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ディスカッションペーパー「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）の実現に向けた商社のダイナミズム」の

発刊および記者発表 （4.11）［政3G］ 

世界経済の重心は「アジア太平洋」から「インド太平洋」へ移動しつつあり、インド太平洋地域は世界の人口の半分、

GDP の 7 割を占める大きな市場として注目されています。成長が著しい市場や商品に経営資源を投入して発展し

てきた商社として、インド太平洋地域でのビジネスの現状と将来を展望する必要があるとの問題意識の下、政策研

究大学院 大学政策研究院 教授・参与 篠田邦彦氏を共同研究者に迎え、2021年度市場委員会の傘下に「自由で

開かれたインド太平洋（FOIP）の実現に向けた商社のダイナミズム」を検討

するワーキンググループ（WG）を立ち上げ、報告書を取りまとめました。 

8 ヵ月にわたり計 5 回開催した会合では、外部有識者の知見も得つつ、

FOIP の実現に向けた商社のダイナミズム発揮を目指し、戦略、経済、地域

の 3 つの観点からインド太平洋地域での環境変化を分析するとともに、WG

参加メンバー各社にヒアリングを行い、商社が直面する課題や政府が推進

すべき取り組みについて検討を行いました。 

それらの検討結果にメンバー各社のインド太平洋地域におけるビジネス事

例、商社業界からの提言を併せたディスカッションペーパーを4月上旬に関

係省庁に提出するとともに、4月 11日に記者発表を行い公表しました。 

本ディスカッションペーパーの全文は以下よりご覧いただけます。 

discussion_2203.pdf (jftc.or.jp) 

 

 

日本貿易会ニュース 

今月号の内容 

◆ 今月号の重要トピック 

・Discussion Paper「自由で開かれたインド太平

洋（FOIP）の実現に向けた商社のダイナミズム」

の発刊および記者発表 

◆ 提言・要望 

◆ 委員会活動 

◆ 講演会 

◆ 広報・出版活動 

◆ HP新着情報 

◆ 今後の講演会、委員会予定 

発行所：一般社団法人日本貿易会 

編集発行人：企画・人事グループ長 菅納ひろむ 

～今月号の重要トピック～ 

 

 

2022年
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OECD によるグローバルミニマム課税の実施枠組みに関するパブリックコンサルテーションに対するコメント（4.11）

［政1G］ 

経済のデジタル化に伴う課税上の課題に対処するための国際課税ルールの見直しについて、OECD は、2021 年

12 月にモデルルールを公表しました。また、2022 年 3 月 14 日には、多国籍企業及び各国政府に第 2 の柱（グロ

ーバルミニマム課税）に関する詳細なテクニカルガイダンスを提供することを目的としたコメンタリーおよび計算例

（Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two) Examples）を公開するとともに同ルールの実施枠組みに関する

パブリックコンサルテーションの実施を併せて発表しました。 

コメンタリーや事例が公開されてもなお、同ルールは不透明、かつ複雑であり、公開文書どおりのルールが導入さ

れると、多国籍企業における税務コンプライアンスのための負担が著しく増すことが懸念されます。そのため、経理

委員会では今回コメントで求められている 4つの論点（質問）に関する意見を取りまとめ、4月 11日、OECDへ提出

しました。詳細は以下よりご覧いただけます。 

20220411_1.pdf (jftc.or.jp) 

 

 

第2回Pillar2に関する意見交換会 （4.1）[政1G]【ウェブ開催】 

2021年 12月にOECDより公表された Pillar2モデル

ルールならびに 2022年 3月に公表されたコメンタリ

ー、事例集ついてデロイト税理士法人 山川博樹氏、

山形創一郎氏より不明点や今後の留意点について解

説いただきました。 

 

第 48回社会貢献・ABIC委員会（4.4）[広 G]【ウェブ開催】 

2021年度活動報告（案）、2022年度活動計画（案）、

2021年度 ABIC事業報告（案）／収支報告（案）、2022

年度ABIC事業計画（案）／収支予算（案）、2022年度

JFTC/ABIC業務委託契約（案）、2022年度正副委員

長選任について審議・了承しました。また、事務局より

2021年度委員会活動アンケート結果を報告しました。 

 

第 113回経済協力委員会 （4.5）[政 1G]【書面開催】 

2022年度当委員会活動方針について審議・了承し、

本年度は「インフラシステム海外展開戦略に向けた提

言」(2022.3.28)のフォローアップおよびインフラシステ

ム海外展開拡充に向けた政策・支援制度に関する日

本政府および関係機関との情報・意見交換、カーボン

ニュートラル、サプライチェーン強靭化（地政学的リス

ク・人権問題含む）、経済安全保障等の商社業界に密

接につながる重要課題に関する情報収集・共有に重

点を置いて活動を行うこととなりました。 

 

第 296回経済産業省・商社政策懇談会 （4.6）[企 G]【ハ

イブリッド開催】 

以下の通り説明があり、意見交換を行いました。 

(1) 経済産業省プレゼンテーション 

① ウクライナ情勢に伴う日本経済への影響 

経済産業省 通商政策局 総務課長 藤澤 秀昭氏 

② 外国為替及び外国貿易法に基づく輸出貿易管理 

令等の改正について 

経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部  

貿易審査課長 本城 浩氏 

 

～委員会活動～ 

 

～提言・要望～ 

 

https://www.jftc.or.jp/proposals/2022/20220411_1.pdf
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(2) 商社プレゼンテーション 

「伊藤忠商事におけるDXの取組み」 

伊藤忠商事 情報産業ビジネス部長 関川 潔氏 

 

税務コミッティ臨時会合 （4.7）[政 1G]【書面開催】 

OECD電子経済に係る課税に対する意見募集（Public 

Consultation on the Implementation Framework）に対

するコメント案について審議・了承しました。 

 

経理委員会臨時会合 （4.8）[政 1G]【書面開催】 

OECD電子経済に係る課税に対する意見募集（Public 

Consultation on the Implementation Framework）に対

するコメント案について審議・了承しました。 

 

第 383回運営委員会 （4.13）[企 G]【ハイブリッド開催】 

第 172回理事会(5/18)、第 98回定時総会(5/31)への

付議事項について審議・了承した後、下記の事項につ

いて事務局より報告を行いました。 

①インフラシステム海外展開戦略に向けた提言の公表 

②「商社のための安全保障貿易管理ガイダンス」の改

訂 

③2021年度市場委員会WG Discussion Paper発刊及

び記者発表 

④新型コロナウイルスの感染拡大に伴う各社対応状況 

⑤「日本貿易の現状 2022」発刊 

その後、事務局より商社シンポジウム 2022の視聴

者分析の結果について説明した後、座長会社のフ

ァシリテートで討議を実施しました。 

 

第 51回 NACCSタスクフォース （4.15）[政 2G]【ハイブリ

ッド開催】 

2022年度 NACCSタスクフォースの活動、NACCSセ

ンター確認事項の整理・対応について確認・意見交換

を行いました。 

 

日本貿易会 ISAC第 25回実務部会 （4.15）[政 2G]【ハ

イブリッド開催】 

事務局より 2022年度日本貿易会 ISACの活動概要に

ついて説明した後、「ITガバナンスに関する取組み」

について情報交換を行いました。 

 

第 116回物流委員会ワーキンググループ （4.20）[政

2G]【ハイブリッド開催】 

事務局より 2022年度物流委員会活動、「商社のため

の EPA活用法ガイドブック」の英訳事業等、船荷証券

電子化に係る法制審議会への参加、見学会の実施等

について説明の後、今後の対応等について検討を行

いました。 

 

第 284回安全保障貿易管理検討ワーキンググループ 

（4.21）[政 2G]【ハイブリッド開催】 

事務局より 2022年度安全保障貿易管理委員会活動、

2022年度安全保障貿易管理に関する要望の取り進め

について説明の後、各種情報交換を行いました。 

 

第 185回総務専門委員会 （4.28）[総 G] 【ウェブ開催】 

寄付審議以外の活動の実施について意見交換を行い

ました。 

 

第 3回国際税務ワーキンググループ （4.28）[政 1G]【ウ

ェブ開催】 

電子経済課税ルールPillar2 に関する情報共有と

令和 5年度税制改正における本邦CFC税制に関す

る要望の方向性等について意見交換を行いまし

た。 
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2022年度商社新人研修 （4.7～8）[政 3G]【ハイブリッド開催】 

4月 7日～8日に商社新人研修を実施しました。感染対策を十分講じてハイブリッド開催とし、会員企業 4社より

30人の新入社員に参加していただきました（対面：12人、ウェブ：18人）。受講者が将来の姿をよりイメージできるよ

うに、今回から研修内容を一新し、ロールプレーを多く交えたマナー研修のほか、「入社時の自分に伝えたいこと」

と題し、4人の現役若手・中堅の商社パーソンによる講義を組み込みました。 

参加者からは、「マナーの基本事項を学べ、現役の商社の方々のお話を伺うことができとても勉強になった」、「緊

張感ある状況で実践的な応対練習ができ大変満足している」、「対面・ウェブに差がないようにとの配慮が有難かっ

た」などの声が寄せられました。 

 

 

 

 

 

令和 4年春の叙勲 （4.29）[総 G] 

4月 29日に発令された令和 4年度春の叙勲において、当会会員関係者では下記の方々が受章の栄に浴されま

した。心からお祝い申し上げます。 

＜叙勲＞                                                         （敬称略） 

○旭日重光章 

小林 栄三 元 伊藤忠商事（株） 社長 

元（一社）日本貿易会 会長 

○旭日中綬章 

堀切 功章  キッコーマン(株) 会長 CEO 

 

 

 

 

第426回日本貿易会ゼミナール [調G] 

日 時： 4月18日（月）14:00－15:30 

演 題： 「半導体の地政学」 

講 師： 日本経済新聞 

 編集委員 太田 泰彦氏 

動 画： 5月2日まで会員限定公開 

 

第427回日本貿易会ゼミナール [調G] 

日 時： 4月25日（月）15:00－16:30 

演 題： 「エネルギー市場の現状と展望  

～石油・天然ガスを中心に」 

講 師： 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

      主席エコノミスト 兼 特命参与  野神 隆之氏 

動 画： 5月19日まで会員限定公開

講演会動画は当会ウェブサイト「日本貿易会 講演会動画アーカイブ」でご覧いただけます。 

https://www.jftc.or.jp/profile/seminar/movie/  

講演のポイントは日本貿易会月報6月号に掲載予定です。 

 

～講演会～ 

 

～商社研修事業～ 

 

～叙勲～ 

 

https://www.jftc.or.jp/profile/seminar/movie/
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『日本貿易会月報』2022 年 4 月

号発刊 （4.15）[広 G] 

【主なコンテンツ】 

[提言・要望] 

「インフラシステム海外展開戦略

に向けた提言」の提出 

［ちょっと探訪記］ 

横浜貿易協会 

当会ウェブサイトでご覧いただけます。 

https://www.jftc.jp/monthly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 月 1 日 ：「日本貿易の現状 Foreign Trade 2022」を

3月 31日に発刊しました 

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

 

4 月 4日 ：日本貿易会における新型コロナウイルス感

染症への対応方針（4月 4日付更新） 

https://www.jftc.or.jp/pdf/20220404.pdf 

 

4月 18日 ：広報委員会 17社のニュースリリース情報 

http://www.jftc.jp/release/ 

4月 26日 ：日本貿易会月報 4月号を発行しました 

http://www.jftc.jp/monthly/ 

 

4月 26日 ：商社のダイバーシティ～Voice～活躍する

商社パーソン「育児ができる今しかない時間を大切に

～男性も育休を取得する選択肢を～」住友商事株式

会社 石川龍平氏のインタビューを掲載しました 

https://www.jftc.or.jp/diversity/voice/ryuhei-

ishikawa.html 

 

 

 

第 428回日本貿易会ゼミナール【受付中】 [調 G] 

日 時： 5月 12日（木）13:00－14:30 

演 題： 「サステナビリティと ESGマネーの潮流」 

講 師： 三菱UFJ リサーチ&コンサルティング㈱ 

 経営企画部副部長 

プリンシパル・サステナビリティ・ストラテジスト 

吉高 まり氏 

日本企業に求められる SDGｓ/ESG 経営について解説

いただきます。 

第 429回日本貿易会ゼミナール 【近日ご案内】[調 G] 

日 時：5月 24日（火）16:00－17:30 

演 題： 2022年度の為替相場展望    

講 師： シティグループ証券㈱  

外国為替・新興国市場本部 

 チーフ FXストラテジスト 高島 修氏 

外国為替相場の現状と展望について解説いただきま 

す。 

 

 

～広報・出版活動～ 

 

～HP新着情報～ 

 

～今後の講演会・委員会予定～ 

 

～今後の講演会～ 

https://www.jftc.jp/monthly
https://www.jftc.or.jp/research/
https://www.jftc.or.jp/pdf/20220404.pdf
http://www.jftc.jp/release/
http://www.jftc.jp/monthly/
https://www.jftc.or.jp/diversity/voice/ryuhei-ishikawa.html
https://www.jftc.or.jp/diversity/voice/ryuhei-ishikawa.html
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第384回運営委員会 （5.11）[企G] 

・当会の直近の活動について報告 

 

第172回理事会 （5.18）[企G] 

・審議： 

①2021年度事業報告(案)および財務諸表等(案) 

②2022年度事業計画(案)および収支予算(案) 

③常勤役員の報酬等の額（案） 

④会員推薦による個人会員の入会(案) 

⑤審議員の委嘱(案) 

⑥役員の選任(案) 

⑦常任理事の選任(案) 

⑧名誉会長の選任および名誉顧問の推薦(案) 

⑨顧問および参与の推薦(案) 

⑩役員賠償保険（D&O 保険）を全役員対象に付保す

る件(案) 

⑪特定非営利活動法人国際社会貢献センター(ABIC)

との契約更新(案) 

・報告： 

①職務執行状況 

②事務局組織の状況 

 

第62回常任理事・理事・監事会社連絡会 （5.18）[企G] 

・報告： 

第 172回理事会報告 

最近の日本貿易会の事業活動と今後の予定 

・意見交換： 

「自由で気楽な情報交換トライアル」第 3回 

 

第130回貿易動向調査委員会 （5.23）[調G] 

・講演：「電子情報産業の現状と展望」   

講師:一般社団法人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 智子氏 

 

第8回海外安全対策ワーキンググループ （5.26）[政3G] 

・委員顔合せ 

・2022 年度海外安全対策ワーキンググループの活動

について検討・確認 

・安全対策全般に関する情報交換 

 

第98回定時総会 （5.31）[企G] 

・審議： 

①2021年度事業報告(案)および財務諸表等(案) 

②2022年度事業計画(案)および収支予算(案) 

③常勤役員の報酬等の額（案） 

④役員の選任(案) 

⑤名誉会長の選任および名誉顧問の推薦(案) 

⑥顧問および参与の推薦(案) 

・報告： 

〇会員の入会 

 

 

～5月の委員会等～ 


