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日本作物学会第 243 回講演会プログラム

会　期：2017 年 3 月 29 日（水）～ 3 月 30 日（木）

会　場：東京大学農学部弥生キャンパス（および本郷キャンパス）

事務局：〒 113-8657　文京区弥生 1-1-1　東京大学大学院農学生命科学研究科作物学研究室内

　　　　日本作物学会第 243 回講演会運営委員会事務局　青木直大

　　　　TEL：03-5841-5193　FAX：03-5841-8048　（会期中は連絡できません）

　　　　

プログラム一覧

月日 時刻
第 1 会場
弥生講堂
一条ホール

第 2 会場
2 号館

第 1 講義室

第 3 会場
2 号館

第 2 講義室

第 4 会場
2 号館

第 3 講義室

第 5 会場
1 号館

第 8 講義室

第 6 会場
1 号館

第 7 講義室

3
月
29
日
（
水
）

  9:00

12:15

13:45

17:45
18:00

20:00

光合成・呼吸・
物質生産 /

栽培
1 ～ 13

栽培
（イネ）

23 ～ 35

栽培
（ダイズ）

45 ～ 55

栽培
（ムギ類他）

65 ～ 75

環境ストレス

85 ～ 97

発芽・発育 /
形態 / リモート

センシング
107 ～ 118

昼休み（各種委員会）

総会・学会賞等授賞式・受賞講演（伊藤国際学術研究センター・伊藤謝恩ホール）

懇親会（伊藤国際学術研究センター・多目的スペース）

3
月
30
日
（
木
）

9:15

11:15

12:30

14:45
15:00

18:00
18:15

20:15

ポスターセッション　奇数番号の発表　（アネックス，弥生講堂ロビー）

ポスターセッション　偶数番号の発表　（アネックス，弥生講堂ロビー）

昼休み（各種委員会）
小集会（2）

昼の部

遺伝子・ゲノム
解析

14 ～ 22

栽培
（イネ）
36 ～ 44

栽培
（ダイズ他）

56 ～ 64

栽培

76 ～ 84

栽培（イネ）/
品質

98 ～ 106

栽培
（ムギ類他）

119 ～ 127

ミニ
シンポジウム

（1）

ミニ
シンポジウム

（3）

ミニ
シンポジウム

（5）

ミニ
シンポジウム

（4）

ミニ
シンポジウム

（2）

小集会（1） 小集会（2）
夜の部
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1．受付

　弥生講堂ロビー（農学部の正門を入って右手）

　

2．一般講演

　日　　時：3 月 29 日（水）    9：00 ～ 12：15
　　　　　　3 月 30 日（木）12：30 ～ 14：45
　講演時間：講演 12 分，質疑 3 分（第 1 鈴 10 分，第 2 鈴 12 分，第 3 鈴 15 分）　

　第 1 会場：弥生講堂一条ホール

　第 2 会場：農学部 2 号館第 1 講義室（2 階）

　第 3 会場：農学部 2 号館第 2 講義室（1 階）

　第 4 会場：農学部 2 号館第 3 講義室（1 階）

　第 5 会場：農学部 1 号館第 8 講義室（2 階）

　第 6 会場：農学部 1 号館第 7 講義室（1 階）

　試   写   室：農学部 1 号館 100 号室（1 階）

　1）一般講演は「PC」による発表のみとし，「スライド」や「OHP」は使用できません．

　2）プロジェクターと PC（PowerPoint2010（マイクロソフト社）がインストールされている PC（Windows 7）
を運営委員会で準備いたします．

　3）発表用のファイルを USB メモリ，CD 等に保存して試写室までお持ちください． 
   3 月 29 日は　 8：00 から 13：00 まで．

   3 月 30 日は　 8：00 から 12：30 まで．

　　 試写室で確認していただいた後，ファイルをお預かりします．発表の 1 時間前までに試写室の受付で手続

きをお済ませください．

　4）発表時における PC の操作は発表者自身でなさるか，操作の手配をお願いいたします．

3．ポスターセッション

　日　　時：3 月 30 日（木）　9：15 ～ 11：15
　会　　場：アネックス・セイホクギャラリー／エンゼル講義室，弥生講堂ロビー

　1）展示パネルの大きさは 1 演題につき，縦 115 cm×横 85 cm です．ただし，左上の 15 cm×15 cm の部分は，

ポスターの発表番号を掲示するため使用できません．

　2）ポスターは，講演会 1 日目（3 月 29 日）午前中より取り付けることができます．遅くとも講演会 2 日目（3
月 30 日）の 9:00 までには取り付けてください．

ポスターの取り外しは，2 日目のポスターセッション終了後，12：00 までに完了してください．

　3）奇数番号のポスター発表者は 9：15 ～ 10：15 に，偶数番号のポスター発表者は 10：15 ～ 11：15 にポスタ

ーの前に待機し，説明してください．座長が発表の確認を行います．

4．ミニシンポジウム

　（1）日本の水田農業の現状と行く末，今後の研究の可能性

日　時：3 月 30 日（木）15：00 ～ 18：00
会　場：第 1 会場（弥生講堂一条ホール）

オーガナイザー：本間香貴（東北大学大学院農学研究科／シンポジウム委員会）

講演題目と話題提供者：

　1． 大規模水田作経営に向けた研究開発

　　　寺島一男（農研機構）

　2． 飼料用米の将来展望と課題

　　　信岡誠治（東京農業大学農学部）

　3． 水田裏作における野菜栽培の課題

　　　草川知行（千葉県農林総合研究センター）

　4． 栽培システム学からみた農学の研究領域とその研究手法

　　　稲村達也（京都大学大学院農学研究科）
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　（2）不良環境条件下におけるマメ生産への期待

　　　Expectations to legume production across poor environment
日　時：3 月 30 日（木）15：00 ～ 18：00
会　場：第 5 会場（農学部 1 号館第 8 講義室）

オーガナイザー：坂上潤一（鹿児島大学農学部／海外交流推進委員会）

講演題目と話題提供者：

　1． Genetic diversity in Japanese soybean germplasm
　　　Akito Kaga （Genetic Resources Center, NARO）

　2． Soybean breeding activity in the U.S. - background, targets and recent achievements -
　　　James R Smith  （USDA-ARS）
　3． Cloning, characterization, and utilization of a salt tolerance gene Ncl  in soybean
　　　Donghe Xu （Biological Resources and Post-Harvest Division, JIRCAS）
　4． Response and adaptation of soybean plants to waterlogging stress
　　　Satoshi Shimamura （Tohoku Agricultural Research Center, NARO）

　5． The impact of global warming on soybean yield in Japan and adaptive technology 
　　　Tatsuhiko Shiraiwa （Kyoto University）
　

　（3）第 2 回農学中手の会ワークショップ ～学会の枠を超えて～

日　時：3 月 30 日（木）15：00 ～ 18：00
会　場：第 2 会場（農学部 2 号館第 1 講義室）

オーガナイザー：田中佑（京都大学大学院農学研究科）

講演題目と話題提供者：

　1． Vigna 属野生種の多様な耐塩性機構

　　　内藤健（農研機構 遺伝資源センター）

　2． 作物の病害発症メカニズム解明に向けた温故知新的研究

　　　八丈野孝（愛媛大学大学院農学研究科）

　3． 野外トランスクリプトミクスでつなぐ、ゲノム、気象、表現型

　　　永野惇（龍谷大学農学部）

　4． 画像による圃場作物の生長計測

　　　杉浦綾（農研機構 北海道農業研究センター）

（4）“生産コンテクスト”と作物研究のスケールアップ：エンジニアリングのアプローチ

日　時：3 月 30 日（木）15：00 ～ 18：00
会　場：第 4 会場（農学部 2 号館第 3 講義室）

オーガナイザー： 鴨下顕彦（東京大学アジア生物資源環境研究センター）

コーディネーター： 山岸順子（東京大学大学院農学生命科学研究科）

   佐々木和浩（東京大学大学院農学生命科学研究科）

   Ramalingamu Poornima （東京大学アジア生物資源環境研究センター）

   Deshmukh Vivek （東京大学大学農学生命科学研究科）

　講演題目と話題提供者：

　1． "Production context" and upscaling of crop studies: engineering approach
　　　“生産コンテクスト”と作物研究のスケールアップ：エンジニアリングのアプローチ

　　　Akihiko Kamoshita（The University of Tokyo）
　　　鴨下顕彦 ( 東京大学アジア生物資源環境研究センター）

　2． Prospect of mechanized rice production in Laos
　　　ラオスでの機械化米生産の展望

　　　Shu Fukai（School of Agriculture and Food Sciences, University of Queensland）
　　　深井周（クイーンズランド大学）



( 4  )

　3． Precision agriculture for large scale farming in Japan
　　　大規模化に対応した精密農業

　　　Sakae Shibusawa（Tokyo University of Agriculture and Technology）
　　　澁澤栄（東京農工大学大学院農学研究院）

　4． Breeding by design high yielding resilient rice in India
　　　インドにおける多収かつレジリエントな稲の計画的育種

　　　Chandra Babu Ranganathan（Centre for Plant Molecular Biology and Biotechnology, 
　　　Tamil Nadu Agricultural University）
　　　チャンドラバブ ランガナサン（タミルナードゥ農業大学）

　5． Use of crop growth models in crop researches
　　　作物研究における作物生育モデルの“利用”について

　　　Kensuke Okada（The University of Tokyo）
　　　岡田謙介（東京大学大学院農学生命科学研究科）

（5）イネ茎部で働く遺伝子たち～稲藁の有効利用に向けたデンプン・糖代謝の遺伝的改変～

日　時：3 月 30 日（木）15：00 ～ 18：00
会　場：第 3 会場（農学部 2 号館第 2 講義室）

オーガナイザー：青木直大（東京大学大学院農学生命科学研究科）

　　　　　　　　廣瀬竜郎（農研機構 中央農業研究センター）

　　　　　　　　平野達也（名城大学大学院農学研究科）

講演題目と話題提供者：

　1． イネ葉鞘において出穂期以降のデンプン分解に関与する遺伝子の探索と機能解析

　　　平野達也・杉村優有・樋口貴之（名城大学大学院農学研究科）

　2． イネの茎部低デンプン変異体を利用した茎部炭水化物蓄積特性の解明 
岡村昌樹 1,2）・廣瀬竜郎 2,3）・橋田庸一 2）・大杉立 2）・青木直大 2）（1）農研機構 次世代作物開発研究セ

ンター，2）東京大学大学院農学生命科学研究科，3）農研機構 中央農業研究センター） 
　3． CO2 応答性 CCT タンパク質 CRCT はイネ栄養器官のデンプン合成制御に働く 

森田隆太郎・深山浩（神戸大学大学院農学研究科）

　4． 水稲稈の構造性，非構造性炭水化物蓄積に関わる量的形質遺伝子座を同定し， 多用途稲品種の改良

　　　に適用する

大川泰一郎（東京農工大学大学院農学研究院）

　5． 茎葉中の糖含量が高い発酵粗飼料用イネ品種「たちすずか」および「たちあやか」について 
松下景（農研機構 中央農業研究センター）　

5．総会，日本作物学会賞・日本作物学会研究奨励賞・日本作物学会技術賞・日本作物学会論文賞授賞式および受賞講演

　日　時：3 月 29 日（水）13：45 ～ 17：45
　会　場：伊藤国際学術研究センター　伊藤謝恩ホール（地下 2 階）

　　　　　（弥生キャンパスから徒歩で約 10 分．本郷キャンパスの“赤門”を入って右手）

　（1）日本作物学会賞（第 61 回）

　　　発育予測モデルを中心とした水稲生育シミュレーションモデルの開発と水稲生産への応用展開

　　　　中川博視（農研機構 農業環境変動研究センター）

　（2）日本作物学会技術賞（第 9 回）

　　　プラウ耕・グレーンドリル播種方式による水稲乾田直播を核としたイネ－ムギ－ダイズ 2 年 3 作水田輪作

　　　体系の確立

　　　　大谷隆二 1）・関矢博幸 1）・冠秀昭 1）・中山壮一 1）・齋藤秀文 1）・松波寿典 1）・池永幸子 1）・宮路広武 1）・

　　　　片山勝之 2）・迫田稔登 3）（1）農研機構 東北農業研究センター・2）農研機構 西日本農業研究センター・
　　　　　　　3）農研機構本部）
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　（3）日本作物学会研究奨励賞（第 21 回）

　　　活性酸素によるムギ類の種子休眠・発芽制御機構の解明

　　　　石橋勇志（九州大学大学院農学研究院）

　　　有機栽培におけるカバークロップの植被率が雑草防除に及ぼす影響の解明

　　　　内野宙（農研機構 東北農業研究センター） 
　　　持続的なデンプン生産を目指したサゴヤシ（Metroxylon sagu Rottb.）の群落構築過程の解析

　　　　鍋谷佳太（福岡県筑後農林事務所南筑後普及指導センター）

　　　遺伝子型・環境相互作用を考慮したイネの生育予測モデルの開発とモデルを用いた気候変動対応に関する研究

　　　　吉田ひろえ（農研機構 農業環境変動研究センター）

 　（4）日本作物学会論文賞（第 14 回）

　　　コムギ湿害対策のための肥効調節型肥料の基肥時土壌表層施用ならびに速攻性窒素追肥の効果

　　　　日本作物学会紀事 84(3):256-263
　　　　谷俊夫・林元樹・遠藤征馬・三屋史朗・林智仁・山内章

　　　埼玉県におけるコムギの生育，収量および収量構成要素と気象変動の関係

　　　－畑作試験圃場におけるコムギ「農林 61 号」の 45 年間の栽培試験に基づく解析－

　　　　日本作物学会紀事 84(3):285-294
　　　　箕田豊尚・小林和彦・平沢正

　　　日本国内に分布する C4 植物のフロラの再検討

　　　　日本作物学会紀事 84(4):386-407
　　　　吉村泰幸

　　　Improvement of soybean seedling establishment under a flooded condition by seed coating with molybdenum 
　　　compounds
　　　　Plant Production Science 18(2):161-165
　　　　Yoshitaka Hara
　　　Involvement of a-amylase genes in starch degradation in rice leaf sheaths at the post-heading stage
　　　　Plant Production Science 18(3):277-283
　　　　Yu Sugimura, Hiroyasu Michiyama and Tatsuya Hirano
　　　Performance of maize-soybean intercropping under various N application rates and soil moisture conditions 
　　　in northern Mozambique
　　　　Plant Production Science 18(3):365-376
　　　　Yasuhiro Tsujimoto, Joao Antonio Pedro, Guilhermino Boina, Miguel V. Murracama, Osamu Ito, Satoshi Tobita,
　　　　Tetsuji Oya, Constantino Estevao Cuambe and Carolino Martinho

6．懇親会

　日　時：3 月 29 日（水）18：00 ～ 20：00
　会　場：伊藤国際学術研究センター　多目的スペース（地下 2 階）

　　　　　（弥生キャンパスから徒歩で約 10 分．本郷キャンパスの“赤門”を入って右手）

　会　費：一般 6,000 円，学生 5,000 円（前納の場合は，一般 5,000 円，学生 4,000 円）

　◎学会賞等の受賞祝賀会および平沢正会員（東京農工大学）の日本農学賞・読売農学賞の受賞祝賀会を兼ねて

　　います．お誘い合わせの上，ご参加ください．

7．小集会

　（1）「どうなる？奨励品種制度と種子生産－原種・種子生産に関わる問題点を探る第２弾－」

日　時：3 月 30 日（木）18：15 ～

会　場：農学部 1 号館第 8 講義室

発起人：高橋行継（宇都宮大学農学部），大久保和男（岡山県農林水産総合センター），

　　　　太田和也（千葉県農林総合研究センター），大橋善之（京都府農林水産技術センター），

　　　　細井淳（長野県農業試験場）
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（2）若手の会企画による小集会（22）
日　時：3 月 30 日（木）11：30 ～ 12：30 および 18：15 ～ 19：30
会　場：農学部 1 号館第 7 講義室

発起人：篠遠善哉（農研機構 東北農業研究センター），鈴木晴大（京都大学大学院農学研究科），

　　　　田中良（農研機構 九州沖縄農業研究センター），中西愛（東京農工大学大学院農学府），

　　　　牧夏海（農研機構 中央農業研究センター），八木岡敦（農研機構 北海道農業研究センター），

　　　　山崎諒（農研機構 西日本農業研究センター）

　　昼の部（11：30 ～ 12：30）：「拝見・隣の研究室！～日本各地のラボ模様～」

作物学会の講演会では，毎回数多くの研究成果が報告されています．そんな研究成果は，どのような環境

で生み出されているのか．他の研究室を訪問する機会は意外と少ないのではないでしょうか．本小集会で

は，全国から集まった発起人たちがスライド形式でそれぞれの研究室紹介を行います，飛び入りでの研究

室紹介も歓迎です．昼御飯を持参のうえ，気軽にご参加ください．

　　夜の部（18：15 ～ 19：30）：「事件は現場で起きている～現地実証試験とは～」

自分の研究は，どんな形で農業の役に立つのか？基礎に近い研究ほど，イメージしづらいものだと思いま

す。本小集会では、生産者とのつながりを持って研究してきた研究者を講演者としてお呼びし，現地実証

研究の紹介や現状などについてお話しして頂きます．また，講演をもとに生産現場と研究の在り方などに

ついて議論します．

8．委員会等

　（1）評議員会

日　時：3 月 28 日（火）13：00 ～ 17：00
会　場：農学部 1 号館 100 号室（1 階）

　（2）シンポジウム委員会

日　時：3 月 28 日（火）12：00 ～ 13：00
会　場：農学部 1 号館 100 号室（1 階）

　（3）和文誌編集委員会

日　時：3 月 29 日（水）12：30 ～ 13：30
会　場：農学部 1 号館第 6 講義室（1 階）

　（4）海外交流推進委員会

日　時：3 月 29 日（水）12：30 ～ 13：30
会　場：農学部 1 号館第 4 講義室（地階）

　（5）広報委員会

日　時：3 月 29 日（水）12：30 ～ 13：30
会　場：農学部 1 号館第 5 講義室（地階）

　（6）若手・男女共同参画 WG
日　時：3 月 29 日（水）12：30 ～ 13：30
会　場：農学部 1 号館生物演習室（1 階）

　（7）英文誌編集委員会

日　時：3 月 30 日（木）11：30 ～ 12：30
会　場：農学部 1 号館第 6 講義室（1 階）

　（8）将来構想検討 WG
日　時：3 月 30 日（木）11：30 ～ 12：30
会　場：農学部 1 号館第 4 講義室（地階）

　（9）出版部

日　時：3 月 30 日（木）14：30 ～ 15：30
会　場：農学部 1 号館生物演習室（1 階）
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日本作物学会第 243 回講演会運営委員会

運営委員長：根本圭介

事 務 局 長：青木直大

運 営 委 員：磯部勝孝・大川泰一郎・岡田謙介・桂圭佑・鴨下顕彦・佐々木和浩・山岸順子（50 音順）

事　務　局：〒 113-8657　東京都文京区弥生 1-1-1
東京大学大学院農学生命科学研究科　作物学研究室内

日本作物学会第 243 回講演会運営委員会事務局

E-mail : aaokin@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp
TEL：03-5841-5193　FAX：03-5841-8048
講演会ホームページ：http://www.cropscience.jp/meeting/243/index.html
　　　　

本誌に掲載された論文などの著作権は，日本作物学会が所有しています．

学会ホームページ：http://www.cropscience.jp/

9．講演会参加費など

前納＊ 当日払

参加費

（講演会要旨集代を含む）

一般 5,000 円 6,000 円

学生 3,000 円 4,000 円

懇親会
一般 5,000 円 6,000 円

学生 4,000 円 5,000 円
＊前納：2 月 28 日までの郵便振替のみ

10．託児室

　第 243 回講演会開催期間の託児室の利用につきましては，託児料のうち一人 2,000 円以上の料金については作

物学会が負担いたしますので，運営委員にご連絡ください．

11．昼食について

　講演会期間中，弥生キャンパス内の農学部生協食堂（3 号館地下）をご利用いただけます．本郷キャンパス内

にも食堂があり，また大学構外にも飲食店が多数ありますのでご利用ください．

12．その他

　ポスター／講演の画像や動画を，発表者の許可なく撮影することは禁止です．

　弥生キャンパス内は原則として駐車できません．公共交通機関でお越しください．

　キャンパス内での喫煙は指定場所のみ可能です．
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会場のご案内

（東京大学 本郷地区キャンパス）

伊藤国際学術研究センター 
総会・学会賞授賞式・受賞講演 
（地下2階 伊藤謝恩ホール） 

懇親会 
（地下2階 多目的スペース） 

 
弥生キャンパス（農正門）から 
本郷通り沿いを徒歩で約10分． 

赤門を入って右手． 

弥生講堂・農学部1,2号館 
受付・一般講演・ポスターセッション・
ミニシンポジウム・小集会・各種委員会 

南北線 
東大前駅 

千代田線 
根津駅 

丸ノ内線／大江戸線 
本郷三丁目駅 

‘赤門’ 

本郷キャンパス 

‘正門’ 

弥生キャンパス 

200m 

‘農正門’ 

会場のご案内 
（東京大学 本郷地区キャンパス） 

本
郷
通
り 
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講演会会場のご案内

（農学部 弥生キャンパス）

本郷通り 

弥生講堂 
第1会場（一条ホール） 
ポスター会場・企業展示・

受付（ロビー） 
クローク・本部（会議室） 

弥生講堂アネックス 
ポスター会場 

（セイホクギャラリー・
エンゼル講義室） 農学部1号館 

第5・6会場・
試写室・控室・
各種委員会 

農学部2号館 
第2・3・4会場 

農学部3号館 
（地下） 
食堂・売店 

100m 

講演会会場のご案内 
（農学部 弥生キャンパス） 
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農学部 1 号館／ 2 号館のご案内
農学部1号館／2号館のご案内 

１階 正面玄関 
（←2号館）    

弥生講堂側出入口 

100号室 
試写室 

第7講義室 
第6会場 

第6講義室 

男WC 
多目的WC 

女WC 

2階 

第8講義室 
第5会場 

第10講義室 
会員控室 

男女WC 

男女WC 

第9講義室 
会員控室 

地階 

男女WC 

男女WC 

第5講義室 

1号館 2号館 

第4講義室 

男WC 第1講義室 
第2会場 

男女WC 

正面玄関 
    （1号館→） 

男WC 

男女WC 

第3講義室 
第4会場 

第2講義室 
第3会場 

生物演習室 

アネックス側出入口 

第1会場：弥生講堂一条ホール 
 
ポスター会場：アネックス ＆ 
       弥生講堂ロビー 

2階 

1階 


