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菊池道樹教授

経歴

研究業績

■学歴
一橋大学社会学部卒業

1975/03/31

一橋大学大学院社会学研究科社会学専攻 修士課程修了（社会学修士）
1977/03/31
一橋大学大学院社会学研究科社会学専攻 博士課程単位修得，退学

1981/03/31

■職歴
一橋大学社会学部助手

1981/04/01-1982/03/31

法政大学経済学部助手

1982/04/01-1983/03/31

日本学術振興会，フランス社会科学研究センター交換研究員
1982/04/01-1983/03/31
法政大学経済学部助教授（「アジア経済論」「経済学演習」
「中国経済論」担当）
1983/04/01-1990/03/31
法政大学大学院社会科学研究科経済学専攻（「経済政策」「地域経済論」「演習」
担当） 1985/04/01-2019/03/31
北京大学交換研究員

1986/04/01-1986/09/01

法政大学経済学部教授（「中国経済論」「演習」担当） 1990/04/01-2019/03/31
中国社会科学院経済研究所訪問研究員

1993/04/01-1995/03/01

東京外国語大学大学院非常勤講師

1998/04/01-2001/03/31

東京女子大学文理学部非常勤講師

1999/04/01-2000/03/01

東京大学教養学部非常勤講師

2001/04/01-2003/03/31

明治大学大学院商学研究科非常勤講師

2001/04/01-2017/09/15
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業績
１．論文
＊「植民地ヴェトナムの北部農村における地主制試論」
，
『アジア経済』
，第19巻第
５号，1978年
＊「保護領支配確立期のカンボジアの内水面漁業」，
『一橋論叢』
，第86巻第４号，
1981年。
＊「仏領期コーチシナの米穀経済の展開と自作農育成政策」
，
『東南アジア史学会
会報』，第43号，1985年。
＊「サイゴン開港の歴史的意義」，『東南アジア－歴史と文化』（東南アジア史学
会），第17巻，1988年。
＊「温州モデルの現段階－私企業が先導する地域経済の発展」
『中国経済』
，
（日本
貿易振興会），第274号，1988年。
＊「農村工業化戦略の意義と限界」，
『現代中国』（現代中国学会）
，第64号，1990
年。
＊「郷鎮企業論」，
『中国経済の新局面－改革の軌跡と展望』
（山内一男，菊池道樹
編，法政大学出版局，1990年。
＊「アジア・太平洋諸国の経済発展と中国」，『現代中国』
，第65号，1991年。
＊「中国における改革，調整政策のもとでの労働移動」
，
『アジア経済』
，第33巻第
４号，1992年。
＊「郷鎮企業は改革・開放の旗手たりうるか」，『世界経済の成長センター ‐ アジ
ア太平洋地域』（平田喜彦編，多賀出版），1992年。
＊「郷鎮企業の発展の軌跡と展望」，
『「社会主義市場経済」をめざす中国―その課
題と展望』（石原享一編，アジア経済研究所，1993年）
＊「東南アジアと中国」，『アジアから考える（２）―地域システム』（濱下武志
編，東京大学出版会），1993年。
＊「日本経済的原動力―蓬勃発展的中小企業」，
『環境企業家』
，第４期，1994年。
＊「中国型市場経済体制について」，『中国経済』，第356号，1995年。
＊「国有企業改革の現実と課題」，『中国の電子・鉄鋼産業―技術革新と企業改革』
（松崎義編，法政大学出版局），1996年。
＊「中国型開発，改革戦略の成果と行方」，
『東アジア工業化ダイナミズム－21世
紀への挑戦』（粕谷信次編，法政大学出版局），1996年。
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＊‘Market Economics in China-An Overview’, `JETRO China Newsletter`,
No.118, Sep-Oct 1995.
＊‘Transition from Small Society to Market Economy unit – Economic Reform of
State-owned Enterprises in China’,

`Journal of International Economic

Studies`, Institute of Comparative Economic Studies, Hosei University,
No.11, March 1997.
＊「中国国有企業改革の方向」，
『日中経協ジャーナル』（財団法人，日中経済協
会），第47号，1997年。
＊「斜陽産業の構造調整（繊維産業）」，『中国―21世紀への軟着陸』（藤本昭編，
日本貿易振興会），1997年。
＊「中国農村地域の民間企業－浙江省温州市の事例」，『経済志林』，第65巻第３
号，1997年。
＊「国有企業改革のゆくえ」，『中国年鑑

1998年』（中国研究所）
，1998年。

＊「新制度学派の中国経済論―農村工業化論（その１）
」
，
『経済志林』
，第66巻第
２号，1998年。
＊‘Chinese type of Market Mechanism – Performance and Prospects’, ``Journal
of International Economic Studies`, Institute of Comparative Economic
Studies, Hosei University, No.13, March 1999.
＊「中国のマルサスと言われる洪亮吉の人口論」，『経済志林』，第66巻第３，４
号，1999年
＊「新中国50年―変化と連続性」，『中国年鑑

1999年』
，1999年。

＊‘Potentialities of rural industrialization in Vietnam; Lessons from China’s
experience’, `Tokyo workshop for the Vietnam-Japan Joint Research Project
on the Economic Development Policy in the Transition toward a Marketoriented Economy in Vietnam`, jul,2000.
＊「デフレ下の成長」，『中国年鑑

2000年』，2000年。

＊ ’Varieties of Rural Industrialization in China ; Lessons for Vietnam’, `VietnamJapan Joint Research Project` dec.2000.
＊ `Potentialities of Co-existence of East Asian Countries`, Conference
Proceedings, `A New Paradigm for Economic Cooperation in Northeast AsiaTrade, Investment and Infrastructure Development` INHA University,
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Korea. 2000.
＊「ヴィエトナムにおける農村工業化の可能性」，『ヴィエトナム国市場経済化支
援計画策定調査―最終報告書，第１巻』，国際協力事業団，2001年。
＊「デフレ含みの高成長」，『中国年鑑

2001年』，2001年。

＊「民間企業の発展と地方政府の役割―移行期における中国・温州の事例（１）
」
，
『経済志林』，第69巻第３号，2001年。
＊「地方分権と経済成長についての制度分析」，『アジア諸国のグローバル化，地
方分権化動向調査』，海外投融資情報財団，2002年。
＊「WTO元年―１人勝ちのパフォーマンス」，『中国年鑑

2002年』
，2002年。

＊「民間企業の発展と地方政府の役割―移行期における中国・温州の事例（２）
」
，
『経済志林』，第70巻第３号，2002年。
＊「温州の企業家たち」，
『アジア諸国のグローバル化，地方分権化動向調査』
，海
外投融資情報財団，2003年。
＊「財政下支え型成長メカニズムの定着」，『中国年鑑

2003年』
，2003年。

＊「移行期中国における農村工業化の役割」，『近現代アジア比較数量経済分析』
（尾高煌之助編，法政大学出版局，2004年。
＊「景気過熱への対応」，『中国年鑑

2005年』，2005年。

＊「「世界の工場」考」，
『中国研究月報』（中国研究所）
，第59巻第12号，2005年。
＊「中国経済の新たな局面―「浙江現象」をめぐる議論の紹介」
，
『経済志林』
，第
75巻第４号，2008年。
＊「この時期に日本企業に学ぶ」，『中国研究月報』，第68巻第９号，2009年。
＊「経済大国の復活」，『中国年鑑

2010年』，2010年。

＊「日本の消費市場と外国製品」，『経済志林』，第78巻第２号，2010年。
２．報告書
＊『中国大連地域における中小企業の経営システムに関する調査研究』，財団法
人・中小企業総合研究機構，1996年。
＊『市場経済体制への移行期における地方政府の役割』
，財団法人・国際開発高等
教育機構，1997年。
＊『東南アジアの金融危機と香港，中国，日本への影響に関する調査研究』
，財団
法人・産業研究所，1999年。
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＊『中国の市場経済化と国家変容―党と国家の制度改革と機能転換に関する調査
研究」（共編），科学研究費補助金，研究成果報告書，2003年。
＊『現代中国の地域開発における地方政府のガバナンス効果』，科学研究費補助
金，研究成果報告書，2004年。
＊『中国浙江省における民間企業の発展』，科学研究費補助金，研究成果報告書，
2011年。
３．翻訳
＊『東南アジア史入門』原著，Southeast Asia; An Introductory History（Milton
Osborne著），山田秀雄との共訳， 東洋経済新報社，1987年。
４．書評
＊ The Development of Capitalism in Colonial Indochina (1870-1940)，（Martin
J.Murray著），『一橋論叢』第87巻第６号，1982年。
＊『フランス帝国主義とアジアーインドシナ銀行史研究』
（権上康男著，
東京大学
出版会），『アジア経済』，第27巻第６号，1986年。
＊『近代中国の国際的契機－朝貢貿易システムと近代アジア』
（濱下武志著，東京
大学出版会），『経済研究』，第42巻第４号，1991年。
＊『中国の経済体制改革』
（関口尚志，朱紹文，植草益編，東京大学出版会）
，
『中
国研究月報』，第47巻第２号，1993年。
＊『中国のミクロ経済改革－企業と市場の数量分析』
（大塚啓二郎，劉徳強，村上
直樹著，日本経済新聞社），『中国研究月報』，第49巻第10号，1995年。
＊『中国沿海部の産業発展と雇用問題』（小林謙一著，第三文明社）
，
『大原社会問
題研究所雑誌』，2002年11月。
＊『中国

未完の経済改革』（ファンガン著，関志雄訳，岩波書店）
，
『中国研究月

報』，第58巻第５号，2004年。
＊『アジアの裾野産業』（馬場敏幸著，白桃書房），
『経済志林』，第74巻第4号，
2003年。
＊『体制移行の政治経済学』（中兼和津次著，名古屋大学出版会），『中国経済研
究』，第７巻第２号，2010年９月。
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５．その他
＊『ヴェトナム・カンボジア・ラオス

社会経済史関係解題付き文献目録』
，一橋

大学細谷研究室，1980年。
＊「中国の経済改革と開放政策」，『地理・地図資料』
，1991年10月。
＊「留学生の目に映る日本の大学と社会」，『法政通信』
，1991年11月。
＊「北京だより」，『中国研究月報』，第47巻第８号，1993年。
＊「ワールド・サーベイ

北京発」『エコノミスト』（毎日新聞社）
， 1993年７月

20日～1994年12月６日まで10回執筆。
＊「温州人是中国的阿信―日本学者菊池道樹訪温随談」，『当代学術信息』，1994
年第２期。
＊「丹東応加強与日本投資企業的合作」，『丹東経済戦略地位国際研討会文集』，
1995年。
＊「工業の解説」，『中国百科

改訂版』（大修館書店）
，1997年。

＊「アジア通貨危機と中国・香港・台湾―はしがき」，
『中国研究月報』
，第52巻第
11号，1998年。
＊「蘇南」，
「温州」，
「華西村」など地域経済に関わる項目の執筆。
『岩波現代中国
事典』（岩波書店），1999年
＊「８年ぶりの花火と爆竹」，『中国研究月報』，第55巻第８号，2001年。
＊「温州のライター」，『中国研究月報』，第62巻第５号，2008年。
＊「解題 『中国の人的資源』（田雪原・王国強編，法政大学大学院エイジング総
合研究所訳，法政大学出版局）」，2008年
＊「No2, G2からonly oneへ」，『中国研究月報』，第63巻第９号，2009年。
＊『中国年鑑』―「経済
～1995年。「要覧

概観」1993年，1996〜2015年。
「要覧

工業」
『中国年鑑』2008〜2019年。
「要覧

鑑』2015〜2017年。

産業構造」1993
労働」
『中国年

