
中小企業と国際化
発行日 論文名 所属 筆者等

昭和 33年4月25日 中小企業商品の海外進出 明治大学 教授 春日井 薫

昭和 48年1月1日 中小企業の海外進出 明治大学 講師 油谷 精夫

昭和 48年3月1日 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 49年1月1日 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7月1日 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 50年4月1日 海外投資問題を考える 商工中金 井上 邦明

昭和 51年10月1日 現代伝統産業の生成における国際化（上） 東京工業大学 名誉教授
武蔵大学 名誉教授

磯部 喜一

昭和 51年11月1日 現代伝統産業の生成における国際化（下） 東京工業大学 名誉教授
武蔵大学 名誉教授

磯部 喜一

昭和 52年6月1日 中小企業の海外投資の現状と問題点 奈良県立短期大学 教授 三宅 順一郎

昭和 52年10月1日 東南アジアの経済発展とわが国との貿易・競合関係 アジア経済研究所
研究員

林 俊昭

昭和 53年4月1日 国際環境の変化と中小輸出商社のあり方
  －神戸貿易業を中心に－

神戸大学 名誉教授
南山大学 教授

藤井 茂

昭和 54年3月1日 拡大する日中貿易と中小企業 日本貿易振興会 山田 康博

昭和 54年11月1日 為替相場の変動と輸出型産地企業をめぐる諸問題 立教大学大学院
経済学研究科
博士課程

渡辺 俊三

昭和 56年7月1日 国際競争力の変化と輸出中小企業 神戸大学 名誉教授 藤井 茂

昭和 57年8月1日 海外進出と産業・中小企業問題 神奈川大学 助教授 大林 弘道

昭和 58年4月1日 “伝統産業、その国際性”のまとめ 東京工業大学 名誉教授
武蔵大学 名誉教授

磯部 喜一

昭和 60年3月1日 国際的優位に立つアパレル・テクノロジーと我が国のファッ
ション

中村学園大学 教授 木下 武人

昭和 62年3月1日 中小企業の国際化
  －兵庫県下の中堅・中小企業の海外戦略を中心に－

神戸大学 助教授 松永 宣明

昭和 62年4月1日 わが国の輸出産業と中小企業 東北学院大学 教授 小柴 徹修



昭和 63年2月1日 国際的技術移転・東南アジア国際化の動向・その事例と展望
　　－アジアＮＩＣｓ，ＡＳＥＡＮ地域の現地取材－

中村学園大学 教授 木下 武人

昭和 63年7月1日 日本的経営システムのアジアへの国際技術移転とアジアの
経営風土

神奈川大学国際経営研
究所
専任講師

丹野 勲

平成 01年6月10日 国際化の進展と繊維業界の動向
 －海外ブランド急増の示唆するもの－

（財）商工総合研究所
主任研究員

渡辺 勝太郎

平成 01年7月10日 ＮＩＥＳの追上げと中小企業 商工中金　調査部

平成 02年4月20日 ＮＩＥＳ等への海外直接投資の現状と問題点
　　－商工中金・財団実態調査結果の分析を中心に－

商工中金　調査部

平成 02年5月20日 変わる国際市場の方向と対応
　世界の自動車産業より日本下請制の変容
　－ＥＣ市場の統合と日米市場との対決－

中村学園大学 教授 木下 武人

平成 02年6月20日 国際化と中小企業 千葉商科大学 教授 伊藤 公一

平成 02年7月20日 国際化と中小企業 名古屋大学 助教授 足立 文彦

平成 02年8月20日 国際化と中小企業 神戸大学 教授 村上 敦

平成 03年5月20日 中国大連への日本企業の進出
　　－北東アジア地域における生産拠点の形成－

東京情報大学
専任講師

関 満博

平成 03年6月20日 中小企業をめぐる取引慣行 流通科学大学
助教授

向山 雅夫

平成 03年9月20日 英国における日本企業の経営
　　－北東イングランドを中心として－

東京工業大学
名誉教授

小林 靖雄

平成 04年6月20日 アジア諸国と日本の貿易構造の今後（上） （財）商工総合研究所
主任研究員

柳川 泰秀

平成 04年7月20日 アジア諸国と日本の貿易構造の今後（下） （財）商工総合研究所
主任研究員

柳川 泰秀

平成 04年9月20日 国際化と中小企業の変容
　－自動車産業の国際進出と下請制の変容－

中村学園大学 教授 木下 武人

平成 06年2月20日 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6月20日 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 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 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 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 08年2月20日 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 09年2月20日 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7月20日 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 16年8月20日 ［平成１５年度　調査研究事業］
中小製造業の国際化戦略

(財)商工総合研究所
主任研究員

望月　和明

平成 17年8月20日 ［平成１６年度調査研究事業］
経済のグローバル化の中小企業経営への影響実態調査

（財）商工総合研究所
主任研究員

望月　和明

平成 18年11月20日 ［平成17年度　調査研究事業］
日欧米における企業家精神と創業及び支援策

（財）商工総合研究所
主任研究員

三浦　敏

平成 18年12月20日 ＜特集＞財団設立２０周年記念
中小企業の可能性（その１）
もの作りでの中小企業の可能性
東アジア化の下での国内立地製造業中小企業の存立展望

慶応義塾大学
経済学部　教授

渡辺　幸男

平成 18年12月20日 ＜特集＞財団設立２０周年記念
中小企業の可能性（その１）
グローバル化の２０年と中小企業の進路

青山学院大学
国際政治経済学部
教授

港　徹雄

平成 20年4月20日 [寄稿論文] 中国・温州の中小企業ネットワーク
　－現地服装産業の独自調査から

龍谷大学
経済学部准教授
一橋大学イノベーション
研究センター
教授

辻田　素子
西口　敏宏

平成 20年12月20日 ＜特集＞中小企業経営と産官学連携（その３）
中国の産学連携の展開
　　－中国遼寧省の東北大学、東軟集団、東軟情報学院－

一橋大学大学院
商学研究科　教授

関　満博

平成 21年2月20日 情報共有の薦め：アジアから日本企業を見直す 専修大学
商学部　教授

黒瀬　直宏

平成 21年11月20日 世界大不況と中小企業 青山学院大学
国際政治経済学部
教授

港　徹雄

平成 21年12月20日 [寄稿論文]変化する中国の自動車産業と日系中小自動車部
品メーカーの事業戦略

専修大学
社会科学研究所
研究員

湯　進

平成 23年2月20日 中小企業の海外進出
　　－ベトナムの労働法と労務管理を中心として－

神奈川大学
経営学部　教授

丹野　勲


