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「研究活動一覧」は当所研究員の研究活動と研究内容や関心分野を読者の皆様にタイム

リーに提供することを目的としています。研究内容の詳細につきましては直接担当研究員

までお問い合わせ下さい。

【研究論文および雑誌記事等】

研 究 員 名 表　　　題 発表誌，巻・号 発表年月

研究活動一覧 

相川良彦
環境保全型農業の先駆的担い手・旭愛農生
産組合の展開過程――事業・会計とライフヒ
ストリーの事例研究――

食，農，環境に関する政策ニーズ等
調査研究資料（先駆者・支援プロジ
ェクト研究資料 1）

2005.11

足立恭一郎
環境保全型農業等の生産者の政策ニーズに
関する調査

食，農，環境に関する政策ニーズ等
調査研究資料（先駆者・支援プロジ
ェクト研究資料 1）

2005.11

足立恭一郎
韓国における環境保全型農業への取組み動
向調査

食，農，環境に関する政策ニーズ等
調査研究資料（先駆者・支援プロジ
ェクト研究資料 1）

2005.11

足立恭一郎
有機農業推進政策の導入の可否をめぐる経
済学的考察

有機農業法のビジョンと可能性（有
機農業研究年報 5，コモンズ）

2005.12

熱田健一・
山本昭夫

アメリカにおける GAP（Good Agricultural
Practices）の現状

食，農，環境に関する政策ニーズ等
調査研究資料（先駆者・支援プロジ
ェクト研究資料 1）

2005.11

市田知子
EU 農政改革と農業環境政策の方向――ドイ
ツの事例から――

季刊肥料 102 2005.10

市田知子
戦後改革期と農村女性――県における生活改
善普及事業の展開を手懸りに――

農村社会史（戦後日本の食料・農
業・農村第 11 巻，農林統計協会）

2005.11

市田知子
農村地域振興における「地域」――対象から
主体へ――

年報村落社会研究第 41 集（農山漁
村文化協会）

2005.11

伊藤順一
Inter-Village Cooperative Action and the
Assessment of Multi-Functionality in Agriculture

多面的機能政策の諸相と今後の展開
（多面的機能プロジェクト研究資料 1）

2005.12

伊藤正人
フランスの新しい農業政策――農業方向付け
法案の概要――

農林水産政策研究所レビュー 17 2005.10

上林篤幸
牛肉の国際貿易の構造変化とその影響――
AGLINK モデルを利用したシナリオ分析――

農林水産政策研究所レビュー 17 2005.10

江川　章 新規参入からみた農村社会の展望
農村社会史（戦後日本の食料・農
業・農村第 11 巻，農林統計協会）

2005.11

香月敏孝
（書評）藤田幸一著『バングラデシュ農村開
発のなかの階層変動――貧困撲滅のための基
礎研究――』

アジア・アフリカ地域研究 5（1） 2005.10

河原昌一郎
中国における農村金融の展開と農村信用社
の組織的性格

農林水産政策研究所レビュー 17 2005.10

河原昌一郎
中国の食品トレーサビリティに関する考察
――その類型化と食肉企業の事例から見た内
需型食品トレーサビリティの成立条件――

現代中国 79 2005.10

河原昌一郎
中国の土地請負経営権の法的内容と適用法
理

農林水産政策研究 10 2005.11

會田陽久 韓国の野菜生産，流通，消費の動向 野菜情報 20 2005.11
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研 究 員 名 表　　　題 発表誌，巻・号 発表年月

木下順子（共著）
Measuring the Export Subsidy Equivalents

（ESEs）through Price Discrimination Generated
by Exporting State Trading Enterprises

Journal of the Faculty of Agriculture
Kyushu University 50（2）

2005.12

木下順子（共著） 日本・韓国間生乳貿易の可能性 九大農学芸誌 60（2） 2005.12

小林茂典
野菜の加工・業務用需要の動向と今後の対
応課題

農業および園芸 80（10） 2005.10

合田素行 多面的機能維持のための政策研究と課題
多面的機能政策の諸相と今後の展開

（多面的機能プロジェクト研究資料 1）
2005.12

合田素行
米沢地域における農業環境政策の受容可能
性――アンケートを中心に――

多面的機能政策の諸相と今後の展開
（多面的機能プロジェクト研究資料 1）

2005.12

櫻井武司
Lesson Learnt from International
Assessments : Synthesis of the Reports on
African Development

J-FARD & JIRCAS International Symposium
“Perspectives of R&D for Improving
Agricultural Productivity in Africa”abstracts

2005.07

櫻井武司
戦乱ショックに起因する貧困と砂漠化――ブルキ
ナ・ファソの農家家計データを用いた実証――

2005 年度日本農業経済学会大会報
告要旨

2005.07

櫻井武司（共著）
ソーシャルキャピタルと貧困削減――スリラ
ンカにおける実証――

第 16 回国際開発学会全国大会報告
論文集

2005.11

櫻井武司
ソーシャルキャピタルのソーシャルセイフティ
ネット機能――ブルキナ・ファソの事例――

第 16 回国際開発学会全国大会報告
論文集

2005.11

櫻井武司（共著）
Efficiency and Equity in Groundwater
Markets : The Case of Madhya Pradesh, India

Environment and Development
Economics 10（6）

2005.12

櫻井武司（共著）
森林の多面的機能の実証――インド農村部における
森林の水資源保全機能と健康維持機能について――

多面的機能政策の諸相と今後の展開
（多面的機能プロジェクト研究資料 1）

2005.12

佐々木宏樹 コメ生産権取引実験と制度設計への含意 農林水産政策研究所レビュー 17 2005.10

佐々木宏樹
環境支払いによる多面的機能の効率的な供
給――行動経済学の政策適用――

多面的機能政策の諸相と今後の展開
（多面的機能プロジェクト研究資料 1）

2005.12

清水純一 ブラジル農産物貿易成長の背景
日本農業市場学会 2005 年度大会報
告要旨

2005.07

清水純一・佐藤孝一・
福田竜一（ほか共著）

農業経営の環境変化と農協金融の対応に関
する調査

総研レポート（農林中金総合研究所）
調-7

2005.08

清水純一
The Trend of the Agro-food Trade of
Brazil

Farming Japan 39（5） 2005.09

清水純一
快進撃を続けるブラジル農産物輸出とその
源泉

ブラジル特報 1569 2005.09

鈴村源太郎（共著）

須田文明（共著）

わが国における農村型ワーキングホリデー
の実態と課題

欧州における地域ブランド戦略の展開――フ
ランスの地理的表示産品を事例に――

ライフスタイルプロジェクト研究資
料 5

農業と経済 71（13）

2005.11

2005.10

須田文明（共著）
農業・食品分野における専門知と参加型技術評
価――フランスにおける GMO 研究を中心に――

科学技術社会論学会第 4 回年次研究
大会予稿集

2005.11

須田文明

高橋克也　ほか

EU の「適正農法」GAP による規律強化と
環境プレミアムの展望

トレーサビリティ導入における情報ニーズ
と情報開示――フードチェーンの情報の非対
称性について――

多面的機能政策の諸相と今後の展開
（多面的機能プロジェクト研究資料 1）

食，農，環境に関する政策ニーズ等
調査研究資料（先駆者・支援プロジ
ェクト研究資料 1）

2005.12

2005.11
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研 究 員 名 表　　　題 発表誌，巻・号 発表年月

高橋祐一郎
「望まない未来」を求める社会的合意形成手
法の設計

科学技術社会論学会第 4 回年次研究
大会予稿集

2005.11

立川雅司 農と食における「社会正義」 村落社会研究 23 2005.10

立川雅司
ポスト生産主義への移行と農村に対する

「まなざし」の変容
年報村落社会研究第 41 集（農山漁
村文化協会）

2005.11

田中淳志
多面的機能の評価の試み――米沢市および滋
賀県の事例――

多面的機能政策の諸相と今後の展開
（多面的機能プロジェクト研究資料 1）

2005.12

千葉　修
ライフスタイルの変化に対応した農山漁村
地域の再生方策に関する研究

農林水産政策研究所レビュー 17 2005.10

千葉　修 荷見安 近現代日本人物史料情報辞典 2 2005.12

西尾　健 環境直接支払い制度は分かり易さが命 世界の農林水産 799 2005.12

橋詰　登
中山間地域の活性化要件――農業・農村活性
化の統計分析――

（農林統計協会） 2005.10

林　　岳
多面的機能を組み込んだ環境会計の構築にむけて
――農林水産業における環境会計導入の課題――

多面的機能政策の諸相と今後の展開
（多面的機能プロジェクト研究資料 1）

2005.12

林　岳・高橋義文
（ほか共著）

How Can We Evaluate Sustainability of the
Agriculture? : An Evaluation by the
NAMEA and the Ecological Footprint 

小樽商科大学商学討究 56（2－3） 2005.12

福田竜一

藤栄　剛

藤岡典夫

吉田泰治

渡部靖夫

米豪自由貿易協定における交渉過程と影響
分析――農業問題を中心に――

農村共有資源管理と多面的機能――中国農村
とわが国農業集落の比較研究――

（連載）食品安全・動植物検疫措置に関する
WTO 紛争事例の分析――第１回 EC －ホル
モン牛肉事件――

食料・農業

豪州の GM 作物・食品の現状について

農林水産政策研究 10

多面的機能政策の諸相と今後の展開
（多面的機能プロジェクト研究資料 1）

農林水産政策研究所レビュー 17

統計でみる日本 2006（日本統計協
会）

農林経済 9732

2005.11

2005.12

2005.10

2005.11

2005.10
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【口頭発表および講演】

講　演　者 演　　　題 講　演　会　名 発表年月日

相川良彦 日本の山村と高齢者の生活
北東アジア農政研究フォーラム第 3 回国際シンポ
ジウム（農林水産政策研究所，中国農業科学院農
業経済発展研究所，韓国農村経済研究院共催）

2005.10.26

足立恭一郎 「有機農業推進法（学会試案）」について
有機農業推進議員連盟第 11 回勉強
会

2005.10.19

江川　章 新規就農をめぐる情勢と課題
新規就農・就業・田舎暮らし推進セ
ミナー in 岡山（全国農業会議所）

2005.10.12

江川　章 都市農村交流の新段階
北東アジア農政研究フォーラム第 3 回国際シンポ
ジウム（農林水産政策研究所，中国農業科学院農
業経済発展研究所，韓国農村経済研究院共催）

2005.10.25

岡江恭史
ベトナムの新設合作社とその人的結合の分
析

ベトナム研究会（ベトナム日本人材
協力センター）

2005.12.20

川崎賢太郎 GTAP モデルの解説 農林水産省大臣官房国際調整課 2005.09.29

小林茂典 野菜の加工・業務用需要の動向と特徴
野菜の加工・業務用需要への対応に
関する推進会議（関東農政局）

2005.10.21

小林茂典
加工・業務用野菜の品目別・実需者別ニー
ズについて

加工・業務用野菜に関する研究戦略
会議（野菜茶業研究所）

2005.10.28

小林茂典
野菜の加工・業務用需要の動向と国内産地
の対応課題

中国四国ブロック加工・業務用野菜
情報交換会（中国四国農政局，日本
施設園芸協会）

2005.10.31

小林茂典
「地産地消」の展開条件と課題に関する一考
察

2005 年度農業問題研究学会秋季大
会個別報告

2005.11.26

小林茂典

合田素行

櫻井武司

櫻井武司　ほか

櫻井武司

櫻井武司

食の外部化の進展と加工・業務用野菜需要
への対応

日本の多面的機能の議論と政策的課題

Civil War Shock, Transient Poverty, and
Desertification: A Natural Experiment in West Africa

ソーシャルキャピタルの逆 U 字仮説とスリ
ランカにおける貧困削減

一時的貧困と環境破壊――西アフリカの砂漠
化の事例――

圃場特異的な降水量変動に農家はいかに対処し
ているか――西アフリカ，マリにおける実証――

近畿ブロック加工・業務用野菜情報交
換会（近畿農政局，日本施設園芸協会）

北東アジア農政研究フォーラム第 3 回国際シンポ
ジウム（農林水産政策研究所，中国農業科学院農
業経済発展研究所，韓国農村経済研究院共催）

TEA 研究会

「社会調査の品質向上」第 15 回研究
会（国際開発学会「社会調査の品質
向上」研究部会）

環境経済・政策学会 2005 年大会

第 11 回レジリアンス研究会（総合
地球環境学研究所）

2005.12.02

2005.10.26

2005.07.16

2005.07.23

2005.10.09

2005.11.25

高橋祐一郎
市民社会における合意形成プロセスの変革
――説得から対話による相互理解の醸成へ――

第 33 回失敗学懇談会（失敗学会） 2005.10.07

高橋祐一郎 失敗と市民参加
化学・生物総合管理の再教育講座
リスク学事例研究 2（お茶の水女子
大学公開講座）

2005.10.28

高橋義文
農業の持続可能性の評価手法の開発――経
済・環境負荷・多面的機能の三側面から――

北東アジア農政研究フォーラム第 3 回国際シンポ
ジウム（農林水産政策研究所，中国農業科学院農
業経済発展研究所，韓国農村経済研究院共催）

2005.10.26

高橋義文・
林　　岳　ほか

メゾ環境会計における持続可能性評価指標
の開発―― EF とデカップリング指標による
地域農業の持続可能性――

環境経済・政策学会 2005 年大会 2005.10.10

立川雅司
（座長解題）農業補助金に関する海外セッシ
ョンにおける議論と主要論点

国際社会学会食料農業研究委員会・
地域農林経済学会共催シンポジウム

2005.10.28
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講　演　者 演　　　題 講　演　会　名 発表年月日

橋詰　登 日本農村の人口問題
北東アジア農政研究フォーラム第 3 回国際シンポ
ジウム（農林水産政策研究所，中国農業科学院農
業経済発展研究所，韓国農村経済研究院共催）

2005.10.25

橋詰　登
「地域活性化」指標の体系化と農村自治体の
活力診断

平成 17 年度統計専門職員地方研修
（東海農政局統計部）

2005.11.01

橋詰　登
農業センサス分析の視点と地域農業構造の
予測手法

平成 17 年度統計専門職員地方研修
（東海農政局統計部）

2005.11.01

橋詰　登 農業センサス分析の視点と分析事例
平成 17 年度管内分析等検討会（近
畿農政局統計部）

2005.11.08

橋詰　登
地域農業・農村の活性化に何が必要か――統計分
析から中山間地域の活性化要件を検討する――

農業・農村の構造変化に対応した施
策展開のあり方に関する勉強会（農
村振興局）

2005.12.08

柳　京煕 口 住民（農業生産者）参加型農村開発
北東アジア農政研究フォーラム第 3 回国際シンポ
ジウム（農林水産政策研究所，中国農業科学院農
業経済発展研究所，韓国農村経済研究院共催）

2005.10.26

吉井邦恒
新たな農業経営安定対策について――アメリ
カ・カナダの事例を参考に――

組合長・参事研修会（福島県農業共
済組合連合会）

2005.10.14

吉井邦恒　ほか
Applying Mathematical Modeling
Approaches for Investigating Japan’s Food
Supply Security System

INFORMS 2005 Annual Meeting
（オペレーションズ・リサーチ学会）

2005.11.15




