
昭和５１年～昭和５５年

発行日 分類 論文名 所属 筆者等

昭和 51年2月1日 下請・系列・ネット
ワーク

「安定成長」と下請再編成問題 慶應義塾大学 教授 佐藤 芳雄

昭和 51年2月1日 中小商業・流通 中小企業と物的流通 東京大学 教授 林 周二

昭和 51年3月1日 中小企業と雇用・
労働

これからの人材教育のあり方 横浜国立大学 教授 藤田 忠

昭和 51年4月1日 中小企業と情報・
技術

新しい産業構造の方向と技術体系 慶應義塾大学 教授 尾崎 巖

昭和 51年4月1日 中小企業の組織
化

中小企業の組織化とその新しい動向 神戸大学 教授 水野 武

昭和 51年4月1日 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

地域開発と中小企業 弘前大学 教授 吉永 芳史

昭和 51年5月1日 中小企業経営・一
般

産業構造の転換と中小企業経営者の意識 明治学院大学　教授
東京工業大学 教授

磯部　浩一
小林 靖雄

昭和 51年6月1日 中小企業経営・一
般

中小企業事業転換追跡調査
　-事例にみる成否の軌跡-

商工中金　調査
部

昭和 51年7月1日 中小企業と雇用・
労働

中小企業における中高年齢者問題と対策 日本経済新聞社
編集委員

工藤 秀幸

昭和 51年7月1日 中小企業と雇用・
労働

減速経済下における労務管理のあり方 商工中金 内田 知二

昭和 51年8月1日 中小企業経営・一
般

経営環境の変化と新たな中小企業の成長要
因

専修大学 教授 中村 秀一郎

昭和 51年8月1日 中小企業経営・一
般

低成長下における中小企業の設備投資の考
え方

早稲田大学 教授 青木 茂男

昭和 51年9月1日 海外の中小企業 西ドイツの機械工業とマイスター制度 独協大学 教授 高木 健次郎

昭和 51年9月1日 中小企業の組織
化

中小企業の組織化の現状と将来の方向 東京工業大学 助教授 黒澤 一清

昭和 51年10月1日 中小企業と国際
化

現代伝統産業の生成における国際化（上） 東京工業大学 名誉教
授
武蔵大学 名誉教授

磯部 喜一

昭和 51年10月1日 中小企業の組織
化

新製品開発と共同化、組合化 名古屋大学 教授 小川 英次

昭和 51年11月1日 中小企業と国際
化

現代伝統産業の生成における国際化（下） 東京工業大学 名誉教
授
武蔵大学 名誉教授

磯部 喜一

昭和 51年11月1日 中小商業・流通 転換期における流通機構の諸問題 神戸大学 教授 荒川 祐吉

昭和 51年12月1日 下請・系列・ネット
ワーク

低成長下の下請中小企業の現況と課題 上智大学 教授 坂本 康實

昭和 52年1月1日 その他 プラント輸出について
　－輸出保険を中心として－

輸出保険協会 会長 油谷 精夫



昭和 52年1月1日 その他 中小造船業の現状と課題 運輸省 船舶局
監理課財務係長

和倉 忠彦

昭和 52年2月1日 中小企業金融・財
務

低成長下における中小企業金融 慶應義塾大学 教授 鈴木 諒一

昭和 52年2月1日 その他 スタグフレーションと日本の供給構造特性 慶應義塾大学 助教授 黒田 昌裕

昭和 52年3月1日 中小企業経営・一
般

低成長下の企業とマーケティング戦略 明治大学 教授 三上 富三郎

昭和 52年3月1日 中小企業と情報・
技術

技術開発と中小企業 （株）三菱総合研究所
専務取締役

牧野 昇

昭和 52年3月1日 その他 ライフ・スタイルの変化と繊維産業 繊維工業構造改善事業
協会 統括研究員

大嶋 隆雄

昭和 52年4月1日 中小企業と情報・
技術

中小企業と特許 特許庁 審査第一部長 倉部 行雄

昭和 52年5月1日 中小企業理論・一
般

競争条件の変化と中小企業 名古屋大学教授
流通経済大学 教授

小川　英次
松本 達郎

昭和 52年5月1日 中小企業理論・一
般

競争条件の変化と中小企業 名古屋大学 教授 瀧澤 菊太郎

昭和 52年5月1日 中小企業理論・一
般

競争条件の変化と中小企業 国士館大学 教授 細野 孝一

昭和 52年5月1日 中小企業理論・一
般

競争条件の変化と中小企業 愛知大学 教授 末松 玄六

昭和 52年5月1日 中小企業理論・一
般

競争条件の変化と中小企業 慶應義塾大学 教授 佐藤 芳雄

昭和 52年5月1日 中小企業理論・一
般

競争条件の変化と中小企業 大阪市立大学 助教授 巽 信晴

昭和 52年5月1日 中小企業理論・一
般

競争条件の変化と中小企業 京都学園大学 教授 田杉 競

昭和 52年5月1日 中小企業理論・一
般

競争条件の変化と中小企業 明治学院大学 教授 磯部 浩一

昭和 52年5月1日 中小企業理論・一
般

競争条件の変化と中小企業 神戸大学 教授 水野 武

昭和 52年6月1日 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

横編メリヤス工業の現状と問題点 名古屋大学 教授 瀧澤 菊太郎

昭和 52年6月1日 中小企業と国際
化

中小企業の海外投資の現状と問題点 奈良県立短期大学 教
授

三宅 順一郎

昭和 52年7月1日 海外の中小企業 フランスの下請制と下請政策の新展開 高崎経済大学 助教授 長谷川 秀男

昭和 52年8月1日 中小企業政策 中小企業政策の理論と方向
  －Ｂ．ゲルナー博士の所説を中心に－

立教大学 教授 加藤 誠一

昭和 52年8月1日 中小商業・流通 これからの物流を考える （財）流通経済システム
開発センター
主任研究員

中田 信哉



昭和 52年9月1日 その他 住宅金融の現状と問題点 横浜市立大学 教授 原 司郎

昭和 52年9月1日 中小企業の組織
化

商工組合制度を考える （社）日本燐寸工業会
理事長

大塚 宗元

昭和 52年10月1日 中小企業経営・一
般

企業倒産とその背景 法政大学 教授 清成 忠男

昭和 52年10月1日 その他 アパレル産業のゆくえ （財）流通経済研究所
理事

江尻 弘

昭和 52年10月1日 中小企業と国際
化

東南アジアの経済発展と
わが国との貿易・競合関係

アジア経済研究所
研究員

林 俊昭

昭和 52年11月1日 中小商業・流通 消費者行動の変化と中小商業 西南学院大学 教授 糸園 辰雄

昭和 52年12月1日 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

伝統的工芸品産業問題再評価の基軸 大阪経済大学 助教授 高城 寛

昭和 53年1月1日 中小企業金融・財
務

これからの中小企業専門金融機関の
役割と課題

一橋大学 教授 山下 邦男

昭和 53年2月1日 中小商業・流通 大資本小売業の進出動向と中小小売業の対
応

（財）流通システム開発
センター
理事

宮下 正房

昭和 53年3月1日 下請・系列・ネット
ワーク

下請機械工業の技術とその将来 東京工業大学 教授 小林 靖雄

昭和 53年3月1日 下請・系列・ネット
ワーク

低成長下における大企業の生産合理化と
下請政策について

中央大学 教授 池田 正孝

昭和 53年4月1日 中小企業と国際
化

国際環境の変化と中小輸出商社のあり方
  －神戸貿易業を中心に－

神戸大学 名誉教授
南山大学 教授

藤井 茂

昭和 53年4月1日 中小企業理論・一
般

産業構造の変化と中小企業の将来 一橋大学 教授 江見 康一

昭和 53年5月1日 海外の中小企業 韓国・台湾の中小企業 名古屋大学 教授 滝澤 菊太郎

昭和 53年6月1日 海外の中小企業 韓国・台湾の中小企業 名古屋大学 教授 小川 英次

昭和 53年6月1日 海外の中小企業 韓国・台湾の中小企業 国士館大学 教授 細野 孝一

昭和 53年6月1日 その他 中小建設業の現状と課題 建設省 計画局
建設振興課金融専門
官

藤條 邦裕

昭和 53年8月1日 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

都市における中小零細企業 東北大学 教授 板倉 勝高

昭和 53年8月1日 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

地場産業再生の方向
　－再生のための戦略と企業家精神の復活－

（財）静岡経済研究所
研究部長

山崎 充

昭和 53年10月1日 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

資本主義体制における伝統産業と
その近代化 第一（上）

東京工業大学 名誉教
授
武蔵大学 名誉教授

磯部 喜一

昭和 53年11月1日 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

資本主義体制における伝統産業と
その近代化 第一（下）

東京工業大学 名誉教
授
武蔵大学 名誉教授

磯部 喜一



昭和 53年12月1日 中小企業と情報・
技術

中小企業における技術開発と問題点 大阪経済大学
講師・技術士

檀上 邦夫

昭和 53年12月1日 中小企業の組織
化

新しい商業集団のあり方 （株）エム・エム・アイ
社長

長戸 毅

昭和 54年1月1日 中小企業金融・財
務

中小企業の財務構造
　－回顧と展望－

桃山学院大学 教授 伊達 陽

昭和 54年1月1日 その他 消費者ニーズの変化 成城大学 教授 石川 弘義

昭和 54年2月1日 海外の中小企業 アメリカにおけるサービス経済化と中小企業 法政大学 教授 清成 忠男

昭和 54年2月1日 中小企業の組織
化

ボランタリー・チェーン展開と中小商業 大阪経済大学 教授 竹林 祐吉

昭和 54年3月1日 中小企業と国際
化

拡大する日中貿易と中小企業 日本貿易振興会 山田 康博

昭和 54年3月1日 中小企業政策 構造不況対策と中小企業 金沢工業大学教授 丹野 平三郎

昭和 54年4月1日 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

特定地域の構造不況と地域社会 東京工業大学 教授 阿部 統

昭和 54年4月1日 中小企業と雇用・
労働

中小企業の雇用動向と対応の方向 明治学院大学 教授 磯部 浩一

昭和 54年5月1日 その他 中小不動産業界の動向
  －流通近代化問題と協業化の機運－

東洋大学　 講師 蒲池 紀生

昭和 54年6月1日 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

三全総と中小企業
  －石川県の繊維産地の実態と地域開発政策－

慶應義塾大学 教授 伊藤 喜栄

昭和 54年7月1日 中小企業理論・一
般

環境変化と中小企業
　－機械工業にみる存立基盤の変化と展望－

名古屋大学 教授 小川 英次

昭和 54年7月1日 中小企業理論・一
般

環境変化と中小企業
　－機械工業にみる存立基盤の変化と展望－

慶應義塾大学 教授 佐藤 芳雄

昭和 54年8月1日 中小企業と情報・
技術

成長する情報処理サービス業
  －業界の現状と展望－

野村総合研究所
企業調査部
中堅企業調査室

鈴木 勘一郎

昭和 54年9月1日 中小商業・流通 中小小売商業近代化と経営者意識 神戸大学 助教授 田村 正紀

昭和 54年10月1日 中小企業経営・一
般

中小企業経営の理念と展開 東邦薬品（株）社長 松谷 義範

昭和 54年10月1日 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

都市計画と中小企業
  －大都市圏における工業市街地の課題と対策
－

（株）ｱｰﾊﾞﾝ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ
研究所長

北條 蓮英

昭和 54年11月1日 中小企業と国際
化

為替相場の変動と輸出型産地企業を
めぐる諸問題

立教大学大学院
経済学研究科
博士課程

渡辺 俊三

昭和 54年12月1日 海外の中小企業 シンガポールの経済発展とわが国の企業進
出

神戸大学 教授 村上 敦

昭和 55年1月1日 中小企業と情報・
技術

中小企業における省エネルギーに係る技術革
新

嶋本国際特許事務所
所長

嶋本 久寿弥太



昭和 55年2月1日 中小企業と雇用・
労働

高齢化社会における中小企業の対応 人事・教育研究所 所
長

本多 勇

昭和 55年2月1日 中小企業理論・一
般

小売業における規模の経済：再論
  －Ｋ．Ａ．Ｔｕｃｋｅｒの研究によせて－

青山学院大学 教授 鈴木 安昭

昭和 55年3月1日 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

地方の時代と中小企業問題 地域経済研究 所長 庄林 二三雄

昭和 55年3月1日 下請・系列・ネット
ワーク

低成長経済下での下請中小企業の現状と課
題

大阪府立商工経済研究
所
研究員

河崎 亜洲夫

昭和 55年4月1日 中小企業と情報・
技術

メカトロニクスの進展と外注依存の変化
  －ＮＣ工作機械化が急な工作機械業界－

（財）機械振興協会経済
研究所
研究員

居城 克治

昭和 55年5月1日 中小商業・流通 環境変化と中小企業
　－中小商業にみる存立基盤の変化と対応－

青山学院大学 教授 鈴木 安昭

昭和 55年5月1日 中小商業・流通 環境変化と中小企業
　－中小商業にみる存立基盤の変化と対応－

青山学院大学 教授 鈴木 安昭

昭和 55年5月1日 中小商業・流通 環境変化と中小企業
　－中小商業にみる存立基盤の変化と対応－

千葉商科大学 助教授 伊藤 公一

昭和 55年6月1日 中小企業と情報・
技術

国際化時代の技術移転問題
  －８０年代の中小企業の発展方向－

中央大学 教授 斎藤 優

昭和 55年7月1日 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

現代地場産業の問題点とその振興のための
課題と方向

福島大学 教授 下平尾 勲

昭和 55年8月1日 中小企業と雇用・
労働

中小企業における労務管理の特質と問題 東京大学 教授 松島 静雄

昭和 55年9月1日 下請・系列・ネット
ワーク

低頂上・高裾野社会と中小企業 名古屋大学 教授 飯田 経夫

昭和 55年10月1日 中小企業経営・一
般

中小企業におけるマーケティングの新展開 早稲田大学 教授 宇野 政雄

昭和 55年10月1日 中小企業と情報・
技術

中小企業における技術開発
  －産業用ロボット導入を考える－

名古屋大学 教授 小川 英次

昭和 55年11月1日 中小企業と雇用・
労働

中小企業における人材開発 明治大学 教授 山田 雄一

昭和 55年12月1日 中小企業理論・一
般

日本の中小企業像はバラ色か
  －８０年代中小企業ビジョンの一つの問題点－

名古屋大学 教授 瀧澤 菊太郎

昭和 55年12月1日 その他 エネルギー問題の中期展望
 －石油の需給を中心として－

（財）日本エネルギー経
済研究所

佐川 直人


