
 

 

 

日本流通学会 第27回全国大会プログラム 

統一論題「流通と TPP」 

会場  関東学院大学金沢八景キャンパス（横浜市金沢区六浦東 1-50-1） 

日時  10月25日（金） 各種委員会・理事会・理事懇親会 

             13時30分～16時 企画委員会（経済学館 206） 

             14時～16時 編集委員会（経済学館 207） 

             14時～16時 学会賞選考委員会（経済学館 611） 

             14時～16時 国際交流委員会（経済学館 612） 

             14時～16時 情報管理委員会（経済学館 経済経営研究所） 

             16時～18時 理事会（経済学館 206） 

             18時20分～20時30分 理事懇親会（エテルニテ） 

    10月26日（土）   9時50分～16時 統一論題シンポジウム（フォーサイト 21棟 F-302） 

             16時～17時45分 会員総会（フォーサイト21棟 F-302） 

             18時～20時 会員懇親会（12号館2階） 

10月 27日（日） 10時～15時55分 自由論題報告セッション（フォーサイト 21棟 各教室） 

13時30分～16時 学会設立25周年・5巻本刊行記念 公開特別講演 

受付   フォーサイト 21棟 3階エレベーターホール（26日、27日共通） 

会員控室 フォーサイト 21棟 F-401（26日、27日共通） 

大会参加費 3,000円  懇親会費4,000円（当日は 5,000円） 26日・27日の昼食弁当代 各1,000円 

＊ それぞれ事前に別紙の振込用紙でお支払いください 

 

第１日目 10月26日（土） 

統一論題シンポジウム  9時50分～16時 フォーサイト21棟 F-302 

 

座長 大石 芳裕（明治大学） 野見山 敏雄（東京農工大学） 

9時50分～9時55分   開催校挨拶 福田 敦（関東学院大学 大会実行委員長） 

9時55分～10時     学会長挨拶 松尾 秀雄（名城大学） 

 10時～10時50分     基調報告１ 山岡 隆夫（東北学院大学） 

世界経済危機下での環太平洋経済連携協定（TPP） 

               －米国の対日市場開放要求としての二国間「国際政策協調」の視点から－ 

 10時50分～11時40分  基調報告２ 川端 基夫（関西学院大学） 

外食国際化に与えるＴＰＰの影響 

 10時40分～12時30分  基調報告３ 福田 晋（九州大学） 

環太平洋パートナーシップ協定が畜産物流通に与える影響 

 12時30分～13時30分  昼食休憩 

 13時30分～14時20分  基調報告４ 田中 秀樹（広島大学） 

TPPと消費生活への影響 －食生活を中心に－ 

 14時20分～14時30分  休憩 

14時30分～16時     総合討議 



 

 

 

 

会員総会 16時10分～17時50分  フォーサイト21棟 F-302 

 

懇親会  18時～20時  12号館2階 アゴラ 

 

第２日目 10月27日（日） 

自由論題報告セッション 10時～16時 フォーサイト21棟 各教室 

 

第１会場 「小売業・地域商業」    教室 F-202  報告25分 質疑応答 20分 

座長 江上 哲（日本大学） 

 

第１報告 10時～10時 45分     小売業に見られるマーケティング活動 

松井 温文（追手門学院大学） 

第2報告 10時50分～11時35分     中心市街地活性化におけるコーディネーションの分析 

－近畿圏におけるバル街の展開過程－ 

角谷 嘉則（桃山学院大学）  

 

第２会場 「海外流通・国際展開」  教室 F-201  報告25分 質疑応答 20分 

座長 鍾 淑玲（東京工業大学） 孫 飛舟（大阪商業大学） 

 

第１報告 10時～10時 45分     小売企業の国際展開における「グローカリゼ―ション」の論理 

                  鳥羽 達郎（富山大学） 

第２報告 10時50分～11時35分   日本大手小売企業の東アジア諸国進出分析と課題：経営戦略論的

アプローチ 

                  野﨑 俊一（立教大学） 

第３報告 11時40分～12時25分     アメリカ通商政策の転換と日本産業 

－「製造業の復活」政策とTPPによる影響を中心に － 

                  櫻井 公人（立教大学） 

 

12時25分～13時30分  昼食休憩 

 

第４報告 13時30分～14時15分   中国における環境配慮型製品の購買行動に影響する要因 

                  侯 利娟（九州産業大学） 

第５報告 14時20分～15時5分   中国型マーケティングの形成 ～上海家化の経営史からみる～ 

                  肖 栄（立命館大学大学院） 

第６報告 15時10分～15時55分   フィリピンの流通チャネルにおける零細小売店の位置付け 

～外資系企業インタビューから～ 

                  舟橋 豊子（明治大学大学院） 

 

 



 

 

 

第３会場 「農産物流通」   教室 F-402  報告25分 質疑応答 20分 

座長 坂爪 浩史（北海道大学） 樫原 正澄（関西大学） 

 

第１報告 10時～10時 45分     地域内発型政策モデルの検証：流通・交流・発信拠点整備 

大分県豊後大野市における旧役場庁舎の活用による地域活性化

と 6次産業化 

                  川辺 亮（株式会社 農都共生総合研究所）、佐藤佳奈美（同） 

第２報告 10時50分～11時35分   国産牛肉市場におけるブランド化の現状と課題 

－神戸牛と但馬牛を中心に― 

平山 弘（阪南大学） 

第３報告 11時40分～12時25 分   生鮮品流通の変化と卸売市場の役割の縮小問題について 

細川 允史(卸売市場政策研究所)  

 

       12時25 分～13時30分   昼食休憩 

 

第４報告 13時30分～14時15分   流通変容下における直売型流通チャネルの形成：愛知県の事例 

                  河内 良彰（京都大学大学院） 

第５報告 14時20分～15時5分   中国の巨大乳業における企業結合プロセスとその構造 

                  戴 容秦思（広島大学大学院）、 矢野 泉（広島大学大学院） 

第６報告 15時10分～15時55分   食品及び農産物の流通における放射能リスクに関する情報提示の 

在り方に関する一考察 

                  相原 延英（早稲田大学） 

 

第４会場 「流通・生産ネットワーク」    教室 F-403  報告25分 質疑応答 20分 

座長 福田豊（電気通信大学） 伊藤 誠悟（関東学院大学） 

 

第１報告 10時～10時 45分      協働型MD展開の進化と情報共有化 

                  菊池 宏之（東洋大学） 

第２報告 10時50分～11時35分     小売企業の成果におけるバイヤーの管理様式に関する実証分析 

                  金 昌柱（立命館大学） 

第３報告 11時40分～12時25分   フランチャイズ・チェーンにおける複数店経営の分析：特性理論 

からのアプローチ 

                  小本 恵照（駒澤大学） 

 

                 12時25 分～13時30分  昼食休憩 

 

第４報告 13時30分～14時15分   広域災害における救援物資サプライチェーン 

－東日本大震災からの教訓 

                  秋川 卓也（日本大学） 

第５報告 14時20分～15時5分    青島ビールのサプライチェーンにおける信頼 

－取引コストアプローチからの考察－ 

                  徐 爍爍（立命館大学大学院） 

第６報告 15時10分～15時55分   SPAの革新性－中国アパレル3社を素材として－ 

                  苗 苗（立命館大学大学院） 

 



 

 

 

第２日目 10月27日（日） 

学会設立25周年・5巻本刊行記念  

公開特別講演「流通研究および流通業の歩みと展望」 

 13時30分～16時 フォーサイト21棟 教室 F-202 

 

13時30分～13時35分  司会挨拶 木立 真直（中央大学） 

 

13時35分～14時25分  講演１ 山口 重克（東京大学名誉教授） 

日本流通学会の歩みの回顧と展望 

 

 14時25分～14時30分  ファシリテータ 吉村 純一（熊本学園大学） 

 

14時30分～14時40分  質疑応答 

  

14時40分～15時40分  講演２ 川野 幸夫（ヤオコー代表取締役会長） 

「志の高い企業」を目指して～小売経営に見る歴史と展望～ 

 

 14時40分～14時45分  ファシリテータ 薄井 和夫（埼玉大学） 

 

14時45分～14時55分  質疑応答 

  

14時55分～16時     学会長挨拶 松尾 秀雄（名城大学） 

 

 16時          閉会 

 

 

 

＊ 公開特別講演は、どなたでも参加費無料で自由に聴講できます。 


