
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ご 挨 拶 

会長  河野公洋  

去る2022年6月10、11、12日、第61回全国大会が富山大学を主催校として開催されました。全国大会は、
実行委員長である岸本寿生理事、王大鵬前理事、長田 元先生（富山短期大学）が1年前から準備を始めら
れ、３年ぶりの対面での開催を成功裏に終えることができました。改めてお礼申し上げます。 

特に10日のエクスカーションについては、参加者の皆様から今後も開催してほしいとの宿題を課されまし
た。保税地域内のコンテナの荷役やバース、北前船所縁の内川の見学など貿易の歴史と現在、未来の展望を
有意義に勉強することができました。 

全国大会では理事選挙も行われ、東部5名、西部5名の新理事（今回と次回で理事定員を削減します）と東
西各１名の監事が選出されました。新たな理事会のもと会長選挙の結果、浅学菲才ながら第29代会長を拝命
致しました。小生が当会に初めて参加させて頂いたのは、院生の頃、第29回全国大会で受付係をさせて頂い
た時からでした。翌1990年の30回大会で入会させて頂き、以来32年、幹事、理事を1996年から拝命するなど
してきましたが、伝統と格式の高い当学会の会長職を仰せつかるとは夢にも思っておりませんでした。 

学会の顔としては力不足ですが、現役の理事に、第28代会長吉岡秀輝先生、第25、27代会長の篠原敏彦先
生、第26代会長の藤澤武史先生、また専門研究部会を続けてお引き受け頂く第23代会長の岩田伸人先生が居
られますので、先生方の路線を継承しながら、新機軸を多少でも出せればよいと思っております。 

さて、大戦後のベビーブーマーが世界中で、ビジネス分野だけではなく学究からも引退が相次ぎ、様々な
学会の少人数化が進んでいます。これは日本だけでの問題ではなく世界の先進国で起こっている現象です。
当学会も最盛期の４割減まで会員数を減らしています。少子化の影響は若い研究者の絶対数数を減らしてい
ますし、多数所属していた団塊世代が引退している訳です。されど貿易や国際ビジネス、国際通商分野の
日々の変化は変わることなく対峙しなければならない諸問題は留まることがありません。SDGs「Sustainable 
Development Goals（持続可能な開発目標）」の時代、人口減時代の商取引、DX化の波、経済安全保障の確
保など我々学究の者は人数が減ろうとも課題は減ることが無い訳です。 

還暦を過ぎた貿易学会は、歴史を重ねた祝いに留まるのではなく、文字通り生れ変わりの年を越えて、新
しい次代の学会に変わるべき時を迎えています。会員諸氏のご協力と、ご厚情を仰ぎつつ、自身の還暦まで
の２年間、一樹百穫、次の世代への橋渡し役をしたいと思います。宜しくお願い申し上げます。 
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１．第60回全国大会 

第１日（自由論題） 座長 三輪祥宏理事   
11月20日（土） 
会長挨拶 挨拶 
報告①「海外のファミリーオフィスの現状と日本での活用について－アルケゴス事件の影響を踏
まえて」 
水谷公彦（日本大学大学院総合社会情報研究科） 
コメンテーター 加藤孝治（日本大学） 
報告②「日本の水産加工業の現状と成長戦略に係る一考察 -グローバル展開するために求められ
る戦略対応を考える-」 
砂川雄一（日本大学大学院総合社会情報研究科修了）11：20～ 
コメンテーター 前野高章（日本大学） 
報告③「MUFGのASEANリテール戦略－トランスナショナル経営の視点から－」 
中田茂希（日本大学大学院総合社会情報研究科）13：00～ 
コメンテーター 花木正孝（近畿大学） 
報告④「AEO制度の活用と効果」 
長谷川実也・松本敬（日本関税協会）13：50～ 
コメンテーター 石原伸志（神奈川大学） 
報告⑤「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略に係る一考察」 
石原伸志・加藤孝治（神奈川大学・日本大学）14：40～ 
コメンテーター 河野公洋（岐阜聖徳学園大学） 
講評 岩田委員長 

第2日（記念行事・統一論題）オンライン 
11月27日（土） 明治大学より中継 
開会 会長挨拶  
学会創立60周年記念イベント：『日本貿易学会60年の回顧と展望』 
第22～28代日本貿易学会会長の登壇。本学会の目指すべき姿・方向性についての議論。 
パネリスト 秋山 憲治（第22代会長、神奈川大学） 
岩田 伸人（第24代会長、青山学院大学） 
篠原 敏彦（第25代・第27代会長、明治大学） 
藤澤 武史（第26代会長、関西学院大学） 
吉岡 秀輝（第28代会長、高崎商科大学） 
記念会員総会 表彰など 
記念大会基調講演 わが国の今後のあり方―多様なリスクを乗り越えて ― 
佐藤 正久氏 （参議院議員 元外務副大臣） 
記念大会シンポジウム 明治大学より中継 
「歴史を踏まえたわが国貿易ビジネスの課題―多様なリスクを乗り越えて―」 
パネリスト 柴田敦志氏 （元東芝顧問）ゲスト 
石原伸志 （元東海大学） 
魚住和宏 （神奈川大学） 
河野公洋 （兼コーディネーター 岐阜聖徳学園大学） 
 

全国大会報告 
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第３日（国際セッション・統一論題）オンライン 
11月28日（日） 
会長挨拶    吉岡秀輝 
記念大会特別シンポジウム 
「貿易商務研究に関する現状と課題―日韓研究者の視点から―」 
基調講演 韓洛鉉氏 （慶南大学校教授 韓国貿易学会会長） 
パネル・ディスカッション 
韓洛鉉（慶南大学校教授 韓国貿易学会会長） 
姜鎮旭（慶星大学校 副教授） 
椿弘次氏 （早稲田大学名誉教授） ゲスト 
長沼 健（同志社大学教授） 理事 
記念大会シンポジウム 
インコタームズ2020の更なる普及を目指して―多様なリスクを乗り越えて― 
 司会  ： 長沼 健（同志社大学教授）理事 
ご挨拶  
 恩蔵直人様（早稲田大学 常任理事） 
 横山将義様（早稲田大学商学学術院 商学部学部長） 
パネリスト 
 遠藤健二氏 （早稲田大学海法研究所招聘研究員） 
 長谷川俊明氏 （弁護士・長谷川俊明法律事務所） 
 水口久仁彦氏 （元・三菱UFJ銀行事務企画部調査役 AIBA） 
 竹内正実氏 （元・日本航空株式会社貨物本部国際貨物販売部） 
 三倉八市 （日商検定推進アドバイザー） 
閉会 会長挨拶 吉岡秀輝 

第４日（自由論題）オンライン 
12月4日（土） 座長 高砂謙二理事 
会長挨拶 
報告①「NAFTA・米韓FTA改定から見る「米国第一」主義の通商政策」 
所 康弘・大津健登（明治大学・九州国際大学） 
コメンテーター 神余崇子（城西国際大学） 
報告②「地域貿易協定が機械産業の貿易に与える効果:国・地域の所得分類に着目して」 
渡邉 正（兵庫教育大学） 
コメンテーター 末永 啓一郎（明治大学） 
報告③「貿易・国際物流におけるロスプリベンション導入の為の具体的提言―AEO制度の有効活
用―」樋口洋平（日発運輸株式会社）14：50～ 
コメンテーター 石川雅啓（日本貿易振興機構） 
講評 岩田研究委員長    
 

2．第61回全国大会について 

日 時 ： 2022年6月10日(金)－6月12日(日) 
   10日（金）エクスカーション  理事会 
   11日（土）自由論題・統一論題・会員総会（全体での懇親会は行いません）  
   12日（日）自由論題（午前のみ、午後：新理事会）  
場 所 ： 富山大学  〒930-8555 富山市五福3190 
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統一論題： 『変容するグローバル・バリューチェーンとビジネス展望』 
6月11日(土) 自由論題 ２会場 

「新時代の電子商取引国際規則－URDTT 1.0 の特徴とその意義 
New International Rule s for Digital Trade Transactions Features and S ignificance of URDTT 1.0」 
花木正孝 （近畿大学） 
司会・コメンテーター 井上泰伸（三井住友銀行） 
「The Three Seas Initiative (3SI): Outline of historical background and cooperation with Japan.」 
Matusiak Sylwia（城西大学） 
司会・コメンテーター 高森桃太郎(関西学院大学) 
【特別講演】 
「為替相場の変動は、資本主義を危機に導く」 
神田善弘（広島修道大学） 
司会・コメンテーター 大東和武司(関東学院大学) 
「国際ビジネスにおけるビジネス・エコシステムの優位性―多国籍企業のイノベーションの視点か
ら」 
桑名義晴(桜美林大学) 
司会・コメンテーター 高井 透（日本大学） 
統一論題「変容するグローバル・バリューチェーンとビジネス展望」 
「インド太平洋経済枠組み(IPEF)とWTO地域貿易協定(RTA) 
Indo-Pacific Economic Flamework(IPEF) and WTO regional Trade Agreement(RTA)」 
岩田伸人 （青山学院大学名誉教授） 
「グローバル・バリューチェーンでのデジタル貿易取引を通じた韓国中小企業の輸出活性化の方策に
関する研究」 
韓 洛鉉（慶南大学校、韓国貿易学会前会長) 
「グローバル・サプライチェーンと中国の貿易構造」 
陳 建安（中央大学） 
パネルディスカッション (モデレーター：岸本寿生、王大鵬（富山大学）） 
会員総会  
6月12日(日)  自由論題 3会場 
「イスラ-ム諸国への食品輸出とハラール物流 
Food Export and Halar logistics to Islamic Countries」 
勝田英紀 （ 近畿大学） 
司会・コメンテーター ヌルハイザルアザム(広島市立大学) 
「中小企業への貿易支援および貿易相談体制 
Trade Support for Small and Medium-Sized Enterprise」 
曽我寛人（釧路公立大学）、庄司真人（高千穂大学）、篠原敏彦（明治大学）” 
司会・コメンテーター 石川雅啓（日本貿易振興機構）” 
「日本の農林水産物輸出額の決定要因に関する実証分析 
Empirical analysis of the determinants of Japan’s agricultural exports」 
作山 巧（明治大学） 
司会・コメンテーター 岩田伸人 （青山学院大学） 
「DX化がもたらす貿易・国際物流におけるロスプリベンションへの影響 
The Impact of DX on Loss-Prevention in Trade and International Logistics」 
樋口 洋平 （日発運輸） 
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司会・コメンテーター 河野公洋（岐阜聖徳学園大学） 
「新シルクロードの部分的輸送インフラ改善と陸上輸送競争力 
Improvement of Partial Transport Infrastructure and Competitiveness of Land Transportation on the 
New Silk Road」 
呉 逸良（日本大学） 
司会・コメンテーター 前野高章（日本大学） 
「新シルクロード沿線における内陸地域の経済発展に関する一考察 
－新疆ウイグル自治区と中央アジア諸国の貿易構造分析 
An Analysis of Trade Structure between Xinjiang Uyghur Autonomous Region and Central Asia for 
Economic Development」 
前野高章（日本大学）、安田知絵（日本大学） 
司会・コメンテーター 鈴井清巳（京都産業大学） 
新理事会 
 

 

1.東部部会 

2021年6月26日（土）オンライン 

報告① 司会： 三輪祥宏（明海大学教授） 

「MUFGのASEANリテール戦略－トランスナショナル経営の視点から－」 

中田茂希（日本大学大学院総合社会情報研究科） 

コメンテーター：花木正孝（近畿大学） 

講演 司会： 岩田伸人（青山学院大学教授） 

「米国の新政権と通商問題について（仮題）」 

山田良平氏（三井物産戦略研究所 国際情報部北米・中南米室室長） 

2022 年 3 月 12 日(土) オンライン 

報告① 「地方一次産品の輸出に関する一考察 －輸出スキーム構築に向けた問題点」 

宮野 泰(日本大学大学院)  

コメンテーター: 魚住 和宏 （神奈川大学） 

報告② 「化学企業における関税コンプライアンス活動と今後の展望」 

花澤 輝幸／山田 高広(旭化成)  

コメンテーター:宮﨑 千秋(神奈川大学) 

2.西部部会（九州、広島） 

2021年10月2日（土） 

報告① 司会 田代安彦（福岡大学） 

「国際貿易におけるルール形成について」 

永里賢治氏(兵庫県立大学)[ゲストスピーカー］ 

報告② 司会 男澤智治（九州国際大学） 

「日本貿易学会西部部会（九州）の回顧と研究」 

西 道彦（長崎県立大学名誉教授） 

報告③ 司会 男澤智治（九州国際大学） 

部会報告 
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「インターネット革命による貿易への影響」 

田代安彦（福岡大学） 

コメンテーター日野道啓（鹿児島大学） 

2022年2月19日（土）司会 李玲（広島市立大学）（アジア市場経済学会共催） 

報告①「地域振興と貿易の役割」  

内海芳宏（兵庫県地域再生アドバイザー） 

コメント： 石川和男氏（専修大学） 

報告②「為替の安定は、変動相場制に代わり GDP平価制で、世界経済の安定成長が軌道に乗る」 

神田善弘（広島修道大学名誉教授） 

コメント： 栗原理（広島大学） 

閉会挨拶  飯島高雄氏（アジア市場経済学会副会長、近畿大学） 

3.デジタル貿易研究部会座談会＋自由論題 

2021年5月22日 

開催場所 ： オンライン 

会長挨拶  

報告① 司会：高砂謙二（大阪経済法科大学） 

「海上・航空輸送が競合する貿易品目の特定と輸送モード選択要因の分析」渡邊壽大（石巻専修大学） 

コメンテーター：石川雅啓（日本貿易振興機構・貿易アドバイザー協会） 

報告② 司会：三輪祥宏  

「中米貿易戦争の行方」陳建安（中央大学） 

コメンテーター： 岸本寿生（富山大学） 

座談会  座長：岩田伸人 

2021年7月24日（土）座長：河野 

岩田会員から、デジタル貿易に係る交渉のその後、 

三輪祥宏会員からトラベル・テック【travel tech】、マーテック【MarTech】 、 

花木正孝会員からフィンテック【FinTech】で、 

加藤孝治会員からリテール・テック【retail tech】、フードテック【Foodtec】 

 
 

研究①『トランプ政権下の通商政策問題：新 NAFTA、韓米 FTA』代表 所 康弘（明治大学） 
研究②『国際商取引や電子商取引における実務や法制度に関する研究』代表 長沼 健（同志社大学） 
研究③『アセアン域内のグローバル・ロジスティクス』代表 石原伸志（神奈川大学） 
研究④『神戸港のポテンシャルと将来像』代表 内海芳宏 

研究①の終了を確認した。本年度１件採択  
研究テーマ：「制度的・文化的距離が財貿易に与える影響―貿易回復期における距離の役割―」 
渡邉 正（兵庫教育大学大学院学校教育研究科准教授） 
研究内容：自由貿易協定（FTA）や生産工程の分散立地（フラグメンテーション）・集中立地に着目

し、アジア経済の発展メカニズムを理論的・実証的に分析する。 
 
 

研究助成委報告 
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(1) 会員動静（2021.5.～2022.6.） 
新入会員（時系列、敬称略） 一般会員 西田明子 西田税理士事務所 
正会員  大脇 泉 デトロイトトーマツ  山田高広 旭化成㈱ 
 加藤 誠 長崎大学  森岡和博 AIBA理事 
 中野雅之 安全保障貿易センター  神田光雄 三菱電機㈱・AIBA 
 山口友規 関西学院大学大学院    山村 眞 みずほ銀・AIBA 
 赤平大寿 JETRO   蔵谷 学 AIBA 
 高橋文紀 明治大学商学部助教  原 奉宣 AIBA 
 再入会  清水栄治 AIBA 
   ヌルハイザルアザム 広島市立大学 
 金﨑賢希 日本大学国際関係学部   退会 前田啓一（大阪商業大学） 
変更届   木村 徹（物流・貿易研究所） 
 安田知絵 住所変更   関口直樹（東北大学大学院生） 
 山岡時生 所属変更    松井隆幸（愛媛大学） 
 宮崎千秋 所属変更  今井利絵（ハリウッド大学院大学） 
 松本 敬  →正会員  高橋伸二（函館大学） 
 花澤輝幸  →正会員  タンイックフー（愛知学院大学院） 
 山田高広  →正会員  芳賀 淳（AIBA） 
 トーホアン →客員会員 
(2） 研究助成 新規申請2023年3月31日締切 
(3) 学会誌・研究論文について 
①『日本貿易学会誌』 第59号 ISSN 2186-7569 2022年3月発行 

第60号締切は例年通り 2022年9月30日（当日消印有効（投稿票・原稿共メール添付可）） 
②『日本貿易学会研究論文』第11号 ISSN 2186-7577 2022年3月発行 WEB公開中 

「デジタル課税の問題とWTOルール」 
岩田伸人（青山学院大学） 
「Architectural or Paradigm-disruptive Innovation?:The Case of the Bow and Arrow, which Promoted 

GlobalisationKeiichiro」       
SUENAGA（Meiji University） 
「中国における輸出財高度化の決定要因分析―東北三省の製造業を中心に―」 
安田知絵（日本大学生産工学部）・羽田 翔（日本大学法学部）・陸 亦群（日本大学経済学部） 
「海外子会社の立地選択に関するエントロピー・モデル」 
曽我寛人（釧路公立大学） 
「AFTAが機械産業の貿易に与える効果―国・地域の所得階層別分類に着目して」 
渡邉 正（兵庫教育大学大学院） 
「MUFGのASEANリテール戦略―トランスナショナル経営の視点から」 
中田茂希（日本大学大学院総合社会情報研究科） 
「貿易・国際物流におけるロスプリベンション導入の為の具体的提言―インコタームズ規則との検
証」 
樋口洋平（日発運輸株式会社） 
「AEO制度の活用と効果」 
松本 敬・長谷川実也氏（日本関税協会） 
日本貿易学会研究論文 第12号 2023年3月発行 現在2論文公開 
随時受付・随時査読・随時公開   2023年1月末日到着分までを2023年3月末日公刊分とする。 

理事会・会員総会 議事録（抄）と お知らせ 
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(4) 国際交流 
韓国貿易学会（KTRA：Korea Trade Research Association）国際学術大会 
日程：2021年8月25日～27日  場所：済州島ラマダ プラザ チェジュ 
26日（木）16時10分 オンライン参加 
① 篠原敏彦、庄司真人、曽我寛人 
② 長沼健、高森桃太郎 
③ 宋俊憲            ３組 6 名の派遣   （海外からは全てオンライン参加） 

 2022年12月16日韓国貿易学会全国大会 於：ソウル  ３名（３組）派遣  公募 
(5) 学会賞募集 

    1.著書の部（単著、共著）、2.論文の部（単著、共著）とも 2022年1月1日～12月31日公刊のもの 
   締切は、2023年1月末日付 

（6）その他 
①学術著作権協会関係  2021年度 著作権使用料等分配金額   \108,085の雑収入 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ②専門部会公募 
 現在、３年目を迎えた「デジタル貿易研究部会」の他、新たに研究部会を募集します。 
 希望される分野、またご自身が部会長となって開催したい部会がありましたら、事務局宛にご連絡

下さい。例： SDGs、経済安全保障、ロジスティクスetc  
 
 
決算 「収入・収支 14.244.904円」 にて議決しました。また、監査報告がありました。 
事業計画が提案され、議決致しました。 

・尚、本年度は執行致しましたが、永年に渡り隔年で公刊して参りました「会員名簿」は、昨今の
個人情報保護の問題や外部への開示を名簿にてする必要が無くなった為、今後刊行しない事と決まり
ました。尚、会員諸氏には、別途パスワードを配布し、学会ホームページ上に会員専用ページにて、
会員名・ご所属の情報は公開します。 
・上記掲載の通り、①研究助成の公募、②学会賞公募、③学会誌公募、④研究論文公募、⑤研究報

告者公募のほか、⑥専門部会の公募を行う旨決定しました。 
 ・次回公刊の『日本貿易学会誌』は通巻第60号となります。還暦を迎える学会誌へのご投稿をお待ち
申し上げております。 

決算・事業計画・予算 
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・部会の公開上の境界について 
 富山・石川・静岡・愛知在住など境界上の方、また居住地、勤務地の関係上、ご希望とあれば会員

個々のご希望を尊重することは変更しませんが、当会としての公開情報として、下記の通り地域部会規
則改定を行いました。 
 
東部部会は原則として、石川、長野、静岡以東 
に存在する会員をもって組織する。 
西部部会は原則として、福井、岐阜、愛知以西 
に存在する会員をもって組織する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事務局からのお願い 

 
1. ご住所・メールアドレス・ご所属の変更など、各種変更のお届けをお願い致します。 

2. 部会などでの積極的な研究報告へのご登壇をお待ちしています。尚、口頭での研究報告
とそれに伴う研究論文の公刊は一対の研究業績です。研究論文の投稿もお待ち申し上げて
おります。 

3. 『学会誌』第 60 号の締切は例年通り、9 月末日です。 

4. 『研究論文』第 12 号の締切は 1 月末日まで受け付けます。（2 月以降のご投稿は、第 13
号にて掲載となります。） 
 

5. 日本貿易学会賞（以下、学会賞）への応募を 2023 年 1 月末まで受付いたします。貿易
に係わる学問の向上発展に資するような研究成果で、下記要項を御覧になられた本学会会
員より応募作を期限までにお寄せくださるよう、お待ち申し上げます。 
① 学会賞を申請または推薦をしようとする会員は、2022 年 1 月から 2022 年 12 月までに
刊行された著書、論文ならびに内容要約書（2000 字以内）を各 3 部、2023 年 1 月末日ま
でに学会賞選考委員会の指定先に提出しなければならない。 
② 学会賞は日本貿易学会賞と日本貿易学会奨励賞に分かれ、1 ．著書の部（単著、共著）
と 2 ．論文の部（単著、共著）が対象となる。 
 

6. 研究助成については、本年度は 2023 年 3 月 31 日締切（採否は全国大会時の理事会に
て）、決定です。特に若手会員の方、奮ってご応募下さい。 
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7. 満 70 歳を越えた会員の方について、シニア会員への変更をお考えの方は、郵便などで
はなく、メールや学会ホームページ上のお問い合わせページから受け付けております。 

 
8. 本年度の会費未納の方は、お振込みの程、宜しくお願い申し上げます。 

学会会費振込用の口座（ゆうちょ銀）の住所変更は7月行います。 
郵便振替口座 00100-9-513578 日本貿易学会 

他行から振込の場合 〇一九（ゼロイチキュウ）店 当座 0513578 
 
9.   学会ホームページ、Facebookページをご高覧下さい。 
    http://jaftab.org/     https://www.facebook.com/JAFTABacademy/ 
         
                               googleなどで検索して 

来訪して頂くと助かります。 
 
 

お問い合わせ他、office@jaftab.org   お問い合わせページをご利用ください。 
 
 

特記事項  

専門部会募集のお知らせ 

 地方部会の他、設立時より規程されております「専門部会」を一昨年「デジタル貿易研究部

会」として活動をしております。今回、新規に専門部会を開催されたい方を公募します。例と

して、貿易・国際金融関連、SDGs、経済安全保障、ロジスティクス、リスクマネジメントな

ど、ご提案がありましたら、事務局宛にご連絡下さい。お待ち申し上げております。 

 

 

第62回全国大会について 

2023年度は東部にて開催の予定です。現在、鋭意準備中です。詳細が決まり次第（8月以

降）ご連絡申し上げます。 

 

http://jaftab.org/
https://www.facebook.com/JAFTABacademy/
mailto:office@jaftab.org
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