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昭和 43年6月30日 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 44年6月30日 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 45年8月1日 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 50年4月1日 景気低迷下における下請企業の再編成問題 大阪市立大学 助教授 巽 信晴

昭和 51年2月1日 「安定成長」と下請再編成問題 慶應義塾大学 教授 佐藤 芳雄

昭和 51年12月1日 低成長下の下請中小企業の現況と課題 上智大学 教授 坂本 康實

昭和 53年3月1日 下請機械工業の技術とその将来 東京工業大学 教授 小林 靖雄

昭和 53年3月1日 低成長下における大企業の生産合理化と下請政策について 中央大学 教授 池田 正孝

昭和 55年3月1日 低成長経済下での下請中小企業の現状と課題 大阪府立商工経済研究所
研究員

河崎 亜洲夫

昭和 55年9月1日 低頂上・高裾野社会と中小企業 名古屋大学 教授 飯田 経夫

昭和 56年11月1日 下請制の準垂直統合的性格 南山大学 教授 中村 精

昭和 56年12月1日 機械工業の国際化と下請企業の対応 機械振興協会経済研究所 佐藤 圭一

昭和 57年4月1日 家庭用ＶＴＲの成長と電子部品工業 中央大学 教授 池田 正孝

昭和 57年7月1日 日本の技術特性と下請生産システム 青山学院大学 専任講師 港 徹雄

昭和 58年5月1日 自動車工業における下請系列構造 慶應義塾大学 教授
名古屋大学　教授
名古屋大学　教授
東京工業大学　助教授

佐藤 芳雄
瀧澤　菊太郎
小川　英次
古川　浩一

昭和 58年6月1日 自動車工業における下請系列構造 名古屋大学 教授 瀧澤 菊太郎

昭和 58年6月1日 自動車工業における下請系列構造 名古屋大学 教授 小川 英次

昭和 58年6月1日 自動車工業における下請系列構造 東京工業大学 助教授 古川 浩一

昭和 59年2月1日 下請中小企業の国際化戦略
  －ミシン部品工業の重構造工業化を中心に－

青山学院大学 教授 林 吉郎



昭和 60年1月1日 下請中小企業の新局面とその理論展開 青山学院大学 助教授 港 徹雄

昭和 60年2月1日 日本機械工業の下請生産システム
  －効率性論が示唆するもの－

慶應義塾大学 助教授 渡辺 幸男

昭和 61年4月1日 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10月1日 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 62年10月1日 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 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12月1日 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12月1日 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

平成 01年5月10日 第４回 中小下請金属工業実態調査の概要 商工中金　調査部

平成 01年7月10日 構造転換と中小企業 慶應義塾大学 教授 佐藤 芳雄
渡辺　幸男

平成 01年7月10日 構造転換と中小企業 駒澤大学 助教授 三井 逸友

平成 01年8月10日 構造転換と中小企業 慶應義塾大学 助教授 渡辺 幸男

平成 01年12月20日 わが国機械工業における産業システム・下請関係の性格に
ついて

流通経済大学 教授 松本 達郎

平成 02年2月20日 依存関係と下請生産システムの変貌
　－’９０年代への展望－

青山学院大学 教授 港 徹雄

平成 04年2月20日 自動車開発におけるサブシステムの新展開 中央大学 教授 池田 正孝

平成 04年5月20日 中小企業と企業間関係
　－ネットワーク型企業間関係への問題視点－

慶應義塾大学 助手 高橋 美樹

平成 04年6月20日 国際化の進展と下請分業構造 慶應義塾大学 教授 佐藤 芳雄

平成 04年7月20日 国際化の進展と下請分業構造 慶應義塾大学 教授 渡辺 幸男

平成 04年8月20日 国際化の進展と下請分業構造 駒澤大学 教授 三井 逸友



平成 06年1月20日 自動車産業における企業間情報ネットワークの展開
国際比較と競争政策上の評価

一橋大学 専任講師 岡室 博之

平成 07年1月20日 円高下で進行する自動車部品下請け再編成 中央大学 教授 池田 正孝

平成 07年11月20日 円高等による下請取引の変化について 公正取引委員会
前取引部下請課長
現審査部第二審査長

山木 康孝

平成 08年11月20日 農村地域における電機・電子関連下請企業の再編成 福島大学 助教授 末吉 健治

平成 08年12月20日 中小企業の新技術・新製品開発と戦略的企業間関係構築 慶應義塾大学 助教授 高橋 美樹

平成 09年2月20日 ネットワーク型取引の有効性を探る
　－バーチャル・コーポレーションを題材として－

東京都商工指導所 主任 小川 正博

平成 09年10月20日 中小企業における産学連携について 福島大学 教授 下平尾 勲

平成 09年12月20日 下請組合の共同事業実施事例 （財）商工総合研究所
主任研究員

辻 俊次郎

平成 10年10月20日 拡大するオープンネットワークと中小企業の可能性 法政大学・静岡産業大学
各 兼任講師

柳瀬 雄二

平成 11年1月20日 技術開発提携とその企業間統御 青山学院大学 教授 港 徹雄

平成 12年6月20日 ［平成１１年度　調査研究事業］
受注型中小製造業の生き残り戦略（１）

（財）商工総合研究所
主任研究員

望月 和明

平成 12年7月20日 ［平成１１年度　調査研究事業］
受注型中小製造業の生き残り戦略（２）

（財）商工総合研究所
主任研究員

望月 和明

平成 15年4月20日 起業家人材輩出に向けての産学連携活動
　～専門学校における起業家人材教育の実践～

広島修道大学　助教授 川名　和美

平成 15年6月20日 ［平成１４年度　調査研究事業］
変化する産業構造の下における中小製造業の課題と対応
　～いかにして持続的な競争優位を築くべきか～

（財）商工総合研究所
主任研究員

望月　和明

平成 16年9月20日 ［寄稿論文］中小企業の知識共有ネットワーク 一橋大学商学研究科
博士後期課程

水野　由香里

平成 19年6月20日 中小製造業の今日的課題 名古屋大学大学院
経済学研究科　准教授

山田　基成

平成 19年12月20日 ［平成１８年度　調査研究事業］
２００６（平成１８）年度　中小機械・金属工業の構造変化に関
する実態調査（上）

（財）商工総合研究所
主任研究員

吉見　隆一

平成 20年1月20日 ［平成１８年度　調査研究事業］
2006（平成１８）年度　中小機械・金属工業の構造変化に関
する実態調査（下）

（財）商工総合研究所
主任研究員

吉見　隆一

平成 23年6月20日 自動車産業の構造変化と関連中小企業 慶應義塾大学
経済学部　教授

植田　浩史

平成 23年7月20日 自動車産業の構造変化と関連中小企業 慶應義塾大学
経済学部　教授

渡辺　幸男


