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① 研究論文および雑誌記事等

著者名（共著者を含む） 表　　　題 発表誌等
（単行本の場合は発行所名も記入） 巻・号 発表年月

清水純一 2013年ブラジル農牧業の動向と農業政策
平成25年度カントリーレポート
EU，ブラジル，メキシコ，
インドネシア

2014年3月

Masayasu Asai, 
Vibeke Langer, 
Pia Frederiksen

Responding to environmental 
regulations through collaborative 
arrangements: Social aspects of 
manure partnerships in Denmark

Livestock Science Vol.167 2014年8月

草野拓司 インドにおける主要穀物の需給動向と展望 海外食料需給レポート2013
（農林水産省） 2014年8月

清水純一 2013年ブラジル農業の動向と農業政策 海外食料需給レポート2013
（農林水産省） 2014年8月

長友謙治 ロシアの畜産業の回復と穀物需給への影響 海外食料需給レポート2013
（農林水産省） 2014年8月

吉井邦恒 カナダの農業保険と経営単位の所得安定対策 月刊NOSAI 第66巻 
第8号 2014年8月

草野拓司 インドの小麦を巡る新たな課題－公的分配
システムに起因する過剰在庫問題－ 製粉振興 No.572 2014年9月

Tetsuya UETAKE 
and Hiroki SASAKI

Agri-environmental Policies to Meet 
Consumer Preferences in Japan: An 
Economic-Biophysical Model Approach

International Journal on 
Food System Dynamics

Vol.5 
No.2 2014年9月

佐々木宏樹
生態系と生物多様性の経済学（The eco-
nomics of ecosystem and biodiversi-
ty:TEEB）とは何か

農業と経済 第80巻 
第9号 2014年9月

長友謙治 ロシアの畜産業の回復と穀物需給への影響 農林水産政策研究所レビュー No.61 2014年9月
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農林水産政策研究に関連する学会等の紹介
（2014年12月～2015年1月開催）

開　催　大　会　等 主　　催 開　催　日　時 開　催　場　所

2015 AEA Annual Meeting
American 
Economic 
Association

2015年１月３日（土）
～５日（月） Boston, MA

② 口頭発表および講演

講演者 講演演題 講演会名（主催者） 講演開催年月日

玉井哲也 日本の食と貿易ルール
－牛肉と酪農品についての政策と貿易－

農林中金総合研究所寄付講座「食と経済」（早
稲田大学） 2014年6月2日

内藤恵久
日本の食と貿易ルール
－農産物・食品と知的所有権（地理的表示
を巡る状況）－

早稲田大学「食と経済」講義 2014年6月9日

玉井哲也 諸外国の「貿易自由化」影響分析の事例
－オーストラリア－豪米FTA

貿易枠組み研究会2014年度第３回研究会
（早稲田大学日米研究所） 2014年6月21日

上林篤幸 世界の農産物需給と食料貿易－現状と今後
の展望－ 明治大学 2014年7月10日

内藤恵久
地理的表示に関する国際的なルールと国内制度
－TRIPS協定及び地域間貿易協定における
保護ルールと国内制度調整－

日米研究機構「農業・食料の世界的枠組み形
成・国際交渉研究」2014年度第４回研究会 2014年7月18日

吉井邦恒 経営単位の農業収入保険について 第50回東北農業経済学会 2014年8月23日

吉井邦恒 日本の食料輸入と食料自給率 洋上大学下田セミナー 2014年9月5日

吉田行郷 広がる農業分野での障がい者就労
～都市部，都市近郊での展開を考える

西東京「農的」未来会議～農と福祉の連携に
みる地域の未来～ 2014年9月10日

吉井邦恒 わが国の農業収入保険をめぐる状況
－アメリカの収入保険AGRを手がかりとして－ 日本保険学会関東部会 2014年9月12日

高橋克也 ６次産業化の取り組み実態と課題 日本農業経営学会分科会報告 2014年9月20日

長友謙治 ソ連崩壊以降におけるロシアの畜産業の
変化と穀物需給への影響

ロシア・東欧学会 JSSEES 2014年合同研
究大会 2014年10月5日

最近の刊行物
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概要


文書のアクセシビリティの完全性を損なう可能性がある問題点が検出されました。
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