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第20号（1997年２月28日発行）

◆論　文◆

〈経営学〉

企業文化批判の評価 斎藤　弘行……  1

イギリス経営管理研究の不毛期にみる社会経済環境

　―1830年代から第一次世界大戦まで― 幸田　浩文…… 17

自己組織化と経営管理 松行　康夫…… 41

日系自動車メーカーによる米国でのＪＩＴシステムの形式に向けた生産
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　系列の移転 中村　久人…… 51

韓国における財閥の特徴と動向 小野　弓郎…… 97

システムの成長と複雑性 涌田　宏昭……113

米国企業における経営者報酬の新動向(３)―株式報酬制度を中心として― 菅野　康雄……127

実験市場における投資行動の学習シミュレーション 内木　哲也……141

アジアの自動車産業 米田　公丸……155

持株会社と経営会社 柿崎　洋一……177

コーポレート・ガバナンスの財務論的接近 小椋　康宏……195

〈商　学〉

漸次的社会工学的アプローチに立脚する地場産業のマーケティングに関する

　一試論その２ 田　田子…… 211

情報倫理と広告倫理について 疋田　　聰……245

〈会計学〉

医療分野におけるＱＯＬ序説―ＳＯＬとの比較において― 大坪　宏至……259

米国リース会計基準を巡る新たなアプローチ 茅根　　聡……275

◆所員の研究活動◆ …………………293

◆平成８年度研究会報告◆ …………………300

第21号（1998年２月28日発行）

◆論　文◆

〈経営学〉

進化ゲームにおける均衡の安定性 旭　　貴朗……  1

パルトナーシャフト的企業文化

　―ベルテレスマン財団とベッカー財団の報告書をもとにして― 斎藤　弘行…… 13

コーポレート・ベンチャーキャピタルと企業間協調 柿崎　洋一…… 33

19世紀末葉から1960年代におけるイギリス経営管理思想の史的展開

　―Ｊ．チャイルドの所論を中心として― 幸田　浩文…… 53

“Doing Business in America ”as a Good Corporate Citizen
　― Cultural Contrast and Japanese Affiliated Companies ― 中村　久人…… 83

現代マネジリアル・エコノミックスの理論的枠組み

　―ファイナンス理論との関連で― 小椋　康宏…… 97

〈商　学〉

協同組織金融機関に対する税制上優遇措置の経済的根拠に関する実証分析

　―中小企業専門性と地域性― 宮村健一郎……115

広告と情報開示ポリシー 疋田　　聰……131

〈会計学〉

医師のＱＯＬに関する基礎的考察―医療サービスの充実のための前提として―

大坪　宏至……145

法人税制における寄付金の意義とその損金性をめぐる問題点 菅原　　計……165

未履行契約とリースの貸借対照表能力 茅根　　聡……187
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◆所員の研究活動◆ …………………205

◆平成９年度研究会報告◆ …………………212

第22号（1999年２月28日発行）

◆論　文◆

〈経営学〉

シンガポール進出日系企業のコーポレートベンチャー

　―ジュロン造船所からの分社化のケース― 中村　久人……  1

石油流通機構の統制と変質―需要構造の変化と戦前・戦中の燃料政策― 小嶌　正稔…… 13

経営組織におけるユーモア性質 斎藤　弘行…… 37

組織サイバネティクスと生存可能システム 松行　康夫…… 55

投資コストの変動と要求収益率 飯原　慶雄…… 71

経済危機下における韓国の財閥とベンチャー企業 小野　弓郎…… 81

多尺度を考慮した生産スケジューリングに関する概観

　―現在までの研究の流れと将来への展望― 今泉　　淳…… 93

アジアの経済発展・権威主義体制・民主化 太田　辰幸……111

Asia’s Currency and Economic Crises 米田　公丸……131

人間系情報システムデザインへのアプローチ 内木　哲也……151

米国企業における経営者報酬の新動向(４)―株式報酬制度を中心として― 菅野　康雄……165

〈商　学〉

金融・証券分野における業態別業界団体の競争制限問題 宮村健一郎……183

〈会計学〉

リハビリテーション医学におけるＱＯＬに関する基礎的考察

　―ＱＯＬ向上のための病院管理会計の展開に向けて― 大坪　宏至……201

◆所員の研究活動◆ …………………217

◆平成10年度研究会報告◆ …………………225

第23号（2000年２月28日発行）

◆統一研究プロジェクト「グローバル・スタンダードと経営組織体」◆

ＩＳＯの環境監査と地方自治体

　―ＩＳＯ14000シリーズの導入を中心として―(1) 石井　　薫……  1

リーダーシップの反グローバリゼーション 斎藤　弘行…… 15

自動車産業における環境経営と企業間におけるデファクト・スタンダード

松行　康夫…… 41

海外研究開発費の規定要因分析 西村　優子…… 59

ファッションと「グローバル・スタンダード」(1)―和製モダニズムの出発点―

田　田子……  77

デファクト・スタンダードの意味とその方略性 涌田　宏昭…… 95

検証：アジアの政治体制の変化と経済成長 太田　辰幸……109

〈資　料〉
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アジア進出日系企業(８カ国)の｢企業市民度｣に関する調査 中村　久人……145

◆個別研究プロジェクト◆

ホイジンガの「遊び」概念と消費者行動 小川　純生……167

わが国介護保険制度における介護報酬に関する基礎的考察 大坪　宏至……187

石油製品の価格構造と価格形成メカニズム 小嶌　正稔……225

フローショップスケジューリング問題とその諸変形―モデルとその分類― 今泉　　淳……259

地域金融機関の地域金融機関性 宮村健一郎……275

◆所員の研究活動◆ …………………293

◆平成11年度研究会報告◆ …………………302

第24号（2001年２月28日発行）

◆統一研究プロジェクト「グローバル・スタンダードと経営組織体」◆

標準アーキテクチャーのシステム論的意味

　―カウフマン生態系モデルの適用限界― 旭　　貴朗……  1

在米日系企業の企業市民活動に関する実証研究 中村　久人…… 21

ファッションと「グローバル・スタンダード」(2)

　―ファッションの基礎を決定する「制度」の問題へのアプローチ― 田　田子……  49

日本企業のグループ経営と世界基準―知の創発を中心として― 松行　康夫…… 69

ＩＳＯの環境監査と地方自治体―ＩＳＯ14000シリーズの導入を中心として―(2) 石井　　薫…… 83

研究開発戦略の効率測定―バリュー・ドライバーの分析― 西村　優子……103

リーダーシップの信頼性と非基準化問題 斎藤　弘行……117

米銀の個人向けインターネットバンキングとわが国金融機関への含意 宮村健一郎……135

投資決定基準―リアル･オプション･アプローチ― 飯原　慶雄……155

企業価値評価に関する財務論的接近

　―グローバル・スタンダードとしての評価基準― 小椋　康宏……167

環境経営と地域経営 柿崎　洋一……179

バーゼル化学企業の統化と特化 上野　　喬……197

企業評価の意義と手法に関する新しい展開 秋本　敏男……239

日系企業（製造業）の部品調達と国際標準について 米田　公丸……259

ＯＥＣＤのコーポレート・ガバナンス原則―デジューレ・スタンダード―

平田　光弘……277

◆個別研究プロジェクト◆

カイヨワの遊び概念と消費者行動 小川　純生……293

英国の石油流通機構の変革―異業種参入への対抗と中小石油販売業― 小嶌　正稔……313

わが国病院における看護婦の労働条件に関する基礎的考察 大坪　宏至……331

◆所員の研究活動◆ …………………367

◆平成12年度研究会報告◆ …………………375

第25号（2002年３月５日発行）

◆統一研究プロジェクト「グローバル・スタンダードと経営組織体」◆
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企業間電子商取引（B to B）の進展と新しい企業間関係の創発 松行　康夫……  1

企業間電子商取引（B to B）―E マーケット・プレイスと企業間関係の変化― 中村　久人…… 13

優良企業を評価するための諸指標 秋本　敏男…… 35

日暮里繊維街における服生地類のサイバーマーケティングの可能性 田　田子……  55

ＩＴ化およびＩＴビジネスの社会・文化的考案 斎藤　弘行…… 71

地域金融機関のマーケティングに関する一考察 住谷　　宏…… 87

宮村健一郎　　  1

今村有里子　　 87

経済発展の所与条件の一考察―アジアの発展を展望して― 太田　辰幸……105

居宅サービスの介護報酬に関する基礎的考察 大坪　宏至……119

◆所員の研究活動◆ …………………141

◆平成13年度研究会報告◆ …………………149


