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日本貿易会とは
日本貿易会は、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を目的に設立されました。
　このために、業界が直面する重要課題に関する業界内の意見を取りまとめ、

政府および関係機関に対し迅速かつ柔軟に解決に向けた働きかけを行っています。
同時に、商社活動に必要な情報を収集し会員に提供するとともに、
業界における会員相互の情報共有や意見交換の促進に貢献します。
また、会員商社に対し「商社行動基準」の遵守を呼びかけて

社会からの信頼確立に努め、貿易商社の機能や活動に対する理解の浸透を図っています。
このほか、企業出身シニアのグローバルなスキルを活かした

社会貢献活動も行っています。



toward a prosperous world
Shaping the future

未来をカタチに 豊かな世界へ  
日本貿易会

ご挨拶

日本貿易会  会長  

中村 邦晴

新型コロナウイルスの感染拡大が世界に深刻な打撃を

与えています。経済活動の停滞にとどまらず、移動制

限による人の交流の減少に加え、各国の自国第一主義

や排他的風潮の強まりから、世界の分断が一段と加速

するリスクも指摘されています。

　国家間の溝の深まりや国境を越えた移動の制約が

長期間続くことにより、世界経済の安定を支えてきたグ

ローバリゼーションに変容が生じるとの見方もあります。

保護主義による負の連鎖が貿易・投資の妨げとならぬ

よう、日本が引き続き旗振り役となり、自由で開かれた

国際経済秩序の維持・強化を推進していくことが世界

経済にとって不可欠だと考えます。

他方、コロナとの闘いから世界中でデジタルシフトが一

気に進み、新しいビジネス創出の可能性が高まってい

ます。企業の緊急対応の中で仕事の在り方が変化する

とともに、これまでの生活習慣や常識も根本からの見

直しを迫られています。こうした局面からも、既にコロ

ナ後を見据えた社会変化の萌芽が生まれ、それを支え

るIoT化・デジタル化が加速することにより、今までに
ない新たな価値を生み出す社会への移行が急速に進

んでいくと思われます。
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忘れてはならないのは、今回のパンデミックが国際協

調の重要性を改めて世界に問いかけていることです。

各国の協調により保護主義の加速を抑制し、自由で公

正なルールに基づいた国際秩序を維持していかなけ

ればなりません。世界をつなぎ、持続可能な社会を作

り上げていく上で、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役割は大きく、その社会的

使命はますます重みを増していると感じています。

こうした中で日本貿易会は、今後も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、自由な企業活動のための制度・環境の整備にな

お一層取り組みます。また、コロナの影響により内外の

経営環境が厳しさを増す中で、働き方改革やデジタルト

ランスフォーメーション（DX）の推進をはじめとした会員

企業に共通の課題解決に取り組み、商社業界のビジネ

スモデルをさらに進化させることで、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が目に

見えるカタチで実現されるよう、貢献してまいります。

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。
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2019年度 主な活動

2019

6

2
0
1
9
年
度　

主
な
活
動

3日｜第24回産業構造審議会総会で発言（自由貿易体制
の維持、デジタルデータ流通の安全・知財確保、経済の電子化に
伴う国際課税ルールの構築、社会保障協定・投資協定・インフラ
システム輸出の促進を求める）
14日｜海外子女教育の拡充によるグローバル人材育成に
関する要望＊

14日｜IASB1公開草案「金利指標改革（IFRS2第9号及び
IAS3第39号の修正案）」に対する意見

2019

5
1日｜令和の新時代をむかえるにあたって
16日｜日中社会保障協定の発効日確定について 
27日｜TCFD7提言への賛同表明について

6 29日｜G20大阪サミットと米中首脳会談の結果について 

9 11日｜第4次安倍第2次改造内閣発足について 
26日｜日米貿易交渉合意について

12 4日｜日米貿易協定の国会承認について

3 26日｜東京オリンピック・パラリンピックの開催延期及び
新型コロナウイルス感染症対策について

14日｜IASB公開草案「単一の取引から生じた資産及び負
債に係る繰延税金IAS第12号の修正案」に対する意見
15日｜産業構造審議会安全保障貿易管理小委員会中間
報告に対する意見
20日｜梶山弘志経済産業大臣との懇談会で発言（ルール
ベースの貿易・経済秩序の維持・発展、投資協定の締結促進、デ
ジタル経済への課税範囲の限定、インフラシステムの輸出促進、外
為法改正の市場に対する悪影響の回避を求める）
28日｜IASB公開草案「会計方針の開示（IAS第1号及び
IFRS実務記述書第2号の修正案）」に対する意見

11 12日｜	OECD5「Secretariat Proposal for a “Unified 
Approach” under Pillar One」パブリックコンサルテーショ
ン文書に対するコメント 

12 2日｜OECD「Global Anti-Base Erosion Proposal 
(“GloBE”) - Pillar Two」パブリックコンサルテーション文書
に対するコメント 
27日｜ASBJ6公開草案第66号（企業会計基準第29号の改正
案）「収益認識に関する会計基準（案）」等の公表に対する意見
27日｜ASBJ公開草案第68号 「会計上の見積りの開示に
関する会計基準（案）」に対する意見
27日｜ASBJ公開草案第69号（企業会計基準第24号の改正
案）「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関
する会計基準（案）」に対する意見

2020

1
21・26日｜中国輸出管理法草案（改訂草案）に対する共同
意見書（日欧14団体・日米11団体）

2 28日｜外国為替及び外国貿易法（外為法）の改正に対する
要望＊

3 6日｜OECD「Public consultation document：Review 
of Country-by-Country Reporting（BEPS Action 13）」
パブリックコンサルテーション文書に対するコメント

7 5日｜JICPA4監査基準委員会研究報告「監査報告書に係
るQ&A」の公開草案に対する意見
16日｜投資環境整備意見交換会で発言（投資協定の早期締
結を求める）
19日｜2019年度各省庁に対する規制・制度改革要望（物
流委員会）＊

24日｜「輸出貿易管理令の一部を改正する政令案」に対する意見 
29日｜IFRS財団「デュー・プロセス・ハンドブックの修正
案」に対する意見

8 9日｜第25回産業構造審議会総会で発言（貿易と経済秩序の
維持・発展、経済連携協定の早期実現、WTO改革への日本のさら
なる貢献、デジタル化の進展に備えた共通ルールの整備を求める）

9 12日｜2019年度安全保障貿易管理に関する要望＊

30日｜令和2年度税制改正に関する要望＊

30日｜令和2年度税制改正要望（国際課税連絡協議会）＊

10 9日｜国際基幹航路の寄港拡大に向けた措置に関する要望＊

2019年度は、7本の提言・要望、15本のパブリックコメントを提出しました。 ＊は提言・要望

提言・要望

会長コメント

1
2020 10日｜EU離脱関連法案の英国下院承認について 

16日｜米中貿易協議における第一段階の合意署名について 
2020年新春懇親会　正副会長による立礼
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1日｜駐日オーストラリア大使による会長表敬01

3日｜第15回輸入団体懇談会・第30回貿易団体懇談会
合同懇談会 
8日｜第33回審議員会／「国際ビジネス推進施策」経済
産業省 貿易経済協力局長 石川 正樹氏
9日｜駐日中華人民共和国大使による会長への離任挨拶02

11日｜第21回経営者懇親ゴルフ会 
15日｜第166回理事会
27日｜TCFD提言賛同署名式、コンソーシアム設立総会 
31日｜第95回定時総会 

2 19日｜第365回常任理事会／「日本経済の課題と展望」
自由民主党 税制調査会長 甘利 明氏

3 25日｜第167回理事会

7 24日｜第362回常任理事会／「通商政策の課題と今後の
展望」経済産業省 事務次官 安藤 久佳氏

20日｜梶山経済産業大臣との懇談会04

第364回常任理事会

04

6 4日｜チェコ貿易庁
長官と市場委員会

委員長との面談03

03

18日｜第363回常任理事会／「日本外交の展望と課題」
外務省 事務次官 秋葉 剛男氏9

11

9日｜第25回経営者懇談会05

11日｜商社シンポジウム201912

7日｜2020年新春懇親会06

会員および梶山経済産業大臣はじめ政官財界から約800名が出席

2020

1

02

1 International Accounting Standards Board（国際会計基準審議会）
2 International Financial Reporting Standards（国際財務報告基準）
3 International Accounting Standards（国際会計基準）
4 Japanese Institute of Certified Public Accountants（日本公認会計士協会）

5  Organisation for Economic Co-operation and Development（経済協力開発機構）
6 Accounting Standards Board of Japan（企業会計基準委員会）
7  Task Force on Climate-related Financial Disclosures（気候関連財務情報開示タ
スクフォース）

01

06

主要会合・内外要人との交流等

05
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事
業

主要事業 01 提言・要望活動

提
言
・
要
望
活
動

01

日本貿易会は、自由貿易体制の維持・発展と、貿易商社の持続可能な成長を促す自由な企業活動のための制度・
環境の整備に向けて積極的に取り組んでいます。貿易業界と商社が直面する重要課題について意見を取りまとめ、政
府および関係機関に対して提言・要望を提出するほか、OECDなど国際機関への意見発信も行っています。

自由貿易のさらなる発展を目指す

　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

関である経済協力開発機構（OECD）に対し意見発信を行っていま

す。2019年度は3本のコメントを提出しました。そのほか、物流委員

会による「国際基幹航路の寄港拡大に向けた措置に関する要望」

については、要望通り「とん税・特別とん税※の軽減措置」が実現し

ました。

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

産業構造審議会総会では、ルールベースの貿易と経済秩序を維

持・発展させることの重要性を訴え、交渉中の経済連携協定の早

期実現、WTO改革への日本のさらなる貢献、デジタル化の進展
に備えた共通ルールの整備を政府に求めました。

　2019年度は、日米貿易協定および日米デジタル貿易協定が発
効するなど、貿易・投資環境に大きな進展が見られました。世界の

GDPの約3割を占める日米両国の貿易協定により、TPP11協定お
よび日EU経済連携協定と合わせて世界経済の約6割をカバーす
る自由な経済圏が生まれます。日米がデジタル貿易協定により、世

界において主導的な役割を果たしていくことを改めて表明したの

は大変意義深いことです。

　米中摩擦、英国のEU離脱問題や日米通商問題など世界の不確
実性が増す中、通商政策等における課題とその背景、将来の在り方

を検討するため、当会市場委員会にワーキンググループを立ち上げ、

通商・産業・社会の構造における外部環境の変化と課題、商社の役

割といった角度から論点を整理しました。今後、当会の見解を発信し

ていくべく準備を進めています。

日本貿易会では、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（2020年3月末現在25団体）を結成し、連名で要望を提出

しています。「令和２年度税制改正」に向けて提出した120項目の
要望の中で、当業界にとって特に重要なものは次の3項目です。

01│連結納税制度
効率的なグループ経営を推進し、企業グループ間の
課税の中立性・公平性が担保され、国際競争力の発
揮に資する改正となるよう「グループ調整計算」「欠損
金関連」「現行制度見直しに伴う新制度移行に関する
要望」「加入・離脱関連」「連結納税における二重課
税・二重控除関連」「時価評価課税」を要望

02│外国子会社合算税制（CFC税制）

外国関係会社を本邦外国子会社合算税制に
当てはめる際の基準を明確にするため、「受動
的所得の範囲の適正化」「合算所得の範囲の
適正化」「CFC税制の単年度主義の是正」「二
重課税の排除」「合算対象となる外国関連会
社の範囲の適正化」などを要望

03│ 電子経済課税を巡る 
新たなルール形成

電子経済課税の対象が拡大さ
れる場合に事務手続きの複雑さ
や二重課税の問題が回避される
よう、慎重な制度設計をOECD
や政府に要望

包括的・先進的な貿易・投資ルールの構築―日米貿易協定・日米デジタル貿易協定発効

税制の適正化に貢献―令和2年度税制改正要望

Governm
ent Relations

日米貿易協定締結に合意した安倍晋三首相とドナルド・トランプ米大統領　写真：AFP/アフロ

※とん税・特別とん税：外国貿易船の開港への入港に対して課される租税
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商社の物流業務の効率化に向けた要望活動

商社の安全保障貿易管理に関する要望活動

投資環境の整備に寄与―外為法改正に対する要望

日本貿易会では、海外の児童・生徒の教育環境拡充がグローバル

人材育成に大いに役立つことから、その実現に向けて繰り返し要

望を行っています。2019年度は2009年度から引き続き、日本在外
企業協会および海外子女教育振興財団とともに ❶海外日本人学

校への政府派遣教員の増員 ❷派遣教員の質と教育カリキュラムの
向上 ❸海外子女の就学前教育支援 ❹安全対策のさらなる拡充の
要望を、自由民主党海外子女教育推進議員連盟、外務省および文

部科学省に提出しました。

日本貿易会では、海外駐在員の社会保険料が本邦との二重払い

となるのを防ぐため、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。2019年度は、9月1日に日本貿易会
が2011年より8年にわたって要望してきた日中社会保障協定が発
効し、年間約550億円の保険料負担が軽減されることとなりました。
加えて、7月1日にスロバキアとの協定が発効、9月23日にはフィン
ランドとの協定が署名され、締結国（署名済み含む）は23カ国となり

ました。各国との協定締結を受け、会員を対象に5月23日に「日ス
ロバキア社会保障協定に関する実務説明会」、6～7月には東京・
名古屋・大阪・福岡の4都市で各地方経済団体等との共催による
「日中社会保障協定に関する実務説明会」を実施しました。

　すでに二重払いが発生しているベトナム、メキシコ、タイをはじめ、

海外駐在員が多く、影響の大きな国から協定の早期締結を目指し、

さらに働きかけを続けていきます。

日本貿易会では、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。2019年度は、2019年度要望（52項目）および過年度要望（17項目）のうち、

計20項目について状況改善あるいは懸念点の解決等を実現しました。
　政府が主導する港湾の電子化（サイバーポート）の実現に向けた官民会合において、荷主

（輸出入者）である商社の立場から、「港湾関連データ連携基盤」の整備に際し既存の通関

システムとの連携などを求める意見を述べました。また、日本機械輸出組合など他団体と

連携し、政府および東京都に対し、2020年東京オリンピック・パラリンピック大会期間中
（2021年7月に延期）の輸送対策に関する早期の情報提供を求め、意見交換を行いました。

社会保険料の二重払い解消―日中社会保障協定発効

グローバル人材育成に関する要望

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、2019年度は4項目の改善要望を政府に提出しました。
　7月1日の経済産業省による韓国の輸出管理カテゴリーを見直
す政令案の公表をうけ、7月24日に「『輸出貿易管理令の一部を
改正する政令案』に対する意見」を提出し、輸出管理を適切に遂

行するための情報開示を求めました。

　中国政府より公表された「中国輸出管理法草案（改訂草案）」に

対し、国際標準的な制度構築および対抗・報復的制度運用の回

避を求めたCISTEC（安全保障貿易情報センター）において取りまとめ
た意見書に、2020年1月21日に日欧14産業団体、1月26日に日
米11産業団体と連名の上、中国政府宛て共同意見書を提出しま
した。

2019年11月22日、投資の一層の促進および国の安全等を損な
う恐れのある投資への適切な対応を目的として、外国為替およ

び外国貿易法（外為法）改正案が参議院を通過、成立し、施行に向

けて政省令が策定されています。

　本改正案で検討されている規制対象となる対内直接投資の範

囲拡大、届出免除制度の見直しや対象企業のリスト化等に対し、

日本の産業界から管理コストの負担増のほか株価への影響等が

懸念されています。こうした状況を踏まえ、商社業界としての意見

書「外国為替及び外国貿易法（外為法）の改正に対する要望」を取

りまとめ、2020年2月28日に財務省に提出しました。

青海コンテナふ頭　©東京都港湾局
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会員商社の情報ハブとして
日本貿易会では、内外政府の方針・政策や経済・産業動向の分析など、商社活動に必要な情報を収集し、会員に
提供しています。当会の常設委員会、研究会や連絡会には現在300名以上の会員商社の専門的な知見を持ったメン
バーが所属し、会員相互の情報共有を図りながら活発に活動しています。

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懇談会を、政府関係者と

定期的に行っています。2019年度は11月20日に梶山経済
産業大臣との懇談会を開催し、下記5項目を要望したほか意
見交換を行いました。

1｜ルールベースの貿易・経済秩序の維持・発展
2｜投資協定の締結促進
3｜デジタル経済への課税範囲の限定
4｜インフラシステムの輸出促進
5｜外為法改正の市場に対する悪影響の回避

委員会活動
分野別18の委員会等では、業界の最新課題を取り上げた
有識者を招いての説明会やグループ・ディスカッション、関

連施設の視察などを通して、委員間の情報共有や意見交換

が行われています。こうした活動から作成された提言・要望

をもって政府・関係機関に働きかけて課題解決へとつなげ

るとともに、業界全体のスキルや意識の向上を図っています。

2019年度は、11月の委員長連絡会において、中村会長とと
もにさらなる活動の活性化に向けた方策を検討しました。

「2020年度わが国貿易収支、経常収支の見通し」発表　
1974年の開始以来65回目となる貿易見通しを12月2日に
発表しました。2020年度は「輸出が緩やかに持ち直し 貿
易収支は改善、経常黒字は20兆円回復」と見込んでいます。
本資料は関税収入の予測など、財務省の予算編成の参考に

も活用されています。 ▼  P.19 参照

『日本貿易の現状』『商社ハンドブック』発行
前年の通関統計の動向・特徴をまとめた『日本貿易の現状』

および商社の役割について紹介する『商社ハンドブック』の

2020年度版を発行しました。

定例講演会の開催
最新の国際情勢からAI･IoTなどの新技術まで、幅広いテー
マで講演会を月２回開催しています。一部講演会の動画は

会員限定で公開しています。

貿易に関する手引書の作成
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（英語版）
●  「安全保障貿易管理用語集」（第2版）

日本貿易の現状 2020 
（Foreign Trade 2020） 
発行｜2020年3月31日 
言語｜和英併記 
ISBN｜978-4-931574-30-4
定価｜500円＋税

商社～グローバルな価値創造に向けて～
（商社ハンドブック2020）
発行｜2020年3月31日 
言語｜和文 
ISBN｜978-4-931574-31-1
定価｜500円＋税
※英文版あり 

情報提供

調査研究

主要事業 情報収集・提供、
会員相互の情報共有02
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主要事業 「人材力」の強化支援に
向けた取り組み03

下嶋 政幸氏（兼松 会長） 加留部 淳氏（豊田通商 会長）

日本貿易会は、グローバル社会に貢献できる人材の育成、多様な人材の能力を引き出すダイバーシティ&インクルージョ
ン社会の実現に向けて、多様な働き方の選択を可能とする働き方改革の推進を支援するとともに、会員企業の人材
育成に資する研修事業を行っています。2019年度は「グローバル人材育成に関する要望」 ▼  P.7参照 を政府に提出した
ほか、さまざまな会員研修を実施しました。

ダイバーシティ推進セミナー
●  「個人も組織も成長するダイバーシティ

経営」
●  「海外駐在経験のある商社ウーマンによ

るパネルディスカッション｣

ダイバーシティ推進コミッティ
●  「人事から世界を変える ─WAAが変
える日本の働き方」
●  「テクノロジー時代のリーダー育成と組織

開発に必要なこと」

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た施策を推

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。2019年度は以下のセミナーを開催しました。

第11回ダイバーシティ推進セミナー

商社の人材育成を支える

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在り方

をテーマに、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

見交換がなされました。2019年度は、新たに講師との対話
形式を取り入れた受講者参加型講義を導入し、よりインタラ

クティブな講演に参加者からの好評を博しました。

● 商社新人研修（2019.4.4･5、4.9･10）　
● 海外赴任前研修（2019.5.21・7.3・9.4・11.20、2020.1.22）

● 安全保障貿易管理実務者研修（初級編2019.6.14、中級編2020.2.6）

2019.7.10 2019.11.6

働き方改革、ダイバーシティ＆インクルージョン社会へ

貿易会経営塾「商社社長経験者が語るリーダーシップ論」

その他研修

商社新人研修　

講師
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日本貿易会では、日本独特の事業モデルとされる商社の役割や機能を広く社会に周知するとともに、当会活動の認
知度向上を図るための広報活動を展開しています。2019年度は「モビリティ革命」に果たす商社の役割をテーマとした
「商社シンポジウム」の開催をはじめ、ジュニア世代向け広報活動「日本貿易会きっずプロジェクト」の活動拡充を行い
ました。

商社活動への理解浸透を図る

主要事業 広報活動04

100年に一度の自動車産業の大変革とされる「モビリティ革命」に果たす商社の
役割をテーマに、シンポジウムを開催しました。本分野の第一人者の基調講演に

加え、自治体、金融、鉄道と多岐にわたる業種から迎えたスピーカーにより、各業

界の取り組みの説明のほか商社に対する期待や課題も語られました。

　パネルディスカッションでは、モビリティ革命における商社の最新の取り組み

事例や役割等について話し合われました。シンポジウムの内容は『週刊東洋経済』

「東洋経済オンライン」に掲載されたほか、動画公開も行っています。

中村会長開会挨拶（抜粋）
近年のモビリティ革命のインパクトは、質量とも

に圧倒的です。モビリティサービスの進化と向上

は、高齢化社会を支え、地方経済を活性化し、温

暖化対策にも貢献します。モビリティ革命を通し

て、日本の自動車産業が発展することは、日本

経済の未来に不可欠です。当会のキャッチフレー

ズ「未来をカタチに 豊かな世界へ 日本貿易会」
を体現できるモビリティ革命推進に、商社業界も

尽力していかなくてはなりません。

モビリティから始める創造生産性革命 ローランド・ベルガー 長島 聡氏

SDGsの目指す社会とモビリティ革命 神奈川県理事 山口 健太郎氏

SOMPOの新規モビリティ事業創造について  

 損害保険ジャパン日本興亜　中村 愼一氏

JR東日本におけるモビリティ変革への取組 東日本旅客鉄道 中川 剛志氏

若手・中堅の商社パーソンが語る「モビリティ革命の進行と商社の役割」

パネリスト｜ 兼松 延川 裕樹氏 ／ 住友商事 近藤 良太氏  

豊田通商 永久保 太一氏 ／ 丸紅 片岡 康弘氏

ファシリテーター｜テレビ東京 キャスター 佐々木 明子氏　

商社シンポジウム2019「モビリティ革命の進行と商社の役割」
於）有楽町朝日ホール（2019.12.11）　

講演

パネルディスカッション
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未来を担う子どもたちに向けて、貿易の必要性や仕組み、それに関わ

る商社の役割などについて理解を促進すべく広報活動を行っています。

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｜ 6月号「アフリカビジネス」10月号「WTO改革」   

12月号「海外安全対策」3月号「『育てる』水産」など
●  英文機関紙『JFTC News』年2回発行
●  日本貿易会ウェブサイト

    2019年度は、調査・研究資料と安全保障貿易管理のコーナーをリニューアル
したほか、月報オンラインに提言・要望のカテゴリーを追加しました。

メディア対応
●  会長定例記者会見（2019.5・7・9・11、2020.2）

広告
●  日本経済新聞（2019.6.18朝刊掲載）「企業進出のインフラ提供　アジア
経済の発展支える商社」

●  日経産業新聞（2019.9.25掲載）「グローバルなビジネス経験を社会貢献
に活かすABIC　設立20周年に向けて」

●  日本経済新聞（2020.3.27朝刊掲載）「シニア人材の活用で、人手不足の
解消、地域経済の活性化を後押し」 ▼  P.14 参照

日本貿易会ウェブサイト
2019年 PV数TOP３記事

1｜日本貿易会月報「海外事情」
2｜JFTCきっずサイト

3｜調査・研究資料「貿易見通し」

JFTCきっずサイト
ウェブサイト上で、子ども向けコンテンツを提供しています。日本の貿易、

商社の歴史・機能の説明等は、小中学校における調べ学習に好評です。

2019年度は、TPP11（CPTPP）など経済連携に関する説明を改訂・拡

充しました。

小学生向け夏休みイベント
横浜貿易協会主催「夏休みこども貿易教室」および朝日新聞社〈おし

ごとはくぶつかん〉と新宿高島屋共催の「夏休み自由研究！おしごとの

不思議発見隊！！」にて、貿易に関する講義やブース出展を行いました。

その他
『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、
計246校へ寄贈
監修本『日本の貿易』を海外日本人学校69校へ寄贈
教員民間企業研修受け入れ（2019.7.29～31、経済広報センター主催プログラム
に協賛）

「夏休みこども貿易教室」

次世代向けPR「日本貿易会きっずプロジェクト」

情報発信

11



主要事業 持続可能な社会の
実現に向けた活動05

日本貿易会では、持続可能な社会の実現に向けて商社にどのような貢献ができるのか、さまざまな角度から検討を
行っています。2019年度は「気候変動対策長期ビジョン」を策定したほか、特別研究会「SDGsの達成に向けた商社
の取り組み」を立ち上げました。また、企業出身シニアのビジネススキルを活かし、地域創生支援活動などの社会貢献
活動にも注力しています。

世界のために商社ができること

地球環境問題解決に向けた取り組み

気候変動対策長期ビジョン
近年の気候変動は、想定を超える規模と頻度で世界に甚

大な被害をもたらしています。日本政府はパリ協定に基づき

「脱炭素社会」の実現を長期戦略として掲げ、 2050年まで
に二酸化炭素排出量を8割減らすことを目標としています。
　日本貿易会では、これまでの低炭素社会の構築に向けた

取り組みに加え、新たにカーボンニュートラルな社会を目指

し、2050年を展望した「気候変動対策長期ビジョン」を3月
に決定・公表しました。 ▼  P.19 参照

その他活動
●   年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF8）との意見交換
会（2019.5.15）

  ESG投資に関わる格付けの在り方などにつき、世界最大の機関投
資家であるGPIFとCSR研究会メンバーの意見交換を行いました。

●  気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）提言賛同表明
  TCFD提言に賛同表明を行い、TCFDコンソーシアムに加入しまし
た。気候変動関連の情報開示についての普及・啓発活動を強化し、
持続可能な社会の実現に貢献することを改めて確認しました。

●  環境セミナー（2019.6.20）

  「ESG経営の最新動向～環境の話題を中心に」
  『日経ESG』副編集長　馬場 未希氏
  企業経営とESGに焦点を当て、環境問題を中心にTCFDの動向も
含めた説明がありました。

●  2019年度低炭素社会実行計画フォローアップ調査・報告
  2020年度と2030年度を目標とする商社業界の温暖化ガス排出
削減計画につき、2018年度の実績を確認し、日本経済団体連合
会および経済産業省に報告しました。

8  Government Pension Investment Fund

TCFDコンソーシアム設立総会

商社環境月間　環境セミナー
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社会課題のグローバル化・ボーダレス化

複合的アプローチ

パートナーシップ

イノベーション

全体を俯瞰したアプローチ

目標ベースのガバナンス（バックキャスティング）

SDGsの特質（目標達成に求められる視点） 商社の強み

グローバルな課題をいち早くキャッチし、
国を越えて対応する力（グローバルネットワーク）

多様な機能・サービスによるビジネス創出力（引き出しの多さ）

地域や分野に精通したパートナーを活かすオーガナイザー機能（総合力）

新規ビジネスを開拓する目利き力、
さまざまな課題に対するソリューション提供力（変化への対応力）

バリューチェーンの各段階に関与（川上から川下まで幅広い領域で活動）

次世代を見据えた未来志向のビジネス展開（時代を先取りする力）

世界的なSDGs達成の取り組み促進に商社がどのように貢
献できるのか分析するため、日本貿易会は2019年5月に特
別研究会を立ち上げました。会員商社19社でSDGsと商社
の活動との親和性を整理し、各社の活動事例の共有のほか、

社内への理解浸透や対外的な情報開示の在り方について

検討を行いました。

　「SDGsが提唱する17のゴールは、商社の幅広いビジネ
ス領域とも親和性が高いと考えられることから、SDGsの特
質と商社が持つ強みを整理し（下表参照）、SDGs達成に向け
た商社業界のポテンシャルの高さを具体的な事例紹介を通

じて検証することを試みました。

　事業分野が多岐にわたり、ビジネス手法も複雑で分かり

にくいといわれる商社業界ですが、SDGsという観点から商

社の活動および商社が目指す未来像を理解いただく一助と

なれば幸いです」（座長・大野茂樹）。

　2020年度に、研究成果をまとめた報告書の発行を予定し
ています。

参加会員企業19社　伊藤忠商事／稲畑産業／兼松／興和/JFE商事／住友商事／双日／蝶理／帝人フロンティア／東京貿易ホールディングス／豊田通商／
長瀬産業／日鉄物産／阪和興業／日立ハイテク／丸紅／三井物産／三菱商事／森村商事※　※オブザーバー

SDGsの達成に向けた商社業界への期待
SDGsが世の中に広く認知されるようになった現在。2020年からの10年は「行動の10年」といわれ
ています。世界は、ヒト、モノ、サービス等の質や動きを変えながら、持続可能な成長に向けて大きく

舵を切る10年になるでしょう。その中で、ビジネスが果たす役割の大きさは計り知れません。
　製品は目の前にある完成品が全てではなく、その製品がどこから来てどこへ行くのか、サプライ

チェーン全体でのサステナビリティ・マネジメントが求められます。その際の労働力は誰によるものか、

生産過程において人権は守られているのか、ということも問われてくるでしょう。

　あらゆる産業分野にわたってグローバルに活動している商社のビジネスには、こうした包括的な視

点で物事を捉えるSDGsと深い親和性を感じます。他の業界をけん引するようなコンセプトを打ち出
すことを期待しながら研究活動を続けています。

特別研究会主査

慶應義塾大学大学院 　政策・メディア研究科教授　蟹江 憲史
『SDGsと商社』2020年発行予定

特別研究会「SDGsの達成に向けた商社の取り組み」

SDGsが持つ特質と商社の強みとの親和性

S
D
Gs
と
商
社

SDGs
SDGsの達成に向けた
商社の取り組み

著
一般社団法人日本貿易会
「SDGsの達成に向けた
商社の取り組み」特別研究会

監修

蟹江憲史
慶應義塾大学大学院
政策・メディア研究科 教授

寺田好秀
慶應義塾大学大学院
政策・メディア研究科 特任助教

求龍堂

と商社

Sustainable
Development 
Goals
& Trading 
Company
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日本貿易会は2000年に、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活かすため

のプラットフォームとして、国際社会貢献センター（ABIC9）を立

ち上げ、社会貢献活動を委託してきました。ABICには現在約
3,000名の活動会員が登録し、政府機関、地方自治体、中小
企業、大学等教育機関や留学生支援組織等からのさまざま

なニーズに対して人材支援を行っています。2020年4月に
は、創設来20年間の軌跡をまとめた記念誌が発刊されます。
　また、2020年3月27日付日本経済新聞紙面において、中
村会長は日本商工会議所の三村明夫会頭と地域経済の活

性化をテーマに特別対談を行いました。商社のSDGsへの

取り組みやシニア世代のスキルを活用したABICの地方創生
支援活動などを紹介したのに対し、三村会頭から「日本貿易

会のシニア人材供給の取り組みは、私益と公益を両立させ

る優れたプロジェクトである」と評価されました。

活動概要
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
一般人材紹介など

石川県「セールスレップ」任命式（自治体支援）

JICA専門家（タンザニア産業開発アドバイザー）

ABIC 20周年記念誌

ABICを通じた社会貢献活動

9  Action for a Better International Community

14

持
続
可
能
な
社
会
の
実
現
に
向
け
た
活
動

05

Public Relations

主
要
事
業



改革パッケージ2020＋
日本貿易会中期行動計画の改訂と事務局運営理念の策定

2021年、霞が関移転に向けて 新たなステージへの進化

日本貿易会のミッション※1

業界の課題を解決し、会員の価値創造に寄与することで、豊かな世界の実現に貢献します。

1｜情勢認識
外部環境の変化（世界の変化・潮流）
●  VUCA※2時代、既存の国際秩序・産業構造・価値観
が変化

商社業界への影響
●  既存事業の見直し、イノベーション、新たな価値創造

2｜中期的に達成すべき課題・施策
機能強化
●  提言力強化、会員サービス拡充、広報、社会貢献

事務局運営強化
●  人材の育成・拡充
●  業務効率化（情報化・電子化、オフィス・働き方改革）
●  ガバナンス強化（組織ガバナンス、内部統制・コンプライアンス）

※1　会の設立目的（定款第3条）を会のミッションとして認識したもの　※2　VUCA： Volatility（変動性）、Uncertainty（不確実性）、Complexity（複雑性）、Ambiguity（曖昧性）

1｜事務局のミッション
会のミッションを確実に遂行するために、会務を円滑に
推進します。

2｜事務局としてのありたい姿
豊かな発想と行動で「会員でよかった」「さすがは日本貿
易会」と認められる組織を目指します。

3｜事務局行動指針
❶ 社会規範に沿った責任ある行動をとり、会員ニーズに
真摯に応えます。

❷ スピード感をもって決断し、失敗を恐れずに行動します。
❸現状に満足することなく、より良いものを目指します。
❹一人一人が何をすべきか、自ら考え、提案します。
❺ 丁寧なコミュニケーションの実践と、周りとの積極的な
関わりで、新たな知恵につなげます。

改革パッケージ2020＋

日本貿易会事務局 運営理念中期行動計画2022

主要事業

商社業界を取り巻く経済・社会情勢が大きく変化する中、日

本貿易会も新たなステージへの進化が求められています。

　こうした状況下、日本貿易会の持続的な成長と進化の拠

り所とするために「改革パッケージ2020＋」を策定しました。

新三カ年計画「中期行動計画2022」と「事務局運営理念」
からなるものです。事務局運営理念の共有と浸透を図り、中

期行動計画の着実な遂行を目指します。

日本貿易会は、1970年より拠点としていた世界貿易センタービルを離れ、霞が関
コモンゲート西館へと50年ぶりの移転を決めました。
　これを日本貿易会の新たなステージへの進化の好機と捉え、新オフィスに会員

が自由に利用できる「交流スペース（仮称）」を導入します。ここで交わされる会員

相互あるいは事務局員とのコミュニケーションが、会員商社の抱える課題の解決

へとつながることを期待しています。

　同時に、従来の委員会活動の運営においても、より緊密な情報共有・意見交換

を図るべく新たな工夫を凝らしていきたいと考えています。対話形式やグループ

ディスカッションなどを積極的に取り入れ、新しい形の講演会やセミナーも企画し

ていきます。

　これからの日本貿易会にぜひご期待ください。

日本貿易会 専務理事　河津 司
右上│霞が関コモンゲート西館　下│新オフィスイメージ
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役員

法人正会員

役員／法人正会員（2020年3月31日現在）

会長

中村 邦晴 住友商事会長

副会長
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 柿木 真澄 丸紅社長

常任理事
朝倉 研二 長瀬産業社長執行役員 稲畑 勝太郎 稲畑産業社長執行役員 織田 直祐 JFE商事社長

佐伯 康光 日鉄物産社長 先濵 一夫 蝶理社長執行役員 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 岩谷産業会長兼CEO

宮﨑 正啓 日立ハイテク執行役社長 三輪 芳弘 興和社長

理事
赤津 光一郎 日本機械輸出組合専務理事 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 小林 文彦 伊藤忠商事専務執行役員CAO

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執行役員

兵頭 誠之 住友商事社長執行役員 藤井 晋介 三井物産副社長執行役員 松村 之彦 丸紅副社長執行役員

柳瀬 英喜 豊田通商副社長

専務理事 常務理事
河津 司 岩城 宏斗司

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

正会員法人 42社（＊は常任理事会メンバー）
伊藤忠商事＊ 伊藤忠丸紅鉄鋼 稲畑産業＊ 岩谷産業＊ 岡谷鋼機 兼松＊

極東貿易 興和＊ CBC＊ JALUX JFE商事＊ 神栄

神鋼商事 スマイル 住友商事＊ 西華産業 全日空商事 双日＊

茶谷産業 蝶理＊ 帝人フロンティア 東京貿易ホールディングス 東商アソシエート 東邦物産

豊田通商＊ 長瀬産業＊ 長田通商 西田通商 日鉄物産＊ 野澤組

野村貿易 阪和興業＊ 日立ハイテク＊ ホンダトレーディング 丸紅＊ 三井物産＊

三菱商事＊ 明和産業 メタルワン 森村商事 八木通商 ユアサ商事

正会員団体 20団体
大阪貿易協会 京都貿易協会 神戸貿易協会 全国中小貿易業連盟 日本化学品輸出入協会 日本紙類輸入組合

日本機械輸出組合 日本工作機械輸入協会 日本自動車輸入組合 日本繊維輸出組合 日本繊維輸入組合 日本船舶輸出組合

日本鉄道システム輸出組合 日本時計輸入協会 日本バナナ輸入組合 日本輸入化粧品協会 日本洋酒輸入協会 日本羊腸輸入組合

福岡貿易会 横浜貿易協会

16

役
員
／
法
人
正
会
員



 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（2020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）
〔総務専門委員会・幹事会〕 浦島 宣哉 伊藤忠商事

広報委員会（18）
〔商社シンポジウムタスクフォース／月報・ＨＰタスクフォース／海外広報タスクフォース〕 平野 竜一郎 住友商事

法務委員会（23） 有泉 浩一 丸紅

地球環境委員会（21） 田部 義仁 伊藤忠商事

財務委員会（20）
〔外為ワーキンググループ〕 小倉 泰彦 丸紅

経理委員会（22）
〔会計コミッティ／税務コミッティ／国際税務ワーキンググループ〕 重田 哲也 三井物産 

物流委員会（22）
〔物流委員会ワーキンググループ／NACCSタスクフォース〕 齊藤 晃 伊藤忠商事

市場委員会（21）
〔市場委員会ワーキンググループ〕 秋山 守 豊田通商

貿易動向調査委員会（14）
〔貿易見通し作成専門委員会〕 石川 誠 伊藤忠商事

安全保障貿易管理委員会（27）
〔安全保障貿易管理検討ワーキンググループ〕 山口 英一 住友商事

貿易保険委員会（17） 池田 聖 丸紅

経済協力委員会（12） 河村 肇 丸紅

人事委員会（23）
〔ダイバーシティ推進コミッティ／海外安全対策ワーキンググループ／   
商社研修事業ワーキンググループ〕

大川 久志 豊田通商

情報システム委員会（25）
〔新IT機能検討ワーキンググループ／日本貿易会ISAC実務部会・技術部会〕 安藤 啓吾 三菱商事 

社会貢献･ABIC委員会（16） ラガウスキー マイケル 三菱商事 
CSR研究会＊（10） 中原 慶子 双日

内部統制連絡会（27） 吉田 安宏 住友商事

特別研究会（19） 大野 茂樹 住友商事

運営委員会（7） 丸岡 則之 住友商事

＊ 2020年度よりサステナビリティ・CSR研究会に名称変更
※（　）内は参加会員企業数

［人員数］　役員2名　職員25名

専務理事

常務理事

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

2019年度の日本貿易会の経常収益は6億28百万円でした。経常費用は5億62百万円であり、内訳
は事業費3億93百万円、管理費1億69百万円となっています。これに資産評価損益等を加味した当
期経常増減額は66百万円となりました。

 正味財産増減計算書について

 要約貸借対照表（2020年3月31日現在）

（単位│百万円）

科目 2019年度 2018年度 増減

Ⅰ 資産の部
01│流動資産

　 　 　 　 ▲  

流動資産合計 166 184 △18

02│固定資産
　　  ① 特定資産 1,366 1,126 240

　　  ② その他固定資産 151 96 55

　 　 　 　 ▲  

固定資産合計 1,517 1,222 295

　 　 　 　 ▲  

資産合計 1,683 1,406 277

Ⅱ 負債の部
01│流動負債

　 　 　 　 ▲  

流動負債合計 61 50 11

02│固定負債

　 　 　 　 ▲  

固定負債合計 150 158 △9

　 　 　 　 ▲  

負債合計 210 208 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 635 360 275

　　    （うち特定資産への充当額） （390） （146） （244）
　 　 　 　 ▲  

正味財産合計 1,473 1,198 275
　 　 　 　 ▲  

負債及び正味財産合計 1,683 1,406 277

※百万円未満を四捨五入のうえ表記
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2019年度｜輸出は、世界経済の減速、とりわけ米中貿易摩擦などによる先行き不透明
感の高まりから、製造業を中心に設備投資が抑制され、76.7兆円（前年度比5.0％減）と３

年ぶりの減少へ。輸入も、素材製品の数量増勢の弱まりや原油価格の下落による鉱物

性燃料の減少から、79.7兆円（前年度比3.2％減）と３年ぶりの減少へ。通関貿易収支は、

輸出の減少が輸入の減少を上回ることで2018年度より赤字が拡大し、▲3.0兆円を見
込んでいます。また、これを受けて経常収支は18兆6,030億円となる見込みです。
2020年度｜2020年の世界経済は、一部新興国の復調によってやや持ち直すものの、
日本の二大貿易相手国である米国や中国では減速が続くと思われます。こうした中で

輸出は、ITサイクルの下降に歯止めがかかることや、日本製の高付加価値品に対する
需要の高まりから、機械類（一般機械・電気機器・輸送用機器など）が増加に転じ、79.0兆円
（同3.1％増）の増加へ。また輸入も、東京五輪や５Gサービス開始によってAV機器や通信
機などの需要が喚起され、80.4兆円（同0.9％増）の増加へ。通関貿易収支は、輸出の伸

びが輸入の伸びを上回ることで2019年度よりも赤字が縮小し、▲1.4兆円となる見通
しです（3年連続の赤字）。これを受けて経常収支は3年ぶりに20兆円台を回復し、20兆
6,080億円になる見通しです。

近年、気候変動の影響はこれまでの常識では想定し得ない規模や頻度で各地に甚大

な被害を及ぼしています。今後もその傾向は年々拡大することが予測されます。こうし

た変化に対しては、20世紀型の社会システムでは対応できなくなることが想定され、官
民それぞれの主体的な取り組みや適応策の実施が緊急課題となっています。

　2019年6月、わが国政府はパリ協定を受けた長期戦略を閣議決定し、2050年の長
期目標とともに最終到達点として「脱炭素社会」を掲げました。経済界においても、日

本経団連が従来からの2030年の中期温暖化対策の先にある2050年を眺望した長期
ビジョンの策定を会員に呼び掛け、気候変動対策の加速化を図っています。

　民間企業においても、SDGs（持続可能な開発目標）の達成を念頭に置いた事業活動が
求められ、さらにはESG（環境・社会・ガバナンス）投資が拡大する中、TCFD（気候関連財務
情報開示タスクフォース）提言に沿った情報開示やSBT（科学と整合した目標設定）に取り組む
企業が急増しています。このことは、脱炭素社会を目指した事業活動に速やかに転換

していけるか否かが、企業価値に直結する時代であることを示しています。日本貿易

会は、2019年5月にTCFD提言への賛同を表明し、会員企業とともに気候変動に関す
るガバナンスの強化や情報開示についての普及・啓発活動をより一層強化することと

しました。会員企業においても、広範多岐に亘る事業分野において気候変動のリスクと

機会を認識し、対応のさらなる拡大・強化に取り組んでいます。

　これまで日本貿易会および会員企業は「商社行動基準」および「商社環境行動基

準」の下で低炭素社会の構築に向けた取り組みを実施してきましたが、新たにカーボン

ニュートラルな社会に向けて2050年を展望した「気候変動対策長期ビジョン」を策定
することとしました。

前提条件

全文は日本貿易会
ウェブサイト参照

2018 2019 2020
世界貿易（暦年） 3.7％ 1.1％ 3.0％
世界経済（暦年・実質） 3.6％ 3.0％ 3.3％
 　米国 2.9％ 2.3％ 2.1％
　 ユーロ圏 1.9％ 1.2％ 1.3％
　 アジア新興国 6.4％ 5.9％ 6.0％
日本経済（年度・実質） 0.7％ 0.7％ 0.6％
為替レート（円/ドル） 111 108 108
原油入着価格（ドル/バレル）   71   65   65

気候変動対策長期ビジョンの策定 2020年3月25日発表

2019年12月2日発表

https://www.jftc.or.jp/research/index2.html

対外公表

2020年度わが国貿易収支、経常収支の見通し

輸出が緩やかに持ち直し 貿易収支は改善、経常黒字は20兆円回復

気候変動対策長期ビジョン

日本貿易会は、カーボンニュートラルな

社会の実現を目指して、他業界・他団体

との連携を有効に活用し、各々の長期ビ

ジョンと協調して、2050年に向けたパリ
協定における長期目標の達成への貢献

を目指します。このビジョンの下、会員企

業は気候変動緩和策・適応策の検討・実

施をビジネス上の重要課題と捉え、新た

なビジネス、ソリューションの創出に努め

ます。

私たちは、時代の変化や多様なニーズに

応じて事業内容を柔軟に進化させてきま

した。全世界をフィールドに、多岐にわた

る産業分野のさまざまなプレーヤーと連

携してビジネスを進めている商社だから

こそ、気候変動というグローバルな課題

の解決に、その機能を存分に発揮して貢

献することが可能であると考えています。
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常任理事会

2019.7.24 通商政策の課題と今後の展望 経済産業省 事務次官 安藤 久佳

2019.9.18 日本外交の展望と課題 外務省 事務次官 秋葉 剛男

2020.2.19 日本経済の課題と展望 自由民主党 税制調査会長 甘利 明

審議員会

2019.4.8 国際ビジネス推進施策 経済産業省 貿易経済協力局長 石川 正樹

総務委員会・総務専門委員会

2019.8.22 Amazonの文化と働き方改革 アマゾンジャパン ディレクター Amazon Business事業本部長 石橋 憲人

2019.11.7 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取組 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  
事務局企画官 

大坪 弘敏

広報委員会

2019.9.20 テレビ、新聞、雑誌、ネットが企業広報に求めること テレビ東京WBS解説キャスター、日経ビジネス編集委員 山川 龍雄

法務委員会

2019.7.5 外商投資法と米中貿易摩擦からみる中国事業の最新法実務
～対中投資、再編・撤退の法実務を中心に

金杜法律事務所 中国弁護士 劉 新宇

地球環境委員会

2019.6.20 ESG経営の最新動向 ～環境の話題を中心に 『日経ESG』 副編集長 馬場 未希

財務委員会

2019.7.18 金利指標改革を巡る国内外の検討状況 日本銀行 金融市場局長 清水 誠一

2019.10.23 ESG金融の具体的事例を交えた国内外の動向 SMBC日興証券 資本市場本部 SDGsファイナンス担当 マネージングディレクター
同 SDGsファイナンス室長 ディレクター

三瓶 匡尚
チヴァース 陽子

ESG投資における評価の視点 格付投資情報センター ESG推進部長 石渡 明

2019.12.17 2020年の内外経済・政策見通し 野村総合研究所 エグゼクティブ・エコノミスト 木内 登英

JBICによる支援の対象となる先進国向け事業の追加
（政令改正）について

国際協力銀行 経営企画部 企画課 課長
同 業務課 調査役

平田 智之
石塚 亮

2020.3.11 「成長投資ファシリティ」の創設・開始について 国際協力銀行 経営企画部 業務課 調査役
同 企画課 調査役

石塚 亮 
外岡 佑介

経理委員会

2019.7.1 最近の国際租税に係る動向について
～令和元年度税制改正（国際租税）及び経済の電子化への対応

経済産業省 貿易経済協力局 投資促進課 仁平 孝明

物流委員会・物流委員会WG・NACCSタスクフォース

2019.5.15 NEDO貿易手続円滑化実証事業の成果と今後について 経済産業省 商務情報政策局 物流企画室 田坂 晃一

2019.5.29 第7次NACCS更改の概要 輸出入・港湾関連情報処理センター システム企画部担当部長 鈴木 崇文

2019.7.1 第7次NACCS「あり方」に関するヒアリング結果概要 輸出入・港湾関連情報処理センター 取締役 德 正芳

2019.7.11 国土交通省の災害物流関係の取組 国土交通省 総合政策局 物流産業適正化推進官 笠嶋 七生

2019.7.17 関税割当ての運用見直し 農林水産省 大臣官房 国際部 国際経済課 本川 秀則

2019.8.30 国際貿易デジタル・プラットフォーム TradeLensのご紹介 日本アイ・ビー・エム ブロックチェーンソリューションズ事業部長 高田 充康

2019.9.18 貿易手続きに関するデータ利活用 経済産業省 商務情報政策局 物流企画室 二宮 翔平

2019.12.5 NACCS貿易管理サブシステムのNACCSへの
完全統合について

輸出入・ 港湾関連情報処理センター システム企画第2課長 田中 耕造

2019.12.16 日米貿易協定の合意内容の概要とその利用について 財務省 関税局 参事官 河西 修

2020.2.19 日米貿易協定の活用について 経済産業省 通商政策局 米州課 牧野 太郎

市場委員会・市場委員会WG

2019.6.13 投資協定及び投資協定仲裁の概要 経済産業省 通商政策局 経済連携交渉官 鈴木 謙次郎

2019.7.12 米国情勢アップデート 2019夏
～「安保リスク・オン」の世界に備えよ

経済産業省 通商政策局 米州課長 浦上 健一朗

年月日 演題 講師所属 講師氏名（敬称略）

講演テーマ一覧
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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）

2019.9.25 デジタル資本主義 日本のチャンスと試練 日本経済研究センター 研究本部 首席研究員
同                                            主任研究員

猿山 純夫
田原 健吾

2019.10.17 サプライチェーンの現状と通商政策が与える影響 慶應義塾大学 経済学部教授 木村 福成

2019.12.3 EPAの経済効果 政策研究大学院大学 政策研究院教授 川﨑 研一

2019.12.16 ポスト2020の日本とビジネス環境の変化について 電通 ソリューション開発センター 主任研究員 澁川 修一

貿易動向調査委員会

2019.5.23 電子情報産業の現状と展望 電子情報技術産業協会 政策渉外部 調査・統計室長 高瀬 智子

2019.6.25 海外自動車産業の現状と展望 現代文化研究所 主席研究員 佐次清 隆之

2019.7.16 2019年5・6月 企業ヒアリング 日鉄総研 チーフエコノミスト 北井 義久

2019.10.2 国際商品市況 ～石油・ガス／ＬＮＧを中心に 日本エネルギー経済研究所 常務理事 首席研究員 小山 堅

安全保障貿易管理委員会

2019.8.28 研究機関における輸出管理 産業技術総合研究所 安全保障輸出管理チーム室 久芳 弘義

2019.12.10 安全保障貿易管理の動向 経済産業省 貿易経済協力局 安全保障貿易管理政策課長 香山 弘文

貿易保険委員会

2019.7.12 日本貿易保険（NEXI）の最近の取組 日本貿易保険 企画室 企画グループ長 秋田 祐一郎

2019.10.25 貿易保険に係る諸政策の動向について 経済産業省 貿易経済協力局 通商金融課 森川 純

経済協力委員会

2019.7.16 政府のインフラシステム輸出拡大に向けた取組 内閣官房 副長官補室 内閣参事官
同

相馬 弘尚
阿部 一郎

人事委員会・商社研修事業WG

2019.5.10 イノベーションを起こす「人と組織」のつくり方 SAPジャパン 人事・人財ソリューションアドバイザリー本部
北アジア統括本部長

南 和気

2019.7.8 HRテクノロジーの最新動向とこれからの人事部門のあるべき姿 慶應義塾大学大学院 経営管理研究科特任教授 岩本 隆

2019.11.13 パナソニック コネクティッドソリューションズ社の
働き方改革の取り組み

パナソニック コネクティッドソリューションズ社 常務 人事・総務担当 　
ダイバーシティ推進担当

大橋 智加

海外安全対策WG

2019.11.5 昨今の海外テロ情勢と外務省の取り組み 外務省領事局邦人テロ対策室長 小野 健

ダイバーシティ推進コミッティ・セミナー

2019.7.29 人事から世界を変える
～WAA（Work from Anywhere & Anytime）が変える日本の働き方

ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス 取締役 人事総務本部長 島田 由香

2019.11.25 テクノロジー時代のリーダー育成と組織開発に必要なこと 働きごこち研究所 代表取締役 ワークスタイルクリエイター 藤野 貴教

2019.12.4 個人も組織も成長するダイバーシティ経営 佐々木常夫マネージメント・リサーチ代表 佐々木 常夫

情報システム委員会

2019.7.4 デジタルトランスフォーメーションを推進するにあたっての
考え方や取り組みについて

リコーITソリューションズ 代表取締役社長 執行役員 石野 普之

2019.10.10 2020をめぐる脅威の状況と対応 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会CISO 坂 明

貿易会ISAC・実務部会

2019.6.21 徹底解説、サイバー空間を巡る脅威 日本電気 サイバーセキュリティ戦略本部 エグゼクティブディレクター 木村 公也

2019.8.16 近隣諸国における情報収集・分析について JPCERT/CC 早期警戒グループ 脅威アナリスト 米澤 詩歩乃

2019.12.20 最近のサイバーセキュリティ関連法制の動向 情報セキュリティ大学院大学 情報セキュリティ研究科教授 湯淺 墾道

2020.2.21 2019年セキュリティトピック JPCERT/CC 早期警戒グループ 脆弱性アナリスト 土居 啓介

貿易会ISAC・技術部会

2019.5.24 セキュリティ担当者として知っておきたいこと JPCERT/CC 早期警戒グループ 情報セキュリティアナリスト 森 淳太郎

2019.7.19 最新の攻撃事例から学ぶ明日から始める防衛策 日本電気 サイバーセキュリティ戦略本部 セキュリティ技術センター 小池 倫太郎

2019.9.20 NEC CSIRTにおけるサイバーセキュリティ対策 日本電気 経営システム本部 深澤 大輔

2020.3.13 2019年度の攻撃状況の総括 日本電気 経営システム本部 谷川 哲司
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法務委員会・内部統制連絡会共催

2019.10.29 グループ・ガバナンス･システムに関する実務指針 森・濱田松本法律事務所 弁護士 澤口 実

在外グループ会社ガバナンスのこれから KPMGコンサルティング パートナー 足立 桂輔

法務委員会・安全保障貿易管理委員会共催

2020.2.12 米国制裁と新興・基盤的技術に対する新たな輸出管理の最新動向 コビントン・バーリング法律事務所 パートナー Peter Flanagan

定例午餐会

2019.4.17 最近の中東情勢 外務省 中東アフリカ局長 岡 浩

2019.7.23 最近のアフリカ情勢とTICAD7 日本貿易振興機構 理事 平野 克己

2019.10.18 ビジネスに不可欠な「早く正しく動く」技術 ヤフー コーポレートエバンジェリスト、ウェイウェイ 代表取締役 伊藤 羊一

2020.1.21 2020年内外経済の展望
～国際政治が無効にする従来型の景気サイクル

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

日本貿易会ゼミナール

2019.4.12 ポスト複合危機の欧州 ～Brexitとその後 北海道大学 公共政策大学院 法学研究科教授 遠藤 乾

2019.5.22 モビリティ2.0
～「スマホ化する自動車」が走るエコシステムで、
日本の新たな輸出商材が誕生する

浜銀総合研究所 調査部 産業調査グループ 主任研究員 深尾 三四郎

2019.5.28 宇宙ビジネスの現状と展望
～どうやって新たな宇宙ビジネスを考えるか

慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科教授 白坂 成功

2019.6.26 海洋プラスチックごみ問題への対応について 経済産業省 産業技術環境局 資源循環経済課長 福地 真美

2019.6.27 商社業界の現状と展望 SMBC日興証券 株式調査部 シニアアナリスト 森本 晃

2019.7.17 令和元年版通商白書の概要 経済産業省 通商政策局 前企画調査室長 太田 三音子

2019.9.13 2019年度下半期の経済展望 岡三証券 チーフエコノミスト 愛宕 伸康

2019.9.19 米中、覇権争いの時代に 日本経済新聞社 コメンテーター 秋田 浩之

2019.10.4 日本の国益 ～米中「新冷戦」の時代に 東京大学大学院 法学政治学研究科教授 小原 雅博

2019.11.19 2020年度商品・為替見通し ～循環的な景気底入れの可能性を模索 マーケット・リスク・アドバイザリー 代表取締役 新村 直弘

2019.11.28 香港の現状と展望 ～中国と東アジアの未来へのヒント 立教大学 法学部政治学科教授 倉田 徹

2019.12.13 準天頂衛星システム利活用の現状と展望
～GPASによる高精度測位補強サービス

グローバル測位サービス 社長付アドバイザー 五百竹 義勝

2019.12.19 すべては「好き嫌い」から始まる 一橋大学大学院 経営管理研究科 国際企業戦略専攻教授 楠木 建

2020.1.23 最近のアジア情勢 外務省 アジア大洋州局長 滝崎 成樹

2020.2.7 緊迫の米イラン関係と日本 共同通信社 特別編集委員 杉田 弘毅

2020.2.20 がんをしぶとく生きる緩和ケア医 愛知県JA 厚生連 海南病院 緩和ケア 医師 大橋 洋平

ITI・日本貿易会共催セミナー

2019.9.6 WTO改革を巡る議論の動向 中央学院大学 教授 中川 淳司

WTO改革の方向と可能性 ～電子商取引ルールを巡る議論 みずほ総合研究所 政策調査部 主席研究員 菅原 淳一

WTO改革の方向と可能性 ～紛争処理 早稲田大学 社会科学部教授 福永 有夏

2019.10.15 第5次エネルギー基本計画と原子力・天然ガス・再生可能エネル
ギー・水素の今後

東京理科大学大学院 経営学研究科教授、
東京大学・一橋大学名誉教授

橘川 武郎

世界のエネルギー将来シナリオからみたエネルギー転換の可能性 東京国際大学 国際関係学部教授 武石 礼司

地球温暖化問題の探究～リスクを見極め、イノベーションで解決する キヤノングローバル戦略研究所 研究主幹 杉山 大志

2019.12.20 主題の問題意識と進行について 聖心女子大学 現代教養学部 交際交流学科教授 古川 純子

トランプ政権の対中政策 上智大学 総合グローバル学部教授 前嶋 和弘

米中新冷戦を克ち抜く中国の「定力」 拓殖大学 国際学部教授 杜 進

米中覇権争いとハイテクイノベーション 武者リサーチ 代表取締役 武者 陵司

年月日 演題 講師所属 講師氏名（敬称略）

※新型コロナウイルス感染防止対策として、2020年2月26日以降、書面決議が可能な会合は書面開催とし、セミナー・講演会等は延期または中止としました。
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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

ています。

日本貿易会の概要

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

会員数 正会員　　  91（法人42、団体20、個人29）
賛助会員　  86（法人55、団体31）
計　　　　177（2020年3月31日現在）

20191947年月日 演題 講師所属 講師氏名（敬称略）

日本貿易会の沿革

日
本
貿
易
会
の
沿
革
・
概
要
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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│https://www.jftc.or.jp
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