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日本貿易学会は、 1961年9月に設立され、 2011年には50周年を迎えることに

なります。学会50周年をお祝いする記念事業の lっとして『日本貿易学会創設

と組織改革の歩み一学会50周年記念－jが刊行されます。本年5月末に近畿大

学において、第49回全国大会が開催されますので、その機会に会員の皆様に配

布できるようにと準備を進めてまいりました。また、来年の第50回全国大会で

は、記念シンポジュームなどの記念事業を計画しております。

本学会は、日本の経済成長と軌をーにして発展してきました。 1960～70年代

に貿易の自由化や拡大が大きく進展し、日本も貿易立国として高度経済成長を

実現してまいりました。しかし、この時期に本学会は、学会運営を巡り大きな

試練を迎えましたが、先輩諸先生方のご努力により組織改革が実現されました。

その経緯は本書にも記されておりますが、その経験をもとに現在の民主的な運

営基盤や活発な研究活動が実現していると心する次第です。

日本貿易学会は、国際貿易の理論・政策・歴史・実務を総合的に研究してお

りますが、貿易に関連する金融・保険・物流・国際経営・国際法など関連分野

も包摂する学際的な研究集団です。会員には大学や研究所の研究者ばかりでな

く実務に詳しい企業人も多く、現実に基づく議論を展開しています。多様な視

点より「理論と実践の融合化」をはかり、総合的な研究ができる強みを持ち、

今後の研究の発展が期待できます。

学会50周年を迎えるにあたり、学会創設期の時代背景や貿易研究、学会運営

の問題点など原点に立ち戻り、日本貿易学会の発展の糧にするのも意義深いも

のと思われます。現在、百年に一度といわれる世界経済の危機のなかで、貿易

学会の研究課題は重要なテーマと考えられるので、活発な研究報告や充実した

年報の発行など今後の日本貿易学会の発展を祈念いたしております。

本書を刊行するにあたり、多くの先生方のご協力をいただいております。長

年にわたりご苦労いただいた学会史編纂委員会委員の先生方、また、論文やエッ

セイを寄稿してくださった方々、座談会やインタビューに応じてくださった方々、

貴重な資料を提供してくださった方々など、ご苦労、ご貢献をいただいたすべ

ての先生方々に、紙幅の関係上、失礼ながらお名前を挙げることができません

が、心から謝意を表します。最後に、学会史編纂委員会委員長を長い間勤めご

苦労された高崎商科大学教授の吉岡秀輝先生にお札を申し上げます。

2009年3月
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日本貿易学会創設と組織改革の歩み
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学会創設にいたる日本経済・貿易変動の歩み

学会創設の背景と今後の課題を探る一

森岡正憲

1 .日本経済の戦後発展に占める学会創設時点の位置付け

( 1 ）学会は、 1961（昭和36）年9月開催の日本大学における設立総会において、

「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y11として設

立され、学会活動を開始した。

( 2 ）学会は、日本経済が戦後の民間貿易再聞から貿易自立体制確立を目指す困

難な歩みのなかで貿易正常化のめどをたて「戦後復興期J(1945～54年）を終了、

「高度成長期J(1955～70年）へ突入したあとの4合目から 5合目に差しかかった時

点で、いよいよ新しい時代の到来を告げる日本経済の国際化への本格的着手と開放

体制への移行を加速化するという歴史的な動きを背景として設立された。

2.終戦から学会創設期・組織改革期にわたる日本経済社会変貌のあらまし

(1）終戦から「学会創設期J(1961～69年）を経て「組織改革期J(1970～79年）

にわたる日本の経済社会は、大きな変貌を遂げた。

( 2）すなわち、終戦直後の1946（昭和21）年には4700億円にすぎなかった「名

目GDPJは、学会が創設された61年には19兆3000億円に達し、さらに学会が「組

織改革期」を終えた79年には221兆5000億円へと46年比で470倍へ拡大した。また、

46年には4,800円であった「一人当たり国民所得」は、 61年には16万6000円に達し、

79年には156万円へと46年比で325倍へ増加した。

1946年の日本の「通関輸出額jはわずか22億6000万円、「通関輸入額」は40億

7000万円にすぎなかったが、 61年には「輸出額」は 1兆5000億円、「輸入額jは2

兆1000億円へ増加し、さらに79年には、「輸出額」 22兆5000億円、「輸入額」は24兆

2000億円へと、 46年比で「輸出額」は9,970倍、「輸入額jは5,960倍へと順調に拡

大した。日本の「輸出依存度（名目 GDPに対する財貨・サービス輸出の比率）」

は46年には1.0%にすぎなかったが、 61年には9.3パーセントへ、 79年には11.6パー

セントへと着実に上昇した。

この間の日本の「輸出構造」は急速に機械機器主導型の輸出構造へ変動した。特

に自動車・電気機械・一般産業機械・精密機械の分野における生産性の向上が著し

く、機械機器類が強い国際競争力をもつようになり、輸出中核商品としての地位を

構築するにいたった。このため、「日本の輸出総額に占める機械機器類の輸出額構

成比」は、 1946年には8パーセントにすぎなかったが、 61年には26パーセントへ上

昇し、さらに79年には54パーセントとなり、日本の輸出総額の半分以上を機械機器

類が占有するようになった。輸入においては製品輸入の増大を反映して、 46年には

9.7パーセントに止まっていた「製品輸入比率jは、 79年には24.4パーセントへ上

昇した。



産業構造の変動を比較的適確にあらわす「総就業人口の産業別構成比」を見ると、

高度成長がスタートした1955年には、いまだ、第一次産業の就業人口構成比が37.6パー

セントという高い比率を占め、第二次産業の24.4パーセントを上回っていたのであ

り、第三次産業の38.1パーセントにほぼ匹敵する比率であったが、 79年には第一次

産業の就業人口構成比は11.2パーセントへ大きく低下したのに対して、第二次産業

は34.3パーセントへ上昇し、さらに第三次産業は54.3パーセントへ著しく上昇した。

3. 「戦後復興期」（終戦～1954年）における日本の経済・貿易変動の歩み

学会創設を控えた「戦後復興期jは、多くの国がかつて経験したことがないダイ

ナミックな展開であった。それは、戦後の「高度成長期Jがスタートするまでの成

長準備期間であった。その一端を概観する。

( 1 ）終戦直後の対日占領政策の狙い

1945年9月、 GHQは輸出入活動の原則的禁止を日本政府に指示し、日本国民の

最低生活維持に必要な物資に限定して、最低限の輸入を許可するという厳しい対日

方針をとった。周年11月、日本政府は GHQの財閥解体方針に基づき、三井・三菱・

住友・安田の四大財閥解体計画を GH Qに提出した。 12月には、 GHQは、日本政

府に対し農地改革断行を指示し、大地主より農地の提供を受けてこれを小作農に配

分し、一挙に自作農家を育成することとした。さらに同月、労働組合法が公布され、

労働組合に争議権を認めるなど労働者の権利が手厚く保護されることになった。 46

年3月、 GHQは、早くも輸出入活動の原則的禁止方針を撤回し貿易を GHQの管

理下で再開することとし、 4月には、日本政府に対して、唯一の「政府貿易機関j

として貿易庁を指定してきた。 11月には、財産税法が施行され富裕層を一掃するた

めの財産税の徴収が始まった。 47年4月には教育基本法・学校教育法が施行され6・

3・3制教育がスタートした。この教育改革については GHQが全力を挙げて取り

組んだのであり、「言論の自由」と「個人の権利の主張」を 2本柱とする「個人主

義J思想を次世代に徹底することが図られた。同年7月、 GHQは三井物産、三菱

商事の即時解散を命じ、 11月、両社は解散した。

以上の流れから、終戦直後の GHQの対日占領政策は、厳格な輸出入管理による

貿易制限・財閥解体・農地改革・労働改革・財産税徴収・教育改革など、 6本の柱

によって構成されていたことがわかる。特に財閥解体・農地改革・労働改革・教育

改革の徹底は、日本に将来にわたって二度と「軍国主義jの復活を認めないという、

GH Qの断固とした姿勢を示す「民主主義革命jであったといえる。

だが、このような占領政策も、 1946年3月、イギリスのチャーチル首相が共産主

義国家と自由世界の聞には「鉄のカーテンが存在するjとアメリカで演説したのが

切っ掛けとなり、 I冷戦の幕開け」となったあと、 48年1月、アメリカのロイヤル

陸軍長官が「日本を共産主義に対する防壁とする」と演説し、アメリカの対日占領

政策の転換と財閥解体を軸とする過度経済力集中排除政策緩和の方向性が明らかと

なり、日本の貿易政策についても大きく見直しが行われることになった。 48年9月

の朝鮮民主主義人民共和国の成立と、 49年10月の中華人民共和国の成立という、極
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1 学会創設にいたる日本経済・貿易変動の歩み

東における新しい共産主義国家の発足などの国際情勢の変化がこれに拍車をかけた。

( 2）インフレの収束策をめぐる対立

戦後の激しいインフレは、一方において、戦争による生産設備の壊滅的打撃があ

り、他方において、戦争で長期にわたり抑圧されてきた需要が終戦を契機として噴

出したため、商品需給の極端な不均衡が一挙に広がったことによって発生した。日

本政府は、このインフレを収束するため、 1946年2月、「金融緊急措置令」を公布

して、「預金を一挙に封鎖するjという革命的・強制的通貨措置を断行し、新円と

旧円の切り換えを行うとともに、同年3月には旧円の流通を禁止し、新円だけによ

る生活が始まった。預金からの新円引き出しは厳重に制限されたので、家計のやり

くりは極端に逼迫した。その後、日本政府は、 47年1月には「復興金融金庫jを発

足させ、石炭業と鉄鋼業に資金を重点的に配分する「傾斜生産方式Jを推し進めた

が，その原資を「復興金融金庫債」の日銀引き受けに依存したのでインフレは収束

しなかった。

1947年後半から48年にかけて、インフレ収束策をめぐり、国民の聞で生産力拡充

を優先するよう主張する、いわゆる「中間安定論」と、インフレの抑制を優先する

よう主張する、いわゆる「一挙安定論Jとが、激しく対立して国論を二分し、容易

に収散しなかった。「中間安定論jは、「日本の生産水準が戦前の3分の l以下にす

ぎない現状でインフレ収束を急げば、日本経済は遅かれ早かれ恐慌に陥るので、ま

ず生産水準をせめて戦前の3分の2程度までとにかく回復させたあと、インフレ収

束策を導入すべきだJと主張した。これに対して「一挙安定論jは、「目の前で進

行するインフレをまず、抑え込むことが先決である。そのあとで生産力の回復を図

ればよいJと主張した。 GHQはこのような激しい対立を静観していたが、この聞

にもインフレ鎮静化の兆候は全く見られなかったので、ついに「一挙安定論Jに軍

配を挙げ、厳しい「緊急経済緊縮政策J（経済安定九原則）の実施を日本政府に指

示し、 49年3月にはジョセフ・ドッジ公使が来日し、「経済安定九原則jに沿った

「経済安定化政策Jの実行を具体的に日本側に指導するにいたった。

このときの「緊急経済緊縮政策jは、一般に「ドッジ・ラインJと呼称された

が、その骨子として注目すべき点は3点であった。第 l点は、インフレ収束のめど

がたつまで緊縮予算を編成し収入が支出を上回る「超均衡黒字予算Jとすること、

第2点は、「復興金融金庫債Jの発行を緊急に停止し「復金貸し出し」を停止する

ことは）、第3点は、 1949年4月25日をもって、 1ドル＝360円の「単一為替レートj

へ移行すること、以上であった。「単一為替レートjを導入するまで、日本の輸出

入は品目により異なる「複数為替レート」を採算ベースとしていたので、「単一為

替レートJの設定によって日本の大部分の輸出品は大幅な円切り上げとなり、多く

の輸入品は大幅な円切り下げとなったので、日本の輸出産業は、「原料高の製品安」

に苦しむこととなり、大きな試練を受けることになった。幸いにして、「ドッジ・

ライン」の受け容れによってさしものインフレも急速に収束へ向かつて動き出した。

「消費者物価上昇率jは、 47年には前年比116パーセント、 48年73パーセントに達し

ていたが、 49年には25パーセントへ減速し、さらに50年にはマイナス 7パーセント
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に転じて、インフレ収束のめどがたった。ただし、副作用も激しく、「中間安定論」

が懸念していたように、インフレ収束の過程で失業と企業倒産が激増し、日本経済

は安定恐慌の様相を強め、不況が深刻化した。だがインフレ収束以外のプラス効果

も少なくなかった。輸出産業は、「ドッジ・ラインjによってもたらされた安定恐

慌に触発されて、企業倒産のリスクを常に警戒しながら自己責任原則のもとで行動

する自覚を強く持つようになった。それは結果的には、戦後の早い時期に、輸出企

業間での優勝劣敗の競争環境の急速な整備につながったのであり、「単一為替レー

ト」の設定とあいまって来たるべき高度成長へ向けての輸出産業の競争基盤強化が

促進されるという効果を生じた。

( 3）貿易正常化へ向けての準備一戦後民間貿易体制のスタートー

1ドル＝360円の「単一為替レート」設定を切っ掛けに、日本は官民が一致協力

してピンチをチャンスに切り換えることを目指して、貿易正常化へ向けての準備に

本格的に着手した。以下、終戦直後から貿易正常化へ向けての準備にいたる間の日

本貿易の流れを貿易の担い手である商社の活動を中心に追ってみよう。

1945年12月、日本の商工省の外局として「貿易庁jが設置され、 46年3月、

GHQは貿易を GHQの管理下で再開することとし、同年4月には、すでに述べた

通り、日本政府に対して「貿易庁」を唯一の国家貿易機関として指定してきた。こ

れによって、占領下の日本の貿易は、「貿易庁j→「貿易実務代行機関j→「貿易

業者jという国家貿易の流れによって一元的に管理されることになった。このあと

「貿易庁Jの実務を代行する「輸出入取扱機関」として、輸出では、日本生糸輸出

組合・日本綿糸布輸出組合・日本毛麻糸布輸出組合・日本絹人絹糸布輸出組合・日

本雑貨輸出株式会社・日本輸出繊維製品協会・日本水産物輸出組合を含む35機関、

輸入では、日本綿花輸入協会・日本羊毛輸入組合・石油輸入協会・石炭輸入協会・

日本化学品輸入協会・小麦輸入協会・砂糖輸入協会・日本飼料輸入協会・機械輸入

協会を含む45機関が指定された。貿易業者はこれらの機関に加入して、「貿易庁j

の貿易実務を代行するか、下請けするかして、取扱口銭を取得しながら、貿易正常

化に備えて戦後の新しい貿易実務のノウハウを蓄積していった。

その後、この国家貿易を「貿易実務代行機関」である「輸出入取扱機関jに一元

的に委託することは、 GHQの反独占政策に抵触するとして見直しが行われた結果、

1947年4月、貿易公団法が公布され、「鉱工品貿易公団j、「繊維貿易公団」、「食糧

貿易公団」、「原材料貿易公団Jの4公団が新設された。これまでの「輸出入取扱機

関」は、組合や協会という任意団体であったり株式会社であったりして性格が不明

確であったが、国家貿易という公務を法的に裏付けされた「貿易公団」によって貿

易実務を代行することになれば、国家貿易の姿がすっきりとしたものになったとい

える。このようにして、「貿易庁j→「貿易公団」→「貿易業者jという新しい国

家貿易の流れが確立した。「貿易公団」は政府全額出資によるものであり、主務大

臣の監督のもとで輸出入の実務を代行したが、実際には商社からの出向者が実務を

担当したほか、現実の取り引きには商社が指名入札で実務代行者となったので、い

ずれにしても商社は戦後の民間貿易再開を控えて貿易実務のノウハウをさらに蓄積
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することができた。

このように、戦後の貿易は占領軍の管理下にありながら、着実に民間貿易再開へ

むけて動いたのであり、現に「貿易公団」が設けられた直後の1947年6月、 GHQ

は早くも「同年8月15日をもって民間貿易を制限付きで再開するJと発表した。こ

れによって民間輸出が許可され、商社が外国企業と直接に接触できるようになった。

さらに48年8月になると、 GHQは貿易手続きの簡素化を日本政府に指示し、一段

と商社の自由な輸出活動が認められるようになった。商社はこれを契機として戦前

に取り引きがあった外国企業と連絡し、各個に代理店契約を締結するようになった。

輸入についても同時期、商社は、日本政府の輸入代理人として直接に外国政府や外

国企業と接触し食糧・肥料・機械・ゴム・鉄鉱石・石炭などの重要物資の大口輸入

の引き合いを行った。

1948年12月、 GHQは占領政策を大きく転換し、日本経済の自立体制の早期確立

を目指すことになった。これによって戦後日本の貿易正常化へむけての動きが大き

く前進することになった。これを受けて49年に発行された戦後初の『通商白書』は、

いち早く「貿易立国Jを新しい日本の国是として宣言し、「日本は貿易振興のため

に必要なあらゆる施策を集中しなければならない」とアピールした。同年5月、各

省庁にまたがる通商産業関連部局（商工省・貿易庁・石炭庁など）を統合して新機

構としての「通商産業省jが設置され、貿易振興政策の所管官庁となり、民間貿易

への移行を積極的に推し進めることになった。

1949年10月29日、西独合同輸出入機関理事長ウィリアム・ローガンが来日し、ド

ル不足という当時の国際経済情勢のもとで「統制を撤廃し、自由貿易を推し進め、

とくに輸入貿易の民間移管により輸出貿易を伸ばす」という、いわゆる「ローガン

構想」を発表した。 GHQはかねてより「ローガン構想Jに関心を持っていたので

あり、ローガン来日の前日（10月28日）には、日本政府に対して民間貿易への移行

を指示し、輸出は同年12月1日を期して、輸入は翌日年 l月1日を期して、民間へ

移管されることになった。

日本政府は、この GHQの政策転換を受けて1949年12月1日には「外国為替及び

外国貿易管理法J.「外国為替特別会計法」・「外国為替管理委員会設置法jを公布し

た。さらに、 GHQは、 50年 1月1日を期して、輸入貿易に必要な外貨資金（6700

万ドル相当のポンド貨およびドル貨資金、日本円で 1ドル＝360円に換算して241億

2000万円相当）の管理権を日本政府へ移管13）することとしたので、貿易正常化へ向

けての準備は、法制面と資金面を通じでほぼ整った。これによって、輸出は原則自

由となり、輸入は輸入承認を取得すれば自由に推し進めることができるようになり、

民間貿易再開の体制がスタートした。伊藤忠商事と丸紅は、これを機に49年12月1

日を期して、戦後の新発足を行った。日銀は、 50年 1月には輸入手形優遇措置を実

施し、さらに日本政府は、同年8月、輸入貿易管理令の改正を行い、戦後初めて輸

入自動承認制度を実施した。同時に GHQは商社の海外支店設置を認めたので、商

社は海外各地へ出張員を派遣し、海外活動の拠点整備を推し進めた。この結果、商

社の貿易活動は徐々に軌道に乗り始め、特に「関西5綿J（関西の 5大繊維商社）
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といわれた伊藤忠商事・丸紅・トーメン・ニチメン・江商は、戦後の管理貿易下で

の経験を生かしながら、貿易取扱高を急速に伸ばし、取扱商品の非繊維分野への多

角化によって商社としての力を蓄えていった。

( 4）「ドッジ・ライン」と「朝鮮戦争特需」が日本経済の危機を救った

「ドッジ・ライン」によって恐慌状態へ追いつめられた日本経済を救ったのは、

1950年6月に勃発した朝鮮戦争であった。当時の日本経済は、朝鮮特需（4）と世界

的軍拡に伴う輸出の伸びによって、一時的にせよ、大いに潤った。今にして想起す

れば、もし当時、朝鮮戦争なかりせば、日本経済は確実に恐慌に陥っていたであろ

うし、またもし、「ドッジ・ラインjによってインフレの収束が図られていなけれ

ば、朝鮮戦争勃発を切っ掛けにしてインフレが加速化し狂乱的物価上昇が一挙に広

がり、日本経済は大混乱に陥っていたであろうことも間違いない。まさに「ドッジ・

ラインJによるインフレ収束と、朝鮮特需の発生は、当時の日本経済の起死回生の

2つの妙薬であった。

朝鮮特需ブームのなかで、商社は油脂・ゴム・皮革のいわゆる新3品の取扱を拡

大し、総合商社への端緒をつかんだ。だが、特需ブームは、 1951年3月におけるア

メリカの戦略物資買い付け停止と同年7月の朝鮮戦争休戦会談開始でピークをすぎ、

商社の一部は、繊維および新3品の市況暴落による損失によって大きな経営上の打

撃を受けた。この危機は日本銀行の滞貨融資によって回避されたものの、 53年から

54年にかけての金融引き締め政策によって多数の商社が倒産の危機に瀕したのであ

り、この朝鮮戦争後の反動不況によって、商社の経営格差が決定的に拡大した。

( 5）経済自立体制の構築を急ぐ

(a）経済自立のための政策目標

1951年9月、サンフランシスコ対日講和条約および日米安全保障条約の調印が行

われ、日本国と連合国の聞の戦争状態に終止符が打たれた（5）。日本は正式に国際

社会から独立国としての主権を認められたので、「経済自立体制の構築Jを急ぐこ

とになった。自立のための当面の政策目標は、 f通商体制の整備jと「産業の近代

化・合理化」に置かれた。そのための施策は、 4点に絞られた。第lは貿易振興政

策への取り組み、第2は諸外国との通商航海条約の締結、第3は国際諸機関への参

加、第4は重化学工業化政策の推進、以上であった。

( b）貿易振興政策への取り組み

当時の貿易振興政策への取り組みの重点は、効率性の観点から、貿易の直接的な

担い手である商社の育成を推し進めることに置かれた。その柱となったのは、以下

の6点に要約できる。

第1に、商社の過当競争防止と貿易業界の秩序維持による、商社の安定した発展

を図るため、日本の輸出が相手国産業に脅威を与える恐れがあるとき、あるいは輸

出価格の著しい変動によって取引の不安定を招く恐れがあるときなどに、輸出組合

の設立を認め、独占禁止法の適用除外とすることにより、輸出取引における価格・

数量・品質に関する協定を締結できるとする「輸出取引法」が、 1952年8月に公布

され、これに基づく輸出業者のカルテルが主要輸出品ごとに組織された。この法律
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は、将来、日本がCATT（関税及び貿易に関する一般協定）に加盟したときに予想

される対日 GATT35条援用の撤回問題に備えるためにも必要であった。 53年8月、

この法律は「輸出入取引法」と改正され、輸入業者のカルテルの設立も認められる

ようになった。

第2に、日本政府は同時に租税特別措置法の改正を行い、商社活動の支援を通じ

て貿易振興を推し進めた。すなわち、「輸出契約取消準備金制度」を創設し、輸出

契約の一定額を1953年から 5年間だけ免税準備金として積み立てることを認めた。

輸出取引におけるキャンセル、またはクレームは、当時すでに頻発していたが、こ

れによって不測の損失が生じた場合、この準備金を取り崩して損失補填に当てるこ

とができるようになり、商社の輸出意欲を刺激した。また、「輸出所得控除制度」

を創設し、輸出取引高の一定割合の所得控除を認めたので、商社の輸出意欲がさら

に高まった。また、「商社海外支店用資産特別償却制度」が新設されたので、商社

の海外支店の開設が一段と活発になり、商社のグローパルな活動が強化された。

第3に、「輸出入リンク制度」が一時的に導入された。この制度は、当時まだ外

貨割当が残っていた原材料の輸入利益で輸出品の赤字を補填する制度であり、 l年

程度の時限措置として実施されたが、赤字補填限度は、おおむね輸出契約価格の 5

パーセント程度にすぎなかった。だが、しばしば外貨割当の削減などで国内原材料

価格が急騰したため、リンク分の原材料輸入にプレミアムが発生した。このため輸

出品の赤字の実質補填率は赤字補填限度を越え、国際価格より割安の輸出価格でも

輸出が可能となった。これが突破口となって「輸出入リンク制度Jが廃止された後

も、対象となった輸出商品の輸出は高水準を続け、商社の総合商社化が促された。

第4に、貿易振興機関の整備が進んだ。 1954年8月、外国為替専門銀行として東

京銀行が新発足し、 9月には、東京銀行を政府外貨預託銀行に指定した。また、財

団法人海外貿易振興会（JETRO）が同年8月に発足し、輸出振興活動を幅広く実施

することになった（6 I。さらに、 9月、内閣に輸出会議が設置され、議長に総理が

就任した。この会議は、最高輸出会議と通称され、民間の意見を徴しながら日本政

府の輸出振興政策の立案と推進を実施するものであっただけに、商社の輸出意欲が

改めて刺激された。

第5に、日本政府は、朝鮮戦争後の反動不況で打撃を受けた商社の救済を兼ねて、

商社の合併・統合を図り、商社の総合商社化を促した。これを受け、 1954年7月に、

旧三菱商事系4杜が合併し三菱商事として新発足した。 55年4月、伊藤忠商事は太

洋物産を合併、丸紅も同年9月に高島屋飯田を合併、 59年2月には旧三井物産系商

社の大合同も実現し、三井物産として新発足した。

第6に、民間貿易が軌道に乗り臼本の貿易が着実に拡大してきたので、商社の外

貨運転資金の円滑な供給を図るために、 1956年 1月から「商社外貨保有制度」が実

施され、 60年4月には、「商社外貨持ち高集中制度」も認められて、外貨の活用に

ついての商社の自由度が高まり、これが商社活動をさらに活発化させた。

(c）諸外国との通商航海条約の締結

諸外国との通商航海条約の締結といっても、当時としては何よりも「日米友好通
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商航海条約jを締結することが喫緊の課題であった。日本は、そのための予備的交

渉を、サンフランシスコ対日講和条約調印後ではあったが、いまだ条約が発効して

いなかった1952年2月頃より開始した。交渉は予想以上に難航したが、日米関係の

重要性を十分に認識する日米双方の真撃な努力によって、 53年4月に調印にこぎつ

け、同年10月に発効させることができた。その基本理念は4点に要約できる。第 1

に、日米両国は平和と友好の関係を強化する。第2に、両国の国民の聞の一層緊密

な経済的・文化的関係を推進する。第3に、相互に有利な通商関係を助長し、相互

に有益な投資を促進する。第4に、日米双方は無条件に与えあう最恵国待遇および

内国民待遇を交流の基礎とする、以上である（7I。それは、日米通商の基本関係を

規定するのみならず、日米友好関係の強化および日米文化関係の促進に及ぶ、戦後

日本が締結した最初の二国聞の友好通商航海条約であったのであり、日本の国際的

地位の向上にむけての画期的成果となった。

(d）国際経済諸機関への参加

当時の国際諸機関参加のターゲットは、 IMF（国際通貨基金）およびGATTへの

加盟を速やかに実現することに置かれた。この方針に基づき、日本は、 IMFへの

加盟交渉を朝鮮戦争勃発直前の1950年4月ごろから始めていたので、サンフランシ

スコ対日講和条約調印のめどがたった51年8月、アメリカの支持を受けて正式に加

盟申請に踏み切り、 52年8月には早くも正式加盟を果たした。

だが、 GATT加盟については、アメリカは強く日本の早期加盟を支持していた

のであり、日本も戦後の国際社会への復帰を図るには、 GATT加盟は必要不可欠

であるという強い認識を持っていたので、 1952年7月、 GATTに対して正式に加

盟申請を行ったが、イギリス連邦諸国の強い反対に遭遇し、日本の正式加盟は延期

せざるをえなくなり、止むを得ず仮加盟を目指す方針に切り換え、 53年10月、ょう

やくその仮加盟が承認された。

このあとも、日本は、 GATTへの正式加盟を目指して加盟国に対する粘り強い

交渉を続けた結果、 1954年 1月には、 GATT加盟20カ国が日本に対して最恵国待

遇を与える協定に調印した。情勢は、明らかに日本の正式加盟に向けて有利に動き

始め、同年7月、日本は、 GATTに対して再び正式に加盟交渉開始を申し入れた。

この結果、 10月の GATT総会において、日本が正式加盟へ向けて各国と関税交渉

を行うことが認められ、正式加盟への見通しがたった。

このようにして、日本経済自立のための決定的な施策としての国際経済機関への

参加は、おおむね達成できたのであり、後は GATTへの正式加盟を実現するのみ

となった。だが、当時の国際経済諸機関では、貿易・為替の自由化へ向けての動き

がますます広がっていたのであり、見落とすことができないことであった。すなわ

ち、 IMFでは IMF14条国（戦後過渡期の例外規定を援用して為替制限を行ってい

る固）に対する年次審査を一段と強化する一方で、 IMF8条国（通貨交換性を回復

した国）に対しては、 IMFのスタンド・バイ・クレジットの供与を最大限に考慮す

る方針を表明した。また、 GATTは、国際収支を理由とする数量制限適用に関す

る制約を厳しくすること、および加盟国の輸出補助措置を一般的に禁止することな
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1 学会創設にいたる日本経済・貿易変動の歩み

どの新しい運営方針を改めて打ち出していた。このような世界的な貿易・為替自由

化の潮流は、いずれ日本にも波及してくるのは不可避であり、これに耐えうる体制

の確立があらためて要請せられるようになった。

(e）重化学工業化政策の推進

当時の日本政府が展開した重化学工業化政策は、産業政策としての技術向上と設

備の近代化・合理化を推し進めることであった。このため、「企業合理化促進法」

を1952年3月に公布し、基幹産業である電源開発・海運・鉄鋼・石炭という 4大重

点産業およびその周辺関連産業に対する投融資を積極化し、これら基幹産業が必要

とする近代化・合理化のための機械プラントの輸入については、外貨を低利で融資

するなどの優遇措置をとり、産業の近代化・合理化・重化学工業化への支援体制を

強力に推し進めた。また、同年4月には、日本輸出銀行法改正により、日本輸出銀

行を日本輸出入銀行と改め、プラント輸出の促進のための金融支援をさらに積極化

したほか、技術導入のための機械プラントの長期輸入金融を拡充し、さらに、重化

学工業の原材料確保のための輸入前払融資、ならびに海外進出のための海外投資金

融および海外事業金融を早くも強化するなど、産業の重化学工業化を推し進める体

制を整えた。

4. 「高度成長前半期J(1955～65年）における日本の経済・貿易変動の歩み

(1) 1955年は大きな節目一「高度成長前半期」（8）のスタートー

「戦後復興期Jの10年を経過した1955年は、政治・経済・貿易の3点からみて、

戦後最大の転換期であった。まず、「政治面」では、同年10月、社会党の統ーが実

現し、この直後の11月には、自由民主党が結成され保守合同が実現、ここにいわゆ

る2大政党からなる「55年体制Jの枠組みができた。次に、「経済面jでは、神武以

来の好況といわれたいわゆる「神武景気」が前年の54年11月から始まり、「高度成

長前半期」のスタートを飾った。これを機に、 56年度『経済白書』の「もはや戦後

でないJという名文句が流行語となったが、それが、経済的に意味するところは、

以下の2点に要約できる。第1点は、「戦後復興期Jを通じて発揮された国民の強

烈な回復意欲は明らかにピーク・アウトしたのであり、日本経済はすでに「戦後復

興期jとは異質の成長局面へ移っていること、第2点は、今後は、近代化（経済の

変容を伴うトランスフォーメーション）と技術革新（組織の変革を伴うイノベーショ

ン）による「新しい成長の源泉Jを、よりいっそう追求しなければならなくなった

こと、以上である。「貿易面Jでは、当面する最大の懸案事項であった日本の GAT

T加盟が、 55年9月、正式に発効した。だが、 GATT加盟については、予想通り

イギリスを含む14カ国（引が、 GATT35条を援用し、日本に対して GATT規定を適

用することを拒否する異常事態となった。その理由は、安価な日本品の輸出攻勢が

予想されるので、圏内産業が脅かされるというものであった。その本音は、日本の

国際経済社会への復帰を認めたくないという、嫌目的な動きであったといえる。日

本の「貿易立国」を血害する重大な動きであっただけに、「対日35条援用撤回Jを

一日も早く実現することは、その後の日本の通商外交上の最大の課題となつた(IO)
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( 2 ）先進国の経済水準に追いつけ、追い越せ 国民所得倍増計画の策定一

「高度成長前半期jの日本は、速やかに先進国の経済水準に追いつき、追い越す

ことを目指し、ひたすら日本経済の拡充と強化に専念した結果、神武以来の好況と

いわれた「神武景気j、さらには天の岩戸聞き以来といわれた「岩戸景気」、ならび

に東京オリンピックで終った「オリンピック景気」という、有史以来の3大好況を

次々に経験しながら、「高度成長のうねり」を国民が実感することができた。

1958年6月に始まった「岩戸景気jが盛り上がるなか、経済の先行きに自信を深

めた、時の首相・岸信介は、 60年1月訪米して「日米相互協力及び安全保障条約J
（新安保）に調印した後、同年5月20日、衆議院でこの条約を強行採決したのを切っ

掛けに、新安保反対の国会デモが連日のように行われるようになり、 6月15日には、

全学連主流派（反共産党系）を中心とする学生デモ隊が国会に乱入、警察隊と激突

し、東大生樺美智子が死亡する事態となった。 19日、新安保阻止を叫ぶ30万人を超

えるデモ隊が国会を包囲する騒然とした状態のもとで、新安保条約は自然成立した。

23日、新安保条約の批准書交換・発効を見届けたあと、岸内閣は退陣し、 7月19日、

池田勇人が総理大臣に就任した。池田内閣が打ち出した「内閣の基本方針Jは、 2

点に要約できる。第 lに、「政治的基本方針」として、岸内閣が目指した「憲法改

正Jを棚上げし、「日本をアメリカから独立した、国際社会での新勢力を目指す野

心的な路線」を排除し、他方において「親ソ・親中的社会主義路線」（11）をも排除し

た。第2に、「経済的基本方針jとして、政策の重点を「高度成長の持続的達成j

と「開放体制への着実な移行」に置いた。以上を一言で表現すれば、池田内閣は

「軽武装で、経済成長を優先する親米的自由貿易国家jを目指したといえる。池田

総理は、この「内閣の基本方針」に基づき、「国民所得倍増計画jを60年12月に閣

議決定し、高度成長を「国家の政策jとして推進することとしたほか、岸内閣が退

陣する直前の 6月24日に貿易為替自由化促進閣僚会議で決定した、「貿易為替自由

化計画大綱」を強力に推し進めることにした。

「国民所得倍増計画」は、 1961～70年度の10年間に実質国民総生産を倍増させる

ことを目標とするものであったが、国民に対しては、「月給を倍にする」とシンプ

ルでわかりやすくアピールしたのであり、新安保騒動にあきあきしていた国民にとっ

て、きわめて魅力的な政策と受け取られた。国民は、計画の発表をうけて「強兵な

き富国jll2）を目指して懸命に働いたのであり、この結果、「国民所得倍増計画jが

想定した計画期間中の実質経済成長率7.8パーセント（当初3年間は 9パーセント）

を超過達成し、実績は年平均10パーセントを突破する高度成長が実現した。ただし、

計画に刺激されて民間企業は、急速に設備能力の拡大に走ったため、東京オリンピッ

ク閉幕後、経済需給バランスが一時的に大きく崩れ、 64年10月から65年10月にかけ

て「1965年不況jという、当時としては戦後最大の構造不況に直面し、特殊鋼大手

の山陽特殊製鋼が会社更生法適用を申請する事態となり、戦後最大の倒産と騒がれ

た。また、証券大手の山一誼券も再建計画発表に追い込まれた。この危機を突破す

るためには、証券救済しかないという判断を固めた政府・日銀は、 65年5月、山一

詮券に対して無制限・無期限に日銀特別融資を行うという異例の緊急措置を講じた。
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1 学会創設にいたる日本経済・貿易変動の歩み

さらに同年11月には、不況対策のため戦後初の赤字国債発行を決定したが、このと

きすでに「1965年不況」は底入れをしており、 10月から「高度成長後半期」の象徴

である「いざなぎ景気」という超大型好況が始まっていたのは、皮肉な展開であっ

た。

このような摩擦現象はあったが、「高度成長前半期jの最終年である1965年の日

本の「名目 GDP」は32兆9000億円 (1ドル＝360円換算で910億ドルに相当）に達し、

アメリカ、西独、イギリス、フランスに次ぐ自由世界第5位の経済を構築、さらに

67年には、イギリス、フランスを抜き、 68年には西独をも追い越してアメリカに次

ぐ世界第2位の経済大国となり、「先進国の経済水準に追いつけ、追い越せjとい

う、日本の目標達成のめどがたつた。「高度成長前半期」の成長をリードしたのは、

「民間最終消費支出J(8.6パーセント、「高度成長前半期」の年平均実質伸び率、以

下同じ）、「民間住宅投資J(16.1パーセント）、「民間設備投資」（17.6パーセント）、

「輸出（財貨・サーピスの輸出）J (13.3パーセント）の4大需要であった。ことに

「民開設備投資jが「高度成長前半期jを通じ高い伸び率に達したので、「民間設備

投資比率（名目 GDPに占める民開設備投資の割合）」は55年には9.4パーセントに

すぎなかったが、 1965年には15.7パーセントへ上昇したのであり、当時の「高度成

長のうねりJが「民開設備投資主導型の爆発的な成長jであったことがわかる。こ

のように、高い民開設備投資の成長が実現したのは、先進国に追いつき、追い越す

ために、最新技術の導入がコンスタントに行われ、それが起爆剤となって設備の近

代化・合理化投資が増大し、それによって次々に成長産業（日）が立ち上がり、新製

品が市場に絶え間なく供給され、量産体制が確立して生産コストが大幅に低下し、

国際競争力が急速に強化されて輸出が急増し、このようにして増加した内外の需要

を賄うために、さらに生産能力拡大投資を行うという、民開設備投資の拡大均衡の

好循環が進行したからにほかならない。それは、「投資が投資を呼ぶ」（1971年度

『経済白書』）という高度成長の特徴をよく示していた。

( 3）貿易為替自由化および資本取引自由化の加速化

1960年6月、貿易為替自由化促進閣僚会議が「貿易為替自由化計画大綱Jを決定

した当時、欧米諸国では「自由化は、世界の経済交流を活発化させ、世界経済の発

展と成長を図るため、必要不可欠である」という認識がすでに定着していたのであ

り、対日自由化圧力も着実に高まっていた側。

これを受けて、日本でも「国際社会の一員として、世界の自由化の大勢に順応し

てゆくことが望ましいjという考え方が次第に盛り上がりつつあった。幸い、当時

の日本経済は早くも国際収支の黒字基調を確保しつつあったのであり、自由化を恐

れることなく推し進めうる国際収支の強固な基盤が完成しつつあったことに注目を

要する。現に、日本の国際貿易収支（ドルベース・旧フォーム）は、 1958年以降、

黒字基調に転換していたのであり、 61年と63年に一時的に赤字に転落したが、その

後は、一貫して貿易黒字を続けていることから、日本は、およそ64年を節目として

「国際収支の天井」から解放されるめどがたっていたと見ることができる。このよ

うな国際収支の黒字に支援されて貿易為替自由化計画当初に設定された輸入自由化
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率（通関輸入総額に占める自由化された輸入商品額の割合）の目標は、 60年4月の

40パーセントを、 3年後に一挙に80パーセントにまで引き上げて自由化することと

し、さらに、石炭・石油を自由化したときは、ほほ90パーセントの自由化を達成す

るという、かなり意欲的なものであったが、蓋を開けてみると、 62年10月には、原

油の自由化を含めて自由化率は88パーセントとなり、 63年8月には、砂糖の自由化

によって92パーセントへ、さらに64年10月には93パーセントに達し、 65年10月には、

完成乗用車の輸入自由化を実施するなど、貿易自由化の所期する目標を順調に達成

することができた。

日本の1965年までの貿易自由化を「第1次貿易自由化」とするならば、「第2次貿

易自由化」の課題は、農産物を含む「残存輸入制限の撤廃」であり「関税の引き下

げJであった。「残存輸入制限品目数」は、 69年4月で120品目もあったが、 70年代

前半には、当時の西独並みの40品目以下へ削減することができた。関税率について

も、 70年代前半には、先進国のなかで最も低いといわれるまでに引き下げられた。

資本取引自由化については、 67年6月、閣議で「資本取引自由化基本方針Jを決定

し、数次にわたって段階的に自由化を推し進めた。 73年4月には、大蔵省は銀行・

証券・保険の100パーセント自由化方針を決定した。さらに、同月の閣議で、資本

取引自由化問題で例外5業種・期限付自由化業種17業種を除き、残りのすべての業

種について原則100パーセント自由化することを決定し、同年5月から実施したの

で日本の資本自由化も漸く概了した。資本取引自由化は、貿易為替自由化より遅れ

て着手したが，外資を積極的に受け容れることによって、日本経済の国際化を図り、

産業の国際競争力を強化するために、避けて通れないプロセスであった。

( 4）国際社会の重要な一員としての日本の地位の確立

1952年4月、対日講和条約が発効し GHQが廃止されたあと、独立主権を回復し

た日本は、一日も早く、国際社会の重要な一員としての地位を確立すべく、まず

GATT加盟に全力を挙げて取り組んだ、ことは、すでに述べた。その GATT加盟と

平行して、日本は国連加盟を果たすべく、国連に働きかけを行った結果、 56年12月、

国連総会において日本の加盟が全会一致で承認され、日本は、国際社会の一員とし

て活動できる次ぎの手がかりをつかむことができた。 57年、日本は早くも国連安全

保障理事会の非常任理事国を目指して行動を開始し、同年10月の国連総会で、日本

は安全保障理事会の非常任理事国に立候補して当選し、国連における日本の活動舞

台を一段と広げることができた。

次いで、日本は、 GATT総会を東京に誘致することによって、 GATTにおける

日本の地位を固めることを決断レ必要な布石を打った結果、 1959年10月、ガット第

15回総会を東京で開催することに成功した。日本の次ぎの最大の関門は、 GATTll

条固ならびに IMF8条国へ移行することであった。それは、日本が先進国の仲間

入りを果たすのに必要不可欠の条件であった。日本は、 55年9月の GATT加盟の

時点では、国際収支が悪化すれば、輸入制限が可能な12条国であったが、その後の

日本の経済力の向上によって1960年代に入ってから、 GATTは、日本に対して国

際収支を理由とする輸入制限を禁止する11条国への移行をたびたび、要求するように
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1 学会創設にいたる日本経済・貿易変動の歩み

なった。日本政府はこの機を逃がさず、 63年2月の GATT理事会に対して、 11条

国へ移行するという日本政府の決定を正式に通告し、日本はこれをもって11条国の

地位を確立することができた。

また、日本は GATT加盟に先立つて、 1952年8月、 IMFとIBRD（いわゆる世

界銀行）への正式加盟を果たしたが、この時点では、国際収支を理由とする為替制

限を行うことが可能な14条固にとどまっていた。だが、 63年2月、 IMF理事会は、

日本に対して国際収支を理由とする為替制限を正当化することはもはや困難である

として、速やかに国際収支を理由とする為替制限を禁止する 8条固への移行を決断

すべきであると勧告、日本の大蔵大臣はこの勧告をただちに受諾する談話を発表し、

64年4月、 IMF8条国へ正式に移行した。

結果的に見ると、日本は、 GATTll条国およびIMF8条国へ移行することによっ

て、国際収支の理由で貿易為替制限を行わない固になったことを世界に向けて宣言

し、日本の開放体制の進展を国際社会に幅広く印象付けることができたといえる。

これを受けて、日本が先進国の仲間入りを果たす最後の目標として設定したのは、

OECD（経済協力開発機構）に加盟することであった。 1960年12月、 OECDの前

身である OEEC （欧州経済協力機構）加盟18カ国およびアメリカ、カナダが

OEC D憲章に調印し、 61年9月、 OECDが事実上の先進国クラブとして発足して

いた。日本としては、この OECDに加盟することは、国際社会の重要な一員とし

ての地位を確保するために不可欠と考えていたので、 OECO発足以来、 OECD加

盟国に働きかけて日本の早期加盟を強く要請してきたが、その効果があって、 63年

7月、 OEC D理事会は、日本の加盟を承認、 64年4月、日本の加盟が正式に発効

した。 65年12月には、早くも OECD執行委員会は、日本を OECD常任理事国に

選任した。これをもって、日本は、国際社会における重要な一員として、経済力に

見合った地位を名実ともに確立することができたのであり、国際社会における日本

の発言力はさらに高まることになった。

5. 学会創設を促した3つの背景と学会活動の今後の課題

( 1 ）「国民所得倍増計画の策定」、「貿易為替自由化計画大綱の決定」および

「国際社会の重要な一員としての日本の地位の確立」が、学会創設を促した3つの

背景であったことは間違いない。それは多くの貿易研究者にとって、「日本の進路J
が明確になったことを意味したからであり、日本の「高度成長の持続性」が確実視

され、日本産業の重化学工業化による「貿易構造変動の方向性」と、貿易為替自由

化および資本取引の自由化の進展による「開放体制移行Jによって、「日本の貿易

の重層的変化」が予想されるようになったからである。かっ、「日本が国際社会の

重要な一員として活躍できる舞台」が用意され、学会創設後の内外の学会との交流

の明るい展望も拓かれたからである。学会創設を促したこれらの背景は、貿易研究

者の研究テーマの多様化と差別化をもたらし、研究意欲をかきたてるのに十分で、あっ

たのであり、それが学会創設の原動力となったことは、疑う余地はない。

( 2）学会の差別化とアイデンティテイの確立は、学会の存立にとって不可欠で
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ある。学会は「貿易およびこれに関連する事項の研究」を主たる目的にしている。

この学会の目的については、今後も不変であると見てよい。そこに学会の差別化と

確立すべきアイデンティティが存在する。研究成果については、引き続き学会は、

より高度の貿易およびこれに関連する事項の研究業績を体系的に集積した「高度貿

易研究業績集約型の学会」を目指してゆかねばならない。

( 3 ）学会の研究課題は、グローパルな視点で、貿易・投資・開発の3面にわた

る事項の研究を主軸としながら、政治・経済・ビジネス文化・企業社会・環境問題・

地域研究などの研究領域を幅広くクロスオーバーするだけに、対象とする研究事案

は、事実上、無限大に広がっている。それだけに、特定領域にこだわるデイシプリ

ナリーなスタデイによるアプローチだけでは、不十分である。より複眼的で、複合

的、多角的、かっ総合的な、いわばマルチ・デイシプリナリーなスタデイによる、

グローパルなアプローチを推し進めることが必要となる。仮に、このようなマルチ・

デイシプリナリーなアプローチを「国際総合的アプローチJと呼ぶこととすれば、

このようなアプローチこそ、学会が今後、長期的に目指すべきアプローチであり、

それによって再構築された「知の体系」こそが、国際社会における現場での行動の

ための、いわば学会がモットーとする「理論と実践の融合化jを実現する「知の体

系jとなりうる。

( 4 ）学会は、今後、 TheJapan Academy for International Trade And Business 

から、 TheJapan Academy of Multi-DisciplinarγStudies for Global Trade And 

Businessの実態を逐次的に構築してゆくことになる。それは、 21世紀におけるうね

りのように広がってくる複合学際化・総合化・融合化の動きに沿った学会の今後の

活動の方向性を示すものである。

注（ 1 ）学会設立総会承認の「会則第2条」による。

( 2 ）ドッジ公使は、復興金融金庫の活動がインフレを助長していると判断したのであり、同金

庫は、 1952年1月に解散した。

(3) GHQは、 1952年4月、外貨管理権を日本政府に完全返還した。

( 4）特需発生額は、 1950年6月から51年11月の l年5カ月間で累計5億663万ドルに達した

(GHQ調べ）。その後も、日本の対ドル地域外貨収入に占める特需収入の比率は、 52年に

62パーセントに達し、 53年は57パーセントで、当時の日本の国際収支に対するドル補填効

果はきわめて大きかった。

( 5）両条約は、ともに、 1952年4月28日に発効した。

( 6 ）財団法人海外貿易振興会は、 1958年7月、政府全額出資の特殊法人日本貿易振興会

(JETRO）へ衣替えし、輸入促進・投資交流・途上国の工業化支援にも注力することになっ

た。

( 7）「日米通商航海条約前文jを参照。

( 8）「高度成長期」 (1955～70年）は、「1965年不況jを境として、「高度成長前半期」と「高度

成長後半期jに区分しうる。

( 9）対日35条援用の14カ国は、イギリス、フランス、オランダ、ベルギー、ルクセンブルグ、
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1 学会創設にいたる日本経済・貿易変動の歩み

オーストリア、オ｝ストラリア、ニュージーランド、キューパ、ハイチ、ブラジル、イン

ド、南アフリカ連邦、ローデシア・ニヤサランドであった。

(10) 1961年11月、 GATT総会は「対日35条援用は、世界貿易の拡大にとって好ましくない」と

する作業部会報告を採択したのでこの問題はヤマを越えた。 63年5月、イギリスは、

GATT35条の対日援用を撤回した。

(11）五百旗頭真編『戦後日本外交史』有斐閥、 2002年、 108頁参照。

(12）半藤一利『昭和史戦後編』平凡社、 2006年、 539頁。

(13）当時の成長産業としては合成繊維、プラスチック、合成ゴムなどの産業があり、これらを

支える石油化学産業が各地でコンピナートを続々と構築した。電機産業では、大衆消費者

から家電製品の爆発的な売れ行きを引きだした。造船業を見ると、 1955年の船舶竣工実績

は、 74万総トンにすぎなかったが、 56年175万総トン、 57年229万総トンと激増し、世界第

1位の造船大国となった。その後、 74年には、 1678万総トンに達した。自動車産業は、 55

年に乗用車生産台数が僅か2万台にすぎなかったが、 65年70万台、 70年320万台と増加し、

80年には700万台を突破した。

(14）当時、 EEC（欧州経済共同体）は、域内貿易自由化とともに、早くも域外貿易自由化に着

手していた。 1958年12月には、西欧各国通貨は、対外自由交換性を回復し、貿易為替取引

および資本取引の自由化にむけて大きく動いていた。 59年11月、ガット総会では、アメリ

カが、日本に対して、貿易自由化の早期実施を要求し、日本がこれを無視すれば、対日輸

入制限も辞さずと警告を発していた。欧米諸国の対日自由化圧力はかつてない規模で高まっ

ていたのである。
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2 貿易研究の自立化・体系化への努力と学会創設の意義

一わが国貿易研究の原点を尋ねて一

高井 巽

1 .戦前におけるわが国の貿易研究・教育の概要と自立的専門化への努力

世界貿易の歴史は古く、その源は古代部族問の物々交換や、中世の都市国家聞の

交易を担う商人の商品流通の歴史にまで遡ることができる。このことは、貿易が、

社会と経済の進展に応じてその形態や方式を進化させながら、いかに重要な役割を

果たしてきたかを物語っている。貿易は、国際分業による交換を促進して資源の最

適利用の道を切り拓き、生産力を増殖して経済を発展させるエンジンの働きをする

のである。

貿易に関係する昔の文献としては、 13～17世紀時代のフイレンツェやヴェネツイ

アの商人たちの、数々の私家の手記、商人心得帖、商事要項書、会計帳簿などがよ

く知られているが、いずれもが商人への手引書か自習書であって、今日でいう研究

書の類いではない。しかし未知の国々とのリスクに満ちた、貿易取引の実態と実務

を学ぶことの必要性のゆえに、先人や仲間たちが経験した実用的な知識を重んじる

伝統が、貿易の実務や商慣習としてその後の研究にも受け継がれ、また現代の商業

や経営、会計の研究にも伝承され、活かされているのは故なきことではない。

近代的な意味での、わが国と外国との商取引が始まったのは、長い鎖国が解けた

明治維新以後のことであるが、初期の段階では海外事情と実務に明るい外国人が主

導権を握っていた。貿易の専門的な研究と教育が本格的に始められたのは、わが国

で初めての高等商業学校（後に東京高等商業学校に改称。現在の一橋大撃）が設立（！）

された1884（明治20）年と見られるが、貿易の実務に必要な知識は、「商業学y2）の

枠内で、既設の商業各論に断片的に取り込まれる形で教えられたに過ぎなかった。

一般的には、英会話や商業英作文が「外国語jの名称で、貿易実務の教育は、

「商品知識」や「商業地理j、「商法・税関法規j、「外国為替論Jといった学科目の

なかで分割して実施されていた。また広く国際経済の全般にかかわる理論と政策、

動向の研究は、経済学の一環として位置づけられる一方で、外国貿易論が一般的な

「売買論」ゃ「商業学総論jのなかで論じられ、貿易政策の理論と政策が「商業政

策Jとして講じられるのが常態となっていたほ）。

このような状況は、昭和の初め頃 (1925～35年）になって、上坂酉三先生が国際

売買と事業経営の両側面をもっ貿易の総合的研究を意図して、貿易の商学的・経営

学的研究の体系化を試みるまでは、一朝一夕には改善されなかった。その成果とし

て、先生は『貿易実務論』、『海上売買論』（学位論文）、『貿易慣習論』、『貿易経営

論』などの一連の著作を相次いで刊行されたが、それが契機となり漸くにして、本

格的な貿易の体系的研究が芽生え始めて、各大学のカリキュラムに「貿易実務j、

「貿易経営」、「外国貿易」などの学科目の新設が目立つようになったは｝。

やがて、日本は日中戦争とそれに引き続く太平洋戦争に突入したが、戦争と敗戦
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2 貿易研究の自立化・体系化への努力と学会創設の意義

によって、貿易の実質的な主体であった商社とそれを支えた加工貿易型の産業群は

壊滅し、営々と築き上げてきた様々な国々との取引網と市場関係も一挙に消滅して

しまった。そして貿易は、日本経済の存続と復興の主役という戦前にも増して重要

な役割を与えられたが、貿易とその研究活動は、辛うじて戦前の知識と技術、経験

を活かしながらの手探りの再出発となった。

2.貿易研究分野の特殊性・多面性と学会創設の学問的背景

明治維新以来、わが国では特に貿易が重視され、その研究と教育の必要が強く認

識されてきたにもかかわらず、その専門的な研究と教育がなぜ自立できず、商業学

に組み入れられたのであろうか。戦後、経済の自立と成長、発展の鍵は貿易にある

との認識が強まり、経営学や国際経済学などの隣接科学でも貿易や総合商社を対象

とした研究が目立ちはじめたが、貿易の実態的な研究はやはり自立できず、既設の

研究分野の、特殊な応用的研究と見なされ続けてきたのである。その基本的な理由

として、少なくとも 3つの要因が考えられるが、この点を吟味しながら、貿易学会

の創設と貿易研究・教育の自立化がなぜ、必要になったのか、その学問的背景の一端

を探ってみよう。

第lに、貿易は国際的な、広義の生産物の社会的移動にかかわる経済活動である

が、企業と市場との相関関係と、売買による交換関係を拠りどころにした事業活動

である点において、貿易と商業とは本質的には同じ性質の経済活動である。ビジネ

スには国境はないという考え方からすれば、確かに両者は商品・サービスの売買に

よって利益を得るという同じ目的をもち、基本的には同じような流通機能と経営機

能の発揮を必要とする企業活動であるから、貿易を商業学の枠内に組み入れたこと

はむしろ当然であろう。

しかし貿易は国域を越える経済活動であるために、貿易取引の開拓と実行には、

商学の一般的な研究だけではカバーできない独自の研究課題と問題領域が生じる。

国際市場での取引には、不可避的に、自国とは異質的で同質化できない性質の様々

な環境的条件、すなわち国際的な政治・経済的な与件に加えて、外国に固有の自然

と歴史、特有の文化、その現われとしての社会・政治・経済的な市場参入条件が介

在し、加えて貿易取引に特有の実務上の様々な要件への対応が必要となる。貿易が

働きかけ活動する舞台は、このような多岐にわたる環境条件を背後に、各国の国益

が複雑に、多国間的に絡み合う国際市場である。貿易によって企業が事業の成果を

挙げるためには、国際的な市場条件と各国の社会と経済に内在する様々な環境的条

件から生まれる、市場機会とリスク双方への企業戦略的対応、そして同時に各国の

取引制度や言語、法律・商慣習の違いから生じる様々な制約的条件への対応も不可

欠な要件となるのである。

第2に、産業革命を経て、ょうやく日本に資本主義生産が確立したのは1897（明

治30）年頃で、囲内経済では明治以降も商業が長く産業の主導的地位を占めていた

ので、商業を対象とする研究が重視されてきたという経緯がある。その後の工業化

の進展に伴って、次第に生産業の地位向上がみられ商品流通も複雑化したので、大
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正末から昭和初期にかけて商業学の分野でも、生産と消費を結ぶ流通機構や流通機

能に着目した市場組織論的な研究が増えてきたI51。だが実態としての輸出・輸入

取引では、依然として貿易商社を通じての間接取引が多く、特に財閥系巨大卸売商

としての三井物産、三菱商事、東洋綿花の活躍が目立っていた。この3社で戦前の

わが国輸出入の約35パーセントを占めていたという。

当時の経済・貿易政策の基本的な考え方は国内生産指向的で、その力点は、乏し

い工業用原材料や食料品などの輸入に必要な外貨獲得のための、工業化と輸出産業

の振興と育成にあった。貿易は大いに重視されたが、その働きはやはり国内生産活

動の補助的、付帯的な商業活動と見なされていた。やがてこの状況も、戦後になっ

て、対外直接投資を軸とした製造業者の直接取引が一般化するとともに変転を遂げ、

実質的な貿易の主導権も商業者から生産者へと移っていくのである。

第3に、前述したように、商業学を母体として貿易の研究が本格化したのは明治

30年代前後であるが、当時の商業研究では、商業本来の本質的行為である物品売買

そのものの研究は軽視され、教育の面でも、商業の社会的な役割、経済的な機能、

商取引の全体像などを論じて総括する、いわゆる通論や総論よりも、即戦的で卑近

な実用知識としての売買手続や銀行、運送、保管、保険など、むしろ各論的な実務

の研究が重視され先行していた。これらの各論の研究には、経済や法律の面などか

らの検討も必要となるが、学聞が進むにつれてかえって分解作用が起こり、例えば

銀行論は経済論に、保険論は法律論に分化されるなど、独立した専門科学であるべ

き商業学の自律性が問われる状況が、しばらく続くのである。

やがて学問の実用的知識を偏重した実務本位の、そして総合的な企業経営の視点

からの研究を欠いた商業学の実情に対して、商業や特に経営の研究者の聞から激し

い批判と議論が巻き起こり、やがてその動きが1926（大正15）年の日本経営学会の

創設、その後の商学的研究の改革と戦後の学会再建を誘発するに至るのである I6 I。

この間の貿易の研究と教育も、このような実務本位の商業学の歩みと風潮のもとで

推進されていたわけであるから、特に貿易の実務研究は、商学のそれと同工異曲の

類いと見なされ、学問的には商人学として軽視される時代が続いたのである。

3.貿易研究の経済系学会との相互関連と学問的位置づけ

貿易研究の対象には、貿易が持つ生来の国際的性格のゆえに、隣接科学との学際

的研究の観点からでなければ把握し切れないほど、多次元的で幅広く、異質的な問

題領域が含まれている。経済系社会科学のなかでは、研究領域の重複と近似性のゆ

えに、商業学会口951（昭和26）年創立］と同様に、国際経済学会［1950（昭和25)

年創立］と経営学会とは、研究上特に深い相互関連と相互補完の関係がある。

企業と国際経済との相互作用関係、特にその市場経済との相関関係を研究するた

めには、マクロ的な視点からの国際経済学的研究、なかでもその理論的成果である

政策論研究の支援を欠くことはできない。なぜ、ならば、国際社会レベルの政治や経

済の動き、自国と関係諸国の政策、経済・産業構造、国際収支の状況などの様々な

与件の変動が、貿易の活動舞台である国際市場自体の枠組みとその動向、そして企
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2 貿易研究の自立化・体系化への努力と学会創設の意義

業の戦略的対応に常に大きく影響するからである。しかし国際経済学本来の目的は、

マクロ的研究の視座から国際経済の歴史、理論と政策、実態に関する研究をするこ

とであって、当然ながら個別経済である事業経営の学問たることを目指しているわ

けではない。

企業経営の観点から、すなわち私経済的に国際経済を研究する立場からみれば、

理論的に展開される研究内容が、往々にして抽象的であり過ぎたために、実用性を

重視する貿易の実態研究と議離する恨みがあったことは事実である。森と木の警の

とおり、森である国民・国際経済と木である企業経営とは、もともと相互に依存し

補完し合う関係にあるわけで、学会が目指すあるべき貿易の実態的な研究は、両者

の研究の交点にこそ求められるべきであろう．近年の通商白書などには、国際経済

の状況や市場、輸出入の動向分析だけでなく、その状況に対応する企業の国際的展

開の動向、課題、問題点も分析されるようになったが、両者の研究の接点を追う者

にとって歓迎すべきことである。

事業主体である企業の経営を研究対象とする経営学もまた、貿易の研究にとって、

身近で大切な隣接科学である。経営そのものをどのように捉えどう理解するかによっ

て、経営学の研究対象ないし分野は大きく異なってくるが、ここでは、経営学は、

企業経営現象の経済的、社会的、法律的、そして人間的な諸側面を研究する学問で

あり、経営学が研究対象とする経営の主体は企業という組織体であると考えたい。

企業は、存続と成長を支えるに足りる営利をあげるために、ヒト、モノ、カネ、情

報といった生産要素を総合し、協働的、継続的、計画的に事業を経営する組織体で

あるから、この意味では経営学は、経営を営む理念と機構、活動のすべてを総合的

に捉え、その効率的な組織化と管理の在り方を主たる研究対象とする必要がある。

しかし経済社会の進展につれて、研究すべき経営事象が多様に生起して、経営学

の学問領域も様々に幅広く分化し、それぞれが次々と専門分野化する傾向を強めて

きた。わが国の経営学会には、学会設立の当初から既存の内外の経営学研究の体系

に満足せず、常に経営理論の深化を求めて方法論研究を重視し、論争を重ねてきた

歴史がある。なかには研究軸を企業から経営そのものに移して、研究対象を個別経

済全体に広げる方向で、社会学的あるいは経済学的に、工学的または心理学的な方

向で新しい経営理論を構築しようとする経営学もあり、さらに行動科学的アプロー

チなどの学際的な研究などへの研究領域の拡大も試みられるようになった。だが他

方では、経済の進展と環境的条件の変化に応じて、企業経営は常に新たな問題への

対応が迫られるものであり、現代的課題解決への実践的な対応も怠ることはできな

い。経済のグローパル化、企業国際化の進展に応じて、経営国際化や多国籍企業化、

国際経営戦略などへの問題意識が高まり、国際経営論、多国籍企業論、国際市場戦

略論などが台頭して、経営の国際化という観点から、新しい経営原理と経営システ

ム構築への研究の模索が始まった。

このように経営学研究の主たる対象は、企業経営の内部あるいは経営自体の研究

であるが、一方の貿易を含む商業学独自の研究対象は、企業と動態的な市場経済と

のかかわり合いと、商品の売買と流通にかかわる諸種の組織体との交渉関係であっ
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て、一見して両者の関係は、対照的もしくは対立的に見えるかもしれない。しかし

経営学が対象とする企業経営の究極の目的は、企業体の存続とその持続的な成長で

あって、その実現に不可欠な基本的要件は、効率的な、経営資源の調達と生産・販

売であり、それらの活動を効果的に連係する物流と情報、資金調達と運用への対応

である。そしてそれを具体化するためには、企業は積極的に市場経済とのかかわり

合いを強めて、常に資源（生産要素）・製品市場の開発と維持、拡大に努める必要

がある。だがそれは同時に、事業主体である企業の経営が効率的に組織化され、こ

れらの活動が効果的に管理、運営されるという大前提があってこそ、初めて成り立

つことなのである。

この意味で、もともと商業学と経営学とは、企業の活動と市場経済との接点をめ

ぐる学問的研究としてお互いに依存し補完し合うべき関係にあるといえる。近年に

なってその中間領域に分け入るように、伝統的な生産指向型経営から市場・消費者

志向型経営への転換を目指して、市場活動を重視するマーケティング論が台頭、発

展したことは、貿易研究の観点からみても興味ある事実といえよう。前述のように、

日本の経営学会は、いわば旧来の商学・経済学研究の欠陥ないしは未完成な部分を

正す目的で、自らを形成発展させてきた歴史を持っているが、経営学会の創設以来、

会則には、「本会は経営学、商学を研究する者をもって組織する」との文言が明記

されているのを忘れてはならないであろう（ヘ

戦前からの長くて深い交流関係がある学会として、商業英語学会［1934（昭和 9)

年設立］がある。貿易学会が新設されるまでは、貿易の英語と実務を専門的に研究

する唯一の学会であったので、貿易の実態的研究を志す人達はこの学会に加入し、

同時に商業学会あるいは経営学会にも入会して活動するケースが多かった。この学

会の当初の目的は、貿易実務の研究を背景として貿易取引の対外交渉に不可欠な、

意思伝達手段としての商業英語を練磨し研究することにあったが、 2002（平成14)

年に学会名を国際ビジネスコミュニケーション学会と改称して、新たな研究対象と

して「国際取引および国際経営におけるコミュニケーシヨンの研究jを掲げている。

その改革の理由は、企業経営の国際化・グローパル化と ICT (Information and 

Communication Technology）革命の進展に伴って国際取引の様相が質的に変容し、

国際経営の内外における異文化・異言語間コミュニケーション研究の重要性が高まっ

てきたことにあるが、旧来の比較的に狭く限定されてきた研究対象を国際ビジネス

の次元に引き上げて、学会独自の新しい研究領域の開拓を目指している。

このように隣接の諸科学の研究領域に跨って展開しなければ、貿易の研究そのも

のが成り立たないという学問的特性が、貿易の学際的で総合的な研究の必要性を促

し、かつ貿易立国、輸出主導型の経済成長といった、当時の時代的要請と結びつい

て、日本貿易学会創設の機運が盛り上がっていったのである。つまり貿易研究の面

からみた学会創設の目的は、幅広く分化した、手段的性格の濃い様々な個々の研究

を組織化して、時代の要請に応え得るような、貿易の専門的で実用的な研究を推進

することであり、いわば全体（経済学）と個別（経営学と商学）といったマクロとミ

クロの両研究法の交点において、独自の対象と領域、方法をもっ学問として、貿易
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2 貿易研究の自立化・体系化への努力と学会創設の意義

研究の総合化と体系化を目指すことにあったのである。

4. 学会創設期以後の世界経済・貿易の構造的変革と貿易研究の今後の課題

市場原理をテーゼとした IMF・GATT体制の下で、戦後の各国がほぼ共通して

追求した経済成長パターンは、自由貿易体制下での輸出主導型の経済成長であった。

学会の創設期に当たる1960年代から70年代初頭にかけては、世界貿易は世界生産の

伸びを上回る順調な拡大をみせたが、これは輸出主導型の経済成長がそれ以上の貿

易の拡大を必要とし、貿易というネットワークを通して各国経済聞の相E依存・作

用関係が深まり、経済と貿易の好循環が形成されたためである。

しかしこの世界貿易拡大の牽引力となったのは、先進工業国間の水平分業の進展

とヨーロッパ諸国の EEC、EFTA結成による域内分業の拡大であって、モノカル

チャー経済に苦しみ、輸出の80パーセント以上が食料品や原材料である発展途上諸

国は、この経済発展の潮流から取り残されてしまった。これらの国々には、市場原

理が不利に働いたのである。このため国連総会で「国連開発10年」が決議され、 19

64年には第 l回国連貿易開発会議（UNCT AD）も聞かれたが、やがて70年代の石

油危機と南北問題が、 IMF・GATT体制下の世界経済と貿易を大きく揺り動かす

のである。

一方、日本経済と貿易にとって、この1960年代は、戦後の GHQの管理貿易時代、

経済復興、貿易自由化時代を経て、開放経済体制下の新貿易時代への第一歩を踏み

出した歴史的転換の時代となった。 1964年には、懸案の IMF8条国移行と OECD

加盟が認められて先進工業国への仲間入りが果たされ、通商産業政策も、輸出主導

型経済成長の見直しと経済・産業・貿易の構造改革を一段と推進して、経済協力や

資本自由化の推進、海外投資の促進などを重視する政策となった。

やがて景気過熱、インフレと不況、国際収支悪化などのために、世界経済を引っ

張ってきた欧米工業国の成長が大幅に減速し、 1971年のニクソン・ショック、 73年

のオイル・ショックの追討ちを受けて、世界経済は成長万能時代から供給過剰、景

気後退、ゼロサム・ゲーム時代に入っていった。この間にも日本経済は、 60年代の

急速な工業化の達成と、優れた技術革新力を背景に高度成長を続け、 80年には世界

全体に占める GNPシェアは9.0パーセントにまで達して、アメリカ、 ECと並ぶい

わゆる三極の一角を占めるに至り、新しい経済秩序を模索する第 1回サミット（75

年11月）にも参加できる経済大国となった。

この後も、岐路に立つ世界経済の状況は揺れ続けたが、学会が創設された60年代

を転機に貿易自由化の動きが進捗するにつれて、次第に主要な各国の経済・貿易政

策の動向は、輸出主導から輸入自由化（モノ・サービス、やがてカネ）の推進へ、

そして各国の圏内市場と経済の自由化・開放化の促進へと進行し、その動きに対応

した企業の国際化も、モノからカネ（対外直接投資）へ、そして経営の国際化へと

進化を遂げている。かくして貿易をめぐる国際的環境条件と企業の戦略と行動は、

質的にも大きく変容し、貿易研究にも新たな挑戦的課題が生じたのである I7 I。こ

の新たな挑戦的課題について私見の一端を述べ、まとめとしたい。
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今や経済と企業の国際化、経営のグローパル化が大きく進展して、貿易主体の範

囲も従前の貿易業者・製造業者から一般の卸・小売業者、下請け企業、生産者など

へと広がり、従来は貿易の補助的役割に甘んじてきた金融、保険、輸送などの企業

も、情報・輸送手段の技術革新によってグローパルな規模と範囲で活躍するように

なった。そのために、貿易自体の性格と役割が変容して、囲内生産を前提に自国対

外国という視点に立つ、伝統的な二国間・多国間ベースの財貨の輸出入貿易、いわ

ゆる外国貿易のほかに、内外の経済・市場の一体的な連結を目指すクロス・ボーダー

型経営を目指す、様々な業種の企業による同ーの、産業内ないし企業内貿易が出現

している。対外直接投資を軸とした企業進出によって、現地を拠点とした調達・生

産・販売と、各現地拠点と自国や外国の市場とを結ぶ輸出入がともに可能となった

が、このような企業経営システムの国際化と多国籍企業化の進展、そして複数の国

域に跨って展開される、同一企業内取引や現地を拠点とした様々な国際取引にみら

れる新しい貿易の実態が、これからの貿易研究のあり方に何を示唆しているのか、

時代の進展に応じた、新しい観点からの学問的検討が必要と思われる。

もともと、このような国際生産体制への移行は、複数の国域にまたがって、自国

を含めて各国経済の特性を活かせるような、垂直的ないし水平的な国際分業態勢を

構築して生産力と輸出入力を高め、企業の国際競争力強化を図るのが狙いで、外国

の各事業拠点を効果・効率的に連結するには、有効な貿易の働きを欠くことはでき

ない。周知のように貿易は国際間の分業の発生によって成立し、分業の発展ととも

に貿易自体も活発となり、また貿易の発展は国際分業の範囲を拡大して、各国経済

の相互的な依存と補完の関係を緊密化させる役割を果してきたが、国際分業の発展

は、実は人聞社会の歴史的な生活・生産様式の発展と変化がもたらしたものである

ことを忘れてはならないであろう。つまり貿易と生産との聞には緊密な相関関係が

あり、人類の長い交易と貿易の歴史を通して、基本的にはある地域や国の生産力が

発展すれば、それに照応して生産方法に変化が生じ、分業と市場の範囲を拡大して

貿易を発展させ、そのことがまた生産力の発展に結びつくといった、強い相互作用

関係が成り立ってきたのである。

このことは、産業革命という生産様式の大変革が、機械制大工業の創設を軸とし

た第2次産業・製造業などの加工産業を自立させ、さらには鉱業、商業など他の産

業の発展をも誘発して、国際分業と貿易の範囲を広げ、同時にその性格と内容をも

変革したことを意味している。同時にこのような画期的な時代転換のなかで、欧米

社会を中心に成熟化し始めた経済・政治思想、を背景に、形作られていく資本主義経

済社会を研究対象として、経済学が形成され始め、その始祖といわれるアダム・ス

ミスが『国富論』において、特に国際分業と外国貿易、生産費比較説などを取り上

げていることも実に興味深い事実である。外国貿易の学問的な研究も、この古典派

貿易理論あたりからと推定されるが、長い間、わが国では明治以来近年に至るまで、

貿易の研究では、外国貿易（foreigntrade）の視点から貿易を捉えるのが常態であり、

主たる研究対象は当然に、自国の産業あるいは圏内市場と外国の要素・製品市場と

を結ぶ、二国間・多国間ベースの商品の輸出入であった。
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2 貿易研究の自立化・体系化への努力と学会創設の意義

伝統的な貿易理論では、一国が活用できる生産要素は予め賦与されたものである

から、国際的移転は不可能で、質と量も共に限定されている状態が想定されていて、

それが理論展開の大前提となっている。したがって、この生産要素の賦存状態とそ

れを必要な財貨に変える生産様式いかんが、その国の経済を左右することになるの

で、外国と比較して優位に立つ産業に特化してその生産物を外国に輸出し、劣位な

いし全く生産できない生産物を輸入すれば、自給自足経済よりも、それだけ貴重な

資源を効率的に利用できるという主張であった。前述の、「社会の生産力の発展が

生産の方法を変化させ、国際分業の発生あるいはその範囲の拡大を誘発して、外国

貿易を発展させる」という所論は、生産要素賦存説に立つこのような貿易理論に裏

付けられたものであった。

しかし国際生産体制に代表されるグローパル化経済の下では、様々な産業・業種

の企業が、諸外国に分散して賦存する生産要素や地理的優位性などの現地活用を意

図しており、また有効な内外の要素・製品市場の連結を志向して、生産活動を多国

間的に展開する多国籍企業が増大し、外国との輸出入と国内取引を一体的に行なう

仕組みを通じて、同一企業（系列）聞での国際分業と貿易が増加する傾向が高まっ

ている。現に国際貿易のかなりの部分が、あまり比較優位の差がない先進工業諸国

間で、しかも同一産業内の国際分業・貿易として行なわれ、近年では企業レベルの

分業やジョイントによっても、国際分業パターンが左右されるようになっている。

このようなグローパル化経営をめざす企業国際化の動きと、産業革命以後の世界に

おいて、自国産業と外国市場を連結してきた外国貿易の場合とは、経済と経営の理

念において根本的な違いがあることは明らかである。

だが、各国の国家主権の喪失や国域が無くなったわけでもなく、伝統的な外国貿

易がなくなるわけもないのに、何がどのように変化してこのような状況になったの

であろうか。産業革命後の新しい経済社会の出現については、ダニエル・ベルの

「脱工業社会J、ピ ター.F.ドラッカーの「知識社会Jへの移行など様々な意見

が取り沙汰されている。フランスのシンクタンク「フ。ロメテ」の主催者、アルベー

ル・プレッサンは、すでに80年代末の時点で、 21世紀に向けた国際経済社会の動向

のなかに、世界的な電子技術革命のうねりを背景とした技術革新によって、すでに

国の境界（border）と産業の障壁（barrier）、そして企業の境界（bound町）が崩れ始

めた兆しがあることを指摘して、これからの経済社会は、 Bの三乗の経済から、企

業だけでなく諸々の経済主体を様々な形でリンクした networksのnetwork、つまり

Nの二乗の経済へと変容を遂げ、多様な数多くネットワークが、さらに 1つの立体

的な多層型ネットワークにまとめられる形で、全体の経済が営まれる社会が生まれ

るであろうと予測している 18I。

つまり今までの経済社会では、この3つの壁がそれぞれの領域を固め、その境界

が区切る枠組みの中で、固と産業、企業が個別的に、独自の個性と能力を形成、発

揮するという社会であった。お互いを隔てていた、その壁が電子技術革新によって

次々と崩れる一方で、国境は依然として存在するが、その性質と意味が変わりつつ

あり、産業をめぐる障壁は時に応じて取り除かれたり、広がったりして産業の融合
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が進み、企業の境界はネットワーク型に広がる現状にある。それゆえにこれからの

経済発展にとって最大の課題は、人と人、企業と企業、固と固との聞にどのように

情報ネットワークを形成し、その網状の連結関係のマネジメントを通じて、いかに

情報を収受、共有し、かっ緊密な相互作用関係を通していかに新しい情報・知識を

創造し、経済の発展に役立てていけるかにあると述べている。

プレッサンは、情報化社会のおける企業経営あるいは、国家のマネジメントのエッ

センスとでもいうべきものを説いているのであるが、この見解は近年のグローパル

企業の動向の理解に役立つだけでなく、今後の貿易研究にとってきわめて重要な示

唆を含んで、いるといえるであろう。前述したように、ヒトとモノ、カネの生産要素

は各国に賦存していて国際的移転に不可能な要素であり、そのために国際分業体制

のもとで外国貿易を営む必要があるというのが、長い人類史を通じての貿易研究の

大前提であった。産業革命後の世界でも、本源的な生産要素である労働と土地は、

やはり固定的なものと考えられたが、生産された生産手段としての資本は、流動性

を帯びて国際的に取引されるようになった。近年では電子技術革新を背景に、情報

の収集と創出・交換の重要性が広く認識されるに至り、今では「生産されたj、し

かも国際的な流動性をもっ「生産手段」として自立し、資本と並んで四大生産要素

の一角に組み入れられたとしても、なんら差し支えはない状態になっている。とは

いっても、情報の交換そのものが重視されたというのではなく、地球大的に張りめ

ぐらされた人と人、企業聞のコミュニケーションの「場jであるネットワークの仕

組みこそが、有力な生産手段と認定された理由である。本来、ネット・ワークとい

う用語には、人々が協働で働くネット状の組織という意味が龍められていることを

注意すべきであろう。

今や経済のグローパル化は、様々な解決すべき問題を内蔵しながらも、 JCT革

命を背景に着実に進展しているが、これは大企業だけの問題ではない。国域は厳然

と存在したままで、政治体制、産業と業種、規模などにかかわりなく、 lつの国や

地域を超えた次元で経済と企業経営が発想され、それぞれの社会と企業体の特性に

応じた形で運営される時代の到来が、次第に現実味を帯びてきている。経済と経営

の発想がグローパル化することは、地球大的な情報とコミュニケーションのネット

ワークを基盤として、基本的には経済の枢軸である生産様式、特に生産方法と分業

の範囲がグローパル化することを意味しており、やがては各地域・国の産業と経済

の構造変化、そして国際分業と貿易の役割、性格の質的な変容につながる動きとな

るであろう。したがって伝統的な外国貿易の観点からだけではなく、グローパル化

する経済と経営の視点から、国際市場と経営の実態を学び、明日の貿易研究の構築

につなげる必要があると思われる。

しかしながら、時代の大きな流れのなかで、変わるものと変わらないもの、変わっ

てはいけないものがある。貿易の原点は原始共同社会の交易に遡るが、それは人聞

の生存と社会の存続に必要な、財貨の確保と生産に起因する生産様式の変革と発展

を招いて、園際分業を発生させ、外国貿易が各国の経済的な相互依存・作用関係を

緊密化する役割を果してきた事実に変わりはない。確かに経済発展の段階に応じて、
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2 貿易研究の自立化・体系化への努力と学会創設の意義

貿易の性格と内容も大きく変転してきたが、変わってはならない貿易研究の原点も、

まさに人類と社会の歴史とともに発展してきた、国際貿易の歩みそのものにあると

思われる。貿易の歴史は、いかなる時代においても、世界に散在あるいは偏在する

希少な生産要素の有効な活用をめぐって、人間の生活・生産様式の改革を推進し、

国際分業のさらなる発展を促すような、貿易のあり方を常に追求し続けることこそ

が、貿易研究のエッセンスであると物語っているのである。

もう 1つの問題は、貿易研究の対象をめぐる課題についてである。従来の貿易研

究の主たる関心は、もっぱら消費財としての製造品の輸出入取引に向けられており、

輸入面を扱うとしても輸出の逆のケース程度の認識しかなかったと思われる。資源

小国のわが国にとって不可欠な、食糧や生産財、中間財としての原材料・部品の輸

入の研究については、なぜか完成品の貿易に比べて関心が薄い嫌いがあった。とく

にミクロの研究分野においてその傾向が強いように思える 19I。その大きな理由の

lつが、食糧・資源小国であるがゆえの、長年にわたる明治維新以来の国是、すな

わち西欧型工業立国と加工型輸出貿易の推進による、政府の一途な外貨獲得政策に

あったとも思えるが、国際分業の態様が大きく変革している現状からみて、この分

野におけるわが国の貿易研究の遅れが気懸りである。また貿易研究の焦点も再販売・

購買活動から市場流通問題へ、そして広義の交換取引関係へと広がるにつれて、研

究の対象と領域は雑然と広がり細分化する一方である。貿易の研究は、当初から学

際的に複雑多岐にわたる研究分野を内包しているが、これらの多様化してやまない

貿易の研究対象とその研究アプローチを、学会が目指すマクロとミクロの両研究法

の交点において、今後いかに総括し総合化し体系づけていくか、その枢軸となるべ

き貿易理論研究のさらなる進展が渇望されている。

もとより人によって、貿易をどう捉えどう理解するかは異なるが、貿易を研究す

る観点や着眼点などに違いがあっても、学会としての研究の原点が尊重されなけれ

ば、研究集団としてのアイデンティティーが不明確となり独自性を失うことになる。

経済学会連合や外国の学会との協力と補完の関係を維持し、貿易学会が時代の変化

と社会の要請に応え、実学としての役割を果たしていくには、今後も貿易研究の、

学問としての自律性を高める努力を重ね、常に現実から変化の意味を学びつつ研究

の現状を見直し、新時代への積極的で柔軟な対応を重ねていく必要があろう。時代

は大きく動いている。これからの会員諸氏の歩みにこそ、明日の学会を創出する原

動力が秘められていることは確かで、ある。

注（ 1 ）日本の商業教育と一橋大学の起こりは、 1875（明治 8）年に創設された、商法講習所に始

まるが、例年に東京商業学校となり、 87年には高等商業学校と改称された。 1902年になっ

て神戸高等商業学校が新設されたので、東京高等商業学校と改名、現在の一橋大学に到っ

ている。

( 2）「商業学」という科目名称が、最初から用いられていたのではなく、高等商業学校の設立

当初は「商事慣習jという名称で講義され、それが1890（明治23）年には「商事要綱」に、

さらに96（明治29）年に「商業学jに改称された。平井泰太郎「上回貞次郎博士のわが国
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経営学における地位j 『神戸経済大学創立50周年記念論文集・経営編』森山書店、 1953年

参照。なお、上回貞次郎先生は、わが国の商業学・経営学の泰斗として、草創期～昭和初

期に活躍された方であるが、平井先生は、この論文を通じて恩師の業績を偲！ばれながら、

貿易研究の母体ともいうべき、商業学と経営学の草創期の状況、広義経済学における両者

の位置づけ、関係などを詳述されている。ちなみに、上回先生は、第 l次大戦後の保護主

義の台頭を背景に、日本の対外商業政策のあり方を重視、懸念して、関税の歴史と理論、

政策を論考した著書、『商業政策』日本評論社、 1930年を刊行されている。ここにも、先

生の商学への熱い思い入れを感じた。

( 3）上坂酉三 「大正昭和の過渡期における商学部の商業学・商品学・貿易講座」 『早稲田商

学.l249号、 1975年3月、朝岡良平「商学部における貿易実務関係の科目の変遷j 『早稲

田商学』 256号、 1976年3月。前者は短文であるが、学界を引退された後、逝去される前

年に執筆されたものである。いずれも早稲田大学商学部創立70周年に寄せて執筆されたも

のであるが、当時の資料不足を補う、情報と貴重な示唆を得られたことを感謝している。

( 4）上坂酉三先生の貿易研究の系譜を示す一連の著書として、『貿易経営論』東京泰文堂、 1916

年、『貿易実務』東京泰文堂、 1920年、『海上売買論』東京泰文堂、 1920年、『貿易経営実

務』東洋出版社、 1935年、『貿易慣習の研究』千倉書房、 1943年、『貿易論（政策論）』前野

書店、 1949年、『日本貿易論（売買論）』東洋書館、 1950年、『貿易概論』前野書店、 1953年

などがある。これらの早期の著作を通じて、貿易の学問的研究に不可欠な3つの観点、商

業学ないし売買論、経営学、貿易論からのアプローチが丹念に試みられており、今後の、

より複雑となった貿易事象の研究にとって、多くの示唆が含まれている。

先生は、早くから貿易の経営学的研究の遅れを懸念されていたが、昭和10年には『貿易経

営実務』として、あえて貿易経営の視点からの実務書を刊行されている。この書物では、

企業の対外交渉業務と自圏内での輸出入実務を、一貫した組織と管理のもとで遂行される

べき「貿易商務」の活動として位置づけ、貿易企業における主要な経営活動の一環として、

貿易経営の財務・会計業務、貿易経営の運送・金融・相場変動による危険への対応業務な

どと共に総括されている。貿易実務の体系化を意図した最初の文献ではないかと思われる

が、近年になって、貿易実務が「貿易商務論」として研究され開講される傾向が強まって

おり、その意味でもこの事実は興味深い。

( 5）例えば、向井梅次『配給市場論概要』同文館、 1932年、向井鹿松『配給市場組織（全訂板）』

丸善株式会社、 1921年（初版、昭和1928年）、谷口吉彦『配給組織論』千倉書房、 1921年な

どがある。これらの文献に見られる商業学の新しい動向は、わが国産業の発展と内外市場

範囲の拡大と、アメリカにおけるマクロ・マーケテイング研究の発展を背景に現出したと

思われるが、商学研究が従来の商人学的な実用研究から脱皮して、その焦点を次第に財貨

移動の社会的な組織、つまり市場組織の解明とあるべき流通職能の研究に転換し始めた動

きの表われといえよう。しかしこの段階では、外国貿易の営みと国際市場組織との交渉関

係を対象とした、市場組織論的研究はまだ少なく、上記の向井梅次先生の著書だけが、国

際商取引の重要性と特異性に注目しながら、特別な配給組織として国際流通の仕組みを取

り上げているのが注目される。これらの研究動向に影響を与えたとみられる、翻訳書の I

つに、フレッド・イー・クラーク原著、緒方清・豊喜共訳『売買組織論（上・下巻）J丸善

株式会社， 1930・32年（FredE. Clark, Principles of Marketing, 1929, New York）がある。

( 6）商業学と経営学の、緊密であるべき学問的関係については、平井泰太郎先生が「商学と経

営学ーその類同と対立」『経営経済研究（第3冊）』同文館、 1929年9月および「経営学に

おける実用主義J『国民経済雑誌』第43巻第6号、 1927年において詳しく検討されている

ので、参照されたい。平井先生は、両者の相互依存関係と相関関係を懇切に指摘されなが
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2 貿易研究の自立化・体系化への努力と学会創設の意義

ら、対立すべき重要な中核を有しながら影響し合い、ともに進歩しつつ並存していくべき

存在だと述べておられる。そして今後、市場経済を中心とする商学（研究）の傾向が、そ

のままの形において個別経済の研究を達成しうるものかどうか、経営経済を核とする経営

学の討究は、経営聞の交通関係（市場経済における対外交渉関係・筆者）を切り離して考

察し得るかどうか、両者の学問的進歩はこの問題の解決にかかっていると結ぼれている。

( 7) 60～70年代の世界と日本の経済・貿易の構造的変化については、通商産業省通商局監修

『戦後日本の貿易20年史J通商産業調査会、 1967年、中山伊知郎・篠原三代平編『日本経

済事典』、「貿易と国際収支篇j講談社、 1973年、青木健『戦後世界貿易の発展と構造変化』

谷沢書房、 1983年を参照した。

( 8）アルベール・プレッサン編著、会津泉訳『21世紀の世界ビジョンーネットワ｝ルド』東洋

経済新報社、 1991年。（Albe目 Bressand,ed. Draft Report on the Eme；棺ingGlobal Network 

Society, PROMETHEE, 1990) 

( 9）例えば、学会創設から第22回大会までの共通問題論題16のうちで、資源貿易や一次産品の

問題を取り上げたのは75年度大会の「国際商品問題」以来5回、 76年度の「資源問題と国

際経営」の他は、 70年代の石油・資源‘問題を反映したマクロ面からの討究であった。注

( 5）に例示した翻訳書の『売買組織論』では、当時のアメリカらしく貿易を特には意識し

ていないが、当然のこととして、農産物、原料品、製造品の商品別（産業別）流通組織が

検討されている。大会の共通テーマについては注（11）を、 75年度の共通論題については

本書7(4）「組織改革と当時の中京地区を振り返って」を参照。

(10）学会設立前後の会員の研究動向については、下記の文献を参照されたい。なお、以下 1）～

4）の文献資料は、すでに公刊されており頁数も膨大なので、本書では割愛した。「日本経

済学会連合」については、本書4 「70年代の学会運営・学会組織の改革と正常化への努力一

対立と混乱の苦悩を乗り越えてー」の注 (15）を参照されたい。

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）』文糞堂、 1990年。

2）日本貿易学会編『日本貿易学会研究年報〔第11号～第20号〕』文虞堂、 1998年。

3）日本経済学会連合編『経済学の動向（中巻）』東洋経済新報社、 1975年。貿易学会に

ついては第12部・国際経済学の第7章で、大谷敏治氏が「日本貿易の研究動向（政

策と体制・地域貿易と商品貿易・貿易経営）」を文献リストとともに記述している。

4）日本経済学会連合編『経済学の動向・第2集』東洋経済新報社、 1982年。貿易学会

関連の記事は、第12部・国際経済学の第6章で、岡村邦輔氏が日本貿易「日本貿易

とその環境・貿易実務の研究動向」を文献リストとともに記述しており、また他に

も、会員の研究成果は、貿易研究の特性上、商業・経営・国際経済など他の学会の

関連研究分野にも記載されているので、必要に応じて参照されたい。

5）日本貿易学会編『会員の著作・論文および研究の動向』 1975年版よぴ1982年版。

1975年版は71年1月～74年12月、 1982年版は75年l月～81年10月末までの著作・論

文名、研究テーマなどが記載されている。詳しくは、本書資料3「会員の著作・論

文・研究の動向（1960～70年代）Jを参照。

(11）学会創設記念大会（1961年）～第22回大会（1982年）の共通論題・講演・懇談会のテーマは、

次の通りである（前掲、日本貿易学会研究年報〔創刊号～第10号〕および同〔第11号～第

20号〕に掲載の全国大会プログラム参照）。

1961年度・第1回大会学会創設記念大会

〈公開講演〉「日本貿易の現状分析と動向観測」 通産省濃野滋氏

1962年度・第2回大会「わが国貿易の自由化と輸出産業」
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大阪商工会議所との貿易問題懇談会

( 1）わが国37年度輸出目標額達成方策

(2) EECの発展と日本

1965年度・第5回大会「日本の貿易と国際収支問題」

1969年度・第9回大会「南北問題と特恵」

1970年度・第10回大会「日米貿易の回顧と展望J
1971年度・第11回大会「最近の貿易秩序」

1972年度・第12回大会「70年代における日本の貿易政策と貿易経営」

1973年度・第13回大会「日本貿易と国際企業経営一国際通貨不安の問題をめぐってJ
1974年度・第14回大会「国際商品市場の諸問題」

1975年度・第15回大会「資源問題と国際経営、資源開発、開発輸入の問題点J
1976年度・第16回大会「国際貿易秩序の新展開」

1977年度・第17回大会「新しい国際環境と日本貿易の対応」

〈基調講演〉「新しい国際環境と日本貿易の対応j 通産省 野口章吾氏

1978年度・第18回大会「新国際経済秩序と貿易政策」

1979年度・第四回大会「新しい世界情勢下における貿易問題J
1980年度・第20回大会「80年代と日本の貿易一新しい行動パターンを求めて」

1981年度・第21回大会「途上国と貿易一課題と展望J
1982年度・第22回大会「日本の貿易と産業構造ー鉄鋼、繊維、自動車、電機等J
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3 学会創設と貿易理論研究の意義

交易・貿易と文化・文明の結節点をめぐって

飯沼博

1 .学会創設と貿易の理論的研究の重要性

日本貿易学会は、 1961年9月に日本大学で設立総会と第 l回の研究大会を聞き、

翌62年5月には会場を関西に移して、近畿大学において第2回総会・研究大会を開

催した。これらの研究報告の成果は、一括して、 63年3月刊行の貿易学会研究年報・

創刊号に掲載されているが、その冒頭に初代会長であられた上坂酉三先生の発刊の

辞がある。その後段に、「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jと言われている。貿易学会が設立された意義もまさ

にこの点にあるわけで、以下、編集委員会から執筆を要望された上記のテーマにそっ

て、貿易のマクロ研究とミクロ研究の交点に生起する貿易理論研究のあり方につい

て、貿易と経済社会、そしてこれらの営みを研究対象とする経済学の起源に遡りな

がら、いささか私見を述べさせていただくことにする。

後述するように、人類の長い歴史を辿ってみると、現代も含めて、不安定で厳し

い自然と社会的条件の下で人聞が生き抜くためには、何よりも衣食住にかかわる生

活物資を安定的かつ持続的に確保すること、そしてその入手の手立てと生産手段の

工夫が不可欠であることがよくわかる。そのためにこそ、原始と古代の人達は次第

に集団化して身の安全を期するとともに、協働の組織をつくりあげ、やがて地域特

産品の生産に専門化して分業し、交易を通じて他地域の住民との経済交流を始めた

と思われる。そして互いに異文化を吸収しながら生活の基盤を広げて、固有の自然

と歴史、特有の文化と政治・経済の仕組みを持つ社会を構築するに至ったのである

山。実は、このような人類杜会の成り立ちと発展過程から、各社会が持つ生産力が

掘り起こされて分業が発展し、国際分業が発生して交易が生まれ、後に貿易が媒体

となってからは、特に産業革命以後は大々的に、各社会に潜在する生産資源の開発

やその生産力の向上が達成されて、孤立して互いに敵視し勝ちであった、各地域と

国々の相互理解と相互依存の経済関係を深める役割を果してきたのである。

近代社会の時代が到来して、経済を指導原理とするいわゆる経済社会が、資本主

義経済社会として成立したが、同時に、この経済社会に生起する様々な経済現象を

対象として、観察、分析して理論づける研究が、経済学として形成され体系づけら

れ始めた。人間の生活に経済思想が芽生え、経済学が形成されるまでの道程も、経

済社会が構築された場合と同じように、人間の生活と交易・貿易の働きと歴史が深

く結びついていることは言うまでもあるまい。初期の経済理論の展開は、周知のよ
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うに国富ないしは国益と外国貿易に関する理論的研究が多く見られ、しかもその大

部分は、理論を実践するための経済政策論で、例えば古典派経済理論の対象は、自

由貿易か保護貿易かの国家の政策にかかわるものでもあった。古典派経済学の理論

は、今に通じる強さを持っているといわれているが、その理由は理論の強力な実践

性の他に、古代の奴隷制社会や中世の封建社会では封じられてきた、社会の潜在的

な生産力を開放し発展させる方向を指向した点にある。現に資本主義以前のこれら

の社会では、奴隷所有者と封建的な農民による自給自足の経済が並存していて、社

会内部の分業は未発達のままで、生産物の大部分は内部で消費され国際分業は成り

立たず、ごく小部分だけが輸出される状況であった。

近年では、貿易取引によって各国聞に不可避的に生じる国際収支の調整問題は、

古典派時代のように経済社会総体の動きに関連づけないで、国際収支論として問題

の分析を抽象化して、単に国際通貨制度の下での収支の技術的な調整だけを問題視

する傾向が強まっている。このような動きは、国際経済の他の研究分野にも見られ

る現象であるが、アダム・スミスの経済学を別にしては）、それ以降の経済学の理

論がその科学性を問われていく過程で、問題を発生せしめた社会的・政治的背景か

ら経済事象を切り離して捉え、時代や地域の自然と歴史を超えた、抽象的な分析論

理による普遍的な理論の確立を目指した結果ではないかと思われる。もともと、時

代を超越し、あらゆる社会に当てはまり通用するような、経済理論や貿易理論は有

りf尋ないのである。

もとより経済学の系譜によって、経済現象を捉える視点と立場、考え方は様々に

異なっているが、貿易理論の研究は、経済学と同様に、歴史的な繋がりを持って生

起する社会の経済現象を対象とするのであるから、その理論と歴史は密接な関連を

持っており、事実の歴史である経済史学から学ぶことが多い。また貿易の研究は、

その当時の社会の現象と動向を基盤として生起した、貿易事象を取り扱うので、貿

易の理論と政策の研究は、ともに切り離せない関係となり、その理論は、実証的に

経済・貿易政策史に関連づけられたものでなければならないであろう。要するに、

貿易理論の研究には、歴史的かっ実証的な研究によって、それぞれの時代・時期の

経済の秩序なり制度の下での、人間の生活をめぐる社会経済的現象の現れとして貿

易事象を捉え、その現象の分析結果を明日の貿易と経済に役立て、人間生活の改善

と向上に貢献するという、社会科学的観点を欠くことはできない。

一方のミクロ的研究の分野では、時代と経済国際化の進展、貿易取引の実態変化

に伴って、当初の貿易実務の研究から商学的、法学的、そして貿易政策論の分野へ

と研究範囲が広がり、第2次世界大戦後はさらに経営学的研究の分野などが導入さ

れ、さらに現代では、グローパル化時代の到来と、外国直接投資による対外事業の

質的変化、貿易の電子化などにつれて、貿易のミクロ研究分野の対象もいっそう多

様化し、その研究動向は学際的にますます多岐にわたるようになっている。したがっ

て、学会が標梼する、貿易をめぐるマクロ研究とミクロ研究の交点において、学際

的に多様化する貿易の研究を理論的に総括し、総合化していく必要が一段と高まり、

そのための貿易の理論的研究体系の再構築が、いっそう強く要望される状況となっ
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ている。

このような役割を果たす貿易理論への必要と渇望は、赤松要、小島清、向井鹿松、

上坂酉三などの先覚的な研究者の間では、商学、経営学、経済学の観点の違いを超

えた、むしろ共通の願いであり挑戦的な課題であったようで、特に戦後の民間貿易

再開後の1950年代から学会創設期の60年代に、貿易事象を体系的、理論的に学ぶた

めの歴史・理論・政策、国際収支と為替問題、取ヲ｜と実務などを総合的に扱う入門

書が数多く出版されたのは、偶然ではあるまい。その多くは、貿易の実態研究と経

済学的研究との結節点を、いわゆる国際経済論にではなく、経済の歴史と理論に裏

付けられた貿易政策論に求めて、「外国貿易論」の総論として両者の連結を図って

いるが、これらの著書に見られる学問的、教育的アプローチは、今後の貿易理論研

究の構築にとっても十分に示唆に富む例示であり、現在の商学・経営学系学部のカ

リキュラムにおいて引き続き基本科目でなければならない。

2. 人類文化との結節点における交易・貿易の役割と貢献

( 1 ）交易を媒体とする人類文化の発現と伝播、その変容の過程

以下、人類文化・文明の結節点において交易・貿易が果たした役割を取り上げて

みよう。

私はかねてから、交易・貿易が人類に文化の進展をもたらし、現代の文明を築か

せる端緒を切り拓いたのであり I3 I、特に交易は経済社会の成立と形成に寄与し、

後には貿易が媒体となって地域間と国々の相互依存・相E作用的な経済関係が深ま

り、経済思想、の萌芽と社会思想としての自立化、市場経済社会の成立と発展に貢献

したと思っている。そしてそれを機縁に、人類社会の長い歴史の流れの中で、経済

社会の仕組みとそのあるべき姿を研究対象とする経済学が形成され、理論化、体系

化されたのである。この意味において、貿易の営みは人類の文明の構築に大いなる

役割を果してきたといえるであろう。

もともと文化は、有史以前の時代から、人類が人間として生き残るために、学習

によって自然の働きを生活に役立てていく過程で形作られた、いわば人類の知的財

産の集積のようなもので、人間の大自然への働きかけと、歴史の流れのなかで生ま

れ育くまれてきた、人々の生活の様式とその表れの総称である。具体的な生活様式

の内容とその表れは、人間社会の進展に応じて大きく変形し変質したものの、文化

の根源的な意味内容には変化はない。文化は今も私達の生活と社会を根底から支え

ており、それは生活の根幹である衣食住の生活様式をはじめ、知識、学問、信仰、

思想、道徳、芸術、慣習・法律、政治、経済、技術など、物心両面にわたって、私

達の身辺近くに多彩な形で具現され、そしてそのあり方が明日の人類社会、否、小

宇宙・地球の存続と繁栄を左右する鍵を握っているのである。

現代の発達した環境・遺伝子情報と考古学研究によれば、人類の起源はアフリカ

大陸にあるといわれているが、原始時代において、とりわけ人類の生存を左右した

のは食糧とそれを確保する手段の問題であった。このこと自体は、現代においても

何ら変わることのない生活と経済のテーゼであるが、その当時の、生き抜くために
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不可欠な木の実や果実の採集・狩猟・漁労などによる収穫は、季節や気候条件の変

化などに左右されやすく、人間の生活は大自然の営みに対して常に無力で、受身の状

態に置かれたと思われる。しかしそのような状況にあっても、人々は個々に集団化

して村落や部落を形成して協働し、共同生活のなかでそれぞれの特有の生活様式・

文化が形成されていく過程を経て、やがて他の集団との物々交換による交易が生ま

れたと推定されるのである。地球の温暖化による自然環境への被害が広がりつつあ

るなかで、少数例であるにせよ、今でもこのように大自然の恵みと他部族との交易

を頼りに、生活を続けている種族が厳存している事実がある。その後、人類がそれ

までの数百万年にわたる遅々とした歩みを脱却し、先史時代より有史時代に入って

古代文明を生み出すまでには、さらに数千年の歳月が必要であった。

世界四大文明といわれるメソポタミア文明・エジプト文明（オリエント文明）・

黄河文明・インダス文明の発祥地は、いずれも大河流域その他で、農耕および牧畜、

とりわけ農耕の適地であった。やがてこれらの大河流域の農耕民は、交易を通じて

富を蓄積し、強大な主権と有能な官僚機構をもっ、「古代国家jを創設した。農耕

民は治水・濯概事業によって生活の安定と繁栄を保障され、土木工事・用地分配の

実施と管理がなされるようになった。一方、農耕の開始とほぼ平行して、人類は、

野生の動物のうち羊・山羊などを群ごと家畜化したと思われる。人類は遊牧の開始

で、農耕などの困難な地域でも生活が可能になった。いわゆる遊牧民の誕生である。

このように人類の自然に対する対応が、受身の姿勢から能動的になったことは、確

かに偉大なる進歩ではあったが、それはまた、このかけがえのない地球という生態

系小宇宙の破壊の始まりでもあった。今や古代文明の発祥地の大部分は、エジプト

を除き、砂漠や荒野になっている。このように古代文明の時代でも、その地域に固

有の自然と歴史に培われた特有の文化的要因、特に政治と経済などの社会的基盤の

違いによって、各地域社会の経済発展のパターンは大きく相違してくるが、中世封

建制社会を経て近代社会へと移行する過程でも、相克止を伴いながら交易・貿易の働

きが、地球大での、それぞれの社会集団の文化・文明と結節して、経済社会の形成

に役立つていくのである。

かくして時代の進展とともに地域内の種族・部族聞の物的な交流が促進され、地

域聞の交易が広がるにつれて、他の地域住民や異民族の生活や社会と触れ合う機会

が増大して、局地的ながら地域聞の文化交流も始まり、やがて自由貿易を志向する

市場経済社会が成立して、人と物の往来がさらに活発になった。このために、他地

域の特産物だけでなく、外国の有用な生活パターンや異なった文化様式、先進的な

知識や制度などをも互いに採り入れて、移植しようとする意識と風潮が高まり、結

果的には伝統的な文化を緩やかに変容させながら新たな総合文化を形成していく、

いわゆる文化変容（acculturation）という社会現象が生起して、徐々に地域横断的、

あるいは国際的な広がりを見せ始めたのである。文化人類学的にみれば、このよう

な文化の相互交流が、様々な地域・社会問の相互理解と経済の相互依存関係を深め、

幸子余曲折を経たものの、その後の近代的な経済社会形成の基礎づけと市場経済の発

展、資本主義社会の確立に大きく貢献したことは確かであろう。
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しかし反面において、「文明は、両刃の剣」という戒めの言葉のとおり、それぞ

れの文化には、それを発現した社会に固有の自然と歴史に育成された、地域と民族

に特有の文化特性が内蔵されているので、異文化の安易な導入と模倣によって、か

えってそれを受け入れる側の社会に混乱と害悪が生じる場合がある。またEいの利

害が複雑に錯綜する、主権国家の集まりである国際社会の常として、異文化の伝播

と導入に対しでも、現実には政治が介入して、自国文化の押し付けや保護のために、

文化の友好的な国際的移転が阻まれ、歪められるケースも多い。今もって民族や国々

の問で、人類文化の象徴的な現れでもある宗教や経済、政治のあり方をめぐって、

対立と紛争、武力抗争が絶えないのは人類にとって不幸なことである。

日本の場合は、江戸幕末に当たる19世紀中葉、産業革命によって先進工業国となっ

た欧米の列強諸国に、強く開港と通商の自由化を迫られ、苦渋の末、高まる撞夷論

を抑えて港を聞いて貿易で生きていく道を選んだわけだが、当時の「文明開化jと

いう字句が示すとおり、長年にわたる鎖国の国是を取り下げ、明治維新を機に西洋

文明・文化をむしろ積極的、自主的に導入した点、そして特に、長い歴史と固有の

文化14Iを誇る日本は、アジア型文化の影響を受けながらも、国を建て直すために

西欧型経済社会をモデルとして、「脱亜入欧」の政治的決断をした点において、稀

有で興味深い、政治主導型の、異文化の導入と文化変容のケースといえよう。欧米

諸国とはかなり遅れての、産業の近代化と貿易立国へのスタートであったが、江戸

幕藩体制下の各藩で保護、育成されてきた、伝統的な殖産興業の力を統合して軽工

業化に努める一方で、欧米からの近代的工業の移植、電信、鉄道、電力などの産業

基盤の整備にも力を入れた。また、幕藩時代からの商業とその経験的知識を活用し

て、後の財閥・総合商社の形成にも繋がる企業の近代化や貿易商社の育成など、官

民一体化の態勢でいち早く、貿易立国型の近代的国家へと変貌していったのである。

( 2）近代社会における経済思想の自立化と市場経済社会の成立

このようにして、交易・貿易の営みは、 j目、々たる人類の歴史の流れに沿って、社

会と文化の進展をもたらし、異文化に対する相互理解と丈化交流を促進して、人間

生活の質的な向上と、より勝れた生活の手段と様式、社会制度の伝播と改革に大き

な役割を果たしてきたが、貿易理論研究の観点から見て特に注目すべきは、各社会

の聞の人と物の交流による、異文化要因の結合とその相乗効果（synergye飴 ct）に

よって、人間の経済生活と社会の営みに抜本的な変革が発現した点であろう。

その改革は、やがて自立した経済思想が、人間社会の仕組みを変え、その営みを

誘導、方向づける指導原理として地球大的に広がり、経済主導で貿易を重視する市

場経済社会の成立に、大きな役割を果した。そして貿易のマクロ的研究に理論的な

手掛りと分析の手段を与えた、経済学の形成と体系化を可能にした。

時代と社会の形態を問わず、人聞が集団を組み協働して生活を営むためには、そ

の社会全体の行動目標や活動の根拠、構成員の動機づけとなる哲学や理論、生活理

想、イデオロギーなどが不可欠である。そして社会が存続して目的を達成するため

には、経済の他に、権力と支配と統制力を持つ政治・法律も欠くことはできない。

人類の歴史において、早くから長く人間と社会を律し動機づけてきた社会思想は、

-33一



宗教や倫理・哲学の思想に裏付けられた政治・法律思想であった。政治と同様に経

済の思想、も比較的に早くから、宗教や倫理・哲学の教えに強く結びっく形で存在し

ていたようで、聖書やコーラン、偽典、そしてエジプトやギリシャの賢人や哲学者

の著作にも、経済についての記述が遣されているといわれている I5 I。封建社会か

ら近代社会の時代となり、経済社会が発達し、資本主義社会が確立するにつれて、

経済思想は政治思想と共に、従来の宗教思想や倫理・哲学思想から自立して、その

試行錯誤の道程は今日まで続いているのである。このように社会思想の発現とその

自立化のプロセスも、貿易の私的な発展過程と同様に、人聞社会・生活の仕組みと

歴史的な社会の生成発展過程と切り離しては考えられないが、貿易理論を支える思

想構造の変化のプロセスを知るために、いま少し時代の流れを追い、国際社会と政

治・経済・貿易思想の変転の道筋に沿って、貿易が歩んだ道筋を略述して貿易論研

究のあり方を探ってみよう。

3. 商業資本主義の社会と産業資本主義の成立

モンゴル帝国の支配下にあった大交易圏に、東地中海、エジプト、黒海で結びつ

いたイタリア諸都市があった。とりわけトルコのコンスタンチノープル（イスタン

ブール）との海外交易は、アドリア海あるいは地中海が航行の難所であり、多くの

危険を伴ったが、そこでの利益は莫大で、あった。このようなことは、ハンザ南方貿

易商人などを通じヨーロッパ諸地域に急速に伝わり、商業資本主義成立の条件が満

たされたと思われる。当時は、 13世紀末から15世紀のイタリアのフイレンツェに始

まるルネッサンス（再生・発展期）の時代でもあり、その背景には、 10～13世紀、

7回に及ぶ十字軍の遠征などで経済的に繁栄する遠因があったことなどで、レオナ

ルド・ダ・ヴインチ (1452-1519）などの傑出した万能な人物が出たのは、至極当然

の結果であった。特筆すべきは、商業資本主義の道が形を整えるにつれて、イタリ

アのジェノヴァで複式簿記が1340年頃から始まり、 1490年にはヴェネチア複式簿記

の完成が見られた。その時代、イタリアの諸都市では、後の株式会社の発生につな

がる合名会社（partnership）および合資会社 (limitedpartnership）の存在と豪商達の

商事要領書が次々に公表された（ 6）。

その後、 1555年には M ・ルターの宗教改革があった。そこでは中世の束縛から

解放されていく貧しい西ヨーロッパを見ることができた。なぜなら宗教改革からお

よそ400年以前よりのスペイン、アンダルス・トレドの数学的概念・科学技術など

は、アジア人・アラブ人・イスラム教徒の伝達によるものであったからである。

一方、 1453年オスマントルコがコンスタンチノープルを占領したことが、ビザン

チン文化の崩壊と地球上で最大の影響をもっ東西文明をつないだ3つの主な交通路

のうち、草原の道を除く絹の道と海のシルクロードが閉鎖されることにつながった。

そのことでキリスト教学者が追われ、各国に分散しその知識が普及したと言える。

その延長線上に、 1492年、スペインのコロンブスによるアメリカ大陸発見があり、

1498年、ポルトガルのエンリケ航海王子の経済的・宗教的目的でのアフリカ西岸の

探検、ヴァスコダガマによる南アメリカを迂回するインド航路再発見、マヤ・アス
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テカ文明の崩壊と北米、中南米の現地住民の奴隷化がある。それはヨーロッパの絶

対王政 (16～18世紀）の時代と重なる。 17世紀になると特にイギリスがアフリカ黒

人奴隷貿易の起点となったのであり、列強の東・東南アジアに対するヨーロッパの

苛酷な植民地支配の開始になったのである。

世界市場におけるヨーロッパ商業資本の掠奪的活動は、 16世紀以降、ヨーロッパ

諸国に資本の蓄積をもたらし、産業に対する支配とその保護・育成が進行していっ

た。ここに金銀の蓄積への願望と国家的利益が結びついた思想か童金主義政策となっ

たといえる。

そのようなスペイン・ポルトガルの動きが、オランダ・フランス・イギリスに広

がることで株式会社の設立が1601年イギリスで始まったが、実際には1602年オラン

ダで設立された東インド会社が晴矢である。当時、アムステルダムには多くの小規

模な貿易会社の組合があり、その資本を固により合同し、東インド向け貿易会社に

独占させた。その後、各国の歴史とその立場・政策によってそれぞれの重商主義時

代が発達した。それに伴って、生産力の増大は商業の拡大・発展となって商業資本

を強化していき、オランダ商業資本は毛織物マニュファクチュアを基盤に発展し、

17世紀末以降、特にイギリス商業資本は、植民地支配の二重基準ともいえる程イン

ド支配に力を注ぎ、その結果経済外的強制による収奪と、利潤の獲得でイギリス本

国に莫大な富の蓄積をもたらした。

イギリスはその植民地における収奪を基盤として世界的規模の商業網を形成する

ことになった。特に18世紀、イギリスはフランスと北アメリカで植民地争奪戦を繰

り広げ、その上、インデイアン＝ネイテイブアメリカンへの侵略が深刻化していっ

たのである。 7年戦争の終結で植民地におけるフランスの脅威がなくなったイギリ

ス本国は、植民者である白人に重税を要求し、それが発端となって1776年、アメリ

カの独立宣言採択につながり、以後、アメリカは1790年代になると未開拓の西部辺

境まで領有し、その問、アメリカは現代文明の重要な技術を開発した。その背景に

は、イギリスの様々な形での膨大な投資がある。

それはひとえにロンドン金融街（シティ）の資金力によるものであった。例えば、

ノfーリントン・ノーザン、サザン・パシフィック、ユニオン・パシフイツクなどが、

ほほ同時に3つの大陸横断鉄道として完成したが、それはシティの資金供与による

ところが大きかった。その結果、 19世紀末にはアメリカは工業力で世界の首位に立っ

たのである。そのアメリカからペリーが日本に来航したのが1853（嘉永6）年であ

り、その過程を経て、イギリスを発端とする産業資本主義時代の到来となる。一方、

イギリスと東洋の大覇権国清朝との間で阿片戦争が1840年に起こり、その結果、

1842年、 1青が敗れ、南京条約の締結を見て、清が列強の半植民地化の起点となった。

このような世界の不均等発展の結果として、 2008年現在、 200に満たない国民国

家と、クルドに象徴される少なくとも6000～7000にわたる国家を持たない種族・民

族があることを忘れてはならない。長い人類の歴史は征服園、征服者の歴史が描か

れ、被征服国・被征服地域の歴史が軽視されたことを念頭に置かねばならない。

前述の商業資本主義時代は、国家財政の立場から貿易差額の拡大、輸入の抑制、
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輸出奨励金、保護関税などで、政策主体である絶対主義王政は特許貿易を推進した。

19世紀後半以降、先進諸国は圏内産業の充実にともない販路の独占、世界市場支配

をめぐる競争の激化に伴い、貿易政策の面ではダンピングやカルテル、関税操作な

どの手段が一般化し、やがて植民地を巻きこむ第一次大戦への道を歩むことになる。

ただ通過関税については、通過貿易の利益を失うことで国際協定によって通過自由

の原則が確立された。

さて関税の起源は、紀元前3000年末フェニキア人が地中海貿易で活躍し、北アフ

リカ（カルタゴ市）や遠くイベリア半島まで植民地をつくり、貿易収入や貢献など

とともにカストムズ（customs）を財源とすることができたのである。しかし関税が

一般化したのは都市国家時代とされる。中・近世の関税は内国税であったが、近代

国家の成立と共に国境関税に統一された。イギリスに比べてドイツ・フランスなど

ヨーロッパ諸国では、長く内国関税が残存した。しかしJ.R・コルベール (1619

-58）によって内国関税の国境関税への統一、その税率の引き下げは重商主義によ

るものであったといえる。

19世紀初め、ドイツでは1834年、プロシアを中心とするドイツ関税同盟が発足し

た。かくして関税は、本来財政収入を目的としたものであり、その役割は大きかっ

た。発展途上国では、今でも関税は財政収入が重要な財政の源泉となっている。

18世紀後半にイギリス産業革命が起こり、 19世紀中頃以降、ヨーロッパ諸国に波

及するなかで、各国の国益の衝突によって、 1914年、第 l次大戦が勃発し、その後

大戦期間中、一時的に平和の到来を見たが、 1917年にロシア革命が起こり、世界史

に初めて社会主義国家の建設を見た。 1918年第1次大戦は終結したが、アメリカで

は大統領ウィルソンが第 1次世界大戦末期、国際連盟設立など理想主義外交を展開

した。だが一方でウィルソンは、 1918年、議会や世論の反対を押し切って、今日の

連邦準備制度理事会（FRB）設立を決めたのである。 FRBと世界の金融センターで

あるロンドン・シティが強固に結ぴっき、ウオール街の爆発的成長と工業文明の成

長が始まった。それはパックス・ブリタニカからパックス・アメリカーナへの移行

期の決定的契機となった。 1917年以後、イギリスは、対アメリカ関係においてはじ

めて債務国になったのである。近代の世界システムにおいて、工業技術、産業文明

は貿易に支えられていた。そのため遠開地の情報を掌握し、物流と対外市場を開拓

整備し、その金融を支配した。アメリカは第2次大戦を経て、一極主義への道を進

み、 2008年、主要8カ国首脳会議でパックスス・アメリカーナ終罵への道を歩むこ

とになったのである。

4.貿易理論展開の概観とその総括

上述の歴史の展開を経済学説史に沿って概観してみよう。古典派経済学の繁明期

は、 A・スミス (1723-90）から始まり、 T・R・マルサス (1766-1834）、とりわけ

D・リカード (1772-1823）によって完成され、 J.s・ミル (1808-73）らによって

発展した経済学の体系である。一方では、 F・ケネー (1694・1774）の重農主義川、

経済表による論理があった。その過程でドイツ歴史派が奔流してきたのである。と
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りわけ歴史派のなかで特異な存在であったシュムベーターの論理は、必ずしも直接

には貿易理論研究と結びつかなかったが、貿易理論の研究にとって非常に示唆に富

むものがあったと思われる（8I。そのなかで19世紀、ドイツの官房学とアメリカの

市場論などで経営経済学の開花を見、その結果がアメリカ経営学となったといわれ

る。

きて新古典派A・マーシャル (1842-1924）の理論は、 F・W・タウシング (1859

-1940）、 F・T・エジワース (1845-1926）、 C・F・ パステーブル (1855-1945）お

よびJ.ヴァイナー（1892～）によって拡張・精密化された。その上にあって近代

派としての j・M ・ケインズ (1883-1946）と、歴史派の流れを汲むシュムベーター

があったのである。

そのケインズを頂点とした経済・貿易理論体系は、資本主義の危機から脱出する

ための現実的政策を背景に、 G・ ハーパラ (1900～）、 B・ オリーン (1899-1979）、

R・F・ハロッド (1900 78）などによる国際貿易の体系化の理論が展開され、特に

ケインズの『雇用・利子および貨幣の一般理論』 (1936年）で完全雇用のための画

期的な理論を展開、有効需要の中で乗数理論、流動性選好説を用いた新投資による

失業の克服を示した。それはまた J.B.セイ (1767-1832）の法則は生産とは物で

はなく効用を創るとし需要供給価値説すなわち総需要と総供給が一致するという考

え方に対して、ケインズは逆転させて需要が供給を作る、総生産は有効需要に等し

くなるとした。投資意欲の減退している民間に代わって政府による公共投資を増や

せばよい、投資は乗数効果を生み、有効需要が増えていくという、新しい理論体系

を生み出した。

ケインズとは反対に市場主義的経済観から市場均衡の新しい理論分析をしたのが

近代派L・ワルラス (1801-1866）、 J.R・ヒックス（1904～）、 P・ サミユエルソン

などであり、個人は効用の最大化を求めて合理的行動をし、その結果、市場の均衡

がもたらされるといい、 20世紀後半にミルトン・フリードマンのような通貨量が経

済を動かすとする反ケインズのマネタリストが出現した。

次に伝統的貿易理論から現代の貿易理論への流れを振り返ってみれば、

( 1 ）国際均衡、貿易利益、所得分配理論の分野においては、①J. s・ミルの相

互需要説→A・マーシャル、 J.E.ミード (1907～）、②マーシャルの安定条件、

③要素価格均等化定理、④ストルパー＝ P・A・サミユエルソン (1915～）の定理、

⑤貿易利益の証明（自由貿易の論証）となろう。

( 2 ）国際分業の分野では、①D・リカード比較生産費説→比較優位の原理、②

E・F・ヘツクシャー（1879-1953) ＝オリーン＝ p. A.サミュエルソンの理論、

例えばヘクシャー＝オリーンの定理を瞥見すれば、なぜ比較優位が生じるかを確立

した理論は、各国の生産技術に違いがない場合でも、生産要素の相対的な賦存量に

差があれば貿易の利益が発生するのであって、各国は相対的に豊富に存在する生産

要素を集約的に使って生産される財を輸出し、そうではない財を輸入するように貿

易パターンが決まるということである、③W・W・ レオンテイエフ (1905～）の逆

説、④新理論→アベーラピリティ説、代表的需要理論、労働熟練説、 R&D論、技
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術ギャップ説、プロダクト・ライフ・サイクル論、資本理論的アプローチ、規模の

経済論、製品差別化説など、⑤バイアス論、⑥新古典派的貿易・成長理論、⑦商品

貿易と要素移動の代替性・補完性、③関税同盟における貿易創出・転換効果などと

いえるであろう。

結局のところ、理論分析は、情報の整理の仕方であり、それだけ情報の見方に幅

と深い分析が必要となる。現実を理論が説明できないとすれば、その理論は放棄す

べきである。研究者として、経営でいう「メディア集積Jのコンピュータによる

「デジタル化の集積Jをいかに読むかによって、貿易の実態把握を誤ることを自戒

すべきであろう。

5.貿易理論研究のための今後のあり方

( 1 ）今後のあるべき目標

現実の世界経済は、複雑な政治・社会的与件を伴っている。その意味で新しい

Political Economyが問われ、核としての人間学が今や問われる時代となった。国民

的国家論理の構造改革への急務を喚起する方法論を改めて考察する必要があると思

われる。

経済学系学問である国際貿易を実践の学とすれば、抽象化の後に捨象部分の復元

が必要となる。この復元ないし総合化に必要なものは、人間性の復活である。しか

もその人聞は、経済学でいうホモ・エコノミックスではなく、それぞれの文化・歴史・

風土に根ざす人間である。例えば、ホモ・エコノミックスは、純粋に営利的計算に

基づき行動するとされるが、営利的計算の仕方は、人間によって様々である。利己

心→個人的利益という概念にしても、個人の利害だけを追求することが、個人的利、

益の極大化になるのであろうか。したがって各国共通の普遍的個人的利益の計算方

法はないと思われる。このような人聞の社会性、歴史性などの差異を無視すると、

欧米経済から抽出された部分的理論が一般理論とされ、アングロサクソンのグロー

パル・スタンダードという理論になる。しかし人間復活論も伝統的要素還元法の枠

内であるという批判がある。このような在来手法の欠陥は、分析や抽出によって元

の性質の消失と再現や複雑化の過程で新要素が混在する可能性があるからである。

そのような複雑な状態を全体として包括的に把握する方法論、「複雑系経済学J＜引が
ある。この大系にはAとBがあり、 A一線形性が単純なシステムで保存性があり、

線形の相互作用で表現することもできる。 B一①開放性系、②非線形性系、③組織

性の3つが問われるのであって、 Bの体系の中で経済・貿易・投資・経営・マーケ

ティング・多国籍企業部門と隣接科学に導入する必要があろうと思われる。

複雑系の科学とは、確立された定義というものはなく、一般的には、カオス、自

己組織化、創発、秩序と無秩序、自己組織化臨界などを示すシステムを指し、いく

つかの異なる科学的方法の集合体ともいえる。これまでの科学では、 lつの現象を

研究する対象をできるだけ小単位に分割していき、その原因を見出す方法をとり、

これを還元主義的方法といった。経済学では、ミクロ経済がこれにあたる。ところ

が、個々の要素を積み上げても、全体の動きを説明することはできず、集計問題と
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呼ばれる。経済学では、一国経済を lつのものと見るマクロ的方法が用いられてき

た。しかし、マクロ的方法では、個々の要素がどのように全体に関与するかが明確

ではない。複雑適応性は、従来のマクロ的方法に代えて、個々の要素とその相互の

関係、すなわちネットワークによって全体の動きを説明し、個々を集計するのとは

異なり、還元主義的方法に対する、全包括的方法とでもいうべきものである。複雑

系が解明するもの、これまでの還元主義的方法で説明できないことを創発、進化、

自己組織化などのキーワードで表される現象である。それは経済でいえば、企業の

発生、変革、地域経済の蘇生などで、そのそれぞれが切り離して論じられない概念

でもある。要素が互いに干渉し合うネットワークである複雑系は、必然的に壮大な

動画システムになると考える。国際地域経済の盛衰などは、経済史の対象とされて

いても、経済理論の対象となる問題ではないと考えられてきた。それを数理モデル

で、解析的にあるいはコンビュータでのシミュレーシヨンで分析しようとするわけ

で、複雑系の研究は、目指すところが壮大であるがゆえに、万能であるかのように

喧伝される可能性がある。

1990年代に入って、これまでのマクロモデルに情報の不完全性や外部性を加味し

た新しい成長理論では、外部性から生じる収穫逓増が主に研究されている。しかし、

ここでは複雑な動学を説明する要因は、収穫逓増よりもむしろ外部性であり、外部

性はカオスのように複雑な均衡動学を生む一方、多数均衡経路から来る均衡の不決

定性、したがって、その実現が人々の予想のあり方に依存するサン・スポット均衡

などをもたらすことが知られている。さらに、エージェント聞の戦略的行動を加味

することも可能であろう。このようにして、経済動学は、市場と通じる相互依存、

外部性に通じての相互依存と、戦略的行動を通じての相互依存とがエージェントを

つなぐいくつものネットワークを持つものであろう。このネットワークの分析が、

これまでの非線形均衡動学や新しい成長理論をより一般化する複雑適応系としての

経済分析といえるかもしれない。

換言すれば、複雑系に対する期待も、新しいパラダイムへの期待である。しかも

多くは、既成のパラダイムを学び、その限界を認識する研究者によって創られるの

である。既成の学問と異なることを研究することが、既成の学聞を超えることでは

なく、むしろ既成の学問を研究してきたことが、既成の学問を超えることにつなが

ると思われる。ケインズとりわけシュムベーターなどによる経済学系学問としての

国際貿易論がその理論によって発展があったとすれば、それまでの人類の歴史と哲

学を背景に古典派経済学、社会主義経済学などがあったからだといえる。アインシユ

タインもニュートン力学によって相対性理論を考えた。キリストも初めは、ユダヤ

教に身を置いたが、ユダヤ教的体制から排除された人々と連帯する「神の国j運動

を広めたのである。しかも前述のようにヨーロッパの思想がキリスト教至上主義か

ら脱し、各民族、各宗教の平等を説き始めたのは、 18世紀の後半で、ヴォーテルの

「寛容論J(1763年）以降である。ピカソのように独創的で個性豊かな芸術家も、若

いときは写実的なデッサンを繰り返していたことは、彼の絵画の歴史を見ればわか

る。ブツダニ覚者つまり釈尊は、紀元前5世紀頃、バラモン教を批判し、反ヴェー
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ダ的な新しい宗教、仏教を興した。ことに仏教教団は、釈尊の死後も経典や教理を

整備し、一時期インドでバラモン教をしのぐ勢力となったが、発生地インドでは13

世紀初めに滅んだ。仏教の発展と衰退の歴史は、日本をはじめ他地域に及んでいく

のである。バラモン教は民衆の篤い信仰とともに、日々の生活や文化を支える民族

宗教として深くインドの土壌に根付いていった。この大衆化されたバラモン教は、

一般にはヒンドゥ教と呼ばれるが、筆者は先年機会があって北インドを旅するなか

で、ヒンドゥ教が生活そのものであるという印象を強めた。新しい分野を聞いた人

は、既成の体系を十分に研究したからこそ成果を得られるのであって、このことは

すべての分野に当てはまると思われる。

前述のように、世界史は従来概して征服国・征服者の歴史であり、それに比べ被

征服園、被征服地域、民族、種族の歴史は軽視されがちであった。文化も次第に変

質あるいは回帰している場合も散見できる。宗教についても、教典、教理の有るも

の、無いものを含め、園、民族、種族によってその解釈の細部に至っては、より多

様である。だからといって、私の研究分野は、なお環境を含めた様々な問題を包含

せざるを得ない段階にある。以上このように複雑な現状・状態を全体として包括的

把握をすることができれば、これに越したことはないと期待しているのである。

( 2）目標に対する暫定的結語

その上で、日本経済は1937年（慮溝橋事件発生、日中戦争勃発）に始まった体制

下、規制と内外価格差などのなかで護送船団方式によって経済大国となった。結果

としてバブルが発生し、その後莫大な財政赤字が累積したが、政・官・財は禰縫策

に奔走することしかできなかった。高齢化・少子化などとともに今や国際競争力低

下が懸念され、急激に経済斜陽固になろうとしている。戦時経済体制への諸改革の

推進は、当時の革新官僚、軍部の計画経済立案がベースで、この時期、問題がある

にせよ、囲内的には社会経済政策的制度への道が聞かれたと思われる。敗戦後、こ

のことが核になり、時の GHQ民生局に協力した官僚による政策も、社会民主主義

的改革路線であった。 1960～70年の高度経済成長においてさえ、政府の役割は、先

進産業をリードすることではなく、もっぱら衰退産業をいかに摩擦なく他の分野に

移転できるかの条件整備であり、負の生産部門と後進地域の保護・助成の付与ばか

りが官僚縦割り体制と特殊法人・公益法人などによる各省庁の利益保護にあった。

このような政府の政策内容では、社会民主主義と官僚主義の区別はできないといえ

る。

社会民主主義を語るとき、日本ではフェビアン主義の西欧社会民主主義の影響が

きわめて弱かったことを指摘しなければならない。社会民主主義は、市場メカニズ

ムの機能を認めつつも、自由放任の弊害を説き、社会的公正のために政府の役割を

強調する。したがって、本来所得分配・産業規制などの強化、公平な高負担税制の

構築などを主張することになるのである。それに対して、リベラリズムは個人の自

由に基礎を置くことが理想であり、経済政策に関していえば、国家権力による統制

を極力排除して、市場メカニズムの機能を最大限活用しようとする。具体的には、

徹底的な規制緩和と財源の裏付けのある地方分権など小さな政府の志向である。こ
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3 学会創設と貿易理論研究の意義

の意味では、日本に新たな日本型社会民主主義を志向するのか、新たな日本型経営

をベースとする自由主義を目指すのかが問われる。現状では、政・官・財などの創

造的構造改革の全体像が不鮮明で、遅々として進捗の流れが鈍い。そのような日本

の憂うべき現実を直視する必要がある。いずれにしても、日本は国内の結果を求め

る極端な相互主義を打破し、物っくりを核とする新生産業（含農業）、貿易・投資・

経営の発展を目指す国の構築をメインに据えるべきである。

日本はこれまでのように受身ではなく、新しい秩序の形成をリードできる主体性

の確立と積極性が関われているのである。日本が自由貿易の旗手WTOを通して、

新しい時代の通商政策の強化やブロック化の閉鎖性を除去するために努力すること

はもちろんである。

新しい時代の通商政策は、 WTOをベースとするグローパリズムおよび国際分業

の場として建設的な地域経済圏を目指すリージョナリズムを伸張することである。

まして BRIICS（ブラジル、ロシア、インド、中国の新興4カ国にインドネシア、

南アフリカ共和国を加えた6カ国）、あるいは上海協力機構など日本を取り巻く状

態は、必ずしもよくないと思われる。日本の主体性の確立なくして、文化・文明の

結節点として成熟した民主主義文化国家になり得ないと考える。それはまた、各文

化は固有のものであるが、新たな知識や技術を互いに与え合い共存し接近していく

ことカf必要である。

したがって、ここでいう主体性とは、その 1つは、日本がその国益を明確に定義

しないことから起こる日本自身の問題である。例えば、日米同盟を基軸とせざるを

得ない現在、アメリカとはいかなる国益が共有でき、何については協調できないか

を鮮明にすべきであろう。その2つは、冷戦後の国際社会においてグローパル化が

進み、国家という領域を超えたグローパル・ガパナンスという概念がー潮流をなし

ている。しかし、そのことをもって国家の持つ役割を否定し、国際協力や多国間対

話だけで世界の平和や安全が維持できると考えるのは早計であろう。国際政治は依

然として力によって動いている。平和国家を維持するために、自らの国は自ら守る

という気概が必要である。重複することになるが、時代の流れと経済社会の変容、

学問の進化などに応じて、時とともに貿易の態様と仕組みも大きく変化するが、貿

易理論の研究が対象とすべき事象の変容と問題解決への研究方法の広がりから、学

際的あるいは国際的にも研究領域の異なる他学会の研究者との交流や共同研究の必

要性が強まるであろう。そして今、 21世紀の国際社会は、グローパルに経済と経営

を発想し、それぞれの国や地域に固有の、自然と歴史に育まれてきた文化的特性を

尊重し活かしながら、ローカルな社会で行動する時代が到来している。このことは、

地域研究の重要性と異文化聞の相互理解と共存を推進する上で大切な貿易の役割と

なると思われる。

6.学術団体としての日本貿易学会の課題

さて今まで記述してきたように、交易・貿易は文化と文明の結節点であり、現代

は、グローパル化時代の転換期に入った現在、今後の日本貿易学会が学術団体とし
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て進むべき道を含め考えてみる必要があろう。と同時に学会を取り巻く事情も大き

く変わりつつある。すなわち、日本経済学会連合（結成1950［昭和25］年）が、 2008

年現在、 63学会に及び（『日本経済学会連合ニュース』 No.44、2008年）、専門化が

進められている。これらの加盟学会との研究と情報の交流をどのような方法で行う

べきか、ということである。

従来から日本貿易学会は日本商業学会 (1951年）と同じく国際経済学会 (1950年）、

国際ビジネスコミュニケーション学会（日本商業英語学会より名称変更） (1934年）

ならびに日本経営学会との関連が強く、その他金融学会、経済学史学会とは研究上、

きわめて深い相互関連と補完関係があると考えられる（則。

また日本学術会議は、 2002（平成14）年4月19日に日本学術会議の在り方に関す

る委員会が、会長吉川弘之氏の下で聞かれ、 10～12月に最終報告がなされた。その

結果、移行措置として不透明な状況下、日本学術会議の第18期（2000～03年）にお

いては、本山美彦氏が経済学会連合の下、学術会議会員および国際経済研究連絡委

員会を主導していた。第四期（04～06年）は、学術会議会員は経済学会連合の下で

選ばれたが、国際経済研連傘下の6研究連絡員会は廃止され、各学会を代表する位

置づけとなった。そのような背景の下、第18期の国際経済研究連絡委員会のなかで

実質的に本山氏、日本国際経済学会会長井川一宏氏と飯沼が2000～03年のうち2002

年まで、シンポジウム 2回を、日本学術会議主催、日本国際経済学会・日本貿易学

会共催で、同志社大学および大阪産業大学梅田サテライト教室で行った。第19期と

第20期（07年以降）は、学術会議は完全に従来のボトム・アップ方式が廃止され、

トップ・ダウン方式のもと、日本経済学会連合はもとより傘下各学会も、日本学術

会議の協力学術研究団体となった。

そのような背景で、日本貿易学会が経済学会連合の主軸の一翼となる方策と政府・

社会への影響力行使が問われることになる。そのためには、学会の環境変化に即応

する体制の構築が何よりも必要である。したがって、学会創設と組織改革の原点に

立ち戻り、特に学会組織の単純化（幹事の廃止、理事の増員と役割分担の強化など）

が求められる。なぜなら、アウトソーシングすべきことは終わったという事実があ

るからである。

付記

日本貿易学会1963年創刊号－1973年第10号（第1回合本）、 1974年第11号－1983年第20号（第2回

合本）刊の所収論文などで、とりわけ研究のご指導を賜った諸先生ならびに関係諸学会にてご教示

賜った先生方に感謝申し上げるとともに、紙面の制約の中で各先生のご氏名を省略したことをお詫

び申し上げる。

注（ 1 ）紀元前2400年当時、メソポタミア文明の基を築き、都市国家の群雄割拠状態を克服して、

厳重な身分制度を建前とした中央集権体制を強化した第6代ハムラピニア国王の「ハムラ

ピ法典」は、 282箇条にわたり、その内容は刑法・商業（含む為替）・会計など多岐にわた

る。
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( 2）古典学派の創立者A・スミス (172390）の18世紀経済学の成立について、種々解釈があり、

彼の思想的背景には B・マンデヴイル、 F・ ハチソン、 J・ハリス、 D・ ヒュームなど先駆

があり、それを集大成し、経済学全般にわたる体系的叙述がなされた。その上、あらゆる

諸学説の礎石となったのは、「国富論」（ i ）である。その根底に道徳感情論（垣）があるが

ゆえに、一方で哲学者であると同時に経済学者であったといえる。そしてその内容は、社

会の秩序と繁栄に関する思想体系と考え、彼の人間観、社会観が私の考えるそれと同意で

きる点がある。当時から現代までの理論の流れに対し、警鐘を発していると思われる。古

典学派の完成者は、マルサス、リカードと見ることにした。

( i ）アダム・スミス著、大内兵衛・松川七郎訳『諸国民の富（三）』第二章第4編第2

章「圏内で生産しうる財貨の諸外国から輸入に対する諸制限についてJ52-6頁、第

7章「植民地について」第2、3節、 276-415頁、岩波文庫、 1965年。

( ii ）アダム・スミス著、水田洋訳『道徳感情論（上巻）.J岩波文庫、 2003年、 217-8頁、

下巻、 llO6頁。

( 3）文化とは伝統文化の称揚ー遺跡保存や大型建造物に見られるモニュメンタリズム、文化の

保存や展示の場としての博物館建設など一、言語・宗教・教育などをめぐっての政策、生

活・服装・食事などについての生活文化の指針等々があり、さらに国家を超えた文化交流

や文化外交、国際機関による文化政策も挙げられよう。そしてこうした文化をめぐる乳際

や紛争、異文化共存と文化多元主義の問題、それと民族問題とのかかわりが様々に見られ

る。田村克己編『文化の生産』ドメス出版、 1999年、 14頁。

日本語の文化は、中国語に由来するもので、学聞が教養によって教化することを意味し

ており、ここでも異質のものを変化させて同化していくという観念が見られる。文明とは、

武化、武力による征服、同化をさす。前掲書、 21頁。文明とは、文化に対して人間の技術

的・物質的所産である。新村出編『広辞苑』岩波書店、 19ll頁。

( 4）日本文化は本来、森羅万象の神をベースとする民衆の宗教を神道として、天皇制を護持す

る核とし、その後6世紀に渡来した仏教を信奉した。その論理付けのため、儒教、道教を

取り入れた。とりわけ戦国時代、荒廃した各藩に対して朱子学を学問的素地とした文化平

和指向と士農工商による安定的階層関係を求め、農村運命共同体を核に集団主義の価値理

念により企業、工場、福祉のような近代的組織体、それを取り巻くトレード＝日本的経営

の原型が形成され、豪商の事業が同族組織による多角的経営を呼ぴ、労務管理慣行の体系

が商家経営の要諦となり、独自に殖産興業の育成を行った。先立つこと1640（寛永16）年

の鎖国令の中で1720（享保5）年のキリスト教以外の洋書輸入解禁により蘭学が興隆した。

そのような中で日本独自の数学・和算・算額が編みだされ、その成果は全国の庶民にまで

浸透したが、 265年という長い鎖国という平和のなか、戦乱の西ヨーロッパの産業革命の

ような道を歩まず、芸道的性格を帯びざるを得なかった。したがって、初等教育機関の寺

子屋の数も明治維新までに 1万以上に達し、読み、書き、そろばん（算術）を教え、その

識字率は、男子の約43パーセント、女子の10パーセントであった。ちなみに当時のイギリ

スは30パーセント、中園、韓国は10パーセントである。（識字率は陸軍省各年報。その他、

文部省『日本の成長と教育』帝国地方行政学会、 1962年、 1801頁。石川松太郎『藩校と

寺子屋』教育社、 1978年。高橋敏『江戸の教育力』筑摩書房、 2007年。金子務『江戸人物

科学史j中公新書、 2005年。なお、和算に関する蔵書は、東京富士大学図書館にある。）

( 5) 17・18世紀の哲学、とりわけカント (1724-1804）、ヘーゲル（17701831）のドイツ観念論

であり、合理論（ヨーロッパ大陸）デカルト、スピノザ、ライブニッツ、貿易に関わりの

深い経験論（イギリス） T・ホップス（1588-1679）、 JLロック (1632-1704）、 F・ ハチソン

(1694 1746）、 D・ ヒューム (171176）などの経済学・貿易論への直接・間接の影響は学理
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の底辺の広がりとして一度は研究すべきであろう。

( 6）“Scientific Bookkeeping and Rise of Capitalism" by B. S. Varney, p. 16，初 EconomicHis加η

Review, second series, Vol., 1949, pp. 91-113 and in W. T. Baxter ed, Studies in 

Accounting, London Sweet and Maxwell, 1950, p. 16. R. Colinson, Idea Rationaria, or the 

peばectaccomptant, Edinburgh, 1683.「これは、ヴェニス、ジェノパ、そしてフローレンス

を富裕にした有名かっ鋭利な発明であった。 Raymondde Roover，“The Development of 

Accounting prior to Luca Pacioli according to the Account Books of Medieval Merchants" in 

Julius Kirsker ed., Business Banking and Economic Thought in Late 品企・dievaland Early 

Modern Europe, 1974, pp. 143-4. 

Raymond de Rooverは、複式簿記の形式時期について、 1340年のジ．ェノア市政庁のHassa 

riの記録よりも、もっと以前からではないかといっている。柳原範夫『企業形態j杉山書

店、 1950年、 1-19頁参照。ハンザ南方商人については、高橋理『ハンザ同盟ー中世の都

市と商人たち』教育社歴史新書、 1980年、 136ー7頁。

( 7）重農主義の思想は、自然法思想を背景とし、農業重視の体系で、やがて生産と労働を重視

する価値観を持ち、コルベール主義の批判を通じ、自由放任主義を主張し、重商主義崩壊

に導いた。

( 8）歴史派が18世紀の自然法的自由の体系に対置したのは、当時後進国ドイツの社会経済的背

景がある。その根源は、より浪漫的、個性的な生活感情を持つ社会認識の要求、人間の共

同生活の倫理全体にあっては、 J.メーザ (1720-90）であって、歴史の生成した形態的実在

としての国家であり、 J.フィヒテ (17621812）やアダム・ミユラー (1779-1829）は、結合

契約の有機性を持つ理性国あるいは有機的全体としての国家の思想などは、歴史的思惟を

確立に導いた経済学以外の領域にある指導者をかえりみる必要がある。

歴史派経済学の基礎を築き、ドイツの政治的経済的発展のために貢献したのは、 F・リ

スト (1789 1846）であって、保護貿易政策を展開した。

歴史派としてのシュムベーターの論理は、かなり独自なビジョンを持ち、その中で経済

発展の根本現象は、企業者の革新であるが、革新を可能にする手段は、銀行の信用創造で

あるとしたが、 1936年、ケインズの『雇用利子および貨幣の一般理論』の公刊もあり、そ

の出版を断念した。しかし、シュムベーターは、静態と動態、発展と循環、経済発展と社

会文化発展、理論と歴史、科学とイデオロギー＝経済分析の価値判断、経済制度と政治制

度、経済と文明といった大きな問題と取り組み、変貌する対象への根底的接近を試みたこ

とに共感する。拙著『国際経済・貿易の変遷と将来展望j白桃書房、 2003年、 251275頁

参照。

( 9）拙編著『国際貿易をめぐる諸問題と解決への道 その理論と現実』白桃書房、 2005年、 3-

7頁。塩沢由典『複雑さの帰結ー複雑系経済学試論－JNTT出版、 1997年、 3 24頁、 27

80頁、 247-304頁参照。

(10）経済学会連合編『経済学の動向（上・中・下巻）.i東洋経済新報社、 1974～75年。当時学会

数29。今回は上巻第4部文献目録1 5章（27995頁）、 7 9章（297-305頁）、中巻第11部

文献目録 1-5章（315-41頁）、第12部文献目録1章（391-2頁）、 7章（4112頁）参照。

明治維新以降の明治政府の上からの政策の推進の中で、外国貿易・商業の先駆的研究者

の一部は、『経済学大辞典E』東洋経済新報社、 1955年、 297-321頁参照のこと。
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対立と混乱の苦悩を乗り越えて一

高井 虞

1 .学会組織改革の背景とその意義

1970年代は、国際的には2度にわたる石油危機の勃発と、発展途上諸国の政治的・

経済的地位の向上による、いわゆる第三世界の台頭（】）によって、戦後の国際政治・

経済の構造に大きな変動が生じた時代で、あった。国内では、安全保障条約の改定を

めぐる反対運動（1959～60年、 70年）と大学紛争 (1968年～69年） (2 Iが広がりを見

せ、社会的に大きく揺れ動いた時代でもあった。

ではなぜ70年代を貿易学会の組織改革期と称するのか。一般に組織とは、有機体

の組織のように全体を構成している各部分が特定の機能を分担しつつ、互いに強く

結合して全体として一定の働きをする「秩序のある全体」のことである。実は私達

が生きている社会そのものも、そしてそれを支える経済、政治・法律、行政などの

仕組みゃ、そのサブシステムである産業や企業なども、元々は人類が厳しい自然・

社会環境の中で生き抜くために創り出したもので、時代とともに進化してきた組織

体である。組織論の観点からみれば、貿易学会も、経済系学術研究の一翼を担う学

会として組織化された有機体の lつであり、時代の流れと学会の内外環境の変化に

対応して、常に組織の革新を心掛けていかねばならない生きものであることに変わ

りはない。したがって、学会の組織が意図通りの事業成果をあげるためには、企業

体の組織に準じて、一定の目的に向けて組織を構成する部分と全体、部分と部分と

の働きが強く結びつき、常に緊密な統一と連関のもとで、組織を個々に構成する人々

の聞に、職務と責任、権限に応じた体系的な協働活動の関係が生まれるような仕組

み、つまり組織全体の機能発揮に有効な組織構造の構築と管理、時に応じた改革が

必要である。

つまり、学会が事業を継続していく組織体として生き抜くには、単に既存組織の

維持と管理、改善を心掛けるだけでなく、効果と効率の点から絶えず組織全体の組

織の仕組みを点検して、学会としてのアイデンテイティを保持しながら、時には時

機に応じて組織の構造を大胆に革新していく姿勢を貫くことが大切である。当時の

幹事会による会則改定への根強い要望は、学会組織の革新（innovation)131を通じて

役員制度の刷新と理事会機能の活性化を図り、学会組織の活力の復活と増進を願う

ものであったといえよう。 70年代の貿易学会の歩みは極めてダイナミックな形と動

きで始まったが、その歩みの特徴は、学会組織の抜本的な改革と、その後の対立と

混乱を乗り超えての学会運営の正常化、そしてこれらの動きをばねに活発化した、

会員間の人事・研究交流の広がりであろう。

かくして、学会50年の歴史にとって、 1970年代は、学会創設の目的に照らして学

会組織の仕組みが抜本的に見直され、新会則のもとで新しい研究体制が着実な展開

を見せ始めた、記念すべき節目となったのである。このことが、学会50年の歴史に
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照らして、 70年代を学会組織改革期と称する理由である。

2.新会則制定の動因と狙い、改革案成立までの経緯

創設時の役員・会員名簿（4）によれば、貿易学会は、会員312名に対して役員が88

名、顧問10名、他に本部・部会事務担当の幹事36名、総勢134名の役職者でスター

トしたが、いわゆる頭でっかちな組織であったのは明らかだった。加えて、役員

（任期2年、重任可能）の内訳も重層的で、会長の他に副会長2名と理事長、理事は

49名でそのうち常任理事が15名、評議員会議長の他に評議員33名、会計監事2名と

いう構成になっていた。

創設以来5回目の役員選挙が予定されていた、 1969年の段階になってもこの運営

態勢に変化はなく、理事数は42名に減ったが半数以上の29名が常任理事となってお

り、役員全体の顔触れもほとんど変わっていなかったI5 i。もとより最初から、意

図通り万全に機能する組織といったものは有り得ないが、創設期の後半あたりから、

一部の理事と、部会活動など現場の業務を担当していた幹事達の聞で、激変する時

代の流れにも目を向けず、一向にマンネリズム的な運営態勢を改めない理事長の姿

勢と機能不全の理事会と評議員会に対して、次第に不信と不満、苛立ちが蓄積され、

学会の将来への危機感と会則改正への思いが醸成されていったようである。

学会内部のこのような状況が背景となって、やがて70年の会則改定に繋がった東

西合同幹事会案が作成されたのであるが、その引き金となった要因は68年5月の第

8回全国大会での上坂酉三会長の辞任意思の表明であった。先生は、学会の創立に

中心的な役割を果たされた後、初代会長としてその時点で4期日の半ば、約 7年間

にわたって学会代表を勤めてこられた方だ、ったが、その頃、体調がすぐれず、すで

に満80歳近くのご年齢であって、 1年後の役員改選を見据えての会長退任の表明I6) 

でもあった。その後の69年と70年の大会にも、届出をした上で欠席されている。こ

れを受けて理事会は急逮、規約によって副会長に当面の会務を代行させるとともに、

役員改選に向けての準備に入った。しかし、先ず会則を改正して役員制度の改革を

と、訴求と要望を繰り返す幹事達との聞に意見の対立が目立ち始め、翌69年度の会

員総会では、役員の任期満了に伴う改選をめぐって、従来の役員制度の欠陥を強く

指摘する意見が多く出て、結局、当時の役員は任期満了のままで再選されない状態

で終った。そして翌年の総会までに何らかの改正案を作成して、改めて役員の改選

問題を審議することになったのである。そしてまず東西合同幹事会が、会則第35条

が規定する総会員数の10分の l以上の賛成を得て、 70年3月21日付で役員制度の民

主化と機能化の達成を要望する会則改正案を、次いで5月10日付で、理事会が漸進

的な役員制度の変革をめざす改正案を作成して、互いに全会員に郵送して事前の検

討と理解を求めるという措置を取り、これによって会則改正をめぐる両者の動きは

一挙に具体化し、加速化したのである。

幹事会が作成した改正案の大要は、 a:会長、副会長、理事長などの三役制度の廃

止、②理事、評議員、幹事（非役員）の三階層制を代表幹事・幹事制に切り替え、

③役員の新陳代謝を促進できるような役員制度に変革するというものであった。こ
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れを受けた理事会の改正案は、役員制度については創設以来の歴史的事情があるの

で、これを権威主義的、非機能的として、一挙に単純化することは必ずしも当を得

ておらず、現段階での実情に即し、簡素化して機能的なものとすることが望ましい

として、①評議員制、幹事制を廃止して、副会長を l名とする、②理事の数を30名

以内、常任理事の数も減らす、などの項目を挙げてきた。

ここで、理事会側の「創設以来の役員制度の歴史的事情があるので……Jという

見解について、推定も含めて少しコメントを加えておきたい。というのは、創設時

の会則・役員制度がこのような形態になったのは、それなりに当時の事情もあった

と思えるからである。この文言は判然としない表現だが、恐らくその意味合いは、

「創設時にはすでに国際経済、商業、経営などの分野で有力な学会が存在しており、

貿易の学際的で、総合的な専門研究を目指す新しい学会を立ち上げるには、学会初

期の基礎固めと持続的発展に必要な人材の確保が先決要件であった。そのために隣

接の学会・研究分野からの権威ある学者や専門家の招聴や、大学や実業界での活躍

が目立つ貿易研究者への呼びかけなどが不可欠で、今の役員制度にはこのような創

設時の事情が反映されているjと言いたかったのであろう。仮に、このような事情

が創設時の会則づくりに影響し、役員の組織と構成に強く反映されたとすれば、多

少行き過ぎがあったにせよ、一概にそのこと自体は間違ったこととはいえない。こ

ういった理事会と評議員会の併存とか、理事と評議員、幹事（非役員）の三重構造

の運営体制は、比較的に規模の大きい学会では当時から一般にみられた形態であり、

何も貿易学会特有の組織形態ではなかったからである。

しかし、創設時の会則では、当初より会長・副会長制（東部・西部各 l名）に加

えて特に理事長職が併設されていて、創設期を通じて学会運営の要である理事会を

総括し、端的にいって、実質的に学会活動を方向付ける役割を担ったのは理事長で

あるがI7 I、学会の効率的な管理と運用を意図したはずのこの仕組みが、かえって

理事長の専断的な運営姿勢と役員人事の固定化を招き、組織全体の機能と活力の低

下をもたらしたことは、まことに残念なことであった。ではなぜ、会長職と理事長

職とが併設されたのであろうか。もともと学会運営に関わる本部事務局の業務は、

見た目には定型的で単純なものに思えるが、組織の維持と管理、改正に関わる仕事

は多岐にわたっており、とても研究者の片手間の対応ではこなし切れないものも含

まれている。その範囲は、入退会を含む日常的な会員との連絡事務、各役員会・総

会の開催と議案の作成、部会・各種委員会・顧問・大会開催校との連絡と支援など

から、役員人事案や財務計画案の総括と作成、賛助会員との交渉・連絡などの分野

にまで及んでいる。専任職員に依頼する資金もなく、おそらくは有能な会員を理事

長に選んで運営の業務を専任させ、正副会長は専ら研究活動の向上と促進に専念す

る態勢が好ましいとの配慮が働いたのであろう。創設期の研究大会は、学会という

よりは研究会のような雰囲気が強く、今のように専門別に分かれて報告を聴くこと

もなく、ひとつの会場に全員が集まり盛んに討論したことを覚えている。上坂酉三

先生は、会長としていつも会場の最前列中央の席に座られて、身動ぎもせずに報告

を聴いておられたが、その後姿は今も私の目に焼付いている。
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3.新会則制定による役員制度改革の要点と理事会・役員候補者推薦制の導入

それでは、新会則制定によって役員制度の何が変わったのか、その主要なポイン

トは、概ね次の通りに要約できょう（8）。

まず「役員と幹事の制度jについては、①副会長・理事長・評議員会議長・常任

理事・評議員、幹事の各職務の廃止、会長と理事、会計監事のみを役員とする、②

理事の定員50名以内を、会長を含めて21名以内に削減する、③会長と理事の任期は

2年で重任可能であったのを、 3年間として毎年3分の 1交代、任期満了後3年以

内は再任不可とするであり、そして「役員の選出方法Jについては、①会長が理事

会で互選されるほかは、すべて総会で選出される、②新たに役員選挙規定を設ける、

③その仕組みは、理事21名の配分を東部11名、西部10名とし、毎年交代する 7名の

理事については、得票数に応じて東部は4、3、4名、西部は3、4、3名が年毎

に順次下番する、というものであった。

これらはすべて、 60年代後半に顕在化し始めた、役員制度上の欠陥を正すための

措置であったが、中長期的には学会に活力を取り戻すために、役員人事の新陳代謝

を促進して、理事会機能自体の刷新と向上を図る狙いがあった。この改革はかなり

斬新的な内容で衝撃も大きかったが、この革新によって会員・総会と理事会との隔

たりが縮まり、また削減された定員と限定された任期のもとで次々と理事が交代す

ることで、おのずと会長と理事が分担する各職務に、一段と重みと責任が増し、進

んで互いに協働する意識が芽生える効果が生まれたように思える。

役員選挙規定が制定された71年度以来、後述の新規約が発効する85年度まで、 14

年間の歴代の会長は、唯一の例外を除いて 1カ年ごとに、大旨東と西から交互に交

代しているが、 75～76年の岩元岬会長の場合は学会の正常化が正念場を迎えた時期

のためと記憶している。そしてこの間の会長は、退任後の残任期間も理事として新

会長を積極的に補佐しており、まるで代表理事制のもとで、理事が交代で会長職を

勤めたような結果となっている。このような現象は、規約によって強いられて生じ

たのではなく理事会の良識あるコンセンサスが働いて具象化したものである I9）。

もとより、どの時代にも通じる万全な組織や規則といったものはあり得ないわけで、

現行の役員制度に至るまでには、基本的な部分について少なくとも 2度の改革が行

なわれている。その lつは、 1981年度の会長と理事の任期に関わる改定、もう 1つ

は、 2009年度の役員選挙への理事会による候補者推薦制の導入である。

前者の会長と理事の任期についての改定は、新会則の制定から約10年を経た役員

選挙の状況とその運用の経験を踏まえての改革であったが，改定の理由は、①会長

と理事会が、課せられた職責をより十分に全うするには、会長の実質1年間の任期、

理事3年間の任期は短すぎる、②人材の確保と会務の継続性の面からみて、 3年間

の下番はやや長過ぎる、特に、③70年度の規定では理事の 3分の lが毎年交代する

ため、毎年の総会ごとに理事・会計監事の補充選挙と、加えて新理事会による会長

選挙を実施する必要があり、しばしば大会スケジュールに遅れが出て当番校と会員

に迷惑がかかっている、といった状態が繰り返されていたからである。短い期間で

委員長として改正案をまとめてくださった、粕谷慶治先生には大変にご苦労をかけ
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たが、幸いに理事会と総会の支持もあって理事の任期3年間を4年間とし、 l年ご

と3分の lの交代を 2年ごとに2分の lに、任期満了後3年間は再任不可であった

のを 2年間に改められ、会長の任期も 2年間となった。この規定は85年度大会での

選挙から実施され今日に及んでいるが、それまでの82～84年度の3年間については、

新旧規定の調整のために過渡的規定を設けて、旧規定による役員選挙が行なわれた。

もう 1つの選挙制度の改革、 09年度・改選期から実施の役員選挙への候補者推薦

制の導入は、貿易学会にとってまったく新しい試みであるが、役員選挙規定の創設

から37年ぶりの規約の改定で、その意義もきわめて大きいので、改定の理由と趣旨

を簡略に付記しておきたい。前述のように、 70年度以来の組織改革の推進、特に役

員制度の民主化と機能化への努力が、人事の新陳代謝と会員聞の交流などで一定の

効果を挙げ得たのは確かだが、その半面では、学会運営の重責を担うべき役員の選

出と交代に際して、学会の事情をよく知る理事会が、投票の目安となるような何の

情報も与えないままで、理事、ひいては会長の選出をいわば一方的に、総会におけ

る会員の直接選挙に委ねるような状態が続いていており、さらに理事の3分の lず
つの交代制のために、毎年、理事補充の総会選挙と新理事会での会長選挙の繰り返

しが続き、会員を戸惑わせてきたという実情があった。

本来、理事会はその機能を万全に発揮するための人材確保と態勢づくりに大きな

職責があり、他方、学会内外の状況や被選挙人の情報に疎い立場にある会員にとっ

ては、責任ある一票を投じることができないという不平や不満があったに違いない。

今にして思えば、このような役員選挙規定の不備が、会員名簿か有志の私的な候補

者推薦を手掛りに投票せざるを得ない状況を生み、それが可もなく不可もなく長く

慣例化していたのである。学会役員の選挙については、不文律ながら、どの学会で

も会長や理事会が事前に会員の投票を誘導し、操作するような行為は許されないと

いう考え方が強く、さりとて立候補制は学会には馴染まず、そのために規模の大き

い学会では、先ず評議員を総会で選出し評議員会で合議して理事会メンバーを選ぶ、

いわゆる間接選挙方式をとる学会が多かった。しかし運用の仕方次第で、評議員制

にも一長一短があり、近年になって、候補者推薦制を援用して役員を総会で選ぶ直

接選挙方式に改める学会が増えている。

だが理事会の推薦対象は、それぞれの学会の持ち味に応じて改選理事全員か、一

定割合で残りは一般会員ないし部会選挙でとか様々なケースがあり、その狙いも選

挙の透明性と公平性の確保だけでなく、学会によっては、本部機能の強化、部会と

の交流の促進とその活動の活性化を意図している場合も多い。もとより、役員選挙

の大前提は自由意思による会員の投票権の行使であるが、この理事候補者推薦制を

通じて、理事会が良い意味での主導権を発揮して、従来の選挙規定の盲点を補正し

て、会員の理事会運営への関心と信頼感、学会への協同参加の意識を高める一助と

なれば、この規約改定は時宜に即した、意義ある組織改革の 1つとなるであろう。

4.学会運営の正常化、活性化への努力・その課題と苦悩の道筋

さて、前述したような経緯で改正された会則に拠って、まず暫定的に、任期 l年
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の会長と理事、会計監事が選出されたが、元理事長からの事務の引継ぎゃ、事後の

学会運営に不可欠な学会の資産、印鑑、記録、帳簿などの引渡しは一切行なわれな

かった。会則改正後に会長に就任した景山哲夫先生は、元理事長と何度も面談と文

書で掛け合ったが、なかなか誠意ある対応が得られず、かなり苦労をされたと聞い

ている。翌年の第11回全国大会（1971年4月1日～ 2日）の総会では、 70年度の収

支決算、財務の現状を含む年次報告が予定されていたので、会長としての先生の苦

渋はなおさらのことであったと思われる。

この間にもまたその後も、少数だが元理事長側に立つ人達は、本務校を拠点とし

て会員宛に70年5月の総会の無効性を訴える文書を配布したり、別途に大会を聞く

動きを見せたりして対抗の構えを崩さなかった。 71年度の総会で初めて制定された

役員選挙規定に拠って改めて選挙が行なわれ新役員が選出されたが、その初仕事は、

このような対立関係から波及する学会運営への影響を最小限度に抑え、学会活動が

1日も早く本来の姿に立ち戻れるように、学会内外の状況を整備し正常化して学会

活動を本格化することであった。

景山先生の後は、岡村邦輔先生、中田操六先生が会長職に就かれたが、その頃は

まだ上述のような対立関係が続いていた余波で、学会運営の面で様々な手早い対応

が迫られていた。そのため新理事会は、学会外で対抗をみせる動きに対しては、引

続いて慎重に対応する姿勢を保ちながらも、特に力を入れたのは、学会活動の正常

化と活性化を意図した施策の実行であった。

まず第 lに、学会にとって会員数の増加と維持は、財政基盤の安定化と共に創設

以来の大切な懸案であったが、会員数減少化の危倶と会費納入減の問題があった。

第11回大会の出席予定数は86名、別に新入会員が18名で、第10回大会予定者の107

名と比べるとやや少ないと思われる程度の減少であったが、やはり会員の中には、

組織改革をめぐる対立を下姐上とか派闘争いと見る人、恩師の去就に応じて動く人、

先行きに不安を覚えて様子見をする人など様々に複雑な反応が見られ、退会者が出

てもおかしくない状態でもあった。そしてこのような目に見えない会員の反応は、

やがて退会による会費収入の減少、納入の遅れや滞納が増えるという形で、ただで

さえ窮屈な学会の財政状況を圧迫して、学会運営に支障をきたす可能性があった。

加えて、前述の通り元理事長からの学会資産の引継ぎはなく、 70年度総会で報告さ

れた、前年度の収支決算報告書に記載の次期繰越金620,110円さえも引き渡されな

いままで、財政はきわめて逼迫した状態にあった制。

第2に、かかる状態の中で、学会活動の要である研究活動をいかに継続し、活性

化していくかが問題であった。何よりも会員の支持と協力を得て、全国大会と地域

ごとの部会活動を定期的に継続していくこと自体が不可欠な要件であったが、同時

に部会と全国大会での研究報告を活発化し、機関誌としての研究年報の質的な内容

を充実していく必要があった。例えば大会については、当番校の意見や地域の特色

を尊重した大会プログラムの企画、時宜に応じた共通テーマをめぐる報告と討論の

セクションの常設化（日）など、また部会については、会長の歴訪と地域での理事会・

懇談会の開催、ことに西部部会の地域分散性に配慮して、全国理事会を東京のほか
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4 70年代の学会運営・学会組織の改革と学会正常化への努力

に名古屋でも開催するなど、本部と部会、ひいては理事会と会員との協働作業の促

進を重視した対策が、次々と実行され恒例化していったのである。中でも、 70年9

月に創刊された JAFTニュース（聞は、必要に応じて学会の動き、会員の動静など

を速報して、理事会と会員、会員相互の意思疎通を図る有力な手段として考案され

たものだが、今も会員への年2回の定期便として大いにその役割を果たしている。

また学会にとって、研究年報を毎年定期的に発刊してその内容を世に問うこと

は、学会の評価に関わるとりわけ重要な事業であるが、当時の対立と混乱による、

編集作業へのしわ寄せと資金枯渇の状態にもめげずに、会長と年報委員の方々の懸

命な努力のお陰で、研究年報が1冊も中断することなく発行されたことは特筆に価
する (13

ようで、第8号は何とか中央大学の生協出版局にお願いしたが、第9、10号に関し

ては、資金難のために文異堂に頼み込んで2年間、代金後払いでの印刷をお願いす

る一方で、支払いの資金捻出のために極力、無駄を省き役員経費の節減に努めたと

いうエピソードも伝わっている（は）。

第3には、対立と混乱が続けば公認学術団体としての面目と資格を失いかねない

という問題があった。創設期の早い段階で日本貿易学会は、幸いに日本経済学会連

合日51と日本学術会議への加盟が認められていたが、学会連合への加盟条件として、

全国的に組織された学会で主たる構成員が研究者であること、そして定期的に、学

術研究大会の開催と役員の改選、定期刊行物の刊行が実施されていることが必要で

あった。また目安として、会員数が300名以上であることも求められていたようで、

加盟後も会員数の維持と増加に努める義務があったわけである。対立と混乱が広が

り長引けば、これらの加盟条件に抵触する事態となることは明らかであった。いち

早く、事務局担当の長谷川幸生理事が、第10回大会・総会の概要を経済学会連合へ

報告し了解を求めたのは（1ぺ加盟後まだ年数の浅い学会としてはむしろ当然の対

応で、この面からも、学会運営の正常化は急がれたのである。

この後、私は73年度になって理事、翌74年度に図らずも会長を 1年間勤めさせて

いただいたが、いうまでもなく私の主たる任務は、引き続き真正面から正常化に取

り組み、対立の解消と学会運営の整備に全力を尽くすことであった。対立問題もこ

の頃になると、交渉相手も替わり対応にも冷静さが戻ってきた様子で、復帰する際

の条件などが提示されることもあったが合意には至らなかった。早川広中先生と渡

辺馨先生の力添えで、如水会館などで元顧問でもあった猪谷善一氏と何回か面談を

繰り返し、先方から対立を解く条件の話し合いを進めたいとの意向が示されたもの

の、交渉の具体的な成果は得られなかった。やがて任期切れとなり、後の交渉 (17)

は次期の岩元岬会長にお願いして、下番後も交渉委員会に加わり理事の一人として

お手伝いすることになった。

この他、早急に解決すべき問題があった。大学紛争後の、値上げ反対ムードの余

韻がまだ強く、また新入会員数の増加を考えねばならない時期であったが、窮乏化

した財政に挺入れするためには年会費の値上げを断行する必要があった。創設期62

年の正会員の年会費は500円、 69年は1,000円、 71年は1,500円であったが、会員の
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ご了解を得て2,000円とした。振り返れば、これも財務面からみた学会運営正常化

への努力の一端であった。

さらに、組織改革の本来の目的であった研究活動の活性化を推進するには、まず

身近な事から実行をと考え、また75年4月の第15回全国大会が、創設から15年目、

改革から 5年目に当たる節目の大会であることから企画委員会を立ち上げ、全会員

の研究動向についてアンケート調査を実施することにした。会員が、互いに何を研

究しどんなテーマを追求しているのかを知り、研究情報を相Eに交換し合う切っ掛

けとなる資料作りが目的であった。併せてその情報を、今後の大会や部会の企画に

も役立てる意図もあった。コストを切り詰め時間に追われる大変面倒な作業であっ

たが、委員会の努力の成果は、巻末資料集に掲載の「会員の著作・論文、研究の動

向」 75年版として実り、 4月26日の全国大会で会員に提供された。手作りに近い小

冊子であったが好評であったので、その後の会員の研究動向について82年4月に続

編を刊行した（出。この頃の理事会では、対立と混乱を解消するには交渉も必要だ

が、むしろ学会活動、とくに会員の研究の促進と向上に一段と力を入れるのが大切

という考えが強くなっていて、その全員の思いがこの小冊子の刊行を後押ししたと

，思っている。

この後もしばらく、岩元岬会長と旧理事会側との折衝は続いたが75年を過ぎるあ

たりから交渉も途切れて、それを機に退会者も出たが、逆に若い研究者の復帰もあっ

たと記憶している。かくして学会の運営は、対立と混乱の苦悩の時期を乗り越えて、

会長と理事が粛々と交代を重ねるなかで、 80年代に向けて時とともに順調に回復し

正常化していったのである。 組織改革をめぐって生じた対立と混乱は、学会にとっ

て不幸なことであったが、もともとは、ともに同じ目的と夢を抱いて学会に参加し

たはずの、研究者同士の意見の対立から派生した問題である。そのために改革後5

年間余りにわたって、景山哲夫先生をはじめ歴代の会長は、根気よく話し合いを求

め、学会で再びともに活動することを願ったが、先方の駆け引きだけが先行して、

残念だが遂にその願いは実らなかった。この意味では、 70年代は学会にとって苦難

の道筋というよりは、組織改革と学会正常化への苦悩と努力の道程であったという

べきであろう。

既述したように、組織改革（具体的には、会則の抜本的改正）の狙いは、学会組

織全体の力と理事会の機能を有効に発揮して、学会を活性化することにあった。こ

の改革によって、会員同士あるいは役員と会員の聞に体系的な協働活動の仕組みが

できたこと、その仕組みを維持する権限と責任をもっ役員が総会で民主的に選出さ

れるようになったこと、名誉職的な理事が排除され、職務分担に責任を負う理事会

組織が構築され、理事の任期制と下番制の導入によって役員人事の流動化が促進さ

れたことなどが実現した。

顧みれば、創設以来、学会には学際的に多くの研究者が参加され、様々な役割と

形で貿易の総合的研究と学会の発展に寄与されてきたが、学会50周年記念大会を間

近にした今の段階において、これらの先生方に対して、改めて心からなる敬慕と感

謝の気持ちを捧げたい。そして内外の経済問題が地球規模で動く、グローパル化時
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4 70年代の学会運営・学会組織の改革と学会正常化への努力

代のなかで、今までの組織文化的な遺産を踏まえて、日本貿易学会がさらなる挑戦

と発展を遂げられることを祈るものである。

付記

40年余りも前の話しなので、立役者として活躍された先生方はほとんど亡くなっておられ、適任

者がおられでも、加齢と体調のために遠慮される方ばかりであった。私は編集委員の一人でもある

ので、創設期に引続いて、急濯、組織改革期も執筆することになったが、必ずしも適任者とはいえ

ない事情があった。

学会組織の改革機運が盛り上がってきた60年代末当時は、私の本務校が大学紛争の拠点校として

占拠され、大学本部責任者の一人として収拾と対応に狂奔しており、新会則が成立し対立と混乱が

生じた70年度は、 1カ年間の留学で外国にいたので、私は69年度と70年度大会には出席していない。

それゆえに、当初は正確さと臨場感に欠ける文書になることを恐れたが、幸いにも、本誌の資料集

にも掲載されている当時の資料が、委員会のご努力で一応漏れなく収集、整理されていたので、そ

れらの資料と大会出席者の見問、本誌への寄稿記事などを参考にして、曲りなりにも本文の執筆を

終えることができた。

私が特に意図したことは、学会組織の改革に関係する各資料のつながりについて、筋道立った説

明と手掛りを与えて、学会組織改革の意義と狙いについて、会員に理解を深めて頂くことであった。

この一文が学会の明日への歩みのひとつの糧となるならば、これに過ぎる喜びはない。なお関係者

のプライパシーに配慮して慎重に執筆したが、記憶違いや思い込み、誤解などで内容に不正確な点

があって、もし関係者に思わぬご迷惑をお掛けした点があれば、私の責任であるのでお詫び、申しあ

げたい。

注 (1）第2次大戦後の世界は、資本主義社会（第 1世界圏）と社会主義社会（第2世界圏）の対立

構造の中で推移してきたが、 70年代頃には植民地から独立した発展途上諸国が、次第に経

済面でも力を持つようになり、政治的にも発言力を強めて第3世界圏を形成して、資本主

義先進国と社会主義国と対等に交渉する立場を確立し始めた。 73年と78年の石油ショック

はその力の現われで、 5大石油産出国が結成した OPEC（石油輸出国機構）が大幅な価格の

引き上げを決定したことがヲ｜き金となった。

( 2）大学紛争は、 60年代後半に、日本だけでなくアメリカ、フランス、旧西ドイツなどでも大

学を舞台に国際的な広がりで展開されていた。

( 3）組織革新とは、組織内部に蓄積された様々な矛盾、または組織の特性や外部環境との矛盾

を取り除くために、組織の構造や事業活動の流れ、経営管理システム、組織文化などを根

本的に変えることによって、組織の生存能力と能力を高めることである。したがって、組

織革新は組織の存立基盤や基礎的な部分に、致命的な影響を来すような改革を意味するも

のではなく、また方法も緩やかで暴力的でない変革を目指す点に特色がある。

( 4）資料 1(10）「創設時の役員・会員名簿 (1962年版）」を参照。

( 5）資料 1(11）「1969年版『会員名簿Jによる役員名簿jを参照。

( 6）その後、 70年7月1日付で高齢と老弱のために、日本貿易学会を含めて学界を引退する旨

の辞表が提出された。資料2( 6）「会員への広報誌『JAFTニュース』創刊j参照。

( 7）理事長の職務責任と権限は、資料 1( 6 ）「日本貿易学会会則j第21および27条を参照。

( 8）資料 1(10）「創設時の役員・会員名簿 (1962年版）Jと資料2( 3）「新会則の誕生ー第10

回全国大会総会議事録jに記載の理事名簿を比較した。なお69年の会則では、逆に理事50
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名以内と評議員50名以内が、それぞれ80名に増員されている。

( 9）資料4 「歴代会長・理事（役員）名簿（創設時～2008年）」を参照。

(10）資料2( 3）「新会則の誕生第10回全国大会総会議事録」のなかの「昭和44年度収支決算

報告書J、および資料2( 5）「新役員選挙規定の制定一第11回全国大会総会議事録」の

「昭和45年度収支決算報告書jを参照。後者の報告書では、収入内訳、すなわち会員会費

と受取利息（預金利子）の合計額が空白のまま記入されておらず、昭和45年度分機関誌発

行費132,000円未払いが計上されている。

(11）全国大会の共通論題（第l回～第22回大会）については、本書2 「貿易研究の自立化・体

系化への努力と学会創設の意義一わが国貿易研究の原点を尋ねて 」の注 (11）を参照。

創設期・ 60年代は間欠的であったが、 70年以降は大会ごとに設定され討論も活発化した。

(12) JAFTニュースの発刊は、資料2( 6）「会員への広報誌『JAFTニュース』創刊」を参照。

(13）研究年報創刊号～第20号は、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）』文巽堂、 1990年および日本貿易学会編『日本貿易学

会研究年報〔第11号～第20号〕』文民堂、 1998年に収録されている。本文2の（注） ( 9）を

参照。

(14）本書6( 3）「第10回全国大会・総会 (1970年）を振り返ってjを参照。

(15）日本経済学会連合は、経済学、商学、経営学の各専門分野について、研究の連絡と交流を

図りかつ外国の学界との連係を緊密にするために、 1950年1月に結成された連合体である。

経済への学問的アプローチが様々に異なる、多くの学会が加盟しているが、貿易研究生来

の学際的性質からみても、グローパル化経済時代に向けて、これらの加盟学会との研究と

情報の交流をもっと推進していく必要があろう。その仕組みづくりの推進を経済連合に期

待したい。

(16）資料2( 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」参照。

(17）組織改革後の運営については、本書7の（ 1）「組織改革後の学会運営をめぐって」を参照。

(18）アンケート調査・会員の著作・論文・研究の動向については、資料3( 1 ）「日本貿易学会

編『会員の著作・論文・研究の動向11975年」および同（ 2）「日本貿易学会編『会員の著

作・論文・研究の動向』 1982年」を、その他の会員の研究動向については、本書2 「貿易

研究の自立化・体系化への努力と学会創設の意義一わが国貿易研究の原点を尋ねて－Jの

注（10）に記載の文献を参照されたい。
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5 座談会 日本貿易学会の創設期と組織改革期をめく酔って

日時： 2003年4月12日

場所：アルカデイア市ヶ谷

出席者：三村異人

岡村邦輔

飯沼博一

森岡正憲

吉岡秀輝

三村 貿易学会史編纂のための座談会を聞こうという話は、以前からあったので

すが、日程的になかなか折り合いがつかず、今日まで延びてしまいました。この度、

先生方のご協力によりまして、座談会を開催する運びとなりました。改めまして、

よろしくお願い致します。

私自身、入会したのはかなり古いのですが、学会創設からの会員ではありません。

入会から時間的にはだいぶ経過しているものの、不明な点が多々あります。その点、

岡村邦輔先生をはじめ各先生方は、学会において長く要職に就いておられ、現在も

要職を継続されておられますので、学会創設にまつわる色々な事情をよくご存じか

と思います。学会の歴史について先生方の思い出とか、忌俸のないご意見をお聞か

せ願えれば幸いに存じます。それをまとめまして、学会史の編纂という形にしてい

きたいと思います。そういうことでよろしくお願いします。

吉岡 そこで日程的なことですが、先ほど飯沼先生と打ち合わせをいたしました。

学会名簿の巻末に、第 l固からの全国大会の開催校および日程が掲載されておりま

すが、それを見ますと、 1961（昭和36）年9月29、30日に日本大学において日本貿

易学会第 l回全国大会が開催されています。それから数えますと、 2011（平成23)

年が学会創立50周年の記念の年になります。日本貿易学会史の編纂はそれを目指し

て刊行するという大前提をまず確認いたしました。しかし、最終的に完成はかなり

先のこととはいえ、原稿の募集は急がなくては間に合わない可能性が出てくる。そ

こで、飯沼先生、その辺の日程的な事柄からお話をいただけないでしょうか。

飯沼 考えてみますと、多くの方々がご高齢で貿易学会史の編纂に関与できなく

なってしまう危倶があります。だとすれば、ここ 2、3年が非常に重要になるだろ

うと思うわけです。

吉岡 岡村先生、この点について何かご意見がございますか。

岡村今も飯沼先生からお話がありましたとおり、私も今、すでに80歳ですから、

あと 5～6年経つと、執筆者、特に創設期について書ける人は非常に少なくなって

しまう、そういう可能性が高いわけですね。したがって、学会の創設期と組織改革

期はできるだけ急がないといけない。創立当時の人達はほとんどいなくなっている。

それから1970年の貿易学会ですが、 70年という年は、貿易学会にとって「安保闘
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争jみたいなものでした。その当時の方もだいぶ物故されています。

私は、手元に残っている資料を持って参りました。早速ですから、これらをまず

ご覧になってもらいましょうか（II。

それと、学術会議の登録ですが、これがいつだったのか、私はよく覚えていませ

ん。 1970年代だ、ったと思うのですが、これはあとで調べておかないといけません。

三村初代会長はどなたでしたか。

飯沼 上坂酉三先生です。その後、異動がないのですよ。上坂先生の時代が組織

改革期まで続くのです I2 I。

岡村 10年間、異動していません。 1960年代以降の貿易学会の会長と理事の名

簿（3Iがございますので、それをちょっとお渡ししておきましょうか。

飯沼 正確には約9年間ですね。この時代、 1967（昭和42）年には、加藤真勢三

郎先生はもうお亡くなりになっていますよ。

岡村今では、ほとんどの方が亡くなっています。ちょっと余計なことかもしれ

ませんが、 1970年の改選の時期というのは、大学紛争はあるし、使途不明金はある

し、色々な問題が噴出した時期です。

吉岡 学会内の対立は、 1970年に起きているのですね。

岡村 そうです。 70年です。コピーですが、このとき上坂酉三先生が大谷敏治先

生宛に出した退会届もあります。

私的なものは置いてきましたが、家にはまだ、学会関連の手紙がかなり多くあり

ます。

森岡 岡村先生が私的だと思われでも、公的なものがかなりあると思うのですよ。

岡村 あるかもしれませんね。

森岡 だから、きちんと取っておいていただいて、可能であれば限定メンバーで

それらを拝見させていただくといいのですが。

岡村 日本大学商学部で開催された第 l回大会の出席予定者名簿（4 Iがあるので

すが、それを見ると、どういう方々が参集されたかよくわかりますね。とにかく、

設立時のメンバーは、だいぶ古い人がいるでしょう。

飯沼 大物ばかりですね。

吉岡そうですよね。

岡村 さて、湯河原での会合のときの資料は全部取ってあります。

森岡 湯河原の会合というのは、幹事会とか理事会が関かれたのですか。

岡村 ええ、理事および幹事が合同で出席した会合でした。この会合では、規約

の改正をめぐって採めに採めたのです。規約改正前の時期というのは、理事と幹事

の意見が別れていまして、それで、幹事会側が理事会に対して経費を要求したのです。

理事会側は、そんな要求は呑めない、と突っぱねたのです。それが発端となって、

幹事の人たちが「理事会が要求を呑まなければ、幹事をやめるjとか何とか言い出

したのです。

飯沼 実際に働いているのは幹事だ、ったのです。

岡村 そう、理事は命令だけをしていた。
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5 座談会 日本貿易学会の創設期と組織改革期をめぐって

森岡 二重構造だ、ったのですね。

岡村 そう、二重構造そのものでした。

森岡 その辺のお話から始めていただくのが、よろしいのではないでしょうか。

三村 ええ。それと、全国大会の共通論題を探れば、学会として追及してきた、

そのときどきの関心テーマをうかがい知ることができます。年報第 1号からの合本

には、共通テーマが出ていすますので、それを参考にしたいと思います。

岡村 あの合本の中に出ているのを全部入れるのですか。費用的にそれでは大変

だろうと思うのですが。

吉岡 いや、共通論題のテーマだけを掲載するのです。

岡村 そうですね。全国大会のテーマと開催場所・主催校と開催日時を入れた方

がいいですね。それと、三村先生、一体どれくらいの厚さ、ボリュームのものを作

るのですか。

三村 それはまだ決まっていません。費用との関係で、それほど大部なものはで

きないのではないでしょうか。歴史書として年報とは別に l冊の単行本の形態で出

すのか、それとも記念号の年報に載せることになるかもしれません。いずれにして

もそれほど厚いものは、金銭的にも、労力的にも、資料は集まるかもしれませんが、

なかなか難しいと思います。

吉岡 折角ですから、別冊にしてもらいたいですね。

飯沼 私もそれに賛成です。ただ厚さは、合本の3分の lくらいでいいのではな

いか。

三村 それでは、また話を戻しまして、岡村先生にお聞きしたいと思います。先

生は、発起人会から第l回大会にかけまして日本貿易学会の創設にかかわっていらっ

しゃいますが、学会設立当時の状況や思い出について何かお話いただけないでしょ

うか。また飯沼先生、森岡先生には、「この点はどうだったのですかJという経緯

を逆に岡村先生にお尋ねいただくと有り難いのですが。

岡村設立の趣旨は、資料に書かれていると思うのですが（5）。

吉岡 時代はまさに60年安保のときですね。

岡村そうなのです。

森岡 岸信介内閣が総辞職して、池田勇人内閣が誕生したのが1960（昭和35）年

7月でした。いわゆる国民所得倍増計画が決定され、高度経済成長が国の基本政策

として推進されたときです。だが、学会が発足した1961年の年末には岩戸景気が終

わっています。他方、国際面では、欧州経済協力機構（Organizationfor European 

Economic Cooperation; OEEC）が改組・転換されて、経済協力開発機構（Organization

for Economic Cooperation and Development; OECD）が61年9月に発足しています。

そういう時代背景のなかで、第 l回全国大会が日本大学においいて開催されたこ

とを、まず認識しておく必要があるでしょう。

この時代は過渡期でもあるのです。まさに高度経済成長が始まったときでして、

安保闘争を経て、景気も神武景気から岩戸景気へと繋がっていって、東京オリンピッ

ク景気に向かう頃です。さらに、日本政府は、「貿易・為替自由化計画の大綱」を
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決定［1960（昭和35）年6月24日に閣議決定］して、貿易・為替の自由化がまさにス

タートを切ろうとしたときに日本貿易学会が発足しているのです。日本にとっても

学会にとっても 1つの大きな節目の時代であったのではないでしょうか。

岡村 そうだと思います。「貿易立国・日本jというスローガンがこの頃から急

に浮かび、上がってきます。そして、学界では、第2次世界大戦後、長らく続いてき

たマルキストとケインジアンの論争に lつの区切りが付いた、そういった時期でも

あったということができるでしょう。

ところで、この資料［資料 1( 1 ) Jを見てください。ここに「設立準備会jと

「準備会実行委員会jのメンバーならびに委員会開催日が出ています。これにより

ますと、学会設立の前年、すなわち1960（昭和35）年12月17日、日本大学商学部・

経済学部に28名が参集し、日本大学商学部の高橋芳三先生が座長になり、設立準備

会を正式に発足させています。そして、設立準備会会長に上坂酉三先生が選任され、

ほかに上坂先生を含めて10名の先生方が準備実行委員として委嘱されました。翌日

（昭和36）年1月28日に2回目の設立準備会が海運会館で関かれています。

準備会実行委員会の方は、 1961（昭和36）年 1月から同年6月までの聞に11回、

開催されており、新宿東京会館、日立製作所本社、東京銀行丸の内支店、日本大学

商学部が開催場所になっています。

三村 そこで、「貿易学会をつくろうjと最初に呼びかけたのは、どなただ司った

のでしょうか。

岡村 さあ、その場にいつもいたわけではないので、どなたでしょうかね。推測

はできますが、でも、推測でものを言うのは差し控えるべきでしょう。

三村 ところで、準備会実行委員会メンバーの顔ぶれを拝見すると、国際経済よ

り商業関係の人が多いような気がするのですが、その点は、どう解釈したらよいの

でしょうか。

岡村 これも推測になるので……。ただ、上坂先生は、貿易学会が設立された時

点で、国際経済学会にも所属されておられたのでしょうか。

三村ああ、そうですね。

森岡 これは大事なポイントかもしれませんね。

三村 副会長のお一人である生島広治郎先生は、確か世界経済論がご専門であっ

たと思います。

飯沼 生島先生のお名前は、設立準備会の段階では、まだ出ておりませんね。

岡村 設立準備会は、関東の人たちだけで、関西の先生方は入っていません。

飯沼 関東で産声を上げてから、関西の方々が入ってくるわけですか。

三村話は変わりますが、 1969年の役員名簿を見ますと、岡村先生は理事である

と同時に幹事にもなっておられます。理事と幹事を兼任するというのは、この2つ

の職責はどういう関係になっていたのでしょうか。勝手な推測なのですが、東部地

区の「幹事jとなっていますから、東部部会の「世話役」ということで幹事をおや

りになったのでしょうか。

岡村部会出身の理事ということです。
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5 座談会 日本貿易学会の創設期と組織改革期をめぐって

森岡 幹事と理事を兼務するというのは、二重構造の特徴でして、組織上、最も

大きな権力を持ちうる地位でもあります。中国の政治組織では、政治局常務委員兼

書記が最も権力があります。政治局員というのは「理事Jに相当し、書記は実務を

押さえていますから「幹事jといえます。これが後々、混乱の火種となるのです。

飯沼 その火をつけたのは、幹事の人たちでした。

三村 この時代は会長がいらっしゃり、かつ理事長がいて、二重構造ですね。

岡村 それに副会長がいます。

三村 さらにまた評議員会議長がいて、これでは三重構造になってしまう。

岡村 評議員会というのは、聞かれたことはなかったと記憶しています。

飯沼 結局のところ、評議員という役職を当てることによって、人材を確保する、

人集めがまずベースにあったのだと思います。

三村 まあ、そうでしょうね。

飯沼何せ大物ばかりですから。

岡村評議員のなかには、ご本人の知らないうちにメンバーにさせられているケー

スもずいぶんとあったのではないかと思います。

森岡 ところで、学会創設当時は、輸出振興の時代でありました。創設当時の学

会では、船積みから始まって外国為替の取り組みに至るまで、いわゆる貿易実務、

貿易商務論を研究する流れがあり、他方で、理論的な流れ、外国貿易論があったわ

けですね。それで、当時の学会の問題意識というのは、主として前者の解明に力点

が置かれたのか。国際経済学会とは違うという差別化をどこに求められたのか。そ

れらがlつの重要なポイントになると思いますね。

飯沼 田際経済学会は確かに国際経済のマクロ分野を研究対象としていくのです

が、国際経済学会会員の先生方はほとんどが貿易理論から入っています。その貿易

理論というのがやがて国際経済学という形でトランスファーしていくわけです。国

際経済論そのものは確かに当時、 1つの学問分野として確立され始めたのですが、

それは貿易理論ときわめて錯綜していいました。その点、貿易学会はある意味でマ

クロとミクロの接点にあった、と私は見ているのです。

森岡 それが貿易学会の一大特徴として今日まで繋がっており、そこから様々な

研究テーマへと派生していったのでしょう。

岡村 第2次世界大戦後、 GHQ（連合国軍総司令部）の手によって学制改革（6I 

が行なわれ、大学の学部や学科の改正もそのときになされました。戦争末期に「商」

という文字の使用は禁じられ、高等商業学校は経済専門学校に、商科大学が産業大

学に改称され、学部も「商学部Jという名称が使えなくなり、経済学部に統合され

ることになりました。それが戦後の学制改革によって、商学部が経済学部から分離

すると、貿易論の講義の内容は大体において、貿易実務論になったのです。

それ以外の貿易関連科目としては、貿易政策あるいは商業政策がありました。し

かし、その貿易政策というのは、戦争中の植民地政策が引き継がれていました。対

外貿易政策は、国際経済学会に所属していた人たちが主たる研究対象にしており、

そこでは実務はないがしろにされてきました。
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貿易研究の流れとして、一方に貿易実務論があり、他方に貿易政策があるという

構図が出来上がったのではないでしょうか。そして、大学によっては、貿易政策に

貿易史が科目として統合されていたケースもあったようです。

同じ取引（trade）を扱うにしても、誰かが明確に棲み分けをしたわけではありま

せんが、圏内的（domestic）な側面は商業学会が担い、対外的（foreign）な面は貿易

学会が担うことになったのではないかと思います。

森岡 しかし、学位の名称は商学博士であって、貿易学博士というものはない。

岡村 ないですね。貿易「学」ではなく、貿易「論jですね。

飯沼 貿易「学」とはあんまり言わない。われわれは貿易論と呼んでいるし、貿

易論が次第に国際貿易論になっていき、さらには国際経済学なんて言葉が使われだ

した。

岡村貿易理論の基礎は D.リカードによって拓かれたが、リカードが説いたの

は比較生産費説であり比較優位論であって、そもそも「貿易学jを論じているわけ

ではない。

森岡 そう理解すべきでしょう。

岡村 それは兎も角として、創立当時の資料のなかに、設立準備期間の収支計算

書 (1960年12月17日～61年6月30日）もあります I7 I。

森岡 会費は設立当時、どのくらいだったのですか。

三村 500円と書いてあります（ヘ

岡村 設立の時には準備委員の人々が呼びかけをして、会費を集め、それを前受

金として活動費に充て、不足分は会長（上坂西三先生）や副会長（高橋芳三先生）が

用立てました。

飯沼 それから、 1970（昭和45）年に上坂先生から提出された退会届の複写資料

もある。これは、大変貴重なものです。

森岡 このたび、の企画、日本貿易学会史編纂の核になるのは創設期と組織改革期

ですが、これに続く、正常化期、安定期、発展期を加えると、かなりの大著をイメー

ジしますが、それくらいの価値のある仕事です。なぜなら、貿易学会の歴史という

のは、日本の戦後貿易が軌道に乗り始めてからの歴史そのものを反映している、と

いえるのではないかと思われるからです。

吉岡 今、森岡先生の言われた「貿易学会の歴史は、日本の戦後貿易史そのもの

だjということに関連して、 lつお聞きしたい点は、社団法人・日本貿易会という

組織がありますが、創設期および組織改革期において、それらの組織と日本貿易学

会との関係はどんなものであったのでしょうか。それと、企業会員、すなわち賛助

会員はどのようにして募ったのでしょうか。

飯沼 日本貿易会とは、当学会と若干の関係があったように思います。それと、

賛助会員については、組織改革期を迎えた時点で、大きく様変わりを見せます。

森岡 組織改革期を機に、極端なことをいいますと、賛助会員を募る姿勢が非常

に消極化したと感じられます。

岡村確かに、それはありました。
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5 座談会 日本貿易学会の創設期と組織改革期をめぐって

森岡 1960年代当時、企業は輸出振興に取り組んでいましたが、それが70年代に

入って、輸出振興が終わり、輸入を増さなければならないという大きな節目の時期

に差しかかってきました。そのような環境変化のなかで、企業は、貿易学会のよう

なアカデミック・サークルにも参加して、輸入促進の必要性を訴えるとともに、あ

る程度の金銭済的貢献もしたいとの考えを持ち始めていたのです。ところが、学会

の実情を見ると、内部で混乱が生じているようであるから、資金提供は結局、模様

眺めということになってしまったのです。また、学会の方でも、「賛助会員からお

金をもらって研究するのはおかしいjという空気があったのではないでしょうか。

岡村学術会議のなかで、賛助会員の多い学会というのは、一部の例外を除いて、

あまりありません。当時の文部省も、賛助会員の多い学会を忌避する傾向が強かっ

たのです。

吉岡 要するに「紐付き学会jという目で見られるわけなのですね。

森岡 先ほど、飯沼先生から、日本貿易学会の創設期と組織改革期を通じて、社

団法人・日本貿易会と当学会の関係は若干あったというご指摘がありました。実は、

日本貿易会は、戦後の民間貿易再開に先がけて、 1947（昭和22）年5月、当時の貿

易振興4団体（社団法人・日本貿易協会、財団法人・日本貿易振興協会、社団法人・

日本交易会、それに任意団体の日本貿易振興会）が一本化して設立された「貿易業

界の総合団体Jであり、 1948（昭和23)6月に、日本貿易会が主催した「全国貿易

業者大会jにおいて、貿易立国の見地より「貿易大学の設立、既設各大学における

貿易学科の設置、貿易研究のための留学生の派遣と受け入れ、マスコミによる貿易

思想の普及」などを、 GHQや関係当局および、各大学に強く要請した経緯がありま

す。当時の貿易教育に対する貿易業界の切実な要望に応え、 2、3の大学で貿易学

科の設置が実現したほか、貿易研修センター（大学レベル）も設置されたのは事実

であり、一定の効果を挙げたといえるのであります。

日本貿易会は、 1948年10月に、早くも公開講座としての貿易大学を開講し、早稲

田大学の上坂酉三先生や中央大学の油本豊吉先生、神奈川大学の斉藤武雄先生のご

協力をいただき、「貿易理論j、「貿易学説発展史J、「国際貿易憲章jの講義をいた

だきました。また、各商社が協力して『貿易の基礎知識』をはじめとする貿易実務

叢書を日本貿易会より次々に刊行し、これが各大学における貿易商務論の展開へ繋

がった点が多くあったように見受けられます。

その後、社団法人・日本貿易会は、 1986（昭和61）年5月、「貿易業界の総合団体j

から「貿易商社の業界団体jへ改組・転換しましたが、この問、日本貿易学会は、

創設以来伝統的に、貿易に関する「知の体系」の再構築を目指し、「貿易における

理論と実践の融合」を図ってきたのでありますから、今後もよりいっそう、日本貿

易学会は、日本貿易会と関係を緊密化する努力をすることが望ましいと考えます。

さて、学会の発展史というのは、会員の増加と最も関連があると思うのですが。

飯沼 それは、もちろん事実です。

森岡 貿易学会でも、会員数が200名とか300名の時代と、 500名の今の時代とは

当然違ってくる。
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飯沼 会員数が100名足らずの時代もありました。

森岡 発足当初、会員数に比して理事の数は、非常に多かったのが目に付きます。

三村 当初は、理事も評議員の数もすごく多い。

森岡 しかし、発足当初というのは、これでやむを得なかったのではないかと思

う。頭でっかちでも致し方ない。要するに、みんなが集って新しい学会を創るんだ

という意気込みでスタートを切り、役割を分担しているうちに、理事の数が自然と

増えてしまったのであろう、と容易に想像されます。

三村 1967年の役員名簿では、理事は全部で47名おられます。

飯沼 そのなかで、しっかりと汗を流して働いた理事は、わずかしかいなかった。

それで、幹事が必要になったのです。

三村理事が47名いらっしゃって、そのうち常任理事が28名おられます。常任理

事の方が非常任の理事よりも多い勘定になる。

森岡 対外的には「常任理事」という肩書きが必要な時代であったのでしょう。

岡村 当時の企業側からご覧になって、貿易学会をめぐる混乱をどうお感じにな

りましたか。

森岡 日本は戦後、一貫して混迷の時代が続きました。こういう時代背景にあっ

て、企業が最も欲したのは、企業の方向性を理論的に示していただける機関です。

そこに行けば、客観的に行動の理論付けをしてくれる、そういう機関を企業はある

程度、期待していたのです。特に、総合商社の場合は、商社機能が変遷を繰り返し

ていましたから、将来の商社機能は、どういう方向に向かうべきかを理論的に明示

していただけると、参考になると思っておりました。しかし、学会の混乱で、それ

も当分、期待できないと考えた次第です。学会ができるだけ早く混乱を収拾して、

企業のニーズに応えてほしい、と商社も考えておりました。

飯沼 当時の総合商社では、伊藤忠商事にしても三井物産にしても、社内に調査

部を設け、総合商社を巡る情勢判断のための調査研究にかなりの投資をしていたと

思います。その点、実際はどうであったのでしょう。

森岡 1970年代当時の上位商社の調査部の年間経費は、 l社平均3億円から 5億

円くらいでありました。当時すでに、総合商社のグローパル・ネットワークは、世

界でもトップクラスに完成状態にありましたから、「外務省よりも、商社の方が国

際情報の入手が早いjといわれておりました。そのためもあって、国際的な事件が

起こると、マスコミが総合商社に必ず取材に来ていましたので、総合商社調査部の

コメントが、ほとんど毎日のようにマスコミに出ておりました。

飯沼 私は、確か1965（昭和40）年頃だと思うのですが、東芝の海外事業部で講

師をしたことがあります。大学からの講師という形で、トレーニングセンターで教

えていましたが、各業務部門から優秀な若手社員がトレーニングセンターに集まっ

てきておりました。

これは、 1960年代以降、メーカーも莫大な資金を投じて、調査研究や研修を行っ

ていたひとつの証左といえましょう。当時は貿易実務関連の様々な科目が配置され

ていて、その分野の専門の先生方が出講されていました。
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森岡 当時の商社は、海外の有名大学に「冠講座jを作りまして、 50万ドルとか

100万ドルとかを寄付していました。「冠講座」を日本の大学で可能なら、わざわざ

海外に持って行かずに、日本の大学でやっていただろうと思われます。

岡村 「学」の方がゴタゴタしていましたし、派閥もありましたから、産学協同

を考える余裕もなかったのでしょう。

森岡 企業の資金を活用しようという発想がなかったのではないですか。

三村 それは日本の明治以来の伝統かもしれませんね。最近でこそ、産学協同と

いうことに、ょうやくお五いが認識し始めたとのことですけれども、まだまだ産学

協同を警戒する残浮があるという感じがします。

飯沼 それと、研究者は外国の文献資料に頼っていた時代です。そういう意味で

は、産学協同に対してマイナス思考であったのではないか。

三村輸入学問ばかりやっていたということですか。

飯沼 輸入学問であると同時に、世界経済とか国際経済は勉強するけれども、実

務面の研究は等閑視されてきた。政策論はあっても、商社などから色々な資料を仕

入れてきて、それについて論じるという発想が少なかったのではないか、そういう

気がしてなりません。

森岡 企業も反省しなければならない点が多々あると思います。当時、総合商社

には、世界各地から、毎日、テレックスー当時の通信網はテレックスでしたーが、

l杜で5万通くらい入ってきていました。それらをきちんと整理しておけば、その

なかで学会が利用できる公開可能な情報というのが相当にあったはずです。

飯沼 そうでしょうね。商社は情報が生命線でしたから。

森岡 ところが、ピジネスに直結するものを選別すれば、あとはポイ捨てです。

5万通入ってきて、すぐにビジネスに役立つのは、 1000通あるかなしかでしたから

ね。

岡村 海外からのそういう情報のほとんどが捨てられているのですね。

森岡 もったいない話でした。今は情報の価値が大きく向上してきた上に、商社

の情報活用のシステムも整備されましたから、状況は一変しましたがね。

ところで、学会の会則には専門委員会と地域部会の規程がありますが、各委員会は、

何を目的とした委員会で、どういう実績があって、どういう委員がご担当になって

おられたのかを調べる必要もあります。

飯沼 例えば、貿易史研究会がありました。ありましたが、いったん立ち上がっ

たものの、いつの聞にか休眠状態になってしまいました。概して専門部会というの

は、あまり機能しなかったのです。

岡村最近は、貿易学会の研究報告を見ても、歴史的な研究が少ないような気が

してなりません。現象論に終始して、ロング・タームで物事を考える余裕がなくなっ

たのでしょうか。それとも今の若手研究者にとって、歴史研究に魅力がないという

ことなのでしょうか。

三村故浜谷源蔵先生が残された資料は、現在、横浜商科大学で保管されていま

す。それらの分類・整理が完了していれば、必要な資料の多くはそこから検索でき
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るはずですが、しかし、横浜商科大学でその整理 ・分類をしてくれていないのが現

状ではないかと思います。

それでは先生方、時聞がなくなりましたので、今回の座談会は、この辺のところ

で締めさせていただきたいと思います。本日は、ご多忙のところ、本当に有難うご

ざいました。

2003年4月12日撮影

前列左から森岡正憲、岡村邦輔、飯沼博一、後列左から吉岡秀輝、 三村異人

注（ 1 ）ここでは以下の資料が提供された （いずれも資料集に掲載）。

日本貿易学会設立準備経過報告

日本貿易学会発起人会次第

設立準備会実行委員会収支計算

日本貿易学会設立総会・研究大会出席予定者名簿

日本貿易学会設立趣意書

日本貿易学会会則

日本貿易学会会計規則

日本貿易学会地域部会規則

日本貿易学会専門部会規則

会員名簿（1962年版）

歴代会長・理事名簿

( 2）資料 1(10）「創設期の役員 ・会員名簿 (1962年版）」ならびに (11）「1969年版『会員名簿』

による役員名簿J参照。

( 3）資料4 「歴代会長・理事（役員）名簿（創設時～2008年）」参照。

( 4）資料 1( 4）「日本貿易学会設立総会 ・研究大会出席予定者名簿Jに掲載。
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( 5）資料1( 5）「日本貿易学会設立趣意書j参照。

( 6）学制改革とは、太平洋戦争の無条件降伏後、連合国軍総司令部の占領下で、 1946年（昭和

21)年3月に行われた第 l次アメリカ教育施設団の調査結果に基づいた教育課程の大規模

な改編のことをいう。 http://ja.wikipedia.org/wiki/参照。

( 7 ）資料1( 3）「設立準備会実行委員会収支計算書」参照。

( 8）「500円jというのは、学会設立後の正会員の年会費のことである。準備期間中の準備委員

l人当たりの醸出金は、 300円と100円の2本立てであった。資料1( 7）「日本貿易学会会

計・地域部会・専門部会規則」および前掲資料1( 3）参照。

（文責・吉岡秀輝）
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6 インタビュー

( 1 ）学会創設の目的と今後の役割について

～町田実先生に聞く～（1)

一一本日は、貿易学会の設立理念や目的などについて、町田先生からお話を伺

いたいと存じます。まず、学会の創設に当たって、町田先生ご自身がどのように関

与されてこられたのか、その辺のところからお聞かせください。

町田 本学会ができるまで、上坂酉三先生は国際経済学会にも所属しておられま

したが、 1959年に大学を定年退職されると同時に国際経済学会を引退された。その

頃、「貿易学会ができることになったが、どうかね、町田君も手伝ってもらえない

かね」と、少々遠慮気味に言われたことを思い出します。私は国際経済学会の方で

動いていたので、あまり力にはならなかったように思います。したがって、学会創

設に当たっての細かな経緯についてはほとんど関知していないし、設立趣意書（2)

がどなたの執筆によるものなのかも、まったく承知していません。しかし、上坂先

生が初代会長に推挙され、日本貿易学会が発足にいたった事情を見れば、当然のこ

とながら上坂先生の意図も趣意書から汲み取ることができましょう。

設立趣意書には、次のように明記されています。

「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、国土狭く、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、従来その研究者聞において相互に密接

な協力と連絡とを欠く恨みがあった。

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。」

つまり、学会設立には、戦後15年、平和国家として日本が幾多の困難を乗り越え、

すさまじい発展を遂げてきた時代的背景があったのです。パックス・アメリカーナ

の下で IMF、GATT体制の枠組みがあったとはいえ、よくそれに耐えてきたわが

国産業界の努力は目を見張るばかりでありました。学界もまた、この巨大な動きを

目にしながら傍観していることはできません。何らかの形でこれに参画していこう

とする気運が盛り上がってきたわけであります。当時の日本経済の胎動こそは、本

学会誕生の根因ともいえましょう。

一一学会創設の目的あるいは基本的な考え方は、どのような点にあったのでしょ

うか。
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6 ( 1）学会創設の目的と今後の役割について

町田 設立趣意書の第2項目である「本会の事業」の中身については、問題があっ

たように思えます。この事業内容は、次の9項目からなっています。

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.貿易に関する情報および資料の収集と配布を行うこと

5.貿易の実態に関する調査を行うこと

6.貿易に関する講演会または講習会を開催すること

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うこと

8.貿易に関連する内外の諸学会および関連諸国体との学術上の交流ならびに連

携を行うこと

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うこと。

しかし、何を問題とするのか、具体的にどのような取り上げ方をするのか、上坂

先生の場合、国際経済学会と重複するようなことを避け、できるだけ貿易に関する

実務的、技術的な側面に重点をおいた研究が必要だと考えていたように思われます。

そのためか、学会の事業として趣意書に盛られた内容を見ると、かなり具体的で、明

快のようですが、やや広範に過ぎ、学会の実態からすると現実性を欠いた恨みがあっ

たのではないでしょうか。

一ーでは、学会の今後の発展については、どのように考えておられますか。

町田 要するに、当時のわが国の貿易研究の分野を見るに、従来の徒弟制度の名

残りというか、小さく個人的な枠組みの中で苦悩するのが大方の姿であったかと思

われます。本学会創設の意義は、何よりもまず、新しい時代に適合した研究体制の

確立、研究者の協力、研究の公開を目指し活動を展開することにありました。もち

ろん、それは個人の独創、研究の私的探究心を否定するとか、無意味だというわけ

ではない。いうまでもなく、研究の基礎はあくまで個人だからです。学会を設立す

ることにより、多くの人たちが集まり、お互いに交流し、意見を交換する機会が多

くなり、それが刺激となって何かを生み出すかもしれません。学会は定期的に研究

会を聞き、研究の成果について公開討論の機会を持つことによって議論の誤りをた

だし、正しさを確かめ合うことを可能にするでしょう。そのことは、ひいては良き

知識の普及ともなり、文運の興隆を通じ社会に貢献することとなります。今後の学

会の発展に期待しております。

注（ 1 ）本稿は、町田実先生の了解を得た上で、要旨を編集委員会においてインタビュー形式に改

めたものである。

( 2）文中にある「設立趣意書」については、資料集 1.「（ 5）日本貿易学会設立趣意書」を参

照されたい。
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(2）学会創設当時の貿易主要科目の動向

～桜井一郎先生に聞く～

一一明治大学での第3回全国大会 (1963年開催）のときの実行委員長は、どなた

が務められたのですか。

桜井加藤真勢三郎先生です。私が番頭役としてお手伝いをしました。

一一ーその当時は、まだ石田貞夫先生は明治大学に来ておられなかったのですか。

桜井 まだ来ておられませんでした。神奈川大学におられたと思います。

一一ところで、明治大学が主催校をお引き受けになった経緯をお聞きになって

いらっしゃいますか。

桜井 これは想像ですが、当時のことですから、学会役員の雑談の中で、「次は明

治だjということで決まったのではないでしょうか。前年の近畿大学で開催されたと

きには、生島広治郎先生と景山哲夫先生のお二方が役員としていらして、両方のご

意見を聞いて近畿大学の開催が決定した、ということを後で聞きました。そういう

ことで、当時の学会開催は、それぞれ前の大会から東西交代で次期主催校が決まっ

たのだと思います。初めから東西交代という考えはあったのではないでしょうか。

一一貿易学会創設の事情について何かお聞きになっていらっしゃいますか。

桜井 貿易学会が設立される前の段階、確か1958年か59年くらいだ、ったと思いま

すが、中央大学で商業学会が聞かれたとき、上坂酉三先生はその当時はまだ商業学

会の会員でいらした。そのときに、上坂先生のお話で、「新しい時代になって、商業

学会でも時代に即応した分野の研究が必要だ」ということを主張されました。それ

を機縁に貿易、産業経営、マーケテイングといった分野の研究の重要性が認識され

ることになったわけです。貿易学会の方は、そういう話があってから、有志の方が何

人かお集まりになって、上坂先生の研究室で研究会をやろうということになりました。

そこで私も伺って、何回か参加しました。そうやって学会としての骨格が、次第に

出来上がってきました。要するに、創設期の前段階として、商業学会での上坂先生

のご提言を受けて、貿易学会が創られるという機運が出てと承知しております。

一一先生ご自身は、大学で貿易論を担当されたことがありますか。

桜井僕はないです。
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6 (2）学会創設当時の貿易主要科目の動向

先生身の学生時代、明治大学ではどなたが貿易論を担当されていたのでしょ

うか。

桜井私どものときは、貿易論ではなく、商業英語という科目名でした。商業英

語の先生が、商業英作文の授業の中で貿易業務について説明され、外国為替取引の

基本なんかを話されていました。おそらく、貿易論を独立した講義として担当する

専門の方がいらしたというのは、上坂先生の場合はわかりませんが、あまりなかっ

たのではないですか。旧制の商学部なり経済学部において、要するに商業英語とか

商業英作文とか、そういう科目が置かれるようになっていたのではないですかね。

一一確かに、商業英語学会は非常に古い歴史がありますね。

桜井 それでも、結果的には、いつの聞にか商学部から商業英語という科目がな

くなってしまった。

それでは、貿易論は当時、どういう位置付けにあったのでしょうか。また、

貿易学会のそれはどうだったのでしょうか。

桜井 これは、経済学会連合で貿易論の名称や位置づけが問題になったときに、

上坂先生のご意見で、「貿易学会というのは、貿易に関する理論、政策、歴史、実

務を含めた学会jということが明確になりました。国際経済学会がいわば理論、政

策の学会であることを自ら任じていたのに対してです。ただ、貿易学会の方は、そ

の後、貿易経営という考え方が入ってきます。自由化が進んで、メーカーも商社も

海外活動が盛んになるということで、そういうことが起こってきたのではないで、しょ

うか。

明治大学では、石田貞夫先生をお迎えして、貿易商務論を担当していただきまし

た。貿易商務論とは何か、私なんかもよくわからなかったんですけれども、とにか

く従来の貿易論とは違う範囲で、新しい形の貿易業務論、この中には商業英語、あ

るいは外国為替取引という分野が入ってきたと思うのです。そして、石田先生が、

当時、日本で使われ始めていた貿易商務という専門の著書を出されたのではないで

しょうか。

いずれにしても、明治大学では、加藤先生が貿易論を、石田先生が貿易商務論を

担当されて、商学部の新しい貿易論の体制ができていったのです。

もう lつ質問させていただきます。先生は国際金融論がご専門でいらっしゃ

いますが、貿易学会において国際金融問題が共通論題となることは少なかったよう

に思われます。この点について、先生はどのようにお考えでしょうか。

桜井 部会では、私が若いときには、国際通貨制度とか IMFとかについて報告
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したことはありますが、全国大会で共通論題になることは、あまりなかったような

気がします。

一一そういうテーマは、国際経済学会の主要テーマだというような考えがあっ

たのでしょうか。

桜井 というよりも、貿易学会では、貿易の理論、政策、歴史、実務、経営とい

うところにウエイトが置かれていました。そして貿易商社、メーカー、それから為

替取引などに関する研究が大きなウエイトを占めてくるようになってきて、それら

の方々からの問題提起とか分析とか、そういう新しい動きを、大学の研究者も実務

関係の会員の方々も進めていったのではないでしょうか。

明治大学には、国際経済学という科目もあったのですか。

桜井 政経学部にはありましたが、商学部にはありませんでした。商学部には貿

易論という科目がありました。

注 桜井先生へのインタビューは、 2006年3月15日、学士会館（東京都千代田区）において行わ

れた。岡村邦輔、飯沼博一、森岡正憲の諸先生が同席し、主として吉岡秀輝が聞き手役を担当

した。

桜井先生を含めて学会創設にかかわった方々が上坂酉三先生の研究室に集まり、学会の骨組

みを作っていったという話は、私自身、初耳であったが、大変興味深かった。
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( 3）第10回全国大会・総会（1970年）を振り返って

～斎藤祥男先生に聞く～

一一今日は、組織改革期前半といいますか、 1970年代前半のお話を中心にお聞

きしていきたいと思っております。

まず、先生が合本された研究年報の奥付を見ますと、第 7号のときの事務局が

「高千穂商科大学内日本貿易学会」になっていて、それ以前の創刊号から第6号ま

では「日本大学商学部」になっています。高千穂商科大学に移ったのは、何か理由

があったのでしょうか。

斎藤年報第7号は、 1969年に高千穂商科大学で、当時の理事長・本間幸作先生

のところでまとめ、発行した形にはなっていますが、その後は、大阪商工会議所内

日本貿易学会になっていると思います。そして、印刷所も第8号は中央大学生協出

版局、第9号からは文虞堂になっています。

一一年報第8号は1971年1月発行で、第10回全国大会号ですね。先生もその大

会に出席されていたとお聞きしていますが、そのときの模様はどうだ、ったのでしょ

うか。

斎藤第10回全国大会は、 1970年5月25日、 26日に大阪市立大学主催、会場は大

阪商工会議所で開催されました。初日の25日に会員総会が聞かれたのですが、総会

の途中で激しい議論の応酬となり、翌日、総会のやり直しを行うということになり

ました。したがって、研究報告は25日の午前中だけあって、その後の報告はすべて

取り止めになったと思います（ 1）。

この総会での混乱を受けて、私の記憶では、居残って最終的に草案の取りまとめ

をしたのは、東部から私、西部からは商工会議所の森井清先生と景山哲夫先生の3
人でした（2）。

そのときに、貿易学会が存続できたことの lつの大きな功績は、岡村邦輔先生と

飯沼博一先生の力にあります。つまり、東部部会をまずやったのです、大阪での全

国大会が終わってから。ところが、それは新しい理事のもとでして、旧理事の人た

ちは全然いなくて、誰も協力してくれる人はいなかった。だけど、学会を潰すわけ

にはいかないではないか、だから、せめて学会というのは研究を発表し、それをま

とめて年報を出していく、これだけは崩せないということで、お二人が努力された

のです。その頃集まった会員というのは、第 l回部会の報告者は私（斎藤）ひとり

で、ほんの僅かな若手の色のない方みんなに声をかけて集めたという状況ですよ。

今の先生のお話を伺っていると、混乱があった中で年報が続いたというこ

と自体が、奇跡に近い気がしてなりません。空白がない、継続している、これはす
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ご、いことだと思います。

斎藤報告の掲載そのものについては、大阪商工会議所での予定報告原稿の他に、

中央大学での部会報告も入れて、年報第8号の原案のまとめや何もかも東京でやっ

たと思います。

一一ーところで、貿易学会会長印をめぐって問題があったように聞いていますが、

そのことについてもう少し詳しく教えてもらえますか。

斎藤 日本貿易学会会長印なるものは、当然、新会長に引き継がないといけない

のです。事務局を含めて。ところが、事務局は関西へ持っていき、新会長には景山

先生が就任したわけで、景山先生としては、その引き継ぎをしたいと上坂先生に提

案しているのですよ。だけど、上坂先生はそれに対して、「自分はすでに身をヲ！い

たのであり、また、当時から自分は会長印なんか使っていないjという。実際は、

本問先生が会長印を管理していたのですから。本問先生は上坂先生に、再三、留任

というか、学会にとどまるようにというようなお願いをしたらしいけれども、上坂

先生は応じないという状況だったようです。

どういうお話が二人でその後できたか知らないけれども、実体は、本問先生のグ

ループである人聞を、主として一橋出身の人たちを集めて、自分たちが正当な学会

なのだということにしたかったのです。そのような中で、非常にニュートラルとい

うか、冷静にご判断いただいたのが、大谷敏治先生なのです。

JAFTニュース第 l号に、上坂先生の退会届が1970年7月1日付で、載って

います（3）。上坂先生がそのような意思表示をなされるに至ったいきさつは、わか

りますか。

斎藤上坂先生が、 7月l日付で辞めたいと言われたのは、全国大会が5月でし

たから、大会でそういう問題が起こって、この退会屈が出されたのではないでしょ

うか。

結局、役員人事が学会設立以来10年間、ほとんど動かずに続いてきて、それで会

員の方から強い不満が出てきたのです。上坂先生は、「もう自分はここから身を引

く」という強い意思を持って、後事を旧知の間柄であった大谷先生に託したのだと

思います。退会届は、はっきり言えば、結果が悪くなったから自分はもう退くとい

うことを理由にしないで、高齢だし、病弱だから退任したいということで、貿易学

会会員のみなならず、一切の学界活動を引退する形を取られたのです。

一一一会長の引き継ぎはなく、本問先生が会長印を持ち続けておられたわけですか。

斎藤 自分たちが正当なのだから、学会は自分たちがもう一度建て直すのだ、と
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6 (3）第10回全国大会・総会（1970年）を振り返って

いうことでしょう。

要するに、学会は本問先生たちが本流の学会で、岡村先生や飯沼先生たち

のグループは単なる任意の団体だという扱いをされたわけですね。

斎藤 任意の団体というより、「勝手にやっているだけだjということです。そ

れで、自分たちを権威づけるために猪谷善一先生を口説いて、猪谷先生は顧問になっ

ておられましたから、会長に据えるのです。だけど、実際は本問先生が中心になっ

て、本問先生のメンバーで部会を聞きます。そのときに一番誠実で、あったのが大谷

先生で、大谷先生は非常に良識的に物事を見ていました。どっちに付くとか、付か

ないとか、そういうことではなく、中立的な立場から冷静に判断していた、と私な

んかは見ていてそう思いました。

本問先生たちとは別に部会をやり、部会を続けることによって、大会までもって

いく聞の研究成果をまとめていく。それを続けない限りは学会が消滅してしまうと

いう認識があったのだと思うのです。それで、、岡村先生と飯沼先生が、何とかして

これだけは守ろうということで、大阪商工会議所での混乱の後、初めてやられたの

が中央大学で、の部会だ、ったのです。

景山先生が正式に会長にご就任になったのはいつですか。

斎藤 景山先生は正式には l期だけです。 71年度の中央大学での総会において役

員選挙規程を新設して、そこで 1年ごとの会長制をつくったのです。

一一会長印は本問先生が持ち続けておられますが、総会で役員選挙があり、改

選が行われて、そのときに会長が決まったわけですよね。

斎藤 だから、［本問先生側は］それが無効だというのです。つまり、総員数が

最終的には40名に満たないところで最終議決をしていてもそれは無効であり、総会

そのものが成立しない、無効だと主張するのです。

だけど、あえて言えば、「あとは頼むjと言って帰ったことは委任です。多くの

皆さんがそうでした。だから総会は成立するのであって、それを後からとやかく言っ

てみても始まらない。結果は出たのですから、そういうことです。

一一それでは、どういう理由で学会がここまで対立して、大混乱が生じてしまっ

たのか。その中の議論の内容とか、何が争点であったのかを教えてください。

斎藤 lつは、当時すでに1960年代前半の安保闘争を背景に、いわゆる学生運動

が華やかなりし時代に入っていました。教員の中にも、そういう流れがまだ続いて

いる時代背景であったのです。学生運動は終罵に向かつてはいるものの、そのとき
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には改革、解放という考えが非常に流行した時代です。それに対して、当時の学会

は結局、若手の研究者を中心とする幹事会を組織して、その上に理事会、評議員会

が位置するという構成になっていました。理事が幹事を手足のよう使っているとい

う不満があり、同時に、幹事の方も、 10年も経てば皆さん成長して立派な教授になっ

ておられるわけです。一方、ご年配の先生方は、隠然たる力を温存して、ほとんど

理事・役員の交替がなかったという事実があります。

一一居座っておられたのですか。

斎藤理事の全員が居座わろうという気ではなかったのです。ただ、お一人が居座っ

た。そのために、理事会全体を動かさないよう、押さえていたということでしょう。

理事になる機会を自分たちにも与えろという面は、当然、幹事会の方々にあった

でしょう。つまり、理事の改選を民主的に、公平にやらなかったことに対しては、

大きな不満があったわけです。

ーーそこで、規約改正のポイントは、理事なと守役員の任期制限にあったのですか。

斎藤 いや、結局、本当にそこまでやるというのは、理事会で否決されたのです。

幹事会で、案をつくって、それを持っていったが、本問先生たちが否決してしまった。

否決されたのだから、幹事会案なんかそんなものはない、総会は流れたのだという

発想です。したがって、景山会長は認められない、というのが本問先生の立場だ、っ

たのです。それで、猪谷先生を呼んできて［学会運営を］やるという、次の手を打っ

たのです。

では、猪谷先生は、いったんは会長になられたのですか。

斎藤 一応、猪谷会長でやっていくということです。規約も従来の古いものが適

用されていますから、会長に選任したということなのでしょう、単純に。しかし、

そちら側では年報も何も出ていないのです。

猪谷会長でやってうまくいかなかったので、商社、兼松を退職された某大学の非

常勤講師だった楠原先生という方が会長になり、彼が会長の名刺を持って全国大会

をやろうとするのです。一方に本問先生がおられ、それが最初、猪谷先生を引っ張

り込んで会長名とするのですが、何ら活動はなかったのです。その聞に、こちらは

着実に部会をやり、それで大会・総会をやることが決まったわけですよ。だから、

本問先生も大会をやろうとするのです。楠原先生というのは2回ぐらい大会をやり

かけた。成立はしていないのですが。

しかし、困ったのは、学会財政の問題です。本問先生に会費と会長印を握られて

いた。それでも、学会年報は出さなければならない。そのことが今度は、われわれ

の役目になったわけです。そのために、文虞堂に2年間にわたって一銭も払わない
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6 (3）第10回全国大会・総会 (1970年）を振り返って

で学会年報をつくってくれと頼んだのです。

その代金を返済するまでは、役員は一銭の交通費も取らないということを決めて、

役員交通費は予算に入れないで、資金繰りをし、とにかく文民堂に返済するという

ことでやらなければならなかった。

一一一別の学会をつくるという動きもあったように聞いていますが。

斎藤津田昇先生が新規につくる方がすっきりしていいというので、貿易政策学

会の設立を意図されたのがその一例です。しかし、それはかなりずれていますよ。

とにかく、われわれのやっている貿易学会が堂々と大会を終えて、年報も出したと

いうことがはっきりしています。そんな中で、どっちへ行こうかと迷っている人た

ちも大勢いたのですが、その人たちが、われわれを見て徐々に復帰してきた。片方

は、掛け声ばかりで何もできないではないかという実態がわかった。会長印の問題

は、新しい印鑑を別に作ればいいのではないかということになりました。

一一会則の改定が中心にあって、それをめぐって総会が紛糾したということで

すね。

斎藤 ただ、そこにいくまでの動きは以前からあって、やはり会則を改定して選

挙を公平にやっていくという制度にしなければいけないという流れが、ベーシック

の動きとして前の年 (1969年）からあったのです。

関東側では、岡村先生のもとで、そのときはまだみんな頑張っていたから、青山

学院大学で何回か部会をやりました。岩元岬先生が会長をやったとき（1975～76年）、

その時期は部会を青山学院大学でやりました。

津田先生は結果的に貿易学会を抜けなかった。貿易政策ではだめだということだ、っ

たのでしょう。というのは、貿易政策は国際経済政策の中に入ってしまう。母体だ

けつくって、組織だけは別グルーフコこ持っていかれてしまい、学会の名称まで、変わっ

ている（現在の消費経済学会が、これに該当する）。津田先生は、貿易学会を本問

先生と一緒にやっていくなんでいう考えはなかった。初めは、その気になったけれ

ども。こっちの大会をやるということがはっきり具体的になったら、津田先生は、

自分が退職する前の年に専修大学で大会を引き受けました（第15回大会、 1975年）。

その頃は、いわゆる総合商社性悪説の非常に華やかなりし時代でした。それで、

三井物産の水上達三さんが各商社10社の広報担当者を連れて、貿易学会の主な役員

を廻り、商社擁護の説得に動き、社団法人・日本貿易学会が、われわれが継続運営

してきた日本貿易学会に法人として後援したこともあったのです。

一一日本貿易学会の改革が他の学会に与えた影響というのは、どんなものでしょう。

斎藤 それは、一番大きい影響を与えたのは国際経済学会ですね。役員定年制を
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敷いた。それまでは90歳ぐらいの方が理事長になっておられた。

一ーところで、学会はやがて統一に向かうわけですが、どういう点が統一の決

め手になっていったのでしょうか。

斎藤 それは、簡単に言えば、先ほど申し上げたように、あくまで関西の動きや

要望を重視しながら、仕事は関東で負わなければいけないだろうということです。

学会ですから、あくまで部会活動を活発に行う。それで、会員の拡充を図ること

が必要となる。

一一部会活動を活発化して会員を増やし、そして研究年報の拡充をしてきたこ

とが、学会の分裂状態を収拾し、正常化に向かわせる大きな要因となったわけです

ね。

斎藤 それと、もう lつは、混乱時に会費未払者が続出しましたから、そういっ

た方々に対して、われわれのやってきた実績、つまり年報や、研究会等の研究活動

の実績を説明して復帰を求め、再び学会活動に参加してもらうように努めた点が挙

げられます。

学会が分裂していて混乱状態にあれば、一般会員の立場からすれば、会費

なんて払いたくないというのが本心です。しかも、両方の側から会費請求が来るわ

けですから。それで、研究活動の実績を残していくことが重要になってくる。年報

を出した方が、当然、主導権を握れます。それが正当なやり方であり、正攻法です

ね。

斎藤 われわれの活動が、本当に潰されないで済んだのは、やはり忍耐というし

かないでしょう。本問先生を初めとして古い先生方の圧力は、相当に重かった。そ

れを黙って耐えて、行動で維持してやってきた。これは本当に、岡村先生が柱となっ

てやってこられたからで、やはり柱がなければ倒れてしまう。そういう中で、岡村

先生を立てた方が飯沼先生をはじめ岩元先生のほか何人もおられたのです。

学会が紛争を起こし、採めた原因は何であったのかということとともに、学会と

してのアイデンテイティをいかに守り抜いたかといことを後世に伝えていく。『日本

貿易学会50年の歩み』を編纂する意義は、その点にあるのではないでしょうかは）。

注（ 1）第10回全国大会の模様は、資料2(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」に詳しい。

( 2）前掲資料によると、「H ・H ・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［漸進的改革を主張する「理事会」
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6 (3）第10回全国大会・総会（1970年）を振り返って

案と改革を推進しようとする「幹事会j案を指す］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」とある。その「6人の委員Jは以下の

通りである。資料2( 3）「新会則の誕生ー第10回全国大会総会議事録」参照。

理事会側＝景山哲夫、橋本英三

幹事会側＝岡村邦輔、内藤昭

一般会員＝森井清、斎藤祥男

( 3）資料2( 6）「会員への広報誌『JAFTニュース』創刊」参照。

( 4 ）斎藤先生へのインタビューは、 2006年4月22日、学士会館（東京都千代田区）において行

われた。岡村邦輔、飯沼博一、森岡正憲の諸先生が同席し、主として吉岡秀輝が聞き手役

を担当した。このインタビューを通じて、 1970年5月25、26日の両日が、その後の日本貿

易学会の方向性を決める転換点となったことがよくわかった。斎藤先生に感謝申し上げる

次第である。

一77-

＼＼  

・、 ,. 



7 創設期と組織改革期の回想

( 1 ）組織改革後の学会運営をめぐって

岩元 岬

1.日本貿易学会と私

多少個人史めいた事柄から始めるが、ご容赦願いたい。

私は、 1952（昭和27）年に旧制九州大学経済学部を卒業した後、福岡に所在する

三菱商事機械部（I）に勤務した。そこで、貿易実務に携わったのだが、 勤務年数は

3年間という短い期間であった。というのは、私には、生来、 学究に対する強い憧

憶といおうか、研究を続けたいという願望があって旧制九州大学大学院に入り直し

たからである。そして、 58（昭和33）年、大学院修了後、八幡大学に採用されて貿

易論を担当した。なお、八幡大学というのは、現在の九州国際大学のことである。

その八幡大学在職中、日本貿易学会が設立される前年の1960（昭和35）年に、設

立発起人会から入会を勧誘する手紙が届いた。私は趣旨に賛同して、 翌年、設立総

会 ・第l回全国大会に出かけた。下はそのときの記念写真である。

・・・・・l&:I’・・rf.・E・園田島芯霊3源調窓密密盟国盟国圃・問v
一一一」二二二二二一一一一一一一一一一一一.... 二二2二5

この写真で、最後列の左から 3人目が私で、前から 3列目の右から4人目に写っ

ている方が加藤真勢三郎先生である。加藤先生は、元々は明治大学のご所属だが、

実はこのとき、八幡大学に来ておられ、八幡大学でも教鞭を取っておられた。私が

加藤先生に、「今度、貿易学会が設立されるので東京に行きますJと申し上げたら、

先生も「一緒に行こうjと仰って、九州から東京まで同行した覚えがある。東京で

は、加藤先生に多くの先生方を紹介していただき、上坂酉三先生ともその折に、知

己を得た。上坂先生は、最前列の右から 4人目に写っている方である。
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7 (1）組織改革後の学会運営をめぐって

2.貿易研究の原点

話は前後するが、 1959（昭和34）年に、私は八幡大学から許可をもらって、東京

大学大学院の特別研究員となった。私は郷里が八幡で、そこには八幡製鉄所があり、

さらに商社勤務時代に鉄鋼を扱った経験から、鉄鋼貿易をテーマに研究を続けてい

た。しかし、地方都市であるがゆえに、八幡では資料収集に難があり、東京で研究

できるのは、またとないチャンスであった。そのときに「アメリカ鉄鋼貿易論y2)
の元原稿を書き上げた。これは主として鉄鋼連盟に行って調べた資料に基づいてお

り、後に、『世界経済評論Jに掲載され、それが青山学院大学に受け入れられて、

64 （昭和39）年4月から同大学経営学部の貿易論の担当教員となった。

1967 （昭和42）年8月から69（昭和44）年9月まで、私はスイスのジュネープで研

究を行った。その目的は、ジュネーブに GATTの本部があることから、 GATTを

中心に据えた世界の貿易政策の動向を探り、政策上、日本にとって何が有益なのか

を確認することにあった。ジュネーブでは、 GATTのオリヴイエ・ロング事務局

長と、ジュネープ大学大学院 I3 lのジャック・フレモン院長と面会したは）。

ジ‘ユネープ大学大学院では、フレモン院長から、「客員教授の資格を与えるから、

スイス人教授と一緒に、日本貿易に関するセミナーで教えてくれ」と要請され、 1

年間、 10人程度のゼミクラスを週1コマ担当することになった。同僚の教官はカル

ゾン教授I5）といった。

他方、 GATT本部では、ロング事務局長との話し合いの結果、紛争処理委員会

に回わることになり、日常的な業務として JETROの報告書や関連の日本語文献を

英訳して、その解説を行っていた。日本がGATTに加盟したのが1955（昭和30）年

9月のことだから、私がロング事務局長に会ったのは、その12年後ということにな

るが、しかし、 GATT本部では、日本に関する情報が必ずしも十分ではなく、そ

れを補うための情報源として、私を使うことになったのかもしれない。

当時は、繊維貿易をめぐって日本とアメリカとの間で貿易摩擦がくすぶり始めた

頃であった。他にゴムや履物に関しでも紛争があり、それを処理するための国際会

議がジュネーブで頻繁に行われていて、その種の会議に私も何度か出席した。国際

商事紛争の処理の仕方を、そして各国の対応のありょうを間近に見て勉強できたこ

とは、その後の教育研究に大いに役立つたのは言うまでもないことだが川、その

知識を、次に述べる「4者会談Jという、まさに学会内の紛争処理の場において実

際に応用できょうとは、このときは思いもよらなかった。

3. 「4者会談」

ジュネープから帰国すると、大学は学園紛争の真最中であったし、学会も改革の

嵐が吹き荒れていた。私は、 2年間、日本を留守にしていたため、帰国当初は、本

当のところ、学会の情勢がどうなっているのか、よく呑み込めなかった。

それでも、 GATT本部で学んだことを学会で報告するため、 1970（昭和45）年5

月の第10回全国大会（大阪市立大学）に臨んだ。このときの共通論題は「日米貿易

の回顧と展望」というもので、私は「ケネデイ・ラウンドと EEC並に米国の対日

一79一



貿易政策jというタイトルで、報告を行った。しかし、会員総会は大荒れに荒れた17）。

それは、単純に割り切って言えば、守旧派と改革派の対立によるもので、守旧派は

主に旧理事会に属していた人たちであり、改革派と呼ぴうるのは幹事の人たちであっ

た。この対立は、学会創立10年を迎え、積年の旧弊が原因となっており、根は深かっ

た。

実際、翌1971（昭和46）年4月の第11回全国大会（中央大学）も、対立を引きず、っ

たままの開催であった。同大会の総会議事録にはこうある。

「（総会第2日） 4月2日午後l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”なるものを聞く場合は除名する』こと

を決議し、その実施の時期は理事会に一任」と。

ここに至って、学会は対立の最大の危機を迎えた。結局のところは、本間幸作氏

の除名を含む多くの退会者を出したが、いかに早く学会を正常な状態に戻すかとい

う点が、次なる大きな課題となった。

そうした中、 1975（昭和50）年 5月の理事会において私が会長に選任されたのだ

が、その際に、理事会が私に対して要請したのは、学会内にある分裂の動きを食い

止めるよう会長として努力せよ、とういうことであった。その要請を受けて、旧理

事会側の人たちと会談することになり、先方は猪谷善一（一橋大学）と萩原稔（専

修大学）の両氏が代表で、当方は粕谷慶治氏（国士館大学）と私が交渉委員に選ば

れて、この4者でもって確か75年の秋、 9月か10月頃、場所は帝国ホテルの一室で

会談が行われたと記憶している。

そのとき、われわれとしては、「できれば一緒にやっていきたい」と言ったのだ

が、猪谷氏らは、「自分たちの意見を聞き入れて、自分たちの推す人物を会長に選

ぶか、さもなければ、貿易学会から分かれて新しいグループをつくるjと言って、

自分たちの意見をどうしても押し通そうとした。われわれは、 2時間以上、おそら

く3時間くらいかけて説得したのだが、受け入れてもらえず、結局、「あなたたち

の意見は、もう一度、理事会に持ち帰って相談するJということにして、物別れに

なってしまった。

その後、同年10月末か11月初めに臨時理事会を聞いて対応策を協議したのだが、

「仮に会員の数が減ったとしてもやむを得ないではないか。新しい体制でやってい

こう」という結論になって、事実上、分裂したのであった。

その結果、一時、会員数は減ったが、われわれは、研究活動を通じで学会の基礎

囲めを行っていった。具体的には、部会活動の充実である。東部部会では、青山学

院大学の施設を使って、何度か研究報告会を聞いた。そして、翌1976（昭和51)年

の理事会でも、学会の基盤強化のため、当時の会長任期は l年であったが、私が再

選されて、もう l期務めることになった。この頃から学会も次第に落ち着きを見せ

始め、安定化に向かっていった。
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7 (1）組織改革後の学会運営をめぐって

4.上坂酉三先生の逝去

上坂先生とは不思議な縁で結ぼれているような気がしてならない。冒頭で、日本

貿易学会の設立総会・第1回全国大会で初めてお目にかかったと述べたが、その折、

福岡での私の実務経歴を話すと、上坂先生も、いったん実務界に入った後に学界に

戻られていることから、「（経歴が）同じだ」（8）と申され、以後、ずいぶんと親しく

接していただいた。私の会長在任中に没せられ、追悼文を『JAFTニュース』に寄

せることになったのも何かの縁としか言いようがない。

上坂先生は、学問的に優れた業績を遣された偉大な学者であることは、今さら私

が言うまでもないことだが、人間的にも大変包容力のある立派な方であった、と今

も尊敬の念は変わらない。しかし、その包容力が逆に、学会改革にとってマイナス

にイ乍用したように思う。

前記の「4者会談jのとき、猪谷氏らは、「自分たちの推す人物jの名前をはっ

きりと口に出して言わなかったけれども、私には、あくまでも推測ではあるが、

「本間氏を立てろ」という意味のように受け取れた。私が会長に就任していた頃の

理事は、若手の研究者が比較的多く、理事会そのものが清新で活気があり、その若

手の人たちは、本間氏に対して、何かしら抵抗感や不満を抱いていたように見受け

られた。しかし、日本貿易学会は元々、上坂先生をはじめ本間氏など日本商業学会

に所属しておられた方々が中心になって設立されたので、こうした若手の反発に対

して、上坂先生は、「まあ、いいではないか。本間君も商業学会のメンバーのとき

から一緒に、貿易学会のために一生懸命やってきたのだから」という気持であった

ように思う。

上坂先生が貿易学会の設立に尽力したその功績は大きく、先生は、「国際貿易の

理論と政策と経営とを、相互に関連させて、統合的に研究・考察・討論するj<9｝必

要性を説かれ、それを目標にして日本貿易学会は設立された。先生のこの理念が、

学会のいわばルーツであり、また、学会としてのアイデンテイティもこの点に求め

られる。

50年という日本貿易学会の歴史の流れで見ると、上坂先生の死は、 lつの時代の

終罵を告げる出来事のように思えてならない。最後に、上坂先生を改めて偲ぴ、上

述の追悼文の一部を記して筆を摘くこととしたい。

「いまやこの世に亡き博士が、その拓かれた研究分野たる国際貿易が、国際経営

へと変貌しつつある国際経済のなかで、同学・会員諸氏の研究が、どのように発展

してゆくか、とつねに見守られるであろうことを思い、かっ、ひとたび、みずから

去った本学会に、ふたたび帰ることをみずから申しいづる、あるいは、よびかけら

れる機会を、みることなくして逝かれた老学者の心情を、思いつつ、心からご逝去

を悼むものである。」(10)
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付記

以上、私の記憶と手元の資料とを基に書き連ねてみた。しかも、これには人の心の中を齢酌して

得た事柄も含まれていて、記憶違いや見当違いから、関係の方々に思いもよらぬご迷惑をお掛けす

る心配がある。もしその心配が現実のものとなったならば、一切は自分に責任ある。それゆえ、最

初、編纂委員会から執筆の依頼を受けたときは、お断りすべきだと思っていた。にもかかわらず、

この一文をしたためることにしたのは、学会創立50周年を間近に控え、かつてご厚誼をいただいた

同学の士がこの世を去るのを見聞きして、学会創立以来の会員として、その歴史の証人として、何

かを後世に伝え残すのは、自分の責務ではないかと感じたからに他ならない。特にここに記した

「4者会談」は、当事者しか知り得ない事柄であるので、記録に残しておく価値があると思ったこと

も、大きな理由になっている。

注（ 1 ）当時は財閥解体で「三菱jという名称を使えず、旧三菱商事は140社くらいに分社化され

ていて、そのうちの l社の機械部に所属していた。

( 2 J r日本貿易学会年報』第2号、 1964年3月（合本『日本貿易学会年報（創刊号～第10号）』

文填堂、 1990年、 172頁）。

( 3）ジュネープ大学大学院は、現在、ジ、ュネーブ大学高等研究所に名称変更されている。

( 4）このときの仲介の労を取ってくれたのが鮎淳巌であった。鮎漂は、 1894（明治27）年10月25

日茨城県生まれで、 17歳のときに渡米、ハーバード大学、コロンピア大学で社会学と国際

労働法を学び、特にコロンビア大学では、首席で卒業したと言われる。卒業後、国際労働

機関（JLO）本部の職員として、 1933（昭和 8）年に日本が国際連盟を脱退するまで勤務し、

その後、 38（昭和13）年、日本の ILO脱退まで ILO東京支局長を務めた。戦後は、中央労

働委員会事務局長を務めるなど、労働問題の専門家として重責を果たした。後年、スイス

に移り住んで同図の名誉国民となる。当時としては稀有の国際人であった。朝日新聞社編

『現代人物事典j朝日新聞社、 1977年参照。

( 5）カルゾン教授は、国際経済論が専門で、 C.P.キンドルバーガーの『ドル不足J(The Dollar 

Shortage）の解説書などを出していた。なお、私の滞在中、キンドルバーガーもジュネー

ブ大学に来学し、その折に面会したことがある。

( 6）これは、今にして思うと非常に貴重な体験であった。諸外国がどのようにして紛争を処理

するのか、その処理の仕方について学生たちに教授できたのも、このときの体験があった

からこそであり、また、拙稿「ケネデイ・ラウンドに備えての EEC域内の貿易調整」『日

本貿易学会年報』第9号、 1971年 1月（合本、前掲書、 625頁）もそれに負うところが大き

し、。

( 7) そのときの様子は、『日本経済学会連合ニュース』第3号、 1971年l月30日の「日本貿易

学会J記事に詳しい。

( 8）中島正信編『上坂酉三先生古希記念論文集』早稲田商事同功舎、 1959年の「上坂酉三博士

年譜」によると、 1918（大正 7）年4月、増田貿易株式会社に入社し、 1926（大正15年） 3 

月まで勤務したとある。

( 9）拙稿「上坂酋三博士を悼む」『JAFTニュース』第13号、 1976年8月20日。

(10）前掲書。
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(2）当時の西部部会に思うこと

金川 徹

私が大阪に赴任したのが1973（昭和48）年4月であった。したがって私に与えら

れたテーマ「当時の西部部会に思うことJを執筆するのに適任であるか否か、まこ

とに心もとなく，思っていることを予めお断りをしておかねばならない。

大阪に赴任して間もなく「石油ショック」に遭遇した。いわば日本経済が1971年

のニクソン・ショックを起点に、 2つの石油ショックを経て激震した時代であった。

その意味からすれば、戦後、形成された国際経済秩序において内外政治経済の様相

が急展開することになった。だがそうした時代背景にありながら、学問・研究分野

では、むしろ多くの国際経済問題が実り出され、理論や政策さらには実態分析の題

材には事欠かず、国際経済・貿易の分野でも伝統的な理論からの脱却が試みられた。

新たな理論の構築や新旧理論体系における比較政策論議が世界的な規模で展開され、

多種多様な分野における新たな研究テーマのもとでの議論が活発になったのも、こ

の時期からであった。それはやがて1980年代における新しい貿易理論、多国籍企業

による直接投資動向の解明へとつながり、学会の研究活動にはずみを付けることと

なった。

日本貿易学会西部部会においても、そうした時代背景のなかで、活発な研究報告

活動が行われていた。理論・政策・実務等の各分野における鐸鐸たる重鎮が揃って

いたことはもちろんのこと、新進気鋭の諸先輩たちが中心となって自ら率先して研

究報告を行い、活発な議論を展開しながら、私のような者を含めた多くの若手の研

究者を育てていこうとの意欲が撮っていたことは事実である。また、西部部会といっ

ても名古屋から九州までの広範囲にわたる会員を抱え、その意味で、地理的・時間

的懸隔が西部部会運営のひとつの障壁となっていた（それは今も変わらない）が、

部会ともなれば、遠方から馳せ参じて活発な議論をしてくださった。

何より有り難かったのは、それぞれの分野での先輩諸兄（その当時はまだ十分に

お若かったが、内外にこの人ありと注目をされ、今日の学会・研究活動において中

心となっておられる）が、自分たちの研究成果を部会で披露され著書を刊行される

一方で、若手の研究者に多くの情報を発信され刺激を与えてくださったことである。

若手の研究者を積極的に掘り起こして、部会報告会において研究成果を発表する機

会を与え、さらにある程度の評価のできる内容であれば全国大会での報告をするよ

うに推挙してくださった。その若手が今日の中堅となっで活躍をし、諸先輩の後継

者となっていることは間違いない。研究報告会では、その場で専門の立場から、さ

らには専門外であっても正鵠をえた貴重な助言を頂戴できた。研究報告会終了後の

懇親会の席でも議論が持ち越され、先輩・後輩を問わない激論が交わされた。

また、西部部会の運営に当たって、これまでの学会の発展過程や今後の課題につ

いて、後継者となってくれるであろう若い会員たちに対し、熱い思いを語ってくれ

たことも忘れることができない。こうしたことが西部部会特有の雰囲気を育て上げ
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て下さったように思われる。

西部部会での活動は、 1960年代にはすでに活発に行われていたと聞いているが、

思い違いを恐れずに振り返るならば、活動が本格化し始めたのは1974年頃からであっ

たように思われる。ちなみに第15回大会記念号としての年報が出されたのが75年で

ある。日本貿易学会が大きな転換点に立ち、新たな方向を模索しながらも着実に歩

み始めたのである。設立以来、貿易を理論的、政策的、実証的に究明することに主

眼を置き、 1970年代には、資源開発とナショナリズム、新国際経済秩序（NIEO）、

多国籍企業、発展途上国問題（南北問題）など、世界経済の新しい動向について多

くの理論や政策論議が展開されたことを反映して、国際貿易の各方面にかかわる研

究がなされ、それに基づく部会報告や全国大会報告がなされていき、今日の日本貿

易学会の発展に貢献していったと思われる。

もう lつ忘れられないことがある。それは、私がつい最近に至るまで「西部の事

務局jを担当させていただいてきたことと関係がある。この頃、部会活動をはじめ

西部の庶務（事務局）を担当されていたのが渡辺馨先生（東洋紡績経済研究所、後

に阪南大学）であった。部会研究報告会も、東洋紡績経済研究所近くの有名な由緒

ある会館等を利用して行われていた。西部の事務を一手に引き受けておられた渡辺

先生から、事務局のお手伝いを仰せつかり、これは、私にしてみれば、「蛇に脱ま

れた蛙jのようなものであったが、後日、渡辺先生は「その逆だ、蛙に院まれた蛇J
と仰っておられ、想い出話（笑い話）としてお互いに語り合ったものである。とも

あれ、その、ときの先生のご指導や諸先輩方のご教示があればこそ、学会全体の動き

や西部部会での庶務事項を把握することができ、後に1980年代に会計監事や理事に

選任された際に大いに役立つことになったものと思う。

また、大学院時代の先輩にあたる椿弘次先生が本部（東部）の事務を担当してお

られたこともあって、朝岡良平先生、来住哲二先生、斉藤祥男先生のご助言を受け、

東西の事務連絡体制の充実と西部部会活動の円滑化のために西部事務局を大阪学院

大学に移転することとなった。その後も多くのことをご教示いただき、常に密接な

事務連絡を受けながら、学会全体の事務動向の把握に努めた。この頃から西部の会

員数も徐々に増えてきて、それに伴い部会報告も多様性を極めるようになった。こ

のときに西部におられる諸先輩なかんずく理事経験者の先生方に徹底的に教示いた

だいたのは、学会役員の役割は「あくまでも会員のためにある」という点であった。

当時の西部の役職者の方々は、まさに「手弁当」そのものであって、会員の研鍾と

学会の発展に資する姿を見せておられた。私自身も会務を担当させていただいて以

来、この気持ちを受け継いできたと密かに自負しているところである（こうした気

持ちがなければ会務を担当することはできないのである）。

西部の事務局を担当しながら、一時期、学会の会計監査をするようになったのも

この頃であった。会計監査の業務を丁寧に教示してくださったのが、東部会計監事

の岡武雄先生（岡山商科大学）であった。激動の時期を経て新たな時代に入った日

本貿易学会も予算の面では「大変な時期」にあったことは事実であるが、帳簿と計

算書類・証患書類との突合せ、帳簿の金額計算の作業が深夜にまで及んだことがあっ
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7 (2）当時の西部部会に思うこと

たが、今では懐かしい思い出となっている。また理事会における会計監査報告に際

して監事（監査の役目はあくまでも会員の立場に立つべきものである）としての学

会会計のあり方、運営にかかわる改善点の指摘や苦言を若輩であることを省みずに

呈したこともあったが、それに対する真撃な取組みゃ西部選出の役職者の諸先輩た

ちの支援が学会の財政面での健全な発展に少なからず資することになったと思われ

る。

このように見てくると、この時代は、「組織改革jという激動を経験した後の、

むしろ活発な研究活動が展開され、今日の日本貿易学会ひいては西部部会の発展が

促進されていった時期であるように改めて思われるところである。
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( 3）当時の広島地区の状況と所感

稲田実次

はしがき

わたしが貿易学会に入会したのは、学会が創設されてから 5年目の1965（昭和40)

年10月であった。初めて学会で研究報告をしたのは、 1966年10月、西南学院大学で

開催された第6回全国大会で「かき輸出の現状とその問題点」と題して報告を行なっ

た。そのことが、今も鮮明に記’憶に残っている。当時、学会は創設問もない草創期

であり、学会の創設に貢献された会長の上坂酉三博士をはじめ、著名な教授が名を

連ねておられた。

学会50年史の発行にあたって、編纂委員会より執筆依頼のあった年代は70年代で、

「改革期における思い出一当時の広島地区の状況と所感－Jというテーマであった。

振り返ってみると、今から40年近く前のことで資料の散逸もあり、手元に残ってい

た断片的な既存資料の JAFTニユースと「年報jを参考にしながら執筆せざるを

得なかった。そのようなこともあって、正確さを欠く点があることを懸念している

が、この点は何卒ご容赦をお願いしたい。

1970年代初期の世界経済は71年8月米ドルの金交換停止・ニクソン・ドルショッ

クと、 73年10月の第4次中東戦争を契機に石油価格が高騰し、いわゆる石油ショッ

クによって、エネルギー問題が世界経済に重要課題として顕在化した時期であった。

この2大衝撃を受けて、世界経済は戦後最悪の経済危機に直面した。

こうした環境のもとで、いかに世界経済の回復をはかり、安定的な拡大軌道に乗

せるかが問われた時期であり、学会としてもこのような問題に対処していくために、

内外の動向の把握、分析、調査、研究を進めていく必要性が痛感されていた。

1 .学会草創期の状況

1961 （昭和36）年9月に日本貿易学会が創設され、初代会長には上坂酉三博士が

就任し、 11年間会長として学会の発展に尽くされた。

当時、会員数は250名前後で経済学会連合に加盟するためには、最低300名の会員

が必要であった。学会の年会費（正会員）は1,500円で、 1971年度の学会予算は

332,121円であった。このような予算規模では学会として十分な活動が行い得ない

事情にあったため、 1974年度より 2,000円に引き上げられ、さらに1977年度より

3,000円に値上げされた。このような事情から今後の学会発展のためには、会員数

の増加と学会の財政を強化することが大きな諜題となっており、歴代の会長はじめ

理事の先生方が最も苦労された問題であった。

2.学会内の対立と混乱

第10回全国大会会員総会 (1970年5月）

学会創立以来11年という長期にわたり会長職を務められ、学会の発展に尽力され
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7 ( 3）当時の広島地区の状況と所感

た上坂酉三先生が1970年7月、健康上の理由で引退を表明された。これを受けて、

大阪市立大学で開催された第10回全国大会において景山哲夫氏（近畿大学）が次期

会長に就任された。

この時の会員総会では、会則の改正について理事会案と幹事会案が対立し、景山

会長が出した提案に対し代表6名が審議することになった。午後1時に始まった総

会は議場が紛糾し、散会したのは午後8時であった。

こうしたこともあって、学会事務局も1970年6月、高千穂商科大学から大阪商工

会議所に移り、その頃理事であった森井清氏が事務処理に当たってくださった。

第11回全国大会会員総会 (1971年4月）

翌1971年4月 1日（木）から 2日（金）の 2日間にわたり、中央大学で開催された

第11回全国大会の会員総会では、前年度から引き継いでいた学会の民主的運営のた

めの会則改正をめぐって、理事会側と意見を異にする幹事会側の両者が激しく対立

し、理事長除名の緊急動議が提出され、会長の景山氏も辞意を表明されるなど議場

は混乱し、午後2時30分に始まった総会は結論を見ないまま、延々 8時30分まで続

いた。

1971年の学会の分裂・混乱の渦中にあって労苦された景山会長も 2年の任期を全

うされた。これを機に、これまで会員相互の交流が十分でなかった点を反省し、 70

年9月には相互の意志疎通を図るため、学会ニュース（JAFTニュース）が発行さ

れることになった。

JAFTニユースには本学会の動勢、部会活動、日本経済学会連合、会員の新著案

内、会員の異動、個人消息などが掲載されている。当初、ニユースの発行は岡村邦

輔（日本大学）、中村巧（名古屋学院大学）の両理事の先生が当たられた。

1972年4月、福岡大学で開催された第12回大会で、景山会長の後を受けて岡村邦

輔理事が新しい会長に選出された。この時聞かれた全国理事会の議事録（JAFTニュー

ス No.6 1972年 5月10日）によると、除名を含め32名の退会者があり混乱を招い

たが、学会としては今後の学会の正常化・機能化の推進がはかられることになった。

これを機に、学会事務所も大阪商工会議所から東部の中央大学に移すことが決めら

れている。

翌1973年の第13回全国大会は青山学院大学、 74年の第14回大会は愛知学院大学で

開催され、会長も中田操六氏から74年には高井 箕氏に引き継がれた。そして、 75

年4月専修大学で開催された第15回大会で高井 覧会長の任期満了に伴い、岩本

岬氏が新しい会長に選出された。

1974年6月の理事会で学会活動をより充実させ、その向上を図るため企画委員会

の設置が提案、承認された。そして15周年記念事業として会員の研究業績調査が実

施され、 1975年2月発行の「年報」第12号に創刊号から第11号までの論文目録が掲

載された。また、 15周年記念事業の一環として、 1975年4月企画委員会の献身的な

努力によって、会員112名の「著作・論文および研究動向jが発刊されている。そ

して1982年4月に続編として、 1975年 1月～81年10月までの著作・論文集が発行さ

れており、会員相互の研究’情報の交換に役立つてきた。

-87一



その後、歴代の会長・理事のご努力によって学会運営も正常化し、次第に会員数

も増え学会活動が軌道に乗り発展していった。

3 第22回全国大会（1982年5月）開催校（広島修道大学）を引き受けて

前述したように、学会の組織・運営をめぐる混乱があってから、約10年が経った

1981 （昭和56）年5月、千葉商科大学で開催された第21回全国大会の総会で、はか

らずも理事に選出された。

広島修道大学が第22回全国大会の開催校を引き受けてから、学会開催に向け諸準

備を進め82年3月初旬には大会プログラムも決まり、大会開催の案内を出すことが

できた。この問、高井会長をはじめ大会担当理事の先生方からのご指導をいただい

たこと、そして、一緒に準備をしてきた本学、柳田義章先生のよきお働きのあった

ことを心から感謝申し上げたい。そして、翌82年5月14日（金）～15日（土）、第22

回全国大会が「日本の貿易と産業構造一鉄鋼、繊維、自動車、電機等一」を共通

論題として、わたしの本務校であった広島修道大学で開催された。

公開講演会とマツダ本社工場見学会

広島での学会開催を記念して公開講演会が5月12日（水）午後、広島商工会議所

を会場にして日本貿易学会、広島県貿易協会、広島商工会議所共催、広島県および

広島市の後援で開催された。

講演テーマ

1「貿易取引の実際J広島修道大学教授森井清氏

2「国際商事紛争の解決と商事仲裁」国際商事仲裁協会名簿仲裁人 商学博士

笹森四郎氏

上記お二人が講師を務められ、地元財界からも70名という多数の出席者があり、

盛会のうちに終えることができた。また、学会開催日の前日5月13日には、地元東

洋工業（現マツダ）本社の宇品工場見学会を実施し78名が参加した。

地元経済界の支援と協力

全国大会の開催にあたって、地元財界をはじめ関係機関の理解とご支援を頂き多

額の賛助金を頂戴し、公開講演会、工場見学会を行なうことができ、実り多い大会

になったことをご支援くださった方々に改めて感謝を申し上げたい。

大会開催の収支決算報告書によると、学会本部より20万円、広島修道大学からの

補助金30万円と送迎用パス代の一部補助10万2,600円のほかに、地元東洋工業をは

じめ主要企業、広島県貿易協会、商工会議所等より 8件、計53万600円の賛助金が

あり、すべての必要経費を賄うことができた。さらに、余剰金10万円を財政困難な

学会本部に寄付することができた。

本学会の開催にあたって、ゼミの学生諸君の働きを忘れることができない。広島

駅での案内をはじめ、会場の整備、受付、接待など先生方へのサーピスにあたって

くれ、大変助けられたことを思い出す。 2日目大会が終わり、送迎パスに乗り込ま
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7 (3）当時の広島地区の状況と所感

れた先生方を学生たちが最後まで見送る光景があった。後日、ある先生から 「感動

しました」との御礼状が届き、当時は学生も純朴で 「よき時代であったjと述懐し

ている。

4 西部部会活動（広島地区を含む）

部会活動は学会発足当初から東部、西部ともに活発に活動していたことが伺える。

わたしが所属する西部部会では、 1971年に部会活動についてアンケートが行なわれ

ている。そして、年3～4回当時「例会」と呼ばれていた研究報告会が聞かれてい

た。

開催地は大阪、名古屋、そして1965年度（昭和40年度）より九州地区 （関門・福

岡）においても研究報告会が開催されることになった。学会の創設から70年代にか

けて、会場として大阪では、渡辺 馨氏のご厚志により東洋紡績経済研究所を利用

させていただいたことが多かった。74年に部会担当理事が決められ、 80年代に入っ

て中央電気クラブ、都市文化センータ一、関西文化サロン（阪急グランドピル19階）

などで開催されていた。九州地区では部会担当理事の本務校で開催されることが多

かった。

1968 （昭和43）年9月の部会では、商業英語学会関西支部との合同研究会として

神戸市大同運輸（械で開催され、海上コンテナー輸送、港湾運送について講演を聞

いた後、神戸港および摩耶埠頭のコンテナヤードを見学した。

1975 （昭和50）年頃より各部会の研究報告要旨が 「年報」に掲載されるよう になっ

た。

その後、西部部会が広島地区で開催されるようになったのは、私が1981年5月理

事に就任してから十数年経って部会担当理事の頃であったように思う。資料によれ

ば、 1984（昭和59）年3月30日、広島修道大学総合研究所で開催されたのが、広島

地区での最初の部会であった。

それ以後、毎年3月末に定例的に広島地区で開催されており、会場としては修道
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大学のほか、広島駅に近い広島ガーデンパレスで聞かれたこともあった。毎回15名

前後の出席者があり、最近では部会終了後簡単な懇親会をもっている。過去の部会

では会長をはじめ、長老級の岡村邦輔、岩城 剛の両先生も何度か出席され、ご指

導をいただいたことが懐かしく思い出される。

学会の先達者たちが創設期から改革期における多くの試練のなかで、学会発展の

ために尽くされたご功績に対レ心から感謝を申し上げる次第である。（2004年12月

25日）

商業英語学会との合同部会 (1968年9月、左から近藤太郎氏、笹森四郎氏、筆者）
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(4）組織改革と当時の中京地区を振り返って

岩城 剛

1 .入会の経緯

貿易学会への入会をすすめられたのは、 1972（昭和47）年であったと思う。それ

までは、貿易学会についての細かい話は知らなかったが、紹介者の松本新樹先生

（高崎経済大学）や粕谷慶治先生（国士舘大学）からのお話によると、貿易学会は早

稲田大学商学部の上坂酉三先生を中心に、 1961年に創設されたもので、どちらかと

いえば、「貿易商務論」ゃ「貿易制度Jの研究に重点が置かれ、また「国際商品学J
などについての研究も多く、国際経済学会での貿易研究より、商学的、実証研究が

強いということで、私の当時の研究課題や、また当時、私が属していた商学部での

授業、研究との関連でも、より適した学会であるということであった。このような

ことで、入会の手続きをお願いすることになった。

2.研究テーマと海外留学

当時、私の関心が強く、また当時の途上国との関連でも重要なテーマであった

「一次産品問題Jの研究などとの関係でも、貿易学会の環境はきわめて魅力的で、あっ

た。渡辺馨先生（当時、阪南大学）が繊維商品の研究、中京地区の科野孝蔵先生が

地場貿易商品の研究をなさっておられた。

その後、私はイギリスのサセックス大学（SussexUniversity）に 1年2カ月間、

留学することになる。この大学は、新古典派経済学に対する「構造主義研究者

(structurists) Jの牙城で、貿易問題でも有名な「プレピッシユ・シンガー命題

(Prebisch-Singer Hypothesis) Jで知られていたシンガー教授、さらに D.シアーズ

教授（D.Seers）らの著名な研究者が集まっていた。当時、途上国の多くでは、開発

型社会主義政策がとられ、「途上国の開発が一次産品輸出に依存している限り、そ

の開発は容易ではない」との考えが示され、チリの開発型社会主義、アフリカ・タ

ンザニアのウジャマ一社会主義政策など有名であった。その基本は、今でも大きく

変わっていない。

3. 全国大会開催

イギリスから帰国直前、 1974年6月頃だ、ったと思うが、留守番役の妻から便りが

あり、帰国したら貿易学会の全国大会を引き受けるようにとのこと、学会は今きわ

めて重要な時期にあるので理解して欲しいとのこと、さらに会長を含めて理事会も

全面的に支援するとのこと、共通論題は当番校に一任するなどであった。

当時、全国大会を開催するということは、学内、学外に対しでもそれなりに緊張

感をっくり出すことであった。学会は近代化、改革の過程にあったし、それを達成

することは、それなりに充足しなくてはならない条件も多かった。まだ大学紛争の

余波もあり、また、大学近代化の動きも残り、例えば、大学当局との大会への補助
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金交渉なども大きな問題であった。

当時、会長は、故人となられた福岡大学の中田操六先生であったが、実際、お約

束いただいた通り、多くの面でご協力、ご指導をいただき、お手紙でも細かいご連

絡、ご教示を頂戴したことをよく覚えている。ともかく当時は、大会を聞くにして

も、学会の財政基盤は弱く、大会費用のかなりの部分は、当番校が負担、調達しな

くてはならな治、った。

名古屋地区の会員の支援体制を考えても、きわめて弱く、会員は名城大学に集中

しており、お名前を挙げると、堀新一先生、橋本英三の各先生、それに名古屋商科

大学の加藤清先生などであったが、「組織改革の動き」は、会員諸氏の大会への動

きをも消極的なものにし、全面的な協力は容易に得られず、大変苦労したことも覚

えている。

そのようななかでも、「日本貿易学会」ということで、貿易港・名古屋港を持つ

「県や市当局jからは全面的な支援をいただき、大会運営に大いに役立つたことを

思い出すのである。

全国大会の当時の動きは、改革の波に大きく揺れていたため、外から見ると、貿

易学会は二分しているとも見られ、学会の報告内容に対しでも、厳しい批判の眼が

向けられていた。したがって、全国大会を聞いた場合でも、学会の内容一貫性

(identity）は常に間われていたし、また、それを明示していかなくてはならなかっ

た。

大会は内容的にも外見的にも、参加者数から見ても盛会であることが大きな条件

であったし、取り扱われるテーマも、当然、貿易学会にふさわしいものでなくては

ならず、当時の世界貿易の動きを反映したものでなくてはならなかった。私は、イ

ギリスでの留学で学び、第三世界にとって最重要な貿易のテーマであると見られた

「国際商品／一次産品問題jを取り上げることにした。

このテーマについての日本での研究者は、当時、限られており、とりわけ貿易学

会の会員の中で、この問題の研究者は少なく、例えば、アジア経済研究所の深沢八

郎先生なども、入会を条件に大会での報告をお願いすることにした。

そのときの共通論題の報告者と内容は、次のようなものであった。

共通論題研究報告I

国際商品市場の諸問題一 座長 明治大学

学習院大学

石田貞夫氏

大谷敏治氏

1 世界穀物市場の若干の側面について

報告 アジア経済研究所 深沢八郎氏

2.石油資源開発とわが国の経済協力～資源ナショナリズムをめぐって～

報告 広島修道大学 稲田実次氏

共通論題研究報告E

国際商品市場の諸問題 座長 近畿大学 景山哲夫氏

市部学園短期大学 科野孝蔵氏
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7 (4）組織改革と当時の中京地区を振り返って

3.繊維貿易と国際繊維協定

報告 東洋紡績経済研究所渡辺 馨氏

4.世界鉄鋼貿易に関する若干の問題

報告

共通論題予定討論
座長

1.深沢八郎氏の報告に対して 予定討論

2.稲田実次氏の報告に対して予定討論

3.渡辺馨氏の報告に対して 予定討論

4.戸田弘元氏の報告に対して 予定討論

共通論題一般討論

日本鉄鋼連盟

明治大学

学習院大学

近畿大学

市部学園短期大学

中央大学

近畿大学

伊藤忠商事

専修大学

戸田弘元氏

石田貞夫氏

大谷敏治氏

景山哲夫氏

科野孝蔵氏

長谷川幸生氏

木下 昭氏

田中 進氏

津田 昇氏

大会は、内容からも、参加者の数からしても、成功であった。これを機会に名古

屋地区においても新しい、意欲的な会員が増加していった。名古屋商科大学の山川

健先生、科野孝蔵先生、島村巌先生など、その一部であった。

4. 中京地区の会員と研究活動を振り返る一結びに代えて一

科野先生は、「日本・オランダ貿易史」の大きな業績を残されたが、その基礎に

は、貿易商社社長の長い経験の蓄積があった。島村先生は、東海銀行ロンドン支店

次長のご出身で、その経験を生かされ、国際金融についてのまとまった仕事をなさ

れ、貿易学会でも度々報告をしていただいた。

若くして亡くなれた山川先生は、先生個人の研究領域であった「貿易金融jのシ

ステム分析で多くの業績を残されたが、それに加え、学会活動でもきわめて大きな

仕事を残していただいた。第29回全国大会を1989（平成元）年5月に名古屋商科大

学で開いていただき、年2回、規則的に研究会を名古屋で聞くことなど下地も用意

していただいた。先生の独自の研究であった「多角的決済機構と貿易ーその実体と

理論化」は、大きな先生のライフワークであった。山川先生は、 93年に本務校を大

阪に移されたが、 99年に逝去されるまで、中京地区の運営に大きく協力、貢献して

いただいたのである。一方、私はというと、発展途上国、特にアフリカの貿易構造

を中心に研究を続けてきたが、そこでは地元の中小企業開発にかかわった経験が重

ネ見されている。

現在、中京地区は、年 l回の研究会を聞き、同地区の若手研究者の登竜門として、

毎回2～3名の報告者があり、全国大会報告への修練の場となっている。中京地区

は、山川先生の愛弟子であった河野公洋先生（岐阜聖徳学園大学）から広い領域で

ご面倒をいただいている。日本貿易学会の中部、東海地域での更なる発展を祈って

いる。名古屋は、自動車、地場貿易商品などを中心に、全国最大の貿易港であるこ

とを考えると、今後への期待はいっそう大きいのである。
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8 あとがき一学会創設と組織改革の追記一

1. 50年の重み

岡村邦輔

吉岡秀輝

2011年9月29日、日本貿易学会は創設50周年を迎える。 50年といっても、縄文・

弥生の日本古代史から見れば一瞬に過ぎない。しかし、一瞬、一瞬の積み重ねが歴

史を形成する。

シュンベーター (JosephA. Schumpeter）は、学説史を研究することの効用を、

比峨を交えて次のように説明している。「使いふるした思想に限りなく膝着してい

るのに比べたら、これを廃棄してしまった方が好ましいのは確かである。けれども

あまりに永く留まっていない限りでは、物置小屋を訪れることによって利益を受け

うるのである。この物置小屋のなかから掘りだしうると期待される利点は、三つの

項目のもとに示すことができる。すなわち教育的利益、新しい観念、および人間の

心の動き方に対する洞察これである」（ 11 と。

よく「社会を離れた個人はいない」 I2 Iと言われるように、いかなる思想も学説も、

それを提示した人物の生まれ育った社会と時代を反映するものである。日本貿易学

会の50年という歴史の舞台に登場してくる人々も同様で、その時々の時代背景を基

にして論を進めている。学会50年史は、それゆえ、わが国における貿易学説の歩み

を示す 1つの体系であるといえ、それを検証する意義はきわめて大きい。

以下では、 50年の歴史のうちで、創設期および組織改革期と呼ぴうる時代の「物

置小屋jをしぱしの問、訪れ、その重みを考えてみることにしたい。

2.学会のルーツ

日本貿易学会は、初代会長である上坂酉三先生の求心力なくして誕生しえなかっ

たであろう。このことは、当時の事情を知る方々 といっても、今ではかなり少な

くなってしまっているーが、揃って認めるところである。その数少ない時代の証言

者のお一人が桜井一郎先生である。桜井先生によると、上坂先生は「新しい時代に

なって、商業学会でも時代に即応した分野の研究が必要だJ(3）と述べられたという。

上坂先生のいう「新しい時代」とは、第2次世界大戦後、日本が貿易再開を果たし、

さらに1950年代後半から60年代にかけて高度経済成長を遂げていく、その入口に立っ

た時代である。上坂先生のこの発言は、 1958年頃、日本商業学会の全国大会が中央

大学で開催されたときになされたそうで、これを機に、上坂研究室に有志が集まり、

貿易研究会を聞いて、それがやがて学会設立に向けた動きとなっていった。

では、上坂研究室に集まった「有志jには、どのような方々がおられたのであろ

うか。資料から推し量ると、石田貞夫（神奈川大学）、大谷敏治（東京外国語大学）、

斉藤武雄（神奈川大学）、高橋芳三（日本大学）、津田昇（日立製作所）、浜谷源、蔵

（丸紅飯田）、広田弘雄（東京銀行）、本間幸作（東京都立商科短期大学）、山内一雄
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8 学会創設期と組織改革期の総括

（山梨大学）、山内惣市（高千穂商科大学）といった先生方がメンバーに入っていた

のではなかろうか（カツコ内は当時の所属機関名）。というのは、現在、資料とし

て「日本貿易学会発起人予定者名簿J<4lが残こされていて、そのなかで、これらの

方々は、「実行準備委員」に名前を連ねており、日本貿易学会の創設に向けて中心

的役割を果たしていったと考えられるからである。

なお、本書78頁に収められている岩元岬先生ご提供による写真は、学会誕生時の

一場面を映し出す貴重な資料なので、当方でわかる限りではあるが、以下に番号を

付してそのお名前を挙げておく（敬称略） (5）。

l伊坂市助 2浜谷源蔵 3本間幸作 5上坂酉三 6高橋芳三 10塚原 博

11津田 昇 12景山哲夫 19桜井一郎 20町田 実 24岩崎金一郎 25加藤真勢三郎

26岩根典夫 28大谷彦太郎 30萩原 稔 35河原茂太郎？ 38岩元 岬 43加藤 滑

45中村 巧 47岡村邦輔 48根立昭治

3.改革のプロセス

歴史上の出来事は、いかに偶発的に発生したように見えようとも、突然変異的に

生れるものではなく、それは、以前に起きた出来事と何らかの因果関係を有してい

る。学会の組織改革に向けた動きは、 1970年の第10回全国大会（大阪市立大学）に

おいて最も先鋭化したが、その遠因は、 1968年に起こった日大川・東大紛争に代

表される、全国規模の学生運動に求められるであろう。当時、学生運動を厳しく禁

じ、「保守的jと評価されていた学生たちが大規模な学生運動を起こしたことから、

全国の大学で「学園紛争の嵐jが吹き荒れた。そういった時代背景にあったので、

大学人の集まりである学会がその影響を受けないわけにはいかなかった。旧弊を打

破し、改革を求める声が上がったとしても、それは当然のことであった。

本書資料2 (6）「会員への広報誌『JAFTニュース』創刊jを見ると、 1970年

7月1日付で上坂会長より大谷敏治先生宛に正式に退会届が出されているが、会長

辞任の意思は、その 2年前の68年全国大会（関西学院大学）において、懇親会の席

上ですでに表明されていた（7）。この辞任表明は、もちろん上坂先生が高齢のため

健康上の理由からなされたものであるが、それだけではなく、学会組織の改革を求

める声が次第に大きくなるのを感じて取られた行動であることも、あながち否定し
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えないだろう。先生ご自身は、会長辞任を表明した時点で、それは事実上、認めら

れ、後は手続き上の問題が残るだけだと思われていたようである。日本貿易学会は、

前述のとおり、上坂先生の求心力なくして誕生しえなかったことは事実であるが、

同時に、一部の人が自己の利益のために、その求心力を利用し続けようとして、上

坂先生の会長辞任を認めようとしなかったのもまた事実であった。学会混乱の根は、

まさにその点にあったといえる。

1969年の第9回全国大会は、横浜商科大学が開催校となって行われた。そのヅロ

グラムを示すと、以下のとおりである。

第 1日昭和44年5月15日（木）
午后 0.30～5.00 
。5.00～

第9回全国大会プログラム

横浜港湾施設見学

役員会

第 2日 5月16日（金）

午前10.00～ 開会の辞

歓迎の辞

横浜商科大学 大林多吉

横浜商科大学学長松本武雄

〈共通論題研究報告〉

テーマ “南北貿易と特恵”

午前10.30～11.30 司会者 名古屋学院大学 中村巧

“特恵と産業構造転換” 中央大学 斎藤 優

昼食および写真撮影（前11.30～后1.00)
午后1.00～2.00 司会者 神戸大学 入江猪太郎

“UN CT ADの意義と限界 s.ハイマンの所説を中心として ” 

近畿大学 江夏健一
午后2.00～3.。。

“南北特恵と日本貿易” 専修大学

休憩（后3.00～3.20)
午后3.30～4.30 総会

午后5.00～ 横浜商科大学招待レセプシヨン

第 3日 5月178（土）

〈自由論題研究報告〉

午前10.00～11.00 司会者 名城大学

“開放体制と商社活動” 大阪産業大学

午前11.00～12.。。
“FOB契約に関する若干の考察”同志社大学

昼食（后0.00～1.00)
午后1.00～2.00 司会者 関西大学

“国際商事仲裁と米国” 学習院大学

午后2.00～3.00
“一手販売契約に関する試論” 国際商事仲裁協会

休憩（后3.00～3.20)
午后3.20～4.20 司会者 上武大学

“輸出船舶の決済条件について” 広島商科大学

午后 4.30 閉会の辞 日本貿易学会長

津田昇

橋本英三

磯田敬一郎

中村弘

来住哲二

大谷敏治

浅田福一

｛半野志知郎

稲田実次

上坂酉三

参加者 96名

出所：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）』文虞堂、 1990年、 579～580頁。

-96一



8 学会創設期と組織改革期の総括

このプログラムを見る限り、大会は整然と進められ、最後は上坂会長の「閉会の

辞jで締めくくられて、無事終了したかのような印象を受ける。誰しも、その翌年

の全国大会総会で大混乱が起こるなど想像しえないであろう。

会長の辞任表明を受けて、この頃より「人事の一新を図ろうjという気運が一気

に高まりを見せ始め、「会則を改定して選挙を公平にやっていくという制度にしな

ければいけないという流れが、ベーシックの動きj(8 Iとなっていった。実際に第9

回全国大会総会では、役員（会長、副会長、理事長、理事、評議員議長、評議員、

会計監事）の任期満了に伴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、その結果、「役員は任期満了のまま再選されず、本年の総会［第10回

全国大会総会］までに学会会則の改正案を作成するJことに決定したという I91。

「役員は任期満了のまま再選されずjという文言は、役員の自動延長はなく、例

外なしに全役員が解任されることを意味する。会長は役員に含まれる。したがって、

上坂会長は、上の決定がなされた時点で、会長の任を解かれたことになる。第9回

大会総会の時点で、全役員が解任となっていなくてはならないので、新役員が合法

的に選任されない限り、役員は一人もいなくなってしまい、理事会も構成されず、

会務の運営が不可能になる。しかし、実際は、従来の体制のまま、会務が引き継が

れていた。

第10回全国大会（大阪市立大学）は、 1970年5月25、26日の両日、開催され、総

会では、 2通りの会則改正案が提出された。 1つは、会則改正の「幹事会案」と称

せられるものであった。しかし、「幹事会案jは、大会1日日（ 5月25日）の正午か

ら開催された理事会において、総会に付議することが否決され、代わって、理事会

側は、自らが作成したもう 1つの改正案（「理事会案Jと称される）のみを上程する

ことにした。この決定に対して、総会出席者から、会則第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」）に基づいて動議が出され、

その結果、「幹事会案jと「理事会案jの両案に関して審議がなされた。しかし、

結論を見るに至らず、そのため、いわゆる「6人委員会」を設けて、「幹事会案j

と「理事会案」の両案を勘案した、さらなる改正案の作成を依頼することとなった。

6人委員会では、夜中の12時までかけて原案を作成し、翌26日午後2時半より総会

が再開されて、同原案は、審議の上、一部修正、補充が行われ、午後7時半、よう

やく賛成多数で可決された。そして、直ちに新会則に基いて役員選挙に移り、 21名

の新理事（東部11名、西部10名）が確定して、午後8時半に閉会したという（叩）。

ところで、この新会則ならびにそれに基づいて選任された新理事の有効性をめぐっ

て、その後も問題は尾をヲ｜いた。つまり、旧理事側は、「総員数［総会に出席して

いる会員総数のこと］が最終的には40名に満たないところで最終議決をしていても

それは無効であり、総会そのものが成立しないJ(11）と主張した。しかし、この主張

は意味をなさない。というのは、旧会則には、新会則もそうだが、総会の成立要件

について何ら規定がないからである。あるのは、議決の方法に関してだけである。

すなわち、第15条において「総会の議決は、出席会員の過半数によって行ない、可
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否同数のときは議長がこれを決定する」と規定するにとどまる。したがって、総会

の出席者が、たとえ40名に満たなくとも、議長の開会宣言をもって総会は成立する

と見るべきで、そこでの審議の結果、賛成多数で可決すれば、当該議案は当然、発

効することになる。ちなみに、本書資料2 (2）「日本貿易学会第10回全国大会出

席会員名簿」を見ると、大会2日目午後の出席（予定）者は77名であった。

第11回全国大会（中央大学）は、 1971年4月1、2日に聞かれ、この両日にわたっ

て総会が持たれた。その議事録を見て特徴的なのは、「旧理事長本間幸作氏」とい

う実名が初めて挙げられた点である。同議事録によると、大会1日目の総会第7号
議案において、本間幸作氏の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」を取ってきた、その経過

について関係者から説明があり、「本間氏の本学会からの退会および除名の動議」

が取り上げられたとある。しかし、総会は午後8時近くなっても、議論の収拾がつ

かず、翌日に持ち越しとなり散会し、翌4月2日、午後1時半から再開されて、

「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”なるものを聞く場合は除名す

るJC121と決議され、実施時期は理事会に一任された。

結局、本間氏は、この 1カ月半後の1971年5月14日付で除名処分となった。そし

て、本間氏と行動を共にする会員が多数現れるのではないかと懸念されたのだが、

結果は杷憂に終わった。そのことは、翌年の第12回全国大会（福岡大学、 1972年4

月1、2日開催）総会において、「第3号議案 昭和46年度事業報告（ 1 ）庶務事項」

として報告された会員現況に現れている（131

1971年度会員総数 247名

会則第9条による退会者 17名

第10条による退会者 14名

除名 l名

退会者計 32名

新入会員 9名
1972年現在会員総数 224名（14)

会則第9条は、「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」というもので、この17名のうち数名が「もともと入会した

覚えはないJとして退会の意思を申し出てきたそうで、本間氏に同調したのは、こ

れらの人たちであったかもしれない。また、会則第10条は、「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」というもので、いわゆる「幽霊会員j14名を整理した結果

であった。

この頃にはすでに、大学紛争も鎮静化しており、大学キャンパスは平穏が保たれ
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8 学会創設期と組織改草期の総括

るようになった。貿易学会も同様に、以後、次第に安定化へと向かっていった。

4. おわりに

第20代会長・山田晃久先生の下、「学会史編纂委員会Jが組織され、『JAFTAB

ニュース』第55号、 2002年2月28日付において委員長およぴ委員が公表された(15)

その後、第21代会長・小林晃先生、第22代会長・秋山憲治先生による 3代の会長の

下で学会史の編纂作業が進められてきたが、そもそもの始まりは、山田会長2期目

の2001年に、 10年後の創設50周年に備えて学会史を編纂する必要があると認識され

たことによる。そして、この時点で資料を整理・保存しておかなくては散逸の恐れ

があり、また会員の高齢化に伴って原稿執筆が困難となる事態が予測されるという

危機感もあり、それゆえの編纂委員会の設立であった。

委員会が設立されて間もなくの頃、「学会史など作って、何の意味があるのかJ
とか、「単に『昔は良かった』という年寄りの懐古趣味を満たすだけではないのか」

といった曝きも聞かれた。果たしてそうであろうか。学会史などは何の役にも立た

ないと考えている人たちには、シュンベーターの次の言葉を十分に吟味してほしい。

f自己の時代における研究から過去を顧み、過去の思想の広大な山脈を眺めなが

らも、なおそこから自己自らの眼界を拡げることを学びえない人があれば、その人

はまことに愚物であるというほかはあるまい。」 (16)

過去を知らずして、現在は理解できないし、現在の理解が不十分であれば、将来

を満足に展望することは不可能である。大上段に構えて言うつもりはないが、学会

史編纂の意義はまさにこの点にある。

2003年4月12日の座談会から、編纂作業は実質的なスタートを切った。そして、

6年を費やし、多額の経費も使わせてもらった。「時間も経費もかけ過ぎだ」とい

う批判はもっともであるし、甘受する覚悟でいる。さらにスタート当初は、貿易学

会50年の全体の流れを編纂し、刊行する予定であったが、創設期および組織改革期

のみを取り上げただけで、安定期 (1980年代）以降については先送りする形になっ

てしまった。会員の皆様に深くお詫びしなくてはならない。ただ、何分にも40数年

前のことなので資料を紛失、消失している方が多く、資料収集に手間取り、また、

健康上その他様々な理由で執筆を辞退された先生方もかなりおられ、原稿集めでは

思いのほか時間を要した経緯がある。

今回の『日本貿易学会創設と組織改革の歩み一学会50周年記念ー』の編纂過程で

は、会長を含む執行部をはじめ、数多くの学会関係者から、筆舌に尽くしえないご

支援をいただいた。さらに、飯沼博一、高井葉、森岡正憲の諸先生には、日本貿易

学会史編纂委員会の中核的存在として、この6年間にわたり、文字通り昼夜を分か

たず、真撃なご協力と貴重なご助言を数多くいただいた。また、編纂委員会実行委

員の木村徹、草野英信、三ツ木丈浩の諸先生には、「創設期と組織改革期関連の資

料集」の編集と校正に一方ならぬご尽力をいただいた。末筆ながら、これらの各位

に対して、心から感謝の意を表明する。

それにしても、 6年は長すぎた。この間にわれわれは、二人の協力者を失った。

-99一



粕谷慶治先生は2003年11月19日、急逝、不帰の人となられた。もうお一方、吉津清

先生は、 2007年7月7日、まだ50歳という若さで、将来を嘱望されながらも、病に

舞れた。

両先生のご霊前に本書を捧げ、改めてご冥福を祈るものである。

注（ 1 ）東畑精一訳『シュムベーター 経済分析の歴史lJ岩波書店、 1955年、 5～6頁。

( 2) E. H.カーは、その著『歴史とは何か』（清水幾太郎訳、岩波新書、 1962年）のなかで随所

にこの表現を用いている。

( 3）本書6 ( 2）「学会創設当時の貿易主要科目の動向～桜井一郎先生に聞く～」参照。

( 4）この資料は、手書き、ガリ版刷りで、 180名の氏名・現住所－電話番号、およびその所属

機関名・所在地・電話番号が記載されている（ただし、電話番号は、自宅・勤務先ともほ

とんどが空欄のままであった）。しかし、ここに記載されている180名のリストは、全員か

ら承諾を取って作成されたものかどうか疑わしい点があるので、本書資料には掲載しない

ことにしfこ。

( 5）本文に挙げたお名前以外の方をご存知でしたら、学会事務局までお知らせ願いたい。

( 6）日大紛争については、日本大学文理学部闘争委員会書記局編『増補・叛逆のバリケード』

三一書房、 1969年に詳しい。

( 7）本書資料2 ( 1）「会則改正に関する東西合同幹事会案」参照。

( 8）本書6 ( 3）「第10回全国大会 総会 (1970年）を振り返って～斎藤祥男先生に聞く～」

参照。

( 9）本書資料2 ( 1）「会則改正に関する東西合同幹事会案J参照。

(10）本書資料2 ( 3）「新会則の誕生ー第10回全国大会総会議事録」参照。なお、総会議事録

によると、このときは上坂会長が体調不良で欠席のため、会則第14条（2）に従って、生

島広治郎副会長が総会議長を勤めた。

(11)本書6 ( 3）「第10回全国大会・総会 (1970年）を振り返って～斎藤祥男先生に開く～」

参照。

(12）本書資料2 (5）「新役員選挙規定の制定第11回全国大会総会議事録j参照。

(13）『JAFTニュース』第6号、 1972年5月10日付参照。

(14）原資料の『JAFTニュース』第6号では、「現在会員総数244名」となっているが、しかし、

これは 1224名」とすべきところを誤記したものと思われるので、訂正しておいた。

(15）このときの委員会は、「委員長三村異人委員 朝岡良平、飯沼博一、岡村邦輔、粕谷

慶治、斎藤祥男、町田実、森岡正憲、吉岡秀輝、金川徹、高井員、渡辺馨、渡部浩太郎」

のメンバーでスタートした。

(16）東畑、前掲書、 7頁。
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