
      中小商業・流通
発行日 論文名 所属 筆者等

昭和 31年6月25日 第三次産業の展開と中小企業 東京都立大学 教授 泉 浩之介

昭和 33年10月25日 中小企業の流通機構
－縫製品工業を中心として－

東京工業大学 助教授 小林 靖雄

昭和 34年6月25日 小売商の進むべき道 東京工業大学 教授 磯部 喜一

昭和 35年9月25日 商店街における共同事業について
　－商店街協同組合経営論－

同志社大学 教授 竹林 庄太郎

昭和 38年3月30日 スーパーマーケットの現状と展望 同志社大学 助教授 木地 節郎

昭和 43年5月31日 地域商業構造の変化と商店街の近代化（Ⅰ） 中小企業調査協会
理事

里見 宜男

昭和 43年7月31日 地域商業構造の変化と商店街の近代化（Ⅱ） 中小企業調査協会
理事

里見 宜男

昭和 43年8月31日 地域商業構造の変化と商店街の近代化（Ⅲ） 中小企業調査協会
理事

里見 宜男

昭和 43年10月31日 地域商業構造の変化と商店街の近代化（Ⅳ） 中小企業調査協会
理事

里見 宜男

昭和 44年5月31日 卸・小売業の資本自由化とその対応策 明治大学 教授 清水 晶

昭和 44年7月31日 流通近代化とボランタリー・チェーン 通産省 鉱政課長
前大臣官房企画室長

林 信太郎

昭和 44年12月30日 わが国のショッピング・センターと中小商業 明治大学 教授 清水 晶

昭和 45年1月31日 流通近代化とフランチャイズ・システム
  －システムズ・アプローチ－

明治大学 教授 徳永 豊

昭和 45年6月1日 商圏の境界と形状 青山学院大学 教授 西岡 久雄

昭和 45年9月1日 東京圏における小売商業活動の現状
  －都市構造の変動と小売商業の地域的展開－

（財）中小企業調査協会
理事

里見 宜男

昭和 45年10月1日 商店街開発とその問題点
  －中小企業の地域的協同－

青山学院大学 助教授 鈴木 安昭

昭和 46年1月1日 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 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 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5月1日 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9月1日 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 48年5月1日 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 50年1月1日 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10月1日 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 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 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

昭和 51年2月1日 中小企業と物的流通 東京大学 教授 林 周二

昭和 51年11月1日 転換期における流通機構の諸問題 神戸大学 教授 荒川 祐吉

昭和 52年8月1日 これからの物流を考える （財）流通経済システム開
発センター
主任研究員

中田 信哉

昭和 52年11月1日 消費者行動の変化と中小商業 西南学院大学 教授 糸園 辰雄

昭和 53年2月1日 大資本小売業の進出動向と中小小売業の対応 （財）流通システム開発セ
ンター
理事

宮下 正房

昭和 54年9月1日 中小小売商業近代化と経営者意識 神戸大学 助教授 田村 正紀

昭和 55年5月1日 環境変化と中小企業
　－中小商業にみる存立基盤の変化と対応－

青山学院大学 教授 鈴木 安昭

昭和 55年5月1日 環境変化と中小企業
　－中小商業にみる存立基盤の変化と対応－

青山学院大学 教授 鈴木 安昭

昭和 55年5月1日 環境変化と中小企業
　－中小商業にみる存立基盤の変化と対応－

千葉商科大学 助教授 伊藤 公一

昭和 56年1月1日 自動車用品の流通構造と市場動向 （社）流通問題研究協会
主任研究員

田中 実

昭和 56年9月1日 繊維品にみる消費構造と卸売流通構造変化 （社）流通問題研究協会 三村 優美子

昭和 58年3月1日 量販店の仕入れ戦略と納入業者 大阪府立商工経済研究所
研究員

近藤 和明

昭和 58年7月1日 ＶＣならびにＣＶＳの現状と今後の方向 大阪府立産業能率研究所 大橋 正彦



昭和 58年10月1日 わが国中小商業の現状と課題 西南学院大学 教授 糸園 辰雄

昭和 59年3月1日 ファミリーレストランと中小（既存）飲食店 （財）外食産業組合調査研
究センター
研究員

茂木 信太郎

昭和 59年10月1日 卸売企業におけるリスクとその規定要因
  －中小卸売企業におけるリスク管理を中心に－

大阪府立産業能率研究所
商業経営部 主任研究員

大橋 正彦

昭和 61年3月1日 商店街の研究 商業開発診断協会 代表 赤羽 幸雄

昭和 61年6月1日 高度情報化社会の進展と中小企業（商業） 青山学院大学 教授 鈴木 安昭

昭和 61年6月1日 高度情報化社会の進展と中小企業（商業） 千葉商科大学 教授 伊藤 公一

昭和 61年7月1日 高度情報化社会の進展と中小企業（商業） 神戸大学 教授 村上 敦

昭和 61年7月1日 高度情報化社会の進展と中小企業（商業） 神戸大学 助教授 松永 宣明

平成 01年6月10日 構造転換と中小企業 青山学院大学 教授 鈴木 安昭

平成 01年6月10日 構造転換と中小企業 流通科学大学 助教授 向山 雅夫

平成 03年2月20日 ショッピングセンター
　－その現状と展望－

商工中金　調査部

平成 03年7月20日 ９０年代の商店街の在り方 全国商店街振興組合
連合会

平成 03年8月20日 商店街における雇用と労働時間短縮問題 全国商店街振興組合
連合会

平成 03年10月20日 流通構造の変化と卸団地の変貌（上） （財）商工総合研究所
主任研究員

渡辺 靖夫

平成 05年5月20日 大店法改正の中小地元スーパーへの影響 商工中金　調査部

平成 06年2月20日 紳士・婦人服量販店チェーンの現状と見通し （財）商工総合研究所
主任研究員

山内 政司

平成 07年11月20日 商店街の再生・機能強化をめぐる諸問題 東亜大学 学長 安部 一成

平成 08年1月20日 小売業における構造変化と地域小売政策の課題
　－空き店舗問題を中心として－

大阪市立大学 教授 石原 武政

平成 08年7月20日 大店法改正の各種小売業態へ及ぼす影響 （財）商工総合研究所
主任研究員

前田 洋

平成 09年5月20日 日本型流通システムの変質 千葉商科大学 教授 懸田 豊



平成 10年2月20日 大店法時代の終焉 大阪市立大学 教授 石原 武政

平成 10年2月20日 卸商業団地にみる構造変動と組合機能 横浜国立大学 教授 田邉 信義

平成 10年8月20日 コンビニエンス・ストアの現状と納入業者の動向（１） （財）商工総合研究所
主任研究員

三浦　敏

平成 10年9月20日 コンビニエンス・ストアの現状と納入業者の動向（２） （財）商工総合研究所
主任研究員

三浦　敏

平成 11年4月20日 ＜特集＞「まちづくり３法」と中小商業（その１）
 「まちづくり３法」の意義と問題点

千葉商科大学 教授 伊藤 公一

平成 11年4月20日 ＜特集＞「まちづくり３法」と中小商業（その１）
 アメリカ・カナダにおける「まちづくり」と商業振興

専修大学 助教授 渡辺 達朗

平成 11年5月20日 ＜特集＞「まちづくり３法」と中小商業（その２）
 大型店出店の新たなルール作り－その意義と課題－

大阪市立大学  教授 石原 武政

平成 11年5月20日 ＜特集＞「まちづくり３法」と中小商業（その２） これからの
「まちづくり」に果たす同業種小売商業集積の役割

流通経済大学  教授 小林 憲一郎

平成 12年8月20日 ［平成１１年度　中小企業庁　委託調査研究事業］
商店街振興組合の内部運営体制強化について（一部要約）
（１）

（財）商工総合研究所

平成 12年9月20日 ［平成１１年度　中小企業庁　委託調査研究事業］
商店街振興組合の内部運営体制強化について（一部要約）
（２）

（財）商工総合研究所

平成 13年8月20日 ［平成１２年度　調査研究事業］
ＩＴ化の進展と中小流通業（１）

（財）商工総合研究所
主任研究員

村上　雄次

平成 13年9月20日 ［平成１２年度　調査研究事業］
ＩＴ化の進展と中小流通業（２）

（財）商工総合研究所
主任研究員

村上　雄次

平成 13年11月20日 ＜特集＞グローバル化と中小企業（その３)
グローバル化に伴う流通構造の変化と中小零細小売業

千葉商科大学
商経学部　助教授

番場　博之

平成 14年2月20日 ［平成１３年度　調査研究事業］
商店街衰退の現状と再生への方途

（財）商工総合研究所
主任研究員

住吉　輝男

平成 14年10月20日 ＜特集＞中小流通業の課題　～卸機能の再評価～（その１）
流通環境の変化と卸売機能

青山学院大学　教授 懸田　豊

平成 14年10月20日 ＜特集＞中小流通業の課題　～卸機能の再評価～（その１）
物流機能の再検証

城西国際大学　教授 野澤　建次

平成 14年11月20日 ＜特集＞中小流通業の課題　～卸機能の再評価～（その２）
 メーカーと卸売業との関係の変化
　-いわゆる直接取引問題に関して-

専修大学　教授 渡辺　達朗

平成 14年11月20日 ＜特集＞中小流通業の課題　～卸機能の再評価～（その２）
小売業を支援する卸売業
　-小売業と卸売業の機能連携の可能性-

青山学院大学　教授 三村　優美子

平成 15年7月20日 ［平成１４年度　調査研究事業］
流通構造の変化と中小卸売業の生き残り戦略(上)

(財)商工総合研究所
主任研究員

村上　雄次

平成 15年8月20日 ［平成１４年度　調査研究事業］
流通構造の変化と中小卸売業の生き残り戦略(下)

(財)商工総合研究所
主任研究員

村上　雄次



平成 15年9月20日 ＜特集＞不況下で活躍する小売・サービス業（その１）
不況下で活躍する小売業

流通経済大学　教授 小林　憲一郎

平成 15年10月20日 ＜特集＞不況下で活躍する小売・サービス業（その２）
サービス業の業界動向と成長する民間介護ビジネス

千葉商科大学　教授 中山　健

平成 15年11月20日 ＜特集＞不況下で活躍する小売・サービス業（その３）
サービス経済化の進展と新しいスモールビジネス

白鴎大学　教授 樋口　兼次

平成 16年1月20日 ＜特集＞日本経済再生に果たす中小企業の役割
社会システムとしての中小商業

千葉商科大学　助教授 番場　博之

平成 16年2月20日 ［平成１４年度　中小企業庁　委託調査研究事業］
商店街における魅力ある個店の実態について（上）

(財)商工総合研究所

平成 16年3月20日 平成１４年度　中小企業庁　委託調査研究事業
商店街における魅力ある個店の実態調査について（下）

(財)商工総合研究所

平成 18年1月20日 ［平成１６年度　中小企業庁委託調査研究事業］
商店街における個店の活性化モデル調査研究について（一
部抜粋）

（財）商工総合研究所

平成 19年1月20日 ＜特集＞財団設立２０周年記念
中小企業の可能性（その２）
中小小売業の可能性

千葉商科大学
商経学部　教授

伊藤　公一

平成 19年10月20日 ＜特集＞中小企業の生産性向上戦略
中小卸売業者の生産性向上と専業化の関係に関する一考
察

甲南大学　経営学部長 西村　順二

平成 19年11月20日 ［平成１８年度　調査研究事業］
小売業の展開と流通政策の現状・課題Ⅰ（国内編）

（財）商工総合研究所
主任研究員

三浦　敏

平成 23年1月20日 ［平成２２年度調査研究事業］
中小卸小売業の現状と課題
　～商業統計調査を中心とした分析～

（財）商工総合研究所
主任研究員

望月　和明


