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貿易環境の変化から目を離せない
理事長

森

貿易アドバイザー協会

重道

皆様あけましておめでとうございます。
今年は貿易分野で日本の企業のビジネス、ひいては
日本経済に影響が必至の出来事－米中貿易戦争と米国
が日本と貿易交渉すると決めた22分野の先行き、また
昨年12月30日に発効した CPTPP（TPP 11）、さらには2
月1日に発効する日 EU・EPA など－から目を離せませ
ん。また、このような動きの中から貿易アドバイザー
の活躍分野が広がります。
米中貿易戦争は米国が、自国の貿易赤字の約半分を
占める中国を対象として昨年、追加関税を発動したこ
とが発端ですが、中国は「貰ったものはお返しをする」
と発言して報復関税を実行したため、自由貿易の流れ
に逆風が吹いています。昨年12月初めのブエノスアイ
レス G 20では、WTO 改革の支持表明というプラス面も
ありましたが、米国の反対により首脳宣言から「保護
主義と闘う」の文言が削除されるという憂慮すべき事
態も起こりました。トランプ大統領になってからの米
国の動きは、特に貿易面で影響が大きいと言えます。
この貿易戦争は、先の G 20後の米中首脳会談で中国
側が貿易不均等の一部是正に動きましたが、米国が「さ
らなる追加関税は90日間留保するが、その間に中国側
の知的財産の保護強化、強制技術移転など5分野の構造
改革に関して合意交渉を行う」ことを提示して、新た
な展開となりました。私見では、中国は知的財産権保
護のための法制度を整えてきているものの、まだ実行
が伴っているとは言いがたく、今回の、米国が中国に
行なった条件提示そのものは、そこまでに至る経緯は

別にして、正当な要求提示と私の目には映りました。
この知的財産権問題にファーウェイ疑惑も相まって、
世界的な関心が高まっています。中国でのこの分野の
構造改革が本当に実現すれば、米国に限らず、公平な
取引推進が期待されますが、米国は90日での合意は困
難とみており、先行きは非常に不透明です。
メガ FTA では最初に述べたように、CPTPP に続き日
EU・EPA もまもなく発効と、日本にメガ FTA 時代の到
来です。さらには上記のメガ FTA に続くとみられる東
アジア地域包括的経済連携（RCEP）は、完全合意に至
るまでの道のりはまだ長い印象ながら、成立すると世
界の GDP の3割、同人口の約半分、同貿易額の約3割を
カバーするとてつもなく大きな自由貿易圏が出現しま
す。日本と中国の力関係がどうなるかなど気になる点
もありますが、自由貿易の視点からはさらに大きな進
展が期待できます。
AIBA だよりの本号では FTA 特集をしており、4名の
会員がさまざまな観点から寄稿していますので、FTA
に関連する詳細事項、動向などはそちらをぜひご覧く
ださい。
AIBA には会員の有志により活動している「食品」、
「STC
（安全保障貿易管理）
」
、
「インバウンド」
の各グルー
プに続き、昨年新しく「FTA」グループが発足したこ
とは非常に喜ばしく、会員の皆様の勉強意欲が盛んで
あることを頼もしく感じます。どのグループにも首都
圏以外の地域の会員が含まれているのも特徴です。
貿易アドバイザーのプロ集団である AIBA がますます
発展するためには、会員の個々の力を集結させること
が必要で、会員の皆様におかれましても、AIBA という
組織を目いっぱい活用され、さらなる活躍をされるこ
とを願っています。
P 10… ミャンマーにラオスにカンボジア！
今、陸の ASEAN が熱いぜ！
植村 浩康
BBQ チキン味せんべい、私を起こすな、のぞみのこだま
芳賀
淳
P 12… 司馬遼太郎記念学術講演会  於大阪大学会館
片本 善清
神戸商業高校への出前授業（3）
鈴木 弘成
P 13… FTA 部会第5回勉強会報告
FTA 部会発起人一同
P 14… 追悼 ～ 米川 壽一さん（埼玉 # 453）
支部活動
P 16… AIBA-NET Q&A
利見 英一
P 17… AIBA-NET 論壇、アドバイザーの活動
P 18… 理事会議事録（抄録）
P 19… 編集後記
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副業的な、
セカンド・キャリア的な会員活動
副理事長

井上

隆彦

会員の先輩から、ジェトロ厚生会主催の貿易実務講座
の講師引き継ぎを依頼され、数回担当したことがあり
ます。貿易決済関連の知識が、その後のキャリアの基
礎となっています。関連会社を定年退職後、フルタイ
ムの勤務に別れを告げ、AIBA 事務局の一員となりまし
た。事務局として、ジェトロの“Q&A”データ・ファ
イル更新の AIBA 側編集委員や、ジェトロ・オンライン
講座のテキストやメルマガのコンテンツ執筆を担当し
ました。
その他、例えば、
AIBA 主催の試験対
策セミナー講師や
各種の執筆依頼に
応募するなど、小
生のセカンド・キャ
リア活動は、AIBA
活動と重なってい
ましたが、小生も
後期高齢者の仲間
入りし、そろそろ
右が筆者。左は故永野会員
賞味期限です。

2018年の AIBA 認定貿易アドバイザー試験の雑誌など
の広告には、すでに配布済のポスター図案に、新しく
キャッチ・コピーが挿入されています。ご覧いただい
た方はお気づきでしょうが「セカンド・キャリア、副
業であなたを活かす最適な資格です」と、黄色の雲形
イラストに乗っかる形で配置されています。これは「働
き方改革」として副業やセカンド・キャリアが話題と
なっている背景から、試験運営委員会で知恵を絞って
考案し、イラスト担当の O 社との打ち合わせにより誕
生したものです。
このキャッチ・コピーの効果があったのかどうか、
2018年の試験対策セミナー受講や一次試験の受験の申
し込みは、両方とも前年を上回る応募者がありました。
また、一次試験を突破した20名のうち、5名が女性で、
このように多数まとまっての女性合格者は、かつてない
ことであり、特筆されます。ちなみに AIBA 在籍者309
名のうち女性会員は、23名を数えます。ジェトロや地
方公共団体でアドバイザー職に就いておられる他、商
事業本部の活動について
社やメーカー、フォワーダー、金融機関の職員として、
専務理事事業本部長 服部 浩一
プロフェッショナルな活動を展開しておられます。ま
日頃より会員の皆様には AIBA の活動にご協力いただ
さに、AIBA 認定貿易アドバイザー資格は、働き方改革
き、感謝申し上げます。
の一つの solution（解）だろうと思います。
2018年の一年間の事業本部の活動を振り返り、課題
ジェトロから受託の「新輸出大国コンソ－シアム｣
点も含め活動状況について私見を交えながら紹介しま
事業では、最多時には計20名前後の会員が専門家とし
す。
て採用され、多くは定年後のセカンド・キャリアとし
てご活躍いただいています。専門家の輩出団体として、
AIBA は、かなり目立つ存在であることは間違いなく、 「事業本部」とは？
定款上は事業本部という組織も、事業本部長という
ジェトロからは、毎年の決算状況の確認として、ジェ
役職も規定されていませんが、AIBA の HP 上の組織図
トロ受託費の実績および全体に占める比率等のヒアリ
には「事業本部」が明示されています。小職の役職は
ングを受けています（このことは、もっぱら AIBA 会計
その事業本部の長となっており、名刺にもそのように
担当者で対応しているので、あまり知られていないこ
印刷してあります。では、実際に何をやっているのか
とではありますが、
、
、
）
。
といえば、その守備範囲に明確な規定はないものの、
私事で恐縮ですが、小生自身のことを振り返ってみ
試験事業（AIBA 認定貿易アドバイザー試験、その対策
ますと、地方本店の金融機関に在職中、たまたま回覧
セミナー、スキルアップセミナー）以外の全ての収益
されてきた「ジェトロ認定貿易アドバイザー試験の案
事業となります。
内」に惹かれ、たいして準備もせずに受験し、面接で
予期せぬ質問に面食らいつつ、幸いにも一期生の一員
実際に行っている主な事業は下記のようになります。
として合格しました。合格後、ICC 信用状統一規則の改
◆
JETRO への専門家派遣事業：AIBA が契約窓口とな
定があり、ICC 日本国内委員会における和訳検討委員会
り、JETRO の「新輸出大国コンソーシアム事業」へ
や、同セミナーで知遇を得た某大学名誉教授に（特段の
パートナーやエキスパートと呼ばれる専門家を派遣
下心があったわけではありませんが） 合格を報告のと
する事業で、収益事業の中で最大の事業です。
ころ、業務検定試験のお手伝いを命じられましたのが、
◆
民間企業に対するコンサルティング業務：会員の中
副業の始まりと言えます（もちろん、上司の許可を得
から公募で業務担当者を選任し、顧客企業に国際業
てのうえです）
。
務の支援をさせていただくケースが主となります。
さらに、今にして思えば、汗顔の至りですが、AIBA
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ただし、1年以内に業務終了となることがほとんどで
すので、常に新しい案件を開拓する必要があります。
◆市場調査等：駐日大使館の商務部などから、日本へ
の進出を検討している企業のための市場調査や提携
候補先のリスト作りおよびマッチングを依頼される
ケースや、逆に日本企業から、新たに進出を計画し
ている国や地域の市場調査や輸入規制等の調査を依
頼されるケースもあります。リピート率が比較的高
く、売上げに貢献しています。
◆講師派遣事業：通関士試験を目指す方のための対策
講座への講師派遣、人材派遣業者の貿易業務要員の
ための貿易実務講座への講師派遣、各種国際業務に
関するセミナーや社内教育セミナーへの講師派遣な
どを行っています。これらも AIBA の重要な収益事業
の一つです。
これ以外にも、さまざまな案件があり、これらを丁
寧に受注に結びつける努力が欠かせません。
企業向けばかりでなく、最近では関西支部の努力が
実り、神戸商業高校での貿易実務授業のシラバス（講
義要目）作成および授業担当や、他の継続案件の受託
に成功しています。他の支部でもこれに続いていただ
くことを期待しております。

受託金額に応じた手数料をお支払いしています。
業務サポート窓口の仕事は、顧客の要望・依頼内容
の確認、見積りの提示、受注条件の折衝、業務従事者
の公募・選任、受注協議書の作成、業務委託契約書の
作成、業務実施状況の確認・納期管理、請求書作成、
業務従事者への支払い指示書の作成と、かなりの手間
がかかります。請け負う金額の多寡にかかわらず、こ
の事務処理の手間はあまり変わりません。この業務サ
ポートには多くの時間を費やさざる得ない状況となっ
ており、事業拡大のための営業活動に割ける時間があ
まりないのが一つの課題となっています。
AIBA には、高い見識を持ち充分な能力を備えた会員
が多く在籍していますので、そのような方々が事業本
部の運営にも積極的に参加され、今後の AIBA を担って
行かれることを切に願っております。
最後に、ジョン F ケネディの大統領就任演説に倣い
ますが、「AIBA が会員のために何ができるか、何をす
べきかを問うのではなく、会員一人一人が、AIBA のた
めに何ができるかを考え、それを実行すること」が重
要であると考えます。

貿易アドバイザー認定試験：一次試験結果

試験運営委員会
では、「各案件の業務従事者はどうやって決めるの
か？」という点ですが、原則は AIBA の全会員を対象
今年度は例年通り、貿易・産業協力財団（ITIC）か
とした公募です。ただし、一般企業からの依頼案件の
ら協賛と助成金を、また昨年度までのジェトロ、日本
場合は、まず、担当いただける会員のお住まいの地域
商工会議所、日本貿易会、日本商事仲裁協会、ミプロ
が限定されるケースがほとんどです。さらに、「新たに （対日貿易投資交流促進協会）に加え、新たに日本アセ
XXX 国に進出したい」、とか、「新たに△△△という商
アンセンター、日本関税協会を含めた7団体から後援を
材を開発輸入したい」という依頼で企業機密となる場
得て、11月23日（金）
（勤労感謝の日）に全国7会場（札
合、AIBA 内部といえども公募で公開はできないので、 幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡）で一次
既に登録いただいている会員の PROFILE を参照して、
筆記試験が行われました。
個別にお願いをせざるを得ないケースもあります。
受験者は87名で（申し込みは88名で1名欠席）昨年
最近の主な例をいくつか挙げると、
比5名増（申込者数）となりました。二次試験（面接と
・商社経由の東南アジア製事務機器用部品の輸入を自
小論文審査）は、一次試験を合格した20名の方を対象
社輸入に切り替えるためのお手伝い
に1月26日（土）に実施、2月初旬までに最終結果が出
・南米からの健康機器用材料の調達ルート変更のお手
る予定です。
伝い
・ヨーロッパからの自動車用部品新規輸入
・珍しいところでは、宗教法人からの依頼で特殊装置
の輸入のお手伝い
などがありました。事業本部としては、できる限り公
募することを基本とし、より多くの会員に収益事業に
参加していただきたいと考えております。
業務従事者を決めただけでは事業本部の仕事は終わ
りません。案件受託に際しては、さまざまな事務処理
作業が発生しますが、業務従事者の負担を減らすため
別途、「業務サポート窓口」担当者を選任し、一部の例
外もありますが些少ながら業務サポート手数料として
貿易アドバイザー試験（東京会場）
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試験に先立ち、対策セミナーとして実力養成セミナー
と直前対策ゼミを全国4会場（東京、大阪、名古屋、福岡）
で開催し、この5年間で最高人数の延べ190人の方が受
講されました。受講申し込み人数は128名でした。実力
養成セミナーはテキストに沿って説明を行い、直前対
策ゼミは問題演習が主体となっています。両セミナー
とも AIBA 会員によって執筆されたテキスト2018年版を
使い、同じく AIBA 会員である講師が作成したレジメを
配布、または会場で投影されました。
試験対策を目的として受講したにも関わらず、受験

に至らなかった方が多かったのは残念なことでした。
受験しなかった方の理由で多かったのは、「準備が十分
でなく、あと1年さらに勉強して来年度受験する」、「試
験日に海外出張などの仕事が入ったため受験を断念す
る」の二つでしたが、本試験が国際取引に関する広範
囲の分野から出題されるために、一朝一夕の勉強では
簡単に通らないことも原因のひとつになっているよう
です。
試験運営委員会では受講者の方々により多くの満足
をしてもらえるよう、種々検討を重ねています。

特 別 寄 稿 どう変わる？日本の貿易 〜メガ FTA 時代の到来

TPP 11と日 EU・EPA 発効による
日本企業への影響
石川

雅啓（東京

＃602）

参加11カ国による環太平洋パートナーシップに関
す る 包 括 的 及 び 先 進 的 な 協 定（Comprehensive and
Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership：
CPTPP ま た は TPP 11）、 そ し て 日本・EU 経済連携協
定（Japan-EU Economic Partnership Agreement： 日
EU･EPA） と い う 日 本 が 関 わ る 二 つ の メ ガ FTA は、
CPTPP が2018年12月30日に発効し、日 EU･EPA は2019
年2月1日に発効することとなっている。以下ではまず
これらのメガ FTA の発効までの経緯を振り返り、つい
で日本の企業への影響を考えてみたい。
（1）環太平洋パートナーシップに関する包括的及び
先進的な協定（CPTPP または TPP 11）

2016年2月、ニュージーランドのオークランドにおいて
オーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、日本、マレー
シア、メキシコ、ニュージーランド、ペルー、シンガポー
ル、米国およびベトナムの12カ国により、TPP 協定の
署名がなされた。
ところが2016年11月の米国大統領選挙で当選したド
ナルド・トランプ大統領は翌2017年1月の就任直後に
TPP 離脱を米国通商代表に指示する大統領覚書に署名
したため、米国通商代表部は協定寄託国であるニュー
ジーランド政府に脱退を通知、12カ国での発効のめど
が立たなくなった。
米国離脱後、残った11カ国での早期発効が模索され、
2017年11月、オリジナル TPP のうち20項目に関して米
国が復帰するまで実施を凍結することを条件に、11カ
国による大筋合意がなされ、2018年3月8日、チリのサ
ンティアゴで署名式が行われた。この参加11カ国によ
る協定の名称は、環太平洋パートナーシップに関する
包括的及び先進的な協定（CPTPP）となった。
その後同年6月28日のメキシコを皮切りに、10月31
日までに日本、シンガポール、ニュージーランド、カ
ナダ、オーストラリアが、国内手続き終了の旨を協定
寄託国ニュージーランドに通知し、発効に必要な6カ国
が出そろったことから、60日後の12月30日に発効となっ
た。その後ベトナムが11月15日に通知を行い、2019年
1月14日に発効することとなった。

2006年5月、ブルネイ、チリ、ニュージーランド、シ
ンガポールの4カ国の参加による環太平洋戦略的経済
連携協定（Trans-Paciﬁc Strategic Economic Partnership
Agreement：TPP） は P 4協定 と 呼 ば れ、 そ の 後 の 拡
大交渉会合に伴い環太平洋パートナーシップ（TransPaciﬁc Partnership：TPP）と表現されるようになった。
米国通商代表部（USTR）は、原加盟4ケ国とともに交
渉の立ち上げを声明、2009年11月にバラク・オバマ大
統領の意向によって、米国は最初に追加された交渉国 （2）日本・EU 経済連携協定（日 EU・EPA)
となった。
日本・EU 経済連携協定（日 EU・EPA）は、2009年5
その後ペルー、オーストラリア、ベトナムが加わり、 月の日 EU 定期首脳協議において、日 EU 経済統合の強
2010年3月に第1回交渉会合が開催され、我が国は民主
化に関する意図が表明され、翌2010年4月の定期首脳
党政権時の2011年11月に野田佳彦総理大臣が、自民党
協議では、「合同ハイレベル・グループ」を設置し、日
政権に移った2013年3月には安倍晋三内閣総理大臣が
EU 経済関係の包括的な強化・統合に向けた「共同検討
TPP の交渉参加を表明した。
作業」を開始することに合意した。さらに2011年5月
そして2015年10月5日の TPP 交渉の大筋合意を経て
の定期首脳協議では交渉のためのプロセスの開始につ
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いての合意がなされ、日本政府と欧州委員会との間で、
交渉の大枠（交渉の「範囲（scope）」および「野心の
レベル（level of ambition）」）を定める「スコーピング
作業」を実施することとなり、2013年3月に行われた日
EU 首脳電話会談において、日 EU・EPA および戦略パー
トナーシップ協定（SPA）の交渉開始に合意した。
その後 EU 側が乳製品の大幅な市場開放を求めるなど
強硬姿勢を崩さず、協議が難航したが、米国のドナル
ド・トランプ大統領が保護主義政策を打ち出すと、協
定締結に向けた交渉が加速し、2017年7月6日、ブリュッ
セルにおいて安倍晋三首相、EU のドナルド・トゥスク
欧州理事会議長およびジャン・クロード・ユンカー欧
州委員長との間で交渉の大枠合意が確認された。同年
12月に最終合意に至り、2018年7月17日、署名がなさ
れた。
同年12月21日夜、日本政府は EU との EPA の発効に
必要な文書を取り交わし、2019年2月1日に発効するこ
ととなった。発効すれば域内総生産（GDP）が21 . 3兆
ドル（世界の約28 . 4％）のメガ FTA となる。
（3）日本企業への影響
まず CPTPP では、既に日本は締約国のうちカナダと
ニュージーランドを除く8カ国と EPA を締結している
ため、一見発効後の影響が少ないようにみえる。しか
し締約国数が多いことは、複数の締約国において付加
価値・加工工程の足し上げを行って原産性を判断する
ことができる累積制度の活用の上で利点がある。また
日 EU・EPA は、欧州全体ではスイスとの協定に次ぐも
のとなるが、EU 28カ国のどの国ともこれまで日本が
EPA を締結したことはなく、今後両地域の貿易の拡大
が期待される。
懸念点としては、CPTPP でも日 EU・EPA でも、原
産地証明書においては自己証明制度が採用される点。
日本との EPA ではオーストラリアとの協定で自己証明
制度が採用されたが、同協定では従来の第三者証明と
の併用であるため、これまで通り、日本商工会議所発
給の特定原産地証明書を使用することができた。
一方、CPTTP や日 EU・EPA では、自己証明制度の
みとなる。日本の企業は、自己証明というものに不慣
れであるため、すぐに定着するかという不安が残る。
ひな形については、日本の財務省関税局・税関は
2018年12月、
「『自己申告制度』利用の手引き」（http://
www.customs.go.jp/roo/procedure/riyou.pdf）を公表
し、自己証明制度による「原産品申告書」のひな形を
掲載した。このひな形は日本オーストラリア EPA のほ
か CPTPP や日 EU・EPA の自己証明制度でも利用でき
るものとなっている。しかし、ひな形があっても、問
題は、自社において確実に原産性の判定を行うことが
できるかという点にある。
CPTPP にも日 EU・EPA にも税関の事後調査にあた

る「検認」制度があり、正確に原産性を判断した上で
自己証明を行わないと、後日、外国の税関当局から指
摘される可能性がある。特に CPTPP では、外国の税関
当局が直接照会を行うことのできる「直接検認」制度
が採用されることとなっているため、英語など外国語
で直接外国当局とやり取りを行わなければならないこ
とにもなる。
日 EU・EPA では「間接検認」制度が採用される予定
となっているが、この場合でも日本の財務省や経済産
業省を通じて確認ができることとなる。
2つのメガ FTA の発効を前に、特に中小・零細企業に
おいてはこれらの協定の優遇措置を最大限に享受すべ
く、いかに社内において専門家を確保し、また、社内
教育により社内全体の底上げを行っていくかが重要に
なるであろう。
FTA・EPA で関税の軽減によって直接利益を受ける
のは、輸入関税の負担者である輸入者である。しかし、
原産地証明書は原産品申告書の作成においては、輸出
者の協力が欠かせない。輸出者が FTA・EPA に関する
知識が乏しく輸入者に非協力的になると、その輸入者
はほかに FTA・EPA を締結している別の国の輸出者か
ら物品を購入することを選択するかも知れない。そう
なれば輸出者としてはせっかくの商機を失うことにな
る。今後官民の強力な協力体制によって FTA・EPA の
啓蒙、活用促進に努めていく必要があろう。

特恵税率適用は「原産性の自己証明」が鍵
原

奉宣（広島

＃731）

日本通商戦略の新たな局面
TPP 11（CPTPP）（以下 TPP）が、日本、メキシコ、
シンガポール、ニュージーランド、カナダ、豪州の6カ
国で12月30日に発効したのに続き、7カ国目のベトナ
ムが1月14日に発効しました。残りの4カ国も発効に向
けて国内手続きを急いでおり、日系企業の進出著しい
タイや、EU 離脱を控えたイギリスも TPP 加盟に関心を
示しています。また、日本・EU 経済連携協定（以下日
EU・EPA）は2月1日に発効します。アメリカをはじめ
とする保護主義への対抗軸として、自由貿易圏をめざ
す経済連携は世界の趨勢といえます。
すでに筆者のところにも「1月輸入分から TPP 特恵税
率を使いたい」との相談が寄せられていますが、各地
の TPP や日 EU・EPA の説明会はどこも盛況で、企業の
関心の高さを示しています。本稿では、TPP や日 EU・
EPA の便益を受けるための最も重要な手続きである「原
産性の証明」について述べることにします。
原産性の証明は事業者の「自己申告（自己証明）」が原則
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従来の二国間 EPA における原産地証明は、豪州を除

き商工会議所などの第三者機関の証明のみでしたが、
TPP や日 EU・EPA では、原産性の証明は、事業者（輸
出者、生産者又は輸入者）自らが「原産品申告書」を
作成して自己証明を行うことになっており、第三者証
明は認められません。自己証明ですから簡単になった
と喜ぶ向きもありますが、現実には事業者、特に輸入
者は、なぜ「原産品」と認定したかを証明できる資料
を整備して輸入国税関の検証に対応できるようにして
おく必要があるため、従来の EPA 以上に負担が大きく
なっています。
なぜなら、商工会議所などの第三者機関の審査を経
ていない自己証明は信頼度が低く、輸入国税関による
輸入者や輸出者への直接の検証が増えることが想定さ
れ、税関の事後調査の重点項目になることも十分予測
できるからです。
事後に原産性を否認されて多額の追徴を受けること
のないよう、証明資料の整備は輸入者にとって不可欠
です。
原産性の証明は原産地規則の理解と商流の把握が不可欠
TPP における原産性の決定は、
「国原産」ではなく「協
定原産」の考えに基づきますので、域内の完全生産品
や原産材料のみからの生産であれば、事業者にとって
原産性の確認は比較的に容易で、また二国間 EPA（日
EU・EPA も含まれる）で要求される「直送条件（※1）」も、
域内の第三国を経由した輸送であれば、原産性に影響
を与える加工がされていないことを輸入国税関に証明
する必要がありません。
問題は、非締約国での加工や非原産材料の使用などが
ある場合です。その場合は、累積規則（※2）やそれぞれ
（※3）によっ
の産品に応じて定められた品目別規則（PSR）
て原産性を証明することになります。また、自動車関
連品目や繊維製品には特別の規則がありますし、僅少
の非原産材料を許容する「デミニミス・ルール」も品
目によっては適用されないものがあります。事業者に
とっては難解な原産地規則の理解と商流（原料から製
品輸入までの流れ）を正しく把握することが重要で、
事務負担は大きいと言えます。
※1「直送条件」：製品は締約国から輸入国への直送を
原則とし、第三国を経由する場合は、経由地で原
産性に影響を与える加工がされていないことの証
明が必要。
※2「累積」：複数の締約国の原産材料（モノ）や生産
行為を累積して（足し上げて）付加価値を計算し、
原産性を証明する規則。
※3「品目別規則（PSR）」：関税分類変更基準、付加価
値基準、加工工程基準など原産品となるための要
件を定めた規則。
（※1，※2，※3の詳しい内容は、JETRO や税関の解説
資料をご覧下さい）

輸入国税関の検証に耐えうる書類の作成は
税関への輸入申告には「原産品申告書」のほか、原
則として「明細書」およびその内容を確認できる書類
の提出が必要です。そのためには原材料の調達国や価
格、材料の使用割合、加工工程、付加価値割合などの
実態を把握できる立場にある輸出者（生産者を含む。
以下同じ）がそれらの書類を作成すれば無理がありま
せん。しかし、輸出者が原産性の基準や HS コードに必
ずしも詳しいとは言えませんし、EPA の直接のメリッ
トがない輸出者がどこまで真剣にやってくれるかは未
知数です。
そこで、輸入者に求められるのは、輸出者が作成し
た書類を鵜呑みにすることなく、工程図の入手や原材
料の調達先の確認、協定に定められた記載事項などを
チェックできる社内体制と、原産地規則の正しい理解
です。さらに、事業者間の連携、信頼関係の構築により、
責任ある証明書類作成のできる体制を作ることです。
それが企業の自己防衛能力を高めることになり、逆に
自社が輸出者の立場なら取引相手にダメージを与えず、
継続的な取引につながることになります。
TPP ／日 EU・EPA は新たな企業戦略のチャンス
企業が原産地規則に従い、機能的に自己証明ができ
るのであれば、即時撤廃を含めて将来ほとんどの品目
が関税ゼロになる TPP や日 EU・EPA の直接的利益は非
常に大きいものがあります。
さらに、複数の TPP 締約国、非締約国にまたがる、
または EU 域内の複数国にまたがる生産工程のネット
ワークの構築が容易になります。大企業が得意とする
グローバルな戦略展開も、TPP や日 EU・EPA を活用
することによって中小企業にもその道が開けたといえ
ます。
書類や手続きの不備によって特恵税率の適用が否認
されることがないために、また新たなグローバル戦略
構築のためにも、特に中小企業は、国際取引に関する
知識と経験が豊富な AIBA 貿易アドバイザーのような、
外部の専門家を活用してビジネスチャンスを生かすべ
きではないでしょうか。

FTAを活用したサプライチェーン構築のポイント
～日本式モノづくり産業への影響を考える
蔵谷

学（神奈川

＃783）

皆様もご存知のとおり、2018年12月30日、TPP 11が
発効しました。また、早くも2019年2月1日には日 EU・
EPA が発効する予定です。これらの発効が、「サプライ
チェーンの構築」と「日本のモノづくり産業」にどの
ように影響し変化していくかを工業製品を例に考察し
てみました。
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1990年代半ばの円高の時代になって以来、日本企業
は本格的に海外調達を加速させてきましたが、その背
メガ FTA が日本の EPA に新しい道を開く
景には二つの理由があったと思われます。一つ目は、
山口 正路（千葉 ＃628）
日本国内では入手しにくい材料や製品が必要であった
ことです。日本企業が海外に工業製品を輸出する際に、
長い年月と交渉の末に2016年2月、前オバマ米政権
顧客の要求により外国規格準拠品を求められることが
と共に推進し合意署名を見た TPP 12は、世界の GDP の
あります。例えば、JIS 規格品ではなく、日本国内で
36 %、貿易額の25 % を超える規模の超大メガ FTA となる
は入手困難な米国規格（ASTM 規格等）に準拠する製
予定であったが、同年11月の政権交代と米国ファース
品を供給しなければならない場合です。二つ目はコス
トを掲げるトランプ政権下での米国離脱により暗転し
トです。円高という状況下で LCC（Low Cost Country） た。その後、安倍政権によるリーダーシップの下残留
からの購入価格にコスト・メリットが得られることに
11ケ国の意思統合により、二年余の歳月を経て CPTPP
着目し、ほとんどの日本企業が海外調達を着手、加速
（TPP 11）として再合意署名し、改めてスタートするこ
をさせてきました。
ととなった。残留11ケ国の GDP は、それでも世界の
その後、インターネットの発達により、従来と比較
GDPの13.3%（10.8兆ドル）、貿易額の15.4%
（5.5兆ドル）、
して容易に外国のサプライヤー企業を探すこともでき
人口は4 . 8億人に上り、日本に取りこれまで最大であっ
るような時代になってきました。また、探し当てた企
た ASEAN 協定を凌駕するメガ FTA となったことには間
業の情報も、外部のシンクタンク会社から難なく入手
違いない。
できるような環境になってきました。さらに2000年
そ し て つ い に、 先行6ケ 国 に よ る CPTPP（TPP 11）
代に入って、次々に二国間 FTA が発効し、今日では
が2018年12月30日に運用開始された。
TPP 11や日 EU・EPA の発効に至りました。そのような
< 注 >（1）先行6ケ国は批准順にメキシコ、日本、シン
状況下ではもはや、「海外調達」という単なる輸入に依
ガポール、カナダ、ニュージーランド、オーストラリ
存せず、より幅広い視点で、グローバルな規模で「サ
アで、後行5ケ国とはベトナムおよびマレーシア、ペ
プライチェーン」を構築し、製品のコスト競争力を上
ルー、チリ、ブルネイ。
（2）メガ FTA とは ①参加国数
昇させる時代に変化してきたと思われます。
② GDP 規模 ③貿易額 ④人口において明確に大規模で
従来日本の企業、特に大企業は、国内の下請の中小
ある自由経済連携協定、と定義した。
（3）各経済指数
企業からの供給に依存してきました。しかし今日では、
は2017年国連・WTO 統計を基に作成した。
日本の中小製造企業は、毎年約3千社ずつ廃業しており
ます。多くの理由は後継者問題ですが、この状況が続
TPP 12を離脱した米国の自国優先政策は一方で欧州
く限り、従来の日本式のサプライチェーンは崩れる方
の危機感を呼び起こし、これまで許容条件の不整合等
向に向かうのではないでしょうか？もはや、単に安価
により硬直状態であった日 EU・EPA 交渉を急進展させ、
な材料を輸入して加工・組立をし、製品を輸出すると
2018年7月に妥結に至るという展開をもまた生んだので
いうスタイルではなく、FTA を十分に活用したグロー
ある。
バル・サプライチェーンを構築する必要性が出てくる
EPA（FTA）の交渉とは、関税障壁撤廃を始めとす
と思われます。というよりも、そうせざるを得ない時
るお互いの国益のぶつかり合いであり、相手国に譲許
代に突入してきたと思います。
することはすなわち内国産業に打撃となり、政権の支
日本の工業製品の主要輸出先である「米国」、
「中国」、 持基盤を失うリスクを抱えている。そういう意味では
そして、潜在的な大市場である「インド」に対しては、 トランプ旋風は期せずして日 EU 双方の世論の危機感を
これらの国と FTA を締結している国へ生産拠点を移管
喚起し、日 EU・EPA は、ある意味杓子果報となって急
し、「FTA を活用した日本式モノづくり」を進めて輸出
進展を見せたのである。こちらは EU 28ケ国と日本と言
するというスタイルを加速させていくものと思われま
う二大経済圏同士を結び、TPP 11をさらに上回る実に
す。生産拠点移管当初は、その国で入手しにくい部品
世界 GDP の27 . 7 %（22兆ドル）、貿易額の32 . 7 %（11 . 7
は日本からノックダウンで支給する状況も生じてくる
兆ドル）
、人口6 . 3億人（いずれも英国離脱前）という
でしょう。そのような時代の背景で、今まで以上に「三
一大メガ FTA となっている。日 EU・EPA は2019年2月
国間貿易」、
「原産品判定基準」、「当該国の輸出入に適
1日に発効する。
用される法令」などの知識に精通していかなければな
2019年に入りいよいよ始まるこれら2つのメガ FTA
りません。
は、日本にとり二重の意味で、従来締結実施済みの15
貿易アドバイザーとして、これらの知識を身につけ
の既存 EPA（FTA）とは異なる意味を持つ。一つは上
るために、日々研鑽を積む必要性があると感じており
記に述べたように両者がその規模と地域性において正
ます。
に“メガ”と呼べる EPA（FTA）であること。もう一
つはその協定内容において“先進国型 EPA（FTA）”と
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言えることである。
まず物品貿易規定においては、全体として即時撤廃
率を上げ、非即時撤廃項目も低減から撤廃の期間を短
く設定するなど、より積極的な関税減免をコミットし
ている点、工業加工製品の原産性認定条件（PSR）に
おいて CTC（関税番号基準）を基調とし、RVC（Regional
Value Content）はむしろ例外的に採用されている点、
また完全累積や共通した別協定国の部品・材料をみな
し原産材と取り扱うなど原産認定条件でより寛大な措
置を取っているという点である。
さらに従来型 EPA の第三者証明や認定輸出者制度か
ら離れて完全自己証明制度を取っていること（例外と
して一部の国には5年を限度の第三者証明制度選択を許
している）も今回発効の両メガ FTA が先進国型と称さ
れてもよいと考える所以である。
次に先進国型と言えるのは物品貿易外の通商枠組み
においてである。事前教示制度の採用を義務付けるな
ど税関手続き・貿易円滑化や、電子商取引条項、サー
ビス産業を含む投資の自由化、政府調達や国有企業優
先の禁止、GI（地理的表示）を含む知的財産権保護の
強化義務など、これまでの EPA（FTA）では規定されな
かった協定国の経済制度自由化のコミットが規定され
ている。CPTPP（TPP 11）では米国離脱を機会に一部
凍結された条項もあるが、規定自身は残ったという意
味で将来参加国の経済政策は影響を受けることになる。
さらに、CPTPP にはタイ、韓国、インドネシア、台湾、
英国といった有力な参加希望国もあり数年後のさらな
る規模の拡大が予想されている。
筆者が所属するジェトロの貿易投資相談課には、昨
年来相次ぐメガ FTA 締結が報道されるにつれ多くの質
問・相談が企業・機関から寄せられている。昨年11月
から年末にかけて日 EU・EPA や CPTPP（TPP 11）につ
いてそれぞれ25件ほどの対応をしているが、多くは現

@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
深雪（鹿児島

＃339）

新年あけましておめでとうございます。遠く？鹿児
島からご挨拶申し上げます。
鹿児島のお正月といっても他とそんなに違いはない
かと思いますが、食については少々特徴があるかもし
れません。例えば、おせちの昆布巻きに鹿児島では一
般的に鯖を使います。そしてお雑煮は、焼海老で出汁
をとり、里芋や人参、豆もやし等を入れた具沢山の醤
油味です。焼海老は具としても使われ、大きいものは
かなりいいお値段がしますので、我が家の海老は小さ
くなります。島津家伝統の焼海老雑煮はお椀から海老

@
@
@
@
@
@
@
@
@
@

s

謹賀新年〜鹿児島だより
塩田

在活用している既存 EPA との相違点や比較についての
質問である。あえて特徴を言えば、日 EU・EPA につい
ては、自動車メーカー、自動車部品、住宅機器メーカー
などの輸出に関するものとアパレルやアクセサリー雑
貨の輸入に関するものが多く、CPTPP（TPP 11）では
農産品・食品メーカーの原材料輸入に関して関税譲許・
原産要件や関税割当に関するものが多い。活用中の
EPAとの活用条件比較や新しくEPA相手国となるニュー
ジーランドやカナダ、あるいは EU 諸国からの輸入条件
面での変化など、有利性の有無を把握しておきたいと
いう思いが伝わってくる。共通しては、自己証明制度
についての運用面についての質問が目立っている。
自己証明制度は手続き時間短縮など利便性や費用面
でのメリットがある代わり、輸入国税関からの事後検
認に企業が直接さらされるなど輸出者・メーカーとし
てのリスクに直面する可能性も忘れずに指摘すること
にしている。
とは言え、この二つのメガ FTA が日本にとって新た
な貿易上のフロンティアを開くことは間違いない。隣
国韓国は2000年代初期に、米国、EU、中国、ASEAN
という主要貿易相手国との FTA を相次いで締結し、既
に幅広い輸出品目で免税扱いを獲得、相手国向け輸出
を有利に展開し、過去10年間平均で3 . 1 % の GDP の成
長を遂げている。EPA（FTA）の締結のみが国として発
展する要素ではないが、経済連携協定のさらなる充実
により、海外市場の可能性が拡大されることが誰にとっ
ても望ましいことであることに異論はないであろう。
この二つのメガ FTA 発効を皮切りに、さらに中韓印
を含む RCEP（東アジア地域包括的経済連携）、米国と
の TAG（物品貿易協定）等が進展し日本企業の輸出・
海外進出機会がさらに拡大進展することを望むもので
ある。

がはみ出るほどで、島津家別邸の仙厳園にてお正月期
間限定でいただくことができ、それはとても美味しい
です。
お正月料理の締めは七草粥でしょうか。鹿児島では
「七草ずし」とも言い、これもまた、七草、里芋、人参、
しいたけ、かまぼこ等に餅を入れた具沢山のずっしり
したお粥になります。そして七草祝の時には、ご近所7
軒を回って重箱に少しずつ各家庭のお粥をいただくと
いう風習があります。私のときは、母が連れて回った
そうですが、七草粥だけでなくお祝いまでいただいて
大変恐縮したと話していたのを思い出します。今では、
このような風習は残念ながらなくなりつつあるかもし
れません。
さて、昨年の鹿児島は明治維新150年に合わせ、大河
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ドラマ「西郷どん」ブームでかなり盛り上がりました。
観光客も増加し、多くの人に鹿児島の良さを知っても
らえたのではないかと思います。県は、世界最大級の
クルーズ船が接岸できる新しい岸壁を作ると発表しま
した。インバウンドへの取組も徐々に進んでいます。
そして鹿児島銀行は、建設中の新本店ビルに入るテナ
ントすべてをキャッシュレス決済とする方針を掲げて
います。
鹿児島には、黒豚、黒牛、焼酎等たくさんの美味し
いものと素晴らしい自然があります。ぜひ、鹿児島ま
で足をお運びいただきご確認いただければ思います。
案内は私にお任せください。
本年もよろしくお願いいたします。

職業 ＝ 貿易コンサルタント、以上。
（続き）
川田

第3章

康博（東京

＃27）

総合商社

総合商社で勉強させていただこう、と決めてからは、
具体的な会社の絞り込みを始めました。 目的は「貿易
コンサルタントになるための実践的実務経験と知識の
習得」と明確でしたから、条件のリストアップはそれ
ほど難しくはありませんでした。必要条件として、次
のようなものを挙げて絞り込みました。
1．総合商社であること：これは、将来、貿易コンサル
タントを開業したときに、どのような商品分野のク
ライアントから依頼を受けるかわからなかったの
で、
できるだけ間口を広く取ろうと考えた結果です。
2〜3年の非営業部門の勤務を経てから、適性が認め
られれば営業部門に転属されると予想を立てていま
したが、仮に営業に配属されたとしても、専門商社
では専門に扱っている特定分野の事しか勉強できな
いと考えました。総合商社が縦割り組織であること
は知っていましたが、総合商社であれば、自分が配
属された分野以外の商品に関しても、社内の先輩や
同期を通じて必ず情報を得ることができると考えま
した。従って、どうしても総合商社である必要があ
りました。
2．輸出と輸入の両方を取り扱っていること：貿易には
輸出と輸入があると認識していたので、貿易コンサ
ルタントとしてはどちらも取り扱える必要があると
考え、輸出だけの商社や輸入だけの商社は排除する
ことにしました。
3．規模が中規模であること：企業組織があまり大き過
ぎると、組織の中の小さな歯車になってしまい、取
引の全体像が見えなくなると考えました。 貿易コ
ンサルタントが引き受ける業務内容は、おそらく取
引きの全体を総合的に俯瞰し適切な指導をすること

が期待されるであろうと想像し、取引きの全体像を
把握する経験を積む必要があると考えました。
そのためには、いわゆる大手の総合商社は不適当
であると考えました。 また、もしも大手の場合は、
取引きの全体像を把握するまでに要する時間が長く
なってしまうとも考えました。商社にも、会計部門、
外国為替部門、船腹受渡部門などから総務・人事部
門 まで、さまざまな業務分野があります。貿易コン
サルタントを目指すからには、少なくとも将来のク
ライアントから、「貿易コンサルタントに対して期
待されるであろう業務」には全てに対応できなけれ
ばならないと考えました。
4．プラント輸出を取り扱っていること : 当時、プラン
ト輸出という言葉が新聞などによく取り上げられて
いて、詳細までは分からなかったものの、ある程度
の規模や資金力がある商社でないと、プラント輸
出は取り扱っていないであろうことは推測できまし
た。小規模なものかもしれませんが、将来、自分が
貿易コンサルタントになった時には、プラント輸出
にも対応する実力をつけておく必要があると考え、
少なくともプラント輸出を取り扱っている規模の商
社を必要条件として設定しました。
5．主要取引先国が「西側」であること：上記のような
必要条件で絞り込んでいくと、いくつかの商社がリ
ストに浮上してきたわけですが、その時点で気づい
たこととして、主要取引先が、いわゆる「西側」の
国々と「東側」の国々とに別れている商社が存在す
るということでした。東側との取引きに特化しても、
貿易コンサルタントの需要はある程度見込めると考
えましたが、まずは西側を重視する方が順当である
と考えました。
従って、東側の国々を主要取引先としている商社
はリストから外すことにしました。この時点で、い
わゆる「友好商社」は対象外になりました。 1980
年の世界は東西冷戦時代で、ドイツは東ドイツと西
ドイツに分断されており、現在のロシアもソビエト
連邦と呼ばれていて、
米国と対立関係にありました。
貿易コンサルタントとして取り組む先として、東側
を選ぶのは現実的とは言えない状態でした。
以上の条件から絞り込んでいった結果、私のリスト
には最終的に4社が載っていました。幸いにして第一志
望だった企業に採用していただけました。 本社は東京
の自宅から Door to Door で30分という距離でしたので、
辞令を受け取りに出社した初日に、辞令に「大阪支社
非鉄金属部製品課に配属する。」という文字を読み、頭
の中が真っ白になりました。
（続く）
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ミャンマーにラオスにカンボジア！
今、陸の ASEAN が熱いぜ！
植村

浩康（兵庫

＃704）

本日12月13日（木）、香港は気温13度と寒い朝です。
こちらは、エアコンに暖房機能はついていないので、
この時期はオフィスでダウンジャケットを着用しての
仕事になります。中環や湾仔、尖沙咀はクリスマス一
色に様変わりで、今年ももう残りわずかだな、と感じ
ます。
話は変わりますが、先日、ミャンマー、ラオス、カ
ンボジア、さらには、ベトナム、タイと陸の ASEAN へ
出張してきました。ベトナムとタイは月1回くらいの
ペースで行きますが、今回、ミャンマーとラオスは約
15年ぶり、カンボジアは久しぶりの訪問でした。
まず、タイで仕事をした後、ミャンマーとラオスに
向かいました。最初の衝撃は、ヤンゴン国際空港に到
着してすぐに起こりました。『なんと近代的できれいな
空港なんだ！しかもでかい！！』
今回は、香港の顧客がミャンマーで縫製工場を探す
ためにアテンドしましたが、一番の目的は、今話題の
『ティラワ経済特区』を視察することでした。ヤンゴン
市内からたった二十数キロの距離ですが、道路状況や
拡張工事の影響でかかった時間は約2時間。ちなみに、
帰りは空港まで2時間30分もかかりました。メディア
でも伝えられているとおり、インフラ面はまだまだの
国だなといった印象です。
目的地のティラワ経済特区ですが、実際に製造をし
ているところは数社で、静かな工業団地といった感じ
です。今後、JFE スチールなどが進出予定のようで、そ
うなると物流面も活発になってくると思います。すぐ
横には、ティラワ港がありますが、河川港で浸水も浅
く、使い勝手はあまりよくないと現地の方はおっしゃっ
ています。ちなみに、ヤンゴン市内を歩いていると、
韓国製の電化製品や韓流スターのポスター、K - POP の
音楽や韓流ドラマがかなり放映されています。軍事政
権下では、外国製品が入ってきませんから、民政化後、
彼らの生活に浸透し、憧れになったのは、まぎれもな
く“韓流”です。あらためて韓国の世界戦略のうまさ
に感心させられるところです。
今回、他にも、カンボジアやラオスにも行きました
が、特にプノンペン市内の看板やレストラン、ショッ
プのほとんどは、クメール語よりも中国語表記です。
車で走っていると、少し昔の中国、といった感覚にな
るくらいです。あらためて中国の影響力大きさに感心
させられます。
18歳の時初めてタイに一人旅をして、その後、50か
国くらいに行きましたが、二十年前は、どこに行って
も日本語で話しかけられ、自己努力なく日本人として

のステイタスを楽しんでいたように思います。今は、
かけられる言葉の大半は、中国語や韓国語。それだけ、
彼らの影響力が強いということです。大学や専門学校、
あるいは企業研修で国際人材育成に携わっていますが、
現場で経験し、感じた生の情報を、今後、世界に羽ば
たく若きリーダーたちに伝えていくことが使命かなと
強く感じたアセアン出張でした。

BBQ チキン味せんべい、
私を起こすな、のぞみのこだま
芳賀

淳（東京

＃562）

その1．テリヤキ、BBQ チキン、オリジナル味の
せんべい
せんべいの種類はいろいろあれども、基本は醤油味
であることに異論はないでしょう。他には塩味、サラ
ダ味、ごま味、カレー味などのバリエーションは店の
陳列でおなじみです。
ここにテリヤキ、BBQ チキンといった味が登場です。
パッケージの絵はこてこての芸者さん。Fantastic とい
う売り文句も見えます。他にはチーズ味、サワークリー
ムと西洋あさつき（Chives）味・・・・・さて、どれを買
いましょうか？ オリジナル味ってやはり醤油味でしょ
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うか？
私は手にとっては棚に戻し、手にとっては棚に戻し、
手にとっては棚に戻し、を繰り返し・・・・・。
やっぱ、買うのは止めときます。

たらしく、声は消えました。
目覚ましは問題なく午前6時に私を起こしました。窓
の外は白んでいます。これです、これこそ朝です。
私は窓から外を見ました。私を夜明け前に起こそう
とした奴を見つけるために。
お前か！？

その3．新 幹線のぞみ車内にこだまする外国人一
家の叫び

テリヤキ味とオリジナル（ポテトチップではなく、せんべい）

オリジナル味とBBQチキン（ポテトチップではなく、せんべい）

その2．私を起こすのは誰だ？！
夜明け前に窓の外から「ほにゃららら〜ん」という
声がしています。明らかにスピーカーを使っています。
「起きろ〜 お祈りの時間だ〜」
窓の外は真っ暗です。
私の目覚ましは午前6時にセットしてありますが、ま
だ鳴ってません。
「お祈りの時間だよ～ん」
（意味は分かりませんが、多
分そう言ってるのでしょう）
スピーカーの声は容赦ありません。まだまだ続きま
す。私が誰であろうと、旅人であろうと容赦はしません。
「起きろ～」（多分）
ベッドの中でカブトムシの幼虫のようになりながら
私は耐えるしかありません。やがて朝のお勤めが終わっ

東京から大阪方面に向かうのぞみに乗っていると、
心地よい安眠を妨げられることがあります。
「只今、電車は三河安城駅を時刻通り通過いたしまし
た。あと約9分で名古屋に到着します」
（だからどーし
た！ so what!?）
中にはこんなのもあります。
「お休みのところ失礼します。只今進行方向右側に富
士山が見えます。短い間ではありますが、
ご鑑賞下さい。
Ladies and gentlemen, you can see Mt. Fuji on your right
side. We hope you enjoy it.」
この放送を聞いてわさわさと起きだすのは、ほとん
どの場合外国人客です。日本人にとって富士山全景は
仰天するほど珍しくはありません。観光の外国人客は
3人掛けの指定席を確保していることが多い、つまり、
大阪方面に向かう車内からすると富士山の反対側に座
席を確保していることになります。
家族連れが3人掛け ABC の席を確保している場合、
まずおやぢが目を覚まし、続いて妻を起こし、そして
ガキどもを起こします。その間にのぞみは時速200㎞以
上（秒速60 m 以上）で富士山麓を疾走します。富士市
にある製紙工場群の煙突がばんばんと後方に飛び去り、
電線を支える橋梁のようなものもびゅんびゅん左から
現れて瞬時に右に飛んで行きます。
おやぢ（白人）が富士山をバックに一家の記念写真
を撮ろうというようなことを提案。列車は今、新富士
駅を通過しました。
ぐずるがきどもを通路に出し、妻を含め4人でベスト
ショットのポジションを探しています。ところが通路
は狭い。そうだ、デッキだ！
機転をきかせたおやぢは妻とガキどもをデッキ方面
に誘導します。あ、富士川の鉄橋に差し掛かりました。
のぞみの振動に抵抗しながらデッキに進む一家の望み
も空しく、列車ののぞみは富士川鉄橋を渡り切って由
比蒲原のトンネルに入って行きます。
しゃばばばば！ のぞみがトンネルに突入する風切り
音などが聞こえます。風切り音に混じって、一家の叫
びがのぞみ車内にこだましました（のぞみなのにこだ
まとは・・・）。
おしまい

この中に私を起こそうとした奴がいるか？

— 11 —

司馬遼太郎記念学術講演会
於大阪大学会館
片本

善清（奈良

＃422）

昨年の11月8日、咲耶会奈良支部長の神谷忠雄氏に
同行し、標記の講演会に参加しました。以下その概略
を記します。

御体制（砲撃台など）について講演されました。
⑤講演会終了後、主催者側招待の打ち上げ会が、阪急
線石橋駅付近にある同大博物館のレストランで開催
され、こちら二人は終了まで参加しました。
（注 *）ビブリオバトルとは、最近若年者主体に流行っ
ているらしい「知的書評合戦」とも呼ばれるもので、
みんなに読んでもらいたい自薦本を各自一作ずつ持ち
寄り朗読し、聴衆からの投票で、どの本が一番読みた
かったか？を競うコンテストのこと。京大生が初めて
このコンテストを開いたといわれています。ちなみに、
わが娘の話ながら偶然にも、この翌々日11月10日に奈
良県の高校生たちによるビブリオバトル大会が行われ、
娘の教え子が奈良県大会でチャンピオンとなり、来春
開かれる全国大会への出場が決まったそうです。
（完）

①総合司会：小川 真由（NHK 金沢放送局キャスター・
阪大卒） 司馬作品一文の朗読
②主催者開会挨拶：大阪大学総長 西尾 章治郎氏
③第一部：阪大現役学生の出演によるビブリオバトル
（注 *）、代表者五名が参加して司馬作品（小説）を紹介。
各出演者ともに現役学生らしく元気溢れる明晰な
言葉で聞き取りやすく、同時に面白いものでした。
五名のうち小生が投票したのは、準チャンピオンと
なった「最後の将軍 - 徳川慶喜」を取り上げた学生と、
神戸商業高校への出前授業（3）
次に推したのは、結果的に本チャンピオンとなった
鈴木 弘成（兵庫 ＃244）
「花神」を選択した学生の作品でした。
◆「最後の将軍－徳川慶喜」－ 徳川慶喜本人は将軍
AIBA 関 西 支 部 は、 兵 庫 県 立 神 戸 商 業 高 校 の SPH
になりたくなかったのではないかとの疑念に、本 （Super Professional Highschool）プログラムの1つであ
音はなりたっかったらしく、彼の皮肉な性格と知
る貿易実務講座（グローバル・ビジネス、以下 GB）に
性に満ち且つ容認できる程度のひがみ性の表現が
立ち上げから関わり、2017年4月から出前授業という形
秀逸でした。そして最後に、なぜ彼は大政奉還に
で本プログラムに協力してまいりました。2018年12月
踏み切ったか？など謎が多く非常に興味ある一冊
19日、同校で総括として「SPH 事業に係る調査・研究
です。私は不思議と読んで見ようという気にさせ
発表会」が開催されたのを機に、今年度の AIBA のサポー
られました。また出演者の喋り方がドンピシャ、 ト活動を会員の皆様にご報告します。（文中、敬称略）
と我が意を得たりでしたから。
◆「花神」
－主人公村田蔵六は周防の村医者の息子で、 1．授業サポート
生まれつき無口不愛想で、見かけもよくなかった
期初にスケジュールを組んで4月から11月まで実施し
が、阪大の前身・適塾で蘭学を学び、その後いろ
ました。3年生（13人）を対象として5人の AIBA 会員講
いろな知識と技術を身につけ、明冶維新への改革
師が① L/C の種類・機能（鈴木 ＃244）
、②小口輸入の
に貢献した人物、大村益次郎となったといいます。 仕組み（日野 ＃610）
、③国際複合運送の仕組み（小林
そしてこの出演者の分析では、蔵六はオランダ語
＃746）
、④国際マーケティング（濱口 ＃692）
、⑤事故
の学習からはじまり、まずは医者となり、その後
対策と保険（植村 ＃704）
、⑥ EPA/FTA と特恵関税（小
いろいろな技術や学問智識を習得、世間のために
林 ＃746）の講義を、現場経験の話も含め講義を行いま
なることを実行するため、あらゆる分野、またど
した。また2年生（10人）を対象として、3人の会員が
んな場面でもその組織体の一員となり、即ち一つ
貿易実務検定 C 級を視野に入れ、特別非常勤講師となっ
の部品となりきり、皆に尽くしたのでした。そし
て貿易実務6回（神谷 ＃346、内容は C 級への取組み /
て最後は明治維新政府の近代軍制の創始者といわ
市場開拓と契約 / 運送 / 保険 / 輸出概要 / 輸入概要 / 為替
れる人物になりました、と。
相場等）
、貿易英語4回（小林 ＃746、鈴木 ＃244、内容
④第二部：講演「司馬文学とお城」奈良大学教授・千
は貿易書類 / 売買契約 / 信用状 / 船積書類等）を実施し
田嘉博氏
ました。
城郭考古学者として有名な氏は、今回は司馬文学と
2．特記事項
お城と題して五稜郭を主体に、城そのものよりもそ
の防御設備である城壁や砲撃台の配置場所などを詳 （1） 貿易実務検定 C 級合格者
しく説明されました。同時に氏自身が過去ドイツ大
2017年12月貿易実務検定 C 級に高校生で初めて1人
使館勤務などで滞在経験のあるドイツを中心に、フ
合格して以来、2018年12月まで累計9人の合格者を出
ランスほかヨーロッパ各地の中世期のお城とその防
すことができました。快挙です。これはひとえに生徒
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の頑張りと先生方の指導の賜物ですが、AIBA にとって
貿易関連の授業が SPH 終了とともに予算がなくなり、
も大きな喜びとなりました。
制度的支援が困難とのことです。現在の2年生の卒業ま
（2）3年生の小口輸入体験
では貿易の授業はある予定ですが、せっかく貿易実務
今年3年生の体験学習として海外から実際に商品を
検定などで成果を上げた貿易コースを制度的に何らか
輸入しました。また、5月に日野会員による小口輸入
の形で残すため、AIBA がどのようにお役に立てるのか、
の概要を学習しました。一方で、予算、商品、相手国、 お手伝いできるのか、検討を進めます。
商品到着時期などを様々なルートを使って探しました
（2）AIBA のさらなる活動として
が、なかなか適当な商品、取引相手が見つかりません
今回の神戸商業高校での貿易実務カリキュラムサ
でした。5月下旬、最終的に濱口会員、鈴木亜望さん
ポートは、約2年にわたって学校と協議しながら AIBA
（神戸大学大学院国際文化学研究科）の多大なご協力を
関西支部の会員十数名が地域社会貢献活動として活動
得て、バングラデシュでフェアトレードを掲げている
したものです。この機会を与えてくださった神戸商業
Dev Tech Associates社（代表Patriar Jonson Gomesさん）
高校の皆様に深く感謝申し上げます。また講師として
を選定しました。その後、生徒からの Inquiry、売主か
参加いただいた会員、その他関係各位に改めて御礼申
らの Quotation を経て成約にこぎつけ、送金ベースでの
し上げます。
小口輸入が10月上旬に実現しました。商品は絹製カラー
神戸商業高校の貿易実務カリキュラムの成功を見て、
スカーフ4枚、ハンドメイド布製バッグ4個、ハンドメ
貿易実務を正規授業に加えようとする動きが出て来る
イド女性用シャツ4枚でした。10月20日、神戸商業高
かもしれません。課題は貿易がわかる先生が非常に少
校 GB チームは、山口県で開催された第28回全国産業
ないことです。ここが AIBA の出番だと思います。関西
教育フェアにてこの成果を発表しました。聴衆の皆さ
支部では今後も貿易実務のニーズをとらえて出前授業、
んや文科相の担当官から「高校生にこんなことができ
セミナーなどに取り組んでまいる所存です。
るのか」という非常に高い評価を得ることができた、
他支部、会員におかれては貿易実務・国際取引のプ
と連絡を受けました。
ログラム取り上げの参考にしていただければ幸甚です。
なお、神戸商業高校の SPH の活動については次のサ
イトを参照してください。
http://www.kobechs.ed.jp/body/main/sph/sph.html
以上

第28回全国産業教育フェアで発表する生徒、
シャツ及び手にしているのが小口輸入商品

2018年12月19日 SPH 調査研究発表会のパンフレットの一部分

3．生徒にとっての GB 学習の成果
GB 学習を通して生徒は貿易の楽しさを学んでくれま
した。そんななか、従来学卒しか採用していなかった
輸入商社の就活に挑戦し、見事に内定を獲得した生徒
や、港湾短大を経て通関士を目指す生徒などが出てき
たのです。生徒にとって貿易を学んだことが将来のキャ
リア形成に必ず役立つと思いますし、その過程で資格
の重要性を認識し、挑戦することを学んでくれたと思っ
ています。AIBA の講師陣にとってうれしい限りです。
4．今後の課題
（1） 神戸商業高校のカリキュラムについて―貿易関連
コースの継続

FTA 部会第5回勉強会報告
FTA 部会発起人一同
12月8日（土）14：00より、第5回目となる FTA 部会
勉強会を AIBA 本部事務室にて行いました。参加者は
FTA 部会メンバー8名にゲスト1名の合計9名となりま
した。
急に寒くなった土曜日の午後、2時間という短い間で
したが二部構成で AIBA 本部事務室での熱のこもった
議論が行われました。セッションの様子は Facebook で
FTA 部会メンバー向けにライブ配信・録画されており
ますので、当日のプレゼン資料とともにビデオにて繰
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り返し視聴することができます。

□ 追悼 ～ 米川 壽一さん（埼玉 # 453） □
第一部

行方久智氏（埼玉 ＃530）「原産地規則につい
ての考察―具体事例を参考に」
第二部 ゲスト 志賀大祐氏（ジェトロ海外調査部米
州課）「新 NAFTA（USMCA）について」

行方氏のプレゼンは、そもそもの原産地規則の必然
性から始まり、特恵原産地規則、認定基準、原産地証
明書さらには原産地表示に関する考察とサマリーに及
び、最後は東京税関「EPA 原産地規則マニュアル」をベー
スにした“相談事例集”でのドリルと、意欲に満ちた
内容でした。特に日・タイ経済連携協定（JTEPA）に
おける HS 2001（果汁）の原産要件（CC except from
08類）に関するアセアン産果実（08類）の救済など、
ふだん気付きにくい点を紹介いただき、勉強になりま
した。
志賀大祐氏はジェトロ主催セミナーで同テーマの講
師を務めるなど、新進気鋭の EPA プレゼンターです。
今回は1時間内でのプレゼンと質問をお願いしたため、
特に要となるポイントに絞っての解説となりました。
米国・カナダ・メキシコで1994年に発効した NAFTA
は、北米参加国間の関税を現在ほぼゼロにしており、
これまで米国製品の販売力を支えてきましたが、反
TPP・NAFTA 再交渉を唱えたトランプ大統領の当選と
公約実行により、新 NAFTA（USMCA）として内容を
変え、新たに締結されることになりました。今回は米
国通商拡大法232条の評価と影響の解説、また、より経
済ブロック化志向を強めた新 NAFTA の原産地規則の内
容など、北米に拠点を持つ日本企業にとって重大な影
響をもたらすものであることが改めて理解できました。
その後御茶ノ水サンクレール「笹陣」にて懇親会（参
加8名）。
AIBA の FTA 部会は発足より1年半を迎えようとして
おり、平成31年2月でちょうど中間時点を通過します。
登録部会員は40名に達しますが、首都圏以外でのメン
バーの活動をどう展開・進化していくかさらなる工夫
が要求されていると感じている次第です。
今後とも FTA 部会活動にご注目いただければと存じ
ます。

地 元 の 埼 玉 で 企 業 へ の 貿 易 支 援 活 動 に 携 わ り、
AIBA の運営にも深い理解と活動をされた米川壽一さ
んが、かねて病気療養中のところ10月25日、東京・
日本医大千駄木病院にて逝去されました。享年67歳。
10月29、30日の両日、埼玉県越谷市の「セレモ
ニー越谷東口ホール」で行われた通夜・告別式には、
AIBA から理事長のほか埼玉での仲間4名が参列し、
早く旅立った故人を偲びました。
プライベートでは地元のテニスクラブに入り、余暇
には地元の人たちとハイキングにもよく出かけるな
ど、明朗快活な人柄で誰からも慕われていましたが、
最近は体調を崩し、第一線からは退いていました。謹
んでご冥福をお祈り申し上げます。合掌。

首都圏地区
11月20日（火）
11月度首都圏勉強会（特別篇）
見学会：山九株式会社 首都圏物流センター
企画・講師：伊東 仁一 会員（東京 # 223）
概 要：大手物流企業に勤務する講師の特別のはから
いで最新鋭の物流施設の現場見学会を開催。
同センター職員及び講師により、社歴100年の
流れとともに施設概要の説明を拝聴した。そ
のあと、4階建て施設内を巡回し、貨物の保管
状況、物流合理化設備に加えて流通加工機能
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の仕組みなど進化する物流事情を学ぶことが
できた。
参加者：20名

と思います。
定例会後は関西空港にあるレジェンド オブ コンコル
ドで懇親会を開催いたしました。15名の参加者（AIBA
会員10人、大阪商工会議所関係：5人）で交流ができ、
貴重な機会となりました。

関西支部
11月14日（水）
11月定例会は、関西国際空港施設見学会として、大
阪商工会議所国際部と共催で行われました。
＜「関西国際空港貿易関連施設見学」実施報告 ＞
当日は下記のスケジュールで、農林水産省神戸植物
防疫所関西空港支所と、FedEx 社の北太平洋地区ハブ
を訪問いたしました。平日にもかかわらず36名の方々
にご参加いただきました（AIBA 会員：16名、大阪商工
会議所関係の方：20名）。
12 : 30 関西空港第1ターミナルビル1F国際線到着フロア
北側 ドトールコーヒー前集合
集合後バスで神戸植物防疫所関西空港支所へ移動
13 : 00〜14 : 50 北農林水産省神戸植物防疫所関西空港支所
・防疫所の講演・動画
・害虫やウィルス等の分析を行うところの見学
・検疫の現場で植物の輸入検査の見学
15 : 00〜16 : 45 FedEx 社北太平洋地区ハブ
・FedEx 職員による説明と質疑応答
・荷さばき場、保冷施設など見学

FedEx社の北太平洋地区ハブにて

東海支部
11月24日（土）
11月例会
講 演：「輸出債権のリスクヘッジ対策としての L/C 確
認、フォーフェイティング、ファクタリング
の活用」
講 師：加藤 政直 会員（埼玉 ＃744）
場 所：名古屋国際センター会議室
出席者：6名

植物防疫所では、病害虫の分析所を見学させていた
だきました。輸入検査場の見学では実際に輸入予定の
花を検査しているところ等も見ることができ、ふだん
見る機会のない場所の見学をいたしました。
FedEx 北太平洋地区ハブでは、FedEx の業務に関す
る説明と、倉庫の見学を行いました。自社で通関士を
多く雇っているため通関が早いこと、保税倉庫に大き
な保冷設備があること等、FedEx 社の強みを説明して
いいただきました。参加者からの質問も具体的な質問
が多く、活発な質疑応答がなされました。また、倉庫
の見学では仕分けするソートマシンや保冷設備など、
隅から隅まで見学させていただきました。見学のあい
だも質問が行われ、満足のできる見学内容であったか
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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

長期にわたる輸出債権の保全の方法にはどのようなものがあるか？
回答者：利見

英一（大阪 ＃640）

当社は東南アジアに自社製機械を輸出する機械メーカーですが、競合の欧州メーカーが輸出代金の支払いを5年
後とする契約条件を提示しているという情報を耳にしました。そこで①欧州では5年超の中長期債権の取扱いを可
能とするどのような方法が採られているか、また、②日本でも5年超の債権を保全するような方法があるかご教示
ください。

①中長期債権を保有する際、販売先企業の信用リスクや販売先所在国のカントリー・リスクに対する保全策とあわ
せ、保有期間中の資金繰りも考慮しなければなりません。そのため、販売先の協力による担保・保証の提供を受
けて信用リスク対策を講じたり、輸出者が輸出保険契約を締結しカントリー・リスク対策を講じて保全を図るこ
とが一般に行われます。では資金繰りについてはどうでしょうか。
保全と資金繰り、この二つの対策を満たす手法として欧州では「フォーフェイティング」が利用されています。
フォーフェイティング
フォーフェイティングは、1950年代に西ヨーロッパ企業から資本財（機械 · 設備など）を東ヨーロッパに輸出する
際の中期（一年以上五年未満）債権を対象に、求償権なしで金融を行うために発達しました。現在、フォーフェイ
ティングの団体（ITFA；International Trade Forfaiting Association）には多くの欧州系金融機関が加盟しています。ま
た London Forfaiting Company Ltd. や Swiss Forfait s.r. などの専門業者もいます。アジアには Bank of China を含む中
国の銀行13行が、そして韓国の輸出入銀行が ITFA に加盟しています。残念ながら日本の金融機関は加盟しており
ません。
フォーフェイティングの適用分野と、目安としての与信期間は右表のとおりです。
フォーフェイティングでは、輸入
適用分野
対象商品例
与信期間
者の債務を裏付ける書類として、約 コモディティ
石油、石炭、コメ、穀物など
90日から18か月
束手形・為替手形・信用状 / スタン
エンジニアリング、デザイン、
180日から3年
ドバイ信用状・支払保証・ある一定 サービス
メンテナンスなど
の条件を満たすオープン・アカウン
ソフトウェア、コンピュータ、
180日から5年
ト記録が求められます。またフォー 技術
通信など
フ ェ イ テ ィ ン グ の 供 与 者（ フ ォ ー
工作機械、発電機、トラクター
2年から7年
フェイター）は、求償権なし（without 資本財
など
recourse）で債権等を買い取るので、 ターンキー・プラント
発電設備、アスファルト生産設備
3年から7年
無条件かつ取消不能で自由に譲渡可 （即利用可能な施設・設備） など
能な保証あるいは手形引受銀行の手 建設 / プロジェクト
病院、空港、工場など
3年から7年
形保証（aval）などの提供が条件とな
出典：London Forfaiting Company Ltd. の WEB ページより
ります。ただし、優良企業（Tier-One
Corporation) や政府の債務の場合はこれらの保全なしで取り扱われることもあるようです。
国際商業会議所（ICC）は ITFA（旧 IFA）の協力により、2012年にフォーフェイティング統一規則 URF 800を公表
しています。そこでは顧客とフォーフェイターとの間のプライマリー・マーケット（組成市場）だけでなく、買い取
られた債権を他のフォーフェイター等で売買するセカンダリー・マーケット（流通市場）についての規則も定められ
ています。
ちなみにインドネシアは3年、インドは5年程度の与信供与が目安ということです。
②日本ではフォーフェイティングの利用は一般的ではありません。先にふれたように ITFA に加盟している日本の金
融機関はありません。日本の銀行が取り扱っているフォーフェイティングは、信用状取引で引受済みの期限付き
手形に限られています。よって中長期の案件には対応できません。また、ファクタリングも輸出債権の保全と資
金繰りの、改善策として考えられますが、カントリー・リスクに対応していないこと、対象は短期であること、
からご要望にお応えするものではありません。資金繰りについては別途検討が必要となります。
欧州メーカーがフォーフェイティングを利用する際には、①で述べたように、優良企業や政府などの販売先以外
に対しては「無条件かつ取消不能で自由に譲渡可能な保証」を要求していると考えられます。またフォーフェイ
ティングに要する金利や費用も価格設定に含まれているはずなので、単に期間だけでなく、これらのポイントも
確認して交渉を進める必要があります。もし何らかの支払保証がなされているとしたら、貴社が要求しても受け
入れられる可能性があります。
一方、NEXI では貿易保険の拡充を図っています。2017年8月25日付日経新聞によると、従来は2年未満とされ
ていた貿易保険ですが、日立グループによるカザフスタン向け建機輸出案件に5年の保険が適用されました。今
後も拡充していくと報じられています。また、貿易代金貸付保険は金融機関による輸入者への貸付で2年以上の
案件に取組可能となっています。民間の保険会社でも輸出取引信用保険（原則2年未満）などが扱われており、相
談されるとよいでしょう。
参考文献等：1996年発刊の「Forfaiting for Exporters」
FORFAITING A USER'S GUIDE https://crfonline.org/orc/pdf/Forfaiting.pdf
London Forfaiting Company Ltd. http://www.londonforfaiting.com
ITFA http://itfa.org/
NEXI https://www.nexi.go.jp/
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回
答

内
2018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
・フルターンキー契約で輸出する取引の貿易条件
・船積待ちの輸出コンテナのキャンセルによるペナル
ティ
・コンテナ輸送における CIF 条件を使用する際の問題
は？
11月
・長期にわたる輸出債権の保全の方法
・韓国からの冷凍水産物の輸入にかかる留意点
・オーストラリア向け照明器具の規格認証について
・L/C 開設依頼の際の留意点

会

（名古屋開催）
容：フレイトフォワーダーとその役割及び FCR
の利用
（注）FCRはフォワーダーズ・カーゴ・レシート
の略称
場：名古屋市港区 名古屋ポートビル

木村 徹（東京 ＃347）
12 / 7
一般社団法人 日本経営協会主催
ロジスティクス実践セミナー
テーマ：『物流の基礎と、物流をロジスティクスにす
るための実務』
場 所：一般社団法人日本経営協会 九州本部
12 / 8
一般社団法人 日本経営協会主催
ロジスティクス実践セミナー
テーマ：『物流レベルを上げるための2大ポイント』
場 所：一般社団法人日本経営協会 九州本部

12月
・ベトナム向け輸出における運送書類の記載事項の留
意点

2018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。

伊東 仁一（東京 ＃223）
10 / 4
一般社団法人 国際フレイトフォワーダーズ協会
（JIFFA）主催
テーマ：『平成30年度 国際複合輸送士資格認定講座』
（東京開催）
内 容：フレイトフォワーダーとその役割及び FCR
の利用
（注）FCRはフォワーダーズ・カーゴ・レシート
の略称
会 場：東京都千代田区 損保会館

弓場 俊也（大阪 ＃415）
10 / 25
兵庫県鞄工業組合主催
「海外進出へ準備と貿易実務の基本」
場 所：豊岡市立交流センター
10 / 29
園田学園女子大学主催
公開講座「国際マーケティングの基礎知識」
場 所：塚口キャンパス教室
11 / 7
グローバル人材育成センター主催
大阪経済法科大学「海外で働くことの意義（欧州編）」
場 所：花岡キャンパス教室
11 / 12
園田学園女子大学主催
公開講座「貿易実務の基礎知識」
場 所：塚口キャンパス教室
11 / 30
兵庫県鞄工業組合主催
「貿易実務の基本中の基本」
場 所：豊岡市立交流センター

10 / 25
一般社団法人 国際フレイトフォワーダーズ協会
（JIFFA）主催
テーマ：『平成30年度 国際複合輸送士資格認定講座』
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資格ガイド2019年版）、大阪商工会議所（大商ニュー
ス）、日本関税協会（貿易と関税）＝無料＝日本商
工会議所（日商ニュース）、経産省近畿経産局（メ
ルマガ）
5．Aiba-forum の運用・利用に関する取り決め
6．会議スペース利用規定
7．基金を増額して1000万円にする件
8．定款改訂

弓場 俊也（大阪 ＃415）
11 / 1
ジェトロ神戸主催
貿易相談会「海外販路拡大のため直接貿易」
場 所：神戸貿易情報センター
11 / 15
石川県商工労働部主催
貿易相談会「海外マーケティングについて」
場 所：金沢市・依頼者事務所

第152回 AIBA 理事会

12 / 17
ジェトロ神戸主催
貿易相談会「アンビエンテ国際見本市について」
場 所：神戸貿易情報センター

第151回 AIBA 理事会
開催日時：2018年9月22日（土）
午後1時30分から午後5時30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、熊本 一夫、菊池 祐二、
山西 健市、原 奉宣、名城 徹
（理事総数16名中11名）
欠席理事：富田 慶久、芝田 政之、持田 修二、畠山
茂雄、常川 八司雄
（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、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。
1．会計報告 井上副理事長
2．事業本部報告 服部専務理事
3．試験事業報告（セミナーを含む）
理事長より報告があった。実力養成セミナー東京
2回、大阪、名古屋、福岡、各1回 直前対策ゼミ東京、
大阪各1回9月、10月に開催 受講者数は（報告時点
で）延べ151人。
4．AIBA 広告の件
理事長より報告があった。認定試験受験、セミナー
広告を次の通り掲載し、または掲載予定。＝有料＝
発行元（掲載媒体）ジェトロ（World Info Train、ジェ
トロメンバーズニュース）、株式会社高橋書店（全

開催日時：2018年12月1日（土）
午後1時30分から午後4時45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、熊本 一夫、菊池 祐二、
富田 慶久、芝田 政之、持田 修二、山西 健
市、原 奉宣、名城 徹
（理事総数16名中14名）
欠席理事：畠山 茂雄、常川 八司雄
（理事総数16名中2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、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。
1．会計報告（井上副理事長）
2．事業報告
（服部専務理事・高梨理事・市川理事・富田理事）
3．首都圏勉強会報告（熊本理事）
本年は首都圏勉強会を7回開催。集客に関して、
今後各位のご意見を聞きながら検討して行きたい。
40〜50人の出席者を対象とする土曜午後開催を続け
てきたが、平日の夜の開催とか、もっと少人数を対
象とするとか工夫が必要と考えている。
4．試験・セミナー報告（森理事長）
2018年度 実力養成セミナー申込者108名 直前
対策ゼミ申込者82名 実力養成＋直前合わせての延
べ申込者190名で昨年比32名増となった。認定試験
会場別受験申込者数 東京 46 大阪 30 名古屋
4 広島 1 福岡 4 仙台 2 札幌 1 合計
88名 で 昨 年 比5名 増。 一 次 試 験 合 格 者 合 計 20
名 東京 11 大阪 5 名古屋 2 福岡 1 札
幌 1、男 15 女 5。本年は女性の合格者が5名
と多かった。ちなみに昨年は女性ゼロであった。二
次試験は2019年1月26日に実施予定。
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理事会終了後、首都圏会員も参加して居酒屋『暫』
にて忘年会を開催しました。

〈編集後記〉
☆ あけましておめでとうございます。本年は、昨
年末に発効した CPTPP（TPP 11）に続き、この2
月には日 EU・EPA が発効するなど、メガ FTA 時
代の幕開けで始まりました。今年一年、会員各
位のこの問題に対する活発な討論を期待します。
☆ AIBA 試験の一次合格者が発表になりました。今
期の受験者数は昨年を上回り、また一次合格者
のなかに昨年度はゼロだった女性合格者が五名
含まれていることは特筆に値します。今後、多
様化する社会のなかで活躍する女性貿易アドバ
イザーが増えることを期待します。

第152回理事会

☆ 今号では、神戸商業高校の SPH プログラムに
出前授業を続けている関西支部の活動報告が詳
細に載っています。貿易実務検定 C 級合格者の
輩出や小口輸入体験学習など、その充実ぶりは
教育界へも大きな影響を与えていることでしょ
う。関西支部のみなさんに「あっぱれ！」。
☆ AIBAだよりを通じて、ますます、わが協会に対
する関心を喚起していきたいと思っております。
今後も充実した誌面づくりのため、編集部一同頑
張ってまいりますので、会員のみなさまのご投稿

首都圏地区忘年会

を今年もお願い申しあげる次第です。
（T. I.）

TPP11 日欧 EPA スタート！
「EPA / FTA 貿易＋原産性の証明」は
新会社法の内部統制事項に該当する場合があります。
相応のリスク管理体制と監視義務が必要！
健康とやる気を忘れずに！
柴田

篤（#508）

「和顔愛語（わげんあいご）
、
一灯照隅（いっとうしょうぐう）
」
千田

昌明（#621）

TradeTax 国際税務・会計事務所

TradeTax International Tax & Accounting

トレードタックス グループ

● 東京事務所
昭和を彩った

所長：柴 田 篤

〒102 ー0083

東京都千代田区麹町 4 ー3 ー5
紀尾井観光ビル 3F
TEL：03 ー3264 ー5271 / MAIL：info@japan ー jil.com

ーズ NO. 5

リ
美人女優シ

小暮実千代

● 大阪事務所

（1918年1月31日-1990年6月13日）
山口県生まれ
『青い山脈』などに出演

〒532 ー0003

所長：千 田 昌 明

大阪市淀川区宮原 5 ー1 ー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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ジェトロの eラーニング

独立行政法人 日本貿易振興機構

貿易実務
オンライン講座
累計導入社数26,000社、
累計受講者数62,000人の実績。
貿易実務講座の決定版。

1
2
3

海外ビジネス支援のジェトロが、そのノウハウを結集して
開発したオリジナルコンテンツ
わかりやすく、学習しやすいストーリー仕立て（貿易実務シリーズ)
貿易のプロによるサポート（貿易実務シリーズ）

貿易実務シリーズ
基礎編

貿易全体の流れを体系的に学習

応用編

コスト削減、リスク回避など実践的な知識を身に着ける

英文契約編

英文契約書作成のポイントを学習する

中国輸出ビジネス編

中国輸出実務に特化した基礎知識を身に着ける

速習！これだけは知っておきたい
ノウハウシリーズ

無料講座
30分で学べる
はじめての輸出

● 輸出商談編
● 英文ビジネスeメール編
講座のお申込みはこちらから

www.jetro.go.jp/elearning
ジェトロ 講座

検索
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日本貿易振興機構（ジェトロ）
お客様サポート課eラーニング事務局
Tel: 03-3582-5163
e-mail: ecollege@jetro.go.jp

