
 

Instructions for use

Title 北海道大学経済学部教官研究業績一覧・ディスカッション・ペーパー（1999年度）

Citation 經濟學研究, 50(1), i-vi

Issue Date 2000-06

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/50983

Type bulletin (other)

File Information 50(1)_P181-186.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


北海道大学経済学部教官研究業績一覧  
（1999年度）  

≪著 書≫  

濱田 康行 『ポストビッグバンの中小企業金融』  

（国民金融公庫総合研究所，堀内昭義，  

忽那憲治，根本息宣と共著）（第2部  

「わが国における中小企業金融の変  

遷」125－153頁を執筆）中小企業リ  

サーチセンター 299頁1999年9月  

橋本  努 『社会科学の人間学一自由主義のプ  

ロジェクト』 勤草書房1999年5月  

井上 久志 『21世紀の北海道をひらく』（大場良  

次，小林 甫，木村 純と共編著）（第  

2章「北海道経済の課題と可能性」  

31－64頁を執筆） 北大図書刊行会  

258頁1999年3月  

P．B．Brocchieri，Takao Sasakiand other authors，  

CqpireilGiqppone，426p．，（23．Alter－  

nanza tra Particolarita e universisalita  

：un’interpretazione dell’economia glap－  

POneSepOStbellica，pP．338－346，）Franco  

Angeli，Milano，1999  

吉田 文和 『地球温暖化への挑戦』（環境経済・政  

策学会和文年報）（編著） 東洋経済  

新報社 265頁1999年9月  

書見  宏 『企業不正と監査』 税務経理協会  

329頁1999年4月  

青野 悦雄 『複数民族社会の微視的制度分析－  

リトアニアにおけるミクロストーリ  

ア研究－』北海道大学図書刊行会  

216頁 2000年2月  

≪論文・研究ノート等≫  

福島 英史 「技術システムの多重性と発展のダイ  

ナミズムー電子的撮像技術発展過程  

の経営学的考察－」（一橋大学大学  

院商学研究科博士学位論文） 275頁  

一橋大学 2000年3月  

濱田 康行 「中小企業金融および政策評価－ベ  

ンチャー企業を中心に－」 日本中  

小企業学会編『中小企業 21世紀への  

展望』 47－68頁 同友館1999年4  

月 所収  

「新事業創出推進法を読む」 『商工  

金融』49（4）29－37頁 商工総合研  

究所1999年4月  

「ベンチャー企業の“定義’’をめぐって」  

『vENTUREFORUM』（168）4－9頁  

ベンチャーエンタープライズ1999  

年6月  

「信用組合は生き残れるか」 『信用  

組合』46（10）4－11頁 全国信用組  

合中央協会1999年10月  

「21世紀のベンチャー」『商工金融』  

50（2）28－32頁 商工総合研究所  

2000年2月  

「ベンチャーファイナンスの現況」  

『金融ジャーナル』41（2）11－14頁  

2000年2月  

〔調査レポート〕「転換期のベンチャ  

ーファイナンス」『中小公庫マンスリ  

ー』47（3）16－21頁 中小企業金融公  

庫 2000年3月  

HASEGAWA，H．，KozuMI，H．and HASHMOTO，N．，  

“Testingfor Negativityln a Demand  

System：A Bayesian Approach，”E  

クfrわdJ＆・0乃0椚fc∫，24（2），pp．211－  

223，1999．6  

橋本  努 「闘争する主体一全共闘から自由主  

義への思想的継承」 『情況』1999  

年4月号 35－58頁  

「ウェーバー的問題の今日的意義－   
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シンポジウム『マックス・ヴューバー  

と近代日本』に向けて」『未来』1  

－5頁1999年10月  

「ハイエクの進化論に関する考察」  

『1999年度 経済学史学会大会報告  

集』150－154頁1999年11月 所収  

「ジョージ・ ソロス一関かれた社会  

への戦略」『インターコミュニケーシ  

ョン』2000年winter号160q176頁  

NTT出版1999年11月  

井上 久志「カントリーリスク評価のためのPoliti－  

calRiskIndexの構築（2）」『経済学研  

究』（北海道大学）49（2）41－63頁  

1999年9月  

Jum’ichiITAYA，“TheIncidence，Of a Tax on Pure  

Rentin an Altruistic Overlapping  

Generations Economy，”public Fi一  

児d乃Ce，52（2），pp．161－185，1999．3  

55頁1999年12月  

「フランスにおける情報監査と実態監  

査」 同上 49（4）46－61頁 2000年  

3月  

KrMURA，Toshikazu，“A Consistent D瓜1Sion Ap－  

proximationfor Finite－Capacity Multi－  

Server Queues，”proceedings Qf the  

ダ吉相fⅥ匂∫オビ川PαC折c／乃f戒血∫如才fα－  

J甲α乃lヰわナ心ゐqp β乃∫わCゐα∫Jgc朋bdeJ∫  

g托 五和gf乃eerJ柁g，7セcゐ乃0わgγα搾d独和－  

agement，RJ．Wilson，S．Osald and M．J．  

Faddy（eds．），pp．305q314，The Univ．of  

Queensland，Australia，1999．9  

KrNOKUNI，Hiroshi，“Repair Market StruCture，Pro－  

duct Durability，and Monopoly，’’A  

用Jfα托gCO乃α椚gC f〉呼e柑，38（4），pp．  

3 

小島廣光こ乙営」『公益法人研究  

学会誌』創刊号36－50頁1999年9月  

黒田 重雄 「商店街活性化に関する一考察一最  

近の競争戦略論から商店街の存在意義  

を考える」『商店街研究』（日本商店  

街学会会報）（13）43－49頁1999年  

6月  

宮本 謙介 「地方都市圏の開発と労働市場－ス  

ラバヤ都市圏の事例分析」『経済学  

研究』（北海道大学）49（3）24－36  

頁1999年12月  

「17～19世紀ジャワの社会経済史研究  

一諸外国の研究動向を中心に」『社  

会経済史学』65（6）63－81頁2000年  

3月  

西部  忠 「〈地域〉通貨LETS 貨幣・信用を超  

えるメディア」 柄谷行人偏『可能な  

るコミュニズム』第3章 90－162頁  

太田出版 2000年1月 所収  

「地域通貨とコミュニティ」 『社会  

運動』（238）35－38頁 市民セクター  

政策機構 2000年1月  

「進化経済学の概念と方法」 『進化   

David de Meza，Gareth D．Myles，  

“The Private Provision of Public  

Goods”in the Current State Qf Eco－  

nomic Science，Vol．2，Spellbound publi－  

Cations，Rohtak，20p．，1999．6  

KAKIZAWA，Yoshihide，“Valid Edgeworth Expan－  

Sions of Some Estimators and Boot－  

Strap Con五denceIntervals in First  

Order Autoregression，’’JoumalQf  

乃那．肋庇∫ A闇如れ20（3），pp．343－  

359，1999．5  

“Note on the Asymptotic Efficiency  

Of Sample Covariancesin Gaussian  

Vector Stationary Processes，”ibid．，20  

（5），pp．55ト558，1999．9  

蟹江  章 「フランスの会計監査役の職務と監査  

基準」『経済学研究』（北海道大学）49  

（1）43－62頁1999年6月  

「フランスの会計監査役の独立性」同  

上 49（2）75－87頁1999年9月  

「フランスの会計監査役の「名簿」登  

録制度と職業組織」同上 49（3）37－  
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について」（9）『経済学研究』（北海  

道大学）49（4）14－45頁 2000年3月  

田中 嘉浩「西暦2000年問題」『経済学研究』（北  

海道大学）49（2）166－176貫1999年  

9月  

「準凹計画とその応用」『京都大学数  

理解析研究所講究録』（最適化のため  

の連続と離散数理）（1114）74一朗頁  

1999年11月  

「野球の評価モデルについて」（堂本  

誠二と共著）『情報処理学会 第59回  

全国大会論文集』（同CD－ROM）1257  

－258頁1999年9月  

米山喜久治 「人材開発研究へのアプローチ」（2），  

（3），（4）『経済学研究』（北海道大学）  

49（1）－（3）1－30頁，11－40頁，1－  

23頁1999年6－12月  

「現代日本造船産業における技能の伝  

承」『日本労務学会誌』2（1）38－45  

頁 2000年1月  

「北海道の産業開発」『同志社商学』  

51（4）1－52頁 2000年1月  

YosIiIDA，Fumikazu，“The Political Economy of  

Waste ManagementinJapan，”Eco－  

経済学論集』（4）進化経済学会 2000  

年3月  

“Ethicsin Exchange and Reci－  

procity，”Koslowski and Shiozawa  

（eds・），7｝ust，CoqpeTWionand Co〝甲eti－  

tion，Springer－Verlag，2000．3  

「多層調整企業モデルによる複雑適応  

系シミュレーション」（書地 望と共  

著） 『進化経済学会論集』4 2000  

年3月  

NoTARANGELO，Micaela，“Unbalanced Growth：A  

Case of StruCtural Dynamics，”struc一  

助肌扇 Cゐα乃ge α乃d 且co乃∂mfc ヱ）ッ〃α∽－  

わ∫，10（2），pp．209－223，1999．3  

岡部 洋書 「社会科学的概念構成の主観性と科学  

性一ウェーバー『客観性』（1904年）  

論文の解読から－」（1），（2）『経済  

学研究』（北海道大学）48（3），49（1）  

156－169頁，31－42頁 1999年1  

月，1999年6月  

「貨幣生成論への視座」（1）一山口  

重克氏の批判に応える」同上 49（4）  

1－13頁 2000年3月  

小野  浩“Durability andthe OptimalLevelof  

Voluntary Export Restraints，”Eco－  

JJ（刑f（・J州川‘1／可㍉仇一抽1んJ《－【加‖でJ叫l・．  

28，pp．57－70，1999．7  

「耐久財の経済理論－2期間モデル  

を中心に」『経済学研究』（北海道大  

学）49（2）1…10頁1999年9月  

関口 恭毅 「複雑系研究の諸概念と経営」 涌田  

宏昭編著『複雑系の経営学』 31－48  

頁 税務経理協会1999年9月 第2  

章 所収  

SHIBATA，Hiromichi，“A Comparison of American  

andJapaneSe Work Practices：Ski11  

Formation，Communications，andCon一  

且ictResolution，” Lr2dustrialRelations  

38（2）pp．192－214，1999．4  

囲 信太郎「サヴュジ基礎論における術語wodd  

乃0椚わJo〟mαJげ ガ〃舷α7（わ こ加ゎer－  

∫∫砂，28，pp．1－27，1999．7  

HATA，Aリ and TONEGAWA，Hリ“Hair  

HaiDisease and the CountermeaSureS  

against Cudmium Pollution by the  

Kamioka Mine，”EnvironmentalEco一  

蹴憫血∫ α適∵円浦叩．助適紘，2，pp．215－  

229，1999．10  

書見  宏 「監査領域の拡大と公認会計士の責  

任」『会計』155（4）58－67頁1999  

年4月  

SAKAGAMI，M．，YOSH［Ml，H．，and OKANO，N．，“Japa－  

nese Accounting Pro董essionin Tran－  

Sition，”Acco紀和血g A〃df血g α〝d Ac－  

∽踊此奴呵リノ加椚血，12（3），pp．340－  

357，1999．   



1V   

吉野 悦雄 「対西側移民出入国と体制転換後の経  

済過程一旧ソ連・東欧8か国の比  

較」『経済研究』（一橋大学）50（4）  

324－336頁1999年10月  

Kenzo ABE，Laixun ZHAO，“EconomicIntegration  

withInternationalJoint VentureS，’’  

0∫α加 古co乃Omわ P甲e和，48（3－4），  

pp．41－48，1999．3  

≪その他≫  

濱田 康行 「やりなおしほんしゆぎ」（その17）一  

（その24）『経営速報』（1287）－（1310）  

4－5頁，4－5頁，4－5頁，4－  

5頁，4－5頁，3－5頁，3－5頁，3  

－5頁 タナベ経営1999年4月一12  

月  

「大量国債発行の波紋」（2）『北の  

ゆうせい』（48）14－15頁 北海道郵  

政局1999年4∵月  

「日債銀事件の謎」 同上（49）14－  

15頁 同上1999年5月  

〔新聞寄稿〕「地域密着へ新機能を」  

『北海道新開“けいざい寒風温風”』  

1999年5月22日  

「金利ゼロの経済的帰結」『北のゆう  

せい』（50）16－17頁 北海道郵政局  

1999年6月  

「日本政策投資銀行の課題」（1），（2），  

同上（51），（52），10－11頁，10－11  

頁 同上1999年7－8月  

〔新聞寄稿〕「地方金融の寡占招くお  

それ」『北海道新聞』1999年8月21日  

「産業活力再生法」（1），（2），（3）『北  

のゆうせい』（53），（54），（55）12－  

13頁，12－13頁，10－11頁 北海道郵  

政局1999年9－11月  

〔寄稿〕「日本におけるベンチャービ  

ジネス」 板倉雄一郎『ベンチャーわ  

れ倒産す』202－219頁 小学館  

1999年10月 所収  

〔新聞寄稿〕「積極的な姿勢示して」  

北海道新聞社（コラム）1999年11月  

11日  

“Can Venture Firms Save the Econ－  

omy？”，A∫αゐ裏 方vg乃わg 肋w∫，（a  

Comment），1999・11．17．  

「スナダック・ジャパンの衝撃」（1），  

（2）『北のゆうせい』（56），（57）10  

－11頁，10－11頁 北海道郵政局1999  

年12月－2000年1月  

「21世紀の北海道経済」『北海道の20  

世紀』273－276頁 北海道新聞社  

1999年12月 所収  

「どうなる日本と私の将来」『経済  

セミナー』（洪0）（特集Q＆A） 28  

－29頁 日本評論社 2000年1月  

〔事典事項〕「ベンチャー企業育成へ  

の展望」金融ビジネス事典編集委貞会  

『金融ビジネス事典』430～442頁 産  

業調査会732頁2000年1月 第3編  

第5章 所収  

橋本 努「自由主義の構想力」（2），（3），『評論』  

（113），（115）日本経済評論社1999  

年4月，6月  

〔新聞寄稿〕「99年読書アンケート」  

（上半期），（下半期）『図書新聞』  

1999年7月31日，12月25日  

「市場と知識一現代オーストリア学  

派の展望」『経済社会学会年報』（21）  

100－102頁1999年 所収  

〔書評（新聞寄稿）〕「稲葉振一郎著『リ  

ベラリズムの存在証明』『図書新聞』  

1999年9月25日  

「「ベス トオブ・経済書！」への推  

薦者の言葉」『週刊 ダイヤモンド』  

1999年12月25日号  

「国立大学改革論一自由主義は何を  

批判しうるか」『アソシュ21ニュ  

ーズレター』（9）2000年1月  

平本 健太 〔辞典項目〕「グループ・シンク   
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1998年12／29・1／5合併号）他2点  

／山崎正和「「教養の危機」を越え  

て」（『Thisis読売』1998年3月号）  

他2点『朝日新開』1998年4月30日－  

1999年2月25日夕刊  

「相互扶助とコミットメントにもとづ  

くLETS」『ひとまち』2 頁．2  

ひとまち社1999年4月  

〔書評〕「今週の一冊：ダニエル・ヤ  

ーギン，ジョゼフ・スタニスロー『市  

場と国家』 日本経済新聞社」『週刊  

ダイヤモンド』1999年4月10日号  

頁．126  

〔書評〕「今週の一冊：横川信治・野  

口 真・伊藤 誠『進化する資本主義』  

日本評論社」 同上1999年6月12日  

号 頁．73  

〔書評）「今週の一冊：池田信夫『イン  

ターネット資本主義革命』NTT出版」  

同上1999年8月14／21日号 頁．94  

〔書評〕「今週の一冊：シュンベータ  

ー『企業家とは何か』 東洋経済新報  

社」同上1999年10月9［］号 頁．126  

〔書評〕「高増 明・松井 暁『アナ  

リテイカル・マルキシズム』 ナカニ  

シヤ出版」『経済セミナー』（539）  

頁．125 日本評論社1999年12月  

〔書評〕「今週の一冊：金子 勝『反  

グローバリズム』岩波書店」『週刊  

ダイヤモンド』1999年12月18日号  

頁．76  

高井 智彦 「凱旋門の内側から見た初夏の青空」  

ノブ∫〟J川′～‘J‘JJ‘J∫り川′Jl：ノハ肋、り－．再／I州‘山‘－  

dg∫∫C～e乃Cg∫ゐねわr～曾〟e∫（日仏歴史学  

会会報）1517－19頁1999年9月  

田中 嘉浩〔辞典項目〕OutstandingPeople ofthe  

20th Century，1st Ed．，International  

Centre，Cambridge，England，1999．9  

〔辞典項目〕Who’s whoin Science  

and Engineering 2000～2001，5th Ed．，   

（Groupthink）」，「コンフリクト・マ  

ネジメント」，「ジョイント・ベンチャ  

ー」，「戦略的子会社」『経営学大辞典』  

（第2版）219頁，337－338頁，572－  

573頁 中央経済社1999年  

井上 久志 〔新聞寄稿〕「再点検：カントリーリ  

スク」（1）一（6）『日本経済新聞』1999  

年7月30日－8月6日  

Jun’ichiITAYA and K（如 SHMOMURA，“A Dy－  

namic Cor房ectural Variations Model  

in the Private Provision of Public  

Goods：A Di飴rential Game Ap－  

proach，” Discussion Paper Series，  

（104），39p，，ResearchInstituteforEco－  

nomics and Business Administration，  

Kobe Univ．，1999．9  
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