
 

パーソナルファイナンス学会 

第 19回全国大会のご案内 

パーソナルファイナンス学会第 19 回全国大会を下記のとおり開催いたします。 

皆様のご参加をお待ちしております。 
 

統一論題  

「金融イノベーションとグローバリゼーション」 
 

1.  開催期間  2018年 12月 1日（土），2日（日） 

2.  報告・会員総会会場 千葉商科大学 7号館 702教室 

    懇親会会場 千葉商科大学 本館 3階 ファカルティクラブ 

〒272-8512 千葉県市川市国府台 1-3-1  TEL：047-372-4111 

3.   申し込み方法 同封の出欠票はがきに必要事項を記入のうえ，11 月 26 日（月）

迄にご返送（投函）ください。 もしくは、学会ＷＥＢサイト「全国大会

情報」に記載のＵＲＬ↓からもお申込が可能です。 

https://kokucheese.com/event/index/544159/ 

4.  参加費振込期限 2018年 11月 26日（月） 
            
  ＊大会参加費・懇親会費等は以下のとおりです。 

  ＊ご宿泊につきましては、お手数ですが会員各位でご手配下さい。 

  

会員種別 大会参加費 懇親会費 昼食代 

個人・院生会員 3,000 円 2,000 円 
     事前申込制 

（大会参加費に含まれます） 
賛助会員 3,000 円 2,000 円 

非会員 6,000 円 5,000 円 

消費者金融部会 無料 無料 事前申込制（無料） 
 

======================================================================== 
 

【開催校】 

千葉商科大学 実行委員長 藤原七重 
 

【お申込・参加費お振込についてのお問合せ】 

パーソナルファイナンス学会 リエゾンオフィス 

〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町 518 司ビル 3Ｆ 

【業務委託先】(株)国際ビジネス研究センター 

Tel: 03-5273-0473  Fax: 03-3203-5964 japf@ibi-japan.co.jp 

URL：http://www.ibi-japan.co.jp/japf 

 

 

https://kokucheese.com/event/index/544159/
mailto:japf@ibi-japan.co.jp
http://www.ibi-japan.co.jp/japf


 

パーソナルファイナンス学会第 19回全国大会プログラム 

第１日：12 月 1 日（土） 

午前の部 

10：00- 

10：20 

開会の言葉 大会委員長   藤原七重（千葉商科大学）  

        会長         坂野友昭（早稲田大学） 

午前の部：司会 藤田哲雄（株式会社日本総合研究所） 

10：20 

～ 

11：10 

統一論題報告Ⅰ 「仮想通貨と有価証券としての地域金融における可能性 ……

ICO とクラウドファンディングやソーシャルレンディングとの接点と規制枠組みの在り方」 

田中秀一郎(経済コラムニスト)  

<休憩 5 分> 

11：15 

～ 

12：05 

統一論題報告Ⅱ 「仮想通貨と有価証券性……金融商品取引法の有価証券・手

形の有価証券理論と ICO を考える視点と保振法による決済枠組みとの接点」  

田中幸弘（新潟大学）  

午後の部 

午後の部 司会 春井久志（中央銀行研究所） 

13：05～ 

13：55 

統一論題報告Ⅲ 「東南アジアにおけるフィンテックの台頭とキャッシュレス化の動向」  

岩崎薫里（株式会社日本総合研究所）   

<休憩 5 分> 

14：00 

～ 

14：50 

統一論題報告Ⅳ 「金融イノベーションは FinTech から TechFin、TechReg/Leg へ 

～ネクストフィンテックがもたらす産業のデジタル化～」 

桜井 駿（NTT データ経営研究所）  

<休憩 5 分> 

15：00 

～ 

15：50 

パネルディスカッション 「金融イノベーションとグローバリゼーション」 

パネリスト：田中秀一郎、田中幸弘、岩崎薫里、桜井駿 

モデレータ：坂野友昭（早稲田大学） 

<休憩 10 分> 

【消費者金融部会 共同プログラム】 司会：桑名義晴（桜美林大学） 

16：00 

～ 

16：50 

「ファクタリングを偽装したヤミ金融に関する報告  

～ ファクタリングを偽装したヤミ金融業者が利用者側に実質的に勝訴した事例の考察～」  

堂下 浩（東京情報大学）  

<休憩 10 分> 

17：00 

～17：40 
会員総会 活動報告・研究奨励賞表彰式 

<移動> 

18：00～20：00 懇親会 千葉商科大学本館 3 階 ファカルティクラブ 

(敬称略) 

  



 

 

第２日：12 月 2 日（日） 

午前の部 

9：30 

～ 

10：15 

自由論題Ⅰ  

 

「コミュニティバスの受益者負担について海外事例に関する考察  

―海外の乗合交通の視点から―」  

尾形孔輝（福井大学大学院）、 

竹本拓治（福井大学）、米沢 晋（福井大学） 

コメンテータ：佐藤幸志（拓殖大学） 司会：土井一生（九州産業大学） 

<休憩 5 分>  

10：20 

～ 

11：05 

自由論題Ⅱ  

  

「ライドシェアにおける運賃の意識と利用との関係性からみた考察」 

川上祥代（福井大学）、竹本拓治（福井大学） 

コメンテータ：高井 透（日本大学） 司会：土井一生（九州産業大学） 

<休憩 5 分>  

11：10 

～ 

11：55 

統一論題Ⅴ 

 

「日本のパーソナルファイナンス企業のアジア展開―2 社の事例から―」 

竹之内秀行（上智大学）、山本崇雄（神奈川大学）、 

今井雅和（専修大学）      

司会：岸本寿生（富山大学） 

<昼食 60 分> 

午後の部  

13：00 

～ 

13：50 

統一論題Ⅵ  

 

「P2P ネット金融の投資家が本当に賢いか？」 

趙彤（徳島大学） 

司会：飯田隆雄（札幌大学） 

<休憩 5 分>  

13：55 

～ 

14：45 

統一論題Ⅶ  

 

「ブロックチェーンは金融革命・情報革命を起こすのか」  

宮沢和正（ソラミツ 特別顧問） 

司会：吉元利行（（株）オリエント総合研究所） 

14：50 閉会の言葉  大会実行委員長  藤原七重（千葉商科大学） 

＊プログラムは変更される場合がございます。                                       (敬称略) 

  



 

千葉商科大学へのアクセス 

 

  

• »JR 総武線 市川駅下車 徒歩

約 20 分 

バス利用の場合は、駅前京成

バス 1番のりばから松戸駅行

または松戸営業所行に乗車約

10分 和洋女子大前下車 徒

歩 3 分 

 

• »京成線 国府台駅下車 徒歩

約 10 分 

 

• »北総線 矢切駅下車 徒歩約

20分 

バス利用の場合は、駅前京成

バスのりばから市川駅行に乗

車約 10分 和洋女子大前下車 

徒歩 3分 

 

• »JR 常磐線 松戸駅京成バス 1

番のりばから市川方面行に乗

車約 20分 和洋女子大前下車 

徒歩 3分 


