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バイオの窓

農林水産分野の研究プロジェクトの企画・立案　

小動物の in vivoイメージング　

都合の良い微生物　

糖鎖プロジェクト 15年　

「農芸化学」は死語？―その復権を考える―　

バランス・スコアー・カードと農学の未来　

組織の活性化 ～ひとつのスキーム～　

ゲノム時代の迷い子　

６年制　

研究への一寸した思い

×××マン？　

就職活動のシーズンを迎えて　

産業と行政

医療関連行為の特許保護とその問題点②

半導体工場における環境リスクコミュニケーションの実例

シリーズ：地場産業とバイオ

地域循環型社会を目指して

微生物の多様な潜在機能を発掘する

―寒冷地における食品加工廃棄物コンポスト発酵迅速化のための冬季処理技術の開発―　

緑を育む九州大吟醸プロジェクト―地元企業・NPO・大学の協働モデル―　　

山形の食文化とバイオ　

新潟大学地域貢献活動「トキ・プロジェクト」―復元した棚田における生き物の新しい息吹―　

バイオマス・プラスチック愛・地球博へ (その後の話)

平成 18年度　各省バイテク関連予算　

バイオ産業におけるアライアンス戦略―アライアンス上手な製薬企業の見極め―　

省エネ法の改正について　

バイオテクノロジー専門ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)の運用を開始　

サイエンス型産業における産学連携―バイオインダストリー協会産学交流部会講演―　(上)

〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (下)

第 6回ライフサイエンス・サミット

―「治験体制の改革」と「健康維持システム」について産学政官が熱い討論―　

理研横浜研究所の紹介　

産学交流部会幹事会　座談会（1）「ナショナル・イノベーション」
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〃　　　　　（3） 〃　　　　　　　

「新経済成長戦略」について　

海外の燃料用エタノール規格とセルロース系バイオマスから製造した燃料用エタノールの品質　

食品中に残留する農薬等に係るポジティブリスト制度　

産業界における微生物資源の利用動向について　

新規糖鎖プロジェクト紹介「糖鎖機能活用技術開発」
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調査票提出促進運動について　

植物利用高付加価値物質製造基盤技術開発プロジェクト

国際動向

シリーズ：知財立国に向けた産学連携の課題

②　知財アドバイザーから見た大学特許創出のあり方　

③　わが国の産学連携の現状と課題　

④　欧州の産学連携の現状と課題 (1)

⑤　　　　　　　〃　　　　　　 (2)

⑥　米国の産学連携の現状と課題 (第 1回)

⑦　　　　　　　〃　　　　　　 (第 2回)

OECDバイオテクノロジー作業部会第 18回会合　

生物資源アクセス問題に関する欧州の議論の動向

―第 3回パリ・ラウンドテーブル：「アクセスと利益配分の統治」から―　

モンゴルの乳酸菌資源および乳製品　

OECDバイオテクノロジー作業部会第 19回会合　

日本・ベトナム合同ワークショップバイオ産業で日本とベトナムはいかに協力するか？

―微生物および薬用植物資源の利用の視点から―　

生物多様性条約カルタヘナバイオセーフティー議定書第３回締約国会議の所見

BioSquare2006参加報告　

遺伝資源へのアクセスと利益配分に関する議論

―生物多様性条約第 8回締約国会議から―　

中国上海地域のバイオサイエンス　

BIO2006に参加して

北部ベトナムと薬用植物資源―産業利用の推進の視点から―　　

“BioVision Alexandria 2006”に出席して　

BioKorea2006に参加して　

「微生物の宣教師」として伝えたいこと―微生物関連図書の出版と海外における啓発活動―　

3rd International Congress on Biocatalysis 2006 Hamburg Germany

OECDバイオテクノロジー作業部会第 20回会合　

技術のプロムナード

青木ゆかり…… 1－ 55 田中久志……… 2－125 石川英司…… 3－181 笹尾圭哉子…… 4－239

工藤季之……… 5－298 鈴木由紀子…… 6－356 鈴川竜司…… 7－410 味呑憲二郎…… 8－468

横田長雄……… 9－530 尾崎明夫……… 10－590 藤井克彦…… 11－645 中村　　央…… 12－710

ほん（書評）

バイオプロダクション―ものつくりのためのバイオテクノロジー― (化学工学会・バイオ部会編)

植物力―人類を救うバイオテクノロジー―　(新名惇彦著)

微生物の世界―The World of Microorganisms―（日本菌学会ほか監修、宮道慎二ほか編集）

……………………………………………………経済産業省経済産業政策局調査統計部 11－638

…………………………………………………小関喜久夫 12－702

…………………………………………内海　潤・一入章夫　1－ 48

……………………………………………………………………………下田　昭　2－117

………………………………………………吉野仁之・Dr. Eugene Sweeney 3－176

………………………………………………吉野仁之・Dr. Eugene Sweeney 4－231

……………………………………………………………………八木　博　5－289

………………………………………………………矢口太郎・小林明子　7－404

……………………………………………………………薮崎義康　1－ 53

………………………………炭田精造　2－122

…………………………………………………………………緒方靖哉・寺本祐司　3－173

………………………………………………………………薮崎義康　4－234

……………………………………………………………炭田精造　4－237

……………………………渡邉和男　5－293

………………………………………………………………………………三村邦雄・植村　薫　5－296

…………………………………………薮崎義康・渡辺順子・炭田精造　6－350

…………………………………………………………………………………土橋和之　6－354

……………………………………………………………………………………三村邦雄・西村直樹　7－400

……………………………………炭田精造・奥田　徹　8－466

………………………………………………………………………江口　有　9－527

…………………………………………………………………………………………三村邦雄 11－639

………………宮道慎二 11－641

……………………………………小川　順 12－705

…………………………………………………………………薮崎義康 12－707

……………… 10－572

……………………………………………………………… 11－632

…………………… 12－694
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OECD便り

武澤研二…… 2－126 4－240 6－357 8－469 10－591

中瀬清一…… 12－711

JBAニュース

“未来へのバイオ技術”勉強会一日神戸大学 (産学官連携を目指した大学シーズ講演会)

新資源生物変換研究会シンポジウムバイオインダストリーの方向を探る

遺伝資源へのアクセスと利益配分：　

産業界と政府は現在の状況にどのように対応しているか (JBA・国連大学シンポジウムの報告)

平成 18年度バイオ関連団体合同賀詞交歓会　

バイオエンジニアリング研究会講演会―バイオ標準における日本の戦略―

平成 17年度全国バイオ団体交流会議開催　

(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)委託「ゲノム情報に基づいた未知微生物遺伝資源ライブラリーの構築」事業

―国際ワークショップ2005  パネルディスカッション「未知微生物の産業利用促進」の記録―　

「第 8回BT戦略会議」報告第 3期科学技術基本計画、国民理解、治験が中心に　

平成 17年度産学交流部会の開催　

平成 18年度事業計画および予算を承認―第 422回理事会・第 105回評議員会―　

JBA個人遺伝情報取扱審査委員会による第 1号認定について　

我が国重要産業の競争力強化に向けた発酵関連技術の高度化の方向性等に関する基礎調査

―「ものづくり中小企業支援」のための指針策定を支援―　

平成 17年度事業報告および収支決算を承認―第 423回理事会・第 106回評議員会―　

オープン・イノベーション構築の一大イベント

BioJapan2006 ―World Business Forum in OSAKA―バイオの祭典、関西へ　

平成 17年度産業と社会部会、安全・環境部会合同部会開催　

「平成 17年度国際部会」を開催　

平成 18年度有馬啓記念バイオインダストリー協会賞受賞者決定　

バイオインダストリー II集団研修　

JBAバイオベンチャーフォーラム第 14回シンポジウム　

特許庁による「先使用権制度ガイドライン」説明会を開催　

「広島大学の新技術フェア～バイオ分野～」の開催　

平成 18年度「発酵と代謝研究奨励金」授与者決定　

平成 18年度「グラント」受賞者決定　

平成 18年度発酵と代謝研究会シンポジウム微生物の新しい機能と代謝　

バイオジャパン2006～大阪を舞台に盛大に開催　

講演会を読む動き出す微生物の新産業利用―イノベーティブな微生物産業を目指して―　

「個人遺伝情報保護ガイドライン」説明会の開催　

JBA 技術・情報部会

有馬啓記念バイオインダストリー協会賞　発酵と代謝研究奨励金　化学素材研究開発振興財団記念基金『グラント』研究奨励金　

合同授与式および発表会

新資源生物変換研究会シンポジウム―資源循環型産業・社会構築とバイオインダストリー―　

平成 18年度アルコール・バイオマス研究会見学会

―アサヒビール(株)茨城工場における環境負荷低減への取組み等―

…………………土田隆康　1－ 57

…………………………………倉根隆一郎　1－ 59

…………………… 1－ 61

………………………………………………………………………………… 2－128

…………………………………茂里　康　2－130

…………………………………………………………………………………… 3－182

……………………… 3－183

……………………………………… 3－186

……………………………………………………………………………………………… 4－241

……………………………………… 5－300

……………………………………………………………… 6－358

……………………………………………………………… 7－412

………………………………… 7－414

…………………………………… 7－418

…………………………………………………………… 8－471

………………………………………………………………………………………………… 8－472

………………………………………………………… 9－531

…………………………………………………………………………………………… 9－533

…………………………………………………………………… 9－536

……………………………………………………………… 9－537

………………………………………………………………井上宣邦　9－538

………………………………………………………………………… 10－592

………………………………………………………………………………………… 10－592

……………………………………………… 10－594

…………………………………………………………………………… 11－647

………………………… 11－652

…………………………………………………………………………… 11－655

…………………………………………………………………………………………………………… 11－656

……………………………………………………………………………………………………… 12－712

…………穴澤秀治 12－714

………………………………………………… 12－715


