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ひとりで何ができるか？
理事長

森

貿易アドバイザー協会

重道

「貿易アドバイザーになると新しい知り合いがたくさ
んできるよ」－今年の新会員のひとりが、ある AIBA 会
員のこの話を聞いて AIBA 貿易アドバイザー認定試験を
受けた、と AIBA だよりに寄稿していました。私はこの
寄稿文を読み、痛く共感を覚えました。
私自身の話になりますが、この認定試験を受験した
のは、貿易アドバイザーとしての業務に興味を持った
ことが動機の一つであったことは事実ですが、AIBA に
入会すること自体に魅力を感じたことがより大きな動
機であったことも事実です。受験に遡ること数年、オ
ランダ・ハーグにある経済産業省外国貿易庁のジャパ
ン・デスクでオランダからの対日輸出、対日進出の相
談窓口業務をしていたときの業務の一つが、オランダ
企業の対日輸出有望商品を探し出し、日本に紹介する
とともに、その商品の日本での市場性の調査レポート
を取り寄せることでした。当時この調査を請け負って
いたのが AIBA でした。
（この調査は規模が少し縮小さ
れましたが今でも AIBA が行っています。
）そのとき
に初めて AIBA という組織を知りました。AIBA の会員
の方が作成する調査レポートは見事なもので、自分も
このような立派な会員のいる組織の一員になりたいと
思ったものでした。
帰国後忙しさにかまけているうちに数年経過してし
まい、ジェトロの試験の最後の年、次の年は試験が無
くなると思い、やっと受験しました。結果、運よく合
格し AIBA に入会することができました。入会して多
くの人に出会いました。新しい、素晴らしい輪が広が
り、AIBA の会員になって本当に良かったと実感してい
ます。人間は本来ひとりでは何もできません。だから、
このような輪は財産です。

人間は、親兄弟があり、友達があり、結婚すれば配
偶者がいる、会社では上司、部下、同僚、先輩、後輩
がいる、取引相手もいる。人はこのように、まわりの
人の存在があり、協力があってこそ、生きていける、
そして活動できる。米国のある著名な心理学者は、人
の欲求を、生理的欲求を第1段階として5段階に分け、3
段階目を社会的欲求（Social needs）とし、具体的には
所属（belong）と愛（love）としました。これはまさに
人はひとりでは生きていけないことを本能的に知って
いることの裏返しといえます。
会員の諸兄姉も入会の動機はさまざまでしょうが、
AIBA の中においては勿論、外においてもさらに交流の
輪を広げられ、人生をさらに豊かに過ごされんことを。

2018年度貿易アドバイザー認定試験と
対策セミナー
試験運営委員会
今年度の「貿易アドバイザー認定試験」の第1次（筆記）
試験は、11月23日（金）（勤労感謝の日）に実施の予定
です。試験合格を目指す受験者の方々のために、今年
度は全国の主要4都市（東京、大阪、名古屋、福岡）で
試験対策セミナーを開催します。セミナーは「実力養
成セミナー」
（テキスト解説中心）と「直前対策ゼミ」
（問
題演習中心）に分かれ（ただし名古屋と福岡は実力養
成セミナーのみ）
、セミナーのテキスト執筆も講師もす
べて AIBA の会員が担っています。各セミナー・ゼミの
開催日程は次の通りです。
＜実力養成セミナー＞
9月29日 （土）
10月6日 （土）
10月13日（土）
10月14日（日）
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（東京会場は6日と13日の2回行われますが、内容は同
じです。）
＜直前対策セミナー＞
10月27日（土） 大阪会場
10月27日（土） 東京会場
セミナー開催にあたっては、当日はもとより、広報、
勧誘、準備作業等で支部の皆様の絶大なるご協力を得
ていること、本稿を借りて、改めて深く感謝いたしま
す。（編集注：本稿執筆9月30日）

Trade Concierge Service を通じて
ハンズオン支援の拡大を
事業本部理事

市川

強

談者の専門分野に強いアドバイザーを派遣してハンズ
オン支援が可能なこと、本部と相談者との間で確実に
業務委託契約、秘密保持契約を締結できることにあり
ます。
ハンズオン（hands-on）という言葉は元来英語なので、
その意味が一般に定着したとは言いがたく、日本語の辞
書を引いても「体験型学習方法のひとつで、美術館や博
物館で芸術作品に触れたり、展示物を操作したりでき
る方法（大辞泉）
」と書いてあり、どうもピンとこない
のですが、英和辞典では「企業の幹部が事業の全レベル
で直接関与する経営（リーダーズ英和辞典）
」とわかり
やすく、OALD（Oxford Advanced Learner’
s Dictionary）
で は「doing something rather than just talking about it」
と、より直接的です。要するに、
「口で言うだけでなく、
実際にやってみせる」ことなのです。
ぜひこの事業を軌道にのせ、
「ハンズオン支援のでき
るアドバイザーのいるAIBA」として、会員の皆様に活動
の場を提供できる機会が増えることを夢見ております。

日頃 AIBA 会員の皆様にご協力をいただいている事業
には、貿易アドバイザー認定試験事業のほか、1 ）ジェ
トロ・パートナーおよびエキスパート派遣のための受託
事業、2 ）セミナー講師の派遣、テキスト執筆、3 ） 公
的機関や内外の一般企業からの調査・報告書作成業務、
FTA 部会 第4回勉強会に初参加して
4） 国内の一般企業からの貿易相談などがあります。事
直井 敏昭（東京 ＃752）
業本部では、今後の伸びしろが期待できる分野として
4 ） 国内の一般企業からの貿易相談の案件を増やすこと
先般、9月8日（土）に開催されました FTA 部会第4
に注力しています。
回勉強会に参加させていただきましたので、その内容
とはいえ、事業本部に寄せられる一般企業からの相
を報告させていただきます。
談案件は多くはなく、どうやって依頼案件を増やして
勉強会の内容はメインプレゼンターとゲストプレゼ
いくかが課題となっていました。そして5月の連休明け
ンターによる二本立てで、そのあとに活発な質疑応答
から、
ホームページに「Trade Concierge Service（トレー
が行われました。
ド・コンシェルジュ・サービス） 無料相談」というメ
ニューを立ち上げました。わざわざ無料相談とうたった 【メインプレゼンターの発表内容】
のには理由があります。わがホームページは、
「当協会
「経済連携協定（EPA）/ 自由貿易協定（FTA）－ 検
のサービスは原則『有料』です」とうたっておりますが、
認（貿易リスク・コンプライアンスとその対応）
」と題
これでは相談希望者に誤解を与えるおそれがあるため、
して、FTA 部会会員・塩井彰氏（東京 # 527）による
新たに「コンシェルジュ」という「相談員」を置いた
EPA/FTA 全般に関する内容、特に検認（税関当局が輸
のが真相です。事業本部では、無償の範囲でできるサー
出者に対して行う事後調査）に向けた対応を中心に説
ビスは無償で、報酬をいただくに値するサービスを提
明がなされました。制度やルール、手順などにとどま
供する場合は対価をいただくことにしています。
らず、EPA/FTA 活用企業の悩みや相談内容、それに対
AIBA 以外の相談機関では、相談室で来場者に応対す
するご自身の回答や見解など貿易アドバイザーとして
る「原則『無料』」のサービスを提供しているところが
理解しておくべき内容がふんだんに盛り込まれた内容
多いようですが、そのほとんどが相談者の問題解決へ
となっておりました。また、AIBA に対しての提言も盛
の道筋を示すアドバイスに留まり、継続的で一貫した
り込まれており、充実した内容でした。
ハンズオン支援まで至っていないようです。
現在、事業本部所属の3名のコンシェルジュは、相談 【ゲストプレゼンターの発表内容】
者に対する問題解決の道筋を示すだけでなく、相談者
拓殖大学国際学部准教授、椎野幸平氏による「ASEAN
の抱えている問題に習熟し、ハンズオン支援可能なア
とメガ FTA」と題して学術的な発表が行われました。
ドバイザー（会員）を紹介することを目的としています。
内容は、「ASEAN がこれまで構築した FTA ネットワー
相談者との合意に至らない場合もありますが、委託業
ク」、「ASEAN が関与するメガ FTA」、「サービス自由化
務契約が成立した場合は、継続的で一貫した（ハンズ
交渉とルール形成過程にある電子商取引」の3部構成。
オン） 支援を提供することができます。
FTA の経済効果の検証内容など、学術的な分析や現在
AIBA の強みは、300名を超える会員のなかから、相
交渉中の RCEP での日本企業のサプライチェーンとの
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適合性などの興味深い内容とともに、越境 EC における
デミニマス扱い（少額輸入に対して適応される関税の
免除）と、それに対応した消費税課税強化の動き（オー
ストラリア）など、最新の動向も盛り込まれた価値あ
るものでした。
今回が4回目の勉強会とのことですが、私は今回が初
めての参加です。なぜなら、FTA 部会が昨年結成され
たことは存じていたのですが、敷居が高いように思わ
れたため、参加しておりませんでした。では、なぜそ
のような私が勉強会に参加するようになったかといい
ますと、本年5月に開催された貿易学会のAIBAセッショ
ンに参加し、FTA 部会発起人の一人である山口正路氏
の FTA に関する発表時に実務ベースで困ったことに関
して質問したことがきっかけで、FTA 部会にお誘いい
ただいたからです。実を言うと、今回は恐る恐る参加
させていただいたというのが正直なところです。です
が、参加してよかったと思っております。上記のよう
な素晴らしい内容を無料で勉強させていただけるので
すから。その思いを他の AIBA 会員の皆様にもお伝えし
たいと思い、筆を執りました。本来、筆不精の身ゆえ、
うまく表現できておりませんが、そこはご容赦いただ
きたいと存じます。
なお、勉強会の様子は Facebook の FTA 部会メンバー
向け動画配信でも同時中継しておりますので、地方の
方も問題なく参加できます。FTA 部会では参加者募集
中とのことですので、迷っている方がおられれば是非
参加することをお勧めします。

俊哉（大阪

『劉暁波伝』を読んで
片本

貿易決済における新手法：TransferWise
弓場

たくらいですが、TW 社は関東財務局に資金移動業者と
して登録しており、また三井物産も出資しているので
信頼性はあると考えられます。
例えば、日本の A 社が米国の取引先口座へ100万円を
送金する場合、米国から同じように日本取引先へ100万
円相当の米国ドル（約1 . 1万ドル）を送金したい B 社を
見つけます。そして、TW 社は双方をマッチングさせる
役割を担います。A 社が TW 社の口座へ入金した100万
円は B 社の日本送金先の口座へ振り込まれ、即座に、B
社の1 . 1万ドルは A 社の米国送金先の口座へ振り込まれ
ます。
TW 社は世界各国に自社口座を持っており , 送金人は
TW 社の国内口座に自国通貨で送金額を振り込みます。
同様に受取人の国の TW 社口座から受取人口座へ現地
通貨で振り込まれるという仕組みです。すべて TW 社
のオンライン上で処理がなされ、実際の資金は国境を
越えません。ですから海外送金手配の部分で銀行は全
く関与しません。なお為替レートはインターバンク・
レートが適用されます。従って銀行の為替手数料も発
生しない非常に透明性のあるシンプルな仕組みです。
初めて利用する場合は本人確認書類等の提出が必要
ですが、その後は海外の受取人を指定し金額を入力す
るだけです。このような送金方法が7年前に確立され、
欧米では認知されているそうです。今後は保守的な貿
易業界でもどんどん新しいビジネスモデルが導入され
始める兆候かもしれません。

＃415）

中小企業の海外取引の支援をしておりますが、決済
に関してはほとんどが T/T 送金です。理由としては手
続きが簡単であること、小口貨物が多いため決済金額
も大きくないことです。信用状は与信限度の問題や、
処理の煩雑さによりほとんど使われておりません。
既存の国際送金方法で T/T は便利ではありますが、
国内送金と比べて為替手数料なども含め、銀行手数料
が非常に高くつくことを実感します。新しい決済方法
として Paypal や Apple Pay などがありますが、商用には
向いていないように思います。
新しいビジネスモデルとして手数料の安さとスピー
ドを売り物にした決済方法が登場しました。過日 AIBA
－NET 上でご紹介した TransferWise についてまとめて
みました。
TransferWise（以下 TW）は既存の銀行に依存しない
海外送金手法で、手数料は銀行の8分の1くらいと安く、
しかも手続きは全てネット上で完了するので処理も迅
速というものです。最初は新種の詐欺ではないかと疑っ

善清（奈良

＃422）

まずこの書籍を入手する（知ったのは）きっかけは、
やはり劉燕子のサロンからでした。
一、彼は非常に正直で、生来の気質、生一本というか
この信念というものを堅持して、他人から何と言
われようと「動じない」。この年寄りの私から一言
蛇足ながら「なぜもう少し上手に世渡りできない
か」と言いたい。全く無理なこと？可能性ゼロ？
の妄想ですか ?
参考データ：1955 . 12 . 28長春市生まれ、父 ; 元中共
党幹部、男子五人兄弟の第三番目。
二、知るきっかけの一番目が1989年6月4日の「六・四」
です。この時に彼が当時の天安門のハンスト宣言
を主持（責任を持ち中心で動く）した男であった
ことを、今回この本から知りました。この事情や
背景は、2008年劉暁波ら304名が署名し発表した「08
憲章」を読んでから良く理解できていましたし、
「天
安門の母たち」や「天安門の四人」など大いに感
動していたものです。
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三、1989年5月末ごろより、ハンストが効果ありと判断
して、「ハンスト宣言」を文章化しています。
彼の心境は「末日幸存者的独白」（1992年台湾で出
版）に次のように述べられています：
「あの夜、僕は複雑な精神的モガキを体験した。す
るとハンストへの躊躇いがなくなり、ある種の生
命の昇華を感じた。民主運動の視点から見れば、
僕には他の知識人と同様、5月13日の大規模なハン
ストを見下す点があるが、それは集団的安全な行
為だからだ。しかし戒厳令布告の後でリスクが高
まるから、個人として行動する。僕の選ぶ道はイ
エスキリストの受難の色彩を帯びている。民族の
ため、十字架の血が人類の良知を呼び戻す気がす
る。」
そして天安門事件の4日の午前1時ごろから、天安
門の四人ら「ハンスト宣言者」が母体となり学生
たち、一般労働者らの先鋭組を必死に抑えて、政
府側と交渉しました。その代表者は侯徳健と周舵
の二人でした。侯德健は台湾のシンガーソングラ
イターで、劉暁波が台湾に行った際、初対面で二
人は相互に理解を深め、行動をともにし、侯はつ
いに北京まで行くことになりました。
四、劉暁波の監獄は、最初は北京昌平区の秦城監獄で、
1966年建設され、第一級の犯罪者、例では林彪、
劉少奇夫人王光美、江青らが収監されたところで
す。その後故郷に近い大連の牢屋に移動させられ、
1991年1月26日 北京で釈放されました。1990年離
婚、9年間の結婚に終止符が打たれました。最初の
夫人は陶力でした。劉氏の海外逃亡用として人民
元 R 3000 .- を人を介し渡したといわれています。
五、二度目の奥さん・劉霞について。この彼女は画家・
詩人且つ良き妻として支えました。事実、献身的
にすべてを犠牲にして捧げました。一例を挙げる
と、三度目の牢屋入り後、北京から大連の監獄に
移された三年余の間に、北京から38回通い、その
内18回は夫に会えなかったといわれています。
月一回 ベ ー ス で し た。1996年10月3度目 の 逮捕・
監禁、そして1997年1月大連へ移調され、これが労
働教養三年の犠牲になったのです。自らこの制度
の廃案を建議したわずか二年後であり、自分自身
に適用されようとは。この時期に劉霞女史と再会、
激しい恋に落ち結婚しました。劉霞は絵画も秀逸
で、ある程度、名前が絵画世界で通っていました。
西欧の有名な画家の絵と似ていたらしい。彼女は
タバコは吸うし、酒も白酒を毎日一斤500 gr. 飲ん
だらしい。料理がめちゃに上手で、とくに西洋料
理が得意でした。劉暁波から肉料理の注文が多かっ
た。監獄では食べられないから？二人は詩の掛け

合いと美食の生活に没頭した時期でもありました。
六、寥亦武詩人と劉霞との関係について。二人の出
会いは詩を通じて、とあるサロンで廖が劉の詩を
ぞっこん褒めました。二人の付き合いが始まり、
チベットに行く途中で、劉霞が四川の寥夫妻の家
に立ち寄ったこともあります。寥氏と劉暁波とも
当時交流がありました。
七、劉霞は土埃と一緒に僕を待つ－暁波の彼女を読ん
だ詩で、つぎの通りです：
素寒貧の君は
家の土埃とともに、ただ
僕を待っている
土埃は幾重にも
隅々まで降り積もるのに
君はカーテンを開けたがらない
陽光が土埃の安らぎを邪魔してはいけないからと
―劉暁波
八、『私には敵はいない』劉暁波は法廷での最終陳述で
述べた言葉で最後を飾りたかったと思います。同
時にノーベル平和賞の表彰式に身内はもちろんの
こと、誰一人も参加しませんでした。
この時に「広州晩報」が勇気ある漫画を掲載しま
した。表彰者の席はみんな空席でその横に鶴の影
がその空席の数だけ映っていました。鶴は賀
（祝い）
する字が同じ読みです。極めて洒脱な表現と評価
するメディアもありました。
以上で終わりにします。
（完）

職業 ＝ 貿易コンサルタント、以上。
（続き）
川田

第2章

康博（東京

＃27）

米国留学

在籍していたキリスト教のミッション大学では英国
や米国に交換留学制度がありましたが、最終的に私が選
んだ道筋は、大変厳しい英語専門学校のシカゴ校を経
てニューヨーク校へ進み、修了証書を得ることでした。
全寮制の英語専門学校では、異なる国籍のルームメ
イトと生活を共にするという制度で、英語の勉強も魅
力的でしたが、米国の文化に触れ、色々な国の友人と
出会え、彼らのそれぞれ異なる文化、習慣、信仰、生
活様式を知ることになり、最終的には「日本」の事を
真摯に見つめ直すことになりました。これは、留学を
計画した時には思いもよらぬことでしたが、結果的に
貿易コンサルタントになってから大いに役立つことに
なったと考えています。

—4—

ルームメイトには、次のような国の人々がおりまし
た。ヨルダン、パナマ、西ドイツ、トルコ、コートジボ
ワール、クラスメイトには、イラン、アルジェリア、
サウジ・アラビア、エチオピア、シリア、イタリア、
フランス、スイス、オーストリア、スペイン、ギリシャ、
ベネズエラ、ブラジル、アルゼンチン、タイ、台湾…。
授業は勿論のことですが、授業以外で彼らと様々な事
柄について話し合い、一緒に過ごした経験が私の宝物
になりました。課外授業で、多国籍のグループで博物
館に見学に行った時など、それは正に fantastic なもの
でした。意味不明のペルシャ文字も、イランのクラス
メイトが解説してくれるというような、とても素敵な
時間でした。
私の米国留学は、大学4年生になると同時に実施しま
した。法学部の卒業単位を3年間で取得し、1年を浮か
すことが、留学費用を親に出してもらう交換条件でし
た。もう一つの条件が「留学中はアルバイト禁止」で
した。
幸いにして、当初の計画通り、1980年の2月までに
英語専門学校の修了証書が得られたので、全米の数十
の大学への入学資格が得られましたが、私の目指した
のは大学院でした。1980年3月に、日本の大学の卒業
証書を手に入れられることを学生部で確認したうえで
渡米していましたので、留学の相談に乗っていただ
いた法学部の教授の推薦状、学生部の卒業見込み証
明書などの書類は既に手に入れていましたし、9月か
らニューヨーク大学の大学院で International Business
Administration を学ぶという計画を持っていました。
ニューヨーク大学では、現役のビジネスマンが講師
をしているという情報も得ていました。米国の大学に
は Student Adviser という部門があり、入学前であって
も色々と相談に乗ってくれました。
ニューヨーク大学の他に、コロンビア大学の相談窓
口も訪ねました。幸いにして、コロンビア大学のキャ
ンパスを歩いていた時に、偶然に日本人と巡り合い、
彼がちょうど私の希望していた International Business
Administration のコースをコロンビア大学の大学院で勉
強している大学院生であると知りました。彼からは色々
な情報を得ることができたのですが、驚かされたのは
「貿易や国際商取引の実務を勉強したいなら、ここは向
いていないですよ。数学しかやりませんから。」という
言葉でした。目の前が、真っ暗になった瞬間でした。
米国の大学院では、Master Course と Doctor Course
で合計4年という計画を持っていたのですが、計画の見
直しが必要になりました。1980年3月には、日本の大学
の卒業式で卒業証書だけは自分で受け取るつもりでし
たので、一時帰国をして、計画を練り直すことにしま
した。すぐに米国に戻るつもりでしたから米国の Social
Security Card も取っていましたし、米国への再入国用
の Student Visa I- 20 も確保したうえでの帰国でした。

そんな時に、ある人から、総合商社という日本独自
の業態を持つ企業で貿易実務の勉強をしたらどうか、
と助言をする人が現れました。これは当時の私にとっ
ては大幅なコース修正でしたが、「授業料を払わず、代
わりに給料を貰いながら勉強が出来るよ」というフレー
ズに突き動かされ、一大決心の末、総合商社を目指す
事に舵を切りました。
久しぶりに日本に帰ってみると、大学4年生だけに
的を絞った就職情報の提供企業から、山のような資料
が送り付けられていて驚かされましたが、結果的に企
業情報の収集には大いに役立ちました。当時の傾向と
しては、ほとんどの総合商社は最初の2～3年が非営業
部の勤務で、適性が認められれば営業部に転属される
ということを知りました。非営業部門では実務経験が
積めないと考え、大学院に充てる予定であった4年間
を商社の営業部で過ごす4年間に充当する事とし、合
計で6年から7年を総合商社で勤務するという計画を立
てました。
（続く）

展示会の蜘蛛女、年末年始のカードは早めに
芳賀

淳（東京

＃562）

その1．蜘蛛女は展示会入り口周辺であなたを
狙っている：Spider woman to catch you
駅から東京ビッグサイトに向かう道筋に蜘蛛女は潜
んでいます。通路に見えない網を張って、カモを待つ
のです。
・新人研修で名刺交換の練習をしています！
・人材研修のアンケートにご協力をお願いします！
・展示会の活用についてご意見を集めています！
手には屋外でも
メモ書きができる
ようカードボード、
そして数枚の紙が
見えます（写真に
は写っていない）。
本当にアンケー
ト収集するならば
もっと紙がいるだ
ろう、と思います
が、そこまで気に
していません。何
故なら彼ら・彼女らの目的は、カモの名刺を収集して
名簿業者に売ることなのです。
＊蜘蛛女には相棒がいた。蜘蛛女から離れたところに
上司らしき蜘蛛男がいて、仕事ぶりを観察していた。
しかし賢い人々は、そんな蜘蛛女の思惑など歯牙に

—5—

もかけず、一心不乱に東京ビッグサイトに向かうので
した。（そんな光景を撮影する私は、間違いなくこの周
辺で一番の暇ぢんです）
秋から冬はあちらこちらで様々な展示会が開催され
ます。皆さんも大きな展示会場の周辺の蜘蛛女・男に
はくれぐれもご注意を（来場者の過半が男性だと蜘蛛
女、逆だと蜘蛛男が出没するようです）。

その2．年末年始の海外向けカードは早めに：
2019年のカードの準備は進んでいますか？ 11月初め
にはデザインを決め、11月中旬には発送したいですね。
でも地域によって年末年始を祝う時期が違うので、そ
こは若干の差を設けて準備することも考えてください。
1 ）いわゆるクリスマスシーズンを祝う地域
欧米向けには12月上旬までに届くようにしたいです
ね。12月10日くらいから年末年始の休暇に入る人もい
るので、11月中旬には日本から発送しましょう。
2 ）ユリウス暦でクリスマスを祝う地域（ロシア、他）
グレゴリウス暦以前に使用されていたユリウス暦を
宗教的行事に今でも使っている地域があります。ロシ
ア、ジョージア、パレスチナなどの東方正教会の一部
地域では1月7日がクリスマスにあたります。これら地
域向けには若干遅めの発送でもよいかもしれません。
もちろん郵便事情を考慮しての発送が大切です。
3 ）春節（旧正月）を祝う地域
中国や多くの東アジア地域では太陽太陰暦（旧暦）
で正月を祝います。2019年の旧暦正月は2月5日、とい
うことは欧米向けより1か月ほど遅くてもかまわない計
算になります。しかし、旧正月の2週間前くらいから仕
事が手につかない人が増えるので、12月初旬には発送
しましょう。

その3．12月4日、夜明け前の東の空を見よ
（月と金星）：
朝早いのですが、夜明け前1時間くらいの東の空で新
月3日前の月（逆三日月）とギラギラの金星が接近しま
す。金星は12月2日にマイナス4 . 7等という最大光度を
迎えるので、晴れていれば絵になる光景が暁の空で楽
しめるはずです。詳しくはウェブで、「国立天文台・月
と金星が接近（2018年12月）」というキーワードで調べ
てください。

その4．流れ星（ふたご座流星群12月13 － 14日、
14 － 15日のそれぞれ午後10時以降の東
の空）：
8月中旬のペルセウルス座流星群級のふたご座流星群
が12月14日前後に楽しめます。最も流れ星が見られそ
うなのは、13 － 14日にかけての夜、14 － 15日にかけて
の夜、それぞれ午後10時以降、東の空です。詳しい情
報は「国立天文台・ふたご座流星群2018」というキー

ワードで検索してください。条件によっては1時間に40
個くらいの流れ星を見られるようです。今から40の願
いを書き出すことにしましょう。
おしまい

大谷大学公開講座
片本

善清（奈良

＃422）

大谷大学特別講座：「釈尊の思想」   貫名  譲教授
（2018 / 7 / 12

於あべのハルカス23Ｆ）

釈尊：紀元前五世紀ごろ活躍、仏教の開祖、29歳時出家、
35歳時会得（涅槃）。その思想の概略について。
1．三宝がそろう：①仏宝（釈尊） ②法宝（教え） ③
僧宝（僧侶・教団） 即ち ①仏そのもの ②仏が説く
教え ③教えを聞いて実践し、自ら仏になろうとする
もの。
2．三つの宝と三つの法のしるし：
3．釈尊の法の説き方：「人を見て法を説け」という。
対機説法。応病与薬。この機は人のこと、人に説く、
病気に応じて薬を与えるということになります。
4．説法：悟り開いた釈尊が以前一緒に修業した五人の
弟子たちに初めて法を説いた。これを「初転法輪」
という。教えが説かれることを車輪が回る様子に喩
えられこう名称が付いた。
5．諸行無常について：平家物語の冒頭に祇園精舎の鐘
の声、諸行無常の響きあり、沙羅双樹の花の色、盛
者必衰の理（ことわり）を表す・・・「人でも物で
もすべての者は、常に移り変わっていきます」
6．釈尊は常に説いた。苦行ばかりでは辛すぎ、快楽の
み求む訳に行かず、「中道」を目指した。
逆に釈尊はダメと言われたこともあった。私たちは
お金でも、愛情でも、良い状態が永遠に続いて欲し
いと思います。苦が生まれる⇒無常であることを知
れば苦しみは癒されます。
7．諸法無我：あらゆるものはお互いに依存し合って存
在しており、単独で存在しうるものはありません。
「我」・・常に変わらないものでそれだけ単体で存在
するものと捉えられます。「無我」とは、この「我」
へのこだわりを持たないということです。「空」と
も表されます。
8．無常：すべての者は常に変化します⇒「良い状態か
ら悪い状態に変わる」「悪い状態から良い状態に変
わる」☆喜びもあれば悲しみもある。それが無常の
世界。
9．涅槃寂静：「煩悩や執着がなくなった穏やかな状態」
これが仏教の理想の境地です。
涅槃・・・ニルブアーナの訳、「悟り」。煩悩や執着
でいっぱいの苦悩に満ちた世界から抜け出すことを
「解脱」といい、心穏やかな状態を「涅槃」即ち「悟

—6—

りの境地」といいます。
10．無常偈 = いろは歌：①諸行無常、すべては常に移り
変わる。色は匂へど散りぬるを）
②更生滅法、これは生まれては消えて行く真の姿
〈我が世誰ぞ、常ならむ〉③生滅滅己、生まれ滅び
ることへの執着を止めれば（有為の奥山、今日越え
て） ④寂滅為楽、心は穏やかになる（浅き夢見じ、
酔ひもせず） 図解すれば（言葉ながら） 生と死の
世界（輪廻）から抜け出ることを「解脱」また「涅槃」
とも呼ぶ。
（完）

み始めて、1年半が過ぎようとしておりますが、間違い
なくここはこの先も、アジアの世界のハブであり続け
ると確信をもって過ごしております。

今、香港が特に熱い。
大型インフラが目白押し
植村

浩康（兵庫

＃704）

2018年、香港では、二大大型インフラの完成で、今
まで以上に世界から注目を浴びております。まず一つ
は、『広深港高速鉄道』。9月23日、香港に待望の新幹
線が開通しました。今後は香港 ―（深圳）― 広州が最速
47分で結ばれ、より多くの本土客が来港するものと思
われます。もう一つは、『港珠澳大橋』。今月中に全線
開通する見込みで、習近平国家主席がセレモニーで香
港に来るのでは？と言われております。開通後は香港
― マカオを約1時間で往き来でき、ピーク時は1時間お
きにシャトルバスが運行されます。
また、直接的なインフラ案件ではありませんが、習
近平国家主席の肝いり案件である、
『粤港澳大湾区』構
想です。一帯一路構想の重要案件として、広東省9市
と香港、マカオを合わせた巨大経済圏を作るというも
のです。実現すれば、ニューヨーク、サンフランシスコ、
東京の三大ビッグエリアを超える巨大経済圏が完成し
ます。
香港に住んでみて一番感じることは、日本にいると
いかに世界の情報が入ってこないか、ということです。
例えば香港に関してニュースになるのは、台風直撃、
香港からの訪日旅行客の話題くらいです。今、世界で、
アジアで、現場で何が起こっているのかの情報が、圧
倒的に少ないと思います。日本帰国時は主に国際ビジ
ネスに関する講義やセミナー、講座の講師をやってお
りますが、参加される学生や受講生の方々には、もっ
と世界に出て肌で『世界』を感じてほしいと言い続け
ています。
話は変わりますが、冒頭の二大大型インフラの完成
で、今まで以上に香港の地価が上昇しております。特
に新幹線発着駅である、西九龍駅周辺では、すでに地
価が10％上がっているみたいです。余談ですが、先月、
セントラルという中心部で車1台分のスペースが9000万
で売買されていました。日本では考えられないことが
普通に起こっているのがここ香港なのです。香港に住
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ぜひ、香港にお越しの際はご連絡ください。
最後になりますが、先日の台風マンクットは凄まじ
かったですが大丈夫でした。

首都圏地区
7月21日（土）
7月度首都圏勉強会
テーマ：『Global Manufacturerの海外取引リスク管理～
Sony/JUKIの実例をもとに』
講 師：栢野 健氏（ 会員 No. 743 1977年電気系 エ ン
ジニアとして社会生活をスタート、海外赴任
を 経 て 営業推進、 企画 ･ 経営管理等 に 従事。
現在は JUKI ㈱にて実装機ビジネスの販売管
理に携わる。本年度の安全保障貿易センター
（CISTEC）エキスパート試験合格者。）
概 要：グローバル展開している企業にとって重要課
題である海外取引リスク管理のノウハウを、
長年製造現場で海外企業への与信管理や安全
保障貿易管理の経験豊富な講師にわかりやす
く解説いただいた。
場 所：中央大学駿河台記念館680号室
参加者：24名
9月28日（金）
9月度首都圏勉強会
テーマ：『メガ FTA 時代における
製造業のグローバル調達戦略』
講 師：蔵谷 学氏（会員 No. 783 ㈱荏原製作所勤務、
2005年通関士試験合格者）
概 要：長年にわたりポンプ、タービン等の老舗メー
カーで豊富な海外取引を経験された講師に、
内外の調達先との関係構築やトラブル対応の
ノウハウを披瀝していただいた。
場 所：中央大学駿河台記念館680号室
参加者：23名

関西支部
7月14日（土）
7月定例会を開催しました。「支部設置規程」および
「定款改正」について議論をし、多くの意見が出ました。
＜講演会＞
1．世界の旅：近藤会員（兵庫 ＃785）
2．グローバル化するヘルシーフード日本食について：
谷川会員（大阪 ＃787）
3．為替ディーリングとプラザ合意：
谷生会員（兵庫 ＃788）
講演会終了後、希望者による懇親会を行いました。

9月15日（土）
9月定例会を開催しました。「AIBA フォーラム」
「ホー
ムページ」「試験事業」「定款改正」について議論をし、
多くの意見が出ました。
＜講演会＞
1．Japan ブランド育成支援事業の概要：近畿経済産業
局産業振興室・中川調査官
2．海外進出計画の立て方：泉 仁史会員（兵庫 ＃762）
講演会終了後、希望者による懇親会を行いました。

東海支部
8月18日（土）
8月例会
講 演：米国税務に関わる最近の動向・実務～不動産
投資・金融などアフリカの関税についての留
意点～エチオピアを中心に
講 師：千田 昌明 会員（大阪 ＃621）
場 所：名古屋国際センター会議室
出席者：7名

2018年7月から9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。
7月
・米国のイラン核合意の離脱の意味
・講演する場合のポイントについて
・中国向け石鹸の輸出について
8月
・送金決済の種類と特徴について
・中国に貸与した製造機械の製品を輸入する際の留意点
・中国人の日本での会社設立の際の留意点
9月
・ニュージーランド向け機械輸出の際のカメムシ等対策
・発砲スチロールのリサイクル製品の品質について
・第三国へ輸出する場合の委託加工貿易について
・成田空港内航空貨物フォワーダーあて貨物について
・プラモデル塗装用器具の輸入について
・中国製三振と日本生産品の園区でのコンバインにつ
いて
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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

所有権を保有したまま食品製造機械を中国に無償で輸出し、
製品を全て日本に輸入する場合の輸出・輸入時の留意点
回答者：中国・四国支部長

原

奉宣（広島 ＃731）

日本の A 社は、食品製造機械（凍結乾燥機）を中国の B 社に無償で輸出して食品を製造させ、製品は全
て A 社が輸入する。A 社と B 社との間には資本関係はない。
機械の所有権は A 社が保有し、製造終了後は日本への再輸入か、現地での廃棄処分を考えている。所有
権を保有したまま輸出すること、製品輸入、機械の再輸入など留意すべき点があればご教示ください。

日本から輸出時の留意点
・所有権を保有したまま機械を輸出し、製造された製品を全量 A 社が輸入するということですが、賃料
を受け取らない無償の貸し付けのことと考えられます。
・無償輸出そのものは外為法の規制はありませんが、「凍結乾燥機」は輸出貿易管理令別表1、三の二に
該当し、経産省の輸出許可が必要な場合がありますので、メーカーから「非該当証明書」を入手する
必要があります。
・中国側には各種の規制がありますから、B 社との打ち合わせをしっかりしておくことです。例えば、B
社は加工貿易企業の認可を受けた工場か、輸入後5年以内の転用・貸与はないか、輸入時の法定検査は
どのような検査か、来料加工か進料加工かで機械輸入の難易度が変わるのではないか、など、日本で
は分かりにくい細かい規制があります。B 社には中国税関の規則をしっかりと確認してもらい、日本で
用意しなければならない提出用書類の準備などが必要です。
税務上の留意点
・所有権を保有したままでの貸与であれば、日本での資産管理が必要です。また現地で処分ということ
であれば「寄付行為」とみなされ、課税対象になることもあります。賃料を受け取っている場合は問
題ありませんが、受け取っていない場合は、社会通念上妥当な金額が賃料と認定され、賃料受領後に
寄付があったものとして寄付金の限度額計算が必要となります。いずれにせよ税理士さんともよく相
談しておくことです。
日本への輸入時の留意点
・原価計算（輸入採算）や販売計画立案のためには、輸入時の課税価格や輸入税額（関税・消費税）を
正しく把握しておくことは、特に重要です。
・例えば次のような費用のなかには、申告価格に加算すべき費用があります。機械の価格、輸出諸経費、
メンテナンス費用、日本人技術者の役務の有無、仲介者、生産終了後の機械の処置、その他輸入まで
に発生した費用等。これらを確実に把握しておき、取引に係る帳簿・書類を保存（5～7年）しておく
必要があります。
・申告納税制度を補完するために、税関では数年に一度「事後調査」を行い、契約内容、取引実態を調
査し、納税不足には追徴（修正申告）が求められます。数年分ともなれば多額になる場合もありますし、
どの費用をどのように加算するかはなかなか難しく、あらかじめ税関で「事前教示」を受けておくの
がよい方法です。
・加算の実務上の方法は、そのつどの輸入数量で按分したり、最初の輸入時に一括加算することもでき
ますので、税関と相談されるのがよいでしょう。
・機械を再輸入する場合の課税価格は、機械の減価償却後の価格に日本までの諸経費を加えた価額にな
りますが、その機械が、輸出時と性質形状に変化がなく「日本製」であることが現物上で明瞭であれば、
関税定率法第14条の「無条件免税」が適用されます。
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回
答

場
2018年6月から8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。

8 / 27～9 / 6（5回）
T 社ウェストジャパン主催
アフリカ人留学生向け
｢International Business Seminar 2018｣
場 所：T 社大阪事務所

6 / 21、6 / 26、6 / 30（3日間）
公益財団法人 日本関税協会主催
テーマ：『通関士試験合格講座』
内 容：分類と通則
会 場：連合会館

9 / 5、9 / 12（2回）
一般社団法人 神戸貿易協会主催
貿易基礎講座「貿易ビジネスのお金の流れ」
場 所：神戸商工貿易センタービル

8 / 30
一般社団法人 日本経営協会主催
テーマ：『ROE/ROA を向上させる物流コスト削減と
物流評価指標の導入』
内 容：物流を自社の重要な戦略として検討するこ
とを目的としたセミナー
会 場：一般社団法人 日本経営協会・東京本部
9 / 11
流通研究社主催
テーマ：『ロジスティクス検定合格講座』
内 容：中央職業能力開発協会（JAVADA）ビジネ
スキャリア検定試験、ロジスティクスオペ
レーション3級試験対策講座（厚生労働省
「キャリア形成促進助成金」事業）
会 場：流通研究社

弓場 俊哉（大阪 ＃415）
7 / 2～7 / 30（8回）
一般社団法人 神戸貿易協会主催
「実践ビジネス英語講座」

7 / 11、7 / 18（2回）
ジェトロ大阪主催
｢貿易実務講座（中級）｣
場 所：大阪国際ビル
7 / 25
Ｒ社主催
‘Connect Kyoto with NYC’
｢SEARCHING FOR THE FUTURE OF KIMONO｣
場 所：西陣産業創造館

木村 徹（東京 ＃347）
6 / 13および9 / 7
一般社団法人 日本経営協会主催
テーマ：『丸わかり！物流業務監査の進め方』
内 容：物流現場を監査するための知識と手法
会 場：一般社団法人 日本経営協会・東京本部

6 / 19～20および9 / 7
鹿島港振興協会主催
テーマ：『貿易実務講座』
内 容：貿易実務とロールプレイ
会 場：鹿島セントラルホテル

所：神戸商工貿易センタービル

9 / 21
公益社団法人 大阪府工業協会主催
「輸出入通関手続きの基本」
場 所：本町研修室

第150回 AIBA 理事会
開催日時：2018年7月14日（土）
午後1時30分から午後5時25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、市川 強、富田 慶久、熊本 一夫、
菊池 祐二、芝田 政之、山西 健市、原 奉宣、
名城 徹
欠席理事：畠山 茂雄、常川 八司雄、持田 修二
出席監事：鈴木 忠幸、安達 正之
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、代表理事 森 重道が議長となり
開会を宣言し、議事に入った。
・第1号議案 2018年度活動方針
議長が次のように報告。認定試験のレベルを下げな
いで、会員を増やす。そのため受験者を増やしたい。
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地方（首都圏、関西以外）での試験の広報をより進
める。セミナーのレベルアップを図る。会員間の貿
易関連などの情報交換をより活発化させて行きたい。
・第2号議案 省略
・第3号議案 省略
・第4号議案 省略
・第5号議案 省略
・第6号議案 山西理事の任期
議長より山西理事の任期は前鈴木理事の残任期間で
あるとの説明があった。
2018年7月14日午後5時25分議長が閉会を宣言した。
（以上）

〈編集後記〉
☆ 猛暑と台風、地震などの自然災害に見舞われた
過酷な夏がようやく終わりを告げ、爽やかな秋
の到来にホッとする今日この頃です。会員の皆
様には平成最後の年末に向け、穏やかな毎日を
送られますようお祈りします。
☆ 自民党総裁選挙で安倍総裁の3選が決定しまし
た。一方で沖縄県知事選挙で基地移設反対派の
玉城デニー氏が圧勝するなど、これからもさま
ざまな問題を抱えながら国政運営を強いられる
ようです。
☆ うれしいニュースも飛び込んできました。生理
学・医学の分野で新しいタイプの ｢がん免疫療
法｣ 実現に貢献をされた本庶佑氏のノーベル賞
の受賞です。研究費の削減などが不安視される
なか、日本人の優秀さを世界に示した快挙をお
祝い申しあげます。
☆ AIBA だよりに毎回投稿してくださる会員の皆
様、初めて投稿された会員の皆様には感謝の念
を禁じえません。今後もバラエティに富んだ誌
面づくりを心掛けてまいりたいと存じますので、
引き続き皆さまのご協力をお願いします。
（T. I.）

欧州大手 間接税事務所
Accordance と
業務提携開始
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

TradeTax 国際税務・会計事務所

【 担 当 】 柴田会員

TradeTax International Tax & Accounting

千田会員

トレードタックス グループ

● 東京事務所

欧州
アジア
アメリカ

所長：柴 田 篤

昭和を彩った

〒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

.4

リーズ NO

美人女優シ

● 大阪事務所

津島恵子（1926 年 - 2012 年）
長崎県生まれ
『ひめゆりの塔』などに出演

〒532-0003

所長：千 田 昌 明

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
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AIBA 認定

貿易アドバイザー試験 2018
私たちプロの貿易アドバイザーの仲間になりませんか

主 催:

一般社団法人

貿易アドバイザー協会（AIBA）

後援：日本貿易振興機構(ジェトロ）、国際機関日本アセアンセンター、日本商工会議所、
一般社団法人 日本貿易会、公益財団法人日本関税協会、一般社団法人 日本商事仲裁協会、
一般財団法人 対日貿易投資交流促進協会（ミプロ）
協賛：一般財団法人 貿易・産業協力振興財団（ＩＴＩC）

■試 験 日

1次

2018年11月23日（金）祝日（勤労感謝の日） 2次

■試験会場

1次

東京・大阪・名古屋・広島・福岡・仙台・札幌

■試験科目

1次 貿易英語、貿易実務、国際マーケティング
2次 小論文 (事前提出) 審査と面接

■受験資格

原則3年以上の国際ビジネス関連業務経験を有する方

■受 験 料

10,000円（税込み）

2019年１月下旬予定

2次

東京・大阪

貿易アドバイザー協会とは

実力養成セミナー・直前対策ゼミ 2018

ジェトロ認定貿易アドバイザー試験およびそれを引き継いだAIBA認定

経験豊かな現役の認定貿易アドバイザー達が講師となって、難関突破への

貿易アドバイザー試験合格者の全国組織です。

道を早めるお手伝いを致します。

全国6都市で同内容の受講ができます。

1996年1月発足以来、ジェトロ等との協力関係を保ちながら、

内容：1 次試験 3 科目全般
時期：2018 年 9 月～10 月
場所：東京、大阪、名古屋、広島、仙台、福岡
講師：AIBA 会員
【受講料】 9,000 円（税込み）/ 1 回

貿易や海外進出に取り組む全国各地の中小企業等の
バックアップを続けています。

活動内容
下記事項のコンサルティング
☆貿易業務全般
☆国内外展示会・商談会
☆貿易セミナー開催
☆輸出入部門新設
☆海外投資
☆貿易関連書籍の執筆・出版
☆その他国際関連業務全般

一般社団法人

貿易アドバイザー協会

索

詳細については当協会ウェブサイトをご覧ください。

http://www.trade-advisers.com

貿易アドバイザー協会 (AIBA)

Association of International Business Advisers

検

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台1-8-11 東京YWCA会館 301号室
TEL: 03-3291-2223 FAX: 03-3291-2224
E-mail: aiba-nintei@trade-advisers.com

— 12 —

