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先週行われましたガバナー公式訪問例会・クラ

どなたか参加をお願いします。申し込みは稲垣
幹事までお願いします。
さて10月9日は体育の日です。体育の日は昭
和39年に開催された東京オリンピックの開会式
が行われた10月10日を国民の祝日として定めま
した。平成12年から「ハッピーマンデー制度」の
適用により10月の第2月曜日になりました。よく言
われるのは「健康寿命って何ですか？」ということ
です。日本は世界でもトップクラスの長寿国です
が、いつまでも病気にならずに元気に生活するこ
とが大切です。病気やけがなどにより要介護の状
態になると、日常生活に制限がかかります。
「健康寿命」とは健康面で日常生活に制限なく
過ごせることです。健康寿命が長ければ、自分ら
しい生活を楽しむことができます。医療費や介護
にかかる費用もいりません。健康寿命を長く保つ
ためには、まず足腰を丈夫にする運動習慣を心

出席報告 出席委員会 大島三千三君 （出席規定の免除会員数5名）

例会日 会員数 出席数 欠席数 出席率 MU数 修正出席率

本日 10月 5日 38 33 5（4） 97.4％

前回 9月27日 37 34 3 91.9% 0 91.9%

欠席の場合は前日 9 時 30 分までに次のいずれかにご連絡を。電話 62-0128、FAX62-1076 （以上 石山桂子）
メール qqvn2bz9k@sound.ocn.ne.jp
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ブ協議会は滞りなく終了することができました。会
員の皆様の準備から運営に感謝致します。太城
ガバナーも歴史と伝統あるクラブの例会やクラブ
協議会の雰囲気に良い評価をいただきました。
土曜日に佐藤ガバナー補佐より急なお願いで
恐縮ですがと電話をいただきました。ＣLPの研修
参加者が、第1グループでは少なく各クラブに再
度参加を要請するようガバナーから連絡がありま
したということです。CLPとはClub Leadership
Planの略で、同プランはロータリーの綱領を追求
するにあたっての、手続の標準化と諸活動の方
向付けを行うための効果的な管理的枠組みをク
ラブで実践するための研修会であります。参加者
はクラブの中堅理事役員の参加を求めておりま
す。研修内容はパート1・パート2・パート3の部門
がありパート1はすでに終了しましたが、パート2・
パート3はこれから行われます。急な話ですが、
パート2は10月8日（日）開催されます。申し込み
は明日5日までに参加お願いをしてくださいとの
ことです。

ためには、まず足腰を丈夫にする運動習慣を心
がけることが大切です。
皆さん「ロコモティブシンドローム」という言葉を
ご存知ですか。運動器の障害は、突然おこるわ
けではありません。加齢による機能低下や生活
習慣の積み重ねによってひそかに進行し、症状
が進行するとやがて要介護状態になってしまい
ます。健康な状態から運動習慣のない生活が続
くと徐々に運動器が衰えてゆきます。やせすぎは
骨や筋肉も弱くなり、肥満は腰やひざの関節に
大きな負担がかかります。
以上のような状態をロコモ度1と言います。各運
動器の疾患による機能低下を放置すると重篤化
し、要支援・要介護になります。これがロコモ度2
です。体育の日よりわたしも軽い運動をするよう
に心がけたいと思います。
皆さんも無理のない運動習慣をするように心掛
けて下さい。
以上で会長挨拶といたします。



1. ガバナー事務所より、日台ロータリー親
善会議ご案内が届きました。平山博国際
奉仕委員長に連絡いたしました。

2. 米山記念奨学会より先に配布した「10月
の米山月間資料」に誤りがあるとの連絡
がございました。室井次男米山記念奨学
会委員長に連絡致しました。

3. 同じく米山記念奨学会より「財団設立50
周年記念式典」の締切日を11月30日に延
長する連絡がございました。室井次男米
山記念奨学会委員長に連絡致しました。

4. 国際ロータリー第2550地区会員組織委員
会委員角橋徹様より、会員数変動の資料
を頂きました。ペーパーをレターボック

誕生祝い

髙木慶一会員 相馬征志会員
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スに投函しましたので髙木茂年度の重点
目標である会員増強の参考としてくださ
い。

5. 馬頭小川ロータリークラブより、創立45
周年記念式典の案内が届きました。髙木
茂会長に連絡しました。

6. 当クラブの会員である荒牧明二会員より、
メールアドレスの変更の連絡ございまし
た。新しいアドレスはメールで会員全員
に連絡しました。

7. 本日例会後、第8回理事役員会を開催し
ます。理事役員の方はお残り下さい。

8. 来週の例会はございませんのでお間違え
の無いようにお願いします。

新入会員 泉道夫君 ご挨拶

那須ミッドシティホテルの泉道夫と申します。よ
ろしくお願いいたします。オープンから現在まで、
那須ミッドナイトシティホテル、ミッドナイトホテル
などと、間違えて呼ばれることが数多くあります。
覚えて頂けるのは有り難いのですが「ナイト」とい
うコトバが入るとちょっと違和感があります。弁護
士の戸野さんに熱心にご紹介頂きまして、入会

米山記念奨学生蘇呈歡君

村山茂会員 相馬征志会員
福田逸男会員 秋間忍会員

（深町彰会員）



させて頂くこととしました。歴史あるロータリークラ
ブに入会できたことは本当に光栄に思います。ま
た、温かく迎えて頂き本当にありがとうございます。
入会致しましたからには、この黒磯ロータリークラ
ブが発展できるように、私も貢献できるように努力
して参りたいと思いますので、よろしくお願いいた
します。

米山記念奨学会 室井次男委員長

ますので、お帰りには忘れずにお持ち帰りくださ
い。それと中にサービスで もち米を同封してあ
りますので食べてみてください。もち米は新米で
はありませんのでよろしくお願いいたします。
来週は例会が休みの為、必ずお持ち帰りよろ

しく、お願いいたします。
10月18日の観月会ですが、大田原中田原の

勝田屋にて行います。バスは17時20分に足銀前
を出ますので、遅れた方は現地集合でお願いい
たします。又直接勝田屋さんに行かれる方は、
18時点鐘ですので遅れないようにお集まりくださ
い。

ゴルフ愛好会 津久井誠二会員

髙木茂年度第1回ゴルフコンペのご案内です。
10月8日（日）7時45分集合、場所は塩原カント
リークラブです。
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今月は米山月間です。特殊寄付13,000円が20
日に引き落としとなりますのでよろしくお願いいた
します。

親睦委員会 澤田吉夫副委員長

親睦委員会より新米のプレゼントを用意してあり

リークラブです。

会報委員会 藤﨑善隆副委員長

会報2790号（先週号）ですが、ガバナー公式訪
問・クラブ協議会の内容につき、内容の確認と校
正に少々時間を要しております関係上、配信が
遅れておりますのでご了承下さい。

石山桂子君

• 村山茂君 結婚祝いありがとうございます。
• 福田逸男君結婚48年になります。
• 荒牧明二君第2の門出を祝って
• 室井次男君 米山月間です。ご協力よろしくお
願いいたします。



• 小野安正君 9月14日〜24日アメリカのネバ
ダ・ユタ・コロラド州をツーリングしてきました。
大変良かったです。

• 澤田吉夫君 無事収穫の秋を迎えて
• 相馬征志君 結婚祝い・誕生祝いありがとうご
ざいます。

米山記念奨学生
宇都宮大学農学部農業経済学科
蘇呈歡 君

米山記念奨学生の蘇呈歡でございます。今日、

卓話を担当させていただきます。これから、私の

卒業論文に使うのは日本の財務省、マレーシ

アの統計局、ワールドバンクなどの機関から25年

間以上のデータを収集したものであります。収集

した数字化データを見えるように図表化にし、仮

説を立てながら分析します。そして、できた図表

から日本とマレーシア両国間の貿易特徴と問題

点を明らかにします。本研究は国際貿易商品の

名称・分類を世界的に統一した6桁の品目番号

で、関税・統計などに関して世界の主要国で使

用されている統計品目番号（Harmonized System

Code , H.S.Code）を使用しております。実は、経

済分野の分析用データはSITCという標準国際貿

易分類コードがあります。私はこのコードを利用

したいのですが、日本ではSITCの統計が見つけ

られないため、やめました。

これから、日本とマレーシアの貿易概要を見ま

しょう。まず、日本と輸出相手国に対する輸出金

額シェアです（グラフ1）。
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卓話を担当させていただきます。これから、私の

卒論研究を発表いたします。卒業論文のテーマ

は「日本とマレーシアの貿易——両国間貿易の特

徴と問題点」です。

本日の流れは以下の通りです。まずは、私が

なぜこのテーマについて卒業論文を書くのかと

いうことと、どのような方法でデータを収集し分析

するのかを紹介します。そして、分析した結果を

紹介します。まだまだ完成しておりませんが、今

までできた結果だけ発表させていただきます。最

後は今後の進み方と方向について発表いたしま

す。

マレーシアは1957年に独立してから、日本と

外交関係を樹立し、今年、2017年に60周年を迎

えました。マレーシアは天然資源が豊かなため、

一次産品依存経済から出発しました。60年代の

ゴム、錫から始まり、70年代には木材、パーム油、

80年代は工場品へと主要輸出品を変改させて工

業製品輸出国へ移行しました。1980年代、元首

相マハティールがルックイースト政策を提唱し、

マレーシア国内では日本に対する関心が高まり、

これを好機とみた日本・韓国の企業がマレーシア

進出のラッシュを呼び寄せることにもなりました。

しかし、工業製品輸出国と言われているのに、な

ぜ日本へ鉱物性燃料などの資源商品を輸出す

るのか、日本とマレーシアの貿易関係や貿易の

特徴と問題点を明らかにすることを目的としてい

ます。

この二つの円グラフはワールドバンクのデータ

に基づいて作ったものです。金額はアメリカドル

をベースとして使われています。左側は1988年

日本輸出のトップ5が国とマレーシアのシェアで

す。当時1位はアメリカ、貿易金額は約980億ドル、

2位はドイツ、３位は韓国、それぞれの貿易金額

は約166憶ドルと160億ドル、4位の香港と5位のイ

ギリスの貿易金額も近いです。香港は約115億ド

ル、イギリスは約101億ドルです。マレーシアはわ

ずかの41億ドルしかありません。右側は2015年

のデータで作ったものです。1997年のアジア通

貨危機と2008年リーマンショックなどの事件が起

きて日本の輸出トップ5位国が変わりました。

まず、アメリカは相変わらず1位を確保したが、

輸出シェアが20%に落ちました。輸出金額は約

1264憶ドルです。従来2位だったドイツと5位だっ

たイギリスは途上国の中国とタイに変わりました。

中国への輸出金額は約1093億ドルがあってタイ

の場合は約280億ドルがあります。

グラフ2をご覧下さい。赤い線は日本全体の輸

出金額合計です。オレンジ色はマレーシアへの

輸出金額です。赤い線が激しい下落した年は

2009年と2011年から2015年です。これは2008年

のリーマンショックの影響と安倍首相が就任した

後アベノミクスの影響で円安になったためと推測

グラフ1



されます。日本全体の輸出金額は1989年の

2,752億ドルから、2015年6,249億ドルに成長しま

した。約2.27倍成長 です。マレーシアへの輸出

金額は1989年41億ドルから2015年120億ドルに

成長しました。約3倍成長です。実は、初めてこ

のグラフを見たときに、かなりがっかりしました。マ

レーシアへの輸出は特に激しい変動がないし、

特徴と言えば安定しすぎることかなと思います。

グラフ2

日本の輸入金額は1989年の2108憶ドルから

2015年の6255億ドルに増え、約2.98倍成長しま

した。マレーシアからの輸入金額1989年の51億

ドルから2015年の214億ドルに増え、約4倍成長

しました。図（グラフ4）から見れば、同じように激

しい変化がありません。

これは日本統計局のデータに基づいて作った

ものです。日本円をベースにしたものです。一番

上の線は日本からマレーシアへ輸出の金額合計

を表す線です。この図から激しい変化が見えまし

た。大幅に下落した時期は1998年と2009年です。

1998年はアジア通貨危機の影響で、2009年は

リーマンショックの影響だと推測しました。

マレーシアへ輸出主要5つ商品分類を紹介し

ます（グラフ5）。1位は青の線の電気機器及びそ

の部分品、具体的には録音機、音声再生機、テ

レビ部品などのものです。2位はオレンジ色の原

グラフ5
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次に日本の輸入を見ましょう（グラフ3）。1989年

シェアトップ5の輸入国はアメリカ、韓国、オースト

ラリア、中国、インドネシアです。それぞれの輸入

金額はアメリカ486億ドル、韓国130億ドル、オー

ストラリア116億ドル、中国112億ドル、インドネシ

ア110億ドルです。マレーシアからの輸入金額は

51億ドル、シェアは3%しかありません。それから

26年経った2015年のデータを見ましょう。中国は

シェア1位になりました。そして、アラブ首長国連

邦は5位になりました。その原因は原子力発電を

やめ、火力発電へ移して、アラブ首長国連邦か

らエネルギーの輸入が増加したためと推測でき

ます。研究テーマと若干違うので、それについて

は詳しく調べていません。 次（グラフ6）は1988年から2016年までマレー

シアから日本へ主要商品輸出の推移を表す図

です。1位は青い線、鉱物性燃料です。この線の

変動を見ると、線の変化は合計金額の変動と深

い関連があることがわかりました。2位はオレンジ

色の線、電気機器及びその部分品、具体的に

は録音機、音声再生機、テレビなどの部品です。

3位は灰色、木材及びその製品並びに木炭 で

す。4位は黄色、再輸出品、再輸入品等の特殊

取扱品です。5位は水色、動物性又は植物性の

油脂及びその分解生産物などです。

グラフ3

グラフ4

レビ部品などのものです。2位はオレンジ色の原

子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分

品 です。3位は灰色、鉄道用又は軌道用の機関

車及び車両の部品です。4位は水色、再輸出品、

再輸入品等の特殊取扱品 です。5位は黄色、鉄

鋼です。

グラフ6



鉱物性燃料の統計データ見ると、鉱物性燃料

分類の中で、日本は最もマレーシアから輸入し

てきたのは石油ガスその他のガス状炭化水素、

つまりLPガスなどの燃料です。グラフ7の通り

1990年の時点でインドネシアは日本市場の4割

を支えていることがわかりました。輸入金額は

3686億円です。そして、マレーシア、サウジアラ

ビア、ブルネイ、アラブ首長国連邦、とその他の

国は約10-14%の輸入金額を占めています。マ

レーシアからの輸入金額は1,319億円です。

これから、鉱物性燃料についてお話させてい

ただきます。

グラフ7

グラフ9は1988年から2016年まで石油ガスその

他のガス状炭化水素の輸入金額推移です。左

側の軸は金額の数値です。オレンジ色は合計金

額の推移を表す線です。マレーシアは青い線で

す。右側は灰色の棒で割合を表す数値です。マ

レーシアが占めている割合の変動が激しく見え

ますが、実際は12-18%の間で変動しています。

激しく見えるのは全体の合計金額です。リーマン

ショック、東大震災や円安の影響があると推測し

ます。マレーシアからの輸入金額も急下落、急上

昇の変動があります。

グラフ10

グラフ10の輸入量からみると1988年からほぼ右

上がりに増加しています。金額の激しい変動と

違ってマレーシアからの輸入量は徐々に右上が

りに増加しています。輸入量から考えると、LPガ

スの国際価格変動が激しいため、輸入金額に影

響を与えたと考えています。もう一つの特徴はマ

6

グラフ8は2016年のデータです。従来、1位だっ

たインドネシアは4位まで落ちました。代わりに

オーストラリアが1位になって輸入金額9,490億円

があります。マレーシアは2位を維持しました。輸

入金額は5,935億円です。特別なのはロシアから

の輸入は2009年からです。その前はロシアから

輸入しませんでした。1990年に、日本の輸入量

は4379万トン、金額は9,134億円です。2016年に

輸入量は9,424万トンに、金額は3兆7,291億円に

増えました。輸入量は約倍くらい増えましたが、

金額の方は約4倍に増加しました。

グラフ8

グラフ9

響を与えたと考えています。もう一つの特徴はマ

レーシアが1988年から2016年まで唯一トップ3位

を維持している国です。

グラフ11

これからは動物性又は植物性の油脂について

話しさせていただきます。これ（グラフ11）は2016

年動物性又は植物性の油脂分類の輸入相手国

シェアとマレーシアから輸入した商品のシェアを

表す図です。動物性又は植物性の油脂分類の

中で、マレーシアは約全体の3割を占めています。

その中でパーム油分類は約3分の2に占めていま

す 。

この図（グラフ12）から見ると1988年から2012年

までマレーシアからの輸入量はほぼ9割占めてい

ます。日本の輸入量右上がりに増加しています

が、2008年から、マレーシア以外他の国からの輸

入量が増えたことわかりました。



次にグラフ13をご覧下さい。1989年にマレーシ

ア以外、中国、シンガポール、インドネシア、オラ

ンダからの輸入がありますが、ほんの少ししかあり

ません。2016年マレーシア以外、輸入相手国は

シンガポール、インドネシア、ドイツ、アメリカ、コ

ロンビア、ガーナがあります。マレーシアの353億

円に対してインドネシアからの輸入金額は134億

出しています。1988年に比べて日本の輸入金額

は約3倍増えたことがわかりました。簡単に今ま

での研究を報告しました。今まで研究して私が

発見した日本とマレーシアの貿易の問題点です

が、マレーシアは経済的に工業製品輸出国を言

われましたが、日本との貿易はまだLPガスや木

材、パーム油などの資源輸出が中心になってい

グラフ12

グラフ13

表1

表2

10月4日欠席(敬称略)
荒井昌一 •深町彰・大森貞男・檜山達郎
田中徹

前回9月27日分メークアップ(敬称略)
なし

次回例会 平成29年10月18日夜間例会 担当 親睦委員会（観月会）
18時点鐘 於 大田原市 勝田屋 （集合 17時20分 足銀前）

近隣クラブ例会日
火曜日 西那須野/いとう屋 0287-36-0028

近隣クラブ例会日
木曜日 大田原/ホテル龍城苑 0287-24-2525

木曜日 塩原/塩原カントリークラブ 0287-35-2211 木曜日 那須/ホテルエピナール那須 0287-78-6000
木曜日 大田原中央/勝田屋記念会館 0287-23-4165 金曜日 黒羽/ホテル花月 0287-54-1105

会報委員会：田中 徹・藤崎善隆・鳥居輝一 7

円に対してインドネシアからの輸入金額は134億

円があって全体の27.5%を占めている。今全世界、

パーム油を輸出している国トップ1位はインドネシ

ア、マレーシアは2位です。生産量も同じです。

続いては、木材及びその製品並びに木炭のこ

とです。表1をご覧下さい。

木材及びその製品並びに木炭の分類の中で、

マレーシアが最も輸出しているのは合板などの

積層木材です。この表は1988年の数値から作っ

たものです。当時マレーシアの輸出量はまだま

だ多くないです。日本輸入相手国はインドネシア

が中心になっています。

これ（表2）は2016年の数値からできたものです。

マレーシアはインドネシアを超えて日本に多く輸

材、パーム油などの資源輸出が中心になってい

るということです。

そして今後の予定ですが、まずは日本の輸出

入データを整理し、分析していきます。まだまだ、

できてないものが多いので、なかなかまとめるこ

とができませんでした。そして、日本とマレーシア

の貿易歴史を調査します。卒論の内容を豊富に

するために、これは必要かなと思っています。最

後に、卒論のまとめ・結論をすことです。

今、困っていることは再輸出入の分類で、具

体的にどんな商品なのかわからないので、トップ

5位に入れることはできるかどうかです。また先生

と相談しなければなりません。

以上です。


