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ミニシンポジウム　　　3 月 29 日（金）（第 2 日）

講演

時刻

ミニシンポジウム会場 1
（A 館 2 階 A204）

ミニシンポジウム会場 2
（A 館 2 階 A208）

9：00

～

12：00

ミニシンポジウム（1）
（9：00 ～ 12：00）

「新たな湿害対策技術を活用した水田転作大豆の

多収生産技術」

責任者：島田信二（中央農業総合研究センター生産体系

　　　　研究領域 ）

日　時：3 月 29 日（金）9：00 ～ 12：00

会　場：明治大学生田キャンパス第二校舎　A 館 2 階

　　　　A204

講演題目と話題提供者：

1. ダイズの苗立ち時の「湿害」の原因は何だろうか

加藤雅康（中央農業総合研究センター）

2. 岩手県における小畦立て播種栽培の特徴と普及

及川一也（岩手県農業研究センター）

3. 基盤整備分野から見た水田転換畑の排水対策について

原口暢朗（農村工学研究所）

4. 地下水位制御システム（FOEAS）を利用した大豆の

　省力安定生産

前川富也＊・島田信二（中央農業総合研究センター）

ミニシンポジウム（2）
（9：00 ～ 12：00）

「わが国における水稲高温登熟条件下での米の品

質，食味研究戦略」

責任者：松江勇次（九州大学大学院農学研究院，環境農

学部門農業生産生態学分野）

日　時：3 月 29 日（金）9：00 ～ 12：00

会　場：明治大学生田キャンパス第二校舎　A 館 2 階 

　　　　A208

講演題目と話題提供者：

1. 水稲高温登熟に関するプロテオーム解析

三ツ井敏明＊ 1,2）・金古堅太郎 1）・丸山達也 2）・佐々木

麻衣子 1）・白矢武士 1,3）・山川博幹 4）

（1）新潟大学農学部，2）新潟大学大学院自然科学研究科，
3）新潟県農業総合研究所，4）中央農業総合研究センタ

ー）

2. 登熟期の高温が水稲玄米の微細構造および品質・食味

におよぼす影響

新田洋司＊・塩津文隆（茨城大学農学部）

3. デンプン代謝改変による乳白粒低減イネ開発の試み

　―合成か分解か，それが問題だ

山川博幹＊1）・羽方誠 1）・黒田昌治 1）・宮下朋美 1）・山口武

志 1）・小嶋美紀子 2）・榊原均 2）・三ツ井敏明 3）

（1）中央農業総合研究センター，2）理化学研究所 PSC，3）新

潟大学）

4. 米澱粉の分子構造に及ぼす登熟温度の影響と新食味評

　価法

五十嵐俊成（北海道立総合研究機構 農業研究本部 上

川農業試験場）

5. 高温障害が米の食味と貯蔵タンパク質へ及ぼす影響

増村威宏＊ 1,2）・重光隆成 1）・後藤双水 1）・齊藤雄飛 1）・

石丸努 3）・近藤始彦 3）

（1）京都府立大学大学院生命環境科学研究科，2）京都農

林水産技術センター生物資源研究センター，3）作物研

究所）
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一般講演　　　3 月 29 日（金）（第 2 日）

第 4 会場 第 5 会場 講演

時刻講演
番号 タイトル・著者・所属

講演
番号 タイトル・著者・所属

● 優秀発表賞エントリー演題

80

100030
イネ「ひとめぼれ」の固定型突然

変異リソースを利用した耐塩性系

統の選抜

西村実 *1）・森田竜平 2）・山口博康 3） 

・長谷純宏 4）

（1）農業生物資源研究所，2）理研， 
3）農研機構，4）原子力機構） 106

● 100206
ソルガム（C4）の葉の構造・機能

特性に及ぼす窒素の影響

2. 葉肉細胞と維管束鞘細胞の構造

について

牧野雄太朗 *・上野修
（九州大学大学院生物資源環境科
学府）

9：00

～

9：15

81

100031
FACE 条件における水稲の収量性

の変動に及ぼす品種特性

吉永悟志 *1）・常田岳志 3）・
臼井靖浩 3）・酒井英光 3）・中村浩史 4）・
長谷川利拡 3）・荒井（三王）裕見子 1）・
石丸努 2）・高井俊之 1）・近藤始彦 1）

（1）農研機構，2）国際農研，3）農業環
境技術研究所，4）太陽計器株式会社）

107

● 100203
クライオ走査電子顕微鏡法により

観察されたローズグラス（Chloris 
gayana Kunth）における塩腺の

表面微細構造

大井崇生 *・谷口光隆・三宅博
（名古屋大学大学院生命農学研究
科）

9：15

～

9：30

82

100181
有色素米遺伝資源の無機成分含量

の変異

田代亨 *1）・鈴木貴之 2）・
猪谷富雄 3）・今井勝 4）

（1）千葉大学，2）三重大学，3）県立広
島大学，4）明治大学）

108

● 100089
栄養成長期の高水温は寒冷地の水

稲の登熟歩合を向上させる

洞井翔 *・石井絢子・阿部岳・
吉田晴香・西政佳・武田伸也・
黒田榮喜・下野裕之

（岩手大学農学部）
9：30

～

9：45

83

100250
本州の酒造好適米と北海道の酒造

好適米の醸造適性の比較

田中一生 *1）・岩間和人 2）

（1）北海道立総合研究機構農業研究
本部，2）北海道大学大学院農学院）

109

100062
近年の気象条件における「はえぬ

き」に適した移植時期の策定

松田晃 *1）・神田英司 2）

（1）山形県農業総合研究センター，
2）東北農業研究センター） 9：45

～

10：00
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ミニシンポジウム　　　3 月 29 日（金）（第 2 日）

講演

時刻

ミニシンポジウム会場 3
（A 館 3 階 A312）

9：00

～

12：00

ミニシンポジウム（3）
（9：00 ～ 12：00）

「アフリカにおける作物生産の課題と研究の方向性」

責任者：坂上潤一（国際農林水産業研究センター（JIRCAS））

日　時：3 月 29 日（金）9：00 ～ 12：00

会　場：明治大学生田キャンパス第二校舎　A 館 3 階 A312

講演題目と話題提供者：

1. Current situation of crops production in Africa

Kossonou Guillaume Anzoua（北海道大学北方生物圏フィールド科学センター）

2. スーダンにおける作物生産と研究の課題

鮫島啓彰 1,2）（1）神戸大学大学院農学研究科，2）JST/JICA SATREPS）

3. ケニアにおけるイネ研究の成果

Daniel, Makori Menge ＊ 1）・槇原大悟 2）

（1）名古屋大学大学院生命農学研究科，2）名古屋大学農学国際教育協力研究センター）

4. ウガンダにおける JICA の稲作研究協力と今後の課題

松本俊輔（独立行政法人国際協力機構）

5. 乾燥サバンナ・サヘル地域の作物生産と問題

村中聡（国際農林水産業研究センター）

6. Through a field study in the Sub-Saharan Africa

辻本泰弘（国際農林水産業研究センター）

7. 日本人研究者がアフリカでできること

浅井英利（名古屋大学農学国際教育協力研究センター）
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一般講演　　　3 月 29 日（金）（第 2 日）

第 4 会場 第 5 会場 講演

時刻講演
番号 タイトル・著者・所属

講演
番号 タイトル・著者・所属

● 優秀発表賞エントリー演題

84

100166
米デンプンが糊化しやすいイネ変

異系統の特性およびその利用

梅本貴之 *1）・池ヶ谷智仁 1）・
青木法明 2）・長澤幸一 1）・
船附稚子 1）・松葉修一 1）・
芦田（吉田）かなえ 1）・山内宏昭 1）

（1）北海道農業研究センター，2）作
物研究所）

110

● 100220
分光反射計測による葉群構造発達

指 標 TIPS（Time-series change 
Index of Plant Structure）を用い

たイネの葉面積および群落吸光係

数の計測

神林満男 *1）・本間香貴 1）・
白岩立彦 1）・廣岡義博 1）・牧雅康 2）

（1）京都大学大学院農学研究科，
2）京都大学大学院工学研究科）

10：00

～

10：15

85

100073
国内産小麦の製粉特性評価に関す

る研究

17. 小麦粉粒度分布解析による日

本小麦品種の特異性と低製粉特性

の要因

中村洋
（作物研究所） 111

100131
ハイパースペクトル計測に基づい

た群落クロロフィル量推定法の総

合比較

－スペクトル画像の空中計測によ

る作物圃場状態の診断と予測　第

11 報－

井上吉雄 *1）・Frederic Baret2）・
Albert Olioso2）・Martin Schlerf3）・
Andrew Skidmore3）

（1）農業環境技術研究所，2）INRA,
France，3）Univ. Twente, Netherlands）

10：15

～

10：30

86

● 100009
グルテンフリー米粉食パンの開発

－製粉方法・品種が製パン性へ及

ぼす影響－

山下慎司 *・星絵吏子
（福島県農業総合センター）

112

● 100221
プラントキャノピーアナライザー

を利用したイネの窒素吸収速度の

推定

廣岡義博 *1）・本間香貴 1）・白岩立
彦 1）・桒田光雄 1）

（1）京都大学大学院農学研究科，
2）NPO 無施肥無農薬栽培調査研究会）

10：30

～

10：45

87

● 100214
登熟期のダイズ子実における

GmWRI1 を介した脂質合成メカ

ニズムの解明

田島大地 *1）・石橋勇志 2）・
湯淺高志 2）・井上眞理 2）

（1）九州大学大学院生物資源環境科
学府，2）九州大学大学院農学研究
院）

113

● 100136
イネ発育予測モデルを利用した光

害発生時の出穂期予測

原田陽子 *1）・山本晴彦 2）・
岩谷潔 2）・山北敦子 3）

（1）鳥取大学大学院連合農学研究
科，2）山口大学農学部，3）山口大学
大学院農学研究科）

10：45

～

11：00



Memo
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一般講演　　　3 月 29 日（金）（第 2 日）

第 4 会場 第 5 会場 講演

時刻講演
番号 タイトル・著者・所属

講演
番号 タイトル・著者・所属

● 優秀発表賞エントリー演題

88

● 100189
莢形成過程に着目したダイズ収量

の品種間差の解析

藤井健一朗 *・福田泰子・桂圭佑・
田中佑・白岩立彦

（京都大学大学院農学研究科）

114

● 100049
水稲貯蔵種子の発芽率低下要因と

しての浸種水温の影響

第 2 報　浸種開始時の水温が発芽

率に及ぼす影響

板谷越重人 *1）・川上修 2）・
加藤武司 3）

（1）新潟県農業総合研究所作物研究
センター，2）新潟県農林水産部経
営普及課，3）長岡農業普及指導セ
ンター）

11：00

～

11：15

89

● 100232
日本晴とその緑葉維持系統におけ

る光合成およびクロロフィル蛍光

特性の比較

薮田伸 *1）・福澤康典 1）・
小葉田亨 2）・川満芳信 1）

（1）琉球大学農学部，2）島根大学生
物資源科学部） 115

● 100154
種子からの水蒸発の難易はダイズ

種子の吸水特性の指標

飯島学 *・萩原素之
（信州大学農学部）

11：15

～

11：30

90

100108
ソルガム高活性型 Rubisco の小サ

ブユニットを高発現し RNAi 法等

で Rubisco 量を減少させた形質転

換イネの生理特性

深山浩 *・石川智恵・畠中知子・
三十尾修司

（神戸大学大学院農学研究科） 116

100021
ジャスモン酸メチルの濃度が水稲

の開花時刻と受精に及ぼす影響

小林和広 *・小林陽介
（島根大学生物資源科学部）

11：30

～

11：45

91

● 100002
イネにおいて葉身で発現しない

新 規 Rubisco 小 サ ブ ユ ニ ッ ト

OsRbcS1 の機能解析

森田耕一 *・畠中知子・三十尾修司・
深山浩

（神戸大学大学院農学研究科）
117

100016
イネ穎果のポテンシャル成長速度

の解析－成長モデル－

山岸徹
（東京大学大学院農学生命科学研
究科） 11：45

～

12：00



( 20 )

一般講演　　　3 月 29 日（金）（第 2 日）

講演

時刻

第 1 会場 第 2 会場 第 3 会場
講演
番号 タイトル・著者・所属

講演
番号 タイトル・著者・所属

講演
番号 タイトル・著者・所属

13：00

～

13：15

11

● 100115
水稲乾田 V 溝直播栽培における播

種後の通水処理が水稲の苗立ち，

生育および収量に及ぼす影響

中山拓也 *・野村幹雄・長岡令・
高橋渉

（富山県農林水産総合技術センター）
34

100223
根系からみた秋播きコムギ品種

「きたほなみ」の生産性

伊藤博武 *1）・笠島真也 1）・
岡本泰輔 1）・佐藤三佳子 2）・
吉田穂積 1）

（1）東京農業大学生物産業学部，
2）北海道立総合研究機構北見農業
試験場）

57

100043
アマランサス（Amaranthus）属

作物における放射性セシウム濃度

大潟直樹 *・藤田敏郎
（作物研究所）

13：15

～

13：30

12

● 100117
苗立ち密度の相違が点播直播水稲

の高位分げつ出現に及ぼす影響

内田良太 *・名越時秀・玉井富士雄・
平野繁・池田良一

（東京農業大学）

35

100164
兵庫県における小麦品種「きたほ

なみ」「ゆめちから」の生育およ

び製粉特性

宮脇武弘 *1）・松本純一 1）・
小河拓也 1）・吉村康弘 2）・岩井正志 1）

（1）兵庫県立農林水産技術総合セン
ター，2）北海道立総合研究機構北
見農業試験場）

58

100143
東日本大震災による被災水田にお

けるエネルギー作物の栽培試験

－初年目の生育

土肥哲哉 *1）・阿部淳 1）・我有満 2）・
山田敏彦 3）・森田茂紀 1）

（1）東京大学，2）九州沖縄農業研究セ
ンター，3）北海道大学）

13：30

～

13：45

13

100176
不耕起Ｖ溝直播栽培における堆肥

の連用が水稲の生育，収量及び品

質に与える影響

東野敦 *・林元樹・船生岳人・
井手康人・奥野綾子・中嶋泰則

（愛知県農業総合試験場）
36

● 100141
コムギの倒伏の時期に関与する稈

長と稈基部の曲げにくさの品種間

比較

松山宏美 *・島崎由美・大下泰生・
渡邊好昭

（中央農業総合研究センター）
59

100105
ジャガイモの生育及び収量特性に

及ぼす早期培土の影響

岡田昌宏 *1）・津田昌吾 2）・森元幸 2）・
三浦秀穂 1）

（1）帯広畜産大学，2）北海道農業研究
センター）

13：45

～

14：00

14

100165
冬期湛水水田で栽培された水稲の

生育経過と収量品質

井上健一 *・細川幸一
（福井県農業試験場）

37

100022
コムラサキシメジ由来の 2- アザヒ

ポキサンチン，イミダゾール -4-
カルボキシアミドがコムギ‘農林

61 号’の収量性に及ぼす影響

飛奈宏幸 *1）・崔宰熏 2）・浅井辰夫 1） 

・切岩祥和 1）・一家崇志 1）・森田
明雄 1）・河岸洋和 1,2）

（1）静岡大学農学部，2）静岡大学創
造科学技術大学院）

60

● 100068
バレイショの有機栽培において根

量の増加が窒素吸収を促進した

小浦拓馬*1）・市川伸次 2）・岩間和人 3）

（1）北海道大学農学部，2）北海道大
学北方生物圏フィールド科学セン
ター，3）北海道大学大学院農学研究
院）

● 優秀発表賞エントリー演題
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一般講演　　　3 月 29 日（金）（第 2 日）

第 4 会場 第 5 会場 講演

時刻講演
番号 タイトル・著者・所属

講演
番号 タイトル・著者・所属

92

● 100078
Rubisco activase は Rubisco 生合

成を阻害することにより Rubisco
の発現を抑制する

上口千晶 *・畠中知子・三十尾修司・
深山浩

（神戸大学大学院農学研究科）
118

100094
高等植物への菌根菌感染は光の質

と量によって制御される

鈴木章弘 *1）・永田真紀 1）・
山本直也 1）・重山珠紀 1）・
穴井豊昭 1）・有馬進 1）・酒井達也 2）・
Ann M. Hirsch3）

（1）佐賀大学農学部，2）新潟大学大
学院自然科学研究科，3）カリフォ
ルニア大学ロサンゼルス）

13：00

～

13：15

93

● 100067
高 CO2 条件で発現促進される新規

CCT ドメインタンパク質 CRCT
は分げつ角度と基本代謝酵素の発

現調節に働く

森田隆太郎 *・杉野充保・畠中知子・
三十尾修司・深山浩

（神戸大学大学院農学研究科） 119

100125
コムギ褐色雪腐病抵抗性の圃場検

定法の開発：発病条件と評価方法

浅山聡
（北海道立総合研究機構中央農業
試験場） 13：15

～

13：30

94

● 100050
ショ糖リン酸合成酵素（SPS）に関

する準同質遺伝子系統の収量解析

橋田庸一 *・川西秀知・青木直大・
大杉立

（東京大学大学院農学生命科学研
究科）

120

● 100051
サトウキビ雑種および野生種の生

育と消化性の関係

境垣内岳雄 *1）・服部育男 1）・
鈴木知之 2）・神谷充 1）・寺内方克 1）・
服部太一朗 1）・田中穣 1）・
石川葉子 1,3）・寺島義文 1,4）

（1）九州沖縄農業研究センター， 
2）農研機構本部，3）中央農業総合研
究センター，4）国際農業研究セン
ター）

13：30

～

13：45

95

● 100192
第 2 染色体長腕のアケノホシ対立

遺伝子はコシヒカリ背景のイネの

水伝導度を高める

鈴木惟史 *1）・山本敏央 2）・
鈴木健司 1）・安達俊輔 2,3）・
大川泰一郎 1）・矢野昌裕 2）・平沢正 1）

（1）東京農工大学大学院農学府，
2）農業生物資源研究所，3）日本学術
振興会特別研究員 PD）

121

100053
ナタネにおける土壌の放射性セシ

ウム吸収の時期別推移

平山孝 *・慶徳庄司・吉岡邦雄
（福島県農業総合センター）

13：45

～

14：00

● 優秀発表賞エントリー演題
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一般講演　　　3 月 29 日（金）（第 2 日）

講演

時刻

第 1 会場 第 2 会場 第 3 会場
講演
番号 タイトル・著者・所属

講演
番号 タイトル・著者・所属

講演
番号 タイトル・著者・所属

14：00

～

14：15

15

100087
寒冷地の減水深の大きい圃場にお

ける地下灌漑が直播水稲の生育・

収量に与える影響

白土宏之 *1）・西田瑞彦 1）・高橋
智紀 1）・大江和泉 2）・大平陽一 1）・
山口弘道 3）・片山勝之 1）

（1）東北農業研究センター，2）元東
北農業研究センター，3）中央農業
総合研究センター）

38

100198
登熟期間の地下水位制御が不耕起

播種コムギの乾物成長および収量

に及ぼす影響

渡邊和洋 *1）・藤森新作 2）

（1）中央農業総合研究センター， 
2）農研機構本部）

61

100003
広畝多条栽培におけるバレイショ

の増収の可能性

辻博之 *・臼木一英・根本英子・
津田昌吾

（北海道農業研究センター）

14：15

～

14：30

16

● 100196
寒冷地向け飼料用イネ品種の乾物

生産および収量性に関与する要因

の解明

黒田栄喜 *・佐々木信広・平澤亮太・
下野裕之

（岩手大学農学部）
39

100142
ダイズの無施肥栽培が後作オオム

ギの生育および収量に及ぼす影響

渡邊和洋
（中央農業総合研究センター）

62

100060
関東地方におけるナタネ品種「キ

ラリボシ」の越冬性におよぼす播

種期の影響

松崎守夫 *・石川葉子・大野宏之
（中央農業総合研究センター）

14：30

～

14：45

17

● 100036
北海道向け多収イネ品種「たち

じょうぶ」の収量性

林怜史
（北海道農業研究センター）

40

● 100099
後期重点施肥がはだか麦品種「ト

ヨノカゼ」の生育および収量に及

ぼす影響

池尻明彦 *・内山亜希 *・前岡庸介・
金子和彦・中司祐典

（山口県農林総合技術センター）
63

100077
三圃式農法における窒素の循環

中元朋実
（京都工芸繊維大学生物資源フィー
ルド科学教育研究センター）

14：45

～

15：00

18

100122
水田における 15 年間連用施肥の

残効消失過程に関する研究

第 4 報　無施肥栽培 4 年目水田に

おけるミネアサヒの生育，収量，

品質に及ぼす影響

片野學 *・金子紘子
（東海大学農学部）

41

100055
大麦の硝子質粒の発生要因

－窒素の蓄積と収穫時期頃の気象

の影響－

井上健一 *・和田陽介
（福井県農業試験場） 64

100151
Responses  of  near  isogenic 
lines of IR64 and Koshihikari to 
prolonged drought and rewatering
Ly Tong*1）・Ramalingam Poornima1）・
Uga Yusaku2）・Yano Masahiro2）・
Kamoshita Akihiko1）

（1）The University of Tokyo，
2）National Institute of Agrobiological 
Sciences）

15：00

～

15：15

19

100015
水稲疎植栽培における「はえぬき」

の穂肥追肥時期と玄米品質について

齋藤博行
（株式会社ヰセキ東北　山形支社）

42

100085
作付け、施肥、耕起の違いがトウ

モロコシの生育、収量や土壌侵食

に及ぼす影響

大前英*1）・Ronald Nuhu Issaka2）・
Albert Barro3）・James M. Kombiok4）・
Simpore Saidou3）・Joseph A. Ali2）・
Mohammed M. Buri2）・南雲不二男 1）

（1）国際農林水産業研究センター，2）ガー
ナ土壌研究所，3）ブルキナファソ国立環
境・農業研究所，4）サバンナ農業研究所）

65

100227
異なる施肥レベルの干ばつ条件下

における葉身の形質と気孔反応、

水分吸収特性からみたアジアイネ、

アフリカイネ、NERICA の比較

藤井道彦
（静岡大学教育学部）

● 優秀発表賞エントリー演題
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一般講演　　　3 月 29 日（金）（第 2 日）

第 4 会場 第 5 会場 講演

時刻講演
番号 タイトル・著者・所属

講演
番号 タイトル・著者・所属

122

100056
漬物加工における米ぬかからの放

射性セシウムの移行率

丹治克男 *・関澤春仁・山下慎司
（福島県農業総合センター） 14：00

～

14：15

● 優秀発表賞エントリー演題
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一般講演　　　3 月 29 日（金）（第 2 日）

講演

時刻

第 1 会場 第 2 会場 第 3 会場
講演
番号 タイトル・著者・所属

講演
番号 タイトル・著者・所属

講演
番号 タイトル・著者・所属

15：15

～

15：30

20

100075
幼穂形成期の窒素追肥による水稲

多収品種の籾数増加とその限界

小林英和 *・千葉雅大・長田健二
（近畿中国四国農業研究センター）

43

● 100010
半乾燥地のスイートソルガム雨季

作における最適施肥量

内野宙 *1）・渡辺武 2,3）・
Karri Ramu3）・伊藤治 4）・
Subramanian Marimuthu3）・Kanwar 
L. Sahrawat3）・Suhas .P. Wani3）

（1）東北農業研究センター，2）国
際農林水産業研究センター，3）

ICRISAT，4）国連大学）

66

● 100006
NERICA の頴花形成 , 稔実および

登熟に及ぼす土壌水分ストレスの

影響

樋口桃子*1）・坂上潤一 2）・丸山幸夫 3）

（1）筑波大学大学院生命環境科学研
究科，2）国際農林水産業研究セン
ター，3）筑波大学生命環境系）

15：30

～

15：45

21

● 100148
異なる施肥条件でのイネの窒素吸

収およびその利用における品種間

差異

古山憲秀 *・山岸順子
（東京大学大学院農学生命科学研
究科附属生態調和農学機構）

44

● 100247
水田転換畑ダイズにおける過剰水

分が生育初期および開花期におけ

る 菌根菌のバイオマスと感染率に

及ぼす影響

服部林太郎 *・松村篤・大門弘幸
（大阪府立大学大学院生命環境科
学研究科）

67

● 100132
Genotypic variat ion in root 
hydraulic conductivity of rice in 
response to mild drought stress
Emi Kameoka*1）・Amelia Henry2）・
Roel R. Suralta3）・Shiro Mitsuya1）・
Akira Yamauchi1）

（1）Graduate School of Bioagricultural 
Sciences, Nagoya University，
2）International Rice Research Institute，
3）Philippine Rice Research Institute）

15：45

～

16：00

22

100110
多収水稲品種「北陸 193 号」のカ

リウム吸収特性

近藤始彦 1）・石川哲也 *2）・
箭田佐衣子 3）・阿部薫 3）

（1）作物研究所，2）東北農業研究セ
ンター，3）農業環境技術研究所）

45

100191
重粘な水田転換畑における地下水

位制御と種子のモリブデン含量富

化がダイズの生育と収量に及ぶぼ

す影響

浜口秀生 *・島田信二
（中央農業総合研究センター）

68

● 100080
イネの乾燥ストレス下における生

育と酸化ストレス耐性に関する遺

伝的変異

第 3 報　酸化－乾燥ストレス交差

耐性が非湛水条件下での乾物生産

に及ぼす影響

井関洸太朗 *1）・本間香貴 1）・
Boonrat Jongdee2）・白岩立彦 1）

（1）京都大学大学院農学研究科，
2）ウボン稲研究所）

16：00

～

16：15

23

● 100063
大豆 - 麦後作水稲における後期重

点型施肥が籾数，収量および品質

に及ぼす影響

大野礼成 *1）・佐藤大和 1）・山口修 1） 

・荒木雅登 2）・小田原孝治 2）・
（1）福岡県農業総合試験場筑後分
場，2）福岡県農業総合試験場）

46

● 100147
ダイズ栽培が畑土壌に与える影響

森田千恵 *・山岸順子
（東京大学大学院農学生命科学研
究科附属生態調和農学機構）

69

● 100046
土壌水分欠乏によるイネの白穂発

生と部位別水分状態の関係

古城浩司 *・津田誠・平井儀彦
（岡山大学大学院環境生命科学研究
科）

● 優秀発表賞エントリー演題



( 25 )

ミニシンポジウム　　　3 月 29 日（金）（第 2 日）

ミニシンポジウム会場 4
（A 館 3 階 A301）

ミニシンポジウム会場 5
（A 館 3 階 A302）

ミニシンポジウム（4）
（14：00 ～ 17：00）

「“流れ”から捉える個葉光合成とその改良戦略」

責任者：本間香貴（京都大学大学院農学研究科，若手育

　　　　成方策 WG 企画）

日　時：3 月 29 日（金）14：00 ～ 17：00

会　場：明治大学生田キャンパス第二校舎　A 館 3 階 A301

講演題目と話題提供者：

1. クロロフィル蛍光解析を利用したイネ品種の個葉光合成能

の評価

熊谷悦史（東北農業研究センター）

2. 気孔密度に着目した光合成制御の可能性と限界

田中佑（京都大学大学院農学研究科）

3. 葉内 CO2 コンダクタンスは光合成を律速するか？

田副雄士（京都大学大学院生命科学研究科）

4. イネ光合成速度の自然変異をもたらす要因と育種への応用

安達俊輔 1,2）（1）農業生物資源研究所，2）日本学術振興会特

別研究員 PD）

ミニシンポジウム（5）
（14：15 ～ 17：00）

「根をデザインする」

責任者：森田茂紀（東京大学大学院農学生命科学研究科附属

生態調和農学機構）

日　時：3 月 29 日（金）14：15 ～ 17：00

会　場：明治大学生田キャンパス第二校舎　A 館 3 階 A302

講演題目と話題提供者：

1.「根のデザイン」の考え方

森田茂紀（東京大学）

2. イネの深根性の根型育種と耐乾性

宇賀優作（農業生物資源研究所）

3. マメ科植物の根系形態の環境応答

田島亮介（東北大学フィールドセンター）

4.Developmental and functional responses of rice root 

system to environment

山内章 *1）・仲田（狩野）麻奈 2）・犬飼義明 1）・Suralta Roel3）・

Niones Jonathan3）・亀岡笑 1）・Henry Amelia4）・森田茂紀 5）・阿

部淳 5）・加藤洋一郎 5）・三屋史朗 1）・Menge Daniel2）・槇原大悟 2）・

浅沼修一 2）

（1）名古屋大学大学院生命農学研究科，2）名古屋大学農学国際

教育協力研究センター，3）フィリピンイネ研究所，4）国際イネ研

究所），5）東京大学大学院農学生命科学研究科）


