
中小企業と地域経済・産業集積・地場産業
発行日 論文名 所属 筆者等

昭和 27年12月15日 茶業の中小企業性（其の１）
  －現地を踏査して－

明治大学 教授 関 未代策

昭和 28年1月15日 茶業の中小企業性（其の２） 明治大学 教授 関 未代策

昭和 28年2月15日 戦後の漆器生産（其の１）
 －北陸と会津の産地をまわって－

東京工業大学 教授 磯部 喜一

昭和 28年3月15日 戦後の漆器生産（其の２） 東京工業大学 教授 磯部 喜一

昭和 28年9月15日 秩父織物業の現在及び将来 明治大学
経済学部 教授

関 未代策

昭和 29年8月15日 東海地方における陶磁器工業について
-瀬戸、東濃を中心に踏査-

明治大学 教授 関 未代策

昭和 30年2月15日 川口鋳物中小企業の経営分析 一橋大学 教授 高宮 晋

昭和 30年8月25日 桐生・伊勢崎の織物業について 明治大学 教授 関 未代策

昭和 31年1月25日 信州味噌の現況とその中小企業性 明治大学 教授 関 未代策

昭和 31年7月25日 絹・人絹織物業における原料問題 東京工業大学 助教授 小林 靖雄

昭和 31年10月25日 三重県における養殖真珠事業 明治大学 教授 関 未代策

昭和 33年9月25日 和紙業の形態 明治大学 教授 関 未代策

昭和 35年3月25日 東海地方における陶磁器工業の発展とその地域構造
　－近代的在来中小工業の一典型－

東京学芸大学 教授 辻本 芳郎

昭和 36年9月30日 和紙業の形態
  －土佐紙の現状－

明治大学 教授 関 未代策

昭和 38年4月30日 地域開発と中小企業 経済企画庁 総合開発局
 開発計画課長

東 辰三

昭和 40年9月30日 転換期における内需織物工業 東京工業大学 教授 小林 靖雄

昭和 40年9月30日 わが国における木製家具製造業の経済構造と将来の在り
方について
  －中小企業産業の一つの在り方－

東京工業大学 助手 黒沢 一清

昭和 41年11月30日 北陸機業地における構造改革計画とその問題点 福井県繊維工業構造改善
協議会
専門委員

松山 久次

昭和 42年3月31日 産地企業における転廃業の諸問題
  －黒江塗漆器産地を中心にして－

立教大学 教授 加藤 誠一



昭和 43年8月31日 大都市近郊中小機械工業のあり方
  －大宮市における事例－

東京工業大学 助教授 黒沢 一清

昭和 44年2月28日 首都圏における工業立地の最近の動向と展望
  －東京を中心として－

東京都首都整備局 主査 雨宮 乾

昭和 49年8月1日 地域存在としての伝統産業 中央大学 講師 青野 寿彦

昭和 49年8月1日 産地産業の類型化による産地診断・改善手段 商工中金 大竹 清彦

昭和 49年12月1日 都市再開発と中小企業  －工業を中心に－ 東京工業大学 教授 石原 舜介

昭和 50年1月1日 繊維産業の構造改善の成果と問題点 通産省 生活産業局
総務課課長補佐

藤島 安之

昭和 50年2月1日 地場産業の構造的問題と今後の方向 静岡経済研究所
研究部長

山崎 充

昭和 50年8月1日 これからの地域経済と中小企業 山口大学 教授 安部 一成

昭和 51年4月1日 地域開発と中小企業 弘前大学 教授 吉永 芳史

昭和 52年6月1日 横編メリヤス工業の現状と問題点 名古屋大学 教授 瀧澤 菊太郎

昭和 52年12月1日 伝統的工芸品産業問題再評価の基軸 大阪経済大学 助教授 高城 寛

昭和 53年8月1日 都市における中小零細企業 東北大学 教授 板倉 勝高

昭和 53年8月1日 地場産業再生の方向
　－再生のための戦略と企業家精神の復活－

（財）静岡経済研究所
研究部長

山崎 充

昭和 53年10月1日 資本主義体制における伝統産業とその近代化 第一（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 53年11月1日 資本主義体制における伝統産業とその近代化 第一（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 54年4月1日 特定地域の構造不況と地域社会 東京工業大学 教授 阿部 統

昭和 54年6月1日 三全総と中小企業
  －石川県の繊維産地の実態と地域開発政策－

慶應義塾大学 教授 伊藤 喜栄

昭和 54年10月1日 都市計画と中小企業
  －大都市圏における工業市街地の課題と対策－

（株）アーバン・プランニン
グ研究所長

北條 蓮英

昭和 55年3月1日 地方の時代と中小企業問題 地域経済研究 所長 庄林 二三雄

昭和 55年7月1日 現代地場産業の問題点とその振興のための課題と方向 福島大学 教授 下平尾 勲

昭和 56年3月1日 地場産業におけるイノベーション
  －その歴史から学ぶ喚起の条件－

（財）静岡経済研究所
研究部長

山崎 充



昭和 56年6月1日 資本主義体制における伝統産業とその近代化 第二(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 56年7月1日 資本主義体制における伝統産業とその近代化 第二（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 56年8月1日 地域構造変革の課題 山口大学 教授 安部 一成

昭和 57年1月1日 大都市を支える零細工業の役割と問題 駒澤大学 専任講師 三井 逸友

昭和 57年6月1日 照明器具製造業における中小企業の現状と問題
－東京都を中心に

千葉商科大学 助教授 伊藤 公一

昭和 58年8月1日 東京における和装染色加工業の発展方向
－新たな都市型手工業としての再生－

東京都商工指導所 関 満博

昭和 58年9月1日 瀬戸陶磁器産業の現状と展望 名古屋学院大学 助教授 柿野 欽吾

昭和 59年1月1日 地域経済社会と中小企業 専修大学短期大学 教授 山崎 充

昭和 59年7月1日 首都圏拡大の中の伝統的地場産業地域
  －都市化、近代工業化に揺れる八王子機業地－

東京都商工指導所 関 満博

昭和 59年9月1日 伝統産業と構造変動
  －沖縄伝統産業と構造変動－

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8月1日 東京城南地域における工業再配置プロジェクトの分析 東京都商工指導所 関 満博

昭和 60年9月1日 地場産業の市場と流通問題 福島大学 教授 下平尾 勲

昭和 60年11月1日 最先端ハイテク企業の動態と方向
　－九州のＩＣ産業、ＩＣ関連産業、ＩＣ組込産業の実態より－

中村学園大学 教授 木下 武人

昭和 61年1月1日 我が国の伝統工芸
  －伝統制と先端性と流通－

中村学園大学 教授 木下 武人

昭和 61年8月1日 戦後における漆器製造業の展開 文教大学 教授 矢ケ崎 孝雄

昭和 61年9月1日 多摩川上流域における高度工業集積の課題
  －首都圏工業ネットワークの副次的拠点－

東京都商工指導所 関 満博

昭和 62年2月1日 燕、三条にみる地方工業集積地の構造問題
  －広域的リンケージと都市型工業への課題－

東京都商工指導所 関 満博

昭和 63年2月1日 インナーシティにおける中小零細工場
　　－墨田区機械金属工業の研究－

東京都商工指導所 関 満博

平成 01年2月10日 環境変化と産地企業の環境適応戦略（上）
　－白鳥手袋産地の事例を中心にして－

香川大学 教授 細川 進

平成 01年4月10日 環境変化と産地企業の環境適応戦略（下）
　－白鳥手袋産地の事例を中心にして－

香川大学 教授 細川 進

平成 01年11月20日 テクノポリスと中小企業
　－浜松工業の現状と課題－

東京情報大学 専任講師 関 満博



平成 02年10月20日 広域新都市形成と産業構造の高度化に関する研究（上）
　　－高速交通体系時代の上小地域の産業振興を事例として－

明治大学 教授 百瀬 恵夫

平成 02年11月20日 広域新都市形成と産業構造の高度化に関する研究（下）
　　－高速交通体系時代の上小地域の産業振興を事例として－

明治大学 教授 百瀬 恵夫

平成 03年9月20日 都市型中小企業の動向と展望 （財）商工総合研究所
主任研究員

吉村 聡

平成 05年4月20日 繊維産業の情報化推進構想と和装産業
　－繊維リソースセンター構想をめぐって－

同志社大学 教授 中村 宏治

平成 05年4月20日 中小企業文化論への接近
　－桐生織物業に関する史的・実証的考察－

日本大学 助手 長谷川 勉

平成 05年9月20日 今後の繊維産業及びその施策の在り方
　　－新繊維ビジョン－

通商産業省 生活産業局
繊維製品課長

瓦田 栄三

平成 06年11月20日 日本型生産分業システムの抜本的再編と地域経済・中小企
業

東洋大学 教授 吉田 敬一

平成 08年1月20日 メーカーの発注動向と合繊織物産地の動向 （財）商工総合研究所
主任研究員

前田 洋

平成 08年9月20日 輸出型産地（産地中小企業）は円高と輸入品の増加にいか
に対応すればよいか

富山大学 教授 小原 久治

平成 08年10月20日 円高化における大都市中小工業コンプレックスの変動
　　－東京都葛飾区を中心として－

日本工業大学 教授 竹内 淳彦

平成 09年5月20日 地域産業の活性化と地域企業の戦略的イノベーション 北海道大学　教授 金井 一頼

平成 09年8月20日 小規模企業と地域の将来展開 東亜大学 学長 安部 一成

平成 09年9月20日 産業集積と中小企業の競争優位 法政大学 教授 岡本 義行

平成 10年9月20日 ネットワーク時代における繊維産業の変貌 （財）商工総合研究所
主任研究員

辻 俊次郎
望月 和明

平成 13年9月20日 ＜特集＞グローバル化と中小企業（その１)
グローバル化に伴う産業集積の変化
　－金属消費財生産の産地型集積地域・鯖江と燕の事例から－

東京都立工業高等専門学
校
助教授

遠山　恭司

平成 13年10月20日 ［平成１２年度　調査研究事業］
ＥＵの地域開発と中小企業（１）

（財）商工総合研究所
主任研究員

三浦　敏

平成 13年11月20日 ［平成１２年度　調査研究事業］
ＥＵの地域開発と中小企業（２）

（財）商工総合研究所
主任研究員

三浦　敏

平成 14年1月20日 ＜特集＞わが国産業集積の未来（その１）
国内産業集積の展望
　　－燕の産業集積の発展可能性を例に－

慶應義塾大学　教授 渡辺 幸男

平成 14年1月20日 ［平成１３年度　調査研究事業］
＜特集＞わが国産業集積の未来（その１）
新しい産業集積の動向

（財）商工総合研究所
主任研究員

三浦　敏

平成 14年2月20日 ［平成１３年度　調査研究事業］
＜特集＞わが国産業集積の未来（その２）
不況下の産業集積　　－現状の問題点と課題－

大阪市立大学経済研究所
助教授

植田　浩史

平成 14年6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－

横浜国立大学　教授 三井　逸友



平成 15年6月20日 中小企業の存立条件と産業集積の変化 慶應義塾大学　教授 渡辺　幸男

平成 15年7月20日 中小企業の存立条件と産業集積の変化 青山学院大学　教授 港　徹雄

平成 15年8月20日 中小企業の存立条件と産業集積の変化 慶應義塾大学　教授 髙橋　美樹

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
ＳＯＨＯの創業支援と地域経済再生

高千穂大学　助教授 鹿住　倫世

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
中小企業の連携による経済活性化

一橋大学大学院　助教授 岡室　博之

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
産業集積と中小企業

大阪市立大学大学院
助教授

植田　浩史

平成 16年4月20日 ＜特集＞地域経済活性化に果たす中小企業の役割（その
１）
地域経済活性化に果たす中小企業の役割
　－静岡県西部地域の事例

静岡産業大学
経営学部　講師

辻田　素子

平成 16年5月20日 ＜特集＞地域経済活性化に果たす中小企業の役割（その
２）
地域経済活性化に果たす中小企業の役割
　－東京都大田区・品川区の事例－

東京都立工業高等専門学
校
一般教養科　助教授

遠山　恭司

平成 17年4月20日 <特集>地域産業振興と中小企業(その1)
北海道の地域産業振興と中小企業

一橋大学大学院
商学研究科　教授

関　満博

平成 17年5月20日 <特集>地域産業振興と中小企業(その２)
地域産業の新しいフロンティア
　-歴史的転換期に直面する地域経済と中小企業の可能性

千葉経済大学
経済学部　教授

安東　誠一

平成 17年5月20日 <特集>地域産業振興と中小企業(その２)
北陸地域に見る産業集積の形成と変容
　-工作機械産業を例に

千葉商科大学
商経学部　教授

鈴木　孝男

平成 17年12月20日 ＜特集＞中小企業のマーケティング戦略（その３）
商店街生き残りのマーケティング戦略
　-地域との共生・協働まちづくり-

中央大学経済学部
教授

八幡　一秀

平成 18年4月20日 ［平成17年度　調査研究事業］
北上・花巻地域における機械工業集積と地域経済活性化へ
の課題（上）

（財）商工総合研究所
主任研究員

吉見　隆一

平成 18年5月20日 ［平成17年度　調査研究事業］
北上・花巻地域における機械工業集積と地域経済活性化へ
の課題（下）

（財）商工総合研究所
主任研究員

吉見　隆一

平成 18年6月20日 地域経済の自立に果たす中小企業の役割 中京大学経営学部
教授

寺岡　寛

平成 18年7月20日 地域経済の自立に果たす中小企業の役割 慶應義塾大学
経済学部　教授

渡辺　幸男

平成 18年8月20日 地域経済の自立に果たす中小企業の役割 金城学院大学
現代文化学部　教授

足立　文彦

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）
経済・地域の活性化と中小企業の可能性

日本学術振興会
産業構造・中小企業第１１
８委員会　委員長
中央大学
総合政策学部　特任教授

古川　浩一

平成 19年2月20日 ［平成１７年度　中小企業庁委託調査研究事業］
商店街の販売戦略に関する調査研究（一部抜粋）

（財）商工総合研究所

平成 19年4月20日 ＜特集＞地域産業の新たな動き（その１）
産業集積の変化と地場産業（１）

福島学院大学　前学長
福島学院大学短期大学
教授

下平尾　勲



平成 19年4月20日 ［平成１８年度　調査研究事業］
広島地域の自動車産業における取引関係の変化と地場産
業の生き残り戦略

（財）商工総合研究所
主任研究員

吉見　隆一

平成 19年5月20日 ＜特集＞地域産業の新たな動き（その２）
産業集積の変化と地場産業（２）

福島学院大学　前学長
福島学院大学短期大学
教授

下平尾　勲

平成 19年5月20日 ＜特集＞地域産業の新たな動き（その２）
台頭する九州の自動車産業と地場企業の展開
　　～求められる新たな産業集積づくり～

神戸学院大学
経営学部　准教授

西岡　正

平成 19年7月20日 中小製造業の今日的課題 慶應義塾大学
経済学部教授

植田　浩史

平成 20年2月20日 ［平成１９年度　調査研究事業］
地域資源の活用と地域経済活性化に果たす中小企業の役
割

（財）商工総合研究所
主任研究員

望月　和明

平成 20年4月20日 ＜特集＞地域産業の新たな動きと中小企業（その１）　地域
経済と中小企業

北海道大学大学院
経済学研究科　教授
北海道大学創成科学共同
研究機構　特任准教授

濱田　康行
佐藤　孝一

平成 20年5月20日 ＜特集＞地域産業の新たな動きと中小企業（その２)
福井繊維産業の構造変化と非衣料分野への展開
　　-衣料分野と非衣料分野の発展に向けて-

大阪商業大学
総合経営学部教授

加藤　秀雄

平成 20年6月20日 ［平成１９年度調査研究事業］　諏訪地域の工業集積と地域
経済活性化への取り組み

（財）商工総合研究所
主任研究員

吉見　隆一

平成 20年7月20日 ［平成１９年度調査研究事業］
補助金及びその活用事例と企業誘致推進
　　～自治体の企業誘致関連事例を中心に～

（財）商工総合研究所
主任研究員

濱田　幸治

平成 20年8月20日 ［平成１９年度調査研究事業］
地域中小企業の現状と課題

（財）商工総合研究所
主任研究員

高木　健紀

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）
地域資源の活用と農商工連携
　－中山間地域にみる産官学連携の取り組み－

島根県立大学
総合政策学部　准教授

松永　桂子

平成 21年1月20日 ［平成２０年度調査研究事業］
中小企業と受注先の多角化
　－中小機械・金属工業にみる多角化への対応と課題－

（財）商工総合研究所
主任研究員

吉見　隆一

平成 21年4月20日 ＜特集＞地域における産業・中小企業の新たな動き（その
１）
環境激変下における二次電池業界の動向と関西地域の新
たな動き
　－２００９年２月２７日までの記録－

桃山学院大学
経済学部　准教授

義永　忠一

平成 21年5月20日 ＜特集＞地域における産業・中小企業の新たな動き（その
２）
地域経済循環の機能革新と地域中核企業の役割

明治大学
政治経済学部　教授

伊藤　正昭

平成 21年8月20日 ［寄稿論文］栃木県で進む「農村レストラン」の展開
　－中山間地域の人びとの取り組み－

一橋大学大学院
商学研究科教授
島根県立大学
総合政策学部准教授

関　満博
松永　桂子

平成 21年9月20日 ［平成２０年度調査研究事業］
地域振興における日欧中小企業政策の視点

（財）商工総合研究所
主任研究員

三浦　敏

平成 21年10月20日 ［平成２０年度調査研究事業］
知的クラスターについての考察
　－“破壊的技術”産業の創出か、“地域振興”産業の創出か－

（財）商工総合研究所
主任研究員

酒井　俊行

平成 21年11月20日 ［平成２１年度調査研究事業］
地場産業の現状と課題　－燕・三条地域－

（財）商工総合研究所
主任研究員

吉見　隆一

平成 21年12月20日 世界大不況と中小企業 慶應義塾大学
商学部　教授

高橋　美樹



平成 22年5月20日 ＜特集＞地域における産業・中小企業の新たな動き（その
２）
産地の変遷と中核的人材
　－旭川家具産地を事例として－

大阪商業大学
総合経営学部　教授

粂野　博行

平成 22年5月20日 ＜特集＞地域における産業・中小企業の新たな動き（その
２）
中山間地域／女性起業と集落ビジネスの展開
　－高知県四万十川地域の動き－

一橋大学大学院
商学研究科教授
島根県立大学
総合政策学部准教授

関　満博
松永　桂子

平成 22年6月20日 ［平成２１年度調査研究事業]
参加企業に見るクラスターの実情
　－「福岡先端システムＬＳＩ開発クラスター」を範として－

（財）商工総合研究所
主任研究員

酒井　俊行

平成 22年9月20日 地方中小ソフトウェア業の課題：地域ーズにどう応えるべき
か

同志社女子大学
現代社会学部　教授

加藤　敦

平成 22年11月20日 ヘルスツーリズムの実態と地域産業活性化に係る考察 北海道大学
病院地域健康社会研究部
門　教授

佐藤　孝一

平成 22年11月20日 ［寄稿論文］
地域企業の分析視点と成長企業の成功要因に関する一考
察
　　～北海道の主力産業の分析を基盤にして～

国士舘大学
政経学部　准教授

田中　史人

平成 23年4月20日 ＜特集＞地域における産業・中小企業の新たな動き（その
１）
グローバル化時代の改革課題に挑戦する
地域産業・中小企業のあらたな動向

駒澤大学
経済学部教授

吉田　敬一

平成 23年4月20日 ＜特集＞地域における産業・中小企業の新たな動き（その
１）
山口県周南地域における「小さな移出産業」の誕生
　　－熟成産業の再生による地域産業振興－

徳山大学
経済学部教授

大田　康博

平成 23年5月20日 ＜特集＞地域における産業・中小企業の新たな動き（その
２）
中小企業による観光の取組み

富山国際大学
現代社会学部　教授

髙橋　光幸


