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第18期概観と第19期に向かって
理事長

菊池

貿易アドバイザー協会

祐二

第18期 AIBA 定時会員総会は、6月
20日（土）に開催する予定でしたが、
5月16日に開催された理事会で検討
の結果、新型コロナウイルス感染症
の拡大防止を図るため開催日を8月
29日（土）に延期することが決定さ
れました。例年6月に開催される総会が延期されたこと
は初めてのことです。会員の皆様にはご理解ご協力頂
き感謝致します。詳細は総会で報告されますが18期の
概要を速報として AIBA だよりでお知らせします。
1．第18期は2年ごとの役員の改選時期でしたが前期の
役員の半数が新しい役員に交代し前期の三役は全員
退任されたため殆どの役員が今まで経験していない
職務を担当することになりました。事業の継続に支
障をきたさないよう一般会員の支援も得ながら新理
事会の運営に務めました。
2．第18期の事業計画は売上額の大きい A 社の輸出支援
事業が A 社の組織再編等により報酬額が定額から出
来高に変更され、また、採択された人数も大幅に減
少したため同事業の売上は一昨年と比較し大幅に減
少しました。その減少分をトレードコンシェルジュ
などの活用で一般企業向け新規取引の売上増でカ
バーする厳しい計画達成への道のりでした。
3．関係各位の努力の結果、第18期実績は A 社の輸出支
援事業の計画以上の売上の増加や試験収益事業の拡
販、理事報酬や事務コストの削減などの対策を講じ
ることにより売上高は前期比減収となりましたが増
益を確保できました。
4．第18期に実施した収益事業以外の主な取組は以下の

とおりです。
（1）理事会で協議されたことについて会員の皆さん
にできるだけ早くお伝えするため広報担当が理
事会便りを発行し理事会の概要を広報するとと
もに議事録編集委員が理事会終了後早急に議事
録を編集し会員の皆様にお伝えするよう努力し
た。
（2）コロナの感染防止のためオンライン理事会の推
進を図った。
（3）AIBA 人材マップアンケート調査実施（AIBA 人
材の見える化）（森岡理事担当）
（4）規定の見直し実施
・特定個人情報（マイナンバー）等取扱規程、・
個人情報取扱規程とその細則
・AIBA 入退会に関する細則
（5）一般向け AIBA HP で公開
・AIBA の 豊 富 な 国 際 ビ ジ ネ ス 人 材 の 紹 介 と
AIBA 人材による過去の活動事例
（6）会員専用 AIBA HP 掲載
（A）AIBAの規程・細則等掲載とインデックス
（見
出し）見直し
（個人情報取扱規程／個人情報取扱規程の
細則／特定個人情報取扱規程／入退会に関
する細則／退会届兼誓約書／理事及び監事
報酬等に関する規程／支部設置運営規程／
支部運営規程（支部設置運営規程による））
（B）AIBA の過去の勉強会講義資料
5．第19期の事業計画は、新型コロナウイルス感染の影
響を受け収益事業の売上が減少する見込みですが、
A 社輸出支援事業の AIBA 管理費の値上げなどで収
益性を改善し第18期程度の利益を確保できるように
取り組みます。
6．AIBA 認定貿易アドバイザー試験は、ITIC にご評価
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【貿易実務】
貿易実務は、会社勤務の最後のほうは、実務から遠
ざかっていたこともあり、テキストを中心に再整理が
必要でした。テキストではカバーできないエリアは「貿
易実務ハンドブックアドバンスト版」で補強しました。
また自分の持っている外国為替の知識では AIBA 試験に
は対抗できない弱点ととらえ、外国為替の「銀行業務
検定試験3級の公式テキストと問題集」で学習 / 補強し
新会員紹介
ました。
【国際マーケティング】
自己紹介
マーケテイングは仕事柄、得意なカテゴリーでした
が、学問としてのマーケテイングは弱点でしたので、
今年度の入会者は合計28名です。前号に続き、投稿
いただいた3名を紹介します。自己紹介の原稿は次号で
有斐閣アルマ発行の「グローバル・マーケテイング戦略」
も受け付けます。新会員で未投稿の方の原稿をお待ち
で補強しました。また、「通商白書」と「ジェトロ世界
しております。
貿易投資報告」については、ポイントを自分なりに整
◆入江 史浩（大阪 ＃817）
理して、理解を深めるようにしました。
このたび、AIBA に入会させて頂
【貿易英語】
きました入江 史浩です。宜しくお
英語は日々、使っているので自信を持っていました
願いいたします。
が、AIBA の試験と自分のイスラム英語とは乖離があり
子供のころから大学は貿易学科と
ました。貿易英語の弱点は、自我流になっている長文
決めていたのですが、それはかなわ
読解、英作文、契約書にありました。それぞれを、イ
ず、不本位ながら異なる学科を卒業
ンドネシア英字紙「コンパス」を毎日斜め読みし、ま
後、電機メーカーにてそれでも36年間一貫して海外取
た「貿易英語の使い方（同文館）」、「英文契約書ハンド
引の世界をエンジョイできました。海外駐在はこのう
ブック（日本能率協会）」を使って補正 / 補強しました。
ち23年間です。サウジアラビア、香港、マレーシア、 【二次試験】
インドネシアの4カ国で、なぜかイスラム圏が多く、市
志望動機や AIBA のミッションについてあらかじめ整
場 / 商品の開拓や、販売拠点、生産拠点の運営に携わり
理をして臨みました。特に、中小企業や日本の産業構
ました。海外勤務中は、さまざまなビジネスリスクに
造の抱える課題と自分なりの対応策を考えておき、当
遭遇し、対処してきました。電機メーカー退職後、再
日の面接に臨みました。
びインドネシアに戻り、現在成型会社のマーケテイン
◆島崎 聖姫（神奈川 ＃828）
グ / 新規事業の立ち上げの仕事をしております。AIBA
は電機メーカー同期入社の益倉さんから紹介を受け、
はじめまして、このたび AIBA に
10代のころにかなわなかった貿易を極めるには最適な
入会させていただきました島崎 聖
試験であり、組織であると思い、2度目の挑戦で合格で
姫（シマザキ セナ）と申します。ど
きました。入会後は、しばらくインドネシアにとどま
うぞよろしくお願い申し上げます。
りつつ、帰国後も、日本の中小企業の海外進出により、
私は、中国東北出身で、2000年に
少しでも多くの企業を強い会社に育てることのお手伝
来日しています。中国の大学ではロ
いができたら、と思っております。AIBA の皆様との交
シア語を専攻していましたが 日本に来てから、ロシ
流を通して、人脈を広げ、さらにスキルアップに繋げ
ア語と無縁になりました。今後、機会があればまた学
てまいりたいと思いますので、どうかよろしくお願い
び直し、関わっていけたらと思います。
いたします。
日本では電機メーカ－をはじめ、食品メーカ、建設
いただき本年度の助成金が昨年比10万円増となる過
去最高の150万円の助成金をいただくことができま
した。この助成金を有効に活用し全国の貿易アドバ
イザーの受験者増加と認定者増加を目指したいと思
います。
以上

＜アドバイザー試験合格体験記＞
【総合的な試験対策】
2017年にも挑戦をしましたが、わずかに及ばす悔し
い思いをしました。今回は、過去問をみて、なんとな
くですが、まず問題の全体のトレンドをつかみ、自分
の弱点がどういうところにあるのかを把握することか
ら始めました。学習はテキストの読み込みと、弱点の
攻略を中心に進めていきました。

機械メーカなどの海外営業部門で貿易事務に従事して
参りました。
私が AIBA 試験に挑戦したきっかけは、貿易実務検
定 A 級には合格したものの、貿易の多くの分野でまだ
まだ知識も経験も足りないことを実感したことでした。
知識の強化のために色々検索したら、AIBA は試験合格
後も貿易経験豊富な会員間の交流やセミナーを通じて
専門知識のスキルアップが図れることを知り、AIBA を
受験するに至りました。この度、会員の仲間入りがで
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き大変うれしく思います。
今後、勉強会や様々な業界の方々との積極的な交流
等を通じて多くを学ばせて頂き、日頃の業務に役立て
て行くと共に一日も早くアドバイザーとして日本と中
国＆国際ビジネスの発展に貢献できればと思います。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
＜アドバイザー試験合格体験記＞

◆村田

豊一（兵庫

＃842）

この度 AIBA に入会させて頂きま
し た 村 田 豊 一 で す。 大 学 卒 業 後、
機械メーカーにて海外営業 → 海外
調達 → タイ製造会社駐在 → 海外営
業 → ミャンマー販売会社駐在 → 海
外事業推進と海外畑を歩んで参りま
した。4月よりインドネシア駐在予定でしたが新型コロ
ナ情勢に伴う現地入国規制により現在日本で足止めと
なっております。海外営業では新興国市場開拓、海外
調達では新興国協力会社開拓、タイでは国産化・工場
管理、ミャンマーでは新会社の立ち上げを行う経験に
恵まれました。AIBA では貿易のプロの皆様に教えを請
いながら自己研鑽を積むと共に困っている企業への支
援を AIBA の諸先輩方と協力しながら推進さて頂きたい
と希望致します。

【総合的な試験対策】
「AIBA 受験対策テキスト」を中心に勉強をいたしま
した。貿易実務と貿易英語は日々の仕事で培ったもの
がありましたが、国際マーケティングの知識はあまり
にも少なかったので、とにかくテキストを読み、わか
らない言葉はネットで調べ、理解を深めながらそれを
何度も読み返し覚えました。
【貿易実務】
貿易実務に関しましては一年前に貿易実務検定の試
験勉強をしていましたので、その経験をベースに今回
＜アドバイザー試験合格体験記＞
はとにかく AIBA テキスト一本に絞り精読するようにし
【総合的な試験対策】
ました。
対策セミナーに参加し過去問と合わせて出題傾向を
【国際マーケティング】
掴みました。特にセミナー参加は受験モードにスイッ
国際マーケティングは自分にとって、最も知識のな
チを入れる為にも良い機会でした。海外出張が多かっ
い分野でしたので、テキストを中心に時間をかけて重
た為になかなか学習時間が取れず機内や空港での待ち
点的に勉強しました。テキストや過去問にはわからな
時間に対策セミナーで使われたテキストや参考書を読
い用語が多く、その都度調べて理解を深めました。結
む様に心掛けましたが流石にその程度では AIBA 試験レ
果的にマーケティング用語の幅が広がったので大変よ
ベルには全く到達出来ず、11月に入ってからは出張も
い勉強になったと思います。
入れず数日間有給休暇を取れる様に調整しながら受験
ジェトロのサイトから入手しています最新通商白書、
準備を進めました。ラスト3週間は大学受験生並みに机
世界貿易投資報告は概要と要点を集中して覚えて、それ
に向かい貿易実務・国際マーケティングはノートを作っ
以外の内容については内容確認する程度に読みました。
てキーワードを纏めましたが、時間切れで英語までは
【貿易英語】
本格的な対策に辿り着けませんでした。幸運にも合格
日常的に業務で使用しているのは簡単なものでした
出来たのは諦めずに一夜漬けでも最後までやり通した
ので、この程度では足りないと思いつつも、短期間で
上達するものではないと思いテキストを読んだ以外に、 事にあるかと思います。
あまり勉強に力を入れませんでした。結果はボロボロ 【貿易実務】
知識として何となくは知っていながらも体系だって
で、英語試験は悔いと反省のみ残りました。英文レター
理解していなかった貿易実務の基礎を「貿易実務完全
は得点箇所でもありますので、ぜひ短期間でも英文レ
バイブル（かんき出版）」で再学習し、業務で使ってい
ターの例文をよく読み練習することをお勧めします。
る L/C、船積書類等を二十数年振りに全て読み返しま
【二次試験】
した。
二次試験の小論文は“海外市場の新規開拓と輸出”
をテーマに選びました。小論文では自身の知識と実務 【国際マーケティング】
対策セミナーテキストに記載されている語句の説明
経験に基づく内容にしでましたので、面接時の質問に
ノートを作る事と「通商白書」の通読を中心に学習し
は自信をもって回答ができたと思います。
ました。「グロービス MBA キーワード 図解 基本フレー
＜対策セミナーの活用＞
ムワーク50（ダイアモンド社）」も参考に致しました。
【貿易英語】
短期間での試験勉強でしたので、実力養成セミナー
苦手な英文契約書対策として「英文契約書を読む為
および直前ゼミへの参加は大変有効なものでした。セ
の基礎知識と頻出表現（ベレ出版）」を使用。試験当日、
ミナ－に参加する前にテキストと過去問を一通りやっ
英作文は頭で文章が思い浮かんでも手が動きませんで
て、質問をもってセミナーに参加することをお勧めし
した。手書きの鍛錬をする事をお勧め致します。
ます。セミナーで得るものがより多くなると思います。
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【二次試験】
小論文は海外投資をテーマにミャンマーでの会社設
立・会社運営経験をベースに作成致しました。1次試験
の準備不足を反省し面接試験対策は論文の内容を中心
に Q&A を作成しましたが面接では論文の内容というよ
り、自身の経験をどの様に AIBA での活動に生かして行
くか実践的な事が問われました。
＜対策セミナーの活用＞
大まかな試験範囲・学習ポイントを掴み、本格的な
試験勉強を始める危機感を持つ為にも対策セミナーへ
の参加は非常に有益であると思います。

仁一（東京

第22条 支払
期限までに顧客が支払わない場合、期限の利益を失
い、期限がきていない債務についても、顧客は直ちに
支払わなければならないことを追加規定しました。
第23条 免責事由
パンデミック、伝染病の流行、又は公衆衛生の危機
を、フォワーダーの免責事由に追加しました。

フレイトフォワーダーの標準取引条件
10年ぶりに改訂
伊東

第16条 特殊な物品
危険品、有害品として、顧客が事前に通知しフォワー
ダーの同意を得るべき物品として、日本やサービスを
提供するその他の国において適用される法律や規則で、
危険品または有害品に分類されているものと規定、明
確化しました。

＃223）

一般社団法人 国際フレイトフォワーダーズ協会は、
フレイトフォワーダー（以下フォワーダーと称します）
が、顧客より引き受けた業務の受託条件の明確化、安
定化を図るために「標準取引条件」を定めています。
同協会の正会員は、本年7月1日現在501社で、本稿に
おいてフォワーダーという場合、同協会の正会員を指
します。
従来から使われてきた「標準取引条件（2010）」は、
2010年に策定され、その後10年が経過し、社会情勢や
フォワーダーを取り巻く事業環境に大きな変化があっ
たことから、同協会法務委員会では、当条件を見直し
し、本年6月に「標準取引条件（2020）」を策定しました。
筆者は、同委員会の一員として今回の見直し作業に携
わりましたので、以下に簡単にご報告致します。あく
まで個人の立場での報告であり、同協会や筆者が勤務
する山九株式会社の見解ではありません。
「標準取引条件（2020）」は、フォワーダーが、物品
の国際輸送のため、あるいは、それに関連して提供す
るあらゆるサービスに適用されます。但しフォワーダー
が、運送人として自社名義で運送書類を発行して、国
際海上輸送や国際複合輸送サービスを提供する場合は、
「標準取引条件（2020）」でなく、当該運送書類の約款
が適用されます。
「標準取引条件（2020）」が、「標準取引条件（2010）」
と変わった主要点は、以下のとおりです。条番は、「標
準取引条件（2020）」のものです。

第29条 保険（新設条項）
フォワーダーは、顧客が貨物海上保険を付保するこ
とを前提としています。万一にも顧客に誤解が無いよ
うするため、顧客より書面による指示がない限り、フォ
ワーダーは顧客のために、貨物海上保険を付保するこ
とはない旨を明確にしました。
第32条 非暴力団員（新設条項）
外見からは暴力団が経営または関与しているとわか
らない企業が、顧客としてフォワーダーにサービスの
提供を求め、サービスを提供する過程で、不当な要求
を突きつけられるような被害を防止するため本条を新
設しました。
第33条 言語（新設条項）
当条件の正文は英語であり、和訳文は顧客やフォワー
ダーの便宜のために提供していますが、正文と異なる
場合は、英語の正文が優先することを明確にしました。

第13条 物品の詳細
顧客がフォワーダーに提供すべき物品の記述及び
データとして、2016年7月に発効した改正 SOLAS 条約
（海上人命安全条約）が求めるコンテナ貨物総重量を追
加しました。
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安全保障貿易Q &A
□ □ □ 第3回

防衛装備移転三原則

□□□
栢野

Q．防衛装備移転三原則について教えて下さい。

健（東京

＃743）

3．移転を認め得る場合の限定

A．回答
日本では、悲惨な戦争を2度と起こさないよう、また、
唯一の核被爆国として憲法、非核三原則及び武器輸出
三原則を決定しており、外為法にも“我が国は国際社
会の平和及び安全の維持を期す”とされています。
日本国憲法の“戦争の禁止”、非核三原則の“核兵器
を持たず、作らず、持ち込ませず”と比較すると武器
輸出三原則の武器あるいは防衛装備及び国際社会の平
和及び安全の維持の定義は難解です。
また、現在まで対米武器技術供与、ミサイル防衛網
共同開発、インドネシアへの巡視艇供与など個別の例
外措置を行ってきました。
そこで平成26年4月1日に防衛装備移転三原則を国家
安全保障会議及び閣議で決定し、今後、例外措置は認
めず、防衛装備移転三原則を運用基準とし外為法に基
いて判断するようになりました。
ここで言う「防衛装備」とは武器及び武器技術を指
します。
「武器」とは、輸出令別表第1の1の項に掲げるもの
のうち、軍隊が使用するものであって、直接戦闘の用
に供されるものをいい、
「武器技術」とは、武器の設計、
製造又は使用に係る技術をいいます。

（1）平和貢献・国際協力の積極的な推進に資する海外
移転
・移転先が外国政府である場合
・移転先が国際連合とその関連機関、国連決議に基づ
いて活動を行う機関
・上記機関等の支持を受けた活動を行う機関であって
機関または活動地域の国から要請があった場合

（2）我が国の安全保障に資する海外移転
（我が国の安全保障の観点から積極的な意義がある
場合に限る。）
・米国等の日本と安全保障面の協力関係がある諸国と
の国際共同開発・生産に関する海外移転
・米国等の日本と安全保障面の協力関係がある諸国と
の安全保障・防衛協力の強化に資する海外移転
a．法律に基づき自衛隊が実施する物品又は役務の提
供に含まれる防衛装備の海外移転
b．米国との相互技術交流の一環としての武器技術の
提供
c．米国からのライセンス生産品に係る部品や役務の
提供、米軍への修理等の役務提供
d．日本と安全保障面での協力関係がある国に対する
救難、輸送、警戒、監視及び掃海に係る協力に関
1．防衛装備移転三原則の骨子
する防衛装備の海外移転。
）
防衛装備移転三原則は移転を禁止する場合の明確化、 ・自衛隊を含む政府機関（以下「自衛隊等」という。
の活動
移転を認め得る場合の限定と審査の基準、情報公開及
（自衛隊等の活動に関する外国政府又は民間団体等の
び目的外使用と第三国への移転の抑止を骨子としてい
活動を含む。）
ます。
又は邦人の安全確保のために必要な海外移転。
2．移転を禁止する場合の明確化
a．自衛隊等の活動に係る、装備品の一時的な輸出、
購入した装備品の返送
（1）移転が日本が締結した条約等に基づく義務に違反
及び技術情報の提供（交換を含む。
）
する場合、
b．公人警護又は公人の自己保存のための装備品の輸
（2）移転が国際連合安全保障理事会決議に基づく義務
出
に違反する場合
c．危険地域で活動する邦人の自己保存のための装備
（3）紛争当事国への移転となる場合
品の輸出
（武力攻撃が発生し、国際の平和及び安全を維持し
（3）誤誤送品の返送、返送を前提とする見本品の輸出、
又は回復するため、国際連合安全保障理事会がとっ
海外政府機関の警察官により持ち込まれた装備品
ている措置の対象国をいう。）
の再輸出等の我が国の安全保障上の観点から影響
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が極めて小さいと判断される場合。
4．海外移転を認め得る案件の厳格審査
移転の可否は国際輸出管理レジームのガイドライン
も踏まえ総合的に判断されます。
（1）仕向先及び最終需要者の適切性
仕向国・地域が国際的な平和、我が国の安全保障に
与える影響と最終需要者による防衛装備の使用状況及
び適正管理の確実性等を考慮する。
（2）当該防衛装備の海外移転が我が国の安全保障上及
ぼす懸念の程度
移転される防衛装備の性質、技術的機微性、用途（目
的）、数量、形態（完成品又は部品か、貨物又は技術か
を含む。
）並びに目的外使用及び第三国移転の可能性等
を考慮する。
5．適正管理の確保
海外移転後の適正な管理確保のため、原則として目
的外使用及び第三国移転について日本への事前同意を
相手国政府に義務付ける。
移転先からの誓約書等の文書により管理体制が確認
出来た場合で下記に該当する
場合は事前同意が不要とされています。
（1）平和貢献・国際協力の積極的推進のため適切と判断
される場合として、次のいずれかに該当する場合
・緊急性・人道性が高い場合
・移転先が国際連合、その関連機関又は国連決議に基
づき活動を行う機関の場合
a．国際入札の参加に必要となる技術情報又は試験品
の提供を行う場合
b．額が少額かつ数が少量で、安全保障上の懸念が小
さいと考えられる場合
c．部品等を融通し合う国際的なシステムに参加する
場合
d．部品等をライセンス元に納入する場合
e．日本から移転する部品及び技術の相手国への貢献
が相当程度小さいと判断できる場合
・自衛隊等の活動又は邦人の安全確保に必要な海外移
転である場合
・誤送品の返送、返送を前提とする見本品の輸出、貨
物の仮陸揚げ等の我が国の安全保障上の観点から影
響が極めて小さいと判断される場合

c．仕向先等の適切性、安全保障上の懸念の程度等につ
いて特に慎重な検討を要するとき。
d．防衛装備の海外移転の状況について報告を行うと
き。
b 又は c に該当する場合について経済産業大臣が外為
法に基づく許可の可否判断をする場合は当該審議を踏
まえるものとする。
（2）国家安全保障会議幹事会での審議
防衛装備の海外移転に関し、次の場合には国家安全
保障会議幹事会で審議する。
①基本的な方針について検討するとき。
②同様の類型について、政府として海外移転を認め得
るとの判断の過去実績がないとき。
③防衛装備の海外移転の状況について報告を行うとき。
なお、②に該当する防衛装備の海外移転について経
済産業大臣が外為法に基づく許可の可否判断をする場
合は、当該審議を踏まえるものとする。
7．関係省庁間での連携
防衛装備の海外移転に関して必要な総合的判断を行
うため、案件に係る調整、適正管理の在り方等に関し
関係省庁が連携する。その窓口は下記の通り。
・内閣官房国家安全保障局
・外務省総合外交政策局安全保障政策課
・経済産業省貿易経済協力局貿易管理部安全保障貿易
管理課
・防衛省防衛装備庁装備政策部国際装備課
8．定期的報告及び情報の公開
（1）定期的な報告
経済産業大臣は、防衛装備の海外移転の許可の状況
につき、年次報告書を作成し、国家安全保障会議にお
いて報告の上、公表する。
（2）情報の公開
国家安全保障会議で審議された案件、“行政機関の保
有する情報の公開に関する法律”
（平成11年法律第42号）
を踏まえ、政府として情報の公開を図る。情報の公開
に当たっては、従来個別に例外化措置を講じてきた場
合に比べて透明性に欠けることのないよう留意する。
（3）情報公開・・防衛装備移転の許可状況
（次ページ表参照）

6．審査手続
（1）国家安全保障会議での審議
防衛装備の海外移転に関し、次の場合は、国家安全
保障会議で審議する。
a．基本的な方針について検討するとき。
b．移転を認める条件の適用について特に慎重な検討を
要するとき。
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平和貢献
我が国の安全保障
軽微なもの

平成28年度
5
3
38
2
48
22
0
0
10
0
1
5
0
0
0
11
1434
1483
0
47
1
0
0
1
49
1580

南スーダンでの PKO ※3
ソマリア・アデン 海賊等 ※3
中国遺棄化学兵器処理 ※3
比 警備艇能力向上支援 ※2
小計
弾道ミサイル用迎撃ミサイル共同開発 ※1
化学剤呈色反応識別装置共同研究 ※1
F- 35の製造参画 ※1
イージス・システム用ソフトウェア及び部品 ※2
Ｆ100エンジン部品 ※2
ペトリオット PAC－2の部品 ※2
日英共同研究 ※3
日印共同研究 ※3
日豪共同研究 ※3
日独共同研究 ※3
安全保障防衛力強化 ※3
自衛隊の活動等 ※3
小計
誤送品返送 ※3
借用品返送 ※3
持ち込み機材返却 ※3
不良品返送 ※3
積み戻し前提輸出 ※3
試験の為の輸出 ※3
小計
総合計

平成29年度
5
3
23
4
35
17
2
1
13
0
2
5
1
1
1
20
1311
1374
0
46
2
5
1
0
54
1463

平成30年度
5
3
29
2
39
13
2
7
13
1
0
7
2
1
0
23
1335
1404
3
42
3
1
6
0
55
1498

※1：武器輸出三原則の例外化措置に基づくもの
※2：新三原則に基づき国家安全保障会議で認めたもの
※3：新三原則に基づき経産省で認めたもの
防衛装備移転三原則（国家安全保障会議決定 閣議決定）
防衛装備移転三原則の運用指針（国家安全保障会議決定）
防衛装備の海外移転の許可の状況に関する年次報告書（経産省）

澤田敬之元理事長ご逝去を悼む
元理事長

網谷

昭寛（茨城

＃001）

6月12日親愛なる同志澤田敬之（ひろゆき）さん（認
定＃43）の告別式会場公益社用賀会館（喪主）澤田浩
一様（ご長男）宛次の弔電をお届けしました：－
＝＝＝＝＝
澤田敬之さん、ここ1－2年大学同窓会や貿易アドバイ
ザー協会の総会や忘年会でいつものお元気なお顔が見
られず気になっていました。こちらの体調もさして芳
しからずのため、そのうちお元気な姿を見せられると
信じていましたのに、今日こうしてお別れをしなけれ

2020年6月現在
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ばならぬとは痛恨の極みです。神戸大学六甲台の同期
生として、またジェトロ認定貿易アドバイザー第一期
生仲間として、更には貿易アドバイザー協会（AIBA）
創設の同志として本当に温かいご指導を頂きましたこ
と、心から厚く御礼申し上げます。
常々気にしておられた会社運営もご子息が立派に引き
継いでおられますし、AIBA も次々と確りした後輩会員
方がご遺志を引継いでくれています。
どうか今後はご安心の極楽浄土をお楽しみください。
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2020年6月12日
一般社団法人貿易アドバイザー協会 元理事長
網谷昭寛
＝＝＝＝＝

澤田家の事業タイヨーインターナショナル（株）を
引継いでおられる四男澤田啓支朗社長から AIBA 元事務
局長の釜堀孝雄さん（＃228）に元理事長6月9日ご逝
去の第一報とともに新型コロナウィルス蔓延の時節柄
葬儀は家族葬となったので外部者の参列はできないと
のご連絡があり、早速同社長に直接電話で弔意申し述
べ併せて AIBA 菊池理事長の公式弔電とは別個に網谷個
人として上記弔電をお届けする旨お伝えしました。
思えば澤田さんとは神戸大の同期生として同窓会会
合等で既知の仲でしたが、親しくお付き合いするよう
になったのは1996年任意団体「ジェトロ認定輸入ビジ
ネスアドバイザー連絡会（AIBA）」が結成され共に役
員仲間となってからでした。AIBA は2000年に「貿易ア
ドバイザー協議会」と改称、澤田さんが理事長に就任
され法人化を目指すことになりましたが、澤田さんは
創業社長として社業も多忙のため小生に協会事務局長
就任を特に要請あり、澤田理事長と二人三脚で AIBA を
運営することになりました。時恰も中間法人法成立直
前にあたり、少額の基金で有限責任中間法人設立が可
能となり、小生出身商社の顧問司法書士先生をご紹介
し設立準備委員会員の皆さんと定款案を検討、2002年
同法施行直後に AIBA の法人化が実現しました。但し、
実体事務所のない法人のため、港区白金台所在の澤田
さんの会社の住所・電話を協会の「主たる事務所」と
して登録し、郵便や電話連絡に利用させて頂きました。
しかし、法人としてジェトロ等とのビジネス増大と共
に実体事務所の必要性も高まり安価に会議ができる秋
葉原事業所も設置しました。また、現役社員会員の一
部が法人 AIBA 登録を一時逡巡されたことで、法人への
一本化が2004年まで遅れたことも過渡期の誤算でした
ね。
あれやこれやで澤田理事長の就任期間は当初の予定4
年が大幅に延びて7年にも及びましたが（5年目からは
事務局長は前述釜堀孝雄会員に交替）、
①「AIBA ロゴ」の商標登録と新入会員へのロゴ入り名
刺無償提供および
②会員アンケートを実施の上、年会費 18 , 000円への値
上げ実施
は澤田理事長が自ら先導して実施されたご功績と言え
ましょう。
2007年選出され澤田さんの後を継いで網谷が理事長
に就任しました直後は、ジェトロ認定試験の廃止問題
が急浮上し AIBA にとっては正に最大のピンチでした
が、優秀な会員方の一致団結した協力と実力の発揮で
2008年以後既に12年間も「AIBA 認定貿易アドバイザー
試験」が実施され、引き続き優秀なアドバイザーを輩
出しています。名称も「一般社団法人」に変わった
AIBA のインフラ設定は完了しつつあり、今後はアドバ
イザー認定数と事業売上高の飛躍的なアップを目指す
だけです。立派な後輩会員方が必ずやり遂げてくれる

と信じます。
澤田さん、どうか安心してご永眠ください。
合掌。

澤田敬之元理事長を偲ぶ
釜堀

孝雄（千葉

＃228）

澤田敬之氏は、AIBA の立ち上がり時期に第2代目の
理事長として、7年間、活躍されました。組織の基礎固
めと業績に多大の貢献をされた方である事は、ご承知
の通りです。
1996年（平成8年）80余名で任意団体として発足した
AIBA は、5年後の2001年には澤田理事長の下、300名を
超える全国組織となりました。
澤田さんのことで、まず、印象に残っているのは、
当時の「AIBA だより」第22号に掲載された短い記事で
した。「VIRGIN OR SILVER」というタイトルで、例年
の欧州出張に出かけた時の、イギリスの旅行記でした
が、70歳の人とはとても思えない瑞々しい感性と好奇
心にあふれた文章でした。2006年の年頭挨拶では「事
業推進への新たなアプローチ」について述べた後、サ
ムエル・ウルマンの言葉「年を重ねただけで人は老
いない。理想を失うとき初めて老いる」を引用して、
AIBA は常に時代の要請にあったヴィジョンを掲げ、活
動すべきだと強調されていましたが、歳を取っても理
想を失わない姿勢が印象的でした。澤田さんは自社を
経営される多忙な中、AIBA をライフワークの一つとさ
れていました。
AIBA は発足当初、事務所もありませんでした。そこ
で、澤田さんが経営されていた、タイヨー・インター
ナショナルの一室が登記上の事務所でした。そこで一
斉ファックスを利用して、総会の出欠などの連絡を行っ
ていました。都内の白金にある会社に度々、伺ったも
のです。また、AIBA だよりの発行とともに、メーリン
グリストである AIBA－NET と AIBA ホームページも担
当理事の努力で立ち上がり、2000年には、既に活用さ
れています。その後、2005年秋葉原に AIBA の連絡事務
所が開設され、AIBA の法人化は中間法人法の施行とと
もに同年、実現し、2009年には、一般社団法人となり
ました。
しかしながら、AIBA を取り巻く環境は必ずしも平坦
ではありませんでした。その中の一つは、ジェトロが
独立行政法人となったことです。AIBA 事業の相当部分
がジェトロ関連でしたが、入札制度の導入などで、競
争が激化して行きます。そして、自助努力の一環とし
て会費の値上げを検討する事態となりました。それは
年会費の50％の値上げでした。
理事会でも総会でも議論は白熱しました。しかし、
澤田さんは、「月1回のビール一杯を節約して会費の値
上げにご協力を」と会員に訴えました。会員の執行部
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に対する信頼を信じて、決断されたものでした。翌年、
澤田さんは理事長を退任されましたが、その後の AIBA
の活動の財政的基礎となりました。また、当時、事務
局以外の役員はボランティア活動として、無報酬でし
た。しかし、澤田さんは「志の高いのは尊重するが、
それでは組織は長続きしない」と、ボランティア活動
の限界を指摘され、後の報酬改善に道をつけられまし
た。
澤田さんは、AIBA の自立と、会員相互の融和にも気
を配られた、柔軟な人でした。
ここに謹んで哀悼の意を表し、ご冥福をお祈りした
いと思います。

初めての異文化体験
～グローバル人材への若干の考察（その2）
田中

徹郎（神奈川

＃639）

前号の通り、1968年3月27日、横浜港よりハバロフ
スク号に乗船、ナホトカに向けて出発。旅行中必要と
なるもの全てをワンダーフォーゲルで使用した特大
リュックサックに詰め込み、背負っていきました。
（ワ
ンゲルでは30キロ程度の重さで鍛えていました。）
さて、最初の異文化体験は、船内での食後に出され
た赤く甘いジャム入り紅茶と夜のダンスパーティでし
た。日本では紅茶と甘いジャムの組合せの発想はない
でしょうし（正式には口にジャムを含んでから紅茶を
飲むらしい）、当時の大学生（少なくとも私）にとりダ
ンスパーティは全く縁のないことで新鮮な驚きでした。
横浜出港後、50時間余りでナホトカ港に到着。極寒
の中、シベリア鉄道に乗り換え、ハバロフスクに向か
いました。窓から見える景色は、行けども行けども雪
に埋もれた白樺林、乗降客のほとんどは兵士や軍関係
と思しき人々、駅のアナウンスも単調かつうら悲しい
響き、こんなところでスパイの嫌疑でもかけられれば
という妄想や、第2次世界大戦終結時のシベリアでの理
不尽な出来事、行く末などいろいろな思いが頭を駆け
巡ること16時間余り。漸く、列車はハバロフスク駅の
ホームに滑り込みました。
そこから、モスクワへは空路。当時のソ連イリュー
シン製ジェット（運用開始されたばかりであったと記
憶しますが）は、機内にすさまじいエンジン音がとど
ろき、飛行機 - 生まれて初めて乗る - とはこんなにうる
さい乗り物かと思ったものです。約8時間のフライト。
空港よりバスでモスクワ中心部のホテルに移動。モス
クワには2泊。赤の広場やグム百貨店などを見学しま
した。当時のソ連情勢より、ホテルを起点とし自由行
動できる範囲がある上に、尾行がつくので注意するよ
うにと日本出発前に言われていました。グム百貨店は、
19世紀末に建てられた横に長い重厚な石造りの巨大か
つ芸術的な建物です。巨大すぎて全館見学できなかっ

たのですが、琥珀細工やマトリョーシカ等の土産物や
皮革製品、衣類などが目立ち、これといった工業製品
はあまりなかったように記憶します。（日本からのお土
産として、安価なボールペンを持っていくと喜ばれる
という時代でした。）
ハバロフスク号乗船からソ連出国まですべての予約
は、当時のソ連国営インツーリストの日本法人を通し
て行う仕組でした。
モスクワからは、指定された列車に乗り、フィンラ
ンドのヘルシンキに向かいました。約14時間の旅であっ
たと思います。ヘルシンキ到着後、向かったのは宿泊
先となるはずのある個人の家でした。というのは、大
学では、ワンゲル部に加え、世界各国からの留学生と
交流するサークルに所属していましたが、フィンラン
ドの女子留学生より、ヘルシンキの友人に手紙を出し
ておくので彼女の家に泊まればよいと、名前や住所等
をもらっていたのです。訪ねた結果、ちゃんと連絡が
行っており、無事、宿の確保ができました。
旅装を解き、市内見物と食事のため、外出。まだ雪
が残っており、履いていた安物ながら新品の革靴の踵
が取れてしまうハプニングがあったのですが、近くに
いたフィンランド女性が色々助けてくれた上、安くて
おいしいレストランまで案内してくれたのです。
フィンランドにとり宿敵のロシアをアジアの小国日
本が打ち負かしたということで、日露戦争を契機に、
日本人への好感度や親日度が一気に高まったのですが、
1968年においてもこれが持続していたようです。また、
当時ヘルシンキを訪れる日本人も珍しかったのでしょ
う。
因みに、レストランではよくわからぬまま注文した
のですが、出てきたのは一見オムライスだが中身が違
うもので、赤く甘いジャムがトッピングしてあり、ま
たジャムかと思ったものです。
ヘルシンキで宿を提供してくれた人が、ストックホ
ルムではこの人を訪ねて行きなさいとしてメモをくれ
たのですが、これが私に思わぬ幸運をもたらしたので
す。
（次号に続く）

職業 ＝ 貿易コンサルタント、以上。
（第9章）
川田

康博（東京

＃027）

第9章（臨時投稿）
  COVID- 19が炙り出したもの
令和2年（2020年）4月7日に7都道府県に対し、新型
インフルエンザ等対策措置法に基づき、安倍総理大臣
から「緊急事態宣言」が成され、同年5月25日に全地域
に対して解除宣言が成されました。オリンピック・パ
ラリンピックも延期されるという、この未曽有の事態
を経験し、臨時投稿として第9章に「COVID- 19が炙り
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出したもの」を投稿する事としました。
最もインパクトがあったものは「中国のカントリー・
リスク」の本質を見せられた思いがした点です。 従前
から、中国に関しては色々なリスクについて論評が成
されていましたが、COVID- 19に対する中国政府の対
応でハッキリと分かったことがありました。感染症と
いう「自然科学」の危機よりも、一党独裁政策という
「社会科学」の危機を優先させた点です。天に唾すると
は、このような事を指すのだと思いました。既に、中
国政府には一京円を超える損害賠償が請求されている
との報道を見ますが、42万人を超える死亡者と正に天
文学的な被害状況が世界を席巻しています。 現在の
COVID- 19の事態が落ち着いて来た時の世界情勢は、果
たしてどのようになるのでしょうか。ちょうど昨年、
ヴェネチアと香港へ出張で出かけましたが、人通りの
絶えたサン・マルコ広場とペンキで落書きされた壁を
背景に、警官隊ともみ合う香港の学生達の報道映像を
見て、隔世の感を抱きました。
次に、驚きを以って思い知らされたのは、
「平和ボケ」
と言われても仕方のないような日本の有り様です。連
日テレビでは「医療崩壊」という言葉が連呼され、一
国の宰相の明言にもかかわらず PCR 検査の実行数は達
成されず、日本企業の優れた PCR 検査技術は他国では
採用されても、自国では採用されていません。保健所
のファックス伝達という時代錯誤のアナログ手法によ
る統計ミス、オンライン化の提唱はしていても、蓋を
開ければキャパシティー不足で郵送による手続きの方
が迅速に処理されるとの説明が当事者側からなされて
います。スピード感を持って、と言いつつ未だに給付
金は来ないし、マスクさえ来ていないところがありま
す。これで本当に緊急事態に対応していると言えるの
でしょうか。阪神淡路大震災、東日本大震災、と、甚
大な被害からいったい日本は何を学んだのでしょうか。
MERS や SARS から何を学んだのでしょうか。インバウ
ンドや海外からの観光客の導入に邁進していたものの、
それに伴う感染症リスク対策はどうだったのでしょう
か。「緊急事態」というからには「平時とは違う」ので
すから、必要手続きもスーパー・ファスト・トラック
で進めても何の不思議もないはずですし、海外ではロッ
クダウンまで実施されています。何故、日本ではそう
ならないのでしょうか。理由や原因を色々と思い巡ら
してみました。COVID- 19については、台湾や韓国が迅
速で効率的な対応を行ったことが印象的です。どちら
も「社会の緊張状態」が日本とは大きく違っている事
に気付かされました。緊急事態には、非常時としての
対応が迫られます。よど号ハイジャック事件の「超法
規的措置」を思い浮かべました。しかし、COVID- 19に
対しては、残念ながらそのような対応は成されません
でした。この状況を端的に表現するならば「平和ボケ
日本」ではないでしょうか。平和である事はとても素

晴らしい事ですが、緊急事態に陥った時には相応の対
応が成されるという条件を満たしていて、初めて平和
と云う事の意味が光るように思います。欧米と比べて、
東アジアや日本は桁違いに死亡率が低いし、特に日本
は欧米から「対応方法はことごとく的外れであるにも
拘らず、発症者数や死亡者数が欧米よりも桁違いに少
ない」と言われています。 そのような海外メディアの
報道反応を見れば、恐らく第2波が来ても、日本の体
質は変わらないように思います。「コロナ制圧タスク・
フォース」なる組織が出来て、日本の被害が少ない理
由である「ファクト X」を探っているようですが、ど
のような結果が出て来るものか大いに注目しています。
緊急事態宣言が解除されてから、浅草の観音様へ散
歩に出かけてみました。仲見世はガラガラで、あれほ
ど多かった人力車も姿を消していました。With corona
の new normal とはどのような世界になるのか、まだ誰
も知りません。
次章は、当初予定していた投稿内容に戻る予定です。
（続く）

「武漢封城日記」の紹介
片本

善清（奈良

＃422）

武漢在住の一女性が書いた武漢封鎖全76日間の日記
が台湾で出版されました。書名は「武漢封城日記」著者・
郭晶29才女性。彼女は武漢市の一般庶民で、職業はソー
シアル・ワーカーということで、清掃業者に知り合い
が多いので、その仲間？または彼らの相談役？。
武漢封鎖が始まった1月23日から始まり、封鎖解除
の4月8日までの毎日の記録です。
日記をインターネットで公開し、その閲覧回数は190
万回越えという。但しネットに流すや即、全部カット
されていた。それがいろんな手段で、台湾に流れて一
冊の本になったそうです。その概要は下記の通りです；
①武漢市の眼科医の李文亮氏が2019年12月30日に、武
漢市の華南海鮮市場で七名の Sars 疫病患者が発症し
たと、SNS で公表した。これは多くの人達が知って
います。
② 2020年1月3日に、李氏が武漢警察より法律に違反し
たとして「訓戒」処分が出されて、彼は仕方なく訓
戒書に署名したという。たったの四日間で「処罰さ
れた」ことになる。そして李氏本人がこの疫病に罹
患して2月7日に病死した。多くの市民から献花と哀
悼の言葉が送られた。その数が1,900万件と言われる。
③一方1月20日になり、ようやく武漢政府は初めて「こ
の疫病は人から人へ伝染する」と公表した。それま
では一切伏せていた。その後さらに急激に感染が拡
大して、2020年1月23日になり、武漢政府は突然に
都市の全面的封鎖を命じ当日午前0時に実施された。
新幹線、列車など公共機関バスや電車など。さらに
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高速道路などすべて封鎖された。市民たちには寝耳
に水の状態ながら、強制的に施行された。
④ 2月12日時点 で、 武漢地区 で13 , 500人 の 感染者 が、
4 , 000人の死者が公表されている。それ以降は、徐々
に沈静したといわれている。
⑤中国政府は、李氏の扱いを4月2日に「烈士」として、
国家的英雄として人民最高級の栄誉を与えた。三か
月前の過ちを修正した。これはいつもながら「中共
のやり方」で、全くもって「公正さを欠き人道上許
せない」ことです。
⑥この郭さんの日記以外に、北京の「故事 FM」という
ラジオ放送が DJ 愛哲の名前で放送していた。編集者
は寇愛哲氏44歳男性。この番組は『故事＝ストーリー
＝ FM』と称されて、そのリスナー視聴者は全国で
100万人という。武漢からの取材や上記の郭女史の関
連や、コロナ感染情報を全中国に流していた。
（以上は、5月4日再放送の NHK BS 1 武漢封鎖解除の
ニュース特番より収集する）
この李文亮氏のニュースの起源は、武漢市中心医院
の救急科主任医師の艾芬アイ・フェンさんの SNS 公表
に依るものです。この病院は、上記の発生の起点と言
われる華南海鮮市場の近くにあり、この市場が新型コ
ロナ Sars の発症地点となっている。一番最初は12月16
日に一名が同病院に運び込まれて、種々検査結果が新
型コロナ肺炎の第一号と言われてる。その後、12月27
日にも同病院に二人目の患者が担ぎ込まれた。この証
拠の検査チャートが李文亮氏医師にも流れた。そして
李さんから同グループのメンバーに流した。この詳細
は、文春の五月号に掲載されています。この文春ニュー
スはわが老朋友の劉燕子女史が翻訳を担当したという
ことで知りました。
（完）

文革下の北京大学歴史学部内での騒動と
牛小屋での収容者の生活の回想
片本

善清（奈良

＃422）

作者：郝斌 日語翻訳者：華立 / 姜若冰等
読后雑感 写 ：片本 善清 04 / 6 / 2020

スッポン→馬鹿、間抜け
2．廟小神霊大 池深王八多
当時毛主席の指示で一字を変えた
そして 章末の
・開局布子 金角北大劳借重
囲碁最初、四角がまず大切、あの北大がご苦
労だ。
・池浅池深 银边三院有名聯
池の浅い深いは、次に大事な辺、有名な三院
対句。
第三）第四章の 陰陽頭 表现写得珍妙（表現の仕方が
絶妙）;
・鬚髪一半强梁剃
髪ひげ虎狩り際ゾリの懲罰
・男児従此不衡冠
男子なるも冠水平に冠れず
非常に面白い。
第四）第五章の 向覚明先生への暴力行為
狂熱的暴力的集団性症候群というエゲツない
肉体的精神的最極悪の暴力を振るった。
・相看两不厭 只有敬亭山。
注）唐李白の詩を真似て「失意の意を表す」
便器を眺めてお互いに慰む。
そして章末に
・設神壇 民主科学発靭地 注）出発点
・两不堪 愚贤老少念書人
第五）第六章の太平荘が牛小屋の第一号となった。
明の十三陵の南五六キロの地点で（包頭行列
車の清華駅）、北京大学の第二校区として「燕園
分校」としてスタートする予定だったが、奇し
くも北大文革の非人道的なシゴキの第一現場と
なった。
・一波带动万波涌
・此罪此孽终须晴

第一）序文 第一章から 各章の終わりの 漢文調？
漢詩 の 表現 が 面白 く て 楽 し い。 重複 し て も
下記書き記します；
・閑坐细牛棚 豈容青史尽成滅
（訳）暇見つけて牛小屋のことを話そう！
この生々しい歴史を語り継がねばならん。

第六）向達先生（向覚明）は 1966 . 11 . 22に尿毒症で
亡くなられた。
向先生の教え子の閻文儒が足湯の世話をして
いた。足のむくみがひどいのを見て これはや
ばい？「男の靴履き、女の冠被り」の諺を思った。
この予想ずばりであった。
・此来不図回 求正觉心 生死等闲些許事
・脱鞋還穿袜 了報师恩 愧殺幾多高海林

第二）第二章の 对聯（対になった繋がる対句二句）
1．廟小神霊大 池浅王八多

第七）第十一章 周良一先生への非人間的刑罰・体罰
など。及び 第十三章の 歴史学部講師の呂遵
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そのし
つこさに脅威を感じます。すなわち 命が保つ
ように（生きている間に）度重なる体罰加える。
肉体的にどんなにひどい傷も無視しての幾重に
も加重して処罰する。

の 歌舞伎の「京劇のセリフ（曰いわく）
」と「歌
舞伎調の唄い」が 名セリフと言えます。
そして 北大歴史学部内での 文革闘争の最
終組まで 牛小屋を出られなかったのが お二
人 即ち鄧広铭历史学部教授と 作者郝斌ら二人
と、全学約2000名の教職員が揃って 1969年11
月に江西省南昌市 鲤鱼洲幹部学校へ移動する

谔への非人道的拷問の生々しい表現と

・司儀的行礼的 一様受奴役 少有身心之别
儀を司るも礼を行うも一様に奴役を受け
ずかに心身の別あり
・要屙屎要遗尿 佛曰不可忍 竟需冒死相求

わ

ことになった。そして その後 1997年鄧広铭
先生の傘寿でのお祝い時に 作者が勇気を出し
て一度切りと前置きして 歌舞伎セリフと歌を
歌ったのが 本著結びのセリフと歌でした。一
部皮肉も組み込んで なかなかの出来栄えで
本著の結びとしてはぴったりと思います。

尿をなすを求め尿を遣るを求むも 仏曰く忍
ぶべからずと竟に死を冒して相求む
・一鞭痕 一掌血 司空见惯
一たび鞭打つ痕 一たび掌つ血
慣れ
・打了医 医了打 人道用刑
打てば医やし医やせば打ち
う

司空は見て

人道もて刑を用

第八）最後 に 作者自身 が 先輩 の 鄧先生 に 餞別 の 意
味 で 歌舞伎 を 歌 う 場面 が 一番 に 印象深
く 感じた次第です。 第十六章の 最終場面

最後に翻訳者の華立先生と 姜若冰先生に 一言申
し上げます。
本当に種々な困難があり また 長い時間を費やさ
れたこと 本当にお疲れさま でした。大変に興味を
持ち 読ませていただきました。衷心より感謝の意を
表します。
謝謝
（完）

ここでは AIBA-NET 上で交わされた貿易実務に関する
テーマを選んで、その回答を編集部で取りまとめたも
のを紹介させていただきます。

質問①
質問
①
質 問

Part 1

日本酒のサンプル出荷を考えています。どのような点に気を付ければよいですか？

回 答
まず荷受人が酒類の輸入免許を持っていることが必要です。
日本酒の輸出用ラベルについては下記をご参照下さい。
https://www.jetro.go.jp/news/releases/ 2019 /ce 0 d 87 df 07 bed 8 d 3 .html
混載輸送サービスについては、
・インターナショナルエキスプレス
https://www.iecjp.com/global/reefer_containers.html
・郵船ロジステックス 食品チーム 酒類輸出者代行サービス
https://www.yusen-logistics.com/jp/resources/press-and-media/ 34533

質 問

Part 2

私が勤める会社は、現在中国で化粧品の拡販に向けて動いております。その中で 現地（上海）の日
本人のコンサル会社より、現地での販促等に関するコンサル契約の提案を受けております。在中国の個
人でされているコンサル会社の信用や実態を調べる良い方法はあるのでしょうか？
次ページ Part 2の回答に続く
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回 答
日本人コンサルという会社は沢山あります。
AA．基本情報としては
1．JETRO では各出先で、弁護士、会計事務所、通訳、コンサルタントのリストを持っています。
2．現地の商工会議所に加盟しているかどうかも一つの目安です。
3．Euromonitor：定評のある調査レポートを出しています。（有料）
BB．又コンサル契約の具体的中身に関し
1．基本は成功報酬にすること。期間限定で自動更新条項は付けない。ノルマを設定しその達成が契約
更新条件。
2．代理店契約にはしない。商標登録の代行などもさせない。
3．販売店契約を求められたら条件次第。独占権は与えない。委託販売はさせない。ノルマは厳しく。
4．コンサルフィーの基本は少額の固定フィー、プラス成果報酬（売上、または収益の x％）
5．その他一般条項（競業禁止、秘密保持、契約の譲渡禁止等）
CC．信用レポートについては、「新華社」
（中国国営通信社）のものが最も信用できると言われましたが、
所詮 「お手盛り」感はぬぐえません。
ダンレポ（D ＆ B）など欧米の信用調査会社に中国の会社の信用調査を依頼しても、現地で実際に調
べるのは中国の会社（個人）などで、あまり信用できないという方もいらっしゃいます。
登録している決算書（税務申告書）は外国人は閲覧できないので、中国人に調べてもらうしかあり
ません。悪質な中国の調査員は「日本の会社からおたくの会社の調査依頼がきている。私に金を払っ
てくれれば、悪いようには書かない」と交渉を始めると聞いたこともあります。
従い、徐々に取引は始めながら、信用ができると判断されれば取引の範囲を少しづつ広げてゆくと
いう方法しかないでしょう。

〈編集後記〉
2020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
・タイ向け輸出 タイ・バーツによる決済
・台湾 vs 中国
・商標
・CORONA 関連 中国・WHO に対する各国の反応
・マスクの輸入価格

コロナの第2波が心配される今日この頃です。皆
様いかがお過ごしですか？
★ コロナの影響で AIBA 総会も当初予定されていた
6月20日（土）から8月29日（土）に延期されま
した。従い、今月号の AIBA だよりには菊池理事
長より、先期のまとめ、今期の見通しに関しご
寄稿頂きました。
又、FTA 部会よりの連載もコロナの影響で活動
がなく今回休載させて頂いております
（代わりに伊東様よりご寄稿頂きました）
。
★ コロナの影響でスキルアップセミナーも当初の5
月23日（土）から7月25日（土）に延期し、会場
でもコロナ対策を行っていますが、参加者は昨
年よりも減少しています。

5月
・スエズ運河と喜望峰
・ポーランド産のウォッカ
・ユーザンス付き L/C 決済について
・在中国コンサル会社の信用調査について

★ 又、九州をはじめ西日本では例年の豪雨で多く
の方が被災されましたが、会員の方はご無事で
なによりでした。
★ コロナの影響は今後もまだ予断を許さない状況
ですが、皆様ご無理をせず、お体どうぞご自愛
ください。

6月
・日本酒のサンプル輸出について
・食品パッケージのハラール対応について
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