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比較経済体制学会 2012 年度第 52 回全国大会（学会創立 50 周年記念大会）のお知らせ：
Call for Papers
比較経済体制学会 2012年度第52回全国大会（学
会創立50周年記念大会）は，次の日時と場所で開催
されることになりました．

その他，記念大会にふさわしいプログラムを計画中
です．どうぞふるってご参加ください．
自由論題の報告者を募集致します．「社会主義・ソ
連経済研究のいま」，「比較経済分析のフロンティア」，
「体制転換のミクロ経済分析」，「資本主義多様性論
の可能性」などのテーマで報告をしていただければ，
上記共通論題との関連が生じて実り多い議論が可能
ではないかと期待しますが，必ずしもそれらに固執し
ているわけではありません．自由にお考えください．
自由論題は，前回大会同様に，（ａ）パネル応募形式
のものと（ｂ）個人応募形式のものの2種類を設定する
ことにしました．

日時： 2011年6月2日（土）および3日（日）
場所： 帝京大学八王子キャンパス
共通論題 「社会主義および移行の経験：未来への
教 訓 （ Experiences of Socialism and Transition:
Lessons for the Future）」
本大会は比較経済体制学会（社会主義経済学会）
創立50周年の記念大会です．プログラム委員会では
すでに，マイケル・エルマン（アムステルダム大），ピ
ーター・ハブリク（ウィーン比較経済体制研究所），中
兼和津次（青山学院大）の各氏に共通論題報告（キ
ーノートスピーチ）をお願いし，ご承諾を得ております．

（ａ）パネル応募形式は，司会，報告者（3人），コメン
テータ（1-2人）を自主的に組織していただくものです．
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報告・コメント・会場討論を合わせて90 分程度で終
了するものをお考えください．パネル組織者は次の
事項を末尾の連絡先にお知らせください．
(1)パネル組織者の氏名，所属，連絡先
(2)報告者，司会者，コメンテータの氏名，所属
(3)パネルのテーマ
(4)各報告の論題
(5)パネル全体の趣旨と各報告の内容についてA4判
1～2 枚程度にまとめた文書
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しております．自由論題パネル・報告者の決定につ
いては，2月中に応募者皆様にお知らせ致します．な
おその後の日程ですが，報告要旨原稿（電子情報）
提出・討論者および分科会座長のためのフルペーパ
ー御提出をお願いすることとなります．こちらの決定
詳細につきましては追って再度，皆様にお知らせ致
します．
プログラム委員：上垣彰（委員長），久保庭眞彰，加
藤志津子，岩崎一郎，鈴木拓，武田友加
大会組織委員：西村可明（委員長），清水学，和田正
武，杉浦史和，鈴木拓，カン・ビクトリヤ

（ｂ）個人応募形式の方は，以下の事項を末尾の連
絡先にお知らせください．
(1)氏名，所属，連絡先
(2)論題
(3)報告内容の骨子（400～600字程度）

自由論題、パネル・個人応募先：
プログラム委員長 上垣彰
〒814-8155 福岡市早良区西新6-2-92
西南学院大学経済学部
E-mail: uegaki [at mark] seinan-gu.ac.jp
（大会プログラム委員会・大会組織委員会）

(ａ)(ｂ)共に締切は2月1日（水）17 時と致します．自
由論題は報告者の希望に沿うことを旨としますが，会
場等の都合により，ご希望に添えない場合もあること
をあらかじめご了解ください．皆様のご応募をお待ち

比較経済体制学会・米国比較経済学会・新興市場研究学会 合同コンファレンス（ハワイ）のお知らせ：
Call for Papers ならびに Registration Form
2011 年秋期大会（一橋大学）開催時の幹事会に
おいて，本学会の国際化の一層の進展に寄与する
べく，米国比較経済学会との共催で，2012 年 5 月に
コンファレンスを開くことを決定致しました．秋期大会
でお招きし御報告頂いた，米国の比較経済学会事
務局長 J.Brada 氏のご提案によるものです．
日程は 2012 年 5 月 16 日から 19 日にわたり，米国
ハワイ州ホノルルにて開催します．
報告申し込みの最終〆切は 4 月 15 日，そしてフル
ペーパーの送付が 5 月 1 日〆切とされていますが，
応募次第随時受入可否決定を行いプログラムを固め
ていくという段取りで進められますので，先方の事務
処理上，より早期の申し込みをお心がけ願います．
本学会に金銭的負担は発生しませんが，参加なさ

る会員は(1)大会登録料 200 米ドル・(2)会場となるホ
テルに滞在しない場合追加で施設利用料 100 米ドル
を支払うことが必要です．また，(3)新興市場経済学
会の年会費 100 米ドルを支払い加入することを，本
学会会員で参加なさるかたにはお願い致します．
報告されるもののうち質の高い論文は，Journal of
Comparative Economics や Comparative Economic
Studies 等のコンファレンス特集号への掲載の機会も
あり得ます．奮ってご参加下さい．
なお詳細は下記の通りです．登録フォームも添付
しておりますので，ご熟読の上ご登録下さい．
本件につきましては，メーリングリストでもご参加の
呼びかけを行います．
（事務局）

CONFERENCE INFORMATION
Economic and Financial System Development in the Pacific- Rim Region
Honolulu, Hawaii May 16, 17, 18, 19, 2012
The Association for Comparative Economic Studies (ACES), the Japanese Association for
Comparative Economic Studies (JACES) and the Society for the Study of Emerging Markets (SSEM)
invite the submission of papers for, and participation in, a major international conference dealing with
developments in the economic and financial systems of the Pacific Rim region and its interaction with
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the global economy. Empirical and theoretical papers related to the theme of the conference as well as
papers dealing with political economy and policy issues are welcome. Participants are invited to
submit individual papers for presentation or to propose an entire panel consisting of four papers.
Among the themes to be considered at the conference are:
Prospects for Growth and Development in Pacific Rim Countries
Economic Reform and System Change
Lessons for Europe from Japanese Experience and the Asian Financial Crisis
Fiscal Challenges in the Pacific Rim Region
Exchange Rate Regimes
Evolution of Financial Systems and Their Regional and Global Linkages
Corporate Governance and Financial Markets - New Models and New Regulations
Pacific Rim Countries as New Sources of Foreign Direct and Portfolio Investment
New Institutions for Economic Development and Financial Integration in the Pacific Rim Region
Pacific Rim Countries and Regional and Global Economic Leadership
Selected papers presented at the conference will be considered for publication in symposia
or special issues of the journals of the sponsoring organizations:
ACES: The Journal of Comparative Economics and Comparative Economic Studies
JACES: The Japanese Journal of Comparative Economics (in Japanese)
SSEM: Emerging Markets Finance and Trade
For more information about the sponsoring organizations and their journals, please go to
their web sites:
ACES
http://www.acesecon.org
JACES http://wwwsoc.nii.ac.jp/jaces/page3.htm
SSEM
http://emergingecons.org
Paper proposals, consisting of an abstract of not more than 250 words, should be sent to
josef.brada@asu.edu. Proposals will be reviewed by the Conference’s scientific committee on an
ongoing basis. The deadline for submissions of abstracts is April 15, 2012 and final papers must be
submitted before May 1, 2012 in order to be included in the conference materials. The number of
papers that can be accommodated is limited, so please be sure to submit your abstract early. Authors
of accepted papers must register for the conference within 10 business days of the acceptance of
their paper.
The registration fee for attendees is US$200, which includes a cocktail reception on May
16 and a conference dinner on May 18 as well as conference materials. Participants not staying at
the conference hotel must also pay a US$100 facilities fee. Registration materials can be found at:
http://acesecon.org

Potential attendees needing a letter of invitation or requiring additional information should
contact josef.brada@asu.edu
Housing for participants and all conference events will be in the Ala Moana Hotel in
Honolulu, Hawaii. The hotel is close to Waikiki Beach and to the famous Ala Moana Shopping
Center. Room reservations, including for extended periods before and after the conference, can be
made at:
https://resweb.passkey.com/Resweb.do?mode=welcome_ei_new&eventID=7269440
3
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REGISTRATION
Conference on Economic and Financial System Development in the Pacific- Rim Region
Honolulu, Hawaii May 16, 17, 18, 19, 2012
Please complete this form and email it to josef.brada@asu.edu or send it via regular mail to the address
shown in the payments section below.
1. Name:
2. Address:

3. Affiliation:

Email:

If you wish to register for the conference but do not wish to present a paper, please skip to item 7
below.
If you wish to present a paper and are registering now, your paper must have been accepted by the
scientific committee and you must have received a paper approval code. If your paper has not been
submitted yet, please send an abstract to josef.brada@asu.edu.
4. Paper title:
5. Paper author(s):
6. Paper approval code:

7. I agree to pay the Society for the Study of Emerging Markets the following amount within 5
business days of the submission of this registration form (check all that apply).
__Registration fee (US$ 200) includes conference cocktail reception, conference dinner,
certificate of participation, conference materials.
__Facility fee (US$100) pay only if you are not staying in the Ala Moana Hotel during the
conference).
__ (Optional) Membership in the Society for the Study of Emerging Markets (US$100, includes
access to Emerging Markets Finance and Trade and the right to submit articles without
submission fee for one year.)
__ (Optional) Membership in the Association for Comparative Economic Studies (US$40,
includes subscription to Comparative Economic Studies and Journal of Comparative Economics.)
Payment can be made either through:
___Paypal at the SSEM Paypal site (paste the URL below into your browser; your payment
is
called
a
“contribution”
on
this
page):
http://emergingecons.org/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=68
___Visa, Master Card or American Express in which case please include:
Card Type:
Card Number:
Exp. Date:
Security Code:
Name of card holder:
Billing address for credit card:
__ Check in US$ drawn on US bank. Mail to Josef Brada-ACES, 333 N. Pennington Dr. #57,
Chandler AZ, 85224. (No wire transfers are accepted for this conference.)

___ I am willing to serve as a Session Chair.
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比較経済体制学会第 10 回秋期大会を終えて
比較経済体制学会第 10 回秋期大会は，2011 年
10 月 8 日に一橋大学で行われました．当該大会は欧
州比較経済学会第 2 回アジア・ワークショップとの共
催となり，午前の部に招待報告者 M. Signorelli 氏（欧
州比較経済学会会長）・J. Brada 氏（北米比較経済学
会事務局長・編集長）・久保庭眞彰比較経済体制学
会代表幹事により “Bubbles, Crisis, and Transition
Economies” と題した記念セッション報告が行われま
した．午後は比較経済体制学会と欧州比較経済学
会とのパネルが並行して開催されました．
比較経済体制学会では，「ロシア経済研究の新局
面」と題したセッションにより溝端佐登史会員・雲和広
会員・岩崎一郎会員による個別研究の報告で午後が
始まりました．続いて自由論題報告セッション「比較
経済分析の可能性」において土田陽介会員・谷口昭
彦会員の報告が行われ，第 3 セッションとして特別パ
ネル「アナリティカル・マルキシズムの可能性」では松
井暁氏・吉原直毅会員により最新の研究成果が披露
されました．
欧州比較経済学会アジア・ワークショップでは，第
1 パネル“Region, Migration, and Demography in
Transition”にて吉野悦雄会員（樋渡雅人会員代読）・
C. Guglielmetti 氏・T. Karabchuk 氏のミクロデータ分
析・地域データ分析が展開されました．引き続き
“The Frontier of the Hungarian Economic Studies” と
題したセッションでは B. Dallago 氏・V. Kravtsova 氏
によるマクロ分析が，そして最終セッション “Two

Aspects of the Asian Socialism”において H. Wu 会員
による中印比較経済分析と B. Kim 氏&S. Jung 氏に
よる北朝鮮経済研究の最新成果が報告されました．
午前のプログラムも午後のプログラムも，たいへん
内容の濃い討論が行われ，充実した秋期大会となり
ました．参加人数は 80 名を超えました．特別パネル
「アナリティカル・マルキシズムの可能性」は，報告し
て下さった方が「他の学会で報告する時よりも遙かに
多くの質問を戴いた」と驚くほどの盛況で，吉原会員
に特にお願い申し上げ組織して頂いた甲斐があった
と有り難く，嬉しく思っております．
残念ながら比較経済体制学会午後の第 1 セッショ
ンでは，当初予定されたパネルの編成が不首尾に終
わり，急遽内容の変更が生じました．当初予定の内
容を楽しみにしておられた会員は多くおいででいらっ
しゃったことと存じます．深くお詫び申し上げます．
本秋期大会では，日本と欧米の比較経済学会の
共同事業ならびに英語パネルの複数開催という新機
軸が導入されました．こうした新機軸の導入が成功裏
に終了したことは画期的で，学会の里程標となると期
待されます．プログラム委員会の溝端佐登史委員長，
岩崎一郎会員，雲和広会員，そして組織委員会の岩
崎一郎会員，雲和広会員，武田友加会員，志田仁
完会員，日臺健夫会員をはじめ，サポートしていただ
いた方々の御尽力に深く感謝申し上げます．
第 10 回秋期大会組織委員長 久保庭眞彰

2012 年秋期大会のお知らせ
2012 年秋期大会は，藤原克美会員を組織委員長
として大阪大学にて開催することとなりました．10 月
20 日開催予定です．詳細については追ってご連絡

致しますので宜しく御願い申し上げます．
事務局

幹事会だより
比較経済体制学会第10回秋期大会当日，幹事会
が開催されました．
最初に学会研究奨励賞関係議事に関わり酒井正
三郎会員の臨席を諮り承認されました．続いて事務
局より会務報告を行いました．
研究奨励賞について酒井正三郎審査委員長より，
厳正なる審査の結果，第5回比較経済体制学会研究
奨励賞は横川和穂会員とすることが報告されました．
2012年度全国大会（帝京大学）の進捗状況の報告

が，杉浦史和幹事よりなされました．
2012年度秋期大会については，大阪大学にて開
催することとなりました．藤原克美会員を組織委員長
とすることが提起され了承されました．
2013年度全国大会については新潟大学（道上真
有会員）が主催する意向を持っていることが報告され
ました．
2011年10月7日時点での退会者は0名，入会申込
者は2名であることを杉浦史和メンバーシップ担当幹
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事・事務局より報告しました．また，同Web担当幹事
より，サーバ移転先が決定したことが報告されまし
た．
審議事項として，本学会の国際化の一層の進展に
寄与するべく，米国比較経済学会との共催で，2012
年5月半ばにコンファレンスを開くことを提起しました．
秋期大会で招待報告頂いた米国比較経済学会事務
局長J.Brada氏のご提案によるものです．事務的な点
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では，(1)比較経済体制学会が金銭的負担を負うもの
ではない，(2)各会員個々人のイニシアチブで参加す
る，(3)会議登録料の支払いや先方の学会への入会
といった形での金銭負担を個々人で行う，(4)プロジ
ェクタを可能な個人で持参し先方の経費負担を軽減
する，といった協力を行う，といった形を想定した上で
問題ないものと判断し，承認されました．
事務局

編集委員会からのお知らせ
学会機関誌『比較経済研究』(英語名称：
Japanese Journal of Comparative Economics)は，レ
フェリー制投稿誌として，年 2 回発行しています。
来年 1 月に刊行予定である 49 巻 1 号の企画内容
は，次の通りに決定しました。

溝端佐登史・小西豊・出見世信之編著『市場経
済の多様化と経営学』（藤原克美評）
田島俊雄・加島潤・朱蔭貴編著『中国セメント産
業の発展：産業組織と構造変化』(金澤孝彰評)
投稿原稿（論文（400 字×55 枚以内），研究ノー
ト（400 字×45 枚以内），書評（400 字×17 枚以
内））を募集中です。原稿は随時受け付けています
が，次号 49 巻 2 号(2012 年 6 月刊行予定)の投稿
〆切は，2011 年 12 月末です。同号に掲載ご希望
の会員は，鈴木拓編集委員(pc01816 [at mark]
main.teikyo-u.ac.jp)に，原稿をご提出下さい。なお，
企画の都合上，掲載号が次々号となる場合がござ
います。続く 50 巻 1 号(2013 年 1 月刊行予定)の
投稿〆切は，2012 年 8 月末です。こちらは次期編
集委員会が担当します。
なお，当学会に連続 2 年度以上在籍している若
手研究者（院生会員及び年齢 40 歳以下の正会
員）が単独執筆した機関紙掲載論文は，原則とし
て，その全てが自動的に「研究奨励賞」の候補対
象となります。応募資格を持つ会員の皆様は，とく
に奮ってご投稿ください。
『比較経済研究』は，独立行政法人科学技術振
興機構が運営する科学技術情報発信・流通総合
システム(J-STAGE)の登録雑誌です。最新号を含
む全てのバックナンバーが閲覧可能です。どうぞ
御活用ください。電子版トップページのアドレス
は，
http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jjce/-char/ja/
です。
（学会機関誌編集委員会）

小特集 非先進経済のタイポロジーⅠ
梶谷懐「中国の経済成長と分散型の開発体制」
トラン・ヴァン・トウ「ベトナム経済の現段階:権力
主導型経済体制」
論文
ビクトリヤ・カン「大企業の再編成と中小企業の
新規開業：ウズベキスタン移行経済の実証研
究」
志田仁完「ソ連構成共和国の住民貨幣収支バラ
ンスと家計統計の再考：1960-1989」
書評
岩田昌征著『２０世紀崩壊とユーゴスラヴィア戦
争』(藤田整評)
Adachi, Yuko, Building Big Business in Russia:
The Impact of Informal Corporate Governance
Practices （加藤志津子評）
袁堂軍著『中国の経済発展と資源配分
1860-2004』(丸川知雄評)
樋渡雅人著『慣習経済と市場・開発』(大津定美
評)
今井正幸・森彰夫著『オルタナティブ国際政治
経済学：国際機構・国際紛争・開発援助・地域
統合の再考』（田中宏評）
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第 5 回研究奨励賞決定
比較経済体制学会第 5 回研究奨励賞審査委員会（審査委員長：酒井正三郎会員）は，機関誌掲載による選
考対象作 1 件・自由応募作 1 件のなかから厳正なる審査の結果，以下のように受賞者を決定し，10 月 8 日に開
催された比較経済体制学会幹事会で報告されました。なお，第 5 研究奨励賞授賞式は，2012 年度全国大会
（帝京大学）において行われます。
受賞者： 横川和穂会員
対象論文：「ロシアにおける中央集権化と地方自治体財政」

第５回比較経済体制学会研究奨励賞 審査結果報告
審査委員長

酒井正三郎（中央大学）

審査委員 中村

靖（横浜国立大学）

審査委員

吉井

昌彦（神戸大学）

審査委員

岩崎

一郎（一橋大学）

審査委員

杉浦

史和（帝京大学）

第５回比較経済体制学会研究奨励賞の審査対象論文は２点であった。学会研究奨励賞審査委員会は慎
重なる審議の結果、２点の対象論文のうち、横川和穂「ロシアにおける中央集権化と地方自治体財政」
を学会奨励賞受賞作品に相応しいものと判断した。
本論文は、体制転換後のロシアの地方自治体財政について財政税源配分と財政機能配分の視点から考
察を行ったものである。全体は、
「１ はじめに」、
「２ 分析の枠組：政府間機能配分および税源配分」、
「３ ロシアにおける中央集権化と地方財政改革」、「４ 改革後の地方自治体の機能と税源」、「５ ロ
シアにおける政府間税源配分の特徴：国際化比較を通して」、「６ おわりに」の６つのパートからな
っている。本論文における定量分析の基本的データは、主としてロシア政府の公開情報や公式統計に依
拠したものであり、そこに高いオリジナリティが認められるわけではないが、論述内容そのものは非常
に手堅くかつ説得的であり一定の水準に達していることが認められる論考であると判断された。
本論文を肯定的に評価できる点は、第１に、ロシア地方財政改革の経緯と実績を、マスグレイブ、オ
ーツ、バードらの財政理論と先行研究のサーベイを下敷きにして丁寧に評価していること、第２に、ロ
シア地方財政の特殊性を、他国の財政構造と比較しながら分析しており、比較体制という本学会の研究
方法を生かした考察になっていること、第３に、連邦から地方に移譲される税源の性質の検討をつうじ
て、地方自治体運営における連邦政府の発言力の強化のプロセスが詳細に分析、導出されていることで
ある。
とはいえ、本論文は、これらの肯定的評価と同時に、ロシアの地方自治体財政の支出サイドにおける
分析が不十分である点、「中央集権化」や「ソフトな予算制約」といった用語の文脈上の定義が必ずし
も明確ではない点、本論文の延長上に展望される今後の研究方向や課題についてやや不明瞭である点な
ど、いくつか問題点が存在していることも事実である。
このように、本論文が取り上げている論点の一つひとつを取り上げれば、まだまだ掘り下げ不足の感
が否めないところも少なくないが、本論文は現状におけるロシア地方財政を理解する基本文献としての
役割は十分果しているものと評価することができる。また、理論的蓄積と比較分析の重要性を尊重する
筆者の研究姿勢については、審査委員一同これを高く評価し、上記の結論に到ったものである。
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2006 年 6 月 5 日制定
2010 年 6 月 6 日改正
比較経済体制学会研究奨励賞規程
（名称）
第1条
比較経済体制研究に関する学術の発展にとくに貢献すると認められる研究論文を顕彰することを目的として，
会員（若手研究者）に対して「比較経済体制学会研究奨励賞」（以下「奨励賞」と呼ぶ）を与える．
（審査対象となる論文）
第2条
審査対象者の条件（第 5 条）を満たす会員によって執筆され，本学会機関誌あるいは他の学術誌に掲載された
論文を審査対象とする．ただし入会初年度に公刊された論文は対象としない．他の学術誌に掲載された論文の
場合には，本人あるいは他の会員の推薦を要する．また，論文は単著であることを要する．
（審査対象となる期間）
第3条
応募を行なう年度（当該年度）の前年度 4 月 1 日より当該年度 3 月 31 日までの 2 年間に公刊された論文を審
査対象とする．
（授賞の回数および受賞者の数）
第4条
授賞は，2 年ごとに 1 回とする．また受賞者は，原則として 1 名とする．
（審査対象者の条件）
第5条
審査対象者となる会員（若手研究者）は，当該年度を含み 2 年度以上連続して本学会に在籍し，院生会員また
は原則として審査対象期間の最終日において 40 歳未満の正会員とする．
（推薦方法）
第6条
第 2 条による，「他の学術誌に掲載された論文」の場合には，自薦または推薦者 1 名の他薦による．申請は，事
務局による所定書類に基づく．
（審査機関）
第7条
幹事会は，翌年度 6 月に，5 名からなる審査委員を指名し，審査委員長は審査委員の互選により選ばれる．た
だし，原則として審査対象者の推薦者および指導教員は除外される．
（審査結果の発表）
第8条
審査委員会は，翌年度 9 月末日までに審査結果を幹事会に報告しなければならない．審査結果は秋期大会
で発表される．
（表彰）
第9条
表彰は，原則として翌々年度全国大会総会時に行う．表彰に際し，表彰状と副賞が授与される．
（規程の改正）
第 10 条
本規程の改正および廃止には，幹事会の発議に基づき会員総会での出席会員の過半数の賛成を必要とする．
附則
1. 本規程は 2010 年 6 月 6 日から施行する．
2. 本規定に基づく募集の第一回締め切りは 201１年 3 月 31 日とする．
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学会ニュース 1：
吉原直毅会員が The Distinguished Achievement Award in Political Economy for the 21st Century 受賞
一橋大学経済研究所教授の吉原直毅会員が，
World Association for Political Economy の第 6 回大
会において，The Distinguished Achievement Award
in Political Economy for the 21st Century を受賞しま
した。

この学会賞授与は昨年の第 5 回大会より開始され、
今回は 2 回目の授与に当ります。今回の学会賞授与
では Alan Freeman, Al Campbell, Gérald Duménil 等
の世界的にも極めて著名な欧米系マルクス経済学者
を含めて 10 名ほどが受賞しています。また、日本人と
しての受賞は、第 1 回受賞者の伊藤誠・東京大学名
誉教授に続いて、今回が 2 人目になります。

（以下引用）
----------------------------------------------------------------World Association for Political Economy (WAPE)
は現代的政治経済学(現代的マルクス経済学)の国
際学会として、2006 年以来、毎年 1 回の世界大会を
開 催 し て い ま す 。 The Distinguished Achievement
Award in Political Economy for the 21st Century は
WAPE によって創設された学会賞であって、政治経
済学における現代的な学術研究を啓発する事を目
的として、この分野における理論及び方法論に関し
て、2001 年以降において重要な革新的研究成果を
挙げた世界の様々な国々の経済学者達に対して授
与するものです。

（ 以 上 一 橋 大 学 経 済 研 究 所 Web サ イ ト よ り ：
http://www.hit-u.ac.jp/function/outside/news/2011/062
7_2.html）
吉原会員の学術賞受賞は，2010 年 11 月における
第 1 回経済理論学会奨励賞の受賞に続く快挙です．
吉原会員の栄誉を称え，共に喜びたいと思います．
事務局

学会ニュース 2：
堀江典生会員が第 1 回地域研究コンソーシアム賞を受賞
富山大学極東地域研究センター教授の堀江典生
会員が，「第一回（2011 年度）地域研究コンソーシア
ム賞研究作品賞」を受賞しました．

地域研究情報の相互活用・共有化と公開という具体
的目標を掲げている。
地域研究コンソーシアム賞は、上記の目標を達
成する上で大きな貢献のあった研究業績、共同研究
企画、そして社会連携活動を広く顕彰することを目的
として授与される。

（以下引用）
----------------------------------------------------------------地域研究コンソーシアムは、その規約において
「国家や地域を横断する学際的な地域研究を推進す
るとともに、 その基盤としての地域研究関連諸組織
を連携する研究実施・支援体制を構築することを目
的とする。これにより、人文・社会科学系および自然
科学系の諸学問を統合する新たな知の営みとしての
地域研究のさらなる進展を図る」と述べ、それに続い
て 1) 共同研究の企画・実施・支援、2) 海外研究拠
点の設置運営と国際的な共同研究・臨地研究の企
画・実施、3) 研究成果の国内外への発信・出版、4)

（ 以 上 地 域 研 究 コ ン ソ ー シ ア ム Web サ イ ト よ り ：
http://www.jcas.jp/about/awards.html）
堀江会員の学術賞受賞は，2009 年北東アジア学
会賞（優秀論文賞）の受賞に続く快挙です．堀江会
員の栄誉を称え，共に喜びたいと思います．
事務局
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事務局だより
2012 年度全国大会の概要をご案内します．2012
年度は，本会設立 50 周年となる節目のものです．自
由論題・パネルにつきまして，奮って御応募下さい．
ご案内の通り，新機軸の 1 つとして，米国比較経済
学会・新興市場研究学会との共催でコンファレンスを
開くこととなりました．2011 年秋期大会において米国
比較経済学会の重鎮 J. Brada 氏を招聘し講演をお
願いしたことから発したもので，会員の皆様におかれ
ましては是非奮ってご参加下さい．
また，2012 年度は 9 月 6 日～9 月 8 日に英国・

University of the West of Scotland にて，本学会が連
携覚書を交わしている欧州比較経済学会の
bi-annual 大会が開催されます．こちらもお含みおき
下さい．
（欧州比較経済学会の WWW サイトは次の通りで
す： http://www.eaces.net/index.html）
引き続き事務局運営に温かいご理解とご助力をお
願い申し上げます。
事務局
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