
日本貿易学会創設と組織改革の歩み

一 学会50周年記念 一

資料集目次

1 学会創設期の歩み…...・ H ・.....・ H ・－－…...・ H ・.....・ H ・.....・ H ・－－…...・ H ・H ・H ・..(101) 

( 1 ）日本貿易学会設立準備経過報告…...・ H ・－－－……...・H ・.....・ H ・.....・ H ・.(101) 

( 2）日本貿易学会発起人会次第 ...・ H ・.....・ H ・...・ H ・－－……....・ H ・.......・ H ・.(102) 

( 3）設立準備会実行委員会収支計算書…...・ H ・－……...・ H ・－…....・ H ・－－…・（103)

( 4）日本貿易学会設立総会・研究大会出席予定者名簿 ...・ H ・.....・ H ・..(104) 

( 5）日本貿易学会設立趣意書…...・ H ・.....・ H ・－………...・ H ・......・ H ・H ・H ・..(106) 

( 6 ）日本貿易学会会則…・…...・ H ・.....・ H ・－－…....・ H ・－－…－…...・ H ・.....・ H ・..(107) 

( 7）日本貿易学会会計・地域部会・専門部会規則...・ H ・－－…...・ H ・H ・H ・..(lll) 

( 8）日本貿易学会研究年報発刊の辞（上坂酉三）……… H ・H ・...・ H ・－…・ (113)

( 9）日本貿易学会設立総会・第 l回研究大会・ H ・H ・.....・H ・...・ H ・.....・ H ・.(114) 

(10）創設時の役員 ・会員名簿 (1962年版）……...・ H ・.....・H ・.....・ H ・－－… （120)

(ll) 1969年版「会員名簿Jによる役員名簿…...・ H ・.....・H ・－－…...・ H ・－－… （132)

2 組織改革と正常化への歩み...・ H ・－－………...・ H ・.....・ H ・－－…………...・H ・..(134) 

( 1 ）会則改正に関する東西合同幹事会案...・ H ・.....・H ・－－…...・ H ・.....・ H ・..(134) 

( 2 ）日本貿易学会第10回全国大会出席会員名簿……………...・ H ・－－…… (144)

( 3）新会則の誕生一第10回全国大会総会議事録....・ H ・...・ H ・...・ H ・...・ H ・.(149) 

( 4）第10回大会・総会についての日本経済学会連合への報告 ………… (159)

( 5）新役員選挙規定の制定一第ll回全国大会総会議事録……・…...・ H ・.(162) 

( 6）会員への広報誌「JAFTニュース」創刊…...・ H ・.....・H ・－－…...・H ・..(169) 

3 会員の著作・論文・研究の動向 (1960～70年代）………...・H ・.....・H ・..(172) 

(1）著作 ・論文および研究の動向 (1975年版）…...・ H ・.....・ H ・－－……… (172)

( 2）著作・ 論文および研究の動向 (1982年版）……・・ H ・H ・－… H ・H ・－－…・ （210)

4 歴代会長 ・役員名簿（創設時～2008年） …...・ H ・－・…...・ H ・－－……………（267)

資料集凡例

1 .旧仮名遣いで表記されている場合、原則として原文のままとした。
2 原文で縦書きのものは横舎きに直し、年号その他で漢数字が使われている場合は、

横舎きの慣例に従って算用数字に改めた。なお、 横書きの原文でi英数字表記がなさ
れている場合は、原文のままとした。

3.文字逃いの誤記、誤用、あて字などは「（ママ）Jと上付記入し、 必要に応じて〔

内に正しいものを示した。
4.適宜、補注を入れた。



1 学会創設期の歩み

( 1 ）日本貿易学会設立準備経過報告

1.設立準備会

( 1 ）昭和35年12月17日午後 1-5時（於臼本大学商学部・経済学部）

28名来会、高橋芳三氏座長となり、設立準備会発足。準備会々長に上坂酉三

氏を選任。準備実行委員として左記（ママ）〔下記〕 10名に委嘱。

石田貞夫 大谷敏治 上坂酉三 斉藤武雄 津田昇

浜谷源蔵 広田弘雄 本間幸作 山内一雄 山内惣市

( 2 ）昭和36年 1月28日午後 1 5時（於海運会館）

45名来会。上坂酉三氏座長となり、以下の諸事項を審議。

（イ）経過報告 （ロ）会計報告 （ハ）会則会計規則案等の審議

（ニ）第1年度会費前受の件。

2.準備会実行委員会

実行委員会は現在までに11回開催された。

( 1 ）開催日

(1）昭和36年1月7日（於新宿東京会館）

( 2 ）ク 1月14日（クク）

( 3 ）。 1月21日（クク）

( 4) ク 2月11日（於日立製作所本社）

( 5) 。 2月25日（於新宿東京会館）

( 6) ク 3月11日（於東京銀行丸の内支店）

( 7) ク 4月15日（於日立製作所本社）

( 8) ク 4月27日（於日本大学商学部）

( 9）。 4月29日（クク）

(10）。 5月20日（クク）

(11）ク 6月13日（／／ // ) 

( 2）主な審議事項および仕事

( 1 ）会の目的、性格、研究分野、事業、組織等の検討

( 2）会則、会計規則、専門部会規則、地域部会規則等の逐条審議

( 3 ）規則作成について法律専門家からの意見聴取

( 4 ）地方連絡の方法について

( 5）法律、保険、金融、海運、倉庫、国際経済、商業政策等、各研究者に対

する勧誘について

( 6 ）全国大学に対する勧誘について

( 7)賛助会員等の勧誘について

( 8）地方連絡および入会勧誘に対する結果の検討
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( 9）発起人会の準備

(10）会則案の作成

(11）会計規則案の作成

(12）専門部会規則案の作成

(13）地域部会規則案の作成

(14）発起人名簿の作成

(15）その他その都度関係書類を各方面へ送付した。

( 3）現在の発起人

別紙発起人名簿の通り（注）。

資料提供向村邦輔

（注）発起人名簿の掲載は割愛した。

( 2）日本貿易学会発起人会次第

1.開会の辞

2.設立準備会々長挨拶

3.座長推薦

4.設立準備経過報告

5.会計報告

6.設立趣意書（案）の審議

（以上）

7.会則（案）、会計規則（案）、地域部会規則（案）、専門部会規則（案）の審議

8.創立総会、研究発表大会の日時、場所、議事次第の審議

9.閉会の辞

（昭和36年7月l日 午後l時半より）

資料提供岡村邦輔
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資料l 学会創設期の歩み

( 3）設立準備会実行委員会収支計算書

収支計算書

自昭和35年12月17日

至昭和36年6月30日

日本貿易学会設立準備会実行委員会

収入の部 金額 支出の部 金額

準備委員有志醸出金（35人分）注① 8,900 
印刷費
（タイプ、筆耕、用紙、印刷）控③

特別寄附金 2件控② 41,000 通信費（ハガキ、封筒、切手）回

会費前受金 ¥500×22 （人） 11,000 消耗品費（会ゴム印、領収証）

銀行預金利子 45 会議費削

／／／／／  

手許在高

60,945 

〔注〕①準備委員会において準備委員醸出

¥300×27 （人） = ¥8,100 ¥100×8 （人） = ¥800 計￥8,900

②同文館￥30,000、広田弘雄氏￥11,000 計￥41,000

24,566 

13,645 

640 

2,151 

41,002 

19,943 

60,945 

③会員名簿、会則、会計規則、部会規則などの審議原案の印刷各々数回

普通会員勧誘状、賛助会員勧誘状、発起人会案内状およびそれらについ

ての返信用ハガキの印刷

④実行委員会、準備委員会の開催通知、入会勧誘のための会則案等の送付、

入会希望者への会則案等の送付および、返信用ハガキ。

⑤実行委員会（11回）の会場費、お茶代、食事代は、各自負担を建前とした

が、支払不足分を会から支払ったことがある。

資料提供向村邦輔

-103一



(4）日本貿易学会設立総会・研究大会出席予定者名簿

氏 名 所

朝岡良平 早稲田大学

五十嵐喬 中央大学

板倉伊八 日綿実業側

稲脇修一郎 三菱商事側

岩 元岬 八幡大学

生島広治郎 近畿大学

石川正一 都立商科短大

伊藤健 貿易運輸懇談会

石田貞夫 神奈川大学

一ノ瀬一次 日ソ東欧貿易会

内田武男 大分大学

海老原武邦 通産省企業局

阿武 雄 岡山商科短大

岡茂 男 武蔵大学

岡野鑑記 神奈川大学

岡村邦輔 日本大学

小原三佑嘉 早稲田大学

大橋周次 東京学芸大学

大谷敏治 東京外国語大学

岡田俊平 成城大学

岡本隆三 横浜国立大学

大谷孝太郎 滋賀大学

景山哲夫 近畿大学

葛城照三 早稲田大学

河原茂太郎 日本大学

菊地敏夫 千葉商大

北村正次 早稲田大学

木村治郎 安田火災

北沢佐雄 東京女子大

桑原季隆 八幡製鉄

久保田 J!J買 関東学院大学

楠原正巳 兼松側

属 総会

出

出

出

出

出

出

欠

未定

出

欠

出

欠

出

出

出

出

出

出

出

出

出

出

出

欠

出

出

出

出

出

欠

出

欠
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於日本大学

研究会 懇親会

出 出

出 出

出 出

出 出

出 出

出 出

出 欠

出 欠

出 欠

出 欠

出 欠

出 欠

出 出

出 出

出 出

出 出

出 出

出 出

出 出

出 出

出 出

出 出

出 出

出 欠

出 出

出 出

欠 出

出 出

欠 出

出 欠

出 出

出 出



資料l 学会創設期の歩み

氏 名 所 属 会市会＂＇ ぷZ為ミ 研究会 懇親会

桑原晋 日本大学 出 出 出

小島立平 三菱銀行 欠 出 欠

斉藤栄三郎 立正大学 出 欠 欠

鮫島竜馬 日本船主協会 出 出 欠

坂本勧 名古屋市立女子短大 出 出 欠

四戸晃治 大和銀行 出 出 欠

高橋芳三 日本大学 出 出 出

立田真一 東海銀行 出 欠 欠

谷山整三 明治学院大学 出 出 出

地田知平 一橋大学 出 出 欠

津田昇 京都外語大 出 出 出

中村巧 近畿大学 出 出 出

中村新吾 神奈川大学 出 出 出

萩原稔 高干穂商科大学 出 出 出

橋本美三 名城大学 出 出 出

根立昭治 日本大学 出 出 出

永森正治 静岡大学 出 出 出

伴野志知郎 東海大学 出 出 出

漬谷源蔵 一橋大学 出 出 出

平野常治 法政大学 出 出 出

藤本幸太郎 明治大学大学院 出 出 出

深田 j享 青山学院大学 出 出 出

堀新一 名城大学 欠 出 欠

本間幸作 都立商科短期大学 出 出 出

松島宏 財団法人損害保険事業研究所 出 欠 出

松尾弘 明治大学 出 出 出

町田実 早稲田大学 出 出 出

宮川武雄 神奈川大学 出 出 出

光井武八郎 欠 出 欠

武藤正平 横浜国立大学 出 出 出

森川信 名城大学 出 出 出

山内惣市 高千穂．商科大学 出 出 出

柳昌平 埼玉大学 出 出 出

山内一雄 大東文化大学 出 出 出
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氏 名 所 属 総会 研究会 懇親会

中島正信 早稲田大学 出 出 出

阿多実秋 鹿児島経済大学 出 出 出

加藤清 名古屋商科大学 出 出 出

渡部善彦 立正大学 出 出 欠

星野晋 立川短大 出 出 出

岩根典夫 西南学院 欠 出 欠

蔭山 i享 松下電器貿易側 出 出 出

岩崎金一郎 日本大学 出 出 出

石井澄夫 都立商科短大 出 出 出

勝山邦光 拓殖大学 出 出 出

山崎紀男 関西大学 欠 欠 欠

青葉翰於 富士銀行 未定 未定 出

内田勝敏 大阪府立大学 出 出 出

黒石達夫 富士電気側 欠 出 欠

吉野昌甫 一ツ橋（ママ）〔一橋〕大学 未定 出 出

資料提供岡村邦輔

( 5）日本貿易学会設立趣意書

1 本会の趣旨

人類の経済的福祉増進と、平和目的達成のため、貿易の発展がどんなに重要であ

るかはいうまでもない。とくに、人口多く、国士狭く、天然資源に乏しいわが国に

おいては、貿易の振興は、国民経済の発展上欠くことのできないものである。

しかるに、わが国における貿易の研究は、従来その研究者間において相Eに、密

接な協力と連絡とを欠くうらみがあった。

ここにおいて、今般、学界、官界、実業界を問わず、貿易を研究する者が相集ま

り、新たに「日本貿易学会」を設立し、研究上の協力を行ない、もって斯学の振興

と、貿易知識の普及をはかり、学問の面からわが国貿易の興隆に寄与しようとする

ものである。

2 本会の事業

上の趣旨のもとに、本会は次の事業を行なう。

( 1 ）毎年 l回大会を聞き、研究の発表および討議を行なうこと

( 2）地域部会別および専門部会別に研究会を開らくこと

( 3 ）会報および論集を刊行すること
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資料l 学会創設期の歩み

( 4）貿易に関する情報および資料の収集と配布を行なうこと

( 5）貿易の実態に関する調査を行なうこと

( 6）貿易に関する講演会または講習会を開らくこと

( 7）国会、官庁、または実業界からの諮問・照会に応じ、調査・答申を行なう

こと

( 8）貿易に関連する内外の諸学会、および関係諸国体との学術上の交流ならび

に連携を行なうこと

( 9）その他本会の目的を達成するために必要または適当と認める事業を行なう

こと

資料提供来住哲二。『日本貿易学会会員名簿 (1962年版）』から引用。

( 6）日本貿易学会会則

（名称）

第l条本会は、日本貿易学会と称する。

英文では、 JAPANACADEMY FOR FOREIGN TRADEとする。

（目的）

第2条 本会は、貿易およびこれに関連する事項の研究およびその知識の普及を

目的とする。

（事業）

第3条本会は、前条の目的を達するために次の事業を行う。

（会員）

毎年 l回大会を聞き、研究の発表および討議を行うこと。

一地域部会別および専門部会別に研究会を開くこと。

二会報および論集を刊行すること。

四 貿易に関する情報および資料の収集と配布を行うこと。

五貿易の実態に関する調査を行うこと。

六貿易に関する講演会または講習会を開催すること。

七 国会、官庁または実業界からの諮問、照会に応じ調査答申を行うこと。

八貿易に関連する内外の諸学会および関係諸国体との学術上の交流なら

ぴに連携を行うこと。

九 その他本会の目的を達成するために必要または適当と認める事業を行

うこと。

第4条本会は、正会員および賛助会員をもって組織する。

（正会員）

第5条正会員は、貿易もしくはこれに関連する事項を研究する者で、理事会の

審査を経て総会の承認をうけた者とする。
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（賛助会員）

第6条 賛助会員は、貿易もしくはこれに関連する事業を営む者、または本会に

協力する者で理事会の審査を経て総会の承認をうけた者とする。

（会費）

第7条会員は、別に定める会計規則に基き会費を納めなければならない。

（入会）

第8条本会に入会しようとする者は、会員 2名の紹介により、書面をもって理

事会に申込まなければならない。

（退会）

第9条 本会を退会しようとする者は、書面をもってその旨を理事会に申出なけ

ればならない。

（除名）

第10条会員が、会費を滞納し、または本会の体面を害する行為をしたときは、

理事会および総会の決議によりこれを除名することがある。

（総会）

第11条 ( 1 ）総会は、定時総会および臨時総会とする。

( 2）定時総会は、毎年 l回前事業年度の終了後6カ月以内に聞く。

( 3 ）臨時総会は、会長が必要と認めるとき、もしくは会員の3分の l

以上または理事長の請求があるときに開く。

（総会の決議事項）

第12条総会は、次の事項を審議する。

予算の議決および決算の承認

一 各事業年度の事業計画

一 会則および規則の制定および変更

四会員の入会および除名

五会長、副会長、評議員、理事および会計監事の選任

六 その他理事会が総会に付議することを適当と認める事項

（総会の招集）

第13条 (1）総会は、会長がこれを招集する。

( 2）会長に事故があるときは、副会長がこれを招集する。

( 3）総会を招集するには、理事会の決議に基き、会日より 1カ月前ま

でに、日時、場所および議案を会員に通知しなければならない。

ただし緊急の場合はその期間を 2週間前までとすることができる。

（総会の議長）

第14条 (1）総会の議長は、会長がこれにあたる。

( 2 ）会長に事故があるときは、副会長がこれにあたる。

（総会の議決の方法）

第15条 総会の議決は、出席会員の過半数によって行い、可否同数のときは議長

がこれを決定する。
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ただし、会則および規則の変更ならびに解散の決議は、出席会員の3分

の2以上の賛成を得なければならない。

（総会委員）

第16条総会の事務を処理するため、会長はそのつど会員の中から、総会委員若

干名を依嘱することができる。

（評議員会）

第17条 ( 1 ）本会に、評議員会をおく。

( 2）評議員会は、次の事項を審議する。

一会長および副会長の候補者の推薦

一一一一一
会長に対する意見の具申

その他総会および理事会が評議員会につき議することを適当と

認める事項

（評議員会の招集）

第四条評議員会は、評議員会議長がこれを招集する。

（評議員会の構成および決議）

第四条 ( 1 ）評議員会は、評議員をもって構成する。

（理事会）

( 2）評議員会は、評議員の2分の l以上の出席をもって成立し、その

議決は出席評議員の過半数による。

第20条 ( 1 ）本会に、理事会をおく。

( 2）理事会は、次の事項を審議する。

一 第12条第 1号の総会提出議案の決定

本会の運営および会務の執行に必要な規定の制定および変更

本会の資産の管理方法

四

（理事会の招集）

その他会務の勢行に関する事項

第21条理事会は、理事長がこれを招集する。

（理事会の構成および決議）

第22条 ( 1 ）理事会は、理事をもって構成する。

（役員）

第23条

( 2）理事会は、理事の3分の l以上の出席をもって成立し、その議決

は出席理事（委任状による出席を含む）の過半数による。

( 1 ）本会に、次の役員をおく。

会長 l名

副会長 2名以内

評議員会議長 1名

評議員 50名以内

理事長 1名

常任理事 若干名
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理事 50名以内

会計監事 2名
( 2）役員の任期は、 2年とし、重任を妨げない。

（会長および盲目会長）

第24条 ( 1 ）会長および副会長は、評議員会の推薦に基き、総会において正会

員の中からこれを互選する。

( 2）会長は本会を代表し会務を総理する。

( 3）副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは会長の職務を

代行する。

(4）会長および副会長は、理事会に出席して意見を述べることができ

る。

（評議員会議長）

第25条 ( 1 ）評議員会議長の選任は評議員の互選による。

( 2）評議員会議長は、評議員会の運営を総括する。

（評議員）

第26条評議員は、総会において選任する。

（理事長）

第27条 ( 1 ）理事長の選任は理事の互選による。

( 2）理事長は理事会の運営を総括する。

（常任理事）

第28条 ( 1 ）常任理事の選任は理事の互選による。

( 2）常任理事は理事長を補佐する。

（理事）

第29条理事の選任は総会における正会員の互選による。

（会計監事）

第30条 ( 1 ）会計監事は、総会において正会員および賛助会員の中から各 1名

を選任する。

（顧問）

( 2）会計監事は、本会の財務を監査し、その結果を総会において報告

しなければならない。

第31条 ( 1 ）本会に、顧問若干名をおくことができる。

（幹事）

( 2）顧問の委嘱は、理事会の推薦に基き、総会の承認を経て会長がこ

れを行う。

( 3 ）顧問は、総会、理事会、および評議員会に出席して意見を述べる

ことができる。

第32条 ( 1 ）本会に、幹事若干名をおく。

( 2）幹事は、理事会の承認を経て理事長がこれを委嘱する。

( 3）幹事は、理事長の指示に基いて本会事務を処理する。
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（部会）

第33条 ( 1 ）本会に、地域部会および専門部会をおく。

( 2）部会については、別に部会規則を定める。

（会計）

第34条 (1）本会の会計年度は、毎年4月l日から翌年3月31日までとする。

( 2）会計については、別に会計規則を定める。

（会則および規則の変更ならびに解散）

第35条会則および規則の変更ならびに解散については理事会または会員総数の

10分の l以上の請求があるときは、会長はこれを総会に付議しなければな

らない。

附則

一本会の事務所は、これを東京都千代田区神田三崎町 1～2、日本大学商学部内

におく。

一 本会則は、昭和36年9月29日から施行する。

新入正会員選考基準に関する内規

新入正会員の選考に関する基準は次の通りとする。

新入正会員は大学卒業後、貿易またはこれに関連する事項を 2年以上研究し、研

究業績を有する者、もしくはこれと同等以上の学識経験を有する者であること。

資料提供来住哲二。『日本貿易学会会員名簿 (1962年版）』から引用。

( 7) 日本貿易学会会計・地域部会・専門部会規則

日本貿易学会会計規則

（会費）

第 1条 ( 1 ）会費は年額 l口正会員500円、賛助会員10,000円以上とする。

( 2）会員は、毎年年度末までにその年度分の会費を納めなければなら

ない。

（部会特別経費）

第2条部会は、その運営上特別の経費を必要とする場合には、理事長の承認を

経て、会費のほかさらに会員に経費を負担させることができる。

（寄附金）

第3条寄付金の受入は、理事会の承認を要する。

（会費および寄附金の不返還）

第4条既納の会費および寄付金は、その理由のいかんを問わず、これを返還し

ない。退会の場合もまた同じ。



（資産管理）

第5条 ( 1 ）本会の資産は、理事長がこれを管理する。

( 2）資産の管理方法は、理事会においてこれを定める。

（会計の帳簿および書類の閲覧）

第6条会員は、会員の10分の l以上の同意を得て、いつでも理事会に対し、会

計の帳簿および書類の閲覧を求めることができる。この場合理事会は正当

な理由がないのにこれを拒んではならない。

第7条本規則は昭和36年9月29日から施行する。

地域部会規則

第l条 ( 1 ）地域部会は、東部部会および西部部会とする。

( 2 ）東部部会は、新潟、長野、静岡以東に在住する会員をもって組織

する。

( 3 ）西部部会は、富山、岐阜、愛知以西に在住する会員をもって組織

する。

第2条東部部会の事務所は東京都千代田区神田三崎町l～2 日本大学商学

部内におく。

西部部会の事務所はこれを 大阪府布施市小若江近畿大学内におく。

第3条本規則は昭和36年9月29日から施行する。

専門部会規則

第l条 ( 1 ）専門部会は、研究分野別に第 1専門部会および第2専門部会とす

る。

( 2）第 l専門部会は、貿易に関する理論、政策、歴史、地理、法制お

よびこれらに関連する事項を研究する。

( 3）第2専門部会は、貿易に関する経営、商務、商品、慣行、金融、

運輸、保険、倉庫およびこれらに関連する事項を研究する。

第2条専門部会は、全国専門部会、地域専門部会および地区専門部会の3種と

する。

第3条本規則は昭和36年9月29日から施行する。

資料提供 来住哲二。『日本貿易学会会員名簿 (1962年版）』から引用。
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(8）日本貿易学会研究年報合発刊の辞

発刊の辞（I)

上坂酉三

（日本貿易学会会長）

貿易は、国民経済を基盤とするものであるが、マクロ的にみれば、国際経済の場

で、異質的な固と固との聞におこなわれる物資の有償交流であり、ミクロ的にみれ

ば、個々の経営が、国の政策の枠内で、外国との聞におこなう物品売買の成約とそ

の実践である。結局、後者の活動成果があつめられて現態としての一国貿易を形っ

くり、それが総合されて国際貿易の全貌を現している。

貿易はこうした複雑な性格をもつので、学問上でも、国際経済と国民経済とにわ

たる貿易理論や貿易政策の研究があり、個別経済を中心とする貿易商社や商務の経

営学的・商学的研究がある。このためには、既設の国際経済学会、経済政策学会、

経営学会、商業学会はもちろん、金融交通保険などの学会でも、関連の貿易問題が

採りあげられるので、いまさら貿易学会をつくる必要もなかろう、という批判がな

いでもなかった。

しかし、交易原理の経済学的研究は、国の貿易政策に理念の基礎を、またこれに

よる政策の実施は商社に渉外活動の指針をあたえるものであり、さらに個々の商社

活動を効果づけるためには、商社自体に関する経営学的研究が、また国際売買の契

約法理や商事慣習については法学的・商学的研究が、重視されねばならないから、

これら多方面にわたる理論と実務との総合性と、その多彩な相関性とが発揮される

ことによって、真によく貿易研究の功績をあげうるものである。

ところが、学界の現状では、貿易の研究が肢行的に採りあげられ、貿易経営学や

国際売買論は未発達のままにのこされている。これは、後者の「経営」研究には、

実証を要する多くの事実問題をふくんでいるためであるが、学の応用されたる面も

学の範鴫にはいるものとするなら、貿易のような、幅の広い手段的性格の濃い学問

では、その principlesとpracticeとは等価的にとりあっかわれなければならないも

のと思われる。

われわれは、貿易に関する理論政策の分野はもとより、経営・商事・法理の部門

に対しでも、個別研究と総合研究とをつくして、貿易の本態をきわめようと志すも

ので、新しく結成された日本貿易学会は中心対象を貿易そのものにおくところに、

その存立理由をもつものである。創立まだ日は浅いが、これまでの成果をまとめて、

ここに研究第一集を出す運びとなったことを慶びたい。

1963年3月31日（2)
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注（ 1 ）日本貿易学会編『日本貿易学会研究年報〔創刊号～第10号〕（日本貿易学会創立30周年記

念事業）』文異堂、 1990年、 3頁より引用。

( 2）この日付は、『日本貿易学会年報』創刊号発行日で、原資料には日付の記載はない。

( 9）日本貿易学会設立総会・第 1回研究大会報告（注）

研究大会報告

日本貿易学会設立総会・第 l回研究大会

第l回研究大会は、設立総会を兼ねて、昭和36年9月29、30日の両日にわたり、

日本大学商学部においておこなわれた。参加者は約100名。まず設立総会において，

設立のための議事に入札座長選任の後、設立準備経過報告、同会計報告がおこな

われ、ついで設立趣意書案、会則、会計規則、部会規則案の審議がおこなわれた。

採決ののち、ただちに役員選出がおこなわれ、会長には上坂西三氏、副会長には生

島広治郎、高橋芳三の両氏、評議員会議長には山戸嘉一氏、会計監事には青葉翰於

氏、理事長には本間幸作氏がそれぞれ選出され、顧問、理事、評議員、幹事の選任、

委嘱がおこなわれた。万場一致をもって議事は滞りなく終了、ここに日本貿易学会

の発足をみたのである。

次いで、 5時30分より、学士会館において懇親会が催され、和気藷々のうちに会

員の親睦を深め、学会設立を祝福した。

翌30日は、 9時30分より研究会に入札左の方々の報告があった。

技術提携の国際取引とその貿易条件

貿易実務教育の問題点

新関税率表における商品分類について

18世紀後半のフランスにおける自由通商論管見

ーチュルゴーとコンヂヤツクを中心として

貿易学の研究分野に関する構想と志向

戦後の経済発展と貿易の役割

貿易振興と運賃同盟の新しい動向

次いで公開講演として

日本貿易の現状分析と動向観測

東京外語大学 大谷敏治氏

横浜国立大学 武藤正平氏

慶応大学 塚原博氏

西南学院大学 岩根典夫氏

日立製作所 津田 昇氏

八幡製鉄 桑原季隆氏

貿易運輸懇談会伊藤 健氏

通産省 濃野滋氏

があり、最後にシンポジウムがおこなわれた。終始熱心なる討論がおこなわれ、第

二（ママ）〔第 l〕回大会の幕を閉じた。

（岡村邦輔）

-114一



資料1 学会創設期の歩み

第二回研究大会

昭和37年度における日本貿易学会第二回研究大会は、場所を大阪に移して近畿大

学が主催校となり 5月14日（月） 15日（火）の両日、薫風かおる中に開催された。

この大会は、貿易学会の趣意の一つを生かして、第2日に関西財界貿易担当者と

の聞の懇談会をもつことになったため、 36年度末より鋭意接渉（ママ）〔折衝〕と準備を

すすめてきたものであった。

大会第 1日は近畿大学15号館校舎において終日研究発表がおこなわれた。この日

の出席者は、全国から集った会員100名のほかに、会場受付へ新入会を申込む者、

特に発表聴講の許可を願出る者を加えて盛会をきわめた。また研究発表数も初期の

予想を上回る多数に達したため、午前の自由論題は会場を二つにわけ、尚かっ両会

場ともに、午前九時には第一発表者が演壇にたつといった充実ぶりをみせた。発表

論題と報告者は下記の通りであるが、第一会場には貿易の理論、歴史、政策等の発

表があつめられ第21ママ）〔第二〕会場の発表は主として貿易商務に関するもので一括

された。

第1日五月十四日（月）

午前 自由論題

第一会場

貿易と港湾における基本問題

港湾問題の史的考察

貿易史研究上の問題点

産業構造の変化と国際収支

貿易政策の根底にあるもの

第二会場

関東学院大学

日本大学

中央大学

駒沢大学

東京都立商科短大

わが国貿易商品の品質クレームに関する一考察

東京都立商科短大

エカッフェ商事仲裁専門部会 (1962.1 ）の持つ意義と決定について

貿易紛争と商事仲裁

Country Damageと海上保険について

国際マーケテイングに於ける問題点

技術の国際取引の構造

国際商事仲裁協会

早稲田大学

広島商科大学

電通大阪支社

東京外国語大学

北見俊郎

岡村邦輔

五十嵐喬

永田正臣

本間幸作

石井澄夫

鈴木不二男

朝岡良平

中井省三

奥村媛

大谷敏治

午後は共通論題で全員一堂に会し、自由化問題をめぐっての報告がまず次の三氏

によっておこなわれた。

午後共通論題

一わが国貿易の自由化と輸出産業一

貿易の自由化と過当競争問題 京都外国語大学 津田昇



貿易自由化と商社活動

貿易自由化と日本の機械工業

兼松大阪支店

通産省

磯田敬一郎

金井多喜男

報告ののち討論に入り、朝からの強行日程にもめげず、白熱的論議がたたかわさ

れてうむところをしらなかった。

ょうやく研究討論会が終るや、出席者は三台のパスに分乗して、当夜の懇親会場

内本町のコクサイホテルへ向った。

午後6時30分よりレセプションがはじまり、学会長、主催校の挨拶、祝辞等のの

ち会食に入ったが、その後も遠来の出席者など次々にたって、全国各地の研究事情

などが交換せられ、また次期開催校明治大学の紹介も拍手をもって迎えられた。か

くして当夜は終始なごやかな雰囲気と歓談の中に過ぎ、第1日の学会行事は終了し

た。

明くる第2日は堂島の大阪商工会議所にて午前中総会を開き午後は大阪商工会議

所貿易部会との貿易問題懇談会をもった。学会側出席者76名に加え、会議所側の出

席者は28名（会社会長、社長、営業部長、調査部長など。あらかじめ学会へ提出さ

れた貿易部会会員出席者）およびその他の実業界参加希望者多数に達した。学会会

長上坂酋三氏、会議所貿易部会長小菅宇一郎氏（伊藤忠商事会長）の挨拶ののち、

学会側から次のテーマで報告がおこなわれた。

大阪商工会議所との貿易問題懇談会

テーマ（ 1 ) わが国37年度輸出目標額達成方策 神戸市外国語大学岩井茂

テーマ（ 2) EECの発展と日本 神奈川大学 斉藤武雄

尚、このテーマは会議所側の要望によるもので、関西貿易業界最大の関心事を反

映したものであった。

引きつづいて懇談に入札財界側の真撃な質問、学会内部での質疑の応酬など、

活発な議論が展開して収穫大なるものがあったと思われる。かくして陽もかたむく

頃、財界を代表する前記小菅氏が立って、感謝の辞を述べるとともに、今後のこの

ような当学会との話あいの機会への大いなる期待の言葉のうちに懇談会を終えた。

そしてまた同時に、第2回大会も幕を閉じたのであった。

（近畿大学中村巧）

各専門分科会報告

貿易政策分科会について

貿易政策分科会では37年7月14日、日本大学において分科会結成準備会を聞いた。

出席者20余名によって、分科会の組織、運営方式を中心議題に意見の交換を行い、

差当り次の事項が決定した。第一に組織は政策分科会として全国を一本化し、とく

に地域別政策分科会は設けないこと。第二に運営の仕方は、分科会の都度、全国か

ら参集することは実際問題として不可能なので、それぞれの地域で独自に随時、分
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科会を聞いてゆくこと。第三に差当り東京では、隔月に一回ぐらいの割合で研究発

表会を行なうこと、がその主な点である。

この決定にもとずき（ママ）〔もとづき〕第一回分科会を、 9月15日上智大学で聞いた。

発表者は外務省経済協力局長甲斐丈比古氏で、「アジア経済協力の諸問題」につい

て、約 1時間半にわたって日頃研究の成果について発表された。アジア共同市場の

結成という点について、これまでアジア諸国によってどんな会議がもたれたか、そ

こではどういう点に論議が集中したか、これについての各国の考え方はどうである

か、さらに日本としての方針はどうか、等々について、とくに政府関係諸資料にも

とずいて（ママ）〔もとづいて〕、かなり詳細な研究発表が行なわれた。日頃具体的な諸

事実については、新聞報道による以外に知識がなく、とかく抽象的な論議しか行なっ

ていない我々にとって、非常に有意義であった。ただ第一回の分科会であったせい

か出席者が非常に少なかったことは、非常に残念であった。それでも上智大学の国

際関係研究会の学生諸君も数名参加し、かえって出席者一同の質疑応答もさかんで、

内容的には大いに盛り上りが見られた。貿易政策分科会の参加者は全国で100名を

数え、各分科会の中で最も盛大であるだけに、今後会員諸先生の積極的な御参加を

期待したい。

（駒沢大学・永田正臣）

仲裁分科会について

1962年 5月の近畿大学における総会で貿易仲裁に関する分科会設置が議決され、

ここに『仲裁分科会』が発足した。

参加希望者は現在まで61名となっている。

この分科会は7月14日に日本大学商学部会議室において聞かれた。出席者は上坂

会長以下19名で、なかには遠路より一神戸から高橋正彦、大阪から中村巧、豊橋か

ら伴野志知郎ーの各氏が出席された。

冒頭、上坂会長より、「貿易仲裁jの研究対象は何か、どのような方法で研究を

進めたらよいか、について従来までの経過を説明された後、次の三点を指摘なされ

た。

(1）制度の研究 この方面は国際商事仲裁協会が調査研究しているので、同協

会と協力して研究を進めた方が効果的である。

( 2）法理の研究 いわゆる法律論的研究であって、この方面の法律の専門家が

集って、日本仲裁学会を設立した。しかしその後この方面の研究は進展し

ていない。

( 3 ）技術的研究 これは慣習・知識の無知、契約の不備が商事紛争の原因なの

で、この方面の技術的側面から判断をつけ得るような研究を進めていく。

以上の問題点のうち、（ 1 ）の制度の研究が妥当と思われるが、何れにしても商

事紛争の国際仲裁の問題はその学問的研究が困難で、個々の研究に重点をおいて仲

裁分科会を進めた方がよいと思う。そして本会合においては積極的結論を期待する
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との挨拶であった。

その後、当研究会では終始活滋な意見が交換され、予定の時間をはるかに越えて

まで討議が続けられた。

次回は、大谷敏治教授より「アメリカの仲裁制度についてjと題する研究報告と、

鈴木不二男氏より関係資料の配布と解説を願う予定になっている。

（東京都立商科短期大学石井澄夫）

港湾問題専門分科会について

港湾問題専門分科会は昭和37年1月13日に明治大学にて設立の準備会をもち、そ

の後準備を進めて第二回大会（近畿大学）後、 6月9日の中央大学における学会幹

事会にて、具体的な研究課題その他について協議がなされた。さしあたって、東京

港の見学をおこなうことになり、東京都港湾局の江畑正義先生にお願いして、 7月

13日に同港の見学会および江畑先生の近著「新しい港の計画一鉄港専門埠頭の研究

についてJを中心とする報告ならびに研究会をおこなった。当日は石田（明大）伴

野（東海大）高橋（日大）時田（早大）北沢（慶大）中村（近畿大）板倉（関東学院

大）大谷（東京外語大）岡村（日大）三橋（中央大）塚原（慶大）伊坂（関東学院大）

橋本（名城大）中村（成城大）等の諸先生の御参加を項き、 11時に竹芝桟橋に集合、

好天にめぐまれ、東京都港湾局の御厚意による見学船にて港内を一巡し、船内では

江畑先生より、東京港の現状や関連施設等について説明を聞き参加の諸先生よりも

質疑応答がなされた。午後は、「鉄鋼専門埠頭会社jを見学し同社の会議室にて、

江畑先生より報告があり諸先生の活穣な質疑応答のうちに研究会を終り、再び竹芝

桟橋にもどって見学会を無事終了した。港湾問題研究の第一歩として、東京都港湾

局および江畑先生の御厚意に深く感謝するとともに、今後の本専門分科会の行き方

について、資するところ大であったと信ずる。なお現在、約30名の会員の各位から

本専門分科会へ参加の申込みを頂いており、なおまた、最近「港湾経済学会jが設

立されたが、本専門分科会としては、同学会の今後の発展充実を祈るとともに当分

科会としては、貿易を中心とする湾港問題の諸問題について、さらに多数の学会員

の御参加を希望し、諸先生の御指導御協力によって、今後の研究活動その他を続け

てゆきたい。

（明治大学・桜井一郎）

編集後記

日本貿易学会機関誌「日本貿易学会年報j創刊号をようやく皆様にお届けするは

こびになった。早い方からはすでに昨夏に原稿をいただきながら、発行がこのよう

におくれたことについては、総て編集者の責任である。一番大きな理由は、期日ま

でに順調に原稿が集まらなかったことであるが、何分にも創刊号のことではあり、
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今後の編集方針に及ぼす影響も大きいだけに、慎重に方針をねった結果、いつのま

にか時間をくってしまったことである。これはひとえにわれわれ編集委員の不慣れ

のせいであって、深くお詫びする次第である。

きて編集委員会として、この号の編集のためにとった方針は、次のようなもので

ある。

第一に掲載論文は必ず一人一本に限ること。これは、できるだけ多数の方々に発

表の機会をもっていただくという趣旨からにほかならない。

第二に当然のことではあるが、未発表論文に限るということである。本誌は日本

貿易学会の唯一の機関誌であり、会員諸氏の日頃の清新なる研究成果をこぞって発

表していただくという趣旨から、この方針をとった。

第三に本号では、第一回、第二回大会、地方部会、各分科会などにおける研究諸

成果を収録した結果、論文形式のもの、研究発表要旨など、形式が不統ーとならざ

るをえなかった。これは時間の関係上、形式統ーをする暇がなかったからにほかな

らない。今後は、できうれば、研究発表要旨という形に統ーをしたいと考えている。

第四に本号では、大会とか分科会でなされた質疑応答については、省略させてい

ただいた。これは掲載論文の数が多く、紙面に限りがあったからである。しかし今

後は、できるかぎり、これも収録していきたいと考えている。

以上が本号の編集に当ってとって方針であるが、必ずしも絶対これで押し通すと

いうものではない。会員諸氏の御意見によって、今後なお、よりよき機関誌を作り

出すために検討を重ねていきたいと考えている。何分にも不慣れのことであり、欠

陥も多いと思うが、そういう点は、どしどし御指摘御叱正いただければ幸甚である。

なお本誌の編集に参画した編集委員は、次の五名である。石井澄夫（東京都立短期

大学）岡村邦輔（日本大学）桜井一郎（明治大学）永田正臣（駒沢大学）萩原稔（高

千穂商科大学）

（永田正臣）

日本貿易学会年報 1 

1963年3月31日 印刷発行

編集兼発行人 日本貿易学会

代 表 者 上 坂 酉 三

東京都千代田区神田三崎町1-2

日本大学商学部内

発 行 所 日 本 貿 易 学 会

東京都千代田区西神田2-17

印 刷 所三葉印刷株式会社

（注）日本貿易学会編『日本貿易学会研究年報〔創刊号～第10号〕（日本貿易学会創立30周年

記念事業）』日本貿易学会、 1990年、 137～141頁より引用。
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(10）創設期の役員・会員名簿（1962年版）

No.'1' 氏名 住 所 （ 2) 勤務先

【あ】

1 相原光 横浜市立大学

2 青葉翰於 富士銀行

3 赤i章学 外務省

4 赤松要 明治大学

5 朝岡良平 早稲田大学

6 浅野弘 日本大学

7 阿多実秋 鹿児島経済大学

8 浅香末起 名城大学

9 安達博吉 神戸外国語大学

10 安彦三郎 東海銀行

11 天岩旭 日本プラント協会

12 荒井武雄 日本勧業銀行

13 有沢広己 法政大学

14 秋本育夫 大阪府立商工経済研究所

【LI】

15 五十嵐喬 中央大学

16 生島広治郎 近畿大学

17 伊坂市助 関東学院大学

18 伊沢孝平 関西大学

19 伊沢信治 高千穂商科大学

20 石井栄一 都立四商

21 石井澄夫 東京都立商科短期大学

22 石井俊之 金沢大学

23 石川正一 東京都立商科短期大学

24 石曾根孝輔 東京商工会議所

25 石田貞夫 明治大学

26 磯田敬一郎 兼松株式会社

27 板倉伊八 日綿実業

28 猪谷善一 亜細亜大学

29 井上洋一郎 広島大学

30 市川秀雄 日本損害保険協会

31 一ノ瀬一次 日ソ東欧貿易会
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No.111 氏名 住所121 勤務先

32 伊東克己 早稲田大学

33 伊藤健 貿易運輸懇談会

34 稲垣平太郎 日本貿易会

35 稲脇修一郎 三菱商事

36 猪野征彦 八幡大学

37 今井治郎 昭和医科大学

38 今井善衛 通産省

39 今光広一 愛知学院大学

40 今村有 福岡大学

41 入江猪太郎 神戸大学

42 入江成雄 東京芝浦電気

43 岩井茂 神戸外国語大学

44 岩崎金一郎 日本大学

45 岩根典夫 西南学院大学

46 岩元岬 八幡大学

【う】

47 牛山栄治 日本大学

48 碓井陽一 北九州大学

49 内田武男 大分大学

50 内田勝敏 大阪府立大学

51 瓜生昌 立正大学

【え】

52 江崎洋吾 名古屋市立女子短大

53 江端正義 東京都港湾局

54 海老原武邦 通産省企業局

【お】

55 大来佐武郎 経済企画庁

56 大島重忠 富士製鉄

57 大鳥居蕃 松山商科大学

58 大谷孝太郎 滋賀大学

59 大谷敏治 東京外国語大学

60 大橋周次 東京学芸大学

61 大畑弥七 愛知学院大学

62 岡茂 男 武蔵大学
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No. (l) 氏 名 住所121 勤務先

63 岡武雄 岡山商科短期大学

64 岡田俊平 成城大学

65 岡田良一 運輸省港湾局

66 岡野鑑記 神奈川大学

67 岡村邦輔 日本大学

68 岡本隆三 横浜国立大学

69 小川精一 東京銀行

70 沖田守 経済企画庁調整局

71 奥村援 電通大阪支社

72 尾崎英二 大蔵省為替局

73 小田切松義 日本大学

74 小原三佑嘉 早稲田大学

75 折下功 山陽パルプ

【か】

76 蔭山淳 松下電器貿易

77 景山哲夫 近畿大学

78 i可西宏之 東京銀行

79 柏木正彦 経済企画庁

80 勝山邦光 拓殖大学

81 葛城照三 早稲田大学

82 加藤清 名古屋商科大学

83 加藤真勢三郎 明治大学

84 加藤廉平 名城大学

85 金井多喜男 通商産業省

86 金子暁実 竜谷大学

87 上岡一嘉 青山学院大学

88 亀井利明 関西大学

89 川田俊昭 長崎大学

90 河原茂太郎 日本大学

91 川部重治郎 東洋紡績経済研究所

【き】

92 菊池敏夫 千葉商科大学

93 来住哲二 関西大学

94 岸幸喜 目立製作所
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No.'" 氏名 住所121 勤務先

95 木曾栄作 小樽商科大学

96 北川一雄 名古屋大学

97 北沢佐雄 東京女子大学

98 北見俊郎 関東学院大学

99 北村一男 山一登券

100 北村正次 早稲田大学

101 木村兼久 マークスライン

102 木村清 日本貿易振興会大阪本部

103 木村治郎 安田火災海上

104 桐田尚作 茨城大学

【く】

105 楠原正巳 兼松株式会社

106 忽那隆治 弁護士

107 久芳淳七 日立製作所

108 久保田幾之助 三菱商事

109 久保田順 関東学院大学

llO 久保田富雄 経済団体連合会

lll 熊井征太郎 同文館出版

ll2 倉田寛吉 国際商事仲裁協会

ll3 栗林定次郎 都立商科短期大学

ll4 紅林茂夫 富士銀行

ll5 栗谷啓三 東京海上

116 黒石達夫 富士電気化学

117 桑原季隆 八幡製鉄

118 桑原晋 日本大学

【こ】

119 濃野滋 通産省

120 上坂酉三 早稲田大学

121 河野長策 日立製作所

122 小島正興 丸紅飯田

123 小島立平 三菱銀行

124 小林勝 一橋大学

125 小林巽 日立製作所

126 小山満雄 広島大学
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No.l'l 氏名 住所（2) 勤務先

127 近藤達美 E細E大学

128 小山伝三 神奈川大学

【さ】

129 佐伯三郎 関西大学

130 斎藤栄三郎 立正大学

131 斎藤隆助 南山大学

132 斎藤武雄 神奈川大学

133 坂口元三 東洋紡｛ママ）［東洋紡績〕経済研究所

134 坂本勧 名古屋市立女子短大

135 向坂正男 経済企画庁

136 桜井一郎 明治大学

137 桜庭一郎 青山学院大学

138 佐々木正晴 日本経済新聞社

139 佐瀬六郎 日本貿易振興会

140 鮫島竜馬 日本船主協会

【し】

141 椎名幾三郎 関西学院大学

142 四戸晃治 大和銀行

143 柴崎芳博 大蔵省

144 島田喜仁 通産省

145 下条哲司 新日本汽船

146 正田寿三郎 三菱商事

147 白石孝 慶応大学

148 白髭武 成媛大学

149 新宮志良 長崎県立短期大学

【す】

150 杉道助 日本貿易振興会

151 杉谷義則 熊本商科大学

152 鈴木信五郎 関西学院大学

153 鈴木敏行 大正海上火災

154 鈴木不二男 国際商事仲裁協会

155 住田正二 運輸省

【そ】

156 相馬勝夫 専修大学
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No.'11 氏名 住 所(2) 勤務先

157 傍島省三 大阪大学

【た】

158 大丸梅次郎 長崎県立短期大学

159 高瀬浄 東京都立航空短期大学

160 高瀬千波 東京商工会議所

161 高梨正夫 日本郵船

162 高橋j青四郎 中央大学

163 高橋正彦 海事研究所

164 高橋芳三 日本大学

165 高見玄一郎 横浜市立大学

166 竹内正己 大阪府立商工経済研究所

167 竹林祐吉 熊本商科大学

168 立花泰治 日本興業銀行

169 立田真一 東海銀行

170 谷山整三 明治学院大学

171 田原大千 東京商工会議所

【ち】

172 地田知平 一橋大学

【つ】

173 塚原博 慶応義塾大学

174 津田隆 茨城大学

175 津田昇 京都外国語大学

176 辻本春男 近畿大学

177 土田秀雄 新潟大学

178 筒井四満治 三菱商事

【て】

179 寺田洋三郎 日本海運集会所

180 寺村鉄三 大阪市立大学

【と】

181 戸川年雄 下関商業短期大学

182 時国忠夫 早稲田大学

183 徳永清行 同志社大学

184 富田俊三 名古屋貿易会

185 富永裕治 大阪市立大学
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No.(1) 氏名 住所（2) 勤務先

186 外山素彦 東京銀行

187 虎尾正助 神奈川大学

【な】

188 内藤昭 大阪市立大学

189 中井省三 広島商科大学

190 中川富弥 明治大学

191 中島朝彦 同文館出版

192 中島正信 早稲田大学

193 長沢孝一 東海銀行

194 中田操六 福岡大学

195 永田正臣 駒沢大学

196 中谷利兵衛 大阪商工会議所

197 永野重雄 富士製鉄

198 中村巧 近畿大学

199 中村新吾 神奈川大学

200 中村純一 三菱商事

201 中村精 大阪府立商工経済研究所

202 中村英雄 成城大学

203 並木信義 通産省

204 永森正治 静岡大学

【に】

205 新堀聴 三井物産

206 西口章雄 同志社大学

207 西久保好孝

208 西田彰 通産省

【ね】

209 根来新吾 大阪商工会議所

210 根立昭治 日本大学

【の】

211 野津務 中央大学

【は】

212 萩原稔 高千穂商科大学

213 橋本英三 名城大学

214 橋本修 明治大学
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資料l 学会創設期の歩み

No.()' 氏名 住所（ 2) 勤務先

215 長谷川幸生 中央大学

216 波多野真 武蔵大学

217 波多野発 拓殖大学

218 花原二郎 法政大学

219 浜谷源蔵 一橋大学

220 早川広中 千葉商科大学

221 林雄二郎 経済企画庁

222 原吾郎 東京銀行

223 原猛雄 同志社大学

224 原達雄 北九州大学

225 原因俊雄 早稲田大学

226 原因三郎 東北大学

227 原安三郎 日本化薬

228 f半野志知郎 東海大学

【ひ】

229 久川武三 広島商科大学

230 久木久一 小樽商科大学

231 
析ひじきがわ

川正三 東洋紡績経済研究所

232 平岡謹之助 京都外国語大学

233 平岡健太郎（ママ）［健大郎〕 大阪市立大学

234 平野常治 法政大学

235 広田弘雄 東京銀行（パリー）

【ふ1
236 深見義一 大東文化大学

237 深田淳 青山学院大学

238 福士次郎 丸紅飯田

239 藤居和夫 目立経営研修所

240 藤岡泉 兼松株式会社

241 藤堂定夫 三井物産

242 藤本幸太郎 明治大学

243 舟木凌 東京銀行（ロンドン）

244 古川久万治 東京銀行

245 古沢民也 大阪商工会議所

246 古沢源万 神奈川大学
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No.<11 氏名 住所（2) 勤務先

【ほ】

247 法眼晋作 外務省

248 星野晋 立川短期大学

249 細谷宗司 会津短期大学

250 堀新ー 名城大学

251 堀 太郎 大蔵省

252 堀江薫雄 東京銀行

253 本位回祥男 明治大学

254 本田実 神戸外国語大学

255 本間幸作 東京都立商科短期大学

【ま】

256 桝 川忍 千代田機械貿易

257 間瀬本雄 東京海上火災

258 町田実 早稲田大学

259 松井清 京都大学

260 松尾弘 明治大学

261 松島春海 新潟大学

262 松島宏 損害保険事業研究所

263 松田実 日立製作所

264 松野賢吾 神戸大学

265 松延三郎 電通

266 松本達治 関東学院大学

267 丸岡淳夫 金沢大学

268 丸田永作 香川大学

269 丸橋雅好 大倉商事

270 枝幸雄 横浜市立大学

271 真弓弥彦 会津短期大学

【み】

272 三浦一 東北学院大学

273 三木静雄 第一銀行

274 水田博 国学院大学

275 三谷茂 明治大学

276 御友重信 東海銀行

277 光井武八郎 青山学院大学
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資料1 学会創設期の歩み

No."' 氏名 住所（引 勤務先

278 光岡浩二 名城大学

279 水野壬子郎 名古屋商工会議所

280 三橋文明 中央大学

281 宮川武雄 神奈川大学

【む】

282 向井梅次 神奈川大学

283 武藤正平 横浜国立大学

284 村井藤十郎 名城大学

285 村野啓一郎 通産省

286 村野孝 日本輸出入銀行

【も】

287 森井清 大阪商工会議所

288 森川信 名城大学

289 森沢秀二 近畿大学

290 森田嘉一 京都外国語大学

291 森田桐郎 専修大学

【や】

292 八木君平 青山学院大学

293 八木由三郎 東北学院大学

294 安井信夫 愛知学院大学

295 箭内健次 九州大学

296 柳 昌平 埼玉大学

297 山内惣市 東洋大学

298 山内一雄 大東文化大学

299 山崎紀男 関西大学

300 山田信蔵 広島商科大学

301 山戸嘉一 甲南大学

302 山本登 慶応義塾大学

【ゆ】

303 油本豊吉 新潟大学

【よ】

304 横溝軌ー 西南学院大学

305 横山辰夫 東洋大学

306 横尾登米雄 日新火災海上
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先勤 務

日本海事検定協会

三菱銀行

東洋紡績経済研究所

日本銀行

一橋大学

東京商工会議所

所（21住名氏

吉島政義

吉田定雄

吉田道夫

吉野俊彦

吉野昌甫

依田信太郎

No.(1' 

308 

310 

307 

309 

311 

神戸商科大学

日本興業銀行

立正大学

東洋紡績経済研究所

【わ】

渡部浩太郎

渡辺省吾

渡辺喜彦

渡辺馨

312 

313 

315 

314 

賛助会員

東京都千代田区神田錦町2～ 5

京都市東山区東大路馬町

東京都中央区京橋1～5

東京都千代田区神田神保町1～53

大阪市北区堂島通2～17

東京都中央区銀座西7～l

東京都中央区本石町2～2

東京都千代田区神田神保町l～23

東京都千代田区丸ノ内・新丸ピル

東京都千代田区大手町l～6

協同出版（株）

関書院

大正海上火災保険（株）

中央経済社

東洋紡績経済研究所

電通

東京銀行

同文館出版（株）

日立製作所

富士銀行

316 

5 

7 

8 

2 

3 

4 

6 

9 

10 

日本貿易学会役員名簿

三
郎
コ
二
於
作

治
酉
広
芳
嘉
翰
幸

坂
島
橋
戸
葉
問

長
長

会
副

上
生
高
山
青
本

A
E
 

評議員会議長
会計監事
理事長

平太郎
安三郎

垣稲
原

一
郎太

善
幸

谷
本

猪
藤

己
弥
吉

広
富
豊

沢
！｜｜ 

本

有
中
油

要
助
男

顧問
赤松
杉
本位田

道
祥
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資料l 学会創設期の歩み

理事（女は常任）
五十嵐 喬 伊坂市助 女石田貞夫 稲脇修一郎

会岩根典夫 碓井陽一 内田武男 瓜生 目回

岡田俊平 大大谷敏治 大谷彦太郎 大橋周次
大景山哲夫 女加藤真勢三郎 河原茂太郎 北川一雄
木村 j青 桑原季隆 小山満男 濃野 滋

食 斎藤武雄 坂口元三 柴崎芳博 白石 孝
地田 知 平 会小川精一 会津田 昇 大 徳 永 清 行
中村新吾 永森正治 女橋本英三 ＊浜谷 i原蔵
原 猛雄 林 雄次郎 伴野志知郎 久川武三
久木 久 一 平岡健太郎（ママ）［健大郎〕平野常治 本田 実
細 谷宗司 町田 実 ＊松井 j青 安 松 野 賢 吾
武藤 正 平 相P 昌平 食山内一 雄 ＊山内惣市
山崎紀 男

評議員
阿多 実 秋 相原 光 石川正一 井上洋一郎
今村 有 入江猪太郎 岩崎金一郎 岡村邦輔
岡本隆三 大来佐武郎 大鳥居 蕃 北沢佐雄
来住哲二 斎藤隆助 白髭 武 谷山整三
寺村 鉄 三 中島 正 信 中井省三 波多野 真
波多野 奏 原 吾 郎 原田三郎 深見義一
法眼 晋 作 細谷宗司 丸岡淳夫 丸田永作
松延三郎 水 野壬子郎 村 野 孝 山本 登
吉野俊彦

幹事
東部地区 石井澄夫 岡 村 邦 輔 小原三佑嘉
菊地敏夫 久保田 m& 桜井一郎 塚原 博
i幸田 隆 新 堀 聴 永田正臣 根立昭治
萩原 稔 花原二郎 星 野 晋 松島春海
三 浦 三橋文明 武藤正平 吉田道夫
吉野 昌 甫
中京地区 加藤 i青 森 川 f言
関西地区 内田勝敏 蔭 山 j享 来住哲二
橘 博 中村 巧 西口章雄 羽田三郎
森田 嘉 一 渡辺浩太郎
中国四園地区 岡 武雄 戸川年雄
九州地区 岩 元 自甲 横溝軌ー

後記本名簿発行に当っては、鋭意誤記・脱漏のないように努めましたが、本会設立後日浅く

して連絡不十分な点もあり、不備のうらみ少しとしません。今後とも完全を期するため御気付の点

は事務局まで御申出下さいますようお願いいた、します。

資料提供来住哲二

日本貿易学会

東京都千代田区神田三崎町l～2

日本大学商学部内

電話（291)5006～8 

注（ 1 ）会員名簿原文にはNo.の表示はないが、会員数の確認のため、便宜的にここでは追加した。

( 2）会員名簿原文に記載されている正会員の住所は、個人情報保護の観点から削除した。



(11) 1969年版「会員名簿」による役員名簿

会員名（1) 郵便番号

赤松要

有沢広巴

猪谷善一

稲垣平太郎

相馬勝夫

永野重雄

原安三郎

深見義一

堀江薫雄

本位田祥男

t由本豊吉

住所

顧問

電話 所属機関名（2) 電話

一橋大学（名誉） 明治大学

東京大学（名誉） 原子力委員会

亜細E大学

日本貿易会顧問

専修大学

富士製鉄（株）社長

日本火薬（株）社長

一橋大学（名誉）

貿易研修センタ一理事長

独協大学

駒沢大学

注（ 1 ）原文に記載されている顧問会員の自宅住所、郵便番号ならびに電話番号は、個人情報保護

の観点から削除した。

( 2）所属機関の電話番号は、旧式表示のため削除した。

役員
~、' 長 上坂酉三
国j ~ 長 生 島広治郎
国l ~、' 長 高橋芳三
理 事 長 本間幸作
評議員会議長 山戸 嘉 一
会 計監事 青葉翰於
会 計監事 鈴木敏行

理事 件印常任）
＊浅香末起 申岡村邦輔 ＊五十嵐 喬 伊坂市助
＊石 田 貞 夫 ＊岩根典夫 ＊入江猪太郎 碓井陽一
爪生 目回 岡田俊平 申大谷敏治 ＊大橋周次

＊ 景 山 哲 夫 ＊中川富弥 本河原茂太郎 木村 j青
＊小山満男 ＊斉藤武雄 *i幸回 昇 ＊徳永清行
中村新吾 永森正治 ＊橋本英三 ＊浜谷 i原蔵
原 猛雄 ＊岩井 茂 ＊永田正臣 伴野志知郎
久 川 武 三 久木久一 ＊平岡健太郎（ママ）〔健大郎〕

＊広田弘雄 ＊平野常治 ＊本田 実 細谷宗司
＊町田 実 ＊笹森四郎 ＊武藤正平 ＊山内一雄
＊山内惣市 ＊山崎紀男 斉藤隆助

評議員
大鳥居 蕃 大来佐武郎 北沢佐雄 来住哲二
谷山整三 寺村鉄三 細谷宗可 佐瀬六部（ママ）〔六郎〕

山本 登 吉島 政義 中 村 巧
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幹事
東部地区
岩 元 自甲
塚 原 博
三 橋文明
折 下 功
中京地区
関西地区
中村 巧
高井 真（ママ）〔異〕

中国四国地区
九州地区

資料提供高井虞

岡 村 邦 輔 石井澄夫
小原三佑喜 久保田 )ij買
永田正臣 根立昭治
武藤正平 飯沼博一
鳥 谷 良 吉 今村秀夫
加藤 清 森川正 i享
内田勝敏 蔭山 淳
森田嘉一 渡部浩太郎
内藤 昭 木 下 昭
岡 武雄 戸川年雄
中田操六 横溝軌ー

1969年 5月15日 発 行

発行者日本貿易学会

干166 東京都杉並区大宮2-19 -1 

高千穂商科大学内

電話（03)313 -0141 

振替口座東京 93573

印刷 所中 興舎 印刷 所

電話（03)291 -1067 
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石井良明
桜井一郎
萩原 稔
長谷川幸生

来住哲二
吉田道夫

新宮志良



2 組織改革と正常化への歩み

( 1 ）会則改正に関する東西合同幹事会案

会員各位

時下ますます御清栄の段、同慶の至りに存じます。

学会も発足以来10年目を迎えました。その閉経済学会連合会にも加入し、期待と

重責とが問われている現状です。新しい会員も生れ、いろいろな点で、新しい草袋

を用意しなければならないようになりました。学会に風をいれ、創造的なものにす

るためには、会則をあらため、みんなの会にすることが必要で、ありましょう。一昨

年の大会における懇親会の席上で上坂会長が辞任の表明をなされたのを機に、この

際思い切って規約を改正し、人事の一新を図ろうという気運が高まってまいりまし

た。特に、昨年の総会では役員（会長、副会長、理事長、理事、評議員議長、評議

員、会計監事、）の任期満了にともなう改選問題の討議のなかで、従来の役員制度

の欠陥が強く指摘されました。その結果、役員は任期満了のまま再選されず、本年

の総会までに学会会則の改正案を作成することになりました。

東部および関西の幹事会でもそれぞれ改正案作成の作業をすすめ、本年3月20日

および21日の両日には東西合同幹事会をもって別紙の改正案を決定いたしました。

この改正案の基本理念は、役員制度の民主化と機能化であります。そしてこの基

本理念は、次の三本の柱によって支えられています。第一の柱は、権威主義的役員

制度の廃止です。これは会長、副会長、理事長などの三役制度を廃止することです

第二の柱は、役員制度の階層別格差の解消です。これは理事、評議員（以上役員）

および幹事（非役員）の三階層制を廃止して、代表幹事・幹事制に単一化すること

です。第三の柱は、役員の新陳代謝の促進です。これは役員の任期を短縮すること

です。

東西合同幹事会では、総会（ 5月25日）までに残り少なくなった現時点では、少

しでも多くの方々にこの改正案を検討して頂き、よりよい改正会則を実現するため

に、会則改正資料の一部として御送附申上げたしこの旨大会準備委員会に依頼し

て、大会案内に同封の便誼を与えられました。この案が総会に至るまでの期間にお

いて、少しでも多くの方々の聞で十分に検討されるとともに、この案の骨子に対す

る理解が少しでも広がることを希望してやみません。

1970年3月21日
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日本貿易学会会計規則（1969年版） I 1 l 

（会費）

第 l条

( 1 ）会費は年額正会員1,000円、賛助

会員30,000円以上とする。

( 2）会員は、毎年年度末までにその年

度分の会費を納めなければならない。

（部会特別経費）

第 2条 部会は、その運営上特別の経

費を必要とする場合には、理事長の

承認を経て、会費のほかさらに会員

に経費を負担させることができる。

資料2 組織改革と正常化への歩み

日本貿易学会会計規則（改正案）

（会費）

第 l条

( 1 ）会費は年額正会員1,000円、賛

助会員30,000円以上とする。

( 2 ）会員は毎年年度初めにその年度

分の会費を納める。

（部会経費）

第2条 部会はその運営上予算経費以

外に経費を必要とする場合、幹事会

の承諾を経て会員に経費を負担させ

ることカ宝できる。

（寄附金） ｜ （寄附金）

第3条 寄付金の受入は、理事会の承｜第 3条 寄附金の受入は幹事会の承認

認を要する。 ｜ を要する。

（会費および寄附金の不返還）

第4条既納の会費及び寄附金は、そ

の理由のいかんを間わず、これを返

還しない。退会の場合もまた同じ。

（資産管理）

第5条

( 1 ）本会の資産は、理事長がこれを

管理する。

( 2）資産の管理方法は、理事会にお

いてこれを定める。

（会計の帳簿および書類の閲覧）

第 6条会員は、会員の10分の l以上

の同意を得て、いつでも理事会に対

し、会計の帳簿および書類の閲覧を

求めることができる。この場合理事

会は正当な理由がないのにこれを拒

んではならない。

（会費および寄附金の不返還）

第 4条 既納の会費および寄附金はそ

の理由の如何を問わずこれを返還し

ない。退会の場合もまた同じ。

（資産管理）

第5条

( 1 ）本会の資産は代表幹事がこれを

管理する。

( 2）資産の管理方法は幹事会におい

てこれを定める。

（会計の帳簿および書類の閲覧）

第 6条 会員はいつでも代表幹事に対

し会計の帳簿および書類の閲覧を求

めることカfできる。

《り・刀口
u

日川年和刀口

則

は

。

附

則

る
規
す

本

行施
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第 7条本規則は昭和36年9月29日か

ら施行する。

日本貿易学会会則（1969年版）( 2 I 

〔第9条本会を退会しようとする者は、書面を

もってその旨を理事会に申出なけ〕ればな

らない（ママ）。

（除名）

第10条会員が、会費を滞納し、また

は本会の体面を害する行為をしたと

きは、理事会および総会の決議によ

りこれを除名することがある。

（総会）

第11条

( 1 ）総会は、定時総会および臨時総

会とする。

( 2 ）定時総会は、毎年 l回事業年度

の終了後6ヶ月以内に開く。

( 3 ）臨時総会は、会長が必要と認め

るとき、もしくは会員の 3分の l以

上または理事長の請求があるときに

開く。

（総会の決議事項）

第12条総会は、次の事項を審議する。

一．予算の決議および決算の承認

二．各事業年度の事業計画

三．会則および規則の制定および変

更

四．会員の入会および除名

五．会長、副会長、評議員、理事お

よび会計監査の選任

六．その他理事会が総会に付議する

ことを適当と認める事項

日本貿易学会会則（改正案） (3 I 

（総会）

第11条
( 1 ）本会は毎年 l回会員総会を聞く

( 2 ）幹事会が必要と認めた時もしく

は会員総数の 5分の l以上の請求が

あるときは代表幹事は議題を明示し

たうえ臨時総会を聞かねばならない。

第12条 総会は次の事項を審議議決す

る。

( 1 ）決算の承認および予算の議決

( 2）事業年度の事業計画

( 3）会則および規則の制定と変更

( 4）会員の入会および退会

( 5）幹事および会計監事の選任

( 6 ）その他幹事会が総会に付議する

ことを適当と認める事項
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（総会の招集）

第13条

( 1 ）総会は会長がこれを招集する。

( 2）会長に事故があるときは、副会

長がこれを招集する。

( 3）総会を招集するには、理事会の

決議に基き、会日より 1ヶ月前まで

に日時・場所および議案を会員に通

知しなければならない。ただし緊急

の場合はその期間を 2週間までとす

ることができる。

（総会の議長）

第14条

( 1 ）総会の議長は会長がこれにあた

る。

( 2）会長に事故があるときは、副会

長がこれにあたる。

（総会の議決の方法）

第15条総会の議決は、出席会員の過

半数によって行ない、可否同数のと

きは議長がこれを決定する。ただし、

会則および規則の変更ならびに解散

の決議は、出席会員の 3分の 2以上

の賛成を得なければならない。

（総会委員）

第16条 総会の事務を処理するため、

会長はそのつど会員の中から、総会

委員若干名を委嘱することができる。

（評議員会）

第17条

(1）本会に評議員をおく。

( 2）評議員会は、次の事項を審議す

る。

一、会長および副会長の候補者の推

薦

資料2 組織改革と正常化への歩み

第13条

( 1 ）総会は代表幹事が招集し、議長

は代表幹事がつとめる。

( 2 ）代表幹事に事故があるときは幹

事会は互選により臨時議長を選出し

て総会の運営を行なう。

( 3）代表幹事は総会の議題、会場お

よび時期を定め少くとも 2週間前に

は会員に通知しなければならない。

第14条 総会における決定は本会則に

特に定めである場合のほか出席会員

の過半数による。可否同数の場合は

議長がこれを決定する。

第15条 本会則の変更または本会の解

散は幹事会の提案又は会員総数の 5

分の l以上の提案により、総会出席

会員の 3分の 2以上の賛成を得なけ

ればならない。

（役員および幹事会）

第16条本会に次の役員をおく

代表幹事 1名

幹 事 15名、うち 1名を代表幹

事とする。

会計監事 2名

第17条

( 1 ）幹事は総会において選任する。

( 2 ）幹事の任期は 2年とし、半数交

替制をとる。ただし、任期満了後3
年以内は再任されない。

( 3 ）幹事は東部部会から 8名西部部
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二、会長に対する意見の具申

三、その他総会および理事会が評議

員会に付議することを適当と認める

事項

（評議員会の招集）

第18条 評議員会は、評議員議長がこ

れを招集する。

（評議員会の構成および決議）

第四条

( 1 ）評議員会は、評議員をもって構

成する。

( 2 ）評議員は、評議員の 2分の l以

上の出席をもって成立し、その議決

は出席評議員の過半数による。

（理事会）

第20条

( 1 ）本会に、理事会をおく。

( 2 ）理事会は、次の事項を審議する。

一、第12条第 I号の総会提出議案の

決定

二、本会の運営および会務の執行に

必要な規定の制定および変更

三、本会の資産の管理方法

四、その他会務の執行に関する事項

（理事会の招集）

第21条理事会は、理事長がこれを招

集する。

会から 7名を選出する。

第18条

( 1 ）代表幹事は幹事の互選による。

( 2 ）代表幹事の任期は l年とし再任

を妨げない。

第四条

( 1 ）幹事会は、代表幹事が招集する。

( 2 ）幹事会は、幹事の 3分の l以上

の出席をもって成立し、その議決は

出席幹事（委任状による出席を含む）

の過半数による。

第20条 幹事会は総会の決議にもとづ

き次の事項を協議し、会務を処理す

る。

一、総会提出議案

二、本会の資産の管理

三、その他会務の執行に関する事項

第21条

( 1 ）会計監事は総会において正会員

および賛助会員の中から各々 1名を

選任する。

( 2）会計監事の任期は 2年とする。

ただし、任期満了后3年以内は再任

されない。

( 3 ）会計監事は本会の財務を監査し、

その結果を総会において報告しなけ

ればならない。
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（理事会の構成および決議）

第22条

( 1 ）理事会は、理事をもって構成す

る。

( 2）理事会は、理事の 3分の 1以上

の出席をもって成立し、その議決は

出席理事（委任状による出席を含む）

の過半数による。

（役員）

第23条

(1）本会に次の役員をおく。

会長 l名

副会長 2名以内

評議員会議長 l名

評議員 80名以内

理事長 l名

常任理事 若干名

理事 80名以内

会計監事 2名

( 2）役員の任期は 2年とし、重任を

妨げない。

（会長および副会長）

第24条

( 1 ）会長および副会長は、評議員会

の推薦に基き、総会において正会員

の中からこれを互選する。

( 2 ）会長は本会を代表し会務を総理

する。

( 3）副会長は会長を補佐し、会長に

事故があるときは会長の職務を代行

する。

( 4）会長および副会長は、理事会に

出席して意見を述べることができる。

（評議員会議長）

第25条
( 1 ）評議員会議長の選任は評議員の

互選による。
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( 2 ）評議員会議長は、評議員会の運

営を総括する。

（評議員）

第26条評議員は、総会において選任

する。

（理事長）

第27条

( 1 ）理事長の選任は理事の互選によ

る。

( 2 ）理事長は理事会の運営を総括す

る。

（常任理事）

第28条

(1）常任理事の専任は理事の互選に

よる。

( 2）常任理事は理事長を補佐する。

（理事）

第29条 理事の選任は総会における正

会員の互選による。

（会計監査）

第30条

( 1 ）会計監事は、総会において正会

員および賛助会員の中から 1名を選

任する。

( 2 ）会計監事は、本会の財務を監査

し、その結果を総会において報告し

なければならない。

（顧問）

第31条

( 1 ）本会に、顧問若干名をおくこと

カfできる。

( 2 ）顧問の委嘱は理事会の推薦に基

き、総会の承認を経て会長がこれを

行なう。

（顧問）

第22条

( 1 ）本会に顧問若干名をおくことが

できる。

( 2 ）顧問は総会に出席して意見を述

べることができるが表決権を持たな

It> 0 
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( 3）顧問は総会、理事会および評議

員会に出席して意見を述べることが

できる。

（幹事）

第32条

( 1 ）本会に、幹事若干名をおく。

( 2）幹事は、理事会の承認を経て理

事長がこれを委嘱する。

( 3）幹事は、理事長の指示に基いて

本会事務を処理する。

（部会）

第33条

( 1 ）本会に、地域部会および専門部

会をおく。

( 2 ）部会については別に部会規則を

定める。

（会計）

第34条

( 1 ）本会の会計年度は、毎年4月1

日から翌年3月31日までとする。

( 2 ）会計については別に会計規則を

定める。

（会則および規則の変更ならびに解散）

第35条 会則および規則の変更ならぴ

に解散については理事会または会員

総数の10分の l以上の請求があると

きは、会長はこれを総会に付議しな

ければならない。

附則

一、本会の事務所はこれを東京都杉

並区大宮 2-19-1 高千穂商科大

学内（Tel(03) 313-0141）におく。

二、本会則は昭和36年 9月29日から

施行する。

資料2 組織改革と正常化への歩み

（部会）

第23条

( 1 ）本会に地域部会および専門部会

をおく。

( 2）部会については別に部会規則を

定める。

（会計）

第24条

( 1 ）本会の会計年度は毎年4月1日

から翌年3月31日迄とする。

( 2）会計については別に会計規則を

定める。

附則

本会則は昭和

施行する。

年 月 日から
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新入正会員選考基準に関する内規

新入正会員の選考に関する基準は

次の通りとする。

新入正会員は大学卒業後、貿易ま

たはこれに関連する事項を 2年以上

研究し、研究業績を有する者、もし

くはこれと同等以上の学識経験を有

する者であること。

地域部会規則 (1969年版） I 4 I 

第 l条

( 1 ）地域部会は、東部部会および西

部部会とする。

( 2）東部部会は、新潟、長野、静岡

以東に在住する会員をもって組織す

る。

( 3）西部部会は、富山、岐阜、愛知

以西に在住する会員を以って組織す

る。

第2条東部部会の事務所は、東京都

杉並区大宮 2-19-1 高千穂商科大

学（Tel(03)313-0141）内におく。西

部部会の事務所はこれを大阪市住吉

区杉本町459 大阪市立大学商学部

(Tel (06)692 1231）内におく。

地域部会規則（改正案）

第l条

( 1 ）地域部会は東部部会および西部

部会とする。

( 2 ）東部部会は原則として、新潟、

長野、静岡以東に在住する会員をも

って組織する。

( 3 ）西部部会は原則として、富山、

岐阜、愛知以西に在住する会員をも

って組織する。

第3条本規則は昭和36年 9月29日か｜附則本規則は昭和 年 月 日

ら施行する。 ｜から施行する。

専門部会規則 (1969年版） 151

第 1条

( 1 ）専門部会は、研究分野別に第 l
部会および第2専門部会とする。

( 2 ）第 1専門部会は、貿易に関する

理論、政策、歴史、地理、法則およ

専門部会規則（改正案）

第 1条専門部会は貿易に関する事項

について専門の分野毎に設けること

ができる。

-142一



びこれらに関連する事項を研究する。

( 3 ）第 2専門部会は、貿易に関する

経営、商務、商品、慣行、金融、運

輸、保険、倉庫およびこれらに関連

する事項を研究する。

資料2 組織改革と正常化への歩み

第2条専門部会は、全国専門部会、 ｜第 2条専門部会には、必要に応じて

地域専門部会および地域（ママ）〔地区〕専｜ 運営委員をおくことができる。

門部会の3種とする。

第3条本規則は昭和36年9月29日か｜附則本規則は昭和 年 月 日

ら施行する。 ｜から施行する。

資料提供来住哲二

注 (1）「（1969年版）Jの文言は、原文にはなく、編集委員会の判断で付け加えた。

( 2）編集員会で、新たに付け加えた文言である。

( 3）向上。

( 4 ）注 (1）に同じ。

( 5）向上。
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( 2 ）日本貿易学会第10回全国大会出席会員名簿

出

日本貿易学会第10回全国大会

席 A』

ヨエ 貝 名

1970年 5月25日・ 26日

大阪市立大学
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番
氏 名 所 属

5月25日（月） 5月26日（火）

号 午前 昼食 午後 午前 昼食 午後

ア 1 秋本育夫 和歌山大 × × 。× × 。
2 秋山義一 横浜商大 。。。。× × 

3 浅田福一 国際商仲協大阪支部 。。。。。。
4 浅野弘 日大 。。。。。。

イ 5 飯沼博一 和光大 。。。。× 。
6 五十嵐喬 福岡大 。。。。× × 

7 生島広治郎 近大 。。。。。。
8 石井栄一 高崎経大 。。。。× 。
9 石谷修三 駒沢大 。× 。。× 。
10 石瀬隆 愛知学院大 。。。。× × 

11 磯田敬一郎 大阪産大 。。× × × × 

12 稲垣金弥 大阪府立貿専 。。。。。。
13 稲田実次 広島商大 。。。。。。
14 入江猪太郎 神戸大 。。。。。。
15 岩井 茂 大阪経大 。。。。。。
16 岩根典夫 関学大 。。。。。。
17 岩元岬 青山学大 。。。。。。
18 伊坂市助 関東学大 。× 。。× 。

ウ 19 上野秀夫 近大 。× × 。× × 

20 内田直作 成城大 。。。。。。
21 碓井陽一 北九州大 。。 。。。

コニ 22 易 錦絵 早大 。 。
23 江夏健一 近大 。× 。。× 。

オ 24 大谷敏治 学習院大 。。。。。。
25 大畑弥七 早大 。。。。
26 大橋周次 専修大 。。。。× × 

27 大林多吉 横浜商大 。。。。× × 

28 岡武雄 岡山商大 。。。。。。
29 岡村邦輔 日大 。。。。。。
30 小原三佑嘉 神戸外大 × × 。。× × 

カ 31 景山哲夫 近大 。。。。。。
32 加藤清 名商大 。× 。。× 。
33 亀井利明 関大 。。。× × 

34 川原紀美雄 長崎県国経大 。。。。。。
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番
氏 名 所 属

5月25日（月） 5月26日（火）
すロ

午前 昼食 午後 午前 昼食 午後

35 来住哲二 関大 。。。× × × 

キ 36 北見俊郎 青山学大 。× 。。× × 

37 木下昭 近大 。× 。。× 。
ク 38 久保新一 関東学大 。。× 。。。

39 久保田順 立教大 × × 。。× 。
コ 40 小林元仲 大東文化大 。。。。。。

41 近藤達美 亜細亜大 。 。。 。
サ 42 斉藤祥男 中央学院大 。。。。。。

43 斉藤隆助 南山大 。。。。。。
44 坂本勧 名古屋市女短大 。。。。× × 

45 桜井一郎 明大 。。。。。。
46 笹森四郎 関学大 × 。。× × 。

〉〆 47 柴田政利 明大 。× 。。× 。
48 科野孝戴 市都学短大 。。。。。。
49 島谷良吉 高千穂商大 。。。。。。

タ 50 大丸海次郎 長崎県国経大 。。。。。。
51 高瀬 i事 高崎経大 。
52 高橋清四郎 中央大 。。。。。。
53 高橋芳三 日大 。。。。× 。
54 谷口礼一 大阪市南二高 。。。。。。
55 谷山整三 明治学院大 。× 。。× × 

ツ 56 津田昇 専修大 。。。。。。
ト 57 戸川年雄 下関市大 。。。。。。

58 時四忠夫 日大 。× 。
59 徳永清行 同大 。。 × × × 

ナ 60 中迫陽治 六甲実学院 。。。。。。
61 中田操六 福岡大 。。。。。。
62 中村那詮 神奈川大 。× 。× × × 

63 中村巧 名古屋学院大 。。。。。。
64 中村新吾 専修大 。× 。。× 。
65 中村弘 同大 。。。× 。。
66 永森正治 静岡大 。× 。。 × 

67 波形昭一 独協大 。。。。。。
ノ、 68 萩原稔 専修大 。。。。× 。
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番
氏 名 所 属

5月25日（月） 5月26日（火）
すロ

午前 昼食 午後 午前 昼食 午後

69 橋本英三 名城大 。。。。。。
70 長谷川勝男 日大 。× 。。× 。
71 長谷川幸生 中央大 。× 。。。。
72 早川広中 千商大 。。。。。。
73 原義雄 京外大 。× × 。。。

ヒ 74 樋口武 大商大 。。。。。。
75 平野常治 駒沢大 。× 。× 

76 広瀬芳弘 関学大 。 。。 。
ホ 77 本田実 長崎県国経大 。× 。。× 。

78 本間幸作 東都商短大 。。。。。。
竺苫 79 町田実 早大 。。。。

80 松永克己 専修大 。× 。。× 。
81 松本清 東洋大 。。。。。× 

82 松本新樹 高崎経大 × × 。。。。
、、、 83 三井達雄 大阪府貿易館 。 。 。

84 宮原一武 平安女短大 。。。。。。
85 三好章六 玉川大 。× 。。× 。
86 三橋文明 中央大 。
87 武藤光太 大分大 。。。。。。

モ 88 毛利亮 早大 。 。。 。
89 森井清 大阪商工会議所 。× 。。× 。

ヤ 90 八木由三郎 東北学院大 出席予定

91 山崎紀男 関大 × × × 。× 。
92 山本敏 ドッドウエル輸出部 。。。。× 

ヨ 93 横山辰夫 東洋大 。× 。。× 。
ワ 94 渡辺馨 東洋紡経研 。。。。。。

95 渡部浩太郎 神戸商大 。。。。。。
96 渡部善彦 会津短大 × × × 。× 。

当番校

一寸7I平岡健大郎 ｜大阪市大

98 I内藤昭 ｜大阪市大

99 I梅地幸雄 ｜大阪市大

O
一
O
一
O

O
一
O
一
O

O
一
O
一
O

O
一

O
一

O

O
一

O
一

O

O
一
O
一
O
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追加分

番
氏 名 所 属

5月25日（月） 5月26日（火）
す口

午前 昼食 午後 午前 昼食 午後

100 伊藤克己 早大 。。。。 。
101 山中豊国 福岡大 。 。。 。
102 締谷禎二郎 近大 × × 。。。。
103 三村真人 神奈川県立外語短大 。× 。。× 。
104 玉木令仁 高崎経大 出席予定

105 告川久治 千葉商大 イシ

106 森野勝好 千葉商大 ク

107 本多光雄 明大大学院 。

資料提供来住哲二
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( 3）新会則の誕生一第10回全国大会総会議事録

昭和45年6月25日

会員各位

日本貿易学会

会長景山哲夫

拝啓去る 5月25・26日に開催されました第10回全国大会総会において会則が変

更になり、それにもとづいて新役員の選任が行なわれました。ついで6月7日の理

事会において会長の選任ならぴに次期全国大会開催当番校として中央大学が決定致

しました。なお、学会の仮事務所は暫定的に大阪商工会議所内に設けることになり

ましたので、ご諒承下されたくお願い申し上げます。

事務引継ぎその他諸般の事情によりご通知の遅れましたことをお詫び致すとともに、

総会議事録、収支決算報告書、本年度予算、新会則、役員名簿、理事会議事録（討

を同封致します。

会則変更をめぐって一部に意見の対立もありましたが、総会において多数決によ

り別紙のごとく決定致しましたので、今後の学会運営は新会則にもとづき実施する

ことになります。各位のご協力をお願い致す次第です。

敬具

（注）理事会議事録は入手不可につき、掲載していない。
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日本貿易学会第10回全国大会総会議事録

総会第 1日

1970年5月25日～26日

大阪商工会議所にて

5月25日午後l時、生島広治郎並びに高橋芳三の両氏議長田席につき、総会開催

を宣言。

第1議題新入会員15名入会承認

岩 城 剛 愛知学院大学

内野 晃 拓殖大学

梅地幸雄 大阪市立大学大学院（経済）

大牟田盛丈 高崎経済大学

衣 本 充 大阪商工会議所国際部

黒木経也 富士工業株式会社

玉木令仁 高崎経済大学

長 野 格 大妻女子大学

萩野典宏 神戸大学大学院（経営）

本多光雄 明治大学大学院

松本新樹 高崎経済大学

森野勝好 千葉商科大学

山中豊田 福岡大学

吉川久治 千葉商科大学

吉松泰三 早稲田大学大学院

第2議題昭和44年度収支決算報告承認

昭和45年度予算案上程修正要求が出、後刻修正案再上程を約す。

第3議題学会会則改正の件

生島議長から、正午開催の理事会に於いて“会則改正の幹事会案”を総会に付議

することは否決されたと報告あり、これに対し、中村巧氏から会則35条に基く署名

による“幹事会案”を総会に於いて審議を求める要求書を提出、この要求書が採択

され、理事会案と並んで幹事会案上程、審議を行ったが結論を得ず、午後7時過ぎ

景山哲夫氏が（ママ）〔から〕下記の提案が行われ、賛成多数で可決。全提案の要旨「理

事会側から 2名、幹事会側から 2名、一般会員から 2名、合計6名の委員を以て、

理事会案並びに幹事会案を考慮して案を作成し、明26日午後の総会に付議する」。

この提策に基いて、理事会側・景山哲夫、橋本英三の両氏、幹事会側・岡村邦輔、

内藤昭の両氏、一般会員側・森井清、斉藤祥男の両氏計6名決定。午後8時、明日

午後総会を（ママ）〔の〕続行を決定して、散会.6人委員会、別室にて協議、 6人委員

会案を作成、午後12時散会。
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総会第2日

5月26日午後2時半、総会続行、修正予算案上程、可決。景山哲夫氏の提案によ

り入江猪太郎氏議長席につき、 6人委員会の会則改正案上程、種々審議の上、一部

修正、補充が行われ、午後7時半賛成多数で可決。（但し会費については1971年度

から正会員￥1,500とする）新会則に基いて新理事21名（東部11名、西部10名）の

連記投票による選挙が行われ、別紙の通り新理事決定、但し新理事の任期 1年の暫

定期間付諒解事項付。

午後8時半閉会

新理事会は後日出来るだけ早く開催して会長互選を行うことの新理事の申合せ。

第1日総会要点筆記浅田氏、第2回総会要点筆記梅地氏、尚両日の総会議事は、

第10回大会準備当番校にてテープ録音、このテープは同大会当番校大阪市大の平岡

が責任を以て次回大会開催まで保管することとなった。

追而、総会第2日に会計監事2名は引続き向う 1年間留任方決定した。

1970年5月26日 第10回大会開催当番校

大阪市立大学商学部平岡健大郎

1970年5月25日 日本貿易学会会員総会における発言

本間幸作氏発言

「上坂会長がお体の都合が悪くて御出席出来ないとそういうことでありますので、

第13条の規定によりまして会長が事故あるときは副会長がこれを召集すると、それ

で云々と云う、それで総会の議長が｛ママ）〔は〕会長がこれに当ると云うことになって

居りますので、この規定に従いまして副会長にこの議長をつとめて頂こうと思うわ

けですが、御諒承をお願いしたいと思います。j

以上の発言は同総会におけるテープ録音記録再現です。
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昭和44年度収支決算報告書

(44. 4. 1～45. 3 .31) 

日本貿易学会

摘 要 収入の部 支出の部

＜収入の部＞

前期繰越 ¥759,259 
賛助会員会費 50,000 
会員会費 245,885 
受取利息（預金利息） 3,331 

＜支出の部＞

機関誌発行費 ¥198,000 
大会準備費 50,000 
部会運営費 50,000 
分科会費 5,000 
会議費 4,250 
印刷費 122,115 
通信費 3,610 
雑費 5,390 
次期繰越 620,110 

¥1,058,475 ¥ 1,058,475 

。繰越金内訳
振替貯金 ¥379,482 
普通預金 235,586 
手許現金 5,042 

¥620,110 

（注）未払金昭和44年度学会連合会費
未払金 ¥7,000 

昭和44年度決算について監査いたしました処正確適正であると認めました。

昭和45年5月20日

監事 青葉翰於

全 鈴木敏行
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摘

〈収入の部〉

前期繰越

賛助会員会費

会員会費

受取利息

〈支出の部〉

機関紙発行費

大会準備費

部会運営費

分科会費
連合会費（2）附

会議費

印刷費

通信費

事務費（新設）

出張旅費

振替貯金払込加入者負担金

雑費

予備費

次期繰越

資料2 組織改革と正常化への歩み

昭和 45年度予算書

(44. 4. 1～45. 3 .31) 

予算案修正点下記の通り

要 収入の部

¥620,110 
150,000 
245,000 
5,000 

¥1,020,110 

日本貿易学会

支出の部

¥230,000 
100,000 
50,000 
20,000 
14,000 
10,000 
100,000 
50,000 
100,000 
20,000 
2,000 
10,000 
15,000 
299,110 

¥1,020,110 

（注）原文では、（ 2）についての注記なし。
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日本貿易学会会則

（名称）

第 1条本会は、日本貿易学会と称する。

英文ではJAPANACADEMY FOR FOREIGN TRADEとする。

（目的）

第2条本会の目的は次の通りである。

（事業）

( 1 ）貿易およびこれに関連する事項の研究

( 2）内外の学会との交流

第3条本会は前条の目的を達するために次の事業を行う。

( 1 ）毎年1回大会を聞き研究の発表および討議を行うこと

( 2）地域部会別および専門部会別に研究会を聞くこと

( 3）会報および論集を刊行すること

( 4）貿易に関連する内外の諸学会および関係団体との学術上の交流と連絡

を行うこと。

( 5）その他本会の目的を達するために必要な事業

（会員）

第4条本会は、正会員および賛助会員をもって組織する。

（正会員）

第5条 正会員は、貿易もしくはこれに関連する事項を研究する者で、理事会を経

て総会の承認をうけた者とする。

（賛助会員）

第6条 賛助会員は、貿易もしくはこれに関連する事業を営む者、または本会に協

力する者で理事会を経て総会の承認をうけた者とする。

（会費）

第7条会員は、別に定める会計規則に基き会費を納めなければならない。

（入会）

第8条 本会に入会しようとする者は、会員2名の紹介により、書面をもって理事

会に申込まなければならない。

（退会）

第9条 本会を退会しようとする者は、書面をもってその旨を理事会に申出なけれ

ばならない。

第10条会員が3年以上会費を納付しない場合は、退会の意思を有するものとみな

して、理事会は総会にはかり自然退会の手続をとる。

（総会）

第11条本会は毎年 1回会員総会を開く。理事会が必要と認めた時もしくは会員総

数の5分の l以上の請求があるときは臨時会員総会を聞かねばならない。

第12条会員総会は、次の事項を審議議決する。
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( 1 ）決算の承認および予算の議決

( 2）各事業年度の事業計画

( 3）会則および規則の制定および変更

( 4）会員の入会および退会

( 5）理事および会計監事の選任

資料2 組織改革と正常化への歩み

( 6）その他理事会が総会に付議することを適当と認める事項

第13条 (1）総会は会長が招集し、議長は会長がつとめる。

( 2）会長に事故あるときは理事会は互選により代行者を選出する。

( 3）総会を招集するには、理事会の議を経て原則として会日より 1ヶ月前

までに日時、場所および議案を会員に通知しなければならない。たず

し緊急の場合はその期間を 2週間前までとすることができる。

第14条総会の議決は、出席会員の過半数によって行ない可否同数のときは議長が

これを決定する。

たずし、会則および規則の変更ならびに解散の決議は、出席会員の3分の

2以上の賛成を得なければならない。

（理事会）

第15条（ 1 ）本会に理事会をおく。

( 2）理事会は会務を処理し、次の事項を審議する。

（イ）第12条の総会提出議案の決定

（ロ）本会の資産の管理

（ハ）その他会務の執行に関する事項

第16条理事会は、会長が招集する。

第17条（ 1 ）理事会は、理事をもって構成する。

( 2）理事会は、理事の3分の l以上の出席（委任状による出席を含む）を

もって成立し、その議決は、出席理事の過半数による。

第18条会長は理事の中から互選する。

（役員）

第四条（ 1 ）本会に次の役員をおく。

会長 l名

理 事 21名以内但し会長を含む

会計監事 2名

( 2）理事の任期は3年とし、毎年3分の 1が交替する。但し、任期満了後

3年以内は再任されない。

第20条会長は本会を代表し会務を統括する。

第21条理事の選任は総会において正会員の互選による。

第22条 (1）会計監事は、総会において正会員の中から 2名を選任する。

( 2）会計監事は、本会の財務を監査し、その結果を総会において報告しな

ければならない。
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（顧問）

第23条（ 1 ）本会に、顧問若干名をおくことができる。

（部会）

( 2）顧問の委嘱は理事会の推薦に基き総会の承認を経て会長がこれを行う。

( 3）顧問は総会および理事会に出席して意見を述べることができるが、票

決権を持たない。

第24条（ 1 ）本会に、地域部会および専門部会をおく。

( 2）部会については別に部会規則を定める。

（会計）

第25条（ 1 ）本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

( 2 ）会計については別に会計規則を定める。

（会則および規則の変更ならびに解散）

第26条 会則および規則の変更ならびに解散については理事会または会員総数の10

分の l以上の請求があるときは、会長はこれを総会に付議しなければならな

しミ。

附則

( 1 ）本会の事務所はこれを におく。事務所には日常事務処理のため事務

職員をおく。

( 2 ）本会則は、昭和45年5月26日から施行する。

日本貿易学会会計規則

（会費）

第 1条（ 1 ）会費は年額、正会員1,500円 賛助会員30,000円以上とする。

( 2）会員は毎年年度初めにその年度分の会費を納める。

（部会経費）

第2条 部会はその運営上予算経費以外に経費を必要とする場合、理事会の承諾を

経て会員に経費を負担させることができる。

（寄附金）

第3条 寄附金の受入は理事会の承認を要する。

（会費および寄附金の不返還）

第4条 既納の会費および寄附金はその理由の如何を間わずこれを返還しない。退

会の場合もまた同じ。

（資産管理）

第5条（ 1 ）本会の資産は会長がこれを管理する。

( 2）資産の管理方法は理事会においてこれを定める。

（会計の帳簿および書類の閲覧）

第6条 会員はいつでも理事会に対し会計の帳簿および書類の閲覧を求めることが
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できる。この場合理事会は正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

附則 本規則は昭和45年5月26日から施行する。

地域部会規則

第 l条（ 1 ）地域部会は東部部会および西部部会とする。

( 2）東部部会は原則として、新潟、長野、静岡以東に在住する会員をもっ

て組織する。

( 3）西部部会は原則として、富山、岐阜、愛知以西に在住する会員をもっ

て組織する。

附則 本規則は昭和45年5月26日から施行する。

専門部会規則

第l条専門部会は貿易に関する事項について専門の分野毎に設けることができる。

附則 本規則は昭和45年5月26日から施行する。
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日本貿易学会第10回全国大会会員総会に於いて選出された理事21名

東部11名 西部10名

飯沼博一 景山哲夫

桜井一郎 来住哲二

長谷川幸生 中田操六

岡村邦輔 森井 j青

大谷敏治 中村 巧

宕… 冗ー 自甲 内藤 BB 
久保田順 岩根典夫

町田 実 加藤 j青

問 武雄 入江猪太郎

松本新樹 平岡健大郎

高 瀬 浄

会計監事

青葉翰於

鈴木敏行

資料提供来住哲二
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(4）第10回全国大会・総会についての日本経済学会連合への報告

日本経済学会連合ニュース

No. 3, 30-1-1971 

一ム京一
一学一

一易一
一貿一

一本一
一口
u

一
第10回全国大会は、 5月25・26の両日、大阪市立大学を当番校として大阪商

工会議所で開催された。日程はつぎのとおりである。

第1日目

I 自由論題報告

第一会場

国際収支統計の問題点

朝鮮民主主義共和国経済と対外貿易

資源開発輸入と経済援助

ーピアソン報告の一考察ー

第二会場

座長中田操六（福岡大学）

町田実（早稲田大学）

萩原稔（専修大学）

高瀬浄（市立高崎経済大学）

磯田敬一郎（大阪産業大学）

座長伊東克己（早稲田大学）

来住哲二（関西大学）

Multinational Marketingについて

円切り上げと円デノミ

-70年代の日本貿易一

国際商事仲裁法の成立過程

一米国を中心として一

学会消息（長谷川）

中迫陽治（六甲実業学院）

津田昇（専修大学）

大谷敏治（学習院大学）

凸『
J



II 総会

第2日目

I 共通論題報告

論題「日米貿易の回顧と展望」 座長岩井茂（大阪経済大学）

岩根典夫（関西学院大学）

岡村邦輔（日本大学）

日米貿易関係の基本性格をめぐって 久保田順（立教大学）

ケネデイ・ラウンドと EEC並に米国の対日貿易政策

アメリカ貿易政策の転回と日米貿易

II 共通論題共同討論

岩元岬（青山学院大学）

景山哲夫（近畿大学）

共通論題報告では当然であったが、自由論題報告も、期せずして、今後大き

な変動を予想されている日本の貿易を、それぞれの分野から照射し問題点を明

らかにする結果になったのは印象的で、あり、つづいて重要議題が提案される総

会が控えていたためやむなえないことではあったが、質疑応答に充分の時間を

割けなかったのが残念なほどであった。なお全国大会をどのような規模の大学

でも開催できる道をひらくため、今年度は懇親会をとりやめる旨当番校側から

意思表示がなされていたが、多くの会員から好感をもって迎えられていたよう

である。

本大会総会で特筆すべきことは、昨年総会いらいの懸案であった学会会則の

改正と、それによる新役員の選出が実現したことであろう。 日本貿易学会も

創立後10年を迎えて会員総数も240名余をかぞえているが、必ずしも全会員を実

質的に集約しえていない。このため、学会財政・研究活動の推進・会の運営な

どの点について幾多の支障があることが指摘されていた。とりわけ、会長1名、
副会長2名以内、評議員会議長 1名、評議員80名以内、理事長 l名、常任理事

若干名、理事80名以内、会計監事2名、他に理事会の承認を経て理事長が委嘱

する幹事若干名、顧問若干名を置くという従来の役員構成は、多分に本学会創

立時の経過的措置の性格がつよいといわれていたが、この分権的役員構成は一

見民主的で、はあるが、その趣旨を真に貫徹することは実際上不可能であり、結

局は会運営・役員人事もこの10年間囲定する傾向にあり、一般会員層との間に

溝を生みだす結果になっていたことは否定しがたい。こうして本学会がその研

究体制を制新し、今後質的・量的に一層の発展をはかるためには古い草袋をあ

らためる必要のあることが多くの会員によって痛感されていた。

大会第 1日目午后の総会には、漸進的改革を主張する理事会案が上程された

ほか、権威主義的役員制座ママ〔度〕の廃止・役員制度の階層別格差の解消・役員

の新陳代謝の促進を三骨子とする「幹事会j案が出席会員の多数の請求にもと
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づいて付議のため提案され審議されたが、結論を得るまでにはいたらなかった。

そこで、理事、幹事、一般会員各2名よりなる 6人の委員を選出し、前記両案

を考慮して新たに改正案を作成し、翌日午后に総会を続行することを決定して

散会した。翌日続聞の総会において「6人委員会」案を審議し、一部修正およ

び補充のうえ賛成者多数で可決された。役員については、会長 1名、理事21名

以内（会長を含む）、会計監事2名となり、任期は3年、毎年3分の lが交替し、

任期満了後3年以内は再任されないことになった。また学会の自主財源強化の

ため、年会費を1,500円とすることに会計規則も改められたが、その適用は71年

度からとされた。つづいて、新会則により新理事が選出されたが、そのさいの

諒承事項にもとずき、今回かぎりの理事の任期を l年の暫定とし、次期総会ま

でに学会の体制を整備し、研究活動をより活発化して次期に引きつぐこととさ

れている。

なお、これら会則改正などは一切日本経済学会連合へ登録手続きがなされ、

承認されている。

このように、日本貿易学会は研究体性ママ〔制〕の改革をすすめているが、もと

より制度改革がすべてではない。だが、東部・西部両部会ともすでに研究会を

もち、会員の地道な研究交流が活発に行なわれ、研究体制も着実な展開をみせ

はじめている。 最後に、前会長上坂酉三氏のこれまでのご努力に対しては心

からの謝意を表したい。

（長谷川幸生記）

資料提供来住哲二、高井虞
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( 5）新役員選挙規定の制定一第11回全国大会総会議事録

日本貿易学会第11回全国大会総会議事録

1971年4月 1日～ 2日

於中央大学大学会館

総会第 1日

4月 1日午後3時、会長景山哲夫氏議長席につき、総会開催を宣言。

第 l号議案新会員承認の件

下記の18名の入会希望者の入会承認

白井紀幸 国際商科大学

江副敏生 中央大学商学部

大塚朝夫 福岡女学院短期大学

大平徹 昌平短大

粕谷慶治 早大大学院商学研究科

木本猛夫 大阪府立貿易専門学校

小林甫 福岡大学商学部

小林良二 安田火災海上（株）

伊藤俊明 駒沢大学北海道教養部

高橋健一郎 国際経済研究所

堂下寿雄 大阪商工会議所

円羽克治 立教大学経済学部

波多江俊孝 福岡大学商学部

馬場勇 立教大学大学院経済学研究科

前田昌利 九州共立大学経済学部

松本正雄 日本長期信用銀行

安村重正 中央大学商学部

横井義則 香川大学経済学部

第2号議案会則一部変更ならびに役員選挙規程（案）審議の件

標記については森井清理事より提案説明があり、別紙原案どおり可決。

第3号議案役員選任の件

( 1 ）理事選任について

役員選挙規程にもとづき、当番校より長谷川幸生、早川広中の両名が選挙管理人

となり、中迫陽治、山中豊国の両氏立会いのもとに投票が行われ、下記のとおり新

理事決定
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東部

町田実

長谷川幸生

飯沼博一

桜井一郎

岡村邦輔

阿武雄

大谷敏治

久保田順

岩元岬

高瀬浄

松本新樹

資料2 組織改革と正常化への歩み

西部

中田操六

景山哲夫

岩根典夫

平岡健太郎（ママ）〔健大郎〕

加藤清

中村巧

森井清

内藤昭

入江猪太郎

山中豊田

（上記の点線は役員選挙規程による任期の区分を示し、それぞれ上から任期3年、

2年、 l年であることを示す。なお、東については、飯沼・桜井・岡村の3氏と大

谷・久保田の2氏がそれぞれ同じ票数となり、規程にもとづき抽筆により順位が決

定された。また、西部については山中氏と渡辺浩太郎氏とが同数であり、抽筆によ

り山中氏が選任された）

( 2）会計監事選任について

標記については、議長一任の了解のもとに、景山議長の提案により投票を省略す

ることを承認、つぎの2氏に決定

北沢佐雄

渡辺馨

第4号議案昭和45年度事業報告の件

標記については、まず庶務事項として森井清理事から、会則第9条および第10条

による年間退会者数（24名）・昭和46年度入会者数 (i8名）・現在会員数（2崎名）、

理事会開催状況、日本経済学会連合への会長変更・本学会事務所の移転の届出（昭

和45年6月10日）および受理、につき説明、研究活動については大谷敏治および岩

根典夫の両理事より東・西両部会の活動につき説明。また年報の刊行については桜

井一郎理事より説明があり、それぞれ了承

第5号議案 昭和45年度会計報告ならびにその決算承認を求める件

標記については、来住哲二理事より、旧理事長本間幸作氏より会計事務引継ぎが

なされていないため昭和45年5月26日より昭和46年3月31日までの金銭出入につい

てのみ別紙のように報告。青葉翰於やよぴ｛ママ）〔および〕鈴木敏行の両会計監事が未

出席であるため、新会計監事の追認監査を求めることを条件に全会一致承認。

第6号議案

昭和46年度事業計画ならびに予算案審議の件、標記については、事業計画は森井

清理事より提案説明の（ママ）〔「のjトル、「、」入ル〕予算案は岡武雄理事より別紙のよう
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に提案、未払金として計上された昭和45年度分機関誌発行費は賛助会費収入をもっ

て充てたいとのコメントを付して説明。それぞれ全会一致可決。

第7号議案その他の件

標記については、本間幸作氏処分問題が議題にかけられ、過去 1年間において本

間氏らが学会事務引継ぎその他の件に関して不法な態度をとってきた経過について

関係諸氏より説明。本学会のとるべき措置として、本間氏の本学会からの退会およ

び除名の動議をとりあげることを決定したが、午後8時近くなり、翌2日昼食後に

総会を続行してその採決を行なうことに決定して散会。

総会第2日

4月2日午後1時半、景山哲夫氏議長席につき総会続行。「日本貿易学会第11回

大会会員総会は、本間幸作氏に対し、日本貿易学会から本間幸作氏が退会すること

を勧告する。もしこの退会勧告を聞き入れず、日本女子経済短期大学において“日

本貿易学会昭和46年度大会”なるものを開く場合は除名する」ことを決議し、その

実施の時期は理事会に一任。

4月1日・ 2日の両総会とも、第11回大会準備委員会で議事要点筆記、テープ録

音を行なった。議事録署名者として中田操六、長谷川幸生の両理事が選出されてい

る。

なお、 4月1日の新理事会では互選により景山哲夫氏が会長に選出されたこと、

次期全国大会開催当番校として福岡大学が決定したこと、が総会で報告された。

（注）直筆署名と捺印がある。

1971年4月2日 第11回大会準備委員会

中央大学長谷川幸生

福岡大学中田操六 印（法）

中央大学長谷川幸生 印刷

-164一



資料2 組織改革と正常化への歩み

昭和45年度収支決算報告書

（昭和45.5. 26～46. 3 . 31) 

摘 要 収入の部

〈 収入の部〉

会員会費 ¥214,000 
受取利息（予金（ママ｝利息） 1 ,400 

〈 支出の部〉

大会準備費

部会運営費（東部・西部）

日本経済学会連合会費

通信費

事務費

雑費

次期繰越金

¥215,400 

。繰越金内訳
普通予金tママ） ¥ 63,477 
手許現金 ¥ 2,100 

¥ 65,577一

（注）未払金機関誌発行費（昭和45年度分）
未払金 ¥132,000-
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日本貿易学会

支出の部

¥50,000 
50,000 
7,000 
32,348 
5,025 
5,450 
65,577 

¥215,400 



昭和 46年 度 予 算 案

（昭和46.4. 1～47. 3 .31) 

日本貿易学会

摘 要 収入の部 支出の部

〈収入の部〉

前期繰越金 ¥65,577 
賛助会員会費 150,000 
会員会費 366,000 
受取利息 1,500 

〈支出の部〉

前期未払金 ¥132,000 
支払機関誌発行費 160,000 
大会準備費 50,000 
部会運営費 50,000 
分科会費 20,000 
日本経済学会連合会費 7,000 
会議費 10,000 
印刷費 50,000 
通信費 50,000 
事務費 30,000 
雑費 20,000 
次期繰越 4,077 

¥583,077 ¥583,077 

会則の追加

。会計監事の任期について

会則第四条に下記の通り第3項を追加する。

( 3）会計監事の任期は一年とし、総会にて選任する。
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役員選挙規程

1.理事21名の配分については東部11名西部10名とし、毎年交替する 3分の 1 (7 

名）については次の通りとする。

第l年日 東部 4名 西部 3名

第2年目 ク 3名 ク 4名

第3年目 。 4名 。 3名

2.東部および西部の区分は、地域部会規則第 I条によるものとし、会員住所を基

準とする。

3.役員選挙にあたっては、議長は、大会開催当番校所属の会員を含め、会員中よ

り選挙管理人若干名を委嘱する。

4.投票用紙には東部および西部の区分を明記し、それぞれ定められた人数を連記

するものとする。

5.会則第19条2項但し書により、任期満了後3年を経過しない会員に対する投票

は無効とする。但し、本規程の実施以前に選任された理事には適用されない。

6.定員数をこえた連記の投票は無劾とする。

定員数に満たない連記の投票は有劾とする。

7.同一氏名を複数連記した場合は、重複して記載された氏名のみを無効とする。

8.氏名の誤記・脱字その他による疑義ある投票については、選挙管理人の合議に

より有効・無効の判定を下すものとする。

9.姓のみ記載されたものは、会員中に該当者ある場合は有効とする。但し、該当

者が複数ある場合は、当該投票を平等に按分するものとする。

10.票数の多い順より定員数までを当選とする。但し票数が同一で定員数を区切る

ことができない場合は、拙筆による。この場合、当該本人不在であっても、適

宜代人により抽婆することができる。

11.理事が任期中に死亡、辞任その他の事由により欠員となった場合は、選任後6

ヶ月以内の時は次点者を繰上げることが出来る。選任後6ヶ月を経過した場合

は次年度において補充選任することが出来るが任期は当該理事の残任期間とす

る。

12.会計監事2名については、東部および西部より 1名づっ選任するものとする。

但し、理事に選任された者は会計監事に選任されることはできない。

付則 本規則は昭和46年4月1日から施行する。
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初年度暫定規程

1.初年度にかぎり理事の選挙は東部11名西部10名計21名を連記投票する。

2.票数の多い順に下記の通り任期を 3年、 2年、 1年とする。

任期 3年

2年

1年

東部 西部

l位～4位 l位～3位
5位～ 7位 4位～ 7位

8位～11位 8位～10位

3.票数が同数で順位を区切ることができない場合は、役員選挙規程第10条に準じ、

抽筆により決定する。

4.初年度の選挙が終ると同時に暫定規定は効力を失なうものとする。
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資料2 組織改革と正常化への歩み

( 6）会員への広報誌「JAFTニュース」創刊

JAFTニュース
日本貿易学会

大阪市東区内本町
大阪商工会議所内

No. 1 1. Sept. 1970 

ニュース発行にあたって

日本貿易学会におきましては、従来まで会員相E聞の交流が必ずしも十分とは申

せませんでしたので、今般JAFTニュースを創刊し、学会の動き、会員の動静な

ど逐一速報することによって、相互の意思疎通をはかりたいと思います。いろいろ

の面で不備な点もあるかと存じますが、会員各位のご意見なりご提案をいただきた

く、号を重ねるごとに一層充実したものに育てたいと思います。ご協力のほどお願

い致します。

1970年9月l日

日本貿易学会

会長景山哲夫

。日本経済学会連合の変更手続を 6月10日に完了いたしました。

（会長・景山哲夫事務所・大阪市東区内本町橋詰町、大阪商工会議所内）

。研究例会（1970年度）

7月11日 東部部会 於：中央大学

報告：松本新樹（高崎経済大学）

EECを基軸とした東西関係とその背景

大谷敏治（学習院大学）

ユーロー・ダラーの実態

8月1日 西部部会 於：関西学院大学

報告：岩根典夫（関西学院大学）

フランス前期重商主義体制下における貿易
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出席者 23名



予定

思想についての一考察

衣本充（大阪商工会議所）

タイ固における進出企業の現況

出席者 19名

9月5日 東部部会 於：学士会館本郷分館

報告：桜井一郎（明治大学）

多数回開準備通貨案について

栗山盛彦（帝人株式会社）

国際企業の行動綱領

10月中旬 西部部会 於：名古屋

（報告者など交渉中）

。会員の動静

退会

上坂酉三氏（前会長）

学会創立以来、長年にわたり会長職にあって本学会の発展に尽力され

ましたが、このほど下記の退会届がありました。

「拝啓私事、高令老弱のため学会引退を決意いたしましたので、日

本貿易学会を退会いたします。御伝達くださるようお願い申しあげ

ます。

昭和45年7月1日

上坂酉三

大谷敏治様

海外出張

碓井陽一（北九州大学） 7月13日～ 9月16日

米国貿易大学院（フェニックス）、欧州経営学院（パリ）及欧米約14ヶ国

研究テーマ各国における貿易マン養成の現状

高井真（関西学院大学） 5月7日より向こう 1ヶ年

スイス、イギリス、アメリカなどの大学、研究所、貿易関係機関

研究テーマ International Marketing 

International Business Management 
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資料2 組織改革と正常化への歩み

。会員の新著案内 (1970年1月以降）

著者 書 名 発行所

浅田福一 「海外販売代理店契約」 大阪商工会議所

中村 弘 「貿易採算」 大阪商工会議所

森井 j青 I国際商事仲裁J 東洋経済新報社

森井 j青 「貿易部員・商社マンの法律相談」 ダイヤモンド社

津田 昇 「海外投資の手引き」 至誠堂

津田 昇 「日本貿易の史的考察J 外国為替貿易研究会

斉藤祥男 「貿易書類作成ハンドブック」 海文堂

斉藤祥男（共著） 「貿易英語」 海文堂

石田貞夫 「基本貿易用語辞典j 白桃書房

岩根典夫（共著） 「英文貿易商務」 同文館

〔お願い〕

上記リストに洩れています著作および今後の刊行著作について次号以

降順次掲載していきたいと思いますので御連絡下さい。

。後記

6月7日の理事会で学会ニュース (JAFTニュース）を発行することに決まりま

した。学会の企画や記録などを随時お知らせすると同時に、会員の意見や動勢を掲

載して会員みんなの広場にしようというものです。はじめての試みであり、いろい

ろ不備の点がありましょうが、今後ニュース材料の提供と学会にたいするご意見と

をよせられて、充実したものにするようお力添えをお願いいたします。

担当者岡村邦輔（日本大学）

中村 巧（名古屋学院大学）

資料提供来住哲二
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3 会員の著作・論文・研究の動向（1960～70年代）

( 1 ）著作・論文および研究の動向（1975年版）

日本貿易学会会員

著作・論文および研究の動向

1975年

日本貿易学会
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資料3 会員の著作・論文・研究の動向

著者名（所凝ト書名 類別 発表書誌名 発表年月日

〔最近および今後の務究テーマ・動向〕

朝岡 良 平（早稲田大学）

民生用電子機器の対米輸出経路の類型 云ロ聞ふ 早大生産研究所報 Na25 昭.46.11

対米貿易取引における各種契約条項の実務
著

貿易研究センター教材 昭.48.4
研究 （近代経営研究所）

貿易実務の学び方（染谷恭次郎「商学研究
共著

有斐閣 Bl:l.48.10 
のしおりj所収）

Ex Works契約と貿易取引 論 早稲田商学第240号 昭.48.12

貿易慣行調査要領報告書（その 1）問題の所 ,, 国際商事仲裁協会 Bl:l.49.3 
在と調査の必要性・調査項目選択について

貿易慣行調査要領報告書（その 2）アンケー
，》

国際商事仲裁協会 昭.49.3
ト調査目案

国際取引ハンドブック 共編著 中央経済社 昭.49.3

英米契約法から見た売買契約成立に関する
論

日本商業英語学会関東 昭.49.3
実務上の問題点 部会報告

Sale by Descriptionについて ,, 日本商業英語学会第34 目白.49.10
回全国大会報告

〔近代物品売買理論および貿易慣習の成立過程の研究〕

浅田福一（〔社〕国際商事仲裁協会大阪支部）

国際取引契約 著 側布井書房 目白.46.11.10

円問題と今後の貿易契約のあり方
号ロ掴0. 

Chamber (73/5) 昭.48.5.20
（大阪商工会議所）

輸入契約の注意点 。 JCAジャーナル（73/8) 昭.48.8.10
（国際商事仲裁協会）

〔貿易実務小辞典（ダイヤモンド社）一人として参加 11月初め出版予定 国際取引契約論
の集大成を考えています。〕

浅野 弘（日本大学商学部）

やさしい貿易英語 著 ジャノtン タイムズ Bl:l.47.4.25 

英文国際商事契約書に関連する法的諸問題 日本大学商学研究会 昭.47.2
（三）J＇マ引 論 「商学集志」第41巻第

4号

英文一手販売代理店契約書に関連する法的・
’v 

帝泉大学「帝京経済学 昭.48.12.30
商務的・語学的諸問題 研究J第 7巻第 1号

包装条件の書き方（ 1）一（ 6) 商業英語出版社「商業 昭 48.10-12 

’切
英語」 月号

昭.49.1.5.7月
号

クレーム・レターとその返事の書き方（ 1) 。 「商業英語」 昭 .49.911月
( 3) （以降続く） 7ロ'f 
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ヤマ・重量肉〕

〔（1）英文国際商事契約書の法的・商務的・語学的研究
(2）広義における商業英語の語学的・商学的研究
(3）貿易商務の研究〕

飯沼博一（和光大学）

貿易論上におけるサァ・ジェイムス・ステュ
論

和 光経済第6巻第2
アート 号

改訂外国貿易論 編著 法学書院

サア・ジェイムス・ステユアートの積極的
論

和光経済第7巻第2
貿易論 号

世界貿易理論 文真堂
1.貿易理論の系譜

論
2.古典派貿易理論一世界貿易理論の背景
と自由貿易論への道世界経済体制論所収

保護主義と自由主義」（ママ）ーサ7 ・ジェイム
論

日本貿易学会年報第
ス・ステュアートを中，L、に 11号

サァ・ジェイムス・ステュアートの国内商 ，， 和光経済
業論

生島 広治郎（近畿大学商経学部）

輸出マーケテイング戦略論 編著 千倉書房

国際マーケテイング政策 編著 中央経済社

経営学ハンドブック ,,. 東洋経済新報社

国際経営と経済開発 監訳 内〉

現代商業論 編著 中央経済社

貿易経営における国際マーケテイングの重 日本商業学会編「現代
要性について 論 のマーケテイングJ同

文館（77)

輸出マーケティングの理論的展開 ,,. 今

国際マーケテイング戦略 編著 中央経済社

経済学ハンドブック 監修 好学社

世界経済学著作選集全3巻 著 白桃書房

池田善行（日本大学）

通貨調整後における日本の貿易 論 国際金融第483号

円切り上げはどう響いたか ク 日本経済新聞

表面化してきた円切り上げの影響 ,,. 週刊 ダイヤモンド

輸入面に遅れて出てきた切上げ効果 今 名〉 東洋経済

日米貿易関係の構造と特質 。 国際金融第501号

-174一

昭.48.3.10

昭.48.9.25

昭.48.12.16

昭.48.12.15

昭.49.2

昭.50.l

昭.42.9

昭.41.8

昭.43.9

昭.44.5

昭.44.5

昭.44.5

昭.44.5

昭.46.2

昭.46.9

昭.49.8

昭.47.2.l

昭.47.9.17

昭.47.10.7 

昭.47.12.9

BB.48.1.1 



著者名｛所属｝・書名 ｜類別

〔最近および今後の研究テーマ・動向〕

国際商品高騰のメカニズム

今後の貿易動向

円安時代はこうしてやってくる

日米両国にみる国際収支の基調変化

円はどこ迄安くなるか

戦略商品から見た輸出の将来

日本経済ゼロ成長へのプロセスを読む

残る四分の一世紀を動かす四つの潮流

日本の輸出競争力は衰える

石坂 央（浦和実業学園高等学校）

世界農産物貿易における日本の農産物輸入
構造の諸問題

〔農産物貿易の理論的展開〕

論

，〉

，》

，〉

，， 

’v 

，〉

イシ

，〉

論

資料3 会員の著作・論文・研究の動向

エコノミスト 昭.48.8.7

日本経済新聞 昭.48.8.13

実業の日本 昭.48.11.1

国際金融第520号 昭.49.1.1

実業の日本 昭.49.1.15

週刊 ダイヤモンド 昭.49.3.9

実業の日本 昭.49.3.15

実業の日本 昭.49.8.1

週刊東洋経済 昭.49.10.12

青山学院大学大学院修｜昭.50.3
士論文

石田貞夫（明治大学）

貿易取引 著 有斐閣 昭.47.12

昭.49.5貿易マーケテイング 。 白桃書房

〔国際マーケテイングと貿易の戦略論〕

磯田敬一郎（神戸学院大学）

日本貿易の未来像ー貿易政策の新展開 著 東洋経済新報社 昭.47.4

貿易経営論 ，， 晃i羊書房 昭.49.5

中小企業の事業転換と海外投資戦略 論 大阪府立貿易館報 昭.48.5

産業構造の変化とこれからの中小貿易関連 ，， 日本貿易会々報 昭.48.5
企業

総合商社の行動基準批判 ，， 大阪府立貿易館報 昭.48.9

関西系総合商社の経営環境
イシ

大阪経済年鑑 昭.48.12
（大阪商工会議所）

中小企業の今後の海外投資見通し ，， 大阪経済 昭.49.4
（大阪市経済局）

多国籍化に挑戦する総合商社
’， 

経済学論集 昭.49.3
（神戸学院大学経済学部）

複合企業としての総合商社 ，， イシ B§.49.6 

多国籍企業化をはかる総合商社 ，， 世界経済評論 BB.49.9 10月

〔総合商社の多国籍化一日本型多国籍企業の研究〕
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事警者名（所属｝・寄名

｛綾近および今後の研究テーマ・動向〕

稲田実次（広島修道大学）

かき輸出の現状とその取引形態における問
題点

輸出船舶の決済条件とその国際動向をめぐっ
て

広島県における船舶輸出を中心とした造船
関連工業の特徴

広島県の造船工業における鉄鋼需要分析

広島湾地帯の工業集積と外貿からみた広島
i巷の将来

日中貿易と安保問題

南北問題におけるわが国経済援助の理念と
方向

日中国交正常化と日中貿易の展望

造船輸出契約における船価調整について

OPECの石油戦略とわが国の資源問題に
ついて

〔プラント輸出に関する実証的研究〕

入江猪太郎（近畿大学）

他国籍企業の未来像－R.W.Robinson 

多国籍企業による米国経済の空洞化米国
関税委員会の反論

多国籍企業に関するグランド・モデル 多
国籍企業の未来像に関する欧米の学者の見
解の総括

国際経済援助に関する経済の論理

国際課税と多国籍企業の経営戦略

〔多国籍企業の国際control〕

岩井 茂（大阪経済大学）

異説貨幣論研究
（経済特殊研究叢書第10編）

最近における外国為替理論発展の動向その
1 

類銀i

論

，， 

，， 

，， 

，， 

,, 

// 

イシ

，， 

，， 

論

イシ

イシ

，， 

，， 

著

論
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発表婁誌名 発表若手刃包

広島商科大学商業経 昭.41.9.10
済研究所報第4巻

同志社商学第18巻3. 昭.42.1.10
4号原猛雄教授古稀
記念号

広島商科大学商業経 昭.42.9.10
済研究所報第5巻

高砂 第7巻 昭.45.3.20

イシ 第8巻 昭.46.3.20

広島商大論集商経編 昭.45.10.10
第11巻第 l号

広島商大論集 ，， 昭.46.10.10
第12巻第 1号

広島商大論集 ，， 昭.48.3.10
第13巻第2号

同志社商学第25巻第 昭.49.3.20
4' 5' 6号徳永j青
行教授古稀記念号

日本貿易学会年報第 昭.50.4月予定
12号

世界経済評論 招.48.5

イシ 日百.48.8

。 昭.49.6

国際開発ジャーナル 昭.49.8

世界経済評論 昭.49.10

大同書院 昭.16（ママ）

大阪経大論集第51号｜昭.41.5



資料3 会員の著作・論文・研究の動向

箸著者名（員奇麗ト春名 ｜類別

〔最近および今後の研究テーマ・動向〕

IMF割当額の今次増加をめぐって 論 大阪経大論集第81号 昭.46.5

IMFにおける評価と金価値 ,, ，， 第84号 昭.46.11

多国開通貨調整の図解 ，， イシ 第87号 BB.47.5 

スミソニアン合意とその余波 ，， ，， 第90号 昭.47.11

円切上げの論理 ，， 今 第91号 昭.48.1

〔今後とも IMF並びに国際通貨体制を中心に研究していきたい念願している。〕

岩城 剛（愛知学院大学商学部）

Small Industry and Colonial-type Dual 
論

愛知学院大学経営研究所 BB.49.9 
Economy 『地域分析』 13巻1号

イギリスの開発研究～サセックス大学開発 ，， アフリカ協会 BB.49.10 
研究所のアフリカ研究を中心に～ 『アフリカ』 14巻11号

激動するアフリカと日本の企業進出 ，》 海外技術者研修協会 昭.49.10
『研修』 164号

最近の発展途上国の問題点～高度成長より 国際開発ジャーナル社 昭.49.6.10
平等化を～ ，， 『国際開発ジャーナル』

8巻9号

Development Problems of Smaller Industries 海外技術協力事業団 昭.49.2
in the Developing Countries. 

イシ
r Achievment Report of 
Study Seminar in Small 
Industriesj 

経済開発の問題点と展望
論

中島正信編著『世界経 昭.48.11
済体制論j（文真堂）

発展途上国の中小企業～序論～
4シ

愛知学院大学経営研究所 昭.47.6
『地域分析j10巻2号

アジアの茶業～国連アジア極東経済委員会 ，， 昭.47.1
の予備報告を中心に～

，， 
『地域分析j10巻 l号

アフリカの地域総合と国際協力 小堀・矢内原編 昭.46.l
，， 『アフリカ』（ダイヤ

モンド杜）

印僑経済論～とくにアジアを中心として～ 国際経済学会 昭.45.9
。 『国際経済』（日本評

論社）

輸出経済の生産構造～紅茶を中心として～ アジア経済研究所 昭.43.10

’＝ 
『アジア経済』 9巻10

すロ

東アフリカの貿易と流通組織（ I) (Il) ，， アジア経済研究所 昭.43.3

〔（基本的研究テーマ）
世界経済のなかにおける発展途上国、とくにアフリカ経済の分析を進める。したがって、
そこには、開発問題、貿易、投資、労働移動、民族問題などすべてが含められることにな
る。〕
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著者名（所属）・著書名 類別 発表書誌名 発表年月B

〔最近および今後の研究テーマ・動向〕

岩崎 修（金沢経済大学）

国際貿易と関税 『海外海事研究』 30 昭.46.10

号面岡b. 
（通巻75号）（財団法人
山県記念財団研究四季
報）

国際貿易における要素の移動性と価格均等 『流通経済論集』 昭.47.2
化 ，， Vol. 6, No. 4 （通巻21)

（流通経済大学学術
研究会編）

国際経済学〈経済学解答シリーズ〉 共著 昭.48.4

〔国際貿易における幾何学的分析を研究・模索中です。特に、『へクシャー・オーリン・モ
デルJの現実化の方法を今後の研究課題にしていきたいと考えております。〕

石曽根孝輔（高千穂商科大学）

基本貿易取引 著 同友館 昭.47.9

貿易実務100問100答（新訂版） 今 同友館 昭.49.2

海外投資とわが国の企業進出 平日冊 高千穂論叢 BB.47.12 

商本貿易の基本と技術貿易 ，， ，， 昭.47.6

貿易取引におけるマーケッティング・チヤ イシ 昭.48.2
ンネル

，， 

円の切り上げによるわが国の輸出貿易 今 企業診断 昭.47.9

変ってきたアメリカの小売業 ，， ，， 昭.47.12

〔最近の研究テーマ：多国籍企業の投資動向〕

岩根典夫（関西学院大学〔商〕）

フランス貿易政策の思想史的研究 著 所書店発行 昭.46.3.20

国際貿易政策理念史論 ，， 所書店発行 昭.49.10.5

開発途上国・先進国聞の新しい貿易秩序の
論

関西学院大学商学研究会 昭.46.3.25
理念についての一考察J（ママ） 「商学論究」 18巻2号

ブルードンの貿易政策思想についての考察 民〉 昭.46.12.25
(I) 

イシ

19巻2号

向上（II) ，， 昭.48.3.25,, 
20巻3号

開発と進歩における『世界共同体』の理念 同志社大学商学会「同 昭.49.3.20
とその思想史的背景 イシ 封土商学J25巻4・5・

6号

〔l.国際貿易政策理念の史的変遷ー特にフランス・メルカンテリスム及びフイジォクラッ
シイの理念を基礎におき、 1970年代の国際貿易政策理念に及ぶ。

2.発展途上国開発の実態と理念〕
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資料3 会員の著作・論文・研究の動向

著者名（所第）・害襲名 類別 発表書誌名 発表年月日

〔最近および今後の研究テーマ・動向〕

碓井陽一（北九州大学）

“Commercial Jargon，，の研究 壬日L岡' 北九州大学商経論集

企業の国際化と商業英語の将来 砂 九州経済学会研究年報 昭.48.11

（問題目による日本商業英語学会研究発表 日本商業英語学会研究 昭.49.10
大会（1973）におけるシンポジアムへの参 年報
加）

企業の国際化と商業英語教育について
論 九州英語教育研究会年 昭.48.12

報

（資料）商業英語における語法について 資料 北九州大学商経論集

貿易商務論（教科書として） 共著 北九州貿易協会 昭.49.10

輸出マーケッテイング計画への一考察ー特
τ；｛＇ 岡 北九州大学商経論集 昭.46.9

に中小メーカーの立場からー

最新貿易英語（教科書又は参考書として） 共著 東京精文館 昭.47.5

商業における誤用しやすい単語について 圭a岡,,_ （資料）北九大商経論集 昭.48.9

英文商業通信文における“MentalCatalyst” 
について

イ〉
北九大商経論集

商業英語の研究方法と範囲について イシ 北九大商経論集

クズ、鉄の売買契約書について（商業英語） ，， 北九大商経論集

〔①“CommunicationGaps in International Businoss＇ママ｝〔 Busine叫”について10月の13日の全国
大会にて発表しました。今後当分の間勉強したいと思います。

②“貿易経営論”の立場からも研究を進めております。（貿易業者の自己診断方法について）〕

上野秀夫（近畿大学）

現代日中関係の展開（改訂版増補版） 著 フタバ書店 昭.49.6

社会主義の経済・貿易問題ー中国を中心と ，， 晃洋書房 昭.48.8
してー

経済学ハンドブック（「中国経済論」の項） 共著 好学社 BH.46.9 

文化大革命と日中貿易（ I)(ll) 戦後日 比較法政 (I）昭.47.12
中関係史の一断面一 ( ll ）昭.48.3

西欧・中国間貿易の政治的側面一文革期中 ，， 昭.48.12
国の対西ドイツ関係を中心として

日中貿易における工業所有権問題 イシ 昭.49.9

東南アジアをめぐる日中貿易競合の諸側面 商経学叢（近大） 昭.49目9

〔中国経済の国際経済的展開一千リ行予定（とくに日中貿易の国際経済的地位）〕

江夏健一（近畿大学商経学部）

ドル危機と多国籍企業
論
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近畿大学世界経済リポー｜昭.47.3
ト No.24 



多国籍企業研究の一課題
論

国民経済雑誌 Vol.126 昭.47.9
No. 3 

海外事業の環境、わが国における海外事業 古川栄一監修「会社活 昭.48.3
の実態」｛ママ｝ ,, 動事例ハンドプックJ

日本経営出版刊所収

マイラ・ウイルキンズ著多国籍企業の史
共訳

ミネルヴ7書房刊 昭.48.7
的展開（米倉昭夫共訳）

多国籍企業の未来像（1)-H.V.パールミユツ
論

世界経済評論Vol. 17 昭.48.7
ターの考察 No. 7 

多国籍企業と政治環境
4シ

世界経済評論Vol. 17 昭.48.11
No. 11 

多国籍企業の分析視角 ，， 経済セミナー No. 昭.48.11
223 

国際貿易と多国籍企業 著 八千代出版刊 昭.48.12

海外投資ーその誤解と了解ー
論

経済セミナー臨時増刊 昭.49.7
号

ベイカー・ベイツ著多国籍金業の財務管
共訳

中央経済社 昭.49.10
理（入江猪太郎監訳多国籍企業研究会訳）

多国籍企業論の系譜 田中喜助編著『国際経 昭.49.10

論
済』ーセミナー経済学
教室 4一日本評論社
刊所収

フェアウェザー 車戸実編著「経営管理 昭.49.10
論 の思想家たち」ダイヤ

モンド社刊所収

〔多国籍企業の経営戦略の展開、日本企業の多国籍化経営行動に関する実態調査〕

遠藤浩一（日本大学農獣医学部）

農産物貿易の構造分析 著 東洋経済新報社 昭.46.6月刊

農産物自由化の問題点 論 経済評論 昭.46.9月号

わが国の貿易構造と農産物輸入 ,, 長期金融（農林漁業金 No.39 
融公庫）

世界農産物貿易の新展開 ,, 貿易と関税 昭.47.5月号

揺れ動く大豆の国際市場
ゐ

農業と経済（臨時増刊 昭.48.9
号）

日本・オーストラリアの農産物貿易一太平
名ヤ

日本貿易学会年報 No. 昭.49.2
洋経済圏に関連してー 11 

世界の農産物貿易と日本の食料問題 ,, 国際問題 昭.49.2

世界食料会議ー背景と問題点一 ，》 世界経済評論 昭.49.11

世界の人口と食料問題
今

セミナー経済学教室 昭.49.11
「国際経済」所収
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号豪華ま~（所議ト一番連5
〔議返および今後の研究テーマ・動向〕

アメリカの農産物は武器か

〔「食糧問題」及び「農産物貿易問題」〕

大来佐武郎（海外経済協力基金）

有限な地球と日本の将来

エコノミストの役割

Natural Resources Dependency and Japanese 
Foreign Policy 

〔世界経済、日本経済、資源・人口、環境等〕

大塚朝夫（久留米大学商 学 部 ）

現代貿易英語新講

英文タイプ教育における心理的教育方法論
について

船荷証券の様式・要式と約款文言

資料3 会員の著作・論文・研究の動向

類別 発表書錦繍

払 ｜草新（民社党中央理論｜昭.49.11
剛 l機関誌）

著 ダイヤモンドネ士 昭.48.7.26
，， 日本経済新聞社 昭.48.7.23

論
Foreign A汀airs 昭.49.7

共著 東京精文館 BH.47.4 

論
福岡女学院短期大学紀要 昭.49.2

論 久留米大学産業経済研究 昭 50.4

〔合理的実務に直結すべき船積諸書類の統一について〕

大牟田盛文（高崎経済大学）

企業経営への計量的分析の接近
弓函聞ι 貨幣経済研究所第10 昭.44.9

巻9号

企業経営への生産関数による計量経済学的
今

立正大学研究紀要第 昭.44.12
接近 3号

需要分析の経済理論の一考察
名〉

法政大学教養部紀要 昭.45
通巻第14号

広域利水調査
イシ

中部地方建設局企画部 昭.47.3
都市化の動向と農業剰余水の予測

〔企業経営における計量経済学的分析。企業経営における予測計算。経済理論の計量化に
よる計量経済モデルの設定と経済政策への展望〕

岡 安 仁 美（和光大学経 済 学 部 ）

金の役割に関する考察（その二）

最新経済辞典

序説国際貿易と国際金融

岡田俊平（成城大学）

高垣寅次郎・吉田政治・岡田俊平
室長一本位通貨史における役割

論 ｜和光経済第5巻第1号｜昭必.3.16

共著｜法学書院 ｜昭.47.2.l

論 ｜世界書院 昭.49.4.10

共著
「清明会新書」第2巻｜昭.44.1
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著者名…（所綴ト事態~ 類玖j 発表害警誌名 発表年JJa

明治初期における地金主義の展開 論 「金融経済J136号 昭.47.10

大限文書解題（ 1 ) ，， 「早稲田大学史」第5 昭.47.3
巻

同上（2) イシ 「向上」第6巻 昭.48.3

同上（3) 内〉 「向上」第7巻 BH.49.3 

明治インフレーションと地租米納論
イシ

「成城大学経済研究j 昭.49.3
第45号

アラン・シャンドの国立銀行批判
イシ

「向上」第47・8合 昭.49.10
併号

〔日本貿易金融史の研究〕

岡田良徳（中央商科短期大学）

交易条件変動要因の研究 財団法人山県記念財 昭.46.10

論
団，海外交通文化研究
所四季報「海外海事研
究」第30号（通巻75号）

開発途上国における交易条件と経済発展
イシ

明治大学大学院紀要 昭.46.12
第9集

開発途上国における資本流入と交易条件
イ〉

中央商科短期大学論集 昭.49.6
第11号

〔開発途上国の開発と貿易の関係について〕

岡地勝二（園田学園大学）

教育投資の経済学
論

“季刊教育法” 昭.49. 夏No.
12 

若年労働移動と教育補助金 ，， “ESP”経済企画庁 昭.49.10

資本移動と我国都市銀行の多国籍化 今 “国際経済”国際経済 昭.49.11

国民所得決定における貨幣的要因について ，， “金融ジャーナル”金融 昭.49.6
ジャーナルネ士

高山モデルの一般化 ，， “オイコノミカ”名市大 昭.47.6
経済学会

国際収支調整のマネタリズム的接近 ，， ，， BH.48.3 

不完全雇用下における国際収支調整（ 1) ,, か 昭.48.6

不完全雇用下における国際収支調整（ 2) ，加 イシ 昭.48.9

古典的システムにおける赤字財政とトラン ,,, 昭.46
フファ一分析

イシ

国際貿易と対外交易 イシ イシ 目白.47

〔1）国際収支調整のメカニズム 2）教育と経済との関係〕
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資料3 会員の著作・論文・研究の動向

華著者名（所属）・妻名 類別 発表審誌名 t発表年.MB
〔最近および今後の研究テーマ・動向〕

岡村邦輔（日本大学）

インドにおける農村経済の特徴（ー）、（二）
論

経済集志 昭.28.7
昭.29.10

ビルマ労働者の賃銀（ママ） ，， 今 昭.30.6

リストの国民主義的立場と世界経済論 ，， 今 昭.25.3

ドイツ関税同盟論 ，， ,, BB.34.10 

ドイツ関税同盟と貨幣体制 ，， 。 昭.35.10

港湾指定に関する経済的考察 ，， 綜合海洋科学 昭.36.3

絶対主義王制下イギリスの港湾管理 ，， 。 昭.38.3

17世紀におけるイギリス・オランダの海運業 ，， ，， BB.43.3 

海洋政策学のための序説・重商主義について ’F 
4シ BB.42.3 

ヨーロッパ本位史研究序説 ，， 商学集志 BB.40.6 

〔①F.List研究 ②大島貞益研究 ③南蛮貿易史 ④商業国家論〕

粕谷慶治（国土館大学政経学部）

特別引出権について
論

世界市場問題研究会 昭.46.10
誌 第4号

国際通貨制度と金本位制度 ，， 商経論集第21号 昭.47.2

世界経済の歴史 ，， 世界経済体制論中島 昭.48.12
正信編著

1929年恐慌と外国貿易 ，， 日本貿易学会年報第 昭.49.
12号（予定）

アンデス共同市場と外国貿易 ，， 政経論叢第21号 昭.49.11
（国土館大学問））

片岡幸雄（九州経済調査協会）

後進国開発理論における土地改革問題の取
論

大阪市大「経済学雑誌」 昭.44.9
りf及いについて 第61巻第3号

貿易理論と後進国の貧困についての諸見解 イシ ，， 第64巻第l号 昭.46.1

テークオーバー・ピッドーGEC=AELの
名〉

日本証券経済研究所 昭.46.7
ケース・スタデイ一一 「証券資料j第98号

日中貿易の動向一九州地区に関連して ，， 九州経済調査協会「九 昭.47.5
州経済動向資料」

福岡市における国際的機能と実態と問題点 ，， 九州経済調査協会刊 昭.48.3
研究報告 No.163 

広州交易会見聞記 ，， 九州経済調査協会「統 昭.48.7
計月報」

九州の海外進出企業 ，， 砂 昭.49.7
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｜〔後進国経済論、日中貿易問題、貿易実務、地域経済開発など〕

葛城照三（早稲田大学）

貨物海上保険普通約款論（445頁）
著

発行所・早稲田大学出 昭.46.7.20 
付運送保険普通約款論 版部

海上保険講義要綱（222頁） 著 ，， 昭.48.4.25

アイバミー海上保険法（898頁）
共訳

，， 昭.47.5.10
(Ivamy, Marina Insurance) 

火災保険普通約款論（85頁）
著

発行所・早稲田大学印 昭.48.10.15
刷所

船舶普通保険約款第4条第 l号の解釈 論 「早稲田商学」第231号

中国人民保険公司の英文積荷保険証券の解 ，， 「比較法学j第8巻2
説 号

船舶保険普通約款の若干の問題点 ，， 「海事交通研究」第6
集

海上保険法の一法理一因果関係論
イシ

「早稲田商学」第246 昭.49.9
号

航空保険におけるハイジャック危険と保険 ，， 」第242 昭.49.3
者の責任

名ヤ
す口

The Study into English Marine Insurance 
イシ

「比較法学j第9巻2 昭.49.10
Law and Practia＇ママ＇is Japan 万日

金川徹（大阪学院大学商学部）

自由貿易の歴史的、理論的分析
論

目白学園好（ママ）〔女子〕 昭.48.3.15
短期大学紀要9号

ケインズ理論と社会資本 「経済発展と社会資本j 昭.48.7

，， （社会資本中間報告）
アジア経済研究所々内
資料

ロストウの成長段階説における社会資本 ，， 向上 昭.48.7

世界経済体制論
共著

中島正信編著「世界経 昭.48.11
済体制論」文真堂

ラテン・アメリカ経済統合の背景と現状
論

大阪学院大学論叢第 昭.48.12
22号

低開発諸国の経済発展と貿易一分析視角の
今

早大内世界市場問題 昭.47.11
設定 研究会で発表

低開発諸国の経済発展と貿易（ 1 ) ，》 大阪学院大学論叢第 昭.49.3
23号

今 ( 2) ，》 イシ 昭.49.8

〔「低開発諸国の経済発展と貿易」を引き続き研究したい。〕
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資料3 会員の著作・論文・研究の動向

審事苦名｛高時滋ト審名

〔最近および今後の研究テーマ・動向〕

類別 …発幾重手rf沼

科野孝蔵（市部学園短期大学）

フランスの大港とフランス国民経済
論

市郁学園社会科学論集 昭.47.2
12号

世界のバナナ貿易 4シ 全上 13号 昭.47.9

新潟県燕市の金物産業発展の回顧 イシ 全 上 14号 BH.48.3 

国際貿易パターンの変遷 5関岡tぉ 全上 14号 目白.48.3

出島時代の日蘭貿易拝式 高》 全上 15号 BB.48.10 

近世前期の日蘭貿易 ，， 全 上 17/18合併号 昭.50.初春
（発行予定）

中小貿易商社論 (1 5) ，， 貿易の日本 昭.47.l

BB.47.12 

〔近世の日蘭貿易〕

亀井利明（関西大学）

海上保険証券免責条項論 著 保険研究所 昭.36

英国の保険事業 ，， 法律文化社 BH.40 

海上保険論 ，， 。 昭.46

海上公害論 tシ ミネルヴァ書房 昭.49

保険総論 編著 法律文化社 BH.49 

デインスデール保険入門 共訳 ダイヤモンド社 昭.38

〔船主責任と保険〕

亀井正義（長崎県立国際経済大学）

米国系多国籍企業の発展過程 論 『経済評論』 昭.47.10

資本輸出と多国籍企業 野口・片山・荒川編 昭.48
共著 『現代日本の株式会社』

南雲堂深山社

中国の対外貿易の発展過程と多国籍企業の 長崎県立国際経済大学 昭.48.3
対中接近策

論
国際文化経済研究所
『調査と研究』 第 4
巻第 l号

日中企業の海外進出
共著

朝岡他編『国際取引ハ 昭.49
ンドブック』

〔イギリスにおける対外内直接投資の状況について〕

北沢佐雄（東京女子大学）

現代商業英語新講（改訂増補）

新講政治学への理解 ）
 

株

堂
一
（

朋
一
理

有
一
文

著
一
著

昭.49.5

昭.48.4
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著者名｛務総ト書名 ｜類別

E犠綾および今後の高野究テーマグ動向］

北見 敏 郎 （ 青 山 学院大学経営学部）

港湾論（訂正版） 著 海文堂 昭.46.4

港湾総論 今 成山堂 昭.47.3

欧米の港湾（編著） ~ 横浜港運協会 昭.46.2

港湾産業の危機と発展（編著） ~ 海文堂 昭.47.8

港湾流通（編著） 。 成山堂 BB.49.9 

社会資本と港湾の諸問題
論

日本経済政策学会年報 昭.46.10
No.21 

広域港湾と港湾経営の本質的課題 ,, 日本港湾経済学会年報 昭.46.10
No.9 

海陸輸送の体系化と港湾の基本的問題
今

日本海運経済学会年報 昭.46.10
No.5 

港湾思想と人間・労働
~ 

日本港湾協会「港湾」 昭.46.12
Vol.48. No.12 

わが国港湾の展望と課題 ，， 。 Vol.49. No.l 昭.47.1

港湾問題とその社会的性格
~ 

海事産業研究所報 昭.47.4
No.70 

港湾思想と港湾社会 ゐ 今 No.71 昭.47.5

港湾機能の社会的構成（上・下） ,, イシ No.72～73 昭.47.6～7

ターミナルの性格と港湾社会の基本的問題 ゐ ~ No.74 昭.47.8

港湾社会の日本的性格をめぐる問題提起 ~ 今 No.75 昭.47.9

経済発展における港湾運送業への合理化と ，， 日本麦類研究会「穀物 昭.47.3
穀物サイロ問題 サイロj

大都市港湾の理論と政策 ，， 港湾問題研究 No. 2 昭.47.6

交通経済学一港湾一（ 1) ( 2) ( 3) 運輸と経済 Vol.32. 昭.47.10
~ No.10. 12. Vol.33. No.l 47.12 

48.l 

輸送システムの変革と港湾運送業の体制的 。 日本港湾経済学会年報 昭.47.10
諸問題 No.10 

港運業界の近代化 向ヤ 近代港湾 Vol.5. No. 1 昭.48.l

港湾労働と港湾の全体制的諸問題 民》 港湾問題研究 No.3 昭.48.8

わが国における港湾管理・運営の問題点と
~ 

青山経営論集 Vol.8. 昭.48.9
展望（上・下） No.l. 2合併号 昭.49.3

港湾の近代化と地域社会の基礎的課題 ，， 日本港湾経済学（ママ｝年 昭.48.10
報 No.11

港湾運送業の再構成と課題 4シ 流通設計 No.12 昭.48.12

港湾運送における機械化と近代化の諸問題、
ゐ

（港湾荷役機械化協会） 昭.49.1
港湾荷役 Vol. 19. No. 1 
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資料3 会員の著作・論文・研究の動向

事著者名（所属ト審名 類別 発表著書誌名 多量署長年汚日

〔最近および今後の研究テーマ・動向〕

港と文化と基本的関係と諸課題 論 日本港湾協会「港湾」 昭.49.l
Vol. 51 No. 1 

港湾管理・運営の史的考察と構造的性格
か

海事産業研究所報 昭.3～4＇ママ）

（上・下） No. 93～94 

港湾経営の理念と諸条件 ，， ，， No.95 BB.49.5 

都市と港湾経営、序説 ，》 ，， No.97 BB.49.7 

港湾における経営経済と公企業の問題意識 ，， ，， No.97 昭.49.9

ポート・オーソリテイの形成と港湾経営 イシ イシ No.98 昭.49.10

港湾荷役の諸問題と将来課題
イシ

Physical Distribution 昭.49.9
Management. 

横浜ポート・オーソリティ研究ー欧米にお 共著
港湾総合研究所 昭.46.9

ける港湾事情とポート・オーソリティー

新港埠頭再整備計画に伴う背後地調査 イシ 横浜市港湾局 昭.46.10

世界主要港における管理運営状況調査 イシ 東京都港湾局 昭.47.3

横浜ポート・オーソリテイ研究一（その2) 港湾総合研究所 昭.47.6
港湾管理・運営の現状とポート・オーソリ イシ

ティの課題

世界主要港における管理運営状況調査（そ
イシ

東尽都港湾局 昭.48.3
の2)

横浜ボート・オーソリティ研究ー（その3) ，》 港湾総合研究所 BB.49.3 
東京港問題と横浜港一

小名浜の港湾整備計画と港湾運営体系調査 ，， 福島県土木部 昭.49.3

大規模工業基地港湾経営の諸問題と方向 2》 埠頭経営研究会 昭.49.7

1.最近の研究テーマ・動向
「港湾経営J、「港湾社会Jの体系化（成山堂より各刊行予定）

港湾の理論と政策関係の体系化（同文館（ママ）より刊行予定）
2.今後の研究テーマ・動向

港湾のみならず空港などをふくめたターミナル経済論の形成、航空経済および空港経
済などの分析

衣本 充（大阪商工会議所地域振興部）

転換期にあるタイ国経済と今後の日・タイ
関係

日・タイ貿易インバランスの現況と今後の
課題

木下 昭（近畿大学商経学部）

国際経営戦略（翻訳）
Wickham Skinner, American Indutry in 
Developing Economies, John Wiley & Sons, 
Inc. 1968 

論

ク

共訳
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大阪商工会議所月報 ｜昭.44.10
No. 220 

大阪アジア中小企業開｜昭.44.12
発センタ一月報

好学社 日百.46.10.10



多国籍企業の未来像ジョン・フェアーウェ
ザーの見解ー

多国籍企業の財務管理（翻訳）

多国籍企業 12人の経済学者がえがく未来
像

〔国際経営論：ナショナリズムの研究〕

紀 俊輔（阪南大学）

要説貿易実務

貿易経営に対する試論

企業経営の理念

久保田 JI国（立教大学経済学部）

貿易理論と政策

水田博他編国際経済論

世界経済論

世界経済の戦後構造

木下悦二編現代の世界経済

現代日本経済の批判

〔両大戦間期の総括的把握〕

倉田寛吉

国際商事仲裁裁定の執行について
（外国仲裁判断の承認と執行）

論
世界経済評論 BB .46.12.1 

共訳 中央経済社 昭.49.10.25

，， ダイヤモンド社 昭.49.12.5

共著
（大阪商大） BB.46.4.1 

三浦俊彦教授と共著

論 大阪商業大学論集

論 全上

著 新評論 昭.40.

共著 有斐閣 昭.41.
，， 青木書店 昭.45.

著 新評論 昭.48.

共著 有斐閣 昭.49.

，， 文真堂 昭.49.

「貿易クレームと仲裁JI昭.46.9
論 i「JCAジャーナル」改題｜昭.48.l

1972.4より

黒木経也（国際開発センター・コンサルテイ（ママ）ング社）

“国際経営論（INTERNATIONALBUSINESS) 
論

武蔵大学論集第12巻 昭.40.3
について” 第6号掲載

“現代の国際投資と人事・労務政策その
砂

。第21巻第5号掲載 昭.49.l
( 1 ）” 

その（ 2) か 今 第6号ク 49.2 

その（3) イシ ク第22巻第 l号 49.4 

1980年代堺市の産業・経済のビジョンの
共著

堺商工会議所堺産業 昭.48.3.31
うち、福祉、民生、観光について担当 経済研究所発行

〔今後の研究テーマ：国際投資と人事・労務政策、商社駐在員の人事管理等〕
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資料3 会員の著作・論文・研究の動向

審者名（所第｝手番名 類別 発表委縁名

〔毅i&および今後の続発テーマ・動向〕

小林甫（神奈川大学経済学部）

現代貿易英語新議 共著 東Ji',. 精文館 昭.47.4.1

貿易商務論 ’〉 北九州貿易協会 昭.49.4.l

貿易通信における Punctuationの研究（ 1 ) 論 福岡大学商学論叢（16.2) 昭.47.2

船荷証券の本質に関する一考察 イシ イシ (16.3) BB.47.3 

英国物品売買法解に関する一試論 ( 1) ，切 ，， (17.3) BB.47.11 

今 ( 2) イシ ，， (17.4) 昭.48.3
，， ( 3) ，， ，， (18.3) 昭.48.11

国際売買における所有権移転の時期
イシ

神奈川大学商経論叢 昭.49.8
(10.1) 

国際売買と1893年英国物品売買法（ 1) イ〉 ，， (10.3) 昭.49.12

〔国際物品売買契約〕

小林良二（安田火災海上保険株式会社）

〔船積書類としての英文積荷保険証券の譲渡性について〕

小山満男（広島大学政経 学 部 ）

国際経済理論 著 千倉書房 昭.39.10

国際経済におけるポリシー・ミックス論に
論

広島大学政経論叢第 昭.47.4
関する一考察 21巻第4号

マンデル「貨幣理論jにおけるストック＝
’シ

神戸大学国民経済雑誌 昭47.8
フロー分析について 第126巻第2号

最適通貨圏の理論
論

広島大学政経論叢第 BB.47.8 
22巻第2号

〔国際金融、通貨に重点をおきたい。〕

坂本 勧（名古屋市立女子短大）

教養経済学 著 同文館（ママ） ¥1,200 昭.44.3

失業インフレーション成長
論 名古屋市立女子短大 昭.44.2

研究紀要

企業の効率性と福祉について ’M ，， 昭.49.2

医療需要の経済理論 4ヤ イシ 昭.50.2

経済共同市場の理論 ’シ ，， 昭.39.2
，， ’〉 日本貿易学会年報 No.4

〔医療経済の諸問題一特にアメリカ、イギリスについてーこの問題を humancapit叫の最適
投資との関連で把える。〕
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著者名（訴凝ト書名 類別 発表書誌名 発表若手JlB

f量最近および今後の研究テーマ・動向〕

桜井一郎（明治大学商学部）

統制の経済学一厚生経済学原理一A.P.ラー
訳

文雅堂銀行研究社 昭.36.8初版
ナー〔現代経済学名著集四〕

貨幣と所得 著 白桃書房 昭.37.l初版

金融機関の国際化ーアメリカにおける背景
論

金融ジャーナル Vol.11 昭.45.2
と現状ー No.2 

為替レート切下げと所得水準および価格水 ，》 明大商学論叢 Vol.54 昭.46.3
準 No.4 

国際企業と国際金融活動 ，， 明治大学社会科学研究 日百.46.3
所紀要第8・9集

為替レート調整効果における弾力性分析と ，， 明大商学論叢 Vol.54 昭.47.2
吸収分析一両分析の総合をめぐってー No.7, 8 

国際収支の調整についてー調整政策におけ ，， 明治大学社会科学研究 昭.47.3
る金融と財政一 所紀要第10集

為替相場制度についてー釘付けレートと伸 明大商学論叢 Vol. 56 昭.49.3
縮レートー ，， No. l～8「商学部創立

70周年記念論文集J
国際投資活動と技術要因 国際企業活（ママ） 。 明治大学社会科学研究 昭.49.3
と技術革新の一考察ー 所紀要第12集

国民経済における生産要素
イシ

明大商学論叢 Vol.52 昭.50.3
No.4 

〔①為替レートの変動効果の分析
②国際経済の新しい動向と国際金融の問題について国際通貨制度や世界的インフレーショ

ンの問題を含めての分析
③国際経済交流における生産要素の使用の経済分析〕

佐瀬六郎（日本経済研究センタ一特別会員 国際開発センター講師）

オーストラリアの再発見一開発と投資、日
著

石崎書店 238頁 昭.45.10.30
豪貿易の発展等

離陸段階に入るトルコ経済と貿易
吾両岡＂＇、

海外市場 目白.48.3
（日本貿易振興会）

トルコの第3次開発5ヵ年計画
ク

日本貿易振興会海外経 昭.48.5
済情報センター

日豪経済交流の現状一日本経済研究センター 西太平洋経済圏の研究 昭.48.5
イシ 第 1巻一日豪経済協力

の方途、所裁（ママ）〔所載〕

日豪貿易の当面する問題
イシ

大洋州経済学会第3 昭.48.10.12
回大会報告

西太平洋地域貿易の長期変動の研究一日本
イシ

資源問題からみた日豪 BH.49.6 
経済研究センター 関係一上記第2巻

豪州経済に対する国際石油危機の影響
イシ

太洋州経済学会第4 昭.49.7.17
回大会報告
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資料3 会員の著作・論文・研究の動向

著者名〈所獲，） .書名 ｜類別

〔綾汲および今後の務究テーマ・動向〕

〔開発途上国の輸出貿易の発展方策
西太平洋貿易の長期変動の研究
日本と豪州、南太平洋諸島との貿易関係の研究〕

佐藤俊明（駒沢大学北海道教養部）

「ペテイの租税論」 払肩岡 I 北海道駒沢大学研究紀I昭.45.10
要（第5号）

〔従来は「イギリス財政思想」を中心に勉学しておりましたが、講義の都合上多方面にEっ
ておりました。ょうやく昨年頃より一部財政の領域に戻ることができ、租税、税制論（制
度、政策）を綜合的に国民経済（国際経済との密接な関連性を重視して）の面より考察し
てみたいと考えております。〕

塩沢 豊（九州産業大学）

貿易契約における offerとAcceptanceをめ
号ロ闇ι 九州産業大学「商経論

ぐる諸問題点に関する法理的考察 叢」

CIFにおける所有権の移転と担保権の留保
// 

九州産業大学「商経論
叢j

為替変動相場制下における SpecialClauses 日本商業英語学会九州 昭.47.10
の研究 山口支部「研究年報」

円切上げ問題と国際通貨体制 論 九州産業大学「商経論 BB.47.9 
叢」

国際通貨体制の改革論 ，， 日本貿易学会「日本貿 BB.48目5
易学会論集」（ママ）

島谷良吉（晶千穂商科大学）

貿易史上の毛皮について
論

日本貿易学会年報第 昭.40.4
3号

オランダのリンスコーテンの“イチネラリ ，， 日本海事史研究第6 BB.41 
オ”とインド貿易企業との関係について 号、第7号

古代中世代における中央アジアキヤラヴァ ，， 高千穂（商大）論叢 昭.45
ンの経済史的文化史的意義

道難廻船処理の法制史的研究ー遠州福田湊 ，， 高千穂（商大）論叢 昭.46
弥七船一件の例一

積問屋の史的研究 ，， 高千穂（商大）論叢 昭.47
－！特に仕組と営業内面についてー 昭和47年度第2号

14世紀におけるイギリスの製織および輸出 ，， 高千穂（商大） 創立70昭.49
の史的研究 年記念号

〔l. 日本近世における庄屋（名主、肝煎）の発達過程の研究
2.“貿易は歴史を創る”という思念を重ねている。〕
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媛競I

鈴木輝彦（同志社大学）

商社マンのコレポン 共著

実用英語ハンドブック 。
ピジネスコレスポンデンス入門 4砂

オーデォ方式 ，， 
ビジネスライテイング入門

輸出入取引ハンドブック ~ 

大修館
，， 

，， 

研究社

同文館

昭.38

38 

39 

47 

47 

！？…円九

十刈

んい｝

M川

〔今後は企業（特に貿易取引を中心として）の個人と組織の内・閑両面におけるコミュニケー
ションの問題に焦点をあわせて勉強したいと考えています。〕

園田哲男（桐丘短期大学）

科学的管理に関する一考察 昭.49.7.26
「テーラーシステムの基本的原理J 報

地域社会と企業経営の諸問題

〔中小企業における労使関係の諸問題について（諸研究を続ける）研究をしている。
尚、来年（50年）中論文作成をする予定。〕

高井 真｛ママ｝（関西学院大学商学部）

輸出マーケテイング計画（改訂版） 著 法律文化社 昭.47.4

国際マーケテイング・プランニング（分担 朝岡・土井・小林・竹 昭.49.3
執筆） 共著 田編「国際取引ハンド

ブックJ

国際ビジネスの研究・教育体系について 論 世界経済評論 昭.48.1

多国籍企業マーケテイングに関する一考察 ，， （関学）商学論叢 昭.48.10
ーその特質と基本的問題点一 21 1・2号

多国籍企業の未来像 ，， 世界経済評論 昭.48.11
一フランクリン R・ルートの考察

多国籍企業におけるマーケティング戦略の ゐ 昭.49.12
構造

，， 

ベイカー・ベイツ 多国籍企業の財務管理
共訳

中央経済社 昭.49.10
入江猪太郎監訳

〔国際マーケティング戦略の構造の究明とその展開〕

津田 昇（専修大学）

新版貿易学通論（改訂5版） 著 千倉書房 昭.47.8.25 

改訂現代外国為替論（改訂4版） 今 ~ 昭.49.3.15

改訂輸出マーケテイング論（改訂2版） .. 東洋経済新報社 昭.49.3.11

改訂国際経済要論（改訂3版） ，， 4シ 昭.48.4.2

国際企業の経営＝その戦略と管理のポイント ゐ 通商産業調査会 昭.48.2.20
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資料3 会員の著作・論文・研究の動向

饗奪幾繍瀦〉グ守番各
〔最近およ務今緩め研究テーぜで動肉〕

類別 発表参総書長三一ミぷ

国際企業論＝経営管理を中心に
論

日本貿易学会会報（ママ） 昭.49.2
（第11号）

国際通貨体制における金の地位と役割 ，， 専大商学論集（第16号） BB.49.l 

多国籍企業（MNC）の原点と指導原理 世界経済評論 4月号 昭.48.4
＝国際投資に関する指針とともに

70年代の輸入政策＝開発輸入を中心に
今

日本貿易学会会報（ママ） BB.48.2 
（第10号）

〔国際通貨制度改革問題、国際企業の経営問題、資源輸入の諸問題〕

徳永正二郎（西南学院大学商学部）

「外国貿易必然性」論のー検討 号白岡合、 世界経済評論第18巻 昭.47.1・2月
l月号、 2月号

委託荷見返前貸制度と FactorsActs-19世 ，， 西南大商学論集第20 昭.48.5
紀英国貿易決済制度の検討 (1）一 巻第l号

委託荷見返前貸制度と1830年代英米関貿易 ク第20巻第3号 昭.48.11
決済機構－19世紀英国貿易決済制度の検討 ，， 

( 2）ー

為替手形と大市振替決済 ，， 。 第21巻第1号 目白.49.5
一外国為替の歴史と信用代位説一

マーチャント・パンカーと荷為替信用制度一
論

ク第21巻第3号 昭.49.11
c ・ i ・ f ・ termsの生成と関連してー

〔国際通貨制度を信用論と絡ませて考察すべきではないかという観点から、外国為替の歴
史および19世紀後半期の英国金本位制の形成について検討しています。

と同時に、今後は、多国籍企業（とくにそれとの関連での資本移動）について考えてゆ
きたいと思っています。〕

徳永清行（同志社大学名誉教授）

支那中央銀行論 著 有斐閣 昭.17.2.15

新中国の金融機構 共著 有斐閣 昭.33.11.1

国際通貨機構 監訳 ミネルヴァ書房 昭.46.10.l

補修貿易汎論 著 峯書房 昭.48.8.20

沖縄の貿易 論 同志社商学 昭.46.3

世界生活の成長 ，， 。 昭.46.11

日本人のこころ
イシ

折尾女子経済短期大学 昭.46.11
論集

円の課題 ，， ,, 昭.47.11

新中国の対外貿易 ，， ，， 昭.48.12

金の課題 ，， ，， 昭.49.10

〔広域経済の研究、中国金融の研究、世界経済と中国経済〕
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著者名（所属ト書名 類別 発表書誌名 発表芸pJJB 

〔最近および今後の研究テーマ，動向〕

内崎以佐味（高千穂商科大学）

英文信用調書の書き方 著 東洋経済新報社 BH.44.12.9 

英文実務・海外信用調査 イシ イシ 昭.46.10.6

アメリカの中の日本人 訳 ，， 昭.49.10.2

〔「国際信用調査の手びき」（仮題）を某出版社、文庫シリーズの一冊として執筆中。当面
は、国際間の信用調査をテーマに研究に専念の予定。〕

内藤 昭（大阪市立大学商学部）

日中貿易の論理
論

「貿易と関税」 20巻6 昭.47.6.10
号

中国からの開発輸入をめぐって
秒

「日本国際貿易促進協 昭.48.5
会特別資料」 189号

〔中国の対外貿易および日中貿易の諸問題〕

中迫陽治（六甲実業学院）

International Marketingの一環として日本企 Business English, 1970 昭.45.4～6 
業の ForeignMarketへの進出 論 年4月～ 6月、 8～12 月、 8～12月

月号連載 連載

米国の流通機構における Manufacturer's 日本商業英語学会・研 昭.45.9
Representativesの機能およびその効果的な イシ 究年報・第29回
利用

Multinational Marketingについての一考察 ，， 日本貿易学会・年報 昭.46.1
第8号

Multinational MarketingとBusiness English 
今

日本商業英語学会・研 昭.48.3
の接点 究年報・第30回

Terminal Receiving SystemとReceivedB/L 
イシ

日本商業英語学会・研 昭.48.3
の利用 究年報・第31回

国際経営に関する最近の米国における諸学 近畿大学・世界経済研 昭.48.6
会，諸学者、並びに諸大学の動向 内》 究所・世界経済リポー

ト No.25

多国籍企業の未来像 ジャック・ N・ バー ，， 世界経済評論 昭.48.8
マンの考察 1973年8月号

総合商社の企業内国際財務活動 ，， 日本貿易学会・年報（ママ） 昭.49.2
第11号

信用状の手形支払確約文言と信用状開設銀 ，， 日本商業英語学会・研 昭.49.9
行の手形支払の時点 究年報・第32回

多国籍企業の財務管理 共訳 中央経済社 昭.49.10

トランスファ一価格設定と多国籍企業の経
論

世界経済評論 昭.49.11
営戦略 1974年11月号

〔「国際価格の商学的・経営学的研究」「欧米の貿易企業経営の比較研究j〕
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資料3 会員の著作・論文・研究の動向

饗者名（所長毒）・書名 類別 発表書誌名 発表年月8

〔最近および今後の研究テ｝マ・動向〕

中田操六（福岡大学商学部）

〔1. 国際価値論の整理 1
｜ こ一年間少しずつ手をつけていますが、仲々纏りません。2.産業構造と貿易 J 

その他貿易契約論等も関心が御座います。〕

中村 精（南山大学経営学部）

クリーピング・インフレーション 著 東洋経済新報社

経済成長と中小企業 今 今

Economic Concentration in Japan “Economic Concentra-

，， tion Part 7”by H. S. 
Senate Subcommittee on 
Antitrust and Monoply 

国民経済と中小企業
共著

藤田・竹内「中小企業
論J有斐閣

有効競争論と産業組織政策
共著

経済学用語の基礎知識
各国の独占禁止法と産業組織の新展開 有斐閣

過当競争について 論 経済研究

The Organigation of the Ceramic Industrγ ，， The J ornal of lndustial 
around the Nagoya Area of Japan, Economics 

繊維産業における垂直的統合と分業 I, II ，， アカデミヤ95集94集

愛知県陶磁器産業の実態と進むべき方向 共著 愛知県

〔垂直的統合と企業〕

中村 弘（同志社大学）

輸出入取引ハンドブック 共編 同文館

貿易業務論 著 東洋経済新報社

尽都市貿易関連企業実態調査報告書 尽都市経済局

貿易商社（国際取引ハンドブックに所載） 著 中央経済社

京都市における貿易の実態と今後の方向
論

同志社商学第26巻第
1号

京都市の貿易一現状と展望
’〉

京都銀行経済月報
No.211 

貿易実務小事典 共編著 ダイヤモンド社

〔地場産業と貿易
わが国企業の海外進出（とくに中小企業を中心として）〕

根立昭治（日本大学商学部）

漁船保険のトン数制限問題について

漁船員に対する漁船主責任保険について

論 ｜商学集志40巻4号

論 ｜保険学雑誌4臼号
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昭.37

昭.46

April, 1968 

昭.44

昭.49

Bll.44.7 

April, 1969 

昭.48.7・9月

Bll.49.3 

昭.47.8

昭.48.5

昭.49.1

昭.49.3

昭.49.6

昭.49.7

昭.49.12

昭.46.2

昭.46.6



報告書「漁船損害補償制度のあり方」の評 ，， 損害保険研究34巻 1号 昭.47.2
価をめぐって

漁業政策と漁船の積荷保険の制度化について ,,, 商学集志42巻 2号 昭.48.6

変貌する漁船保険の諸問題 ,,, 損害保険研究35巻 3号 昭.48.8

今後も漁船保険の研究を続けていく。ことに、漁船積荷保険と漁船保険の民営化の問題に
ついて研究する予定です。

萩野典宏（甲南大学経営学部）

多国籍化行動の過程（ 1 ）～（ 3) 甲南経営研究 昭.47.6・9月
論 (13巻 1号） (13巻2号） 昭.49.3

(14巻4号）

比較マーケテイング論の展開 ,,, 甲南経営研究 昭.47.11
(13巻3号）

多国籍化行動と被投資固環境一計量分析の 。 昭.48.6
試みー

,,, 
(14巻 1号）

多国籍企業の未来像－s.ハイマーの考察ー ,, 世界経済評論 昭.49.3
(Vol. 17 No.2) 

国際マークテイング行動の計量分析 ，， 荒川祐吉編「流通研究 昭.48.9
の新展開j

国際マーケテイング行動とその環境 。 日本商業学会編「マー 昭.48.9
ケテイング研究と環境j

多国籍企業のロジスティックス・モデル ,, 国民経済雑誌 昭.49.9
(130巻3号）

国際マーケテイング現象の分布フレーム ,, 世界経済評論 昭.48.2
(Vol.18, No.3) 

マーケテイングと経済発展 尽都ワークショップ 昭.48.2,,, 「マーケテイング理論
の現状と課題」

〔多国籍企業のマーケテイング行動のモデル構築と実証分析およびシミュレーション分析
日本型多国籍企業の行動分析〕

萩原 稔（専修大学商学部）

統計学総論 著 白桃書房 昭.43.1

現代商業政策 共著 中央経済社 昭.44.7

現代流通論 4シ ,,, 昭.45.10

やさしい販売予測一増訂版 著 同友館 昭.47.3

現代商学総論 共著 白桃書房 昭.47.11

基本マーケテイングー増訂版 著 同友館 昭.48.4

新商業計算入門 共著 税務経理協会 昭.48.10

〔商業政策の研究 貿易政策の研究〕
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資料3 会員の著作・論文・研究の動向

饗護霊名…織暴鮫弁書名 類別 事著書長年~·録‘ 

〔最近および今後の研究テーマ・議事淘〕

長谷川 幸生（中央大学経済学部）

〔近く刊行または発表予定のものを記します。
1. A.G.ケンウッド他著『国際経済の成長、 1820-1960年』（共訳、文真堂）
2.『貿易政策』
3. イギリスと EC〕

波多江俊孝福岡大学商学部）

指定保険地域の展開と課題
論

福岡大学商学論叢17巻 昭.47.8
2号

石油関税の若干問題I部 2》 ，， 18巻3号 昭.48.11
，》 E部 高砂 。 18巻4号 BB.49.3 

我国石油関税の動向ーその減免戻税制度を 内〉 18巻4号 昭.49.3
中心としてー

イシ

貿易関係法の背景ー貿易関係法序説 かすとむす（大蔵省機 昭.48.1～6
，， 関誌）（月刊雑誌） 21 

巻l号～ 6号

〔著書「関税・税関論j昭和50年 2月出版予定で（担当、東京．財務出版社）目下執筆中。
(350頁程度） (A 5）〕

浜谷源蔵（日本大学経済学部）

貿易取引契約

早川広中（中央大学）

日本貿易論

明治時代における日本貿易についての一考
察

〔日本の貿易溝造〕

原 義雄（京都外国語大学）

国際貿易と金融（増補版）

国際資本移動と発展途上国一とくにわが国
の立場を中心としてー

発展途上国の資源問題に関する米国の援助
に関するー側面

著 ｜同文館 昭.47.6.15

著 自桃書房 昭.48.5

論
日本貿易学会 昭.48.3

著 ミネルヴァ書房 昭.47.4.20

論
京都外国語大学研究論 昭.48.9
叢

名シ
日本・アメリカ学会発 昭.50.4
表予定

資源 （とくにエネルギー源としての石油をもたざる国）、食糧問題等をかかえ今や多くの
発展途上国は自国の経済発展を阻害する諸要因に苦しんでいる現在、とくに対外面から国
際収支のアンバランスを少しでも解決する有効手段として、為替政策をいかに活用すべき
かについて考えてみたい。
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伴野志知郎（中央学院大学）

Approach to Keynesian Economics by A. 
訳

双文社 昭.35.3.15
Murad. 

70年代の米国貿易政策 G.L.ウィール著
イシ

日本関税協会（ベスト 昭.45.11.20
伴野訳斉藤祥男編 ブックスNol6)

国際貿易一理論と現実の把握 著 世界書院 昭.45

国際金融論（世界通貨改革を焦点に） 。 学術通信社 昭.47.12

国際金融の基礎知識
今

自著（中央学院大テキ 昭.49.4
スト）

〔国際通貨改革と貿易との関係〕

平岡謹之助（大阪学院大学商学部）

貿易概論 I （通信教育テキスト） 著 大阪学院大学通信教育部 昭.47.8
，》 II ( ，， ,, 昭.48.l

商業改革論 I ( 今 2シ 昭.48.7
，， II ( ，， 宅P 昭.49.7

平岡健大郎（福岡大 学 商 学 部 ）

日中貿易論 ｜ 著 ｜日本評論新社 ｜昭31.1

国際決済機構 イシ ｜昭.34.9

「日中貿易論」平岡編にて出版社文真堂（1950（ママ）年2月又は 3月刊行予定）執筆者 久保
回、渋谷、松野、杉野、内藤、平岡

平野常治（駒沢大学）

新訂経済政策概論

全訂商業政策概論

新商 学概論

現代の貿易

商業経営論

広告の社会的批判と規制

わが国における消費者問題と消費者保護政策

〔消費者問題〕

広瀬芳弘（関西学院大学商学部）

輸出広告戦略論
（第1回日本広告学会賞をうく）（ママ）

著

，， 

dシ

九〉

今

論

今

著
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三和書房 昭.38.12

同 昭.41.4

政文堂 昭.39.4

法大出版局 昭.38.4

同 BH.40.5 

駒沢大学経済学部紀要 昭.47.4

同 昭.48.3

有朋堂 昭.45.10



資料3 会員の著作・論文・研究の動向

猿別

G.ザルトマン（広瀬・来住共訳）、行動科
共訳

昭.46
学とマーケテイング

朝岡、土井、小林、竹田編、国際取引ハン
共著

昭.49
ドブック、「販売促進と PRJ担当

輸出マーケテイングと広告、昭46年 4月シ
論

左記研究所会員配布用 昭.46.4
リーズ講座、日経広告研究所 の小冊子に掲載

国際広告において考慮すべき環境要因につ
砂

商学論究18巻2号（関 昭.46.3
いて 西学院大学商学研究会）

企業内コミュニケーションの企画において
内〉

ibid., 20巻3号 昭.48.3
考慮すべき基本的諸条件 （上に同じ）

生活態様（lifestyle）分析のためのコミユニ
今

ibid., 22巻 1・2号 昭.49.9
ケーション体系について （上に同じ）

企業イメージ形成のための広告戦略 。 合理化昭.48年 7月号 昭.48.7
（大阪府経営合理化協会）

製品開発とイメージ思考
今

合理化昭. 49年11月号 昭.49.11
（上に同じ）

〔国際的な視角より企業の企業外コミュニケーシヨンと企業内コミュニケーションの統合
化・連動化を究明しようとしています。〕

藤田栄一（関西外語大）

英文による海外販売促進のすべて 著 創元社 昭.48.4.20

貿易実務 ゐ 創元社 昭.48.3.30

貿易英語入門 著 創元社 昭.46.10.30

新しいピジネス・コミュニケーション
訳

創元社 昭.49.9.l
(H.ウィルソン著）

国際広告と企業イメージ
論

関西外大研究論集第19BB.47.9.5 
号

国際広告に関する一考察 ，， 今 第20号 昭.48.3.10

国際広告における企業イメージ ，， 日本商業英語学会研究 昭.49目10.30
年報第49年号

国際広告における企業イメージの中核 ，シ 関西外大研究論集第 BB.49.12.30 
21号 （予定）

ピジネス英文の諸問題 ,, Business English誌 昭.48.7.l

新製品ニュースの作り方 ，〉 同上 昭.48.8.1

英文新製品ニュースのコピー ’h 向上 昭.48.9.1

英文新製品ニュース ’シ 向上 昭.48.10.l

英文新製品ニュースの考え方 ’シ 昭.48.11.1

新製品ニュースと海外PR ゐ 昭.48.12.1

新製品ニュースと海外PR ’〉 BB.49.1.1 
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著者名〈所属ト寮名 嬢別 発き侵害警誌名 発表~i.la

〔援護および：今後の研究テ叫空明動向〕

新製品ニュースと海外PR 論 昭.49.2.1

新製品ニュースと海外PR 。 BB.49.3.1 

海外PRの必要性 名シ 昭.49.4.l

新製品と海外PR ，， BB.49.5.1 

海外PRの認識 今 昭.49.6.l

国際広告による海外PR ，， 昭.49.7.1

海外PRの実践 ，， BB.49.8.1 

国際広告の統一性 ，， 昭.49.9.l

国際広告とマーケテイング ，， BB.49.10.l 

国際広告と技術イメージ ，， 昭.49.11.1

〔商業英語を中心とした貿易の実践的研究。各種ビジネス、コミュニケーションの研究。
海外業務、技術援助、合弁会社，貿易経営の巾広い研究を目指している。〕

藤原光春（近畿大学）

開発途上国における経済発展の性格

国際通貨危機の本質「萌える」創刊号

Third World:Debts and Interest by Yuri OS 
!POVについて「第三世界：債務と利子」

多国籍企業の性格「萌えるJ第3号

〔新しい国際分業について〕

藤本秀三郎（大阪府立貿易専門学校）

輸出取引の実務

〔1.輸入取引実務 2.貿易経営学〕

古沢紘造（駒沢大学経済学部）

横浜正金銀行条例制定過程について

横浜正金銀行設立構想と外国為替制度の展
開

明治20年代の横浜正金銀行一外国為替政策
論争を中心としてー

産業資本確立期の横浜正金銀行

〔貿易金融、外国為替政策史〕

古谷 昇（拓殖大学）

関税同盟の法的研究

論 日本貿易学会年報

，， 淀川論集

訳
同志社大学商学論集

論 淀川論集

著 ｜実業之日本社

論 富士論叢第17巻第l号

，， 。第17巻第2号

イシ
駒沢大学『経済学論集』
第5巻第2号

，， 『日本貿易学会年報』
第11号

論 ｜拓殖大学図書館
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昭.47.10

昭.48.2

昭.48.12

昭.49.12

昭.48.4.15

昭.47.5.3

昭.47.11.3

昭.48.9

BB.49.2 

昭.42.3



資料3 会員の著作・論文・研究の動向

貿易論
著

山梨学院大学商学研究 昭.43.4
室

経済法の生成に関する一考察 論
山梨学院法経研究第 昭.41.10
11巻

経済学 著 山梨学院大学出版部 昭.44.4

〔わが国石油関税の動向（拓大論集掲載の予定）〕

町田 実（早稲田大学商学部）

最新国際貿易総論 著 自白書房 昭.47.5

国際貿易の諸問題（上）（下） ゆ 前野書店 昭.46.12

世界資本主義の危機と多国籍企業
論 中央大学「商学論叢J 昭.49.3

第15巻第6号

〔「世界経済の再編と多国籍企業問題J〕

松浦茂治（大分大学経済学部）

わが国繊維産業の多様化雁行的発展 小島清監修日本貿易の 昭.47.5
論 構造と発展（第2部第

3章）至誠堂

履行形態論 ，， 大分大学経済論集24の 昭.47.12
2・3・4合併号

大分港発展史 ,,, 大分大学研究所報 昭.48.3
第7号

（紹介）レイモンド・パーノン箸多国籍 ，， 世界経済評論17の6 昭.48.6
企業の新展開

わが国繊維産業の雁行形態（ 2) ,,, 大分大学経済論集25の 昭.48.8
3 

雁行形態論とプロダクトサイクル論の綜合 ,,, 世界経済評論 18の1 昭.49.1

わが国繊維産業の雁行形態（ 3) ,,, 大分大学経済論集25の 昭.49.3
6 

大分港発展史（2) ,,, 大分大学研究所報第 昭.49.3
8号

わが国繊維産業の雁行形態（4) 
ゐ

大分大学経済論集26の 昭.49.9
2・3合併号

〔わが国繊維産業の雁行形態を生糸・綿・羊毛・化繊・合繊・繊維機械について、近くま
とめる予定。〕

松沼 勇（和光大学）

現代のインフレーションの影響一我が国を｜ 論 ｜和光経済
中心としてー ｜ 

昭.48.3.10

貨幣の対外価値に関する一考察 I ,,, ｜和光経済 昭.48.12.16
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貨幣金融経済論

〔自由変動相場制と外国為替相場の動向〕

松原保太郎（大阪経済大学）

〔今後、最近の国際貿易問題をテーマとして研究したいと思っております。〕

松村文武（近畿大学）

独占・寡占・競争 共訳 好学社 昭.45.12

現代資本主義と国際通貨危機 論 JAFT HB.47.2 

アメリカ国際収支表示方式の政策的性格に 。 京都大学経済研所デイ 昭.47.11
ついて スカッション・ペーパー

アメリカ国際収支の戦後構造 ~ 同上 昭.49.2

アメリカ経済論要綱 著 ぺんぎん出版 昭.49.10

松 本 清（東洋大学経営学部）

日本倉庫史 著 大日本出版社文荘刊 昭.12.12

港湾運送 ~ 五島書店刊 昭.25.3

営業倉庫 今 ~ 昭.27.6

倉庫経営論（第6次改訂版） 4シ 学文社刊 昭.49.7

普通倉庫業の保管料・荷役料の推計 経済経営論集第58号 昭.46.2
（昭和44暦年分） 論 （東洋大学経済経営研

究所）

~ （昭和45暦年分） 。 。 第62号 昭.46.12

~ （昭和46暦年分） ~ ~ 第66号 昭.47.10

ゐ （昭和47暦年分） ~ 今 第70号 昭.48.10

反番指定貨物の出庫料 ゐ ゐ 第61号 昭.46.7

倉庫営業の市場開拓 。 。 第63号 昭.47.2

珠算教育方法の改善策 ゐ 4シ 第69号 昭.48.7

普通倉庫業における在庫管理期数 ゐ ~ 第71号 ffB.49.1 

フランス倉庫業標準営業規則
h 

経営研究第2号（東 昭.48.3
洋大学経営学会）

「回転率Jへの評価
ゐ

倉庫第10号（社団法 昭.46.11
人日本倉庫協会）

普通倉庫業の活動指数 今 ゐ 第12号 昭.47.2

倉庫現場用語集 論 。 第14号 日自.47.8

米国の ICCとPUC h ゐ 第16号 昭.48.2

英国倉庫協会の標準基本約款の検討 ゐ 。 第17号 昭.48.5
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資料3 会員の著作・論文・研究の動向

類別

海事産業研究所報第｜昭.46.6
60号（海事産業研究所）

〔1.倉庫営業の産業的大きさの数字的解明
2 . Physical distributionを「物的流通Jとした誤訳に因る混乱の解明〕

松本正雄（日本長期信用銀行）

輸出戦略と英文信用調書 著 ダイヤモンド杜 昭.45.3.5

貿易実務の知識 ~ 。 昭.45.7.23

貿易小事典
共著

~ 昭.49.11中予
定

外国為替入門
著

イ少 昭.49.12か50.
l予定

「貿易金融」＝今後1年間に出版予定しています。
「国際金融」

松本新樹（高崎経済大学）

世界経済における呼応現象とその論理
論

高崎経済大学論集 昭.46.2.5
第13巻第3号

交通軸と都市 4シ 昭.47.3.15
~ 

第14巻第1・2号

世界経済に関する方法論（経済哲学）的研究と統合、協力（EC&COMECON）の諸問題地
域（都市を含めて）研究

見崎三郎（名城大学商学部）

A Comparative Study of Japanese and 名古屋女子商科短大 昭.47.3.15
English Commercial Correspondence about “紀要”掲載
“Heading and Complementary Clause.” 論
和英商用文の比較研究’頭書と結辞に就い
て”

“Reference Book”for the study of Business 著
名城大学商学部内 昭.48.4

English Part I 

“Reference Book”おrthe study of Business 
ゐ

全 上 昭.48.10
English P訂tII 

“WORDS and PHRASES” for Business 論
愛知学院大学商学部内 昭.49.4

English Lecture P釘tI 

三谷 茂（明治大学）

理輪商品学序説

理論商品学

キ
土
＋
L

4

f

－44
，
 

文
一
文

広
一
広

著
一
。

昭.37.1

昭.41.1
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技術論的品質離（ママ）論批判 明大商学論叢第50巻 昭.42.2.10
論 第2・3・4合併号

（林教授古稀記念号）

資本論的品質離（ママ）論批判 明大商学論叢第56巻 昭.49.3.31
，， 第 1～8号合併号

（商学部創立70周年記
念論文集）

〔最近は主として商品学的価値論の研究を行っているが、今後の動向としてはマクロ商品
学の樹立を目指している。〕

三橋 文明（中央大 学 商 学 部 ）

国際マーケテイングの研究方法についての
論

中央大学商学論叢 昭.49.1.20
一考察 第15巻6号

日本企業の海外進出について
イシ

中央大学 90周年記念 昭.49.9.30
論文集

〔日本企業の海外進出について〕

宮原一武（平安女学院短大）

貿易コミュニケーションに関する試論
論

「商学論集j BB.45.1.10 
（同志社大学大学院）

貿易コミュニケーションにおける連絡機能 ，加 「英学」 BB.46.2.15 
（平安女学院短大）

，， 約定機能 今 ，， 昭.47.2.10

ク 説得機能 イシ ク 昭.48.2.15

〔1.貿易コミュニケーションにおける説明機能及び社交機能
2.スェーデンにおける経営組織〕

森井 清（大阪商工会議所）

「貿易の内幕J

国際商事仲裁

貿易部員・商社マンの法律相談

貿易の実務

貿易クレームと対策

国際取引

〔「国際商事法務」の分野〕

門田 明（鹿児島県立短期大学）

BUSINESS ENGLISHに見られる CONFIRM
の用法

著

著

，， 

イシ

今

共著

論
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三一書房 昭.44.6

東洋経済新報社 昭.45.4

ダイヤモンド社 昭.45.9

東洋経済新報社 昭.46.7

日本経済新聞社 昭.47.3

青林書院新社 昭.48.9

鹿児島県立短期大学紀｜昭.47.3
要第22号



資料3 会員の著作・論文・研究の動向

二番著名〈語号車毒ト瞥名 i類ml

BUSINESS ENGLISH語棄に関する一考察 ，， 第23号人文字土 昭.48.3
イシ

会科学編

沙翁植物考（そのー） ，， 第24号人文社 昭.49.3，， 
会科学編

THE BOMBARDMENT OF KAGOSHIMA 
共編

鹿児島県立短期大学 昭.49.3
－薩英戦争キューパー提督公報一 研究年報第2報

〔BUSINESSENGLISH語葉調査から動詞中心の文型調査には入りたい。
一方、蔭英関係海外史料収集、編纂をおこなっており、現在特に長崎の貿易商グラヴアー

関係欧文史料を探索中で、識者の助言を求めている。〕

安村重正（中央大学商学部）

International Petroleum Company接収の背
論

経理研究 昭.45.8.30
景発展途上国のたどる一つの路（ 1 ) 

ブラジル軍事政権の経済；外資による経済 中央大学酪学論纂（商 昭.45.12.8
支配の一例一発展途上国のたどる一つの路 ，， 学部60周年記念論文集）
( 2 ) 

チリの経験社会主義への平和的移行？一 ，， 中央大学商学論纂 昭.46.9.4
発展途上国のたどる一つの路（ 3 ) Vol.13 No.1 ・ 2・3

ブラジル経済の奇蹟？一発展途上国のたど
~ 

経理研究
る一つの路（ 4) 

新国際ラウンドとわが国貿易の諸問題 ，診 統計 Vol.24No.11 昭.48.11

台湾への日本の投資 イシ 海外投資事情No40 昭.48目12.20

ペル一軍事政権の経済一発展途上国のたど
イシ

中央大学商学論纂 昭.49.1.7
る一つの路（ 5) Vol.15 No6 

独禁法改正論議のなかの総合商社
イシ

オールピジネスVol.5 昭.49.9
No 9 

柳田義章（広島修道大学）

後進国問題への分析視角（ストレイチー研｜ 論 ｜世界経済評論
究から南北問題研究へ）

〔未着手ではあるが、今後の研究テーマとして、行沢健三教授の年来の研究である「労働
生産性の国際比較研究jに関連して、教授の方法を後進国に適用すること、およびドイツ
産業構造と貿易構造について、労働生産性の推移を軸にして分析すること。〕

山上 徹（日本大学商学部）

横浜ポート・オーソリテイの研究（その3) 共著 横浜市港湾局 昭.48目3

わが国港湾の『理念』と港湾経営の課題
三ロ冊ι 交通経済論集第5号 昭.48.9

運輸調査局

わが国港湾管理と公企業の課題
今

商学集誌、第43巻第2号 昭.48.9
日本大学商学部
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類BUI 発表巻善まお

小名浜港の港湾整備計画と港湾運営体系調
共著

福島県土木部 昭.49.3
査

地方港湾の役割と課題 ，， 日本港湾経済学会編 昭.49.10
No.12 成山堂書店

海港立地について
論

商学集誌第44巻第1号 昭.49.6
日本大学商学部

山川 健（名古屋商科大学）

カンティヨンの自己規制的な国際貿易理論
論

名古屋商科大学論集 昭.46
に関する覚書 第15巻

R カンティヨンにおける経済循環と外国
イシ

ク第16巻・第2号 昭.47.3
貿易

カンティヨンの貿易理論の再評価 イシ ，， 第17巻・第2号 BB.47.10 

17世紀後半および18世紀初期における多角 イシ 第18巻・第3号 昭.48.12
決済機械（ママ）と為替相場

，， 

価値、価格および貿易 R.カンティヨン
// 

ク第19巻・第 1号 昭.49.9
を中心としてー

〔「18世紀初期における為替手形の利用と正貨の役割J（名古屋商科大学論集、第19巻第2
号、未刊）についての原稿を書き終え、現在は「貿易差額理論と近隣窮乏化政策」について
研究中である。これが終わってから、外国貿易についての古典および近代理論を検討した
うえで、最終的に国際経済循環と囲内経済循環の一体化した理論を求めてみたい。〕

山田健治（岐阜経済大学講師）

国際貿易の純粋理論I 名古屋市立大学経済学 昭.46.7
共著 会『オイコノミカ』

VoL.8 No.l 

国際貿易の純粋理論E 今 。VoL.8 No.2 昭.46.9

国際貿易の純粋理論E 今 。VoL.9 No.l 昭.47.7

高山モデルの一般化 イシ 。VoL.9 No.l 昭.47.7

マッキノン・モデルの問題点 今 ク VoL.9 No.3・4 昭.48.3

為替市場メカニズムについて ，， 。VoL.10 No.3・4 昭.49.3

多国籍企業と国際通貨制度 ，， 。VoL.10 No.2 昭.48.9

R. A.マンデルの財政・金融政策
吾rf-岡 岐阜経済大学論集 昭.48.7

VoL.7 No.l 

多国籍企業と国際通貨・資本市場の発展 ，， ク VoL.7 No.2 昭.48.9

比較生産とプロダクトサイクルの理論 ，， 。VoL.8 No.l 昭.49.3

多国籍の国際収支調整問題 ，， ク VoL.8 No.3 昭.49.9

〔国際収支の調整メカニズムを中心にしたいが、通商関係にも注意をはらいたい。〕

-206 



資料3 会員の著作・論文・研究の動向

山本 敏（ドッドウェル、輸出事業部）

船積みとコンテナリゼーション コンテナリゼーション 昭.49.3
論 （社団法人日本海上コ

ンテナ協会）

〔“コンテナリゼーションと貿易実務”在来船からコンテナ船になり種々の問題点を最近の
貿易実務に投げかけています。こうした最新の貿易実務を研究したいと思っています。〕

山本 登（慶慮義塾大学）

Changing Japan No. 2 国際教育情報協会刊 昭.48.12
The Modernization of the Economy and 

著
Postwar Expansion. by International Lociety （ママ）
for Educational Information Mc. 

地域間貿易の将来と日本（1985年の世界貿
監修

世界経済研究協会刊 昭.48.12
易第5巻）

世界史よりみた南北問題。｜｜野重任編「ア
論

東京大学出版会 昭.47.9
ジアの近代化J)

東南アジアにおける小国の在り方 ，， 「国際問題jNa. 162 昭.48.9

東南アの現況と日本の協力姿勢 ,, 「海外事情」第22巻 3 昭.49.3
号

石油危機後の世界経済と「第 3世界の命
論

「経済論壇」第20巻11 昭.49.11
運（ママ） 号

〔南北問題の展開とこれに伴う東南アジア経済の趨勢を考察しており、とくにAS臥 Nグルー
プの進展の方向に深い関心を寄せております。〕

横山辰夫（東洋大学経済学部）

経済統計の実際と利用

消費者行動と習慣形成について

地域経済の変貌

地域開発の新たな方向について

情報処理技術の発展と経済学の課題

大戦後における社会科学者による消費者行
動の研究

〔地域経済・消費者行動・情報処理〕

吉川久治（千葉商科大学）

低開発固と国際流動性

国際通貨危機と発展途上国（ 1) 

著 白桃書房刊

論 経済経営論集第46号

今
経済経営論集東洋大学
創立80周年記念号

,, 経済経営論集第74号

東洋大学付属電算セン
今 ター編コンピュータ科

学第5号

訳
経済経営論集第59・60
合併号

論 ｜『千葉商大論叢1
,, I『 。』
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昭.42.3

昭.42.11

昭.49.9

昭.47.10

昭.46.3

昭.46.12

昭.48.3



著者名｛所属ト書名

〔最近.aよぴ今後の研究テーマ・動向〕

類別｜ 発表馨蕗名 発表若手月沼

国際通貨危機と発展途上国（ 2 ) （ママ）

国際通貨制度改革の展開と後進国

〔国際金融と後進国問題〕

叢一論
一
）

大
一
円

商一

j

葉
一
消

千
一
経

塾
嗣
一
。

昭.48.10

昭.49.3

吉田道夫（東洋紡績糊経済研究所）

「世界繊維品貿易の長期予測」 ｜ 弘 ｜世界経済研究協会編｜昭.47.12.25
醐 ！「1985年の世界貿易」

〔今後の研究テーマ「多国籍企業と産業構造」、「繊維産業の構造問題j〕

吉田 龍恵（滋賀大学経済短大部）

Advanced Study on Essentials of Easily 
論

彦根論叢（第160号） 目白.48.2
Understandable Writing in Business English 

Copy Length Problems as a Study on ，， 昭.48.8
イシ

Linguistic Effectiveness in Advertising （第162号第163号合併）

Verbal Effectiveness in English Advertising 今 目白.48.11
イシ

Copy （第164号第165号ク）

Business Communication as a Case of イシ 昭.49.11
Technical Writing一Techniquesin Nontechni イシ （第169号第170号。）
cal Writing Situation-

〔米国ビジネス・コミュニケーション学会動向〕

吉松泰 三

〔商事代理契約の本質的諸問題について（昭和46年）〕

渡辺 馨（東洋紡績糊経済研究所）

わが国繊維貿易の基調変化について 叫白岡 「輸出絹化繊JNo. 87 昭.49.1

後進繊維工業国の興隆とわが国繊維工業 イシ J No. 73～82 昭.45.12～47.,,. 
12 

〔「低開発国の興隆と貿易政策」〕

渡部浩太郎（神戸商科大学）

国際経営と環境 壬両語聞、 商大論集23巻3号 昭.46.12

多国籍企業への過程と環境評価 ，， ク 24巻 昭.47.6
1 . 2・3合併号

国際投資計画法試論 ，， 。 24巻6号 昭.48.3

多国籍企業の未来像： RNファーマーの考 ，， 世界経済評論 18巻4 BB.49.4 
察 アロ,. 

〔国際経営管理・海外市場分析〕
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資料3 会員の著作・論文・研究の動向

〔編集後記〕

この「著作・論文およひ噺究の動向」は、日本貿易学会の会員諸氏に対するアン

ケートの回答（1974年12月現在）に基づいて、企業（ママ）委員会がとりまとめたもの

である。著作・論文については、原則として最近3ヶ年間の成果を中心にご回答い

ただいたが、とくに意義深いものとして、会員諸氏から申告のあったものについて

は、すべてそのまま転載した。なお企画委員会が、それらの類別を行ったが、誤解

したものが多数あると考えられる。おわび申し上げるとともに、つぎの機会にあら

ためることとしたい。

研究の動向は、これまであまり類似的資料がないようであるから、会員相互の研

究情報交換の一助となれば幸いである。

なお、今回のアンケートには、実に112名の会員諸氏から回答をうけた。末筆な

がら、ご協力に対し感謝を表するしだいである。

この小冊子は、日本貿易学会設立15周年記念事業の一端として、企画委員会が編

集したものである。

1975年4月

日本貿易学会

企 画委員会

資料提供稲田実次

-209ー



( 2）著作・論文および研究の動向（1982年版）

日本貿易学会会員

著作・論文および研究の動向

1982年

日本貿易学会
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資料3 会員の著作・論文・研究の動向

饗者名｛誇奇襲）・番：.ti・論文名 類別 発表幾重事名 発着老年）月

｛毅返および今後の研究テーマ・動向〕

青山則雄（中央学院大学）

我国製鉄用輸入炭業界における商社戦略の
論

日本貿易学会年報 昭.50.2
一考察 第12号

欧米巨大企業の対投資接触の研究（ 1 ) 
’h 

中央学院大学論叢 昭.52.12
第12巻2号

，， ( 2) ，， ，， 第13巻1号 昭.53.6

英米企業加nualRepo口について
イシ 日本商業英語学会研究 昭.53.10

年報第36回

インベスター・リレーションズについて ’v ク第37回 ，， 

日米事業報告書の比較研究（ 1) ，シ 中央学院大学論叢 昭.53.11
第13巻2号

，， ( 2) ，， 。第14巻 l号 昭.54.11

The Subject Line in Business Letters イシ 日本商業英語学会研究 昭.55
年報第39回

ABCA、JBEAの研究方向について ’v ク第40回 BB.56.7 

〔総合商社戦略、国際経営・マーケテイングにおけるコミュニケーションの諸問題〕

秋山憲治（愛知大学）

現代商学の基礎知識
共著

多賀出版 昭.52.9
（第3部国際商業論担当）

エネルギー商品一石油危機後の国際経済を 秋山雅晴著現代商品 目白.54.8
ふまえた総合的比較評価一

論
学概論一商品評価の理
論と実際一（八千代出
版 第11章）

資源ナショナリズムと国有化一特に銅資源 吉岡雄一・相原光編著 昭.55.3
を中心にしてー イシ 鉱物資源開発戦略の方

向（アジア経済研究所
第2章）

海外直接投資における支配と従属の関係 イシ 愛知大学法経学会 昭.55.10
一製造業直接投資を中心にしてー 法経論集第94号

技術貿易に関する一考察 愛知大学経営・会計研 昭.56.3
’シ 究所経営会計研究

第36号

わが国における技術貿易政策の役割 愛知大学経営・会計研 昭.56.10
，〉 究所経営会計研究

第37号

〔技術・プラント等の国際取引、および資源貿易の研究〕

朝岡良平（早稲田大学）

現代国際商慣習の概念と形成 ｜ 論 ｜早稲田商学第248号 ｜昭50.2

わが国の輸出貿易慣行に関する実態調査 ｜資料｜国際商事仲裁協会 ｜昭.50.3
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貿易契約の標準化一方法と現状ー
論

早稲田商学 昭.51.1
第254-255合併号

早大商学部における貿易実務関係の科目の
資料

早稲田商学第256号 昭.51.1
変遷

輸出販売（「経営相談事典」（営業・販売E
分執

ぎょうせい 昭.51.4
に所収）

貿易売買と商慣習（初版） 著 東尽布井出版 昭.51.6

定型取引条件の研究ーその形成過程および
学位論

早稲田大学 昭.51.9
基礎理論の応用ー

わが国の貿易取引慣行とトレード・ターム 国際商事仲裁協会 昭.51.711 
ズ(1）～（ 5) 資料 JCAジャーナル 7月

号～11月号

わが国における輸出貿易経営の問題点一輸
号ロ聞6. 

早大産業経営研究所 昭.51.12
出クレームと契約締結の実態 産業経営第2号

Trade Terms in the Japanese Export Trade 早大・商学研究科 昭.52.3
，， Waseda Business ＆ 

Economic Studies No.12 

英国物品売買法第13条の解釈について ，， 早大・商学研究科商 昭.52.7
学研究科紀要第4号

国際貿易条件基準の解説 著 国際商事仲裁協会 昭.52.11

英米における輸出手続簡易化の動向 日本貿易関係手続簡易 昭.52.11
資料 化協会 JASTPRO 

第3巻6号

英米の輸出貿易制度・手続に関する調査報
著

日本貿易関係手続簡易 昭 53.3
告書 化協会

わが国における輸出取引慣行の分析 早大・産業経営研究所 昭.53.3
FOBの変則的利用に関する実態一 論 70年代における日本貿

易

貿易売買と商慣習（第2版） 著 東京布井出版 昭.53.5

日本貿易関係標準書式の採択促進を願う 日本貿易関係手続簡易 昭.53.10
論 化協会、 JASTPRO010 

月号

制度比較特別委員会の現地調査の結果につ
資料

イシ 11月号 昭.53.11
いて

国際貿易条件基準 (1）ー（ 2) 国際商事仲裁協会 昭.53.1112 
，， ]CAジャーナル 11月

号 12月号

Standardization of Export Documentation in 早大商学研究科 昭.54.3
Japan 論 Waseda Business ＆ 

Economic Studies No.14 

貿易手続の簡易化と貿易制度の改革 日本貿易関係手続簡易 BB.55.l 
イシ 化協会 JASTPRO 1 

月号
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資料3 会員の著作・論文・研究の動向

著者名（所鷹）・妻名・論文名 類別 発表 審 議 名 発表年JJ
〔最近および今後の研究テーマ・動向〕

貿易書類の標準化（ 1）一（ 6) 
資料

大阪商工会議所大商 BB.55.4-6 
ニュース

欧米諸国における貿易制度の改革
さ乱三開＆ 

日本商業英語学会年報 昭.55.10
第39回

貿易とくらし（ハイベスト教科事典、第8
分執

学習研究杜 昭.55.11
巻、所収）

貿易売買と商慣習（第3版） 著 東京布井出版 昭.56.4

貿易手続の国際比較と課題
論

日本貿易会月報 BB.56.9 
No.321 

〔欧米諸国における貿易管理制度・手続の簡易化／近代化およびこれに伴う貿易取引慣習
の変化に関する研究〕

浅田福一（（社）国際商事仲裁協会）

国際取引契約の実務 著 ダイヤモンド社 昭.51.4

特許管理Vol.26、No.8 日本特許協会 昭.51.8
pp.801～813 （特許、ノウハウなどのライ 雑誌
センス契約と仲裁）

国際取ヲ｜ハンドブック 戦略から管理まで
共著

（財）大阪科学技術セン 昭.52.3
（ライセンス契約と紛争処理 pp.145～161) ター

国際取引契約（改訂新版） 著 東京布井出版 昭.52.11

貿易クレームの話（再訂版） 共著 大阪商工会議所 昭.53.4

海外販売代理店契約（再訂版） 著 イシ 昭.55.3

技術提携契約（改訂版） ，， イシ 。

貿易契約（商品輸出入契約） イシ イシ 昭.54.3

貿易実務英語ハンドブック 同文館 昭.56.9
第11編輸出取引の実務と英語

編集
輸出関連契約の実例
p.p. 243～276 

〔国際的展開につれて複雑化・専門化する国際取引を契約を中心に、あわせて紛争処理と商
事仲裁の研究、国際取引法の体系化をはかりたい。（※蛇足ながら昭和55年度から、名古屋
大学法学部大学院で国際取引法の集中講座を担当していますのでこれをまとめたい。）〕

浅野 弘（帝京大学）

商業英語と英文字との相関性 帝京大学文学部紀要 昭.51.3
弓R岡ι （英語英文学・一般外

国語）第7号

英文国際商事契約書起草上の語学的その他 イシ 第9号 昭.53.2
の諸問題一売買契約書を中心としてー

，， 

プラント輸出契約の商務的諸問題 ，， 日本貿易学会論集 昭.54.11

代金取立状の書き方
資料

Business English 昭.55目8
第36巻8号
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類gu 発表委総名 発事長年月

〔論文「ANDとORとAND/OR、解釈上の諸問題」、帝京女子短大（英文科）紀要2号（57
年1月中刊行予定）。研究テーマは一貫して、英文国際商事契約書が中心です。〕

芦野勝郎（日本大学商学部）

国際金融機関の発展ーIMFの成立と変遷ー 森静朗、安田原三、伊 昭.53.4

共著
藤孝司編著金融制度
（現代経済学叢書）学
文社刊 p.p.184-203 

国際貿易における技術進歩の役割 日本大学商学研究会編 昭.56.3
-Bo Sodorstonの貿易モデルにおける技術 論 商学集志第50巻第4
進歩の過程分析ー 号p.p.61 74 

〔限界生産力理論を生産関数モデルにより顕示し、父易条件の決定過程と要素生産力の生
産物への変形過程との融合を図り、国際貿易における交換価値決定としての市場メカニズ、
ムの機能分析を研究する方向を志向している。〕

飯沼博一（和光大学）

アダム・スミスの貿易観と植民地論

企業形態（「経営学総論」、所収）

AG.ケンウッド、 A.L.ロッキード、国際
経済の成長

アメリカの経済事情

自由貿易論の吟味

石田貞夫（明治大学）

貿易スペシャリスト講座

貿易実務・英語ハンドブック

池田善行（日本大学）

貿易総論

対米不均衡問題の本質

円高ショックに鴫ぐ日本経済

国際貿易論

展望： 80年代の経済

第2次石油ショックの発生とその対応

総合商社の機能とその限界

総合商社は生き残れるか

論
和光大学経済学部、白
桃書房

共著 早稲田大学出版部

共訳
文虞堂

論 日本貿易学会年報第17号

，， 和光大学経済学部 白
桃書房

著 ITokyo Trade News 
｜第l号～第12号

共著｜同文館

著 八千代出版制

7面一岡 国際金融

，， イシ

著 八千代出版側

論 国際金融

，， ，， 

，， 日本大学商学集志

イシ 通産省貿易と産業
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資料3 会員の著作・論文・研究の動向

類矧j

論

〔総合商社は多国籍企業となりうるか

稲田実次（広島修道大学）

造船業における経営的諸問題の研究一造船 論 広島修道大学商業経済 昭.51.3
市場についてー 研究所報第13巻

造船不況と今後の謀題 今 。第15巻 昭.52.6

地域工業の発展方向と対応策一基幹産業の
共著

広島商工会議所（広島 昭.52.6
展望ー 湾地帯開発促進懇談会）

華国鋒体制と日中経済協力 統計の泉第30巻、通 昭.54.2
論 巻343号広島県統計

協会

フィリピンのCottageIndustriesと「NACIDAJ
~ 

日本貿易学会年報第 昭.55.2
について 17号

日本・フィリピン内海地域の比較調査報告
論－

広島修道大学総合研究 昭.56.3
西ピサヤ地方の CottageIndustriesーイロ

資料
所

イロ市を中心としてー

Research Report on the Comparison of the Hiroshima Shudo Uni- 昭.56.3
Inland Sea Areas of Japan and the Philippines 論 versity 
-Cottage Industries in Iloilo City-ー

フィリピンの貿易と CottageIndustries 
論

日本貿易学会年報第 昭.57.予定
19号

〔東南アジアの経済開発とわが国海外投資の問題〕

井上徳男（福岡大学）

戦後における貿易取引の実情についてのー
論

福岡大学商学論叢 昭.53.12
考察 第23巻第3号

貿易クレームの原因とその対策 4シ 。 第23巻第4号 昭.54.3

海外進出企業経営の着眼点 著 日経連弘報部 昭.54.7

信用状無しのD/P、DIA 手形条件に関す
論

福岡大学商学論叢第 昭.54.11
る一考察 24巻第2・3号

商社の三国間貿易 4砂 。 第24巻第4号 昭.55.3

代理店契約の終了に関する一考察 ~ 。 第25巻第3号 昭.55.12

西独における取引の一般的条件一所有権留
~ 

。 第26巻第2号 昭.56.9
保条項に関してー

〔貿易取引契約および海外投資問題など〕

入江猪太郎（近畿大学商経学部）

多国籍企業論（経営学全書2) 著 ｜丸善株式会社 昭.54.9
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著者名（所属ト書名・論文名 類別 発表書誌名 発表若手Jjj

〔議滋および今後の研究テーマ。動向〕

〔国際労使関係論〕

入江成雄（横浜商科大学）

米国穀物政策の転換一保護政策の後退と自
論

日本関税協会貿易と 昭.51.2
由市場の復活一 関税 第24巻第2号

w.c.レビィス＆ C目 w.J.グランジャー著、
訳

北隆館 昭.51.3
商品価格予測ーアメリカ商品市場の研究ー

商品協定と今後の農産物貿易
ゴ肩i岡

日本関税協会貿易と 昭.51.5
関税 第24巻第6号

Hedging and Speculation -A Measure of ，， 商品市場研究会編商 昭.51.8
Excessive Speculatio町一 品取引所論

Optimal Hedge and Buffer Stock イシ ，， 昭.51.8

一次産品の国際管理と価格安定策 ，， 日本関税協会貿易と 目白.51.9
関税第24巻第10号

外貿港湾における後背地の役割と取扱貨物
’， 日本港湾経済学会港 昭.51.10

量の予測方法 湾経済学研究第14号

外貿港湾におけるヒンターランドの性格と 東北経済開発センター 昭.51.12
貨物流動状態変形グラピティ・モデルに ’， 東北開発研究第12
よる考察ー 巻3.4合併号

コンテナ貨物の流動状態に関する変型グラ 港湾労働経済研究所 昭.52.2
ピテイ・モデルによる考察 今 港湾労働経済研究所報

創刊号

国際商品協定と市場機構
ゐ

日本貿易学会年報第 昭.52.2
14号

商社貿易におけるゴム・ヘッジの有効性一 ，， 商品研究所商品取引 昭.52.2～3
相関分析による考察ー 研究 No.119 & 120 

東南ア諸国の経済・貿易動向 工業化中心
’， 日本関税協会貿易と 昭.52.4

の経済発展に問題も一 関税第25巻第4号

マレーシアの経済発展とパーム油 ，， アジア経済研究所アジ BH.52.9 
ア経済第18巻第9号

東南ア諸国の景気変動と経済成長一一次産 ，， 日本関税協会貿易と 昭.52.9
品問題を中心としてー 関税 第25巻第9号

商品先物市場の機能と価格現象（ 1 ）～（ 9) 投資日報社商品先物 昭.52.l～11
1 ）商品価格の変動と先物経済の性格 市場第 1巻第 l号～
2）現物経済の動向と先物価格の反応 第11号
3）商品価格の偶然的性格とへッジング
4）投機、ヘッジおよび価格の関係 ，， 
5）投機と市場規制
6）商品価格の性格と価格予測
7)自由市場経済と国際商品協定
8）国際商品と経済発展

( 9 ）国際商品市場と価格形成過程

-216一



資料3 会員の著作・論文・研究の動向

類別

一次産品価格と世界インフレ
論 日本関税協会貿易と 昭.52.12

関税第25巻第12号

繊維先物市場の価格分析 投資日報社商品先物 昭.53.1～12
’b 市 場 第2巻第 1～2

号

アメリカ農業政策と穀物貿易 。 第2巻 昭.53.3’b 第3号

マレーシアの産業構造とパーム油 ,,, 日本貿易学会年報第 昭.53.3
15号

一次産品に関する若干の諸問題一国際商品 中央大学経済学研究会 昭.53.3
協定試論一（中央大経済学部、長谷川幸生 研究 経済学論纂第19巻1・ ～55.10 
教授との共同研究） ノート 2号第19巻4号 第

20巻3号第21巻4号

市場経済と商品価格 著 投資日報社 昭.53.5

景気変動と一次産品輸出の動向 論
日本関税協会貿易と 昭.53.6
関税第26巻第6号

不確実性と先物経済に関する諸問題 投資日報社商品先物 昭.53.7～9
,,, 市場第2巻第7～9

号

盛岡市計量経済モデルの概要（坂下、浅野、 東北経済開発センター 昭.53.11
入江共同研究） ,,, 東北開発研究第14巻

2号

消費地市場における商品取引所の機能一神 投資日報社商品先物 昭.53.11～54.
戸ゴム取引所に関する実証分析ー ，切 市 場 第2巻第12号～ 1

第3巻第l号

投機と価格 福田敬太郎編商品取 昭.54.1
,,, 引所論体系 I （全国商

品取引所連合会）

南北問題の新局面と資源 ’h 

日本関税協会貿易と 昭.54.2
関税第27巻第2号

世界的インフレーションと一次産品貿易
’B 

日本貿易学会年報第 昭.54.3
16号

現代資本主義と商品先物市場 投資日報社商品先物 昭.54.6～8
a切 市場第3巻第6号～

第8号

現代資本主義と南北問題 a切 日本関税協会貿易と 昭.54.7
関税第27巻第7号

寡占機構と企業ディスクロージャー 中央学院大学中央学 昭.54.10
,,, 院大学論叢第14巻第

I号

E.ベヒラー著、長谷川幸生訳、世界貿易論一 書評 中央大学中央評論 昭.54.10
国際分業と第三世界一 第31巻第3号

国際連合編、国際カルテル 共訳 文民堂 昭.55.1
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著者名（所属）・察名・論文名 類別 発表書誌名 発表年月

〔最近および今後の研究テーマ・動向〕

寡占機構と一次産品価格 世界経済研究協会世 昭.55.1
論 界経済評論第24巻第

l号

資源、市場と新しい寡占機構 ，， 日本関税協会貿易と 昭.55.2
関税 第28巻第2号

ASEANにおける一次産品問題
ゴ~~周

日本経済調査協議会 昭.55.2
ASEANと日本

南北問題と資源、 。 日本貿易学会年報第
19号

天然ゴムの価格変動（ 1 ）～（ 2 ) 中央学院大学 中央学 昭.55.3,
今 院大学論叢第14巻第 ～55.10 

2号第15巻第 l号

資源貿易論序説 著 梓出版社 昭.55.7

Price and Speculation in International 
論

中央学院大学情報科学 昭.55.7
Commodity Markets 研究所紀要 No.3

開発途上国の経済発展と人口問題 世界経済研究協会世 昭.55.7
，， 界経済評論第24巻第

7号

ナショナリズムと資源政策 ,, 日本関税協会貿易と 昭.55.8
関税第28巻第8号

田中喜助編、ワークブック・貿易論 共著 有斐閣 昭.55.10

現代資本主義と南北問題一寡占機構と一次
論

国際経済学会編 国際 昭.55.10
産品価格一 経 済第29号

石油市場における寡占機構一石油市場の構 。 日本関税協会貿易と 昭.55.11
造とOPECの将来一 関税 第28巻第12号

ゴム価格とヘッジングーゴム産業とゴム取
共著

全国商品取引所連合会 昭.55.12
引所との接点一

資源貿易と日本の産業構造
論

日本貿易学会年報第 昭.55.12
18号

商品先物市場における投機の過熱化と市場
dシ

全国商品取引連合会編 昭.56.2
管理および行政指導 商品取引所論体系2

資源貿易の市場組織化石油市場の構造と ，， 国際経済学会編現代 昭.56.7
OPECの将来一 資本主義と国際経済

石油産業と多国籍企業 。 日本関税協会貿易と 昭.56.8
関税第29巻第8号

一次産品価格の安定化施策としての国際商 ，， 横浜商科大学紀要 昭.56.8
品協定の有効性 第4巻

ランジット・サウ著、世界資本主義の政治
共訳

梓出版社 H召.56.11
経済学

商品先物市場における価格形成過程一売買
論

投資日報社商品先物 昭.56.11
仕法の問題を中心としてー 市 場第5巻第11号

〔資源貿易の市場組織化〕
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資料3 会員の著作・論文・研究の動向

弓輔蚕〈所船三番各議文名 ｜類別

〔最善まおよび今畿の続究テーマ・動向〕

岩井 茂（大阪経済大学）

IMF協定の第2次改正上・下ーその成立
研究

大阪経大論集 昭 .52ふ～52.
過程と主要点一 11 

岩城 剛（愛知学院大学）

発展途上国の中小工業と技術協力
論

国際協力事業団 国際 昭.50.2
協力

アフリカ諸国の経済自立化と援助
’b 

国際問題研究所国際 昭.50.2
問題

開発途上国の中小工業への期待 。 アジア調査会アジア 昭.51.3
時報

Kilimanjaro Integrated Regional Development 
共著

タンザニア総理府／国 昭.52.10
Plan 際協力事業団

アフリカ社会主義と農村開発～タンザニア
論

愛知学院大学経営研究 昭.54.2
の事例 所地域分析

農村開発と中小工業～タンザニアの経験
’b 

アジア中小企業開発セ 昭.54.6
ンター、アジア交流

自立化への道～キリマンジャロ総合開発計
4切

国際協力事業団 国際 昭.54.6
画 協力

日本のアフリカ政策の展開
~ 

国際問題研究所国際 昭.54.7
問題

途上国の政治経済の自立化と貿易制度～と 。 日本貿易学会年報 昭.55.2
くにアフリカ諸国を中心として

Tanzania: Political Party, Rural Develop 名古屋大学アフリカ研 昭.55.3
meut（ママ｝， Nationalism and International 共著 究会
Environment. 

途上国の発展と商業政策
論 愛知学院大学経営研究 昭.56.4

所地域分析

アフリカ経済の構造と発展 著 国際問題研究所 昭.56.12

〔基本的には、世界経済のなかにおける発展途上国、とくにアフリカの政治経済分析を進
める。当学会との関係では、途上国の貿易問題、とりわけ貿易制度、それに中小工業を通
じての国際協力について研究してゆきたい。〕

岩崎 修（金沢経済大学経済学部）

両世界大戦間期間の世界経済ー特に通貨制 金沢経済大学論集 昭.52.6
度及び大不況に関するハーバラー教授の見 論 第11巻第1号
解を中心としてー

大不況と平価切下げに関する一考察 ~ 今 第11巻第2号 昭.52.12

〔移転・不幸・健康等の理由により、 4年間の空白を埋めるべく、現在第2次世界大戦以
降の世界経済を、特に国際通貨制度を中心として、政策的な立場で研究し、その成果を本
学の論集（上記）において来年度中に発表する予定である。〕
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岩元 師（青山学院大学）

外国貿易論 著 同文館 昭.50.11

東南アジア 3カ国（シンガポール、フイリ
論

国際問題研究所機関 昭.54.5
ピン、インドネシア）貿易動向と分析 誌

東南アジア貿易動向と分析 論 青山学院大学経営論集 昭.54.7

貿易政策としての関税引下げ方式考察 ,,. 昭.55.11
一東京ラウンドに関してー

，， 

〔国際貿易政策研究世界貿易の発展と各国貿易調整を、産業構造調整にまで追求せんと
して、そのあり方を研究中。〕

岩根典夫（関西学院大学商学部）

モンテスキュー『法の精神』に現れた商業
論

関学大商学論究第 昭.50.2
観及び貿易政策論〔 I〕 22巻第3・4合併号

向上〔H〕 ,,. 第24巻第 3・4合 昭.52.3。
併号

貿易政策理念としての相互主義の倫理一日 。第26巻第11号 昭.53.6
米共同声明並に日・ EC共同コミュニケと ,, 
の関連ー

二つの商業論一J.F. MelonとMontesquieu一 ,,. 。第26巻第4号 昭.54.3

モンテスキューの植民地の一考察 ,,. 。第27巻第1・2・3・ 昭.55.l
4合併号

OVERSEAS TRADE PRACTICE 4 th Ed. 共著 同文館 昭.55.4
（「英文貿易商務J三訂4版） 得琳・

岩根）

〔O国際貿易における互恵主義
0最恵国待遇とガット新章の対比
OMontesquieuとProudhon.における通商論と奴隷廃止論〕

上野秀夫（近畿大 学商経学部）

中国経済の国際的展開 共著 ミネルヴァ書房 昭.50.5

国際経済論 (1）、（2) 著 近畿大学通信教育部 昭.50.6

松本繁一「中国の対アジア経済政策1949 アジア研究（アジア政 昭.51.1
72年」について 論 経学会） 第22巻第2

すロ

中国の継続革命と企業管理問題一生産現場
ゐ

比較法政（近畿大学比 昭.51.3
での展開一 較法・政治研）第8号

中国の「プロレタリア階級独裁」理論学習 ,, 労働問題研究（近畿大 昭.51.7
運動 労働問題研）特別号

中国の石油生産と日中貿易 。 日本貿易学会年報第
14号

昭.52.2

日中貿易における商事仲裁 ゐ 比較 法 政 第10号 昭.52.3
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「北京政変」と中国経済政策の変化 論 労働問題研究特別号 昭.52.6

中国の石油開発・輸出をめぐる諸問題 "' "' 4シ 昭.52.6

中国における都市労働者の生活実態 世界経済リポート（近 昭.52.9
4診 畿大世界経済研）第28

号

中国・華国鋒政権の経済開発理念 "' 比較法政第11号 昭.52.12

中国のプラント・技術導入政策ー「自力更 。 商経学叢（近畿大商経 昭.52.12
生Jをめぐる論争に関連してー 学会）第58号

現代中国の草命と経済 著 ペンギン出版 昭.53.4

中国’78年憲法の経済条項について 論 比較法政第13号 昭.53.12

紅と専一文革的論理からの訣別一
今

近代風土（近畿大汎文 昭.54.2
化学会）第4号

日中プラント取引・技術交流の展開
"' 

日本貿易学会年報第 昭.54.2
16号

日中貿易の新しい取引形態ー加工貿易方式一 共著 日中経済協会 昭.54.4

日中間における「特殊貿易」の進展 論 商経学叢第26号 昭.54.12

中国辺境・新彊ウイグルを訪ねてー砂漠の
4シ

世界経済リポート 第 昭.54.12
たたかいー 30号

中国の新・生活事清一西北地域の物価・商 ゐ 今 昭.54.12
品流通調査からー "' 
日中間における加工・補償貿易の新展開

"' 
日本貿易学会年報第 昭.55.2
17号

中国の特許・商標制度と日中経済関係 "' 比較法政第16号 昭.55.3

中国の輸出工業の発展と我が国企業の在り方 共著 日中経済協会 昭.55.4

日中繊維加工貿易の実態と展望 中国経済研究月報（日 昭.55.5
論 本貿易振興会） 1980年

5月号

中国の対外経済政策「弾力化Jの側面 世界経済研究年報（近 昭.55.8

"' 畿大世界経済研）創刊
号

愚公移山ーその讃美と批判一 資料 近代風土第10号 昭.55.12

転形期の中国経済（河地重蔵編） 共著 世界思想社 昭.56.4

中国の紡織工業 "' 日中経済協会 昭.56.4

中国の貿易制度改革と地方の対応 "' "' 昭.56.4

中国の貿易制度改革とその限界 論 世界経済研究年報第 昭.56.8
2号

〔中国経済・貿易動向。現在は「中国の貿易制度改革」の問題。〕
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確井 陽一（北九州大学商学部）

国際商取引のポイント
著

財団法人山口県貿易 昭.55.4
センター

貿易英語研究 共著 北九州貿易協会 昭.56.5

輸出業者の自己経営診断法 研究 北九州大学産業社会研 昭.50.2
ノート 究所紀要

大学における英文指導方法についての一考察 論 北九州大学商経論集 昭.50.11

信用状取引における法律上の問題点 資料 ,, 昭.51.3

英語における発想と表現法 論 英語教育誌大修館 昭.51.4

大学における英語教育論 4シ 北九州大学商経論集 昭.52.2

貿易マーケティングからみた新しい貿易取 ，， 日本商業英語学会研究 昭.52.10
引のあり方 年報

国際商取引の多様化とコミュニケーション ，， 九州経済学会研究年報 昭.53.10

貿易取引に見られる法律英語 ,, 日本貿易学会年報 昭.55.8

貿易取引における問題点 研究 北九州大学紀要 昭.55.3
ノート

中小メーカーからみた貿易経営 今 ，， 昭.56.3

落花生の輸入における商事紛争から一高く
記事

商業英語誌11月号 昭.56.11
ついた授業来ト 1981 

国際商取引コミュニケーションーその理論 北九州大学商経学会 昭.57.l
体系化への一試論ー 著 (A 5版140頁） （目下 発行予定

印刷中）

〔0「国際商取引コミュニケーション」に関する理論的研究を進める。
0「国際商取Jを中小企業の立場から研究する。〕

江夏 健一（関西学院大学商学部）

国際分業と自由貿易
論

貿易と関税第23巻第 昭.50.l
1号

多国籍企業の経営リスク対応戦略
今

世界経済評論第19巻 昭.50.7
第7号

日本的経営の国際的展開 。 近大労働問題研究 昭.50.9
第2号

アメリカの石油戦略と多国籍石油会社 ,, 世界経済評論第20巻 昭.51.1
第 1号

国連舞台での規制は進展するか ,, エコノミスト創刊号 昭.51.3

多国籍企業の国際統制（ 1 ) シンポ 世界経済評論 昭.51.4
〉、〆eニL-

ム

M.ウイルキンズ、多国籍企業の成熟（上） 共訳 ミネルヴァ書房 昭.51.6
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察部

資源志向型多国籍企業の行動様式
論

国際経済第27号 昭.51.11
（国際経済学会年報）

日本的国際経営論の現代的課題 ，， 世界経済評論第21巻 昭.52.3
第3号

多国籍企業研究会編、多国籍企業経営戦略
共著

マグロウヒル好学社 昭.52.3
の展開

町田実績著、転換期の国際経済論 か 自由書房 昭.52.10

M.ウイルキンズ、多国籍企業の成熟（下） 共訳 ミネルヴァ書房 昭.53.10

多国籍企業研究会編、日本的多国籍企業論
共著

法律文化社 昭.54.6
の展開

日本の国際経営の特徴
論

近 大 商経学叢第26 昭.54.9
巻特別号

ヘス・カトーラ、国際マーケテイング管理 共訳 ミネルヴァ書房 昭.54.11

日本の対米投資について
論

日本貿易学会年報第 昭.55.2
17号

国際的経営の構築 共著 ビジネス教育出版社 昭.55.3

多国籍企業と対外不正支出
論

近大世界経済研究年 昭.55.8
報第1号

中進工業国における MINトMULTINATIONALS
ゐ

世界経済評論第25巻 昭.56.2
第2号

変貌する（台湾の）労働力を定量・定性分 ，， 国際経済臨時創刊号 昭.56.2
析する 第216号

経営の国際化と多国籍企業 ，， 会計人コース別冊 昭.56.4

多国籍企業の生成・発展と未来像の展望 ，， 世界経済評論第25巻 昭.56.11
第11号

〔「台湾企業の対外投資」、「国際経営リスクの評価とその対応策J、「多国籍企業論の系譜と
展望Jなどのプロジェクト研究を進めております。他に H.V. Perlmutter, D. A. Heenan, 
Mnltinational （ママlOrganization Development, Addison Wesley, 1979の監訳書を近刊の予定です。〕

遠藤浩一（日本大学農獣医学部）

農産物貿易の諸問題 共著 アジア経済研究所 昭.53

輸入農産物の輸入制度と圏内流通に関する ，， 輸入農産物研究会
総合的研究

農産物自由化の本質的把握を（ママ） 論 貿易と関税 Vol.26No.5 昭.53.5

日本農業と農産物貿易 ,, 公庫月報 Vol.26No.8 昭.53.8

日米農産物貿易の背景 ,, 世界経済評論 Vol.23 昭.54.1
No.l 

西ヨーロッパと国際関係 編著 晃洋書房 昭.54

農産物半製品・調整品輸入の実態
論

農協協同組合 Vol.25 昭.54.3
No.3 
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号華考名（所属）！要書名・論文名 類別 発表著書誌名

〔最近および今後の研究テーマ・重量1勾〕

食料資源
共著

セミナー「資源問題の
常識j日本評論社

世界の食料危機と先進諸国の対応 海外事情（拓殖大学海
論 外事情研究所） Vol.27 

No.7 

農産物オファーと日本農業 共著 外務省経済局

国際環境変化と食料安全保障
論

東銀リサーチ・インター
ナショナルNo.6

80年代の世界食料市場と日本
’シ

世界経済評論 Vol.24 
No.2 

世界食料需給と日本農政の方向 ，， 世界経済評論 Vol.25 
No.l 

減反政策の行方 ,,. スチール・デザイン

日本の食料政策と食料安全保障 ’シ 国際問題

食料安全保障論 共著 外務省経済局

〔世界食料問題、食料安全保障論、農産物貿易政策等〕

大塚朝夫（久留米 大学商学部）

船荷証券の様式・要式の約款文言について

商業英語教育方法試論

船荷証券の様式・要式の約款文言について
(II) 

船荷証券裏面約款の形成と不知約款

原産地証明に見る簡易化・統一化の方向

特恵原産地基準に関する一考察

一次産品としてのコーヒー協定における原
産地証明書の役割

貿易英語研究

原産地証明に関する最近の動向について

大塚俊郎（近畿大学）

貿易関連について該当なし

論
久留米大学産業経済研
究 第16巻第 l号

今
久留米大学商学部創立
25周年記念論文集

，， 久留米大学産業経済研
究 第17巻第 1号

，， 第18巻第3・4，， 
号

内〉 ク第20巻第2号

4シ
久留米大学商学部創立
30周年記念論文集

内〉
久留米大学産業経済研
究 第21巻第3号

共著 北九州貿易協会

論
久留米大学産業経済研
究 第22巻第 l号

発表年月

昭.54.6

昭.54.7

昭.55.3

昭.55.10

昭.55.11

昭.56.l

昭.56.2

昭.56.4

昭.56.7

昭.50.6

昭.51.3

昭.51.6

昭.53.3

昭.54.9

昭.55.6

昭.55.11

昭.56.5

BB.56.6 

〔多国籍企業の傘下企業の企業診断。（最近、アメリカの某社（Fortune200社のうち）、多
国籍企業より、日本との関連会社の企業診断について引き合いがあり彪大な（ママ）関連資料を
送って参り、目下検討中）〕
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岡田良徳（大東文化大学経済学部）

輸入代替について
論

中央商科短期大学論集 昭.52.3
第12号

UN CT ADの貿易政策とその問題点 中央商科短期大学経理 昭.52.11
。 経営研究所経営経済研

究 第2号

輸出指向的工業化論の一考察
~ 

中央商科短期大学論集 昭.53.3
第13号

新国際経済秩序と南北問題 中央商科短期大学経理 昭.53.11
~ 経営研究所経営経済研

究第3号

一次産品総合計画と国際貿易 研究 中央商科短期大学論集 昭.54.3
ノート 第14号

価格安定化計画の実現可能性
論

大東文化大学経済学会 昭.56.3
経済論集第31号

〔O開発経済学と貿易政策、 0途上国経済を中心とする地域経済研究、 0UNCTADの動向、等〕

長田五郎（横浜市立大学）

世界における華僑（ 1 ）一「華僑誌（総志）」
資料

経済と貿易第 115号 昭.50.3
を中心としてー （横浜市大経済研究所）

世界における華僑（2) ~ ~ 。第118号 昭.51.3

世界における華僑（3) ゐ ~ 。第120号 昭.51.12

世界における華僑（4) ゐ ~ 。第125号 昭.53.12

神奈川県貿易商社の動向 論 経済と貿易第131号 昭.56.1

神奈川県貿易商社の特質と課題 かな治宝わトレード・ニュー 昭.56.6
ゐ ス第111号（神奈川県

商工部）

〔研究テーマ：①世界華僑史②神奈川県貿易商社の現状と展望③横浜貿易史〕

粕谷慶治（国士舘大学）

世界市場について
論

国士舘大学政経論叢 昭.52.9
第26号

ECの発展と資本主義独占の動向 ，， 町田実編転換期の国 昭.52.10
際経済論自白書房

世界貿易と技術の発展
~ 

日本貿易学会年報第 昭.53.2
15号

経済は生きている 共訳 現代経済研究会訳 昭.53.4

世界経済の循環と産業構造
論

貿易と関税 1978年12昭.53.12
月号 日本関税協会
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事著者名（所属）・審~・鎗文名 重要別 塁審霊祭事警誌名 発表通事汚

｛最近および今後の研究テーマ・動向〕

重商主義と外国貿易の理論 粕谷、早Jll、三村編著 昭.55.12
論 国際貿易の理論政策実

務世 界書院

マルクス学派の貿易理論 。 向 上 昭.55.12

スタグフレーションと管理された貿易 。 貿易と関税 1981年 5 昭.56.5
月号 日本関税協会

〔世界資本主義と貿易の関係を中心に研究する予定。〕

加藤達男（中央学院大学）

Foreign Divestmentに関する一考察
吾両h岡b、 中央学院大学論叢第 昭.52.6

12巻第 1号

貿易政策としての InternationalBusiness ，， 青山社会科学紀要第 昭.53.3
Negotiations 6巻第2号

ラテンアメリカにおける米国企業のForeign
イシ

中央学院大学論叢第
Divestment 13巻第2号

〔多国籍業と受け入れ固との摩擦に関して〕

影山信一（千葉商科大学）

成長から福祉へ 著 産業能率短期大学 昭.50.5

現代国際経済論 ，， 第三出版社 昭.53.1

現代国民所得論 ，， 世界書院 昭 54.9

すぐわかる入門、国際経済 ，， 産業能率大学 昭.55.2

現代自動車産業論 ，， 多賀出版 昭.55.9

はじめての人のための経済入門 。 日本実業出版社 昭.55.9

日本自動車産業85年危機
イシ

中央公論季刊経営問 昭.55.12
題

産業組織と技術進歩に関する研究序説 論 千葉商大論叢 昭.55.12

技術進歩理論とその課題 イシ 4シ 昭.56.3

日本的技術進歩に関する研究（ I）、（ II ) ，， ，， 昭.56.9

国際的産業再編成と日本的技術革新 か 世界経済評論 昭.56.5

再編成と洗礼を待つ欧州自動車産業 イシ 国際経済 昭.56.8

国際競争力の格差と労働生産性 ，， 機械経済研究 昭.56.6

〔国際産業調整論、技術進歩論〕

蔭山 淳（松下電器貿易KK.)

只今、企業におりますので発表したものは御座いません。
その中に許されれば公にしたい Subjectsも1・2ありますが，該当期間にはありません。
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類別

金川 徹（大阪学院大学）

低開発諸国の経済発展と貿易（ 3）一新植
論

大阪学院大学商経論叢 昭.50.4
民地主義一 Vol. 1 No. 1 

低開発諸国の経済発展と貿易（4) 今 。 Vol.1 No. 2 昭.50.7

国際貿易理論の最近の動向について 。 。 Vol.1 No. 3 昭.50.10

排他的経済水域についてー特に EG.Syan 
資

。 Vol.1 No. 4 昭.52.1
のノートを中心としてー

E.S.メイソン、国際カルテルと国際高品協
共訳

文異堂 昭.52.6
定

国際カルテルと国際商品協定一繊維産業を
論

大阪学院大学高経論叢 昭.52.6
中心としてー Vol. 3 No. 1 

現代の国際カルテル一政府間商品協定への
今

。 Vol.3 No. 3 昭.52.7
試論一

新国際経済秩序と一般特恵制度 イシ ク Vol.4 No. 4 昭.54.l

国際鉄鋼貿易秩序形成に関するー提案 砂 。 Vol.6 No. 1 昭.55.4

OPECに関する予備的考察一OPECはカ
イシ

明石短期大学研究紀要 昭.55.9
ルテルか？一 第10号

T.マレイ、発展途上国と一般特恵制度 共訳 文虞堂 昭.55.10

国際貿易の理論・政策・実務 共著 世界書院 昭.55.12

OPECに関する予備的考察（再考）一平岡
論

大阪学院大学商経論叢 昭.56.l
教授追悼論文一 Vol. 6 No. 4 

現代の国際貿易政策 著 大阪学院大学通信 昭.56.l

〔当分の問、国際カルテルを含む政府間貿易協定に関する問題と新植民地主義に関する理
論的研究の二足のワラジをはく予定です。部会報告の「鉄鋼貿易」は今年度中にひとつの
結論を出し、植民地貿易の利潤論から再出発します。〕

亀山和夫（近畿大学）

Written Communication within an Organization 
論

日本商業英語学会研究 昭.52.10
年報

英文社内信雑考 4シ ゐ 昭.53.10

新訂「実用英語ハンドブック」 共著 昭.54.5

House OrganとNewslettr
論

日本商業英語学会研究 昭.54.10
年報

〔BusinessEnglish、とくに欧米の企業内のmemorandumの研究〕

河崎正信（西武信用金庫）

D/P・D/A手形の性質改訂増補版（外為
新書28.)

輸出手形保健の考え方（外為新書29.)

著

，， 
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財団法人外国為替貿｜昭.53.10
易研究会

今 BB.54.7 



、毒憲議毒~（蘇暴露打撃撃冬f ＇幾多と名
向〔最近おまrt:今後め研究デふマレ動向〕：…ι

授権という言葉 国際金融第649号 昭.55.8
論 外国為替貿易研究会機

関誌

信用状統一規則における「買収jについて ，， 。第653号 昭.55.10

Air Way T/Rと引取保証の話 ，， 。第657号 昭.55.12

ドメステック信用状のはなし ，， 今 第670号 昭.56.8

未引受 D/P・D/A手形のはなし ，， 今 第673号 昭.56.10

信用状の話（外為新書30.)
著

財団法人外国為替貿 昭.56.11
易研究会 発刊予定

〔O外国為替並に貿易関係の事故について。 同 上 の対策について〕

神田善弘（日本貿易振興会）

変動為替相場制下の新貿易戦略 昭.55.4

北見俊郎（青山学院大学）

港湾総論（改訂版） 著 成山堂 昭.50.4

港湾会社 共著 ，， 昭.50.12

港湾都市の機能的構造性
吾白之岡〉、

青山経営論集青山学 昭.50.6
院大学 Vol.10 No. 1 

Yokohama Port in Tokyo Bay一一ItsProblems Yokohama and Kanagawa 昭.50.9
and Role ー Prefecture Leading the 

イシ
Way for Further Progress 
in Int’l Trade,lndustrγ 
and Tourism,1975. 
(Asahi Evening News) 

日本経済における港湾の理論と政策
今

日本経済政策学会年報 昭.50.5
No.23 

港湾機能と市民の構造的関連性
イシ

青山経営論集青山学 昭 50.12
院大 Vol. No. 2・3

横浜ポート・オーソリティ研究（No.4) 資料 横浜港湾局 BH.50.2 

コンテナ埠頭と海運業一港湾の近代化をめ
イ〉

京浜外貿埠頭公団 昭.50.5
〈：ってー

都市と港一港湾都市研究序説一 著 同文館 昭.51.4

港湾産業の発展と港湾産業人一港における
論

港運 日本港湾協会 昭.51.1
『人と組織』の近代化一 Vol. 1 No. 1 

わカf固における“mtermodal transportation" 
イシ

紀要関東学院大学文 昭.51.2
の問題意識とターミナルの諸問題 学部 No.17

欧米の港と日本の港
内〉

流通設計 1976年 8月 BH.51.8 
号
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日本貿易振興会発行著



…m一＼一返
一義

類一

時十一制

執一炉
いし一務

担一駒
－袋一ぴ

ターミナル論の形成と問題意識
論

都市と港の基礎課題一横浜における都市と
ク

港をめぐってー

人間と港
資料

都市空間としての港づくりへ
ク

都市の港湾の課題ー港の近代化をめく“ってー ，， 

港湾機能の総合的課題 編著

都市と臨海部開発 。
港湾政策の形成と諸問題

論

都市と港一港湾都市への認識と課題
2》

わが国における港湾政策と港湾一港湾の近
資料

代化と港湾政策の確立ー

市民と港
ゐ

雑貨埠頭における流通施設の適応（ママj計画
’〉

に関する調査〔 I〕

横浜港ーコミュニテイの核としてー ，》

首都圏普通倉庫（ 1. 2類）整備計画報告書
イシ

先進神奈川のみち ,, 

港湾の基本的概念と問題点ーターミナル論
の形成を中心に一 論

港湾の総合的課題ーその本質との関連にお ，， 
いてーー

港湾都市の構造性と文化的特性 ，， 

地域開発の総合的性格と港湾問題
ク

港の総合的な将来課題一都市の港湾政策へ
今

の指向性一

騒音地域（芝山町）の振興計画調査報告書 資料
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資料3 会員の著作・論文・研究の動向

日本交通学会年報 昭.51.12
1976年

調査季報（横浜市企画 昭.51.12
調査局） No.52 

海員（海員組合中央機 昭.51.1
関誌） 1976年 1月号

営業旬報（新日本製鉄 BB .51. 7 
株式会社） 1976年7月

埠頭経営研究会（1976昭.51.3
年3月）

港湾労働経済研究所 昭.52.4

成山堂 目白.52.5

経済と貿易（横浜市立 BB.52.3 
大学経済研究所）
No.121 

日本財政経済研究月報 昭 52.8
（日本財政経済研究所）
Vol. 24 No. 8 

埠頭経営研究会 1977 昭.52.3
年3月

海員（海員組合中央機 BB.52.3 
関誌） 1977年3月号

港湾荷役機械化協会 昭.52.3

有隣（有隣堂書店） 昭.52.3
1977年3月

運輸省関東海運局 昭.52.3
1977年3月

横断道路（横断道路研 昭.52.7
究会） 1977年7月

港湾労働経済研究（港 昭.53.l
湾労働経済研究所）
No. 2 

港湾（日本港湾協会） BB.53.4 
Vol.55 No.4 

市政（全国市長会） 昭.53.4
No.309 

日本港湾経済学会年報 昭.53.8
No.16 

倉庫（日本倉庫協会） BB.53.8 
No.38 

千葉地域科学研究所 昭.53.3



市民のミュジアムのために
資料

横浜海洋科学博物館報 昭.53.3
No.l 

雑貨埠頭における流通施設の適正（ママ）計画
イシ

港湾荷役機械化協会 昭.53.3
に関する調査〔E〕

市の紋章と市民 。 市政（全国市長会） 昭.53.8

東尽港振興の現状と課題 ，， 都政研究（都政研究社） 昭.53.12

横浜と港ーその歴史と将来を考えるー 共著 神奈川経済研究所 昭.54.3

港の社会科学 編著 海文堂 昭.54.5

現代交通と地域経済の諸問題 共著 時潮社 昭.54.5

国民生活と港湾
論

港湾（日本港湾協会） 昭.54.1
Vol. 56 No. 1 

戦後30年の港湾政策
イシ

日本経済政策学会年報 昭.54.5
No.27 

都市と港ー港湾都市への認識と課題一 ,, 日本都市学会年報 昭.54.5
Vol.13 

港湾都市の本質と課題一欧米からみた港都 横浜経済と市民生活 昭.54.3
横浜の諸問題一 論 （横浜市経済局） 1979 

年3月号

港の発展と民間諸力の活用
イシ

港湾（日本港湾協会） 昭.54.12
Vol. 56 No. 12 

空港周辺地域としての富里村振興計画調査
資料

千葉地域科学研究所 昭.54.3
報告書

港湾における教育訓練の旅一国際港湾大学 ，， 海事広報（関東海事広 昭.54.9
への構想一 報協会） 1979年

大都市港における経営的課題
論

都政研究（都政研究社） 昭.55.5
1980年5月号

人間の生活と港一総論的諸問題をめぐってー
ゐ

日本港湾経済学会年報 昭.55.10
No.18 

臨海地域整備への一試論 青山経営論集（青山学 昭.55.11
今 院大学） Vol. 15 No. 2 

3 

港湾再開発調査報告書
資料

北海道開発局港湾部 昭.55.3
1980年3月

臨海地区整備計画調査報告書 今 運輸省第二港湾建設局 昭.55.3

人間・都市・文化・近代化と港
今

海事広報（関東海事広 昭 55.9
報協会） 1980年

共同雇用制度をめぐる諸問題 ，， 労働省職業安定局 昭.55.12 

東尽港の発展と特質
論

調査資料（東尽都議会 昭.56.3
議会局） No.38 

港湾政策の主体と論理
か

日本経済政策学会年報 BH.56.5 
No.29 
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資料3 会員の著作・論文・研究の動向

重要産業としての港湾産業へー企業と人間
資料

全日検（全日本検教協 昭.56.3
をめぐってー 会） No.113 

From the Cradle to the Grave-Role of Po此
~ 

Asahi Evening News 昭.56.5
and harbors in Japanー May 26.1981 

ミナト百科 4シ （横浜市広報課） No.36 昭.56.6

減と港一港の原点を求めてー ，， 海事広報（関東海事広 昭.56.9
報協会） 1981年

〔港湾政策論の体系化、港湾都市論の体系化等（空港問題に興味をもっているが、目下資
料整備の段階）〕

木下 昭（近畿大学）

海外駐在員の人事管理 東京布井出版 昭.54.3
(David M. Noer、MultinationalPeople 訳

Management) 

以下省略

〔国際経営の人事管理、労使関係〕

小林 晃（日本大学）

FOB、C&F売主の有するContigentIntererest 
論

葛城照三博士古稀記念、 昭.51.7
損害保険論集

記名式船荷証券に関する若干の考察
4シ

経済集志第46巻第4 昭.52.3
号

CIF売買における海上保険契約と被保険者 ，， 経済集志第47巻第4 昭.53.3
の地位について 号

国際貿易の理論・政策・実務 世界書院 昭.55.12
（「荷為替信用状J「海上保険jの2章を担 共著

当）

〔貿易経営論〕

小林 甫（神奈川大学）

1893年英国物品売買法（ 1 ) 商経論叢 昭.51.2
論 (Vol. XI No.2) 

神奈川大学経済学会

同上 ( 2) ’h 昭.52.2
今

(Vol.XlI No. 2) 

Offer考察
~ 

研究年報（36回）日本 昭.53.10
商業英語学会

国際商事紛争解決に係る準拠法決定に関す 経済貿易研究（No.6) 昭.54.3
る契約成立の時期（ 1 ) ，， 神奈川大学経済貿易研

究所
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著者名｛所演ト書名・論文名 類別

〔最近および今後の研究テーマ，動向〕

基礎貿易英語 共著

商業英語 ，， 

現代貿易の知識 ，， 

国際商事紛争解決に係る準拠法決定に関す
る契約成立の時期（2) 論

〔貿易契約〕

小林良二（安田火災海上保険側・中大講師）

なし

発表審議名 発事長年fJ

南雲堂 昭.54.4

有斐閣 昭.54.4

広文社 昭.54.10

経済貿易研究（No.7) 昭.55.3
神奈川大学経済貿易研
究所

〔輸出入貨物に適用されるリジェクション・クローズ（貨物海上保険の特別約款の一種）
における潜在取庇の問題の考察〕

小峯 登（国際商科大学）

1974年信用状統一規則逐条解釈とその問
題（上）

向上（下）

信用状の知識

小山満男（福山大学）

昭和50年以降は、学校行政にタッチし、著
書、論文を書いておりません。

著
外国為替貿易研究会

共著 今

著 日本経済新聞社

〔国際収支および為替相場決定の理論的研究を行っている。〕

近藤達美（~細E大学）

国民所得と保険保護の動学的考察 論 亜細亜大学経営論集

企業危険管理・保健管理概論 ，， 今

マクロ保険論入門への試論 ，， ,, 
欠陥商品の保険管理 イシ ，〉

ミクロ保険論入門への試論（ 1) イシ イシ

ミクロ保険論入門への試論（ 2) イシ イシ

経営管理とビジネスリスク・マネジメント イシ イシ

ビジネスリスク・マネジメントの理論 著 イシ

Mark R. GreeneとOscarN. Serbeinのリス
論

今

クマネジメント（ 1) 

昭.52.11

昭.54.12

昭.56.7

昭.51.12

昭.52.9

昭.53.3

昭.53.9

昭.54.3

昭.54.9

昭.56.l

昭.56.7

BH.56.9 

〔国際貿易と外国為替をピジネスリスク・マネジメントの視点から研究を進めたいと思っ
ております。〕
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資料3 会員の著作・論文・研究の動向

斎藤 優（中央大学）

対外経済政策と政策調整
論

加藤寛・内野達郎編 昭.50
経済政策教室有斐閣

日本からの技術移転 小島清編東アジア経 昭.50,, 済と日本 日本国際間
題研究所

日本の海外投資と国際環境 中央大学経済研究所編 昭.50,, 戦後の日本経済中央
大学出版部

中小企業の技術伝播メカニズムと政策 日本経済政策学会年報 昭.50
，， 現代インフレーション

と分配政策勤草書房

資源開発と国際協力 編著 アジア経済研究所 昭.50

プラント輸出の実務 8砂 ダイヤモンドネ士 昭.51

日本の資源政策 日本経済政策学会年報 昭.51
論 資源問題と経済政策

動草書房

一次産品輸出の価格補償と所得補償 ,, 川田侃編今日の南北 昭.51
問題 日本評論社

技術戦略 多国籍企業研究会編 昭.52
,, 多国籍企業経営戦略の

展開 マグロウヒル好
学社

海外建設工事の実務 編著 ダイヤモンド干士 昭.53

新国際経済秩序に関する一考察 論 世界経済評論 Vol.22 昭.53.1

アフリカ諸国における技術移転 ,, 山本登教授退任記念論 昭.53
文集慶応通信

技術移転論 著 文民堂 昭.54

海外資源開発の実務 編著 ダイヤモンド社 昭.54

核エネルギ一政策 共編著 日本国際問題研究所 昭.54

中進国問題と日本の対応 論 世界経済評論 Vol.23 昭.54.1

対立から協調へ向かう国連貿易開発会議
今

エコノミスト 毎日新 昭.54.5
聞社

資源問題の理論分析
型砂

深海博明編著資源開 昭.54
題の常識 日本評論社

資源・食糧問題 相崎利之輔・稲毛満春・ 昭.54
修 池田清編現代経済

有斐閣

日本型多国籍企業成立の技術的条件 多国籍企業研究会編著 昭.54
今 日本的多国籍企業論の

展開法律文化社

世界経済の知識 共著 有斐閣 昭.55.
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著者名（所属ト書名・議文名 類id 発署長豪華奪名

〔毅返および今後の研究テ｝マ・動向〕

国づくりの適正技術 著 ダイヤモンド社 昭.55

鉱物資源の貿易と政策 吉岡・相原編鉱物資 昭.55
論 源開発戦略の方向 ア

ジア経済研究所

多国籍企業の政治経済学 山崎清編著 国際的経 BB.55 
今 営の構築 ビジネス教

育出版社

技術開発の成功条件 編著 発明協会 昭.56

技術開発の過程 ，， ゐ 昭.56

技術開発の戦略 今 ,, 昭.56

世界の食糧問題と日本農業 共編著 有斐閣 昭.56

国際分業と産業調整 論 日本貿易学会年報 昭.56

技術輸出国ニッポンの課題
イシ

エコノミスト 毎日新 昭.56.4
聞社

日台の技術移転問題 ，， 世界経済評論 Vol.25 昭。 56.5

〔O資源の経営学 O技術革新論 O海外直接投資〕

斎藤祥男（中央学院大学）

ビジネス英文法のポイント 共著 文虞堂 昭.51.4

輸出拡販戦略の実際 著 今 昭.51.6

国際貿易英語通信 ，， 梓出版社 目白.52.10

日本経済と貿易摩擦 ヨ•＂聞 貿易と関税 昭.52.10

欧米巨大企業の対投資者接触の研究
イシ

中央学院大学論叢（12- 昭.52.12
2) 

特殊貿易（実践貿易実務・追補） 著 世界書院 昭.54.3

国際経営とディスクロージャー 論 貿易と関税（27 10) 昭.54.10

日本企業の海外経営と海外駐在員の子女教 ，， 世界経済評論（24-5) 招.55.5
育（上）

同上（下） ，， ，， (24-6) 昭.55.6 

日本経済経営の軌跡を顧みる 著 梓出版社 昭.55.6

ディスクロージャーへの多面的接近 共著 梓出版社 昭.55.7

日本企業の海外経営と海外駐在員の子女教
＝岡i田

世界経済評論（24-9) 昭.55.9
育（続）

A Strategy of Japanese Integrated Trading 
イシ

日本貿易学会年報第 昭.56.2
Corporations in the FisherγBusiness 18号

海外勤務者の子女教育の悩みと対策 。 海外ビジネス実務研究 昭.56.9
( 3) 

〔①国際ビジネスの実態調査と戦略②フランコ著「欧州、｜多国籍企業の戦略」（共訳）を近
日中に出版予定③国際貿易経営論（単行本）を執筆中〕
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資料3 会員の著作・論文・研究の動向

著者名（所属） .書名・論文名 類別 発表番畿各 発表護F-J¥l
〔最近および今後の研究テーマ・動向〕

笹森四郎 (ITし， Ltd)

実用英語ハンドブック、商事仲裁 編著｜大修館書店 昭.50.l

佐々木八郎（酒田短期大学）

インフレーションについて
論

酒田短期大学研究紀要 昭.50.2
No.6 

東南アジア諸国の経済事情 ’v ク No.7 昭.51.4

経済的厚生とアジア経済 ’シ 。No.8 昭.53.4

国際貿易における為替相場の役割 dシ ク No.9 昭.54.4

産業論的に見た一次産品の特異性とそれへ 酒田短期大学新生学 昭.55.4
の対応策について 論 術研究（研究紀要改題）

No.l 

〔自由貿易の限界，自由貿易と社会主義国の貿易の接点について〕

佐藤俊明 （ 駒 沢 大 学 北海道教養部）

〔最近はもっぱら言語を中心とする勉学に変わり、できる限りの外国語の習得に向けてい
ます。近年はロシア語に取り組み、一段落後、経済学部門に帰る予定です。この度はご期
待に沿えませんが悪しからず。〕

津 喜司郎（山口大学）

18世紀における卸売商業と海運・貿易形態
τ目品岡 海運経済研究（日本海 昭.52.10

について 運経済学会）第11号

中世イギリス羊毛貿易における商人活動 経済学研究科紀要（関 昭.52.11
’〉 東学院大学大学院）

第4号

羊毛ステープルの発展と利害関係 ’シ ’〉 第5号 昭.53.6

15世紀ブリストルにおけるカニング家の海
今

海運経済研究（同上） 昭.53.10
運・貿易活動 第12号

ブリストルの外国貿易， 1479-1480
資料 経済学研究科紀要（同 昭.54.1

上）第6号

英国特許貿易会社成立の歴史的背景 論 ，， 第7号 昭.55.1

〔19世紀のイギリスにおける外国貿易についての実証研究〕

柴田政利（明治大学）

現代資本主義把握のためのー視角
論

明大商学論叢第60巻 昭.52.5
第 1・2・3合併号

全般的危機論における若干の問題点
’シ

ク第62巻 昭.55.3
7.8合併号

現代国際経済論 編著 学文社 昭 55.5
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〔新国際経済秩序をめぐる貿易に関する理論問題〕

科野孝蔵（市部短大）

近世前期の日蘭貿易
論

市部学園社会科学論 昭.50.2
集 第17・18合併号

近世前期の日蘭貿易（承前） ，， 向上 第19号 昭.51.2

貿易実務セミナー 貿易入学の提唱 著 同文館出版 昭.51.2

オランダ東インド会社長崎支店1705年度営
論

市都学園社会科学論 昭.52.3
業活動と営業成績について 集 第21・22合併号

輸出関連地場産業概況
イシ

市郁学園地域社会 昭.52.3
第l巻第l号

オランダ東インド会社長崎支店1705年度営
イシ

市都学園社会科学論 昭.52.12
業活動と営業成績について（承前） 集第23号

地場産業の町瀬戸の今昔
ゐ

市部学園地域社会 昭.53.12
第3巻第1号

貞享令下の定高貿易におけるオランダ船貿
ク

市部学園社会科学論 昭.53.12
易の制限高について 集 第26号

船荷証券の歴史的変遷の一考察一帆船時代 ,, 第27号 昭.54.2
を中心に一

島ヤ

貿易実務セミナー 輸出入取引の基礎知識 著 同文館出版 BB.54.2 

団扇の町丸亀市を訪れて
論

市部学園地域社会 昭.54.9
第4巻第 l号

英国における初期の船荷証券 ，， 市都学園社会科学論 昭.55.3
集 第28・29合併号

オランダ東インド会社長崎支店の貿易会計
イシ

市郁学園大学関学記 昭.55.3
念論集

貿易実務入門 著 愛知県産業貿易振興会 昭.55.3

日蘭貿易史上の一問題一定高仕法における
論

日蘭学会会誌第5巻 BB.56.2 
「定高」の意義についてー 第2号

Japan’s Export Trade Distribution Structure 
著

Nagoya International 昭.56.6
and her Smaller lndustrγ Training Center 

Jiba Sangyo 
今

Nagoya International 昭.56.6
Training Center 

17世紀中華オランダの東インド通商圏
論

東尽地学協会地学雑 昭.56.10
誌第90巻第5号

〔O近世日蘭貿易史（現在のテーマ） O地場産業（現在のテーマ） O国際貿易の歴史地
理学的考察（今後の動向）〕

須藤正親（世界経済情報サービス）

世界主要企業の海外活動と環境 共著｜世界経済情報サービス｜昭.50.3
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資料3 会員の著作・論文・研究の動向

宅事著者名｛語奇麗ト書襲名！ヘ論文名 I 類別

〔毅返および今後の研究テ｝マ・動向〕

日中貿易の新局面と今後の展望
論

貿易と関税 日本関税 昭.53.6
協会

中国経済図説 共著 東研 昭.53.9

世界の労働・賃金事情ーシンガポール：求 論 港運 日本港運協会 昭.53.10
人難と賃金高騰に悩む

世界の労働・賃金事情一マレーシア ，， イシ 昭.53.12

世界の労働・賃金事情ーインドネシア ，， 今 昭.54.3

世界の労働・賃金事情ータイ：歴代政府も 今 昭.54.6
対米重視

，， 

世界の労働・賃金事情ーフィリピン：深刻 イシ 昭.54.9
化する賃金・物価問題

，， 

世界の労働・賃金事情一韓国：高度成長に イシ 昭.54.11
赤信号

，， 

世界の労働・賃金事情香港：多いシンガ 今 昭.55.5
ポールとの類似点

，， 

世界各国のフリーゾーン『知られざる国の
資料

世界経済情報サービス 昭.54.l
プロフィール』共著

最近の中国経済貿易事情 ，， 海外情報東京貿易会 昭.54.3～5

中国の対外貿易と政策 論
日本貿易学会年報第 昭.54.6
17号

海外経済分析レポートー香港 監修 世界経済情報サービス 昭. 54.7 

東南アジア諸国の賃金・雇用問題
論 労政時報労務行政研 昭.54.9～10

究所

楽観許されない東南ア政治・経済ーさらに
イシ

貿易と関税 日本関税 昭 55.2
拡大する域内所得格差 協会

マレーシア：経済産業の現状と動向 編著 世界経済情報サービス 昭.55.9

発展途上国直接借款基礎調査：パキスタン 共著 アジア経済研究所 昭.56.3

シンガポール：経済産業の現状と動向 監修 世界経済情報サービス 昭 56.3

インドネシア：経済産業の現状と動向 イシ ，， 昭 56.5

〔①共著『中国 その国土と市場J（近刊予定）
社会主義国と途上国の貿易政策と理論（比較論を中心として）〕

瀬野 隆（国士舘大学）

ケインズの国際清算同盟案についての一考察 論 国士舘大学政経学会誌 昭.50.2
第4号

『国際収支表堤要』と『国民経済計算体系』 ク イシ 第8号 昭.54.7

『国際収支表』の概念的枠組
イシ

国士舘大学政経論叢 昭.55.3
第30号

比較生産費とその展開ーハーパラーの展開
イシ

国士舘大学政経学会誌 昭 55.6
（その 1) 第9号
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類焼j 発援護襲、畿各

『国際収支表』における居住者 ，， ,,. 第31号 昭.55.6

『国際収支表』における評価 ，， 砂 第33号 昭.55.9

国際貿易の理論・政策・実務 共著 経済学叢書、世界書院 昭.55.12

〔1) Supply Side Economicsの国際貿易・金融政策。
2）国際収支表の仕組と概念的構成の二点から今後研究を進めたい。〕

園田哲男（相丘短期大学）

科学的管理の本質原理に関する論考
論

桐丘短期大学紀要第 昭.51.4
2号

経済は生きている 共訳 文莫堂 昭.53.4

資本主義的企業の成立と企業形態論 著 砂 昭.53.9

科学的管理の本質論
論

柄丘短期大学紀要第 昭.53.12
3号

多国籍企業の成立と概念 ，， 桐丘短期大学論集第 昭.56.9
1号

〔「国際化における桐生絹織物の展望」
地場産業の実態を研究し、さらに国際化への今後の方向について検討する。将来学会で

発表する予定。今後は、この産業に関する経営戦略の道として研究をつづける予定。〕

平 保（日本大学）

金融政策の運営の基本的条件
論

地域金融 1981年11月 昭.56.11
すロ

金融政策 ，， 森静朗編著 日本金融 昭.57.5
経済論序説（仮題） 出版予定

〔17c～18cの為替理論、重商主義理論における為替理論〕

局井 員（関西学院大学商学部）

国際マーケテイング戦略の特質と構造 多国籍企業研究会編 昭.52.3

共執
多国籍企業経営戦略の
展開 マグ回ヒル好学
ネ士

多国籍企業におけるマーケテイング活動の
論

商学論究（関西学院大 昭.51.3
統合化 学商学研究会）

発展途上国の経済発展とマーケティング イシ 同 上 BB.52.7 

経営国際化への動因とマーケテイング・コ 。 同 上 昭.54.3
ンセプト

国際マーケテイングの戦略的行動体系 ，， 商経学叢（近畿大学商 昭.56.12
経学会）

国際マーケテイング戦略の概念とその構造 ，， 商学論究（関西学院大 昭.55.l
学商学研究会）
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資料3 会員の著作・論文・研究の動向

類別

明ーマe重量：！匂）

環境変化と流通・マー
lケテイング（日本商業
学会年報）

〔地域別にみた日本企業の国際マーケテイング戦略パターンの比較研究〕

高橋憲一（和光大学経済 学 部 ）

マーシャルの供給分析における二元性
論

明治大学大学院紀要
第15集

A・ マーシャルから p・スラッファへ か，， 
第16集

J .ロピンソンと E・H・ チェンバリンの比 ，， 

較・検討
，， 

第17集

寡占的価格理論における板大原理と平均原 四ヤ

理
イシ

第18集

〔寡占的市場における企業行動に関連した分野に研究のテーマを求めたい。〕

高橋清四郎（中央大学）

ドイツ商業史研究 著 御茶の水書房

ドイツ穀物取引史 訳
中央大学出版部

〔ドイツ商業史、とくにドイツ（ベルリン）穀物取引所の成立・発展〕

田中 忍（神奈川大学大学院）

CIF契約における所有権移転の時期につい 神奈川大学大学院経済
て一委託代理商法（FactorsActs, 1823, 25, 論 学研究科研究論集
42）を中心として 第3号

外国為替と貿易決済
共著

現代貿易の知識広文
キ士

昭.52.12

昭.53.12

昭.54.12

昭.55.12

昭.52.9

昭.56.11
刊の予定

昭.56.3

BI:l.56.10 

〔CIF売買の史的観点からの本質究明およびそのことを基盤として現代の国際物品売買契
約の研究〕

田端昌平（近畿大学商 経学部）

各国のチャネルパターンの識別
論

修士論文（神戸商科大 BB.53.12 
学大学学院（ママ））

多国籍経営組織生成展開過程の考察 神戸商科大学大学院 BB.54.12 
，， 星陵台論集第12巻第

3号

国際マーケテイング活動の統合と分析フレー 2》 第13巻第3号 昭.56.2
ム口ついて－Wiechmannの所説を中心とし ，， 

てー
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著者名（所属）・書名・論文名

〔最近および今後の研究テーマ，動向〕

広告の国際統合一統合過程からの考察ー

〔国際マーケテイング活動の統合〕

玉木令仁（高時経済大学）

ピャトネンコフ他、発展途上国と国際通貨
金融関係

スピリドノワ編、経済学

社会主義世界経済体制・東西問題

コメコンのエネルギー問題と発展途上国

千代浦昌道（独協大学経済学部）

経済学の基礎理論

フランスの経済構造（ヒ。エール・マイエ著）

日本企業の海外事業に関する覚書ーアルジ、エ
リアにおける経験からー

日本的経営の限界

マダガスカルー最近の貿易動向に関するー
考察ー

日本企業の対アフリカ投資活動

マダガスカルの日本系企業

ソ連の対アフリカ政策転換の意味

マダガスカル式全方位外交の現実

日本企業の対アフリカ直接投資分析

海洋資源戦争（ジル・シュラキ著）

類別

2初

訳

，， 

共著

官d~岡

共著

訳

論

，， 

今

名〉

今

。

，， 

，， 

訳

発表書誌名 発表年月

第14巻第 l号｜昭.56.8

アジア・アフリカ経済 昭.55.4
特報 1980年第4号

学文社 昭.55.4

柴田政利編現代国際 昭.55.5
経済論学文社第5
章

月干リアジア・アフリカ BB.55.8 
研究 1981年第8号

法律文化社 昭.50.l

白水社＜文庫クセジュ 昭.50.2
571> 

早稲田大学理工学部 昭.50.5
人文社会科学研究第
12号

日本建築積算協会建 昭.50.11
築と積算通巻第68号

独協大学経済学部経 昭.52.8
済学 研究第20号

，， 第23号

，， 第24号 昭.55.5

経済論壇社経済論壇 昭.55.10
第26巻第10号

今 第27巻第 昭.56.1
l号

日本貿易学会年報 日召.56.2
第18号

ダイヤモンド杜＜現 昭 56.3
代選書＞

〔「マダガスカルの経済発展」の可能’性について研究中。平行して、「経済発展論Jのテキ
スト執筆準備中。〕
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資料3 会員の著作・論文・研究の動向

弘義重量殺繍犠），＇.調書各府議論文名 ｜類別

〔最近洲崎蜘概テー？？地動向〕

寺本光朗（千葉商科大学）

中東石油価格形成にかんする一試論 千葉商大論叢
論 第13巻第5号（千葉商

大）

新植民地主義の先兵・多国籍企業 4切 経済（新日本出版社）

一次産品価格の動向と発展途上諸国の対応 アジア・アフリカ経済
論 特報Vol.17No.2 アジ

ア・アフリカ研究所

最近の一次産品世界価格に関する若干の特
，切

千葉商大論叢
徴 第14巻第4号

エネルギ一政策の転換 共著 共立出版

新植民地主義に関する一考察 千葉商大創立五十周
論 年記念論文集（千葉商

大）

後進諸国の非資本主義発展の諸問題 アジア・アフリカ研究,. Vol.17 No.2 アジア・
アフリカ研究所

新国際経済秩序と発展途上諸国 アジア・アフリカ経済
,,. 特報 Vol.18No.2・3

アジア・アフリカ研究所

ベトナム（下） 共著 水曜社

転換期の世号同） 4切 ニ省堂

新植民地主義と南北問題 著 大月書店

中東原油価格形成の歴史とオイルダラーの
論

千葉商大論叢
国際的｛ママ）に関する理論研究（ 1 ) 第16巻第2号

新国際経済秩序と発展途上諸国 a切 世界経済評論 Vol.23
No.10 国際日本協会

NIEOに関するノート アジア・アフリカ研究
，切 Vol.19 No.10 アジア・

アフリカ研究所

南北問題の現段階 ,,. 日本の利学者（日本利
学習会議問））

近年の民族解放運動の特徴 アジア・アフリカ研究,,. Vol.23 No.I, No.3, 
No.5 

現代国際経済論 共著 学文社

イラン革命とアメリカ帝国主義 論 経済新日本出版社

〔新国際経済秩序、発展途上諸国の社会と経済発展の歴史的研究〕

徳永正二郎（九州大学経済学部）

為替と信用一国際決済制度の史的展開ー 著 ｜新評論
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昭.51.5

昭.51.6

昭.52.2

昭.52.2

昭.52.9

昭.52.11

昭.53.2

昭.53.2～3

昭.53.3

昭.53.5

昭.53.7

昭.53.9

昭.54.10

昭.54.10

昭.55.l

昭.55.l
I 3 
5 

昭.55.5

昭.55.7

昭.51



着考名｛所属）・議事名・論文名 類5JU 発薮寄書家名

｛最近および今後の研究テ｝マ・動向〕

資本輸出と外国貿易
共著

世界経済論を学ぶ有 昭.54
斐閣

貴金属と為替相場，資本主義以前
イ少

解説資本論（ 3）有斐 昭.54
閤

変動相場制と国際収支調整メカニズム 内〉 世界経済評論1979年12昭.54
月号

南北問題を見る眼 共著 有斐閣 昭.55

貨幣資本とユーロ市場
弓白岡ム

（一橋大）経済研究 昭.56
第32巻第3号

ドルと国際金融市場一70年代における米国 ，， （九州大）経済学研究 昭.56
金融構造の変化と関連してー 第46巻第 1・2号

国民経済聞の不均等発展と変動相場 国際 ，〉 昭.56
価値論的接近一

，》
第46巻第4・5号

外国貿易と国際金融
共著

国際貿易論（有斐閣大 昭.56
学双書）

※ロンドン・バランスと国際通貨
論

（九州大）経済学研究 昭.57
第47巻第2号 印刷中

※現代外国為替論
著

有斐閣：現代経済学叢 BB. 57 
書 刊行予定

（その他『経済学研究』に52-54年の問、
19世紀資本輸出、国際価値論等に関する論
文数本を発表しています。）
（※は57年 1月現在未刊）

〔国際短資移動と変動相場、国際価値論、国際資本移動、について研究したい。また一方
で、国際商取引、貿易決済の現代的方法について、とりわけ貿易実務、商慣習的測面から
研究している。〕

内厳 昭（大阪市立大学商学部）

中国の対外貿易政策と日中貿易 友好と貿易第58号、日 昭.50.11
論 本国際貿易促進協会関

西本部

現代中国貿易論 著 所書店 昭.54.3 

日用品輸入から設備輸出へ
論

日本国際貿易促進協会 昭.54.9 
一対外貿易の30年一 編著中国経済の30年

経済近代化と対外貿易 ，， 国際経済第200号 国 昭.54.12
際経済社

中国式現代化と対外貿易 共産主義と国際政治 昭.55.5 
，， 第5巻第 l号日本国

際問題研究所

〔中国の対外貿易および日中貿易の諸問題〕
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資料3 会員の著作・論文・研究の動向

類JJU二川饗黍翁：〈所議）＜＇番翁ゅ論文名

〔畿近および今後ぬ研究デヴヌ・動向〕

中迫陽治（松蔭女子学院大学）

J.N.パーマン著，中村・村山共訳，国家利 世界経済評論1976年 3 昭.51.3 
益と多国籍企業、東洋経済新報社、昭和50 書評 月号
年9月刊

多国籍企業の国際統制（トランスファー・
共執

世界経済評論1976年 6 昭.51.6 
プライシング）第10章 月号

多国籍企業経営戦略の展開（トランスファー・
共著

マグロウヒル好学社 昭.52.3 
プライシング戦略）第13章

多国籍企業の国際課税とトランスファー・
論

日本貿易学会年報第 昭.54.2 
プライシング戦略 16号

多国籍企業による会社内国際移転価格の決 近畿大学商経学会商 昭.54.12
定要因 イシ 経学叢、第26巻特別号

（通巻第65号）

ビジネス教育に関する一考察大学及び各 日本商業英語学会研 昭.55.8 
種学校における貿易実務・商業英語教育を ク 究年報第39回
通してー

国際取引における価格条件に関する一考察ー
イシ

六甲実業学院 昭.55.10
貿易経営と国際経営との接点においてー

国際取引における価格条件に関する一考察ー
名〉

日本貿易学会年報 昭.56.2 
貿易経営と国際経営との接点においてー 第18号

〔国際価格の商学的・経営学的研究
国際貿易業務の商学的・経営学的研究］

中村邦詮（明治大学）

輸出入価格算出の方式
論

明治大学商学論叢 昭.51.2 
Vol.58 NO 5 

BEにおける Technicsの捉え方
今

Business English 1月号 昭.52.1 
商業英語出版社

Messrs.の使用を考える ，， ，， 2月号 昭.53.2 

取引一般条件協定書の再検討
イシ

明治大学商業論叢 目白.54.2 
Vol.61 No 4・5

商業英語 共著 有斐閣 昭.54.4 

貿易取引と非常危険
論

明治大学商学論叢 昭.54.9 
Vol.62 No 1 

「商業英語」の概念規定とその周辺諸相 ，， ，， Vol.62 No 2 昭.54.10

「株式・社債」公募目論見書の英語 資料 ，， Vol.62 No 6 昭.55.3 

貿易売買契約の成立過程に関する一考察 研究 ,, Vol.63 No 5・6 昭.56.3 
ノート

貿易実務・英語ハンドブック 執筆 同文館 昭.56.11
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中村巴喜人（関西学院大学）

貿易契約論 著 有朋堂 昭.50.1 

米国統一商法典における F.0.B. Vessel 
論

関西学院大学商学論究 昭.51
Term 第23巻第3号

基本商業英語 著 英宝社 昭.52.4 

Business Communicationに関する一考察
論

関西学院大学商学論究 昭.52
第24巻第3・4号

Business Jargon論 ,,, ，， 第25巻第4号 昭.53

ビジネス・コミュニーション（ママ）論 著 同文館 昭.53

Business Englishにおける比輪的表現
論

関西学院大学商学論究 昭.54
第26巻第4号

商業英語における Business Jargon ロマンス語研究（小林 昭.55.4 
，， 英夫博士古稀記念論文

集・下巻）

コモン・ローーその過去と現在
今

関西学院大学商学論究 昭.55
第27巻合併号

Metaphor論 ク 。 第29巻第 1号 昭.56.6 

Business EnglishとMetaphor ,,, 日本商業英語学会研究 昭.56.10
年報 1981年

〔言語と社会科学、言語と貿易契約、ビジネスコミュニケーションの諸問題〕

中村靖志（九州共立大学）

一次産品貿易におけるロンドンの商品取引
論

九州大学経済学研究 昭.51.6
所の役割 第41巻第6号

米国の穀物取引と商品取引所 ，， 商品先物市場 昭.52.9
Vol.l No 9 

米国の農産物取引と商品取引所 ，， 九州大学経済学研究 昭.52.10
第43巻第4号

第一次大戦までのイギリスの一次産品貿易 ’b 第43巻第5号 昭.53.4 
と商品先物取引

，， 

イギリスの一次産品貿易と商品取引所 。 商品先物市場 昭.53.9 
Vol.2 No.9 

新国際経済秩序における共通基金による緩
ゐ

九州大学経済学研究 昭.54.4
衝在庫構想について 第44巻第2・3号

一次産品問題について 今
,,, 第45巻第 1号 昭.54.12

資源価格について ,,, 九州共立大学紀要 昭.55.11
第15巻第2号

一次産品生産国カルテルについて（上） ，， ゐ 第15巻第3号 昭.56.3 

。 （下） イシ 砂 第16巻第l号 昭.56.6

〔一次産品価格について イギリス経済の動向について 商品取引所について〕
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資料3 会員の著作・論文・研究の動向

著者名（所属）・妻名・論文名 類別 発表事態暴露名 発表年月

〔最近および今後の研究テーマ・動向〕

西国勝喜（熊本商科大学）

アメリカ互恵通商協定政策の成立と展開
論 経済論究（九州大学大 昭.50.12

学院） 第35号

ニューディール貿易政策に関する若干の問 。 同上第36号 昭.51.3 
題点

アメリカの園内産業保護とガット 熊本商大経済学部開設 昭.53.11
ーアメリカの貿易政策のー側画一 イシ 10周年記念・現代経済

学の諸問題所収

1974年通商法とガット改革－1980年代の国 海外事情研究（熊本商 昭.54.6 
際貿易体制を志向するアメリカ ，， 大海外事情研究所）

第7巻第 1号

新国際コード成立の背景ーアメリカの通商 東泉ラウンドが世界貿 昭.55.3 
政策とガット体制一 易体制とわが国の貿易

イシ
に及ほす影響（岡茂男
主査、外務省委託研究
報告書世界経済研究
協会刊）第5章

東京ラウンドと発展途上国貿易問題一国際 海外事情研究第8巻 昭.55.10
的「特別優遇」体制からの「卒業」問題を ’h 第l号
中心に一

両大戦期間の貿易政策 早川広中他編 国際貿 昭.55.12

イシ
易の理論・政策・実務
（世界書院刊）第二編
第三章

萩野典宏（甲南大学）

多国籍企業の価格決定モデル
論

甲南経営研究第15巻 昭.50.3 
第4号

国際技術普及と国際市場均質化 ,, 今 第17巻第 1号 昭.51.6 

多国籍企業の組織戦略 ，， 入江猪太郎編著多国 昭.52.3 
籍企業経営戦略の展開

多国籍マーケテイング行動と国際市場統合 荒川祐吉・山中均之編 昭.52.5 
’シ 著マーケテイングにお

ける国際性と社会性

国際化・多角化行動の利潤率安定化効果の ，， 日本貿易学会年報第 昭.52.5 
分析 14号

市場構造と利潤率変動（ 1）、（ 2) ，， 甲南経営研究 昭.52.6 
第18巻第 1・2号

多国籍マーケテイング行動論 著 千倉書房 昭.52.10

多国籍企業行動と発展途上国の経済発展 多国籍企業研究会編著 昭.54.6 
（輸出基地戦略生成の論理基盤） 論 日本的多国籍企業論の

展開
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商社の多様化行動に関する計量分析 (1）、
今

甲南経済研究第四巻 昭.54.3 
( 2) 第4号第20巻第2号

マーケテイング行動と経営成果との関係に 日本マーケテイング・ 昭.54.12
ついての計量分析

論
サイエンス学会編マー
ケティング・サイエン
スNoXN 

大阪系商社の機能特性
~ 

甲南経営研究第20巻 昭.55.3
第4号

比較マーケテイング研究の方法 日本商業学会編、流通・ 昭.55.5
，， マーケテイングの新展

開

多国籍マーケテイング行動と組織統制
今

甲南経営研究第21巻 昭.55.12
第1～4合併号

多国籍マーケテイング行動と国際市場環境 神戸大学経済経営研究 昭.56.10
，， 所編、経済経営研究

第31号

〔多国籍マーケテイング行動のシミュレーション分析、国際市場構造変動の計量分析〕

長谷川幸生（中央大学経済学部）

非関税貿易障害問題についての覚書き
論 （中央大学）経済学論 昭.51.11

纂

一次産品に関する若干の諸問題（ 1 ）一（4) 共同研 向上 昭.53.3
究論文 ～55.5 

ベヒラー著、世界貿易論 訳 中央大学出版部 昭.54.6 

ケンウッド＝ロッキード著、国際経済の成長 共訳 文虞堂 昭.54.12

国連報告書、国際カルテル（第2刷） ~ 文異堂 昭.56.8 

〔国際貿易にあらわれた独占の諸傾向についての理論的・実証的研究〕

波多江俊孝（福島大学）

〔最近は、関税論のみに限らず、その滅・負・戻税及ぴ還付並ぴに各品の関税留保（保税）
の面に研究活動の分野を拡げています。と云うのは、関税効果は、関税制度にまで発展さ
せないと現実に即さないからです。なおさらに、各品の通関制度の面まで関連づけようと
試みています。従って貿易関係法（我国では、外国為替及び外国貿易管理法等）の研究に
も努めています。研究結果は「関税・税関論」「貿易関係法J（共にプリント印刷）に収録
しています。ただ、いづれも眼病のせいもあって、仲々成果があがりません。〕

服部幸雄（早稲田大学大学院商学研究科博士課程）

イギリス資本主義成立の国際的要因につい｜ ｜早稲田大学大学院商学｜昭.51.9 
ての一考察 ｜ 論 ｜研究科、商経論集第

30号
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資料3 会員の著作・論文・研究の動向

第三世界の f低開発性」について 研究 早稲田大学大学院商 昭.52.7
ノート 学研究科紀要第4号

イギリス資本主義成立期のアジア貿易の性
論

商経論集第35号 昭.53.9 
格（上）

イギリス資本主義成立期のアジア貿易の性 ，， 商経論集第36号 昭.54.1 
格（中）

4少 （下） ，， 第37号 昭.54.10

世界市場創出期における多角的決済機構に ，， 商学研究科紀要第11 昭.56.2 
ついて 号

世界資本主義と周辺部の生産様式 町田実監修講座国
砂 際経済第l巻中央

経済社

産業資本の成立と貿易の自由
4診

向上、講座国際経済、
第2巻

〔世界資本主義の史的展開と周辺部の生産様式〕

漬谷源蔵（日本大学）

貿易取引の基本問題 著 同文館出版 昭.52.1 

無仕切積合わせパラ荷の特定 経済集志第48巻第 l 昭.53.4 
論 号（日大経済学部機関

誌）

定型貿易取引条件の分類基準ー積地売買条 。 経済集志第50巻第 1 昭.55.4 
件と場地売買条件を中心としてー 号

早川広中（中央大学）

関税と NTBについての一考察 論 日本貿易学会年報第 昭.53.
15号

東京ラウンドについての一考察
ゐ

中央大学経済研究所年 昭.53.
報第9号

現代貿易の知識 編著 広文社 昭.54.10

国際貿易の理論・政策・実務 ~ 世界書院 昭.55.12

日本貿易論（増補版） 著 白桃書房

〔日本貿易史〕

福田 靖（西南学院大学）

多国籍企業のコミュニケーション・メカニ 西南学院大学、英語英 昭.51.3 
ズム 論 文学論集第16巻第3

号

多国籍企業のマーケテイング標準化に関す ，， 第17巻第2・3 昭.52.3 
る一考察

~ 
合併号
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著者名〈所属）・審:t・論文名 i類別 l 発表書誌名 i発表年月

〔最近および今後の噺究テーマ，動向〕

国際貿易実務の合理化ードキュメンテーショ
論 ’v 第19巻第 l号 ｜昭.53.7 

ンを中心に

ビジネス・ライテイングにおけるBadNews イシ 第21巻第 1号 i昭.55.8 
戦略

，， 

〔国際マーケテイングおよび国際経営管理に関する諸問題の研究〕

藤枝 哲（日本女子経済短大）

C. I. F. termsの生成と発展
ミロ岡ふ

青山社会科学紀要4一昭.50.8 
1 

Japanese-type Multinationals-Sogo Shosha ，， イシ 5 -1 昭.51.10

ヨーロッパ系多国籍企業の生成過程（ 1 ) 海外経営ジャーナル創 昭.53.7 
，， 刊号新日本総合リサー

チ（株）社

ヨーロッパ系多国籍企業の生成過程（ 2) 
イシ

海外経営ジャーナル 9 昭.53.9 
月号

国際貿易売買における所有権移転時期理論
今

日本貿易学会年報第 aH.55. 2 
の一反省 17号

IB C (International Business Communication) ,, 日本商業英語学会年報 昭.56.7 
構造における人間的側面について 第40号

国際貿易売買における Warrantyについて ，〉 日本貿易学会年報第
18号

［貿易契約論とBusinessCommunication論］

藤田栄一（関西外国語大学）

国際広告と企業イメージ 論 商業英語出版社 昭.50.1 

内と外からの国際広告 砂 ，， 日百.50.2 

国際広告におけるphilosophy ，， ，， aH.50. 3 

困際広告と社会的責任 砂 ，， 昭.50.4 

国際広告における企業イメージの中核 ，， 関西外国語大学研究論 aH.50. 4 
集 第22号

国際広告と商品広告 。 商業英語出版社 昭.50.5 

貿易英語セミナー 著 創元社 昭.50.5 

和英貿易用語辞典 今 ，， 昭.50.5 

消費財と生産財の国際広告 論 商業英語出版社 昭.50.6 

商品広告のテクニック ぞ〉 イシ 昭.50.7 

国際広告と時代の反映 え〉 今 昭.50.8 

国際広告と説得の技法 民〉 ，， 昭.50.9 

広告における日米の異質性 イシ 今 昭.50.10
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資料3 会員の著作・論文・研究の動向

著者名（務議ト妻名・論文名 類別 発表委暴露名 発表年月

〔最近および今後の研究テーマ・動向〕

国際広告と説得の阻害要因 論 商業英語出版社 昭.50.11

国際広告の手法と効果 民ヤ ，シ 昭.50.12

低成長時代の国際広告 今 。 昭.50.1 Iママ）

国際広告とコンシューマリズム ゐ ，〉 目白.50.21ママ）

国際広告の基本条件 今 日本貿易学会年報 昭.51.2 

国際広告コピーの変遷 内〉 商業英語出版社 昭.51.3 

国際広告と新しい修辞学 イシ ’〉 昭.51.4 

コミュニケーションにおける説得の理論
イシ

関西外国語大学研究論 昭.51.4 
集第24号

国際広告とビジネスレター ク 商業英語出版社 昭.51.5 

国際広告とライフスタイル か ’v 昭.51.6 

国際広告の二つの流れ イシ ’〉 昭.51.7 

国際広告の功罪 ，， イシ 昭.51.8 

国際広告の公共性 ，， ，， 昭.51.9 

国際広告における比較広告の実際 内〉 ，， 昭.51.10

国際広告のインパクト イ〉 ’〉 目白.51.11

国際広告の量と質 内〉 イシ 昭.51.12

国際広告と景気変動への対応 イシ ，， 昭.52.1 

国際広告をどう展開するか 今 ，〉 昭.52.2 

国際広告をどう読むか 内〉 ク 昭.52.3 

国際広告コピーに学ぶ イシ ’シ 昭.52.4 

国際広告の説得的アプローチ ル ，〉 昭.52.5 

国際広告の拡散アプローチ 内〉 ゐ 昭.52.6 

貿易実務の手ほどき 著 倉UJC社 昭.52.6 

国際広告のカタログ的手法 論 商業英語出版社 昭.52.7 

国際広告と異文化 イシ ,, 昭.52.8 

国際広告と広告コピー ，》 イシ 昭.52.9 

国際広告と生きがいの探求 イシ ’シ 昭.52.10

国際広告と日本企業 ゐ ’〉 B§.52.11 

国際広告における Attention 今 。 昭.52.12

国際広告における Interest 名シ ’砂 昭.53.1 

国際広告における Desire 今 。 B§.53. 2 

国際広告における Memory 今 ゐ 昭.53.3 

国際広告における Conviction 砂 ’シ 昭.53.4 

国際広告における writingの技法 イシ ’シ 昭.53.5 

国際広告における action ，， ’シ 昭.53.6 
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事著者名（所属）・害毒5・鎗文名

国際広告コピーの効果 論 商業英語出版社 昭.53.7 

国際広告コピーの Headline ，， ，， 昭.53.8 

国際広告コピーの Headlineの分析 ，， イシ 昭.53.9 

国際広告と人間的情緒への説得 。 今 昭.53.10

国際広告と国際認識 ゐ イシ 昭.53.11

国際広告と発想の転換 。 砂 BB.53.12 

国際広告と対象にそった説得 名ヤ イシ 昭.54.1 

ビジネス・コミュニケーションと異文化へ ，， 昭.54.2 
の対応

ゐ

異文化問のビジネス・コミュニケーション 今 ，， 昭.54.3 

海外進出企業の経営者が心すべきこと一地 ，， 海外経営ジャーナル 昭.54.3 
域社会とのコミュニケーションー

異文化問コミュニケーションの悲劇 ，， 商業英語出版社 昭.54.4 

異文化問の交渉と管理 ，， 海外経営ジャーナル 目白.54.5 

異文化問コミュニケーションの対立 砂 商業英語出版社 昭.54.5 

異文化問コミュニケーションの成功と挫折 か 砂 昭.54.6 

異文化問コミュニケーションの成功と障害 ゐ イシ 昭.54.7 

（以下、論文省略）

改訂海外販売促進のすべて 著 創元社 昭.55.4 

説得の技術 ，， 実業之日本社 昭.55.8 

貿易英語三百文例 イシ 日本実業出版社 昭.55.11

海外投資で儲ける法 ，， 英潮社 昭.56.1 

海外情報を読みとる ，， 創元社 昭.56.10

〔国際ビジネス・コミュニケーション、異文化問のコミュニケーションを中心として国際
聞の経営、文化、貿易の比較および効果的な交流の方法の究明。〕

藤本典宣（北九州市立戸畑商業高等学校・西南女学院短期大学）

貿易実践における輸出手続書類作成につい
論

西南女学院短期大学 BB.51. 
ての一試案一特に Estimateを中心としてー 紀要

Incoterms 1953年に規程される貿易取引条 ，加 向 上 昭.51.
件について

貿易実務における輸出価格見積りの一試案 4シ 向 上 昭.52.

貿易クレームとその解決 今 向 上 昭.53.

貿易決済における英文為替手形の作成 ,, 向上 昭.54. 

貿易実務における輸出契約の履行について イ〉 同 上 昭.55.

商業高校で貿易英語をどう学ぶか ，， 向 上 昭.55.
一特に新学習指導要領実施に向けてー
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資料3 会員の著作・論文・研究の動向

雪野義名｛飯島〉・毒事傘下戸論文·~

〔書量i怠および今後の研究デザ吋マ・動向〕

信用状の概念と信用状統一規則

新編貿易実務

実践貿易英語

類別 発表霊祭器事s' 

出品
〔現在、総合実践におけるケース・スタデイを研究中〕

藤本秀三郎（大阪商業大学）

編入実務 （通信教育「国際取引
著 実務講座」 日刊工業

新聞社）

貿易企業経営論
dシ

総合版（テキスト）栗
林書房

輸出取引実務誌全訂版（テキスト） 4シ

輸入取引実務誌最新版（テキスト） ，， 

三国間貿易の機能と発展
論

大阪商業大学論集第
62号

貿易用語の考究 。 大阪府立貿易専門学校
紀 要 第1号

〔貿易企業の経営環境 ホテルの国際業務通信〕

藤原光春（八代学院大学）

ジョン A.ホルセン、 1977-85年、非産油 八代学院大学紀要第
中所得、開発途上国における経済発展の展 資料 13号八代学院大学学
望 術研究会

開発途上国における食糧危機の構造 論 向上第19号

アジアにおける食糧貿易の構造 八代学院大学経済経営
，， 論集第2号八代学

院大学学術研究会

開発途上国における食糧貿易の構造 。 日本貿易学会年報第
19号 日本貿易学会

〔開発途上国における食糧貿易について〕

丹木 凌（専修大学商学部）

1974年 信用状統一規制（ママ）〔規則〕（下） ！共著｜外国為替貿研究耳
一逐条解説とその問題点一

昭.54.6 

昭.55.12

昭.56.4 

昭.56.9 

昭.56.12（予定）

昭.56.12（予定）

昭.52.9 

昭.55.12

昭.57.1 
刊行予定

昭.57.
刊行予定

〔ICC（国際商業会議所）銀行技術実務委員会が開催され（通常年2回）その議事録を入
手するたびに、信用状統一規則関係の討議事項を私見を加え紹介してきている（「国際金融J

誌に発表。題名！ICCの最近の信用状関係資料からJ）。永年かつ件数が多いので発表年
月・誌号省略。今後も信用状の研究を続ける。〕
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類車Jj

古沢紘造（駒沢大学経済学部）

第一部貿易・植民地金融機関立法 渋谷隆一編明治期日 昭.52.3 
第一章概観 本特殊金融立法史早
第二章横浜正金銀行条例の制定と為替政 稲田大学出版部
策

〔東アフリカの経済発展〕

本多光雄（日本大学経済学部）

国際収支調整策としての変動為替相場制度
論

金融ジャーナル第16 昭.50.5 
巻第6号〔5月号〕

多国籍銀行 共訳 ソーテックキ士 昭.50.9 

国際貿易と直接投資
論

経済集志第46巻第2 H百.51.9 
号〔日大経済学部〕

比較優位、直接投資および特殊的要素に関
イシ

同上第48巻第 1号 昭.53.7 
する研究 〔同〕

ユーロカレンシーの経済学 共訳 文虞堂 昭.54.2 

わが国の核エネルギー資源および核資源貿 斎藤優・佐藤栄一編著 昭.54.3 
易とその構造 論 核エネルギ一政策

日本国際問題研究所

〔資源貿易、直接投資に関する問題及び直接投資と貿易構造に関する問題を研究していま
す。「直接投資と多国籍企業」に関する論文を11月頃 発表予定です。〕

町田 実（早大商学部）

商業の歴史 共訳 白水社 BB.51.3 

転換期の国際経済論 編著 自白書房 昭.52.10

国際貿易の史的構造 著 前野書店 昭.53.6 

現代の国際貿易 か 中央経済社 昭.54.11

新編・国際貿易総論 イシ 自白書房 昭.56.4 

〔新国際経済秩序の胎動と日本の対応。東側諸国との経済協力の可能性とその実際。途上
国の経済開発に関する問題。多国籍企業の活動と世界経済の動向。流動する国際経済の動
向と1980年代の日本経済の展望、等。〕

松浦茂治（愛知学院大学（商））

わが国繊維産業の雁行形態（ 6 ) 
論

大分大学経済論集 昭.50.3 
第26巻第6号

津久見港の機能と謀題 ，， 大分大学研究所報 昭.50.3 
第9号

赤松先生の雁行形態論 ，， 海外事情 1975年 昭.50.6 
第6号
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資料3 会員の著作・論文・研究の動向

輔副賄工子事鵠双論文名 類別 発義者？M

〔最近おれ持強の線多重ヲゼーマ・動向〕

わが国繊維産業の雁行形態（ 7) 
内〉

大分大学経済論集 昭.50.12
第27巻第5号

新日鉄大分製鉄所の性格と課題 ，， 大分大学研究所報 昭.51.4 
第10号

わが国鉄鋼産業の雁行形態（ 1 ) 
砂

大分大学経済論集 昭.51.7 
第28巻第2号

わが国鉄鋼産業の雁行形態、（ 2) イシ 向上第28巻第3号 昭.51.9 

雁行形態論の展開 ，， 日本経済政策学会年報 B§.51. 9 
XXN 

日本鉄鋼業のライフ・サイクルの現段階
今

世界経済評論第21巻 昭.52.6 
第6号

わが国鉄鋼産業の雁行形態（3) 
イシ

地域分析第12巻第2・ 昭.53.9 
3号

わが国電算機産業の雁行形態、 (1) ，， 向上第19巻第2号 昭.56.7 

わが国電算機産業の雁行形態（ 2) ，， 商学噺究第26巻第3・ 昭.56.7 
4号

〔わが国繊維・鉄鋼・電算機産業の雁行形態論の研究をまとめ、雁行形態論の総括を行い
たい。〕

A人，3ロJ 勇（和光大学経済学部）

最近のわが国における通貨供給の増加と物
論

和光経済（和光大学） 昭.50.3 
価上昇について 第9巻第 l号

アダム・スミスの経済的自由主義に関する
今

アダム・スミスとその 昭.52.2 
一考察 時代白桃書房

在庫循環に関する一考察 ，， 和光経済（和光大学） 昭.53.2 
第11巻第 1. 2号

設備投資決定論と設備循環に関する一考察 今 向上第12巻第 l号 昭.54.2 

貨幣金融経済論（増補版） 著 白桃書房 昭.55.4 

リカードとマルサスの恐慌論 論
マルサス・リカードと 昭.56.3 
その時代、白桃書房

〔景気循環及び経済体制に関する諸問題〕

松本新樹（高崎経済大学）

新幹線と高速道路計画の高崎広域圏等に与
資料

高崎市等広域市町村圏 昭.51.3 
える影響の調査研究 振興構想研究報告書

「交通」からみた「ながのはら」地域開発 長野原町地域開発整備 昭.52.3
をめぐる諸問題（1978.6.24 ＜地域の論理と ゐ 計画調査報告書
交通〉と題して日本交通学会関東部会報告）

省エネルギ一時代に対応した総合的物流の
高砂

前橋トラック事業協同組 昭.53.3 
変革を求めて（共同執筆） 合直面問題調査報告書
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世界計画経済への途：その現実性と論理的
論

日本貿易学会年報第 昭.54.2 
模索 16号

未来に聞かれた地域づくりのための哲学と 渋川市における軽石産 昭.54.3 
構想 。 業の発展動向と軽石埋

蔵地域開発に関する構
想研究

モデル定住固におけるパスサーピス確保に関 資料 運輸省東尽陸運局 昭.55.3 
する調査報告書（利根・沼田モデル定住圏） （監修）

世界経済における人間化・生活化体系の呼 世界経済の全体像－19昭.55.11
応的展開 論 80年代への展望ー（国

際経済学会編）第31号

タイにおける観光開発インパクトと国際関
4シ

日本貿易学会年報第 昭.56.2 
係ーその現況と課題一 18号

前橋地域商業近代化地域計画報告書 資料 商業近代化委員会前橋 昭.56.3 
（共同 地域部会
執筆）

〔人間化・生活化体系と地域構造（圏内及び海外） 交通インパクトと地域形成の再検討、
特に公共交通機関復権とからめて〕

松本京子（西南女学院短期大学）

第二次大戦後の日本資本主義における企業｜ 弘 ｜福岡大学大学院論集 ｜昭.52.11
集団の一環としての総合商社の機能 I 醐

松本正雄（大阪商業大学）

外国為替の基礎知識
著

ダイヤモンドキ士ピジネ 昭.50.1 
ス新書

新外国為替の実務 ,,, 
今 昭.51.2

円為替について
論

大阪商業大学論集第 昭.51.12
47号

輸出実務 I.II. 
著

日刊工業新聞社 国際 昭.54.5
取引実務講座テキスト

政府系金融機関 4シ 教育社 昭.54.9

為替相場変動危険回避策と電算機の利用に
論 大阪商業大学論集 昭.54.9

ついて 第51・52合併号

〔「外国信用調査の実務」を発刊すべく、現在資料収集中。〕（ダイヤモンド社） (57. 7）〕

宮坂義一（九州産業大学）

円高と日本の国際競争力

日本的経営と多国籍企業の将来

論

,,, 
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資料3 会員の著作・論文・研究の動向

波及する円経済圏のゆくえ ，， 近代セールス 昭.53目11
（近代セールス社）

三国間取引の現状と問題点 ，， 機械輸入協会月報 昭.54目 l
一総合商社の機能とその発展一

米国における地域研究
今

月刊貿易政策 昭.54.3 
（通商政策広報社）

わが国の地域研究をどう開発するか 今 向上 日百.54.4 

オランダの国造りーヨーロッパ雑感－ ，， 経済論壇（経済論壇社） BB.54.11 

アジアの発展にいかに対応するか（80年代
名シ

月刊通商政策（通商 昭.55.1 
の通商政策） 政策広報社）

転期を迎えた日本の経済協力 ゐ 向上 昭.55.3 

自由貿易を迎えた我が国の対応政策への提
イシ

向上 昭.55.4 
言

綜合商社とエネルギー 名〉 向上 昭.55.8 

80年代の経営戦略 か 経済論壇（経済論壇社） 昭.56.6 

綜合商社組織の戦略的展開 イシ 組織科学（丸善） 昭.56目 6

大企業と地域社会との融合
イシ

経済論壇（経済論壇社） 昭.56.7 
一九州・旧本電気見学記一

外人投資家と日本経済
ゐ

向上 昭.56.8 
ーマネー国際化への視点一

直接金融時代における企業戦略 今 向上 昭.56.9 

日米の GNPを考える 今 向上 昭.56.10

〔①国際経営（日本企業が国際活動とする場合の理論と実践両面にわたる研究）
e②企総業をとりまく国際環境と企業としての対応策の研究o

合商社の理論的研究。
④国際金融（とくに日本企業に関連した資金調達と資産運用の戦略）〕

宮原一武（神戸市外国語大学）

貿易コミュニケーションにおける説明機能
論

神戸外大論叢 昭.51.6 
の考察（上） 第27巻第1～ 3号

貿易コミュニケーションにおける説明機能 ，， 日本商業英語学会研究 昭.53目10
の分析 年報

貿易コミュニケーションにおける社交機能 ，， 神戸外大論叢 昭.53目12
の考察 第29巻第6号

貿易コミュニケーションにおける説明機能 ，， 神戸外大論叢 BB.55目9
の考察（中） 第31巻第1号

貿易コミュニケーションにおける社父機能 ，》 日本商業英語学会研究 昭.55.10
について 年報

貿易コミュニケーションにおける説明機能
論

神戸外大論叢 昭.56.1 
の考察（下） 第31巻第5号
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〔「貿易コミュニケーションの研究」から「国際コミュニケーションの研究」へ対象を広げ
ることを考えている。〕

港 徹雄（青山学院大学）

先進経済の変動と安定化政策の展開 世界経済の構造変化と 昭.50.3 
資料 南北問題の新展開

JETRO 

開発途上国における産業化政策の諸問題
論

アジア交流第30号 昭.51.11
ーザイ｝ル経済を事例に一

東アジア中進国の輸出伸長とわが国中小企 ，， 海外市場第322号 昭.53.8 
業一衣服産業一

東アジア諸国の生産構造と競争力の比較研 ，， 海外市場第333号 昭.54.7 
究

貿易と中小企業における産業調整 ，， 国際経済学会編国際 昭.54.11
経済第30号

韓国経済の展望と繊維産業 。 日本紡績月報第395昭.54.11
号

国際競争力変化と工業構造
資料

大阪府立経済研究所 昭.55.3 
（経研資料No.634) 

国際分業の進展と工業構造
共著

大阪経済の構造とその 昭.55.11
変貌法律文化社

変質する東アジアの国際分業基盤 論 アジア交流第43号 昭.55.12

日本産業の競争力要因の再検討一社会的生
局砂

日本貿易学会年報第 昭.56.2 
産基盤分析を中心に一 18号

輸出工業の海外取引機能一大阪市実態調査 ，， 大阪経済（大阪市経済 印刷中
を中心に一 局編）

〔国際競争力の基盤となる社会的分業システムの国際（異地域）及び発展過程（異時間）
の比較分析を通じた「比較産業論Jの研究。〕

向 高男（大阪外国語大学）

国際技術ライセンス契約
論

Business English 昭.53.2～ 7 
商業英語出版社

A Study of Commercial Disputes 研究 Annual Study 昭.53.10
発表 日本商業英語学会誌

海運とコンテナ化、複合輸送と関係文書
論

Practical English Handbook 昭.54.5 
大修館

特許ノーハウ実施契約
~ 

Business English 昭.54.11～
商業英語出版社 55. 9 

Features of Licensing Agreements For 。 Jaft 日本貿易学会誌 昭.55.2 
Wearing Apparel 

Patent I Know-how Licensing ，》 。 昭.55.2 
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資料3 会員の著作・論文・研究の動向

警察名練馬〉ィ義経常論文名 ｜類別

｛濠近および今後d手続発デ吋マ・動向〕

契約文言の再検討
イシ

JCA ジャーナル 昭.55.4～
国際商事仲裁協会 55. 5 

Contract Wording Disputes 高砂 Annual Study 昭.55.7 

Contract Wording “Reasonable”and its 今 昭.55.7 ,, 
Derivatives 

契約条項に見られる主情的な表現と当事者
イシ

JCA ジャーナル 昭.56.8 
の意思 国際商事仲裁協会

〔技衝移転契約を中心とする国際取引契約の予防法学的実態的研究。〕

森井 清（大阪商工会義所）

やさしい貿易実務 日本実業出版社 昭.51.12

貿易決済の実務 東洋経済新報社 昭.53.8 

貿易がわかる事典 日本実業出版社 昭.53.12

外国為替のことがわかる本 日本実業出版社 昭.55.2 

〔私法関係の条約、英米法〕

諸上茂登（明治大学商学部）

国際マーケテイング論の成立に関する一考察
論

明大商学論叢第60巻 昭.52.10
第4号

国際マーケテイング論体系化のための予備 向上誌第61巻第8号 昭.54.3 
的考察：その理論化方向と産業組織論的ア イシ

ブローチの示唆

国際マーケテイングの分析枠組に関する一
今

向上誌第62巻第5号 BH.55. 3 
考察：産業組織論的枠組適用の限界

国際マーケテイングの分析枠組の構想のた 向上誌第63巻第 l号 昭 55.12
めに：市場構造分析の諸アプローチとその 砂

示唆

石田貞夫・東京銀行貿易投資相談所編、貿
共著

同文館 紹.56.9 
易実務・英語ハンドブック

消費者行動のクロスカルチャー的研究の動 日本商業英語学会第 昭.56.9 
向について

資料 41回全国大会（同学会
研究年報に詳細を掲載
の予定）

世界市場のセグメンテーション研究のー視角：
論

明大商学論叢 昭. 56.10 
消費者の国別ステレオタイプ化について 第64巻第 1. 2号

〔1.消費者行動のクロスカルチャ一分析
2.国際マーケテイング・データのコンピュータ解析（多変量解析）〕

矢追多賀雄（東京銀行）

〔円為替と国際通貨金融の問題。為替政策等。〕
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薬師寺洋之（近畿大学）

プレデール教授の世界経済構造変動論
論

世界経済リポート（近 昭.51.1 
畿大学世界経済研究所）

プレデールの世界経済学 今 BB.52. 2 
一空間理論についてー

，， 

経済活動の国際的配分と立地理論 イシ 今 昭.54.12

日本鉄鋼業の立地変化と輸送費指向説 今 商経学叢（近畿大学） 昭.54.12

世界経済学と国際経済学
ゐ

世界経済研究年報（近 昭.55.8 
畿大学世界経済研究所）

ジョンストン、世界貿易の空間システム 共訳 晃洋書房 昭.56.10

〔O貿易理論の空間的拡張 。鉄鋼貿易〕

安村重正（中央大学商学部）

ラテン・アメリカの「後進性」
論

中央大学90周年記念論 BB.50. 7 
文集

アルゼンチンとベロニズム 商学論纂第18巻第2・ 昭.51.9 
，， 3号（中央大学商学研

究会発行）

ジョーンズ・リポートと日米経済問題 アナリスト 第24巻第 昭.54.5 
,, 3号（経済発展協会発

行）

再び日米経済問題について 。 今 第24巻第4号 昭.54.7 

貿易・南北問題について ，， イシ 第24巻第5号 BB.54. 9 

国際貿易・エネルギー問題について ，， ,, 第24巻第6号 昭.54.11

日米経済関係ー米議会の見方 アナリスト 第25巻第 昭.55.3 
4シ 2号（経済発展協会発

行）

総合商社一日本の多国籍企業 共訳 中央大学出版部 昭.55.5 

貿易による利潤一国際価値論に関連してー 商学論纂第22巻第4・ 昭.56.3 
論 5・6号（中央大学商

学研究会発行）

〔多国籍企業と国民経済〕

柳田義章（広島修道大学）

清酒製造業の労働生産性の堆移一昭和35年 広島修道大学商業経 昭.50.2 
から45年にわたる全事業所についての算定 論 済研究所報第12巻
（第三報告）

南北問題研究の視角と研究の若干の展望 論
財団法人・私学研修福 昭.50.3 
祉会私学研修第66号
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資料3 会員の著作・論文・研究の動向

著者名〈語号車毒ト著書ti，論文名 類別 発表毒害総名 塁審家主事n

日米機械器具製造業の労働生産性の堆移と ，， 尽都大学経済研究所 昭.50.10
輸出競争力について KIER 7502 

行沢健三編、入門国際経済学、（第10章南
共著

有斐閣 昭.52.4 
北問題の性格）

共同研究・広島県経済構造の分析、（広島 広島修道大学商業経 昭.53.2 
県の産業構造と貿易構造を執筆） 三R聞ι 済研究所報第15巻第

2号

後進国の輸入構造－SITC第7部の再分類 修 道 商 学第19巻第 l 昭.53.10
による機械工業製品の輸入の実態分析と型 ，， 号
の検出 広島修道大学商経学会

有賀定彦・都野尚典編、世界経済の構造と
共著

ミネルヴァ書房 昭.54.4 
展開、（第5章戦後の世界貿易）

西ドイツ工業労働生産性の国際比較一行沢 京都大学経済研究所 昭.54.10
健三教授の日米工業労働生産性の国際比較 三ロ岡ι KIER 7901 
研究に接続してー

比較労働生産性と輸出実績 修 道商 学第21巻第 1 昭.55.6 
-B・パラッサ方式による検証一 ，， すロ

広島修道大学商経学会

労働生産性の国際比較と輸出競争力 広島修道大学研究叢書 昭.55.11
－西ドイツの輸出競争力を中心としてー 著 第7号広島修道大学

総合研究所

西ドイツ工業労働生産性の国際比較と輸出 世界経済評論 1980年 昭.55.11
競争力について一白米工業との対比におい 論 11月号
てー

生産性成長率と輸出増加率との相関関係の 修 道商 学第21巻第2 昭.55.12
検証一日米西独工業労働生産性の国際比較 。 号広島修道大学商経学
数値をデータとしてー 5l、; 

共向研究・瀬戸内海地域とフィリピン内海 広島修道大学総合研究 昭.56.3 
地域との開発に関する研究一広島県とパナ 所特別報 告I
イ島を中心として （フィリピン産熱帯果 共著
実の輸入動向と需要動向ーマンゴーを中心
としてー）

Research Report on the Comparison of the Hiroshima Shu do 昭.56.3 
Island Sea Areas of Japan and the University, Special 
Philippines -especially Iloilo Province and 

共著
Publication 

Hiroshima Prefecture－ー（Importand Demand No. 1上記の英文編
Tendency of the Philippines’Tropical Fruit 
in Japan) 

イギリス工業労働生産性の国際比較（作業 修道 商学第21巻第3 昭.56.3 
細目）一日米西独工業労働生産性との対比 論 マロ王
においてー 広島修道大学高経学会

広島県の主力輸出産業の動向について ，》 統計の泉 9月号広 昭 56.9 
－鉄鋼業・自動車産業を中心にしてー 島県統計協会
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務者名（孫漂い寮名・論文名 類別 塁審議通事JJ
〔最近および今後の務発テ｛マ・動向〕

〔①労働生産性の算定年時を近時点に拡大し、算定対象国を拡大し、「労働生産性の国際比
較と輸出競争力Jのテーマを深めること。
②BHN（基本的ニーズ）戦略の視角とオルターナテイブ・テクノロジーの視角から第三

世界の工業・農業開発問題にアプローチすること。〕

山上 徹（日本大学商学部）

海港立地における輸送指向については）
号ロ冊＆ 

日大商学集志第45巻 昭.51.1 
第3号

海港立地における輸送指向については） か ，， 第45巻第4号 昭.51.3 

海港立地における労働指向について イシ ，， 第46巻第4号 昭.51.7 

港湾機能の総合的課題 共著 港湾労働経済研究所 昭 52.4 

海港立地における労働指向についての一考察 論 り No. 2 BB.53. 1 

騒音地域（芝山町）の振興計画調査研究報
資料

千葉地域科学研究所 昭.53.3 
告書

海港立地における資本指向について
号匝ふ闇

日大商学集志第48巻 昭.53.6 
第 l号

地域開発と港湾問題 共著 日本港湾経済学会 昭.53.8 

カウツ、海港立地論 訳 時潮社 昭.53.9 

港湾集積の一般的性質について
論

日大商学集志第4巻 昭.53.11
第2号

海港立地における輸送指向についての一考察 ，， 港湾労働経済研究所 昭.54.1 
No.3 

空港周辺地域としての富里村振興計画調査
資料

千葉地域科学研究所 昭.54.3 
報告書

港の社会科学 共著 海文堂 昭.54.5 

海港立地における集積問題の解法
論

日大商学集志第49巻 昭.54.7 
第l号

現代交通・港湾の諸問題 共著 時潮社 昭.54.11

富里村の都市化と小売商業問題
論

日大商学集志第49巻 昭.54.12
第2号

海港立地発達と立地問題 イシ 港湾労働経済研究所 昭.55.1 

港湾再開発報告書 資料 千葉地域科学研究所 昭 55.3 

海港経済論 著 千倉書房 昭 55.5 

経営経済的立地概念についての一考察
ず日一岡

日大商学集志第50巻 昭.55.6 
第 l号

人間生活と港湾 共著 日本港湾経済学会 昭.55.10

交通経営の立地問題についての一考察
論

日大商学集志第50巻 昭.55.11
第2号

交通経営のステーション立地についてのー イシ 第51巻第 1号 昭.56.6 
考察

’， 
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資料3 会員の著作・論文・研究の動向

事苦者名（所属）・妻名・論文名 類別 発表替誌名

〔最近および今後の研究テーマ・動向〕

ステーシヨン立地決定と輸送発生量について｜ ク ｜ク 第51巻第3号｜昭.56.10

〔ステーション立地と交通経営問題〕

山川 健（名古屋商科大学商学部）

カンティヨンの貿易理論の再考察
論

名古屋商科大学論集 昭.51.3 
第20巻第3・4合併号

経済発展の過程と外国貿易ーカンテイヨン ，， 第22巻第 1号 昭.52.7 
とステュアートのケース

，， 

わが国の貿易金融一過去と現在一 ，， 。第22巻第2号 昭.53.1 

貿易金融と国際決済機構 森静朗・安田原三・伊 昭.53.4 
，， 藤孝司編著金融制度

学文社昭和53年（第
3章のN)

内外雨均衡の論理と西ヨーロッパ世界一I. ，， 日本貿易学会年報（ママ） 昭.56.2 
ジャーベーズを中心としてー 第18号

経済的相互依存関係と世界意識一国際金融 ，， 名古屋商科大学論集 昭.56.3 
を中心としてー 第25巻第2号

〔l.研究会で日本の金融社会に関する研究をここ数年しており 1982年3月には本を出版
予定。 2.世界経済における相互依存関係の問題に関心あり。〕

山下文明（専修大学商学部）

マーケティング計画と競争戦略（EugeneJ. ダイヤモンド社 昭.50.1 
Kelley: Marketing Planning and Competitive 共訳
Strategy) 

マーケテイングの基礎知識 共著 有斐閤 昭.51.2 

西ドイツにおけるマーケテイング研究の方
論 専修大学商学研究所報 昭.52.3 

法 第12号

西ドイツのマーケテイング事情ーその l 資料 商業教育資料実教出 昭.52.4 
版

西ドイツのマーケテインク事情ーその2一 イシ ，， 昭.52.5 

マーケテイングにおける国際性と社会性 共著 千倉書房 昭.52.5 

マーケテイングの組織と行動方式
論

専修大学専修商学論 昭.53.3 
集 第25号

西ドイツにおけるマーケテイング研究の方
イシ

日本商業学会年報、東 昭圃53.12
向と課題一1970年代の諸研究を中心として 京教学社

国際比較マーケテイング論 著 専大書房 昭.54.4 

ドイツ販売理論の基礎
論

専修大学専修商学論 昭.55.3 
集第29号

経営における人間行動 共著 税務経理協会 昭.55.5 

現代マーケティング総論 著 専大書房 昭.56.4 
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毒事者名（所属）・妻名・論文名 類別 発表番誌名 発表若手月

〔畿近および今後の研究テーマ・動向〕

〔国際マーケテイング論、マーケテイング国際化の動因に関する研究。〕

山田健治（岐車経済大学）

日本の将来と深海海洋資源 海底マンガン
論

世界経済評論 Vol.20 昭.51.2～3
団魂をめぐって（上）・（下） No.2・3

海洋開発と所得分配 ，， 。 Vol.20 No.12 昭.51.12

海洋資源、の経済学ーその 1 漁業理論の展 ，， 岐阜経済大学論集 昭.51.12
開－ Vol. 10 No. 2・3

The Management of the Tuna Species: The ,, 。 Vol.13 No 4 昭.54.12
Case of the Eastern Tropical Paci自c

H. G.グルーベル著、柴田裕監訳、貿易と 成文堂 昭.55.1 
為替の理論・政策・歴史（共訳第10・11章 訳
担当）

海洋資源の経済学その 2 所有権の経済
弓ロ~泊 岐阜経済大学論集 昭.55.12

学と北海油田を中心に Vol. 14 No. 4 

H.G.グルーベル著、柴田裕監訳、国際収 成文堂 日百.56.3 
支、国際通貨制度と国際投資の理論・政策・ 訳
歴史（共訳第21・22・23章担当）

海洋資源の経済学ーその 3 レントと固有 岐阜経済大学論集 昭.56.6 
地リース政策についてのs.しマクドナルド 号ロ岡＆ Vol. 15 No. 2 
の研究を中心に一

イギリスの北海油田開発政策 。 世界経済評論 Vol.25 BB.56. 8 
No. 8 

資源管理政策と漁業資源 イシ ク Vol.25 No. 10 昭.56.10

〔北海油田の開発政策を中心に研究しているが、今後日本の立場から海洋資源をめぐる問
題全般について研究したい。〕

山田信蔵（広島経済大学）

〔私は、戦前貿易会社に勤めておりましたのと、戦後「商業英語Jの教員となりました関
係上、貿易学会に入らせていただきました。堪｛ママ｝〔甚〕だ不勉強で残念ながら論文はござ
いません。皆様から教えて戴くばかりですがお許し下さい。〕

山中正五（浪速短期大学）

Will o' the Mill and Melancholy Hussar of 
注釈

昭.50.3 
the German Legion 

Robert Louis Stevenson California 論 浪速短大紀要第 1号 昭.50.12

貿易実務と英語通信文の研究 著 昭.51.3 

Short Stories British and American 注釈 昭.52.10

Robert Louis Stevenson in Edinburgh 弓開問ι 樟蔭東短大研究論集 昭 52.10

Robert Louis Stevenson at Davos ’， 今 昭 55.11
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資料3 会員の著作・論文・研究の動向

？三義妻名｛驚灘ト毒殺n論文名 類別 発殺害

〔毅選および今後の研究テ同マ風動向〕

〔RobertLouis Stevenson at Samoa, Communication gaps〕

山本 登（創価大学）

四訂世界経済論 著 泉文堂 昭.52.5 

中進国の工業製品輸出急増問題 監修 世界経済研究協会 昭.53.3 

世界経済の再編成期
論

拓大海外事情研究所 昭.53.3 
海外事情第26巻第3号

ナショナリズムと世界経済秩序の再編成 日本経済調査協議会 RB.53.12 
,,, 多国籍企業とナショナ

リズム第15章

新版世界経済論 著 泉文堂 昭.54.1 

アジア中進国の工業製品輸出急増と日本の
監修

世界経済研究協会 昭.54.3 
対応

アジアの新情勢と日本の役割
論

拓大海外事情研究所 昭.54.3 
海外事情第27巻第3号

UNCTADの歩みと南北問題の進展 ,,, 国際協力事業団 国際 昭.54.6 
協力通巻第291号

新アジア経済協力機構の提唱 研究 国際協力事業団 国際 昭.54.10
ノート 協力通巻第295号

世界経済の調整過程一中進工業国の台頭を
論

創価経済論集第9巻 昭.54.12
中心としてー 第3号

石油と国際経済一石油問題の基底を探るー 論
ペトロリウム・エコノミ 昭.55.1 
スト創刊20周年記念号

環太平洋連帯構想をめぐって ,,, 創価大学創立10周年記 昭.55.11
念論文集

南北関係の新局面 ,,, 創価経済論集第10巻 昭.56.2 
第2号

C.P.キンドルパーガー＆ B.へリック著、
監訳

好学社 昭.56.3 
改訂経済発展論

〔ASEANを中心とするアジア経済安定化の志向〕

横井義見lj （香川大学経済学部）

The Monetary Approach to Balance of 香川大学経済論叢 昭.53.7 
Payments s（ママ） 論 第51巻第 1・2号

pp.52～84 

F.R.グレーヒ著、横井義則・堀江義訳、
共訳

新評論 昭.54.
マクロ経済学（上）、（下）

A Monetary Approach to Exchange Rate 香川大学経済論叢 昭.55.10
Determination 論 第53巻第2号

pp.195～214 
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饗者名（所属）・書名・論文名 類別 発表書誌名 発表年月

〔最近および今後の研究テーマ・動向〕

〔従来の「外国為替論」の研究から徐々に「多国籍マーケテイング」の研究に視点を変え
ようとしている。先づは「マーケテイング」の勉強からと考え、その手始めに、 JohnA. 
Ho wad著、「消費者行動一理論と応用－Jを八十川陸夫外と共訳、来春新評論より刊行予定
である。〕

横尾登米雄（徳島文理大学短期大学）

保険価額の固定化に伴う諸問題
一主として海上保険に即してー

吉川久治（千葉商科大学）

オイル・マネーとその環流問題

オイル・マネーの環流に関する諸問題

国際通貨危機の新たな進展と発展途上国

非産油発展途上国の累積債務問題について

転換期の国際経済論

国際通貨危機と発展途上国

中東原油価格形成の歴史過程とオイル・ダ
ラー(I）、 (II)

対外累積債務と発展途上国（上）
，， （下）

発達途上国とユーロ・カレンシー市場

米・イラン戦争と国際金融情勢

オイル・マネーの動向と国際金融情勢

非産油発展途上国の累積債務問題

オイル・マネ一環流問題と国際通貨危機

〔国際通貨金融問題と発展途上国〕

吉 松 泰 三

通関業務の実務上の複雑性
一食品輸入のむずかしさー

〔輪出入書類の通関実務について〕

ゴ一日間

論

，， 

，， 

。

共著

－員L同. 

ヲ面一岡

論
，， 

イシ

イ〉

// 

ゐ

。

資料
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保険学雑誌第493号 昭.56.6 

千葉商大論叢第13巻 昭.51.6 
第5号

月刊アジアアフリカ研 昭.51.6 
究 第16巻第6号

新日本出版社経済 昭.51.10
No.150 10月号

アジアアフリカ経済特 BH.52. 9 
報第17巻第4号

自白書房 昭.52.9 

証券経済学会証券経 昭.53.5 
済学会年報第13巻

千葉商大論叢第16-2 昭.53.9～12 
第163 

経済 No.174 昭.53.9 
，， No.175 昭. 53.10 

アジアアフリカ経済特 昭.54.9 
報 第19巻第9号

経済 BH.55. 1 

月干リアジアアフリカ 昭.55.1 
研究第20巻第1号

日本貿易学会年報 昭 55.2 
第17号

経済 No.195 昭 55.7 

昭.54.6 



資料3 会員の著作・論文・研究の動向

涌井秀行

最近の総合商社論
論

日本貿易学会年報第 昭.53.2 
15号

世界経済論の基礎視角一「独占J理論の発 ，， 世界経済評論 1979年 昭.54.7 
展系譜とその検討一 7・8月号

朝鮮戦争と日本独占資本の復活 ，， 歴史評論 第362号 昭.55.6 

日韓経済現状分析基礎資料 ，》 立教経済論叢第19号 昭.56.10

渡部浩太郎（神戸商科大学）

国際比較経営学の現状と動向
論

神戸商大創立45周年記 昭.50.4 
一国際経営研究の用具としてー 念論文集

多国籍企業の統制戦略 多国籍企業研究会編 昭.50.8 
共著 多国籍企業経営戦略の

展 開 第4章

国際マーケテイングのための海外市場特性
論

神戸商大商大論集 昭.50.12
の発見 第27巻第3・4号

海外市場モデル ゐ 。第28巻第3・4号 昭.51.12

輸出適応のための分析モデル イシ 。第29巻第2・3号 昭.52.12

海外経営の進展
論

神戸商大商大論集 昭.53.2 
第29巻第4・5号

日本企業の多国籍企業化の過程 ，， 世界経済評論第22巻 昭.53.2 
第2号

貿易経営論 著 フタパ書店 昭.53.4 

輸入促進と輸入マーケテイング
論

神戸商大商大論集 昭.53.12
第30巻第2号

国際経営における適応問題
今

神戸商大創立50周年記 昭.54.4 
念論文集

企業の国際化と国際経営適応 近畿大学商経学叢 昭.54.12
今 第26巻特別号（生島博

士退任記念論文集）

海外子会社組織の文化適応
ゐ

神戸商大商大論集 昭.56.8 
第33巻第 1・2号

〔国際経営の諸活動を国際適応という視点から統一的に把握したいと思っています。それ
に付随して、国際経営環境の分析を意味のある水準にまで引き上げたいと念願しています。〕

〔追加〕
桜井一郎（明治大学）

米銀の多国籍化にみる今後の動向

交易条件の変化について

論

4シ
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金融ジャーナル ｜昭51.2 

明治大学社会科学研究｜昭.51.3 
所紀要 第14集



；：論文名 ｜類郷

三二塁盟
国際経済における要素比率 ，， 明大商学論叢第58巻 昭.51.3 

第8号

為替レート切下げと需要効果 今 内〉 第59巻第1・2号 昭.51.8 

外国為替ギャップと経済成長 ,, 明治大学社会科学研究 昭.51.8 
所紀要第16集

国際資本移動のポートフォリオ分析〔 I〕
ゐ

明大商学論叢第59巻 昭.52.5 
第7・8号

，， 〔H〕 ゐ 。第60巻第l号 昭.53.8 

為替レート変動効果の分析
イ〉

日本貿易学会年報第 昭.54.2 
16号

多国籍企業の行動と西ヨーロッパ アメリ 遠藤浩一編「西ヨーロッ 昭.54.9 
カの直接投資と英・仏・独の対応ー ，》 パと国際関係」（晃洋

書房）所収

ダンピング防止税およびダンピングの理論、 田中喜助編「ワークブッ 昭.55.11
ガットの機能とその問題点他 共執 ク貿易論」（有斐閣）

所収

〔編集後記〕

この小冊子は、日本貿易学会が去る1975年4月に発刊した「著作・論文および研

究の動向」の続篇をなすものです。

前回は、会員諸氏から1974年12月現在までの過去3ヶ年間に関する研究成果につ

いて回答いただいたアンケートをもとに作成しましたので、今回は、 1975年 l月以

降、 1981年10月末現在までに限定させていただきました。

編集に際しましては、できる限り、回答者の意向を専重し、調整、統一等は最小

限にとどめるよう努めました。しかしそれでも、企画委員の誤解や独断によって、

思わぬ誤りをおかしているものと考えられます。おわび申し上げますと共に、別の

機会に訂正させていただきたいと存じます。

今回のアンケート調査には、実に120余名の会員諸氏からご回答をうけました。

ご協力に対し深謝いたします。

この小冊子が会員相互の研究情報交換の一助となれば望外の喜びです。

1982年4月

資料提供高井虞

日本貿易学会

企画委員会
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4 歴代会長・役員名簿（倉lj設時～2008年）

日本貿易学会歴代会長名簿悩

1960 （昭和35）年12月17日（日本大学商学部）

｛日本貿易学会設立準備委員会］

石田貞夫 大谷敏治 上坂酉三 斎藤武雄 津田昇

浜 谷源蔵 広田弘雄 本間幸作 山内一雄 山内惣市

1961 （昭和36）年7月1日

【日本貿易学会発起人会1

1961 （昭和36）年9月29日～30日

【設立総会・研究大会】（日本大学商学部）

歴代 会長名 年 度

初代 上坂酉 三 1961～1969 （昭和36～44)

第2代 景山哲夫 1970～1971 （昭和45～46)

第3代 岡村邦輔 1972 （昭和47)

第4代 中田操六 1973 （昭和48)

第5代 高井 填r 1974 （昭和49)

第6代 岩元 自甲 1975～76 （昭和50～51)

第7代 生島広治郎 1977 （昭和52)

第8代 町田 実 1978 （昭和53)

第9代 岩根典夫 1979 （昭和54)

第10代 岩城 剛 1980 （昭和55)

第11代 高井 異 1981 （昭和56)

第12代 朝間良平 1982 （昭和57)

第13代 来住哲二 1983 （昭和58)

第14代 岡村邦輔 1984 （昭和59)

第15代 浜谷源蔵 1985～86 （昭和60～61)

第16代 高井 虞 1987～88 （昭和62～63)

第17代 斎藤祥男 1989～92 （平成元年～ 4)

第18代 朝岡良平 1993～94 （平成5～6)

第19代 飯沼博一 1995～98 （平成7～10)

第20代 山田晃久 1999～2002 （平成11～14)
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歴代｜会長名 年

第21代｜小林晃 12003～06（平成15～18)

第22代｜秋山憲治 I 2007～08 （平成19～20)

度

（注）上記は、日本貿易学会役員歴年データ整理委員会（委員長・山上徹、副委員長・金川徹、委

員・岡村邦輔、高井虞）により 1998（平成10）年4月に作成された資料に基づいている。た

だし、歴代会長名簿のうち第20ft以降は、当委員会において追記した。同様に下記の名簿も、

1961年度から1998年度までは同上資料に基づいているが、 99年度以降は当委員会で追記した

ものである。

資料提供岡村邦輔、高井典、飯沼博一

日本貿易学会歴年： 会長・理事・会計監事名簿

1961～1969年度悩

【会長】上坂酉三

【副会長】 生島広治郎

I副会長】高橋芳三

［理事長】本間幸作

（注）上記以外の役員、すなわち評議員会議長、常任理事、理事および計監事の名簿については、

資料1(10）「創設期の役員・会員名簿 (1962年版）J参照されたい。

1970年度（桂）

【会長】景山哲夫

I理事1
東部 飯招博一

久保田順

西部 景山哲夫

内藤昭

【会計監事】

桜井一郎

町田実

来住哲二

岩根典夫

青葉翰於鈴木敏行

幹事会世話人 岡村邦輔

（注）会則改正。暫定任期 l年。

1971年度（控）

岡村邦輔大谷敏治

岡 武雄 松本新樹

中 田 操 六森井清

加藤 清入江猪太郎

【会長】景山哲夫（代行：岡村邦輔）

【理事】

岩元岬

高瀬浮

中村巧

平岡健大郎

東部 飯沼博 一桜井一郎長谷川幸生岡村邦輔大谷敏治
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資料4 歴代会長・役員名簿（創設時～2008年）

町田 実 岡 武雄 久保田順 松本新樹 高瀬 i幸子
岩 元 自甲

西部 景山哲夫 森井 j青 中村 巧 中田操六 岩根典夫

加藤 j青 内藤 昭 入江猪太郎 平岡健大郎 来住哲二

［会計監事］

青葉翰於 鈴木敏行

（注）新会則・新役員選挙規程による役員の選出（会長・理事の任期 1年、 3年下番）。

1972年度

［会長】岡村邦輔

【理事］

東部 飯沼博一 桜井一郎 長谷川幸生 岡村邦輔 大谷敏治

町田 実 岡 武雄 中川富弥 根立昭治 大牟田盛文

北見俊郎

西部 景山哲夫 森井 清 中村 巧 中田操六 岩根典夫

加 藤 j青 久保田英夫 森野勝好 岩城 岡リ 渡辺 馨

【新理事1
東部 中川富弥 根立昭治 大牟田盛文 北見俊郎

西部 森野勝好 岩城 岡。 渡辺 馨 久保田英夫

［会計監事1
東部 石… 7一じ 自甲

西部 平岡健大郎

1973年度

【会長］中田操六

［理事］

東部 長谷川幸生 早川広中 桜井一郎 飯沼博一 大牟田盛文

根立昭治 北見俊郎 斎藤祥男 津田 昇 町田 実

大谷敏治

西部 渡辺 馨 波多江俊孝 高井 虞 岩根典夫 江夏健一

中迫陽治 中田操六 森野勝好 岩城 岡。 景山哲夫

【新理事】

東部 早川広中 斎藤祥男 津田 昇

西部 高 井 虞 江夏健一 波多江俊孝 中迫陽治

［会計監事】

東部 岡 武 雄

西部 磯田敬一郎
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1974年度

【会長］高井 員

【理事】

東部 早川広中 深沢八郎 粕谷慶治 大牟田盛文 根立昭治

安村重正 北見俊郎 斎藤祥男 津田 昇 伊坂市助

大谷敏治

西部 渡辺 馨 中迫陽治 岩城 岡リ 岩井 茂 江夏健一

森野勝好 徳永正二郎 波多江俊孝 高井 虞 中村 弘

［新理事】

東部 深沢／又郎 粕谷慶治 伊坂市助 安村重正

西部 岩井 茂 徳永正二郎 中村 弘

［会計監事］

東部 岡 武雄

西部 磯田敬一郎

1975年度

【会長】岩元 山甲

［理事］

東部 早川広中 深沢八郎 粕谷慶治 斎藤 優 久保田順

安村重正 松本新樹 津田 昇 斎藤祥男 伊坂市助

西部 江夏健一 高井 員 波多江俊孝 中村 5ム 木下 日百

徳永正二郎 中迫陽治 入江猪太郎 岩井 茂 生島広治郎

［新理事】

東部 石… 冗一 自甲 久保田順 斎藤 優 松本新樹

西部 入江猪太郎 木下 日目 生島広治郎

［会計監事】

東部 岡 武雄

西部 渡 辺 馨

1976年度

［会長I岩元 山甲

［理事］

東部 石… 冗一 自甲 久保田順 斎藤 優 松本新樹 深沢八郎

粕谷慶治 安村重正 伊坂市助 大谷敏治 岡村邦輔

遠藤浩一

西部 中村 日ム 木下 日百 来住哲二 碓井陽一 徳永正二郎

渡部浩太郎 綿谷禎二郎 生島広治郎 岩井 茂 入江猪太郎

［新理事］

東部 大谷敏治 岡村邦輔 遠藤浩一
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西部 渡部浩太郎 碓井陽一 来住哲二 綿谷禎二郎

［会計監事］

東部 岡 武 雄

西部 渡 辺 馨

1977年度

【会長］生島広治郎

【理事】

東部 石… 冗一 自甲 遠藤浩一 久保田順 岡村邦輔 松本新樹

大谷敏治 桜井一郎 町田 実 飯沼博一 長谷川幸生

斎 藤 優

西部 磯田敬一郎 木下 BB 来住哲二 碓井陽一 渡部浩太郎

綿谷禎二郎 入江猪太郎 生鳥広治郎 笹森四郎 大塚朝夫

［新理事］

東部 桜井一郎 町田 実 飯沼博一 長谷川幸生

西部 大塚朝夫 笹森四郎 磯田敬一郎

I会計監事1
東部 岡 武 雄

西部 渡 辺 馨

1978年度

［会長］町田 実

［理事］

東部 桜井一郎 飯沼博一 遠藤浩一 入江成雄 長谷川幸生

大谷敏治 岡村邦輔 広瀬一彦 玉木令二 町田 実

石田貞夫

西部 綿谷禎二郎 渡辺浩太郎 碓井陽一 岩城 岡リ 上野秀夫

笹森四郎 来住哲二 岩根典夫 磯田敬一郎 大塚朝夫（注）

［新理事】

東部 石田貞夫 入江成雄 広瀬一彦 玉木令二

西部 岩根典夫 上野秀夫 岩城 岡リ

［会計監事】

東部 岡 武 雄

西部 渡辺 馨

（注）大塚朝夫氏は1977年度の新理事で、 1978年度は任期中であるにもかかわらず、原資料に記載

がない。記載漏れは明らかと思われるので追記した。

1979年度

【会長】岩根典夫
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【理事］

東部 桜井一郎 飯沼博一 入江成雄 長谷川幸生 広瀬一彦

玉木令二 町田 実 石田貞夫 斎藤祥男 早川広中

柴田政利

西部 上野秀夫 磯田敬一郎 笹森四郎 岩根典夫 岩城 剛

大塚朝夫 江夏健一 高井 員 中追陽治 科野孝蔵

［新理事】

東部 斎藤祥男 早川広中 柴田政利

西部 江夏健一 高井 員 中追陽治 科野孝蔵

［会計監事］

東部 岡 武雄

西部 渡辺 馨

1980年度

［会長】岩城剛

［理事】

東部 石田貞夫 入江成雄 広瀬一彦 玉木令二 斎藤祥男（注）

早川広中 柴田政利 朝岡良平 粕谷慶治 小林 甫

古川久治

西部 上野秀夫 中迫陽治 科野孝蔵 高井 員 江夏健一

岩根典夫 岩城 剛 井上徳男 久保田英夫 中村 弘

［新理事】

東部 朝岡良平 粕谷慶治 小林 甫 吉川久治

西部 井上徳男 久保田英夫 中村 ヲム
［会計監事I

東部 岡 武雄

西部 渡辺 馨

（注）原資料では「斎藤」と姓のみの記載となっている。東部理事で斉藤姓はお二方おられるが、

斎藤祥男氏が1979年度に新理事に選出されていることから、同氏名を記載した。

1981年度（注）

［ 会長】高井虞

【理事】

東部 早 川 広中 粕谷慶治 朝岡良平 斎藤祥男 小林 甫

吉川久治 柴田政利 主…ミIJ一t 自甲 松本新樹 影山信一

斎 藤 優

西部 久保田英夫 中迫陽治 科野孝蔵 井上徳馬 中村 弘

高井 員 江夏健一 稲田実次 木下 日百 渡辺 馨
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【新理事】

東部 石… Y一G 自甲 松本新樹 影山信一 斎藤 優

西部 稲田実次 木下 日百 渡辺 馨

【会計監事1
東部 岡 武 雄

西部 米倉昭夫

（注）会則改正（会長・理事の任期2年、下番2年。以下3年間、過渡規定適用）。

1982年度

［会長】朝岡良平

【理事】

東部 朝岡良平 粕谷慶治 小林 甫 吉川久治 岩元 岬

影山信一 斎藤 優 松本新樹 遠藤浩一 岡村邦輔

中村那詮

西部 井上徳馬 久保田英夫 中村 弘 稲 田実次 木下 日百

渡辺 馨 碓井陽一 来住哲二 徳永正二郎 綿谷禎二郎

【新理事］

東部 遠藤浩一 岡村邦輔 中村那詮

西部 碓井陽一 来住哲二 徳永正二郎 綿谷禎二郎

【会計監事】

東部 岡 武 雄

西部 金川 徹

1983年度

【会長I来住哲二

【理事】

東部 岩 元 自甲 斎藤 優 松本新樹 影山信一 遠藤浩一

岡村邦輔 中村那詮 飯招博一 桜井一郎 長谷川幸生

町田 実

西部 稲田実次 木下 昭 渡辺 馨 碓井陽一 来住哲二

徳永正二郎 綿谷禎二郎 浅田福一 大塚朝夫 渡部浩太郎

【新理事】

東部 飯沼博一 桜井一郎 長谷川幸生 町田 実

西部 浅田福一 大塚朝夫 渡部浩太郎

【会計監事】

東部 岡 武 雄

西部 金川 徹
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1984年度

【 会長】岡村邦輔

【理事】

東部 遠藤浩一 岡村邦輔 中村那詮 飯沼博一 桜井一郎

長谷川幸生 町田 実 入江成雄 石田貞夫 岡田良徳

西部（注）碓井陽一 来住哲二 徳永正二郎 綿谷禎二郎 浅田福一

大塚朝夫 渡部浩太郎 岩城 岡。 木下悦二 岩根典夫

柳田義章

【新理事】

東部 入江成雄 石田貞夫 岡田良徳

西部 岩城 岡リ 木下悦二 岩根典夫 柳田義章

【会計監事】

東部 岡 武雄

西部 金川 徹

（注）原資料では、「久保田英夫中迫陽治科野孝蔵井上徳馬木下昭中村弘高井虞江

夏健一 渡辺馨稲田実次」となっていて、新理事の4氏が含まれていないことから、誤記

は明白であった。『］AFTニュース』第24号、 1984年10月（資料提供・高井虞）を調査した結

果、上記のとおりであることが判明した。なお、同誌によると、第24回大会・総会議事録で、

「今回選出された理事は任期 1年、また会計監事は会則により本年は選出しません。昭和60

年の大会では、会則改正にともない東部11名、西部10名が新たに選出されることが報告され

ました」とある。

1985～86年度

【会長】

【理事】

東部

西部

【新理事1
東部

西部

新規約による理事 東部上位6名が4年、以下5名が2年

西部上位5名が4年、以下5名が2年

浜谷源蔵

朝岡良平 岡村邦輔 斎藤 優 町田 実 宕…克－ 自甲
桜井一郎 飯沼博一 粕谷慶治 長谷川幸生 浜谷源蔵

斎藤祥男

高 井 莫 江夏健一 岩城 岡。 稲田実次 来住哲二

木下悦二 大塚朝夫 中迫陽治 木下 昭 渡辺 馨

朝岡良平 岡村邦輔 斎藤 優 町田 実 岩元 岬

桜井一郎（以上4年）

飯沼博一 粕谷慶治 長谷川幸生 浜谷源蔵 斎藤祥男

（以上2年）

高 井 虞 江夏健一 岩城 岡。 稲田実次 来住哲二

（以上4年）
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木 下 悦 二 大塚朝夫 中迫陽治 木下 昭 渡辺 馨

（以上2年）

［会計監事】

東部 岡 武 雄

西部 金川 徹

1987～88年度

［会長］高井 異

［理事】

東部 朝岡良平 岡村邦輔 斎藤 優 町田 実 石… 冗一 山甲

桜井一郎 青山則雄 石田貞夫 遠藤浩一 椿 弘次

広瀬一彦
西部（注）高井 員 江夏健一 岩城 問。 稲 田実次 来住哲二

上野秀夫 碓井陽一 角松正雄 中島 j閏 山川 健

【新理事】

東部 青山則雄 石田貞夫 遠藤浩一 椿 弘次 広瀬一彦

西部 上野秀夫 碓井陽一 角松正雄 中島 i閏 山川 健

【会計監事】

東部 岡 武 雄

西部 金川 徹

(1主）原資料では、西部理事に金川徹氏の名前が記載されている。金川氏を加えると、西部理事が

11名で、定数超過となり、また、同氏は、西部の会計監事に選出されていることから、理事

の兼任はあり得ない。よって、西部理事は上記の通りとした。

1989～90年度

［会長］斎藤祥男

［理事］

東部 青山則男 石田貞夫 遠藤浩一 椿 弘次 広瀬一彦

飯沼博一 粕谷慶治 斎藤祥男 竹田志郎 森岡正憲

諸上茂登

西部 上野秀夫 碓井陽一 角松正雄 中島 i閏 山川 健

浅 田 福 一 金川 徹 木下 BB 柳田義章 渡辺 馨

［新理事】飯沼博一 粕谷慶治 斎藤祥男 竹田志郎 森岡正憲

諸上茂登

西部 浅 田 福 一 金川 徹 木下 昭 柳田義章 渡辺 馨

［会計監事］

東部 朝岡良平

西部 来 住 哲 二
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1993～94年度

［会長］朝岡良平

【理事】

東部 朝岡良平

椿 弘次

足立行子

西部 大塚朝夫

中島 i閏
【新理事】

東部 椿 弘次

足立行子

西部 中島 i閏
［会計監事】

東部 飯沼博一

西部 金川 徹

1995～96年度

［会長］飯沼博一

［理事1
東部 椿 弘次

足立行子

粕谷慶治 斎藤祥男 竹田志郎

朝岡良平 岡村邦輔 江夏健一

金川 徹 木下 日百 柳田義章

高井 虞 岩城 岡リ 来住哲二

岡村邦輔 江夏健一 桜井一郎

高井 虞 岩城 岡リ 来住哲二
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岡村邦輔 江夏健一 桜井一郎

山田晃久 新堀 聴 中野宏一

高井 虞 岩城 岡リ 来住哲二

稲田実次 角松正雄 山川 健

山田晃久 新堀 聴、 中野宏一

稲田実次 角松正雄 山川 健

山田晃久 新堀 聴 中野宏一

飯沼博一 斎藤祥男 竹田志郎
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粕谷慶治

西部中島潤稲田実次角松正雄山 川 健 上 野 秀 夫

浅田福一金川 徹木下 昭川原紀美雄柳田義章

I新理事】

東部飯沼博一 斎藤祥男竹田志郎森岡正憲粕谷慶治

西 部浅田福一金川 徹木 下 昭川原紀美雄柳田義章

【会計監事】

東部山上徹

西部 来住哲二

I相談役】（謹）岡村邦輔高井 虞

（注）相談役は、「相談役に関する理事会内規」 (1992年10月25日 全国理事会決定・承認）に基づ

き、 2カ年の任期（再任を妨げない）と70歳以上75歳未満の年齢制限が設けられている。な

お、上記の両氏は1996年度より就任。

1997～98年度

【会長】飯沼博一

【理事】

東部 飯沼博一 粕谷慶治 竹田志郎 森岡正憲 江夏健一

三宅輝幸 諸上茂登 小林 晃 山上 徹 信 達郎

絹巻康史

西部 浅田福一 金川 徹 木下 昭 川原紀美雄 柳田義章

神田善弘 岩城 岡。 亀田尚己 中迫陽治 恩田久雄

［新理事1
東部 江夏健一 三宅輝幸 諸上茂登 小林 晃 山上 徹

信 達郎 絹巻康史

西部 神田善弘 岩城 岡リ 中迫陽治 亀田尚己 恩田久雄

【会計監事】

東部 山 田 晃 久

西部 山川 健

【相談役】｛世）岡村邦輔 高井 巽

1999～2000年度

【会長】山田晃久

【理事】

東部 江夏健一 三宅輝幸 諸上茂登 小林 晃 山上 徹

信 達郎 絹巻康史 山田晃久 吉岡秀輝 椿 弘次

中村那詮 中川十郎

西部 神田善弘 岩城 問。 中迫陽治 亀田尚己 恩田久雄

大東和武 稲田実次 上野秀夫 横山研治 山川 健
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［新理事］

東部山田晃久吉岡秀輝椿 弘次 中村那詮中川十郎

西部大東和武稲田実次上野秀夫横山研治山川 健

［会計監事】

東部 長谷川義正

西部金川徹

［相談役】高井 異

［特別顧問】 （会長指名、理事会承認）

森岡正憲岡村邦輔飯沼博一

（注）会長諮問に答え、会長に対する助言を行う。理事会で会長が発議し、理事会で決定の上、委

嘱する。

2001～02年度

【 会長】山田晃久

【理事】

東部 山田晃久 吉岡秀輝 椿 弘次 中村那詮 中川十郎

橋本雅隆 竹田志郎 新堀 聴 長谷川義正 飯沼博一

林 忠昭

西部（注）大東和武 稲田実次 上野秀夫 横山研治 柳田義章

吉田友之 藤沢武史 木下 昭

【新理事】

東部橋本雅 隆竹田志郎新堀 聴長谷川義正飯沼博一

林忠昭

西部柳田義章吉田友之藤沢武史 木 下 昭

【会計監事】

東部小林晃

西部 神田善弘

【特別顧問】森岡正憲岡村邦輔飯沼博一高井 箕

（注）西部理事2名の定員不足は、山川健氏の逝去と水野晃氏の理事就任辞退による。
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資料4 歴代会長・役員名簿（創設時～2008年）

［新理事】

東部小林晃中野 宏 一 信 達 郎 粕 谷慶治三宅輝幸

西部亀田尚己金 川 徹 山 上 徹 神 田善弘梶浦雅己

【会計監事1
東部 山田晃久

西部 田口奉童

【特別顧問】

東部森 岡 正 憲飯沼博一

西部高井虞

【理事会任命理事｝ （任期は2004年度全国大会総会から2005年度全国大会まで）

東部江夏健一秋山憲治

西部西道彦

【幹事】

東部 篠原 敏彦鎌田信男陸亦群吉津清大谷則世

西部横山研治李 大義 小林 一弘 新本寛之

（注）西部理事2名の定員不足は、水野晃氏の辞退と木下昭氏の定年による。

2005～06年度

【会長】小林晃

【理事】

東部地）小林 晃中野宏一信 達郎江夏健一山田晃久

秋山憲治篠原敏彦吉岡秀輝内藤徹雄

西部亀田尚己金川徹山上徹神田善 弘 梶 浦 雅 己

片 岡 幸 雄横山研治西 道彦田口奉童古屋邦彦

河野公洋

【新理事】

東部江夏健一山田晃久秋山憲治篠原敏彦吉岡秀輝

内藤徹雄

西部片岡幸雄横山研治西 道 彦田口奉童古屋邦彦

河野公洋

【会計監事I
東部林忠昭

西 部藤沢武史

【特別顧問】

東部森岡正憲飯招博一

西部高井真

I理事会任命理事】 （任期は2005年度全国大会総会から2006年度全国大会まで）

東部岩田仲人桑名義晴

西部 安室憲一
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【幹事1
東部石原伸志大谷規世鎌田信男吉 津 清

西部新本寛 之吉田友之李大義

（注）東部理事2名の定員不足は、粕谷慶治氏の逝去と三宅輝幸氏の辞退による。

2007～2008年度（注）

【 会長］秋山憲治

【理事］

東部 江夏健一 山田晃久 秋山憲治 篠原敏彦 吉岡秀輝

内藤徹雄 鎌田信男 桑名義晴 岩田伸人 小林二三夫

長谷川義正 陸 亦群

西部 片岡幸雄 横山研治 西 道彦 田口奉童 古屋邦彦

河野公洋 大東和武司 鈴井清巳 藤津武史 吉田友之

安 室 健一

I新理事］

東部 鎌田信男 桑名義晴 岩田伸人 小林二三夫 長谷川義正

陸 亦群

西部 大東和武司 鈴井清巳 藤淳武史 吉田友之 安室憲一

［特別顧問】 (2007年）

東部 森岡正憲 飯沼博一

西部 高 井 巽

但し、 2008年度、特別顧問および相談役は廃止され、「顧問」に一本化される。理事会・総会に

おいて選出の上記の3氏が顧問に就任、任期2年。顧問は、会則28条および顧問に関する内規に基

づく。

［理事会任命理事I
東部石原伸志呉逸良

【幹事］

東部井上泰伸大谷則世吉津 清

西部新本寛之李大義

【会計監事］

東部 三宅輝幸

西部金川徹

（注） 2007年6月、役員選挙規程補正、 2008年度より実施。
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