
 
 
日本国際経済学会会員各位 

 
 
 
 

日本国際経済学会第四回春季大会のご案内 
 
 
 
拝啓 

 
 

春暖の候、皆様にはご清祥のことと存じます。 
 
 

すでにご案内の通り、6 月 7 日（土）に法政大学多摩キャンパス（東京都町田市相原町４

３４２）にて日本国際経済学会第四回春季大会が開催されます。多数のご参加をお待ちして

おります。 
 
 

つきましては、事前にご出席をご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。会員の

皆様に郵送したご案内に同封のハガキをご利用の場合は 5 月 15 日までにご投函ください。

ホームページの出席フォームをご利用の場合は、5月 22日までに送信をお願いいたします。

いずれか一方をご利用ください。 

また、懇親会ご参加の方・昼食のお弁当をご希望の方は、準備の都合上、5 月 19 日まで

に会費・弁当代の振り込みをお願い申し上げます。 
 
 

敬具 
 
 
 
 

２０１４ 年 ４月 ２８日 
 

 
 
 
                日本国際経済学会 第四回春季大会 準 備 委 員 会

 委員長 増田 正人 

事務局長 武智 一貴 



 
 

ご 案 内 
 
 
 
１. 出欠のご連絡について   

会員の皆様に郵送したご案内に同封のハガキをご利用の場合は5月15日までに

ご投函ください。ホームページ(http://jsie.ws.hosei.ac.jp)の出席フォームをご

利用の場合は、5 月 22 日までに送信をお願いいたします。いずれか一方をご利用

ください。 
 
 
 
２．会場について  

各分科会、理事会、懇親会の会場につきましては、下記の大学構内案内図等をご

参照ください。 
 
 
 
３．受付・各分科会会場・控室について 

受付は、8号館【地図番号８】２階経済学部資料室前にて午前９時３０分より開始

します。 

 

分科会Ａ ２０１教室 １０号館２階 

分科会Ｂ ２０２教室 １０号館２階 

分科会Ｃ ２０３教室 １０号館２階 

 

分科会Ｄ ２０１教室 １０号館２階 

分科会Ｅ ２０２教室 １０号館２階 

分科会Ｆ ２０３教室 １０号館２階 

分科会Ｇ ２０５教室 １１号館２階 

 

控室は、１１号館２階２０６教室に準備します。 

４．報告者、討論者の皆様へ 

各分科会会場ではＰＣ用プロジェクターおよびＰＣ（WINDOWS）が用意されていま

す。メディアについては、ＵＳＢメモリーを使用してください。なお、レジュメ等

を配布される方は必要部数を会場にご持参ください。 
 
 
 
５．昼食について 

大学の食堂は土曜日はすべて閉店しております。大学周辺には手ごろな飲食店が

ございません（コンビニエンスストアは大学入口にセブンイレブンがあります）。

お弁当をご希望の方は、弁当代（代金は一食分につき１０００円）を同封の振込用

紙で５月１９日までに振り込んで下さい。当日の受付は致しません。



 
６．理事会について 

理事会は１２時４５分から１３時４５分まで、１号館の五階、第一会議室で開催されます。

当日参加される理事の皆様には、お弁当（お茶付き）を用意致します。ご希望の方は，

弁当代（代金は一食分につき１０００円）を同封の振込用紙で５月１９日までに振り込

んで下さい。 

 

 

７．懇親会について 

発表プログラム終了後、懇親会を開催いたします。会場は１号館の五階、第一会議室で、

１７時から１８時３０分までの予定です。奮ってご参加ください。 

参加ご希望の方は５月１９日までに、会費３５００円を同封の振込用紙で振り込んで下

さい。大会当日の場合は、受付で会費４０００円をお支払ください。 

 

８．宿泊について  

各自で手配頂きますようお願いいたします。大学の周辺にはホテルはございません。八

王子駅（ＪＲ）周辺、橋本駅（ＪＲ，京王線）周辺にホテルがあります。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

連絡先   
日本国際経済学会第四回春季大会準備委員会 

〒194-0298  東京都町田市相原町４３４２ 

法政大学経済学部 武智一貴研究室 気付 

e-mail ： jsie.meeting2014spring@gmail.com 

大会ホームページ http://jsie.ws.hosei.ac.jp



法政大学多摩キャンパス構内案内図 
 

 

 

１６号館 【地図番号１６】 

  １階 法政大学バス停 

 

８号館【地図番号８】  

受付（２階経済学部資料室前） 

 

１０号館【地図番号 10】 

分科会Ａ ２０１教室 １０号館２階 

分科会Ｂ ２０２教室 １０号館２階 

分科会Ｃ ２０３教室 １０号館２階 

 

分科会Ｄ ２０１教室 １０号館２階 

分科会Ｅ ２０２教室 １０号館２階 

分科会Ｆ ２０３教室 １０号館２階  

 
１１号館【地図番号 11】 

分科会Ｇ ２０５教室  １１号館２階 

控室    ２０６教室  １１号館２階 

 

１号館【地図番号 1】 

理事会  第一会議室 １号館５階 

懇親会  第一会議室 １号館５階 
 
 

受付までの順路：バス停をおりて頂き、１９番総合案内を通過して少し上り坂を歩きますと左手に階段がございます。階段を

上った正面が１号館（総合棟）です。その後、左手に進んで頂き、２０番の橋を渡って頂きます。橋を渡った右手が１０号館で

すので、そこを通過した先にある８号館の二階で受付を行います。



法政大学多摩キャンパスへのアクセス 

 

最寄駅からのアクセス 

【京王線】 新宿駅から準特急で 40 分（急行で 50 分）、めじろ台駅下車、バスで約 10 分  

【JR 線】 中央線：新宿駅から快速で 54 分（特別快速で 42 分）、西八王子駅下車、バスで約 22 分  

【JR 線】 横浜線：新横浜駅から 38 分、相原駅下車、バスで約 13 分 （バス停は相原駅から徒歩三分、スー

パーいなげや横にあります）   ＊上記各バスで「法政大学」下車 

相原駅発のバスは土曜日は２０分～２５分に一本の割合で運行されております。ご不便をおかけいたしますが

よろしくお願いいたします。西八王子駅、めじろ台駅からのバスは１０分～１５分に一本程度の割合で運行さ

れております。 

主なターミナルからの交通アクセス 

 



日本国際経済学会 

第４回春季大会 

 

プログラム 

 

 

 

 

日時：２０１４年６月７日（土） 

 

午前 10 時～午後 4 時 30 分 

 

会場：法政大学（多摩キャンパス） 

 
  

  

  

  

  

  

第４回春季大会プログラム委員会（50 音順）  

伊藤 恵子（専修大学） 川野 祐司（東洋大学）  

田島 陽一（東京外国語大学） 松原 聖（日本大学）  

椋 寛（学習院大学） 横田 一彦（早稲田大学） 



午前の部（１０：００～１２：３０）

報告３０分・予定討論１０分・リプライと一般討論１０分

分科会A 貿易理論Ⅰ 座長：古沢　泰治 （一橋大学）

会場：　２０１教室　１０号館２階

A-1
報告者 加藤　隼人 （一橋大学大学院生）（Ｅ）

討論者 遠藤　正寛 （慶應義塾大学）

A-2

報告者 李　綱 （一橋大学大学院生）（Ｅ）

討論者 寶多　康弘 （南山大学）

A-3
報告者 荒　知宏 （福島大学）（Ｅ）

討論者 白井　義昌 （慶應義塾大学）

分科会Ｂ グローバル化と各国経済 座長：松原　聖 （日本大学）

会場：　２０２教室　１０号館２階

B-1
報告者 木原　隆司 （獨協大学）

討論者 澤田　康幸 （東京大学）

B-2
報告者 榎本　俊一 （経済産業省）

討論者 新宅　純二郎 （東京大学）

B-3
報告者 劉　曙麗 （一橋大学）

討論者 加藤　篤行 （早稲田大学）

分科会Ｃ 国際経済史 座長：川野　祐司 （東洋大学）

会場：　２０３教室　１０号館２階

C-1
報告者 蔵谷　哲也 （四国大学）

討論者 竹田　泉 （和光大学）

C-2

報告者 斎藤　哲哉 （日本大学）

討論者 正木　響 （金沢大学）

C-3
報告者 末永　茂（いわき明星大学）

討論者 山本　和人（福岡大学）

１号館５階 第一会議室

＊報告者名の後に（Ｅ）がついている場合、英語で発表が行われます。

日本国際経済学会　第4回春季大会　プログラム

Lobbying and Tax Competition in an Agglomeration Economy 

テロの計量分析序説ｰ発生要因と成長率への影響

持続的円高に伴う国内産業空洞化―総合電機産業を事例として

Relationship Specificity, Market Thickness, and International Trade

Long-run Production Possibility Frontier and International Trade in a Synthesized Brander–Taylor–
Copeland–Taylor Model

中国における日系企業の研究開発及びその決定要因：中華系、その他外資との比較

アイルランド産畜産貿易の一考察

Productivity Growth of Sailing: Evidence from Slave Transportation from Baltimore to New Orleans
Between 1818-1856

経済的自由主義の帰趨

理事会（１２：４５～１３：４５）



報告３０分・予定討論１０分・リプライと一般討論１０分

分科会Ｄ 貿易理論Ⅱ 座長：横田　一彦 （早稲田大学）

会場：　２０１教室　１０号館２階

D-1
報告者 黒川　義教 （筑波大学）

討論者 大東　一郎 （慶應義塾大学）

D-2

報告者 佐々木　啓明 （京都大学）

討論者 内藤　巧 （早稲田大学）

D-3 Dumping by a Public Firm under a Privatization Policy and the Effects of Anti-Dumping Duty
報告者 柴山　千里 （小樽商科大学）

討論者 芹澤　伸子 （新潟大学）

分科会E 経済成長と貿易の実証研究 座長：佐藤　仁志 （ジェトロ・アジア経済研究所）

会場：　２０２教室　１０号館２階

E-1

報告者 Ravindra Deyshappriya （名古屋大学大学院生）（Ｅ）

討論者 塩谷　雅弘（金沢大学）

E-2
報告者 田口　博之 （埼玉大学）（Ｅ）

討論者 武石　礼司 （東京国際大学）

E-3
報告者 中澤　栄一（明海大学）（Ｅ）

討論者 Nagendra Shrestha （横浜国立大学）

分科会Ｆ 国際寡占理論 座長：石川　城太 （一橋大学）

会場：　２０３教室　１０号館２階

F-1
報告者 溝口　佳宏 （帝京大学）

討論者 椋　寛 （学習院大学）

F-2
報告者 倉田　洋 （東北学院大学）

討論者 中西　訓嗣 （神戸大学）

F-3
報告者 沖本　まどか （名古屋大学）

討論者 東田　啓作 （関西学院大学）

分科会Ｇ 国際通貨体制・国際金融 座長：櫻井 公人 （立教大学）

会場：　２０５教室　１１号館２階

G-1
報告者 坂本　正弘 （日本国際フォーラム）

討論者 円居　総一 （日本大学）

G-2
報告者 板木　雅彦 （立命館大学）

討論者 高浜　光信  （明治大学）

１号館５階　第一会議室

＊報告者名の後に（Ｅ）がついている場合、英語で発表が行われます。

Trade Integration of Yunnan and Guangxi with the Greater Mekong Sub-region Re-visited

Determinants of Trade in Value-added

国際複占競争下における自由貿易協定の最適な原産地規則とその適合費用

午後の部（１４：００～１６：３０）

Positive and Negative Population Growth and Long-Run Trade Patterns: A Non-Scale Growth Model

A Simple Model of Competition Policies, Trade, and the Skill Premium

Stock Market Development and Economic Growth： Empirical Evidence from Emerging and
Developed Markets

Domestic Product Standards and Free Trade Areas

Equilibrium Price Definition in World Food Market Affected by Biased Preferences

世界金融危機とドル本位

軌道分析の応用による世界金利体系の析出

懇親会（１７：００～１８：３０）


