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020

明治学院大学産業経済研究所

藤田晶子

大平浩二
佐藤成紀

　エッジワースのマーシャルの『経済学原理』に対する評価：限界革命期の不均衡論の視点から

2012.12

〃

020 服部圭郎

6.「Jevons の価格変動の実証分析と物価指数概念の形成」　 中野聡子

5.「東アジアにおける日米中の経済的利害に関する研究」　アジア論とフクシマ論の共通点 中尾茂夫・宋立水

共同研究論文

〃

020 004 第28号

005 第29号

〃
2.「戦後日本経済における地域産業構造の変化と地方財政構造」
　　The Core Involving Public Goods Revisited: A Diagrammatic Analysis

髙橋青天

4.「わが国企業のコーポレートガバナンスの今日的課題についての調査・研究」　
　　わが国企業の不祥事から見るコーポレートガバナンスの調査・研究

〃

宋立水・中尾茂夫

1.「経済のグローバル化にともなう地方の問題に関する研究」 
Shimokitazawa -The Study of Organically Developed Shopping District in Tokyo-

3.「ＩＦＲＳの導入と企業の経営戦略」
 　Incorporation des IFRS en France et Plan Strategique de I'ANC2012

　地方政府による歳出・歳入決定に関する実証分析-都道府県パネルデーターによる計測

共同研究論文

     Au Unbalanced Multi-sector Growth Model with Constant Returns:

〃

研究所年報

1.「戦後日本経済における地域産業構造の変化と地方再生運営」

鳥居宏史・清水聰

　中国企業のインターネット広告に関する準備的考察 西原博之・董光哲

神田良・高松正昭

〃

第25号 1.「会計基準のコンバージェンスの無形資産」

斎藤静樹

4.「グローバル企業の行動パターンの調査研究-豪州関連企業を中心として」

第26号

2.「戦後日本経済における地域産業構造の変化と地方財政構造Ⅱ」

001

〃

〃

櫻井結花 〃

3.「経済のグローバル化にともなう地方の問題に関する研究」　自己資本比率規制の邦銀への影響 佐々木百合

〃

　経済変動の動学的確率的一般均衡モデル（2）-Octave/Dynareによるカリブレーション-

2.「華人圏における企業戦略と経営者の理念についての調査・研究」　中国企業の経営者とガバナンス 大平浩二・佐藤成紀・西原博之・貴志奈央子

大平浩二・西原博之・肥田日出夫

中尾茂夫

共同研究論文

　消費税の財政再建策手段の意義と益税・逆進性問題及び改善策

7.「経済学史と統計学史の接点：市場分析の確率論的視点の思想史
　　　　　　Ｗ.ＳＪｅｖｏｎｓによる価格変動の実証分析の再検討」

〃

5.「東アジアにおける日米中の経済的利害に関する研究」　「東アジア経済共同体」のあり方について 〃

2010.12

〃

〃

第27号003020

神門善久・大村真樹子・髙島圴

3.「華人圏における企業経営者の経営哲学・理念についての調査・研究」

江川雅司

共同研究論文

〃

服部圭郎

　中国企業の経営者意識とコーポレート・ガバナンス

2.「経済発展の隘路と可能性」　人的資本と経済発展

〃藤田晶子

髙橋青天

　会計基準の動向と会計基準論のパラダイム

020 2009.12

〃

1.「戦後日本経済における地域産業構造の変化と地方財政運営」

中野聡子 〃

2008.12藤田晶子

　華人圏における企業経営者の経営哲学・理念についての予備的調査

6.「華人圏における企業経営者の経営哲学についての調査・研究」

高橋青天

共同研究論文

肥田日出夫・大平浩二・西原博之

　オーストラリア自動車部品業界のグローバル化

002

肥田日出生・大平浩二

〃

　　　　　ｊｅｖｏｎｓの物価変動の実証研究の方法的位置づけ

3.「格差社会の広がりと地方社会経済の変容」自己資本比率規制と地方銀行

2.「会計基準のコンバージェンスと無形資産」　会計基準のコンバージェンス

佐々木百合

〃5.「外資系企業の海外進出の研究」豪州で展開する企業のインタビュー調査 清水聰・高松正昭・神田良・鳥居宏史

4.「日中経済関係の研究」　「大阪モデル」の可能性とアジア

4.「企業のグローバル化に関する研究」　豪州ワイン産業のグローバル戦略-中国市場を中心とした新戦略-

2011.12

6.「Ｗ.ＳＪｅｖｏｎｓによる価格変動の実証分析の再検討：
　　物価指数概念の背景について」　ジェボンズの「太陽黒点説」の再検討

西尾敦・
中野聡子

1.「戦後日本経済における地域産業構造の変化と地方財政運営」 増山幸一

5.「経済のグローバル化にともなう地方の問題に関する研究」　
　　ザクセン・アンハルト州の縮小政策に関する研究

〃

〃

020

中尾茂夫・宋立水

〃

3.「華人圏における企業の経営環境と広告メディア・マーケティングの役割についての調査研究

4.「中国資本市場の研究」　アジア論再考
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5.「BOP　ビジネス」

在インドネシア日経企業とインドネシア国民銀行の新たな動き

大村真樹子

1.「ドイツの縮小都市に関する研究」

佐々木百合

アベノミクス後の円安の日本の貿易収支への影響

〃

〃

藤田晶子

〃

〃

〃

3　「ドイツの縮小都市に関する研究」
ツォーバーベルグ団地（デッサウ）の撤去事業に関する研究

服部圭郎 〃

2.「バングラデシュにおける健康の需要推計」 大村真樹子 〃

4.「アジア進出日系企業の経営戦略とコーポレートガバナンスー日本との比較を通じてー

西原博之

3.「日本の自動車の輸出価格分析」

・神田良

Keiro Hattori

日本企業における成果主義型賃金制度の修正に関するアンケート結果 ・高橋青天

6.「自動車輸出価格への為替相場のパススルー」 佐々木百合

The Image Study of Ruhr -Region

台湾モスバーガー　安心食品服務の事例研究ー四半世紀に及ぶモスバーガーの台湾経験と今後の海外展開への示唆ー

7.「台湾に根付く「日式サービス」企業のマネジメントと海外展開の試みに関する研究」

2　「アジア進出日系企業の経営戦略とコーポレートガバナンス─日本との比較を通し
て─」アジア進出日系企業のリスクマネジメントに関する考察（1)

大平浩二、佐藤成紀、濱口幸弘

〃

藤田晶・山田純平

〃

2015.12

7.「ブラジリアの都市再生計画から考察する近代都市計画理論の批判的検証」 服部圭郎

   食・健康・経済の関連性に関する一考察　-マクロデータによる検証-

020 008

   アジア進出日系企業のリスクマネジメントに関する予備的考察（1）

　長期存続企業経営の日米比較-アンケート調査から発見された共通性と相違性

第32号

〃

〃

5.「食文化からみる持続的発展の可能性の検証：食・健康・経済の観点から」

〃

大平浩二・佐藤成紀・濱口幸弘

西原博之

    ヤマト運輸台湾子会社，統一速達公司の事例研究-台湾での成功要因とそのビジネスモデルの海外展開への示唆-

4.「台湾進出日系企業における経営の現地化とグロ－バル戦略の再検討

第30号 2013.121.「日本経済における地域産業構造の変化と地域財政構造」 Eviewsを使った実践的ダイナミック・パネル分析入門

3.「アジア進出日系企業の経営戦略とコーポレートガバナンス　-日本との比較を通して-

2014.12Harutaka Takahashi

4.「転機を迎えた台湾進出日系合弁企業のパートナーシップ経営の研究」 西原博之

3.「ジェヴォンズの経済学・数理統計・論理学：近代経済学の黎明期の科学方法論」 〃

〃

2.「老舗企業におけるのれんとその価値評価」

   老舗企業の財務分析-百貨店3社の経営戦略と決算書の分析-

   包絡線定理の費用曲線の経済学史的展開：ヴァイナー，ハロッドの展開とエッジワース

〃

   Kenjiro Ara Meets Frank Ramsey:Unbalanced Growth in A Neoclassical Optimal Growth Model

〃5.「途上国の経済発展と学校教育」」　学校教育と人的資本

6.「無形資産投資の実態とその効果-財務報告の有用性をめぐって- 神田良・ヴィッキー・テンハッケン

　 わが国企業の不祥事から見るコーポレートガバナンスの調査・研究-オリンパスのケースを中心に-

櫻井結花

〃

8.「後発国産業のグローバル化に関する研究-豪州ワイン産業のグローバル化を中心にして-」

2.「わが国企業のコーポレートガバナンスの今日的課題についての調査・研究（継続）

髙橋青天

〃

大平浩二・濱口幸弘・佐藤成紀共同研究論文

　　What drives and determines competitiveness and sustainability in small to medium-sized Australian wineries?

山田純平

007 第31号 1.「戦後日本経済における地域産業構造の変化と地方財政構造」020

〃

〃

大村真樹子

〃

020 006

中野聡子

　   台湾の工業団地進出日本企業の概観と日系専用パーク設立の一考察-台南・Tjパーク（台日産業創新園区）の試みを事例として

7.「途上国における人的開発の課題と対策」　途上国における人的資源 髙島圴・大村真樹子・神門善久

〃

6.「成果主義型人事制度の修正とその効果に関するデータ構築と分析」 齋藤隆志

バングラデシュ農村部における健康教育介入実験と健康財の需要推計

1　「中小企業の海外進出のe ビジネス採用の要因分析とマーケティング効果の実証研
究」国内中小企業の取引活動におけるインターネット活用

丸山正博 2016.12

〃

020 009 第33号

アジア進出日系企業のリスクマネジメントに関する予備的考察（2）

大平浩二・佐藤成紀・濱口幸弘
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6　「規制産業と財務報告」規制産業と会計基準のコンバージェンス
　―原子力発電施設解体引当金と資産除去債務―

藤田晶子 〃

7　「老舗企業とそのグローバル化」長期存続企業の変革マネジメント　
　─東京商工会議所の調査データから─

神田良 〃

4　「食文化からみる持続的発展の可能性の検証（2）：食・健康・経済の観点から」
ファストフードと健康

〃

大村真樹子 〃

西原博之

共同研究6　「グローバル企業戦略と無形資産」相互学習の場としての認証
：ISOマネジメントシステム認証の事例から

神田良 〃

監査情報の在り方を考える 脇田良一

5　「日本の「食」ビジネス　台湾における経営の現地化と海外展開の可能性」
四半世紀を迎えた台湾モスバーガーのマネジメントと今後の課題─日台経営トップイン
タビューからの考察─

佐々木百合

共同研究2　「日本企業の台湾進出戦略の再検討－経営の現地化と台湾拠点活用の事例
研究－」モスバーガーの海外事業展開と台湾人経営パートナーの役割の事例研究－台湾
モスバーガー・現地経営パートナー，黄茂雄へのインタビューによる考察－

西原博之

齋藤隆志

共同研究5　「ドイツの縮小都市の研究」A Study of the Shopping Behavior of Young 
People on Tokyo,JapanKeiro　Hattori

服部圭郎

〃

〃

アメリカ経営学のリベラルアーツ 肥田日出生 〃

米・英・日における新しい最低賃金～生活賃金～の動向 笹島芳雄 〃

斉藤都美

020 010 第34号 産業経済研究所　50 周年に寄せて 村田玲音 2017.12

産業経済研究所　50周年の歩み

産業経済研究所の三つの見える化 大西晴樹 〃

会計基準設定における基礎構造の性質(1)－アメリカにおける1990年以前の歴史的考察－ 高松正昭 〃

経済学部教授会と産業経済研究所について思うこと 大塩武 〃

共同研究4　「イギリス限界革命期のミクロ経済学の形成：市場の制度設計の視点の萌
芽と消失」F.Y.エッジワースの契約モデルの特性：不決定性の分析とその応用の視点

中野聡子 〃

8　「日本の自動車の輸出価格分析」
Exchange·Rate·Pass·Through·in·Japanese·Automobile·Trade̶Empirical　
　Analysis·based·on·the·Interviews·with·Japanese·Automobile·Companies

共同研究1「アジア進出日系企業の経営戦略とコーポレートガバナンス－日本との比較
を通して－」アジア進出日系企業のリスクマネジメントに関する予備的考察（4）

大平浩二、佐藤成紀、濱口幸弘 〃

〃

共同研究3　「企業のWLB施策が女性活用および企業業績に及ぼす影響の分析」
企業のWLB施策が女性活用に及ぼす影響－電機産業企業のパネルデータによる実証分析
－

〃


