
１８６ 立命館経済学（第４０巻 ・第６号）

共　同　研　究　室

（第４０巻第４号のつづき）

１９９１年度第８回研究会（１０月２５目）

　〉テーマ　　光 ファイバ市場の形成における参入企業の類型

　　報告者　　鄭　致福氏

　〉テーマ　　地域的不均等発展論の系譜と問題点

　　報告者　　泉　俊弘氏

１９９１年度第９回研究会

　レテーマ　　最近の英国における地域研究の一動向

　　報告者　　奥地　正氏

　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

　税制改革を考える『新編 ・現代の経済杜会』　　　　　　　　　昭和堂　１９９１年４月

〔翻訳〕州税と地方税『アメリカの租税政策』　　日本税務研究センター　１９９１年１１月

稲葉　和夫

　「日本企業の海外直接投資行動と国際収支」

　　　斉藤 ・二宮 ・小川編『多部門径済モデルの実証研究』第８章所収（共著）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　創文杜　１９９２年３月

　日本企業の産業別国際競争力の実証分析

　　　　　産業別マクロ言十算 モデルによる一考察

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際地域研究第２号　１９９２年３月

岩田　勝雄

　現代沖縄経済を考える　　　　　　　　　　　　　　立命評論　Ｎｏ． ９３　１９９１年７月

　地域の国際化　　　　　　　　　　　　　　地域経済学研究　第２号　１９９１年６月

　宮津市の国際化の現状とリゾート開発　　　　　京都地域研究　第７号

（１００４）



　　　　　　　　　　　　　　　共同研究室　　　　　　　１８７

奥村　　功

　ヴィクトル ・ユゴーとチオンヴィル　　　　　　　立命館言語文化研究　１９９１年７月

　ユゴー の出会 った日本人Ｙｏｕ－Ｋａ－Ｖａ　　　　　立命館言語文化研究　１９９１年９月

角田　修一

　『生活様式の経済学　　資本主義と生活様式』　　　　　　　青木書店　１９９２年４月

　「家計構造と消費生活」東井 ・森岡編『日本経済へのアプ ローチ』第１４章

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ミネルヴ ァ書房　１９９２年３月

　「経済学教育の現状と課題　　専門教育のあり方と評価について」

　　　　　　　立命館大学教育科学研究所『立命館教育科学研究』第２号　１９９２年３月

　ｒ経済学とフェミニズム」　　　　　　　　　　『経済科学通信』Ｎｏ・６７　１９９１年７月

　「新しい生活様式　　自立と協同　　」

　　　野澤 ・木下 ・大西編『自立と協同の経済 システム』　　　大月書店　１９９１年４月

坂本　和一

　『２１世紀 ノステム　　資本主義の新段階』　　　　　　東洋経済新報杜　１９９１年６月

堂目　卓生

　（共訳）森嶋通夫『リカードの経済学』　　　　　　　東洋経済新報杜　１９９１年９月

　『古典経済学の模型分析』　　　　　　　　　　　　　　　　　有斐閣　１９９２年１月

西口　清勝

　（共著）『現代世界経済をとらえる』　　　　　　　　　東洋経済新報杜　１９９１年１０月

　「東南アジア経済圏」と日本　　　　　　　　　　　　　　　　『経済』　１９９１年１２月

　（共編）『アジア太平洋の時代と日本』　　　　　　　　　　法律文化杜　１９９２年３月

　（書評）Ｅｚｒａ　 Ｆ　 Ｖｏｇｅ１

　　　Ｔｈｅ　Ｆｏｕｒ　Ｌｉｔｔｌｅ　Ｄ
ｒａｇｏｎｓ　　　　　　　　『立命館国際地域研究』　１９９２年３月

日高　正好

　『父の コソパス』　　　　　　　　　　　　　　　　　佛編集工房 ノア　１９９１年８月

平田　純一

　「アソア諸国の金融制度を比較する視占　　東　東南アノアを中心として」 ，

　　『ＡＳＥＡＮ　アソァＮＩＥＳの経済予測と分析（皿）　　平成２年度ＥＬＳＡ

　　報告書』樋田　満編，２１－４８　　　　　　　　　　アジア経済研究所　１９９１年

　「２１世紀の京都の地域経済活性化にむけて〔京都市域産業労働調査報告書〕」

　　　　　　京都市，京都商工会議所，京都市中小企業雇用対策協議会編　１９９１年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１００５）



１８８ 立命館経済学（第４０巻 ・第６号）

藤岡　　惇

　ｒ現代の日米経済を考える」林堅太郎ほか編『新編 ・現代の経済杜会』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和堂　１９９１年４月

　「労働者参加型の研究運動の創造」

　　　　　　　　　　　　　　　　『仕事の発見』１９号　協同総合研究所　１９９１年９月

　「米国軍事経済のゆくえ」　　　『湾岸戦争を問う』経済理論学会有志　１９９１年９月

馬原　鉄男

　部落解放運動の７０年　　　　　　　　　　　　　　　　　新日本出版杜　１９９２年２月

　新版 ・水平運動の歴史　　　　　　　　　　　　　　部落問題研究所　１９９２年３月

松野　周治

　「昭和初期関税政策の展開一関税審議会を中心として一」

　　（後藤　靖編『日本帝国主義の経済政策』所収）　　　　　　柏書房　１９９１年６月

　「京都における農村経済更生運動の一事例一旧竹野郡木津村一」

　　　（立命館大学人文科学研究所紀要第５２号ｒ戦時下の京都地域』所収）１９９１年９月

松原　豊彦

　（共著）『地域再構成の展望』（星埜惇 ・河相一成編）　　中央法規出版　１９９１年１０月

　（共訳）グ ローバー・ クストラー『アグリビジネスと契約農業』（中野一新監訳）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大月書店　１９９２年３月

　〔５０問５０答〕どうみるどうなる世界と日本の経済

　　ｒコメの輸入自由化は必要なのか」　『経済』９１年４月　新日本出版杜　１９９１年４月

（１００６）



１８９

立命館経済学　　第４０巻総目次（１９９１年度）

　　論　説

不確実性の経済理論

　覚書と展望（１）　　　　　　　鈴　木　　　登　 １　１（　１）一２７（２７）

　　　　情報化杜会における基底と位相を探 って

投下労働量 ・労働生産性 ・

　労働交換率の測定・……・………・… 山　田　　　彌　 １…２８（２８）一６７（６７）

　　　　産業連関デ ータによる日米経済の比較分析

Ｐｅｒｓｏｎａ１Ｓａｖｉｎｇ，Ｌａｂｏｒ　Ｆ
ｏｒｅｃｅ

　Ｐａｒｔｉｃｉｐａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｓｏｃｉａ１Ｓｅｃｕｒｉｔｙ

　Ｒｅｔ１ｒｅｍｅｎｔＢｅｎｅ丘ｔｓｍＪａｐａｎ 山田哲司１６８（６８）一９０（９０）

現代日本の対外経済関係分析

　についての覚え書き ・……………・・岩　田　勝　雄　２…　 １（１４７）一２７（１７３）

ドイツ三月革命期における

　葉巻労働者の運動（下）…・………・・ 山　井　敏　章　 ２…２８（１７４）一５８（２０４）

　　　　生産協同組合の問題を中心に

カナダの農産物

　マーケティング ・ボード…………松原豊彦２…５９（２０５）一９０（２３６）

　　　　その現状と課題

コソピ ュータ産業の形成・…・……・… 坂　本　和　一　 ３…　１（３１５）一５１（３６５）

　　　　世界 コンピ ュータ産業史（Ｉ ：１９５０年代～６０年代）

労働と人間（Ｉ）……………・…・……・高　木　　　彰　 ３…５２（３６６）一８９（４０３）

　　　　 マルクス『経済学 ・哲学草稿』（１８４４年）の検討を中心に

Ａ　Ｎｏｔｅ　ｏｎ　ｔｈｅ　Ｃｏｍｐａｒａｔ１ｖｅ

　Ａｄｖａｎｔａｇｅ　ｕｎｄｅｒ　Ｍｏｎｏｐｏ１ｙ　　呵　部　顕　三　 ３　 ９０（４０４）一９６（４１０）

三月前期のプ ロイセソにおける

　「杜会問題」と杜会政策

　および中間層政策の展開（１２）一・・ 川　本　和　良　 ４…　１（４３７）一４３（４７９）

ＩＣ時代の コンピ ュータ産業一……坂　本　和　一　 ４…４４（４８１）一８４（５２０）

　　　　世界 コノピ ュータ産業史（ｎ ：１９６０年代後半）

（１００７）



　１９０　　　　　　　　　　　　　総　　目　　次

井上 ・宇佐美教授の

　国家独占資本主義論におげる

　危機把握の方法について ・…・……・ 田　中　宏　道　 ４…８５（５２１）一１１８（５５４）

現代イギリス地域政策の

　段階と特質（２） ・…・・…・…・…・・・・… 若　林　洋　夫　 ４…１１９（５５５）一１４５（５８１）

現代世界経済と

　先進資本主義諸国経済関係　　　岩　田　勝　雄　 ５　 １（６３５）一２３（６５７）

ＬＳＩ時代の コンピ ュータ産業・…・・…坂　本　和　一　 ５…２４（６５８）一７７（７１１）

　　　　世界 コノピ ュータ産業史（皿 ：１９７０年代）一

ケムニッツの労働者運動と

　ドイツ 機械製造エカンパニー

　（１９６３－６７年）（上）………………・ 山　井　敏　章　 ５…７８（７１２）一１１０（７４４）

　　　　１８６０年代ドイツの労働者運動と生産協同組合（２）一

電機産業における

　競争形態の研究（その１）………田　中　宏　道　 ６…
　１（８１９）一２８（８４６）

　　　　電機産業研究の現状

労働と人間（ｕ） ・……………・・……高　木　　　彰　 ６…２９（８４７）一７６（８９４）

　　　　 マルクス『経済学 ・哲学草稿』（１８４４年）の検討を中心に

現代イギリス地域政策の

　段階と特質（３）…・………・…・・・・… 若　林　洋　夫　 ６…７７（８９５）一１０９（９２７）

ケムニッツの労働者運動と

　ドイソ 機械製造エカンパニー

　（１８６３一・６７年）（下）…・・………・・…山井敏章６…１１０（９２８）一１４１（９５９）

　　　　１８６０年代ドイツの労働者運動と生産協同組合（３）

　　研　究

現代の「サ ービス諸部門」の

　性格規定のための一考察…・……・・長　岡　弘　樹　 １…９１（９１）一１１４（１１４）

エレクトロニクス巨大企業におげる

　半導体事業　　　　　　　　　　肥　塚　　　浩　 １　 １１５（１１５）一１３７（１３７）

光産業の構造と基軸製品の生成 ・…・・ 鄭　　致　　福　 ２…９１（２３７）一１２１（２６７）

　　　　光産業形成史Ｉ

　　　　　　　　　　　　　　　　（１００８）



　　　　　　　　　　　　　　総　　目　　次

１９８０年代韓国貿易構造分析…………斐　　光　　雄

中国におげる

　資金循環分析手法の展望………… 張　　　　　南

世界半導体市場における競争 ・独占

　および国際価格形成…・…・………・杉　本　良　雄

半導体企業の研究開発体制……・・・… 肥　塚　　　浩

初期マルクスにおける論理と歴史…山　田　祥　夫

　　　貨幣把握の特殊性とかかわって

７９～８７年Ｉ－Ｏ表による

　中国価格体系の実証分析…・・……・李　　　　　潔

地域的不均等発展論の

　系譜と問題点………………・・……・ 泉　　　俊　弘

恐慌にいたる

　資本の諸契機について……………増　田　和　夫

　　　　利潤率低下法則の内的諸能因

光ファイバ市場における

　日本企業の競争戦略…………・・・… 鄭　　致　　福

　　　　光産業形成史ｎ

１９８９～１９９０年度経済学部プロジェクト研究報告

学位論文審査報告

中村平八『発展途上杜会主義の研究』

　共同研究室

共同研究会…

共同研究会……・…

９１年度会員業績…・

　　　　　　　１９１

…　１２２（　２６８）一１４８（　２９４）

　９７（　４１１）一１２１（　４３５）

・・
１４６（　５８２）一１７１（　６０７）

…　１７２（　６０８）一１９５（　６３１）

…　１１１（　７４５）一１３７（　７７１）

・・ １３８（　７７２）一１５５（　７８９）

・・
１５６（　７９０）一１８３（　８１７）

…　１４２（　９６１）一１６４（　９８２）

…　１６５（　９８３）一１８５（１００３）

・・
１４９（　２９５）一１６７（　３１３）

…　１３８（　１３８）一１４６（　１４６）

・・
１９６（　６３２）一１９７（　６３３）

…　１８６（１００４）一１８６（１００４）

・・
１８６（１００４）一１８８（１Ｏ０６）

（１Ｏ０９）


