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2013 年度比較経済体制学会第 53 回全国大会のご案内 
 

来る 6 月 1 日(土曜日)・2 日(日曜日)の二日間、

新潟大学五十嵐キャンパスにおいて、比較経済体

制学会第 53 回全国大会が開催されます。今次全

国大会は、本学会の記念すべき 50 周年記念の一

環として開催するものであり、プログラム委員会

のご尽力により大変興味深いプログラムを組む

ことができたと自負しております。会員の皆様に

おかれましては、ぜひとも奮ってご参加ください

ますよう、お願い申しあげます。 

 大会特設 Web サイトは以下の通りです。 
 

 

http://www3.u-toyama.ac.jp/cfes/horie/jaces-Niigata2013/Program.html 

 

 

報告要旨・報告論文も順次掲載されますので、

どうぞご覧ください。報告要旨・報告論文の閲覧

には、パスワードが必要です。パスワードは＜

+++++＞（すべて半角小文字）です。大会組織委

員会・大会事務局スタッフの負担軽減のため報告

論文・報告要旨の事前配布は今回も行いません。

恐れ入りますが、印刷は参加者各自でお願いいた

します。 
なお、近日、プログラムとともに、大会出欠確

認のための返信用葉書が皆様のお手元に届きま

す。プログラムをご確認のうえ、5 月 15 日（水曜

日）までにご投函いただきますようお願い申し上

げます。大会準備、弁当・懇親会の手配などのた

め、期日までの投函にご協力ください。 

皆様多数のご参加を心待ちにしております。 

 
 

 
 

 

 

NNEEWWSSLLEETTTTEERR  
比較経済体制学会 

No.44 April 2013 
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５月３１日（金）
16:30-18:00 幹事会　　（会場：新潟大学駅南キャンパスときめいと/講義室B）

プログラム

６月１日（土） 大会第１日目

9:00～ 開場・会場受付　（人文社会教育科学系棟（人社棟）3階　D340教室前）

9:30-9:55 開会式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（会場：人社棟3階　D340教室）

司会： 杉浦史和 （学会事務局・帝京大学）

開催校挨拶： 菅原陽心 （新潟大学人文社会教育科学系・学系長）

                  道上真有・大会組織委員長 （新潟大学）

開会の辞： 久保庭真彰・代表幹事 （一橋大学）

10:00-11:35 共通論題　「比較経済への歴史的・メタ分析的・空間的アプローチ」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(会場：人社棟3階　D340教室）

趣旨説明： 久保庭真彰・プログラム委員長 （一橋大学）

共通論題1　「歴史的接近」(1)
座長： 田畑伸一郎 （北海道大学）

報告1：栖原学 （日本大学）

　　　　　「ソ連工業生産指数の推計とその含意」
報告2：中村靖 （横浜国立大学）

　　　　　「ソ連経済発展の貨幣的側面」
報告3：上垣彰 （西南学院大学）・ 杉浦史和 （帝京大学）

　　　　　「社会主義破綻の経済論理：体系的レビュー」

11:35-12:30 昼食　（弁当配布）

12:30-14:00 共通論題1　「歴史的接近」(2)　　　　          　(会場：人社棟3階　D340教室）

座長： 田畑伸一郎 （北海道大学）

討論者： 酒井正三郎 （中央大学）

2013年度比較経済体制学会　　第53回全国大会

共通論題　「比較経済への歴史的・メタ分析的・空間的アプローチ」

2013年6月1日（土）・2日（日）

会場：新潟大学・五十嵐キャンパス

人文社会教育科学系棟（人社棟）

大会事務局：　〒950-2181新潟市西区五十嵐2の町8050　　新潟大学経済学部　道上真有

（研究室） Tel & Fax: 025-262-6518 　e-mail: michigami (at mark) econ.niigata-u.ac.jp

大会プログラム委員会　　委員長： 久保庭真彰・代表幹事 （一橋大学）

同委員： 中村靖 （横浜国立大学）、木崎翠 （横浜国立大学）、雲和広 （一橋大学）、

 道上真有 （新潟大学）

大会組織委員会　　委員長： 道上真有　（新潟大学）

同委員： 新井洋史 （ERINA)、朱永浩 （ERINA)、堀江典生 （富山大学）、岩﨑一郎 （一橋大学）
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14:00-15:30 会員総会　/　役員選挙　　（会場：人社棟3階　D340教室）

15:30-15:45 コーヒーブレーク

15:45-17:45 共通論題2　「メタ分析的接近」                 　(会場：人社棟3階　D340教室）

座長：　鈴木拓 （帝京大学）

報告1： 溝端佐登史 （京都大学）・ 堀江典生 （富山大学）

　　「市場経済移行と経路依存性」
報告2： 岩﨑一郎 （一橋大学）・ 徳永昌弘  (関西大学)
　　「外国資本と体制転換：直接投資の決定要因と経済効果のメタ分析」

討論者： 堀林巧 （金沢大学）、菅沼桂子 （日本大学）

18:00-18:30 大会会場から懇親会会場へバス移動

18:30-20:30 懇親会　　　　（会場：新潟駅南口ﾁｻﾝﾎﾃﾙ&ｺﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ新潟  4階「湯沢の間」)

６月２日（日） 大会第２日目
9:30～ 開場・会場受付

10:00-12:00 共通論題3　「空間的接近」　　　　           　(会場：人社棟3階　D340教室）

座長： 田畑伸一郎 （北海道大学）、 鈴木拓 （帝京大学）

報告1： 岡本信広 （大東文化大学）

    「中国とアジアの経済統合：国際産業連関モデルからのアプローチ」

報告2： 朱永浩 （環日本海経済研究所(ERINA))
    「中国東北地域と北東アジア経済協力」

討論者： 植村博恭 （横浜国立大学）

　　　　　  新井洋史 （環日本海経済研究所(ERINA))

12:00-13:00 昼食(弁当配布）　/　新旧幹事会　（人社棟2階　第1会議室（予定））

13:00-14:30 自由論題A　（自由論題Bと並行開催）　　　　(会場：人社棟3階　D340教室）

司会： 松澤祐介 （西武文理大）

報告1： Sultonov Mirzosaid （神戸大学・院）　　　　　　（英語による報告）

  "The Macroeconomic Impact of Migrant Remittances: Case of Tajikistan"
報告2： 吉井昌彦 （神戸大学）

   "Serbian and Croatian Export Competitiveness: A Comparative View"

討論者： カン・ビクトリヤ （帝京大学）、小山洋司 （新潟大学・名誉）

13:00-14:30 自由論題B　（自由論題Aと並行開催）　　　　　(会場：人社棟3階　B331教室）

司会： 久保庭真彰 （一橋大学）

報告1： 地田徹朗 （北海道大学スラブ研究センター）  
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　「アラル海救済の現代史―対策の遅れとその要因」

報告2： 阿部新 （山口大学）

　「中古品貿易と資源循環政策に関する経済学的考察」

討論者： 徳永昌弘 （関西大）、中谷勇介 （西武文理大）

14:30-14:45 コーヒーブレーク

14:45-16:15 自由論題C　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(会場：人社棟3階　D340教室）

司会： 白石麻保 （北九州市立大学）

報告1： 穆尭芋 （環日本海経済研究所(ERINA)）
　　「中国の地域発展戦略の施行における地方政府の行動比較

　　　　　　　　　　　　　　　　　　－広西チワン族自治区と吉林省を中心に」
報告2： 柳学洙 （一橋大学・院）

　　「朝鮮民主主義人民共和国における連合企業所の結成と地理的分布」

討論者： 横川和穂 （神奈川大学）、藤原克美 （大阪大学）

16:15 閉会

16:15-18:15 編集委員会　　　（会場：人社棟3階　　A棟パブリックマネジメント指導室）  
 
 

大会当日の昼食について 

 

お弁当の事前予約を承ります。校内では、コンビニ

（ローソン）が 7 時～22 時で営業、第 2 学生食堂が土

曜日 11 時～14 時のみ営業しています。大学周辺に

は各種コンビニや飲食店もございます。詳しくは大会

案内および大会案内に掲載致します大学周辺の飲

食店マップをご参照ください。日曜日が定休日のお

店や、部活の学生で混雑している場合もありますの

で、お弁当のご予約をお勧めいたします。 

 

 

新潟大学五十嵐キャンパスへのアクセス 

 

(http://www.niigata-u.ac.jp/top/access_ikarashi.html) 

新潟大学五十嵐キャンパスへは、 

新潟駅から路線バス（新潟交通）か JR 越後線でのア

クセスになります。 

 

 バス：新潟駅万代口バスターミナル「７番のり

ば」から「西小針経由、新潟大学行き」、「（西

小針・新潟大学経由）内野営業所行き」に乗

車、「新潟大学正門（新大正門）」バス停下車、

所要約 45 分、片道 460 円 

 電車：新潟駅から JR 越後線「内野・吉田・柏

崎」方面行き乗車、「新潟大学前駅」下車、所

要約 20 分、片道 230 円、さらに新潟大学前駅

から五十嵐キャンパス会場まで徒歩約 15 分

（徒歩ルートは大会案内をご覧ください）。 
 

詳しくは大会案内をご覧ください。
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ご宿泊について 

 

 アクセスの至便性から、新潟駅前周辺（万代口およ

び南口）の宿泊施設のご宿泊をご検討ください。 

ご参考「楽天トラベル 新潟駅周辺ホテル」 

（http://travel.rakuten.co.jp/yado/traffic/niigata/） 
 

 

新潟大学五十嵐キャンパス・キャンパスマップ 

(http://www.niigata-u.ac.jp/top/ikarashi_map.html) 

会場は（H1）人文社会教育科学系棟です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＊新潟大学五十嵐キャンパス内は全面禁煙です。 

喫煙スペースはございません。大会開催中キャンパス外で喫煙される方は、周辺環境のご迷惑にならないように

お願いいたします。 

 

 
 

2013 年秋期大会のお知らせ 
 

2013 年秋期大会は日本大学生物資源科学部（藤

沢キャンパス）で開催することになりました。11 月 9

日を予定しております。大会組織委員長は菅沼桂子

会員です。詳細につきましては追ってご連絡差し上

げます。 

（事務局） 
 

 
 

 

 

 
 

 

S5:大学図書館 

図書館の向かい

が大会会場です 新大正門バス停 

大会会場への

徒歩ルート 

 

H1:人文社会教育 

科学系棟（大会会場） 

W3: 第 2 食堂  

（土）11 時～14 時のみ営業 

W8:  ローソン 

7 時～22 時 / 毎日営業 
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事務局だより 
 

2013 年度全国大会のご案内を致します．プログラ

ム委員会等の皆様のお陰で 2013 年度は，本会設立

50 周年となる節目に相応しい魅力溢れるものとなりま

した．奮って御参加下さい．  

事務局担当の一人である雲が在外研究に出ること

となり，皆様方にはご迷惑をおかけしております．何

卒ご寛恕のほどをお願い申し上げます．そしてご協

力に深謝致します次第です． 
 

（事務局） 
  

 

 

ニューズレターNO.44 発行                                         
2013 年 4 月 22 日 

 

比較経済体制学会事務局 
 

帝京大学経済学部 杉浦史和 

E-mail：fsugiura(at mark)main.teikyo-u.ac.jp 
 

一橋大学経済研究所 雲和広 
雲への緊急のご連絡・郵便でのご連絡は下記にお願い致します． 

日本時間での午後 4 時 30 分以降の電話が最も迅速・確実です． 
Wolfson College/School of Interdisciplinary Area Studies, University of Oxford 

65 Victoria Road, Summertown, Oxford OX2 7QG United Kingdom 
Phone: +44-(0)793-129-1659 

E-mail: kumo (at mark) ier.hit-u.ac.jp 
 

 

 


