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発行日 分類 論文名 所属 筆者等

平成 06年1月20日 下請・系列・ネット
ワーク

自動車産業における企業間情報ネットワーク
の展開
国際比較と競争政策上の評価

一橋大学 専任講師 岡室 博之

平成 06年1月20日 中小企業と情報・
技術

自動車業界における二次部品メーカーの技術
水準向上と取引関係の変化

名古屋大学 大学院 吉島 史子

平成 06年2月20日 中小企業と国際
化

日系企業の企業間関係と収益性 青山学院大学 教授 港 徹雄

平成 06年2月20日 中小商業・流通 紳士・婦人服量販店チェーンの現状と見通し （財）商工総合研究所
主任研究員

山内 政司

平成 06年4月20日 中小企業の組織
化

中小企業の組織化に関する一考察
　　－組織化の基本的性格と組合活性化の方向
－

全国中小企業団体中
央会 事務局長

山本 貢

平成 06年4月20日 中小企業金融・財
務

金融環境の変化と中小企業
　　－中小企業金融の実態－

商工中金 筒井 徹

平成 06年5月20日 中小企業政策 中小企業法制の理論的基礎
　　－競争原理と調整原理は抵触するか－

筑波大学 大学院 助教
授

大野 正道

平成 06年5月20日 その他 「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 河口 洋行

平成 06年6月20日 その他 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 06年6月20日 中小企業と国際
化

日本企業の海外生産と中小企業 名古屋大学 助教授 山田 基成

平成 06年7月20日 中小企業と国際
化

機械工業の海外生産化と国内工業集積の再
編成

慶應義塾大学 教授 渡辺 幸男

平成 06年7月20日 中小企業と国際
化

日本企業の海外生産と中小企業 名古屋大学 助教授 足立 文彦

平成 06年8月20日 創業・ベンチャー
ビジネス

起業家社会の構築を目ざして
　－創業支援の現状と課題－

福岡工業短期大学 教
授

大坪 秀人

平成 06年8月20日 中小企業と国際
化

日本企業の海外生産と中小企業 駒澤大学 教授 三井 逸友

平成 06年9月20日 海外の中小企業 日米の中堅企業における組織・戦略の実態比
較

滋賀大学 助教授 黒川 晋

平成 06年9月20日 中小企業と雇用・
労働

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 06年10月20日 創業・ベンチャー
ビジネス

創業支援策の現状と課題
　　－欧米の実態との比較から－

駒澤大学 教授 三井 逸友

平成 06年10月20日 海外の中小企業 イタリア地場産業の競争優位性 カタルーニャ州政府貿易
振興会
東京事務所 所長

岩橋 良之

平成 06年11月20日 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

日本型生産分業システムの抜本的再編と地
域経済・中小企業

東洋大学 教授 吉田 敬一



平成 06年11月20日 中小企業と情報・
技術

情報サービス業の現状と見通し （財）商工総合研究所
主任研究員

前田 洋

平成 06年12月20日 海外の中小企業 中国機械工業の企業間分業と労働生産性 大東文化大学 教授 本台 進

平成 07年1月20日 下請・系列・ネット
ワーク

円高下で進行する自動車部品下請け再編成 中央大学 教授 池田 正孝

平成 07年1月20日 中小企業の組織
化

高度化終了後の団地組合事業推進事例（上） （財）商工総合研究所
主任研究員

青山 均

平成 07年2月20日 海外の中小企業 旧ソ連・カザフスタン機械工業の現状と発展
課題

東京情報大学 助教授 関 満博

平成 07年2月20日 中小企業の組織
化

高度化終了後の団地組合事業推進事例（下） （財）商工総合研究所
主任研究員

青山 均

平成 07年4月20日 中小企業経営・一
般

競争空間と企業能力の形成 広島大学 教授 金原 達夫

平成 07年4月20日 中小企業理論・一
般

国内製造業の空洞化と中小企業 商工中金 高木 健紀
土屋 辰徳

平成 07年5月20日 中小企業理論・一
般

中小企業の盛衰分析 西東京科学大学 学長 小林 靖雄

平成 07年5月20日 中小企業金融・財
務

中小企業と直接金融
　－ヨーロッパからの教訓－

北海道大学 教授 濱田 康行

平成 07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 大塩 一進

平成 07年6月20日 中小企業経営・一
般

中小企業の経営
　－その今日的あり方－

中京大学 教授 小川 英次

平成 07年6月20日 中小企業経営・一
般

リストラと中小企業 青山学院大学 教授 港 徹雄

平成 07年7月20日 中小企業経営・一
般

リストラと中小企業 一橋大学 専任講師 岡室 博之

平成 07年7月20日 中小企業経営・一
般

中小企業マネジメントの新パラダイム
　－人間中心型組織運営と経営パートナー主義－

（財）中小企業総合研究
機構

黒瀬 修宏

平成 07年8月20日 中小企業経営・一
般

リストラと中小企業 中京大学 教授 小川 英次

平成 07年8月20日 海外の中小企業 第三至福千年のアメリカ中小企業
　－「１９９５年ホワイトハウス中小企業会議」つい
て－

慶應義塾大学　 教授 佐藤 芳雄

平成 07年9月20日 海外の中小企業 ロシアの中小企業問題
　－経済改革プロセスとの関わりを中心に－

神戸大学 教授 大津 定美

平成 07年9月20日 中小企業経営・一
般

規制緩和の動きと中小企業における事業機
会
　　－いわゆる「地ビール」の動きを中心として－

法政大学 大学院 柳瀬 雄二

平成 07年10月20日 中小企業理論・一
般

「中小企業とは何か」に関する一考察 中京大学 教授 瀧澤 菊太郎

平成 07年10月20日 中小企業と情報・
技術

電機産業におけるＥＤＩ（電子受発注） 同志社大学 教授 太田 進一



平成 07年11月20日 中小商業・流通 商店街の再生・機能強化をめぐる諸問題 東亜大学 学長 安部 一成

平成 07年11月20日 下請・系列・ネット
ワーク

円高等による下請取引の変化について 公正取引委員会
前取引部下請課長
現審査部第二審査長

山木 康孝

平成 07年12月20日 中小企業金融・財
務

中小企業金融の現状と新たな対応 成城大学 教授 村本　孜

平成 08年1月20日 中小商業・流通 小売業における構造変化と地域小売政策の
課題
　－空き店舗問題を中心として－

大阪市立大学 教授 石原 武政

平成 08年1月20日 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

メーカーの発注動向と合繊織物産地の動向 （財）商工総合研究所
主任研究員

前田 洋

平成 08年2月20日 海外の中小企業 英国中小企業の資金調達と投資家
　　－ハイテク企業を中心に－

創価大学 教授 村松 司叙

平成 08年2月20日 中小企業と国際
化

地方中小企業の成長と国際化
　　－宮城県の事例を中心に－

宮崎産業経営大学 教
授

伊藤 賢次

平成 08年4月20日 中小企業と情報・
技術

中小企業における製品・技術開発の現実
　　－製品開発効率、開発システムの内容に関す
る調査－

関東学院大学　教授 清  晌一郎

平成 08年4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 大塩 一進

平成 08年5月20日 創業・ベンチャー
ビジネス

制限型インキュベーター市場への発想転換 群馬大学 助教授 寺石 雅英

平成 08年5月20日 創業・ベンチャー
ビジネス

日本のビジネスインキュベーター
　－日米比較を中心に－

日本福祉大学 講師 安保 邦彦

平成 08年6月20日 中小企業理論・一
般

国内産業の空洞化と中小企業 神戸大学 教授 松永 宣明

平成 08年6月20日 その他 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 08年7月20日 中小企業理論・一
般

国内産業の空洞化と中小企業 千葉商科大学 教授 伊藤 公一

平成 08年7月20日 中小商業・流通 大店法改正の各種小売業態へ及ぼす影響 （財）商工総合研究所
主任研究員

前田 洋

平成 08年8月20日 中小企業理論・一
般

国内産業の空洞化と中小企業 慶應義塾大学 教授 渡辺 幸男

平成 08年9月20日 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

輸出型産地（産地中小企業）は円高と輸入品
の増加にいかに対応すればよいか

富山大学 教授 小原 久治

平成 08年9月20日 中小企業の組織
化

組合、組合員による共同出資会社の設立・運
営事例

（財）商工総合研究所
主任研究員

青山 均

平成 08年10月20日 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

円高化における大都市中小工業コンプレック
スの変動
　　－東京都葛飾区を中心として－

日本工業大学 教授 竹内 淳彦

平成 08年10月20日 中小企業と情報・
技術

技術革新時代の技能形成
  －金型産業を中心に－

名古屋大学大学院
研究生

浅井 敬一郎

平成 08年11月20日 海外の中小企業 「第３のイタリア」と中小企業
　－「産地」を支える「中小企業生産システム」をめ
ぐって－

奈良産業大学 教授 間苧谷 努



平成 08年11月20日 下請・系列・ネット
ワーク

農村地域における電機・電子関連下請企業の
再編成

福島大学 助教授 末吉 健治

平成 08年12月20日 下請・系列・ネット
ワーク

中小企業の新技術・新製品開発と戦略的企
業間関係構築

慶應義塾大学 助教授 高橋 美樹

平成 09年1月20日 中小企業経営・一
般

これからの中小企業と企業家精神の再構築 早稲田大学 教授 鵜飼 信一

平成 09年2月20日 中小企業と国際
化

自由化の進展による競争構造の変革とアジア
域内生産分業体制への移行
　　－アジア自動車産業と日本中小企業のアジア
戦略の視点から－

福岡大学 助教授 居城 克治

平成 09年2月20日 下請・系列・ネット
ワーク

ネットワーク型取引の有効性を探る
　－バーチャル・コーポレーションを題材として－

東京都商工指導所 主
任

小川 正博

平成 09年4月20日 中小企業理論・一
般

２１世紀の中小企業ビジョン
　－新たなる創生と共生をめざして－（要約版）

商工中金
（財）商工総合研
究所

平成 09年5月20日 中小商業・流通 日本型流通システムの変質 千葉商科大学 教授 懸田 豊

平成 09年5月20日 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

地域産業の活性化と地域企業の戦略的イノ
ベーション

北海道大学　教授 金井 一頼

平成 09年6月20日 創業・ベンチャー
ビジネス

中小企業の創業支援 東京工業大学 教授 古川 浩一

平成 09年6月20日 中小企業と雇用・
労働

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 09年7月20日 創業・ベンチャー
ビジネス

中小企業の創業支援 名古屋大学 助教授 山田 基成

平成 09年7月20日 中小企業と国際
化

国際分業体制の進展と中小企業の存立課題 東洋大学 教授 吉田 敬一

平成 09年8月20日 その他 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 09年8月20日 創業・ベンチャー
ビジネス

中小企業の創業支援 駒澤大学 教授 三井 逸友

平成 09年8月20日 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

小規模企業と地域の将来展開 東亜大学 学長 安部 一成

平成 09年9月20日 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

産業集積と中小企業の競争優位 法政大学 教授 岡本 義行

平成 09年9月20日 中小企業政策 平成９年度版　「中小企業白書」論評集 豊橋創造大学 学長 佐藤 芳雄　他６
名

平成 09年10月20日 下請・系列・ネット
ワーク

中小企業における産学連携について 福島大学 教授 下平尾 勲

平成 09年10月20日 中小企業の組織
化

組合実態調査報告（要約）（１９９７年版） 商工中金
組織推進部

平成 09年11月20日 中小企業経営・一
般

中小企業の学歴構造
　－日本の学校教育と企業文化を考える－

中京大学 教授 寺岡 寛

平成 09年11月20日 中小企業金融・財
務

ベンチャー・ファイナンスの現状と課題 成城大学 教授 村本 孜



平成 09年12月20日 海外の中小企業 日英中小企業の行動比較 広島大学 教授 金原 達夫

平成 09年12月20日 下請・系列・ネット
ワーク

下請組合の共同事業実施事例 （財）商工総合研究所
主任研究員

辻 俊次郎

平成 10年1月20日 中小企業と情報・
技術

機械産業の生産体系と基盤産業の技術構造
の変化

東京都商工指導所 主
任

加藤 秀雄

平成 10年2月20日 中小商業・流通 大店法時代の終焉 大阪市立大学 教授 石原 武政

平成 10年2月20日 中小商業・流通 卸商業団地にみる構造変動と組合機能 横浜国立大学 教授 田邉 信義

平成 10年4月20日 海外の中小企業 中国内陸四川、重慶の私営企業の発展 一橋大学 教授 関 満博

平成 10年4月20日 中小企業と情報・
技術

インターネットの商用利用の行方（１） （財）商工総合研究所
主任研究員

渡辺 靖夫

平成 10年5月20日 海外の中小企業 中国の経済発展と中小企業
　－私有郷鎮企業を中心に－

神戸大学 教授 松永 宣明

平成 10年5月20日 中小企業と情報・
技術

インターネットの商用利用の行方（２） （財）商工総合研究所
主任研究員

渡辺 靖夫

平成 10年6月20日 中小企業経営・一
般

［平成９年度　調査研究事業］
　社会経済構造の変化と中小企業のビジネス
チャンス（１）
　－「中小企業活力プロジェクト」報告－

（財）商工総合研究所
主任研究員

吉見 隆一

平成 10年6月20日 中小企業経営・一
般

規制緩和に伴う中小企業の構造変化と将来
展望

流通科学大学 教授 向山 雅夫

平成 10年7月20日 中小企業経営・一
般

規制緩和に伴う中小企業の構造変化と将来
展望

大阪経済大学 教授 高城 寛

平成 10年7月20日 中小企業経営・一
般

［平成９年度　調査研究事業］
　社会経済構造の変化と中小企業のビジネス
チャンス（２）
　－「中小企業活力プロジェクト」報告－

（財）商工総合研究所
主任研究員

吉見 隆一

平成 10年8月20日 中小企業経営・一
般

規制緩和に伴う中小企業の構造変化と将来
展望

千葉商科大学 教授 伊藤 公一

平成 10年8月20日 中小商業・流通 コンビニエンス・ストアの現状と納入業者の動
向（１）

（財）商工総合研究所
主任研究員

三浦　敏

平成 10年9月20日 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

ネットワーク時代における繊維産業の変貌 （財）商工総合研究所
主任研究員

辻 俊次郎
望月 和明

平成 10年9月20日 中小商業・流通 コンビニエンス・ストアの現状と納入業者の動
向（２）

（財）商工総合研究所
主任研究員

三浦　敏

平成 10年10月20日 中小企業経営・一
般

企業継承の社会哲学と紛争事例の検討
　　－最高裁判決における事例研究－

筑波大学 大学院 教授 大野 正道

平成 10年10月20日 下請・系列・ネット
ワーク

拡大するオープンネットワークと中小企業の
可能性

法政大学・静岡産業大
学
各 兼任講師

柳瀬 雄二

平成 10年11月20日 海外の中小企業 イギリスにおける中小企業問題と政策 流通科学大学 教授 高田 亮爾



平成 10年11月20日 中小企業の組織
化

新しいタイプの共同事業実施事例（１） （財）商工総合研究所
主任研究員

辻 俊次郎

平成 10年12月20日 中小企業の組織
化

新しいタイプの共同事業実施事例（２） （財）商工総合研究所
主任研究員

辻 俊次郎


