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昭和 26年12月15日 講和の中小企業的意義 一橋大学 教授 山中 篤太郎

昭和 27年4月15日 中小企業の国民所得上での地位 東京学芸大学 教授 細野 孝一

昭和 27年7月15日 国有財産特別措置法と中小企業 商工中金

昭和 27年8月15日 需給調整のための企業安定法談義 大阪商科大学
名誉教授

村本 福松

昭和 27年11月15日 中小企業問題の基盤 神戸大学 教授 藤井 茂

昭和 28年4月15日 現代資本主義と中小企業問題（上） 慶應義塾大学 教授 伊藤 岱吉

昭和 28年5月15日 現代資本主義と中小企業問題（下） 慶應義塾大学 教授 伊藤 岱吉

昭和 28年5月15日 産業合理化と中小企業に関する諸問題 日本銀行 調査局 浜崎　敬治

昭和 29年4月15日 日本産業構造と中小企業 東京学芸大学 教授 細野 孝一

昭和 29年12月15日 中小企業存立の形態 東京都立大学 教授 泉 三義

昭和 30年1月15日 スタインドル「小企業と大企業」
 －企業規模に関する経済的諸問題－

統計研究会 研究員 高橋 壽常

昭和 30年3月15日 中小企業関係統計資料の紹介とみかたについて（１） 中小企業庁 振興部 原野 律郎
高田 政雄
柴崎 重雄
古屋 景光

昭和 30年4月15日 中小企業関係統計資料の紹介と見かたについて（２） 中小企業庁 振興部 原野 律郎
高田 政雄
柴崎 重雄
古屋 景光

昭和 30年7月15日 日本産業構造と中小企業
 －適正産業構造のあり方－

東京学芸大学 教授 細野 孝一

昭和 31年8月25日 経済発展と中小企業 山口大学 講師 安部 一成

昭和 32年9月25日 わが製造工業の規模別の検討 東京学芸大学 教授 細野 孝一

昭和 33年3月25日 中小企業成長率の一断面 東京都立大学 教授 泉 三義



昭和 33年3月25日 中小企業の生産性向上問題 経済企画庁
 調査課産業班長

宍戸 寿雄

昭和 34年2月25日 企業集中度を通じてみた中小企業の地位 東京都立大学 教授 泉 三義

昭和 34年10月25日 中小企業理論に関する若干の提議
　－日本経済政策学会第１９回大会に関連して－

大阪大学 助手 北村 貞樹

昭和 34年12月25日 印刷工業における中小企業規模
－中小企業総合基本調査分析による中小企業規模規定の一試論－

名古屋大学経済学部
講師

瀧澤 菊太郎

昭和 35年6月25日 零細企業規模の規定に関する一試論
　－零細企業の概念と中小企業総合基本調査分析による印刷工業
の零細企業規模－

名古屋大学 助教授 瀧澤 菊太郎

昭和 36年3月31日 経済変動と中小企業 中央大学 助教授 三宅 武雄

昭和 36年8月31日 高度成長下の中小企業 大阪大学 教授 一谷 藤一郎

昭和 36年12月31日 中小企業とその外部条件
  －企業資質としての外部条件への作用と組織化－

一橋大学 教授 山中 篤太郎

昭和 37年4月30日 経済成長と中小企業問題
  －「中小企業」問題意識の国際的・歴史的一考察－

名古屋大学 助教授 瀧澤 菊太郎

昭和 37年7月31日 経済の成長と中小企業の将来 名古屋大学・一橋大学
教授

美濃口 時次郎

昭和 37年10月31日 中小企業の成長と最適経営規模
  －ハックス教授の中小企業論によせて－

名古屋大学 教授 末松 玄六

昭和 38年8月31日 産業再編成下の中小企業問題 日本産業構造研究所 小林 謙一

昭和 39年12月31日 「中規模企業肥大化」現象の評価
  －いわゆる「中堅企業論」をめぐって－

日本大学 助教授 中山 金治

昭和 40年2月27日 転型期と中小企業 南山大学 教授 中村 精

昭和 41年6月30日 転型期に向かう中小企業と「中堅」企業 東京都立大学 教授 泉 三義

昭和 41年12月31日 資本自由化・産業「再編成」と中小企業問題 専修大学 教授 中村 秀一郎

昭和 42年2月28日 中小企業問題の一視角 東京大学助教授
東京大学大学院博士課程

中村 隆英
腰原 久雄

昭和 42年8月31日 中小企業問題をめぐって
  －海外視察の感想－

中央大学教授 三宅 武雄



昭和 43年10月31日 企業の大型化傾向と中小企業 都立大学 教授 泉 三義

昭和 45年4月30日 経済成長と中小企業利潤 南山大学 教授 中村 精

昭和 45年10月1日 物価問題と中小企業 一橋大学 助教授 塩野谷 祐一

昭和 46年4月1日
「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
「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
「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6月1日 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 47年9月1日 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 48年11月1日 二重構造論の再吟味 法政大学 教授 清成 忠男

昭和 49年7月1日 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8月1日 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10月1日 中小企業の存立条件 名古屋大学 助教授 小川 英次

昭和 50年5月1日 中小企業の知識集約化 立教大学 教授 加藤 誠一

昭和 50年5月1日 中小企業の知識集約化 名古屋大学 助教授 小川 英次

昭和 52年5月1日 競争条件の変化と中小企業 名古屋大学教授
流通経済大学 教授

小川　英次
松本 達郎

昭和 52年5月1日 競争条件の変化と中小企業 名古屋大学 教授 瀧澤 菊太郎

昭和 52年5月1日 競争条件の変化と中小企業 国士館大学 教授 細野 孝一

昭和 52年5月1日 競争条件の変化と中小企業 愛知大学 教授 末松 玄六



昭和 52年5月1日 競争条件の変化と中小企業 慶應義塾大学 教授 佐藤 芳雄

昭和 52年5月1日 競争条件の変化と中小企業 大阪市立大学 助教授 巽 信晴

昭和 52年5月1日 競争条件の変化と中小企業 京都学園大学 教授 田杉 競

昭和 52年5月1日 競争条件の変化と中小企業 明治学院大学 教授 磯部 浩一

昭和 52年5月1日 競争条件の変化と中小企業 神戸大学 教授 水野 武

昭和 53年4月1日 産業構造の変化と中小企業の将来 一橋大学 教授 江見 康一

昭和 54年7月1日 環境変化と中小企業
　－機械工業にみる存立基盤の変化と展望－

名古屋大学 教授 小川 英次

昭和 54年7月1日 環境変化と中小企業
　－機械工業にみる存立基盤の変化と展望－

慶應義塾大学 教授 佐藤 芳雄

昭和 55年2月1日 小売業における規模の経済：再論
  －Ｋ．Ａ．Ｔｕｃｋｅｒの研究によせて－

青山学院大学 教授 鈴木 安昭

昭和 55年12月1日 日本の中小企業像はバラ色か
  －８０年代中小企業ビジョンの一つの問題点－

名古屋大学 教授 瀧澤 菊太郎

昭和 59年6月1日 サービス経済化と中小企業 明治学院大学 教授 磯部 浩一

昭和 59年6月1日 サービス経済化と中小企業 青山学院大学 教授
千葉商科大学 教授

鈴木 安昭
伊藤 公一

昭和 59年6月1日 サービス経済化と中小企業 青山学院大学 教授
千葉商科大学 教授

鈴木 安昭
伊藤 公一

昭和 63年5月1日 産業調整問題と中小企業 名古屋大学 教授 小川 英次

昭和 63年5月1日 産業調整問題と中小企業 大阪経済大学 教授 高城 寛

昭和 63年6月1日 産業調整問題と中小企業 慶應義塾大学 助教授 渡辺 幸男

昭和 63年8月1日 変革期の日本経済と中小企業 神戸大学 助教授 松永 宣明

平成 05年10月20日 産業構造変化と中小企業（上）
　　－製造業における業種構造の変化と今後の展望－

（財）商工総合研究所
主任研究員

住吉 輝男



平成 05年11月20日 産業構造変化と中小企業（下）
　　－製造業における業種構造の変化と今後の展望－

（財）商工総合研究所
主任研究員

住吉 輝男

平成 07年4月20日 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 中小企業の盛衰分析 西東京科学大学 学長 小林 靖雄

平成 07年10月20日 「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 08年6月20日 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7月20日 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8月20日 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 09年4月20日 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 11年1月20日 “量的拡大”の終焉と中小企業
  －「競争・強調」の新展開－

桜美林大学 助教授 堀 潔

平成 11年7月20日 ［平成１０年度　調査研究事業］　新たな局面を迎える産学官の
連携と中小企業（１）

（財）商工総合研究所 主
任研究員

望月 和明

平成 11年8月20日 ［平成１０年度　調査研究事業］
新たな局面を迎える産学官の連携と中小企業（２）

（財）商工総合研究所
主任研究員

望月 和明

平成 12年1月20日 創刊５０巻記念特集Ⅰ
座談会：日本経済における中小企業の役割と２１世紀への展望

帝京科学大学 学長
東京工業大学 名誉教授
他

小林 靖雄 他５名

平成 12年2月20日 創刊５０巻記念特集Ⅰ
小論集：２１世紀の中小企業を考える
 －流動化の時代と中小企業経営－

岩手県立大学 教授 古川 浩一

平成 12年2月20日 創刊50巻記念特集Ⅰ
小論集：２１世紀の中小企業を考える
 －中小企業の技術開発とＩＴ革命－

慶應義塾大学 助教授 高橋 美樹

平成 12年2月20日 創刊５０巻記念特集Ⅰ
 小論集：２１世紀の中小企業を考える
 －企業間ネットワークとアライアンス－

青山学院大学 教授 港 徹雄

平成 12年2月20日 創刊５０巻記念特集
小論集：２１世紀の中小企業を考える －２１世紀、どのような産
業集積が国内製造業中小企業に有効か－

慶應義塾大学 教授 渡辺 幸男

平成 12年2月20日 創刊５０巻記念特集Ⅰ
小論集：２１世紀の中小企業を考える
 －政策環境の変化の下で中小商業はどのように活路を見出したら
よいか－

千葉商科大学 教授 伊藤 公一

平成 12年2月20日 創刊５０巻記念特集Ⅰ
小論集：２１世紀の中小企業を考える
 －２１世紀のベンチャー－

北海道大学 教授 濱田 康行



平成 12年2月20日 創刊５０巻記念特集Ⅰ
 小論集：２１世紀の中小企業を考える
 －中小企業の国際化への視点－

駒澤大学 教授 三井 逸友

平成 12年2月20日 創刊５０巻記念特集Ⅰ
 小論集：２１世紀の中小企業を考える
 －新時代の中小企業組織化を考える－

明治大学 教授 百瀬 恵夫

平成 12年2月20日 創刊５０巻記念特集Ⅰ
 小論集：２１世紀の中小企業を考える
 －これからの中小企業政策を展望する－

中京大学 教授 寺岡 寛

平成 14年10月20日 ［平成１３年度調査研究事業］
革新的起業の成長要因

（財）商工総合研究所
主任研究員

三浦　敏

平成 16年8月20日 ＜特集＞わが国の中堅企業
～その企業特性と研究の意義～　序章

中京大学　学長 小川　英次

平成 16年8月20日 ＜特集＞わが国の中堅企業
～その企業特性と研究の意義～
Ⅰ章　日本経済と中堅企業

滋賀大学　助教授 弘中　史子

平成 16年8月20日 ＜特集＞わが国の中堅企業
～その企業特性と研究の意義～
Ⅱ章　中堅企業の現状とマネジメントにおける課題

滋賀大学　助教授 弘中　史子

平成 16年8月20日 ＜特集＞わが国の中堅企業
～その企業特性と研究の意義～
Ⅱ章　中堅企業と地域集積

大阪商業大学　助教授 粂野　博行

平成 16年8月20日 ＜特集＞わが国の中堅企業
～その企業特性と研究の意義～
Ⅳ章　小売中堅企業と事業の仕組みづくり

名古屋大学　助教授 山田　基成

平成 16年8月20日 ＜特集＞わが国の中堅企業
～その企業特性と研究の意義～
Ⅴ章　中堅企業研究の意義と施策に関する考察

名古屋大学　助教授 山田　基成

平成 17年2月20日 ［平成１６年度　調査研究事業］
工業統計表にみる中小企業の構造変化

元(財)商工総合研究所
主任研究員

村上　雄次

平成 19年8月20日 ［平成１８年度　調査研究事業］
新興企業市場の統計的分析（上）
　－基本統計量分析と主成分分析による－

（財）商工総合研究所
主任研究員

酒井　俊行

平成 19年9月20日 ［平成１８年度　調査研究事業］
新興企業市場の統計的分析（下）
　－基本統計量分析と主成分分析による－

（財）商工総合研究所
主任研究員

酒井　俊行


