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歴代会長　一覧
日本経済学会

氏　　　名 所　属（職名） 期　　　間
○中　山　伊知郎 一橋大学 自　１９６９年４月　１日

至　１９７０年３月３１日
○安　井　琢　磨 大阪大学 自　１９７０年４月　１日

至　１９７１年３月３１日
○青　山　秀　夫 京都大学 自　１９７１年４月　１日

至　１９７２年３月３１日
○熊　谷　尚　夫 大阪大学 自　１９７２年４月　１日

至　１９７３年３月３１日
篠　原　三代平 成蹊大学 自　１９７３年４月　１日

一橋大学名誉教授 至　１９７４年３月３１日
○荒　　　憲治郎 一橋大学 自　１９７４年４月　１日

至　１９７５年３月３１日
大　石　泰　彦 東京大学 自　１９７５年４月　１日

至　１９７６年３月３１日
福　岡　正　夫 慶應義塾大学 自　１９７６年４月　１日

至　１９７７年３月３１日
○馬　場　正　雄 京都大学 自　１９７７年４月　１日

至　１９７８年３月３１日
○二階堂　副　包 一橋大学 自　１９７８年４月　１日

至　１９７９年３月３１日
○置　塩　信　雄 神戸大学 自　１９７９年４月　１日

至　１９８０年３月３１日
○稲　田　献　一 大阪大学 自　１９８０年４月　１日

至　１９８１年３月３１日
宮　沢　健　一 一橋大学 自　１９８１年４月　１日

至　１９８２年３月３１日
○内　田　忠　夫 東京大学 自　１９８２年４月　１日

至　１９８３年３月３１日
小　宮　隆太郎 東京大学 自　１９８３年４月　１日

至　１９８４年３月３１日
辻　村　江太郎 慶應義塾大学 自　１９８４年４月　１日

至　１９８５年３月３１日
根　岸　　　隆 東京大学 自　１９８５年４月　１日

至　１９８６年３月３１日
藤　野　正三郎 一橋大学 自　１９８６年４月　１日

至　１９８７年３月３１日
○建　元　正　弘 帝塚山大学 自　１９８７年４月　１日

至　１９８８年３月３１日
新　開　陽　一 大阪大学 自　１９８８年４月　１日

至　１９８９年３月３１日
宇　沢　弘　文 新潟大学 自　１９８９年４月　１日

東京大学名誉教授 至　１９９０年３月３１日
森　口　親　司 大阪大学 自　１９９０年４月　１日

至　１９９１年３月３１日
斎　藤　光　雄 帝塚山大学 自　１９９１年４月　１日

至　１９９２年３月３１日
天　野　明  弘 神戸大学 自　１９９２年４月　１日

至　１９９３年３月３１日
○上　河　泰　男 長崎県立大学 自　１９９３年４月　１日

至　１９９４年３月３１日
浜　田　宏　一 イェール大学 自　１９９４年４月　１日

至　１９９５年３月３１日
青　木　昌　彦 スタンフォード大学 自　１９９５年４月　１日

至　１９９６年３月３１日
貝　塚　啓　明 中央大学 自　１９９６年４月　１日

至　１９９７年３月３１日
畠　中　道　雄 帝塚山大学 自　１９９７年４月　１日

至　１９９８年３月３１日
大　山　道　広 慶應義塾大学教授 自　１９９８年４月　１日

至　１９９９年３月３１日
鈴　村　興太郎 一橋大学教授 自　１９９９年４月　１日

至　２０００年３月３１日
西　村　和　雄 京都大学教授 自　２０００年４月　１日

至　２００１年３月３１日
奥　野　正　寛 東京大学教授 自　２００１年４月　１日

至　２００２年３月３１日
吉　川　　　洋 東京大学教授 自　２００２年４月　１日

至　２００３年３月３１日
八　田　達　夫 東京大学教授 自　２００３年４月　１日

至　２００４年３月３１日
伊 藤 隆 敏 東京大学教授 自　２００４年４月　１日

至　２００５年３月３１日
橘 木 俊 詔 京都大学教授 自　２００５年４月１日

至　２００６年３月３１日
森 棟 公 夫 京都大学教授 自　２００６年４月１日

至　２００７年３月３１日
猪 木 武 徳 国際日本文化研究センター 自　２００７年４月１日

教授 至　２００８年３月３１日
矢 野　　誠 京都大学教授 自　２００８年４月１日

至　２００９年３月３１日
藤田昌久 甲南大学教授 自　２００９年４月１日

至　２０１０年３月３１日

○は物故者



日本経済学会
歴代常任理事 歴代監査

（任期：１９６９年４月１日～１９７２年３月３１日）

置塩信雄 小宮隆太郎 篠原三代平 辻村江太郎
畠中道雄 馬場正雄 藤野正三郎

（任期：１９７２年４月１日～１９７５年３月３１日）

天野明弘 飯田経夫 稲田献一 内田忠夫
西川俊作 藤野正三郎 宮沢健一

（任期：１９７５年４月１日～１９７８年３月３１日）

上野裕也 木村吉男 倉林義正 斎藤謹造
塩野谷祐一 西川俊作 森口親司

（任期：１９７８年４月１日～１９８１年３月３１日）

木村吉男 倉林義正 斎藤光雄 時子山和彦
新飯田宏 村上泰亮 森口親司

（任期：１９８１年４月１日～１９８４年３月３１日）

天野明弘 大山道広 小野旭 久我清
浜田宏一（1982年
度から根岸隆に交

時子山和彦 水野正一

（任期：１９８４年４月１日～１９８７年３月３１日） （任期：１９８５年９月２３日～１９８７年３月３１日）

足立英之 石弘光
根岸隆（会長就任の
ため1984年度総会
で貝塚啓明に交代）

川又邦雄 岩田暁一 水野正一

新開陽一 鈴村興太郎 山田浩之

（任期：１９８７年４月１日～１９９０年３月３１日） （任期：１９８７年４月１日～１９９０年３月３１日）

堀内昭義（1988年4
月から大橋勇雄）

奥野正寛 黒田昌裕 豊田利久 岩田暁一 飯田経夫

中谷巌 野口悠紀雄 森口親司

（任期：１９９０年４月１日～１９９３年３月３１日） （任期：１９９０年４月１日～１９９３年３月３１日）

石川経夫 猪木武徳
大橋勇雄（1991年よ
り今井晴雄に交代）

長名寛明 貝塚啓明 森一夫

岸本哲也 西村和雄 山崎昭

（任期：１９９３年４月１日～１９９６年３月３１日） （任期：１９９３年４月１日～１９９６年３月３１日）

伊藤元重 大山道広 鈴村興太郎 豊田利久 新飯田宏 早川弘晃
本間正明 森棟公夫 吉川洋

（任期：１９９６年４月１日～１９９９年３月３１日） （任期：１９９６年４月１日～１９９９年３月３１日）

池尾和人 橘木俊詔 西村和雄 八田達夫 石弘光 本間正明
細江守紀 矢野誠 吉川洋

（任期：１９９９年４月１日～２００２年３月３１日） （任期：１９９９年４月１日～２００２年３月３１日）

有賀健 岡田章 金本良嗣 岸本哲也 山崎昭 細江守紀
本多佑三 山本拓 吉野直行

（任期：２００２年４月１日～２００５年３月３１日） （任期：２００２年４月１日～２００５年３月３１日）

伊藤隆敏 猪木武徳 西村清彦 樋口美雄 大橋勇雄 伴金美
藤田昌久 三野和雄
常任理事待遇： 福田慎一 柴田章久

（任期：２００５年４月１日～２００８年３月３１日） （任期：２００５年４月１日～２００８年３月３１日）

井堀利宏 大川昌幸 太田誠 小野善康 大塚啓二郎 平山健二郎

齊藤誠
下村耕嗣（和雄）
（2007年2月24日
逝去）

機関誌：神谷和也　　ＨＰ：柴田章久
※福田慎一は２００３年４月１日～２００７年３月３１日まで
※柴田章久は２００４年１２月頃から

（任期：２００８年４月１日～２０１１年３月３１日） （任期：２００８年４月１日～２０１１年３月３１日）

石川城太 梶井厚志
清野一治（2009年6
月29日逝去）

福田慎一 鳥居昭夫 丸山雅祥

二神孝一 宮尾龍蔵
機関誌：神谷和也　　ＨＰ：柴田章久



日本経済学会
歴代理事

（任期：１９６９年４月１日～１９７２年３月３１日）
青山秀夫 荒憲治郎 伊東正則 稲田献一 内田忠夫 大石泰彦
太田明二 岡崎不二男 置塩信雄 柏崎利之輔 川口弘 北野熊喜男
北村由之 久保田明光 熊谷尚夫 栗村雄吉 古瀬大六 小宮隆太郎
塩野谷九十九 篠原三代平 末永隆甫 建元正弘 伊達邦春 千種義人
筑井甚吉 辻村江太郎 豊倉三子雄 中山伊知郎 芳賀半次郎 畠中道雄
馬場正雄 早川泰正 林治一 福岡正夫 藤野正三郎 水野正一
水谷一雄 宮崎義一 安井琢磨 山田雄三

（任期：１９７２年４月１日～１９７５年３月３１日）
天野明弘 飯田経夫 市村真一 伊東正則 稲田献一 上野裕也
宇沢弘文 内田忠夫 太田明二 岡崎不二男 置塩信雄 尾崎巌
柏崎利之輔 川口弘 北村由之 栗村雄吉 古瀬大六 塩野谷祐一
島野卓爾 新開陽一 伊達邦春 辻村江太郎 豊倉三子雄 中島哲人
中村嘉吉 新野幸次郎 西川俊作 根岸隆 芳賀半次郎 馬場正雄
早川泰正 速水佑次郎 藤野正三郎 松坂兵三郎 水谷一雄 水野正一
宮崎義一 宮沢健一 和田貞夫 渡部経彦

（任期：１９７５年４月１日～１９７８年３月３１日）
麻田四郎 天野明弘 飯田経夫 市村真一 稲毛満春 今井賢一
上河泰男 上野裕也 大谷竜造 大槻幹郎 大和瀬達二 尾崎巌
金森恒利 金子敬生 木村吉男 倉林義正 小林好宏 小宮隆太郎
斎藤謹造 斎藤光雄 塩野谷祐一 島野卓爾 新開陽一 鈴木光男
武野秀樹 建元正弘 田村泰夫 中島哲人 新飯田宏 新野幸次郎
西川俊作 根岸隆 速水佑次郎 福岡正夫 福地崇生 宮沢健一
村上泰亮 森口親司 森本好則 安場保吉 和田貞夫

（任期：１９７８年４月１日～１９８１年３月３１日）
青木昌彦 麻田四郎 安部一成 伊東光晴 伊藤史朗 稲毛満春
稲田献一 今井賢一 上河泰男 大熊一郎 太田明二 大谷竜造
大槻幹郎 岡本哲治 置塩信雄 奥口孝二 小野旭 金子敬生
兼光秀郎 木村吉男 久我清 倉林義正 小林好宏 小宮隆太郎
斎藤光雄 杉浦一平 武野秀樹 建元正弘 伊達邦春 田村泰夫
辻村江太郎 時子山和彦 新飯田宏 浜田宏一 福地崇生 藤野正三郎
水野正一 村上泰亮 森口親司 安井修二 安場保吉

（任期：１９８１年４月１日～１９８４年３月３１日）
青木昌彦 足立英之 厚見博 安部一成 天野明弘 飯田経夫
石弘光 伊東光晴 大熊一郎 太田明二 大山道広 岡本哲治
奥口孝二 小野旭 貝塚啓明 兼光秀郎 川口弘 久我清
小泉進 佐和隆光 塩野谷祐一 白井孝昌 新開陽一 杉浦一平
伊達邦春 時子山和彦 新野幸次郎 西川俊作 根岸隆 芳賀半次郎
浜田宏一 速水佑次郎 藤井栄一 水野正一 村田安雄 森田成美
安井修二 山崎良也 山田浩之 和田貞夫

（任期：１９８４年４月１日～１９８７年３月３１日）
足立英之 厚見博 天野明弘 飯田経夫 石弘光 岩田規久男
上河泰男 上野裕也 大槻幹郎 奥野信宏 奥野正寛 大山道広
貝塚啓明 川又邦雄 小泉進 小林好宏 坂下昇 佐和隆光



塩野谷祐一 篠崎敏雄 新開陽一 鈴木光男 鈴村興太郎 武野秀樹
鴇田忠彦 豊田利久 新飯田宏 西川俊作 根岸隆 林敏彦
福地崇生 堀元 村上泰亮 村田安雄 森口親司 森田成美
森本好則 山崎良也 山田浩之 和田貞夫

（任期：１９８７年４月１日～１９９０年３月３１日）
青木昌彦 安部一成 石川経夫 今井賢一 上河泰男 大槻幹郎
大橋勇雄 奥野信宏 奥野正寛 鬼塚雄丞 小野旭 加藤寛孝
鴨池治 川又邦雄 岸本哲也 木村吉男 黒田昌裕 小池和男
小林好宏 斎藤光雄 酒井泰弘 坂下昇 篠崎敏雄 鈴木克彦
鈴村興太郎 武野秀樹 伊達邦春 豊田利久 中谷巌 新飯田宏
西村和雄 野口悠紀雄 浜田宏一 浜田文雄 林敏彦 堀内昭義
本多佑三 水野正一 森口親司 森棟公夫 森本好則

（任期：１９９０年４月１日～１９９３年３月３１日）
青木昌彦 浅子和美 足立英之 天野明弘 石井安憲 石川経夫
伊藤隆敏 伊藤元重 猪木武徳 今井晴雄 太田誠 大山道広
奥口孝二 長名寛明 鴨池治 岸本哲也 木下宗七 木村吉男
酒井泰弘 篠原総一 島田晴雄 白井孝昌 須田美矢子 中谷巌
西村和雄 野口悠紀雄 浜田宏一 藤本喬雄 堀元 堀内昭義
本間正明 武藤恭彦 村田安雄 村松久良光 森田成美 安井修二
藪下史郎 山崎昭 山崎良也 山田浩之 吉野直行

（任期：１９９３年４月１日～１９９６年３月３１日）
浅子和美 足立英之 伊藤隆敏 伊藤元重 井原健雄 入谷純
太田誠 大谷順彦 大橋勇雄 大山道広 奥口孝二 奥野信宏
奥野正寛 金本良嗣 加納悟 刈屋武昭 川又邦雄 坂下昇
篠原総一 白井孝昌 鈴村興太郎 須田美矢子 瀬岡吉彦 橘木俊詔
佃良彦 辻正次 豊田利久 林敏彦 藤本喬雄 細江守紀
堀元 本間正明 村田安雄 森棟公夫 安井修二 藪下史郎
山崎昭 山崎良也 吉川洋 吉野直行

（任期：１９９６年４月１日～１９９９年３月３１日）
池尾和人 石井安憲 石川経夫 井原健雄 井堀利宏 内田和男
大谷順彦 大橋勇雄 奥野信宏 奥野正寛 金子守 加納悟
鴨池治 刈屋武昭 川又邦雄 岸本哲也 清野一治 久我清
黒田昌裕 坂下昇 島野卓爾 鈴木克彦 鈴村興太郎 橘木俊詔
中馬宏之 時政勗 豊田利久 中山幹夫 西村和雄 畠中道雄
八田達夫 林敏彦 伴金美 細江守紀 本多佑三 前川功一
宮本良成 村松久良光 森棟公夫 矢野誠 山本拓 吉川洋

（任期：１９９９年４月１日～２００２年３月３１日）
浅子和美 足立英之 有賀健 池尾和人 伊藤隆敏 伊藤元重
猪木武徳 井堀利宏 内田和男 大住圭介 岡田章 金子守
金本良嗣 鴨池治 岸本哲也 清野一治 酒井泰弘 柴田弘文
鈴木克彦 須田美矢子 駿河輝和 惣宇利紀男 多和田眞 中馬宏之
西村和雄 西村清彦 八田達夫 樋口美雄 堀元 本多佑三
前川功一 三土修平 三野和雄 宮本良成 矢野誠 藪下史郎
山本拓 吉野直行 若杉隆平 和合肇



（任期：２００２年４月１日～２００５年３月３１日）
浅子和美 足立英之 石井安憲 板谷淳一 伊藤隆敏 伊藤元重
猪木武徳 井原健雄 江崎光男 大川昌幸 大住圭介 太田誠
大竹文雄 大塚啓二郎 小野善康 金本良嗣 齊藤誠 酒井泰弘
坂下昇 佐々木公明 駿河輝和 瀬古美喜 惣宇利紀男 橘木俊詔
多和田眞 出井文男 時政勗 西村清彦 樋口美雄 藤田昌久
細江守紀 堀元 三野和雄 宮越龍義 森誠 森棟公夫
八木匡 藪下史郎 吉野直行 若杉隆平

（任期：２００５年４月１日～２００８年３月３１日）
池尾和人 石井安憲 板谷淳一 伊藤秀史 井堀利宏 入谷純
岩田規久男 内田滋 大川昌幸 太田誠 大竹文雄 奥野信宏
奥村隆平 小野善康 清野一治 国友直人 齊藤誠 佐々木公明
里見常吉 柴田章久 下村和雄 瀬古美喜 土井教之 中嶋哲也
春名章二 福田慎一 藤田昌久 細江守紀 本多佑三 前川功一
宮尾龍蔵 宮越龍義 森誠 森棟公夫 八木匡 矢野誠
山崎福寿 山本拓 吉田あつし 渡部敏明

（任期：２００８年４月１日～２０１１年３月３１日）
秋葉弘哉 浅子和美 浅田統一郎 安部由起子 池尾和人 石川城太
入谷純 岩本康志 内田滋 大住圭介 大塚啓二郎 小川英治
小川一夫 小川光 奥村隆平 梶井厚志 金子守 清野一治
倉澤資成 新海哲哉 清家篤 多和田眞 出井文男 土井教之
中嶋哲也 成生達彦 春名章二 樋口美雄 福田慎一 二神孝一
堀敬一 本多佑三 宮尾龍蔵 宮川努 武藤滋夫 文世一
藪内繁己 山崎福寿 吉田あつし
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