
【大会議室 102】
畜産・飼料作生産に及ぼす温暖化の影響とその対策技術
座長：永西 修・佐藤 尚（農研機構 畜産草地研究所）
■Greenhouse gas emissions from ruminant livestock; are they important and

can we reduce them?
Harry Clark (AgResearch limited, Glasslands Research Centre, New Zealand)

■わが国での温暖化が畜産業に及ぼす影響と適応策
板橋久雄（日本獣医生命科学大学）

■ 温暖化に対応した草地研究について -育種研究を中心として-
内山和宏（農研機構 畜産草地研究所）

■ 家畜の糞尿処理由来の温室効果ガス発生と抑制技術について
長田 隆（農研機構 畜産草地研究所）

作物生産に及ぼす温暖化の影響とその対策技術
座長：森田 敏（農研機構 九州沖縄農業研究センター）
■水稲高温障害の全体像と対策技術 ～主に乾物生産、品質から～

近藤始彦（農研機構 作物研究所）
■Research Strategies for Climate Change Adaptation in Rice Production

Reiner Wassmann（Rice and Climate Change Consortium,  IRRI）
■Water and nitrogen management of dryland wheat

John Angus（CSIRO Plant Industry, Australia）
■高温期における施設野菜生産のための環境制御

後藤英司（千葉大学 園芸学部）
■温暖化による果樹の休眠と着色不良およびその対策

森口卓哉（農研機構 果樹研究所）
■温暖化に伴うカンキツグリーニング病防除の対策戦略

岩波 徹（農研機構 果樹研究所）

■■世界の農業・食料と地球温暖化、気象変動の関連世界の農業・食料と地球温暖化、気象変動の関連
マーチン・パリーマーチン・パリー 博士（博士（IPCCIPCC 20072007 共同議長共同議長））

IImplications of Global Warming and Climate 
Change for Agriculture and Global Food Supply
Dr. Martin Parry
（Co-Chair of IPCC 2007 impacts/Adaptation 
Assessment,  Imperial College London, UK）

■■温暖化に対する土壌の役割と農地の機能温暖化に対する土壌の役割と農地の機能
木村眞人木村眞人 教授（教授（名古屋大学大学院生命農学研究科名古屋大学大学院生命農学研究科））

農研機構農研機構 地球温暖化国際シンポジウム地球温暖化国際シンポジウム 20092009

◇参加申し込み等はホームページで掲載しています。
◇問い合わせ先：農研機構果樹研究所 TEL: 029-838-6461 Mail: global-warming＠naro.affrc.go.jp

【大会議室 101】
農地生態系における炭素循環と二酸化炭素排出緩和対策
座長：谷山一郎(農業環境技術研究所)

■Reduction of agricultural greenhouse gas emissions in Europe and the role of 
carbon sequestration 

Jørgen E. Olesen (University of Aarhus, Denmark)
■Roth-Cモデルの黒ボク土と水田への適用と炭素蓄積の予測

白戸康人(農業環境技術研究所)
■日本の農地生態系における炭素循環と二酸化炭素排出緩和対策

太田 健（農研機構中央農業総合研究センター)
■畑作農業から発生する温室効果ガスのインベントリ分析

古賀伸久（農研機構北海道農業研究センター）

CO2濃度増大・気温上昇の作物生育への影響解析
～実験プラットフォームとモデルの統合～

座長：鮫島良次（農研機構 東北農業研究センター）
■Effects of FACE on several crops and addition of T-FACE  via infrared warming 

of open-field plots 
Bruce Kimball (USDA-ARS, Arid-Land Agricultural Research Center, USA)

■気候変化がイネの生育・収量に及ぼす影響 －開放系圃場実験を用いた評価－
長谷川利拡（農業環境技術研究所）

■Biotic and abiotic responses of paddy ecosystems to experimental warming 
with elevated CO2

Han-Yong Kim (Chonnam National University, South Korea)
■広域連携栽培実験による温暖化の影響評価

鮫島良次（農研機構 東北農業研究センター）
■水稲生産への温暖化の影響解析手法としてのシミュレーションモデル

吉田ひろえ（農研機構 中央農業総合研究センター）

6/30
TUE

13:0013:00--17:0017:00

The Grand HallThe Grand Hall
品川グランドセントラルタワー品川グランドセントラルタワー ３３FF
（（ 東京都港区港南東京都港区港南 22--1616--4 4 ））

公開講演会公開講演会

7/1
WED

9:309:30--17:3017:30
つくば国際会議場つくば国際会議場
大会議室大会議室101101，大会議室，大会議室102102
（（ 茨城県つくば市竹園茨城県つくば市竹園 22--2020--33 ））

参加費参加費
無料無料

農研機構の研究成果農研機構の研究成果
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■すでに現れている温暖化の影響とその対策、将来予測

現在の温暖化の影響と将来を予測する

・最近の気候変動の特徴と今後の予測
管野洋光（農研機構東北農業研究センター）

・沿岸部農地の高潮被害と温暖化による影響
桐 博英（農研機構農村工学研究所）

・農業生産への影響と適地予測
杉浦俊彦（農研機構果樹研究所）

温暖化のもとでの食料生産を支える品種と技術

・温暖化に強いイネ作りを目指して

～ここまできた！研究と技術～
森田 敏（農研機構九州沖縄農業研究センター）

・温暖化に伴う重要病虫害の侵入を防ぐ
岩波 徹（農研機構果樹研究所）
梁瀬 徹（農研機構動物衛生研究所）

http://www.naro.affrc.go.jp/news/0000000002/2009/http://www.naro.affrc.go.jp/news/0000000002/2009/naroSympo200906.htmlnaroSympo200906.html
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主催： 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization [NARO]

基調講演基調講演

（英語-日本語同時通訳） （使用言語 英語）

研究セミナー研究セミナー

地球温暖化と食料、農業地球温暖化と食料、農業
－－ 温暖化に対応できる農業技術開発の最前線温暖化に対応できる農業技術開発の最前線 －－


