The Japan Society of International Economics

The Japan Society of International Economics

2022 年 2 月 11 日

日 本 国 際 経済 学 会 ニ ュー ス
発行：日本国際経済学会本部
〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町 518 司ビル 3F
国際ビジネス研究センター内
Tel：03-5273-0473 Fax：03-3203-5964
E-mail：jsie@ibi-japan.co.jp
会長挨拶

学会の知的資産の保存の現代化
日本国際経済学会 会長
中本 悟
昨年 11 月に、私の研究室あてに中西訓嗣顧問から重くて大きな段ボール箱が届いた。事前に連絡を受けていたが、こんな
に重い物だとは思わなかった。箱を開けてみると本学会の機関誌である『国際経済』の創刊号(1951 年)から 59 号（2008 年）
、
および投稿号の『国際経済』と The International Economy の創刊号（1995 年）から 12 号（2008 年）までの現物を何冊
かごとにまとめて上製本にしたものが、合計 17 冊入っていた。重いはずである。
この機関誌の製本化は、1998 年の『国際経済』の 50 号記念事業として行われたものであり、当時学会の役員であった池
本清元顧問や本山美彦顧問、岩本武和顧問などが中心になって実行されたようである（詳しくは、池本清「機関誌『国際経
済』にみる国際経済学会の歩み」
『世界経済評論』
、1999 年 5 月号）
。そして『国際経済』の第 1 号～第 50 号、同投稿号の
第 1 号～第 4 号の製本化を実現するとともに、会員にはその総目次が「
『国際経済』総目録」として配布された。そしてこれ
は学会のウェブサイトにも掲載されている。
なお、この事業のあとも現物製本は追加され、冒頭に記したように 59 号までが製本化された。現物といっても創刊号から
第 8 号まではその入手は困難であり、これらは個人所有の現物のコピーである。試みに大きな大学図書館に 3 件ほど当たっ
てみたが、全号そろえて所蔵している図書館はなかった。初期以外でも現物が入手できない場合には、大学図書館所蔵の現
物からコピーしている。したがって池本氏が言うように、個人所有を除けば、全号揃えているのはこの製本だけであろう。
ちなみに現在では、J-STAGE で創刊号からの論文のほぼすべてを見ることができるが、初期のころの号の論文はこの製
本からのコピーである。ただし、J-STAGE は論文だけの収録であり学会活動の記録である会報は収録されていない。1951
年の創刊号の会報には「広く学問の進歩向上に寄与し、世界平和に貢献しようと念願する」という学会設立趣意書が収めら
れ、会員 125 名、入会金 200 円、会費 100 円で出発したことが分かる。財政基盤脆弱のため『国際経済』の発刊時には、文
部省の研究成果刊行費補助 5 万円に寄付金を加えて原資としたとのことである。さらには当時の紙不足のためか、第 2 号は
民間企業からの紙の寄贈を受けて出された。このように、今日まで続く『国際経済』の発刊は大変な苦労のうえに実現した
のである。そして創刊号からの現物を製本化するにも、多くの人手を煩わせた。
だから池本元顧問は書いておられる。
「今後、次々に学会本部は移るが、貴重な機関誌の保管を続けてほしいと願っている」
と。70 年余りにわたり継続的に出されてきた『国際経済』は、いまや日本における国際経済研究の発展史の資料でもあり、
本学会の貴重な知的資産でありもっと公開されるべきであろう。公開されてこそ、その資産価値も高まるというものである。
当分の間は現物の製本化を続けるにしても、上製本が入った重く大きな段ボール箱を本部役員の研究室に保管し続けること
は物理的に問題となってくるだろう。デジタル情報として、会員が広くアクセスできるようにするのが望ましい。ポスト・
コロナ禍の研究会や全国大会の在り方を含め、デジタル技術の活用でさらに学会活動が活発になるように工夫したい。
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令和３（2021）年度会員総会 議事録
日時：2021 年 10 月 24 日（日）13 時 20 分～13 時 50 分
会場：Zoom によるオンライン開催
中本悟会長（立命館大学）を議長として会員総会が開催され、以下の事案について承認・報告等が行われた。
1.

2020 年度事業報告について
標記について、中本悟会長（立命館大学）より、以下の諸点に関する報告が行われた。
(1) 第 10 回春季大会の中止（2020 年 6 月 6 日 弘前大学）
(2) 第 79 回全国大会のオンライン開催（2020 年 10 月 17～18 日 九州大学）
(3) 機関誌『国際経済（日本国際経済学会研究年報）
』第 71 巻発行
(4) 機関誌『The International Economy』Vol.23(大山先生・池間先生の追悼号）発行
(5) 第 15 回小島清賞各賞及び第 10 回特定領域研究奨励賞（小田賞）の授賞
(6) 韓国国際経済学会への研究者派遣
2.

2020 年度一般会計決算について
標記について福井太郎常任幹事（近畿大学）より説明が行われ、審議の結果これを承認した。
【
「日本国際経済学会ニュース」2021 年 9 月 13 日、3 ページ参照】
3.

2020 年度小島清基金決算（案）
標記について福井太郎常任幹事（近畿大学）より説明が行われ、審議の結果これを承認した。
【
「日本国際経済学会ニュース」2021 年 9 月 13 日、4 ページ参照】
4.

2020 年度特別事業活動基金決算（案）
標記について福井太郎常任幹事（近畿大学）より説明が行われ、審議の結果これを承認した。
【
「日本国際経済学会ニュース」2021 年 9 月 13 日、4 ページ参照】
5. 2021 年度事業案について
標記について、中本悟会長（立命館大学）より、以下の諸点に関する報告が行われ、審議の結果これを承認した。
(1) 第 10 回春季大会のオンライン開催（2021 年 6 月 5 日 名古屋学院大学）
(2) 第 80 回全国大会開催のオンライン開催（2021 年 10 月 23～24 日 東京大学）
(3) 機関誌『国際経済（日本国際経済学会研究年報）
』第 72 巻発行予定
(4) 機関誌『The International Economy』Vol.24 発行予定
(5) 第 16 回小島清賞各賞及び第 11 回特定研究領域奨励賞（小田賞）の授賞
(6) 韓国国際経済学会への研究者派遣
(7) 機関誌『国際経済』第 72 巻別冊（Covid-19 特集号）の発行
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6. 2021 年度一般会計予算（案）について
標記について福井太郎常任幹事（近畿大学）より説明が行われ、審議の結果これを承認した。
【
「日本国際経済学会ニュース」2021 年 9 月 13 日、5 ページ参照】
7. 2021 年度小島清基金予算（案）について
標記について福井太郎常任幹事（近畿大学）より説明が行われ、審議の結果これを承認した。
【
「日本国際経済学会ニュース」2021 年 9 月 13 日、6 ページ参照】
8. 2021 年度特別事業活動基金予算（案）について
標記について福井太郎常任幹事（近畿大学）より説明が行われ、審議の結果これを承認した。
【
「日本国際経済学会ニュース」2021 年 9 月 13 日、6 ページ参照】
9. 新入会員の発表について
標記について、大川良文常任理事（京都産業大学）より 10 月 24 日（日）に開催された理事会において 4 名の新入会員の
入会が承認されたことが報告された。
10. 第 11 回（2022 年度）春季大会・第 81 回（2022 年度）全国大会の開催機関について
標記について、中本悟会長（立命館大学）より、第 11 回（2022 年度）春季大会は弘前大学において、細矢浩志特命理事
（弘前大学）を大会準備委員長として開催予定であるとの発表が行われた。それに伴い、事情により欠席された細矢浩志特
命理事（弘前大学）に代わり、開催機関の桑波田浩之氏（弘前大学）より挨拶がなされた。
また、中本悟会長（立命館大学）より、第 81 回（2022 年度）全国大会は近畿大学において、井出文紀理事（近畿大学）
を大会準備委員長として開催予定であるとの発表が行われた。それに伴い、開催予定機関の井出文紀理事（近畿大学）より
挨拶がなされた。
11. 第 81 回（2022 年度）全国大会「プログラム委員会」の委員長について
標記について、中本悟会長（立命館大学）より、東田啓作常任理事（関西学院大学）をプログラム委員会委員長として指
名したとの発表が行われた。なお、他のプログラム委員会メンバーは後日、日本国際経済学会ニュースでお知らせするとの
補足説明があった。
12. 内規の改正について
標記について、大川良文常任理事（京都産業大学）より、非会員の学会活動の参加に関連して、
「全国大会運営」内規の改
正が 6 月 5 日（土）の理事会において承認されたことが報告された。
【
「日本国際経済学会ニュース」2021 年 9 月 13 日、8 ページ参照】
13. その他
(1) 謝辞
中本悟会長（立命館大学）より、第 80 回（2020 年度）全国大会開催機関の古沢泰治準備委員長（東京大学）と委員会メ
ンバー、および柴山千里プログラム委員長（小樽商科大学）と委員会メンバーに対して謝辞が述べられた。
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第 16 回（2021 年度）小島清賞の決定と受賞について
日本国際経済学会小島清基金運営委員会の選考により、第 16 回（2021 年度）小島清賞が以下のように決定されました。第
80 回全国大会 1 日目（10 月 23 日）に研究奨励賞および優秀論文賞授賞式が執り行われ、柳瀬明彦先生の受賞記念講演「イ
ンフラストラクチャーと国際貿易理論」が行われました。また、同大会 2 日目（10 月 24 日）の分科会報告の中で、小橋文
子氏の受賞記念報告「技術規制と企業の輸出活動：日本の製造業企業の実証分析」が行われました。
1. 研究奨励賞： 柳瀬 明彦氏 （名古屋大学）
2. 優秀論文賞： 小橋 文子氏 （青山学院大学）

第 11 回（2021 年度）特定領域研究奨励賞（小田賞）の決定と受賞について
特定領域研究奨励賞（小田賞）審査委員会の選考により、第 11 回（2021 年度）特定領域研究奨励賞（小田賞）の受賞者は、
伊藤萬里氏（青山学院大学）に決定されました。第 80 回全国大会 1 日目（10 月 23 日）に授賞式が執り行われ、同大会 2 日
目（10 月 24 日）の分科会報告の中で、伊藤氏による受賞記念報告 “Why do people oppose foreign acquisitions? Evidence
from Japanese individual-level data” が行われました。
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第 11 回（2022 年）春季大会開催機関とプログラム委員会について
第 11 回春季大会は、2022 年 6 月 4 日（土）に弘前大学において開催される予定です。第 11 回春季大会のプログラム委員
会は、井尻直彦氏（日本大学）を委員長として、伊藤萬里氏（青山学院大学）
、小谷田文彦氏（弘前大学）
、細井長氏（國學
院大学）
、吉見太洋氏（中央大学）の計 5 名で構成されることになりました。

第 81 回（2022 年）全国大会開催機関とプログラム委員会について
第 81 回全国大会は、2022 年 10 月 1 日（土）
・2 日（日）に近畿大学において開催される予定です。第 81 回全国大会プロ
グラム委員会は、東田啓作常任理事（関西学院大学）をプログラム委員長として、開催地域支部である関西支部から板木雅
彦常任理事（立命館大学）
、西山博幸理事（兵庫県立大学）
、福井太郎常任幹事（近畿大学）の 3 名、およびその他地域の支
部からの委員として伊藤由希子幹事（津田塾大学）
、大野早苗氏（武蔵大学）
、清田耕造理事（慶應義塾大学）
、武智一貴氏（法
政大学）
、古川雄一幹事（愛知大学）の 5 名の合計 9 名で構成されることが決まりました。

日本国際経済学会の対外活動について
日本・韓国国際経済学会学術交流協定に基づき、2021 年 12 月 22 日（水）に開催された 2021 年度韓国国際経済学会・冬季
学術発表大会に、中本悟会長、および研究報告者として以下の会員の方々がオンラインで参加されました。
大久保敏弘氏 （慶應義塾大学）
：
報告タイトル “Industrial cluster policy and transaction networks: Evidence from firm-level data in Japan”
菅原晃樹氏 （名古屋学院大学）
：
報告タイトル “Natural resource curse and labor market in developing countries: A human capital approach”
北野重人氏（神戸大学）
：
報告タイトル “The Role of Sovereign Wealth Funds in Commodity-Exporting Economies When Commodity Prices
Affect Interest Spreads”
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第 17 回（2022 年度）小島清賞について（お知らせ）
日本国際経済学会・小島清基金運営委員会委員長
古沢 泰治
日本国際経済学会小島清基金運営委員会では、令和 4 年度（第 17 回）小島清賞の受賞者選考に際しまして、学会員の皆様
からの推薦（自薦を含む）の形で候補者に関する情報を幅広く受け付けています。小島清賞には、研究奨励賞と優秀論文賞
があります。詳しくは本学会ホームページをご覧下さい。
ご推薦いただける方は、下記の宛先まで、メール、もしくは郵送で、候補者に関する情報（推薦書）をお寄せください。
いずれの場合も、推薦書には、候補者の氏名、所属、業績、その他小島賞への推薦理由となる事柄をお書きください。様式
は自由です。また、推薦者ご自身の氏名、所属、連絡先（電話番号、電子メール）もあわせてお知らせください。ご推薦の
締め切りは 2022 年 3 月 31 日（木）とさせて頂きます。なお、今回お寄せいただいたご推薦は 2 年間有効（令和 4 年度と
令和 5 年度の小島清賞の選考において有効）となります。
メール送信先：日本国際経済学会 小島清基金運営委員会事務局
(mizoguchi@ucre.teikyo-u.ac.jp)
郵送先：〒252-0311 相模原市南区東林間 3－1－16－203 溝口佳宏様方
日本国際経済学会 小島清基金運営委員会事務局
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第 12 回（2022 年度）特定領域研究奨励賞（小田賞）についてのお知らせ
日本国際経済学会・特定領域研究奨励賞（小田賞）審査委員会委員長
中本 悟
特定領域研究奨励賞（小田賞）は、
「世界で活躍する国際経済学研究者を育成すること」を目的とし、次のような事業を内容
とするものです（詳しくは学会ホームページをご覧ください）
。
（1）国際貿易・貿易政策に関する優れた研究を行い、外国の査読付き雑誌に論文を掲載した学会員を顕彰する
（審査対象論文は候補者の近刊および過去のすべてのものを含む）
。
（2）受賞者は受賞年度 3 月末の時点で 45 歳以下とし、原則として毎年 1 名とする。
（3）受賞者には賞金 10 万円を授与する。
（4）本事業は平成 22 年 10 月よりおおむね 10 年を目処として実施する。
候補者は、自薦または審査委員会の推薦により、選ぶものとされています。自薦いただける方は、2022 年 5 月末日まで
に、論文および略歴・業績表を、審査委員長（中本 悟：head-office@jsie.jp）宛までお送りください。

学会ホームページ情報ボードのパスワード変更等についてのお知らせ
※ 郵送のニュースレターをご参照ください。
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令和 3（2021）年度新入会員（追加）
※ 個人情報保護のため削除しました。
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本部・各支部事務所所在地
【本

部】 日本国際経済学会 本部事務局
〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町 518 司ビル 3F
国際ビジネス研究センター内
Tel: 03-5273-0473 Fax: 03-3203-5964
E-mail: jsie@ibi-japan.co.jp

【本部事務局 総務】
〒603-8555 京都市北区上賀茂本山
京都産業大学経済学部 大川良文研究室 気付
Tel: 075-705-1441（研究室直通） Fax: 075-505-1442
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（入退会・住所変更の手続きについて）
①

入会の申請は、2019 年 10 月からオンラインでの入会申請が学会ウェブサイドから可能となっておりますので、そちら
から入会申請をお願いします。また、退会希望は、会員情報システムにて退会手続きをするか、国際ビジネス研究セン
ターにその旨メールでお知らせください（郵送も可）
。

②

所属機関や住所変更等の異動は、会員情報システムを通じて行っていただきますよう、お願い致します。もしもまだ会
員情報システムにログインされたことがない場合、2019 年 3 月末に郵送いたしました「会員情報システム（SMMS）
の導入に伴う会員情報登録・確認のお願い」をご覧ください。もしもお手許になく、ログイン ID や初期パスワードが
分からない場合は本部事務局 (jsie@ibi-japan.co.jp)までお問い合わせください。
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