
国際商取引学会年報 2018　vol.20 163

2017年　国際商取引学会　第20回全国大会プログラム

2017年全国大会・西部部会・東部部会プログラム

第 20 回 全 国 大 会

第 １ 日

日時：2017 年11月11日（土）

会場：一橋大学国立東キャンパス

 

国際シンポジウム：「国際ビジネスの発展と仲裁制度」

ファシリテーター： 河村寛治（明治学院大学名誉教授・一般社団法人GBL研究所代表

理事）

進行：阿部博友（一橋大学教授）

⑴　Opening Statement「どんどん重くなる日本の国際仲裁手続－仲裁人としての経

験から─」谷口安平 （シンガポール国際商事裁判所判事・元世界貿易機関上級委

員・京都大学名誉教授・弁護士）

⑵　「ICC 国際仲裁裁判所の取り組みと日本への示唆」柏木 昇（東大名誉教授・中央

大学法科大学院フェロー）

⑶　「国際仲裁に関する政府の取組について」福永佳史（経済産業省貿易経済協力局

総務課課長補佐（政策企画委員））

⑷　「ICC 国際仲裁裁判所の取り組みと日本への示唆」小原淳見（長島・大野・常松

法律事務所、パートナー弁護士）

⑸　「THE GROWTH OF ARBITRATION IN SINGAPORE」Lawrence Teh（Senior 

Partner－Dentons Rodyk & Davidson LLP, SIAC パネル仲裁人、シンガポール海

事仲裁所 Promotion Committee Chairman）



164 国際商取引学会年報 2018　vol.20

2017年　国際商取引学会　第20回全国大会プログラム

第 ２ 日

日時：2017 年11月12日（日）

会場：一橋大学国立東キャンパス

第 1会場 第 2会場 第 3会場
座長 ブロックチェーンの諸

相（法・経済・政策）
久保田隆（早稲田大学・
教授）

国際商取引法の現代的
課題
阿部道明（中央大学・
教授）

国際商取引の実務・経
営・人材育成
平野英則（日本大学・
非常勤講師）

第 1報告
10：00－11：00

「ブロックチェーンの
概要と国際取引法」
久保田隆（早稲田大学
法学学術院・教授）

コメンテーター：田澤
元章（明治学院大学・
教授）

「 I n t e r n a t i o n a l 
Investment Mediation 

（国際投資調停）」
James Claxton （Kobe 
University School of 
Law, Professor）

コメンテーター：小倉 
隆（大成建設）

「国際経営における言
語戦略という概念」
高森桃太郎（関西学院
大学商学部・助教）

コメンテーター：長沼
鍵（同志社大学・准教
授）

第 2報告
11：15－12：15

「ブロックチェーンの
法と経済学」
木下信行（AFLACシニ
アアドバイザー、元日
本銀行・理事）

コメンテーター：渡邊
隆彦（専修大学・准教
授）

「擬似外国会社規制に
関する比較法的考察」
小野木尚（大阪経済法
科大学・准教授）

コメンテーター：高橋 
均 （獨協大学・教授）

「国際商取引の舞台で
活躍する法務人材育成
の課題－「国際商取引
リベラルアーツ研鑽」
に向けて－」
加藤照雄（加藤照雄外
国法事務弁護士事務
所・英国法弁護士）

コメンテーター：阿部
博友（一橋大学・教授）

第 3報告
13：30－14：30

「ブロックチェーンの
経済学的分析」
佐々木宏夫（早稲田大
学商学部・教授）

コメンテーター：渡邊
隆彦（専修大学・准教
授）

「英国における契約条
項（明示条項と黙示条
項）についての最近の
判例動向について」
杉浦保友（日本大学・
教授）

コメンテーター：阿部
博友（一橋大学・教授）

「輸出信用状でベトナ
ムから航空便にて第三
国の顧客へ出荷する際
に経験した航空運送状
での諸問題」
髙﨑登（マニー株式会
社）

コメンテーター：平野
英則（日本大学・非常
勤講師）
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第 4報告
14：45－15：45

「ブロックチェーンの
実務上の課題」
渡邊隆彦（専修大学・
准教授）

コメンテーター：久保
田隆（早稲田大学・教
授）

「第三世代のグローバ
ル契約法に向けて」
齋藤彰（神戸大学法学
研究科・教授）

コメンテーター：絹巻
康史（拓殖大学・名誉
教授）

「TSU－BPO取 引 活 用
による地域金融機関の
貿易金融高度化」
花木正孝（近畿大学経
営学部・准教授）

コメンテーター：佐藤
武男（グローブシップ
株式会社 兼 放送大学 
非常勤講師）

第 5報告
16：00－17：00

「ブロックチェーンの
政策的課題」
田澤元章（明治学院大
学・教授）

コメンテーター：久保
田隆（早稲田大学・教
授）

「競争請求と管轄合意」
西岡和晃（同志社大学
研究開発推進機構およ
び法学部・特別任用助
手）

コメンテーター：長田
真里（大阪大学・教授）

「我が国における会社
型投資信託（投資法人）
制度の推進について－
投資信託の輸出入促進
へ向けての提言－」
野村誠二（GAM証券投
資顧問株式会社）

コメンテーター：花木
正孝（近畿大学・准教
授）

閉会式 高杉 直　会長
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2017年　国際商取引学会　西部部会プログラム

西 部 部 会

日時：　2017年 4 月23日（日）

場所：　同志社大学（今出川校地）・良心館 1 階 107教室

第 1 部（13：30－15：10）

⑴　 「国際ビジネスにおける解釈の多様性：異文化間コミュニケーションの観点か

ら」藤尾美佐（東洋大学 経営学部・教授）

⑵　 「国際商取引における航空貨物の現状と課題」キム・サンスク（同志社大学 経

済学部・講師）

第 2 部（15：30－17：10）

⑶　 「国際訴訟競合と国際裁判管轄における特別事情」不破茂（愛媛大学 法文学部・

准教授）

⑷　 「ウィーン売買条約における危険の移転」小野木尚（大阪経済法科大学 法学部・

助教）



国際商取引学会年報 2018　vol.20 167

2017年　国際商取引学会　東部部会プログラム

東 部 部 会

日時：2017年 7 月15日（土）

場所：中央大学後楽園キャンパス

⑴　「韓国における信用状の現状と課題」姜鎮旭（慶星大学副教授）

⑵　 「いわゆる日本版司法取引について－国際ビジネスへの影響－」阿部博友（一

橋大学大学院法学研究科教授）

⑶　 「英国におけるDPAについて─Rolls-Royce事案の国際ビジネスへの影響」杉浦

保友（日本大学大学院法務研究科教授）

　　注： DPA：Deferred Prosecution Agreememt（贈賄などの企業不正事件処理に

ついての検察と企業との間の訴追延期合意）

⑷　 「定型取引条件の記号論的考察─規則と商慣習の乖離と矛盾─」亀田尚己（同

志社大学名誉教授）
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