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発行日 分類 論文名 所属 筆者等

昭和 46年1月1日 中小商業・流通 物流コストと流通近代化 通産省企業局
商務第一課長

竹村 豊

昭和 46年1月1日 中小商業・流通 小売業の活路
  －中小規模小売業の共同化・協業化－

東海大学 助教授 清水 滋

昭和 46年2月1日 中小商業・流通 わが国におけるショッピングセンターの
発展方向と出店策

ＮＣＲ．ＭＳＳ室長 奥住 正道

昭和 46年2月1日 中小企業金融・財
務

中小企業におけるリースの利用とその問題点 商工中金 大竹 清彦

昭和 46年3月1日 その他 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4月1日 中小企業理論・一
般

「1970年代の中小企業問題」に関する
アンケート調査総説
  主としてオピニオン・リーダーに対する
　アンケート調査を中心として－

桜美林大学 教授 小田橋 貞壽

昭和 46年4月1日 中小企業理論・一
般

「1970年代の中小企業問題」に関する
アンケート調査総説
  主としてオピニオン・リーダーに対する
　アンケート調査を中心として－

慶應大学 助教授 佐藤 芳雄

昭和 46年4月1日 中小企業理論・一
般

「1970年代の中小企業問題」に関する
アンケート調査総説
  主としてオピニオン・リーダーに対する
　アンケート調査を中心として－

国士館大学 教授 細野 孝一

昭和 46年5月1日 中小企業金融・財
務

金融効率化と民間中小企業専門金融機関 一橋大学 教授 吉野 昌甫

昭和 46年5月1日 中小商業・流通 都市再開発と中小企業
  －小売商業を中心に－

東京工業大学
教授　工博

石原 舜介

昭和 46年6月1日 中小企業政策 特恵関税の供与と中小企業
  －中小企業特恵対策臨時措置法について－

中小企業庁
 計画課長

牧野 隆守

昭和 46年6月1日 中小企業理論・一
般

脱工業化時代の中小企業
　　－「規模の利益」の再検討－

専修大学 教授 中村 秀一郎

昭和 46年6月1日 中小企業と雇用・
労働

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 中小企業と雇用・
労働

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 46年8月1日 中小企業経営・一
般

中小企業における経営システム化 日本経済新聞社
編集委員
日本シオス協会
研究調査部長

工藤 秀幸
倉井 武夫

昭和 46年9月1日 中小商業・流通 コンビニエンスストアとわが国のスモールスト
ア

明治乳業（株）
研修課長

阿部 幸男

昭和 46年10月1日 中小企業の組織
化

わが国におけるＶＣの現状と発展方向 ボランタリー・コンサル
ティングセンター
事務局長

江藤 康吉

昭和 46年10月1日 中小企業金融・財
務

信用組合と金融効率化行政 （社）全国信用組合中
央協会
常務理事

武田 逸英



昭和 46年11月1日 中小企業経営・一
般

問題の創造的解決法
  －企業経営者のために－

創造工学研究所長 中山 正和

昭和 46年12月1日 中小企業と情報・
技術

中小企業の経営情報システム 日本経営情報開発協
会 理事

増田 米二

昭和 46年12月1日 その他 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1月1日 中小企業の組織
化

環境激変下における中小企業組織化の課題 神戸大学 教授 水野 武

昭和 47年1月1日 中小企業の組織
化

現段階における中小企業組織化・
共同化の基本問題

東京工業大学 助教授 黒澤 一清

昭和 47年1月1日 中小企業の組織
化

わが国中小企業の特質と組織化 上智大学 助教授 坂本 康實

昭和 47年1月1日 中小企業の組織
化

環境激変下における中小企業の組織化の課
題

中小企業庁指導部長 原山 義史

昭和 47年1月1日 中小企業経営・一
般

環境激変下における中小企業の課題 全国中小企業団体中
央会 専務理事

稲川 宮雄

昭和 47年1月1日 中小企業経営・一
般

これからの中小企業 日本燐寸工業組合理
事長 日本燐寸協同組
合理事長

大塚 宗元

昭和 47年2月1日 中小企業と雇用・
労働

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 47年2月1日 海外の中小企業 アメリカのコンビニエンス・ストアに学ぶもの 商工中金 長田 寿夫

昭和 47年3月1日 中小企業政策 農村地域工業導入促進と中小企業 通商産業省 企業局
立地指導課長

濱岡 平一

昭和 47年4月1日 海外の中小企業 韓国の投資環境（１） 商工中金

昭和 47年5月1日 海外の中小企業 韓国の投資環境（２） 商工中金

昭和 47年5月1日 皮肉な事実　-イギリス銀行券小史- 王立英国貨幣学会
特別会員

阿部 謙二

昭和 47年6月1日 海外の中小企業 韓国の投資環境（３） 商工中金

昭和 47年7月1日 中小企業の組織
化

中小企業組織化の新しいあり方について 神戸大学 教授 水野 武

昭和 47年7月1日 中小企業の組織
化

中小企業組織化の新しいあり方について 明治学院大学 教授 磯部 浩一

昭和 47年7月1日 中小企業の組織
化

中小企業組織化の新しいあり方について 京都学園大学 教授 田杉 競

昭和 47年8月1日 中小企業経営・一
般

中小企業における「目標による管理」
  －導入とその問題点－

産業能率短期大学 教
授

幸田 一男

昭和 47年8月1日 その他 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 47年8月1日 海外の中小企業 小規模工業にたいする開発途上国の評価
 －インドの場合－

明治大学 講師 油谷 精夫

昭和 47年9月1日 中小企業金融・財
務

金融構造の変化と中小企業金融 中央大学 教授 高田 博

昭和 47年9月1日 中小企業理論・一
般

７０年代の産業構造と中小企業の成長要因 （財）国民経済研究協
会
主任研究員

鶴田 俊正

昭和 47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力の高め方 新技術開発事業団
調査部長

松川 安一

昭和 47年11月1日 創業・ベンチャー
ビジネス

中小企業近代化政策とベンチャー・ビジネス
論

慶應義塾大学 教授 佐藤 芳雄

昭和 47年12月1日 中小企業の組織
化

わが国におけるフランチャイズ・システムの展
開

明治大学 教授 清水 晶

昭和 47年12月1日 中小企業の組織
化

フランチャイズ・システムの導入方法と
その留意点

奥住マネジメント研究
所
所長

奥住 正道

昭和 48年1月1日 中小企業と国際
化

中小企業の海外進出 明治大学 講師 油谷 精夫

昭和 48年2月1日 中小企業政策 工業再配置対策について 通産省 企業局
工業再配置課長

浜岡 平一

昭和 48年2月1日 中小企業政策 工業再配置対策と中小企業 中小企業庁 指導課長 中村 敏郎

昭和 48年2月1日 中小企業政策 工業再配置と中小企業 青山学院大学 教授 西岡 久雄

昭和 48年3月1日 中小企業と国際
化

新しい国際経済関係と中小企業 大阪大学 教授 新開 陽一

昭和 48年4月1日 中小企業と雇用・
労働

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 中小企業と雇用・
労働

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 48年5月1日 中小商業・流通 資本自由化と小売商業 中小企業庁
商業第二課長

有岡 恭助

昭和 48年6月1日 中小企業金融・財
務

７０年代における企業金融の展開 慶應義塾大学 教授 田村 茂

昭和 48年6月1日 中小企業政策 中小企業政策の回顧と展望（第１回） 中小企業庁
総務課長補佐

大塚 和彦

昭和 48年7月1日 中小企業経営・一
般

中小企業の事業転換 明治学院大学 教授 磯部 浩一

昭和 48年7月1日 中小企業経営・一
般

中小企業の事業転換 桜美林大学 教授 小田橋 貞壽

昭和 48年8月1日 中小企業金融・財
務

高度成長過程におけるマネー・フローの
特質と今後の問題点（第1回）

一橋大学 教授 吉野 昌甫

昭和 48年8月1日 海外の中小企業 日本と中国と東南アジア 経済企画庁
経済研究所主任研究
官

小林 進



昭和 48年9月1日 中小企業と情報・
技術

＜特集＞中小企業における知識集約化の方
途
　-既存の一般中小企業を中心として-

中小企業庁
長官官房調査課長

松尾 邦彦

昭和 48年9月1日 中小企業と情報・
技術

＜特集＞中小企業における知識集約化の方
途
　-経営戦略面からのアプローチ-

神戸大学
教授・経営学博士

占部 都美

昭和 48年9月1日 中小企業と情報・
技術

＜特集＞中小企業における知識集約化の方
途
　-技術・デザイン開発を中心として-

工学博士
（財）新技術開発財団 理
事

井上 啓次郎

昭和 48年9月1日 中小企業と情報・
技術

＜特集＞中小企業における知識集約化の方
途
　　-中小企業のマーケティングを中心に-

早稲田大学
教授 商学博士

原田 俊夫

昭和 48年9月1日 中小企業と情報・
技術

＜特集＞中小企業における知識集約化の方
途
　　-その協同的展開-

全国中小企業体中央
会
専務理事

稲川 宮雄

昭和 48年10月1日 中小企業経営・一
般

中小企業のための創造的マーケティング戦略 産業能率短期大学
経営管理研究所
主任研究員

清水 栄一

昭和 48年11月1日 中小企業理論・一
般

二重構造論の再吟味 法政大学 教授 清成 忠男

昭和 48年11月1日 海外の中小企業 南ヴィエトナムの投資環境 明治大学 講師 油谷 精夫

昭和 48年12月1日 中小企業金融・財
務

高度成長過程におけるマネー・フローの
特質と今後の問題点（第2回）

一橋大学 教授 吉野 昌甫

昭和 48年12月1日 中小企業金融・財
務

中小企業における従業員持株制度の導入と
その問題点

商工中金 大竹 清彦

昭和 49年1月1日 その他 福祉社会と企業行動 青山学院大学 教授 原 豊

昭和 49年1月1日 中小企業と国際
化

国際分業と産業構造の変化 経済企画庁
内国調査課長

高橋 毅夫

昭和 49年2月1日 その他 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 その他 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3月1日 中小企業と雇用・
労働

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 中小企業と雇用・
労働

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 中小企業と雇用・
労働

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5月1日 中小企業と情報・
技術

中小企業における特許制度の活用と問題点 特許庁 総務課長 小泉 孝夫

昭和 49年6月1日 その他 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 その他 福祉経済下の中小企業 立教大学 教授 加藤 誠一

昭和 49年7月1日 中小企業理論・一
般

寡占体制と中小企業
  －新たな「二重構造」への問題視点－

慶應義塾大学 教授 佐藤 芳雄



昭和 49年7月1日 中小企業と国際
化

東南アジアにおける進出企業の行動 明治大学 講師 油谷 精夫

昭和 49年8月1日 中小企業理論・一
般

産業構造の転換と中小企業 慶應義塾大学 教授 尾崎 巖

昭和 49年8月1日 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

地域存在としての伝統産業 中央大学 講師 青野 寿彦

昭和 49年8月1日 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

産地産業の類型化による産地診断・改善手段 商工中金 大竹 清彦

昭和 49年9月1日 その他 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 中小企業と雇用・
労働

中小企業における能力開発 明治大学 教授 山田 雄一

昭和 49年9月1日 その他 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 49年10月1日 中小企業理論・一
般

中小企業の存立条件 名古屋大学 助教授 小川 英次

昭和 49年10月1日 海外の中小企業 発展途上国の工業化と賃金水準
  －東南アジアを中心に－

日本貿易振興会
調査部長

田中 稔

昭和 49年11月1日 中小企業政策 中小企業カルテルの現状と問題点 明治学院大学 教授 磯部 浩一

昭和 49年11月1日 中小企業政策 中小企業カルテルの現状と問題点 公正取引委員会 事務
局
経済部団体課長

厚谷 襄児

昭和 49年11月1日 中小企業政策 中小企業カルテルの現状と問題点
　-独金法の適用除外をめぐって-

全国中小企業団体中
央会 専務理事

稲川 宮雄

昭和 49年12月1日 海外の中小企業 日本、米国および英国における中小企業問題 名古屋大学 教授 瀧澤 菊太郎

昭和 49年12月1日 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

都市再開発と中小企業  －工業を中心に－ 東京工業大学 教授 石原 舜介

昭和 50年1月1日 中小商業・流通 卸売業における物流近代化の方向 （財）流通システム開
発センター
常務理事

宮下 正房

昭和 50年1月1日 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

繊維産業の構造改善の成果と問題点 通産省 生活産業局
総務課課長補佐

藤島 安之

昭和 50年2月1日 中小企業の組織
化

零細経営の協業化事例分析
  －あん類製造業の場合－

青森大学 教授 永野 弥三雄

昭和 50年2月1日 創業・ベンチャー
ビジネス

ベンチャー・ビジネス育成施策の方向につい
て
  －知識集約化の担い手の役割を期待して－

通商産業省
機械情報産業局
機械保険課課長補佐

佐々木 恭之助

昭和 50年2月1日 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

地場産業の構造的問題と今後の方向 静岡経済研究所
研究部長

山崎 充

昭和 50年3月1日 中小企業の組織
化

フランチャイズ・チェーン運営の現況と課題 （社）日本フランチャイ
ズチェーン協会
専務理事

松崎 来輔

昭和 50年4月1日 下請・系列・ネット
ワーク

景気低迷下における下請企業の再編成問題 大阪市立大学 助教授 巽 信晴



昭和 50年4月1日 中小企業と国際
化

海外投資問題を考える 商工中金 井上 邦明

昭和 50年5月1日 中小企業理論・一
般

中小企業における知識集約化 立教大学 教授 加藤 誠一

昭和 50年5月1日 中小企業理論・一
般

中小企業における知識集約化 名古屋大学 助教授 小川 英次

昭和 50年6月1日 中小企業と情報・
技術

技術集約型中小企業の製品開発 名古屋大学 助教授 小川 英次

昭和 50年7月1日 海外の中小企業 最近の英国における中小企業観 名古屋大学 教授 瀧澤 菊太郎

昭和 50年8月1日 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

これからの地域経済と中小企業 山口大学 教授 安部 一成

昭和 50年8月1日 その他 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 50年8月1日 中小企業と雇用・
労働

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 中小企業と雇用・
労働

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 中小企業と雇用・
労働

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 50年10月1日 中小商業・流通 低成長下の中小小売業 高千穂商科大学 講師 片山 又一郎

昭和 50年11月1日 中小商業・流通 日英小売商業構造の一比較 名古屋大学大学院
博士課程

標 忠

昭和 50年12月1日 中小商業・流通 わが国におけるボランタリー・チェーンとコンビ
ニエンス・ストアの現状と今後の方向について

大阪経済大学 教授 竹林 祐吉


