
資料 7

受託調査一覧

年度 委託機関 課題名 主査

1964 アラビア石油 産油諸国の政策的動向

1965 通商産業省 一次産品問題調査-夕イー

1965 通商産業省 一次産品問題調査-カンボジア-

1965 通商産業省 一次産品問題調査一束アフリカ3国(第 1班)-

1965 国連食糧農業機関(FÅo) 農業の地域指針計画研究

1966 通商産業省 一次産品問題調査一束アフリカ3国(第2珪)-

1966 通商産業省 一次産品問題調査一束アフリカ3国(第3姓)-

1966 通商産業省 一次産品問題調査-パキスタン-

1966 通商産業省 一次産品問題調査-インドネシア-

1966 通商産業省 石油製品需給の態様とその間題について

1966 農林省 低開発農業に関する調査研究

1967 通商産業省 一次産品開発輸入促進制度調査-アメリカ合衆国-

1967 通商産業省 一次産品開発輸入促進調査-ヨーロッパ .アフリカ-

1967 通商産業省 一次産品問題調査-タイ .カンボジアのバイカナン-

1967 通商産業省 一次産品問題調査-マレーシア .フィリピン.台湾のパルプ用材-

1967 通商産業省 一次産品問題調査-エチオピア .スーダン.アルジェリア一次産品-

1967 農林省 低開発地域の農業開発に関する調査研究

1967 総理府 わが国の対外経済協力のわが国産業に与える影響調査

1968 通商産業省 -次産品開発輸入促進制度調査-EEC.米国一 染谷経姶(団長)

1968 通商産業省 一次産品問題調査-タイ .インドネシアパルプ用材-

1968 通商産業省 一次産品問題調査-インド一次産品-

1968 通商産業省 一次産品問題調査-南米一次産品-

1968 農林省 低開発国農業調査に関する調査研究

1968 労働省 アジア諸国における労働事情

1969 通商産業省 一次産品問題調査-西アフリカ一次産品問題調査-
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年度 委託機関 課題名 主査

1969 通商産業省 -次産品問題調査-インドネシア一次産品開発促進- 久我通武(団長)

1969 通商産業省 一次産品開発輸入促進制度調査-東南アジア-

1969 労働省 アジア諸国における労働事情

1970 通商産業省 一次産品問題調査-フィリピン-

1970 通商産業省 一次産品問題調査-インドネシア木材(スマ トラ)-

1970 労働省 アジア諸国の労働事情

1971 通商産業省 -次産品問題調査-マレーシア-

1971 通商産業省 -次産品問題調査-ビルマ-

1971 通商産業省 一次産品問題調査-メキシコ .ペルー-

1971 通商産業省 一次産品問題調査-北アフリカ-

1971 通商産業省 研究開発機関実態調査(東南アジア諸国の研究開発協力)

1971 科学技術庁 発展途上国科学技術調査(東南アジア諸国との科学技術協力)

1971 農林省 発展途上国等飼料資源活用調査(タイ等) 深沢八郎

1972 通商産業省 研究開発機関実態調査

1972 通商産業省 中国経済関係調査(第4次 5ケ年計画期の中国経済 .中国の対外経済政

策とその展開 .日中貿易の法律問題 .中国の貿易構造と日中貿易)

1972 通商産業省 一次産品間蔑調査-ブラジル一次産品開発促進調査-

1972 通商産業省 一次産品問題調査-アフリカ一次産品開発促進調査-

1972 科学技術庁 発展途上国科学技術調査

1972 農林省 発展途上国等飼料資源活用調査

1972 外務省 対インドネシア経済協力効果測定調査

1973 通商産業省 経済開発分析事業

1973 通商産業省 開発 .輸入問題調査-ブラジル,アルゼンチン及びウルグアイ羊毛開 小倉武一

栄 .輸入促進調査- (団長)

1973 通商産業省 開発 .輸入問題調査-パプア .ニューギニア開発 .輸入促進調査-

1973 通商産業省 開発 .輸入問題調査-東南アジア(タイ .シンガポール)の農林関連産業

の開発 .輸入促進調査-

1973 科学技術庁 発展途上国科学技術調査(東南アジアとの科学技術協力)

1973 エネルギー総合推進委員会 今次石油問題のアジア地域発展途上国経済に及ぼす影響に関する調査

1974 通商産業省 経済開発分析事業

1974 通商産業省 開発 .輸入問題調査-アフリカ地域燐鉱石開発 .輸入促進調査-

1974 通商産業省 開発 .輸入問題調査-コロンビア,エクアドル開発 .輪入促進調査-
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1975 通商産業省 開発 .輸入問題調査-パキスタン,ネパール,スリランカ開発 .輸入促

進調査-

1975 通商産業省 開発 .輸入間遺調査-エジプ ト,スーダン開発 .輸入促進調査-

1975 通商産業省 経済開発分析事業

1976 通商産業省 経済開発分析事業

1976 通商産業省 開発 .輸入問題調査-グアテマラ,ホンジュラス,コスタリカ開発 .輸

入促進調査-

1976 通商産業省 開発 .輸入問題調査-バングラデシュ,ビルマ開発 .輸入促進調査-

1977 通商産業省 経済開発分析事業

1977 通商産業省 開発 .輸入問題調査-ザンビア,ボツワナ,アンゴラ開発 .輸入促進調

査-

1978 通商産業省 経済開発分析事業

1978 中東開発センター イラクの農業事情及び開発状況

1978 総合研究 開発機構(NⅠRA) アジア諸国の急速な工業化と日本の対応 鈴木長年

1978 国際連合大学 人間と社会開発調査-技術の移転 .変容および開発,日本の経験- 林 武

1979 通商産業省 経済開発分析事業

1979 他通産統計協会 我国商業の長期動向分析のための基礎データの時系列化作業

1979 (W通産統計協会 我国工業の長期動向分析のための基礎データの時系列化作業

1979 経済企画庁 途上国直接借款基礎調査-スリランカ- 川野重任

1979 総合研 究 開発機構 途上国工業化問題調査-アジア諸国の急速な工業化 と日本の対応- 鈴木長年

(NⅠRA) (1978年度からの継続)

1979 ㈲機械振興協会 文献検索システムに関する調査研究

1979 国際連合大学 人間と社会開発調査-技術の移転 .変容および開発,日本の経験-(1978 林 武

年度からの継続)

1980 通商産業省 経済開発分析事業

1980 海外貿易開発協会 ｢対アラブ諸国投資事情｣に関する調査

1980 ㈱EPDCインターナショナル ｢タイ国バンコク市長期配電計画｣に関する調査

1980 新 日本製鉄(柵 ｢鉄鋼需給時系列データの編集｣に関する調査

1980 経済企画庁 発展途上国直接借款推進基礎調査-パキスタン- 柳沢雅一(委員長)

1980 経済企画庁 国際エネルギー情勢の急転に伴う日墨協力関係推進基礎調査 丸谷吉男

1980 国際連合大学 人間と社会開発調査-技術の移転 .変容および開発,日本の経験-(1978 林 武

年度から継続)
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1981 経済企画庁 発展途上国直接借款推進基礎調査-インド- 柳沢雅一(委員長)

1981 経済企画庁 経済調整下の中国の対外経済関係調査 篠原三代平(委員長)

1981 経済企画庁 直接借款統計データ整備調査-わが国における経済協力統計データ等の 松本栄一

整備と利用状況調査- (委員長)

1981 機械振興協会 Bl際標準産業 .貿易 .商品分類のデータ77イルの作成

1981 国際連合大学 人間と社会開発調査-技術の移転 .変容および開発,日本の経験-(1978 林 武

年度から継続)

1981 中小企業事業団 アジア中進国の工業化とわが国の中小企業 田部 昇

1982 通商産業省 経済開発分析事業

1982 経済企画庁 発展途上国直接借款推進基礎調査-ビルマ- 藤谷興二(委員長)

1982 経済企画庁 石油情勢変化に伴 う経済協力緊急調査 森崎久寿(委員長)

1982 経済企画庁 直接借款統計データ整備調査-援助供与判定指標等の作成調査- 松本栄一

1982 国際連合大学 人間と社会開発調査-技術の移転 .変容および開発,日本の経験- 林 武

1983 通商産業省 経済開発分析事業

1983 経済企画庁 発展途上国直接借款推進基礎調査-ジンバブエ及び過年度の本調査事業 山口博一

に係わる資料総括作業- (委員長)

1983 経済企画庁 債務累積下の発展途上国経済運営と我が国経済協力 篠原三代平(委員長)

1983 経済企画庁 産業連関モデルによる経済協力の経済効果測定システム開発 野中耕一(委員長)

1983 機械振興協会 工業実態基本調査

1983 国際連合大学 科学 .技術自立の国際比較研究 林 武

1983 国際連合大学 アジア諸国の技術開発に関する対話セミナー 林 武

1983 西 ドイツ .レ-ゲン 日本とインドの間における技術移転の諸問題 と展望(西 ドイツ .レ-ゲ 伊藤正二

スプルグ大学 ンスプルグ大学付属応用技術 .経済分析研究所)

1984 通商産業省 経済開発分析事業

1984 経済企画庁 発展途上国直接借款推進基礎調査-ネパール- 柳沢雅一(委員長)

1984 経済企画庁 日本と発展途上国との間の技術摩擦 .貿易摩擦問題と今後の国際分業の 小林 進

あり方についての調査 (委員長)

1984 経済企画庁 経済協力の開発効果分析 野中耕一(委員長)
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1984 稔合研究開発機構 アジア .太平洋地域におけるフィリピン,インドネシア,タイの将来展 尾村敬二

(NlRA) 望に関する研究

1984 国連工業開発機関(uNlDO) アジア諸国の産業構造および生産水準の国際比較 野中耕一

1984 国際協力事業団 インドネシア技術研修員の研修

1984 機械振興協会 工業実態基本調査 野中耕-

1985 通商産業省 経済開発分析事業

1985 ㈲産業研究所 国際産業連関分析に関する調査研究 山崎 茂(委員長)

1985 ㈲産業研究所 中国東北地方経済に関する調査研究 田部 昇(委員長)

1985 経済企画庁 発展途上国直接借款推進基礎調査-パプアニューギニア- 田部 昇

1985 経済企画庁 アセアン諸国の経済開発計画と我が国経済協力のあり方-歴史的推移の 小林 進

分析と今後の展望- (委員長)

1985 経済企画庁 経済協力の開発効果分析-Ⅱ 野中耕一(委員長)

1985 アジア太平洋開発詞 農村開発政策と農相の対応過程に関する調査研究(アジア太平洋開発調 大内 穂

査研修機関協議会(ADIPA) 査研修機関協議会)

1985 国連工業開発機関(UNⅠDO) アジア主要国における産業構造及び生産水準の国際比較に関する研究 野中耕一

1986 通商産業省 経済開発分析事業

1986 経済企画庁 アジア諸国における一次産品問題-その需給構造,価格変動および商品 小林 進

協定- (委員長)

1986 経済企画庁 南アジア諸国の経済開発計画と我が国経済協力のあり方-歴史的推移の 小林 進

分析と今後の展望- (委月長)

1986 経済企画庁 経済協力の開発効果分析一m 鈴木長年

1986 アジア太平洋開発調査研修機関協諌会(ADTPA) 農村開発政策と農村の対応過程に関する調査研究(1985年度から継続) 大内 穂

1986 アジア太平洋開発センター(APDC) 2000年のアジア太平洋経済における日本の役割 小林 進

1986 国連工業開発機関(UNⅠDO) アジア主要国における産業構造及び生産水準の国際比較に関する研究 野中耕一

1987 通商産業省 経済開発分析事業

1987 経済企画庁 東アジア諸国の経済開発計画と我が国経済協力のあり方 :歴史的推移の 保延 進

分析と今後の展望-中国 .韓国,及びASEAN諸国,南アジア諸国の経 (委員長)
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1987 経済企画庁 経済政策支援借款等ノンプロジェクト型授助推進のための基礎調査 長飢1億彦(委員長)

1987 通商産業省資源エネ 昭和62年度石油流通合理化調査(産油国の石油政策の特徴及び政策決定 宮地一雄

ルギー庁 横構に関する調査研究)

1988 通商産業省 経済開発分析事業

1988 外務省 フィリピン経済再建の担い手たち-アキノ政権下で経済を動かしている ′ト池賢治

者は誰か-

1988 経済企画庁 東南アジア諸国等の構造調整問題とその対応の方向に関する調査 長谷山崇彦(委員長)

1988 通商産業省資源エネ 昭和63年度石油流通合理化調査(産油国の石油政策の特徴及び政策決定 浜渦哲雄

ルギー庁 樺稀に関する調査研究)

1989 通商産業省資源エネ 平成元年度石油流通合理化調査(産油国の石油政策の特徴及び政策決定 浜渦哲雄

ルギー庁 機構に関する調査研究)
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