
海外の中小企業
発行日 論文名 所属 筆者等

昭和 31年5月25日 米国の中小企業について 一橋大学 教授 高宮 晋

昭和 32年6月25日 日米の小工場業種に関する一考察 名古屋大学 助手 瀧澤 菊太郎

昭和 32年8月25日 西独手工業の団結 東京工業大学 教授 磯部 喜一

昭和 33年12月25日 欧米と日本の中小企業
　－国際的視角からみた日本への反省－

慶應義塾大学 教授 伊東 岱吉

昭和 35年5月25日 ドイツ協同組合金庫について 東京工業大学 助教授 小林 靖雄

昭和 35年12月31日 アメリカの下請制工業における諸問題
　-規模別賃金格差の一要因分析として-

明治学院大学 助教授 磯部 浩一

昭和 36年4月30日 スペインと小企業
  －一つの覚え書－

一橋大学 教授 山中 篤太郎

昭和 36年10月30日 ドイツ手工業法とその評価について 国立国会図書館 神野 誠治

昭和 37年3月31日 アメリカとわが国の中小企業金融問題の比較 早稲田大学 教授 矢島 保男

昭和 39年6月30日 オランダ経済と中小企業 立教大学 教授 加藤 誠一

昭和 39年7月31日 イギリスの中小企業 立教大学 教授 加藤 誠一

昭和 39年9月30日 イタリア中小企業政策における保護視点と生産性視点 関西学院大学　助手 間苧谷 努

昭和 39年10月31日 西ドイツの中小企業 立教大学 教授 加藤 誠一

昭和 41年11月30日 カナダにおける中小企業の実態と問題点
  －中小企業の特質・大企業と中小企業との関係－

東京学芸大学 教授 細野 孝一

昭和 42年10月31日 小売業における「規模の経済」
  －英米における実証的研究をめぐって－

青山学院大学助教授 鈴木 安昭

昭和 42年11月30日 アメリカにおける食料品小売業の構造変化 農林省農業総合研究所 森 宏

昭和 42年12月31日 西欧における資本自由化と中小企業の諸問題
　-訪欧調査結果概要-

商工中金

昭和 43年3月31日 アメリカ小企業と協同化問題
  －農産物加工食品業でのケースを中心に－

慶應義塾大学 助教授 佐藤 芳雄

昭和 43年11月30日 アメリカにおける規模別賃金差 名古屋大学 教授 瀧澤 菊太郎



昭和 43年12月31日 東南アジア諸国との企業提携 海外技術協力事業団
専務理事

油谷 精夫

昭和 44年5月31日 中小企業の国際比較 中小企業庁 調査課長 三島 和夫

昭和 47年2月1日 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4月1日 韓国の投資環境（１） 商工中金

昭和 47年5月1日 韓国の投資環境（２） 商工中金

昭和 47年6月1日 韓国の投資環境（３） 商工中金

昭和 47年8月1日 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 48年8月1日 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11月1日 南ヴィエトナムの投資環境 明治大学 講師 油谷 精夫

昭和 49年10月1日 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12月1日 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 50年7月1日 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 51年9月1日 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 52年7月1日 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 53年5月1日 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 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 韓国・台湾の中小企業 国士館大学 教授 細野 孝一

昭和 54年2月1日 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12月1日 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 57年5月1日 フランスにおける中小工業の実態 高崎経済大学 教授 長谷川 秀男



昭和 57年11月1日 フランスの中小企業 商工中金

昭和 57年12月1日 西ドイツの中小企業 神戸市外国語大学
助教授

近藤 義晴

昭和 58年4月1日 アメリカ中小企業政策の新展開 慶應義塾大学 教授 佐藤 芳雄

昭和 59年11月1日 西ドイツにおける中小小売商の一動向
 －仕入共同体の現状と問題点－

関西学院大学 教授 森本 隆男

昭和 60年5月1日 イギリスの中小企業政策 北海道大学 助教授 浜田 康行

昭和 60年7月1日 スウェーデン小売業の構造変化 日本大学 教授 内藤 英憲

昭和 60年10月1日 アメリカ反トラスト法の適用除外と協同組合
  －Ｃａｐｐｅｒ Ｖｏｌｓｔｅａｄ Ａｃｔを中心にして－

明治学院大学 助教授 丸山 稔

昭和 60年11月1日 アメリカにおける協同組合とＣａｐｐｅｒ－Ｖｏｌｓｔｅａｄ Ａｃｔ 明治学院大学 助教授 丸山 稔

昭和 60年12月1日 アメリカのフランチャイズシステムと中小企業
  －反トラスト法との関連において－

明治学院大学 助教授 丸山 稔

昭和 61年2月1日 英国のサブ・アッセンブリ下請企業の実態
  －日本企業との比較の観点から－

中央大学 教授 池田 正孝

昭和 61年10月1日 アメリカ小企業の苦悩と政策混迷
  －「1986年ホワイトハウス小企業会議」について－

慶應義塾大学 教授 佐藤 芳雄

昭和 62年5月1日 米国のＭ＆Ａについて 商工中金 高木 健紀

昭和 62年9月1日 アメリカの繊維産業
  －独立中小織布企業の動向を中心に－

日本商工経済研究所 長田 寿夫

昭和 62年11月1日 英国中小企業政策の最近の動向とその特徴 慶應義塾大学 助教授 渡辺 幸男

昭和 63年9月1日 中小企業問題の日米欧比較 通産省通産研究所
研究交流企画官

高橋 はるみ

昭和 63年11月1日 経済改革下における中国中小工業の展開と課題
　－上海市にみる集団企業の活性化と合弁事業への期待－

東京都商工指導所 関 満博

平成 01年1月10日 英国のＭ＆Ａ 成蹊大学 教授 村松 司叙

平成 01年10月20日 英米における中小企業の資金調達
　－中小企業の銀行取引を中心に－

商工中金　調査部

平成 02年1月20日 中小企業の日米生産性比較 九州東海大学 助教授
放送大学 教授

阿部 克己
黒澤 一清

平成 02年1月20日 英国の小売業をめぐる政策展開
　－大規模小売施設開発に関する政策展開と問題－

千葉商科大学 教授 伊藤 公一



平成 02年9月20日 韓国における下請システムの特質
　－日韓自動車産業の生産システムの比較観点から－

中央大学 教授 池田 正孝

平成 03年1月20日 韓国中小企業金融の動向 （財）商工総合研究所
 専務理事

秋山 冠

平成 04年12月20日 英国における日系トランスプラントの部品調達問題
　　－日・英下請システムの比較分析－

中央大学 教授 池田 正孝

平成 05年12月20日 中国企業の経営改革
　　－国営企業の工場経営を中心として－

名古屋大学 助教授 山田 基成

平成 06年9月20日 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10月20日 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12月20日 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2月20日 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8月20日 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 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 08年2月20日 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11月20日 「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 09年12月20日 日英中小企業の行動比較 広島大学 教授 金原 達夫

平成 10年4月20日 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5月20日 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11月20日 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 11年2月20日 東独地域における部品取引関係の再生と現状 一橋大学 助教授 岡室 博之

平成 12年1月20日 中国の中小企業政策 名古屋大学経済学部
 助教授

史 世民

平成 14年7月20日 構造転換期の中小企業［Ⅱ］
－ＩＴ革命との関わりを中心にして－

金城学院大学　教授 足立　文彦

平成 15年4月20日 ＜特集＞中国をめぐるアジアの中小企業（その１）
中国郷鎮企業の変容
　～蘇南モデルを事例として～

江南大学　副教授 朱　晋偉



平成 15年4月20日 ＜特集＞中国をめぐるアジアの中小企業（その１）
中小機械工業の中国進出
　～国際中堅企業の登場～

（有）パス研究所　代表
成城大学　非常勤講師

西澤　正樹

平成 15年5月20日 ＜特集＞中国をめぐるアジアの中小企業（その２）
韓国中小企業の中国進出
　～退路を断った、著しい現地化の実態～

一橋大学大学院　教授 関　満博

平成 15年5月20日 ＜特集＞中国をめぐるアジアの中小企業（その２）
産業空洞化と中小企業
　～海外生産の増加が中小企業に与える影響～

商工中金　調査部

平成 16年2月20日 中国のいちばの商人たち
その流通ネットワークと人的ネットワーク

東京大学
社会科学研究所
助教授

丸川　知雄

平成 16年11月20日 ＜特集＞中小企業の連携活動（その３）
国際分業時代における中小企業のネットワーク
　－在中国日系鋳造企業による競争優位性の形成過程－

東京大学
先端科学技術研究センター
特任助手

安田　聡子

平成 16年12月20日 自転車市場と産業
中国天津と日本　謝思全論文解題

慶應義塾大学
経済学部　教授

渡辺　幸男

平成 16年12月20日 ［寄稿論文］制度革新と産業進歩
－中国・天津における自転車産業の発展と再編を事例として－

中国天津・南開大学
経済研究所　教授

謝　思全

平成 17年9月20日 ［平成１６年度　調査研究事業］
ＥＵにおける協同組合の現状と動向（上）

（財）商工総合研究所
主任研究員

三浦　敏

平成 17年10月20日 ［平成１６年度　調査研究事業］
ＥＵにおける協同組合の現状と動向（下）

（財）商工総合研究所
主任研究員

三浦　敏

平成 18年4月20日 ＜特集＞東アジア中小企業の発展と課題(その1)
中国の中小企業－体制移行・地域変容・産業発展

慶應義塾大学
経済学部　助教授

駒形　哲哉

平成 18年4月20日 ＜特集＞東アジア中小企業の発展と課題(その1)
台湾中小企業の成長過程と課題
　－ＩＴ産業を中心として－

専修大学大学院
社会知性開発研究センター
助手

荒井　久夫

平成 18年5月20日 ＜特集＞東アジア中小企業の発展と課題(その２)
韓国中小企業の成長と問題

建国大学　教授
建国大学　講師
建国大学　講師

李　尹俌
李　東柱
南　潤亨

平成 18年5月20日 ＜特集＞東アジア中小企業の発展と課題(その２)
東アジア各国における中小企業発展の共通性と特殊性

専修大学商学部　教授 黒瀬　直宏

平成 18年8月20日 ［平成17年度　調査研究事業］
ＥＵにおける中小企業と金融の動向

（財）商工総合研究所
主任研究員

三浦　敏

平成 20年9月20日 ［平成１９年度調査研究事業］
　ＥＵにおける商業調整の現状と課題
　　～ＥＵ主要国における大規模店舗出店規制を中心に～

（財）商工総合研究所
主任研究員

三浦　敏

平成 22年7月20日 ［平成２１年度調査研究事業]
国際分業体制下の東アジア経済における中小企業の事業展
開の現状と課題

（財）商工総合研究所
主任研究員

吉見　隆一
望月　和明

平成 22年8月20日 ＥＵ中小企業政策の展開と意義
　　－「欧州小企業憲章」と「ＳＢＡ小企業議定書」－

横浜国立大学大学院
環境情報研究院　教授

三井　逸友


