
 

 

 

 

アジア市場経済学会 

第 23 回全国大会 

The 23rd National Convention of 

Japan Academy for Asian Market Economics 

 

 

プログラム 

 

米中貿易摩擦とアジア経済 

 

 

 

日程：2019 年 7 月 6 日（土）・7 日（日） 

会場：専修大学神田校舎 

 

注：第一分科会、理事選挙投票所ならびに 

基調講演・会員総会の教室変更があります。 

 

 



アジア市場経済学会 第 23 回全国大会 プログラム 

 

理事改選選挙 7 月6 日（土）（10：30～16：00） 地下教室13 番 

会員控室   7 月6 日（土）、7 月7 日（日）   1 号館204 教室 

 

7 月6 日（土）午前（10：30～11：50）【統一論題・自由論題報告】1 号館2 階各会場 

 
会場 

第1分科会（205教室） 

統一論題 

第2分科会（202教室） 

統一論題 

第3分科会（203教室） 

自由論題 

座長 林田 秀樹（同志社大学） 垰本 一雄（東京福祉大学） 岩淵 護（青森大学） 

10：30 - 11：05 

報告時間25分 

コメント/質疑応答10分 

（以下同じ） 

論題 

日本と外国間における三者間取引の

現状と課題 -中国、ASEAN主要国を

例に- 

アセアン経済共同体（AEC）にお

けるインドネシアの現状と課題 

スリランカにおける耐久消費財の

普及と使用―自動車の浸透と車社

会の到来を中心にー 

報告者 石川 雅啓（日本貿易振興機構） 
バンバン・ルディアント 

（和光大学） 
石川 和男（専修大学） 

コメンテータ 石川 幸一（亜細亜大学） 小林 弘明（千葉大学） 細川 大輔（大阪経済大学） 

11：15 - 11：50 

論題 
EU の対アジアFTA政策―

Bilateralism と Biregionalism の交錯 

中国における技術移転政策の形

成と変容 

持続可能な開発目標（SDGｓ）を

めぐる動き 

報告者 
鈴井 清巳 

（京都産業大学国際関係学部） 
韓 亮（倉敷芸術科学大学） 大島 英雄（大島経営研究所） 

コメンテータ 石川 幸一（亜細亜大学） 田畠 真弓（専修大学） 岩尾 詠一郎（専修大学） 

 

7 月6 日（土）午後（13：00～17：00）【基調講演・統一論題報告・会員総会】 1 号館3 階301 教室 

司会 池部 亮（専修大学） 

13：00‐13：10 趣旨説明 
小林 守（専修大学） 

「米中貿易摩擦とアジア経済」 

13：10‐13：50 基調講演 
「米中貿易戦争が与えるアジア経済への影響」 

浦田 秀次郎（早稲田大学名誉教授） 

14：00 – 14：40 統一論題 
「米中貿易摩擦と米国産業の動向」 

山田 良平（三井物産戦略研究所 北米・中南米室長） 

14：50 - 15：50 

パネル・ディスカッション 

浦田 秀次郎氏（早稲田大学）、山田 良平氏（三井物産戦略研究所）、 

藤岡 芳郎氏（大阪産業大学）、グエン・ドゥック・ラップ氏（広島修道大学） 

16：00‐17：00 会員総会 

17：15‐19：00 懇親会 １号館15 階「鳳の間」 



 

7 月7 日（日）午前（10：30～12：35）【自由論題報告】 1 号館2 階各会場 

 

 

 

会場 第1分科会（205） 第2分科会（202） 第3分科会（203） 

座長 松尾 仁（東京福祉大学） 春日 尚雄 （都留文科大学） 飯島 高雄（近畿大学） 

10：30- 11：05 

論題 
中国・タイにおける日本産抹茶の

消費行動に関する分析 

１９８０年代の総合商社のプラント

輸出におけるビジネス創造 

The ‘Dark Side’ of Strategic 

Coupling – Hidden Worries of 

Taiwanese FPD Industry after the 

Defeat of Sharp-  

報告者 柯 麗華（静岡産業大学） 垰本 一雄（東京福祉大学） 田畠 真弓（専修大学） 

コメンテータ 石川 和男（専修大学） 新本 寛之（広島修道大学） 高橋 義仁（専修大学） 

11：15- 11：50 

論題 

中国のネット通信販売における消

費者の継続信頼構築に関する一研

究―価値共創を求めてー 

新興国市場における現地化プロセス

に関する研究‐タイにおける日系住

宅メーカーの事例を中心として‐ 

不祥事企業の株式保有構造による

影響 

報告者 

孔 令建（中国海南軟件職業技術

学院/神奈川大学アジア研究セン

ター） 

藤岡 資正（明治大学） 柏木 理佳（城西国際大学） 

コメンテータ 柯 麗華（静岡産業大学） 村松 潤一（岡山理科大学） 瀧田 修一（東亜大学） 

12：00-12：35 

論題 

中国のキャッシュレス生活におけ

る顧客の価値創造活動と文脈価値

の創造 

外国人労働者依存の必要性と迫られ

る技術高度化への対応 

 

日本の保険会社におけるアジア進

出が業績予想に与える影響 

 

報告者 
張 婧（岡山理科大学）/ 

村松潤一（岡山理科大学） 
高橋 義仁（専修大学） 中井 教雄（広島修道大学） 

コメンテータ 藤岡 芳郎（大阪産業大学） 江 向華（京都先端科学大学） 小林 守（専修大学） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 月7 日（日）午後（13：15～15：20）【自由論題報告】 1 号館2 階各会場 

 

 

会場 第1分科会（205） 第2分科会（202） 第3分科会（203） 

座長 岩尾 詠一郎（専修大学） 石原 伸志（東海大学） 小森 正彦（亜細亜大学） 

13：15- 13：50 

論題 
アジア訪日観光客の地域観光にお

ける観光価値の研究 

文化的知性におけるCOQ とSFCQ

の比較研究 

QBハウスのアジア展開―シンガポ

ール・香港・台湾における価値共

創経営― 

報告者 高橋 良平（倉敷芸術大学） 曽我 寛人（釧路公立大学） 星田 剛（安田女子大学） 

コメンテータ 池部 亮（専修大学） 岩淵 護（青森大学） 村松 潤一（岡山理科大学） 

14：00- 14：35 

論題 
国際マーケティング標準化の先行

要因と結果要因―食品企業の事例 

フィリピン進出の韓国商工人の撤収

要因に関する研究‐Cebu地域に対

する実態調査- 

日中-ASEAN諸国間の資源･一次産

品貿易の傾向的変化について 

報告者 金 炯中（静岡産業大学） 金 日植（光云大学） 林田 秀樹（同志社大学） 

コメンテータ 丸谷 雄一郎（東京経済大学） 飯島 高雄（近畿大学） 中井 教雄（広島修道大学） 

14：45- 15：20 

論題 台湾の外食市場 

報告者 高橋 宏幸 （久留米大学） 

コメンテータ 田畠 真弓（専修大学） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

専修大学神田校舎アクセスマップ 

 

http://www.senshuu.ac.jp/univguide/profile/access/kanda_campus.html 

アクセス： 水道橋駅（JR）西口、徒歩 7分 

九段下駅（東西線、都営新宿線、半蔵門線）出口 5、徒歩3分 

神保町駅（都営三田線、都営新宿線、半蔵門線）出口 A2、徒歩 3分  

 

 

 

 

 

 
  


