
中小企業と情報・技術
発行日 論文名 所属 筆者等

昭和 46年12月1日 中小企業の経営情報システム 日本経営情報開発協会
理事

増田 米二

昭和 47年10月1日 中小企業における技術開発力の高め方 新技術開発事業団
調査部長

松川 安一

昭和 48年9月1日 ＜特集＞中小企業における知識集約化の方途
　-既存の一般中小企業を中心として-

中小企業庁
長官官房調査課長

松尾 邦彦

昭和 48年9月1日 ＜特集＞中小企業における知識集約化の方途
　-経営戦略面からのアプローチ-

神戸大学
教授・経営学博士

占部 都美

昭和 48年9月1日 ＜特集＞中小企業における知識集約化の方途
　-技術・デザイン開発を中心として-

工学博士
（財）新技術開発財団
理事

井上 啓次郎

昭和 48年9月1日 ＜特集＞中小企業における知識集約化の方途
　　-中小企業のマーケティングを中心に-

早稲田大学
教授 商学博士

原田 俊夫

昭和 48年9月1日 ＜特集＞中小企業における知識集約化の方途
　　-その協同的展開-

全国中小企業体中央会
専務理事

稲川 宮雄

昭和 49年5月1日 中小企業における特許制度の活用と問題点 特許庁 総務課長 小泉 孝夫

昭和 50年6月1日 技術集約型中小企業の製品開発 名古屋大学 助教授 小川 英次

昭和 51年4月1日 新しい産業構造の方向と技術体系 慶應義塾大学 教授 尾崎 巖

昭和 52年3月1日 技術開発と中小企業 （株）三菱総合研究所
専務取締役

牧野 昇

昭和 52年4月1日 中小企業と特許 特許庁 審査第一部長 倉部 行雄

昭和 53年12月1日 中小企業における技術開発と問題点 大阪経済大学
講師・技術士

檀上 邦夫

昭和 54年8月1日 成長する情報処理サービス業
  －業界の現状と展望－

野村総合研究所
企業調査部
中堅企業調査室

鈴木 勘一郎

昭和 55年1月1日 中小企業における省エネルギーに係る技術革新 嶋本国際特許事務所
所長

嶋本 久寿弥太

昭和 55年4月1日 メカトロニクスの進展と外注依存の変化
  －ＮＣ工作機械化が急な工作機械業界－

（財）機械振興協会経済
研究所
研究員

居城 克治

昭和 55年6月1日 国際化時代の技術移転問題
  －８０年代の中小企業の発展方向－

中央大学 教授 斎藤 優

昭和 55年10月1日 中小企業における技術開発
  －産業用ロボット導入を考える－

名古屋大学 教授 小川 英次

昭和 57年3月1日 中小企業の活力について 商工中金



昭和 57年6月1日 中小企業の熟練形成と公共の職業訓練 京都大学 教授 小池 和男

昭和 57年10月1日 中小企業における技術力向上のマネジメント 名古屋大学 助手 山田 基成

昭和 58年7月1日 技術開発型企業の研究と育成に関する問題点 大阪経済大学 講師 檀上 邦夫

昭和 58年10月1日 ＩＣ産業の発展と中小企業 中村学園大学 教授 木下 武人

昭和 59年5月1日 半導体ＩＣ産業の周辺と技術移転 中村学園大学 教授 木下 武人

昭和 59年6月1日 ＭＥ化と中小企業 南山大学 教授 中村 精

昭和 59年7月1日 中小企業の技術力向上策 長崎大学 助教授 岩田 憲明

昭和 61年11月1日 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 62年3月1日 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5月1日 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 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6月1日 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 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7月1日 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 63年1月1日 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

平成 01年1月10日 大量生産体制の限界とフレキシブルな生産システム
　－中小企業の役割の変化－

東京大学大学院
経済学研究科

新宅 純二郎

平成 01年4月10日 今日における中堅・中小ソフトウェア企業の展開 福岡大学 助教授 川上 義明

平成 01年5月10日 構造転換と中小企業 放送大学 教授 磯部 浩一

平成 01年5月10日 構造転換と中小企業 東京工業大学 助教授 古川 浩一

平成 02年9月20日 中小企業における技術蓄積の理論への一考察 名古屋大学 講師 山田 基成



平成 02年12月20日 地域の情報化における諸課題 （財）日本情報処理開発
協会
会長
 （財）商工総合研究所
理事長

影山 衛司

平成 03年1月20日 中小機械工業におけるコア技術の進化とその跛行性 早稲田大学 助教授 鵜飼 信一

平成 03年4月20日 「リーン生産」方式は世界に普及するか
　　－その妥当性と限界性を探る－

同志社大学 教授 太田 進一

平成 03年6月20日 中小企業における情報化の進展と課題 東京都商工指導所 小川 正博

平成 05年2月20日 技術と情報の企業間分業 青山学院大学 教授 港 徹雄

平成 05年5月20日 リーン生産論の展開と中小企業
　　－諸企業の国際的な競争上の優位性との関連において－

福岡大学 教授 川上 義明

平成 05年9月20日 日本の国際研究･技術開発の基本政策
　　－２１世紀に向けての中小企業の対応－

中央大学 教授 斎藤 優

平成 06年1月20日 自動車業界における二次部品メーカーの技術水準向上と取
引関係の変化

名古屋大学 大学院 吉島 史子

平成 06年11月20日 情報サービス業の現状と見通し （財）商工総合研究所
主任研究員

前田 洋

平成 07年10月20日 電機産業におけるＥＤＩ（電子受発注） 同志社大学 教授 太田 進一

平成 08年4月20日 中小企業における製品・技術開発の現実
　　－製品開発効率、開発システムの内容に関する調査－

関東学院大学　教授 清  晌一郎

平成 08年10月20日 技術革新時代の技能形成
  －金型産業を中心に－

名古屋大学大学院
研究生

浅井 敬一郎

平成 10年1月20日 機械産業の生産体系と基盤産業の技術構造の変化 東京都商工指導所
主任

加藤 秀雄

平成 10年4月20日 インターネットの商用利用の行方（１） （財）商工総合研究所
主任研究員

渡辺 靖夫

平成 10年5月20日 インターネットの商用利用の行方（２） （財）商工総合研究所
主任研究員

渡辺 靖夫

平成 12年4月20日 ＜特集＞人・技術の活用と中小企業（その１）
技術の蓄積と創造のマネジメント
　　－日本企業の競争力の源泉を求めて－

名古屋大学 助教授 山田 基成

平成 12年5月20日 ＜特集＞人・技術の活用と中小企業（その２）
中小製造業における技術開発力の向上
　　～技術の体系化と複眼的技術者を軸として～

滋賀大学 助教授 弘中 史子

平成 12年5月20日 ＜特集＞人・技術の活用と中小企業（その２）
 世界最適開発・調達・生産時代の生き残りへのチャレンジ
　　～ボーダレスなモノづくりにおけるヒト・スキルのゆくえ～

中京大学 専任講師 浅井 紀子

平成 12年9月20日 <特集>中小企業とＩＴ革命（その１）  中小企業と情報技術 慶應義塾大学 助教授 神戸 和雄

平成 12年10月20日 ＜特集＞中小企業とＩＴ革命（その２）  ＩＴ革命と中小流通業 千葉商科大学 教授 懸田 豊



平成 12年11月20日 ＜特集＞中小企業とＩＴ革命（その３）
中小企業のものづくりとＩＴ革命

京都大学 助教授 出口 弘

平成 13年12月20日 中小企業のインターネットの利用等に関する調査
「２００１年８月調査」

商工中金　調査部

平成 14年8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－

千葉商科大学　教授
流通科学大学　教授

伊藤　公一
向山　雅夫

平成 14年12月20日 中小企業のインターネットの利用等に関する調査
［２００２年８月調査]

商工中金
組織金融部
(財)商工総合研究所

平成 15年12月20日 ［平成１５年度　調査研究事業］
中小企業における技術・技能の継承について　（上）

(財)商工総合研究所
主任研究員

三浦　敏

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
中小製造業とモノづくりのマネジメント

名古屋大学大学院
助教授

山田　基成

平成 16年1月20日 ［平成１５年度　調査研究事業］
中小企業における技術・技能の継承について　（下）

(財)商工総合研究所
主任研究員

三浦　敏

平成 16年4月20日 我が国中小企業の製品開発における標準化と差別化戦略 獨協大学　経済学部
助教授

黒川　文子

平成 18年6月20日 [寄稿論文]　中小企業の技術連携への取り組みは大企業と
どのように異なるのか

一橋大学大学院
経済研究科　助教授

岡室　博之

平成 20年2月20日 ＜特集＞中小企業の情報化戦略
ＩＴケイパビリティの形成と組織ルーティン

法政大学
経営学部　教授

岸　眞理子

平成 20年2月20日 ＜特集＞中小企業の情報化戦略
環境変化と中小流通業の情報戦略

青山学院大学大学院
国際マネジメント研究科
教授

懸田　豊

平成 23年2月20日 ［平成２２年度調査研究事業]
中小企業とネットワーク

（財）商工総合研究所
主任研究員

吉見　隆一


