日本貿易会とは
日本貿易会は、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。
この目的の達成のため、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掛けを行っています。
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、持続可能な社会の実現に向けた活動に真摯に取り組みながら、
会員商社に対し「商社行動基準」の遵守を呼び掛けて社会からの信頼確立に努め、
商社の機能や活動に対する理解の浸透を図っています。
そのほか、当会が設立した「特定非営利活動法人 国際社会貢献センター（ABIC）」を通じ、
企業出身者の経験と知識を活用した社会貢献活動も展開しています。

Ⅰ

Government
Relations
政府当局者との意見交換、
提言・要望実現への働き掛け
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会員に対する
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主な機能

▶「商社行動基準」全文
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オフィスから国会議事堂を望む

未知の時代を
切り拓く
日本貿易会
PIONEERS OF A NEW ERA

ご挨拶
2021年度の世界経済は、感染対策と経済活動を両立

こうした中、商社業界として国際情勢や社会の変化に

する取り組みを通じて、回復基調にあったものの、同

応じた経営課題への対応が求められています。第一に、

年12月以降、オミクロン変異株の感染急拡大によって

DXを通じた社会やビジネスモデルの抜本的改革、第二

その減速が鮮明化しました。金融政策におけるテーパ

に、脱炭素社会実現に向けた取り組み、第三に、経済

リングや政策支援策の縮小による景気押し上げ効果

安全保障や「ビジネスと人権」といった社会の要請か

の剥落、エネルギーや食料を中心とした物価上昇、グ

ら来る新たな課題への取り組みです。

ローバルサプライチェーンの混乱、中国経済の下振れな
どの懸念材料も表面化しつつあります。この状況下、ロ

日本貿易会は、中期経営計画である「中期行動計画

シアによるウクライナ侵攻が現実のものとなり、世界経

2022」の2年目に当たる2021年度に、会員各社のニー

済に対する長期的な影響が懸念されています。

ズと社会の要請に応えながら、
「未知の時代を切り拓
く」というキャッチフレーズのもと、積極的な政策提言・

通商面では、過去数年、世界的に保護主義的な政策

要望や各種業務を推進してまいりました。本レポートは、

への回帰などがあったものの、日英包括的経済連携

当会の2021年度の活動について、その要点を項目別

協定に加え、世界人口やGDPのおよそ30%をカバーす

に取りまとめたものです。当会活動をご理解いただく一

るRCEP1が発効しました。一方、米中対立の先鋭化や

助となれば幸いです。

ウクライナ情勢の緊迫化などの地政学リスクの顕在化を
踏まえ、わが国として経済安全保障をはじめとした新

当会は、今後も会員企業、政府省庁・関係機関、他業

たな課題への対応に迫られている状況にあります。ま

界とも緊密に連携し、商社業界の発展に欠かせない、

た、先端技術を用いたデジタル・トランスフォーメーション

より自由で公正な貿易・投資環境の維持・発展、貿

（DX）の波や、COP262で表明された脱炭素社会実現

易・投資活動を支える制度インフラの整備のための活

に向けた各国の動きは、今後も社会に大きな変化をも

動に尽力することで、平和で豊かな社会の実現に向け

たらすでしょう。

積極的な活動を展開してまいる所存です。一層のご支
援・ご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

日本貿易会 会長

1
2

小林 健

RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership（地域的な包括的経済連携）
COP26 The 26th session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change（国連気候変動枠組条約第26回締約国会議）
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2021年度は、提言・要望11本を提出したほか、
会長コメント22本を発信しました。

提言・要望等

会長コメント

2021 20日│国際協力銀行（JBIC3）及び日本貿易保険（NEXI4）

2021

4
5

の環境社会配慮確認のためのガイドライン改訂に関する要望
書＊

7日│ IASB5 情報要請「IFRS6 第 10 号『連結財務諸表』、
IFRS第11号『共同支配の取決め』及びIFRS第12号『他の
企業への関与の開示』の適用後レビュー」に対する意見

18日│インフラシステム海外展開戦略2025の推進に関する
懇談会 第1回会合で発言（事業運営段階への支援、途上国の

年度

2
0
2
1

2021年度 主な活動

主な活動

脱炭素支援、FOIP7パートナー国との連携）

27日│2022年度NACCS8プログラム変更要望＊

6

4日│第28回産業構造審議会総会で発言（経済安全保障で

の官民連携、貿易ルールの整備、国際課税ルールへの対応）

8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（海外子女教育推進議員連盟第17回総会）＊

7

20日│2021年度安全保障貿易管理に関する要望＊
28日│2021年度各省庁に対する規制・制度改革に関する
要望（物流委員会）＊

29日│IASB公開草案「規制資産及び規制負債」に対する

意見

8

23日│第29回産業構造審議会総会で発言（経済安全保障で

の官民連携、自由貿易の推進、国際課税ルールへの対応）

※＊は提言・要望

4
6

7
8
9

14日│ワクチンパスポートに関する要望（参議院自民党政策審
29日│「輸出者等遵守基準を定める省令の一部を改正す

る省令案等」に対する意見
30日│令和4年度税制改正要望＊
30日│国際課税連絡協議会 令和4年度税制改正要望＊

11
12

2
3

9日｜東京都における4度目の緊急事態宣言発令について
3日｜緊急事態宣言の対象地域拡大と期間延長について
19日｜緊急事態宣言の対象地域拡大と期間延長について
10日｜菅総理の自民党総裁選挙不出馬について
13日｜緊急事態宣言の延長と今後の社会経済活動の再開

について
21日｜ペルーとのCPTPP10発効について
29日｜緊急事態宣言の全面解除について

12

14日｜令和4年度与党税制改正大綱について

2022

4日│RCEP協定発効について
25日│日米首脳会談について

1

2日｜G20イタリア・ローマサミットについて
4日｜RCEP協定発効決定について
8日｜新型コロナウイルスの水際対策緩和について
11日｜第2次岸田内閣発足について
15日｜COP26について

30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（海外子女教育推進議員連盟第18回総会）＊
14日│インフラシステム海外展開戦略2025の推進に関する
懇談会 第 2 回会合で発言（脱炭素に向けたトランジション加
速、FOIPを踏まえたパートナーシップ推進、省庁間連携）

2022 11日│IASB公開草案「IFRS基準における開示要求−試

1

いて

4日｜岸田新内閣発足について
14日｜国際課税見直しについて

31日│IASBディスカッション・ペーパー「共通支配下の企業

議会）＊

14日｜G7英国コーンウォール・サミットについて
18日｜新型コロナウイルス感染症 緊急事態宣言解除につ

10
11

結合」に対する意見

9

19日│日米首脳会談について
23日│緊急事態宣言再々発令について
26日│気候変動に関する首脳会合について

験的アプローチ（IFRS第13号及びIAS9第19号の修正案）」に
対する意見
28日│IASB 公開草案「公的説明責任のない子会社：開
示」に対する意見

G7英国コーンウォール・サミット

出典：首相官邸ホームページ＊1

17日│2023年度NACCSプログラム変更要望＊
18日│IASB公開草案「特約条項付の非流動負債（IAS第1
号の修正案）」に対する意見

25日│IASB公開草案「サプライヤー・ファイナンス契約（IAS
第7号及びIFRS第7号の修正案）」に対する意見

28日│インフラシステム海外展開戦略に向けた提言＊

04

COP26世界リーダーズ・サミット

出典：首相官邸ホームページ＊2

主要会合・内外要人との交流等
2021

4

26日│中華人民共和国駐日本国大使館・宋耀明公使との
懇談

7

21日│第369回常任理事会／「コロナの現状と今後の日本
経済」経済再生担当大臣

11

17日│第371回常任理事会／「我が国のデジタル政策」
デジタル大臣 牧島 かれん氏

2022

16日│第372回常任理事会／「経済安全保障政策につい
て」経済安全保障担当大臣 小林 鷹之氏

3

23日│第171回理事会

西村 康稔氏

2

9

15日│第370回常任理事会／「最近の話題」経済産業省
経済産業事務次官 多田 明弘氏

Japan Bank for International Cooperation（国際協力銀行） 8
Nippon Export and Investment Insurance（日本貿易保険）
International Accounting Standards Board
9
（国際会計基準審議会）
10
6 IFRS International Financial Reporting Standards
（国際財務報告基準）
＊1
7 FOIP Free and Open Indo-Paciﬁc（自由で開かれたインド太平洋） ＊2
3 JBIC
4 NEXI
5 IASB

2
0
2
1

主な活動

19日│第170回理事会
31日│第97回定時総会

6日│コルクット・ギュンゲン駐日トルコ大使表敬訪問

年度

5

10

NACCS
IAS
CPTPP

Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System

（輸出入・港湾関連情報処理システム）

International Accounting Standards（国際会計基準）
Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Paciﬁc Partnership

（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）

https://www.kantei.go.jp/jp/99_suga/actions/202106/12cornwallg7.html
https://www.kantei.go.jp/jp/100_kishida/actions/202111/02cop26.html
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主要事業

01

Government Relations

貿易の持続的な発展を目指して

提 言・要 望 活 動

日本貿易会は、自由貿易体制の維持・発展と、貿易商社の持続的な成長を促す
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
機関に対する提言・要望提出のほか、国際機関への意見発信も行っています。

包括的・先進的な貿易・投資ルールの構築に向けた活動
世界は政治的・経済的不確実性の高まりとともに、変化
の激しい時代を迎えています。日本貿易会は引き続き、自
由で公正な貿易・投資ルールの維持・発展に向けた働き
掛けを行っています。2021 年 6 月・8 月の産業構造審議

会総会において、小林健会長は自由で公正な貿易体制

の維持・発展、経済安全保障の重要性、国際課税ルール
への対応などについて、政府に提案を行いました。
また、2021 年度は、2023 年に迎える「日・ASEAN11

友好協力 50 周年」を前に、世界の成長センターである

オンラインで開催された日ASEAN首脳会議に出席する岸田総理

を目指すことを改めて確認する年となりました。こうした中

案策定への動きも踏まえながら、ASEAN諸国を含むイン

ASEANとの連携を強化し、共に成長と社会課題の解決

出典：首相官邸ホームページ＊3

で、市 場 委 員 会では「自由で 開 か れたインド太 平 洋

ド太平洋地域で活動する商社に対する期待と可能性に

（FOIP）の実現に向けた商社のダイナミズム」検討ワーキン

ついて検討し、政策への提言・要望を盛り込んだディス

ググループを立ち上げました。加速する経済安全保障法

カッションぺーパーを3月に取りまとめました。

税制の適正化に貢献
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。
「令和4年度税制改

正」に向けて要望した95項目中、主要な要望は以下の通りです。また、国際課税連絡協議
会からも国際税務問題に関する税制改正要望（署名団体18）を提出しました。

❶ 電子経済課税ルール導入に伴う制度整備

❷ グループ通算制度の見直し

OECD12国際課税ルールの国内法制化に当たり、既存の

2022年4月より開始されるグループ通算制度において、子

が解消されるべく合理化を要望

税制度と同様に投資コストとして算入できる措置を要望

→税制改正大綱の基本的な考え方として反映

→おおむね実現

関連制度を見直し、課税対象の重複や過度な実務負担

会社買収時に支払った買収プレミアムが、従来の連結納

そのほか、OECD／G20で議論が進行中の国際電子経済課税ルールに対し、経済産業省

主催「デジタル経済下における国際課税研究会」を通して、2022年の国内法制化における

既存の関連制度との整合性確保の必要性等について意見を提出しました。
11 ASEAN Association of Southeast Asian Nations（東南アジア諸国連合）
12 OECD Organisation for Economic Co-operation and Development（経済協力開発機構）
＊3 https://www.kantei.go.jp/jp/100_kishida/actions/202110/27asean.html
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新型

新型コロナウイルスに関する要望

コロナ
ウイルス
対応

常任理事会来賓の西村康稔経済再生担当大臣との懇談か
ら、海外駐在員へのワクチン接種に関する要望が実現しまし
た。日本未承認ワクチンを接種した海外在留邦人への日本承
認ワクチンの接種のほか、日本に一時帰国してワクチン接種を
希望する日本の住民票を持たない邦人を対象とする空港での
また、ワクチンパスポートに関して、参議院自民党政策審議

政府は、2020年12月策定の
「インフラシステム海外展開戦略

2025」の施策の在り方について議論するため、有識者懇談会

を設置しました。2021年5月・12月の会合において、小林会長

は、
脱炭素に向けたトランジションの加速、
FOIPを踏まえたパー

トナーシップ推進、
省庁間連携等について意見を述べました。

また、2022年5月の同戦略の改訂に向けて、経済協力委員

会は、海外事業展開における官民連携、
とりわけカーボンニュ
ートラルに向けたエネルギー・トランジションの推進、
日本のイ

❶ ワクチンパスポートによる水際対策の緩和

ニシアチブと国際協調、省庁横断的取り組みと官民連携の強

❷ ワクチンパスポートの発行手続きの簡素化

実証事業等の制度整備等を提言し
化およびODA13やJCM14、

❸ ワクチンパスポートの有効性

ました。

そのほか、ワクチンパスポートの他国方式との互換性や多言
語化対応、ブースター接種等に関し、商社業界としてデジタル
庁等に要望しました。

商社の安全保障貿易管理に関する要望

商社の貿易手続きの効率化に向けた要望

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

日本貿易会では、商社の貿易手続きに関する実務的課題を取

務的課題を取りまとめ、政府に提出しています。2021年度は、

りまとめ、改善要望を政府に提出しています。2021年度は、手

品目番号の国際化への対応など2項目が実現および懸念点の

年度の要望40項目も含め、貿易手続き書類の電子化や原本

また、
「みなし輸出」管理制度の運用明確化等に関する省

また、貿易手続きシステムのNACCSプログラムの変更要望に

輸出関連業務手続きの簡素化など7項目を要望し、輸出規制

解消に至りました。

令案に対し、経済産業省へコメントを提出し回答を得ました。

Government Relations

❹ ワクチンパスポートの有効期限等

01
提言・要望活動

会において以下の4点を要望しました。

主要事業

ワクチン接種が可能となりました。

インフラシステム海外展開戦略に向けた提言

続きの電子化・効率化など41項目の要望を政府に提出し、過
提出の緩和等27項目が実現しました。

関する意見を取りまとめ、輸出入・港湾関連情報処理（NACCS）
センターに提出しました。

グローバル人材育成に関する要望

約束手形の廃止に向けた自主行動計画の策定

自民党 海外子女教育推進議員連盟（「在外教育推進議員連盟」に

中小企業庁の要請を受け、法人正会員41社と商社業界にお

2021年11月改称）第 17 回・第 18 回総会において、海外子女教

育の推進に向けて以下の4点を要望しました。

ける約束手形の利用実態を調査したうえ、廃止に向けた自主
行動計画を策定しました。

❶ 派遣教員数の増加

❷ 新型コロナウイルスにも対応した
教育カリキュラムの向上と人員派遣
❸ グローバル人材育成のための派遣教員の数・質の向上
❹ 安全対策

13 ODA
14 JCM

▶「約束手形の廃止に向けた
自主行動計画」全文

Oﬃcial Development Assistance（政府開発援助）
Joint Crediting Mechanism（二国間クレジット制度）
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主要事業

02

Public Relations

世界に果たすべき商社の責務

持 続 可 能 な 社 会の 実 現 に 向 け た 活 動

日本貿易会では、サステナブルな社会の実現に向けて商社がどのように責務を果
たしていくべきか、さまざまな検討を継続的に行っています。2021年度は、SDGsを
テーマとする商社シンポジウムの開催のほか、カーボンニュートラルな社会の実現を
目指す政府・関係機関や経済団体との連携を進めました。また、商社業界として
の寄付活動および企業出身者の経験と知識を活用した社会貢献活動も引き続き
行っています。

商社シンポジウム2022
「商社が目指す公平な社会と経済の発展
〜サステナブル経営で実現する持続可能な社会づくり〜」
日本貿易会は、商社のSDGsへの取り組みをテーマに、オンラインにてシンポジウムを開催

しました。外部有識者による講演と最前線で活躍する会員商社8社の社員によるパネルディ
スカッションを通じ、商社がさまざまな活動を通してどのように社会に寄与しているのか、そ
の意義や社員の思いを掘り下げました。シンポジウムの概要は、当会ウェブサイトに掲載し
ています。

小林会長挨拶（抜粋）
コロナ禍を契機に、気候変動、経済格差、人権問題
など地球規模の課題が再認識される中、
これまで
になく世界で「公平な社会」
「持続可能な社会」に
関する議論が活発になっています。
今回は、公平で持続可能な社会の実現やSDGs

の達成に向けて、私たち商社業界が貢献できること

▶「商社シンポジウム
2022」概要

プログラム
01│オープニングスピーチ
日本貿易会 会長 小林 健

02│基調講演「商社とSDGs」
慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 教授 蟹江 憲史氏

03│パネルディスカッション
「サステナブル経営で実現する社会の持続可能性と発展・進化」
登壇企業：伊藤忠商事／兼松／豊田通商／三井物産

を改めて考えてみたいと思います。商社が持つどの

と、人権を軸とした公平な社会へ」
04│特別講演「『新しい資本主義』

ような強みが生かせるのか、商社に期待されること

国際協力NGOセンター 事務局長 若林 秀樹氏

は何なのか、講演や各社の取り組みをヒントに、皆
さんと一緒に考えていければ幸いです。

05│パネルディスカッション
「すべての人が豊かで幸せな人生を送るために商社ができること」
登壇企業：住友商事／双日／丸紅／三菱商事
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地球環境問題解決に向けた取り組み
加速する世界的な脱炭素化の潮流において、日本のリーダーシッ
プが強く求められています。2021 年 4月、気候サミットにおいて、
日本は2030年度における温室効果ガスの2013年度比46％削

減を目指すことを宣言しました。日本貿易会では、2020年に策定

した「気候変動対策長期ビジョン」に基づき、低炭素・脱炭素社
会の実現に向けたさまざまな活動を推進しています。
オンライン開催された気候サミット 出典：首相官邸ホームページ＊4

「JBIC/NEXI環境社会配慮確認のためのガイドライン」改訂への対応

JBIC/NEXIが、出融資・保証対象プロジェクトに環境社会配慮が適切になされているかを確認するため、2014

年に策定したガイドラインの改訂作業に参画し、財務委員会は貿易保険委員会の協力の下、関連 3 団体

（エンジニアリング協会、日本鉄道システム輸出組合、日本機械輸出組合）
との連名で産業界の意見を取りまとめ発信しました。

特定荷主制度に関する意見交換会
題への対応を審議する資源エネルギー庁「荷主判断基準ワーキンググループ」へオブザーバー参加しました。

IFRS財団・ISSB15設立への対応

サステナビリティ開示基準の国際標準化の動きへの対応として、当会内に連絡会を立ち上げ、経済産業省・日本
経済団体連合会等と連携して情報共有、意見照会などを行っています。
国土交通省による空港の脱炭素化への取り組みに対する対応
「空港の脱炭素化に向けた官民連携プ
「空港分野におけるCO2削減に関する検討会」にオブザーバー参加し、

Public Relations

また、省エネ取り組みの課
対象会員企業13社と経済産業省資源エネルギー庁による意見交換を行いました。

02
持続可能な社会の実現に向けた活動

1 政府・関係機関や経済団体との連携

主要事業

▶「気候変動対策
長期ビジョン」全文

ラットフォーム」公募等につき、会員企業に情報提供を行いました。
環境関連調査に対する対応

以下の調査結果を、経済産業省・日本経済団体連合会等に提出しました。
「カーボンニュートラル行動計画」…2020年度目標達成

●

「循環型社会形成自主行動計画」…2020年度目標達成

●

「グローバル・バリューチェーンを通じたCO2削減貢献」

●

…再生可能エネルギーによるIPP16事業により2020年度のCO2削減貢献量1,326万t（国内・海外合計）と算定

2 環境関連セミナー・説明会
環境セミナー「インベントリデータベースIDEAとScope3算定ツール」

「カーボンプライシングの方向性について」

「COP26を含む地球温暖化をめぐる国際情勢」

「カーボンニュートラルに向けた潮流と国際エネルギー情勢」など
アジア・エネルギー・トランジション・イニシアティブ説明会

2021年5月、日本からASEAN諸国に対し、アジアの持続的な経済成長とカーボンニュートラルの同時達成を

目指す支援パッケージ「アジア・エネルギー・トランジション・イニシアティブ」が表明されました。日本貿易会で
は、経済協力委員会など4委員会の共催で説明会を開催し、会員企業の理解促進に努めました。
15 ISSB
International Sustainability Standards Board（国際サステナビリティ基準審議会）
16 IPP
Independent Power Producer（独立系発電事業者）
＊4 https://www.kantei.go.jp/jp/99_suga/actions/202104/22kikou.html
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社会貢献活動
1 商社業界としての寄付活動
日本貿易会では、日本経済団体連合会が主導する経済
界募金による社会貢献活動を行っています。2021年度

は、総務専門委員会を通じて、2025年大阪・関西万博

をはじめ、さまざまな公益法人等に対して計 6 件の寄付
主要事業

02

を決定しました。

2025年大阪・関西万博 提供：2025年日本国際博覧会協会

持続可能な社会の実現に向けた活動

2 国際社会貢献センターの活動
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
キルを生かすためのプラットフォームとして、2000年に「国際社会貢献センター（ABIC17）」を
立ち上げ、社会貢献活動を委託しています。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に対し支援を行ってい
ます。2021年は、オンライン会員登録システムを導入し、登録の利便性およびマッチング精

Public Relations

度の向上を図るとともに、今後の新規入会者数の増加を見込んでいます。

2021年度 主な活動
新たな取り組み
●

豊田市主催の外国籍保護者向け「日本語学習ひろば」に講師を紹介

●

大阪大学、東京工業大学等の「大学発ベンチャー企業」からの人材紹
介依頼の増加を受け、顧問・社外役員などの人材を紹介

●

日本総合研究所主催のセミナーに講師を紹介

支援活動の拡充
● 2020年度に包括協定を締結した気仙沼市において、
技能実習生受け

外国籍保護者向け「日本語学習ひろば」への講師派遣（愛知県豊田市）

入れ先企業・地域住民を対象とするインドネシア等の諸外国の事情や
国民性に関する国際理解教育セミナーの実施、地元企業の事業継承等

への支援を検討
●

和歌山県の長年にわたる中小企業支援に加え、新たに教育分野に関
する支援を検討

オンライン活用による事業促進
●

高知県移住促進・人材確保センターとの連携強化により、オンライン面

技能実習生への日本語教室（宮城県気仙沼市）

接を利用し、数多くの地元企業と人材マッチングを実現
●

コロナ禍により中断されていた「日本語教師養成講座」をオンラインと対
面を組み合わせ再開

運営基盤強化
●

サステナブルな活動支援体制の構築に向け、コーディネーターの交代およ
び業務引き継ぎを実行

●

新規案件開発・特命コーディネーターの増員

17 ABIC Action for a Better International Community（特定非営利活動法人 国際社会貢献センター）
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プロフェッショナル人材事業における高知県との連携強化

主要事業

03

Member Relations

デジタライゼーションとDXの加速
営上の重要課題となっています。日本貿易会では、デジタル関連セミナーの開催を
通して、業務効率化やサイバーセキュリティ強化の支援活動を行っています。2021年
度は、特別研究会「デジタル新時代と商社」を立ち上げ、商社業界を挙げたDX推
進への取り組みを開始しました。
主要事業

デジタル 推 進 支 援

デジタル化の推進は、ビジネスモデルの改革や新規事業の創出にも関わる企業経

特別研究会「デジタル新時代と商社」

03

うる重要なテーマです。日本貿易会では、会員企業のデジタル化推進状況とその課題、新たな
ビジネスモデルの模索、商社業界におけるDXの可能性等について研究するべく特別研究会
主査

東京大学大学院 工学系研究科 教授 森川 博之氏

参加会員企業（13社）

伊藤忠商事／稲畑産業／岩谷産業／兼松／興和／住友商事／双日／
帝人フロンティア／東京貿易ホールディングス／豊田通商／丸紅／三井物産／三菱商事

商社業界発のDXから日本の経済成長へ貢献

その実現
DXによる経済成長は、2030年に271兆円の市場を生み出すと試算されています。

Member Relations

を立ち上げました。2022年度に、研究成果を取りまとめた報告書の発行を予定しています。

デジタル推進支援

多様な地域や業種に接点を有する商社業界によるデジタル化の推進は、社会全体をも変革し

それに加えて、
には、AI・IoT技術を持つイネーブラーとプロジェクト推進の実行力が必要です。
産業界を縦割りでなく横断的なレイヤー構造で捉える視点が重要となります。業界間の協調領

域が作られることで、業務やコストの効率化だけでなく新たなビジネスの創出も期待できると考
えています。
特別研究会では、商社業界の協調可能領域について議論を重ねてきました。多様な産業
との接地面の多い商社業界には、DXを実現するための機会が多く存在しています。本事業に
より、商社業界ひいては日本のDXが大きく進展することを願ってやみません。

特別研究会 座長
三菱商事 デジタル戦略部長 平栗 拓也

デジタル関連セミナー
情報システム委員会
「リコーの働き方改革とペーパレスの取り組みとこれから」
「DXを担うデジタル人材獲得に向けた道のり」

情報システムワーキンググループ
「会員各社による攻め／守りのDXに関する取り組み事例」

ISACの情報セキュリティに
関する取り組み
2016年設立の日本貿易会ISAC18では、商社
業界のサイバーセキュリティ強化に会員企業

23社と共に取り組んでいます。2021年度は、

情報共有や分析、対策等の検討を引き続き

「電子帳簿保存制度見直しにおけるシステム対応上の留意点」

行ったほか、講演会や、インシデント動向や対

その他
「Legal Tech導入のベスト・プラクティス」

策を学ぶ実機演習を実施しました。
また、政

「貿易手続のデジタル化を巡る最近の動向」 など

のスキル向上に取り組みました。

「世界的な半導体不足の影響と今後の展望」

府・関係機関や他業界ISACとの情報共有・
意見交換などの連携を取りながら、業界全体

18 ISAC Information Sharing and Analysis Center
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商社の情報プラットフォームとして

情 報 収 集・提 供 ︑会 員 相 互 の 情 報 共 有

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名以上の会員企業の専門的な知見を持ったメンバーが所属
し、情報共有を図りながら活発に活動しています。2021年は、新型コロナウイルス関
連情報および対応策の共有を積極的に行いました。

情報提供
1 委員会活動

P.19-21 参照

分野別18の委員会や研究会では、業界の最新の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・関係機関に働き掛けて課題
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。

2 日本貿易会ゼミナールの開催

P.21 参照

▼

04

Member Relations

▼

主要事業

有識者を招き、幅広いテーマを取り上げる講演会「日本貿易会ゼミナール」を開催していま
す。ハイブリッド形式の開催により海外など遠隔地からの視聴も可能になり、出席者が大幅
増となりました。2021年度は計24回開催し、8月は特別企画として会員商社7社のエコノミ

ストによる座談会を行いました。また、10月に日本貿易会ウェブサイトに会員限定「講演会
動画アーカイブ」を新設し、講演会動画を期間限定で公開しています。

※一部非公開動画あり ※視聴にはID・PWの申請が必要

▶「講演会動画
アーカイブ」視聴案内

新型

3 新型コロナウイルス関連の情報共有

コロナ
ウイルス
対応

日本貿易会では、関係省庁からの最新の新型コロナウイルス関連情報を会員企業に対して
随時提供しています。また、人事委員会では新型コロナウイルス対策に関するアンケートを定
期的に行い、会員企業間の情報共有に努めています。そのほか、
「海外安全対策セミナー」
ではコロナ禍における海外での安全確保について取り上げ、新型コロナウイルスへの対応・
関連情報の提供を継続的に行っています。

海外安全対策セミナー
「海外在留邦人向けのワクチン接種およびワクチン接種証明について」
「コロナ禍における海外での安全確保について」
「COVID-19影響下における医療とセキュリティ面のリスクマネジメント」
「世界の安全保障情勢と治安リスク

〜紛争・テロ・政情不安リスクと備え」
オンライン開催による海外安全セミナー
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4 経済産業省 海外赴任予定者との交流会開催
在外公館や日本貿易振興機構等に赴任予定の経済産業省職員と、会員商社の地域担当者との現地における関係構
築を目的に、交流会を4回開催しました。
2021. 6.7 │中国・東南アジア
主要事業

6.10 │米国・中南米
6.14│欧州・中東
6.28 │欧州（管理職対象）

04

『商社のための原産地自己申告制度ガイダンス』
2021.4.27 フォローアップセミナー開催

ここが
見落としがち！

商社のための

『商社のためのEPA活用法ガイドブック』
2022.2.25 発行
2022.3.4 解説セミナー開催

(3$活用法ガイドブック

『商社のための安全保障貿易管理ガイダンス』
2022.3.31 改訂第6版発行

Member Relations

5 貿易手続きに関する手引書の作成

情報収集・提供︑会員相互の情報共有

オンライン開催による経済産業省職員と会員商社地域担当者との交流会

物流委員会
年月

調査研究
1「2022年度わが国貿易収支、経常収支の見通し」発表
2022 年度の貿易見通しを、2021 年 12 月2日に発表しました。
2022 年度は「輸出入は堅調に回復、貿易収支赤字は改善し、
経常収支黒字も拡大」と見込んでいます。本資料は企業の業績

予想や、海外の政府関係者および会員商社の顧客に対する説明
等の幅広い用途に活用されています。

▶「貿易見通し」
全文

『商社ハンドブック』改訂
2 2022年度版『日本貿易の現状 2022』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 2022』を発行しました。
また、

商社の活動を紹介する『商社ハンドブック』の改訂を行い、2022年度の発行を予定していま

す。改訂では「サステナビリティと豊かな暮らしに向けて」をコンセプトに、新たなビジネスに取
り組む商社の姿を紹介します。

13

05

Member Relations

商社の進化を導くダイバーシティ経営

人材力強化支援

日本貿易会は、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、グローバル社会に貢献できる人材の育成やさまざまな働き方
の選択を可能とする働き方改革を支援しています。2021年度は、引き続き「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」

P.7 参照

▼

主要事業

を取りまとめ、

政府に要請しました。

経営戦略としてのダイバーシティ
近年、人材の多様性から生まれるイノベーションを、企業の新たな価値創造へとつなげる動
きが広がっていることから、ダイバーシティは企業価値向上に向けた経営戦略として位置づ
けられています。いまや人材戦略は経営戦略の重要な柱となっており、その中で働き方改革
などさまざまな取り組みが行われています。日本貿易会は、会員企業の人材戦略の一翼を
担うべく、以下のセミナーを開催しました。

ダイバーシティ推進セミナー
「人材版伊藤レポート 〜持続的な企業価値向上に向けた人財戦略」

ダイバーシティ推進コミッティ
「エンゲージメントマネジメントを活かした人的資本経営
〜持続的成長と社会価値創出に向けた風土改革の推進」
「高年齢者の就業機会確保に向けて」
「ベテラン層のさらなる活躍推進に向けた再雇用制度の拡大」

人事委員会
「幸福経営学

〜社員と社会を幸せにする経営を目指して」

「経営戦略としての人材ファースト」
「イノベーションを起こす組織づくり 人事のミッション」

ダイバーシティ推進コミッティ

研修事業
商社新人研修（2021.4.8-9）
安全保障貿易管理実務者研修
（初級編2021.10.11･13･20･25）

オンライン開催による商社新人研修
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Public Relations

商社活動の理解浸透を図る

広報活動

日本貿易会では、国内外の多岐にわたるビジネスを通じて、持続可能な社会の実
現に貢献している商社の役割や機能を広く周知するとともに、当会活動の認知度
向上を図る広報活動を展開しています。会長による会見やコメント発出をはじめ、
月報やウェブサイトによる継続的な情報発信に努めています。
主要事業

06
広報活動

情報発信
会長定例記者会見 計5回
会長コメント 計22回

Public Relations

会長による新春メッセージ動画配信
P.4 参照

▼

主要事業

記者発表
「2022年度わが国貿易収支、経常収支の見通し」

『日本貿易の現状 2022』

小林会長記者会見

機関誌発行
機関誌『日本貿易会月報』年10回発行

英文機関紙『JFTC News』年2回発行

月報

ウェブサイト運営
●

新着・更新情報のメール配信先を拡大

●

月報の先行掲載を強化

JFTC News

オフィス内サイネージ
日本貿易会の活動内容や会員商社の
会社紹介映像を配信
「日本貿易会」
ウェブサイト

広告
日本経済新聞「商社の強み、伸ばす好機」
日経産業新聞「コロナ下における商社の役割」

ジュニア世代向け広報活動「きっずプロジェクト」
未来を担うジュニア世代に向けて、貿易の仕組みや商社の役
割を分かりやすく伝える活動を推進しています。
●

ジュニア世代向けウェブサイト「きっず☆サイト」の運営

●

朝日新聞社『おしごと年鑑2021』協賛、海外日本人学校等

（約200校）へ寄贈
●

出前授業をオンラインにて実施（荒川区立第三瑞光小学校）
オフィスと小学校の教室をつないで行った出前授業
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役員／法人正会員

（2022年3月31日現在）

役員
会長

小林 健

三菱商事会長

副会長

役員／法人正会員

藤本 昌義

双日社長CEO

貸谷 伊知郎

豊田通商社長

柿木 真澄

丸紅社長

兵頭 誠之

住友商事社長執行役員CEO

堀 健一

三井物産社長兼CEO

石井 敬太

伊藤忠商事社長COO

朝倉 研二

長瀬産業社長兼執行役員

飯泉 孝

日立ハイテク社長

稲畑 勝太郎 稲畑産業社長執行役員

小林 俊文

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

圡井 正太郎 CBC社長

古川 弘成

阪和興業社長

間島 寬

岩谷産業社長執行役員

宮部 佳也

三輪

興和社長

伊藤 紀忠

全国中小貿易業連盟理事長

加藤 裕之

日本化学品輸出入協会専務理事

豊田通商CSO極CEO

平井 康光

三菱商事常務執行役員

帝人フロンティア社長執行役員

森昇

日本繊維輸出組合専務理事

常任理事

兼松社長

弘

理事
赤津 光一郎 日本機械輸出組合専務理事

石附 武積

上野 誠

横浜貿易協会会長

大間知 慎一郎 三井物産副社長執行役員

小林 文彦

伊藤忠商事副社長執行役員CAO 富永 浩史

平井 龍太郎 双日副社長執行役員
山埜 英樹

平田 恭成

丸紅専務執行役員

住友商事専務執行役員

専務理事

常務理事

理事（常勤）

河津 司

宮本 史昭

伊藤 直樹

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

法人正会員
正会員法人 41社（＊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

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

大阪貿易協会

京都貿易協会

神戸貿易協会

日本機械輸出組合

正会員団体 20団体
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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

日本バナナ輸入組合

常設委員会・研究会・連絡会等／事務局組織

（2022年3月31日現在）

常設委員会・研究会・連絡会等
委員長・座長名

会社名

総務委員会（18）

野島 嘉之

三菱商事

広報委員会（18）

吉田 達矢

三菱商事

法務委員会（23）

佐藤 崇

双日

地球環境委員会（21）

西川 淳也

三井物産

財務委員会（19）

田中 誠

三井物産

経理委員会（22）

吉田 安宏

住友商事

物流委員会（23）

佐藤 崇

双日

市場委員会（21）

及川 健一郎

丸紅

貿易動向調査委員会（14）

並里 裕司

豊田通商

安全保障貿易管理委員会（27）

有賀 秀成

三菱商事

貿易保険委員会（17）

川島 正

伊藤忠商事

経済協力委員会（12）

竹本 吉広

三菱商事

人事委員会（23）

平林 義規

三井物産

情報システム委員会（25）

真野 雄司

三井物産

社会貢献･ABIC委員会（16）

小林 正幸

双日

サステナビリティ・CSR研究会（10）

高堰 博英

三井物産

〔総務専門委員会／総務専門委員会幹事会〕
〔商社シンポジウム実行委員会／月報・ホームページ分科会／きっずプロジェクト分科会〕

〔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／国内税務ワーキンググループ〕
〔物流委員会ワーキンググループ／NACCSタスクフォース〕
〔市場委員会ワーキンググループ〕
〔貿易見通し作成専門委員会〕

〔安全保障貿易管理検討ワーキンググループ〕

〔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〕
〔情報システムワーキンググループ／日本貿易会ISAC実務部会・技術部会〕

「デジタル新時代と商社」特別研究会（13）

平栗 拓也

三菱商事

内部統制連絡会（27）

小泉 敏弘

双日

運営委員会（7）

篠原 徹也

三菱商事

常設委員会・研究会・連絡会等／事務局組織

委員会名

※（ ）参加会員企業数
〔 〕下部組織

事務局組織
［人員数］ 役員3名

職員25名
総務グループ

常務理事

企画・人事グループ
政策業務第一グループ

専務理事

政策業務第二グループ
政策業務第三グループ

理事

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 2022
（

年3 月31日現在）

要約貸借対照表
（単位│百万円）

2021年度

2020年度

増減

248

179

69

1,178

1,177

2

264

299

△36

固定資産合計

1,442

1,476

△34

資産合計

1,690

1,655

35

66

40

26

99

117

△19

165

157

8

838

838

0

（838）

（838）

（0）

688

660

28

（うち特定資産への充当額）

（244）

（228）

（16）

正味財産合計

1,525

1,498

28

負債及び正味財産合計

1,690

1,655

35

科目

Ⅰ 資産の部
01│流動資産
▲

ファイナンシャルレポート

流動資産合計

02│固定資産
① 特定資産
② その他固定資産
▲
▲

Ⅱ 負債の部
01│流動負債
▲

流動負債合計

02│固定負債
▲

固定負債合計

▲

負債合計

Ⅲ 正味財産の部
① 指定正味財産
（うち特定資産への充当額）

② 一般正味財産
▲
▲

正味財産増減計算書について
2021年度の日本貿易会の経常収益は6億32百万円でした。経常費用は6億3百万円であり、内訳は
事業費4億24百万円、管理費1億80百万円となっています。これに資産評価損益等を加味した当期経
常増減額29百万円となりました。
※百万円未満を四捨五入のうえ表記
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講演テーマ一覧
年月日

演題

講師所属・役職

講師（敬称略）

開催形式

常任理事会
2021.07.21

コロナの現状と今後の日本経済

経済再生担当大臣

西村 康稔

ハイブリッド

2021.09.15

最近の話題

経済産業省 経済産業事務次官

多田 明弘

ハイブリッド

2021.11.17

我が国のデジタル政策

デジタル大臣 行政改革担当大臣 内閣府特命担当大臣（規制改革） 牧島 かれん

ハイブリッド

2022.02.16

経済安全保障政策について

経済安全保障担当大臣 内閣府特命担当大臣（科学技術・宇宙）

小林 鷹之

ハイブリッド

総務委員会・総務専門委員会
攻めの総務

野村総合研究所 コンサルティング事業本部
経営DXコンサルティング部

国井 勝則

ウェブ

2021.10.07

パンデミックBCP
〜コロナの振り返りとwithコロナ時代のBCPのあり方

ニュートン・コンサルティング dan-lo事業部長 シニアコンサルタント

久野 陽一郎

ウェブ

2022.03.03

暴力団排除条例の考え方とコンプライアンス

虎門中央法律事務所 弁護士

田村 正博

ウェブ

コロナ禍の企業広報活動と経済広報センターの活動紹介

経済広報センター 常務理事

佐桑 徹

ウェブ

トライバルメディアハウス マーケティングデザイン事業本部 本部長

鳴海 まい

ウェブ

子ども向け広報のポイントと各種事例

朝日新聞社 教育事業担当補佐 兼『おしごと年鑑』編集長

須田 剛

ハイブリッド

2021.06.01

Legal Tech導入のベスト・プラクティス 〜理想と現実を踏まえて

長島・大野・常松法律事務所 弁護士

藤原 総一郎

ウェブ

2021.07.29

コーポレートガバナンス・コードの改訂

東京証券取引所 上場部長

林 謙太郎

ウェブ

2021.10.14

内部通報窓口とハラスメント相談窓口の実効化と窓口対応の実務
〜改正公益通報者保護法・改正パワハラ防止法に対応

TMI総合法律事務所 パートナー（弁護士）

近藤 圭介
戸田 謙太郎

ウェブ

広報委員会
2021.10.06

講演テーマ一覧

2021.07.08

月報・ホームページ分科会
2022.02.07

ソーシャルメディアマーケティングとは？

きっずプロジェクト分科会
2021.11.15

法務委員会

パートナー（弁護士）

地球環境委員会
2021.06.25

インベントリデータベースIDEAとScope３算定ツール

産業技術総合研究所 安全科学研究部門 IDEAラボ長

田原 聖隆

ウェブ

2021.10.26

カーボンプライシングの方向性について

経済産業省 産業技術環境局 環境経済室 室長補佐

荒井 次郎

ウェブ

2021.12.16

COP26を含む地球温暖化をめぐる国際情勢

東京大学公共政策大学院 特任教授

有馬 純

ウェブ

2021.11.01

クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針について

BofA証券 取締役 副社長

林 礼子

ウェブ

2022.02.17

フィンテック金融事業のサイバーセキュリティ最新情報

三井物産セキュアディレクション 取締役 Chief Strategy Oﬃcer

神吉 敏雄

ウェブ

2022.03.09

SMBCグループにおける気候変動への取組

三井住友フィナンシャルグループ 企画部 サステナビリティ推進室長

竹田 達哉

ウェブ

TSストラテジー 代表取締役

藤森 陽子

ウェブ

スマート税関構想2020の進捗状況

財務省関税局 業務課長

小多 章裕

ウェブ

電子帳簿等保存制度の見直し

財務省関税局 調査課長

松田 康宏

貿易手続のデジタル化を巡る最近の動向

トレードワルツ 代表取締役社長

小島 裕久

ハイブリッド

東京共同会計事務所 トレードコンプライアンス部 シニアマネージャー

江良 泉

ウェブ

野村総合研究所 アーバンイノベーションコンサルティング部
モビリティ・ロジスティクスグループ プリンシパル

宮前 直幸

ハイブリッド

財務委員会

物流委員会
2021.04.27
2021.07.28
2021.12.13
2022.03.04
2022.03.15

『商社のための原産地自己申告制度ガイダンス』の概要とEPA/FTA
に関する最新動向

『商社のためのEPA活用法ガイドブック』の内容紹介とRCEP利活用
実務の解説
国際物流の動向と見直し

物流委員会ワーキンググループ
2021.08.18

ICAO基準改正に伴うKS/RA制度の改正事項

国土交通省 航空局 航空保安対策室 専門官

菅原 久司

ウェブ

2022.01.19

商工会議所非特恵原産地証明書に係る要望等の実現に向けて

アールFTA研究所 代表取締役

麻野 良二

ハイブリッド

NACCSの概要

輸出入・港湾関連情報処理センター 取締役

松田 誠司

ハイブリッド

2021.06.10

ポスト・パンデミックのインド太平洋の国際秩序の安定と国際協力の
推進に向けて

政策研究大学院大学 政策研究院教授・参与

篠田 邦彦

ハイブリッド

2021.12.23

激化する米中対立と日中関係のゆくえ

東京大学 法学部 教授

高原 明生

ハイブリッド

2022.03.25

東アジアの政治・安全保障と日本外交

慶應義塾大学 法学部 名誉教授

添谷 芳秀

ハイブリッド

NACCSタスクフォース
2021.12.22

市場委員会

市場委員会ワーキンググループ
2021.07.26

アジア太平洋の安全保障と経済
〜分断する世界で日本に求められる役割とは

慶應義塾大学 教授、キヤノングローバル戦略研究所 主任研究員

神保 謙

ウェブ

2021.09.17

バイデン政権の対中戦略とインド太平洋

みずほリサーチ＆テクノロジーズ 調査部 主席研究員

菅原 淳一

ハイブリッド
ハイブリッド

2021.11.05
2021.12.07

ASEAN関連首脳会議

外務省 アジア大洋州局 地域政策参事官

江碕 智三郎

日米豪印首脳会談

外務省 総合外交政策局 安全保障政策課長

高羽 陽

インフラ海外展開と連結性強化

経済産業省 貿易経済協力局 貿易振興課長

阿部 一郎

サプライチェーン強靭化とアジアDX

経済産業省 通商政策局 アジア大洋州課長

池谷 巌

ハイブリッド

19

年月日

演題

講師所属・役職

講師（敬称略）

開催形式

電子情報技術産業協会 経営企画本部 政策渉外部
調査統計担当部長

高瀬 智子

ウェブ

貿易動向調査委員会
2021.05.24

電子情報産業の現状と展望

2021.06.24

カーボンニュートラルに向けたビジネスの変革について

現代文化研究所 取締役

白木 節生

ウェブ

2021.07.27

産業動向ヒアリング結果

日鉄総研 ビジネスソリューション部 チーフエコノミスト

北井 義久

ウェブ

2021.09.21

世界的な半導体不足の影響と今後の展望
〜ポストコロナで加速するDXとカーボンニュートラルで半導体産業
成長シナリオが変わる

OMDIA インフォーマインテリジェンス

南川 明

ウェブ

2021.10.11

国内・世界経済の現状と展望
〜我々はポストコロナに向けて何を意識すべきか

いちよし証券 上席執行役員 チーフエコノミスト

愛宕 伸康

ハイブリッド

シニアコンサルティングディレクター

安全保障貿易管理委員会
講演テーマ一覧

2021.07.19

中国における経済と安全保障

防衛研究所（NIDS）地域研究部 中国研究室 主任研究官

増田 雅之

ウェブ

2021.12.23

リスクマネジメントとしての経済安全保障

三菱電機 経済安全保障統括室長

伊藤 隆

ハイブリッド

2022.03.24

経済安全保障に関する国際情勢や日本の対応

経済産業省 貿易管理部 安全保障貿易管理政策課長

香山 弘文

ハイブリッド

貿易保険委員会
2021.05.27

日本貿易保険（NEXI）の最近の取組

日本貿易保険 執行役員 企画部長

大井 麻理

ウェブ

2021.09.29

貿易保険制度の在り方
〜貿易保険の在り方に関する懇談会（第2期）について

経済産業省 貿易経済協力局 通商金融課長

藤井 亮輔

ウェブ

2021.11.12

2021年度海外投資保険の制度改正について

日本貿易保険 企画部制度グループ長
企画部制度グループ グループ長補佐

小沼 健一
髙田 麻衣歌

ハイブリッド

2022.02.14

国際協力銀行の概要

国際協力銀行 経営企画部 企画課長
産業投資･貿易部 第1ユニット長

平井 靖司
加藤 元気

ウェブ

2022.03.24

2022年4月海外投資保険の制度改正について

日本貿易保険 企画部制度グループ長
企画部制度グループ グループ長補佐

小沼 健一
髙田 麻衣歌

ウェブ

経済協力委員会
2021.08.30

TICAD8に向けた民間企業への期待

外務省 中東アフリカ局 アフリカ部長

米谷 光司

ハイブリッド

2021.10.28

カーボンニュートラルに向けた潮流と国際エネルギー情勢
：商社のビジネスチャンス・リスクを意識して

日本エネルギー経済研究所 専務理事・首席研究員

小山 堅

ウェブ

2021.11.19

インフラシステム海外展開戦略2025の再改訂に向けた論点出し

野村総合研究所 アーバンイノベーションコンサルティング部
グループマネージャー
プリンシプル

又木 毅正
石上 圭太郎

2022.01.25

2050年カーボンニュートラルにおける商社のビジネスチャンス

SMBC日興証券 株式調査部 シニアアナリスト

森本 晃

ウェブ

ハイブリッド

人事委員会
2021.07.07

幸福経営学

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

前野 隆司

ウェブ

2021.11.11

経営戦略としての人材ファースト

〜社員と社会を幸せにする経営を目指して

日本M&Aセンター 常務執行役員 人材ファースト統括部長

有賀 誠

ウェブ

2022.03.10

イノベーションを起こす組織づくり 人事のミッション

グーグル 執行役員 人事本部長

谷本 美穂

ハイブリッド

ダイバーシティ推進コミッティ
2021.07.02

人材版伊藤レポート 〜持続的な企業価値向上に向けた人財戦略

一橋大学CFO教育研究センター長

伊藤 邦雄

ウェブ

2021.11.25

エンゲージメントマネジメントを活かした人的資本経営
〜持続的成長と社会価値創出に向けた風土改革の推進

日本ユニシス 執行役員 グローバルビジネス部担当

白井 久美子

ハイブリッド

高年齢者の就業機会確保に向けて

厚生労働省 職業安定局 高齢者雇用対策課 課長補佐

遠藤 径至

ハイブリッド

ベテラン層のさらなる活躍推進に向けた再雇用制度の拡大
〜希望者全員が70歳までモチベーション高く働き続けることができる
仕組みへ

ダイキン工業 人事本部 ダイバーシティ推進グループ 担当課長

今西 亜裕美

2022.03.17

海外安全対策ワーキンググループ
2021.07.16

海外在留邦人向けのワクチン接種およびワクチン接種証明について
コロナ禍における海外での安全確保について

外務省 領事局 帰国法人新型コロナウイルス・ワクチン接種支援室長、 石丸 淳
邦人テロ対策室長

ウェブ

2021.11.30

COVID-19影響下における医療とセキュリティ面のリスクマネジメント

インターナショナルSOS シンガポール リージョナル・メディカル・ディレクター 野村 亜希子
黒木 康正
インターナショナルSOS セキュリティ・ディレクター、ノースアジア

ウェブ

2022.02.24

世界の安全保障情勢と治安リスク 〜紛争・テロ・政情不安リスクと備え

国際政治アナリスト・危機管理コンサルタント

菅原 出

ウェブ

情報システム委員会
2021.06.10

リコーの働き方改革とペーパレスの取り組みとこれから

リコー 理事 デジタル戦略部 基盤開発統括センター 所長

小林 一則

ウェブ

2022.01.13

DXを担うデジタル人材獲得に向けた道のり

デロイトトーマツコンサルティング CSO

松江 英夫

ウェブ

国税庁 課税部 課税総括課 課長補佐

長内 泰祐

ウェブ

日本電気 経営システム本部 CISOオフィス統括
サイバーセキュリティ事業部

田上 岳夫
瀬良 佳謙

ハイブリッド

情報システムワーキンググループ
2021.12.20

電子帳簿保存制度見直しにおけるシステム対応上の留意点

日本貿易会ISAC実務部会

20

2021.04.16

NECにおけるサイバーセキュリティ対策の取り組み

2021.10.15

いわゆる標的型ランサム攻撃の実態と傾向

JPCERT/CC 早期警戒グループ 脆弱性アナリスト

土居 啓介

ウェブ

2021.12.17

最近のセキュリティインシデントの動向と対策の考え方

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長

青木 聡

ウェブ

年月日

演題

講師所属・役職

講師（敬称略）

開催形式

日本貿易会ISAC技術部会
2021.05.21

NECにおけるインシデントレスポンスとその対応

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長

青木 聡

ウェブ

2021.09.17

ゲーム演習で学ぶCSIRTの動き

JPCERT/CC 早期警戒グループ 脆弱性アナリスト

土居 啓介

ウェブ

2021.11.19

脆弱性診断の傾向と具体例の紹介
ランサムウェアの現状について

インフォセック セキュリティアセスメントユニット ユニットマネージャ
日本電気 サイバーセキュリティ戦略本部
上席サイバーセキュリティプロフェッショナル

岡田 裕司
谷川 哲司

ウェブ

2022.01.21

リモートログ分析

JPCERT/CC 早期警戒グループ 脆弱性アナリスト

土居 啓介

ウェブ

2022.02.18

防災訓練の振り返りとサマリ共有

NECソリューションイノベータ サイバーセキュリティG プロフェッショナル

中島 康彦

ウェブ

染谷 浩

ハイブリッド

社会貢献・ABIC委員会
2022.01.20

東京2020パラリンピック開催を契機とした企業によるパラスポーツ支援 日本パラスポーツ協会 企画広報部長
〜活力ある共生社会の実現に向けて

2021.12.14

ビジネスにおける人権課題の国際的潮流と企業が対応すべき
ポイント、日本政府の取組

経済産業省 通商政策局 通商戦略室 室長補佐

飯野 拓馬

ハイブリッド

ブロックチェーンにまつわる温故知新；その真価を改めて探る

ジョージタウン大学 Department of Computer Science 研究教授

松尾 真一郎

ウェブ

特別研究会
2021.07.28

講演テーマ一覧

サステナビリティ・CSR研究会

内部統制連絡会
2021.07.15

J-SOXの形骸化に対応するには 〜基本に立ち返って

プロティビティLLC シニアマネージングディレクタ

神林 比洋雄

ウェブ

2021.10.12

不正事例に学ぶ子会社のリスク管理のポイント
〜最近の海外不正事案を踏まえて

あずさ監査法人 リスクマネジメント部 パートナー

細井 友美子

ハイブリッド

経済産業省 中小企業庁 事業環境部 取引課長

遠藤 幹夫

ウェブ

経済産業省 資源エネルギー庁 資源･燃料部 石油･天然ガス課長

早田 豪

ウェブ

約束手形の廃止に向けた自主行動計画に係る説明会
2021.08.20

取引適正化に向けた取組について

アジア･エネルギー･トランジション･イニシアティブ説明会
2021.08.24

アジア等新興国のエネルギートランジション支援について

日本貿易会ゼミナール
2021.04.12

米国より帰りて

前 米国駐箚 特命全権大使

杉山 晋輔

ハイブリッド

2021.04.26

水素社会形成に向けた世界の取り組み

テクノバ エネルギー研究部 エネルギー調査グループ
グループマネージャー

丸田 昭輝

ウェブ
ウェブ

2021.05.14

世界情勢の現状と展望

同志社大学 法学部 政治学科 教授

兼原 信克

2021.05.26

2050年カーボンニュートラルに向かう世界 〜「変化」の中の企業

〜米中関係を軸として

東京大学未来ビジョン研究センター 教授

高村 ゆかり

ウェブ

2021.06.08

クーデター後のミャンマー 〜正統性と実効支配をめぐる断絶

上智大学 総合グローバル学部 総合グローバル学科 教授

根本 敬

ウェブ

2021.06.28

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

ハイブリッド

2021.07.12

ビジネスと人権

日本貿易振興機構 アジア経済研究所 新領域研究センター
法・制度研究グループ長

山田 美和

ウェブ

2021.07.20

通商白書2021年版の概要

内閣官房副長官補室 参事官

松本 加代

ウェブ

2021.08.03

商社エコノミストに聴く 〜アフターコロナを展望する

伊藤忠総研 チーフエコノミスト
住友商事グローバルリサーチ チーフエコノミスト
双日総合研究所 チーフエコノミスト
豊田通商 渉外部調査室長
丸紅 丸紅経済研究所 副所長
三井物産戦略研究所 国際情報部 総合企画室 主任研究員
三菱商事 地域総括部 部長代行

武田
本間
吉崎
並里
田川
鈴木
二宮

淳
隆行
達彦
裕司
真一
雄介
功一

ウェブ

2021.09.15

最近の中東情勢

外務省 前中東アフリカ局長

髙橋 克彦

ウェブ

2021.09.22

経済安全保障

同志社大学大学院 ビジネス研究科 教授

村山 裕三

ウェブ

2021.09.27

2021年度下半期の経済展望

BNPパリバ証券 グローバルマーケット統括本部

河野 龍太郎

ウェブ

2021.10.04

連邦議会選挙後のドイツ展望

東京大学大学院 総合文化研究科 教授

森井 裕一

ハイブリッド

2021.10.18

欧州グリーンディールのインパクト 〜混成パワーEUの理解

東洋大学 国際学部 グローバル・イノベーション学科 教授

市川 顕

ハイブリッド

2021.11.11

宇宙ビジネスの最前線

SPACETIDE 理事 兼 COO

佐藤 将史

ハイブリッド

2021.11.22

国際商品市況の展望と課題

日本エネルギー経済研究所 専務理事 首席研究員

小山 堅

ウェブ

〜グローバルトレンドと日本企業の役割と責任

（前経済産業省 通商政策局 企画調査室長）

〜日本政府の対応と企業への影響

〜グローバル経済はソフトパッチを抜け出すのか？

〜構想からリアルな事業へ
〜石油・ガス/LNGを中心に

経済調査本部長 チーフエコノミスト

2021.12.16

中国経済の今後の見通しについて

神戸大学大学院 経済学研究科 教授

梶谷 懐

ウェブ

2021.12.20

パーパス経営

一橋大学ビジネススクール 客員教授

名和 高司

ウェブ

2022.01.24

東南アジア・南西アジア情勢と日本の外交

〜2022年の展望

外務省 アジア大洋州局 南部アジア部 部長

加納 雄大

ハイブリッド

2022.01.28

ウイズ・コロナ、ポスト・コロナの日本と世界

〜展望と課題

新潟県立大学 国際経済学部 国際経済学科 教授

中島 厚志

ハイブリッド

2022.02.10

デジタル人民元
野村総合研究所 金融ITイノベーション事業本部
〜主要国初の中銀デジタル通貨発行で米国の金融・通貨覇権に挑戦 エグゼクティブ・エコノミスト

木内 登英

ハイブリッド

2022.02.28

地球温暖化をめぐる内外動向と日本の課題

東京大学公共政策大学院 特任教授

有馬 純

ハイブリッド

2022.03.03

ウクライナ危機と今後の米露関係

笹川平和財団 安全保障研究グループ 主任研究員

畔蒜 泰助

ハイブリッド

2022.03.28

2022年の中国の課題と展望

東京大学大学院 総合文化研究科 教授

川島 真

ハイブリッド

〜30年先の視点から現在を捉える
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2021 年度 事務局の取り組み
「日本貿易会事務局 運営理念」の共有・浸透
「日本貿易会
2020年、日本貿易会は、事務局の持続的な成長と進化の拠り所とするために、

事務局 運営理念」を策定しました。2021年度は引き続き、訓示、幹部会、グループディスカッ

ション等の活動を通し、全職員への運営理念の共有・浸透を図りました。

日本貿易会事務局 運営理念
01│事務局のミッション
2021 年度

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

02│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

事務局の取り組み

03│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 一人ひとりが何をすべきか、
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

「中期行動計画2022」の推進
日本貿易会の活動の透明性を高めることを目的として、2020年、商社業界を取り巻く世界の

社会・経済情勢認識の下で、3年間（2020〜2022年度）に取り組むべき課題や対応策を整理し

た「中期行動計画2022」を策定しました。毎年3月の理事会において、課題に対する当該年

度の対応状況を報告し、翌年度の事業計画に反映させています。2021年度も、課題解決の

ための施策を以下の通り推進しました。

01│情勢認識
外部環境の変化（世界の変化・潮流）
●

VUCA19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

02│中期的に達成すべき課題
機能強化

「中期行動計画2022」に関する進捗状況（抜粋）
機能強化のための施策
●

P.6-15 主要事業 1-6 参照

●

理事会等重要会議の開催などオフィスの多角的運用

●

法人正会員への当会サービスに関するヒアリング実施

政策提言力向上

●

会員ニーズの把握および対応

人材の育成・拡充

●

会員への情報提供

●

人員計画に沿った社会人採用（3名）

●

委員会活動のバリューアップ

●

商社および当会活動の理解促進

職員の能力向上に向けたeラーニング導入

●
●

商社の人材力支援

●

SDGs等への商社業界の取り組み
ABICを通じた社会貢献活動

事務局運営
●

人材の育成・拡充

●

業務効率化（情報化・電子化）

●

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）

19 VUCA

P.23 参照

事務局運営強化のための施策

●

●
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2021年度

▼

中期行動計画2022

業務効率化
●

講演会運営管理、人事労務情報管理、資料共有等の新システム導入

●

財務・経理の業務効率化

●

働き方に応じて働く場所を選ぶABW（Activity Based Working）方式導入

ガバナンス強化
●

運営委員会による事務局運営事項審議の強化

●

全職員対象内部統制グループディスカッションを実施

Volatility（変動性）Uncertainty（不確実性）Complexity（複雑性）Ambiguity（曖昧性）

新たな会務運営形式の導入
2021年1月のオフィス移転および新型コロナウイルス対応を契機に、ICT等を活用した新しい会務運営を推進しています。

1 │総会・理事会・常任理事会のオフィス開催

2│ 会長定例記者会見のオフィス開催

年度

2
0
2
1

新型コロナウイルス感染防止対策を踏まえ、
オフィスにてオンライン開催

3 │座談会・パネルディスカッションの実施

4│ 商社シンポジウムの収録

オフィスのファシリティを活用し、海外からの参加者も含めた座談会やパネル
ディスカッションを実現

防音性能に優れたオフィスにて、スタジオさながらの収録を実施

5 │講演会・セミナーのハイブリッド開催

6│ 交流スペースの活用

ハイブリッド開催により、海外を含む多くの参加者の聴講が可能に。講演会動画
アーカイブの公開も開始

オフィスエントランスに打ち合わせや交流のできるスペースを設置し、会員間や
事務局とのコミュニケーションを促進

7 │サイネージによる情報発信

8│ABW形式を取り入れた執務室

交流スペースに設置したサイネージで、当会の活動紹介や会員商社の広報映
像等を常時配信

事務局では、在宅勤務を含めたABWを取り入れ、業務の生産性を向上

事務局の取り組み

従来ホテルで開催していた主要会合を、
オフィスにてハイブリッド形式で開催

CO2フリー電力をオフィスへ導入
2050年カーボンニュートラルの目標達成に貢献するため、日本貿易会では2021年よりCO2フ

リー電力を導入しました。CO2等を削減した環境価値を会員企業の協力の下に購入し、使

用電力のCO2等排出をオフセットする手法を採用しました。今後もさまざまな地球環境保全へ

の取り組みを推進していきます。

グリーン電力証書
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日本貿易会の沿革と概要
1947

2021

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

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

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

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

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）］。

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・

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

要望を行うことが可能になりました。

日本貿易会の沿革と概要

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

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

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

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

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。

して、
日本貿易会の活動も一層重みを増しています。

名称

一般社団法人 日本貿易会

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│90（法人41、団体20、個人29）

Japan Foreign Trade Council, Inc.

賛助会員│83（法人56、団体27）

計│173（2022年3月31日）

本レポートは一般社団法人および一般財団法人に関する法律第123条
第2項に基づく事業報告です。附属明細書は別途作成しています。
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