




日本貿易会の使命は、商社の業界団体として、わが国の貿易および貿易業界の健全

な発展を図り、わが国経済の繁栄と国際経済社会の発展に寄与することにあります。

　このために、業界が直面する内外の広範な重要課題について、業界内の意見を取

りまとめ、迅速かつ柔軟に対応し、実現に向けた働きかけを行っています。同時に、会

員商社に対し「商社行動基準」の遵守を呼びかけ、国際社会からの信頼確立に努め

るとともに貿易商社の活動に対する理解の浸透を図っています。

日本貿易会とは

Public 
Relations

商社機能・活動への理解浸透

Government 
Relations

政府当局者との意見交換、
提言・要望実現への働きかけ

Ⅰ

Internal 
Relations
会員に対する情報の伝達・共有の促進

Ⅱ Ⅲ

KEY FUNCTIONS
主な機能
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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
　 （Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership：CPTPP）、2018年12月30日発効
2 略称：日EU EPA、2019年2月1日発効
3 Regional Comprehensive Economic Partnership
4 Environment, Social and Governance （環境、社会、企業統治）

貿易から安全保障分野に広がる米中摩擦、英国のEU離
脱問題など、反グローバル化や保護主義的な動きにより

先行きの不透明感が一段と増しています。

　かかる状況下、わが国のリーダーシップにより、2018
年度にTPP11協定1、日EU経済連携協定2が発効し、東ア

ジア地域包括的経済連携（RCEP3）も交渉の最終段階に

進んだことは大きな成果であり、大変意義深いことです。

世界的に保護主義的・一方的措置への懸念が強まる中、

日本が引き続き旗振り役となり、ルールに基づく自由で公

正な貿易・投資を推進していくことは世界経済の発展に

とって不可欠であると考えています。

　他方、“第4次産業革命”と呼ばれるほどのインパクトを
持った新たな成長の芽が生まれています。AIやIoTなどの
デジタルエコノミーの急速な広がりは、既存の組織や産業

の枠を超えたイノベーションを加速し、新たな成長の原動

力となることが期待されるとともに企業にビジネスモデル

の変革を迫っています。また、サステナビリティやESG4経

営への社会的要求の強まり、さらにはダイバーシティ&イン
クルージョンの推進、働き方改革を通じた新たな価値創造

への対応も急務となっています。

　会長就任にあたって掲げたキャッチフレーズ「未来をカ

タチに　豊かな世界へ　日本貿易会」は、このような時代

の変化を意識したものです。時代のニーズを的確に捉え、

ビジネスモデルをさらに進化させ、まだ誰も見たことも、

経験したこともない、持続可能で豊かな世界を目に見える

カタチで実現したい、という思いを込めています。持続可

能な社会の実現に向けた企業活動への期待が高まってい

る中、各国・地域で多様な産業分野に活動基盤を持つ商

社が果たすべき役割は大きく、その社会的使命は今日一

層重みを増してきていると感じています。

　こうした中で日本貿易会は、さまざまなステークホル

ダーとの連携を図りながら、自由貿易体制の維持・発展、

持続可能な成長を促す自由な企業活動のための制度・環

境の整備になお一層取り組んでまいります。引き続き皆さ

まからのご支援・ご協力をいただきますようお願い申し上

げます。

ご挨拶

日本貿易会  会長 

中村邦晴

Shaping the future 
toward a prosperous world

未来をカタチに  
豊かな世界へ  
日本貿易会
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提言・要望、会長コメント等
2018年度は8本の提言・要望、11本のパブリックコメントを提出しました。※会長コメント等は青字、＊は提言・要望

2018

4

5

6

7

8

9

10

2018年度  主な活動

2
0
1
8
年
度　

主
な
活
動

▲  OECD「BEPS Action 8-10: Financial transactions」
公開討議草案に対するコメント

▲  

国際海上輸出コンテナの安定的な輸送に必要な重量
確定・情報伝達等のあり方に関する検討会取りまと
め案に対する意見

▲  

平成31年度税制改正に関する要望＊

▲  

平成31年度税制改正要望（国際課税連絡協議会）＊

▲  

第４次安倍内閣改造内閣発足に関するコメント

▲  

平成30年度安全保障貿易管理に関する要望＊

▲  TPP11協定発効確定についてコメント

▲  

産業構造審議会・総会で発言（自由貿易体制堅持、イン
フラシステムの輸出促進、社会保障・投資協定の締結促進
を求める）

▲  2018年度物流分野における規制・制度改革に関する
要望＊

2019

11

12

3

▲  2025年大阪・関西万博開催決定についてコメント

▲  ASBJ7金融商品に関する会計基準の改正について
の意見募集に対するコメント

▲  IASB公開草案 資本の特徴を有する金融商品に対す
るコメント

▲  

日EU EPA発効確定についてコメント

▲  OECD「Addressing the Tax Challenges of the 
Digitalisation of the Economy」公開討議草案に対
するコメント

▲  

「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する
実施基準」（2011.03.30企業会計審議会）の見直し
に関する意見＊

▲  

貿易保険制度改善要望＊

▲  
日EU EPA署名についてコメント

▲  
読売新聞「論点スペシャル－日欧EPAと世界貿易の
行方」（2018.07.18）  

▲  

“Fitness check on the EU framework for public 
reporting by companies”に対する意見

▲  The Japan News「The Japan - EU EPA and 
future of trade」（2018.07.25）

▲  

環境報告ガイドライン2018年版への意見

▲  

産業構造審議会 通商・貿易分科会長として対外経済
政策の方向性についての討議に参加

▲  

経済連携推進の必要性に言及（於：マレーシア マハ
ティール首相との懇談会）

▲  OECD5移転価格ガイドライン第4章の改訂に係る意
見書

▲  

共同提言 「ベトナムとの社会保障協定の早期締結を求め
る」＊

▲  

投資関連協定に関する要望＊

▲  IASB6公開草案 会計方針の変更（IAS第8号の修正案）
に対するコメント

▲  TPP11協定関連法案成立についてコメント

▲  

経済連携推進や日越社会保障協定の早期締結の必
要性に言及（於：ベトナム クアン国家主席歓迎昼食会）

▲
 会長交替記者会見

▲  

会社法制（企業統治等関係）の見直しに関する中間試
案に対する意見 

▲  

投資家と企業の対話ガイドライン案およびコーポレー
トガバナンス・コード改訂案に関する意見

5 Organisation for Economic Co-operation and Development（経済協力開発機構）
6 International Accounting Standards Board（国際会計基準審議会）

7 Accounting Standards Board of Japan（企業会計基準委員会）

2019年新春懇親会　正副会長による立礼会長交替記者会見（2018.05.31）
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2018

4
5

7

▲  

第361回常任理事会／「エネルギー情勢の最近の動
向と今後のエネルギー政策の課題」経済産業省 資源
エネルギー庁長官 髙橋泰三氏

▲  

天皇陛下在位三十年記念式典

▲  

第165回理事会／「日本経済の課題と今後の展望」
大和総研 理事長 中曽宏氏

2

3

▲  

ウズベキスタン共和国大使の会長表敬訪問04

▲  

パキスタン・イスラム共和国大使の会長表敬訪問05

▲  

第358回常任理事会／「日本経済の現状と今後の通商
政策」経済再生担当大臣 茂木敏充氏

▲  

商社行動基準・実務者セミナー

▲  

李克強中華人民共和国国務院総理歓迎レセプション01 

▲  

第20回経営者懇親ゴルフ会

▲  

第164回理事会／「日本経済の展望と課題」自由民
主党 経済産業部会長 城内実氏 

▲  

ベトナム チャン・ダイ・クアン国家主席歓迎昼食会02 

▲  

第94回定時総会／中村邦晴新会長就任

▲  

第32回審議員会／「持続可能な開発に向けた日本の
取り組み」外務省 地球規模課題審議官 鈴木秀生氏

主要会合・内外要人との交流等

04 05

6 ▲  

マレーシア マハティール首相との懇談会03

▲  

日本外国特派員協会に対する説明会

03

▲  

第359回常任理事会／「日本外交の今後の行方」
　外務大臣 河野太郎氏

▲  

日中平和友好条約締結40周年記念シンポジウム（北京）

▲  

明治150年記念式典に会長出席

▲  

第6回商社シンポジウム

▲  

第9回UDC（上海外聯発商務諮詢有限公司）智庫サロン
後援（上海）

▲  

第360回常任理事会／「中間選挙後の米国の見通
し」外務省 事務次官 秋葉剛男氏

▲  

第24回経営者懇談会06

9

10
11

12

▲  2019年新春懇親会

▲  TPP11協定発効記念式典

2019

1

02

01

06
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主
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業

提
言
・
要
望
活
動

01

日本貿易会は、商社が自由に活動するための制度・環境の整備に向けて積極的に取り組んでいます。貿易業界が直
面する重要課題（貿易・投資、社会保障、会計基準・税制、安全保障貿易管理、物流等）について業界内の意見を取りまと
め、政府および関係機関に対してさまざまな提言・要望を行っています。

Government Relations

提言・要望活動

包括的・先進的な貿易・投資ルールの構築～TPP11協定、日EU EPAが発効

日本貿易会は、自由で公正な貿易・投資ルールの維持・発展

に向けて、長年政府に働きかけています。政府の産業構造審

議会 通商・貿易分科会（分科会長：中村邦晴）での議論を踏
まえ、8月の総会では、ルールベースの自由貿易体制の堅持、
インフラシステム輸出の促進、社会保障協定や投資協定の締

結促進を政府に求めました。

　2018年度はTPP11協定、日EU EPAが発効しましたが、今
後もTPP11協定のさらなる拡大やRCEPの早期実現に向け
働きかけを一層強めていきます。

　また、日本貿易会では、海外で事業を行う上でのリスクを軽

減し、投資の円滑化を促進す

る投資関連協定の締結を政府

に対して呼びかけてきました。

2019年3月末現在48の国・地
域との間で協定の締結が実現

していますが、日本企業の海外

事業活動が活発化する中で、さ

らに迅速な対応を求め、2018
年6月に「投資関連協定に関す
る要望書」を提出しました。

TPP11協定発効記念式典に出席する中村会長（左から3人目）

01
主要事業

日本貿易会は、毎年税制改正要望を政府・与党に提出して

います。また、国際的な税務問題についても、2000年に国際
課税連絡協議会（2019年3月末現在27団体）を結成し、以来連

名で要望を提出しています。

　2018年度は、トランプ米大統領による大規模な法人減税
により、米国が日本の「外国子会社合算税制（CFC税制）」の

適用対象国とみなされて日本で追加課税される可能性が生

じました。このため、「平成31年度税制改正要望」（重点要望 

21項目、一般要望80項目、計101項目）では、CFC税制の問題

をはじめ、過大支払利子税制と移転価格税制への対応を求

めました。また、米国における商社ビジネスの実態および米

国子会社の所得を合算課税された場合に予想される影響に

ついて、関係議員に対して説明を重ねました。その結果、「平

成31年度税制改正大綱」は商社業界の実態・要望を反映し
たものとなりました。

　また、商社のグローバルな活動をより一層支援するべく、

国際機関であるOECDに対しても積極的に意見発信を行っ
ています。2018年度は3本のコメントを提出しました。

内外税制の適正化に貢献～トランプ減税で思わぬ余波
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日本貿易会では、安全保障貿易管理関連法制度に関する実務的課題を取りまとめ、2018年度
は6項目の改善要望を政府に提出しました。

商社の安全保障貿易管理に関する要望活動

日本貿易会では、商社の物流関連法制度に関する実務的課題を取りまとめ、改善要望を政府

に提出しています。2018年度は46項目を要望し、10項目が実現しました。

商社の物流業務の効率化に向けた要望活動

日本貿易会は、海外駐在員の社会保険料が本邦との二重払

いとなることを防ぐため、1999年より諸外国との社会保障協
定の締結を政府に働きかけています。現在の締結国（署名済

み含む）は21ヵ国にのぼり、発効済み18ヵ国だけでも年間1
千億円超の社会保険料の負担が軽減されています（2019年

3月末現在）。

　2018年度は、日本貿易会が長く要望してきた日
中社会保障協定が11月に国会で承認され、2019
年9月1日に発効予定となりました。邦人長期滞在者
数の最も多い中国との協定締結は、年間数百億円

規模の保険料軽減効果を生むとみられています。

　さらに、日本からの駐在員が年々増加しているベ

トナムにおいて、同国との社会保障協定の早期締結

を求める要望書を政府に提出しました。既に二重払

いが生じているメキシコ、タイ、インドネシアについ

ても働きかけを続けていきます。

社会保険料の二重払い解消～日中社会保障協定発効へ

日中社会保障協定の署名式に立ち会う日中両首脳（首相官邸HPより）

年々増え続ける海外在留邦人と日系企業拠点
出典│外務省「海外在留邦人数調査統計」各年要約版

万
拠
点

万
人

2005

27.3

21.7

3.5

7.6

年
2

4

6

8

10

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

海外在留邦人数（民間企業・本人） 日系企業拠点数

28

26

24

22

20

18 ＊日本貿易会単独要望。その他は経団連、日外協、日本貿易会3団体連名要望

社会保障協定に関する日本貿易会の主な要望活動

1999.09 「諸外国との年金協定の早期締結に関する要望」＊

2002.09 「社会保障協定の早期締結を求める」

2006.10 「社会保障協定の一層の締結促進を求める」

2011.06 「社会保障協定に関する要望」

2018.06 「ベトナムとの社会保障協定の早期締結を求める」
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02

近年、サイバー攻撃による被害が世界規模で拡大しています。いまやすべての企業はサイバー攻撃を避けられないリスク
と捉え、事業継続の観点から情報セキュリティ対策に努めることが経営上の重要課題となっています。日本貿易会では、
日々巧妙化するサイバー攻撃に対する強靭性をより高めるため、会員商社における対策の強化を支援しています。

情報セキュリティ対策の強化・推進02

日本貿易会では、2016年4月にサイバーセキュリティ強化
のための活動母体として、「日本貿易会ISAC（Information 

Sharing and Analysis Center）」を立ち上げました。24商社
が積極的に情報の共有と分析、対策などの検討を行ってい

ます。設立3年目となる2018年度は、業界全体の対応レベル
向上と人材育成を支援すべく実務部会および技術部会を設

置したほか、「Mission Statement」を策定して活動の強化
を図りました。

日本貿易会ISAC

日本貿易会では、「Cybertech」（イスラエル発のサイバーセキュ
リティに関するグローバルな交流イベント）を後援し、日本貿易会

ISACのメンバーに参加を呼びかけました。

「Cybertech Tokyo 2018」（2018.11.29～30）への後援

主要事業

Internal Relations

日本貿易会 ISAC 
MISSION STATEMENT

「日本貿易会ISAC」は、加盟企業がサイバーセキュリティに関する情報を共有・分析することにより、インシデントの未然防止や発生したイン
シデントに迅速に対応することを通じて、わが国の貿易及び貿易業界の一層の健全な発展に貢献する。

活動使命

自助を前提とした公助・互恵の精神の下に、加盟企業の枠を超えた連携による情報共有を推進し、サイバーセキュリティ対策強化に貢献す
る。有識者によるサイバーセキュリティに関する講演や対策訓練を通じて、業界全体の対応レベルの向上やサイバーセキュリティ人材の育成
に寄与する。加盟企業は、全員参加でサイバーセキュリティ対策を推進し、安心・安全なサイバー空間の構築に貢献する。

活動指針

■ セキュリティ部門の管理職が対象
■ 世界中で流行したマルウェアをテーマとした
　講演会、加盟企業間によるビジネスEメール
　詐欺の情報共有会などを実施

実務部会
■ セキュリティ部門の実務担当者や関連子会社の技術者が対象
■ セキュリティ製品などのツール選定をテーマとした講演会、各社
　の対応状況に関するグループディスカッション、実機を利用した
　スキルアップ演習などを実施

技術部会
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近年、事業活動の国際化などに伴い、国際ビジネスの現場で活躍できるグローバル人材の必要性が高まっています。
一方、経済社会が大きく変化し、人口減少が進む中で、わが国が持続的に経済成長していくためには、多様性を互い
に尊重して認め合い受容するダイバーシティ＆インクルージョン社会の実現が、重要課題の一つとなっています。

「人材力」の強化支援03

日本貿易会では、海外の児童・生徒の教育環境拡充をグ

ローバル人材育成の早道と捉え、その拡充に向けて繰り返し

要望を行っています。2018年度は海外子女教育推進議員連
盟第11回および第12回総会に出席し、①派遣教員の増員
②派遣教員の質と教育カリキュラムの向上③安全対策④就

学前教育への支援を要望しました。

グローバル人材育成

海外子女教育推進議員連盟第12回総会

Internal Relations

主要事業

商社では、一人一人が能力を最大限発揮できる職場環境の

実現に向けてさまざまな施策を推進しています。各社の働き

方改革とダイバーシティ推進を支援すべく講演会を開催し、

さらなる啓発活動に努めています。

「AI時代におけるIBMの人材マネジメント」
「経営戦略としての働き方改革とリーダーの役割について」

「グローバルエリートから見たダイバーシティ社会実現の重要

性について」

「ダイバーシティ2.0 一歩先の競争戦略へ」
「IBMのLGBT 8に対する取り組み」

「組織も部下も伸ばす“イクボス9”のすすめ～多様な人材を

活かすマネジメントとは」

働き方改革・ダイバーシティ＆インクルージョン

※P21詳細参照

8 Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender（女性同性愛者、男性同性愛者、両性愛者、
 心と体の性の不一致を感じている人々）
9 部下の人生と組織の業績を両立させることを目指す上司

第8回ダイバーシティ推進セミナー

第9回ダイバーシティ推進セミナー
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04

商社活動の理解浸透に向けて

01│広報誌・ウェブサイト 

■ 機関誌『日本貿易会月報』年10回発行
特集テーマ│不動産ビジネス（5月号）、ロシアビジネス（7・

8月号）、貿易摩擦と自由貿易（9月号）、新春特別対談等
（1・2月号）、空港関連ビジネス（3月号）
■ 英文機関紙『JFTC News』年2回発行
■ ウェブサイトリニューアル

「商社のサステナビリティ」コーナーを刷新し、持続可能な

社会の実現に向けた活動を紹介。世界に向けた発信力強

化として、英語版会長コメントを掲載

02│広告掲載
■ 日本経済新聞「日経アジアの未来特集」～持続可能な社

会実現に向けた取り組みについて（2018.06.27朝刊）
■ 日経産業新聞「商社特集」～貿易立国日本を支える自由

貿易体制の維持・発展を（2018.09.26）

03│メディア対応
日本外国特派員協会（FCCJ）講演「Shosha Business 
and Outlook for Japan’s Trade:Trade Wars-Lesson 
from the Past」住友商事グローバルリサーチ 須之部 潔氏
（2018.06.25）

情報発信

01│ジュニア世代向け広報に注力（JFTCきっずプロジェクト）

日本貿易会では、未来を担う子供たちに向けて、貿易に関わ

る商社の役割・仕事の意義について理解を促進すべく広報

活動を行っています。

■ ウェブサイト上で子供向けコンテンツを提供
■ 『おしごと年鑑』（朝日新聞社発行）協賛および海外日本人

学校・補習校への寄贈
■ 小学生向け夏休みイベント「おしごとはくぶつかん」

　（於：新宿髙島屋）参加

02│教員民間企業研修（経済広報センター協賛）
東京都教育委員会所属の教員を受け入れ、日本貿易会の活

動、商社の機能、貿易や経済協力の現状について研修を行

いました。

次世代向けPR

「おしごとはくぶつかん」チラシ

Public Relations

日本貿易会では、とかく分かりにくいといわれる商社の活動を広く社会に周知し、業界および当会活動の認知度向上
を図るためさまざまな広報活動を展開しています。

04
主要事業
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01│日中平和友好条約締結40周年記念シンポジウム　　　
　　於：北京（2018.09.21）
日中平和友好条約締結40周年を記念し、国際交流および商
社に対する理解促進等を目的に、「the SHOSHA 商社～日
中経済交流に果たす役割とその新展開～」をテーマとするシ

ンポジウムを北京外国語大学・北京日本学研究センターと共

催しました。学生や中国日本商会メンバー企業の関係者を中

心に約200名の参加があり、続けて行われた交流会でも熱
気のこもったやり取りが行われました。

シンポジウムの開催

パネルディスカッション「中国における商社―過去・現在・未来」 中村会長による開会挨拶

02│第6回商社シンポジウム　
　　於：日経ホール（2018.10.26）
変化し続ける商社の最先端の活動を広く社会に周知するこ

とを目的に、商社シンポジウムを開催しました。２部構成のパ

ネルディスカッションが行われ、480名の参加があり盛況の
うちに終了しました。

全体テーマ│「商社ビジネス最前線
　　　　　　～商社のイノベーションとパートナーシップ～」

 第1部│「商社のイノベーションとパートナーシップ」
 第2部│「進化する商社ビジネス
 　　　　～ビジネスモデル創造の現場から～」
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会員向け情報提供・調査研究活動

01│委員会活動
分野別の委員会では、それぞれの最新課題について有識者

を招いた説明会、グループ・ディスカッション、関連施設の視察

などを実施し、委員間の情報共有・意見交換を行っています。

こうした活動のなかで提言・要望を作成し、政府・関係機関に

働きかけ、課題解決につなげています。また、会員の活動に役

立つ実践的なマニュアル＊なども作成しています。
＊安全保障貿易管理委員会「商社の海外拠点に於ける安全保障貿易管理」基本資料

　　

02│政府関係者との懇談会
政策関連情報の共有を目的とした政策懇談会を政府関係者

との間で開催しています。

03│定例講演会の開催（月2回）
2018年度も国際情勢からAI・IoTなどの新技術まで、幅広い
テーマで講演会を開催し、申し込み人数は延べ1,265名とな
りました。一部講演会の動画を会員限定で公開しています。

情報提供

日本貿易会では、17＊の常設委員会並びに研究会、連絡会を設けています。これらの委員会は、会員商社の各分野に
おける専門的な知見を持ったメンバーで構成され、300名以上の委員が活動しています。＊特別研究会を除く

Internal Relations

05
主要事業

調査研究

01│刊行物
『日本貿易の現状　Foreign Trade 2019』（通算第44号）

『商社　～グローバルな価値創造に向けて（商社ハンドブック

2019）』

『SHOSHA: Creating Value Globally（Shosha Handbook 

2018）』

02│「2019年度わが国貿易収支、経常収支の見通し
　　 ～貿易の拡大に懸念が増す環境下、貿易総額は
　　 過去最大に」発表（2018.12.05）
1974年に作成を開始して以来、45年目延べ64回目の発表
となるものです。マクロ的な手法に加えて、営業部門や業界

関係者にヒアリングを実施し、商品別に金額を積み上げて輸

出入の総額を算出する商社ならではのミクロ的手法で作成

しています。
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貿易会経営塾「商社社長経験者が語るリーダーシップ論」

01│商社新人研修
2018年4月に入社した新人商社パーソンを対象に研修を実
施しました。5社より38名が参加し、社会人としてのマナーを
はじめ、交渉能力・プレゼンテーション技術の向上について

の講義、コンプライアンスやリスク管理をテーマとしたグルー

プ討論を行いました。

02│海外赴任前研修
海外に赴任する商社パーソンを対象に、海外経験豊富な国

際社会貢献センター（ABIC）活動会員を講師に招き、年5回
（5・7・9・11・3月）研修を行いました。また、会員各社の依頼

により講師の派遣も実施しています。

03│安全保障貿易管理実務者研修（初級編、中級編）
法人正会員の安全保障貿易管理実務担当者を対象に、安全

保障貿易管理の基本的な概念をはじめ、わが国の安全保障

貿易管理制度等についての研修を行いました。講師に日本

輸出管理研究所代表 輸出管理コンサルタント 高野順一氏を
招き、20社から34名が参加しました。

その他研修

講師

佐藤洋二氏
（双日）

矢島 勉氏
（JFE商事）

中村邦晴氏
（住友商事）

主要事業

日本貿易会では、2018年度も会員企業を対象にさまざまな研修を実施しました。

06 会員向け研修事業
Internal Relations

商社の未来を担う入社10年前後の商社パーソンを対象に、
商社業界を代表する社長経験者によるセミナーを実施してい

ます。グローバル化時代におけるリーダーシップのあり方を

テーマに、2018年度は3回開催し、延べ236名が参加しまし

た。自らの経験を踏まえた講演に対し質疑応答が活発に交

わされ、講演後の交流会でも企業の枠を超えた意見交換が

行われました。
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新「商社行動基準」に沿った活動

サステナビリティ推進やCSR11、コーポレート・ガバナンス等の

実務に携わる正会員を対象にセミナーを開催しました。立教

大学経営学部教授デイヴィス・スコット氏をコーディネーター

に迎え、持続可能な社会実現に向けた7商社の取り組み状況
の報告や今後の方向性についての議論を行いました。

商社行動基準・実務者セミナーの開催（2018.07.30）

07
主要事業

Public Relations

日本貿易会では、2018年3月に「商社行動基準」を13年ぶりに改定しました。この行動基準は、商社が社会的な使命
を自覚し、自らの行動のあり方を問い、会員商社の自発的な取り組みを促すことを目的として1973年に制定されたも
のです。今回の改定では、国連総会における｢SDGs10｣の採択など持続可能な社会の実現に向けた企業の活動への
期待が一層高まっている状況を踏まえ、商社がそれに対し積極的に取り組んでいくことをより明確にしました。2018年
度は新たな行動基準の会員への浸透に向けた活動を展開しました。

01│低炭素社会実行計画および循環型社会形成
　　自主行動計画の推進
フォローアップを行い、経団連、経済産業省へ報告しました。

※2030年度の床面積当たり電力使用量を2013年度比
　△15.7％の目標に再設定

02│経団連「グローバルバリューチェーンを通じた
　　削減貢献」取りまとめ参加
会員が海外で実施している再生可能エネルギーIPP事業に
よるCO²削減貢献推定量を公表しました。

03│環境セミナーの開催
国際協力銀行（JBIC）から「『質高インフラ環境成長ファシリ

ティ』の下での新たな取り組み」について説明を受け、その

活用策や課題について意見交換を行いました。

04│TCFD12（気候関連財務情報開示タスクフォース）
　　 提言への賛同
企業に対して気候関連のリスクと機会に関する情報開示を

推奨するTCFD提言の意義等について経済産業省より説明
を受け、賛同を決定しました。

地球環境問題解決に向けた取り組み

10　Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）
11　Corporate Social Responsibility（企業の社会的責任）

12　Task Force on Climate-related Financial Disclosures
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AIやIoTなど最新のデジタル技術を活用し、ビジネスの仕組みを大きく変化させるデジタル革新が急速に広がっています。
日本貿易会では、会員企業のニーズに呼応し、革新的なデジタル技術に関する知識の向上を目的に講演会を実施し、
商社業界における活用について検討を行いました。

デジタル技術に関する
知識向上と活用に向けた取り組み

「ロボット・AI時代に求められる社会、企業、人材とは」（第353回日本貿易会ゼミナール）

「AI／RPA13 技術を活用した商社業務変革の実践　成功のポイント」（第82回情報システム委員会）

「AI時代におけるIBMの人材マネジメント」（第66回人事委員会）

「業務効率の大幅改善を可能とする“AI活用”で進化させる働き方改革実践事例～失敗と成功の経験を踏まえて」（第83回情報シ

ステム委員会）

「シン・ニホン～AI×データ時代における日本の再生と人材育成」（第361回日本貿易会ゼミナール）

「AIと先端テクノロジーが創り出す新たな社会～シンギュラリティ到来に向けての経営とは？」（第84回情報システム委員会）

「RPA導入に伴う内部統制の変化と今後の監査」（2018年度内部統制セミナー）

「純国産RPAツールWinActor®のご紹介」（第69回財務委員会）　ほか
※P20～22詳細参照

08
Internal Relations

主要事業

日本貿易会は、商社をはじめとする産業界の人材が長年培ってきたグローバルなビジネススキルを社会貢献に活かすた
めのプラットフォームとして、2000年4月に国際社会貢献センター（ABIC）を立ち上げ、社会貢献活動を委託しています。

09 社会貢献活動
Public Relations

主要事業

政府機関への協力／非政府機関への協力
外国企業支援／国際イベントへの協力
大学・社会人講座／小中高校国際理解教育
在日留学生支援・交流／プロジェクトの受託
地方自治体・中小企業支援
一般人材紹介・その他

活動の概要

大学における「International Business and Foreign 
Affairs」講座 グループディスカッション風景

日本学生支援機構（JASSO）から留学生支援に対する功労者表彰

13　Robotic Process Automation（ロボットによる業務自動化）
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役員（2019年3月31日現在）

会長

中村邦晴  住友商事会長

副会長

國分文也 丸紅社長 安永竜夫 三井物産社長

垣内威彦 三菱商事社長 藤本昌義 双日社長

鈴木善久 伊藤忠商事社長 貸谷伊知郎 豊田通商社長

常任理事

朝倉研二 長瀬産業社長 稲畑勝太郎 稲畑産業社長

織田直祐 JFE商事社長 佐伯康光 日鉄住金物産＊社長

先濵一夫 蝶理社長 谷川 薫 兼松社長

圡井宇太郎 CBC社長 古川弘成 阪和興業社長

牧野明次 岩谷産業会長 宮﨑正啓 日立ハイテクノロジーズ社長

三輪芳弘 興和社長

理事

伊藤紀忠 全国中小貿易業連盟理事長 上野 誠 横浜貿易協会会長

江花 徹 日本繊維輸出組合専務理事 加藤裕之 日本化学品輸出入協会専務理事

倉持治彦 日本機械輸出組合専務理事 小林文彦 伊藤忠商事専務執行役員

田中 聡 三井物産副社長 西浦完司 三菱商事常務執行役員

西原 茂 双日専務執行役員 日光信二 帝人フロンティア社長

兵頭誠之 住友商事社長　 松村之彦 丸紅副社長

山際邦明 豊田通商副社長

専務理事 常務理事

河津 司 岩城宏斗司

理事（常勤）

小島孝夫

監事

加藤富弘 東京貿易ホールディングス社長

藤原英昭 野村貿易社長

＊2019.04.01より日鉄物産に商号変更
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 常設委員会・研究会・連絡会等

常設委員会・研究会・連絡会等／事務局組織（2019年3月31日現在）

 事務局組織

委員会名 委員長・座長名 会社名

総務委員会（18） 丸谷 彰 豊田通商

広報委員会（18） 秋山 守 豊田通商

法務委員会（23） 高野雄市 三井物産

地球環境委員会（21） 中原慶子 双日

財務委員会（20） 益山順光 豊田通商

経理委員会（22） 関 鎮 伊藤忠商事

物流委員会（22） 野島嘉之 三菱商事

市場委員会（21） 栗林 顕 双日

貿易動向調査委員会（14） 鈴木雄介 三井物産

安全保障貿易管理委員会（27） 塚本 充 三井物産

貿易保険委員会（17） 西巻さゆり 三菱商事

経済協力委員会（12） 柿木真澄 丸紅

人事委員会（23） 鹿島浩二 丸紅

情報システム委員会（25） 渡辺一郎 伊藤忠商事

社会貢献･ABIC委員会（16） 中谷文彦 丸紅

CSR研究会（10） 橋本昌幸 丸紅

内部統制連絡会（27） 小島伸丈 伊藤忠商事

運営委員会（7） 丸岡則之 住友商事

※（　）内は参加会員企業数

［人員数］　役員3名　職員25名

専務理事

常務理事

理事

総務第一グループ

総務第二グループ

企画グループ

政策業務第一グループ

政策業務第二グループ

政策業務第三グループ

広報・CSRグループ

調査グループ
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ファイナンシャルレポート

2018年度の日本貿易会の経常収益は6億14百万円でした。経常費用は5億57百万円であり、内訳
は事業費3億89百万円、管理費1億68百万円となっています。これに資産評価損益等を加味した当
期経常増減額は58百万円となりました。

 正味財産増減計算書について

 要約貸借対照表（2019年3月31日現在）

（単位│百万円）

科目 2018年度 2017年度 増減

Ⅰ 資産の部
01│流動資産

　 　 　 　 ▲  

流動資産合計 184 208 △24

02│固定資産
　　  ① 特定資産 1,126 1,042 84

　　  ② その他固定資産 96 97 △1

　 　 　 　 ▲  

固定資産合計 1,222 1,138 84

　 　 　 　 ▲  

資産合計 1,406 1,346 60

Ⅱ 負債の部
01│流動負債

　 　 　 　 ▲  

流動負債合計 50 42 8

02│固定負債

　 　 　 　 ▲  

固定負債合計 158 164 △5

　 　 　 　 ▲  

負債合計 208 206 2

Ⅲ 正味財産の部
　　  ① 指定正味財産 838 838 0

　　 　 （うち特定資産への充当額） 838 838 0

　　  ② 一般正味財産 360 303 57

　　    （うち特定資産への充当額） 146 55 91

　 　 　 　 ▲  

正味財産合計 1,198 1,141 57

　 　 　 　 ▲  

負債及び正味財産合計 1,406 1,346 60

フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
レ
ポ
ー
ト

※百万円未満を四捨五入のうえ表記
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商社行動基準

まえがき
われわれ商社は「総合商社行動基準」を1973年に制定して以来、社会の
商社活動に対するさまざまな意見を真摯に受け止め、企業としての社会的

責任と行動原則を明確にすべく、時代の変化と社会の要請に応えた改定

を加えながら、この行動基準を発展させてきた。

　商社の活動は、全世界のあらゆる産業分野にわたっており、かねてより持

続可能な社会の実現こそがわれわれの責務であるとともに、企業活動の基盤

としても不可欠であると認識し行動してきた。今日、SDGsなど持続可能な社
会の実現を目指す活動の国際的な広がりは、商社の社会的使命の重みを一

層増すと同時に、ビジネス展開にとっても大きな機会を提供するものである。

　われわれ商社は、こうした社会の変化に対して絶えず意識改革を図り、自

らの経営を革新しなければならない。また、関係法令と国際規範の遵守、情

報開示を社会的責任の中核に位置付け、変化する社会、経済の要請を的確

に捉えるとともに中長期的な視野に立った継続的取組みに、商社の持つ機

能を十分に発揮することで、持続可能な社会の実現に貢献すべきである。

　われわれ商社は、その社会的な使命を自覚し自らの行動のあり方を問い、会

員商社の自発的な取組みを促すことを目的に、この商社行動基準を策定する。

第1章  経営の理念と姿勢
われわれ商社は、果たすべき役割と社会的責任を常に自覚し、環境、社

会、経済の3つの側面から長期的視点に立った企業活動を行うとともに、そ
れら企業活動を通じ持続可能な社会の実現に努める。

01│株主、取引先、消費者、従業員、地域社会など、多様なステークホル
ダーと積極的なコミュニケーションを行い、その期待に応えるとともに

常に新しい価値を創造する経営を行う。

02│経営トップが自ら率先して、経営を時代の変化に応じて改革するとと
もに、社をあげて企業倫理の確立に努める。

03│すべての人々の人権を尊重する経営を行う。
04│地球環境の健全な維持と社会の持続可能性に十分配慮した活動を行
うとともに、地球的規模での環境問題や社会的課題解決に積極的に

取り組む。

第2章  機能と活動分野
われわれ商社は、SDGsの諸目標達成を念頭に置き、環境、社会、経済の
変化を的確に把握し、社会の要請に即した広範な機能を発揮する。

01│全世界にわたって情報を収集あるいは提供し、多様化する顧客や市場
のニーズに応えるとともに、イノベーションを通じて、社会的に有用な

財・資源・サービスの提供に努める。

02│世界に広がるさまざまな潜在的ビジネス機会を発掘し、それを社会的
に価値あるビジネスとして創出する役割を発揮し、社会的課題の解決

と持続可能な経済成長の実現に貢献する。

03│国際的な活動に際しては、各国政府・国際機関・多様な組織や団体・
企業などとのパートナーシップを推進するとともに、自由な貿易・投資

の促進を図ることを通じて、世界の調和ある発展と地域経済の興隆に

寄与する。

第3章  ガバナンスと危機管理
われわれ商社は、その社会的責任の重要性を自覚し、遵法はもちろん、国際規

範や社会通念にも配慮し、情報開示をより重視した透明性のある経営を行う。同

時に市民生活や企業活動へのさまざまな脅威に対する危機管理を徹底する。

01│企業活動にあたり、内外の法令遵守はもとより、国際的なルールや慣
行およびその精神に則り、社会的良識をもって行動する。

また、公正かつ自由な競争の確保が市場経済の基本ルールであると

の認識の下に、適正な取引、責任ある調達をはじめとする企業活動を

行い、政治・行政との健全な関係を維持する。

02│経営の意思決定機関を真に活性化させる仕組みを構築するとともに、
監査機能を強化し、意思決定者の経営判断、適法性などにつき常に

チェックを行う。

03│企業情報の開示にあたっては、適時・適切に公開し、高い透明性の保
持に努める。

04│テロ、サイバー攻撃、自然災害などに備えた危機管理と情報セキュリ
ティの確保を徹底する。

第4章  社会参画と社会との相互信頼の確立
われわれ商社は、内外にわたり、社会との相互信頼関係を確立し、良き企

業市民として積極的に社会に参画し、その発展に貢献する。

01│海外においては、各国、各地域の文化、習慣、言語を尊重し、地域の
諸活動への参加などを通じ民間外交の担い手として貢献する。

02│株主、取引先、消費者、従業員、地域社会など、多様なステークホル
ダーとのコミュニケーションを促進し、企業活動に関する情報を積極的

に開示するとともに、地域の発展や快適で安全な生活に資する活動へ

の協力を通じ、ステークホルダーとの信頼関係を確立する。

03│市民活動の秩序や安全に脅威を与える反社会勢力および団体とは一
切の関係を持たず、毅然とした態度で臨む。

第5章  働き方の改革と働きがいある職場環境
われわれ商社は、従業員のゆとりと豊かさを実現するとともに、従業員の

多様性、人格、個性を尊重し、能力と独創性が十分発揮できる活力のある

企業風土を醸成する。

01│従業員の健康と安全に配慮した職場環境づくりを行う。
02│従業員の人権を尊重し、機会の均等を図る。差別的な扱いに対しては
断固たる対応を行う。

03│従業員の多様性、個性を尊重し、従業員のキャリア形成や能力開発を
積極的に支援する。

第6章  経営トップの役割と本行動基準の周知徹底
われわれ商社は、本行動基準の精神の実現が経営トップ自らの役割であ

ることを認識し、率先垂範して企業グループ内に周知徹底するとともに、サ

プライチェーンに対しても本行動基準の精神に対する理解と実践を促す。

また、本行動基準の精神に反して問題が発生した時には、経営トップが率

先して問題解決、原因究明、再発防止などに努め、その責任を果たす。

以上

一般社団法人 日本貿易会
1973.05.10 「総合商社行動基準」制定
1999.07.08 「商社行動基準」へ改定
2005.06.16 同基準改定
2012.04.01 一般社団法人へ移行
2018.03.22 同基準改定



20

理事会
2018.5.16 日本経済の展望と課題 自由民主党　経済産業部会長 城内 実
2019.3.20 日本経済の課題と今後の展望 大和総研　理事長 中曽 宏

常任理事会
2018.7.18 日本経済の現状と今後の通商政策 経済再生担当大臣 茂木敏充

2018.9.18 日本外交の今後の行方 外務大臣 河野太郎

2018.11.21 中間選挙後の米国の見通し 外務省　事務次官 秋葉剛男

2019.2.20 エネルギー情勢の最近の動向と今後のエネルギー政策の課題 経済産業省　資源エネルギー庁　長官 髙橋泰三

審議員会
2018.4.9 持続可能な開発に向けた日本の取り組み 外務省　地球規模課題審議官（大使） 鈴木秀生

常任理事・理事・監事会社連絡会
2018.7.18 日中第三国市場協力フォーラムについて 経済産業省　貿易経済協力局　総務課長 藤本武士

総務委員会・総務専門委員会

2018.8.23 国際スポーツ大会への対応
～セキュリティ・安全対策、輸送等にかかる政府の取り組み

内閣官房　東京オリンピック･パラリンピック競技大会推進本部事務局
参事官補佐

川上悟史

2018.9.27 刑事塾　～ウソや人間心理の見抜き方 Clearwoods　代表取締役 森 透匡
2018.11.8 頻発する自然災害とその対応について 内閣府　政策統括官（防災担当）付　参事官付総括担当主査 板垣友圭梨

2019.3.7 反社会的勢力への対応にかかる最近の動向について 警察庁刑事局組織犯罪対策部　暴力団排除対策官 志田卓郎

2019.3.28 障がい者スポーツ支援とその先にあるもの
2020東京パラリンピックを目指して！

あいおいニッセイ同和損保　経営企画部次長
同　　　　　　　　　　　  人事部（元パラリンピック日本代表）

倉田秀道
小野智華子

広報委員会
2018.7.30 英文報道の現場から　～世界につながる時代の広報 ジャパンタイムズ　執行役員　編集局長 大門小百合

2019.2.13 危機管理広報 プラップジャパン　危機管理広報主席コンサルタント 井口明彦

2019.2.19 危機管理広報メディアトレーニング プラップジャパン　危機管理広報主席コンサルタント 井口明彦

法務委員会

2018.7.20 改訂コーポレートガバナンス・コードについて
東京証券取引所　上場部　統括課長　
同　　　　　　　　　   　企画グループ調査役

菊池教之
内藤啓介

2019.3.7 日本における国際仲裁と国際調停の発展について
最近の動向と展望

アンダーソン・毛利・友常法律事務所　弁護士
岡田春夫綜合法律事務所　弁護士
新東亜交易　監査役

川村 明
岡田春夫
金子 猛

企業倫理実務者研修会

2018.10.5 不祥事の予防と対応のプリンシプル
～近時の傾向と具体的事例から学ぶ危機管理

長島・大野・常松法律事務所　パートナー・弁護士 塩崎彰久

地球環境委員会
2018.6.28 「質高インフラ環境成長ファシリティ」の下での新たな取り組みについて 国際協力銀行　業務企画室　次長 関根宏樹

財務委員会
2018.6.1 国内外の金融経済展望 ソニーフィナンシャルホールディングス　チーフエコノミスト 菅野雅明

2018.10.15 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン
の概要及び最近の取り組み

金融庁　マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室長 尾崎 寛

2018.12.3 異次元緩和からの出口を考える 早稲田大学大学院　経営管理研究科　教授 岩村 充
2019.3.18 純国産RPAツールWinActor®のご紹介 NTTアドバンステクノロジ　取締役 荒川賢一

経理委員会

2018.6.27 最近の国際課税における動きと取り組み
～経済産業省　要望関連を中心に

経済産業省　投資促進課　課長補佐 仁平孝明

2018.9.28 消費税軽減税率制度の実施にあたり必要な準備、留意点 財務省　主税局　課長補佐 加藤博之

物流委員会・物流委員会WG

2018.7.27 オーシャン ネットワーク エクスプレス ジャパン（ONE）のサービスの
現状と今後の方向性

オーシャン ネットワーク エクスプレス ジャパン　取締役　常務執行役員 西尾 徹

2018.9.19 東京2020大会における交通輸送の円滑化について 東京都オリンピック・パラリンピック準備局　輸送課長 松本祐一

2018.10.17 港湾の中長期政策 PORT2030について 国土交通省　港湾局　企画室長 安部 賢

2018.10.26 IT新戦略を踏まえた港湾分野の取り組み
～港湾関連データ連携基盤の構築を中心に

内閣官房　情報通信技術（IT）総合戦略室　企画官 仙﨑達治

2019.3.27 ブロックチェーン技術を用いた貿易プラットフォーム実現に向けた取
り組み

NTTデータ　第一システム統括部　部長 河田 禅

年月日 演題 講師所属 講師氏名（敬称略）

講演テーマ一覧（含委員会）

講
演
テ
ー
マ
一
覧



21

J
F
T
C
事
業
報
告
書

年月日 演題 講師所属 講師氏名（敬称略）年月日 演題 講師所属 講師氏名（敬称略）

市場委員会
2018.5.9 米国の輸入制限措置を巡る一連の状況と日米関係について 経済産業省　米州課長 浦上健一朗

2018.7.26 世界貿易の展望とリスク オックスフォード・エコノミクス　在日代表 長井滋人

2018.9.11 Global Economic Outlook: How quickly will glabal growth 
slow?

オックスフォード・エコノミクス　Chairman
同　　　　　　　　　　　　 在日代表
同　　　　　　　　　　　　  Director

John Walker
長井滋人 
Sidney Leung

2018.11.30 Brexitの動向　～Brexit後のEUの展望 外務省　特命全権大使　国際貿易・経済担当大使 香川剛廣

2019.3.12 トランプ政権の通商政策
～米中貿易摩擦、日米通商交渉の動向と展望

東京大学　名誉教授
学習院大学　国際社会科学部　教授

伊藤元重

貿易動向調査委員会
2018.5.22 電子情報産業の現状と展望 電子情報技術産業協会　統計室長 高瀬智子

2018.6.19 ロボット産業の現状と展望 日本ロボット工業会　事務局長 矢内重章

2018.7.24 2018年5・6月　企業ヒアリング 日鉄住金総研　チーフエコノミスト 北井義久

2018.10.5 国際商品市況の現状と展望 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング　主任研究員 芥田知至

安全保障貿易管理委員会
2018.4.11 米国の経済制裁の動向 コビントン・バーリング法律事務所　パートナー Peter Lichtenbaum
2018.7.5 米国制裁による日本企業への影響 安全保障貿易情報センター　調査研究部　次長 田上 靖
2018.10.4 国際秩序変動期の中国の対外政策 防衛研究所　中国研究室主任研究官 増田雅之

貿易保険委員会
2018.7.2 日本貿易保険（NEXI）の最近の取り組み 日本貿易保険　企画室長 本道和樹

2018.10.12 貿易保険　～民間保険マーケットの引受け可能性 JLTリスク・サービス・ジャパン　シニア・アカウント・エグゼクティブ 齋藤洋邦

2018.10.29 短期貿易保険商品の効果的活用 日本貿易保険　参事役 坪井美奈子

2018.12.11 最近の貿易保険に係る諸政策の動向について 経済産業省　通商金融課長 浦田秀行

2019.3.25 保険金支払事例のご紹介 日本貿易保険　査定グループ長 小田正弥

経済協力委員会

2018.6.29 海外インフラの支援に向けた取り組み
内閣官房　副長官補室　内閣参事官
同　　　　　　　　　　参事官補佐

相馬弘尚
吉田雄介

2019.3.25 日本ポリグルの取り組みと経済協力現場からの視点 日本ポリグル　代表取締役会長 小田兼利

人事委員会

2018.6.27 日・フィリピン社会保障協定、日・チェコ社会保障協定改定について
厚生労働省　国際年金課長
日本年金機構　国際事業グループ長

藤田一郎
荒平祥司

2018.7.11 AI時代におけるIBMの人材マネジメント 日本アイ・ビー・エム　人事HRパートナー課長 森 治仁
2018.11.22 経営戦略としての働き方改革とリーダーの役割について 立命館アジア太平洋大学　学長 出口治明

2019.3.6 人事もPDCAを回す時代へ　
～「日本の人事を科学する」データ活用の視点とは

早稲田大学　政治経済学術院　教授 大湾秀雄

海外安全対策WG

2018.9.27 海外での安全確保　～政府の取り組みと企業の皆様へのお願い
外務省　領事局邦人テロ対策室　首席事務官
同　　　　　　　　　　　　　　事務官

藤内昭弘
北山清悟

2018.12.21 海外渡航における健康対策・安全対策、外務省の役割 外務省　診療所長 仲本光一

ダイバーシティ推進コミッティ
2018.9.28 グローバルエリートから見たダイバーシティ社会実現の重要性について 経済協力開発機構　東京センター所長 村上由美子

2018.10.26 ダイバーシティ2.0　一歩先の競争戦略へ 経済産業省　経済社会政策室長 小田文子

2019.2.1 IBMのLGBTに対する取り組み 日本アイ・ビー・エム　人事　ダイバーシティ企画部長 梅田 恵

2019.2.28 組織も部下も伸ばす“イクボス”のすすめ　
～多様な人材を活かすマネジメントとは

ファザーリング・ジャパン　理事
日本航空　広報部長
双日　人事総務部長

川島高之
北原宗明
河西敏章

情報システム委員会・新IT機能検討WG

2018.6.20 AI/RPA技術を活用した商社業務変革の実践　成功のポイント シグマクシス　プリンシパル
同　　　　　  IoT & ロボティクスチーム　ディレクター

橋本英樹
桐原慎也

2018.9.13 業務効率の大幅改善を可能とする“AI活用”で進化させる働き方改
革実践事例　～失敗と成功の経験を踏まえて

日本マイクロソフト　マイクロソフトテクノロジーセンター
エグゼクティブアドバイザー

小柳津 篤

2018.12.13 AIと先端テクノロジーが創り出す新たな社会
～シンギュラリティ到来に向けての経営とは？

富士通　首席エバンジェリスト 中山五輪男

2019.1.28 AIの動向とAI時代の企業について 日本電気　AI・アナリティクス事業開発本部　シニアエキスパート 本橋洋介

貿易会ISAC・実務部会
2018.8.24 国際情勢の緊迫化と高まるサイバー脅威リスク 中曽根康弘世界平和研究所　主任研究員 大澤 淳
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2018.8.24 サイバーセキュリティ関連法の状況と対応 JPCERT/CC　情報セキュリティアナリスト
同　　　　　　情報セキュリティアナリスト

森 淳太郎
米澤詩歩乃

2018.10.19 情報交換・共有の意味 金融ISAC　事務局長 谷合通宏

貿易会ISAC・技術部会

2018.5.18
脅威インテリジェンスの活用とその先の対策 日本電気　サイバーセキュリティ戦略本部　主任 山田知秀

脅威動向に関する説明 NECソリューションイノベータ　主任 小池一寿

公開情報を見る気にしたい脅威 JPCERT/CC　マネージャー 洞田慎一

2018.7.20
OSSツールによる脅威インテリジェンスの活用 日本電気　マーケティング・ニュービジネス本部　主任 楠田 徹
脅威インテリジェンスの活用について JPCERT/CC　マネージャー 洞田慎一

2018.9.14
NECにおけるEDR製品の導入検討について 日本電気　経営システム本部 時田直弥

Sysmonログ解析ツール“Sysmon Search”の紹介 JPCERT/CC　情報セキュリティアナリスト 森 淳太郎
2018.11.16 情報の取扱いについて JPCERT/CC　情報セキュリティアナリスト 佐々木勇人

2019.1.18 情報共有を進めるにあたって　～TLPについて JPCERT/CC　情報セキュリティアナリスト 森 淳太郎
2019.3.15 インシデントハンドリングトレーニング NECネクサソリューションズ　マネージャー 小峰 光

社会貢献・ABIC委員会
2018.7.25 ESG投資の最前線　～投資家の目線 ニューラル　代表取締役社長 夫馬賢治

2018.11.30 SDGsとイノベーションはどう繋がるのか？ Japan Innovation Network　専務理事 西口尚宏

法務委員会・安全保障貿易管理委員会共催

2019.3.19 米国制裁とエマージングテクノロジー輸出管理に関するセミナー
コビントン・バーリング法律事務所　パートナー
同　　　　　　　　　　　　　　 オブ カウンセル

Peter L. Flanagan
森永一郎

内部統制連絡会
2018.10.23 内部統制報告制度導入から10年を経て 金融庁　企画市場局　企業開示課長 井上俊剛

2018.12.17 RPA導入に伴う内部統制の変化と今後の監査 EYアドバイザリー＆コンサルティング　パートナー 日向野奈津子

定例午餐会
2018.4.18 中南米情勢について　～ブラジルを中心に 外務省　中南米局長 中前隆博

2018.7.19 米国の核合意離脱とイラン情勢の展望 慶應義塾大学大学院　政策・メディア研究科　教授 田中浩一郎

2018.10.25 中国経済の今後の見通しについて　～イノベーションの持続性 神戸大学大学院　経済学研究科　教授 梶谷 懐
2019.1.23 2019年の展望　～米国情勢を中心に 経済産業省　米州課長 浦上健一朗

日本貿易会ゼミナール
2018.4.12 ロボット・AI時代に求められる社会、企業、人材とは 東京大学大学院　経済学研究科　教授 柳川範之

2018.5.15 ゲノム編集から始まる新世界
～超先端バイオ技術がヒトとビジネスを変える

KDDI総合研究所　リサーチフェロー 小林雅一

2018.5.23 危機に立つアジア太平洋　～米朝関係を中心に 兵庫県立大学　理事長 五百旗頭 真
2018.6.8 最新　欧州経済・政治分析 ニッセイ基礎研究所　主席研究員 伊藤さゆり

2018.6.14 商社業界の現状と展望 SMBC日興証券　シニアアナリスト 森本 晃
2018.7.13 通商白書2018概要 経済産業省　前企画調査室長 矢田晴之

2018.9.7 2018年度下期の経済展望 みずほ証券　チーフマーケットエコノミスト 上野泰也

2018.9.25 国際通商関係の現状と展望　～米中を中心に 慶應義塾大学　経済学部　教授、ERIA　チーフエコノミスト 木村福成

2018.10.2 シン・ニホン　～AI×データ時代における日本の再生と人材育成 慶應義塾大学　環境情報学部　教授、ヤフー　CSO 安宅和人

2018.11.15 SDGs（持続可能な開発目標）に企業はどう取り組むべきか　
～ビジネス機会とリスク

日本総合研究所　創発戦略センター　理事 足達英一郎

2018.11.20 トランプ政権の衝撃　～中間選挙の評価とその後 東京大学大学院　法学政治学研究科　教授 久保文明

2018.12.19 短くても伝わる文章のコツ 博報堂　スピーチライター ひきたよしあき

2018.12.20 2019年度商品市況見通し　～景気減速下の構造変化のリスク マーケット・リスク・アドバイザリー　代表取締役 新村直弘

2019.1.10 2019年内外経済の展望　～混乱する経済報道をグラフで整理する スフィンクス・インベストメント・リサーチ　代表取締役 藻谷俊介

2019.2.22 ロシアの政治経済情勢 法政大学　法学部　教授 下斗米伸夫

2019.2.27 新しい価値を生む人の思考術 Takram　代表取締役 田川欣哉

2019.3.19 最近の中国情勢の現状と展望　～全人代報告が映し出す中国 神田外語大学　教授 興梠一郎

2019.3.26 日本経済の現状と展望　～改元が景気のプラス材料に 三井住友アセットマネジメント　チーフエコノミスト 宅森昭吉

ITI・日本貿易会共催セミナー

2019.3.27

日米貿易摩擦と米中貿易摩擦の比較 丸紅経済研究所　所長 今村 卓
暴走するトランプ政権と日本の対応
～保護主義とメガFTAの動きにどう対応するか

杏林大学　名誉教授 馬田啓一

日米貿易交渉の注目点 みずほ総合研究所　政策調査部　主席研究員 菅原淳一

年月日 演題 講師所属 講師氏名（敬称略）
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日本貿易会の沿革

終戦間もない1947年6月、日本貿易会は、民間貿易再開
に先立ち貿易の健全な発展を通じた日本経済の繁栄を目

的に、4つの貿易振興団体を統合し、貿易に関する総合経
済団体として誕生しました［初代会長│中嶋久萬吉（1947-

1953）］。

　以来、日本貿易会は、変動相場制への移行、オイル・ショッ

ク、貿易摩擦、円高、リーマン・ショックなど内外環境が大き

く変化する中で、一貫して貿易振興の旗振り役として、貿易

業界が直面する重要課題についての意見を取りまとめ、その

実現に向けて取り組んでまいりました。

　1986年6月には、業界の課題に、より迅速かつ柔軟に対
応するために、貿易商社・貿易団体を中心とする業界団体へ

と組織変革を行いました。また、2012年4月には公益法人改
革に対応し、社団法人から一般社団法人へと法人格の変更

を行い、より自由な立場で建議・要望を行うことが可能にな

りました。

　持続可能な社会の実現に向けた企業活動への期待が高ま

る中、世界各国・地域で多様な産業分野に活動基盤を持つ商

社の業界団体として、日本貿易会の活動も一層重みを増して

きています。

日本貿易会の概要

日本貿易会

名称 一般社団法人 日本貿易会
Japan Foreign Trade Council, Inc.

目的（定款第3条） わが国の貿易及び貿易業界の健全な発展を図り、もってわが国経済の繁栄と国際経済社会の発展に寄与すること

設立日 1947（昭和22）年6月25日（設立認可）

一般社団法人移行 2012（平成24）年4月1日

代表理事 会長 中村邦晴　　専務理事 河津 司

理事 34名（うち会長1名、副会長6名、常任理事11名、専務理事1名、常務理事1名、ほか14名）

監事 2名

会員数 正会員　　  91（法人42、団体20、個人29）
賛助会員　  85（法人56、団体29）
計　　　　176（2019年3月31日現在）

20181947



一般社団法人 日本貿易会
〒105-6106 東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル6F
TEL│03-3435-5952
URL│http://www.jftc.or.jp
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