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2012 年度比較経済体制学会第 52 回全国大会（50 周年記念大会）のご案内 
 

来る 6 月 2 日(土曜日)・3 日(日曜日)の二日間、

帝京大学八王子キャンパスにおいて、比較経済体

制学会第 52 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 周年記念大会

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://www.jaces.info/taikai52.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 [抹

消：会員には直接通知済] 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、5 月 18 日（金曜日）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。 
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比較経済体制学会 
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2012 年度比較経済体制学会 第 52 回全国大会 
The 52nd Annual Conference 

Celebrating a Half-Century Foundation of 
The Japan Association for Comparative Economic Studies (JACES) 

 

共通論題「社会主義および移行の経験：未来への教訓」 

（Experiences of Socialism and Transition: Lessons for the Future） 
2012 年 6 月 2 日(土)・3 日(日) 

会場：帝京大学・八王子キャンパス 
 

大会プログラム委員会 委員長：上垣彰（西南学院大学） 
同委員：久保庭真彰（一橋大学）、加藤志津子（明治大学）、岩崎一郎（一橋大学）、 

鈴木拓（帝京大学）、武田友加（一橋大学） 
大会組織委員会 委員長：西村可明（帝京大学） 

同委員：清水學（帝京大学）、和田正武（帝京大学）、杉浦史和（帝京大学）、鈴木 
拓（帝京大学）、カン・ビクトリア（帝京大学）、李燦雨（帝京大学） 

大会事務局：〒192-0395 東京都八王子市大塚 359 帝京大学経済学部 杉浦史和 
（研究室）Tel:042-678-3970 / Fax:042-678-3970 /  
email: fsugiura (at mark) main.teikyo-u.ac.jp 

 

プログラム 
 

大会第一日目 
6 月 2 日（土） 
 

9:30～  開場・会場受付（17 号館 2 階エントランス） 
 

10：00-10:40 開会式 

（会場：17 号館 1731 教室） 
司会：酒井正三郎（中央大学） 

開催校挨拶：西村可明・大会組織委員長（帝京大学） 
開会の辞：久保庭真彰・代表幹事（一橋大学） 

祝電朗読 
趣旨説明：上垣彰・プログラム委員長（西南学院大学） 

 

10:45-11:30 キーノートスピーチ「社会主義および移行の経験：未来への教訓」 (1) 

（会場：17 号館 1731 教室） 
  司会：久保庭真彰（一橋大学） 

 報告：Michael Ellman (University of Amsterdam) 
“What Did The Study of Transition Economies Contribute to Mainstream Economics?” 

 

11:30-12:30 昼食（弁当配布） 
 

12:30-13:45 会員総会 

（会場：17 号館 1731 教室） 
 

14:00-14:45 キーノートスピーチ「社会主義および移行の経験：未来への教訓」 (2) 
（会場：17 号館 1731 教室） 

 司会：吉井昌彦（神戸大学） 
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報告：中兼和津次（東京大学） 
"The ‘Chinese Model’ Reconsidered --- Is It a New Development Model? " 

 

14:45-15:00 コーヒーブレーク 
 

15:00-15:45 キーノートスピーチ「社会主義および移行の経験：未来への教訓」 (3)  

（会場：17 号館 1731 教室） 
  司会：吉井昌彦（神戸大学） 

  報告：Peter Havlik (WIIW) 
“Economic Transitions in Central and Eastern Europe: Any Lessons for the Arab Spring?” 

 

15:45-17:00 ラウンドテーブル「社会主義および移行の経験：未来への教訓」 

（会場：17 号館 1731 教室） 
  司会：岩崎一郎（一橋大学） 

討論者：Michael Ellman (University of Amsterdam) 
中兼和津次（東京大学） 
Peter Havlik (WIIW) 

上垣彰（西南学院大学） 

  栖原学（日本大学） 
 

17:30-19:00 懇親会（会場：17 号館 3 階 オープンスペース） 
 

 

大会第二日目 
 

6 月 3 日（日） 
 

10:00-12:00 第１パネル 

「ラウンドテーブル：原発の比較経済論：エネルギー政策移行問題」 
（会場：17 号館 1731 教室） 

司会：溝端佐登史（京都大学）・久保庭真彰（一橋大学） 
報告１：清水修二（福島大学副学長：福島県チェルノブイリ調査団団長） 

「チェルノブイリとふくしま：差異と教訓」 
報告２：除本理史（大阪市立大学） 

「福島原発事故による深刻な被害」 
討論者：徳永昌弘（関西大学）、小出秀雄（西南学院大学） 
 

12:00-13:00 昼食（弁当配布） 
 

13:00-14:45 第 2 パネル （第 3 パネルと並行開催） 

「地域大国（ロシア・中国・インド）の持続的経済発展の可能性」 
（会場：17 号館 1731 教室） 

司会：丸川知雄（東京大学） 
報告１：星野真（北海道大学） 

「ロシア・中国・インドにおける人口と産業の集積と地域経済格差」 
  報告２：堀井伸浩（九州大学） 

「中国とインドの石炭問題：エネルギー安全保障と経済性、環境問題への対応」 
報告３：金野雄五（みずほ総合研究所） 

「ロシア・中国・インドの貿易自由化政策の比較」 
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討論者：加藤弘之（神戸大学）、酒井正三郎（中央大学）   
    

13:00-14:45 第 3 パネル （第 2 パネルと並行開催） 
「旧体制の動態と戦略」 

（会場：17 号館 1732 教室） 
司会：池本修一（日本大学） 

報告１：志田仁完（一橋大学） 
「不足と第二経済：ソ連構成共和国の比較分析」 

  報告２：浅川あや子（立正大学） 
「ソ連からみた鄧小平の経済改革」 

報告３：中村靖（横浜国立大学） 
「ソ連の資金循環 1955-1962」 

討論者：野部公一（専修大学）、日臺健雄（一橋大学） 
 

14:45-15:00 コーヒーブレーク（休憩室） 
 

15:00-16:45 第 4 パネル （第 5 パネルと並行開催） 
「ロシア・中国の財政金融問題」 

（会場：17 号館 1731 教室） 
司会：武田友加（一橋大学） 

報告１：大野茂樹（旭川大学） 
「ロシアにおける金融・為替政策の効果」 

報告２：任雲（桜美林大学） 
「中国中西部地域の農村金融─三県の事例からみた現状と課題─」 

報告３：アンドレイ・ベロフ（福井県立大学） 
「ロシア財政投資と地域開発の方針」 

討論者：王京濱（大阪産業大学）、横川和穂（神奈川大学） 
 

15:00-16:45 第 5 パネル （第 4 パネルと並行開催） 
「ロシア産業論」 

（会場：17 号館 1732 教室） 
司会：鈴木拓（帝京大学） 

報告１：田畑理一（大阪市立大学） 
「ロシア製造業の競争力」 

  報告２：藤原克美（大阪大学） 
「ソビエト経済体制の崩壊過程としてみる移行期ロシアの繊維産業」 

討論者：今井雅和（専修大学） 
 

 

大会当日の昼食について 
 

お弁当の事前予約を承ります。なお、校内食堂

は日曜日は休みで、コンビニ（セブンイレブン）

のみ営業しています。サークル活動で登校してい

る学生によって買い占められてしまう恐れがご

ざいますので、できるだけ早めの入手をお勧めい

たします。 
 
 

帝京大学八王子キャンパスへのアクセス 
 

本学は、緑豊かな東京多摩丘陵に位置するため、 直通バスでのご来校をお勧めいたします。直通バ



The Japan Association for Comparative Economic Studies                      No.41 April 2012 

 5

スは、京王線「聖蹟桜ヶ丘駅」、「高幡不動駅」、

および京王相模原線・小田急多摩線「多摩センタ

ー駅」から出ております。なお、「多摩センター

駅」からのバスは、日曜日は運行いたしません。 
 

●京王線「聖蹟桜ヶ丘駅」下車 京王バス 2 番の

りば：帝京大学構内行（桜 87）13 分、終点下車 

●京王線「高幡不動駅」下車 京王バス 1 番のり

ば：帝京大学構内行（高 23）10 分、終点下車 

●京王相模原線、小田急多摩線「多摩センター駅」

下車 京王バス 4 番のりば：帝京大学構内行（多

16）14 分、終点下車 
●多摩モノレール「大塚・帝京大学駅」下車、徒

歩約 15 分 
 

 

ご宿泊について 
 

 アクセスの至便性から、京王線沿線の八王子、

府中、新宿等、あるいは多摩モノレール沿線の立

川、多摩センター等でのご宿泊をご検討ください。 

 

 

帝京大学八王子キャンパス・キャンパスマップ 

 
 

構内バス停降り場が 25 番、大会会場は 31 番になります。 

 
 
 

17 号館：大会会場・懇親会会場

経路 



The Japan Association for Comparative Economic Studies                      No.41 April 2012 

 6

2012 年秋期大会のお知らせ 
 

2012 年秋期大会は大阪大学・豊中キャンパスで開

催することになりました。10 月 20 日を予定しておりま

す。大会組織委員長は藤原克美会員、組織委員は

水田明男会員、徳永昌弘会員、安木新一郎会員で

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） 

 
 

***重要***学会 Web サイト移行のお知らせ***重要*** 
 

昨年度末をもちまして，これまでの学会ホームペー

ジが利用できなくなりました。新しいホームページの

URL は以下のとおりです。 

 

http://www.jaces.info/ 

 

ブックマーク等の変更をお願い申し上げます。な

お，移転に伴う混乱で，必要な情報が反映されてい

ない等の問題もあるかと思います。もしそうした問題

を発見された場合には，ご遠慮なく，当方までお知ら

せいただければ幸いです。サイトに関わるご連絡は

Web サイト担当の杉浦までお願い致します（連絡先

は本ページ末尾をご覧下さい）。 
 

（事務局）   

 

 
 
 
 

 

事務局だより 
 

2012 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 2012 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．  
なお，学会 Web サイトにつきまして，本ニューズレ

ターに記しました通りの新アドレスのものとなりました．

旧アドレスのページは更新作業が停止されておりま

すため，学会年会費の金額や大会に関わるお知らせ

等の情報が古いままに留まっております．新アドレス

にてご確認下さいますよう重々ご注意願います． 
 

（事務局） 
  

 

 

ニューズレターNO.41 発行                                         
2012 年 4 月 25 日 

 

比較経済体制学会事務局（総括・会計） 

〒186-864 東京都国立市中 2-1 一橋大学経済研究所 雲和広 
Phone. & Fax 042-580-8361 

E-mail: kumo (at mark) ier.hit-u.ac.jp 
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jaces/index.html 

メンバーシップ管理担当幹事／Web サイト担当幹事 帝京大学 杉浦史和 
E-mail：fsugiura(at mark)main.teikyo-u.ac.jp


