
午前の部 （10：30～13：00）
報告25分・予定討論15分・リプライと一般討論10分

分科会A　グローバル経済 I 座長 伊藤恵子 （中央大学）
会場：A106

A-1　 GVC分析の系譜学

報告者　 田村哲也
推薦者 大野　 敦 （立命館大学）
討論者 石田　 修 （九州大学）

A-2 Diversity and Offshoring

報告者　 竹内信行 （流通科学大学）
討論者 石川城太　 （一橋大学）

A-3 (E）

報告者　 Sun Xiaonan （Asian Growth Research Institute）
討論者 乾　 友彦　 （学習院大学）

分科会B Empirical Analysis of Trade I 座長 趙　 来勲 （神戸大学）
会場：A109

B-1 Trade Effects on Job changes through Job Creation and Destruction Responses (E）

報告者　 遠藤正寛 （慶應義塾大学）
討論者 笹原　 彰 （アイダホ大学）

B-2　 Estimating the Impact of Cumulative Rules of Origin on Trade Costs: An Application to Mega-regional
FTAs in the Asia-Pacific Region (E）

報告者　 Chung Chul

討論者 安藤光代 （慶應義塾大学）

B-3 Workforce Aging and Industry-level Productivity (E）

報告者　 Song E. Young　 （Sogang University）
討論者 北野重人 （神戸大学）

分科会C インド経済 座長 西山博幸 （兵庫県立大学）
会場：A110

C-1 インドにおけるスズキの競争力：製品特性分析による企業戦略と競争力の探索

報告者　 佐藤隆広 （神戸大学）
討論者 福味 　敦 （兵庫県立大学）

C-2

報告者　 古田　学 （愛知学院大学）
討論者 藤森　梓 （大阪成蹊大学）

C-3　 工業化・サービス化と経済成長 （J）

報告者　 胡　 洪濱 （京都大学）
討論者 佐藤隆広 （神戸大学）

分科会D 座長 板木雅彦 （立命館大学）
会場：A210

D-1

報告者　 林　 尚毅 （龍谷大学）
討論者 中川涼司 （立命館大学）

D-2

報告者 野村俊郎 （鹿児島県立短期大学）
討論者 小林尚朗 （明治大学）

D-3 国際技術連携と海外拠点

Determinants of Success in the Automobile Industry in India: An Analysis of Foreign and Local
Enterprise Data for 2000-2008

China’s Export Registration in the Automobile Industry: Effects on Manufacturer-
Intermediary Match Efficiency

（Korea Institute for International
Economic Policy）

グローバル経済 II

トヨタのグローバル適応と労働～タイSTMにおけるTPSの形式知化〜

日本国際経済学会第9回春季大会：プログラム

* 分科会などが行われる教室が変更になる場合もありますので、当日会場で改めてご確認ください。

: 教育研究棟１階フロア、永国寺キャンパス　（高知県立大学）

多国籍企業の経営管理の変化：移転価格管理から知的財産管理へ  

（立命館大学大学院）

受付  （9時30分〜16時10分）



報告者 鈴木真也 （武蔵大学）
討論者 小森谷徳純 （中央大学）

昼　 食
理事会

午後の部 （14：30～17：00）

分科会E 環境・自由貿易論 座長 斉藤宗之 （奈良県立大学）
会場：A106

E-1 リチャード・コブデンと自由貿易　平和の追求　そして教育
報告者 蔵谷哲也 （四国大学短期大学部）
討論者 鳴瀬成洋 （神奈川大学）

E-2 Analysis of Environmental Inequality Influencing Factors in China Based on STIRPAT Model

報告者 戴　 娟娟 （佐賀大学大学院）
推薦者 張　 韓模 （佐賀大学）
討論者 東田啓作 （関西学院大学）

E-3  

報告者 笹原　 彰
討論者 遠藤正寛 （慶應義塾大学）

分科会F Empirical Analysis of Trade II 座長 冨浦英一 （一橋大学）
会場：A107

F-1

報告者 清田耕造 （慶應義塾大学）
討論者 早川和伸 （日本貿易振興機構アジア経済研究所）

F-2 Intermediate Goods-Skill Complementarity

報告者 黒川義教
討論者 冨浦英一 （一橋大学）

F-3

報告者 早川和伸 （日本貿易振興機構アジア経済研究所）
討論者 清田耕造 （慶應義塾大学）

分科会G Empirical Analysis of Trade III 座長 木村福成 （慶應義塾大学）
会場：A109

G-1 （E)

報告者 神事直人 （京都大学）
討論者 松浦寿幸 （慶應義塾大学）

G-2 （E)

報告者 松浦寿幸 （慶應義塾大学）
討論者 倪 　彬 （法政大学）

G-3 （E)

報告者 Park Minjung （Ewha Womans University）
討論者 神事直人 （京都大学）

分科会H 貿易理論 座長 柳瀬明彦 （名古屋大学）
会場：A110

H-1 Productivity Improvements and Falling Trade Costs Revisited

報告者 中元康裕 （関西大学）
討論者 市野泰和 （立命館大学）

H-2 Unemployment in a Balassa-Samuelson Model with Heterogeneous Job Separations

報告者 吉見太洋 （中央大学）
討論者 中村周史 （中央大学）

H-3 Timing of Market Openings and Income Distribution

報告者 浅海達也 （神戸大学大学院）

Importing Inputs for Climate Change Mitigation: The Case of Agricultural

13時05分〜14時05分　　　　　　　　　　　　　　会場：A107

報告25分・予定討論15分・リプライと一般討論10分

13時05分〜14時05分

「会員情報システム」説明会　14時10分～14時25分      会場：A105

The Gravity Model and Trade in Intermediate Inputs

Do Labor Clauses in Regional Trade Agreements Reduce the Trade Creation Effect?

FDI and Labor Market Dynamics in a Developing Country: Evidence from Indonesian Plan-Level Data

Consistent Estimation of Peer Effects: Application to Korean Panel Data 

（筑波大学）

Tariff Pass-Through in Wholesaling: Evidence from Firm-Level Data in Japan

（アイダホ大学）



推薦者 胡　 云芳 （神戸大学）
討論者 大土井涼二 （東京工業大学）

分科会 I 途上国農業・国際金融 座長 福重元嗣 （大阪大学）
会場：A210

I-1 農業開発、アグリビジネスと早熟なグローバリゼーション－ASEANのパーム油商品連鎖を事例に－

報告者 岩佐和幸 （高知大学）
討論者 林田秀樹 （同志社大学）

I-2 21世紀の世界農産物貿易と開発途上国

報告者 千葉　 典 (神戸市外国語大学）
討論者 妹尾裕彦 (千葉大学）

I-3 グロスでみた国際資本移動の波と通貨危機の発生

報告者 奥山聡子 （神奈川大学）
討論者 岩本武和 （京都大学）

＊　論文題目の後に（E）がついている場合は、英語で報告が行われます。
＊　報告者名の後に（J)がついている場合は、求職活動の一環として報告が行われます。

懇親会 17時20分−18時50分
会　 場 「大学生協食堂」 （永国寺キャンパス内西側）




