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発行日 論文名 所属 筆者等

昭和 28年10月15日 農産物価格安定法について 商工中金

昭和 29年1月15日 最近における主要商品在庫の動向について 日本銀行 調査局 伊賀 武美

昭和 29年11月15日 金融機関経営上の危険と防壁
  －アメリカ銀行家協会の自己資本に関する見解について－

大蔵省銀行局 前田 勇

昭和 30年3月15日 自転車工業の構造と問題点 東京工業大学 助教授 小林 靖雄

昭和 30年4月15日 通信機器工業における合理化・再編成の一形態（１） 慶應義塾大学　教授
同助手

伊藤 岱吉
尾城 太郎丸

昭和 30年6月15日 通信機器工業における合理化・再編成の一形態（２） 慶應義塾大学　教授
慶應義塾大学　同助手

伊藤 岱吉
尾城 太郎丸

昭和 30年8月25日 最近の経済動向と中小工業の前途 名古屋大学 教授 美濃口 時次郎

昭和 30年11月25日 米穀の流通機構と金融 食糧庁 企画課 松元 威雄

昭和 30年12月25日 運転資金所要額の科学的予測法［一つの実例］ 東京工業大学 助教授 松田 武彦

昭和 31年9月25日 カルテルの内在法則とその諸矛盾の発展 公正取引委員会 粟野 長七郎

昭和 31年10月25日 カルテルの内在法則とその諸矛盾の発展（続） 公正取引委員会 粟野 長七郎

昭和 31年12月25日 消費者の購買慣習について 同志社大学 教授 竹林 庄太郎

昭和 35年4月25日 好況における大小工業の消長と経済効率 東京都立大学 教授 泉 三義

昭和 37年6月30日 景気後退下の中小企業 経済企画庁
 国内調査課長

宍戸 寿雄

昭和 37年8月31日 重化学工業化・コンビナート発展と中小企業の立場 一橋大学 助教授 吉野 昌甫

昭和 38年2月28日 サービス産業活動と物的生産
  －その両者の産業上連関の相互関係－

横浜市立大学 助教授 宮澤 健一

昭和 38年5月31日 わが国における消費者金融とその問題点 早稲田大学 教授 矢島 保男

昭和 38年7月31日 工業統計カードの資本金規模別再集計結果と工業統計
表との比較

中小企業庁
長官官房調査課

森本 清文

昭和 39年2月29日 物価騰貴と「近代化」の諸問題
  －下村価格理論批判を通じて－

一橋大学経済研究所
通商産業省軽工業局

高須賀 義博
鷲沢 享一

昭和 39年8月31日 高度成長過程における規模別賃金格差と規模別就業
構造との変動形態

東京都立大学 助教授 城座 和夫



昭和 40年4月30日 消費の停滞はほんものか
  －カギを握る自由裁量所得の動向－

日本リサーチセンター
取締役

安永 武巳

昭和 41年2月28日 再編成期を迎える日本経済と中小企業 商工中金

昭和 44年7月31日 経済団体の経営（Ⅰ） 上智大学 助教授 坂本 康實

昭和 44年11月30日 経済団体の経営（Ⅱ） 上智大学 助教授 坂本 康實

昭和 45年3月31日 賃金・物価・円切り上げと中小企業 名古屋大学 助教授 飯田 経夫

昭和 45年11月1日 中小企業と公害防止 通商産業省
公害保安局
公害第一課

昭和 46年3月1日 中小企業のための需要予測 通産省 東京通産局
商工部長

矢野 誠也

昭和 46年12月1日 わが国における都市の成長と衰退 慶應義塾大学 助教授 高橋 潤二郎

昭和 47年8月1日 産業の知識集約化と中小企業 中小企業庁
調査課長補佐

藤原 武平太

昭和 49年1月1日 福祉社会と企業行動 青山学院大学 教授 原 豊

昭和 49年2月1日 資源問題とわが国産業構造の変化 通産省　産業政策局
産業構造課長

並木 信義

昭和 49年2月1日 エネルギー問題とわが国経済の将来 日本エネルギー経済研究所
資料調査部長
同主任研究部員

高垣 節夫
広田 浩二

昭和 49年6月1日 福祉経済下の中小企業 京都学園大学 教授 田杉 競

昭和 49年6月1日 福祉経済下の中小企業 立教大学 教授 加藤 誠一

昭和 49年9月1日 所得政策と中小企業 名古屋大学 助教授 飯田 経夫

昭和 49年9月1日 今後の経済成長と消費動向
  －不安の時代をこえて－

経済企画庁
 国民生活調査課長

守屋 友一

昭和 50年8月1日 低成長下における住宅産業の行方 前建設省
住宅局住宅生産課長
前同局専門官

金子 勇次郎
山東 和朗

昭和 52年1月1日 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 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 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 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9月1日 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10月1日 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 53年6月1日 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 54年1月1日 消費者ニーズの変化 成城大学 教授 石川 弘義

昭和 54年5月1日 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 55年12月1日 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

昭和 56年2月1日 低成長期における日本の供給構造特性 慶應義塾大学 助教授 黒田 昌裕

昭和 56年4月1日 研究開発産業コンプレックスの形成 法政大学 教授 清成 忠男

昭和 56年4月1日 サービス経済化と中小企業 通商産業省 中小企業庁
サービス業振興室長

小林 興起

昭和 59年4月1日 中小企業の進路に関する若干の考察 兵庫県中小企業団体中央会
 会長
（社）日本燐寸工業会
理事長

大塚 宗元

昭和 60年4月1日 中小企業の価格行動と価格形成力
  －特に金型産業におけるケースから－

上武大学 助教授 岡村 宗二

昭和 60年7月1日 Ｊ．Ｅ．ボルトン氏との会見記 中央大学 教授 池田 正孝

昭和 61年12月1日 日本家電産業の競争戦略  －軌跡と方向－ 慶應義塾大学大学院
博士課程

井口 猛

昭和 62年1月1日 シルバービジネスの発展と中小企業 東海大学 教授 山崎 充

昭和 62年8月1日 タイムスライドビジネスの盛況とその背景
　－拡大する深夜、早朝市場の動向－

商工中金 伊藤 孝夫

昭和 63年4月1日 サービス産業の構造変化と中小企業 商工中金　調査部

昭和 63年10月1日 我が国機械産業における資本、労働、原材料間の代替 大東文化大学 教授 本台 進

平成 02年5月20日 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 04年2月20日 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11月20日 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 06年5月20日 「中小企業の時代」の産業組織
　　－普通鋼電炉業を例に－

桜美林大学 専任講師 堀 潔



平成 06年6月20日 大転換する産業組織と中小企業の対応
　－現時点での日本中小企業のダイナミズムを期待する－

慶應義塾大学　教授 佐藤 芳雄

平成 08年6月20日 社員・組合員の退社・脱退に伴う持分の払戻と補償条
項

筑波大学 大学院 助教授 大野 正道

平成 09年8月20日 これからのニュービジネス （財）商工総合研究所
主任研究員

渡辺 靖夫

平成 11年12月20日 リラクセーション・ピジネスの現状と動向
　－温浴施設事業を中心にして－

（財）商工総合研究所
主任研究員

三浦　敏

平成 12年10月20日 ［平成１１年度　中小企業庁　委託調査研究事業］
ニューサービス業実態調査研究報告（１）

（財）商工総合研究
所

平成 12年11月20日 ［平成１１年度　中小企業庁　委託調査研究事業］
ニューサービス業実態調査研究報告（２）

（財）商工総合研究
所

平成 13年6月20日 ［平成１２年度　調査研究事業］
第６回　中小機械・金属工業の構造変化に関する実態
調査（１）

商工中金　調査部
（財）商工総合研究
所

平成 14年7月20日 遺言による企業継承に関する一考察
　－受遺者の選定の委任の活用－

日本大学
助教授・弁護士

松嶋　隆弘

平成 15年1月20日 ＜特集Ⅱ＞環境問題と中小企業（その１）
環境問題と中小企業
  －その今日的課題と実践の意義

横浜国立大学大学院
教授

三井　逸友

平成 15年1月20日 ＜特集Ⅱ＞環境問題と中小企業（その１）
環境問題  －企業倫理からのアプローチ

明治大学　助教授 出見世　信之

平成 15年2月20日 ＜特集Ⅱ＞環境問題と中小企業（その２）
中小企業の環境経営
　－持続可能な組織マネジメントの視点から－

横浜国立大学大学院
環境情報研究院ＣＯＥ研究員

深澤　利元

平成 16年4月20日 平成１５年度　街づくりの推進に関する総合調査 日本商工会議所

平成 23年6月20日 ［平成２２年度調査研究事業］
ビジネス教育と中小企業

（財）商工総合研究所
主任研究員

酒井　俊行


