中国経済経営学会
2014 年度全国大会プログラム

2014 年 11 月 8 日(土)、9 日(日)
会場：東京大学本郷キャンパス経済学研究科棟
主催：中国経済経営学会
共催：東京大学社会科学研究所現代中国研究拠点
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1. 大会概要
開催日：2014 年 11 月 8 日(土)、9 日(日)
会場：東京大学本郷キャンパス

経済学研究科棟

主催：中国経済経営学会
共催：東京大学社会科学研究所現代中国研究拠点
大会実行委員会：丸川知雄（東京大学・委員長）、大橋英夫（専修大学）、渡邉真理子（学
習院大学）、曽根康雄（日本大学）、苑志佳（立正大学）、城山智子（東京大学）、伊藤亜聖
（東京大学）
、張永祺（東京大学）
実行委員会連絡先：
113-0033 東京都文京区本郷 7-3-1 東京大学社会科学研究所現代中国研究拠点
Tel 03-5841-4756
E-mail: jacem20141108@gmail.com

1 日目(11 月 8 日)スケジュール
11:00-12:30 理事会（赤門総合研究棟 5 階 549 室）
12:00-13:00 受付開始（経済学研究科棟 1 階）
13:00-18:00 国際シンポジウム（経済学研究科棟地下 1 階第一教室）
18:30-21:00 懇親会（山上会館 1 階）
2 日目(11 月 9 日)スケジュール
08:30-09:30 受付開始（経済学研究科棟 1 階）
09:30-12:00 分科会 1~4 （経済学研究科棟 2 階, 3 階）
12:00-13:00 昼休み
13:00-15:30 分科会 5-8 （経済学研究科棟 2 階, 3 階）
15:30-18:00 分科会 9-12 （経済学研究科棟 2 階, 3 階）
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2. 11 月 8 日(土)のプログラム
2-1) 1 日目のスケジュール
11:00-12:30

理事会（赤門総合研究棟 5 階 549 室）

12:00-13:00

受付開始（経済学研究科棟 1 階）

13:00-18:00

国際シンポジウム（経済学研究科棟地下 1 階第一教室）

18:30-21:00

懇親会（山上会館 1 階）

2-2) 国際シンポジウム
The State and Entrepreneurs in China: Stifling or Encouraging Capitalism?
(中国における国家と企業家：資本主義を伸ばすのか殺すのか？)
司

会：Tomoo MARUKAWA 丸川知雄(University of Tokyo 東京大学)

報告者：Zhao CHEN 陳釗(Fudan University 復旦大学)
Lihui “George” TIAN 田利輝(Nankai University 南開大学)
Kellee S. TSAI 蔡欣怡(Hong Kong University of Science and Technology 香港
科技大学)
Mariko WATANABE 渡邉真理子(Gakushuin University 学習院大学)
Maosong WU 呉茂松(Keio University 慶應義塾大学)
日時：11 月 8 日 13:00-18:00
会場：東京大学本郷キャンパス
使用言語：英語・日本語同時通訳

経済学研究科棟地下一階第一教室
with English-Japanese simultaneous interpretation

主催：中国経済経営学会
人間文化研究機構(NIHU)現代中国地域研究拠点連携プログラム
共催：東京大学社会科学研究所現代中国研究拠点
概要
中国共産党中央委員会の 2013 年 11 月の総会における「改革の全面的深化に関する決定」
では「政府と市場の関係を是正することが核心的な問題である」とし、
「非公有制セクター
（民間企業）の活力と創造性を引き出さねばならない」と指摘した。このような方針のも
とで果たして中国の国家はより市場親和的な役割に転換するだろうか？

国家は民営企業

の成長を妨げているのか促進しているのか。国家が経済に深く介入する環境の下で、民間
企業家が成功するためにとっている戦略とは何か？

中国は「クローニー資本主義」にな

っていくのだろうか。本シンポジウムでは中国で地方政府を含む国家と企業家が現在どの
ような関係にあり、「決定」後にどのように変化しつつあるかを議論する。
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3. 11 月 9 日(日)のプログラム
3-1) 2 日目のスケジュール
08:30-09:30

受付開始（経済学研究科棟 1 階）

09:30-12:00

分科会 1~4

12:00-13:00

昼休み

13:00-15:30

分科会 5-8

15:30-18:00

分科会 9-12

3-2) 分科会・企画セッション
報告名の後の J は日本語報告を、E は英語報告を、C は中国語報告を示します。特に表
記がないものは日本語報告です。J, E, and C after the titles indicate that the presentation
will be made in Japanese, English, and Chinese, respectively. Presentations without
these letters will be made in Japanese.
【午前：分科会 1-4】
分科会 1

9:30-12:00

労働市場と人口移動

会場：第３教室

（経済学研究科棟 ３階）

司会兼討論：伊藤正一(関西学院大学)
報告 1: 劉洋(独立行政法人

経済産業研究所)

“Labor market and the wage determination of permanent rural migrants and
urban-born residents in China” J
報告 2: 厳善平(同志社大学)
「中国の労働市場における就業選択および賃金決定のダイナミズム―CHIPS データに基
づく農村と都市の比較分析を中心に」
報告 3: 張紅咏(独立行政法人

経済産業研究所)

“Reconsidering the determinants of international labor mobility: evidence from China”
J
討論者: 小原江里香（久留米大学）
分科会 2

日系企業の経営戦略

会場：第４教室

（経済学研究科棟 ３階）

司会兼討論：杉田俊明（甲南大学）
報告 1: 守政毅(立命館大学)
「日系企業の中国市場戦略

―「新興国市場戦略のジレンマ」と戦略再構築の視点から」

報告 2: 口野直隆(桃山学院大学)
大島一二(桃山学院大学)
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「日系外食産業の海外進出戦略

－サイゼリヤの事例を中心に」

報告 3: 辻維周(桃山学院大学)
大島一二(桃山学院大学)
「石垣島観光における台湾人、中国人観光客のインパクトについて」
討論者: 陳晋（立命館大学）、服部健治(中央大学)
分科会 3

経済発展の国際比較

会場：203 演習室

（経済学研究科棟

３階）

司会：TBA
報告 1: 中兼和津次(東京大学名誉教授)
“Intersectoral Resource Flows in China Revisited Again---in memory of the late
professor Shigeru Ishikawa” E
報告 2: 張艶(福岡女子大学)
“Relationship between Education and Economic Growth: A Comparative Study on
China and Other Major Asian Countries”

E

報告 3: 大西広(慶應義塾大学)
「人口大国の興隆としての BRICs」
討論者: 陳釗（復旦大学）、三浦有史（日本総合研究所）
分科会 4

農業と資源経済

会場：204 演習室

（経済学研究科棟

２階）

司会：田嶋俊雄（大阪産業大学）
報告 1:呉雪峰(中国・内蒙古民族大学)
「中国農業環境保護における日中貿易開発協力メカニズムに関する研究」
報告 2: 堀井伸浩(九州大学)
「中国の石炭需給構造変化の背景要因と石炭産業の反応に関する分析」
報告 3: 劉艶(中国・内蒙古民族大学)
姜昕玫(中国・中央民族大学・博士研究生)
「中国新疆能矿资源开发与保护当地农牧民利益关系研究」C
討論者:大原盛樹(龍谷大学)、氏川恵次（横浜国立大学）
、畢世鴻(雲南大学)

【午後 1：分科会 5-8】
分科会 5

13:00-15:30

マクロ経済

会場：第３教室

（経済学研究科棟 ３階）

司会兼討論：木崎翠（横浜国立大学）
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報告 1: Fengyun LIU (Ritsumeikan University, graduate student)
“Economic Fundamentals and Real Estate Bubble: A Comparison of Recent China and
the 1980s’ Japan”

E

報告 2: 施錦芳(中国・東北財経大学)
「人口少子老龄化与中国经济社会可持续发展」C/J
報告 3: 韓池(大阪府立大学)
“Does the monetary policy rule under asymmetric preferences stimulate China’s
inflation to be more fluctuated?”

J

討論者: 梶谷懐（神戸大学）
、南川高範（北海道大学）
分科会 6

資金調達と金融機構

会場：第４教室

（経済学研究科棟 ３階）

司会兼討論：劉徳強(京都大学)
報告 1: 唐成(中央大学)
「中国企業における資金調達行動」
報告 2: 霍永收(横浜市立大学・院生)
「金融秩序の維持における銭荘の自助努力

―業務の展開における民間ルールの役割を

中心にして」
報告 3: 唐斌(元慶應義塾大学大学院生)
「中国における担保機構の発展と位置づけ」
討論者：陳玉雄（麗澤大学）
、王京濱（大阪産業大学）
分科会 7

企業家とイノベーション

会場：203 演習室

（経済学研究科棟

２階）

司会兼討論：丁可(日本貿易振興機構・アジア経済研究所)
報告 1: 于琳(岡山商科大学)
「中国企業家活動の実態分析―2013 年経営者に対する調査データによる分析」
報告 2: 三竝康平(神戸大学・院生)
「中国におけるイノベーションにかんする実証分析」
報告 3: 庄晋財(中国・江蘇大学)
「产业网络嵌入、知识能力累积对农民工创业成长影响的实证研究」C
討論者:伊藤亜聖(東京大学)、中川涼司(立命館大学)
分科会 8

産業と地域

会場：204 演習室

（経済学研究科棟

２階）

司会兼討論：日置史郎(東北大学)
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報告 1: 大森信夫(神戸大学・院生)
「中国における産業集積の変遷―工業の個票データを用いた県レベル分析」
報告 2: 穆尭芋(環日本海経済研究所)
「中国の地域発展戦略の実施プロセス」
報告 3: 韓金江(岐阜経済大学)
「中国における一般機械産業の技術発展戦略」
討論者: 駒形哲哉(慶應義塾大学)、苑志佳(立正大学)
【午後 2：分科会 9-12】
分科会 9

15:30-18:00

習近平体制の経済改革

会場：第３教室

（経済学研究科棟 ３階）

司会：大橋英夫(専修大学)
報告 1: 鈴木暁彦(関西学院大学)
「多様化する大衆の思想と求心力の再生」
報告 2:徐一睿（嘉悦大学）
「中国における都市化事業費の調達」
報告 3: 大西康雄(日本貿易振興機構・アジア経済研究所)
「新段階目指す中国の対外開放と改革」
討論者: 田中修（財務省）、曽根康雄(日本大学)
分科会 10 華南経済と華僑商人・ビジネスの系譜
会場：第４教室

（経済学研究科棟 ３階）

司会：城山智子(東京大学)
報告 1: 陳来幸(兵庫県立大学)
「２０世紀初頭における留日客家系華商とアジア交易ネットワーク：梅県南口鎮潘家を
手掛かりに」
報告 2: 久末亮一(日本貿易振興機構・アジア経済研究所)
「TBA」
報告 3: 城山智子(東京大学)
「２０世紀前半の華南経済と華僑送金：馬叙朝（1878‐1959）の送金業を事例として」
討論者: 濱下武志（中山大学亜太研究院）
分科会 11 企業のミクロ計量分析
会場：203 演習室

（経済学研究科棟

２階）

司会：徐涛(北海学園大学)
報告 1: 張冬洋(京都大学・院生)
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“Financial constraints and firm performance in China: Is trade credit efficient?”
報告 2: Mitsuo Inada(京都大学)
Yung-Hsing Guo (台湾・国立高雄大学)
“Heterogeneous Impacts of Investing China on Domestic Market Outcomes:
Empirical Evidence from Taiwanese Plant Level Data” J
報告 3: 石塚浩美(産業能率大学)
「中国企業における収益・生産性と女性活躍にかんする実証分析

―日本企業および韓

国企業との比較」
討論者: 田利輝（南開大学）、劉曙麗（一橋大学）
分科会 12 制度分析
会場：204 演習室

（経済学研究科棟

２階）

司会兼討論：羅歓鎮(東京経済大学)
報告 1: 高欽虹(麗澤大学・院生)
「中国会計制度における財務報告目的と利益概念」
報告 2: Lulin ZHOU (中国・江蘇大学)
“Exploration and Speculation about the Reform of Chinese Medical Insurance System”
C
報告 3: 斯琴(大阪経済大学)
「中国におけるインフォーマル就業者の推移」
討論者: 西崎賢治(愛知淑徳大学)、李蓮花（静岡大学）
4. 実行委員会からのお知らせ
4-1)

11 月 9 日の昼食について

主催者側では特にお弁当を用意いたしません。安田講堂

前の本郷中央食堂が開店しているほか、赤門を出て本郷通りを左（南）に進んでいただけ
ればレストラン等が多数あります。
4-2)

休憩所

3 階・第 2 教室を休憩所として利用します。茶菓、書店の出店などもある予

定です。
4-3)

参加の事前申込は特に必要ありませんが、要旨集や名札の準備、会場の設定のため、

メールまたは同封の返信葉書にて参加ご希望の分科会等をお知らせくださるようお願いし
ます。
4-4)

要旨集 報告者の報告要旨、論文、プレゼンテーション資料を収めた USB メモリを

参加者全員に配布いたします。
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報告3

11:10
～
12:00

12:00
～
13:00

報告2

報告1

9:30
～
10:20

10:20
～
11:10

報告順

時間

203演習室
(経済学研究科棟2階)

お昼休み

Katsuji NAKAGANE*
“Intersectoral
Resource Flows in
China Revisited Again--in memory of the
late professor Shigeru
セッション3
Ishikawa”
経済発展の
Yan
ZHANG*
国際比較
口野直隆
“Relationship between
大島一二
Education and
司会：
「日系外食産業の海外
Economic Growth: A
TBA
進出戦略 －サイゼリ
Comparative Study on
ヤの事例を中心に」
China and Other Major
討論者
Asian Countries”
陳釗
三浦有史
辻維周
大島一二
大西広
「石垣島観光における
「人口大国の興隆とし
台湾人、中国人観光客
てのBRICs」
のインパクトについて」

守政毅
「日系企業の中国市場
戦略 ―「新興国市場
戦略のジレンマ」と戦略
再構築の視点から」

第４教室
(経済学研究科棟3階)

劉洋
“Labor market and the
wage determination of
permanent rural
migrants and urbanborn residents in
セッション2
セッション1
China”
日系企業の
労働市場と
経営戦略
厳善平
人口移動
「中国の労働市場にお
司会：
ける就業選択および賃
司会：
杉田俊明
伊藤正一 金決定のダイナミズム
―CHIPSデータに基づく
討論者：
討論者： 農村と都市の比較分析
杉田俊明
を中心に」
伊藤正一
陳晋
小原江里香
張紅咏
服部健治
“Reconsidering the
determinants of
international labor
mobility: evidence from
China”

第３教室
(経済学研究科棟3階)

11月9日(日) 午前 個別論題タイムテーブル

討論者：
大原盛樹
氏川恵次
畢世鴻

司会：
田嶋俊雄

セッション4
農業と
資源経済

刘艳
姜昕玫**
「中国新疆能矿资源开
发与保护当地农牧民利
益关系研究」

堀井伸浩
「中国の石炭需給構造
変化の背景要因と石炭
産業の反応に関する分
析」

呉雪峰
「中国農業環境保護に
おける日中貿易開発協
力メカニズムに関する研
究」

204演習室
(経済学研究科棟2階)

休憩室

第二教室
（経済学研
究科棟3階)
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報告3

17:10
～
18:00

韓池
“Does the monetary policy
rule under asymmetric
preferences stimulate
China’s inflation to be
more fluctuated?”

施錦芳
「人口少子老龄化与
中国经济社会可持续发展」
討論者：
劉徳強
陳玉雄
王京濱

司会：
劉徳強

セッション6
資金調達と
金融機構

唐斌
「中国における担保機構の
発展と位置づけ」

霍 永收
「金融秩序の維持における
銭荘の自助努力 ―業務の
展開における民間ルールの
役割を中心にして」

唐成
「中国企業における資金調
達行動」

第４教室
(経済学研究科棟3階)

陳来幸
「２０世紀初頭における留日
セッション9
鈴木暁彦
セッション10
客家系華商とアジア交易
(企画)
「多様化する大衆の思想と
(企画)
ネットワーク：梅県南口鎮潘
習近平体制の
求心力の再生」
華南経済と華
家を手掛かりに」
経済改革
僑商人・ビジネ
徐一睿
スの系譜
久末亮一
司会：
「中国における都市化
「TBA」
大橋英夫
事業費の調達」
司会：
城山智子
城山智子
討論者：
大西康雄
「２０世紀前半の華南経済と
田中修
「新段階目指す中国の
討論者：
華僑送金：馬叙朝（1878‐
曽根康雄
対外開放と改革」
濱下武志
1959）の送金業を事例とし
て」

討論者：
梶谷懐
木崎翠
南川高範

司会：
木崎翠

セッション5
マクロ経済

Fengyun LIU*
“Economic Fundamentals
and Real Estate Bubble: A
Comparison of Recent
China and the 1980s’
Japan”

第３教室
(経済学研究科棟3階)

*: English presentation (英文 报告）
**: Chinese presentation (中文 报告)
企画セッション９と１０では、先に３つの報告を行い、その後総合討論行う（予定）

報告2

報告3

14:40
～
15:30

16:20
～
17:10

報告2

13:50
～
14:40

報告1

報告1

13:00
～
13:50

15:30
～
16:20

報告順

時間

討論者：
田利輝
劉曙麗

司会：
徐涛

セッション11
企業の
ミクロ計量
分析

討論者：
伊藤亜聖
中川涼司
丁可

司会：
丁可

セッション7
企業家と
イノベーション

石塚浩美
「中国企業における収益・生
産性と女性活躍にかんする
実証分析 ―日本企業およ
び韓国企業との比較」

Mitsuo INADA
Yung-Hsing GUO
“Heterogeneous Impacts
of Investing China on
Domestic Market
Outcomes: Empirical
Evidence from Taiwanese
Plant Level Data”

Dongyang ZHANG*
“Financial constraints and
firm performance in China:
Is trade credit efficient?”

庄晋財**
「产业网络嵌入、知识能力
累积对农民工创业成长影
响的实证研究」

三竝 康平
「中国におけるイノベーショ
ンにかんする実証分析」

于琳
「中国企業家活動の実態分
析―2013年経営者に対す
る調査データによる分析」

203演習室
(経済学研究科棟2階)

1 1月9 日(日) 午後 個別論題タ イム テーブル

討論者：
西崎賢治
李蓮花
羅歓鎮

司会：
羅歓鎮

セッション12
制度分析

討論者：
日置史郎
駒形哲哉
苑志佳

司会：
日置史郎

セッション8
産業と地域

斯 琴
「中国におけるインフォー
マル就業者の推移」

Lulin ZHOU**
“Exploration and
Speculation about the
Reform of Chinese
Medical Insurance
System”

高 欽虹
「中国会計制度における
財務報告目的と利益概
念」

韓金江
「中国における一般機械
産業の
技術発展戦略」

穆尭芋
「中国の地域発展戦略
の
実施プロセス」

大森信夫
「中国における産業集積
の変遷―工業の個票
データを用いた県レベル
分析」

204演習室
(経済学研究科棟2階)

休憩室

第二教室
（経済学研
究科棟3階)

東京大学本郷キャンパスへのアクセス

本郷三丁目駅（丸の内線）徒歩 8 分
本郷三丁目駅（大江戸線）徒歩 6 分
湯島駅･根津駅（千代田線）徒歩 8 分
東大前駅（南北線）徒歩 1 分
春日駅（三田線）徒歩 10 分

経済学研究科棟・山上会館へのアクセス

経済学研究科棟：赤門より入校してすぐ右折し、すぐの角を左折
山上会館：経済学研究科棟を出て、三四郎池方面へ（徒歩２分）
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(徒歩 1 分)

