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2014 年度比較経済体制学会第 54 回全国大会のご案内 

 

来る 6 月 7 日(土曜日)・8 日(日曜日)の二日間、山口大学吉田キャンパスにおいて、比較経済体制学会第 54

回全国大会が開催されます。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://ds0n.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~a_abe/jaces2014/ 

 

なお、比較経済体制学会のホームページにリンクを貼っております。 

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届きます。プログラムをご確認のうえ、

後日送付されます返信用葉書を期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。

 

 山口宇部空港等からの移動について http://www.yamaguchiube-airport.jp/mapaccess/access.html 

 

NNEEWWSSLLEETTTTEERR  
比較経済体制学会 
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 大会会場へのアクセス 

http://www.yamaguchi-u.ac.jp/info/13/616.html 

山口大学吉田キャンパスは山口市内にあります。

最寄駅は JR 山口線の湯田温泉駅です。飛行機であ

れば山口宇部空港、JR 新幹線であれば新山口駅か

ら在来線、バス等で乗り継ぐことになります。湯田温

泉駅からは徒歩では 20 分程度かかります。バス停

は湯田温泉駅近くに山口大学行（湯田温泉駅入口）

があります。詳しくは大会案内、ホームページをご参

照ください。 

 

 会場 

 山口大学の正面玄関から道なりに 300 メートルほ

どのところに教育学部の玄関があります。そこで受

付を済ませてから会場にお入りください。会場は教

育学部の講義棟（11 番教室、21 番教室）で行います。

なお、喫煙場所は大会会場付近に 3 か所ございます。

当日係員にお問い合わせください（ホームページに

も掲載します）。 

 

 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、学生食

堂（ボーノ）が土曜日 10 時～14 時のみ営業していま

す。大学周辺にはカレー店、コンビニ、ドラッグストア、

スーパーはあります。詳しくは大会案内をご参考くだ

さい。 

 

 懇親会 

 6 月 7 日（土）18:30～20:30 

 懇親会会場：ホテル松政 2F（山口県湯田温泉

3-5-8  http://www.matsumasa.jp/）、入浴可 

 大会会場から借上げバスにて懇親会場へ移

動することを予定しております。 

 会費：5,000 円（予定） 

 

 宿泊 

湯田温泉街（JR 湯田温泉駅周辺）が山口大学か

ら最も近い宿泊地です。懇親会は湯田温泉街（ホテ

ル松政）で行います。新山口駅前周辺には安価なビ

ジネスホテルがいくつかあります。詳しくは大会案内、

ホームページをご覧ください。 

ご参考「楽天トラベル 山口県・駅周辺ホテル」 

http://travel.rakuten.co.jp/yado/traffic/yamaguchi/ 

 

 

 

 

 

 

 湯田温泉駅からの徒歩ルート（山口大学ホー

ムページより抜粋）詳しくは大会案内参照

http://www.yamaguchi-u.ac.jp/info/13/61

6.html 
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●山口大学吉田キャンパス・マップ（http://www.yamaguchi-u.ac.jp/info/13/68.html） 

 

 

 

会場 

（講義棟）

学生食堂ボーノ 

湯田温泉方面 

受付 

（教育学部正面玄関） 

バス停（JR バス）

正面玄関

バス停（防長バス） 
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６月６日（金）
16:00-18:00 幹事会　　（会場：東横イン会議室（新山口駅前））

６月７日（土） 大会第１日目

9:00～ 開場・会場受付　（教育学部A棟1階）

9:30-9:55 開会式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（会場：教育学部C棟1階　11番教室）
司会： 杉浦史和 （プログラム委員・帝京大学）
開催校挨拶：  岡村康夫（山口大学教育学部長）
                  阿部新・大会組織委員長 （山口大学）
開会の辞： 田畑理一・代表幹事 （大阪経済法科大学）

10:00-11:35

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（会場：教育学部講義棟1階　11番教室）
趣旨説明： 田畑理一・プログラム委員長 （大阪経済法科大学）

共通論題1　「ロシア、ソ連、中央アジア」
座長： 田畑伸一郎 （北海道大学）

報告1：上垣彰 （西南学院大学）
　　　　　「ロシアのケース」
報告2：日臺健雄 （埼玉学園大学）　
　　　　　「ソ連・ロシアのケース」
報告3： 樋渡雅人 （北海道大学）
　　　　　「ウズベキスタンのケース」

11:35-12:30 昼食　（弁当配布）

共通論題　「ロシア，中央アジア，中国のポリティカル・エコノミー－『国家資本主義（権威
主義を含む）』をめぐって－」

大会プログラム委員会　　委員長： 田畑理一・代表幹事 （大阪経済法科大学）
同委員： 杉浦史和 （帝京大学）、田畑伸一郎 （北海道大学）、丸川知雄 （東京大学）

 阿部新 （山口大学）
大会組織委員会　　委員長： 阿部新　（山口大学）

同委員： 小出秀雄（西南学院大学）、道上真有（新潟大学）
 菅沼桂子（日本大学）、中谷勇介（西武文理大学）

大会事務局：　〒753-8513 山口県山口市吉田1677-1　山口大学教育学部　阿部新

（研究室） Tel & Fax: 083-933-5321　e-mail: a_abe@yamaguchi-u.ac.jp

共通論題は報告30分、コメント10分、リプライ10分を原則とします。
自由論題は報告20分、コメント10分、リプライ5分を原則とします。

大会プログラム

2014年度比較経済体制学会　　第54回全国大会

共通論題　「ロシア，中央アジア，中国のポリティカル・エコノミー－『国家資本主義
（権威主義を含む）』をめぐって－」

2014年6月7日（土）・8日（日）
会場：山口大学教育学部・吉田キャンパス  
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12:30-14：00 共通論題2　「中国」　　　　　（会場：教育学部講義棟1階　11番教室）
座長： 田畑伸一郎 （北海道大学）

報告4： 丸川知雄 （東京大学）
　　「中国のケース」
報告5： 梶谷懐 （神戸大学）
　　「「法の支配」なき資本主義は持続可能か－中国「国家資本主義」の検討－」

14：00－14：15 コーヒーブレーク

14:15－16：15 共通論題３　全体討論

討論者： 溝端佐登史 （京都大学）、岡本信広 （大東文化大学）、山田鋭夫（名古屋大学）

14：15－14：30 コーヒーブレーク

16:30-18:00 招待講演　　　　　（会場：教育学部講義棟1階　11番教室）
招待講演者紹介及び司会：岩﨑一郎 （一橋大学）

報告： Jan Hanousek (Center for Economic Research and Graduate Education and
Economics Institute - CERGE-EI)　（英語による報告）
  ”Tax Evasion Dynamics in Transition Economies: Kuznets Curve Hypothesis”

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：ホテル松政)

６月８日（日） 大会第２日目

9:30～ 開場・会場受付

10:00-11：30 自由論題A　　　　　　（会場：教育学部講義棟1階　11番教室）
司会： 雲和広 （一橋大学）

報告1： 鈴木拓 （帝京大学）
「急進主義 対 漸進主義　- 移行経済研究の体系的レビュー」
報告2： 徳永昌弘 （関西大学）
「中東欧諸国の体制移行と環境問題：体系的レビュー」

討論者：  中村靖 （横浜国立大学） 

11:30-12:30 昼食(弁当配布）　

12:30-14：30 研究奨励賞表彰式・会員総会　　　　（会場：教育学部講義棟1階　11番教室）

14:30-14:45 コーヒーブレーク
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14:45-16:15 自由論題B　（自由論題Cと並行開催）　　　（会場：教育学部講義棟1階　11番教室）
司会：  栖原学　（日本大学）

報告1： 志田仁完 （一橋大学）
　　「不足経済における家計の貯蓄行動：ソ連構成共和国の実証分析」
報告2： 塩谷昌史 （東北大学）
「帝政ロシアにおける統治構造の卓越性と限界について―統治手段として
の統計の観点から―」

討論者： 野部公一 （専修大学）

14:45-17：00 自由論題C　　（自由論題Bと並行開催）　　（会場：教育学部講義棟2階　21番教室）
司会：  加藤志津子（明治大学）

報告1： 田中宏 （立命館大学）
　「ハンガリー経済の危機と国家化：それは何を意味するのか？」
報告2： 松澤祐介 （西武文理大学）
　「世界金融危機後の中東欧諸国の金融政策」
報告3：岩崎一郎（一橋大学）・菅沼桂子（日本大学）
「ロシアへの外国直接投資と地域経済成長」

討論者：  池本修一 （日本大学）　,TBA

17:00 閉会

17：00-19：00 編集委員会　　　（会場：C棟3階　第3会議室）

 

 

 

 

 

 

 

大会プログラムの更新について 

 

  大会ウェブサイトにて大会プログラムが随時更新

されます。学会メーリングリストでも更新情報をご連

絡いたしますので、会員の皆様におかれましては大

会ウェブサイトの更新にご留意ください。 

（事務局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The Japan Association for Comparative Economic Studies                      No.47 April 2014 

 7

 

 

 

2014 年秋期大会のお知らせ 

 

2014 年秋期大会は西武文理大学で開催す

ることになりました。10 月 25 日を予定しており

ます。大会組織委員長は松澤祐介会員です。

詳細につきましては追ってご連絡差し上げま

す。 

                 

（事務局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局だより 

 

2014 年度全国大会のご案内を致します。ニューズ

レターでのご案内が遅れましたが、プログラム委員

会等の皆様のお陰で2014年度も素晴らしいプログラ

ム内容となりました。これから随時、大会ウェブサイト

にてプログラムの更新がなされますので、学会メーリ

ングリスト等を通じて更新情報を会員の皆様にご連

絡差し上げます。会員の皆様におかれましては、大

会ウェブサイト、学会メーリングリストの情報にご留

意くださり、大会に奮って御参加下さい。大会案内も

この後、発送されますので、出欠葉書の投函に御協

力のほど、またアクセスや宿泊先等の詳細について

もご参照ください。 

 

（事務局） 
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