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共　同　研　究　室

　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

　「財政赤字」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁経済』　１９９０年５月

　ｒ税制改革を考える」　　　　　　　　『新編 ・現代の経済杜会』昭和堂　１９９１年３月

芦田　文夫

　「ポーラ１■ドの『経済改革』ｒ政治改革』」

　『経済』平成２年２月号，１９９０年２月 ．ｒどうなるソ 連・ 東欧経済』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新日本出版杜１９９０年５月に所収

　「世界史のなかの現存杜会主義」　　　　　　　ｒ経済科学通信』第６３号　１９９０年６月

　「所有形態の多様化をどうみるか」

　ｒ経済』平成２年６月号，１９９０年６月 ．ｒソ 連・ 東欧経済と西側戦略』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新目本出版杜　１９９０年９月に所収

　「杜会主義のもとでの市場原理」　　　　　　　　　『婦人通信』第３６９号　１９９０年６月

　ｒ杜会主義と『計画 ・市場』ｒ所有』　　　　　　『科学と思想』第７７号　１９９０年７月

　「杜会主義における『市場原理』とは

　　　　　　　　　　　　　　　　　『勤労者通信大学』平成２年７月号　１９９０年７月

　〔編著〕ｒ疑問に答える杜会主義』

　　　　　　　　　　　　　　浜林正夫 ・山田敬男氏と共編　学習の友杜　１９９０年８月

　「杜会主義論の研究課題」　　　　　　　　　　ｒ経済ｊ平成２年９月号　１９９０年９月

　「ソ 連共産党第２８回大会での経済 ・杜会問題」

　　　　　　　　　　　　　　　『ソビエト研究所ビ ュレティソ』第１１号　１９９０年１０月

　「ソ 連における［市場経済への移行』をめぐっ て

　　　　　　　　　　　　　　　『ソビエト研究所ビ ュレティソ』第１３号　１９９１年２月

　〔共著〕ｒ明日の杜会主義と日本の労働運動』

　　　　　　　　　　　戸木田嘉久 ・有田光雄氏と共著，日本機関紙揚会　１９９０年２月

阿部　顕三

　Ｐｕｂ１１ｃ　Ｉｎｐｕｔ　ａｓ　ａ　Ｄｅｔｅｒｍｍａｎｔ　ｏｆ　Ｔ
ｒａ

ｄｅ

（１２５１）



　３８０　　　　　　　　　　立命館経済学（第３８巻 ・第６号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｃａｎａｄ１ｍ　Ｊｏｕｍａ１ｏｆ　Ｅ
ｃｏｎｏｍ１ｃｓ

　書評田中茂和著「為替 レートと国際金融」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中央経済杜）関西大学商学論集

　Ｔａｒ１丘Ｒｅｆｏｒｍ　ｍ　ａ　Ｓｍａ１１Ｏｐｅｎ　Ｅｃｏｎｏｍｙ　ｗ１ｔｈ　Ｐｕｂ１１ｃ　Ｐｒｏｄｕｃｔ１ｏｎ

　　　　　　　　　　　Ｄ１ｓｃｕｓｓ１ｏｎ　Ｐａｐｅｒ　Ｎｏ１１（Ｒ１ｔｓｕｍｅ１ｋａｎ　Ｕｎ１ｖｅｒｓ１ｔｙ）

岩田　勝雄

　「美山町林業の特徴と問題点」　　　　　　　　『京都地域研究』第６号

　「ソ 連・ 東欧貿易の現状と債務累積」　　　　　　　　　　　　丁経済』

　編共著［現代沖縄経済論』　　　　　　　　　　　　　　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」（３）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｒ季刊科学と思想』Ｎｏ．７６

　「アルチ ュセー ルの認識論とイデオ 目ギ ー論」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『季刊科学と思想』Ｎｏ．７７

　「公的規制問題と日米構造協議」　　　　［日本の科学者』第２５巻第１０号

　「競争と独占」　　　　　　　　　　　　　　　丁唯物論と現代』第６号

　「激変一年目のポーラ１■ドをゆく」　　　　　　　丁文化評論』第３６１号

大西　広

　丁どこへ行く杜会主義と資本主義』（共著）　　　　　　　かもがわ出版

　ｒ新編現代の経済杜会』（共編）　　　　　　　　　　　　　昭和堂

　「技術革新と生産力発展」　小谷義次　置塩信雄 ・池上惇編［マルクス ・

　　　　　　　　　　　　　ケインズ　 シュ ソペ ーター』所収　大月書店

　「効用価値説と労働価値説」　　　　　　　　　ｒ経済科学通信』第６３号

　「レキ ュラソオソ理論への問題提起」　　　　　『唯物論と現代』第４号

　「スポーツ 産業自立化の歴史的条件について」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『体育 ・スポーツ 評論』第４号

　「覇権 ・国連 ・民族 ・個人一中東危機が教えたもの一」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［思想と現代』第２３号

　書評東思唯研編『豊かさを哲学する』　　　　　　［月刊杜会教育』

大薮　輝雄

　「過疎の中の美山町農業」京都地域研究６　立命館大学人文科学研究所
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　　　　　　　　　　　　　　　共同研究室　　　　　　　３８１

　国際リゾート「三重サノベルトゾーソ」構想とその進捗状況

　　　　　　　　　　　　　京都地域研究６　立命館大学人文科学研究所　１９９０年７月

奥村　功

　ヴィクトル ・ユゴー の世紀２　　　　　　　　　　　　　　　白水杜　１９９１年３月

　（共編）フラソス語の華一文法編（改訂版）一　　　　　　　　　　白水杜　１９９１年３月

後藤　靖

　（共著）西園寺公望伝第一巻　　　　　　　　　　　　　　岩波書店　１９９０年１０月

　（共著）洛西探訪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　淡交杜　１９９０年１０月

　（書評）大石嘉一郎著『自由民権と大隈 ・松方財政』　　杜会経済史学　１９９０年１０月

杉野　囲明

　「地域経済の体系と問題点」『地域経済学研究』倉Ｉ１刊号　 日本地域経済学会　１９９０年６月

　ｒアメリカの沖縄政策と本土復帰をめぐる経済的諸問題」

　　　　　　　　杉野囲明 ・岩田勝雄編『現代沖縄経済論』　法律文化杜　１９９０年１０月

　「産業基盤の整備に関する諸問題」

　　　　　　　　杉野囲明 ・岩田勝雄編『現代沖縄経済論』　法律文化杜　１９９０年１０月

　「沖縄における漁業政策の展開と問題点」

　　　　　　　　杉野囲明 ・岩田勝雄編『現代沖縄経済論』　法律文化杜　１９９０年１０月

　「地域経済の変貌と研究課題」　　　　　『地域研究』人文研 ・古今書院　１９９１年３月

辻井　榮滋

　ｒＪ　Ｌｏｎｄｏｎ，〃〃肋Ｅゐ〃をめくる諸問題　　その結末とマーティノの死　　」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『立命館言語文化研究』２巻１号　１９９０年９月

　「Ｊ　 ロノトノに仕えた日本人使用人たち　　関根時之助の場合　　」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『立命館言語文化研究』２巻２号　１９９０年９月

　「Ｊ　 ロノトノに仕えた日本人使用人たち　　世良誓の場合　　 」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『立命館言語文化研究』２巻３号　１９９０年１月

西口　清勝

　ｒ日本のＯＤＡと環境破壊」　　　　　　　　　　　　　　『文化評論』　 １９９０年８月

　ｒ外資導入による経済発展戦略はＡＳＥＡＮをどこへ導くか」　　『経済』　 １９９０年９月

　ｒＡＳＥＡＮ経済発展のメダルの裏」　　　　　　　　　　　『学生新聞』　 １９９１年２月

　書評ｐａｓｕｋ　ＰｈｏｎｇＰａ１ｃｈ１ちＴｈｅ　Ｎｅｗ　Ｗａｒｅ　ｏｆ　Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ　ｍ　ＡＳＥＡＮ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『立命館国際地域研究』第１号　１９９１年３月

（１２５３）



　３８２　　　　　　　　　　立命館経済学（第３８巻 ・第６号）

　「アジア太平洋経済圏を考える」

　　　　　　林，佐中，大西編『新編 ・現代の経済杜会』第１０章　昭和堂　１９９１年３月

飛田　就一

　（翻訳書）Ｖ．クラフト著／飛田就一 里見軍之監訳

　　　　　　　　　『ウィー：■学団　　論理実証主義の起源　　』富士書店　１９９０年９月

平田　純一

　「フィリピンの貨幣需要関数」

　　　　アジァ経済研究所ＡＳＥＡＮ ・アジァＮＩＥＳの経済予測と分析（ｎ）１９９０年３月

　「情報技術者総数の需要予測」

　　　　　　　　　　情報技術者の需給予測と情報技術教育科研費報告書　１９９０年３月

藤岡　惇

　「南部の経済一２０世紀を中心に」

　　　　　　　　　　『東京大学アメリカ研究資料センター 年報』第１２号　１９９０年３月

　「アメリカでみた民衆参加の研究運動」　　　　 『経済科学通信』第６３号　１９９０年６月

　「レーガン核軍拡がもたらしたもの」　　　　　　　　　 『経済』８月号　１９９０年７月

　書評「北村崇郎著ｒアメリカ』」　　　　　　　 『エコノミスト』１０月号　１９９０年１０月

　「軍縮と経済，くらし，杜会保障」　　　　　 『兵庫県保険医新聞』９５６号　１９９０年１２月

　ｒどうなる日米関係」　　　　　 『新編　現代の経済杜会』所収　昭和堂　１９９１年２月

本田　豊

　（共著）「エッセンシャルズ経済学』　　　　　　　　　　　　成文堂　１９９０年

松川　周二

　『ケインズの経済学一その形成と展開』　　　　　　　　　中央経済杜　１９９１年２月

松野　周治

　（書評）島崎久彌著『円の侵略史　　円為替本位制度の形成過程　　』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『アジア経済』第３２巻第２号　１９９１年２月

　（書評）松本俊郎著『侵略と開発　　日本資本主義と中国植民地化　　』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『日本史研究』第３４２号　１９９１年２月

松原　豊彦

　コメ 市場開放問題とガ ット交渉　　　　　　　　　経済科学通信第６３号　１９９０年６月

　米加白由貿易協定２年目のカナダ経済　　　　　　　　経済９０年１１月号　１９９０年１１月

　平成元年度農業構造改善基礎調査報告書　　滋賀県彦根市稲枝　本庄町（分担執筆）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　近畿農政局　１９９０年３月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１２５４）



共　同　研　究　室 ３８３

水田　勝博

　「ポクノノク選手における身体柔軟度の特徴について」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　体力科学日本体力医学会　１９９０年１２月

山井　敏章

　トイソ 初期杜会民主主義における生産協同組合　労働組合問題１８６５－１８７８年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歴史学研究第６０６号　１９９０年５月

　書評 ：柳澤治『ドイツ 中小ブルジ ョアジーの史的分析一三月革命からナチズムヘー』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歴史学研究第６１７号　１９９１年３月

山田　哲司

　ＴＨＥ　ＬＡＢＯＲ　ＦＯＲＣＥ　ＰＡＲＴＩＣＩＰＡＴＩＯＮ　ＯＦ　ＥＬＤＥＲＬＹ　ＭＡＬＥＳ　ＩＮ　ＪＡＰＡＮ

　　ＪＯＵＲＮＡＬ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＪＡＰＡＮＥＳＥ　ＡＮＤ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＥＣＯＮＯＭＩＣＳ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＡＣＡＤＥＭＩＣ　ＰＲＥＳＳ　ＳＰＲＩＮＧ１９９０

　ＤＥＴＥＲＭＩＮＡＮＴＳ　ＯＦ　ＳＡＶＩＮＧ　ＡＮＤ　ＬＡＢＯＲ　ＦＯＲＣＥ　ＰＡＲＴＩＣＩＰＡＴＩＯＮ　ＯＦ

　　　ＴＨＥ　ＥＬＤＥＲＬＹ　ＩＮ　ＪＡＰＡＮ

　　ＮＢＥＲ　ＷＯＲＫＩＮＧ　ＰＡＰＥＲ

　　　　　　　　ＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＢＵＲＥＡＵ　ＯＦ　ＥＣＯＮＯＭＩＣ　ＲＥＳＥＡＲＣＨ　ＳＰＲＩＮＧ１９９０

　ＴＨＥ　ＥＦＦＥＣＴＳ　ＯＦ　ＳＯＣＩＡＬ　ＳＥＣＵＲＩＴＹ　ＲＥＴＩＲＥＭＥＮＴ　ＢＥＮＥＦＩＴＳ

ＯＮ　ＰＥＲＳＯＮＡＬ　ＳＡＶＩＮＧ　ＡＮＤ　ＥＬＤＥＲＬＹ　ＬＡＢＯＲ　ＦＯＲＣＥ　ＢＥＨＡＶＩＯＲ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＥＣＯＮＯＭＹ　ＮＯＲＴＨＨＯＬＬＡＮＤ　ＷＩＮＴＥＲ１９９０

　ＢＯＯＫ　ＲＥＶＩＥＷ　ＯＦ　ＧＲＯＷＩＮＧ　ＯＬＤ　ＩＮ　ＴＨＥ　ＴＷＥＮＴＩＥＴＨ　ＣＥＮＴＵＲＹ

　　ＳＯＵＴＨＥＲＮ　ＥＣＯＮＯＭＩＣ　ＪＯＵＲＮＡＬ　ＳＯＵＴＨＥＲＮ　ＥＣＯＮＯＭＩＣ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＡＳＳＯＣＩＡＴＩＯＮ　ＯＣＴＯＢＥＲ１９９０

　ＰＲＯＤＵＣＴＩＶＩＴＹ　ＯＦ　ＪＡＰＡＮＥＳＥ　ＭＡＮＵＦＡＣＴＵＲＩＮＧ

　ＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳ　ＡＮＤ　ＴＨＥＩＲ　ＭＡＲＫＥＴ　ＣＯＭＰＥＴＩＴＩＯＮ

　　ＪＡＰＡＮ’Ｓ　ＥＣＯＮＯＭＩＣ　ＣＨＡＬＬＡＮＧＥ　ＴＨＥ　ＵＮＩＴＥＤ　ＳＴＡＴＥＳ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＧＯＶＥＲＮＭＥＮＴ　ＯＣＴＯＢＥＲ１９９０

　ＬＡＢＯＲ　ＰＲＯＤＵＣＴＩＶＩＴＹ　ＡＮＤ　ＭＡＲＫＥＴ　ＣＯＭＰＥＴＩＴＩＯＮ　ＩＮ　ＪＡＰＡＮ

　　ＮＢＥＲ　ＷＯＲＫＩＮＧ　ＰＡＰＥＲ　ＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＢＵＲＥＡＵ　ＯＦ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＥＣＯＮＯＭＩＣ　ＲＥＳＥＡＲＣＨ　ＭＡＲＣＨ１９９１

若林　洋夫

　「国際リゾート『三重サソベルトゾーン』視察録

　　　　　大王町～リゾート ・観光開発で町の活性化なるか」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（本学人文研『京都地域研究』Ｖ
ｏ１ ．６．１９９０．７）

（１２５５）



　３８４　　　　　　　　　　　　総　　目　次

　　　　　　　　立命館経済学　　第３９巻総目次（１９９０年度）

　　論　説

いわゆるパリ ・ノートと『経済

　学 ・哲学草稿』について 　　　岡崎栄松１ 　１（　１）一５５（５５）

　　　　ｒラーピ１■論文」公表以前を中心として

展望 ：リカード的成長モデルの

　諸形態・……・…・…・・………・…・…・・堂　目　卓　生　 １…５６（５６）一８６（８６）

準市場経済（Ｑｕａｓｉ　Ｍａｒｋｅｔ

　Ｅｃｏｎｏｍｙ）とヘクシャー＝

　オリーン ・モデルの限界（下） ・…・・ 小野　進１…８７（８７）一１３１（１３１）

サービス 労働 ・商業労働の

　価値形成性………………・・………・小檜山政克　 ２…
　１（１６１）一２８（１８８）

　　　　［資本論』の批判的分析

流動性選好は危険回避の為か………平　田　純　一　 ２…２９（１８９）一５５（２１５）

　　　　３資産モデルによる分析

航空宇宙産業の国際的再編

　について………一……・…………・大西　広２…５６（２１６）一７２（２３２）

地域経済学体系に関する一考察…… 杉　野　囲　明　３…　１（２６１）一１６（２７６）
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