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第 1号《1990 年７月》
グローバル経済の分析視点 佃　　 近雄
中国における改革・開放と社会主義一党支配体制 渡辺　 利夫
ユニークなシンクタンクを目指して 佐々木　 潤
充実した研究活動の継続を 坂本　 正弘
離陸する国際貿易投資研究所 永田　 雅啓
アジア NIESの輸出はなぜ停滞してきたか 石井　 一生
ボーダーレス・エコノミー時代の日本の課題を考える 田中　 友義
トリプルＴ革命の時代 長坂　 寿久
進むマレー半島の NICs化と日本の役割 青木　　 健
ＩＴＩセミナー報告― 1992年 EC市場統合の新段階 事 務 局
EC企業の市場統合化戦略と産業再編成の動向 田中　 友義
ドイツ統一と新段階の EC統合 佃　　 近雄

第 2号《1990 年 10 月》
ポスト・ヤルタへ向けて 坂本　 正弘
東欧への旅で考えたこと 佃　　 近雄
ドイツ統一と変化する欧州の勢力均衡 田中　 友義
EC92年の交差する期待と不安 青木　　 健
民主主義国の証明としてのフィランソロピー・セクター 長坂　 寿久
日本の通商制度・取引慣行の不透明性 立川　 昌介
米国の Tolerable Deficit（許容可能な経常赤字） 永田　 雅啓
南北朝鮮の経済交流を考える 石井　 一生

第 3号《1991 年 1 月》
民族自決の諸様相 佐々木　 潤
高まるベトナムへの関心 菊谷　 忠治
ITIセミナー報告―日米の新しい経済補完関係 事 務 局
世界の変動と日本経済 坂本　 正弘
日米経済の新しい補完関係 永田　 雅啓
米墨自由貿易協定の背景とその行方 石井　 一生
サッチャー退陣、一つの時代の終わり 田中　 友義
エグゼクティブ雇用に苦悶する日系企業 長坂　 寿久
Growing  Pains 青木　　 健

第 4号《1991 年 4 月》
供給能力のグローバル化 小林　　 進
動き出した環日本海経済圏構想 田中　 信世
中国のセミナーで 佐々木　 潤
92年統合を目前に､欧州を覆う挫折感 田中　 友義
難局打開成るか､ 90年代の中南米 石井　 一生
日本企業が直面する国際エクセレント・カンパニーへの道 長坂　 寿久
アジア局地経済圏の生成 青木　　 健
米国における企業内貿易 (1)  ―輸出面 永田　 雅啓
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経済構造調整と生保の役割 三浦　 洋揮
What's the “BIS” ? 小松　 正己

第 5号《1991 年 7 月》
激動期の欧州 坂本　 正弘
中国の証券市場 小林　　 進
英国の日系企業を訪ねて 佐々木　 潤
日本脅威論の背景― EC統合を控え､産業ナショナリズムの台頭 田中　 友義
マルチカルチュラル・アメリカ 長坂　 寿久
米国における企業内貿易 (2)  ―輸入面 永田　 雅啓
金融制度改革と独禁法のジレンマ 小松　 正己
米国はなぜ EAEGに反対するのか 青木　　 健

第 6号《1991 年 10 月》
世紀末の意味するもの 佐々木　 潤
経済はソ連邦維持の結節点に成りうるか 土屋　 昌也
スウェーデン社民党､選挙に敗退､福祉国家の終焉か 篠井　 保彦
フランス政治・経済外交のジレンマ 田中　 友義
ASEANの野心―先進国入りを目指すマレーシア 青木　　 健
米国における企業内貿易 (3)  ―貿易相手国に見た特徴 永田　 雅啓
世界の直接投資統計を読む―マニュアルを作成して 長坂　 寿久
対日直接投資再考 小松　 正己

第 7号《1992 年 1 月》
日米経済関係にみる市場と国家 小林　　 進
市場の限界と国際金融システム 長谷川 聰哲
マーストリヒトと合意の意味 田中　 友義
地球統合こそ世界の流れ ? 篠井　 保彦
外国人雇用は慎重に 青木　　 健
日本の貿易黒字拡大の意味 永田　 雅啓
国際人流時代の新しい移民政策 長坂　 寿久
米国の金融制度改革法案と「外銀条項」 小松　 正己
日本企業による海外モニュメント資産買収 白石　 雅信

第 8号《1992 年 4 月》
アメリカ第一主義の健全性 坂本　 正弘
成長ダイナミズムの南下と 31の壁―インド､アセアン諸国を旅して 田中　 拓男
冷戦後の欧州新秩序形成の鍵を握るドイツ 田中　 友義
熱の冷めた欧州統合の動き 篠井　 保彦
アジア的経営とは何か 長坂　 寿久
ASEANの課題 青木　　 健
立ち上がる米国の地域経済 永田　 雅啓
米国反トラスト法の域外適用 小松　 正己
ジョブ・ホッピングにどう対応するか―シンガポールの日系企業 白石　 雅信

第 9号《1992 年 7 月》
NAFTAのなかのカナダ 佐々木　 潤
アメリカのシンク ･タンク 小林　　 進
国家主義と補完性原則について 田中　 友義
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郊外国家アメリカの都市問題 長坂　 寿久
難航する欧州統合への再スタート 篠井　 保彦
進む日本の製品輸入構造変化 青木　　 健
アジア太平洋地域における自由貿易地域形成の意味 永田　 雅啓
競争と共生に関するいくつかの疑問 小林　 正己
資本ストックヴィンテージの日米比較 白石　 雅信

第 10 号《1992 年 10 月》
NAFTAに潜む政治性 佐々木　 潤
中韓国交樹立 小林　　 進
エリートによる､エリートのための欧州統合への警鐘 田中　 友義
ベビーブーマーの新たな登場―その政治的意味 長坂　 寿久
世界的な生産過剰？ 篠井　 保彦
外資企業の定着性 青木　　 健
米国の経常収支不均衡と貯蓄･投資バランス（その 1） 永田　 雅啓
自治体の危機意識が生み出すもの 三根 伸太郎
日・米・独製造業の産業競争力 白石　 雅信

第 11 号《1993 年 1 月》
アメリカの強さと弱さ 坂本　 正弘
電子産業における付加価値シフトと日本企業の競争力 長坂　 寿久
再び欧州悲観主義時代の到来か 田中　 友義
今後の欧州統合 篠井　 保彦
AFTA創設とその利益の帰属性 青木　　 健
企業の戦力的提携と競争政策 小松　 正己
日・米・独製造業の産業競争力 (2) 白石　 雅信
自動車産業のニーズとカーアイランド九州 三根 伸太郎
米国の経常収支不均衡と貯蓄･投資バランス（その 2） 永田　 雅啓

第 12 号《1993 年 4月》
ワンダラー・ブラウス問題を振り返る 小林　　 進
進むアジア太平洋地域の内部変化―強まる市場統合の動き 青木　　 健
仏独枢軸の行方 田中　 友義
リストラを進める在米日系企業 長坂　 寿久
危機に瀕する自由貿易体制 篠井　 保彦
アジアにおける域内製品貿易拡大の意義 山崎　 恭平
地方自治体への外資系企業誘致支援 三根 伸太郎
日本自動車産業の労働コストと生産性― ITIプロジェクト「国際産業競争力分析」より 白石　 雅啓
円高と日本の貿易黒字問題 永田　 雅啓

第 13 号《1993 年 7月》
補完性原理にしばられる ECの産業政策 小林　　 進
NAFTAはどこへ行く 佐々木　 潤
再び欧州動脈硬化症か 田中　 友義
2000年へ向けての日本の繊維産業の直接投資の方向 長坂　 寿久
世界の政治情勢の大きなうねり 篠井　 保彦
華人系資本とアジア経済圏の生成 山崎　 恭平
バブル経済の崩壊と日米M & A 三根 伸太郎
次期マグネチックプレイス―「アジア最後の大市場」ベトナム 青木　　 健
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直接投資効果による日本の貿易構造変化 永田　 雅啓

第 14 号《1993 年 10 月》
バタムでスキヤキを食べる 小林　　 進
世界に広がる“規制緩和・民営化”の潮流 井上 隆一郎
「欧州連合｣棚上げ論 田中　 友義
世銀の東アジア経済評論と開発路線の方向 菊谷　 忠治
メリーランド大学計量経済モデルについて 篠井　 保彦
成長のスピードと投資環境の変化 山崎　 恭平
アジアと日本のリストラの構図 三根 伸太郎
アジア太平洋地域の統合化をめぐる新しい動き 青木　　 健
地域別価格指数､数量指数から見た日本の貿易動向 永田　 雅啓

第 15 号《1994 年 1月》
NAFTA成立とメキシコ 佐々木　 潤
歴史的転換をした APEC 青木　　 健
欧州：雇用元年 田中　 友義
産業関連表を組み込む経済モデル 篠井　 保彦
アジア成長圏と南西アジア諸国 山崎　 恭平
サポーティング産業育成は選別的に（ASEAN諸国） 菊谷　 忠治
本社機能の立地要因（情報要因の策引力） 竹政　 光繁
地域商工会議所による海外拠点の設置 安藤　 智洋
米国の経済回復の地域跛行性 永田　 雅啓

第 16 号《1994 年 4月》
アイデンティティを求める台湾 小林　　 進
アジアでの裾野産業育成への期待 井上 隆一郎
ブロッキング ･マイノリティー 田中　 友義
アジアへの直接投資は利益の源泉になりうるか 菊谷　 忠治
香港とシンガポール―その競合と相互｣補完 山崎　 恭平
NIESへの外資進出､シンガポールが突出 浅海　 信行
現代の高度情報化社会―マルチメデイア社会の到来 竹政　 光茂
権限委譲と包括提携の欧米企業のアジア戦略 三根 伸太郎
機会を中心とした貿易指数から見た 93年の貿易動向―円高への対応と産業空洞化 永田　 雅啓

第 17 号《1994 年７月》
WTOにおける貿易と労働 佐々木　 潤
円高と産業空洞化 小林　　 進
発展途上国のサービス貿易―その開発への一考察 山崎　 恭平
似て非なる日系､ 欧州､ 企業のアジア戦力―だが､中国では戦力に類比も､ 両者角逐か 菊谷　 忠治
外資の対 ASEAN進出､環境｣悪化で低迷 浅海　 信行
米国自動車産業の国際競争力 竹政　 光茂
ASEAN自動車国際化政策の課題 安藤　 智洋
ポスト・ドロール 田中　 友義
強まる日本経済の輸出化 青木　　 健
対中国貿易の実態―輸出入数量指数から 永田　 雅啓

第 18 号《1994 年 10 月》
NAFTAの生む制約 佐々木　 潤
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米台関係の新展開 小林　　 進
逼迫する東アジアのエネルギー供給 榊原　 芳雄
｢華僑｣｢印僑｣｢越僑｣ ―その経済統合へのインパクト 山崎　 恭平
産業関連ダイナミックモデルの構築 篠井　 保彦
｢産業空洞化｣ への日本企業の見解と対応 菊谷　 忠治
対中投資ブームの陰でトラブルも 浅海　 信行
世界の直接投資統計の諸問題 安藤　 智洋
マルチ・スピードの欧州統合 田中　 友義
進むアジア太平洋地域での貿易の地域化 青木　　 健
米国ドルは Sustainableか ? 永田　 雅啓

第 19 号《1995 年１月》
めざましい上海の都市改造 小林　　 進
95年の欧州を展望する 田中　 友義
FTAAをめぐる状況 佐々木　 潤
生産力を増強する韓国主要産業 榊原　 芳雄
空洞化論議に欠ける視点 山崎　 恭平
対日直接投資をどう考えるか 菊池　 忠治
産業関連ダイナミックモデルの構築 篠井　 保彦
アジアへの生産シフトで激変する貿易構造 浅海　 信行
日本の海外投資と｢産業空洞化｣を考える 竹政　 光茂
NAFTAの南下と西漸―みえてきた米国の戦略 青木　　 健
94年の対米貿易構造の変化 永田　 雅啓

第 20 号《1995 年４月》
対中投資警戒論 小林　　 進
2年目に入った NAFTA 佐々木　 潤
インドネシアの危機管理 榊原　 芳雄
米国の投資統計にみる見識 山崎　 恭平
最近の日本経済にみる｢合成の誤謬｣ 菊谷　 忠治
産業関連ダイナッミクモデルの構築―中間投入係数の推計 篠井　 保彦
在 ASEAN日系企業は生産シフトを志向 浅海　 信行
ミャンマーの経済自由化と民主化問題 安藤　 智洋
ポスト・ミッテランとパリ・ボン枢軸 田中　 友義
「まぼろしのアジア経済」の読み方 青木　　 健
94年の中国のマクロ経済―直接投資と為替の効果 永田　 雅啓

第 21 号《1995 年７月》
北朝鮮のコメ不足に垣間みる中国の食糧事情 小林　　 進
日本企業の海外進出による国内経済への影響 竹政　 光茂
NAFTAを支える TEX-MEX 佐々木　 潤
新たな展開をみせる対日投資 榊原　 芳雄
人に体化された技術とその移転 山崎　 恭平
産業関連ダイナミック・モデル 篠井　 保彦
賃金の比較優位から ASEAN投資が復活 浅海　 信行
ASEAN域内協力の深化と今後の課題 安藤　 智洋
EU改革は何をめざすのか 田中　 友義
｢局地経済圏｣ の要因と機能 青木　　 健
日本は超円高か ? 永田　 雅啓
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第 22 号《1995 年 10 月》
技術の｢馬跳」は発展の捷径ありうるか 佃　　 近雄
混迷する FTAAの前途 佐々木　 潤
環境保全とエコ・ビジネス 鶴田　 英夫
ASEANの自由化とフィリピン対応 榊原　 芳雄
インド洋を超える東アジア生産網 山崎　 恭平
アジアに広がる BOT方式の活用 田中　 彰夫
第 4回 INFORUM会議について 篠井　 保彦
進展する日本の産業内貿易 安藤　 智洋
アジアに急接近する欧州 田中　 友義
内外価格差是正とデフレ現象 白川　 一郎
「自己組織化」を図る ASEAN 青木　　 健
APECの自由化プログラムの経済効果 永田　 雅啓

第 23 号《1996 年 1月》
Maddisonの金文字塔に寄せて 佃　　 近雄
96年の日本経済を占う 白川　 一郎
NAFTA通貨の将来 佐々木　 潤
「LCA」と「グリーン GDP」への方向転換 鶴田　 英夫
日本企業の AFTA戦略 榊原　 芳雄
南米とインドを見聞して 山崎　 恭平
世界に広がる新興投資市場 田中　 彰夫
米国と在外米系企業の貿易 安藤　 智洋
新太西洋宣言の調印と米欧関係 田中　 友義
好調マレーシア経済の内包する危機 青木　　 健
経済相互依存の深化と通貨統合 永田　 雅啓

第 24 号《1996 年 4月》
｢ドイツ・モデル｣のゆくえ 佃　　 近雄
大気環境質の改善に苦悶する中国 鶴田　 英夫
違いをみせる対日投資戦略 榊原　 芳雄
ガンガー・アクション・プラン 山崎　 恭平
JIDEAモデル：貯蓄・失業率スタビライザーの組み込み 篠井　 保彦
フランスにおける空洞化論の展開 豊永　 真美
英国の対アジア直接投資 安藤　 智洋
2002年のシナリオ 田中　 友義
アジアの｢長期的経済成長率｣ 青木　　 健
ドイツの空洞化問題 白川　 一郎
1995年の日本の貿易構造変化 永田　 雅啓

第 25 号《1996 年 7月》
自由貿易協定増殖の問題点 佃　　 近雄
拡大する韓国の対外投資 榊原　 芳雄
環インド洋圏と東アジア生産網 山崎　 恭平
JIDEAモデル： 1990年基準へのモデルの改訂 篠井　 保彦
拡大する日米企業の海外製造業雇用 豊永　 真美
拡大する東アジア域内の工業製品貿易 安藤　 智洋
ヨーロッパ経済社会システムの再検討 田中　 友義
製品輸入比率上昇の意味すること 青木　　 健
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米国の雇用構造変化 永田　 雅啓
グローバル化の政策帰結 白川　 一郎

第 26 号《1996 年 10 月》
ドイツ主導で進む EU通貨統合 佃　　 近雄
APECの自由化の方向―無条件MFNか、条件付きMFNか 永田　 雅啓
EUの当面の政策課題 田中　 友義
ヘルムズ・バートン法の波紋 佐々木　 潤
東欧諸国の EU加盟までの道のり 田中　 信世
米系企業の対日投資と対米貿易 榊原　 芳雄
アジアに見るふたつの好循環―外需に加えて内需も成長促進 山崎　 恭平
「インバランス」の実像は？―日本の国際直接投資 安藤　 智洋
金融市場のグローバル化と円レート 白川　 一郎
発展途上国に見る成長果実の均霑 青木　　 健
依然として先進国中心の在外ドイツ企業の売り上げ 豊永　 真美

第 27 号《1997 年 1月》
外国直接投資は経済発展のカギか 佃　　 近雄
足踏みする FTAA構想 佐々木　 潤
グローバル戦略の下での韓国の対中･東欧投資 田中　 信世
エジプト輸出停滞の要因について 武藤　 幸治
先進国へのハードル―韓国高コスト構造の是正に向けて 榊原　 芳雄
経済協力の新たなる方向 山崎　 恭平
逆輸入増加の要因は何か？ 豊永　 真美
企業活動の｢流入」と「流出」―ドイツの国際直接投資 安藤　 智洋
統計誤差と経済政策 白川　 一郎
EMU本番に向けて正念場 田中　 友義
新段階を迎えたアジア経済 青木　　 建
日本の経済黒字縮小の行方 永田　 雅啓

第 28 号《1997 年 4月》
中南米経済改革の新局面 佃　　 近雄
マキラドーラの活況と将来 佐々木　 潤
ポーランドに見る EU加盟と農業問題 田中　 信世
システム化する華人ネットワーク 榊原　 芳雄
環インド洋協力の始動 山崎　 恭平
円安が我が国産業に与える影響 篠井　 保彦
海外事業活動による貿易黒字の縮小 豊永　 真美
不透明感増す 1997年経済 白川　 一郎
国際的な事業再編に向けて活発化するクロスボーダーM&A 田中　 友義
新しい成長メカニズムの構築 青木　　 建
日本の景気動向と貿易黒字の動向 永田　 雅啓
グローバリゼーションの挑戦：構造変化と政策課題（IMF報告から） 事 務 局

第 29 号《1997 年 7月》
企業活動グローバル化の実態 佃　　 近雄
メキシコ政治の新展開 佐々木　 潤
提携の動き強める欧州の証券取引所 田中　 信世
成長の軌道に乗るか、エジプト経済 武藤　 幸治
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拡大する中韓経済関係とその波紋 榊原　 芳雄
企業フィランソロピーと広報―アジアにみる日系企業の活動例 山崎　 恭平
インターネット自由貿易圏構想の現実性 増田 耕太郎
交易条件の悪化と国内所得の減少効果 白川　 一郎
EU競争法と中小企業 田中　 友義
中国の政治勢力と 15回党大会の行方 今井　 理之
96年アジアの輸出一斉鈍化の意味 青木　　 建
対米資本財輸入の急増―日米貿易は摩擦回避型へ 永田　 雅啓

第 30 号《1997 年 10 月》
アジア通貨危機への視点 佃　　 近雄
米国の BEM戦略 佐々木　 潤
バウチャー方式民営化の問題点 田中　 信世
活発なアジア諸国の対中東投資―資源確保が目的 武藤　 幸治
通貨下落後のフィリピン経済を点検する 榊原　 芳雄
直接投資とグローバリゼーション― UNCTAD報告にみる 96年の特徴 山崎　 恭平
日本の電気機械産業の海外生産進展と国内雇用について 豊永　 真美
アメリカのニューエコノミー論について 白川　 一郎
ジョスパン左派連合内閣と民営化政策の行方 田中　 友義
外資政策再見直しの動き 今井　 理之
Prosper together, Suffer together and Fall together 青木　　 健
世界の化学会社の戦略とヘキストのリストラ策 佐藤　 満秋

第 31 号《1998 年 1月》
アジア通貨危機の教訓 佃　　 近雄
対内直接投資の研究 白川　 一郎
最近のM&Aブームとその背景 田中　 信世
調整局面下のアジア経済と日系企業の社会貢献 山崎　 恭平
円安下における日本の製品輸入 永田　 雅啓
アジア型システムの限界 榊原　 芳雄
米国生産者物価指数の特徴―日本の卸売物価指数と比較する 豊永　 真美
難しい対話の継続―中東産油国との会議に出席して 武藤　 幸治
中国の金融リスク問題 今井　 理之

第 32 号《1998 年 4月》
短資規制は有効な危機対策か 佃　　 近雄
EU通貨統合（EMU）の行方 田中　 友義
急速に普及するインターネット調達 増田 耕太郎
外資優遇と国有企業保護のはざまで苦悩する中国 浅海　 信行
イラク制裁解除へのステップと中東経済への影響 武藤　 幸治
90年代の日本経済のパフォーマンス 永田　 雅啓
多部門世界貿易モデルによる長期貿易予測 篠井　 保彦
NAFTAをめぐる対話 佐々木　 潤
マレーシア版シリコンバレーの創設 青木　　 建
IT産業とヒューマン・キャピタル―インドのソフト開発にみる成長要因 山崎　 恭平
ハンガリー農業の構造変化と EU加盟 田中　 信世

第 33 号《1998 年 7月》
「ユーロ」は何をもたらすか ―交錯する期待と懸念 佃　　 近雄
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進展する米国経済のグローバル化とその含意 滝井　 光夫
環インド洋地域協力の推進 山崎　 恭平
EU拡大と農業問題― CAP改革で競争力のある農業の育成を目指す 田中　 信世
地方の企業誘致戦略―沖縄への外資企業進出動機から学ぶ 増田 耕太郎
在外日系製造業拠点のパフォーマンスの推移 豊永　 真美
近年の製品輸入の動向 永田　 雅啓
2010年の日本産業 篠井　 保彦
財政錯覚と景気の行方 白川　 一郎
企業がリードする中南米経済統合 内田　　 允

第 34 号《1998 年 10 月》
国際通貨体制と政治 佃　　 近雄
対内直接投資と日本経済の活性化 白川　 一郎
最近のウズベキスタンとカザフスタンの経済動向―ソ連時代の遺産からの脱却を目指す 田中　 信世
外資との提携を進める中南米石油産業 内多　　 允
在 ASEAN日米企業の比較 豊永　 真美
日本と先進主要国との交易条件比較 永田　 雅啓
先進諸国間対外直接投資の動向 高橋　 卓也
多国間投資ルールの行方―MAIからWTO規律へ 山崎　 恭平
韓国経済を検証する 榊原　 芳雄
人民元レートの調整決定要因 今井　 理之
最後の宴か？（マレーシア経済の悪化) 青木　　 健

第 35 号《1999 年 1月》
油価急落と国際石油市場の将来 佃　　 近雄
アジア経済再生の｢切り札」 青木　　 建
炭素税導入の効果― JIDEAモデルによるシュミレーション 篠井　 保彦
政策改革の成果を問われる中南米経済 内多　　 允
直接投資における規制緩和と誘致活動 山崎　 恭平
EU加盟を前に苦悩するポーランド農業―経営規模拡大が最大の課題 田中　 信世
米国の貯蓄動向 永田　 雅啓
景気後退と対米直接投資 滝井　 光夫
外資系企業対日投資第１号―ジャーディン =マセソン商会 原　　 克己
直接投資マトリックスについて 永井　 顕夫

第 36 号《1999 年 4月》
グローバル・オリゴポリーの時代？ 佃　　 近雄
ユーロ導入 100日の評価 田中　 友義
ASEAN諸国の裾野産業考 山崎　 恭平
韓国 5大財閥の再編成とその行く末 榊原　 芳雄
ASEAN地域の経済情勢と直接投資の役割 白川　 一郎
規制緩和の背景と目的―ニュージーランドのケース 菊谷　 忠治
拡大する NAFTA域内貿易 佐々木　 潤
米国経済の好調― NAIRUの低下 永田　 雅啓
独シュレーダー政権の経済政策と EU ―ユーロの先行きに不透明感 田中　 信世
中南米産油国のオイルショック 内多　　 允
対中進出企業の課題 成田　 裕介
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第 37 号《1999 年 7月》
グローバル経済と中間財貿易 佃　　 近雄
中国の貿易動向と人民元の行方 今井　 理之
拡大する米国の経常収支赤字―急増の背景とそのリスク 滝井　 光夫
試されるメルコスールの開放経済 内多　　 允
東アジア：求められる自らの輸出努力 青木　　 健
通貨危機の日本の対アジア貿易― 98年の輸出入数量指数、価格指数の分析から 永田　 雅啓
進出日系企業の撤退状況 川上　 順子
市場経済と貧困問題 菊谷　 忠治
北東アジアとの関係強化に期待するロシア極東 田中　 信世
米国式企業経営とM＆ A 原　　 克己
中小・中堅企業のための私募債・低格付債の活用 若林　　 茂

第 38 号《1999 年 10 月》
経済危機と直接投資：今後の政策課題 佃　　 近雄
中南米経済の課題 内多　　 允
次期WTO交渉と EUの立場 田中　 信世
加速する欧州産業再編成―民生用エレクトロニクス、航空宇宙産業の事例 田中　 友義
経済の原形を変えるか、金大中政権の経済政策 榊原　 芳雄
QEに見る景気の動き 白川　 一郎
日米貿易インバランス動向 永田　 雅啓
企業内貿易の日米比較 成田　 裕介
世界の億万長者番付とその含意 菊谷　 忠治
アフリカへの直接投資の動向 永井　 顕夫

第 39 号《2000 年 1月》
グローバル経済の行方 佃　　 近雄
21世紀の国際システム―バックス・アメリカーナ第二期 坂本　 正弘
新しい世界システムと NGO ―多元的世界システムの構築 長坂　 寿久
グローバリゼーションとWTO閣僚会議の決裂 滝井　 光夫
社会主義市場経済（中国）のパラダイム 小林　　 進
日中“東北”間交流と北東アジア経済圏 山崎　 恭平
グローバリゼーションと東アジアの役割 青木　　 健
アジアの環境問題と経済 菊谷　 忠治
アジア・欧州との関係を強化する中南米 内多　　 允
グローバル化に立ち向かうヨーロッパ 田中　 友義
「アキ・コミュノテール」の意味するもの 田中　 信世
e-commerceは本格的グローバル競争の時代へ 増田 耕太郎

第 40 号《2000 年 4月》
WTOと市民社会 佃　　 近雄
デフレ傾向続く中国経済 今井　 理之
パナマで競う二つの中国 内多　　 允
欧州企業のグローバル化とクロス・ボーダーM&A 田中　 友義
ロシア経済の行方 田中　 信世
東アジアにおける小子高齢化の到来―真近に迫る新しい成長制約とその対応 青木　　 健
改善望まれる中国の投資環境 菊谷　 忠治
日系製造業にみるユーロ導入の影響と為替リスク対策 篠井　 保彦
米国の貿易構造とアジア通貨危機 成田　 裕介
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韓国の対内直接投資の動向 永井　 顕夫

第 41 号《2000 年 7月》
貿易と国際的所得分布 佃　　 近雄
拡大する米国の対外不均衡と貿易赤字 滝井　 光夫
FTAAの行方―既存ブロックの動向が焦点 佐々木　 潤
中南米企業の多国籍化を促すM&A 内多　　 允
EU拡大の新展開 田中　 信世
韓国経済の現状と南北経済交流 榊原　 芳雄
アジアにおける国際観光開発の意義 山崎　 恭平
最近の外資系企業の実態について 白川　 一郎
近年の日本のＪカーブ効果 永田　 雅啓
Ｅコマース小売統計を読む 増田 耕太郎

第 42 号《2000 年 10 月》
WTOと地域主義 佃　　 近雄
戦後の技術革新と日本の貿易 篠井　 保彦
米国大統領選の争点と新政権の通商政策 木内　　 惠
EUの税制ハーモナイゼーション―難航する VATの原産地国課税主義への移行 田中　 信世
変革を求めた中南米の大統領選挙 内多　　 允
電子市場化の動きとアジア企業の対応 増田 耕太郎
直接投資動向からみるタイ経済 和田　 善寛
90年代後半における日米の生産性比較 永田　 雅啓
国際収支に見るサービス貿易競争力の国際比較 成田　 裕介

第 43 号《2001 年 1月》
グローバリゼーションの世紀になるのか 山　　 國光
政府＝ＮＰＯ＝企業の新しい関係― 21世紀の経済社会システム 長坂　 寿久
21世紀米国の対外政策―ブッシュ新政権は孤立主義を否定 木内　　 惠
安定成長を模索する 21世紀の中南米 内多　　 允
EU、21世紀の課題―問われる｢深化｣と｢拡大｣の調和 田中　 信世
東アジア､生かせるか第 2の僥倖 青木　　 健
中国：WTO加盟で構造調整と市場経済化を加速― 21世紀初頭の中国経済 今井　 理之
中国の経済構造調整と金融・財政問題 事 務 局
ユーロ創設の国際金融に与える影響 事 務 局

第 44 号《2001 年 5月》
アジア経済の課題：グローバル化への第 2次対応 佃　　 近雄
レーガノミックス再評価―ブッシュ新政権に見るレーガニズム 木内　　 惠
米州自由貿易地域は実現するか 内多　　 允
インドのソフトウエア開発と経済成長の新局面 山崎　 恭平
中国の戦略的経済構造調整 今井　 理之
アジア通貨・金融危機後の株式市場の動向と展望に関する調査研究 伊東　 和久
｢東アジア自由貿易圏｣形成の可能性 青木　　 建
2000年の対東アジア貿易の動向―アジア通貨危機の影響、その後 永田　 雅啓
急増する対日投資額の国際比較 増田 耕太郎

田辺　 敦子
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第 45 号《2001 年 8月》
強いアメリカ、弱いアメリカ―理想国家アメリカの 2つの顔 山　　 國光
通商交渉とファストトラック権限―ブッシュ政権の最優先立法課題 木内　　 惠
中南米外交の多極化戦略 内多　　 允
東欧経済改革と外資の役割 田中　 信世
アジアに広がるイスラム金融 武藤　 幸治
転機に立つマレーシアの UMNO系ブミプトラ企業群 小野沢　 純
目立つ IT関連韓国企業の日本進出 増田 耕太郎
EU・アラブ自由貿易地域の形成に向けて―進展する中東の自由貿易圏構想 小野　 充人
日本のセーフガード発動の政治経済学 青木　　 健
IT革命と eEurope 田中　 友義
中国からの消費財輸入の増大 永田　 雅啓
通貨危機後も円建決済比率に変化なし 和田　 善寛
ITI財政貿易マトリックスの開発―マトリックスからみた 2000年の機械機器貿易 増田 耕太郎 ＆

貿易マトリック
ス制作チーム

第 46 号《2001 年 8月》
テロ後の世界：グローバル経済の行く手 佃　　 近雄
ブッシュ政権の基本的性格 木内　　 惠
拡大から調整へ 佐々木　 潤
減少した中南米の対内投資 内多　　 允
ドイツの人口問題と移民政策 田中　 信世
ユーロは基軸通貨になれるか 永田　 雅啓
アフリカ開発の現状と課題 小野　 充人
「ニューエコノミー」とはなんであったのか 青木　　 健
タイ―柔構造の強さみせるか 榊原　 芳雄
北東アジア経済圏と日中東北間交流 山崎　 恭平
同時多発テロ事件後と湾岸戦争時との株価動向の比較 和田　 善寛
｢特集：米国同時多発テロ」のホームページ掲載のお知らせ 和田　 善寛

第 47 号《2001 年 11 月》
「自助努力」考 山　　 國光
米国の貿易促進権限法案表決結果の歴史的分析 木内　　 惠
2001年ブッシュ減税と景気刺激策 滝井　 光夫
米国ヒスパニックの経済力 内多　　 允
中・東欧諸国と情報化社会 田中　 信世
税制調和に取り組む EU 田中　 友義
イスラムと保険 武藤　 幸治
米国のアフリカ成長機会法の効果と展望 小野　 充人
ASEAN・中国の FTA創設合意と日本の対応 青木　　 健
外国人 IT技術者の受け入れと課題 増田 耕太郎
空洞化と構造的失業の解消 和田　 善寛
財別に見た ASEANの貿易構造 中村 江里子
資本財貿易における空輸利用 永田　 雅啓




