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日本土壌肥料学会2022年度東京大会のお知らせ(第3回)

2022年度東京大会は以下のように従来通りの「対面形式」での実施を予定しております。
会場をお借りします東京農業大学の規定を順守し、感染対策に配慮して準備を進めます。

一般講演（口頭発表・ポスター発表）、シンポジウム、学会賞等授賞式、記念講演等
　　�従来どおりの対面式での現地開催を予定しております。当日参加登録が可能となりましたが、
当日参加登録の場合は、記入済「当日参加登録用紙」（次項を参照）を必ずご持参ください。
東京農業大学の入構管理方針に基づき、参加証あるいは記入済「当日参加登録用紙」の提示が
ない場合はいかなる理由でも入構できません。ご注意下さい。正門、経堂門からのみ入構で
きます。開門時間は6頁を参照ください。

　　参加証（名札）は会期中、常に携帯いただきますようご注意ください。
懇親会
　　�本年度大会における懇親会の実施について大会運営委員会で協議をし、大変残念ではござ
いますが懇親会は実施しないことといたしました。

なおこちらは2022年7月1日現在の情報ならびに社会情勢による判断となり、今後の感染状況に
よっては変更となることもございますことをご承知おきください。
最新の情報は東京大会ウェブサイト（https://www.jssspn.org/2022/）に随時掲載します。

1.	 会　場� 東京農業大学�世田谷キャンパス

2.	 日　程
　　1）一般講演� 9月13日（火）～15日（木）� 東京農業大学世田谷キャンパス
　　2）シンポジウム� 9月15日（木）午後� 東京農業大学世田谷キャンパス
　　3）公開シンポジウム� 9月15日（木）13:00～16:30� 百周年記念講堂
　　4）高校生による研究発表会� 9月13日（火）13:00～14:30� �1号館3階　331教室（X会場）・� �

1号館3階　332教室（Y会場）
　　　　　　　　　　　表彰式� 9月13日（火）16:00～� 1号館3階　341教室
　　5）授賞式・記念講演� 9月14日（水）13:00～17:40� 百周年記念講堂
　　6）懇親会� 実施いたしません
　　7）土壌肥料若手の会� 9月13日（火）18:00～19:30� 1号館2階　242教室（A会場）
　　8）エクスカーション� 9月16日（金）9:00～12:00�
　　　※スマート農業関連を中心とした東京都農林総合研究センターの取り組みの紹介

3.	 事前参加登録
　　�事前参加登録の受付は8月5日（金）に終了いたします。8月19日（金）までに支払いを完了された方に
は、予め参加証(名札)を送付いたしますので、当日必ずご持参ください。なお、期日までに入金が
確認できなかった場合には、当日新たに登録とお支払いをお願いすることになりますのでご了承
ください。

　　東京農業大学への入構の際、参加証の提示が必須となります。お忘れなくご持参ください。
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4.	 当日参加登録のご案内
　　�当日参加登録での参加をご予定の方は大会webサイト（https://www.jssspn.org/2022/）に掲載さ
れている「当日参加登録用紙（PDF）」をプリントし、氏名、所属をあらかじめ記入してご持参くだ
さい。東京農業大学へ入構の際に記入済「当日参加登録用紙」を提示してください。提示のない場
合は入構できません。

　　�なおこの「当日参加登録用紙」は参加受付（1号館2階ロビー）に提出し、必ず、参加手続をおこなっ
てください。当日参加登録の場合の参加費は正会員8000円、学生会員4000円、非会員9000円です。

　　参加受付日時
　　　　9月13日（火）�8:15～17:00
　　　　9月14日（水）�8:15～12:30
　　　　9月15日（木）�8:15～14:00

5.	 高校生による研究発表会（東京）のご案内
　　�発表のコアタイムは9月13日（火）13:00～14:30に実施します。会場は1号館3階　331教室（X会場）
および332教室（Y会場）です。

　　表彰式は9月13日（火）の16:00より1号館3階　341教室にて実施いたします。
　　審査結果と講評は日本土壌肥料学会webサイトに掲載します。

6.	 学会賞等授賞式・記念講演のご案内
　　9月14日（水）13:00～17:40に東京農業大学百周年記念講堂で開催いたします。

7.	 懇親会
　　実施いたしません。

8.	 講演要旨集の販売
　　�講演要旨集は冊子体での作成はせず、PDFを9月5日（月）に大会webサイトに掲載します。なお
PDFにはパスワードを設定しますが、パスワードについては事前参加登録をいただき参加費をお
支払いいただいた皆様にメールにてお知らせさせていただきます。

　　�講演要旨集単体での販売はございません。大会に参加せずに講演要旨集の閲覧のみを希望される
場合は大会への事前参加登録をいただくこととなります。

9.	 口頭発表について

1)発表ファイルの作成について
　　　�講演会場に設置するPCのOSはWindows11、アプリケーションはPowerPoint�2019です。この環

境で正常に動作するよう発表用ファイルを作成ください。Macintoshのフォーマットは対応で
きません。フォントはOS標準のみを用いてください。その他のフォントをご使用の場合は正常
に映写できない場合があります。PowerPointで設定したアニメーション機能につきましては、
バージョンが異なると動作を保証できません。極力使用をお控えください。動画ならびに音声
データはご利用いただけません。持ち込みのPCを接続することはできません。なお、一般講演
会場の画面サイズはワイド画面（16:9）に対応しています。

　　　同じ仕様のPCを試写室に用意しますので、そちらで事前に動作をご確認ください。
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　　　�発表ファイルはウィルスチェックを済ませたUSBメモリでお持ちください。お持ちいただく
USBメモリには使用する発表ファイル以外は入れないようにしてください。

2)発表ファイルの受付
　　　�発表ファイルの受付は各講演会場にて、8:30から発表直前の休息時間までの講演発表がおこな

われていない時間帯といたします。発表者はUSBメモリを会場係にお渡しください。データ移
行終了後にUSBメモリを発表者に返却いたします。2日目以降の発表については前日、前々日に
も受付をいたします。発表ファイル名は「講演番号_発表者名」（例:4-1-20_東京花子）としてくだ
さい。また、シンポジウムについては「シンポ番号_発表者名」（例:シンポ1_東京花子）としてく
ださい。

3)発表持ち時間
　　　口頭発表は講演10分・質疑（交代を含む）5分の計15分です。時間厳守でお願いいたします。
　　　�発表ファイルの提出が所定時間内におこなわれなかった場合には、発表ファイル立ち上げのた

めの時間を発表持ち時間に含めますのでご承知おきください。発表中のPC操作は発表者または
共同研究者がおこなってください。

10.	ポスター発表について

1)発表日時
　　　�ポスター発表は9月13日（火）13:00～14:30、9月15日（木）10:30～12:00の2回に分け実施します。

貼り付け用のピンは会場に準備しています。
　　　発表者はそれぞれの発表のコアタイムに必ずポスターの前に立ち、発表をしてください。
　　　9月13日（火）の発表（コアタイム　奇数番号�13:00～13:45／偶数番号�13:45～14:30）�
　　　　1号館2階�231教室（V会場）�:� 第1部門、第5部門
　　　　1号館2階�232教室（W会場）�:� 第4-3部門、第4-4部門�ならびに論文賞受賞ポスター
　　　　1号館3階�331教室（X会場）�:� 第2部門�ならびに高校生による研究発表会（東京）
　　　　1号館3階�332教室（Y会場）�:� 第8-2部門�ならびに高校生による研究発表会（東京）
　　　　　ポスター貼付:9月13日（火）8:30から貼付可能です。
　　　　　ポスター撤去:9月13日（火）17:30までに撤去ください。
　　　9月15日（木）の発表（コアタイム　奇数番号�10:30～11:15／偶数番号�11:15～12:00）
　　　　1号館2階�231教室（V会場）�:� 第3部門、第9部門
　　　　1号館2階�232教室（W会場）�:� 第4-1部門、第4-2部門�ならびに論文賞受賞ポスター
　　　　1号館3階�331教室（X会場）�:� 第6-2部門、第7部門　
　　　　1号館3階�332教室（Y会場）�:� 第6-1部門、第8-1部門
　　　　　ポスター貼付:9月14日（水）8:30から貼付可能です。
　　　　　ポスター撤去:9月15日（木）13:30までに撤去ください。
　　　指定時間までに撤去されていないポスターは大会運営委員会側で撤去します。

2)ポスターのサイズ
　　　A0版サイズ（幅90cm、高さ120cm）以内で作成してください。
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11.	会場での食事について
　　�学内の食堂は2ヶ所ありますが1ヶ所は営業しない可能性があります。近隣の飲食店も収容人数は
さほど多くありません。昼食は来場の際に外部で購入されるなど各自ご持参いただくようお願い
いたします。昼食時間帯は休憩室ならびに各講演会場で昼食をお取りいただけます。なお「黙食」
にご協力をお願いいたします。

12.	関連情報
　　�関連する情報やお知らせなど最新情報は大会webサイト（https://www.jssspn.org/2022/）に掲載
していますのでご確認ください。

13.	保育室について
　　�東京大会では期間中保育室を設置します。ご利用される方は大会webサイト（https://www.
jssspn.org/2022/）より事前予約をお済ませください。当日の申込受付はおこなっておりませんの
で、ご了承ください。

　　なお、学会より利用料の半額程度の補助があります。

14.	服装について
　　盛夏での開催ですのでクールビズ（ノーネクタイ、上着着用なし等）でご参加ください。

15.	2022年度日本土壌肥料学会若手の会in東京
　　�土壌肥料を学ぶ若手会員の交流を目指して「2022年度日本土壌肥料学会若手の会�in�東京」を開催
します。今回は国外の若手研究者と大会会場をオンラインでつなぐハイブリッド形式での開催と
させていただきます。若手研究者や学生さんが海外で活躍される若手研究者とつながりを築く
ことができるような内容で企画しております。参加申込は大会webサイト（https://www.jssspn.
org/2022/）から実施当日までお申込みいただけます。

16.	エクスカーションについて
　　�9月16日（金）の9:00～12:00の予定（現地集合）で実施します。スマート農業関連を中心とした東京
都農林総合研究センターの取り組みの紹介ならびにスマート農業関連研究施設の見学を予定して
います。詳細は大会webサイト（https://www.jssspn.org/2022/）をご参照ください。

17.	「土壌モノリス展示」について
　　�9月13日（火）～9月15日（木）に、東京農業大学「食と農」の博物館において開催いたします。日本土
壌肥料学会会員および一般市民を対象に、日本の代表的な土壌モノリスの展示と解説を行う予定
です。開館時間は9:30～16:30で入館は無料です。

　　�「食と農」の博物館には、リン鉱石の貴重なコレクションの常設展示もございますので、どうかご
参加をよろしくお願いいたします。最新情報については、大会webサイトをご覧ください。



（5）

18.	大会運営委員会
　　委 員 長:藤原　　徹（東京大学）
　　副委員長:樋口　恭子（東京農業大学）
　　事務局長:柳澤　修一（東京大学）
　　会　　計:大塚　重人（東京大学）
　　顧　　問:妹尾　啓史（東京大学）
　　運営委員:中西　啓仁（東京大学）� 神谷　岳洋（東京大学）
　　　　　　　櫻庭　康仁（東京大学）� 反田　直之（東京大学）
　　　　　　　増田　曜子（東京大学）� 中村　進一（東京農業大学）
　　　　　　　加藤　　拓（東京農業大学）� 大島　宏行（東京農業大学）
　　　　　　　齋藤　彰宏（東京農業大学）� 大津　直子（東京農工大学）
　　　　　　　田中　治夫（東京農工大学）� 利谷　翔平（東京農工大学）
　　　　　　　杉原　　創（東京農工大学）� 益永　利久（東京都農林総合研究センター）
　　　　　　　坂本　浩介（東京都農林総合研究センター）

　　運営委員会事務局:日本土壌肥料学会2022年度東京大会�運営委員会事務局
　　　　　　　　　　　〒113-8657　東京都文京区弥生1丁目1番1号
　　　　　　　　　　　東京大学農学生命科学研究科附属アグロバイオテクノロジー研究センター内
　　　　　　　　　　　E-mail:dohi2022.tokyo@gmail.com（研究会・小集会、その他問い合わせ）

19.	問い合わせ先
　　大会運営準備室:株式会社MONS
　　　　　　　　　　〒003-0002　札幌市白石区東札幌2条5丁目7-1�Maison25�203号
　　　　　　　　　　Tel:�011-824-8805���Fax:�011-826-4556
　　　　　　　　　　E-mail:�convention@mons-sapporo.co.jp�

20.	会場へのアクセス
　　東京農業大学�世田谷キャンパス
　　〒156-8502　東京都世田谷区桜丘1-1-1
　　https://www.nodai.ac.jp/campus/map/setagaya/

会会場場へへののアアククセセスス

東京農業大学 世田谷キャンパス

〒156-8502 東京都世田谷区桜丘 1-1-1

 https://www.nodai.ac.jp/campus/map/setagaya/
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日 ～
日 ～

	■交通機関
　小田急線
　　経堂駅下車� 徒歩�約15分
　　千歳船橋駅下車� 徒歩�約15分
　　� バス�約5分［千歳船橋駅～農大前（ 東急バス �渋23、等11、用01）］
　JR山の手線
　　渋谷駅下車（西口）� バス�約30分［渋谷駅～農大前（ 小田急バス �渋24、渋26）

　　　　　　　　　　　　　　　（ 東急バス �渋24、渋23）］
　東急田園都市線
　　用賀駅下車� 徒歩�約20分
� バス�約10分［用賀～農大前（ 東急バス �用01、渋22）］
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東京農業大学世田谷キャンパス 1号館 会場配置図
東東京京農農業業大大学学世世田田谷谷キキャャンンパパスス 1 号号館館 会会場場配配置置図図
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東東京京農農業業大大学学世世田田谷谷キキャャンンパパスス 1 号号館館 会会場場配配置置図図
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東東京京農農業業大大学学世世田田谷谷キキャャンンパパスス 1 号号館館 会会場場配配置置図図
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日本土壌肥料学会2022年度東京大会　行事早見表

種別 口頭発表 ポスター発表 高校生 
ポスター

建物 １号館 17 号館 農学総合棟

階 ２階 ３階 ４階 ２階 ２階

会場番号 A B C D E F 百周年 
記念講堂 201（大講義室）

9/13　
（火）

午前 5-1 3-1 4-1 6-1 8-1 1-1 ポスター掲示                        
1, 2, 4-3, 4-4, 8-2

13:00 
～ 

14:30

ポスター発表                        
1, 2, 4-3, 4-4, 8-2

発表時間 
13:00 ～ 14:30

午後 5-2 3-1 4-1 
4-2

6-1 
6-2 7-1 1-1 

2-1
講評・表彰式             

16:00 ～

9/14　
（水）

午前 8-1 
8-2 4-2 4-3 6-2 7-1 

7-2 2-1

午後 授賞式 
記念講演

9/15　
（木）

午前 9-1 4-4 6-2 
6-3

7-2 
7-3 2-1

ポスター掲示                        
3, 6, 7, 9, 

4-1, 4-2, 8-1

10:30
～

12:00

ポスター発表                        
3, 6, 7, 9, 

4-1, 4-2, 8-1

午後
シンポ 
ジウム               　

Ⅱ

シンポ 
ジウム               　

Ⅲ

シンポ 
ジウム               　

Ⅳ

公開 
シンポ 
ジウム               　

Ⅰ
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日本土壌肥料学会
2022年度東京大会プログラム

� 会　期� 2022年9月13日（火）～9月15日（木）

� 会　場� 東京農業大学�世田谷キャンパス

� 口頭発表� 9月13日（火）� 9:00～17:45
� � 9月14日（水）� 9:00～12:00
� � 9月15日（木）� 9:00～10:30

� ポスター発表� 9月13日（火）� 13:00～13:45／13:45～14:30
� � 　第1、第2、第5部門の全て、第4-3、第4-4、第8-2各副部門

� � 9月15日（木）� 10:30～11:15／11:15～12:00
� � 　�第3、第6、第7、第9各部門の全て、第4 - 1、第4 - 2、�

第8-1各副部門

� 高校生による研究発表会� 9月13日（火）� 13:45～14:30　発表コアタイム
� � 9月13日（火）� 16:00～　　　�講評・表彰式

� 授賞式・記念講演等� 9月14日（水）� 13:00～17:40

� 公開シンポジウムⅠ� 9月15日（木）� 13:00～16:30（全部門）

� シンポジウムⅡ� 9月15日（木）� 13:00～17:20（第2,�5,�6,�8,�9部門）

� シンポジウムⅢ� 9月15日（木）� 13:00～17:20（第2,�7,�8部門）

� シンポジウムⅣ� 9月15日（木）� 13:00～16:50（第6,�8部門）

� 土壌肥料若手の会� 9月13日（火）� 18:00～19:30

� エクスカーション� 9月16日（金）� 9:00～12:00�
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月　日 9 月13 日（火曜日）

会　場 A B C

部　門 5 3 4

9:00

～  

9:15

4-1-1
ダイズ根粒・菌根共生系における土壌リン獲得の制御機構

○丸山隼人　他 4 名

9:15

～  

9:30

3-1-1
ポーランド土壌からの、低温乾燥気候に適したダイズ根
粒菌の単離解析及び接種効果の評価

○渡邊　陸　他 6 名

4-1-2
イネのリンリサイクリング能に寄与する遺伝子領域の同
定と解析

○和崎　淳　他 5 名

9:30

～  

9:45

3-1-2
根粒形成に関与しない根粒菌の窒素固定活性に依存する
ダイズ遺伝子

○矢野俊一　他 4 名

4-1-3
シロイヌナズナとゼニゴケのSTOP1制御遺伝子群の発現比較

○宮地　右　他 6 名

9:45

～  

10:00

5-1-1
アロフェン質黒ボク土の一定電荷量を規定する鉱物学的
要因の解明

○仲田慎治　他 3 名

3-1-3
レッドクローバーによるN₂O吸収現象の要因解明 

○加々美穣　他 2 名

4-1-4
イネのOsbZIP1はリン吸収を制御し収量の改善に寄与する

○田中伸裕　他 5 名

10:00

～  

10:15

5-1-2
国分寺崖線上の神代農場における谷戸の微地形と土地管
理の違いが土壌に与える影響

○小倉大夢　他 2 名

3-1-4
Bradyrhizobium ottawaense株における温室効果ガス
N2Oの還元能

○原　沙和　他 9 名

4-1-5
Identification of a gene involved in loading 
phosphorus into barley grains

○黄　衡亮　他 6 名

10:15

～  

10:30

5-1-3
水理環境指標からみた日本の干拓地土壌における堆積環
境の特色

○西倉瀬里　他 1 名

3-1-5
Effect of Penicillium pinophilum and Rhizophagus 
intraradices inoculation on the tolerance of lettuce to 
verticillium wilt disease

○ Sarah Remi Ibiang　他 2 名

4-1-6
シロイヌナズナの根特異的なプロトン駆動力の増強によ
る栄養塩吸収能力の強化

○門田宏太　他 5 名

10:30

～  

10:45

3-1-6
黒ボク土畑で植物-AM菌共生系が獲得するリン形態・量
に堆肥連用が与える影響の解明

○高橋雄太郎　他 4 名

4-1-7
液胞局在型マグネシウム輸送体の機能解析

○小林奈通子　他 5 名

10:45

～  

11:00

5-1-4
ベトナム中部高原の強酸性熱帯林土壌において土壌型の
違いが窒素循環に与える影響

○城野沙織　他 4 名

11:00

～  

11:15

5-1-5
ドローン画像および機械学習を用いた黒ボク土傾斜畑に
おける大縮尺土壌図の作成

○高田裕介　他 4 名

3-1-7
遺伝子発現解析を用いた慣行および有機農業コムギの菌
根機能の比較

○坂上桃花　他 4 名

4-1-8
植物標本と蛍光X線分析を用いた野生植物の元素集積傾
向の解析（4） 
日本の野生植物におけるイオウとリンの集積傾向とその
正の相関

○水野隆文　他 7 名

11:15～  

11:30

5-1-6
包括的土壌分類第1次試案に準拠した土壌分類自動判定
システムの開発

○前島勇治　他 4 名

3-1-8
アーバスキュラー菌根菌Rhizophagus clarusの土壌酸性
応答における生態型分化

○大森菜花　他 4 名

4-1-9
シロイヌナズナにおけるグルタチオン分解酵素およびシ
ステイニルグリシン分解酵素の解析

○大津直子　他 14 名

11:30～  

11:45

3-1-9
アーバスキュラー菌根菌が保持するミトコンドリアウイ
ルスの古代系統 
菌根共生を起点とした菌類・植物への拡散

○江沢辰広　他 7 名

4-1-10
SAUR regulates the plasma membrane H+-ATPase 
through STOP1 for Al tolerance in Arabidopsis

○ RAJ KISHAN AGRAHARI　他 5 名

11:45～  

12:00

4-1-11
イネのアンモニウム吸収負調節因子ACTPK1キナーゼの
窒素・炭素栄養を介した機能制御

○早川俊彦　他 3 名

12:00 ～

 
13:00

昼休み
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9 月13 日（火曜日） 月　日

D E F 百周年記念講堂 会　場

6 8 1 部　門

6-1-1
全国12道県の水田土壌における可給態窒
素量を規定する因子

○一ノ瀬侑理　他 15 名

8-1-1
葉の月齢の違いによる萌芽更新初年目の
早生ヤナギの重金属蓄積に関する研究

○石川祐一　他 4 名

1-1-1
石垣島のサトウキビ畑における異なる有
機物連用が土壌の物理性に及ぼす影響

○江口定夫　他 8 名

9:00

～  

9:15

6-1-2
水稲乾田直播栽培における登熟期間の日
射および温度条件を考慮した出穂晩限と
適正籾数の推定方法

○浪川茉莉　他 5 名

8-1-2
有機肥料施用による重金属類汚染土壌の
ファイトエクストラクション促進能の評
価（第一報） 
ー振とう溶出試験による評価ー

○稗田京平　他 2 名

1-1-2
日本国内の食料生産における養分収支と
養分利用効率

○三島慎一郎

9:15

～  

9:30

6-1-3
岐阜県飛騨地域の「コシヒカリ」における
地力窒素を加味した適正窒素施肥 
異なる生育期間での窒素供給量と窒素吸
収量との関係

○和田　巽　他 3 名

8-1-3
もみ殻くん炭を用いた非晶質ケイ酸カル
シウム水和物による水質浄化材の開発

○井上明香里　他 3 名

1-1-3
自動水管理システムを利用した玄米中As・
Cdの同時低減技術

○中村　乾　他 4 名

9:30

～  

9:45

8-1-4
土壌‐作物系への岩石散布に伴う風化促
進による炭素隔離および作物生育のCo-
benefitの検証

○東　和喜　他 7 名

1-1-4
可溶性低分子有機物の腐植質土壌中にお
ける吸着移動について

○石黒宗秀　他 3 名

9:45

～  

10:00

6-1-4
沖積平野における土壌の可給態養分の空
間変動解析と地質・地形との関係性の解明

○図師愛歌　他 4 名

1-1-5
火山灰土壌における粘土鉱物への吸着に
よるアラニン無機化の抑制

○北川夏子　他 4 名

10:00

～  

10:15

6-1-5
コシヒカリの良食味米生産と土壌タイプ

○岡山清司　他 1 名

8-1-5
原位置モデル水田実験による灌漑水由来
137Csの影響評価

○原田直樹　他 8 名

10:15

～  

10:30

6-1-6
Mehlich 3抽出法―ICP測定により求めた
可給態元素量と慣行法との比較

○池田未来　他 4 名

8-1-6
多地点の農家圃場で生産した玄米とダイ
ズ子実の放射性セシウム濃度の比較

○藤村恵人　他 7 名

1-1-6
レタス栽培圃場の土壌水分

○中西　充
10:30

～  

10:45

6-1-7
炉乾前後の実容積の変化を利用した粘土
鉱物種推定の試み

○大野智史　他 2 名

8-1-7
福島県内の農地における放射性物質に関
する研究（第57報）ラッカセイの放射性セ
シウム吸収特性

○平山　孝　他 1 名

1-1-7
水田転換畑と黒ボク土畑におけるアスパラ
ガス枠板式高畝栽培の土壌水分動態の比較

○岩田幸良　他 5 名

10:45

～  

11:00

6-1-8
衛星画像および収量コンバインを用いた
大規模経営体における転作ダイズの収量
決定因子の解析

○髙橋智紀　他 2 名

8-1-8
福島県内の農地における放射性物質に関する研究（第58報） 
低カリ条件下での水稲ポット栽培3作から評価した土壌改良
資材の放射性セシウム吸収抑制効果の持続性

○松岡宏明　他 1 名

1-1-8
枠板式高畝栽培下の土壌溶液中電気伝導
率の連続計測

○柳井洋介　他 7 名

11:00
～  

11:15

6-1-9
植被率を考慮した土壌調整植生指数によ
るダイズ初期成育の推定

○今野智寛　他 1 名

8-1-9
草地更新時に施用した金雲母とゼオライ
トの放射性セシウム移行への影響

○山田大吾　他 2 名

1-1-9
土壌の湛水が開花期後のダイズの蒸散速
度に及ぼす影響とその律速要因の解明

○久保田滋裕　他 2 名

11:15～  

11:30

6-1-10
土壌中の交換性CaとMgの比がダイズの収
量と形質に及ぼす影響（第4報）―Ca/Mg比
の効果がみられる条件の整理―

○髙本　慧　他 3 名

8-1-10
ヘアリーベッチおよびクリムゾンクロー
バへの放射性セシウムの移行性

○久保堅司　他 5 名

1-1-10
水田土壌中の被覆肥料カプセル残渣が
CO2，CH4排出に与える影響

○張　天　他 2 名

11:30～  

11:45

6-1-11
北部九州における春播き子実トウモロコ
シ収穫残渣断片の大きさの変化

○渡邊修一　他 2 名

8-1-11
農耕地土壌および作物における129I濃度に
ついて

○塚田祥文

11:45～  

12:00

12:00～  

13:00
昼休み
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月　日 9 月13 日（火曜日）

会　場 A B C

部　門 5 3 4

13:00 ～

 
13:45

13:45 ～

 
14:30

14:30 ～

 
14:45

14:45 ～

 
15:00

5-2-1
沖縄県石垣島においてアルカリ環境が微生物群集および
炭素利用効率に与える影響の解明

○渕上佳奈　他 5 名

3-1-10
熱帯林土壌におけるリンマイニングによる正のプライミ
ング効果

○沢田こずえ　他 7 名

4-1-12
イネの窒素欠乏応答ネットワークにおけるOsbZIP11転
写因子の役割

○大槻並枝　他 3 名

15:00 ～

 
15:15

5-2-2
熱帯アルカリ性畑土壌における堆肥施用は土壌微生物の
養分制限を緩和し、炭素利用効率を増加させた

○阪井花帆　他 7 名

3-1-11
炭素源供給に対する土壌細菌群集の特異な応答

○大塚重人　他 3 名

4-1-13
シロイヌナズナエコタイプがもつ窒素欠乏環境適応力を
高める移動性シグナルの検証

○馬渕敦士　他 9 名

15:15 ～

 
15:30

5-2-3
マレーシアの熱帯林土壌におけるO層での硝化が土壌溶
液組成に及ぼす影響

○渡辺伸一　他 5 名

3-1-12
水稲栽培における有機物、化成肥料の連用が土壌酵素生
産に与える影響

○諸　人誌　他 2 名

4-1-14
グルタミンによる窒素応答関連遺伝子の発現抑制におけ
るLBDタンパク質およびNIGT1転写因子の役割

○鳥井要佑　他 3 名

15:30 ～

 
15:45

3-1-13
RIイメージング技術を活用した植物の低リンストレス応
答が根圏土壌に与える影響の評価

○海野佑介　他 8 名

4-1-15
コンプトンカメラを用いたカリウム・ナトリウム動態の
オオムギ品種間差の可視化

○河地有木　他 11 名

15:45 ～

 
16:00

5-2-4
異なる肥培管理の黒ボク土畑における13C標識残渣と団
粒分画を組み合わせた施用有機物の蓄積特性の解明

○安野秀瑛　他 2 名

3-1-14
水稲根エンドファイト形成における土壌－植物根接触の
重要性と土壌型の影響

○鈴木一輝　他 3 名

4-1-16
シロイヌナズナ由来の転写因子MYB59の低カリウムに
応答した活性化と生長への負の影響

○榎本拓央　他 3 名

16:00 ～

 
16:15

5-2-5
黒ボク土畑における肥培管理の違いが土壌微生物の炭素
利用効率に与える影響の解明

○中尾祐己　他 4 名

3-1-15
水稲根における窒素固定メタン酸化細菌細胞の13C/15N
同位体顕微鏡観察

○南澤　究　他 9 名

16:15 ～
 

16:30

4-2-1
ダイズの莢から子実への元素輸送に関わる因子の解析

○関谷美咲　他 5 名

16:30 ～

 
16:45

3-1-16
土壌窒素固定マイクロバイオームの全球的解明：方法論
から大規模解析へ

○美世一守　他 6 名

4-2-2
OsZIP2 mediates xylem loading and preferential 
distribution of Zn in rice

○黄　勝　他 2 名

16:45 ～

 
17:00

3-1-17
鉛汚染濃度-脱窒活性-機能遺伝子量の関連性 
～ストレス下の機能活性は機能遺伝子量に比例している
のか～

○長田　彬　他 2 名

4-2-3
ホウ酸輸送体BOR1の偏在と分解を変調するPolarin化合
物群の探索と作用機序の解析

○吉成　晃　他 3 名

17:00 ～  

17:15

3-1-18
水田土壌への硫黄施肥が水稲および微生物に及ぼす影響

○藤田一輝　他 3 名

4-2-4
シロイヌナズナIMA/FEPを介した器官間シグナルによる
鉄吸収制御

○田畑　亮　他 4 名

17:15 ～  

17:30

3-1-19
ブルキナファソ鉄過剰障害発生水田の細菌群集構造の特徴

○渡邉健史　他 11 名

4-2-5
遺伝子共発現解析によるイネの鉄過剰ストレス耐性機構
の探索およびマグネシウム処理の効果の検証

○植田佳明　他 1 名

17:30 ～  

17:45

ポスター発表
第1、第2、第5部門の全て、第4-3、第 4-4、第 8-2各副部門

（V、W、X、Y会場）
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9 月13 日（火曜日） 月　日

D E F 百周年記念講堂 会　場

6 7 1、2 部　門

13:00 ～

 
13:45

13:45 ～

 
14:30

14:30 ～

 
14:45

6-1-12
稲わらと牛ふん堆肥の連用水田における
土壌肥沃度と水稲収量の変化

○中善寺誠　他 2 名

7-1-1
下水汚泥堆肥のカリウム可給性

○加藤雅彦　他 2 名

14:45 ～

 
15:00

6-1-13
Effects of long-term application of rice 
straw and/ or cow-dung compost on 
paddy soil fertility and rice yield

○ Simbarashe Mubambwe　他 3 名

7-1-2
下水処理水を用いた水耕栽培による低カ
リウム果菜類栽培の試み

○樗木直也　他 2 名

1-1-11
秋田沿岸海成堆積岩地帯の高い渓流水リ
ン濃度をもたらす要因の解明-ケイ酸が固
相リンの可溶化に及ぼす影響-

○早川　敦　他 4 名

15:00 ～

 
15:15

6-1-14
高CO2環境下で生産された9品種の稲わらの土壌中での分解 
Decomposition of rice straw of nine different varieties 
produced under elevated CO2 environ

○ Kehinde Oluwaseyi Fawibe　他 5 名

7-1-3
下水汚泥堆肥施用による可給態リンの形
態と根系発達

○河合　瞳　他 1 名

1-1-12
鉾田川の公共用水域水質調査結果への多
変量解析の適用

○箭田佐衣子　他 8 名

15:15 ～

 
15:30

6-1-15
熱帯アジアの水田土壌における画分別炭
素の蓄積量と平均滞留時間 
－タイ・フィリピン・マレーシアの比較－

○矢内純太　他 9 名

7-1-4
鶏ふん焼却灰の水稲に対するリン酸およ
びカリウムの施肥効果

○佐々木由佳　他 3 名

1-1-13
ブナ壮齢二次林における虫害や結実豊凶
は年間土壌呼吸量に影響したか？

○小野賢二　他 4 名

15:30 ～

 
15:45

6-1-16
水田土壌の硫黄肥沃度指標と水稲の石膏施与への応答 
―宮城県内陸南部6地点及び2013年以降の常時湛水
ポット栽培試験のまとめ―

○渡邉明日花　他 3 名

1-1-14
凍土中の透水プロセスが少雪寒冷地域の
流域水循環に与える影響

○三原州人　他 3 名

15:45 ～

 
16:00

6-1-17
岡山県における水稲硫黄欠乏症の診断基
準の策定

○水田有亮　他 1 名

7-1-5
木質燃焼灰の酸処理による加里・石灰・ケ
イ酸の溶解性および化学形態の変化

○竹内　智　他 2 名

16:00 ～

 
16:15

6-1-18
水稲の硫黄欠乏に対する石膏の育苗箱施
用の効果

○中川進平　他 8 名

7-1-6
ケイ砂混合による物理化学性を変化させ
た土壌での下水汚泥堆肥からの養分供給
と根系の発達

○曽我萌恵　他 1 名

2-1-1
腐植物質の化学構造と生物分解性との関係

○渡邉　彰　他 1 名

16:15 ～

 
16:30

7-1-7
圃場に蓄積した肥料成分を改善する業務
用ブロッコリーと間作の導入事例

○鎌田　淳

2-1-2
Understanding Stabilization Mechanism 
of Soil Organic Matter by Molecular 
Composition Analysis

○ HAN LYU　他 3 名

16:30 ～

 
16:45

6-2-1
短期間での水浸透による土壌からの易分
解性有機物の溶出　－振とう抽出による
評価－

○佐野修司　他 2 名

7-1-8
堆肥マルチを継続したアスパラガス露地
栽培圃場の収量と土壌化学性

○松田　晃

2-1-3
高緯度北極湿原における凍土融解水中の
溶存有機物の光分解作用の解析

○阪上詩織　他 4 名

16:45 ～

 
17:00

6-2-2
水田土壌における化学形態に基づく可給
態リンの評価

○安藤　薫　他 3 名

7-1-9
有機質資材窒素無機化モデルの全国検証
の結果と課題

○望月賢太　他 4 名

2-1-4
13C標識による菌体由来結合型土壌有機物
生成過程の追跡

○山本真子　他 1 名

17:00 ～  

17:15

6-2-3
近赤外分光による土壌特性を考慮した土
壌分析法の開発及び土壌診断への適用

○山中啓史　他 6 名

7-1-10
Influence of the rate of methane 
fermentation fluid on the fate of nitrogen 
in paddies with contrasting soil texture

○ NGOC TAN BUI　他 5 名

2-1-5
グルコースおよび無機態窒素の供給量増
加と温暖化の複合的インパクトが土壌炭
素分解速度に及ぼす影響

○飯村康夫　他 2 名

17:15 ～  

17:30

6-2-4
津波被災復旧農地でのネギ栽培における
土壌理化学性改良のための短期的な堆肥
施用基準

○志賀紗智　他 2 名

7-1-11
空気を気体窒素肥料として応用する新規
植物生育技術

○山梨太郎　他 8 名

2-1-6
Linking chemical structure of dissolved 
organic matter with soil aggregate 
formation and stability: A model experiment

○ Kiattisak Sonsri　他 1 名

17:30 ～  

17:45

ポスター発表
第1、第2、第5部門の全て、第4-3、第 4-4、第 8-2各副部門

（V、W、X、Y会場）
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月　日 9 月14 日（水曜日）

会　場 A B C

部　門 8 4 4

9:00

～  

9:15

8-1-12
東京都内黒ボク土畑における冬季の土壌飛散の要因把握
と現地実態調査

○柴田彩有美　他 3 名

4-3-1
根粒着生と菌根形成がダイズのカドミウム吸収と重金属
耐性遺伝子の発現に及ぼす影響

○坂本一憲　他 1 名

9:15

～  

9:30

8-2-1
IR64およびIR72品種を用いた場合の水田メタン排出量
の統計解析

○南川和則　他 7 名

4-2-6
明所におけるライブオートラジオグラフィー装置を用い
た葉への鉄流入速度のリアルタイム計測

○樋口恭子　他 10 名

4-3-2
OsNRAMP5のアミノ酸変異とマンガンおよびカドミウ
ム吸収能に関する研究

○曲　正桐

9:30

～  

9:45

8-2-2
水稲栽培における下水再生水の灌漑利用が温室効果ガス
の発生特性に与える影響

○増田周平　他 3 名

4-2-7
人工シデロフォア鉄（Ⅲ）の還元電位と植物への利用効率
の関係

○上野大勢　他 4 名

4-3-3
出穂前後各3週間における落水時期の違いが水稲のAsお
よびCd濃度に及ぼす影響

○本間利光　他 5 名

9:45

～  

10:00

8-2-3
下層に泥炭を有するグライ低地土の水田転換ダイズ畑か
らの多量N2O放出

○高階史章　他 4 名

4-2-8
ムギネ酸アナログPDMAによるトウモロコシとダイズの
鉄欠乏改善効果

○小林高範　他 3 名

4-3-4
Duplication of a manganese/cadmium transporter 
gene leads to low cadmium accumulation in rice 
grain

○馬　建鋒　他 2 名

10:00

～  

10:15

8-2-4
寒冷地域の冬小麦栽培圃場における緩効性被覆肥料の施
用が一酸化二窒素排出におよぼす影響

○西村誠一　他 3 名

4-2-9
鉄との協同による植物の新規な根圏改変機能 
　―　根圏フェントン反応による有機環境の改変・スト
レスの回避　①

○我妻忠雄　他 4 名

10:15

～  

10:30

8-2-5
放牧地における牛糞のCH4およびN2Oの排出係数－愛媛
県での測定事例－

○当真　要　他 5 名

4-2-10
光合成電子伝達反応の必須栄養素欠乏への多様な応答

○三宅親弘　他 5 名

4-3-5
Identification and functional characterization of a 
gene responsible for differential As accumulation in 
rice roots

○王　珮同　他 1 名

10:30

～  

10:45

8-2-6
生分解性プラスチックの土壌中での分解は温室効果ガス
発生を促進するマイクロプラスチック化したポリ乳酸が
土壌理化学性および生物性に及ぼす影響（第2報）

○犬伏和之　他 9 名

4-2-11
シロイヌナズナ受容体キナーゼFERONIAの無機元素の恒
常性における役割

○三輪京子　他 1 名

4-3-6
高塩環境におけるキヌアのナトリウムイオン集積機構

○小林安文　他 2 名

10:45

～  

11:00

4-2-12
マンガン資材の施用による「あきたこまちR」のごま葉枯
病発生抑制

○薄井雄太　他 6 名

4-3-7
Al耐性遺伝子PGIP1の発現量ゲノムワイド関連解析による
PGIP1発現を制御するシグナル伝達経路と遺伝子の同定

○小林佑理子　他 10 名

11:00

～  

11:15

8-2-7
土壌中のマイクロプラスチックとシマミミズ（Eisenia 
fetida）の相互作用

○渡邉　幹

4-3-8
硫気荒原に生息するツクシテンツキのアルミニウム耐性
における硫黄の役割

○外島海斗　他 6 名

11:15～  

11:30

8-2-8
竹炭・くぬぎ炭投入および有機栽培による土壌炭素含有
率への影響と土壌化学性・作物との関係

○鈴木理恵　他 3 名

4-2-13
マンガン資材施用によるカドミウム低吸収性品種のごま
葉枯病抑制効果

○石川　覚　他 10 名

4-3-9
ポジトロンイメージング技術によるリンゴ樹体内セシウ
ム動態の可視化

○野田祐作　他 6 名

11:30～  

11:45

8-2-9
風乾土壌から水抽出した有機物の安定同位体分析による
土壌有機物分解動態の推定

○永野博彦　他 3 名

4-2-14
ダイズのCs体内分配に関わるミネラルネットワークの経
時的変動

○村島和基　他 3 名

4-3-10
微生物の水銀輸送体MerCの液胞膜特異的な発現はシロ
イヌナズナの無機水銀及び亜ヒ酸耐性を増強する

○土屋佑太　他 9 名

11:45～  

12:00

8-2-10
土壌有機物分解速度の温度依存性に対する基質タイプと
土地利用の影響

○藤井一至　他 5 名

4-2-15
SEN1 encodes a peribacteroid-membrane-localised 
molybdate transporter loading molybdate into nodule 
symbiosome for nitrogen fixation in Lotus japonicus

○ Qingnan Chu　他 3 名

4-3-11
根端分裂組織に対する有害元素毒性の特異性とオーキシ
ンの関係性

○浦口晋平　他 9 名

12:00 ～

 
13:00

13:00 ～

 
17:40

昼休み
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9 月14 日（水曜日） 月　日

D E F 百周年記念講堂 会　場

6 7 2 部　門

6-2-5
南インドの畑地におけるバイオ炭の施用
は作物生産性を向上させるか―土壌の窒
素・水分動態の評価に基づいて―

○関真由子　他 5 名

7-1-12
自家熱型高温好気消化液から分離した植
物成長促進細菌の機能調査

○吉村萌梨　他 5 名

2-1-7
土壌団粒内で起こる炭素・窒素動態の解
明：同位体トレーサー法から団粒階層性に
切り込む

○和穎朗太　他 2 名

9:00

～  

9:15

6-2-6
炭素量の少ない土壌環境における土壌微
生物群集および炭素・窒素動態

○濱本　亨

7-1-13
ドローン空撮RGB画像を用いた水稲の生
育診断方法の検討

○高橋信行　他 2 名

2-1-8
X線光電子分光法による有機無機複合体の
表面化学性評価：問題点および展望

○井上　弦　他 2 名

9:15

～  

9:30

6-2-7
農地土壌において土壌有機態炭素と土壌
鉱物成分の相互作用とそれが土壌間隙構
造に及ぼす影響

○福桝純平

7-1-14
ビウレット耐性の植物種間差の検討

○黒瀬　蓮　他 3 名

2-1-9
鉱物結合型土壌有機物量を決定する要因
の解析

○大平麻有里　他 3 名

9:30

～  

9:45

6-2-8
マングローブ林の土壌有機物安定化メカ
ニズムについて

○木田森丸

7-1-15
肥料中のアンモニア性窒素の蒸留法の改良

○惠智正宏　他 1 名

2-1-10
石垣島吹通川マングローブ林の比重画分
別土壌有機物特性－安定化機序の解明に
向けて－

○濵田航太　他 3 名

9:45

～  

10:00

6-2-9
火山灰土壌のスギ人工林における土壌呼
吸速度の空間的なばらつきとその要因

○阿部有希子　他 6 名

7-1-16
堆肥のBB配合における固結への影響

○古園修治　他 1 名

2-1-11
高温処理および高温・高CO2処理を施した
ビニルハウス内におけるリンゴ栽培下で
の土壌有機物の変化

○青山正和　他 1 名

10:00

～  

10:15

6-2-10
ミミズが土壌表層の放射性セシウムの鉛
直分布に及ぼす影響

○田中草太　他 3 名

7-1-17
く溶性マンガン及び水溶性マンガンの測定の
ためのフレーム原子吸光法（波長403 nm）の
性能評価（室間共同試験による妥当性確認）

○八木寿治　他 1 名

10:15

～  

10:30

総合討論 2-1-12
未利用資源由来の水溶性有機物の被分解
程度とリン不可給化の抑制

○高橋裕太郎　他 1 名

10:30

～  

10:45

7-2-1
プランターを用いた栽培実験による低温
炭化バイオチャーの土壌改良効果に関す
る研究

○鈴木武志　他 5 名

2-1-13
黒ボク土への堆肥施用によるリン吸着能
低減効果の解明

○中村俊貴　他 8 名

10:45

～  

11:00

6-2-11
ドローン空撮画像を用いた土壌調査地点
選定技術の開発 －教師無し学習による圃
場内土壌特性の類型化－

○森下瑞貴　他 1 名

7-2-2
水田転換タマネギ栽培におけるバイオ炭
等の混和が湿害抑制に及ぼす効果

○鹿島啓司　他 1 名

2-1-14
施設土壌へのリンの蓄積が微量金属可溶
性に及ぼす影響

○亀和田國彦

11:00

～  

11:15

6-2-12
東京都檜原村山間地域の傾斜畑における
ダイズ在来品種栽培の窒素収支

○柴田　誠　他 2 名

7-2-3
ホテイアオイ原料バイオ炭の異なる含水
率土壌における団粒への影響

○市谷雅也

2-1-15
アロフェンとリン酸の反応生成物

○山本陽香　他 4 名
11:15～  

11:30

6-2-13
サトウキビ葉由来の植物ケイ酸体の物性
及び圃場でのケイ素循環における重要性

○出海健吾　他 4 名

7-2-4
Optimization of Soil Conditions for the 
Sustainable Enhancement of Crop 
production through water hyacinth biochar

○ Desalew Fentie Meselu　他 1 名

2-1-16
日本農耕地土壌におけるテトラフェニル
ホウ酸ナトリウム抽出法による非交換態K
の定量および規定要因の解明

○鈴木篤人　他 4 名

11:30～  

11:45

6-2-14
西アフリカ半乾燥地における「耕地内休閑
システム」の水食抑制効果および増収効果

○伊ヶ崎健大　他 3 名

2-1-17
阿寒摩周火山性土壌に立地する草地にお
けるカリウムの深度分布と存在形態

○佐々木章晴　他 3 名

11:45～  

12:00

12:00 ～

 
13:00

13:00 ～

 
17:40

総合討論 
（ミニシンポジウム） 
若手研究者が魅せる 

土壌肥料学研究の最前線

昼休み

授賞式・記念講演等
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月　日 9 月15 日（木曜日）

会　場 A B C

部　門 9 4

9:00

～  

9:15

9-1-1
大学教育における学生実験への肥料分析の導入

○佐野修司　他 1 名

9:15

～  

9:30

9-1-2
実習を通して教授する教養科目としての土壌学～京都大
学少人数ゼミ「土から考える日本の農業と環境」実施報告

○舟川晋也　他 2 名

4-4-1
紅色非硫黄細菌由来リポポリサッカライドが微生物資材
中において植物の生育促進に与える影響

○永田知輝　他 5 名

9:30

～  

9:45

9-1-3
半農半X、９１農業に有効な土壌肥料関連技術

○石橋英二　他 1 名

4-4-2
Effect of drought stress on proline and polyamides in 
Lotus japonicus

○ Yongjae Lee　他 5 名

9:45

～  

10:00

9-2-1
第二次世界大戦後における日本の過リン酸工業の復興―
リン鉱石の輸入と過リン酸石灰の生産に着目して―

○河北祐紀

4-4-3
ダイズ導管溢泌液を用いた窒素固定依存率のオンサイト
分析の確立

○大竹憲邦　他 8 名

10:00

～  

10:15

9-2-2
近代日中土壌学交流の先駆者（２）川瀬金次郎（その３）帰
国後の日中交流

○程　為国

4-4-4
パプリカ果実における部位別の元素動態と尻腐れ果発症
との関係

○荒川竜太　他 5 名

10:15

～  

10:30

9-2-3
土壌は生きている　実証18（最終） 
生命システム理論の適用

○陽　捷行

10:30

～  

10:45

10:45

～  

11:00

11:00

～  

11:15

11:15～  

11:30

11:30～  

11:45

11:45～  

12:00

12:00 ～

 
13:00

ポスター発表
第3、第 6、第7、第 9各部門の全て、第4-1、第 4-2、第 8-1各副部門

（V、W、X、Y会場）

昼休み
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9 月15 日（木曜日） 月　日

D E F 百周年記念講堂 会　場

6 7 2 部　門

2-1-18
酸化還元に伴う2:1型層状ケイ酸塩鉱物層
間のカリウム固定量の変化

○中尾　淳　他 5 名

9:00

～  

9:15

6-2-15
緑肥用エンバクの草丈及び葉色を用いた
C/N比の推定

○宮本　昇　他 1 名

7-2-5
リン鉄含有バイオ炭の非アロフェン質黒
ボク土水田への施用の影響

○西田瑞彦　他 9 名

2-1-19
水田土壌中の層状珪酸塩鉱物に伴い形成
される水酸化鉄について

○小暮敏博　他 4 名

9:15

～  

9:30

6-2-16
茶園酸性土壌改良における緑肥効果の検証

○石川翔乃　他 2 名

7-2-6
竹粉堆肥化物のピートモス代替資源とし
ての活用

○野本泰洋　他 2 名

2-1-20
雲母の構造が剥離強度に与える影響の定
量的評価

○山口瑛子　他 2 名

9:30

～  

9:45

6-3-1
主題：セルリー茎部空洞症発生要因について

（第１報） 
副題：無機成分含有量および土壌化学性の比較

○大島宏行　他 4 名

7-2-7
スラグ散布による茶園土壌改良効果の検証

○山崎惟吹　他 4 名

2-1-21
福島県東部の表土中に含まれる2八面体型
2:1混合層珪酸塩鉱物について

○海老澤駿　他 3 名

9:45

～  

10:00

6-3-2
主題：セルリー茎部空洞症発生要因につい
て（第２報） 
副題：養分吸収量と土壌化学性の経時変化

○山本生斗　他 4 名

7-2-8
田畑輪換圃場における牛ふん堆肥由来窒
素の施用から３年間の窒素動態

○小野里凌太　他 4 名

2-1-22
放射性セシウム捕捉ポテンシャルの溶液
条件は移行リスクの推定に最適か？

○宇野功一郎　他 6 名

10:00

～  

10:15

6-4-1
寒地型イネ科草地への窒素施肥量と播種
後経過年数が1番草の収量、分げつ構成お
よびin vitro乾物消化率に及ぼす影響

○三枝俊哉　他 2 名

7-3-1
造粒固化したPS灰，バイオマス灰の元素
供給性とハツカ大根の生育

○平野未佳　他 1 名

2-1-23
ホウ酸塩溶融による土壌, 底質および岩石
試料の元素分析

○山崎慎一　他 2 名

10:15

～  

10:30

10:30

～  

10:45

10:45

～  

11:00

11:00
～  

11:15

11:15～  

11:30

11:30～  

11:45

11:45～  

12:00

12:00～  

13:00

ポスター発表
第3、第 6、第7、第 9各部門の全て、第4-1、第 4-2、第 8-1各副部門

（V、W、X、Y会場）

昼休み
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月　日 9 月15 日（木曜日）

会　場 A B C

部　門

13:00 ～

 
13:15

13:15 ～

 
13:30

13:30 ～

 
13:45

13:45 ～

 
14:00

14:00 ～

 
14:15

14:15 ～

 
14:30

14:30 ～

 
14:45

14:45 ～

 
15:00

15:00 ～

 
15:15

15:15 ～

 
15:30

15:30 ～

 
15:45

15:45 ～  

16:30

16:30～  

16:50

16:50～  

17:20

シンポジウムⅡ

自分事として土をとらえる感性を 
育むために 

～「土壌教育はなぜ必要なのか」 
を考える～

シンポジウムⅢ

農耕地土壌におけるプラスチック問題の 
解決をめざして
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9 月15 日（木曜日） 月　日

D E F 百周年記念講堂 会　場

部　門

13:00 ～

 
13:15

13:15 ～

 
13:30

13:30 ～

 
13:45

13:45 ～

 
14:00

14:00 ～

 
14:15

14:15 ～

 
14:30

14:30 ～

 
14:45

14:45 ～

 
15:00

15:00 ～

 
15:15

15:15 ～

 
15:30

15:30 ～

 
15:45

15:45 ～  

16:30

16:30～  

16:50

16:50～  

17:20

シンポジウムⅣ

みどりの食料システム戦略の 
時代に土づくりをどう伝えるか

シンポジウムⅠ

【公開シンポジウム】
地球温暖化に対処する 

土壌肥料学
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2022年度日本土壌肥料学会賞等授賞式・記念講演

日時：2022年9月14日（水）　13：00 ～17：40
会場：東京農業大学世田谷キャンパス　百周年記念講堂

【ご挨拶とお知らせ】（13：00 ～ 13：20）
東京大会運営委員長、日本土壌肥料学会会長、東京農業大学学長、2023年度大会運営委員長

【授賞式】（13：20 ～ 13：50）
第67回（2022年度）日本土壌肥料学会賞
江沢　辰広:アーバスキュラー菌根共生における物質輸送の分子基盤と環境応答
舟川　晋也:比較土壌生態学による土壌資源の持続的利用に関する研究
牧野　知之:土壌中における有害元素の動態と作物吸収低減に関する研究

第27回（2022年度）日本土壌肥料学会技術賞
鈴井　伸郎:植物RIイメージング技術の開拓と植物栄養学研究への展開

第40回（2022年度）日本土壌肥料学会奨励賞
伊藤　英臣:農耕地の窒素循環と農業害虫に関わる土壌微生物の研究
内田　義崇:農耕地土壌における窒素動態の解析とN2O発生削減技術の開発に向けた分野融合的研究
木下林太郎:土壌の地理的空間変動解析による肥沃度改善への貢献
丸山　隼人:植物の土壌中難利用性リン獲得機構に関する研究
山崎　清志:圃場観察に基づいた根の栄養屈性の発見

第11回（2022年度）日本土壌肥料学会技術奨励賞
櫻井　道彦:有機栽培畑における実践的な土づくりと養分供給技術の開発

第11回（2022年度）日本土壌肥料学会貢献賞
瀧　　勝俊:中部支部における土壌教育活動の実施体制の整備と長年にわたる運営および実践

日本土壌肥料学雑誌論文賞
高橋　智紀、西田　瑞彦、浪川　茉莉:原位置において簡易に測定できるガス拡散係数測定装置
人見　良実、吉泉　裕基、亀和田國彦:�埋設型ライシメータ利用による黒ボク土畑での牛糞堆肥連用が窒素

動態に及ぼす影響評価
SSPN Award
Fan�Wang、Reiko�N.�Itai、Tomoko�Nozoye、Takanori�Kobayashi、Naoko�K.�Nishizawa、Hiromi�Nakanishi:
The�bHLH�protein�OsIRO3�is�critical�for�plant�survival�and�iron�（Fe）�homeostasis�in�rice�（Oryza�sativa�L.）�
under�Fe-deficient�conditions

【記念講演】（13：50 ～ 17：40）
第67回（2022年度）日本土壌肥料学会賞（13：50 ～ 14：50）

１．アーバスキュラー菌根共生における物質輸送の分子基盤と環境応答
江沢　辰広（北海道大学大学院農学研究院）

２．比較土壌生態学による土壌資源の持続的利用に関する研究
舟川　晋也（京都大学大学院地球環境学堂）

３．土壌中における有害元素の動態と作物吸収低減に関する研究 
牧野　知之（東北大学大学院農学研究科）

第27回（2022年度）日本土壌肥料学会技術賞（14：50 ～ 15：10）
植物RIイメージング技術の開拓と植物栄養学研究への展開

鈴井　伸郎（量子科学技術研究開発機構高崎量子応用研究所）

　（休憩）15:10 ～ 15:20
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第40回（2022年度）日本土壌肥料学会奨励賞（15：20 ～ 16：40）
（座長:大塚　重人1、程　為国2、高橋　智紀3、信濃　卓郎4,5）

１．農耕地の窒素循環と農業害虫に関わる土壌微生物の研究
伊藤　英臣（産業技術総合研究所）

２．農耕地土壌における窒素動態の解析とN2O発生削減技術の開発に向けた分野融合的研究
内田　義崇（北海道大学大学院農学研究院）

３．土壌の地理的空間変動解析による肥沃度改善への貢献
木下　林太郎（帯広畜産大学）

４．植物の土壌中難利用性リン獲得機構に関する研究
丸山　隼人（北海道大学大学院農学研究院）

５．圃場観察に基づいた根の栄養屈性の発見
�山崎　清志（東京大学大学院農学生命科学研究科）

第11回（2022年度）日本土壌肥料学会技術奨励賞（16：40 ～ 16：55）
（座長:高橋　智紀）

有機栽培畑における実践的な土づくりと養分供給技術の開発
櫻井　道彦（北海道立総合研究機構農業研究本部十勝農業試験場）

第11回（2022年度）日本土壌肥料学会貢献賞（16：55 ～ 17：10）
中部支部における土壌教育活動の実施体制の整備と長年にわたる運営および実践

瀧　勝俊（愛知県農業総合試験場環境基盤研究部）

2022（令和4）年度日本農学賞・読売農学賞受賞記念講演（17：10 ～ 17：35）
土壌情報システムの基盤構築とその応用による土壌の劣化防止と修復に関する研究

小﨑　隆（愛知大学国際コミュニケーション学部）

【論文賞・SSPN Award業績の掲示】※ポスター会場に掲示されます。
日本土壌肥料学雑誌論文賞

１．原位置において簡易に測定できるガス拡散係数測定装置
�高橋　智紀（農研機構東北農業研究センター）、

西田　瑞彦（東北大学大学院農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター）、
浪川　茉莉（農研機構東北農業研究センター）

２．埋設型ライシメータ利用による黒ボク土畑での牛糞堆肥連用が窒素動態に及ぼす影響評価
人見　良実（栃木県農業試験場）、

吉泉　裕基（栃木県農政部経営技術課）、
亀和田　國彦（栃木県農業試験場）

SSPN Award
The bHLH protein OsIRO3 is critical for plant survival and iron (Fe) homeostasis in rice (Oryza sativa L.) under 
Fe-deficient conditions  

�Fan�Wang、Reiko�N.�Itai、Tomoko�Nozoye（東京大学大学院農学生命科学研究科）、
Takanori�Kobayashi、Naoko�K.�Nishizawa（石川県立大学生物資源工学研究所）、

Hiromi�Nakanishi（東京大学大学院農学生命科学研究科）

【注意事項】
　�新型コロナ感染症等により、講演者が出席できない場合は、適宜繰り上げて進めますので、講演時間帯が変更に
なることを御承知おきください。
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シンポジウム予定表
月　日 9 月 15日（木）
時　間 13：00 ～ 16：30 13：00 ～ 17：20 13：00 ～ 17：20 13：00 ～ 16：50
会　場 百周年記念講堂 A 会場 C 会場 E 会場

シンポジウム名 シンポジウムⅠ シンポジウムⅡ シンポジウムⅢ シンポジウムⅣ

主　題
【公開シンポジウム】
地球温暖化に対処する

土壌肥料学

自分事として土をとらえる
感性を育むために

～「土壌教育はなぜ必要なのか」
を考える～

農耕地土壌における
プラスチック問題の

解決をめざして
みどりの食料システム戦略の

時代に土づくりをどう伝えるか

座長団 樋口恭子・柳澤修一 藤間　充・平井英明・浅野陽樹・
森　圭子・赤羽幾子 勝見尚也・星野（高田）裕子 西田瑞彦・内山知二

演題
および

話題提供者

•  温暖化にも関わる窒素問題： 
食と土壌と窒素の深い関係

林　健太郎
（地球研 / 農研機構）

•  土壌炭素貯留と気候変動緩和・
適応策 
～土壌炭素は地球を救う！～

中島　亨
（東京農業大学）

•  農業における土壌炭素蓄積と 
温室効果ガス排出抑制に関する
技術と土づくり

加藤　拓
（東京農業大学）

•  低炭素社会の実現を目指した 
土壌生物研究

〇妹尾啓史 1, 2・増田曜子 1, 2・ 
Shen Haoyang1・Xu Zhenxing1・ 

Zhang Zhengcheng1・山中遥加 1・ 
佐藤咲良 1・伊藤英臣 3・白鳥 　豊 4・ 
大峽広智 4・小暮敏博 5・高橋嘉夫 5・ 

Shen Weishou6

（1 東大院農，2 CRIIM， 
3 産総研北セ , 4 新潟農総研 ,  

5 東大院理 , 6 NUIST）

•  植物の栄養研究はどう温暖化に 
貢献できるのか

藤原　徹
（東大院農）

第１部）
自分事として土をとらえるために 
～「土壌教育はなぜ必要なのか、 
なぜ土を知る必要があるのか。」
を考える

【座長：藤間　充】

•  土の必要性を伝えるために学校
教育の現状を考える 
－学校教育における土壌教育の 
現状と土を扱う技術科教育の課題－

浅野陽樹（鹿児島大学）
平井英明（宇都宮大学）

•  地球環境の安定性を支える 
土壌の機能 
その象徴として「土壌団粒」は 
土壌教育に有効か

和穎朗太（農研機構）

•  水田の機能について考える 
土壌学から見た水田の利点： 
安定性と高収性

久馬一剛（京都大学名誉教授）

第 2 部） 
暮らしの中で育まれる 
土への感性と土の役割への気づき

【座長：平井英明】

•  学習者の文化環境に目を向ける 
―「土壌教育の国際ガイドライン」
の理念における Learner focus の
意義―

平井英明（宇都宮大学）

•  自分のルーツと土との関りを 
考える 
地名から触れる先祖達の土への
まなざし

若林正吉（農研機構本部）
藤間　充（山口大院創成科学）

•  土壌教育はなぜ必要なのか 
土壌教育における真・善・美・志

陽　捷行（北里大学）

総合討論：
 「自分事として土をとらえる感性を
育むために」 
～「土の必要性の伝え方」を考える

【座長団：浅野陽樹・森　圭子・ 
赤羽幾子】

•  海洋マイクロプラスチック問題
の現状と展望 
プラスチックが海に蓄積を続け
ると何がまずいのか？

中嶋亮太 
（海洋研究開発機構　 

海洋プラスチック動態研究グループ）

•  流域～河川～海域における 
プラスチックごみの動態

二瓶泰雄 
（東京理科大学　理工学部）

•  農業分野から排出されるプラス
チックをめぐる情勢

石原孝司 
（農林水産省　農産局技術普及課）

•  農耕地土壌におけるマイクロプ
ラスチック：発生源、影響、海
洋への移行

勝見尚也 
（石川県立大学　生物資源環境学部）

•  生分解性プラスチックマルチの
利用拡大に向けて 
生分解性マルチの土壌中の分解

星野（高田）裕子 
（農研機構　農業環境研究部門）

•  みどりの食料システム戦略が 
目指すもの

井原啓貴
（農林水産技術会議事務局）

• 土づくり、理想と現実のギャップ
今野智寛

（宮城県古川農業試験場）

•  若手指導者による土づくり指導
の実態と悩み

鷲尾建紀
（岡山県農林水産総合センター）

• 土づくりをどう伝えるか
金田吉弘

（秋田県立大学名誉教授）

•  土づくり講習の今昔 
－足りない時代から余る時代に－

吉田清志
（全農長野県本部）

•  土壌肥料のプロになりたくない
のか

笛木伸彦
（道総研農業研究本部）
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日本土壌肥料学会2022年度東京大会　公開シンポジウム

地球温暖化に対処する土壌肥料学

日　　時:2022年9月15日（木）13:00-16:30
会　　場:東京農業大学世田谷キャンパス　百周年記念講堂
参加方法:�日本土壌肥料学会2022年度東京大会に参加していない方は、大会webサイト（https://

www.jssspn.org/2022/）より事前登録が必要です。事前登録をおこなうとキャンパス入構
依頼書のダウンロードが可能となりますので、正門あるいは経堂門でご提示の上、入構し
てください。

主　　催:一般社団法人日本土壌肥料学会2022年度東京大会運営委員会

趣　　旨:
　地球温暖化の加速が世界各地に災害等をもたらしており、2030年までの人類の活動がその後の地球
の温暖化を決定づけるとの見解も出されている。農業は温室効果ガスの主要な発生源の１つであると
共に、農法などの改良によって炭素貯留にも貢献することができる。本シンポジウムでは、日本土壌
肥料学会員が進めている地球温暖化に対処する研究活動を紹介するとともに、今後の進むべき方向に
ついて議論する。

次　　第:
座 長 団:樋口�恭子（東京農業大学応用生物科学部）
　　　　　柳澤�修一（東京大学大学院農学生命科学研究科）

13:00-��はじめに
� 　樋口�恭子（東京農業大学応用生物科学部）
13:05-��挨拶
� 　東京農業大学　副学長
13:10-� 温暖化にも関わる窒素問題:食と土壌と窒素の深い関係
� 　林�健太郎（農業・食品産業技術総合研究機構/総合地球環境学研究所）
13:40-� 土壌炭素貯留と気候変動緩和・適応策～土壌炭素は地球を救う！～
� 　中島　�亨（東京農業大学地域環境科学部）�
14:10-� 農業における土壌炭素蓄積と温室効果ガス排出抑制に関する技術と土づくり
� 　加藤　�拓（東京農業大学応用生物科学部）�
14:40-15:00　休憩
15:00-� 低炭素社会の実現を目指した土壌生物研究
� 　妹尾�啓史（東京大学大学院農学生命科学研究科）
15:30-� 植物の栄養研究はどう温暖化に貢献できるのか
� 　藤原　�徹（東京大学大学院農学生命科学研究科）
16:00-� 総合討論　これからの方向性
� 　柳澤�修一（東京大学大学院農学生命科学研究科）
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高校生による研究発表会（東京）

１．日程
　2022年9月13日（火）　（コアタイム13：00 ～ 14：30）

２．会場
　東京農業大学 世田谷キャンパス 1号館3階　331教室（X会場）および332教室（Y会場）

３．審査結果と講評　
　表彰式：2022年9月13日（火）16：00 ～　1号館3階　341教室
　また、日本土壌肥料学会webサイトに掲載します。

４．発表番号・発表演題・発表者・高校
H-01　 北海道稲田におけるCNSL添加によるメタン発生抑制のメカニズム研究  

　ななつぼしにおける効果測定　
麓おのは

（札幌日本大学高等学校　SSH）

H-02　士幌町の有機栽培モデル農場の確立へ　～馬鈴薯の収量安定化に向けた試験栽培～
中森勇登・水上　秦

（北海道士幌高等学校　畑作専攻班）

H-03　サトイモの超促成栽培に関する研究　　　　　　　　　　　　　　　
森谷岳琉・村山美夏・青柳圭晄・太田朝尭・東海林尋斗・平澤昇悟・坂木琉依

（山形県立村山産業高等学校　農業科学部サトイモ研究班）

H-04　オタネニンジンの生育における土壌形態と物理性の調査研究
長岡鈴菜・永井遼太朗・大下哲平・石原玲乃彩・亀田京香・中村好花

（栃木県立鹿沼南高等学校　環境緑地科）

H-05　 タマネギ連作圃場でリン酸減肥栽培がタマネギの収量に及ぼす影響  
－リン酸肥料の違いによる検証－

清平哲生志・水上道人
（北海道岩見沢農業高等学校　農業科学科　SS専攻班）

H-06　バイオチャーの散布はダイコンの成長及び収量に影響を与えるか
中村宥継・鹿住祐世・松本悠花・松浦萌生・南部夏歩

（東京農業大学第三高等学校　理数探究課程）

H-07　 カボチャの種、捨てますか？育てますか？  
　家庭でできる工夫

高津伊吹・迎　翼・小林駿太・吉本諭史
（神奈川県立横浜緑ケ丘高等学校　化学生物同好会）

H-08　 高オレイン酸ヒマワリ種子の飼料化に向けた研究　  
～肉質及び脂肪中オレイン酸割合の向上を目指して　Ｓｅｃｏｎｄ　ｓｅａｓｏｎ～

村居尚生・阿部正英・上澤太陽・三浦凱斗・森崎祐世・鈴木虹花
（青森県立三本木農業恵拓高等学校　動物科学科　ＣＯＷ飼う’Ｓ）
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H-09　 廃棄ニンジンを活用した機能性鶏卵の生産に向けた研究  
～卵黄色及び卵黄中レチノール量の向上を目指して～

森崎祐世
（青森県立三本木農業恵拓高等学校　ＰＩＮＥ　ＬＡＢ）

H-10　木材廃棄物の再利用実験
鈴木聖人・二瓶京汰郎・吉田　光

（北海道函館中部高等学校　普通科　ＳＳ特講Ⅲ）
��

H-11　木材腐朽菌を用いた割り箸の堆肥化
當眞志生・富岡柚宇希

（立命館慶祥高等学校　シンガポール国際共同課題研究）

H-12　 土壌中のケラチン分解細菌の発見と羽毛分解能力の検証  
　校内の廃棄羽毛を利用したオリジナル窒素肥料開発に向けて　　　　　　　　　　　　　　　

平井智也・一場祥仁・中西将也・井上大聖
（広島県立西条農業高等学校　生物工学科　ケラチン分解細菌班）

H-13　ソバにおけるエンドファイトの単離と利用
東海林隆磨・立里智洸・片倉悠斗・阿部一馬・渡辺佑馬・冨岡大輝・松田青華

（山形県立村山産業高等学校　農業科学部エンドファイト研究班）

H-14　 鉄分量の多いもやしの栽培  
　キレート錯体の形を利用した鉄イオンの吸収率の変化

松賀瞳直
（立命館慶祥高等学校　SS課題研究III）

H-15　北海道岩見沢農業高校における土地管理が土壌化学性および土壌炭素含有率におよぼす影響
阿部ひなぎ・上野翔太・川合　翔・今野優真・佐藤　春・茂内有蘭・鈴木紫雲

（北海道岩見沢農業高等学校　農業土木工学科　環境アセスメント班）

H-16　 都市部に適した「樹木環境の復元」と「土壌改良」について  
～国天然記念物馬場大門ケヤキ並木保護更新プロジェクト～

遠藤雅俊・翁長直希・秋田亜海・石毛勇武・稲村　晃
（東京都立農業高等学校　造園部）

H-17　 高吸水性ポリマーを添加した土壌の保水性  
　合成系SAPを添加した土壌の保水性の簡易的な測定

堀田兼吾・菅原颯琉
（東京都立科学技術高等学校　課題研究）

H-18　人工降雨が環境に与える影響について
鮫島丈人・長濵康太・鈴木　佑・伊藤　来

（愛知県立豊田西高等学校　ＳＳ課題研究Ⅴ）

H-19　 天然染料と媒染剤の関係  
　食料廃棄物から環境問題への貢献

石川貴晴・那須　淳・遠藤乃々・白石雛子
（市立札幌開成中等教育学校）

H-20　学校構内の表土に生息する土壌生物
神谷優季・遠藤新平・細澤直起

（学校法人静岡理工科大学静岡北高等学校）
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月日 開始 終了 会場 担当講演 氏名

第
１
部
門

9/13（火）

9:00 10:15

F

1-1-1 ～ 5 鈴木克拓

10:30 11:45 1-1-6 ～ 10 坂井　勝

15:00 16:00 1-1-11 ～ 14 阪田匡司

第
２
部
門

9/13（火） 16:15 17:45 F 2-1-1 ～ 6 平舘俊太郎

9/14（水）

9:00 9:30

F

2-1-7 ～ 8 小林孝行

9:30 10:15 2-1-9 ～ 11 和穎朗太

10:30 11:15 2-1-12 ～ 14 村野宏達

11:15 12:00 2-1-15 ～ 17 中尾　淳

9/15（木）
9:00 9:45

F
2-1-18 ～ 20 勝見尚也

9:45 10:30 2-1-21 ～ 23 光延　聖

第
３
部
門

9/13（火）

9:15 10:00

B

3-1-1 ～ 3 鈴木一輝　

10:00 10:45 3-1-4 ～ 6 沢田こずえ

11:00 11:45 3-1-7 ～ 9 齋藤勝晴　

14:45 15:30 3-1-10 ～ 12 海野佑介

15:30 16:15 3-1-13 ～ 15 美世一守

16:30 17:30 3-1-16 ～ 19 諸　人誌

第
４
部
門

9/13（火）

9:00 10:00

C

4-1-1 ～４ 小林奈通子

10:00 10:45 4-1-5 ～ 7 丸山隼人

11:00 12:00 4-1-8 ～ 11 田中伸裕

14:45 16:00 4-1-12 ～ 16 山崎清志

16:15 17:30 4-2-1 ～ 5 上野大勢

9/14（水）

9:15 10:00

B

4-2-6 ～ 8 吉成　晃

10:00 11:00 4-2-9 ～ 12 植田佳明

11:15 12:00 4-2-13 ～ 15 田畑　亮

9:00 10:00

C

4-3-1 ～ 4 小林安文

10:15 11:15 4-3-5 ～ 8 浦口晋平

11:15 12:00 4-3-9 ～ 11 小林佑理子

9/15（木） 9:15 10:15 C 4-4-1 ～ 4 岡崎圭毅

月日 開始 終了 会場 担当講演 氏名

第
５
部
門

9/13（火）

9:45 10:30

A

5-1-1 ～ 3 高田裕介

10:45 11:30 5-1-4 ～ 6 西垣智弘

14:45 15:30 5-2-1 ～ 3 木下林太郎

15:45 16:15 5-2-4 ～ 5 柳由貴子

第
６
部
門

9/13（火）

9:00 9:45

D

6-1-1 ～ 3 水野貴文

10:00 11:00 6-1-4 ～ 7 森塚直樹

11:00 12:00 6-1-8 ～ 11 中川進平

14:45 15:45 6-1-12 ～ 15 高橋智紀

15:45 16:30 6-1-16 ～ 18 渡邊修一

16:45 17:45 6-2-1 ～ 4 髙本　慧

9/14（水）
9:00 10:45

D

6-2-5 ～ 10
+ 総合討論

（ミニシンポ：『若手研
究者が魅せる土壌肥料

学研究の最前線』）

永野博彦 /
杉原　創

（ミニシンポ）

11:00 12:00 6-2-11 ～ 14 安藤　薫

9/15（木）
9:15 9:45

D
6-2-15 ～ 16 戸上和樹

9:45 10:30 6-3-1 ～ 2, 6-4-1 德田進一

第
７
部
門

9/13（火）

14:45 15:45

E

7-1-1 ～ 4 松田　晃

16:00 16:45 7-1-5 ～ 7 佐々木由佳

16:45 17:45 7-1-8 ～ 11 西田瑞彦

9/14（水）
9:00 10:30

E
7-1-12 ～ 17 加藤雅彦

10:45 11:45 7-2-1 ～ 4 上野秀人

9/15（木） 9:15 10:30 E 7-2-5 ～ 8, 7-3-1 鈴木武志

第
８
部
門

9/13（火）

9:00 10:00

E

8-1-1 ～ 4 塚田祥文

10:15 11:00 8-1-5 ～ 7 山田大吾

11:00 12:00 8-1-8 ～ 11 藤村恵人

9/14（水）

9:00 10:00

A

8-1-12, 8-2-1 ～ 3 当真　要

10:00 10:45 8-2-4 ～ 6 南川和則

11:00 12:00 8-2-7 ～ 10 渕山律子

第
９
部
門

9/15（木）
9:00 9:45

A
9-1-1 ～ 3 赤羽幾子

9:45 10:30 9-2-1 ～ 3 若林正吉

座　長　表
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1-1　物質循環・動態
＜9月13日（火）＞ F会場

1-1-1 石垣島のサトウキビ畑における異なる有機物連用が土壌の物理性に及ぼす影響
○江口定夫・寺島義文・入嵩西敦・渕山律子・中野恵子・朝田　景・伊勢裕太・神田隆志・安西俊彦

1-1-2 日本国内の食料生産における養分収支と養分利用効率
○三島慎一郎

1-1-3 自動水管理システムを利用した玄米中 As・Cd の同時低減技術
○中村　乾・加藤英孝・安部　匡・石川　覚・馬場浩司

1-1-4 可溶性低分子有機物の腐植質土壌中における吸着移動について
○石黒宗秀・大月　遥・李アイリン・ホセイン モハマドイマーム

1-1-5 火山灰土壌における粘土鉱物への吸着によるアラニン無機化の抑制
○北川夏子・渡邉哲弘・沢田こずえ・國頭　恭・舟川晋也

1-1-6 レタス栽培圃場の土壌水分
○中西　充

1-1-7 水田転換畑と黒ボク土畑におけるアスパラガス枠板式高畝栽培の土壌水分動態の比較
○岩田幸良・柳井洋介・山地優徳・池内隆夫・中西　充・中村智哉

1-1-8 枠板式高畝栽培下の土壌溶液中電気伝導率の連続計測
○柳井洋介・岩田幸良・山地優徳・中西　充・瑞慶村知佳・濵田康治・中村智哉・池内隆夫

1-1-9 土壌の湛水が開花期後のダイズの蒸散速度に及ぼす影響とその律速要因の解明
○久保田滋裕・西田和弘・吉田修一郎

1-1-10 水田土壌中の被覆肥料カプセル残渣が CO2，CH4排出に与える影響
○張　天・前田守弘・宗村広昭

1-1-11 秋田沿岸海成堆積岩地帯の高い渓流水リン濃度をもたらす要因の解明 - ケイ酸が固相リンの可溶化に及ぼす影響 -
○早川　敦・河田　歩・白岩康成・石川祐一・高橋　正

1-1-12 鉾田川の公共用水域水質調査結果への多変量解析の適用
○箭田佐衣子・松森堅治・板橋　直・朝田　景・林　暁嵐・中島泰弘・大内孝雄・北村立実・江口定夫

1-1-13 ブナ壮齢二次林における虫害や結実豊凶は年間土壌呼吸量に影響したか？
○小野賢二・安田幸生・橋下　徹・星野大介・森下智陽

1-1-14 凍土中の透水プロセスが少雪寒冷地域の流域水循環に与える影響
○三原州人・倉持寛太・当真　要・波多野隆介

＜9月13日（火）＞ V会場

P1-1-1 メタン発酵消化液の固液分離が施用後の有機態窒素の無機化と炭素貯留に及ぼす影響
○中村真人・折立文子・北川　巌・櫻井道彦・坂本樹一郎

P1-1-2 物流データに基づく日本の畜産業及び畜種別の窒素フローと窒素利用効率の解析
○平野七恵・江口定夫・織田健次郎・松本成夫

P1-1-3 耕起は火山灰土壌の難分解性有機物の分解を促進するか？－同位体トレーサー法を用いてー
○早川智恵・山中春香・内田陽之・藤井一至・平井英明・小﨑　隆

P1-1-4 液状きゅう肥多量連用飼料畑における31年間の土壌全炭素・全窒素・可給態窒素各含量の推移
○新美　洋

P1-1-5 無人航空機空撮画像と物体認識深層学習モデルによる放牧地の糞検出と分布認識
○安黒守敬・森　昭憲・金子　真・秋山雄希・上野秀人・倉持寛太・波多野隆介・当真　要

P1-1-6 14C 年代データを用いた長期間にわたる炭素貯留速度の解析
○山北絵理・平舘俊太郎

P1-1-7 安定同位体質量分析における自動希釈による量依存補正手法の開発
○中島泰弘

P1-1-8 スギ林下層土壌における硝酸イオン溶脱量
○馬場光久・目黒優大・中塔花梨・田中杏南・立柳楓香・柿野　亘

P1-1-9 COVID-19のパンデミックによる経済活動低下が森林域への大気由来物質流入へ及ぼす影響
○伊藤優子・岡本　透・高瀬恵次・堀澤　栄・小林政広

P1-1-10 針広混交林構成樹種の細根と葉が分解中に放出する成分の MIX 効果
○柵木香奈穂・眞家永光・平野恭弘・林　亮太・千葉尚哉・谷川東子

P1-1-11 中耕除草作業が水田土壌中に封入されたメタン（CH4）動態に与える影響
○浪江日和・島田かさね・趙　双双・当真　要・石黒宗秀・波多野隆介

P1-1-12 降雨遮断による強度な土壌乾燥処理が土壌 CO2および CH4動態に及ぼす影響
○阪田匡司・釣田竜也

P1-1-13 ダイズ栽培期間における土の水分移動特性の変化
○坂井　勝・田中敦基・長菅輝義
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P1-1-14 粘土質転換畑圃場における暗渠流出水中硝酸イオンのδ15N，δ18O およびΔ17O の時期変動
○鈴木克拓・中島泰弘

P1-1-15 登熟期の水管理が玄米たんぱく質濃度および米の外観品質に与える影響
○西田和弘・松本悠志・塚口直史・吉田修一郎

P1-1-16 排水路水位の上昇に対する暗渠出口へのフラップゲート装着の効果
○吉田修一郎・持永　亮・満田幸恵

2-1　土壌有機・無機成分の構造・機能・ダイナミクス
＜9月13日（火）＞ F会場

2-1-1 腐植物質の化学構造と生物分解性との関係
藤井朱瑞・○渡邉　彰

2-1-2 Understanding Stabilization Mechanism of Soil Organic Matter by Molecular Composition Analysis
○HAN LYU・渡邉哲弘・Ruohan ZHONG・舟川晋也

2-1-3 高緯度北極湿原における凍土融解水中の溶存有機物の光分解作用の解析
○阪上詩織・壷田紘花・木田森丸・鈴木武志・藤嶽暢英

2-1-4 13C 標識による菌体由来結合型土壌有機物生成過程の追跡
○山本真子・渡邉　彰

2-1-5 グルコースおよび無機態窒素の供給量増加と温暖化の複合的インパクトが土壌炭素分解速度に及ぼす影響
○飯村康夫・田中大地・高橋花鈴

2-1-6 Linking chemical structure of dissolved organic matter with soil aggregate formation and stability: A model experiment
○Kiattisak Sonsri・Akira Watanabe

＜9月14日（水）＞ F会場

2-1-7 土壌団粒内で起こる炭素・窒素動態の解明：同位体トレーサー法から団粒階層性に切り込む
○和穎朗太・梶浦雅子・早川智恵

2-1-8 X 線光電子分光法による有機無機複合体の表面化学性評価：問題点および展望
○井上　弦・浅野眞希・和穎朗太

2-1-9 鉱物結合型土壌有機物量を決定する要因の解析
○大平麻有里・大下田真帆・藤嶽暢英・木田森丸

2-1-10 石垣島吹通川マングローブ林の比重画分別土壌有機物特性－安定化機序の解明に向けて－
○濵田航太・大塚俊之・藤嶽暢英・木田森丸

2-1-11 高温処理および高温・高 CO2処理を施したビニルハウス内におけるリンゴ栽培下での土壌有機物の変化
○青山正和・伊藤大雄

2-1-12 未利用資源由来の水溶性有機物の被分解程度とリン不可給化の抑制
○高橋裕太郎・加藤雅彦

2-1-13 黒ボク土への堆肥施用によるリン吸着能低減効果の解明
○中村俊貴・矢内純太・田牧卓真・齋藤龍司・西田瑞彦・平井英明・早川智恵・高橋行継・中尾　淳

2-1-14 施設土壌へのリンの蓄積が微量金属可溶性に及ぼす影響
○亀和田國彦

2-1-15 アロフェンとリン酸の反応生成物
○山本陽香・福島秀斗・山口紀子・森　裕樹・平舘俊太郎

2-1-16 日本農耕地土壌におけるテトラフェニルホウ酸ナトリウム抽出法による非交換態 K の定量および規定要因の解明
○鈴木篤人・矢内純太・若林正吉・東　和喜・中尾　淳

2-1-17 阿寒摩周火山性土壌に立地する草地におけるカリウムの深度分布と存在形態
○佐々木章晴・当真　要・倉持寛太・波多野隆介

＜9月15日（木）＞ F会場

2-1-18 酸化還元に伴う2:1型層状ケイ酸塩鉱物層間のカリウム固定量の変化
淺野育美・○中尾　淳・若林正吉・Olivier Evrard・小暮敏博・矢内純太

2-1-19 水田土壌中の層状珪酸塩鉱物に伴い形成される水酸化鉄について
○小暮敏博・佐藤咲良・増田曜子・高橋嘉夫・妹尾啓史

2-1-20 雲母の構造が剥離強度に与える影響の定量的評価
○山口瑛子・中尾　淳・奥村雅彦

2-1-21 福島県東部の表土中に含まれる2八面体型2:1混合層珪酸塩鉱物について
○海老澤駿・小暮敏博・菊池亮祐・中尾　淳

2-1-22 放射性セシウム捕捉ポテンシャルの溶液条件は移行リスクの推定に最適か？
○宇野功一郎・中尾　淳・奥村雅彦・小暮敏博・和穎朗太・山口瑛子・矢内純太
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2-1-23 ホウ酸塩溶融による土壌 , 底質および岩石試料の元素分析
○山崎慎一・山岸裕幸・土屋範芳

＜9月13日（火）＞ X会場

P2-1-1 Effects of geochemical properties on organic carbon stabilization in soils of Indo-Gangetic Plain
○RUOHAN ZHONG・Han LYU・渡邉哲弘・Monika KUMARI・M. L. Jat・舟川晋也

P2-1-2 逐次抽出を用いた土壌中のペリレンキノン色素の存在形態
○小林孝行・溝口友規

P2-1-3 有機物存在下での岩石粉砕物の化学風化に伴う中比重団粒形成と炭素蓄積
○松岡かおり・神野　城・島田紘明・和穎朗太

P2-1-4 Effects of spatial variations on soil nitrogen dynamics in Japanese Cypress forest through 15N tracing method
○Zixiao Wang・柴田　誠・Jinsen Zheng・Jiajie Du・舟川晋也

P2-1-5 カルボキシ基を有する農薬の吸着に負電荷支援型水素結合が果す役割の解明
○深津奎祐・前林正弘・礒井俊行・村野宏達

P2-1-6 溶存有機物の表面電荷に pH と低分子有機酸が与える影響
○村野宏達・Zhengyang WANG・永田万由・Joseph PIGNATELLO

P2-1-7 施設園芸土壌におけるカルシウム型リンの蓄積
○山口紀子・和穎朗太・須田碧海・大島正稔・安藤　薫・山本　拓

P2-1-8 土壌のリンの逐次抽出法ー関谷法の再考（第二報）
海老原舞歩・○橋本洋平・髙本　慧

P2-1-9 41K 安定同位体を用いた栽培実験による土壌中カリウム供給力評価
○武田　晃・海野佑介・山田大吾・高久雄一

P2-1-10 模擬微小重力下における土壌中の水溶性養分量の増減
○山村美波・加藤雅彦

P2-1-11 降雨に伴う土壌クラスト生成現象の再現と定量的評価
○石原大輝・山北絵理・河村享政・森　裕樹・平舘俊太郎

P2-1-12 石川県手取川七か用水における被覆肥料に由来するマイクロプラスチックの実態把握
○勝見尚也・楠部孝誠・長尾誠也・大河内博

P2-1-13 マイクロプラスチックに吸着したクロムの化学形態
○川崎美佐子・勝見尚也・橋本洋平

3-1　土壌生物の生態と機能
＜9月13日（火）＞B会場

3-1-1 ポーランド土壌からの、低温乾燥気候に適したダイズ根粒菌の単離解析及び接種効果の評価
○渡邊　陸・Maria Daniela Artigas Ramirez・Sylwia Lewandowska・ベリングラード木村園子ドロテア・安田美智子・

安掛真一郎・大津直子
3-1-2 根粒形成に関与しない根粒菌の窒素固定活性に依存するダイズ遺伝子

○矢野俊一・多久島輝弥・山本昭洋・江澤辰広・佐伯雄一
3-1-3 レッドクローバーによる N₂O 吸収現象の要因解明 

○加々美穣・羽山ちさと・鮫島玲子
3-1-4 Bradyrhizobium ottawaense 株における温室効果ガス N2O の還元能

○原　沙和・Arthur Fernandes Siqueira・菅原雅之・板倉　学・三井久幸・Cristina Sanchez Gomes・佐藤修正・下田宜司・
今泉（安楽）温子・南澤　究

3-1-5 Effect of Penicillium pinophilum and Rhizophagus intraradices inoculation on the tolerance of lettuce to verticillium wilt 
disease

○Sarah Remi Ibiang・Toshiyuki Usami・Kazunori Sakamoto
3-1-6 黒ボク土畑で植物 -AM 菌共生系が獲得するリン形態・量に堆肥連用が与える影響の解明

○高橋雄太郎・杉原　創・田中治夫・坂上桃花・江沢辰広
3-1-7 遺伝子発現解析を用いた慣行および有機農業コムギの菌根機能の比較

○坂上桃花・髙橋雄太郎・杉原　創・Marcel van der Heijden・江沢辰広
3-1-8 アーバスキュラー菌根菌 Rhizophagus clarus の土壌酸性応答における生態型分化

○大森菜花・Tingting Li・中西夏輝・俵谷圭太郎・江沢辰広
3-1-9 アーバスキュラー菌根菌が保持するミトコンドリアウイルスの古代系統 

菌根共生を起点とした菌類・植物への拡散
○江沢辰広・Alessandro Silvestri・丸山隼人・俵谷圭太郎・鈴木芽衣・Duan Yu・Massimo Turina・Luisa Lanfranco

3-1-10 熱帯林土壌におけるリンマイニングによる正のプライミング効果
○沢田こずえ・國頭　恭・渡邉哲弘・北川夏子・Han Lyu・Lam Nguyen Ho・豊田剛己・舟川晋也
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3-1-11 炭素源供給に対する土壌細菌群集の特異な応答
岩田俊亮・水谷奈央子・美世一守・○大塚重人

3-1-12 水稲栽培における有機物、化成肥料の連用が土壌酵素生産に与える影響
○諸　人誌・市川桂菜・國頭　恭

3-1-13 RI イメージング技術を活用した植物の低リンストレス応答が根圏土壌に与える影響の評価
○海野佑介・尹　永根・鈴井伸郎・三好悠太・河地有木・久保堅司・橋本洋平・和崎　淳・信濃卓郎

3-1-14 水稲根エンドファイト形成における土壌－植物根接触の重要性と土壌型の影響
○鈴木一輝・Samuel Oloruntoba Solomon・Asiloglu Rasit・原田直樹

3-1-15 水稲根における窒素固定メタン酸化細菌細胞の13C/15N 同位体顕微鏡観察
○南澤　究・原新太郎・和田直久・Sliver Sung-Yun Hsiao・Meng Zhang・Zhihua Bao・Yoshiyuki Iizuka・Der-Chuen Lee・

佐藤修正・Tang Sen-Lin
3-1-16 土壌窒素固定マイクロバイオームの全球的解明：方法論から大規模解析へ

○美世一守・増田曜子・Zhenxing Xu・Zhengcheng Zhang・白鳥　豊・妹尾啓史・伊藤英臣
3-1-17 鉛汚染濃度 - 脱窒活性 - 機能遺伝子量の関連性 

～ストレス下の機能活性は機能遺伝子量に比例しているのか～
○長田　彬・龍見史恵・内田義崇

3-1-18 水田土壌への硫黄施肥が水稲および微生物に及ぼす影響
○藤田一輝・日渡早映・國頭　恭・中村隆一

3-1-19 ブルキナファソ鉄過剰障害発生水田の細菌群集構造の特徴
○渡邉健史・加藤健斗・川口晃平・尾賀俊哉・伴　佳典・Cécile Harmonie Otoidobiga・Adama Sawadogo・Issa Wonni・

Léonard Ouedraogo・Jean Didier Zongo・Dayéri Dianou・浅川　晋

＜9月15日（木）＞ V会場

P3-1-1 森林土壌への窒素添加がリグニン分解酵素活性へ与える影響
○國頭　恭・須山知美・知識あかり

P3-1-2 黒ボク土傾斜畑における土壌生物性評価（１）土壌 DNA の抽出効率補正法の検討
○森本　晶・伊勢裕太・大友　量・山田浩之・鹿沼信行・高田裕介

P3-1-3 黒ボク土傾斜畑における土壌生物性評価（２）土壌侵食が土壌微生物分布に与える影響の評価および土壌 DNA 量マップの作成
○伊勢裕太・森本　晶・大友　量・山田浩之・鹿沼信行・高田裕介

P3-1-4 [13N]N2ガス精製方法およびトレーサ実験系の確立
○尹　永根・鈴井伸郎・三好悠太・河地有木

P3-1-5 有機転換に伴う圃場管理がアーバスキュラー菌根菌叢に及ぼす影響
○大友　量・福岡直規・小野仁美・吉尾卓宏・忍垂常雄・唐澤敏彦

P3-1-6 水田土壌において鉄還元窒素固定菌への炭素源供給を担う微生物群の解明
○笠原拓己・増田曜子・妹尾啓史

P3-1-7 根圏微生物叢の形成に関与するイネ遺伝子多型の解析
○天野真宏・長谷川昂平・森　拓也・西内俊策・土井一行・松岡　信・吉田英樹・高橋宏和・中園幹生・村瀬　潤

P3-1-8 イネ地下部に感染する微生物叢の品種間比較
○杉村悠作・伊藤和江・寺内良平・阿部　陽

P3-1-9 デジタル PCR によるメタン酸化細菌の定量法の開発と水田土壌表層における菌群の分別定量解析
○新庄莉奈・大江史花・中川晃希・村瀬　潤・浅川　晋・渡邉健史

P3-1-10 メタン排出量の異なるイネ品種の根圏土壌セルラーゼ活性の比較
○酒井順子・迫田　翠・西澤智康・常田岳志

P3-1-11 トウモロコシへの耐湿性遺伝子の導入が根圏微生物叢に及ぼす影響
○村瀬　潤・間野吉郎・大森史恵・高橋秀和・高橋宏和・中園幹生

3-2　土壌生物の応用と制御
＜9月15日（木）＞ V会場

P3-2-1 土壌酵素活性の化学量論とソバの窒素・リン吸収との関係
○神通川優里・國頭　恭・藤田一輝

P3-2-2 The ACC deaminase producing endophytes improved the performance of rhizobia symbiosis with or without salt stress
○KHIN THUZAR WIN・Sawa Hara・Fukuyo Tanaka・Kiwamu Minamisawa・Haruko IMAIZUMI-ANRAKU

P3-2-3 窒素固定エンドファイト（Bradyrhizobium sp. AT1）を接種したサツマイモ地下部のメタボローム解析
○塔野岡（寺門）純子・岡崎圭毅・田中福代・唐澤敏彦・大脇良成

P3-2-4 水田土壌における酵素活性比を用いたイオウ利用性の評価
○日渡早映・國頭　恭・市川桂菜・諸　人誌

P3-2-5 ダンゴムシの排泄物がコマツナの生長に及ぼす影響
○池田英樹
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P3-2-6 全ゲノム PFGE-RFLP 法を用いた田畑輪換圃場におけるダイズ根粒菌共生の評価
○姜　秉宇・中沢伸重・田中草太・高階史章・佐藤　孝

P3-2-7 アーバスキュラー菌根菌の非共生的成長に対するオレイン酸の効果
小澤元輝・○齋藤勝晴

P3-2-8 ３年間の圃場試験におけるネギの収量に対するアーバスキュラー菌根菌の接種効果
佐藤　匠・佐藤　孝・斎藤雅典・鈴木貴恵・福永亜矢子・程　為国・○俵谷圭太郎

P3-2-9 ミナトカモジグサ菌根共生系におけるリン獲得の菌種特徴的分子機構
○永山航平・菅井徹人・佐藤　匠・神山拓也・市橋泰範・渡部敏裕・信濃卓郎・丸山隼人

4-1　植物の多量栄養素
＜9月13日（火）＞C会場

4-1-1 ダイズ根粒・菌根共生系における土壌リン獲得の制御機構
○丸山隼人・浅尾真結子・神山拓也・渡部敏裕・信濃卓郎

4-1-2 イネのリンリサイクリング能に寄与する遺伝子領域の同定と解析
齋藤百花・西田　翔・田中伸裕・Matthew Shenton・俵谷圭太郎・○和崎　淳

4-1-3 シロイヌナズナとゼニゴケの STOP1制御遺伝子群の発現比較
○宮地　右・渡邉ひかり・阿相幸恵・井内　聖・小林正智・小林佑理子・小山博之

4-1-4 イネの OsbZIP1はリン吸収を制御し収量の改善に寄与する
○田中伸裕・吉田紗貴・Saiful Islam・山崎清志・藤原　徹・大森良弘

4-1-5 Identification of a gene involved in loading phosphorus into barley grains
○黄　衡亮・久野　裕・黄　勝・三谷奈見季・佐藤和広・山地直樹・馬　建鋒

4-1-6 シロイヌナズナの根特異的なプロトン駆動力の増強による栄養塩吸収能力の強化
○門田宏太・神谷岳洋・杉浦大輔・鈴木孝征・中川　強・蜂谷卓士

4-1-7 液胞局在型マグネシウム輸送体の機能解析
○小林奈通子・楊　笑雨・大西麻美・栗田悠子・加藤美砂子・田野井慶太朗

4-1-8 植物標本と蛍光 X 線分析を用いた野生植物の元素集積傾向の解析（4） 
日本の野生植物におけるイオウとリンの集積傾向とその正の相関

○水野隆文・近藤大地・河西皓仁・伊東拓朗・村井良徳・山下　純・橋本　篤・渡部敏裕
4-1-9 シロイヌナズナにおけるグルタチオン分解酵素およびシステイニルグリシン分解酵素の解析

伊藤岳洋・宮地俊輔・馬橋美野里・北岩泰祐・西薗亘祐・桑原可奈・安掛真一郎・佐藤心郎・稲葉ジュン・横山　正・
伏信進矢・杉山龍介・丸山明子・平井優美・○大津直子

4-1-10 SAUR regulates the plasma membrane H+-ATPase through STOP1 for Al tolerance in Arabidopsis
○RAJ KISHAN AGRAHARI・Yuriko Kobayashi・Takuo Enomoto・Satoshi Iuchi・Masatomo Kobayashi・

Hiroyuki Koyama
4-1-11 イネのアンモニウム吸収負調節因子 ACTPK1キナーゼの窒素・炭素栄養を介した機能制御

○早川俊彦・内野真子・石澤　仁・バイアー マルセル パスカル
4-1-12 イネの窒素欠乏応答ネットワークにおける OsbZIP11転写因子の役割

○大槻並枝・植田佳明・櫻庭康仁・柳澤修一
4-1-13 シロイヌナズナエコタイプがもつ窒素欠乏環境適応力を高める移動性シグナルの検証

○馬渕敦士・門田慧奈・伊藤和洋・筒井大貴・野田口理孝・櫻庭康仁・祢冝淳太郎・阿部光知・柳澤修一・射場　厚
4-1-14 グルタミンによる窒素応答関連遺伝子の発現抑制における LBD タンパク質および NIGT1転写因子の役割

○鳥井要佑・小西美稲子・櫻庭康仁・柳澤修一
4-1-15 コンプトンカメラを用いたカリウム・ナトリウム動態のオオムギ品種間差の可視化

○河地有木・鈴井伸郎・尹　永根・三好悠太・野田祐作・榎本一之・長尾悠人・山口充孝・樋口恭子・酒井真理・池田隼人・
菊永英寿

4-1-16 シロイヌナズナ由来の転写因子 MYB59の低カリウムに応答した活性化と生長への負の影響
○榎本拓央・田中伸裕・藤原　徹・西田　翔

＜9月15日（木）＞W会場

P4-1-1 難溶性のリン源に対するレンゲの吸収応答
○松本悠希・伊藤（山谷）紘子・野口　章

P4-1-2 蛍光染色によるイネ葉のケイ素蓄積過程の解析
○山地直樹・藤井理樹・三谷奈見季・馬　建鋒

P4-1-3 イネ栄養屈性関連タンパク質 ENR1の標的タンパク質の探索
○山崎清志・藤原　徹

P4-1-4 水稲節間におけるカリウム、非構造性炭水化物蓄積と収量性の品種間差異
○石川淳子・岡村昌樹・荒井（三王）裕見子・近藤始彦
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P4-1-5 Phosphorus deficiency alters root exudates of soybean cultivars
○Tantriani Tantriani・Weiguo Cheng・Akira Oikawa・Keitaro Tawaraya

P4-1-6 イチゴ果実の着果によって変化する根への光合成産物の転流動態
○三好悠太・日高功太・尹　永根・鈴井伸郎・野田祐作・榎本一之・長尾悠人・山口充孝・河地有木

P4-1-7 Koshihikari x Oryza rufipogon introgression line has a high capacity to take up nitrogen to maintain growth under low 
nitrogen conditions

○Bright Adu・Yoshihiro Ohmori・Toru Fujiwara・aizelle Argete
P4-1-8 イネ種子の発芽と登熟における細胞質型グルタミン合成酵素1;3の生理学的な機能

○小島創一・Marcel Beier・石山敬貴・早川俊彦
P4-1-9 イネ根圏における鉄還元菌の活性に地上部と地下部の重量比が関与する

○矢木貴也・Feng Zhihang・大森良弘・増田曜子・妹尾啓史・大峽広智・藤原　徹
P4-1-10 異なる光質が葉野菜の体内元素濃度に及ぼす影響

○芹澤和樹・大橋（兼子）敬子・渡部敏裕
P4-1-11 ナトリウム施用による作物の生育促進効果の品種間差

○石原佳歩・大隅彰太・藤田貴文・実岡寛文・上田晃弘

4-2　植物の微量栄養素
＜9月13日（火）＞C会場

4-2-1 ダイズの莢から子実への元素輸送に関わる因子の解析
○関谷美咲・宇多真梧・福原いずみ・安掛真一郎・山田哲也・大津直子

4-2-2 OsZIP2 mediates xylem loading and preferential distribution of Zn in rice
○黄　勝・山地直樹・馬　建鋒

4-2-3 ホウ酸輸送体 BOR1の偏在と分解を変調する Polarin 化合物群の探索と作用機序の解析
○吉成　晃・佐藤綾人・フロマー ウォルフ・中村匡良

4-2-4 シロイヌナズナ IMA/FEP を介した器官間シグナルによる鉄吸収制御
○田畑　亮・神谷岳洋・井本駿平・木羽隆敏・榊原　均

4-2-5 遺伝子共発現解析によるイネの鉄過剰ストレス耐性機構の探索およびマグネシウム処理の効果の検証
○植田佳明・Matthias Wissuwa

＜9月14日（水）＞B会場

4-2-6 明所におけるライブオートラジオグラフィー装置を用いた葉への鉄流入速度のリアルタイム計測
○樋口恭子・栗田圭輔・酒井卓郎・鈴井伸郎・佐々木実莉・香取摩耶・若林優奈・間嶋勇太・齋藤彰宏・大山卓爾・河地有木

4-2-7 人工シデロフォア鉄（Ⅲ）の還元電位と植物への利用効率の関係
○上野大勢・仁科正徳・松本健司・森塚直樹・鈴木基史

4-2-8 ムギネ酸アナログ PDMA によるトウモロコシとダイズの鉄欠乏改善効果
鈴木優太朗・○小林高範・細田健介・鈴木基史

4-2-9 鉄との協同による植物の新規な根圏改変機能 
　―　根圏フェントン反応による有機環境の改変・ストレスの回避　①

○我妻忠雄・田原　恒・且原真木・土屋善幸・俵谷圭太郎
4-2-10 光合成電子伝達反応の必須栄養素欠乏への多様な応答

古谷吏侑・大西美帆・黒木信一郎・和田慎也・鶴かのん・○三宅親弘
4-2-11 シロイヌナズナ受容体キナーゼ FERONIA の無機元素の恒常性における役割

山沢美湖・○三輪京子
4-2-12 マンガン資材の施用による「あきたこまち R」のごま葉枯病発生抑制

○薄井雄太・藤井直哉・伊藤正志・髙橋竜一・中川進平・伊藤千春・石川　覚
4-2-13 マンガン資材施用によるカドミウム低吸収性品種のごま葉枯病抑制効果

○石川　覚・中田　均・淺木日央里・松下みどり・西川英輝・太田黒駿・安部　匡・須田碧海・倉俣正人・仲田徳也・牧野知之
4-2-14 ダイズの Cs 体内分配に関わるミネラルネットワークの経時的変動

○村島和基・丸山隼人・渡部敏裕・信濃卓郎
4-2-15 SEN1 encodes a peribacteroid-membrane-localised molybdate transporter loading molybdate into nodule symbiosome 

for nitrogen fixation in Lotus japonicus
○Qingnan Chu・箱山雅生・林　誠・藤原　徹

＜9月15日（木）＞W会場

P4-2-1 ホウ素輸送体 NIP5:1のホウ素濃度依存的な翻訳制御に関与する遺伝子の同定
○田中真幸・反田直之・藤原　徹

P4-2-2 ムギネ酸類誘導体の非イネ科植物への葉面散布材としての利用可能性の検証
○細田健介・鈴木基史
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P4-2-3 光合成鉄利用効率を指標としたオオムギ品種サラブ1×ムサシノムギ QTL 解析の立ち上げ
齋藤彰宏・古幡真由子・○小林岳央・久野　裕・樋口恭子

P4-2-4 鉄高集積イネ突然変異体 tetsu1の体内の遷移元素分配様式とその責任遺伝子の探索
○齋藤彰宏・小林岳央・西野俊太・中山智美・川野ななみ・大山卓爾・樋口恭子

P4-2-5 植物の食害防御におけるホウ素の役割
○反田直之・藤原　徹

P4-2-6 The role of vacuolar phosphate efflux transporter OsVPE2 in response to iron excess in rice
○Aung May Sann・Yuna Sato・Hiroki Rai・Atsushi Ogawa・Jeon Jong-Seong・An Gynheung・Naoko K. Nishizawa・

Hiroyuki Hattori・Hiroshi Masuda
P4-2-7 シロイヌナズナにおける ZIP および MTP トランスポーターファミリーの局在解析

○堀川和花・橋口小町・高野順平

4-3　植物の有害元素
＜9月14日（水）＞C会場

4-3-1 根粒着生と菌根形成がダイズのカドミウム吸収と重金属耐性遺伝子の発現に及ぼす影響
○坂本一憲・五藤圭希

4-3-2 OsNRAMP5のアミノ酸変異とマンガンおよびカドミウム吸収能に関する研究
○曲　正桐

4-3-3 出穂前後各3週間における落水時期の違いが水稲の As および Cd 濃度に及ぼす影響
○本間利光・門倉（金子）綾子・水野貴文・馬場浩司・中村　乾・加藤英孝

4-3-4 Duplication of a manganese/cadmium transporter gene leads to low cadmium accumulation in rice grain
余　恩・山地直樹・○馬　建鋒

4-3-5 Identification and functional characterization of a gene responsible for differential As accumulation in rice roots
○王　珮同・馬　建鋒

4-3-6 高塩環境におけるキヌアのナトリウムイオン集積機構
○小林安文・豊島真実・藤田泰成

4-3-7 Al 耐性遺伝子 PGIP1の発現量ゲノムワイド関連解析による PGIP1発現を制御するシグナル伝達経路と遺伝子の同定
Raj Kishan Agrahari・榎本拓央・伊藤弘樹・中野友貴・柳瀬笑子・渡部敏裕・井内　聖・小林正智・山本義治・小山博之・

○小林佑理子
4-3-8 硫気荒原に生息するツクシテンツキのアルミニウム耐性における硫黄の役割

○外島海斗・丸山隼人・和崎　淳・平館俊太郎・神山拓也・信濃卓郎・渡部敏裕
4-3-9 ポジトロンイメージング技術によるリンゴ樹体内セシウム動態の可視化

○野田祐作・吉原利一・鈴井伸郎・尹　永根・三好悠太・榎本一之・河地有木
4-3-10 微生物の水銀輸送体 MerC の液胞膜特異的な発現はシロイヌナズナの無機水銀及び亜ヒ酸耐性を増強する

○土屋佑太・浦口晋平・奥田真優・寒野芙希・米山寧 ・々川上史穂・大城有香・中村亮介・高根沢康一・清野正子
4-3-11 根端分裂組織に対する有害元素毒性の特異性とオーキシンの関係性

○浦口晋平・小田切美優・小川琴未・羽貝知洸・平川桃子・齋藤光莉・大城有香・中村亮介・高根沢康一・清野正子

＜9月13日（火）＞W会場

P4-3-1 堆肥中クロピラリドの生物検定法 （1）照度の違いが残留指数に及ぼす影響
○淺田真由・並木小百合・清家伸康

P4-3-2 シロバナルーピンのセシウム吸収・分配における元素間相互作用
○菅あやね・丸山隼人・古川　純・渡部敏裕・信濃卓郎

P4-3-3 好塩性植物フダンソウにおける鉄の吸収・移行・分配に及ぼすナトリウムの寄与
○山田美奈・藤原直哉・山田　智

P4-3-4 アルミニウム無毒化タンニンの生合成抑制を目指した遺伝子組換えユーカリ
○田原　恒・西口　満

P4-3-5 シロイヌナズナの根端分裂組織に対する有害元素毒性の特異性の解析
○佐藤正和・浦口晋平・大城有香・中村亮介・高根沢康一・清野正子

P4-3-6 コムギの根端における TaALMT1輸送体タンパク質の安定的発現機構の解析
中嶋智子・丸山隼人・氷見英子・山本洋子・○佐々木孝行

P4-3-7 アルミニウム集積植物メラストーマ　（Melastoma malabathricum）の好アルミニウム性における鉄の関与
○山口夢乃・渡部敏裕・信濃卓郎・丸山隼人

P4-3-8 高塩濃度擬似養殖廃液を使用した塩類集積作物の生産性，品質および塩除去能についての解析
○堀内幸樹・山田美奈・山田　智

P4-3-9 アルミニウム集積植物メラストーマにおける FRD3タイプ MATE のアルミニウム輸送への関与
○坂口文香・丸山隼人・佐々木孝行・西田　翔・和崎　淳・信濃卓郎・渡部敏裕
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P4-3-10 異なる窒素条件下において塩化ナトリウムがテンサイの生育に与える影響
○熊谷起一・北岡　哲・小濱諒太・丸山隼人・信濃卓郎・渡部敏裕

P4-3-11 露地栽培結合型アクアポニックスにおける Na 物質収支
○怒和亜里寿・山田美奈・山田　智

P4-3-12 ハーブ類4種の成長に及ぼすアルカリストレスおよび塩・アルカリストレスの影響
○福田皓大・山田美奈・山田　智

P4-3-13 グルタチオンに応答する植物根におけるカドミウム動態の制御機構の解明
○中村太郎・篠澤章久・伊澤かんな・中村進一

4-4　植物の代謝成分と農作物の品質
＜9月15日（木）＞C会場

4-4-1 紅色非硫黄細菌由来リポポリサッカライドが微生物資材中において植物の生育促進に与える影響
○永田知輝・小野寺もも・田中真音・内山優里恵・西片百合・安保　充

4-4-2 Effect of drought stress on proline and polyamides in Lotus japonicus
○Yongjae Lee・橋口正嗣・明石　良・Marwa MR Mahmoud・山本昭洋・佐伯雄一

4-4-3 ダイズ導管溢泌液を用いた窒素固定依存率のオンサイト分析の確立
武田壮史・○大竹憲邦・宮本託志・大山卓爾・斎藤嘉人・末吉　邦・長谷川英夫・佐藤　翼・元永佳孝

4-4-4 パプリカ果実における部位別の元素動態と尻腐れ果発症との関係
○荒川竜太・鳥山星呂・アクリッシュ穂波・渡部敏裕・信濃卓郎・丸山隼人

＜9月13日（火）＞W会場

P4-4-1 Low phosphorus fertilizer requirement of black rice to achieve high yield and grain functionality while reducing grain 
phytic acid accumulation compared to brown rice

○Zaw Oo Aung・Hidetoshi Asai・Kensuke Kawamura・Junichiro Marui・Kazuhiko Nakahara
P4-4-2 水稲の硫黄欠乏を診断するバイオマーカーの探索

○馬橋美野里・岡﨑圭毅・田中福代・人見拓哉・中川進平・古園修治・加藤直人
P4-4-3 野生イネ染色体置換系統を用いたイオン－遺伝子共発現解析によるリン欠乏耐性機構の探索

○松永幸子・大森良弘・藤原　徹
P4-4-4 揮発性有機化合物を利用した非破壊栄養診断の試み

○岡崎圭毅・馬橋美野里・田中福代
P4-4-5 Characterization of nutritropic mutants in rice

○MD NASHIR UDDIN・Kiyoshi Yamazaki・Toru Fujiwara
P4-4-6 チャ遺伝資源におけるテアニン生成能の系統間比較

○利根菜月・福田佑介・山下寛人・一家崇志

5-1　土壌生成・分類
＜9月13日（火）＞ A会場

5-1-1 アロフェン質黒ボク土の一定電荷量を規定する鉱物学的要因の解明
○仲田慎治・中尾　淳・久保寺秀夫・矢内純太

5-1-2 国分寺崖線上の神代農場における谷戸の微地形と土地管理の違いが土壌に与える影響
○小倉大夢・田中治夫・杉原　創

5-1-3 水理環境指標からみた日本の干拓地土壌における堆積環境の特色
○西倉瀬里・川東正幸

5-1-4 ベトナム中部高原の強酸性熱帯林土壌において土壌型の違いが窒素循環に与える影響
○城野沙織・柴田　誠・渡辺伸一・Nguyen Ho Lam・舟川晋也

5-1-5 ドローン画像および機械学習を用いた黒ボク土傾斜畑における大縮尺土壌図の作成
○高田裕介・山田浩之・鹿沼信行・伊勢裕太・神田隆志

5-1-6 包括的土壌分類第1次試案に準拠した土壌分類自動判定システムの開発
○前島勇治・小原　洋・久保寺秀夫・伊勢裕太・高田裕介

＜9月13日（火）＞ V会場

P5-1-1 秋吉台半自然草原土壌の鉱物特性
○柳由貴子・内徳桂子・金子　悠・中尾　淳・矢内純太・岡本　透・太田陽子・藤間　充・平舘俊太郎

P5-1-2 秋田県男鹿半島の黒ボク土類縁土壌への戸賀 - 目潟火山群噴出物の寄与
池田　晟・菅野均志・早川　敦・石川祐一・○高橋　正

P5-1-3 範囲の異なる2枚の DEM を用いた深層学習による森林域における火山灰土壌の分布推定
○今矢明宏
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P5-1-4 鳥海山の高山生態系に発達する土壌の鉄斑紋の形態と元素分布
○小林耕野・浅野眞希・田村憲司

P5-1-5 流域内の母材及び流出過程が河川水中の懸濁態及び溶存態元素組成に与える影響
○角野貴信・栗栖　哲

5-2　土地分類利用・景域評価
＜9月13日（火）＞ A会場

5-2-1 沖縄県石垣島においてアルカリ環境が微生物群集および炭素利用効率に与える影響の解明
○渕上佳奈・杉原　創・関真由子・伊ヶ崎健大・荒井見和・田中治夫

5-2-2 熱帯アルカリ性畑土壌における堆肥施用は土壌微生物の養分制限を緩和し、炭素利用効率を増加させた
○阪井花帆・杉原　創・関真由子・宮嵜英寿・Muniandi Jegadeesan・Pandian Kannan・田中治夫・小崎　隆

5-2-3 マレーシアの熱帯林土壌における O 層での硝化が土壌溶液組成に及ぼす影響
○渡辺伸一・柴田　誠・小杉緑子・Marryanna Lion・Iskandar Saiful・舟川晋也

5-2-4 異なる肥培管理の黒ボク土畑における13C 標識残渣と団粒分画を組み合わせた施用有機物の蓄積特性の解明
○安野秀瑛・杉原　創・田中治夫

5-2-5 黒ボク土畑における肥培管理の違いが土壌微生物の炭素利用効率に与える影響の解明
○中尾祐己・杉原　創・渕上佳奈・関真由子・田中治夫

＜9月13日（火）＞ V会場

P5-2-1 飽和塩溶液を用いて乾燥させた土壌の含水比によるリン吸着能の推定
○西垣智弘・辻本泰弘

P5-2-2 Assessment of available phosphate by inherent soil properties in a large-scale field under Andisols of Tokachi
○Elton. Amadeus Francisco・Rintaro Kinoshita・Shinori Tsuchiya・Masayuki Tani

6-1　水田土壌肥沃度
＜9月13日（火）＞D会場

6-1-1 全国12道県の水田土壌における可給態窒素量を規定する因子
○一ノ瀬侑理・伊勢裕太・神田隆志・前島勇治・八木哲生・髙橋良学・中川進平・岩佐博邦・門倉（金子）綾子・大橋祥範・

小松茂雄・松山　稔・平山裕介・餅田利之・松井佳世・高田裕介
6-1-2 水稲乾田直播栽培における登熟期間の日射および温度条件を考慮した出穂晩限と適正籾数の推定方法

○浪川茉莉・長谷川利拡・高橋智紀・松波麻耶・松波寿典・屋比久貴之
6-1-3 岐阜県飛騨地域の「コシヒカリ」における地力窒素を加味した適正窒素施肥 

異なる生育期間での窒素供給量と窒素吸収量との関係
○和田　巽・可児友哉・宮本善秋・棚橋寿彦

6-1-4 沖積平野における土壌の可給態養分の空間変動解析と地質・地形との関係性の解明
○図師愛歌・矢内純太・相谷真智子・伊藤　遼・中尾　淳

6-1-5 コシヒカリの良食味米生産と土壌タイプ
○岡山清司・石黒哲也

6-1-6 Mehlich 3抽出法―ICP 測定により求めた可給態元素量と慣行法との比較
○池田未来・中尾　淳・藤村恵人・信濃卓郎・矢内純太

6-1-7 炉乾前後の実容積の変化を利用した粘土鉱物種推定の試み
○大野智史・小島　誠・髙橋智紀

6-1-8 衛星画像および収量コンバインを用いた大規模経営体における転作ダイズの収量決定因子の解析
○髙橋智紀・戸上和樹・髙本　慧

6-1-9 植被率を考慮した土壌調整植生指数によるダイズ初期成育の推定
○今野智寛・本間香貴

6-1-10 土壌中の交換性 Ca と Mg の比がダイズの収量と形質に及ぼす影響（第4報）―Ca/Mg 比の効果がみられる条件の整理―
○髙本　慧・高橋智紀・戸上和樹・菱沼亜衣

6-1-11 北部九州における春播き子実トウモロコシ収穫残渣断片の大きさの変化
○渡邊修一・松尾直樹・中野恵子

6-1-12 稲わらと牛ふん堆肥の連用水田における土壌肥沃度と水稲収量の変化
○中善寺誠・佐々木由佳・角田憲一

6-1-13 Effects of long-term application of rice straw and/ or cow-dung compost on paddy soil fertility and rice yield
○Simbarashe Mubambwe・Yuka Sasaki・Makoto Chuzenji・Ken-ichi Kakuda
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6-1-14 高 CO2環境下で生産された9品種の稲わらの土壌中での分解 
Decomposition of rice straw of nine different varieties produced under elevated CO2 environ

○Kehinde Oluwaseyi Fawibe・Takeshi Tokida・Hidemitsu Sakai・Toshihiro Hasegawa・HMWE Kyu Kyu・
Miwa Yashima

6-1-15 熱帯アジアの水田土壌における画分別炭素の蓄積量と平均滞留時間 
－タイ・フィリピン・マレーシアの比較－

○矢内純太・山﨑　葵・大友理佐・西村豪輝・西村千響・中尾　淳・原口　岳・陀安一郎・田中壮太・舟川晋也
6-1-16 水田土壌の硫黄肥沃度指標と水稲の石膏施与への応答 

―宮城県内陸南部6地点及び2013年以降の常時湛水ポット栽培試験のまとめ―
○渡邉明日花・菅野均志・牧野知之・濱本　亨

6-1-17 岡山県における水稲硫黄欠乏症の診断基準の策定
○水田有亮・大家理哉

6-1-18 水稲の硫黄欠乏に対する石膏の育苗箱施用の効果
○中川進平・佐藤雄太・菅野均志・古園修治・早川　敦・高階史章・薄井雄太・伊藤正志・伊藤千春

＜9月15日（木）＞ Y会場

P6-1-1 水田土壌の低結晶性鉄鉱物による鉄還元菌窒素固定の増強
○佐藤咲良・増田曜子・大峽広智・小暮敏博・高橋嘉夫・妹尾啓史

P6-1-2 酒造好適米水稲品種「山田錦」の収量・品質に対する製鋼スラグ系ケイ酸資材の効果
太田湧慎・伊藤豊彰・○田副雄士

P6-1-3 Free air CO 2 enrichment and N supply change chemical composition and decomposability of Koshihikari and Takanari 
straws

○Hmwe Kyu Kyu・Takeshi Tokida・Hidemitsu Sakai・Toshihiro Hasegawa・Kehinde O Fawibe・Miwa Yashima
P6-1-4 水田における土壌施肥管理法の違いによる土壌化学性および作物生産性の推移

○蓮川博之・河村紀衣・廣瀬亮太郎・高山尊之・武久邦彦
P6-1-5 有機物連用圃場における田畑輪換の繰り返しによる土壌化学性および収量の変化

○高山尊之・河村紀衣・廣瀬亮太郎・武久邦彦・蓮川博之
P6-1-6 関東地域における水稲新品種「つきあかり」の多収のための籾数推定手法の検証

○平内央紀・板谷恭兵・石川哲也
P6-1-7 土壌の分光反射率と強熱減量法による全炭素含量を用いた可給態窒素推定法の現地適応性の検討

○戸上和樹・髙本　慧・髙橋智紀
P6-1-8 ドローンを用いた斜め往復撮影による水稲草冠高および植生指数の把握

○水野貴文・門倉（金子）綾子・本間利光
P6-1-9 土壌表面画像を用いた砕土率の推定

○草佳那子・大野智史・髙橋智紀・関矢博幸・望月秀俊・中野恵子

6-2　畑地土壌肥沃度
＜9月13日（火）＞D会場

6-2-1 短期間での水浸透による土壌からの易分解性有機物の溶出　－振とう抽出による評価－
○佐野修司・アクリッシュ穂波・荒川竜太

6-2-2 水田土壌における化学形態に基づく可給態リンの評価
○安藤　薫・山口紀子・安井俊樹・大竹敏也

6-2-3 近赤外分光による土壌特性を考慮した土壌分析法の開発及び土壌診断への適用
○山中啓史・山田　茂・三星暢公・竹腰　恵・青柳敦子・野口勝憲・藤澤英司

6-2-4 津波被災復旧農地でのネギ栽培における土壌理化学性改良のための短期的な堆肥施用基準
○志賀紗智・瀧　典明・中村佳与

＜9月14日（水）＞D会場

6-2-5 南インドの畑地におけるバイオ炭の施用は作物生産性を向上させるか―土壌の窒素・水分動態の評価に基づいて―
○関真由子・杉原　創・宮嵜英寿・Jegadeesan Muniandi・Kannan Pandian・田中治夫

6-2-6 炭素量の少ない土壌環境における土壌微生物群集および炭素・窒素動態
○濱本　亨

6-2-7 農地土壌において土壌有機態炭素と土壌鉱物成分の相互作用とそれが土壌間隙構造に及ぼす影響
○福桝純平

6-2-8 マングローブ林の土壌有機物安定化メカニズムについて
○木田森丸

6-2-9 火山灰土壌のスギ人工林における土壌呼吸速度の空間的なばらつきとその要因
○阿部有希子・梁　乃申・寺本宗正・小嵐　淳・安藤麻里子・橋本昌司・丹下　健
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6-2-10 ミミズが土壌表層の放射性セシウムの鉛直分布に及ぼす影響
○田中草太・石井伸昌・高階階史・佐藤　孝

総合討論

6-2-11 ドローン空撮画像を用いた土壌調査地点選定技術の開発 －教師無し学習による圃場内土壌特性の類型化－
○森下瑞貴・石塚直樹

6-2-12 東京都檜原村山間地域の傾斜畑におけるダイズ在来品種栽培の窒素収支
○柴田　誠・川勝来夢・舟川晋也

6-2-13 サトウキビ葉由来の植物ケイ酸体の物性及び圃場でのケイ素循環における重要性
○出海健吾・矢内純太・伊藤咲笑・宮丸直子・中尾　淳

6-2-14 西アフリカ半乾燥地における「耕地内休閑システム」の水食抑制効果および増収効果
○伊ヶ崎健大・シンポレ サイド・南雲不二男・バロ アルベール

＜9月15日（木）＞D会場

6-2-15 緑肥用エンバクの草丈及び葉色を用いた C/N 比の推定
○宮本　昇・山本幸洋

6-2-16 茶園酸性土壌改良における緑肥効果の検証
○石川翔乃・中村明弘・美濃部亜衣

＜9月15日（木）＞ X会場

P6-2-1 有効土層を考慮した土壌質指標によるバレイショ圃場生産性評価
○吉村元博・前塚研二・小川ひかり・当真　要

P6-2-2 水田転換畑における平高うねマルチ栽培による湿害回避とアブラナ科根こぶ病発病抑制
○鮎澤純子・藤永真史・田牧卓真・矢口直輝・齋藤龍司

P6-2-3 土壌の陽イオンバランスの改善がバレイショの収量および品質に与える影響
○保井めぐみ・木下林太郎・住ノ江努・谷　昌幸

P6-2-4 衛星画像を利用したテンサイ生育の圃場内差異とその年次変動の把握
○丹羽勝久・横堀　潤・辻　博之

P6-2-5 衛星画像と土壌図を用いた畑地・水田の土壌腐植含量と熱水抽出性窒素の推定
○石倉　究・志賀弘行・櫻井道彦・中村隆一

P6-2-6 Effect of soil available silicon on silicon uptake by winter wheat in Tokachi
○Vilayphone Sourideth・Rintaro Kinoshita・Jingo Shimada・Masayuki Tani

P6-2-7 緑肥作物の生育と窒素吸収に及ぼす混植の影響と窒素施肥量との関係
○唐澤敏彦・馬橋美野里

6-3　園地・施設土壌肥沃度
＜9月15日（木）＞D会場

6-3-1 主題：セルリー茎部空洞症発生要因について（第１報） 
副題：無機成分含有量および土壌化学性の比較

○大島宏行・山本生斗・樋口恭子・犬伏和之・加藤　拓
6-3-2 主題：セルリー茎部空洞症発生要因について（第２報） 

副題：養分吸収量と土壌化学性の経時変化
○山本生斗・大島宏行・樋口恭子・犬伏和之・加藤　拓

6-4　草地土壌肥沃度
＜9月15日（木）＞D会場

6-4-1 寒地型イネ科草地への窒素施肥量と播種後経過年数が1番草の収量、分げつ構成および in vitro 乾物消化率に及ぼす影響
○三枝俊哉・前田開道・飯島　望

7-1　肥料および施肥法
＜9月13日（火）＞ E会場

7-1-1 下水汚泥堆肥のカリウム可給性
高橋伊吹・佐俣莉子・○加藤雅彦

7-1-2 下水処理水を用いた水耕栽培による低カリウム果菜類栽培の試み
○樗木直也・鬼塚大雅・赤木　功

7-1-3 下水汚泥堆肥施用による可給態リンの形態と根系発達
○河合　瞳・加藤雅彦
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7-1-4 鶏ふん焼却灰の水稲に対するリン酸およびカリウムの施肥効果
○佐々木由佳・小野　樹・岡田奈津美・角田憲一

7-1-5 木質燃焼灰の酸処理による加里・石灰・ケイ酸の溶解性および化学形態の変化
○竹内　智・橋本洋平・山下耕生

7-1-6 ケイ砂混合による物理化学性を変化させた土壌での下水汚泥堆肥からの養分供給と根系の発達
○曽我萌恵・加藤雅彦

7-1-7 圃場に蓄積した肥料成分を改善する業務用ブロッコリーと間作の導入事例
○鎌田　淳

7-1-8 堆肥マルチを継続したアスパラガス露地栽培圃場の収量と土壌化学性
○松田　晃

7-1-9 有機質資材窒素無機化モデルの全国検証の結果と課題
○望月賢太・小林創平・井原啓貴・古賀伸久・江口定夫

7-1-10 Influence of the rate of methane fermentation fluid on the fate of nitrogen in paddies with contrasting soil texture
○NGOC TAN BUI・Matoko SHIBATA・Keisuke MATSUBARA・Toru MATOH・Keitaro FUKUSHIMA・

Shinya FUNAKAWA
7-1-11 空気を気体窒素肥料として応用する新規植物生育技術

○山梨太郎・武士将熙・佐々木渉太・高島圭介・金子俊郎・山上　睦・Ellen Tanudjaja・石丸泰寛・魚住信之

＜9月14日（水）＞ E会場

7-1-12 自家熱型高温好気消化液から分離した植物成長促進細菌の機能調査
○吉村萌梨・前田愛美・久保貴彦・安彦友美・酒井謙二・田代幸寛

7-1-13 ドローン空撮 RGB 画像を用いた水稲の生育診断方法の検討
○高橋信行・佐々木次郎・森谷和幸

7-1-14 ビウレット耐性の植物種間差の検討
○黒瀬　蓮・落合久美子・伊福健太郎・間藤　徹

7-1-15 肥料中のアンモニア性窒素の蒸留法の改良
○惠智正宏・小林涼斗

7-1-16 堆肥の BB 配合における固結への影響
○古園修治・山下耕生

7-1-17 く溶性マンガン及び水溶性マンガンの測定のためのフレーム原子吸光法（波長403 nm）の性能評価（室間共同試験による妥
当性確認）

○八木寿治・天野忠雄

＜9月15日（木）＞ X会場

P7-1-1 キャベツとダイコンにおける全量基肥施用の効果
○石川葉子

P7-1-2 有機物利用能が高いイネ品種のスクリーニングと利用機構の解明
○遠見紅瑚・程　為国・俵谷圭太郎

P7-1-3 露地砂地圃場における種ショウガ栽培技術の確立
○橋本真穂

P7-1-4 リン吸着付与発泡ガラスの植物に対する肥料効果
○宋　思佳・豊田剛己・宮崎　博・藤野　陽

P7-1-5 マンガン資材の施用がコシヒカリ環1号のマンガン吸収に及ぼす影響
○須田碧海・安部　匡・石川　覚

P7-1-6 各種作物による鉄鋼スラグに含まれるリンの利用可能性
○安孫子実聖・和崎　淳

P7-1-7 福島県相馬市で生産される乾燥汚泥肥料の畑地と水田におけるリン酸の肥効
○小林彩夏・ローハニ玲央・加藤　拓・犬伏和之・大島宏行

P7-1-8 メタン発酵消化液に含まれるリン酸の形態別含有割合
○坂本樹一朗・櫻井道彦・石倉　究・中村真人・折立文子・北川　巌

P7-1-9 畑地でのメタン発酵消化液表面施用における適性施用量
○瀧　典明・中村佳与・志賀紗智

P7-1-10 非黒ボク土壌における三種の有機質肥料連用が与える温室効果ガス排出への影響
○井上拓海・小野瀬早希・佐藤彩夏・長竹　新・須田達也・中村隆一・森　昭憲・波多野隆介・当真　要

P7-1-11 水稲生育中期の Mg およびウニコナゾールの施用が乾物生産および施肥窒素の生産効率に与える影響
○角田憲一・加藤香苗・佐々木由佳

P7-1-12 HPLC を用いた肥料中の DMPP（硝酸化成抑制材）の分析法の性能評価
○大島舞弓・平田絵理香
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7-2　土壌改良資材
＜9月14日（水）＞ E会場

7-2-1 プランターを用いた栽培実験による低温炭化バイオチャーの土壌改良効果に関する研究
山本佳奈・○鈴木武志・前田瑞晴・宇都祐治・木田森丸・藤嶽暢英

7-2-2 水田転換タマネギ栽培におけるバイオ炭等の混和が湿害抑制に及ぼす効果
○鹿島啓司・藤田　裕

7-2-3 ホテイアオイ原料バイオ炭の異なる含水率土壌における団粒への影響
○市谷雅也

7-2-4 Optimization of Soil Conditions for the Sustainable Enhancement of Crop production through water hyacinth biochar
○Desalew Fentie Meselu・Shinjiro Sato

＜9月15日（木）＞ E会場

7-2-5 リン鉄含有バイオ炭の非アロフェン質黒ボク土水田への施用の影響
佐藤　謙・松澤大起・袋　昭太・横山茂輝・倉澤　響・高階史章・佐々木綾子・宇野　亨・田島亮介・○西田瑞彦

7-2-6 竹粉堆肥化物のピートモス代替資源としての活用
○野本泰洋・小塩海平・後藤逸男

7-2-7 スラグ散布による茶園土壌改良効果の検証
○山崎惟吹・山下寛人・廣野祐平・森田明雄・一家崇志

7-2-8 田畑輪換圃場における牛ふん堆肥由来窒素の施用から３年間の窒素動態
○小野里凌太・佐々木綾子・宇野　亨・田島亮介・西田瑞彦

＜9月15日（木）＞ X会場

P7-2-1 アメリカマコモ（Zizania palustris L.）の生育・収量に対するいくつかの資材の効果
○松山信彦・落合綾太・藤澤春樹・加藤千尋・佐々木長市

P7-2-2 過熱水蒸気による乾燥鶏糞の半炭化処理による化学性および窒素放出への影響
○櫻田　創・大場伸也

P7-2-3 ヤシガラ培地の EC・pH 測定における固液比率の妥当性の検証
○坂本浩介・近松誠也・柴田彩有美

P7-2-4 使用済み紙おむつの土壌改良資材としての適用可能性
○遠藤常嘉・永井佑弥・山本定博・大高剛史・宮島　徹・南部博美・冨部圭一郎・石岡　智・山本　準

7-3　緑化技術
＜9月15日（木）＞ E会場

7-3-1 造粒固化した PS 灰，バイオマス灰の元素供給性とハツカ大根の生育
○平野未佳・加藤雅彦

8-1　環境保全
＜9月13日（火）＞ E会場

8-1-1 葉の月齢の違いによる萌芽更新初年目の早生ヤナギの重金属蓄積に関する研究
川口智也・菊地駿介・早川　敦・高橋　正・○石川祐一

8-1-2 有機肥料施用による重金属類汚染土壌のファイトエクストラクション促進能の評価（第一報） 
ー振とう溶出試験による評価ー

○稗田京平・鈴木武志・藤嶽暢英
8-1-3 もみ殻くん炭を用いた非晶質ケイ酸カルシウム水和物による水質浄化材の開発

○井上明香里・早川　敦・石川祐一・高橋　正
8-1-4 土壌 ‐ 作物系への岩石散布に伴う風化促進による炭素隔離および作物生育の Co-benefit の検証

○東　和喜・中尾　淳・信濃卓郎・万福裕造・久保堅司・丸山隼人・佐藤　孝・矢内純太
8-1-5 原位置モデル水田実験による灌漑水由来137Cs の影響評価

Anastasiia Klevtsov・髙橋萌香・吉川夏樹・宮津　進・野川憲夫・錦織達啓・鈴木啓真・鈴木一輝・○原田直樹
8-1-6 多地点の農家圃場で生産した玄米とダイズ子実の放射性セシウム濃度の比較

○藤村恵人・山村光司・石川淳子・久保堅司・若林正吉・信濃卓郎・丸山隼人・鈴木政崇
8-1-7 福島県内の農地における放射性物質に関する研究（第57報）ラッカセイの放射性セシウム吸収特性

○平山　孝・齋藤正明
8-1-8 福島県内の農地における放射性物質に関する研究（第58報） 

低カリ条件下での水稲ポット栽培3作から評価した土壌改良資材の放射性セシウム吸収抑制効果の持続性
○松岡宏明・井倉将人
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8-1-9 草地更新時に施用した金雲母とゼオライトの放射性セシウム移行への影響
○山田大吾・渋谷　岳・栂村恭子

8-1-10 ヘアリーベッチおよびクリムゾンクローバへの放射性セシウムの移行性
○久保堅司・八戸真弓・齋藤　隆・菅野拓朗・浅枝諭史・佐藤　孝

8-1-11 農耕地土壌および作物における129I 濃度について
○塚田祥文

＜9月14日（水）＞ A会場

8-1-12 東京都内黒ボク土畑における冬季の土壌飛散の要因把握と現地実態調査
○柴田彩有美・赤神沙織・坂本浩介・近松誠也

＜9月15日（木）＞ Y会場

P8-1-1 福島県東部を対象とした灌漑水による水田へのカリウム供給量マップ
○錦織達啓・久保田富次郎

P8-1-2 福島第一原発事故除染後農地における緑肥作物の春季播種が緑肥の開花期・窒素集積量に及ぼす影響
○佐藤　孝・久保堅司・菅野拓朗・浅枝諭史・齋藤　隆・内田珠央・田中草太・高階史章

P8-1-3 福島県内の農地における放射性物質に関する研究（第56報） 
玄ソバへの放射性セシウム移行特性の解析

○齋藤正明・木田義信・平山　孝
P8-1-4 福島県内の農地における放射性物質に関する研究（第59報） 

籾殻くん炭を活用した塩化カリ代替効果の検証
○浅枝諭史・齋藤　隆・久保堅司・脇坂裕昭・三本菅猛

P8-1-5 ポジトロンイメージング技術を用いたダイズ根系内のセシウム輸送における共存元素の影響解析
○井倉将人・鈴井伸郎・尹　永根・三好悠太・榎本一之・河地有木

P8-1-6 A study on potassium application's effect on cesium and strontium uptake in soybean
○Muhamad Syaifudin・Masataka Suzuki・Hayato Maruyama・Katashi Kubo・Toshihiro Watanabe・Takuro Shinano

P8-1-7 機械学習を用いた福島県内農地土壌中非交換性カリ含量の空間分布推定－教師データ拡充の効果と除染後農地に対する適
用可能性－

○矢ヶ崎泰海・中山秀貴・若林正吉・中尾　淳・藤村恵人・安達祐介・矢内純太
P8-1-8 Cd・Zn 汚染土壌のダイズ根圏における Cd・Zn 形態と微生物への影響

○向後光洋・國頭　恭・墨　泰孝・石川祐一・井上千弘
P8-1-9 登熟期の高温による玄米ヒ素濃度の上昇ならびに水管理によるその低減

○藤﨑彗太・春日純子・松本真悟
P8-1-10 放牧地における家畜糞由来の CH4排出の定量およびその制御因子の解明

○前田　慧・北村凌佑・当真　要・河合正人・波多野隆介
P8-1-11 小麦へのメタン発酵消化液の土中施用における土壌中窒素濃度分布の推移

○折立文子・中村真人・北川　巌・松崎守夫
P8-1-12 千葉県の黒ボク土圃場における土壌マイクロプラスチック含量

○武内　希・勝見尚也・浅野眞希

8-2　地球環境
＜9月14日（水）＞ A会場

8-2-1 IR64および IR72品種を用いた場合の水田メタン排出量の統計解析
○南川和則・常田岳志・Dang Hoa Tran・Trong Nghia Hoang・Pramono Ali・Adriany Terry Ayu・Romasanta Ryan・

宝川靖和
8-2-2 水稲栽培における下水再生水の灌漑利用が温室効果ガスの発生特性に与える影響

○増田周平・佐々木輪・岡野邦宏・高階史章
8-2-3 下層に泥炭を有するグライ低地土の水田転換ダイズ畑からの多量 N2O 放出

○高階史章・金丸沙季・中川進平・金田吉弘・佐藤　孝
8-2-4 寒冷地域の冬小麦栽培圃場における緩効性被覆肥料の施用が一酸化二窒素排出におよぼす影響

○西村誠一・吉村元博・山根　剛・岡　紀邦
8-2-5 放牧地における牛糞の CH4および N2O の排出係数－愛媛県での測定事例－

○当真　要・花木紅実・戸田克史・寺井智子・佐竹康明・上野秀人
8-2-6 生分解性プラスチックの土壌中での分解は温室効果ガス発生を促進するマイクロプラスチック化したポリ乳酸が土壌理化

学性および生物性に及ぼす影響（第2報）
○犬伏和之・垣内悠太郎・鈴木ちあき・佐藤まきば・八島未和・佐原伊織・加藤　拓・大島宏行・Narong TOUCH・中村貴彦

8-2-7 土壌中のマイクロプラスチックとシマミミズ（Eisenia fetida）の相互作用
○渡邉　幹
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8-2-8 竹炭・くぬぎ炭投入および有機栽培による土壌炭素含有率への影響と土壌化学性・作物との関係
○鈴木理恵・山崎慶太・佐々木章晴・当真　要

8-2-9 風乾土壌から水抽出した有機物の安定同位体分析による土壌有機物分解動態の推定
○永野博彦・田中草太・安藤麻里子・小嵐　淳

8-2-10 土壌有機物分解速度の温度依存性に対する基質タイプと土地利用の影響
○藤井一至・Zheng Jinsen・早川智恵・稲垣善之・Arief Hartono・小崎　隆

＜9月13日（火）＞ Y会場

P8-2-1 リン吸着後の鉄含有木質炭化物における堆肥化発酵促進効果について
○松澤大起・倉澤　響・横山茂輝・袋　昭太

P8-2-2 無肥料無農薬水田における多数回中耕除草が温室効果ガス排出に与える影響 
－連続した2年間の結果－

○島田かさね・浪江日和・趙　双双・当真　要・石黒宗秀・波多野隆介
P8-2-3 インド南部水田地帯における大気メタン濃度の日内および季節的な変化の特徴－地表面フラックスとの対応－

○山本昭範・小野圭介・犬伏和之・寺尾有希夫・須藤重人・齋藤尚子・Elayakumar Palanisamy・
Umamageswari Chellappan・Ambethgar Vellaisamy

P8-2-4 土壌の N2O 発生削減をめざす市民科学プロジェクト「地球冷却微生物を探せ」
○大久保智司・青木裕一・戸田聡一郎・加藤広海・菊地美穂・佐藤修正・南澤　究

P8-2-5 炭化物の固相および溶存成分が土壌の亜酸化窒素生成・消費に及ぼす影響
○利谷翔平・長谷川貴彬・伊藤有里子

P8-2-6 果樹剪定枝由来バイオ炭の樹園地施用による土壌炭素貯留効果（第一報）
○内藤一孝・馬場久美子・山崎修平・望月寛徳

P8-2-7 元の水田から果樹園、湿地、駐車場と畑への土地利用と管理の変化は、土壌炭素と窒素の動態変動に与える影響
P.N. Kusumawardani・P.O. Bimantara・J. Guigue・芳賀千紘・佐々木祐太・V. Kautsar・S.M. Kimani・T. Nguyen-Sy・

S. Tang・B.H. Purwanto・S.N.H. Utami・俵谷圭太郎・菅原一彰・○程　為国
P8-2-8 最上川下流河川敷地内オギ原群生地における土壌炭素・窒素量の調査および堤防外水田土壌との比較

○金子和真・細越佑香・高見信吉・関下奈菜美・S.M. Kimani・C. Nkrunziza・中村　輝・金子海咲・船田実希・俵谷圭太郎・
程　為国

P8-2-9 農地と草地との間の土地利用変化に伴う土壌炭素の変化－ペアサンプリング法と ESM 法による評価－
○渕山律子・古賀伸久・草場　敬・新美　洋・島　武男・渡邊修一・中野恵子

P8-2-10 森林土壌インベントリ事業第三期の結果について
○石塚成宏・平井敬三・相澤州平・川西あゆみ・稲冨素子・小林政広・古澤仁美・今矢明宏・山田　毅・酒井寿夫・橋本　徹・

野口享太郎・岡本　透・稲垣昌宏・酒井佳美・その他インベントリWGメンバー
P8-2-11 日本の森林における枯死木の炭素蓄積量

○川西あゆみ・石塚成宏・酒井佳美・相澤州平・平井敬三・稲冨素子・大曽根陽子・南光一樹・鵜川　信
P8-2-12 An improved pin-board method in combination with a machine-learning image analysis for evaluating root system 

architecture of rice plant grown in field condition
○Xuping Ma・Takeshi Tokida・Daichi Fukushima

9-1　社会・教育
＜9月15日（木）＞ A会場

9-1-1 大学教育における学生実験への肥料分析の導入
○佐野修司・山川武夫

9-1-2 実習を通して教授する教養科目としての土壌学～京都大学少人数ゼミ「土から考える日本の農業と環境」実施報告
○舟川晋也・渡邉哲弘・柴田　誠

9-1-3 半農半 X、９１農業に有効な土壌肥料関連技術
○石橋英二・田村幸治

＜9月13日（火）＞ X会場

P9-1-1 『地面をつくる土の粒と雨水の行方』授業実践報告と今後に向けた検討
○森　圭子

9-2　文化土壌学
＜9月15日（木）＞ A会場

9-2-1 第二次世界大戦後における日本の過リン酸工業の復興―リン鉱石の輸入と過リン酸石灰の生産に着目して―
○河北祐紀

9-2-2 近代日中土壌学交流の先駆者（２）川瀬金次郎（その３）帰国後の日中交流
○程　為国
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9-2-3 土壌は生きている　実証18（最終） 
生命システム理論の適用

○陽　捷行

＜9月13日（火）＞ X会場

P9-2-1 宮沢賢治の自筆教材絵図における土壌微生物に関わる図について
○齋藤雅典・川原田泰之
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シンポジウム
＜9月15日（木）＞　13：00～ 16：30　百周年記念講堂

【公開シンポジウム】	
Ⅰ	 		地球温暖化に対処する土壌肥料学

Ⅰ-1 温暖化にも関わる窒素問題：食と土壌と窒素の深い関係
林健太郎

Ⅰ-2 土壌炭素貯留と気候変動緩和・適応策　
～土壌炭素は地球を救う！～

中島　亨
Ⅰ-3 農業における土壌炭素蓄積と温室効果ガス排出抑制に関する技術と土づくり

加藤　拓
Ⅰ-4 低炭素社会の実現を目指した土壌生物研究

○妹尾啓史・増田曜子・Shen Haoyang・Xu Zhenxing・Zhang Zhengcheng・山中遥加・佐藤咲良・伊藤英臣・白鳥　豊・
大峽広智・小暮敏博・高橋嘉夫・Shen Weishou

Ⅰ-5 植物の栄養研究はどう温暖化に貢献できるのか
藤原　徹

＜9月15日（木）＞　13：00～ 17：20　A会場

Ⅱ			自分事として土をとらえる感性を育むために	
～「土壌教育はなぜ必要なのか」を考える～

第 1部）	
自分事として土をとらえるために	
～「土壌教育はなぜ必要なのか、なぜ土を知る必要があるのか。」を考える

Ⅱ-1 土の必要性を伝えるために学校教育の現状を考える 
－学校教育における土壌教育の現状と土を扱う技術科教育の課題－

浅野陽樹・平井英明
Ⅱ-2 地球環境の安定性を支える土壌の機能　 

その象徴として「土壌団粒」は土壌教育に有効か
和穎朗太

Ⅱ-3 水田の機能について考える　 
土壌学から見た水田の利点：安定性と高収性

久馬一剛

第 2部）	
暮らしの中で育まれる土への感性と土の役割への気づき

Ⅱ-4 学習者の文化環境に目を向ける 
―「土壌教育の国際ガイドライン」の理念における Learner focus の意義―

平井英明
Ⅱ-5 自分のルーツと土との関りを考える　 

地名から触れる先祖達の土へのまなざし
若林正吉・藤間　充

Ⅱ-6 土壌教育はなぜ必要なのか　 
土壌教育における真・善・美・志

陽　捷行

総合討論：	
「自分事として土をとらえる感性を育むために」　
～「土の必要性の伝え方」を考える

＜9月15日（木）＞　13：00～ 17：20　C会場

Ⅲ	 		農耕地土壌におけるプラスチック問題の解決をめざして

Ⅲ-1 海洋マイクロプラスチック問題の現状と展望　
プラスチックが海に蓄積を続けると何がまずいのか？

中嶋亮太
Ⅲ-2 流域～河川～海域におけるプラスチックごみの動態

二瓶泰雄
Ⅲ-3 農業分野から排出されるプラスチックをめぐる情勢

石原孝司
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Ⅲ-4 農耕地土壌におけるマイクロプラスチック：発生源、影響、海洋への移行
勝見尚也

Ⅲ-5 生分解性プラスチックマルチの利用拡大に向けて　 
生分解性マルチの土壌中の分解

星野（高田）裕子

＜9月15日（木）＞　13：00～ 16：50　E会場

Ⅳ	 		みどりの食料システム戦略の時代に土づくりをどう伝えるか

Ⅳ -1 みどりの食料システム戦略が目指すもの
井原啓貴

Ⅳ -2 土づくり、理想と現実のギャップ
今野智寛

Ⅳ -3 若手指導者による土づくり指導の実態と悩み
鷲尾建紀

Ⅳ -4 土づくりをどう伝えるか
金田吉弘

Ⅳ -5 土づくり講習の今昔　 
－足りない時代から余る時代に－

吉田清志
Ⅳ -6 土壌肥料のプロになりたくないのか

笛木伸彦
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第 67 回（2022 年度）日本土壌肥料学会賞（13：50 ～ 14：50）
1． アーバスキュラー菌根共生における物質輸送の分子基盤と環境応答

江沢辰広
2． 比較土壌生態学による土壌資源の持続的利用に関する研究

舟川晋也
3． 土壌中における有害元素の動態と作物吸収低減に関する研究

牧野知之

第 27 回（2022 年度）日本土壌肥料学会技術賞（14：50 ～ 15：10）
植物 RI イメージング技術の開拓と植物栄養学研究への展開

鈴井伸郎

第 40 回（2022 年度）日本土壌肥料学会奨励賞（15：20 ～ 16：40）
1． 農耕地の窒素循環と農業害虫に関わる土壌微生物の研究

伊藤英臣
2． 農耕地土壌における窒素動態の解析と N2O 発生削減技術の開発に向けた分野融合的研究

内田義崇
3． 土壌の地理的空間変動解析による肥沃度改善への貢献

木下林太郎
4． 植物の土壌中難利用性リン獲得機構に関する研究

丸山隼人
5． 圃場観察に基づいた根の栄養屈性の発見

山崎清志

第 11 回（2022 年度）日本土壌肥料学会技術奨励賞（16：40 ～ 16：55）
有機栽培畑における実践的な土づくりと養分供給技術の開発

櫻井道彦

第 11 回（2022 年度）日本土壌肥料学会貢献賞（16：55 ～ 17：10）
中部支部における土壌教育活動の実施体制の整備と長年にわたる運営および実践

瀧　勝俊

2022（令和 4）年度日本農学賞・読売農学賞受賞記念講演（17：10 ～ 17：35）
土壌情報システムの基盤構築とその応用による土壌の劣化防止と修復に関する研究

小﨑　隆

【論文賞・SSPN Award 業績の掲示】 ※ポスター会場に掲示されます。

日本土壌肥料学雑誌論文賞
1． 原位置において簡易に測定できるガス拡散係数測定装置

高橋智紀・西田瑞彦・浪川茉莉
2． 埋設型ライシメータ利用による黒ボク土畑での牛糞堆肥連用が窒素動態に及ぼす影響評価

人見良実・吉泉裕基・亀和田國彦

SSPN Award
The bHLH protein OsIRO3 is critical for plant survival and iron （Fe） homeostasis in rice （Oryza sativa L.） under Fe-
deficient conditions

Fan Wang・Reiko N. Itai・Tomoko Nozoye・Takanori Kobayashi・Naoko K. Nishizawa・Hiromi Nakanishi

2022 年度日本土壌肥料学会賞等授賞式・記念講演
日時：2022年9月14日（水）13：00～ 17：40　会場：東京農業大学世田谷キャンパス　百周年記念講堂

【ご挨拶とお知らせ】（13：00 ～ 13：20）

【授 賞 式】（13：20 ～ 13：50）
学会賞、技術賞、奨励賞、技術奨励賞、貢献賞、論文賞、SSPN Award

【記念講演】（13：50 ～ 17：40）
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＜9月13日（火）＞ X会場および Y会場

H-01 北海道稲田における CNSL 添加によるメタン発生抑制のメカニズム研究 
　ななつぼしにおける効果測定

麓おのは
H-02 士幌町の有機栽培モデル農場の確立へ　～馬鈴薯の収量安定化に向けた試験栽培～

中森勇登・水上　秦
H-03 サトイモの超促成栽培に関する研究

森谷岳琉・村山美夏・青柳圭晄・太田朝尭・東海林尋斗・平澤昇悟・坂木琉依
H-04 オタネニンジンの生育における土壌形態と物理性の調査研究

長岡鈴菜・永井遼太朗・大下哲平・石原玲乃彩・亀田京香・中村好花
H-05 タマネギ連作圃場でリン酸減肥栽培がタマネギの収量に及ぼす影響 

－リン酸肥料の違いによる検証－
清平哲生志・水上道人

H-06 バイオチャーの散布はダイコンの成長及び収量に影響を与えるか
中村宥継・鹿住祐世・松本悠花・松浦萌生・南部夏歩

H-07 カボチャの種、捨てますか？育てますか？ 
　家庭でできる工夫

高津伊吹・迎　翼・小林駿太・吉本諭史
H-08 高オレイン酸ヒマワリ種子の飼料化に向けた研究　 

～肉質及び脂肪中オレイン酸割合の向上を目指して　Ｓｅｃｏｎｄ　ｓｅａｓｏｎ～
村居尚生・阿部正英・上澤太陽・三浦凱斗・森崎祐世・鈴木虹花

H-09 廃棄ニンジンを活用した機能性鶏卵の生産に向けた研究 
～卵黄色及び卵黄中レチノール量の向上を目指して～

森崎祐世
H-10 木材廃棄物の再利用実験

鈴木聖人・二瓶京汰郎・吉田　光
H-11 木材腐朽菌を用いた割り箸の堆肥化

當眞志生・富岡柚宇希
H-12 土壌中のケラチン分解細菌の発見と羽毛分解能力の検証 

　校内の廃棄羽毛を利用したオリジナル窒素肥料開発に向けて
平井智也・一場祥仁・中西将也・井上大聖

H-13 ソバにおけるエンドファイトの単離と利用
東海林隆磨・立里智洸・片倉悠斗・阿部一馬・渡辺佑馬・冨岡大輝・松田青華

H-14 鉄分量の多いもやしの栽培 
　キレート錯体の形を利用した鉄イオンの吸収率の変化

松賀瞳直
H-15 北海道岩見沢農業高校における土地管理が土壌化学性および土壌炭素含有率におよぼす影響

阿部ひなぎ・上野翔太・川合　翔・今野優真・佐藤　春・茂内有蘭・鈴木紫雲
H-16 都市部に適した「樹木環境の復元」と「土壌改良」について 

～国天然記念物馬場大門ケヤキ並木保護更新プロジェクト～
遠藤雅俊・翁長直希・秋田亜海・石毛勇武・稲村　晃

H-17 高吸水性ポリマーを添加した土壌の保水性 
　合成系 SAP を添加した土壌の保水性の簡易的な測定

堀田兼吾・菅原颯琉
H-18 人工降雨が環境に与える影響について

鮫島丈人・長濵康太・鈴木　佑・伊藤　来
H-19 天然染料と媒染剤の関係 

　食料廃棄物から環境問題への貢献
石川貴晴・那須　淳・遠藤乃 ・々白石雛子

H-20 学校構内の表土に生息する土壌生物
神谷優季・遠藤新平・細澤直起

高校生による研究発表会（東京）

１）日程 2022 年 9 月13 日（火）　（コアタイム13：00 ～ 14：30）
２）会場 東京農業大学 世田谷キャンパス 1 号館 3 階　331 教室（X 会場）および 332 教室（Y 会場）
３）審査結果と講評 表彰式：2022 年 9 月13 日（火）16：00 ～　1 号館 3 階　341 教室 
 また、日本土壌肥料学会 web サイトに掲載します。




