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日本作物学会研究集会  

 

会期：2011 年 6 月 25 日(土)，26 日(日) 

会場：東京大学大学院農学生命研究科 

 

１． プログラム 

（各発表に付した数字は第 231回講演会要旨・資料集の講演番号【受付番号】と掲載ページです．） 

6 月 25 日(土) 

 第１会場（３号館 403 号室） 第２会場（２号館化３） 第３会場（２号館化２） 

09:30 

～ 

09:45 

栽培 ２４【100230】 

カンボジアの灌漑修復地での水環境

と乾季稲作導入に対する農家管理 

グェンイェン（東京大学）他 

p.48-49 

栽培 ３４【100136】 

異なる土壌における地下水位制御

が根粒着生・非着生ダイズの生産性

に及ぼす効果 －地下水位制御に

より地力窒素の影響を克服できる 

島田信二（中央農業総合研究センタ

ー）他         p.68-69 

品質 １１６【100106】 

水稲新品種「つや姫」の食味特性評価  

第４報 分光測色計を用いた炊飯米

の白色度評価法 

浅野目謙之（山形県農業総合研究セン

ター）他        p.232-233 

09:45 

～ 

10:00 

栽培 P－７０【100061】 

水稲品種リーフスターの強稈性をも

たらす要因の解析 

井上和也（東京農工大学）他 

p.392-393 

栽培 ３５【100100】 

FOEAS による地下水位制御が東北日

本海側におけるダイズの生育収量

におよぼす影響 

大江和泉（東北農業研究センター）

他           p.70-71 

品質 １１７【100160】 

2009 年産つや姫炊飯米の微細骨格構

造 

滑川桂介（茨城大学農学部）他 

p.234-235 

10:00 

～ 

10:15 

栽培 ４【100177】 

寒地での飼料米栽培における豚糞堆

肥施用量，化学肥料施肥量が生育，収

量に及ぼす影響 

林 怜史（北海道農業研究センター）

他             p.8-9 

栽培 ３０【100181】 

気温，日射および栽植様式がダイズ

の生育および収量に及ぼす影響 

門脇正行（島根大学生物資源科学

部）他         p.60-61 

品質 １２０【100092】 

国内産小麦の製粉性評価に関する研

究 Ⅹ．小麦粉中へのふすま混入値に

おける，品種間・産地間・年次間変動

について 

中村 洋（作物研究所） p.240-241 

10:15 

～ 

10:30 

栽培 P－４【100059】 

イネ発酵粗飼料用品種「たちすずか」

の収量および収量構成要素に及ぼす

施肥の影響 

保科 亨（広島県 農業技術センタ

ー）他         p.260-261 

栽培 P－３６【100170】 

北部九州におけるダイズ晩播栽培

適性の品種間差 

鄭 紹輝（佐賀大学）他 

p.324-325 

品質 １２３【100233】 

子実タンパク質含有率がコムギ「あお

ばの恋」の製粉性に与える影響 

辻本淳一（宮城県古川農業試験場）他 

p.246-247 

10:30 

～ 

10:45 

栽培 １７【100254】 

堆肥多量施用が飼料用水稲モミロマ

ンの穂揃期後の乾物生産と窒素吸収

に及ぼす影響 

有澤 岳（東京農業大学農学部）他 

p.34-35 

栽培 P－３９【100144】 

栽植間隔および土壌水分条件がク

ズ（Pueraria lobata）による被覆

度と乾物生産量に及ぼす影響 

神山拓也（名古屋大学）他 

p.330-331 

品質 P－４０【100047】 

摘採前茶葉への人為障害が茶香気成

分に及ぼす影響 

春日谷厚尚（東京農業大学農学部）他 

p.332-333 

10:45 

～ 

11:00 

栽培 ３【100236】 

多収畑栽培におけるイネの粒重支配

要因の解析 

桂 圭佑（京都大学）他   p.6-7 

光合成・物質生産 

６７【100190】 

茨城県つくばみらい市における新

たな水田開放系大気 CO2増加（FACE）

実験 

長谷川利拡（農業環境技術研究所）

他          p.134-135 

 

代謝 ８９【100168】 

イネ葉中デンプン過剰蓄積変異体の

生理・生態特性の解析 

原田裕介（東京大学）他 

p.178-179 
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11:00 

～ 

11:15 

栽培 １５【100072】 

畑条件における多収性イネの根系発

達および吸水能力 

加藤洋一郎（東京大学）  p.30-31 

光合成・物質生産 

６８【100249】 

2010 年つくばみらい FACE における

気孔コンダクタンスと群落熱・水収

支の高 CO2応答 

吉本真由美（農業環境技術研究所）

他          p.136-137 

代謝 P－７２【100093】 

コムギにおけるカドミウムの子実へ

の移行性の評価 

久保堅司（九州沖縄農業研究センタ

ー）他         p.396-397 

11:15 

～ 

11:30 

栽培 P－１【100007】 

コシヒカリの不耕起乾田直播栽培に

おける倒伏傾向と収量・品質への影響 

松山宏美（中央農業総合研究センタ

ー）他         p.254-255 

 

光合成・物質生産 

６９【100202】 

開放系大気 CO2 濃度増加が水稲の

生殖成長とコメ品質に与える影響 

常田岳志（農業環境技術研究所）他 

p.138-139 

遺伝子・ゲノム解析 

P－４４【100028】 

コシヒカリの止葉ソース能を高める染色

体領域の特定とその評価 

氏家和広（農業生物資源研究所）他 

p.340-341 

11:30 

～ 

11:45 

栽培 ２１【100247】 

追肥時期が水稲の収量性に及ぼす影

響評価 －シンク・ソースに関わる形

態特性に着目して－ 

大角壮弘（北陸研究センター）他 

p.42-43 

光合成・物質生産 

７０【100084】 

FACE 条件が水稲の生産性に及ぼす

影響とその品種間差 

吉永悟志（作物研究所）他 

p.140-141 

 

遺伝子・ゲノム解析 

１０６【100208】 

コシヒカリ／タカナリの戻し交雑自

殖系統群と染色体断片置換系統を用

いて推定した光合成速度の量的形質

遺伝子座とその機能 

中江 徹（東京農工大学）他 

p.212-213 

11:45 

～ 

12:00 

栽培 ２２【100250】 

水稲直播栽培における深水処理によ

る通常分げつ抑制が高位分げつ出現

に及ぼす影響 

内田良太（東京農業大学農学部）他 

p.44-45 

光合成・物質生産 

P－７１【100065】 

茎葉部のデンプン合成が抑制され

たイネ突然変異体の糖・デンプン蓄

積特性，生育および乾物生産 

岡村昌樹（東京大学）他 

p.394-395 

遺伝子・ゲノム解析 

１０８【100186】 

インド型イネ品種ハバタキが持つ高

温登熟耐性ＱＴＬ 

寺尾富夫（北陸研究センター）他 

p.216-217 

13:00 

～ 

17:00 

日本学術会議 

公開シンポジウム 

「水田稲作を中心とした日本農

業の展望と作物生産科学の果た

すべき役割」 

 

  

17:30 

～ 

19:30 

特別小集会 

「福島の農業に何が起きている

か？ ―東日本大震災と原子力

事故について考える」 

 

  

 

 

6 月 26 日(日) 

 第１会場（３号館 403 号室） 第２会場（２号館化３） 第３会場（２号館化２） 

09:30 

～ 

09:45 

 栽培 P－１６【100152】 

水稲育苗箱全量基肥栽培条件にお

ける疎植栽培が生育・収量に及ぼす

影響（第２報） 

高橋行継（宇都宮大学）他 

光合成・物質生産 ６４【100044】 

イネ茎部の（1-3,1-4）-β-グルカン

の品種間差異と登熟との関係 

荒井（三王）裕見子（農研機構）他 

p.128-129 
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p.284-285 

09:45 

～ 

10:00 

 栽培 １４【100006】 

酸化鉄コーティング湛水直播栽培

の出芽・苗立ち，乾物生産および収

量特性 

古畑昌巳（北陸研究センター）他 

p.28-29 

光合成・物質生産 ７３【100212】 

水稲品種リーフスター／タカナリの

交雑後代系統のバイオマス生産特性

および倒伏抵抗性 

杉山知里（東京農工大学）他 

p.146-147 

10:00 

～ 

10:15 

 栽培 P－１４【100253】 

追肥と深耕が水稲の早晩性および

高温登熟性に及ぼす影響 

浅井未人（東京農業大学農学部）他 

p.280-281 

光合成・物質生産 ７４【100242】 

多収性インド型品種タカナリと日本

型品種コシヒカリの交雑後代に見出

されたタカナリを大きく上回る高い

光合成速度を示す系統の光合成特性 

安達俊輔（東京農工大学）他 

p.148-149 

10:15 

～ 

10:30 

 栽培 １６【100161】 

ImageJ を用いた効率的な画像解析

による根長測定方法の開発とその

検証 

田島亮介（東北大学）他 

p.32-33 

環境ストレス ８２【100023】 

水稲の光化学系Ⅱ，硝酸還元酵素およ

び亜硝酸還元酵素活性に及ぼすオゾ

ンおよび二酸化炭素の影響 

小早川紘樹（明治大学農学部）他 

p.164-165 

10:30 

～ 

10:45 

 栽培 ４５【100216】 

前作水稲および当作の耕起法がコ

ムギの幼穂分化と根の伸長に及ぼ

す影響 

渡邊和洋（中央農業総合研究センタ

ー）他         p.90-91 

環境ストレス ８５【100017】 

地中海性気候地域におけるコムギ収

量決定要因としての登熟期高温 

小葉田亨（島根大学生物資源科学部）

他           p.170-171 

 

10:45 

～ 

11:00 

 栽培 ４６【100220】 

追肥時期が播種溝施肥した不耕起

播種コムギの生育・収量に及ぼす影

響と播種溝施肥が幼穂の発育に及

ぼす影響 

渡邊和洋（中央農業総合研究センタ

ー）他         p.92-93 

環境ストレス P－６０【100219】 

Oryza SNPs品種群を用いた乾燥ストレ

ス条件下の乾物生産における根系発

育の役割解明 

亀岡 笑（名古屋大学）他 

p.372-373 

11:00 

～ 

11:15 

 栽培 ４９【100058】 

根量の異なるバレイショ品種にお

ける吸水力の評価 

岩間和人（北海道大学）他 

p.98-99 

発芽・発育 ９４【100089】 

蒸気式育苗器を利用した水稲種子の

休眠打破 

白土宏之（東北農業研究センター）他 

p.188-189 

11:15 

～ 

11:30 

 栽培 ４８【100062】 

前作，作期およびマルチ資材がサツ

マイモネコブセンチュウ害に及ぼ

す影響 

鈴木崇之（九州沖縄農業研究センタ

ー）他         p.96-97 

生長調節 ９１【100127】 

根粒の共生窒素固定能及び収量が増

加したダイズ変異体の選抜 

鈴木章弘（佐賀大学農学部）他 

p.182-183 

11:30 

～ 

11:45 

 栽培 ５５【100117】 

ナタネ栽培における耕作放棄地復

元方法 

松崎守夫（中央農業総合研究センタ

ー）他        p.110-111 

その他 P－６７【100235】 

平衡体を用いた土壌マトリックポテ

ンシャルセンサーにおける温度依存

性の評価と校正式の作成 

岩間和人（北海道大学）他 

p.386-387 
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11:45 

～ 

12:00 

 栽培 ５０【100225】 

チャ収量に及ぼす収量構成要素の

影響 

池田奈実子（野菜茶業研究所） 

p.100-101 

その他 １００【100088】 

イネ科作物の茎部細胞壁成分が糖化

効率に及ぼす影響 

趙 鋭（作物研究所）他 

p.200-201 

 

 

２．受付・会場など 

（１）受付：農学部２号館玄関（参加者は必ず受付で参加登録をお願いします．参加費は無料です．） 

（２）発表会場 

第１会場（農学部３号館４階 403 号室） 

第２会場（農学部２号館１階化３） 

第３会場（農学部２号館１階化２） 

   各会場の位置は、添付の地図をご参照ください 

（３）控え室：農学部１号館９番（2 階 202 号室） 

 

３．発表について 

（１）発表形式：発表はすべて口頭で行っていただきます．その際，第 231回講演会要旨・資料集（日本作

物学会紀事 80巻（別号１））を用いるか，「コンピュータ」による発表とします．すでにご案内したように，

第 231回講演会要旨・資料集をご持参ください．お持ちでない方は，当日受付にて販売しておりますので，お

買い求めください． 

（２）発表時間は 12分，質疑 3分です（第１鈴 10分，第２鈴 12分，第３鈴 15分）． 

（３）「コンピュータ」での発表はファイルを各発表会場に発表当日の午前 9 時までにお持ち下さい．

Windows フォーマットの USB メモリ，CD に Power Point（マイクロソフト社）のファイル（Windows 版

および Macintosh 版）をご用意下さい．各会場とも午前 8 時 30 分からファイルを受付けます． 

 

４．日本学術会議農学分科会シンポジウム 

 

「水田稲作を中心とした日本農業の展望と作物生産科学の果たすべき役割」 

 

趣旨： 

わが国農業は水田稲作を中心に展開してきたが，近年のコメ消費の低迷による生産の減少，高齢化等による

耕作放棄水田の増加，食料自給率向上に向けたダイズ，コムギ，飼料用イネ生産による水田利用の多様化など

が進んでいる．また，水田，イネ等に関する研究はこれまで大きな成果を挙げてきたが，このような状況に対

応した新たな挑戦も始まっている． 

 本シンポジウムでは，水田・稲作の歴史的・文化的価値を再確認するとともに，最近の成果と新たな試みを

紹介し，東日本大震災後の水田農業のあり方を含めた今後の展望と作物生産科学の果たすべき役割・連携等に

ついて，一般市民，学生，研究者等とともに考えてみたい． 

 

主催：日本学術会議農学委員会農学分科会 

共催：同育種学分科会，同土壌科学分科会 

   日本育種学会，日本園芸学会，日本作物学会，日本土壌肥料学会 

後援：東京農業大学，（独）農研機構 

日時：平成２３年６月２５日（土）午後１時～５時 

場所：東京大学大学院農学生命科学研究科 3 号館 403 号室 

 

プログラム： 

13:00-13:10 開会挨拶（趣旨説明） 

         大杉立＊（東京大学大学院教授） 



 5 

13:10-13:55 基調講演 

         日本人にとってのイネと稲作：「アジア稲作圏」の一員として 

         田中耕司＊（京都大学次世代研究者育成センター特任教授）  

13:55-14:30 休耕田を利用して国産飼料の自給率を向上させる飼料用イネ品種の開発（育種学の立場から） 

         加藤浩（（独）農研機構作物研究所） 

14:30-15:05 日本の食と農のデザインのための作物生産科学－持続的な消費と生産を目指して－ 

（作物学の立場から） 

         森田茂紀（東京大学大学院教授） 

15:05-15:40 稲作に園芸生産を加えた営農の発展（園芸学の立場から） 

         高樹英明（山形大学名誉教授） 

15:40-16:15 水田稲作の環境保全機能（土壌肥料学の立場から） 

         木村眞人＊（名古屋大学大学院教授） 

16:15-16:55 総合討論：日本人にとってのイネ・水田の重要性 

         司会：奥野員敏＊（筑波大学大学院教授） 

            山内章（名古屋大学大学院教授） 

16:55-17:00 閉会挨拶 

         矢澤進＊＊（京都学園大学教授） 

 
＊＊:日本学術会議会員   
＊  :日本学術会議連携会員 

 

 

５．特別小集会 

「福島の農業に何が起きているか？ ―東日本大震災と原子力事故について考える」 

趣旨： 

3 月 11 日に発生した東日本大震災により，東北を中心に東日本の農業は大きな被害を受けている．本小集

会では，福島県における農業の現状を紹介し，総力を挙げて取り組むべき局面に際して我々ができることは何

か，考えてみたい． 

 

話題提供： 

１．福島県の農業における東日本大震災の影響と対応 

藤村恵人（福島県農業総合センター） 

２．東日本大震災と福島県の現状を考える 

長谷川浩（本会・日本有機農業学会会員） 

 

日時：平成２３年６月２５日（土）午後５時 30 分～７時 30 分 

場所：東京大学大学院農学生命科学研究科 3 号館 403 号室 

 

発起人：本間香貴（京都大学）・荒木英樹（山口大学）・石丸努（作物研究所）・伊藤博武（東京農業大学）・加

藤洋一郎（東京大学）・門脇正行（島根大学）・久保堅司（九州沖縄農業研究センター）・中野洋（九州沖縄農

業研究センター） 

 

作物学会研究集会に関する連絡・問い合わせ 

６月 23 日までは日本作物学会庶務幹事（電子メール：teis@cc.saga-u.ac.jp），６月 24日は日本作物学会事

務取扱所（電話：03-3551-9891）にお願いします． 



 6 

正門

通用口

第２会場（121号室）
第３会場（106号室）
受付（入口付近）

控室（202号室）

第１会場（403号室）
入口

入口

入口

 
   東京大学農学部地図（各会場の位置図） 


