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経済理論学会 第 67 回(2019 年度) 

大会案内とプログラム 

 

第 67 回大会準備委員会委員長 

姉歯曉 

  電話: 03-3418-9360（直通） 

E-mail: keizairiron67@yahoo.co.jp 

 

会員の皆様にはご活躍のことと拝察いたします  

さて、2019 年 5 月 25 日(土)に開催された幹事会の討議を経て、経済理論学会第 67 回全国大会

(2019 年 10 月 19 日(土)・20 日(日)、駒澤大学（駒沢キャンパス）のプログラムを皆様にご報告す

る運びとなりました。  

 

(1)共通論題  

今年度の大会では、すでに本誌前号でもお知らせしましたように、共通論題テーマを「資本主

義のオルタナティブ―資本主義の限界と政治経済学の課題」と設定しました。経済理論学会の 60

年間の研究活動の蓄積を生かしつつ、近年直面してきた諸問題がいよいよ資本主義のシステムと

しての「行き詰まり」を示しているという視点から、限界に近づいた現在の資本主義とそのオル

タナティブをテーマにとりあげます。この間に世界経済は、新興国の急速な経済発展による新た

な国際分業を展開し、いわゆる「マネー資本主義」を膨張させました。それとともに地球環境問

題、資源・エネルギー問題等の解決が待ったなしの状況に陥っています。そこで今回の報告者は、

資本主義の限界について総合的に考察しつつ、未来社会の可能性を見極める作業に取り組んでい

る三名にお願いし、方向性の異なる二人のコメンテーターに報告全体への総括的議論をしていた

だくことにしました。 

 

(2)記念講演  

第 5 回(2018 年度)経済理論学会ラウトレッジ国際賞を受賞された Diane Elson 氏 (Essex 

University) による記念講演会が大会第 1 日目(19 日)の午後に開催されます。なお、この講演会は

経済理論学会と駒澤大学経済学部創立 70 周年記念実行委員会との共催として行われ、一般公開

されることとなりました。 

 

(3)大会参加方法  

大会参加には、参加費支払いと参加申込みとが必要です。  

(3-1)参加費の支払い方法  

［事前振込み］大会当日は受付が大変混雑します。スムースな大会運営のため、本号同封の郵便
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局の払込取扱票での事前振込みにご協力ください。事前振込みの場合、大会参加費のみは 2000 円、

大会参加費と懇親会費の合計は 7000 円です。さらに 2 日目の 10 月 20 日(日)の弁当 1000 円を予

約しますと 8000 円になります。振込期日は 9 月 27 日(金)です。恐縮ではございますが、振込み

の際には所定の手数料がかかります。  

［当日支払い］9 月 27 日(金)を過ぎると振込はできません。それ以降は、学会受付にて当日現金

支払いのみ承ります。大会参加費のみは 3000 円、大会参加費と懇親会費の合計は 8000 円です。

釣り銭のないようご協力ください。  

(3-2)参加の申込み方法  

［Web 申込み］作業の効率化のため、Web 申込みにご協力ください。経済理論学会ホームページ

内の経済理論学会第 67 回大会ウェブサイトから「大会参加申込」にアクセスし、所定のフォーム

にご記入ください。こちらの締め切り期日も 9 月 27 日(金)です。  

［郵送申込み］Web 申込みが困難な会員は、下記の送付先に必要事項を記入の上、9 月 27 日(金)

必着にて郵送ください。郵送料は自己負担でお願いします。  

［郵送申込み送付先］ 

 〒154-8525 世田谷区駒沢 1 丁目 23-1 

 駒澤大学経済学部 明石英人研究室気付 

 経済理論学会第 67 回大会準備委員会 

［郵送申込み必要事項］ 

1.氏名、2.所属、3.参加予定の分科会（第 1 分科会〜第 19 分科会より参加予定の分科会をご記入

ください）、4. 懇親会への参加・不参加  

 

(4)報告者へのお願いとご案内 

報告者には、上記の参加費支払いと参加申込みと合わせ、報告要旨と報告本文との 2 点を下記

の要領で大会準備委員会に提出していただきます。 

［提出方法］報告要旨は Word テキスト直接入力（日本語、英語ともに A4、1 ページ以内）、報告

本文は pdf ファイル（日本語、英語ともに A4、20 ページ以内）にて、 keizairiron67@yahoo.co.jp

宛てにメール添付で提出してください。経済理論学会第 67 回大会ウェブサイトにもご案内いた

します。 

［提出期日］報告要旨と報告本文の提出期限を 2019 年 9 月 2 日(月)までとさせていただきます。

報告者の皆さまにはご理解とご協力のほどよろしくお願いします。なお、期日までに報告要旨の

提出がない場合は、報告辞退と見なされることが幹事会で決定されています。 

 

(5)報告要旨・報告本文の閲覧 

報告要旨と報告本文とは、9 月中旬以降、経済理論学会第 67 回大会ウェブサイトから pdf ファ

イルでダウンロードできるようにいたします（ダウンロードしたファイルの閲覧には本誌同封の

mailto:keizairiron67@yahoo.co.jp
mailto:keizairiron67@yahoo.co.jp
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パスワードが必要です）。報告要旨集に関しては、大会参加者に冊子体の報告要旨集を大会当日、

受付にて配布します（報告要旨集の事前郵送は行いません）。 

 

(6)宿泊施設  

10 月は観光シーズンのため、都内の宿泊の予約は困難が予想されます。会場最寄駅の駒沢大学

駅は渋谷に近く（東急田園都市線で所要時間が約 7 分）、また沿線にもビジネスホテル等が数軒

ありますが、参加ご希望の方はお早めの宿泊の確保をお願いします。  

 

(7)駒澤大学駒沢キャンパス会場のご案内  

①キャンパス内の喫煙は指定されたスペースにおいてのみ可能です。②現金が使用できるコピー

機はキャンパス内のセブンイレブンのみにあります。③駒澤大学無線 LAN への無料接続はご利

用いただけませんが、本学は eduroam JP への参加機関です（eduroam JP は、大学等教育研究機関

の間でキャンパス無線 LAN の相互利用を実現する国立情報学研究所(NII)のサービスです）。無線

LAN のご利用を希望する会員はそちらをご利用ください。eduroam JP の利用方法は、あらかじめ

ご自身が所属する機関へお問い合わせください。④昼食については、19 日(土)は、種月館（3 号

館）1 階の食堂またはセブンイレブン（弁当など販売）をご利用ください。 20 日(日)は、大学内

の食堂およびセブンイレブンは営業しておりません。昼食は、事前申込・支払を済ませた方には

弁当を種月館（3 号館）2 階 207 教室前の受付にてお渡しします。その他の方はキャンパス周辺の

飲食店等をご利用ください。⑤駒澤大学駒沢キャンパス・大会会場へのアクセスは、プログラム

末尾をご覧ください。 
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経済理論学会 第 67 回大会 

2019 年 10 月 19 日(土)・20 日(日) 

駒澤大学・駒沢キャンパス 

Japan Society of Political Economy, 

The 67th Annual Conference, Komazawa University 

 

プログラム 

第 1 日 19 日(土) 午前の部 9:10〜11:50 

第 1 分科会:「資本主義経済の諸相と変容」 

(一般分科会) 

◎種月館（3 号館）7 階 704 教室 

◎司会: 平野健[中央大学] 

柴田努[岐阜大学] 

「株主価値重視経営と日本経済の変容」 

コメンテーター: 小倉将志郎[駒澤大学] 

古山友則[安田女子大学] 

「地方創生のソーシャルデザインとその射程―広島県豊田郡大崎上島町を先行事例にして―」 

コメンテーター: 宮嵜晃臣[専修大学] 

前原ひとみ[中央大学・院] 

「資本主義的生産における制限性―「この法則の内的諸矛盾の展開」との関連で―」 

コメンテーター: 秋保親成[流通経済大学] 

 

第 2 分科会:「数理マルクス分科会①「数理マルクス経済学の新展開」」 

(一般分科会・セット企画) 

◎種月館（3 号館）7 階 705 教室 

◎司会: 関根順一[九州産業大学] 

大西広[慶應義塾大学] 

「商業部門の再生産表式上の位置づけについて」  

コメンテーター: 土井日出夫[横浜国立大学] 

上西雄太[慶應義塾大学・院] 

「異質な志向性を持つ社会構成員の政治経済学モデル」 

コメンテーター: 関根順一[九州産業大学] 

田添篤史[三重短期大学] 

「金融的収益の重要化と格差の変動の関係」  

コメンテーター: 金江亮[桃山学院大学] 
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第 3 分科会:「原理論と現代資本主義」 

(一般分科会) 

◎種月館（3 号館）7 階 706 教室 

◎司会: 田中英明[滋賀大学] 

岩田佳久[東京経済大学] 

「商業資本と現代資本主義」 

コメンテーター: 田中英明[滋賀大学] 

小幡道昭[駒澤大学・非] 

「コンピュータと労働：再論」 

コメンテーター: 塩見由香[東京学芸大学] 

 

第 4 分科会:「資本主義の発展段階」 

(一般分科会) 

◎種月館（3 号館）2 階 205 教室 

◎司会: 松本朗[立命館大学] 

今村遠征[会員] 

「資本主義諸国の発展段階について」 

コメンテーター: 未定 

竹内たかお[会員] 

「蓄積の抽象的課題―ソ連・ユーゴ崩壊の経済的要因考察の試み―」 

コメンテーター: 大坂洋[富山大学] 

Kim Joon Young [韓国雇用情報院] 

「韓国におけるプラットフォーム労働の規模の推定と実態」 

コメンテーター: 隅田聡一郎[一橋大学] 

 

第 5 分科会: 国際セッション(1)「中国政治経済学の現在①」 

(特設分科会・セット企画) 

◎種月館（3 号館）2 階 211 教室 

◎司会: 李暁魁[中国社会科学院] 

余斌[中国社会科学院] 

「計量経済学批判」 

コメンテーター: 石倉雅男[一橋大学] 

丁堡駿[吉林財経大学] 

「マルクス・エンゲルス『共産党宣言』～時代とともに発展する理念、現代への啓示」 
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コメンテーター: 渡辺雅男[北京理工大学] 

李暁魁[中国社会科学院] 

「社会転換と中国社会の構造変動：―「新階層」の変動過程を中心に―」 

コメンテーター: 姉歯曉[駒澤大学] 

 

第 6 分科会: English Session (1) “Varieties of Capitalism and Social Dynamics” 

Room: Syugetsukan (Building No.3 2F, Room 212) 

Chair: Kei EHARA (Oita University) 

Shinya SHIBASAKI (Hokusei Gakuen University, Japan) and Kei EHARA (Oita University, Japan) 

“What is Commercial Capital? : Japanese Contributions to Marxian Market Theory” 

Sajid BASHIR (The University of Sheffield, England) 

“Audit Expectations Gap in Accounting” 

Manuel BRANCO (University of Évora, Portugal) 

“Modes of international dissemination of ideas and the standardization of postgraduate teaching in 

Economics in Portugal” 

Arrizabalo XABIER (Universidad Complutense de Madrid, Spain) 

“Chronical crisis and historical limits of the capitalism” 

Vojtech ONDRACEK (Charles University, PhD candidate, Czech Republic) 

“The Olympic Games as tool and weakness of the global capitalism” 

 

第 1 日 19 日(土) 午後の部 12:50〜15:30 

第 7 分科会:「オルタナティブ社会①新自由主義的グローバリゼーションと対抗戦略」 

(問題別分科会・セット企画) 

◎種月館（3 号館）7 階 704 教室 

◎司会: 後藤宣代[福島県立医科大学・非] 

平賀緑[京都橘大学・非] 

「資本主義発展に伴う「食」の変容」 

コメンテーター: 大屋定晴[北海学園大学] 

北見秀司[津田塾大学] 

「ポスト資本主義的民主主義における市場について」 

コメンテーター: 山田鋭夫[名古屋大学・名] 

大屋定晴[北海学園大学] 

「現代マルクス派の「社会運動」論とマルクスの「歴史的運動」」 

コメンテーター: 北見秀司[津田塾大学] 
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第 8 分科会:「数理マルクス分科会②「マルクス派最適成長論とマクロ法則」」 

(一般分科会・セット企画) 

◎種月館（3 号館 7 階）705 教室 

◎司会: 山下裕歩[獨協大学] 

吉井舜也[慶應義塾大学・院] 

「マルクス派最適成長モデルによる資本主義経済と前資本主義経済」   

コメンテーター: 山下裕歩[獨協大学] 

山下裕歩[獨協大学] 

「マルクス派最適成長モデルと不確実性」  

コメンテーター: 金江亮[桃山学院大学] 

関根順一[九州産業大学] 

「ペティ＝クラークの法則の理論的基礎：史的唯物論の見地から」  

コメンテーター: 田添篤史[三重短期大学] 

 

第 9 分科会:「現代資本主義における構造変化, 所得分配, 経済成長①」 

(一般分科会・セット企画) 

◎種月館（3 号館）7 階 706 教室 

◎司会: 黒瀬一弘[東北大学] 

薗田竜之介[佐賀大学] 

「雇用形態の差異を考慮した２部門カレツキアン・モデル」 

コメンテーター: 黒瀬一弘[東北大学] 

西洋[阪南大学] 

「内生的生産性上昇率をともなうカレツキ・カルドア・モデル」 

コメンテーター: 村上弘毅[中央大学] 

安藤順彦[名古屋大学・院] 

「環境税が需要形成に与える効果：汚染排出を考慮したポストケインズ派モデルによる分析」 

コメンテーター: 大熊一寛[環境省] 

 

第 10 分科会:「流通、消費と未来社会」 

(一般分科会) 

◎種月館（3 号館）2 階 210 教室 

◎司会: 竹内晴夫[愛知大学] 

枝松正行[関東学院大学・非] 

「生産的労働論争の止揚と未来社会」 

コメンテーター: 渡辺雅男[北京理工大学] 
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海大汎[北海道大学・院] 

「蓄蔵貨幣論の再考」 

コメンテーター: 竹内晴夫[愛知大学] 

李暁黎[滋賀大学・院] 

「Ali-Pay という新型決済ツールについて」 

コメンテーター: 竹内晴夫[愛知大学] 

 

第 11 分科会: 国際セッション(2)「中国政治経済学の現在②」 

(特設分科会・セット企画) 

◎種月館（3 号館）2 階 211 教室 

◎司会: 李帮喜[清華大学] 

王娜[中国農業大学] 

「The comparison of the endogenous monetary theory between the Marxian and Post-Keynesian」 

コメンテーター: 前畑雪彦[桜美林大学・名] 

李怡楽[西南財経大学] 

「Research on Profit Fixes in China’s Real Economy」 

コメンテーター: 藤森頼明[早稲田大学・名] 

渡辺雅男[北京理工大学]、贾利军[北京理工大学]、高晨曦[一橋大学・院] 

「不生産的資本の概念について～空費の資本化と資本機能の二重化」 

コメンテーター: 村上研一[中央大学] 

 

第 12 分科会: English Session (2) “Re-Emergence of Asia” 

Room: Syugetsukan (Building No.3, 2F, Room 212) 

Chair: Akinori ISOGAI (Kyushu University) 

Lingyun HE, Ding XU and Qiuchi XIAO (Zhongnan University of Economics and Law in Wuhan, China)  

    “Children’s Marriage and Parental Subjective Well-being: Evidence from China” 

Monir Hossain MONI (Bangladesh Asia Institute for Global Studies) 

    “Bangladesh Between China and Japan: A Comparative Economic Cooperation Research Featuring 

Trade, Investment and Aid” 

Heriberto RUIZ-TAFOYA (Kyoto University, Institute of Social Dynamics and Theory, Hiroshima) 

“Capital Appropriation of Slum Dwellers’ Food Consumption: Evidence from Metro Manila” 

Hiroshi YOSHIDA (Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan) 

“The structure of nuclear policy in Japan” 

 

第 13 分科会: English Session (3) “Value, Exploitation and Profits” 
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Room: Syugetsukan (Building No.3, 2F, Room 205) 

Chair: Naoki YOSHIHARA (University of Massachusetts, Amherst) 

Kiyoshi NAGATANI (former member of JSPE, Japan) 

“Problems with the Value-form” 

Weikai CHEN (University of Massachusetts, USA) 

“Technical Change, Income Distribution and Profitability in Multisector Linear Economies” 

Junshang LIANG (University of Massachusetts, Amherst, USA) 

“Falling Rate of Profit Under Constant Rate of Exploitation” 

Naoki YOSHIHARA (University of Massachusetts, Amherst, USA) 

“Persistent Exploitation with Intertemporal Reproducible Solution in Pre-industrial Economies” 

 

■15:40〜16:30 

会員総会 

◎種月館（3 号館）2 階 207 教室 

 

■16:30〜16:50 

第 10 回経済理論学会奨励賞授与式 

◎種月館（3 号館）2 階 207 教室 

 

■17:00〜18:00 

第 5 回(2018 年度)経済理論学会ラウトレッジ国際賞授賞式・駒澤大学経済学部創立 70 周年記念

講演会 

◎種月館(3 号館) 2 階 207 教室 

Diane Elson (Essex University)  

"Intersections of Gender and Class in the Distribution of Income"  

◎司会＆受賞理由紹介: 姉歯曉 [駒澤大学] 

◎表彰状および記念品授与：河村哲二 

 

■18:10〜20:30 

経済理論学会創立 60 周年記念祝賀会・懇親会 

◎種月館（3 号館）4 階種月ホール 

 

第 2 日 20 日(日) 午前の部 9:10〜11:50 

第 14 分科会:「資本主義のオルタナティブ」 

(共通論題関連分科会) 
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◎種月館（3 号館）3 階 305 教室 

◎司会: 佐々木隆治[立教大学] 

柴垣和夫[東京大学・名] 

「資本主義から社会主義への移行について」 

コメンテーター: 未定 

武井博之[会員] 

「『資本論』の解明とその現代への照射―大谷禎之介著『資本論草稿にマルクスの苦闘を読む』の

探求―」 

コメンテーター: 未定 

鳥居伸好[中央大学] 

「「社会的力」としての商品（価値）・貨幣・資本について―マルクス草稿研究に基づく概念規定

とその現代的意義―」 

コメンテーター: 佐々木隆治[立教大学] 

 

第 15 分科会:「資本主義の基礎理論―転形問題再考」 

(問題別分科会・セット企画) 

◎種月館（3 号館）3 階 311 教室 

◎司会: 大西広[慶應義塾大学] 

伊藤誠[東京大学・名] 

「転形論争とマルクス価値論の意義と課題」 

コメンテーター: 松尾匡[立命館大学], 張忠任[島根県立大学] 

松尾匡[立命館大学] 

「総計一致命題が前提するニュメレール」 

コメンテーター: 伊藤誠[東京大学・名], 張忠任[島根県立大学] 

張忠任[島根県立大学] 

「中国における転形問題の諸解法」 

コメンテーター: 伊藤誠[東京大学・名], 松尾匡[立命館大学] 

 

第 16 分科会「オルタナティブ社会②ポスト・キャピタリズムへの通路と過渡期経済学の創造」 

（問題別分科会・セット企画） 

◎種月館（3 号館）3 階 312 教室 

◎司会: 後藤康夫[福島大学] 

藤岡惇[立命館大学] 

「自然順応型文明への転換の道程―「原始共同体の高次復活論」再考－」 

コメンテーター: 大内秀明[東北大学・名] 
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後藤宣代[福島県立医科大学・非] 

「ポスト・ゲノム時代の「バイオ・キャピタル」とアントロポセン（人新世）」 

コメンテーター: 藤岡惇[立命館大学] 

後藤康夫[福島大学] 

「ネット的生産・交通様式と価値法則の止揚、そして新たな主体」 

コメンテーター: 日臺健雄[和光大学] 

 

第 17 分科会:「現代資本主義における構造変化，所得分配，経済成長②」 

(一般分科会・セット企画) 

◎種月館（3 号館）2 階 205 教室 

◎司会: 西洋[阪南大学] 

宇仁宏幸[京都大学] 

「日本企業における利潤と成長の動学」 

コメンテーター: 原田裕治[摂南大学] 

藤田真哉[名古屋大学] 

「マークアップの理論とその実証：ポスト・ケインジアン・アプローチ」 

コメンテーター: 大野隆[同志社大学] 

嶋野智仁[松山大学] 

「OECD 諸国の利潤率の動態の規定要因」 

コメンテーター: 池田毅[立教大学] 

 

第 18 分科会:「アベノミクスの成長戦略と金融・財政運営」 

(一般分科会・セット企画) 

◎種月館（3 号館）2 階 211 教室 

◎司会: 米田貢[中央大学] 

本田浩邦[獨協大学] 

「長期停滞と代替的経済政策の可能性」 

コメンテーター: 村上研一[中央大学] 

村上研一[中央大学] 

「アベノミクス・金融緩和と産業・再生産構造」 

コメンテーター: 米田貢[中央大学] 

米田貢[中央大学] 

「現代日本の国債管理と国債依存の限界」 

コメンテーター: 本田浩邦[獨協大学] 
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第 19 分科会: English Session (4) “The Global Economy and Economic Policies” 

Room: Syugetsukan (Building No.3, 2F, Room 212) 

Chair: Nobuharu YOKOKAWA (Musashi University) 

Khan BHOLA (Yobe State University, Nigeria) 

“Estimation of Child Mortality Rate in Nigeria: A Socio-economic Analysis” 

Mark NYANDORO (University of Zimbabwe) 

“An Evaluation of Pilot Small-Scale Irrigation Agriculture and the Contradictions between this Process 

and the Human-Capital/Labour Requirements of the Estate Sector in a Northwestern Frontier Region of 

Zimbabwe” 

Alicia GIRÓN (Economic Research Institute, UNAM, Mexico) 

“Austerity, Financialization and Social Reproduction” 

Laura VIDAL and Eugenia CORREA (Mexico National University, Mexico) 

“Intellectual Property Rights and Intangible Assets: some evidence in Health and Entertainment 

Industries” 

Hans G. DESPAIN (Nichols College, USA) 

“Why Secular Stagnation? : Larry Summers and Monopoly Power” 

 

■10:00～11:50 

国際交流セミナー（駒澤大学経済学部 70 周年記念実行委員会共催）: 「フェミニズムと経済」 

◎種月館（3 号館）2 階 202 教室 

◎司会: 姉歯曉[駒澤大学] 

Diane Elson [Essex University]と若手研究者との研究交流会 

 

第 2 日目 20 日(日) 午後の部 12:50〜17:00 

共通論題 

「資本主義のオルタナティブ―資本主義の限界と政治経済学の課題」 

◎種月館（3 号館）2 階 207 教室 

◎司会・運営委員: 宇仁宏幸[京都大学]、新田滋[専修大学]、藤田実[桜美林大学] 

報告:  

浜矩子[同志社大学] 

小西一雄[立教大学・名] 

松尾匡[立命館大学] 

 

コメンテーター: 鶴田満彦[中央大学・名]、佐々木隆治[立教大学] 
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駒澤大学駒沢キャンパス・交通アクセス 

〈電車の場合〉 

「駒沢大学」駅...東急田園都市線「渋谷」駅より約 7 分（準急または各駅停車をご利用ください） 

 

〈バスの場合〉 

 

 

駅 乗り場 系統 行き先 下車停留所 停留所より 

渋谷 

45 番 渋 82 等々力行き 駒沢 徒歩 1 分 

5 番 渋 12 二子玉川駅行き、高津営業所行き 駒沢 徒歩 1 分 

三軒茶屋 

4 番 渋 12 二子玉川駅行き、高津営業所行き 駒沢 徒歩 1 分 

5 番 渋 82 等々力行き 駒沢 徒歩 1 分 

二子玉川 1 番 渋 12 渋谷駅行き 駒沢 徒歩 1 分 

等々力 

1 番 渋 82 渋谷駅行き 駒沢 徒歩 1 分 

1 番 等 11 祖師ケ谷大蔵駅行き 駒沢 徒歩 1 分 

自由が丘 1 番 
自 01・ 

自 02 
駒大深沢キャンパス前行き 駒大深沢キャンパス前 徒歩 5 分 

千歳船橋 B 等 11 等々力操車所行き 駒沢 徒歩 1 分 
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駒澤大学駒沢キャンパス・会場アクセス 

 

所在地：〒154-8525 東京都世田谷区駒沢 1 丁目 23-1 

東急田園都市線「駒沢大学」駅下車。「駒沢公園口」出口から徒歩約 10 分。 



 15 

 

大会会場はすべて種月館（3 号館）内になります。 

受付：種月館（3 号館）2 階 207 教室前 

休憩室：種月館（3 号館）2 階 206 教室 


