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比較経済体制学会 2013 年度第 53 回全国大会のお知らせ： 

Call for Papers 

 
 比較経済体制学会 2013年度第53回全国大会は，

次の日時と場所で開催されることになりました． 
 

日時： 2013年6月1日（土）および2日（日） 
場所： 新潟大学五十嵐キャンパス 
 

現在，プログラムを企画中です．その公開に先立

ち，自由論題の報告者を募集致します．自由論代は，

前回大会と同様に，（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． 

 （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．

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 
 

 （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） 

NNEEWWSSLLEETTTTEERR  
比較経済体制学会 

No.43 January 2013 
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 (ａ)(ｂ)共に締切は3月1日（金）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

しております．自由論題パネル・報告者の決定につ

いては，3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：久保庭眞彰（委員長），中村靖（横浜

国立大学） ，木崎翠（横浜国立大学），雲和広（一橋

大学），道上真有（新潟大学） 
 

大会組織委員：道上真有（委員長），新井洋史

(ERINA)，朱永浩(ERINA)、堀江典生（富山大学），

岩崎一郎（一橋大学） 
 

自由論題、パネル・個人応募先： 
プログラム委員 雲和広 

〒186-8603 国立市中２－１ 一橋大学経済研究所・

雲和広研究室 
E-mail: kumo[at mark]ier.hit-u .ac.jp 
 

（大会プログラム委員会・大会組織委員会） 

 

 

比較経済体制学会・米国比較経済学会・新興市場研究学会・ 

ソウル国立大学経済学部 World Class University プロジェクト 合同コンファレンス（ソウル）のお知らせ： 

Call for Papers 

 

2011 年 度 に は 一 橋 大 学 で の 秋 期 大 会 に て

EACES アジア・ワークショップを開催し，また 2012 年

度にハワイにおいて米国比較経済学会・新興史上研

究学会との共催で Pacific Rim コンファレンスを開きま

したことは周知の通りです． 
さて 2013 年度は隔年での EACES アジア・ワークシ

ョップの開催年にあたること，また成功裏に終えること

が出来た 2012 年度ハワイコンファレンスの結果を受

け，米国の比較経済学会事務局長 J.Brada 氏・ソウル

大学 Kim B.Y.教授らとの協議を進め，2013 年 4 月，

ソウル国立大学経済学部において Pacific Rim 
Conference / EACES Asia Workshop を一体化し，か

つソウル国立大学 World Class University プロジェク

トにホストをお願いした合同コンファレンスを開催致し

ます． 
日程は 2013 年 4 月 24 日から 26 日にわたり，韓

国・ソウル国立大学にて開催します． 
 報告申し込みの最終〆切は 3 月 15 日，そしてフル

ペーパーの送付が 4 月 5 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

る会員はコンファレンス登録料 200 米ドル（食事代等

含む）をお支払い下さい．下記をご熟読の上，必要な

手配をお願い致します． 

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． 
 

（事務局） 
 

 

CONFERENCE INFORMATION 
The Pacific Rim Economies:  Institutions, Transition and Development 

Seoul, South Korea, April 24th- 26th, 2013 
 

The Association for Comparative Economic Studies (ACES), the Japanese Association for 
Comparative Economic Studies (JACES), the Society for the Study of Emerging Markets (SSEM), and the 
World Class University (WCU) Project of the Department of Economics, Seoul National University (SNU), 
in collaboration with the European Association for Comparative Economic Studies (EACES) and the Korean 
Association for Comparative Economic Studies (KACES) invite the submission of papers for, and 
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participation in, a major international conference dealing with developments in the economic and financial 
systems of the Pacific Rim economies, and their transitions and interactions with the global economy. 
Empirical and theoretical papers related to the theme of the conference as well as papers dealing with 
institutions, 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 Transition and System Changes 
Roles of Institutions in Economic Development 
Lessons from Economics of Transition and Development for North Korea’s Transition 
Lessons from Institutional Transitions in Pacific Rim Countries for other countries and regions 
Evolution of Financial Systems and Their Regional and Global Linkages 
Fiscal Crises in the developed North: Euro Area and the US 

 
Selected papers presented at the conference will be considered for publication in symposia special 

issues or regular papers 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://www.jaces.info  
SSEM    http://emergingecons.org  
 

Other journals including Economics of Transition, Economic Systems (EACES journal), The 
Journal of Comparative Economic Studies (the English journal of the Japanese Society for Comparative 
Economic Studies) and Post-Communist Economies will be contacted to publish a symposium volume 
consisting of papers presented at this conference. 
 

Paper proposals, consisting of an abstract of not more than 250 words should be submitted to 
Conference Maker at https://editorialexpress.com/conference/PRE2013/. Proposals will be reviewed by 
the Conference’s scientific committee on an ongoing basis. The deadline for submissions of abstracts is 
March 15, 2013 and final papers must be submitted before April 5, 2013 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 reception dinner on April 24, a 
lunch and a dinner on April 25, a lunch and a conference dinner on April 26 as well as conference 
materials. Registration materials will be sent to participants whose papers are accepted.  
 

Invited speakers including keynote speakers will be as follows: 
 

Josef Brada (Arizona State University, Editor of Comparative Economic Studies and Eastern 
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European Economics) 
Wendy Carlin (University College of London, Editor of Economics of Transition)  
Keun Lee (Seoul National University, Editor of Seoul Journal of Economics) 
Tomasz Mickiewicz (Aston University, Editor of Post Communist Economies) 
Gerard Roland (UC Berkeley Editor of Journal of Comparative Economics) 
Chenggang Xu (University of Hong Kong and Seoul National University) 

 
Attendees who completed registration needing a letter of invitation or requiring additional 

information should contact the local organizer of the conference, Byung-Yeon Kim at kimby@snu.ac.kr.  
 

Conference venue: Hoam Convention Center at SNU (http://www.hoam.ac.kr/english) 
  

Housing for participants: Hoam Guesthouse on the SNU campus 
(http://www.hoam.ac.kr/english/rooms/standard_01.html). The hotel is close to the main campus of SNU. 
Room reservations, including for extended periods before and after the conference, can be made by 
contacting Ms Hyunjoo Song at ssongju@snu.ac.kr with information on preferred room type (Standard Twin 
room costing about 85 USD per room per night, Standard Double rooms costing about 85 USD per room per 
night, Deluxe twin rooms costing about 115 USD per room per night, and Deluxe double rooms costing 
about 115 USD per room per night). The number of rooms is quite limited and thus an early reservation is 
strongly advised. Alternative housings can be suggested if participants want to stay out of the campus. 
Please contact Ms Hyunjoo Song at ssongju@snu.ac.kr for alternative housing. 
  

Conference organizers: 
 
Josef Brada (Arizona State University)  
Masaaki Kuboniwa (Hitotsubashi University) 
Byung-Yeon Kim (Seoul National University) 
Ichiro Iwasaki (Hitotsubashi University) 
Tomasz Mickiewicz (Aston University) 

 
Scientific Committee: 
 
Josef Brada (Arizona State University)  
Wendy Carlin (University College of London) 
Ichiro Iwasaki (Hitotsubashi University) 
Byung-Yeon Kim (Seoul National University) 
Masaaki Kuboniwa (Hitotsubashi University) 
Keun Lee (Seoul National University) 
Tomasz Mickiewicz (Aston University) 
Satoshi Mizobata (Kyoto University) 
Gerard Roland (UC Berkeley) 
Chenggang Xu (University of Hong Kong and Seoul National University) 

 
Local hosting and organizing institutions: 
 
The WCU Project of the Department of Economics, Seoul National University 
Korea Institute for International Economic Policy (KIEP)  
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比較経済体制学会第 11 回秋期大会を終えて 

 

比較経済体制学会第 11 回秋期大会は，2012 年

10 月 20 日に大阪大学で行われました。 

午前の共通論題は「中国経済のミクロ計量分析」

で、雲和広会員の趣旨説明のあと、馬欣欣会員報告

と、白石麻保会員・矢野剛氏報告の 2 つがありまし

た。 

午後には「機関誌編集 50 年の歩みと今後の課題」

と題する学会機関誌特別討論会が開かれました。加

藤志津子会員（現編集委員長）の趣旨説明のあと、

岩崎一郎会員（前編集委員長／現副編集委員長）

の司会のもと、藤田整会員（『社会主義経済研究会

会報』元編集責任）、酒井正三郎会員（『社会主義経

済学会会報』元会報担当幹事）、中村靖会員（『比較

経済研究』元編集委員長）の報告があり、続いてフロ

アーを交えた意見交換が行われました。本討論会は

『比較経済研究』第 50 巻 2 号に収録される予定で

す。 
続く自由論題では 2 つのセッションが行われました。

「移行経済の諸相」のセッションでは、里上三保子会

員とド・マン・ホーン会員が報告し，「ロシア農業経済」

セッションでは、日臺健雄会員と長友謙治会員の報

告がありました。 

本秋期大会は、若手研究者の報告機会の拡大と

いう初期の目的に沿ったプログラムとなり、学会内の

若手会員の報告の目立つ大会となりました。参加人

数は 49 名でした。 

当日は、突然の会場変更等の不手際があり、皆様

にご迷惑をおかけしましたことをお詫びいたします。

とはいえ、無事秋期大会が終了したことに対して、プ

ログラム委員会の雲和広委員長，久保庭真彰会員，

林裕明会員，白石麻保会員、そして組織委員会の水

田明男会員，徳永昌弘会員，安木新一郎会員をはじ

め，サポートしていただいた方々に深く感謝申し上げ

ます。 
 

第 11 回秋期大会組織委員長 藤原克美 
 
 

2013 年秋期大会のお知らせ 
 

2013 年秋期大会は，菅沼桂子会員を組織委員長

として日本大学にて開催することとなりました．10 月

19 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 

 

 
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 50 巻 1 号の企画内容

は，次の通りに決定しました。 
 

特集 比較経済体制学会創立 50 周年記念 
・「比較経済体制学会創立 50 年記念大会にあ

たって（比較経済体制学会代表幹事 久保庭眞

彰） 
・「比較経済体制学会発足 50 周年によせて」（日

本経済学会連合 江夏健一） 
・「学会 50 周年を祝う―歴史の深い刻印への感

慨を込めて」（日本ロシア・東欧研究連絡協議会代

表幹事  袴田茂樹） 
・“Economics as Social Science and the Role of 

comparative Economics: "Very-short paper" for the 
celebration of the 50th anniversary of JACES” 

(President of the European Association for 
Comparative Economic Studies (EACES), Marcello 
Signorelli) 

・“Words of congratulations” (President of the 
Association for Comparative Economic Studies 
(ACES), Pekka Sutela) 

・ Michael Ellman, “ What Did the Study of 
Transition Economies Contribute to Mainstream 
Economics?” 

・Peter Havlik, “Economic Transitions in Central 
and Eastern Europe: Any Lessons for the Arab 
Spring?” 

・中兼和津次「『中国モデル』再考―それは新し

い開発・移行モデルなのか？」 
 
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
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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） 

 
 

比較経済体制学会臨時会員総会議事録 

 

比較経済体制学会第11回秋期大会当日，臨時総

会が開催されました． 
 会員総会議長に田畑理一会員が選出されました．

臨時総会は，配布資料とプロジェクター資料にもとづ

いて進められました．以下，報告事項と審議事項に

分けて記載します． 
[報告事項] 

 退会者について事務局から報告がありました．ま

た投稿執筆要領の改訂について編集委員会から報

告がありました（次ページ以降に掲載します）．更に

事務局の体制について，現在の「雲：事務統括、杉

浦：メンバーシップ担当事務局」という分掌体制から、

杉浦・雲 二者並列の体制に移行する旨幹事会が決

定したことが報告されました（次ページ以降に詳細を

掲載します）． 

[審議事項] 
 新入会員について，入会希望者全員が総会とし

て承認されました．次に今後の入会規定について，こ

れまでの「総会による承認」から「幹事会による承認」

へ変更する会則の修正提案が行われ了承されました

（次ページ以降に掲載します）．続いて機関誌掲載

論文を機関リポジトリに公開することを各会員の意思

にお任せするという趣旨の機関誌編集規定改定が提

起され承認されました（次ページ以降に掲載します）．

2013年秋期大会は日本大学での開催をお願いする

こととなり，菅沼桂子会員に組織委員長・第七条幹事

お就き頂くことが発議され承認されました． 

（事務局）

 

 

幹事会だより 

 

比較経済体制学会第11回秋期大会当日，幹事会

が開催されました． 
最初に幹事会議事録を確認すると共に，事務局の

会務報告を行いました． 
2013年度の全国大会について，道上真有実行委

員長より報告がありました．また事務局より，退会につ

いて報告を行いました． 

続いて審議事項に進みました．入会を総会ではな

く持ち回り幹事会の決定とすること，並びにそれに関

わる規定に変更について了承されました．機関リポジ

トリに対して機関誌掲載論文を著者の判断で公開す

ることを認めることについて提案があり了承され，それ

に伴う編集規定の改訂を行うこととなりました．投稿段

階の原稿の書式について修正の提案が編集委員会

からあり，了承されました． 2013年秋期大会の大会

組織委員について，菅沼桂子会員（日本大学）を組

織委員長として開催することが了承され，役員選挙

細則第7条による幹事の選定に従い菅沼会員に組織

委員長をお務め頂くこととなりました．機関別認証評

価委員会専門委員候補者として久保庭眞彰会員・代

表幹事を推薦することが提起され，了承されました．

ICCEES幕張大会・ JCREESへの対応について，

ICCEES幕張大会実行委員会ではなくJCREESとして

日本学術振興会に助成金の申請を行うことが提起さ

れ了承されました． 
最後に，本会の事務局体制について，これまで事

務局長を務めてきた雲の都合により，事務局（杉浦会

員並びに雲）の分業体制を無くし，杉浦会員・雲の２

名並列の体制とすることを提起し，了承されました． 
（事務局）
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投稿執筆要領の改定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局体制について（事務局） 

 

現在の 「雲：事務統括； 杉浦：メンバーシップ担当事務局」という分掌体制を杉浦・雲 二者並列の体制に

変更する． 
 

A. 分掌の明示は行わない，ということが主眼．但し実質的には任期最後（6 月ニューズレターの発行時）ま

で現在と同じ分掌で内部的には進める； 
B. 会計は 3 月初旬に締めて監査に出す； 

C. 奨励賞受付も 3 月初旬とする（3 月末日迄に刊行予定の論文は審査対象として受け付ける）・持ち回り

幹事会による審査員選定と審査委員への依頼並びに審査対象論文送付等も 3 月中に実施； 

D. 次年度開催準備金（新潟大学）の送金も 3 月に実施； 
E. 上記 A-D を行った場合、4-6 月の間実際に生じる作業は 3 件．(1)4 月のニューズレター並びに(2)幹事

への幹事会案内・幹事会並びに総会の段取，(3)次期幹事会への引き継ぎ． 
(1) 4 月ニューズレターは実質的に全国大会の案内のみ．雲が処理． 

(2) 幹事会・総会の進行については杉浦が担当する． 
(3) 経験では、引き継ぎは実質的には行われない．新任者には荷物が到着し、何かが生じる度に前任

者にメールで問い合わせる，という形を採っていた．今次事務局も同様の対応をとることを想定して

いる． 

事務局管理下の様々な物品は，2013 年 6 月以降に次期事務統括幹事等へ送付する． 
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入会に関わる規定について 

 

改訂後 改定前

1995年6月9日改正
2012年10月20日改正

1995年6月9日改正

(会員)
第４条
(1)本会は経済体制の研究に従事する者
によって構成される。
(2)入会を希望するものは会員２名の推薦
をもってメンバーシップ担当幹事に申請
し、幹事会の承認を経て入会が許可され
る。会費納入時点をもって入会（当該年度
を通じた在籍）と見なす。
(3)会員は所定の会費を納入しなければな
らない。
(4)会費を２年以上滞納した場合には退会
したものとみなす。

(会員)
第４条
(1)本会は経済体制の研究に従事する者
によって構成される。
(2)入会を希望するものは会員２名の推薦
により会員総会の承諾を得なければならな
い。
(3)会員は所定の会費を納入しなければな
らない。
(4)会費を２年以上滞納した場合には退会
したものとみなす。

比較経済体制学会会則

 
 

 

変更のポイント（１） 

会員総会ではなく、幹事会による承認とする。 

 

（理由） 

会員総会は原則、年 1 回の開催となっている。入会手続きの簡素化・迅速化をすすめ、入会希望者のインセ

ンティブを低めないよう、幹事会によるより柔軟な対応を認める必要がある。 

 

 

変更のポイント（２） 

幹事会による承認に加え、会費を納入した時点で入会と明記する。 

 

（理由） 

奨励賞の審査対象は、在籍資格二年度以上の会員という規定があり、入会時点を明確にする必要がある。 

（例） 

3 月 31 日までにその年度の会費を払えば、1 年度とカウントするが、 

翌4月1日の入金は次年度の入会となる。審査対象時には最低２回（２年度分）・受賞決定時には最低
３回（３年度分）の会費納入が必要となる。 
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改訂案 現行
（配布と公開）
第10 条
1. 機関誌は会員に配布する。
2. 機関誌は電子ジャーナル化し、無料で公開する。
3. 機関誌の掲載論文は、次の条件を満たす場合、著
者個人のサイトあるいは著者が所属する機関の公的
サイトで公開することを許可する。
(1)非営利であること。
(2)刊行後、一定期間（12ヶ月）を経過していること。
(3)公開されるものは、著者の執筆部分のみとし、印刷
様式（スタイル、レイアウト）は機関誌と同一であるこ
と。
(4)当該論文の出典を表示すること。
(5)2の電子ジャーナルにリンクを張ること。
(6)公開されるものについては、公開する著者がすべ
ての責任を負うこと（本会は個人が公開するものに対
する責任を負わない）。
4. 機関誌は幹事会の定める国内の図書館等に寄贈
する。
5. 教育・研究機関からの定期購読申し込みに対して
は、郵送費を徴収のうえ、これを認める。

（配布と公開）
第10 条
1. 機関誌は会員に配布する。
2. 機関誌は電子ジャーナル化し、無料で公開する。
3. 機関誌は幹事会の定める国内の図書館等に寄
贈する。
4. 教育・研究機関からの定期購読申し込みに対し
ては、郵送費を徴収のうえ、これを認める。

編集規定の改定について（編集委員会） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（変更のポイント） 
 

各会員所属機関の機関リポジトリへの、本学会機関誌所収論文の掲載を可能なものとする。 
機関誌編集規定第９条第４項に沿う限りにおいて，同条第５項の通り、本学会は機関リポジトリ

への転載を排除しない。 
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比較経済体制学会研究奨励賞応募要領のご案内 

2012 年度（2011 年度－2012 年度）比較経済体制学会第 6 回研究奨励賞応募にあたって 

 
比較経済体制学会では2012年度（2011年度－

2012年度）第6回研究奨励賞の応募を下記の要領に

て公募しております．会員の皆様のご応募をお待ち

致します．今回の公募から，新しい学会研究奨励賞

規定が適用されます．次ページ奨励賞規定をご覧下

さい． 
2012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歳未満の正会員が対象です．該当

する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します．

ただし入会初年度に公刊された論文は対象としませ

ん．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します．また論文は単

著であることを要します． 

本学会機関誌以外の媒体に掲載された論文で比

較経済体制学会研究奨励賞に応募される会員は，

所定の応募用紙（自薦用）により必要事項をご記入

のうえ，事務局にお送りください．また，奨励賞の対

象者をご推薦される会員は，他薦用の所定用紙に必

要事項をご記入のうえ，事務局にお送りください．な

お，応募用紙は，比較経済体制学会ホームページか

らダウンロードしてください． 

自薦・他薦いずれの場合でも，応募用紙の送付先

は，事務局あてに郵送にてお願いいたします．受け

取り次第，ご連絡を致します． 
今回の応募の受付は，2013年2月1日から3月1日

（到着分）までの期間と致します．審査対象となるも

のは，2011年4月1日から2013年3月末までの既刊の

論文です（2113年3月31日迄の刊行が決定している

ものも対象です）．また，応募に際して，以下の応募

者の資格をご確認くださいますようにお願い致しま

す． 
 

1. 院生会員であるか，原則40歳未満の正会員

を対象としております． 

2. いずれの会員の場合でも，2年度以上連続し

て在籍していることを条件としておりますので，

2011年度以前に本学会に入会され在籍され

ている会員が対象となります． 
 

なお，審査委員の選定の際に応募者の指導教員 
を除きますので，指導教員のお名前は必ずお書きく

ださい． 
応募に際し，応募用紙とともに，審査の対象となる

著書・論文・博士学位論文を5部提出していただきま

すようにお願いいたします．この場合，電子媒体での

提出はできません．紙媒体での提出をお願いいたし

ます．審査対象論文等の送付先（郵送）も事務局で

す．応募書類および応募論文は原則として返却しま

せん． 

2013年3月1日までにご応募いただいた後，9月末

頃に審査が終了し，2013年秋期大会（日本大学を予

定）におきまして結果が公表されます． 
会員の皆様のご応募，ご推薦を心よりお待ちして

おります． 
 

研究奨励賞の問い合わせ・応募書類送付先 
 

比較経済体制学会事務局 

186-8603 東京都国立市中2-1 
一橋大学経済研究所 雲和広 
Phone & Fax: 042-580-8361（研究室直通） 
学会Webサイト 
http://www.jaces.info/ 

 
事務局
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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： 

武田友加会員が第 28 回大平正芳記念賞を受賞 

 

一橋大学経済研究所専任講師の武田友加会員が，

「第 28 回大平正芳記念賞」を受賞しました． 
 

（以下引用） 
----------------------------------------------------------------- 

［大平正芳記念賞］ 
（１）授賞対象は、「環太平洋連帯構想」の発展に

貢献する政治・経済・文化・科学技術 に関する優れ

た著書・共著・編著としますが、環太平洋地域につい

ての地域研究も含むものとします。 
（２）授賞対象は、個人の著書に最優先順位を置き、

ついで、共著、編著の順とします。 
（３）授賞対象は、原則として受賞時から数えて 2 年

以内に刊行されたものとします。 
（４）授賞対象は、原則として他の賞を受賞してい

ないものとします。 

（５）特別賞は文献的、百科事典的、啓蒙的著作な

どの環太平洋構想の普及に貢献した作品に与えるも

のとします。 

（６）授賞対象は５～６点とし、その半数は外国人の

著作であることを望みます。 

（７）受賞者は、原則として 50 歳未満とします。 

 

（以上公益財団法人大平正芳記念財団 Web サイトよ

り：http://www.ohira.org/2012/sho.htm） 
 

 武田会員の学術賞受賞は，2007 年の本会第一回

研究奨励賞の受賞に続く快挙です．武田会員の栄

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： 

久保庭眞彰会員が環太平洋産業連関分析学会賞（学術賞）受賞 

 

一橋大学経済研究所特任教授の久保庭眞彰会

員・本会代表幹事が，環太平洋産業連関分析学会

の学会賞（学術賞）を受賞しました． 
 

（以下引用） 
----------------------------------------------------------------- 

[環太平洋産業連関分析学会・学会賞] 

環太平洋産業連関分析学会の設立の目的達成を

促進するために，学術賞，特別賞，奨励賞を設ける．  

本賞は，本学会員による産業連関分析分野の優

れた業績をあげた会員，あるいは本学会に顕著な貢

献があった会員に授与する． 
受賞一件に対し，賞状を贈呈する． 

学術賞は，優れた論文あるいは著書に対する賞で

ある． 

特別賞は，本学会に顕著な貢献のあった会員に

対する賞である． 
奨励賞は，若手の研究者による優れた論文あるい

は著書に対する賞である． 

 

（以上環太平洋産業連関分析学会 Web サイトより：

http://www.sanken.keio.ac.jp/papaios/prize/prize/rule.

html） 
 

 久保庭会員・代表幹事の栄誉を称え，共に喜びた

いと思います． 

事務局 
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日本経済学会連合平成 25 年度補助申請に関するお知らせ 

 

日本経済学会連合より，加盟学会事務局に日本

経済学会連合平成 23 年度事業の一環としての外国

人学者招聘日補助，国際会議派遣補助，および学

会会合費補助の要項，の申請書が届いています． 
 

 (1)外国人学者招聘日補助 

第一次募集締切日平成 25 年 2 月末日； 
第二次募集締切日平成 25 年 6 月 20 日 

(2)国際会議派遣補助： 
同平成 25 年 2 月末日；平成 25 年 6 月 20 日 

(3)学会会合費補助： 
同平成 25 年 2 月末日；平成 25 年 6 月 20 日 

 

補助内容については，下記の WEB サイトでご確

認ください． 
http://www.gakkairengo.jp/ 

  

日本経済学会連合の補助は，加盟学会単位での

申請です．特に，国際会議派遣補助については，1
学会 1 件の申請となっており，加盟学会代表者の推

薦を受けることが条件となっております．また，第一次

募集においていずれかの補助を受けた場合，第二

次募集には学会として応募することが出来ません．更

に，2 年連続して同一学会が補助を受けることも出来

ません． 

比較経済体制学会事務局では，上記補助をご希

望の方々からの申請を受け付けています． 

応募ご希望の会員のみなさまは，上記日本経済学

会連合 WEB サイトにて申請書をダウンロード 

し，必要事項と各申請に必要な書類を同封のうえ，

事務局までお送りください． 事務局受付締切日は，

各募集締切日一ヶ月前（第一次募集は平成 25 年 1
月末日，第二次募集は 5 月 20 日）とします． 

応募者多数の場合は，幹事会において選考のうえ，

本学会として推薦する応募を選定します．ただし，本

学会の推薦が補助決定を約束するものではありませ

ん．詳しくは，日本経済学会連合 WEB サイトをご覧く

ださい． 
事務局 
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事務局だより 

 

2013 年度全国大会の概要をご案内します．2013
年度は，2012 年以降本会設立 50 周年の節目を記念

して企画を立案している最後のものです．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，これまでに開催して参りました

EACES アジア・ワークショップおよび Pacific Rim コン

ファレンスを一体化したコンファレンスをソウルで開催

致します。会員の皆様におかれましては是非奮って

ご参加下さい． 
 

なお，事務局体制について一言申し添えます． 
この 3 年余り，雲が事務局長を務めて参りましたが，

本務校用務として 2013 年 3 月後半から 2014 年 3 月

まで在外研究に出ることが決まり，（大会に出席出来

ない等）業務に支障が生じることが確定致しました．

それを受け，2013 年度の幹事会・総会の進行等に問

題が生じることが無いよう，雲が事務局長・杉浦がメン

バーシップ担当という体制を改め，杉浦と雲との 2 名

並列での運営をお願い申し上げた次第です．  
2007年度半ば～2008年度半ばも雲は在外研究に

出ておりつつ会計担当事務局に従事していましたの

で，遠隔操作がある程度可能であることは見越して

おります．「2 期続けて事務局を担当しているうちに雲

はイヤになったの？」等ご心配下さった方がいらっし

ゃいましたが，そういうことではございませんのでお含

みおき下さい． 

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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