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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 農の福祉機能 全国農業新聞 11 月８日 2002.11

相川良彦・合田素行

（他共著）

介護保険下における介護サービス事業の展
開状況

農林水産政策研究３ 2002.12

足立恭一郎 韓国におけるGMO表示制度の現況

海外諸国の組換え農産物に関する
政策と生産・流通の動向（GMOプ
ロジェクト研究資料 2，農林水産政
策研究所）

2002. ７

市田（岩田）知子 ＜農＞と出会うための政策
食・農・からだの社会学（シリー
ズ環境社会学 5，桝潟俊子・松村和
則編，新曜社）

2002.11

江川　章
一世代家族経営の行方（農業農村構造の現
状と動向　その１―― 2000 年農業センサス
の分析――）

農林水産政策研究所レビュー６ 2002.12

小野智昭

農地利用の構造的変化――借地・大規模化の進
展と農地利用の後退――（農業農村構造の現状
と動向　その１―― 2000年農業センサスの分
析――）

農林水産政策研究所レビュー６ 2002.12

嘉田良平 世界の食料安全保障と資源・環境制約 ARDEC 24 2002. ３

〃 環境保全型農業と政策支援のあり方 Antenna 28 2002. ９

〃 環境保全型農業の展開と政策課題 システム農学 18（2） 2002.10

〃
「食品安全の経済分析」の研究動向と今後の
課題

日本リスク学会講演論文集 15 2002.11

香月敏孝
国内野菜産地の対応課題
――ねぎ作を中心に――

農業市場研究 11（2） 2002.12

〃 野菜輸入急増と東北における野菜作の展望 東北農業経済研究 21（1） 2002.12

勝又健太郎
各国の農産物セーフガードの調査・発動事
例　7．米国・ラム肉　他

WTO体制下における農産物セーフ
ガードに関する調査資料（行政対
応特別研究［野菜］プロジェクト研
究資料 1，農林水産政策研究所）

2002. ９

木下順子（共著）

Explaining Pricing Conduct in a Product-
Differentiated Oligopolistic Market: An
Empirical Application of a Price Conjectural
Variation Model

Agribusiness:An International
Journal 18（4）

2002.10

〃 （ 〃 ）
英国におけるノンブランド牛乳販売促進事
業の概要と事業効果の分析事例

畜産の情報 国内編 11 月号 2002.11
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研究員名 表　　　題 発表誌，巻・号 発表年月

佐藤京子・

高橋祐一郎・西尾健

戦後から現在までの我が国の食品の安全に
関する事例とその変遷及び特徴

日本リスク学会講演論文集 15 2002.11

篠原　孝
日・米・欧消費者の食品の安全性に対する
意識格差

AROUND秋季号（56） 2002.10

〃
シェルドレイクの仮説と食の世界の反グロ
ーバリズム

政府刊行物新聞 10 月 20 日 2002.10

〃 不良債権と地価 政府刊行物新聞 11 月 20 日 2002.11

〃
環境・循環の世紀の日本農業―― 21 世紀は
生物産業時代（上）――

日本農民新聞 11 月 22 日 2002.11

〃
環境・循環の世紀の日本農業―― 21 世紀は
生物産業時代（下）――

日本農民新聞 11 月 29 日 2002.11

〃
つくる，食す《新・信州の食卓学》――地産
地消のススメ――

信濃毎日新聞 12 月 15 日 2002.12

鈴村源太郎
「農家以外の農業事業体」の水田農業への進
出（農業農村構造の現状と動向　その１――
2000 年農業センサスの分析――）

農林水産政策研究所レビュー６ 2002.12

須田文明
フランスにおける食品安全性システム――
GMO諸施策と関連させて

海外諸国の組換え農産物に関する
政策と生産・流通の動向（GMOプ
ロジェクト研究資料 2，農林水産政
策研究所）

2002. ７

〃 フランスにおける食品表示のガヴァナンス 農業と経済 12 月号 2002.11

〃
フランスにおける公的品質表示のガヴァナ
ンス構造――競争規則によるラベルルージュ
家禽肉の扱いを中心に――

農林水産政策研究３ 2002.12

双　喜
市場経済下における内蒙古の過放牧と草原
砂漠化問題

内蒙古の草原荒漠化とその防止対
策（中日共同シンポジウム論文集，
内蒙古大学）

2002.12

中田哲也
GM食品に係わる逆淘汰メカニズムに関する
考察――フード・マイレージを手がかりに

同　上 2002. ７

〃
農業サービス事業体の動向と地域における
役割

日本農業経営学会研究大会報告要
旨　平成 14 年度 2002.10

西尾　健 リスク学研究から見た食の安全と安心 新農林技術新聞 11 月 25 日（1623） 2002.11

立川雅司
遺伝子組換え作物の生産流通動向と規制ア
プローチの米欧対比

海外諸国の組換え農産物に関する
政策と生産・流通の動向（GMOプ
ロジェクト研究資料 2，農林水産政
策研究所）

2002. ７

野部公一
Transition of the Economic System and
Agriculture: Ten Years of Agricultural
Reform in CIS

Farming Japan 36（6） 2002.12

橋詰　登
農家階層変動の特徴と要因（農業農村構造
の現状と動向　その１―― 2000 年農業セン
サスの分析――）

農林水産政策研究所レビュー６ 2002.12

藤栄　剛
農地転用と農家資産の因果関係に関する考察
――Granger の因果性検定による検討――

日本農業経営学会研究大会報告要
旨　平成 14 年度 2002.10

〃
21 世紀の食料・環境・ふるさと――農的循
環社会への道――

THE 地球人 14 2002.10
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研究員名 表　　　題 発表誌，巻・号 発表年月

藤栄　剛 （書評）全農・全中編『環境保全型農業』 農林水産図書資料月報 53（11） 2002.11

藤栄　剛（共著）
合鴨稲作における生産者の農業観に関する
考察

日本有機農業学会大会資料 第３回 2002.12

〃　 （ 〃 ）
酪農家の堆肥供給と今後の経営意向に関す
る一考察

農業経済論集 53（2） 2002.12

堀越孝良
各国の農産物セーフガードの調査・発動事
例　9．チリの小麦・小麦粉・砂糖・食用植
物油他

WTO体制下における農産物セーフ
ガードに関する調査資料（行政対応
特別研究［野菜］プロジェクト研究
資料 1，農林水産政策研究所）

2002. ９

矢部光保 英国における遺伝子組換え農産物と食の安
全性に関する消費者意識調査

海外諸国の組換え農産物に関する
政策と生産・流通の動向（GMOプ
ロジェクト研究資料 2，農林水産政
策研究所）

2002. ７

水野正己 日本の生活改善運動と普及制度 国際開発研究 11（2） 2002.11

〃　 戦後日本の農村社会開発事業とその執行体
制

国際開発学会全国大会報告論文集
第 13 回

2002.11

渡部靖夫 豪州における遺伝子組換え作物・食品関連
規制の動向 同　上 2002. ７

〃　 GM農産物・食品を巡る国際的規制の現状と
課題 製粉振興 430 2002.10

柳　京煕 北海道十勝家畜市場における黒毛和種子牛
データーの解析 農業市場研究 11（2） 2002.12

講　演　者 演　　　題 講　演　会　名 発表年月日

足立恭一郎 有機農業の広がり――現状と課題――
PARC 自由学校（アジア太平洋資
料センター）

2002.11. 2

〃　
WTO体制下における東アジア農政の新しい
潮流――韓国――

ワークショップ（農林水産政策研
究所）

2002.11.26

石井圭一 EUにおける農村環境整備 農業土木学会第５回中央講習会 2002.11. 1

小野智昭
熊本農村部における介護サービスの展開状
況

農村福祉検討会（農林水産政策研
究所） 2002.10.28

〃　 世界の農業生産と日本の役割
中央畜産技術研修会　平成 14 年度
（農林水産省生産局）

2002.10. 2

〃　 WTO農業交渉と農業の多面的機能
多面的機能維持増進調査検討会
（農林水産省農村振興局）

2002.11.18

〃　
バイオマス利用による資源循環型社会の構
築（座長解題） システム農学会秋季大会 2002 年度 2002.11.21

香月敏孝 野菜作の展開と需給動向
青果物の流通に関する研修会（ホ
クレン）

2002.11.14

【口頭発表および講演】

嘉田良平

Balancing Agricultural Growth and
Environment under Globalization: Focusing
on Sustainable Agriculture and Food
Security in Asia

アジア農業経済学会マレーシア大
会　第４回

2002. 8.21

農林水産政策研究所 レビュー No.7
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講　演　者 演　　　題 講　演　会　名 発表年月日

〃　 食の安全を実現するための食のあり方
食環境コーディネート協会発足記
念シンポジウム

2002.10.18

篠原　孝 地産地消とグローバリズム 「視点・論点」（NHK教育テレビ） 2002.10.17

〃　 農業が持つ多面的機能について 上越市まちづくり市民大学 2002.11. ５

〃　 農的循環社会への道
和歌山県田辺市および周辺市町村
議会研修会

2002.11. ８

〃　 食料基地紫波の農業の将来展望 岩手県紫志波町研修会 2002.11.10

〃　 環境保全型農業の現状と将来方向 青森県農業経営研究協議会特別研修
会 2002.11.22

〃　 水工循環の時代――仲介する森，林，河川，
海岸――

農林水産環境展 2002「農林水産シン
ポジウム」（（社）海と渚環境美化推
進機構）

2002.11.27

〃　 都市と農村の共生―― 21 世紀は向村離都の
時代――

地域農業交流セミナー（（社）農林
水産技術情報協会，愛知県）

2002.11.13

〃　 つくり，食す＜新・信州の食卓学＞――地産
地消のススメ――

地産地消啓発シンポジウム（長野
県信濃毎日新聞社）

2002.11.17

〃　 地産地消・旬産旬消――農的循環社会への道
――

印旛郡市農業研究セミナー「地産
地消研修会」

2002.11.29

白石和良 WTO体制下における東アジア農政の新しい
潮流――中国――

ワークショップ（農林水産政策研
究所）

2002.11.26

立川雅司・須田文明・

矢部光保・足立恭一郎・

渡部靖夫・中田哲也

海外諸国の組換え農産物に関する政策と生
産・流通の動向

内蒙古西部地域におけるカシミヤ生産と草
原環境問題

地産地消の目指すもの

GMOプロジェクト研究成果報告会
（農林水産政策研究所）

日本農業経営学会研究大会

地産地消おかやま「食農フォーラ
ム」（岡山県等）

2002.11.12

2002.10.13

2002.11.27

双　喜

中田哲也

経営所得安定対策の動向について
職員研修会（岩手県農業共済組合
連合会）

2002.10.29吉井邦恒

政策トゥリーの試案の作成について
農林水産省政策評価会　第 10 回
（農林水産省）

2002.10. ４
吉田泰治・吉井邦恒・

勝又健太郎

食料・農業・農村政策の体系化に関する試案
農林水産省政策評価会　第 11 回
（農林水産省）

2002.11.19
吉田泰治・吉井邦恒・

勝又健太郎


