
総目録（第１巻～第４７巻） ４４９

『立命館経済学』五○年（全四七巻）総目録

立命館経済学 第１巻総目次（１９５２年度）

　　論　　説

資本主義貨幣と社会主義貨幣…………………………… 武　藤　守　一

統計的方法の本質…………・一…………………………・関　　弥三郎

附加価値税の本質一……………・…………………一…箕　浦　格　良

わが国塩業労働における封建性と近代性との交錯一・・大山敷太郎
　　　特に塩業における親方制度の推移に関連しての一試論

労働と社会発展の関係・・……………・・・………………・… 阿　部　矢　二

財務諸表の分析における基礎的一問題……・………・・… 津ノ国長四郎

郷土産業考察の一例（上）一……………・…一…………淡　川　康　一

わが国塩業労働における封建制と近代性との交錯……大山敷太郎

　　　特に塩業における親方制度の推移に関連しての一試論

資本主義社会における小農経営………………・・一……阿　部　矢　二

企業の指導原則としての収益性…・…………・…………・祭原光太郎
教父的およびスコラ的所有観…一……・………………高　橋　良　三

郷土産業考察の一例（中）………一…・・………………・・淡　ハ１康

経済学と地理学との関係　　　　　　　　　　　　 一淡　川　康

農地改革の結果の二，三について………………・・一…阿　部　矢　二

近世における畿内在郷商人の高利貸資本について　…足　立　政　男

　　　山城国乙訓郡神足村絞油商油屋弥兵衛（現岡本家）の場合

中小企業対策としての調整組合に関する問題点………井上巖次郎

リカァドオ理論における貿易による搾取の問題………井　上　次　郎

わが国漁業における共同経営の典型……………・・……・大山敷太郎
資本論の学的体系性………・…・一・・……………………・梯　　　明　秀

　　　冒頭文節の体系的意味を分析するための序説として

経営における職制組織…………・…一……………・・…・・祭原光太郎
東南アジア貿易の振興と経済開発について　　　　　高見沢茂治

労働協約と社会保障一……………・……………………・平　田　隆　夫

ドッ ブ恐慌論の検討…………………………・……・・……松　田　弘　三

　　　恐１荒論の基本問題について（トー

ヒユ ー・ タルトンに於ける経費に関する理論　　　　箕　浦　格　良

号ぺ
一ジ（通巻）

１（　　３）一２７（　２７）

２８（　２８）一　５８（　５８）

５９（　５９）一　８８（　８８）

８９（　８９）一１４０（１４０）

３３（１７５）一　５１（１９３）

５２（１９４）一　６５（２０７）

１（２６１）一　１７（２７７）

１８（２７８）一６７（３２７）

　４ …　　１（３９７）一２８（４２４）

　４ …　　２９（４２５）一　５４（４５０）

　４ …　　５５（４５１）一　８６（４８２）

　４ …　　８７（４８３）一　９３（４８９）

５・ ６…　　　１（５３５）一　１２（５５６）

５・ ６…　　１３（５４７）一　２７（５６１）

５・ ６…　　２８（５６２）一　５３（５８７）

５・ ６…　　５４（５８８）一　６３（５９７）

５・ ６…　　６４（５９８）一　７８（６１２）

５・ ６…　　７９（６１３）一１００（６３４）

５・ ６… 　１０１（６３５）一１２７（６６１）

５・ ６…　１２８（６６２）一１４１（６７５）

５・ ６… 　１４２（６７６）一１５８（６９２）

５・ ６…　１５９（６９３）一１８２（７１６）

５・ ６…　１８３（７１７）一２０４（７３８）

５・ ６…　２０５（７３９）一２２１（７５５）



　４５０　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４７巻 ・第２ ・３ ・４号）

財閥解体政策の基盤とその変遷　　　　　　　　　　武　藤　守　一

　　　　日本経済の従属化と軍事化えの序説

アメリカにおける労働組合の特質と協約の

　パターンについて……………・・……………………一森　川　　　信

米国に於けるアクセレレイシ ョン問題……………・・・… 宇都宮　　巖

フイリッ プ・ シドニイに就いて………・…・・・・……一…岡橋　祐

　　時　　論

中小企業と長期金融…………一・…………・……・・……・井上巖次郎
ポンド過剰の問題………・…・・・・…一……………・・一…井上次郎

　　研　　究

特殊的生産について一…・……一・・……一・…・・・・……・小　牧　聖　徳

近世における山城農民の経済生活（上）………………… 足　立　政　男

保険差益の会計処理について若干の考察　　　　　　寺　島　　　平

近世における山城農民の経済生活（下）……………・・・… 足　立　政　男

　　講　　座

統計調査法……………・・…………・……・・・………・…・・… 関　　弥三郎

任意標本調査法（１）　　　　　　　　　　　　　関　　弥三郎

　　資　　料

ＬＩＦＯ価格指数構成方法　　　　　　　　　　　　　平　島　　　平

　　■　　評
Ｒ． Ｔ　Ｂｙｅ 社会経済と価格体系……………・・・………・… 山　田　邦　臣

労働問題に関する新著二つ……………・・…………一… 平　田　隆　夫

　　（１）米国連邦労働省編 “米国労働運動小史”１９５１年

　　（２）国際労働局編 “永続的平和　　国際労働機関の進路
’’

５・ ６…　２２２（７５６）一２４８（７８２）

５・ ６…　２４９（７８３）一２６５（７９９）

５・ ６…　２６６（８００）一２８１（８１５）

５・ ６…　２８２（８１６）一３００（８３４）

１（１４３）一　１０（１５２）

１１（１５３）一　３２（１７４）

　６６（２０８）一　７９（２２１）

　８０（２２２）一　９９（２４１）

・・
１００（２４２）一１１８（２６０）

・１０３（３６３）一１２５（３８５）

６８（３２８）一１０２（３６２）

９４（４９０）一１２８（５２４）

３…　１２６（３８６）一１３４（３９４）

・１２７（１２７）一１４０（１４０）

・１２９（５２５）一１３７（５３３）



総目録（第１巻～第４７巻） ４５１

立命館経済学 第２巻総目次（１９５３年度）

号ぺ
一ジ（通巻）

　　論　　説

資本論目頭文節の体系的意味　　　　　　　　　　一梯　　　明　秀

郷土産業考察の一例（下）一…………・…………………・淡　ノｌ１康　一

社会階級性について……………………・…………・……・阿　部　矢　二

　　　　学生諸君へ

事業課税の外形と本質　　　　　　　　　　　　　 ・・箕　浦　格　良

スウィージー恐慌論の批判………………一・・…………松　田　弘　三

我国近世の経済思想（上）　　　　　　　　　　　 ・淡　川　康　一

　　　　大山教授の近著を中心として

危機に立つ反独占政策………………………・………・・… 井上巖次郎
わが国労働関係の特質（一）……………・………………・・大山敷太郎
ルネサンス ・レフオルマチオン期における

　所有観（上）…………………………………・…一・…・・高橋良三
諸商晶集成の感的直観（その一）　　　　　　　　 ・・梯　　　明　秀

　　　　「資本論冒頭文節の体系的意味」の第三章として

利潤と人民の生活との対抗関係……………一・・……阿　部　矢　二

我国近世の経済思想（下）……………一・一……・・……淡　川　康

　　　　大山教授の近著を中心として

諸商品集成の感性的直観（その二）　　　　　　　 ・・梯　　　明　秀

　　　　併せて遊部，宇野，向坂の諸氏の所説について

会計学上に所謂発生王義と実現王義に関する若干の

　考察………・……・………………・・・…………………・… 津ノ国長四郎

　　時　　論

最近の中小企業立法・………………・…………………・… 井上巖次郎
　　研　　究

近世山城における在郷商人の商業経営について……… 足　立　政　男

　　　　乙訓郡神足村絞油商「油屋弥兵衛」について

Ｏ． Ｈ． Ｔａｙ１ｏｒのシュムペ ーター学説における

　「帝国主義論」「社会階級論」の位置づけについて…浜　崎　正　規

連関財に関する一考察（一）……………・・……………・… 山　田　邦　臣

封建体制崩壊に関する一考察………………・・…………・足　立　政　男

　　　　畿内在郷商人の存在形態を中 ・し・に

棚卸資産評価について………・……　　　　　　　　 ・・ 寺　島　　　平

　　　　現行税法をめぐっ て

１　（　　１）一　３８（　３８）

３９（　３９）一　５０（　５０）

１（１３９）一１５（１５３）

１６（１５４）一　５１　（１８９）

５２（１９０）一　８０（２１８）

１　（２５５）一　２３（２７７）

１　（３８１）一　１２（３９２）

１３（３９３）一　５７（４３７）

５８（４３８）一　８２（４６２）

１　（５２３）一　３０（５５２）

３１　（５５３）一　４７（５６９）

４８（５７０）一　７２（５９４）

６…　　２８（６７０）一　５６（７０７）

６　…　　１２（６５４）一　２７（６６９）

６・・　　１　（６４３）一　１１　（６５３）

１…　　８３（　８３）一１１２（１１２）

・１１３（１１３）一１３８（１３８）

８１（２１９）一１０３（２４１）

　２４（２７８）一　５７（３１１）

３…　　５８（３１２）一　７９（３３３）



　４５２　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４７巻 ・第２ ・３ ・４号）

税務会計上の一考察　　　　　　　　　　　　　　　高　尾　忠　男

　　　　ディダ ックシ ョンを中心として

利子生み資本の変容……………・・……一…………・・…・小　牧　聖　徳

　　　　近代的銀行業の成立をめくっ て

「企業者」と資本主義過程の「革新」について一……浜　崎　正　規

　　　　シュムペーター学説の王要問題

ヒソ クスにおける代替補完概念の吟味　　　　　　　山　田　邦　臣

　　　　連関財に関する一考察（二）

米国の綿花生産とその処理策・・…………・・・…一………森　川　　　信

内部索制組織の弱点について ・…・………・・・…………・… 高　尾　忠　男

　　講　　座

任意標本調査法（二）　　　　　　　　　　　　 ・　関　　弥三郎

税務会計における貸倒準備金の繰入処理…一………・・高　尾　忠　男

任意標本調査法（三）　　　　　　　　　　　　　関　　弥三郎

任意標本調査法（四）　　　　　　　　 ・　　　　関　　弥三郎

剰余価値説の成止過程（一）　　　 ・・ 　松田弘三
任意標本調査法（五）　　　　　　　　　　　　　関　　弥三郎

剰余価値説の成且過程（二）　　　・　　松田弘三
　　紹　　介

Ｔ　Ｅミード ・国際収支論　　　　　　 ・　　　　　村瀬武三郎

　　　　国際経済政策理論第　巻

Ｃ　Ｓソロー・ 「資本主義過程における革新」　　　　浜　崎　正　規

　　　　シュムペーター理論の批判

３　
・・　８０（３３４）一　９０（３４４）

４・・　８３（４６３）一　９２（４７２）

４・・　９３（４７３）一１２２（５０２）

５・・　７３（５９５）一　９４（６１６）

６・・　６６（７０８）一　８０（７２２）

６・・　８１（７２３）一８９（７３１）

１　
・・　５１　（　５１）一　８２（　８２）

２…　１０４（２４２）一１１０（２４８）

３・・　９１（３４５）一１１５（３６９）

４…　１２３（５０３）一１４１（５２１）

５・・　９５（６１７）一１１９（６４１）

６・・　９０（７３２）一１０９（７５１）

６… 　１１０（７５２）一１２０（７６２）

２…　１１１（２４９）一１１６（２５４）

３…１１６（３７０）一１２３（３７７）



総目録（第１巻～第４７巻） ４５３

立命館経済学 第３巻総目次（１９５４年度）

　　論　　説

マルクスに対立する貨幣理論批判……・………・・………武　藤　守　一

ソ同盟における富農対策……………………………一・・阿　部　矢　ニ

マルクス経済学の成↓過程にかんする一考察　　松田弘三

　　　　剰余価値論の生成を中心として

諸商品集成の感性的直観（その三）……………一・・一・・梯　　　明　秀

ツアイスエ場一……………・…・………一・……………・木村喜一郎
いわゆる縁故募集ｒ採用」の一典型……………・・……・大山敷太郎
　　　　郵政省ｒ現業職員の実態に関する調査に基く分析」

日本信用体系における国家的銀行資本の地位と役割…武　藤　守　一

　　　　その一 従属化，軍事化の資金的中枢としての日本開発銀行

証券上場規定と第二市場・……・……・・・………一………住ノ江佐一郎

わが国鉱業労働における封建性と親方制度……………大山敷太郎

カメラリスムスに於ける財政思想……………・・………・箕　浦　格　良

グラハム ・ド ッドにおける有価証券の分類について…住ノ江佐一郎

マルクス主義による人問改造の問題…・…………・……・阿　部　矢　二

賃労働者の向自有的論理構造…・…………・……………・梯　　　明　秀

減価償却と客観性の要請　　　　　　　　　　　　　津ノ国長四郎

アダム ・スミスの財政論………………・・……………・…箕　浦　格　良

四四年手稿断片「疎外された労働」における

　マルクスの哲学思想（上）……………・・…一…………梯　明秀

唯物論についての覚書（其の一）　　　　　　　　　阿　部　矢　二

日本輸出入銀行……・………・・………・………・・…一…・・武　藤　守　一

　　　従属化，軍事化の貿易金融中枢としての

熊野灘沿岸漁村における「本役〔本家株〕 ・

　半役〔分家株〕」制と漁業共同経営………………・… 大山敷太郎
住民税論………………・・……………………・…………… 藤　谷　謙　二

世界労連の結成と分裂………………・・………………・… 平　田　隆　夫

新企業担保制度に関する若干問題…一…………・……・井上巖次郎
日本長期信用銀行………・………・・………………………武　藤　守　一

　　一日本経済従属化軍事化の設備金融中枢として

フオード五○年……・……・・一・・……………・・・…………木村喜一郎

発生王義の会計における実現王義の問題　　　　　　津ノ国長四郎

号ぺ
一ジ（通巻）

１…１（１）一２５（２５）

１　…　　２６（　２６）一４７（　４７）

１　
・・　４８（　４８）一　８８（　８８）

８９（　８９）一１１６（１１６）

１　（１３１）一　１６（１４６）

２（２２９）一１６（２４４）

２…１７（２２５）一５３（２８１）

５４（２８２）一　７３（３０１）

１　（３７１）一　３４（４０４）

３５（４０５）一　６３（４３３）

６４（４３４）一　７７（４４７）

７８（４４８）一１０１（４７１）

１　（４９３）一　３０（５２２）

３１　（５２３）一　５０（５４２）

５１　（５４３）一　８１　（５７３）

１（６２３）一２９（６５１）

３０（６５２）一　４９（６７１）

５０（６７２）一　７３（６９５）

１２（６９６）一　３５（７３０）

３６（７３１）一　５７（７５２）

５８（７５３）一　８３（７７８）

８４　（７７９）一　９６　（７９１）

９７（７９２）一１２２（８１８）

・１２３（８１９）一１３５（８３１）

・１３６（８３２）一１５１（８４７）



　４５４　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４７巻 ・第２ ・３ ・４号）

四四年手稿断片「疎外された労働」における

　マルクスの哲学思想（中）……………・・……・……　　梯　　　明　秀

　　研　　究

原価管理における原価計算課の機能　　　　　　　…寺　島　　　平

シュムペーター経済学の方法論的一考察一…………・・浜　崎　正　規

近世在郷商人の農地経営……　　　　　　　　　　 ・・足　立　政　男

税務監査の目標について　　　　　　　　　　　　 ・・高　尾　忠　男

貨幣資本と造出とその限界………・……　　　　　　 ・・小　牧　聖　徳

近世都市近郊における農民生活　　　　　　　　　 ・・足　立　政　男

「標準原価計算」に関する若干の考察　　　　　　　 ・・寺　島　　　平

景気変動理論についての一試論　　　　　　　　　 ・・浜　崎　正　規

　　資　　料

アンリ ・ドウニ

　『マルクスと資本主義経済における現在の発展』　 ・・小　牧　聖　徳

工業史の一断片・……………・…一…………　　　　淡　川　康　一

原価管理における原価計算の役割一……………・…　寺　島　　　平

　　紹　　介

ソウェトにおける統計学方法論争　　　　　　　　 ・・ 関　　弥三郎
Ｃ．

ワーバートン「シュムペーター学説における貨幣

　および景気変動」…・・……　　　　　　　　　　…浜　崎　正　規

　　書　　評

庄司吉之助著『明治維新の経済構造』　　　　　　 ・・足　立　政　男

７…　１５２（８４８）一１８３（８７９）

　１７（１４７）一４１　（１７１）

　４２（１７２）一　７１　（２０１）

　７４（３０２）一１２０（３４８）

…　１２１（３４９）一１４１（３６９）

　８２（５７４）一　９１　（５８３）

　７４（６９６）一　９８（７２０）

　９９（７２１）一１２３（７４５）

…　１２４（４４６）一１４９（７７１）

　７２（２０２）一　９１（２２１）

　９２（５８４）一１１２（６０４）

・・
１１３（６０５）一１３０（６２２）

１…　１１７（１１７）一１２８（１２８）

４…　１０２（４７２）一１１８（４８８）

２…　　９２（２２２）一　９８（２２８）



総目録（第１巻～第４７巻） ４５５

立命館経済学 第４巻総目次（１９５５年度）

号ぺ
一ジ（通巻）

　　論　　説

経営学における労務の考察……・・……一・・…・………… 祭原光太郎
ダウ理論にたいする二つの批判…………………………住ノ江佐一郎

わが国鉱業における親方制度の解体過程………………大山敷太郎

　　　　「わが国鉱業労働における封建性と親方制度」補論その

四四年手稿断片「疎外された労働」における

　マルクスの哲学思想（下の上） ・……・……・・・・・………・・梯　　　明　秀
Ｊ． Ｓ． ミルに於ける財政思想（一）…………・・…・………・・箕　浦　格　良

証券価値論への前提……………・・………………………・住ノ江佐一郎

高島炭坑に見る明治初期の親方制度の実態……………大山敷太郎

　　　　「わが国鉱業労働における封建性と親方制度」補論その二

四四年手稿断片「疎外された労働」における

　マルクスの哲学思想（下の中）一一…………………・梯　　　明　秀

わが国鉱業「石炭」における親方制度の解体過程……大山敷太郎

唯物論についての覚え書（その二）　　　　　　　　阿　部　矢　二

古典学派の経済的自由の制度　　　　　井上次郎
　　　スミスからリカァドオヘ

経営参加と労働協約　　　　　　　　　　　　　　　平　田　隆　夫

社会統計学における統計的方法と非統計的方法の

　性格……………一・・……………………・…………・・… 関　　弥三郎

　　　ジージェッ クを中心として

経営設備…………一…・・……………………・…………・・祭原光太郎
税務監査をめくる若干の問題　　　　　　　　　　　高　尾　忠　男

アメリカにおける会計理論と実践の展開　　　　　　津ノ国長四郎

いわゆるカントリー・ ダメィージについて…………… 高見沢茂治
アメリカにおける株価論争…………・一……・………… 住ノ江佐一郎

アメリカにおける商業銀行の問題点…………・・・・・……・小　牧　聖　徳

いわゆるダイレクト ・コスティングの吟味…・…・……・寺　島　　　平

わが国鉱業における「友子同盟」の解体期の実態…… 大山敷太郎
　　　　「わが国鉱業労働における封建性と親方制度」補論その四

Ｊ． Ｓ． ミルに於ける財政思想（二） ・……………・・………・・箕　浦　格　良

経営における組織の運営・……………・…………………・祭原光太郎
世界観の生成………………・・…………………………・…陪　部　矢　二

１　（　　１）一　３２（　３２）

３３（　３３）一　５４（　５４）

５５（　５５）一　７７（　７７）

７８（　７８）一１１６（１１６）

１　（１３５）一　２９（１６３）

３０（１６４）一　４３（１７７）

４４（１７８）一　８７（２２１）

８８（２２２）一１１５（２４９）

１　（２７１）一　６６（３３６）

６７（３３７）一　８５（３５５）

１（４３７）一２４（４６０）

４…　　２５（４６１）一　４８（４８４）

４…　　４９（４８５）一　７４（５１０）

７５（５１１）一１００（５３６）

・１０１（５３７）一１１７（５５３）

・１１８（５５４）一１６８（６０４）

・１６９（６０５）一１９４（６３０）

・１９５（６３１）一２２９（６６５）

・２３０（６６６）一２５４（６９０）

・２５５（６９１）一２７７（７１３）

　１　（７２１）一　４９（７６９）

５０（７７０）一　９１　（８１１）

１　（８５９）一　３８（８９６）

３９（８９７）一　６３（９２１）



　４５６　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４７巻 ・第２ ・３ ・４号）

　　研　　究

徳川中期における尾張　農村の考察　　　　 …　　　岡　本　幸　雄

　　　　葉栗郡里小牧村の農村構造

　　資　　料

工業史の一断片（下）　　　　　　　　　　　　　 一淡　川　康

大量通信交通と新聞の匿名主義（上）　　　　　　　 一淡　川　康

新中国の人民券の本質と機能について………　　　 ・・ 武　藤　守

大量通信交通と新聞の匿名主義（下）　　　　　　　 一淡　川　康

ＴＢ．ヴエブレン方法論の論難……　　　　　　　　浜　崎　正　規

消費地理研究の一側面としての家計予算　　　　　 一淡　川　康

新民主主義社会における金利の性格　　　　　　　…武　藤　守

経営管理と管理会計　　　　　　　　　　　　　　 ・・船　越　　　弘

　　　　ゲェッツの所論を中心として

　　紹　　介

“Ｔｈｅ　Ｎａｔｕｒｅ　ａｎｄ　Ｒｏ１ｅ　ｏｆ　Ｏｒ１ｇｍａ１１ｔｙ　ｍ　Ｓｃ１ｅｎｔ１丘ｃ

　Ｐｒｏｇｒｅｓｓ”

６ツＧＪ８惚伽　　　　　 ・・

浜崎正規
　　その他
木村教授年譜並ぴに論著目録

５…　　９２（８１２）一１１９（８３９）

・・ １１７（１１７）一１３３（１３３）

・１１６（２５０）一１３６（２７０）

　８６（３５６）一１１９（３８９）

・１２０（３９０）一１４０（４１０）

・・
１４１（４１１）一１６５（４３５）

…　１２０（８４０）一１３７（８５７）

　６４（９２２）一　７７（９３５）

　７８（９３６）一１０４（９６２）

６…　１０５（９６３）一１２２（９８０）

４…　２７８（７１４）一２８４（７２０）



総目録（第１巻～第４７巻） ４５７

立命館経済学 第５巻総目次（１９５６年度）

号ぺ
一ジ（通巻）

　　論　　説

株式投資論の構造について

アメリカ労働組合運動の戦線統一一……………・・

　　　　ＡＦＬとＣＩＯの合同について

近世における都市の下糞利用による農業経営

　　　　京都と西岡地帯における農業経営の場合

直交多項式による傾向線の当嵌め…………………

銀行機能の史的展開……

証券市場における取引の客体としての有価証券

　の本質と機能について（上）………・……・……・…

鉦額面株式試論

ビュヒァー『国民経済の成立』の編成について…

資本主義社会における矛盾のひとつのあらわれ…

リカアドオにおける地代理論の発展一…………・・

マルクス主義経済哲学原理……………・・…………・

正義の座としての自然法思想の展開（上）…………

経営政策の樹立・・……・……・・……………・・…

近世京都商人の商業経営について…・・

税務における監査の在り方

反民権論とその基盤……………・・………

　　　　土佐古勤王党の分析

マルクス主義経済哲学原理（承前）一一……・

リカードの絶対価値論について一………………・

戦後普通銀行政策の基本的性格

正義の座としての自然法思想の展開……・・・……・

　　研　　究

資本蓄積およぴ恐１荒にかんする

　リカードの理論とセーの市場法則…………・

　　資　　料

沈志遠著『政治経済学大綱』一…・

徳川時代における農民の「鉄落」について………

小規模企業組織に適用される原価管理………

カール ・ビ ュヒァーの自叙伝について…………

・・住ノ江佐一郎
・・平　田　隆　夫

…足　立　政　男

・関　　弥三郎

・・

小牧聖徳

・・住ノ江佐一郎
・・住ノ江佐一郎
一淡

・阿

・・ 井

・・梯

・・ 高

川

部

上

橋

康

矢

次

明

良

郎

秀

…祭原光太郎
…足　立　政　男

・・ 高　尾　忠　男

…後藤　靖

・・ 梯

…松

・・ 小

’同

田

牧

橋

明

弘

聖

良

秀

徳

・・松　田　弘　三

…武

・岡

・・ 寺

・・ 淡

藤

本

島

川

守

幸

康

雄

平

１（　　１）一　１８（　１８）

１（１４５）一　１７（１６１）

２… 　　１８（１６２）一４０（１８４）

４１（１８５）一　６５（２０９）

６６（２１０）一　８９（２３３）

　１（２５３）一４１（２９３）

　１（３２９）一２５（３５３）

　１　（４４７）一　３７（４８３）

　３８（４８４）一　５３（４９９）

　５４（５００）一　７３　（５１９）

７４（５２０）一１１７（５６３）

・１１８（５６４）一１４３（５８９）

・１４４（５９０）一１６９（６１５）

・１７０（６１６）一１８５（６３１）

・１８６（６３２）一１９５（６４１）

　１　（７０７）一　２２（７２８）

　２３（７２９）一　８１（７８７）

８２（７８８）一１２０（８２６）

・１２１（６２７）一１５６（８６２）

・１５７（８６３）一１７４（８８０）

１… 　　１９（　１９）一　６２（　６２）

６３（６３）一１２１（１２１）

・１２２（１２２）一１４４（１４４）

　４２（２９４）一　６０（３１２）

　２６（３５４）一　４６（３７４）



　４５８　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４７巻 ・第２ ・３ ・４号）

秋超白『中国の過渡期における社会主義経済の発展と

　経済法則』一…………・…一…………・・………一… 武　藤　守　一

式文『中国の過渡期における基本的経済法則について

　の意見』……一・……・………………・・・……………… 武　藤　守　一

近世丹波馬路村における「両苗郷土」の存在形態（→…岡　本　幸　雄

計算機 ・オペレーシ ョンズ ・リサーチ ・線型計画……祭原光太郎

荘鴻湘「中国の過渡期における客観的経済法則に

　関する若干の意見」　　　　　　　　　　　　　　武　藤　守　一

ｒ労働と律動」に於ける日本関係の記事　　　　　　淡　川　康　一

　　紹　　介
Ｈ． Ｒ． ライト編『経営の本質』…・・…・…・・・・……一…・・祭原光太郎
Ｊ．

ニヒトヴアイス『メクレンブルグにおける

　農民追放』一……………・・……………・・・…………… 大　藪　輝　雄

レソ テル商品についての独乙文献二 ・三の紹介　　　木村喜一郎

長谷部文雄著『資本論随筆』の紹介によせて　　　　阿　部　矢　ニ

オートメーシ ョンと生産管理　　　　　　　　　　祭原光太郎

０モスト『般統計学』　　　　　　　　　　　　関　　弥三郎
Ｍ． フリードマン『Ｌ．ワルラと彼の経済学体系』一…浜　崎　正　規
Ｊ．

グロヂンスキーにおける『市場分析』 ・……………・・住ノ江佐一郎
Ｈ． ルッ ク『Ｊ．Ｈ．ｖ．チ ューネンの経済学説

　によせて』……………・……・…・……・・・・……………・・大　藪　輝　雄

　　寄　　稿

管理会計の経営的性格　　　　　　　　　　　　　船　越　　　弘

　　その他
創刊五周年にあた って…………・…・…………………・… 藤谷謙二

４… 　４７（３７５）一６７（３９５）

・１９６（６４２）一２１０（６５６）

・２１１（６５７）一２３３（６７９）

・１７５（８８１）一１８８（８９４）

・１８９（８９５）一２１１（９１７）

・２１２（９１８）一２１９（９２６）

２…　　９０（２３４）一　９６（２４０）

９７（２４１）一１０８（２５２）

６１（３１３）一６５（３１７）

６６（３１８）一７４（３２６）

６８（３９６）一　７６（４０４）

７７（４０５）一　８６（４１４）

８７（４１５）一１０１（４２９）

・２３４（６８０）一２４６（６９２）

５…　２４７（６９３）一２５９（７０５）

４…　１０２（４３０）一１１８（４４６）

５…巻頭



総目録（第１巻～第４７巻） ４５９

立命館経済学 第６巻総目次（１９５７年度）

　　論　　説

価値論および分配論におけるアダム ・スミスと

　リカアドウ（上）……………・・………一……・・…一…岡崎栄松

反民権論とその基盤（二）……一……・………………・… 後　藤　　　靖

近世における日本海沿岸の帆船航運の状況について…足　立　政　男

　　　　丹後国網野縮緬機業地帯における山中九兵衛家の文書を中 。し・として

価値論および分配論におけるアダム ・スミスと

　リカアドウ（下）………………・・一……………・・一…岡崎栄松

株式価格の構成にかんする二つの見解 ・一………・・・・… 住ノ江佐一郎

　　　　ドンナーとレフラーのばあい

近世後期における地方商業資本の発達とその活躍…… 足　立　政　男

　　　　丹後国浅茂川商人山中九兵衛家の場合

正義の担い手としての国家と社会一……………・一…高橋良三

近世における丹後縮緬産地問屋の利貸と

　土地集中形態について一……………・…・…………… 足　立　政　男

　　　　丹後国加１党谷縮緬機業地における杉本利右衛門家の文書を中 。し・として

ミユンヘン ・景気調査法とその統計的性格…………… 関　　弥三郎

　　　　新しい推算統計の一例

株式会杜の資本調達　　　　　　　　　　　　　　　小島昌太郎

自由党の危機…一………・………………・・・・………・・・… 後　藤　　　靖

利子率決定要因に関するＲ　Ｈ．ハ ーンの

　見解について…・………・・・・…一…………一・一……山　田　邦　臣

戦後における大銀行の推移……………・・………………・小　牧　聖　徳

　　　　預金，貸出，証券，借入を中心として

Ｔ． ガイガーの『資本論』批判について……………・・… 岡　崎　栄　松

インヴ ェントゥリ ・リザーヴに関する吟味……………高　尾　忠　男

　　時　　論

中小企業団体組織法案の問題点……・………・………・… 井上巖次郎
　　研　　究

グーツヘルシャフトの成立……………………………… 大　藪　輝　雄

　　　　メクレンブルグを中心として

　　資　　料

「国民経済進化論」の根本思想……………・・・………・… 淡　川　康　一

号 ぺ一ジ（通巻）

１　（　　１）一　５７（　５７）

５８（　５８）一　８６（　８６）

１（１３３）一４７（１７９）

４８（１８０）一１０８（２４０）

１　（２７９）一　３８（３１６）

３…　　３９（３１７）一１０８（３８６）

４・・　　１　（４３３）一　２８（４６０）

４・・ 　２９（４６１）一９３（５２５）

４…　　９４（５２６）一１３０（５６２）

１　（６０９）一　２８（６３６）

２９（６３７）一　６２（６７０）

１　（７３９）一　２８（７６６）

２９（７６７）一　４７（７８５）

４８（７８６）一　８４（８２２）

８５（８２３）一１０８（８４６）

１　…　　８７（　８７）一　９７（　９７）

５…　　６３（６７１）一１０４（７１２）

１…　　９８（　９８）一１３２（１３２）



　４６０　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４７巻 ・第２ ・３ ・４号）

Ｆハービソン「経済発展における要因としての

　企業者組織」……………・・……・………・・・・・………・… 浜　崎　正　規

部落有林野解体の一局面　　　　　　　　　　　　大　藪　輝　雄

　　　　奈良県吉野郡旧中荘村の場合

労働価値説と史的唯物論の成立　　　　　　　　　　松　田　弘　三

　　　　 ロー ゼンベルグ［初期マルクス経済学説の形成』によせて

近世郷士の存在形態（上）……………・・…一・……・……・岡　本　幸　雄

　　　　丹波馬路村「両苗郷士」の経済的基盤と村方支配

朝鮮民主主義人民共和国の通貨，金融　　　　　　　武　藤　守　一

現代経営の理論的基礎（上）一……………・……………・植　村　省　三

　　　　その典型としてのトラ ソカー 理論

　　■　　評

ＡＦＬとＣＩ０の合同をめくる論議　　　　　　　　　平　田　隆　夫

　　　　Ａ吋ｈｕｒ　Ｊ　Ｇｏ１ｄｂｅｒｇ，ＡＦＬ－ＣＩＯ　Ｌａｂｏｒ　Ｕｍｔｅｄ　Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，

　　　　ＭｃＧｒａｗ
－Ｈｉ１ｌ　Ｂｏｏｋ　Ｃｏ

．，

Ｉｎｃ．１９５６ｘｉｉｉ３１９を読む

　　その他
故高見沢茂治教授略歴 ・主要著書論文目録

追憶文（藤谷謙二，井上次郎，岡橋祐，宇都宮巖，高橋喜久夫）…

・１０９（２４１）一１３５（２６７）

・１０９（３８７）一１４５（４２３）

４… 　１３１（６６３）一１７６（７０８）

５…　１０５（７１３）一１３０（７３８）

・１０９（８４７）一１２５（８６３）

・１２６（８６４）一１４３（８８１）

３…　１４６（４２４）一１５４（４３２）

・１３６（２６８）一１３７（２６９）

・１３８（２７０）一１４６（２７８）



総目録（第１巻～第４７巻） ４６１

立命館経済学 第７巻総目次（１９５８年度）

号ぺ
一ジ（通巻）

　　論　　説

近世丹後縮緬機業地における糸問屋の存在形態 ・…・… 足　立　政　男

　　　　丹後国加悦町杉本利右衛門家文書を中 。し・として

月別傾向線の当猷め方法一………　　　　　　　関　　弥三郎

国民経済と地理的環境…一・・…・一　　　　　　　　淡　川　康　一

オーウェン主義の生成……………　　　　松田弘三
　　　　ニュー・ ラナーク実験と工場法運動

内職労働者の量的存在に関する調査と推定（上）………坂　寄　俊　雄

　　　　大阪府における実態調査を通じて

土佐藩郷士制度の解体過程について（その一）一……・・後　藤　　　靖

Ｇ． ミュ ルダールの低発展国開発論……・一…　　　　浜　崎　正　規

内職労働者の量的存在に関する調査と推定（中）… 　坂寄俊雄
　　　　大阪府における実態調査を通じて

オーウェン主義の成立………………・・ 　　　松田弘三
　　　　１８１５年恐慌とロバート ・オーウェン

近世丹後縮緬機業地帯における商業資本家の

　存在形態…………・…・　　　　　　　　　　　　 ・足　立　政　男

　　　　丹後国加悦町下村五郎助家文書を中 一し、として

貨幣取扱資本の成立と発展……・…・…………・…　　　・小　牧　聖　徳

　　　　近代的銀行業の成立をめくっ て

内職労働者の量的存在に関する調査と推定（下） ・……・・坂　寄　俊　雄

　　　　大阪府における実態調査を通じて

土佐藩郷士制度の解体過程について（その二）…・　　 ・後　藤　　　靖

近世後期における都市商人……・　　　　　　　　 ・奥　田　修　三

　　　　奈良晒市青苧中買について

『資本論』体系の図式的解明（上）……　　　　　　　梯　　　明　秀
Ｊ． Ｂ． ウィリアムスの「投資価値理論」における

　株価分析の構造…・・…　　　　　　　　　　　　　・住ノ江佐一郎

管理における統制機能…　　　　　　　　　　　　・祭原光太郎

貸借対照表監査と損益計算書監査　　　　　　　　 ・高　尾　忠　男

動学的レオンティェフ ・システムとフィード ・バッ ク

　効果…・…・　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・岡崎不二男

　　研　　究

いわゆる分権的管理組織について…・・・…　　　　　　植　村　省　三

１

２

４

４

４

５

６

６

４

・・ 　　１　（　　１）一　５３（　５３）

　５４（　５４）一　７１　（　７１）

　　１　（１１９）一　２６（１４４）

　２７（１４５）一　６５（１８３）

…　　６６　（１８４）一　８９　（２０７）

　　１　（２５１）一　１９（２６９）

　２０（２７０）一　６４（３１４）

　６５（３１５）一　７７（３２７）

・・　　１　（３９５）一　３４（４２８）

・・　３５（４２９）一　９６（４９０）

…　　９７（４９１）一１１１（５０６）

・・　　１　（５６３）一　２４（５８６）

　２５（５８７）一　５０（６１２）

　５１　（６１３）一　８８（６５０）

・・ 　　１　（７２１）一　２９（７４９）

　３０（７５０）一　５２（７７２）

　５３（７７３）一　７７（７９７）

　７８（７９８）一１０３（８２３）

…　１０４（８２４）一１１８（８３８）

…　１１２（５０６）一１５１（５４５）



　４６２　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４７巻 ・第２ ・

国有企業経営管理機構論序説（その一）　　　　　　辻

　　　　英国公共企業体の研究

アメリカにおける割賦販売の収益認識理論の発展と

　その現実的基礎………………・・…・…………・・……・… 桑

国有企業経営管理機構論序説（その二）　　　　　　辻

　　　　英国公共企業体の研究

　　資　　料

現代経営の理論的基礎（下） ・…………・・・・…一………… 植

　　　　その典型としてのトラ ソカー 理論

幕末の株仲問…・……・…・・・…………・……・・………一… 奥

　　　　京都嵯峨 ・梅津　桂三ケ所材木仲問について

中国の銀行業と貨幣改革の発展情況………・……・……・武

割賦販売による未実現総利益の貸借対照表における

　表示について……………・・………・………・・…………・桑

ウェ ・ハトゥィレフ『社会主義のものでの商品生産の

　必然性と本性について』（訳）……………・・………・… 岡

近世郷士の存在形態（下）　　　　　　　　　　　　岡

　　　　丹波馬路村「両苗郷士」の経済的基盤と村方支配

　　紹　　介

Ｗ． アダムス ，Ｈ．Ｍ．グレイ『アメリカにおける

　国家と独占』一……………一…………………・…… 辻

Ｆ． ノイマン『ビヒモス』…………・…・・…一一………川

工・ べ・ ゲンキナ『ソヴェト国家の新経済政策への移

　行（一九二一～一九一一年）』　　　　　　　　　岡

　　書　　評

カール ・ビュヒァー『国民経済進化論』第二集……… 高

　　　　淡川康一教授の訳業について

３・ ４号）

　　和 夫５…８９（６５１）一１３２（６９４）

原　幹　夫

　　和　夫

村　省　三

田　修　三

藤　守　一

原　幹　夫

崎　栄　松

本　幸　雄

　　和　夫

本　和　良

崎　栄　松

橋　良　三

・１３３（６９５）一１５７（７１９）

・１１９（８３９）一１３５（８５５）

　７２（　７２）一　９６（　９６）

　９０（２０８）一１０７（２２５）

　７８（３２８）一　９４（３４４）

　９５（３４５）一１０８（３５８）

・１５２（５４６）一１６８（５６２）

・１３６（８５６）一１５５（８７５）

　９７（　９７）一１１４（１１４）

・・
１０８（２２６）一１３２（２５０）

・１０９（３５９）一１４４（３９４）

・・ １１５（１１５）一１１７（１１７）



総目録（第１巻～第４７巻） ４６３

立命館経済学　　第８巻総目次（１９５９年度）

号ぺ
一ジ（通巻）

　　論　　説

封建地代の形態転化とその合法則性・……………・……・阿　部　矢　二

『資本論』体系の図式的解明（中）　　　　　　　　梯　　　明　秀

中国人民大学『資本王義国家の貨幣流通と信用』　　武　藤　守　一

株価分析の重要性について…………・…・……………・… 住ノ江佐一郎

オーウェン主義の完成………………………………・・・… 松　田　弘　三

　　　　『ラナーク州への報告』を中心とするオーウェンの経済思想

近世丹後縮緬機業における株仲問の一考察……………足　立　政　男

直線傾向線と季節指数の図的計算一……………・……・関　　弥三郎

エス ・デ ・スカスキン『中欧およぴ凍欧における

　いわゆる「再版農奴制」の基本的諸問題』　　　　大　藪　輝　雄

欧州共同市場における若干の問題点　　　　　　　　清　水　貞　俊

労働価値論の生成にかんする一考察……………・・……・松　田　弘　三

　　　　その自快価格論との関連を中 。し・として

『資本論』体系の図式的解明（下の一）　　　　　　　梯　　　明　秀

中央銀行にかんする一考察…一………・………………・小　牧　聖　徳

低発展国開発論をめぐる原理的一問題…・………・・・・・… 浜　崎　正　規

　　　Ｐ　Ｔハウアー氏のミュ ルタール批判

経営者の社会的責任………………・・一…………・・……・祭原光太郎
Ｄ１ｘｏｎ－Ｙａｔｅｓ 契約について　　　　　　　　　　　　辻　　　和　夫

　　　　国家と独占資本との合体の一例証

大和における国訴………………………………・・………・奥　田　修　三

　　　　近世大和の農業構造との関連において

Ｊ． Ｓ． ミルの財政論…一…………・・…・…………・・……・・斉　藤　　　博

経営統計の基本問題にかんする一試論　　　坂寄俊雄
経済哲学のための一般的序説………………・・…………・梯　　　明　秀

「土地報酬」にかんする基本的考察……………………・松　野　昭　二

　　　　中国農業の集団化 ・農業生産協同組合における特徴の解明のために

第二市場論（一）一………・・………………・・………………・住ノ江佐一郎

損益分岐図表に関する一考察一……………・・………… 寺　島　　　平

　　　　その信頼性と有用畦について

　　研　　究

経営学における制度論的思考・……………・……一…… 植　村　省　三

割賦販売会計における総利益の算出方法　　　　　桑　原　幹　夫

　　１（　１）一１１（１１）

　１２（　１２）一　８４（　８４）

　８５（　８５）一　９５（　９５）

　９６（　９６）一１１１（１１１）

…　１１２（１１２）一１７４（１７４）

・１７５（１７５）一２０４（２０４）

・・
２０５（２０５）一２２４（２２４）

・・
２２５（２２５）一２４２（２４２）

・・
２４３（２４３）一２８１（２８１）

　１（２８５）一　８８（３７２）

８９（３７３）一１３１（４１５）

１（４８３）一　３３（５１５）

３４（５１６）一　５８（５４０）

５９（５４１）一　７４（５５６）

７５（５５７）一１０５（５８７）

４… 　　１（６２３）一４３（６６５）

　４ …　４４（６６６）一８３（７０５）

　４ …　　８４（７０６）一　９８（７２０）

５・ ６… 　　１（７６５）一１７（７８１）

５・ ６… 　　１８（７８２）一４５（８０９）

５・ ６…　　４６（８１０）一　５９（８２３）

５・ ６… 　　６０（８２４）一　８２（８４６）

・１３２（４１６）一１７１（４５５）

９９（７２１）一１３３（７５５）



　４６４　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４７巻 ・第２ ・３ ・４号）

フランソア ・ケネーにおける財政思想……………・・… 箕　浦　格　良

アメリカにおける割賦販売の営業諸費用およぴ

　貸倒金の会計処理について……………・・……一……桑　原　幹　夫

欧州経済共同体の性格…一………・・………………・・・… 清　水　貞　俊

　　　　その「超国家的」性格をめくっ て

『資本論』の学問的体系と『帝国王義論』　　　　　 ・・本　岡　昭　良

　　資　　料

割賦販売の契約不履行およぴ取戻し商品の

　会計処理…………・…・………………・・・………………・桑　原　幹　夫

　　　　とくにＨ　Ａ　Ｆｍｎｅｙの所説について

　　紹　　介

Ｗ． エンゲルス『ライン州における償却と

　共有地分割』……・………・………………・・・………一川　本　和　良

英国で入手した一地図帳に就いて……………・・…一…淡　川　康

本多直重氏「日本銀行の機能と政策」　　　　　　…武　藤　守

５・ ６…　　８３（８４７）一１１０（８７４）

５・ ６…１１１（８７５）一１４２（９０６）

５・ ６…　１４３（９０７）一１６７（９３１）

５・ ６…　１６８（９３２）一１８７（９５１）

３…　１０６（５８８）一１２６（６０８）

・１７２（４５６）一１９８（４８２）

・・ １２７（６０９）一１４０（６２２）

・１３４（７５６）一１４２（７６４）



　　　　　　　　　　　　　　総目録（第１巻～第４７巻）　　　　　４６５

　　　　　　　　　　立命館経済学　　第９巻総目次（１９６０年度）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　号ぺ 一ジ（通巻）

　　論　　説

超過利潤と差額地代………………………………………白杉庄一郎　 １…　１（１）一４０（４０）

　　　　向坂説の検討

証券の上場について一…………・………………………・住ノ江佐一郎　 １…４１（４１）一５９（５９）

世界市場と世界経済体制………………………………… 小　椋　広　勝　 ２…　１（１５３）一３８（１９０）

幕末 ・明治維新における郷士の政治的運動の展開……岡　本　幸　雄　 ２…３９（１９１）一６３（２１５）

　　　　旗本領丹波馬路両苗郷士について

証券分析の証券投資理論における地位…一…・……・… 住ノ江佐一郎　 ２…６４（２１６）一７６（２２８）

減価償却における更新機会・……………・・……………… 服　部　俊　治　 ２…７７（２２９）一９９（２５１）

　　一一Ｇｅｏｒｇｅ　Ｔｅｒｂｏｒｇｈ氏の減価償却研究（二←一

マネジメント小論Ｈ…・……・……………………………・祭原光太郎　 ３…　１（２９３）一３１（３２３）

官房学派に於ける財政思想・……………・……・…・…・・… 箕　浦　格　良　 ３…３２（３２４）一８０（３７２）

第二市場論（二）……………・・…・……・……・…一・………・・住ノ江佐一郎　３…８１（３７３）一１０１（３９３）

経済地理学的に見た政治圏と経済圏　　　　　　　　淡　川　康　一　 ４…　１（４８５）一３８（５２２）

資本蓄積の租税構造論　　　　　　　　　　　　　加　藤　睦　夫　 ４…３９（５２３）一６２（５４６）

　　　　シャウプ勧告の評価によせて

商法計算規定改正要綱法務省民事局試案について…… 河　合　信　雄　 ４…６３（５４７）一１０５（５８９）

マネジメント小論（二）…………・・……一・……・…………・祭原光太郎　 ４…１０６（５９０）一１４２（６２６）

差額地代にかんする剰余生産物説……………・・………・ 白杉庄一郎　５…　１（６３９）一４３（６８１）

　　　櫛田説批判

価値尺度機能と価格の度量基準機能・……………・・……小　牧　聖　徳　 ５…４４（６８２）一７０（７０８）

　　　天沼説への私見

賃労働者の範曉的把握（上）　　　　　　　　　　　梯　　　明　秀　 ６　　 １（７９１）一５５（８４５）

　　　 マルクスの「商晶人問の自己意識」の分析に限定して

戦後日本の農業制度の破綻………………・・……………・井　上　晴　丸　 ６…５６（８４６）一７４（８６４）

古典学派に於ける財政思想（一）　　　　　　　　　　箕　浦　格　良　６　７５（８６５）一１１６（９０６）

　　　Ａ．スミスとＪ ．Ｓ．ミルの租税原則論の展開

丹後機業地における労使関係について………………… 足　立　政　男　６…１１７（９０７）一１５１（９４１）

　　砺　　究

＜疎外された労働〉の概念（一）…………・・………………・・細　見　　　英　 １…６０（６０）一１０８（１０８）

＜疎外された労働＞の概念（二）……………・・…・……・・…・・細　見　　　英　 ２…１００（２５２）一１４０（２９２）

株式会杜支配論の新しい傾向一……………・…………・植　村　省　三　 ３…１０２（３９４）一１４３（４３５）

　　　Ａ．Ａ．バーリの所説をめぐっ て

国有企業価格政策論争について一……………・………・辻　　　和　夫　５…７１（７０９）一１１２（７５０）



　４６６　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４７巻 ・第２ ・３ ・４号）

十八世紀におけるライン繊維工業の展開と

　「営業の自由」の削提条件（一）　　　　　　　　　 一川　本　和　良

十八世紀におけるライン繊維工業の展開と

　「営業の自由」の則提条件（つ　　　　　　　　　 ・・川　本　和　良

　　資　　料

和歌山県地租改正反対一撲…・・・……・…………………・・そ麦　藤　　　靖

宮津藩の丹後縮緬機業政策について（→　　　　　　 ・・足　立　政　男

宮津藩の丹後縮緬機業政策について（二）………・・・・・……・足　立　政　男

５…　１１３（７５１）一１５１（７８９）

６…　１５２（９４２）一１９３（９８３）

・１０９（１０９）一１５２（１５２）

・１４４（４３６）一１９２（４８４）

・１４３（６２７）一１５３（６３７）



総　目　録（第１巻～第４７巻） ４６７

立命館経済学 第１０巻総目次（１９６１年度）

　　論　　説

労務管理の対象・・…………………………………一……坂　寄　俊　雄

賃労働者の範曉的把握（中）　　　　　　　　　　　梯　　　明　秀

　　　　マルクスの「商品人問の自己意識」の分析に限定して

士族反乱の構造的特徴について………………・・………・後　藤　　　靖

賃労働者の範嬢的把握（下）………………・・……………・梯　　　明　秀

士族反乱の構造的特徴について（二）…・…・……・………… 後　藤　　　靖

ザクセン州における農業労働力の存在形態（一）…………大　藪　輝　雄

地方証券取引所の諸問題……一……・…一…・・………・住ノ江佐一郎
都府経済の段階と現今の広域経済圏の問題一………・・淡　川　康　一

大学と労働者教育……………・・………・………・・…一…平　田　隆　夫

日本海運における独占形態……・・………………………・岡　庭　　　博

ヒルファー ディングにおける株価分析・……………・・… 住ノ江佐一郎
経営分析の新しい概念・……・………・………・…　　　田　中　米

わが国最低賃金法について……………・…………　　・・坂　寄　俊　雄

一八世紀イギリスの貿易構造一……………・・…… 　　角　山　　　栄

社会統計における統計的規則性の意義と限界……　　関　　弥三郎
農村人民公社の所有制と発展構造………………・…　　松　野　昭　二

　　　　「生産隊を基本とする三級所有制」

Ｇ． ミュ ルダールの価値判断論………・……・・・……　 …浜　崎　正　規

銀行資本の本質とその現象………・・……・………・…　小　牧　聖　徳

アメリカ独占体の財務構造一……………・………　　・中　村　萬　次

広い意味での経済学について……………・・………　　・木　原　正　雄

　　　　杜会王義経済の生成と発展

マルクス主義経済哲学の成立の必然性…………・…　　梯　　　明　秀

現代企業の構造と経営者の活動………………・・…　　 ・・植　村　省　三

　　　　経営職能論序説

　　研　　究

資本予算と減価償却………・……・・………………・…　　月艮　部　俊　治

　　　　投資利益率に及ほす加速的減価償却の効果

地域産業連関表利用の一例……………・・…………　　・岡崎不二男
近世丹後縮緬機業における飛脚制度について…・…　　足　立　政　男

わが国における割賦販売会計の理論…………・・…　　 ・・桑　原　幹　夫

　　資　　料
Ｊ．

ミル『政治経済学綱要』への批判的評注…・……　細　見　　　英

　　　　マルクスの最初の経済学研究より

号ぺ
一ジ（通巻）

１（　　１）一２１（　２１）

２２（　２２）一　８４（　８４）

　８５（　８５）一１３０（１３０）

　１（１５７）一　６４（２２０）

　６５（２２１）一　８４（２４０）

　８５（２４１）一１１１（２６７）

・１１２（２６８）一１４０（２９６）

　１（３２７）一　２３（３４９）

　２４（３５０）一　５０（３７６）

　５１（３７７）一　７４（４００）

　７５（４０１）一　９３（４１９）

　９４（４２０）一１１９（４４５）

・１２０（４４６）一１３７（４６３）

・・ １３８（４６４）一１６８（４９４）

・１６９（４９５）一１９０（５１６）

・１９１（５１７）一２３２（５５８）

・２３３（５５９）一２６２（５８８）

　１（５９３）一　４３（６３５）

４４（６３６）一　７９（６７１）

８０（６７２）一１１７（７０９）

５・ ６…　　　１（７４５）一　３３（７７７）

５・ ６…　　３４（７７８）一　９０（８３４）

１… 　１３１（１３１）一１５６（１５６）

　２ …　　　１（２９７）一　３０（３２６）

５・ ６…９１（８３５）一１１８（８６２）

５・ ６…　１１９（８６３）一１５７（９０１）

４… 　１１８（７１０）一１５２（７４４）



４６８ 立命館経済学（第４７巻 ・第２ ・３ ・４号）

立命館経済学　　第１１巻総目次（１９６２年度）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　号ぺ一ジ（通巻）

　　論　　説

（遺稿）差額地代 ＝不当価値説……・…・……・………・… 白杉庄一郎　
１・ ２…　１（１）一５７（５７）

　　　　山田説批判

経済学研究の出発点にある哲学的課題……・………・・… 梯　　　明　秀　 １・ ２…５８（５８）一９６（９６）

　　　　四四年『手稿』におけるマルクス自身の思弁哲学についての分析的吟味として

いわゆる使用価値の捨象にかんする一考察・…………・・ 岡　崎　栄　松　 １・ ２…９７（９７）一１３２（１３２）

　　　　故白杉教授『価値の理論』によせて

白杉独占理論の構造…・…・……・・・………………………・平瀬巳之吉　
１・ ２…１３３（１３３）一１５６（１５６）

　　　　特別剰余価値は独占利潤の源泉でありうるカ

『その意欲だにあらはオーストリアは万国を凌がん』　出　口　勇　蔵　 １２１５７（１５７）一１８５（１８５）

　　　　ヘルニク研究序説

へ一 ゲル市民社会論とマルクス…………・…・・………… 細　見　　　英　 １・ ２…１８６（１８６）一２１４（２１４）

アイルランド羊毛工業の抑圧………………・・…………・角　山　　　栄　 １・ ２…２１５（２１５）一２５４（２５４）

　　　　イキリス重商王義論

生産関係の国家的形態としての国家独占資本王義に

　ついて………………・・……………・・・………………・… 井汲卓一１
・２…２５５（２５５）一２７８（２７８）

人口と就業状況……………・・…………………………・… 坂　寄　俊　雄　 １・ ２…２７９（２７９）一３０２（３０２）

　　　　国勢調査結果による

経済と政治における自由の展生（一）…………・・………・… 高橋良三　
３…１（３１０）一１１（３２０）

　　　　その史的概観

経済学研究の出発点にある哲学的課題（承前）…………梯　　　明　秀　　 ３…１２（３２１）一４８（３５７）

　　　　四四年『手稿』におけるマルクス自身の思弁哲学についての分析的吟味として一

戦後財政整理の性格……………・・・………………・・・……加　藤　睦　夫　　 ３…４９（３５８）一６４（３７３）

イギリスにおける経済学史研究の現状一斑（一）・………・・松　田　弘　三　　 ３…６５（３７４）一１０４（４１３）

　　　　ケムブリッ ジ大学におけるその近況を中心として

不換銀行券の本質………・……・……・…・………・………・小　牧　聖　徳　　 ４…　１（４４３）一１５（４５７）

石炭危機の本質と石炭調査団の限界　　　　　　　戸木田嘉久　　 ４　 １６（４５８）一５２（４９４）

中国国民経済の発展過樹一）……一……・…………・……松　野　昭　二　　 ４…５３（４９５）一９３（５３５）

　　　　工 ・農業関係の発展を中心として

イキリスにおける経済学史研究の現状　斑Ｏ　　　　松　田　弘　三　　 ４　 ９４（５３６）一１２３（５６５）

　　　　ケムブリッ ジ大学におけるその近況を中心として

古典学派の二つの貿易理論一…………・……………・… 井上次郎５
・６…１（５８６）一１４（５９９）

「労働の疎外」と「労働力の商晶化」　　　　　　　清　水　正　徳　 ５・ ６　 １５（６００）一６５（６５０）

　　　　梯明秀教授の所説によせて



　　　　　　　　　　　　　　　総　　目　　録（第１巻～第４７巻）

いわゆる「平均化原理」と「限界原理」　　　　　　井　上　晴　丸

　　　　自杉理論への疑問

「経済学方法論」と統計方法…・・………・・・・…一………大　橋　隆　憲

「梯経済哲学」を生かすもの…………………………・… 平　井　俊　彦

白杉価値論にかんする若干の考察・……………・…一…岡　崎　栄　松

　　　　いわゆる「効刷則定の原理」を中心として

宇野氏「経済法則」論批判 ・・………・…………………… 吉　村　達　次

独占的剰余価値と価値 ・価格理論………………・・……・松　田　弘

　　　　平瀬教授の白杉独占理論批判の検討

財政制度論の一視点…………・…・………………一・・…・加　藤　睦　夫

　　　　戦後初期における制度改革を中 ・し・として

ＥＥＣ内部の国際分業法則について ・・……………・…一清　水　貞　俊

　　　　合意的分業の原理によせて

　　研　　究

わが国における割賦販売会計の理論（続）………………桑　原　幹　夫

地域開発と欧州投資銀行………………………一……・・清　水　貞　俊

４６９

５・ ６… 　　６６（６５１）一　９２（６７７）

５・ ６… 　　９３（６７８）一１２７（７ユ２）

５・ ６… 　１２８（７１３）一１５０（７３５）

５・ ６…　１５１（７３６）一１６９（７５４）

５・ ６… 　１７０（７５５）一１８７（７７２）

５・ ６…　１８８（７７３）一２１５（８００）

５・ ６…　２１６（８０１）一２２９（８１４）

５・ ６…　２３０（８１５）一２４３（８２８）

・１０５（４１４）一１３３（４４２）

・１２４（５６６）一１４３（５８５）



４７０ 立命館経済学（第４７巻 ・第２ ・３ ・４号）

立命館経済学 第１２巻総目次（１９６３年度）

号ぺ
一ジ（通巻）

　　論　　説

計量経済学モデルによる戦後景気循環の構造分析（一） ・岡崎不二男

　　　　制約された循環か自由な循環か

経済と政治における自由の展生に）一…… 　　　・高橋良三
　　　　その史的概観

広い意味での経済学について（承前）一…………・……木　原　正　雄

　　　　「社会主義経済学」の生成と発展

中国国民経済の発展過程（つ…………・・・…………………松　野　昭　二

　　　　工 ・農業関係の発展を中心として

Ａ． スミス ，Ｄ．リカアドオ ，Ｊ．Ｓ．ミルにおける

　租税理論の展開……………・・……・…　　　　　 ・・箕　浦　格　良

　　　　古典学派における財政思想（ニトー

戦後地方経費の展開過程……………・・……………・・一・加　藤　睦　夫

１８世紀後半および１９世紀前半におけるライン ・

　ヴェストファーレン鉄加工業の発展と市場構造一・・川　本　和　良

社会統計における母集団の意義………　　　　　　　関　　弥三郎
Ａ． スミス ，Ｄ．リカアドオ ，Ｊ．Ｓ．ミルにおける

　租税転嫁論の展開一一……………　　　　　　 ・・箕　浦　格　良

　　　古典学派における財政思想（三）一一

計量経済学モデルによる戦後景気循環の構造分析（二）…岡崎不二男

　　　制約された循環か自由な循環カ

経済における国家の問題（一）……………・・………… 　高橋良三
金融資本にかんする一考察………一……　　　　　 ・・小　牧　聖　徳

Ａ． スミス ，Ｄ．リカアドオ ，Ｊ．Ｓ．ミルにおける

　租税転嫁論の考察…………　　　　　　　　　　箕　浦　格　良

　　　古典学派における財政思想（四）一一

広い意味での経済学について（承前）………・……・・・… 木　原　正　雄

　　　　「社会主義経済学」の生成と発展

リカアドオと農業一一一……・・…・・…… 　　　井上次郎
西独の労働者教育　　　　　　　　　　　　　　 …平　田　隆　夫

経済学における分析モデル…　　　　　　　　　　一今　川　　　正

『資本論』における科学と哲学一…　　　　　　　　清　水　正　徳

　　　梯明秀教授の所説によせて

　１ …　　　１（　　１）一　４２（　４２）

　１ …　　４３（　４３）一　５５（　５５）

　１ …　　５６（　５６）一　９４（　９４）

　１ …　　９５（　９５）一１３２（１３２）

　２ …　　　１（１３３）一２９（１６１）

　２ …　　３０（１６２）一　５１（１８３）

　　５２（１８４）一１１７（２４９）

　　　１（２５１）一　２０（２７０）

　３ …　　２１（２７１）一　５５（３０５）

　３ …　　５６（３０６）一１１１（３６１）

　　　１（３６３）一　１２（３７４）

　　１３（３７５）一　２５（３８７）

　４ …　　２６（３８８）一　５５（４１７）

　４ …　　５６（４１８）一９２（４５４）

５・ ６…　　　１（４８１）一　２４（５０４）

５・ ６…　　２５（５０５）一　４９（５２９）

５・ ６…　　５０（５３０）一　８６（５６６）

５・ ６…　　８７（５６７）一１０３（５８３）



　　　　　　　　　　　　　　　総目録（第１巻～第４７巻）

現段階における農民層分解の特質……………・・…一…大　藪　輝　雄

独占資本主義のもとでの経済成長の限界一…………・・白杉庄一郎
　　（遺稿「剰余価値の理論」の中の一節）

　　資　　料

董輔励ｒマルクス再生産表式の具体化についての

　試論」………………………・……・・・・・…………………松　野　昭　二

　　　　社会的生産物の生産と使用の統一的角度から

　　　　　　　　４７１

５・ ６…　１０４（５８４）一１４３（６２３）

５・ ６…　１４４（６２４）一１７９（６５９）

４… 　９３（４５５）一１１７（４７９）



４７２ 立命館経済学（第４７巻 ・第２ ・３ ・４号）

立命館経済学 第１３巻総目次（１９６４年度）

　　論　　説

自然成長率にかんする覚え書・……………・……・…一・・建林正喜
協同組合とマルクス主義…一………・…一………・… 井　上　晴　丸

　　　　協同組合発展の歴史的弁証法

経済における国家の問題（つ・一……・……一…………高橋良三
発展戦略の再検討…一…………・・…………・…・・・・・・… 浜　崎　正　規

　　　　低開発国の発展拠点の問題

《広義の経済学》否定論の系譜………………・…………芦　田　文　夫

　　　　ブハ ーリン ・宇野教授の所説をめぐっ て

広い意味での経済学について（承前）………………一・・木　原　正　雄

　　　　社会王義経済学の生成と発展

最近の資本蓄積と低賃金構造（上）……………・・・・・・・… 戸木田嘉久
現代資本主義と利潤率傾向的低落の法則……・……… 手　島　正　毅

　　　　独占と技術革新

金融資本の検討（上） ・……………・…………・・……・・・… 小　牧　聖　徳

地租改正反対一撲について………………・・一一・…　後　藤　　　靖

最近の資本蓄積と低賃金構造（下）　　　　　　　　 ・・戸木田嘉久
池田経済成長政策の矛盾一…………・……………・・… 武　藤　守　一

Ａ． スミス ，Ｊ．Ｓ．ミルにおける国家経費に関する

　理論の展開Ｉ………・…・・・・・………………………… 箕　浦　格　良

　　　　古典学派における財政思想趾一一

金融資本の検討（下）…・・………・・・…一……………・・…小　牧　聖　徳

韓国の工業化過程……………・・…一……………・……・・朴　　　守　鉱

　　　　解放後の問題を中 ・し・にして

不安定性原理について　　　　　　　　　　　　　・・建　林　正　喜

「地域開発」論序説…・…・………・………………………浜　崎　正　規

　　　　いわゆる「社会開発」問題との関連で

Ａ． スミス ，Ｊ．Ｓ．ミルにおける国家経費に関する

　理論の展開１………一…・…………・…………・…・・箕　浦　格　良

　　　古典学派における財政思想（六←一

　　資　　料

董輔励「ことなる拡大再生産の途の下での

　社会主義的再生産の比例関係について」………・…・・松　野　昭　ニ

　　　マルクス再生産表式の具体化についての再論

号ぺ
一ジ（通巻）

１・ ２…１（１）一１９（１９）

１・ ２…　　２０（　２０）一　４４（　４４）

１・ ２… 　　４５（　４５）一　５３（　５３）

１・ ２…　　５４（　５４）一　８１（　８１）

１・ ２…　　８２（　８２）一１１０（１１０）

１・ ２…１１１（１１１）一１５２（１５２）

１（１７７）一　２８（２０４）

２９（２０５）一　８９（２６５）

１（３０７）一　１４（３２０）

１５（３２１）一　６７（３７３）

６７（３７４）一　８８（３９４）

１（４３１）一３６（４６６）

５…　　３７（４６７）一　５４（４８４）

５５（４８５）一　６８（４９８）

６９（４９９）一９９（５２９）

１（５４９）一３２（５８０）

３３（５８１）一　６７（６１５）

６…　　６８（６１６）一８５（６３３）

３…　　９０（２６６）一１１４（２９０）



　　　　　　　　　　　　　　総目録（第１巻～第４７巻）　　　　　４７３

マッ クス ・ウェー バー『東エルベ農業労働者の状態に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大　藪輝　雄　おける発展諸傾向』（一）…………・……一…………・… 士　　　　　　　　 ４…８９（３９５）一１０８（４１４）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 口　矢　友　彦

マッ クス ・ウェー バー『東エルベ農業労働者の状態に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大　藪　輝　雄　おける発展諸傾剛（二）……………・………・……・・・・… 士　　　　　　　　５…１００（５３０）一１１７（５４７）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 口　矢　友彦
管大同『中国における資本主義商工業の

　社会主義改造』…・…・…………………・…・…・………・武　藤　守　一　　６…８６（６３４）一１１９（６６７）

　　　第八章ｒマルクス　レーニン王義の普遍的真理と中国革命の具体的実践との結合の勝利」

　　書　　評

足立政男著『丹後機業史』……………・………………・・堀　江　保　蔵　１ ・２…１５３（１５３）一１５９（１５９）

杉原四郎著『マルクス学の形成』……………・…一一細　見　　　英　 １・ ２…１６０（１６０）一１７６（１７６）

建林正暑著『外国貿易と産業循環』　　　　　　　　杉　本　昭　七　　３…１１５（２９１）一１３０（３０６）

浜崎正規著『近代経済学の方法と理論』　　　　　　岡崎不二男　　 ４…１０９（４１５）一１１３（４１９）

有田正二著『社会統計学研究』　　　　　　　　　　関　　弥三郎　　 ４…１１４（４２０）一１２４（４３０）

梯　明秀著『経済哲学原理』………………・・…………・山　中　隆　次　　 ６…１２０（６６８）一１３０（６７８）



４７４ 立命館経済学（第４７巻 ・第２ ・３ ・４号）

立命館経済学 第１４巻総目次（１９６５年度）

号ぺ
一ジ（通巻）

　　論　　説

民権運動研究の課題と方法…・……・…・・・……………・… 後

Ａ． スミス ，Ｊ．Ｓ．ミルにおける国家経費に関する

　理論の展開皿……………………一………・・……・… 箕

　　　　古典学派における財政忌想（七）

社会主義経済学の生成と発展（承前）……………・・……・木

国家独占資本主義の研究方法・……………・・……………手

県外からの勤労所得による県民所得統計の補正…・・・… 関

敗戦直後における通貨金融政策の独占資本的性格　　武

Ａ． スミス ，Ｄ．リカアドオ ，Ｊ．Ｓ．ミルにおける

　公債に関する理論の展開Ｉ…一……・…・………一箕

不均等発展と不均衡発展（その１）……………・・………・建

近世京都商人の別家制度（Ｉ） ・…………・・・・……………・足

シュンペ ーターの景気循環理論………・・…・・・…………・小

　　　　その批判的考察

北九州市における市税構造と諸階級……………・・……・加

現段階の資金政策…………一・…………………・………小

　　　　国家独占資本主義法則の貫徹

近世京都商人の別家制度（１）…………一・・……………足

経済学の若干の基本問題　　　　　　　　　　　　相

ＥＥＣにおける資本移動自由化並びに企業提携と

　それに附随する諸問題　　　　　　　　　　　　清

不均等発展と不均衡発展（その２）……………・・……・… 建

　　紹　　介

ツァゴロフ編『政治経済学教程，第二巻，社会主義』

　とソ運邦における社会主義政治経済学の体系をめぐ

　る論争　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小

　　資　　料

イタリア経済の動向 ・・…………・・・………………・・・…一足

キム ・スンジュン『南朝鮮における農地改革』

董輔励「生産物の分配 ・使用と二部門比例

　との関係」………………・・……………一・・一…・…・・松

　　　　マルクス再生産表式の具体化についての検討（第三部）

藤靖１
・・ １（

浦　格　良

原　正　雄

島　正　毅

　弥三郎
藤　守　一

浦

林

立

野

格

正

政

良

童

男

進

藤　睦　夫

牧　聖　徳

立　政　男

澤　秀　一

水　貞　俊

林　正　喜

野　一　郎

立　政　男

野　昭　二

１）一　３５（　３５）

１　…　　３６（　３６）一　６９（　６９）

７０（　７０）一１０４（１０４）

１　（１５１）一４０（１９０）

４１　（１９１）一　６４（２１４）

１（２６９）一　５９（３２７）

６０（３２８）一　８６（３５４）

１　（３９３）一　２９（４２１）

３０（４２２）一一　９１（４８３）

９２（４８４）一１２９（５２１）

１　（５５５）一　３４（５８８）

３５（５８９）一　５６（６１０）

５７（６１１）一１０５（６５９）

１　（６９９）一　２５（７２３）

２６（７２４）一　６０（７６０）

６１（７６１）一１０２（８００）

２…　　６５（２１５）一　９４（２４４）

・１０５（１０５）一１３０（１３０）

８７（３５５）一１１９（３８７）

４… 　１３０（５２２）一１５３（５４５）



　　　　　　　　　　　　　　　総目録（第１巻～第４７巻）

キム ・クワンスン「マルクスの『アジア的土地所有

　形態』と『封建的土地国有制』に関する諸問題」…・……………

　　海外留学記

ミラノからスイスヘの旅……一・……・・………………・・足　立　政

　　書　　評

関弥三郎著『社会統計学』一…………・………・…・・…・有　田　正

梅津和郎著『現代国際経済理論』一……一……一…建　林　正

　　学界動向

４７５

５…　１０６（６６０）一１２４（６７８）

男６…１０３（８０１）一１２０（８１８）

三・
１３１（１３１）一１４０（１４０）

喜９５（２４５）一１０８（２５８）

金融学会昭和四十年度春季大会………・……・…………・小　牧　聖　徳

経済理論学会第十二回大会一……………・…・・……・…・芦　田　文　夫

一九六五年度歴史学研究会大会……一　　　　　　 ・・ 後　藤　　　靖

日本経済政策学会第二十二回大会……　　　　　　 ・・ 浜　崎　正　規

経済統計研究会第九回全国総会……・　　　　　　 ・関　　弥三郎

日本財政学会第二十二回大会一……………・…・………箕　浦　格　良

土地制度史学会一九六五年度秋期学術大会……………大　藪　輝　雄

　　共同研究室

第一回研究会

　「欧州留学見聞記」　　　　　　　　　　　　　 ・・ 足　立　政　男

第二回研究会

　「『三月革命』期における階級構造」…………・……一川　本　和　良

　学界動向「歴史学の課題」……………・　　　　…後　藤　　　靖

第二回研究会

　「近代統計学と経済学」………・…・…・…………　　　・関　　弥三郎

　学界動向「大島雄一著『価格と資本の理論』を

　　めぐっ て」………………・ 　　　　　・岡崎栄松
第四回研究会

　「ソ連邦の経済建設路線と利潤論争」 ・・…………　　 ・・ 小　野　　　郎

第五回研究会

　「外国語教育をとおしてみた　般教育」　　　　　 ・・薬師川虹一
第六回研究会

　「欧州農業基金とＥＥＣの危機」……　　　　　　　清　水　貞　俊

第七回研究会

　「教学改善の問題について」…・　　　　　　　　 …加　藤　睦　夫

第八回研究会

　「不均等発展と不均衡発展」…………　　　　　　　建　林　正　喜

第九回研究会

　ｒ日本帝国王義の朝鮮支配」　　　　　　　　　　 一後　藤　　　靖

・１４１（１４１）一１４２（１４２）

…　１４２（１４２）一１４６（１４６）

・１０９（２５９）一１１３（２６３）

・１１４（２６４）一１１５（２６５）

・１２０（３８８）一１２２（３９０）

・１５４（５４６）一１５４（５４６）

…　１２５（６７９）一１３０（６８４）

１…　１４７（１４７）一１４７（１４７）

…　１４７（１４７）一１５０（１５０）

・１５０（１５０）一１５０（１５０）

２…　１１６（２６６）一１１７（２６７）

２…　１１７（２６７）一１１７（２６７）

３…　１２２（３９０）一１２４（３９２）

３…　１２４（３９２）一１２４（３９２）

４… 　１５５（５４７）一１５６（５４８）

４… 　１５５（５４８）一１５５（５４８）

４…　１５５（５４８）一１６２（５５４）

５…　１３１（６８５）一１３８（６９２）



　４７６　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４７巻 ・第２ ・３ ・４号）

経済 ・経営学会特別研究会

　「戦後経済循環の性格」…………………………………山田盛太郎

第十回研究会

　「私の研究遍歴」……………・・・………………………… 相澤秀一
第十一回研究会

　「杜会主義社会の性格と『商品』範曉論」　　　　 ・・ 芦　田　文　夫

第十二回研究会

　「『資本論』の方法論的体系」……………・・…一…・梯　　　明　秀

第十三回研究会

　「近世京都商人の別家制度」……………・・・…一一…・足　立　政　男

第十四回研究会

　「金光淳氏のアジア的生産様式論をめぐっ て」……… 手　島　正　毅

５…　１３８（６９２）一１３８（６９２）

５…　１３８（６９２）一１３８（６９２）

５…　１３９（６９３）一１４４（６９８）

６… 　１２１（８１９）一１４１（８３９）

６…　１４１（８３９）一１４１（８３９）

６…　１４１（８３９）一１４１（８３９）



総目録（第１巻～第４７巻） ４７７

立命館経済学 第１５巻総目次（１９６６年度）

号ぺ
一ジ（通巻）

　　論　　説

利潤率低下の阻止要因としての独占の意義と限界……手　島　正　毅

ＥＥＣの共通エネルギー政策 ・・………………………・…・清　水　貞　俊

Ａ． スミス ，Ｄ．リカアドオ ，Ｊ ．Ｓ．ミルにおける

　公債に関する理論の展開１……………………一・箕　浦　格　良

　　　古典学派における財政思想（ガー一

「産業革命」以前における石炭鉱業の形成……………・戸木田嘉久
近世における京都室町商人の系譜（１）…………・・・……… 足　立　政　男

Ａ． スミス ，Ｄ．リカアドウ ，Ｊ ．Ｓ．ミルにおける

　公債に関する理論の展開皿一……………・・………・箕　浦　格　良

　　　古典学派における財政思想（１０トー

日本資本主義の各発展段階における

　インフレーシ ョンの諸形態と諸特徴…………　…武　藤　守　一

近世における京都室町商人の系譜（２）…………………… 足　立　政　男

Ａ． スミス ，Ｄ．リカアドオ ，Ｊ ．Ｓ．ミルにおける

　租税理論の展開１………………・・………………・・… 箕　浦　格　良

　　　古典学派における財政思想（１１トー一

国家独占資本主義論についての覚え書…・………・…　井　上　晴　丸

エネルギー問題の所在………・……・…　　　　　　 ・・ 有　沢　広　已

スウェーテンにおける「ケインス革命」論考　　　 ・・ 浜　崎　正　規

Ａ． スミス ，Ｄ．リカァドオ ，Ｊ ．Ｓ．ミルにおける

　租税理論の展開皿…………・…　　　　　　　　　箕　浦　格　良

　　　古典学派における財政思想（１２トー

法人課税の発展史的考察（上）…・……　　　　　　　加　藤　睦　夫

資本自由化と中小企業………　　　　　　　　　　 ・・ 武　藤　守　一

社会王義的分配関係の本質について（一）　　　　　 ・・ 小　野　一　郎

Ａ． スミス ，Ｄ．リカァドオ ，Ｊ ．Ｓ．ミルにおける

　租税理論の展開１Ｖ………　　　　　　　　　　　箕　浦　格　良

　　　古典学派における財政思想（１３トー

　　資　　料

労働力不足と中小企業の実態（１）…・…　　　　　　　…浜　崎　正　規

　　　近畿地方のケース　スタティを中 。し・として

労働力不足と中小企業の実態（２）…・………　　　　　　浜　崎　正　規

　　　近畿地方のケース　スタティを中 。し、として

１（　　１）一　３３（　３３）

３４（　３４）一　４８（　４８）

１… 　　４９（　４９）一　６８（　６８）

１（１８３）一　５８（２４０）

５９（２４１）一１０３（２８５）

２…　１０４（２８６）一１３８（３２０）

１（３５９）一　４６（４０４）

４７（４０５）一　９６（４５４）

３… 　　９７（４５５）一１１６（４７４）

・１１７（４７５）一１３４（４９２）

　１（５０５）一　２１（５２５）

２２（５２６）一　５０（５５４）

４… 　　５１（５５５）一　６６（５７０）

５・ ６… 　　　１（５９５）一　１６（６１０）

５・ ６… 　　１７（６１１）一　４３（６３７）

５・ ６…　　４４（６３８）一　６８（６６２）

５・ ６… 　　６９（６６３）一　９８（６９２）

１…６９（６９）一１２２（１２２）

２… 　１３９（３２１）一１６３（３４５）



　４７８　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４７巻 ・第２ ・３ ・４号）

工業都市の市民所得 ・……　　　　　　　　　　　　建　林　正　喜

　　海外留学記

ドイツの旅…・……　　　　　　　　　　　　　　 ・・足　立　政　男

ソヴ ェト旅行雑感………・　　　　　　　　　　　 ・岡　崎　栄　松

　　青　　評

吉村達次著『経済学方法論』　　　　　　　　　　 ・・相　沢　秀

　　学界動向

経済学史学会関西部会第四○回研究会　　　　　　 ・・細　見　　　英

第二十五回社会経済史学会全国大会　　　　　　　 ・・足　立　政　男

日本財政学会第二十＝回大会　　　　　 ・・

箕浦格良
　　共同研究室

第一回研究会

　「労働力不足と中小企業の実態」…・…　　　　　　　浜　崎　正　規

第二回研究会

　「国家独占資本主義論について」………・…　　　　池　上　　　惇

第三回経済会ｒマルクス主義における

　＜思想と科学＞ ・＜論理と歴史＞」…・……　　　　細　見　　　英

第四回研究会

　「ロンドンでの留学生活」…・ 　　　　　・岡崎栄松
本年度会員業績…………・・…・

５・ ６… 　９９（６９３）一１２７（７２１）

　　 ・１２３（１２３）一１４８（１４８）

　　　６７（５７１）一　９０（５９４）

　３ …　１３５（４９３）一１４４（５０２）

　１ …　１４９（１４９）一１８１（１８１）

　２ …　１６４（３４６）一１７０（３５１）

５・ ６…　１２８（７２２）一１３５（７２９）

　１ …　１８１（１８１）一１８１（１８１）

　２…１７１（３５３）一１７５（３５７）

　３ …　１４５（５０３）一１４５（５０３）

５・ ６… 　１３５（７２９）一１３７（７３１）

５・ ６…　１３７（７３１）一１３８（７３２）



総目録（第１巻～第４７巻） ４７９

立命館経済学 第１６巻総目次（１９６７年度）

号ぺ
一ジ（通巻）

　　論　　説

戦後炭鉱労働運動の展開過程（１）…………・・…一………戸木田嘉久

Ａ． スミス ，Ｄ．リカアドオ ，Ｊ．Ｓ．ミルにおける

　租税理論の展開（Ｖ） ・…一……一・・……………・・・・… 箕　浦　格　良

　　　古典学派における財政思想（１合一一

金融資本における信用と国家…一………・……………・小　牧　聖　徳

社会主義的分配関係の本質について（二）…一………・…・小　野　一　郎

『資本論』初版以後とその各国における普及状況……・長谷部文雄
『資本論』の周辺……・・………・………………………・… 相　沢　秀　一

現代の恐慌とマルクス恐慌論………………・・…………・小　椋　広　勝

初期マルクスの経済理論について………・……・………・岡　崎　栄　松

　　　　『経済学＝哲学手稿』を中心として

帝国主義論…・一…………………………………………・小　野　　　進

　　　シュンペーターとレーニン

過渡期における国家資本主義の諸形態一……………・・手　島　正　毅

日本の近代化過程における貿易構造の変化…………… 清　水　貞　俊

ルール石炭鉱業の展開とプロイセン鉱業法Ｈ…………川　本　和　良

戦後炭鉱労働運動の展開過程（２）…………・・……………・戸木田嘉久
　　研究ノート

法学と経済学との中間領域にある

　若干の問題（その一）　　　　　　梯　明秀
　　　藤田勇氏の論文「法と経済との一般理論」についての

　　　部分的紹介とそれについての備忘録として

　　資　　料

商業都市の市民所得………………………………………建　林　正　喜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桜　井　富　雄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉　田　伸　雄
フレ ット ．エルスナー「独占価格と独占利潤」 ’’’’’’．．． 　井　　　昭

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他三名共訳

キム ・スンジ ュン「農地改革」後の南朝鮮農業政策……………・・…　…・

　　　　「南朝鮮における『農地改革』」（続）

路耕漢「『資本論』第一章第四節の要点と疑問に

　ついての試論」………………・・一………・…・………・松野昭二訳
　　　　（『経済研究』誌一九六三年第五期）

１… 　　　１（　　１）一　４５（　４５）

１… 　　４６（　４６）一　６５（　６５）

　２ …　　　１（１３３）一　４０（１７２）

　２ …　　４１（１７３）一７３（２０５）

３・ ４… 　　１（２９７）一２５（３２１）

３・ ４… 　２６（３２２）一４８（３４４）

３・ ４… 　４９（３４５）一７７（３７３）

３・ ４… 　７８（３７４）一１２２（４１７）

３・ ４…　１２２（４１８）一１３４（４３０）

５・ ６…　　　１（４９１）一　４４（５３４）

５・ ６…　　４５（５３４）一　５９（５４９）

５・ ６… 　　７２（５６２）一１１８（６０８）

５・ ６…　１１９（６０９）一１５６（６４６）

３・ ４… 　１３５（４３１）一１５８（４５４）

１… 　　６６（　６６）一１０１（１０１）

２…　　７４（２０６）一１０７（２３９）

２…　１０８（２４０）一１４１（２７３）

３・ ４… 　１５９（４５５）一１８０（４７６）



４８０　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４７巻 ・第２ ・３ ・４号）

自由民権期の府県会闘争（→

　　　　参事院裁定書

　　書　　評

内田義彦『資本論の世界』

今堀誠二著『毛沢東研究序説』……………・……・…

手島正毅教授著『日本国家独占資本主義論』

後藤　靖著『士族反乱の研究』……………・・………

　　学界動向

第十四回都市学会………・…・・・・……・・………………・

第七回社会主義経済学会

社会政策学会第三六回大会……・……・・・・……一・・…

経済理論学会第一五回大会……………・・……………

経済学史学会第三一回大会・…・………………………

　　共同研究室

昭和四一年度第六回研究会

　「計画化方法論の最近の動向」………………・・……

昭和四一年度第七回研究会

　「マルクスとへ一ゲル」…………………一……一

昭和四一年度第八回研究会

　「ソ連邦における賃金改革と新報奨制度

　　賃金格差と物質的関心を中心に　　」

昭和四一年度第九回研究会

　「物的関係の背後の人的関係における法的およぴ

　経済的な両規定の二重性について

　　交換過程およぴ労働市場に限定して　　」

昭和四二年度第＝回研究会

　「戦後の所得分布の変動」一……………・・…………

昭和四一年度第五回研究会

　「戦後西ドイッの農業と農政」……………・・・………

本年度会員業績……一…………・………・・…………・・

一後藤　靖５
・６…１５７（６４７）一２１２（７０２）

・・ 岡崎栄松　１…１０２（１０２）一１１６（１１６）

一松　野　昭　　　　２…１４２（２７４）一１５５（２８７）

・・

豊崎　稔３
・４…１８１（４７７）一１９４（４９０）

…・遠山茂樹５
・６…２１３（７０１）」２１９（７０７）

…・建林正喜　１…１１７（１１７）一１１９（１１９）

・・

芦田文夫５
・６…２０２（７０８）一２２４（７１２）

…・戸木田嘉久　５ ・６…２２４（７１２）一２２７（７１５）

…・小野　進５
・６…２２８（７１６）一２３１（７１９）

…・細見　英５
・６…２３１（７１９）一２３２（７２０）

…・芦田文夫　１…１１９（１１９）一１２５（１２５）

…・細見英１…１２５（１２５）一１２８（１２８）

・・ 小野　郎　１…１２８（１２８）一１３２（１３２）

…梯　明秀　２…１５６（２８８）一１５６（２８８）

…関　弥三郎　　２…１５６（２８８）一１６２（２９４）

…大藪輝雄　２…１６２（２９４）一１６３（２９５）

・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　５ ・６ …　２３３（７２１）一２３４（７２２）



総　　目 録（第１巻～第４７巻） ４８１

立命館経済学 第１７巻総目次（１９６８年度）

　　論　　説
Ａ． スミス ，Ｄ．リカアドオ ，Ｊ ．Ｓ．ミルにおける

　租税理論の展開（ｗ）……………・・一……………・・…・箕

　　　　古典学派における財政思想（１５トー

ルール石炭鉱業の展開とプロイセン鉱業法（二）………川

マルクスの国家観と財政論…………・一………………・大

産業資金と国家資金………………・・…………一…・・…・小

Ａ・ デ・ ヴィティ ・デ ・マルコの財政理論 ・・…………・西

　　　　その公共財生産理論を中小として一

近世京都商人邦波家の江戸店経営と

　その没落について………・……・・・………………・……・足

わが国の出生性比の上昇について………………・・……・関

シュムペ ーターモデルの再検討（上）…………・…・……・浜

　　　　開発理論形成のための適応論争をめぐっ て

　　研　　究

近代経済学批判の目的と方法，そして近代経済学の

　性格規定についての若干の考察（その一）　　　　小

　　　　関恒義著『現代資本主義と経済理論』の所説に関連して

独占と恐慌………・……・……………………一…………森

　　　　自己回復力の喪失について

近代経済学批判の目的と方法，そして近代経済学の

　性格規定についての若干の考察（その二）　　　　小

　　　　関恒義著『現代資本主義と経済理論』の所説に関連して

　　資　　料

中国における国家資本主義 ・賃金制度にかんする

　諸問題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　手

　　　　往復書簡の抜粋

自由民権期の府県会闘争　　　　　　　　　　　　　後

　　　　参事院法制局裁定書

調整期における国民経済と対外貿易………………・・…・松

ヴェ ・エス ・ネムチーノフ杜会的分業の静学モデル…小

　　共同研究室

第一回研究会

　「中国の調整期の経済と対外貿易」……・………・……・松

第二回研究会

　「社会主義所有論の諸問題」　　　　　　　　　　芦

浦

本

谷

牧

村

立

崎

野

号ぺ
一ジ（通巻）

格良　１…１（

和

政

聖

正

良

敬

徳

幸

　政　男

弥三郎
　正　規

１）一　２８（　２８）

　２ …　　　１（１２７）一　４３（１６９）

３・ ４… 　　３（２６３）一２９（２８９）

３・ ４… 　３０（２９０）一４５（３０５）

３・ ４… 　４６（３０６）一７９（３３９）

３・ ４…　　８０（３４０）一１２０（３８０）

３・ ４… 　１２１（３８１）一１５２（４１２）

３・ ４… 　１５３（４１３）一２１４（４７４）

進１…２９（２９）一５０（５０）

野

啓　子 １… 　　５１（　５１）一　７０（　７０）

進２…４４（１７０）一７５（２０１）

島

藤

野

野

野

田

正　毅 １…　　７１（　７１）一　９０（　９０）

靖　　１…９１（９１）一１１７（１１７）

昭　二

一　郎

昭　二

文　夫

７６（２０２）一１０２（２２８）

・１０３（２３９）一１４１（２６７）

２… 　１４１（２６７）一１４１（２６７）

２… 　１４１（２６７）一１４１（２６７）



４８２ 立命館経済学（第４７巻 ・第２ ・３ ・４号）

立命館経済学　　第１８巻総目次（１９６９年度）

号ぺ
一ジ（通巻）

　　論　　説

河上 ・経済学の今日的意義・・………・…　　　　　　相　澤　秀

ルール石炭鉱業の展開とプロイセン鉱業法（完）一一・川　本　和　良

只都商人の商魂について（一）　　　　　　　　　　…足　立　政　男

　　　　京都の老舗における店則から

銀行資本における観念論批判 ・…・一…　　　　　　 ・・小　牧　聖　徳

　　　　研究方法との関連において

労働力政策に関する覚え書　　　　　　　　　　　　・三　好　正　巳

京都商人の商魂について（二）…・……　　　　　　　　足　立　政　男

　　　　老舗の店則から見た

実現理論としての成長理論　　　　　　　　　　　…建　林　正　喜

高度経済成長過程における『自動安定装置』と

　国家所有（素描） ・……一……・…一　　　　　　…手　嶋　正　毅

比較生産費説の展開一………　　　　　　　　　…清　水　貞　俊

戦時労働市場に関する研究　　　　　　　　　　　　　好　正　巳

　　研　　究

ジョン ・ロッ クの経済理論とその体系性（上）一…一・稲　村　　　動

ジョン ・ロッ クの経済理論とその体系性（下）一……稲　村　　　動

　　研究ノート

資本論における方法と世界観（上）…・・・…　　　　　梯　　　明　秀

　　　　その残された諸問題の一つについて

独占段階成↓期の資本制的労働過程　　　　　　…坂　本　和　一

　　　　鉄鋼業の場合

資本論における方法と世界観（中その一）………　　　梯　　　明　秀

　　　　その残された諸問題の一つについて

県民所得統計の発展と県民所得標準方式　　　　　 一後　藤　文　治

資本論における方法と世界観（中その二）………　　　梯　　　明　秀

　　　　その残された諸問題の一つについて

　　共同研究室

昭和四ご年度第四回研究会

　「シュムペーター 理論の再検討」……・・…　　　　　浜　崎　正　規

　　　　低開発国に対する適応性をめくる論争

昭和四三年度第五回研究会

　「資本による労働の実質的抱摂の深化」一…・・…　 ・・坂　本　和　一

　　　　自由競争段階から独占段階への展開について

　１ …　　　１（　　１）一　１４（　１４）

　１…１５（１５）一６２（６２）

２・ ３…１（１２１）一３１（１５１）

２・ ３… 　　３２（１５２）一　５８（１７８）

２・ ３…５９（１７９）一９２（２１２）

　４ …　　　１（２６３）一４４（３０６）
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１… 　１１４（１１４）一１１４（１１４）



　　　　　　　　　　　　　　　総目録（第１巻～第４７巻）

昭和四三年度第六回研究会

　「戦時強制労働体系について」……………………・…・・三　好　正　巳

　　　　国家独占資本主義労働問題として

昭和四三年度第七回研究会

　「西ドイッの社会と農業」 ・……………・・・……………・・大藪輝雄
　　　　現地での見聞をもとにして

昭和四三年度第八回研究会

　「近代経済学批判の目的と方法について」……………小　野　　　進

昭和四三年度第九回研究会

　「経済学批判と疎外論」 ・・……………・………・………・・細　見　　　英

　　　　マルクス研究の最近の動向にふれて

昭和四四年度第一回研究会

　「ルール石炭鉱業の展開とプロイセン鉱業法」一一・川　本　和　良

昭和四四年度第二回研究会

　「Ｊ．ギルマンの『利潤率低落』について」 ・………・…・島津秀典
昭和四四年度第三回研究会

　「最近における国民所得統計の改訂と問題点に

　　ついて」………………・………・・………・………・…・・後藤文治
昭和四四年度第四回研究会

　「社会主義のもとにおける労働組合の役割に

　　ついて」……………………・…………・・・……………小野一郎

昭和四四年度第五回研究会

　「地方財政の最近の動向」……………・……一………・坂　野　光　俊

昭和四四年度第六回研究会

　「京都商人の商法」一……………・・一……………・・…足　立　政　男

　　　　老舗の店則から

昭和四四年度第七回研究会

　「比較生産費説の展開」…・・………・………………一・・清　水　貞　俊

昭和四四年度第八回研究会

　「実現理論としての成長理論」…・・…………・…………建　林　正　喜

昭和四四年度第九回研究会

　「戦時労働市場について」……………………・………・・三　好　正　巳

　「立体幾何を平面的に考える」……・……・・・…………・・荒　井　正　治

本年度会員業績………………………・…………・………………・…一…
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１… 　１１４（１１４）一１１４（１１４）
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５・ ６…２５５（６１１）一２５５（６１１）

５・ ６…２５５（６１１）一２５５（６１１）

５・ ６… 　２５５（６１１）一２５５（６１１）

５・ ６… 　２５５（６１１）一２５５（６１１）

５・ ６…２５５（６１１）一２５５（６１１）



４８４ 立命館経済学（第４７巻 ・第２ ・３ ・４号）

立命館経済学 第１９巻総目次（１９７０年度）

号ぺ
一ジ（通巻）

　　論　　説

独占段階における独自的資本制的生産様式　　坂本和一

日本における鉄道政策の展開…・　　　　　　　　　杉　野　圏　明

　　　　とくに第一次大戦後を中心として

『帝国主義論』の方法についての一考察　　　　　　島　津　秀　典

　　　　『帝国主義論』における展開と分析

独占段階における独自的 ・資本制的生産様式と

　資本蓄積過程　　　　　　　　坂本和一
経済地理学と世界経済……・・　　　　　　　　　　杉　野　囲　明

独占段階における独自的 ・資本制的生産様式の形式…坂　本　和　一

　　　　八幡製鉄所を事例とする具体的分析

マルクス主義経済学における数学利用…・ 　　建林正暑
河上肇と古典派経済学　　　　　　　　　　　　　　杉　原　四　郎

アルチ ュセールのマルクス主義論…・・　　　　　　重　田　晃

Ｍｕｎｃｈｅｎ 市財政の現況と問題点　　　　　　　　　　加　藤　睦　夫

『帝国主義論』における現段階　　　　　　　　　　島　津　秀　典

　　研　　究

関西地方在住の炭鉱離職者の就労と生活状態に関する

調査報告 　　　　　　冗偏田戸全

ウイリアム ・ペティの経済理論（上）………　　　　　稲　村　　　勲

　　研究ノート

資本論における方法と世界観（中 ・その三）…・・　　 …梯　　　明　秀

　　　　その残された諸問題の一つについて

資本論における方法と世界観（中 ・その四）……　　…梯　　　明　秀

　　　　その残された諸問題の一つについて

県民所得統計の発展と県民所得標準方式（続）　　　 一後　藤　文　治

　　紹　　介

『経哲草稿』第一草稿の執筆順序…・…　　　　　　　細　見　　　英

　　資　　料

東ドイツにおける民主的土地改革と農業の

　社会主義化←）…・・…　　　　　　　　　　　　　　大　藪　輝　雄

　　　　シュトラスブルク郡の場合

　　１（　１）一４７（４７）
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１…　　８６（　　８６）一１２１（　１２１）



　　　　　　　　　　　　　　　総目録（第１巻～第４７巻）

東ドイッにおける民主的土地改革と農業の

　社会主義化（二）……………………………………一…・・大藪輝雄
　　　　シュトラスブルク郡の場合

近代経済学における数学利用……………・・…………一建　林　正　喜

　　　　その問題意識と利用方法（Ｔｈｅ　 Ｒｅｖ１ｅｗ　ｏｆ 　Ｅ
ｃｏｎｏｍ１ｃｓ

　　　　ａｎｄ 　Ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ，Ｎｏｖ．１９５４のシムポジウムを回顧して）

社会主義のもとでの「使用価値と価値」Ｈ……………芦　田　文　夫

杜会主義のもとでの「使用価値と価値」（二）……………芦　田　文　夫

　　書　　評

加藤佑治著『日本帝国王義下の労働政策

　　　全般的労働義務制の史的究明』　　　三好正巳
　　学界動向

へ一ケル ・コンクレス報告　　　　　　　　　　　　中　埜　　　肇

　　故手嶋正毅教授を追悼して

手嶋教授の人柄と学問 ・…………一………………・・・・… 後　藤　　　靖

手嶋教授の国家独占資本主義論…・・……………………・池　上　　　惇

遺　　稿………………・・……・…・……・…………………・手　嶋　正　毅

略歴 ・著作目録………・…………・・………・………………．．’．’．…’’．．’．’．．’．．’．

　　故武藤守　教授を追悼して

追悼のことば・……・………・………………………………末川博
追　　稿＿＿＿＿＿＿．．＿＿＿＿＿＿．．．＿＿＿＿．．．．．．．武　藤　守　一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関　　弥三郎

武藤守　先生を偲んで　　　　　　　　　　　　　　清　水　貞　竺
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ．山　口　真　二

武藤君との同僚としての交わりにおける

　その二繭，三歯旬……………・・・…………………・……・・梯　明秀
略歴 ・著作目録………………………………………………………一……’

　　相澤秀一教授退任記念号

私の履歴書…・…………・…………・……・・………………・相　澤　秀　一

略歴 ・著作目録…………………………………・…………・……・・’’…’．．’’’’’’

　　共同研究室

昭和四五年度第一回研究会

　「家計調査の代表性について」………・………………・・関　　弥三郎

昭和四五年度第二回研究会

　「第一次大戦後における日本の鉄道政策」……………杉　野　囲　明

昭和四五年度第二回研究会

　「銀行資本における歴史と論理」………………………小　牧　聖　徳

昭和四五年度第四回研究会

　ｒ帝国王義論」の方法　　　　　　　　　　　　　　島　津　秀　典
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４８６　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４７巻 ・第２ ・３ ・４号）

昭和四五年度第五回研究会

　「労働組合運動の右翼的ｒ統一」をめぐる

　　諸問題」　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・・戸木田嘉久
昭和四五年度第六回研究会

　「独占段階における独自的 ・資本制的生産様式」…… 坂　本　和　一

昭和四五年度第七回研究会

　「へ 一ゲル ・コングレスの報告」…・ 　　　 ・中埜　肇
昭和四五年度第八回研究会

　「最近の私学財政の問題点」………　　　　　　　 ・・坂　野　光　俊

昭和四五年度第九回研究会

　「ドイツの都市財政の現状」…・・　　　　　　　　 …加　藤　睦　夫

昭和四五年度第十回研究会

　「ペティ経済理論の構造とその性格」………・　　 …稲　村　　　勲

本年度会員業績一………

２１３　（１０４５）

２１３（１０４５）

２１３　（１０４５）

２１３　（１０４５）

２１３　（１０４５）

２１３　（１０４５）

２１４　（１０４６）



総目録（第１巻～第４７巻） ４８７

立命館経済学 第２０巻総目次（１９７１年度）

　　論　　説

（続）戦時労働市場に関する研究・……・・…・…・…一……三　好　正　巳

　　　　　「農工調整」問題を中心として

独占段階における独自的 ・資本制的生産様式の

　形成（続）…・…………・・・………………・………………・坂　本　和　一

　　　　八幡製鉄所を事例とする具体的分析（二）

独占利潤論の論理構成一…・………・・…………一・・・・… 坂　本　和　一

　　　　　『資本論』の論理規定具体化の一つの試み

搾取論 ・剰余価値論の論理……………………………… 甲　賀　光　秀

国家 ・外国貿易と再生産…………………………・……・・建林正喜
　　　　国家独占資本主義分析のための準備ノートー

経済地理学方法論における「経済地域」について　　杉　野　圏　明

独占段階における独自的 ・資本制的生産様式の

　形成（続）……………・・・………………・・・……………… 坂　本　和　一

　　　　八幡製鉄所を事例とする具体的分析（三）

独占利潤の法則と世界市場恐慌　　　　　　　　　　建　林　正　喜

独占段階における独自的 ・資本制的生産様式の

　形成（続） ・……………・………………一・・…一・・……・坂　本　和　一

　　　　八幡製鉄所を事例とする具体的分析（四）

戦時賃銀統制に関する研究（その一）………・……・……・三　好　正　巳

　　　　国家独占資本主義賃銀統制の必然性について

現代巨大企業における社会的労働過程の

　プロセス構造……………・・・………………・・…………・坂　本　和　一

　　研　　究

ウィリアム ・ペティの経済理論（中）…………一・……・稲　村　　　勲

　　　　市民革命経済理論の形成

関西地方在住の炭鉱離職者の就労と生活状態に関する
　調査報告（続）＿＿＿＿＿＿．．＿＿＿＿＿＿．．．＿＿．．．．戸杢山田嘉久
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川　 ヅ而　久　夫
　　研究ノート

県民所得統計の発展と県民所得標準方式（続）　　　後　藤　文　治

　　資　　料

独占資本王義確立過程の工業構成（その一）　　　　伊藤　武　夫

　　　　『工場統計表』からみた「大正期」民営工業の発達趨勢一一一

号ぺ
一ジ（通巻）
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４８８　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４７巻 ・第２ ・３ ・４号）

　　翻　　訳

エヌ ・エス ・シューホフ「社会主義経済の目的関数の

　問題によせて　　いくつかの歴史的局面　」　　　小　野　一　郎

　　書　　評
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．．松野　昭　二中国官僚独占資本主義の本質問題について ’’…’’’．’’’’ 芝　池　靖　夫

　　共同研究室

昭和四六年度第一回研究会

　「（続） ・戦時労働市場について」……………一・・…・三　好　正　巳

昭和四六年度第二回研究会

　「社会主義のもとでの「使用価値と価値」」一………芦　田　文　夫

昭和四六年度第三回研究会

　「ソ運邦における社会主義五○年の実践と当面する

　　諸問題」　　　　　　　　　　　　　　　　　小檜山政克

昭和四六年度第四回研究会

　「分配論について」………………・・………・・……・……・ 甲　賀　光　秀

昭和四六年度第五回研究会

　「近代天皇制論」 ・…・………・・・・………………………… 後　藤　　　靖

昭和四六年度第六回研究会

　ｒ社会主義経済と最適計画化」……………・・・…………小　野　一　郎

昭和四六年度第七回研究会

　「巨大結合資本について」…・…………・・……一…・…・小　牧　聖　徳

昭和四六年度第八回研究会

　「いわゆる「限界革命」百年」…・・…………・………… 浜　崎　正　規

昭和四六年度第九回研究会

　「心身関係論」…一………………………一・…一…・・里　見　軍　之

昭和四六年度第一○回研究会

　「新版「へ 一ゲル復興」の動向」…………・・…・……… 細　見　　　英

昭和四六年度第　　回研究会
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昭和四六年度第一二回研究会

　「知性が拝情に流れる時」 ・・……………・……・………・・松　田　利　定

昭和四六年度第一三回研究会
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昭和四六年度第一四回研究会
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立命館経済学 第２１巻総目次（１９７２年度）
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　　　　老舗の家訓 ・店則から見た一

現代貨幣資本の検討…・…………・・………………………小
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計量経済学批判における若干の問題点　　　　　　 ・山
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　「役員名簿」（一）…………・　　　　　　　　　 ・… 後
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ア・ ゲ・ グランベルグ「社会厚生目的関数と
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４９０　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４７巻 ・第２ ・３ ・４号）
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昭和四七年度第一回研究会

　「恐慌論について」…一……

昭和四七年度第二回研究会

　「国家独占資本主義研究の新しい動向によせて」

昭和四七年度第三回研究会
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昭和四七年度第四回研究会

　「マルクス価値論の成↓過程」

昭和四七年度第五回研究会
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昭和四七年度第十回研究会
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昭和四七年度第　　回研究会
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昭和四七年度第一二回研究会
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国家独占資本主義研究会
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株仲ケ問の一考察………・・

　　　　京都における老舗の経営から見た

インフレーシ ョン経済構造・……………・…………・・

『総供給価格』考 ・…・・

　　　Ｅ－Ｋ分析からＤ－Ｚ分析へ

伝統こけしの経済的研究…・・

新古典派成長論の政策的含意………………・・……・・

二重経済の諸問題……・・

『資本論』と「競争」論……・・…

フィリプス曲線を含む不均衡動学モデル…………

社会主義経済と最適経済機能システム論…・………

　　　経済学方法論にかかわ って

現代社会主義論の課題………………・・……・・……

資本価値の破壊に関する若干の問題

現代巨大生産単位における労働者の存在構造一…

　　　現在日本の銑鋼一貫製鉄所の場合

平田清明氏の価値論……………

現段階における農業危機………

帝国主義論と「二つの道」論一…・…

　　　　スクヴォルッォーフ＝スチ ェパーノフの場合

再生産論と地代論…………

　　　　農業危機把握と止揚の理論的一基準

労働貴族論にかんする若干の覚書

戦後日本資本王義と林業 ・山村問題の展開構造

　　研　　究

「虚偽の社会的価値」の理論的根拠……………・・

　　　井上晴丸教授の所説にふれて

　　紹　　介
Ａ． ライオンフーフト『ケインズ派経済学と

　ケインズの経済学』（一） ・…

　　　　貨幣理論の研究

「現代自主管理論の動向

　　マンテルの自王管理論　　」

　・・足　立　政　男

…・・小牧聖徳
　・・建　林　正　喜

　・・杉　野　圏　明

…・・置塩信雄
　一
北村元一

　・・

高木幸二郎
…・・安　井　修　二

…・・小野一郎

　・三　好　正　巳

　・・杉　野　圏　明

一・坂　本　和　一

　・・

上野俊樹
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　・ 日南田静真
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　・・
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　　翻　　訳

ア・ ゲ・ グランベルグ「社会厚生目的関数と

　実用国民経済モデルにおける最適性基準」（下）……小　野　一　郎

西トイツ農業における国家独占資本主義　　　　　 ・・振　津　純　雄
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　　　　　　　　　　　立命館経済学　　第２３巻総目次（１９７４年度）

　　論　　説

乗数理論の「うそ」と「まこと」………………・……・・建　林　正　喜

現代巨大生産単位の生産方式　　　　　坂本和一
　　　　現代の大量生産方式について

現代自王管理論と民主王義の諸問題　　　　　　　　津　島　陽　子
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　　　　社会的動向と王体的発現

アジア的生産様式の基本的構造について　　　　　　杉　野　圏　明

『独占資本主義分析』試論………………………………・甲　賀　光　秀
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　　　　東北 ・秋田国有林を中心に

現代巨大企業の生産機構………………・・………………・坂　本　和　一

遠慮近憂の商法と用心の経営…………………………… 足　立　政　男

　　　　近世における老舗の家訓から見た

国有林における労働組織の形成と展開（二）……・……・・… 奥　地　　　正

　　　　東北 ・秋田国有林を中心に

　　研　　究

タイ地主制下の米価問題………………・・……・………… 田坂敏雄
第二次大戦後の米国における産業循環の法則と

　各局面の形態について……………・・・………・…・…・… 田　中　宏　道

コンビナート社外工労働者の集積基盤……………一・・伍　賀　一　道

　　　　水島 コンビナートの事例的研究

　　研究ノート

県民所得統計の発展と県民所得標準方式（終）………… 後　藤　文　治

　　紹　　介

Ｌ・ Ｇ・ レイノルズ『経済学の三つの世界』…………・小　野　　　進

カール ・Ｂ ・ターナー

　『ソヴェートにおけるケインズ批判の変遷』（一）……・小　野　　　進

Ａ・ ライオンフーフト

　『ケインズ派経済学とケインズの経済学』（二）………・小　野　　　進

　　　　貨幣理論の研究

　　翻　　訳
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大　藪　輝　雄
パルヴス『世界市場と農業恐慌」（一） ’．．’’．．．．．．．．’’…’’’．’．鈴　木　敏　正
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　４９４　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４７巻 ・第２３ ・４号）

パルヴスｒ世界市場と農業蹴１（二）・・…………・・・・・… 套粟嚢警
国家独占資本主義におけるブルジ ョア経済学の機能…振　津　純　雄

張　世英『へ 一ゲルの論理学』（一）……………・・………・小　野　　　進

　　讐　　評

坂本和　著『現代巨大企業の生産過程』　　　　　 ・・ 若　林　洋　夫

　　共同研究室

昭和四九年度第一回研究会

　「社会福祉と自治体財政」…・……・……一……………坂　野　光　俊

昭和四九年度第二回研究会

　「バブーフと現代」…・・…………・………………………小檜山政克

昭和四九年度第三回研究会

　「戦後労働運動の時期区分について」 ・……………・・… 塩田庄兵衛
昭和四九年度第四回研究会

　「階級論ノート作成のための準備報告」…・・………・・三　好　正　巳

昭和四九年度第五回研究会

　「初期エンゲルスの価値論および分配論について」…岡　崎　栄　松

　　　　『国民経済学批判大網』（１８４４年）を中心として

昭和四九年度第六回研究会

　「現段階におけるソ連社会主義の生産力的基盤

　　および生産関係の発展水準について」 ・………・…・・小　野　　　郎

　　　　現発展段階の位置づけに関連して

昭和四九年度第七回研究会

　「タイにおける米価形成の特質」　　　　　　　　 ・・ 田　坂　敏　雄

昭和四九年度第八回研究会

　「坂本和　著『現代巨大企業の生産過程』を

　　めぐっ て」…一………・・………一………………… 坂　本　和　一

昭和四九年度第九回研究会

　「ソ連における日本研究の現状」……………………・後　藤　　　靖

昭和四九年度第十回研究会

　「大不況期の過剰資本のあり方」……………………… 山　本　幹　夫

昭和四九年度第十一回研究会

　「コンビナート社外工労働者の集積基盤に関する

　　一考察」…………………………………………・…　伍　賀　一　道

昭和四九年度第十二回研究会

　「第二次大戦後のアメリカの産業循環と形態」一…田　中　宏　道

昭和四九年度第十三回研究会

　「近代経済学における最近のＭａｒｘ 批判を

　　めぐっ て」…………・… 　　　　　　甲賀光秀
本年度会員業績…・………・・・・……・…………………・・…

　４…１１９（５６５）一１５１（５９７）

　４ …　１５２（５９８）一２０４（６５０）

５・ ６… 　１４５（９２７）一１８７（９６９）
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２…１１３（２９５）一１１３（２９５）
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３…　１３８（４４０）一１４３（４４５）

４… 　２０５（６５１）一２０７（６５３）

４… 　２０７（６５３）一２０９（６５５）

４… 　２１０（６５６）一２１０（６５６）

５・ ６…　１８８（９７０）一１８８（９７０）

５・ ６…　１８８（９７０）一１８８（９７０）

５・ ６…　１８８（９７０）一１８８（９７０）

５・ ６…　１８８（９７０）一１８８（９７０）

５・ ６…　１８８（９７０）一１８８（９７０）

５・ ６…　１８８（９７０）一１９８（９８０）

５・ ６…　１９８（９８０）一２００（９８２）



総目録（第１巻～第４７巻） ４９５

立命館経済学 第２４巻総目次（１９７５年度）

　　論　　説

実体分布と度数分布…………・…・………………………・関　　弥三郎
Ｐ　Ａ　Ｓａｍｕｅ１ｓｏｎらのＭａｒｘ 批判について　　　　　 ・甲　賀　光　秀

無理をしない商法と経営・……………・…………………・足　立　政　男

　　　　近世における京都の老舗の家訓　店則から見て

社会主義社会の過渡期的性格…・・…………・……………小　野　　　進

　　　　毛沢東の社会主義政治経済学への画期的な貢献

巨大企業分析とｒ生産の集積」概念の展開……・……・・坂　本　和　一

欧州共同体の地域経済問題…・…・……・・・……………・… 清　水　貞　俊

寡占的諸行動とマクロ 的影響について……・…・……・… 北　野　正　一

　　　　寡占価格論への一接近

結合生産 ・価値 ・剰余価値……・・………・………・・…・… 甲　賀　光　秀

　　　　Ｍａｒｘ 剰余価値論への新しいタイプの批判について

産業資本主義段階における近代的独占の存在形態（一）…若　林　洋　夫

　　　　北東イングラント石炭独占の歴史的性格

　　研　　究

１９世紀末「大不況期」の過剰資本と生産の集積………山　本　幹　夫

　　　　ドイツ石炭 ・鉄鋼業を事例として

重化学工業資本の強蓄積と租税政策　　　　　　　　藤　岡　純　一

戦後における企業内教育の展開 ・……………・・………… 三　富　紀　敬

１９２０年代造船業における資本制的労働過程…………… 清　水　憲　一

　　　　川崎造船所を中心に

　　翻　　訳

宮赦聞他編著『社会主義企業管理』　　　　　　　　小　野　　　進

　　　　宮赦聞等編写＜談談社会王義企業管理＞一一一

復旦大学経済学部他編著『社会王義政治経済学』　　小　野　　　進

パルヴスｒ世界市場と農業恐慌」（三）…　　　　　　　大　藪　輝　雄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

’’

鈴木敏正
フランスにおける労働者とその家族の権利（一）・………・・戸木田嘉久
　　　　フランス労働総同盟『ポケ ット法律便覧』から

パルヴスｒ世界市場と農業蹄」（四１ ・… 　　秦粟獲警
フランスにおける労働者とその家族の権利（二）…………戸木田嘉久

　　　　フランス労働総同盟『ポケ ット法律便覧』から

号ぺ
一ジ（通巻）

　　　１（１）一３１（３１）

　　　３２（　３２）一１１８（１１８）

　　　１（１８７）一　４２（２２８）

　２ …　　４３（２２９）一　９２（２７８）

　　　１（３６７）一　３４（４００）

　　　１（４８９）一４２（５３０）

　　　４３（５３１）一　７４（５６２）

５・ ６… 　　　１（６５３）一４５（６９７）

５・ ６…　　４６（６９８）一１０８（７６０）

　３ …　　３５（４０１）一　６６（４３２）

　３ …　　６７（４３３）一　９１（４５７）

５・ ６… 　１０９（７６１）一１６２（８１４）

５・ ６…　１６３（８１５）一２０５（８５７）

　１ …　１１９（１１９）一１８６（１８６）

　２ …　　９３（２７９）一１５３（３３９）

　３ …　　９２（４５８）一１１６（４８２）

　４ …　　７５（５６３）一１０６（５９４）

４…１０７（５９５）一１３８（６２６）

５・ ６…　２０６（８５８）一２３９（８９１）



　４９６　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４７巻 ・

　　海外留学記

ＥＣ経済の最近の若干の問題点

　　共同研究室

昭和五十年度第一回研究会

　ｒヨーロッバ経済の一断面」…・・

昭和五十年度第二回研究会

　「利潤と剰余価値」

昭和五十年度第三回研究会

　「重化学工業資本の強蓄積と租税政策」

昭和五十年度第四回研究会

　「県民所得統計発展の現状と問題点」…・

昭和五十年度第五回研究会

　ｒｒ社会資本」についての一試論」一…・・

昭和五十年度第六回研究会

　「フランスにおける労働組合運動の素描」…

昭和五十年度第七回研究会

　「ドイッ社会政策史研究によせて」…

　　　　ルール大学留学報告

昭和五十年度第八回研究会

　「一九二○年代造船業の資本制的生産過程」一・一

昭和五十年度第九回研究会

　「寡占価格論への一接近」一……

昭和五十年度第十回研究会

　「小野進氏の「社会主義論」批判」…一・…

本年度会員業績 ・・・・…

第２ ・３ ・４号）

・・清　水　貞 俊２…１５４（３４０）一１７２（３５８）

・・

清水貞俊

・・北　野　正　一

・・藤　岡　純　一

一後藤文治

・・ 島　津　秀　典

…戸木田嘉久

・・

川本和良
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・１３９（６２７）一１５６（６４４）

・・
１５６（６４４）一１６３（６５１）

・１６３（６５１）一１６４（６５２）

・・

清水憲一５
・６…２３ｇ（８９１）一２３ｇ（８９１）

一北　野　正　一

・・ 芦　田　文　夫

５・ ６…　２３９（８９１）一２３９（８９１）

５・ ６…　２３９（８９１）一２６４（９１６）

５・ ６…　２６４（９１６）一２６６（９１８）



総目録（第１巻～第４７巻） ４９７

立命館経済学 第２５巻総目次（１９７６年度）

　　論　　説

「有効需要の原理」とＩＳ－ＬＭ分析……・………・・……・・小　野　　　進

　　　　ケインズ理論の現代的解釈によせて

利潤と剰余労働…・………・・・・・…………………・・一……北　野　正

　　　　固定設備の耐用年数の決定を中心に

欧州共同体の地域経済問題（二）…・………・………………・清　水　貞　俊

銀行信用 ・利子生み資本の論理的同リ提　　　　　　 ・・小　牧　聖　徳

　　　　信用論批判一

社会王義経済管理における民王王義の

　原理とその展開の構造について一……………・……・小　野　一　郎

産業資本主義段階における近代的独占の存在形態（二）若　林　洋　夫

　　　　北東イングラント石炭独占の歴史的性格

「高度成長」と社会「安定」装置 ・…………………・・・… 三　好　正　巳

ヒルファディングの『金融資本論』の背景と

　金融資本概念について……一……・…………………・田　中　宏　道

人づくりこそ企業づくりである…・…………・…………・足　立　政　男

　　　　京都における老舗の家訓に学ぶ

現代社会政策論の視座と対象………・……・……一……　　好　正　巳

Ｈａｒｒｏｄの長期不安定性について…………………一…北　野　正　一

１８４０年代後半における

　マルクスの経済学研究の特徴について………………津　島　陽　子

　　研　　究

「完全雇用」保障計画と公共職業訓練………………・三　富　紀　敬

　　　　『賃労働の理論』の批判的検討によせて

シャウプ勧告と戦後日本の資本蓄積　　　　　　　 ・藤　岡　純　一

「高度成長」期における農山村の変容　　　　　　　・木　村　一　夫

　　　　岐阜県揖斐郡旧宮地村の調査

資本集中と過剰資本の累積・……………・・・…………・・… 山　本　幹　夫

戦後日本資本主義の生産力構造と公共投資　　　　 ・・東　郷　　　久

　　　　「高度成長」下の港湾投資対象を例として

日本資本王義の発展とシャウプ勧告　　　　　　　 ・・藤　岡　純

１９２０年代における造船大企業の蓄積構造（上）　　　 一清　水　憲　一

　　　　川崎造船所のｒ破綻」を事例として
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４９８　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４７巻 ・第２ ・３ ・４号）

　　研究ノート

最近のソ連学界における「経済的社会構成体」の

　研究…・…………・…一…・………・……・……・……・・… 小檜山政克
わが国における公式国民所得統計の発展の沿革に

　関する年表……・…・…・・・・………………・・…………・… 後　藤　文　治

　　資　　料

日本資本主義確立期の資本の存在形態Ｈ　　　　　　後　藤　　　靖

志布志湾漁業経済分析資料（その一）　　　　　 ・　杉　野　圏　明

　　紹　　介
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　「アダム ・スミスの自然価格概念について」………… 岡　崎　栄　松

昭和五＝年度第四回研究会

　「社会主義経済管理構造の多様性をうみだすもの」　芦　田　文　夫

昭和五＝年度第五回研究会

　「京都における老舗の経営哲学」……・………・・……… 足　立　政　男

昭和五：年度第六回研究会

　「北東イングラント石炭鉱業史研究の諸問題」　若林洋夫

昭和五＝年度第七回研究会

　「資本蓄積と流通必要金量」　　　　　竹味能成
　「特別剰余価値 ・超過利潤 ・独占利潤」 ・…………… 佐々木秀太
昭和五＝年度第八回研究会

　「価格決定と配業組織」…・…………・・……・…………・・山　本　幹　夫

　ｒ訓練付一時帰休の経済的基盤と諸結果」…………・三　富　紀　敬

昭和五＝年度第九回研究会

　「資金運用部資金制度についての一考察」……………梅　原　英　治

　「行政事務再配分における総合化原則」　　　　　藤　岡　純　一

昭和五＝年度第十回研究会

　「現代資本主義の生産力発展段階」………・……・・……坂　本　和　一

　　　　　　　　５０３

・１６２（　５７８）一１８４（　６００）

・１２１（１０３９）一１３１（１０４９）

・１２１（　１２１）一１６３（　１６３）

・・ １４９（　３１３）一２１３（　３７７）

…　１１９（　７２１）一１７５（　７７７）

　８２（　７９４）一１３３（　８４５）

・２１４（　３７８）一２５０（　４１４）

…１１４（８９６）一１３４（９１６）

・・
２５０（　４１４）一２５０（　４１４）

…　２５０（　４１４）一２５３（　４１７）

・２５４（　４１８）一２５４（　４１８）

・１８５（　６０１）一１８５（　６０１）

・１８５（　６０１）一一１８５（　６０１）

・・
１７６（　７７８）一１８０（　７８２）

・１８０（　７８２）一１８０（　７８２）

…　１８０（　７８２）一１８０（　７８２）

・１３５（９１７）一１３５（９１７）

・１３５（　９１７）一１３５（　９１７）

・・ １３５（　９１７）一１３５（　９１７）

・１３５（　９１７）一１３５（　９１７）

…　１３５（　９１７）一１３５（　９１７）



　５０４　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４７巻 ・第２ ・３ ・４号）

昭和五二年度第十一回研究会

　「般消費税導入をめぐる諸論点」　　 …　　　　加　藤　睦　夫

本年度会員業繍

・１３２（１０５０）一１３３（１０５１）

・１３４（１０５２）一１３６（１０５４）



総　　目 録（第１巻～第４７巻） ５０５

立命館経済学 第２８巻総目次（１９７９年度）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　号ぺ 一ジ（通巻）

　　論　　説

公信用の展開・……………・…………………………・…小　牧　聖　徳　　　１…　１（１）一２３（２３）

　一信用，利子生み資本および国家との関連

景気循環の形態に関する比較動学的分析　　　　 一北　野　正　一　　　　 ・・ ２４（２４）一５４（５４）

「地域主義」に対する批判（上）…………一…・・…・… 杉　野　圏　明　　　　　 １（１６９）一３０（１９８）

　　　玉野井芳郎氏の所説について

三月前期のプロイセンにおける「社会問題」と

　社会政策および中問層政策の展開（三）………・…・・… 川　本　和　良　　　２…３１（１９９）一７２（２４０）

老舗外与株式会社の歴史と経営哲学　　　　　　 ・・ 足　立　政　男　３ ・４ ・５…　３（３３１）一４０（３６８）

平均利潤率の形成と需要供給の関係について………小檜山政克　３ ・４ ・５…４１（３６９）一５６（３８４）

「地域主義」に対する批判（下）………………………・杉　野　圏　明　３・ ４・ ５…５７（３８５）一８９（４１７）

　　　玉野井芳郎氏の所説について

近代経済学における科学性 ・客観性論………………浜　崎　正　規　３ ・４ ・５…９０（４１８）一１３５（４６３）

価値法則の国際的展開についての一考察……………岩田勝雄３ ・４ ・５ …１３６（４６４）一１６０（４８８）

生活手段の資本王義的形態とその廃棄　　　　　 ・・ 角　田　修　一　３ ・４ ・５…１６１（４８９）一１９４（５２２）

独占的諸行動と均衡経路の不安定性・……………・・… 北　野　正　一　３ ・４ ・５…１９５（５２３）一２６１（５８９）

産業構造研究の基礎視角　　　　　　　　　　　 ・・ 甲　賀　光　秀　３・ ４・ ５…２６２（５９０）一２８５（６１３）

近代天皇制について………………・・………………・… 後　藤　　　靖　　　６…　１（６６１）一１７（６７７）

　　　鎌倉孝夫氏の批判に応える

販売促進政策と企業成長　　　　　　　　　　　一松　川　周　二　　　６…１８（６７８）一４７（７０７）

　　研　　究

価格体系と価値法則…………………一……………・・佐々木秀太　　　　・７３（２４１）一９２（２６０）

構造不況と産業組織………………・・…　　　　　　 ・・ 山　本　幹　夫　　　　・４８（７０８）一１００（７６０）

　　　造船業における市場構造の変化と設備過剰

『資本論』における流通必要金量概念と資本破壊 ・・竹　味　能　成　　　６…１０１（７６１）一１２０（７８０）

　　研究ノート　　　　　　　　　　　　　山　田　　　彌

ケインズ経済学の意義と限界（Ｉ）＿＿．＿＿＿．．．．＿北　野　正　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河野快晴　 １＿５５（５５）＿７６（７６）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松川周ニ
　　　 スキデルスキー編『ケインズ時代の終焉』をめぐっ て

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山　田　　彌
ケインズ経済学の意義と限界（１）＿＿＿＿＿．．．．＿．．北　野　正　一　　　２＿９３（２６１）＿１５６（３２４）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河野快晴
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松川　周ニ
　　　 スキデルスキー編『ケインズ時代の終焉』をめぐっ て

　　資　　料

現代アメリカ鉄鋼業の生産構造………………・・……・坂　本　和　一　　　１…７７（７７）一１３９（１３９）



５０６　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４７巻 ・第２ ・３ ・４号）

志布志湾漁業経済分析資料（その三）

　　翻　　訳
Ｊ． Ｒ． マカロッ ク著『石炭税制改革論』（下）…・…

　　共同研究室

昭和五四年度第一回研究会

　ｒ欧州経済通貨同盟の発展」…・…………・・……・

　　　　ＥＭＳ発足にあた って

昭和五四年度第二回研究会

　「合衆国プランテーシ ョンの構造変化」…一・…

　　　　九三○年代以降を中心に

昭和五四年度第三回研究会

　「西ドイツにおける財政危機論の一端」一…・…

　　一一一イ寸，フランクフルト大学留学記

昭和五四年度第四回研究会

　「最近の日本鉄鋼業の諸行動の特徴について」

昭和五四年度第五回研究会

　ｒ天皇制国家論について」一…・・……

　　　　鎌倉孝夫氏の批判にこたえて

昭和五四年度第六回研究会

　「現代の貨幣理論と現実資本の法則的展開」…・・

昭和五四年度第七回研究会

　「社会主義杜会と現代ソ連社会主義発展区分」

昭和五四年度第八回研究会

　「『資本論』における流通必要金量概念と

　資本破壊」 ・…………………………・・……・・

　ｒ財政危機と資金運用部資金」………・

昭和五四年度第九回研究会

　「ケインス経済学における政策論の位置」

　　　　二○～三○年代のケインズの著作を中心に

昭和五四年度第十回研究会

　「現代資本主義の労働関係」

　　　　フランスにおける労働法制との比較において

本年度会員業績……・

（新制）経済学部三十周年年譜

立命館経済学著者別目録一……

　・

杉野囲明　　
・１２１（７８１）一１６８（８３０）

…・若林洋夫　　…１４０（１４０）一１６８（１６８）

…・清水貞俊　２…１５７（３２５）一１５７（３２５）

…・藤岡惇２…１５７（３２５）一１６０（３２８）

…・坂　野　光　俊　　６…１７１（８３１）一１７１（８３１）

　北　野　正　一
　・佐々木秀太　　　　・１７１（８３１）一１７１（８３１）

　三　富　紀　敬

　・

後藤　靖　　
・１７１（８３１）一１７１（８３１）

…・小牧聖徳　　・
１７１（８３１）一１７３（８３３）

　・

小野一郎　　
・１７３（８３３）一１７３（８３３）

　・

竹味能成　　
・１７４（８３４）一１７４（８３４）

　・浅田和史　　…１７４（８３４）一１７４（８３４）

　秘　川　周　二　　　 ・・ １７４（８３４）一１７４（８３４）

　・

三好正巳　６
…１７５（８３５）一１７５（８３５）

　　　　　　　　　　　６ …　１７５（８３５）一１７８（８３８）

　　　　　　　　 …　３ ・４ ・５ …　２８６（６１４）一２９０（６１８）

　　　　　　　　 ・・
３・ ４・ ５… 　２９１（６１９）一３３２（６６０）



総目録（第１巻～第４７巻） ５０７

立命館経済学 第２９巻総目次（１９８０年度）

号ぺ
一ジ（通巻）

　　論　　説

労働制度と労働者の権利………………………………… 三　好　正　巳

　　　　ｒ経済的民王王義」をめくっ て

南北戦争後のプランテーシ ョン経済をめぐる最近の

　研究動向一……………・………………………………・藤　岡　　　惇

国家独占資本王義論と資本蓄積　　　　　　　　　・・杉　野　圏　明

三月前期のプロイセンにおける「社会問題」と

　社会政策および中間層政策の展開（四）………………ノ１１本　和　良

雇用増と実質賃金率増との同時達成策について（Ｉ）一北　野　正

政策科学と計量経済モテル（一）　　　　　　　　　 ・山　田　　　彌

史的唯物論における生活手段の概念……・　　　　 ・角　田　修

　　　　生活手段の経済学的規定の意義によせて

雇用増と実質賃金率増との同時達成策について（１）一北　野　正　一

レッ ドパ ージ………………　　　　　　　　　　　塩田庄兵衛

日本資本王義のｒ八○年代論」　　　　　　　　　 ・・ 高　内　俊　一

地租改正と私的所有権の性格について………………一後　藤　　　靖

最適通貨圏論考……………・・…………・・　　　　　…清　水　貞　俊

三月前期のプロイセンにおける「社会問題」と

　社会政策および中問層政策の展開（五）一………　　川　本　和　良

国際的分業について……　…　　　　　　　　　　 ・・ 岩　田　勝　雄

地主的土地清掃と南部民衆運動の交錯・・…………　　 ・・藤　岡　　　惇

日本銀行金買入法小論…　　　　　　　　　　　　 ・・伊　藤　正　直

実質消費支出の統計的性質について…………　　　関　　弥三郎
貧困化論のための覚え書……………・・……・　　　 ・三　好　正　巳

転換期の住宅問題　　　　　　　　　　　　　　　…奥　地　　　正

市民所得統計を中心とした都市圏産業運関表の

　推計と若干の応用分析　　　　　　　　　　　　 ・・ 鈴　木　　　登

中国における「資本主義」復活理論・………　　　　 ・・小　野　　　進

中京工業地帯と工業用地問題（上）…………………　 ・・杉　野　囲　明

政府の景気安定化政策について……・……　　　　　一北　野　正

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河　野　快　晴
スタクフレーシ ョン理論およぴ政策に関する一展望 ’’松　川　周

戦後アメリカ巨大企業の組織変革　　　　　　　　 ・・坂　本　和

　　　　マトリッ クス組織の形成とその意義

１… 　　　１（　　　１）一　３５（　　３５）

　　３６（　　３６）一　６１（　　６１）

　　１（１１９）一５７（１７５）

　　５８（　１７６）一　７９（　１９７）

　　８０（　１９８）一１４０（　２５８）

　　１（　２８７）一　２７（　３１３）

　　２８（　３１４）一　６１（　３４７）

　　６２（　３４８）一　８４（　３７０）

　　３（　４６５）一　２９（　４９１）

　　３０（　４９２）一　５７（　５１９）

　　５８（　５２０）一　８０（　５４２）

　　８１（　５４３）一１００（　５６２）

　・ １０１（　５６３）一１３２（　５９４）

…　１３３（　５９５）一１５３（　６１５）

　・ １５４（　６１６）一１８２（　６４４）

　・ １８３（　６４５）一２１０（　６７２）

　　３（　６９９）一　３２（　７２８）

　　３３（７２９）一５９（７５５）

　　６０（　７５６）一　８４（　７８０）

　　８５（　７８１）一１２１（　８１７）

　・ １２２（　８１８）一１５３（　８４９）

　・ １５４（　８５０）一１８３（　８７９）

　・ １８４（　８８０）一２２９（　９２５）

…　２３０（　９２６）一２９９（　９９５）

　　１（１０１５）一　７４（１０８８）



　５０８　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４７巻 ・第２ ・３ ・４号）

「社会的共同業務」と国家（上）…・…………・・…一……上野俊樹

　　　　国家の階級性と公共性の理解の前進のために

　　研　　究

財政危機下における資金運用部資金の

　財政投融資計画外運用について……………・・………・梅　原　英　治

国債管理政策の二つの形態　　　　　　　　　　　　浅　田　和　史

現代産業と産業組織分析の方法　　　　　　　　　　山　本　幹　夫

　　　　産業組織の再編と市場成果規準

工場制下の労働と家族…・…………・………・………・・・… 湯　浅　良　雄

　　　　イギリスー八三三年工場法と家族

『金融資本論』における株式会社，独占と

　金融資本（上）………・……・………・…・…・・・・…一……佐々木秀太

一九世紀中葉イギリスの労働者生活と生命保険（上）…横　山　寿　一

　　研究ノート

社会主義社会の歴史的位置と発展段階区分についての

　覚え書……………・・………………・・・…………………・ ／Ｊ・

野　一　郎

　　■　　評

小野一郎著『現代社会主義経済論』　　　　　　　　宮　鍋　　　幟

向井俊彦著『唯物論とへ一ケル研究』　　　鰺坂　真
　　足立政男教授退任記念号

足立教授の学問について　　　　　　 ・　　　　　後　藤　　　靖

立命館在職三十二年の回顧　　　　　　　　　　　　足　立　政　男

略歴 ・著作目録…………一………・………・……・・………

　　後藤文治教授退任記念号

後藤さん「定年」と伺 って ・・…………・・・………………・建林正喜
経済学と私 ・・…・………・・・・……………・・・・・・…………・・… 後　藤　文　治

略歴 ・著作目録…………・…

　　共同研究室

昭和五五年度第一回研究会

　ｒ生活手段の資本主義的形態とその廃棄」　　　　角　田　修　一

昭和五五年度第二回研究会

　「地域産業連関計量モテルによる地域分散政策の

　　効果測定」……………・・……一一……・………・… 鈴　木　　　登

昭和五五年度第＝回研究会

　ｒ一九二○年代の日本金融構造」 ・………・……・……… 伊　藤　正　直

昭和五五年度第四回研究会

　ｒ雇用増と実質賃金率増との同時達成策について」　北　野　正　一
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　５１４　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４７巻 ・第２ ・

１９２０年代アメリカにおける自動車労働者の労働と

　生活・……………・・…一……………………・・・……・・… 佐

　　　　全米自動車労働組合（ＵＡＷ）成立前史

　　研究ノート

「日銀信用」に関する一展望……………・・・…一一…・・河

　　■　　評

戸木田嘉久著『現代資本主義と労働者階級』…・……・・高

塩田庄兵衛著『日本社会運動史』 ・…・・…・・…・…………松

　　学界動向

１９８２年度歴史学研究会大会一……………・一………・・後

　　共同研究室

昭和５７年度第１回研究会

　「金融政策の今日的役割と理論 ・実証的課題」 ・…・・… 河

昭和５７年度第２回研究会

　「日本経済の民主的改革をめぐっ て」………………… 甲

　「日本経済の民主的改革に関する数量的検討」一一・ 山

　「民主的改革から社会主義へ」……・………・・…………芦

昭和５７年度第３回研究会

　「現代日本の支配構造」一…………・・………………… 後

昭和５７年度第４回研究会

　「日本農業の民主的再建をめくっ て」　　　　　　 ・・ 大

昭和５７年度第５回研究会

　「自動車産業における職場組織と労資関係の

　　改革」………………………・…………………・・・・・… 湯

　　　　危機におけるイギリス労資関係の構造

昭和５７年度第６回研究会

　「『経済学とイデオロギー』によせて」……………… 上

昭和５７年度第７回研究会

　「経済発展の理論についての一試論」………・…・・・・・… 濱

　　　　佐和隆光氏の所論をめぐっ て

昭和５７年度第８回研究会

　「ソ連 ・東欧圏の地域経済問題」 ・……………・・…　…・杉

　　　　見たまま感じたまま

昭和５７年度第９回研究会

　「生成理論の基本的仮説について」一……………・…

昭和５７年度第１０回研究会

　「アメリカ自動車労働者の生活と失業者運動」　　 ・・佐

　　　　全米自動車労組（Ｕ．Ａ．Ｗ）成立の社会的背景

３・ ４号）

藤　卓 利　５ ・６…１４８（７０４）一１７２（７２８）

野快晴　１…１２２（１２２）一１４７（１４７）

木督夫　２…１００（２４８）一１０９（２５７）

尾洋５
・６…１７３（７２９）一１８２（７３８）

藤靖２…１１０（２５８）一１１６（２６４）

野　快　晴

賀　光　秀

田　　　彌

田　文　夫

藤　　　靖

藪　輝　雄

浅　良　雄

野　俊　樹

崎　正　規

野　囲　明

　２ …　１１７（２６５）一１２２（２７０）

２…　１２２（２７０）一１２２（２７０）

　　 ・１２２（２７０）一１２２（２７０）

　　 ・１２２（２７０）一１２２（２７０）

　　 ・１２２（２７０）一１３２（２８０）

　　 ・１４３（４２３）一１４３（４２３）

３… 　１４３（４２３）一１４３（４２３）

・１２４（５４８）一１２９（５５３）

・１２９（５５３）一１２９（５５３）

４… 　１２９（５５３）一１３１（５５５）

宅正隆５
・６…１８３（７３９）一１８８（７４４）

藤卓利５
・６…１８８（７４４）一１８８（７４４）



　　　　　　　　　　　　　　　総目録（第１巻～第４７巻）

昭和５７年度第１１回研究会

　「戸坂潤の日本ファシズム論について」……………… 後　藤　　　靖

昭和５７年度第１２回研究会

　「分配公正論をめぐっ て」…・…………・・……………… 鈴　木　　　登

　　　　その系譜的整理

昭和５７年度第１３回研究会

　「今日の貧困化論」…・………・・…・………………・・……三　好　正　巳

　　　　戸木田嘉久著『現代資本主義と労働者階級』をめぐっ て

５１５

５・ ６…　１８８（７４４）一１９２（７４８）

５・ ６…　１９２（７４８）一１９９（７５５）

５・ ６…　１９９（７５５）一２０９（７６５）



５１６ 立命館経済学（第４７巻 ・第２ ・３ ・４号）

立命館経済学 第３２巻総目次（１９８３年度）

号ぺ
一ジ（通巻）

　　論　　説

貿易摩擦下の金融政策の国際的波及効果について……本　田　　　豊

合衆国南部の「サンベルト」化の経済的意味（下）……藤　岡　　　惇

現代韓国経済分析序論………………・・……………・・・・… 岩　田　勝　雄

中京工業地帯における工業用水問題（皿）……………… 杉　野　圏　明

ＩＢＭ社の組織変革（３）　　　　　　　　　　　　　坂　本　和

マルクス ・エンゲルスのボナパルティズム概念の

　展開について（１）…………一・・一…………・・……… 後　藤　　　靖

ケインズの資本主義経済観の形成と展開（１）一……・・松　川　周　ニ

　　　　ケインズ経済学研究序説Ｉ

現代資本主義と労働基準（１）………………・・…………・三　好　正　巳

ＩＢＭ社の組織変革（４）一…………・………一……・・… 坂　本　和　一

ケインズの資本主義経済観の形成と展開（２）一…・…・松　川　周　ニ

　　　　ケインズ経済学研究序説Ｉ

信用資本についての考察……………・・…………………・
／』・

牧　聖　徳

現代資本主義と労働基準（２）………………・・…………・三　好　正　巳

ＩＢＭ社の組織変革（５）…・・………・・・………………・・・… 坂　本　和

ケインズの資本主義経済観の形成と展開（３）一一一松　川　周

　　　　ケインズ経済学研究序説Ｉ

　　研　　究

貨幣 ・信用恐慌の発現過程における再生産と信用……竹　味　能　成

全米自動車労働組合（ＵＡＷ）の成立……・………・・… 佐藤　卓利
　　　　失業者運動との関連で

金融資本概念の理論的考察（上）……………・・…………・佐々木秀太
金融資本概念の理論的考察（下） ・…・………・・…・…　　佐々木秀太
日本における障害者雇用政策の今日的展開　　　　上　掛利　博

　　　　国家独占資本主義の危機の視点から

　　資　　料

京都における製造企業の現況　　　　　　　　　　若　林　洋　夫

日本資本主義確立期の資本家名簿（１）……………・・・… 後　藤　　　靖

日本資本主義確立期の資本家名簿（２）……一……・・… 後　藤　　　靖

日本資本主義確立期の資本家名簿（３）　　　　　　後　藤　　　靖

京都における製造企業の現況（２）……………・・……・… 若　林　洋　夫

　　　　市町村 ・行政区別／産業中分類／１００人以上事業所一覧

１（１）一１５（１５）

１６（　１６）一　６８（　６８）

１（１２７）一　２０（１４６）

２１（１４７）一　４４（１７０）

４５（１７１）一　９０（２１６）

１（２８１）一　３７（３１７）

３８（３１８）一　６６（３４６）

１（４２５）一　２５（４４９）

２６（４５０）一４７（４７１）

４８（４７２）一　６６（４９０）

５・ ６…１（５５９）一１９（５７７）

５・ ６…　　２０（５７８）一　５０（６０８）

５・ ６…　　５１（６０９）一　９３（６５１）

５・ ６…　　９４（６５２）一１２４（６８２）

６９（　６９）一　８２（　８２）

９１（２１７）一１２２（２４８）

　３ …　　６７（３４７）一　９２（３７２）

　４ …　　６７（４９１）一　９２（５１６）

５・ ６…　１２５（６８３）一１５７（７１５）

　１ …　　８３（　８３）一１２３（１２３）

　２ …　１２３（２４９）一１５３（２７９）

　３ …　　９３（３７３）一１４２（４２２）

　４…９３（５１７）一１３３（５５７）

５・ ６…１５８（７１６）一２０５（７６３）



　　　　　　　　　　　　　　　総目録（第１巻～第４７巻）

　　共同研究室

昭和５８年度第１回研究会

　「韓国経済見たまま」……・…・……・…………………… 岩田勝雄
昭和５８年度第２回研究会

　「ケインズ経済学の理論構造」……・……・…・…………松　川　周　ニ

　　　　ケインズ再解釈の一方向

昭和５８年度第３回研究会

　「貨幣信用恐慌の発現過程における再生産と信用」…竹　味　能　成

昭和５８年度第４回研究会

　「大恐慌化の失業者運動と全米自動車労組（ＵＡＷ）

　　の成立」（１９２９－１９３６）一……………・…・………一・佐藤卓利
昭和５８年度第５回研究会

　「経済調整下の上海」一……………・・………………… 松　野　昭　二

昭和５８年度第６回研究会

　「フランス見たまま」………………・………………・・… 荒井正治
昭和５８年度第７回研究会

　「ミシシ ッピデルタにおける公民権運動の展開と

　　帰結」………………………………………一………藤岡惇
　　　　ＳｕｎＨｏｗｅｒ Ｗａｓｈｍｇｔｏｎ Ｈｏｍｅｓ 郡の調査をふまえて

昭和５８年度第８回研究会

　「近畿型地主経営の展開過程」………一……・・……… 伊　藤　正　直

　　　　岡山県牛窓町服部家を対象として

昭和５８年度第９回研究会

　「国家と経済的メカニズム」…………一…・・…・…・・… 芦　田　文　夫

　　　　資本主義と社会主義の比較体制論的アプローチ

昭和５８年度第１０回研究会

　「宇野弘蔵氏の恐慌論批判」 ・・…………・・・…一………西　原　誠　司

昭和５８年度第１１回研究会

　「日本資本主義の構造変化と国土開発政策」　　　奥　地　　　正

昭和５８年度第１２回研究会

　「我国の国独資論における危機把握について」一…・・田　中　宏　遣

本年度会員業績・・……・………

５１７

・１５４（２８０）一１５４（２８０）

・１５４（２８０）一１５４（２８０）

２…　１５４（２８０）一１５４（２８０）

・１４３（４２３）一１４３（４２３）

・・
１４３（４２３）一１４３（４２３）

・１３４（５５８）一１３４（５５８）

４… 　１３４（５５８）一１３４（５５８）

５・ ６…　２０６（７６４）一２０６（７６４）

５・ ６…　２０６（７６４）一２０７（７６５）

５・ ６…　２０７（７６５）一２０７（７６５）

５・ ６…　２０７（７６５）一２０８（７６６）

５・ ６…　２０８（７６６）一２１１（７６９）

５・ ６… 　２１１（７６９）一２１４（７７２）



５１８ 立命館経済学（第４７巻 ・第２ ・３ ・４号）

立命館経済学 第３３巻総目次（１９８４年度）

号ぺ
一ジ（通巻）

　　論　　説

我国の独占資本主義論 ・国家独占資本主義論における

　危機把握について（１）　　 ・　　　　　　　　　田

ＩＢＭ社の組織変革（６）　　　　　　　　　　　　　坂

韓国の貿易と国際収支一…………・………………・・・・… 岩

現代資本主義の労働制度（１）

　　　　国家独占資本王義の社会政策論のために

ＩＢＭ社の組織変革（７）　　　　　　　　　　　　　坂

ミシシ ッピデルタにおける公民権運動の展開と

　帰結（上） ・…・………・・・・… 　…………………・・・……・藤

　　　　「フリーダムサマー」２０周年によせて

発展途上国の開発政策と経済成長　　　　　　　　本

「社会主義経済と国家」にかんする覚書（中の１）　　芦

　　　　ｒ経済的メカニズム」論とのかかわりで

ミシシ ソピテルタにおける公民権運動の展開と

　帰結（下）一…………・………………・・・………………・藤

　　　　「フリーダムサマー」２０周年によせて

ケインズの資本王義経済観の形成と展開（完）　　　松

　　　　ケインズ経済学研究序説Ｉ

パーシエ式物価指数の寄与度 ・寄与率　　　　　　　関

現代資本主義の労働制度（２）……………・・…………・…

　　　　国家独占資本主義の社会政策論のために

ＩＢＭ社の組織変革（８）…・・………・・・・……………・・・・・… 坂

資本輸出の諸問題について　　　　　　　　　　　岩

「社会主義経済と国家」にかんする覚書（中の２）　　芦

　　　　「経済的メカニズム論」とのかかわりで

寄与度 ・寄与率の理論と応用　　　　　　　　　　　関

近代経済学における日常性と科学性………・・…・…　　鈴

　　　　その普遍性 ・客観性 ・実証性をめくっ ての素描

Ｓｔａｇｎａｔ１ｏｎ 仮説の検討　　　　　　　　　　　　　　甲

寡占部門の投資行動規制による景気安定化について…北

ケインズ経済学の理論的発展………・・…　　　　　　松

　　　　その若干の予備的考察

中

本

田

好

宏

和

勝

正

道

雄

巳

本　和　一

岡　　　惇

田　　　豊

田　文　夫

岡　　　惇

川　周　二

　彌三郎

好　正　巳

本　和　一

田　勝　雄

田　文　夫

　彌三郎

木　　　登

賀　光　秀

野　正　一

川　周　二

１（　１）一１７（１７）

１８（　　１８）一５９（　　５９）

６０（　　６０）一　９２（　　９２）

１（　１６１）一３１（　１９１）

２…　　３２（　１９２）一　９３（　２５３）

２…　　９４（　２５４）一１２５（　２８５）

１（３２１）一１６（３３６）

１７（　３３７）一　４７（　３６７）

３…　　４８（　３６８）一　６８（　３８８）

３…　　６９（　３８９）一１０４（　４２４）

１（ ．４５９）一　１５（　４７３）

１６（　４７４）一　５１（　５０９）

５２（　５１０）一１１６（　５７４）

１（　６１３）一２３（　６３５）

２４（　６３６）一　７６（　６８８）

３（　７５９）一　４５（　８０１）

４６（　８０２）一　７３（　８２９）

７４（　８３０）一１０７（　８６３）

・１０８（　８６４）一１３８（　８９４）

・１３９（　８９５）一１７２（　９２８）



　　　　　　　　　　　　　　　総目録（第１巻～第４７巻）

構造変化と政策効果……………・・……・一………・……・山　田　　　彌

　　　　二つの計量モデルによるシミュレーシ ョン分析

途上国経済援助による世界経済活性化の可能性に

　ついて………………・・…………・…・・…………………・本　田　　　豊

日本における政府短期証券市場の現状と展望…………河　野　快　晴

　　研　　究

宇野弘蔵氏の恐慌論批判 ・……………・・………………… 西　原　誠　司

　　　　その批判的諸潮流との関連で

交通経済学体系と方法論上の問題点………………・・…・森　田　優　己

貨幣 ・信用恐慌と中央銀行準備金………………・・……・竹　味　能　成

　　研究ノート

ソ連およぴトイツ民王共和国における経済地理学の

　現状について………………・・…………………一……杉　野　圏　明

　　資　　料

日本資本主義確立期の資本家名簿（４）………………… 後　藤　　　靖

日本資本主義確立期の資本家名簿（５）……………・・・… 後　藤　　　靖

　　紹　　介

董輔祁『孫冶方の杜会主義経済論を論ず』……………松　野　昭　二

　　翻　　訳

Ｍ． Ｋ． バンドマン著『圏域生産 コムプレッ クス』…… 杉　野　圏　明

　　学位論文審査報告

戸木田嘉久『現代資本主義と労働者階級』……・・

　　共同研究室

昭和５９年度第１回研究会

　「合理的期待仮説の実証的検討」……………・・・………川　崎　誠　一

　　　　西独ビジネス ・サ ーベイを用いて

昭和５９年度第２回研究会

　「価値法則と独占価格の関連および社会の総需要の

　　構造について」一……………・・……………………・小檜山政克
　　　　小檜山政克『価値法則と独占価格』の第６ ，７章を中心として

昭和５９年度第３回研究会

　「交通経済の基礎視角」……・……一・……………・…・・森　田　優　己

昭和５９年度第４回研究会

　「拙著『イギリス石炭鉱業の史的分析』（草稿）の構

　成と主要論点」…………………………………・……… 若　林　洋　夫

昭和５９年度第５回研究会

　「社会主義における経済と政治」………………………芦　田　文　夫

　　　　「経済的メカニズム」論と「政治的システム」論をてがかりに

　　　　　　　　５１９

６…　１７３（　９２９）一２２３（　９７９）

・２２４（　９８０）一２４３（　９９９）

・２４４（１０００）一２６７（１０２３）

・１２６（　２８６）一１５３（　３１３）

・・
１１７（　５７５）一１３４（　５９２）

　７７（　６８９）一　９０（　７０２）

　９３（　　９３）一１１２（　１１２）

・・ １１３（　１１３）一１５５（　１５５）

　９１（　７０３）一１４１（　７５３）

・・ １０５（　４２５）一１３６（　４５６）

・１３５（５９３）一１５３（６１１）

・１５６（１５６）一１６０（１６０）

２…　１５４（　３１４）一１５９（　３１９）

２…　１５９（　３１９）一１６０（　３２０）

３… 　１３７（　４５７）一１３７（　４５７）

・１３７（　４５７）一１３８（　４５８）

・１５４（　６１２）一１５４（　６１２）



　５２０　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４７巻 ・第２ ・３ ・４号）

昭和５９年度第６回研究会

　「貨幣 ・信用恐慌と中央銀行準備金」…一一……・… 竹　味　能　成

　「恐慌論の方法と原理論の方法の関連について」…… 西　原　誠　司

昭和５９年度第７回研究会

　「ケインズ経済学の理論的発展」……………・・・………松　川　周　二

昭和５９年度第８回研究会

　「１９８４年の北京 ・上海」…・………・…・…………………松　野　昭　二

　「国際問における価値法則の修正について」　　　 ・・杉　本　良　雄

昭和５９年度第９回研究会

　「パーシエ式物価指数の寄与度 ・寄与率」　　　…関　　彌三郎

本年度会員業績………………………一一………・・・…

・１５４（　６１２）一１５４（　６１２）

・１５４（　６１２）一１５４（　６１２）

…　１５４（　６１２）一１５４（　６１２）

・１４２（　７５４）一１４２（　７５４）

・１４２（　７５４）一１４２（　７５４）

…　１４２（　７５４）一１４４（　７５６）

・２６８（１０２４）一２７１（１０２７）



総目録（第１巻～第４７巻） ５２１

立命館経済学 第３４巻総目次（１９８５年度）

号ぺ
一ジ（通巻）

　　論　　説

現代産業合理化論序説（１）……・・………・

ＩＢＭ社の組織変革（９ ・完）

ラスパイレス式物価指数の寄与度 ・寄与率

経済地理学方法論の根本問題

不均衡調整メカニズムと下方硬直賃金一……………・・

貨幣の前貸，資本の前貸および貨幣資本の前貸の

　問題点…・……・…・

戦後期における日本資本主義と生産力基盤問題（上）…

賃上げの有効領域一……・

京都市経済の衰退傾向………………・・……

国際的経済関係形成の諸契機と国際経済論…・

ケインズの経済政策論の形成と展開（１）……・・

　　　　ケインズ経済学研究序説１

戦前期日本におけるマルクス主義経済地理学（上）一・・

日本の経済発展過程の理論化をめくる方法的諸問題

京都市における財政危機の構造………

日本資本王義形成期の華族の財産所有状況

戦前期日本におけるマルクス主義経済地理学（下）……

現代の「技術革新」とその歴史的位置……………・・・…

　　研　　究

商業資本の下における「生きている矛盾」の展開形態

　について………

ＤＧＢ８１年基本綱領と西ドイッ労働組合運動（上）一…

世界市場における価値法則と国際価値論（Ｉ） ・・…・…

　　　木下悦二教授の所説の検討

ＤＧＢ８１年基本綱領と西ドイツ労働組合運動（下）一…

　　資　　料

日本資本主義確立期の資本家名簿（６）…・…・・

日本資本主義確立期の資本家名簿（７）…・・…

日本資本主義確立期の資本家名簿（８）……・…・・

　　紹　　介

服部文男著『マルクス主義の形成』について一…

今日の〈大秦村＞ ・…一・・…

坂

関

杉

大

小

杉

大

若

岩

松

杉

小

若

後

杉

坂

好　正　巳

本　和　一

　弥三郎
野　圏　明

西　　　広

牧

野

西

林

田

川

野

野

林

藤

野

本

聖

囲

洋

勝

周

洋

圏

和

徳

明

広

夫

雄

明

進

夫

靖

明

西　原　誠　司

布川日佐史
杉　本　良　雄

布川日佐史

後　藤　　　靖

後　藤　　　靖

後　藤　　　靖

岡　崎　栄　松

陳　　　家　駿

１　（　　１）一　２２（　２２）

２３（　２３）一　６３（　６３）

１　（１３３）一　２３（１５５）

２４（１５６）一　６６（１９８）

６７（１９９）一　７８（２１０）

１　（２５１）一　１９（２６９）

２０（２７０）一　７２（３２２）

７３（３２３）一　８０（３３０）

１　（４０１）一　２３（４２３）

２４　（４２４）一　４３（４４３）

４４（４４４）一　６８（４６８）

１　（５３７）一　４６（５８２）

４７（５８３）一　９２（６２８）

９３（６２９）一１２６（６６２）

１　（７０３）一　４０（７４２）

４１　（７４３）一　８０（７８２）

８１（７８３）一１２０（８２２）

　６４（　６４）一　９３（　９３）

…　１２７（６６３）一１５１（６８７）

・１２１（８２３）一１３４（８３６）

６…　１３５（８３７）一１５５（８５７）

７９（２１１）一１１７（　２４９）

８１（３３１）一１２９（３７９）

６９（４６９）一１１１（５１１）

　９４（　９４）一１１６（１１６）

・・ １１２（５１２）一１１９（５１９）



　５２２　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４７巻 ・第２ ・３ ・４号）

　　翻　　訳

Ｍフラウンリ ソジ，ＭＡグレイグ著『観光業と

　地域開発』………・・……・・………………・・・…………・・森　田　優　己

　　■　　評

三好正巳編著『現代日本の労働政策』　　　　　　 ・・加　藤　佑　治

若林洋夫著『イギリス石炭鉱業の史的分析』　　　 ・・富　沢　賢　治

　　学界動向

第１９回ＩＡＲＩＷ総会に出席して　　　　　　　　…鈴木　　登

　　共同研究室

１９８５年度第１回研究会

　「経済不均衡下の賃金政策の有効領域」……………… 大　西　　　広

１９８５年度第２回研究会

　「日本経済の構造変化と経済政策効果」一…………・・山　田　　　弥

１９８５年度第３回研究会

　「労働価値論と現代」……・……・・・・・……・…・………・… 上　野　俊　樹

１９８５年度第４回研究会

　「ＤＧＢ ’８１年基本綱領と西ドイッ労働組合運動」……布川日佐史

１９８５年度第５回研究会

　「戦後日本の階級構成について」……………・・・……… 後　藤　　　靖

１９８５年度第６回研究会

　「パリの変貌　　２０年ののち　」　　　　　　　 ・・奥　村　　　功

１９８５年度第７回研究会

　「部落差別と法規制」一…………………………・・・・・…
馬原鉄男

１９８５年度第８回研究会

　「坂本和　著『ＩＢＭ』をめくっ て」　　　　　　　 ・・仲　田　正　機

　「藤岡　惇著『アメリカ南部の変貌』をめぐっ て」長　田　豊　臣

本年度会員業績……………・・………………・・・…………・

・１１７（１１７）一１３２（１３２）

・１２０（５２０）一１３５（５３５）

・１５２（６８８）一１６１（６９７）

・１３０（３８０）一１４８（３９８）

・１１８（２５０）一１１８（２５０）

・１１８（２５０）一１１８（２５０）

・１４９（３９９）一１５０（４００）

・１５０（４００）一１５０（４００）

・１６２（６９８）一１６３（６９９）

・・ １６３（６９９）一１６３（６９９）

・１６３（６９９）一１６５（７０１）

・１５６（８５８）一１５６（８５８）

・１５６（８５８）一１５６（８５８）

・１５６（８５８）一１５９（８６１）



総目録（第１巻～第４７巻） ５２３

立命館経済学 第３５巻総目次（１９８６年度）

号ぺ
一ジ（通巻）

　　論　　説

戦後日本の統一戦線運動一…・・……・…　　　　　　塩田庄兵衛　　　１（　１）一４３（４３）

京都市産業経済の趨勢と問題点（上）……………・…　　若　林　洋　夫　　　４４（４４）一９０（９０）

　　　　「都市衰退」傾向諸相の分析

産業合理化と労働改革（上）…………・…　　　　　　　三　好　正　巳　　　　１（１８１）一２２（２０２）

京都市産業経済の趨勢と問題点（下）…・・ 　　　若林洋夫　　２３（２０３）一７２（２５２）

　　　　「都市衰退」傾向諸相の分析

公的援助 ・直接投資と発展途上国の経済成長　　　…本　田　　　豊　　　１（３３９）一２５（３６３）

産業合理化と労働改革（下）………………・　　　　　　好　正　巳　　　２６（３６４）一５４（３９２）

女性研究者運動の歴史と課題…・…　　　　　　　　坂　東　昌　子　　　３（５１３）一２６（５３６）

労働運動の現段階と「未組織の組織化」問題一……大　木　　　訓　　　２７（５３７）一４２（５５２）

　　　　つの覚え書き

地域生協の課題……　　　　　　　　　　　　　　 ・田　井　修　司　４…４３（５５３）一６４（５７４）

　　　　事業経営の視占から

産業構造の「転換」と労働組合運動の課題　　　　 ・・ 戸木田嘉久　４…６５（５７５）一８６（５９６）

　　　　多国籍企業化 ・ＭＥ「合理化」とも関連して

職場労使関係と労働組合運動…・…・　　　　　　　　　好　正　巳　　　８７（５９７）一１１１（６２１）

地方財政改革「運動」の変化とその背景一…………坂　野　光　俊　　 ・１１２（６２２）一１５４（６６４）

核兵器廃絶の展望と日本の原水爆禁止運動　　　　…安　齋　育　郎　　　・１５５（６６５）一１８３（６９３）

障害者共同作業所づくり運動と福祉政策……・　　 …上　掛　利　博　　 ・１８４（６９４）一２０９（７１９）

ブリントの統計学理論について……………　　　　 ・・ 有　田　正　　　　　　３（７５３）一１８（７６８）

初期の「統計法」の一典型……… 　　　　浦田昌計　　１９（７６９）一４８（７９８）

　　　　１８９７年のハンカリー統計局法

Ｈ． グローマンの統計方法論………・…　　　　　　　長　屋　政　勝　　　４９（７９９）一８５（８３５）

線型回帰分析の推定誤差と係数の信頼性　　　　　 ・・ 稲　葉　和　夫　　　８６（８３６）一１１０（８６０）

サービス経済論の系譜的展望……　　　　　　　　 ・・鈴　木　　　登　　 ・１１１（８６１）一１６３（９１３）

　　　　その理論と計測をめくる諸問題

経済発展論（上） ・・…　　　　　　　　　　　　　　小　野　　　進　 ５…１６４（９１４）一２２１（９７１）

　　　Ａ．ガーシェンクロンとＡ．マーシャルそして日本の経済発展への適用とその限界

ケインズ経済学における理論と政策……………・・…一松　川　周　二　５…２２２（９７２）一２５０（１０００）

　　　　その形成と展開についての覚書

ケインズの道徳哲学と賢人思想……………・・……一…大　西　　　広　５…２５１（１００１）一２９０（１０４０）

　　　　『若き日の信条』におけるケインズの「反省」

輸出 ・輸入物価に対する為替変動の寄与度 ・寄与率…関　　彌三郎　６…１（１０５３）一１６（１０６８）



　５２４　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４７巻 ・第２ ・３ ・４号）

経済発展論（下）………………・・……………・・・…………・小　野　　　進　６…１７（１０６９）一５８（１１１０）

　　　　ＡカーシェンクロンとＡマーシャルそして日本の経済発展への適用とその限界

外国為替について……………・・…………………………・岩田勝雄６…５９（１１１１）一７８（１１３０）

　　研　　究

世界市場における価値法則と国際価値論（１ ・完）　杉　本　良　雄　２　７３（２５３）一９４（２７４）

　　　　木下悦二教授の所説の検討

「福祉国家」の危機と杜会保障政策の転換…………・… 横　山　寿　一　３…５５（３９３）一７４（４１２）

独占的商業資本の運動形態……………・・・・… 二………… 西　原　誠　司　 ３…７５（４１３）一１００（４３８）

　　研究ノート
Ｔ． ギルバートの救貧法改革論（１７８１年）について一…・上　掛　利　博　３…１０１（４３９）一１３０（４６８）

　　資　　料

日本資本主義確立期の資本家名簿（９）　　　　　　後　藤　　　靖　 １　９１（９１）一１２５（１２５）

日本資本主義確立期の資本家名簿（１０）　　　　　　後　藤　　　靖　 ２　９５（２７５）一１３０（３１０）

日本資本主義確立期の資本家名簿（１１）　　　　　　後　藤　　　靖　 ３１３１（４６９）一１６１（４９９）

　　紹　　介
Ｒｌｃｈａｒｄ　Ｆ　Ｋａｈｎ『Ｋｅｙｎｅｓ「一般理論」への

　道程』（１）……一一・・…………………………………・・磯　部　智　也　 １…１２６（１２６）一１６５（１６５）

Ｒ１ｃｈａｒｄ　Ｆ　Ｋａｈｎ『Ｋｅｙｎｅｓ「一般理論」への

　道程』（２）…………・………………・・・………………・・… 磯　部　智　也　２…１３１（３１１）一１５６（３３６）

Ｒ１ｃｈａｒｄ　Ｆ　Ｋａｈｎ『Ｋｅｙｎｅｓ「一般理論」への

　道程』（３）…………・………………・・・・………………・… 磯　部　智　也　６…７９（１１３１）一１１４（１１６６）

　　■　　評

藤岡惇著『アメリカ南部の変貌　　地王制の構造変化と

民衆』　　　　　　　　　宮野啓二３１６２（５００）一１７０（５０８）

　　海外留学記

パリの変貌二十年ののち　　　　　　奥村　功１１６６（１６６）一１８０（１８０）

　　塩田庄兵衛教授退任記念号

社会 ・労働運動を学んで４０年……………・・…………・… 塩田庄兵衛　４…２１０（７２０）一２２６（７３６）

塩田庄兵衛教授略歴 ・主要著作目録　　　　　　　　　　　　　　　４２２７（７３７）一２４０（７５０）

　　関彌＝郎教授退任記念号

日本の統計と社会統計学……・………・…………………・関　　彌三郎　５…２９１（１０４１）一２９７（１０４７）

関彌三郎教授略歴 ・主要著作目録　　　　　　　　　　　　　　　　　５２９８（１０４８）一３０１（１０５１）

　　共同研究室

１９８６年度第１回研究会

　「日米経済のマクロ 計量モデル分析」……・…・……・… 稲　葉　和　夫　２…１５７（３３７）一１５７（３３７）

１９８６年度第２回研究会

　ｒ戦問期の日本帝国主義と『満州』」一……………… 松　野　周　治　 ２…１５７（３３７）一１５７（３３７）

　　　　いくつかの数値をもとに



　　　　　　　　　　　　　　　総目録（第１巻～第４７巻）

１９８６年度第３回研究会

　「貿易パターンの理論的分析」一…・…・……………… 阿　部　顕　三

１９８６年度第４回研究会

　「あるカリフォルニア作家の全体像を追 って」…・…・・辻　井　榮　滋

１９８６年度第５回研究会

　「放射線と人類　　自快放射線，人工放射線利用 ，

　　原発，そして核戦争」　　　　　　安齋育郎
１９８６年度第６回研究会

　「独占的商業資本の運動形態について」……………… 西　原　誠　司

１９８６年度第７回研究会

　「アメリカ暮らし」………………………一……一・…日　高正好

１９８６年度第８回研究会

　「労働『改革』をめぐる理論状況」 ・…・………・・・・……三　好　正　巳

１９８６年度第９回研究会

　「生活様式の経済理論に向けて」………………………角　田　修　一

１９８６年度第１０回研究会

　「戦後スポーツ史の展開とスポーツ科学研究の

　　推移」…………一・・……………・…・・………………・山　下　高　行

１９８６年度第１１回研究会

　ｒアメリカ経済とＳＤＩ」…………………一…………・

藤岡惇本年度会員業績…・…・……・・・……・・…・…・………・・……一…………

　　　　　　　　５２５

…１５７（３３７）一１５７（３３７）

・１５７（　３３７）一１５７（　３３７）

・１５７（３３７）一１５７（３３７）

・１７１（　５０９）一１７１（　５０９）

・１１５（１１６７）一１１５（１１６７）

・１１５（１１６７）一１１５（１１６７）

・１１５（１１６７）一１１５（１１６７）

・１１５（１１６７）一１１５（１１６７）

・１１５（１１６７）一１１７（１１６９）

・１１７（１１６９）一１２１（１１７３）



５２６ 立命館経済学（第４７巻 ・第２ ・３ ・４号）

立命館経済学 第３６巻総目次（１９８７年度）

号ぺ
一ジ（通巻）

　　論　　説

貨幣 ・貨幣資本 ・現実資本の運動法則…・…　　　 ・・小　牧　聖　徳　　 １…　１（１）一１９（１９）

　　　　最近日本資本主義の動向

１８８０年代の階級構成（１）一………・…一…………・…　一後　藤　　　靖　　　　２０（２０）一６２（６２）

地域経済をめくる理論的諸問題　　　　　　　　　 ・・ 杉　野　圏　明　　　　６３（６３）一９５（９５）

Ｎａｔｕｒａｌ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ　Ｅｖａ１ｕａｔ１ｏｎ　ａｎｄ　ｔｈｅ　Ｌａｂｏｕｒ

・・・・…ｆ・・１・… 　　　　　
Ｓｔａｎｉｓ１ａ

蟹、、、。、１…・・（・・）一１１・（１１・）

自由主義価値規範への２つの対応としての

　「ポスト ・モダン」と新自由主義……・・・・………　大西　　　広　　　　１（１６７）一５６（２２２）

１８８０年代の階級構成（２）…・…　　　　　　　　　　　後　藤　　　靖　　　　５７（２２３）一７７（２４３）

三月前期のプロイセンにおける「社会問題」と

　社会政策および中間層政策の展開（六）一……………・・川　本　和　良　　　　７８（２４４）一９５（２６１）

私的所有の発展とアジア的生産様式の崩壊過程　　…杉　野　圏　明　　　　９６（２６２）一１１８（２８４）

　　　　アジア的生産様式に関する理論的研究（四）一一

新しい企業理論のパラダイムに向けて…・… 　　　　小野　　進　　３…１（３１９）一５７（３７５）

　　　　日本企業の企業行動の特質の概念化への準備

三月前期のプロイセンにおける「社会問題」の

　社会政策および中間層政策の展開（七）一　　　　　・・川　本　和　良　　　　 ５８（３７６）一７７（３９５）

発展途上国の経済成長と世界計量マクロモデル　　 ・・ 本　田　　　豊　　　　７８（３９６）一１０１（４１９）

代替的な数量モテル研究の経過と展望　　　　　　…大　西　　　広　　　 ・１０２（４２０）一１２７（４４５）

Ｔｏｗａｒｄｓ　Ａ　Ｇ１ｏｂａ１Ｈ１ｓｔｏｒｙ　ｏｆ　Ｐｏ１１ｔ１ｃａ１Ｅ
ｃｏｎｏｍｙ　ｍ

・・…ｍ・ ・…。・・ 　　　　　
Ｊａｍｅｓ Ｆ．

ｅｃ

．ｅ、・…１・・（…）一１・・（…）

軍拡と軍縮の経済学構築についての批判的一試論……鷲　見　友　好　 ４・ ５…３（５０７）一２１（５２５）

税制改革とコモン ・ストッ ク…・…　　　　　　　　 ・・ 池　上　　　惇　 ４・ ５…２２（５２６）一４３（５４７）

加藤教授の租税理論一…・　　　　　　　　　　　 ・内　山　　　昭　 ４・ ５…４４（５４８）一７７（５８１）

ＥＣのテレビ政策……・　　　　　　　　　　　　 …清　水　貞　俊　 ４・ ５…７８（５８２）一９７（６０１）

　　　　共同市場の完成に向けて

三月前期のプロイセンにおける「農民解放」による

　農村社会制度の変化とその政治的作用…　　 ・・

川本和良４
・５…９８（６０２）一１２３（６２７）

　　　　三月前期のプロイセンにおける「社会問題」と社会政策およぴ中問層政策の展開吠トー

西ドイツ経済 ・財政政策論理の特徴　　　　　　　　坂　野　光　俊　 ４・ ５…１２４（６２８）一１５５（６５９）

市場調整的生産価格と虚偽の社会的価値　　　　　　杉　野　圏　明　 ４・ ５…１５６（６６０）一１９０（６９４）

国際的経済関係の諸概念について ・…・………・・・……・… 岩　田　勝　雄　 ４・ ５…１９１（６９５）一２０７（７１１）

杉本昭七教授の危機把握の方法について………・・…・… 田　中　宏　道　 ４・ ５…２０８（７１２）一２３７（７４１）



　　　　　　　　　　　　　　　総目録（第１巻～第４７巻）

日本企業の海外直接投資と貿易収支………………・・…・稲　葉　和　夫

アダム ・スミスの「天文学史」と「科学」の方法……大　西　　　広

大都市圏京都の地域構造分析（上）………・……・………・三　好　正　巳

三月前期のプロイセンにおける「社会問題」と

　社会政策および中問層政策の展開（九）・…・……・・・…一川　本　和　良

解放後における中国農業発展の道……………・・………・王　振鎖
　　　　中日両国農業比較の視点から

　　研　　究

資本の破壊と貨幣 ・信用恐慌一一……………………・竹　味　能　成

“構造転換”への西ドイツ労働組合の対応………………布ノ１１日佐史

財政投融資概念の検討・……・………・…………・……・・… 梅　原　英　治

世界労働論争……………一・一……………・・…………・杉　本　良　雄

　　　　国際価値論の一論点

Ｋｅｙｎｅｓ 理論におけるクラウティンク　アウトの

　可能性………………・・…………………一…・………・・磯　部　智　也

　　　　銀行組織の資産運用制約

　　紹　　介
Ｒ１ｃｈａｒｄ　Ｆ　Ｋａｈｎ『Ｋｅｙｎｅｓ「般理論」への

　道程』（４）…………・……………………………………・・磯　部　智　也

　　学位論文審査報告

塩田庄兵衛『戦後日本の社会運動』………………・・………………………

内山昭『大型問接税の経済学』…………・・………………………………・

三富紀敬『フランスの不安定労働改革』一……………・…・…・・

　　加藤睦夫教授退任記念号

大学生活４０年を振り返 って一……………・…………・… 加　藤　睦　夫

加藤睦夫教授略歴 ・王要著作目録

　　共同研究室

１９８７年度第１回共同研究会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｓｔａｍｓ１ａｗ　「経済改革と社会王義の原理」　　　　　　　　　　　　　 Ｓ，ｔｎ，ｃ ｋ１

１９８７年度第２回共同研究会

　「言語の普遍性について　　英語，日本語 ，

　　アメリカインティアン語一一」　　　　三宅正隆
１９８７年度第３回共同研究会

　「経済現象の量的把握　　マルクス経済学と

　近代経済学の関連」　　　　　　小牧聖徳
１９８７年度第４回共同研究会

　「ＫｅｙｎｅｓのＦｍａｎｃｅ 投資およぴ貯蓄」　　　　　磯　部　智　也

　「“構造転換”への西ドイツ労働組合の対応」一……・・布川日佐史

　　　　　　　　５２７

４・ ５… 　２３８（７４２）一２６７（７７１）

４・ ５… 　２６８（７７２）一２９２（７９６）

　６ …　　　１（８１７）一　２０（８３６）

２１（８３７）一　５２（８６８）

５３（８６９）一　６８（８８４）

・１１９（１１９）一１３２（１３２）

・１１９（２８５）一１５１（３１７）

・１５５（４７３）一１８５（５０３）

６９（８８５）一　８９（９０５）

６…　　９０（９０６）一１１０（９２６）

１…　１３３（１３３）一１６０（１６０）

・１６１（１６１）一１６５（１６５）

・１１１（９２７）一１１９（９３５）

・１２０（９３６）一１２５（９４１）

４・ ５…　２９３（７９７）一３０６（８１０）

４・ ５… 　３０７（８１１）一３１２（８１６）

２… 　１５２（３１８）一１５２（３１８）

２… 　１５２（３１８）一１５２（３１８）

３…　１８６（５０４）一１８６（５０４）

…　１８６（５０４）一１８６（５０４）

・１８６（５０４）一１８６（５０４）



　５２８　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４７巻 ・第２ ・３ ・４号）

１９８７年度第５回共同研究会

　「ＥＣのテレビ政策　　共同市場の完成に

　　向けて」　　　　　　　　清水貞俊
１９８７年度第６回共同研究会

　「我が国の最近のイノベーシ ョン論について」…・・・… 濱　崎　正　規

１９８７年度第７回共同研究会

　「アメリカ合衆国におけるマルクス主義研究の

　　現状について」

　　　　　
Ｊａｍｅｓ Ｆ．

ｅｃ
．ｅ，

１９８７年度第８回共同研究会

　「東ドイツの金融」　　　　　　　　　　　　　　Ｋ１ａｕｓ　Ｋｏ１１ｏｃｈ

１９８７年度第９回共同研究会

　「杉本昭七教授の危機把握の方法について」　　　田　中　宏　道

１９８７年度第１０回共同研究会

　ｒケインズをかりたてたものは何か

　　　　ケインズ王義の形成についての見解」　　松川周二
１９８７年度第１１回共同研究会

　「半導体産業の寡占体制」　　　　　　　　　　　肥　塚　　　浩

　「国際的労働力移動について」　　　　　　　　　茶　谷　淳　一

１９８７年度第１２回共同研究会

　「不換国際通貨ドルの規定をめぐっ て」 ・…・…・……… 野　村　俊　郎

本年度会員業績………・……・・………・

・１２６（９４２）一１２６（９４２）

・１２６（９４２）一１２６（９４２）

・１２６（９４２）一１２６（９４２）

…　１２６（９４２）一１２６（９４２）

・１２６（９４２）一１２６（９４２）

・１２６（９４２）一１２６（９４２）

・１２６（９４２）一１２７（９４３）

・・
１２７（９４３）一１２７（９４３）

・１２７（９４３）一１２７（９４３）

・・
１２７（９４３）一１３０（９４６）



総　　目　　録（第１巻～第４７巻） ５２９

立命館経済学 第３７巻総目次（１９８８年度）

　　論　　説

準市場経済（ｑｕ。。１ｍ。。ｋ．ｔ。。ｏｎ．ｍｙ）と市場経済　　　小　野　　　進

　　　　 「準市場経済（ｑｕａｓ１ｍａｒｋｅｔ　ｅｃｏｎｏｍｙ）の経済学」の定立と関連して

大都市圏京都の地域構造分析（下）………………・・……・三　好　正　巳

製造業における労働費用構成の推移………………・・一川　崎　誠　一

　　　　計測方法と各労働費用の基本動向

増加率の逐次寄与度分解法………………・………・・…… 関　　彌三郎

　　　　失業率の差の寄与度分解を例として

現代資本王義の展開と国家　　　　　　　　　　　　小　牧　聖　徳

　　　　購買者　投融資者としての活動を中 。し・として

昭和５０年代以降の貨幣需要関数…・……・・…・・…………・平　田　純　一

　　　　四半期データーによる実証分析

Ｔｈｅ　Ｈｉｓｔｏｒｙ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｒｅｇｉｏｎａｌ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｅ ｃｏｎｏｍｙ　ｏｆ

　ＮｏｒｔｈＥａｓｔＥｎｇ１ａｎｄ　　　　　　　若林洋夫
婦人問題の基礎資料の統計的研究……・………・…一…坂　寄　俊　雄

　　　　人口構造の変化のもとでの高齢化の進展

貧困化と王体形成に関する覚書　　　　　　　　　　高　木　督　夫

国立病院 ・療養所の再編成 ・「合理化」と

　労働組合運動……………・・……・…………・・…………・原　　　嘉　彦

号ぺ
一ジ（通巻）

１…　　　１（　　１）一　４４（　４４）

華族世襲財産の設定状況について………………・……一後　藤　　　靖

労働基準再論………………・・…………………一…・…・・三　好　正　巳

１９８０年代西ドイツの税制改革…・…・………………・・…・・坂　野　光　俊

「経済改革」と社会主義的所有論…………・……・・……芦　田　文　夫

地域経済理論の体系と方法…………………………・…・・杉　野　囲　明

世界市場論の方法について………………・・………・・…・・岩　田　勝　雄

１９７５年以降の日本経済の構造変化……………一……・・本　田　　　豊

関税改革と厚生…………・・・・・………………一・・…・・…一阿　部　顕　三

北原勇教授の危機把握の方法について ・………………・・ 田　中　宏　道

Ｃｏａ１Ｍｏｎｏｐｏ１ｙ（Ｔｈｅ　Ｌｍ１ｔａｔ１ｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｖｅｎｄ）ｍ

　Ｎｏｒｔｈ　Ｅａｓｔ　Ｅｎｇ１ａｎｄ，Ｄｕｒｍｇ　ｔｈｅ　Ｐｅｒ１ｏｄ

　ｏｆＦｏｍａｔ１ｏｎｏｆＢｒｌｔｌｓｈＩｎｄｕｓｔｒ１ａｌＣａｐ１ｔａ１１ｓｍ　

・若林洋夫
　　研　　究

国際的労働力移動について ・……・……・・・………・・……・・茶谷淳

４５（　４５）一　６８（　６８）

１（１３９）一　４０（１７８）

２… 　　４１（１７９）一　７７（２１５）

３…　　　１（２６１）一　２０（２８０）

３…　　２１（２８１）一　６９（３２９）

　３ …　　７０（３３０）一　９６（３５６）

４・ ５… 　　３（３８７）一２０（４０４）
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半導体産業の寡占体制（上）一一…　　　　　　　　肥　塚　　　浩

　　　　競争的寡占体制分析

半導体産業の寡占体制（下）……・・　　　　　　　 …肥　塚　　　浩

　　　　競争的寡占体制分析

不換ドルの貨幣 ・信用論的意味………・…　　　　　野　村　俊　郎

地域社会構造と交通需要の類型分析・………　　　　森　田　優　己

　　　　愛知県を例として

Ｊ．

Ｍ　Ｋｅｙｎｅｓ『貨幣論』の銀行行動 ・………　　　　磯　部　智　也

　　　　景気循環と銀行組織

　　研究ノート

筑波研究学園都市における交通の現状と問題点…・・・… 杉　野　圏　明

階級 ・階層視点による政策提起とその限界性………　大　西　　　広

　　翻　　訳

解学詩「鞍山製鉄所の変遷」（１）　　　　　　　…松　野　周　治

　　その他
戸木田嘉久教授退任記念論文集の刊行にさいして一・・川　本　和　良

私の戦後史……………・・ 　　　　　　　 ・… 戸木田嘉久
　　　　労働運動と私の経済学研究

戸木田嘉久教授の略歴と著作目録……・・

　　共同研究室

１９８８年度第１回研究会

　「Ｗ．Ａ．ルイスの交易条件論」 ・………・・…　　　　西　口　清勝
１９８８年度第２回研究会

　「マクロ計量経済モテルをめくっ て」　　　　　　 ・・平　田　純　一

１９８８年度第３回研究会

　「英国留学報告」………　　　　　　　　　　　　・・若　林　洋　夫

　　　　英国病，地域開発，及びサ ッチャリズム

１９８８年度第４回研究会

　「地方財政対策の最近の特徴」…・…　　　　　　　・・ 浅　田　和　史

　　　　地方交付税制度見直し論をめくっ て

１９８８年度第５回研究会

　「英国社会主義思想の近況」………・… 　　　　小檜山政克
１９８８年度第６回研究会

　「ゲール語の言語政策の現状」　　　　　　　　　 ・・ 芝　田　征　二
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１９８８年度第８回研究会

　「利潤率低下法則における『外観上の矛盾』に

　　ついて」一一…………・……………・・・……………・増田和夫
　「経済変動と銀行行動」…・・……・…・・・………・………・・磯　部　智　也

１９８８年度第９回研究会

　「国際通貨ドルが不換であることの意味」　　　　野　村　俊　郎

　　　　従来の諸学説の検討

　「戦後日本貿易の再編」　　　　　　　　　　　　茶　谷　淳

　　　　輸出入の数量分析をつうじて

本年度会員業績……………・・・…

５３１
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・１３２（９１８）一１３２（９１８）
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　　論　　説

沖縄漁業をめくる経済的諸問題　　　　　　　　　杉　野　囲　明

為替レート決定における相対価格水準の影響………… 平　田　純　一

　　　　円対トル為替レートの実証分析

産業合理化の現段階と労働組合・……・……・・・・…………三　好　正　巳

　　　　労働関係，労働基準，労使関係の理論的枠組みのための試論

大分県しいたけ生産の現状と問題点……………・・……・岩　田　勝　雄

現代の産業構成と労働価値論　　　　　　　　　　　小檜山政克

産業合理化の現段階と労働組合（２）…………・・…………・三　好　正　巳

　　　　労働関係，労働基準，労使関係の理論的枠組みのための試論

世界システムと生産システム………………・・一……… 坂　本　和　一

　　　　　つの問題状況

リカード課税転嫁説……………・・……・………・一・・・・… 堂　目　卓　生

　　　　スラ ソファ 体系による再考察

江戸期貨幣制度の一考察・…・……・…・・・………………… 三　上　隆　三

日本経済の「構造調整」と財政投融資………一…・・… 梅　原　英　治

　　　　対米ファイナンス問題を中心に

近代天皇制と労働行政………………・……………・・・・・… 三　好　正　巳

現代世界経済と社会主義貿易一…………・・…………… 岩　田　勝　雄

１９８０年代におけるマネー サプライ

　管理政策の有効性について…・…………・…………・… 河野快晴
わが国の賃金弾力化と資本蓄積　　　　　横山政敏
　　　　構造調整のもとでのわが国の賃金運動の特徴

貨幣需要関数の安定性　　　　　　　　　　　　　平　田　純　一

　　　　昭和４０年代と５０年代との対比を中心に

米加自由貿易協定とカナダ農業…………一・…………・松　原　豊　彦

新経済政策（ＮＥＰ）後の

　マレーシア経済の展望・…………・・・・…一…一……・・西　口　清　勝

　　　　マレーシア経済学会第１０回大会での研究報告の検討

公共部門と貿易構造・……………・・…………・……・…一阿　部　顕　三

　　研　　究

戦後日本の鉄鋼貿易について　　　　　　　　　　　茶　谷　淳　一
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利潤率低下法則における

　「外観上の矛盾」について ・……………・・………一…増　田　和　夫

　　　　低下法則と恐慌の関連

ドル体制下における世界貨幣法則の貫徹形態…………野　村　俊　郎

　　　　労働価値論の今日的妥当性に関する一考察

中国産業連関表による価格体系分析……………・・……・李　　　　　潔

利潤率低下と利潤量増大の

　「二面的法則」と恐慌論……………………・・……一・増　田　和　夫

　　　　Ｊ．Ｓ．ミルの利潤率低下論をとおして

産業組織のグロー バリゼ ーシ ョン……………………… 肥　塚　　　浩

　　翻　　訳

解学詩「鞍山製鉄所の変遷」（２）……………・・…………・松　野　周　治

下請取引の分析………………・・…………・…・・…一……川　崎　誠　一

　　　　プリンシパル ・エイジィエント理論からの接近

　　その他
小牧聖徳教授退任記念論文集の刊行にさいして………松　野　昭　二

経済学新造語と私一・…………・・…………・……………・小　牧　聖　徳

小牧聖徳教授の略歴と著作目録・……・……・・・・………………………………

　　共同研究室

１９８９年度第１回研究会

　「利潤率低下と利潤率増大の『二面的法則』に

　　ついて」…………………………・……・・……………増　田　和　夫

　　　　Ｊ．Ｓ．ミルの利潤率低下論をとおして

１９８９年度第２回研究会

　「８０年代カナタの農業問題」　　　　　松原豊彦
１９８９年度第３回研究会

　「シスモンディ経済表の理論的分析」…・……………・・堂　目　卓　生

１９８９年度第４回研究会

　「Ｋｅｙｎｅｓ 派の国際通貨体制論とその理論」…………・磯　部　智　也

１９８９年度第５回研究会

　「構造調整と賃金のフレキシビリティ」 ・……………・・横　山　政　敏

１９８９年度第６回研究会

　「現代の産業構成と労働価値論」　　　　　　　　小檜山政克

１９８９年度第７回共同研究会

　「産業組織のグロー バリゼ ーシ ョン」………………… 肥　塚　　　浩

　「実感的ペレストロイカ論」……………・・・……………奥　村　剋　三

　　　　ソ連 ・ポーランドに留学して
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　「社会主義諸国のｒ経済改革』と『政治改革』」　　芦　田　文　夫
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１９８９年度第９回研究会
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　「ケネディ減税の特徴」……………・・・………………… 飯　野　公　央
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ＨＭｅ１ｔｚｅｒのＫｅｙｎｅｓ 解釈の検討」　　磯部智也

１９８９年度第１１回研究会

　「利潤率低下法則と固定資本」 ・…・……・……………… 増　田　和　夫

　　一ｒ経済のストヅ ク化によせて

　「社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」　　　長岡弘樹
本年度会員業績……………・・……………・…・・…………・…・・・・・……………

６…　　９１（７４７）一９１（７４７）
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　　論　　説

いわゆるパリ ・ノートと

　『経済学 ・哲学草稿』について………・…一・……一岡崎栄松１…１（１）一５５（５５）

　　　　ｒラーピン論文」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（Ｑｕａｓ１ 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……………・・・… 小槍山政克　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　　　　　　　　大　西　　　広　２　５６（２１６）一７２（２３２）

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

　　　　宮本憲一氏の地域経済学体系批判

アメリカ南部の農業革命（１９３３年～１９８０年）一……・・藤　岡　　　惇　３…１７（２７７）一４８（３０８）

　　　　その世界史的意味

ＣＨＯＷテストによる日本経済の構造変化分析……… 本　田　　豊　３…４９（３０９）一７３（３３３）

ｒ社会主義」におけるフィリッ プス曲線と

　「スタグフレーシ ョン過程」…………………………… 大　西　　　広　３…７４（３３４）一８３（３４３）

「三月革命」と官僚政治の相対的自立性の維持

　［選挙法と五月選挙１…………一・・…………・………／ｌ１本　和　良　 ４…　１（３７３）一２５（３９７）

　　　　三月前期のプロイセンにおける「社会問題」と社会政策および中間層政策の展開（１０

米国南部の工業化のメカニズムー……………・………・藤岡　惇４…２６（３９８）一５８（４３０）

産業別日本経済マクロ 計量モテルの計狽１ 　・鷹ハ芦浩矛し泰 ・…・・（・・１）一・・（…）

ドイツ三月革命期における葉巻労働者の運動………… 山井敏章４…８６（４５８）一１１３（４８５）

　　　　生産協同組合の問題を中 。し・に　　（上）

幕末維新期の山城茶業……………・・……一…………… 石　井　寛　治　 ５…　５（４９３）一３３（５２１）

　　　　在来産業と日本近代化

明治４４年（１９１１）市制町村制改正と

　地方改良運動……………………………………………山中永之佑　５…３４（５２２）一９３（５８１）

　　　　大阪市を事例とする考察

東芝 コンツエ ルンの成止と軍需　　　　　　　　　下　谷　政　弘　５　９４（５８２）一１３３（６２１）

アメリカ大企業体制と「ジャパナイゼ ーシ ョン」……・塩　見　治　人　５…１３４（６２２）一１６１（６４９）



　５３６　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４７巻 ・第２ ・３ ・４号）

１９世紀末フランス ・ナシ ョナリズムの境位……………中谷　猛５…１６２（６５０）一２１３（７０１）

　　　　プレ ・ファシスム思想の視覚から

「三月革命」と官僚政治の相対的自立性の維持

　［革命期における憲法制定過程１ ・……………・…一…川　本　和　良　 ５…２１４（７０２）一２４３（７３１）

　　　　三月前期のプロイセンにおける「社会問題」と社会政策およぴ中問層政策の展開（１１１←一

近代天皇制と社会政策体系 ・…………・・・・………・……… 三　好　正　巳　 ５…２４４（７３２）一２６７（７５５）

現代イキリス地域政策の段階と特質（１）　　　　　　若　林　洋　夫　５２６８（７５６）一２９５（７８３）

軍産複合体と地域開発

　　　米国南部の場合……・……・・・・…………………・… 藤　岡　　　惇　 ５…２９６（７８４）一３２８（８１６）

産業革命期におけるケムニッ ッ機械工業

　の発展と労働者の状態……………・・…………………・ 山井敏章５…３２９（８１７）一３５８（８４６）

　　　　１８６０年代ドイツの労働者運動と生産協同組合（１）

ヒルファディングの創業者利得論…………・一………・森　岡　孝　二　６…５（８７７）一３２（９０４）

　　　　拙論への批判にこたえて

国家社会主義と協同社会主義…・…………・……・……… 大　野　節　夫　 ６…３３（９０５）一５７（９２９）

啓蒙専制と移行問題…・………・………・……・……・……・今井光太郎　６…５８（９３０）一８０（９５２）

フレキシブル ・スペシャライゼーシ ョン論と

　ポスト ・フォー ディズム…・…・……・・・………………・篠　田　武　司　６…８１（９５３）一１０１（９７４）

いわゆるラーピン論文とその公表直後の波紋　　岡崎栄松６１０３（９７５）一１４９（１０２１）

　　　　執筆順序の問題を中心として

現存社会主義と「市場経済化」論一一………………・芦　田　文　夫　 ６…１５０（１０２２）一１８８（１０６０）

地域経済分析の基本視点について　　　　　　　　杉　野　囲　明　６１８９（１０６１）一２２３（１０９５）

マルクスの「自動機械体系」とＦＭＳ………………・… 高　木　　　彰　６…２２４（１０９６）一２５３（１１２５）

国家独占資本主義論における独占資本の

　構造把握について　　　　　　　　　　　　　　　田　中　宏　道　６２５４（１１２６）一２８７（１１５９）

Ｊ　Ｒｏｅｍｅｒの搾取論　　　　　　　　　　　　　　甲　賀　光　秀　６２８８（１１６０）一３２１（１１９３）

へ一 ゲル生命論と初期マルクス　　　　　　　　　　角　田　修　一　６３２２（１１９４）一３４９（１２２１）

　　研　　究

ケネディ政権下の税制改革……………・・……・…………飯　野　公　央　１…１３２（１３２）一１５３（１５３）

　　　　その背景と政策意図

戦後日本の貿易分析について……………・・………・…… 茶　谷　淳　一　２…７３（２３３）一９８（２５８）

利潤率低下法則と固定資本……・………・……一・・……・増　田　和　夫　３…８４（３４４）一１１２（３７３）

　　　　マルクス『経済学批判要綱』を中心にして

　　その他
後藤　靖教授退任記念論文集の刊行にあた って……… 三　好　正　巳　５…　１（４８９）一３（４９１）

退任記念講義『近代天皇制研究の現段階と問題点』　後　藤　　　靖　５…３５９（８４７）一３７４（８６２）

後藤　靖教授の略歴と著作目録………・……・・……………・……　　　　　５…３７５（８６３）一３８３（８７１）

小檜山政克教授退任記念論文集の刊行にあた って…… 三　好　正　巳　６…　１（８７３）一３（８７５）



　　　　　　　　　　　　　　　総目録（第１巻～第４７巻）

退任記念講義『社会主義思想の命運』………………… 小檜山政克
小檜山政克教授の略歴と著作目録一…一………・・……

　　学位論文審査報告

伍賀一道『現代資本主義と不安定就業問題』

　　共同研究室

１９９０年度第１回研究会

　「ポーランドにおける経済発展」………………………ヘンリク ・ホワイト

１９９０年度第２回研究会

　「パリ ・ノート」と『経済学 ・哲学草稿』に

　　ついて……………一・…・…・…・…・・・………………・岡崎栄松
　　　　ｒラーピン論文」以前の状況を中心として

１９９０年度第３回研究会

　「ドイツ労働者階級の形成についての一考察」………山　井　敏　章

　　　　初期労働者運動の担い手をめくっ て

１９９０年度第４回研究会

　「レーガン軍拡の経済的インパクト」…・…………・・… 藤　岡　　　惇

１９９０年度第５回研究会

　「生産力の歴史的性格について」………………………大　西　　　広

　　　　制度　市場及ぴマルクス

１９９０年度第６回研究会

　「恐慌にいたる資本の諸契機」一……………・・………増　田　和　夫

　「エレクトロニクス巨大企業における半導体事業」肥　塚　　　浩

　「ソ連ペレストロイカにおける賃金論」………………塚　田　雅　幸

１９９０年度第７回研究会

　「時の産業構造調整とトレント」　　　　　　　　王　　　偉　軍

１９９０年度第８回研究会

　「マルクスの『自動機械体系』とＦＭＳ」……………・高　木　　　彰

１９９０年度第９回研究会

　「ペンシルバニヤ大学におけるプロジェクト

　　リンク研究」…………………一……………・・…・… 稲　葉　和　夫

１９９０年度第１０回研究会

　「１９８０年代韓国貿易構造分析」…………………………斐　　　光　雄

　光産業の形成史的分析………………・・…・一………・・鄭　　　致　福

１９９０年度第１１回研究会

　「英国南部経済と日系企業」 ・……………・・・………・・… 山　田　　　彌

１９９０年度第１２回研究会

　「Ｌａｂｏｒ　Ｐｒｏｄｕｃｔ１ｖ１ｔｙ　ａｎｄ　Ｍ
ａｒ

ｋｅｔ

　　 ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｍｉｎＪａｐａｎ」
・………・…………・・………・・山田哲司

　　　　　　　５３７

・・ ３５０（１２２２）一３７３（１２４５）

・３７４（１２４６）一３７８（１２５０）

・・ １５４（　１５４）一１６０（　１６０）

２… 　　９９（　２５９）一　９９（　２５９）

２… 　　９９（　２５９）一９９（　２５９）

２… 　　９９（　２５９）一　９９（　２５９）

９９（２５９）一９９（２５９）

９９（　２５９）一　９９（　２５９）

　９９（　２５９）一　９９（　２５９）

　９９（　２５９）一　９９（　２５９）

・・
１００（　２６０）一１００（　２６０）

・１１４（　４８８）一１１４（　４８８）

・・
１１４（　４８８）一１１４（　４８８）

・１１４（　４８８）一１１４（　１１４）

…　１１４（　４８８）一１１４（　４８８）

・１１４（　４８８）一１１４（　４８８）

・１１５（　４８９）一１１５（　４８９）

４… 　１１５（　４８９）一１１５（　４８９）



　５３８　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４７巻 ・第２ ・３ ・４号）

１９９０年度第１３回研究会

　「近代天皇制研究の現状と問題点」 ・・…………・・・・……後　藤　　　靖

本年度会員業績……・………・…………・・……・…・………・………．’…’

・１１５（　４８９）一１１５（　４８９）

・・ ３７９（１２５１）一３８８（１２６０）



総目録（第１巻～第４７巻） ５３９

立命館経済学 第４０巻総目次（１９９１年度）

号ぺ
一ジ（通巻）

　　論　　説

不確実性の経済理論　覚書と展望（１）　　　　　　鈴　木

　　　　情報化社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

　　　　産業連関データによる日米経済の比較分析

Ｐｅｒｓｏｎａ１Ｓ
ａｖｍｇ，Ｌａｂｏｒ　Ｆｏｒｅｃｅ　Ｐａｉ１ｃ１ｐａｔ１ｏｎ

　ａｎｄ　Ｓｏｃｌａ１Ｓｅｃｍｔｙ　Ｒｅｔ１ｒｅｍｅｎｔ　Ｂ
ｅｎｅ

丘ｔｓ　ｍ　Ｊａｐａｎ　山　田

現代日本の対外経済関係分析についての覚え書き……岩　田

ドイツ三月革命期における葉巻労働者の運動（下）…… 山　井

　　　　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

　　　　その現状と課題

コンピュータ産業の形成……………・・…………………・坂　本

　　　　世界コンピュータ産業史（Ｉ ：１９５０年代 ～６０年代）

労働と人間（Ｉ） ・・………・…・・……………・…・・…一…… 高　木

　　　　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

　ｍｄｅｒ　Ｍｏｎｏｐｏ１ｙ　　　　　　　　　　　　　　　阿　部

三月前期のプロイセンにおける「社会問題」

　と社会政策および中間層政策の展開（１２）一一一…川　本

ＩＣ時代のコンピュータ産業一……………・・…・……… 坂　本

　　　　世界 コンピュータ産業史（１ ：１９６０年代後半）

井上 ・宇佐美教授の国家独占資本主義論

　における危機把握の方法について…・………・………・田　中

現代イギリス地域政策の段階と特質（２）…………一・・若　林

現代世界経済と先進資本主義諸国経済関係　　　　　岩　田

ＬＳＩ時代のコンピュータ産業 ・……・……・・・・…………… 坂　本

　　　　世界コンピュータ産業史（皿 ：１９７０年代）

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

　　　　１８６０年代ドイッの労働者運動と生産協同組合（２）

電機産業における競争形態の研究（その１）　　　　田　中

　　　　電機産業研究の現状

登１…１（１）一２７（２７）

彌１…２８（２８）一６７（６７）

哲　司

勝　雄

敏　章

豊　彦

６８（　　６８）一　９０（　　９０）

１（　１４７）一　２７（　１７３）

２８（　１７４）一　５８（　２０４）

２…　　５９（　２０５）一　９０（　２３６）

和　一　３… １（　３１５）一　５１（　３６５）

彰３…５２（３６６）一８９（４０３）

顕三３…９０（４０４）一９６（４１０）

和　良

和　一

宏

洋

勝

和

道

夫

雄

敏　章

１（　４３７）一　４３（　４７９）

４４（　４８１）一　８４（　５２０）

　８５（　５２１）一１１８（　５５４）

・・
１１９（　５５５）一１４５（　５８１）

　　１（６３５）一２３（６５７）

　２４（　６５８）一　７７（　７１１）

５… 　　７８（　７１２）一１１０（　７４４）

宏　道　６… １（　８１９）一　２８（　８４６）



　５４０　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４７巻 ・第２ ・３ ・４号）

労働と人間（ｎ）……………・・・………………・・…………・高　木　　　彰

　　　　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

ケムニソ ツの労働者運動とドイッ機械製造エ

　カンパニー（１８６３－６７年）（下）……………・・……・… 山井敏章
　　　　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・…………・・・・………一………・・……・… 長岡弘樹
エレクトロニクス巨大企業における半導体事業　　　肥　塚　　　浩

光産業の構造と基軸製品の生成・…………一…………・鄭　　　致　福

　　一光産業形成史Ｉ

１９８０年代韓国貿易構造分析　　　　　　　　　　　　斐　　　光　雄

中国におけ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……・……・・・・……一………・・・… 杉　本　良　雄

半導体企業の研究開発体制……………・・・………一・・… 肥　塚　　　浩

初期マルクスにおける論理と歴史一…………・……・… 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

光ファイハ市場における日本企業の競争戦略　　　　鄭　　　致　福

　　一光産業形成史１

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『発展途上社会主義の研究』

　　共同研究室

共同研究会・……………・…一………………・

共同研究会……………・・………………・・・………………・・・・・……………

９１年度会員業績一………　……………………………・…・・・・・……・……

６…　　２９（　８４７）一　７６（　８９４）

６…７７（８９５）一１０９（９２７）

６… 　１１０（　９２８）一１４１（　９５９）

　９１（　　９１）一１１４（　１１４）

…　１１５（　１１５）一１３７（　１３７）

　９１（　２３７）一１２１（　２６７）

・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）

６…　１６５（　９８３）一１８５（１００３）

２…　１４９（　２９５）一１６７（　３１３）

１…　１３８（　１３８）一１４６（　１４６）

・１９６（　６３２）一１９７（　６３３）

・１８６（１００４）一１８６（１００４）

・１８６（１００４）一１８８（１００６）



総　　目　　録（第１巻～第４７巻） ５４１

立命館経済学 第４１巻総目次（１９９２年度）

号ぺ
一ジ（通巻）

　　論　　説

初期マルクスの自然価格 ・市場価格論…・・………・・・・… 岡　崎　栄　松

　　　　「スミス抜粋第一ノート」を中心として

コース／ウィリアムソン型企業組織モテルの検討　坂本和

　　　　ＴｈｅＴｈｅｏｒｙｏｆｔｈｅＦ１ｍからＴｈｅＴｈｅｏ町ｏｆｔｈｅＥｎｔｅｒｐｒ１ｓｅヘ

アフリカ ・ラテンアメリカの債務問題調整下

　の経済成長の可能性について ・・…………・・・…………・本　田　　　豊

超ＬＳＩ時代のコンピュータ産業（１） ・・……・……・・……坂　本　和　一

　　　　世界 コンピュータ産業史（ｌＶ ：１９８０年代一その１）

第１部門の不均等発展と「蓄積体制」（Ｉ）……………高　木　　　彰

　　　　Ｍ．アグリエッ タの所説の検討を中心に

復帰後２０年の沖縄経済と第３次振興開発計画…………岩　田　勝　雄

現代カナダの食品産業とアグリビジネス企業…一…・・松　原　豊　彦

　　　　米加自由貿易協定下の再編動向を中 ・し・に

金融の証券化と銀行の将来像一……………・・………… 福　光　　　寛

　　　　コアバンク論について

初期マルクスの自然価格 ・市場価格論（つづきＩ）……岡　崎　栄　松

　　　　『経済学 ・哲学草稿』「第一草稿」を中心に

電機産業における競争形態の研究（その２）…………… 田　中　宏　道

　　　　主要電機企業の事業の変遷と競争形態

現代イギリス地域政策の段階と特質（４）…………・・……・若　林　洋　夫

「協調ケーム論」型企業組織モテル

　（青木モデル）の検討一……………………………… 坂　本　和

沖縄の「国際化」と外国貿易………・……　　　　　岩　田　勝　雄

日本企業の海外事業活動と貿易効果一…………・…・…稲　葉　和　夫

現代イギリス地域政策の段階と特質（５）…　　　　　 ・・ 若　林　洋　夫

９０年代日本の国土 ・環境問題　　　　　　　　　　 ・・奥　地　　　正

ＦＭＳの生成と展開（Ｉ）……　　　　　　　　　　　高　木　　　彰

景気停滞と技術革新………・　　　　　　　　　　 ・本　田　　　豊

初期マルクスの自然価格 ・市場価格論（つづき１）……岡　崎　栄　松

　　　　『経済学 ・哲学草稿』「第一草稿」を中心に

　　研究ノート

生活様式論研究における若干の問題点　　　　　　　・高　木　　　彰

　　　　角田修一氏の所説に関連して

１

１

２

４

４

４

４

３

・・ 　　１　（　　１）一　２２（　２２）

…　　２３（　２３）一　６３（　６３）

　６４（　６４）一１１５（１１５）

　　１　（１６３）一　３５（１９７）

…　　３６（１９８）一　６６（２２８）

　　１　（２７１）一　２１　（２９１）

　２２（２９２）一　５１　（３２１）

・・ 　　１　（３８３）一　１３（３９５）

…　　１４（３９６）一　３８（４２０）

…　　３９（４２１）一　７１　（４５３）

…　　７２（４５４）一　８７（４６９）

　１３（５１５）一　５１　（５５３）

　５２（５５４）一　８２（５８４）

　８３（５８５）一１０６（６０８）

・１０７（６０９）一１５１（６５３）

　　１　（６９７）一　２１　（７１７）

　２２（７１８）一４７（７４３）

　４８（７４４）一　６９（７６５）

　７０（７６６）一　９６（７９２）

…　　５２　（３２２）一　７７　（３４７）



　５４２　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４７巻 ・第２ ・３ ・４号）

　　研　　究

日本半導体製造装置産業の分析　　　　　　　　　肥　塚　　　浩

中国エネルギーのボトルネ ック解消と物価上昇…・…・・李　　　　　潔

　　　　エネルギー価格引上げによる物価への波及効果の計測

多国籍企業段階の税制改革…一………・……………・… 飯　野　公　央

　　　　１９６０年代はじめの合衆国を例に

「地域的不均等発展」の基本的構造　　　　　　　　泉　　　俊　弘

資本主義における生産方法の今日的特徴（上）　　　丹　下　晴　喜

価値実体論に関する一考察……………・・……………・… 山　田　祥　夫

　　翻　　訳

ルドルフ ・ボ ソホ「ツンフトの伝統と初期労働組合運

　動始まりつつある論争によせて」（上）　　山井敏章
ルドルフ ・ボ ッホ「ツンフトの伝統と初期労働組合運

　動始まりつつある論争によせて」（下）　　山井敏章

　　学位論文審査報告

関弥三郎「寄与度 ・寄与率の理論と応用」……………・・………………・…

田坂敏雄「タイ農民層分解の研究」……・……・・・・………・…　…・…

松川周二「ケインズの経済学一その形成と展開一」……………・・・……・…

上野俊樹『アルチ ュセールとプーランツァス』…………・………・・………

　　１９９１年度経済学部プロジェクト研究報告

　　故馬原鉄男教授追悼号

故馬原鉄男先生追悼号の刊行にあたって　　　坂野光俊
　　追悼講演
部落解放理論と馬原鉄男先生一…………・………一… 杉之原寿一
　　追　悼　文

芦田文夫　　岩井忠熊　　戸木田嘉久　　後藤　靖　　真田　是

古寺雅男　　大藪輝雄　　三好正巳　　　松野周治

馬原鉄男教授略歴 ・主要著作目録

　　共同研究室

共同研究室

共同研究室

１９９２年度　会員業績……………・・………………・・・…………・……・・…一…

・１１６（１１６）一１４２（１４２）

　６７（２２９）一　８６（２４８）

３…　　７８（３４８）一　９４（３６４）

８８（４７０）一１１１（４９３）

９７（７９３）一１２５（８２１）

・１２６（８２２）一１４５（８４１）

２…　　８７（２４９）一１０８（２７０）

３…　　９５（３６５）一１１１（３８１）

・１４３（１４３）一１４７（１４７）

・１４８（１４８）一１５３（１５３）

・・ １５４（１５４）一１６２（１６２）

・・ １１２（４９４）一１１９（５０１）

…　１４６（８４２）一１５０（８４６）

５・・　　１　（５０３）一　　３（５０５）

５…　　　４（５０６）一　１２（５１４）

５…　１５２（６５４）一１８２（６８４）

５…　１８３（６８５）一１９４（６９６）

・１１２（３８２）

・１５１（８４７）

・１５２（８４８）一１５４（８５０）



総目録（第１巻～第４７巻） ５４３

立命館経済学　　第４２巻総目次（１９９３年度）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　号
　　論　　説

ＣＲＡ（地域社会再投資法）について ・・…………・・・……福　光　　　寛　１…

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大　日　康史定年制の離職行動への影響 ．’’．．’’．．’．．…．’．’……’’’．’’’．’’’竹　廣　良　司　 １…

超ＬＳＩ時代のコンピュータ産業（２）……………・・……坂　本　和　一　 １…

　　　世界コンピュータ産業史（ｌＶ ：１９８０年代一その２）

「組織的知識創造」型企業組織モデル

　（野中モデル）の検討…一…………・・………………・坂　本　和　一　２…

　　　企業組織の「自己革新モデル」と「内外均衡同時実現モデル」を求めて

９０年代の日本経済と東アジア経済圏……・………・……・西口清勝２…
Ｅ． Ｃ． 統合の経済的効果……………・・…一……………・・稲　田　義　久　２…

　　　世界モデルによる数量分析

クリントンの銀行政策……………・・……・・…………・・… 福　光　　　寛　３…

　　　地域社会開発銀行構想の展開

海外直接投資行動を含む日本経済

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　稲　葉和　夫　マクロモデルのシミュレーシ ョン分析…’’…．’…．…’森川浩＿郎　 ３…

儒教倫理と資本主義の精神………………………………小　野　　　進　４…

オートメーシ ョンと労働価値論………………・・………・高　木　　　彰　４…

熊本県の国際化政策の展開一一……一・・…・・…・……・岩　田　勝　雄　５…

８０年代後半におけるカナダ農業の

　構造変化と農民層分解………………・・………………・松　原　豊　彦　５…

　　　１９９１年農業センサスの分析

Ｏｐｔｍａ１Ａｃｃｕｍｕ１ａｔ１ｏｎ　ｏｆ　Ｐｒ１ｖａｔｅ　ａｎｄ　Ｐｕｂｌ１ｃ　　　　＿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿神考一
　Ｃａｐ１ｔａ１ｍ　ａｎ　Ｅｎｄｏｇｅｎｏｕｓ　Ｇｒｏｗｔｈ　Ｍｏｄｅ１　　　　森　田　雄　一　 ５…

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柴　田章久
「情報化」と価値概念の「ゆらぎ」………………………高　木　　　彰　６…

技術革新と民間設備投資一……………・………………・本　田　　　豊　６…

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大　日　康　史
離職率と賃金構造………………・・…………………一…太　田　聰　一　６…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹廣　良　司

　　研　　究

光ティスク市場における競争関係　　　　　　　　鄭　　　致　福　１…

資本主義における生産方法の今目的特徴（下）　　　丹　下　晴　喜　１…

移転価格税制の変遷と合衆国経済・・……・……・・・……… 飯　野　公　央　２…

中国における対外経済戦略の転換……………一・……・王　　　耀　東　２…

　ぺ 一ジ（通巻）

１　（　　１）一　２０（　２０）

２１　（　２１）一　４８（　４８）

４９（　４９）一　７３（　７３）

１（１２５）一　３１　（１５５）

３２（１５６）一　５５（１７９）

５６（１８０）一　９２（２１６）

１　（２５３）一　３０（２８２）

３１　（２８３）一　７７（３２９）

１（３９３）一１０２（４９４）

１０３（４９５）一１４５（５３７）

１　（５９９）一　２０（６１８）

２１（６１９）一６１（６５９）

６２（６６０）一　７３（６７１）

１　（７８７）一　３８（８２４）

３９（８２５）一　５１　（８３７）

５２（８３８）一　９４（８８０）

７４（　７４）一１００（１００）

１０１（１０１）一１２４（１２４）

９３（２１７）一１０９（２３３）

１１０（２３４）一１２８（２５２）



　５４４　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４７巻 ・第２ ・３ ・４号）

韓国の経済発展における外国資本………………・・……・斐　　　光　雄

　　　　１９６０ ・７０年代を中心に

資本蓄積と「地域的分業」　　　　　　　　　　　　泉　　　俊　弘

利潤率低下法則と産業循環………………・・……………・増　田　和　夫

　　　高木一逢坂論争によせて

貨幣の資本への転化について…………・…・………・…… 山　田　祥　夫

　　　　『経済学批判要網』と『資本論』

上海 ・浦東の開発一進展とその課題　　　　　　　　王　　　耀　東

Ｄ１ｒｅｃｔ　Ｆｏｒｅ１ｇｎ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ　ａｓ　ａ　Ｎｅｗ　Ｐｕｓｈ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｒｕｊｈ
ａｎ

　Ｆａｃｔｏｒ　ｏｆ　Ｅｍ１ｇｒａｔ１ｏｎ　　　　　　　　　　　　　　　　Ｍｕｓｔａｆａ

　　　Ｔｈｅ　Ｃａｓｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｕｍｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ　ｏｆ　Ａｍｅ１ｎｃａ　ａｎｄ　Ｊａｐａｎ

課税べ一スの選択をめぐっ て……………・・……………・飯　野　公　央

経済のサーヒス化の要因分析　　　　　　　　　　五十嵐直子

　　書　　評

世界銀行『東アジアの奇跡

　一経済成長と公共政策』（１９９３年）……・・……・・・……・西　口　清　勝

　　学位論文審査報告

張　　南「資金循環分析の理論と応用」……一・・…………………………

　　　　日中を中心とする実証分析

鄭　致福「光産業論　その形成史的分析一」

小檜山政克「労働価値論と国民所得論」……………・・・………………・・・…

小牧　聖徳「金融経済の研究」………

　　共同研究室

共同研究室………………・・…・…………・・・……・………・・・・…………………・

共同研究室……………………………………・・・・……………………………

立命館大学経済学会セミナー…・・…・……・…・

１９９３年度会員業績……………・・…………………………………・・・………・…

立命館大学経済学会会則一…・・…・……………・・・…………・…………

３…　　７８（３３０）一１１２（３６４）

・１１３（３６５）一１３９（３９１）

・１４６（５３８）一１７１（５６３）

４…　１７２（５６４）一２０６（５９８）

５…　　７４（６７２）一１１６（７１４）

５… 　１１７（７１５）一１５５（７５３）

９５（８８１）一１１９（９０５）

・１２０（９０６）一１３６（９２２）

５…　１５６（７５４）一１６８（７６６）

５…　１６９（７６７）一１７９（７７７）

・１８０（７７８）一１８７（７８５）

・１３７（９２３）一１４３（９２９）

・１４４（９３０）一１４９（９３５）

・１４０（３９２）一１４０（３９２）

・１５０（９３６）一１５０（９３６）

・１５１（９３７）一１５２（９３８）

・１５３（９３９）一１５６（９４２）

・１６０（９４６）一１６１（９４７）



総目録（第１巻～第４７巻） ５４５

立命館経済学 第４３巻総目次（１９９４年度）

　　論　　説

抗争的交換と可変資本節約の論理　　　　　　　　　角　田　修　一

　　　　ラティカル派エコノミストの労働過程：労働市場論

日本の消費関数　　　　　　　　　　　　　　　　平　田　純　一

　　　　１９５５年以降の歴年データによる分析

環太平洋における経済成長と環境問題＿＿＿．．．．．．．．．．．．稲　田　義　久
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五十嵐直子
　　　　計量モテルによる分析

日本の金融システム………・……・………・・………・……・小　野　　　進

　　一メイン　ハンク制と企業との関係

ＦＭＳの生成と展開（１）………・……・・…………………・高　木　　　彰

日本の消費関数………・……・…………………………・… 平田純一
　　　　１９５５年以降の四半期データを中心とした分析

アンケート調査にみる日本企業の

　海外直接投資動向といくつかの特徴…＿＿＿＿＿．． 本　田　　　豊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ’森川浩一郎

号ぺ
一ジ（通巻）

１… 　　　１（　　　１）一　２２（　　２２）

１…　　２３（　　２３）一　４９（　　４９）

１…　　５０（　　５０）一　８７（　　８７）

２… 　　　１（　　９７）一４５（　１４１）

４６（　１４２）一　７７（　１７３）

７８（　１７４）一１０９（　２０５）

２…　１１０（　２０６）一１４３（　２３９）

欧州における最近のＭ＆Ａについて… ・・

清水貞俊３…
３（　２７５）一１７（　２８９）

ベルリントゥルネン委員会の成↓と

　啓蒙的プロパガンダ…・…………・…………………・… 有　賀　郁　俊　 ３…１８（２９０）一３９（３１１）

　　　　１８５０年代ベルリンの近代化とトゥルネン協会の実態
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　５５０　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４７巻 ・第２ ・３ ・４号）

岡崎栄松教授略歴 ・主要著作目録

小林　茂教授退任記念論文集の刊行にさいして　　 ・・奥　地　　　正

エッ セー： 「腐れ縁 ・悪縁」………一……………・… 飛　田　就　一

　　　　小林茂君の謂う「奇縁 ・好縁」を承けて

小林　茂教授略歴 ・主要著作目録

松野昭二教授退任記念論文集の刊行にさいして……・・奥　地　　　正

シンポジウム「日中経済関係の構造的研究」

　中国経済の発展と中日経済協力の新たな展開………呉　　　寄　南

　中国国有企業の改革について　　　　　　　　　 ・・ 余　　　楊　君

　上海における日本の投資の現状と問題点一………・・陳　　　鴻　斌

現代中国研究と私　　　　　　　　　　　　　　　 ・・松　野　昭

　　　　現代中国研究４０年をふりかえっ て

松野昭二教授略歴 ・主要著作目録…………………・・・…

　　学位論文審査報告

泉　俊弘「地域経済学研究序説」

　　　　地域経済構造とその運動法則に関する理論的考察

龍　昇吉「日本経済と財政投融資」……………・・……・・

濱崎正規「シュムペーター体系の研究」……………・…

三好正巳「産業労働論序説」一…………・……………・・

李　　潔「産業連関表による中国経済の実証分析」…・

１９９４年度修士学位請求論文要旨

　　共同研究室

１９９５年度各種研究会開催一覧一……

『立命館経済学』第４４巻（１９９５年度）総目次

　３ …　２４５（４９９）一２４７（５０１）
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立命館経済学 第４５巻総目次（１９９６年度）

号ぺ
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戦後台湾工業化過程における研究開発…………

アメリカ原子力産業の形成……………………・・

マネタリズムと中期財政金融戦略（下）…………

　　　　サ ソチャリスムの検証（１）一一

多国籍自動車企業の中国での展開………………

　　　　中国の自動車産業育成政策との関連で

核冷戦は米国地域経済をどう変えたか…………

労働者派遣 ・職業紹介事業の規制緩和と

　ＩＬ０９６号条約改正問題

日本企業の雇用システムとｒ終身雇用制」論…

立命館大学生および仏教各宗派の霊魂観…・・・…

公共事業費の膨張と政府債務の累増

　　　　建設公債原則に基づく財政運営の帰結

体制転換における企業と労働…………………・・

　　　　追跡の理論的枠組み

地代論争と虚偽の社会的価値………………・…

経済システムと自己組織性の理論・…………・・…

Ｊ・ ロンドンのボクシング小説 ・……………・・・…

現代日本の国際経済関係………………・………・・

アメリカ原子力発電産業の現段階一………・・…

労働の規制緩和と労働市場一…・

　　　　新規学卒市場の展開を中心にして

東アジア地域における軍事支出と経済成長

　　　　計量経済的分析方法の検討

山形大弐の経済論について……………・・……・…

　　研　　究

初期リカードの利潤理論について ・…・………・…

現代資本主義における「豊かさ」とは何か……

　　　　豊かさをめくる諸議論の類型化

台湾における資本ストッ クの推計一…………・・
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　５５２　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４７巻 ・第２ ・３ ・４号）

日本における銀行貸出市場の変遷について…………… 打田委千弘
　　■　　評

溝端佐登志著『ロシア経済 ・経営システム研究』……・芦　田　文　夫

　　　　 ソ連邦 ・ロシア企業 ・産業分析　　　（法律文化社，１９９６年）

　　その他
三好正巳教授退任記念論文集の刊行にさいして一…・・杉　野　囲　明

三好正巳教授略歴 ・主要著作目録

共同研究室 ・第４５巻総目次
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１９９５年度修士学位請求論文要旨
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ヨーロッパ統合市場進展の意義………………・・………・岩　田　勝　雄

東中欧におけるネーシ ョンの形成……………・・…一…山井敏章

　　　　Ｗ　コンノェ の遺稿に寄せて　　（上）
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平成ハフル不況にみる経済変動の性格と特徴　　　　鈴　木　　　登

現代の国際金融 ・通貨問題分析の視点　　　　　　　岩　田　勝　雄

外人投資と日本の株式市場　　　　　　　　　　　　福　光　　　寛

東中欧におけるネーシ ョンの形成…・…………・……・…山　井　敏　章

　　　　Ｗコンノェ の遺稿に寄せて　（下）

日本の林業 ・農山村と国土 ・環境問題　　　　　　　奥　地　　　正

ＥＵにおける法人税制の「調和」の論理と構造……… 浅　田　和　史

日本の海外直接投資の決定要因について ・……………・・稲　葉　和　夫

　　　　従来の実証研究の検討

産業構造の変化と国土 ・環境問題（上）　　　　　…奥

現代経済学における価値論について ・……・　　　　 ・同

米国における冷戦経済の形成……　　　　　　　　 ・・ 藤

１９９７年１１月の金融パニッ クについて……・　　　　 …福

日本の海外直接投資の貿易効果について一　　　　 ・・ 稲

　　　　従来の実証研究の検討
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トマス ・ヒューズ『トム ・ブラウンの学校生活』
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　５５４　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４７巻 ・第２ ・３ ・４号）

Ｇｏｌｄｅｎ　Ａｐｐ１ｅへの道程　　　　　　　　　　　　岩　田　典　子

　　　　
‘‘

Ａ　Ｓｏ１ｅｍ　Ｔｈｍｇ　ｗｌｔｈｍｔｈｅ　Ｓｏｕｒ’を中心に

『オリウァ ・トゥイスト』の日本語訳　　　　　　　藤　村　公　輝

　　　　ディケンス翻訳史のひとこま

「イー サン ・ブランド」…………………………………… 高　島　　　清

　　　　　〈許されさる罪〉の本質

２０世紀の版本と編纂におけるＱ１Ｈａｍ１ｅｔ　　　　野　口　忠　昭

Ｊ　Ｌｏｎｄｏｎ　Ｔｈｅ　Ｒｏａｄ　　１９世紀アメリカ社会の

　インサイト　ストーリー　　を読む　　　　　　　辻　井　榮　滋

ケインズの不均衡分析…・・………・・・……・……・…・・・・… 松　川　周　ニ

ェリセーエフとネフスキイ……………・・…一………… 桧山真一
　　　　水田紀久，河合忠信，日野貴夫三氏の問題提起に寄せて

「ソフィアの歌」と大黒屋光太夫………………………・生田美智子
近代ユダヤ史における東欧と西欧…一………・…一…角　　　伸　明

　　　　ハシディズムとハスカラーの歴史的評価に関して

「ネウァ 河の幻」の変容　　　　　　松本賢一
　　　　　『弱い心』から『罪と罰』へ
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国民国家と異文化交流…・……・…・・・…………・・…・・・・・… 西　川　長　夫

　　　　文化交流を妨げるものと促進するものとの関係についての理論的考察
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