
第16期総会を終えて
理事長　森　重道

　新年度は4月から始動しています
が、今期の計画、予算等が、最高意
思決定機関である6月の会員定時総
会で承認を得るまでは、何となく仮
の活動という気持ちがないわけでは
ありません。しかし実際は、気持ち

は別にして総会前であろうとなかろうと、AIBA の運営
を、これも総会で負託されている理事はエンジンの調
子も見ながらAIBA 丸が漂流しないように、また座礁し
ないように、かじ取りに懸命です。ところで今年の総
会では5つの議案を上程しましたが、全て承認をいただ
きました。あらためて会員の皆様に感謝申し上げます。
すべてにベストな動きはなかなか取れませんが、漂流
しないためには、エンジンはいつも動かしていなけれ
ばならないので、後は針路を調整しながら舵を取り、
航海して行きます。
　今年の総会では3つの指針として、次のことを述べま
した。
　1．認定試験のレベルを下げないで会員を増やす
　2．会員同士の情報交換をさらに活発化する
　3．事業の拡大・拡充を図り、成果をあげる
　具体的には何をするのだ、という質問も一部の会員
の方から受けましたが、この3項目は「指針」とは言っ
たものの、むしろAIBAのあるべき姿を述べたものとし
てご理解いただきたい。つまりAIBA丸が当面向かうべ
き先は何かを挙げたものです。
　ある国のある大統領の就任演説になぞらえますが、

「AIBAがあなたのために何をしてくれるかではなく、

あなたがAIBA のために何ができるか」を考えてみるこ
とも大切ではないかと思います。会員の皆様にとって
は、受け身だけではAIBA の会員であるメリットは限定
されたものとなりかねず、それではもったいない。
　総会の場である支部長がいみじくも発言したよう
に、会員の専門分野での知見は素晴らしいものがあり、
AIBAはまさに貿易のプロフェッショナル集団です。特
にAIBA－NETで交わされる知見のQ&Aは、自宅にいな
がらにして詳細な情報を得られる他では得がたいもので
す。そのようなことも含め、会員同士の交流を深めネッ
トワークを広げることは、会員の皆様にとってかけがい
のない財産となるはずです。会員の皆様が活動範囲を広
げて、ますます社会に貢献されることを願っています。

AIBA会員総会挨拶
ジェトロお客様サポート部長　中川　明子

　ご紹介いただきましたジェトロお客様サポート部の
中川でございます。
　このたびの貿易アドバイザー協会様の第16期定時会
員総会ご開催を、心よりお祝い申し上げます。この機
会にお招きいただきましたことに感謝申し上げます。
また、日ごろよりジェトロ事業にご協力を賜り、厚く
御礼申し上げます。
　さて、本年の世界は、昨年に引き続き米国トランプ
大統領の動向に目が離せない状況となっております。史
上初の米朝会談はもちろんですが、貿易についても中国
やイランなど各種の制裁措置が話題になっております。
　当部の貿易投資相談におきましても、対中国鉄鋼制
裁について日本企業への影響やイランとの取引につい
てご相談が増えております。5月に行われた「トランプ
政権下の米国とイランを巡る情勢」と題したセミナー
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も大盛況でライブ配信も含め400人以上の方にご参加い
ただきました。
　一方、日本はこのような世界情勢において ｢開かれ
た市場｣ を推進する立場をとっておりますが、こうい
う時こそここにお集りの皆様が、ご知見を活かして一
層ご活躍される好機であり、AIBA様の発展のチャンス
かと思います。
　さて、ここで少々、ジェトロの主な事業の最近の動
きについてご紹介させていただきます。
　ジェトロは、独立行政法人として中期計画というも
のが定められておりまして、4年ごとにこの計画が更新
されております。本年度はこの第4期中期計画の最終年
度となっており、昨年に引き続き中堅中小企業の皆様
の海外展開支援や、農林水産物・食品の輸出促進事業
などに注力しております。
　中堅中小企業の皆様の海外展開支援については、
2016年より開始した『新輸出大国コンソーシアム』事
業につきまして、これまでも種々ご説明させていただ
きましたが、現状は7 ,000社を超える企業様にご登録い
ただております。輸出関心が全体の約73％で、国別に
みますと、米国がそのうちの約3割（28％）を占めてい
ます。続いて中国、ベトナム、アジア全般、欧州全般
などとなっております。進出については全体の約25％
で、関心国の上位5か国はベトナム、タイ、米国、イン
ドネシア、中国、ミャンマーとなっております。その
ほか、製造委託や技術提携なども1.4％の企業様が関心
を持っておられます。
　農林水産物・食品の輸出促進事業につきましては、
引き続き個別のご支援を行っているほか、昨年、4月1
日付けで、海外消費者向けのプロモーションやブラン
ディングを強化し、需要を喚起する事業を担当する「日
本食品海外プロモーションセンター（JFOODO：ジェ
イフードー）」を設置しましたが、その後、ターゲット
となる7分野が決定されました。和牛、水産物、日本茶、
米粉、日本酒、日本ワイン、クラフトビールです。随時、
プロモーション活動を実施しております。
　これ以外にも、ジェトロの体制に係る件では、拡大す
る世界のEC市場に鑑みEC関連の事業を強化するため、
この5月に新たに商務・情報産業課という部署を新設い
たしました。また、ジェトロの地方事務所は現状 46か
所となっておりますが、地元からの強い要請により、7
月2日に群馬県に「ジェトロ群馬貿易情報センター」が
開設されます。場所は高崎市です。
　私がおりますお客様サポート部は貿易投資相談など
ジェトロサービスの基盤となるサービスを提供してお
ります。貿易投資相談担当部署においては、AIBAの会
員の3名の方がいらっしゃいまして、貿易投資相談アド
バイザー等としてご活躍いただいております。お客様か
ら最も高い評価を得ておられるのがAIBA会員の方々で
す。この場をお借りして3名の皆様に御礼申し上げます。

　2017年度の貿易投資相談傾向などをご紹介いたしま
すと、相談実績は全世界で約91,000件となっておりま
す。国内でのご相談内容の割合としては、輸出が60％
近くと最も多く、日本への輸入と日本からの投資がほ
ぼ同じ割合の11％強となっております。また、国別、
地域別で申しますと、中国が最も多く全体の13.5％、
その後に米国、ベトナム、タイ、台湾、インドネシア、
と続きます。全体としては中国も含むアジアが最も多
くなっております。
　内容としては、冒頭にも申した通り、トランプ政権
の動きの影響など世界情勢に直結したご相談が相次ぐ
こともあります一方、各国における実務上重要な法令、
ルールの変更などで多くのご相談が寄せられるケース
もあります。最近、件数が多いものをいくつかご紹介
いたします。
　一つめは、EUが5月25日に開始した欧州における 
GDPR（一般データ保護規制）です。皆様、よくご存じ
かと思いますが、GDPRはEU及びアイスランド、ノル
ウェー、リヒテンシュタインのEEAにおける個人情報
保護規則と言ってもよく、特にその罰則規定がたいへ
ん厳しいため、企業の皆さまから対応について多くの
ご質問が寄せられました。
　また、もう一つの例は、この6月から対中国の輸出入
に関して、企業の皆様は「企業コード」が求められる
ようになったことです。こちらもご存知の通りで、中
国の輸出入において国際輸送事業者が税関に提出する
積荷目録に記載する情報として、輸出入者の「企業コー
ド」の提供が6月1日より必須となりました。
どのようなコードを提出するのかなど、多くのご質問
が寄せられております。
　ジェトロとしましては、このようなお客様からのご
相談に迅速かつ正確にお応えできるよう、海外とのネッ
トワークを強化し最新の情報収集に努めたいと思って
おります。
　最後となりましたが、引き続きジェトロ事業にご協
力を賜りますようお願いいたしますとともに、貿易ア
ドバイザー協会様の益々ご発展を祈念いたしまして、
私のご挨拶とさせていただきます。
　どうもありがとうございました。

第16期AIBA定時会員総会
　　　　　　　及び懇親会開催の報告

事務局長　清水　晃

　6月23日土曜午後1時より東京YWCA会館1階カフマ
ンホール右半面にて、第16期AIBA定時会員総会が開催
され、北は宮城県・山形県から、南は沖縄県まで47名
の会員が参加されました。事業報告・決算報告案、事
業計画・予算案など各議案の審議に、出席会員が熱心
に加わり、理事・支部長も含め活発な質疑応答、将来
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のAIBA発展に向けたさまざまな意見発表が次々と行わ
れました。皆様のご意見がAIBAのさらなる発展につな
がるよう努力して行きたいと思っております。
　次に懇親会は、同カフマンホール左半面を使用して
催されました。総会終了後すぐの午後5時頃より始ま
り、32名の方が参加されました。それぞれが各種飲み
物、料理の皿を手にご歓談いただきました。ご出席の
元理事長、前理事長お二人から、新入会員の皆様とほ
とんどすべての出席者が順次マイクの前でご意見の披
露、熱心な自己紹介など、時の過ぎるのを忘れてしま
うほどでした。できれば次回は、総会出席者が全員懇
親会にご参加いただきたくお願いする次第です。

新理事紹介

抱負
　本定時総会にて鈴木弘成理事（関西支部長）の退任
にともない、山西健市氏が新理事（関西支部長）に選
任されました。

◆山西　健市（奈良　＃483）

　私が AIBAに入会しましたのは約
15年前になります。当時のAIBAの
目的はあくまで親睦会であり、会員
同士の人脈づくり、一杯飲みながら
の情報交換などが主な目的でした。
しかし、貿易アドバイザー試験を

ジェトロから引き継いだ頃から、その目的が親睦会か
ら収益重視に変わってきたと思います。そうなると問
題・課題が表面化し、メーリングリストで議論されて
いることは皆様ご存じのとおりです。
　問題のひとつに会員数の減少・伸び悩みがあります。
AIBAには独立してコンサルタント業を営んでいる方や
学校の講師をしている方が半数、サラリーマンの方が
半数いらっしゃいます。それぞれAIBAに入会した理由

（AIBAに求めるコト）が異なると思っております。独
立していらっしゃる方にとっては仕事を紹介して欲し
い、公募案件に応募する際AIBAを通して応募するなど
が主な目的ではないでしょうか。一方、サラリーマン
の方にとっては、知識の更新、将来のための人脈作り
などが主な目的ではないでしょうか。
　AIBAに入会して良かった、助かったと思っていただ
くため、①関西支部が発掘した有償案件を増やす、②
ニーズに合った定例会（研修会）での講演テーマを設
定する、③自主的な研究会・分科会を充実させるなど
に取り組みたいと思っております。
　会員のほとんどはAIBA活動以外に自分の業務を持っ
ていらっしゃいます。忙しい中でもAIBA活動に参加し
ていただけますよう、役に立つ関西支部を目指します。

新会員紹介（続き）

自己紹介
　前号に続き1名の新会員を紹介します。

◆河野　出穂（東京　＃784）

　はじめまして。このたび、AIBA
に入会させていただきました河野出
穂（こうの すいほ）です。貿易アド
バイザーという資格を知ったのは、
かれこれ6年ほど前のことでした。2
回ほど試験を受けましたが、合格せ

ず、そのまま忙しい日々が試験日程と重なり、ようや
くこのたび合格にいたりました。
　かつては香港を拠点にして東南アジアを中心に直接
投融資業務を行っていました。シンジケートローンや
プロジェクトファイナンスに携わっていました。現在
は金融機関の支店で外国為替業務に携わっています。
日々、信用状、送金やスタンドバイクレジットといっ
た貿易決済に必要な業務に従事しています。転職の経
験がないので、物流や保険といった貿易にかかわる業
務で他の業界のことはなかなか知識を深めることは難
しいです。この分野については、BLや保険証券をみて
はその船会社や保険会社に尋ねたり、店頭に来られる
お客様（貿易会社）に一般論として尋ねたりを繰り返
して、知識を拝借しました。香港や中国でコンテナー
ターミナルを見たり、工場見学をしたことでトラック
やコンテナーへの積み荷についても理解を早めました。
　お客様と話をすると、貿易について知らない方々
が意外とたくさんいらっしゃることに気がつきます、
AIBA に入って、様々な業界の方々とのネットワークを
活用することで、もう少し自分自身が貿易業務の中で、
人様のお役に立つことがあるのではないかと思ってい
ます。これからもご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願
いします。

貿易アドバイザー、わが合格体験記
井上　惠司（千葉　＃779）

　学校を卒業して商社に入社して以来40数年、機械・
電子の分野で国内販売、輸出入、海外駐在と、一通り
実務を経験してきたので、何とかなるだろう、と思い
過去問に挑みましたら、これが全く何ともなりません
でした。もう11月18日の試験まであと数か月。「初心
に帰っての謙虚な対応が必要」だ、と知人から教えら
れた通りのスタートでした。

1）	まず、AIBAのホームページにある、過去問を全問
やってみる。
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　これが重要でした。問題で間違えたところや、よく
知らない部分は、ネットで検索して調べます。それぞ
れ奥が深く相当時間がかかりましたが、それが大変勉
強になりました。参考書としては、ジェトロ発行の実
践貿易実務（石川雅啓著）が実例書式を参照するのに
役に立ちました。また UCC600、INCOTERMSも入手
し精読しました。

2）	実力養成セミナーおよび直前ゼミを受講する。

　この膨大な試験の範囲にどういう考え方で取り組め
ば良いか、このセミナーの受講なしには考えられませ
ん。また、このセミナーで使用されるテキストでは、
その広範な分野の中からとりわけ重要なエッセンスだ
けを削りに削って説明してあります。
　できれば、このテキストは事前に購入し、そのテキ
ストの問題を解いてからセミナーを受講することが
良いと思います。セミナーでは、講義内容を筆記し、
WORDで書き起こして講義録を作成し重要ポイントを
確認しました。

3）	英語：

　英語は、暗記、暗誦、ディクテーションの王道を進
むしかありません。英文レター起草問題には、適宜な
例文を幾つか自分で作成して暗誦できるようにしてお
き、タイムを計ってそのドラフトを鉛筆でレターの書
式で手書きする練習を重ねてみました。

4）	実際の試験に臨んで：

　英語は時間配分を考え、まず最後の問題の英作文か
ら始めましたが、テキストから予想した量以上の問題
量にまずびっくり。次に用紙の回答欄が小さいので、
この大量の英文がこの枠内に書けるかしら、とチマチ
マと欄に詰め込みました。試験終了15分前に、スペー
ス不足の場合は用紙の裏も使ってよい、との説明があ
りました。
　今更最初に作成したグチャグチャの答案をどうにも
できず反省事項となりました。
　貿易実務。これが一番問題と思っていたのですが、
何とか解けて良かった、というところでした。過去の
問題より、更に本質を突く問題が多くなったように思
いました。
　国際マーケティングは、自分としては、最も知識の
ない分野でした。セミナーでの説明に従い、とりあえ
ずマーケッティングの言葉を覚えること、また、通商
白書概要や投資報告など、また講義の書き起こしも読
み込んだのですが、結果から言うと、全くの準備不足
でした。もっと、マーケッティングの本を読み、考え
方の基本を整理しておくべきでした。難しかった。結
果はボロボロ以下、反省のみ残りました。

　という訳で、こりゃダメだ、というのが試験直後の
感想でしたので、一次試験の合格通知をいただいたと
きには、間違いではないか、と思ったほどです。いず
れにしても、どの分野においても、更に研鑽を積む必
要があるという思いを改めて新たにいたしております。

子育て世代のリアルボイス
縣　英里（愛知　＃629）

　さまざまなビジネス経験をされたベテラン専門家の
方々が多く在籍するAIBA で、私のような育児真っ只中
の女性はマイノリティーであり、この記事自体もAIBA
だよりの中で異彩を放っているかと思います。
　すでに立派にご子息・ご息女を育て上げた子育ての
大先輩もいらっしゃるでしょうが、母となって働くの
が一般的になりつつある世代の本音を「異文化理解」
の一環としてお読みいただけると幸いです。
　先に申し上げましたとおり、我が家は就学前の子供を
育てている共働き世帯であり、私は目下二度目の育児休
業中です。もちろん、職場復帰を前提とした休業です。
　なかには「子供が小さいうちは働きに出なくても良
いのでは？」と思われる方がいらっしゃるかもしれま
せん。考え方は人それぞれなので、そう思われること
を否定はしません。ですが、くれぐれも口にはされま
せんようお願いいたします。
　昨今はさまざまな種類のハラスメントが認定され、
妊娠・出産・育児をきっかけに職場で嫌がらせを受け
るなどの「マタニティハラスメント」、略してマタハラ
と言うものがあります。良かれと思って言ったことで
も、受け取る側が嫌な気持ちになったらハラスメント
とされる可能性もあります。特に、妊娠・出産・育児
に関してはたとえ同じ女性であっても考え方、捉え方
は異なります。私自身、不用意な発言で誰かを不快な
気持ちにさせないよう、十分気をつけたいところです。
　「子供が小さいうちは・・・」と言う思いには、子育
ては大変なもので、育児と仕事との両立はさぞ難しか
ろう、わざわざ辛い道を選ばなくても良いのではない
か？という優しさが隠れていると思います。
　確かに、幼子を抱えつつ働くのは楽ではありません。
なかなか言う事を聞かない子供の世話と自分の身支度
を同時並行で行い、保育園に送ってから時間通り出勤
する毎朝の闘いや、いつ体調を崩すか分からない不確
定要素である子供の状況を鑑みながらの仕事調整（発
熱したら保育園からお迎え要請の電話が入ります）、さ
らには家事をこなしつつ子供をなるべく早く寝かしつ
ける毎晩のミッション。ゆっくりお茶を飲みながら、
ホッと一息つく暇もありません。
　なぜ働くのか、理由は人それぞれではあります。私
の場合、仕事を通して社会とつながっていたいという
一言に尽きます。貿易アドバイザーとしてはまだまだ
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勉強中ですので、ここでキャリアを絶ってしまったら
何者にもなれない気がするのです。幸い、夫も私が働
くことに協力的で、支部での勉強会がある時は毎回快
く送り出してくれます。
　人生百年の時代と言われています。その中で、育児
に手が掛かる時期はそう長くはありません。だからこ
そ、子育てに没頭したい人もいれば、子育てが終わっ
た時のキャリアを見据えている人もいます。
　今はまだ、母親だけが育児休業を取得するケースが
ほとんどですが、男性が取得するケースもちらほらと
聞きます。
　育児は母親が単独で行うもの、という考えから家族
と言うチームで行うものに変わりつつあるのを感じま
す。そういったことも含め、子供たちには働く母の姿
を見せたいと思うのです。

東大寺長老・森本公誠氏の講演
片本　善清（奈良　＃422）

　先日、イスラム・アラビア関係の元東大寺管長、森
本公誠氏の講演を奈良国際フォーラム「いらか」で聴
くチャンスにめぐまれ、受講しました。
　講演の内容の概略を下記に記しますと；
① アラビア語のアルファベットから、説明講釈がなさ

れた。すなわち、Alif(a), ba, ta, tha, … .から始まり… 
yaの28文字で終わる。右から左へ書き出して、アラ
ビア語にも「書道」があるそうです。

② 世界にキリスト教・イスラム教・仏教の三大宗教が
あります。一番多いのがキリスト教20億、イスラム
教10～15億、仏教4～5億（ヒンズーも多数）となっ
ています。 

③ アラビア語は神の啓示コーランの言葉です。その予
言者ムハンマド（マホメット）［570 ? ～632］
1．最初に下った啓示
イ） 誦め、創造主の御名において、いとも小さな凝

血から人間を造り給う。
ロ） これ外衣にすっぱりくるまったそこな者、さあ！

起きて警告せよと。
2．神の使徒、最後の預言者…崇拝の対象ではない。

④ コーランに見る正義。
　「ええ、呪われよ、ずるい奴、他人に量らせるとき
は量目ぎりぎりにするくせに、己が他人に量るとな
ると、打って変わってけちけちする。」「これ、お前
たち信徒のもの、集会の日（金曜日）の礼拝に来た人々
をいざなう喚び声が聞こえたら、急いで神（アラー）
のお勤めに赴き、商売など放っておけよ。礼拝が終
わったら、方々に散って今度は大いに神の恵みを求め
る（商売に打ち込む）が良い。ただし繰り返し繰り返
し神を念ずることだけは忘れるな。さすれば商売さ
らに繁盛しよう〈比喩的魂に魂の救いを意味する〉。」

「だがこれほど言って聞かせても、うまい儲け口や遊
び事が見つかればそこへ飛んでゆく。汝（ムハンマド）
を礼拝の場に独り残して行ってしまう。言ってやる
が良い。『神の手元にあるものの方がもっと遊びや商
売よりどれほどましなことか。神ほど結構なものを
ふんだんに授けてくださる方はほかにない』と」

⑤ ジハード（Jihard）とは《神の道に奮闘する》聖戦の
こと。
　「信仰に入り家郷を捨て、己が財産も生命も投げ棄
て奮闘してきた人々の方が神の目から見れば確かに
上であろ。」「信仰を受け入れ家郷を捨て、己が財産
も生命も投げ棄て神の道に奮闘してきた人々、それ
から避難所と援助を惜しまなかった人々、この人た
ちこそ本当の信者。言ってやるが良い『もしお前た
ち、自分の親、子ども、妻、親族、それに自分が手
に入れた財産、不景気になりはせぬかと心配な商売、
気に入った住居―このようなものが神や使徒や、ま
た神の道での闘争よりも大切に思われるようならよ
ろしい。いずれ神の裁断が下りる。神は決して邪悪
な人間は導いて下さらぬ』と」「これ、信者の者、。。。
合戦の日に敵に背を見せるような者は、忽ち神の怒
りを背負い込み、行き先は地獄の火、行き着く先は
恐ろしいぞ。」「彼ら（敵軍）を殺したのは汝ら（イ
スラム教徒）ではない。神が殺し給うたのだ。これ
は信者たちに有難い恩寵を経験させようとなし給う
たことだ。」

⑥ 戦利品の分配。「汝らによく心得て老いて貰いたいの
はどんな戦利品を獲ても、その五分の一だけは神の
もの、そして使徒（ムハンマド）の者、それから近
親者、孤児、貧民、旅人のものであるということ、。。」

『しかし汝らが手に入れた正当な良い戦利品は、遠慮
なく頂戴して構わない。』「正当な商行為によって生
計の道を立てることは、それ自身ジハードであり、
市場はそのジハードの場である。したがって同胞と
の人間関係を結ぶについて要求されるのは、自我と
の戦いである」
＊ コーランは神の書でもあり、あるいは悪魔の書で

もありうるということです。
⑦ 初期イスラム史の展開及びカリフ体制の改革から11

世紀の崩壊など省略します。

付記）森本公誠氏の略歴：
　森本公誠（こうせい）氏　東大寺長老　華厳宗僧侶・
イスラム学者。文学博士。
　2004－2007年東大寺第218世東大寺別当・華厳宗管
長を勤む。
　1934年兵庫県姫路市で出生現在84歳、京都大学文学
部卒、カイロ大学留学。
　アラビア語を専攻し同時にアラビア国に長年滞在
し、アラビア国の税制ほか、イスラム教、その生活や
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商売の状況など調査研究する。著書に『イスラム帝国
夜話』上下巻岩波書店発行をはじめ多数の出版あり。
1966年から約十年間、元大阪外国語大でアラビア語の
講師をされた。本公演は平成29年度咲耶会奈良支部総
会時のメーン・イベントでした。
＊ 咲耶会は、元大阪外国語大・現大阪大学外国語学部

の同窓会の名称。
（完）

7・8・9月の天文現象と暦関連
芳賀　淳（兵庫　＃562）

その１．土用丑の日：

　今年は7月20日と8月1日
が 土用丑 の 日 で す。 土用
丑の日といえば鰻ですね。
ちょっと高いけど、夏バテ
に負けない体でいるために
奮発しましょう！
　で、路上でも鰻の広告が
見られますね。直進か右折
すれば鰻が食べられるので
しょうか？
あ、よく見ると鰻ではなく、慢でした。

その2．月と惑星（木星〜土星〜火星）の出会い：

　7月20日から28日に半月から満月にかけての月が、
次々と南天で惑星とデートします。花火大会もよいで
すが、星空にも目を向けてみましょう。
　詳しくは「国立天文台　ほしぞら情報」で検索してみ
てください（その3、その4も同じように検索できます）。

その3．またまた皆既月食：

　7月28日未明というか早朝というか、夜明け前に皆既
月食があります。しかし今年1月31日のように条件に恵
まれたものではなく、東京以西で皆既になった満月が
沈んでゆく様子をかろうじて観られる程度です（北日
本の皆様、次回をお待ちください）。

その4．火星大接近：

　火星が久しぶりに（2003年以来）地球に大接近します。
火星はやぎ座の辺りをうろうろしているので、南東の方
角で赤くギラギラ光る星を見つけられたらそれが火星
です。7月31日だけの現象ではなく前後数週間も十分楽
しめるので、夏の夜空を是非見上げてみてはどうでしょ
う（デートの誘いの口実に使えるかも？）。

その5．ハングリーゴーストの月（旧暦7月）：

　8月11日から9月9日、シンガポールなど東南アジアの

国ではハングリーゴーストという中華の伝統文化に触
れることができます。これは日本のお盆のような行事
で、あの世からご先祖様をはじめいろいろな霊がこの
世にさまよい出てくるというものです。霊は無視され
るといたずらをするので、いろいろなお供え物を捧げ
たり、娯楽を興じたりするという賑やかな？行事です。

「シンガポール　ハングリーゴースト」で検索すると情
報が沢山出てきます。

その6．中秋節（お月見）：

　今年の旧暦8月満月は9月24日です。日本でもお月見
ですね。日本のお月見にはお団子が欠かせませんが、中
国や東南アジアでは中秋節イコール月餅です。中秋節
前には、お世話になっているあの方へあの会社へ、月
餅持ってご挨拶～という光景があちこちで見られます。
　ところが日本の月餅とは違い、あちらの月餅はド迫
力サイズとぶ厚さ、更には中身の餡に木の実やら乾燥
塩漬け黄身やらが入っていて、水分無しで食すること
は極めて難しい存在になっています。伝統行事ではあ
るものの、皆さん月餅は結構苦手にしている人も多い
ようです。
　日本でも、なくしたらいいのになーという伝統行事
がありそうです。

　おしまい

「日本貿易学会」第58回全国大会に参加して
〜2回目の「AIBAセッション」を開催〜

行方　久智（埼玉　＃530）

　2018年5月19、20日の2日間、東京都杉並区の高千穂
大学杉並キャンパスにおいて日本貿易学会第58回全国
大会が開催されました。今回で2回目となる『AIBAセッ
ション』が設けられ、AIBA会員3名が報告を行いまし
たので、概要を報告させていただきます。
　AIBAセッション以外でも2名のAIBA会員が報告を行
い、合計5名のAIBA会員が報告を行いました。
● 今年の統一論題「サービスから見た貿易のあり方：

新たな成長の枠組み」のテーマの下、初日午後に以
下3件の講演が行われました。
講演1： 「クールジャパン事業の課題」
　　　  （太田伸之氏、クールジャパン推進機構）
講演2： 「地域統合とサービス貿易」
　　　  （岩田伸人氏、青山学院大学）
講演3： 「WTO体制下におけるサービス貿易の現状と

展望」
　　　  （飯島俊朗氏、外務省経済局）
　特に太田氏からは、韓国の政策として東南アジア
における韓国メディアの露出度が目立って大きく
なっており、それに伴いアジアの若者は韓国への関
心が高く韓国製品の販売にも大きく貢献している旨
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の報告に大いに興味を持ちました。
● 今年は自由論題として、以下の8分科会に分かれ、

34タイトルの広範な研究報告が行われました。分科
会テーマは：①通商政策、②貿易商務、③貿易金融、
④国際経営・国際ビジネス、⑤国際物流、⑥若手セッ
ション（40代以下の若手研究者の報告）、そして⑦
AIBAセッションと⑧国際セッション（韓国貿易学会
メンバーによる報告）に分かれます。

●  AIBAセッションは2日目午前に行われました。会場
となる教室の入り口には、AIBAセッション設置の目
的として、日頃貿易や国際取引の実務に携わってい
る会員による実業界と学術界の橋渡し役になる旨の
挨拶文を掲示し、参加された先生方にはAIBAのパン
フを配布して、AIBAへの理解を深めて貰いました。
先生方を通じて多くの学生にもAIBAを啓蒙して頂け
ればという意図もあります。
i ） まず、山口正路会員（千葉 ＃628）が『相談事例

から見る日本のEPA･FTA活用での問題点と提案』
についての報告を行い、実際にJETROの窓口で
EPA/FTAの相談業務に携わっておられる立場か
ら、日本のEPA締結件数が16件に増えて来ており、
それに伴い企業のEPA利用率も増えて来ている状
況を説明。相談内容を分析した上で、利用できて
いない理由を分析しさらに韓国の状況とも比較さ
れた中で、今後さらに中小企業に対して利用を促
進していく為の提言が行なわれました。

ii） 次に、伊東仁一会員（東京 ＃223）から『船荷証
券の元地回収とリスク』について報告され、貿易
実務上船荷証券の危機と言われる状況を回避する
為に便宜上利用されることが多い船荷証券の元地
回収（サレンダー B/L）について、それが利用さ
れるに至った経緯と仕組み、更に伊東会員が関係
している国際フレイトフォワーダー協会参加企業
の実際の利用頻度をグラフで具体的に紹介。更に
裁判事例を通じてサレンダー B/Lの危険性を説
明された上で、これからは安全性確保の為にSea 
Way Billの利用促進を提言されました。

iii） 次いで、笹沼喜美男会員（東京 ＃725）からは『日
本の食料輸入の変遷～輸入増の決定要因』につい
て報告。各種統計数字の不整合から一律に把握す
る事が難しい事の指摘と、商社勤務の経験から、
日本の食料輸入をマクロの目で捉え、日本の戦後
の食糧輸入の推移を時系列で把握しそれが食料自
給率の低下を補うためではなかった点、食料輸入
は経済的の豊かになる中で消費者の選好によって
増加して来ている点を指摘されました。

● 上記3名以外にもAIBA会員2名が各セッションで報
告を行いました。
iv） 石川雅啓会員（東京 ＃602）は、『シンガポール

関税法にみる貿易円滑化の取り組み』と題して、

今までタイ、フィリピンと毎年継続して各国通関
制度の報告をされている石川会員は今年はシンガ
ポール税関法の分析を通して特に貿易円滑化の側
面から「事前教示制度」「不服申し立て制度」「認
定事業者制度」を取り上げて報告されました。

v） 勝田英紀会員（大阪 ＃227）からは、『欧米への
日本酒輸出への提言』と題して報告。
昨年は「日本酒輸出のメリット」について報告さ
れましたが、今年は更に一歩踏み込んで、欧州市
場に日本酒を輸出する場合、ワインマーケットと
の比較において欧州各国での食事事情を調査し食
と日本酒とのマリアージュの観点から今後の日本
酒の輸出マーケティングを推進していく事の重要
性を提案されました。

● 最後に、長期間にわたる発表準備をして頂いた報告
者の皆様および当日ご参集頂いた会員の皆様に御礼
申し上げます。
　AIBA セッションで報告された資料は、会員用HP
にも掲載されますので当日参加できなかった皆様も
ご覧になって下さい。

［お願い］

　最後に、日本貿易学会には現在52名のAIBA会員が所
属しており研究報告を通して学術界と実業界を結ぶ重
要な役割の一端を担っています。会員の皆様の中で日
本貿易学会に参加を希望する方が居られましたら是非
ご検討ください。今後のAIBAとAIBA 会員にとっても
社会に存在価値を示していける重要な活躍の場となっ
ていきます。 

以上

FTA部会活動報告＝第3回勉強会
伊東　仁一（東京　＃223）

　6月9日（土）AIBA本部事務所で、
FTA部会の第3回勉強会が開催され
ました。
　今回の講師は、森岡和博会員（千葉 
＃212）で、「 韓国 の 貿易 の 実体 と
FTA 活用事例」をテーマに講義と質

疑応答が行われました。同氏は、2013年より昨年8月ま
で4年余り釜山に駐在、勤務先の重機械メーカの調達事
務所で新規ベンダーの開拓、引き合い、発注条件交渉

会場となった高千穂大学外観 ― HPより借用
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等の調達業務の第一線でご活躍された方です。韓国で
の調達とFTAの活用についての実際の体験に基づく具
体的なお話は、大変勉強になりました。
　森岡会員からは、多くの示唆に富むお話がありまし
たが、特に印象に残ったものをいくつか以下に簡単に
ご紹介します。
① 韓国の貿易の実体　貿易依存度が高く外需に依存し

た経済構造
② 韓国のFTAの実体　韓国と日本は同様に15件の FTA

を締結しているが、韓国が締結していて日本がまだ
締結していない主な国、地域は、大マーケットの
米国と中国。さらに韓国は、EUとは2017年12月に
FTA 交渉が妥結し、2019年に発効予定になっている
とのことです。韓国のFTAカバー率は、2017年6月
末時点で67.8%,　一方日本は22.5% であり、韓国の
カバー率の高さが顕著です。 

③ 韓国のグローバル購買基地化への動きとして、日産
自動車の例が紹介されました。日産は、全世界の工
場へ原材料を直接または日本を通じて供給している
が、韓国産として認めてもらえるように最低限度の
組み立て工場を韓国に移転。これにより、韓国をグ
ローバル購買基地とし、低い関税で全世界への原材
料供給を可能にしようとしているとの話が強く印象
に残りました。　

④ 韓国投資においては、FTAの活用がポイントになる
との説明があり、外需に頼る韓国がFTAの活用に心
血を注いていることが良くわかりました。

　今回の勉強会ではFTA部会員が11名、さらに森理事
長がオブザーバーとして参加され、合計12名が参加し
ました。理事長には、FTA部会はAIBAとして行うべき
重要な任務を担っていることを評価の上、今後とも温
かくサポートされようとしていることが良くわかり心
より感謝申し上げます。今回のFTA部会勉強会は、前回、
前々回同様FACEBOOKで実況中継され、遠隔地から
FACEBOOKで参加した会員からは、非常に勉強になっ
たとの書き込みがありました。

　FTA部会は3か月に1回勉強会を開催、今後の予定と
講師は、以下のとおりです。　
　次回  9月8日（土）塩井会員（神奈川  ＃527）、次々
回  12月8日（土）行方会員（埼玉  ＃530）

追悼　永野靖夫先生
柴田　篤（東京　#508）

　永野靖夫先生（東京  ＃68）が2018年6/12（火） 夜、
間質性肺炎のため77歳で急逝されました。6/19（火）
葬儀に参列し、お別れしてきました。私にとってはお
兄さんのような存在でしたので、心に大きな穴があい

たような、寂しい気持ちに襲われています。
　ここ1年は、仕事の傍らスポーツジムに通われ、貿易・
安全保障貿易管理・セミナー・後輩の指導等とご活躍、
大変お元気でした。あの寒い雪の日の翌日3/22（木）、
ジムのあとサウナで倒れられ、検査入院されました。
検査で膠原病と診断されましたが退院され、5月のはじ
めからリハビリに努められていました。ご自身のホー
ムページで執筆中の現在64号の「貿易展望」を100号
までは猪突猛進で執筆すると言われておられましたが、
6/8（金） 容体が急変、再度入院され、4日後帰らぬ人
となりました。
　永野先生は、お父さまが銀行マンの家庭に育ち、早
稲田高等学院から早大政経を経て丸紅入社、当時の花
形産業である石炭を担当、エリートコースを歩まれ、
初代丸紅ジンバブエ所長を勤められました。ジンバブ
エでは本当に得難い経験をなされたようで、たびたび
そのお話しをなされていました。その後ジェトロ等勤
務のあと、独立され貿易アドバイザー・中小企業診断
士として、あの有名なジェトロの貿易実務本「輸入の
すすめ方」「輸出のすすめ方」を執筆なされました。
　最近の10数年は、難しい安全保障貿易管理士（総合）
の資格を取得され、安全保障貿易管理の方に活動の場
を移され、私の事務所の顧問としても、いろいろ助言
をいただいておりました。先生が執筆された「読む字
引・・安全保障とその周辺」はこの分野を整理しまと
められており、他に追随を許さぬ資料として、同分野
のエキスパートのバイブルとなっております。
　先生は育ちがよろしいので、お客様から相談を受け
ても「○○省の○○審査官に相談するのが一番ですよ」
と素直に答えられます。私が「それでは、我々の仕事
にならないのではないですか？ 私たちが、○○省に
行き、いろいろ調整し、さらに私はこう思いますと意
見書を書いてそれなりの対価をとらないと、ビジネス
になりませんよ」と申し上げると「ほんとだね」なん
て言われて、ほがらかに笑ってらっしゃる。そのくせ

「AIBAは商売が下手だから・・・」なんて言われるも
のですから、私はますます怒って「ビジネスは儲ける
ことが仕事です。ユニクロの柳井さんも言われていま
すよ」と、よく反論しました。でも年下の私の意見も、
大きい懐で包んでくださるような包容力があり、最後
は大笑いで終わってしまいます。私がこうしましょう
と提案しますと「そうだね」と言って、最後はその卓
越された専門知識でお仕事を進めてくださいました。
　こんなこともありました。先生がジンバブエにいら
した頃、私の古巣である日本水産のケープタウン事務
所を訪ねられたそうです。ちょうどその頃、石川康秀
会員（東京  ＃649）がケープタウン駐在でしたので、
話が盛り上がると思い「日水ケープのどなたが接待し
ましたでしょうか？」と尋ねると「それが全然覚えて
いないんだよ」と・・・「なんだぁ、新鮮な魚が食べたかっ



ただけなんだぁ～」と、またもや大笑いになりました。
大変素直な裏表のない先生でした。

　弊事務所職員の諸藤が作ったこの似
顔絵も大変気に入っていただいていま
した。その体格・風貌から、私はここ
数年お客様に「小金井のグレゴリー
ペックです」と紹介し、笑いもとって
おりました。

　本年1 / 22（月）に静岡県掛川で仕事があったもので
すから、先生もお連れして、帰りにあの有名な焼津の

「松乃寿司」で、先生のお好きなお寿司をたらふく食べ
て、帰ってこようと思っていました、が、天気予報で
は夕方から関東地方で大雪とのこと。最後まで迷いま
したが、もし転ばれたらいけないと思い、永野先生を
お連れすることを断念し、私一人で行くことにいたし
ました・・返す返すも残念です。

　永野先生が突然このようなことになり、世の無常を
感じざるを得ません。
　残されたご家族の悲しみを思うと、本当につらく、
残念です。

□  追悼 ～ 永野 靖夫さん（東京 #68）  □

　創設期のメンバーのひとりとしてAIBAの発展にご

尽力いただいた永野靖夫さんが、病気療養中のところ、

6月12日に逝去されました。

　6月18、19の両日、東京都国分寺市の東福寺むさ

しの斎場で通夜・告別式がしめやかに行われ、AIBA

からは十数名の会員が参列、釜堀孝雄会員（千葉 

#228）が弔辞を読み上げ、在りし日の故人を偲びま

した。

　謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

 昨年の誕生日会にて（ご遺族提供）

職業＝貿易コンサルタント、以上。
川田　康博（東京　＃27）

　昭和60年（1985年）10月1日に「貿易コンサルティン
グと実務指導」を業務とする会社を設立してから、今
年で33年目を迎えます。昨年、還暦を迎えたこと、6月
12日にNo.68永野靖夫会員が急逝されたこと、森理事長

が「第16期概観と第17期所信」で30歳代、40歳代の若
い世代の会員に対する期待を述べていたこと、の、3点
を契機としておよそ15年ぶりに「AIBAだより」に寄稿
したいと考えました。

第1章　始動

　貿易コンサルタントになろうと考え始めたのは、高
校2年生の暮れの事でした。それから、手探りで貿易
コンサルタントになるためには何が必要かを考えてみ
て、時に臨んではその都度ごとに迷いながらも一つ一
つハードルをクリアーし、幸いにして33年の月日を貿
易コンサルタントを職業として過ごし、還暦を迎える
ことが出来ました。高校2年の学生が漠然と描いた貿易
コンサルタントというものが、幸運にも自分の職業と
なり、現在に至っていますので、このユニークな体験
が明日を担う貿易コンサルタントの方々の参考になる
やもしれぬと考えて、筆を執る事と致しました。
　最初にクリアーすべきと設定したハードルは英語で
した。中学一年生の時に、初めて英語の授業を受け勉
強を始めました。ビートルズが好きだったことと、最
初に出会った英語の先生が好きだったことが幸いして、
英語の成績は大変良いものでした。高校に進学する時に
は、英語教育に力を入れている学校を希望し、キリス
ト教のミッション系の学校に進みました。希望通りに、
英国人と米国人の英会話の先生の授業を受けることが
出来ました。後年になって分かった事ですが、英会話
の先生よりも、英語を担当していた日本人の先生の授
業が、大変ありがたいものでした。 先生の授業の真価
がじわりじわりと分かり始めたのは、米国に留学して
からなのですが、今でも大変感謝しています。
　通っていた高校は、大学の付属校（正確には、「関係
校」と呼びましたが）であり、一定の成績があれば好
きな学部に進学する事が出来ました。進学する学部を
選ぶときになって大いに悩みました。経済学部はこの
大学の看板学部で人気がありましたし、貿易コンサル
タントならば経済学部が当たり前だろうと決めていた
つもりなのですが、土壇場で法学部に切り替えました。
それは、貿易取引には国際売買契約書が必ず重要だろ
うと考えたからで、法律は学んでおく必要があると思っ
たからです。法学部に進むと、商法、経済法（独占禁
止法）、無体財産権法（工業所有権法）、会社法、破産法、
国際法、国際私法など、貿易取引に関係する法律がざく
ざくと出てきました。貿易取引と、憲法規定である国際
条約は深い関係にありますから、今となっては法学部に
進んだ事は正しい選択だったと考えています。実際に、
貿易コンサルタントを開業してから、法学部で学んだ
ことに本当に多くの面で助けられた思いがしています。
講義の教材として半ば強制的に購入させられた専門書
が大いに役立ちました。最初に、FOBという言葉を知っ
たのも、国際私法の教科書でした。
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　法律の勉強をしながら、学生生活の楽しさを享受し
ながらも、常に「貿易コンサルタントへの道筋」は探
し求めていました。 大学でも、英語教育には力が入っ
ていて、英米人による英会話の授業を取る事が出来まし
た。 しかし、いくら授業で英会話を学んでいても、現
地での生活を通して「ナマの英語」に接する必要があ
るという思いは徐々に膨らみ続け、失せることはあり
ませんでした。

（続く）

スキルアップセミナー開催
試験運営委員会

　今年も5月12日(土)、東京・神田駿河台の中央大学
駿河台記念館、大阪・天満橋の大阪府立男女共同参画・
青少年センター（通称ドーンセンター）の2会場で、ス
キルアップセミナーを開催しました。
　このセミナーは、貿易実務の中級レベル以上の方を
対象に、AIBA会員が講師となって毎年行なわれている
もので、今年は東京で38名（昨年比6名増）、大阪で25
名の計63名が、「運輸・通関」、「貿易実務一般」および

「決済・外国為替」の3講座を受講しました。

首都圏地区
4月21日（土）
4月度首都圏勉強会
テーマ：  『国際ビジネス最前線で必須の英語力の磨き方～

“結果として” TOEIC980点達成の秘訣を語る』
講　師： 小野沢 幸司氏（㈱グローバルビジネス戦略

代表取締役社長）
概　要： グローバル化による企業の海外展開とともに

英語力必須の時代に、多忙な日々にあっても
いかに英語力を進化させて国際ビジネスの現
場で闘っていくか・・・ご著書 ｢海外で活躍で
きる英語勉強法｣をもとに、ご講演いただいた。

場　所： 中央大学駿河台記念館680号室
参加者：26名

5月26日（土）
5月度首都圏勉強会
テーマ： 『最新国際ファクタリングのご案内～

海外債権の保全について』
講　師： 大塚 裕高氏（三菱UFJ ファクター㈱ファクタ

リング営業本部ファクタリング事務部副部長）
概　要： 2016年の世界貿易は2年連続で減少したと推計

される（ジェトロ世界貿易白書）一方で、貿
易決済にともなう債権の保全策は多様化して
おり、メガバンクグループの国際金融部門で

活躍されている講師に国際ファクタリングに
ついて講義いただいた。

場　所： 中央大学駿河台記念館680号室
参加者：38名

関西支部

5月26日（土）

関西支部総会及び定例会を開催しました（場所：
ドーンセンター大阪）。支部役員改選を含む総会議
事、定例会では本部理事会宛決議の提案の審議な
ど、活発に意見交換を行いました。また、外部講
師による講演会では大阪商工会議所から福田太郎
課長をお招きし、『EPAの活用と対策の留意点～
EPA原産地証明書取得の現場より～』というテー
マで、EPA原産地証明書発行の現場に即した貴重
なお話を聴講できました。

関西支部新役員（任期は2020年5月まで）は下記
のとおりです。
関西支部 支部長 山西 健市（奈良 #483）
　　　　 副支部長 濱口 徹（奈良 #692）
　　　　 書記 小橋川 唯之（大阪 ♯768）
　　　　 会計 中西 知之（大阪 ♯608）
　　　　 監事 高村 敏明（大阪 ♯611）

【講演】15:15～16 :45
『EPAの活用と対策の留意点

～ EPA原産地証明書の取得の現場より～』
講　師：大阪商工会議所国際部　福田太郎課長

東海支部
5月定例会
日　時：5月26日（土）午後
場　所：愛知県産業労働センター会議室
出席者：9名
講　演： ｢仲裁制度の活用による海外ビジネス・リスク

対策」
講　師：元日本商事仲裁協会大阪事務所 副所長
　　　　　　　　　　　　　　　　　勝田 利文氏

　2018年4月から6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。

4月
・ 輸出L/CのEXW条件における必要書類、船積遅延の

場合のペナルティ基準、ユーザンス付きL/C取引の



注意点
・ ｢抹茶を使った飲料｣ の米国向け輸出の留意点

5月
・ B/L紛失への対応について
・ OSA人民元口座による取引について

6月
・ インドネシアからの雑貨の輸入に関する留意点
・ 発砲スチロールのリサイクル製品の品質について
・ インド向け輸出: 360日ユーザンス付きL/C
・ 中国から食品を輸入販売する日本企業の照会
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　輸出者である私ども（金融機関）のお客様が、送金ベースで前金受領後、B/L全通を海外の輸入者に
EXPRESS MAILで送付したところ、現地の郵便局が書類を紛失してしまいました。輸出者（B/Lを安全に
届けるべく善管注意義務はあるかと思いますが）、輸入者ともに悪いわけではありませんが、今後も同じ
バイヤー（輸入者）との取り引きは継続的に発生するため、またフォワーダーへの信用面からも、輸出者
は自己の責任でBANK L/G（B/Lの呈示無しに荷物を荷受人に引き渡すための、船会社やフォワーダーに
差し入れる保証状）により、海外のバイヤー（輸入者）に荷物をリリースさせたい意向です。教科書的に
は除権決定を得て、B/Lを法律上無効にしてから荷物をリリースするとのことですが、除権決定までには
時間がかかり、実務的にはほとんど利用されることはないと思われますので、L/Gを発行する際の実務上
の手続きに関して、アドバイスいただけますよう宜しくお願いいたします。

　上記の質問に対して、何名かの会員のかたから貴重なアドバイスをいただき、以下のとおりL/Gを発行、
現地で荷物を無事に受領できましたと、お客様からも謝意がありました。
　実際にB/L紛失にともない、L/Gを発行するケースは意外と少ないようですので、今後、同様の事例に
接した場合のご参考になればと思います。

1． 日本側のフォワーダーは、銀行が連携保証したL/Gを差し入れれば、社内で現地の代理店あてに荷物
をB/L無しでリリースされるとのことでした。

2． フォワーダーが提示してきたL/GのフォームはJIFFA（国際フレイトフォワーダーズ協会）が参考例と
して提示しているもので、タイトルは『Letter of Indemnity』、B/Lの未着、紛失等で提出できない場合、
荷主の依頼により、B/Lの提示無しに荷渡しするよう求め、それに対する損害が発生した場合、荷主
と銀行が連携で保証するという形態です。

3． このフォームには金額や期限の記載がないため、発行する側の銀行にとってはリスクが限定せず、発
行しづらいフォームであるとのことでした。　　　

4． そこで船会社でのご経験がある会員からのアドバイスを参考に、強引に金額や期限の記載をお願いす
るのではなく、本来はB/L無しで荷物を受け取ること自体が便宜的にやっていただくものとの前提で、
荷主であるお客様経由折衝しました。

5． 何度かL/Gの文面を巡ってやり取りしましたが、最終的にはJIFFAの参考文面をベースに、Invoice金
額に一定の金額を上乗せ、期限は発行日から一定の期間を限定（実際の金額と期間は個別事情による
かと思いますので、ここでの記載は控えます）することで折り合いがつきました。

6． 期間の設定においては国際海上物品運送法第14条の責任の消滅期間が1年であることを参考に検討いた
だきました。ただし、商法上の時効は5年ですので、こちらを基準にするべきとの考え方もあります。

7． 金額や期限の記載がないL/Gフォームをスタンダードとするフォワーダーと、金額や期限を入れる
フォームを望む銀行との間で、書式の争いになりかねませんが、荷主と船会社・フォワーダー、銀行
間の日頃からの信頼関係が大切かと思います。特にこの種のL/Gはリスクが高いと、銀行が難色を示
す可能性があります。

8． 併せて今後の対策として、送付手段はDHL、FEDEX、UPS、OCS等の利用、B/Lは原本1通あれば
荷物を受け取れますので、分送の徹底、原本1通は手元に置いておく、原本の提示の必要のないSea 
Waybillの利用、などの検討をお願いいたしました。

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。

B/L紛失にともなうL/G発行の可否について 加藤　政直（埼玉　＃744）
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　2018年4月から6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。

伊東　仁一（東京　＃223） 
5/23
独立行政法人 国際協力機構（JICA）主催
テーマ： 『アジアにおける持続的な物流システムの構築』

（発展途上国5ヶ国の運輸官僚を対象とした研修）
内　容： フォワーディング業務の起源、推移、多様

化するサービスについて英語で講義
会　場： JICA横浜研修所

柴田　篤（東京　＃508）
1/18（Yahoo Newsに掲載）
テーマ： 『1500万円の社用車を乗り回す「2代目ボン

ボン社長」、部下を圧倒するオーナーパワー』
内容概略： 2代目ボンボン社長が社用車を乗り回すと、

どのくらい得か損か、分析してアドバイス

4/10（税理士ドットコムNewsに掲載）
テーマ： 『バブル期のボーナスを懐かしむ声「同じ額

面でも手取り額が高かった」、今との違いは？
内容概略： バブル期と現在の手取り額の違いを分析

した

4/18
T社主催
貿易セミナー
テーマ：『輸入事後調査・輸出事後調査』

最近の輸入事後調査と輸出安全保障貿易管
理について解説

場　所：中央大学駿河台記念館

6/23（Yahoo Newsに掲載）
テーマ： 『ロッキー山脈、2億円相当 ｢宝探し｣ に35

万人が挑戦…日本人が見つけたら税金は？』
内容概略： 宝探しを日本人が見つけたら、日本とア

メリカで、どう課税されるかについてア
ドバイス

弓場　俊哉（大阪　#415）
5/12
AIBA主催

スキルアップセミナー「貿易実務一般」
場　所：ドーンセンター

5/23、5/24（2日間）
ジェトロ大阪主催
｢貿易実務講座（初級編）｣
場　所：アットビジネスセンター大阪本町

第149回AIBA臨時決算理事会
開催日時： 平成30年5月19日（土） 

午後1時30分から午後5時20分まで
開催場所： 東京都千代田区神田駿河台一丁目8番地11

東京YWCA会館301号室 
AIBA本部事務所

出席理事： 森  重道、井上  隆彦、服部  浩一、清水  晃、
高梨  義紀、熊本  一夫、菊池  祐二、芝田  
政之、鈴木  弘成、持田  修二、名城  徹

　　　　　（理事総数16名中11名出席）
欠席理事： 市川  強、富田  慶久、畠山  茂雄、常川  八司雄、

原 奉宣（理事総数16名中5名）
出席監事：鈴木  忠幸、安達  正之（監事総数2名中2名）
　上記の通り理事の過半数の出席があり、本理事会は
有効に成立したので、理事  森 重道は選ばれて議長と
なり開会を宣言し、議事に入った。

・第1号議案
第16期事業報告案　服部専務理事 事業本部長より報
告。ほぼ計画通りの売上げ実績となり、総会への上
程が承認された。

・第2号議案
第16期決算案報告　井上副理事長より下記報告。第
16期収入、売上げ総利益、一般管理費、当期純利益
など、決算案は総会への上程が承認された。

・第3号議案
第17期事業計画案　服部専務理事 事業本部長より下
記報告。
SPOT案件受注の拡大を目指してゆく。総会への上程
が承認された。

・第4号議案
17期予算案報告　井上副理事長より報告があった。
総会への上程が承認された。

・第5号議案
第16期認定試験、セミナー報告案 及び 第17期 認定
試験、セミナー計画案が諮られ総会への上程が承認
された。
＜第16期認定試験、セミナー報告案＞
AIBA認定貿易アドバイザー試験2017年度は受験申込
者数83名、合格者数18名、AIBA入会者17名（東京都
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7名、神奈川県3名、千葉県1名、埼玉県1名、大阪府1名、
兵庫県2名、岡山県1名、フィリピン駐在1名）
貿易実務スキルアップセミナー開催　東京2回、大阪
1回、合計受講者43名、直前対策ゼミ開催　東京3回、
大阪2回、名古屋1回、広島1回、福岡1回、仙台1回、
合計受講者159名　
＜第17期2018　認定試験、セミナー計画案＞
AIBA認定貿易アドバイザー試験2018年度一次試験
2018年11月23日、2次試験2019年1月下旬、スキルアッ
プセミナー開催、東京1回、大阪1回、実力養成セミナー
開催予定　東京2回、大阪1回、名古屋1回、広島1回、
福岡1回、仙台1回、直前対策ゼミ開催予定　東京1回、
大阪1回。受験者増対策は地方活性化を重視し、従来
以上に地方での広報に力を入れて行く。

・第6号議案
会員の入退会者数と第17期会員人数報告　清水理事　
事務局長
2017年5月15日現在会員数は319人、2017年度期央2
人退会、2017年度新入会員17人、復会1人、2017年度
末退会25人　2018年5月15日現在会員数310人（地区
別　北日本：15　首都圏：178　東海：18　関西：69　
中国四国：10　九州：17　海外：3）

（以上）

 〈編集後記〉

☆ 6 月にアメリカのトランプ大統領と北朝鮮の金
正恩総書記の歴史的な会談がとうとう実現しま
した。しかし、その熱狂が冷めた今、はたして
世界は、日本はどこまで変わったのかと疑問に
思う気持ちを禁じえません。

☆ 猛暑の季節を迎えましたが、震度6弱を記録し
た大阪府北部地震、西日本を襲った記録的な豪
雨により被害を被った地域にお住まいの会員の
皆様にはなによりもご健康をお祈り申し上げま
す。

☆ AIBA 総会が開催されました。今回は開催前か
らAIBA－NETを通じて議案に関する活発な議論
が交わされましたが、一方でAIBA－FORUMの
運営を巡って会員間の議論が続いています。会
員相互の健全なネット運用がなされることを期
待します。

☆  AIBA創設期のメンバーで、「AIBAの顔」のひと
りであった永野靖夫会員がお亡くなりになられ
ました。編集子も名著 ｢輸入のすすめ方｣ を読
んでアドバイザーを志したものとして、あまり
にも早いご逝去は残念でなりません。ご冥福を
お祈り申し上げます。合掌。（T. I.）

●東京事務所　所長：柴田 篤
〒102-0083　東京都千代田区麹町 4-3-5

紀尾井観光ビル 3F
TEL：03ー 3264ー 5271 / MAIL：info@japanー jil.com

●大阪事務所　所長：千田 昌明 
〒532-0003 　大阪市淀川区宮原 5-1-18 

新大阪第27松屋ビル 11F
TEL：06ー 6350ー 7100 / MAIL：info@cita110.com

美人女優シリ
ーズNO.3

美人女優シリ
ーズNO

昭和を彩った

TradeTax国際税務・会計事務所
TradeTax  International  Tax  & Account ing
トレードタックス グループ

星由里子（1943年-2018年）　
 千代田区出身 
 『若大将シリーズ』のヒロイン澄子役  

幣所顧問  永野靖夫（#68）

去る 6 月 12 日に間質性肺炎のため

77 歳で急逝致しました。

ここに生前の厚誼を深謝し、

謹んでご通知申し上げます。

欧州大手  間接税事務所  Accordance
と

パートナーシップ契約調印
VAT・関税還付、同減免スキーム

オランダ一元管理のクロスボーダー　サプライチェーン

アメリカは千田会員が専門
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