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日　程：2013 年 6 月 29 日（土）・30 日（日）

会　場：�明治大学　駿河台キャンパス
　　　　　　 リバティタワー



分科会名 第１分科会　　 第２分科会　　

会　場 １０８６教室 １０８７教室

座　長 秋山　憲治（神奈川大学） 太田　幸治（愛知大学）

10:00 ～
11:00

報告者 第１報告　柯　　麗華（静岡産業大学） 第１報告　王　　玉蘭（広島修道大学）

テーマ 中国における外資小売企業の
展開に関する考察 中国家電製品の国内販売ネットワーク

司　会 竹内　慶司（高千穂大学） 服部　健治（中央大学）

コメンテータ 村松　潤一（広島大学） 寺尾　邦彦（貿易アドバイザー協会）

11:00 ～
12:00

報告者 第２報告　石井　栄司　　　　　　
　　　　（（株）AG コンサルティング）

第２報告　下野　寿子（北九州市立大学）

テーマ 中国輸出信用機関の動向：　　　
　　　　国家開発銀行の事例

福建省の対台工作の現状と
中央地方関係

司　会 葉山　幸嗣（和光大学） 中村　竜也（拓殖大学）

コメンテータ 小林　　守（専修大学） 園田　哲男（高千穂大学）　

昼食休憩（12：00 ～ 13:00）

6月29日（土）午後（13:00～ 20:00）
【特別講演・統一論題報告・総会・情報交換会】

特別講演
13：00 ～
13：40

会　場 １０８３教室

司　会 西澤　信善　（近畿大学）

講演者 本間　正明　氏（近畿大学世界経済研究所所長、大阪大学名誉教授）

テーマ 日本経済の再生 ― アベノミクスの今後の課題

統一論題
報告

13：50 ～
15：50

会　場 １０８３教室

報告者 第 1報告　　山田　晃久　（横浜商科大学）

テーマ 「合理性と価値モデル」に基づく共創への途 ― 東アジア経済共同体の実現

司　会 篠原敏彦　（明治大学）

報告者 第２報告　　関　　智宏　（阪南大学）

テーマ タイの大企業との国際合弁をつうじた日本の
中小サプライヤーの価値創出プロセス

司　会 村松　潤一　（広島大学）

16:00 ～
17:30 会員総会　　会場　１０１１教室

18:00 ～
20:00 情報交換会　　アカデミーコモン　「カフェ・パンセ」

6月 29日（土）午前（10:00～ 12:00）【自由論題報告】

篠原　敏彦



6月 30日（日）午前（9:00～ 12:00）【自由論題報告】
分科会名 第１分科会 第２分科会 第 3分科会
会場 １０８４教室 １０８５教室 １０８６教室
座長 丸谷雄一朗（東京経済大学） 土屋　仁志（愛知大学） 濱田　太郎（近畿大学）

9:00 ～
10:00

報告者 第 1報告　石原　伸志
（東海大学）

第 1報告　林田　秀樹
（同志社大学大学）

第 1報告　佐々木建洋
（ヒューマンアカデミー）

テーマ
ミャンマーからの繊維製
品にみる国際物流に関す
る一考察

インドネシア地方部の「市場
経済化」について：アブラヤ
シ小農の増大との関連で

漢方・生薬市場の国際化
における貿易上の課題
―漢方・生薬のHS条約品目分類からの考察―

司　　　会 津守　滋
（立命館アジア太平洋大学） 永池　克明（久留米大学） 石川　雅啓

（日本貿易振興会）

コメンテータ 秋山　憲治（神奈川大学） バンバン・ルディアント
（和光大学） 宮崎　千秋（日本関税協会）

10:00～
11:00

報告者 第１報告　中井　教雄
（東北学院大学）

第２報告　�瀧田　修一
（お茶の水女子大学 ）

第２報告　大島　英雄
（法政大学・国士舘大学）

テーマ
アジア金融市場における
プロシクリカリティ問題
およびCCB規制

ラオスにおける「市場経済
化」の推進と人的資本の課題
―人的資本の育成と活用との関連で―

BOP ビジネスへの日本
企業の取組事例

司　　　会 小川　昭一
（池田泉州銀行顧問） 近藤　和明（広島修道大学） 久木田　弦

（日本マイクロソフト株式会社）

コメンテータ グェン ドゥック・ラップ
（広島修道大学） 西澤　信善（近畿大学） 古川　久継

（日本経済研究所）

11:00～
12:00

報告者 第３報告　岩淵　　譲
（青森大学）

�第３報告　ンガウ ペンホイ
（名古屋大学）

第３報告　東　　暁子
（（株）三菱総合研究所）

テーマ

マレーシアにおける産業政策と
日系企業による戦略の方向性
―自動車産業における政策と
  日系企業による現地経営の考察―

市場開放後のカンボジア
における外資導入の現状
と課題

アジア地域における FTA
の経済効果の分析
―ASEAN+3，ASEAN+6，APEC―

司　　　会 高橋　義仁（専修大学） 安永　英資
（日本経済研究所） 村松　幸廣（愛知大学）

コメンテータ 園田　哲男（高千穂大学） 西口　清勝　（立命館大学） 小林　　守（専修大学）
第２分科会（午前の部）の三報告は、「アジアの『市場
経済化』を問う」という共同研究の報告となります。

昼食休憩（12:00 ～ 13:00）　　新理事会開催

6月 30日（日）午後（13:00～ 15:00）【自由論題報告】
分科会名 第１分科会　　 第２分科会　　 第 3分科会　　
会場 １０８４　教室 １０８５　教室 １０８６　教室
座長 岡本　喜裕（和光大学） 西口　清勝（立命館大学） 﨑　章浩（明治大学）

13:00～
14:00

報告者 第１報告　山中　高光
（花園大学）

第１報告　松尾　　仁
（神奈川大学）

第１報告　中野　謙
（立命館大）

テーマ インドの家計消費パター
ンの動向について

ASEANの経済統合の拡
大と日本の海外市場戦略

地域ブランドの保存によ
る農業振興
―JAおうみ冨士
  「モリヤマメロン」の事例より―

司　　　会 新本　寛之（広島修道大学） 山田　晃久（横浜商科大学） 飯島　高雄（近畿大学）
コメンテータ 関川　　靖（名古屋文理大学） 細川　大輔（大阪経済大学） 日高　健（近畿大学）

14:00～
15:00

報告者 第２報告　高橋　宏幸
（九州共立大学）

第２報告　高砂　謙二
（大阪経済法科大学）

第２報告　河　　知延
（近畿大学）

テーマ 日本の大手飲料企業の東
南アジア事業

中小企業の中間的海外展
開策の検討
―金融機関を通じた
  段階的海外展開策の指導―

レビュー研究における方
法論の再検討：イノベー
ション研究を中心に　

司　　　会 白戸　伸一（明治大学） 奥野　博幸（愛知大学） 前田　和寛（専修大学）
コメンテータ 鈴井　清巳（京都産業大学） 田口　奉童（同志社女子大学） 小林　　一（明治大学）

(同志社大学）

（日本貿易振興機構）

(立命館大学）

)



明治大学・駿河台キャンパスのご案内 

【住所】〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台 1-1 

 
 
 
 
 
 

 
【東京駅より】 
中央線（快速）を利用して御

茶ノ水駅まで 4 分 
【新宿駅より】 
中央線（快速）を利用して御

茶ノ水まで 9 分 
 

【大学の最寄り駅からのアクセス】


