、アジア、中東地域への機械の輸出実務を担当
していましたが、プラントメーカでは英文契約、英文
会計（税務）など様々な業務を担当してまいりました。
これからは、貿易アドバイザーとして皆様のご指導
を賜りながら研鑽を積んで、微力ながら日本の貿易振
興に貢献できればと思っております。
なお、二次試験（面接）で「なぜ一次試験を名古屋
で受験されたのですか？」と質問を受けました。勤務
先は広島県ですが、名古屋に自宅がありますので、丁
度名古屋へ帰省するタイミングに合わせて一次試験を
受験した次第です。
＜貿易アドバイザー試験体験記＞
（受験の動機について）

2014年3月に某社検定試験を受けたときに、貿易アド
バイザー試験という資格試験があることを知りました。
受験した動機は、これまで自分が長年貿易実務で培っ
てきた経験と知識がどの程度この試験で通用するのか
知りたかったことと、純粋に貿易について詳しく勉強
したいと思ったからです。
（試験対策について）
試験対策としては、やはり AIBA のセミナーを受講す
ることをお勧めします。それから貿易アドバイザー試
験とは直接関係ないのですが、各社の検定試験を受験
して対策もしました。一次試験の直前は、セミナーの
テキストに目を通した程度でした。
① 貿易英語
英語については、セミナーで演習した以外に特に
対策はしませんでした。試験は思ったより時間に余
裕がありました。英作文の問題については、英語で
貿易取引のビジネス文書を書いてきた経験があれば
スラスラと書けると思いますが、そうでない方は、
定型的な英文が書けるようにトレーニングされる方
がよいでしょう。
② 貿易実務
前半に難しい問題があったので、全問解き終わる
のに制限時間を一杯使いました。後半に解きやすい
問題が多いので、真ん中か後半の問題から解いて前
半の問題は最後にした方がいいかもしれません。時
間配分に注意が必要だと感じました。
③ 国際マーケティング
セミナーで比較的点数を稼ぐことのできる科目と
聞いていましたが、まさにその通りだと感じまし
た。対策としては、某社検定試験にも同じような貿
易マーケティングという科目がありますので、貿易
実務検定もしくはマーケティング・ビジネス実務検
定などで勉強することが有効だと思います。その上
でセミナーを受講すればポイントを押さえることが
できると思います。例えば、通商白書の貿易に関す
る数字を押さえておくことは必須ですが、日頃から
貿易に関する新聞記事などにもふれておくとよいで
しょう。
（感想）
何とか合格することができて、またスタートライン
に立つことができてよかったと思います。セミナーや
本試験を通じて学んだことは随分意義深いものがあり
ます。でも正直なところまだまだ勉強不足だと感じて
いますので、冒頭で申し上げましたとおり、AIBA 会員
としてさらに学んだ上で貿易アドバイザーとして社会
に貢献していきたいと考えております。
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◆堤

章（大阪

◆村井

＃729）

試験に合格、入会しました堤です。
宜しくお願いします。1949年徳島市
生まれ、東京の大学を卒業後、大手
電機会社に入社しました。1980年ア
ルゼンチン、1982～1990年ベネズエ
ラでサービス行政、特機営業（FAX、
ETW、POS）に携わりました。1990～2009年中南米本
部で営業企画、広報・宣伝、輸出管理、渉外、リスク
マネジメントを担当、2009年4月から JETRO 大阪で貿
易投資相談に携わっています。
＜貿易アドバイザー試験体験記＞
2012年に準備もなしに受験して撃沈され、2014年5月
から教本を読み始めました。貿易の実務は知っている
つもりでしたが、金融や保険関係は知らない単語にビッ
クリでした。過去問題を Web からダウンロードして練
習し、インコタームや保険については基本を見直すよ
うに努めました。「Q&A 国際取引のリスク管理ハンド
ブック」富澤敏勝・伏見和史著・セルバ出版、ジェト
ロ貿易ハンドブック等の本も参考になりました。試験
に際しては、機嫌が良いと集中力も高まるので、10分
以上歩いて美味しい蕎麦を昼食にとりました。

◆原

奉宣（広島

＃731）

この度入会しました原です。宜し
くお願いします。2014年6月「貿易
アドバイザー・オフィス 原」を設
立致しました。
日本の通関士のレベルは世界的に
も最高と言っても過言ではありませ
んが、時に書類不備による特恵不適用、異物混入によ
る輸出不許可、事後調査による多額の追徴などが発生
し、荷主が思わぬ損害を蒙ることがあります。これら
の原因の多くは「輸出入者の貿易についての知識不足」
によるものです。輸出入者が貿易実務の力をつければ、
これらはほとんど防げるのですが、貿易実務の知識は
簡単ではありません。
長年税関で通関審査や事後調査を担当し、退職後は
民間で貿易実務と通関士教育を10年間行ってきた経験
を生かして「地場の輸出入企業の力になれないか」と
思ったのが、オフィス設立の動機です。とはいえ「AIBA」
の認定もないようでは、と試験に挑戦致しました。2年
目にようやく合格させていただきました。地場企業の
「課題の発見と適切な助言、社員の実務教育」を通じて、
少しでも貢献出来ればと願っています。
私一人の知識は知れていますが、地元の仲間たちや
AIBA の皆様方のお力を借りながら精一杯頑張ろうとの
思いです。

京太（青森

＃732）

この度、新しく入会させて頂きま
した村井京太と申します。現在ジェ
トロ青森の貿易・投資アドバイザー、
グローバリューション（国際事業コ
ンサルティング） 代表、米国清酒
製造・輸入・販売会社の取締役を努
めております。農林水産の案件が多いことから JHTC 認
定上級 HACCP コーディネーターの資格も取得しており
ます。
高校卒業後渡米し、米国にて大学、就職、ビジネス
スクール、起業、駐在時には事業を通じ日本文化の普
及に努めて来ました。就職は小さい会社ではありまし
たが中古自動車、自動二輪の貿易会社（米国から日本
に輸入）に勤務後、起業しました。
その後一度帰国し、家業でもある日本酒製造販売会
社に転職。同会社は米国に自社の輸入会社を設立し、
酒蔵を建設したばかりで、数年後現地法人に駐在し、
米国で清酒の輸入・製造・販売・ブランディング等を
行い、現在の米国の日本酒の人気の火付け役になった
と自負しております。
2007年に日本に帰国するまで通算16年米国生活を送
りました。帰国後は、会社の更なる国際化を図り海外
の企業と提携を実施しました。
これらの事業経験や勉強を生かし、AIBA 会員の皆様
と日本の中小企業の海外進出の為にお役に立てれば幸
いです。今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。
＜貿易アドバイザー試験体験記＞
貿易アドバイザーの資格について初めて知ったのは
ジェトロ青森で仕事をし始めた頃です。当時の所長に
勧められ貿易アドバイザーの資格があることを知りま
した。試験まで一ヶ月程度しかありませんでしたが、
様子見と自分の貿易知識レベルの確認という意識もあ
り受験しましたが、まんまと不合格。
2年目は職務もあり多くの貿易関連の情報に触れ、事
業でも行う貿易実務のセミナー等を受講しました。貿
易アドバイザー試験実力養成セミナーを受け、テキス
トを中心に勉強し、詳細については HP 等から情報収集、
AIBA の HP にあるサンプル問題を解きながら勉強しま
したが、今思うと読み込みが足りず上っ面だけの理解
で２回目も失敗・・・。
一度始めたらやりきりたい性格も手伝って、3度目の
正直。勉強の仕方はあまり変わらなかったのですが、今
回は貿易実務、国際マーケティング、貿易英語全てに
おいて実力養成セミナーテキストと問題をがっちり取
り組みました。実力養成セミナーはポイントを把握す
るのに効果的だったと思います。4択の一つ一つの答え
の根拠を全て追いかけ、嫁に手伝ってもらって問題を
出してもらい正解の答えだけではなく、全ての選択肢
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の理由を回答するようにしました。その中でポイントだ
と思う部分や苦手分野をまとめ、何度も復習しました。
そして今回合格しなかったら次は無い、という気持ち
で勉強した結果、合格できたものと感じております。
3回目でようやく合格したのですが、やはり根拠を
しっかりと押さえ理解することの重要性を感じました。
試験は具体的な事例で問題が出るので、その分野につ
いての知識が無いと何問も解けないと思われる問題も
ありました。しかし、多様な業界の勉強はできません。
とにかく基礎を押さえ、当日はしっかりと問題と回答
を読むのが良いと思います。限られた時間で数多くの
問題を解かなければならないので問題も回答もさっと
読み、試験を進めたいところなのです。分からない部
分は後に回したとしても、文章そのものはしっかりと
読むことによりケアレスミス？が減り、一通り終えた
後に見直す時間が有るようであれば自信のないところ
を見直すようにするのが自分には効果があったように
感じています。

◆矢野

孝尚（神奈川

＃733）

初めまして、矢野孝尚と申します。
宜しくお願い致します。自己紹介と
して略歴を申し上げます。大学卒業
後、都市銀行に33年勤務しました
が、 う ち1994年 か ら2012年 ま で の
18年間、東京とロンドンに勤務して
トレードファイナンス業務を行ってきました。その後
2012年から2年間独立行政法人日本貿易保険に出向し査
定・回収業務を中心に担当しました。
AIBA 貿易アドバイザー試験を受験した理由は、20年
以上に渡り貿易に関する銀行・貿易保険に携わったの
で自分なりに知識を集大成し、特にシッピング・通関
などの輸出入業務を行っておられる企業様の目線で理
解を深めたかったからです。勉強の過程で多くのこと
を学べ、今後は更に皆様方に教えて頂く機会も増える
と期待しております。宜しくお願い申し上げます。
トレードファイナンスは銀行で行う貿易関連取引の
中でも、信用状の確認やフォーフェイティングと呼ば
れる、海外の銀行や取引先に対してファイナンスを供
与したり、保証等の信用補完を行う業務を指します。
また、石油・金属・農産物を主に扱うコモディティトレー
ドファイナンス、企業の持つ輸出売掛債権を扱うレシー
バブルファイナンス等、種々の取引形態があり、所謂
外国為替業務とは異なります。
今般、故あって外銀東京支店でトレードファイナン
スの部長をすることとなりましたので、このトレード
ファイナンス業務の観点から少しでも貢献できれば幸
いでございます。

◆山本

洋一（神奈川

＃734）

は じ め ま し て。2014年 度 試 験 に
合格し入会しました山本洋一と申し
ます。どうぞよろしくお願い申し上
げ ま す。1980年 に 大 学 卒 業 後、 海
外に憧れ総合商社に入社し、最初の
17年間は鉄鋼貿易部門に従事しまし
た。営業担当者としてエジプトとシンガポールの駐在
を経験、その後本社の管理部門でグループ関連企業の
統括管理業務を経験し、商社時代の最後は、フィリピ
ン駐在を経て JETRO に出向してイラン勤務を経験しま
した。
2012年にイランから帰国後退職し、現在は中小企業
診断士の資格を生かし、中小企業の海外進出・国際化
支援専門の経営コンサルタントとして活動しており、
この3月までは JETRO の新興国進出支援専門家をメイ
ン業務として中小企業の UAE、フィリピンへの進出支
援を行っていました。
商社の営業担当時代には日本からの輸出や三国間貿
易など物流取引が中心でしたが、管理部門では投融資
案件の審査・管理などを経験することができ、そうし
た幅広い国際ビジネス経験が現在の仕事に大いに役
立っています。しかしながら、国際ビジネスの環境は
日々変化しており、また、過去の経験を体系的にアド
バイスできる知識として整理するためにも、AIBA 会員
として研鑽を重ね、常に現役であり続けたいと思って
います。
＜貿易アドバイザー試験体験記＞
受験の動機となったのは、中小企業の国際化支援業
務をされている中小企業診断士仲間からの紹介でした。
中小企業の海外進出・国際化支援を専門とするコンサ
ルタントであれば、AIBA 貿易アドバイザーの資格を取
得し、会員として勉強会などで研鑽できるのでおすす
めだというものでした。
試験対策は、準備期間はあまりありませんでしたの
で、AIBA のセミナーに絞りました。過去に商社で実務
経験があり、現在も中小企業の海外進出・国際化支援
をしているので、テキストに書かれていることは概ね
知っている内容ではありましたが、いざ4択の例題に取
り組んでみると迷うところが多く、これを解消するの
が試験対策のポイントでした。テキストの例題に取り
組み、迷ったところや間違えたところを中心に、何を
どう間違えたのかテキスト及び参考書で確認すること
を繰り返しました。
過去の実務経験だけでなく、中小企業の海外進出・
国際化支援という日常業務において、貿易関連書籍に
は必要に応じて目を通していたことは間違いなく基礎
力となっていました。そんな書籍の中から、試験勉強
の参考書になり、特に実務経験の少ない初心者の方に
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参考になるのではないかと思われるものを以下にご紹
介します。AIBA セミナー開講前に読んでおかれるとセ
ミナーが理解しやすいと思います。
「貿易実務のエッセンス」（勝田英紀著）（編集注：勝
田氏は近畿大学教授で AIBA 会員）。平易な文章で読み
やすく書かれていますので、さらりと読み通せます。
初心者の方が貿易実務を勉強するにはとても良い入門
書だと思います。有名な JETRO の「実戦貿易実務」は、
読み通す本というよりも必要な部分を調べるときに開
く本としてお奨めです。
「マーケティング戦略」（和田充夫、恩蔵直人、三浦
俊彦共著）。マーケティングの定番テキストですので、
持っていて損はないと思います。一読されることをお
奨めします。また、問題集であれば、中小企業診断士
資格の関連書籍がいろいろあります。
「国際ビジネス法務」（吉川達夫編）。貿易実務関連の
英文例が助かります。英文契約書などは、用語や形式
などがある程度決まっているので、読み通すというよ
りも必要な部分を調べるときに開く本として使ってい
ます。
試験は合格することが目的ですが、この試験勉強を
通じてあらためて実務知識をアップデートし整理する
ことが出来、今後の業務にも活かせる良い体験になっ
たと思っています。

首都圏での新会員に対するオリエンテーション風景（新事務所にて開催）

AIBA本部事務所の引越しが無事完了
事務局長

清水

晃

2007年7月より使用してきた都営住宅併設の昌平橋ビ
ルが、耐震上の問題で取り壊されることになり、立退
きを迫られました。
東京 YWCA 会館301号室が見つかり、AIBA 事務所と
して適当であるとの結論となり、引越し先が決まった以
上耐震上の問題があるビルにとどまる必要はなく、さっ
さと引越しをしようということになり、2015年2月2日
月曜が引越し日となりました。
引越しは業者に頼みました。平均年齢が高い AIBA
役員に荷物の梱包・運搬を頼むのは危険が伴うので、

梱包・運搬を依頼しました。
1月30日金曜に昌平橋ビルに業者が数名やってきて、
パソコン、サーバー、コピー複合機、電話機などの準備、
キャビネット・机の中のフアイル、書類などのダンボー
ル詰め、テーブルの分解など、月曜に直ぐに運び出せる
ように全て準備を済ませました。
2月2日月曜引越しの当日は早朝から荷物がどんどん
昌平橋ビルから運びだされ、あっという間に空っぽにな
り、昌平橋から駿河台まで距離もないので、午前中に新
事務所に引越し荷物、テーブル椅子など若干の追加もい
れてすべて到着、決められていたレイアウト通りに配置
して、あとはパソコン、サーバー、複合機、電話の接続
が終わり、事務所移転は完了、運用を開始しました。
多くの AIBA 会員が、新しい事務所がどんなところか、
見に来て頂きたいと思っています。

AIBA新事務所「神田駿河台」界隈を散策
副理事長

大河内

竹雄

ご存じのように、2月2日に AIBA 事務所が神田駿河
台の東京 YWCA 会館に移転しました。いろいろな名所、
旧跡があり、歴史を感じる街です。また、多くの大学
や専門学校などが立ち並んでいて、若者達の街でもあ
ります。
会 館 ビ ル の オ ー ナ ー で あ る 東 京 YWCA（Young
Women’
s Christian Association）はキリスト教の基盤に
立ち、人権・健康・環境が守られる平和な世界を実現
することを目的に青少年と女性が世界の仲間と共に活
動している国際 NGO です。会館ビルは三階建ての棟と
八階建ての棟があり、AIBA 事務所は三階建ての301号
室です。
神田駿河台は江戸時代初期、家康が駿府城で没後、
江戸に帰る旗本が駿河の霊峰富士山を仰ぎ見ることが
できることで多く住んだとのことです。
街の東方には、藤山一朗の「あーあーニコライの鐘が
なーる」と歌われたニコライ堂があります。1861年伝道
のために来日した大主教ニコライにより建てられたビザ
ンチン様式の建築で、国の重要文化財です。緑青の丸い
屋根がひときわ目立っています。
東京 YWCA 会館の斜め向かいには、
「白雲なびく駿河
台眉秀でたる若人が…」と校歌にある明治大学本部（リ
バティタワー）があります。
また、同会館の玄関を出たすぐの通りは甲賀坂と呼ば
れ、江戸時代に甲賀組の人々が住んでいました。甲賀坂
を西に上がった高台には山の上ホテルがあり、池波正太
郎、三島由紀夫など文化人が良く利用していました。池
波さんの絵が館内に飾られています。旧館の建物はアー
ル・デコ調でクラシックでありながらモダンな雰囲気を
漂わせています。
また、江戸時代の「天下のご意見番」として有名な大
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久保彦左衛門の屋敷跡も近くにあり、杏雲堂病院の植え
込みに石碑が建てられています。
神田神保町、駿河台界隈は大学が多く、古本書店や大
手書店など約200社が並ぶ国内最大の本屋街です。さら
に、楽器店街としても有名で、多くの楽器店が明大通り
沿いに軒を連ねており、ギターやベース、キーボード、
ドラムなどが所狭しと展示されています。
最寄りの駅のひとつである JR 御茶ノ水駅の東口には、
神田川に架かる聖橋があります。橋の南にニコライ堂、
北に湯島聖堂があることから聖橋と名づけられました。
放物線を描くアーチ型の美しい橋です。
首都圏勉強会が同会館ビルの会議室で定期的に開催
されます。また、6月には会員総会が同会館ビルで、懇
親会が明治大学リバティタワーで開催されます。その
際は是非、神田駿河台界隈の散策をご堪能下さい。

5月30日（土） 9 : 30－12 : 00
（C）貿易実務一般－芝田政之講師
5月31日（日） 9 : 30－12 : 00
会
場：東京都産業労働局秋葉原庁舎会議室
（〒101－0025 東京都千代田区神田佐久間町1－9）
受 講 料：各回4 , 000円
申込方法：AIBA ホームページから申込

沖縄コングレの通訳者研修を終えて
山本

千誉（東京

＃572）

昨年10月6日、26日、11月10日に行った「沖縄大交
易会の通訳者に対する貿易実務研修」の講師を担当し
ました。その時の様子を報告します。

沖縄大交易会について
沖縄大交易会とは、「沖縄の国際物流拠点化（国際物
流ハブ化）を促進することにより、日本全国の特産品
等の海外販路拡大に資することを目的に開催」されて
いる一大商談会です（「 」内は沖縄大交易会オフィシャ
ルサイトより引用）。沖縄県外の出展者も大歓迎してい
ます。AIBA 会員の皆様にも、海外への販路拡大のツー
ルとして、ぜひ活用いただきたい商談会です。

通訳者の研修を受けるに至った背景
ニコライ堂の緑青の丸い屋根

貿易実務セミナーの申込受付中
試験運営委員会
既に AIBA ホームページに掲載されていますのでお気
づきの方も多いと思いますが、5月に貿易実務セミナー
を実施予定です。このセミナーは夏に試験対策として
行なっている実力養成セミナーとは異なり、貿易実務
の知識をブラッシュアップしたい人のために外為 / 代
金決済、運輸 / 通関、一般の3分野に分けて各回半日ず
つかけて突っ込んだ講義を行うものです。教材には昨
年の実力養成セミナー用テキストの他、各講師が今回
のセミナーのために作成したレジメを使用する予定で、
貿易実務の中級者以上で実力アップをめざす方に最適
な内容になっています（AIBA 会員も受講可能）。
現在受講の申込みを受付け中ですので、会員各位に
は首都圏を中心とした関係先にこのセミナーについて
広報していただければ有難く存じます（なお、申込受
付は定員に達し次第終了します）。この貿易実務セミ
ナーの概要は以下の通りです。
スケジュール：
（A）外国為替・代金決済－窪井茂樹講師
5月24日（日） 9 : 30－12 : 00
（B）運輸・通関－黒岩章講師

貿易実務を通訳者に対して研修を受けさせる背景
は、昨年、来展者と出展者の双方から、通訳者に対す
る苦情が相次いだからであるということでした。この
原因を詳しく伺うと、1 ）語学レベルはかなり幅が広
い、2 ）通訳者が貿易実務を知らない、3 ）外国人との
取引の現場に立ったことが無い、という3点に集約され
ていると判断しました。そこで、私はこの3点の問題解
決のため、1 ）語学力を上げることは難しいので、「コ
ミュニケーション力」を上げる、2 ）貿易実務の「全体
像」を理解させる、3 ）取引の現場を体験させる、とい
う方針を取り指導に当たりました。

やる気と沖縄に対する愛にあふれた通訳者
語学レベルがバラバラで年齢層も幅広いという事前
情報を聞いていた私は、もしかしたらやる気のない受
講生が多いのではないかという懸念を抱いていました。
ところが、実際に接すると皆さんやる気、そして沖縄
に対する愛にあふれた方々ばかりでした。開始早々に
不安は吹き飛び、この人達の思いにしっかり応えねば
ならないと思いました。私はその点を踏まえ、セミナー
の最初と最後に、「みなさんの努力がこれからの沖縄を
創り上げるのです。」という点を強調しながら講義に望
みました。セミナー内容により手法は様々でしょうが、
この事例のように、何らかの形で受講者に使命感を持
たせることは、受講生の意識付けに役立つと思います。
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報道から知る成果 –「取引額2 . 7倍増」

1．方針の転換

報道資料によれば、2014年度の沖縄大交易会は、成
約率、成約見込み率は下がったものの、取引額は2 . 7倍
に上昇したとのことでした。なお、昨年と同じ商品を
出した出展者は成約率が下がったと聞いており、新商
品開発のマーケティングの支援も必要だろうと思いま
した。このあたりにも AIBA 会員が活躍できる場が有る
ように思います。今回、私がどれだけ役にたったのか
はわかりませんが、参画した商談会の成果が上がった
ということを聞くのはうれしいものです。

細かい話は別として、この三原則の閣議決定は輸出
令別表第1の1の項に関してですが、輸出を慎む（輸出
禁止）から一定の条件を満たせば輸出を認めるとの方
針転換を意味します。
一方、我々にしますと、法律、即ち外為法が改正さ
れた訳ではありませんので、表面的には影響はないと
いえるかもしれません。しかしながら、政府内の外為
法を扱う原則が変った訳ですから、何処にどういう変
化が出てくるか、各自が注意深く見ていかねばならな
いでしょう。

受講者からの評価と今後の課題
おかげさまで、受講者からの評価は悪くありません。
私の知己の大手セミナー会社では、受講生の事後評価
が5段階で4 . 3以上を取れる講師のみ、次回以降のセミ
ナーをお願いすると聞いています。これが一般的な基
準かどうかはわかりませんが、売れるセミナー講師と
なるには、ほぼ全員の受講者に、受けてよかったとい
う満足感を与える必要があるということです。幸いに
して、私に対する評価は4 . 3を超えており、基準は達成
したと言ったところでしたが、準備不足のところもあ
り、反省するべき点は多々有ります。今年の講師を受
任する機会があれば、もっと時事的な話題を入れるな
ど、受講生の満足をもっと高め、興味をそそるような
セミナーの内容を創りあげたいと思っています。

沖縄大交易会を知るための参考リンク
最後に、沖縄大交易会を知るための参考リンクを提
示します。AIBA 会員の皆様が沖縄大交易会を活用し、
ビジネスを発展させていただくことを願っております。
・沖縄大交易会オフィシャルサイト
http://gotf.jp/
・第1回沖縄大交易会が閉幕 2日間 商談1900件
（琉球新報 2014年11月29日）
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-235164-storytopic-4.html
・商談成約・見込み率減も成約額増 沖縄大交易会
（沖縄タイムス2015年2月5日）
http://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id= 101650

10月に防衛装備庁が発足
永野

靖夫（東京

＃068）

ご存知の通り、昨年の4月1日付けにて武器輸出三原
則が廃止され、同日付けで防衛装備移転三原則（以下、
三原則）が閣議決定されました。従って、現在外為法
の運用は三原則及び同時に国家安全保障会議で決定さ
れた三原則の運用指針に従って行われていることにな
ります。

2．防衛装備庁（仮称）の発足
さて、もう一つ今年は大きなニュースが控えていま
す。それはこの10月に防衛省の外局として、防衛装備
庁（仮称）が発足することです。既に平成27年度概算
要求が発表されており、現在査定当局との折衝と関係
法令の改正作業が進められている最中だと思います。
上記の概算要求を見てみますと、職員数約1 , 800名、
うち事務官・技官等が約1 , 400名、自衛官が約400名と
なっています。年間の予算規模は約2兆円と聞いていま
すので、大きなお役所が誕生することは間違いありま
せん。ここが国家安全保障会議のコンサルタント的役
割を担うことになるといわれています。

3．ユーロサトリ
聞き慣れない言葉ですが、これは昨年6月にパリで開
催された防衛装備品や災害対策設備の国際展示会のこ
とで、2年に1度パリで開催されています。これには日
本からミッションが出ており、日本企業は13社が出展
したと聞いています。いずれにしろ、この展示会に象
徴されるごとく、防衛装備品、災害対策設備、更には、
テロ対策関連品の輸出等は一つの大きな流れを形成し
てきましょう。
ところで、話は全く変わりますが､ 私はよくテレビ
で釣り番組をみます。そこに出てくる釣り師は、潮の
動きが止まったので､ 魚が食い付かなくなったとよく
いいます。時々本当かな？という気がしないでもあり
ませんが、釣り師がいうのだからそうなんだろうな ･･
と思いながら見ています。
そこで、ふと、我々の貿易業界で潮が動いているの
は何処かな ?･･ と考えたとき、安全保障の分野は間違い
なく、その一つといえるでしょう。ではどうしたら魚
が釣れるのか ･･ これが、私に課せられた課題と思って
います。
この分野を開拓していくには、「数は力」と痛感して
いる今日この頃です。AIBA に限りませんが、関心があ
る方達と情報交換を密にしつつ、私自身、これからも
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勉強していきたいと思っております。何か思い付かれ
ることがありましたら､ 聞かせて戴けたら幸いです。

インバウンドビジネスで地域活性化の実現を！！
畠山

茂雄（宮城

＃372）

最近、AIBA－NET にインバウンド・ツーリズム、日
本政府観光局（JNTO）、中国の春節時期における中国
人旅行客の日本での「爆買」、日本の高度医療施設での
治療などのインバウンド・医療ツーリズムなどの用語
が出始めてきました。「時」をとらえた反応と思われ
ます。
AIBA 会員の中には単に「もの・製品」の輸出入だけ
ではなく、旅行などの「サービス」財にも関心や知識
がある人やそれらを仕事としている方も多いというこ
とも分かりました。AIBA 会員の有志が連携してインバ
ウンドビジネスを展開し、それぞれの地域の旅行ビジ
ネスの掘りおこしや外国人観光客の免税制度の普及、
地域活性や地方創生の担い手・コーデイネーターにな
ることも期待されます。年齢を問わず、ボランテイア
としても活躍できるフイールドでもあります。
筆者は総合旅行業務取扱管理者の資格収得や指導の
経験もあり、昨年10月より復興庁の「新しい東北」先
導モデル事業（被災3県：岩手県、宮城県、福島県）と
しての「外客免税コーデイネーター養成講座」（一般社
団法人日本インバウンド教育協会、その他主催）を受
講し、今年の1月末に外客免税コーデイネーターに認定
されました。2月には4回宮城県の主な観光地（松島、
白石）や仙台港のアウトレットモール等で研修講師も
務めました。
外客免税店への登録はまだ全国で5777店舗（2014年
4月現在）、東北の被災3県では63店舗のみの状況です
が、外客免税コーデイネーター等を誕生させるなどし
て、今や大手の小売業・百貨店が中心になり、土産物店、
観光地、ホテル・温泉地等で急速に増加中です。2014
年は海外からの訪日外国人は初の1300万人台（1341万
人）を突破しました。また、訪日客が使ったお金は2兆
305億円ともいわれています。
外客免税コーデイネーター養成講座のテキストによ
ると、観光産業はインバウンド（訪日旅行⇒輸出産業）、
アウトバウンド（海外旅行⇒輸入産業）、イントラバウ
ンド（国内旅行⇒内需）に分類されます。インバウン
ド（IN-BOUND）とは外国人が日本の国境（BOUND）
の中（IN）に入ってくる、です。彼らは日本で移動し、
多くの消費（和食等）をし、買い物を楽しみ、日本の
文化や観光地・景勝地を堪能して多くの触れ合いも生
まれます。
わが国、特に地方に顕著な少子高齢化、定住人口の
減少や地域経済の低迷に悩む地域にとっては、インバ
ウンドビジネスの事業展開は単なる観光旅行という視

点だけではなく、地域の農林水産品や食材、地場産品、
観光資源などの産業を刺激し、地域経済活動を活性化
させる切り札でもあります。各地域、各観光地、各ブ
ロックが一体となった面的プロモーション戦略がいま
求められています。政府の「地方創生」を追い風に地
方の諸機関や地域住民が主体となった取り組みが大切
です。内向き志向をやめ、外部からの人材も積極的に
とりいれ、なるようにしかならないというあきらめムー
ドを払拭して、現在とより良き未来のために、後に続
く人たちのためにも、この地域で自分たちのできる分
野で連携し汗を流し貢献していきたいものです。

李光耀シンガポール元首相の死に際して
山口

正路（シンガポール

＃628）

シンガポール建国の父李光耀（リー・クアン・ユー）
元首相が2015年3月23日未明逝去しました。体調を崩
して数週間入院中のシンガポール国立総合病院で肺炎
を起こしての臨終でした。享年91歳。
遺体は公邸のあるイスタナ（大統領宮殿）に一旦帰
宅後、29日まで国会議事堂に安置され希望者の弔問を
受けました。遺体弔問者は5日間で延べ45万人を超え、
国会議事堂に向かう道路や緑濃いパダン（議事堂前広
場）には炎天下に辛抱強く並んだ人の列が数キロメー
トルに及び、最大10時間の行列待ちの状態となりまし
た。政府は事故を恐れて、急きょ国内十数か所の地域
コミュニティセンターに分散設置した弔問所に行くよ
う呼びかけ、コミュニティセンターでは120万人の人が
拝礼を行ったと伝えられました。
29日の午後市中を国葬として葬送された後、荼毘に
付されました。死去に際し人口550万人（国民は330万
人）のシンガポール国内は言うに及ばず、アジアや欧米
からも数多くの業績に対する称賛が寄せられています。
葬儀には安部首相を含む190名の来賓が参列しました。
李光耀。東南アジアの一小国のリーダーにすぎなかっ
た（今でもこの国は自らを小国 Red Dot と称しますが）
人物が何故このように多くの人の心を掴んでいるので
しょう。
それは、死に際しても変わらぬ李光耀の素朴で正直
な生き方そのものがそうさせている様に思えます。国
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ASEAN の中の最富裕国・
シンガポールの投資動向（上）
清水

正明（埼玉

＃047）

3月23日のマスコミは一斉に、「シンガポール建国の
父」と称賛されていたリー・クアン・ユー（Lee Kuan
Yew, 李光耀） 元首相の死去を伝えました。来る8月9
日の建国50周年の独立記念日を待たずして91歳で亡く
なられたリー元首相について、朝日新聞は特に社説を
掲げ「マレー半島先端のごく小さな貧しい島を世界有
数の富裕国にした見事な指導力を持つ政治家だった。
葬送の様子（CNA 画面を撮影 2015.3.29）
世界に名を残すアジアの巨人である。」と、最大限の人
ASEAN
の中の最富裕国・シンガポールの投資動向（上）
内には一泊S $1600もする超豪華私立病院もありますが、 物評価を記しています。
清水 正明（埼玉 #047）
庶民の病院ともいえる国立総合病院での治療と最期、
本年2月、日本アセアンセンターの「第2次 ASEAN
葬送にも豪華な霊柩車ではなく国旗で覆った棺がまる
経済・投資環境研究ミッション」のメンバーとして、
3 月 23 日のマスコミは一斉に、「シンガポール建国の父」と称賛されていた
リー・クアンユー（Lee Kuan Yew, 李光耀）元首相の死去を伝えました。来る
で駐車違反車を運ぶようにレッカーで引かれていく様
このシンガポールを訪問しました。中国やインドが
8 月 9 日の建国 50 周年の独立記念日を待たずして 91 歳で亡くなられたリー元
子は自らの生き方をその死に様（ざま）に表現してい
政治力、経済力を強化しつつある現在、シンガポー
首相について、朝日新聞は特に社説を掲げ「マレー半島先端のごく小さな貧し
る様に思えます。おそらくは自らの死を予感した時ま
ルはインドネシア、マレーシア、タイ、フィリピンと
い島を世界有数の富裕国にした見事な指導力を持つ政治家だった。世界に名を
残すアジアの巨人である。」と、最大限の人物評価を記しています。
でに遺言として残しておいたのでしょう。終活にさえ
共に ASEAN の中心的存在として、ASEAN の政治・経
29 日に行われた元首相の国葬には、26 の国・地域の首脳や代表を含む約 2200
立派な親父さんだったと言えます。
済的地位の向上を目指し、既に締結されている AFTA
人の人が集まり、我が国からは安部総理が参列されました。
1923年9月16日シンガポールの庶民の家に生まれ（家
（ASEANASEAN
自由貿易協定）をさらに進化させ高度化した
本年 2 月、日本アセアンセンターの「第２次
経済・投資環境研究ミ
ッション」のメンバーとして、このシンガポールを訪問しました。中国やイン
業はホーカーと言われる）、イギリス統治下で教育を受 「ASEAN 経 済 共 同 体 ＝ ASEAN Economic Community：
ドが政治力、経済力を強化しつつある現在、シンガポールはインドネシア、マ
けケンブリッジ大学で首席卒業。弁護士して祖国に戻
AEC」を、2015年末に発足させようとしています。
レーシア、タイ、フィリピンと共に ASEAN の中心的存在として、ASEAN の
り社会問題にかかわる中で人民行動党を結成。1959年
特にシンガポールは経済的最前進国として際立った
政治・経済的地位の向上を目指し、既に締結されている
AFTA（ASEAN 自由貿
自治領となったシンガポール州知事として活動を開始。
存在となっており、シンガポールの対外投資方針につ
易協定）をさらに進化させ高度化した「ASEAN
経済共同体＝ASEAN Economic
Community：AEC」を、2015 年末に発足させようとしています。
1963年には独立したマレーシア連邦の一員となるが、
いて考察を試みました。
特にシンガポールは経済的最前進国として際立った存在となっており、シン
人種、宗教、言語による差別を一切行わないという方
現在のシンガポール共和国（Republic of Singapore ＝
ガポールの対外投資方針について考察を試みました。
針が中央のブミプトラ政策と相いれず1965年に独立さ
英語、Republik
Singapura ＝マレー語、新加坡共和国＝
現在のシンガポール共和国（Republic
of Singapore＝英語、Republik
せられる状況となりました。
中国語、  
＝タミル語）の起源は、
Singapura＝マレー語、新加坡共和国＝中国語、
 ＝タ
ミル語）の起源は、1819
年にジョホール王国から許可を得て、英国東インド会
以降これまで丁度半世紀50年に亘る発展の軌跡は皆
1819年にジョホール王国から許可を得て、英国東イン
社のトーマス・ラッフルズより設立された小規模な交易所・海港とされていま
さんが良くご存じのとおりです。資源、人、金、土地
ド会社のトーマス・ラッフルズにより設立された小規
す。当時、シンガポールを含むこの地域一帯は、オランダに完全支配されてお
などの資源も無く中継貿易で辛うじて生きた第三ワー
模な交易所・海港とされています。当時、シンガポー
り、大英帝国といえども踏み入ることのできない独占的な地域でした。
ルド国（当時一人当たりの国民所得
U$ 550）が、世界
「しかし、東インド会社の平社員であった
19 歳の若いラッフルズは、自ら提
ルを含むこの地域一帯は、オランダに完全支配されて
案したシンガポール開拓案への回答が本国から到着する前に独断で交易所・港
トップグループの富裕国（2013年 U$ 54 , 000）に上りつ
おり、大英帝国といえども踏み入ることのできない独
湾設置に着手してしまい、地政学的な優位性に加えて、安価な交易・港湾手数
めるサクセスストーリーは、李光耀という人物をその
占的な地域でした。
料をセールスポイントとして、短年月の間にシンガポールを東南アジアの商業
時代にこの国が得た偶然と切り離しては考えられない
「しかし、東インド会社の平社員であった19歳の若
的中心地と仕立て上げた。」との逸話があります。しかし、2‐3
か月を経て到着
したラッフルズ宛の本国からの回答は「開発に及ばず」とのものであったとの
とする事は万人が認めるところでしょう。
いラッフルズは、自ら提案したシンガポール開拓案へ
ことです。これは、当時の一介の猛烈サラリーマンの成功物語として語られて
一方では目的を達する為には政敵を破産に追い込む
の回答が本国から到着する前に独断で交易所・港湾設
いますが、真偽の程は定かではありません。
などの強権的なやり方や、文化芸術の育成が疎かであっ
置に着手してしまい、地政学的な優位性に加えて、安
現在のシンガポールは、ASEAN 諸国中のみならず世界の中でも有数な富裕国
であり、世界第 4 位の金融センター、世界第
2 位の最繁忙な海港の地位を得て
たなどの批判もあるでしょう。また余りに見事な成功
価な交易・港湾手数料をセールスポイントとして、短
います。富裕さを示す 2014 年の国民 1 人当たりの名目 GDP は、US$55,182（世
は隣国マレーシアとの感情的な相克を生んだ事もあり
年月の間にシンガポールを東南アジアの商業的中心地
界第 8 位）です。第 1 位は、ルクセンブルグの US$112,472 であり、因みに日
ました。
と仕立て上げた。」との逸話があります。しかし、2 - 3
本は、US$38,468：24 位、GNP では我が国を凌駕する中国は、US$6,959：83
位となっています。（2014 年 IMF、World
Economic Outlook Database より）
いくつかのマイナス点も勘案しても、死に面した人
か月を経て到着したラッフルズ宛の本国からの回答は
このように、国家経営で比類にない経済的成功を収めているシンガポール政
生の卒業成績表をつけるとすれば政治家として A*** の 「開発に及ばず」とのものであったとのことです。これ
府が、更なる発展のための政策を知るために、ミッション・メンバーはいくつ
大成功を収めた歴史上の偉人であった事に誰もが異存
は、当時の一介の猛烈サラリーマンの成功物語として
かのシンガポール政府機関や政府系企業を訪問し、詳細な説明と現場見学の提
はないかと思います。
語られていますが、真偽の程は定かではありません。
注）李光耀の自伝「リークアンユー」は、昨年シンガポー
現在のシンガポールは、ASEAN 諸国中のみならず
1
ル俳優アドリアン・パンを主演に映画化中で今年公開
世界の中でも有数な富裕国であり、世界第4位の金融
される見通しです。
セ ン タ ー、 世 界 第2位 の 最 繁 忙 な 海 港 の 地 位 を 得 て
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い ま す。 富 裕 さ を 示 す2014年 の 国 民1人 当 た り の 名
目 GDP は US$ 55 , 182（世界第8位）です。因みに日本
は US$ 38 , 468（24 位）です。（2014 年 IMF、World
Economic Outlook Database より）
このように国家経営で比類にない経済的成功を収め
ているシンガポール政府の更なる発展のための政策を
知るために、ミッション・メンバーはいくつかのシン
ガポール政府機関や政府系企業を訪問し、詳細な説明
と現場見学の提供を受けました。その1つは、政府部局
である新加坡国際企業発展局（International Enterprise
Singapore）であり、担当者の Sean ONG Soon Leng 氏
（東大経済学部大学院卒）は、我々メンバーへ論理整然
と同局の方針を解説されました。それによると、同局
はシンガポールへの投資促進事業に加えて、シンガポー
ル企業の海外投資支援に全面的に注力しており、日本
に関わるものとして、次のような具体的方針の説明が
ありました。
1．老人ホーム運営ノウハウの導入と、マレーシアで
の施設運用
2．再生可能エネルギーの生産事業への積極的投資
3．物流倉庫の設置とその運営実務
4．温泉や降雪地での観光ビジネスへの参入
さらに、シンガポールと日本企業との協力で、イン
ドでの水処理施設やミャンマーでの空港新築のプロ
ジェクトがスタートしており、新加坡国際企業発展局
が、共働体制作りに携わったとのことでした。
これらは、公開できる一連の投資計画や実績であり、
このほかに多数の試案があることは、容易に推測でき
ました。

の港湾とは比較できない巨大なものであり、見学者は
皆驚愕し、我を忘れるような状況でした。これについ
ては、次号で説明することにします。

「木材産業シンポジウム」を聴講して
～国産材を活用した新ビジネス創出を目指して～
片本

善清（奈良

＃422）

去る2月6日大阪商工会議所にて標題のシンポジウム
が開催され、個人的な興味を持って聴講しました。以
下に要約を記します。

基調講演（1）：准教授 井上雅文氏
東大アジア生物資源環境研究センター
前回の東京オリンピック開催時は新幹線や高速道路
などインフラ整備が大幅伸長したが、木材に関して日
本は全面積の67％が森林地帯であるも、木材界はその
1964年に林業基本法が制定され、輸入木材が全面的に
自由化され、そのあと国内林業は暗黒の時代を迎える
こととなった。当時と現在を比較すると、人口は1 . 3倍
（2008年ピーク）、GDP 5倍となっているも（当時は2桁
台の成長だった）その後の石油危機、円高、バブル崩
壊などで、現在は安定成長期と言える。一方、肝心の
新設住宅着工数は、1973年の191万戸と最高の記録だっ
たが、その後2009年79万戸、それ以後多少増加したが、
2013年98万戸となっている。一方マンションなどの高
層建築が増加して、木造建築は年々減少40～50 % の占
有率となっている。先行きは、矢張り暗い見通しである。
木材需要は、時代の推移とともに減少してきている。
実例として、1973年が最高で1億2千万 m 3 、1987が1億
m3 程度、2009年は6300万 m 3 となっている。片や輸入
が増えて国内木材は過去最低の2002年占有率18％にま
で下がった。結論として2020年オリンピックを目標に、
現在停滞状態の林業界として、50～60年間で成長済み
の原木やその製材の販売、それらの輸出も含めた販促
と同時に、木造構造物の利用拡大化、そして新用途の
ナノセルローズの開発など新分野への推進を目指さね
ばならない。

基調講演（2）：林野庁次長

マーライオンとビジネス街高層ビル

今回の訪問に対応された Leng 氏の説明の全ては、理
論整然としたものであり、極めて優れたエコノミスト
を思わせました。彼は間違いなく、シンガポール政府
の今後の経済政策のかじ取りをする「優秀で汚職に無縁
なエリートの一員」であることを立証しておりました。
次いで港湾運営では世界で最大な会社の1つといわれ
る P 社の本社を訪問しました。その港湾規模は我が国

沖修司氏

木材産業は成長しつつあるとして積極的な発言をさ
れ、国内原木の消化と付随して新しい苗木の植つけを
並行させ、需要拡大と雇用創出と地方創生を披露され
た。これは監督庁として当然ながら、さほど簡単なこ
とではないと見受けられた。平成20年と現在との推移
の 実 例 と し て、 国 産 材 供 給 量： Ｈ20 / 1873万 m 3 、 Ｈ
26 / 2112万 m 3 （112 %）、林業従事者：間伐材（1人・1
日 当 た り ）H 20 / 3 . 45 m 3 、H 26 / 3 . 85 m 3 （112 %）、 国
内 材 使 用 率： 製 材 H 20 / 63 %、H 26 / 70 %、 自 給 率：
H 20 / 24 %、H 26 / 29 % と徐々に成長している。
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（＊間伐材とは、杉や檜など主体にある程度の生育面積
を保つため木々の間引きして50～60年で成長済みの原
木となるそのものの総称。）

パネルディスカッション：
井上氏の司会で先述の沖次長、大阪府副知事・小河氏、
KK 紅中・中村会長、KK 和紙の布・阿部社長らによる
自由討論が行われた。
① 大阪府の森林占有は31 % と小さいが、奈良及び三重
の両県は70 % と森林多い。しかしながら間伐材の消
費消化が良くない？ なぜ？ ＊最近中国や韓国台湾向
けに輸出が急伸長しているらしい。九州宮崎などの
地場産が多いと見られる．現に鹿児島の志布志港な
ど、木材輸出で多忙らしい（韓国・台湾・中国向け）
。
② 繊維を生産している阿部社長は自分が本日着用して
いる背広が木材でできていると紹介され、泉州で数
軒の工場が生産しているがまだまだ将来の未知数と
言える？ 昔は泉州タオルで有名な地域で当時20余社
あったが、現在は6社しか残っていない。繊維産業
は落ち込んだ。
③ 木材専門商社の紅中さんは、弊社は多忙だが全体的
には、木材業界、特に国産原材、特に間伐材は動き
極めて緩慢と言える。
小職の感想として、半世紀前なら数10本の杉やヒノ
キを売れば、娘の嫁入り道具一式揃うと言われた時代
はもう再現できないのではないか？ 農業以上に森林業
の老齢化と人手不足はそんなに容易には回復できない
と思考する次第でした。

東京メトロ銀座線・
箸が転がってもおかしいおばさん達
芳賀

淳（兵庫

＃562）

始発駅浅草で席を確保し、いつしか私は眠りについ
ていました。しかし、そんな私の眠りは銀座駅で破ら
れました。
「この前ねぇ、私またしでかしちゃったのよー」
「どうしたのぉ？」
おばさん2人衆が私の前に立ち、世間話を始めたので
す。声は前の席で眠る人の睡眠を破るに十分な音量で
した。私の目の前にはおばさん達のへそがあります（し
かし、おばさん達のへそを見ていたわけではありませ
ん。念のため申し添えます）。
「それがね、テニスに行ったのよー。そしたらねぇ、
何かいつもより動きにくいなあって思ったの」
「どうしたの？」
「私ったら、ズボンの前と後ろを逆に穿いてたのよぉ。
家出る時から動きにくいわぁって思ってたの」
「けっけっけっけっけっ（笑い声）」

「球を追うのに脚が上がらないのよー。あら、運動不
足かしらって思ったわ」
「けっけっけっけっけっ」
「ゴムを何度縛っても変なのよー。でもお尻の方はぶ
かぶかしてるのよー」
「けっけっけっけっけっ」
「太ったにしては変な太り方だなぁって思ったの」
「けっけっけっけっけっ」
「いつもはポケットに球が3つ入るのに今日は2つしか
入らないのよー。おかしいわねーって思ったのー」
「けっけっけっけっけっ」
私を含め周囲の者は2人の会話に聞き入っています。
厳密には1人の説明と1人の笑い声でしたが。聞きたく
ないという者の耳にもおばさん達の声は届いています。
銀座線は新橋を過ぎ虎ノ門も発車しました。
「テニスが終わってトイレに行ったの。そしたらやだ
わー、前後ろ逆に穿いてたのよー」
「けっけっけっけっけっ」
「もうやんなっちゃうわよー。かっこ悪いわー」
「けっけっけっけっけっ」
「これじゃあ、この前鍋焼きうどんを急いで食べて口
を火傷した＊＊＊さんのこと笑えないわー」
「けっけっけっけっけっ」
このおばさんの友人には鍋焼きうどんを急いで食べ
る人がいるようです。この人にしてこの友あり。
その時銀座線は赤坂見附の駅に着き、向かい側の席
が空きました。おばさん達はそこに座りました。多く
の客が乗ってきて、私とおばさん達の間に立ちました。
あ、前後ろずぼんおばさんの話が聞こえません。悲しい。
「けっけっけっけっけっ」
「けっけっけっけっけっ」
相棒のおばさんの笑い声だけが耳に入ります。どん
な話題でしょう？更にテニスの話が続いているので
しょうか？新たな豪傑友人の話が登場しているので
しょうか？悔しい。私は精神を集中しておばさん達の
会話傍受を試みました。しかし徒労に終わりました。
But in vain。
銀座線は終点渋谷駅に着きました。おばさん達もそ
こまで乗っていました。わたしはおばさん達の会話が
聞こえる程度の距離で背後から歩きました（ストー
カー？）。しかし、おもろい話は終わっていました。お
ばさん達の足元に箸を転がしたらもしや・・・という
淡い期待はありましたが、それ以上実力行使するとた
だの変態ゆえここで退散しました。
日本一古い1927年12月末操業開始の銀座線。今日も
こうして歴史がつくられて行くのです。
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AIBA 事業活動
担当理事

服部

浩一

＜鳥取県東南アジアビューロー業務を継続受託＞
AIBA は、柴田会員・千田会員がタイのパートナーと
共同でバンコクに設立した現地法人と提携し、2013年
10月より「鳥取県東南アジアビューロー設置運営業務」
を受託しております。
2016年度の業務については、本年1月に入札の告示
がありました。競合入札となったため、AIBA から渡辺
理事長と柴田会員が3月9日に鳥取県東南アジアビュー
ロー県庁に出向きプレゼンテーションを行いました。
バンコク事務所の川南義久マネージャー、坪井さん
をはじめとするスタッフの皆様の八面六臂の活躍と、
きめ細かい対応が高く評価され、このたび無事に継続
受託が決定となりました。この場を借りて、バンコク
事務所の皆様方に厚く感謝申し上げます。合わせて、
今後の更なるご活躍を期待申し上げる次第です。
＜ JETRO 輸出有望案件発掘支援専門家公募＞
本年4月の業務開始を前提に、JETRO では機械・環
境エネルギー分野、生活文化産業分野、農林水産品・
食品分野で、輸出有望案件発掘支援専門家の公募があ
り、AIBA からは延べ21名が応募しました。
この内、機械・環境エネルギー分野で5名の専門家
が採択されました。今後のご活躍を期待する次第です。
残念ながら生活文化産業分野、農林水産品・食品分野
では AIBA からの採択がありませんでした。
＜ JETRO Q&A 記事更新業務完了＞
JETRO から受託していた国内法令 Q&A 記事更新（53
件）と、各国・地域の貿易投資制度等に関する Q&A 記
事更新（109件）は、多数の会員のご協力により3月12
日に無事、すべての納品作業を完了いたしました。
参加会員数：国内法令 Q&A 11名、各国・地域の貿易投
資制度 Q&A 16名

AIBA会員総会
下記の通り開催します。ご予定ください。

－記－
日時：平成27年6月20日（土）
午後2時〜5時
会場：東京YWCA会館217号室

2015年1月から3月の期間に AIBA－NET で交わされた
貿易実務に関する情報、質疑などの主なテーマを抽出
しました。詳細については、AIBA－NET でのやりとり
を参照ください。
1月
消費税の輸出免税
洗剤の輸入
3月
インバウンド・ツーリズム
機械据付けや技術指導に関わる源泉徴収税制
トルコ国内への物品輸入に掛かる課税
米国向輸出における L/C 取引の留意点
インコタームズ上の危険の移転について

北日本支部
1月31日（土）
1月支部3役会
出 席：畠山支部長、阿部（一哉）副支部長、
横山会計担当
内 容：
・支部会計報告、内容の確認等
・2月25日の北日本支部主催のセミナー状況等の報告
・北日本支部総会の日程打合せ
・2015年の試験対策セミナー
・北日本支部のゴム印作成の件
・今後の支部活動（勉強会）について
・情報交換
2月25日（水）
2月セミナー
テ ー マ：「安全保障貿易管理＆最近の通関事情」
講
師：「安全保障貿易管理」永野靖夫 会員（＃068）
「最近の通関事情」畠山茂雄 会員（＃372 )
来賓挨拶：JETRO 福島所長 重岡純様
協
力：JETRO 福島 国際ビジネスアドバイザー 菅沼
光城様（会員 ＃619 )
会
場：福島県郡山市「福島県産業振興センター産
業交流館（ビッグパレットふくしま）」
受 講 者：7名
当セミナーの件は地元新聞社「福島民友」の翌日の朝
刊に記事掲載されました。
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首都圏地区

関西支部

2月21日（土）
2月度首都圏勉強会
講 師：税理士 小堀明美様
（東京税理士会麹町支部所属
柴田・千田国際税務・会計事務所）
テーマ：「相続税法大改正について」相続税の対象は中
間層へ・もう他人ごとではなくなる！
概 要：平成27年1月施行の相続税改正により基礎控除
額（非課税額）が40％減、無税ゾーンも40％
縮小となった今、「相続税は資産家の悩み」と
いう常識は過去のものとなりました。特に高
齢者比率の高い AIBA 会員にとって関心度の
高いテーマを、税の専門家により、相続対策
の成功例や失敗例、相続についての誤解など
事例を使って分かり易く解説していただいた。
円満な相続のために改正に備えて知っておき
たい相続の基本と、遺産分割対策・納税資金
対策・節税対策などの活用法を丁寧に解説し
て頂いた。
場 所：中央区豊海区民館
参加者：33名

1月10日（土）
1月度定例会
場
所：近畿大学経営学部内
参 加 者：定例会55名（会員29名、外部講師・近大学

首都圏勉強会の様子

東海支部
3月7日（土）
3月例会
講
演：「貿易相談から見えてくるもの」
講
師：平林厚美 会員（＃312）
会員講義：「今年の外為相場」
講
師：河合 主 会員（＃229）
林 欣吾 会員（＃532）
山下 修 会員（＃645）
開催場所：名古屋国際センター会議室
参 加 者：15名

生26名）
司
会：古城副支部長
内
容：
・報告（細井副支部長）：役員理事会報告（12 / 20 )、
AIBA アドバイザー試験、1次試験結果、2次試験要
領報告、AIBA 東京本部移転、関西支部11月定例会、
名古屋港特別見学会
・事務局連絡事項（益倉書記）
・アジア中国研究会紹介（山岡会員）
・来賓あいさつ（寺尾会員）
・外為講座（神屋会員）
・講習会「アジアビジネスにおける企業法務」
講 師：弁護士 江口拓哉氏（中国・アジアにおける
企業法務における代表的渉外弁護士として
活躍中 )
終了後、学生さんも交え、有志による懇親会を開催（参
加者41名）。
講習会は大阪ベースに海外向企業法務の代表的な弁
護士として活躍されている江口氏の貴重なお話であり、
質疑応答も活発に行われました。又、近大学生さんの
参加もあり50名を超える盛会となりました。会場を提
供いただいた勝田会員、および近畿大学関係者にお礼
を申し上げます。
3月28日（土）
3月度定例会
場
所：大阪産創館地下「大阪企業家ミュージアム」
参 加 者：定例会33名（会員25名、外部講師・会員知人・
学生8名）
司
会：古城副支部長
内
容：
・報告（太田支部長）：AIBA 14年試験結果、15年試験
日程、事業案件状況等
・報告（細井副支部長）：関西支部新入会員、他支部
来賓紹介
・報告（芳賀会員）
：インバウンド取組み、ML立ち上げ
・外為講座（神屋会員）
・講習会「大阪企業家ミュージアム」
：講演と視察、館
内視察2班にて、関西のユニークな中小・中堅企業
の紹介コーナーあり
・講演「関西の創業者について」
講師：同ミュージアム 興津（おきつ）事務局長
内容：江崎利一氏、安藤百福氏、早川徳次氏等の紹介
質疑応答：
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・特別セミナー（益倉書記）
「海外出張の達人」：世界
一周航空チケットの活用（基礎編）
終了後、有志による懇親会を開催（参加者19名）。

講習会は関西で起業された有名企業の創業者と歴史
を紹介する全国でも稀なミュージアムで開催し、その
人物と偉業に会員一同感銘を受けました。又、就職活
動中の学生さんの参加もあり、企業研究の参考になっ
たと考えます。

ここでは AIBA-NET 上で交わされた貿易実務に関する
テーマと回答者を選んで、その回答者に内容をまとめ
ていただいております。

相
談

米国向輸出における L/C 取引の留意点

回答者：矢野

孝尚（神奈川 # 733）

米国オクラホマ州への初めての輸出で L/C 取引を申し入れた処、輸入者が提示してきた発行銀行の
候補は地銀で、日本の大手銀行からはコルレス契約が無いと指摘され仲介する銀行を探してもらって
います。輸入者は当該銀行より60日のバンクユーザンスを受ける予定で、L/C 発行費用・ユーザンス
金利は当方で負担する予定です。米国向輸出では L/C 取引が難しい場合があると伺っており留意点を
教えて下さい。

1．コルレスの無い発行銀行による L/C 取引
L/C 取引を行う際、発行銀行が日本の取引銀行とコルレスがあるか事前に確認する必要がありま
す。コルレスが無い場合は仲介する銀行を経由して行われますが、銀行間の手続きは通常より時間
がかかり、輸出手形の買取を希望する場合は取引銀行で枠の設定が必要となることもあります。
また、米国特に中部ではドキュメンタリーの L/C は一般的でなく、一般に発行するのは全国展開
する大手銀行や外銀が殆どです。よって、ご照会の地銀が L/C を発行するかは不明で、邦銀大手と
コルレスが無いことからすれば発行実績も殆ど無いと想定されます。また L/C が発行されても実務
面で不安があり、従って L/C を利用するのであれば、同業務に精通する銀行による発行を交渉され
た方が良いと思います。
2．スタンドバイ L/C の利用
一方で、輸入者は当該地銀よりバンクユーザンスを受ける予定なので、発行銀行の変更は難しい
かもしれません。その場合は、同地銀にてドキュメンタリー L/C ではなく、スタンドバイ L/C の発
行を提案するのが有効と考えられます。一般に米国の地銀クラスで通常のL/Cを扱っていなくとも、
スタンドバイ L/C なら扱うのが一般的です。むしろこのような銀行では「L/C」と言えばスタンド
バイ L/C を意味することも多いと言えます。
輸出取引でスタンドバイ L/C 利用する場合の留意点は種々ありますが、ご質問の事案ではコルレ
ス契約が無いので特に以下の点に留意して下さい。
① スタンドバイ L/C 発行の際、取引銀行に真正な L/C であることを仲介銀行経由で確認してもらっ
て下さい。
② 輸出代金の不払が発生した際は発行銀行に資金請求を行うことになりますので、コルレスが無く
ても実際にどのように行うか取引銀行に予め確認しておいて下さい。
③ スタンドバイ L/C の有効期限は、輸出代金の決済予定日に対し余裕をみて設定されますが、②の
手続きが通常より長くかかる可能性があり L/C の有効期間はより長めに設定して下さい。
3．スタンドバイ L/C におけるシッパーズユーザンスの可能性
スタンドバイ L/C であっても、ユーザンス付手形による取立を組み合わせれば、輸入地における
バンクユーザンスの代替を提案することも可能です。コストは輸出者負担でご検討中とのことです
ので、コストを比較の上、検討されては如何でしょうか。
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回
答

2015年1月から3月の当協会会員による貿易アドバイ
ザー活動についての報告をまとめたリストです。公表
を避けて未報告の活動案件も多数あると推定されます
ので、本リストでは活動全般を網羅していないことを
あらかじめお断りします。

永野 靖夫（東京 ＃068）
2 / 25
AIBA 北日本支部主催
安全保障貿易管理セミナー
場 所：ビッグパレット（郡山）
伊東 仁一（東京 ＃223）
2/3
国際フレイトフォワーダーズ協会主催
行事名：国際複合輸送士資格認定講座（大阪開催）
テーマ：フレイトフォワーダーとその役割及び FCR
の利用
場 所：大阪科学技術センター
木村 徹（東京 ＃347）
2 / 14
C 社主催
行事名：貿易実務検定試験・試験対策講座
テーマ：貿易実務検定試験対策
概 略：B/L、保険、通関、クレーム、保険求償
場 所：C 社本社
2 / 19
日本経営協会主催
テーマ：いますぐ現場で役立つ！物流コスト削減
概 略：物流ネットワーク、物流センター、物流料
金体系、物流品質、他
場 所：日本経営協会東京本部
弓場 俊也（大阪 ＃415）
1 / 22～2 / 5（3回）
大阪府工業協会主催
貿易実務講座基礎知識コース
「インコタームズ2010」その他
場 所：本町研修室
1 / 7～3 / 27（10回）
大阪国際経済振興センター（IBPC）主催
「ビジネス英語セミナー2015」
場 所：大阪産業創造館
2 / 19～3 / 5（3回）

大阪府工業協会主催
貿易実務講座実践応用コース
「国際売買契約」その他
場 所：本町研修室
3/7
関西グローバルビジネス研究会（GBAK）主催
「グローバル時代のビジネス英語」
場 所：大阪府立大学なんばサテライト
3 / 24
阪南大学経済学部主催
「国際ビジネスにおける異文化理解」
場 所：阪南大学あべのハルカスキャンパス
3 / 28
国際ビジネスコミュニケーション学会（JBCA）主催
「One View on the Current Globalization of Business
English」
場 所：同志社大学今出川校地扶桑館
芳賀 淳（兵庫 ＃562）
2 / 18
JICA 関西主催
貿易・投資促進のためのキャパシティ・ディベロップ
メント研修（B）
「Government Sector’
s Role on Trade Activities」
場 所：JICA 関西（神戸市）

門

元則（京都 ＃321）
1 / 8、1 / 16
R 社主催
行事名：「地域中小企業のシニア人材確保・定着支援
事業」
シニア人材アドバイザー業務の委嘱、全5回
中4回および5回
テーマ：海外展開について
概 略：貿易が初体験なので、ジェトロ貿易ハンド
ブック2014年版を教材に貿易実務の基礎か
ら一通り入念に教える
場 所：兵庫県芦屋市内

中村 陽一（兵庫 ＃364）
2/5
ジェトロ神戸主催
ジェトロ日本酒・酒類 輸出商談会 In Himeji
場 所：キャッスル グラン ヴィリオ ホテル（姫路市）
弓場 俊也（大阪 ＃415）
3/3
高岡市・ジェトロ富山主催
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貿易相談会「欧州向け雑貨輸出」
場 所：高岡市役所

会員へのお知らせ

山下 修 （静岡 ＃645）
3 / 18
ジェトロ静岡主催
貿易相談会「信用金庫の貿易相談（食品・農作物等
の輸出相談）」
場 所：静岡市産学交流センター

◇ AIBA 本部役員募集
本年は6月総会にて AIBA 理事・監事全員の改選が行
われます。4月2日 AIBA メーリングリストにて AIBA 会
員全員に向けて渡辺理事長より AIBA 本部役員募集の詳
細が発表されました。AIBA は近年事業が拡張中で役員
も大変忙しくなってきております。ご希望の方々は是
非応募お願い致します。

◇ AIBA 定時会員総会開催
木村 徹（東京 ＃347）
1月
日本関税協会発行
貿易と関税2015年1月号
ロジスティクス講座
概 略：①物流料金体系、②海上運送書類（B/L）に
関する手続き簡素化に向けた調査研究報告書2回
ロジスティクス・トレンド発行
ロジスティクス・トレンド2015年1月号
テーマ：物流 HACKS
概 略：パナマ運河100年
2月
日本関税協会発行
貿易と関税2015年2月号
ロジスティクス講座
概 略：①物流コストの分類と比較、②海上運送書
類（B/L）に関する手続き簡素化に向けた調査研究報
告書3回
ロジスティクス・トレンド発行
ロジスティクス・トレンド2015年2月号
テーマ：物流 HACKS
概 略：TIR 条約
3月
日本関税協会発行
貿易と関税2015年3月号
ロジスティクス講座
概 略：① 標 準 倉 庫 約 款 と 物 流 保 険 、② 空 港 P F I
ロジスティクス・トレンド発行
ロジスティクス・トレンド2015年3月号
テーマ：物流 HACKS
概 略：SWB とサレンダー

2015年6月20日土曜日午後2時より午後5時まで AIBA
本部事務所が入居している東京 YWCA 会館2階217号室
にて開催予定です。本年は役員改選の総会となります。
多数の AIBA 会員皆様のご出席をお待ち致しておりま
す。総会の後、午後5時30分より懇親会も予定してお
ります。懇親会も皆様そろってご出席下さい。

第125回 AIBA 理事会
日
時：2015年2月7日（土） 午後2時開会
場
所：AIBA 本部事務所
出席理事：渡辺肇幸、大河内竹雄、井上隆彦、菊池祐二、
高梨義紀、山本千誉、芝田政之、熊木信義、
熊本一夫、岩田静生、清水晃
欠席理事：服部浩一、池田一広、富田慶久
（出席理事11名、欠席理事3名（委任状提出
2名）にて、定足数を充足）
出席監事：鈴木忠幸、欠席監事：伊東仁一
議
事：
（1）今期決算予想：
12月末現在の月次決算実績及び期末予想が報告
された。収益的にも順調なので、引っ越し関連
費用は今期中に経費として処理決定。
（2）今期重要案件取組状況報告：
ジェトロ輸出有望案件発掘事業専門家の来期分
は一次面接終了。来期の新興国進出支援専門家
派遣事業は仕組みの変更が発表。AIBA がこれま
でのように間に入ることは非常に困難と見られ
ている。
B 大使館の輸出食品包装技術指導案件、F 大使館
の FOODEX JAPAN 2015出展支援、日本の市場調
査など担当理事より状況報告。人材派遣会社か
らの協力要請の検討。数か国に跨る海外税務調
査ほぼ完了。
鳥取県東南アジアビューロー案件は来年度（2015
年）も鳥取県は事業継続を内定の模様。AIBA は
入札済。
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（3）AIBA 認定貿易アドバイザー試験2014年度二次試
験は、15名（東京会場8、大阪3、名古屋1、広島
2、仙台1）合格。現在まで13名が AIBA 新入会員
となる。
（4）事務所移転の件：
業者が、サーバー、PC 4台、コピー複合機、キャ
ビネット3個、椅子・机・テーブルなど前もって
梱包箱づめ準備し、当日スムーズに進めてくれ、
2015年2月2日月曜日に無事移転完了。
（5）来期構想：
理事長よりの発言で、６月の AIBA 総会にて役員
の改選が行われるので、新たに役員に立候補希
望される方々を、現在の役員が積極的に探すこ
とが必要。重複しても構わないので、適切な方々
を見つけるよう努力してほしいと指示があった。
以上により本日の議事を終わり、理事長は閉会を
宣し、午後3時半閉会した。
平成27年2月7日
議事録署名人：理事 菊池祐二

広島、福岡、受験者目標120名、受験料10 , 000円、
試験事業 後援 ジェトロ、日本商工会議所、日本
商事仲裁協会、日本貿易会、ミプロ、協賛 ITIC、
実力養成ゼミ10月 東京会場3回 大阪会場2回 そ
の他会場 仙台、名古屋、広島 1回、受講者目標
200名、受講料9 , 000円
（4）総会日程、場所：
日時2015年6月20日土曜午後2時～午後5時、場
所 東京 YWCA 会館217室
（5）来期構想：
6月の AIBA 総会では役員の改選が行われるので、
新たに役員に立候補希望される方々を見つける
よう努力してほしいと前回に引き続き再度要請
があった。
以上により本日の議事を終わり、理事長は閉会を
宣し、午後5時閉会した。
平成27年3月21日
議事録署名人：理事 菊池祐二

第126回 AIBA 臨時理事会
日
時：2015年3月21日（土） 午後2時開会
場
所：AIBA 本部事務所
出席理事：渡辺肇幸、大河内竹雄、井上隆彦、菊池祐二、
高梨義紀、芝田政之、熊木信義、岩田静生、
服部浩一、池田一広、富田慶久、清水晃
欠席理事：山本千誉、熊本一夫
（出席理事12名、欠席理事2名（委任状提出
2名）にて、定足数を充足）
出席監事：鈴木忠幸、欠席監事：伊東仁一
議
事：
（1）今期決算予想の件：
井上専務理事より2月末現在の月次決算実績及び
期末予想が報告された。
（2）今期重要案件取組状況報告：
大河内副理事長及び関係理事より下記の件が報
告。
ジェトロ輸出有望案件発掘事業専門家の来期分
は結果通知待ち。新興国進出支援専門家派遣事
業の仕組み変更。
B 大使館の輸出食品包装技術指導案件、F 大使館
の FOODEX JAPAN 2015出展支援、日本の市場調
査など。人材派遣会社からの貿易実務試験への
AIBA の協力依頼につき検討。新規受託案件の海
外税務調査ほぼ完了。
鳥取県東南アジアビューロー案件は AIBA の入札
が最優秀応札者となり事業継続決定。
（3）AIBA 認定貿易アドバイザー試験2015年実施計画
は、1次 試 験11月28日 土 曜、2次 試 験2016年1月
下旬、試験場所 東京、札幌、仙台、名古屋、大阪、

〈編集後記〉
★桜が満開の中、編集作業も華やいだ気分になり
ました。新会員の加入で AIBA にも春が訪れまし
た。今年は14名です。入会おめでとうございます。
自己紹介にもありますように、経験と知見豊か
な方々です。
★ AIBA 本部事務所が移転しました。新事務所移転
の祝広告に多くの会員からの賛同をいただきま
してありがとうございます。新事務所のある神田
駿河台界隈は歴史豊かな街であるとともに、学
生の活力がみなぎる街です。是非訪問ください。
★ AIBA 事務所は東京 YWCA 会館という歴史ある建
物の中にあります。編集子は編集会議に出席の
ため新事務所を訪れました。エレベータにのっ
て事務所のある3 F のボタンを押そうとして4 F か
ら上のボタンしかないのに気が付き慌てて降り
ました。どうもオフィス棟に迷い込んだようで
す。その後、会館棟の入り口が見つからず迷子
になりました。
★今号は自己紹介に加え、会員からの投稿が盛ん
で頁も大幅増です。出来れば、もう少し幅広い
会員からの投稿があればと思っております。投
稿原稿では特定な企業名を伏せるようにご協力
お願いします。
★会員総会の日程が決まりました。今年は役員改
選 期 で す。 多 く の 会 員 の 出 席 が 期 待 で き そ う
です。
（TY）
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祝
貿易アドバイザー協会（AIBA）新事務所移転
貿易アドバイザー協会（AIBA） 会員
＃
＃
＃
＃
＃
＃
＃
＃
＃
＃
＃
＃

001
012
017
019
047
068
115
221
270
293
299
374

＃
＃
＃
＃
＃
＃
＃
＃
＃
＃
＃
＃

網谷 昭寛
井上 隆彦
大河内竹雄
岡田 有叶
清水 正明
永野 靖夫
渡辺 肇幸
石浦 淳三
寺尾 邦彦
清水
晃
福田
薫
橋本 浩一

379
386
422
476
495
508
613
699
703
707
725
731

鈴木
靖
吉田 忠志
片本 善清
高梨 義紀
高梨 和彦
柴田
篤
池田 一宏
矢部 信明
安達 正之
大森
豊
笹沼喜美男
原
奉宣
2015年4月
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事務所名を変更しました

( 旧称 : 柴田・千田国際税務・会計事務所 )

千田
（＃621）

柴田
（＃508）

関税・VAT と移転価格

備えあれば、憂いなし！
移転価格税制対策

● 文書化・評価申告・APA
● 事後調査・税務調査対策
! 千倉書房より好評発売中 !
●東京第 1 事務所 ● 所長：柴田 篤
お問い合わせ TEL：03 ー 3264 ー 5271 / E ー MAIL：info@japan ー jil.com

●東京第 2 事務所 ●

所 長 ：上 田

直人

お問い合わせ TEL：03 ー 3264 ー 4777 / E ー MAIL：info2@japan ー jil.com

● 大阪事務所 ● 所長：千田 昌明

TradeTax 国際税務・会計事務所
におまかせ下さい !

お問い合わせ TEL：06 ー 6350 ー 7100 / E ー MAIL：info@cita110.com
【関連会社】（ 物

流 ）株式会社 V-Serve Japan

東京本社 / 大阪支店

（ 合弁会社 ）VTT Nippon Co.,Ltd.（バンコク本社）日本人駐在員 : 川南義久 / 坪井三矢子 他タイ人弁護士等12名

2015 年 1 月
改正相続税法施行
（A4で約 85 頁、大凡 12万字）
現在講演のDVD とセットで好評販売中 !
詳しくは、協会ホームページにアクセス !!
安全保障に取り組むには最適です !!

我が家も相続税の対象に
入るのかしら ?

「輸出のすすめ方」
平成 23 年 6 月第 2 版出版
総代理店契約にも言及！

「輸入のすすめ方」
平成 21 年 4 月第 5 版出版

何でも準備です！
ある程度、時間をかけて準備しないと
うまくいきません！
お気軽に
ご相談下さい。

上記 2 冊は、ジェトロより出版

柴田
（＃508）

TradeTax 国際税務・会計事務所
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