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『帝京経済学研究』総目次

第１巻第１号（通巻第１号） 1967年３月

創刊を祝う …………………………………………………………………………森　　　数　樹

☆　　　　　　　　　　☆

わが国の人口 ………………………………………………………………………森　　　数　樹（１）

幕藩体制初期徴祖法について ……………………………………………………内　藤　二　郎（17）

個別経済機構の合法則性に関する諸研究について（１）………………………北　村　健之助（29）

外国貿易論に関する覚え書き ……………………………………………………渋　谷　　　将（45）

－『資本論』と「外国貿易」の関連を中心として－

ヴェブレン社会学の構造 …………………………………………………………内　藤　　　昭（79）

日本歴史学派における市場問題の展開と低米価=低賃銀政策の課題（１）…小　林　漢　二（91）

☆　　　　　　　　　　　☆

文芸における風土的環境の形成 …………………………………………………荒　垣　幸　得（１）

－出羽路万葉植物蒐集に関連して－

大学教育におけるサーキット・トレーニング …………………………………中　尾　敬　治（21）

第２巻第１号（通巻第２号） 1968年３月

故森数樹教授追悼の辞

故森数樹教授年譜および著作目録

☆　　　　　　　　　　☆

幕藩体制下の「中核農民」…………………………………………………………内　藤　二　郎（１）

産業社会学と進化論 ………………………………………………………………内　藤　　　昭（15）

わが国の損害保険事業について …………………………………………………小　林　庸　三（33）

☆　　　　　　　　　　☆

「はぎ」考 …………………………………………………………………………新　垣　幸　得（１）

第５回アジア大会の運営とタイ国の教育 ………………………………………中　尾　敬　治（15）

第３巻第１号（通巻第３号） 1968年12月

農民夫役と陣夫役 …………………………………………………………………内　藤　二　郎（１）

アメリカ産業社会学の思想源流 …………………………………………………内　藤　　　昭（９）

リカードウの外国貿易論について ………………………………………………渋　谷　　　将（23）

流通過程における海苔問屋の機能変化 …………………………………………直　井　　　淳（57）

第４・５巻合併号（通巻第４号） 1971年６月

〔論文〕

比率による企業経営の考察 ………………………………………………………矢　吹　耀　男（１）
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百貨店問題の系譜 …………………………………………………………………白　髭　　　武（11）

経済政策の主体についての一考察 ………………………………………………西　山　　　司（49）

最適操業度の計算 …………………………………………………………………宇田川　博　光（67）

〔資料〕

エンゲルスの自由貿易論と保護関税論 …………………………………………
グンター・コールマイ

渋　谷　将　訳（79）

第５巻第２号(通巻第５号） 1972年３月

〔論文〕

古刊本の塵劫記 ……………………………………………………………………山崎　与右衛門（１）

企業の体質学的研究 ………………………………………………………………矢　吹　耀　男（51）

独占禁止法と不公平な取引問題 …………………………………………………白　髭　　　武（79）

外国貿易論における国際的分業の把握について ………………………………渋　谷　　　将（125）

アメリカ階級理論の思想背景 ……………………………………………………内　藤　　　昭（165）

観光開発と地域経済 ………………………………………………………………西　山　　　司（203）

－岩手県南内陸地域についての実証的研究－

×　　　　　　　　　　×　　　　　　　　　　　×

『以尺報尺』の印象と意味 ………………………………………………………鈴　木　　　洋（175）

第６巻第１・２号合併号（通巻第６号） 1973年３月

〔論文〕

塵劫記元版の構造 …………………………………………………………………山崎　与右衛門（１）

分析による経営診断の研究 ………………………………………………………矢　吹　耀　男（75）

社会科学における社会的余剰の理論（１）………………………………………早　瀬　利　雄（101）

広告に対する規制 …………………………………………………………………白　髭　　　武（117）

社会政策社会理論に関する一考察（上）…………………………………………神　崎　和　雄（153）

経済体系と租税論 …………………………………………………………………野　口　　　尚（183）

－リカードウ「租税論」の取り扱いについて－

第７巻第１号（通巻第７号） 1973年12月

〔論文〕

中堅企業の経営管理 ………………………………………………………………矢　吹　耀　男（１）

日本マーケティング史（１）………………………………………………………白　髭　　　武（21）

英文一手販売代理店契約書に関連する法的・商務的・語学的諸問題 ………浅　野　　　弘（77）

×　　　　　　　　　　×　　　　　　　　　　　×

『終わりよければ　すべてよし』…………………………………………………鈴　木　　　洋（153）

－ぺーローレースも人の子－

〔調査〕

東京都の中期計画と地方税に関する一考察 ……………………………………原　田　行　男（111）
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第７・８巻合併号（通巻第８号） 1975年２月

〔論文〕

経済社会学の科学的可能性 ………………………………………………………早　瀬　利　雄（１）

社会的責任にたいする経営組織論 ………………………………………………矢　吹　耀　男（13）

中国国民経済の新段階 ……………………………………………………………大　塚　恒　雄（51）

日本マーケティング史（２）………………………………………………………白　髭　　　武（75）

×　　　　　　　　　　　×　　　　　　　　　　　×

〔研究ノート〕

『ヴェニスの商人』における友情と恋愛との関係 ……………………………鈴　木　　　洋（117）

第９巻第１・２号合併号（通巻第９号） 1976年3月

〔論文〕

社会科学における社会的余剰の理論（２）………………………………………早　瀬　利　雄（１）

観光構造と経済（Ⅰ）………………………………………………………………大　塚　恒　雄（31）

〔資料〕

主に経済情勢の視察を目指し

ラテン・アメリカ６ヶ国訪問 ……………………………………………………丸　山　邦　雄（85）

第10巻 第１・２号合併号（通巻第10号） 1977年３月

経済学部開設10周年記念号

第11巻 第１号（通巻第11号） 1977年10月

〔論文〕

観光構造と経済（Ⅱ）………………………………………………………………大　塚　恒　雄（１）

制度論経済学と企業経済学 ………………………………………………………矢　吹　耀　男（61）

－企業理論あるいは企業の経済理論の環境適応について－

技術独占の崩壊（上）………………………………………………………………山　下　　　甫（97）

×　　　　　　　　　　×　　　　　　　　　　　×

アメリカ短篇小説の系譜Ⅰ（１）…………………………………………………那　須　弘三郎（118）

第11巻 第２号（通巻第12号） 1978年10月

〔論文〕

中国国営企業の契約物資買付機構 ………………………………………………大　塚　恒　雄（１）

意思決定の経済理論に関する研究 ………………………………………………矢　吹　耀　男（23）

〔資料〕

国際化時代の食糧資源 ……………………………………………………………今　井　勝　郎（43）
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第12巻 第１・２号合併号（通巻第13号） 1979年３月

藤野靖教授の退職に寄せて ………………………………………………………山崎　与右衛門

藤野靖教授年譜および著作目録

〔論文〕

吉田光由伝と塵劫記以外の著作 …………………………………………………山崎　与右衛門（１）

近代社会学の形成過程に関する一つの試論 ……………………………………早　瀬　利　雄（23）

中国農業の現代化の展望 …………………………………………………………直　井　　　淳（59）

現代の国家と経済政策 ……………………………………………………………西　山　　　司（79）

－現代資本主義と経済政策の史的展開－

経済通貨同盟に関する一研究 ……………………………………………………白　石　義　樹（97）

第13巻 第１・２号合併号（通巻第14号） 1980年3月

丸山・塩島両教授の退職によせて ………………………………………………山崎　与右衛門

丸山邦雄教授年譜および著作目録

塩島一二三教授年譜および著作目録

〔論文〕

塵劫記年表 …………………………………………………………………………山崎　与右衛門（１）

成長社会の危機論 …………………………………………………………………早　瀬　利　雄（29）

－生存の社会学－

中国技術革新の諸問題（１）………………………………………………………大　塚　恒　雄（49）

－産業近代化の史的展望－

中小企業政策と所有経営者の行動 ………………………………………………矢　吹　耀　男（85）

Ｚur  Methodologie  der  Imperialismustheorie…………………………………Atsumi Sakai（252）

農村人民公社工作条例（試行草案）に関する一研究（１）……………………直　井　　　淳（105）

大都市圏域における用水配給事業の財政問題 …………………………………野　口　　　尚（143）

－その慢性的赤字発生の原因と実態－

社会政策と労働経済論の系譜 ……………………………………………………小　泉　幸之輔（173）

〔翻訳〕

スラヴ史研究の発展理論によせて（上）
……………………………………

ヘルベルト・ルダート著

－東ヨーロッパ都市を例として－ 酒井　昌美　訳（201）

第14巻 第１・２号合併号（通巻第15号） 1981年３月

故　梶原武雄教授　追悼号

故　梶原武雄教授を追悼して ……………………………………………………早　瀬　利　雄（１）

－その学問と業績－

故　梶原武雄教授を偲んで ………………………………………………………大　塚　恒　雄（４）

故　梶原武雄教授年譜および著作目録……………………………………………………………（６）
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〔論文〕

初期USスチール会社の企業金融…………………………………………………鎌　田　正　三（11）

成長社会の危機論（２）……………………………………………………………早　瀬　利　雄（37）

－成長の経済学と生存の社会学－

中堅企業のモチベーション会計に関する研究 …………………………………矢　吹　耀　男（65）

Notizen zur Entwicklung der marxistischen

Wirtschaftswissenschaft in Japan ……………………………………………Atsumi Sakai（206）

－Über die Studien des
”
Kapital”

外国貿易論の理解のために（１）…………………………………………………白　石　義　樹（99）

〔研究ノート〕

帝国主義論の方法について（要旨）………………………………………………鈴　木　鴻一郎（139）

〔翻訳〕

スラヴ史研究の発展理論によせて（下）
……………………………………

ヘルベルト・ルダート著

－東ヨーロッパ都市を例として－ 酒井　昌美　訳（159）

第15巻 第１・２号合併号（通巻第16号） 1982年３月

故　山崎与右衛門教授　追悼号

故　山崎与右衛門先生の死を悼む ………………………………………………大　塚　恒　雄（１）

故　山崎前学部長との思い出 ……………………………………………………高　山　　　昇（３）

故　山崎先生と懐中時計 …………………………………………………………太　田　　　博（５）

故　山崎与右衛門教授年譜および著作目録………………………………………………………（７）

〔論文〕

株式会社会計の源泉としての経営財務論 ………………………………………矢　吹　耀　男（13）

労働経済論の基本問題 ……………………………………………………………桜　林　　　誠（41）

成長社会の危機論（三）

－成長の経済学と生存の社会学－ ……………………………………………早　瀬　利　雄（95）

フランスの工業化初期について …………………………………………………須　藤　研一郎（129）

〔翻訳〕

ホルスト・シュレヒテ
敬虔主義とザクセン国政改革（1762－63年）（上）……………………………

酒井　昌美　訳（179）

第16巻 第１・２号合併号（通巻第17号） 1983年３月

〔論文〕

賃金決定機構と賃金構造における日本の特色 …………………………………桜　林　　　誠（１）

－1975～80年を中心として－

経営経済に関する税務会計論 ……………………………………………………矢　吹　耀　男（91）

集団所得への統計熱力学的アプローチ …………………………………………西　山　賢　一（262）

－所得エントロピーによる定式化－
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A Perspective on a Paradoxical Aspect of the

Militarization of the United States Economy

after World War Ⅱ ……………………………………………………Tetsuji Kawamura（288）

〔研究ノート〕

日本の製造業規模間賃金格差の静態分析 ………………………………………桜　林　　　誠（145）

外国貿易論の理解のために（２）…………………………………………………白　石　義　樹（181）

〔資料〕

終戦直後の日本企業 ………………………………………………………………津　谷　彰　一（207）

－その経営分析－

〔翻訳〕

敬虔主義とザクセン国制改革（1762－63年）（下） …………………………
ホルスト・シュレヒテ

酒井　昌美　訳（225）

第17巻 第１号（通巻第18号） 1984年３月

〔論文〕

中国の農地水利用施設の整備状況 ………………………………………………大　塚　恒　雄（１）

－出水（洪水）・干魃の周期性について－

1930－45年間のUSスチール社……………………………………………………鎌　田　正　三（51）

最低賃金と労働時間短縮の経済効果 ……………………………………………桜　林　　　誠（95）

寡占と共謀 …………………………………………………………………………関　　　　　清（199）

第17巻 第２号（通巻第19号） 1984年３月

故　鈴木鴻一郎教授　追悼号

故鈴木鴻一郎先生の死を悼む ……………………………………………………大　塚　恒　雄（１）

故鈴木鴻一郎先生の想い出 ………………………………………………………山　下　　　甫（３）

故鈴木鴻一郎先生略年譜，主要著書・編書………………………………………………………（10）

環境問題特集について ………………………………………………………「環境と経済」研究会（13）

〔特集論文〕

日本における第二次世界大戦前の環境問題 ……………………………………佐　藤　元　重（17）

大気汚染防除と社会厚生レベルの最適向上径路 ………………………………高　木　尚　文（41）

多元的都市環境論 …………………………………………………………………佐　貫　利　雄（67）

技術革新のレプリコンモデル ……………………………………………………西　山　賢　一（93）

〔論文〕

日本における労働生産性，賃金およびインフレーションの今日的課題 ……桜　林　　誠（109）

〔研究ノート〕

会計学による地域経済へのアプローチⅠ ………………………………………矢　吹　輝　男（145）

－通商産業省専門委員としての報告書作成ノート
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〔資料〕

西独エコロジー年鑑の目次 ………………………………………………………酒　井　昌　美（163）

〔論文紹介〕

オーバーラウジッツ亜麻織物業小論 ……………………………………………酒　井　昌　美（171）

第18巻 第１・２号合併号（通巻第20号） 1984年12月

故　早瀬利雄教授　追悼号

故早瀬利雄先生の死を悼む ………………………………………………………大　塚　恒　雄（１）

故早瀬利雄教授を悼む－その学問と業績－ ……………………………………齋　藤　正　二（５）

故早瀬教授略年譜および主要著作目録……………………………………………………………（９）

〔論文〕

旧中国の社会主義的商業機構への改造 …………………………………………大　塚　恒　雄（13）

1930－1945年のゼネラル・モーターズ社 ………………………………………鎌　田　正　三（51）

昭和55年における離婚の地域別動向に関する統計的分析 ……………………高　木　尚　文（107）

地方産業振興問題の源流－前田正名と町村是運動 ……………………………太　田　一　郎（149）

社会会計情報の基礎研究 …………………………………………………………矢　吹　耀　男（189）

企業内少数グループの賃金格差と賃金差別 ……………………………………桜　林　　　誠（217）

近代日本海運史のためのエチュード ……………………………………………田　村　茉莉子（309）

シャルル・ノディエの青春・模索の時 …………………………………………西　尾　和　子（327）

－年譜の解読，検討，整理の試み－

アメリカにおける横川省三－その１－邦字新聞編集者としての事蹟 ………関　口　英　男（353）

〔研究ノート〕

B･D・グレコウにおける東方植民運動と共同体（Ⅰ）…………………………酒　井　昌　美（367）

イギリス外国貿易，1660－1785年 ………………………………………………白　石　義　樹（381）

〔飜訳〕

クレディ・モビリエ ………………………………………………………………須　藤　研一郎（415）

〔紹介〕

ヘルムート・ベーメのドイツ帝国主義論（上）…………………………………酒　井　昌　美（443）

第19巻 第１・２号合併号（通巻第21号） 1985年12月

〔論文〕

スタンダート石油（ニュージャージー）社 ……………………………………鎌　田　正　三（１）

－通称ジャージー社，現在エクソン社－

初期町村是運動の諸相 ……………………………………………………………太　田　一　郎（63）

－地方産業問題への一視角－

日本のパートタイマーの賃金 ……………………………………………………桜　林　　　誠（95）

ゴルフ場会員権価格形成に関する一考察 ………………………………………佐　貫　利　雄（165）

農業法人会計に関する理論的研究 ………………………………………………矢　吹　耀　男（203）
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アメリカにおける横川省三（その２）……………………………………………関　　　英　男（235）

－自由民権運動に占める邦人新聞の意義　

シュムペーターのマルクス経済学批判について ………………………………賀　村　進　一（261）

家計の消費支出構成比と健康の関連 ……………………………………………塩　原　秀　子（285）

複占における暗黙の共謀の理論について ………………………………………関　　　　　清（412）

〔研究ノート〕

B･D・グレコウにおける東方植民運動と共同体（Ⅱ）…………………………酒　井　昌　美（315）

〔紹介〕

ヘルムート・ベーメのドイツ帝国主義論（下）…………………………………酒　井　昌　美（329）

終戦直後の日本企業（その二）－機械工業の会社別経営分析－ ……………津　谷　彰　一（351）

〔英文論文〕

ロジスティック曲線の集計問題………………………………………高木　尚文・鈴木　啓祐（438）

－その曲線の母数の特性についての研究－

日本の賃金制度の二つの顔 ………………………………………………………桜　林　　　誠（454）

第20巻 第１・２号合併号（通巻第22号） 1986年12月

20周年記念号

経済学部20周年記念お祝いの詞 …………………………………………………大　塚　恒　雄（１）

〔論文〕

中国に於る農業および工業の経済政策小史 ……………………………………大　塚　恒　雄（３）

第２次世界大戦後のUSスティール社－1946－80年……………………………鎌　田　正　三（59）

在庫循環論覚書 ……………………………………………………………………津　谷　彰　一（125）

課税所得情報の基礎研究 …………………………………………………………矢　吹　耀　男（139）

日本のスタグフレーションと政労使の雇用政策 ………………………………桜　林　　　誠（147）

柳田国男の地方産業観 ……………………………………………………………太　田　一　郎（267）

企業のライフサイクル ……………………………………………………………佐　貫　利　雄（291）

恩地幸四郎－人と作品 ……………………………………………………………関　口　英　男（335）

アダム・スミスの「世界市場把握」について（１）……………………………白　石　義　樹（361）

第２次世界大戦期初期アメリカ国防生産体制の展開（１）……………………河　村　哲　二（486）

〔研究ノート〕

水害対策 ……………………………………………………………………………佐　藤　元　重（381）

〔紹介〕

ポーランドと絶対主義 ……………………………………………………………酒　井　昌　美（391）

－ペリー・アンダーソンの所説－

〔翻訳〕

1914年前の近代イギリス帝国主義の
……………………………………………

カール・ローエ著

原因と条件（上） 酒井　昌美　訳（407）
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〔英文論文〕

成長システムの安定性理論 ………………………………………………………西　山　賢　一（502）

〔補〕

『帝京経済研究』 11－20巻　総目次 ………………………………………………………………（１）

第21巻 第１・２号合併号（通巻第23号） 1987年12月

〔論文〕

中国に於ける農業および工業の経済政策小史（Ⅱ）……………………………大　塚　恒　雄（１）

第２次世界大戦後のゼネラル・モーターズ社 …………………………………鎌　田　正　三（53）

－1960～85年

国際経営研究序説 …………………………………………………………………矢　吹　耀　男（143）

地方産業振興問題の展開 …………………………………………………………太　田　一　郎（157）

－大河内正敏の農村工業論を中心にして－

職業盛衰に関する実証的研究 ……………………………………………………佐　貫　利　雄（193）

シュムペーター経済学の一断面 …………………………………………………賀　村　進　一（265）

〔研究ノート〕

垂直的製品差別のある複占における価格設定 …………………………………関　　　　　清（285）

〔資料〕

終戦直後の日本企業（その３）……………………………………………………津　谷　彰　一（293）

－繊維工業の会社別経営分析－

〔紹介〕

30年戦争論と国際関係的視角

－オーストリー・ファルツ・スペイン・蘭・英 ……………………………酒　井　昌　美（313）

・仏・スウェーデン等を主として

〔飜訳〕

1914年前の近代イギリス帝国主義の
……………………………………………

カール・ローエ著

原因と条件（下） 酒井　昌美　訳（345）

〔論文〕

高齢化社会における「その他の消費支出」について …………………………塩　原　秀　子（378）

第２次大戦初期アメリカ国防生産体制の展開（２）……………………………河　村　哲　二（430）

鉄鋼一貫事業所の競争力におよぼす構内下請企業の

経済効果とジレンマ ………………………………………………………………桜　林　　　誠（464）

〔英文論文〕

日本の賃金制度の両面 ……………………………………………………………桜　林　　　誠（478）

第22巻 第１・２号合併号（通巻第24号） 1988年12月

〔論文〕

中国に於ける農業および工業の経済政策小史（Ⅲ）……………………………大　塚　恒　雄（１）
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1960－87年間のエクソン社 ………………………………………………………鎌　田　正　三（61）

国際経営学研究（２）………………………………………………………………矢　吹　耀　男（165）

－経営原理と日本における諸原理の適応性－

企業課税の歴史構造 ………………………………………………………………野　口　　　尚（203）

－帝国主義確立期における株式会社課税について－

アダム・スミスの外国貿易論について（１）……………………………………白　石　義　樹（231）

－アダム・スミスの「世界市場」把握について（２）

シュムペーターの帝国主義論についての一考察 ………………………………賀　村　進　一（253）

〔紹介・翻訳〕

1905年の《帝国主義小評論集》（上）……………………………………………酒　井　昌　美（275）

－および同時期のＪ.マルヒレフスキーとＦ.ナウマンの見解との比較－

三十年戦争論と国際関係的視角（中）……………………………………………酒　井　昌　美（283）

－オーストリー・ファルツ・スペイン・蘭・英・

仏・スウェーデン等を主として－

〔論文〕

回帰分析適用の一側面 ……………………………………………………………高　木　尚　文（328）

福利厚生固有の機能 ………………………………………………………………桜　林　　　誠（398）

－日経連の「福利厚生の新しい運営方針」の長所と

問題点を中心として－

ベンチャービジネスの成長と衰退 ………………………………………………太　田　一　郎（426）

－成長条件と倒産要因を中心にして－

第２次大戦初期アメリカ国防生産体制の展開（３）……………………………河　村　哲　二（496）

〔英文論文〕

戦後日本の男女間賃金格差 ………………………………………………………桜　林　　　誠（506）

第23巻 第１・２号合併号（通巻第25号） 1989年12月

故　佐藤元重教授　追悼号

故佐藤元重先生の死を悼む ………………………………………………………大　塚　恒　雄（１）

故佐藤元重先生を偲んで …………………………………………………………山　下　　　甫（３）

故佐藤元重教授略年譜および主要著書・編書目録………………………………………………（７）

〔論文〕

中国における農業および工業の経済政策小史（Ⅳ）……………………………大　塚　恒　雄（９）

1960～87年間のIBM社 ……………………………………………………………鎌　田　正　三（43）

クレマン・ジュグラーと中期循環 ………………………………………………津　谷　彰　一（139）

明治期における地方産業運動の主体形成 ………………………………………太　田　一　郎（153）

－前田正名と町村是運動の担い手たち－

国際経営研究（３）…………………………………………………………………矢　吹　耀　男（197）

－企業概念，財務慣行・ホロン経営－
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不安定雇用者の賃金 ………………………………………………………………桜　林　　　誠（219）

欧州通貨制度と過剰ドル …………………………………………………………白　石　義　樹（313）

－主としてＲ・トリフィンの見解を中心にして－

日本煉瓦製造会社の経営と輸送問題 ……………………………………………老　川　慶　樹（387）

〔研究ノート〕

欧米の賃金管理 ……………………………………………………………………桜　林　　　誠（419）

〔紹介〕

三十年戦争と国際関係的視角（下の１）…………………………………………酒　井　昌　美（457）

－オーストリー・ファルツ・スペイン・蘭・英・

仏・スウェーデン等を主として－

〔翻訳〕

1905年の《帝国主義小評論集》（中）……………………………………………酒　井　昌　美（465）

－および同時期のＪ.マルヒレフスキーとＦ.ナウマンの見解との比較－

〔研究ノート〕

回帰分析による漁獲金額の翌年の推定値

－Ｘ2検定の応用－ ………………………………………………………………高　木　尚　文（540）

〔英文論文〕

日本における国際条約の法的位置 ………………………………………………初　川　　　満（570）

第24巻 第１号（通巻第26号） 1990年12月

楊井克巳教授ならびに高山昇教授御退職記念号

楊井克巳先生の御退職に際しての辞 ……………………………………………大　塚　恒　雄（１）

高山昇先生御退職に際しての辞 …………………………………………………大　塚　恒　雄（３）

外国為替講義においての若干の問題点について ………………………………楊　井　克　巳（５）

楊井先生と私 ………………………………………………………………………大　島　　　清（17）

高山昇教授の御はなしを聞く ……………………………………………………矢　吹　耀　男（21）

楊井克巳先生　年譜 ………………………………………………………………………………（35）

楊井克巳先生　主要著作目録 ……………………………………………………………………（36）

高山昇先生　年譜……………………………………………………………………………………（39）

中国に於ける農業および工業の経済政策小史（Ⅴ）……………………………大　塚　恒　雄（41）

所有および，所有に基づく所得についての一考察 ……………………………武　田　　　実（87）

正社員と非正社員の賃金 …………………………………………………………桜　林　　　誠（103）

Ｈ.ウンゲラーのEMS研究について………………………………………………白　石　義　樹（215）

第２次大戦初期アメリカ国防生産体制の展開（４）……………………………河　村　哲　二（466）

日本企業の国際組織と海外組織の統合技法と実際

－事業部制組織を中心として－ ………………………………………………荻　原　康　弘（285）

シュムペーターの帝国主義生成論に関する一考察 ……………………………賀　村　進　一（301）
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〔紹介〕

三十年戦争と国際関係的視角（下の２）…………………………………………酒　井　昌　美（323）

－オーストリー・ファルツ・スペイン・蘭・英・

仏・スウェーデン等を主として

〔資料〕

各種産業報国運動の文献目録 ……………………………………………………桜　林　　　誠（355）

〔英文論文〕

1920－30年代の太平洋航路における競争の合理化 ……………………………田　付　茉莉子（488）

人権の制限手段 ……………………………………………………………………初　川　　　満（522）

第24巻 第２号（通巻第27号） 1991年３月

〈故　高見信彦助教授　追悼号〉

故高見信彦先生の死を悼む ………………………………………………………大　塚　恒　雄（１）

良き先輩であった高見先生を悼む ………………………………………………矢　吹　耀　男（３）

追想　高見信彦先生 ………………………………………………………………野　口　　　尚（７）

故高見信彦先生略年譜 ……………………………………………………………………………（13）

〔論文〕

1960－89年間のデュポン社 ………………………………………………………鎌　田　正　三（15）

日本の中央政府はどこまで雇用労働者を保護してきたか ……………………桜　林　　　誠（111）

－労働基本権に対する1957年労働次官通牒を中心として－

株式保有の会計学的研究 …………………………………………………………矢　吹　耀　男（181）

－高見先生の担当科目を承け継ぐ記念として－

戦後経済再建過程下の日本企業－その経営分析－ ……………………………津　谷　彰　一（193）

欧州通貨制度の現状と問題点 ……………………………………………………白　石　義　樹（231）

シュムペーター「諸帝国主義の社会学」…………………………………………賀　村　進　一（263）

第一章「問題」についての一考察

フランスにおける中小企業の動向 ………………………………………………太　田　一　郎（326）

－小売業を中心にして－

第２次大戦初期アメリカ国防生産体制の展開（５・完）………………………河　村　哲　二（426）

アフリカの共同体的土地保有（Communal Land Tenure）について……初　川　　　満（440）

－アフリカの人権概念を理解するために－

身近な数学（１）源氏香 …………………………………………………………大　塚　香　代（448）

明治期日本の鉄道業発展にかんする一考察 ……………………………………酒　井　昌　美（494）

外国語取得について …………………………………………………………ケネス・ジョーンズ（508）

Confidence and Language Learning ……………………………マーティン・ピータース（514）

〔論文紹介〕

チリにおけるイギリスの経済的優位 ……………………………………………酒　井　昌　美（283）

－19世紀後半から一次大戦まで－
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第25巻 第１号（通巻第28号） 1991年12月

〔論文〕

1960－89年間のUSX社 ……………………………………………………………鎌　田　正　三（１）

三十年戦争と国際関係的視角（下の３）…………………………………………酒　井　昌　美（95）

－オーストリー・ファルツ・スペイン・蘭・英

仏・スウェーデン等を中心として－

1905年の《帝国主義小評論集》（下の１）………………………………………酒　井　昌　美（111）

－および同時期のＪ・マルヒレフスキーとＦ・ナウマンの見解との比較－

賃金制度と賃金構造－売上高人件費削減の仕組－ ……………………………桜　林　　　誠（266）

第２次大戦アメリカ戦時経済と戦後景気循環の変容 …………………………河　村　哲　二（478）

米国金融界の現状と金融制度改革 ………………………………………………坪　谷　二　郎（528）

身近な数学（２）花月の式 ………………………………………………………大　塚　香　代（540）

第25巻 第２号（通巻第29号） 1992年３月

〔論文〕

日本の企業行動の特殊性 …………………………………………………………矢　吹　耀　男（１）

ポーランド経済と国際比較的視点 ………………………………………………酒　井　昌　美（19）

－アルゼンチンとの比較－

1960年代東独における〈新経済制度〉……………………………………………酒　井　昌　美（53）

－東独《経済改革》の背景に関するノート－

欧州通貨制度（EMS）とドイツについて（Ⅰ） ………………………………白　石　義　樹（65）

賃金構造と公正競争 ………………………………………………………………桜　林　　　誠（186）

第26巻 第１号（通巻第30号） 1992年12月

〔論文〕

1960－89年間のゼネラル・エレクトリック社 …………………………………鎌　田　正　三（１）

戦後わが国の中小企業税制史－昭和26年～昭和39年－ ………………………矢　吹　耀　男（107）

労働時間、退職一時金および移民労働の経済学 ………………………………桜　林　　　誠（127）

関連企業の経営分析 ………………………………………………………………津　谷　彰　一（271）

－高度成長期関連企業形成過程の分析と凍結決算制度以後の状況－

企業家精神の形成に関する覚え書 ………………………………………………大　田　一　郎（299）

－中小企業とアントルプルヌール－

三十年戦争と国際関係的視角（下の４）…………………………………………酒　井　昌　美（349）

－オーストリー・ファルツ・スペイン・蘭・英・

仏・スウェーデン等を主として

欧州通貨制度（EMS）とドイツ（Ⅱ）……………………………………………白　石　義　樹（369）

〔研究ノート〕

連合軍占領期の単位産業報國曾と企業別組合 …………………………………桜　林　　　誠（425）
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第26巻 第２号（通巻第31号） 1993年３月

〔論文〕

フス戦争後の社会経済的状況 ……………………………………………………酒　井　昌　美（１）

－（ベーメンに関する）若干のノート

日本の賃金構造と賃金差別 ………………………………………………………桜　林　　　誠（17）

日本独占資本主義体制の確立と税制改正問題（１）……………………………野　口　　　尚（155）

－とくに1920（大正９）年の所得税制改正を中心として－

Ｗ・アーベントロートの両独体制比較小論 ……………………………………酒　井　昌　美（209）

金融自由化と銀行経営 ……………………………………………………………坪　谷　二　郎（276）

身近な数学（３）雪月花之式 ……………………………………………………大　塚　香　代（288）

第27巻 第１号　（通巻第32号） 1993年12月

高木尚文先生の御退職に際しての辞 ……………………………………………大　塚　恒　雄（１）

高木尚文先生　年譜…………………………………………………………………………………（４）

〔論文〕

1960－89年間のゼネラル・モーターズ社 ………………………………………鎌　田　正　三（７）

フス派イデオロギー研究小論 ……………………………………………………酒　井　昌　美（113）

1945年から1965年までの企業税制史 ……………………………………………矢　吹　耀　男（131）

ポーランド企業における民営化と中小企業の創出 ……………………………大　田　一　郎（155）

日本経済・五つのハードル ………………………………………………………佐　貫　利　雄（203）

日本の株式会社制度の問題点 ……………………………………………………武　田　　　実（283）

現代日本の規模間賃金構造 ………………………………………………………桜　林　　　誠（309）

慶応３年三井横浜店改組と「横浜御用所」………………………………………石　川　治　夫（379）

〔研究ノート〕

西山千明「新しい経済学」批判 …………………………………………………桜　林　　　誠（407）

〔独文論文〕

19世紀後半より20世紀始めにかけての日本海運業 ……………………………酒　井　昌　美（542）

第27巻 第２号（通巻第33号） 1994年３月

〔論文〕

フス戦争期ベーメンの都市等族身分の成立 ……………………………………酒　井　昌　美（１）

現代日本の内部賃金構造 …………………………………………………………桜　林　　　誠（19）

身近な数学（３）雪月花之式（その２）…………………………………………大　塚　香　代（212）

〔研究ノート〕

単位産業報国会と企業別組合 ……………………………………………………桜　林　　　誠（125）
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第28巻 第１号（通巻第34号） 1994年12月

大島清・鎌田正三・常木實教授退職記念号

大島清先生の御退職に際しての辞 ………………………………………………大　塚　恒　雄（１）

回想・畏友　大島清君 ……………………………………………………………鎌　田　正　三（３）

大島清先生年譜・著作目録

鎌田正三先生の御退職に際しての辞 ……………………………………………大　塚　恒　雄（９）

鎌田正三先生の思い出 ……………………………………………………………坪　谷　二　郎（10）

鎌田正三先生年譜・著作目録

常木實先生　御退職に際しての辞 ………………………………………………大　塚　恒　雄（15）

常木實先生年譜・主要著作目録

〔論文〕

シャウプ勧告と企業税制の現代化 ………………………………………………矢　吹　耀　男（25）

リニヤ新幹線をめぐる技術開発とその建設効果 ………………………………佐　貫　利　雄（39）

郵貯の変革を迫る預貯金金利の完全自由化 ……………………………………加　藤　喜　教（49）

産業報国会の虚像と実像：「厚生省五十年史（記述篇）」を切る……………桜　林　　　誠（63）

資本市場の国際化と1992年ERM危機（上） ……………………………………白　石　義　樹（105）

身近な数学（４）魔方陣 …………………………………………………………大　塚　香　代（129）

〔研究ノート〕

「団結権，団体交渉その他の団体行動権に関する労働教育行政の

指針について」昭和32年労働事務次官通牒とその問題点（その１）…………桜　林　　　誠（143）

〔紹介〕

古代と新世界－ウィルフリットニッペルの所説－ ……………………………酒　井　昌　美（157）

〔翻訳〕

ウィルフリット・ニッペル「家族・財産・国家の起源－19世紀」……………酒　井　昌　美（165）

第28巻 第２号（通巻第35号） 1995年３月

〔論文〕

オーストリー・ハンガリー帝国の工業化と企業形態小論 ……………………酒　井　昌　美（１）

－イタリアなどとの比較

中小企業の創出と企業家風土－その国際比較から ……………………………太　田　一　郎（11）

財政改革についての考察 …………………………………………………………川　崎　昭　典（47）

日本の労働時間法制とILO条約とのギャップおよびギャップの経済効果 …桜　林　　　誠（61）

不良債権問題と銀行経営 …………………………………………………………坪　谷　二　郎（89）

〔研究ノート〕

「団結権，団体交渉，その他の団体行動権に関する労働教育行政の指針について」

－（昭和33.１.14）労働事務次官通牒の一批判（その２）－ ………………桜　林　　　誠（131）

〔紹介〕

1914年以前のイタリア帝国主義－ヴォルフガング・シーダーの所説－ ……酒　井　昌　美（151）
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第29巻 第１号（通巻第36号） 1995年12月

〔論文〕

法人課税の戦後50年（Ⅰ）…………………………………………………………矢　吹　耀　男（１）

昭和恐慌前後の日本企業－その経営分析－ ……………………………………津　谷　彰　一（13）

《移行期》におけるオーストリー農民一揆ノート ……………………………酒　井　昌　美（27）

－Ｆ・トレーメル「オーストリー社会経済史」を中心に－

社会政策の経済理論－大河内説批判－ …………………………………………桜　林　　　誠（49）
か ね わ り

身近な数学（５）曲尺割の美学 …………………………………………………大　塚　香　代（61）

資本市場の国際化と1992年ERM危機（中）……………………………………白　石　義　樹（67）

幕末開港期における三井「江戸本店」の「外国方御用」………………………石　川　治　夫（81）

21世紀の途上国における開発問題－国際政治経済学の視点から－ …………戸　崎　　　肇（103）

〔研究ノート〕

労働組合の選択の道と譲歩賃金 …………………………………………………桜　林　　　誠（117）

－ドラッカーの「労働組合の運命」批判－

〔翻訳〕

中世ポーランドの商業道路　スタニスラウス・フォン・レヴィッキー著

…………………………………………………………………………………酒井　昌美　訳（137）

第29巻 第２号（通巻第37号）1996年３月

武田　実教授退職記念号

武田実先生の御退職に際しての辞 ………………………………………………大　塚　恒　雄（１）

武田実教授年譜・著作目録

経済学・経営学研究歴回顧 ………………………………………………………武　田　　　実（８）

〔論文〕

法人課税の戦後50年（Ⅱ）…………………………………………………………矢　吹　耀　男（21）

13世紀から19世紀に至る日本，中国，西欧での職人の社会的地位 …………星　野　芳　郎（27）

Ｆ・リュトゲの〈農民戦争〉論 …………………………………………………酒　井　昌　美（81）

賃金の男女差別に関する日米比較 ………………………………………………桜　林　　　誠（93）

〔研究ノート〕

Einige Probleme zum japanischen kapitalismus in der Gegenwart

－von japanisher Sicht aus betrachtet－ ……………………………Atsumi Ｓakai（115）

日経連，『新時代の「日本的経営」－挑戦すべき方向とその具体策－』の

長所と短所 ………………………………………………………………………桜　林　　　誠（127）

第30巻 第１号（通巻第38号） 1996年12月

経済学部三十周年記念号

経済学部30周年記念御祝いの詞 …………………………………経済学部長　大　塚　恒　雄（１）

江見康一，桜林　誠，太田一郎教授退職記念号
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江見康一先生の御退職に際しての辞 …………………………………………大　塚　恒　雄（３）

江見康一教授の「研究の歩み」について ……………………………………今　泉　佳　久（５）

江見康一先生年譜・著作目録

桜林　誠先生の御退職に際しての辞 …………………………………………大　塚　恒　雄（13）

桜林　誠先生のご論文について ……………………………………………星　野　芳　郎（15）

桜林　誠先生の年譜・著作目録

太田一郎先生の御退職に際しての辞 …………………………………………大　塚　恒　雄（29）

太田一郎先生の御退任にあたって ……………………………………………伊　藤　善　市（31）

太田一郎先生の年譜・著作目録

〔論文〕

法人課税の戦後50年（Ⅲ）…………………………………………………………矢　吹　耀　男（37）

13世紀から19世紀に至る日本・中国・西欧での知識人と職人の関係 ………星　野　芳　郎（47）

地球環境危機政策展開 ……………………………………………………………伊　藤　善　市（81）

Ｓ・Ｈ・シタインバーグの三十年戦争論（上）…………………………………酒　井　昌　美（95）

阪神大震災におけるインベスター・リレーションズ（IR）活動と株価 ……多　田　昌　義（113）

日本的技術受容の条件とアジア諸国の技術受容プロセス ……………………和　田　正　武（121）

国内航空運賃における「幅運賃制度」の導入の意味と問題点 ………………戸　崎　　　肇（145）

〔紹介〕

1945年より80年代にいたる西ドイツ経済 ………………………………………酒　井　昌　美（157）

－Ｗ・アーベルスハウザーの所説－

第30巻 第２号（通巻第39号） 1997年３月

〔論文〕

深 ・広州周辺地区における日系電機工場の経営実態 ………………………河　村　哲　二（１）

「転換期」におけるフィリピン地方行財政の変化について …………………野　口　　　尚（31）

ラオス：その発展概史と現状における諸問題 …………………………………戸　崎　　　肇（65）

「職人と政治」及び「知識人と職人」についての補遺 ………………………星　野　芳　郎（75）

身近な数学　続（１）源氏香 ……………………………………………………大　塚　香　代（85）

Ｓ・Ｈ・シタインバーグの三十年戦争論（中）…………………………………酒　井　昌　美（87）

法人課税の戦後50年（Ⅳ）…………………………………………………………矢　吹　耀　男（105）

第31巻 第１号（通巻第40号） 1997年12月

〈故　大塚恒雄経済学部長　追悼〉

大塚恒雄先生を追悼して …………………………………………………………矢　吹　耀　男（１）

追悼・大塚恒雄先生の死を惜しむ ………………………………………………佐　貫　利　雄（５）

山下　甫　津谷　彰一　星野　芳郎

野口　雄一郎　石田　壽郎　野口　尚　六教授退職記念号

送別の辞，年譜・著作目録…………………………………………………………………………（９）
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〔論文〕

朝鮮民主主義人民共和国における農業問題 ……………………………………直　井　　　淳（51）

宗教と財政 …………………………………………………………………………川　崎　昭　典（63）

Ｓ・Ｈ・シュタインバーグの三十年戦争論（下）………………………………酒　井　昌　美（75）

法人課税の戦後50年（Ⅴ）…………………………………………………………矢　吹　耀　男（101）

改正日銀法で望まれる透明性とアカウンタビリティーの確保 ………………加　藤　喜　教（107）

15年戦争期マス・メディア統制史研究序説 ……………………………………石　川　治　夫（125）

インドネシアの環境問題 …………………………………………………………戸　崎　　　肇（147）

経済学部におけるコンピューター学習の動機の構造 …………………塩森　継紀・林　　理（157）

〔紹介〕

19世紀末フィリピンの経済事情 …………………………………………………酒　井　昌　美（167）

第31巻 第２号（通巻第41号）1998年３月

〔論文〕

長野新幹線をめぐる技術革新と沿線都市への波及効果・逆流効果 …………佐　貫　利　雄（１）

東方植民運動とクラカウ・レムベルク …………………………………………酒　井　昌　美（17）

－15世紀における黒海沿岸ジェノワ植民都市との連繁

金融制度改革と企業金融 …………………………………………………………柴　川　林　也（45）

現代世界経済論の方法について（Ⅰ）……………………………………………白　石　義　樹（55）

～澁谷将氏の所説を中心として～

第32巻 第１号（通巻第42号） 1998年12月

矢吹耀男　経済学部長　直井　淳・西山　司　教授

退職記念号

送別の辞，年譜・著作目録 （３）

加藤榮一　白石義樹　賀村進一　坪谷二郎

〔論文〕

Ｋ・アクセロスのマルクス・ハイデッガー論 …………………………………酒　井　昌　美（21）

ヨーロッパにおけるキリスト教会の展開 ………………………………………川　崎　昭　典（53）

郵政公社構想とビッグバン ………………………………………………………加　藤　喜　教（79）

情報開示とIRの役割 ………………………………………………………………多　田　昌　義（93）

文科系学生のコンピューター学習動機の構造……………塩森　継紀・玉田　和恵・林　理（101）

身近な数学　続・続（１）源氏香 ………………………………………………大　塚　香　代（113）

－源氏香図と源氏物語　巻の番号と関係についての一考察

〔翻訳〕

フランス絶対主義－ペリー・アンダーソンの所説（上）………………………酒　井　昌　美（117）
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第32巻 第２号（通巻第43号） 1999年３月

〔論文〕

インドネシアとインドに関するノート …………………………………………酒　井　昌　美（１）

－資本主義と低・逆開発－

経営問題の構造化 …………………………………………………………………佐　藤　允　一（17）

わが国における宗教と財政の関係 ………………………………………………川　崎　昭　典（39）

－宗教と財政　続編　その２－

公共事業改革の視点 ………………………………………………………………加　藤　喜　教（77）

アランＳ.ミルワードの欧州統合論について ……………………………………白　石　義　樹（91）

コンピュータ学習成果の自己評価に現れるリテラシ教育の問題点

………………………………………………………………塩森　継紀・玉田　和恵・林　理（101）

〔翻訳〕

フランス絶対主義（下）……………………………………………………………酒　井　昌　美（115）

－ペリーアンダーソンの所説－

第33巻 第１号（通巻第44号） 1999年12月

〔論文〕

都市の商業吸収力と商業政策の転換 ……………………………………………伊　藤　善　一（１）

現代における財政思想の変遷と混乱 ……………………………………………川　崎　昭　典（27）

－宗教と財政　完結編－

ブランデンブルグ=プロセイン覺書（上）………………………………………酒　井　昌　美（63）

－17世紀後半をめぐって－

男子学生の勤労観

－1980年の男子学生の勤労観との比較を中心にして ………………………塩　原　秀　子（77）

中国自動車産業における精益生産方式 …………………………………………曹　　　　　勤（89）

－上海A社を中心に－

第33巻 第２号（通巻第45号） 2000年３月

〔論文〕

協力の根拠－繰り返しゲームの方法論的検討－ ………………………………杉　浦　克　巳（１）

経済史における《周辺部》の問題 ………………………………………………酒　井　昌　美（15）

看護職の職業イメージ …………………………………………………塩森　継紀・林　　　理（25）

－看護学生と短期大学生の比較研究－

社会的興味空間の時代変遷について ……………………………………………大　浦　宏　邦（41）

－雑誌記事内容の定量的分析による研究－

合作社企業と社隊企業の盛衰及びその原因 ……………………………………段　　　　　威（61）

〔翻訳〕

16･7世紀のマキャベリ受容の視点 ………………………………………………酒　井　昌　美（69）

マティアス・ツィムマー
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第34巻 第１号（通巻第46号） 2000年12月

伊藤　善一　教授退職記念号

送別の辞，年譜・著作目録

柴川林也　佐貫利雄

〔論文〕

高齢化社会に関する一考察 ………………………………………………………佐　貫　利　雄（13）

ドイツの職業訓練 …………………………………………………………………逆瀬川　　　潔（65）

－デュアルシステムについて－

ブランデンブルグ=プロイセン覺書（中）………………………………………酒　井　昌　美（89）

－17世紀後半をめぐって－

揺らぐか租税法律主義 ……………………………………………………………川　崎　昭　典（107）

－税金に関する諸考察－

経済格差の変遷 ……………………………………………………………………塩　原　秀　子（119）

－所得、貯蓄、支出をとおして－

〔紹介〕

Ｈ.-U.ヴェーラーのアメリカ帝国主義論…………………………………………酒　井　昌　美（139）

－1914年以前－

第34巻 第２号（通巻第47号） 2001年３月

〔論文〕

企業戦略と金融技術の革新 ………………………………………………………柴　川　林　也（１）

都市環境と安全 ……………………………………………………………………佐　貫　利　雄（11）

市場の選択と政府の役割 …………………………………………………………和　田　正　武（25）

－ポーランド移行経済10年、市場は何を選択したか？－
さんとうほう

島津藩三島方砂糖惣買入小論 ……………………………………………………酒　井　昌　美（39）

税金論叢 ……………………………………………………………………………川　崎　昭　典（47）

中国の社会主義市場経済 …………………………………………………………高　橋　　　満（61）

矛盾を深める財投改革 ……………………………………………………………加　藤　喜　教（73）

欧州石炭鉄鋼共同体とベルギー …………………………………………………白　石　義　樹（87）

～A.S.ミルワードの「国民国家のヨーロッパ的救済」：事例研究Ⅰ～

第35巻 第１号（通巻第48号） 2001年12月

〈故　杉浦克巳教授　追悼〉

杉浦克巳教授の思い出 ……………………………………………………………柴　川　林　也（３）

杉浦克巳先生を悼む ………………………………………………………………川　崎　昭　典（５）

年譜・著作目録………………………………………………………………………………………（７）

〔論文〕

21世紀の社会保障 …………………………………………………………………杉　浦　克　巳（11）
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租税構造論の新展開 ………………………………………………………………川　崎　昭　典（25）

職業教育－学卒者雇用との関連で ………………………………………………逆瀬川　　　潔（69）

シュムペーターの「諸帝国主義の社会学」における

〝純粋〟資本主義の概念についての一考察 …………………………………賀　村　進　一（97）

周辺社会における技能形成と労使関係 …………………………………………山　田　信　行（111）

－「ポスト新国際分業」の展望－

高齢者世帯の資産、収入、消費の特性１ ………………………………………塩　原　秀　子（127）

物象化生成過程的資本原蓄とアムステルダム …………………………………酒　井　昌　美（157）

－７世紀ネーデルラント商人資本に関するノート－

第35巻 第２号（通巻第49号） 2002年３月

〔論文〕

欧州経済共同体（ECC)とオランダ（上）………………………………………白　石　義　樹（１）

～A.S.ミルワードの「国民国家のヨーロッパ的救済」：事例研究Ⅱ～

継続性の原則についての研究 ……………………………………………………岩　崎　健　久（15）

半周辺化と「ニューリッチ」………………………………………………………山　田　信　行（27）

－周辺社会における階級構成の動態と展望－

「親指ネット」と若者の友人関係の変容 ………………………………………
塩　森　継　紀（43）

林　　　　　理

高齢者世帯の資産、収入、消費の特性２（単身世帯）…………………………塩　原　秀　子（55）

〔研究ノート〕
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