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　最近、各種メディアにおいて「デジタル」「環境・クリーンエネルギー」「SDGs」「マーケットイン」
のワードをよく見かけます。特に海外ビジネスにおいては、これらの意味と趣旨を十分に理解したうえ
で、相手国・社会・企業の課題やニーズに基づいた、合理的・先進的な手法での提案・交渉の重要性が
増していると思います。以下、海外取引において相手国側への提案や交渉をいかに行っていくべきかに
ついて、感じる所を申し述べます。
　生産財、消費財とあるなかで、特に機械や装置、システムを売り込む際、納入先が政府機関というケー
スでは、政府の予算書、５カ年計画や国家計画（例：ビジョン2030など）上の重点箇所の記述に当たり、
ドナー国の機関もこの点を注視します。
　以前、相手国の人から「日本企業は誠実で信頼度も高いが、正直すぎるため入札時に他の国に負けて
しまう」という内容の話を聞いたことがあります。日本が提案内容を緻密に積み上げている証左ですが、
ある欧州の企業は積算が大雑把で、落札後に「後になってからあれもこれもと追加で請求してくる」と
相手国の人が吐露していました。
　この様な事例は、保守・メンテナンス面でも散見され、納入・販売した製品について相手国側の人材
がいずれ自律的に運営するよう技術指導・移転するケースで、他国の例では、大事な事は敢えて教えず、
いつまでも自社自国に依存するように導く場合や、マニュアルも詳細は自国語版にしか書かれていない
ケースもあると聞き及んでいます。

コロナ禍の制限下では、海外出張や相手国のキーパーソンを招聘してのプレゼンもままならず、日本
の製品・サービスの良さを伝えることが、競合との価格差が大きい場合には尚更、難しい状況です。
　ジェトロでは2020年度、当初52件予定していた展示会出展のうち43件が中止となりましたが、オンラ
インでの商談支援を398件実施しました。オンライン向きといわれる食品、日用品などの消費財が中心
ではありますが、アフリカとの農業資機材分野での商談会も実施しました。今後も、中国はじめ一部で
は会場参加型のものも、現地パートナーによる常駐が必要とはなりますが、実施／募集していく予定です。
　渡航が叶わないなかの情報収集として、私共の海外事務所駐在員と生で現地情勢や商慣習について説
明を受けられるオンライン・ブリーフィングを、ジェトロメンバーズ会員など限定で行っております。
顧客へのご提案の中で、ヒントになる事柄も出てくるかもしれませんし、ぜひご活用いただければと存
じます。
　なお、海外に拠点を設立された後も、その国のジェトロの海外事務所では、進出日系企業の課題につ
いて、現地商工会や在外公館などと調整して、相手国政府（投資誘致機関など）に対して、改善を求め
る活動や交渉を行っております。私の駐在していたエジプト然り、アセアンの様に広域では、域内全体
での提言書を取りまとめた形で、ASEAN事務総長に提示しています。2021年は、物流インフラの改善
や非関税措置の削減、コロナ対応としての域内共通でのワクチン・パスポート制度や相互認証制度の導
入などをテーマに採り上げ、７月に発表しました。個社の課題につきましては、逆に目立ちたくないご
意向やケースもございますので、ご事情に応じた対応も行います。今後とも何卒よろしくお願い申し上
げます。
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　新型コロナウィルスの世界的な感染拡大を経て、国
を超えた人の動きは大幅に抑制されました。長引くコ
ロナ禍で、ビジネスにおける多国間主義の見直しや、
生産拠点の近隣回帰が進むとの声もありますが、果た
して「脱グローバル化」は進行していくのでしょうか。
筆者はむしろ、グローバル化は今後も加速し、社会的
にも経済的にも国境を超えた結びつきが深まり、国際
的な取引を行わない企業や一般消費者にまで、グロー
バル意識を持つことが一層求められる世の中になると
予測しています。そのような世の中でグローバルかつ
ローカルに活発な企業活動を行い、取引先や消費者に
選ばれ続ける存在であり続けるために、企業はどのよ
うな人材を確保しなければならないのでしょう。本稿
では、フラット化する世界における企業活動に求めら
れるグローバル意識である「グローバル・マインドセッ
ト」とは何か、また、その育成を狙いとした愛媛大学
の新たな取り組みについてご紹介します。

①グローバル化が一層加速すると考える三つの理由
　「グローバル・マインドセット」についてご紹介す
る前に、「今後もグローバル化は加速する」と筆者が
考える三つの理由を述べます。尚、本稿における「グ
ローバル化」とは、国や地域を超えた社会的・経済的
な結びつきを指しており、社会や文化の均質化を意味
するものではありません（結果的にそうなってしまう
かもしれないという懸念はありますが）。
　まず一つ目は、外国人労働者の増加です。厚生労働
省によると日本の外国人労働者数は172万人（20年10
月末時点）で、コロナ禍でも前年より４%増加し、過
去最高を更新しています。増加率の低下が著しい宿泊
業・飲食サービス業が活発に稼働するようになれば、
国内の深刻な労働者不足を補うために、再び日本は多

くの外国人を迎え入れるようになるでしょう。高齢者
のケアやIT業界においても、外国人の活躍が期待さ
れています。今後、同僚、取引先、顧客が外国人とい
う状況が、誰にとっても当たりまえになっていくで
しょう。
　二つ目は、通信技術の発達によるビジネスのフラッ
ト化です。これについては筆者が日々体感していると
ころです。というのも、筆者は大学教員とは異なる立
場で企業の商談に立ち会うことが多々あり（オンライ
ンにて）、それらの内容は実に様々です。倉庫内の作
業ロボットを開発する米国企業とロボットを導入する
日本企業のプロジェクト、日本への輸出を希望するブ
ラジルの家具メーカーやウズベキスタンの自然食品会
社の営業、バングラディシュの大学と連携してIT人
材教育を行いたい日本の人材会社の事業コーディネー
トなど多岐に渡ります。従来であれば大規模な見本市
への参加や、相手国へ渡航し関係づくりを行った上で
進められていたビジネスが、オンライン会議システム
を活用し、大陸や時差を超えてテンポ良く進んで行く
様子を、日々目の当たりにしています。このようなこ
とが、今あらゆる産業の現場で起こっていると考えま
す。
　また、通信技術に加え、コロナ禍でテレワークが加
速し、労働コストの安い海外人材をリモート採用する
動きが世界中で広がっています（日経新聞、2021）。
これについては日本は諸外国と比較して進んでいない
とされていますが、デジタルトランスフォーメーショ
ンの推進が急務とされる今、デジタル人材のリモート
採用、業務の海外発注、国をまたいだチームでの業務
遂行などが、あらゆる企業で日常化するまでに、あま
り時間はかからないと考えます。2021年７月25日付け
の日経新聞の記事では、越境ワーカーを活用するため
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に今後日本が取り組むべきこととして、専門家が「ま
ずグローバルな人材を管理するために英語を話せる人
が必要だ」と述べた上で、イノべーションを起こした
り、人々にやる気を出させたり、倫理的な行動を示す
といった、人工知能（AI）にできない人間的なソフト
面のスキルを身につけることも必要だと話しています。
　「グローバル化が加速する」と考える三つ目の理由
は、SDGs（エスディージーズ）です。国連が定める
持続可能な開発目標「SDGs」。もうすっかりお馴染み
ですね。新聞記事や広告、すれ違う人の胸元のバッジ
など、その言葉やロゴを目にしない日はないくらいで
す。今や日本に住む人の二人に一人が「聞いたことが
ある」と答えるSDGs（朝日新聞、2020）ですが、認
知度が急速に高まっている背景には、積極的に取り組
む企業の増加があります。企業は地球環境や社会への
直接的なインパクトのみならず、 新たなビジネスチャ
ンスの獲得、企業価値の向上による投資家からの評価
の向上、顧客や消費者からのイメージアップ、優秀な
人材獲得など、様々な効果を視野に入れてSDGsに取
り組んでいると言われています。
　一方で、SDGsという壮大で世界的な目標に向けて
企業が本気で粘り強く取り組み、成果を出していくた
めには、トップの旗振りだけでは不十分で、構成員の
意識改革が必須です。では、構成員に求められる能力
はどのようなものでしょう。一つは、目の前の企業活
動が社会や地球環境、ひいては後世に及ぼす影響をイ
メージし、それに対して責任感を抱くマインド。また
それとは逆に未来の望ましい姿を描き、そこから逆算
して今何をなすべきかを考える思考を持ち、それに
従って多様なステークホルダーを巻き込みながら行動
し続けることができる力。これらを備えた人材が企業
活動の成功の鍵となります。
　具体的なアクションを例に挙げると、自社が販売す
る商品の原材料を栽培する農家で児童労働が行われて
いないか確認したり、CO２排出量の少ない車両を公用
車として採用したりするなど、グローバルな視点に基
づいてローカルで行動することなどがあります。外国
人や海外企業とは全くやり取りの無い企業であって
も、たとえ地域に根差す自治体であっても、内側から
グローバル思考を実践していくことが今後益々重要に
なっていくのです。
　このように、好むと好まざるとにかかわらず、グロー
バル化の波は今後もどんどん押し寄せることが予想さ
れるわけですが、そのような状況に備え、企業活動の
みならず人をグローバル化するとは、具体的にどうい

うことなのでしょうか。ここからは、グローバル環境
で成果を上げるために必要とされる「グローバル・マ
インドセット」についてご紹介します。

②�「人のグローバル化」に求められるグローバル・マ
インドセットとは

　グローバル・マインドセットとは、自分とは異なる
文化背景を持つ他者や組織に良い影響を与えるために
必要な知識・姿勢・コミュニケーション能力を指しま
す。これは、米国のサンダーバード国際経営大学院１）

のマンスール・ジャビダン教授らによる、数年にわた
る研究と、欧米やアジア諸国の23都市で活躍する、シ
ニア・エグゼクティブ200人以上とマネジャー5,000人
以上を対象にした調査からまとめられたものです。
　調査では、国際的な場面での成功事例や失敗事例に
加え、異質な他者と働くことや異文化環境で成長する
ことなどが問いかけられ、それらの回答から有能な人
材に共通する三つの資本とそれぞれを構成する要素が
導き出されました。現在では世界70カ国以上の企業や
団体で、この研究結果に基づくアセスメントが活用さ
れています（染谷、2017）。以下、三つの資本とそれ
ぞれの構成要素をご紹介します：

グローバル・
マインドセット

社会的資本

対人影響力冒険心

自信

多様性への情熱

心理的資本

異文化への
共感

国際的な場面で
の交渉力

知的資本

複雑性の認知

グローバル・
ビジネスの理解

コスモポリタン
的な思想

「グローバル・マインドセット」
三つの資本と九つの構成要素

【知的資本】

一般的な知識と
学習能力

１）世界的な業界の動向、グローバ
ルな顧客の行動、ニーズや商習慣、
地域ごとの戦略的リスクの違いなど
に対する深い理解

２）複雑性の認知：選択肢の多さに
対し躊躇することなく、多くの変数
を含んだ複数のシナリオをつなぎ合
わせていく能力
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　これらに加えて、最近では、持続可能な未来社会に
希望を抱き、所属組織を超えた他者の幸せを願い行動
するための「グローバル・マインドセット・フォー・
サステナビリティー」の重要性も提唱されています
（Fry and Egel、2021）。
　さて、ここに示した資質能力の多くは、過去には、
言語力の高さに付随するものとみなされたり、国際経
験を積めば自然に身に付くと考えられたりしていまし
た。しかし、異文化理解や関係構築力の低さは依然と
して世界中の企業で課題であり続けることからも
（Deloitte、2015）、現在では、意図的に養うべきもの
と考えられています。また、前述したグローバル化の
進行という点でも、国際業務に関わらない企業やその
構成員にも養われるべきという認識が広がっていま
す。では、グローバル・マインドセットはどのように
養うことができるのでしょう。
　まず、最も鍛えやすいとされているのが「知的資本」
です。なぜならこれは情報の蓄積によってある程度養
うことができるからです。雑誌や新聞などで継続的に
世界経済や社会情勢を把握したり、特定の国や地域の
文化やニーズについて学ぶセミナーなどに参加するの
も良いでしょう。筆者は新聞の他にも、日本貿易推進
機構（JETRO）のサイトに掲載されるビジネス・レポー
トや動画を定期的にチェックしています。またSDGsの

達成状況については国連のサイトを活用しています。
組織内で日常業務から離れて、様々なテーマについて
定期的に討議する時間を持つことなどはお勧めです。
　「心理的資本」は最も開発が難しいとされています。
なぜならこれは人の性格やあり方に関わる分野だから
です。「明日から変わろう」「もっと自信を持って行動
しよう」と心に決めても簡単に変われないと痛感する
経験は、誰にもあるはずです。では、人の心や考え方
が大きく変化し成長するにはどのような経験が必要な
のでしょうか。
　効果的とされているのは、自分が今持っている物事
の捉え方や価値観が大きく揺らぐような葛藤が生まれ
る体験です。異文化交流はもちろん、未体験のスポー
ツにチャレンジする、食べたことの無いものを食べて
みる、理解し難いアート作品に触れてみることなども
良いでしょう。
　「社会的資本」を鍛えるには、これまで接点の無かっ
た人と協同することが効果的です。他国の人に限らず、
地域・年齢・立場が異なる人との協同活動に参加し、
それらのコミュニティーでのコミュニケーションのマ
ナー、信頼を得るために必要なことなどを、具体的な
関わり合いを通して学び取っていくのです。昨今は新
型コロナウィルスの影響で、異文化や異分野の人との
直接的なコミュニケーションは容易ではありません
が、オンライン上に存在する様々なコミュニティーに
参加するのも良いでしょう。ただ視聴するだけでなく、
お互いの考えや価値観をやりとりする対話が求められ
る機会を探してみてください。

③愛媛大学の新たな取り組み
　ここでは簡単に、愛媛大学で実施する、グローバル・
マインドセットの養成が期待できる授業についてご紹
介します。
　愛媛大学では、平成29年度より文部科学省の委託を
受けて実施する「留学生就職促進プログラム」の一環
として、留学生と日本人学生が企業の課題に取り組む
授業を実施しています。この授業は学生の就業力や異
文化コミュニケーション力の獲得に加え、授業に参加
いただく社員の方々の意識啓発や成長にも寄与するこ
とを狙いとしています。令和２年度までに愛媛県内外
より５社にご参加いただきました。
　令和３年度からは、「学生と社員の学び合い」をよ
り意識した授業デザインを行い、留学生、日本人学生、
そして社員の方々で構成されるまさにダイバーシティ
を体現するチームが、 SDGsについて共に学び、SDGs

３）世界各地の文化、歴史、地理、
政治・経済システムに対する強い関心

【心理的資本】

異文化への寛容さと
変化への順応力

１）多様性への情熱：世界各地の探
索、異文化体験、新しい方法の導入
に対する強い志向

２）冒険心：予測不能で複雑な環境
を歓迎し、そのなかで生き抜く能力

３）自信：自己信頼性、ユーモアの
センス、新しい状況のなかでリスク
を取る勇気、高いレベルの活力。異
質な環境下で消耗するのではなく、
むしろやる気になれる能力

【社会的資本】

自分とは異なる人と
信頼関係を築く能力

１）異文化への共感：国の人々と心
情的につながり関わっていく能力

２）対人影響力：さまざまな意見を
取りまとめ、合意を形成し、信頼を
維持する能力。組織内の他者だけで
なく、将来的な関係性が不透明な
人々ともネットワークを築くスキル

３）対人交渉術：相手の言い分に耳
を傾け、自分とは異なる人々と気さ
くに会話し、話し上手よりも聞き上
手であること

（ジャビダン、ティーガーデン、ボーエン、2011）＊筆者が一部修正
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達成に貢献する新規事業を立案するために協働してい
ます（2021年前期は留学生11名、日本人学生11名、３
社から５名の社員の方々が参加）。
　本授業におけるチーム活動には、グローバル・マイ
ンドセットを養うことができる機会が溢れています。
まず、SDGsについて理解を深めるため、様々な情報
にアクセスし、それらを活用するために理解を深めて
いくことが求められます。それらの活動を通して「知
的資本」を鍛えることが期待できます。
　次に、授業環境そのものが心理的資本を養う「資源」
に溢れています。専門分野も性別も年齢も異なる６つ
の国と地域出身の学生が協働する場を想像してみてく
ださい。そこには、同質性の高い仲間との活動では体
験できない気づきや葛藤が溢れているはずです。
　最後に、本授業には「社会的資本」を鍛える要素も
溢れています。チームプロジェクトを遂行していく上
で、学生たちは、スケジュール調整やモチベーション
の維持、意識のズレなど、様々な困難に直面します。
チームにメンターとして関わる社員の方々は、答えを
提供したり、過剰に介入することなく、学生が経験か
ら学びとるプロセスを支援します。文化背景の異なる
それぞれの学生たちにアプローチし、複雑なチーム活
動を成功へと導く経験は、社員の方々にとっても他で
は得難い貴重な機会だと考えます。

④まとめ
　本稿では、加速するグローバル社会に求められるグ
ローバル・マインドセットと、それを養う愛媛大学の
授業についてご紹介しました。
　昨今、SDGsの観点から、また創造性を高めるため
にも、組織のダイバーシティを高めることへの関心が
高まっています。しかし、異文化環境を作り、そこに
人を配備するだけでは、イノベーションは生まれない

ばかりか、人も組織も疲弊してしまいます。グローバ
ル環境に対応し、多様性をエネルギーに変えることが
できる人を育てるためには、言動を丁寧に振り返り、
お互いの持つ認知パターンや思考のクセを調整し、葛
藤経験を力に変換する練習の場が必要です。
　私たちは今後も学生と社員の方々の学び合いの場を
創造し、グローバル化の波にもしなやかに対応し、そ
れをローカルの糧に変えていける人と地域づくりに貢
献したいと考えています。このグローカルな学びの場
づくりに関心のある企業の方からのご連絡をお待ちし
ています。

注）

１ ）米国アリゾナ州に本部を置く大学院大学。1946年に設立さ

れ、国際マネジメントおよびグローバルビジネスを専門にし

た最古の大学院と言われている。

参考文献：

朝 日新聞「【SDGs認知度調査 第７回報告】SDGs「聞いたこと

がある」約５割」

　 （https://miraimedia.asahi.com/sdgs_survey07/　閲覧日：2021

年８月１日）

Deloitte Global Human Capital Trends 2015

　 （https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/

Documents/human -cap i t a l /G loba lHumanCap i ta l 

Trends2015.pdf　閲覧日：2021年８月１日）

Fry, L. W. ; Egel, E. Global Leadership for Sustainability.

　Sustainability 2021, 13, 6360. 

　（https://doi. org/10. 3390/su13116360　閲覧日：2021年８月１日）

ジ ャビダン・マンスール、ティーガーデン・メアリー、ボーエ

ン・デイビッド「グローバル・マネジャー5000人以上への調

査が明かす 世界で通用する人材の条件」『ハーバード・ビジ

ネス・レビュー』、2011年３月号、p. 94-102

厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ」

　 （https://www.mhlw.go.jp/content/11655000/000729116.pdf　閲

覧日：2021年８月１日）

染 谷文香「グローバルマインドセット　−海外で成果を挙げら

れる人に共通するもの−」『経営センサー』、株式会社東レ

経営研究所、2017年12月、p.55-p.58

「越境リモート労働３割増」、『日経新聞』、2021年７月25日、 

　朝刊、p.１

「越境リモート労働拡大　先進国、賃金上昇抑制も」、『日経新 

　聞』、2021年７月25日、朝刊、p.５

授業風景
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　2019年の逃亡犯罪人引渡条例改定問題をきっかけに
始まった民主派による大規模デモ活動を背景に、2020
年６月30日に制定された香港国家安全維持法（以下、
国安法）施行から約１年。海外メディアでは、過剰な
までの悲観的でセンセーショナルな記事が踊り、「香
港は終わった」とまで言われた。
　その国安法制定から約１年を経過した今、国安法の
概要を改めて説明した上で、この１年で起こった出来
事、そして今後の香港について述べていきたい。

１．国安法の概要
（１）犯罪の種類
　①国家分裂罪
　②国家政権転覆罪
　③テロ活動罪
　④外国勢力と結託して国家安全に危害を加える罪

（２）対象者
　① 香港内では、あらゆる者に適用。
　　 　香港人、香港企業はもちろん、外国人も含む。

外国企業は明記されていないが含まれていると認
識しておいた方がよい。

　②香港外でも、香港人・香港企業であれば適用。
　③ 外国人でも、香港外で「香港に対して」国安法犯

罪を行えば適用。①と同様、明記されていないが
外国企業も含まれていると認識しておいた方がよい。

（３）国安法の懸念点
　① 犯罪行為やその対象者の規定が広範かつ抽象的で

あること。　
　② 新設された国家安全維持公署の管轄権行使の規定

が不明確であること。
　③ 香港当局の法執行手続きにおいて、検閲や秘密監

視、保釈制限等、強力で広範囲な権限が認められ
ていること。

２．国安法に関連する逮捕者、デモ等
（１）逮捕者数
　 　香港警察の発表によると、国安法施行の2020年６

月30日から2021年６月28日までの間に、国安法に基
づく容疑で117人が逮捕されている。香港警察は国
安法によって香港の社会秩序は正常化に向かい、暴
力事件は大幅に減ったと強調しており、2020年７月
～12月の放火事件や器物破壊事件は同年１月～６月

に比べてそれぞれ80％、40％減ったとされている。
（２）初の量刑判決
　 　2021年７月30日、昨年７月のデモの際に、香港独

立（香港を取り戻せ）を意味する旗を掲げ、バイク
で警官隊に突入したとして、国安法のテロ活動罪な
ど有罪判決を受けた24歳の被告に対し、禁固９年の
国安法に関係する初の量刑判決が言い渡された。市
民の間では重過ぎる判決であるとの意見が多く、国
安法に違反しないよう市民に警告するといった意味
合いの重刑判決だと捉えられている。

（３）2003年以来、初のデモ許可申請を断念
　 　香港ではデモ行進等をする際、事前に警察に許可

を申請し、許可後に実施するというのが一般的であ
る。民主派の人々は、毎年７月１日の香港独立記念
日に合わせて許可を申請していた（去年は初めてコ
ロナ対策を理由に許可されなかった）。今年も当初
は申請予定であったが、国安法違反による逮捕等を
恐れ、2003年以来初めてデモの申請自体を断念した。

３．報道・メディアに対する締めつけや規制の強化
（１）リンゴ日報の廃刊
　 　中国に対して批判的で知られた民主派寄りの香港

紙であるリンゴ日報は、６月24日の発刊を最後に廃
刊に追い込まれた。創業者や幹部の逮捕の他、銀行
口座の凍結等により資金繰りが悪化し、26年の歴史
に幕を強制的に降ろされることとなった。

（２）次の標的と見られている立場新聞の役員交代
　 　リンゴ日報の次の標的と見られているのが、こち

らも民主派寄りの立場新聞である。同社はリンゴ日
報の廃刊を受け、リスク低減のためとして、既に親
会社の役員８人のうち６人が辞任し、ネット上の一
部の記事も削除している。同社は、「タブーは設け
ず重要な事実の報道に尽力する」と基本的な姿勢は
変えずに報道活動を継続すると強調しているもの
の、現実的に生き残っていくためには、方向転換せ
ざるを得ないと見られている。

（３）映画検閲の強化
　 　国安法を背景に映画検査条例の改正条例が交付さ

れた。香港では従来から映画検閲に関するガイドラ
インはあった（従来から検閲はされていた）が、新
たに国安法の見地からの検閲が義務付けられた。

国家安全維持法施行から
　　　１年経過した香港の今

株式会社伊予銀行　香港駐在員事務所
岡林　祐介
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４．政務長官（政府ナンバー２）に初の警察出身者
（１）過去の政務長官の顔ぶれ
　 　香港政府のトップである行政長官（現キャリー・

ラム氏）に次ぐ香港政府ナンバー２の政務長官の過
去の顔ぶれは、１人の経済界出身者以外は、社会政
策や経済担当の公務員出身者が就いていた。今回
2021年６月25日に新政務長官に就任したジョン・
リー氏は、警察畑であり異例の人事である。

（２）新政務長官ジョン・リー氏の経歴
　 　リー氏は、1977年に香港警察入りし、2012年に保

安局副局長就任、2017年７月のキャリー・ラム政権
発足と同時に警察など治安部門を統括する保安局長
に就任した。

　 　その後2019年からのデモ活動に強硬姿勢を示し力
で鎮圧した。国安法施行後も民主派や反政府派を相
次いで逮捕し、リンゴ日報も廃刊に追い込んだ。

（３）政府の姿勢
　 　警察畑のジョン・リー氏の政務長官就任は、政務

長官が、政策全般にわたって行政長官を補佐、各局
を指揮・監督する立場としては、異例の人事である。
一部では国家安全に関する事項にのみ注力するよう
求められているという話もあり、今後も治安の強化、
民主派の抑え込みを最優先するという政府の姿勢を
示したとされている。

５．実社会への影響
（１）国安法教育の必須化
　 　国安法では、第10条で香港政府に対し、学校やメ

ディア等を通じて香港市民に国家安全教育に対する
理解を深めさせるよう促しており、それらを受けて
香港理工大学など３大学は、新年度から国家安全維
持関連の教育を受ける必要があると発表した。海外
からの留学生を含めた学生全員が対象となる見込み
である。

（２）学生の減少
　 　国安法の施行等を背景に香港の小中高校に在籍し

ていた生徒が減少している。2020年10月時点で2019
年９月比で１万5,457人減少の69万965人となってい
る。退学した生徒が香港外に移住したかどうかは明
確にはなっていないが、同時期にある小学校を退学
した多くの生徒は、香港国外に移住したと発表して
いる。

（３） 街中の取り締まり警察官の増加
　 　国安法の制定以降、平和的な大規模デモは厳しく

取り締まられていることから、2019年と比較すると
治安面は大幅に改善され、デモ等により危険を感じ
ることはほとんどない。

　 　一方で一部の過激派によるゲリラ的なテロ攻撃が
計画されたこともあり（既に逮捕）、街中の警察官
の取り締まりは強化されている。従来は、繁華街や
地下鉄構内等、エリアがある程度限定されていたが、
最近は住宅街の近くにまで及ぶこともある。

６．日系企業（ビジネス）への影響
（１）直接的な影響は少ない
　 　現在までの国安法による直接的な締めつけは、政

治的な要素が強く、中国政府および香港政府を批判
する企業やメディア、個人が対象となっており、
IT企業、報道メディア関連企業を除いて、日系企
業への直接的な悪影響は少ない。

（２）間接的な悪影響
　 　一方で間接的な悪影響については、政府の締めつ

けによるリンゴ日報の廃刊等があったことから、今
後、情報面で一般企業にも規制がかかるのではない
か等の懸念が指摘されている。また、一部の企業で
は従業員の香港からの移住等による人材流出懸念が
指摘されている。

（３）今後の香港拠点の方針
　 　ジェトロ香港等の調査によると日系企業の香港拠

点の今後の活用方法について、規模拡大が3.9％、
これまでと変わらないが62.0％を占める一方で、規
模縮小9.7％、撤退が2.2％となっている（他、現時
点でわからない、今後検討する可能性がある等が
22.2％）。

７．終わりに
　香港は１国２制度の下、自由貿易港・国際金融都市
として発展してきたが、近年、国安法の制定等を背景
に、政治面において中国化が加速しているのは事実で
ある。リンゴ日報をはじめとする情報メディアや反政
府派、民主派等に対する締めつけは、見せしめ的な意
味合いも強く、国安法施行当事に予想されていたもの
より厳しいものとなった。
　一方でビジネス面においては、現時点では情報・メ
ディア、IT企業等を除く企業に対する悪影響は少な
い。一部で撤退を検討する企業もあるが、それは国安
法が最大の理由である企業は少なく、従来から拠点の
見直しや撤退の検討をしていた企業の材料のひとつに
なったに過ぎないと考えている。
　コロナ禍で中国本土との往来が出来ないことは香港
にとっては痛手だが、国境の往来が規制されているの
はどこの国も同じである。アフターコロナにおいては、
今後政治面で中国化が進んだとしても、地理的優位性
を生かした中国の窓口として役割、中国からの最大の
旅行先・消費地としての地位は揺るぎなく、ビジネス
面においては、引き続き香港のプレゼンスに大きな変
わりはないと見込んでいる。

平穏と活気を取り戻した街中の様子
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株式会社フジ

代表取締役会長 兼 CEO
尾﨑　英雄

　　　

代表取締役社長 兼 COO
山口　　普

１．会社概要
会　社　名：株式会社フジ
本部所在地：愛媛県松山市宮西一丁目２番１号
設立年月日：1967年（昭和42年）９月12日
資　本　金：194億７百万円
事 業 内 容：総合小売業
　　　　　　 （食料品、衣料品、日用雑貨品等の小売

販売）
代　表　者：代表取締役会長 兼 CEO　尾﨑　英雄
　　　　　　代表取締役社長 兼 COO　山口　　普
従 業 員 数：4,684人（2021年５月末時点、８時間換算）

２．沿　革
1967年９月　 チェーンストアの展開を目的として､ 十

和株式会社（現：株式会社アスティ）の
全額出資により愛媛県松山市に株式会社
フジを設立

1967年10月　 愛媛県宇和島市に第１号店となる「フジ
宇和島店」を開設

1973年４月　 愛媛県松山市に「フジショッピングスク
エア駅前店」を開設

1981年９月　 広島県広島市に「フジショッピングスク
エア高陽店」を開設

1984年11月　 高知県四万十市に「フジ中村店」を開設
1987年４月　 山口県岩国市に「フジショッピングスク

エア岩国店」を開設
1989年12月　 愛媛県松山市に「フジグラン松山」を開設
1997年８月　 東京証券取引所及び大阪証券取引所市場

第一部に株式を上場
1999年７月　 香川県丸亀市に「フジグラン丸亀」を開設
2001年11月　 徳島県板野郡北島町に「フジグラン北島」

を開設
2008年４月　 愛 媛 県 伊 予 郡 松 前 町 に「 エ ミ フ ル 

MASAKI」を開設

2017年３月　創業50周年
2018年３月　企業スローガン策定、ロゴマーク刷新
2018年10月　 イオン株式会社と資本業務提携契約を締結

３．経営理念、企業スローガン
　当社の設立の理念は「地域社会への貢献」と「豊か
なくらしの推進」です。初代社長の尾山謙造は、「よ
りよい品をより安く」「地域の人々のくらしに貢献す
る」ことを基本とし、地域の豊かなくらしづくりこそ
がフジの使命と考え、チェーンストア業をスタートさ
せました。フジは、「地域」と「人」と「くらし」を
大切に、地域に寄り添い、地域社会の発展とそこでく
らす人々の豊かで幸せなくらしづくりに貢献できる企
業を目指しています。

〔経営理念〕
・私たちは、豊かなくらしづくりを目指します。
・ 私たちは、地域社会の発展に貢献することを目指し

ます。
・私たちは、人々を大切にする企業を目指します。

〔企業スローガン〕
「この街に、あってよかった。」

　創業50周年を機に、新たに企業スローガン「この街
に、あってよかった。」を策定し、ロゴマークを刷新
しました。現在、100年企業へ向けて新たな歩みを進
めています。

４．事業内容
　当社は、食料品や衣料品、日用雑貨品の小売販売を
行う総合小売業として、愛媛県・高知県・香川県・徳
島県・広島県・山口県にスーパーマーケットやショッ
ピングセンターなど100店舗を出店しています（2021
年８月時点）。愛媛県においては、リージョナルショッ
ピングセンターのエミフルMASAKI、食料品や衣料
品を取り扱うフジグラン（９店舗）、スーパーマーケッ
トのフジ（35店舗）、飲食店やアミューズメント施設
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で構成する多目的ショッピングセンターのパルティ・
フジ（３店舗）、農産物や海産物をはじめとした地域
商材の直売を行うエフ・マルシェ（２店舗）など、合
計50店舗を出店しています。
　近年は、移動スーパーやネットスーパーなどのノン
ストアリテイル事業も強化し、サービスの拡充を図っ
ています。

５．中期経営計画（2021年度～2023年度）
　2021年度から３カ年の中期経営計画をスタートさ
せ、経営理念に則り、経営ビジョン「中四国くらし密
着ドミナント」の実現を目指し、競争に打ち勝ち、成
長し続けるため、中核事業と位置付けるスーパーマー
ケット事業の拡大を図っています。同時に事業の拡大
を支えるための物流や管理システムなどの事業インフ
ラ整備を推進するとともに、コロナ禍において深刻な
影響を受けた事業・業態の再構築にも取り組んでいま
す。また、店頭でのお客様の利便性向上やデータ活用
による営業支援、業務の省人化・省力化を狙いとして、
デジタル化も強化しています。さらに、環境問題、地
域社会への貢献、ガバナンスの強化に取り組むことで、
社会的役割を果たすESG政策を推進し、企業価値向上
を目指しています。

〔事例紹介①〕便利で楽しい店舗づくり
　店頭では、その地域ならではの商品や即食・簡単便
利な商品の拡大など、機能性や価格にこだわった商品
の提供や、時代とともに変化する価値観・ライフスタ
イルに対応した商品提案に取り組んでいます。
　また、安全・安心にお買い物いただける環境づくり
はもちろん、ご精算セルフレジの拡大やレストスペー
スの設置など、快適で便利にお買い物いただける店舗
づくりを進めています。

〔事例紹介②〕環境活動への取り組み
　当社は、「脱炭素社会の実現」「循環型社会の実現」「地
域との共生」の３つを柱に、環境に対する取り組みを
推進しています。省エネ・再エネの取り組みの一つと
して、現在、店舗屋上のスペースを活用した太陽光発
電システムの導入を進めています。また、食品ロス削
減のためのフードドライブ活動や、店頭リサイクル活
動の推進など、地域のお客様と一緒に行う環境活動に
も取り組んでいます。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　刻々と変化する社会環境において、変革が求められ
る今こそ、当社は、地域に寄り添い、お客様視点で物
事を柔軟にとらえ、「変化」を楽しみ、「新しさ」に積
極的に挑戦し続けます。フジが「この街に、あってよ
かった。」とたくさんの方に笑顔になっていただける
よう、これからも、地域の拠点となる店づくりを進め、
地域の皆様のお役に立てる企業・店舗づくりに努めて
まいります。

地場商品の発掘・導入

お求めやすい価格でのご提供

店頭でのリサイクル資源回収
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　小職は本年３月まで３年９カ月にわたってフィリピ

ンのマニラに駐在しました。現地から日本を見ると、

フィリピンの投資環境が正確に伝わっていないと感じ

る場面がよくありましたので、ご参考までに、フィリ

ピン経済の近況を報告させていただきます。

【フィリピンを特徴づける４大要素】

　フィリピンといえば「バナナやパイナップルが豊富

で、明るいお祭り好きの国民が多い南国」というイメー

ジが一般的かもしれません。現地生活ではいろいろな

ことが起きましたが、主に以下４つの要素が絡み合っ

て、物事が起きているように思われました。

　第１に、人口が多いことです。すでに１億人を超え、

2030年には日本と人口が逆転すると予測されていま

す。全人口の中間に当たる年齢が25.7歳と若く（日本

は48.4歳）、労働人口（15 ～64歳）は2050 ～60年代ま

で増加が続くと見られています。

　第２に、英語堪能な人が多いことです。フィリピン

はアメリカに統治された時期があり、今も英語が広く

通用しています。高等教育機関では英語中心の授業が

行われており、契約書も英語です。

　第３に、キリスト教徒が約９割（うちカトリック信

者が８割）を占めています。スペインとアメリカの統

治期間を経て、キリスト教が日常生活の隅々まで浸透

しています。

　第４に、7,107の島から成る世界有数の島しょ国で

す（日本は6,852）。全国至る所に地理的に分断された

不便な土地があり、地域格差を助長しています。

【経済政策の目標は格差是正と雇用確保】

　日本と同様、フィリピンも首都圏周辺地域に人と富

が偏在しています。まず、首都圏に全人口の１割超、

首都圏周辺地域に約４割が集中しています。富も同様

で、北部のルソン地方が70％（うち首都圏は40％）、

セブなど中部のビザヤ地方は15％、ドゥテルテ大統領

（現政権）の地元ダバオなど南部のミンダナオ地方が

15％と首都圏周辺地域の一強状態です。ちなみに首都

圏の一人当たりGDPは全国平均の３倍で、年間１万

ドル近くに達します。

　また、コロナ禍前の完全失業率は５％台に抑制され

ていましたが、準失業率を加味した10％台で見るほう

が実態に近い印象でした。フィリピンは東南アジアが

急速に工業化した80～90年代に政情不安が続いたた

め、製造業を集積する好機を逸してしまい、消費主

導、サービス業中心の経済構造が定着しています。増

加し続ける労働人口を吸収するには大量の雇用を創出

する製造業が不可欠ですが、外資系の組立加工輸出工

場は別として、国内市場向けの製造業は余り育ってい

ないため、国内で適当な就業先が見つけられないフィ

リピン人は待遇の良い海外で働いて本国に送金してい

ます。

　こうした背景から、歴代の政権は連綿と格差是正と

雇用確保に取り組んできました。最近急逝されたアキ

ノ前大統領が就任した2010年からフィリピン経済は成

長期に入り、2016年に現政権へ移行した後も順調に発

展していましたので、積年の政策課題も改善しつつあ

りましたが、2020年以降はコロナ禍で停滞しています。

長期成長が期待できる国
フィリピン

日本貿易振興機構（ジェトロ）
地域統括センター長（四国）

石原　孝志

図1　フィリピンの地域区分と人口の集中（2020年）
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　現政権は著しく整備の遅れている道路や鉄道、空港

などインフラ開発を推進し、渋滞等の都市問題を改善

するとともに、景気をけん引する「ビルド、ビルド、

ビルド」政策を掲げています。この看板政策を受けて、

日本政府がODA（政府開発援助）を通じて大型プロ

ジェクトをいくつも支援していることもあり、フィリ

ピンにおける対日感情は良好です。

【外需依存からの脱却を目指して】

　乱暴な整理ですが、フィリピン経済は「豊富な（英語）

人材を活かして、①各種の加工貿易、②コールセンター

や設計などITを使った業務アウトソーシングの受注、

③海外就労を行い、これらの経済活動で得られた外貨

が国内消費を支え、サービス業が潤う」サイクルで発

展してきました。このような外需に依存した消費主導

型経済を卒業し、国内市場向け企業振興やインフラ整

備を通じて投資主導型の経済発展に体質改善する努力

が続いていますが、まだ脱却できていません。

　加工貿易の盛んなフィリピンの貿易構造は「原料や

部品を輸入して、加工した部品や製品を再輸出する」

形が多く、日本との貿易関係も概ね同様です。しかし、

最大の貿易相手である中国との関係は全く異なり、著

しい輸入超過となっています。国内市場向けの製造業

が発展していないフィリピンでは国内経済が成長して

内需が伸びるにつれて、中国からの製品輸入が急増し

ているからです。

　また、海外で働くフィリピン人が本国に送金する額

はGDPの１割弱に相当する一大産業です（金融機関

を介在しない、帰国時に携行する現金を含めると、約

２割に達するという統計もあります）。海外出稼ぎの

業種は様々で、例えば、日本の商船で活躍する船員の

７割以上はフィリピン人です。フィリピンには日本企

業が運営する船員養成学校が複数あり、大変人気があ

ります。

【伝統的な強みは豊富な（英語）人材】

　外務省の調査によると、2019年10月現在、在フィ

リピン日系企業の拠点数は1,469です。首都圏、セブ、

ミンダナオの３ヵ所にある日本人商工会議所の会員数

も過去10年で２割弱増加しています。業種別の内訳で

は、輸出製造業（電気電子や自動車部品等の組立加工）、

内需向け製造業（自動車、バイク、食品等）、ITを活

用した業務アウトソーシング（設計、ソフトウェアエ

ンジニアリング）、各種サービス業が中心です。近年、

日本企業のフィリピン投資では富裕層だけではなく中

間層をターゲットとする住宅開発プロジェクトが増え

つつあります。また、コロナ禍後に、自動車部品や電

子部品の業界では、フィリピンの生産拠点を増強する

動きも見られます。

　ジェトロは毎年秋に進出日系企業実態調査を行って

います。2020年の調査結果をもとに進出日系企業から

見たフィリピンの投資環境を紹介します。

　まず、「市場規模、成長性」「ワーカー確保の容易さ」

では進出日系企業の高い評価を得る一方、「簡素な行

政・税務手続き」「各種ルールの透明な運用」では低

表１　東南アジア各国の経済成長率� （単位）％

国　名 2017 2018 2019 2020 2021※

フィリピン 6.9 6.3 6.0 -9.6 4.5 ADB
6.9 IMF

インドネシア 5.1 5.2 5.0 -2.1 4.5 ADB
4.3 IMF

マレーシア 5.9 4.7 4.3 -5.6 6.0 ADB
6.5 IMF

タイ 4.0 4.1 2.4 -6.1 3.0 ADB
2.6 IMF

ベトナム 6.8 7.1 7.0 2.9 6.7 ADB
6.5 IMF

実質GDP成長率。　※ADB：アジア開発銀行、IMF：国際通貨基金。2021
年は予測値。
（出所）�各国政府発表（下線部）、ASIAN�DEVELOPMENT�OUTLOOK（2021

年４月）、IMF�WORLD�ECONOMIC�OUTLOOK（2021年４月）

表２　在フィリピン日本人商工会議所の会員企業数
2012 2014 2016 2018 2020

計 648 679 717 753 763
首都圏 525 542 571 600 608
セブ 110 123 130 135 139
ミンダナオ 13 14 16 18 16
（出所）在フィリピン日本人商工会議所（３ヵ所）、法人正会員、2020年

表３　在フィリピン日系企業拠点数（1,469）の内訳
製造業� 581� 卸売・小売　166
専門技術サービス　108� 建設業� 79
物流・輸送� 65� 情報通信� 31
ホテル、飲食店� 30� 金融・保険� 30
教育・学習支援� 28� 生活関連サービス　28
不動産・リース� 23� エネルギー、水道　16
鉱業・採石業� 13� 農林水産業　　9　ほか
（出所）日本国外務省調査（2019年10月）
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い評価を受けています。人口が多く、所得も上がって

きているので、国内市場の将来に期待が持てるものの、

各種制度が複雑で、現場では場当たり的または恣意的

な制度運用に泣かされるようです。　

　フィリピンの長所は伝統的に「優れたワーカーを容

易に確保でき、現地の従業員と英語で意思疎通できる。

しかも労働争議が少ない」と「優れた税制優遇措置」

の２点ですが、税制は法人向け諸税の改革で大幅に見

直されます。欠点を並べると、「政治や社会が安定せず、

政策も今一つで、電力、通信、道路、港湾等のインフ

ラは軒並み整備が遅れており、駐在員の生活環境や安

全性も良くない」ようです。

　なお、多くの日本企業の駐在員が活動している地域

の治安は良好で、一般的なレベルの安全管理を行って

いるかぎり、安心して働き、暮らせる環境です。

　また、日本では何かと不穏なイメージを持たれがち

なドゥテルテ政権ですが、経済閣僚には政府や民間で

の経験が豊富な人材を登用しており、堅実に経済政策

を運営しています。単純で明快なメッセージを求める

国民向けのパフォーマンスなのか、大統領の大胆な発

言や行動が国内外の注目を集め、日本でも大きく報道

されることもありますが、実のところ極めて現実派で

す。フィリピンの大統領は一期６年であり、2022年に

総選挙を行う予定ですが、次の政権は現政権の方針を

踏襲する可能性も高く、政策の安定性、連続性という

意味では経済成長を継続しやすい環境にあります。

【民主的すぎる？フィリピン社会】

　話し合いで物事を決める民主主義を誇りとする余

り、際限なく議論を続け、ルールを決めても簡単に変

更してしまうフィリピン。企業には、いつ、どんなルー

ルが決まり、どのように変わるのかを予測できない欠

点に映る一方で、交渉で個別対応を引き出せるフィリ

ピンの柔軟さを評価する日本企業も少なくありません。

　フィリピンでは2020年３月にコロナ対策が始まり、大

統領府や各省から頻繁に方針が発表されましたが、短

期間で行動制限が変わり、多くのルールが錯綜するため、

行政機関の隅々まで指令が行き届かず、しばしば現場

が混乱しました。ただ、不具合が生じると速やかにルー

ルを修正する柔軟さに救われることもありました。

　言葉については、英語で誰とでも直接話せるフィリ

ピン人が最高という声もあれば、日本語堪能な高級人

材を通じて管理できるベトナムの方が便利という見方

もあります。事業の性格によってフィリピンの言語環境

が魅力的に映るときとそうでないときがあるようです。

　コロナ禍の後に、再びフィリピン経済が成長軌道に

乗り、内需向け産業が育って次の発展段階を迎えると、

今は海外で働いている優秀な人材も少しずつ母国で活

躍する機会が増えると思われます。アジア有数の「若

い国」フィリピンにはまだまだ伸びしろがあり、生産

拠点としても、市場としても、長期にわたる成長が期

待されます。

首都圏のショッピングモール入口で検温・消毒

図２　東南アジア各国の人件費推移

　※�製造業ワーカーの年間実負担額（諸手当、賞与、残業、社会保
障費等を含む）。

　　�【2019年秋の調査から2020年秋の調査までの現地通貨（対ドル
レート）変動】

　　�フィリピン：6.1％ドル安、インドネシア：3.8％ドル高、マレー
シア：１％ドル安、タイ：2.3％ドル高、ベトナム：ほぼ変動なし

　（出所）�ジェトロ「アジア・オセアニア進出日系企業実態調査（2014
～2020年度）」
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令和３年度　国際ビジネス支援講座開催のお知らせ
　『産貿協』は、松山商工会議所とジェトロ愛媛貿易
情報センターと提携して、国際ビジネスに従事する人
材の育成のため『国際ビジネス支援講座』を開催いた
します。
　この講座は、県内企業の販路拡大に向けた海外進出
や輸出・入取引の増加に伴い、海外ビジネスに精通し
た実務担当者の育成が一層重要となってきていること
から、国際業務に関する知識・経験豊富な方を講師に
お招きし、県内企業の海外ビジネスに携わっている実
務担当者、更には管理・経営者の方を対象として貿易
取引の基礎知識から通関・決済に至る広範囲で実務に
即した内容となっております。特定テーマでは貿易取
引〈海外営業実践〉コースを設け、海外営業から見た
取引先の与信等について事例を通して解説いたしま
す。海外取引〈海外展開支援〉コースでは、専門家の
方から世界に広がるFTAの活用と、近年注目が集ま
るSDGsと貿易取引の相乗効果についてお話しいただ
き、その後各種機関から海外事業支援策についてご説
明いただく予定になっております。
　今回も、各地区の商工会議所から後援をいただき、
貿易取引〈輸出入実務者〉コースを、新居浜会場およ
び宇和島会場にて開講いたします。必要なコースだけ
を受講することや、全コースをセットで受講するなど、
ご希望に沿ってお申込みください。

Ⅱ．貿易取引〈輸出入実務者〉コース
Ⅱ．貿易取引〈輸出入実務者〉コース

開催日時 令和３年10月28日（木）　9：30～17：00
コースの
ポイント

輸出・輸入に関して、取引先開拓から成約、物流、
通関、決済、貿易金融を実務に即して解説

受講対象者 貿易実務担当者、管理者
講　　師 各講座欄に記載
令和３年10月28日（木）　9：30～12：00
講　　師：愛媛エフ・エー・ゼット㈱　アイロット事業部
　　　　　国際営業課　係長　玉井奈緒子�氏

第１講座
9：30
～

10：45

〇取引先開拓と各種規制への対応
　・市場調査、取引相手の具体的発掘方法
　・相手方信用調査と選定
　・輸出入に関する規制の確認と対応
　・HSコードと輸入国の関税率調査方法

第２講座
10：45
～

12：00

〇取引成約に向けた取組
　・インコタームズ（費用と危険負担）留意点
　・コスト構造と取引価格の決定
　・決済方法の決定
　・取引交渉に際しての留意点

令和２年10月28日（木）　13：00～14：00　
講　　師：郵船ロジスティクス中国㈱　四国支店
　　　　　愛媛駐在事務所　大原　幸男�氏

第３講座
13：00
～

14：00

〇フォワーダーについて
　・フォワーダーとは
　・フォワーダーの仕事の内容
〇各輸送モード（陸・海・空）の特徴
〇海上輸送と航空輸送
　・船と航空機の比較
　・海上輸送について
　・航空輸送について

令和３年10月28日（木）　14：10～17：00　

第４講座
14：10
～

15：30

講　　師：㈱伊予銀行　国際部
　　　　　課長代理　野本　直�氏
〇輸出入決済と貿易金融
　・輸出代金回収と輸入代金支払方法
　・適用為替相場
　・貿易金融活用方法
　・為替リスクヘッジ活用方法

第５講座
15：40
～

17：00

講　　師：㈱愛媛銀行　国際部
　　　　　主任　大西　晃生�氏
〇輸入信用状の開設と輸出信用状接受
　・信用状統一規則の概要と実務上の留意点
　・輸入信用状の開設と留意点
　・輸出信用状接受時の留意点
　・信用状に伴うトラブル事例

Ⅰ．貿易取引〈基礎〉コース
Ⅰ．貿易取引〈基礎〉コース

開催日時 令和３年10月20日（水）　9：30～17：00

コースの
ポイント

貿易に関する基本用語から仕組み、輸出入取引
の流れ、貿易に関する費用、輸送、通関、決済、
金融に至るまでを分かり易く解説

受講対象者 初心者

講　　師 ㈱グローバル・ビズ・ゲート
代表取締役　�池田　隆行�氏

第１講座
9：30
～
10：50

〇貿易取引の仕組と基礎知識
　・貿易取引の流れ
　・海外取引には一定のルールがある
　・取引申し込みから契約締結まで
　・貿易運送の主な手段

第２講座
11：00
～
12：00

〇取引契約で決めること
　・貿易保険による運送リスクの回避
　・価格の決め方（建値）－インコタームズ－
　・決済条件と代金回収は表裏一体

第３講座
13：00
～
14：50

〇貿易書類を理解する
　・船積書類と通関書類
　・主な貿易書類
〇貿易運送と通関
　・運送と通関手続きの手配
　・船積み／荷降しの流れ
　・通関手続きの仕組み

第４講座　
15：00
～

17：00

〇決済と金融
　・貿易代金決済
　・適用為替相場と為替変動リスクの回避
〇日本の関税制度
　・関税制度の仕組み
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Ⅲ．貿易取引〈海外営業実践〉コース
Ⅲ．貿易取引〈海外営業実践〉コース

開催日時 令和３年11月２日（火）　9：00～16：00

コースの
ポイント

海外営業から見た取引先の与信と海外営業のサ
ンプル
出荷から拡販段階までを事例を通して解説

受講対象者 貿易実務担当者、管理者、経営者

講　　師 中矢一虎法務事務所（司法書士・行政書士）　代表
国際法務㈱　代表取締役　中矢　一虎�氏

第１講座
9：30
～
12：30

〇�海外営業部による海外取引先に対する与信と
決済の知識
　・海外取引審査は国内取引審査と大きく異なる
〇�海外営業商談の準備と開始およびサンプル出
荷まで
　・商談準備に必要な知識
　・�輸出見積もり条件の作成に関する重要テク
ニック５項目

　・見本・サンプルや仕様書提示前の注意点
　・英文秘密保持契約の締結
〇�課税価格の考え方
　・決済（支払）条件の考え方手順
　・貿易条件・インコタームズの選択
　・�輸出商品に対する理不尽なクレーム要求を防
ぐ方策

　・外国人バイヤーの購買に対する考え方

第２講座
13：30
～
16：00

〇海外営業拡販に向けた交渉と実践
　・拡販に必要な視点とは何か
　・販売店契約のポイント
〇�継続的・安定的な海外拡販のための取引先与
信チェック
　・外国企業との取引３鉄則
　・遅延債権発生防止
　・遅延債権発生後の対策
　・法的債権回収手段の前に考えるべきこと

Ⅳ．海外取引〈海外展開支援〉コース
Ⅳ．海外取引〈海外展開支援〉コース

開催日時 令和３年11月９日（火）　9：30～17：00

コースの
ポイント

・�RCEPがもたらす効果や発効により生まれる
新たなビジネスチャンスとSDGsと貿易の相乗
効果等について解説
・各種機関の海外事業支援策

受講対象者 管理者、経営者
講　　師 各講座欄に記載

第１講座
9：30
～
12：00

講　師：株式会社アールFTA研究所
　　　　代表取締役　麻野　良二�氏
〇�RCEPで変わる貿易取引～メガFTAがもたら
す輸出拡大の展望～
　・FTAの効用とRCEP
　・FTAにおけるRCEPの位置づけ
　・RCEPは海外市場開拓に有効か？
　・�ポストコロナ時代の国際取引における
ニューノーマル

　・FTAとSDGsの相乗効果

第２講座
13：00
～

17：00

〇各種機関の海外事業支援策について
　１．ジェトロ愛媛
　２．JICA四国
　３．愛媛大学
　４．日本政策金融公庫
　５．中小企業基盤整備機構
　６．えひめ産業振興財団
　７．INPIT愛媛県知財総合支援窓口
全体を通して、各種支援機関への質疑応答の時
間を予定しております。

　本講座の実施要領は、以下のとおりです。
実 施 日：令和３年10月20日～11月９日
　　　　　（上記の各コース概要のとおり）
会　　場：松山商工会議所　５階　大ホール
申込期限：各コース開始日の５日前
定　　員：各コース40名程度
申込方法：受講申込書により、当協会にお申込み。
受 講 料：下表のとおり

　また、貿易取引〈輸出入実務者〉コースの第１講座
から第３講座までを、新居浜商工会議所（11月18日

（木））および宇和島商工会議所（12月３日（金））に
おきまして開講する予定です。
　尚、今後のコロナウィルス感染症の拡大状況によっ
ては、各講座ともオンライン（ZOOM）開催へ変更
させていただく場合がございます。

〈講座風景〉
貿易取引〈輸出入実務者〉コース（前回）

〈各コースの受講料〉

コース名（講座名） 会　員 非会員
Ⅰ.貿易取引〈基礎〉コース

各コース
￥1,000

各コース
￥2,000

Ⅱ.貿易取引〈輸出入実務者〉コース
Ⅲ.貿易取引〈海外営業実践〉コース
Ⅳ.海外取引〈海外展開支援〉コース
セットコース（全コース受講）
（法人でのお申込みは、各コースで受
講者が異なっても可）

￥3,000 ￥5,000

（注）�松山市内の中小企業者等の方は、受講料の一部に対して補助を受ける
ことが出来る「松山市人材育成事業補助金制度」の対象となる場合が
あります。
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〒791-8057　松山市大可賀2-1-28 アイテムえひめ3階
TEL089-953-3313　FAX089-953-3883
ホームページ：http://www.ehime-sanbokyo.jp
メールアドレス：eibassn@smile.ocn.ne.jp

内容についてご意見、ご質問があれば、下記までお問い合わせ下さい。

印刷：セキ株式会社
〒790-8686　松山市湊町7丁目7-1
TEL089-945-0111　FAX089-932-0860

公益社団法人 愛媛県産業貿易振興協会
発 行


