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今週の本棚・新刊:『⽐較経済分析市場経済化と国家の役割』＝岩
崎⼀郎、鈴⽊拓・著
毎⽇新聞

2011年06⽉05⽇

東京朝刊

（ミネルヴァ書房・６３００円）
旧社会主義諸国の市場経済化を国家の役割との関係で体系的に⽐較した好著。市場化、法
と秩序、⺠主化を国家の役割と特定し、これとマクロ経済パフォーマンスの関係を明らかに
する。また、国家と外資、⾮公式経済等の関係についても掘り下げる。既存の⽂献を丁寧に
踏まえ、統計的⼿法を縦横に駆使し、きわめて周到に論を進めている。特に旧ソ連諸国につ
いて、連邦経済システムが崩壊し、それにどう対応するかをめぐって、旧ソ連諸国が「再集
権化戦略」か「分散化戦略」を採⽤、この違いとその戦略の進捗（しんちょく）度によっ
て、政府と企業の関係が⼤きく三つのパターンにわかれたとの仮説は旧ソ連諸国の市場化を
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