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慶應義塾大学経済学部附属経済研究所 
こどもの機会均等研究センター特別講義

Special Lecture on the Intergenerational
Mobility and Inequality

第1部 社会的流動性と不平等の比較分析における近年の発展
第2部 カナダとアメリカ合衆国における世代間の移動：国内比較と国際比較
Part 1. Recent developments in the comparative analysis of social mobility and inequality
Part 2. Intergenerational mobility between and within Canada and the United States
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講師紹介
マイルズ・コラック氏は、ニューヨーク市立大学の経済学の教授で、ジェームズ&キャス
リー・ストーン社会経済的不平等センターの上級研究員でもあります。2017年にカナダ政
府雇用・社会開発局のエコノミストとして、貧困削減戦略の策定に関して政府に対するア
ドバイザーを務めました。
コラック氏の研究の中心は社会的流動性の諸側面の分析です。4冊の本を編共著し、特
に、Journal of Economic Perspectivesに発表された「所得格差、機会均等、世代間移動」
において、各国の不平等と社会的流動性の関係について分析した「グレートギャツビー曲
線」で世界的に著名です。この貢献により、カナダの経済政策に非常に重要な貢献を果た
したことを称える2014 Doug Purvis賞をカナダ経済学会より授与されました。

Miles Corak is a full professor of economics with The Graduate Center of the City University of New 
York, and senior scholar at the James M. and Cathleen D. Stone Center on Socio-Economic 
Inequality. During the 2017 calendar year he was the Economist in Residence at Employment and 
Social Development Canada acting as a lead advisor for the federal government on the development 
of Canada’s first poverty reduction strategy.
His research focuses on different dimensions of social mobility. He has edited and co-authored four 
books, and his paper published in the Journal of Economic Perspectives, “Income Inequality, 
Equality of Opportunity, and Intergenerational Mobility,” examines the relationship between 
inequality and social mobility across countries, a relationship that has become known as the “Great 
Gatsby Curve.” It was awarded the 2014 Doug Purvis Prize by the Canadian Economics Association, 
which annually recognizes a highly significant contribution to Canadian economic policy. 
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2019.3.5［火］14:00 ▶ 17:30

G-Lab, 6F, East Building, Mita Campus, Keio University

Speaker Miles Corak
Professor, City University of New York - Graduate Center

Hosted by
Co-Hosted by

Supported by  

Center for Research on Equality of Opportunity for Children（CREOC）
The Institute for Economic Studies, Faculty of Economics（IES）
Panel Data Research Center （PDRC）, both at Keio University
MEXT KAKENHI 16H06323

March 5, 2019, 14:00 - 17:30

Registration form is available in the following page（～3/3）
https://goo.gl/forms/a1ye9t4P1jjVYL8x2

参加ご希望の方はフォームでの登録が必要です（3/3締切）
https://goo.gl/forms/a1ye9t4P1jjVYL8x2

コラック氏の特別講演は、主として慶應義塾大学学生及び研究者を対象としていますが、
大学院生・研究者の方であれば、どなたでも参加できます。（参加費無料）
Open to all graduate students and scholars interested in the topic.
Undergraduate students at Keio University and also welcome (no fee required). 

3/6（水）11:40-17:30にコラック氏の基調講演を含む研究者向けカンファレンスが､
慶應義塾大学三田キャンパス東館６階G-Labで開催されます。
開催時間は変更となる場合がございます。詳細は必ずホームページにてご確認ください。

https://creoc.keio.ac.jp/information/events/20190306/

Professor Corak will also talk at the mini-conference for researchers at G-Lab, 6F, East 
Building, Mita Campus on March 6, 2019, 11:40-17:30.


