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会長挨拶 

第６６回全国大会を終えて 

日本国際経済学会 会長 

田中 素香 

 

 第 66 回全国大会は早稲田大学において 10 月 7 日と 8 日に開催され、盛会のうちに終了いたしました。開催を担当され

た同大学の浦田理事をはじめ、関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。共通論題「アジア通貨危機 10 年の教訓と課題」に

おいては、10 年前の危機を振り返って再評価を行うとともに、当時とはかなり異なる東アジアの現状況が分析されました。

報告者、討論者、フロアを含めて、東アジア諸国の経常収支黒字、グローバル・インバランスの中の米ドルと人民元の問

題なども多面的に議論され、今後の新たな課題も意識化されたように思われました。 

 11 にのぼる分科会では、貿易理論、貿易・直接投資・国際金融の現状分析など、国際経済の多様な問題が討議されまし

た。アジア通貨危機、直接投資に関する分科会と日韓セッションに出席しましたが、インドネシア、韓国、台湾などにお

ける新しい展開、また日本企業の多国籍企業の新動向など、いずれも有意義な報告と討論を聞かせていただきました。 

日韓セッションでは、理論問題と韓国・アメリカ FTA の現状分析が報告・討論され、非常に有意義なセッションであっ

たと思います。懇親会の場では韓国国際経済学会の孫会長から日本・韓国 FTA の共同研究の提案が行われました。13 回の

日韓セッションの積み重ねを踏まえて大きな成果を刈り取る時期に入ったのかもしれないという印象を持ちました。12 月

には韓日セッションが韓国の慶北大学（大邱市）で開催され、日本側から 3 名の報告者と会長・副会長が出席する予定で

す（本ニューズレターの 5 頁に報告者の氏名と報告タイトルが示されています）。 

本学会の運営については、総会で皆様に報告しましたように、このままではやがて予算に赤字が生じかねないことが明

らかになりましたので、理事会の承認を得て検討委員会がスタートしました。学会のサービスの質を落とすことなく、長

期的に安定した運営を可能にする新しい予算制度を検討して参ります。会員の皆様のご支援をお願い申し上げる次第です。 

2007 年 10 月 23 日 
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平成 19 年度会員総会 議事録 

会員総会  (第 1 日) 
 

日時：10 月 7 日(日) 13：00～13：20 

場所：早稲田大学 14-201 号室 

議長：田中素香会長 

 

1. 平成 18(2006)年度事業報告について 

  中條誠一常任幹事(中央大学)より、以下の報告があった。 

（１） 第 65 回全国大会開催(2006 年 10 月 14～15 日 名古屋大学) 

（２） 機関紙『国際経済（第 64 回全国大会報告号）』第 57号発行（2006 年 10 月） 

（３） 機関紙 The International Economy、No.10 発行（2006 年 11 月） 

2. 平成 18(2006)年度決算案について【2007 年 9 月 20 日付け『日本国際経済学会ニュース』3ページ参照】 

  斉藤叫幹事（中央大学）より説明があり、承認された。 

3. 平成 18(2006)年度特別事業活動基金決算案について【2007 年 9月 20 日付け『日本国際経済学会ニュース』

3ページ参照】 

  斉藤叫幹事より説明があり、承認された。 

4. 平成 19(2007)年度事業案について 

  中條誠一常任幹事より、以下の説明があり、承認された。 

（１） 第 66 回全国大会開催（2007 年 10 月 7～8日 早稲田大学） 

（２） 機関紙『国際経済(日本国際経済学会研究年報)』第 58 号発行（10 月 2 日発行） 

（３） 機関紙 The International Economy、No.11 発行（10 月 2 日発行） 

5. 平成 19(2007)年度予算案について【2007 年 9 月 20 日付け『日本国際経済学会ニュース』4ページ参照】 

  斉藤叫幹事より説明があり、承認された。 

6. 平成 19(2007)年度特別事業活動基金予算案について【2007 年 9 月 20 日付け『日本国際経済学会ニュース

4ページ参照】 

  斉藤叫幹事より説明があり、承認された。 

7. 新入会員発表について 

2007 年 9 月 20 日付け『日本国際経済学会ニュース』記載の新入会員申込者名簿に記載ミスがあったため、

別途訂正済み名簿を配布したうえで、中條誠一常任幹事より、入会申込者 32 名の入会が理事会で承認さ

れたとの報告がなされた。【訂正済み新入会員名簿は、『日本国際経済学会ニュース』本号 5ページ参照】 

8. 日本国際経済学会小島清賞研究奨励賞および優秀論文賞の発表について【『日本国際経済学会ニュース』

本号 4ページ参照】 

  中條誠一常任幹事より、小島清賞各賞の受賞者が報告された。 

9. その他 

（１） 平成 20(2008)年度以降の予算編成方針の検討について 

中條誠一常任幹事より、本学会の財政事情は厳しい状況にあり、これまでの予算編成方針を続けると、平

成 21 年度には次年度繰越金がなくなり、赤字化が予想されるという報告がなされた。それを踏まえて、

平成 20 年度以降の予算編成方針を再検討するため、財務担当理事および幹事からなる検討委員会を設置

し、早急に対策を講じることになったとの報告がなされた。 

（２） 『会員名簿』のチェック作業について 

中條誠一常任幹事より、年 1 回発行している『会員名簿』は、本人の申し出がないと変更されないため、

かなりの記載ミスがあることから、可能な限り是正したいとの報告がなされた。具体的には、総会の場で

呼び掛けを行ったうえで、会員名簿担当理事によって、各支部分の名簿を原稿段階でチェックすること、

随時、住所不明会員リストを各支部役員会に提示し、チェックすることである。 
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会員総会  （第 2 日） 

日時：2007 年 8 日（月） 13：00～13：20 

場所：早稲田大学 14-201 号室 

議長：田中素香会長 

 

１．「日本国際経済学会小島清基金の運営｣内規の改正について【『日本国際経済学会ニュース』本号 4 ページ

参照】 

中條誠一常任幹事より、小島清基金の運営に当たって、基金の支出に関わる管理を本部事務局に移管し、

収支決算報告とその監査を行い、基金の収支を明確化するため、内規の関連項目の改正が提案され、理事

会で了承、決定されたとの報告がなされた。 

２．「役員・本部機構」内規の 1機関の役員数に関する検討委員会設置について 

中條誠一常任幹事より、「役員・本部機構」および「選出理事選考」内規で規定された 1 機関の役員数に

ついて検討するための委員会が設置され、桜井公人氏（立教大学）、岩本武和氏（京都大学）、栗原裕氏（愛

知大学）が委員として選出されたとの報告がなされた。 

ただし、検討の結果、規定の改正を行う場合でも、その規定の適用は次々回の理事選挙からということに

なった。 

３．第 67 回全国大会（2008 年）開催機関について 

中條誠一常任幹事より、第 67 回全国大会を 2008 年 10 月 11 日（土)・12 日(日)に、兵庫県立大学で開催

するとの報告がなされ、承認された。それを受けて、兵庫県立大学を代表し、実行委員長の江川育志氏に

代わり、岡本久之氏から挨拶がなされた。 

４．第 67 回全国大会プログラム委員長および委員の発表について 

中條誠一常任幹事より、第 67 回全国大会のプログラム委員長に岡本久之氏（兵庫県立大学）が任命され

たことが発表された。さらに、プログラム委員として、木村福成氏（慶応義塾大学）、石川城太氏（一橋

大学）、多和田眞氏（名古屋大学）、岩本武和氏（京都大学）、中西訓嗣氏（神戸大学）、勝悦子氏（明治大

学）が任命されたとの報告がなされた。 

５．新入会員（追加）の発表について 

前日に発表された 32 名の新入会員に加えて、新たに理事会で 1 名の新入会員が追加承認されたとの報告

が、中條誠一常任幹事よりなされた。 

６．その他 

（１） 韓国国際経済学会・日韓セッションでの報告者および報告テーマについて 

  中條誠一常任幹事より、2007 年度韓国国際経済学会の日韓セッションに派遣する報告者と報告テーマが

発表された。【『日本国際経済学会ニュース』本号 5ページ参照】 

（２） 理事選挙の開票マニュアルの作成について 

前回の理事選挙における開票ミスの再発を防止するため、開票作業のマニュアルを作成することが、中條

誠一常任幹事から報告された。同時に、そのための委員として、馬田啓一氏（杏林大学）、木村福成氏(慶

応義塾大学)、中條誠一氏（中央大学）が選出されたことも報告された。 

（３） 「ヘラルド朝日」への全国大会共通論題の掲載について 

中條誠一常任幹事より、次のような経過報告があった。朝日新聞国際部より本学会に対して、英文紙「ヘ

ラルド朝日」に国際経済に関する最新の研究成果を掲載してくれるようにとの依頼があったが、この件は

研究成果を世界に向けて発信する好機であるため、前向きに検討した結果、全国大会の共通論題での報告

を掲載することになったという内容である。 

（４） 『世界経済評論』への支部大会報告の掲載について 

支部大会の活性化と世界経済研究協会との協力関係の強化という観点から、支部大会での共通論題の報告

を『世界経済評論』に掲載することができるようになったとの報告が、中條誠一常任幹事からなされた。 
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2007 年度小島清賞各賞の決定と受賞について 

   去る 7月 14 日に、日本国際経済学会・小島清基金選考委員会が開催され、以下の会員の受賞が決定しまし

たので、報告します。 

１．研究奨励賞：古沢泰治先生（一橋大学） 

        多和田眞先生（名古屋大学） 

        若杉隆平先生（京都大学・慶応義塾大学） 

２．優秀論文賞：五百旗頭真吾先生（同志社大学） 

 また、先日早稲田大学で開催されました第 66 回全国大会の 2日目（10 月 8日）に、小島清先生もご参加さ

れ、研究奨励賞および優勝論文賞の授賞式が執り行われ、その後古沢泰治、多和田眞、若杉隆平先生の受賞記

念講演が行われました。 

 

 

「日本国際経済学会小島基金の運営」内規の改定 

 

   小島基金の支出に関する管理を本部事務局に移管し、収支決算および監査を行い、基金の資金管理を明確化

するため、内規が次の下線部分のように改正されました。 

     

（小島清基金の設置） 

1．小島清顧問の寄付に基づき，日本国際経済学会内に小島清基金（以下｢基金｣という．）を設置する． 

2．基金は，日本国際経済学会小島清賞を授与することおよび国際経済の研究に資する事業として必要と認めら

れたものを支援することを目的とする． 

3．日本国際経済学会内に小島清基金運営委員会を設置し，基金の運営にあたる．基金の管理は本部事務局にお

いて行う． 

（日本国際経済学会小島清賞） 

4．日本国際経済学会小島清賞は，日本国際経済学会小島清賞研究奨励賞および日本国際経済学会小島清賞優秀

論文賞とする． 

5．日本国際経済学会小島清賞研究奨励賞は，日本国際経済学会会員のうち国際経済に関する学術研究において

特に優れた業績を上げた者であって，さらなる研究の奨励に値する者に対して授与する． 

6．日本国際経済学会小島清賞優秀論文賞は，日本国際経済学会会員であって，日本国際経済学会機関誌に掲載

された論文のうち特に優れた論文の著者に対して授与する． 

7．受賞者には，賞状及び副賞を総会において授与する．副賞は，日本国際経済学会小島清賞研究奨励賞につい

ては 100 万円，日本国際経済学会小島清賞優秀論文賞 については 10 万円とする． 

8．日本国際経済学会小島清賞の選考は毎年行う． 

9．日本国際経済学会小島清賞の選考は小島清基金運営委員会が行う． 

（小島清基金運営委員会） 

10．小島清基金運営委員会は，日本国際経済学会小島清賞の選考その他基金による事業を実施する． 

11．小島清基金運営委員会の委員長は，直前の日本国際経済学会会長をもって充てる． 

12．委員は 6名とし，小島清顧問，日本国際経済学会会長および各支部役員会の意見を聴いて，委員長が任命す

る． 

13．委員長及び委員の任期は 2年とする． 

14．小島清基金運営委員会に事務局を置く．事務局長は委員のうち 1名を持って充て，委員長が委嘱する． 

15. 小島清基金会計の収支決算を本部事務局において毎年行い、会員総会の承認を得る． 

16. 小島清基金会計の監査は、日本国際経済学会の監事が担当する． 

17．その他基金による事業の実施に必要な事項は運営委員会が定める． 
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日本国際経済学会の対外活動について 
 

 日本・韓国国際経済学会学術交流協定に基づき、日本国際経済学会より韓国国際経済学会に派遣される予定

のメンバーおよび報告テーマは、以下の通りです。 

 

2007 年度韓国国際経済学会 冬季学術発表大会（2007 年 12 月 7日 慶北大学） 

 

会長：田中素香（中央大学） 

副会長：阿部顕三（大阪大学） 

 

報告者： 

 岩田伸人（青山学院大学）"Environment-oriented FTA between Japan and Mongolia" 

 唐澤幸雄（南山大学）"The Dynamics of International Trade with Variable Marginal Impatience" 

 大川昌幸（立命館大学）"The Optimal Tariff Policy and the Strategic Location Choice by Oligopoly Firms" 

（大川隆夫（立命館大学）、岡村誠（広島大学）、大川昌幸（立命館大学）） 

 

 

平成 19 年度新入会員名簿（訂正版） 
※個人情報保護のため削除いたしました。 

  

会員名簿の訂正・異動 
 

 ※個人情報保護のため削除いたしました。 
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本部・各支部事務所所在地 
 

 【本  部】 日本国際経済学会 本部事務局 

 〒192-0393 東京都八王子市東中野 742－1 

 中央大学経済学部 中條誠一研究室気付 

 Tel: 042-674-3362（中條研究室） Tel・Fax: 042-674-3341（林研究室） 

 E-mail: jsie-off@tamacc.chuo-u.ac.jp 

【関東支部】 日本国際経済学会 関東支部事務局 

〒192-8508 東京都八王子市宮下町 476 

杏林大学総合政策学部 西 孝研究室気付 

Tel: 042-691-0011 （代表） Fax: 042-691-5899 

E-mail: nishi@kyorin-u.ac.jp 

【中部支部】 日本国際経済学会 中部支部事務局 

〒464-8601 名古屋市千種区不老町 

名古屋大学経済学研究科 多和田眞研究室気付 

Tel & Fax: 052-789-2391 （研究室直通） 

E-mail: mtawada@soec.nagoya-u.ac.jp 

 【関西支部】日本国際経済学会 関西支部事務局 

〒558-8585 大阪市住吉区杉本 3-3-138 

大阪市立大学大学院創造都市研究科 中本悟研究室気付 

Tel: 06-6605-2494（研究室直通） Fax: 06-6605-3488（事務室） 

E-mail: nakamoto@gscc.osaka-cu.ac.jp 

研究会連絡担当 大阪市立大学大学院経営学研究科 高橋信弘研究室 

E-mail: nobuhiro@bus.osaka-cu.ac.jp 

【日本国際経済学会ホームページ】 http://www.soc.nii.ac.jp/jsie/ 

【学協会サポートセンター】 

〒231-0023 横浜市中区山下町 194-502 

Tel: 045-671-1525 Fax: 045-671-1935 

E-mail: scs@gakkyokai.jp 

 

 


