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3-1- 8
3-1-12
3-1-16
3-1-20
3-2- 6
3-3-11
3-4- 8
3-4-11
4-1- 9
4-1-12
4-2-42
4-3-16

日韓バイオマスシンポジウム『バイオマスエネルギーの可能性を考える』から

バイオエタノール資源植物としてのススキの可能性について ・・・・
山田 敏彦
窒素肥沃度の広域評価及び気象データからの地域・土壌別のテンサイ根収量の予測
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 丹羽 勝久
～北海道産のおいしい地鶏を食卓に～「北海地鶏Ⅱ」の産みの技術と育ての技術
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 國重 享子
ホエーの有効活用を目指した乳糖発酵性酵母の応用 ・・・・・・・・
玖村 朗人
組織培養による緑化樹の増殖 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
脇田 陽一
北海道産低品位石炭を活用したパーラー排水浄化システムの開発 ・・
藤倉 雄司
属間イントログレッション育種による新規放牧用牧草の開発の試み ・
田村 健一
植物の耐凍性を向上させるRNAシャペロンタンパク質 ・・・・・・・ 今井 亮三
プラスチック発泡成形技術が可能にした米粉100％パンと加熱・せん断粉砕による
アルファ化米粉製造技術の開発 ・・・・・・・・・・・・・・・・・
西岡 昭博

4-4- 8
5-1- 8
5-2- 8
5-3- 9
5-4-10
6-1- 5
6-1- 8
6-2- 6
6-3-17

コムギ縞萎縮病抵抗性に関する最近の研究状況について ・・・・・・
西尾 善太 6-3-22
画像を用いた車速計測センサの開発 ・・・・・・・・・・・・・・・
大村
功 6-4-11
ワイン圧搾粕（パミス）抽出物のう蝕予防効果について ・・・ 間 和彦・小西俊成
6-4-15
北海道米の食味向上の軌跡 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
川村 周三 7-2-24
ESRを利用した農産物の品質評価技術 ・・・・・・・・・・・・・・
鵜飼 光子 7-3-12
除草剤抵抗性雑草の生態と防除－オモダカなど水田雑草における除草剤抵抗性研究の現状－

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 内野
彰 7-3-16
省エネ化および温室効果ガス抑制型の堆肥製造システム ・・・・・・
宮竹 史仁 7-4-11
ORAC値による道農産物の抗酸化機能評価の取り組み ・・・・・ 大谷克城・若宮伸隆7-4-15
放し飼い牛舎における牛群情報の収集と利用 ・・・・・・・・・・・
森田
茂 8-2-22
エゾシカ問題の現状と課題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 伊吾田 宏正 8-3-11
中耕除草機の現状と開発方向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
後藤 隆志 8-4-16
北海道の水田転換畑からの一酸化二窒素の発生について ・・・・・・
永田
修 9-1-12
代謝プロファイリングによる窒素および堆肥の施用が野菜成分に及ぼす影響の評価
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
岡崎 圭毅 9-1-17
北海道産のもち米品種の品質特性 ・・・・・・・・・・・・・・・・
武田 貴宏 9-2-21
「イアコーンサイレージの生産利用技術」研究の現状と課題 ・・・・
大下 友子 9-2-24
DNAマイクロアレイ法を用いたきのこの食品機能性評価 ・・・・・・
佐藤真由美 9-3-30
イタリアンライグラスを用いた雑草防除法
9-3-24
・・・・・・・・・・・・・・・ 佐藤尚親・出口健三郎・酒井 治・岡元英樹
酵素による食品加工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
太田 裕一 9-3-28
北海道の自然界からの有用酵母の分離とその特性評価 ・・・・・・・
折笠 善丈 9-4- 8
● 最新研究情報（学会・研究会の講演・論文の紹介）
＜バイオテクノロジー部会＞
Involvement of Arabidopsis HOS15 in histone deacetylation and cold tolerance
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 佐々木健太郎 4-1-17
Overexpression of the trehalose-6-phosphate phosphatase geneOsTPP1 confers stress tolerance
in rice and results in the activation of stress responsive genes ・・・・・・・ 佐々木健太郎 4-1-17
Arabidopsis CBF1 and CBF3 have a different function than CBF2 in cold acclimation and
define different gene classes in the CBF regulon ・・・・・・・・・・・・ 佐々木健太郎 4-2-46
Arabidopsis DREB2A-Interacting Proteins Function as RING E3 Ligases and Negatively
Regulate Plant Drought Stress–Responsive Gene Expression ・・・・・・・ 佐々木健太郎 4-2-46
The Cold-Inducible CBF1 Factor–Dependent Signaling Pathway Modulates the Accumulation of the
Growth-Repressing DELLA Proteins via Its Effect on Gibberellin Metabolism 佐々木健太郎 4-3-23
Inhibition of shoot branching by new terpenoid plant hormones ・・・・・・
佐々木健太郎 4-3-23
Transgenic Arabidopsis Plants Expressing the Type 1 Inositol 5-Phosphatase Exhibit Increased
Drought Tolerance and Altered Abscisic Acid Signaling ・・・・・・・・・・ 佐々木健太郎 4-3-24
Putrescine Is Involved in Arabidopsis Freezing Tolerance and Cold Acclimation by Regulating
佐々木健太郎 4-4-11
Abscisic Acid Levels in Response to Low Temperature ・・・・・
Overexpression of the Arabidopsis 10-Kilodalton Acyl-Coenzyme A-Binding Protein ACBP6
佐々木健太郎 4-4-12
Enhances Freezing Tolerance ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Drought Stress-Induced Rma1H1, a RING Membrane-Anchor E3 Ubiquitin Ligase Homolog,
佐々木健太郎 4-4-12
Regulates Aquaporin Levels via Ubiquitination in Transgenic Arabidopsis Plants
Arabidopsis mutant deficient in 3 abscisic acid-activated protein kinases reveals critical roles
in growth, reproduction, and stress ・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐々木健太郎 5-1-13
Sumoylation of ABI5 by the Arabidopsis SUMO E3 ligase SIZ1 negatively regulates abscisic
acid signaling ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 佐々木健太郎 5-1-13
Roles for Arabidopsis CAMTA Transcription Factors in Cold-Regulated Gene Expression
and Freezing Tolerance ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 佐々木健太郎 5-1-14
DEAR1, a transcriptional repressor of DREB protein that mediates plant defense and
freezing stress response in Arabidopsis ・・・・・・・・・・・・・・・・ 佐々木健太郎 5-2-12
Cold Shock Domain Protein 3 Regulates Freezing Tolerance in Arabidopsis thaliana
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 佐々木健太郎 5-2-12
Major flowering time gene, FLOWERING LOCUS C , regulates seed germination in

Arabidopsis thaliana ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐々木健太郎 5-2-13
Crosstalk between Cold Response and Flowering in Arabidopsis Is Mediated thorough
佐々木健太郎 5-3-12
the Flowering-Time Gene SOC1 and Its Upstream Negative Regulator FLC ・・
Three SnRK2 Protein Kinases are the Main Positive Regulators of Abscisic Acid Signaling in
Response Water Stress in Arabidopsis ・・・・・・・・・・・・・・・・ 佐々木健太郎 5-3-12
Nitric Reductase-Dependent Nitric Oxide Production Is Involved in Cold Acclimation
and Freezing Tolerance in Arabidopsis ・・・・・・・・・・・・・・・・ 佐々木健太郎 5-3-13
ABC transporter AtABCG25 is involved in abscisic acid transport and response 佐々木健太郎 5-4-15
Functional analysis of an Arabidopsis thaliana abiotic stress-inducible facilitated diffusion
transporter for monosaccharides ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐々木健太郎 5-4-15
Heterologous Expression of Wheat VERNALIZATION 2 (TaVRN2) Gene in Arabidopsis
Delays Flowering and Enhances Freezing Tolerance ・・・・・・・・・・・佐々木健太郎 5-4-16
A Subset of Cytokinin Two-Component Signaling System Plays a Role in Cold Temperature
Stress Response in Arabidopsis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 佐々木健太郎 6-1-12
RAS1, a quantitative trait locus for salt tolerance and ABA sensitivity in Arabidopsis
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 佐々木健太郎 6-1-12
Auxins reverse plant male sterility caused by high temperatures ・・・・・・ 佐々木健太郎 6-1-13
A mutant CHS3 protein with TIR-NB-LRR-LIM domains modulates growth, cell death and
freezing tolerance in a temperature-dependent manner in Arabidopsis ・・・ 佐々木健太郎 6-2- 9
Mother of FT AND TFL1 Regulates Seed Germination through a Negative Feedback Loop
Modulating ABA Signaling in Arabidopsis ・・・・・・・・・・・・・・ 佐々木健太郎 6-2-10
The Conserved Splicing Factor SUA Controls Alternative Splicing of the Developmental
Regulator ABI3 in Arabidopsis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 佐々木健太郎 6-2-10
Arabidopsis Calcium-Dependent Protein Kinase CPK10 Functions in Abscisic Acid- and
Ca2+ -Mediated Stomatal Regulation in Response to Drought Stress ・・・・・佐々木健太郎 6-3-26
Arginine methylation mediated by the Arabidopsis homolog of PRMT5 is essential for
proper pre-mRNA splicing ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 佐々木健太郎 6-3-27
Freezing Tolerance in Plants Requires Lipid Remodeling at the Outer Chloroplast Membrane
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 佐々木健太郎 6-3-27
Arabidopsis decuple mutant reveals the importance of SnRK2 kinases in osmotic stress
responses in vivo ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐々木健太郎 6-4-19
Overexpression of AtCSP4 affects late stage of embryo development in Arabidopsis
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 佐々木健太郎 6-4-19
The Arabidopsis C3H2C3-Type RING E3 Ubiquitin Ligase AtAIRP1 Is a Positive Regulator
of an Abscisic Acid-Dependent Response to Drougth Stress ・・・・・・・・佐々木健太郎 6-4-20
CIRCADIAN CLOCK-ASSOCIATED 1 and LATE ELONGATED HYPOCOTYL regulate expression
of the C-REPEAT BINDING FACTOR (CBF) pathway in Arabidopsis ・・ 佐々木健太郎 7-1- 6
ABI3 and PIL5 Collaboratively Activate the Expression of SOMNUS by Directly Binding to
its Promoter in Imbibed Arabidopsis Seeds ・・・・・・・・・・・・・・・佐々木健太郎 7-1- 6
The Arabidopsis U12-type Spliceosomal Protein U11/U12-31K Is Involved in U12
Intron Splicing via RNA Chaperone Activity and Affects Plant Development ・ 佐々木健太郎 7-1- 7
ICE1 Ser403 is necessary for protein stabilization and regulation of cold signaling and tolerance
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 佐々木健太郎 7-2-29
Analysis of Cytokinin Mutants and Regulation of Cytokinin Metabolic Genes Reveals Important
Regulatory Roles of Cytokinins in Drought, Salt and Abscisic Acid Responses, and Abscisic
Acid Biosynthesis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 佐々木健太郎 7-2-29
14-3-3 proteins act as intracellular receptors for rice Hd3a florigen ・・・・・ 佐々木健太郎 7-2-30
A Wheat Homolog of MOTHER OF FT AND TFL1 Acts in the Regulation of Germination
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 佐々木健太郎 7-3-21
Wheat flowering repressor VRN2 and promoter CO2 compete for interactions with

佐々木健太郎 7-3-21
NUCLEAR FACTOR-Y complexes ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Integration of low temperature and light signaling during cold acclimation response in Arabidopsis
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 佐々木健太郎 7-3-22
Dormancy cycling in Arabidopsis seeds is controlled by seasonally distinct hormone-signaling pathways
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 佐々木健太郎 7-4-21
TaNAC2, a NAC-type wheat transcription factor conferring enhanced multiple abiotic stress
tolerance in Arabidopsis ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 佐々木健太郎 7-4-21
Divergent functions of orthologous NAC transcription factors in wheat and rice 佐々木健太郎 7-4-21
Abscisic Acid Deficiency Antagonizes High-Temperature Inhibition of Disease Resistance through
Enhancing Nuclear Accumulation of Resistance Proteins SNC1 and RPS4 in Arabidopsis
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 佐々木健太郎 8-1-18
Identification of High-Temperature-Responsive Genes in Cereals ・・・・・・佐々木健太郎 8-1-18
An ATP-binding cassette subfamily G full transporter is essential for the retention of leaf water
in both wild barley and rice ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 佐々木健太郎 8-1-19
A Self-Regulatory Circuit of CIRCADIAN CLOCK-ASSOCIATED1 Underlies the Circadian
Clock Regulation of Temperature Responses in Arabidopsis ・・・・・・・ 佐々木健太郎 8-2-28
Ethylene Signaling Negatively Regulates Freezing Tolerance by Repressing Expression of CBF
and Type-A ARR Genes in Arabidopsis ・・・・・・・・・・・・・・・ 佐々木健太郎 8-2-29
Photoperiodic regulation of the C-repeat inding factor (CBF) cold acclimation pathway and
freezing tolerance in Arabidopsis thaliana ・・・・・・・・・・・・・・ 佐々木健太郎 8-3-15
The time required for dormancy release in Arabidopsis is determined by DELAY OF
GERMINATION1 protein levels in freshly harvested seeds ・・・・・・・・ 佐々木健太郎 8-3-15
Wheat TILLING mutants show that vernalization gene VRN1 down-regulates the flowering
repressor VRN2 in leaves but is not essential for flowering ・・・・・・・・ 佐々木健太郎 8-4-21
Arabidopsis COLD SHOCK DOMAIN PROTEIN 2 is a negative regulator of cold acclimation
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 佐々木健太郎 8-4-22
Unusual and Typical Features of a Novel Restorer-of-Fertility Gene of Sugar Beet (Beta vulgaris L.)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
松平 洋明 9-1-22
GmDREB2A;2, a Canonical DEHYDRATION-RESPONSIVE ELEMENT-BINDING
PROTEIN2-Type Transcription Factor in Soybean, Is Posttranslationally Regulated and
Mediates Dehydration-Responsive Element-Dependent Gene Expression ・・・ 松平 洋明 9-1-23
＜食品部会＞
小豆ポリフェノールの体重増加抑制 ・・・・・・・・・・・・・・・
阿部 英幸 3-2-19
リンゴポリフェノールによる易肥満性ラットの脂質代謝およびインスリン非依存性の改善
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
阿部 英幸 3-2-19
常圧加熱蒸気処理が生そばの保存性と食味に及ぼす影響 ・・・・・・
阿部 英幸 3-2-19
Sequence analysis of the α-galactosidase MEL gene governing the efficient production of ethanol
from raffinose-rich molasses in the yeast Lachancea thermotolerans ・・・・ 高桑 直也 3-2-20
植物由来グルコシルセラミドの食品機能性評価とその応用
－植物および真菌由来スフィンゴ脂質による大腸ガン予防効果－ ・・
高桑 直也 3-2-20
Characterization of Kluyveromyces lactis strain M-16 accumulating high amount of steryl
高桑 直也 3-2-20
glucoside ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Identification of Anthocyanins in the Sprouts of Buckwheat ・・・・・・・・ 鈴木 達郎 3-2-20
Starch phosphorus content in potato (Solanum tuberosum L .) cultivars and its effect on
野田 高広 3-3-14
other starch properties ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Correlations of the composition, minerals, and RVA pasting properties of various potato starches
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
野田 高広 3-3-14
特定保健用食品「血圧が高めの方に適する」表示をした食品について
遠藤 千絵 4-2-47
市販大豆もやしの生育過程におけるγ-アミノ酪酸および遊離アミノ酸組成の変動

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
遠藤 千絵 4-2-47
Effect of the cauliflower Or transgene on carotenoid accumulation and chromoplast
formation in transgenic potato tubers ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 遠藤 千絵 4-2-48
海苔発酵エキスの投与が高血圧自然発症ラットの血圧に及ぼす影響 ・
遠藤 千絵 4-3-25
Total polyphenol and antioxidant activity of red Amaranth (Amaranthus tricolor L.)
as affected by different sunlight level ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 遠藤 千絵 4-3-25
Effects of salinity on distribution of photosynthates and carbohydrate metabolism in tomato
grown using nutrient film technique ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 遠藤 千絵 4-4-13
Effects of temperature around the fruit on sugar accumulation in watermelon (Citrullus lanatus
遠藤 千絵 4-4-13
(Thunb.) Masum. & Nakai) during the latter half of fruit developmental period
RNA interference-mediated repression of sucrose-phosphatase in transgenic potato tubers
(Solanum tuberosum) strongly affects the hexose-to-sucrose ratio upon cold storage with
only minor effects on total soluble carbohydrate accumulation ・・・・・・・ 遠藤 千絵 4-4-13
Degradation kinetics and colour of anthocyanins in aqueous extracts of purple- and
遠藤 千絵 5-1-15
red-flesh potatoes (Solanum tuberosum L.) ・・・・・・・・・・・・・・
Effect of temperature on lipid-derived volatile compounds in boiled potato during storage
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
遠藤 千絵 5-1-15
Effects of UV-C, red light and sun light on the carotenoid content and physical qualities of
tomatoes during post-harvest storage ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 遠藤 千絵 5-1-16
Modification of the health-promoting value of potato tubers field grown under drought stress:
Emphasis on dietary antioxidant and glycoalkaloid contents in five native andean cultivars
遠藤 千絵 5-2-14
(Solanum tuberosum L .) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Changes in sugar, titratable acidity, and ascorbic acid content during fruit development
in Sea Buckthorn (Hippophae rhamnoides L. ) ・・・・・・・・・・・・・ 遠藤 千絵 5-2-14
(Review) Regulation of anthocyanin biosynthesis in grapes ・・・・・・・・ 遠藤 千絵 5-3-14
Enhancing sucrose synthase activity in transgenic potato (Solanum tuberosum L.) tubers results in
increased levels of starch, ADPglucose and UDPglucose and total yield ・・・ 遠藤 千絵 5-3-14
Effect of low-temperature periods on fruit characteristics of 'Le Lectier' pears during ripening
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
遠藤 千絵 6-2-11
Stress metabolism in green coffee beans (Coffea arabica L.): Expression of dehydrins and
accumulation of GABA during drying ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 遠藤 千絵 6-2-12
Effect of storage temperature on the postharvest quality of three asparagus cultivars
harvested in spring ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 遠藤 千絵 6-4-21
Determination of major anthocyanins in processed foods made from purple-fleshed
sweet potato ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 遠藤 千絵 6-4-21
Method for producing Mochi barley containing a high concentration of -amino butyric acid (GABA)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
遠藤 千絵 7-1- 7
Ethylene production and petal wilting during senescence of cut carnation (Dianthus caryophyllus )
flowers and prolonging their vase life by genetic transformation ・・・・・・・ 遠藤 千絵 7-1- 8
Leaching losses of potassium during soaking in hot water and application of microwave
遠藤 千絵 7-2-30
for blanching potatoes ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Relationship between fruit soluble solid content and the sucrose concentration of the phloem
遠藤 千絵 7-2-30
sap at different leaf to fruit ratios in tomato ・・・・・・・・・・・・・・
Effect of the ripening condition of Japanese Apricot (Prunus mume) 'Nanko' fruit on the aroma
遠藤 千絵 8-1-19
and bitter components of its processed riqueur ・・・・・・・・・・・・・
Effects of heating bearing shoot near fruit on cell size, sucrose metabolizing enzymes and
遠藤 千絵 8-1-19
sugar accumulation in watermelon fruit ・・・・・・・・・・・・・・・・
＜作物部会＞
温暖地における前作と耕起法の組み合わせがトウモロコシの生育とアーバスキュラー菌根菌
との共生関係に及ぼす影響 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
辻
博之 3-2-21

フィールドでの作物根の圧縮土壌ストレス耐性評価：どのモデル実験系が優れるか？
辻
博之
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
防草シートを利用したシバザクラ植被形成における雑草の影響とその防除
辻
博之
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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食料、エネルギーと産業のための持続的農業に関する国際会議（ICSA2008）に参加して
松本 直幸
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日本－エジプト科学技術年2008 - Workshop on Development of Forage for
Animal Feed and for Biofuel Production に参加して ・・・・・・・・・・ 田村 健一

1-2-21
1-4-22
2-1-21
2-2-31
2-3-24
2-4-13
3-2-26
3-2-28
3-2-30
3-3-19
3-4-20
3-4-23
4-1-23
4-2-53
4-2-59
4-4-20

南太平洋サモア独立国の食材に関する調査を終えて ・・・・・・・・
小田 有二
テラゲノム－国際土壌メタゲノムコンソーシアム の立ち上げに参加して
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
信濃 卓郎
Plant Biology 2009 に参加して ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 佐々木健太郎
船附 稚子
フランスで開催された第10回国際グルテンワークショップについて ・
ブルガリア、ルセ大学における国際研究集会参加と大学での講義、試験報告
井上 慶一
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
オランダ・ワーゲニンゲン大学での研究生活を終えて ・・・・・・・
齋藤 勝一
ロシアで開催された第11回国際ソバシンポジウムに参加して ・ 六笠裕治、鈴木達郎
イタリアとドイツ・オランダにおける飼料用とうもろこしの生産利用の実態
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大下友子、大津英子
スコットランドでの研究と教育…ロスリン研究所での３年間 ・・・・
長嶺 慶隆
インドにおけるICT研究 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平藤 雅之
日墨戦略的グローバル・パートナーシップ研修に参加して ・・・・・
浅野 賢治
ドイツ・アーヘン工科大学での在外研究を終えて ・・・・・・・・・
大木 健広
フランス・INRAでの研究生活 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 前田 高輝
ドイツ バイエルン地方で行われているトランスボーダーファーミングとは？
鈴木
剛
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
学生の教育としてのフランス香料研修 ・・・・・・・・・・・・・・
藤森
嶺
イギリスとドイツの小麦研究機関と農家を訪問して ・・・・・・・・
岡
紀邦

5-1-21

9-2-27
9-3-32
9-4-13

● プロジェクト研究の紹介
十勝エリアにおける都市エリア産官学連携促進事業について（Ⅰ）
～機能性を重視した十勝農畜産物の高付加価値化に関する技術開発～
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 佐山晃司、大西正男
サブテーマ１
馬鈴薯からの有用ペプチドの生産技術開発 ・・
福島 道広
初乳の高度利用技術の開発 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
浦島
匡

1-3- 1
1-3- 4
1-3- 6

5-1-27
5-3-20
5-4-21
6-1-20
6-2-21
6-3-35
6-4-31
7-1-14
7-4-28
8-2-35
8-4-29
9-1-28

十勝エリアにおける都市エリア産官学連携促進事業について（Ⅱ）
～機能性を重視した十勝農畜産物の高付加価値化に関する技術開発～
サブテーマ２
ソバ・豆類の健康機能性スプラウトの研究開発
山内 宏昭
サブテーマ３
長いもを利用した機能性食品の開発 ・・・・・
弘中 和憲
サブテーマ４
ナチュラルチーズの高品質化と安全性確保技術の開発
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
荒井 威吉
サブテーマ５
十勝産の農畜産物の機能性をDNAマイクロアレイで評価する
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 得字圭彦、大西正男
公募型プロジェクト研究の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・
桑原 眞人
課題１ 農業空間情報を活用した効率的てん菜栽培支援技術の構築
－現場連携支援実用化促進型研究－
・・・・・ 本郷千春、桑原眞人
課題２
動物性水産未利用資源を用いた速効性有機肥料の開発
－現場連携支援実用化促進型研究－ ・・・・・・・・・
古賀 伸久
DNAマーカー育種による耐裂莢性ダイズの育成と利用技術の開発（高度化事業）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
船附 秀行
機能性ペプチドを含むダイズの開発 ・・・・・・・・・・・・・・・
石本 政男

1-4- 1
1-4- 2
1-4- 3
1-4- 5
2-1- 1
2-1- 2
2-1- 4
2-2- 1
2-2- 5

（プロジェクト名：新技術・新分野創出のための基礎研究推進事業、研究期間：平成14～18年度）

寒地・寒冷地における飼料用とうもろこしを基軸とした自給飼料多給型酪農技術の開発
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
大下 友子 2-3- 1
優良盲導犬の育成に関する生殖工学的研究
科学技術振興調整費 研究期間：平成16年度～平成18年度 ・・・・・・
鈴木 宏志 2-4- 1
担い手の育成に資するITを活用した新しい生産システムの開発
農林水産省委託プロジェクト研究 平成19年度～23年度 ・・・・・・・・
石田 茂樹 3-2- 1
平成18～19年度帯広畜産大学教育研究改革・改善プロジェクト研究の概要

難診断感染症診断法確立を目指した新しい産業動物臨床教育研究システムの構築
・・・・・・・・ 猪熊 壽、古岡秀文、度会雅久、佐々木直樹、石井三都夫 3-3- 1
バイオガスプラント発酵消化液のアンモニアストリッピングによる未利用資源の飼料化
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
高橋 潤一 3-3- 5
産学官連携研究：新規評価系を駆使した新規道産硬質小麦からの機能性食品の開発
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
山内 宏昭 3-4- 1
「現場から学んで、現場に戻す」３大学連携プロジェクトとは何か ・
干場 信司 5-1-30
テンサイでもチーズホエーでもエタノールにする新しい酵母の発見
－｢フレックス酵母によるエタノール高効率生産技術の開発｣の提案に至る経緯－
小田 有二 5-2-19
(独)農業・食品産業技術研究機構 地域総合プロジェクト研究 平成21年度～25年度

泌乳持続性育種評価値を応用した牛群改良・低コスト飼養管理技術の確立（泌乳持続型乳生産）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
田鎖 直澄 5-2-23
自然冷熱を活用した貯蔵農産物のブランド化と貯蔵システムの開発
－平成20年度｢新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業｣に採択される経緯－
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
土谷富士夫 5-3-22
鮭皮ペプチドの代謝調節機能の研究―地域ニーズ即応型事業の共同研究
得字 圭彦 5-4-24
生物系資源の持続的再生産の未来を拓くアグロエコプロジェクト
「炭素・窒素・リンの有効利用による環境保全型農法の構築」 ・・・
谷
昌幸 6-2-25
北海道立総合研究機構戦略研究：

「地球温暖化と生産構造の変化に対応できる北海道農林の構築」について ・
志賀 弘行
「北海道の総合力を活かした付加価値向上による食産業活性化の推進」について
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
加藤
淳
酪農学園大学農業環境情報サービスセンターの設立と地域連携 ・金子正美、小川健太
東京農業大学オホーツクキャンパスにおける産学官連携の取り組み
～地域の農林水産物資源の高付加価値化と地域活性～ ・・・・・・・・・・
永島 俊夫
東海大学西村研究室プロジェクト研究紹介 ・・・・・・・・・・・・
西村 弘行

7-1-18
7-1-22
7-2-34
7-3-27
7-4-31

新時代工学的農業クリエーター人材創出プラン ・・・・・・・・・・
有田 敏彦
帯広畜産大学の地域連携における社会人人材育成事業の取り組み
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 藤倉 雄司・倉持 勝久
「オホーツクものづくり・ビジネス地域創成塾」の取り組みについて ・ 黒瀧 秀久
下川町における木材トレーサビリティの取組み ・・・・・・・・・・
相馬 秀二

8-3-22
8-3-28
8-3-33
8-4-33

● 研究所・研究室紹介
日本甜菜製糖株式会社 総合研究所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1-2-24
北海道大学大学院農学研究科 応用生命科学専攻 分子生命科学講座 微生物資源生態学分野
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1-2-26
北海道立食品加工研究センター 食品開発部 農産食品科 ・・・・・・
佐藤 理奈 1-4-24
酪農学園大学 酪農学部酪農学科 家畜管理学 干場信司教授
循環型酪農生産を目指すバイオマス研究 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-1-16
株式会社 マリンケミカル研究所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2-3-22
私が考える家畜衛生領域における一つの産学官連携活動 ・・・・・・
江口 正志 3-4-25
株式会社ズコーシャ 総合科学研究所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-4-22
お菓子・新しい農産物との繋がり ・・・・・・・・・・・・・・・・
村本
洋 5-2-27
ホクレン農業総合研究所－食品研究室を中心に－ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5-4-27
財団法人十勝圏振興機構（とかち財団）が実施する研究開発・技術支援の取り組み【１】
飛川
剛 6-1-25
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
財団法人十勝圏振興機構（とかち財団）が実施する研究開発・技術支援の取り組み【２】
・・・・・・・・・・・・・・ 葛西大介・川原美香・佐々木佳子・四宮紀之
6-2-28
北海道立総合研究機構農業研究本部の発足について ・・・・・・・・
竹田 芳彦 6-2-33
財団法人十勝圏振興機構（とかち財団）が実施する研究開発・技術支援の取り組み【３】
田村 知久 6-3-38
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第３期中期目標期間における北海道農業研究センターの研究体制について
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
天野 哲郎 7-1-27
産業技術総合研究所北海道センターにおける植物工場の取り組み ・・
松村
健 7-2-39
北海道立総合研究機構・農業研究本部の研究拠点と機能について ・・
竹田 芳彦 7-3-30
株式会社アミノアップ化学における研究の取り組み ・・・・・・・・
西岡
浩 8-3-38
早坂 昌志 8-4-39
日本甜菜製糖株式会社における紙筒開発への取組 ・・・・・・・・・
独立行政法人森林総合研究所北海道支所－技術と知識を活かして北海道の森林林業に貢献する－
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
牧野 俊一 9-2-33
● バイオマス講座
北海道におけるバイオマス利用の異分野連携を ・・・・・・・・・・
水産系未利用資源の現状と農業分野への活用 ・・・・・・・・・・・
水産系廃棄物の農業利用技術 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
森林バイオマスの農業分野への活用展開 ・・・・・・・・・・・・・
草木バイオマスからのガス化メタノール合成とその用途 ・・・・・・
(独)土木研究所寒地土木研究所とバイオガスプラントに関する試験研究
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
北海道エネルギー作物実証調査（作物別圃場試験）の概要について ・
バレイショデンプン粕は、これからの持続型北海道農業を示唆する ・
● GTBH記事
(理事会・総会概要報告）
平成17年度理事会・通常総会の概要報告

桑原
金崎
細淵
斎藤
坂井

眞人
伸幸
幸雄
直人
正康

1-3-18
1-3-19
1-3-22
1-3-26
1-4-12

石渡
大同
村井

輝夫
久明
勝

2-1-11
2-2-27
3-2-10

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1-2-28

平成18年度理事会・通常総会の概要報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2-1-25
平成19年度理事会・通常総会の概要報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-1-28
平成20年度理事会・通常総会の概要報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-1-32
平成21年度グリーンテクノバンク理事会・通常総会の概要報告 ・・・・・・・・・・ 5-1-38
平成22年度グリーンテクノバンク理事会・通常総会の概要報告 ・・・・・・・・・・ 6-1-33
平成23年度グリーンテクノバンク理事会・通常総会の概要報告 ・・・・・・・・・・・・ 7-1-38
平成24年度 理事会・通常総会の概要報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8-1-30
平成25年度理事会・通常総会の概要報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9-1-38
（事業活動報告）
平成18年度グリーンテクノバンク事業活動報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-1-23
平成19年度の活動の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-4-28
平成19年度グリーンテクノバンク事業活動報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-1-27
平成20年度グリーンテクノバンク事業活動報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-1-34
平成21年度グリーンテクノバンク事業活動報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6-1-29
平成22年度グリーンテクノバンク事業活動報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7-1-32
平成23年度 事業活動報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8-1-24
（アグリビジネス創出フェア報告）
アグリビジネスス創出フェア2006 －北海道食と農の新しい挑戦 in Hokkaido － 概要報告
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-3-27
2007 アグリビジネス創出フェア in Hokkaido－食と農・新技術との出会い－概要報告
2008 アグリビジネス創出フェア in Hokkaido－食と農・新技術との出会い－ 概要報告
4-3-41
2009アグリビジネス創出フェア in Hokkaido 概要報告－ここから生まれる北海道の食の農の明日－
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-3-34
2009アグリビジネス創出フェア in Hokkaido 出展者アンケート調査の結果 ・・・・・・・
6-1-38
2010アグリビジネス創出フェア in Hokkaido－北海道の食と農の明日へ－概要報告
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6-4-45
2010アグリビジネス創出フェア in Hokkaido 出展者アンケート調査の結果 ・・・・・・ 7-2-42
2011アグリビジネス創出フェア in Hokkaido －北海道の食と農の明日へ－概要報告 ・・・
7-4-37
2011アグリビジネス創出フェア in Hokkaido 出展者アンケート調査の結果 ・・・・・・ 7-4-39
2012アグリビジネス創出フェア in Hokkaido－北海道の食と農の明日へ－概要報告
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8-3-43
2012アグリビジネス創出フェア in Hokkaido アンケート調査結果 ・・・・・・・・・ 8-4-48
2013アグリビジネス創出フェア in Hokkaido －北海道の食と農の明日へ－概要報告 ・・
9-3-36
2013アグリビジネス創出フェア in Hokkaido 出展者アンケート調査結果 ・・・・・・ 9-4-17
(セミナー・部会等）
畜産部会第33回セミナー 05/03/09から

どんな飼い方をしたらおいしい牛肉が作れるか ・・・・・・・・・・・・・・
木村 信熙
良い牛をDNAで選ぶための取り組み（牛の枝肉形質と抗病性に関する遺伝子領域の解析）
・・・・・・・・・・ 藤川 朗・森井泰子・宝寄山 裕直・川本 哲・尾上貞雄
身近な牛乳の新しい魅力とビジネス －アグリビジネス創出フェアー2006セミナーから －
講演１ 牛乳の真の魅力とパワー ・・・・・・・・・・・・・・
高橋 雅信
講演２ 乳業メーカーからみた飲用牛乳消費拡大の課題－商品事例からの研究
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
原
宰

1-1-22
1-1-24
2-4-16
2-4-23

（平成19年度北海道地域マッチングフォーラム報告）

酪農経営のゆとりと美味しい牛乳生産を生み出す集約放牧技術 ・ ・ ・ ・ ・ 篠田
満 3-3-21
・畜産部会セミナー報告 テーマ『新規マメ科牧草ガレガの普及にむけて』 ・・・・・ 4-1-25
（根圏環境）
第22回根研究集会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
辻
博之 1-2-19
北海道農業研究センター 根圏研究者セミナーから

アブラムシの二次共生細菌 －宿主生態への影響、共生関係の種特異性について－
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 土田
努 1-3-30
有機物施用によるアブラナ科植物根こぶ病の抑止効果 ・・・・・
丹羽理恵子 1-3-33
北海道農業研究センター 根圏研究者セミナーの紹介 ・・・・・・・・・・
吉田 光二 1-4-18
北海道農業研究センター 根圏研究者セミナーから

なぜ植物は有機態窒素を吸収するのか ・・・・・・・・・・・・
岡本 美輪
(作物・ソバ）
第22回作物部会セミナー報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
本田
裕
第23回作物部会セミナー報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
本田
裕
平成21年度 ソバセミナー概要報告 ・・・・・・・・・・・・・・・
森下 敏和
平成22年度 ソバセミナー概要報告 ・・・・・・・・・・・・・・・
森下 敏和
（シーベリー）
シーベリー研究会現地検討会の概要報告 ・・・・・・・・・・・・・
稲川
裕
シーベリー研究会2008現地シンポジウム開催報告 ・・・・・・・・・
伊藤 祐司
2009シーベリー研究会シンポジウム「産地形成と高付加価値化を目指して」概要報告
シーベリー研究会現地検討会
「(株)遠藤組シーベリーほ場・加工施設の視察等」概要報告 ・・・・・・・・・・・

1-4-20
2-1-19
3-2-33
5-3-31
6-4-41
3-3-25
4-3-35
5-2-30
6-2-36

グリーンテクノバンク・シーベリー研究会現地検討会

－先進的なシーべりー農場の見学と北欧のシーベリー事情に関する情報－開催報告
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8-2-40
（てん菜）
グリーンテクノバンク・セミナーの概要報告
「てん菜生産の課題と栽培支援システムの開発について」 ・・・・・・・・・・・・
4-4-32
てん菜研究会について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
八戸三千男 5-3-26
(雑草管理)
グリーンテクノバンク「北海道の雑草防除を考える会」 第１回研究会 雑草防除セミナー開催報告
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
辻
博之 5-3-28
グリーンテクノバンク「北海道の雑草防除を考える会」 第２回研究会雑草防除セミナー開催報告
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
辻
博之 6-3-42
グリーンテクノバンクセミナー「北海道の雑草防除を考える会セミナー」概要報告 ・ 7-3-33
「北海道の雑草防除を考える会」・グリーンテクノバンク共催

第４回雑草防除セミナー開催報告
（作物一般）

・・・・・・・・・・・・・・・・

辻

博之

8-3-42

大下
山田
石本

泰生
敏彦
政男

4-3-31
4-3-37
4-3-39
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選ばれる産地作りに向けた新しい小麦品種と栽培技術 ・・・・・・・・・
北海道大学－マサチューセッツ大学交流セミナー開催報告 ・・・・・
特別講演会「植物成分の制御と利用」開催報告 ・・・・・・・・・・
(産学連携・競争的資金セミナー）
平成19年度総会

記念講演会講演要旨から

産学官連携による地域バイオマス利用研究の実際－競争的資金への応募から成果のとりまとめまで－
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
小田 有二 3-1-32
平成20年度文部科学省戦略的大学連携支援事業 「北の３大学連携」について
関川 三男 4-4-24
グリーンテクノバンク産官学連携シンポジウム 地域での産官学連携のシナリオと課題
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
田中 弘康 4-4-28
グリーンテクノバンク・セミナー －平成23年度の競争的研究資金に関する提案公募について－
開催結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6-4-44
グリーンテクノバンクセミナー －平成24年度の競争的研究資金に関する提案公募について－
開催結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7-4-45
グリーンテクノバンクセミナー

平成24年度第一回グリーンテクノバンク競争的研究資金セミナー開催結果

・・・・・ 8-4-41

グリーンテクノバンクセミナー

平成24年度第二回グリーンテクノバンク競争的研究資金セミナー開催結果
（講演概要）

・・・・・ 8-4-42

グリーンテクノバンク・シンポジウム「地球温暖化と北海道農業」脱石油農業への展望事例発表

地中熱ヒートポンプを利用した胡蝶蘭の通年栽培

・・・・・・・・・
市川 裕章
私立大学環境保全協議会平成22年度環境保全フォーラム（GTBH後援）・講演 農畜産廃棄物等の処理・利用
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
森岡 理紀
NPO法人グリーンテクノバンク平成25年度総会記念講演会 アミノアップ化学の事業展開戦略
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
小砂 憲一
(お知らせ）
事務局便り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

6-4-35
6-4-38
9-1-31
2-4-32

事務局便り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-3-34
グリーンテクノバンク事務局からの“お知らせ” ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6-2-38
GTBHにおけるコーディネート活動について－会員の皆様のご理解とご協力をお願いします－
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7-1-30
今後のセミナー開催のご案内 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9-2-37
連携協定締結記念セミナー 平成25年度「北海道アグリ技術シーズセミナー」
～道内の産学官から最新の技術シーズを一挙に紹介～ 概要報告 ・・・・・・・・・・・
9-3-38
セミナー・シンポジウム及び連携協定締結について ・・・・・・・・・・・・・・・ 9-4-26
（執筆要領等）
「グリーンテクノ情報」編集規定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
8-1-38
執筆要領 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8-1-39
（組織図・役員）
NPO法人グリーンテクノバンク組織図（平成16・17年度） ・・・・・・・・・・・・ 1-1-26
部会等担当役員及びワーキンググループ員名簿（平成16・17年度） ・・・・・・・・・・
1-1-27
平成24－25年度 役員名簿 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8-1-37
● 会員名簿（団体会員・個人会員）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-4-30

● NPO法人グリーンテクノバンク「団体企業会員」紹介

・・・・・・・・・・・・・

1-4-38

