
  中小企業経営・一般
発行日 論文名 所属 筆者等

昭和 32年1月25日 成長企業の経営問題 名古屋大学 教授 末松 玄六

昭和 33年2月25日 わが国中小企業の経営に望まれるもの
　－メカニズムとともにフイロソフイを－

大阪市立大学
名誉教授

村本 福松

昭和 36年9月30日 中小企業における事務管理の合理化
  －その特徴と問題点－

明治大学 講師 渡辺 睦

昭和 38年4月30日 中小企業経営と賃金 東京工業大学 教授 小林 靖雄

昭和 39年4月30日 中小企業における生産管理 名古屋大学 講師 小川 英次

昭和 40年3月31日 中小企業者の経営者意識 東京女子大学 助教授 伊藤 善市

昭和 40年12月31日 中小企業倒産の原因とその対策 立教大学 教授 加藤 誠一

昭和 41年1月31日 中小企業のロット政策 名古屋大学 助教授 小川 英次

昭和 41年3月31日 進展する中小企業の事業転換 商工中金

昭和 41年9月30日 これからの中小企業のマーケティング戦略 早稲田大学 教授 原田 俊夫

昭和 42年3月31日 中小企業と経営革新 京都大学 教授 田杉 競

昭和 42年9月30日 中小企業とマーケッティング
  －マーケッティングの二つの意味－

早稲田大学教授 宇野 政雄

昭和 43年4月30日 中小企業における専門化 京都大学教授
東京工業大学教授

田杉　競
小林　靖雄

昭和 43年9月30日 経済発展と中小企業経営の適応 東京工業大学 教授 小林 靖雄

昭和 44年4月30日 中小企業における電子計算機の利用
  －その方法・効果・コストを中心に－

日本工業新聞
経営相談室長

稲葉 秀雄

昭和 44年9月30日 省力投資の経済性計算
  －中小工業の省力化を中心として－

慶應義塾大学 教授 千住 鎮雄

昭和 44年9月30日 木製電子キャビネット工業の構造と生産性・収益性の分析 東京工業大学 助教授 黒沢 一清

昭和 44年12月30日 同族会社経営論 一橋大学 教授 山城 章

昭和 45年3月31日 開放経済体制下における経営組織 立教大学 教授 土方 文一郎



昭和 46年8月1日 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11月1日 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 47年1月1日 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 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8月1日 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 48年7月1日 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 中小企業の事業転換 桜美林大学 教授 小田橋 貞壽

昭和 48年10月1日 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 51年5月1日 産業構造の転換と中小企業経営者の意識 明治学院大学　教授
東京工業大学 教授

磯部　浩一
小林 靖雄

昭和 51年6月1日 中小企業事業転換追跡調査
　-事例にみる成否の軌跡-

商工中金　調査部

昭和 51年8月1日 経営環境の変化と新たな中小企業の成長要因 専修大学 教授 中村 秀一郎

昭和 51年8月1日 低成長下における中小企業の設備投資の考え方 早稲田大学 教授 青木 茂男

昭和 52年3月1日 低成長下の企業とマーケティング戦略 明治大学 教授 三上 富三郎

昭和 52年10月1日 企業倒産とその背景 法政大学 教授 清成 忠男

昭和 54年10月1日 中小企業経営の理念と展開 東邦薬品（株）社長 松谷 義範

昭和 55年10月1日 中小企業におけるマーケティングの新展開 早稲田大学 教授 宇野 政雄

昭和 56年5月1日 中小企業と省ネルギー 東京工業大学 教授 小林 靖雄

昭和 56年5月1日 中小企業と省ネルギー 名古屋大学 教授 小川 英次

昭和 56年5月1日 中小企業と省ネルギー 東京工業大学 助教授 古川 浩一

昭和 58年1月1日 中小企業の経営問題  －沖縄地域を中心として－ 沖縄大学 助教授 伊波 盛伸



昭和 58年11月1日 サービス業の構造的特質と業態構造変化の動向 八代学院大学 講師 木村 吾郎

昭和 59年12月1日 サービス業におけるリスクマネジメント
  －ホテル・旅館とクリーニング業のケース・スタディ－

八代学院大学 講師 木村 吾郎

昭和 61年5月1日 中小企業における事業転換のマネジメント 名古屋大学 専任講師 山田 基成

平成 01年10月20日 中堅・中小企業の経営戦略 名古屋大学 助手 内藤 勲

平成 02年4月20日 中小企業の戦略と組織 名古屋大学 助教授 岸田 民樹

平成 02年7月20日 Ｍ＆Ａの中小企業分野に与える影響と今後の動向について
（上）

商工中金　調査部

平成 02年8月20日 Ｍ＆Ａの中小企業分野に与える影響と今後の動向について
（下）

商工中金　調査部

平成 03年7月20日 中小企業をめぐる取引慣行 名古屋大学
専任講師

山田 基成

平成 03年8月20日 中小企業をめぐる取引慣行 青山学院大学 教授 港 徹雄

平成 03年10月20日 「取引慣行と中小企業」 東京大学 教授 三輪 芳朗

平成 04年1月20日 現代の中小企業経営
　－その焦点を探る－

名古屋大学 教授 小川 英次

平成 04年4月20日 中小企業における事業継承の研究 筑波大学大学院
助教授

大野 正道

平成 05年1月20日 多品種少量とジャスト・イン・タイム 東京大学 教授 土屋 守章

平成 07年4月20日 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6月20日 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 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 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 リストラと中小企業 中京大学 教授 小川 英次

平成 07年9月20日 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 09年1月20日 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11月20日 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 10年6月20日 ［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 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 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 ［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 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10月20日 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 11年9月20日 ［平成１０年度　調査研究事業］
ネットワーク時代における中小企業経営

前（財）商工総合研究所
主任研究員

辻 俊次郎

平成 12年6月20日 ネットワーク時代における中小企業経営 岩手県立大学 教授 古川 浩一

平成 12年7月20日 ネットワーク時代における中小企業経営 一橋大学 助教授 岡室 博之

平成 12年8月20日 ネットワーク時代における中小企業経営 慶應義塾大学 助教授 高橋 美樹

平成 13年6月20日 構造転換期の中小企業
ＩＴ革命との関わりを中心にして

神戸大学大学院
経営学研究科　助教授

原田　勉

平成 13年7月20日 構造転換期の中小企業
ＩＴ革命との関わりを中心にして

青山学院大学　教授 港　徹雄

平成 13年7月20日 中小企業の景況と経営戦略の動向
　　－「中小企業の経営戦略の動向等に関する調査」（２００１年２
月調査）を中心に－

商工中金 藤野　洋

平成 13年7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
（２）

商工中金　調査部
（財）商工総合研究所

平成 13年8月20日 構造転換期の中小企業
ＩＴ革命との関わりを中心にして

名古屋大学大学院
助教授

山田　基成

平成 13年10月20日 ＜特集＞グローバル化と中小企業（その２)
これからの中小製造業
　－日本からのグローバル・スタンダード発信をめざして－

滋賀大学　助教授 弘中　史子

平成 14年5月20日 激変するモノづくりにおける競争力の源泉 中京大学　経営学部
専任講師

浅井　紀子

平成 15年2月20日 商店街の「経営」戦略
　－新規参入者を呼び込むために－

経済産業省
中小企業庁
調査室調査員

江口　崇

平成 16年5月20日 デフレ経済下の中小企業経営 神戸大学大学院
経営学研究科
助教授

原田　勉

平成 16年6月20日 デフレ経済下の中小企業経営 一橋大学大学院
経済学研究科
助教授

岡室　博之



平成 16年6月20日 ［平成１５年度　調査研究事業］
中堅企業の経営に関する実態調査

(財)商工総合研究所
主任研究員

村上　雄次

平成 16年7月20日 デフレ経済下の中小企業経営 青山学院大学
名誉教授
豊橋創造大学
特任教授

鈴木　安昭

平成 16年7月20日 ［平成１５年度　調査研究事業］
環境循環型社会と中小企業経営
　　～環境経営を志向する中小企業～

(財)商工総合研究所
主任研究員

三浦　敏

平成 17年6月20日 規制緩和と中小企業の新しい発展分野 甲南大学
経営学部　教授

西村　順二

平成 17年7月20日 規制緩和と中小企業の新しい発展分野 北海道大学大学院
経済学研究科　教授

濱田　康行

平成 17年8月20日 規制緩和と中小企業の新しい発展分野 青山学院大学
国際政経学部　教授

港　徹雄

平成 17年9月20日 会社法の制定と企業承継法 筑波大学大学院　教授
弁護士

大野 正道

平成 17年10月20日 ＜特集＞中小企業のマーケティング戦略（その１）
新パラダイム下における中小製造企業マーケティングの可能
性

大東文化大学
経営学部　教授

熊沢　孝

平成 17年11月20日 ＜特集＞中小企業のマーケティング戦略（その２）
中小製造業のマーケティング戦略
　～国内で将来展望を持つ中小企業の特徴～

桜美林大学経済学部
教授

堀　潔

平成 17年11月20日 [寄稿論文]　グリーン圧力が中小企業に及ぼす影響に関する
実証分析　　機械・金属業のケース

専修大学
商学部　助教授

在間　敬子

平成 17年12月20日 ［平成17年度　調査研究事業］
中小企業の生き残り戦略

（財）商工総合研究所
主任研究員

高木　健紀

平成 18年9月20日 ［平成17年度　調査研究事業］
中小製造業のマーケティング戦略

（財）商工総合研究所
主任研究員

望月　和明

平成 18年9月20日 中小企業の企業価値と組織戦略に関する調査（上）
　（２００５年１２月～２００６年３月調査）

商工中金　調査部

平成 18年10月20日 中小企業の企業価値と組織戦略に関する調査（下）
（２００５年１２月～２００６年３月調査）

商工中金　調査部

平成 18年11月20日 中小企業の再生に関する実証分析
　－『経営再建・事業活性化マニュアル』の２次分析を中心として－

千葉商科大学
商経学部教授

太田　三郎

平成 19年2月20日 ［平成１８年度調査研究事業］
わが国中小企業の社会的責任の現状と課題

（財）商工総合研究所
主任研究員

三浦　敏

平成 19年5月20日 [寄稿論文]　中小企業の環境経営の現状と課題
機械・金属業とプラスチック業の業種間比較と経年比較から

京都産業大学
経営学部　准教授

在間　敬子

平成 19年8月20日 中小製造業の今日的課題 東洋大学
経済学部教授

安田　武彦

平成 19年9月20日 事業の仕組みによる独自事業の創出 大阪商業大学
総合経営学部　教授

小川　正博

平成 19年10月20日 [特別寄稿論文] 震災に立ち向かう柏崎中小製造業
　－中越沖地震直後の「現場」レポート－

一橋大学大学院　教授 関　満博



平成 19年11月20日 ＜特集＞中小企業の生産性向上戦略
サービス業の生産性向上戦略

大阪商業大学
総合経営学部　教授

南方　建明

平成 19年12月20日 ＜特集＞中小企業の生産性向上戦略
生産性向上のための戦略展開と中小企業の経営

梅村学園学術顧問 小川　英次

平成 20年6月20日 企業の社会的責任と中小企業経営 中京大学
経営学部教授

寺岡　寛

平成 20年7月20日 企業の社会的責任と中小企業経営 中央大学
総合政策学部
特任教授

古川　浩一

平成 20年8月20日 企業の社会的責任と中小企業経営 横浜国立大学大学院
環境情報研究院　教授
桜美林大学
経済・経営学系　教授

三井　逸友
堀　　潔

平成 20年9月20日 高成長中小企業の輩出のための支援制度
－大阪商工会議所の取り組み－

神戸大学大学院
経営学研究科　教授

怱那　憲治

平成 20年10月20日 ＜特集＞中小企業経営と産官学連携（その１）
感性共振がひらく本質価値と中小企業

九州大学教授
（大学院工学研究院／
ユーザーサイエンス機
構）

坂口　光一

平成 20年11月20日 ＜特集＞中小企業経営と産官学連携（その２）
中小企業による大学内未利用資源の活用
　－中小企業の経営力を高める産学連携にむけて－

東北大学大学院
経済学研究科　准教授

福嶋　路

平成 20年12月20日 調査研究論文［平成２０年度調査研究事業］
中小企業の産学連携

（財）商工総合研究所
主任研究員

望月　和明

平成 21年4月20日 中小企業の事例に見る日本の経営課題 慶應義塾大学
総合政策学部　教授

榊原　清則

平成 21年6月20日 ［平成２０年度調査研究事業］
中小企業における事業承継(上)

（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7月20日 ［平成２０年度調査研究事業］　中小企業における事業承継
(下)

（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9月20日 「長寿企業」の家訓と経営慣行 滋賀大学大学院
経済学研究科
日本学術振興会
特別研究員
和歌山大学
経済学部教授

曽根　秀一
吉村　典久

平成 22年6月20日 ＜特集＞中小企業の経営戦略（その１）
中小企業の経営戦略－片利共生と非対称な競争－

法政大学
経営学部教授

洞口　治夫

平成 22年7月20日 ＜特集＞中小企業の経営戦略（その２）
新たな産学連携戦略の可能性と課題
　　－ビジネス系（経済・経営・商・会計）分野を対象として－

千葉商科大学
商経学部　教授

中山　健

平成 22年8月20日 ＜特集＞中小企業の経営戦略（その３）
　“小規模力”を活かした中小小売業のマーケティング戦略

静岡県立大学
経営情報学部教授

岩崎　邦彦

平成 22年10月20日 ＜特集＞知的資産と中小企業（その１）
知的資産経営に関するささやかな提言
　～「ＴＫＣ研究」を援用した知的資産経営モデルの提示～

産業能率大学
経営学部　教授
中小企業知的資産経営
研究会委員

宮田　矢八郎

平成 22年10月22日 ＜特集＞知的資産と中小企業（その１）
中小企業の知的資産の開示に関する考察
　－私募債発行企業と知的資産経営報告書作成企業の比較分析
を中心に－

立命館大学
経営学部　准教授

中森　孝文


