
昭和６１年～昭和６３年

発行日 分類 論文名 所属 筆者等

昭和 61年1月1日 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

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2月1日 海外の中小企業 英国のサブ・アッセンブリ下請企業の実態
  －日本企業との比較の観点から－

中央大学 教授 池田 正孝

昭和 61年3月1日 中小商業・流通 商店街の研究 商業開発診断協会 代
表

赤羽 幸雄

昭和 61年4月1日 下請・系列・ネット
ワーク

今日の「下請」論の到達点と課題
  －論点整理と「集団」・「管理」論的試論のために
－

駒澤大学 助教授 三井 逸友

昭和 61年5月1日 中小企業経営・一
般

中小企業における事業転換のマネジメント 名古屋大学 専任講師 山田 基成

昭和 61年6月1日 中小商業・流通 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 中小商業・流通 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 中小商業・流通 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 中小商業・流通 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

昭和 61年8月1日 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

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 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

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 61年10月1日 海外の中小企業 アメリカ小企業の苦悩と政策混迷
  －「1986年ホワイトハウス小企業会議」について
－

慶應義塾大学 教授 佐藤 芳雄

昭和 61年10月1日 下請・系列・ネット
ワーク

円高と変わる下請取引 静岡県中小企業振興
公社

坂本 光司

昭和 61年11月1日 中小企業と情報・
技術

多角化とイノベーション 明治学院大学 専任講
師

高崎 仁良

昭和 61年12月1日 その他 日本家電産業の競争戦略  －軌跡と方向－ 慶應義塾大学 大学院
博士課程

井口 猛

昭和 62年1月1日 その他 シルバービジネスの発展と中小企業 東海大学 教授 山崎 充

昭和 62年2月1日 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

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 62年3月1日 中小企業と情報・
技術

ファッション化する我国時計産業の技術と流
通

中村学園大学 教授 木下 武人

昭和 62年3月1日 中小企業と国際
化

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 中小企業と国際
化

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 62年4月1日 中小企業金融・財
務

中小企業は金融機関をどのようにみているか 商工中金 酒井 俊行

昭和 62年5月1日 中小企業と情報・
技術

高度情報化社会の進展と中小企業（製造業） 大阪市立大学 教授 巽 信晴

昭和 62年5月1日 中小企業と情報・
技術

高度情報化社会の進展と中小企業（製造業） 青山学院大学 教授
名古屋大学 専任講師

港 徹雄
山田 基成

昭和 62年5月1日 海外の中小企業 米国のＭ＆Ａについて 商工中金 高木 健紀

昭和 62年6月1日 中小企業と情報・
技術

高度情報化社会の進展と中小企業（製造業） 名古屋大学 専任講師 山田 基成

昭和 62年6月1日 中小企業と情報・
技術

高度情報化社会の進展と中小企業（製造業） 青山学院大学 教授 港 徹雄

昭和 62年6月1日 中小企業金融・財
務

昭和61年度　調査研究事業
中小企業の財務構造の動向に関する一考察
　　－ファクト・ファインディングを中心に－

（財）商工総合研究所
研究員

村上 雄次

昭和 62年7月1日 中小企業と情報・
技術

新しい生産システムと中小企業
  －状況変化を捉える新しいフレームワークの構
築に向けて－

関東学院大学　助教
授

清  响一郎

昭和 62年8月1日 中小企業の組織
化

異業種交流の進化と組織特性 東京工業大学 助教授
明治学院大学　教授
明治学院大学　助教
授

古川 浩一
寺本　義也
神田　良

昭和 62年8月1日 その他 タイムスライドビジネスの盛況とその背景
　－拡大する深夜、早朝市場の動向－

商工中金 伊藤 孝夫

昭和 62年9月1日 中小企業の組織
化

工業（工場）団地政策の特質と課題 明治大学 講師 百瀬 恵夫

昭和 62年9月1日 海外の中小企業 アメリカの繊維産業
  －独立中小織布企業の動向を中心に－

日本商工経済研究所 長田 寿夫

昭和 62年9月1日 創業・ベンチャー
ビジネス

ベンチャービジネスの倒産要因・成功要因 滋賀大学 助教授 戸田 俊彦

昭和 62年10月1日 下請・系列・ネット
ワーク

自動車部品工業の下請システムの国際比較 中央大学 教授 池田 正孝

昭和 62年10月1日 下請・系列・ネット
ワーク

これからの中小企業の協力関係のあり方 （財）商工総合研究所
 専務理事

秋山 冠

昭和 62年11月1日 海外の中小企業 英国中小企業政策の最近の動向とその特徴 慶應義塾大学 助教授 渡辺 幸男

昭和 62年11月1日 中小企業の組織
化

異業種交流と中小企業 （財）商工総合研究所
主任研究員

小畑 巖

昭和 62年12月1日 下請・系列・ネット
ワーク

自動車産業における下請管理
 －Ａ社の1970年代の品質・納入・価格管理を中
心に－

東京大学 大学院 植田 浩史

昭和 63年1月1日 下請・系列・ネット
ワーク

下請取引における「信頼」財の形成過程 青山学院大学　助教
授

港　徹雄

昭和 63年1月1日 中小企業と情報・
技術

中小企業の成長要因と技術力 （財）商工総合研究所
主任研究員

吉村 聰

昭和 63年2月1日 中小企業と国際
化

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2月1日 中小企業と地域
経済・産業集積・
地場産業

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

昭和 63年4月1日 中小企業金融・財
務

中小企業金融の最近の問題 日本大学 教授 安田 原三

昭和 63年4月1日 その他 サービス産業の構造変化と中小企業 商工中金　調査
部

昭和 63年5月1日 中小企業理論・一
般

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 中小企業理論・一
般

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5月1日 中小企業の組織
化

異業種交流と中小企業
　－異業種交流グループメンバーに対する実態調
査－

（財）商工総合研究所
主任研究員

小畑 巖

昭和 63年6月1日 中小企業理論・一
般

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6月1日 中小企業金融・財
務

中小企業の財務構造の動向（上） 商工中金

昭和 63年7月1日 中小企業と国際
化

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

昭和 63年7月1日 中小企業金融・財
務

中小企業の財務構造の動向（下） 商工中金

昭和 63年8月1日 中小企業理論・一
般

変革期の日本経済と中小企業 神戸大学 助教授 松永 宣明

昭和 63年8月1日 中小企業金融・財
務

金融自由化の進展と中小企業専門金融機関
の動向（上）
　－立地タイプ別にみた地銀・相銀の動向－

商工中金

昭和 63年9月1日 海外の中小企業 中小企業問題の日米欧比較 通産省通産研究所
研究交流企画官

高橋 はるみ

昭和 63年9月1日 中小企業金融・財
務

金融自由化の進展と中小企業専門金融機関
の動向（下）
　－立地タイプ別にみた地銀・相銀の動向－

商工中金

昭和 63年10月1日 その他 我が国機械産業における資本、労働、原材料
間の代替

大東文化大学 教授 本台 進

昭和 63年10月1日 中小企業の組織
化

融合化戦略と組合の対応
　－組合活発化の一考察－

元（財）商工総合研究
所
主任研究員

小畑 巖

昭和 63年11月1日 海外の中小企業 経済改革下における中国中小工業の展開と
課題
　－上海市にみる集団企業の活性化と合弁事業
への期待－

東京都商工指導所 関 満博

昭和 63年12月1日 下請・系列・ネット
ワーク

下請における専用資産の役割 名古屋大学 大学院 今井 久登


