
 中小企業と雇用・労働
発行日 論文名 所属 筆者等

昭和 32年10月25日 中小企業の賃金問題 名古屋大学 教授 美濃口 時次郎

昭和 32年12月25日 中小企業と雇用問題 労働省
専門調査官

水野 武

昭和 33年11月25日 最低賃金制問題 元農商務省鉄鋼局長
元価格調整公団 副総裁

塩谷 狩野吉

昭和 36年1月31日 中小企業の労働力不足
  －それのもたらすもの－

京都大学 教授 田杉 競

昭和 37年5月31日 中小企業の労働力不足 神戸大学 助教授 水野 武

昭和 38年1月31日 低賃金利用形態から技術的分業形態へ
　-新産業体制と下請制の関係について-

中小企業基本政策審議室 森本 清文

昭和 42年6月30日 臨海工業地帯における中小工業の労働市場
  －四日市における調査事例－

名古屋市立大学助教授
法政大学大学院修士課程

小林 謙一
亀山 直幸

昭和 44年2月28日 労働力不足・近代化・組織化 神戸大学 教授 水野 武

昭和 44年10月31日 中小企業における能力主義の導入
  －職務面と人的面からの具体的接近法－

慶應義塾大学 教授 森 五郎

昭和 44年10月31日 工業の労働地指向について 青山学院大学 教授 西岡 久雄

昭和 45年5月1日 労働力不足と中小企業
  －とくに省力投資を中心として－

立教大学教授
明治学院大学教授
慶應義塾大学助教授

加藤　誠一
磯部　浩一
佐藤　芳雄

昭和 45年7月1日 賃金上昇と労働生産性
  －中小企業を中心として－

商工中金

昭和 45年8月1日 能力評定の基本問題
  －能力主義の基礎条件として－

横浜国立大学 教授 藤田 忠

昭和 46年6月1日 労働力不足化と零細工業の増大
　－清成　忠男氏らの批判にこたえて－

名古屋大学 教授 滝澤 菊太郎

昭和 46年8月1日 女子労働力の有効活用策 慶應義塾大学 助教授
日本労働協会 研究員

佐野 陽子
梅谷 俊一郎

昭和 47年2月1日 女子従業員の活用と管理 電電公社
国立電報電話局 局長

影山 裕子

昭和 48年4月1日 中小企業と週休２日制 労働省 賃金福祉部
企画課長

川口 義明

昭和 48年4月1日 中小企業における家内労働の活用とその問題点 労働省 家内労働室長 高橋 久子

昭和 49年3月1日 わが国における労働力の中期展望 労働省 統計情報部
情報解析課長

塩田 晋

昭和 49年4月1日 中小企業における従業員の能力開発 労働省 職業訓練局
訓練政策課長

橋爪 達



昭和 49年4月1日 中小企業の組織と従業員の能力開発 慶應義塾大学　教授 青沼 吉松

昭和 49年9月1日 中小企業における能力開発 明治大学 教授 山田 雄一

昭和 50年8月1日 中小企業における若年労働者の特質と労務管理につい
て

商工中金 内田 知二

昭和 50年9月1日 雇用情勢の変化と中小企業問題 法政大学 教授 小林 謙一

昭和 50年10月1日 中小企業における若年層の能力開発について 学習院大学 教授 鈴木 敦省

昭和 51年3月1日 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7月1日 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 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 54年4月1日 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 55年2月1日 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8月1日 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11月1日 中小企業における人材開発 明治大学 教授 山田 雄一

昭和 57年2月1日 １９７０年代における規模間賃金格差拡大傾向の一考察
　　－年令別視点よりの総合的分析－

名古屋大学 教授 瀧澤 菊太郎

昭和 57年4月1日 メカトロニクスと中小企業 京都大学 名誉教授 田杉 競

昭和 57年4月1日 メカトロニクスと中小企業 神戸大学 名誉教授
京都学園大学 教授

水野 武

昭和 57年4月1日 メカトロニクスと中小企業 名古屋大学 教授 小川 英次

昭和 57年10月1日 雇用構造の変化と中小企業 大阪府立商工経済研究所
主任研究員

高田 亮爾

平成 03年11月20日 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12月20日 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11月20日 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 05年1月20日 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6月20日 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7月20日 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8月20日 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 06年9月20日 中小企業の「新卒採用等アンケート調査」
　（第１８回　：　平成６年５月調査）

商工中金　調査部

平成 09年6月20日 多様化時代における中小企業の雇用 同志社大学 教授 松村 彰

平成 13年1月20日 財務分析にみる業種別、規模別リストラ動向分析 商工中金 江口 政宏

平成 13年4月20日 ＜特集＞中小企業の労働・雇用問題（その１）
わが国雇用構造の変化と中小企業の雇用問題

横浜国立大学大学院
教授

三井 逸友

平成 13年4月20日 ［平成１２年度 調査研究事業］＜特集＞
中小企業の労働・雇用問題（その１）
雇用構造の変化と人材活用戦略

元（財）商工総合研究所
主任研究員

利光 義文

平成 13年5月20日 ＜特集＞中小企業の労働・雇用問題（その２）
中小企業と大企業における雇用・賃金構造の比較考察

流通科学大学
商学部教授

高田　亮爾

平成 13年5月20日 ＜特集＞中小企業の労働・雇用問題（その２）
中小企業の競争戦略と人的資源管理システム

法政大学
経営学部教授

奥西　好夫

平成 15年11月20日 ［平成１４年度　調査研究事業］
中小企業の人材活用戦略

(財)商工総合研究所
主任研究員

村上　雄次

平成 17年6月20日 ［平成１６年度調査研究事業］
中小企業とアウトソーシング
　　～中小製造業によるアウトソーシングの利用と受注～

元（財）商工総合研究所
主任研究員

村上　雄次

平成 18年1月20日 ＜特集＞中小企業の人材活用、人材育成（その１）
中小企業の労働問題の今日的様相
　　－中小企業の人材活用、人材育成を考えるために

横浜国立大学大学院
環境情報研究院　教授

三井　逸友

平成 18年2月20日 ＜特集＞中小企業の人材活用、人材育成（その２)
中小企業における雇用構造と人的資源

流通科学大学
商学部　教授

髙田　亮爾

平成 18年2月20日 ＜特集＞中小企業の人材活用、人材育成（その２）

中小企業人材育成のポイント

学習院大学
経済学部　教授

脇坂　明

平成 18年10月20日 ［平成17年度　調査研究事業］
中小企業の高齢者活用の実態調査

（財）商工総合研究所
主任研究員

吉見　隆一
望月　和明

平成 21年12月20日 ［平成２１年度調査研究事業］
中小製造業の人材戦略

（財）商工総合研究所
主任研究員

望月　和明


