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日本作物学会第 239 回講演会プログラム

会　期：2015 年 3 月 27 日（金）～ 3 月 28 日（土）

会　場：日本大学生物資源科学部湘南キャンパス　〒 252-0880　神奈川県藤沢市亀井野 1866
事務局：〒 252-0880　神奈川県藤沢市亀井野 1866　日本大学生物資源科学部作物学研究室

　　　　日本作物学会第 239 回講演会運営委員会事務局　磯部勝孝

　　　　E-mail : isobe64@brs.nihon-u.ac.jp 
　　　　TEL：0466-84-3501　FAX：0466-84-3501　（前日と当日は連絡できません）

　　　　ホームページ：http://www.cropscience.jp/meeting/239/index.html

プログラム一覧

月日 時刻
第 1 会場

（31 教室）
第 2 会場

（32 教室）
第 3 会場

（41 教室）
第 4 会場

（42 教室）
第 5 会場

（43 教室）

3
月
27
日
（
金
）

  9:00

11:30

11:40

12:30

13:20

14:00

18:00

18:15

20:30

栽培
1 ～ 10

栽培
36 ～ 45

光合成・呼吸
物質生産
70 ～ 79

環境ストレス
93 ～ 102

遺伝子・ゲノム
解析 / 形態
115 ～ 124

移動

ポスターセッション　奇数番号のポスター発表（3 階　中講堂）

ポスターセッション　偶数番号のポスター発表（3 階　中講堂）

休憩・移動

総会・学会賞等授賞式・受賞講演（4 階　大講堂）

休憩・移動

懇親会（食堂棟　3 階）

3
月
28
日
（
土
）

9:00

12:00

13:00

15:30
16:00
16:15

18:45

栽培
11 ～ 22

栽培
46 ～ 57 ミニシンポジウム（1）ミニシンポジウム（2）ミニシンポジウム（3）

昼休み

栽培
23 ～ 35

リモート
センシング /

代謝・分配・蓄積
58 ～ 69

光合成・呼吸
物質生産 /

環境ストレス
80 ～ 92

品質
103 ～ 114

発芽・発育
125 ～ 134

小集会
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1．受付

　日本大学生物資源科学部湘南キャンパス　本館 エントランス

　

2．一般講演

　日　　時：3 月 27 日（金）　9：00 ～ 11：30
　　　　　　3 月 28 日（土）　9：00 ～ 16：15
　第 1 会場：31 教室（3 階）

　第 2 会場：32 教室（3 階）

　第 3 会場：41 教室（4 階）

　第 4 会場：42 教室（4 階）

　第 5 会場：43 教室（4 階）

　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）

　試   写   室：33 教室（3 階）

　1）一般講演は「コンピュータ」による発表のみとし，「スライド」あるいは「OHP」は使用できません．

　2）コンピュータでの発表につきましては，Windows フォーマットの CD，USB メモリに PowerPoint97-2003, 
2007, 2010 あるいは 2013（マイクロソフト社）のファイルを保存してお持ちください．ファイル名は，講

演番号として保存してください．講演会前日（3 月 26 日）午後 2 時から 5 時まで，講演会当日は午前 8 時

から試写室を用意しますので，正しく映ることを必ず事前にご確認のうえ，試写室のコンピュータ（OS : 
Windows 8, Power Point 2013 インストール済み）に転送してください．とくに Mac ユーザーは Windows 機

種での確認を前もって行ってください．Power Point ファイルの試写・転送は，午前の講演の場合は，午前

8 時 30 分まで，午後の講演の場合は当日 12 時 30 分までに試写室の受付にて手続きをお済ませください．

　　　 講演会場のコンピュータへは運営委員が転送いたします．なお，液晶プロジェクターと講演会場コンピ

ュータは運営委員会で準備します．発表時におけるコンピュータ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 27 日（金）　11：40 ～ 13：20
　会　　場：本館中講堂（3 階）

　1）展示用パネルの大きさは，１課題につき，縦 210 cm× 横 90 cm のパネル１枚です．ただし左上の 20cm×

20cm の部分はポスターの発表番号を掲示するために使用できません．

　2）ポスターの取り付けと取り外し：講演会１日目（3 月 27 日）午前 8 時 30 分より取り付けることができます．

遅くとも同日 11 時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 16：00 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講演会 1 日目（3 月 27 日）の 11：40 ～ 12：30，偶数番号のポスター発表者

は同日の 12：30 ～ 13：20 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）Agribusiness Model for Future Generations; Agribusiness opportunity generated via agricultural 
research

　　　（次世代のためのアグリビジネスモデル - 農業研究を介して生み出されるアグリビジネスとは）

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）

日　時：3 月 28 日（土）9：00 ～ 12：00
会　場：日本大学生物資源科学部本館 4 階  41 教室

話題提供者：

　1． IITA’s approach for agribusiness –Business Incubation Platform （BIP） project–
　　　Haruki Ishikawa （International Institute of Tropical Agriculture （IITA））
　2． Business integrated to repair of degraded land and reconstruction of local agriculture and industry as well 

as the society 
　　　Takashi Kosaki （Tokyo Metropolitan University）
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　3． Breeding and agronomical approaches for improving soybean productivity in Madhya Pradesh of India 
　　　Koji Tsuji （Chiba University）
　4． Artificial induction and cultivation of medicinal plants Cistanche deserticola  Y.C. Ma and Cistanche 

tubulosa （Schenk） R. Wigh in China
　　　Yongqing Ma （Institute of Soil and Water Conservation, Chinese Academy of Sciences and Ministry of
　　　Water Resources）
　5． The Sleeping Chironomid as a unique tool for applied sciences
　　　Takashi Okuda （National Institute of Agrobiological Sciences）

　（2）微生物と大豆の生産，生産現場の環境条件

オーガナイザー：前川富也（農研機構 中央農業総合研究センター）

日　時：3 月 28 日（土）9：00 ～ 12：00
会　場：日本大学生物資源科学部本館 4 階  42 教室

話題提供者：

　1． マメ科植物のフラボノイド代謝と根粒菌共生

　　　青木俊夫・今泉隆次郎・島村昌幸・明石智義（日本大学生物資源科学部）

　2． 黒根腐病菌による根粒窒素固定の停止

　　　前川富也・越智直・島田信二・新良力也（農研機構 中央農業総合研究センター）

　3． 黒大豆根粒に見られる Agrobacterium 等の感染現象

　　　吉川正巳（京都府農林水産技術センター）

　4． ダイズにおけるアーバスキュラー菌根菌共生について

　　　畑信吾（龍谷大学経営学部・農学研究所）

　5． 冬作物－ダイズ輪作体系下における共生微生物叢の変化とダイズ生産の関係性

　　　肥後昌男・磯部勝孝・鳥越洋一（日本大学生物資源科学部）

　（3）作物学における数値解析

オーガナイザー：本間香貴（京都大学大学院農学研究科／若手・男女共同参画 WG 座長）

日　時：3 月 28 日（土）9：00 ～ 12：00
会　場：日本大学生物資源科学部本館 4 階  43 教室

話題提供者：

　1． 作物学における数値解析

　　　本間香貴（京都大学大学院農学研究科 / 若手・男女共同参画 WG 座長）

　2． 栽培管理に役立つ水稲生育モデル開発

　　　吉田ひろえ・佐々木華織・丸山篤志・大野宏之・中川博視（農研機構 中央農業総合研究センター）

　3． コメ生産事例に基づく収量・品質のばらつき要因の解析

　　　平井康丸・井上英二・岡安崇史・光岡宗司（九州大学大学院農学研究院）

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

　日　時：3 月 27 日（金）14：00 ～ 18：00
　会　場：日本大学生物資源科学部本館 3 階　大講堂

　（1）日本作物学会賞（第 59 回）

　　　ダイズの群落生産機能の品種間差異および環境応答に関する研究

　　　　白岩立彦（京都大学大学院農学研究科）

　（2）日本作物学会技術賞（第 7 回）

　　　分げつの発生制御による高品質・良食味米安定生産技術の開発

　　　　金和裕・柴田智・佐藤馨・三浦恒子（秋田県農業試験場）

　　　ダイズ栽培における省力摘心機の開発と摘心技術を組み入れたダイズ安定生産技術の確立

　　　　林元樹 1）・谷俊男 2）・平岩確 3）・濱田千裕 3）

  　　（1）愛知県農林水産部園芸農産課，2）愛知県立農業大学校，3）愛知県農業総合試験場）
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　　　地下水位制御システム（FOEAS）を活用した水田転換畑のダイズ栽培での安定・多収技術の開発

　　　　島田信二 1）・藤森新作 2）・前川富也 1）・浜口秀生 1）・加藤雅康 3）・若杉晃介 4）・原口暢朗 4）・

　　　　星信幸 5）・小野寺恒雄 6）

　　　　（1）農研機構 中央農業総合研究センター，2）元 農研機構本部，3）国際農林水産業研究センター，

　　　　  4）農研機構 農村工学研究所，5）宮城県古川農業試験場，6）株式会社パディ研究所）

　（3）日本作物学会研究奨励賞（第 19 回）

　　　塩ストレス下におけるイネの葉緑体微細構造変化とその生理的意義に関する研究

　　　　山根浩二（近畿大学農学部）

　　　水稲の個葉光合成速度の品種間差に関わる形質のゲノム解析

　　　　安達俊輔（農研機構 作物研究所）

　（4）日本作物学会論文賞（第 12 回）

　　　作型，マルチの種類および前作ダイコンがサツマイモのネコブセンチュウ害に及ぼす影響

　　　　日本作物学会紀事 82（1）1-10
　　　　鈴木崇之・岩堀英晶・安達克樹・小林 透
　　　チャ樹体内デンプンの簡易分析法の検討

　　　　日本作物学会紀事 82（1）63-68
　　　　鈴木利和・森田明雄・江口香織・一家崇志

　　　水稲種子の水分含量を低下させることによる温湯消毒時の高温耐性の向上

　　　　日本作物学会紀事 82（4）397-401
　　　　金勝一樹・三田村芳樹・岡崎直人・佐野直人・山田哲也・村田和優

　　　Association of Pythium and Phytophthora with Pre-emergence Seedling Damping-off of Soybean Grown in a
　　　Field Converted from a Paddy Field in Japan
　　　　Plant Production Science 16(1) : 95-104
　　　　Masayasu Kato, Keisuke Minamida, Motoaki Tojo, Takuo Kokuryu, Hideo Hamaguchi and Shinji Shimada
　　　Effects of Applying Potassium, Zeolite and Vermiculite on the Radiocesium Uptake by Rice Plants Grown in 
　　　Paddy Field Soils Collected from Fukushima Prefecture
　　　　Plant Production Science 16(2) : 166-170
　　　　Shigeto Fujimura, Kunio Yoshioka, Takashi Saito, Mutsuto Sato, Makoto Sato, Yuuki Sakuma and 
　　　　Yasuyuki Muramatsu
　　　Responses of Eighteen Rice (Oryza sativa L.) Cultivars to Temperature Tested Using Two Types of Growth
　　　Chambers
　　　　Plant Production Science 16(3) : 217-225
　　　　Estela Magbujos Pasuquin, Toshihiro Hasegawa, Philip Eberbach, Russell Reinke, Leonard J. Wade and
　　　　Tanguy Lafarge

6．懇親会

　日　時：3 月 27 日（金） 18：15 ～ 20：30
　会　場：食堂棟　 3 階

　会　費：懇親会費 5,000 円（一般），4,000 円（学生）

　　　　　（前納の場合は，一般 4,000 円，学生 3,000 円）

7．小集会

　若手の会企画による小集会（18）「若手が考える Plant Production Science の未来」

日本作物学会の英文誌である Plant Production Science（PPS）をより良いものにしたい．この思いは若手

も同じです．本小集会では，論文を投稿したくなる雑誌とはどのようなものかアンケート結果を交えて議

論した後，他誌との比較等を通じて，PPS の未来について若手目線で考えていきたいと思っています．

日　時：3 月 28 日（土）16：15 ～ 18：45
会　場：日本大学生物資源科学部湘南キャンパス　本館 3 階 31 教室

発起人：岡村昌樹（東京大学），出口哲久（北海道教育大学），橋田庸一（東京大学），

　　　　森田隆太郎（神戸大学），山崎諒（農研機構 近畿中国四国農業研究センター）
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8．委員会等

　（1）評議員会

日　時：3 月 26 日（木）13：00 ～ 17：00
会　場：NU ホール A（本館 NU 階）

　（2）和文誌編集委員会

日　時：3 月 27 日（金）12：00 ～ 13：00
会　場：NU ホール C（本館 NU 階）

　（3）若手男女共同参画ワーキンググループ

日　時：3 月 28 日（土）12：00 ～ 13：00
会　場：NU ホール B（本館 NU 階）

　（4）海外交流委員会

日　時：3 月 27 日（金）12：00 ～ 13：00
会　場：NU ホール A*（本館 NU 階）

　（5）英文誌編集委員会

日　時：3 月 28 日（土）12：00 ～ 13：00
会　場：NU ホール C（本館 NU 階）

　（6）広報委員会

日　時：3 月 27 日（金）12：00 ～ 13：00
会　場：NU ホール A*（本館 NU 階）

　（7）シンポジウム委員会

日　時：3 月 27 日（金）12：00 ～ 13：00
会　場：NU ホール B（本館 NU 階）

　（8）出版部

日　時：3 月 28 日（土）16：30 ～ 17：30
会　場：NU ホール C（本館 NU 階）

＊：広報委員会と海外交流委員会は NU ホール A で 2 か所に分かれてご使用ください．

9．講演会参加費等

前納＊ 当日払

参加費

（講演要旨集代を含む）

一般 5,000 円 6,000 円

学生 3,000 円 4,000 円

懇親会
一般 4,000 円 5,000 円

学生 3,000 円 4,000 円
＊前納：2 月 28 日までの郵便振替のみ

10．昼食について

　大会期間中 , 本館ガレリア階食堂，食堂棟 1 階学生食堂，12 号館ガレリア階コンビニ・コーヒーショップ，1
号館地下 1 階売店，図書館 1 階喫茶店等で昼食をとることができます．

11．その他

　日本大学生物資源科学部湘南キャンパスでは，原則として駐車できません．公共の交通機関をご利用ください．
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日本作物学会第 239 回講演会運営委員会

運営委員長：鳥越洋一

事 務 局 長：磯部勝孝

運 営 委 員：肥後昌男・倉内伸幸・野村研・平野繁・上地由朗

事　務　局：〒 252-0880　神奈川県藤沢市亀井野 1866
日本大学生物資源科学部　作物学研究室内

日本作物学会第 239 回講演会運営委員会事務局

E-mail : isobe64 ＠ brs.nihon-u.ac.jp
TEL : 0466-84-3501　FAX：0466-84-3501
講演会ホームページ：http://www.cropscience.jp/meeting/239/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/
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交通と会場のご案内

交通と会場のご案内

1.交通交通交通交通
JR東京駅より JR東海道線に乗車後「藤沢」駅で小田急江ノ島線の上り各駅停車に乗り換え「六会日大前」駅下車
（約65分）．
東海道新幹線「新横浜」駅より JR横浜線の下り方面に乗車後「町田」駅で小田急江ノ島線の下り各駅停車に乗り換
え「六会日大前」駅下車（約55分）．
羽田空港より 「藤沢」駅行きのリムジンバス（約90分）が便利です（藤沢駅からは小田急江ノ島線の上り各駅停車
に乗車後「六会日大前」駅下車）．
詳しいことは日本大学生物資源科学部ホームページのアクセスマップをご覧ください．
（http://www.brs.nihon-u.ac.jp/access_map.html）
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工事中工事中工事中工事中

本館本館本館本館
１階：受付（エントランス）

３階：第１会場（31教室）、第２会場（32教室）、ポスター会場（中講堂）、

会員休憩室・試写室（33教室）

４階：第３会場（41教室）、第４会場（42教室）、第５会場（43教室）、

総会・学会賞授与式・受賞講演会場（大講堂）

注；キャンパス内は原則禁煙です。喫煙は所定の喫煙所 印（本館と１２号館

の間ガレリア階）でお願いします。

懇親会場懇親会場懇親会場懇親会場(３３３３階階階階)

2.講演会会場講演会会場講演会会場講演会会場：：：：日本大学生物資源科学部湘南日本大学生物資源科学部湘南日本大学生物資源科学部湘南日本大学生物資源科学部湘南キャンパスキャンパスキャンパスキャンパス
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3.一般講演会等会場一般講演会等会場一般講演会等会場一般講演会等会場：：：：本館本館本館本館

エスカレーターエスカレーターエスカレーターエスカレーター

第第第第1会場会場会場会場
（（（（31教室教室教室教室））））

第第第第2会場会場会場会場
（（（（32教室教室教室教室））））

ポスターポスターポスターポスター
会場会場会場会場

(中講堂中講堂中講堂中講堂)

会員休憩室会員休憩室会員休憩室会員休憩室
・・・・試写室試写室試写室試写室 トイレトイレトイレトイレ

総会総会総会総会・・・・学会賞学会賞学会賞学会賞
授賞式授賞式授賞式授賞式・・・・受賞受賞受賞受賞
講演会場講演会場講演会場講演会場
(大大大大講堂講堂講堂講堂)

第第第第3会場会場会場会場
（（（（41教室教室教室教室））））

第第第第4会場会場会場会場
（（（（42教室教室教室教室））））

第第第第5会場会場会場会場
（（（（43教室教室教室教室））））

トイレトイレトイレトイレ


