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の動向─ ……………………………………………………………………………………虎の門山人
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現代の経済危機の原因と性格について─ その恐慌論的説明とインフレ論的（体制危機論的）説明 ─ ………小谷崇 (1)
国際産業調整下の中小企業─ 『 80 年代中小企業ビジョン』をめぐって─ …………………………宮脇孝久 (26)
<日本経済のうごき>トヨタ自販社長交代とその環境 ………………………………………………………沢木英 (40)
データ回線の自由化圧力高まる─ 郵政行政との切りむすびきびしい─ ………………………石岡洋 (43)
商品別に地域一番を狙う大手百貨店の実態 …………………………………………………………丸山学 (48)
消費減退等で苦悩する清酒業界 ………………………………………………………………………高須明 (52)
農政に積極的に発言する食品産業界─ 財界の立場から“安い原料確保”を優先─ ………山本進介 (57)
No. 30

1981.11 （隔月刊）
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日米欧自動車摩擦と国際的産業調整─ その経過と問題点─ ………………………………………山口昭男 (1)
都市自営業者の二つの運動史─ 『民商・全商連の 30 年』と『東友会 20 年史』─ ………………小宮昌平 (25)
<日本経済のうごき>世界的株安と東京株式の暴落─“ 1 億総チョーチン相場”の破綻─ ……虎の門山人 (41)
石油需給と石油産業の構造対策 脱石油政策の不安定性 …………………………………………石岡洋 (46)
模索続ける中国的経済近代化の道 …………………………………………………………………中村幸夫 (50)
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<特集>市川弘勝理事長吉稀記念特集
戦前・戦時・終戦時の鉄鋼産業秘話 ………………………………………………………………市川弘勝 (1)
市川さんのこと ………………………………………………………………………………………北田芳治 (12)
◎市川弘勝理事長略歴，著作目録 ………………………………………………………………………… (18)
韓国鉄鋼業は日本の脅威なのか＝韓国鉄鋼業の現状と分析＝ ………………………………………岡本祐吉 (23)
産業政策と 60 年代の産業再編成 (4) ……………………………………………………………………宮脇孝久 (33)
｢宅地なみ課税」に関する 4 章 8 節 ………………………………………………………………………重富健一 (46)
<日本経済のうごき>民間設備投資の現状と景気低迷打開への課題 ……………………………………石岡洋 (53)
内需不振と輸出で追い上げられるねじ産業 …………………………………………………………三崎一郎 (57)
アメリカ農産物の対日押しつけ強まる─ そのイヤガラセの数々と問題点─ …………………山本進介 (64)
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<寸評>愚かな政策は恐慌をつくりだすことができる ………………………………………………………………… (22)
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臨調路線と国鉄問題 ………………………………………………………………………………………山本清治 (12)
<日本経済のうごき>東京株式大崩落の背景と今後─ あばれ出した池の中の鯨─ ……………虎の門山人 (21)
トヨタの工・販合併とその表情 ……………………………………………………………………………沢木英 (25)
昭和 57 年度の畜産物政府支持価格の意味するもの ………………………………………………山本進介 (30)
ナフサ輸入自由化問題，一応の決着つく─ 今後の運営に問題─ ………………………………石岡洋 (35)
<寸評>臨調は成長産業の敵，斜陽産業の味方 …………………………………………………………………… (19)
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防衛産業と日米関係 ………………………………………………………………………………………宮本享久 (19)
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経済近代化を模索する中国 …………………………………………………………………………中村幸夫 (49)
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構造的不況にあえぐ配合飼料産業界 ………………………………………………………………山本進介 (17)
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アメリカ半導体産業の成立と国際的展開 ……………………………………………………………………田村真治 (3)
<日本経済のうごき>国際金融不安の中の日本経済─ 国家財政は今や“死に体”だが─ ……虎の門山人 (29)
車検期間延長、意味と影響 ………………………………………………………………………………沢木英 (33)
神奈川県にみる商業ルネッサンス運動の展望と課題 …………………………………………………丸木格 (37)
つよまる国鉄民営化の動き ……………………………………………………………………………山本清治 (41)
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<巻頭言>いま貿易に生じている問題 ………………………………………………………………………北田芳治 (1)
地方税の租税特別措置と課税自主権 ………………………………………………………………………中西啓之 (3)
E. H. カーが遺したもの─ 大著『ソビエト・ロシア史』の最終の節に即しつつ─ ……………………小宮昌平 (22)
<研究展望>「日本の所得分配は先進国中最も平等」という議論のいつわり─ OECD 論文と『国
民生活白書』の主張の検討─ …………………………………………………………………小谷崇 (31)
<日本経済のうごき>資本市場にうず巻く国際投機─ 同時不況の中の世界的株高の背景─ …虎の門山人 (45)
消費者麦価 2 月引上げの影響と問題点 ……………………………………………………………山本進介 (49)
停滞する建設業の一断面 ……………………………………………………………………………宮田吉蔵 (54)
《世界経済のうごき》経済の安定成長をかかげた中国全人代 …………………………………………中村幸夫 (59)
No. 38
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<巻頭言>マルクス没後 100 年とマルクス経済学 ………………………………………………………………小谷崇 (1)
鶏卵生産の発展と現状 ………………………………………………………………………………………小宮昌平 (3)
<研究展望> J.コッカ「組織資本主義論」と現代資本主義論の方法 ……………………………………大石雄爾 (16)
<日本経済のうごき>ニューメディア（情報伝達技術革新）時代の到来と生活の変化 ─ 生活質
レベル格差と流通業企業間格差の拡大をともなう─ …………………………………………丸木格 (28)
基礎素材産業対策の提言と産業界の動き ……………………………………………………………石岡洋 (32)
米国の輸入規制と最近のねじ輸出の動向……………………………………………………………山口三郎 (37)
｢米不足問題」と安上がり臨調政治 ……………………………………………………………………山本進介 (44)
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｢土地資本論」ノート (1) 第 1 部 土地資本と地価形成 (上) …………………………………………岩見良太郎 (3)
<日本経済のうごき>円高予測の崩壊とその背景─ ファンダメンタルズ理論の誤謬─ …………虎の門山人 (28)
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《世界経済のうごき》中国、各級指導部を大幅入れ替え、縮小 ………………………………………中村幸夫 (42)
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<研究展望>土地制度史学会の「主流」 ……………………………………………………………………小宮昌平 (23)
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設備投資等にみる景気動向 ………………………………………………………………………石岡洋 (34)
“明”のトヨタ、“暗”の日産─ 最近の国内自動車市場 ………………………………………………沢木英 (38)
豆乳ブームにつづき、納豆が売れ出す─ 最近の大豆産業の動向と見通し ……………………山本進介 (42)
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《世界経済のうごき》中国、継続する経済調整と党の再建 ……………………………………………中村幸夫 (55)
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｢土地資本論」ノート (3) 第 1 部 土地資本と地価形成 (下) ………………………………………岩見良太郎 (28)
<書評>北田芳治編『貿易摩擦と経済政策』 …………………………………………………………………山田朗 (50)
<日本経済のうごき>時代の先端を行くクレジット産業─ 丸井戦略の成功に見る─ …………………丸木格 (57)
造船産業と造船労働者の現状 ………………………………………………………………………副島一男 (61)
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<巻頭言>サービス経済化の現状と問題点 …………………………………………………………………中山金治 (1)
社会主義諸国の経済的困難の根源について ………………………………………………………………副島種典 (3)
独禁法改正と経団連の論理 …………………………………………………………………………………岩下弘 (20)
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たが─ ………………………………………………………………………………………虎の門山人 (43)
設備投資にみる 84 年度の景気の動向─ 業種別にはげしいアンバランス─ ……………………石岡洋 (47)
米、ついに 4 年連続の不作─ 米の第 3 期対策の背景と問題点─ ……………………………山本進介 (52)
《世界経済のうごき》整風と対外開放を模索する中国 …………………………………………………中村幸夫 (58)
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<巻頭言>国債減額問題に思う ………………………………………………………………………………大石雄爾 (1)
80 年代のわが国産業構造の基本的特徴 (上) ……………………………………………………………宮脇孝久 (3)
対日東南アジア出稼労働者の実態 (1) ……………………………………………………………………小林英夫 (17)
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「東アジア経済圏」─ …………………………………………………………………………小宮昌平 (20)
<日本経済のうごき>マ首相の政治生命をかけた日マ合弁自動車企業─ 最近のマレーシア情
報─ ………………………………………………………………………………………さえら・あゆむ (32)
米国大豆凶作と食品業界への波紋 …………………………………………………………………山本進介 (36)
小売業に拡がる人材育成力格差 ………………………………………………………………………三浦洋 (41)
《世界経済のうごき》チェルネンコ新政権の性格─ 経済活性化に賭ける─ ……………………中村幸夫 (45)
<追悼>市川弘勝前理事長を悼む …………………………………………………………………………………… (53)
編集後記 ……………………………………………………………………………………………………………… (53)
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<巻頭言>いわゆる人づくり協力 ……………………………………………………………………………北田芳治 (1)
現代資本主義の危機とスタグフレーション …………………………………………………………………米田康彦 (3)
｢土地資本論」ノート (4) 第 2 部 土地資本と土地所有 (上) ………………………………………岩見良太郎 (24)
<日本経済のうごき>東京株式大幅下げの諸要因─ 日本の大企業の株の 2 ～ 3 割を握った
外人株主が相場を動かす─ ………………………………………………………………虎ノ門山人 (37)
登場しはじめた“夢の新素材”─ 新しい技術革新の旗手となるか─ ……………………………石岡洋 (41)
次第に変わる日本の住宅事情─ しかし依然 400 万戸が最低居住水準以下─ ……………宮田吉蔵 (46)
《世界経済のうごき》整党と対外開放を進める中国 ……………………………………………………中村幸夫 (51)
<追補> ………………………………………………………………………………………………………………… (57)
編集後記 ………………………………………………………………………………………………………小谷崇 (57)
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<巻頭言> 30 年代と現代 ……………………………………………………………………………………中西啓之 (1)
農地改革の評価に関して─ 山田盛太郎氏の農地改革論を中心に─ …………………………………保志恂 (4)
｢土地資本論」ノート (5) 第 2 部 土地資本と土地所有 (2) …………………………………………岩見良太郎 (16)
<日本経済のうごき>トヨタと日産の最近の“明暗” ……………………………………………………さえら・あゆむ (36)
シンガポール、タイ、台湾の近況と日本企業の進出状況 ……………………………………………三崎一郎 (39)
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豊作で「米不足」は解消したのか？ …………………………………………………………………山本進介 (48)
《世界経済のうごき》近代化路線の基本文献、中共三中全会決議 …………………………………中村幸夫 (54)
編集後記 ……………………………………………………………………………………………………………… (65)
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原稿募集規定 ………………………………………………………………………………………………………… (67)
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編集後記 ……………………………………………………………………………………………………………… (49)
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漁業経済分析試論 (1) ………………………………………………………………………………………増田洋 (26)
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60 年度農業予算にみる農政の混迷 …………………………………………………………………若木徹信 (73)
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原稿募集規定 ………………………………………………………………………………………………………… (91)
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｢土地資本論」ノート (6) 第 2 部 土地資本と土地所有 (3) …………………………………………岩見良太郎 (27)
農地改革の意義と限界─ 土地利用型農業改革の今日的課題に立って─ …………………………笛木昭 (55)
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米国産穀物 1000 万トンの押しつけ輸入要請をめぐって ……………………………………………山本進介 (78)
《世界経済のうごき》穏歩前進に転換した中国経済 ……………………………………………………中村幸夫 (83)
編集後記 …………………………………………………………………………………………………………………(93)
原稿募集規定 ……………………………………………………………………………………………………………(95)
No. 49

1985.11 （季刊）

66

<巻頭言>岐路に立つ協同組合運動 …………………………………………………………………………渡辺睦 (1)
新経済政策（ネップ）への到達 (上) レーニンの農業・農民政策 (1917-1923) …………………………小宮昌平 (3)
｢土地資本論」ノート (7) 第 2 部 土地資本と土地所有 (4) …………………………………………岩見良太郎 (14)
<書評>新しい視点に立っての通説の展開とその問題点
渡辺雅男『サービス労働論─ 現
代資本主義批判の一視角』 ……………………………………………………………………飯盛信男 (42)
<日本経済のうごき>ドル安・円高下の日本経済─ 景気と株価には両刀の剣─ ………とらのもん・さんじん (45)
予断許さぬことしの新車需要 登録車 400 万台・軽は 150 万台 ………………………………さえら・あゆむ (49)
歯の美容からキャベツまで 業容拡大で伸びる大手小売りクレジットビジネス ………………………井上純 (53)
《世界経済のうごき》近代化路線調整期に入った中国 ………………………………………………中村幸夫 (57)
編集後記 …………………………………………………………………………………………………………………(63)
原稿募集規定 ……………………………………………………………………………………………………………(65)
No. 50

1986.4

76

（季刊）

<巻頭言>日ソ関係改善の新たな出発点に立って …………………………………………………………大石雄爾 (1)
-8-

新経済政策（ネップ）への到達 (中) レーニンの農業・農民政策 (1917-1923) …………………………小宮昌平 (4)
サービス産業の研究・調査動向 ……………………………………………………………………………飯盛信男 (28)
<書評>永野彌三雄著『中小・零細産業の分析─ あんとみそと水産加工─ 』 ………………………福島久一 (42)
<日本経済のうごき>ドル安の進展と世界経済─ いま、なぜ世界的株高なのか …………とらのもん・さんじん (47)
輸出主導型からの転換は困難─ 設備投資はさらに下方修正の恐れ─ …………………………石岡洋 (51)
激動する原料事情のもと在庫べらしで価格安定をめざす─ 波乱のなかの食用油業界─ …山本進介 (56)
今日の日本の建設投資は「国民生活の基盤づくり」に役立っているか？ …………………………荘司健彦 (61)
《世界経済のうごき》「ソ連型」から市場原理導入に転換したベトナム経済 …………………………中村幸夫 (65)
編集後記 ………………………………………………………………………………………………………編集部 (73)
原稿募集規定 ……………………………………………………………………………………………………………(75)
No. 51

1986.9

107

（季刊）

<巻頭言>｢きっかけ｣ …………………………………………………………………………………………北田芳治 (1)
国鉄改革への視角─ 分割民営論批判序説─ ………………………………………………………広岡治哉 (3)
新経済政策 (ネップ)への到達 (下) レーニンの農業・農民政策 1917-1923 …………………………小宮昌平 (14)
漁業経済分析試論 (2) ………………………………………………………………………………………増田洋 (53)
戦前における為替介入の事例─ 金解禁下の統制売りについて─ …………………………………八木慶和 (68)
<日本経済のうごき>政治の貧困と異常なカネ余り─ 世界的株安の中の日本株高─ …とらのもん・さんじん (84)
シェア拡大のトヨタとじり貧の日産─ 最近の国内販売の側面─ …………………………さえら・あゆむ (89)
新局面の百貨店業界……大手グループ、領域拡大で“ 1 兆円”集団へ……地方百貨店に
経営危機感 …………………………………………………………………………………………川上敬 (93)
《世界経済のうごき》改革の第 2 段階に入った中国 ……………………………………………………中村幸夫 (98)
編集後記 ………………………………………………………………………………………………………編集部 (105)
原稿募集規定 …………………………………………………………………………………………………………(107)
No. 52

1986.12 （季刊）

86

<巻頭言>アメリカとヨーロッパの資本主義の差異 …………………………………………………………中西啓之 (1)
｢全般的危機」論と「パックス・アメリカーナ」論 (上)─ 現代世界経済の全体像の把握に関する
ふたつの視角の検討─ …………………………………………………………………………瀬戸岡紘 (3)
サービス経済をめぐる理論研究の現状─ 大吹勝男氏、渡辺雅男氏、斎藤重雄氏の著作によせて─ …飯盛信男 (21)
多国籍企業と国際税務会計─ わが国の国際税制をめぐる問題点─ ………………………………小栗崇資 (35)
市場経済万能論と農業・土地問題─ 構造的不均衡是正へのもう 1 つの道─ ………………………笛木昭 (54)
<日本経済のうごき>円高不況の現状と政府の対策の問題点─ 中小企業の転廃業問題等をめぐって ─ …石岡洋 (64)
本物指向で左右される自動車需要─ ことしに抱え込んだ新課題─ ……………………さえら・あゆむ (69)
アメリカの対日コメ戦略と農協中央会の対応 …………………………………………………………山本進介 (74)
《世界経済のうごき》経済・思想両面建設を決めた中共六中総 ………………………………………中村幸夫 (78)
編集後記 ………………………………………………………………………………………………………編集部 (84)
原稿募集規定 ……………………………………………………………………………………………………………(86)
No. 53

1987.5

108

（季刊）

<巻頭言>流通業と情報化 ………………………………………………………………………………………中居裕 (1)
現存社会主義の新しい試練 ……………………………………………………………………………… 副島種典 (3)
｢全般的危機論」と「パックス・アメリカーナ」論 (下)─ 現代世界経済の全体像の把握に関する
ふたつの視角の検討 ……………………………………………………………………………瀬戸岡紘 (25)
日米経済関係と軍事技術 (上) ……………………………………………………………………………宮本享久 (39)
中国における第三次産業の発展─ 労働力人口再編成が求める経済体制改革の新段階─ ……立石昌広 (50)
<日本経済のうごき>混迷する世界経済と日本の立場 世界株高の背景と吉凶判断 ………とらのもん・さんじん (67)
｢売上税」で明暗こもごもの自動車業界─ 笑う中古車、泣くトラックと整備業─ …………さえら・あゆむ (72)
日本百貨店協会試算に見る売上税の影響度 …………………………………………………………川上進 (77)
外食産業 20 兆円市場の現状と新動向 ………………………………………………………………山本進介 (82)
東京圏における業務集中と最近の住宅問題…………………………………………………………荘司健彦 (91)
《世界経済のうごき》胡耀邦失脚と中国近代化路線 …………………………………………………中村幸夫 (96)
編集後記 ………………………………………………………………………………………………………………(105)
原稿募集規定 …………………………………………………………………………………………………………(108)
No. 54

1987.9

114

（季刊）

<巻頭言>大恐慌は起こるか？ …………………………………………………………………………………小谷崇 (1)
産業空洞化とサービス経済化の実態 ………………………………………………………………………飯盛信男 (3)
-9-

｢サービス」「サービス労働」の一般的概念 ……………………………………………………………………長田浩 (16)
SPD 新基本綱領の検討 (上)─ 内部討議の過程を踏まえて─ ……………………………………高屋正一 (40)
日米経済関係と軍事技術 (下) ……………………………………………………………………………宮本享久 (61)
政府統計書と日ソ領土問題…………………………………………………………………………………山野三吉 (69)
イタリア歴史教科書におけるロシア革命の紹介 ……………………………………………………………中西啓之 (77)
<日本経済のうごき>最近の日米経済と対日圧力─ ココム旋風に揺れた兜町の裏側─ …とらのもん・さんじん (86)
悪い日産が変り始めた しかし当面は体質回復 ………………………………………………さえら・あゆむ (90)
大手百貨店に見る業務改革の狙いと実際………………………………………………………………川上純 (95)
｢貿易不均衡是正」政策が景気を圧迫─ 低迷する 87 年度設備投資─ ………………………石岡洋 (100)
《世界経済のうごき》後退できぬ中国の経済政策 ……………………………………………………中村幸夫 (105)
正誤表 …………………………………………………………………………………………………………………(110)
編集後記 ………………………………………………………………………………………………………………(110)
原稿募集規定 …………………………………………………………………………………………………………(114)
No. 55

1988.1

141

（季刊）

<巻頭言>ペレストロイカと現代社会主義国家 ………………………………………………………………小宮昌平 (1)
現代サービス業の１考察─ サービス財の経済的諸特徴に焦点をあてて─ ……………………………長田浩 (3)
消費概念とサービス─ 野村清氏の所説を中心として─ ……………………………………………武藤幸裕 (26)
SPD 新基本綱領の検討 (下)─ 内部討議の過程を踏まえて─ ……………………………………高屋正一 (40)
戦後日本銀行の金融政策について (上) …………………………………………………………………八木慶和 (59)
戦後経済の発展と土地政策の展開 …………………………………………………………………………笛木昭 (85)
<日本経済のうごき>世界的株大暴落の周辺─ 大恐慌は果たして来るのか─ ………とらのもん・さんじん (114)
活発化してきた輸入車需要─ 1 ～ 9 月で前年分をクリア─ ……………………………さえら・あゆむ (119)
丸井の「ヤング戦略」分析 ヤング対応路線とその周辺 ……………………………………………丸木格 (123)
《世界経済のうごき》イタリア協同組合運動の新たな展開─ 経営危機と「企業システム」の確立─ …中西啓之 (127)
改革派体制を固めた中国共産党 13 回大会 ………………………………………………………中村幸夫 (132)
正誤表 …………………………………………………………………………………………………………………(137)
編集後記 ………………………………………………………………………………………………………………(138)
原稿募集規定 …………………………………………………………………………………………………………(141)
No. 56

1988.9

136

（季刊）

<巻頭言>産業構造調整と中小企業 …………………………………………………………………………中山金治 (1)
再生産表式における「賃金の二重取り」問題について ……………………………………………………大石雄爾 (3)
マレーシア電子電機産業の発展要因と問題点 ……………………………………………………………相田晴美 (26)
戦後日本銀行の金融政策について (下) …………………………………………………………………八木慶和 (77)
<日本経済のうごき>円高にもしたたかな日本経済─ 日米株価格差の背景─ …………とらのもん・さんじん (99)
｢内需拡大」と景気回復のなかでの課題─ 63 年度設備投資計画をみる─ ……………………石岡洋 (104)
活性化してきた 3 リッター新車市場 高い自動車税が是正される可能性 …………………さえら・あゆむ (109)
大手百貨店に見る食料品マーチャンダイジングの新局面 地域一番性と個食対応の進展 ………丸木格 (113)
地価上昇と社会変化で「居住」はどうなるか …………………………………………………………荘司健彦 (119)
《世界経済のうごき》経済合理性と民主化を一歩進めた中国全人代 ………………………………中村幸夫 (124)
編集後記 ………………………………………………………………………………………………………………(133)
原稿募集規定 …………………………………………………………………………………………………………(136)
No. 57

1988.11 （季刊）

81

<巻頭言>零細企業讃 ………………………………………………………………………………………大石雄爾 (1)
ペレストロイカと東欧諸国へのインパクト ……………………………………………………………………副島種典 (3)
サービス経済研究の新たな動向 ……………………………………………………………………………飯盛信男 (26)
農産物の過剰化と生産調整対応 ……………………………………………………………………………笛木昭 (40)
<日本経済のうごき>暗雲ただようアメリカ経済─ 再度の世界的株大暴落はあるか─ …とらのもん・さんじん (60)
回復基調著しい日産自動車 シーマ効果は依然つづく ………………………………………さえら・あゆむ (64)
大型小売業の海外進出戦略 店舗･商品･資本の 3 本軸の進展 70 年代に本格化、 80
年代に急加速 ………………………………………………………………………………………丸木格 (68)
《世界経済のうごき》経済調整に路線転換した中国 ……………………………………………………中村幸夫 (73)
編集後記 …………………………………………………………………………………………………………………(78)
原稿募集規定 ……………………………………………………………………………………………………………(81)
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No. 58

1989.5

134

（季刊）

<巻頭言>中国現代化の裏側─ 教育の危機─ ………………………………………………………北田芳治 (1)
ボルトケヴィッチの生産価格論 ………………………………………………………………………………大石雄爾 (3)
金融資本的蓄積と現代の土地問題─ 分析視角についての試論─ ………………………………大泉英次 (31)
漁業経済分析試論 (3) ………………………………………………………………………………………増田洋 (52)
<紹介>中村静治「唯物史観と経済学」 ……………………………………………………………………小宮昌平 (87)
<日本経済のうごき>米国の財政赤字削減に進展なし─日本の異常株高はいつまで続くか─ …とらのもん・さんじん (91)
｢外国人労働者の日本への受け入れ」問題 ─ 急台頭している財界・産業界の「受け入れ」
積極化論とその背景─ …………………………………………………………………………石岡洋 (95)
自動車販売と消費税 中古車は存亡の危機に ………………………………………………さえら・あゆむ (100)
企業規模間格差拡大進む百貨店業界 ………………………………………………………………丸木格 (105)
｢ブーム」であらためて問われる建設産業の体質……………………………………………………荘司健彦 (109)
《世界経済のうごき》イタリアの税制改革と労働運動 …………………………………………………中西啓之 (114)
政権党と政府への不信強まる中国 …………………………………………………………………中村幸夫 (120)
編集後記 ………………………………………………………………………………………………………………(130)
原稿募集規定 …………………………………………………………………………………………………………(134)
No. 59

1989.10 （季刊）

103

<巻頭言>ジャパン・マネーと消費税 …………………………………………………………………………中西啓之 (1)
サービス労働価値生産説の論証─ 馬場雅昭氏の著作によせて─ …………………………………飯盛信男 (4)
長田浩氏のサービス論─ 批判的コメント─ …………………………………………………………刀田和夫 (16)
耐久生産物とサービス商品 …………………………………………………………………………………武藤幸裕 (31)
工作機械工業の下請制 ……………………………………………………………………………………鈴木孝男 (43)
<日本経済のうごき>与野党新時代と国民の選択─ 政治・経済の変革で円・株はどうなる─
…………………………………………………………………………………………とらのもん・さんじん (63)
シェア回復著しい日産 新型車を相次いで投入 ………………………………………………さえら・あゆむ (68)
大規模小売店舗法運用緩和とその波紋 ………………………………………………………………丸木格 (73)
《世界経済のうごき》中国の新しい波 ……………………………………………………………………中村幸夫 (79)
編集後記 ……………………………………………………………………………………………………………… (99)
原稿募集規定 ………………………………………………………………………………………………………… (103)
No. 60 1990.4

84

（季刊）

<巻頭言>ソ連・東欧の変革とマルクス主義の新しい課題 ……………………………………………………小谷崇 (1)
現代の技術革命と独占資本主義の命脈─ ソ連経済学界の新説に寄せて─ ………………………中村静治 (4)
農業の個別経営と集団的な生産組織対応について ………………………………………………………笛木昭 (11)
サービス部門の再生産表式への導入 ………………………………………………………………………櫛田豊 (30)
<日本経済のうごき>政治も、経済も、「構造を変える」とき ………………………………えどがわばし・すいじん (54)
史上最高の新車需要の中味 善戦日産・マツダで、トヨタは苦戦 ……………………………さえら・あゆむ (59)
90 年代ショッピングセンターはどう変化していくか 全生活対応の「まち」開発へ 中小 SC
は「特化」が不可欠 …………………………………………………………………………………丸木格 (64)
地球環境と技術開発をめぐる課題─ 新たな国際競争の焦点─ …………………………………石岡洋 (69)
内外政策の矛盾拡大する中国 ………………………………………………………………………中村幸夫 (74)
編集後記 ……………………………………………………………………………………………………………… (81)
原稿募集規定 ………………………………………………………………………………………………………… (84)
No. 61

1990.10 （季刊）

157

<巻頭言> 20 世紀社会主義の崩壊とマルクス主義 ………………………………………………………小宮昌平 (1)
冷戦体制の終焉とボリシェヴィズム─ 1989 年東ヨーロッパ諸革命をふまえて─ ……………………瀬戸岡紘 (3)
サービス経済研究の新次元─ 長田浩「サービス経済論体系」の検討─ …………………………飯盛信男 (23)
情報化とサービス労働価値生産説 …………………………………………………………………………飯盛信男 (36)
<渡辺睦理事追悼特集>渡辺理事を悼む …………………………………………………………………北田芳治 (52)
事業協同組合運営の強化について─ 小売業の協組を中心に─ ……………………………花井馨 (54)
渡辺睦理事と医薬品小売業者の協同組合─ 花井〔馨〕論文に寄せて─ …………………小宮昌平 (71)
構造再編への農政の新展開─ 地域農政の登場と農地三法の動き─ ………………………………笛木昭 (76)
<書評>大石雄爾著『マルクスの生産価格論』(1989 年)を読んで ……………………………鶴田満彦・衣川恵 (118)
日本の対米貿易黒字は、果たして「存在しない」のか？─ 工藤晃氏の議論に含まれている誤まりについて─ …小谷崇 (126)
<日本経済のうごき>国民の肩にかかる重い負担─日米構造協議とインフレ懸念の増大─ …とらのもん・さんじん (137)
- 11 -

衣料品マーチャンダイジングに見る大手小売業シェアの拡大 ………………………………………丸木格
｢日米構造協議」と産業政策ビジョン─ 90 年代の産業政策を問う─ …………………………石岡洋
編集後記 ………………………………………………………………………………………………………………
原稿募集規定 …………………………………………………………………………………………………………
No. 62

1991.4

(141)
(146)
(152)
(157)
162

（季刊）

<巻頭言>開廃業率の動向と中小企業問題 …………………………………………………………………中山金治 (1)
イラク対クウェート事件に関する国際法的見解 ………………………………………………………………斎藤洋 (3)
スラッファ経済学の基礎的諸前提 (上) ……………………………………………………………………大石雄爾 (8)
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航空産業における固定資産会計の諸問題─ リースと機材関係報償額の会計処理─ ………山口不二夫 (157)
国際通信市場再編期における総合商社の情報通信環境─ 「無線国策」時代突入時の三井物
産大阪支店の情報通信事情─ ……………………………………………………………若林幸男 (167)
東京湾内湾漁業の外部経済性について─漁業と干潟・浅海の環境浄化作用の貨幣評価について─ …山口由二 (177)
<書評>八尾信光著『再生産論・恐慌論研究』（新評論、 1998 年） ……………………………………鶴田満彦 (189)
資本による資本の再生産─ 大野節夫『社会経済学』（大月書店、 1998 年）の問題提起─ …………佐藤拓也 (195)
<批判に答えて>青木重明氏への疑問 ………………………………………………………………………北村実 (207)
編集後記 ……………………………………………………………………………………………………………… (209)
『政経研究』投稿規定 ……………………………………………………………………………………………… (210)
No. 73

1999.11

160

<巻頭言>カタカナ語に思う …………………………………………………………………………………阿部国博 (1)
貨幣・金融における信用の重要性 …………………………………………………………………………齋藤壽彦 (3)
ミクロ経済学における選好関係、無差別曲線の虚構性 …………………………………………………大石雄爾 (13)
90 年代不況下におけるサービス産業の両極化 ………………………………………………………………張寧 (23)
サービス業の販売商品について─ 原田教授の拙論批判への反論─ ……………………………刀田和夫 (33)
新しい人間存在論の定礎 …………………………………………………………………………………古谷公彦 (47)
アフリカ政治研究における「市民社会」概念の検討─ J-F, バヤールの議論から─ ………………岩田拓夫 (59)
ソフトウエアにおける DRAM 支配─ DRAM 価格トレンドにかんする一考察─ ………………………寺内衛 (73)
大手 GMS の海外進出プロセスの考察 ………………………………………………………………………陳海権 (81)
新興系企業集団の株式所有 (1) …………………………………………………………………………菊地浩之 (95)
農業・食料と経済発展─ 日本・アジアと欧米の違いをもたらした歴史的条件─ ……………………笛木昭 (109)
｢日本型労使関係」賛美論を批判する─久米郁男『日本型労使関係の成功』についての批判的論評─ …五十嵐仁 (121)
<調査報告>技能を生かして独立開業─ 京浜工業地帯の I 研磨業者からの聞き取りの記録─ …相田利雄ゼミナール (137)
<書評>高増明・松井暁編『アナリティカル・マルキシズム』 …………………………………………………松尾匡 (151)
編集後記 ……………………………………………………………………………………………………………… (159)
『政経研究』投稿規定 ……………………………………………………………………………………………… (160)
No. 74

2000.3

174

<巻頭言> WTO と GATT ─ 誤解の可能性─ ………………………………………………………北田芳治 (1)
現代社会における冨の矛盾について …………………………………………………………………………原田実 (3)
プレオブラジェンスキー「社会主義的原始蓄積法則」の理論的意義 ─ ソヴィエト社会主義の性
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格規定に寄せて─ ……………………………………………………………………………後藤宣代 (17)
両大戦間期におけるヒスタドルート(労働総同盟)の政治的役割─ 労働シオニストによる「社会統
制力」の掌握─ …………………………………………………………………………………浜中新吾 (29)
エコソフィア文明の哲学としての〈深層存在〉の哲学 (上)─ 東洋思想の現代化の試み─ ………青木重明 (45)
平成不況論の争点 (1)─ 小谷崇「 90 年代不況」によせて─ ………………………………………増田和夫 (61)
PC バブル─ Intel ／ Microsoft の市場戦略─ …………………………………………………………寺内衛 (71)
ASEAN 域内ネットワークにおける台湾企業の役割─ モニターおよびモニター用ブラウン管産
業を中心として─ ………………………………………………………………………………高岡宏道 (81)
生鮮マグロ輸出産業の存立条件─ パラオの事例─ ………………………………………………伊澤あらた (91)
新興系企業集団の株式所有 (2) …………………………………………………………………………菊地浩之 (109)
アメリカの租税行政規則の意義と法的効果 …………………………………………………………………望月爾 (123)
源泉徴収制度の政治的犯罪性─ 申告書で計算ができると仕組みがいろいろ見えてくる─ ………松岡寛 (135)
所沢ダイオキシン問題と近郊農業─ 通称くぬぎ山地区の現状について─ ………………………山口由二 (147)
IMF の見たブータン─「開発」の 1984 年と 1996 年 ─
……………………………………………日本ブータン農業環境調査会・小宮昌平・大坪寿七郎・小谷野とし子 (157)
<時評>「ごろつきドクトリン」から「クリントン・ドクトリン」へ─ アメリカ世界戦略の最近の動向─ …南雲和夫 (169)
『政経研究』投稿規定 ………………………………………………………………………………………… (表紙裏)
編集後記 ……………………………………………………………………………………………………………… (173)
No. 75

2000.11

140

<巻頭言> 20 世紀─ ２つの「怪物」と民主主義─ ……………………………………………………小宮昌平 (1)
サービス業の雇用吸収力の限界 ……………………………………………………………………………飯盛信夫 (3)
中小企業政策の「大転換」？─ 「中小企業の不利の是正」の問題を中心に─ ……………………三井逸友 (12)
生き残りをかけるビジネス─ 日本のハイテク中小企業─ …キャサリン・ C ・イバタ・アレンズ；翻訳小谷紘司 (25)
中国少数民族問題への経済学的接近─ マルクス主義と民族問題─ …………………………………大西広 (40)
移行期における中国経済の本質を探って─ 古き視点による新しき展望─ ………………………………鍾非 (48)
｢国際関係理論」研究の変遷に見る中国人研究者の意識的変化 …………………………………………菅谷音 (64)
エコソフィア文明の哲学としての〈深層存在〉の哲学 (下)─ 東洋思想の現代化の試み─ ………青木重明 (74)
平成不況論の争点 (2)─ 小谷崇「 90 年代不況」によせて─ ………………………………………増田和夫 (88)
科学知識形態の変化と「モード論」─ 協働化、国際化、不均等化から見る現代科学─ ……………金光淳 (100)
米国多国籍企業のトップマネジメントの組織構造と職務─ モトローラ社の事例研究─ …………山岡昭吉 (111)
山田盛太郎『日本資本主義分析』の起点─ 『講座』共同研究会と山田氏の方法的独自性─ …中根康裕 (127)
<書評>北原淳・西口清勝・藤田和子・米倉昭夫『東南アジアの経済』─東南アジアの謎を解く─ ……李恩民 (134)
編集後記 ……………………………………………………………………………………………………………… (139)
『政経研究』投稿規定 ………………………………………………………………………………………… (表紙裏)
No. 76

2001.3

160

<巻頭言> (財)政治経済研究所への期待─ 役割と課題をになって─ …………………………………河野先 (1)
アメリカ大統領選挙はなぜ接戦となったか─ ふたたび凡庸な大統領が求められる時代へ ─ ………瀬戸岡紘 (3)
日本における「自治体版福祉国家」の形成・成立・崩壊─美濃部東京都政の歴史的意義と限界─ ……武居秀樹 (16)
中国の WTO 加入、西部大開発と農業、農村の変化─ 四川省と河北省の農民、農村地域の実
態調査から─ ……………………………………………………………………………………笛木昭 (37)
中国外資系企業での労使紛争の頻発原因について─経済改革開放期の日系企業の事例を中心に─ …高玲娜 (52)
Linux Community の変容可能性─ public domain モデルに基づく TCAD ツールベンダのビジ
ネスモデルを例に─ ……………………………………………………………………………寺内衛 (67)
GNU / Linux システムの開発における"普遍的労働"の新局面─ インターネットによる世界的な
精神的労働結合のもたらすもの─ ……………………………………………………………岡田卓己 (79)
高度成長期日本における流通近代化政策の再吟味─ 今日的な意義を求めて─ …………………陳海権 (94)
夕張市における石炭資本の「負の遺産」と観光事業の展開 ……………………………………野嵜直・網倉隆 (111)
日本自動車産業の再編過程の研究─マツダを中心とした本田技研工業との経営分析比較を通じて─ ……渡邉智 (126)
新興系企業集団の株式所有 (3) …………………………………………………………………………菊地浩之 (138)
ロシア・アヴァンギャルド映画『新バビロン』とショスタコーヴィチ─ 20 世紀における芸術コラボレ
ーションの試み─ ……………………………………………………………………………後藤宣代 (151)
編集後記 ……………………………………………………………………………………………………………… (159)
『政経研究』投稿規定 ………………………………………………………………………………………… (表紙裏)
『政経研究』研究会員について ……………………………………………………………………………… (奥付頁)
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No. 77

2001.11

146

<巻頭言> 21 世紀日本社会 中小零細企業に希望を託す ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥相田利雄 (1)
サービス労働と労働力価値─ 「サービス労働・労働力価値形成説」批判─ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥刀田和夫 (3)
サービス労働価値形成説批判 (Ⅱ)─ 刀田和夫教授の所説を中心として─ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥原田実 (16)
<書評> J-C.ドゥロネ、 J.ギャドレ著（渡辺雅男訳）『サービス経済学説史 300 年にわたる論争』 ‥‥大屋定晴 (28)
斎藤重雄編『現代サービス経済論』 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥渡辺雅男 (33)
シュンペーターのイノベーション論と日本経済の構造改革問題 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥日向啓爾 (36)
グローバル市民社会の論理と倫理─ 国際政治思想におけるコスモポリタン的平和の観念─ ‥‥‥北村治 (47)
企業集団の構造分析─ 企業間関係再編成の理解に向けて─ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥金光淳 (62)
わが国銀行における金融持株会社の有効的活用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥森俊也 (74)
航空産業における新会計基準の実施と会計政策の変化─ 全日空、日本航空と両社ホテル部
門の検討─ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥山口不二夫 (91)
1990 年代におけるサービス残業の変容 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥木村英彦 (104)
マグロの国際貿易と資源管理・環境保全 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥伊澤あらた・除本理史 (117)
大阪府南部地域おける地方自治体の「産業振興ビジョン」に関する一考察 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥庄谷邦幸 (122)
<調査報告>大田区機械金属工業の課題と展望‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥小谷紘司 (140)
編集後記 ………………………………………………………………………………………………………編集部 (145)
『政経研究』投稿規定 ………………………………………………………………………………………… (表紙裏)
『政経研究』研究会員について ……………………………………………………………………………… (奥付頁)
No. 78

2002.5

146

<巻頭言> FIFA ワールドカップ日韓共催で思うこと ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥祖父江利衛 (1)
公共サービス拡充の必然性 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥飯盛信男 (3)
サービスの労働説と生産物説─ 原田実氏の刀田見解批判に寄せて─ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥斎藤重雄 (12)
マルクス理論の最適成長論的解釈─最適迂回生産システムとしての資本主義の数学モデル ─ ‥山下裕歩・大西広 (25)
労働･価値･価格論の展開 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥大久保亮治 (34)
<書評>碓井敏正・大西広編著『ポスト戦後体制への政治経済学』 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥海野八尋 (46)
労働時間と貨幣─ 大石雄爾編『労働価値論の挑戦』を読む─ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥大野節夫 (53)
真の構造改革を構想する─ 教え子宛の書簡に仮託して─ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥長田浩 (60)
人民公社における諸利益主体の利益衝突の考察 (第 1 期) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥陳忠雲 (73)
米国の IT 覇権 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥寺内衛 (89)
1999 年の日本企業における役員兼任の類型分析 (上) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥菊地浩之 (100)
道具の発展と前資本主義的生産様式の区別 ─ 中村義信による中村静治著『生産様式の理
論』批判の諸問題─ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥斎藤正美 (116)
国連環境計画の危機と改革 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥真田康弘 (134)
編集後記 ……………………………………………………………………………………………………………… (145)
『政経研究』投稿規定 ………………………………………………………………………………………… (表紙裏)
『政経研究』研究会員について ……………………………………………………………………………… (奥付頁)
No. 79

2002.11

100

<巻頭言> 9･11 と「平和の文化」 ………………………………………………………………………………北村浩 (1)
共生の思想としてのコスモポリタニズム─ グローバル・シティズンシップと平和、正義─ ………………北村治 (3)
循環型社会の公共政策過程─現代日本の環境リスクをめぐる政府・企業・ NGO アクターの相剋─ ………横田匡紀 (13)
J.-B.セーの財政思想─ 財政システムの統御の認識とその論理─ …………………………………髙橋信勝 (23)
公社債投資信託の制度改革に関する一考察─ 非上場債の時価評価を中心に─ ………………山根寛隆 (36)
自動車産業におけるリストラクチャリングの今日的特徴─ マツダの事例研究─ ……………………武居秀樹 (46)
WTO 体制下における国内加工用トマト市場に関する一考察─国内農業再構築の課題をめぐって─ …石川啓雅 (60)
BSE パニック ……………………………………………………………………………………………………渡辺新 (72)
<書評>齊藤壽彦・劉進慶編著『日韓台の対 ASEAN 企業進出と金融』 ……………………………………郭洋春 (86)
編集後記 ……………………………………………………………………………………………………………… (99)
『政経研究』投稿規定 ………………………………………………………………………………………… (表紙裏)
『政経研究』研究会員について ……………………………………………………………………………… (奥付頁)
No. 80 2003.5

140

<巻頭言>大学専業非常勤講師の社会保険加入の途 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥斎藤正美 (1)
サービス生産、等のもう 1 つの理解─ 川上則道氏の見解をめぐって ─ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥斎藤重雄 (3)
消費過程とサービス労働 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥井上英雄 (18)
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リカード比較生産費説は自由貿易の理論か？ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥大石雄爾 (32)
新自由主義的再編をどうとらえるか？ ─ 『ポスト戦後体制への政治経済学』に対する海野八尋
氏の批判に答える─ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥碓井敏正 (45)
<書評>松尾匡著『近代の復権─ マルクスの近代観から見た現代資本主義とアソシエーション─ 』 ‥松井暁 (57)
市場と制度の不整合─ 中国華南地域の経済開発と密輸問題─ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥姚国利 (70)
人民公社における諸利益主体の利益衝突の考察 (第 2 期) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
陳忠雲 (84)
、、
東畑精一「農政学者としての柳田国男」（ 1961 ）が伝えようとした農業経済「思想」─ 農業基本
法の成立過程と関連させて─ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥篠崎尚夫 (98)
1999 年の日本企業における役員兼任の類型分析 (下) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥菊地浩之 (111)
仙台市における地下鉄東西線計画の再検討 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥堀内重人 (126)
編集後記 ……………………………………………………………………………………………………………… (139)
『政経研究』投稿規定 ………………………………………………………………………………………… (表紙裏)
『政経研究』研究会員について ……………………………………………………………………………… (奥付頁)
No. 81

2003.11

178

<巻頭言>「都市再生」の本性─ ミニバブル期待と土地本位制の継続─ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥小宮昌平 (1)
<論文>世界国家なき世界市民─ コスモポリタン国際政治思想の再検討─ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥北村治 (3)
新古典派成長論型マルクス・モデルにおける資産格差と時間選好率格差─ ローマー的“搾取”への影響─
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥大西広・山下裕歩 (18)
貨幣、金融政策と社会的信認 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥齊藤壽彦 (27)
比較生産費原理についての大石雄爾氏の見解を検討する─ A ・スミス自由貿易論との対比において─ ‥屋嘉宗彦 (41)
現代経済学における市場認識に関する１考察─ 「制度論」アプローチを中心にして─ ‥‥‥‥石川啓雅 (53)
マルクス労働価値論と経済学─ 社会科学における認識･叙述方法の問題を中心に─ ‥‥‥大久保亮治 (67)
ベンチャーブームは幻でないか─ 起業家の嵌まる“落とし穴”─ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥小嶋康生 (81)
多国籍企業段階における東京改造と階層格差の拡大─ 石原東京都政研究の基礎的視角─ ‥武居秀樹 (94)
中国の年金システムをどう改革するか─ 歴史とシミュレーション─ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥鍾非 (109)
国連人間環境会議：開発・環境リンケージの起源と事務局のリーダーシップ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥真田康弘 (122)
<書評へのリプライ>疎外論の論点とアソシエーションの問題意識─ 拙著『近代の復権』に対す
る松井暁さんの批判に答える─ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥松尾匡 (135)
<書評>小栗崇資･熊谷重勝･陣内良昭･村井秀樹編『国際会計基準を考える─ 変わる会計と経
済─ 』 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥櫻田照雄 (149)
齋藤壽彦著『信頼・信認・信用の構造─ 金融核心論─ 』 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥福光寛 (159)
労働と価値─ 大石雄爾編『労働価値論の挑戦』 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥神田敏英 (169)
編集後記 ……………………………………………………………………………………………………………… (177)
『政経研究』投稿規定 ………………………………………………………………………………………… (表紙裏)
『政経研究』研究会員について ……………………………………………………………………………… (奥付頁)
No. 82

2004.5

96

<巻頭言>市民社会・多元主義・マルティテュード ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥北村浩 (1)
<特集 日本経済の展望 (1)>日本経済の展望について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥北田芳治 (3)
新自由主義は日本になにをもたらしているか ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥伊藤誠 (7)
<論文>アメリカ単独行動主義の社会的経済的背景 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥瀬戸岡紘 (16)
サービス業雇用増加の実態 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥飯盛信男 (34)
21 世紀の構造改革・試論─ 政治・行政と労働・生活の領域を中心に─ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥長田浩 (43)
インフレターゲット論と「経済学」 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥原田実 (58)
<論評へのリプライ>サービス生産をどう理解するか (再論、上)─斎藤重雄氏の批判に答える─ ‥‥川上則道 (72)
<書評>経済理論の端緒と体系─ 和田豊『価値の理論』桜井書店、 2003 年 ─ ‥‥‥‥‥‥‥大久保亮治 (83)
<随想>世界的テノール歌手山路芳久─ 日本が生んだ最高のレッジェーロ─ ‥‥‥‥‥‥‥‥齊藤壽彦 (93)
編集後記 ……………………………………………………………………………………………………………… (95)
『政経研究』投稿規定 ………………………………………………………………………………………… (表紙裏)
『政経研究』研究会員について ……………………………………………………………………………… (奥付頁)
No. 83

2004.11

174

<巻頭言>武士道と企業再生 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥齊藤壽彦 (1)
<連載特集 日本経済の展望 (2)>日本経済の産業空洞化 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥徳重昌志 (5)
<論文>韓国における一元的金融監督制度の成立 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥齊藤壽彦・祖父江利衛 (15)
東南アジアで軌道系都市交通を有効に機能させる必要条件と課題 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥堀内重人 (29)
三菱グループ社長会結成についての疑問 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥菊地浩之 (44)
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90 年代における電気機械製造業の労働市場分析 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥飯田祐史 (56)
<随想>印象派の故郷を訪ねて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥富田雅雄 (69)
<論文>サービス生産、等のもう 1 つの理解 (再論)─ 川上則道氏の反論への回答─ ‥‥‥‥‥斎藤重雄 (73)
サービス生産をどう理解するか (再論、下)─ 斎藤重雄氏・飯盛信男氏の批判に答える─ ‥川上則道 (86)
｢労働における動力と制御の矛盾」論の深化─ 石谷清幹氏のボイラー発達史研究 ‥‥‥‥‥斎藤正美 (99)
経済理論の端緒と体系─ 大久保亮治氏の批判に反論する─ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥和田豊 (111)
<<論文>今日の中国について>中国の経済改革における地方政府の役割 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥鍾非 (119)
混合寡占企業の国有化比率に関する理論分析 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥張鳳海 (136)
<書評>社会資本論の視点から読み解く─ 金光淳著『社会ネットワーク分析の基礎 社会的関
係資本論にむけて』 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥岩見良太郎 (146)
John Crump, Nikkeiren and Japanese Capitalism ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 洪哉信 (157)
<紹介>論文集『中国はどこに向かうのか』の紹介 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥小宮昌平 (162)
編集後記 ……………………………………………………………………………………………………………… (172)
『政経研究』投稿規定 ………………………………………………………………………………………… (表紙裏)
『政経研究』研究会員について ……………………………………………………………………………… (奥付頁)
No. 84

2005.05

140

<巻頭言>望ましい経済システム ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥鶴田満彦 (1)
<連載特集 日本経済の展望 (3)> 今回の景気回復と「中間恐慌」の基本的性格 ‥‥‥‥‥‥‥‥岩下有司 (4)
<論文>世界市民法と人道的介入─ カントとハーバーマスの国際政治思想─ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥北村治 (16)
｢砂漠化」の言説：その形成・発展・普及と国際機関 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥真田康弘 (31)
<随想>時の流れ─ 三番瀬、京葉工業地帯、国民経済協会─ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥北田芳治 (44)
<論文>デフレ不況下における米消費に関する統計的考察─農業部門の市場対応との関連で─ ‥‥石川啓雅 (47)
経済のグローバル化とわが国法人税制度の変化 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥中島勝巳 (62)
経済理論の端緒と体系 (再論)─ 和田豊氏は、いかにして、何を発見するか─ ‥‥‥‥大久保亮治 (76)
<論文 今日の中国とアジア諸国について>現代中国の経済開発と遊牧社会の変容─ 内モン
ゴル自治区を事例に─ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥田暁利 (91)
Do ASEAN Countries Really Need to Fear the Surge of Foreign Direct Investment in China ?
(対中直接投資の増大はアセアン諸国の脅威となるか？─ 海外日系企業に対するアンケ
ート調査を基にした考察─ ） ……………………………………………………畑佐伸英・四本幸夫 (106)
<書評>グローバル資本主義の形成と将来展望─ 鶴田満彦編著『現代経済システム論』を読ん
で─ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥八尾信光 (122)
長島誠一『経済と社会 経済学入門講義』 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥宮田和保 (131)
編集後記 ……………………………………………………………………………………………………………… (138)
『政経研究』投稿規定 ………………………………………………………………………………………… (表紙裏)
『政経研究』研究会員について ……………………………………………………………………………… (奥付頁)
No. 85

2005.11

128

<巻頭言>「よなげ屋」考 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥山口孝 (1)
<連載特集 日本経済の展望 (4)> 量的緩和政策の含意と出口「政策」 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥建部正義 (3)
<論文>サービス労働、労働力価値形成の問題点 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥飯盛信男 (18)
現代サービスの平均利潤、等の諸問題─ 川上則道氏の反論への回答（補論）─ ‥‥‥‥斎藤重雄 (28)
サービス生産をどう理解するか（再反論）─ 斎藤氏列挙の諸論点への回答─ ‥‥‥‥‥‥川上則道 (42)
<随想>ある藩医の日誌から ─ 幕末・維新を生き抜いた祖先の日誌（『靖亭先考遺稿』）を口語
訳して─ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥高地彰 (54)
<報告>第 5 回世界社会フォーラムに参加して─ ポルト・アレグレから「もうひとつの世界」を語る─ ‥北村実 (56)
<論文>法人税率のあり方─ グローバル化論批判─ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥湖東京至 (62)
経済理論の端緒と体系─ 大久保亮治氏との論争を総括する─ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥和田豊 (74)
｢防空緑地」計画の展開と東京緑地協議会─ 『東京緑地協議会資料』に見る戦時下緑地
計画の実態─ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥山本唯人 (84)
<追悼論文> 20 世紀社会主義の原型形成─ 渓内謙氏の業績─ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥小宮昌平 (97)
<書評>建部正義著『はじめて学ぶ金融論』[第２版] ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥井汲明夫 (104)
野中郁江著『現代会計制度の構図』 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥三和裕美子 (117)
編集後記 …………………………………………………………………………………………………編集後記子 (127)
『政経研究』投稿規定 ………………………………………………………………………………………… (表紙裏)
『政経研究』研究会員について ……………………………………………………………………………… (奥付頁)
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No. 86

2006.5

138

<巻頭言>成長ではなく、発展を！ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥北村実 (1)
<連載特集 日本経済の展望 (5)>「現代資本主義の変質」とアメリカ主導の規制緩和・競争市
場原理 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥井村喜代子 (4)
資本主義の新しい段階 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥唐渡興宣 (17)
日本の対外関係の転換 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥岩田勝雄 (35)
<論文>ライブドアと楽天の経営分析 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥山口不二夫 (49)
生産力発展と労働価値論 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥刑部泰伸 (67)
<随想>ペルーの遺跡のすごさ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥小宮昌平 (78)
<論文>「売れる米づくり」路線と生業的農業生産としての市場対応 ─ 市場原理導入下での米
価動向を手がかりにして─ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥石川啓雅 (80)
自治体で進む行政評価について─ 板橋区の事例を中心に─ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥山口由二 (96)
<報告>中越大地震と中山間地域の震災復興 ─ 長岡市 旧･山古志村を中心に─ ‥‥‥‥‥‥関裕吉 (112)
<書評>井村喜代子著『日本経済─ 混沌のただ中で』 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥鶴田満彦 (122)
斎藤重雄著『現代サービス経済論の展開』 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥長田浩 (127)
菊地浩之著『企業集団の形成と解体：社長会の研究』 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥金光淳 (133)
編集後記 …………………………………………………………………………………………………編集後記子 (136)
『政経研究』投稿規定 ………………………………………………………………………………………… (表紙裏)
『政経研究』研究会員について ……………………………………………………………………………… (奥付頁)
No. 87

2006.11

130

<巻頭言>大学にしのびよる偽装請負 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥斎藤正美 (1)
<連載特集 日本経済の展望 (6)>現代資本主義の現代性と多面性をどうとらえるか ‥‥‥‥‥‥‥森岡孝二 (4)
<論文>靖国神社参拝に関する国際法学的認識試論 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥齋藤洋 (17)
応能負担論から企業活性化論への公平論の変質化 ─ 不公平税体系の深刻化と是正の
ための財源試算─ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥富山泰一 (30)
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