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発行日 分類 論文名 所属 筆者等

昭和 41年1月31日 中小企業の組織
化

小零細企業とその協業化 広島大学 教授 磯部 喜一

昭和 41年1月31日 中小企業経営・一
般

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2月28日 その他 再編成期を迎える日本経済と中小企業 商工中金

昭和 41年3月31日 中小企業経営・一
般

進展する中小企業の事業転換 商工中金

昭和 41年4月30日 中小企業金融・財
務

中小金融機関の問題点
  －相銀・信金を中心に－

日本大学 助教授 森 静朗

昭和 41年5月31日 中小企業の組織
化

ボランタリ・チェーン成功の秘訣
  －特に小売商の団結方式の具体例について－

日本大学 教授 名東 孝二

昭和 41年6月30日 中小企業理論・一
般

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7月31日 中小企業の組織
化

協同組合員の組合加入・脱退の自由について 滋賀大学 教授 村橋 時郎

昭和 41年8月31日 中小企業政策 最近の「零細企業問題」について
  －とくに中小企業政策の「分化」傾向に関して－

日本大学 助教授 中山 金治

昭和 41年9月30日 中小企業経営・一
般

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 41年10月31日 中小企業金融・財
務

中小企業金融機関の進路と消費者金融 早稲田大学 教授 矢島 保男

昭和 41年11月30日 海外の中小企業 カナダにおける中小企業の実態と問題点
  －中小企業の特質・大企業と中小企業との関係
－

東京学芸大学 教授 細野 孝一

昭和 41年11月30日 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

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 41年12月31日 中小企業理論・一
般

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1月31日 中小企業の組織
化

中小企業組織化の新局面 神戸大学 教授 水野 武

昭和 42年2月28日 中小企業理論・一
般

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3月31日 中小企業経営・一
般

中小企業と経営革新 京都大学 教授 田杉 競

昭和 42年3月31日 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

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 42年4月30日 中小企業と情報・
技術

技術革新と中小企業
  －造船工業の場合－

一橋大学名誉教授
神戸大学教授
明治学院大学教授
名古屋大学助教授

山中　篤太郎
水野　武
磯部　浩一
滝沢　菊太郎

昭和 42年5月31日 中小企業の組織
化

塩業組合の行為能力について
  －０塩業組合事案に関連して－

滋賀大学 教授 村橋 時郎



昭和 42年6月30日 中小企業の組織
化

商店街協同組合の運営について 同志社大学 教授 竹林 庄太郎

昭和 42年6月30日 中小企業と雇用・
労働

臨海工業地帯における中小工業の労働市場
  －四日市における調査事例－

名古屋市立大学
助教授
法政大学大学院
修士課程

小林 謙一
亀山 直幸

昭和 42年7月31日 中小企業政策 「産業政策」と「構造政策」 名古屋大学
助教授

飯田 経夫

昭和 42年8月31日 中小企業金融・財
務

中小金融制度再編成をめぐる問題点 一橋大学教授 吉野 昌甫

昭和 42年8月31日 中小企業理論・一
般

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 42年9月30日 中小企業経営・一
般

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 42年10月31日 海外の中小企業 小売業における「規模の経済」
  －英米における実証的研究をめぐって－

青山学院大学
助教授

鈴木 安昭

昭和 42年11月30日 海外の中小企業 アメリカにおける食料品小売業の構造変化 農林省農業総合研究
所

森 宏

昭和 42年12月31日 海外の中小企業 西欧における資本自由化と中小企業の諸問
題
　-訪欧調査結果概要-

商工中金

昭和 43年1月31日 中小企業政策 中小企業の構造改善の推進 中小企業振興事業団
理事長

福井 慶三

昭和 43年2月29日 中小企業金融・財
務

金融制度再編成と中小企業金融制度の改変 東京学芸大学 助教授 花輪 俊哉

昭和 43年3月31日 中小企業の組織
化

協業組合の法的問題点の概観
  －協同組合との対比を中心として－

滋賀大学教授 村橋 時郎

昭和 43年3月31日 海外の中小企業 アメリカ小企業と協同化問題
  －農産物加工食品業でのケースを中心に－

慶應義塾大学 助教授 佐藤 芳雄

昭和 43年4月30日 中小企業経営・一
般

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5月31日 中小商業・流通 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6月30日 下請・系列・ネット
ワーク

下請中小企業の再編成と問題点 経済企画庁 調査局
 内国調査課

矢島 不二男

昭和 43年7月31日 中小商業・流通 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 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

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 43年8月31日 中小商業・流通 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9月30日 中小企業経営・一
般

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 43年10月31日 中小企業理論・一
般

企業の大型化傾向と中小企業 都立大学 教授 泉 三義



昭和 43年10月31日 中小企業の組織
化

中小企業団地の現状と問題点 中央大学 教授 三宅 武雄

昭和 43年10月31日 中小商業・流通 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 43年11月30日 海外の中小企業 アメリカにおける規模別賃金差 名古屋大学 教授 瀧澤 菊太郎

昭和 43年12月31日 海外の中小企業 東南アジア諸国との企業提携 海外技術協力事業団
専務理事

油谷 精夫

昭和 44年1月31日 中小企業政策 小企業対策雑感 小規模共済事業団
理事長

秋山 武夫

昭和 44年2月28日 中小企業と雇用・
労働

労働力不足・近代化・組織化 神戸大学 教授 水野 武

昭和 44年2月28日 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

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 44年4月30日 中小企業経営・一
般

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5月31日 中小商業・流通 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5月31日 海外の中小企業 中小企業の国際比較 中小企業庁 調査課長 三島 和夫

昭和 44年6月30日 下請・系列・ネット
ワーク

下請系列の再編成 京都大学教授
大阪市立大学助教授
大阪経済大学学長

田杉　競
巽　伸晴
藤田　敬三

昭和 44年7月31日 その他 経済団体の経営（Ⅰ） 上智大学 助教授 坂本 康實

昭和 44年7月31日 中小商業・流通 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9月30日 中小企業経営・一
般

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 中小企業経営・一
般

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10月31日 中小企業と雇用・
労働

中小企業における能力主義の導入
  －職務面と人的面からの具体的接近法－

慶應義塾大学 教授 森 五郎

昭和 44年10月31日 中小企業と雇用・
労働

工業の労働地指向について 青山学院大学 教授 西岡 久雄

昭和 44年11月30日 中小企業金融・財
務

中小企業の資金不足をめぐる問題点 一橋大学 教授 吉野 昌甫

昭和 44年11月30日 その他 経済団体の経営（Ⅱ） 上智大学 助教授 坂本 康實

昭和 44年12月30日 中小商業・流通 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 44年12月30日 中小企業経営・一
般

同族会社経営論 一橋大学 教授 山城 章



昭和 45年1月31日 中小商業・流通 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2月28日 中小企業と情報・
技術

中小企業技術の実態と技術開発 中小企業庁 指導部
技術課長

児玉 公雄

昭和 45年3月31日 中小企業経営・一
般

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 45年3月31日 その他 賃金・物価・円切り上げと中小企業 名古屋大学 助教授 飯田 経夫

昭和 45年4月30日 中小企業金融・財
務

物的貸借対照表と人的貸借対照表
  －企業における人的資産の評価方法を中心とし
て－

綜合経営能率協会
代表理事

薄衣 佐吉

昭和 45年4月30日 中小企業理論・一
般

経済成長と中小企業利潤 南山大学 教授 中村 精

昭和 45年5月1日 中小企業と雇用・
労働

労働力不足と中小企業
  －とくに省力投資を中心として－

立教大学教授
明治学院大学教授
慶應義塾大学助教授

加藤　誠一
磯部　浩一
佐藤　芳雄

昭和 45年6月1日 中小企業金融・財
務

金融再編成の過程と展望
  －中小企業金融機関を中心として－

神奈川大学 教授 原 司郎

昭和 45年6月1日 中小商業・流通 商圏の境界と形状 青山学院大学 教授 西岡 久雄

昭和 45年7月1日 中小企業と雇用・
労働

賃金上昇と労働生産性
  －中小企業を中心として－

商工中金

昭和 45年8月1日 下請・系列・ネット
ワーク

下請中小企業振興法案の背景と概要 中小企業庁
下請企業課長

志賀 学

昭和 45年8月1日 中小企業と雇用・
労働

能力評定の基本問題
  －能力主義の基礎条件として－

横浜国立大学 教授 藤田 忠

昭和 45年9月1日 中小企業金融・財
務

割賦販売金融の現状と問題点 早稲田大学教授 矢島 保男

昭和 45年9月1日 中小商業・流通 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 中小企業理論・一
般

物価問題と中小企業 一橋大学 助教授 塩野谷 祐一

昭和 45年10月1日 中小商業・流通 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 45年11月1日 その他 中小企業と公害防止 通商産業省
公害保安局
公害第一課

昭和 45年11月1日 中小企業の組織
化

わが国におけるフランチャイズ・システムのあ
り方

九州産業大学 教授 松宮 信一

昭和 45年12月1日 中小企業政策 中小企業の転換対策 中小企業庁 計画課長 野口 一郎


