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巻 頭言
『 政 経 研 究 』 10 0号
─「総目次」掲載にあたって─

小 宮 昌 平
『政経研究』第 1 号は 53 年前、 1960 年 8 月

明らかに判断できる場合には、筆者名を掲載

の発行である。黄色の用紙にセピアの題字、

した。

内容目次という表紙の形式は創刊以来変わっ

実際に掲載されている論稿は上記のような

ていない。創刊号に掲載された創刊の言葉は

研究委託調査関連のものが大部分である。№

要旨次のとおりである。

18（1973年11月）以後は、表紙目次にも本文

本研究所は、昭和 21（ 1946）年 11月創立

タイトルにも筆者名が記載されるようになっ

以来、機関誌「政経情勢月報」「政経調

たが、内容としては研究所の調査研究事業と

査月報」を発刊し、昭和 27（ 1952）年か

関連したものが多い。

らは「政経月誌」と改題し、昨年

編集上の大きな変化は、〈日本経済のうご

（ 1959 ） 12 月までに第 58 号（通巻第 101

き〉あるいは〈世界経済のうごき〉という欄

号）を刊行してきた。今回、これを「政

が、№ 27 （ 1981 年 1 月）から掲載されるよう

経研究」と改題し、本研究所がおこなっ

になったことである。これは研究所が発行し

ている調査研究の報告を中心とした機関

ていた雑誌『日本経済のうごき』の内容を引

誌として再発足することとした。

き継いだものである。

創刊号の目次には、執筆者名の記載はなく、

『日本経済のうごき』は、研究所が創刊の

本文のタイトルにも筆者名の記載はない。第

辞にある研究誌とは別に、一般向けに、 1953

一論文「農林補助金と融資の相互関連に関す

年以来、月刊で発行してきた雑誌で、1980年

る研究」は、農林省応用研究費によって実施

7 月の 305 号まで発行されていた。当面する

した研究の成果の要約であり、執筆は「主と

日本経済・世界経済のうごきを、経済・産業

して研究員重富健一と嘱託田口陽一があたっ

の分野別に追いかけて報告・分析することを

た」と記している。第二論文「産地製材工業

主眼とした雑誌で 、〔巻頭言〕、〔座談会〕、

の構造」は、林野庁の委託で実施した実態調

そして産業・経済の各部門別の論文や情報を

査の一部であると記されており、執筆者名は

記したもの10本程度のからなっていた。すべ

ない。研究所の事業としての「調査研究の報

て無署名で、当時の各分野に関係の深い方々

告」であるという性質から、このような形式

の協力によって成りたっていた。この『うご

になったものであろう。

き』誌を廃刊し、そのうちの〔座談会〕部分

こういう方式は、一部の例外を除いて、№

を除いて『政経研究』に引き継いだのである。

17（ 1972 年 9 月刊）まで維持されている。今

エネルギ ー・資源、造船、金融・株式、電

回作成した「総目次」では、本文の記述から

機・電子、自動車、農業・食品、労働運動、
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米国経済、中国やソ連の問題が、各号で取り

欄 で あ る 。 表 紙 2 ペー ジ に 掲 載さ れ て い る

扱われた。

「投稿規定」が書いているように、掲載され

№ 36（ 1982 年 1 月）からは「巻頭言」が掲

ている論稿は、研究所関係研究者のものとと

載されるようになり、現在に至っている。こ

もに、多くの投稿原稿からなっている。

れは『日本経済のうごき』誌の「巻頭言」を

本誌は、「創刊の辞」が述べているように、

引き継いだものである。「巻頭言」と諸論文、

「本研究所のおこなっている調査研究の報告

そし て〈うご き〉 という形 態が定着 した。

を中心とする」機関誌として出発し、実際に

〈うごき〉欄の掲載は№65（ 1994年 10月）ま

関係研究員の労作が誌面を飾ってきた。発行

で続いた。

を継続するなかで、直接の研究所関係者では

この間、本誌への投稿の数も増加してきた。

ない方々からの投稿も増えてきた。研究発表

№ 36 （ 1982 年 11 月）の表紙 3 ページ（裏表

の場をもたない研究者の発表の場としての役

紙）には、研究所役員とともに本誌編集委員

割も果たすようになってきた。いちいち記載

の氏 名が記さ れている。№ 42 （ 1984 年 1 月

する紙数はないが、「総目次」を見ると、研

刊）には、「原稿募集」を掲載し、投稿規定

究所を足場として発行されたいろいろの出版

とともに、広く寄稿を呼びかけた。

物の準備労作にあたるもの、本誌掲載をもと

年間発行回数は、『日本経済のうごき』を

にして出版された労作など、研究活動の促進

受け継いでから、 1981 〜 82年は年 6 回、 83年

に数々の貢献をおこなってきたという感想を

には年 5 回発行を維持してきたが、 1986 年以

持つ。

降は年 2 〜 3 回の発行となり、 93 〜 94 年は年

現在本誌は、幅広い読者を対象に、根源的

1 回の発行であった。現在の年 2 回発行が定

な問題提起を行う論文、広く社会的意義のあ

着したのは 1996年の№ 66からである。

る学術性の高い論文を掲載することを重視し

現在の本誌は、前号（№ 99）の表紙目次に

ている。研究所の調査研究活動の報告や関連

示 さ れ て い る よ う に 、「 巻 頭 言 」「 連 載 特

論文のいっそうの充実の必要はもちろんのこ

集」「論文」「特別寄稿」等々多彩である。

とである。本誌は民間学術研究機関でありか

巻頭言は、前に記したように、現状分析を

つ公益財 団法人でもある政治経済研究所の

主眼として発行されていた『日本経済のうご

「学術刊行物」として、公益事業としての学

き』の巻頭言の伝統を引き継いだものである。

術研究促進のための大切な手段の一つである。

「連載特集」としては、「日本経済の展望」

最後に、各号の表紙 3 ページに掲載されて

が№ 82 （ 2004 年 5 月刊）から№ 91 （ 2008 年 5

いる「政経研究」研究会員制度についてふれ

月刊）まで 8 回、「現代日本の労働問題」が

なければならない。これまで述べてきたよう

№ 92 （ 2009 年 5 月刊）から№ 96 （ 2011 年 6 月

な本誌が果たしてきた独特の役割を認め、そ

刊）まで 5 回、「臨時連載特集・東日本大災

の発行の維持を支持してくださっている「研

害」が№97（ 2011年12月刊）から継続中であ

究会員」

る。「総目次」に見られるように、「特集」

は、本誌の継続発行になくてはならないもの

は創刊以来、研究所としての調査・研究との

である。深く感謝し、引きつづきの支援をお

関連で何回か企画されており、また「特集」

願いする。

多くの方々の長年にわたるご支援

と銘打っていなくても、実質上「特集」とな
るような号が何回か発行されている。

（こみや

本誌各号の主要部分をなすのは「論文」の

事）
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しょうへい

政治経済研究所理

■臨時連載特集

東日本大災害問題（4）■

3.11 と「アベノミクス」
岡 田 知 弘

《要旨》 第二次安倍内閣は、マスコミが流布する「アベノミクス」の賞揚効果によって高支持率を維持す
ることで、2013年参議院選挙で安定多数を確保し、TPP 交渉への参加、原発再稼働・原発輸出、道
州制導入に加え、憲法96条の改定をなすべく、強引に突き進みつつある。震災復興については、民
主党政権下以来の「創造的復興」路線を継承し、国土強靭化計画による公共事業の増枠、そして農
業、水産業における外資系企業の参入を含む復興特区を活用した「惨事便乗型復興」を強化しつつ
ある。小論では、改めて3.11の教訓を踏まえたうえで、被災後 2 年以上経過した被災地・被災者の現
状を明らかにしながら、「アベノミクス」が被災地をはじめとする地域経済や住民生活にもたらす問
題を批判的に検証し、それに対抗する地域再生の基本方向を展望する。
目 次

で成立した第二次安倍内閣は、「アベノミク

はじめに
Ⅰ 3.11の教訓と震災 2 年後の復興問題
1) 3.11の教訓
2)「復興格差」の顕在化と住民流出
Ⅱ 民主党政権下の「創造的復興」と惨事便乗
型資本主義
1)「創造的復興」論と財界の要求
2)「復興格差」を助長したもの
3) 宮城県の「構造改革」型震災復興
Ⅲ 「アベノミクス」と「創造的復興」の再編
強化
1) 第二次安倍内閣の発足と震災復興政策・
体制の変更
2) 新たな局面に入った震災復興問題
Ⅳ 構造改革の再起動と日本の持続可能性
1) 第二次安倍内閣下での構造改革の再起動
2) 3.11から何を学んでいるのか
おわりに

ス」の名の下での積極的金融緩和、大規模財
政動員、そして TPP（環太平洋経済連携協
定）参加を軸にした成長戦略を追求し、株式
市場は株高に、輸出企業は円安効果に沸き立
っている。
だが、被災地では、今も 31万人の被災者が
仮設住宅、みなし仮設住宅、そして避難所で
の不便な生活を強いられ、震災関連死は 2012
年 3 月末時点で 2688人に達している。この数
は、被災時の死者・行方不明者数 1 万 8550人
の 1 割を超えるうえ、 1995 年の阪神・淡路大
震災後 17 年間の震災関連死者数合計の 950 人
の 2 倍を大きく上回っている。しかも、避難
者のうち 15.4万人、震災関連死のうち1383人
が福島県での被災者である。
福島第一原発事故は、野田内閣時代の「事
故収束宣言」にもかかわらず、いまも放射性

はじめに

物質を環境に放出し続けており、いまも事故
炉での実地調査ができない状況にある。大熊
町をはじめとする 7 自治体が、役場機能を移

東日本大震災と東京電力福島第一原発事故

転せざるをえない事態が続いており、福島県

から、 2 年以上が経過した。 2012年末総選挙

浜通り地域の高濃度汚染地域では生活の再建
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の見通しが長期にわたって立てられない状態

たが、1980年代半ば以降の経済構造改革政策

におかれている。

の下で地域産業が大きく衰退し、高齢化と人

そのなかで、安倍内閣は、マスコミが流布

口減少が進行するなかで市町村合併を強いら

する「アベノミクス」の賞揚効果によって高

れた自治体が多く存在していた。買い物難民

支持率を維持することで、今夏の参議院選挙

や医療難民に加え、ガソリンスタンド難民が

で安定多数を確保し、TPP 交渉への参加、原

問題化していた矢先であった。このことが、

発再稼働・原発輸出、道州制導入に加え、憲

被災後の救援、復旧、復興にとって大きな制

法96条の改定をなすべく、強引に突き進みつ

約となっている。その対極で、福島県の原発

つある。果たして、このような政策方向で、

電源や関東の農山村の生み出す水や農産物に

3.11 被災地をはじめ、日本の地域経済、社会

依存した首都・東京の脆さも浮き彫りになっ

の再生は可能なのだろうか。小論では、民主

た。東京都心部に本社を置くグローバル企業

党政権下以来の「創造的復興」政策を批判的

の成長を第一にした「成長戦略」や TPP（環

に検討しながら、第二次安倍内閣下での「ア

太平洋経済連携協定）路線では、東京も日本

ベノミクス」が果たして 3.11 の教訓を踏まえ

列島全体も、持続できないことを明らかにし

たものであるかを検証してみることにしたい。

た震災であったといえる。
第二に、「安全神話」にもとづく原発推進
政策も、事実によって否定された。原子力産

Ⅰ

業と電力会社にとっては巨大な収益源となる

3.11 の教訓と
震災 2 年後の復興問題

原発に依存したエネルギー政策が、原発の技
術的安全性や、周辺地域の社会的安全性を軽
視して推進されてきた結果、今回の原発事故
に至った。東京電力と国による正しい情報提

１） 3.11 の教訓

供の遅れや、地方自治体の存在を無視した対
応の仕方が、計画停電を含め、広域的な社会

東日本大震災は、観測史上最大の地震動と

生活や企業活動の混乱を生み出すことになっ

巨大広域津波によって、自然災害として戦後

た。そして、前述したように、今も原発事故

最悪の犠牲者を出したうえ、福島第一原発の

や放射能汚染被害は収束していない。原子力

メルトダウン事故・水素爆発をともない、チ

推進政策の根本的転換と原発の即時廃止、国、

ェルノブイリ原発事故に次ぐ放射能被害を東

地方自治体、電力会社の密接な連携による原

日本全域だけでなく地球規模に押し広げた。

子力安全体制の強化が、他の原発立地地域を
含め、急務の課題となっている。

それだけの災害であったにもかかわらず、
被災地復興への関心は次第に希薄化している

第三に、今回の大震災では、岩手県大槌町

だけでなく、 3.11の災禍を忘れたかのような

や陸前高田市、宮城県南三陸町のように、市

政策が第二次安倍内閣の下で次々と打ち出さ

役所や役場が津波によって破壊され、首長や

れてきている。そこで、もう一度、 3.11 の教

多くの職員が犠牲になり、救護、復旧、復興

訓とそこから浮かび上がる政策的論点を確認

の中枢に位置すべき地方自治体の機能が大き

することからはじめたい。

く損なわ れた地域が複数存在した。また、

第一に、東日本大震災は東京一極集中型の

「平成の大合併」によって旧町村役場が無く

国土構造の脆さを明白にした。巨大津波によ

なった周辺部では、被害や避難者の掌握、水

って壊滅的な打撃をうけた三陸海岸の地域は、

や食料の配給に加え、地域の特性に合わせた

農林水産業や地場産業によって成り立ってい

復旧・復興計画も困難を来した。自治体の広
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域再編が、災害に弱い国土 表１ 震災時、暮らしていた地域の復興は順調に進んでいると感じますか。
を作り出してしまったので
ある。市町村合併の弊害が
明らかになった災害でもあ
った。
今や、南海トラフ地震や

有効回答数 ９８５
全体
岩手
宮城
福島
想定よりも早く進んでいる
0.7%
0.3%
1.3%
0.6%
それなりに進んでいる
12.3%
14.2%
13.5%
9.3%
想定より遅れている
28.5%
29.6%
34.0%
22.4%
進んでいる実感が持てない
58.5%
55.9%
51.3%
67.6%
出所：NHK 報道局社会部東日本大震災取材班「被災者 1000 人調査結果詳細」2013
年 3 月。

首都直下型地震の発生危険
度が増している「災害の時 表２ 表１の質問に「遅れている」「実感が持てない」と答えた人の理由
代」である。そのような時
代において、いかに持続可
能な国土と地域社会を作り
出すかが、強く求められて
いるといえる。そのうえ
で、短期的な経済効率性や
経済成長を追求することで
はなく、人間の命と基本的

（２つまで選択）

有効回答数 ８５７
住まいの見通しがたたない
堤防・漁港の復興が進んでいない
人が戻ってきていない
商店街や工場など産業が復興していない
除染が進んでいない
がれきが片付いていない
道路やインフラが回復していない
その他
出所：表１と同じ。

全体
52.7%
32.6%
22.8%
16.7%
19.8%
11.4%
17.9%
10.7%

岩手
68.6%
48.0%
18.1%
22.4%
0.0%
14.4%
8.7%
4.7%

宮城
51.3%
42.1%
31.4%
17.3%
0.7%
10.7%
16.2%
10.0%

福島
39.8%
10.4%
19.4%
11.0%
54.4%
9.4%
27.5%
16.8%

人権を保障することこそ
が、国や地方自治体のもっ
とも重大な責務であることを示したといえる。

らしていた地域の復興状況について、全体と
して 6 割弱の人々が「進んでいるという実感
が 持 て な い 」 と 答 え 、「 想 定 よ り 遅 れ て い
る」と答えた人も 3 割弱となっている。とり

２）「復興格差」の顕在化と住民流出

わけ、福島県被災者の復興実感が弱いことが
目立つ。その理由は、表２のように、福島で

では、被災後 2 年経過しての被災地と被災

は除染の遅れと「住まいの見通しが立たな

者は、いかなる状態におかれているのだろう

い」ところにあり、岩手、宮城では「住まい

か。復興庁が随時発表している『復興の現状

の見通しが立たない」こと、「堤防・漁港の

と取組』（ 2013 年 3 月 26日版）によれば、「被

復興が進んでいない」こと、さらに「人が戻

災地域の鉱工業生産能力は震災前の水準にほ

ってきていない」ことや「商店街や工場など

ぼ回復した」とされている。しかし、これは、

産業が復興していないこと」に求められてい

水産加工業を除く限られた鉱工業事業所の生

る。

産額を示しているものであり、現場の実感か

また、主に家計を支えている人のうち「失

らはかけ離れた数値である。そこで、いくつ

業・休業中」と答えた人の比率は、最大の福

かの資料によって、現状を把握してみたい。

島で 13 . 7 ％、岩手 5 . 6 ％、宮城 5 . 1％となっ

まず、NHK 報道局社会部による『データ

ている。アンケート回答者のうち 30 ％前後

で見える東日本大震災 2 年

被災者 1000人調

は年金生活者であり、これを除くと福島県被

査結果詳細』（ 2013 年 3 月）をもとに、激甚

災者の失業・休業率は 20 ％近くに達する。

被災 3 県の被災者の状況を見てみたい。同調

しかも、震災前と比べて家庭の収入が大き

査は、 2012 年 12 月から 13 年 2 月にかけて実施

く変動している。表３によると、 3 県平均で、

されたものであり、 3 県で被災した人を対象

収入が増えた人は 8 . 0 ％、同程度の人は 41 . 3

に実施している。表１によると、震災時に暮

％であり、過半の人は減らし、なかでも半減
-5-

以下の人は 3 割を超えてい 表３ 震災・原発前に比べ、家庭の収入に変化はありましたか
るのである。
さらに深刻なことに、表
４のように震災 1 年後の時
点 と 比 較 し て 、「 当 時 は 足
りていたが、今は不足して
いる」と答えた人の比率

有効回答数 ９２５
同程度
４分の３程度
半分程度
４分の１程度
収入がない
増えた
出所：表１と同じ。

全体
41.3%
15.0%
19.1%
8.3%
8.2%
8.0%

岩手
48.7%
13.0%
19.3%
7.3%
6.3%
5.3%

宮城
39.9%
14.8%
20.5%
12.1%
7.0%
5.7%

福島
35.8%
17.1%
17.7%
6.8%
11.0%
12.5%

が、 3 県平均で 29 . 9 ％に達
していること、なかでも福 表４ 震災から１年の頃と比べ、収入の状況をどう受け止めていますか。
島県被災者の比率が高くな
有効回答数 ９２４
全体
岩手
宮城
福島
っ て い る 。 同 時 に 、「 当 時
も今も足りている」と「当
時は不足していたが、今は
足りている」と答えた人の

当時も今も足りている
当時は不足していたが、今は足りている
当時は足りていたが、今は不足している
当時も今も不足している
出所：表１と同じ。

30.0%
14.0%
29.9%
26.2%

32.6%
11.1%
24.8%
31.6%

26.2%
11.6%
31.6%
30.6%

31.0%
19.0%
33.2%
16.8%

合計値が 3 県平均で 44 ％、
福島県で50％に達していることを見ると、被

率が他の 2 県と比べ極めて低くなっている。

災者世帯の所得格差の拡大を指摘することが

雇用・就業の場の再建の遅れは、被災地住

できる。

民の流出を招いている。とくに県域を超えた

次に、被災甚大地域5000社の事業再開状況

移動は福島県で顕著であり、震災前の2010年

を追跡調査している帝国データバンクの

では年間 5752 人であったが、 2011 年は 3 万

「TEIKOKU NEWS 東北版」2013年 3 月11日

1381 人、 2012 年は 1 万 3843 人の出超となって

版によると、 2013 年 2 月時点で事業再開して

いる。とくに小さな子供を連れた若い世代の

いる企業比率は、岩手県 83.9％、宮城県85.5

母親の移動が多く、明らかに放射能汚染の影

％に対し、福島県 35.5％となっており、やは

響があるといえる。また、被災 3 県のなかで

り福島県企業の事業再開が低迷していること

は宮城県への転入超過が目立つが、そのほと

が確認できる。業種別にみると、運輸通信業

んどが仙台市への移動である。みなし仮設住

の85.2％が最も高く、以下卸売業81.2％、サ

宅への入居と就業機会を求めてのことである。

ービス業73.7％、製造業 73.8％、建設業70.3

だが、宮城県内では石巻市、気仙沼市、山元

％と続き、小売業は65.1％にとどまっている。

町、南三陸町、亘理町、女川町での転出超過

小売業は住民の流出のため再開の目途が立た

が目立つ。同様に、岩手県でも、激甚被災地

ない企業が多いと指摘されている。

の陸前高田市や大槌町などからの転出超過が

農業経営体、漁業経営体の経営再開状況に

際立つ。しかも、福島県では、内陸部の郡山

ついては、農林水産省が 2013 年 4 月に「東日

市や福島市、さらにいわき市からの転出超過

本大震災による農業（漁業）経営体の被災・

数が 2 年間で 5000 人を超えており、人口減少

経営再開状況」として発表している。同調査

が顕著となっているのである（総務省統計局

によると、農業経営体の再開状況は、岩手県

『住民基本台帳人口移動報告

が最高で97％で、以下宮城県65％、福島県59

果』）。

平成 24 年結

％となっている。また、漁業経営体（養殖業

では、このような「復興格差」の顕在化、

を含む）についても、同様の順序であり、岩

さらにその底流に横たわる絶対的貧困化や被

手県 84％、宮城県 72％、福島県 5 ％（試験操

災者の流民化は、何故に生じているのか。そ

業を含む）となっており、福島県の事業再開

れは、避けがたい自然災害ではなく、もはや
-6-

政策的な人災であることは明白であろう。そ

同提言は、閣議決定にあ った「創造的復

こで、民主党政権下での「創造的復興」政策

興」の考え方に基づき、「地域のニーズを優

の形成と展開過程を追跡してみることにしよ

先」するとしながらも「来るべき時代をリー

う。

ドする経済社会の可能性を追求するものでな
ければならない」とし、経済成長戦略に沿っ
た復興を強く求めている点が特徴的である。

Ⅱ

具体的には、農林水産業経営の集約化や漁業

民主党政権下の「創造的復興」と
惨事便乗型資本主義

権への民間企業の参入、企業誘致を「特区制
度」の活用によって推進するとともに、消費
税を含む「基幹税」を復興財源として位置づ
けた。また、「東京は、いかに東北に支えら

１）「創造的復興」論と財界の要求

れてきたかを自覚し、今そのつながりをもっ
て東北を支え返さなければならぬ」（前文）、

3.11 からちょうど 1 ヵ月目の 4 月 11 日、菅

「東北地域の製造業は、国内外の製造業の供

直人・民主党内閣は、「東日本大震災復興構

給網（サプライチェーン）のなかでも重要な

想会議の開催について」と題する閣議決定を

役割を果たしている。今回の震災はわが国経

行った。そこですでに「復旧の段階から、単

済に大きな影響を及ぼした」（同右）といっ

なる復旧ではなく、未来に向けた創造的復興

た表現からわかるように、被災地＝「東北」

を目指していくことが重要である」と述べ、

という被害地域把握を行うとともに、東京と

阪神・淡路大震災時の「創造的復興」理念の

の関係で「東北」の復興の重要性を説いてい

踏襲を宣言した。

た。また、叙情的修辞をいたるところに散り

阪神・淡路大震災の「創造的復興」の象徴

ばめる表現方法をとりながら、被災者の生活

が、神戸新空港・高速道路・地下鉄の建設事

再建や個別被災地の復興の客観的道筋が明示

業や新長田駅周辺の大規模再開発事業であっ

されていないという根本問題を含みこんでい

た。だが、これらのハード事業は、いまや経

た。

営危機に陥っているだけでなく、被災者の住

そのうえで、「集落の高台への集団移転」、

宅再建支援制度が未整備であったために仮設

「 漁 業 の 構 造 改 革 」、「 特 区 手 法 の 活 用 」、

住宅や震災復興住宅での孤独死・震災関連死

「基幹税」を中心にした財源確保、「自由貿

が冒頭で述べたように1000人近くに達したの

易体制の推進」等の具体的で恣意的な施策メ

である。

ニューが並んだ。同年 7 月 29 日に決定された
政府の基本方針の骨格は、この提言のなかに

しかも、兵庫県の調査によると、震災後 2

盛り込まれていた施策に基づいていた。

年間に集中した復興需要 14.4兆円（うち公共
投資 3 割）の 90 ％が被災地外に流出してしま

そもそも、震災復興政策を検討するために

ったのである（復興10年委員会『阪神・淡路

は、被害の構造をあらゆる角度から客観的に

大震災

復興 10年総括検証・提言報告』2005

明らかにすることが必要不可欠である。そこ

年）。被災地外の企業が復興利得の大半を持

から、解決すべき課題や具体的な施策も導き

ち去ったわけである。だが、このような「創

だせる。しかし、この提言を読む限り、その

造的復興」の検証や、被災地内への復興資金

ような検討の痕跡は見当たらない。そのひと

の循環を考慮しない復興論が、 2011年 6 月 22

つの証左として、被災地があたかも「東北」

日にまとめられた東日本大震災復興構想会議

という領域で起こったという認識にとどまっ

の提言でも強く押し出されたのである。

ている点があげられる。
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では、なぜ、あえて被災地＝「東北」とい

あたって、「震災復興庁」の設置を要求し、

う前提から出発するのか。そこには、被災地

「設置期限終了時には震災復興庁及び関連の

の復興自体よりも、これを機に、グローバル

全ての権限を広域自治体に移管し、道州制に

企業や復興ビジネスの「経済成長」を最優先

つなげていくものとする」と、財界の宿願で

しようとする中央財界の強い要求が見え隠れ

あった道州制の導入を強く求めたのである。

している。

これらの諸提言の関心は、明らかに東京に

例えば、 2011 年 4 月 6 日に発表された経済

拠点をおくグローバル企業や復興ビジネスの

同友会の『東日本大震災からの復興に向けて

経済的利害に直接関わるものであり、個々の

〈第二次緊急アピール〉』では、「震災から

被災地での被災者の生活再建への視点は極め

の『復興』は震災前の状況に『復旧』させる

て薄弱である。むしろ、上述のような構造改

ことではない。まさに、新しい日本を創生す

革や市町村合併が推進された結果、とくに大

るというビジョンの下に、新しい東北を創生

きな被害が出た三陸地域の産業が衰退し、限

し て い く 必 要 が あ る 」 と い う 、「 創 造 的 復

界集落が広がり、医療崩壊ともいわれる状況

興」論と同じ立場から、被災地＝「東北」と

が震災前に生まれていたことを想起すべきで

いう認識を示している。そのうえで、「東北

ある。このような構造改革政策に加え、TPP

の復興」にあたっては、「道州制の先行モデ

への参加や消費税増税、農地や漁業権の民間

ル」をめざすべきであり、「規制緩和、特区

企業への開放がすすめば、被災地域がさらに

制度、投資減税、各種企業誘致策などあらゆ

「政策的災害」の打撃を受けることは必定で

る手段を講じ、民の力を最大限に活か」しな

ある。

がら、第一次産業については、「農地の大規
模化、他地域の耕作放棄地を活用した集団移

２）「復興格差」を助長したもの

転、法人経営の推進、漁港の拠点化など大胆
な構造改革を進めることによって、東北の強
みを活かしながら、『強い産業』としての再

実際、民主党政権下において、政策内容の

生をめざす」べきだとしたのである。その具

問題だけでなく、政策決定、事業の執行上の

体的施策の多くが、政府の基本方針に盛り込

問題が重なり、それが「復興格差」を助長し

まれた。

ていった点は見過ごすことができない。

日本経団連も、同年 5 月 27 日に『復興・創

第一に、「ねじれ国会」での「政局抗争」

生マスタープラン』を発表、そのなかで「国

のため、とくに本格的復旧・復興事業費が入

全体としての産業競争力の底上げ」論の一環

った第三次補正予算の決定、成立が遅れ、そ

として、「特区を用いて工業団地を設けるこ

れが復旧・復興事業の策定・執行の遅延に結

とによって東北地方の強みを活かした産業集

び付いた。総額 19 兆円の復興予算のうち 4 . 8

積と高付加価値化を図る」ことを強調してい

兆円が未執行のままとなり、次年度繰越しと

る。同提言では、さらに、「日本経済の再生

なった。
第二に、このような事業予算決定の遅れは、

のためには、今回の震災からの復興を踏まえ
た新成長戦略の加速が求められる。とくに震

石巻、気仙沼などの地盤沈下地域の嵩上げ工

災前からの懸案である社会保障と税・財政の

事や、三陸海岸地域での住宅の高台移転等の

一体改革の推進や TPP への参加をはじめ諸

事業計画、住民合意の大幅な遅れとも結びつ

外国・地域との経済連携が不可欠であり、震

いた。

災により後退させることなく推進する必要が

第三に、被災地の事業所や農家・漁家・協

ある」と指摘する。そして、「東北」復興に

同組合が有していた債務処理が遅れたうえ、
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新たに設置された債権買い取り制度の実効性

との当然の帰結であったといえる。

が低く、二重ローンの解消が立ち遅れたこと
である。ちなみに、 2 つの「機構」による支

３） 宮城県の
「構造改革」型震災復興

援決定件数は 2012年11月で、被災地合計でわ
ずか126件にとどまった。
第四に、福島第一原発事故・放射能汚染に

問題を深刻化したのは、民主党政権だけで

対する対応の間違い、遅れが、とくに福島県

はない。宮城県の村井知事のように、被災者

での復旧、復興の遅れの主因となっている。

の生活再建と福祉の向上よりも、政府や財界

除染については、政府・東電による責任ある

の「創造的復興」論にもとづく、大企業重視

対応がなされず、県、市町村に「丸投げ」の

型の構造改革政策を推進した被災自治体首長

状態であった。とくに原発事故被災地では、

の責任も大きい。

住民が全国に分散避難していることもあり、

村井宮城県知事は、震災直後の段階から野

自治体の首長らが住民の合意に基づく対応が

村総研の復興計画を丸呑みし、地元関係者を

できない状況が続いたことも大きい。とりわ

ほとんど入れない会議体で復興計画を策定し、

け広域合併自治体において、計画的避難区域

とくに特区制度によって、農地・漁港の集約

設定等ができず、自主避難を結果的に促した

化、水産復興特区制度創設による漁業権の民

ため、被災者の生活保障と復興に大きな支障

間企業への開放を推進したほか、海岸部での

をきたすことになった。

高い防潮堤の建設、復興財源として消費税増
税を提唱した。

第五に、復興予算の使途をめぐる問題であ

中小企業支援策についても、岩手県と比較

る。 2012 年 9 月 9 日放送の NHK スペシャル
「シリーズ東日本大震災

追跡

するとその「サプライチェーン」偏重ぶりが

復興予算

19兆円」において、塩崎賢明氏が復興予算の

目立つ。ここで取り上げるのは、東日本大震

4 分の 1 が実質的に被災地の復旧・復興事業

災ではじめて実現した中小企業の再建投資に

以外に流用されていると指摘、その後国会で

対する国庫補助事業である「中小企業等グル

も重大問題として取り上げられることになっ

ープによる施設・設備復旧整備補助事業」で

た。

ある。政府は、第一次補正予算として、 2011

その典型が、企業立地補助金である。同事

年 6 月に宮城、岩手、青森の 3 県を対象に中

業は、総額約 3000 億円であったが、うち 6 ％

小企業等の復興事業計画を公募し、 8 月 5 日

しか被災地の立地企業に分配されなかったう

に 3 県合計 28 件、補助金総額 179 億円の事業

え、 8 割が大企業への補助金であった。しか

を一次分として採択した。中小企業庁管轄の

も、補助金分配を決めたのは、経産省の業務

国の事業ではあるが、事業認定は県の担当窓

を請け負った野村総研であった。まさに、惨

口が行った。実際の認定結果を見ると、岩手

事便乗型復興の典型例である。

県の場合は認定された 8 グループのうち、 4
グループが水産関係、 2 グループが造船関係、

このような復興は、復興構想会議が掲げた
復興構想原則 5 にある「被災地域の復興なく

1 グループが小売業関係で、サプライチェー

して日本経済の再生はない。日本経済の再生

ン的な電子部品関係は 1 グループに留まって

なくして被災地域の真の復興はない」の具体

いる。これに対して、宮城県の場合は、自動

化であったし、復興庁に経団連等財界団体か

車・IT 家電の部品などの「サプライチェー

ら20名の人材派遣がなされ、そこで「官民協

ン型」が全 14 認定事業のうち半数の 7 事業を

同」の復興事業と復興特区指定、さらに復興

占めたほか、「地域に重要な企業集積型」と

交付金の箇所付けを行う体制がつくられたこ

して大手企業の下請けグループの 2 事業を認
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可し、地場産業系のグループ支援は南三陸町

ネラル・エレクトリック（GE）の日本法人、

と女川町の水産加工業、気仙沼市と石巻市の

日本 GE も宮城県内に植物工場の設置を計画

造船業、仙台市の金属加工業に留まり、気仙

しているという。

沼市等の水産加工関係は入ってはいなかった。

実は、GE と宮城県とは、震災前から深い

岩手県と比較すると、宮城県では明らかにサ

関係にあった。日本 GE 社は2000年代半ばか

プライチェーンが優先され、この時点で基幹

ら環境、自然エネルギー、医療分野に進出し、

産業である水産加工業への手当がなされてい

日本の地方自治体とのパートナーシップを強

ないことがわかる。それは、宮城県の「選択

め、「サステナブルシティ」プロジェクトを

と集中」論に基づく復興方針に基づくもので

宮城県と連携しながら進めていた。震災直後、

あり、県にとっての重要度を考慮した結果で

まず福島県ではなく宮城県に 1 億円の寄付を

あった。

行ったという。あるいは岩手県では、医療支

村井宮城県知事は、野村総研の提案をうけ

援プロジェクトに医療系アグリビジネスであ

て「創造的復興」論をブレークダウンした

るジョンソン・アンド・ジョンソン社が関与

「再構築」論に基づく独自の県復興計画を推

しているといわれている。このように、「創

進している。とりわけ「特区」によって漁業

造的復興」「開かれた復興」論の背後で、現

権の民間開放や農地法の規制緩和を強く求め

に米国系多国籍企業が復興特区や規制緩和を

る一方、「選択と集中」方式による漁港や水

活用して復興ビジネスを展開しつつあるとい

産施設の復旧・復興方針を推進している。す

うわけである。震災復興に乗じて TPP を推

なわち、漁港や水産加工施設の復興について

進する動因のひとつがここにある。

は、被災 142 漁港のうち 60 漁港を拠点港とし

このように、阪神・淡路大震災では、創造

て優先整備しようというものであり、岩手県

的復興論の名の下で、国内の大企業の市場創

が被災 108 漁港全ての復旧方針をいち早く発

出がなされたのであるが、東日本大震災では

表したことと比べると、極めて対照的である。

内外のグローバル企業に「開かれた」復興が、

三陸海岸地域では小さな浦でも漁港を中心に

規制緩和と補助金の重点投入によって推進さ

一次産業から三次産業までが結合した産業複

れているといえる。

合体ができており、漁港が再建されなければ
生活手段を失う人々が多いにもかかわらずで
ある。

Ⅲ 「 アベ ノミ クス」 と
「創造的復興」の再編強化

他方で、宮城県は新産業の誘致に積極的に
取り組んでいる。農業分野では、野村ホール
ディングスの子会社である野村アグリプラン

１）

ニング&アドバイザリーがいち早く 2011 年 5
月に農業復興の提言を発表し、仙台市以南地

第二次安倍内閣の発足と
震災復興政策・体制の変更

域でアグリビジネスの施設園芸農場の誘致、
立地が続いている。サイゼリヤが系列の農業

2012年末総選挙で大勝し、再び政権につい

生産法人を中心に仙台市若林区で塩害農地を

た安倍首相は、「アベノミクス」の一環とし

活用したトマト等の水耕栽培施設を建設した

て、総額 200 兆円の「国土強靭化計画」の下

ほか、カゴメや IBM 等も加わった「仙台東

に大規模公共事業の再開と併せて、震災復興

部 地 域 6 次 化 産 業 研 究 会 」 も 設 立 され た。

特別会計を、民主党政権時代の19兆円から25

IBM と同様、米国の多国籍企業であり、事

兆円へと増枠した。その財源は、実質的な赤

故を起こした福島第一原発の製造元であるゼ

字国債の発行と、来年度以降の消費税増税に
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よる増収分である。野田政権時代に、消費税

活用して仙台平野で農業に進出することを表

増税を基幹にした「社会保障と税の一体改

明した企業であり、いずれも復興事業に直接

革」を 3 党合意した際に、消費税の目的を社

利害関係をもつ企業代表という露骨さである。

会保障だけでなく経済成長政策や防災事業に
も拡張する条件を押し込んだことは、記憶に

２） 新たな局面に入った震災復興問題

新しい。
その意味では、野田民主党政権以来の政策
を基調に、それを第二次安倍内閣下で量的に

「惨事便乗型復興」は、第二次安倍内閣の

拡大したものといえる。 2009年総選挙の際に

下で一層勢いを増しているようである。前述

民主党が政権交代をした際に掲げた「コンク

したアイリスオーヤマは、 4 月 24 日に農業生

リートから人へ」のスローガンは、わずか 3

産法人「舞台ファーム」と共同出資して、仙

年で再び「人からコンクリートへ」と反転し

台市内に「舞台アグリイノベーション株式会

たことになる。

社」を設 立すると発表した。その目的は、

しかも、昨年来問題となった復興予算の流

TPP に影響されない、農業のビジネス化であ

用問題への実効性のある対応は見られず、む

り、契約生産農家を組織し、精米事業を中心

しろ、民主党政権下での「創造的復興」路線

に、 2015 年に 100 億円の売り上げを目指すと

を拡充する方向にあるといえる。例えば大企

している。工場は、津波被害を受けた仙台市

業向け企業立地補助金は 2013年度予算で1100

東部地区に設置される予定であり、立地にあ

億円計上したのに対して、中小企業・農林漁

たっては、国の企業立地補助金を活用すると

家向けの事業・生業復興への支援はそれを下

されている。おそらく、農業復興特区制度等

回る 800 億円に留まっている。また、原発輸

の適用により、規制緩和と六次産業化の支援

出補助金については民主党政権時代と比べ積

も受けることになろう。
さらに漁業分野では、復興庁が 4 月 23 日、

み増しているうえ、原発再稼働に向けて積極

地元漁業関係者の強い反対意見にもかかわら

的な姿勢を強めている。
さらに注目されるのは、復興推進委員会人

ず、宮城県が申請していた石巻市桃浦の水産

事の大幅入れ替えである。五百旗頭委員長等

復興特区計画を承認し、今夏の漁業権更新期

を解任したうえで、新たに委員長として伊藤

に合わせて民間企業が参画する漁業会社にカ

元重東京大学大学院教授、委員長代理として

キの漁業権を認めた。ちなみに、宮城県は、

ボストンコンサルティンググループパートナ

この会社に 7 億円の補助金を投入することに

ー&マネージング・ディレクター秋池玲子を

なっている。県内の多くの中小漁港において、

据えたうえ、 3 県知事に加えて、アイリスオ

漁港、水産加工施設の復旧がなされていない

ーヤマ代表取締役大山健太郎、トヨタ自動車

にもかかわらずである。

東日本社長白根武史他を委員として加えた。

このように、農業や漁業への民間資本の参

伊藤氏は、周知のように安倍内閣の政策中枢

入を各種優遇措置、規制緩和政策によって促

である経済財政諮問会議の議員でもあり、同

しながら、生業再建を必要とする圧倒的多く

会議の策定する「骨太の方針」との人的一体

の被災者を冷遇する姿勢によって、「復興格

化を図ったものと考えられる。また、秋池氏

差」は深刻さを増しているといえる。

は米国系コンサルタントのスタッフ、さらに

さらに、「アベノミクス」による全国的な

トヨタ自動車東日本は村井宮城県知事が熱心

公共事業の展開は、 3.11 被災地の復興事業の

に誘致した企業である。アイリスオーヤマに

障害にもなっている。これまでも資材不足や

ついては、後述するように、復興特区制度を

人手不足に悩んでいた被災地では、とくに建
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設現場での賃金高騰が 顕著となっている。

議の席上、竹中平蔵委員らが「アベノミクス

『日本経済新聞』 2013 年 4 月 23日付夕刊によ

戦略特区」構想を提案し、三大都市圏でヒト、

れば、 1 日当たりの賃金が、被災地において

モノ、カネの自由な移動のための大幅な規制

震災前比で 3 〜 5 割高くなっていると報じて

改革、民間委託、法人税引き下げを行い、外

おり、今後本格的な公共事業が首都圏等で展

資導入をすることを求めた。これを受けて、

開していけば、復興の遅れをさらに加速する

新藤総務大臣は「国家戦略特区」を立ち上げ、

ことになろう。

三大都市圏中心の成長戦略をすすめることを
表明した（『日本経済新聞』2013年 4 月18日）。
安倍首相は、「世界一ビスネスのしやすい事

Ⅳ

業環境を実現するための橋頭堡」として特区

構造改革の再起動と
日本の持続可能性

を位置付けているが、それは TPP における
非関税障壁撤廃によるヒト、モノ、カネの自
由な移動を保障する「事業環境」整備論と一

１） 第二次安倍内閣下での
構造改革の再起動

体のものである。しかも、竹中氏らは、「ア
ベノミクス特区」の「延長上で、最終的には、
道州制のもと、地域が独自性を発揮して成長

すでに述べてきたように、第二次安倍内閣

していくモデルを実現」（ 2013年 4 月 17 日 産

は、日銀も支配下においた金融・財政動員に

業競争力会議提出資料）するとして、道州制

よる大規模公共事業に加え、TPP を軸にした

導入も射程に入れた提案を行っている。

構造改革を推進する体制を強めている。それ

道州制導入については、かねてから推進の

は、第一次安倍内閣で未完のままに終わった

立場をとっていた自民党やみんなの党に加え、

憲法改定、道州制導入、そして教育改革と一

その推進を党是とする日本維新の会が衆議院

体のものとして推進されている。しかも、消

で議席を伸ばしたこともあり、公明党も同調

費税増税は、野田民主党政権下で事実上決定

し、安倍首相は早ければ今国会中に道州制推

されており、参議院選挙で安定多数を確保し、

進基本法案の成立をめざすと表明している。

さらに改憲勢力を含めて衆参両院で 3 分の 2

また、道州制推進に合わせて、再び市町村合

以上の議席を占有すれば、経団連が2000年代

併を行うべきだという論調も強まっている。

以来切望してきた「グローバル国家」のかた

もともと道州制論は、小泉内閣時代から第一

ちが実現することになる。

次安倍内閣時に、経団連が「究極の構造改

そのための決定的な条件が、経済指標の改

革」として強く要求してきた「国のかたち」

善であり、GDP 成長率及び物価上昇率を目

である。それは、都府県と国の出先機関を廃

標値である 2 ％以上に引き上げることである。

止し、新たに広域地方自治体としての道州政

ミニ景気後退であるにもかかわらず、また総

府をおき、さらに基礎自治体を市町村合併に

選挙直後の2012年 12月末時点で景気が回復基

より人口 30万人規模に再編することを標榜し

調にあるにもかかわらず、リーマンショック

ていた。そのねらいは、御手洗前経団連会長

直後の「百年に一度の経済危機」時に並ぶ

が『文芸春秋』 2008 年 7 月号で自ら書いてい

100 兆円を超える財政投入をする意味は、参

るように、都府県と国の出先機関を廃止する

議院選挙前の経済データを引き上げることと、

ことによって生まれる 10兆円ともいわれる財

秋口に予定される消費税率引き上げの数値的

源を、大規模公共事業と多国籍企業誘致の財

根拠をつくることにあることは、明白である。

源にすることで、「経済成長」を実現すると

一方、 4 月 17 日に開催された産業競争力会

いうところにあった。
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しかも、国は外交、軍事、通商等の事業分

明らかである。

野を、道州は経済開発や高等教育等の事業分
野を、そして基礎自治体は住民に最も近い教

２） 3.11 から何を学んでいるのか

育や医療、福祉サービス分野を分担するもの
とされた。これは、「二重行政は無駄」論に
よって、外交、軍事、通商分野の問題に対し

だが、以上のような「アベノミクス」によ

て基礎自治体や広域自治体の発言権を否定し

る「構造改革」の再稼働は、輸出目的の原発

た、明治憲法下の国と地方公共団体の垂直的

再稼働とともに、小論の冒頭で指摘したよう

関係の再版ともいえる構造である。米軍基地

な 3.11から何も学んでいないことを示してい

問題や TPP 問題がいかに国民や住民の基本

る。

的人権を侵害したとしても、自治体が国と対

第一に、首都圏をはじめとする大都市圏へ

等な関係で団体自治を行使することができな

の人口、経済力の集中は、今後に予想される

いことを意味する。すなわち「戦争ができる

南海トラフ、首都直下型地震が発生すれば、

国」に向けた憲法 9 条改定と密接に結びつい

多大な被害が出ることは必定である。むしろ、

た「国のかたち」の再編である。

産業と人口の地方分散と国土保全こそが必要
な時代である。「アベノミクス特区」や TPP

さらに、第一次安倍内閣時代に自民党や財

は、まさに真逆の方向を向いているといえる。

界が検討していた素案によれば、道州議会の
議員数は、現状の都道府県議会議員数の 3 分

第二に、そのような政策の最大目的は、再

の 1 程度を想定しており、住民自治も否定さ

び少数の多国籍企業の経済的利益の追究であ

れることになる。基礎自治体が、さらに合併

り、圧倒的多くの国民の命や生存権の保障は

することになれば、そこでも住民自治は空洞

二の次となっている。 3.11 から、何も学んで

化、軽視され、行財政権限が拡大する首長の

いないどころか、むしろ震災復興をもビジネ

権力だけが強大化することになろう。それは、

スチャンスとして活用しようという姿勢が明

すでに猪瀬東京都知事、橋下大阪市長、河村

白である。
このような考え方は、 3.11 直後の竹中平蔵

名古屋市長が体現しているところでもある。

氏の新聞論説に、すでに表れていた。いわく、

しかも、地方交付税を廃止し、財政調整は
地方自治体間の水平的調整のみにし、債務も

「TPP 交渉の議論を先送りするのではなく、

自治体に分担させるために、EU なみの消費

今こそ TPP 対応型に農業を復興するという

税増税によってでも基礎自治体の財源を賄う

発想が大事だ。」「具体的には、農地を集約

ことはできないとし、公共サービスを「市場

し、民間の資本が農業分野に入っていけるよ

化」し民間企業の参入を促すとともに、NPO

うな農地法の改正、流通経路などで独占状態

や地縁団体を活用した「新しい公共」の拡大

となっている農業協同組合の改革をすすめる

を推進するというものである。これは大阪府

べきだ。」「ふるさとを復元したいという心

で橋下氏が実践した方向であり、すでに「大

情は理解できるが、農業や水産業では、震災

阪版市場化テスト」として税務窓口業務を外

前と同じように復元するのは難しい地域もあ

資系企業に、また府立図書館業務を大日本印

る。この際、一気に市町村の合併を進めて、

刷系グループ系企業に売却したりしているの

強力な自治体をつくる必要がある。仙台に復

である。大阪市長になってからも、特定の私

興本部を設置して、道州制に踏み込むのが理

鉄資本の要求に応えて、大阪市営地下鉄の

想的だ。」「全体状況が良くなるためには、

「民営化」に執念を燃やしていることを見れ

クールな目による構想力が必要だ。だからこ

ば、誰のための自治体再編・改革であるかは

そ『痛みを超えてやっていこう』と指導者が
- 13 -

発 信 し な く て は な ら な い 。」（『 信 濃 毎 日 新
聞』 2011 年 4 月 22 日付）。「全体状況」、すな
わち日本の経済成長のためには、「痛み」が

おわりに

ともなっても構わないとクールにいえる首相
や知事の登場が必要だとし、TPP、規制緩和、
道州制導入、市町村合併を強く主張している
のである。この「痛み」がまさに、福島をは

以上のような「惨事便乗型復興」に対抗し

じめ激甚被災地の被災者だけでなく、非被災

て、被災地では、被災者運動が広がる中で、

地の住民にも拡大しようとしているのである。

中小企業等グループ支援事業の対象枠を広げ

第三に、原発再稼働にこだわることは、引

たり、県や市町村が住宅や事業再建のために

き続き原発に依存するエネルギー政策を継続

独自の制度を創設したり、復旧・復興事業を

することを意味する。しかし、それは上記の

地元企業優先で発注したりする市町村が増え

ような「災害の時代」を迎えている現代にお

ている。福島県二本松市では、土木、造園関

いて、また活断層の活動も活発化しているな

係の中小企業が協同組合をつくり市の除染事

かで、極めて危険な道でもある。むしろ、再

業を請けるだけでなく、復興事業にも主体的

生可能エネルギーを小規模分散型に産業化し、

に参加する取り組みもなされている。宮城県

農山漁村や地方都市にエネルギー産業による

では、県が一方的に推進している防潮堤建設

新たな就業機会と所得を生み出し、どの地域

や住宅の高台移転、復興まちづくり事業に対

でも人々が生活しうる産業、国土政策に切り

して、被災者主体の学習、交流を繰り返し、

替 え る 必 要 が あ る と い え る 。「 ア ベ ノ ミ ク

自治体と交渉して被災者本位の施策に改善す

ス」は、原発事故に反省することなく、むし

る運動も広がりを見せている。

ろ事故の教訓に背反する方向に向かおうとし

被災者本位の復興をすすめるためには、国

ている。その背景には、安倍首相の強力な後

が、復興基本法を改めて、復興財源の流用を

援会組織である「サクラ会」の存在がある。

禁止し、被災者の生活再建と被災地の復興を

この「サクラ会」の代表的なメンバーに、三

最優先する姿勢に立つことに加え、何よりも

菱重工や東芝など、原発・防衛関係のメーカ

基礎自治体はじめ地方自治体から、被災者の

ーのトップが入っているのである。

「人間の復興」を最優先目的とし、復興財源

第三に、広域市町村合併が災害に弱い国土

の地域内循環をめざした震災復興基本条例

を広げたにもかかわらず、基礎自治体だけで

(仮)を制定することが必要となっている。

なく広域自治体まで拡大再編する道州制の動

「人間の復興」という理念は、もともとは

きは、いっそう国土の持続可能性を破壊する

関東大震災の折に、東京商科大学の福田徳三

ことになろう。 3.11 が教えていることは、人

が被災地調査を踏まえて提唱した考え方であ

々の命と暮らしを守るためには大規模自治体

る。福田は、当時の後藤新平帝都復興院総裁

や道州制ではなく小規模自治体を基本にした

による街路整備事業中心の帝都復興計画を批

重層的な地方自治制度こそが必要であるとい

判し、次のように述べていた（福田徳三『復

う点である。道州制を推進する第二次安倍内

興経済の原理及若干問題』 1924年）。

閣は、この点でも逆方向に突き進んでいると

「私は復興事業の第一は、人間の復興でな

いえる。

ければならぬと主張する。人間の復興とは、
大災によって破壊せられた生存の機会の復興
を意味する。今日の人間は、生存する為に、
生活し、営業し労働しなければならぬ。即ち
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生存機会の復興は、生活、営業及労働機会

発に依存しない地域づくりへの展望』自治体研

（此を総称して営生の機会という）の復興を

究社、2013 年。

意味する。道路や建物は、この営生の機会を

岡田知弘「戦時期日本における資源動員政策の展開

維持し擁護する道具立てに過ぎない。それら

と国土計画―国家と『東北』―」野田公夫

を復興しても、本体たり実質たる営生の機会

編『農林資源開発の世紀―「資源化」と総力

が復興せられなければ何にもならないのであ

戦体制の比較史』京都大学学術出版会、2013 年。

る」

大門正克・岡田知弘・川内淳史・河西英通・高岡裕

福田は、被災者の「生存の機会」の復興こ

之編著『
「生存」の東北史』大月書店、2013 年。

そ重要なのであり、道路や建物はその手段に
過ぎないと喝破したのです。まさに阪神・淡

（おかだ

路大震災以来の「創造的復興」に対する本質
的批判であり、生存権を保障する「営生の機
会」の再建こそ、重要であるという指摘であ
る。しかも、この「人間の復興」は被災地の
いたるところで実践されつつあり、「創造的
復興」と対抗しつつある局面であるといえる。
原発についても、東京をはじめ全国で原発
再稼働反対の声が広がっているだけではない。
原発立地地域でも、福島県の全原発廃炉宣言
に続き、再生可能エネルギーへの転換を求め
た県条例制定直接請求運動が島根県で開始さ
れたほか、世界最大規模の原発サイトをもつ
柏崎市でも脱原発依存の取り組みが始まって
いる。この輪をさらに押し広げ、地域から脱
原発に向けた展望を切り開くことが必要にな
っている。
参考文献
福田徳三『復興経済の原理及若干問題』同文館、
1924 年。
ナオミ・クライン『ショック・ドクトリン』上下巻、
岩波書店、2011 年。
塩崎賢明「阪神・淡路大震災の教訓と東日本大震災
の復興」『法と民主主義』2011 年 12 月号。
岡田知弘『震災からの地域再生』新日本出版社、
2012 年。
田代洋一・岡田知弘編『復興の息吹き』農文協、
2012 年。
塩崎賢明「復興予算は被災地のために」『世界』
2012 年 12 月号。
岡田知弘・川瀬光義・にいがた自治体研究所編『原
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京都大学教授）

■論文■

21 世紀日本経済の針路
鶴 田 満 彦
《要旨》 経済学の世界では、長期分析は概して不評であるが、新たなミレニアムに入った21世紀初頭には、
グローバル化の進展、新興諸国の経済成長、人口増大、資源・環境制約の切迫化を背景として、長
期理論としての多様な21世紀社会・経済論が発表されている。
本稿は、それらの長期理論の成果を検証して、 21世紀社会・経済の到着点を明らかにし、次いで、
「失われた20年」ともいわれる日本の問題とそれを深刻化させた世界恐慌・金融不安の根源を分析
し、最後に日本経済が直面する問題を解決しつつ、スムーズに到着点に着陸するためにはどのよう
な経済システムを構築すべきかを論じたものである。

1.
2.
3.
4.

ような長期理論、あるいは長期ビジョンが付

目 次
はじめに
21世紀社会・経済論の成果
日本経済の「失われた20年」で失われたもの
21世紀型日本的経済システムの構築

随していることに気付く。経済学の祖といわ
れる A. スミス（『国富論』 1776 年）には、
自然法思想にもとづく「自然的自由の体系」
という長期ビジョンがあったし、T. R. マル
サスの『人口の原理』（ 1799 年）は、まさに
長 期 理 論 そ の も の で あ っ た 。 D. リ カ ー ド
『経済学および課税の原理』（ 1823年）には、

1. はじめに

穀物の収穫逓減にもとづく利潤率低下論があ
ったし、J. S. ミルの『経済学原理』（ 1848
年）は、人間社会の将来に「定常状態」（sta-

現代の経済学の世界では、10年先、あるい

tionary

state）を肯定的に予測した。K. マ

は30年先の経済状況を取り扱う長期分析は、

ル ク ス 『 資 本 論 』（ 第 一 部 、 1867 年 ） は、

どちらかといえば、不評である。 1 年先どこ

「必然の王国」の彼岸には「自由の王国」が

ろか、数か月先の経済も確実には予測できな

あるとして、資本や貨幣の支配から自由なア

いのに、数十年先の経済を科学のレベルで論

ソシエーションという未来社会を構想してい

ずることへの懐疑があるからであろう。周知

る( 2 ) 。

のように、J. M. ケインズは、「長期的には、

20 世紀に入って、J. A. シュンペーターは、

われわれは皆死んでいるであろう」といって、

『 資 本 主 義 ・ 社 会 主 義 ・ 民 主 主 義 』（ 1942

長期理論を冷遇した。ケインズの場合、眼前

年）において資本主義はその成功のゆえに自

の長期停滞や大量失業の問題を無視して長期

壊して社会主義に転化するという独自の社会

を論ずることは、切実な現実問題からの逃避

主義論を展開しているし、長期理論を軽視し

と考えられたのかも知れない( 1 ) 。

た ケ イ ン ズ も 、「 わ が 孫 た ち の 経 済 的 可 能

しかし、18世紀以来の経済学の歴史を回顧

性」（ 1930 年）において、資本主義を超えた

すると、偉大と言われるほどの経済学者の学

未来社会には「われわれはもう一度手段より

説には数十年、あるいは数百年先を展望する

も目的を高く評価し、効用よりも善を選ぶこ
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とになる」 ( 3 ) といって、一種のポスト・マ

展は可能か？』（ 2010 年）も、この種のアプ

テリアリズム論を提唱している。

ローチに属するといってよいであろう。

投下労働価値説の計量的定式化や「マルク

必ずしも学術的成果とは いえないが、英

スの基本定理」の証明で傑出した業績をあげ

『エコノミスト』編集部『 2050 年の世界』

た置塩信雄氏も、 20世紀最後の年に書いた論

（ 2012 年）や米国国家情報会議 NIC「グロ

文のなかで、労働供給量が一定のもとで技術

ーバル・トレンド 2030 」（ 2012 年）も、 21 世

進歩がない資本主義的競争は、長期的には利

紀社会を展望するうえで有益な情報といえよ

潤をゼロにすると主張した( 4 ) 。

う( 6 ) 。

さらに、あらたなミレニアムに入った21世

これらの多様な21世紀社会・経済論は、直

紀になると、グローバル化の進展、新興国・

面する地球的課題に対する人間の政策的対応

発展途上国の経済成長、人口増大、資源・環

をどう評価するかによって、楽観論と悲観論

境制約の切迫化のなかで、いかにして維持可

に分かれるが、世界生産の地域的シェアが、

能な社会・経済システムを構築するかという

新興諸国・途上国優位に変わっていくとする

大問題がクローズアップされてくる。そこで、

点、人口増大や経済成長は次第に減速し、21

21世紀初頭には、多様な 21世紀社会・経済論

世紀末にはほとんど定常状態化するという点、

が発表された。そのなかで断然光彩を放って

従って国のレベルでの貧富の格差は縮小して

いるのが、A. Maddison, Contours of the

いくという点等では、一致している面も多い。

World Economy, 1-2030 AD; Essays in
Macroeconomic History, 2007 ( 5 ) であろう。

を時間的に延長することによって将来を予測

マディソンは、長年にわたる国際比較統計経

するというスタイルのものが多かったように

済史家としての力量を充分に発揮して、独自

思われるが、逆に21世紀社会・経済論の多く

の購買力平価にもとづく 1990 年ドル表示の

が一致している点を明らかにし、そのいわば

GDP によって、 2030 年までの世界経済の長

到着点にできるだけスムーズに向かうように

期趨勢を推計した。八尾信光『 21世紀の世界

現状をいかに変革していくかを考察するとい

経済と日本』（ 2012 年）は、このマディソン

うアプローチもあってよいであろう。

従来の長期理論は、過去および現在の分析

の推計・分析を最大限に活用するとともに、

本稿は、まさにそのようなアプローチを試

IMF 統 計 や 国 連 人 口 推 計 を も 参 照 し て、

みるものである。そのために、まず第一に多

2050年までの世界経済の拡大過程を展望して

様な 21 世紀社会・経済論を展望して、理論

いる。

的・実証的に妥当な成果を検証し、第二に

これらの過去のデータの延長線上に 21世紀

「失われた20年」ともいわれる日本の問題と

社会を定量的に展望しようというアプローチ

それを深刻化させた世界恐慌・金融不安の根

に対して、経済システム、地球環境、人口、

源を分析し、最後に日本経済が直面する諸問

食糧、エネルギー等の問題の解決可能性を検

題を解決しつつ、できるだけスムーズに到着

討しつつ、21世紀社会を定性的に分析しよう

点に着陸するためにはどのような変革を遂げ

としたのが、日本科学者会議21世紀社会論研

なければならないかを論じることにしたい。

究委員会『21世紀社会の将来像と道筋』
（2011年）である。21世紀社会の後半、とく
に終末期を定常状態ないし「脱成長」と把握
して、人間社会の維持可能性を検討している
広井良典『創造的福祉社会』（ 2011 年）やセ
ルジュ・ラトゥーシュ『経済成長なき社会発
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と米加豪日新の 5 国を先進諸国と総称し、そ
れ以外の国や地域、すなわち発展途上国とい
われていた国々と旧社会主義国を新興諸国と

2. 21 世紀社会・経済論の成果

総称していることである。もちろん、八尾氏
は、個別国についても推計しているし、他の
グルーピングを採用していることもあるが、
先進諸国と新興諸国との単純な二分法は、21

まず、21世紀社会・経済論の定量的分析の
代表として、八尾信光『 21世紀の世界経済と

世紀半ばというかなりの将来を見通すうえで、

日本』（ 2012 年）を取り上げよう。前述の通

きわめて明瞭なビジョンを与えるものとなっ

り、八尾氏のこの労作は、基本的にはマディ

ている。

ソンの統計的推計・分析に依拠しながら、そ

さて、マディソンによると、世界人口は、

れに IMF 統計や国連人口推計をも利用しつ

西暦 1 年には 2.3 億、 1000 年には 2.7 億、 1600

つ、21世紀半ばから後半にかけての世界経済

年には 5.6億、 1820年には 10.4億、1900年には

の全体像を描き出しているからである。

15.6 億、 1950 年には 25.3 億、 2000 年には 60.7

八尾氏の分析の前提になっているのは、第

億となっている( 7 ) 。世界人口は、西暦の第一

一に、国や地域の経済力を通常の為替レート

ミレニアムには 17％増加したに過ぎないが、

ではなく、購買力平価（Purchasing Power

第二ミレニアムには、 22.5倍に増えている。

Parity, PPP）で換算された2000年 US ドル

とくに資本主義の確立した 19世紀以降の人口

表示の GDP（国内総生産）で評価している

増加がいちじるしく、 100 年間で約 4 倍化し

ことである。国際通貨金融市場で成立する為

た 20世紀は「人口爆発」の時代だったことが

替レートは、金利や貿易収支や投機に左右さ

わかる。マディソン統計を基本に、2009年以

れることが多く、必ずしも実体経済を正確に

後は、国連世界人口推計（中位推計）から計

反映するものではない。現実の実体経済は、

算した増加率で延長すると、八尾氏によれば、

非貿易財やサービスをも含んでいるからであ

2000 〜 2050 年の間に「先進諸国」では 8.56

る。経済的福祉の指標として、現行の GDP

→ 9.95 億人、「新興諸国」では 52.21 → 80.81

や NDP（国内純生産）が適切であるかどう

億人、世界全体では 60.77 → 90.75 億人になる

かについては議論の分かれるところであり、

ものと予測される。なお、八尾氏の紹介によ

それらに替わるべき指標として国民幸福度に

ると、国立社会保障・人口問題研究所の予測

関する研究もすすんでいるが、一応客観的に

（ 2006 年 12 月）では、日本の人口は 2010 〜

数量化された指標としては、現行 GDP 統計

2050 年の間に 1.27 → 0.95億人に減少し、 2010

を利用するほかないであろう。第二は、世界

年版国連予測では、 1.09 億人に減少するとし

を構成する諸国家・諸地域をグループ化する

ている( 8 ) 。

とき、マディソンは、西欧 30 国、米・カナ

21世紀後半の世界人口はどうなるか。これ

ダ・オーストラリア・ニュージーランド（米

について、八尾氏は、「先進国の後を追って

加豪新）、旧東欧 7 国、旧ソ連地域、中南米、

東アジアの新興国でも急速な少子化が進み、

アジア（日本を含む）、アフリカの 7 グルー

全世界的な少子化が進行中であるから、 21世

プに分け、IMF 統計は、G 7 、欧州連合、ア

紀末までには人口増加時代は終わり、それ以

ジア NIEs、中東欧、独立国家共同体、中東

降は全世界的な少子高齢化社会・人口減少時

と北アフリカ、ASEAN−5 、アジア途上国、

代に向かうように見える」 ( 9 ) と言っている。

中南アフリカの10グループに分けているのに

つまり、 20世紀の「人口爆発」時代に対して、

対し、八尾氏は、西欧諸国（旧東独を含む）

21世紀は世界の人口増加率が漸減し、21世紀
- 18 -

第１表

世界の実質経済規模の拡大過程（1950〜2050年）
経済規模（PPPGDP）
（単位：１兆2000年ドル）

先進諸国
新興諸国
世 界

1950
3.9
2.6
6.6

2000
24
21
45

2050
36
189
225

拡大倍率
（単位：倍）
2000/1950 2050/2000 2050/1950
6.1
1.5
9
8.1
8.9
72
6.9
5.0
34

末から 22世紀にかけては世界人口は定常ない

世界における割合
（単位：％）
1950
60
40
100

2000
53
47
100

2050
16
84
100

半ばまでの予測は、上の表 (11)に示される。

し減少に向かうというのが、これまでに世界

この表に付されている八尾氏の注釈による

の各種研究機関・研究者が得た人口の趨勢に

と、 2010 〜 2050 年の間に世界 GDP は 65 →

関する知見であるといっていいであろう。

225 兆ドル（約 3.5 倍）に増え、そのうち新興

次に実質経済規模（購買力平価 PPP で測

諸国 GDP は 37.7 → 189兆ドル（約5.0倍）に

った GDP を 2000年ドルで表示したもの）の

増えるとされている。したがって、同期間に

趨勢をみよう。実質 GDP ＝人口× 1 人当た

先進諸国は、 27.3 → 36兆ドル（約 1.32 倍）に

り生産性、だから、実質 GDP 成長率＝人口

増えることになろう。PPP で換算した 2010

増加率＋生産性上昇率、となる。生産性は、

年の日本の GDP は、4.3兆ドルだから (12)、こ

1 人が一定期間（たとえば 1 年間）に生産す

れが先進諸国平均並みに増大すれば、2050年

る使用価値量バスケットであるが、PPP で

の日本の GDP は、約 5.7兆ドルとなろう。年

測った固定の 2000年ドルで表示すると、近似

率平均経済成長率は、 0.9 ％弱である。世界

値が得られるものと思われる。このような意

GDP における日本の比率は、 2010 〜 2050 年

味での実質 GDP をマディソンは、西暦 1 年

の間に 6.7 ％ → 2.5 ％に低下することになる。

から2008年まで計測しているが、八尾氏は、

以上のような世界と日本の長期趨勢に関す

これに IMF の World Economic Database

る分析にもとづいて、八尾氏は、とくに日本

（ 2010 年 4 月）や国連の世界人口予測（ 2008

については、少子高齢化への対策として子育

年版）を加えて2050年まで予測している。八

て支援の重要性、成長率を 2 〜 3 ％に想定し

尾氏の予測の根底には、次のような考え方が

た過大な公共投資の見直し、社会保障の拡充、

あ る 。「『 戦 後 追 い 上 げ 型 資 本 主 義 国 』 は

消費税の負の効果を相殺するような基本所得

1960 年代の年率平均 5.5 ％を超える高成長か

（ベイシック・インカム）の段階的整備、日

ら 30 〜 40 年後には年率 2.0 ％程度にまで経済

本の直面する問題に対応できるような子育て

成長率を低下させたから、その後を平均で50

ニューディール、グリーンニューディール、

年余り遅れながら追いかけている『新興諸

シルバーニューディール等を提案している (13)。

国』の経済成長率が、…… 2010 年代の 6.2 ％

他方、より視野を広げて 21世紀社会論の定

から 2040 年代の 2.3 ％程度にまで低下してい

性的分析をめざしているものの代表が、日本

くのは、ごく自然な成り行きであろう。他方、

科学者会議21世紀社会論研究委員会『21世紀

『先進諸国』は最近までの40〜 50年間に……

社 会 の 将 来 像 と 道 筋 』（ 以 下 、 簡 単 の た め

長期低落傾向を示しているから、21世紀半ば

『将来像と道筋』という）である。本書の分

までにゼロ成長に向かい、世界経済全体も21

量の約40％を占める「総論」を執筆した松川

世紀末までにはゼロ成長に向かうように思わ

康夫氏は、自らが採用した 21世紀社会論の方

れる。」 (10)

法を「人類が歴史のなかで打ち立てた普遍的

このような考え方に立った八尾氏の 21世紀

価値を抽出し、これを実現する社会を総合的
- 19 -

理論政策として設計する、という『合理的設

2050 年までに迫られる CO 2 削減は、貿易や

計論』の手法である」 と特徴づけている。

軍事における CO 2 排出を含めれば、 1990 年

松川氏のいう「人類が歴史のなかで打ち立て

基準で、おそらく85％を超え、90％に迫る。

た普遍的価値」とは、民主主義、福祉（社会

これほどの削減を省エネルギーや新エネルギ

福祉・社会保障）、平和（恒久平和）、環境

ー開発だけで達成することはできない。基本

（自然環境保全）の四つであり、「人類が 21

的なエネルギー需要自体を大幅に削減しなけ

世紀に達成すべき目標」 とも言われている。

ればならない」 (17)と強調し、消費財の耐用年

つまり、松川氏の方法は、普遍的な四つの価

数の 2 倍化を主軸とする次のようなエネルギ

値（目標）を設定し、これらがすべて実現す

ー需要半減・代替エネルギー供給案を提出し

るような世界的統治機構、政治・経済システ

ている。「消費財の耐用年数の 2 倍化＋自家

ム、社会生活様式、科学・技術開発システム

用車から公共交通への転換＋工業品輸出の半

を設計するというものである。普遍的な四つ

減＋食料・飼料・木材の自給率向上＋都市再

の価値（目標）を実現するような21世紀社会

開発・大型公共事業・大型民間開発の停止＋

が必然的に成立するという論理的保証はない

地産・地消による物流の削減＋自販機・過剰

が、そのような21世紀社会を成立させないと、

広告・過剰包装・深夜営業の禁止＋家庭部門

人間は人間らしく生存しえなくなる筈であり、

の節約＋軍備撤廃」によってエネルギー需要

最終的には人間は生存する道を選択する筈だ

を現状の半分以下にすることができるとし、

と論定する点では、一種の歴史的必然を示し

他方、現在の原発を含むエネルギー供給を

ている。

100 とすれば、「バイオマス 27＋太陽光 7 ＋風

(14)

(15)

もちろん、経済学の世界では、このような

力 3.5＋水力3.5＋地熱・潮汐 3 」で44となり、

「合理的設計論」に対しては、F. A. ハイエ

「これに消費が許される化石燃料 10を加える

ク以来、強い批判がある (16)。人間を孤立的人

と 54で、ほぼ半分となる。化石燃料10は国産

間に分解し、個々の人間のもっている合理性

の石炭で賄えるだろう」 (18)。松川氏の示して

や情報が限定されたものであることを考慮す

い る 工 程 表 に よ れ ば 、 日 本 の CO 2 削 減 は

ると、「合理的設計」は、砂上の楼閣になろ

1990 年を 100 として、 2015 年＋ 10 ％、 2020 年

う。しかし、現実の人間は、他人と交流し、

0 ％、 2025 年− 20％、 2030年−40％、 2050年

他人と協働する社会的人間である以上、民主

− 50 ％、工業生産・物流は 2020 年− 10 ％、

主義さえ保障されていれば、限られた合理性

2025年− 20％、 2030年−25％、2050年− 50％、

や情報の範囲内でも、少数意見を考慮した自

穀物・木材・水産物自給率は 2025 年 50 ％、

由な討論を進め、環境の許す範囲内に社会・

2030 年 60 ％、 2050 年 100 ％、再生エネルギー

経済活動を制御し、平和裡に生存する道を選

率は2020年10％、2025年30％、2030年50％、

択するであろう。この意味では、「合理的設

2050年100％となっている。

計論」は、単なるエリートの予言ではなく、

エネルギー消費の半減、工業と貿易の半減、

民主主義的な社会行動にもとづく必然なので

地産・地 消の勃興を基軸とする将来像は、

ある。

「自然調和型の地域自立社会」である。「 21

『将来像と道筋 』は、上述の四つの価値

世紀社会は、発達した科学技術によって労働

（目標）を実現する工程表まで示した定性的

が軽減されており、民主主義で裏打ちされて

分析であるが、単なる定性論にとどまるもの

いる。因習による閉ざされた社会ではなく、

ではない。エネルギーや経済の分野では、定

人と情報は世界に開かれている。基幹産業と

量的分析も含んでいる。すなわち、松川氏は、

して国によって保護されてもいる。かくして、

「人為的地球温暖化防止のためにわが国が

21世紀社会は日本の古く美しい地域社会の否
- 20 -

定の否定、つまり、人間社会の螺旋的発展の

状認識にもとづいている。資本主義のもとで

新たな到達点ということになる。」

「過剰による貧困」あるいは「豊富のなかの

(19)

八尾信光氏は、『将来像と道筋』への書評

貧困」という認識は決して目新しいものでは

のなかで、「今日の経済は高度の社会的分業

ないが、広井氏の特徴は、「過剰」を解決す

の中で成り立っているから、『自然調和型の

ることを通じて出現する21世紀の定常型社会

地域自立社会』の実現は簡単ではないが、必

は、人類史のなかで、狩猟採集社会の成熟・

要であり可能な分野から順にそうした努力を

行き詰まりから生じた第一の定常化「心のビ

することは重要であろう。経済社会のグロー

ッグバン」（約 5 万年前）、農耕社会の成熟・

バル化は無限に深化するわけではなく、高齢

行き詰まりから生じた第二の定常化「枢軸時

化と成熟化に向かう現代社会では地域社会の

代／精神革命」（約 2500 年前）に次いで、産

ニーズに即した商品やサービスの供給も求め

業化（工業化）社会の成熟・行き詰まりから

られており、そのための事業や労働が必要に

生じているという壮大な歴史観を背景に有し

なるという面もある。それは各地域での雇用

て いる 点 にあ る。 筆者には 、約 5 万年 前の

と満足を増大させるであろう」 といって、

「心のビッグバン」は、手に負えそうもない

肯定的に評価している。

が、約2500年前のギリシャ思想、旧約聖書思

(20)

グローバル都市への集中が進むなか、「自

想、仏教、儒教等のほぼ同時的誕生（精神革

然調和型の地域自立社会」がどの程度実現可

命）は興味あるもののように思われる。そし

能かは、問題として残るにせよ、地球環境の

て、この同時的精神革命についての広井氏の

保全のために先進国の一員である日本が2050

解釈、すなわち、「いずれも何らかの意味で

年までにエネルギー消費の半減、工業と貿易

の

の半減を実現しなければならないとする松川

的・質的な深化・発展へ

氏の価値演繹的推論は、明らかにゼロ成長・

際限なき拡大の『抑制』へ

定常型の経済を展望しているのであって、こ

通してもっていたのではないだろうか」 (23)に

の点では、マディソンや八尾氏のデータ帰納

は、共感を禁じえない。21世紀の定常型経済

的結論と一致するところが多い。

化も、環境保全・平等・福祉を優先する精神

ゼロ成長・定常型経済を止むをえざるもの

あるいは

欲望の

という方向を共

革命を伴わなければならないからである。

として受け入れるだけでなく、「 義務とし
ての経済成長

物質的生産の量的拡大・成長から内面

『将来像と道筋』のいう工業と貿易の半減

から人々が解放され、真の意

による「自然調和型の地域自立社会」の構築

味での各人の『創造性』が発揮され、開花し

と、広井氏のいう精神革命を伴った定常化経

ていく社会」 として積極的に受容しようと

済による「創造的福祉社会」の構築と軌を一

するのが、広井良典『創造的福祉社会』であ

にしているのが、セルジュ・ラトゥーシュ

る。定常型経済の受容は、いうまでもなく J.

『経済成長なき社会発展は可能か？』が主張

S. ミルに負っているが、ミルの stationary

する「脱成長」（décroissance）論である。こ

state は、あくまでも収穫逓減の法則にもと

の邦訳書 は、ラトゥーシュの二つの著書、

づいていたのに対し、広井氏は、「現在の先

『 < ポスト開発 > という経済思想― 経済想

進諸国あるいは資本主義は、……

生産性が

念の脱植民地化からオルタナティブ社会の構

(21)

上がりすぎた社会

である。そこでは構造的

築へ』（ 2004年）および『 <脱成長> による新

な『生産過剰』が生じており、その結果とり

たな社会発展―エコロジズムと地域主義』

わけ若年層を中心に失業が慢性化し、それが

（ 2007 年）を 1 冊に合本したものであるが、

様々な格差や貧困を帰結させ、いわば『過剰

とくに後者において、ラトゥーシュは、「脱

による貧困』が一般化している」 という現

成長」の理論と政策を明らかにしている。す

(22)
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なわち、「 < 脱成長 >というスローガンは、成

ムは、r から始まっているので、ラトゥーシ

長を際限なく追求することを徹底的に破棄す

ュは「 8 R」とも言っている。この 8 R のす

ることを至上命題とする。つまり、資本移動

べてについて詳論することはできないが、①

を規制緩和しながら利潤を追求し、自然環境

「再評価する」は、エゴイズムから愛他主義、

と人類に壊滅的な結果をもたらすその目的を

競争から協力、労働から余暇、個人的消費か

破 棄 す る こ と で あ る 。（ 成 長 経 済 に お い て

ら社会的連帯への転換を含み、③「再構造

は）社会が生産装置の道具や手段に貶められ

化」は、資本主義からの脱出を含み、⑥「削

るのみならず、人間自身が、自らを役に立た

減する」は、ゴミの削減だけでなく、消費自

ない不要なものにするような体制の屑になる

体の削減、ツーリズムの削減、労働の削減を

のだ。／ < 脱成長 > は、マイナス成長ではな

含んでいることを付言しておこう。

い。そのような表現は成長想念の支配を見事

以上が、ほぼ 21世紀半ばを目標とする 21世

に表しており、自家撞着的であり、また滑稽

紀社会・経済論の主要な成果である。定量分

でもある。ただ単に成長の速度を緩めるだけ

析的アプローチによっても、定性分析的アプ

では社会が混乱に陥ることは周知の事実であ

ローチによっても、少なくとも先進諸国につ

る。失業は増加し、必要不可欠な最低限の生

いては人口も経済規模も定常型へ向かい、そ

活の質を保障するところの社会、保健、教育、

れに伴って社会システム・経済システムにも

文化、環境の各分野におけるプログラムを破

重要な転換が生じる筈であることが明らかに

綻させることになる。マイナス成長率がどの

なった。とくに日本は、1990年代初頭のバブ

ような惨事を生み出すかは想像がつくであろ

ル崩壊以来、「失われた 20 年」といわれるほ

う！

雇用のない労働社会ほど最悪なものは

どの低成長・経済停滞を経験し、 2006年から

ないことと同じように、成長を約束できない

は人口減少期に入っているのだから、目前の

成長社会ほど危険な社会はない。われわれが

物価や成長率に振り回されるよりも、定常型

自らの社会がたどってきた道筋を変えないか

経済を見通した経済運営の指針を検討してお

ぎり、社会と文明のこのような後退は必ず起

くことが必要であろう。これを、次節以降で

きる。ゆえに、 < 脱成長 > は < 脱成長社会 > に

とりあげることにしよう。

おいてのみ、つまり（成長想念とは）別の論
理に基づいた体制においてのみ思考可能であ
るといえる。ゆえに、選択肢は、『 <脱成長 >

「失われた 20 年」で失
3. 日本経済の
われたもの

か、野蛮か』である。」(24)
このような「脱成長」の概念と理論にもと
づいて、ラトゥーシュは、次のような、相互
補完的な 8 つのプログラムのセットを提案す

第二次世界大戦後の日本経済は、1950年代

る 。 す な わ ち 、 ① 「 再 評 価 す る

後半から 70年代初頭にかけて、平均年率約 9

（ réévaluer）」、 ② 「 概 念 を 再 構 築 す る

％の高度経済成長を続けてきたのであるが、

（reconceputaliser）」、③「社会構造を組立

71〜73年のブレトンウッズ体制の崩壊（金ド

て 直 す （ 再 構 造 化 ）（ restructurer）」、 ④

ル交換の停止、変動相場制への移行）とそれ

「再分配を行う（redistribuer）」、⑤「再ロ

に伴う73〜74年の第一次石油危機を契機とし

ーカリゼーションを行う（relocaliser）」、⑥

て、いったんは挫折した。 74年度の実質経済

「 削 減 す る （ réduire）」、 ⑦ 「 再 利 用 す る

成長率は− 0.5 ％で、戦後初めてマイナスと

（ réutiliser）」、 ⑧ 「 リ サ イ ク ル を 行 う

なった。

（recycler）」 (25)。これらのすべてのプログラ

しかし、ME 技術の早期導入を含む「減量
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経営」と欧米諸国への集中豪雨的輸出によっ

とした金融機関の貸出しも増大して、マネー

て、 75 〜 79 年度は約 4 〜 5 ％の成長にまで回

はいっそう増大し、バブルは自己増殖をとげ

復し、 79〜80年の第二次石油危機も、成長率

てゆくこととなる。」(26)

が 2 〜 3 ％に低下するグロウス・リセッショ

もちろん、前記論文でも指摘しておいたよ

ン程度で乗り切った。エズラ・ヴォーゲルが

うに、86年円高不況以後の日本経済の展開を、

『ジャパン・アズ・ナンバーワン』を書いて、

実体経済から遊離したバブル経済としてのみ

日本的経営とそれを支える日本の社会・経済

特徴づけるのは不正確である。なぜならば、

制度を高く評価したのは 1979 年であり、「ジ

円高のなかでの合理化、コスト削減圧力に促

ャパン・アズ・ナンバーワン」は、欧米諸国

迫されて、 87 年度以降の 4 年間連続して民間

に比して相対的高成長をとげた 80年代の日本

設備投資は二桁台の伸びを示し、実質 GDP

経済を賛美する世界的キャッチコピーとなっ

成長率も、この 4 年間については、平均年率

た。

5.8 ％に達しているからである。しかし、超

1985年のプラザ合意以降、急速な円高が進

金融緩和政策のもとで生じた低金利は、これ

む一方、米国の圧力のもとに当時は「史上最

らの膨大な設備投資にも歪みをもたらした。

低」 と言われた程の低金利（公定歩合2.5

すなわち、これらの設備投資の多くは、銀行

％）が 87 年 2 月から 89 年 5 月まで 2 年 3 ヵ月

に依存することなく、証券市場から調達され

も続き、マネー・ストック（M2＋ CD）は、

た資金、あるいは内部留保によって行われた

87 年度から 90年度までの連続 4 年間、二桁の

のではあるが、投資の基準になる市場金利が

伸びを示した。前川レポート（ 86 年 4 月）や

低いために、予想利潤率の低い、したがって

日米構造協議（structural impediments ini-

低生産性・高コストになる投資までが実行さ

tiative、89年 7 月〜90年 6 月）は、規制緩和、

れたのである。この非効率投資が 90年代の過

都市再開発、公共事業拡大による内需拡大を

剰設備となって存続し続け、金融資産・不動

煽りたてた。こうした中で日本経済のバブル

産の減価とともに、90年代不況を長引かせる

化が進行したのである。

重要な要因となった。

筆者は、1994年 12月の段階で、80年代後半

20世紀末日本のバブル崩壊は、 1990年年初

のバブル化を次のように描いていた。「実質

以降の株価下落、91年以降の地価下落ととも

GDP の伸びをはるかに超えるこのようなマ

に始まった。日経平均株価は、ピークの 89年

ネー・ストックの伸びがなぜインフレを現出

末の 3 万 8915 円から、 2000 年末には 1 万 3385

させずに、資産価格だけを上昇させたかは、

円まで約三分の一に下落した。全国地価調査

興味ある問題である。おそらく急激な円高の

価格（ 1 ㎡当たり）は、ピークの 90年平均の

なかで、輸出産業を中心として合理化・コス

約 48万2000円から、2000年には約 13万8000円

ト削減圧力が強まるとともに、原油をはじめ

まで約 3 割に下落した。 90年代を通じての株

として輸入品価格がいちじるしく低下して、

価・地価のキャピタル・ロスは、およそ 1000

商品部門にはインフレ期待はほとんど形成さ

兆円にのぼると見積もられている。

れなかったのに対し、金融自由化の制度変化

実質 GDP 成長率は、90年度はまだ6.2％と

の過程で生じた金融イノヴェイションに触発

高水準だったが、 91 年度は 2.3 ％に低下し、

されて、増大したマネー・ストックの多くが、

92〜93年度はほとんどゼロ成長だった（ 93年

金融・不動産部門に向かったものと考えられ

度は−0.5％）。

る。超金融緩和政策によって増大したマネー

90〜91年のバブル崩壊を契機として、日本

が金融・不動産部門に向かって株価・地価を

経済は、 91年度からはいわゆる90年代不況に

上昇させると、増価した株式・不動産を担保

入るのである。資産（擬制資本）価格の暴落
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を契機として開始され、実体面の過剰生産・

的に回復する筈であるが、資本主義経済では

生産縮小（失業増加）がそれに続き、不良債

一般的にはそうはならないのである(27)。

権を抱えた金融機関の貸し渋り・貸し剥がし

90年代不況のピークをなしたのは、97〜98

が回復の足枷になったという90年代不況の形

年の金融危機である。 95 〜 96 年度の 2.7 ％程

態は、ある意味ではきわめて古典的・典型的

度の実質成長を本格的な景気回復と誤認した

なものである。宮崎義一氏は、バブル崩壊に

橋本龍太郎政権は、 97年度からの消費税の 3

続 く こ の 90 年 代不 況を 『 複 合不 況 』（ 1992

％から 5 ％への引上げ、健康保険自己負担の

年）と呼んだが、金融危機（信用恐慌）を契

引上げ、不況下特別減税の廃止等で約 9 兆円

機にして過剰生産という実体面の恐慌が現出

の所得を民間部門から政府部門に移転し、財

するのは、資本主義の景気循環の一環として

政再建を果たそうとした。しかし、 97 年 7 月

の恐慌の典型的なパターンの一つである。た

からのアジア通貨・金融危機の影響をも受け

だ、ブレトンウッズ体制崩壊後の脆弱な変動

て、同年 11月には、三洋証券、山一証券の破

相場制のもとで、金融グローバル化を先端と

綻に続いて13都市銀行の一角をなしていた北

するグローバリゼーションが異常な速度で進

海道拓殖銀行が倒産し、翌 98年には長期信用

められ、しかもプラザ合意後の対米金融協力

銀行と日本債権信用銀行も破綻して一時国有

のために超金融緩和策をとり続けたことが、

化され、この金融危機によって98年度の日本

バブルを膨大化させ、したがってバブル崩壊

の実質成長率も− 1.5 ％と戦後 3 度目のマイ

に伴うキャピタル・ロスを年 GDP の 2 倍以

ナス成長となった。この金融危機は、90年代

上の規模にしたところに、この不況の特殊性

初頭のバブル崩壊に伴う不良債権が、単に先

がある。

送りされていただけで、最終処理（利潤ある

どの資本主義的不況にも、「合成の誤謬」

いは減資による償却）されていなかったこと

（fallacy of composition）と「悪循環」（vi-

を示した。

cious circle）がつきまとっている。不良債権

1997〜 98年金融危機に対処するために、98

を削減しようとして貸し渋り・貸し剥がしと

年には金融早期健全化法と金融再生法が制定

いう行動をとる金融機関は、ミクロ的には合

され、預金保険機構を通じて公的資金を機動

理的に見えるにせよ、マクロ的には事業会社

的に投入できる制度が確立した (28)。長銀や日

の倒産を増やし、かえって不良債権を増加さ

債銀の一時国有化も、 2003年のりそな銀行の

せる。売上の減少・赤字増大に対処してコス

一時国有化も、この制度にもとづくものであ

ト削減（とくに賃金カットや解雇）に努める

った。他方、1996年11月の橋本政権による日

個別事業会社は、マクロ的には労働者による

本版ビッグバン宣言とそれに伴う 98年の独禁

消費を削減し、一層の売上減少、企業赤字増

法改正によって、 20 世紀末から大銀行の合

大をもたらすのである。もっとも単純化され

併・再編が進行し、2006年にはいわゆる三大

たカレツキアン・マクロモデルでは、今期の

メガバンク体制が成立して、日本の金融シス

利潤量を決定するのは今期の投資であるが、

テムは、世界のなかでも比較的に安定したも

今期の投資は前期の利潤率に依存している。

のとみなされるようになった。 05年 4 月に日

したがって、前期の利潤率が標準水準以下で

本版ビッグバンの一環をなすペイオフが解禁

あれば、今期の投資は縮小し、今期の利潤率

されても、ペイオフが実行された例はなかっ

は一層低下し、次期の投資はさらに縮小する

たし、リーマン・ショックやユーロ危機の際

という悪循環が進行することになる。逆に、

にも、日本は、しばしばグローバルマネーの

企業は利潤率が低下した場合には投資を増や

逃避地になったのである。

すという行動をとるのであれば、不況は自動

日本の金融危機が何とか 収束し、米国の
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IT バブルの崩壊の影響を受けた 01 年度日本

低下、というより構造的な要因が働いてい

経済の収縮の後、 02年から07年までは、当時

た」 (29) と言っている。供給側の要因につい

は「いざなぎ超え」と言われた長期の「実感

ては、同氏は次のように言っている。「日本

なき景気回復」が続くのであるが、この 6 年

の TFP［全要素生産性］上昇率（年率）は

間の GDP 平均年率成長率は名目で1.6％、実

1975 〜 90 年の 1.6 ％から、 1990 〜 2007 年の 0.5

質で 1.7 ％程度で、まさに「実感なき」もの

％へと大きく下落した。日本の人口 1 人あた

であり、90年代不況の時期とほとんど変わり

り実質 GDP 成長率は、1975〜90年平均の年

がないものであった。その「実感なき景気回

率 3.9 ％から 1990 〜 2007 年の 1.1 ％へと 2.8 ポイ

復」も、08年〜09年の世界恐慌に逢着して、

ント下落したが、そのうち 4 割は TFP 上昇

実質成長率は 08 年度− 3.7 ％、 09 年度− 2.1 ％

の減速によるものであった。TFP 上昇率の

という戦後最大の落ち込みとなった。実体経

下落はまた、資本収益率の低下を通じて資本

済は10年度には回復するものの、11年度は、

労働比率上昇の減速に寄与した可能性が高い

東日本大震災とそれに伴う原発過酷事故の影

から、日本の 1 人あたり GDP 成長率減速の

響を受けて、再びゼロ成長に戻るのである。

主因は、TFP 上昇の減速だといえよう。こ

以上に概観してきたように、 90年代初頭の

の他、人口 1 人あたりの労働時間の短縮と労

バブル崩壊以降の日本経済は、不良債権の処

働の質上昇の減速も、 1 人あたり GDP 成長

理に追われ、 97〜 98年の金融危機に結果した

の減速に寄与した。」(30)

90 年代と、 21 世紀初めの「実感なき景気回

民間貯蓄過剰と表裏の関係にある民間投資

復」から始まって 08年世界恐慌による戦後最

不足が生 産性上昇率を停滞させ、それが、

大の経済収縮に終わった 2000年代とからなり、

GDP 成長率を減速させ、「失われた20年」を

これに 2011 年の大震災・原発事故を加えて

もたらしたというのは、きわめて事実適合的

「失われた20年」（lost two decades）と呼ば

な分析である。問題は、なぜ自生的な民間投

れることが多い。「失われた 10 年」は、 1930

資が停滞したか、それがどのように生産性上

年代の米国や 1980年代の中南米について用い

昇率の停滞に結果したか、である。

られたことがあるが、「失われた 20 年」は、

90年代以降、自生的な民間投資が停滞した

90年代以降の日本について用いられた新造語

のは、バブル崩壊以降の過剰設備の長引く存

であろう。「失われた」（lost）は、もちろん、

在と、バブル崩壊で日本の経営者に充溢した

「敗北した」を含意している。確かに、91〜

自信喪失のためである。深尾氏は、1990年以

2011 年度の年率平均の実質経済成長率 0.9 ％

降も日本の資本係数（資本ストック／

で、 50 〜 70 年代前半の高度成長期はもとよ

GDP）が上昇し続けていることをもって、

り、「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と言

「 1990 年代の投資は過少ではなかった」 (31)と

われた 80年代と比べても格段に低い。

いっているが、資本係数の分子の資本ストッ

「失われた 20年」に関する代表的な研究文

クには、過剰で稼働されていない設備や非効

献は、深尾京司『「失われた 20 年」と日本経

率に行われた公共投資も含まれている可能性

済』（ 2012 年）であるが、深尾氏は、同書に

があり、分母の GDP は停滞していたのだか

おいて「失われた 20年」の要因を需要側と供

ら、資本係数が上昇しているなかで、自生的

給側から長期的・構造的な視点で分析してい

な民間投資が停滞していても不思議はないの

る。深尾氏によれば、需要側の最大の要因は

である。

「民間貯蓄過剰」（投資不足）で、これにつ

「失われた20年」において生産性上昇率が

いては、「少子高齢化による資本過剰や資本

停滞したのは、民間投資の停滞の当然の帰結

蓄積に依存した経済成長による資本収益率の

であると同時に、雇用や労働現場の劣化に起
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因しているように思われる。この点は、深尾

にブレーキがかかったが、「焼け石に水」的

氏も次のように言っている。「日本では雇用

な効果しかもたなかった。かつての高度成長

対策のため、業務のアウトソースは子会社や

期には、長期雇用慣行の労働者が大部分を占

系列会社に対して行い、社内で余った労働者

め、繁忙期には臨時工が補助的役割を果たす

をこれらの会社に移動させるという対応がし

という程度だったが、現在は、派遣労働者、

ばしば行われてきた。しかしこれでは、企業

パートタイマー、アルバイト等の非正規労働

にとっての労働コストの削減にはなっても、

者が、被雇用者全体の三分の一以上を占める

経済全体の生産性上昇にはつながらない。／

に至っている。

また、企業は雇用の柔軟性を保つためパート

90年代以降の非正規労働の急拡大は、経営

タイム労働者の比率を高めてきたが、多くの

側の戦略に沿うものでもあった。すでに 1995

場合パートタイム労働者には熟練が蓄積され

年に発表された旧日経連（現在は日本経団連

ないため、日本全体としてみると人的資本の

に統合）の『新時代の日本的経営』は、労働

蓄積を著しく妨げている可能性が高い。」

(32)

者を次の三つのグループに分けることを提案

「失われた 20年」で何が失われたのか。生

していた。すなわち、①原則として期間の定

産性上昇率や GDP 成長率の停滞は、単なる

めのない雇用契約を行う「長期蓄積能力活用

結果に過ぎない。その根源には、日本的長期

型グループ」、②有期雇用で、企画・技術開

雇用慣行や生活給賃金や労働組合の劣化・変

発などに従事する「高度専門能力活用型グル

質がある。

ープ」、③製造現場などで一般職に従事する

1970年代以降の ME（マイクロエレクトロ

「雇用柔軟型グループ」が、それである。こ

ニクス）革命、90年代以降のインターネット

れらのうち、①には、長期雇用慣行の正規労

革命を含めた ICT（情報通信技術）革命は、

働者をあて、②と③には、有期雇用の非正規

工場・オフィスなどの労働現場や社会生活を

労働者をあてるというのであろう。

大きく変貌させた。労働現場についていえば、

このような非正規労働者の拡大は、目先の

一方には高度の知識と技術が要求される創造

労働コストの削減には役立つにせよ、次のよ

的科学技術労働があり、他方には、一日中コ

うな二つの矛盾を抱えている。第一は、前記

ンピュータ・ディスプレイを目視し続ける高

の深尾氏も指摘していたように、「パートタ

密度の単純労働があり、オートメーションが

イム労働者には熟練が蓄積されない」ことで

進んでほとんど無人化された工場も出現する。

ある。雇用期間も勤務時間も不安定な非正規

労働の一体化は崩壊し、労働の多様化・分散

労働者は、技能や熟練を形成する余裕がない

化・個別化が進み、労働組合の組織率も低下

であろう。人口減少時代を迎えて、比較優位

して、労働運動は弱体化した。

性を もつ 「擦り合わせ 」（integral） 型産業

このような労働過程の変容を背景に、経営

の生産性を一段と高めなければならない日本

側は労働の規制緩和・柔軟化を求め、それに

経済にとって、「熟練が蓄積されない」非正

対応して1985年には労働者派遣法が制定され、

規労働者のシェア拡大は、命取りになる恐れ

86年から施行された。当初は、労働者派遣の

がある。

対象業種は、ソフトウエア開発や通訳など13

第二は、非正規労働者のシェア拡大は、全

業種に限定されていたのであるが、1999年の

体としての被雇用者所得の絶対量を減少させ、

改正で製造業等を除く他の業種にも開放され、

消費をも縮小させて、いわゆるデフレ経済か

2004年の改正では、製造業や医療・看護労働

らの脱却を困難にすることである。国税庁の

にも拡大された。 2012年の改正で、いわゆる

「民間給与所得実態調査」によると、90年代

日雇い派遣が禁止され、労働規制緩和の流れ

以降の民間給与所得者（法人役員を含む）の
- 26 -

年間給与所得総額のピークは 1998 年の 222 兆

については人口も経済規模も定常型へ向かい、

8375億円で、それが2006年には 200兆346億円

それに伴って社会システム・経済システムを

に下がり、さらに 2011 年には 195 兆 7997 億円

転 換 さ せ て い く 必 要 が あ る 。「 失 わ れ た 20

まで低下している。一人あたり平均給与も、

年」の経験をふりかえって、日本については

97〜98年をピークに下落し続けている。吉川

どのように転換すべきかを検討するのが、本

洋氏は、『デフレーション』（ 2013 年）のな

節の課題である。

かで「なぜ日本だけがデフレになったのか」

ま ず 、 逆 説 的 で は あ る が 、「 失 わ れ た 20

という問題を提起し、次のように答えている。

年」の時期に「新たに得られたもの」を数え

「1990年代初頭のバブル崩壊以降、経済が長

あげてみよう。「失われた 20 年」に失ったも

期的に停滞する中で、日本の経済・社会には

のも多くあるが、すべてを失ったわけではな

さまざまな面で大きな変化が生まれた。かつ

い。「新たに得られたもの」ものもけっして

て『終身雇用』といわれた大企業における

少なくはなく、それらが日本の今後の発展の

『雇用』も根本的に変わった。本格的なリス

基礎になるように思われる。

トラが行われる中、『雇用か、賃金か』とい

第一は、ICT 革命の一環として、90年代後

う選択に直面した労働者は、名目賃金の低下

半からインターネット革命が進展し、21世紀

を受け入れた。名目賃金は『デフレ期待』に

に入ってからは多機能携帯型端末（スマート

よって下がったのではない。1990年代後半、

フォンなど）の普及と相乗効果を及ぼし合い

大企業を中心に、高度成長期に確立された旧

つつ、2010年時点で、日本のインターネット

来の雇用システムが崩壊したことにより、名

利用者は人口の 8 割近くに達している（総務

目賃金は下がり始めたのである。そして、名

省通信動向調査）。インターネット社会には、

目賃金の低下がデフレを定着させた。／なぜ

ディジタル・ディバイドや情報犯罪といった

日本だけがデフレなのか、という問いに対す

弊害もつきまとうが、多くの人々が政府発表

る答えは、日本だけで名目賃金が下がってい

や大手メディアに依存しない情報を水平的・

るからだ、ということになる。」(33)

相互的に交換し合えるようになったことは、

実体経済が収縮しながら物価も下落すると

積極的意義をもつものといえよう。事実、イ

いう「デフレ」は、資本主義経済にとっては

ンターネットは、イラク反戦運動、「オキュ

脅威である。しかし、日本的雇用システムを

パイ・ウォールストリート」運動、「アラブ

破壊し、賃金を切り下げた経営側が、自ら

の春」、福島第一原発過酷事故に関連した反

「デフレ」を招いたのだ。「失われた 20 年」

原発運動等に威力を発揮してきたし、企業を

のなかで失われたものを新しい形で再構築す

はじめとする組織の意思決定にもより水平的

ることによってしか、日本経済の再生はあり

性格を増大させつつある。

えないであろう。

第二は、1992年にリオデジャネイロで「環
境と開発に関する国連会議」（リオ・サミッ
ト）が開催され、そこで提案された「気候変

4.

動枠組条約」にもとづいて 1997年には京都で

21 世紀型日本的経済システムの
構築

「第 3 回気候変動枠組条約締約国会議」
（COP3 ）が開催され、米・欧州・日本とい
った先進諸国には、2008〜 12年を目標とする

第 2 節において、ほぼ 21 世紀半ばを目標と

温室効果ガス（主として CO2 ）削減義務が

する21世紀社会・経済論の成果を検討した際

課されたことである。日本に課された数値目

に明らかにしたように、少なくとも先進諸国

標は、1990年を基準として、温室効果ガス排
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出を 6 ％削減するというものであり、この目

維持可能性は、地球環境の保全と人間社会

標は、 90年代末金融危機や08年恐慌への対策

の存続の両方を含んでいる。地球環境の保全

が優先されて達成されなかったが、地球環境

の重要性については、あらためて言うまでも

保全のためには、経済活動に制約を課す必要

ない。化石燃料の使用から排出される CO2

があるという国際的合意を作り出すうえで一

は、地球温暖化や気候変動をもたらし、最近

定の役割を果たしたと いえよう。さらに、

はほとんど使用されなくなっているとはいえ、

2011年の東日本大震災に伴う福島原発過酷事

地上に残留しているフロンガスの排出は、地

故はきわめて不幸な出来事ではあったが、因

球を宇宙線から保護しているオゾン層を破壊

習的な原発安全神話を打ち砕き、「原発は制

する。ここ数年の間に米国はじめ各国でシェ

御できないエネルギー変換装置」という情報

ール・オイル、シェール・ガスの開発が進ん

を世界中に拡散させた。福島原発事故後、ド

でいるが、地球温暖化防止の立場からはけっ

イツ、スイス、イタリアは期限を定めて脱原

して望ましいことではない。エネルギー源や

発を決定し、 2012年の一時期には日本でもす

原料はあくまでも再生可能なものでなければ

べての原発が停止した。しかし、原発事故を

ならない。

起こした国の政府が、11年12月には早々と無

短期的視点で、しかも視野狭窄な新自由主

内容な事故収束宣言を発表し、 12 年 7 月には

義的資本主義のために、人間社会の維持可能

関西電力大飯原発の再稼働を決め、トルコや

性も脅威にさらされている。前述のとおり、

アラブ首長国連邦への原発輸出のために奔走

現代日本において労働者の三分の一以上は非

しているのは、驚くべき誤った判断である。

正規労働者であり、その半分以上の1000万人

第三は、90年代のバブル崩壊と金融危機の

以上が年収 200 万円以下のいわゆるワーキン

経験にてらして、 90年代末には、前述のとお

グ・プアであるといわれている。年収 200 万

り、預金保険機構を中心とする危機管理体制

円以下では、正常な形での労働力の再生産は

を整備し、財務省から独立した金融庁を設置

不可能であろう。労働力の再生産は、資源の

して金融業への監督体制を強化したことであ

適正配分、労働生産性の向上と並んであらゆ

る。また1998年に改正された日本銀行法にお

る社会に共通する経済原則の一つであるが、

いて、日本銀行の政府からの独立性と政策決

この経済原則が充足されないということは、

定の透明性が保障されたことも、日本の中央

人間社会の維持可能性が危殆に瀕しているこ

銀行に対する国際的信認を高めるうえで積極

とを示している。

的意義をもっていた。しかし、実際の運営に

公正は、自由・平等・人権保障を含み、人

おけるゼロ金利政策、量的緩和策、国債買入

間の「同感」（sympathy）を得られる状況を

れの拡大、日銀券発行に関するいわゆる日銀

示す概念である。1970年代頃までの日本社会

ルールの停止などは、日本銀行の信用秩序維

は、不正確ながら「一億総中流社会」などと

持義務の順守に疑問を投げかけるものとなっ

いわれ、比較的に平等な社会であったが、80

ている。

年代頃から所得のジニ係数は上昇しはじめ、

さて、「失われた 20 年」をふりかえり、そ

現代は米国ほどではないが、英国、イタリア

の間に新たに得られたものを確認したうえで、

並みの格差社会になっており、北欧諸国はも

21世紀半ばを目標とした日本経済の指針

とより、ドイツ、フランスにも平等度の点で

（guide lines）を最後に検討しよう。

差をつけられている。とくに日本は、教育費

指針の前提となるキーワードは、維持可能

への公的支出が OECD30ヵ国中最低なので、

性（sustainability）、公正（fairness）、グロ

教育の機会均等という平等社会のもっとも重

ーバル化（globalization）である。

要な条件が形骸化されつつある。
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80年代頃から始まったグローバル化は、変

ギー節約的な産業構造とライフ・スタイルに

動相場制に伴う資本の国際的自由移動と ICT

転換していかなければならない。産業では、

革命に根拠をもっているがゆえに、21世紀も

知識集約的で擦り合わせ型の産業や対人サー

続くであろう。90年代のグローバル化は、米

ビス産業により重点を置き、耐久消費財や

国一極集中的性格をもっていたが、米国発の

OA 機器は耐用年数の限度一杯まで使用する

08年恐慌を契機に多極的なものに変容したよ

ようにする。故障した場合には、修理して再

うに見える。本来グローバル化は、相互に多

利用する習慣を定着させれば、修理業が新た

様性を認め合ったうえで自由な国際交流を行

な雇用を創出することになろう。

うことであり、国際平和の基礎になりうるも

第三は、小泉政権が推進 した「官から民

のである。古典的にはリカードが証明したよ

へ」の路線に換えて、「民から公へ」の路線

うに、相互に多様であるからこそ、比較優位

を進め、経済社会における「公」の領域を拡

が生まれ、国際分業の利益が発生する。大国

大するとともに、企業、とくに株式会社大企

のルールをグローバル・スタンダードとし、

業を「社会の公器」にすることである。 2005

制度の一体化まで求めるのは、グローバル化

年に制定され、 06年から施行された会社法は、

ではなく、覇権主義にほかならない。

株主主権論に立っているが、現実には、株式

維持可能性と公正とグローバル化を前提と

会社はけっして株主だけのものではない。株

して21世紀型日本的経済システムの必要条件

主は、株式証券を所有しており、その限りで、

を考えると、次のようなものになろう。

利潤分配や株主総会決定に参加できるが、会

第一は、90年代末に形成された金融危機管

社自体を所有しているわけではない。今日の

理体制と金融業監督体制を強化して、バブル

株主は、明日は株式を売り払って会社と無縁

の再現をけっして許さないことである。バブ

になるかも知れない。株式会社には、株主の

ルは必ず崩壊するものであり、バブル崩壊は

ほかに、経営者、従業員、債権者、取引相手、

長期にわたる負の連鎖をもたらす。90年代に

地域住民などさまざまなステーク・ホルダー

正規雇用中心の日本的長期雇用慣行を崩壊さ

がおり、それぞれが会社の決定に関与できる

せ、不公正な格差社会をつくり出したのも、

ようにした方が合理的である。

バブル崩壊後のなりふり構わぬ企業の対応で

かつて日本的経営が全盛だった頃は、株式

あった。金融機関は、マネーを供給したり、

の相互持ち合いによって株主権は相互に相殺

容易にマネーに変換できる証券の流通を仲介

され、会社は長期雇用慣行の従業員にとって

したりする機関だから、一般の事業会社以上

の「城」であった。この従業員協働体的な会

に公的性格をもつ。したがって、金融業に強

社は、会社に対する従業員の忠誠心を高め、

い公的規制が課されるのは当然である。金融

会社内部に従業員の熟練を蓄積するという点

業への規制を緩和して、世界からマネーを呼

では長所をもっていたが、余りにも閉鎖的で、

び集め、金融立国路線をとるのは、愚かで誤

不正や失敗を会社内部で隠蔽するという短所

った判断である。

ももっていた。 21世紀型の日本的経営は、会

第二は、福島第一原発過酷事故の悲惨な経

社の公器性を強め、すべてのステーク・ホル

験を踏まえて、現存するすべての原発を廃炉

ダーと社会一般に決定参加が開かれている必

工程に入れるとともに、太陽光、太陽熱、風

要があろう。いわば決定が社会化されている

力、バイオマスなどの再生可能エネルギー産

ような会社である。

業を全国各地に創出することである。他方で

以上のような必要条件を充足する日本的経

は、CO 2 排出削減のために火力発電への依

済システムを構築するならば、それは自然に

存も低下させなければならないから、エネル

「脱成長」の定常型経済に近づくことになる
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であろう。
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みつひこ

中央大学名誉教授）

■論文■

経済学の現代的課題
建 部 正 義
《要旨》 マルクスは、『資本論』第一巻初版への序文において、「近代社会の経済的運動法則を暴露する
ことがこの著作の最終目的である」、と論定している。これにしたがえば、経済学の現代的課題は、
「資本主義の現局面の経済的運動法則を暴露すること」に求められなければならない。この課題
を果たすためには、第 1 に、 2008 年の国際金融危機および世界的大恐慌を、第 2 に、現下の著者
のいわゆる「 21世紀型世界経済危機」を、マルクスの理論を継承しつつ、同時に、資本主義の現
局面にふさわしい分析的枠組を整備することによって、厳密かつ正確に分析することが要請され
るであろう。そして、財政危機、金融危機、実体経済危機という三重苦の悪循環からなる「 21 世
紀型世界経済危機」の解明をつうじて、公共事業（財政政策）、金融緩和（金融政策）、成長戦略
（実体経済政策）という三本の矢からなる「アベノミクス」の限界も、おのずからあきらかにな
るはずである。

ていえば、経済学の現代的課題は、「資本主

目 次
1 問題の限定
2 国際金融危機および世界的大恐慌をめぐって
(1)「過剰貨幣」・「過剰資本」の発現と商業銀
行・投資銀行のビジネスモデルの転換
(2) レーニン・ヒルファディング型金融資本か
「カジノ型金融資本」か
(3) マルクス経済学的見地からみた金融という
世界の本質
(4) 国際金融危機および世界的大恐慌の発生メ
カニズム
(5) バブルの火種は残った
(6) グローバル資本主義か新自由主義型国家独
占資本主義か
3「21世紀型世界経済危機」をめぐって

義の現局面の経済的運動法則を暴露するこ
と」に求 められるべきであろう。そして、
「資本主義の現局面の経済的運動法則」のも
っとも端的な帰結のひとつが、2008年の国際
通貨危機およびそれにともなう世界的大恐慌
であったという点では、論者のあいだにそれ
ほどの異論は存在しないものと思われる。
もっとも、『資本論』第一巻初版が出版さ
れたのは 1867 年であるから、この間に 150 年
もの時間が経過しているわけである。したが
って、マ ルクス経済学の見地に立ちつつ、
2008年の国際金融危機および世界的大恐慌の
原因と経過、さらには、その背景をなす現代
資本主義の特質と歴史的位相を解明するにあ
たっては、それぞれの論者による、それぞれ

1 問題の限定

なりの独自的な分析的枠組が創意工夫される
ことにならざるをえない。そして、そこに、
個々の論者の理論的個性が浮き彫りにされる
ことにもなる。

カール・マルクスは、『資本論』第一巻初

若干の実例をあげることにしよう。

版への序文において、「近代社会の経済的運
動法則を暴露することがこの著作の最終目的

井 村 喜 代 子 氏 は 、『 世 界 的 金 融 危 機 の 構

である」( 1 ) 、と論定している。これにならっ

図』のなかで、現代資本主義の特質を、「混
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沌」、「変質」、「実体経済から独立した投機

値』の膨張、『虚の金融収益』の膨張であ

的金融活動」に見出す。

ること、金融が実体経済を動かし『実体経

「私はかなり以前から、1970年代に現代

済のあり方』を歪めてし まっていること

資本主義が行き詰まり、これに対し米国が

……等も明らかにする」( 4 ) 。

金ドル交換停止による金融の自由化・国際

ただ、ここでは、井村氏の場合には、世界

化と新自由主義を柱とする資本主義再生策

的金融危機の強調という観点と、世界的経済

を打ち出したことによって、現代資本主義

恐慌（ないしは過剰生産恐慌）の否定という

の『変質』、『実体経済から独立した投機

視点とが共存していることにも留意を促して

的金融活動』が生じたものと考え、この解

おきたい。

明を自分の主要課題としてきた。2005年刊

「問題は実体経済とは直接関係なしに、

の『日本経済―混沌のただ中で―』…

金融活動それ自体によって金融危機が生じ

…では『混沌』という概念をはじめて用い

実体経済をも巻き込んでいく可能性が増大

たが、これはこのような米国主導の新しい

していることである。／……ここで生じる

資本主義の展開 によって資本主義経済が

のは、かつての周期的過剰生産恐慌とは異

『混沌』たる状況に陥ったことを明示する

質なものである」( 5 ) 。

ためであった。このような現代資本主義の

「競争の支配するかつての資本主義では、

変質・『実体経済から独立した投機的金融

周期的な恐慌はあくまでも実体経済におけ

活動』は、これまでの経済理論では把握で

る資本の運動に内在する矛盾が発現する過

きないものであり、この解明を抜きにして

剰生産恐慌であった。労働者の消費が狭い

は現代を解明することはできないというの

枠内に制限されているもとで、生産が、設

が私の基本的認識であり、これが本書の基

備投資の群生を軸とする第Ⅰ部門（生産手

礎になっている」( 2 ) 。

段生産部門）の不均等発展という内容で、

「 今回の 世界的 金融危 機は

百 年に 一

消費の制限・市場の制限を超えて、いわば

1929 年大恐慌以来 とい

無制限的に拡大していった結果であった。

われることが少なくない。しかし今回の金

……。／恐慌についても、資本主義発展段

融危機は資本主義の歴史では経験したこと

階の解明、現代資本主義のその変質の解明

のない新しい質のものであって、これまで

によって、資本主義固有の矛盾とその発現

の金融危機とは比べられない深刻な内容を

の変容を把握することが肝要である」( 6 ) 。

もっている」 。

まさに、井村氏が、現代資本主義の特質を

度 、あるいは

(3)

「本書の目的は現状分析そのものではな

「混沌」、「変質」、「実体経済から独立した

い。現状を踏まえたうえで、『実体経済か

投機的金融活動」に見出すゆえんにほかなら

ら独立した投機的金融活動』の基本的特徴、

ない。

CDO、CDS 等の基本的な枠組み・特徴、

鶴田満彦氏は、『グローバル資本主義と日

金融膨張・金融収益膨張の内実……等を明

本経済』のなかで、現代資本主義の歴史的位

らかにすることである。投機的金融活動・

相を「グローバル資本主義」というかたちで

金融取引の膨大化が、将来に対する期待・

把握する。

幻想を膨らませ、この期待・幻想の膨張に

「第二次大戦後は、第一次大戦までの古

よっていっそう促進されるということ、そ

典的独占資本主義に対して、国家独占資本

こで生み出される資産価値膨張・金融収益

主義あるいは福祉国家資本主義の時代であ

は、実態的富=価値物ではなく、金融取引

る」( 7 ) 。

の膨張それ自体から生まれた『虚の資産価

「1974〜75年恐慌とその後のスタグフレ
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ーションの過程を契機として、資本主義は、

避できるであろうが、資産の劣化・不良債

低成長、情報化、金融化、グローバル化、

権化がすすみ、貸し渋り・貸し剥がしの行

福祉削減・民営化の新自由主義などの諸現

動をとるであろう。企業は、借入予定資金

象によって特徴づけられる新しい局面を展

を入手できず、悪くすれば倒産、良くても

開してきた。……新しい局面を特徴づける

事業活動を縮小（設備投資の抑制、従業員

ネーミングは、ある程度まで便宜的であっ

の解雇を含む）せざるをえない。大部分が

てよく、独占資本主義を基礎としながら、

企業の被雇用者である個人は、失職するか、

古典的独占資本主義や国家独占資本主義あ

あるいは失職のリスクを考慮して、消費を

るいは福祉国家資本主義と段階的に区別さ

控え、貯蓄しようとするだろう。こうして、

れる含意であればよいと思われるのである

金融危機を契機に、銀行の貸し渋り、企業

が、筆者は、ジョージ・ソロス『グローバ

の事業活動縮小、失業増大、個人の消費縮

ル資 本主義 の危機 』…… などとと もに、

小が悪循環し、経済活動が縮小に向かうの

『グローバル資本主義』と規定した」 。

が、経済恐慌の一つの典型的なパターンで

鶴田氏によれば、グローバル資本主義は、

ある」(10) 。

(8)

以下の脈絡をつうじて、国際金融危機および

鶴田氏の著作には、くわえて、レーニン的

世界経済恐慌に結びつく。

な金融資本とヒルファディング的な金融資本

「サブプライム・ローン問題に代表され

という「金融資本の二つの類型」をめぐる、

る金融肥大化・金融グローバル化の災いは、

次のような記述も存在する。

ほとんどすべての人々の想像を絶するほど、

「きわめて大雑把にいって、 20世紀の初

深刻かつ広範なものだったのだ。すなわち、

頭から 1960年代に至る資本主義経済におい

本来は、信用力の低い低所得者向け住宅ロ

ては、重化学工業に基礎を置き、産業独占

ーンというハイリスク・ハイリターンの融

と銀行独占の融合・癒着を体現するレーニ

資を『住宅ローン担保証券』として証券化

ン的金融資本が支配的であった。これに対

し、さらにそれを自動車ローンやクレジッ

して、産業独占との融合・癒着によってよ

トカード・ローン等を証券化した『資産担

りも、グローバルな外国為替・金融・証券

保証券』と混ぜ合わせて再証券化し、ムー

市場の価格変動をつうじて短期・最大限の

ディズや S&P といった一流の格付け機関

利潤をめざしてコンピュータ・ネットワー

から『超優良』や『優良』のお墨付きをも

ク上を浮動する資金、まさにヒルファディ

らって『債務担保証券』（CDO）として、

ング的な金融資本は、1970年代以降の現代

金融グローバル化の潮流に乗ってばら撒い

を特徴づけるものといってよいように思わ

たところに問題の根源があった」( 9 ) 。

れる。 1997〜 98年のアジアに始まってロシ

「サブプライム・ローン問題に端を発す

ア・南米にいたる通貨・金融危機は、この

る世界金融危機は、債権・債務関係を表示

ような金融資本の行動が引き起こしたもの

する『債務担保証券』をはじめとするあら

であった。……そして、現状を放任するな

ゆる証券や手形への不信あるいは疑心暗鬼

らば、生産からもっとも疎外され、グロー

の念を蔓延させ、やや極端にいえば、一時

バルな金融・証券市場を浮動する金融資本

的に金融のない経済を作り出したのである。

が、バブルと危機とを繰り返しつつ、 21世

信用の失われた条件のもとで、中央銀行が

紀の人間活動を統御してゆくように思われ

金融機関にいくら流動性（貨幣）を供給し

るのである」(11)。

ても、貨幣が企業や個人に回っていく筈が

高田太久吉氏は、
『金融恐慌を読み解く―

ない。銀行は、預金取り付けはなんとか回

過剰な貨幣資本はどこから生まれるのか
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―』のなかで、現代資本主義の歴史的特徴

本である」( 1 4 ) 、「第三に、これがある意味

づけにあたり、「経済の金融化」ないし「貨

でもっとも根本的な要因であるが、経済格

幣資本の蓄積」という側面を重視する。

差によって増幅される、生産と消費の不均

「これらの経済学者たち〔ニューレフト、
ポストケインジアン、レギュラシオン学派、

衡、言い換えると世界的な過剰生産、の問
題である」(15) 。

マルクス経済学など〕は、拠って立つ経済

「現代資本主義の構造的矛盾をもっとも

理論や着目する問題関心に違いはあるが、

集約的に表しているのは、現実資本の蓄積

共通していることは、現代経済において金

をはるかに上回る貨幣資本の急速な蓄積、

融市場と金融産業の重要性と影響力が極度

もっと正確に言えば、現実資本の蓄積の停

に高まっている現象が、1970年代までの資

滞と表裏一体をなす貨幣資本の急蓄積であ

本主義と比較して現代資本主義を歴史的に

り、その結果頻発する国際的な金融不安と

特徴付けていると考えていること、そして、

投機活動の蔓延である」(16) 。

このような『経済の金融化』と呼ばれる現

「現代資本主義のもとでは、銀行危機と

象を、新自由主義イデオロギーにもとづく

金融不安は経済循環の異常な局面ではなく、

経済政策と制度改革が現代資本主義にもた

むしろ常態となっている。こうした状況は、

らした重大な矛盾の表現と見なしているこ

現代の金融危機が単に通常の景気循環に伴

とである」(12) 。

う周期的な混乱ではなく、現代資本主義の

「現代経済において金融化が進展した背

構造的矛盾から発生する慢性的病理現象で

景としては、いくつかの相互に関連する構

あることを示している」(17) 。

造的要因を指摘することができる。／第一

ただ、高田氏の場合にも、「世界的な過剰

は、 1970年代以降、それまで広く支持され

生産」・「景気循環」という表現は登場する

てきたケインズ政策にかわって、新自由主

が、「世界経済恐慌」という言葉はその著作

義と呼ばれる市場重視のイデオロギーにも

のなかについに見出すことはできない。

とづく経済政策が優勢になり、金融市場の

ちなみに、筆者に与えられたタイトルは、

規制緩和、自由 化が推進されたことであ

「経済学の現代的課題」というものであるが、

る」(13) 、「第二は、現代資本主義に特有の、

以下では、こうした先行的研究にも触発され

過剰な貨幣資本の蓄積という問題である。

つつ、2008年の国際金融危機および世界的大

／1970年代以降顕著になったアメリカの膨

恐慌の原因と経過、さらには、その背景とな

大な国際収支赤字、オイルショックを契機

る現代資本主義の特質と歴史的位相を解明す

とする産油国の外貨準備増加、さらに各国

るにあたり、筆者がどのような分析的枠組を

の金融当局が実施した継続的な金融緩和政

つうじてそれを遂行しようとしているかとい

策によって、世界的に過剰な貨幣資本が産

う点を提示することにより、とりあえず、所

み出された。ここで、過剰な貨幣資本とい

定の課題に応えることにしたい。あらかじめ、

うのは、どこかにじっと遊休している資金

筆者なりのキーワードを示すならば、「過剰

という意味ではない。それは、金融機関や

貨幣・過剰資本」・「カジノ型金融資本」、金

機関投資家の手元に集中された資金のなか

融という世界の本質、新自由主義型国家独占

で、一般企業や家計などの資金需要に充足

資本ということになるであろう。

されないで、もっぱら投機取引など金融的
利得のために金融市場の内部で動き回って
いる資本のことである。簡単に言えば、さ
しあたり実体経済で必要とされない貨幣資
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部分は、自社株買い、M&A および経営者の
高額報酬のための資金に費消されたと考える

2

べきである。

国際金融危機および
世界的大恐慌をめぐって

また、なぜ、期待利潤率が低くなったのか
ということも問題になるが、ここでは、労働
組合の解体、社会保障支出の削減、経済的格
差の拡大をともなう新自由主義型国家独占資

(1)「過剰貨幣」・「過剰資本」の発現と
商業銀行・投資銀行のビジネスモデ
ルの転換

本主義のもとでは、国民的消費支出の狭隘化
なる事態が必然的に表面化せざるをえないと
いう側面を強調しておきたい。

今次の国際金融危機および世界的大恐慌の

ちなみに、こうした「過 剰貨幣」ないし

分析にあたり、高田氏が主張されるように、

「過剰資本」は、年金基金・財団・保険会

「現実資本の蓄積の停滞と表裏一体をなす貨

社・投資信託等の機関投資家の手元資金、ヘ

幣資本の急蓄積」を出発点に据える把え方に

ッジファンド、ソブリン・ファンド、経常収

たいしては、とくに異論を提起する余地はな

支黒字国の外貨準備といったかたちで実在し、

い。筆者が考える論理的筋道は、次のとおり

それらが、株式市場・債券市場・金利市場・

である。

外国為替市場、これらを原資産とするデリバ

1990 年代以降、世界経済において、「過剰

ティブ市場、さらには、住宅ローン等の証券

貨幣」ないし「過剰資本」という現象が発現

化商品市場、CDS 市場、商品市場に滞留し

し、いわば犬の尻尾としての金融経済がいわ

ているというわけである。くわえて、「過剰

ば犬の頭としての実体経済を振り回す動きが

貨幣」ないし「過剰資本」を理解するにあた

顕著に認められるようになった。

っては、商業銀行の信用創造能力も忘れられ

いま、「過剰」という意味が問題になるが、

てはならない。

さしあたり、その含意を、「新たな投資先を

ところで、企業サイドのこうした変化に対

見出すことが難しい資金、すなわち一定水準

応するかたちで、金融機関サイドでも、既存

の期待利潤率を満足させる投資先がない、と

のビジネスモデルの崩壊と新たなそれへの転

いう意味での余剰資金」 、「世界的市場規

換が進展しつつあったことが留意されなけれ

模で現実資本蓄積を上回るテンポで貨幣資本

ばならない。

(18)

蓄積が進み、容易に現実資本への再転化を果

まず、商業銀行についていえば、貸出の対

たすことができない（＝期待利潤率の確保に

象が、生 産的な分野から、LBO ─ M&A

参加できない）過剰な貨幣資本」( 1 9 ) 、という

にあたって買収側企業が必要な資金を被買収

ように理解しておきたい。つまり、「余剰資

先企業の資産を担保にして調達する方式のこ

金」、「過剰な貨幣資本」とは、期待利潤率

とを指し、その際の目的は一般に被買収先企

の低さから、生産的投資に充用されることな

業のリストラのうえでの転売に求められるこ

く、金融的利得を求めて、金融市場（場合に

とから、これじたいが、国民経済的な意味で

よっては、商品市場）に留まり、そのなかを

の投資や生産の増加につながるわけではない

徘徊する貨幣資本として把握することができ

─、ヘッジファンドおよび家計向けなどの

るであろう。もっとも、この事態は、一部の

非生産的な分野ないし個人的・金融的な分野

例外を除いて、かならずしも、企業自身が貨

に移行するとともに、銀行収益の源泉もどち

幣資本家になるということを意味しない。企

らかといえば利鞘収入から手数料収入―そ

業の「余剰資金」、「過剰な貨幣資本」の大

の一部は家計ならびに LBO 向けの貸出債権
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の証券化に由来する―に傾斜しつつある。

ファディング型の金融資本概念にたいしても

いいかえれば、銀行は、こうした方法で収益

疑問を呈さざるをえない立場にたつ。筆者の

を稼得するしか、主要な収益源を見出すこと

論理は、次のとおりである。

ができなくなりつつある。これは、まさに、

上述のような現代資本主義の特徴に照らす

生産的企業への貸出とそこからの利鞘収入に

ならば、われわれは、レーニン・ヒルファデ

依拠してきた既存のビジネスモデルの崩壊と

ィング的金融資本概念の再検討を迫られてい

新たなそれへの転換とみなされるべきである。

ると考えられないであろうか。

つぎに、投資銀行についていえば、収益の

よく知られているように、ヴェ・И・レー

源泉が、株式・社債の発行引受にともなう手

ニンは、『資本主義の最高の発展段階として

数料収入から、M&A の仲介や住宅ローン等

の帝国主義』（ 1917 年）において、「生産の

の証券化ならびに投資家が保有する「過剰貨

集積、そこから発生する独占、銀行と産業と

幣」・「過剰資本」の運用にともなう手数料

の融合あるいは癒着―これが金融資本の発

収入（運用手数料は、固定報酬と成功報酬に

生史であり、金融資本の概念の内容であ

分かれる）、さらには、株式・社債の自己売

る」( 2 0 ) 、と論定し、また、ルドルフ・ヒルフ

買益に傾斜しつつある。その理由の一端は、

ァディングは、『金融資本論』（ 1910 年）に

1999年のグラム・リーチ・ブライリー法の成

おいて、「銀行はその資本のますます増大す

立に関連している。同法は、 1933 年のグラ

る一部分を産業に固定せざるをえない。これ

ス・スティーガル法のうちの第 20条（銀行が

によって銀行はますます大きな範囲で産業資

証券の引受等を主たる業務とする会社と系列

本家となる。このような仕方で現実には産業

関係を持つことの禁止）の廃止を含むもので

資本に転化されている銀行資本、したがって

あったが、この措置は、銀行持株会社および

貨幣形態における資本を、私は金融資本と名

国法銀行が兄弟会社形態（前者）ないし子会

づける」( 2 1 ) 、と論定した。はたして、これら

社形態（後者）をつうじて、引受業務を含む

の「金融資本の概念の内容」―とりわけ、

証券業務に進出する道を切り拓くことになっ

「銀行と産業との融合あるいは癒着」、「現

た（だからといって、グラム・リーチ・ブラ

実には産業資本に転化されている銀行資本」

イリー法が、投資銀行に銀行業務への進出す

という指摘―は、現代金融資本の概念と整

なわち預金の取り扱いを認めたわけではな

合的であるといえるであろうか。

い）。要するに、投資銀行は、上記のような

筆者は、目下のところ、確定的な表現を用

方法で収益を稼得するしか、主要な収益源を

意しているわけではないが、「余剰資金」・

見出せなくなりつつある。これは、まさに、

「過剰な貨幣資本」の含意、商業銀行および

株式・社債の発行引受とそこからの手数料収

投資銀行の既存のビジネスモデルの崩壊と新

入に依拠してきた既存のビジネスモデルの崩

たなそれへの転換という内実に鑑みて、現代

壊と新たなそれへの転換とみなされるべきで

金融資本を「カジノ型金融資本」と称してみ

ある。

ることも一案ではないかと考えている。すで
に、「カジノ資本主義」ならびに「金融資本

(2)

主義」という用語が人口に膾炙している現実

レーニン・ヒルファディング型金
融資本か「カジノ型金融資本」か

に照らしても、この表現はかならずしも不合
理なものではないと判断されるが、いかがで

ここで、金融資本概念の登場ということに

あろうか。

なるが、鶴田氏とは異なり、筆者としては、

ところで、「カジノ型金融資本」をこのよ

レーニン型の金融資本概念にたいしてもヒル

うに概念することができるとするならば、そ
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れが有する寄生性・腐朽性もまたおのずから

わが党〔ドイツ社会民主党〕の諸君はみな一

明らかになる。すなわち、「カジノ型金融資

つの点を見落としがちである。すなわち、取

本」とは、その収益源を、従来に比べて、生

引所は、ブルジョアが労働者を搾取するので

産的部面・生産的利潤にではなく、非生産的

はなくて、ブルジョア同士がたがいに搾取し

部面・非生産的利得、金融的部面・金融的利

あう施設だという点が、それである。取引所

得にいちじるしく傾斜させた金融資本にほか

でその持ち主を代える剰余価値は、既存の剰

ならない、と。

余価値であり、過去の労働者搾取の産物なの

1980年代以降の金融自由化・グローバル化

だ。労働者の搾取が完了してからはじめて、

の推進者が国家と一体となった「カジノ型金

剰余価値は取引所思惑に役立つことができる

融資本」であったこと、今次の国際金融危機

のである」( 2 2 ) 。「利子指図証〔絶えず取引所

＝世界的大恐慌の背後には「カジノ型金融資

で流通している本来の投機証券〕の売買は、

本」が厳然と控えていたことは疑いを容れよ

生産または利潤の実現（商品販売における如

うのない事実である。

き）には何ら作用しない一つの純粋に経済的

もっとも、このように説明したからといっ

な現象、私的所有分配における純粋な転位で

て、現代資本主義経済のもとで、融合・癒着

ある。したがって投機の利得または損失は、

的な関係はともかくとして、産業と金融機関

ただ利子請求権のその時々の評価の差から生

とのあいだの融和的・親和的な関係までが断

ずるにすぎない。……それは純粋な差額利得

ち切られるというわけではない。というのは、

である。資本家階級そのものは、プロレタリ

大企業の破綻にあたり、その最後の救済者と

アートの労働の一部を無等価で我がものとし、

なりうるのは、依然として、商業銀行と国家

かくしてその利潤を獲得するのであるが、投

以外にはありえないからである（もっとも、

機者たちはただ相互のあいだで利得を取り合

今次の危機においては、アメリカでは、大企

うだけである。一人の損は、他人の得である。

業―自動車産業―も、金融機関―商業

儲けは他人の貨幣（かね）、である」( 2 3) 。第 2

銀行、投資銀行、保険会社―も、ともに政

に、利子とは、貨幣資本家（ないし商業銀

府によって救済される結果となったのである

行）から、貨幣（すなわち、可能的・潜在的

が）。

資本）を借り入れた産業資本家が、それを生
産的に活用し、そこから生み出された平均利

(3)

潤のうち、自分のふところにしまいこまない

マルクス経済学的見地からみた
金融という世界の本質

で、貨幣資本家（ないし商業銀行）に手渡す
貨幣部分に与えられた名称以外の何ものでも

筆者によれば、金融という世界の本質にか

ありえない。したがって、利子とは平均利潤

んしては、さしあたり、次の諸点を理解する

（剰余価値）の一部分であって、貸付・借入

ことが肝要である。

という金融的取引じたいが、価値の一部とし

① マルクス経済学的にみれば、第 1 に、

ての利子を生み出すわけではない。第 3 に、

取引所取引じたいからは、ほんらい、国民経

なるほど、商業銀行は、信用創造をつうじて

済的な意味での価値ないし付加価値は生まれ

購買力を創出することができる。そして、こ

ない。まさに、フリードリヒ・エンゲルスが、

の購買力が株式・土地などの非生産的分野に

1893年 1 月 24 日付のアウグスト・ベーベル宛

利用されることも十分にありうる（貨幣はそ

の手紙のなかで、また、ヒルファディングが、

の利用方法にかかわらず可能的・潜在的資本

『金融資本論』のなかで、以下のように書き

という性格を有するものとして貸し出される

残しているとおりである。「取引所問題では、

のであるから、この場合にも、借り手は貸し
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手に利子を支払う必要が生じる）。しかし借

「虚の金融収益」とは、いまや、内実的には、

入にはかならず返済がともなうことが銘記さ

株式・土地さらには証券化商品の購入のため

れなければならない。もし、株式や土地にた

に、投機家に向けて、商業銀行による信用創

いする投機がバブル―配当や地代を一般的

造をつうじて創り出された追加的購買力以外

利子率で還元した基準価格を超える株価や地

の何ものでもなかったことが容易に理解され

価の上昇―に結びつくならば、バブルの崩

るはずである。

壊とともに、借入の返済のための株式や土地

さて、いま、すでにみた「カジノ型金融資

の投げ売りが始まることは見易い道理であろ

本」 とこ こでの金融という世界の本 質―

う。以上を要するに、金融とは、マルクス経

「取引所取引じたいからは、国民経済的な意

済学的見地にたてば、基本的に、既存の価値

味での価値ないし付加価値は生まれない」、

ないし付加価値の再分配を媒介する世界にす

「金融とは、マルクス経済学的見地にたてば、

ぎないということになる。

基本的に、既存の価値ないしは付加価値の再

② バブルは実体的基礎から懸け離れた資

分配を媒介する世界にすぎない」―とを結

産価格（または一部の商品価格）の高騰であ

びつけて把握するならば、どのような結論が

る以上、事前にその時期と契機を予測するこ

導き出されるであろうか。答はおのずからあ

とはできないにせよ、かならず崩壊する運命

きらかであろう。すなわち、「カジノ型金融

にある。

資本」は、定期的にバブル（ないし通貨危

③ CDS を含むデリバティブならびに住宅

機）を引き起こし、生産的投資に活用される

ローンの証券化は、リスクを一方の手から他

こ と の な い 「 余 剰 資 金 」・「 過 剰 な 貨 幣 資

方の手に移転させる手段ではあっても、リス

本」をそれこそたっぷりと抱え込んだ投資家

クじたいを消滅させるあるいは削減させる手

―その中心に、年金基金・投資信託等の機

段ではありえない。リスクという側面からみ

関投資家、ヘッジファンド、海外投資家など

るかぎり、デリバティブならびに証券化は、

が位置する―をそこに巻き込み、手数料を

ゼロサム・ゲームの域を超えることはできな

稼ぐか、かれら（ないし途上国の国民）の富

い。

を搾取することによってしか、あるいは、自

④ 住宅ローンその他の貸付債権の証券化

己の信用創造能力（これは、商業銀行だけが

に関連する金融機関（商業銀行、投資銀行）

有し、投資銀行は持たない）を活用し、かれ

の各種手数料（証券化手数料、販売手数料な

ら（とくに、ヘッジファンド）への貸付をつ

ど）、同じく金融機関のローン債券の買取価

うじて利子を稼ぐことによってしか、期待さ

格と証券化商品の販売価格との差額という意

れた金融収益を確保することができないのだ、

味での売買差益、投資家の金利収入、これら

と。もっとも、この事態は、「カジノ型金融

すべての源泉は、結局のところ、住宅ローン

資本」みずからも投機にのめりこむ―その

の借り手が支払う金利に帰着し、それによっ

典型が、ハイレバレッジを利用した投資銀行

て限界づけられている。ここでいう金融機関

による株式・債券・不動産の自己売買であっ

の売買差益は、その金額に相当する投資家の

た―ことを意味し、今回のバブルの崩壊過

損失（受け取るべき利得の喪失）によって相

程では自身も深く傷つく結果に終わったので

殺されることになる。

あるが（ゲームのわかりやすい勝利者は、高

問題をこのように整理するならば、井村氏

額報酬を得て退職した経営者とトレーダーと

が「金融取引の膨張それ自体から生まれた

いうことか）。

『虚の資産価値』の膨張、『虚の金融収益』

そして、概略、このように把握することに

の膨張」と言う場合の、「虚の資産価値」、

よって、 1990年代以降、アジア・ロシア通貨
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危機、IT バブルの発生とその崩壊、住宅バ

的累積、「カジノ型金融資本」の実在、金融

ブルの発生とその崩壊、原油・穀物価格の高

のグローバル化、金融技術革新の登場、歴史

騰とその崩落といった事態がつぎつぎに発生

的・世界的な低金利といういくつかの要因が

するにいたった現実も、これを十分に理解す

重なって相乗的に作用しなかったとするなら

ることが可能になるであろう。

ば、今次の金融危機は、アメリカのみにとど
まり、国際的な金融危機にまで発展すること

(4)

はなかったにちがいない。

国際金融危機および
世界的大恐慌の発生メカニズム

つぎに、世界的大恐慌という側面について
いえば、そこには、バブルの考察にあたって

それでは、今次の危機が、過去の危機に比

は、バブルの発生が実体経済に与えるポジテ

べて、なぜ、これほど深刻なものとなり、ま

ィブな影響―住宅バブルの場合、銀行によ

た、アメリカにとどまらず、国際的な金融危

る住宅ローンの供与と住宅価格の上昇とが、

機、さらには、世界的な大恐慌にまで進展す

個人消費（エクイティ・ファイナンスにかか

ることになったのであろうか。筆者の論理は、

わる部分を別にしても、住宅の購入は、同時

次のとおりである。

に、自動車・家電製品、家具などの裾野のひ

まず、国際的な金融危機という側面につい

ろい関連商品への支出をともなう）および企

ていえば、そこには、第 1 に、金融のグロー

業の設備投資の増加をつうじて、実体経済を

バル化と、第 2 に、金融工学の発展（これは、

活性化させるそれ―と、逆に、バブルの崩

金融の自由化によって促された）を基礎とし

壊が実体経済に与えるネガティブな影響―

たサブプライムローンを含む住宅ローンや各

住宅バブルの場合、住宅価格の下落、ならび

種ローンの証券化（あるいはそれらの合成証

に、不良債権の累積と自己資本比率の劣化に

券化）ならびにデリバティブの隆盛という問

ともなう銀行の家計・企業向け貸出の減退が、

題がからんでいたことは否定しがたい事実で

個人消費および設備投資の縮小をつうじて、

ある。後者に関連して、CDO、CDO スクエ

実体経済を不活性化するそれ―との両面が、

アード、シンセティック CDO、CDS などと

同時に視野に収められなければならないとい

いうそれまでは知られていなかった用語が、

う観点がかかわってくる。いわば犬の尻尾と

ウォール街を中心に急速に定着するにいたっ

しての金融経済がいわば犬の頭としての実体

た こ と は 記 憶 に 新 し い 。 要 は 、「 過 剰 貨

経済を振り回すという含意も、こうした脈絡

幣」・「過剰資本」の存在と中央銀行による

のなかに位置づけられなければならない。つ

金融緩和政策を背景とする歴史的・世界的な

まり、こういうことである。すなわち、住宅

低金利下において、住宅バブルを契機に、ア

バブル（これは、証券化商品バブルや株式バ

メリカの商業銀行や投資銀行が組成したこれ

ブルを随伴するものであった）は、アメリカ

らの比較的利回りの高い ABS や CDO に、ア

国内の「過剰消費」―住宅ローンの借り手

メリカばかりでなく世界中の投資家（このな

の実質的 な支払い能力を超える消費― と

かにはヨーロッパや日本の金融機関も含まれ

「過剰投資」―「過剰消費」に誘発された

て い た ） が 競 っ て 、「 過 剰 資 本 」・「過 剰 貨

投資―を導くとともに、これらが、アメリ

幣」を投下するとともに、CDO のリスクを

カの輸入増と他国のアメリカへの輸出増をつ

ヘッジするために CDS（保険会社が主要な

うじて、いわば、世界経済にたいする機関車

発行者であった）を利用したというのがこと

としての役割を果たすことになり、ひいては、

の真相にほかならない。

世界経済全体を活性化することにつながった。

「余剰資金 」・「過剰な貨幣資本」の世界

しかし、「過剰消費」と「過剰投資」の裏面
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では、当然のことながら、潜在的な「過剰生

本」の多くが温存され、それらがひきつづき

産」が進展しないわけにはいかない。ところ

金融市場（商品市場）を徘徊しつづけること

が、住宅バブルの崩壊とともに、このプロセ

になるのであるから、他方では、中央銀行に

スが逆回転しはじめるのであるから、それま

よる流動性の供給や政府による資本注入をつ

で伏在していた「過剰生産」が一挙に表面化

うじて生き残った「カジノ型金融資本」―

せざるをえなくなったのだ、と。まことに、

アメリカでは、経営破綻によって、商業銀行

恐慌は、いつでも、どこでも、一般的な「過

に吸収されることによって、あるいは、自ら

剰生産」以外の何ものをも意味しえない。

が銀行持株会社に転換することによって、投

これらの事態に、金融経済の悪化と実体経

資銀行が事実上消滅したことから、「カジノ

済の悪化との悪循環という問題が追い討ちを

型金融資本」はいまや商業銀行に一本化され

かけることになった。

ることになった―が依然として現代資本主

思えば、アジア・ロシア通貨危機にせよ、

義経済を支配しつづけることになるのである

IT バブルにせよ、石油・穀物投機にせよ、

から、規模や形態のいかん―これらは、今

その影響がおよぶ範囲は、アジア・ロシア、

後の金融規制・監督のあり方によって左右さ

アメリカ、商品市場というように、地理的・

れることになる―を問わず、バブルの発生

市場的に限定されたものにすぎなかった。し

と崩壊は今後とも避け難い現実であると認識

かし、今回の住宅バブルは、金融経済の側面

されるべきであろう。

においても、実体経済の側面においても、全

ちなみに、井村氏もまた、『世界的金融危

世界を覆い尽くさずにはおかないものであっ

機の構図』のなかで、以下のように断じてい

た。これこそ、まさに、今次の危機が、国際

る。すなわち、「膨大な資金を用い、あらゆ

金融危機=世界的大恐慌にまで発展せざるを

る手段を総動員して、各種の金融市場におけ

えなかった最大のゆえんであるとみなさなけ

る流動性逼迫を緩和し、大手金融機関の相次

ればならない。「カジノ型金融資本」のもと

ぐ破綻を救済していけば、金融危機をなんと

では、おそらく、恐慌は、バブルの崩壊の結

か沈静化することは可能であろう。／しかし

果としての金融危機を介してしか、したがっ

このような膨大な資金供給・大手金融機関救

て、「複合危機」（英語の crisis には、危機と

済は、一部の金融機関・ヘッジファンド・機

恐慌という両方の意味がある）としてしか発

関投資家のもとに投機的活動用の余剰な資金

現しえないということなのであろう。

を滞留させ、新しい投機的活動再燃の基礎を
温存する作用を果たしているといえる」( 2 4 ) 、
と。

(5) バブルの火種は残った

(6)

筆者が描く資本主義の近未来像は、次のよ
うなものである。

グローバル資本主義か
新自由主義型国家独占資本主義か

最後に、将来の見通しについて一言するな

鶴田氏は、世界金融危機や世界経済恐慌の

らば、政府および中央銀行による最大級の財

背景をなす資本主義の現局面を、戦後の国家

政政策および金融政策の発動をつうじて、今

独占資本主義あるいは福祉国家資本主義に代

次の危機・恐慌がひとまず表面的には収束す

わるグローバル資本主義の登場として位置づ

ることになったとしても、一方では、皮肉に

ける。これにたいして、筆者は、ケインズ型

も、こうした財政政策・金融政策の発動その

国家独占資本主義からの新自由主義型国家独

ものによって、「過剰貨幣」ないし「過剰資

占資本主義への移行として理解する。筆者の
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論理は、次のとおりである。

を想起されたい―についても、各種の規制

1970年代後半以降、スタグフレーションの

緩和についても、国有企業の民営化―中曽

発現と財政赤字の累積という事実に直面して、

根政権による国鉄および小泉政権による郵政

「ケインズ革命」（新古典派経済学からケイ

の民営化を想起されたい―についても、国

ンズ経済学へ）にたいする「反革命」（ケイ

家の強力なリーダーシップなしには、独占資

ンズ経済学からふたたび新古典派経済学へ）

本の新たな利害関係に合致する方向で、これ

が試みられ、経済学的にはミルトン・フリー

を実現することは困難を極めるからである。

ドマンなどのマネタリズムが、思想的・政策

他方、国家の側でも、折りからのグローバリ

的には市場原理主義ないし新自由主義が、ケ

ゼーション（この推進者も独占資本であっ

インズ経済学・ケインズ主義的政策に代位す

た）の進展のなかで、労働者・国民の意に抗

ることになった。

しつつ、国際競争力の強化というスローガン

問題は、市場原理主義と国家独占資本主義

のもとに、こうした施策を強行する口実を見

との関係をどのように判断するかという点に

出すことが可能になった。

ある。はたして、市場原理主義は、その語感

以上を要するに、ケインズ型国家独占資本

が与えるように、国家ならびに国家独占資本

主義も、新自由主義型国家独占資本主義も、

主義から無縁な存在なのであろうか。そんな

独占資本と国家の利害が一致しているという

ことはありえない。筆者によれば、市場原理

側面については、両者のあいだに本質的な差

主義的政策は、ケインズ主義的政策と同様に、

異を見出すことが難しいというのが、現実の

否、それどころか、後者と同等あるいはそれ

姿にほかならない。

以上に国家および国家独占資本主義的政策と
癒着的である。要するに、独占資本は、ケイ
ンズ主義的政策タイプであれ、市場原理主義

3 「21 世紀型世界経済危機」を
めぐって

的政策タイプであれ、国家を最大限に利用し
つくさずにはおかないというわけである。
新自由主義型国家独占資本主義とは、ケイ
ンズ型国家独占資本主義がその限界に直面す

「経済学の現代的課題」ということになれ

るなかで、独占資本が、社会福祉政策の見直

ば、2008年の国際金融危機および世界的大恐

し、労働組合の切り崩し、各種の規制緩和、

慌の解明とならんで、それを発端とし、 2010

国有企業の民営化などの手段をつうじて、資

年代入りとともにしだいに明確な姿をとりつ

本蓄積体制（したがって、利潤極大化体制）

つある、筆者のいわゆる「 21世紀型世界経済

の危機を根底から打開しようとする、ほかな

危機」の解明も、いまひとつの喫緊の課題と

らぬ国家独占資本主義の枠組みのなかでの試

してあわせて提示しないわけにはいかない。

行・巻き返しであり、そのかぎりでは、それ

ここで、「 21 世紀型世界経済危機」とは、次

は国家独占資本主義という局面（その基礎に

のような内容を指している。

は独占資本主義という段階が厳存する）のな

第 1 に、ユーロ危機に代表されるように、

かでの一小局面を形成するものにすぎない。

現下の世界経済危機は、財政危機、金融危機、

そして、ここで、なぜ、国家が正面に出てこ

実体経済危機が同時に発生しているばかりで

ざるをえないのかといえば、社会福祉政策の

はなく、それらが相互に絡まり合いながら悪

見直しについても、労働組合の切り崩し―

循環を形成していることである。こうした事

サッチャー政権による炭鉱労働組合およびレ

実は、1929年世界大恐慌のケースにも、 2008

ーガン政権による航空管制官組合の切り崩し

年のリーマン・ショックのケースにも見出す
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ことができないものであった。というのは、

いることである。

これらのケースでは、財政危機は問題として

あるいは、同じ内容を、以下のように言い

存在しなかった（ 1929年当時、世界経済は金

換えることもできる。

本位制下にあり、健全財政が維持されてい

じつのところ、筆者は、 現下の経済危機

た）か、現在ほど深刻なかたちでは表面化し

（「 21 世紀型世界経済危機」）は、資本主義

ていなかった（2008年当時）し、それどころ

経済にとって、 2008年のリーマン・ショック

か、財政政策の発動によって、実体経済危機

以降の国際金融危機=世界的大恐慌よりもよ

がいくぶんかは緩和されさえしたというのが

り深刻な状況を呈していると考えている。そ

現実だからである。しかも、こうした三重苦

の理由は、第 1 に、前回の危機は、金融危機

に苦しめられているのは、ユーロ圏にとどま

と実体経済危機の二重苦という悪循環にすぎ

らない。アメリカや日本も同断である。第 2

なかったが、今回の危機は、それらに財政危

に、この問題とも関連して、先進国において

機がくわわった三重苦という悪循環となって

は、財政政策および金融政策の発動の余地な

おり、その意味で、資本主義経済がその歴史

いしその効果が、ますます制限されたものに

上はじめて経験するものであること、第 2 に、

なりつつある。つまり、実体経済危機緩和の

前回の危機は、財政政策と金融政策の全面的

ための従来の二大政策の寿命が尽きようとし

な発動によって、一時的な小康状態をとりも

ている。第 3 に、筆者が唱えるケインズ型国

どすことができたが、今回の危機では、その

家独占資本主義ならびに新自由主義型国家独

財政政策と金融政策そのものが限界を迎える

占資本主義の限界がもはや明瞭になり、それ

にいたり、それどころか、副作用さえ目立た

にともない、これら二つの国家独占資本主義

せはじめていること、第 3 に、この結果、前

の支柱をなしてきた、ケインズ経済学および

回の危機は、より激発的で短期的な性格を帯

新自由主義経済学（マネタリズム、合理的期

びていたが、今回の危機は、より構造的で長

待形成理論、効率的市場経済理論など）の破

期的な性格を帯びていること、最後に、前回

綻がいまや顕現しつつあることである。くわ

の危機では、先進国と発展途上国とのあいだ

えて、近い将来、これら二つの国家独占資本

のデカップリング論が唱えられたが、中国経

主義、あるいは、二つの経済学に代わるもの

済の現状に代表されるように、今回の危機で

が登場する見込みは存 在しない。最後に、

は、こうした論理はもはや妥当しなくなって

1970年代末以降の、ケインズ型国家独占資本

いること、これらの点に求められる。

主義から新自由主義型国家独占資本主義への

そして、公共事業（財政政策）、金融緩和

移行にともない、急速に進行しはじめた貧富

（金融政策）、成長戦略（実体経済政策）と

の格差が、いまでは1920年代の水準あるいは

いう三本の矢からなる「アベノミクス」もま

それを超える水準にまで達し、その結果、労

た、大局的には、この「21世紀型世界経済危

働者や国民のあいだで、「我々は 99 ％」―

機」の分析に照らして、その帰趨が判断され

1 ％の最富裕層への富の集中にたいする告発

るべき性格のものであるといえよう。

― 、「ウォール街を占拠せよ」― 「ウォ
ール街は損失を社会に負わせ、利益は独り占

注

めにした。これは資本主義ではない」（ジョ

( 1 ) カール・マルクス『資本論』（社会科学研究所

セフ・スティグリッツ）―なるスローガン

監修・資本論翻訳委員会訳）、第一巻 a、新日本

に象徴されるような、世界的規模におよぶ反

出版社、1997年、12ページ。

格差運動が展開され、そこでは資本主義のあ

( 2 ) 井村喜代子『世界的金融危機の構図』勁草書

り方そのものが爼上に載せられるにいたって

房、2010年、216ページ。
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( 3 ) 同上、 3 ページ。

經研究』第98号、2012年 6 月。

( 4 ) 同、 9 -10ページ。

同「21世紀型世界経済危機の現局面」『経済』第208

( 5 ) 同、194ページ。

号、2013年 1 月。

( 6 ) 同、213ページ。

同『21世紀型世界経済危機と金融政策』新日本出版
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社、2013年。
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■論文■

近年における日本国債発行
―信用と財政信認の視点から―

齊 藤 壽 彦
《要旨》 近年の日本国債の信用や財政信認に関する研究や資料を渉猟しつつ、日本国債の研究を行った。
日本国債の現状を概観し、特に日本国債の信用度を立ち入って考察し、その信用・信認を維持す
る方策として財政信認を維持する方策を検討した。この方策は、財政構造の見直しだけでなく、
国民や市場の意識への働きかけとなる財政信認維持の姿勢と説明責任を果たすことをも重視しつ
つ実施すべきであり、時間をかけて、経済成長との両立を図りながら行う必要がある、と論じて
いる。

戦争後のイギリス国債は、 100 年の期間をか

目 次
はじめに
第1章 日本国債発行の累増とその要因
第1節 国債の発行高の累増
第2節 国債発行高累増の要因
第2章 国債と信用
第1節 国債の信用力の規定要因
第2節 国債の信用度
第3章 財政への信認
第1節 国債の信用の基礎としての財政への信認
第2節 歳出入構造の抜本的な見直し
第3節 「財政運営戦略」および中長期的財政健
全化計画の策定
第4節 財政健全化に対する国民・市場の理解の
確保
第4章 国債の信用・財政信認維持と経済成長
第1節 経済成長と財政健全化の両立
第2節 持続的な成長シナリオの策定
むすび

けて財政の健全化が達成されたことにより、
信用、信認を確立し、信用リスクフリーで、
世界で最も流動性の高い資産となった( 2 ) 。
だが、国債といえども、財政危機により、
国家の信用力（ソブリン・クレジット）の低
下、その相場の大幅下落、支払不履行が発生
する危険性を有する（ソブリン・リスク）。
今日、日米欧でまさにソブリン・リスクが大
きな問題となっている ( 3 ) 。
本稿では日本国債の信用度の現状の考察を
踏まえて、日本国債に対する信用・信認の維
持方策を検討する。紙面の都合上、その維持
に大きな役割を果たす財政に対する信認維持
方策について詳しく論じたい( 4 ) 。国債消化政
策や国債保有構造、国債と金融政策・通貨信
認との関係、戦前における国債の日銀引受け
などについては別稿に譲りたい。

はじめに

第１章

国債は、国家の課税権を基に発行されるも
のであって、国家が消滅することはまずない
と考えられるから、きわめて安全な金融資産

第１節

であると考えられている ( 1 ) 。国債は、それぞ
れの国における負債の中でもっとも金利が低

1

い。すなわち、信用リスクと流動性リスクが
最も低いとされている。 19世紀、ナポレオン

日本国債発行の累増と
その要因
国債の発行高の累増

戦後日本国債発行の推移
太平洋戦争期には、国債発行が戦費調達手
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段として大量に発行され、またそれが日本銀

字国債依存体質からの脱却という構図は音を

行引受けによって発行され、インフレーショ

立てて崩壊した。1998年度（平成 10年度）か

ンを引き起こした。その反省から、 1947 年

らは、減税だけでなく、まず、財政支出額が

（昭和 22年）に財政法が制定され、財政収支

決定され、その上で、財源調達手段として国

均衡主義が採用され、原則として国債の新規

債が増発されることとなり、無制限的国債発

発行は行われないこととなった。ただし、戦

行体制に移行した( 7 ) 。かくして、 1990年代、

前の国債の借換えや少額の交付国債発行や政

2000年代初めの平成不況期に新規国債発行が

府短期証券発行等は行われている( 5 ) 。

増大していったのである。その後も不況下で

1966年 1 月に、特例法に基づき、国債発行

国債発行額は高水準となっている。財政規律

（長期国債発行）が再開された。 1965 年度

は喪失していった。

（昭和 40年度）には国債は赤字国債（現金償

1966年度以降の新規国債発行は、原則とし

還が原則）として発行されたが、 1966 年度

て建設国債を中心としていたが、 1999 年度

（昭和 41 年度）以降、国債は財政法第 4 条に

（平成11年度）以降は特例国債発行額が建設

基づく建設国債として発行された。国債信用

国債発行額を上回るようになり、以後、赤字

維持のために減債基金制度が設けられ、建設

国債が新規国債発行の圧倒的部分を占めるよ

国債には60年償還ルールが採用された。長期

うになる ( 8 ) 。

国債は市中消化を原則 として発行された。

2

1960年代後半〜1970年代前半には国債売却制

日本国債発行の現状

限という市場隔離型国債管理政策が実施され

2011年度（平成23年度）には、国債発行額

た。1975年度（昭和50年度）以降、国債が大

は 181兆5024億円に達している。その内訳は、

量に発行されることとなった。国債大量発行

新規債が 44 兆 2980 億円（ 4 条債が 8 兆 3680 億

を迎えて金融機関が引き受けた国債の売却制

円、特例債が 35 兆 9300 億円）、復興債が 11 兆

限が緩和されていった。 1995年には金融機関

5500億円、財投債が16兆5000億円、借換債が

引受国債の売却自粛措置は撤廃された。1985

109兆 1544億円となっている

(9)

。

年度（昭和60年度）からは特例国債（赤字国

財政財源の国債への依存度（新規債発行額

債）大量償還に対処するために、その借換発

÷一般会計歳出額）は、2010年度（平成 22年

行が認められるようになった。赤字国債やそ

度）実績で 44.4 ％に達している。普通国債残

の借換債にも 60年償還ルールが採用されるこ

高は669兆8674億円、財投債残高は114兆 3249

ととなった。 1980年代以降行政改革が進めら

億円となっており、国債発行残高合計は 784

れ、1980年代後半のバブル経済期には財政状

兆 1923億円（2011年度＝平成23年度実績）に

況が一時的に改善した。このような状況下で、

達している(10)。

新規国債発行（借換債を除いた建設国債及び

2009年度以降、国債発行額は一般会計税収

特例国債の発行）が1983年度（昭和58年度）

を上回るようになり、 2010年度決算において、

以降、 1989年度に至るまで減額されていった。

公債発行額は 41.5 兆円となっており、一般会

1975年度以降続いてきた特例国債の発行は、

計税収 42.3 兆円を凌駕しているのである (11)。

1991年度（平成 3 年度）から 1993年度（平成

プライマリーバランス（基礎的財政収支、

5 年度）まで停止された

(6)

。

すなわち国債発行収入などの債務性資金を除

1994年度（平成 6 年度）に赤字国債の発行

いた財政収入と国債元利払いなどの債務性資

が再開され、これが国債の無制限的発行への

金支払いを除いた財政支出との収支）は財政

道を切り開いた。 1994年度から 1996年度まで、

のフロー面を示す指標である。国ベースのプ

減税特別公債という赤字国債が発行され、赤

ライマリーバランス（対 GDP 比率）は 1993
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年度（平成 5 年度）以降、国・地方ベースの

は財政規律の弛緩、喪失を意味するものであ

それは 1992年度以降マイナスとなっている。

った。これを支えたのが金融緩和であった。

2009年度には、プライマリーバランス赤字の

税収の減少は、一つには、低成長と景気後

対名目 GDP 比は、国ベースで 8.0％、国・地

退によるものであった。これは歳入増への本

方ベースで 7.6 ％に達した。 2012 年度におい

格的取組みをしてこなかったことによるもの

ても、前者が 6.0 ％、後者が 5.4 ％となってい

でもあった (18)。消費税率は据え置かれていた。

る(12)。

税収の減少は累進税率の引下げ・フラット

国・地方の長期債務残高の対名目 GDP 比

化や減税によってももたらされた。住民税を

が 170 ％（ 2009 年）という状況は先進国のな

含めた所得税率は最高税率が1987年の78％か

かでも最悪であった (13)。日本政府の債務残高

ら 50％に引き下げられている。特別減税と恒

は 2 0 12 年 3 月 末 （ 平 成 2 3 年 度 末 ） に 95 9 兆

久的減税も実施されているのである(19)。

9503億円にも達しているのである 。日本の
(14)

2

政府債務残高は世界最悪である。日本財政の

歳出の増大

状態は、諸外国と比べてきわめて悪く、2010

従来の財政健全化の取組みは成功していな

年における一般政府の政府債務残高は名目

かった。政府はこれまで、数々の財政健全化

GDP（国内総生産）対比で 198 ％という極め

への取組みを行ってきたが、結果として目標

て高い水準となっていた。この比率は同年に

は達成できず、公的債務残高が累増してい

おけるイタリア131％、ギリシャ129％を上回

る (20)。これは歳出削減が不十分であったこと

り、先進国で最悪の水準となっていた 。政

が大きな要因であった (21)。

(15)

府 債 務 残 高 （ ス ト ッ ク ） の 対 GDP 比 率 は

1990年以降の一般会計歳出の膨張の最大の

2011年には 2 倍を超えるに至った。これはア

要因は少子高齢化に伴う社会保障関係費の膨

メリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタ

張であった。国民が安心して生活できる社会

リア、カナダよりも高く、ユーロ危機の震源

保障の整備を行う必要があり、この削減は困

であるギリシャをはるかにしのぐものであっ

難であった (22)。次いで、 1993年度から 2001年

た(16)。

度までの間の公共事業費の驚くべき増額であ
った (23)。これは景気低迷に伴う景気対策等か

もっとも、政府債務残高（ストック）の対

ら歳出が増加した結果であるともいえる。

GDP 比率だけがその国の財政状況を示すわ
けではない。例えば政府債務残高の対 GDP

3

比率が 200 ％を超えている日本国債が信認、

長期金利の低位安定

信用を維持しているのに、それが 150 ％以下

日本の長期国債の利回り（10年物）は 1998

のイタリアや 100 ％以下のスペインの国債の

年度（平成 10 年度）に 1 ％台に低下して以降、
(24)
1 ％台の低位に安定している 。 2002 年度に

方が信認が問われる事態になっているのであ

は 1.97 ％であった公債平均利回りは 2010 年度

る 。
(17)

には1.29％に低下している(25)。
国債の発行残高が増大したにも関わらず、

第2節

国債発行高累増の要因

国債費の増加は大きくはなかった。2002年度
から 2010 年度にかけて、一般会計国債費は
15.6 兆円から 19.5 兆円に増大しているにすぎ

1 税収の減少

ない (26)。この背景には国債利払いの増加が軽

国債発行額の膨張は税収の減少と歳出の増

微であったという事情があった。すなわち、

加とによってもたらされたものである。これ

2002年度から2010年度にかけて、国債の発行
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残高が増大したにも関わらず、この間に公債

た。日本銀行は銀行券の発行残高を上限とし

利払額は 8.3 兆円から 2010 年度の 7.5 兆円へと

て、保有長期国債が将来にわたってその範囲

推移しているにすぎず、ほぼ同じ水準を保っ

に収まるように、買入れを行うことを原則と

ているのである 。金利水準が低いことから

した。こうした買入れの仕方は「銀行券ルー

利払費の増大も抑えられていたのである (28)。

ル」と呼ばれている。日本銀行は長期国債発

長期金利の低下は新規債の利払いの低下だ

行に際して日銀引受けを行わなかった。この

けでなく、過去に発行された国債の借換えの

ようなことが財政信認の維持に寄与し、国債

ために発行された国債の利払費の低下をもた

のリスク・プレミアムの上昇による長期金利

らす。近年では借換債の発行が国債発行の中

の上昇を抑制するものとなったのである (33)。

(27)

心となっているから、高利国債の低利借換え

4

によって国債費の増加が抑制されているので

日本の国債相場の安定
日本の国債はこれが大量に発行されたにも

ある 。
(29)

日本の財政状況が非常に悪いにもかかわら

かかわらず、その相場が低落しなかった。こ

ず長期国債金利が低位で安定しているのは、

れは第 1 に、担税能力に対する市場の信頼、

低成長と低インフレ、これを背景とする日本

信認が存在したからである。消費税の引上げ

銀行の名目的あるいは実質的ゼロ金利政策の

や累進税率のフラット化是正などの余地が存

採用のためである。名目成長率（名目 GDP）

在していた。第 2 に、多額の個人金融資産が

は1990年度以降低下傾向をたどり、2008年度

存在しており、国内中心の国債保有が可能で

にはゼロ％以下となっている。 1995 年初を

あった。債務残高が膨らんでいるが、市場の

100 とした消費者物価指数は 1995 年度以来、

国債への需要が増えているためになんとかバ

同じ水準か、 100弱となっている 。

ランスが取れているのである (34) 。第 3 に、経

(30)

常収支が黒字であった。第 4 に、日本銀行の

経済活動の実態を示す GDP は 1990 年度を
ピークに名目、実質ともに伸び率が低下し始

国債買オペによって相場が支えられていた (35)。

め、93年度にはついに名目、実質ともにマイ

これらのことは今後も国債の暴落が生じる

ナスに落ち込んだ。 2001 年 3 月 16日に政府は

恐れがないことを意味しない。高田創氏は第

デフレを宣言した。日本銀行は 1999年 2 月に

1 の不安として売りが売りを呼ぶリスク、第

ゼロ金利政策を決定した。 2000 年 8 月にはこ

2 の不安として資本逃避やハイパーインフレ

の政策は一時的に解除されたが、2001年 3 月

が生じる恐れを指摘している。市中発行にも

に量的緩和政策が開始され、ゼロ金利政策が

制約が生じる可能性があることを認めている。

事実上復活した。 2006 年 3 月に量的緩和政策

海外金利の急上昇、景気回復・株価急伸、

は解除されたが、政策金利は2008年12月以降

市場心理の急変、財政収支悪化・国債格付け

(31)
0.1％の水準に据え置かれている 。

の引下げ、外国人投資家の日本国債保有比率

上記のように国債利払費増大が抑制されて

の高まりと日本の経常収支悪化のもとでの外

いたことが財政歳出の膨張、財政規律・財政

国人投資家の日本国債売却、その他なんらか

危機感の喪失を容認する作用を果たしたので

の事情によって長期金利が上昇して、国債相

ある(32)。

場が低落あるいは暴落する恐れは確かに存在

さらにそれは財政と金融政策への信認によ

する (36)。民間の資金需要が増大し、物価が大

って支えられていた。日銀の国債買入れは金

幅に上がりはじめ、一方、国債市中消化が困

融政策、金融調節の手段として実施されたの

難になり、国債相場が暴落するおそれが生じ

であって、財政ファイナンスや国債金利の安

た場合に、日銀が国債買い支えを行うことに

定を目的として行われているものではなかっ

よって国債暴落を抑制することは困難である。
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これはインフレを助長し、日本銀行が通貨価

GDP、 イ ンフ レ 率、 失業 率、 財政 収支 の対

値維持という中央銀行としての本来の機能を

GDP 比率、一般政府債務の対 GDP 比率、経

発揮できなくなり、日本銀行や日本銀行券に

常収支の対 GDP 比率、プライマリーバラン

対する信認が失われるからである。日本銀行

スなどがある。

の国債直接引受開始は、市場に財政健全化努
力放棄による日本財政への信認喪失をもたら

第２節

して、国債の売却による国債相場低落、利回
り上昇を招くこととなろう。

1

国債の信用度

国債の格付け
債券の信用度に対する格付けが格付機関に

第２章

よって行われている。これは信用を保証する

国債と信用

ものではないし、正しいものであるとは必ず
しもいえないが、債券投資家に投資判断の有

第１節

力な情報を提供するものである。この格付け

国債の信用力の規定要因

は格付け機関によって異なるが、一般的には
財政収支、対外債務、 1 人当たり GDP、失業
率、インフレ率、外貨準備高などに注目して

国債の信用度は国債の信用力によって基本

行われている(38)。

的に規定されている。この信用力の規定要因

国債といえども信用リスクは存在する。ム

には定性的要因と定量的要因とがある 。
(37)

定性的要因には、当該国の経済・財政状況

ーディーズ社は、当該国の経済の耐性を判定

や政治的環境などがある。経済状況および見

した後に、財政の堅牢性を分析し、これらを

通しについては、分散化された産業構造の存

踏まえて国債の格付けを行っている(39)。
スタンダード&プアーズ社は、政治、経済、

在、第 1 次・第 2 次産業とともに、付加価値
と生産性が高い第 3 次産業の発達、国際競争

対外、財政、金融の 5 つの要因について、そ

力の高い産業の存在、公共サービス・インフ

れぞれ 1 から 6 までのスコアで点数をつけて、

ラ網の充実、良質な労働者層の存在、効率的

アルファベットを用いて別途国債格付を行っ

で健全な金融システムの存在、景気変動に対

ている。政治システムの安定度、GDP、対外

して耐久性および柔軟性を有する経済構造の

純資産保有、金融機関の金融資産内容などを

存在、ということが注目点となる。経済見通

査定している(40)。

しに関しては、天然資源や人的資源の豊富さ

2

が関係する。

日本国債の格付け

財政状態については、一般政府の歳入およ

スタンダード&プアーズ社の日本国債の格

び歳出の動向や、当該国の財政スタンスや、

付けは 2011 年秋に以下のように行われてい

透明性、ガバナンス体制などがポイントとな

る (41)。
まず、政治システムの安定度がチェックさ

る。
政治的ファンダメンタルズにおいては、政

れる。短期政権の継続や衆議院で与党が過半

治システムの安定性、政策運営の能力と質な

数を持つ一方で、参議院で野党が過半数の議

どが分析の主軸となる。また、政府が経済・

席を維持するという国会のねじれ現象はマイ

財政・金融等の課題に関してどの程度対応能

ナスに評価される。
経済面では過去 20年間名目 GDP がゼロ成

力があるかも注目される。

長であり、実質国内総生産（GDP）成長率の

定量的要因には、国内総生産、 1 人当たり
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トレンドでは低下してきている。これは格付

月には政局の不安定化で財政赤字の削減が困

上、ネガティブに評価される。

難と判断して、また大震災後の景気回復の遅

円がドル、ユーロとならんで貿易通貨ある

れも考慮して、Aa3 に引き下げられた。Aa3

いは準備通貨として使われていることは、フ

は 21 段階の格付の上から 4 番目の格付けで、

ァイナンスを自国通貨でやりやすいという点

この日本国債の格付けの引下げは約 9 年 3 ヵ

でポジティブに評価される。日本が多額の対

月ぶりであった (43)。日本国債の格付けはこの

外純資産を持つこともポジティブに評価され

ような水準であった。

る。
財政は非常に悪く、悪化の基調が止まらず、
有効な財政再建策が見られないとしてネガテ

3

クレディット・デフォルト・スワップの信
用保証率
外国人投資家からみた日本国債の信用度は、

ィブに評価された。ただし日本国債保有者の
93％は日本国居住者であることではアメリカ

外国人投資家が取引しているクレディット・

やギリシャの国債（ 6 割くらいは外国人が保

デフォルト・スワップ（CDS）の信用保証率

有）とは状況が違うということが認識された。

からも判断できる。CDS は債務不履行（デ

2008年にアメリカ発の金融危機、2010年に

フォルト）に陥った場合のリスクを取引する

ヨーロッパでソブリン・クライシス（国家債

ものである。日本国債の CDS は外国人投資

務危機）が起こったが、日本では金融機関の

家が中心となって価格形成が行われている。

金融資産がリスクにさらされているものが比

日本国債の CDS 保証率は2008年 6 月 3 日の

較的多くないので、資産内容は比較的健全で

8.7 ベーシスポイントから 2012 年 1 月 11 日の

あるとして、これはプラスに評価された。金

154.07 ベーシスポイントまで上昇した後に、

融政策はなかなか思うように進んでいないと

2013 年 3 月 4 日 に は 65.8 ベ ー シ ス ポ イ ン ト

みなされた。

（ 0.658 ％）まで低下しており、その率に変

かくして日本の長期国債格付けをスタンダ

化があり、 5 年前と比べるとその比率は上昇

ード&プアーズ社は 2011年 1 月 27日に AA か

しているものの、高くはないといえよう (44)。

ら一段階下の AA−に格下げしたのち、同年
4 月 27 日にアウトルック（見通し、変化の可
能性）をネガティブ（信用度が下方に向かう

第３章

可能性がある）に変更した。

財政への信認

次に日本国債の信用度の変化をムーディー
ズ社の格付けについてみてみよう。日本国債

第１節

の格付けは1998年 11月に Aaa から Aa1に引き

国債の信用の基礎としての財政
への信認

下げられた後、 2000年 9 月の Aa2 、2001年12
月の Aa3 、 2002 年 5 月の A2 へと段階的に引

国債の信用・信認を大きく規定しているの

き下げられた。その後、格付けは2007年10月

は財政に対する信認である。この信認は、前

に A1、 2008年 6 月に Aa3、 2009年 5 月の Aa2

述のように、一般政府の歳入および歳出の動

へと段階的に回復した。 2009年 10月当時国債

向や、当該国の財政スタンスや、透明性、ガ

が Aa2の格付けとなっていた国は、日本以外

バナンス体制などによって規定されている。

には、G7 の国ではイタリアがあるだけであ

政府の支払能力は財政の持続可能性によって

った。ほかにはクウェート、ポルトガル、ア

図られる。財政状況が悪化すると、政府の支

ラブ首長国連邦、スロベニア、香港、カター

払能力に対する信用、信認が低下する。
財政に対する信認の度合 いは、完全信認

ル、バミューダがあった 。しかし 2011 年 8
(42)
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（債務ゼロ）の段階から、それに近い債務に

ある。景気に回復期待が生まれ、国債金利が

見合った充分な流動性資産が存在する段階、

上昇すると、税収が国債発行額よりもはるか

やや下がったプライマリーバランス黒字化の

に少ない我が国では、自然増収分では国債利

段階、さらに下がった、債務残高の管理が必

払費の増加をカバーできなくなる。我が国財

要な段階、信認の程度がきわめて低い、債務

政は、金利の上昇に対してきわめて脆弱であ

の純増がすべて利払費に充当される段階、最

る。これまでは、日本経済はデフレが続くと

低の完全不信認（国債の買い手がまったくつ

多くの人々が予想してきたので、国債金利が

かない）の段階まで様々ある(45)。

持続的に低下し、利払費の急増による財政危

日本の現在の財政状況は厳しい状況にあり、

機に遭遇せずに済んできた。実際、国債残高

市場の信認確保が極めて重要である。これま

は 90年度末166兆円から2010年度末637兆円へ

での財政規律は膨大な公的債務を抱えている

と著しく膨張したにもかかわらず、利払費は

以上、相対的に緩かったといわざるを得な

(50)
10.6 兆円から 9.8 兆円へと減少してきた 。長

い(46)。

期金利は市場の思惑に左右される。経済環境

財政規律の必要性は認識されていた。例え

次第で長期金利は激しく変動する。今後も低

ば平成 21 年度（ 2009 年度）には、 6 月 23日の

位安定を続ける保証はない。長期金利は期待

「経済財政改革の基本方針2009」という閣議

の合成で成り立つ。国債への信用、信認の低

決定により、政府は国・地方の債務残高対

下という悪い期待は金利、利回りを上昇させ

GDP 比を 2010 年代半ばにかけて少なくとも

る。ストックとして巨額の債務を抱えるなか、

安定化し、2020年代初めには安定的に引き下

金利の 1 ％上昇で利払いは大きく増加す

げること、今後10年以内に国・地方の基礎的

る (51)。

財政収支を黒字化すること、 5 年を待たずに

公的債務の累増は、財政を硬直させ、将来

国・地方の基礎的財政収支（景気対策による

世代は税収を政策的に使えなくなるおそれが

ものを除く）の対 GDP 比を少なくとも半減

ある。その結果、将来にわたる生活や雇用に

することと決定していた。だがその実効性が

対するセーフティネットの維持が困難になる

乏しかった。公債の残高やその対 GDP 比率

など、国民生活に他大な影響を与えることに

はその後増大しているのである (47)。

なる(52)。

日本の財政の状況が非常に深刻であるにも

鳩山由紀夫民主党政権下の内閣官房国家戦

関わらず日本財政に対する信認は維持されて

略室（国家戦略担当大臣は菅直人）は、 2009

いる。だが政府の支払能力に対する信認は非

年 12 月 2 日に、それまで 5 回にわたって開催

連続に変化しうる 。国債暴落のリスクは定

された「財政に対する市場の信認確保に関す

量化がむずかしい。国債は人々の期待が流通

る検討会」の論点を整理した。この中で、財

を支えている。実物収益が背景にある資産に

政信認を維持するためには、市場の信認と国

比べ、人々の期待に支えられる資産は時に脆

民の理解を得た財政健全化を実現するための

弱である。人々の期待はファンダメンタルズ

原則として、次の 5 つの原則が必要であると

（経済の基礎的条件）と関係なく容易に変化

主張している。①経済成長と財政健全化の両

しうる。いったん期待が弱気に転じると資産

立、②歳出構造の抜本的な見直し、③慎重な

価格の下落や金利の高騰をもたらし、それが

経済見通しに基づく中長期的な財政健全化計

実際に経済に大きな負の影響を与える (49)。

画の策定、④財政健全化に対する国民の理解、

(48)

今後、国債への信認に対する懸念から金利

⑤市場との対話を重視した国債管理。

が上昇すれば、景気への影響だけでなく、公

第 1 点は財政信認維持以外の内容を含むか

的債務残高が雪だるま式に累増する可能性が

ら、章を改めて論ずることとする。第 2 点は
- 50 -

歳入構造の見直しを含めて論ずる必要がある。

国債は将来の課税能力を前提に流通するの

第 3 点は信認維持に直接かかわっている。第

で、国家債務累積で財政信認が直ちに崩壊す

4 点、第 5 点は財政運営に対する説明責任を

るわけではない。財政信認を保つために財政

伴うものである。本章では第 2 〜 5 点につい

収支をただちに均衡させる必要はない。欧州

て立ち入って検討することとする。

のように信認が揺らいだ後に市場で追い込ま
れるような形で緊縮財政を始めると、景気を

第２節

冷やし、結果として税収が減少し財政に対す

歳出入構造の抜本的な見直し

る信認も回復しないという悪循環に陥る (59)。
1803年から1815年のナポレオン戦争を経て、

財政再建のためには、プライマリーバラン

イギリス政府の債務残高は対 GDP 比で見て

スの達成が必要条件であり、公的債務残高の

1821 年 に 260 ％ と 最 高 に 達 し た 。 そ の 後、

対名目 GDP 比率の引下げが必要である (53)。

1914年にはそれが25％にまで減少した。ほぼ

財政健全化のためには「増税と歳出削減」

100 年かけて債務を減らしてきたのである。

への取組を着実に進展させなければならない

この間に、自由貿易と産業革命の進展という、

といわれている (54)。財政健全化のためにはま

今でいえば経済成長戦略を実施しながら、戦

ず、歳入面の改革が必要である。この場合、

争を回避し、物価を安定させ、その結果とし

課税ベースの確保、世代内所得再分配などに

て金利も低い水準で推移し、債務残高を減ら

留意すべきであるという指摘がある 。消費

していったのである(60)。

(55)

税は 1997 年に税率が 3 ％から 5 ％に引き上げ

財政赤字の削減は切迫した課題であるが、

られて今日に至っている。なお、 2012年 8 月

財政赤字の性急な処理は国内需要を縮小させ、

に社会保障・税一体改革法が成立し、 2014年

経済と生活を破壊するということも考慮しな

4 月に消費税が 8 ％に、 2015 年 10 月に 10 ％に

ければならない (61)。財政難のもとでの国債の

引き上げられる予定である。負担能力に応じ

日銀引受けは、理論的には不可能ではないが、

た税負担という原則に基づき、累進課税の強

これは市場で財政健全化放棄と受け取られ、

化を図る必要がある。

財政信認・国債信用の低落をもたらすおそれ

歳出面の改革については、次のようなこと

がきわめて強いから行うべきではない。

が考えられる。歳出構造を見直し、徹底的に
無駄な支出を排除し、効率性・有効性の低い

第３節 「財政運営戦略」および中長期的
財政健全化計画の策定

事業を抑制する仕組みを、予算編成の過程に
組み込んでいく。歳出の構造を、投資効果の
観点からも抜本的に見直し、経済成長につな

1 「財政運営戦略」の策定

げる。特に公共投資は、その内容、効果につ
いて十分な検証を行い、投資効果の高いもの

財政健全化がいかに困難であろうとも、い

に限定して支出する「選択と集中」を実施す

かに時間がかかろうとも、それを達成しよう

る (56)。国家戦略室では、平成 22 年度予算につ

とする強い姿勢を政府が示すことが国債の信

いては、歳出の質的変化と国債発行上限の設

用・信認維持のために重要である。そのため

(57)

定方針を提言していた 。

には、慎重な経済見通しに基づく中長期的な

財政健全化には 歳出の見直しが欠かせな

財政規律のあり方を含めた「財政運営戦略」

い 。だがこれを具体的にどのように行うか

を策定することが必要である。その策定にあ

については多くの検討を要する。社会保障費

たっては、経済環境を考慮し、時間軸に沿っ

の増加に歯止めをかけることは容易ではない。

て、目標の在り方、財政の質的変化等を含め

(58)
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た財政健全化のためのロードマップを検討す

度となり、消費者物価上昇率は、 2012年度に

ることが求められる。その際は、財政収支や

プラスとなった後、中長期的には 2 ％近辺で

公的財務残高の対名目 GDP 比率等の指標に

安定的に推移するというものである。「慎重

着目するとともに、諸外国の取組みも参考に

シナリオ」は名目 1 ％台半ば、実質 1 ％強の

することとなる(62)。

成長、消費者物価上昇率は、2012年度にプラ
スとなった後、中長期的に 1 ％近辺で安定的

2 中長期的な財政健全化計画の策定

に推移するというものである。 2010年 6 月 22

金融市場からみると、「際限ない財政赤字

日に閣議決定された「財政運営戦略」によれ

拡大、公的債務残高の累増に対する不安」が

ば、財政健全化の道筋を示すに当たっては、

最大のリスクである。財政不安においては

慎重な経済見通しを前提にすることが基本と

「際限ない不安」が最大のリスクとなる 。

される。この「慎重シナリオ」に基づけば、

市場は、単年度だけではなく、中長期的な

2015年度に国・地方、ならびに国の基礎的財

歳出入のバランスがどうなっていくのかにつ

政収支の対 GDP 比はそれぞれ3.2％、3.4％の

いて関心を持っている。市場から財政健全化

赤字が残る。2020年度にまだ国・地方、なら

に向けた政府の取組みについて信認を得るた

びに国の基礎的財政収支の対 GDP 比はそれ

めには、政府の中長期的な財政健全化へのコ

ぞれ 2.8 ％、 2.9 ％の赤字が残る。 2020 年度に

ミットメントが重要である(64)。

おける公債等残高の対 GDP 比は、209％とな

(63)

中長期財政健全化計画策定の重要性はすで

り、その後も増加（悪化）が見込まれてい

に海外で認識されている。欧州委員会は、現

る (69)。日本の基礎的財政収支の赤字は、国と

在の財政規律のゆるみや高齢化の進展が、ユ

地方の合計で 2012 年度に国内総生産の 6 ％を

ーロ加盟国の財政の持続可能性を脅かしかね

超える。自民党は2020年度までにこれを黒字

ないとして、加盟国共通の方法で50年先まで

に転換する目標を堅持すると公約した。 2012

の財政を展望し、現在改善すべき財政収支の

年度には消費税の引き上げが決められた。社

規模を各国別に示している。米国の連邦予算

会保 障・税一体改革関 連法（ 2012 年 8 月成

局および大統領府や英国財務省でも長期財政

立）を踏まえ、消費税率を 5 ％から 2014 年 4

推計を行っている (65)。

月に 8 ％、 2015 年 10 月に 10 ％へ段階的に引き

中長期的な健全化目標とルールの設定の際

上げられることとなった。だがこれによって

には、慎重（プルーデント）な経済見通しを

もその目標を達成することはできない(70)。

前提にした歳出・歳入の見積もり、市場から
みてわかりやすい歳出・歳入一体での財政健

第４節

全化目標の設定、目標達成の実効性の確保、
経済ショックへの短期的な柔軟性の確保等が
必要である (66)。その設定に関して留意すべき

1

点が翁百合氏によって指摘されている (67)。
日本においてはすでにさまざまの中長期的

財政健全化に対する国民・市場の
理解の確保

国民の意識における財政的信認
これまで家族や企業が提供してきたセーフ

な財政健全化計画が立てられている(68)。

ティネットが保てなくなってきている。政府

内閣府は経済に関する成長と慎重という 2

の役割として、将来に向けて国民が安心して

つのシナリオを想定している。「成長戦略シ

生活でき、新たな成長に向けてチャレンジで

ナリオ」は「日本再生戦略」において示され

きる礎ともなる社会保障基盤を整備していく

た施策が着実に実施され、2011年〜2020年度

必要がある。そのための安定した財源を確保

の平均成長率が、名目 3 ％程度、実質 2 ％程

していくため、財政健全化に対する国民の理
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解を求めていくことが必要である(71)。
3

民主主義国家においては、政策決定、政策
よろん

政府の国債市場に対する説明責任
国債と社会的信認に関して言えば、政府が、

実施を行う場合、輿論（理性にのっとった多
数意見、議論を通じて形成されたパブリッ

財政政策、国債管理政策に関して、国債を消

ク・オピニオン）と世論（私的な情緒的感

化する金融市場、資本市場に対して説明責任

情）、国民の支持がきわめて重要な役割を果

を果たすこと、市場との対話を重視した国債

たす。財政への信認を得るためには、国民の

管理を行うことが特に重要となる。このこと

意思（民意）が政府を信認するものとなって

に関し、国家戦略室では次のようなことを指

いることが必要である。政府への国民一人び

摘した。市場の信認を確保し、円滑な国債の

とりの信頼、多くの人々の意識における政府

消化を図り、国債価格の暴落のような不測の

への信認が存在することが重要である。政府

事態を防ぐため、市場のニーズ、動向を踏ま

が国民の命と暮しを守るということで国民か

えた国債管理を行う。そのために、「市場と

ら信頼と信認を得ているならば、財政の健全

の対話」を通じて財政健全化に向けた政府の

化のための政策を国民が甘受することが期待

コミットメントを示し、市場の予見可能性と

できるのである。政府に対する「信認の危

透明性を高めていくべきである。市場との対

機」（Crisis of Confidence）が生ずれば、政府

話を継続的に実施し、今後の財政健全化に向

の政策はうまく機能することができなくなる

けた取組みや、さらなる無駄の削減に向けた

のである 。

取組み等のメッセージを市場に発信していく、

せろん

(72)

と (77)。
2 政府の国民に対する説明責任

実際に政府は市場に対して今後 1 年間の国

政府が国民から信認を得るためには、政府

債発行予定を明示することによって国債発行

が国民に対しての説明責任（アカウンタビリ

計画に対する市場の予見可能性を高めている。

ティ、accountability）をきちんと果たすこと

国債市場特別参加者会合や国債投資家懇談会

が重要である (73)。政府は国民に対して、政策

等を開き、市場との対話を重視し、このこと

内容や政策効果などを報告し、それに対して

を通じて国債発行計画の透明性や柔軟性を保

責任を負わなければならない。税金がどのよ

っている (78)。こうしたことが今後も求められ

うに使われているかということなどを説明す

る。

ることが社会からの信頼・信認を得るために

4

重要である (74)。消費税引上げ等による財政健
全化は、増税分が社会保障の充実のために使

政府担当者に対する信頼・信認
政府に対する信認は、政策担当者に対する

われるということが国民にきちんと説明され、
国民がこれを納得するようにならなければそ

社会の信頼・信認も重要となる。
1930年代当初、日銀引受けが順調に運んだ
が、これは「高橋翁に対する財界からの信頼、

の実施は困難である。
政府が国民に対する説明責任をきちんと果

高橋さんがやるのだから大丈夫といった信用

たすためにはジャーナリズムによる政府への

にもとづくもの」である、と津島寿一は述べ

監視も求められる (75)。

ている (79)。財政政策担当者に対する社会の人

またこの信認は政府が国民の期待に応じた

的信認の確保は、財政構造に対する社会的信

政策を実行することによって築かれるのであ

認にとって代わるほどの重要性をもつものと

る。「信認と信頼」（confidence and

credibil-

はならないであろうが、政府の信認、財政的

ity）を重視したクリントン政権の財務長官

信認確保のための重要な要素となることは確

ルービンがこのことを指摘している 。

かであろう。

(76)
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る国債信用の維持は不可欠の課題である。だ
5 国民の財政に対する認識の向上

がこれをあまりに急げば経済に悪影響を及ぼ

望ましい政策の実現のためには、国民各人

す。巨額の国債残高が存在する現在、これを

が財政に対する関心と適切な知識、知的能力

一挙に解消することは不可能である。国債残

を持っていなければならない。

高はなくなったが経済は崩壊し国民生活が破

学者、教育者、実務家、評論家、ジャーナ

綻したということになってはならない。財政

リストの言動が輿論や世論に大きな影響を与

健全化の方向を示して財政の信認を維持しつ

える。国民の財政信認に対する適切な認識、

つ、時間をかけて財政健全化を図るようにす

合理的・理性的輿論の形成のためには、この

ることが肝要である。

ためのかれらの適切な役割が必要である。

第２節

第４章

第１節

国債の信用・財政信認維持
と経済成長

持続的な成長シナリオの策定

経済成長や国民生活の充実のためには財政
の役割が重要である。だが財政健全化と両立
する経済成長を図るためには、人口減少、少

経済成長と財政健全化の両立

子高齢化、グローバル化、再生可能エネルギ
ー開発等の経済社会環境の変化に合わせて、

国債の信用・財政信認を維持するための財

できる限り財政に依存せずに新しい需要と新

政健全化は、経済成長と両立していくことが

規雇用を生み出す方策を考案したり、財政支

重要である。財政健全化は健全な経済成長の

出の中身を変え、投資効果の高い中長期の経

基礎となるし、経済成長は財政健全化に寄与

済成長につながるものに投資し最大限の効果

するものとなる。国債問題に対する解決手段

を生む施策を考えたりすることにより、持続

には国債残高の減少策の採用と低迷する日本

的な成長シナリオを策定することが求められ

経済の景気浮揚策の採用とがある。財政均衡

る。将来の成長分野を積極的に支援し、需要

維持そのものだけがその対策となるのではな

の創出と生産性の上昇を両立させる新たな路

く、経済の浮揚によって税収が増大すれば財

線を模索する必要がある(81)。

政事情が健全化される可能性は残されている

2012 年 12 月に発足した第 2 次安倍晋三政権

のである。財政健全化を一方的に追及して経

は、大胆な金融緩和政策、機動的な財政政策、

済成長や国民生活を考慮しないということは

民間投資を喚起する成長戦略という 3 つの方

回避しなければならない。

策を通じて日本のデフレ状態を脱却させよう

経済成長と財政健全化の両立を図るために

としている。だが、需要不足のもとで投資需

は、財政健全化計画を策定すると同時に、政

要がない状態においては、いくら金融緩和政

府がどのような経済成長経路を描いているか

策を実施しても、資金は投資に充用されず日

を示す「持続可能な経済の成長シナリオ」を

本銀行に還流することとなるから、金融緩和

示し、その実現に向けたロードマップを提示

による経済成長促進策には限界がある。これ

していくことが重要である。その際、財政状

には副作用もある。

況に鑑み、新しい需要と雇用の創出や、財政

公共事業を中心とする財政支出による景気

に依存しない需要拡大を図る方策を検討すべ

対策は、過去の高度経済成長期においてはそ

きである(80)。

の効果をあげてきたが、インフラ整備の進展、
経済構造の変化に伴い、公共投資乗数（景気

財政の健全化・財政信認の維持、これによ
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対策の効果）が趨勢的に低下しており、公共
投資の経済押し上げ効果が限られてきている。
財政歳出の膨大が将来の増税を予想させ、消

むすび

費が抑制され、景気が後退するという非ケイ
ンズ効果も指摘されている (82)。財政出動は財
政難を深刻化させるという問題もある。老朽

日本の国債は現状では信用と信認を維持し

化した社会資本の維持・補修、防災措置は必

ているが、これは増税余力や国債消化構造な

要であるが、中長期的には公共投資の水準を

どに支えられていたものであって、その信

抑制していくべきである 。

用・信認維持が今後も続くという保証はない。

(83)

本論文においては、日本国債の現状を考察し、

財政健全化の観点からの持続的な経済成長
を追求するためには、非製造業の生産性の向

特に日本の国債の信用度を明らかにし、その

上、内需の創出（医療、介護、農業）、環境

信用を維持する方策として特に財政信認を維

分野等の新規技術支援、創業支援、東アジア

持する方策を検討した。この方策実施にあた

地域等の外需の活用、少子化対策等に留意す

っては、財政構造の見直しだけでなく、政府

る必要がある (84)。

が信認維持に努める姿勢を表明し、国民や市

日本経済は、生産・雇用・消費縮小（マイ

場に対して財政信認維持について説明責任を

ナスの需給ギャップ）、企業倒産件数と失業

果たすことも重視すべきであることを明らか

率の高止まり、膨れ上がった累積債務、年金

にした。国債・財政の信認維持方策は、時間

制度・医療制度崩壊の危機、増税のおそれ、

をかけて、経済成長との両立を図りながら行

東日本大震災による被害、福島原発事故によ

う必要があると論じた。現在政府は（第 2 次

る放射能汚染、欧州財政危機といった深刻な

安倍内閣）デフレ脱却のために金融緩和、財

危機に直面している。これらの問題を解決す

政的景気刺激策、成長戦略を推進しているが、

るためには、非正規雇用の正規雇用化を図り、

国債・財政の信認維持の重要性が軽視されて

正規雇用を拡大し、最低賃金・若年労働者賃

はならないのである。

金を引き上げ、高齢者、女性の雇用拡大を図

万が一危機が訪れた時に備えて、事前に政

り、かくして雇用者報酬を増やし、このよう

府と中央銀行が政策対応や両者の連携の仕方

にして消費を増大させることが必要である。

などに対する対策を検討しておくことも、国

高齢社会における社会保障制度の持続可能性

債市場の信用・信認維持のために必要であろ

を確立する必要もある。高齢者、女性の雇用

う。

拡大は社会保障制度の持続可能性強化にも寄
注

与する。中小企業振興・地域経済活性化も重
要である。内需を拡大し、経済を内需主導で

( 1 ) 国債は政府の将来にわたる課税能力が信認さ

安定した成長の軌道に乗せるという成長路線

れることにより流通する。政府の将来にわたる

が求められる。これは「人間らしい労働と生

課税能力への信認が高い場合は、国債は非常に

活」ができる社会をつくることに寄与する。

高い信用力を持つ（青木浩介「財政、『信』の確
保瀬戸際に」『日本経済新聞』 2012 年 1 月 5 日

持続的な経済成長と社会の発展を実現して

付）。

いくためには、科学技術の振興を図ることも

( 2 ) 富田俊基「財政の持続可能性と国債市場」『証

重要である。

券経済学会年報』第 47号、 2012 年 7 月、 91 〜 92

これらを財政健全化と両立させるというこ

ページ。国債の歴史については富田俊基『国債

とは、政治的には困難ではあるが、必要な課

の歴史』東洋経済新報社、 2006年を参照された

題であるといえるのである。

い。金本位制のもとで通貨価値が安定していた
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ということもイギリス国債の価格安定の一因を

には、東日本大震災の発生に伴い、復興債の発

なしたと考えられる。

行が行われている。国債は発行だけでなく買入

( 3 ) リーマンショック後、主要国ソブリンの CDS

消却も行われている。

スプレッド（本論文49頁や注の(44)を参照）は、

( 9 ) 財務省理財局『債務管理リポート2012』92頁。

国債がもはやリスクフリー資産とはいえないほ

(10) 同上、147頁。2008年度には公債および借入金

ど以上に拡大した（内閣官房国家戦略室「財政

の対一般会計歳入比率は37.2％、公債および借入

に対する市場の信認確保に関する検討会」（以下

金の対租税・印紙収入比率は74.9％に達していた

国家戦略室信認確保検討会と略称）（第 2 回）

（「財政に対する市場の信認確保に関する検討

（ 2009 年 11 月 6 日）における中央大学富田俊基

会」（第 1 回）（ 2009年 10 月 30 日）への財務省提

教授提出資料「財政健全化に向けたクレディブ

出資料）。
(11) 財務省理財局『債務管理リポート 2012』 92、

ルなコミットメントが必要」）。
( 4 ) 財政金融における信頼、信認、信用概念につ

147頁。

いては次の文献を参照されたい。齊藤壽彦「貨

(12) 財務省理財局『債務管理リポート2012』147頁。

幣・金融における信用の重要性」財団法人政治

( 13 ) 前掲国家戦略室信認確保検討会、論点整理、

経済研究所『政経研究』第73号、 1999 年11月。

2009年12月 2 日。前掲『債務管理リポート
2012』159頁。

同「貨幣、金融政策と社会的信認」『政経研究』
第81号、 2003年 11月。同『信頼・信認・信用の

( 14 ) 政府債務残高は普通国債以外の内国債や借入

構造―金融革新論―』泉文堂、初版、 2002

金や政府短期証券を含む（財務省理財局『債務

年、第 3 版第 4 刷、2013年。同「日本銀行の銀行

管理リポート2012』152頁）。

保有株式買入」『千葉商大論叢』第40巻第 4 号、

( 15 ) 白川方明「通貨、国債、中央銀行―信認の

2003年 3 月。深澤映司「『中央銀行のバランスシ

相互依存性―」日本銀行、 2011 年 5 月 28 日

ート問題』から目を離すべきではない」『国際金

（日本金融学会 2011 年度春季大会における特別

融』 1069号、 2001 年 7 月15日、 18 〜24ページ。

講演）。

植田和男「自己資本と中央銀行」『金融経済研

( 16 ) 中島将隆「財政規律の喪失と政府債務残高の

究』 21、 2004年 12月。田中敦「日本銀行の資本

累増」証券経済学会大会報告、2011年11月26日。

と信認：展望」関西学院大学経済学部『Discus-

財務省『日本の財政関係資料』 2011 年 9 月。三

sion paper』No.97、2012年12月等。

菱東京 UFJ 銀行円貨資金証券部、前掲書、215〜

( 5 ) 三菱東京 UFJ 銀行円貨資金証券部『国債のす

217頁。政府債務の対 GDP 比率の国際比較につ

べて―その実像と最新 ALM によるリスクマネ

いては、財務省理財局『債務管理リポート

ジメント―』きんざい、2012年、69頁。

2012』159頁も参照されたい。

( 6 ) 以上については、三菱東京 UFJ 銀行円貨資金

(17) 青木浩介、前掲論文。

証券部、上掲書、70〜81頁等を参照。

( 18 ) 前掲国家戦略室信認確保検討会（第 3 回）

( 7 ) 中島将隆「 1990 年以降の財政膨張と国債発行

（ 2009 年11月 13 日）における日本総研翁百合理

の特徴」『証券経済研究』第73号、2011年 3 月、

事提出資料「財政規律に関する意見」。同検討会

18頁。

「論点整理〜持続的な経済社会を実現するため

( 8 ) 中島将隆、同上論文、 3 〜 4 頁。財務省理財局

の財 政健全化 に向けて〜< 5 原則& 5 アクショ

『債務管理リポート 国の債務管理と公的債務の

ン>」（ 2009 年 12 月 2 日）中の「財政に対する市

2012』（以下『債務管理リポート2012』と

場の信認確保についての考え方」。

略称） 92 頁。 1973 年度に借換債の発行が開始さ

(19) 中島将隆、前掲論文、 8 〜16頁。

れ、借換債の発行が1981年度（昭和 56 年度）以

(20) 国家戦略室、前掲論点整理。

降増大し、1985 年度には建設国債発行額を上回

(21) 翁百合、前掲提出資料。

るようになり、 1986年度以降、国債発行の半分

(22) 国家戦略室、前掲論点整理。

以上を占めるようになった。 2001年度（平成13

(23) 中島将隆、前掲論文、 7 〜 8 、23〜24頁。

年度）以降は、財政投融資改革の一環として、

( 24 ) 白川方明「通貨、国債、中央銀行―信認の

現状

財投債の発行が開始されている。 2011〜 12年度

相互依存性―」図表 6 。
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(25) 財務省理財局『債務管理リポート2012』149頁。

内消化は 16 兆円にとどまり、年間発行額の 7 割

バブル崩壊後の 20 年間に長期金利が短期間に急

強に当たる 41兆円については海外投資家による

上昇（価格下落）したことは 2 度あった（大蔵

購入が必要になり、海外保有比率は同年度末時

省資金運用部が国債買入停止を表明した 1998年

点では18.0％に達すると試算している。これは価

の「資金運用部ショック」および銀行が国債の

格急落、利回り急上昇の潜在的リスクの高まり

保有リスクを減らすために連鎖的に売りを出し

を意味する（同証券部、前掲書『国債のすべ

た 2003 年の「VaR（バリューアットリスク）シ

て』268〜270頁）。山口廣秀日本銀行副総裁は、

ョック」）が、いずれも短期間に収束している

2012 年 7 月 27 日に、市場は財政再建について前

（『日本ヴェリタス』2012年 1 月29日号。三菱東

進があるかどうかをしっかりみている、海外投

京 UFJ 銀行円貨資金証券部、前掲書、348〜351

資家のウエートが低いとはいえ、その保有額は

頁）。

数十兆円にも及ぶ、これが大きく売りに出され

(26) 同上。

れば、国債市場に対して大きな影響を与える、

(27) 同上。

現物だけではなく、先物市場に対しても売りが

(28) 国家戦略室、前掲論点整理。中島将隆「なぜ

掛けられるということになれば、そのことも大

赤字国債の無制限発行が可能になったか」『証券

きなインパクトを与える、日本国民も財政再建

経済研究』第81号、2013年 3 月、33〜34頁。

に向けてしっかりとした動きがなければ、国債

(29) 中島将隆、前掲論文「 1990年以降の財政膨脹

を売ろうかという判断になる、と述べている

と国債発行の特徴」 4 、 7 頁。

（第180回国会参議院「社会保障と税の一体改革

(30) 白川方明「通貨、国債、中央銀行―信認の

に関する特別委員会」2012年 7 月27日。

相互依存性―」図表 3 、図表 6 。

( 37 ) 以下については、江夏あかね『日本の復興と

(31) 日本銀行『日本銀行と金融政策』（パンフレッ

財政再建への道』学文社、 2012年、17 〜36頁を

ト）2007年。

参照。

(32) 中島将隆、前掲報告「財政規律の喪失と政府

(38) 上掲書、37〜60頁。
(39) 上掲書、49〜51頁。

債務残高の累増」。
(33) 白川方明、前掲講演。

(40) 小川隆平「日本経済とソブリン格付け」『月刊

(34) 国家戦略室、前掲論点整理。日本国債の保有

資本市場』No.315、2011年11月、51〜62頁。

は、 2011 年末に、銀行等が 41.4 ％、日本銀行が

(41) 同上論文、 51〜 62頁。日本国債の格付けにつ

9.0％、生保等が22.4％、公的年金が 9.2％、年金

いては、富田俊基「金融資本市場からみた国債

基金が3.8％、家計が3.8％、海外が6.7％を占めて

市場のあり方」『フィナンシャル・レビュー』

いる（財務省理財局『債務管理リポート 2012』

2004年第 4 号（通巻第73号）、2004年 9 月、183〜

27 頁。日本国債の利回りがギリシャのように急

184頁も参照
( 42 ) 財務省の国家戦略室信認確保検討会（第 1

上昇しない一因は、欧州各国の国債の海外保有
比率がすべて 50 ％を超えているのに対して国債

回）への提出資料、2009年10月30日。

の海外保有比率が 10 ％未満と低いためである。

(43)「MSN 産経ニュース」2011年 8 月24日発。

(35) 中島将隆、前掲報告「財政規律の喪失と政府

( 44 ) ブルームバーグのウエッブサイトの日本国債

債務残高の累増」。

CDS のチャートによる。CDS の買い手は、一定

( 36 ) 前掲信認確保検討会（第 3 回）におけるみず

の契約料を支払うことで、債務不履行が起こっ

ほ証券金融市場調査部長高田創氏提出資料「財

た場合に CDS の売り手から契約に基づく支払い

政に対する市場の信認確保の課題 『国債版マニ

を受ける。CDS については、江夏あかね、前掲

ュフェスト』と『市場への愛』」。日本銀行『金

書、 184〜 239頁、富田俊基、前掲「金融資本市

融システムレポート』 2012 年10月版。個人貯蓄

場からみた国債市場のあり方」185頁等をも参照

額には限界があった。三菱東京 UFJ 銀行円貨資

されたい。

金証券部は、消費税率 10 ％で2010年代前半から

( 45 ) 前掲信認確保検討会（第 1 回）における三菱

経常収支赤字化を想定した場合、2020年度（平

総合研究所後藤康雄主席研究員提出資料「財政

成 32 年度）の新規国債発行額 57 兆円のうち、国

規律について―マクロ経済の視点から―」。
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(46) 同上。

2012年、 6 〜 7 頁。

(47) 財政規律の推移については、上記検討会（第

(62) 国家戦略室、前掲論点整理。

1 回）における財務省提出資料「財政を巡る状

(63) 高田創氏、前掲提出資料。

況」を参照。財務相の諮問機関「財政制度等審

(64) 富田俊基氏は、「財政健全化に向けたクレディ

議会」は、 2013 年 5 月 27 日、財政再建のための

ブルなコミットメントが必要」である、と述べ

報告書をまとめ、麻生太郎財務相に提出した。

ている（富田俊基、前掲提出資料）。青木浩介氏

この中で、政府が野放図に借金をふくらませれ

は、重要なのは中長期的な財政スタンスの健全

ば、国債の信用が失われて長期金利が急上昇し

化と課税能力の強化に関するコミットメント

かねない、と警鐘を鳴らした。

（公約）を示し、それを民間投資家に理解させ

(48) 白川方明、前掲「通貨、国債、中央銀行―

ることである、日本の場合は、社会保障改革や

信認の相互依存性―」。

消費税引き上げに関する公約を明確に示すこと

(49) 青木浩介、前掲論文。

が、経済の中長期的安定のために欠かせないと

(50) 富田俊基「財政の持続可能性と国債市場」『証

考えられる、と述べている（青木浩介、前掲論

券経済学会年報』第47号、2012年7月、92〜93頁。

文）。

(51) 後藤康雄氏は、2009年度（平成21年度）と同

( 65 ) 上田淳二・古財篤「日本の財政に関する長期

じ発行計画が 10 年続き、イールドカーブはすべ

推 計 と 持 続 可 能 性 ギ ャ ッ プ の 計 算 」『 Kyoto

てのゾーンで 1 ％上昇すると仮定して、 2009 年

Institute of Economic Research Discussion Paper』

10月に、 1 年目から10年目までに、利払費は1.1、

No.1015、2010年12月、 2 〜 3 頁。

2.0、2.7、3.3、4.0（ 5 年目）、4.4、4.8、5.2、5.7、

(66) 国家戦略室、前掲論点整理。

6.1（単位は兆円）と累増していくと試算されて

(67) 翁百合、前掲提出資料。

いた（後藤康雄、前掲提出資料）。

(68) 2010年末の上田淳二・古財篤両氏の推計によ

(52) 国家戦略室、前掲論点整理。

れば、日本のプライマリーバランスは、 2010 年

(53) 翁百合、前掲提出資料。

代半ばにかけて若干収支が改善するが、その後

(54) 富田俊基、前掲「財政の持続可能性と国債市

は、高齢化の進展に伴う年齢関係支出の増加が

場」94頁。

GDP の増加を上回ることから収支は悪化し、

(55) 翁百合、前掲提出資料。

2060年度のプライマリーバランスの対 GDP 比率

(56) 国家戦略室、前掲論点整理。

は、中央政府・地方政府合計で−8.5％、一般政

(57) 国家戦略室は「コンクリートから人へ」とい

府全体で−16.3％に達する。2060年度に一般政府

う考え方に基づいた歳出の排除、無駄の排除、

の債務残高の GDP 比を持続可能な60％に到達さ

資源配分の重点化等の財政支出の質的変化を実

せるために 2009年度時点で必要となる財政収支

現するとともに、国債発行額の上限を、「予算編

の改善幅の GDP 比（持続可能性ギャップ）は、

成の基本方針」において定める、国債発行額の

中央政府と地方政府で10.4％、一般政府で14.2％

上限は、自律的な景気回復の実現を図りつつ、

と推計されている（上田淳二・古財篤、前掲論

財政規律に対する明確な姿勢を示すものとなる、

文、 8 〜 9 頁）。中期的な財政健全化計画につい

と（同上）。

ては 2009 年末に内閣官房国家戦略室は次のよう

(58) 翁百合、前掲提出資料。

な計画をたてていた。「財政運営戦略」を前提」

(59) 青木浩介、前掲論文。

として、平成 23 〜 25 年度の 3 年間の歳入見込み

(60) 1815年から 1865年ごろまでの50年間は均衡財

および、各分野の歳出の骨格と歳出削減を含む、

政を維持しつつ、永久国債の利払いを続け、

「中期財政フレーム」を設定し、実質的な複数

1866年から債務残高を削減する方向に動き出し、

年度予算編成を実現する。国と地方の財政関係

1873年から1896年にかけて 3 ％永久国債を 2.5％

についても、このフレームの中で整合的に、財

永久国債に借り換えた（北村行伸「国債管理の

政規律の強化・安定化を図る（国家戦略室、前

歴史と教訓

７」『日本経済新聞』2010年10月13

掲論点整理）。
( 69 ) 内閣府「経済財政の中長期試算」 2012年 8 月

日付）。
( 61 ) 正村公宏『日本の危機』東洋経済新報社、

31日。
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(70)「増税頼みの財政再建」『日本経済新聞』 2012

に根差している、したがって、信認と信頼その

年12月31日付。

ものを目標として追い求めてもほとんど成果は

(71) 国家戦略室、前掲論点整理。

ない、「信認はわれわれが施行する政策を通じて

(72) 経済を成長させ、生活水準と国民の福祉を向

築かれるのである。」とルービンは述べている

上させるには、いずれかの形の中央計画が必要

（ロバート・E・ルービン、ジェイコブ・ワイズ

であり、国がこれを担うと見られていたが、こ

バーク著、古賀林幸、鈴木淑美訳『ルービン回

の常識を支えていたのは、信認である。国の計

顧録』日本経済新聞社、2005年、221〜223頁。

画と調整がうまく機能するには、政治的な指導

Robert E. Rubin with Jacob Weisberg, In an Un-

者が、きわめて不確実な未来の予想に必要な知

certain World: Tough Choices from Wall Street to

識を結集でき、経済運営の手段をうまく使って

Washington, New York, 2003, pp.158〜160）。

国の見通しを改善でき、将来をもっと確実なも

(77) 内閣官房国家戦略室、前掲論点整理。

のにすることができると、国民や企業が信じて

( 78 )「市場との対話」の場としての会合には、「国

いなければならない。 1970年代にスタグフレー

の債務管理の在り方に関する懇談会」、「国債市

ションが発生するとケインズ主義が権威を失っ

場特別参加者会合」、「国債投資家懇談会」、「国

た。経済が低迷し、政府の政策が混乱状態に陥

債トップリテーラー会議」がある（前掲国家戦

ったことから、既存の体制に対する信認が失わ

略室信認確保研究会（第 1 回）における財務省

れるようになり、市場における政府の役割を考

提出資料「最近の国債管理政策」。三菱東京 UFJ

え直すことが不可欠になった（ダニエル・ヤー

銀行円貨資金証券部、前掲書、109頁）。

ギン、ジョセフ・スタニスロー著、山岡洋一訳

( 79 ) 津島寿一先生講話「国家財政―高橋是清翁

『市場対国家』上巻、日本経済新聞社、1998年、

と福田蔵相―」（坂出市立大橋図書館所蔵資

217、220〜221頁。Daniel A. Yergin and Joseph

料）京都商工会議所議員懇談会、1966年 5 月 4 日、

Stanislaw,

10頁。

The

Commanding

Heights:

The

BattleBetween Government and the Marketplace

(80) 内閣官房国家戦略室、前掲論点整理。

That is Remaking the Modern World, c1998）。

(81) 同上論点整理。

(73) 西川明子「広義の行政のアカウンタビリテ

(82) 国家戦略室、同上整理中「財政に対する市場

ィ」国立国会図書館調査及び立法考査局『レフ

の信認確保についての考え方」。

ァレンス』 2009 年 3 月号、 73 〜 86 頁等を参照。

(83) 橋本恭之・木村誠「 3 ％成長でも健全化困

(74) 吉田和男「説明責任の時代」『会計検査研究』

難」『日本経済新聞』2013年 3 月13日付。

No.38、2008年 9 月、 1 〜 5 頁。

(84) 翁百合、前掲提出資料。

(75) 田中直毅「財政再建と説明責任」富士通総研
『Economic Review』Vo.4 No.4、2000年10月、 2

（追記）

〜 3 頁。

第 2 次安倍内閣発足後に財政制度等審議

会財政制度分科会で配付された資料および同分

(76) ルービンの国家経済会議での最初の仕事は、

科会答申「財政健全化に向けた基本的考え方」

クリントン大統領が経済的目標を達成するため

（ 2013 年 5 月 27 日）の詳細については今後の検

に不可欠な、企業、消費者、金融市場からの信

討課題としたい。

認が得られる経済政策の立案を支援することだ
った。また彼は、大統領が経済政策の立案者、

（さいとう

推進者として国民からの信頼（信頼という意味

ひさひこ

千葉商科大学教授、

公益財団法人政治経済研究所理事）

での信用）を高める（または失うことを避け
る）ための方策をアドバイスした。政府が経済
問題に対処できるとみなされれば、その評価は
政府への信認につながる、逆に、政府が経済問
題に適切に対処できないとみなされれば、信認
は失われると考えていた。「信認と信頼は、いわ
ば認識の問題」だが、「それは結局のところ現実
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■論文■

憲法の国際化から国際法の憲法構成へ
─国際法はどんな地球立憲主義を成立させるか※ ─

浦 田 賢 治
《要旨》 第一次世界大戦の経験から、まず「憲法の国際化」という方向づけがなされた。国内の民主と国際
の平和を結び付けようというのが、ひとつの発想だった。第二次大戦後、国連憲章のもとで国際法
秩序は、国家主権、合意主義、武力不行使、基本的人権といった原則を基礎とするものに育った。
しかしソ連体制の崩壊以後、学者や裁判官たちが「国際法の憲法構成」という活動を始めている。
（従来日本では、立憲化と呼んできた）。この活動は、国内立憲主義の原則と価値を認識するととも
に、これらの原則と価値を国際法学の営為によって創造的に発展させようとする試みである。こう
した学問的営為を地球立憲主義の運動と呼ぶこともできる。それは、誰が、どのような狙いでもっ
て、どんな内容の理論だてをしているのか。その実際的な処方箋はどんなものか。シュヴェーベル
の「有機的地球立憲主義」という立論があるが、その意義と問題点はなにか。本稿は「憲法の国際
化から国際法の憲法構成へ」という主題でもって、こうした事柄の記述と有機的地球立憲主義の批
判的な考察をおこなっている。

「憲法の国際化」とは別の事柄であり、しか

目 次
1
2
3
4
5

も「国際法の憲法構成」という観念は当時ま

序説
地球立憲主義論の現在
有機的地球立憲主義論
考察
結語

だ 存 在 し な か っ た 。 現 在 、「 国 際 法 の 立 憲
化」( 2 ) という用語があって、この用語の概念
は東西冷戦終了後およそ20 年余の歴史をもっ
ている。しかしこの概念の意義と役割がいま
だ未成熟であって国際法学界でも、今後議論
が持続するであろう。
考えてみると、そもそも「憲法」と「立憲

１ 序説

主義」という 2 つの用語が学界で採用されて
以来、学術研究と技術的開発の領域でどのよ

本稿は、地球立憲主義論の現状認識を紹介

うな文脈で用いられているのか、これが言語

して、その再構築を試みる有機的地球立憲主

学的に見ても問題状況を複雑にしている。

義論について批判的な考察をおこなうもので

そもそも法はそれ自体の歴史をもたないと

ある。

いわれる。この思想にそって考えると、憲法

本稿の主題は、「憲法の国際化から国際法の

も国際法もいずれも歴史的総体である社会構

憲法構成へ」という用語で示されている。し

成体の要素のひとつである。この歴史的総体

かしこのうち「憲法構成」という用語は専門

の内部構成のなかで一定の位置と役割をしめ

学界では従来誰も用いなかったもので、この

る憲法と国際法は、いったいどんな地球立憲

意味で業界の常識はずれである。しかし実は

主義を成立させうるのか、これを解明するの

核時代の開始直後に「世界憲法を起草す

はなかなかむずかしい課題である。

る」

( 1 )

という事業があったが、このことは

こう考えながら日本の研究状況について概
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観すると、「国際憲法」や国連憲章の「立憲

すること』
（Realizing Utopia）と題する編著を

化」
、あるいは「国際立憲主義」といった用語

発表している( 9 ) 。

がもちいられている ( 3 ) 。だがしかし共通理解

しかしながら現在、これらの研究蓄積があ

が乏しく混乱ぶりが見て取れる。こうした問

るとはいえ、では地球立憲主義が何を意味す

題意識を持ちながら本稿の主題と副題のテー

るのかという基本概念については、国際的な

マについて、当面紙数の許すかぎり論述して

法領域で用いられた場合、なお依然として曖

みたい。

昧なままのようである。これまでのところ、
問題の包括的な範疇化は一切存在せず、関連
する主張に対する持続した批判的な分析も存

２

在しないと言ってよいだろう。
『脱国家立憲主

地球立憲主義論の現在

義：国際的視点と欧州の視点（Transnational
Constitutionalism: International and European

2‑1

Perspectives）』を編集したニコラス・ツァゴー

2011年のクリスチャン・シュヴェ
ーベル

リアス（Nicholas Tsagourias）は、すでに2007
年版の前書きで、地球立憲主義に関する論議

スーザン・ビューロ（Susan C. Bureau）が

は、「勢いを増しつつあるが、依然としてその

「地球立憲主義は国際法研究におけるホット

初期段階にあり、極めてつかみどころのない

トピックスだ」と述べたのは、 2008 年だっ

もののように思われる」と記している (10) 。バ

た( 4 ) 。ヤン・クラッバース（Jan Klabbers）、

ルド・ファスベンダー（Bardo Fassbender）も、

アン・ペータース（Anne Peters）それにゲー

国際憲法（International Constitutional Law）の

ル・ウルフシュタイン（Geir

Ulfstein）、この

概念を「曖昧なもの」と特徴付けている (11)。

3 名は、それぞれ国際法の憲法構成（あるい

そこでクリスチャン・シュヴェーベル

は「立憲化」）という論議に積極的に参加して

（Christine E. J. Schwöbel）は、この論点に焦

きたが、 2009 年にはその共同研究の成果を

点をあてて、いったい何がこれまで「つかみ

『 国 際 法 の 憲 法 構 成 』（ the Constitutionali-

どころのない」ように見えたのか、これを把

zation of International Law）と題して出版し

握することを試みた。そしてこれまで地球立

た 。またジェフリー・ドゥノフ（Jeffrey L.

憲主義の国際的な法的議論を悩ませてきたこ

Dunoff）とジョエル・トラックマン（Joel P.

の「曖昧さ」を解明することを目指してい

(5)

Trachtman）も『世界を支配する？

立憲主義、

る (12) 。ちなみにシュヴェーベルは、ドイツの

国際法と地球統治』
（Ruling the World ？ Con-

ハイデルベルグ大学で法学教育をうけたのち、

stitutionalism, International Law and Global Gov-

ロンドン大学キングス・カッレジにすすみ、

を出版した。

ここで博士（PhD）の学位をえた。 2011 年 9

ernance）という共編著の書籍

(6)

おなじくこの年には、これらの書物に続いて、

月以降、イギリスのリバプール大学（Universi-

『 憲 法 の 国 際 ジ ャ ー ナ ル （ the International

ty of Liverpool）で国際法の講師を務めている。

Journal of Constitution Law）』誌のシンポジュ
ーム版において地球立憲主義の議論が掲載さ

2‑2

れた( 7 ) 。さらに2012 年には、専ら地球立憲主

地球立憲主義の範疇化

義を研究対象とした定期刊行専門誌が『地球

こうした現状認識にたって、シュヴェーベ

立憲主義（Global Constitutionalism）』と題し

ルは、地球立憲主義に関して現在進行中の議

て創刊された( 8 ) 。またアントニオ・カッセー

論を体系化すること、そのための一つの方法

ゼ（Antonio Cassese）が、
『ユートピアを実現

として地球立憲主義の諸側面に着目して範疇
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化することが必要だと言っている。従来の支

いる。地球憲法はこの新たな国際秩序のため

配的な地球立憲主義は、彼女によると国際公

の社会行動を規制する機能を備えた枠組みだ

法における 4 つの側面でもって、いずれも議

と考えられている。このような社会行動の規

論の大部分を構成している。すなわち、①共

制は、憲法の対象となる人々の参加を通して

存を重視する社会的立憲主義、②制度による

機能するものとされている。国際共同体学派

統治を重視する制度的立憲主義、③特定の根

は国際社会を（国家、非政府組織、あるいは

本規範を重視する規範的立憲主義、④国内立

個人による）参加が実行されるまさにうって

憲主義および地域立憲主義との類似性を重視

つけのフォーラムだと見なしている。地球市

する類推的立憲主義、この 4 つである 。

民社会の擁護者たちは、個人は国際フォーラ

(13)

これら 4 つの範疇は、彼女によれば地球立

ムに参加できるし、また参加すべきだと主張

憲主義の射程領域に対する国際公法からの諸

している。このような参加の形態に正統性を

提案のもつ主要な焦点を反映している。しか

与える政治的なレッテルは「市民社会」

しながらこの種の範疇化には、よくあること

（Teubner(17)および Fischer- Lescano(18)）と「国

だが、明確な限界設定がなされず、むしろ見

際社会」（Allott( 1 9) ）である。国内法秩序にお

解が著しく重複することが見てとれる。たと

いては、正統性確保を目的とした参加立憲主

えば、 ユルゲ ン・ハバ マス （Jürgen Haber-

義という概念は、一般的に立憲民主主義と呼

mas）の場合がそうである。彼は社会的立憲

ばれている。社会的立憲主義にとって基礎的

主義、ある種の制度的立憲主義、規範的立憲

要素を構成している主要な憲法上のテーマは、

主義、さらに類推的立憲主義、これらを一部

4 つあ る。 (a) 権 力の制限 という 主要テ ーマ

支持している。しかし彼は地球立憲主義の見

（最重点がこのテーマに置かれている）、 (b)

方の中心には、多層体制の発想があると強調

統治という主要テーマ、 (c) 個人の権利という

している (14) 。このことがハバマスを制度的立

主要テーマ、および(d) 社会理想主義という主

憲主義の擁護者として範疇化する理由である。

要テーマである。これらは、同時に、現代の

地球立憲主義の 4 つの範疇について彼女は、

議論を要約したものとして描かれている地球

要約するとつぎのように記述している。

立憲主義の全ての見方の中核的な前提でもあ

( 1 ) 社 会 的 立 憲 主 義 は 国 際 共 同 体 （ The

る (20) 。つぎは制度的立憲主義の特性である。

International Community School）学派 と地球

(2) 制度的立憲主義は制度による統治を重

市民社会（Global Civil Society）学派 が主張

視する。これには、地球統治を重視するも

するもので、地球立憲主義にみられる参加志

の(21)、国際連合を重視するもの(22)、この 2 つに

向という理念に重点を置いている。地球立憲

加えてミクロ立憲主義からマクロ立憲主義へ

主義のこの側面の中核をなしているものは、

の移行を強調するもの (23) がある。制度的立憲

参加、影響力および説明責任である。参加は

主義の主な関心事は、権力の制限と説明責任

絶対的な権力を制限する終極の形態であり、

の問題であって、それは参加と代表によって

したがってまた権力を正統化する形態と見な

なされる。説明責任と正統性は、憲法秩序に

されている。だが国際法はこの参加のための

必要な特性である。参加と説明責任（言い換

フォーラムを提供するものとされている。社

えれば権力の配分）という関心事項の中核を

会的立憲主義の擁護者たちは、国際法の正統

なしているのは、このような権力の制度化に

性が合意に基づく国家中心の法から共存につ

ついての発想である。参加と説明責任は制度

いての包括的な法秩序へと変化していると確

の設立を通して一番うまく達成される。この

信している。この秩序の内部では、保護と促

立場の著述家たちは、これらの関心事項が民

進をしなければならない社会関係が浮上して

主的な秩序の中で対処されると見なしている。

(15)
(16)
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したがって民主的な秩序の中にある地球立憲

より制定される法の領域から主に一定の（地

主義という見方を支持している。したがって

球的な）価値によって決定される法へと変化

その主要テーマは、一方では権力の制限（第

しているのだという。この地球立憲主義にお

一主要テーマ）であり、また他方では権力の

いて前面に押し出される価値は、「公益規範」、

制度化（第二主要テーマ）である(24)。

「根本規範」あるいは「国際共同体規範」と

つぎは規範的立憲主義の特性である。

いった普遍的規範である (32) 。つぎは、類推的

(3) 規範的立憲主義には、世界法（World

立憲主義の特性である。

Law）の高次の固有価値を強調するもの ( 25 )、

(4) ウェストファリア方式の国際公法では

国際法が立法者の全能性を制約するという規

メタ・ルールが国際領域での憲法原則である

範的な階層秩序をあげるもの(26) 、さらに根本

と さ れ た ( 3 3 ) 。 こ れ が メ タ ・ ル ー ル （ meta-

規範（Fundamental Norms）がその他の国際法

rules）立憲主義 (34) であって、類推的立憲主義

のための枠組みを定めていると主張するも

の第一の型である。つぎに国際法に一定の憲

の がある。根本規範は国際法の法源であっ

法的要素があるとして、ここから類推して国

て、ユス・コーゲンス（jus cogens）とエル

家の憲法秩序とくにドイツの憲法秩序にこれ

ガ・オムネス（erga omnes）のふたつがあげ

を導入しようとするものがある (35) 。さらにハ

られる。ユス・コーゲンスは国際秩序の憲法

バマスやマクドナルド、さらにピータースマ

上の規範であって、これが現代国際法に階層

ンが主張したヨーロッパ立憲主義と呼ばれる

制をもたらしているといわれる 。

ものが出ている (36) 。実はこの類推的立憲主義

(27)

(28)

規範的地球立憲主義には、 (a) 権力の制限、

の支持者たちは、国内法と地域法の体系のな

(b)権力の制度化（主に権力を制約する目的で

かでよく見慣れたモデルを見出して、それら

なされる）
、(c)理想主義、(d)基準設定、最後に

を国際領域に当てはめようとする。これらの

(e) 個人の権利の保護、これらがすべてふくま

学者たちが用いている立憲主義の主要テーマ

れている。しかし立憲主義の権利志向の側面

をうまく理解するには、その学者自身が見慣

を保護すること、これが規範的立憲主義の主

れている国内憲法あるいは地域の憲法を検討

要な重点である。この地球立憲主義にとって

すればよい。ひとつの主要テーマが特に際立

の至高のテーマは、個人の権利保障を通して

っている。すなわち憲法の基準設定能力とい

政府権限を制限することである。マドゥーロ

うテーマである。類推的立憲主義は、体系と

（Maduro）は、このタイプの立憲主義を権利

しての法という理念を特に重視している。上

立憲主義と呼んでいる(29)。したがって権力は、

記のすべての理念は、ある程度まで、国内立

他の制度（裁判所、国際組織、市場）へ委譲

憲主義の類推であり、特に類推的立憲主義だ

され、それらは理想化される。これが保護さ

けにかかわる理念ではない。

れるべき規範についての理想主義を正確に映

さて、地球立憲主義を 4 つの範疇に整理す

し出した概念である。

る作業の狙いは、それらがどの政治理論の潮

規範的立憲主義の支持者たちが擁護してい

流に従っているのかを解明することでもある。

る見解は、一定の上位の規範を伴う国際法秩

社会的立憲主義と制度的立憲主義とは、憲法

序が存在するという考え方である。国際法は

モデルの参加志向の形態に焦点をあわせてい

国家の利益と国家の意思という先入観から離

る。したがって参加型立憲主義の目標は、民

れて、権利と義務の相対性に向かっていると

主的プロセスを手段として達成されるものと

見なされている 。この変化は、国際法にお

信じられている。一方、規範的立憲主義と類

けるパラダイム転換に起因すると主張される

推的立憲主義は、憲法モデルの権利志向形態

ことが多い 。国際公法は、その法が合意に

を重視している。この意味でこの規範的価値

(30)

(31)
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志向モデルは、自由主義的モデルと呼ばれて

地球立憲主義における①権力の抑制、②権力

もよいかもしれない 。

の制度化、③社会理想主義、④基準設定、⑤

(37)

個人の権利の保護、この 4 つである。彼女は、

2‑3

つぎのように批判的な見解をのべている。地

ヨーロッパ法思想という知的起源

球立憲主義の支配的な理念は、すべて地球立

シュヴェーベルはこのように記述した後、

憲主義の主要テーマによって構築されており、

地球立憲主義の知的起源はヨーロッパ法思想

異なる主要テーマが異なる理念に集中されて

に根ざすとする。その歴史的根源をギリシャ

いる。これらの批判的な吟味を通して、一定

とローマの思想家にみるのであって、古代立

の偏見と切り捨てが明らかにされる。つぎの

憲思想は自然法の思想が基になっていると述

とおりである。

べる。つぎにヨーッロパ中世の立憲思想にす

(1) 権力の制限について。権力の制限には

すみ、これは「神法の台頭」と「法の世俗

同時に権力の付与が含まれるという事実が注

化」を特徴とすると概括する。さらに西洋の

目された。さらに権力の制限の必要からして

近世思想の特徴は「国民国家の中心性」と

法的平等という概念が生じるが、これはマイ

「最初の成文憲法」の出現であると述べる。

ノリティの周辺化をもたらす可能性のあるこ

そして欧米の近代思想にいたり、そのモダン

とが明らかにされた。

時代の法思想には「植民地主義」と「帝国主

(2) 権力の制度化について。この主要テー

義」という問題群をふくむと指摘する。最後

マの分析の結果、公的領域と私的領域との区

に「ポストモダンまたは現在」の思想に論じ

別が生じるが、この区別は実は社会的性差の

及んでいる 。

階層化を再生産させる傾向があることを示し

(38)

こうしてシュヴェーベルは、ヨーロッパ的

た。さらに権力の一極支配は、諸権利を保有

知的起源の探求の結果として、 4 範疇の地球

する権利と劣後集団の利益代表とを危うくす

立憲主義はつぎの 3 点を共有すると指摘する。

る。

(1) 憲法は国民国家を超えて存在し得ること、

(3) 社会理想主義について。地球立憲主義

(2) 国際領域には、はっきりとそれとわかる

の見方における理想主義は、人権の優位性に

最低限の統一性／同質性が存在していること、

圧倒的に反映されている。人権の制限は、そ

(3) 地球立憲主義という理念自体が普遍的な

れらが帝国主義的解釈の影響を受けやすいこ

ものであること、これである 。しかしなが

とになり、したがって、多様性を抑圧する危

らシュヴェーベルが視点をかえて精査してみ

険性を秘めていることだと確認されている。

(39)

れば、憲法の概念が国際領域に存在すること

(4) 基準設定について。この主要テーマは、

を前提にすることはできない。統一が国際領

確定された計画に従った進歩に対する信念と

域に存在している、あるいは存在すべきだと

おうおうにして関連付けられる。けれども、

いうことも前提にできない。そして地球立憲

これに伴う危険があるのであって、それは

主義という理念が、世界中で共鳴されること

「進歩」というものが、自由民主主義モデル

も前提にできない。

を唯一あるいは最も進歩したモデルだとする

彼女はこういう見地に立って、従来の地球

信念に結合される場合、どのような形で結合

立憲主義を批判的に考察する 。

されるのかにかかわる。

(40)

(5) 個人の諸権利の保護について。個人の

2‑4

諸権利の主軸化（centralisation）に関して提起

地球立憲主義の主要テーマの再検討

されねばならない課題は、その（諸権利主軸

そこでシュヴェーベルが検討するテーマは、
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化の意味の）不確定性である。この不確定性

は政治的意思決定プロセスへの感受性（receptiveness）を高める 。

この 3 つのアピールにつづいて、有機的地
球立憲主義に向けて理論的な再構築の提言が

(41)

したがってシュヴェーベルは、さきに特定

なされる。それは、 (A) 立憲主義を進行中の

された地球立憲主義の諸範疇の主張を厳しく

プロセスとしてとらえることである。例えば、

批判する。端的にいえば、従来の地球立憲主

国民国家において支配的な憲法理念に異議申

義には難点があるという。しかしながら地球

し立てをおこない、現代の立憲主義の専門用

立憲主義を支持する多くの論者が、実際には

語を再構築することで、帝国主義を介さず、

これらの限界を意識している(42) 。このような

立憲主義を通して文化的認識が可能になるこ

限界は、一層の憲法構成を必要としていると

とを立証する作業である(48)。(B) 地球立憲主義

いう意見が実際には支持されている (43) 。そこ

の論述を政治化する作業である。例えば、提

でシュヴェーベルは、地球立憲主義の論述を

案されているテーマは、二段階で紹介される。

すべて放棄することはしない。なぜなら、そ

ま ず は 、 デ ー ヴ ィ ッ ド ・ ケ ネ デ ィ （ David

れは現実的でないからだと説明している。そ

Kennedy）(49) の著作であって、これはあまりに

してこの概念の魅力の根拠を検討したうえで、

も専門的になってしまっている法的議論を政

地球立憲主義の再構築を提案している(44)。

治化するという理念を追求する重要な提案と
して利用される。つぎに、修正された形で、
ハバマスの言説理論が紹介されており、これ

３

は抽象的な憲法の専門用語を具体化するため

有機的地球立憲主義論

に、また規範的要素に対する必要性を満たす
ために採択されるべきことが提案される (50)。

3‑1

(C) 地球立憲主義を「普遍的否定領域」とと

有機的地球立憲主義論に向けての
理論的提言

らえることである。これは有機的地球立憲主
義が確定された内容を欠いているということ

シュヴェーベルは従来の地球立憲主義の 4

と関わっている。エルンスト・ラクロー（Ernes-

範疇にとって代わるべき新たな範疇を選択す

to Laclau）、特に『解放』（Emancipation(s)）と

る。これを有機的地球立憲主義と名づけてい

いう表題の彼の著作は、実例として極めて役

る 。その立論は二重になっており、まずも

立つものである (51) 。ラクローは、普遍的領域

って理論的な方法論の次元での提言である。

は純粋に表示的な特性を持つという意味にお

つぎは実践編の次元であって、国際法の担い

いて、
「空のスペース」と見なされるべきだと

手たちが有機的地球立憲主義の要請を実現す

主張している。このような「否定的な」意味

るために現実的なアプローチをするよう提言

で感知されたとき、普遍的領域は、何かの存

している。

在を表示するが、しかしそれ自体の明確な内

(45)

容を欠いているのである(52)。(D) 最後のテーマ
理論的な方法論の次元で基本にあるのは、

は、未来のための約束としての有機的地球立

「憲法は、生成済のものでなく、生成過程に

憲主 義である 。ジ ャック・デリダ（Jacques

あるものだ」 (46) という規定である。そして理

Derrida）の著作が、この文脈において紹介さ

論的プロジェクトとして 3 つのアピールがな

れる (53) 。そこでは、規範性、安定性、そして

される。①国際領域における権力配分の動機

おそらく「憲法」は、現在にかかわる特性で

付けである。②法を介して国際社会を制御す

はなく、未来の立憲主義の約束にかかわる特

るという動機付けである。それに③国際法の

性である。このことは、立憲主義の未来は、

正統化という動機付けである 。

一方では、変化を受け入れる必要性からして

(47)
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未決定の状態を維持しなければならず、また
もう一方では、時に内容を満たす見通しも含

3‑2

めねばならないことを考慮に入れている (54)。
シュヴェーベルによれば有機的地球立憲主

有機的地球立憲主義論に向けての実
践的提言

有機的地球立憲主義の実践編でいう「有機

義とは、これらの諸要素（A, B, C, D）の集

的」とは、どういう意味なのかと自問して、

合体だととらえる。
しかしながら彼女は、 (E) 有機的地球立憲

答えている。「有機的と立憲主義とは、両方と

主義の欠点についても言及する。すなわち 2

も柔軟性ばかりでなく安定性も包含するとい

つの欠点が存在する。まず、フェミニスト運

う矛盾を抱えている。有機的立憲主義は青写

動家たちが自覚したように、参加が機能しな

真を意味するものでなく、枠組みを意味して

ければならない政治機構が、実は柔軟性の欠

いる。それは有限の静止状態を意味するもの

如を表に出すおそれがある。この柔軟性の欠

でなく、構造を意味している。それは道具と

如は周辺化を可能にするものとして述べられ

して使用することができるが、その道具は生

ていたものである。次に、有機的地球立憲主

命体と考えられるべきである。最後に、それ

義は平等な参加の場を提供するが、議論に参

は構成的ではあるが、最終製品を作り出すも

加する人がすべて平等だというわけにはいか

のではない。」(56)それは、このように矛盾をか

ない。有機的地球立憲主義の見方は、国際法

かえながら、枠組みであり、構造であり、生

からこのような重要な欠点を取り除くことが

命体であって、構成的なものという特質をも

できない。けれども、それは他に類を見ない

つと彼女は強調している。
さて、地球立憲主義には、必ず立憲主義の

ほど、自己修正の可能性を包含している、と

プロジェクトが含まれている。いってみれば

彼女は述べる。
こうして有機的地球立憲主義のつぎの 4 つ

具体的な措置が抽象的な理念を実現するため

の決定的な特性が指摘されている。すなわち、

に、立憲主義のプロジェクトが必要とされる

(a) 柔軟性を支持して、安定性を拒否する。(b)

という。それは、すでに俎上に載せた 4 つの

立憲主義の言説的政治決定を支持して、いか

範疇についてどのような提言をするのか。

なる政治以前の価値も拒否する。(c)地球立憲

まず社会的立憲主義について。それは、実

主義を「普遍的否定領域」という意味での、

行に移された場合、民主主義促進の形で展開

競合する特殊性を介して初めて生ずるものと

される可能性が最も高い。しかしその民主主

見なすことを支持する。したがって地球立憲

義促進は、軍事的または非軍事的な性質を持

主義を、自由民主主義の路線に沿って考え出

つ介入と西洋のイデオロギーの強制的な普遍

された「普遍的肯定領域」と見なすことを拒

化をもたらすおそれがある。けれどもその民

否する。(d)立憲主義の規範的側面を未来のた

主 主 義 は 、 ス ー ザ ン ・ マ ー ク ス （ Susan

めの約束、未来の立憲主義と見なすことを提

Marks）が、「民主主義的包摂の原則」という

案する 。この 4 点にわたる特性である。

新しい用語を考え出したような方法で作り直

(55)

すこともできる(57)。

このようにシュヴェーベルが描きだした 4
つの特性は、これまでの範疇と比較してより

つぎに制度的立憲主義について。それは、

広い視野に立って、地球立憲主義に関する新

国連行動と国連改革の道を辿ることになると

たな議論に着手する試みを可能にする。有機

思われる。しかし国連は構造的に不備な点が

的地球立憲主義は、以上のような諸点におい

多いため、地球憲法として国連憲章を指定す

て従来の地球立憲主義論とは異なっている。

ることには、覇権主義の懸念をもたらす可能
性が極めて高い。有機的地球立憲主義は、矯
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正手段として機能することが可能であって、
過去に周辺化されてきた人々のための立憲主
義の解放的な潜在力を強調することもできる。

４

考察

4-1

回顧と問題意識

さらに規範的立憲主義についてはどうか。
それは地球憲法の権利のカタログという形態
で実行される可能性が最も高い。しかし特定
の権利をカタログ化することにはさまざまな
わたしが地球立憲主義研究の最前線を自覚

懸念もある。この懸念に対応するために有機
的地球立憲主義は、厳格な人権用語ではなく、

したのは 1992 年であって、いまから20 年余り

むしろ利益と原則に関する用語を採択するよ

以前にさかのぼる。この年、京都の国際会議

う方向転換することを働きかける。有機的立

場で国際平和研究学会の第 14 回総会が開催さ

憲主義は、政治以前の権利を重視するのでは

れ、そこでアメリカの国際法教授リチャー

なく、むしろ、より政治的なプロセスを支持

ド・フォークから最新の「抜き刷り」をもら

することになる。そして実体的な権利の成文

った (60) 。これを契機に発表したのが「地球的

文書を含まない代替手段を選択することにな

立憲主義の展望：世界法から地球文明への進

る。

展」と題した論文である (61) 。しかし実はこれ

最後に類推的立憲主義について。この範疇

以前に、日本の平和憲法研究の共同作業が持

ではデフォルト（不履行）となることが想定

続しており、このなかでリチャード・フォー

されているが、これはヨーロッパ立憲主義を

クらによる「世界秩序モデル・プロジェク

模倣したものになると思われる。ヨーロッパ

ト」（略称・WOMP）の文献を読む機会はあ

立憲主義はヨーロッパ連合加盟国の市民たち

った(62)。WOMP の方向性は20世紀後半という

に不人気である。けれども、このデフォルト

時点において新たな世界秩序の形成に寄与す

（不履行）となるという言辞が暗示している

る点にあったと理解した。またこれに先立っ

のは、地球立憲主義の理念の実現に着手され

てわたしは、フランスの公法学教授であるミ

る前に地球立憲主義そのものが幕を下ろして

ルキヌ・ゲツェヴィチの著作『国際憲法：憲

しまうことである。この形態の立憲主義をよ

法の国際化』（原書出版1933年）について知る

り有機的なものにするために、展望の柔軟性

ところがあった (63) 。ここでは国内の民主と国

が強調される必要がある。類推的地球立憲主

際の平和にかかわって「憲法の国際化」とい

義にかかわって重要なのは、地球立憲主義が、

う方向づけがなされたことに注目した。

国際領域および脱国家領域とは異なる概念へ

こうした知見に照らすと、シュヴェーベル

と再構築されねばならず、またそうありつつ

の地球立憲主義研究は、アメリカとフランス

あるとみなされねばならないことである (58)。

のこの 2 人の教授に言及することがなく、自

彼女はこのように述べて、総じて、プロジ

ら認めているように、ドイツ中心の発想傾向

ェクトが実行に移された場合、ささいで、し

が強い。地球立憲主義論の系譜をドイツのア

かも控えめではあるが、有機的地球立憲主義

ルフレド・フェアドロス（Alfred

が重要な役割を果たす可能性を秘めていると

と、おなじくドイツ出身のヴォルフガング・

主張している(59)。

フリードマン（Wolfgang Friedmann）にもと

Verdross）

めている点にも、それが表れている。
フェア ドロスの著作『国 際法共同体の憲
法』は、 1926 年に出版された (64) 。彼の地球立
憲主義論は、この書籍出版の後第 2 次世界大
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戦があったことを考慮すれば、およそユート

国際人道法の侵害であることが、きわめて頻

ピア的なものと見なされるだろう。しかし当

繁に取り上げられるようになった。しかも最

時、彼の関心は世界大戦を結果的に招くこと

近では、イランへの予想される侵略に関する

になった「力は正義だ」というイデオロギー

合衆国の計画に国際法上の疑義があり、それ

に対抗することであって、その手段として国

のみならずイラクとアフガニスタンにおける

際連盟で体系化された法の国際支配を推進し

軍事戦略が疑問視されている。だからシュヴ

ようとしたものでもあった 。そこで彼がど

ェーベルは、一方では普遍的なものと見なし

のように自然法思想と世界憲法論に親和的な

得る共通の利益、またもう一方では特殊なも

論述をおこなったか、この点に留意して改め

のと見なし得る様々な異なる利益、これらの

て解読することがいま重要ではなかろうか。

間の微妙な均衡が求められることが明らかに

第二 次世界 大戦のあと冷戦体制が強ま る

なっているという。したがって有機的地球立

1964 年、フリードマンが『国際法の構造転

憲主義の理論と実践は、これらの諸利益を統

換』と題して国際憲法に言及したことによっ

合するための新しい方法を、見方を変えると

て、地球立憲主義をめぐる議論は再び口火が

国際法の中心的な不均衡のひとつを均衡させ

切られた。非植民地化の最終的な取組の只中

る新しい方法をまさに提示している、という

であり、かつ国際協力と制度構築が焦眉の課

のである(67)。

(65)

題となっている時代だった。こうした状況か

このように理解するならわたしは、有機的

らして彼は、一方では主権主体が国民国家で

地球立憲主義の提言は新たな世界状況の要請

あること、しかし他方では国際組織による目

に正しく応えようとするものと認識されかつ

標の同定の必要があること、こういうジレン

評価されるべきだと思う。ヨーロッパ中心に

マが深刻になっていることに気付いていた 。

もせよ地球立憲主義論の全体像を描き出して、

しかしながら彼が、
「国際法の憲法構成」とい

その歴史的根源を探り、従来の議論の盲点と

う方向について、これをどのように論じたか、

偏向をみきわけて、回復のための処方箋を提

あるいはこうした自覚がなかったのか、この

示したことは、学術的業績として然るべき評

ことを改めて解読することが重要ではなかろ

価をうけるに値するものと考える。

(66)

うか。

4‑3
4‑2

積極的に評価する意味

問題点

ところで有機的地球立憲主義論には、どん

東西冷戦の終結から 10 年を経て、 9.11 事件

な問題点があるだろうか。端的にいえば、シ

が発生した。シュヴェーベルは、9.11事件が、

ュヴェーベルが、地球立憲主義の提言をすべ

国際領域の政治的優先事項をしたがって法的

て放棄するのでないという結論を選択してい

優先事項をも、いわば一変させたという。す

る点である。このこと自体が問題点ではなか

なわち、国際法における多様性と個別主義は、

ろうかと考えるのであって、それを根拠づけ

もはや関心事の最前線に位置付けられること

る論理的説明について疑義がのこること、し

はなくなった。
「テロに対する戦争」が、類似

たがって有機的地球立憲主義論の意義と役割

の価値観を持つ諸国の共同戦線を要求した。

にたちかえって根本的な省察を要すること、

しかもすでに多くの法学者や法律家がみとめ

こうした諸点をまずもって指摘しておきたい。

るように、グアンタナモ湾仮収容所とアブグ

しかしこれらすべてについて立ち入った論述

レイブ刑務所で起った事件は米合衆国憲法の

をする余裕はない。別の機会にゆずるほかは

諸原則の侵害であり、かつまた国際人権法と

ない。
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しかし問題点を有機的地球立憲主義論の課

主義の説明をできる限り包括的なものとする

題と方法というレベルに焦点をしぼって考え

ために、「国際憲法」あるいは「地球憲法」と

てみることにしよう。シュヴェーベルの課題

「地球立憲主義」という複数の用語の意味を、

は、まず地球立憲主義をめぐる議論を体系化

あらかじめ確定しない。彼女の提案は、
「地球

するために、既存の論議をひろく対象として

憲法」の一定の定義に当てはまるからではな

取り込んで、その見取り図をえがくことであ

く、すべてが「地球立憲主義」の概念を思い

った。それを 4 つの範疇化（社会的；制度的

起こさせるという基準でもって選択されたの

；規範的；類推的）によっておこない、ひと

である。

つの全体像を描くことに一応成功したといえ

3 つ目の問題は、地球憲法はすでに存在し

よう。けれども彼女は地球立憲主義観念の

ていると主張する記述的アプローチと、これ

「あいまいさ」を示しつつ、これを批判的に

にたして最終的に地球憲法をもたらすプロセ

考察するのであって、これを通じて有機的地

スが現在進行中だと主張する規範的アプロー

球立憲主義の観念を形成しており、これを理

チ (6 8) 、この 2 つの主張に関するものである。

論的次元でのテーゼの提示と実践的次元での

シュヴェーベルは、この 2 つのプロセスは重

プロジェクトの提言でもっておこなった。け

複しており、また分離できないという立場を

れども、
「あいまいさ」をひきずることになっ

とっている(69) 。「国際憲法」あるいは「地球憲

たのではなかろうか。

法」と「地球立憲主義」という複数の用語の

たとえば理論的な 4 つのテーゼ（a 柔軟性、

意味を、あらかじめ確定しないで「あいまい

b 言説的政治決定、c 普遍的否定領域、d 未来

なもの」にしておく。なぜなら「地球憲法」

のための約束）の集合体として、有機的地球

論も「地球立憲主義」の概念を思い起こさせ

立憲主義という観念の形成に着手できるとい

るから、これを包摂して作業を始めるのであ

う。しかしながら考えてみると、これら 4 つ

る。また、地球憲法はすでに存在していると

のテーゼの集合された観念が内的に一貫した

する主張と、最終的に地球憲法をもたらすプ

論理に貫かれてなりたつかどうか。この点で

ロセスが現在進行中だという主張とを包摂す

必要かつ充分な論証はなされていないように

る方法論的立場をとっている。その正当化と

思われる。その理由は、部分的には、分析よ

して、この 2 つの主張は重複しており、また

りも包摂を重視する方法論的観点によるもの

分離できないというのである。さらに、
「国際

であろう。すなわちシュヴェーベルは、方法

法の憲法構成」と「国際秩序の憲法構成」の

論上の問題についてつぎのようにいう。一方

違いを認識しながら、これら 2 つの見解を区

に国際法の憲法構成に関する見解があり、他

別することは極めて不自然であるという。地

方に国際秩序の憲法構成に関する見解があっ

球立憲主義に関するすべての提案は、事実上

て、両者の対立をどのように特徴付けるか、

同じ理念に基づいているからだという。要す

これが問題である。しかし規範的な観点から

るにすべての論者が国際的な法的共同体に適

すれば、地球立憲主義に関するすべての提案

用可能な枠組みが存在することに言及してい

は、事実上同じ理念に基づいている。すべて

る。それだけの理由で、すべてを包摂すると

の論者が国際的な法的共同体に適用可能な枠

いう立場をとっている。

組みの存在に言及している。したがって、方

これは従来の地球立憲主義論の全体像を描

法論の観点からすれば、これら 2 つの見解を

くさいのひとつの手法であった。しかし「国

区別することは極めて不自然であるように思

際法の憲法構成」とはなにか、その意味と限

われるとしている。

界について立ち入った言及がなされていない。

もう 1 つの方法論上の問題点は、地球立憲
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さがあり、そのために法的効力において最小
4‑4

限説やソフト・ロー説が有力であること、ま

国際法の憲法構成

た法の執行に欠陥があるため、弱小国側だけ

では現在の時点で、「国際法の憲法構成」と

が法の遵守を強制される反面、2003 年米合衆

は、どのように措定されているのか。その議

国によるイラク侵略にみられるような違法な

論の最先端に位置するのは、憲法と国際法の

事態が生じていることなどである (71) 。 (b) 言説

教授であるアン・ペータースであろう。彼女

として憲法構成は欧米覇権主義につかえるも

は昨年（2012年）、「われわれは、世界共同社

ので、しかもその原則が過度に一般的であり

会の憲法構成に向かって進んでいるのだろう

しかも明確性にかけることがあるということ

か？」と題する論文を発表した。冒頭でつぎ

である(72)。

のように述べている。

そこで地球立憲主義者として、「あるべき

ソ連体制崩壊の後に「国際法の憲法構成」

法」（de lege ferenda）が、つぎのように提言

が「きわめて劇的に進化した。この進化の多

される。

くの側面は、つぎのような進化の意味での憲

「複数主義という基礎的憲法原則は、この

法構成だと記述しかつ解釈することができる。

世界共同体において可能な限りの多様性を受

すなわち、国家主権、合意主義、武力不行使

容することを呼びかける。これが意味するの

といった若干の組織原則を基礎とする国際法

は、互いに異なる基準が、例えば公正な審理

秩序から、国内立憲主義の原則と価値を認識

の原則が、互いに異なる政治形態においては、

しかつこれらを創造的にわがものにしてきた

最小限の限界を超えないかぎり、相互性の原

国際法秩序へと向かう進化である。」学問的営

則にしたがって承認されなければならないこ

為としては、国内立憲主義の原則と価値を認

とである（国際連合はヨーロッパ連合とは対

識しつつ、かつこれらを国際法学者が創造的

称的に異なっている）
。もちろんこの基準はど

にわがものにすること、この二重の作業をや

こにあって、しかもとりわけ誰がそれを決め

り遂げることが国際法の憲法構成の重要な意

るのかという疑問はのこる。
」(73)

味あいである。

こうのべて、続けている。
「現行法に対する

こう述べて彼女は憲法構成とはひとつの運

批判とそれに替わるもの、この両者を作り出

動であって、それは「どの程度のものか、そ

すことは、法学者という知識人の責務である。

れが問題である」と言っている。
「国際法の憲

それは

法構成過程はおもに学者によってまた若干は

え潜在的には学者的でない活動であるが、そ

国際裁判所によって推進されているので、政

ればかりではない。
」こう述べて、運動として

府や条約締結権者によるものではない。にも

の「国際法の憲法構成」の実践的意義が、こ

かかわらず、地球立憲主義者の言説は同時代

こで強調されている。したがってここでの着

の国際法の構造的欠陥を暴露する業績をあげ

眼点は、つぎの一点にしぼられる。
「国際法の

ており、しかも新しい光に照らしてその構造

規範的でかつ政治的な力は、究極的には、あ

的欠陥をあぶりだした。」このようにしてア

りのままの

ン・ペータースは国際法の現在の「憲法構

munity）という用語を用いること、また憲法

成」の一連の失敗を指摘して、しかもよりい

や立憲主義という概念を用いること、これら

っそう「憲法構成された」国際社会に向かっ

両者に依拠するのでない。そうではなくて、

て進んでいく仕方を示唆している 。

むしろその力は具体的な制度、原則、ルール

(70)

もっぱら

政治的であって、それゆ

国際共同体 （international

com-

彼女は憲法構成の諸問題として、つぎの点

および執行に依拠するのである。」(74) これを

をあげる。 (a) 憲法構成には民主的正統性の弱

解読すると、抽象的な理論構築の結果ではな
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く、具体的な事態に対処する国際法学者の実

ェーベルは、これら 3 つの命題を前提にせず、

践にこそ、規範的でかつ政治的な力の究極の

自らの地球立憲主義を論述する。これがヘー

根拠があると主張していると読みとることが

ゲル『法哲学』の記述に連なる有機的地球立

できる。この批判的にして実践的な言説に、

憲主義論の独自性を産んでいる。

いまのわたしは共感している。

例えば理論的提言では、つぎの 4 命題の集
合体が有機的地球立憲主義だという。すなわ
ち、①憲法は生成済のものでなく生成過程に
あるもので、立憲主義を進行中のプロセスと

５ 結語

してとらえること、②地球立憲主義の論述を
政治化すること、③地球立憲主義を「普遍的
否定領域」ととらえること、④地球立憲主義

5‑1

本稿の成果：

を未来のための約束として構想すること、こ

地球立憲主義論の全体像

れである。

を現在の時点でどのように描くか。この描写
を試みることは、研究史を踏まえた学術論文

実践的提言の最初の命題はつぎのとおりで

を書くうえで必須の作業であるとともに難し

ある。有機的立憲主義は青写真でなく、枠組

い仕事 である。そうした観 点からみれば、

みを意味している。それは有限の静止状態で

「2011年のクリスチャン・シュヴェーベル」

なく、構造を意味している。道具として使用

は、この作業と仕事に果敢に取り組んで、ひ

できるが、その道具は生命体である。それは

とつの地球立憲主義論の全体像をしめしてく

構成的ではあるが、最終製品を作り出すもの

れた。すなわち、①共存を重視する社会的立

ではない。このように矛盾をかかえるという

憲主義、②制度による統治を重視する制度的

特質をもつと、彼女は強調している。

立憲主義、③特定の根本規範を重視する規範

有機的地球立憲主義は独自のプロジェクト

的立憲主義、④国内立憲主義および地域立憲

を持っており、 4 範疇からなる地球立憲主義

主義との類似性を重視する類推的立憲主義、

をそれぞれ有意義に批判して、それにかわる

この 4 つの範疇の集合体である。では地球立

具体的措置を提出している。

憲主義論は、どんな系譜をもつのか。このよ

このような有機的地球立憲主義論を、わた

うな視点から、その根源をギリシャとローマ

しは 4 点にわたって批判的に考察したが、そ

に始まるヨーロッパ法思想にもとめて、「ポス

れを要約することは、紙数の制約あり、もは

ト・モダンまたは現在」に及ぶまでの法思想

やできない。有機的地球立憲主義論を素材に

を模索している。とくに 20 世紀ドイツのフェ

して、
「国際法はどんな地球立憲主義を成立さ

アドロスやフリードマンといった国際法学者

せるか」という問題について、ひとつの示唆

の意義を強調している。

をしめしたにとどまる。したがって「憲法の
国際化から国際法の憲法構成へ」という課題

そのうえで、これら 4 範疇からなる地球立
憲主義はつぎの 3 点を共有するとする。すな

は、なお近未来の学問的営為に開かれている。

わち、①憲法は国民国家を超えて存在し得る

5‑2

こと、②国際領域には、はっきりとそれとわ

地球立憲主義者が「あるべき法」を提言し続

かる最低限の統一性 / 同質性が存在している

けることは、現在という時期がまさに要請し

こと、③地球立憲主義という理念自体が普遍

ている。例えば、TPP（環太平洋戦略的経済

的なものであること、これである。しかしな

連携協定：Trans-Pacific Partnership）が一例で

がらシュヴェーベルは、これら 3 つの命題は

あろう。それは秘密主義を頑なに固執してお

成り立たないと主張する。したがってシュヴ

り、また明らかになったかぎりでも、北米自
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■論文■

ルイス・ハーツの「断片理論」に関する一考察
─新定住地域における土地制度との関連を中心に─

井 坂 友 紀
《要旨》 本稿の目的は、ルイス・ハーツの「断片理論」の特質及びその批判について検討し、同理論の意義
を新定住地域における土地制度との関わりにおいて明らかにすることである。ハーツの「断片理
論」によれば、新定住地域は、本国における一断片が全体から切り離され、投げ込まれたものであ
った。
「断片理論」及びその理論に基づく歴史解釈に対しては様々な角度から批判がなされたが、そ
れらは断片理論の研究史的意義だけでなく、土地制度比較における断片理論の有効性についても十
分に評価することができなかった。広大な未開墾地と、外部から流入する労働力及び資本がどのよ
うに結びつくのか─ この結びつきの型を左右する土地制度の比較史的検討は新定住地域の発展を
考える上で不可欠であるが、断片理論はその重要な検討の視点を提供するものであった。
目 次

定住された、温帯地域の豊かな農牧業地」で

はじめに
Ⅰ 断片理論の概要
Ⅱ 断片理論の適用―オーストラリアのケース
Ⅲ 断片理論批判
Ⅳ 断片理論の再評価―比較土地制度史研究に
向けて

あり、
「広大で、肥沃で、事実上人のいない平
原」である( 1 ) 。
ヌルクセが「新定住地域」の概念を打ち出
したのは、これらの地域が第一次大戦前のイ
ギリス資本輸出の最大の受け入れ先であり、
また国際投資として最も大きな成功を収めた
地域であったからである。新定住地域は、既
存の帝国主義・資本輸出研究が重視したアジ
ア・アフリカの従属的植民地の対照物として

はじめに

の性格をもっていた。
「19世紀の国際投資がそ
の最大の成功を収めたのは、資本輸出の 3 分

本 稿 の 目 的 は 、 ル イ ス ・ ハ ー ツ [ Louis

の 2 と事実上すべての移民を受け入れた新定

Hartz] の「断片理論」の特質及びその批判に

住地域においてであった」のである( 2 ) 。

ついて検討し、同理論の意義を新定住地域に

ヌルクセ自身は新定住地域に関する研究の

おける土地制度との関わりにおいて明らかに

深掘りを進めたわけではなかったが、これら

することである。

の地域を重要な共通項をもつ 1 つのグループ

新 定 住 地 域 （ regions of recent settle-

と捉えつつ、比較史的視点も含め、その経済

ment）とは合衆国やカナダ、オーストラリア

構造や経済発展の特徴等を明らかにする試み

など、とりわけ16世紀以降のヨーロッパから

がその後継続的に展開されていった( 3 ) 。

の大量の移民により定住が進められた地域の

「新定住地域論」というべきこれらの議論

総称である。このタームを一般化させたヌル

が展開されてきた背景には、新定住地域の発

クセ [ R. Nurkse] によれば、新定住地域とは

展が既存の分析の枠組みでは必ずしも十分に

「主に近年のヨーロッパからの移民によって

説明できないという問題があった。ここでは
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通常の経済学の想定とは異なり、資本のみな

リアの 5 つの地域の発展史を再検討した（ハ

らず労働力も海外から大量に流入し、土地は

ーツ自身は合衆国を担当）。『新社会の創設』

限られた資源として一定であったというより

は新定住地域を本国やその他の人口稠密植民

は「フロンティア」の拡大という形で増加す

地等と明確に区別される地域と位置づけ、比

るものであった ( 4 ) 。広大な「未開墾地」が存

較史的観点からその本質を浮き彫りにしよう

在し、先住民の土地からの「掃き出し」が徹

とする初めての本格的試みであった。そして

底的に行われたこれらの地域では、土地所有

結論を先取りして言えば、ハーツの断片理論

は「封建的土地所有の解体」とは異なる論理

は今日においてもなおその有効性を失わず、

で形成された

新定住地域社会を検討する上で極めて重要な

(5)

。また、新定住地域の多くは

ヒト・モノ・カネの面でヨーロッパの中心国

視点を提供するものである。

に「従属」することで短期間に劇的な発展を

しかしながらこうしたハーツの議論はこれ

遂げ、他の低開発国に比して自立的な経済構

まで必ずしも十分に検討されてはこなかった。

造を有することとなったのであり、「従属理

本稿Ⅲ、Ⅳで検討するように、ハーツに向け

論」は必ずしも適合的ではなかった

。新定

られた批判は彼の議論の有効性や研究史的意

住地域諸国は似たような自然的・経済的条件

義を正当に評価できているとは言い難いもの

下にあったにもかかわらずその発展の経路や

であった。
『新社会の創設』は比較史的観点を

程度は大きく異なっていたが、こうした相違

含む新定住地域研究が当然留意すべき研究成

は資本、労働力、市場の海外依存という外的

果であるにもかかわらず、多くの場合それは

(6)

要因を強調するだけでは説明されえないので
ある

(7)

軽視

。

ないし

無視

されてきた。帝国研

究の諸文献を網羅的に検討し、カナダ及びオ
ーストラリアとラテンアメリカ（アルゼンチ

本稿で取り上げるハーツの断片理論は、新

ン、ブラジル、チリ）に一章ずつを割いた P.

定住地域の比較史研究の草分け的存在である。

J. ケイン、A. G. ホプキンズの『ジェントル

周知のように、ハーツは 1955 年刊行『アメリ

マン資本主義の帝国』がこの研究に一切触れ

カ自由主義の伝統』で

ていないのは象徴的である(10)。

封建制の不在 （と自

由主義思想の存在）という観点からアメリカ

こうした状況を踏まえ、本稿では、ハーツ

史を再構築し、当時のアメリカ史研究に大き

の断片理論の概要をあらためて整理し (Ⅰ )、

なインパクトをもたらした

同理論の適用事例として共同執筆者の 1 人で

(8)

。彼は既に同書

においてアメリカを含めた「新社会の比較研

あるローズクランス [ R. N. Rosecrance]

究」の必要性を説いていたが、彼自身がその

オーストラリア論を概観するとともに (Ⅱ )、

担い手となって1964 年に刊行したのが『新社

断片理論に対する批判を紹介していく (Ⅲ )。

会の創設─合衆国、ラテンアメリカ、南ア

最後に、これらの考察を踏まえ、研究史及び

フリカ、カナダ、オーストラリアの歴史に関

土地制度比較の観点から、断片理論の再評価

する研究』であった

に向けた検討を行う (Ⅳ)。

(9)

。ハーツは同書の第 1

の

部において入植期の本国社会経済体制─あ
るいはそれを背景とした特定の思想─が新
定住地域社会に与えた影響を重視し、後者を
本国の一断片（a fragment）であると捉えた。

Ⅰ

断片理論の概要

彼と彼の共同執筆者たちは、同書第 2 部にお
いて、この断片理論をもとに合衆国、ラテン

断片理論によれば、新定住地域は「封建主

アメリカ、南アフリカ、カナダ、オーストラ

義断片」「自由主義断片」「急進主義断片」と
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表１

断片理論における３類型
代表的
国・地域

主要な
入植時期／主体

特徴的
入植者

普遍的理念

普遍化の背景

封建主義断片

ラテンアメリカ

16、17世紀
スペイン、
ポルトガル

聖職者、
軍人

封建主義

ウィッグ貴族の不在

自由主義断片

合衆国

17、18世紀
イギリス

ピューリタン

自由主義
(「アメリカ的生活様式」)

封建制の不在

急進主義断片

オーストラリア

18、19世紀
イギリス

囚人、
チャーチスト

急進主義
(「メイトシップ」)

ブルジョワジーの不在

出所：Hartz [1964] をもとに筆者作成。

いう 3 つ の「 断片 」に 分 類さ れる （表 １参

ン主義はそのより急進的なバージョンである

照）。「断片」が意味するのは次のところであ
、、
る。新定住地域は「ヨーロッパの国家の一部

社会主義を生み出した。中世から近代にいた

がその全体から切り離され、新たな地へと投

を生み出すという「伝染プロセス」が、ヨー

げつけられた」（傍点は筆者による。以下同

ロッパでは常に起こっていた(12)。

るまで、ある思想がそれ自体の敵となる思想

じ。
）ものである。例えば、ラテンアメリカに

しかしながら新定住地域においてはこうし

は16世紀のスペイン、ポルトガルの軍人や聖

た「伝染プロセス」は存在しえなかった。新

職者らによって「封建主義」が移植されたが、

定住地域の「断片」は、まさに本国における

本国の封建社会が内包していた都市部の自由

自らの敵から「逃避」をしてきたのである。

主義が移植されることはなかった 。合衆国

「断片」は自らの敵を本国に置き去りにする

は、 17 、 8 世紀のイギリスという全体の中の

ことで「解放」
（extrication）されただけでな

「ブルジョワ」あるいは「自由主義」という

く、その敵が生み出すであろう未来の敵から

一部分（＝「断片」
）が本国における騒動から

も自由となる ( 1 3 ) 。ラテンアメリカやフレン

解放される過程の中で創設された。オースト

チ・カナダなどの「封建主義断片」において

ラリアに送り込まれ支配的勢力となったのは、

は、本物のウィッグ貴族は不在であったため、

本国で囲い込みや工業化を背景に窮乏を強い

ジャコバン主義は存在せず、したがってまた

られた労働者階級やチャーチスト運動の政治

社会主義も生まれえなかった。「封建主義断

犯といった「急進主義」部分であった。

片」が本国に置いてきた啓蒙主義は右と左の

(11)

断片理論の大きな特徴は、断片思想─す

間で身動きがとれなくなったが、合衆国など

なわちラテンアメリカにおける封建主義、合

の「自由主義断片」においては全ての敵から

衆国における自由主義、オーストラリアにお

自由となって全面的に「開花」し、社会主義

ける急進主義─が、本国では実現しえない

の脅威を逃れた (14) 。オーストラリアの「急進

形で普遍化したとする点である。

主義断片」も封建主義や強力なブルジョワジ

ハーツによれば、ヨーロッパには思想が互

ーを本国に置いてきたため、その急進主義は

いに互いを生み出す「伝染プロセス」が存在

教条的な社会主義へと変化することはなかっ

した。このプロセスは封建世界においてスタ

たのである(15)。

ートし、封建制は「階級意識」や「共同体の

こうし て断片思想は「ア メリカ的生活様

記憶」の喚起を通じ、社会主義を含めた一連

式」や「メイトシップ」（mateship：豪州移

の啓蒙思想を生み出す基となった。啓蒙思想

民の同胞意識）のような形でナショナリズム

自体をみても、ウィッグ主義は自らの敵とな

化し、人種問題も含め社会経済全体を支配す

るジャコバン主義を生み出し、またジャコバ

る普遍的理念となった (16) 。そしてこの普遍性
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は、1960 年代においてさえ進展していたグロ

例外とはならなかったのである。
」(20)

ーバル化の中で変化をせまられるものの、少
なくともそれまでの間は揺らぐことはなかっ

オーストラリアの植民が本格化する18 世紀

たということである 。

末から19 世紀の半ばはまさに産業革命の時代

(17)

であり、労働者階級の創成期であった。エン
クロージャーと工場制度の確立は都市化過程

Ⅱ

断片理論の適用
─オーストラリアのケース

を加速化し、イギリスの工業都市は地方の過
剰人口であふれた。救貧法の影響とあいまっ
て賃金は極めて低く抑えられ、窃盗罪─ 1

以上のような断片理論は個々の地域に対し

シリング以上の窃盗に対する刑罰は極刑であ

てどのように適用されうるのか。冒頭で紹介

ったが、実際には流刑が課されることが多か

したように『新社会の創設』の第 2 部では第

った─を含めた犯罪率は急速に上昇した。

1 部で展開された断片理論をもとに 5 つの新

1832 年以降の自由主義の勝利は働く者に敵対

定住地域の発展の歴史がそれぞれ別個の研究

的な階級の勝利であり、労働者階級の独自利

者によって検討されている。共同執筆者によ

害を追求したチャーチスト運動は失敗に終わ

る論考については断片理論との整合性─あ

った(21)。

ら批判もなされてきたが (18) 。本節ではその中

、
オーストラリアに入植したのはまさに「こ
、、、、、、、、
のイギリス社会の」一断片であった。オース

でも「ハーツ派の理論の型により忠実に従っ

トラリアに送られた囚人の中には政治犯や重

ている 」とされ、また後述のように現地の

罪人もいたが、多くは上述のような状況下で

歴史家からの反響も大きかったローズクラン

経済的理由から窃盗等の罪を犯した者たちで

スのオーストラリア論を検討する。

あった。移民の多くは北米までの渡航費さえ

るいはハーツとの温度差─といった観点か

(19)

捻出しえない者であり、北米移民とは対照的
ハーツの総論によれば、新定住地域はヨー

に植民地での自立的生活のヴィジョンを持た

ロッパの本国の中の断片である。ではオース

ない者であった。1851 年以降のゴールドラッ

トラリアはイギリスのどの断片であるのか。

シュによってオーストラリアの人口は10 年間

ローズクランスは次のように述べる。

のうちに 3 倍に増えたが、これは政治的・経
済的改革が世界的に進行した時期とも重なる

「オーストラリアの独自性はイギリス社

ものであった。オーストラリアでの成功を夢

会のある特定の部分（fraction）による定
、、、、、
住の結果である。というのも、オーストラ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
リアはイギリスのミクロコスモスでは決し
、、、、、
てなかったのである。イギリスの貴族制が

見た移民達はより自立心が強くエネルギッシ

オーストラリアに及ぶことはなかったし、

階級移民、そして高位の文官等の「排他派」

十分な中産階級さえオーストラリアの発展

（exclusives）と呼ばれる土地所有者グルー

においては重要な場所を見出さなかった。

プが存在したが、こうした中産階級はイギリ

……労働者階級がオーストラリアの歴史に

ス本国におけるように確固たる地位を築くこ

おいて重要な役割を果たしてきた……。オ

とはなかった。人数の点だけでなく「社会的

ーストラリアは働く人の地（a land of toil-

エートス」の点でも、労働者階級がより重要

ers）であったし、今もそうである。そして

であった。この「社会的エートス」とはまさ

牧羊業者でさえこのルールに対する重要な

に「急進主義」エートスであり、囚人の「上
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ュで、オーストラリアに「新たな血筋」を加
えるものであった。より上層には将校兵団の
元メンバー、1820 年代に流入した富裕な中産

流階級への憎しみ」と「余暇への永続的な

ければならなかった。彼らがオーストラリ

愛」や、労働組合主義者や急進的労働者の

ア版旧知の敵（an Australian version of

「イギリスの社会制度に対する不平」
、そして

the old enemy）に我慢するというのはあ

ゴールドラッシュ移民の自己改善欲求の背後

りえないことであった。
」(25)

にある「実利主義」と「改良主義」などによ
って形成されたものであった(22)。

こうした社会的多数派の「1856年から 1865

このようにオーストラリアにはヨーロッパ

年の早期の勝利」により、スクワッターは社

に典型の「 3 階級構造」が押しつけられるこ

会的・政治的重要性を喪失した。すなわち、

とはなく、相対的に均質的な社会であった。

この10 年間に、責任政府制、男子普通選挙制

この社会的均質性は、政治的課題に対する強

と秘密投票制、 8 時間労働制、一定の土地改

力な団結を生み出した。「急進主義の神話」

革が達成されたのである。これらの勝利は不

（radical myth）に同意する者は報われたが、

完全ではあったが、イギリスで達成されたも

離反する者には厳しい罰が与えられた 。

のよりもずっと進んだ民主主義的改革であっ

(23)

ローズクランスによれば、この離反者に該

た。ローズクランスによれば、
「19世紀半ばの

当するのがいわゆる「スクワッター」（squat-

オーストラリアの牧羊業者ほど急速に政治権

ter）であった 。数万エーカーの土地を保有

力を喪失したヨーロッパの貴族階級はほとん

し牧羊業を営むスクワッターは急進主義の神

ど存在しなかった」のであり、これはオース

話の形成から排除された。オーストラリア移

トラリアの急進主義断片の強制力を証明する

民の多くは本国において工場や鉱山での劣悪

ものであった(26)。

(24)

な労働条件や穀物への高関税を経験していた。
彼らは自由主義哲学を完全に拒否したわけで
はなかったとしても、少なくともそれを社会

Ⅲ

的・政治的正義に重きを置く方向へと急進的

断片理論批判

に変革することを望んでいた。他方で、スク
ワッターは広大な土地を独占する資本家であ

以上、ハーツの断片理論とその適用例とし

り、またオーストラリアを経済的事業として

てのオーストラリア論を概観したが、彼らの

見る「一時滞在者」であった。そのようなス

議論はどのように受け止められたのか。以下

クワッターの存在を、社会的多数派が承認す

では、現地の研究者による最も重要な断片理

ることはなかった。ローズクランスは言う。

論批判として、1973年刊行 Australian

Eco-

nomic History Review 誌に掲載されたオース
トラリアの 3 人の歴史家の論考を検討しよう(27)。

「いかなる状況においても、オーストラ
リア社会の急進的部分はスクワッターに好

まず McCarty [1973] は新定住地域に関す

意を寄せることはなかった。というのも、

るこれまでの学説を整理したものであり、ヌ

結局のところ、スクワッターにおいては、

ルクセの問題提起やステイプル理論等と並ぶ

イギリスの産業資本家と穀物法の犯人とが

一学説としてハーツの断片理論を取り上げた。

1 つとなっていたからである。経済的自由

マカーティによれば、ハーツはヨーロッパ政

主義が社会的ゴスペルとして十分でないな

治史を様々な思想の弁証法として捉えた。そ

ら、どうして土地所有特権の匂いがある階

の上でハーツは、新定住地域にはそうした弁

級の創設に耐えられるだろうか？

実際、

証法は不在であり、単一の思想が移植され全

多くのオーストラリア人はシドニーに到着

面化すると主張した。これに対してマカーテ

する前にイギリス人として旧体制と闘わな

ィは、断片社会には思想の弁証法が不在であ
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る分、政治思想と経済諸力の間の弁証法がヨ

オリが実行しえた抵抗の質から生じたもので

ーロッパ本国にはない形で明確化し、その闘

あるという点である。つまり植民地における

争の結果もより決定的なものとなると述べた。

先住民との関係を決定づけたのは、ハーツが

フレンチ・カナダにおいては、フランスにお

強調するような思想の問題ではなく、「こうし

いて可能であった以上に、思想が経済生活の

た現地の、偶然的要因」であった(30)。

隅々まで影響を与えた。だがオーストラリア

断片理論のオーストラリアへの適用の問題

においては逆に、イギリスにおいて可能であ

を正面から扱ったのは Martin [1973] である。

った以上に完全に、経済利害が思想を支配し

彼は断片理論適用の根底に関わる批判として、

た。マカーティによれば、断片理論は本質的

オーストラリアにおける労働者階級の政治

に起源に関する理論であるが、ハーツが強調

的・経済的重要性に対する過大評価を問題視

するそうした起源や制度的不動性の重要性は、

した。マーチンによれば囚人は心底としては

フレンチ・カナダやラテンアメリカ等の経済

プロレタリア階級でありえたが、解放後の彼

発展が妨げられた地域においては明白である

らのほとんどは政府からの土地供与を受け、

が、オーストラリアのように経済発展に成功

またシドニーで商業的成功をおさめる者もい

した地域においては曖昧になると主張した(28)。

た。30 年代から 40 年代の援助移民は確かに貧

次に Bolton [1973] においては、ハーツ自

しい者たちであったものの、彼らは物質的側

身の議論の検証に重点が置かれた。彼によれ

面において貧困者であったにすぎなかった。

ば、ハーツの議論は (1) 現地の環境が社会発

すなわち、彼らは精神として貧困者だったわ

展に対して重要な影響を及ぼさないこと、(2)

けではなく、彼らの共通の夢は「独立」であ

断片における支配的思想が固定的で、定住の

った。もちろん、多くの者が夢破れたが、急

進展に伴って生まれる多元主義的傾向によっ

進主義的基調の現れはゆっくりとしたものだ

て影響されないこと、 (3) 断片社会はモザイ

った (31) 。そしてローズクランスが急進主義の

クではなく、単一かつ共通のエートスを生み

強制力の証明とみなした19 世紀後半の民主主

出するつぼであること等を前提としているが、

義的改革─男子普通選挙制、秘密投票制、

こうした想定は「疑わしく、十分に実証され

土地改革─は労働者階級によって達成され

ない」ものであると述べた (29) 。その上でボル

たものではなかった。マーチンによれば、こ

トンは、オーストラリアへの適用に関して、

れらの担い手となったのは自らを「自由主義

特に先住民問題を引き合いに批判を行った。

者」と名乗る「シドニーの専門職、商人、貿

彼によれば、オーストラリアのどの植民地に

易業者」であった。彼らは「自由貿易、安定

おいても先住民アボリジニーは同じ運命を辿

した政府、平等な政治的権利、そして植民地

った。彼らは土地を奪われ、市民としての権

の潜在的可能性を利用する事業のための自由

利のないまま放置され、そして病気と征服に

な機会」を求めていた (32) 。このように、オー

よってその数は急減した。しかしながら、オ

ストラリアの集団主義的、急進主義的「仮

ーストラリアと同様のイギリス断片であるは

面」の下には「確固たるブルジョワ的現実」

ずのニュージーランドにおいては、先住民マ

が存在しており、オーストラリアの政治史の

オリに対して正反対の政策が採られた。すな

大部分は、多様な中産階級というオーストラ

わち、彼らの土地の権利は認められ、すぐに

リア社会の主要な層に組み込まれた民主主義

政治的地位を与えられ、彼らの文化が保護と

的傾向と保守主義的傾向の間の変化するバラ

称賛に値するものであると考えられた。重要

ンスによって説明されえた。そしてこのバラ

なのは、こうした違いが、入植者たちの思想

ンスの変化のメカニズムには歴史的現実の諸

（断片思想）から生まれたものではなく、マ

要因が複雑に絡んでおり、断片理論のような
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単純な理論では決して解き明かせないもので

て同じ新定住地域であっても、小麦をステイ

あった 。

プルとする地域は、プランテーション作物を

(33)

ステイプルとする地域よりも順調な発展を遂
げる(36)。

Ⅳ

断片理論の再評価
─比較土地制度史研究に向けて

断片理論は、こうしたいささか単純な本国
資本主義移植論やステイプル理論の抽象性を
浮き彫りにするものである。確かに移民によ

以上のように断片理論に対しては様々な角

る新社会の創出は、新定住地域の決定的な特

度から批判がなされた。確かにハーツの議論

徴である。だが新定住地域の発展はそれを妨

が抽象的で曖昧な部分を含んでいることは否

げるような「過去の遺産」の不在によって説

定できず、現地の研究者による批判にもあっ

明しきれるものであろうか？

たように、個別具体的な新定住地域の史実と

アメリカ、合衆国、オーストラリアへの移民

の整合性という点で疑問が残る部分もある。

は、一様に、「資本をどう扱うかを知ってい

しかしながら一方で、断片理論のもつ意義が

た」者たちであったのだろうか？

これまで十分に評価されてこなかったのもま

ナダとアルゼンチンは同じ小麦をステイプル

た事実である。

としていたにもかかわらず、何故その後の経

第 1 に指摘すべきは、断片理論がそれまで

例えばラテン

また、カ

済発展の径路は異なるものとなったのだろう

の─あるいはその後の─新定住地域論に

か？

対する批判的視点を提供するものであるとい

済構造の相違に着目する断片理論は、こうし

う点である。例えばヒルガート [ F. Hilgerdt]

た問いに対する重要な 1 つの答えを提供する

は、工業的発展のためには「封建制、農奴制、

ものである(37)。

主要な入植時期における本国の社会経

カースト制、社会的経済的特権、その他この

第 2 の、より強調すべきポイントは、断片

類の社会的諸制度は、労働と資本の自由な充

理論が新定住地域における土地制度の比較史

当を妨げているために、根本的に変革されね

的検討に関する重要な視点を提供するという

ばらない」が、新定住地域は「開発の初期段

ことである。

階から、社会組織と生産活動とを発展する商

本稿Ⅱでみたように断片理論の特徴は「自

業経済の要求性に適応させてきた」のであり、

由主義」や「急進主義」といった断片思想が

「経済成長が過去の遺産によって妨げられる

新定住地域においては普遍化するとしている

ようなことはなかった」と述べた (34) 。また本

点である。しかしながら『新社会の創設』第

稿冒頭でも触れたヌルクセは新定住地域にお

1 部で展開されたハーツの議論においても、

ける国際投資が成功を収めたのは、「資本で何

また同書第 2 部で展開された断片理論の適用

をすべきか、資本をどう扱うかを知ってい

においても、こうした断片思想と現実の社会

た」移民によって市場がゼロから「創り出さ

経済制度との関わりについては必ずしも十分

れた」からであったと主張した 。こうした

に触れられていない。社会・経済思想は各種

議論を大枠として継承しつつその精緻化を図

の政治制度や経済制度あるいは政策等のかた

ったステイプル理論は、新定住地域の経済発

ちで具体化され、またそうした制度・政策か

展をその輸出向け一次産品（ステイプル）の

ら影響を受ける。断片理論の真価を問うには、

性質（生産関数）から説明した。それによれ

断片思想と現実の諸制度との相互作用に関す

ば、最適な生産単位の違い等から、例えばプ

る踏み込んだ検討が不可欠となる。

(35)

ランテーション作物の波及効果は小さく、小

なかでも問題になるのは土地制度との関わ

麦の波及効果は大きいものとなる。したがっ

りである。周知の通り、新定住地域論の担い
- 82 -

手でもあったノーベル賞受賞経済学者ノース

依存することなく農業生産を展開していた。

は経済史研究における制度分

他方、アルゼンチンでは牧畜業を営む寡頭的

析の重要性を説いた (38) 。彼の制度論の大きな

大土地所有者による土地占有が進んでいたた

柱の 1 つは所有権（property right）の問題で

め、多くの農業生産者はその土地の一部を借

あったが、ノース自身も述べている通り (39)、

り入れて耕作を行った。

[ D. C. North]

新定住地域において重要となるのは土地に対

こうした顕著な相違の背景にあったのは両

する所有権である。確かに新定住地域には広

国の土地政策であった。カナダでは早い段階

大な未開墾地が存在し、そこには「資本をど

からアメリカの公有地政策をモデルとしたホ

う扱うかを知っていた」移民が（資本ととも

ームステッド政策が展開されてきた。1872 年

に）流入した。だが広大な未開墾地の存在や

土地法は土地改良や居住を条件に160エーカー

資本と移民の流入それ自体は新定住地域の経

の土地を無償供与（手数料を除く）するもの

済発展を説明するものではない。同時代のウ

で、そのかなりの部分は合衆国の1862 年ホー

ェイクフィールド [ E. G. Wakefield] やメリ

ムステッド法の借用であった。実際に定住が

ヴェール [ H. Merivale] の議論が明らかにし

急拡大するのは 20 世紀に入ってからであった

ていたように、問題はこれらの本源的生産要

が、こうした土地立法をはじめとする政府の

素がどのように結びついたかであり、その結

積極的な公有地政策は、小土地所有家族農場

びつきに対しては、移動しえない生産要素で

の広範な確立を実現する上で不可欠な役割を

ある土地がどのような制度の下に置かれたの

果たした。

か、すなわち土地制度の問題が極めて大きな

一方、アルゼンチンにおいては 19 世紀の前

影響を与えていたのである 。

半から既に牧羊・牧畜業が展開されており、

(40)

ではこの点について、自由主義断片のカナ

彼ら大土地所有者は強大な社会的・経済的パ

ダ、封建主義断片のアルゼンチン、そして急

ワーを有していた。小土地所有社会の創設と

進主義断片のオーストラリアを例にとって簡

いう政治目標は存在していたが、それを実現

単に確認しよう。周知のように、これらの地

させる有効な土地政策は展開されえなかった。

域はそれぞれ木材や鉱物資源、食肉、羊毛な

寡頭的大土地所有牧畜業者は穀物生産に対し

ど様々な土地生産物の供給者であったが、 3

二義的役割しか認めない一方、耕作者は必ず

者に共通していたのは小麦である。20 世紀初

しも永住・定住を望まなかった。こうしてア

頭の 3 者の生産量は概ね同程度であり、いず

ルゼンチンでは牧畜業者の大規模所有地の一

れも世界有数の輸出国であった。

部を比較的短期で耕作者が借り入れるという

しかしながら、小麦生産者の土地保有形態

借地契約が農業生産における支配的土地保有

は決して同じではなかった。最も対照的なの

形態となった(42)。

は─そして実際研究上最も比較されてきた

他方、オーストラリアの最大の特徴は一度

のは─カナダとアルゼンチンである。両国

成立した牧羊業者の大規模保有地を解体する

の農業政策の比較史研究であるソルバーグ

形で農業小土地所有が成立した点である。カ

[ C. E. Solberg] が整理したように、カナダの

ナダとは異なり─そしてまたアルゼンチン

耕作者の 9 割が土地所有者であるのに対して、

と同様に─ここでは 19 世紀前半という早い

アルゼンチンにおいては耕作者の 7 割近くが

段階から牧羊業者の大土地保有が確立してい

借地人あるいはシェアクロッパー（分益小作

た。1831 年にウェイクフィールドの組織的植

農）であった 。前者の典型はいわゆる「家

民論に基づく土地販売政策が実施されたが、

族農業」であり、小規模ではあるものの自ら

それは広大な不法占拠地で牧羊業を展開する

所有する土地で、家族以外の労働力に大きく

スクワッターの台頭を許した。ニュー・サウ

(41)
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表２

カナダ、オーストラリア、アルゼンチンの土地制度類型と断片理論
カナダ

オーストラリア

アルゼンチン

断片理論類型

自由主義断片

急進主義断片

封建主義断片

土地制度類型

ホームステッド政策による
小土地所有(家族農場)の確立

牧羊大土地保有体制の解体に
基づく小土地所有の創出

寡頭的大土地所有の早期確立と
不安定借地・シェアクロッパー

所有地の平均面積

159.7エーカー*

552.8エーカー**

1299.0エーカー***

(出所) *
**

Statistics Canada [1983] Series M12-22. ("farm holdings", in 1911)
Commonwealth Bureau of Census and Statistics [1912] p.326. ("area of holdings", in 1911)
*** Argentine Republic [1908] p.XV. ("rural properties or holdings", in 1908)

ス・ウェールズ植民地では、1857年の時点で、

こうした一連の土地政策は大規模保有地の

人口の 1 ％にすぎないスクワッターが総定住

「開放」や土地収用など、単なる「自由主

面積の 85 ％を占有していた (43) 。だがアルゼン

義」を超える要素を明らかに含んでおり、そ

チンとは異なり、オーストラリアでは1860年

こにオーストラリアの「急進主義」思想を見

代以降、牧羊大土地保有の解体につながる小

出すことができる。表 2 最終行に示した所有

土地所有促進立法が継続的に行われた。同じ

地の平均面積は、こうした土地制度の相違を

くニュー・サウス・ウェールズ植民地につい

端的に示すものといえる。

てみると、牧羊業保有地は1895 年から1914年

新定住地域ではある 1 つの思想が本国では

の間に 10 分の 1 弱に激減する一方、小麦生産

実現しえない形で普遍化するという断片理論

面積はニュー・サウス・ウェールズ全体で60

の主張は、土地制度比較の観点からは、非常

万エーカー（1896年）から320万エーカーへと

に説得的である。近年の新定住地域研究には

5 倍以上に拡大した 。こうした展開はアル

生産関係─なかでも特に「土地所有」のあ

ゼンチンにおいてはみられないものであった。

り方─を重視するものが増えているが、比

(44 )

以上のような 3 国の土地制度の相違は、ハ

較の対象国や議論の奥行き等の観点から未だ

ーツの断片理論と符合するものである（表２

十分なものとはいえない (45) 。広大な未開墾地

参照）。「自由主義断片」のカナダでは、同じ

と、外部から流入する労働力及び資本がどの

く「自由主義断片」である合衆国をモデルと

ように結びつくのか─この結びつきの型を

したホームステッド政策が早期に展開された。

左右する土地制度の比較史的検討は新定住地

ここでは自律的小土地所有が支配的土地保有

域の発展を考える上で不可欠であり、断片理

形態となったが、これはまさに「自由主義」

論はその重要な検討の視点を提供するものと

という断片思想の制度的体現であった。一方、

いえよう。

「封建主義断片」のアルゼンチンでは寡頭的

注

大土地所有が早期に確立する中、小土地所有
促進政策は失敗に終わった。耕作者が大土地

( 1 ) Nurkse [1954] p.135。

所有者と取り結ぶ短期の不安定な借地契約や

( 2 ) Nurkse [1954] p.136。

シェアクロッパー制度も含め、アルゼンチン

( 3 ) この点については拙稿 [2010-②] を参照。尚、

の土地制度には「封建主義」思想が色濃く反

比較的新しい議論としては Belich [2009] がある。

映されていた。そして「急進主義断片」のオ

600 ページに及ぶこの大著において彼はアメリ

ーストラリアでは牧羊業者による大規模な土

カ独立革命、フランス革命、産業革命に並ぶ第

地独占体制が一旦は確立するが、それを解体

4 の革命として「定住者革命」の概念を打ち出

し自律的小土地所有の確立を促進する土地政

し、新定住地域の発展をこれら 4 つの革命の相

策が継続的に展開され、多くの成果を上げた。

互作用の中に位置づけた。彼の議論は世界シス
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テム論や従属理論、ステイプル理論、そしてノ

的関係を強調する〔これら〕両極的な分析モデ

ースら新制度派に対する批判を含むものであり、

ルは、カナダやアルゼンチンやオーストラリア

少 な か ら ぬ 議 論 を 呼 ん で い る 。 例 え ば Ford

のような社会の特定の歴史的経験を説明する方

[2010]、Tyrrell [2011] を参照。

法としては不十分である」Armstrong [1985] p.78。

( 4 )「伝統的に、経済史家は分析道具を経済学者か

( 8 ) Hartz [1955] 。1956 年にアメリカ政治科学協会

ら借りてきた。常にその不十分さと現実性の欠

の Woodrow Wilson Prize を受賞したこの『アメ

如に対して不満を言いながらも、それを使い続

リカ自由主義の伝統』については、刊行後 50 周

けている。……この点、新定住地域の歴史家に

年を契機に、アメリカの政治学において再評価

とって経済学者は役立たなかった。なぜなら、

の声が高まっている。例えば Abbott [2005] を参

ほとんどの理論は過剰労働を主な特徴とする先

照。同書の意義やハーツの生涯についてはとり
あえず以下を参照。Barber [1986] , Roazen [1989]。

進工業経済または低開発経済を分析するために
構築されたからである。」McCarty [1964] p.1。

( 9 ) Hartz [1964]。

「経済理論は多少の困難を伴ったにしても長き

(10) P. J Cain, A.G. Hopkins [1993]。先に触れた

にわたり国際資本移動を取り込もうとしてきた

Belich [2009] においても、ハーツの議論は単に

が、移民については同じ試みはなされなかった

本国の影響を重視する議論の 1 つとして文字通

し、土地のストックの増加という『言語矛盾』

り一言触れられているだけである（同 p.68）。日

については一層そうであった。」Tella [1985] p.38。

本では新定住地域に関する経済史研究がそもそ

( 5 ) この点について、ウェイクフィールドの組織

も手薄となっているが、その数少ない既存研究

的植民論とマルクスの『経済学批判要綱』にお

においても、ハーツについてはもとより、新定

ける叙述を軸に論じたものとして、拙稿 [2010-

住地域論の研究蓄積自体十分に触れられていな

①] を参照。

い状況にある。尚、矢澤 [1978] はごく簡単に

( 6 )「〔従属理論においては〕従属状況が従属社会

（400 字程度）ではあるが、ハーツの断片理論

における貧困、無知、病弊へと非常に直接的に

の概要に触れている。

帰結するということが、めったに言われること

(11)「〔フレンチ・カナダやラテンアメリカには〕

はないが、一般に想定されている。しかし定住

アンシャン・レジーム全体、スペイン全体、フ

者社会は一般に中心地の資本、消費者そして交

ランス全体が出ていったわけではなかった。フ

易相手への依存に正比例するかたちで繁栄した。

レンチ・カナダやラテンアメリカの場合、移民

ほとんどの指標において、定住者社会は他の非

は主として軍人、聖職者、農民であった。……

ヨーロッパ社会よりもずっと従属している。し

その帰結は次のようなものである。すなわち、

かしそのことによって生活条件がより悪いと証

断片の封建主義は、都市部のヨーロッパ啓蒙の

明するのは困難であろう。外的な結びつきが大

種から分離されただけでなく、ある種の聖職者

きな影響を及ぼすことは疑いないが、その内的

的貴族制によってより教条的にされたのであ

な結果は、完全に破壊的であると想定するので

る。」Hartz [1964] p.27。

はなく、それぞれの事例ごとに明らかにしなけ

(12) Hartz [1964] pp.6-7。

ればならない。」Denoon [1983] pp.11-12。

(13) Hartz [1964] p.7。

( 7 )「国際貿易研究のより慣習的な流派が国際経済

(14) Hartz [1964] p.33。

の拡大を〔新定住地域〕経済の成長の主要な原

(15) Hartz [1964] p.42。

動力として扱ったとすれば、……従属学派の論

(16) 人種問題については、封建主義断片と、啓蒙

者やアミン、エマニュエルを含む低開発論者も

断片（自由主義断片及び急進主義断片）との間

同様に、周辺の社会に対するそのような関係

で決定的な相違がある。封建主義断片において

〔国際経済〕の負の影響を強調した。……対外

は「地位の概念」が存在しているため、黒人奴
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隷の地位は最も低く最も過酷なものとなるが、

(23) Rosecrance [1964] pp.284-285。

彼らが社会を構成する一員であることに変わり

(24) このスクワッターとはもともと「不法占拠

はない。これに対して、「地位の概念」をもたな

者」を意味する言葉であるが、オーストラリア

い啓蒙断片においては、人間には完全な平等性

史においては「大牧羊業者」と同義で用いられ

が与えられねばならず、ある者が奴隷とされる

ている。この点について詳しくは拙稿 [2006] 第

ならば彼はその人間性を否定され「財産あるい

1、 2 章を参照。

は非人間的人種」と定義されねばならない。ハ

(25) Rosecrance [1964] p.287。

ーツによればこうした相違が、啓蒙断片におけ

(26) 付言すべきは、こうした急進主義の神話の受

る人種問題の社会的インパクトの大きさを説明

け入れに基づく社会的均質性の問題が、人種に

する。Hartz [1964] pp.49-63。

関しても当てはまるということである。上述の

(17) ハーツは『新社会の創設』において、「現在」
、

ようにスクワッターが急進主義を受け入れたの

断片社会の「底なしの主観主義」が修正を迫ら

に対して、オーストラリアの先住民やアジア移

れていると主張した。断片社会の内部には「本

民はそれを受け入れることはできなかった。ス

国」を知らない断片社会生まれの「第 2 世代」

クワッターとは異なり彼らは急進主義の精神に

に代わって、「断片の

の世界の生活が当た

同化されえなかったのであり、その帰結が先住

り前となっている新しい世代」が興隆する。当

民 の 虐 殺 や 「 白 豪 主 義 」 政 策 で あ っ た。

時の

Rosecrance [1964] pp.300-303。

外

外

にはソビエト連邦や中国や勃興しつ

つあるアフリカ諸国が存在している。断片社会

(27) Bolton [1973], Martin [1973], McCarty [1973]。

は今やこうした「世界的インパクト」によって、

これら 3 稿に並ぶ断片理論批判としては Horo-

自らが逃げてきたはずの異質な思想（社会主

witz [1966] が挙げられる。カナダの政治史家で

義）に直面することとなる。「新しい世代」にと

あるホロウィッツは、断片理論を媒介にしつつ、

ってはもはや断片のナショナリズムは普遍的な

同じ「自由主義断片」とされるアメリカとカナ

ものではなく、「彼らは声高に、断片は

ダの自由主義の相違点について議論を展開した。

断片

で あ る と 表 明 す る 」 の で あ る 。 Hartz [1964]

この論稿はその後多くの議論を呼び起こし、カ

pp.20-22。

ナダ政治史学における断片理論の

普及

を後

(18) 例えば Pennock [1965] は断片思想の普遍化の

押しすることとなった。この点については

過程において「より具体的要因」が果たした役

Forbes [1987] も参照。尚、注 18 で紹介したもの

割をハーツが第二義的にのみ認めていたのに対

も含め、多くのレビューはハーツの理論の抽象

して、彼の同僚は一様にずっと大きな重要性を付

性を批判するにとどまっているが、Schutz [1968]

与していると指摘した（p.697）。また Cook [1965]

はハーツの議論を拡張し、「二重断片」や「準断

はカナダを担当したマクレー [ K. D. McRae] に

片」といった独自の概念をもとに中東やアジ

ついて「他の協力者と同様に、ハーツ〔の理

ア・アフリカ諸国への断片理論の適用を試みて

論〕に奴隷的に従っていない」と述べた上で、

いる。

『新社会の創設』第 2 部における分析が「断片

(28) McCarty [1973] pp.154-155。

理論の非常に有益な『試金石』を供給したかも

(29) Bolton [1973] pp.170-171。

しれなかった」ことを考えれば、このことは

(30) Bolton [1973] pp.173-174。

「ある意味で残念である」と皮肉った（p.397）
。

(31) Martin [1973] p.136。

(19) Savelle [1966] p.320。

(32) Martin [1973] p.137。

(20) Rosecrance [1964] p.276。

(33) Martin [1973] pp.145-146。マーチンによればロ

(21) Rosecrance [1964] pp.276-280。

ーズクランスの議論は古典的な「オーストラリ

(22) Rosecrance [1964] pp.280-284。

ア史に対する『ウィッグ』史観」であった。こ
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の点については Martin [2007] も参照。

アイ、アルゼンチン、チリを取り上げ土地と家

(34) Hilgerdt [1945] pp.40, 46。

畜に対する私的所有権の早期確立と「農民」

(35) Nurkse [1954] pp.138, 142-143。

peasantry の不在について述べているが、「農民」

(36) ス テ イ プル 理 論の 概 要に つ いて は Watkins

の 定 義の 問 題も 含 め 曖昧 な 部分 が多 い。 Font

[1963] を参照。ステイプル理論に関する研究史

[1990] は新定住地域のカナダ、オーストラリア、

を含む比較的最近の研究としては Altman [2003]

ニュージーランド、合衆国と、アルゼンチン

がある。

（彼はアルゼンチンを新定住地域から除外して

(37) 尚、ステイプル理論に対しては、「穏健な形を

いる）を比較した上で、前者の経済発展の要因

と っ た 地 理 的 ・ 技 術 的 決 定 主 義 」（ Schedvin

を「家族農業」あるいは「独立農業」の確立に

[1990]）や、政府の役割をはじめとした非経済的

求めている。しかしながら各地域における家族

要因の捨象（Fogarty [1966]）、さらには史実との

農業の確立の程度や経緯の相違は十分に検討さ

矛盾（Fogarty [1985]）等の点から批判がなされ

れておらず、また家族農業の確立の成否が経済

ている。

発展の成否を決定するという議論はやや深みを

(38) North [1981]; [1990]。North [1955] において彼

欠くものである。尚、オーストラリアとカナダ

はヨーロッパの経験をベースにした既存の経済

の法史学家を中心としたグループによる次の著

発展論が合衆国に適合しないことを指摘した上

作は、比較対象が限られているとはいえ、新定

で、封建制が不在の地域における輸出産業主導

住地域における土地所有の問題を主要テーマと

型の経済発展の理論（ステイプル理論）を展開

して比較史的に検討した数少ない研究成果の 1

した。North [1959] においてノースはこの理論を

つである。McLaren et al. [2005], Buck et al.

さらに発展させ、経済発展を工業化と同一視す

[2001]。

るロストウやシュルツを批判した。North [1961]
は彼の新定住地域論に基づき合衆国の経済史を
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■書評■

八尾信光著

『21世紀の世界経済と日本
− 1950 〜 2050 年の長期展望と課題−』
（晃洋書房、2012年 2 月）

伊 藤

誠

ばれ、さまざまな論点を考えさせられる刺激

１

に富んだものではあるが、それらをふまえた

ゼロ成長と社会民主主義的福祉社
会への収斂を展望

著者の特徴的な見解は、第Ⅰ部に集約されて
いるといえよう。
そこでの主要な特徴的論点を、私なりに序

本書は、21世紀の世界と日本の経済の長期

論と第Ⅰ部から読み取ってまず要約しておこ

展望と課題について、アンガス・マディソン

う。

の開拓した世界経済の長期統計の整備と分析

第一に、1960〜2010年の 50年間に先進諸国

をふまえて、大小数百におよぶ図表を作成し、

での 10 年ごとの平均経済成長率は、 5.1 → 3.4

一連の考察をすすめた労作である。「あとが

→ 2.9 → 2.6 → 1.4 ％と 低 下 し て き た か ら、

き」に記されているように、2002年以降に職

2050年頃までにはゼロ成長に向かうであろう

場での大きな試練に直面しながら、それをの

（ 13ページ、以下本書の引用ないし参照箇所

りこえ本書に結実する学問的作業を着実にす

はページのみを記す）。

すめた著者の精進に敬意を表したい。

第二に、アンガス・マディソン以降、世界

本書には、多くの長期経済統計の図表にも

各国の経済規模は為替相場でのドル換算によ

とづく世界経済と日本の傾向的変化について、

る GDP の比較ではなく、各国通貨のそれぞ

興味ある重要な指摘や推論が数多くもり込ま

れの国内での購買力平価で換算した実質経済

れており、それらをどのようにうけとめ、咀

規模（PPPGDP）での比較が重視され、統計

嚼するか、読者それぞれの思索も深く問われ

的にもその整備がすすめられてきた。この

るような論点が提示されている。その主要な

PPPGDP での2000年ドル価格でみると、2000

内容は序論と第Ⅰ部「マディソン統計を基本

年から2050年に先進諸国の経済規模は24兆ド

にみた世界経済の長期展望（1950〜2050

ルから 36 兆ドルに 1.5 倍に増大するが、新興

年）」に読みとれる。第Ⅱ部「巨視的経済統

諸国は 21 兆ドルから 189 兆ドルに 8.9 倍 ( ママ )

計で見た世界経済の長期趨勢（西暦 1 〜 2050

となるので、それらをあわせた世界経済に占

年）」は、それを裏付けるマクロ経済統計の

める新興諸国の比率は、47％から 84％へ大幅

整理に力点がおかれている。そこに集められ

に先進諸国を上回る経済規模に達する（ 66ペ

ている多くの図表での統計的整理分析も、眺

ージ）。

めているだけで、著者の厖大な作業量がしの

しかし、第三に、新興諸国の平均経済成長
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率も 2010 〜 2050年には 6.2 → 2.3 ％に低下して

世紀における世界と日本の経済成長のゆくえ

ゆくと見込まれ、世界経済も21世紀後半には

を、いわば量的に展望する発想がおかれてい

低成長時代を経てゼロ成長に近づくであろう。

る。しかしそれとあわせて、『資本論』にも

第四に、日本は、こうした世界経済の趨勢

とづくマルクス学派の観点により、現代資本

のなかで、少子高齢化とゼロ成長に向かう先

主義の矛盾や弊害を批判的に考察し、それを

進諸国、さらには新興諸国の「最前線」（ 93

克服する道を探り、経済発展のいわば質的変

ページ）の位置にあり、その貴重な先例とな

化に注目する発想も提示されている。この両

りうる。

面の交差ないし緊張関係に本書の独特な魅力

第五に、そのような日本をはじめ先進諸国

があるともいえる。

が今後数十年間に目標とすべきは、北欧諸国

たとえば、さきにもみたように、本書では

の成熟した福祉社会であり（78-79ページ）、

1960〜2010年の 50年間に先進諸国での10年ご

マルクスの指摘した資本主義経済の矛盾と弊

との平均経済成長率は、 5.1 → 3.4 → 2.9 → 2.6

害は、彼が構想したような生産手段の共同所

→ 1.4 ％と低下してきたから、 2050 年頃まで

有にもとづく社会主義の方法で克服すること

にはゼロ成長に向かうであろう、とみている。

はできないであろう（103ページ）。

それはいわばマディソン的な発想によるもの

こうして、本書は、長期経済統計の着実な

で、これまでの歴史的な成長率の量的推移を

整理、集積、分析をすすめながら、積極的な

やや機械的に延長して長期展望を描く発想を

推論として、かなり大胆な展望を描いてみせ

示している。さらに途上諸国もその後を追っ

てくれている。それは、世界経済と日本につ

ているとみて、 2100年前後までには世界経済

いて、 21世紀をつうじ遅かれ早かれゼロ成長

全体も定常型になると展望し、これを「経験

への収斂がみこまれ、そのなかで社会民主主

則」にもとづくものとしている（ 70ページ）。

義的福祉社会がまた共通の達成目標とされて

そのさい、こうした低成長から超低成長へ

よいとする見解である。

の推移がどのような諸要因から生じてきたの

その見解には、J. S. ミルが、リカードを

か。著者はこれにも注目している。そしてつ

継承しつつ、土地の制限から経済成長はやが

ぎの三つの要因を重視していると思われる。

て停滞状態に達するが、それは適切な再配分

すなわち、①「高度成長の前後に進む近代

政策をともなえば、けっして忌むべきことで

化・市場経済化・都市化・各種共同体の解

はないと展望していた論調を連想させるとこ

体・個人主義の強まり・高学歴化・晩婚化・

ろがある。

非婚化など」がもたらした少子高齢化（ 13、

現代の世界と日本の政治経済学的考察をさ

60ページ）が経済成長への制約をなしている。

らにすすめてゆくために、本書の提示してい

②「成熟社会では需要の爆発的な増大は見込

る分析と展望をめぐり、以下、大きく二節に

めないし、先端産業で世界最高の技術や商品

わけて、さらに検討を要すると思われる問題

を開発して商品化しようとすれば巨額の開発

の所在をいくつか、論評してみよう。

投資や設備投資が必要になる」から先端産業
の利益率は全体としては低下してゆく可能性

２

が大きい（ 60ページ）。尚、③ 2000 〜 2010年

経済成長の維持は不可能か

の先進諸国の平均経済成長率が 1.4 ％と特に
低いのは「 2008〜 9 年の世界経済危機に伴う

本書の基調には、アンガス・マディソンの

経済収縮による部分も大きい」（13ページ）。

長期経済統計の手法と分析成果にもとづき、

本書が大胆に提示するゼロ成長への世界経

1950〜 60年代以降の世界経済史の延長上に21

済の収斂という展望の成否も、実は、こうし
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た低成長から超低成長への変化の諸要因が、

であろうか。

いわば質的にどこまでが不可逆的であるのか、

あるいはその逆に、資本主義市場経済によ

どのような意味で克服しうるか、しえないも

る自然と人間への荒廃作用への社会的統御が

のかのさらに立ち入った検討なしには、「経

しっかり回復されないまま、エコロジカルな

験則」として一般化しえないのではなかろう

危機や人口の減少がさらにすすむとすれば、

か。かりに上の③の要因が特殊な時期のサブ

労働生産性の上昇とのバランスにおいてマイ

プライム恐慌の打撃による収縮であるとする

ナス成長に落ち込み、ゼロ成長への収斂とな

なら、長期展望はそれを除いた 1990年代まで

らない危惧ももうひとつの可能性として想定

の 2 ％台の低成長への収斂傾向として再考さ

しうるようにも思われる。

れる余地もありうることになろう。

いずれにせよ、長期経済成長率の展望につ

さらに 1980 年代以降の 2 ％台への低成長へ

いて、過去50年間の趨勢を延長してゼロ成長

の推移自体も、資本主義先進諸国における新

への収斂を想定しつつも、本書は、資本主義

自由主義のもとでの労働者階級にきびしく抑

経済システムの特殊な危機からの破壊的影響

圧的な経済再編の過程と深く関連して生じた

や、その社会的統御による質的変化の影響に

事象といえないであろうか。実際、ゼロ成長

期待する視点も併存させており、この後者の

への先端モデルとされる日本についても、女

面からすれば、長期的成長率の今後の推移の

性の合計特殊出生率の 2.0 以下への低落によ

展望には、政治経済システムの質的変化にも

る少子高齢化への急速な変化は、高度成長期

大きく左右される可能性の幅が多分に認めら

の都市化などのもたらした影響というより、

れてよいのではないかと思われる。資本主義

とくに新自由主義のもとでの労働市場の再編

市場経済のしくみやその変容を自然的なもの

に伴う女性の職場への大量動員が、それにみ

とはみなさず、その歴史性に理論的関心をよ

あった子育てなどへの社会的配慮を欠いたま

せるマルクス学派としては、将来展望にこう

ま進展した結果である側面がより大きいよう

した意味でより広い可能性を示唆する分析に

に思われる。

その特性を発揮してよいものと思われる。本

本書も、そのことには留意して、たとえば

書にはこの二面を内在させつつ、やや前者の

国連の 2010年版世界人口推計で、先進諸国の

側面に重点をおきすぎている印象が残る。

合計特殊出生率も今後ゆるやかに回復して、

なお、マディソンなどにより開発された各

22 世紀前半には 2.1 程度に近づくであろうと

国通貨の国内での購買力平価に基づき比較さ

みている予測について、それには日本も北欧

れた実質経済規模（PPPGDP）の比較におい

の福祉社会にならって「子ども手当などの大

て、2000年から 2050年に先進諸国は24兆ドル

幅な拡充、利用しやすい保育所や学童保育所

から 36 兆ドルに 1.5 倍程度に増大するが、そ

の整備、産前産後の休暇と賃金保障・育児休

の間に新興諸国の世界経済に占める比率は、

暇の拡充、労働時間そのものの短縮、教育費

47％から 84％へと大きく先進諸国を上回る経

負担の軽減と奨学制度の拡充」などに多くの

済規模に達するとする本書の指摘は、きわめ

政策的・市民的努力が必要とされると述べて

て重要な意義を有している。そこにはいま世

いる（ 86 -87ページ）。こうした社会的努力の

界的に関心を集めている中国とインドの工業

余地が残されているならば、上の①の要因に

化のインパクトもふくまれている。為替相場

も、「経験則」として一般化できない予測の

でのドル換算では2010年に中国は日本の

幅が認められてよいことになり、ゼロ成長へ

GDP を追い抜き世界第二位についたとされ

の収斂もまた過去の趨勢から機械的にうごか

ているが、実質 GDP ではすでに 1992年に日

せないところと推論できないことにならない

本をこえていたし、2010年にはアメリカをも
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凌駕しており、インドもすでに 2006年には日

でもない問題群が残されているように思われ

本を追い 越してい る（31ペ ージ、177ペ ー

る。

ジ）。この巨大な変化を正面からきちんと考

かりに先進諸国から新興諸国まで経済成長

慮するならば、おそらく日本の財界も投資や

率の長期趨勢を延長して遅かれ早かれゼロ成

販売市場の拡大をめぐるビジネス・チャンス

長への収斂が展望されるとしても、そこから

の「国益」を、中国・インド包囲網ともみえ

ただちに西欧型福祉国家が修正資本主義のさ

るアメリカ中心の TPP 参加にかけてよいの

らなる民主化をつうじ、望ましい展望として

かどうか、国内の農業、医療制度などへの危

社会成員に共有されることになるかどうか。

惧とあわせて、意見が大きく分かれるところ

もちろん本書も、こうした直接的因果関係で

となるにちがいない。

ゼロ成長への収斂論と福祉国家論とを結びつ

それと同時に、為替相場でのドル換算での

けているわけではない。

名目 GDP とこの実質 GDP との差異が、世

むしろ日本に先端的に生じている少子高齢

界経済を構成する各国経済、とくに先進諸国

化、およびエネルギー・環境問題の危機的制

と新興諸国との経済力の比較やその相互関係

約など、経済成長率の低下をもたらす要因に

の動態のうえで、投資や貿易をつうじどのよ

たちもどり、それらに対処するうえで、社会

うな作用を果たしているのか。各国・各経済

民主主義的福祉社会の構築を望ましい進路と

圏での支配的通貨の購買力の差異をめぐり理

して展望している（第 5 章）。同時に、第二

論と現実の両面にわたり、さらに検討をすす

次世界大戦後、勤労大衆の社会的影響力が増

めてみたい問題が幾重にもなお伏在している

大し、資本主義システムの大幅な修正がおこ

ように思われる。とくにマルクス経済学にと

なわれるようになってきたので、その延長上

っては、いわゆる国際価値論や従属学派の不

にさらにその成果を活かし、民主主義をさら

等価交換の理論をめぐる論争問題にもたちも

に拡充して、福祉国家を充実させてゆく基盤

どり、あらためて考え直してみたい、興味あ

も与えられていると主張している（第Ⅰ部補

る論点がいくつも連想されるところでもある。

論）。
他方で、本書は、資本主 義市場経済には

３

『資本論』で指摘されているような矛盾と弊

21 世紀型の社会民主主義と
社会主義の可能性

害が内包されてはいるが、それをマルクスが
構想していたように生産手段の共同所有にも
とづく計画経済で克服しようとする試みは、

本書は、21世紀の世界と日本の経済の長期

「全社会的な計画の策定、各分野での事業の

的進路について、社会民主主義にもとづく北

管理と遂行、その結果についての調査と記録、

欧型福祉社会を、収斂してゆくべき経済社会

報告と評価などのために厖大な手間と労力が

のモデルとして高く評価している。この点が

必要になる」（ 77 ページ）。「そのような社会

本書における 21世紀の世界経済展望のもうひ

は効率的ではないし、自由でもない」（ 103

とつの特徴的で重要な一面をなしている。

ページ）。その意味でマルクスの将来構想に

そこで、本書に特徴的な経済成長率の長期

は無理があったので、 20世紀型社会主義が崩

統計分析にもとづくゼロ成長への収斂論が、

壊したのも必然的であり、修正資本主義を福

資本主義の世界的な進路として社会民主主義

祉社会として拡充し、市場経済の矛盾や弊害

的福祉社会への長期展望とどのような意味で

を段階的に克服してゆくことが「現代におけ

接合されているのか、その関連が問われると

る人類の課題である」（ 77 ページ）としてい

ころもある。ここにもけっして自明でも単純

る。
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こうした本書の将来社会の進路についての

労働者運動を基盤としつつ、資本主義市場経

長期展望には、日本に生じている少子高齢化、

済の枠組みをのりこえる社会主義勢力との対

エネルギー・環境問題、超低成長を先進諸国

抗的な緊張関係や協力関係によって大きく支

から新興諸国にまでおよぶ世界経済の全体に

えられていたところがあった。本書の重視す

とっても先端的問題とみなし、それにどう取

る 20世紀型社会主義の崩壊の衝撃は、その意

り組むべきかをめぐり、勤労者大衆の生活の

味では資本主義の基本的枠組み自体をのりこ

安定、社会的役割の民主的拡大の必要性や可

えようとする社会主義に重大な打撃を与えて

能性を前向きに提示する姿勢が示されており、

きたばかりでなく、それによって新自由主義

その論旨には共感をおぼえるところも多い。

を大きく利することとなるとともに、社会民

本書のこの点での論旨を補足する意味でも、
まず注意しておきたいことは、多くの先進諸

主主義的福祉社会路線にも少なからぬ負荷を
かけてきたのではなかろうか。

国での福祉社会への歩みが、1970年代初頭以

とはいえ、ソ連型社会の挫折と崩壊にとも

降の資本主義の危機と再編のなかで、現実に

なう歴史の進路をめぐる社会主義の大きな危

は大きく阻害され、ことに1980年代以降の新

機のなかで、世界のマルクス学派は、20世紀

自由主義の政策潮流のもとで競争的な市場原

型の社会主義とは異なる21世紀型の社会主義

理主義におしもどされてきたことである。実

の多様な構想の理論的可能性とそれを推進す

際、20世紀型社会民主主義の運動基盤をなし

る社会的運動のあり方を探る試みを続けてい

てきた労働組合運動も多くの諸国で、新自由

る。マルクスが、ユートピアン・ソシアリス

主義的攻勢にさらされて、弱体化される傾向

トたちと異なり、資本主義をこえる協同社会

が続いてきた。本書で先端的とされる日本に

のしくみの青写真を残そうとしなかったこと

もその傾向が明白で、それにともない労働市

は、『資本論』における資本主義経済の体系

場における非正規の激増にともなう新たな貧

的考察に学問的基礎をおく、社会主義の構想

困問題、所得格差の拡大、社会保障制度の機

に多様な可能性を許容することにもなってい

能不全など福祉社会への歩みとは逆行する現

るのであって、 20世紀のソ連型集権的計画経

象が増大してきた。

済の失敗を、マルクスによる社会主義の構想

こうした新自由主義の作用が、企業中心社

一般の無理を示すものと解釈することはでき

会の特性を強化しつつ、少子高齢化、エネル

ないように思われる。マルクスが残した将来

ギー・環境問題の深刻化など、経済成長の制

社会のあり方についての多少とも断片的な諸

約も強めつつ、勤労者大衆の生活をきびしく

規定と完全には適合しないかもしれないが、

不安定にしている重要な要因をなしているこ

現代のマルクス学派のなかでは、生産手段の

とは、本書でも指摘はされているところでは

共有ないし公有のあり方にも、またそれにも

あるが、そのような歴史的逆流がなぜ生じた

とづく企業組織の様式や、その管理の方式に

のか。そこからの反転がいったんは2009年の

も、さらに経済計画と市場ないし擬似的市場

米日民主党政権への移行に期待されながら、

との組み合わせ方にも、多様な21世紀型の社

期待が裏切られているのはなぜか。こうした

会主義のモデルが構想され提起されつつある。

問題もふくめ、本書の推奨する市民的福祉社

本書の著者が将来社会の展望として修正資

会への進展は、新自由主義への批判とその克

本主義とあわせて計画と市場の混合経済体制

服への可能性を探る観点を重視して補強され

をもかかげている（ 114 ページ）ところも、

てよいところであろう。

あるいは生産手段の多様な共同所有にもとづ

そこからひるがえってみると、20世紀型社

く生産者協同組合的な企業組織への資本主義

会民主主義による福祉社会への進展はまた、

的企業中心社会の変革可能性をも考慮におさ
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めたそれら多様な社会主義への選択肢の余地

あわせて、こうした社会的進路の広いオルタ

を残しているところなのかもしれない。

ナティブとの関連においても、過去の「経験

いずれにしても、本書も注目している（脱

則」の延長上にあまりに決定論的に動かせな

原発をふくむ）グリーン・ニューディール戦

いところのように読み取らないほうがよいと

略、ベーシックインカムの構想、さらに追加

思われるのである。「人間社会の前史」は、

すれば地域コミュニティーの相互扶助的協力

資本主義社会までの階級社会の歴史で終わる、

をすすめる地域通貨の試みの拡大など、いわ

というマルクスの雄大な歴史観にそって、労

ば20世紀型とは異なる、 21世紀型の社会民主

働者大衆が社会の真の主人公となる人間社会

主義と社会主義の新たな課題や戦略構想にも、

の本史に未来への期待をつないでゆけるよう、

現在の世界経済危機のなかで人びとの関心が

政治経済学の研究作業における協力をともに

よせられ、それにそった組織的実践が広がる

続けてゆければと念願している。

傾向もあり、おそらく労働組合運動もそれら
との連携において再活性化を求められている

（いとう

まこと

東京大学名誉教授）

ところもあるであろう。本書の推奨する社会
参考：伊藤誠『日本経済はなぜ衰退したのか
─
─ 再生への道を探る ─
─ 』平凡社新書、2013
年 4 月。

民主主義的福祉社会が、資本主義経済の枠内
では、サブプライム恐慌からソブリン危機へ
のユーロ圏の激動にもみられるように、経済
危機の反復のなかで、くりかえし動揺と反転
をせまられることもさけられないことも広く
実感されつつある。その不安定性をのりこえ
うる21世紀型社会主義の可能性が、社会民主
主義の拡充を求める試みをつうじても、社会
的進路のさらに広い選択肢としてまた浮上せ
ざるをえないところとなってきているように
思われる。
こうした論点をふくめ、資本主義市場経済
の特殊な歴史性を原理的に解明した『資本
論』にもとづき、現代の資本主義社会のゆく
えを人類史的に広いオルタナティブのなかで
再考するならば、本書が日本を先端的事例と
してその従来の歴史的経験の延長上に目標と
して指示している資本主義市場経済の基礎上
での社会民主主義的福祉社会も、21世紀型社

税込 2,625円
210頁／ A ５判
晃洋書房（2012年２月出版）
ISBN：978-4-7710-2327-7

会民主主義としてふくみこみつつ、さらに21
世紀型社会主義の多様な可能性も考慮に入れ
て、世界経済の進路の展望について検討を続
けることが望ましい。
本書で強調されている経済成長ゼロへの収
斂論も、その要因として重視されている少子
高齢化、全体としての先端産業の利益率の逓
減傾向、エネルギー・環境問題の制約などと
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■書評■

石倉雅男著

『貨幣経済と資本蓄積の理論』
（大月書店、2012年 9 月）

松 本

朗

いて、こうした現実に対応した理論構築に挑
戦している。氏は、マルクス経済学を基礎に

はじめに（ 本書の特徴と構成 ）

しながらケインズ経済学とその継承者達の理
論を摂取し、「政治経済学」のアプローチによ

1930 年代に国内的な金兌換がほぼ完全に停

って問題を解決しようとしている。その場合

止され、資本主義経済は管理通貨制の世界に

のスタンスは、オーソドックスな、あるいは

入った。そして、 1971 年の金ドル交換性停止

伝統的なマルクス経済学のアプローチとは異

以降、国際的にも金と通貨との関係は表面的

なる新たな試みを展開しつつ、貨幣理論を構

に断ち切られたと言って良い。このような世

築し、資本−賃労働関係を考えようとするも

界は、マルクス経済学の根幹をなす貨幣金な

のである。本書は、それによって、管理通貨

いしは実物貨幣による価値表現とは無縁のよ

制の現実世界をよりリアルに説明する理論構

うに見える。そうなると、貨幣論の出発点で

築を目指そうとした研究と言える。以下では、

ある価値尺度機能や一般的等価物の性格によ

本書のエッセンスを紹介し、筆者の視点から

って貨幣とは何か、商品取引とは何かを説明

のコメントを行う。

することは現実世界とは離れたものになる。
同様に、搾取の議論も単に労働時間や労働力

本書の構成

の価値量を基準に説くのでは限界が出てくる
ことになろう。
こ うし た理 論状 況 の中 で政 治経 済 学は、

まず、本書の構成を見ておこう。

1990年代以降現在も続く日本経済の長期停滞
傾向（「失われた 20 年」）とそこで現れた経済

第Ⅰ部

社会の諸矛盾（金融危機や所得格差の拡大）、
そして、2000 年代に入って世界経済で吹き出
した金融肥大化を主原因とする経済危機（リ

第1章

政治経済学アプローチと貨幣

第2章

貨幣経済と価格形態

第Ⅱ部

ーマン・ショック、欧州財政危機）をどのよ

貨幣経済の政治経済学

資本・賃労働関係の政治経済学

第3章

うに分析するのか。きわめて厳しい課題が突

「労働者からの労働の抽出」と
権力関係

きつけられている。

第4章

石倉雅男氏は、この度上梓した『貨幣経済

非正規雇用の増加と所得格差の
拡大

と資本蓄積の理論』
（大月書店、2012年）にお

第Ⅲ部
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資本蓄積・実現利潤・負債構造の政

治経済学

幣観として批判していることである。そして、

第5章

資本蓄積と所得分配

現実社会では、その貨幣観の前提となる古典

第6章

金融不安定性と有効需要

派の第一公準と第二公準が成立しないことを

証券化と金融危機― 2008 年世

ケインズの貨幣論の視点から示している。そ

第7章

界金融危機をめぐって

れでは、ケインズは貨幣ヴェール観に対して
どのような貨幣観を示したのであろうか。そ

以上の構成からわかるように、本書は、第

れは利潤追求を目的とする「企業者経済」の

Ⅰ部貨幣論、第Ⅱ部資本・賃労働論、そして

貨幣観、すなわち M−C−M

循環が前提と

第Ⅲ部蓄積分配と金融不安定性を検討するこ

なる貨幣観である。このように貨幣流通を捉

とによって現代資本主義論の包括的な分析を

えると、単なる交換媒介手段としての「中立

行おうとしている。次章以下では、本書の構

的な貨幣」ではなく、
「貨幣が企業者の動機や

成に沿って本書の内容を概観することから始

意思決定におよぼす影響」
（29ページ）が分析

めることにしよう。

の対象となり、現実社会の動態へとアプロー
チできるようになる。著者は、ここにマルク
スと共通するケインズ経済学の積極面を評価

第Ｉ部
第１章

貨幣経済の政治経済学

する。
このような評価に達した上で、著者は「貨

政治経済学アプローチと貨幣経済

幣経済に関する根本的な問題、すなわち、商

本書の問題意識の一つは、歴史的時間軸と

品が価格形態をもつことの経済的意味、およ

制度的進化の視点を欠いている「限界主義経

び諸商品の交換過程のとらえ方についての考

済学から新古典派経済学に至る『純粋交換モ

察」（29ページ）の重要性を指摘し、この問題

デル（pure exchange model）』の系譜を引く

についてのケインズとマルクスの理論を吟味

経済理論」を克服し、「古典派経済学とマルク

する第 2 章へと移るのである。

ス経済学に始まり20世紀のレオンチェフ（W.

第２章

Leontief）とスラッファ（P. Sraffa）以降い
っそうの展開を見た『生産の理論（theories
of

貨幣経済と価格形態

著者は第 2 章で、商品価格の実現という視

production）』の系譜にある」既存の理論

点からケインズの貨幣観をサーベイしている。

を再評価しようとするところにある（ 15 ペー

そこで、著者が注目するのは、ケインズが貨

ジ）
。そのために、第Ⅰ部では、まず「貨幣的

幣の「計算貨幣」を「貨幣理論の本源的概

利潤の実現と M−C−M

循環に関する理論

念」と捉えた上で、計算貨幣の価格契約・債

的枠組みに要求される条件とは何かを、理論

務契約の履行プロセス、すなわち計算貨幣が

史的な視座から考察」している（18ページ）。

持つ支払完了性（finality）に注目していると

その際、理論史的にとりあげたのはケインズ

ころである。それでは、この支払完了性を支

の貨幣観である。著者はケインズの貨幣観が

えているものは何か。実物貨幣や「管理貨幣

マルクスの貨幣理論とどのように関連するか

（兌換銀行券）
」であれば実物資産であるが、

を追及することによって、第二の問題、すな

例えば、「代表貨幣としての中央銀行券（法定

わち貨幣の機能の問題にも迫っている。

不換紙幣）
」であれば法貨性＝強制通用力であ

著者が第一に明らかにしたことはケインズ

って、資産の裏付けはない。重要なことは、

が古典派経済学の貨幣理論の前提となる「中

「『計算貨幣』によって表示される諸商品の価

立的貨幣経済観」（「貨幣ヴェール観」と言い

格形態の意義、および、価格実現のために取

換えることできよう）を単純な実物分配の貨

引主体間で引き渡される『貨幣』と決済シス
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テムとの関係」である。著者は結局ケインズ

換の媒介物」としてしか見ない貨幣中立観を

が信用貨幣の支払完了性に注目し、貨幣の商

克服できたというのである。

品価格の実現機能を重視することによって、

このように著者は、ケインズ経済学から出

主流派経済学の貨幣ヴェール観を克服しよう

発し、主流派経済学の「中立的貨幣観（貨幣

としたところを評価している。

ヴェール観）」を克服したマルクス貨幣論の優

しかし、ケインズでは貨幣本来が持つ独自

位性を結論づけた。

性（つまり、商品と貨幣との間の交換の非対

*******************************

称性）
、言い換えれば、さまざまな人々が貨幣

それでは著者がこのようにマルクス貨幣論

で商品を購入し、自らの欲望を満たすという

を整理する現実的な意味、あるいは積極性は

面があるのと同時に、生産者は販売目的で商

どこにあるのであろう。著者は、第Ⅰ部にお

品を生産・販売している面とがあることにま

いて単純な商品流通ではなく「企業者経済

で射程は伸びない。かくして、著者はこの二

（M−C−M

つの面から貨幣経済の構造を分析するべきで

性と、そうした視点からの貨幣論の再評価の

あるという結論に達する。これを受けて、次

必要性を強調してきた(注１)。そして、結論部分

にマルクスの貨幣論の要でもある価値形態論、

では、現代経済において貨幣論を考えていく

交換過程論、価値尺度論へと議論を進めてい

とき「発達した決済システムと銀行組織を基

くのである。

礎とする、信用貨幣の経済を分析しなければ

循環）」を分析することの重要

著者はこの分析を通じて次のようにそれぞ

ならない」として、支払手段を前提とする信

れの段階での分析の特徴を整理する。つまり、

用貨幣への展開こそが現代資本主義分析おけ

価値形態論では、「多数商品の相対的価値表現

る貨幣論にとって必要な作業であることを強

の同時成立にもとづ」く、一般的等価物が導

調する。そして、著者はマルクス貨幣論から

かれ、交換過程論では、商品所有者の交換行

「販売を目的とするが故の価値」を導出して

為を使用価値への欲望という点から考察され

「価値実現」の重要性を強調し、貴金属貨幣

ることによって、「一般的等価物の機能から生

（代表的には、金〔gold〕）を前提とする価値

じる貨幣の『形式的使用価値』」が導かれる。

尺度論を軽視する。その理由は、信用貨幣が

さらに、価値尺度論では、「商品所有者の観点

全般的に流通している段階での貨幣論の再評

から商品の価値形態が把握され、……自分の

価を行おうとするためであったと考えられる。

商品と貨幣との交換可能性（すなわち、『所定

貨幣に内在する実質的価値に貨幣流通や価格

の額の貨幣と引き換えに、自分の商品を手放

論の前提をあえて置かないで、
「貨幣の使用価

してもよい』という意思表示）を通じて、自

値の実現」
「商品価値の実現」を貨幣論の出発

分の商品の価値形態を表示することが示され

点を置くことで、商品価値の金量表現として

る」
（91ページ）
。

の価格の問題を避けながら、信用貨幣が金貨

こうしてマルクス貨幣論の重要性は、「商品

幣に置き換わり全般的に流通していく問題を

価値の実現」にあるという結論へと導かれる。

解くことができる。こうした隠れたメッセー

すなわち、一般的等価物＝貨幣が現れること

ジを第Ⅰ部から読みとれるように感じる。し

によって、「商品の実現（『貨幣の使用価値と

かし、これは同時に最も評価が分かれる点で

しての実現』と『価値としての実現』
）として

もある。

の販売（C−M）と『貨幣の使用価値実現』
として購買（M−C）との非対称性」が生ま

(注1)

かつて冒頭商品の性格を巡って、学会を二

れる。つまり、商品価値の貨幣的実現という

分する論争が行われた。著者の論理は、資本制

論点が提起されることで、貨幣を単なる「交

商品説に近い考え方となると言えよう。
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分配の相互依存関係」として現れる。すなわ
ち、非対称的な関係から支配的な地位にある

第Ⅱ部

資本・賃労働関係の経済学

ことによって「生産の決定権を握る資本家が、
剰余価値の生産と実現の過程に対して積極的

第３章「労働者からの労働の抽出」と権力関係

に介入することをつうじて、分配上の結果を

現実の経済が「企業者経済」であるという

自分たちに有利に誘導する傾向がある」
。著者

事実は、貨幣流通が「中立的貨幣観」の想定

は、アメリカのラディカル派が、社会全体で

する C−M−C 循環ではなく、M−C−M

循

生産された付加価値を経済主体が分け合うと

環で考察されなければならないことを示して

いうような状況ではなく、資本家が自らに有

いる。これが第Ⅰ部で著者が出発点においた

利に分配されるように生産を規定しているこ

重要な論点である。M−C−M

とを明らかにしたところを高く評価している。

る場合、重要なポイントは、M

循環を考え
のダッシュ

つまり、主流派経済学の手法を使いつつ、今

）の本質をなす剰余価値の生産である。

日の富の不平等分配の問題を解いているとこ

マルクス経済学では、必要労働時間を超える

ろに現代の政治経済学の意義を見いだそうと

不払い労働を剰余価値の本質として捉えてき

しているように見える。しかし、その一方で

た。本章では、
「労働の価値形成性格にもとづ

「搾取」概念が登場してこないことによる理

いて『資本の価値増殖』の概念を厳密に組み

論的限界についても指摘する必要があったの

立てるだけでは、雇い主と労働者のあいだの

ではないだろうか。

（

支配・被支配の『垂直的』関係はあきらかに
第４章

ならない」という問題意識から、ボウルズ

非正規雇用の増加と所得格差の拡大

（S. Bowles）とギンタス（H. Gintis）が提

前章では、アメリカ・ラディカル派の「抗

起した「抗争交換（contested exchange）」モ

争交換モデル」を手がかかりに、資本家と労

デルを検討している。

働者の非対称的な関係（支配−被支配関係）

著者によれば、このモデルのもっとも積極

とそれによる分配の不平等の問題を取り上げ

的な面は「雇い入れた労働者から自分の望む

た。第 4 章は、非正規雇用の拡大と所得格差

働きぶりを引き出そうとする雇い主と、雇い

の拡大という現実的な問題を統計的に検証し

主によって設定された条件の制約下で雇用契

ようとした章である。著者は、総務省統計局

約が継続された場合と雇用契約が打ち切られ

『就業構造基本調査』における雇用形態別の

た場合の両方を考慮に入れて労働努力の発揮

所得階級別雇用者数のデータから算出したジ

態度を決める労働者のあいだの関係は、雇い

ニ係数を用いた実証分析から、非正規雇用の

主のほうが労働者による労働努力の発揮態度

増加によって所得格差が拡大したことを証明

を自分に有利な方向に誘導することが可能な

しようと試みている。ジニ係数を使った所得

立場にあり、逆に労働者のほうはそのような

格差の実証分析は近年多く見られる。著者の

立場にないという点」にあるという。著者が

試みは、比較的研究が少ないと言われる正規

こうした評価をするのは、対称的な存在を前

雇用と非正規雇用の間での所得格差の問題を

提とする一般均衡理論に基づく行動理論的な

取り上げたものといえる。

主流派経済学の手法を使う雇用理論を克服し、
非対称的な存在としての雇用者と被雇用者と
の支配−従属関係を説く政治経済学の新しさ
であろう。
この関係はマクロ経済的に見れば、
「生産と
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言しておきたい。
さて、このように投資と貯蓄を捉えるとす

第Ⅲ部

第５章

資本蓄積・実現利潤・負債構造の
政治経済学

ると次に出てくる問題は、投資決定誘因は何
かという問題である。著者は、これに対して
ロビンソンの「資本蓄積モデル」を応用し、

資本蓄積と所得分配

資本蓄積率＝貯蓄率×利潤率の関係の成立を

本書の第Ⅰ部では、企業者経済における貨

その条件として求めた。その上で、マグリー

幣流通の問題を取り上げ、貨幣流通における

ンとバドゥリのモデルに依拠し、利潤分配率

商品価値実現及び利潤の実現の問題が取り上

の外生的変化（実質賃金率の外生的変化）に

げられた。第Ⅱ部では、所得分配における資

伴う、稼働率・利潤分配率・利潤率などの変

本家の意思決定の優先権が焦点となった。第

数の変化を考察している。

Ⅲ部ではこれらを受け、資本家の投資行動が
どのようにマクロ経済の全体の動態に作用す

第６章

金融不安定性と信用経済

前章で見たように拡大均衡の前提条件が企

るかが中心的な課題になる。第Ⅲ部第 5 章は、
資本蓄積行動と貯蓄・消費行動の関係につい

業家による投資の先行にあるとすると、問題

て取り上げられている。

になるのは、投資資金がどのような方法で調

第 5 章で著者は、①投資主体の意思決定が

達されるかである。本章では、
「投資と実現利

資産・負債構造の選択に関わるものであり、

潤、資金調達（たとえば、銀行借入による投

貯蓄と消費への所得フローの配分に関する意

資資金の調達）の 3 者の間の関係を、単純化

思決定とは独立していること、②すなわち、

された分析枠組みのなかで考察」しようと試

貯蓄があって → 投資が行われるのではなく

みている。その中でも特に問題にしているの

投資が先行するという立場に立って課題にア

は、「金融不安定性と投資との関連、とくに、

プローチしている。

投資の減退による利潤の実現条件の悪化と負

本章ではさらにカレンツキーの議論に依拠
しつつ、投資が先行する下では前期の貯蓄主

債構造の脆弱化との悪循環（いわゆる『負債
の逆説』）
」である。

体の利潤を実現するのは、今期の投資とそれ

著者は三つの方法でこの問題にアプローチ

を保証する銀行の信用創造にあるとする。そ

している。第一は、ケインズの投資理論に基

してこの意味で、信用創造は「無から有を生

づくミンスキーによる企業の資金調達行動と

む」関係ではなく、
「投資主体（借り手）にお

投資行動の議論である。第二は、利子率の変

ける将来の貯蓄形成の先取り」であるという

化が企業の負債状況に感応し、資本蓄積率へ

重要な結論を導き出している。

の影響を通して有効需要を制約するというモ

なお、この点は、マルクス経済学の立場に

デルの分析。第三は、ミンスキーの金融不安

よる信用創造の定義、すなわち現実的な蓄積

定仮説に基づく企業内の負債構造の脆弱化の

と拡大再生産による剰余価値の実現と還流を

問題である。
結論的には、貸し手の債券保有意欲が低く、

前提とした「将来の有を信頼（信用）してこ
れを先取りする操作」（あるいは「将来還流す

借り手企業の投資意欲が高い場合には、利潤

るであろう貨幣の先取り」）という規定（山田

の実現条件は高くなり、負債比率が高くても

喜志夫「信用創造と通貨構造」『國學院経済

経済の拡大は望める。しかし、借り手が既存

学』第 41 巻第 2 号、 1993 年、再録『現代貨幣

負債の返済を優先し、設備投資を縮小すると

論―信用創造・ドル体制・為替相場―』

縮小再生産へと向かい、負債増と経済減退の

青木書店、1999 年）と共通していることを付

負のスパイラルへと陥るとする。1997年〜98
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年の金融危機下における日本経済が後者にあ

から、交換を軸とする「価値理論」への転換

たるというのである。

である。こうしたことを出発点に置くことに
よって、主流派経済学がよってたつ貨幣数量

第７章 証券化と金融危機
―2008年世界金融危機をめぐって―

説を克服し、還流を重視する信用貨幣論を軸

第 7 章はこれまで積み上げてきた研究成果

える。その意味で、後半部分で「投資先行

で取り残した面、すなわち、
「金融仲介システ

説」を軸にした投資−貯蓄理論、企業投資行

ムと金融不安定性の関連を考察する」ことを

動理論、マクロ循環論、金融不安定性理論が

目的にしている。そこで、研究対象になった

展開されている。また、そうした構想になっ

のは、
「貸出債権の証券化にともなう金融仲介

ていることが本書の最も意義のある、積極的

システム、およびそのシステムに内在する不

な面と言えよう。

とした現代資本主義分析が可能になったとい

安定性」である。言い換えれば、リーマン・
ショック後の世界経済危機を研究対象にして

しかし、その一方で、いくつかの疑問ない
し注文も出てくることになる。

金融システムの質的変化と金融不安定性の関

第一に、信用貨幣が占有する現代社会を意

連を考察している。なお、本章は書き下ろし

識してか、価値実現を目的とする貨幣機能論

の論説である。

を強調されている。その結果、価値尺度論、

ここ で明ら かにされたことは、従来型 の

価格標準論が軽視される。したがって、通貨

「組成保有（originate-to-hold）型」の金融シ

（ないし、貨幣）の価値の問題が棚上げにさ

ステムでは、銀行部門内部に信用リスクが集

れ、インフレーション論が説かれない。この

中されるのたいして、「組成販売（originate-

ことは、為替相場（ないしは為替平価）の問

to-distribute）型」の金融仲介システムでは

題が検討対象から外れるという問題につなが

リスクがネットワークを通じて金融機関全体

っていく。後の、貯蓄−投資理論、金融安定

に残存し、リスクを高める傾向にある点であ

性理論において一国封鎖体系モデルにとどま

ろう。著者は、影の銀行システムの状況を丁

るのもそのことと無縁ではないように思われ

寧に追跡し、構造を明らかにしている。特に、

るのである。

「影の銀行システム」のもつ信用リスクの大

第二に、第Ⅰ部と第Ⅲ部とが問題意識にお

きさ、さらにはレポ市場を通じた「影の銀行

いて、さらには研究の展開においてどのよう

システム」への取り付けの可能性などを指摘

に繋がるかは比較的理解しやすい。すなわち、

した点は本論説の積極面と言える。

現代の貨幣経済において貨幣流通（貨幣の役
割）を規定する価値実現の問題が、実際の経
済主体の投資−貯蓄行動においてどのように

コメントと疑問

現れてくるのかをモデル分析において明らか
にしようと意図されているといえる。しかし、

以上、本書は貨幣論を出発点に、所得分配

その点第Ⅱ部で取り上げられたテーマ（特に、

の問題を経て、金融不安定性の問題へと展開

第 4 章）が、第Ⅰ部および第Ⅲ部とどのよう

することによって貨幣金融面から迫る現代資

な縦糸で結びついているのかが明確でなかっ

本主義論である。貨幣論的な側面から本書の

たように思われる。

特徴を挙げるとすれば、次のように整理する

第三に、全体として先行研究のサーベイと

ことができよう。①管理通貨制下（信用貨幣

その現代経済分析における意義を明らかにし

を中心とする現代通貨制度下）における貨幣

ていくという手法で論説が展開されている。

論の再構築、②価値尺度論を軸とする貨幣論

そのため、著者のオリジナリティーは問題提
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起に止まっている面がみられた。先行研究か
ら得られた知見をより積極的に現代資本主義
分析へと応用されても良かったのではないだ
ろうか。
第四に、著者は一方でマルクス経済学に依
りながら問題を考えている。しかし、意識的
にマルクス経済学の概念を使用せずに問題を
処理している部分がある。例えば、搾取とい
う概念がそれである。単なる所得の再配分、
ないしは労働の抽出という次元で搾取の問題
を説くことができるのか。評者はやや疑問に
感じている。
ところで、投資行動と資金調達を問題にし
ている節（第 6 章第 2 節）において、著者は
貸し手のリスク、借り手のリスクの問題を取
り上げているが、リスクの内容そのものにつ
いては実は回答していないように感じる。こ
こで問題にしていることは、マルクス経済学
的に言えば、「還流が滞った場合に資本が被る
追加費用（コスト）」の問題であり、『資本
論』ではこれを「追加的貨幣準備金」という
形で処理していたのではないかと思う。評者
は、利潤追求行動に伴う信用取引によって資
本が被る費用という面からリスクを処理する
べきではないかと考えている。
以上、勝手なコメントを書き連ねた。誤解、
無理解については今後、著者との間の議論を
通じて解決していきたいと思う。また、著者
が試みたアメリカ・ラディカル派を中心とす
る貯蓄投資理論のマルクス経済学の面からの
検討については、評者にも課せられた重要な
テーマであると認識している。今後、著者か
ら教えを請いたいと考えている。いずれにせ
よ、本書は多くの研究者が格闘するに値する
著書であることは論を待たない。
（まつもと

あきら

立命館大学経済学部

教授）
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☆中小企業関係雑誌記事目録 ……………………………………………………………………………………… (149)
No. 2

1961.6

78

八王子・日野市街地開発区域における工場従業員の実態調査報告─新規工業導入の既存
工業におよぼす影響と関連して─ …………………………………………………………小林義雄 (1)
地域経済圏の発達と町村合併─宇部市域実態調査報告─ ………………………………………重富健一 (27)
☆中小企業関係新着資料目録 ……………………………………………………………………………………… (65)
☆中小企業関係雑誌記事日録 ……………………………………………………………………………………… (67)
No. 3

1961.9

95

農林補助金と融資の相互関連に関する研究─（兵庫県、福島県） ………………………………………… (1)
通信機器工業における独占と市場問題 ……………………………………………………………………大谷広 (47)
列強の争奪つよまる東南アジア市場 ……………………………………………………………………………… (69)
☆新着資料目録 ……………………………………………………………………………………………………… (85)
☆中小企業関係雑誌記事目録 ……………………………………………………………………………………… (91)
No. 4

1962.4

74

産地製材工業の構造 (2)─静岡県島田地区・長野県上田・小県地区─ …………………………………… (1)
奄美群島農業の現状─とくに甘蔗作と黒糖生産の実態─ ………………………………………中本博皓 (46)
☆新着資料目録 ……………………………………………………………………………………………………… (64)
☆中小企業関係雑誌記事目録 ……………………………………………………………………………………… (69)
No. 5

1963.2

120

個人所得水準の地域格差と産業構造─東京を中心とする関東・東北の諸県について─ ……小林義雄 (1)
コンビナート形成と地域経済に関する諸問題 …………………………………………………………………… (26)
地域開発政策と地域問題 …………………………………………………………………………………岡村明達 (42)
工業化と農家経済─とくに階層的視点に立って─ ………………………………………………重富健一 (59)
首都（圏）の性格・位置について ………………………………………………………………………星野光男 (79)
地域開発と交通上の諸問題 ………………………………………………………………………………池田博行 (94)
<書評>村田喜代治著「日本の立地政策」 ……………………………………………………………北田芳治 (114)
No. 6

1963.10

138

自由化の進展と中小企業への影響 …………………………………………………………………………三潴信邦 (1)
中小工業に対する自由化の影響について ………………………………………………………………小林義雄 (8)
関東地域における機械工業の発展と人口・労働力・生産の集中との関係 …………………………小林義雄 (24)
東京における木材流通機構の変遷─木場移転問題の背景─ ……………………………………岡村明達 (37)
木材貿易と商社 ……………………………………………………………………………………………北田芳治 (60)
東京港を中心とした鉄鋼・屑鉄の流通状況 ……………………………………………………………市川弘勝 (70)
砂利類の流通構造に関する若干の考察─とくに関東市場圏を中心に─ …………………… 重富健一 (112)
中国経済におけるいくつかの問題─自立経済確立と国際協力・農業基礎論を中心に─ …山下竜三 (122)
No. 7

1964.8

112

自由化進行下の外資導入 ……………………………………………………………………………………小林義雄 (1)
自由化段階におけるねじ工業の変貌 ……………………………………………………………………市川弘勝 (22)
開放体制下における中小製紙業界への大企業の進出 …………………………………………………岡村明達 (60)
開放経済体制と缶詰産業 …………………………………………………………………………………重富健一 (77)
ティク・オーバーと中小企業 …………………………………………………………………………… 加藤誠一 (103)
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No. 8

1965.2

157

特殊鋼工業における集中運動の展開過程 ………………………………………………………………市川弘勝 (1)
自由化進行下の外資導入 (承前) …………………………………………………………………………小林義雄 (51)
最近における小売商業構造の変化と小売商業問題 (上) ………………………………………………岡村明達 (96)
｢農民分解」論に関するある集団的研究から ………………………………………………………… 重富健一 (115)
電気事業における競争条件の成熟と見通し ……………………………………………………………三浦敏 (131)
朝鮮経済の印象 (その１) ………………………………………………………………………………… 北田芳治 (147)
No. 9

1965.10

144

<特集>─主要産業における外資導入
外資をめぐる石油精製業の諸問題 ………………………………………………………………加藤治康 (1)
戦後の日本鉄鋼業と外資導入 ……………………………………………………………………永井四郎 (25)
化学工業における外国資本 …………………………………………………………………………大山徹 (41)
電機工業における外資導入 …………………………………………………………………………森下覚 (91)
最近における小売商業構造の変化と小売商業問題 (下) ……………………………………………岡村明達 (123)
朝鮮経済の印象 (そのⅡ) ………………………………………………………………………………… 北田芳治 (134)
No. 10

1966.10

99

日本農業の未来像論に関する覚え書 ……………………………………………………………………重富健一 (1)
地域経済の段階と農業構造 ………………………………………………………………………………喜多克己 (21)
中小企業における自立化と系列化─足利トリコット工業の戦後過程─ ………………………藍原豊作 (49)
中堅企業の再編成と基本問題 ……………………………………………………………………………藤井広潤 (69)
No. 11

1967.3

139

アメリカ独占資本対日投資と日本独占資本のこれとの結合関係─アメリカの直接投資を
中心として─ ……………………………………………………………………………………小林義雄 (1)
フランスにおける企業再編成運動と大重工業グループの発展 ………………………………………島田悦子 (37)
鉄鋼業における競争の激化と独占集中の強化 …………………………………………………………市川弘勝 (59)
農地改革における二つの道をめぐって─その民族的，階級的対抗関係─ ………………………笛木昭 (93)
No. 12

1968.10

159

第 2 回国連貿易開発会議にあらわれた特恵問題に関する覚え書き …………………………………北田芳治 (1)
日本食品工業史 第Ⅰ編 食品工業経済の近代化と資本成立過程 …………………………………笹間愛史 (23)
再編成過程にある食品工業 ………………………………………………………………………………岡村明達 (103)
No. 13

1969.3

214

首都地域における「過密」問題 ……………………………………………………………………………岡村明達 (1)
東京都及びその周辺地帯の地場産業の実態 ……………………………………………………………笹間愛史 (15)
首都圏における農地転用とその問題点 …………………………………………………………………岡村明達 (38)
わが国における電子部品生産構造とその特質 ……………………………………………………………森下覚 (60)
日本食品工業史 第Ⅱ編 食品諸工業における競争的資本発達と先駆的独占形成 (1), (2) …笹間愛史 (100)
河上肇と「資本論」 ……………………………………………………………………………………… 田中隆穂 (189)
No. 14

1969.12

149

鉄鋼流通機構再編成の進展 …………………………………………………………………………………山野鉄二 (1)
ねじ工業の現状と問題点 …………………………………………………………………………………山口三郎 (16)
製缶業界の現状と問題点 …………………………………………………………………………………岡本裕吉 (57)
｢構造改善」下のみがき棒鋼業界 ……………………………………………………………………………藤沼聰 (65)
日本食品工業史 第Ⅱ編 (3) ………………………………………………………………………………笹間愛史 (79)
伝統産業組織化の構造と限界─陶磁器業の事例研究を中心にして─ ………………………河村善隆 (121)
No. 15

1970.12

162

紙・パルプ産業の構造と特質 ………………………………………………………………………………藍原豊作 (1)
戦後外材輸入の展開構造 …………………………………………………………………………………安藤嘉友 (33)
家電卸売業再編成と問題点 …………………………………………………………………………………森下寛 (60)
日本食品工業史 第Ⅲ編 食品工業部門での独占体制確立と多面的企業発展 ……………………笹間愛史 (79)
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No. 16

1971.9

■「中小企業金融」特集号 ■

61

「中小企業金融」特集号
はしがき ………………………………………………………………………………………………………………… (1)
わが国金融構造の特質と中小企業金融の役割 ………………………………高田博・中央大学経済学部教授 (3)
中小企業金融に占める相互銀行の地位 ………………………………浅野信之・全国相互銀行協会業務局長 (16)
中小企業金融に占める信用金庫の地位 ……………………………………伊藤正美・全国信用金庫協会理事 (29)
中小企業金融に占める地方銀行の地位 ……………………………大友通男・全国地方銀行協会事務局次長 (50)
No. 17

1972.9

68

日本における鉄鋼流通機構─その現状と問題点─ ………………………………………………古川敏夫 (1)
多国籍企業とアメリカの対外経済政策─ウィリアムズ報告などからのぬきがき─ …………北田芳治 (21)
<特集>「物流革新下の輸送問題」
はしがき ………………………………………………………………………………………………………… (35)
海上コンテナ輸送を中心としての物流革新 ………………………………落合敏郎・京浜外貿埠頭公団 (36)
物流革新と高速道路 ………………………………………………………………武田文夫・日本道路公団 (50)
カーフェリー輸送の特質について ………………………………………………………谷尾侃・日本通運 (62)
No. 18

1973.11

122

市川先生と鉄鋼経済研究
研究歴を語る─市川弘勝─ ………………………………………………………………………………… (1)
略歴と鉄鋼関係主要著作目録 ………………………………………………………………………………… (13)
鉄鋼業における「多産業」化と「多国籍企業」化の動向 ……………………………………………市川弘勝 (20)
八幡製鉄所における賃金体系の変化 ……………………………………………………………………深見謙介 (43)
鉄鋼独占と原料資源問題 ………………………………………………………………………………長谷川治清 (68)
資料─日本鉄鋼業の昭和 20 年 8 月 15 日における労働力状況 …………………………………………… (102)
モスクワの都市問題─「日ソ都市問題シンポジゥム（東京・モスクワ）」から─ …………小宮昌平 (103)
No. 19

1975.8

95

日本資本主義における不動産業 ……………………………………………………………………………小宮昌平 (1)
みかんの生産拡大と市場矛盾─昭和 35 年以降の動向をふまえて─ --未定稿-- ……………佐藤治雄 (23)
不況下における中小企業の原材料動向とその特徴 ………………………………………………………中居裕 (45)
現代資本主義の経済危機についての一試論 ………………………………………………………………小谷崇 (63)
<追悼>堀江正規さんと政治経済研究所 …………………………………………………………………北田芳治 (93)
No. 20 1976.6

46

社会資本充実政策における道路の位置と役割 …………………………………………………………川上則道 (1)
不動産業の統計から見た分化、集中 ……………………………………………………………………小宮昌平 (19)
<書評>正村公宏著『計画と参加の経済学』─現代資本主義の経済危機の核心にふれて
いるがなお根本的な問題点を含む─ …………………………………………………………小谷崇 (39)
No. 21

1976.11

■ 政治経済研究所創立30周年記念号 ■

52

市川弘勝 (1)
30周年をむかえて ………………………………………………………………………………理事長
本研究所の意図するもの ………………………………………………………………………所長
未弘厳太郎 (3)
【座談会】 政治経済研究所創立のころ ………平野義太郎・秦玄龍 ………聞き手・市川弘勝・北田芳治 (5)
〔資 料〕Ⅰ 政治経済研究所創立までの主な会議録 ………………………………………………………… (24)
〔資 料〕Ⅱ 接収図書関係 ……………………………………………………………………………………… (32)
〔資 料〕Ⅲ 役員・関係者名簿 ………………………………………………………………………………… (35)
〔資 料〕Ⅳ 委託調査の実績 …………………………………………………………………………………… (38)
〔資 料〕Ⅴ 定期刊行物 ………………………………………………………………………………………… (40)
〔資 料〕Ⅵ 主な公刊図書 ……………………………………………………………………………………… (50)
No. 22

1980.1

76

産業政策と ’60 年代の産業再編成 …………………………………………………………………………宮脇孝久 (1)
第 1 次大戦と米国重電機工業─ General Electric を中心とする考察─ …………………………小倉信次 (19)
農林漁家世帯における放送の役割に関する実証的研究（中間報告） …………………小宮昌平；斉藤恒雄 (51)

- 105 -

No. 23

1980.9 （隔月刊）

58

産業政策と 60 年代の産業編成 (2)…………………………………………………………………………宮脇孝久 (1)
酪農家と山村農家のテレビ視聴状況比較─農村漁業世帯における放送の役割に関する実
証的研究・中間報告 その 2 ─ ……………………………………………………………天田輝久 (19)
<日本経済のうごき>世界の同時株高と投機盛行 ……………………………………………………虎の門山人 (27)
エネルギーに弱い日本企業体質─「世界企業の経営分析」に見る ……………………………石岡洋 (32)
日本に追い抜かれたアメリカの自動車産業 ………………………………………………………増田英和 (36)
日本の 食糧自給 は果して可能なのか─農水省の「昭和 65 年の長期見通し」の
問題点 ……………………………………………………………………………………………山本進介 (43)
総評大会と統一労組懇の解散問題 …………………………………………………………………緒方昌二 (47)
中国近代化と毛沢東の影 ……………………………………………………………………………中村幸夫 (52)
<読者の皆様へ> ……………………………………………………………………………………………………… (58)
No. 24

1980.11 （隔月刊）

45

租税特別措置の新展開─ 80 年代への二つの流れ─ ………………………………………………大山明雄 (1)
沿岸漁業漁家のテレビ視聴─農林漁家世帯における放送の役割に関する実証的研究・中
間報告 その 3 …………………………………………………………………………………………… (16)
<日本経済のうごき>内外とも騒然としてきた自動車産業 ………………………………………………沢木英 (23)
小型車生産はアメリカの自動車業界を救えるか …………………………………………………増田英和 (27)
文化市場を狙い始めた大型小売業 ……………………………………………………………………丸木格 (32)
中国近代化を妨げる文革後遺症 ……………………………………………………………………中村幸夫 (36)
来年度予算要求にみる産業・技術政策の方向 ………………………………………………………石岡洋 (42)
No. 25

1981.1 （隔月刊）

54

鉄鋼貿易摩擦の展開と新トリガー価格制度 ……………………………………………………………市川弘勝 (1)
<研究展望>日本企業の多国籍化をめぐって ……………………………………………………………北田芳治 (18)
<日本経済のうごき>新外為法と外人の対日株式投資 ………………………………………………虎の門山人 (22)
最近の設備投資の動向─「第 3 の中期上昇局面」を迎えたといわれるが─ ………………石岡洋 (26)
回復は可能か、アメリカの自動車産業 ……………………………………………………………増田英和 (30)
造船産業の現状と問題点 ……………………………………………………………………………副島一男 (35)
消費はどう変っているのか─大型小売業にその商品動向を追う─ …………………………丸木格 (40)
最近の 食糧安保 論をめぐる動き─右寄り便乗型と国家エゴイズムの典型─ ………山本進介 (44)
調整・縮小される中国近代化基本計画─毛沢東批判まで進むか 四人組裁判 ─ ……中村幸夫 (48)
No. 26

1981.3 （隔月刊）

55

80 年代通産ビジョンの危険な道 …………………………………………………………………………渡部隆一 (1)
<研究展望>食糧・農業問題 ………………………………………………………………………………小宮昌平 (17)
<日本経済のうごき>世界小型車戦争とトヨタ・日産の対応 ……………………………………………沢木要 (21)
きびしい業績の試練に立つ建設業 …………………………………………………………………宮田吉蔵 (26)
核心に入る、公正取引委員会の「三越審判」 ………………………………………………………丸木格 (31)
酒税制度改正・増税とマージン増額問題 ……………………………………………………………高須明 (35)
レーガン新政権がわが国農政に与える影響 ………………………………………………………山本進介 (40)
81 春闘はストなし、8 % 台か ………………………………………………………………………緒方昌二 (44)
毛沢東との対決せまられる中国指導部 ……………………………………………………………中村幸夫 (49)
No. 27

1981.5 （隔月刊）

48

産業政策と 60 年代の産業再編成 (3) ……………………………………………………………………宮脇孝久 (1)
<研究展望>中小・零細企業問題 …………………………………………………………………………中山金治 (20)
<日本経済のうごき>レーガン登場で火を噴く日米半導体戦争 ……………………………………虎の門山人 (23)
自動車：国内販売における明と暗 ……………………………………………………………………沢木英 (27)
地方、中小店を圧する大型店パワー ─百貨店、量販店大手に見る出店計画─ …………丸木格 (32)
石油が産油国にもたらしたいくつかの否定的問題 ………………………………………………横山秀樹 (36)
毛語録を甦らせた中国指導部─安定・団結のテコになるか─ ……………………………中村幸夫 (43)
No. 28

1981.7 （隔月刊）

48

フランスの中小企業政策 ……………………………………………………………………………………野松敏雄 (1)
<研究展望>政策主体論─国家独占資本主義論における国家論の探究によせて─ …………渡部隆一 (21)
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<日本経済のうごき>剣が峰にきた外人の対日株式投資─激減した対外純資産残高と円相
場の動向─ …………………………………………………………………………………虎の門山人
大型店新業態開発とその周辺 零細店への影響大 業態開発、多様化の一途 …………………丸山学
食管法改正のネライは過剰米対策だ
現状追認 ではなく 部分管理 へ道開く ………山本進介
風雲急を告げる労戦統一問題 ………………………………………………………………………緒方昌二
強いアメリカと止まらぬインフレ経済 ……………………………………………………………中村幸夫
No. 29

1981.9 （隔月刊）

(25)
(29)
(33)
(38)
(43)
66

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）

56

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)
No. 31

1982.1 （隔月刊）

83

<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)
《世界経済のうごき》レーガンに生活破壊される米国大衆 広がる草の根の怒り ………………神田三郎 (69)
<寸評>日本の野心 …………………………………………………………………………………………………… (52)
No. 32

1982.3 （隔月刊）

32

株式制度の「改正」によせて ………………………………………………………………………………山本清治 (1)
<研究展望>イタリアにおける分権と参加 ………………………………………………………………中西啓之 (17)
<日本経済のうごき>「石油化学工業のあり方」についての中間答申 …………………………………石岡洋 (23)
低価格志向に急転回の酒類消費 ………………………………………………………………………高須明 (28)
<寸評>愚かな政策は恐慌をつくりだすことができる …………………………………………………………… (22)
No. 33

1982.5 （隔月刊）

40

イラン・ジャパン石油化学（IJPC）プロジェクトの現段階 (上) ……………………………………大石雄爾 (1)
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)
No. 34

1982.7 （隔月刊）

54

明治・大正期における大都市制度の確立過程と大都市の自治権 ……………………………………中西啓之 (1)
防衛産業と日米関係 ………………………………………………………………………………………宮本享久 (19)
<日本経済のうごき>構造的不況下の製油界の現状と見通し …………………………………………山本進介 (35)
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《世界経済のうごき》ブレジネフ農政の 15 年と新食料計画 ………………………………………………JKCC (41)
経済近代化を模索する中国 …………………………………………………………………………中村幸夫 (49)
No. 35

1982.9 （隔月刊）

33

イラン・ジャパン石油化学（IJPC）プロジェクトの現段階 (下) ……………………………………大石雄爾 (1)
<日本経済のうごき>危機的様相深める世界経済と日本＝「円安無害説」はなぜ飛び出した
か＝ ……………………………………………………………………………………………虎の門山人 (13)
構造的不況にあえぐ配合飼料産業界 ………………………………………………………………山本進介 (17)
《世界経済のうごき》レーガノミックスの破綻 ………………………………………………………中村幸夫 (22)
『政経研究』総目次1980.9 (N o. 23)〜1982.7 (N o. 34) ………………………………………………………… (29)
No. 36

1982.11 （隔月刊）

53

<巻頭言>或る物理学者からの手紙─価値論にかかわって─ ……………………………………重富健一 (1)
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)
《世界経済のうごき》経済成長と党再編めざす中共指導部 …………………………………………中村幸夫 (46)
No. 37

1983.1 （隔月刊）

65

<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

1983.3 （隔月刊）

49

<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)
No. 39

1983.5 （隔月刊）

50

<巻頭言>「食糧」と「食料」 ……………………………………………………………………………小宮昌平 (1)
｢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)
一段と寡占化の進む食品産業界─ 3 月期決算の状況から─ ………………………………山本進介 (31)
海外工事だけが伸びる建設産業 ……………………………………………………………………宮田吉蔵 (38)
《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)
No. 40 1983. 7, 9 合併号 （隔月刊）

61

<巻頭言>就職シーズンを迎えて ……………………………………………………………………………渡辺睦 (1)
｢土地資本論」ノート (2) 第 1 部 土地資本と地価形成 (中) ……………………………………岩見良太郎 (3)
<研究展望>土地制度史学会の「主流」 …………………………………………………………………小宮昌平 (23)
<日本経済のうごき>めざましく伸びるリース産業─素材産業はこぞって構造不況指定へ
─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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ME 革命と反合理化闘争─全国金属の「産業政策第一次原案」を中心として ……………藤村伸二 (49)
《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)
No. 41

1983.11 （隔月刊）

80

<巻頭言>これは記録に留むべし …………………………………………………………………………重富健一 (1)
経済危機下の経済成長と産業構成の変化 …………………………………………………………………小谷崇 (3)
｢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)
牛肉をめぐる日米交渉大詰めの問題点 ……………………………………………………………山本進介 (67)
《世界経済のうごき》整風連動と近代化路線の中国 …………………………………………………中村幸雄 (73)
No. 42

1984.1 （季刊）

64

<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)
イタリアの経済危機と経済民主主義の主体─イタリアを歩いて感じたこと─ ………………中西啓之 (37)
<日本経済のうごき>日米のアベック景気回復とその問題点─株式市場は投機のルツボと
化したが─ …………………………………………………………………………………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)
No. 43

1984.5 （季刊）

54

<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)
<書評>日米同盟を背景とする「東アジア経済圏」の全体像─小林英夫：戦後日本資本
主義と「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)
No. 44

1984.9 （季刊）

58

<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)
No. 45

1984.12 （季刊）

67

<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)
…………………………………………さえら・あゆむ (36)
<日本経済のうごき>トヨタと日産の最近の 明暗
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)
アメリカ オフ・プライス・ストアーの波紋─背後に黒人問題が……高まる百貨店
への影響─ ……………………………………………………………………………………海野三郎 (44)
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豊作で「米不足」は解消したのか？ ………………………………………………………………山本進介
《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
編集後記 ………………………………………………………………………………………………………………
原稿募集規定 …………………………………………………………………………………………………………
No. 46

1985.2 （季刊）

(48)
(54)
(65)
(67)
51

<巻頭言>強くなりすぎている日本経済 ……………………………………………………………………小谷崇 (1)
サービス産業論の課題 ………………………………………………………………………………………飯盛信男 (3)
｢労農同盟は統一戦線の基礎」をめぐって …………………………………………………………… 金井政二 (17)
<日本経済のうごき> 85 年の世界経済は波乱含み─景気・円相場・原油値下がり・株価
─ ………………………………………………………………………………とらのもん・さんじん (25)
もり上がってきた設備投資─成熟産業・素材産業での低調と輸出依存の強さが目立
つ─ ………………………………………………………………………………………………石岡洋 (29)
大手メーカーへの集中化進む冷凍食品 ……………………………………………………………水上一雄 (34)
《世界経済のうごき》対外開放と自主権拡大の中国経済 ……………………………………………中村幸夫 (40)
編集後記 ……………………………………………………………………………………………………………… (49)
原稿募集規定 ………………………………………………………………………………………………………… (51)
No. 47

1985.5 （季刊）

92

<巻頭言>合板関税引下げと林業政策 ……………………………………………………………………小宮昌平 (1)
規模拡大強制と農地価格上昇─長期不況・農産物輸入拡大・生産調整下の東北農地価格
の実態から …………………………………………………………………………………………飯島充男 (3)
漁業経済分析試論 (1) …………………………………………………………………………………………増田洋 (26)
日米・日ソ漁業関係にみる最近の北洋漁業の動向 ……………………………………………………三輪千年 (51)
<日本経済のうごき>
《 低成長時代 下でも急成長する第 3 次産業・2 例》
〔その 1〕伸びつつ変わる外食産業の現状と今後の問題点 ………………………………山本進介 (63)
〔その 2〕 消費不況 どこ吹く風の西武・京王新百貨店戦略 …………………………山口純一 (69)
60 年度農業予算にみる農政の混迷 …………………………………………………………………若木徹信 (73)
持ち家より貸し家の建設が増加─変化する最近の住宅建設事情─ ………………………宮田吉蔵 (77)
《世界経済のうごき》目をみはらせる中国外交の変化─敵視していた国々（ソ連、台湾、
韓国、インドネシア等）と経済交流推進─ ………………………………………………中村幸夫 (81)
編集後記 ………………………………………………………………………………………………………編集部 (89)
原稿募集規定 ………………………………………………………………………………………………………… (91)
No. 48

1985.8 （季刊）

96

<巻頭言>倒産は多いか少ないか …………………………………………………………………………中山金治 (1)
スタグフレーションの研究・第 2 回：現局面の経済、スタグフレーション、国家独占資本
主義 …………………………………………………………………………………………………海野八尋 (3)
｢所有にもとづく支配」と「資本の人格化」─北原勇著『現代資本主義における所有と
決定』を読んで …………………………………………………………………………………有井行夫 (11)
｢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)
< 日本経済のうごき> ≪60 年度設備投資の課題≫加工組立産業・リース産業中心に活発
─輸出主導から内需指向への転換は可能か？─ …………………………………………石岡洋 (67)
函館ドックの 坪内式再建 路線と労組のたたかいの現状 ……………………………………副島一男 (72)
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)
渡辺雅男『サービス労働論
< 書評> 新しい視点に立っての通説の展開とその問題点
─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─
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……………………………………………………………………………………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 （季刊）

76

<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)
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 （季刊）

107

<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 （季刊）

108

<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)
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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 （季刊）

114

<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)
｢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 （季刊）

141

<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 （季刊）

136

<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)
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《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)
No. 58

1989.5 （季刊）

134

<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 （季刊）

84

<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
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中小 SC は「特化」が不可欠 …………………………………………………………………丸木格
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
内外政策の矛盾拡大する中国 ………………………………………………………………………中村幸夫
編集後記 ………………………………………………………………………………………………………………
原稿募集規定 …………………………………………………………………………………………………………
No. 61

1990.10 （季刊）

(64)
(69)
(74)
(81)
(84)
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)
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 (141)
｢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 (146)
編集後記 ……………………………………………………………………………………………………………… (152)
原稿募集規定 ………………………………………………………………………………………………………… (157)
No. 62

1991.4 （季刊）

162

<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)
労働過程の 3 類型 …………………………………………………………………………………………飯盛信男 (39)
拡大再生産表式における可変資本蓄積をめぐる困難について─いわゆる追加労働者によ
る消費財の二重購入問題─ ……………………………………………………………………櫛田豊 (55)
農業構造改革の歴史的意義─その課題と展望─ ……………………………………………………笛木昭 (70)
韓国「土地公概念」関連法の構成と射程─その成立過程と内容─ ……………………………加藤光一 (81)
<書評>「住宅地価格=独占価格」論の展開─岩見良太郎著『土地資本論』の検討─ ……高橋秀直 (109)
<日本経済のうごき>混迷深まる世界経済のゆくえ─日本はバブル経済破綻の後始末─
……………………………………………………………………………………とらのもん・さんじん (129)
急上昇する韓国のモータリゼーション─国民車供給がスタート─ ……………さえら・あゆむ (133)
小売業 90 年代前半への視点 …………………………………………………………………………丸木格 (138)
高密度巨大都市はどのように作られているか─東京圏の最近の変貌─ ……………… 荘司健彦 (142)
《世界経済のうごき》市場経済の道を摸索する中国 …………………………………………………中村幸夫 (148)
編集後記 ……………………………………………………………………………………………………………… (157)
原稿募集規定 ………………………………………………………………………………………………………… (162)
No. 63

1991.10 （季刊）

126

<巻頭言>近代化の見直しと非近代の価値の回復 ………………………………………………………中西啓之 (1)
生産価格論の最近の動向に寄せて ……………………………………………………………………本間要一郎 (3)
スラッファ経済学の基礎的諸前提 (中) …………………………………………………………………大石雄爾 (22)
<岩尾裕純監事追悼>岩尾先生を悼む ……………………………………………………………………北田芳治 (37)
労働価値論の現代的展開のための覚書 ………………………………………………………………小檜山政克 (39)
戦後世界経済においての現存社会主義の位置づけ─若干の理論的問題の考察─ ……………中野洋一 (54)
米国における環境規制と自動車産業 ……………………………………………………………………宮本享久 (86)
<書評>『成長するアジアと日本産業』（相田利雄・小林英夫編、1991 年 5 月） …………………細居俊明 (93)
<日本経済のうごき>世界的経済混乱は続く─資本主義は社会主義に勝ったのか─
……………………………………………………………………………………とらのもん・さんじん (97)
流通業 労働力不足と時短への対応 ………………………………………………………………丸木格 (102)
《世界経済のうごき》ソ連共産党と連邦の分解のもとでの経済困難 …………………………………JKCC (107)
中央主導で開放政策進める中国 …………………………………………………………………中村幸夫 (111)
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編集後記 ……………………………………………………………………………………………………………… (122)
原稿募集規定 ………………………………………………………………………………………………………… (127)
No. 64

1993.7 （季刊）

141

<巻頭言>農業の家族経営、資本主義的大経営および｢社会主義｣大経営 ……………………………小宮昌平 (1)
現代経済と金融問題 ……………………………………………………………………………………………衣川恵 (3)
レギュラシオン学派のサービス経済論 …………………………………………………………………飯盛信男 (18)
<中山金治理事追悼>中山金治先生のお土産 ……………………………………………………………永山利和 (31)
米新政権と自動車産業 ……………………………………………………………………………………宮本享久 (33)
アメリカ小売流通業の最近の動向 ………………………………………………………………………中西啓之 (42)
スギ花粉症の真犯人 ………………………………………………………………………………………山岸清隆 (47)
国際環境法学における環境概念に関する一考察 …………………………………………………………斎藤洋 (49)
<書評>ジョルジュ・フォーケ『協同組合セクター論』協同組合の基本原則を明示した、
現代に生きる古典 ………………………………………………………………………………大谷正夫 (58)
中国郷鎮企業の過去・現状・将来 …………………………………………………………………………呂文忠 (61)
武谷三男は何を言ってきたか─意識的適用説の墓標─ …………………………………………中村静治 (68)
<日本経済のうごき>これからの日本はどうなる─不況説をまき散らすマスコミの不見識
─ ………………………………………………………………………………とらのもん・さんじん (95)
景気動向の不透明感─続く消費と設備投資の低迷─ ………………………………………石岡洋 (100)
激変避けられない輸入車の国内シェア 挫折した VW の 90 年代戦略 ……………さえら・あゆむ (111)
こんご両 3 年の大規模小売業動向の 予測
リストラが促す企業間格差拡大 不況、
ゼロサムのシェア競合急 …………………………………………………………………………丸木格 (116)
《世界経済のうごき》高成長持続の新体制を固めた中国 ……………………………………………中村幸夫 (121)
編集後記 ……………………………………………………………………………………………………………… (135)
原稿募集規定 ………………………………………………………………………………………………………… (141)
No. 65

1994.10 （季刊）

118

<巻頭言>美しい町に住みたい ……………………………………………………………………………北田芳治 (1)
レーニンの共産主義社会論と『ゴータ綱領批判』の誤読 ……………………………………………高田孝一 (3)
価値とサービス労働 …………………………………………………………………………………………原田実 (16)
価値の生産価格への転化について─費用価格の生産価格化について─ ……………………大久保亮治 (27)
『マルクス経済学の前進のために─解決・転形問題─』への反響と私の感想 ………………井上英雄 (38)
<追悼>斎藤恒雄さん（ペンネーム・中村幸夫）追悼 …………………………………………………小宮昌平 (45)
時価発行増資と創業者利得 ………………………………………………………………………………山根寛隆 (46)
商法監査における監査役の責任について─制度と判例の検討から─ …………………………野中郁江 (62)
<文献紹介>基礎経済科学研究所編『戦後経済学を語る─わが青春の経済学』……………………大西広 (79)
<書評> E.S.グリーンバーグ著、瀬戸岡紘訳『資本主義とアメリカの政治理念』 ……………萩原伸次郎 (81)
<文献紹介>田中・溝端・大西編『再生に転じるロシア』 ……………………………………………小宮昌平 (85)
<日本経済のうごき>政権奪回の自民党と村山内閣の前途─世界の株高に取り残された日
本株だが─ ……………………………………………………………………とらのもん・さんじん (87)
長期不況と産業設備投資─景気の現状と展望─ ………………………………………………石岡洋 (92)
回復ピッチ基調になった自動車需要─「我慢し切れない需要」が顕在化─ …さえら・あゆむ (101)
時短をめぐる小売業の諸問題─企業規模間に進展度格差拡大─中小小売業に問題
山積─ ……………………………………………………………………………………………丸木格 (106)
編集後記 ……………………………………………………………………………………………………………… (111)
原稿募集規定 ………………………………………………………………………………………………………… (118)
No. 66

1996.3 （季刊）

101

<巻頭言>社会民主党と社会民主主義 ………………………………………………………………………小谷崇 (1)
中国経済発展における共産党政権の役割と可能性 ………………………………………………………大西広 (3)
平成不況下のサービス産業 ………………………………………………………………………………飯盛信男 (11)
再生産表式における可変資本の補填と蓄積第三論 ……………………………………………………土田和長 (19)
インフレーションとマクロ経済政策─メキシコにおける 82、87 年インフレーションメ
カニズムの差異について─ …………………………………………………………………斎藤正美 (30)
《ドラッカー的視角》による『ポスト資本主義社会』の一解釈─ドラッカー知識社会論
の批判的検討─ ………………………………………………………………………………色川卓男 (38)
DGB の組織・綱領改革の検討 (上)─改革論議を踏まえての中間報告─ ……………………高屋正一 (56)
信組課在籍 3 年間では専門家は育たない─ 10 年間在籍の提案─ ……………………………大山明雄 (70)
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<書評>小桧山政克著『労働価値論と国民所得論』 ……………………………………………………八尾信光 (80)
復刊『経済』95 年 10 月〜 96 年 2 月号 ………………………………………………………………小谷崇 (83)
編集後記 ……………………………………………………………………………………………………………… (97)
原稿募集規定 ………………………………………………………………………………………………………… (101)
No. 67

1996.11 （季刊）

202

<巻頭言>権力と驕り……………………………………………………………………………………………山口孝 (1)
｢国民生活」の悪化の構造の形成 (その１) ……………………………………………………………… 金澤誠一 (3)
民族自決はなぜ善だったのか ………………………………………………………………………………松尾匡 (23)
三菱系企業役員の出身階層─専門経営者の世襲─ ………………………………………………菊地浩之 (43)
規制緩和とサービス産業 …………………………………………………………………………………飯盛信男 (59)
国民生活 21 世紀の行方─社会保障費用の「国、企業、国民」の負担政策の検討─ …………永山誠 (69)
景気の現局面をどう見るか─急激に進む日本経済の空洞化─ ……………………………………岡嶋明 (79)
〈平成不況〉分析の一論点─現代資本主義と恐慌論─ …………………………………………増田和夫 (97)
生産価格を集計量で表すことの限界について─井上英雄氏の「価値並びに生産価格の均
衡式」を素材にして─ ……………………………………………………………………… 斎藤正美 (109)
現行ディスクロージャー制度における経営分析の限界と問題点 ………………………………山口不二夫 (119)
官官接待と納税者の権利 ………………………………………………………………………………… 鈴木和也 (129)
アメリカにおける軍事支出と兵器輸出 ……………………………………………………………… 本田浩邦 (139)
DGB の組織・綱領改革の検討─改革論議を踏まえての中間<報告>(下)─ …………………高屋正一 (151)
ドイツ「緑の党」の政治哲学的特質 ………………………………………………………………………北村浩 (167)
韓国自動車産業の現状 ……………………………………………………………………………………宮本享久 (181)
<資料>中国マルクス主義への提言─中共中央党校での報告と討論─ …………………………大西広 (191)
編集後記 ……………………………………………………………………………………………………………… (197)
『政経研究』投稿規定 ……………………………………………………………………………………………… (202)
No. 68

1997.5 （季刊）

128

<巻頭言>町村の新たな変化 ………………………………………………………………………………中西啓之 (1)
自然は権利を持つか？─日弁連公害対策・環境保全委員会への疑問─ …………………………北村実 (3)
公平な税制の実現と中小資本家層の利害─ 20 世紀初頭のイギリス所得税改革─ …………熊澤喜章 (15)
｢規制緩和」論議を超える教育改革構想 …………………………………………………………………長田浩 (29)
< 大島慶一郎名誉顧問追悼> 大島久保紀念医療文化研究所（通称、大島社会・文化研究
所）のことなど …………………………………………………………………………………松島春海 (37)
<追悼>中村静治氏の技術論の意義とわれわれの課題 …………………………………………………北村洋基 (41)
税務調査と会計理論との関係についての若干の考察 …………………………………………………神田良介 (45)
百年来の価値観に固執する斎藤正美氏の『マル前』批判 ……………………………………………井上英雄 (59)
戦後日中関係の歴史に対する中国人のイメージ─華北における現地調査にもとづく事例
的研究─ …………………………………………………………………………………………李恩民 (69)
漁業協同組合経営の現状分析─沿海地区漁協平均と１漁協の事例を分析して─ ……………山口由二 (83)
日本経済の現状と今後の展望 ………………………………………………………………………………小谷崇 (101)
<今号の内容> ………………………………………………………………………………………………………… (123)
編集後記 ……………………………………………………………………………………………………………… (127)
『政経研究』投稿規定 ……………………………………………………………………………………………… (128)
No. 69

1997.11 （季刊）

202

<巻頭言> 社会科学と「社会調査」による眞の社会的事実の掘り起こし、明確化・眞実の
事実の曝露とその不可欠性─よみがえる真のマルクス─ ……………………………江口英一 (1)
マルクスの失業理論とケインズの雇用理論 …………………………………………………………小桧山政克 (3)
情報化と資本主義 ……………………………………………………………………………………………柿崎繁 (21)
貿易と資本移動に関するクルグマンのレーニン・モデルとその一般化 ………………………………大西広 (43)
低コスト志向とサービス産業 ……………………………………………………………………………飯盛信男 (57)
マルクスのサービス（Dienst）概念とその含意 ………………………………………………………佐藤拓也 (69)
19 世紀中葉イギリスのサービス業の実態 …………………………………………………………………貝塚亨 (85)
イギリス中小企業の経営史的分析視角─イギリス産業社会と同族企業─ …………………熊澤喜章 (107)
農協改革と農協改革二法………………………………………………………………………角瀬保雄・田中哲 (121)
介護保険の問題点 ……………………………………………………………………………………………鈴木明 (135)
アメリカにおける最近の研究動向─ラディカル派の国際経済理解を中心に─ ……………瀬戸岡紘 (151)
ポスト・フォーディズムとドイツの労使関係の諸問題─ Ｋ.デッレの分析の検討 ( 上 )
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─ ………………………………………………………………………………………………高屋正一
｢価値並びに生産価格の均衡式」の下向分析─井上英雄氏の批判に答えて─ ………………斎藤正美
資本主義的生産における所有と労働 ………………………………………………………………大久保亮治
<文献紹介>太田一男編『国家を超える視角』 …………………………………………………………小谷崇
編集後記 ………………………………………………………………………………………………………………
『政経研究』投稿規定 ………………………………………………………………………………………………
No. 70

1998.3 （季刊）

(159)
(175)
(183)
(199)
(201)
(202)
178

<巻頭言> ＄のパズル ………………………………………………………………………………………尾川宏正 (1)
エコソフィアのロゴスと自然の権利 ……………………………………………………………………青木重明 (3)
反資本主義の保守反動派と脱国家の左翼 …………………………………………………………………松尾匡 (27)
ユートピアの実験─モンテヴィデオにおける共同体─ ………………………………………戸田三三冬 (51)
終戦前の皇室財産をどうみるか─私有財産説批判─ ………………………………………………大澤覚 (69)
中国の国際収支と外貨準備増大過程の分析 ………………………………………………………………姚国利 (83)
中国経済における物資不足、インフレーション、貨幣経済化─サーベイと批評─ ………………鍾非 (97)
ドイツにおける「新右翼」 …………………………………………………………………………………北村浩 (113)
ポスト・フォーディズムとドイツの労使関係の諸問題─ K.デッレの分析の検討 ( 下 )
─ ………………………………………………………………………………………………高屋正一 (129)
環境保全型産業としての水産業─水産業の過去と未来のあり方─ ………………………… 山口由二 (137)
<調査報告>川口市の鋳物工業と機械工業 ……………………………………………………………小宮昌平 (151)
<書評>森野勝好『現代技術革新と工作機械産業』 ………………………………………………吉田三千雄 (157)
南アジアの農業・土地問題 M.S.カムダール『農業における資本主義の発展』 …………小宮昌平 (161)
編集後記 ……………………………………………………………………………………………………………… (177)
『政経研究』投稿規定 ……………………………………………………………………………………………… (178)
No. 71

1998.11 （季刊）

140

<巻頭言>社会保障の要件─介護保険法に寄せて─ ………………………………………………高橋昭雄 (1)
アメリカ・サービス業の現況─米国経済再生と一体のサービス産業肥大化─ ………………飯盛信男 (3)
証券会社における自己資本規制比率について …………………………………………………………野中郁江 (13)
日米韓軍事負担摩擦に関する計量経済分析 …………………………………………………大西広・藤山英樹 (27)
サービス労働価値形成説批判 ………………………………………………………………………………原田実 (33)
労働価値説の観点に立った産業連関表の組み替え ……………………………………………………井上英雄 (43)
中国農村における計画生育政策の成果と課題─欒城県寺北柴村村民の生育観の変遷を中
心に─ ……………………………………………………………………………………………李恩民 (59)
中国国有企業の合併と集団化 ………………………………………………………………………………許海珠 (69)
平和研究の現状と課題 ………………………………………………………………………………………北村浩 (85)
劣化ウラン弾の諸問題 ………………………………………………………………………………………服部学 (97)
埼玉における 32 年にわたる親子映画運動の役割と今後の課題 ……………………………………木原正俊 (103)
『共産党宣言』における農民問題─『宣言』150 周年にあたって─ ……………………… 小宮昌平 (117)
都市近郊農業としての植木生産の分析─川口市安行地域の植木生産・関連産業とエコビ
ジネス─ ……………………………………………………………………………………… 山口由二 (129)
編集後記 ……………………………………………………………………………………………………………… (139)
『政経研究』投稿規定 ……………………………………………………………………………………………… (140)
No. 72

1999.3 （季刊）

210

<巻頭言>地力・地味を育てる ………………………………………………………………………………渡辺貢 (1)
ナショナル・ミニマムの今日的再検討の意義について ………………………………………………大須真治 (3)
ピール銀行条令と BIS 規制 ………………………………………………………………………………海野八尋 (19)
平成不況と国債の日銀引き受け …………………………………………………………………………岩下有司 (33)
国際金融システムの無政府性とヘッジファンド ……………………………………………………高田太久吉 (47)
日本における生命保険販売の現状と問題─契約者保護の立場から見た問題点─ ……………吉田正博 (61)
ドゥルーズ哲学入門─新しい文明のための超思考の試みについて─ …………………………青木重明 (79)
20 世紀末アメリカ経済の新しさとは─「ニューエコノミー」論議がなげかけた諸問題
─ ………………………………………………………………………………………………瀬戸岡紘 (95)
ドイツの赤・緑政権の現況─権利闘争に揺れる市民社会─ …………………………………高屋正一 (111)
アメリカのアドバンス・ルーリング制度の再検討─わが国制度導入に向けて─ ……………望月爾 (119)
｢ MADE IN CHINA」の政治経済学─中国の工業製品輸出拡大過程に関する一考察─ ………姚国利 (133)
中国自動車産業における外国技術の導入─ 一汽の事例を中心に─ ………………………………趙容 (145)
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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
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
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消費過程とサービス労働 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥井上英雄 (18)
リカード比較生産費説は自由貿易の理論か？ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥大石雄爾 (32)
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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)
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<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)
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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)
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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)
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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 )
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174

<巻頭言>武士道と企業再生 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥齊藤壽彦 (1)
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｢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)
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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)
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編集後記 ……………………………………………………………………………………………………………… (172)
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<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 )
- 122 -

『政経研究』研究会員について ……………………………………………………………………………… (奥付頁)
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<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)
(海外事情）中国における農村出稼ぎ労働者の低賃金労働─低賃金労働形成のメカニ
ズムを中心にして─ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥姚国利 (46)
エネルギーをめぐる現代ロシアの対外関係 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥一ノ渡忠之 (59)
<論文>コミュニティーバスの利用状況と課題─栗東市の「くりちゃんバス」活性化の
模索を例として─ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥堀内重人 (74)
国際捕鯨レジームの誕生と日本の参加問題─ジュネーブ捕鯨条約と国際捕鯨協定を
事例として─ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥真田康弘 (86)
東京大空襲時の民間救護─東京大空襲・戦災資料センター「民間救護活動調査」の
分析を中心に─ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥山本唯人 (99)
<書評>福島久一著『現代中小企業の存立構造と動態』 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥小谷紘司 (111)
大石雄爾著『ヘーゲル論理学の真相』 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥関根猪一郎 (121)
編集後記 …………………………………………………………………………………………………編集後記子 (128)
『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. 88 2007.05

126

<巻頭言>格差社会を見る目 ………………………………………………………………………………大石雄爾 (1)
<論文>アンガス・マディソン統計から見た世界経済発展史 …………………………………………八尾信光 (3)
デフレと『経済学』 ……………………………………………………………………………………原田実 (20)
海外開発活動の進化プロセスに関する一考察─キャタピラー三菱の事例─ ……………遠原智文 (36)
<随想>面倒見のよい大学づくり …………………………………………………………………………齊藤壽彦 (48)
<論文>ネオリアリズムによる冷戦終結過程の分析─攻撃的リアリズムの新たな解釈─ …佐藤玄輝 (49)
元ロシア連邦保安庁中佐の「毒殺」事件とポロニウム …………………………………………野口邦和 (63)
日本の防空壕政策 ……………………………………………………………………………………青木哲夫 (78)
<書評>トム・メイヤー著 瀬戸岡紘監訳『アナリティカル・マルクシズム』 ………………………伊藤誠 (92)
市場経済と資本主義を深部から問い直すために─伊藤誠著『幻滅の資本主義』を読
む─ ……………………………………………………………………………………………塚本恭章 (97)
需要曲線は存在しないのか？─工藤晃『経済学をいかに学ぶか』への書評を兼ねて
─ …………………………………………………………………………………………………小谷崇 (111)
編集後記 …………………………………………………………………………………………………編集後記子 (125)
- 123 -

『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. 89

2007.11

122

<巻頭言> 21 世紀の経済大発展 ……………………………………………………………………………小宮昌平 (1)
<論文>「電子マネー」、「ポイント通貨」、「仮想通貨」を考える ……………………………………建部正義 (5)
サービス・イノベーション批判 ……………………………………………………………………飯盛信男 (20)
カナダの酸性雨外交 …………………………………………………………………………………高橋若菜 (29)
変革期の企業における競争要因の再吟味─銀行既存企業における新規参入者の意味
─ …………………………………………………………………………………………………森俊也 (44)
資産課税─ J・S・ミルの場合─ ………………………………………………………………大畑智史 (53)
通信技術における内的発達法則の探求 ……………………………………………………………斎藤正美 (68)
IT革命の淵源─ Computerによる生産機構における脳・神経系統の機械化・高度化
─ ……………………………………………………………………………………………大久保亮治 (80)
<書評>海老沢照明著『マルクス 未来社会論と個人』 ………………………………………………富沢賢治 (96)
岩下弘著『イギリスと日本の流通政策』 ………………………………………………………真部和義 (104)
編集後記 …………………………………………………………………………………………………編集後記子 (120)
『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. 90 2008.05

134

<巻頭言>法政大学大原社研のこと ………………………………………………………………………相田利雄 (1)
<連載特集 日本経済の展望 (7)>グローバル資本主義の本質とその歴史的位相 …………………柴垣和夫 (3)
<紹介とコメント>前近代国民所得推計の意味と意義─アンガス・マディソン教授の仕事─ …斎藤修 (15)
<論文>憲法の精神と普遍主義─日本国憲法第 9 条を改めて読む …………………………………浦田賢治 (19)
利子率の決定メカニズムと自然利子率 ………………………………………………………………高橋勉 (29)
米販売・生産における マーケティング志向 に関する１考察 ………………………………石川啓雅 (43)
社会主義の経済システム構想 …………………………………………………………………………村岡到 (55)
地域歴史博物館の戦争関係特別展と平和博物館の開設 …………………………………………山辺昌彦 (65)
｢日米同盟」強化路線とジャーナリズム─有事 3 法からイラク戦争、自衛隊派兵ま
でを中心に …………………………………………………………………………………………金光奎 (79)
<研究ノート>ミクロネシア連邦共和国ポンペイ州における放棄車両の状況と経済要因 ……………貫真英 (88)
<書評>メラブ・ダータン他著『われらの生き残りの安全保障 (SOS)─核兵器禁止条約の
主張』 ……………………………………………………………………………………………山田寿則 (98)
小宮昌平・岩見良太郎・武居秀樹編『石原都政の検証』 …………………………………… 柴田徳衛 (110)
資本の世界性における資本の終焉─ 岡田清著『資本制生産様式の展開』に寄せて
─ ………………………………………………………………………………………………神山義治 (116)
<本の紹介>八木慶和著『日本銀行総裁 結城豊太郎』を監修して ……………………………… 齊藤壽彦 (129)
編集後記 …………………………………………………………………………………………………編集後記子 (133)
『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. 91

2008.11

136

<巻頭言>国際収支節度に帰れ ……………………………………………………………………………北田芳治 (1)
<連載特集 日本経済の展望 (8)>日本経済の低迷と再生 ……………………………………………鶴田満彦 (2)
<論文>グローバル･ガバナンス論の再検討 ……………………………………………………………横田匡紀 (19)
機械体系、不確実性および企業行動 ………………………………………………………………関根順一 (30)
ロシアのマルクス論争 ……………………………………………………………………………小檜山政克 (42)
社会主義・共産主義社会での商品市場についての１つの仮説─「生産手段の分託所
有にもとづく市場生産」という新概念の提起─ …………………………………………川上則道 (54)
トラックから鉄道へのモーダルシフトの模索 ……………………………………………………堀内重人 (67)
交通手段選択における「ロハス」の可能性─ 交通教育の内容と方法に関する考察
─ ………………………………………………………………………………………………齊藤基雄 (82)
大手ディベロッパーの蓄積戦略の変化と J-REIT …………………………………………………… 今井拓 (98)
自治体財政とごみ減量の取り組み─徳島県上勝町の事例を中心に─ …………………山口由二 (111)
<書評>米田貢著『現代日本の金融危機管理体制─日本型 TBTF 政策の検証─』 ……………松本朗 (126)
編集後記 …………………………………………………………………………………………………編集後記子 (134)
『政経研究』投稿規定 ………………………………………………………………………………………… (表紙裏 )
- 124 -

『政経研究』研究会員について ……………………………………………………………………………… (奥付頁)
No. 92

2009.05

134

<巻頭言>キューバ革命 50 年 ………………………………………………………………………………鶴田満彦 (1)
<連載特集 現代日本の労働問題 (1)>「雇用形態の多様化」と労働条件─非正規雇用の
激増と雇用不安のなかで ……………………………………………………………………小越洋之助 (3)
<論文>オバマ新政権でアメリカは変わるのか─オバマをささえる人びと、アメリカを
動かす力を手がかりに─ ……………………………………………………………………瀬戸岡紘 (17)
国際金融危機＝世界大恐慌とマルクス経済理論 …………………………………………………建部正義 (33)
サブプライム問題、世界金融危機、世界不況の根本原因と性格と対処策を考える ……………小谷崇 (48)
剰余・分配論・資本主義─ケンブリッジのドッブとスラッファ─ ………………………塚本恭章 (62)
｢地球憲法」の安全保障関連規定に関する考察─国際立憲主義ないしは地球立憲主
義の視点から─ ………………………………………………………………………………山田寿則 (76)
日本の民防空における民衆防護─待避を中心に─ …………………………………………青木哲夫 (87)
<書評>秋山誠一・吉田真広編『ドル体制とグローバリゼーション』 ……………………………村岡俊三 (102)
松尾匡著『「はだかの王様」の経済学─現代人のためのマルクス再入門』を読む ………森岡孝二 (109)
碓井敏正・大西広編『格差社会から成熟社会へ』 ………………………………………………姉歯暁 (119)
戦災復興史研究の課題─ 松村高夫・N.ティラッソー・長谷川淳一・T.メイソン著
『戦災復興の日英比較』に寄せて─ ………………………………………………………大岡聡 (126)
編集後記 …………………………………………………………………………………………………編集後記子 (132)
『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. 93

2009.11

132

<巻頭言>大学における非常勤講師の状態と労働組合 …………………………………………………斎藤正美 (1)
<論文>世界大恐慌の再来？ ………………………………………………………………………………馬場宏二 (5)
<連載特集 現代日本の労働問題 (2)>技術革新と労働過程の変容─生産技術革新から知
的活動支援技術革新へ─ ………………………………………………………………………藤田実 (19)
<論文>アテナイのデモクラシーと戦争─国際関係の古典的政治理論─ …………………………北村治 (34)
持続不可能な現代資本主義と新しい社会経済システム …………………………………………大嶋茂男 (47)
<追悼>江口英一先生を偲んで ……………………………………………………………………………大須眞治 (59)
<論文>経営戦略と研究開発の統合メカニズム …………………………………………………………遠原智文 (60)
科学
リテラシー に関する一考察 ………………………………………………寺内衛・寺内かえで (71)
価値の量的規定と「転形問題」─ Bortkiewicz-Sweezy 方程式の合理性と不合理性
─ ……………………………………………………………………………………………大久保亮治 (79)
<報告>英国ブラッドフォード大学での講演 「歴史の記憶」から和解と平和へ─東京
大空襲を語りついで─ ……………………………………………………………………早乙女勝元 (94)
<書評>鶴田満彦著『グローバル資本主義と日本経済』 ………………………………………………八尾信光 (99)
長島誠一著『現代マルクス経済学』 ……………………………………………………………菊本義治 (105)
菊本義治他著『日本経済がわかる経済学』 …………………………………………………… 海野八尋 (112)
普遍主義的空襲史研究の新段階─ 田中利幸『空の戦争史』・荒井信一『空爆の歴
史』に寄せて─ ………………………………………………………………………………木戸衛一 (120)
編集後記 …………………………………………………………………………………………………編集後記子 (130)
『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. 94

2010.6

128

<巻頭言> 20 世紀社会主義と世界市場 ……………………………………………………………………小宮昌平 (1)
<論文>国家独占資本主義の現段階とその行方 …………………………………………………………建部正義 (3)
恐慌学説の統合と展開 ………………………………………………………………………………海野八尋 (18)
世界経済危機─資本蓄積の停止とバブル─ ……………………………………………………岡田清 (33)
<連載特集 現代日本の労働問題 (3)>新自由主義経済の破綻による局面転換と労働組合運
動─新宿区労連調査から─ ……………………………………………………………長谷川義和 (46)
<論文>「米流通ルートの特定」問題に関する一考察─ 「食糧の安定供給」及び「価格
の安定」･「公正な取引」という観点から─ ……………………………………………石川啓雅 (59)
Development of Wind Energy in China ………………………………………………………………… 田暁利 (73)
気候変動問題に関する国際協力の評価 ……………………………………………………………中島清隆 (88)
異文化に不寛容なフランス共和主義─スカーフ問題とライシテ─ ………………………北村実 (101)
- 125 -

アジア太平洋戦争最末期のアメリカ海軍艦上機東北空襲─ 1945 年 8 月 10 日の山形
県庄内・最上空襲を事例に─ ……………………………………………………………青木哲夫 (114)
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)
No. 95

2010.12

148

<巻頭言>大学の将来構想─地道な教育改革への努力─ …………………………………………齊藤壽彦 (1)
<論文>『資本論』『帝国主義論』の接点としての今次経済危機 …………………………………………大西広 (3)
恐慌期の貨幣需要と銀行信用─流通手段の前貸と資本の前貸との区別にもとづいて
─ …………………………………………………………………………………………………宮田惟史 (9)
<追悼>経済史家アンガス・マディソンの死去を悼む ……………………………………………………斎藤修 (23)
<連載特集 現代日本の労働問題 (4)>政策基準としての最低生活費 ………………………………岩田正美 (27)
<論文>マルクス・エンゲルスの周期短縮論 ……………………………………………………………岩下有司 (36)
｢ザスーリチ宛の手紙」と現代 ……………………………………………………………………小宮昌平 (48)
<随想>高島善哉先生 ………………………………………………………………………………………北田芳治 (61)
<論文>社会的費用論の再検討─カップ理論と費用負担原則について─ ………………………阪本将英 (63)
生産価格転化式と総計 2 一致論─大久保亮治の両立論と価値・価格計算‥ ………………神田敏英 (77)
価値法則と生産価格─ Bortkiewicz-Sweezy-調整方程式と逆転形方程式─ ……………大久保亮治 (88)
長距離フェリーへのモーダルシフトに向けた今後の課題─高速道路無料化と環境対
策のジレンマ─ ………………………………………………………………………………堀内重人 (96)
70 年代、原子力研究機関の労働組合の核拡散防止へのかかわり─原研当局の核物
質防護を口実とした組合活動の敵視と労働委員会での和解 …………………………市川富士夫 (111)
<書評>森岡孝二著『強欲資本主義の時代とその終焉』 ……………………………………………重田澄男 (124)
杉本良雄著『グローバル産業と世界市場価格』 …………………………………………………一井昭 (130)
高橋勉著『市場と恐慌─資本主義経済の安定性と不安定性─』 ………………………谷村智輝 (140)
編集後記 …………………………………………………………………………………………………編集後記子 (147)
『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. 96

2011.6

160

<巻頭言>東日本大震災への研究者の誓い …………………………………………………………………山口孝 (1)
<論文>アメリカ建国の理念に立ちかえろうとする中流市民たち─ オバマ大敗の背景の
事情から何を学ぶか？─ ……………………………………………………………………瀬戸岡紘 (2)
情報通信技術革命の史的展開 …………………………………………………………………………野口宏 (15)
ケア労働の理論的検討 ………………………………………………………………………………阿部浩之 (29)
<連載特集 現代日本の労働問題 (5)>連合運動は「社会のバリケード」になれるか─基
本姿勢の転換と大企業労組の組織、運動の改革を─ ……………………………………芹澤寿良 (43)
<論文>小谷崇氏の｢国債問題の徳政令的解決法｣について─ 金融の世界にミラクルは存
在しない─ ……………………………………………………………………………………建部正義 (59)
拙著『市場と恐慌─資本主義経済の安定性と不安定性─』に対する谷村智輝氏の
書評へのリプライ …………………………………………………………………………………高橋勉 (73)
<随想>「コロムビア」の解体と再生─リップルウッドとは何だったか─ ………………………山口孝 (82)
<論文>中国の中小企業金融とリレーションシップ・バンキング形成の失敗 …………………………范立君 (84)
地球温暖化と大規模資金供給問題─「コペンハーゲン合意」までを検討して─
………………………………………………………………………………………真田康弘・井口正彦 (96)
地球環境ガバナンスの現状に関する一考察 …………………………………………………… 横田匡紀 (108)
立法補佐機関の活用に関する分析 …………………………………………………………………蒔田純 (119)
<書評>岩田昌征著『二〇世紀崩壊とユーゴスラヴィア戦争』 …………………………………… 鶴田満彦 (134)
長島誠一著『エコロジカル・マルクス経済学』 ……………………………………………… 除本理史 (141)
建部正義著『金融危機下の日銀の金融政策』 ……………………………………………………松本朗 (146)
有井行夫著『マルクスはいかに考えたか』を読む ……………………………………………山本孝則 (154)
編集後記 …………………………………………………………………………………………………編集後記子 (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)
No. 97

2011.12

128

<巻頭言>大学の昨今……………………………………………………………………………………………北村実 (1)
- 126 -

<臨時連載特集 東日本大災害問題 (1)>「東日本大震災」の被害状況をめぐって ………………仲間妙子 (3)
震災復興のための再生可能エネルギー事業のあり方を考える─ローカルなマネーの
活用可能性と諸課題─ ………………………………………………………………………大門信也 (17)
<ご挨拶>公益財団法人発足にあたって ……………………………………………………………………山口孝 (29)
<論文>日本農業の歴史的な構造変化と今後の展望─自作小農業から自立市民（産業型
自立＋市民型兼業＋都市・農村交流）農業へ─ ……………………………………………笛木昭 (30)
検証：「6 月末備蓄在庫 100 万㌧＋民間在庫」の妥当性─東日本大震災時の対応に
着目して─ ……………………………………………………………………………………石川啓雅 (43)
｢取引費用の経済学」の批判的評価─『資本論』第 1 巻との比較─ ……………………関根順一 (57)
日本における新自由主義と福祉社会 …………………………………………………………………渡辺新 (69)
金融の世界にミラクルは存在する─建部正義氏の批判へのリプライ─ ……………………小谷崇 (83)
< 研究ノート> 国際政治における「変化」をめぐるコンストラクティヴィズムの議論─
「結果の論理」と「適切性の論理」の対立から融合へ─ ………………………………阿部悠貴 (97)
<書評>菊本・西山・伊藤・藤原・齋藤・山口・友野著『グローバル化経済の構図と矛盾』 ……中谷武 (109)
碓井敏正著『成熟社会における人権、道徳、民主主義』 ………………………………………北村実 (118)
編集後記 ………………………………………………………………………………………………………小谷崇 (126)
『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. 98

2012.06

156

<特別論文>政治経済研究所設立史─いま、政経研の設立過程をふり返る─ ……………………渡辺新 (1)
<臨時連載特集 東日本大災害問題 (2)>東日本大震災発生後 1 年間における金融上の対策
─金融機関の被災中小企業向け貸出を中心として─ …………………………………齊藤壽彦 (25)
フクシマと「オキュパイ･ウォールストリート」運動─ 2011 年世界各地の「憤り」
のなかで位置づける─ ………………………………………………………………………後藤宣代 (41)
<論文> 21 世紀型世界経済危機の構造とその行方 ……………………………………………………建部正義 (52)
震災復興と財政再建は 0.1 ％百年国債の日銀引き受け ………………………………………… 岩下有司 (66)
今、知らなければならないこと─被曝の被害と防護をめぐる 科学リテラシー に
ついて─ …………………………………………………………………………寺内衛・寺内かえで (78)
マルクス物象化論の 3 つの次元 …………………………………………………………………佐々木隆治 (93)
日本社会の国際政治意識の変容─テキストマイニングによる多面的検証─ ………… 藤田泰昌 (107)
<報告> 2011 年および 2012 年夏の電力需給評価と今後有効な節電対策 ……………………………歌川学 (122)
NHK アーカイブスに見る｢平和のための博物館」･「平和のための戦争展｣ ………………山辺昌彦 (133)
<書評> 21 世紀社会論研究委員会編『21 世紀社会の将来像と道筋』 ……………………………八尾信光 (147)
編集後記 ………………………………………………………………………………………………………小谷崇 (154)
『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. 99

2012.12

112

<巻頭言>中小企業研究はラッキー ………………………………………………………………………相田利雄 (1)
<臨時連載特集 東日本大災害問題 (3)>原発をめぐる科学・技術と倫理 ……………………………北村実 (3)
< 論文> 原水爆禁止運動の分裂─ ソ連核実験再開から第 8 回世界大会まで（1961.9 〜
1962.8）─ ……………………………………………………………………………………青木哲夫 (18)
サービス部門価値生産説の論拠─有用効果生産説と労働対象不在説─ …………………飯盛信男 (33)
対人サービス労働における熟練の問題について …………………………………………………阿部浩之 (46)
IPO 時の過小値付け現象とユニバーサルバンク─ドイツの株式市場に関する分析か
ら─ ……………………………………………………………………………………………三田村智 (60)
労働価値論と弁証法的唯物論 ……………………………………………………………………大久保亮治 (78)
<特別寄稿>ネガ新発見 番組への道程 …………………………………………………………………片山厚志 (93)
<評論>近経の原発危機論への原理的批判が迫る理論上の諸問題 ………………………………………大西広 (98)
<書評>森章著『現代ロシアの企業会計─会計・監査・税務─』 ………………………………山口孝 (104)
編集後記 ……………………………………………………………………………………………………齊藤壽彦 (112)
『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. 100 2013.06

152

<巻頭言>『政経研究』100 号─「総目次」掲載にあたって─ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥小宮昌平 (1)
<臨時連載特集 東日本大災害問題 (4)>3.11 と「アベノミクス」 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥岡田知弘 (3)
- 127 -

<論文>21 世紀日本経済の針路 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥鶴田満彦 (16)
経済学の現代的課題 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥建部正義 (31)
近年における日本国債発行─信用と財政信認の視点から─ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥齊藤壽彦 (44)
憲法の国際化から国際法の憲法構成へ―国際法はどんな地球立憲主義を成立させる
か― ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥浦田賢治 (60)
ルイス・ハーツの「断片理論」に関する一考察―新定住地域における土地制度との
関連を中心に― ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥井坂友紀 (76)
<書評>八尾信光著『21 世紀の世界経済と日本─ 1950 〜 2050 年の長期展望と課題─』 ‥‥伊藤誠 (90)
石倉雅男著『貨幣経済と資本蓄積の理論』 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥松本朗 (96)
『政経研究』総目次 1960.8（No.1）〜 2013.6（No.100） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(103)
編集後記 ……………………………………………………………………………………………………齊藤壽彦 (153)
『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)

INSTITUTE OF POLITICS AND ECONOMY
Seiji-Keizai Kenkyujo

Contents of the SEIKEI-KENKYU
from No. 30 (November 1981) to No. 100 (June 2013)

欧文目次は No.30 から裏表紙に掲載されるようになった。

No. 30 November, 1981
Articles: Motorcar Friction between Japan, U.S. and European Countries and the International
Industrial Adjustment ……………………………………………………………………………Akio Yamaguchi
Two Books on History of the Movements of the Urban Self-Employed …………………………… Shohei Komiya
Recent Developments of Japanese Economy: Worldwide Stock Cheapness and the Heavy Fall
of Tokyo Stocks ………………………………………………………………………………Sanjin Toranomon
Situation of Demand and Supply of Petroleum; and the Structural Policy for Petroleum
Industry ……………………………………………………………………………………………Hiroshi Ishioka
Groping for the Way to Modernization of Chinese Economy ……………………………………… Yukio Nakamura
No. 31

January, 1982

Essays and Articles in Celebration of the 70th Birthday of Prof. Hirokatsu Ichikawa, Chairman of Seiji-Keizai
Kenkyujo
Unknown Episodes of Japanese Iron and Steel Industry before, during and after the Second
World War ……………………………………………………………………………………Hirokatsu Ichikawa
Mr. Ichikawa …………………………………………………………………………………………Yoshiharu Kitada
Brief Career and Works of prof. Hirokatsu Ichikawa …………………………………………………………………
Is Korean Steel Industry threatening Japan ? ……………………………………………………… Yukichi Okamoto
Industrial Policy and Reorganization of Industry in 1960's ( 4) …………………………………Takahisa Miyawaki
4 Chapters and 8 Articles about the "Housingland-like Taxation on Farmland" ……………… Ken-ichi Shigetomi
Recent Developments of Japanese Economy: Equipment Investment in Private Sector and the
Problems concerning Business Recovery ……………………………………………………… Hiroshi Ishioka
Screw Industry at Bay owing to the Slump of Domestic Demand and Export ……………………… Ichiro Misaki
Strengthening of the Pressure of Export of U.S. Farm Products to Japan …………………… Shinsuke Yamamoto
《World Economy》Reagan destroys U.S. People's Life ………………………………………………… Saburo Kanda
Brief Comment: Ambition of Japan ………………………………………………………………………………………

- 128 -

No. 32

March, 1982

Articles: On the "Reform" of Stock-issue System ………………………………………………………… Seiji Yamamoto
Review on Studies: Decentralization and Participation in Italy …………………………………… Hiroyuki Nakanishi
Recent Developments of Japanese Economy: Interim Report on "the Course of the
Petrochemical Industry" …………………………………………………………………………Hiroshi Ishioka
Liquors Consumers Drastically turned to Cheap Drinks ……………………………………………… Akira Takasu
Brief Comment: Foolish Policy can produce the World Economic Crisis ………………………………………………
No. 33

May, 1982

Articles: The Present Stage of Iran Japan Petrochemical Company ( IJPC) ……………………………………Yuji Oishi
Problems concerning Recommendation of Ad Hoc Commission on Administrative Reform
and National Railway ……………………………………………………………………………Seiji Yamamoto
Recent Developments of Japanese Economy: Background of Heavy Fall of Tokyo Stocks and
Problems coming hereafter ……………………………………………………………………Sanjin Toranomon
Merger of Toyota Motor Co. and Toyota Sales Co. ………………………………………………… Masaru Sawaki
What the Government Support Price of Livestock Products in 1982 means ………………… Shinsuke Yamamoto
The Problem Concerning Liberalization of Import of Naphtha has been settled …………………… Hiroshi Ishioka
Brief Comment: Rinchō ( Ad Hoc Commission on Administrative Reform) is the Enemy of
Growing Industries, and the Friend of Declining Ones …………………………………………………………
No. 34

July, 1982

Articles: The Process of Establishment of Metropolises-System and the Right of Self-government
thereof in Meiji-and-Taisho Era …………………………………………………………… Hiroyuki Nakanishi
Defence Industry and the Relation between Japan and U.S. …………………………………… Kyohisa Miyamoto
Recent Developments of Japanese Economy: The Present Situation and Forecast of
Oil-and-Fat Industry which is under Constructural Depression …………………………… Shinsuke Yamamoto
《World Economy》Fifteen Years of Brezhnev's Agricultural Policy and the New Food Plan ………………… JKCC
China is groping for Economic Mdernization ……………………………………………………… Yukio Nakamura
No. 35

September, 1982

Articles: The Present Stage of Iran Japan Petrochemical Company ( IJPC) ……………………………………Yuji Oishi
Recent Developments of Japanese Economy: The Critical Situation of World Economy and
Japan……………………………………………………………………………………………Sanjin Toranomon
Mixed Feed Industry suffers from Constructural Depression ………………………………… Shinsuke Yamamoto
《World Economy》Bankruptcy of Reaganomics ……………………………………………………… Yukio Nakamura
The Contents of the SEIKEI-KENKYU
from No. 23 (September 1980) to No. 34 (July 1982)
No. 36

November, 1982

Foreword: A Letter from a Physicist ─ Concerning the Value Theory ─ ……………………………Ken-ichi Sigetomi
Articles: Establishment and International Development of the U.S. Semiconductor Industry …………… Shinji Tamura
Recent Developments of Japanese Economy: Japanese Economy in the World Financial
Unrest ─ Japanese National Finance is also in Bankruptcy ─ ……………………………Sanjin Toranomon
Meaning and Influence of the Extension of Car Inspection Term …………………………………… Masaru Sawaki
Prospect and Task of the Commerce Renaissance Movement in Kanagawa Prefecture ……………… Kaku Maruki
Problems concerning the Transfer of the National Railway into Private Ownership ………………… Seiji Yamoto
《World Economy》Leaders of the Chinese Communist Party aiming for Economic Growth and
Party Reorganization ……………………………………………………………………………Yukio Nakamura
No. 37

January, 1983

Foreword: What is arising in the World Trade Now …………………………………………………… Yoshiharu Kitada
Articles: Special Taxation Measures in Local Taxes and the Right of Self-government in Taxation
………………………………………………………………………………………………Hiroyuki Nakanishi
What E.H. Carr left ─ Concerning the last Chapter of his great Work, "History of Soviet
Russia"─ …………………………………………………………………………………………Shohei Komiya
Review On Studies: False Assertion that the Japanese Income Distribution is "the most equal"
among Industrial Countries ………………………………………………………………………Takashi Kotani
Recent Developments of Japanese Economy: International Speculation raging in Japanese
- 129 -

Capital Market …………………………………………………………………………………Sanjin Toranomon
The Effects of Consumers' Wheat price Raising in February ………………………………… Shinsuke Yamamoto
Construction Industry under Stagnation ……………………………………………………………… Yoshizo Miyata
《World Economy》National People's Congress of China adopted an Economic policy for
"Stabilization and Growth" ……………………………………………………………………Yukio Nakamura
No. 38

March, 1983

Foreword: Marxian Economics in the 100th Year after his Death ……………………………………… Takashi Kotani
Articles: Eggs' Production: Its Development in Japan and the Present Situation ……………………… Shohei Komiya
Review on Studies: "Theory of Organized Capitalism" by J. Kokka and the Method of Analysis
of Modern Capitalism …………………………………………………………………………………Yuji Oishi
Recent Developments of Japanese Economy: "New Media Era" that is changing Human Life ……… Kaku Maruki
Proposal for Basic Stuff Industry and Movements of Businessmen ………………………………… Hiroshi Ishioka
America's Regulation of Import and the Recent Trend of Japanese Screw Exporting ………… Saburo Yamaguchi
"Rice Shortage Problem" and Ad Hoc Commission's Niggard Policy ………………………… Shinsuke Yamamoto
No. 39

May, 1983

Foreword: "Food and "Provisions ……………………………………………………………………… Shohei Komiya
Articles: Notes on Land Capital Theory" ( 1) ─ Part I: Land Capital and Land Price Formation
[1] ─ ………………………………………………………………………………………………Ryotaro Iwami
Recent Developments of Japanese Economy: Why has the Prediction of Up-valuation of Yen
Collapsed ? ……………………………………………………………………………………Sanjin Toranomon
Oligopoly becomes Prominent in Food Industry ……………………………………………… Shinsuke Yamamoto
Only Overseas Business is Briskly in Construction Industry ……………………………………… Yoshizo Miyata
《World Economy》Overall Reshuffle of Leaders in China …………………………………………… Yukio Nakamura
"

"

"

No. 40 July / September, 1983
Foreword: Coming of the Season of Job Seeking for Students ……………………………………… Mutsumi Watanabe
Articles: Notes on "Land Capital" 2 ─ Part I: Land Capital and Land Price Formation [ 2] ……………Ryotaro Iwami
Review on Studies: "Main Current" of the Tochiseido-Shi-Gakkai ( Agrarian History Society) ………Shohei Komiya
Recent Developments of Japanese Economy: Rapid Development of Lease Industry ……………… Hiroshi Ishioka
"Bright" Toyota vs. "Dark" Nissan …………………………………………………………………… Masaru Sawaki
"Tonyu" (Soybean Milk) sells well and "Natto" ( Fermented Soybeans) follows it …………… Sinsaku Yamamoto
ME (Micro Electronics) Revolution and Anti-Rationalization Struggle of Trade Unions ………… Shinji Fujimura
《World Economy》Continuation of Economic Adjustment and Reconstruction of Communist
Party in China …………………………………………………………………………………Yukio Nakamura
No. 41

November, 1983

Foreword: This must be kept in Record ……………………………………………………………… Ken-ichi Shigetomi
Articles: Economic Growth and Change of Industrial Structure under the Present Economic Crisis …… Takashi Kotani
Notes on "Land Capital" ( 3)─ Part I: Land Capital and Land Price Formation [ 3] …………………Ryotaro Iwami
Book Review: Yoshiharu Kitada ed., Trade Friction and Economic Policy ……………………………… Akira Yamada
Recent Developments of Japanese Economy: Credit Industry that is in the Forefront of the
New Era (The Story of "Marui" 's Success) ………………………………………………………Kaku Maruki
The Present Situation of Shipbuilding Industry and its Workers …………………………………… Kazuo Soejima
Problems concerning the Japan-US Negotiation on Beef Import at its Final Stage …………… Shinsuke Yamamoto
《World Economy》China: Now carrying on "Clean-up Movement" and Modernization Policy …… Yukio Nakamura
No. 42

January, 1984

Foreword: The Present Situation and Problems of Service Economy …………………………………… Kinji Nakayama
Articles: Fundamental Causes of Economic Difficulties in Socialistic Countries ……………………… Tanenori Soejima
The Revision of Anti-Monopoly Act and Claims by Keidanren …………………………………… Hiroshi Iwashita
Economic Crisis and the Promoter of Economic Democracy in Italy ………………………… Hiroyuki Nakanishi
Recent Developments of Japanese Economy: "Avec" ( Simultaneous) Economic Recovery of
Japan and U.S. and its Problems …………………………………………………………… Sanjin Toranomon
Forecast of Equipment Investment and Business Cycle in 1984 …………………………………… Hiroshi Ishioka
Bad Crops of Rice running Four Years and the Government's Policy toward it ……………… Shinsuke Yamamoto
《World Economy》China: "Clean-up" Movement and Tentative Approach to "Open-Door"
- 130 -

Policy to Foreign Countries ……………………………………………………………………Yukio Nakamura
No. 43

May, 1984

Foreword: Problems concerning Reducing of the National Bond Issue ……………………………………… Yuji Oishi
Articles: Fundamental Characters of Industrial Structure of Japan …………………………………… Takahisa Miyawaki
The Real State of the Workers who have come from Southeast Asian Countries and are
staying in Japan …………………………………………………………………………………Hideo Kobayashi
Book Review: Total Aspect of "the East Asian Economic Orbit" on the Background of Japan-US
Alliance (Hideo Kobayashi, Postwar Japanese Capitalism and "the East Asian Economic
Orbit") ……………………………………………………………………………………………Shohei Komiya
Recent Developments of Japanese Economy Japan-Malaysia Joint Concern for Car Production
on which Premier MAHATIR stakes his Political Life …………………………………………… Ayumu Saera
Last Year's Bad Crop of Soybeans in US and its Influence on Japanese Food Industry ……… Shinsuke Yamamoto
Gap in Acquiring the Competent Personnel between Big and Small Corporations in Retail
Industry ……………………………………………………………………………………………Hiroshi Miura
《World Economy》Character of the Chernenko Government ………………………………………… Yukio Nakamura
Mourning: Mourning for Prof. Hirokatsu Ichikawa, former Chairman of SEIJI-KEIZAI KENKYUJO …………………
Editor's Note …………………………………………………………………………………………………………………
No. 44

September, 1984

Foreword: So-called "Cooperation to bring up Capable Persons for the Developing Countries" …… Yoshiharu Kitada
Articles: The Crisis of Modern Capitalism and the Stagflation ………………………………………… Yasuhiko Yoneda
Notes on "Land Capital Theory" ( 4)─ Part 2: Land Capital and Landownership ( 1) ………………Ryotaro Iwami
Recent Developments of Japanese Economy: Causes of the Slump of Tokyo Stocks-Swaying
power of Foreign Stockholders is Noticeable ……………………………………………… Sanjin Toranomon
"Dreamy New Stuffs" : Can They be Forerunners of the New Innovation ? ……………………… Hiroshi Ishioka
Japanese Housing Circumstances are gradually changing; 4 Million Dwellings are still under
"Lowest Norm" …………………………………………………………………………………Yoshizo Miyata
《World Economy》China: Adjustment of the Communist Party and Open-door Policy toward
the Foreign Countries …………………………………………………………………………Yukio Nakamura
Supplement …………………………………………………………………………………………………………………
Editor's Note …………………………………………………………………………………………………………………
No. 45

December, 1984

Foreword: Nineteen-thirties and Today ……………………………………………………………… Hiroyuki Nakanishi
Articles: On Appraisal of the Post-war Farmland Reform in Japan ……………………………………… Makoto Hoshi
Notes on "Land Capital Theory" ( 5) ……………………………………………………………………Ryotaro Iwami
Recent Developments of Japanese Economy: Toyota versus Nissan ─ Light versus Shade ………… Ayumu Saera
Economic Conditions in Singapore, Thailand and Taiwan and Japanese Enterprises therein ………… Ichiro Misaki
Impact of "Off-Price-Stores" of US………………………………………………………………………Saburo Unno
Has the "Rice Shortage" Disappeared Owing to Good Crop ? ………………………………… Shinsuke Yamamoto
《World Economy》Fundamental Document for Modernization Course of China: Resolution of
the 3rd Congress of Central Committee of Communist Party ………………………………… Yukio Nakamura
Editor's Note …………………………………………………………………………………………………………………
Invitation to Contributions …………………………………………………………………………………………………
No. 46

January, 1985

Foreword: Japanese Economy which has become Too Strong …………………………………………… Takashi Kotani
Articles: Tasks of Theories on the Service Industry ………………………………………………………… Nobuo Isagai
Concerning "The Labourer-Peasantry Alliance is the Base of United Front" ………………………… Masaji Kanai
Recent Developments of Japanese Economy: World Economy in 1985 will be Full of
Disturbances ……………………………………………………………………………………Sanjin Toranomon
Equipment Investment has Remarkably Increased …………………………………………………… Hiroshi Ishioka
Centralization into Major Makers goes on in Frozen Food Industry ……………………………… Kazuo Minakami
《World Economy》Chinese Economy: Open Door Policy toward Foreign Capitals and
Enlargement of the Rights to Self-Determination in Corporations …………………………… Yukio Nakamura
Editor's Note …………………………………………………………………………………………………………………
Invitation to Contributions …………………………………………………………………………………………………
- 131 -

No. 47

May. 1985

Foreword: Plywood Tariff Cut and Forestry Policy of Japan …………………………………………… Shohei Komiya
Articles: The Compulsion of Scale Enlargement and the Increase of Farm Land Price …………………… Mitsuo Iijima
A Preliminary Study on an Economic Analysis of Fisheries is Japan ……………………………… Hiroshi Masuda
Current Situation of North Pacific Fisheries in Relation of US-Japan and Soviet-Japan Fisheries … Chitoshi Miwa
Recent Developments of Japanese Economy
<Rapid Growth of Tertiary Industry under the "Low-Growth Age">
(1) Food Service Industry: Its Growth and Problems hereafter …………………………… Shinsuke Yamamoto
(2) New Department Store Strategy of SEIBU and KEIO ………………………………… Jun-ichi Yamaguchi
'85 Agricultural Budget: Confusion of Agricultural Policy of Japanese Government …………… Tetsushin Wakagi
Construction of Houses for Rent exceeds Construction for Owners ………………………………… Yoshizo Miyata
《World Economy》Remarkable Change of Chinese Diplomacy: Increasing Trades, with Former
"Enemy" Countries ……………………………………………………………………………Yukio Nakamura
Editor's Note …………………………………………………………………………………………………………………
Invitation to Contributions …………………………………………………………………………………………………
No. 48

August, 1985

Foreword: How to Evaluate the Japanese Bankruptcy …………………………………………………… Kinji Nakayama
Articles: Present Economy, Stagflation, and State Monopoly Capitalism …………………………………… Yahiro Unno
"Domination by Property" and "Personification of Capital"─ A Book Review: Isamu
Kitahara, "Property and Decision-Making in Modern Capitalism …………………………………… Yukio Arii
Notes on "Land Capital Theory" ( 6) Part 2: Land Capital and Land Ownership ( 3) ………………Ryotaro Iwami
Positive and Negative Meanings in Agricultural Land Reform ………………………………………… Akira Fueki
Recent Developments of Japanese Economy: 1985s Equipment Investment is Active in
Assembling Industry and Lease Industry: but Supported by Export only, not by Domestic
Demand ……………………………………………………………………………………………Hiroshi Ishioka
"Tsubouchi's Way of Company Reconstruction" in Hakodate Dock Co. and Workers' Struggle
against Labour Conditions Worsening …………………………………………………………… Kazuo Soejima
The "Forced Import" of 10 Million Tons' US Grains ………………………………………… Shinsuke Yamamoto
《World Economy》Chinese Government Adopted "Slow but Steady" Advance Policy of
Economy…………………………………………………………………………………………Yukio Nakamura
Editor's Note …………………………………………………………………………………………………………………
Invitation to Contributions …………………………………………………………………………………………………
No. 49

November, 1985

Foreword: Co-operative Movements standing at the Crossroads …………………………………… Mutsumi Watanabe
Articles: To the New Economic Policy ( NEP)─ Lenin's Agricultural Policies 1917-1923 ……………… Shohei Komiya
Notes on "Land Capital Theory ( 7) Part 2: Land Capital and Land Ownership ( 4) ………………Ryotaro Iwami
Orthodox Theory restated from a New Viewpoint and its Some Problems ( A Book Review:
Masao Watanabe, "Theory on Service Labour ─ A Viewpoint for the Criticism of
Modern Capitalism ) ………………………………………………………………………………Nobuo Isagai
Recent Developments of Japanese Economy: Japanese Economy confronting Dollar-Fall and
Yen-Rise ………………………………………………………………………………………Sanjin Toranomon
This Year's Demands for New Cars are Unpredictable ………………………………………………… Ayumu Saera
From Cosmetic Dentistry to Cabbage Sales ─ Rapid Growth of Credit ─ Card Business of
Big Retail Groups ………………………………………………………………………………………Jun Inoue
《World Economy》Chinese Economy has entered a Period that modifies Modernization Course … Yukio Nakamura
Editor's Note …………………………………………………………………………………………………………………
Invitation to Contributions …………………………………………………………………………………………………
"

"

No. 50

April, 1986

Foreword: Toward the Better Relation between Japan and Soviet Union …………………………………… Yuji Oishi
Articles: To the New Economic Policy ( NEP)─ Lenin's Agricultural Policies 1917-1923 ( 2) …………Shohei Komiya
Survey of Studies and Researches on Service Industries ……………………………………………… Nobuo Isagai
Book Review: Yasao Nagano, Analysis of Medium-and-Small Sized Industries ─ An (Bean Jam),
Miso, and Processed Marine Products Industries ………………………………………… Hisakazu Fukushima
Recent Developments of Japanese Economy: Dollar Fall and World Economy ………………… Sanjin Toranomon
- 132 -

Switchover from Export-Oriented Structure is Difficult ……………………………………………… Hiroshi Ishioka
Cooking Oil Industry under Severely Fluctuating Oversea Conditions ………………………… Shinsuke Yamamoto
Does Construction Investment really serve Improvement of People's Life ………………………… Takehiko Shoji
《World Economy》Vietnamese Economy: Chang-over from Soviet-Style to Introducing of
Market Principles ………………………………………………………………………………Yukio Nakamura
Editor's Note …………………………………………………………………………………………………………………
Invitation to Contributions …………………………………………………………………………………………………
No. 51

September, 1986

Foreword: "Chance" ………………………………………………………………………………………Yoshiharu Kitada
Articles: A Review of the Reformation of Japanese National Railways ─ A Critique of the
Government's Proposal to divide and privatize JNR Network ………………………………… Haruya Hirooka
To the New Economic Policy ( NEP)─ Lenin's Agricultural Policies 1917-1923 ( 3) ………………Shohei Komiya
A Preliminary Study on an Economic Analysis of Fisheries in Japan ……………………………… Hiroshi Masuda
A Case of Intervention in Foreign Exchange Markets before World War Ⅱ ………………………Yoshikazu Yagi
Recent Developments of Japanese Economy: Poverty of Politics and Abnormal
Overabundance of Money ─ The Causes of Abnormal Soar of Japans Stocks …………… Sanjin Toranomon
Toyota's Share Enlargement and Nissan's Setback in Japanese Car Market ………………………… Ayumu Saera
New Phase in Department Store Business ─ Big Ones becoming Bigger, while Small Ones
Smaller ……………………………………………………………………………………………Kei Kawakami
《World Economy》China entering into the Second Stage of Reform ……………………………… Yukio Nakamura
Editor's Note …………………………………………………………………………………………………………………
Invitation to Contributions …………………………………………………………………………………………………
No. 52

December, 1986

Foreword: Difference between American Capitalism and European Capitalism …………………… Hiroyuki Nakanishi
Articles: The Theory of "General Crisis of Capitalism" and the Theoretical Framework of "Pax
Americana" ………………………………………………………………………………………Hiroshi Setooka
Theoretical Problems of Service Economy ─ Theory of Katsuo Obuki, Masao Watanabe,
Shigeo Saito …………………………………………………………………………………………Nobuo Isagai
Multinational Corporations and their Accounting for International Taxation: ─ Some
Problems of Japanese Tax Law for Overseas Operations ……………………………………… Takashi Oguri
Almighty Free Marketing Theory on the Agricultural and Land's Problems ─ Another Way
for resolving Structural Imbalance ………………………………………………………………… Akira Fueki
Recent Developments of Japanese Economy: The Yen-Hike Depression and Problems
concerning Government's Policy ………………………………………………………………… Hiroshi Ishioka
Car Demand which is swayed by Selection of "Really Good One" …………………………………… Ayumu Saera
US Policy toward Japanese Rice and the Countermeasures of Japanese Agricultural
Co-operative Center …………………………………………………………………………Shinsuke Yamamoto
《World Economy》Communist Party decided to reform both Economic and Ideological
Situation of China ………………………………………………………………………………Yukio Nakamura
Editor's Note …………………………………………………………………………………………………………………
Invitation to Contributions …………………………………………………………………………………………………
No. 53

May, 1987

Foreword: Distribution Industry and Informationalization ………………………………………………… Hiroshi Nakai
Articles: New Trials of the Existing Socialist Countries ……………………………………………… Tanenori Soejima
The Theory of "General Crisis of Capitalism" and the Theoretical Framework of "Pax
Americana" ( 2) ……………………………………………………………………………………Hiroshi Setooka
Military Technique and the Economic Relation between Japan and U.S. ……………………… Kyohisa Miyamoto
Development of the Tertiary Industry in China …………………………………………………… Masahiro Tateishi
Recent Developments of Japanese Economy: Confusion of World Economy and the
Standpoint of Japan ……………………………………………………………………………Sanjin Toranomon
Light and Shade of Car Industry under Sales Tax ……………………………………………………… Ayumu Saera
Department Store Association's Estimate of Damages to be brought on by Sales Tax ………… Susumu Kawakami
20 Trillion Yen Market of Japanese Food Service Industry Its Today and Tomorrow ……… Shinsuke Yamamoto
Business Concentration and the Latest Housing Problem In Tokyo ………………………………… Takehiko Shoji
《World Economy》Downfall of Hu Yao-Bang and the Modernization Course of China …………… Yukio Nakamura
- 133 -

Editor's Note …………………………………………………………………………………………………………………
Invitation to Contributions …………………………………………………………………………………………………
No. 54

September, 1987

Foreword: Will Great Depression happen ? ……………………………………………………………… Takashi Kotani
Articles: Policy of Structural Adjustment and the Service Sector…………………………………………… Nobuo Isagai
Concept of "Service" and "Service Labour" …………………………………………………………… Hiroshi Osada
The Examination of SPD New Programme ─ Based upon the Process of Interior Discussion …… Shoichi Takaya
Military Technique and the Economic Relation between Japan and US. ( 2) ……………………Kyohisa Miyamoto
Japanese Government's Statistics and the Territorial Problem between Japan and Soviet Union
…………………………………………………………………………………………………Sankichi Yamano
Description of the Russian Revolution by a Textbook of History in Italy ……………………… Hiroyuki Nakanishi
Recent Development of Japanese Economy: Recent Economy of Japan and U.S.; TOSHIBA'S
Violation of COCOM; U.S. Pressure have shaken Japanese Economy …………………… Sanjin Toranomon
"Bad" Nissan begins to change ………………………………………………………………………… Ayumu Saera
"Business Restructure" in the Department Stores …………………………………………………… Jun Kawakami
Correction of Trade Imbalance depresses Japanese Economy ……………………………………… Hiroshi Ishioka
《World Economy》Chinese Economy which cannot go backward ………………………………… Yukio Nakamura
Correction ……………………………………………………………………………………………………………………
Editor's Note …………………………………………………………………………………………………………………
Invitation to Contributions …………………………………………………………………………………………………
No. 55

January, 1988

Foreword: Perestroika and Modern Socialist Countries ………………………………………………… Shohei Komiya
Articles: A Consideration on Service Industries ─ mainly on the economic characteristics of
service goods ………………………………………………………………………………………Hiroshi Osada
Concept of "Consumption" and "Service" …………………………………………………………… Yukihiro Muto
The Examination of SPD ─ New Programme ─ Based upon the Process of Interior
Discussion (2) ……………………………………………………………………………………Shoichi Takaya
Monetary Policy of the Bank of Japan after World War Ⅱ (1) ……………………………………Yoshikazu Yagi
The Development of Economy and Land Policy in Japan after World War Ⅱ …………………………Akira Fueki
Recent Development of Japanese Economy: The World-wide Stock Crash ─ Will the Great
Depression follow it ? …………………………………………………………………………Sanjin Toranomon
Demand for Imported Cars increases Remarkably ……………………………………………………… Ayumu Saera
Analysis of Marui's Strategy to win Young Generation …………………………………………… Tadashi Maruki
《World Economy》New Development of Italian Co-operative Movement ……………………… Hiroyuki Nakanishi
The 13th Convention of Communist Party of China: "Reformists" secured a Superiority ……… Yukio Nakamura
Correction ……………………………………………………………………………………………………………………
Editor's Note …………………………………………………………………………………………………………………
Invitation to Contributions …………………………………………………………………………………………………
No. 56

September, 1988

Foreword: The Industrial Adjustment Policy and Small Business ……………………………………… Kinji Nakayama
Articles: On the Problem of "Double Receipt of Wages" in the Reproduction Diagramm …………………… Yuji Oishi
The Valuation and the Prospect on the Development of Electrical and Electronics Industries
in Malaysia …………………………………………………………………………………………Harumi Aida
Monetary Policy of the Bank of Japan after World War Ⅱ (2) ……………………………………Yoshikazu Yagi
Recent Development of Japanese Economy: Japanese Economy which is tiding over the
Yen-Rise ………………………………………………………………………………………Sanjin Toranomon
Features and Problems of the Equipment Investment Projects in 1988 ……………………………… Hiroshi Ishioka
Remarkable Surge of Demand for the New 3-liters Cars ……………………………………………… Ayumu Saera
New Phase of the Food Merchandising in Big Department Stores …………………………………… Tohru Maruki
What will the Future of the Dwelling be under the Land Price Soaring and the Social
Changing ? ………………………………………………………………………………………Takehiko Shoji
《World Economy》Chinese 7th National Congress of People's Representatives that has made
Progress to the Economic Rationality and Democratization ………………………………… Yukio Nakamura
Editor's Note …………………………………………………………………………………………………………………
Invitation to Contributions …………………………………………………………………………………………………
- 134 -

No. 57

November, 1988

Foreword: A Praise of Subsistence Business …………………………………………………………………… Yuji Oishi
Articles: Perestroika and Its Impact on East European Countries ……………………………………… Tanenori Soejima
New Viewpoint in Theoretical Problems of Service Economy ………………………………………… Nobuo Isagai
Problems of Overproduction and Its Adjustment in Agriculture ………………………………………… Akira Fueki
Recent Development of Japanese Economy: US Economy Covered with Black Clouds ……… Sanjin Toranomon
Remarkable Recovery of NISSAN MOTOR …………………………………………………………… Ayumu Saera
Overseas ─ Marching Strategy of Japanese Big Retail Businesses …………………………………… Tohru Maruki
《World Economy》Course Change of Chinese Economy toward the "Adjustment" ………………… Yukio Nakamura
Editor's Note …………………………………………………………………………………………………………………
Invitation to Contributions …………………………………………………………………………………………………
No. 58

May, 1989

Foreword: A Dark Side of Chinese Modernization ─ Crisis of Education …………………………… Yoshiharu Kitada
Articles: On the Bortkiewicz's Theory of Prices of Production ………………………………………………… Yuji Oishi
The Accumulation of Financial Capital and the Land Problem ………………………………………… Eiji Oizumi
A Preliminary Study on an Economic Analysis of Fisheries in Japan ( 3) …………………………Hiroshi Masuda
Book Review: Seiji Nakamura's "Historical Materialism and Political Economy" ……………………… Shohei Komiya
Recent Development of Japanese Economy: No Prospect for the US Budgetary Deficit Cut … Sanjin Toranomon
Problems concerning Acceptance of Foreign Workers into Japan …………………………………… Hiroshi Ishioka
Car Sales and the Consumption Tax …………………………………………………………………… Ayumu Saera
Widening of Difference between Big and Small Stores in Department Store Business ……………… Tohru Maruki
"Boom" discloses the Problems with Construction Industry in Japan ……………………………… Takehiko Shoji
《World Economy》Tax Reform and Labor Movement In Italy …………………………………… Hiroyuki Nakanishi
Distrust of Ruling Party and Government Spreads in China ……………………………………… Yukio Nakamura
Editor's Note …………………………………………………………………………………………………………………
Invitation to Contributions …………………………………………………………………………………………………
No. 59

September, 1989

Foreword: "Japan Money" and the Consumption Tax ……………………………………………… Hiroyuki Nakanishi
Articles: Service Sector in Labour Theory of Value ………………………………………………………… Nobuo Isagai
A Comment on Mr. Osada's Theory of Service ………………………………………………………… Kazuo Toda
Durable Goods and Service Commodities …………………………………………………………… Yukihiro Muto
The Sub-Contracting System of Machine Tool Industry ……………………………………………… Takao Suzuki
Recent Development of Japanese Economy: New Age for Government and Opposition Parties,
and People's Choice ……………………………………………………………………………Sanjin Toranomon
Remarkable Increase of Market Share for NISSAN Motor …………………………………………… Ayumu Saera
Easing of Rules of the Large-scale Retail Store Law and Its Influences ……………………………… Tohru Maruki
《World Economy》New Wave in China ………………………………………………………………Yukio Nakamura
Editor's Note …………………………………………………………………………………………………………………
Invitation to Contributions …………………………………………………………………………………………………
No. 60 April, 1990
Fore word: Revolution of USSR and Eastern Europe, and Tasks for Marxism ………………………… Takashi Kotani
Articles: The Fate of Monopoly Capitalism under the Microelectronics Revolution …………………… Seiji Nakamura
About the Individual Forming and the Collective Organization of Agricultural Production …………… Akira Fueki
The Introduction of Service Sector to the Reproduction Table ……………………………………… Yutaka Kushida
Recent Development of Japanese Economy: Time for Structural Change ─ both in Politics
and Economy ………………………………………………………………………………Suijin Edogawabashi
TOYOTA'S Share decreases, NISSAN's increases ─ Analysis of New Car Demand which is
Highest in History …………………………………………………………………………………Ayumu Saera
Change of Shopping Centers in 1990s ─ Toward the Development of "New Entertainment
and Culture Cities" …………………………………………………………………………………Tohru Maruki
Tasks concerning Global Environment and Technology Development ……………………………… Hiroshi Ishioka
《World Economy》Enlargement of Contradiction between Inner and Diplomatic Policy of China
…………………………………………………………………………………………………Yukio Nakamura
Editor's Note …………………………………………………………………………………………………………………
- 135 -

Invitation to Contributions …………………………………………………………………………………………………
No. 61

October, 1990

Foreword: Collapse of "20th Century Socialism" and Marxism ………………………………………… Shohei Komiya
Articles: The Close of the "Cold War" System and the Historical Role of Bolshevism ………………… Hiroshi Setooka
New Dimension in Theoretical Problems of Service Economy ………………………………………… Nobuo Isagai
Information Industry and the Labour Theory of Value ………………………………………………… Nobuo Isagai
Tributes to the Memory of Director Mutsumi Watanabe: Lament over Prof. Watanabe …………… Yoshiharu Kitada
On Strengthening of Management of the Small Retailers' Co-operatives ……………………………… Kaoru Hanai
Prof. Watanabe and the Co-operatives of Pharmaceutical Retailers ………………………………… Shohei Komiya
Articles: New Development of Agri-politics for Restructuring ─ Emerging of Regional
Agri-policies and the Trend of Activities around the three Farmland Acts ……………………… Akira Fueki
Book Review: Marx's Theory of Price of Production, by Yuji Oishi. Tokyo, 1989
………………………………………………………………………Mitsuhiko Tsuruta & Megumu Kinugawa
Is Japan's Huge Surplus in Trade with U.S. "non-existent" ? ─ On an Incorrectness of Mr. A.
Kudo's Argument ─ ………………………………………………………………………………Takashi Kotani
Recent Development of Japanese Economy: Heavy Burdens on the Shoulders of Japanese
People ─ SII and the Apprehension for Inflation ─ ………………………………………Sanjin Toranomon
Increase of Share of Big Retailers in the Apparel Market …………………………………………… Tohru Maruki
SII and the Vision of Industrial Policy in 1990s …………………………………………………… Hiroshi Ishioka
Editor's Note …………………………………………………………………………………………………………………
Invitation to Contributions …………………………………………………………………………………………………
No. 62

April, 1991

Foreword: An Open and Closed Trend of Small Business ……………………………………………… Kinji Nakayama
Articles: Incident on Iraq vs. Quwait in International Law before Armed Sanction ……………………… Hiroshi Saito
The Basic Premises of Sraffa's Economics ( 1st Part) ………………………………………………………Yuji Oishi
Three Types of Labourprocess …………………………………………………………………………Nobuo Isagai
On the Problem of the Difficulty about the Variable Capital Accumulation in the Extended
Reproduction Diagramm …………………………………………………………………………Yutaka Kushida
Historical Meanings of Structural Reformation in Agriculture ………………………………………… Akira Fueki
The Range and Composition of Public Concept Land Act in Korea …………………………………… Koichi Kato
Book Review: House Lot Price as Monopoly Price ( A Review of Ryotaro Iwami's "Land Capital
Theory") ………………………………………………………………………………………Hidenao Takahashi
Recent Developments of Japanese Economy: World Economy Increasing Its Confusion ─
Japan is busy with Disposals of "Bubble Collapse" ………………………………………… Sanjin Toranomon
Speed-up of Motorization in Korea …………………………………………………………………… Ayumu Saera
A View of the Retail Industry in First Half of 1990s ………………………………………………… Tohru Maruki
How is the Super High-density Mammoth TOKYO brought forth ? ………………………………… Takehiko Shoji
《World Economy》China is groping for the Market Economy ……………………………………… Yukio Nakamura
Editor's Note …………………………………………………………………………………………………………………
Invitation to Contributions …………………………………………………………………………………………………
No. 63

October, 1991

Foreword: Reconsidering about Modernization and Restoration of the Values of Non-Modern
Society ……………………………………………………………………………………Hiroyuki Nakanishi ( 1)
Articles: On Recent Development in the Theoretical Researches of Price of Production ………… Yoichiro Honma ( 3)
The Basic Premises of Sraffa's Economics ( 2nd Part) …………………………………………………Yuji Oishi (22)
Memory of Prof. Hirozumi Iwao ( Supervisor of the Institute of Politics and Economy ) …………Yoshiharu Kitada ( 37)
Articles: A Note on the Application of the Labour Theory of Value to Today's Economic Realities
…………………………………………………………………………………………Masakatsu Kohiyama ( 39)
The Position of the Really Existing Socialism in the Postwar World Economy ─ A Study of
some Theoretical Problems ─ ………………………………………………………………Yoichi Nakano ( 54)
Environmental Protection Laws in U.S. and Automobile Industry ………………………… Kyohisa Miyamoto ( 86)
Book Review: T. Aita and H. Kobayashi ( eds.), Growing Asia and Japanese Industry …………… Toshiaki Hosoi ( 93)
Recent Development of Japanese Economy: Confusion of World Economy will continue ─
Has Capitalism really overcome Socialism ? ─ ………………………………………Sanjin Toranomon ( 97)
Distribution Industry: How to cope with the Labour-force Shortage and Working-hour
- 136 -

Shortening ……………………………………………………………………………………Tohru Maruki ( 102)
《World Economy》Economic Difficulties under the Dissolution of Soviet Union Communist
Party and USSR ……………………………………………………………………………Shohei Komiya (107)
China's Open-door Policy pushed forward under the Leadership of Central Government … Yukio Nakamura ( 111)
Editor's Note …………………………………………………………………………………………………………………
Invitation to Contributions …………………………………………………………………………………………………
No. 64

July 1993

Foreword: Families Enterprises, Capitalistic Large-scale Enterprises and "Socialistic" Large-scale
Enterprises in Agriculture ……………………………………………………………………Shohei Komiya ( 1)
Articles: Modern Economy and Financial Problems ……………………………………………… Megumu Kinugawa ( 3)
The Service Industry in Regulation School………………………………………………………… Nobuo Isagai ( 18)
Memory: The Present of Prof. Kinji Nakayama ( Director of the Institute of Politics and Economy )
…………………………………………………………………………………………Toshikazu Nagayama ( 31)
Articles: New Government in U.S. and Automobile Industry …………………………………… Kyohisa Miyamoto ( 33)
The Recent Tendency of American Retailer's Business …………………………………… Hiroyuki Nakanishi ( 42)
A TRUE CRIMINAL OF POLLEN'S SYMPTOM ……………………………………… Kiyotaka Yamagishi ( 47)
On the Concept of "Environment" in Study of International Environmental Law ……………… Hiroshi Saito ( 49)
Book Review: G. Fauquet, The Co-operative Sector: The Classical Work Expressing Clearly
Cooperative Characters is Still Valid Today ………………………………………………… Masao Ohya ( 58)
Articles: Past, Present and Future of the Independent Township-Village Enterprises in China ……… Wenzhong Lu ( 61)
Taketani doesn't Know What he's Saying ─ An Epitaph of Taketani Theory ─ ………………Seiji Nakamura ( 68)
Recent Development of Japanese Economy: Where will Japan go ? ……………………… Sanjin Toranomon ( 95)
Uncertainty of the Future in Today's Business Cycle ………………………………………… Hiroshi Ishioka ( 100)
Drastic Change in Imported Cars' Share will be unavoidable …………………………………… Ayumu Saera ( 111)
Forecasting the Trends in Large-scale Retailers' Business for next 3 Years …………………… Tohru Maruki (116)
《World Economy》China: "New Government" Pursues Continuation of High Rate Economic
Growth ……………………………………………………………………………………Yukio Nakamura ( 121)
No. 65

October, 1994

Foreword: I wish to live in a Beautiful Town ……………………………………………………… Yoshiharu Kitada ( 1)
Articles: Leninism and Communist Society; His misreading of "Criticism of the Gotha
Program" ………………………………………………………………………………………Koichi Takada (3)
Value and Labour in Service Sectors …………………………………………………………… Minoru Harada ( 16)
On the Transformation from Value to Price of Production ……………………………………… Ryoji Ohkubo ( 27)
Responses to "Marxist Solution to the Transformation Problem" and my Comments …………… Hideo Inoue (38)
Memory: Memory of Mr. Tsuneo Saito ( Pen name: Yukio Nakamura) (Senior Researcher at the
Institute of Politics and Economy) …………………………………………………………Shohei Komiya ( 45)
Articles: Capital Increase by New Shares at Market Price and Promoter's Profit ………………… Hirotaka Yamane ( 46)
Liabilities of Auditors in Commercial Law ─ Consideration on Provisions and Cases ─ …Ikue Nonaka (62)
Book Review: Institute for Fundamental Political Economy ed., Talking about Post-War
Economics …………………………………………………………………………………… Hiroshi Onishi ( 79)
E.S. Greenberg, ( translated by Hiroshi Setooka) , Capitalism and the American Political Ideal
……………………………………………………………………………………………Shinjiro Hagihara ( 81)
Tanaka, Mizohata and Onishi ed., Russia Turns to Recovery ………………………………… Shohei Komiya ( 85)
Recent Development of Japanese Economy: LDP that has returned to Power and Future of
Murayama Cabinet ………………………………………………………………………Sanjin Toranomon ( 87)
Long Depression and the Equipment Investment in Japanese Industries ……………………… Hiroshi Ishioka ( 92)
Rapid Recovery of the Demand in Auto Industry ……………………………………………… Ayumu Saera ( 101)
Problems concerning the Shortening of Working Hours in Retail Stores ……………………… Tohru Maruki ( 106)
Editor's Note ………………………………………………………………………………………………………… (111)
Invitation to Contributions ………………………………………………………………………………………… (118)
No. 66

March, 1996

Contents

Foreword: The Social Democratic Party of Japan and Social Democracy ………………………… Takashi Kotani ( 1)
Articles: Role and Possibilities of the Communist Government in China …………………………… Hiroshi Ohnisi (3)
Heisei Depression and Service Industries ………………………………………………………… Nobuo Isagai ( 11)
Replacement and Accumulation of the Variable Capital in the Reproduction Scheme …… Kazunaga Tsuchida ( 19)
- 137 -

Inflation and Macro Economic Policy ─ The Difference in Inflation Mechanism between
1982 and 1987 in Mexico ─ …………………………………………………………………Masami Saito ( 30)
A study on "Post Capitalist Society" by "Drucker's viewpoint" ………………………………… Takuo Irokawa ( 38)
The Examination about Program-Organization's Reform of DGB ─ A middle Report based
on the Program-discussion ( 1)─ ……………………………………………………………Shoich Takaya ( 56)
Expert on auditing Credit Unions can't be brought up within 2 or 3 years …………………… Akio Ohyama ( 70)
Book Reviews: Masakatsu Kohiyama, Labour Theory of Value and National Income …………… Nobumitsu Yao ( 80)
Reissued KEIZAI ( a Marxist Monthly Magazine on Economy) from Oct. 1995 to Feb. 1996
………………………………………………………………………………………………Takashi Kotani ( 83)
Editor's Note …………………………………………………………………………………………………………… (97)
Invitation to Contributions ………………………………………………………………………………………… (101)
No. 67

November, 1996

Contents

Foreword: Power and Haughtiness ……………………………………………………………… Takashi Yamaguchi ( 1)
Articles: Formation of the Structure downgrading "National life" ………………………………… Seiichi Kanezawa ( 3)
Why was SELF-DETERMINATION OF NATIONS Good ? ………………………………… Tadasu Matsuo ( 23)
Analysis of the Social Classes of the Executives' Families in MITSUBISHI Group's Big
Corporations ………………………………………………………………………………Hiroyuki Kikuchi ( 43)
Deregulation and Service Industries ……………………………………………………………… Nobuo Isagai (59)
New Social Security of Japan ………………………………………………………………… Makoto Nagayama ( 69)
How to judge the Present Phase of Business Cycle in Japan ? ─ Rapid Hollowing-out
continues ………………………………………………………………………………………Akira Okajima ( 79)
The Great Depression in the late 20th Century ………………………………………………… Kazuo Masuda ( 97)
Production Price denoted Incompletely by Collective Quantity ─ Examination about Hideo
Inoue's Balance Equation as to Value and Production Price ……………………………… Masami Saito (109)
Difficulties of Financial Statement Analysis under the Present Disclosure Rule …………… Fujio Yamaguchi ( 119)
An Issue of the Officeholder entertained by the Officeholder ( Civil Servant) and Taxpayer's
Right …………………………………………………………………………………………Kazuya Suzuki (129)
Military Expenditure and Arms Export of the United States ………………………………… Hirokuni Honda ( 139)
The Examination about Program-Organization's Reform of DGB ─ A middle Report based
on the Program-discussion ( 2) ……………………………………………………………Shoichi Takaya (151)
Die politisch-philosophische Charakteristik der "Grünen" in der Bundesrepublik Deutschland
……………………………………………………………………………………………Hiroshi Kitamura ( 167)
Today's Automobile Industry in the Republic of Korea …………………………………… Kyohisa Miyamoto ( 181)
Material: A Lecture in the Central School of the Communist Party of China ……………………… Hiroshi Onishi (191)
Editor's Note ………………………………………………………………………………………………………… (197)
Invitation to Contributions ………………………………………………………………………………………… (202)
No. 68

May, 1997

Contents

Foreword: New Movement in Japanese Country Land …………………………………………… Hiroyuki Nakanishi ( 1)
Articles: Has Nature Rights ? ………………………………………………………………………… Minoru Kitamura ( 3)
The Justice in Distributing the Burden of Taxation and the Interests of the British Industrial
Middle Class ……………………………………………………………………………Yoshiaki Kumazawa ( 15)
Reform Plan of Education over the Discussion on "Deregulation" …………………………… Hiroshi Osada ( 29)
Memory: Memory of Keiichiro Ohshima ( Honorary Adviser to the Institute of Politics and
Economy): On the Ohshima-Kubo Memorial Institute of Medical Care and Culture ( alias
Ohshima Institute of Society and Culture) etc. ………………………………………Haruumi Matsushima ( 37)
On the Significance of the late Mr. Seiji Nakamura's Theory of Technology …………… Hiromoto Kitamura ( 41)
Articles: A Note on The Connection between Tax Examination and Accounting ………………… Ryosuke Kanda ( 45)
Masami Saito's Criticism on Marxist Solution to the Transformation Problem, who adheres to
century-lasting Value Theory ………………………………………………………………… Hideo Inoue (59)
Chinese People's Impressions on the Postwar Japan-China Relations ………………………………… Li Enmin (69)
Analysis of the Management of Fishery Cooperatives in Today's Japan ……………………… Yuji Yamaguchi ( 83)
What is the Truth in the present Japanese Economy ? ………………………………………… Takashi Kotani (101)
Summaries of Articles ……………………………………………………………………………………………… (123)
Editor's Note ………………………………………………………………………………………………………… (127)
Invitation to Contributions ………………………………………………………………………………………… (128)

- 138 -

No. 69

November, 1997

Contents

Foreword: Authentic Marx revived ……………………………………………………………………… Eiichi Eguchi ( 1)
Articles: Marx's Unemployment Theory and Keynes's Employment Theory ………………… Masakastu Kohiyama ( 3)
Information and Capitalism …………………………………………………………………… Shigeru Kakizaki ( 21)
A Generalized Krugman-Lenin Model on International Trade and Capital Movement ………… Hiroshi Onishi ( 43)
Cost Reduction and The Service Industries ……………………………………………………… Nobuo Isagai ( 57)
Marx's Concept of "Dienst" ………………………………………………………………………… Takuya Satoh ( 69)
The Actual State of Service Industry in the United Kingdom of the Mid-Nineteenth Century
………………………………………………………………………………………………Tohru Kaizuka ( 85)
Analysing Some Studies of Business History of the Small and Medium-Size Enterprises in
Britain ─ Family Business in the British Industrial Society ─ ……………………Yoshiaki Kumazawa ( 107)
JA Reform and Two Related Laws ( 1996) ……………………………………Yasuo Kakurai / Akira Tanaka ( 121)
Some Problems concerning the Care Insurance System ………………………………………… Akira Suzuki (135)
The New Trends of Radicals on International Political Economy in the U.S. ……………… Hiroshi Setooka ( 151)
Post-Fordism and the Problems of Industrial Relations in Germany ─ An Examination of K.
Dörre's Analysis ( 1)─ ……………………………………………………………………Shoichi Takaya ( 159)
Down-Turn Analysis of Value and Production Price Equilibrium-Equation ─ Reply to the
Critic by Mr. Hideo Inoue ─ ………………………………………………………………Masami Saitoh ( 175)
Production of Capitalist's Property and Worker's Labour ……………………………………… Ryoji Ohkubo (183)
Book Review: Kazuo Ohta, Viewpoint going beyond the National Frontiers …………………… Takashi Kotani (199)
Editor's Note ………………………………………………………………………………………………………… (201)
Invitation to Contributions ………………………………………………………………………………………… (202)
No. 70

March, 1998

Contents

Foreword: A Puzzle of Dollar ……………………………………………………………………… Hiromasa Ogawa ( 1)
Articles: Logos of Ecosophia and the Rights of Nature ………………………………………………… Shigeaki Aoki ( 3)
Right Wing as Anti-Capitalist and Left Wing as Anti-Nationalist ……………………………… Tadasu Matsuo ( 27)
Experiment of Utopia ─ Comunidad del Sur in Montevideo ─ ………………………………… Misato Toda (51)
On the Concept of the Crown Property in Japan till the End of the World War Ⅱ ……………Satoru Ohsawa ( 69)
Analysis of China's Balance of Payments and the Process of Foreign Reserve Accumulation …… Yau Guoli (83)
Shortage, Inflation and Monetization in the Chinese Economy : Survey and Comment …………… Zhong Fei (97)
"New Rights" in Germany …………………………………………………………………… Hiroshi Kitamura ( 113)
Post-Fordism and the Problems of Industrial Relations in Germany ─ An Examination of K.
Dörre's Analysis ( 2) ─ ……………………………………………………………………Shoichi Takaya (129)
Environmental problems of fishery industries ─ the past and future of fisheries ─ ………Yuji Yamaguchi ( 137)
Report: Foundry and Machine-Manufacturing Industry in Kawaguchi City ……………………… Shohei Komiya (151)
Book Review: Morino Katsuyoshi, Modern Technical Change and the Machine Tool Industry
……………………………………………………………………………………………Michio Yoshida ( 157)
Problems of the Land and Agriculture in West Asia / M.S.Kamdar, Development of
Capitalism in Agriculture ─ An Essay on the Nature of Transformation ( Change) of
the 19th Century Agrarian Structure of Sindh Province in Pakistan …………………… Shohei Komiya ( 161)
Editor's Note ………………………………………………………………………………………………………… (177)
Invitation to Contributions ………………………………………………………………………………………… (178)
No. 71

November, 1998

Contents

Foreword: An Indispensable Condition of the Social Security ……………………………………… Akio Takahashi ( 1)
Articles: Service Industries in U.S. ……………………………………………………………………… Nobuo Isagai ( 3)
On Capital Adequacy Standards for Securities Firms ……………………………………………… Ikue Nonaka (13)
Burden Sharing Conflict in the Western Alliance …………………………… Hiroshi Onishi ･Hideki Fujiyama ( 27)
Critique of Theories of Labour creating Value in Service Sectors ……………………………… Minoru Harada ( 33)
Rearrangements of Input-Output Tables by the Standpoint of Labor Theory of Value …………… Hideo Inoue (43)
The Outcomes and Problems of the Family Planning Policy in Rural China ─ The Changes
of Peasants' Idea about Birth Control in the Case of Sibeichai Village, Luancheng
County ─ …………………………………………………………………………………………Li Enmin (59)
Merger and Collectivization of State-owned Enterprises in China ………………………………… Xu Hai Zhu (69)
The Present Condition of Peace Studies and their Problem ………………………………… Hiroshi Kitamura ( 85)
Problem with Depleted Uranium Munition …………………………………………………… Manabu Hattori ( 97)
- 139 -

The Role and Tasks hereafter of "Parents and Children Movie Movement" which has had 32
years' History in Saitama Prefecture …………………………………………………… Masatoshi Kihara
The Peasantry in Manifesto of the Communist Party ─ 150 years after its Publishing ─ …Shohei Komiya
A Study on the Production of Garden-Plants in Suburban Areas ─ A Case Study of the
Angyo Area in City of Kawaguchi ─ ……………………………………………………Yuji Yamaguchi
Editor's Note …………………………………………………………………………………………………………
Invitation to Contributions …………………………………………………………………………………………
No. 72

March, 1999

( 103)
(117)
( 129)
(139)
(140)

Contents

Foreword: Cultivating the Power and Flavor of the Earth ………………………………………… Mitsugu Watanabe ( 1)
Articles: The Importance of National Minimum in Contemporary Japan ………………………………… Shinji Osu ( 3)
Peel's Bank Act and BIS Regulation ……………………………………………………………… Yahiro Unno ( 19)
The Heisei Depression and Underwriting of Public Bonds by the Bank of Japan …………… Yushi Iwashita ( 33)
Anarchical International Financial System and Hedge Funds ……………………………… Takuyoshi Takada ( 47)
Present Situation and Problems of Life Insurance Sales in Japan …………………………… Masahiro Yoshida ( 61)
Introduction to the Philosophy of Gilles Deleuze ………………………………………………… Shigeaki Aoki ( 79)
What is the New in the U.S. Economic Affairs under the Fin de Siècle Today ……………… Hiroshi Setooka ( 95)
The Present Situation of Red-Green Government in Germany ─ Civil Society shaken by the
Straggle for Rights ─ ………………………………………………………………………Shoich Takaya (111)
On the Advance Ruling System in U.S. Tax Administration ……………………………… Chika Mochizuki ( 119)
Political Economy of "MADE IN CHINA"─ An Observation of China's Industrial Products
Exports Expansion Process ─ …………………………………………………………………Yao Guoli (133)
The Introduction of Technology in the Chinese Automobile Industry ─ A Case Study of
China FAW ─ ……………………………………………………………………………………Zao Rong (145)
Fixed Asset Accounting at Japan's Airline Industry ………………………………………… Fujio Yamaguchi ( 157)
The Information Communication's Environment of the General Trading Companies in the
Reorganization Period of the International Communication Market ……………… Yukio Wakabayashi ( 167)
External Economies of Fisheries in Tokyo Bay ……………………………………………… Yuji Yamaguchi ( 177)
Book Review: Nobumitsu Yao, A Study on the Theory of Reproduction and Crisis ………… Mitsuhiko Tsuruta ( 189)
Articles: Reproduction of Capital by means of Capital ─ On S. Ohno's "Post-Marxian Economics"
…………………………………………………………………………………………………Takuya Sato (195)
A Question to Mr. S. Aoki …………………………………………………………………… Minoru Kitamura ( 207)
Editor's Note ………………………………………………………………………………………………………… (209)
Invitation to Contributions ………………………………………………………………………………………… (210)
No. 73

November, 1999

Contents

Foreword: On the Flood of KATAKANAs ……………………………………………………………… Kunihiro Abe (1)
Articles: The Importance of Credit in Money and Banking …………………………………………… Hisahiko Saito ( 3)
On the Fictive Character of Preference Relation and Indifference Curve in Microeconomics ……… Yuji Oishi (13)
Heisei-Depression and the Service Industries ……………………………………………………… Zhang Ning (23)
On the Commodities of the Service Industries ─ A Reply to Professor Harada ─ ……………Kazuo Touda ( 33)
Foundation of the New Theory of Human Existence ………………………………………… Kimihiko Furuya ( 47)
Réflexions sur le concept de la société civile dans la politique africaine ─ sur la théorie de
J-F, Bayart ─ ……………………………………………………………………………………Takuo Iwata (59)
Software Overrides DRAM Manufacturers ─ A Study on the Trend of DRAM Chip Price ─
……………………………………………………………………………………………Mamoru Terauchi ( 73)
The Process of Internationalization for GMS in Japan …………………………………………… Chen Haiquan ( 81)
The Stock Possession of Rising Enterprise Group ( 1) …………………………………………Hiroyuki Kikuchi ( 95)
The Food and Agriculture in the Economic Development ─ The Historical Conditions of the
Difference between West and Asia ─ ………………………………………………………Akira Fueki (109)
The Analysis of the Praise for the Japanese-Style Industrial Relations from a Critical
Perspective ………………………………………………………………………………………Jin Igarashi ( 121)
Research Report: A Case Study of Setting up in Business by Making the Best Use of Skill
………………………………………………………………………………………Toshio Aida Seminar ( 137)
Book Review: Akira Takamasu, Satoshi Matsui, Analytical Marxism ……………………………… Tadasu Matuo (151)
Editor's Note ………………………………………………………………………………………………………… (159)
Invitation to Contributions ………………………………………………………………………………………… (160)

- 140 -

No. 74

March, 2000

Contents

Foreword: WTO and GATT ─ Possibility of Misunderstanding ─ ………………………………Yoshiharu Kitada ( 1)
Articles: On the Contradictions of the Wealth in Modern Society …………………………………… Minoru Harada ( 3)
The Theoretical Significance of Preobrazhensky's "The Law of Primitive Socialist
Accumulation" ………………………………………………………………………………Nobuyo Goto ( 17)
Political Roles of Histadrut ( General Federation of Labor) in the Period of British Mandate in
Palestine …………………………………………………………………………………Shingo Hamanaka ( 29)
Ecosophia Civilization and the Philosophy of "Deep Being" ( 1) …………………………………Shigeaki Aoki ( 45)
The Point of the Japanese Long Crisis ( 1) ………………………………………………………Kazuo Masuda ( 61)
PC Bubble ─ The Marketing Strategies Intel and Microsoft Have Adopted ─ ……………Mamoru Terauchi ( 71)
Performance of Taiwan Capital in the Production Network of ASEAN Countries ……… Hiromichi Takaoka ( 81)
Fresh Tuna Export Industries ─ A Case Study in Palau ─ ………………………………………Arata Izawa ( 91)
The Stock Possession of Rising Enterprise Groups ( 2) ………………………………………Hiroyuki Kikuchi ( 109)
Significance and Legal Effectiveness of Tax Administrative Rules in US ………………… Chika Mochizuki ( 123)
A Political Criminality in the System of Withholding Taxes ─ If you can calculate yourself
with a tax return form, you will see the real character of the system ─ ……………Hiroshi Matsuoka ( 135)
The Dioxin Problem and the City Suburb Agriculture in Japan …………………………… Yuji Yamaguchi ( 147)
IMF and Bhutan ─ Development in 1984 and 1996 ─
…Japan Research Center for Agriculture and Environment of Bhutan: S. Komiya ･ J. Otubo･T. Koyano ( 157)
Commentary: From "Rogue Doctrine" to "Clinton Doctrine"─ Recent World Strategy of the
United States ─ ……………………………………………………………………………Kazuo Nagumo (169)
Invitation to Contributions ………………………………………………………………………… (inside the front cover)
Editor's Note ………………………………………………………………………………………………………… (173)
No. 75

November, 2000

Contents

Foreword: 20th Century ─ Two Monsters and Democracy ─ ………………………………………Shohei Komiya ( 1)
Articles: The Decline in Service Employment ………………………………………………………… Nobuo Isagai ( 3)
A Great U-turn of the SME Policy in Japan ? ─ Advocating Necessary Intervention in the
Disadvantaged Position of SMEs ─ ………………………………………………………Itsutomo Mitsui ( 12)
The Business of Survival ─ Small and Medium-Sized Enterprises in Japan ─
……………………………………………………Kathryn C. Ibata-Arens / translated by Hiroshi Kotani ( 25)
A Marxian Viewpoint on the Ethnic Conflicts in China ………………………………………… Hiroshi Onishi ( 40)
Exploring the Nature of China's Transitional Economy ─ New Perspectives from Old
Viewpoints ─ ……………………………………………………………………………………Fei Zhong (48)
The Change of Chinese Research on the National Relationship and the Consciousness of
Chinese Intellectuals ……………………………………………………………………………On Sugaya (64)
Ecosophia Civilization and the Philosophy of "Deep Being" ( 2) …………………………………Shigeaki Aoki ( 74)
The Point of the Japanese Long Crisis ( 2) ………………………………………………………Kazuo Masuda ( 88)
Transformed Scientific Knowledge Structure in Mode 2 Science ─ Collaboration,
Globalization and Inequality in World Science ─ …………………………………………Jun Kanamitsu ( 100)
The Organization Structure and the Functions of Top Management of Multinational
Corporation in the United States ─ Case Study of Motorola, Inc.─ ………………Shoukichi Yamaoka ( 111)
Yamada's Starting Point to Analysis of Japanese Capitalism ……………………………… Yasuhiro Nakane ( 127)
Book Review: Atsushi Kitahara, Kiyokatsu Nishiguchi, Kazuko Fujita, Akio Yonekura. Economy
of Southeast Asia ………………………………………………………………………………… Li Enmin (134)
Editor's Note ………………………………………………………………………………………………………… (139)
Invitation to Contributions ……………………………………………………………………… (inside the front cover)
No. 76

March, 2001

Contents

Foreword: My Hope for the Institute of Politics and Economy, considering its Role and Tasks
………………………………………………………………………………………………KOHNO Susumu ( 1)
Articles: An Inquiry of the U.S. Presidential Election in 2000 …………………………………… SETOOKA Hiroshi ( 3)
Formation, Establishment and Collapse of the "Municipality Welfare State" in Japan ─
Historical Significance of MINOBE's Tokyo Metropolitan Government and its Limit ─
………………………………………………………………………………………………TAKEI Hideki ( 16)
China's Rural and Agricultural Change through Participation in WTO and Mega-Development
of the Western Regions ─ An Examination of the Existing Situation among Peasants
- 141 -

and Villages in Sichuan and Hebei Provinces ─ ……………………………………………FUEKI Akira ( 37)
The Causes of Frequent Labor Disputes at Foreign-Affiliated Firms in China ─ Mainly built
on Case Studies of Japanese Enterprises during the Era of Economic Reform and Market
Opening ─ ……………………………………………………………………………………GAO Lingna ( 52)
Where are the Linux Community heading for ? ………………………………………… TERAUCHI Mamoru ( 67)
The New Phase of "allgemeine Arbeit" in the Development of GNU/Linux System ─ Results
from Combinations of global "geistigen Arbeiten" by Internet ─ ………………………OKADA Takashi ( 79)
The Review of Distribution Policy in the Period of High Economic Growth from the 1960s to
the early 1970s in Japan ─ An Implication for Today's Problems ─ ………………………Haiquan Chen ( 94)
The Remains of the Coal Mining Industry and the Sightseeing Project in Yubari City
………………………………………………………………………NOZAKI Nao, AMIKURA Takashi ( 111)
A Study of the Process of the Reorganization of Japanese Car Industry ─ through the
financial analysis of Mazda comparing with Honda ─ ……………………………WATANABE Satoshi ( 126)
The Stock Possession of The Rising Enterprise Groups ( 3) ………………………………KIKUCHI Hiroyuki ( 138)
Russian Avant-garde's Movie "New Babylon" and Shostakovich ─ An Art Collaboration in
20th Century ─ ……………………………………………………………………………GOTO Nobuyo (151)
Editor's Note ………………………………………………………………………………………………………… (173)
Invitation to Contributions ……………………………………………………………………… (inside the front cover)
Invitation to join "SEIKEI-KENKYU" Society ………………………………………………… (inside the back cover)
No. 77

November, 2001

Contents

Foreword: 21st Century in Japanese Society ─ The hope lies in Small and Medium Enterprises
─ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥AIDA Toshio ( 1)
Articles: Service Labor and the Value of Labor Power ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ TODA Kazuo (3)
Critique of Theories of Labor creating Value in Service Sectors ( Ⅱ) ─ Case Study of
Professor Toda's Work ─ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥HARADA Minoru ( 16)
Book Review: J.-C. Delaunay and J.Gadrey ( translated by Masao Watanabe) , Services in
Economic Thought, Three Centuries of Debate ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ OHYA Sadaharu ( 28)
SAITO Shigeo ( ed.), Gendai-Service-Keizai-Ron ( Contemporary Service Economy) ‥‥ WATANABE Masao ( 33)
Articles: A Critical Consideration on Schumpeter's Innovation Theory and Today's Japanese
Economy ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥HINATA Keiji ( 36)
The Logic and Ethics of Global Civil Society : The Idea of Cosmopolitan Peace in
International Political Thought ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ KITAMURA Osamu ( 47)
A Structural Analysis of Enterprise Groups ─ Toward a new understanding of restructuring
inter-firm relations in Japan ─ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥KANAMITSU Jun ( 62)
Effective Use of Financial Holding Company in Japanese Bank ……………………………… MORI Shunya ( 74)
Changes of Accounting Policy at Japan's Airline Industry 2000-2001 ‥‥‥‥‥‥‥‥ YAMAGUCHI Fujio ( 91)
The Transformation of "Service ZANGYO" in 1990's ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ KIMURA Hidehiko ( 104)
International Trade of Tuna and the Resource Management ─ Environmental Conservation ─
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥IZAWA Arata / YOKEMOTO Masafumi ( 117)
A Reflection on the Industrial Promotion Plan by the Local Governments in Southern Osaka
Region ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥SHOYA Kuniyuki ( 122)
Reports: An Abstract of Investigation of "The Problems and Prospects in the Machinery and
Metals Industries in Ota Ward" ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ KOTANI Hiroshi ( 140)
Editor's Note ………………………………………………………………………………………………………… (145)
Invitation to Contributions ……………………………………………………………………… (inside the front cover)
Invitation to join "SEIKEI-KENKYU" Society ………………………………………………… (inside the back cover)
No. 78

May, 2002

Contents

Foreword: An Essay on FIFA World Cup co-hosted by Japan and South Korea ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ SOFUE Rie (1)
Articles: An Increase in Social Service is inevitable ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ISAGAI Nobuo ( 3)
On Theory of Labor and Theory of Product of Services ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ SAITOH Shigeo ( 12)
Reconstructing Marxism as a Neoclassical Optimal Growth Model
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥YAMASHITA Yuuho・ONISHI Hiroshi ( 25)
A Development of the Labour/Value/Price Theory ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ OHKUBO Ryoji ( 34)
Book Review: Usui Toshimasa, Onishi Hiroshi ( ed.), Political Economy for the Post Postwar
System ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥UNNO Yahiro ( 46)
Hours of Labour, and Money Oishi Yuji ( ed.), Challenge of Labor Theory of Value ‥‥‥‥‥ OHNO Sadao ( 53)
- 142 -

Articles: Thinking about Real Structure Reforms ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ OSADA Hiroshi ( 60)
A Study on The Conflicts of Interest in People's Commune 1 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ Chen Zhong Yun ( 73)
U.S. Hegemony on IT‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥TERAUCHI Mamoru ( 89)
The Type Analysis of the Interlocking Directorate in the Japanese Enterprises in 1999 ( 1)
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥KIKUCHI Hiroyuki ( 100)
Development of Instrument and Discerning of Pre-capitalist Production Modes ─ On the
Critique of Seiji Nakamura, Seisan-Yoshiki-no-Riron ( Production Mode Theory) , by
Yoshinobu Nakamura ─ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥SAITOH Masami ( 116)
The United Nations Environment Programme ─ Its crisis and reform process ─ ‥‥‥SANADA Yasuhiro ( 134)
Editor's Note ………………………………………………………………………………………………………… (145)
Invitation to Contributions ……………………………………………………………………… (inside the front cover)
Invitation to join "SEIKEI-KENKYU" Society ………………………………………………… (inside the back cover)
No. 79

November, 2002

Contents

Foreword: 9.11 and "Culture of Peace" ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ KITAMURA Hiroshi ( 1)
Articles: Cosmopolitanism for Living Together ─ Global Citizenship, Peace and Justice ─ ‥KITAMURA Osamu ( 3)
Government, Business Community, and NGOs in the public policy process towards Recycle
Society ─ Environmental Risks in Japan ─ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥YOKOTA Masatoshi ( 13)
J.-B. Say's Idea of Public Finance ─ A Recognition of Control over Public Finance System
and its Logic ─ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥TAKAHASHI Nobukatsu ( 23)
A Reflection on Reform in Bond Investment Trust ─ Focusing on Market Price Basis of
Unlisted Bond ─ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥YAMANE Hirotaka ( 36)
Today's Character of Restructuring in Auto-Industry ─ A Case Study of Mazda Motor ─ ‥TAKEI Hideki ( 46)
A Study of Tomato Market in Japan ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ISHIKAWA Hiromasa ( 60)
BSE Panic in Japan ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥WATANABE Arata ( 72)
Book Review: Hisahiko Saito & Shinkei Liu ( eds.), Activities of Japanese, Korean and Taiwanese
Enterprises and Their Corporate Finance in Countries of ASEAN ─ Competition and
Cooperation, Especially in the Industry of the Display for the Personal Computer ─
…………………………………………………………………………………………KWAK Yangchoon ( 86)
Editor's Note …………………………………………………………………………………………………………… (99)
Invitation to Contributions ……………………………………………………………………… (inside the front cover)
Invitation to join "SEIKEI-KENKYU" Society ………………………………………………… (inside the back cover)
No. 80 May, 2003

Contents

Foreword: Road to the Pension Systems for Part-Time Lecturers ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ SAITOH Masami ( 1)
Articles: Another Perception of Service Production and so on ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ SAITOH Shigeo ( 3)
Consumption Process and Service Labor ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ INOUE Hideo ( 18)
Substance of D. Recardo's Theory of Comparative Costs ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ OISHI Yuji (32)
How should Neo-liberalistic Reconstruction be Considered ?─ Response to the critique of
"The Political economy after World War Ⅱ " by Mr.Unno ─ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥USUI Toshimasa ( 45)
Book Review: MATSUO Tadasu, Revival of the Modernity ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ MATSUI Satoshi ( 57)
Articles: Economic Development and Smuggling in Huanan District in PRC ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ Yao Guoli (70)
A Study on The Conflicts of Interest in People's Commune 2 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ CHEN Zhong Yun ( 84)
"Thought" which TOBATA Seiichi intended to Tell ─ through his Writing, in "1961", about
Yanagita Kunio as the First Scholar who Had Adopted Economics to Japanese
Agriculture ─ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ SHINOZAKI Takao ( 98)
The Type Analysis of the Interlocking Directorate in the Japanese Enterprise in 1999 ( 2)
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥KIKUCHI Hiroyuki ( 111)
It is necessary to make a reconsider of subway named Touzai-line in Sendai city ‥‥ HORIUCHI Shigeto ( 126)
Editor's Note ………………………………………………………………………………………………………… (139)
Invitation to Contributions ……………………………………………………………………… (inside the front cover)
Invitation to join "SEIKEI-KENKYU" Society ………………………………………………… (inside the back cover)
No. 81

November, 2003

Contents

Foreword: Nature of "Regeneration of City" ……………………………………………………… KOMIYA Shohei ( 1)
Articles: World Citizenship without the World State ─ Rethinking Cosmopolitanism in
International Political Thought ─ …………………………………………………… KITAMURA Osamu ( 3)
Effects of Asset and Time Preference Differences on the 'Marxist Model'
- 143 -

……………………………………………………………………ONISHI Hiroshi・YAMASHITA Yuuho ( 18)
Credibility in Money and Monetary Policy ………………………………………………… SAITOH Hisahiko ( 27)
Reconsideration of Ricardo's Comparative Cost Theory ─ with focusing on Prof. Oishi's
Opinion about International Division of Labour ─ ……………………………………YAKA Munehiko ( 41)
A Study on Market Theories in Modern Economics ─ Focusing on Institution Approach ─
………………………………………………………………………………………ISHIKAWA Hiromasa ( 53)
Scientific Significance of Marx's Labour / Value Theory in Economics ……………………… OHKUBO Ryoji ( 67)
"Venture Business" in Japan is an Empty Dream …………………………………………… KOJIMA Kousei ( 81)
Tokyo Remodeling and Widening of the Income Gap in the Interest of Multinational
Enterprises ─ The Fundamental Analysis of Ishihara's Metropolitan Politics ─ …………TAKEI Hideki ( 94)
The United Nations Conference on the Human Environment ─ The Origin of EnvironmentDevelopment Linkage and the Leadership Role of the Secretariat ─ ‥‥‥‥‥‥SANADA Yasuhiro ( 109)
How to Reform China's Pension System ─ History and Simulation ─ …………………………ZHONG Fei (122)
Reply to the Book Review: Der Fragepunkt der Entfremdungstheorie und die Problematik der
Assoziation ─ Die Antwort auf die Professor Matsui's Kritik über mein Buch,
Wiederherstellung der Moderne ─ ……………………………………………………MATSUO Tadasu ( 135)
Book Review: OGURI Takashi, KUMAGAI Sigekatsu, JINNAI Yoshiaki, MURAI Hideki ( eds.),
In Considering of International Accounting Standards……………………………… SAKURADA Teruo ( 149)
SAITO Hisahiko, Structure of Trust, Confidence and Credit ─ The Core and Psychology of
Money and Finance ─ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥FUKUMITSU Hiroshi ( 159)
Labor and Value ─ OISHI Yuji ( ed.), Challenge of Labor Theory of Value ‥‥‥‥‥ KOUDA Shigehide ( 169)
Editor's Note ………………………………………………………………………………………………………… (177)
Invitation to Contributions ……………………………………………………………………… (inside the front cover)
Invitation to join "SEIKEI-KENKYU" Society ………………………………………………… (inside the back cover)
No. 82

May, 2004

Contents

Foreword: Civil society, pluralism, multitude…………………………………………………… KITAMURA Hiroshi ( 1)
Special Articles: Prospects for the Japanese Economy ( 1): The feature articles of the
prospects of Japanese economy ( in serial form) ………………………………………KITADA Yoshiharu ( 3)
Assessing Neoliberalism in Japan ………………………………………………………………… ITOH Makoto (7)
Articles: Social and Economic Backgrounds of U.S. Unilateralism ………………………… SETOOKA Hiroshi ( 16)
The Growth of the Service Employment in Japan …………………………………………… ISAGAI Nobuo ( 34)
A Note on Reforming of Social Structure in the 21 Century ─ mainly on spheres of politics,
administration, labor and life ─ ……………………………………………………………OSADA Hiroshi ( 43)
Inflation Targeting and Economics …………………………………………………………… HARADA Minoru ( 58)
Reply to the Criticism: How should Service Production be Understood ? ─ Reply to Mr. SAITO
Shigeo ─ …………………………………………………………………………KAWAKAMI Norimichi ( 72)
Book Review: The economic theoretical beginning and system ─ WADA Yutaka, Theory of
Value ………………………………………………………………………………………OHKUBO Ryoji ( 83)
Essay: Yoshihisa Yamaji ; A Tenor of Worldwide Fame ─ The Supreme ‘Leggero’ Voice Japan
Has Ever Had ─ ……………………………………………………………………………SAITO Hisahiko ( 93)
Editor's Note …………………………………………………………………………………………………………… (95)
Invitation to Contributions ……………………………………………………………………… (inside the front cover)
Invitation to join "SEIKEI-KENKYU" Society ………………………………………………… (inside the back cover)
No. 83

November, 2004

Contents

Foreword: Bushido and Corporate Revitalization …………………………………………………… SAITO Hisahiko ( 1)
Special Articles: Prospects for the Japanese Economy ( 2): The Hollowing out of Japanese
Economy ……………………………………………………………………………TOKUSHIGE Masayuki ( 5)
Articles: The Establishment of the Unitary Financial Supervisory System in Korea
………………………………………………………………………………SAITO Hisahiko, SOFUE Rie ( 15)
Necessities and Problems for the Effective Function of Intra-City Railway System in South
East Asia ………………………………………………………………………………HORIUCHI Shigeto ( 29)
A Question about the top management meeting of the Mitsubishi group …………………… Kikuchi Hiroyuki ( 44)
The wages profile analysis of the electric machine manufacturing industry in the 1990s ……… IIDA Hiroshi ( 56)
Essay: Visit to Impressionists' Home ……………………………………………………………… TOMITA Masao ( 69)
Articles: An Another View of Service Production, and so on ( Restatement) ─ A Reply to the
Argument of Mr. KAWAKAMI Norimichi ─ ………………………………………………SAITO Shigeo ( 73)
- 144 -

How should Service Production be Understood ? ( 2) ─ Reply to Mr. SAITO Shigeo and Mr.
ISAGAI Nobuo ─ ………………………………………………………………KAWAKAMI Norimichi ( 86)
Study of the Law in Relation to Technology Development ─ Complement to the Boiler
Development Law Studied by Seikan Ishigai ─ …………………………………………SAITO Masami ( 99)
Construction of Political Economy and its Beginning ─ Against Ryoji Ohkubo's Critique ─
………………………………………………………………………………………………WADA Yutaka (111)
Articles on Chinese Economy: How Were Economic Reforms of China Introduced by Local
Governments ─ A Review ─ …………………………………………………………………Fei Zhong (119)
A Theoretic Analysis on the Nationalization Ratio of the State-owned Economy under Mixed
Oligopoly …………………………………………………………………………………Zhang Feng Hai ( 136)
Book Review: Reading from the Perspective of Social Capital ─ KANAMITSU Jun,
Explorations in Social Networks ……………………………………………………… IWAMI Ryotaro ( 146)
John Crump, Nikkeiren and Japanese Capitalism, RoutledgeCurzon, 2003 …………………… Hong Jaeshin ( 157)
Introduction: Where will China go ?─ A book including articles carried in the Seikei-Kenkyu ─
………………………………………………………………………………………………KOMIYA Shohei ( 162)
Editor's Note ………………………………………………………………………………………………………… (172)
Invitation to Contributions ……………………………………………………………………… (inside the front cover)
Invitation to join "SEIKEI-KENKYU" Society ………………………………………………… (inside the back cover)
No. 84

May, 2005

Contents

Foreword: Desirable Economic Systems ……………………………………………………… TSURUTA Mitsuhiko ( 1)
Special Articles: Prospects for the Japanese Economy ( 3): Fundamental Character of the
Recent Recovery and "the Intermediate Crisis" ………………………………………… IWASHITA Yushi ( 4)
Articles: Cosmopolitan Law and Humanitarian Intervention ─ International Political Thought of
Kant and Habermas ─ ……………………………………………………………… KITAMURA Osamu ( 16)
The Discourse of "Desertification" : Its Origin, Proliferation, and the International Institution
…………………………………………………………………………………………SANADA Yasuhiro ( 31)
Essay: A Flow of Time ─ Sanbanse, Tokyo and Chiba district industrial area, Kokumin Keizai
Research Institute ─ ……………………………………………………………………KITADA Yoshiharu ( 44)
Articles: A Note on Statistical Study of Rice Demand under the Deflation in Japan ……… ISHIKAWA Hiromasa ( 47)
Adjusting Japanese Corporate Tax System to Economic Globalization ………………… NAKAJIMA Katsumi ( 62)
The Economic Theoretical Beginning and System ( 2) ─ How and What has Mr. WADA
discovered ? ─ ……………………………………………………………………………OHKUBO Ryoji ( 76)
Articles on Chinese and Asian Economy: Change of Nomadic Community and Economic
Development in China ─ The Case of Inner Mongol Autonomous Region ─ ……………TIAN Xiaoli (91)
Do ASEAN Countries Really Need to Fear the Surge of Foreign Direct Investment in China ?
─ An Analysis from the Questionnaire Surveys on Japanese Transnational
Corporations ─ ……………………………………………HATASA Nobuhide・YOTSUMOTO Yukio ( 106)
Book Review: The Formation of Global Capitalism and its Future ─ On Modern Economic
System ed. by TSURUTA Mitsuhiko ─ …………………………………………………YAO Nobumitsu ( 122)
NAGASHIMA Seiichi, An Introduction to Political Economy ………………………… MIYATA Kazuyasu ( 131)
Editor's Note ………………………………………………………………………………………………………… (138)
Invitation to Contributions ……………………………………………………………………… (inside the front cover)
Invitation to join "SEIKEI-KENKYU" Society ………………………………………………… (inside the back cover)
No. 85

November, 2005

Contents

Foreword: A Waste Precious Metals Collector ……………………………………………… YAMAGUCHI Takashi ( 1)
Special Articles: Prospects for the Japanese Economy ( 4): Introduction of the Quantitative
Monetary Policy and Return to the Interest Monetary Policy by Bank of Japan …… TATEBE Masayoshi ( 3)
Articles: Service Labor / Value of Labor Power Creating Theory ………………………………… ISAGAI Nobuo ( 18)
On the Problems of Average Profit in Modern Services, and so on ─ A Reply to the
Argument of Mr. N. KAWAKAMI ( Supplement)─ ………………………………………SAITO Shigeo ( 28)
How should Service Production be Understood ? ( 3) ─ A Reply to the Argument of
Mr. SAITO Shigeo ─ ……………………………………………………………KAWAKAMI Norimichi ( 42)
Essay: A Diary of a Court Physician to a Feudal Lord …………………………………………… TAKACHI Akira ( 54)
Report: Telling Another World from Porto Alegre ─ The Report of the Vth World Social Forum
─ ………………………………………………………………………………………KITAMURA Minoru ( 56)
Articles: On the Japanese Corporate Tax Rates ─ Criticizing their Cutting Down under the Pretext
- 145 -

of "Globalization"─ …………………………………………………………………………KOTOH Kyoji ( 62)
Construction of Political Economy and its Beginning ─ An Assessment of Ohkubo-Wada
Controversy ─ ………………………………………………………………………………WADA Yutaka ( 74)
Planning of Open Space for Air-Defense and Conferences of Tokyo Open Space Plan ─ An
Analysis on The Minutes of the Conferences of Tokyo Open Space Plan ─ …YAMAMOTO Tadahito ( 84)
Memorial Article: The Prototype of "20th Century Socialism"─ Achievements of Mr. Y. Taniuchi
─ …………………………………………………………………………………………KOMIYA Shohei ( 97)
Book Review: TATEBE Masayoshi, Finance Theory for the Beginners ( 2nd ed.) 2005 …………IKUMI Akio (104)
NONAKA Ikue, The Structure of Modern Accounting System, 2005 …………………… MIWA Yumiko (117)
Editor's Note ………………………………………………………………………………………………………… (127)
Invitation to Contributions ……………………………………………………………………… (inside the front cover)
Invitation to join "SEIKEI-KENKYU" Society ………………………………………………… (inside the back cover)
No. 86

May, 2006

Contents

Foreword: Not Growth，but Development ! ……………………………………………………KITAMURA Minoru ( 1)
Special Articles: Prospects for the Japanese Economy ( 5): Change in the Character of
Contemporary Capitalism and Development of the Policy of Deregulation and Extension
of Free Market ………………………………………………………………………………IMURA Kiyoko ( 4)
New Phase of Capitalism …………………………………………………………………… KARATO Okinori ( 17)
Transformation of Japan's Foreign Policy ─ Enter into the new Century ─ …………………IWATA Katsuo ( 35)
Articles: Business Analysis of Livedoor Co., Ltd and Rakuten, Inc. ………………………… YAMAGUCHI Fujio ( 49)
The Development of Productive Power and the Labor Theory of Value ……………… OSAKABE Yasunobu ( 67)
Essay: Amazing Ruins of Peru …………………………………………………………………… KOMIYA Shohei ( 78)
Articles: A Survey on Principle of Japan's Agricultural Policy ─ Concerning Rice Production ─
………………………………………………………………………………………ISHIKAWA Hiromasa ( 80)
On the "Evaluation of Administration" which is widespreading among Local Governments ─
A Case Study in ITABASHI Ward ─ ………………………………………………YAMAGUCHI Yuji ( 96)
Report: Chuetsu Great Earthquake and Problems facing the Revival from the Disaster of Middle
Mountainous Area ─ Focusing on the former Yamakoshi Village ( now a part of Nagaoka
City)─ ………………………………………………………………………………………SEKI Hirokichi ( 112)
Book Review: IMURA Kiyoko, The Japanese Economy ─ in the Midst of Chaos ……… TSURUTA Mitsuhiko ( 122)
SAITO Shigeo, The Movement of Modern Service Economics ……………………………… OSADA Hirosi (127)
KIKUCHI Hiroyuki, Formation and Dissolution of Corporate Groups ( Kigyo-Shudans)
─ A Study on Presidents' Clubs ( Shachokais) …………………………………………KANAMITSU Jun ( 133)
Editor's Note ………………………………………………………………………………………………………… (136)
Invitation to Contributions ……………………………………………………………………… (inside the front cover)
Invitation to join "SEIKEI-KENKYU" Society ………………………………………………… (inside the back cover)
No. 87

November, 2006

Contents

Foreword: Disguise Subcontract creeps into Universities …………………………………………… SAITO Masami ( 1)
Special Articles: Prospects for the Japanese Economy ( 6): How to realize New Phase and
Many Aspects of Contemporary Capitalism ……………………………………………… MORIOKA Koji ( 4)
Articles: Explanation for the Visiting of Yasukuni Shrine in the Study of International Law ……… SAITO Hiroshi ( 17)
Change of Taxation Principle from FAIR TAXATION PRINCIPLE considering the
Tax-Payable Ability to CORPORATION ACTIVATING PRINCIPLE ( Estimate of
Tax Revenue Increase resulting from Correction of Unfair Tax System ) …………TOMIYAMA Yasuichi ( 30)
Articles: Sweatshop Labor in China ─ A Study of Its Formation Mechanism ─ ………………………Guoli Yao (46)
The Russian Foreign Relation ─ Focused on Energy …………………………… ICHINOWATARI Tadayuki ( 59)
Articles: The Use Situation and Tasks for Community Bus ─ An Example of "Kurichan Bus"
groping for Activation in the Ritto City ─ ……………………………………………HORIUCHI Shigeto ( 74)
The Creation of the Whaling Regime and the Problem of Japanese Nonparticipation …… SANADA Yasuhiro ( 86)
Civilian Rescue after the Great Tokyo Air Raid ─ Analyzing "Survey on Civilian Rescue" by the
Center for Documenting the Tokyo Raids and War Damages ─ ………………YAMAMOTO Tadahito ( 99)
Book Review: FUKUSHIMA Hisakazu, Existence Structure and Dynamics of Modern Medium
and Small Enterprises …………………………………………………………………… KOTANI Hiroshi ( 111)
OISHI Yuji, The Truth of Hegel's Logics ……………………………………………………… SEKINE Iichiro (121)
Editor's Note ………………………………………………………………………………………………………… (128)
Invitation to Contributions ……………………………………………………………………… (inside the front cover)
- 146 -

Invitation to join "SEIKEI-KENKYU" Society ………………………………………………… (inside the back cover)
No. 88 May, 2007

Contents

Foreword: Viewpoints to see the gaps in Society ………………………………………………………… OISHI Yuji (1)
Articles: A Perspective on World Economic Development in Terms of Angus Maddison's
long-Term Statistics …………………………………………………………………………YAO Nobumitsu ( 3)
Deflation and Economics……………………………………………………………………… HARADA Minoru ( 20)
A study of the Evolution of Oversea Development ─ The Case of Caterpillar Mitsubishi ─
…………………………………………………………………………………………TOHARA Tomofumi ( 36)
Essay: Taking Good Care of University Students ………………………………………………… SAITO Hisahiko ( 48)
Articles: The analysis of the process of the end of the Cold War by Neorealistic Theory ─ The
new understanding of offensive realism ─ ……………………………………………………SATO Genki (49)
Poisoning case of former Russian spy Alexander Litvinenko and polonium …………… NOGUCHI Kunikazu ( 63)
The Policy of Air-raid Shelter in Japan …………………………………………………………… AOKI Tetuo (78)
Book Review: Thomas F. Mayer, Analytical Marxism, Japanese translation supervised by Hiroshi
Setooka, 2005……………………………………………………………………………………ITO Makoto (92)
Towards a Deep Reconsideration of the Market Economy and Capitalism ─ Makoto Itoh,
Capitalism in the era of Disillusionment, 2006 ─ ………………………………TSUKAMOTO Yasuaki ( 97)
Does Demand Curve not exist ?─ Akira Kudo, How to study economics, 2006 ─ ………KOTANI Takashi ( 111)
Editor's Note ………………………………………………………………………………………………………… (125)
Invitation to Contributions ……………………………………………………………………… (inside the front cover)
Invitation to join "SEIKEI-KENKYU" Society ………………………………………………… (inside the back cover)
No. 89

November, 2007

Contents

Foreword: A Great Leap of the World Economy in the Early 21st Century ……………………… KOMIYA Shohei ( 1)
Articles: On Electronic Money, Point Money and Imaginary Money ………………………… TATEBE Masayoshi ( 5)
Critique of Service Innovation …………………………………………………………………… ISAGAI Nobuo ( 20)
Canadian Acidification Diplomacy ……………………………………………………… TAKAHASHI Wakana ( 29)
A Study on New Entrants of Business Enterprise in an Age of Great Change ………………… MORI Shunya ( 44)
On the Property Taxation ─ In the Case of J.S. Mill ─ ………………………………………OHATA Satoshi ( 53)
On Inner Development Law in Communication Technology ………………………………… SAITO Masami ( 68)
Sources of IT Revolution ─ with Computer, the mechanization and intellectualization of
brain-neural system in production structure ─ ……………………………………………OHKUBO Ryoji ( 80)
Book Review: Teruaki Ebisawa, Theory of Marx on Future Society and Individual Persons
…………………………………………………………………………………………TOMIZAWA Kenji ( 96)
Hiroshi Iwashita, Public Policy toward Retailing in Britain and Japan ……………… MANABE Kazuyoshi ( 104)
Editor's Note ………………………………………………………………………………………………………… (120)
Invitation to Contributions ……………………………………………………………………… (inside the front cover)
Invitation to join "SEIKEI-KENKYU" Society ………………………………………………… (inside the back cover)
No. 90 May, 2008

Contents

Foreword: About The Ohara Institute for Social Research in Hosei University ……………………… AIDA Toshio ( 1)
Special Article: The Nature and The Historical Phase of Global Capitalism ………………… SHIBAGAKI Kazuo ( 3)
Introduction: The Gist and Significance of Pre-modern National Accounts Estimation ─ The
Work of Professor Angus Maddison ……………………………………………………… SAITO Osamu ( 15)
Article: The Spirit of the Japanese Constitution and Its Universalism ─ Re-reading the Article
Nine……………………………………………………………………………………………URATA Kenji ( 19)
The Mechanism of Determining the Interest Rate and the Natural Rate of Interest … TAKAHASHI Tsutomu ( 29)
A Study of Facts Premises on Rice Marketing under Customer Orientation ………… ISHIKAWA Hiromasa ( 43)
The Design for Economic System in Socialism …………………………………………… MURAOKA Itaru ( 55)
Special exhibition on Japan's fifteen years war at museums of regional history, and
establishment of new peace museums ……………………………………………… YAMABE Masahiko ( 65)
The Course to strengthen the "Japan-US Military Alliance" and Japanese Journalism …… KANAMITSU Kei ( 79)
Note: Abandoned Vehicles and the economic factors in Pohnpei, Federated States of Micronesia
………………………………………………………………………………………………NUKI Masahide ( 88)
Book Review: M. Datan, F. Hill, J. Scheffran, and A. Ware, Securing our Survival ( SOS) :
The Case for a Nuclear Weapons Convention ……………………………………… YAMADA Toshinori ( 98)
Shohei Komiya ( ed.), An Inspection of Ishihara's Administration for Tokyo ……………… SHIBATA Tokue ( 110)
- 147 -

The End of Capitalism in Global Economy ─ Critical Comment on Kiyoshi Okada,
Development of Capitalist Mode of Production ……………………………… KAMIYAMA Yoshiharu ( 116)
Book Guidance: Editorial Supervisor's Comments on Yoshikazu Yagi, Toyotaro Yuhki as the
Governor of the Bank of Japan ………………………………………………………… SAITO Hisahiko ( 129)
Editor's Note ………………………………………………………………………………………………………… (133)
Invitation to Contributions ……………………………………………………………………… (inside the front cover)
Invitation to join "SEIKEI-KENKYU" Society ………………………………………………… (inside the back cover)
No. 91

November, 2008

Contents

Foreword: Back to the Discipline ………………………………………………………………… KITADA Yoshiharu ( 1)
Special Article: Prospects for the Japanese Economy ( 8): Stagnation and Reincarnation of the
Japanese Economy ……………………………………………………………………TSURUTA Mitsuhiko ( 2)
Articles: A Study on Global Governance Theory …………………………………………… YOKOTA Masatoshi ( 19)
Machine System, Uncertainty, and Business Behaviour …………………………………… SEKINE Jun-Ichi ( 30)
The Controversy about K. Marx in Russia …………………………………………… KOHIYAMA Masakatsu ( 42)
A Supposition of Goods Market in Socialism = Communism ─ A suggestion of a new
concept (market production by "shared public property" about means of production ) ─
……………………………………………………………………………………KAWAKAMI Norimichi ( 54)
The Consideration of Modalshift from Trailer to Freightliner …………………………… HORIUCHI Shigeto ( 67)
A Feasibility of "LOHAS" on a Choice of Transportation Means ─ A study of content and
method of a transportation education ─ ……………………………………………………SAITO Motoo ( 82)
The Alteration of Accumulation Strategy of the Japanese Major Developers in the Period of
Structural Reform ─ Focused on J-REIT ( Japanese Real Estate Investment Trust) ─ ………IMAI Taku (98)
An Action of the Waste Reduction and a Finance of Local Self-governing Body ─ The Case
of Kamikatu City in Tokushima Pref.─ ……………………………………………YAMAGUCHI Yuji ( 111)
Book Review: Mitsugu Yoneda, The Japanese Government-led Measures for Resolving the
Financial Crises in the 1990s ……………………………………………………… MATSUMOTO Akira ( 126)
Editor's Note ………………………………………………………………………………………………………… (134)
Invitation to Contributions ……………………………………………………………………… (inside the front cover)
Invitation to join "SEIKEI-KENKYU" Society ………………………………………………… (inside the back cover)
No. 92

May, 2009

Contents

Foreword: 50 years since the Cuban Revolution ……………………………………………… TSURUTA Mitsuhiko ( 1)
Special Article: Labor Problems in Modern Japan ( 1): "The Diversification of the Employment
Pattern" and the various Problems of their Working Conditions …………………… OGOSHI Younosuke ( 2)
Articles: Can the United States Really Change under the Obama Administration ? …………… SETOOKA Hiroshi ( 17)
International Monetary Crisis, World Great Depression and Marxian Economic Theory
…………………………………………………………………………………………TATEBE Masayoshi ( 33)
Subprime Problem, World Financial Crisis, World Recession ─ Thinking about their causes,
characters and ways for solution ─ ………………………………………………………KOTANI Takashi ( 48)
Surplus, Distribution Theory and Capitalism ─ Dobb and Sraffa at Cambridge ─ …TSUKAMOTO Yasuaki ( 62)
A Study of Security Provisions in "The Global Constitution" from the point of view of
International Constitutionalism or Global Constitutionalism ……………………… YAMADA Toshinori ( 76)
The Civil Protection of the Civil Air-defence in Japan …………………………………………… AOKI Tetuo (87)
Book Review: Seiiti Akiyama, Masahiro Yoshida ( ed.), Dollar and Globalization, 2008 … MURAOKA Shunzo ( 102)
Tadasu Matsuo, Economics of "Emperor's New Clothes", 2008 …………………………… MORIOKA Koji ( 109)
Toshihisa USUI, Hiroshi ONISHI ( ed.), From A gap-widening society to The Mature Society,
2007 ……………………………………………………………………………………………ANEHA Aki ( 119)
Nick Tiratsoo, Takao Matsumura, Tony Mason, and Junichi Hasegawa, Reconstruction of the
Blitzed city in Japan and Britain, 2006 ………………………………………………… OHOKA Satoshi ( 126)
Editor's Note ………………………………………………………………………………………………………… (132)
Invitation to Contributions ……………………………………………………………………… (inside the front cover)
Invitation to join "SEIKEI-KENKYU" Society ………………………………………………… (inside the back cover)
No. 93

November, 2009

Contents

Foreword: On the conditions of Part-Time University Lecturers and Part-Time University
Teachers Union in the Tokyo area ………………………………………………………… SAITOH Masami ( 1)
Article: Come Back of the World Great Depression ? …………………………………………………… BABA Hiroji ( 5)
- 148 -

Special Article: Labor Problems in Modern Japan ( 2): A Transformation of Labor Process
through Information and Communication Technology …………………………………… FUJITA Minoru ( 19)
Articles: War and Democracy in Athens ─ Classical Political Theory of International Relations ─
…………………………………………………………………………………………KITAMURA Osamu ( 34)
Unsustainability of Modern Capitalism and New Socio-Economic System ……………… OHSHIMA Shigeo ( 47)
Memory: The Life and Works of Prof. Eiichi Eguchi ………………………………………………… OHSU Shinji ( 59)
Articles: Integrating R&D into the Strategic Management Process ………………………… TOHARA Tomofumi ( 60)
"Science" "Literacy" in Japan …………………………………… TERAUCHI Mamoru / TERAUCHI Kaede ( 71)
Decision of quantity of Value and the Transformation Problem ─ Rationality and Irrationality
in Bortkiewicz-Sweezy's equation ─ ………………………………………………………OHKUBO Ryoji ( 79)
Report: «A Lecture at the Bradford University» From "Remembrance of History" to Conciliation
and Peace ─ Uninterruptedly having been telling the TOKYO BOMBING ─ …SAOTOME Katsumoto ( 94)
Book Review: Mitsuhiko Tsuruta, The Global Capitalism and the Japanese Economy ………… YAO Nobumitsu ( 99)
Seiichi Nagashima, Contemporary Marxian Economics …………………………… KIKUMOTO Yoshiharu ( 105)
Yoshiharu Kikumoto et al., Economics ─ Explaining the Japanese Economy ……………… UNNO Yahiro ( 112)
A New Step Towards the Global Historical Research on Aerial Bombing ─ A History of
Aerial Warfare by Toshiyuki Tanaka and A History of Aerial Bombing by Shin-ichi
Arai ─ ………………………………………………………………………………………KIDO Ei-ichi ( 120)
Editor's Note ………………………………………………………………………………………………………… (130)
Invitation to Contributions ……………………………………………………………………… (inside the front cover)
Invitation to join "SEIKEI-KENKYU" Society ………………………………………………… (inside the back cover)
No. 94

June, 2010

Contents

Foreword: 20th Century Socialism and World Market …………………………………………… KOMIYA Shohei ( 1)
Articles: The Latest Phase of State Monopoly Capitalism and its Future ……………………… TATEBE Masayoshi ( 3)
Integration and Development of Theories of Economic Crisis ………………………………… UNNO Yahiro ( 18)
The world economic crisis ─ Stop of capital accumulation and bubble ─ …………………OKADA Kiyoshi ( 33)
Special Article: Labor Problems in Modern Japan ( 3): A New Turn by the Collapse of
Neo-liberalism, and Trade Union Movement …………………………………… HASEGAWA Yoshikazu ( 46)
Articles: A Study of How to Inspect Rice Distribution Channel in Japan ─ Perspective of
Stabilization of Food Supply, and Fair trade ─ ……………………………………ISHIKAWA Hiromasa ( 59)
Development of Wind Energy in China …………………………………………………………… Xiaoli TIAN (73)
Evaluation of the international cooperation on climate change ……………………… NAKASHIMA Kiyotaka ( 88)
French Republicanism without Toleration of Culture ─ A Problem with Headscarves and
Laicité ─ ……………………………………………………………………………KITAMURA Minoru ( 101)
The Air-raid to Tohoku ( North-eastern) Districts by Planes of the U.S. Navy in the Last
Period of Asia-Pacific War ─ The Case of Syonai and Mogami Area ( Yamagata
Prefecture) on 10 August 1945 ─ ……………………………………………………………AOKI Tetuo (114)
Editor's Note ………………………………………………………………………………………………………… (127)
Invitation to Contributions ……………………………………………………………………… (inside the front cover)
Invitation to join "SEIKEI-KENKYU" Society ………………………………………………… (inside the back cover)
No. 95

December, 2010

Contents

Foreword: Plans for the University Future ─ Steady Efforts to the Education Reform ─ ………SAITO Hisahiko ( 1)
Articles: Ongoing World Economic Crisis Already Explained by Capital in 1867 and by
Imperialism in 1917 …………………………………………………………………………ONISHI Hiroshi ( 3)
The Demand for Money and the Bank Credit in an Economic Crisis ─ From the Distinction
between the Advance of Means of Circulation and the Advance of Capital ─ ………MIYATA Korefumi ( 9)
Obituary: Angus Maddison, an economic historian ………………………………………………… SAITO Osamu ( 23)
Special Article: Labor Problems in Modern Japan ( 4): Minimum Cost of Living as a Policy
Standard ……………………………………………………………………………………IWATA Masami ( 27)
Articles: Marx and Engels on Shortening the Period of Cycles ………………………………… IWASHITA Yushi ( 36)
Marx's letter to Zasulich and what history shows …………………………………………… KOMIYA Shohei ( 48)
Essay: My Takashima Zen-ya …………………………………………………………………… KITADA Yoshiharu ( 61)
Articles: A new approach to social cost theory ─ a contemporary application of cost burden
system by K.W. Kapp ─ …………………………………………………………SAKAMOTO Masahide ( 63)
Formula of conversion into production-prices concerning with the theory of the conformity of
two total sums ─ An examination of Ohkubo, Ryoji's Consistency theory value
- 149 -

calculation and price calculation ─ ……………………………………………………KAUDA Toshihide ( 77)
The Law of Value and The Price of Production of Commodities ─ Bortkiewicz-SweezyAdjustment equation and Inverse transformation equation ─ ……………………………OHKUBO Ryoji ( 88)
Tasks for the Modalshift from Trucks to Long-course Ferryboats ………………………… HORIUCHI Shigeto ( 96)
The activities on the nuclear non-proliferation in the research institute of atomic energy in
1970s ─ The hostility of the manager of Japan Atomic Energy Research Institute against
its Labour Union on the plea of physical protection of nuclear materials and a
reconciliation at the Labour Relations Commission ………………………………… ICHIKAWA Fujio ( 111)
Book Reviews: MORIOKA Koji, Era of greedy Capitalism and its conclusion, 2010 ……… SHIGETA Sumio ( 124)
SUGIMOTO Yoshio, Global Industry and World Market Price, 2009 ………………………… ICHII Akira ( 130)
TAKAHASHI Tsutomu, Market and Crisis, 2009 ……………………………………… TANIMURA Tomoki ( 140)
Editor's Note ………………………………………………………………………………………………………… (147)
Invitation to Contributions ……………………………………………………………………… (inside the front cover)
Invitation to join "SEIKEI-KENKYU" Society ………………………………………………… (inside the back cover)
No. 96

June, 2011

Contents

Foreword: Our vow and declaration confronting The Great East Japan Earthquake ……… YAMAGUCHI Takashi ( 1)
Articles: Unstable Middle-Class Citizens in the U.S. Off-Year Election of 2010 ─ On the Ideal of
National Foundation and the Utility-Value Theory ─ …………………………………SETOOKA Hiroshi ( 2)
A Historical Review of the ICT Revolution ……………………………………………… NOGUCHI Hiroshi ( 15)
The theoretical examination for care work ……………………………………………………… ABE Hiroyuki ( 29)
Special Article: Labor Problems in Modern Japan ( 5): Can the JTUC-RENGO- Movement get up
to a "social barricade" ? ─ a challenge to changing its fundamental attitude and
reforms in organizations and movements of major enterprise-unions ─ …………SERIZAWA Hisayoshi ( 43)
Articles: Are there any Miracles in the World of Money and Finance ? ─ an Criticism on the
Kotani's Proposal to erase National Bonds ─ ………………………………………TATEBE Masayoshi ( 59)
Reply to Tomoki TANIMURA's Review of Market and Crisis ……………………… TAKAHASHI Tsutomu ( 73)
Essay: Dissolution and reconstruction of Nippon Columbia Co., Ltd.─ How did Ripplewood
Holdings manage ? ─ ……………………………………………………………YAMAGUCHI Takashi ( 82)
Articles: Chinese Small Business Financing and the Failure of Relationship Banking Formation ……… Lijun Fan (84)
Financing for Global Warming ……………………………………… ANADA Yasuhiro / IGUCHI Masahiko ( 96)
A Study on Global Environmental Governance ………………………………………… YOKOTA Masatoshi ( 108)
An Analysis of Use of the Legislative Supporting Agencies …………………………………… MAKITA Jun (119)
Book Reviews: IWATA Masayuki, Collapse of 20th Century and Yugoslavian Civil War, 2010
………………………………………………………………………………………TSURUTA Mitsuhiko ( 134)
NAGASHIMA Seiichi, Ecological Marxian Economics …………………………… YOKEMOTO Masafumi ( 141)
TATEBE Masayoshi, The Financial Policy of the Bank of Japan in the Financial Crisis
………………………………………………………………………………………MATSUMOTO Akira ( 146)
ARII Yukio, How did Marx think of Capital ? ─ Principle for Social Rebirth and
Contradiction of Capitalism on the Basis of Alienated Labour ─ ……………YAMAMOTO Takanori ( 154)
Editor's Note ………………………………………………………………………………………………………… (159)
Invitation to Contributions ……………………………………………………………………… (inside the front cover)
Invitation to join "SEIKEI-KENKYU" Society ………………………………………………… (inside the back cover)
No. 97

December, 2011

Contents

Foreword: Universities of These Days ………………………………………………………… KITAMURA Minoru ( 1)
Urgent Special Articles: On the East Japan Great Disaster ( 1): Consideration about the
damage situation of The East Japan Great Earthquake …………………………………… AKAMA Taeko ( 3)
Consider The Renewable Energy Business for The Earthquake Disaster Reconstruction ─
Potentialities and Issues of Use of Money Held by Locals ─ …………………………DAIMON Shin-ya ( 17)
To Our Readers: On the Start of INSTITUTE OF POLITICS AND ECONOMY ( Seiji-Keizai
Kenkyujo) as "Public Interest Foundation" ……………………………………… YAMAGUCHI Takashi ( 29)
Articles: Historical Transformation of Japanese Farm-structure and Policy Task …………………… FUEKI Akira ( 30)
A Reconfirmation of the Present Situation about Rice Stocks in Japan, concerning Tohoku
Earthquake (March 11, 2011) ………………………………………………………ISHIKAWA Hiromasa ( 43)
A Critical Assessment of Transaction-Cost Economics ─ A Comparison with Das Kapital
Vol.1 by Marx ─ …………………………………………………………………………SEKINE Jun-Ichi ( 57)
Neo-liberalism and Japanese-style "Welfare Society" in Japan …………………………… WATANABE Arata ( 69)
- 150 -

There are many "Miracles" in the World of Money and Finance ─ Reply to Mr. Tatebe's
Criticism of my Proposal to erase Over-accumulation of Government Bonds ─ ………KOTANI Takashi ( 83)
Note: Constructivism and Changes in International Politics ─ from Exclusive to Complementary
Relations between the "Logic of Consequence" and the "Logic of Appropriateness"─ ………ABE Yuki (97)
Book Reviews: KIKUMOTO, NISHIYAMA, ITO, FUJIWARA, SAITO, YAMAGUCHI,
TOMONO, Structure and Contradictions of Globalized Economy ……………… NAKATANI Takeshi ( 109)
USUI Toshimasa, Human Rights, Morality and Democracy in a Mature Society …… KITAMURA Minoru ( 118)
Editor's Note ………………………………………………………………………………………………………… (126)
Invitation to Contributions ……………………………………………………………………… (inside the front cover)
Invitation to join "SEIKEI-KENKYU" Society ………………………………………………… (inside the back cover)
No. 98

June, 2012

Contents

Special Article: History of Establishment of INSTITUTE OF POLITICS AND ECONOMY ( Seiji
Keizai Kenkyujo) ………………………………………………………………………WATANABE Arata ( 1)
Urgent Special Articles: On the East Japan Great Disaster ( 2): Financial Measures in one
year after the Great East Japan Earthquake ─ Focusing on Lending of Financial
Institutions to Small and Midsize Businesses Damaged by the Earthquake ─ …………SAITO Hisahiko ( 25)
Fukushima and the "Occupy Wall Street" Movement ─ The Beginning of a New Global
Social Movement ─ …………………………………………………………………………GOTO Nobuyo ( 41)
Articles: Structure and Future of 21st Century Type Global Economic Crisis ……………… TATEBE Masayoshi ( 52)
The Underwriting of o.1% Interest 100 years Government Bond by the Bank of Japan makes
the Earthquake Disaster Revival and the Fiscal Reconstruction possible ……………… IWASHITA Yushi ( 66)
What We Must Know Now ─"Science Literacy" for Radiological Protection ─
…………………………………………………………………TERAUCHI Mamoru・TERAUCHI Kaede ( 78)
Three Dimensions in Marx's Theory of Reification ……………………………………………… SASAKI Ryuji ( 93)
Transformation of Japanese Attitude toward International Politics ─ Exploring Multifaceted
Attitudes through the Text Mining Method ─ …………………………………………FUJITA Taisuke ( 107)
Reports: Estimation for Power Supply and Demand Balance in the summer of 2011 and 2012,
and Effective Saving for Peak Load and Total Power Consumption ……………… UTAGAWA Manabu ( 122)
"Museums for Peace" & "War Exhibitions for Peace" in NHK Archives ……………… YAMABE Masahiko ( 133)
Book Review: Research Committee on Society in the 21st Century ( ed.), The Path to Desirable
Society in the 21st Century ……………………………………………………………… YAO Nobumitsu ( 147)
Editor's Note ………………………………………………………………………………………………………… (154)
Invitation to Contributions ……………………………………………………………………… (inside the front cover)
Invitation to join "SEIKEI-KENKYU" Society ………………………………………………… (inside the back cover)
No. 99

December, 2012

Contents

Foreword: It is lucky to research on small and medium-sized enterprises …………………………… AIDA Toshio (1)
Urgent Special Article: On the East Japan Great Disaster ( 3): Science-Technology and Ethics,
with regard to Nuclear Power Plant …………………………………………………… KITAMURA Minoru ( 3)
Articles: The split of the movement for prohibition against atomic and hydrogen bombs in Japan
─ From the resumption of hydrogen bombs test by USSR, to the 8th world meeting
(1961.9-1962.8) ─ ……………………………………………………………………………AOKI Tetsuo ( 18)
The Logic of Service Sector value-creating theory, grounded on Concept of Useful-Effect and
Lack of labor-subject ………………………………………………………………………ISAGAI Nobuo ( 33)
The analysis for skills in interpersonal service labor …………………………………………… ABE Hiroyuki ( 46)
German Initial Public Offerings and Universal Banks as Underwriters ………………… MITAMURA Satoshi ( 60)
Labour value theory and Dialectical materialism ……………………………………………… OHKUBO Ryoji ( 78)
Special Contribution: Newly Discovered Negatives of the Tokyo Raids ─ Broadcast by NHK
this spring ─ …………………………………………………………………………KATAYAMA Atsushi ( 93)
Criticism: Theoretical Problems to be against Mainstream Economics on the Nuclear Crisis …… ONISHI Hiroshi ( 98)
Book Reviews: Mori Akira, Business Accounting in the Russian Federation ─ Accounting,
Auditing and Taxation ─ …………………………………………………………YAMAGUCHI Takashi ( 104)
Editor's Note ………………………………………………………………………………………………………… (112)
Invitation to Contributions ……………………………………………………………………… (inside the front cover)
Invitation to join "SEIKEI-KENKYU" Society ………………………………………………… (inside the back cover)

- 151 -

No. 100 June, 2013

Contents

Foreword: Seikei-Kenkyu No.100 ─ Contents of No.1 〜 No.100 ─ …………………………KOMIYA Shohei ( 1)
Urgent Special Article: On the East Japan Great Disaster (4): The issues on revitalization
after the Great East Japan Earthquake ─ A critique of Abenomics ─ ……………OKADA Tomohiro ( 3)
Articles: Guidelines of the Japanese Economy in 21st Century ……………………………… TSURUTA Mitsuhiko ( 16)
Problems of the Modern Marxian Economics …………………………………………… TATEBE Masayoshi ( 31)
The Issue of Japanese Government Bonds in Recent Years ─ From the Viewpoint of the
Credit and Financial Confidence ─ ………………………………………………………SAITO Hisahiko ( 44)
From Internationalization of Constitutional Law to Constitutionalization of International Law
─ Does International Law construct what sort of Global Constitutionalism ? ─ …………URATA Kenji ( 60)
A study on Louis Harts' “Fragment Thesis” in relation to property and property rights in
Newly Settled Regions. ………………………………………………………………… ISAKA Tomonori ( 76)
Book Reviews: Nobumitsu Yao, The World Economy and Japan in the 21st Century
─ A longrun Perspective on 1950-2050 ( Koyoshobo, 2012. Dec) ………………………ITOH Makoto ( 90)
Ishikura Masao, Theories of monetary economy and capital accumulation ( Otsukishoten, 2012.
Sep) …………………………………………………………………………………MATSUMOTO Akira ( 96)
Contents of the SEIKEI-KENKYU from No.1 (August 1960) to No.100 (June 2013) ………………………… (103)
Editor's Note ……………………………………………………………………………………… SAITO Hisahiko ( 153)
Invitation to Contributions ……………………………………………………………………… (inside the front cover)
Invitation to Join "SEIKEI-KENKYU" Society ……………………………………………… (inside the back cover)

- 152 -

下の復興政策と第 2 次安倍内閣の復興政策を
編

集

後

批判的に考察し、地域再生の基本方向を展望

記

している。
△…『政経研究』は、財界に依存しない非営

△ … 「 論 文 」 で は 、「 21 世 紀 日 本 経 済 の 針

利の民間学術機関である財団法人（現在は公

路」を考察した論文と「経済学の現代的課

益財団法人）政治経済研究所の発行する学術

題」を考察した論文という、現代の経済的課

刊行物である。また本誌は、本研究所関係者

題を広範で根源的な視座から検討した論文 2

以外の研究者にも広く発表の機会を開き、研

本をはじめに掲げている。第 100 号にふさわ

究成果を広く公開している、公益目的の学術

しい論文を掲載できたのではないかと考えて

雑誌でもある。本誌は幅広い読者を対象とし

い る 。 次 い で 、「 近 年 に お け る 日 本 国 債 発

て、学術的価値の高い論文を発表することを

行」を信用と財政信認の視点から究明した論

重視しており、特に根源的な問題提起、現代

文を配列した。本号では「憲法の国際化から

社会に対する理論的、実証的、政策的問題提

国際法の憲法構成へ」という、国際法に関す

起を行う論文の公表に力を注いでいる。また

る論文も収録した。最後の論文は、若手・中

本誌は、政治・経済・産業・社会等の実態に

堅研究者が執筆したもので、本国における一

関する調査報告も掲載することとしている。

断片が全体から切り離されて新定住地域に持

△…本誌は本号で第 100 号を迎えることとな

ち込まれた際に、それが新定住地域に与える

った。これを記念して、本号の「巻頭言」に

影響を、土地制度の関連から検討したもので

おいて、創刊号から第 100 号までに掲載され

ある。

た文献の変遷過程について述べることとした。

△…本誌は「書評」も重視している。本号の

また、本誌の総目次を本号に収録することと

「書評」は「21世紀の世界経済と日本」およ

した。これらによれば、本誌の内容が多彩で

び「貨幣経済と資本蓄積の理論」に関するも

あったこと、本誌の特徴は、本研究所の調査

のである。

研究報告を発表する機関誌的性格から幅広い

△…本号には本研究所関係者および外部の者

読者を対象とする学術研究誌的性格へと重点

が執筆している。前者について言えば、小宮

が移行してきたことが明らかとなる。

氏は本研究所理事、鶴田氏は監事、齊藤は理

△…現在、本研究所の刊行する『政経研究時

事、浦田氏は憲法研究室長、松本氏は研究会

報』に時事的論文が発表されている。とはい

員である。

え、本誌の有していた現状分析的性格は、現

△…今日、我が国の当面する政治・経済・社

在も、本誌が「巻頭言」や「臨時連載特集」

会・文化の当面する問題は多様かつ深刻であ

を掲載することで残されている。

り、問題発見、問題解決を科学的に検討する

△…本研究所では、『政経研究』に分量など

本誌の役割、責任は極めて大きいといえよう。

の理由により掲載できない論文や論点整理等

伝統ある本誌を社会的影響力のある学術雑誌

の中間報告的論文や翻訳などの掲載、タイム

として充実させていきたい、と私は考えてい

リ ー な 論 文 発 表 を 行 う 場 と し て 『 Seikeiken

る。このためには優れた書き手の投稿が必要

Research Paper Series』を発行している。これ

である。それを歓迎するとともに、そのよう

は『政経研究』を補完するものといえよう。

な書き手を発掘する努力も必要であろう。

△…本号では、「巻頭言」や「総目次」のほ

△…本号では実現できなかったが、「調査報

か、臨時連載特集 1 本、論文 5 本、書評 2 本

告」を次号にはぜひとも掲載したいものであ

を収録した。「臨時連載特集」では、東日本

る。

大震災の教訓を踏まえたうえで、民主党政権
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