
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

<レファレンス・ブックス> 近代日
本経済関係2次文献(2) - 日本の中小
企業 -

大阪経済大学中小企業経営研究所

大阪経済大学中小企業経営研究所. <レファレンス・ブックス> 近代日
本経済関係2次文献(2) - 日本の中小企業 -. 経済資料研究 1969, 2: 33-43

1969-09-15

http://hdl.handle.net/2433/79642



レファレンス・プザクス

近代田本経済関係 2次文献(2)

日 本の中小企業

大医経済大学中小企業経営研究所

の商工金融関係団体名簿が発行されている。

Tましがき (3) 逐次刊行物は，収書目録(逐刊編〉の

ー近代田本経済関係2次文献紹介の一環とし ほか，書誌，便覧等の末尾であっかわれてい

て，一第2回目に，日本の中小企業関係文献を るものがある。なお，本誌の前身である経済

とりあげる。本篇では，本主彊が特殊分野で 資料協議会会報(8)(5， 1966)に当所鍋島が

あり，かつ多分野にまたがっているという条 資料収集の立場から，まとめたものがあるの

件があるので，できる限り一般的な文献およ て悦せて参照されたい。

ぴ他の主題で採録されそうな文献を省き，中 以下，ここに掲載した文献および資料は，

小企業に焦点を絞るべく努めた。今一つは， 当研究所の所蔵にかかるものが中心であると

学術的な文献のみならず広〈安務・実践的な ころから，種々の不備があると思われる。皆

文献も，その対象とした。 様方のご指導をいただき，今後より一層の充

文章R・研究案内(研究史〉については，歴 実をはかワたい。

史・本質論的立場から貴重な論文が多数ある。 全体の構成は，下記のごとくまとめた。

今回ば2次文献的要素のもの(学説史的文献 書誌・目録・索引

を採録したが，不備な点が多々ある。解題が 1. 書誌 2. 蔵書・発行目録 3. 単

不充分にならざるを得なかった点と併せ，そ 滋雑誌総索引

の完成は他日を期したい。 II 文献・研究案内〈研究史〉 ・研究情報

また，統計資料・関係機関・逐次刊行物に E 便覧・ハγ ドブック

関するレファレンスは割愛し，木第収録の文 IV 年表

献にゆずったのて切手題欄に注意されたい。概 V 年鑑・白書

略は下記の通りである。 付主要関係機関史

(1)統計資料は r中小企業施策のあらま

しJ，r中小企業統計要覧」に解題がある。ー I 書誌・呂録・索引

覧l土書誌・目録・便覧等のなかであっかわれ 現在において日本中小企業の研究文献・

ている。 資料の検索は， re'小工業の本質JI (藤田

辺) 関係機関は r中小企業施策のあらま '・伊東編〉所収の文書氏自録が基礎となる。

しJ，r中小企業年鑑」等のなかで，他に地方 なぜなら1930-1953年間における最も集大

調査機関全国協議会編の「経済調査研究機関 成され得た書誌であるがためにである。あ

要覧」等を参照されたい。まず子，収録してい とは年代的にそれ以前を収録する書誌と，

ないが各都道府県及び商工会議所等から多数 年代は関わず関心を持つ独自の主題分野に
3 
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ふさわしい芸誌を利用すればよい。又その 末所収「最近の中小産業関係文献呂録」を

後については， ~経済学文款季報，J， r雑誌 補充抱強したもので，荒川l祐官邸1主に作

記事索引.1 (国図)， ~主要記事索引.J (開 成に当り企業診断書も含まれている。初版

発銀行)， r地理学文献目録JC人文地理学 の増補j仮である。

会)， w大阪経済の動きJ! (府立商工研)を 藤田敬三;金持一郎.重要文献と資料

利用し，ほか主要機関の蔵書目録・索引で

資料を補充するしかない。そうすることに

より文献，問題意識の多様化に応じること

ができ，集約されたものは，文献・研究案

内にj招待が持たれる。

I-l 書誌

荒川祐吉:最近の中小産業関係文献目

録自昭和20年 8月至24年 10月一;

山中篤太郎編:中小工業と経済変動

国元書房 1950 303 ~ 326 

大和銀行調査部:中小企業に関する文

献目録;経済調査(大和) (60) 78~ 

96; (62) 18~35 cl 3， 1953) 

荒川・小田橋氏の図録を参考に編集し荒

川氏は編集にも参函している。

藤田敬三:下請・系列関係主要参考文

献;同著:日本産業構造と中小企業

岩波書底 1965 415~431 

1958 -1965年の文献が主体である。本

書には r中小企業概論関係文献J(p.401 

-405) も1958年以降についてまとめであ

り，殺害・単行本・雑誌特集・統計年澄・

その他という内容構成である。入門・専門

と共に利用できる。

藤田敬三;伊東岱吉:中小工業に関す

る文献目録;同編:中小工業の本質

新訂(中小企業譲蓄 5)有斐閣 1964

1 ~50 (21]篇)

収録は1940-1957年3月末である。i'中

小工業と経済変動.!I (山中篤太郎編〉の巻

; I司編:日本の中小企業 日本評論

新社 1955 347 ~ 358 

主要雑誌一党あり。

稲葉秀三:本邦中小工芸美問題文献;社

会政策i時報(175) 572~581 (4，ぬ

35) 

関西学民大学産業研究所:戦後中小企

主主関係文献自録;池内信行編:中小

企業論(関西学民大学産研殺害 2)

京 都 法 律 文 化 社 1960 1 ~27(付

録)

内容は中小工業の本質が中心で1945年8

月-1959年12月を収録。雑誌論文はなく単

行蓄のみ(資料は豊富)。 定期刊行物一覧

あり。

国民金融公庫調査部:地場産業関係文

献案内;読査月報(国民) (53) 85 

~95 (8， 1965) 

収録は1960年~のもので産地診断書も含

み実証的なものが中心となっている。

国立国会図書館調査立法考査局:日本

中小企業の諮問題，同局編:レファ

レンス文献要目(3) I可局 1963 280 

~293 

34 -

1962年の 1カ年?こ発刊されたものを主体

とした利用のしやすい臣室主であり，同書に

は他に r自由化と中小企業J，r戦後わが

国における独占資本主義の実態(中小企

業)J，r労働力不足〔中小企業)J，r中小企



業労働」として4カ所に若干関係文献が収

.録されている。

国立国会図書館読査立法考査局:資本

自由化と中小企業・労働問題;同局編:

レファレンス文献要目(11) 同局

1968.40~42 

1966~196T年末を主体に収録した時事的

な自主主である。

日本生産性本部図書室:主題別目録 (9)

一中小企業一同室 1967 12 

1961年3月末茨在の同図書室所蔵のもの

であって，収録は和i羊の単行書と雑誌記事

となっている。

小田橋貞芳:小工業に関する文献;ー

橋論議2(3) 126 -136 (9， 1938) 

単行警のみで明治以来の収録である。

一一一一:小工業に関する主要論文目

録;一橋論叢3(5) 95-104 (2，1939) 

収録は昭和以後であり前掲単行書文献呂

録?こ継いでまとめられたものである。

大阪府立商工経済研究所:中小企業・

地竣経済tこ関する主な文献-1964年

5月16日~ー;大阪経済の勤き (82)

N (8， 1964-) (隔月刊〉

99号の196i年6月発行分までは r中小

企業に関する主な文献」となっている。タ

イムリイで便利である。

一一一一:中小工業業種別文献目録;

向所続:中小工業分類基準作成につ

いて(経研資料103)大阪同所 1956

32-76 

一 1950年以降発行のものが収録されてい

る。業種別に分類し，各業種の雑誌・新開

も収録されている。

穴阪経済大学中小企業経営E研究所:所

蔵企業診断報告書目録一 1963年12月

現在一;経営経済(1) 211-224 (3， 

1964) 

一一一一一:中小企業関係主要統計書ー

覧大医同所 1962 12 

一一一一一:中小企業関係主要雑誌一覧

大阪同所 1962 5 
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大阪商科大学経済研究所:参考文献;

同所編:大阪市に於ける中小商工業

金融調査(下) (調査奨報12) 大阪

同所 1936 1 -14 (付録)

大正2年~昭和11年刊行のもの

専門図書館協議会:中小企業問題文献

目録問会 1954 6 

専門図書館協議会:中央事務局:中小

企業問題に関する戦後文献一単行書

のみ一同局 1958 12 

付録にアメリカにおける中小企業問題文

献がついている。

政治経済研究所:中小企業関係雑誌記

事目録， j政経月誌 (33)-(58) 巻末

(10， 1955 -12， 1959) 

収録は1955年4月から1959年10月まで。

一一一一:一一一一;政経研究(1)-(4)

巻末(8， 1960 -4， 1962)， 

収録は1959年10月から1961年6月まで。

Shinohara，酌iiyohei: Bibliog.raphy 

writtenin J apanese ; MiyoheiShinoha-

ra: Su問り 01Japanes.e literature側

the small industηん Tokyo，103---'-128 

本文での号開文献を中心に 185点その
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後に殺害「詳庄中小企業」と「中小企業研

究Jの紹介をしている。

Stanford Research Institute. Interna-

tional Industrial Development Cen-

ter.: Smallinめはかツー-aninternati仰tal

anηotated bibliogγaphy-， comp. by M. 

C. Alexander = Frutschi， Glencoe， 

111.， Free Pl'eSS， 19OO. xviii， 218， 24 

主定分類の後，地域分類を行い，日本に

関する文献が Seealso en triesを含め

96点 (P.186-193)，巻末に著者索引と発

:行所一覧あり s

末松玄六;滝沢菊太郎:適正茨談に関

する文献百主主抄;[司編.適正規模と

中づ、企業(中小企業議書10) 有斐閣

1967 1O~ 20 (付録)

欧文文献も p.2-9に収録されている。

商工組合中夫金属調査部:中小企業向

題 文献沼録同部 1965 136 

戦後から1963年までの邦文の単行書〔年

報・関係資料も豊富)ベージ数の半分は著

者索引。

東京市政調査会:戦後中小企業関係文

献目録;都市筒題 48(3) 124 ~ 151 

(3， 195i) 

1945年8月-1956年末に発表された邦文

文献で雑誌論文はないが，統計・定期刊行

物・文献巨録が後半iこ収録してある。

中d、企業研究所:中小企業文献目録;

問所続:日本中小企業年鑑一昭和32，

35年版一同所 1957; 1960465 ~ 

496 ; 590"-'618 

単行書と雑誌論文で， 32年版はi成百甘から

1956年主で， 35年j民主1957年以降。

中小企業庁振興部:中小企業関係、図書

巨録向自 1955 13枚

中小機械工業調査委員会:中小銭械工

業関係文献目録;I司会編:中小滋被

工業調査委員会報告書一中.小機械工

業の問題と国際的分析ー (39-K32)

楼械振興協会経済研究所 1965 1 ~ 

116 (付録〕

山田文雄:文献目録;[司若:中小工業

経済論(中小工業研究1) 有斐閣

1943 1 ~ 6 (付録j

1930年-1943年に発表されたもので参考

文献に代表的文献を加味させた体裁で怠

司会

山岡喜久男;玉置正美福島康治:戦

後 E木工業政策関係文献資料目録;

伊東岱吉漏:戦後日本の工業政策

E木評論新社 1957 1 ~42 (付録)

E本経済政策学会縞「戦後日本工業致策

関係文献資料自録」より重要なものを選び

出したもので中小工業編があるCl946~

1956)。

全国中小企業団体中央会:文献編一白

昭和 7年至昭和34年商会編:中

小企業組合総覧(昭和35竿版〕 同会

1960 493 ~ 508 

I -2 蔵書・発行呂録

京都府立中小企業指導所:資料目録

京 都 同 所 1963 80 

1962年中の収集文献。(1)収集資料民主主，

(2)収集記事巨録， (3)当所有j行資料目録。

(通称は京都府中小企業指導七ンター〉。

一一一一:図書目録第 l部ー京蔀

il5J所 1963 51 

1963年10月末現在の経堂指導関係図書が

主体となっている。技術指導に関しては今
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一後刊行の予定。

日本中小企業指導センター:資料目録

一図書編・昭和40年 12月末現在一

同センタ- 1966 148 

本目録以前のものは，土習rrti改訂ゆえ省略

した3 なお現在向センターは中小企業援興

事業置と改湿し，その後の巨主主ぼ刊行され

ていない。

大阪府立商工経済研究所:刊行資料捻

目録一昭和 36年 6月現在一 大阪

同所 1961 50 

構成は， (1)調査報告書ならびに統計書，

(2)定期刊行物， (3)翻訳資料。若干の解説を

加えている。

大阪経済大学注業経済研究所;中小企

業径堂研究所;経営研究所 :J哉書巨

録 (1)-1962-1967年度一 大阪同

月ir1968 458 

3研究所の総合目録のため整理が不充分

だが豊富な新しい関係資料が収録されてい

て貴重である。その後退捕は年報として

1968年度は発行済である。

商工組合中央金庫調査部:;~次刊行物

目録昭和 40年 6月現在一同部

1965 76 

-誌名・主題別・編者及び発行所別の収書

百鎌である。

中小企業金融公庫認査部:図書巨録(昭

和41年 3月末現在，昭和41，42， 43年

度) 同部 1966 ; 1967 ; 1968 ; 1969 

4冊

l山田i土，公庫創立 (1953年8月〕以来

のもので，それ以前に刊行されたものはこ

れに吸収されているゆえ省略した。

中小企業援興事業団調査部:資料百録

一逐次刊行物・昭和 42年12月末日現

在一同所 1968 26 

1年間の収書巨録で最近版のものであ

司。

1-3 単独雑誌総索引

日本科学技術情報七ンター:中小企業

海外技術情報総合目次(1)- 同セン

タ- 1966-(年刊)

商工組合中央金庫-商工金融総索引(l

-11)， (12-18);商工金融11(12)別

冊 iii，12 ; 19 (6)別冊目(12，1961 ; 

6， 1969) 

立 文献・研究案内(研究史〉・研究

情報

全体を 3 部門に分げ便宜をぼかった。 ~n

ち，文献案内において文献の解題に重点を

置いたものを集め，研究案内では更に立ち

入った研究の手引としてstudentsguide， 

学説史，研究史，論争紹介等を集めた。そ

して研究情報は，研究グループの実績紹介

のうち手元にある重要なもの4点を，研究

案内から独立させた。

日本中小企業論争として主妥なものは，

「下請制論争J，r系列化論争J，rマニュプ

アグチュア論争」等である。他に「在来産

業J，r適正規模」等の理論に注目された

い。本篇収録文献中，底吃の「日本におけー

る経済学の百年」所収分と，学援の「中小

企業研究25年」は特に役立つ。

II-l 文献案内

兵藤 ¥flIJ :文献招介・最近の中小企業論

の動向， '季刊労働法 (35) 166-175 

( 3， 1960) 

小林靖雄;松本達郎:若干の中小工業
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文献解題;藤田敬三;伊東岱吉編:

中小工業の本質(中小企業譲書 5)

有斐閣 1962 369~401 

書評を集めた体裁?とが，主要文献を適切

に選択している。

国立冨会図書館調査立法考査局:中小

企業労働問題(阿倍弘);同局編:

レファレンス文献要居(2) 同局 1961

564~572 

1960年10月までTこ発行された文献を中心

に解説している。

1. 中小企業と労働問題， 2. 中小企業労

働問題に関する文献.-3. 戦後の中小企業

論。

高田源清:組合文献解題昭和図書

1940 168 

1940年1月までを収録，構成は組合を8

種類に分け整理している。付録に関係文献

発行所一覧があでる。

高梨昌:中小企業労働問題;労働問

題文献研究会編:文献研究・日本の労

働問題総合労働研究所 1966 94 

~101 

巽 信晴:わが読書・現代中小企業論;

公正取引(129) 26~29 (6， 1961) 

1960年間に発表された主要な中小企業関

係文献を中心に解説してある。

近松順一:文献紹介・中小企業の労働問

題季刊労働法(48) 154~162 (6， 

1963) 

II-2 研究案内〈研究史を含む〉

船曳淳:中小企業論の成果と課題一

中小企業問題論争批判ーCl ~4);

労働研究(兵庫)(138) 3 ~15 ; (114) 

3 ~17 ; (143) 3 ~17 ; (150) 1O~25 

(8 ; 11， 1959; 1 ; 8， 1960) 

論文は未完。

藤田敬三:中小工業問題;岸本誠二郎

;迫間真治郎編:経済学はいかに学

ぶべきかー特殊問題篤一 東西出版

宇土 1949 9 ~16 

構成は(1).概説， (2)理論， (3)文献。

稲葉袈:中小工業の経済理論一中小

工業経営論序説ー森山書庖 1969

240 

「日本における中小工業問題に関する学

説J(2章4節 3 ・ p.148~164) ， r企業系

列化の本質j(補論2節)，他にアメリカ・

イギリス・ドイツについても同様な体設で

まとめてある。

伊東岱吉;尾嫁太郎丸;北原勇;佐

藤芳雄:日本中小企業問題研究史;

慶応義塾大学経済学会編:日本にお

ける経済学の百年(下) 日本評論新

社 1959 237 ~ 372 

1. 日本中小企業問題研究前史， 2. 戦

時経済下の中小企業論， 3. r適正規渓」
中小企業論， 4. 戦後における中小企業論

の展開。

北田芳治:日本中小企業の特質;講座

中小企業(1)ー歴史と本質一 揖西光

速等編有斐閣 1962 259~284 

松井清:中小商業政策;一橋大学新

間部編:経済学研究の菜一合本一春

秋社 1953 137 ~ 140 

4篇のうち第2篇経済政策に収められて

いる。

望月清人:構造的・生産関係的・歴史的

ー中小工業存立形態論の係争点一

松山商大論集11(3) 1 ~29 (10，1960) 
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尾主主太郎丸:日本中小企業論史一問題

意該における本質論の形成と発展ー

; ~器産中小企業(lJ ー歴史と本質一

語gs光速等編有斐閣 1962 193~ 

'224 

Shinohara， lVIiyohei: Survey of Japan・

ese literatuγe 0π the small industry-

luith selected bibliography. Tokyo， 

6， 133. 

木舎は下記の蓄に収録されている。

Hoselitz， B. (ed.): Therole of small in-

dUstlツ inthe process of ec仰目前icgγ0日・

th. 1968， 240. (Confluence， surveys of 

research in the soci立1sciences) 

52 信清:中小工業問題;大阪市立大

学経済研究所編:社会科学文献解説

(8) 日本評論社 1951 73~82 

1. 中小工業問題の本質， 2. 中小工業

政策。

豊田四郎:近代産業史研究の成果につ

いて一「中小工業」論の祝角から一;

三回学会雑誌 36(10) 26~59 (10， 

1942) 

付録に比較産業史重要参考文献がある。

一一一一:i問屋街j家内工業」について

一中小工業論の祝角からー;同著:

ゐ E本中小工業論の成果青木書庖

1948 63~123 

II-3 研究情報

柴田勝次;堀川近江:工業団地にかん

ずる研究(lJ;福岡大学研究所報(別冊

， 5) 159~215 (3. 1967) 

1. 日本における工場団地の現状(関係

年表・法令，日本各地にヂける団地計画)，

2. 内外参考文献リ久ト， 3 日本におけ

る工業団地。

高橋長太郎:研究業績・中小企業研究部

会，統計研究会編:統計研究会20年

史 同 会 1968 327 ~ 343 

(1)研究の経過， (幼研究成果の概要・作成

資料一覧という構成である。

地方調査接関全国協議会全協 20年の

歩み;同会編:地域と産業 新評論

1961 vii-xxi 

同会意ij立20周年記念刊行物であって大内

兵衛監修である。若手業，認査研究実績報告

が主な内容，なお最近のことは，同会より

1969年に「同会妥党」が発行されており，

1968， 69年度の各機関調査研究テーマ，シ

ンポジウム・研修会報告概要等が収められ

ている。

山中篤太郎-中d、企業研究25年 有斐

Il~J 1963 207 

日本学術援興会「産業構造・中小企業J

~1l8 委員会及びその母体である第23中小

工業研究小委員会等を含めての25年史であ

る(1937-1962年〕。付録に名簿と研究成果

刊行書目そして委員会会訟における報告要

旨が詳細に記してある。

E 便覧・ハンドブック

磯部喜一;大内経雄;都崎維之助:中

小工業経営便覧森北出版 1960

699 

中小工業の経営管理者を対象とした実務

番。(1)生産，位)労務， (3)業務， (4)税務， (5) 

協同組合。各舗の末尾に参考文献がある。

巻末に事項索引あり。

工業経営ハ γ ドブッタ 技報堂 1966 

1061 
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絞お:(1)経営，位)販売， (3)生産，仏)財務

(5)労務， (6)技術研究， (7)事務機棟。

各編:(1)鉱業， (2)各種加工業， (3)食品工

業(4)総合工業。

資料編:中小企業関係統計と指標。

国民金融公庫調査部:中小企業の統計

要覧 -1969ー金融財政事情研究会

1969 10，353 

(1)経済統計，位)産業統計， (3)業務統計，主

要統計調査名-~1:，主な資料の概説。

国立国会図書館調査立法考査局:中小

企業の問題別対策とその資料(国図謂

立資料A54) 同局 1957 2，201 

中小企業問題対策の審議資料として，そ

の涜状と問題点を示し，各方面の意見・資

料を総括している。

l. 戦後の中小企業問題とその対策の変

遷， 2. 金融問題， 3. 税金問題， 4. 組

織化問題， 5. 大企業と中小企業， 6. 中

小商業問題， 7. 販路拡張詞窓， 8. 合理

化・技術向上問題， 9. 労働問題， 10 生

産性向上， 1l.零細企業問題。付・資料

(10項目〉。

日本経済新聞社金扇特産品案内 向

社 1965 359，8 

全国の主要特産品(804;費目)の紹介と取

引の手ヲ|番(発洋・由来・特徴・主要メー

カーと問屋・取引方法〉であって商品別に

整理されており産地別索引がついている。

Stanford Research Institute. Interna-

tional Industrial Development Cent-

er: Small industη development orga-

nizatio町 -a乱・orldwidedirectoη ， 

comp. by D. R. Liggett， Glencoe， 

IIl.， Free Press， 1959. x， 137. 

国際編の後.各彊E請がある。わが菌につ

いては16機関を収録(p.73-80)。

商業経営ハンドプ 7? 技報堂 1966 

1118 

(1)総論， (司小売業績， (3)飲食・サーピス

業編， (4)資料編。更にその中を，それぞれ

総論と各論とに分け，各論は取扱い商品別

に解説されている。

商工組合中央金庫調査部:業種別ハン

ドブック (1， 2，3) 向庫 1965 ; 

1966; 1967 3冊.

経済情勢の変化に対して問庫が融資先の

実態を適裕につかむことを主旨とした資

料。近代化促進法に関する資料が基礎とな

っている。

第1集製造業が50業種，第2集第l集

の残りと商業で50業種，第3集第1・2

集の残りとサーピ;t..業。

地方調査機関全国協議会:経済調査研

究機関要覧-1960一 同会 1959

172 

全国240機関の案内で，調査研究実績，

刊行物一覧がおのおのまとめられている。

務査研究内容によって分類され巻末索引が

るる。

通商産業省繊維雑貨局:雑貨ガイドプ

ァク富士弘報社 1968776， 108， 158 

(1)総5色 (2)雑貨産業の現状(品目別)，(3)

資料・統計， (必雑貨企業団体紹介。

中小企業診断協会企業診断ハンドプ

y クー工業綴ー(上，下)同友館

1962 662; 805 

中小企業庁監修。 1948年からの診断活動

を基礎に今後の活動への手引きとなること

を目的としている。上巻は，工業診断の意

義・手法の解説と経営基本診断そして診断
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報告書のまとゐ方についても触れている。

下巻ば>(1)生産>(2)j京売，匂)財務，仏)事務，

(si業務と分野別に具体的解説をしている。

科学的淫蛍管理主ど巨的としたコ γサノレFン

ト・管理者のための資料。

中小企業診断協会・企業診断ノ、ンドブ

'1 ;7-i布美続一(上，下) 同友館

1962 855; 771 

工業認と同一目的の中小企業庁監修の資

料で，上巻?土，商業及びその診断の現状と

手法をまず取り上げ，次いで小売業，特殊

小売業，卸売業，商業集団を各々総合と部

門診断とに分けて解説。付録に関係法規・

診断実施機関・参考文献・索引がある。下

巻:土，小売業・卸売業・サーピス業・商業集

団主f各々取扱い商品別に，あるいは業種別

;こ511拐を行なう。付録?こ診断妥領がある。

中小企業援興事業団:商業診断ハンド

ブッグー経営基本編 同友館 1969

873 

中小企業庁監拶によるもので，当事業団

の前身である日本中小企業指導センター当

H寺よりの調査・研究の集大成である。流通

法造の変革に適応した商業主~~きの在り方と

指導方法を目的とした商業者，診断員のた

めの資料。 (1)商業の本質・現状・政策>(2)商

業診断の体系>(3)予備調査>(4)重点の把握，

(5)淫営基本診断， (6)関連重点項目の診断，

(7)総合調整，何)勧告と事後指導としづ内容

で，付録にi潟係法規，主要統計資料名一覧

表，主な定理・公式と計算例，統計調査衰

の例，関係団体一覧表がある。事項索引あ

り。

中小企業庁:中小企業統計要覧・中小

企業PRセンタ-

1964 41ffi 

1958 ; 1959 ; 1961 

B 
J 

同庁の基本調査を基礎に各種の統計資料

を加え編集したもの。構成は

1. 中小企業の範題. 2.産業別の構成と分

布.3. 製造業， 4. 商業， 5目 サーピス

業， 6. 組合， 7. 金融， 8. 経営，

9. 輸出， 10.労働。

その他融資貸付制度，商工会・会議所の状

況から診断までとなっている。発行所が年

によって異っているので‘注意されたい。

一一一一;診断要領等例規集 中小企

業診断協会 1965~ 1冊(加除式〉

ー一一一一:中小企業六法 東京法令出

板 1964~ 1冊(加除式)

厳密な意味で法令でないものも集めた中

小企業淀策のための資料集で付録ば 128ベ

ージに亙って豊富な資料が収められている

(法令集:土他にも多数あるが省略した〉。

全国中小企業団体中央会:中小企業組

合総覧-1960一 同会 1960 1136 

1 総括続:組合の沿革・運動・金融に

ついて， 2. 統計・資料編， 3. 関係滋関

編(中央・地方官庁，政党，全国組織の中

小企業関係団体以上約450機関)4. 人名

録(代表者1700名)5. 文獄編。

一一一一.中小企業組合実務ハンドプ

ック(1， 2)全国協同出版 1964~ 

2冊(加除式)

当会の1956年発足以来の総括て、資料粛は

関係資料が豊富である。

N 年表

年表を広く解釈して，政策史も含めた。

また，日誌については触れなかったが，

『商工金融~ w月刊中小企業Jその他一部

関係誌に掲放されているので参照された

し、。
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大阪府立商工経済研究所:日本中小工

業技術進歩の指標一未定稿ー (経研

資料229) 大阪同所 1960 46 

業種・商品3:1に明治以来の技術的発渓過

程を手工業・マニュファクチュア・機械制

工場工業等生産形態の転化した持Wl，又は

機械の主主.入した時期においてとらえ，中小

工業全殺の技術進歩の状況を具体的に究明

している。参考文献もある。

商工程合中央金庫:年表一政治経済ー

般・中小企業関係・当金翠関係ー

同摩縞:商工組合中央金庫 30年史

問庫 1969 941 ~ 1091 

明治17年~昭和42年3月末茨をのものs

通商産業省:商工政策史(12)一中小企

栄一(虚子i:常彦)商工政策史刊行会

1963 661 

lYii台初年~昭和30年末で，内容は戦前ま

での中小ヱ業(中小商工業を含む〉と戦後

の中小企業政策であって，独立した中小商

業政策は後日「内面商業漏」で取り扱うと

のこと。

通商産業省調査統計部:中小商工業政

策史年表向部 1950 91 

大正元年~昭和20年8月15日の年表で国

際・冨中事情及び商工行政一般，中小商工

業政策，中小商工業関係事項という砧成。

中小企業庁:日本中小企業政策小史;

月刊中小企業17(12) 2 ~40(12， 19 

65) 

明治元年より発行時までを4時代に分け

て述べ，最後に中小企業関係主要事項年譜

がある。

一一一一一:中小企業行政主要年表;月

刊中小企業 20(8) 62~67( 8， 1968) 

1946年11月-1968年8月の年表，本誌は

中小企業庁創立20周年記念特集号であって

中小企業復殺・間金惑の20年及び企業診断

制度の20年も各々 まとめられてし、る。

一一一一:中小企業政策20年の歩み

同庁 1968 112 

巻末?こ年表がある。

V 年鑑・白書

中小企業研究所:日本中小企業年鑑ー

昭和32，35年版一同所 1957 ; 

1960 2冊

中小企業の問題と動向及び笑主主をまとめ

たもので，(1)筏説編， (2)中小産業の実態縞

(業種別)， (3)制度及び暴言関濡， (4)E[i:.' 

文献編， (5)統計編とからなる。昭和32年絞

は，草E右i・金融・経営の実態績を概観編か

ら独立させている。なおI没後初のものとし

て戦後12年慌の動向をまとめている。日誌

は， 32年絞 (1945年8月-1956年9月)，

35年波(1957年-1959年6)りという内容

である。

中小企業庁:中小企業白書一昭和 38年

度~一大蔵省印刷局 1964~ (年刊)

昭和38年7月制定の中小企業茎本法に基

づいた「中小企業の動向に関する年次報告」

と，同様に基本法による参考資料としての

「政府が次年度において諮じようとする中

小企業施策」とよりなり， 43年版は前者が

〈第1部〕昭和41-43年の中小企業の動向，

(第2部〉中小企業のがi造的な問題， (第3

部)43年度の政府の講じた中小企業政策。

後者は前者第3部の妥領で次年度の施策を

まとめている。巻末に付居統計表が37表あ

屯。

一一一一ー:中小企業施策のあらましー
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昭和139年度版~ー 中小企業調査協

会 1964-(年刊)

中小企業白書の「中小企業に関して講じ

た施策」をより詳細に解説している。 43年

度j仮によると，技術向上制度?と行政組織・

関係主要団体を，白書の内容?と別だてで加

え解説している。付録として関係法律・中

小企業者の定義・対策予算-J.1があり便利。

なお，同庁盈修で遺産資料調査会より1965

年と1968年に r企業と助成』という単行書

が発行されている。内容は本書の補充解説

といったところ。

付主要関係機関史

中小企業投資育成株式会社等脱落のある

ことをお含み下さい〈書名は略してある〉。

国民金融公庫調査部:向感10年史 問

庫 1959 8，439 

自本中小企業政治連盟:中政連運動10

年史間違盟 1966 331 

商工組合中央金庫:同庫 30年史 同庫

1969 1091 

中小企業金融公庫:向庫 10年史 同庫

1964 12，434，104 

中小企業信用保険公庫:同庫10年史問

庫 1968 605 

中小企業庁計画部:詳解・中小企業振興

事業団一中小企業の構造改善のため

に一実業公報社 1967 323 

(担当波根仲俊〉

LEXIKON DER WIRTSCHAFT 
全15巻 日本販売総代理庖

‘既刊 BandArbeit. 664 Seiten・3250Begriffe・225Abb. Leder. 1969 
(Vlg. Die Wirtschaft， Berlin) ￥4， 150 

近着 BandIndustrie. ca. 848 Seiten・4300Begriffe.・ca.180 Abb. 
Leder. 1970 (Vlg. Die Wirtschaft， Berlin) ・ ca.￥5，120
Band Organisation und Technik der Verwaltungsarbeit. 
ca. 320 Seiten Leder (Vlg. Die Wirtschaft， Berlin) ca.￥1，990 

極東書庖刊行リプリント
DAS KAPITAL. Zweite verbesserte Auflage (資本論ドイツ語第2版〕
Von Kar1恥iar玄.Kritik der Politischen Oekonomie. Erster Band. Buch 1: 
Der Produktionsprocess des KapitaIs. Druck der Ver1ag von Otto Meissner， 
Hamburg 1872. 832 Seiten. Halbleder. Kassete. 1969 ￥5.000 

CO口凶A刀日CTHqECKOE CTPOHTEn忘CTBO CCCP. CTATHC-
TI1可ECKH白 E)KEfO且HHK (ソ速邦の社会主義建設一一統計年鑑〉

MOCKBa. 1935， 1936. ソ連邦ゴスプラン国民経済計算統計局編 1969年
B5判 1935年版 64+690頁 ￥15，000/1936年版 64+720頁 ￥15，000 

2冊セvト ￥29，000 
{1934年版リプリントは品切れになりましたが，ご希望により写真版でお納めいたします〉

欝襲撃i悪事?経!?;鑑i護審議i議極東書庖
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