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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 JA における有機農業の取組とその特徴 農林統計調査 10 月号 2004.10

市田知子
牛肉トレーサビリティと情報技術―― BSE

以降のドイツの事情――
エストレーラ 11 月号 2004.11

市田知子 EU 直接支払いと「日本型直接支払い」 週刊農林 1905 2004.12

市田知子
ドイツの農業環境政策――環境支払いの拡が

りと問題点――
デーリィマン 54（12） 2004.12

上林篤幸
マルサス『人口論』を越えて――国連 2000 年人口
見通しによる人口シナリオと国際穀物需給パイロ
ットモデルによる穀物の長期見通しについて――

輸入食糧協議会報 11 月号 2004.11

江川　章 新たな農業経営者に求められる資質 農業構造問題研究 222 2004.12

河原昌一郎 中国食糧政策の動向と課題 食料と安全 9（10） 2004.10

河原昌一郎
中国の食糧政策の動向――保護価格政策から

国際競争志向価格政策へ――
農林水産政策研究 7 2004.12

河原昌一郎
中国の食糧政策の動向――保護価格政策から

国際競争志向価格政策へ――
農林水産政策研究所レビュー 14 2004.12

小島泰友
産地品種別自由米のグルーピングと価格変
動の季節性――クラスター分析とボラティリ
ティー分析による接近――

フードシステム研究 11（2） 2004.10

櫻井武司（共著）
Efficiency of Timber Production in

Community and Private Forestry in Nepal

Environment and Development

Economics 9（4）
2004.10

櫻井武司
コートジボワール危機とブルキナ・ファソ
の砂漠化――広域現地調査に基づく定量的分
析――

第 15 回国際開発学会全国大会報告

論文集
2004.11

鈴村源太郎 認定農業者の経営改善意欲と経営成長 農業経営研究 42（1） 2004.06

鈴村源太郎 認定農業者の経営改善の課題 農政調査時報 552 2004.10

鈴村源太郎
市町村農業公社における水稲作業受委託の

収益性分析
2004 年度日本農業経済学会論文集 2004.11

鈴村源太郎
認定農業者の経営管理能力の実態と支援施

策のあり方
農業問題研究学会秋季大会予稿集 2004.11

會田陽久 韓国の農産物需給と対日貿易
行政対応特別研究（FTA ・ WTO

プロジェクト）研究資料 1
2004.10
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研 究 員 名 表　　　題 発表誌，巻・号 発表年月

須田文明
（解題・翻訳）アメリカ人は GMO を受け容
れているのか?―― GMO の公的問題化に関
する米仏比較分析

のびゆく農業 953 2004.10

高橋克也（共著）
青果物トレーサビリティにおける情報伝達

に関する一考察

第 54 回地域農林経済学会大会報告

要旨
2004.10

橋詰　登
消滅集落に関する統計的アプローチ――農業

集落の存滅と中山間地域での存続条件――
農業および園芸 79（10） 2004.10

橋詰　登
集落消滅の実態と中山間集落の存続条件―

―農家消滅集落の統計分析から――
農林水産政策研究所レビュー 14 2004.12

橋詰　登 （書評）田代洋一編『日本農業の主体形成』 農林統計調査 54（12） 2004.12

橋詰　登
中山間地域における農業集落の存続要件に

関する分析
農林水産政策研究 7 2004.12

林　岳（共著）
環境負荷量の推計による農道整備の効果分

析

第 54 回地域農林経済学会大会報告

要旨
2004.10

樋口倫生
韓国製造業部門（1963 ～ 83 年）における労
働生産性の成長――重化学工業化政策を中心
として――

現代韓国朝鮮研究 4 2004.11

藤栄　剛（共著）
農協経営に対する農業生産拡大の波及経済

効果の時系列分析
2004 年度日本農業経済学会論文集 2004.11

山本昭夫
遺伝資源へのアクセスと利益配分に関する

国際政策研究
農林水産政策研究所レビュー 14 2004.12

柳　京煕（共著）
韓国における畜産・野菜生産の現状と展望

――対日輸出品目の事例分析――

行政対応特別研究（FTA ・ WTO

プロジェクト）研究資料 1
2004.10

柳　京煕（共著）
韓国における養豚産業の現状――対日輸出と

の関連からの考察――
畜産の研究 58（10） 2004.10

柳　京煕 韓国における肉牛･酪農の需給構造 畜産の研究 58（11） 2004.11

柳　京煕
韓国の対チリ FTA ――その内容と農業支援

策――
農林経済 9661 2004.12

吉井邦恒・

吉田泰治

「平成 15 年産水稲等農業共済金が地域経済

へ与えた効果に関する研究」報告書
農林水産政策研究所受託研究成果 2004.09

吉田泰治 食料・農業
統計で見る日本 2005（日本統計協

会）
2004.10

渡部岳陽
米政策改革下における助成金帰属問題――仙

台市の取り組みを事例に――
2004 年度日本農業経済学会論文集 2004.11

【口頭発表および講演】

講　演　者 演　　　題 講　演　会　名 発表年月日

足立恭一郎 有機農業振興政策について（韓国） 有機農業推進議員連盟総会講演 2004.12.01

渡部靖夫
GM 作物・食品の生産・流通・規制と商品戦

略の動向

Brand ・ GM ・ SCM ――食品産業
マーケティングのフロンティア――

（岸本裕一編著，農林統計協会）
2004.10
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足立恭一郎 韓国における親環境農業の進展
国際ミニシンポ――持続可能な農業
の方向と技術展望――（三重大学生
物資源学部）

2004.12.03

足立恭一郎 有機農業振興政策の導入は時期尚早か 第 5 回日本有機農業学会大会 2004.12.11

市田知子
農村「地域」の再検討――日欧の農村地域開
発の比較の視点から――

日本村落研究学会第 52 回大会 2004.11.14

市田知子
環境支払いの理論と実際――ドイツの事例か
ら――

2004 環境支払いシンポジウム（東
京農工大学「生存科学」COE ほか）

2004.12.19

江川　章
新規就農者の動向とその育成支援――農外か
らの新規参入者を中心として――

日本農業法学会 2004 年度年次大会 2004.11.13

岡江恭史
Viec vay von ngan hang va lang xa Dong
bang song Hong

第 2 回ベトナム学国際会議（ハノイ
国家大学・ベトナム社会科学院）

2004.07.15

岡江恭史 マイクロファイナンスと紅河デルタの村
ベトナム研究会（ベトナム日本人材
協力センター）

2004.12.28

河原昌一郎
中国の農業問題――中国 3 農問題の基本的視
点――

中国農業事情勉強会（JETRO） 2004.11.15

清水純一 ブラジル農業の概要 農業金融研究会（農林漁業金融公庫） 2004.12.03

清水純一 ブラジル砂糖産業の展開
米州地域食料農業情報調査分析検討
会（国際農林業協力・交流協会）

2004.12.27

須田文明
経済学における認知主義的転換と解釈学的転
換――コンヴァンシオナリストの場合――

経済理論学会第 52 回大会 2004.10.23

立川雅司
Genetically Modified Organisms: Their
Impact on the  International Food System

北東アジア農政研究フォーラム第 2 回
セミナー（農業科学院農業経済研究所）

2004.10.08

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

日本村落研究学会第 52 回大会テー
マセッション解題

2004.11.14

千葉　典
グローバリゼーション下の世界農産物貿易
―― 1990 年代を中心に――

日本国際経済学会第 63 回全国大会
自由論題報告

2004.10.10

西尾　健 食の安全について
人間環境セミナーⅡ「科学技術と社
会」（法政大学人間環境学部）

2004.10.16

西尾　健 これからの農業分野の試験研究について 滋賀県農業総合センター 2004.10.29

橋詰　登
「地域活性化」指標の体系化と農山村自治体
の活力診断手法

平成 16 年度統計専門職員地方研修
（東海農政局統計部）

2004.10.20

橋詰　登
農業センサスデータを用いた地域農業構造
の予測手法

平成 16 年度統計専門職員地方研修
（東海農政局統計部）

2004.10.20

樋口倫生
輸入主導型経済成長――韓国製造業の全要素
生産性（TFP）決定要因分析――

TEA 会 2004 年度秋期大会 2004.11.06

山本昭夫
知的財産権に係る国際的あつれき――生物資
源をめぐる情勢――

大学院修士課程講義（政策研究大学
院大学）

2004.10.28

山本昭夫
FAO の ITPGR（植物遺伝資源条約）と利益
配分

懇談会（バイオインダストリー協会） 2004.12.22

渡部岳陽 農業と地域づくりをつなぐもの
第 7 回東北地域・自治体政策セミナ
ー in 宮城（自治体問題研究所）

2004.11.14
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