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言
志　

 

録
私

「佐藤一斎 像」
渡辺崋山 筆

当ページの由来となった

「言志四録」は、江戸時代

後期、儒学の最高権威と

崇められた「佐藤一斎」が

40数年の歳月をかけ記し

た語録。小泉前総理が、審

議中に「言志四録」につい

てふれ、知名度があがる。

現代にも通じる指導者の

ためのバイブル的存在。
（参考：ウィキペディア）
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　昨年来アメリカの金融危機から欧米を中心に金融不安が一気に広がり、
百年に一度とも言われる金融、経済危機に見舞われて不透明感の強い昨今
である。
　この歴史的な激動期に、江戸時代後期の幕臣で卓越した政治手腕を発
揮した勝海舟の慧眼は現在の混乱した金融危機への対応にヒントを与える。
　勝海舟については、過去の徳川家康やそれ以前の武田信玄など歴史上の
人物が作った政治や経済運営についての豊富な知識、情報と卓越した見識
を持ち合わせ、当時の米国を初め諸外国の軍事力を客観的に評価できる能
力を持っていたことがわかる。
　こうした歴史認識や現状把握力があったゆえに、激動期にあっても先行き
を見据えた行動ができたものと推察する。
　また、現在のリスクマネージメントの考え方にも「過去は未来を投射する鏡
である」とあり、過去を知ることは、将来の先行きを展望する有力な材料であ
ることが示されている。
　今回の百年に一度といわれる未曾有の世界的な金融危機は悠久の時の
流れから見れば、必ずしも長いものではないが、この間幾度となく厳しい不況
にみまわれ、急速に進展する資本主義の中で地域間格差が生じ、貧富の格
差が拡大するなど社会は混乱し、数々の試練に耐え風雪を凌ぎ難局を乗り
切って今日にいたった多くの企業があるが、これらの企業は時代の流れの中
で産業構造の変化や時代認識の変化に的確に対応してきた経営者の慧眼
を身につけていたものと推察される。そして、これらの企業はそれぞれの企業
に相応した倫理観を企業力と兼ね備え、強い気概と情熱をもって厳しい時代
を乗り切った企業でありこれら経営者に学ぶべきものが多い。

慧眼（かしこくて鋭い眼力）

古川 育史

福岡ひびき信用金庫
会長

けい   がん
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　博多ラーメン「一風堂」を経営する力の源カンパニー（福岡・福岡市）が、年
内をめどにシンガポールに進出する。海外では2008年3月にオープンした
ニューヨーク店に次ぐ2店舗目。アジアでは初出店となる。5年間に数店舗を
設ける計画で、1店舗当たり250万シンガポールドル（約1億6,300万円）の年間
売上高達成を目指す。開店に先立ち、シンガポールに製めん工場を建設して
いるほか、将来的には海外向けの新ラーメンブランドも投入する意向で、ア

ジアの統括拠点として機能させる。
　今年3月には100％出資の現地法人「一風堂シンガポール」を設立。現在は、
日本人1人を含む現地スタッフ3人が準備を進めている。開店時には店舗マネ
ジャー、調理スタッフなど4人を日本から派遣する。味付けはアジアの香辛料
を融合した味付けになるという。

《日系進出》一風堂が初出店、製めん卸売りも視野に ［シンガポール］

アジア経済情報 ～「北九州貿易協会ウィークリーニュース」より～

　農業地方開発省の栽培局は、国内のコメ生産が10年後には国内市場向けで
手一杯になり、輸出に回せなくなる可能性を示唆した。
　ベトナムは現在、年間約400万～500万トンのコメを輸出。タイに次ぐ世界
第2位だ。しかし国内需要の増加と稲作地の縮小で、2020年にはその地位を
維持するのは難しいと指摘している。
　国営ラジオVOVニュースサイトによると、国内最大の穀倉地帯メコンデル
タの2007年の収穫量は約1,900万トン、作付面積は190万ヘクタールを超えて

いたが、20年には収穫量は2,100万トンとあまり伸びず、作付面積は180万ヘ
クタールに減少することが予想されるという。これに対し、20年までに同地
域の人口は300万人、全国の人口は1,300万人それぞれ増加する見込み。
　一方で、ベトナム産のコメの価格が、世界平均を約20％下回っており、他国
産に比べて利幅がはるかに小さいという。
　ホーチミン市農林短大のファン・フー・ヒエン教授は、収穫力向上のため、
機械化をはじめとする農業近代化促進を提唱している。

10年後にコメ輸出ゼロも、ベトナム ［ベトナム・インドシナ］

　調査大手の仏Ipsosが先ごろ、北京、上海、広州など6都市の消費者を対象
にインターネットを通じて行った調査で、「今後2年以内に自動車を購入する
計画がある」との回答が、全体の76％に達したことが分かった。冷え込む海外
市場をよそに、中国での購買意欲が高まっていることを示す、ひとつの指標と
いえそうだ。
　調査は18～50歳のインターネット利用者を対象に行われた。有効回答数
は明らかにされていない。このうち、今後1年以内の購入を計画しているとの
回答は全体の32％に達しており、当局の消費刺激策などを受ける形で、ここ1
～2年を“買い時”と見定めている消費者が多いことが分かる。
　購入を希望する価格帯については5万～15万元（約70万～210万円）が全

体の53％と過半数を占めた。なかでも成都、瀋陽などの地方都市では60％を
超えている。同社は回答から、人気車種が排気量1600cc以下の2ボックスタイ
プに集中していることが見て取れると指摘。当局が相次ぎ打ち出している消
費刺激策の中でも、排気量1600cc以下の自動車購入税の減税の影響が最も
大きいとしている。
　また普及に向けた動きが進む新エネルギー車については、全体の80％が
購入してみたいと回答。ただ同社は興味を示す消費者が多い一方で、新エネ
ルギー車の価格の高さに加え、走行時間や関連施設の準備不足などが購入
を妨げているとして、早急な整備が求められると分析している。中華工商時報
が伝えた。

76％が「2年内に車購入」、6都市調査

　トゥアティエンフエ省のフエ水道公社（COWASU、コワス）は8月26日、同公
社創設100周年の記念式典で「安全な水宣言」を行った。横浜市水道局と国
際協力機構（JICA）が2007年3月から2年間、技術協力を行い、「蛇口から水道
水が直接飲める」安全でおいしい基準を満たしている。
　フエ市内（対象人口30万人）の安全宣言は昨年6月に出されており、今回は
コワスが管轄するフエ市外のエリア（同20万人）も新たに加わった。全国64
省市のうち、安全に水道水が飲めるのはトゥアティエンフエ省だけだ。
　コワスは10年前から水道水の品質向上に務めており、横浜市水道局は7年

前から、技術・人材育成で協力してきた。野菜を洗うなど料理には安心して使
え、異臭もないなどホーチミン市などの大都市とは異なる「フエの水の良さ」
が市民の意識に芽生えつつあるという。
　横浜市水道局によると、今回の覚書はあくまでも国際協力の一環で、海外
事業展開を図る狙いはない、としている。同局は1973年のアフガニスタンへ
の職員派遣を皮切りに、国際協力をスタート。海外からは延べ1,700人を超え
る研修生を受け入れている。

JICA・横浜市支援、フエの水を安全に ［ベトナム・インドシナ］

［中国］

「北九州貿易協会ウィークリーニュース」は、㈱エヌ・エヌ・エーの提供するアジアのビジネス情報、駐大連
北九州市経済事務所からの現地情報、国内外の経済情報、各種展示会情報などを満載して、毎週月曜日
に北九州貿易協会会員の皆様にメール配信しています。

北九州貿易協会
ウィークリーニュースとは

「門司税関百周年誌」の発行 門司港と門司税関の軌跡 ～門司税関100年の歴史～

＜記念誌のアドレス＞
http://www.customs.go.jp/moji/moji_history/moji_100th_anniv/moji_100th_anniv.html

＜北九州港開港120周年HP＞ http://www.kitakyushuport-120.com/

＜記念誌のアドレス＞
http://www.customs.go.jp/moji/moji_history/moji_100th_anniv/moji_100th_anniv.html

＜北九州港開港120周年HP＞ http://www.kitakyushuport-120.com/
北九州港の歴史や関連イベントについて紹介されています。こちらもご覧ください。

公式キャラクター「スナＱ」

みんな
で

遊びに

きてね！

昭和初期の門司港西海岸埠頭の様子

　今年は、北九州港開港120周年(1889年、門司港が国の特別輸出港に指定)ですが、1909(明治42)年に門司
税関が長崎税関から独立してからちょうど100年という節目の年でもあります。このたび、門司税関の100年
の歴史をまとめた記念誌が発行されました。門司港築港とともに歴史を刻んだ門司税関の歴史について、新
たな調査で見つかった資料を含めて150ページにも及ぶ大作が、門司税関ホームページからダウンロード
することにより閲覧することができます。税関や北九州港に興味がある方はもちろんですが、地元の歴史を
知るという意味でも、ぜひ一読されることをお勧めします。
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㈱日本統計センターでは様々なデータを収集・整備しています。例えば、日本国内では、都道府県、市区町村といった地域から町丁等の小地域にわたる国の指定統計や、
独自推計の性・年齢別昼間人口、所得ランク別就業者数等のデータベースを、中国国内では、省別、都市別（副省級市を含む283地級市および４直轄市）の人口、ＧＤ
Ｐ、固定資産投資額、外国資本利用状況等の統計や、独自推計の性・年代別推計人口、品目別推計消費支出額等のデータベースを構築しています。ここでは、これらデー
タベースを用いた分析事例や、インターネットによる当社配信サービスの事例等、様々な形態によるマーケティング分野でのデータベース活用事例を紹介していきます。

デ ー タ ベ ー ス と そ の 活 用 事 例 の ご 紹 介

掲載データ／サービス等に関するお問い合わせ先 ▼  ㈱日本統計センター 総合企画室  Tel. 093-521-3726  http://www.nihon-toukei.co.jp

◆中国の消費水準を日本と比較する

データベースを用いた地域比較

　中国では、年々個人消費が拡大し、その人口規模の大きさから、世界の中で大きなウェイトを占める市場として注目されています。では、その消費
額はどのくらいなのでしょうか。実際に、統計をみてみようとすると、中国の場合、まず日本とは通貨が異なること、国が広く地域差が大きいこと等に
加え、統計制度自体が異なるため、日本国内とは単純に比較できません。
　そこで、今回中国と日本とで比較するため、両国の統計からほぼ同じと思われる分類の一部を抽出し、単位等を統一してみました。
　まず、消費支出額全体をみた時には、最も支出額の大きい上海市でも１人当たり約23万円で、日本の平均的な世帯の４分の１ほどです。この傾
向は食品全体でみた時も同様ですが、細かい分類別にみると、状況はかなり異なります。例えば、肉類・肉製品では、中国で最もよく消費している広
東省では約1万7千円となっており、日本の東北、沖縄地方の値をやや下回る水準に達しています。逆に、酒・飲料あるいは菓子類に対する消費額に
は日本との間で大きな差がみられ、後者では中国で最もよく消費している北京市でも2千円強で、日本の1割程度にとどまっています。
　その他、外食では中国国内での差が大きく、上海市では約2万3千円と日本の九州地方の２分の１強ありますが、例えば北京市に隣接する河北省
ではさらにその４分の１の水準となっています。

◆調査データで比較・検証する
　当社では、既存の統計データの提供やこれらを用いた各種分析業務だけでなく、Web調査等によ
り新たな情報を取得し、これらを加工編集し統計情報や分析結果として提供するという業務を行いま
す。
　例えば右の図は、X軸に家計調査における各県庁所在都市の消費支出のうち外食費の占める比率
を、Y軸には当社が2009年1月から2月にかけて行った全国規模のWeb調査（約６万サンプル）の段
階で、定額給付金を飲食目的で利用するとした人の比率を表したものです。
　当社のWeb調査結果では、大阪府、奈良県、岐阜県の順に定額給付金を飲食目的で利用するとし
た人が多く、逆に秋田県や鳥取県では少ないという結果でした。
　これらの都道府県では、家計調査での外食費比率も同様の傾向にあり、年間の累積での利用（家
計調査）と特定目的（定額給付金）での利用という違いはあるものの、両調査結果は概ね比例してい
る（相関係数0.59）ことから、いずれも地域的な傾向が現れていることがうかがえます。

■ 主要支出項目における中国と日本での１人当たり年間支出額の比較

注１．値は両国とも2007年時点のもの。　注２．中国の値は都市部の１人当たりの値。日本の値は家計調査における二人以上世帯の値を平均世帯人員で除した値。
注３．中国元を円換算するにあたっては、2009年8月末現在のレート(1元=約13.6円)を用いた。

■外食消費支出と定額給付金飲食利用
　との関係（値は％）
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外食消費支出
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奈良県
岐阜県
東京都

京都府

(円)

肉 類 ・
肉 製 品

酒・飲料 菓 子 類

遼 寧 省 128,244 48,419 7,889 2,793 1,040 9,260 13,841 11,956 8,289

黒竜江省 102,262 35,812 6,525 1,612 632 6,936 13,892 9,921 7,578

北 京 市 208,493 67,102 11,140 4,934 2,365 15,976 20,575 17,600 11,926

河 北 省 111,996 37,943 6,327 2,981 923 5,994 13,272 11,336 5,382

上 海 市 234,673 83,307 12,345 3,779 2,322 23,426 18,089 11,657 16,369

江 蘇 省 145,727 53,430 10,314 2,336 913 11,507 13,464 9,376 9,880

浙 江 省 191,640 66,539 9,146 2,825 1,134 18,440 19,124 11,684 16,291

広 東 省 194,982 68,771 17,200 2,195 1,228 17,895 11,079 10,234 11,043

福 建 省 150,349 58,428 13,056 2,342 865 8,216 12,794 6,833 8,552

重 慶 市 134,508 49,970 11,544 1,518 783 11,201 15,928 10,193 8,107

四 川 省 118,211 48,689 12,203 2,245 755 8,375 12,916 6,960 6,988

北 海 道 1,035,777 263,537 20,661 32,196 23,090 40,921 46,586 47,267 28,054

東　　北 1,021,216 256,881 19,100 31,913 23,678 35,502 39,312 42,232 37,095

関　　東 1,219,067 308,224 23,896 30,937 25,919 60,485 58,883 57,961 59,871

北　　陸 1,131,164 285,084 22,358 30,319 25,080 48,108 48,347 40,374 34,732

東　　海 1,113,779 276,480 22,044 25,724 24,028 56,451 53,502 46,461 50,701

近　　畿 1,136,763 299,971 30,266 28,725 24,014 52,487 52,399 48,966 52,870

中　　国 1,141,783 275,184 25,616 30,044 23,268 46,028 49,482 50,268 34,159

四　　国 1,213,168 284,873 27,059 30,430 24,327 51,605 53,603 49,611 44,509

九　　州 1,031,315 257,004 25,891 26,585 20,999 46,293 48,136 46,658 37,491

沖　　縄 801,434 201,628 18,166 22,823 17,056 36,203 28,013 32,831 31,666

医療保健
関　　連

教　　育消費支出計 食　　品 外　　食
被 服 ・
履 物 類

日
本

中
部

中
国

東
北

東
部

田坂会長による乾杯

挨拶をする北橋市長

祝辞を述べる趙副主任

鏡開き

スタッフ紹介

ニュースカイラークジャズオーケストラ



｜2009｜AUTUMN｜4

　ベトナムは「BR IC s」の次に成長が期待される

「VISTA」（ベトナム、インドネシア、南アフリカ、トルコ、ア

ルゼンチン）に含まれる国であり、経済成長率も世界同

時危機の中でも、GDP5.5%を超える勢いで成長し続け

ている元気な国です。私自身も今年の4月に来たばかり

ですが、非常に皆元気で陽気な人が多いと感じます。ま

た、日本人に近い考え文化を持っているので非常に親

しみやすい国です。

　今回は、旅行雑誌に載っていないようなベトナムの

一面をご紹介したいと思います。

　こちらはバイクでなんでも

運んでしまいます。 下の写真

は大量のペットボトルを運ん

でいます。

　その他に、家具や豚やトイレ

などなど…こちらでは、バイク

は必需品となっております。

　道路を渡るのにも

命がけです。ベトナム

にお越しになる方は

お気をつけください。

　ベトナムには、野球、サッカー、ゴルフをはじめ、様々なクラブが存

在致します。私はこちらに来るまで日本でアメリカンフットボールを

やっていましたが、こちらではなかったので、ラグビーを始めることに

しました。

　うちのチームは、イギリス、フランス、オーストラリアなど、たくさん

の国の方が在籍しており、ベトナムももちろんそうですが、異国の文

化を学ぶ良い場となっております。

　また、12月にはアジア諸国の日

本人チームがシンガポール（来年

はベトナム）に集まり、アジアNO1

の座をかけて争います。

　写真は、チームのエースのフラ

ンス人と。

元 気 な 国 ベ ト ナ ム

TOTO VIETNAM CO., LTD　津田  亮太

会員情報❶

★
 m
es
sa
ge

 fro
m members ★

会員
だより

出向・移籍で築く
人と企業の安心ネット
出向・移籍で築く
人と企業の安心ネット

　ベトナムはまだまだ発展途上の国です。

10年後には更なる近代化を遂げているで

しょう。

　そして、ベトナムではまだまだ知られて

いない多くのお客様に、我社の自慢のウォ

シュレットを一つでも多く設置して頂ける

よう努力していきます。

最後に社外活動

原付バイク

夕刻の
大量のバイク

ミャンマー
ラオス

中国

カンボジア ベトナム

マレーシア

タイ

チェンマイ
●

●
プーケット

バンコク
●

田坂会長による乾杯

挨拶をする北橋市長

祝辞を述べる趙副主任

鏡開き

スタッフ紹介

ニュースカイラークジャズオーケストラ
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　2005年7月に開設された「駐上海北九州市経済事務所」は、福岡県、
北九州市、福岡市、九州電力㈱の4団体共同事務所（九州上海事務所）
の構成員として、企業進出支援、対日投資促進、訪日観光客誘致などの
活動を続けてきました。本年2月に、拡大する日中間の経済・文化交流
の支援体制強化を図るために、事務所を移転するとともに「社団法人
北九州貿易協会上海代表処」として個別登録し、今年度からは、北九州
市の単独事務所としての新たな活動を開始したところです。
　北九州市及び（社）北九州貿易協会は、事務所の新たな門出を記念
するとともに、現地の政府・財界人にお披露目する目的で、7月14日、上
海市（シェラトン上海虹橋ホテル）にて、オープニングセレモニーを開
催しました。
　上海市政府要人や現地日系企業、同時開催した「九州沖縄観光セミ
ナー」に参加した旅行業者のほか、北九州市からも経済団体及び企業
関係者25名が駆けつけ、総勢260名の盛大な式典となりました。

　式典は、主催者を代表しての
北橋健治北九州市長の挨拶に
始まり、来賓を代表して、上海市
商務委員会の趙抗美副主任、中
国政府商務部特派員事務所の
儲士家特派員、在上海日本国総
領事館の横井裕総領事の三名
から祝辞を賜りました。

　引き続き、主催者と来賓の代表17名による鏡開きにより事務所開設
を祝い、北九州貿易協会・田坂良昭会長による「北九州市と上海市の友
好と交流が深まることを祈念して」とのご発声による乾杯で、小宴がス
タートしました。

　小宴では、北九州市の歴史
や観光名所、特産品などを映
像で紹介しながらの歓談・会食
でしたが、各テーブルで日中両
言語が飛び交い、それぞれに
懇親を深めていただきました。
　事務所スタッフの紹介に続
き、1950年に結成され、現在も
門司を拠点に活動している名
バンド「ニュースカイラーク
ジャズオーケストラ」の素晴ら
しい演奏が慶事に花を添えま
した。
　セレモニーの様子は、日中両
国の新聞・テレビ・インター
ネット等を通じて、大きく報道されました。ある現地の参加者からは「こ
れだけ大きなセレモニーは上海でもめったにない」とのお褒めの言葉
をいただきましたが、多くの関係者のご尽力により、北九州市の知名度
向上に貢献できたのではないかと思います。

北九州貿易協会上海代表処 開所式典・小宴

▲

お問い合わせ先

   （社）北九州貿易協会上海代表処（駐上海北九州市経済事務所）
    TEL：+86-21-6385-8821／6385-8831 （所長：岩田）
    FAX：+86-21-6385-8856
    上海市廬湾区淮海中路398号 世紀巴士大廈9階 B1

田坂会長による乾杯田坂会長による乾杯

挨拶をする北橋市長挨拶をする北橋市長

祝辞を述べる趙副主任祝辞を述べる趙副主任

鏡開き鏡開き

スタッフ紹介スタッフ紹介

ニュースカイラークジャズオーケストラニュースカイラークジャズオーケストラ

田坂会長による乾杯

挨拶をする北橋市長

祝辞を述べる趙副主任

鏡開き

スタッフ紹介

ニュースカイラークジャズオーケストラ

駐上海北九州市経済事務所
オープニングセレモニー 開催結果
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特集 海外視察報告

　「中国 その変化の実相～誰も話したこと
のない中国～」というテーマで、日系コンサ
ル会社ならではの中国経済の詳細な分析
に基づき、日本人と中国人がお互いをどの
ようなタイプの人間と考えているかの認識
を確認し、同じ中国人でも世代によって消費
性向が異なることを理解したうえでの戦略
構築が必要であること、将来の中国経済が
どのように展開するかなどについて、独自の
調査結果や講師の対人関係を含めた経験
に基づいての講演でした。

　「中国ビジネス、これまでとこれから～現
場の悩みと希望～」というテーマで、中国ビ
ジネスにおいて日本人が陥りやすい間違
いや誤解、リスクを回避するためにはどう
対処すべきか、講師自身の豊富な駐在経験
や実際のトラブル対処事例に基づいた講
演でした。

　「中国市場開拓におけるEC（電子商取
引）の可能性について」というテーマで、中
国のインターネット取引の現状やアリババ
グループが提供するB2B/C2Cサービスの
概要についての解説とともに、中国市場に
おける販路開拓戦略の提案がなされた講
演でした。

　グローバルビジネスにおける企業経営者のスキル向上を図るために、
中国経済の最新事業に関する現地ならではの研修を実施しました。

　昨年来の金融危機の厳しい影響が世界に広がり、わが国経済にも大きな影を落とし
ていますが、地域企業が厳しい国際競争に勝ち残るためには、今こそ、経営者の強い
リーダーシップと新しいビジネスモデルの構築が必要になっております。
　そこで、グローバル経済への対処に関する実践的な知見の習得を目的として、地域
企業経営者による「北九州ビジネススタディツアー」の編成を企画しました。ネクスト
チャイナと言われながらも、今日の経済危機からの再生に向けて大きな期待がかけら
れている中国をテーマ国として、金融･物流を中心とした経済成長の拠点である上海
と、政府が推進する西部地域開発の1つの拠点にもなっている歴史都市・西安を比較考
量し、中国における経済成長の実相を体感するという内容です。
　この事業は、地域の経済関連団体の共催事業として企画立案し、（社）北九州貿易協
会の田坂良昭会長を団長、（財）北九州活性化協議会の小嶋一碩理事長を副団長とし
て、各共催団体を代表するメンバーによる訪問団（25名）を派遣しました。
　お陰さまで、参加者の皆様からは、「研修と視察のバランスが良かった」「業種や年齢
層を越えた交流ができた」「来年以降もぜひ継続してほしい」など、高い評価をいただき
ました。簡単ではありますが、実施状況について報告いたします。

北九州ビジネススタディツアー in CHINA ｜実施報告
■上海・西安研修視察訪問団 報告者／（社）北九州貿易協会  総務企画課長  鈴木　啓介

日程・内容

•上海市内視察
  （旧日本租界、都市計画展示館、浦東金融開発区）
上海→福岡上海グローバルビジネスセミナー

㈱日本総合研究所グループ

美谷　昇一郎氏

積水化学工業㈱

遠藤　篤氏

アリババグループ

銭　江峰氏
講演3講演2講演1

［主催・共催］ 北九州市、（社）北九州貿易協会、（財）北九州活性化協議会、北九州商工会議所、行橋商工会議所、苅田商工会議所、豊前商工会議所、
　　　　　  （社）北九州中小企業経営者協会、（社）西日本工業倶楽部、（財）国際東アジア研究センター
［後　　  援］ 九州経済産業局、福岡県、ジェトロ北九州、㈱エヌ・エヌ・エー

Ⅰ

福岡→上海
•上海グローバルビジネスセミナー（1日目）
•駐上海北九州市経済事務所開所式典参加

•上海グローバルビジネスセミナー（2日目）
上海→西安
•西安市内視察①（西安城壁）

•西安市内視察②（兵馬俑抗、華清池）
•西安市投資説明会、市政府表敬

•西安市内視察③（西安博物院、大慈恩寺、青竜寺）
西安→上海

7月14日（火）1日目

7月15日（水）2日目

7月16日（木）3日目

7月17日（金）4日目

7月18日（土）5日目

田坂会長による乾杯

挨拶をする北橋市長

祝辞を述べる趙副主任

鏡開き

スタッフ紹介

ニュースカイラークジャズオーケストラ
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北九州ビジネススタディツアー in CHINA ｜実施報告

田坂会長による乾杯

挨拶をする北橋市長

祝辞を述べる趙副主任

鏡開き

スタッフ紹介

ニュースカイラークジャズオーケストラ

　本市単独事務所としての開設
をお披露目するセレモニー（5頁
参照）に、地元企業の代表として
参加し、現地参加者とも交流を
深めました。

駐上海北九州市経済事務所開所式典

　西安市内の産業の特徴、立地の優位性、経済開発区等の投資環
境、内陸ビジネスなどの現況等についての説明を受けたあと、西安
市政府の韓森副市長を表敬しました。
　この地に初めて都が置かれたのは三千年以上もの昔であり、シ
ルクロードの起点でもあったことから、国際都市として繁栄し続け
た長い歴史があり、西安市全体が中国の天然歴史博物館と言われ
ています。数ある文化遺跡等を活かした観光開発はもちろんです
が、エネルギー資源が豊富であること、国内第3の学術都市であり
高度人材が豊富であることなどの特徴も活かしつつ、ハイテク産業
や航空機・宇宙産業など、特色ある開発区への外資誘導を目指して
いる都市戦略について学ぶことができました。
 韓副市長とは、市民や企業の友好交流がさらに深まるようお互い
努力することを約束しました。

西安市説明会及び表敬

（1）西安城壁
　西安は中国を代表する城郭都
市です。現在の城壁は、唐代のも
のを基盤に明代に改修されたも
のですが、高さは12m、上部の幅
は12～14m、周囲には堀がめぐ
らされています。中国で唯一、完

全な状態で現存している城壁だそうです。
　かつての中国は城壁の中が都市であり、市外から来た者は、城門
を入る時に入城の許可証を受け取る必要がありました。西安が長
安と呼ばれ、都であった頃は、高貴な客に対しては、皇帝自らが城

門まで出迎えて、歓迎の儀式をしたそうです。米・クリントン大統領
（当時）が西安に訪問した際にこの入城式を再現して以来、VIPに対
してのみ入城式が実施されることになったのですが、今回の訪問団
に対しても、古式に則った儀式で歓迎していただきました。
　入城式ののち、電気自動車に
分乗して、周囲14kmの城壁の上
を一周しました。城壁内部は比
較的古い建物が多く保存されて
いましたが、外側には高層ビル
が立ち並んでおり、城壁を境に
左右の景色が対照的でした。

（2）兵馬俑抗
　1974年始皇帝陵の東1.5kmで、農民が井戸を掘っていて偶然発
見されたのが兵馬俑（主に陶製で兵士や馬をかたどった像）の破片
で、その後の発掘調査により考古学上20世紀最大の発見と呼ばれ、
現在もなお発掘、調査、修復作業が行なわれています。
　秦始皇兵馬俑博物館は1979年に建てられましたが、体育館のよ
うな建物で、発掘された俑坑全体をすっぽりと屋根で覆っており、世
界中から年間百数十万人の見学者が訪れ、1987年には世界文化遺
産に登録されました。
　俑坑は全部で4つ見つかっていますが、発掘された兵馬俑は数千
体にのぼります。しかも、ほぼ等身大の兵士の像は、一体一体の表
情、髪形、服装などが異なっており、出で立ちを見れば、位の上下も
わかります。傭は陶製だけでなく、当時の技術としてはかなり精巧な
金属製の像や武具などもあり、将軍が乗る銅製の馬車（4頭立て）も
復元展示されています。
　無数の兵馬俑が整然と並ぶ光景は、ある意味異様で圧倒されて
しまいますが、実際の軍隊と同じように、歩兵、弓兵、騎馬隊、指揮
官、将軍などが配列されており、死後の世界においても最高司令官
であり続けようとした始皇帝の意志がうかがえます。
　しかしながら、史実では、始皇帝の死後わずか3年で秦は滅び、そ
の後の戦乱、更に洪水と土石流により土中に埋まり、2200年もの長
きに渡り地下に眠っていたと言われています。西安市内視察

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ
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北九州ビジネススタディツアー in CHINA ｜実施報告

は、イギリス、アメリカ合衆国、フ
ランスがそれぞれ租界を設定し、
後に英米列強の租界をまとめた
共同租界とフランスのフランス
租界に再編されました。租界で
は治外法権が認められ、多数の
列強の干渉と施政のもとで上海
は急速に発展を遂げ、1920年代から1930年代にかけて黄金期を迎
えましたが、その後日中戦争、第二次世界大戦によって上海の租界
は終わりを迎えました。
　なお、日本租界とは正式な名称ではなく、共同租界のうち日本人
が多く住んだ地域の通称で、人口では、共同租界の外国人人口3万
9千人のうち日本人は2万人を占めていたそうです。
　「阿Q正伝」で知られる小説家の魯迅の旧居や魯迅公園も旧日本
租界の一郭にあり、そのほか、旧日本総領事館、旧日本海軍陸上戦
隊本部、などの建造物が往時をしのばせています。価値の高い建造
物は、政府が買い上げて整備・保存し、商店・飲食店などに高値で貸
し、景観を保護しつつ観光客の誘導を図っているそうです。

（2）上海都市計画展示館
　上海市政府庁舎に隣接し、高
さ43.3m、総建築面積1万8,393
㎡のモダンな建造物のなかに、
国内外のハイテク技術を駆使し
て、上海全体の都市計画と建築
実績について、過去・現在・未来
を展示しています。特にフロア全
体を使った巨大なジオラマは圧巻で、上海中心市街地だけで、無数
の超高層ビルが林立していることが理解できます。

（3）浦東金融開発区
　アジアを代表する国際金融都
市となった上海の中でも発展が
著しい上海浦東新区の一郭に、
世界の金融、保険、投資、貿易会
社などが集中し、趣の異なる近
代的かつ個性的な高層ビルが並
び建っています。
　特に昨年オープンした上海環球金融中心（ワールドフィナンシャ
ルセンター）は、日本の森ビルグループが都市づくりのノウハウを
注ぎ込んで建設した超高層ビルで、地上101階、高さ492m、「垂直
の複合都市」と呼ばれています。最上階の展望台は、世界一の高さ

の展望台として、つい最近ギネスブックにも
登録されたばかりですが、7割を占めるオ
フィス階の他にも、商業施設やカンファレン
ス施設、最高級ホテルなどを擁し、上海にお
けるビジネス、文化、エンターテインメント
の一大拠点となることを目指しています。
　地上87階（約400m）のレストランで最後
の食事を楽しみましたが、都市計画展示館
で見たのと同じ眺めを、実物で体感すること
ができました。

（1）旧日本租界
　1842年の南京条約により開港した上海に租界が設定され、当初

上海市内視察

（3）華清池
　かつて歴代王朝の離宮があった温泉リゾート地で、唐の玄宗皇帝
と楊貴妃のロマンスも伝えられています。玄宗や楊貴妃が入ったと
いう浴室が残っており、近くではいまでも豊富に温泉が湧き出して
います。比較的最近になって復元された離宮は、木製建築ですが、

当時どのような建物だったのか
資料が残っていないため、日本
の奈良の寺院を参考にして再現
したそうです。
　1936年の西安事変で、蒋介石
が張学良に軟禁された場所とし
ても有名です。

（4）西安博物院
　2007年5月にオープンしたばかりの市立博物館で、西安で出土し
たガラスや陶磁器、仏像、書画などが展示されています。現在残る
唐代の城壁は周囲14kmですが、最盛期だった隋唐時代の長安は
10km四方の城壁に囲まれた巨
大な都で、当時を忠実に再現し
た模型も展示されています。
　薦福寺小雁塔の敷地内にあ
り、収蔵品は13万点以上あり、常
時約2000点が陳列されているそ
うです。

（5）大慈恩寺・大雁塔
　玄奘三蔵がインドから持ち帰ったサンスクリット経典や仏像を保
管するために、652年に大慈恩寺の境内に、大雁塔が建立されまし
た。当初は5層でその後10層まで改築されたそうですが、現在は、明
代に改修された7層建築で高さは約65mあります。地盤が弱いため

か、よく見ると左に少し傾いてお
り、年数を経て、さらに傾いたり
戻ったりしているそうです。
　世界中から観光客が訪ねてき
ますが、大雁塔前に整備された
広場は、朝夕は市民の憩いの場
となっています。

（6）青竜寺
　空海、円行、円仁、恵運、円珍、宗睿が密教を学んだところとして、
特に日本人から親しまれているお寺です。1980年代には日本の四
国4県と真言宗関係団体の寄付
により、空海記念碑、恵果空海記
念堂などが建立されました。
　現在行われている周辺整備が
進めば、新しい観光地として日
本人以外の来訪も増えることで
しょう。

Ⅴ

特集 海外視察報告
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出向・移籍で築く
人と企業の安心ネット
出向・移籍で築く
人と企業の安心ネット

　当社は昭和23年12月に高圧配電盤の設計、製造メーカー

として創業し今年で61年になります。創業者が㈱安川電機出

身ということもあって、創業時より㈱安川電機協力工場として

現在に至っております。

　現在当社ではモーター用可変速制御装置（インバータ）及

びその周辺機器をメインに製造を行っており、その殆どを㈱

安川電機に納めております。

　昨年からの世界同時不況で、製造業を取り巻く環境は非常

に厳しいものになっております。また、景気の底は打ち、回復

に向かっていると一部報道されていますが、中々実感出来な

いのが実情です。

　当社は、ただ物を造るだけでは生き残る事は出来ないと考

え、同業他社との差別化を図り競争力をつける一環として

ISO9001に基づいた品質管理体制の確立、生産方法を抜本

から見直し付加価値生産性の向上に取り組んでおります。

　また将来的には多品種小ロット生産にも対応できる生産

体制を確立し、安定した品質の商品をお客様の希望する数

量、納期にお届け出来る企業を目指したいと考えております。

　（社）北九州貿易協会は、「北九州ビジネスサポートセンター(BSC)」を設置し、外国企業の日本進出を支援していますが、㈱九州通商も、

BSCに入居し日本法人として設立された会社です。また、地元中小企業の海外ビジネス展開を支援する目的で「北九州国際ビジネスプロ

モーションオフィス(IBPO)」を設置しており、両施設をスタートアップオフィスとしてご活用いただくことで、貿易及び対日投資の促進と国際ベ

ンチャー企業の育成を目指しております。

■施設の詳細については、当協会のホームページ（http://www.kfta.or.jp）をご覧ください。

会 員 情 報 ❷

Member’s Profile

有限会社  太 田 電 機 工 業 所

会員紹介

　初めまして、株式会社九州通商でございます。

　弊社は、2008年5月に設立した貿易会社で、食品と雑貨の輸入、冷凍水産

物と中古機械の輸出をしております。

　雑貨の販売については、今年は、特に販促品用エコバッグとショッピング

バッグが好調です。また、不織布関連商品もよく伸びています。

　今後は、農業改革の風に着目し、インドから土壤改良材（ココヤシの糠）

の輸入を開始します。

　弊社は、設立して間もない若い会社ですが、日中友好の架け橋になれる

ように頑張りますので、皆さんのご支援とご協力をよろしくお願いします！

代表取締役　安東　龍

株式会社  九 州 通 商

田坂会長による乾杯

挨拶をする北橋市長

祝辞を述べる趙副主任

鏡開き

スタッフ紹介

ニュースカイラークジャズオーケストラ
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貿易保険ご活用のおすすめ

貿易・投資リスク軽減のために

独立行政法人 日本貿易保険 大阪支店
お客様相談室長  山 本  浩 二

　これまで、３回にわたり「貿易保険制度および機能」、「貿易
保険のてん補範囲」および「貿易保険商品」の説明をさせて
いただきましたが、最終回の今回は、Ｑ＆Ａ形式による「よく
ある貿易保険に関する質問【海上保険と貿易保険】」と「貿易
保険の事故例」を紹介します。

１．よくある貿易保険に関する質問
【海上保険と貿易保険】

海上保険は既に利用していますが、ＮＥＸＩの貿易保険も
同じようなものですか？

海上保険の「貨物保険」と「貿易保険」の対象とするリスクに
ついて、説明します。

○貨物保険：主として貨物の輸送中に発生する物的損害を対象とし
ています。具体的には、船の沈没・衝突・火災等により
貨物に損害が生じたり、盗難にあった場合の損失を対
象としています。

○貿易保険：概ね以下に掲げる４つの事象が発生した場合による
損失を対象としています。

①海外の相手方と輸出契約等を締結後に相手先が破産等に
準ずる状態となり輸出できなくなった場合。

②外国において実施される為替取引の制限・禁止、仕向国に
おいて実施される輸入の制限・禁止およびその他不可抗力
な要因により輸出ができなくなった場合。

③相手先の財務状況悪化又は倒産により輸出代金の回収がで
きなくなった場合。

④外国において実施される為替取引の制限・禁止、仕向国に
おいて実施される輸入の制限・禁止およびその他不可抗力
な要因により輸出代金の回収ができなくなった場合。

うーん。
分かったようで分かり難いのでもっと簡単に！

海上保険の貨物保険は「輸出入する貨物の損害」に対応する
保険で、貿易保険は「輸出入取引により生ずる損失」に対応
する保険です。
前者は「物の保険」、後者は「取引の保険」と言われています。

ということは・・・。
輸出するために、製造とか集荷にお金を使ったのに船積みが
できなくなり損失がでた場合は「貿易保険」、船積みをした後
の貨物の損害については「貨物保険」、代金が回収できなく
なったことによる損失については「貿易保険」ということにな
るのでしょうか？

そのとおりです。
「貨物保険」と「貿易保険」をご利用いただくことにより、輸出
契約締結から代金回収までの様々なリスクを軽減することが
可能となります。

２．貿易保険の事故例
【輸出不能事故】

　日本の輸出者（Ｘ社）が、携帯電話の部品をＡ国の携帯電話メー

カー（Ｙ社）に輸出しようとしたところ、日本政府が発動したセーフ

ガードに対抗して、Ａ国政府が日本製の携帯電話等に対して100%

の輸入特別関税を課しました。このため、Ｙ社は貨物の輸出を中断

するように要請、Ｘ社は貨物の輸出を停止しました。

　半年後、Ａ国政府による輸入特別関税措置が撤廃されたため、Ｘ

社は損害を最小限にすべく、再度Ｙ社と貨物の引き取り交渉を行っ

た結果、値引き販売をすることとなり、日本の輸出者は値引き差損を

被ったため、ＮＥＸＩはその差損に対して保険金を支払いました。

１．よくある貿易保険に関する質問

２．貿易保険の事故例

【代金回収不能事故】

　日本の輸出者（Ｘ社）がＢ国の家電量販店（Ｙ社）にテレビ、ビデ

オなどのＡＶ機器を代金後払送金の契約で輸出しました。その後、

Ｙ社の資金繰りが悪化し、支払期日に代金が未払いとなりました。

　ＮＥＸＩは支払期日から３ヶ月支払がなかったので、その未払

い代金に対して保険金を支払いました。

独立行政法人

日本貿易保険

《お客様相談室》 0120-649-818
http://nexi.go.jp

「貿易保険ご活用のおすすめ」は今回で４回の掲載を終了させていた
だきます。ご通読いただきありがとうございました。

大阪支店

この記事に関するお問い合わせ

最終回

出向・移籍で築く
人と企業の安心ネット
出向・移籍で築く
人と企業の安心ネット

Q1Q1

A1A1

Q1Q1

A1A1

Q1Q1

A1A1

②特別関税措置

①輸出契約

保険金支払

③輸出中断要請

④値引きにより出荷

日本の輸出者
（被保険者：X社）

携帯電話メーカー
（輸入者：Y社）

損　失
（値引き差損）

日　本

貨　物

A　国

①輸出契約

保険金支払

②代金不払い
日本の輸出者

（被保険者：X社）
家電量販店

（輸入者：Y社）×
損　失

（代金回収不能）

日　本 B　国

田坂会長による乾杯

挨拶をする北橋市長

祝辞を述べる趙副主任

鏡開き

スタッフ紹介

ニュースカイラークジャズオーケストラ



会　　期　　平成21年10月21日（水）～23日（金） 10：00～17：00
会　　場　　西日本総合展示場・新館（北九州市小倉北区浅野3-8-1）
入 場 料　　無料（入場登録制）
主　　催　　北九州市、（財）西日本産業貿易コンベンション協会
U R L　　http://www.eco-t.net/
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Event ●イベント情報

エコ・テクノ2009  【地球環境・新エネルギー技術展＆セミナー】
地球環境時代にふさわしい環境保全・エネル

ギー技術を一堂に紹介し、環境技術交流を促進

し、地域産業界の環境意識の高揚と環境ビジネ

スの発展を図る、西日本最大の環境・エネルギー

の総合展です。

お問い合わせ先 エコテクノ2009運営事務局  （財）西日本産業貿易コンベンション協会 TEL.093-511-6800

九州・国際テクノフェア2009  ICTコンバージェンス2009
「ＩＣＴ」をテーマとする西日本地域最大級の専門

見本市で、多様化する関連産業分野の人・モノ・情

報の集約、融合（コンバージェンス）化により、ＩＣＴ

の新たな価値の創造を目指します。

会　　期　　平成21年11月11日（水）～13日（金） 10：00～17：00
会　　場　　西日本総合展示場・新館（北九州市小倉北区浅野3-8-1）
入 場 料　　無料
主　　催　　九州・国際テクノフェア実行委員会、
　　　　　　（財）西日本産業貿易コンベンション協会、（財）九州産業技術センター
U R L　　http://www.it-kyushu.net/

お問い合わせ先（財）西日本産業貿易コンベンション協会 TEL.093-511-6800

第11回 西日本国際福祉機器展
人にやさしいクルマからペット、車いす、住宅設備、日常生活用品を

一堂に紹介する地域最大級の福祉介護機器展です。福祉介護機器

に関する最新情報を地域に導入し、広く専門職の研修の場としての

プログラムを併設すると共に一般市民を含めた福祉用具の適正な

活用と普及を図ります。

会　　期　　平成21年11月27(金)～29日(日)  10：00～17：00
会　　場　　西日本総合展示場・新館（北九州市小倉北区浅野3-8-1）
入 場 料　　無料
主　　催　　西日本国際福祉機器展実行委員会、
　　　　　　（財）西日本産業貿易コンベンション協会
U R L　　http://www.convention-a.jp/fukushi/

お問い合わせ先 西日本国際福祉機器展実行委員会事務局（（財）西日本産業貿易コンベンション協会内） TEL.093-511-6800

経済・産業団体、厚生労働省と連携して、全国的なネットワークで
出向・移籍のあっせんに努めています。

ハローワークや経済団体などと連携し豊富な人材情報を提供しています。

経済・産業団体と厚生労働省の協力で設立された公益法人です。

■在職者の方もサポート
在職者の方の職業相談・職業紹介を行っています。

■相談等の費用は無料
情報の提供、相談、あっせんについての費用はかかりません。

お気軽にご相談ください

全国ネットの人材情報
企業間の出向・移籍のお手伝いを

47都道府県の事務所で行っています。

出向・移籍の専門機関
財団
法人産業雇用安定センター ご利用時間 9：00から17：00（土・日・祝日は休業）

ホームページ http://www.sangyokoyo.or.jp/

福岡事務所 北九州駐在事務所

出向・移籍で築く出向・移籍で築く
人と企業の安心ネット人と企業の安心ネット
出向・移籍で築く出向・移籍で築く
人と企業の安心ネット人と企業の安心ネット
出向・移籍で築く
人と企業の安心ネット

財団法人産業雇用安定センターは、
「企業と企業をつなぎ、企業と人材をむすぶ、

出向・移籍のかけはし」です。

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-1-1 福岡朝日ビル6階
TEL 092-475-6295　FAX 092-434-5272

〒802-0004 北九州市小倉北区鍛冶町1-10-10 大同生命北九州ビル7階
TEL 093-531-7806　FAX 093-531-7906

幅広いデータベース

信頼と安心のかけはし

田坂会長による乾杯

挨拶をする北橋市長

祝辞を述べる趙副主任

鏡開き

スタッフ紹介

ニュースカイラークジャズオーケストラ


