
経鷲会 30 年の歩み 
2018 年 11 ⽉ 17 ⽇（⼟） 

１．経鷲会創⽴ 30 年記念講演「経鷲会 30 年の歩み」1988 年〜2018 年 

講師：柳本信⼀郎（63 年経商）  
経鷲会設⽴準備委員⻑・経鷲会第 3 期副会⻑・経鷲会第 4 期会⻑ 

２．上智⼤学経済学部 創⽴ 75 周年記念⾏事開催までの経緯  

・⺟校と経済学部の創⽴ 
       1913 年（⼤正 2 年）⺟校創⽴と同時に創⽴された 3 学部の⼀つ、経済学部の 

前⾝、商学科が開設された 
・75 周年記念⾏事の教授会承認 

       1988 年（昭和 63 年）、経済学部は創⽴ 75 周年を迎えるに当たり、4 ⽉の教授 
（議⻑内野学部⻑）で、75 周年記念⾏事の開催が決定された 

・卒業⽣への協⼒依頼   
        この決定を受け、内野学部⻑は卒業⽣の協⼒が必要と考え、⺟校 OB である 

品⽥豊治名誉教授を介し、本多義⼈⽒（36）に協⼒要請がなされた    
・実⾏委員会の結成 

       昭和 36 年卒有志が中⼼となり、ゼミ OB 会や同期会等に協⼒を呼び掛けた  
実⾏委員会が結成され、三好登⽒（36）を委員⻑に選出された 会合を重ね 
10 ⽉ 22 ⽇にシンポジウムと祝賀会を開催することを決定 

・創⽴ 75 周年記念⾏事の開催 
        1988 年 10 ⽉ 22 ⽇、シンポジウムと祝賀会が、10 号館⼤講堂に約 800 名の同窓⽣や⼤学関係教職

員と現役学⽣が参席する中で開催された。 

３．経済学部創⽴ 75 周年記念⾏事 シンポジウム 1988 年 10 ⽉ 22 ⽇ 

・内野達郎学部⻑が提⽰した基本テーマ  
     “現在から 21 世紀初頭にかけての時代は⼀⼤変⾰期にあり 「時代は変わる、 

世界は変わる、⽇本も変わる、その中でこれまでの⽇本型企業経営も⼤きく 
変わらざるを得ない」“ 

  パネラー：4 名の著名パネリスト＋本学教授＋同窓先輩 
     第⼀ セッション 「転機に⽴つ⽇本型企業経営」  
        司会 坂本康実教授      
             

 パネラー   
* 上野英之⽒（38）⽇本能率協会チーフコンサルタント 

               * James.C.アベグレン本学教授 ボストン・コンサルティング⽇本⽀社⻑ 
        第⼆セッション  「2000 年の⽇本経済と世界」  
      司会 内野達郎学部⻑（元経済企画庁内国調査課課⻑。経済⽩書づくりに参加） 
           パネラー  



  * ⾹⻄泰⽒（こうさいゆたか）⽇本経済研究センター理事⻑・第 7 代 
政府税制調査会会⻑ 

         * 諸橋晋六⽒（22）三菱商事社⻑・ソフィア会会⻑ 
         * 原⽥和明⽒ 三和総合研究所専務取締役 

４．第⼀セッション「転機に⽴つ⽇本型企業経営」  

    パネラー：上野英之⽒（38）⽇本能率協会チーフ・コンサルタント   
「海外進出の⽇本企業の半分から 2/3 は失敗」 
「海外戦略展開のため、⼈材育成が特に重視されている。グローバル化の黎明期である」 
「⾃国の⽂化や相⼿国の歴史を知り、しっかりした世界観を持つ⼈を養成する」 
パネラー：James.C.アベグレン本学教授 ボストン・コンサルティング⽇本⽀社⻑  

    「⽇本企業の経営⼿法を終⾝雇⽤制と年功序列と分析 財務政策への脱却が必要、 
          ⽇本企業の低利益率、配当性向の低さを指摘」 
    「経営者の⽬標の違い ⽶国：①利益率、②株価、③市場占拠率  
               ⽇本：①市場占拠率、②利益率、③新製品開発」 
    「これからの数年間、⽇本企業による海外直接投資は⾮常な伸び⽅をする」 

「取締役会に外国の重役を⼊れ、外国の株主も受け⼊れなければならなくなる」 
「⽇本企業の個性化と国際化は摩擦という外圧を受け、⾃⼰破壊の過程を経なければ容易に進まない」 

５．シンポジウム 第⼀セッション 1988 年 10 ⽉ 22 ⽇ 

第⼀セッションの纏め  

   司会：坂本康実教授 
   「現在海外に派遣される⼈材は 30 万⼈ 将来 100 万⼈,毎年 10 万⼈ずつ海外へ送り 

出す必要がある」 
   「それに対応する⼤学の⼈材教育を充実させることが急務である」 
   「昭和 30 年代、40 年代、⽇本型経営はダメだと⾃分に⾔い聞かせながら、いつの間にか世界の模範的な⾯

を備えるようになった」 
   「いずれは極めて国際的でグローバル化した企業経営になって⾏くのであろう」 

第⼆セッション 

   司会：内野達郎学部⻑の問題提起 
   「現在は 21 世紀への助⾛期間 東⻄デタントは円滑にいくか 国際通貨⾦融情勢は 

安定するか」 

６．シンポジウム 第⼆セッション 1988 年 10 ⽉ 22 ⽇ 

   「2000 年の⽇本経済と世界」    
   パネラー：⾹⻄泰⽒（こうさいゆたか） ⽇本経済研究センター理事⻑・第 7 代 

政府税制調査会会⻑ 
  「社会主義社会はペレストロイカ、解放体制に向かって動き、世界中で規制緩和が 

⾏われ、⾃由な経済が復活しつつある」 
  「その中で⽇本と東アジアが最も素晴らしい成⻑を遂げつつある」 



   「インフレと累積債務は今⽇のラテンアメリカを類推するが、社会主義国にも類似の問題が出てくる」 
  「拡⼤ EC の動きや東アジアの新たな興隆についても、ブロック化論や保護主義論が唱えられているが、単

純で⼼情的なブロック化論に組することは許されない」 
  「⽶国も EC も⾃分だけの発展を考える訳にはいかない より⾃由で、より開放的な、冷戦を克服した、新

しい世界を築く展望が⽣まれるのではないか ⽇本は持てる経済を⼤いに発揮するべきではないか」 

７．シンポジウム  

第⼆セッション 1988 年 10 ⽉ 22 ⽇ 
パネラー：諸橋晋六⽒（22）三菱商事社⻑・ソフィア会会⻑ 

  「⽶国は双⼦の⾚字を抱え、ペレストロイカのソ連は⾐⾷住など⺠⽣重視に置き換えるなど⽶ソ両国は構造
的問題を抱え、現在の⼒は相対的に落ちている 世界経済はデフレ傾向に動き、この⼆⼤国の中で⽇本は
どう⾏動し、どうゆう影響を持ちうるか」 

  「EC は、2000 年までには相当がっちりした構築されるであろうと思われる 最終的に通貨統合を⽬指す動
きがある」 

  「中国は、20 世紀末までに農業と⼯業の⽣産⼒を 1980 年の 4 倍に拡⼤しようという、どえらい⼤きな夢を
掲げている。それを達成する資本も外貨も不⾜している」 

パネラー：原⽥和明⽒ 三和総合研究所専務取締役  
「世界経済のアキレス腱は①原油価格、②累積債務、③⽶国の財政と貿易の双⼦の⾚字」 
「ドルは基軸通貨の条件を失いながら、基軸通貨のポジションにある そこに世界の最⼤の不安定要因があ

る」  
 

８．第⼆セッションの纏め 緒⽥原絹⼀教授 

   「これだけ貿易⿊字額が⼤幅な⽇本が、あれだけ貿易⾚字学の⼤きな⽶国に⽐較しても、 
    輸⼊制限品⽬が⼤きいために、⽇本の通商政策が攻撃的すぎるという外国からの⾮難を強めている」  
   「経済と軍事の関係で⾔えば、⽇本は GNP の 1％分を安全保障にあてる他に、1％相当の国際平和ファンド

を設け、活⽤しながら世界に貢献することを、真剣に考えるべきだ」 
   「世界の⼈類の⻑い歴史を考えると、夫々の経済社会や国⺠⽣活に、⻑所もあれば短所もある。戦後リーダ

ーの役割を果たしてきた⽶国経済の⼒不⾜を、⽇本はカバーしたり、サポートする⽴場にあるだけでなく、
欧⽶がやり残した世界の政治と経済そして⽂明的課題を解きほぐすよう求められている」 

９．上智⼤学経済学部 創⽴ 75 周年記念⾏事 祝賀会 1988 年 10 ⽉ 22 ⽇ 18 時〜  

司会：総合司会の秋元征紘⽒（43）が開会宣⾔ 
     本多義⼈（36）、堀井侃（36）、⽯井直美（56）諸⽒による司会で進⾏ 

経緯：内野達郎学部⻑が 75 周年記念事業計画が策定されるまでの経緯説明          「これから 21
世紀にかけて経済学部が⼤学の発展の最前線に⽴つ時代がやってくる」 

   祝辞：諸橋晋六⽒(22)、⼟⽥学⻑、澄⽥智⽇銀総裁、斎藤⽃志⼆衆議院議員、渡辺三和銀⾏頭取等    
   発声: ⻘⼭⾼志⽒（7）の発声 会津若松の宮森久治⽒(29）の寄贈による栄泉酒造の 

2 ⽃樽 2 個で鏡割り 
校歌： グリークラブ OB で「学⽣歌」の作曲者平野浩⽒（33）の指揮で⾼唱 
動議： 中島貞夫⽒（30）・⼤河原伸介⽒（42）両⽒より、上智⼤学経済学部同窓会設⽴の動議が出され、満

場⼀致の賛同を得た 



10． 経鷲会設⽴の経緯 1989 年 11 ⽉ 4 ⽇ 

設⽴準備委員会の結成 
    75 周年記念⾏事で同窓会の設⽴が提案された事に基づき、75 周年記念⾏事実⾏ 

委員会を核とする拡⼤設⽴準備員会が結成され、柳本信⼀郎（38）が設⽴準備 
委員⻑に選出された。  

設⽴総会開催 
       １９８９年 11 ⽉ 4 ⽇、10 号館にて 500 ⼈の卒業⽣と⼤学教職員が列席し、設⽴総会が開催された  

設⽴の経緯と趣旨説明 
      柳本準備委員⻑から設⽴の趣旨と経緯が説明なされた 

初代会⻑の指名推薦と承認 
       設⽴⼤会冒頭の挨拶で、最⻑⽼の上智学院評議員⻘⼭⾼志⽒（7）が、新しい組織の⼈事として伍堂光雄

⽒を初代会⻑に推薦する動議を出し、承認された 
満場⼀致で経鷲会設⽴ 

    伍堂議⻑が出席者に、経鷲会の設⽴を諮った結果、満場⼀致で承認された。 以後伍堂光雄会⻑は 10 年
間にわたって経鷲会の⼟台を築いた 

11. 経鷲会の創⽴総会 

第⼀部 創⽴総会 1989 年 11 ⽉ 4 ⽇ 於 10 号館講堂 
  ・発起⼈代表による経済学部同窓会設⽴の発議（主旨説明） 
  ・議⻑団選出 
 ・議題 

① 会則案の承認 
② 事業計画案の承認 
③ 予算案の承認 
④ 役員の選出 

  ・経済学部同窓会会⻑挨拶 

12．経鷲会組織 

  ① 会員：     経済学部卒業⽣、同学部教員を構成員とする 
  ② 代議員会：    卒業年次別代議員（学年当たり 8 名以内）で構成する 

③ 最⾼議決機関：    代議員会を同窓会の最⾼議決機関とする 
④ 役員会： 
⑤ 役員の名称及び⼈員： 
⑥ 代表顧問： 

  ⑦ 運営費：       設⽴特別基⾦（75 周年記念⾏事剰余⾦から寄贈を受ける） 

13．経鷲会設⽴⽬的 事業内容  

本会は上智⼤学経済学部卒業⽣、教員を中⼼に相互の交流と結束を強めお互いの向上を図ると同時に、経
済学部の発展に寄与する 

  事業内容 
① 会員相互の交流を図る（経済学部教員を含む） 



② 経済学部と共同、⼜は単独で講演会、シンポジウムなどの開催 
    ③その他 ⽬的達成に必要な事項 

14．経鷲会創⽴総会 第⼆部記念講演会・第三部祝賀会  

第⼀部 創⽴総会 於 10 号館講堂 
第⼆部 記念講演会 協賛 経済学部 

      ゲストスピーカー : グレゴリー・クラーク上智⼤学教授 
     テーマ 「⽇本の経済と⽇本の⽂化」 

第三部  祝賀会  
挨拶：経鷲会会⻑ 伍堂光雄⽒、ソフィア会会⻑ 諸橋晋六⽒、佐藤眞⼀経済学部⻑ 

    祝辞：上智学院理事⻑ クラウス・ルーメル⽒、学⻑ ⼟⽥将雄⽒ 
  乾杯：元ソフィア会会⻑・上智学院評議員 渡辺慎介⽒ 

15．経鷲会歴代会⻑・副会⻑ 

  歴代会⻑   会⻑     副会⻑   
  初代  伍堂光雄  川野克美 

第⼆代   川野克美  本多義⼈ 
第三代   本多義⼈  柳本信⼀郎 
第四代   柳本信⼀郎     ⼾川宏⼀ 
第五代   ⼾川宏⼀  秋元征紘 
第六代   三⽊眞弘  上原隆⼀  
第七代   上原隆⼀  ⽥村隆、伊達万壽夫、⾓井亮⼀ 
第⼋代   ⽥村 隆  伊達万寿夫、⼾川清、⾓井亮⼀、 

                        福⽥順⼦、三輪⼀夫 

16．75 周年以降の歴代経済学部⻑（代表顧問） 

経済/経営学科⻑（経鷲会顧問） 
学部⻑    経済学科⻑ / 経営学科⻑ / ⼤学院（敬称略）   
内野達郎  兼光秀郎 / 河崎瓊⼆、岩⽥規久男/河崎瓊⼆、 

 津野義道/菊井⾼昭  
佐藤眞⼀   津野義道 / 上条哲男     濱⽥寿⼀/⽥中利⾒ 
兼光秀郎   濱⽥寿⼀ / ⻫藤 進 
上条哲夫   ⼭崎福寿 / 上妻義直  
⽥中利⾒  漆 博雄  / 杉本徹雄  

（1993 年 ⽂科省認定 2 単位 産業論講座開始） 
濱⽥寿⼀   R．ﾀﾞｳﾆｲ  / 荒⽊ 勉 
上妻義直  ⻤頭 宏  / ⼭⽥幸三 
杉本徹雄   上⼭隆⼤ / ⼩林順治  /   

⼤学院経済学研究科委員⻑ ⼭崎福寿 
⼭⽥幸三（2009 年） ⽵⽥陽介 /  網倉久永  /   

⼤学院経済学研究科委員⻑ 菊井⾼昭 
上⼭隆⼤  ⻘⽊ 研 / ⽵之内秀⾏ /   



⼤学院経済学研究科委員⻑ 網倉久永 
⼭⽥幸三  ⽇引 聡 / ⻄澤 茂    /   

⼤学院経済学研究科委員⻑ ⽵⽥陽介 
⼭⽥幸三  川⻄ 諭 / 新井範⼦    /   

⼤学院経済学研究科委員⻑ ⻘⽊ 研 
⻘⽊ 研  蓬⽥守弘 / ⽯井昌宏   /    

⼤学院経済学研究科委員⻑ ⻄澤 茂 

17．記念講演会 1989 年 11 ⽉ 4 ⽇〜 

第１回 グレゴリー・クラーク⽒ 1989 年 11 ⽉ 4 ⽇ （設⽴総会） 
       【⽇本の経済と⽇本の⽂化】 

第２回 澄⽥ 智⽒（元⽇銀総裁） 
       【⽇銀総裁５年間の回想と国際協調について】 

第３回 細川護煕⽒（38）前熊本県知事 （元総理⼤⾂）  
       【これからの⽇本をどうするか】 

第４回 ｱﾙﾌｫﾝｽ･ﾃﾞ-ｹﾝ⽒（本学⽂学部教授） 
       【⽣と死を考える】 【ユ−モアについて】 

18．記念講演会  

   第５回 創⽴８０周年記念パネルデイスカッシヨン  
      テーマ 【バブル後の⽇本経済の⾒通し】 −我が業界からの展望− 
      司会：濱⽥寿⼀⽒（経済学科⻑） 
       ﾊﾟﾈﾗ-：飯芝正美⽒、ダン・ハリス⽒、三⽊眞弘⽒（46)、福⽥順⼦⽒、 

和泉法夫⽒ 
   第６回 シンポジウム テ−マ 【アジアの中の⽇本の役割】 
     司会：濱⽥寿⼀⽒（経済学部⻑）  
     ﾊﾟﾈﾗ-：⻄川⻯彦⽒（３３）、堀井 侃⽒（３６）、野⽥喜⽂⽒（４７⽂社）、 

佐藤百合⽒（昭５６外英） 
    第７回 ⽯倉洋⼦⽒(⻘⼭学院⼤学国際経済学部教授)  
          【インタ−ネットが拓く情報社会】 

19．記念講演会  

第８回 細川佳代⼦（41 ⽂英） 
       【細川家の歴史とスペシャルオリンピックのお話】 

第９回 シンポジウム テ−マ「⾦融はどうなる」 
      司会：川野克美(33 経経) 
        ﾊﾟﾈﾗ-：三⽊眞弘⽒(46 経経)、北出⾼⼀郎⽒(46 経経)、 

ｴﾘｯｸ・ｳﾙﾅ-⽒(56 国際)   
第 10 回 野⽥聖⼦（58 外⽐ 元郵政⼤⾂）   

       【今だから話す⽇本通信事業あれこれ！】 
第 11 回 濱⽥寿⼀経済学部⻑  

       【発展途上国の経済】 



20．記念講演会 2001 年 11 ⽉〜  

第１２回  上妻義直経済学部⻑ 
              【⽇本経済の今後 −会計制度変更の意味するところ】     
        ⼭崎友宏（３６経経）モリソン法律事務所 【ニュ−ヨ−ク最新情報｝ 

第１３回 伊地知重孝（３８法法） 元世界銀⾏上級職員） 2002 年１１⽉ 
       【オックスフォ−ド⼤学と世界銀⾏、そしてアフガニスタン】 
       吉川達夫（５９法法） ｱｯﾌﾟﾙｺﾝﾋﾟｭ-ﾀ㈱法務本部⻑  
       【アメリカから⾒た⽇本】 

21．記念講演会 2003 年 11 ⽉〜  

第１４回 蟹瀬令⼦（５０⽂英）：The Body Shop Japan 社⻑。２００３年１１⽉ 
         【転機の乗り切り⽅、チャンスの⽣かし⽅、Yes, I can からのスタート】 

第１５回 Benjamin Fulford：FORBES 誌アジア太平洋局⻑。2004 年 
         【⽇本政府とヤクザと経済問題】。 

第１６回 成瀬⾏弘（４３経） 三井⽣命保険専務取締役 2005 年 11 ⽉ 12 ⽇（⼟）  
          【⽣命保険と私達の⽣活】   
  第 1７回 阿部修平⽒（53 経営）スパークスグループ㈱代表取締役社⻑ 
          【⽇本の⾦融市場における起業価値創造と経営者の役割】    

22．記念講演会 2008 年 11 ⽉ 15 ⽇〜 

  第 18 回 記念シンポジウム 2008 年 11 ⽉ 15 ⽇  
       基調講演 ⽯澤良昭学⻑  
          【21 世紀のソフィア・ミッション ： カンボジャにおける⼈材育成】 
        パネリスト蟹瀬誠⼀（明治⼤学国際⽇本学部学部⻑） 
  第 19 回 ⼤坂靖彦⽒（４３経経） ㈱ビツグエス代表取締役 2011 年９⽉ 30 ⽇（⾦）    
          【蛻変（ぜいへん）の経営】 副題・・・⼈⽣設計と経営戦略  
  第 20 回 2015 年 城⻄国際⼤学教授 福⽥順⼦⽒ 
          【⼈材をつなぐ〜PC 解体を通じて⼦供たちに資源の有限性・５R を伝える】 

23．経鷲会の業績と影響 

 ① ⼤学の要請に応え産業論特別講義に講師を派遣 ⽂科省認定 2 単位授業（1993 年〜） 
② 全学部を対象とするソフィア経済⼈倶楽部（SBC）の設⽴ 会員数約 600 名 
③ ⼤学への寄付⾦累計￥6,153,399 円、銘板に掲載 今年も 50 万円寄付 
④ 研究奨励⾦の導⼊ 毎年成績優秀者５名に１０万円 
⑤ 各種イベント：就職相談会、ワインセミナー、ワイナリーツアー等 
⑥ ⼥⼦部の創設 
⑦ 機関紙エコノミアンの創刊から維持 回を重ね現在は Vol.54 
⑧ 他学部 OB 会発⾜への影響 (法学部、理⼯学部等) 

 ⑨ 経鷲会で成功を収めた企画がソフィア会の⾏事へと発展した 
    例） ゴルフ⼤会、囲碁⼤会 

 



24．経鷲会のあゆみ 

  ⽇本⼈が、どれほど才能があり、 
知性に富み、鋭敏であるかを 
あなた⽅に知ってもらいたい 

ー フランシスコ・ザビエル ー 
 

“ソフィアンの⼼に灯したい 101 の⾔葉“より 
 

ご清聴ありがとうございました 
 

 
        
   
 
 


