
共　同　研　究　室 ９１

共　同　研　究　室

１９８９年度第５回研究会（９月２９日）

　〉テーマ　　「構造調整と賃金のフレキシビリティ」

　　報告者　　横山政敏氏

１９８９年度第６回研究会（１Ｏ月６日）

　〉テーマ　　「現代の産業構成と労働価値論」

　　報告者　　小槍山政克氏

１９８９年度第７回共同研究会（１Ｏ月２０日）

　〉テーマ　　「産業組織のグ ローバリゼ ーション」

　　報告老　　肥塚　浩氏

　〉テーマ　　「実感的ヘレストロイカ論　　 ソ連　ポーランドに留学して

　　報告者　　奥村剋三氏

１９８９年度第８回研究会（１１月１７日）

　レテーマ　　「杜会主義諸国の『経済改革』と『政治改革』

　　　　　　　留学報告　　」

　　報告者　　芦田文夫氏

ソ連 ・ポーランドの

１９８９年度第９回研究会（１１月２４日）

　〉テーマ　　「Ｎｅｗ　Ｔｒｅｎｄｓ　ｍ　Ｅｃｏｎｏｍ１ｃ　Ｄｅｖｅ１ｏｐｍｅｎｔ＆Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｒｅｓｔｒｕｃｔｕｒ

　　　　　　　ｉｎｇ」

　　報告者　　Ｄｒ　Ｍ１ｋｈａｌ１Ｖ　Ｇｒａｃ
ｈｅｖ

１９８９年度第１０回研究会（１９９０年１月１９日）

　〉テーマ　　「ケネデ ィ減税の特徴」

　　報告老　　飯野公央氏

　〉テーマ　　ｒＡｎａｎ，Ｈ　Ｍｅ１ｔｚｅｒのＫｅｙｎｅｓ 解釈の検討」

　　報告者　　磯部智也氏

（７４７）



９２　　　　　　　　　　　立命館経済学（第３８巻 ・第６号）

１９８９年度第１１回研究会（１９９０年１月２３日）

　〉テーマ　　「利潤率低下法則と固定資本　　経済のストソク化によせて　　」

　　報告者　　増田和夫氏

　〉テーマ　　「杜会的分業の発展からみた現代のサ ービス 産業についての一考察」

　　報告者　　長岡弘樹氏

　本年度経済学会会員が本誌以外に発表した業績はつぎのごとくである 。

浅田　和史

　「債務戦略と日本の政府開発援助　　　ｒ援助大副化についての一考察　　」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『経済』Ｎｏ．３０４　新日本出版杜　１９８９年８月

　「四全総下の企業都市の再生と都市再開発問題」

　　　　　　　　　　　　　　　『九州経済と国際化 ・情報化』　大月書店　１９８９年９月

芦田　文夫

　「杜会主義経済　　理想と現実のギャヅフはなぜ」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［経済』Ｎｏ．３００　新日本出版杜　１９８９年４月

　「ペレストロイカと『経済的 メカニ ズム』論」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『杜会主義経済研究』Ｎｏ． １２　１９８９年８月

　ｒポーランドのｒ経済改革」『政治改革』」丁経済』Ｎｏ． ３１０　新日本出版杜　１９９０年２月

阿部　顕三

　‘‘Ｔａｒ１丑Ｒｅｆｏｒｍ　ｍ　ａ　Ｐｕｂｌ１ｃ　Ｇｏｏｄ　Ｅ
ｃｏｎｏｍｙ

’’

　　　　　　　　　　　　〈Ｄ１ｓｃｕｓｓ１ｏｎ　Ｐａｐｅｒ〉Ｎｏ７，Ｒ１ｔｓｕｍｅ１ｋａｎ　Ｕｎ１ｖ　１９８９年８月

　〔共著〕“Ｔｈｅ　Ｗｅ１ｆａｒｅ　Ｅｆｆｅｃｔｓ　ｏｆ　Ｉｎｔｅｍａｔ１ｏｎａ１Ｔａｘ　Ｈａｍｏｍｚａｔ１ｏｎ”

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｅ６０〃ｏ舳６ ８〃４燗Ｑ伽倣吻　１９８９年９月

　“Ａ　Ｎｏｔｅ　ｏｎ　ｔｈｅ　Ｃｏｍｐａｒａｔ１ｖｅ　Ａｄｖａｎｔａｇｅ　ｕｎｄｅｒ　Ｍｏｎｏｐｏ１ｙ”

　　　　　　　　　　　　〈Ｄ１ｓｃｕｓｓ１ｏｎ　Ｐａｐｅｒ〉Ｎｏ８，Ｒ１ｔｓｕｍｅ１ｋａｎ　Ｕｍｖ　１９８９年９月

　〔共著〕“Ｔａｘ　Ｒｅｆｏｍ　ｍ　ａ　Ｐｕｂ１１ｃ　Ｇｏｏｄ　Ｅ
ｃｏｎｏｍｙ

”

　　　　　　　　　　　　〈Ｄ１ｓｃｕｓｓ１ｏｎ　Ｐａｐｅｒ〉Ｎｏ９，Ｒｌｔｓｕｍｅ１ｋａｎ　Ｕｍｖ　１９８９年９月

　〔共著〕『べ 一シッ ク国際経済学』　　　　　　　　　　　　　有斐閣　１９８９年１１月

稲葉　和夫

　「日本企業の海外直接投資統計とその利用をめぐる問題点」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　『統計学』第５７号　経済統計学会　１９８９年９月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７４８）



　　　　　　　　　　　　　　　共　同　研　究　室

岩田　勝雄

　「テクノポリスと大分県貿易」

　　　　　　　『人文科学研究所紀要』Ｎｏ４８　立命館大学人文科学研究所

　「『国際化』の進展と中小企業」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『中小商工業研究』

　「現代世界経済分析の視点」

　　　　　　　　　　　　　　　　『岐路に立つ国際秩序』　法律文化杜

上野　俊樹

　「アルチ ュセールの認識論とイデオ ロギ ー論」（１）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『季刊科学と思想』Ｎｏ． ７３

　「杜公民連の『共同政策』か，真の革新的経済政策か」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『経済』Ｎｏ． ３０３　新日本出版杜

　「ネオマルクス 主義の特徴と影響」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『中小商工業研究』

　「『全般的危機』論と資本の矛盾の激化」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『経済』Ｎｏ． ３０８　新日本出版杜

　「アルチ ュセールの認識論とイデオ ロギ ー論」（２）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『季刊科学と思想』Ｎｏ． ７５

　「プーランツァスの国家論」

　　　　　　　　　『不オ　 マルクス 主義　　研究と批判』　新日本出版杜

大西　　広

　『「政策科学」と統計的認識論』　　　　　　　　　　　　　　　昭和堂

　「古典派経済学，近代経済学と『資本論』」

　　　　　　　　　基礎経済科学研究所編『ゆとり杜会の創造』　昭和堂

　「近代経済学の方法論史と統計学／数学論の認識論史」

　　　　　　　　　　　　　　全国若手哲学者ゼミ『哲学の探求』第１７号

　「ブレイバァマンはどうのりこえられるべきか」

　　　　　　　　　　　　基礎経済科学研究所編『経済科学通信』第６２号

　「レギ ュラノ オノ理論への問題提起」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　関西唯研『現代と唯物論』第４号

　「安保と経済」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『経済』Ｎｏ． ３１２

９３

１９８９年６月

１９８９年１０月

１９８９年１２月

１９８９年７月

１９８９年７月

１９８９年１１月

１９８９年１２月

１９９０年１月

１９８９年７月

１９８９年６月

１９８９年９月

１９８９年１１月

１９９０年２月

１９９０年２月

１９９０年４月

（７４９）



９４　　　　　　　　　　立命館経済学（第３８巻 ・第６号）

小野　　進

　「緊張緩和と東西経済関係」

　「中国の経済改革」

　「ソ 連経済の停滞　　比較経済体制論的アフローチ　　」

　　　　　　　　　　　　　　　『多極化する世界経済と日本』晃洋書房

　ｒ準市場経済（Ｑｕａｓｉ　Ｍａｒ
ｋｅｔ　Ｅｃｏｍｍｙ）と

　　ヘクシヤー・ オーリンモデルの限界（上）」

　　　　　　　　　『立命館経営学』第２８巻第６号　立命館大学経営学会

角田　修一

　「商品経済と貨幣」

　　　　　　　　　　　　　　『経済学へのアプ ローチ』　 ミネルヴ ァ書房

　「商品 ・貨幣と人間生活」

　　　　　　　　　基礎経済科学研究所編［ゆとり杜会の創造』　昭和堂

　「現代日本の豊かさと貧しさ　　８９年度版『経済白書』批判」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『経済』Ｎｏ． ３０６新日本出版杜

　「消費杜会と女性」

　　　　　　　　　　　　木本喜美子編［女と男の第二楽章』　連合出版

小林　　茂

　〔共訳〕Ｊ．ハートナ ック著『人権 ・正義 ・国家』　　　　　　富士書店

坂野　光俊

　「経済摩擦下の財政政策調整　　日 ・米 ・独の協調と対立　　」

　　　　　　　　　　　　　『経済摩擦と調整　　政策と法』　法律文化杜

坂本　和一

　［ＧＥの組織革新』　　　　　　　　　　　　　　　　　　法律文化杜

　「現代の技術革新と『国際独占（寡占）資本主義の段階」

　　　　　　　　　　　　　　　　　『岐路にたつ国際秩序』　法律文化杜

杉野　圏明

　「大分県におげる工業立地の歴史的展開」

　「テクノボリス構想の形成過程とテクノポリス 法の問題点」

　「九州における地域産業ビジ ョソの形成と工業立地の展開」

　「大分県北国東テクノポリス計画の概要と問題点」

１９９０年２月

１９９０年２月

１９８９年７月

１９８９年９月

１９８９年１０月

１９９０年３月

１９９０年１月

１９８９年７月

１９８９年４月

１９８９年１２月

（７５０）



　　　　　　　　　　　　　　　共　同　研　究　室

　「大分テクノポリスと工業立地要因」

　「大分テクノポリスと工業用地問題」

　　　　　『大分テクノポリスの経済的研究』立命館大学人文科学研究所

　「安心院町における一村一品運動の現状と問題点」

　　　　　　　　　　『京都地域研究』Ｎｏ． ５立命館大学人文科学研究所

鈴木　　登

　「日米欧における産業構造の変化　　サ ーヒス経済化と構造調整　　」

　　　　　　　　　　　　　『経済摩擦と調整　　政策と法』　法律文化杜

辻井　栄滋

　ｒＪａｃｋ　Ｌｏｎｄｏｎ，〃〃伽厄６舳をめぐる諸問題４」

　　　　　　　　　　　　　　　　　『外国文学研究』Ｎｏ． ８６　立命館大学

　〔書評〕『ジャック ・ロソドン』　　　　『英語青年』８月号　三友杜出版

　〔翻訳〕『地球を駆けぬけたカリフォル ニア作家』　　　　　　本の友杜

　〔監修〕『ＴｈｅＷｏｒ
ｋｓ　ｏｆＪａｃｋ　Ｌｏｎｄｏｎ』Ｖｏ１ ．２４，別巻１　　　本の友杜

　ｒＪａｃｋ　Ｌｏｎｄｏｎ，〃〃肋Ｅ６舳をめくる諸問題

　　　　時代の求めたものとマーティノの目指したもの　　」

　　　　　　　　　　　　　『立命館言語文化研究』１巻１号　立命館大学

　ｒＪａｃｋ　Ｌｏｎｄｏｎ，〃ｏｒ伽Ｅゐ〃をめぐる諸問題

　　　　 フリセノテノと杜会主義と個人主義と　　」

　　　　　　　　　　　　　『立命館言語文化研究』１巻２号　立命館大学

西口　清勝

　ｒ外国人労働者の受入れをめく“る動向とその影響」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　『経済』Ｎｏ． ３１０　新日本出版杜

飛田　就一

　「異文化理解の構造　　文化の相対性をめくっ て　　」

　　　　　　　　　　　　　　　　　『国際化と異文化理解』　法律文化杜

　〔共訳〕Ｊ．ハートナック著『人権 ・正義 ・国家』　　　　　　富士書店

　〔監訳〕Ｖクラフト著『ウィーノ学団　　新実証主義の起源　　』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富士書店

平田　純一

　「イノト不ノアの貨幣需要関数　　マレーノアの貨幣需要関数との対比」

９５

１９８９年６月

１９８９年１１月

１９８９年７月

１９８９年６月

１９８９年８月

１９８９年９月

１９８９年９月

１９８９年１２月

１９９０年３月

１９９０年２月号

１９９０年１月

１９９０年１月

１９９０年３月

（７５１）



９６　　　　　　　　　　立命館経済学（第３８巻 ・第６号）

　　『ＡＳＥＡＮ ・アジァＮＩＥＳの経済予測と分析（Ｉ）』　 アジァ経済研究所

　「為替 レートの決定要因」

　　　　　　　　　　　　　『日中リンクモデル（皿）』　 アジア経済研究所

藤岡　　惇

　「学会動向，経済理論学会」　　　　　　　　　ｒ経済科学通信」第５９号

　「新入生を動かすプ ロゼミ授業の工夫」　　　　　『経済学教育』第８号

　「書評，上杉　忍『バクスアメリカーナの光と陰』」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『経済科学通信』第６０号

　「資本主義はどこへ行く」

　　　　　　　　　　基礎経済科学研究所編『ゆとり杜会の創造』昭和堂

松野　周治

　「１９２０年代におげる日本の対『満州』関税政策」

　　　　　　　　　　　　ｒ経済論叢』第１４２巻第４号　京都大学経済学会

　〔書評〕「Ｐ．ケネデ ィ『大国の興亡』」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［経済』Ｎｏ． ３００　新日本出版杜

　「日本貿易と経済摩擦　　『原点』についての一考察

　　戦後日本資本主義の再建と貿場問題」

　　　　　　　　　吉信　粛編『現代世界経済論の課題と日本』　有斐閣

松原　豊彦

　〔批評と紹介〕「大泉英次 ・山田良治編著『戦後日本の土地問題』」

　　　　　　　　　　　　　丁農林水産図書資料月報』　農林水産省図書館

　〔共著〕「鶯沢町における細倉鉱山離職者の労働と生活

　　　　 ヒアリソク調査を中心に　　」

　　　　　　　　　　　　　　　　　『東北学院大学杜会福祉研究所紀要』

水田　勝博

　「ポクシング競技者のフィットネススコ アについて」

　　『競技種目別，競技力向上に関する研究』Ｎｏ・ ２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　財団法人日本体育協会

　「ボクシング競技の医事管理について」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　『体力科学』６号　日本体力医学会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７５２）

１９８９年４月

１９８９年６月

１９８９年４月

１９８９年６月

１９８９年７月

１９８９年９月

１９８８年１０月

１９８９年４月

１９８９年３月

１９８９年９月

１９９０年３月

１９８９年４月

１９８９年１２月



　　　　　　　　　　　　　　　共　同　研　究　室　　　　　　　　　　　　　９７

三好　正巳

　「資本蓄積論と労働問題」

　　　　　　『人文科学研究所紀要』Ｎｏ４９立命館大学人文科学研究所　１９８９年１１月

横山　政敏

　「日本の低賃金は変わるか　　独占資本の賃金抑制の今日的特徴」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『経済』Ｎｏ．３０１新日本出版杜　１９８９年５月

　「国際化とわが国の賃金の特質」

　　　　　　　　　　『リストラクチ ュアリングと労働 ・生活』　大月書店　１９９０年３月

　「大島紬業と地域経済　　伝統産業の労働力編成と基盤を中心にして」

　　　　『過疎地域における産業の構造的特質と政策効果に関する実証的研究

　　　　　　奄美群島を事例として』　　　　　　　　　　　　　　　　　 １９９０年３月

　『新杜会保障辞典』（４０項目執筆）　　　　　　　　　　 ミネルヴ ァ書房　１９９０年３月

（７５３）




