
新年に思うこと
理事長　森　重道

 明けましておめでとうございます。2016年AIBAが大
型継続事業を受注して売り上げが一挙10倍に、利益も
大きく伸び、理事会に諮って会費を半分にすることが
承認されたところで目が覚めたものの、良い初夢を見
たなと良い気分でした。
 1年の計は元旦にあり。その元旦にこれから始まる1
年に何が起こるか、何をどのようにするか、そしてど
のようにして過ごすかなどに思いを巡らす。その大事
な元旦を良い気分で迎えることができただだけでも、
その1年は多幸があると思いたいものです。
 「笑う門には福来る」で、良く笑った後は気持ちが楽
になり体が軽く感じる。「明日は明日の風が吹く」で、
いやなことがあっても次の日の朝にはリセットする。

「塞翁が馬」で悪いことがあってもその後には良いこと
が待っている。「病は気から」で気が落ち込むと病気が
ちになる。気持ちをいつも前向きにすることによって
健康に過ごし、幸を呼び込む下地を作って行きたいと
思います。
 今年は十二支のうちの申年、十干は丙で干支として
は丙申となります。十干は樹木の成長に例えられ、「丙」
は形が明らかになってくる頃。一方、十二支も樹木に
例えられ「申」は「呻く」の意味で、この「呻く」は
果実が成長し固まっていく状態を表していると言われ
ています。60年前の丙申である1956年は日本が国際連
合に加盟した年で、「もはや戦後ではない」と経済白書
に書かれた年でもあり、日本の新しい形が出来てきた
年ともいえます。2016年の丙申はAIBAが組織としての
形が明確になってくる年でありたいものです。
 AIBAが発展する要素は大いにあります。いかにそれ

を取り込んでいくかが勝負となりそうです。AIBAの会
員は現在327名ですが、今年も新しい会員を迎え会員
数は増えると思います。会員になって良かったと思っ
てもらえる組織にすることがAIBA 運営の永久的基本と
言って過言ではありません。今年の良い初夢が、夢だ
けで終わらぬようにこの一年また皆様と一致団結して
大きなベクトルをつくって事業を推進して行きたいと
思います。AIBA運営に会員並びに理事、監事の皆様の
ご協力、ご理解を賜りたく本年もどうぞよろしくお願
いいたします。

AIBA本部事務所移転1周年
理事・事務局長　清水　晃

 AIBA本部事務所は2015年2月2日に神田駿河台YWCA 
会館3階301号室に移転しました。当事務所は明治大学、
日本大学病院、山の上ホテルより至近の距離にありま
す。交通の便も非常に良く、JR御茶ノ水駅、メトロ千
代田線新御茶ノ水駅、丸の内線御茶ノ水駅が徒歩4-5分
です。
 事務所スペースの半分は事務局等の執務用に、半分
は電子ボードを設置し12名で利用できる会議スペース
です。
 事務所は上記のような利便性があり、移転以来、より
活発に使用されています。先ずは、ジェトロ様や地方
自治体様などにご来訪頂き、AIBA 役員との各種打合せ
などにご利用頂いております。また、AIBAとのコラボ
などを希望される様々な企業様にもお越し頂いてAIBA
役員、会員との事業開拓などの会議が頻繁におこな 
われています。定期的な理事会、認定試験運営委員会、
AIBA だより編集会議、新入会員へのオリエンテーショ
ン、安全保障関係の勉強会などにも使用されています。
 さらに、YWCA会館内には、大小6室の会議室があり、
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2015年 AIBA総会及びそれに続く懇親会は一番大きな部
屋（200名収容可のカフマン・ホール）にて開催されま
した。
 移転以来、会員の各位にも事務所にお立ち寄り頂く
機会がかなり多くなっております。皆様も先にお電話

（03-3291 -2223）を一本入れて頂き、是非お立ち寄り下
さい。何か仕事のきっかけが見つかるかもしれません。

貿易アドバイザー試験：一次試験結果
試験運営委員会

  
 本年度の「AIBA認定貿易アドバイザー試験」一次試
験が、11月28日（土）に東京、大阪、名古屋、広島、福 
岡、仙台、札幌で実施されました。受験申込者数は昨
年度より1名増加の97名でした。
 一次試験採点の結果、29名が基準点を上回り合格さ
れました。29名の一次試験合格者は本年1月30日（土）
に東京と大阪で実施される二次試験（面接および小論
文）を受験していただき、その評価で最終合格者が決
定されます（東京は31日（日）も実施）。
 会場別の受験申込者および一次試験合格者の結果は
下記の通りです。

 受験申込者 一次試験合格者
東京会場 51名 18名
大阪会場  25名 7名
名古屋会場 10名 3名
広島会場 5名 1名
福岡会場 2名 0
仙台会場 3名 0
札幌会場 1名 0
合  計 97名 29名

 尚、試験に先立ち、9月下旬から10月上旬にかけて全
国各地で「実力養成セミナー」および「直前対策ゼミ」
を開催しました。受講者数は昨年度と同じ160名でした。
試験およびセミナー開催にご尽力いただきました会員
各位に感謝申し上げます。

自書の出版
黒岩　章（東京　＃491）

 「AIBAだより」の編集担当より、新刊紹介のお誘い
をいただきましたので、「AIBA だより」第63号（2012
年1月号）の続編として投稿させていただきます。
 2009年11月に2冊目の本「これならわかる貿易書類」
を脱稿し、週末の原稿書きから開放されてほっとして
いました。このころより、セミナー講師の依頼が来る
ようになり、初心者向け中心に講師活動を始めました。
そんな中、2011年春にAIBA認定試験の実力養成講座の
セミナー講師（運輸・通関分野）の依頼を受けました。
これは、初心者相手とは比較にならない高レベルの方
が対象なので大変です。
 まずは、テキストの執筆が必要です。割り当て分量
は約30頁ですが、一般書を超えた濃い内容が求められ
ます。本を書くときに集めた資料を引っ張り出して四
苦八苦し、原稿を8月の締め切りまでにまとめました。
 次の問題はセミナー本体で、持ち時間は約70分です。
こんな短時間で説明できるのだろうかと心配でしたが、
汗をかきながら務めました。
 そんなある日、編集者と新宿の居酒屋で飲んでいた
時のこと、「今までの2冊を合本して1冊に衣替えして
はどうか」と提案がありました。私の方も、合本なら
重複箇所を削る単純作業ですむだろうと思って賛成し、
2014年初より作業に入りました。
 まずは、2冊の原稿を機械的に合体させてみました 
が、入門者向けに書いた1冊目と、実務者向けに書類の
流れを中心に説明した2冊目のコンセプトが違うためバ
ランスが取れません。半年ほど試行錯誤を繰り返しま
したが、どうしてもちぐはぐ感は拭えません。そこで、
合本構想はギブアップして新たに書き直してみること
にしました。となると欲が出てきて、セミナーで説明
してきた「インコタームズ誤使用の注意点」といった
事柄が次々と頭に浮かび、原稿に反映させていきまし
た。すると、ちぐはぐ感はなくなり、内容も徐々にレ
ベルアップしてくることが実感できました。
 9月ごろ編集者に半分くらい書いた新原稿を渡して検
討してもらい、その結果、合本はやめて新しく実務者
向けの決定版「貿易実務完全バイブル」を出版する事
が決まりました。嬉しいことに既刊の入門塾シリーズ2
冊も初心者向けとして継続販売です。
 これが仕上げの1冊になるのだと思い、やりたかった
L/C、B/L、Invoice、ED、ID、C/P、IPなど多くの書
類間のデーター連結や、「なぜ貨物保険をかけるのか」
といった読者に伝えたいことを原稿に反映させて行き
ました。
 年末年始に集中作業を行って最終原稿を提出し、初
校のゲラ出3月6日、再校のゲラ出3月20日、発売日4月

一次試験（東京会場にて）
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22日のスケジュール
が決まりました。ゲ
ラとは試し刷りのこ
とで、かんき出版で
は2回出ます。各ゲラ
の 校 正 は 6日以 内 に
手書きで行って戻す
ルールなので、文章
や図版の追加挿入などの大きな変更はとてもやっかい 
です。
 予定通りゲラを受け取り、早速チェックしたところ、
ページが半分以上空いていたり、逆に文字がはみ出し
ていたりするページが多くあります。小見出し用のス
ペースや、表・図形の大きさに対する気配りが欠けて
いたことが原因でした。このままではだめなので、文
章の追加や削除、表や図形の挿入などで体裁を整えに
かかりました。自分で書いた文章とはいえ、300ページ
近い本を何度も読み返すのは疲れます。6日間の締切
りもきつくて時間が足りなくなり、休暇を取って校正
作業を行い、制限時間ぎりぎりで再校を戻したときは、
もう疲れ果てていました。
 編集者はそれから索引などの作業を終えて校了し、4
月中旬に見本を持ってきてくれました。前2冊とは違う
イメージの表紙でいい感じに仕上がっています。
 発売日に会社近くの書店に行くと、平置きにしてく
れているではないですか。早速、編集者に連絡を取り、
新宿で打ち上げを行いました。

オーストラリアの留学体験について思うこと
岩佐　夏子（愛知　＃676）

 私はオーストラリア産のはちみつ輸入販売をしてい
ますが、この仕事を始めたきっかけはオーストラリア
留学にあります。もう遠い昔の話ではありますが、私
の留学体験とそれについて最近感じていることを書き
ます。
 当時オーストラリアの大学は州立か国立のみで私立
の大学はなく、授業料は年間2,500豪ドル程度だったと
思います。私が留学する5年ほど前までは、なんと留学
生もオーストラリア人と同じく授業料は無料だったと
いうことですから、オーストラリアの懐の深さに驚い
たものです（今では授業料は随分高くなってしまいま
したが、それは留学生だけではなくオーストラリア人
の学生も同じです。） 留学生には、入学直前に大学側で
無料の短期英語コースが提供され、そこで講義の受け
方、ノートの取り方、論文の書き方などを教わりまし
た。また、入学後希望すれば留学生のために論文添削
指導も受けられ、これには本当に助けられました。教
育面での支援の他、当時は留学生も無料でメディケア
という国民健康保険のサービスを受けられるなど、留

学生を様々な面からサポートする体制が整っていまし
た。こんなに手厚くサポートしてもらえば、オースト
ラリアに留学した学生なら誰でも、大のオーストラリ
ア・ファンになるのは自然なことです。私が帰国後オー
ストラリア産のはちみつを輸入販売することになった
のも、お世話になった国に何らかの形で貢献できる仕
事をしたいと思ったことがその理由の一つです。
 オーストラリアの留学生の受け入れ実績は長く、経
験も豊富です。豪経済は、これまでの鉱物・エネルギー
資源など一次産品の輸出に頼った成長シナリオが限界
を迎えており、現在転換期にあります。今後は資源輸
出から製造業やサービス業などの育成に力を入れ、経
済の方向転換を図ろうとしています。サービス業の中
でも留学生を対象とした教育ビジネス産業はビッグビ
ジネスであり、今後益々有望な分野と期待されていま
す。留学生教育産業の規模は、少し古い数字ですが
2006/2007年度には117億ドルで、留学生の数は年々増
加。2007年の時点で英語圏内の留学先では世界第3位、
190ヵ国から455 ,000人がオーストラリアの教育機関で
学びました（※）。1,200校を超える大学や専門学校、
その他の教育機関などが26,000に及ぶコースを提供し
ており、オーストラリア大使館とタイアップして、日
本にも大学側が留学生の勧誘に来るなど、留学生受け
入れのための積極的な活動を行なっています（※）。
 オーストラリアは、地理的にも人口構成の上でも、
現在では「アジアの一員」という自覚が増し、アジア
の国々との経済的な結びつきが益々強くなっています。
オーストラリアへの留学生の出身国の内75％はアジア
の国々です。オーストラリアで学んだアジアの学生た
ちが、オーストラリアの今後の経済発展に大きく寄与
することは間違いありません。留学生の受け入れは、
ビジネスとして魅力的であるだけではなく、将来の親
豪家を生み、世界の優秀な人たちを呼び込むという利
点もあります。人口の減少に悩む日本の解決策の一つ
として、移民受け入れには賛否両論あるようですが、
まずは留学生の受け入れにもっと力を入れるという所
から始めてみるのも一案かと感じます。その際に、きっ

セミナー講師を務める筆者近影

当時住んでいたヴィクトリア州ポートメルボルン
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と経験豊富なオーストラリアから学べることがたくさ
んあることでしょう。

（※データ出典：オーストラリア政府・オーストラリア
大使館ウェブサイト）

マレーシアは2020年に「高所得国」 
になる事が出来るか

小林　公典（マレーシア　＃234）
  

 2013年に10年間滞在したメルボルンから住まいをク
アラルンプール郊外に移して早くも3年近くになりま
す。同じ英連邦に属しますが、既に経済的な発展を遂
げたオーストラリアとは違って、マレーシアは未だ発
展途上の国です。黒川紀章氏が設計して、1998年に開
港したクアラルンプールの国際空港を出て、市内中心
地まで車で約1時間、市街地に近づくにつれ至る所にコ
ンドミニアム、ショッピングセンター、道路、鉄道な
どの工事現場が目に入ります。日本の高度成長の頃の
風景を思い起こします。
 近年の経済的な高度成長に伴い、消費水準も向上し
ました。林立する高層コンドミニアムや大型ショッピ
ングセンターを見ると、この国の成長振りを実感させ
られます。人気の日本レストランは決して安くありま
せんが、現地の人たちで溢れて予約が取りにくい所も
あります。週末の大型ショッピングセンターは買い物
客であふれおり、都市部においては特にそうですが、
人々の消費水準が上がっている事が見て取れます。
 調査会社のニールセンによると、マレーシアのマイ
カー普及率は93%と世界第3位で、3人弱に1台を保有し
ている事になります。当地で最も売れている乗用車は
現地資本とダイハツの合弁会社のプロドゥア社が製造
販売している「マイビー」で、1300㏄クラスの車は120
万円ほどで購入できます。都市部では中間所得層が増
えており、平均的な会社勤めの人がこのレベルの車を
購入出来る様です。
 都市部の会社員の平均月給は約5,000リンギット（15
万円）と言われていますが、ある日系企業の現地社員
のモデル年収は、その会社のウェブサイトによると
62,000リンギット（188万円）としています。日本と比
べて物価も安いので、こういう中間所得層の暮らし向
きは決して悪いものでは無くなっています。
 英国植民地時代の天然ゴムや錫などの1次産品を中心
とする産業から、現在は鉱工業、サービス業が中心の
産業構造に変わってきています。1980年代から電子・
電気機器などの産業を主体に外国からの投資を呼び込
み工業化の比率が高まりました。現在は鉱工業、サー
ビス業の比率が高くなっています。
 一人当たりの名目GDPは11,000米ドル強と日本など
の先進国に比べればまだ低いですが、アセアン諸国の
中ではトップクラスです。マハティール元首相は2020

年迄にマレーシアが「高所得国」入りするとの目標
「2020年ビジョン」を掲げました。IMFの予想では2020
年に16,000米ドル強になるとしています。世界銀行は
15,000ドルを「高所得国」の目安としています。IMF
の予想通りで推移するとすればこの目標は達成可能か
もしれません。
 とはいうものの、この国が抱える問題も色々ありま
す。マレー系、中国系、インド系など民族間の格差や
融和の問題、不法滞在も含めて300万人超と言われる外
国人労働者、ナジブ現首相の汚職疑惑、リンギット通
貨安、主要輸出品目である石油、天然ガス、パーム油
などの国際相場安、政府系投資会社の1MDB社の巨額
負債問題などです。これらの問題を克服して、今後マ
レーシアがどのように発展を続けられるか今後の進展
を注目したいと思います。

日本人の好きな「さくら」と「さけ」
行方　久智（埼玉　＃530）

 寒さも本格的になり日本酒も人肌燗程度に温めて呑
むと美味しい季節になってきました。昨今の日本酒市
場では若い人、特に20代30代の女性の日本酒愛好家が
増えているようです。女性対象の試飲会も数多く開催
され、日本酒は親爺の飲み物と言うイメージは大きく
変わろうとしています。そんなイメージを持っている
こと自体が古いのかもしれません。
 和酒バーのカウンターで女性が一人グラスを傾けて
いる姿を見かけますが、ドキッとする程様になってい
ます。毎年3月に開催されている東北・宮城で行われる
蔵元での1泊2日の日本酒造り体験セミナーでは50名の
参加者の内約半数が若い女性だったのには驚きました。
尤も古代には、若い女性だけが飯を口噛みして酒を造っ
ていたという事を考えると原点回帰かも知れませんね。
 片や、供給サイドでも状況は少し変わって来ていま
す。蔵元の方でも30代40台の若い杜氏が活躍しており、
意欲的に新しい酒造りにチャレンジしています。更に
最近では女性の杜氏も活躍しており、今後益々日本酒
のイメージや味に多様性が加わっていくことを期待し
ています。
 変化する市場に合わせるように新しいタイプの日本
酒も少しずつ出回り始めています。例えば、発泡性の
酒やアルコール度数の低い酒、日本酒ベースのリキュー
ルもよく見ます。容器も女性が手に取り易い小瓶で洒
落たデザインのものも見かけます。今後ノンアルの日
本酒も出てきそうですが、酒税法ではどこに区分され
ることになるのでしょうか？（酒税法上で酒類とは、1％
以上のアルコールを含む飲み物と規定されています。）
 海外に販売する場合には、各国市場の嗜好に合わせ
た味にしていけば需要は増えていくようです。ここで
は具体的な社名や銘柄を紹介することができないのが
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残念ですが、機会があれば是非皆様と最新の酒談義を
したいものです。
 さて、いつも飲む方にばかり気を取られているので
すが、なぜ「さけ」と言うのか、どうして「酒」と書
くのか気になりませんか？日本人の好きな「さくら」
と「さけ」の語源について少し紹介したいと思います。
いろいろな所で説明されていますが、西岡秀雄著「酒
と桜の民族」という本に詳しく説明されているのでそ
こから少々引用させていただきます。色々な説がある
のでその内の一つと考えて下さい。
 「さくら」の「さ」とは、神様の一人を指し、山の神
様として「さ」の神様の存在が信じられてきました。

「くら」とは神霊が依り鎮まる座を意味している様です。
これからの降雪の季節雪国で作られる「かまくら」も 

「神くら」が転訛したものと言われます。
 そして「さけ」の「け」とは、天皇のお食事である 

「みけ（御餉）」や「あさげ（朝餉）」にあるように食事
の意味と言われています。田の神様である「さ」神様
にいろいろお願いする際、お供え物をします。「さ」神
様へのお供え物で重要なものが「さけ」になります。
さけを出せばおつまみを出すのも常識で「さかな（酒
菜）」を「さら（皿）」に盛って「さかずき（盃）」で「お
さがり」を頂くのがお花見にお酒とご馳走を頂く謂わ
れらしいです。
 その「さ」神様が山から降りて頂く田植えの頃が「さ
つき（五月）」で、田植えでは「さおとめ（五月女）」が 

「さなえ（早苗）」を植えることになります。
 一方「酒」という字の由来ですが、
中国の殷の時代の象形文字に遡るそ
うで「酉」が昔の中国で酒造りに使っ
た「酒壷」の形から来ている象形文
字という事です。「氵」は元々は右
側にあったらしいですが、水が滴る
様を表しています。
 10月1日を日本酒造組合中央会では「日本酒の日」と
指定していますが、これは「酉（とり）」が干支の10番
目の月に当たるということからであり、この頃から酒
蔵では日本酒の仕込みがスタートします。因みに11月1
日が「焼酎の日」に指定されています。
 どんな酒が一番旨い酒かと聞かれると、都々逸でも
唄われるように女性と一緒に飲む酒が一番美味しい様
です。
♪♪女がとなりに座っただけで 酒がこんなに旨く
なる～～

 しかし飲み過ぎには注意が必要です。
♪♪お酒飲むともはしごはおよし 女房忘れるくせ
がある～～
♪♪赤い顔してお酒を飲んで 今朝の勘定で青くなる
～～

 う～ん若い頃を思い出します。くれぐれも深酒には

ご用心ください。
 では今年も「日本酒で乾杯！」宜しくお願い致します。

世界で出会う日本語や日本のキャラクター
（その6）～書籍編～

芳賀　淳（兵庫　＃562）

 世界中で日本語を学ぶ人が増えることは誠に歓迎す
べきことですが、その教材や観光案内にしばしば怪し
い日本語が登場するのをご存知でしょうか？さて、そ
れはどんな日本語でしょうか？

1．イスタンブ一ノレ

 2020年のオリンピックを最後まで東京と争ったのは
2千年以上の歴史を持つ国際都市イスタンブール。そこ
では次のようなガイドブックが売られています。「イス
タンブール」オリエントへの扉（表紙および裏表紙）
 ところが背表紙を見るとそこには違う日本語が書い
てあります。「イスタンブ一ノレ」（写真参照）
 これは「いすたんぶいちのれ」と読むべきでしょう
か。音を延ばす記号の「ー」を漢字の一（いち）と読み、
カタカナの「ル」を「ノ」と「レ」に分解したその想
像力には降参です。その理屈で言えば、泳ぐ「プール」
は「ぷいちのれ」となります。2016年夏の流行語はい
ただきです。

2．ちくらんぼ

 次なるはタイ・バンコクの某書店で購入した日本
語教材の1ページです。「ちくらんぼ」。英語の意味は
Cherryだそうです。えっ、それってさくらんぼでは？
平仮名の「さ」と「ち」は線対称な形をしているとは
思いますが、「くらんぼ」は元のままですし、やはり 

「ちくらんぼ」は確信犯の仕業だと思ってしまいます。

3．はブラツ

 「はブラツ」出典は「ちくらんぼ」と同じ本の隣のペー
ジです。なぜか平仮名とカタカナのチャンポン記載で
す。英語の意味はTOOTH BRUSHだそうです。それっ
て「はぶらし」ですか？「ハブラシ」と書くべきとこ
ろを「ハブラツ」と間違えるのはまだ愛嬌がありますが、
なぜ「は」だけ平仮名で、「ブラツ」はカタカナなのか、
是非この筆者に面会して日本語談義をしてみたいもの
です。私の名前は「はがあつし」ですが、この筆者に
かかると「はがあつツ」になってしまいます。

4．ぞつ

 私が今までに目にした仰天日本語は「ぞつ」です。
子供向け「にほご」（にほんご？） 絵本教材の1コマに

「ぞつ」は鎮座していました。「ぞつ」のページには「象」
（英語ではElephant）の絵が描いてありました。アジア

「酒」由来の象形文字
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やアフリカにいる鼻の長い大きな動物のことです（そ
うよ母さんも長いのよ）。どうやら「ぞつ」の「つ」の
上にあった「点」がどこかに消えて無くなってしまっ
たようです。春になったらあちらこちらの動物園にい
る象の看板が「ぞつ」になっていたら…と想像すると、
思わず「ぞつ」っとします。

おツまい

仏教講座「蓮如上人ものがたり」を聞いて
片本　善清（奈良　＃422）

 阿倍野ハルカスで開催された大阪大谷大学の特別講
座（講師：貫名譲 大谷大学准教授）を10月に2度にわ
たり受講しました。その主な肝所を下記します：
 本願寺の初代住持（住職）は親鸞ですが、蓮如はそ
の第8代目に当たります。親鸞以後の第4代善如・第5
代綽如の時代は天台宗の威勢が強くなって来て、蓮如
の誕生のころは本願寺宗の勢いがそうとうに弱くなっ
ていました。
① 第7代存如の長男として蓮如が生まれ（1415年）、本

願寺のすぐ北側に青連院がありましたが、この青蓮
院の方が立派に見えるほど逆に本願寺自体はさびれ
ていました。

② 蓮如6歳の時に生母が、彼女の妹・如円尼が内室に
入ったので、「ここに居るべきでない」として家を出
て行きました。その時、母は当時流行の「鹿の子絞 
り」の小袖を蓮如に遺しました。

③ その後17歳の時に青蓮院で「得度」、26歳の時に祖父・
巧如（第6代）がなくなり、父・存如が継いだ。当時
本願寺は相当に苦しく、その日の食事にも貧して一
人前の粥を水で薄めて親子3人で食べたと言います。

④  43歳の時に父存如が死去し、継職でもめたが存如の
実弟（伯父に当たるが蓮如よりわずか3歳年上）が蓮
如を強く押し、第8代をついだ後、改革に乗り出し
ました。本願寺伝来の本尊を風呂を沸かす毎に、釜
の下に投げ入れ焼いたと言われています。それは本

来の親鸞の思想から逸脱していたからです。
⑤ 蓮如は、親鸞の教えの原点を見つめ直し、威厳を重視

する（現本願寺）の風潮を改めて、比叡山宗徒のヤ 
ッカミで襲撃を受けるほどに本願寺の再興が急激に
拡大しました。我が宗派は、木像よりも名号と南無
阿弥陀仏を法聞して行くところに親鸞の教えの真髄
あり、と蓮如は説いてまわりました（仏像より念仏
唱える）。

⑥ その後東山大谷を退去した蓮如は、近江・大津へと
移転し、57歳時に福井の吉崎に本願寺を建てました。
吉崎の地は大いに繁盛し、一大宗教都市となりまし
た。しかし社会情勢の不安化で吉崎を追われ、若狭・
摂津・富田などと畿内一円を教化し益々盛大な勢力
となりました。

⑦ 1478年京都山科にて坊舎の建造に掛り、1480年蓮如 
66歳の時に御影堂が完成、親鸞の絵像を安置したそ
の夜は、嬉しさのあまり蓮如は一睡もできなかった
そうです。本願寺の再興を成し遂げた蓮如は75歳で
隠居しました。さらに83歳の時石山に大坂本願寺
を建立しました。本願寺の中興の祖と言われる所以 
です。

⑧ 1499年83歳で最後の時を迎えます。突然大坂より山
科に赴き、吉野から送られた桜を前に、また別れの
ため集まった門徒衆たちの前で次の句を読みました：

さきつづく 花見るたびに なおもまた いと願
わしき 西の彼岸

をいらくの いつまでかくや 病ぬらん むかえ
たまえや 弥陀の浄土へ

 85歳まで生きたとは、現在では100～120歳に相当し
ましょう。また奥さまは5人で（いちども重ならず）、
子供は21人だったそうです。そして奥さま4人・子供7
人まで見送ったそうです。そして蓮如の思想は、ひと
つ無常感、ふたつ後生の一大事と言われています。

首都圏地区
10月3日（土）
10月度首都圏勉強会
講 師： 粥川泰洋 会員（＃723）
テーマ： TSU/BPOを中心とする最近の貿易金融の動向
概 要： TSU（Trade Services Utility：銀行間の貿易デー

タのマッチングシステム）およびBPO（Bank 
Payment Obligation：銀行保証）を組み合わせ
た貿易決済の電子化スキームの最新の動向に
ついて銀行の現場から説明して頂いた。

場 所： 御茶ノ水YWCA会館会議室
参加者：39名

背表紙の「イスタンブ一ノレ」（いすたんぶいちのれ）
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11月7日（土）
11月度首都圏勉強会
講 師： 亀山修一 会員（＃654）
テーマ： 「新国際ビジネスコミュニケーション」ビジネ

ス英語の実践的活用
概 要： ビジネス英語と貿易英語の両面から国際ビジ

ネスのコミュニケーションについて説明して
頂いた。

場 所： 中央区立産業会館集会室
参加者：39名

東海支部
12月5日（土）
12月例会
講  演： 「EPAおよびTPPの関税制度、原産地規則に

ついて」
講  師： 名古屋税関 業務部原産地調査官 

高見公太郎 氏

会員講義：「豊田合成株式会社」
講  師： 住田公明 会員（＃709）
場  所： 名古屋国際センター会議室
参 加 者：14名

関西支部
9月12日（土）
9月定例会
場 所： 近畿大学経営学部内
参加者： 会員27名（参加率42％）、他会員知人1名、近大

勝田ゼミ、小林ゼミ等関係者29名、合計57名
内 容：・連絡事項（鈴木支部長） 
    ・ 支部会員による発表（黒川会員、＃656 繊

維メーカー勤務）
 テーマ 「海外営業マンが体験した驚愕のイ
ンドの実態」

    ・講習会（高見会員、＃728)
     テーマ 「為替相場の裏側」
終了後有志による懇親会を実施（参加者47名）、近大勝
田ゼミ、小林ゼミ生との交流

11月19日（木）
11月定例会
大阪港特別視察会
参加者： 合計78名（AIBA33名 - 他支部からの参加者、会

員の友人・知人含む、大阪商工会議所貿易部会
45名 - 大商職員含む)

内 容：
 （AM アジアトレードセンター ATCホール での座学）
    ・ 開会挨拶（AIBA関西支部 鈴木支部長、大阪

商工会議所国際部 松本課長
    ・ 大阪港概要説明（大阪市港湾局 計画整備部

振興担当様より）
    ・ 大阪税関概要説明（大阪税関総務部 広報広

聴室様より）
（PM 港湾施設視察、貸切りバスで移動）
    ・ 大阪港を高層階より俯瞰 大阪府咲洲庁舎展

望台（コスモタワー）
    ・ チャーター船「ベイワールド」乗船 大阪港

施設を海より視察
    ・ コンテナターミナルおよび倉庫視察（山九

株式会社）
夜、有志による大商・貿易部会参加者との懇親会を実施 

（参加者26名）

 関西支部では、例年11月は港湾施設の見学を行って
います。本年は、大阪商工会議所・国際部貿易部会と
の共同開催で大阪港の視察会を開催しました。中堅・
中小企業の貿易担当者も含め総勢80名近い参加者とな
り、大型バス2台と視察船をチャーターし、陸と海から
港湾施設に関する座学と視察を行いました。又、有志
による懇親会も開催し、多くの交流により大変有意義
なイベントであったと考えます。開催に全面協力いた
だいた大阪市港湾局、大阪税関、山九株式会社、その
他関係者の皆様にこの場をお借りして改めて感謝いた
します。

 2015年10月から12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。

10月
信用状確認銀行について
Air Waybill (AWB)、航空貨物運送状、航空貨物運送証
について

大阪港特別視察会参加者記念撮影、チャーター船をバックに



— 8 —

11月
輸入事後調査結果
輸入港におけるTHC（ターミナルハンドリングチャージ）
代理署名の for, by p.p.について
分割払いのL/C のネゴ方法
Windows 10 の優れた点

12月
研究成果物を入れた記憶媒体の海外送付
荷為替手形の雛形
USD建て決済の是非について
荷為替手形の作成

相
談

回
答

談

答

 CIP LosAngeles、US$100,000.- 支払い条件が10% L/C AT SIGHT、90% LC at 90days after BL dateです。
機械1台なので船積みを分割することはできません。この場合、船積み後に手形を2本作ってネゴす
ればよいと思うのですが、実務上経験がありません。ネゴ方法についてよろしくご助言いただけれ
ば助かります。

 銀行での輸出業務経験から、L/Cが1本で開設されており、その支払い条件が船積書類の呈示に対
してー覧払と船積後90日払に分かれている前提で説明させて頂きます。
 手形と買取依頼書は、支払条件に応じたものをそれぞれ作成します。ただし船積書類は一つなの 
で、INVOICEは、10万ドルで作成し、支払条件欄にそれぞれの支払条件、金額を記載します。
 2つの買取依頼書/手形を船積書類とともに同時に銀行に買取に出します。その際「書類が1本で
手形が2本に分かれている」と伝えれば、銀行は、「DOCUMENT COMBINED」として取扱います。
 つまり、銀行はL/C発行銀行に船積書類を送付するカバーレター上に1万ドルの手形支払と9万ド
ルの手形引受と引きかえに船積書類を引き渡すよう指図します。以上、銀行がどのように書類を取
り扱うかも含め説明しました。
 L/C条件の前提が異なると上記とは違ってきます。実務上あった機械輸出の事例を紹介します。
 L/C条件は、L/C外として前払い10%（byTT）、船積書類に対してINVOICEの80%を支払い、残
り10%は、機械稼動後に輸入者から輸出者に送られるFINAL ACCEPTANCE CERTIFICATE（略して
FAC）の呈示に対して支払われるというものです。この場合の手形のテナーは通常AT SIGHTとな 
っておリ、ネゴは、2回に分けて行うことになります。
 10万ドルを例にすると1回目のネゴは、8万ドルの買取依頼書/手形と10万ドルのINVOICEをL/C 
で要求されている船積書類とともに買取に出します。手形とINVOICEの金額が異っていてもディ
スクレとはなりません。UCP600第18条b項に「・・・信用状によって許容された金額を超える金
額をオナーしていないこと、または買取っていないことを条件として、信用状によって許容された
金額を超える金額で発行された商業送り状を受理することができ、・・・」とあるからです。L/C 
でINVOICEを8万ドルで作成するよう指図があれば、それに従います。建値がCIF/CIPの時、
INVOICE金額に引きずられて保険価格を8万ドルに対するものとしないよう注意して下さい。商品
総額である10万ドルに対して付保されていないとディスクレになります。
 2回目のネゴは、FAC受領後、1万ドルの買取依頼書/手形にFACとL/Cで要求されている書類

（INVOICEコピー等）をつけて買取に出します。L/C期限内に2回目のネゴが出来るよう、FACの入
手時期の確認と場合によってはL/C期限延長のアメンドを依頼しておくことが必要です。またFAC
に加えてBANK GUARANTEE（WARRANTY BOND）やSUPPLIERの品質保証書が要求されること
もありますので、依頼や発行に時間のかかるものは早めに手配します。

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。

分割払いのL/C条件のネゴ方法と留意点  回答者：大野　彰子（愛知　＃615）



 2015年10月から12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。

渡辺　肇幸（千葉　＃115）
11/5
行事名：貿易実務オンライン講座
テーマ： インコタームズの理解不足によるトラブル

事例
場 所：ジェトロ本部

伊東　仁一（東京　＃223）
10/6　 
国際フレイトフォワーダーズ協会（JIFFA）主催
行事名： 国際複合輸送士資格認定講座（東京開催）
概 略： フレイトフォワーダーとその役割及びFCR

の利用
場 所： 日本通運本社ビル
11/5 
国際フレイトフォワーダーズ協会（JIFFA）主催
行事名： 海外駐在員のための研修会（ホーチミン開

催）
概 略： フォワーダーズ・カーゴ・レシートの使い

方と注意事項
場 所： ベトナム国ホーチミン市パレスホテル

木村　徹（東京　＃347）
12/18
流通研究社主催
テーマ： ロジスティクス検定合格講座
概 略： 中央職業能力開発協会（JAVADA）が行って 

いる、ビジネス・キャリア検定試験のロジ
スティクス管理2級試験の対策講座。厚生労
働省の「キャリア形成促進助成金」

場 所： 流通研究社

中村　陽一（兵庫　＃364）
12/24、25、26
集中講義
課目名： 貿易実務II
テーマ： 貿易実務論
場 所： 岡山商科大学経営学部

弓場　俊也（大阪　＃415）
10/16
G-jic グローバル人材育成センター主催
貿易実務基礎講座・初めての海外ビジネス
場 所：オーナンバ社員研修室
11/25
G-jicグローバル人材育成センター主催
国際取引と契約書
場 所：松風社員研修室
12/2, 12/10（2回）
神戸貿易協会主催
貿易決済特別講座
場 所：神戸商工貿易センター

弓場　俊也�（大阪　＃415）
10/29
ジェトロ神戸主催
貿易相談会「アメリカ、カナダより食品輸出入」
場 所：ジェトロ神戸貿易情報センター
11/16
ジェトロ神戸主催
貿易相談会「イタリアから雑貨輸入について」
場 所：ジェトロ神戸貿易情報センター

山下　修�（静岡　＃645）
10/14
ジェトロ浜松主催
貿易相談会「安全保障貿易管理、食品、輸出」
場 所：浜松商工会議所
10/28
ジェトロ浜松主催
貿易相談会「工業品・食品・衣料品等、仲介貿易・輸出」
場 所：浜松商工会議所
11/25
ジェトロ浜松主催
貿易相談会「工業品、仲介貿易」
場 所：浜松商工会議所

木村　徹（東京　＃347）
10月
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10月号
テーマ： 物流HACKS
概 略： ニュージーランドはTPPの会合でなぜ怒っ

たのか？

— 9 —
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11月
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11月号
テーマ： 物流HACKS
概 略： 港湾地区の保管機能
12月
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12月号
テーマ： 物流HACKS
概 略： 欧州で倉庫を設置するにはどこが最適か 

（前半）

書　名： 「貿易のしくみと実務」（A5版536ページ）
著 者： 高橋 靖治（東京  ＃196）
出版社： 同文館出版
発行日： 2015年8月（第2刷）
価 格： 3 ,240円（税込）
紹介文： 貿易取引の全体像を、初めから終わりまで、

詳しく説明しました。貿易セミナー講師の参
考書として、あるいはセミナーテキストとし
て、ご好評いただいております。

書　名： 「貿易実務完全バイブル」
著 者： 黒岩 章（東京  ＃491）
出版社： かんき出版
発行日： 2015年4月
価 格： 2 ,808円（税込） 
紹介文： 書類53点を付して主要書類のデータをリンク

させています。実務者向けの研修にご活用い
ただけます。

書　名：�「体系的な新国際ビジネスのコミュニケーション」
著 者： 亀山 修一（神奈川  ＃654）（共著：岡本祥子）
出版社： 白桃書房
発行日： 2015年5月
価 格： 2 ,500円（税込み） 
紹介文： 外資勤務の利点を生かし、生きたビジネス英

語のサンプルを豊富に使った学生、社会人に
是非読んで欲しい一冊です。

第132回AIBA理事会

日  時：平成27年11月21日（土） 午後1時30分
場  所：AIBA本部事務所
出席理事： 森重道、井上隆彦、高梨義紀、服部浩一、

菊池祐二、安達正之、加藤裕功、市川強、
岩田静生、熊本一夫、芝田政之、富田慶久、
清水晃 13名

欠席理事：山中誠一
出席監事：矢部信明、欠席監事：鈴木忠幸
議  事：（清水事務局長より定足数充足報告）
・ 上期収支報告：井上専務理事より報告。
・ 事業本部報告：服部事業本部長よりAIBA収益事業

2015年度売上げ見込みの説明。
・ 試験運営委員会報告：安達理事より2015年度対策セミ

ナー実施結果報告；申込者計160人、認定試験1次申
込人数札幌～福岡7個所計97人、1次試験合格発表12
月10日木曜予定、2次試験2016年1月30日（土） 実施 
予定。

・ AIBA ホームページ改修報告：森理事長がAIBAホー
ムページリニュアルについて説明；ワーキンググルー
プを作り、コンセプト等を検討していく。

 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。
 平成27年11月21日  議事録署名人：理事 市川 強

第133回AIBA理事会

日  時：平成27年12月12日（土） 午後1時30分
場  所：AIBA本部事務所
出席理事： 森重道、作田憲三、井上隆彦、高梨義紀、

服部浩一、菊池祐二、安達正之、加藤裕功、
市川強、岩田静生、山中誠一、芝田政之、
富田慶久、清水、塩田深雪、新崎誠司、鈴
木弘成、常川八司雄、畠山茂雄

欠席理事：熊本一夫
出席監事：鈴木忠幸、矢部信明
議    事：（清水事務局長より定足数充足の報告）
・ 各支部活動報告：畠山北日本支部長、鈴木関西支部

長、常川東海支部長、新崎中国・四国支部長、塩田九
州支部長の順に支部例会開催状況、会員の増減・認
定試験対策ゼミ開催などを発表。 

・ 事業収支報告：井上専務理事より2015年度損益計算
期末予想の報告。

・ 事業本部報告：服部事業本部長よりAIBA 収益事業
2015年度売上げ見込みの説明。

・ 特定事業報告：富田理事より某検定試験運営団体の
設立等の状況説明。

・ 試験運営委員会報告：安達理事より2015年度AIBA認
定試験1次試験実施結果報告；受験申込者97名、受験
者数91名、1次試験合格者数29名、2次試験2016年1
月30日31日（東京、大阪）

・ ホームページ改修予定：山中理事より報告；HP改修
委員会が10名で発足（含むオブザーバー3名）、第1回
ミーティング1月12日開催予定。

 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。なお、理事会終了後、首都圏会員を
交えた懇親会・忘年会がにぎやかに催された。
 平成27年12月12日  議事録署名人：理事 市川 強
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第133回AIBA理事会 首都圏会員を交えた懇親会・忘年会

定価：1,620 円（税込） 
頁数：240 頁 （改訂版）
発行日：2010/12/9

定価：1,620 円（税込） 
頁数：224 頁
発行日：2009/11/16 

定価：2,808 円（税込） 
頁数：296 頁 
発行日：2015/4/22

親しみやすいイラス
ト と 平 易 な 解 説 で、
入門者の研修に最適
です！

各業務の書類を多数掲
載し、流れを解説して
います。書類の研修に
使える！

新 刊！ 充 実 し た 内 容
で、全てのレベルの方
にお使いいだけます。
実務者の机上の 1 冊！

＃491　黒岩　章（伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社）　　いずれも「かんき出版」

理事会での支部活動報告：写真左より塩田九州支部長、新崎中国・四国支部長、鈴木関西支部長、常川東海支部長、畠山北日本支部長
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2016年頑張りたいこと

「貿易・国際投資M&Aと
国際税務」

柴田篤（#508）

2016年頑張りたいこと

「税関のグローバル
コンプライアンス

（米国・タイ・ベトナム）、
米国税務、国際会計、
アセアン投資」

千田昌明（#621）

2016年頑張りたいこと

「安全保障貿易管理、
輸出・輸入の進め方」

永野靖夫（#068）

TradeTax国際税務・会計事務所
TradeTax  International  Tax  & Account ing

国際通商コンサルティング·関税VATと移転価格
国際税務・欧米アセアン投資

世界の

スペイン市民党： 
イネス・アリマーダス・ 
　　　　　　 ガルシーア

●東京事務所　所長：柴田 篤
TEL：03ー 3264ー 5271 / MAIL：info@japanー jil.com
〒102-0083　東京都千代田区麹町 4-3-5 

紀尾井観光ビル 3F

●安全保障貿易管理顧問：永野 靖夫

●大阪事務所　所長：千田 昌明 
TEL：06ー 6350ー 7100 / MAIL：info@cita110.com
〒532-0003 　大阪市淀川区宮原 5-1-18 

新大阪サンアールセンタービル 11F

美人政治家シ
リーズNO.3

 〈編集後記〉

 ☆ あけましておめでとうございます。今年は申（さ
る）年、何かと騒がしい年になりそうです。新
年早々、円が1ドル116円台まで急伸し、原油先
物（WTI）は1バレル28ドル台へと急落しました。
2014年前半まで100ドル近辺で推移していた頃と
は隔世の感があります。日本の貿易赤字は解消さ
れつつありますが、資源輸出国は青息吐息の状態
です。今年の世界経済はどうなるのでしょうか。

☆ AIBAウェブサイトの改修委員会が10名のメン
バー（含オブザーバー3名）で発足しました。ウェ
ブサイトに対する意気込みを感じます。

☆ AIBA 試験の1次合格者が発表になりました。受
験申込者数97名に対し1次試験合格者数29名、
29.9％の合格率です。これから2次試験が控えて
います。ご検討をお祈りします。

☆ AIBA会員による著書が3冊紹介されています。
会員の経験の豊富さと質の高さを内外に示す良
い機会です。「著書紹介」のコラムもご活用くだ
さい。

☆ 今回のAIBAだよりも新顔が何名か登場していま
す。今まで投稿したことのない会員からの投稿も
お待ちしております。原稿の長さは1,200～1,400
字をめどにお願いします。写真の添付もお忘 れ
なく。
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　　　　　　　　　　※価

格はすべ
て税抜き表示

講座のお申込みはこ
ちらから

お客様サポート課

   
    

    
    

    
     

     
      

   　サポートツールが満載！

    
    

    
    

     
     

      
   　中国とスムーズな取引のための

     
     

     
     　

親しみやすく、わかりやすい！

    
     

     
      

  　貿易実務スペシャリストへの第一歩を踏み出そう！

    
    

    
     

     
      

　徹底的な現場主義で構成された教材内容で、

    
    

    
     

     
      

  　真の国際力を高めるチャンス！

    
    

    
    

    
     

     
     　

楽しくマスター、「英文契約」の専門知識！

   
   

    
    

    
    

     
     

      
　取引をより有利な展開に！

20,000円
基礎編

24,000円
応用編
24,000円24,000円

28,000円
英文契約編

20,000円

中国輸出
ビジネス編

基礎編

ジェトロ eラーニング・サービ
ス

　 　 　 　 楽しみながら磨く国 際 力


