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『デジタル新時代と商社』発刊のお知らせ［企G］ 

商社各社がデジタル化によるビジネスモデル転換や新規ビジネス開拓に注力する中、当会はデジタルを各社にとっての「競

争領域」であるのみならず、業界で知恵を結集して共通のプラットフォームを作り出す「協調領域」であると捉え、2021 年 4 月、

デジタルをテーマとする特別研究会を立ち上げました。そして、当会の会員商社 13社が参加し、1年間にわたり各商社の共通

課題やデジタル活用事例、協調可能な領域等について活発な意見交換や研究活動を行った成果を報告書としてとりまとめま

した。 

商社業界のみならず、他業界でデジタル化を推進・検討している方、また商社業界に関心をお持ちの学術界および学生の

皆様にも、商社ビジネスの多様性とデジタル化の現状について深く理解いただけるものとなっています。本書は大手書店・オン

ラインなどでお求めいただける予定です。また電子書籍についても追ってリリース予定です。 

 

書籍名：『デジタル新時代と商社』 

著者：一般社団法人日本貿易会 
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東京大学大学院工学系研究科教授 

価格：1,200円（税別） 

販売元：株式会社求龍堂 

発売：7月 12日(火)予定 

 

 

 

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 

 ・「デジタル新時代と商社」発刊のお知らせ 

◆ 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 

 

2022年

7月号 
発行所：一般社団法人日本貿易会 

編集発行人：企画グループ長 谷垣匡彦 

～今月号の重要トピック～ 
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第 297回経済産業省・商社政策懇談会 （6.1）[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）経済産業省説明 

① 最近の通商政策の動向について 

  経済産業省 通商政策局 総務課長 藤澤秀昭氏 

② 経済安全保障をめぐる動向について 

経済産業省 大臣官房 経済安全保障室長  

香山弘文氏 

③ クリーンエネルギー戦略について 

経済産業省 資源エネルギー庁 長官官房  

総務課長 久米孝氏 

（2）商社説明 

商社ビジネスと DX 

兼松㈱ IT企画部長  寺崎誠司氏 

㈱日本データ取引所Chief Operation Officer  

延川裕樹氏 

 

投資関連協定に関する説明･意見交換会 （6.2）[政 3G]

【ハイブリッド開催】 

経済産業省通商政策局経済連携課課長補佐 柴多佳

彦氏より「日本の EPA（アジア地域を中心に）」につい

て、同課経済連携交渉官 長田稔秋氏より「我が国の

投資協定交渉の現状と取組方針」について、それぞれ

説明を受け、意見交換を行いました。本会合は、市場

委員会の取り組みとして開催しました。 

 

2022年 6月度税務コミッティ（6.2）[政 1G]【ウェブ開催】 

令和 5年度税制改正要望項目の絞り込み、特に

Pillar2の導入に伴う本邦CFC税制見直しの要望につ

いて意見交換を行いました。 

 

2022年 6月度会計コミッティ（6.7）[政 1G]【ウェブ開催】 

2022年度第 1四半期決算スケジュールに関する情報

交換を行った後、貿易記者会質問事項の取扱いにつ

いて検討し、同質問事項への回答を廃止する方向で

取り進める旨の説明があり、異議なく了承されました。 

 

第 385回運営委員会（6.8）[企 G]【ハイブリッド開催】 

下記の事項について事務局より報告を行いました。 

①第 54回日韓経済人会議(5/30)に関する対応 

②「在外教育施設における教育の振興に関する法律

(案)」の状況 

③新型コロナウイルスの感染拡大に伴う各社対応状況 

④第 172回理事会(5/18)に関する結果 

⑤第 62回常任理事・理事・幹事会社連絡会（三水会） 

の開催(5/18) 

⑥第 98回定時総会(5/31)に関する結果 

⑦第 297回経済産業省・商社政策懇談会の開催(6/1) 

⑧会長交代記者会見(5/31)に関する結果 

⑨第 67 回理事会(5/31)及び第 22 回通常総会(5/31)

に関する結果 

その後、事務局より新中期行動計画（2023 年度～）の

検討に繋げていく目的で、貿易会の仕組み（収支構造、

事業運営等）について説明し、その後意見交換を実施

しました。 

 

第 95回情報システム委員会 （6.9）[政 2G]【ハイブリッド

開催】 

凸版印刷㈱マーケティング事業部エクスペリエンスデ

ザイン本部プロデュース部課長 小林正則氏より「メタ

バース全体の動向」、同未来イノベーションセンター先

端表現技術開発本部ミラバース事業開発部部長 張

平氏より「凸版印刷のメタバースの取り組み（ミラバース）

など」と題してご講演をいただきました。その後、事務

局より 2022 年度情報システム委員会活動について説

～委員会活動～ 
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明し、会議室参加者を対象に各種デモンストレーショ

ンを行いました。 

 

WTO紛争処理に関する説明・意見交換会 （6.9）[政

3G]【ウェブ開催】 

経済産業省通商政策局通商機構部参事官付参事官

補佐 佐志田峻明氏より「WTO閣僚会合（MC１２）の展

望」について、同部国際経済紛争対策室長 福山光博

氏より「WTO紛争処理システムの機能不全への対応」

についてそれぞれ説明を受け、意見交換を行いまし

た。本会合は、市場委員会の取り組みとして開催しまし

た。 

 

第 114回経済協力委員会（6.13）[政 1G]【ハイブリッド開催】 

当委員会の本年度の活動方針の一つに、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・共有を掲げていることを踏まえ、内閣官房

国家安全保障局(経済班)内閣参事官 西山英将氏、同  

山路栄作氏から、経済安全保障推進法の要点につい

て説明を受け、当委員会関係者を含め､法人正会員約

40名が参加しました。その後、今後の当委員会活動等

について意見交換を行いました。 

 

第 228回経理委員会 （6.15）[政 1G]【ウェブ開催】 

会計コミッティおよび税務コミッティの活動について

2022年 6月度会計コミッティおよび 2022年 6月度税

務コミッティ議事録等に基づき、両コミッティ幹事から報

告があり、会計コミッティ関係では、貿易記者会質問事

項への回答を廃止する方向で取り進める旨を審議し了

承されました。 

 

第 118回物流委員会WG （6.15）[政 2G]【ハイブリッド開

催】 

「商社のための EPA活用法ガイドブック」英訳事業の

進め方の検討、2022年度各省庁に対する規制制度改

革要望に関する検討を行った後、事務局より第 85回

物流委員会の講演テーマ・講師、各種会合の報告等

を行いました。 

第 286回安全保障貿易管理検討WG （6.16）[政 2G]【ハ

イブリッド開催】 

2022年度安全保障貿易管理に関する要望の審議、実

務者情報交換会（グループディスカッション）に関する

検討を行いました。 

 

日本貿易会 ISAC第 26回実務部会 （6.17）[政 2G]【ハ

イブリッド開催】 

日本電気㈱サイバーセキュリティ戦略統括部統括部長 

淵上真一氏より「ITセキュリティガバナンスのきかせ

方」と題してご講演をいただいた後、グループディスカ

ッション形式にて情報交換を行いました。 

 

経済産業省 海外赴任予定者との交流会 （6.20,24）[政

3G]【実開催】 

海外の大使館や JETRO等に赴任予定の経済産業省

職員と、会員企業の地域担当者との交流会を実施しま

した。本交流会は、現地での同省職員と会員企業の交

流促進・関係構築を目的としており、地域別に 3回（①

中東・中国、②米欧・中南米、③欧米・アジア）、実開催

しました。 

 

2022年度第１回商社シンポジウム実行委員会 （6.20）

[広 G]【ハイブリッド開催】 

事務局より商社シンポジウムの概要、2021年度の実行

委員会活動および商社シンポジウム 2022の概要を説

明した後、協力企業（東洋経済新報社）から商社シン

ポジウム 2022実施後のアンケート結果について報告

がありました。その後、次回商社シンポジウム開催に向

けて質疑応答、意見交換を行いました。 

 

第 131回貿易動向調査委員会 （6.22）[調 G]【ハイブリッ

ド開催】 

（一財）日本エネルギー経済研究所専務理事 首席研
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究員 小山堅氏から 「国際商品市況の展望と課題～

石油・ガス/LNGを中心に」の説明を受け、質疑を行っ

た後、「2022年度わが国貿易収支、経常収支の見通

し」について商品別に第 2回目の結果レビューを行い

ました。 

 

2022年度環境セミナー （6.22）[広 G]【ハイブリッド開催】 

国際環境経済研究所主席研究員・JFEスチール専門

主監の手塚宏之氏を講師に迎え、「気候変動対策に

向けた動向と課題 ウクライナ情勢を受けて」と題して

ご講演いただき、意見交換を行いました。 

 

2022年第 5回国際税務WG （6.23）[政 1G]【ウェブ開催】 

令和 5年度税制改正要望項目の最終案について意

見交換を行いました。また、インド・インドネシアを中心

とした国際課税問題について各社での取組み状況を

共有しました。 

 

第 105回地球環境委員会 （6.24）[広 G]【ハイブリッド開

催】 

(公財)日本容器包装リサイクル協会代表理事専務 西

山純生氏より「容器包装リサイクル法」についてご説明

いただき、質疑応答を行いました。続いて、事務局より

「カーボンニュートラル行動計画 2022年度フォローア

ップ調査（GVCを含む）」、「循環型社会形成自主行動

計画 2022年度フォローアップ調査」について昨年度

からの変更点を中心に説明を行いました。 

 

第 101回市場委員会 （6.27）[政 3G]【ハイブリッド開催】 

早稲田大学政治経済学術院経済学研究科教授 戸堂

康之氏より「経済安全保障の視点から捉えるサプライチ

ェーンの変化と留意点」と題して講演をいただいた後、

経済安全保障検討ワーキンググループの設置が了承

されました。 

 

2022年度第 1回月報・ホームページ分科会 （6.29）[広

G]【ハイブリッド開催】 

『日本貿易会月報』の概要説明の後、新しい取り組み

についてご意見を伺いました。その後、2022年度の分

科会の活動について意見交換を行いました。 

 

第 1回サステナビリティ推進委員会 （6.30）[広 G]【ハイ

ブリッド開催】 

「Scope3の開示」の取り組み状況について、各社委員

より事前アンケート資料に基づきご説明いただき、質疑

応答・意見交換を行いました。 

 

 

 

 

第 430回日本貿易会ゼミナール [調 G]  

日 時： 6月23日（木）15:00－16:30 

演 題： 燃料アンモニアの社会実装に向けた 

現状と展望 

講 師： (一社)クリーン燃料アンモニア協会 

事務局次長  岡島 裕一郎 氏 

動 画： 12月23日まで会員限定公開 

 

 

 

 

第431回日本貿易会ゼミナール [調G] 

日 時： 6月28日（火）16:00－17:30 

演 題： 商社業界の現状と展望  

〜インフレを機と捉えられるか 

講 師： SMBC 日興証券㈱ 株式調査部 

         シニアアナリスト 森本 晃 氏 

動 画： 12月28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/  

～講演会～ 

https://www.jftc.or.jp/profile/seminar/movie/
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講演のポイントは日本貿易会月報7・8月号、9月号に掲載予定です。 

 

 

 

『おしごと年鑑 2022』発刊 （6.14）[広 G] 

朝日新聞社から小中学校の児

童・生徒向けキャリア教育教材

『おしごと年鑑 2022』が発刊され

ました。日本貿易会はこの事業

に協賛し、「未来の乗り物づくり

に、商社が関わっているってホ

ント？」の記事を提供しました。 

本書は非売品で全国の小中学校図書館と教育委員会

に無償で 1 冊ずつ配本されます（一般向け姉妹版は、

朝日新聞出版より 7月 7日に発売予定）。 

 

日本経済新聞 記事体広告掲載 （6.21）[広G]  

日本経済新聞（6 月 21 日朝刊）のアジアの未来「商

社特集」にて当会記事体広告「インド太平洋とともに成

長する商社」を掲載しました。  

https://www.jftc.or.jp/library/documents/nikkei-

202206-1.pdf 

 

 

『日本貿易会月報』2022年 6月号発刊 （6.15）[広 G] 

【主なコンテンツ】 

［インタビュー］ 

國分文也新会長に聞く 

ともに築こう、サステナブルな世界を 

日本貿易会 

LEAPING AHEAD INTO A 

SUSTAINABLE WORLD 

［トピックス］ 

日本貿易会 2022年度事業計画 

［Sustainability］ 

2021年度 商社のサステナビリティ推進活動 

当会ウェブサイトでご覧いただけます。 

https://www.jftc.jp/monthly 

 

会長コメント発出 ［広G］ 

当会ウェブサイトでご覧いただけます。 

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

 

 

 

 

6 月 7 日 ：ASBJ「資金決済法上の暗号資産又は金融

商品取引法上の電子記録移転権利に該当する ICO 

トークンの発行及び保有に係る会計処理に関する論

点の整理」に対する意見提出 

https://www.jftc.or.jp/proposals/2022/20220607_1.pdf?v=2 

 

6月 9日 ：会長交代記者会見（2022年 5月 31日）要

旨を掲載しました。 

https://www.jftc.or.jp/chairman/regular/20220531.html  

 

 

6月 10日 ：「國分文也新会長に聞く ともに築こう、サ 

ステナブルな世界を 日本貿易会 LEAPING AHEAD 

INTO A SUSTAINABLE WORLD」を先行掲載しました。 

https://www.jftc.jp/monthly/feature/entry-1752.html 

 

6月 16日 :広報委員会 17社のニュースリリース情報 

https://www.jftc.jp/release/ 

 

6月 23日 ：日本貿易会月報 6月号を発行しました。 

～広報・出版活動～ 

 

～HP新着情報～ 

 

https://www.jftc.or.jp/library/documents/nikkei-202206-1.pdf
https://www.jftc.or.jp/library/documents/nikkei-202206-1.pdf
https://www.jftc.jp/monthly
https://www.jftc.or.jp/chairman/index2.html
https://www.jftc.or.jp/proposals/2022/20220607_1.pdf?v=2
https://www.jftc.or.jp/chairman/regular/20220531.html
https://www.jftc.jp/monthly/feature/entry-1752.html
https://www.jftc.jp/release/
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https://www.jftc.jp/monthly/  

 

 

 

 

第 432回日本貿易会ゼミナール 【近日ご案内】[調 G] 

日 時： 7月 14日（木）14:00－15:30 

演 題： 令和 4年版通商白書 

～グローバルな不確実性の高まりと 

我が国経済の課題と機会～ 

講 師： 経済産業省 通商政策局  

企画調査室長 岡田 陽氏 

本年度の「通商白書」のポイントについて、解説いただ

きます。 

 

第 433回日本貿易会ゼミナール 【近日ご案内】[調 G] 

日 時： 7月 21日（木）16:00－17:30 

演 題： メタバースの現状と展望（仮題） 

講 師： 東京大学 名誉教授 廣瀬 通孝氏 

メタバースの現状と今後の展開について､ビジネスに

触れながら解説いただきます。 

 

 

 

2022年度第1回きっずプロジェクト分科会 （7.4）[広G] 

・日本貿易会の「きっずプロジェクト」の紹介 

・自社で取り組まれているキッズ向け広報活動・イベン    

トの紹介 

・本年度のきっずプロジェクト分科会の活動について 

の討議 

 

第79回人事委員会 （7.8）[政3G] 

・講演：「人材版伊藤レポート 2.0 ～人的資本経営の実 

現に向けた検討会報告書」（仮題） 

講師:一橋大学CFO教育研究センター長  

伊藤邦雄氏 

 

第85回物流委員会 （7.11）[政2G] 

（第一部） 

講演：「RCEPをはじめとした EPAを取り巻く実務的な 

環境・課題・展望」   (仮題） 

講師：経済産業省通商政策局経済連携課 

特別通商交渉官／通商政策局通商戦略室長  

田村英康氏 

（第二部） 

（１）2022年度各省庁に対する規制・制度改革に関する 

要望の審議 

（２）最近の物流委員会及びWGの活動に関する報告 

 

第386回運営委員会 （7.13）[企G] 

・報告：直近の日本貿易会の活動について 

 

第1回内部統制委員会 （7.14）[政3G] 

・講演：「改正電子帳簿保存法に伴う『イメージ文書によ 

り入手する監査証拠に関する実務指針』のポイ

ント、企業が注意すべき点」（仮題） 

講師:日本公認会計士協会 監査・保証実務委員会   

スキャナ保存対応専門委員会 専門委員長 

岩船 大輔氏 

 

～7月の委員会等～ 

～今後の講演会・委員会予定～ 

 
～今後の講演会～ 
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第13回ダイバーシティ推進コミッティ （7.20）[政3G] 

・講演：「楽天ソシオビジネスの取り組みとこれからの障 

がい者雇用」（仮題） 

講師:楽天ソシオビジネス㈱顧問 川島 薫氏 

 

第132回貿易動向調査委員会 （7.25）[調G] 

・講演：「自動車業界の現状と展望」（仮題） 

講師:大和証券㈱ エクイティ調査部 企業調査四課          

チーフアナリスト 箱守英治氏 

 

第49回社会貢献・ABIC委員会 （7.27）[広G] 

・意見交換：「各社の社会貢献活動について」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第10回海外安全対策セミナー （7.27）[政3G] 

・講演：「ロシア・ウクライナ情勢と新興国における食糧 

危機の可能性」 

講師:㈱資源・食糧問題研究所代表 柴田明夫氏 

 

第196回安全保障貿易管理委員会 （7.28）[政2G] 

・講演：「対ロシア等制裁の動向」（仮題） 

講師：経済産業省および財務省 担当官（調整中） 

 

[総G] 人事総務グループ      Tel.03-5860-9360 

[企G] 企画グループ       Tel.03-5860-9362 

[政1G] 政策業務第一グループ  Tel.03-5860-9380 

[政2G] 政策業務第二グループ  Tel.03-5860-9368 

[政3G] 政策業務第三グループ  Tel.03-5860-9372 

[広G] 広報･CSRグループ      Tel.03-5860-9354 

[調G] 調査グループ          Tel.03-5860-9376 


