
日本国際経済学会関東支部大会 
開催概要 

 
 
日時 2009 年 7 月 4 日（土） 10：30〜16：25 （開場：10：00） 
場所 小樽商科大学 ３号館 210 教室（共通論題）   
          ３号館 211教室 212教室 214教室（自由論題分科会） 
 
主催 日本国際経済学会関東支部 
 

 

共通論題 

 

東アジアにおける地域経済統合の進展と日本の役割 

 

 今日、東アジア経済は、活発な交流によって事実上の経済連携が進展し、世

界経済の中で大きなプレゼンスを占めている.一方、経済のグローバル化に伴い、

一国で対処できない問題が顕在化し、アジア内での経済連携のより強固な枠組

み作りも模索されている. 

 そこで、本大会では、東アジアの地域経済統合は、どのようにあるべきなの

か、またその中で、日本はどのような役割を果たすべきなのか、今日の東アジ

ア経済の現状と地域経済統合の理論を踏まえ、議論を深め、考えてゆきたい. 

 

 
                    座長： 馬田啓一（杏林大学） 
                        佐竹正夫（東北大学） 
                    報告者：木村福成（慶応義塾大学） 

                        浦田秀次郎（早稲田大学） 

                        吉野文雄（拓殖大学） 
                    討論者：山下英次（大阪市立大学） 

                        福永哲郎（経済産業省） 

                        船津秀樹（小樽商科大学） 

 



プログラム 
 

【午前の部】自由論題分科会 10：30〜11：40（各報告 25分、討論 10分） 

  

第一分科会： 座長 大東一郎(東北大学)   ３号館２階211教室 

小橋文子（慶応義塾大学）「Outward FDI and Performance at Home: 

Evidence from Japanese Manufacturing Firms」 

魏芳（早稲田大学）「Managerial Delegation in Import Competition」 

  

第二分科会： 座長 穴沢眞（小樽商科大学） ３号館２階212教室 

一木毅文（明治大学大学院）「東南アジア上場製造業企業の資本構成

とエージェンシーコスト」 

林寧（秋田県立大学大学院）「近年中国における経済構造変化と産業

の環境負荷に関する研究」 

  

第三分科会： 座長 西孝（杏林大学） ３号館２階214教室 

吉見太洋（一橋大学大学院）「Analysis on β and σ convergences of 

East Asian currencies」  

油谷博司（中央大学大学院）「資金循環に見るタイの金融構造」 

 

【昼食休憩】11：40〜12：50 当日は大学の食堂が開いておりません.お弁当を

申し込まれた方は、大学会館１階食堂にてお渡し致します（詳しくは昼食案内

を参照ください）. 

 ※役員会会場 大学会館１階 多目的ホール 

 

【午後の部】共通論題 「東アジアの地域統合の進展と日本の役割」３号館２

階210番教室 

 

12：50〜16：25 座長 馬田啓一（杏林大学）,佐竹正夫（東北大学） 

 

12：50〜12：55 冒頭挨拶 馬田啓一（杏林大学） 

12：55〜13：25 第一報告 木村福成（慶応義塾大学） 
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「ASEANと拡大東アジアの経済統合：新たな通商政

策秩序の形成」 

13：25〜13：55 第二報告 浦田秀次郎（早稲田大学） 

             「APECの統合の実態と制度構築」 

13：55〜14：25 第三報告 吉野文雄（拓殖大学） 

             「地域統合の限界」 

14：25〜14：55 休憩 

14：55〜15：25 討論者によるコメント（各10分） 

           山下英次（大阪市立大学） 

           福永哲郎（経済産業省） 

           船津秀樹（小樽商科大学） 

15：25～16：25 報告者によるリプライ・全体討論と閉会の辞 
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交通案内 

 
JR 北海道「小樽駅」よりバスかタクシーでお越し下さい. 
 
会場となる３号館は、校門を入ってまっすぐ行った突き当たりの建物です. 
 
※ 道外からの小樽へのアクセス・宿泊に関する情報は、日本国際経済学会関東

支部の HP（http://www.econ.hit-u.ac.jp/~trade/jsie/）掲載の「小樽へのアク

セス＆宿泊」をご参照下さい. 
 
バ ス 
小樽駅前「小樽商大前」行き、「小樽商大前」下車. 
所要時間 約 10 分 料金 210 円 
小樽駅発の小樽商大前行きは 00 分・30 分に発車、小樽商大前発の小樽駅行き

は 15 分・45 分に発車します. 
 
タクシー 
小樽駅前タクシー乗り場より小樽商科大学３号館前下車. 
所要時間 約 15 分 料金 約 600 円 
※タクシー会社  
  金星ハイヤー（0134-23-8181） つばめタクシー（0134-27-2111） 

http://www.econ.hit-u.ac.jp/~trade/jsie/�


小樽駅

バ ス タ ー ミ ナ ル

「小樽商大前」行きバス停
タクシー乗り場

長崎屋

 
 



 
宿泊案内 

＜駅周辺＞ 
・ オーセントホテル小樽 0134-27-8100 
・ ドーミーイン小樽 0134-21-5489 
・ ホテルソニア 0134-23-2600 
・ ホテルノルド 0134-24-0500 
・ 小樽グリーンホテル 0134-33-0333 
・ ホテルヴィブラントオタル 0134-31-3939 
・ ホテル稲穂 0134-33-8841 
・ 小樽ふる川 0134-29-2345 
 
＜小樽商科大学周辺＞ 
・ 小樽ゲストハウス 0134-22-4162 
 
＜小樽築港駅周辺＞ 
・ グランドパーク小樽 0134-21-3111 
 
※ 札幌の宿泊施設でも、JR で 9：13 札幌発の快速エアポートもしくは 9:31 札

幌発区間快速いしかりライナーに乗れば、10：30 までに小樽商科大学に到着

できます. 
※ 7 月より北海道は観光のハイシーズンに入りますので、飛行機チケットとも

ども早めのご予約をお勧めします. 



昼食案内 
 

・大会当日は、大学の食堂が開いておりません. 
・ 前もってご予約頂いた方には、大学会館の食堂でお弁当（お茶付き 1000 円）

をご用意致します.ご予約の仕方は、メールタイトルを「関東支部大会弁当希

望」とし、６月 26 日（金） 17 時までに小樽商科大学商学部柴山

（chisato@res.otaru-uc.ac.jp）にご所属とお名前を e-mail にてお知らせ下さ

い。当日朝、受付で代金と引き換えにチケットをお渡しします.昼食時間に大

学会館１階食堂前で、チケットと引き換えにお弁当をお渡しします.キャンセ

ルされる場合は、出来る限り早くお知らせ頂きたく存じます. 
・ 小樽商科大学の周辺には、３つレストランがあります. 
          ビストロサントチェーロ 0134-25-1165 11：30 開店 
          リストランテデルフィーノ 0134-33-4700 12：00 開店 
          パスタクラブ 0134-22-4164 11：30 開店 
 
 
          
            バス停      サントチェーロ 
   小樽商科大学 
 
     正門 
      
        大学会館           北海道立小樽商業高校 
            食堂 
            多目的ホール 
 
           図書館 
 
 
          
 
３号館：会場      パスタクラブ 
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出張スケジュール 
 

ご参考までに、羽田を起点とした出張スケジュールをお示しします.７月の運行

スケジュールが未発表ですので、6月のものを参考に致しました. 

 

７月３日に 19時 30分までに小樽駅に到着するスケジュール 

７月３日（金） 

    羽田     千歳    快速エアポート小樽行き   小樽着 

ANA 15：10    16：45       17：04         18：16 

JAL 15：35    17：10       17：34         18：46 

ANA 16：00    17：30       18：04         19：16 

 

※ 快速エアポート小樽行きは４分と 34分発で、１時間 12分で小樽に着きます. 

※ 快速エアポート小樽行きは 20：34 が最終で、それ以降は新千歳空港から小

樽まで 2時間以上かかりますので、ご注意下さい. 

 

７月 4日（土）に 12時 50分の共通論題に間に合うスケジュール 

７月４日（土） 

    羽田     千歳    快速エアポート小樽行き   小樽着 

ANA 09：00    10：35       11：04         12：16 

JAL 09：05    10：40       11：04         12：16 

SKY  09：25    10：55       11：34         12：46 

※ 小樽駅到着後は 12時 30分小樽駅発「小樽商大前」行きバスに乗るか、タク

シーにて会場においで下さい（小樽商大３号館玄関前までと運転手に告げて

下さい）. 

 

共通論題終了後、21時までに羽田に到着する帰京のスケジュール 

７月４日（土） 

16：45小樽商大前発のバスかタクシーで小樽駅へ 

17：04分小樽駅発快速エアポートに乗りますと、18：16分に新千歳空港に到着 

 



20分前には搭乗手続きをしなければならないので、約30分の余裕を見て飛行機

に乗るとしますと、 

        千歳      羽田 

JAL      19：05     20：35 

SKYMARK    19：15     20：50 

ANA            19：20     20：55 

 

※飛行機チケットは、基本的に２ヶ月前から売り出されます.北海道は７月より

観光のハイシーズンに入りますので、宿ともども早めのご予約をお勧めします. 


