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発行日 分類 論文名 所属 筆者等

平成 01年1月10日 海外の中小企業 英国のＭ＆Ａ 成蹊大学 教授 村松 司叙

平成 01年1月10日 中小企業と情報・
技術

大量生産体制の限界とフレキシブルな生産シ
ステム
　－中小企業の役割の変化－

東京大学大学院
経済学研究科

新宅 純二郎

平成 01年2月10日 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

環境変化と産地企業の環境適応戦略（上）
　－白鳥手袋産地の事例を中心にして－

香川大学 教授 細川 進

平成 01年2月10日 中小企業金融・財
務

金融環境の変化と中小企業 商工中金 高木 健紀

平成 01年4月10日 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

環境変化と産地企業の環境適応戦略（下）
　－白鳥手袋産地の事例を中心にして－

香川大学 教授 細川 進

平成 01年4月10日 中小企業と情報・
技術

今日における中堅・中小ソフトウェア企業の展
開

福岡大学 助教授 川上 義明

平成 01年5月10日 中小企業と情報・
技術

構造転換と中小企業 放送大学 教授 磯部 浩一

平成 01年5月10日 中小企業と情報・
技術

構造転換と中小企業 東京工業大学 助教授 古川 浩一

平成 01年5月10日 下請・系列・ネット
ワーク

第４回 中小下請金属工業実態調査の概要 商工中金　調査
部

平成 01年6月10日 中小商業・流通 構造転換と中小企業 青山学院大学 教授 鈴木 安昭

平成 01年6月10日 中小商業・流通 構造転換と中小企業 流通科学大学 助教授 向山 雅夫

平成 01年6月10日 中小企業と国際
化

国際化の進展と繊維業界の動向
 －海外ブランド急増の示唆するもの－

（財）商工総合研究所
主任研究員

渡辺 勝太郎

平成 01年7月10日 下請・系列・ネット
ワーク

構造転換と中小企業 慶應義塾大学 教授 佐藤 芳雄
渡辺　幸男

平成 01年7月10日 下請・系列・ネット
ワーク

構造転換と中小企業 駒澤大学 助教授 三井 逸友

平成 01年7月10日 中小企業と国際
化

ＮＩＥＳの追上げと中小企業 商工中金　調査
部

平成 01年8月10日 下請・系列・ネット
ワーク

構造転換と中小企業 慶應義塾大学 助教授 渡辺 幸男

平成 01年8月10日 中小企業金融・財
務

中小企業の財務戦略 商工中金　調査
部

平成 01年9月10日 中小企業金融・財
務

中小企業と証券市場
 －ジュニア・マーケットの経済学－

北海道大学 助教授 浜田 康行

平成 01年10月20日 中小企業経営・一
般

中堅・中小企業の経営戦略 名古屋大学 助手 内藤 勲

平成 01年10月20日 海外の中小企業 英米における中小企業の資金調達
　－中小企業の銀行取引を中心に－

商工中金　調査
部



平成 01年11月20日 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

テクノポリスと中小企業
　－浜松工業の現状と課題－

東京情報大学 専任講
師

関 満博

平成 01年11月20日 中小企業金融・財
務

中小企業の資本市場における資金調達の動
向

（財）商工総合研究所
研究員

山田 学

平成 01年12月20日 下請・系列・ネット
ワーク

わが国機械工業における産業システム・下請
関係の性格について

流通経済大学 教授 松本 達郎

平成 02年1月20日 海外の中小企業 中小企業の日米生産性比較 九州東海大学 助教授
放送大学 教授

阿部 克己
黒澤 一清

平成 02年1月20日 海外の中小企業 英国の小売業をめぐる政策展開
　－大規模小売施設開発に関する政策展開と問
題－

千葉商科大学 教授 伊藤 公一

平成 02年2月20日 下請・系列・ネット
ワーク

依存関係と下請生産システムの変貌
　－’９０年代への展望－

青山学院大学 教授 港 徹雄

平成 02年2月20日 中小企業金融・財
務

企業の財務行動と金融情勢の変化
　－中小企業を中心として－

商工中金 羽生 達夫

平成 02年4月20日 中小企業経営・一
般

中小企業の戦略と組織 名古屋大学 助教授 岸田 民樹

平成 02年4月20日 中小企業と国際
化

ＮＩＥＳ等への海外直接投資の現状と問題点
　　－商工中金・財団実態調査結果の分析を中心
に－

商工中金　調査
部

平成 02年5月20日 中小企業と国際
化

変わる国際市場の方向と対応
　世界の自動車産業より日本下請制の変容
　－ＥＣ市場の統合と日米市場との対決－

中村学園大学 教授 木下 武人

平成 02年5月20日 その他 タイムスライドビジネスの最近の動向
　－その基盤整備と採算を中心として－

商工中金 伊藤 孝夫

平成 02年6月20日 中小企業と国際
化

国際化と中小企業 千葉商科大学 教授 伊藤 公一

平成 02年7月20日 中小企業と国際
化

国際化と中小企業 名古屋大学 助教授 足立 文彦

平成 02年7月20日 中小企業経営・一
般

Ｍ＆Ａの中小企業分野に与える影響と今後の
動向について（上）

商工中金　調査
部

平成 02年8月20日 中小企業と国際
化

国際化と中小企業 神戸大学 教授 村上 敦

平成 02年8月20日 中小企業経営・一
般

Ｍ＆Ａの中小企業分野に与える影響と今後の
動向について（下）

商工中金　調査
部

平成 02年9月20日 海外の中小企業 韓国における下請システムの特質
　－日韓自動車産業の生産システムの比較観点
から－

中央大学 教授 池田 正孝

平成 02年9月20日 中小企業と情報・
技術

中小企業における技術蓄積の理論への一考
察

名古屋大学 講師 山田 基成

平成 02年10月20日 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

広域新都市形成と産業構造の高度化に関す
る研究（上）
　　－高速交通体系時代の上小地域の産業振興
を事例として－

明治大学 教授 百瀬 恵夫

平成 02年10月20日 中小企業の組織
化

中小企業組織化の在り方（上） （財）商工総合研究所
 主任研究員

町田 耕一



平成 02年11月20日 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

広域新都市形成と産業構造の高度化に関す
る研究（下）
　　－高速交通体系時代の上小地域の産業振興
を事例として－

明治大学 教授 百瀬 恵夫

平成 02年11月20日 中小企業の組織
化

中小企業組織化の在り方（下） （財）商工総合研究所
主任研究員

町田 耕一

平成 02年12月20日 創業・ベンチャー
ビジネス

中小企業ブームのゆくえ
　－’９０年代の展望：試論－

北海道大学 助教授 浜田 康行

平成 02年12月20日 中小企業と情報・
技術

地域の情報化における諸課題 （財）日本情報処理開発
協会 会長
 （財）商工総合研究所
理事長

影山 衛司

平成 03年1月20日 中小企業と情報・
技術

中小機械工業におけるコア技術の進化とその
跛行性

早稲田大学 助教授 鵜飼 信一

平成 03年1月20日 海外の中小企業 韓国中小企業金融の動向 （財）商工総合研究所
専務理事

秋山 冠

平成 03年2月20日 中小企業金融・財
務

金融自由化と銀行の中小企業向け貸出 一橋大学 教授 清水 啓典

平成 03年2月20日 中小商業・流通 ショッピングセンター
　－その現状と展望－

商工中金　調査
部

平成 03年4月20日 中小企業と情報・
技術

「リーン生産」方式は世界に普及するか
　　－その妥当性と限界性を探る－

同志社大学 教授 太田 進一

平成 03年4月20日 中小企業の組織
化

９０年代の中小企業の組織化政策ビジョン
　　－新しい中小企業組織を目指して－

中小企業庁
指導部 組織課長

樋口 正治

平成 03年4月20日 中小企業金融・財
務

金融自由化の進行と金融機関の対応 商工中金 酒井 俊行

平成 03年5月20日 中小企業と国際
化

中国大連への日本企業の進出
　　－北東アジア地域における生産拠点の形成－

東京情報大学 専任講
師

関 満博

平成 03年5月20日 中小企業金融・財
務

中小企業を巡る金融環境の現状と課題 中小企業庁 金融課長 田島 秀雄

平成 03年6月20日 中小企業と国際
化

中小企業をめぐる取引慣行 流通科学大学 助教授 向山 雅夫

平成 03年6月20日 中小企業と情報・
技術

中小企業における情報化の進展と課題 東京都商工指導所 小川 正博

平成 03年7月20日 中小企業経営・一
般

中小企業をめぐる取引慣行 名古屋大学 専任講師 山田 基成

平成 03年7月20日 中小商業・流通 ９０年代の商店街の在り方 全国商店街振興
組合連合会

平成 03年8月20日 中小企業経営・一
般

中小企業をめぐる取引慣行 青山学院大学 教授 港 徹雄

平成 03年8月20日 中小商業・流通 商店街における雇用と労働時間短縮問題 全国商店街振興
組合連合会

平成 03年9月20日 中小企業と国際
化

英国における日本企業の経営
　　－北東イングランドを中心として－

東京工業大学 名誉教
授

小林 靖雄

平成 03年9月20日 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

都市型中小企業の動向と展望 （財）商工総合研究所
主任研究員

吉村 聡



平成 03年10月20日 中小企業経営・一
般

「取引慣行と中小企業」 東京大学 教授 三輪 芳朗

平成 03年10月20日 中小商業・流通 流通構造の変化と卸団地の変貌（上） （財）商工総合研究所
主任研究員

渡辺 靖夫

平成 03年11月20日 中小企業と雇用・
労働

中小企業における時間短縮『現実化』の課題
　－主としてドイツの事例から学ぶもの－

大阪経済大学 教授 高城 寛

平成 03年11月20日 中小企業の組織
化

流通構造の変化と卸団地の変貌（下） （財）商工総合研究所
主任研究員

渡辺 靖夫

平成 03年12月20日 中小企業と雇用・
労働

中小企業の労働時間短縮問題 神戸大学 名誉教授 水野 武

平成 04年1月20日 中小企業経営・一
般

現代の中小企業経営
　－その焦点を探る－

名古屋大学 教授 小川 英次

平成 04年1月20日 中小企業金融・財
務

中小企業文化と協同組織金融 日本大学 大学院 長谷川 勉

平成 04年2月20日 下請・系列・ネット
ワーク

自動車開発におけるサブシステムの新展開 中央大学 教授 池田 正孝

平成 04年2月20日 その他 ニュービジネスの現状と見通し
　－ニューステージ「経済サービス化・ソフト化」の
最先端－

（財）商工総合研究所
主任研究員

柳川 泰秀

平成 04年4月20日 中小企業経営・一
般

中小企業における事業継承の研究 筑波大学 大学院 助教
授

大野 正道

平成 04年4月20日 中小企業金融・財
務

バブルの崩壊と中小企業金融 商工中金 赤松 健治

平成 04年5月20日 下請・系列・ネット
ワーク

中小企業と企業間関係
　－ネットワーク型企業間関係への問題視点－

慶應義塾大学 助手 高橋 美樹

平成 04年5月20日 中小企業金融・財
務

中小企業を巡る金融環境の現状と課題 中小企業庁 金融課長 田島 秀雄

平成 04年6月20日 下請・系列・ネット
ワーク

国際化の進展と下請分業構造 慶應義塾大学 教授 佐藤 芳雄

平成 04年6月20日 中小企業と国際
化

アジア諸国と日本の貿易構造の今後（上） （財）商工総合研究所
主任研究員

柳川 泰秀

平成 04年7月20日 下請・系列・ネット
ワーク

国際化の進展と下請分業構造 慶應義塾大学 教授 渡辺 幸男

平成 04年7月20日 中小企業と国際
化

アジア諸国と日本の貿易構造の今後（下） （財）商工総合研究所
主任研究員

柳川 泰秀

平成 04年8月20日 下請・系列・ネット
ワーク

国際化の進展と下請分業構造 駒澤大学 教授 三井 逸友

平成 04年9月20日 中小企業と国際
化

国際化と中小企業の変容
　－自動車産業の国際進出と下請制の変容－

中村学園大学 教授 木下 武人

平成 04年9月20日 中小企業金融・財
務

私募債市場の拡大と中小企業 中小企業庁 金融課長 篠原 徹

平成 04年10月20日 中小企業金融・財
務

金融の動向 東京学芸大学 名誉教
授

細野 耕以知



平成 04年10月20日 中小企業の組織
化

事業協同組合実態調査の要約 商工中金
事業開発部

平成 04年11月20日 中小企業と雇用・
労働

中小企業における労働時間短縮問題の性格
について

流通経済大学 教授 松本 達郎

平成 04年11月20日 その他 医療品製造業の現状と今後の見通し （財）商工総合研究所
主任研究員

木田 弘

平成 04年12月20日 海外の中小企業 英国における日系トランスプラントの部品調達
問題
　　－日・英下請システムの比較分析－

中央大学 教授 池田 正孝

平成 05年1月20日 中小企業経営・一
般

多品種少量とジャスト・イン・タイム 東京大学 教授 土屋 守章

平成 05年1月20日 中小企業と雇用・
労働

規模間労働条件格差とその要因
　－合理的格差と非合理的格差の考察－

全国中小企業団体中
央会 常務理事

錦織 璋

平成 05年2月20日 中小企業と情報・
技術

技術と情報の企業間分業 青山学院大学 教授 港 徹雄

平成 05年2月20日 中小企業金融・財
務

財務面からみた中小企業動向
　－中年太り、成人病に悩む中小企業－

商工中金 高木 健紀
筒井 徹

平成 05年4月20日 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

繊維産業の情報化推進構想と和装産業
　－繊維リソースセンター構想をめぐって－

同志社大学 教授 中村 宏治

平成 05年4月20日 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

中小企業文化論への接近
　－桐生織物業に関する史的・実証的考察－

日本大学 助手 長谷川 勉

平成 05年5月20日 中小企業と情報・
技術

リーン生産論の展開と中小企業
　　－諸企業の国際的な競争上の優位性との関
連において－

福岡大学 教授 川上 義明

平成 05年5月20日 中小商業・流通 大店法改正の中小地元スーパーへの影響 商工中金　調査
部

平成 05年6月20日 中小企業と雇用・
労働

労働時間短縮問題と中小企業 神戸大学 名誉教授 水野 武

平成 05年6月20日 中小企業金融・財
務

中小企業金融における最近の動向 中小企業庁 金融課長 篠原 徹

平成 05年7月20日 中小企業と雇用・
労働

労働時間短縮問題と中小企業 流通科学大学 助教授 向山 雅夫

平成 05年7月20日 中小企業の組織
化

中小企業の異業種交流と融合化事例（上）
　　－多様な展開をみせる異業種交流・融合化活
動－

（財）商工総合研究所
主任研究員

中村 公之

平成 05年8月20日 中小企業と雇用・
労働

労働時間短縮問題と中小企業 聖学院大学 教授 磯部 浩一

平成 05年8月20日 中小企業の組織
化

中小企業の異業種交流と融合化事例（下）
　－多様な展開をみせる異業種交流・融合化活動
－

（財）商工総合研究所
主任研究員

中村 公之

平成 05年9月20日 中小企業と情報・
技術

日本の国際研究･技術開発の基本政策
　　－２１世紀に向けての中小企業の対応－

中央大学 教授 斎藤 優

平成 05年9月20日 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

今後の繊維産業及びその施策の在り方
　　－新繊維ビジョン－

通商産業省 生活産業
局 繊維製品課長

瓦田 栄三

平成 05年10月20日 創業・ベンチャー
ビジネス

中小企業の新規開業にみる日英比較 明治大学 教授 百瀬 恵夫



平成 05年10月20日 中小企業理論・一
般

産業構造変化と中小企業（上）
　　－製造業における業種構造の変化と今後の展
望－

（財）商工総合研究所
主任研究員

住吉 輝男

平成 05年11月20日 中小企業金融・財
務

日本経済の現状と中小企業金融 北海道大学 教授 濱田 康行

平成 05年11月20日 中小企業理論・一
般

産業構造変化と中小企業（下）
　　－製造業における業種構造の変化と今後の展
望－

（財）商工総合研究所
主任研究員

住吉 輝男

平成 05年12月20日 海外の中小企業 中国企業の経営改革
　　－国営企業の工場経営を中心として－

名古屋大学 助教授 山田 基成


