1-1

物質循環・動態

＜ 9 月 15 日（水）＞ E 会場
1-1-1

施設栽培における緑肥およびナス残渣の土壌還元消毒への利用
○前田守弘・山本航大・山根信三・安武大輔・森

1-1-2

出穂期前後の圃場を 4 日間連続して乾かす落水処理 2 回による玄米中無機ヒ素低減効果
○中村 乾・加藤英孝・山口紀子・馬場浩司・鈴木克拓・徳田進一・小林英和・望月秀俊・森 伸介・清水裕太・白木正俊・
島上卓也・安藤 薫・小田紫帆里・遠山孝通・藤井琢馬・伊藤正志・太田黒駿・西川英輝・本間利光・中田 均・楠田理恵・
荒川竜太・藤村澄恵・松本真悟・春日純子 ............1

1-1-3

風が土塊土壌におけるガス輸送に及ぼす影響

1-1-4

児島湖周辺におけるマイクロプラスチック動態に関する基礎的研究

1-1-5

粘土質水田土壌の二次的吸水膨潤の主要因子

1-1-6

土壌環境基礎調査（定点調査）（1979-2003）
と土壌炭素貯留等基礎調査事業（2008-2012）
に見る堆肥施用の傾向
○三島慎一郎・岸本文紅・宝川靖和 ............2

1-1-7

Greenhouse gas emissions from agricultural soil amended with diﬀerent age kitchen compost
○ Thi Minh Chau Tran・Takashi Someya・Hiroaki Somura・Morihiro Maeda ............3

1-1-8

茨城県鉾田川流域で使用されている化学肥料，有機質肥料及び堆肥のδ 15N 値と施肥が地下水水質に与える影響の検討
○箭田佐衣子・中島泰弘・板橋 直・林 暁嵐・朝田 景・松森堅治・平野七恵・江口定夫・大内孝雄・北村立実 ............3

1-1-9

秋田沿岸の海成堆積岩および火成岩集水域における河川堆積物の化学組成と出水時のリン流出
○早川 敦・湊 晴香・村上直樹・石川祐一・高橋

1-1-10

谷津の裸地湛水土壌における酸素及び温度環境が窒素除去に及ぼす影響−地表面下の酸素生成層の発見−
○林 暁嵐・江口定夫・前田滋哉・吉田貢士・黒田久雄 ............4

牧人・古橋康弘・藤原

拓 ............1

○松本宜大・吉田修一郎・関矢博幸・西田和弘 ............1
○張

天・前田守弘・宗村広昭・仁科勇太・小幡誠司 ............2
○吉田修一郎・佐々木泰介 ............2

正 ............3

＜ 9 月 16 日（木）＞ G 会場
1-1-11

貫入式土壌硬度計を用いた飽和透水係数の推定

1-1-12

パラオ国ガリキル川流域内の住宅及び農業地域における土地利用・管理が土壌の浸入能に及ぼす影響
○江口定夫・飯泉佳子・佐々木由佳・J Sengebau・MK Ngirchechol ............4

1-1-13

圃場内の排水性の良否が植物の水分生理状態と気孔開度におよぼす影響

1-1-14

水田転換畑の枠板式高畝におけるアスパラガス栽培時の土壌水分状態
○岩田幸良・柳井洋介・山地優徳・池内隆夫・中西

1-1-15

土壌水分センサーを用いた土壌水分状態の簡易推定法の開発

○宮本 昇・山本幸洋 ............4

○久保田滋裕・西田和弘・吉田修一郎 ............5
充・中村智哉・亀山幸司・宮本輝仁 ............5
○速水 悠・糸川修司 ............5

＜ 9 月 14 日（火）＞ポスター
P1-1-1

酪農学園圃場の風乾細土簡易分析から見た土壌有機物と立地・管理の関係性

P1-1-2

Eﬀects of bacterial communities from dung and soil on greenhouse gas emission under Japanese dairy farms
○ Chidozie Johnson Oraegbunam・Akari Kimura・Chikae Tatsumi・Yoshitaka Uchida ............6

P1-1-3

Eﬀect of three types of organic fertilizer on carbon budget in managed grassland, Southern Hokkaido, Japan
○杜 靖・安田花穂・ᶘ 倚麟・杉山千穂・北村凌佑・袁 依然・河合正人・当真 要・波多野隆介 ............6

P1-1-4

森林と草原における土壌微生物活性と土壌環境条件との関係

P1-1-5

消化液（バイオ液肥）と化学肥料の混合による性状変化

P1-1-6

泥炭地水田・転作田における冬期の地下水位管理の違いが圃場沈下量に及ぼす影響

P1-1-7

北海道南部の大区画転作田における有材心土破砕が地下灌漑に与える影響

P1-1-8

降雨遮断による強度土壌乾燥試験地の土壌水分観測

P1-1-9

非黒ボク水田土壌における粒径組成の違いが土壌水分センサー測定値と土壌水分実測値との誤差に及ぼす影響
○鷲尾建紀・久山弘巳 ............8

P1-1-10

SWAT を用いた畑作農業流域における水・土砂流出の空間変動評価：北海道東部常呂川流域における事例研究
○三原州人・倉持寛太・当真 要・波多野隆介 ............9

○安立美奈子・小山

○石田清二・小金昇平・澤本卓治 ............6

寛・横田将大・浅野眞希・廣田

充 ............7

○中村真人・折立文子・山岡

賢 ............7

○長竹

新・清水真理子・奥田涼太 ............7

○清水真理子・長竹

新・奥田涼太 ............8

○阪田匡司・釣田竜也・荒木眞岳・飛田博順・小林政広 ............8
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P1-1-11

蒸散流センサーによる流速測定の改善について

P1-1-12

点滴灌水同時施肥の硝酸イオン溶脱率を幾何学モデルを使って定義する
○笠原賢明・渡邊修一・志村もと子・藤井美智子・清水裕太・松森堅治 ............9

P1-1-13

有機栽培キャベツ連作黒ボク土畑圃場における 7 年間の窒素収支と浸透水中窒素濃度−化学肥料連用圃場との比較−
○加藤孝太郎・濱口一宏・横田克長・渕山律子・江口定夫 .........10

P1-1-14

渓流水中の硝酸イオン濃度の相違に対する森林土壌中の窒素存在量の影響
○田中杏南・馬場光久・中塔花梨・島本由麻・杉浦俊弘 .........10

P1-1-15

Precise Estimation of Dodecylbenzenesulfonate（DBS）Concentration from DBS-DOM Complex Solution Using UVSpectrometry
○ Md Imam Hossain・石黒宗秀 .........10

P1-1-16

リン酸酸素安定同位対比を用いた可給態リンの形成機構

P1-1-17

森林土壌への窒素添加がリン利用性と微生物バイオマス炭素へ与える影響

P1-1-18

Evaluation of hydrological processes and 137Cs load in Hiso River watershed, Fukushima, Japan
○ Shilei Peng・Chunying Wang・Sadao Eguchi・倉持寛太・神山和則・吉川省子・板橋 直・井倉将人・大越 聡・当真 要・
波多野隆介 .........11

P1-1-19

海岸クロマツ林の根系は石礫層でも成長速度を維持している
○谷川東子・安江 恒・松田陽介・池野英利・藤堂千景・山瀬敬太郎・大橋瑞江・檀浦正子・平野恭弘 .........12

P1-1-20

Liming improves the stability of soil bacterial community structures against the application of digestate made from
dairy wastes
○ Yvonne Madegwa・Yoshitaka Uchida .........12

P1-1-21

高温の灌漑水を用いたかけ流し灌漑が玄米タンパク質含有率・白未熟粒割合に与える影響
○松本悠志・西田和弘・塚口直史・吉田修一郎 .........12

P1-1-22

Inﬂuence of many times inter-tillage weeding on rice growth and nutrient dynamics in the paddy ﬁeld without
fertilizers and agricultural chemicals: From 2018 to 2020
○周 之舵・石黒宗秀・柏木淳一 .........13

2-1

小笠原駿太・○坂井

勝 ............9

○石田卓也 .........11
○國頭

恭・須山知美・知識あかり .........11

土壌有機・無機成分の構造・機能・ダイナミクス

＜ 9 月 14 日（火）＞ G 会場
2-1-1

リター由来の溶存有機物が黒ボク土試料への炭素吸着・脱着に及ぼす影響
○加藤 拓・池澤美紀・廣田

2-1-2

フルボ酸の抗酸化能および鉄供給による藻類成長促進能

2-1-3

鉱物結合型ヒューミンの化学構造特性

2-1-4

植生・深度別のマングローブ土壌有機物の貯留量と組成（トラート・タイ王国）
○木田森丸・渡邉育弥・金城和俊・近藤美由紀・大塚俊之・藤嶽暢英 .........15

2-1-5

温暖化インパクトを包括的に考慮した黒ボク土におけるプライミング効果 : 地温上昇、グルコースおよび無機態窒素添加
の影響
○田中大地・飯村康夫 .........15

2-1-6

Soil greenhouse gas ﬂuxes and global warming potential in two maize systems of the Tanzanian highlands
○ JINSEN ZHENG・舟川晋也 .........15

2-1-7

Linking organic amendments chemistry with soil organic matter stability under the long-term fertilization: Evidence
from 13C NMR spectroscopy
○ Kiattisak Sonsri・Haruka Naruse・Akira Watanabe .........16

2-1-8

Eﬀects of plant residue biochar on clay behavior in suspensions with diﬀerent clay concentrations and sodic conditions
○ ZONGHUI CHU・遠藤常嘉・西原英治・山本定博 .........16

2-1-9

土壌中の Black Carbon の定量方法の検討：第四報―重クロム酸法による黒ボク土中の Black Carbon の定量―
○村野宏達・劉 冠初・Zhengyang Wang・礒井俊行 .........16

2-1-10

Veriﬁcation of solid-liquid separation of waterlogged reduced soil by a centrifugal ﬁltration method
○ Shatabdi Saha・渡邉紅実・牧野知之・菅野均志・木村和彦・山崎慎一 .........17

2-1-11

土壌マイクロプラスチックの分析手法の開発

充・大塚俊之・藤嶽暢英 .........14
今飯田枝里・○渡邉 彰 .........14

○山本真子・池谷康祐・渡邉 彰 .........14

○勝見尚也・二上 栞・大河内博 .........17
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2-1-12

1 ミリメートルの空間分解で水田土壌の間隙水を採取する方法の確立
− Live Soil Imaging Chamber（LOACH）システムの完全構築へ向けて −

○光延 聖・福堂仁介・松枝直人 .........17

2-1-13

ガラスディスク - 波長分散型蛍光 X 線装置による土壌および岩石試料の多量元素の分析

2-1-14

単一反射法とフルパターンフィッティング法による鉱物定量技術の農耕地土壌への応用
○東 和喜・中尾 淳・若林正吉・藤村恵人・矢ヶ崎泰海・松波寿弥・矢内純太 .........18

2-1-15

滅菌処理によって増加する易酸化性有機物とマンガン酸化物との反応

2-1-16

安定同位体セシウムを用いたセシウム固定容量値と RIP 値との関係

2-1-17

低地土壌における黒雲母の酸化還元状態と K 供給能との関係
○浅野育美・中尾 淳・若林正吉・Olivier Evrard・万福裕造・矢内純太 .........19

2-1-18

北海道の酪農生産現場の草地におけるカリウムおよびカルシウムの垂直分布実態

○山崎慎一・山岸裕幸・土屋範芳 .........18

○鈴木さくら・牧野知之・菅野均志・木村和彦 .........18
○野中成耕・山口紀子・大島宏行・加藤 拓 .........19

○佐々木章晴・当真

要 .........19

○矢内純太・糟谷真宏・森塚直樹・中尾

淳 .........20

＜ 9 月 16 日（木）＞ C 会場
2-1-19

土壌のカリウム供給能における非交換態カリウムの重要性

2-1-20

低地土のカリ供給能と流域の地質鉱物の関係 - 宮崎県、鹿児島県の事例

2-1-21

粒径分画と磁石分離による土壌鉱物からのカリウム供給量の評価

2-1-22

TPB 法と熱硝酸法の非交換性カリ抽出特性の違い
○若林正吉・江口哲也・中尾

2-1-23

インターカレーションによる非交換性カリ放出阻害の可能性について

○久保寺秀夫・永井浩幸・中川路光庸・上薗一郎 .........20

○安藤

薫・中尾 淳・中村嘉孝・瀧

勝俊・矢内純太 .........20

淳・東 和喜・藤村恵人・久保堅司・矢内純太 .........21
○中尾

淳・東

和喜・矢内純太 .........21

＜ 9 月 14 日（火）＞ポスター
P2-1-1

異なる有機質資材の施用が土壌団粒の形成と土壌有機物の存在状態に及ぼす影響

P2-1-2

細根動態に差異がある森林の土壌に含まれる金属相と親和した有機物の存在比の比較
○林 亮太・和穎朗太・平野恭弘・溝口岳男・谷川東子 .........22

P2-1-3

土着微生物によるアルミニウム―腐植酸複合体の分解特性

P2-1-4

Interaction of kaolinite particles with organo-metal coprecipitates: eﬀects of metal type（Fe vs. Al）and C source
Khin Thawda Win・須田碧海・山口典子・○和穎朗太 .........22

P2-1-5

原材料と焼成温度の異なるバイオチャーの経年変化が土壌からの一酸化二窒素放出に及ぼす影響
○増倉勇樹・前田守弘・中野知佑・仁科勇太・宗村広昭 .........23

P2-1-6

イネのケイ酸吸収は土壌中の炭素蓄積を増加させるか？
杉村 文・○保原

P2-1-7

被覆肥料に由来するマイクロカプセルの環境動態

P2-1-8

土壌のリンの逐次抽出法―関谷法の再考

P2-1-9

長期間の施肥により黒ボク土に蓄積したリンの局所分布と化学形態

P2-1-10

土壌中における異なる有機態リン化合物からのオルトリン酸の生成速度

P2-1-11

有機質資材添加による湛水土壌のヒ素溶出の加速化−酸性デタージェント可溶有機物含量との関係−
○須田碧海・山口紀子 .........25

P2-1-12

尾瀬ヶ原湿原に蓄積する無機質粒子成分の鉛直分布

P2-1-13

小笠原諸島・媒島および父島に分布する土壌の分散性

○青山正和・東海林里佳 .........21

○柳由貴子・金石昌子 .........22

達・金子 命・森泉美穂子・松本真悟・春日純子・阿江教治 .........23
○川崎美佐子・勝見尚也・楠部考誠・長尾誠也・大河内博 .........23
海老原舞歩・髙本

慧・○橋本洋平 .........24

○山口紀子・須田碧海・大島正稔 .........24
○長砂まりも・横田優帆・森

裕樹・平舘俊太郎 .........24

○村田智吉・野原精一 .........25
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○斎藤星花・和田信一郎・森

裕樹・平舘俊太郎 .........25

3-1

土壌生物の生態と機能

＜ 9 月 14 日（火）＞ E 会場
3-1-1

模擬微小重力下の土壌中における施肥 N の硝化反応

3-1-2

バクテリアを阻害した土壌で真菌の生育は向上するのか〜栄養素比の役割と窒素循環の変化〜

3-1-3

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 .........26

3-1-4

Trophic regulation of rice root endophytes by protists
○ Rasit Asiloglu・白石景子・O Solomon Samuel・Murat Aycan・鈴木一輝・原田直樹 .........27

3-1-5

DNRA-derived N2O production in

○髙岡美里・加藤雅彦 .........26

strains

○許

○斉藤杏奈・内田義崇 .........26

振興・増田曜子・伊藤英臣・服部祥平・豊田

栄・妹尾啓史 .........27

15

3-1-6

Identiﬁcation of active diazotrophs in paddy soil by N2-DNA-stable isotope probing

3-1-7

異なる土壌型の菌叢の接種は水田細菌叢に影響を与えるか？
○鈴木一輝・片嶋夏菜・Solomon Samuel O・五十嵐一望・三木孝昭・徐

3-1-8

外部低投入緑肥施用水田における土壌細菌群集構造と土壌理化学性の経時的変化
○辻本泰地・上野秀人・当真 要・山下陽一・阿立真崇・河野貴幸・アンドレ クルス

3-1-9

メタン発酵消化液の長期連用が水田土壌の生物性に及ぼす影響

3-1-10

Eﬀects of freeze-thaw and dry-wet events on microbial activity in soil from agricultural grassland
○三浦真紀・Paul Hill・Davey Jones .........29

3-1-11

水田土壌から単離した新奇鉄還元菌の窒素固定能

3-1-12

菌根タイプの異なる日本森林土壌における無機態窒素と微生物群集組成の比較
○沢田こずえ・稲垣善之・國頭 恭・杉原 創・豊田剛己・舟川晋也 .........29

3-1-13

熱帯塩基性土壌における土地利用の違いが微生物群集と炭素利用効率に及ぼす影響の解明
○渕上佳奈・杉原 創・宮嵜英寿・関真由子・Muniandi Jegadeesan・Pandian Kannan・沢田こずえ・柴田 誠・豊田剛己・
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○長谷川公紀・渡邊涼太郎・丸山隼人・金山喜則・信濃卓郎・渡部敏裕 .........58

寿・岩田

○山地直樹・三谷奈見季・馬

建鋒 .........52

○小西範幸・馬

建鋒 .........53

○三谷奈見季・山地直樹・馬

建鋒 .........53

松村剛士・宇野
○土田

○塩塚直輝・丸山明子 .........54

享・田島亮介・○小島創一 .........54
河・伊藤

正・井上博道 .........55

永根・鈴井伸郎・栗田圭輔・河地有木 .........55

○菅井徹人・丸山隼人・佐藤

匠・神山拓也・市橋泰範 .........56

○馮 志航・大森良弘・藤原

錬・市橋泰範・横井彩子・土岐精一・中西友子・田野井慶太朗 .........56
○佐々木孝行・有吉美智代・山本洋子・森

泉 .........57

周・鈴木雄二 .........57

○山崎清志・藤原

（35）

徹 .........56

周 .........57
徹 .........58

○芹澤和樹・大橋敬子 .........58

4-2

植物の微量栄養素

＜ 9 月 15 日（水）＞ B 会場
4-2-1

ホウ酸トランスポーター BOR1 はタペート細胞から葯室へホウ素を輸送する
室 啓太・松本真季・田中佑樹・小椋康光・山﨑有紗・吉成

4-2-2

シロイヌナズナ根のホウ素欠乏初期応答機構の解析

4-2-3

シロイヌナズナの根におけるホウ素輸送にカスパリー帯が果たす役割の解析

4-2-4

Mechanical properties of Arabidopsis thaliana roots under boron or sucrose supply
○ Marcel Pascal Beier・王 韵書・林 駿平・三輪京子・肥田博隆・藤原

4-2-5

イネにおけるホウ素吸収の制御機構

4-2-6

Role of OsLsi6 in B distribution under B-suﬃcient condition in rice

4-2-7

成長促進因子 RAPTOR1B の機能欠損はホウ素欠乏による植物の主根伸長抑制を緩和する
岩佐尚樹・Ramita Jamornjureekul・○三輪京子 .........61

4-2-8

シロイヌナズナにおける器官間シグナル伝達を介した鉄吸収制御
○田畑 亮・井本駿平・田村

4-2-9

鉄高集積イネ突然変異体
と紫黒米品種の交配後代の特性と遺伝型解析
○齋藤彰宏・熊野順也・中村健人・市ノ川裕美・東元 新・加藤 舞・島田 圭・小鹿幸帆・大島宏行・相澤有美・辻井良政・
大山卓爾・樋口恭子 .........61

4-2-10

鉄・亜鉛栄養価の高い秋田県内向けイネ品種の作出
○髙橋克巳・高橋竜一・土井健太郎・メイサン アウン・高橋秀和・高木宏樹・小林高範・中西啓仁・西澤直子・頼 泰樹・
服部浩之・増田寛志 .........62

晃・○高野順平 .........59

○澤田茉子・梅木大輔・小林

優 .........59

○室 啓太・神代滋央・高野順平 .........59
徹 .........60

黄 勝・山地直樹・小西範幸・邵 継鋒・○馬

建鋒 .........60

○黄 勝・山地直樹・三谷奈見季・馬

建鋒 .........60

花・神谷岳洋・木羽隆敏・榊原

均 .........61

＜ 9 月 16 日（木）＞ B 会場
4-2-11

ユビキチンリガーゼ OsHRZ のドメイン変異による鉄欠乏耐性・鉄蓄積イネの作製
○井原崇斗・室田明星・西澤直子・小林高範・中西啓仁 .........62

4-2-12

鉄欠乏がオオムギ光化学系のタンパク質と鉄の分配に及ぼす影響の品種間差
○樋口恭子・星紀美果・冨樫

4-2-13

鉄欠乏耐性能を強化した樹木ポプラの作出
○増田寛志・成田 匠・MAY SANN AUNG・前田慶介・坂本真吾・光田展隆・小林高範・勝田幹也・小川敦史・頼 泰樹・
服部浩之・西澤直子 .........63

4-2-14

圃場におけるコシヒカリ環 1 号のマンガン吸収特性とマンガン資材の効果
○石川

4-2-15

Role of lateral roots and root hairs in high uptake of manganese and cadmium in rice

4-2-16

サリチル酸の合成と応答は、低カルシウム条件でのシロイヌナズナの生育を抑制する
○橋本秀一・鹿内勇佑・神谷岳洋・藤原

4-2-17

Diﬀerences in response of sorghum cultivars to excess Ca on nutrient distribution and photosynthetic rate
○ Luna Sidrim・Akihiro Saito・Takuji Ohyama・Kyoko Higuchi .........64

4-2-18

光合成の水酸化−酸素発生反応に関わる塩素イオンの結合と機能

4-2-19

化学遺伝学による栄養素輸送体の極性局在機構の解明

4-2-20

ハンドヘルド型蛍光 X 線分析計を用いた野生植物の元素集積解析
（2）
石灰岩土壌植物の元素集積特性
○水野隆文・河西皓仁・近藤大地・渡部敏裕・橋本

覚・安部

巧・今井祐貴・齋藤彰宏・大山卓爾 .........62

匡・谷川八大・須田碧海・倉俣正人 .........63
○余

○伊福健太郎・今泉
○吉成

恩・山地直樹・馬

建鋒 .........63
徹 .........64

滉・西村太志・中野雄司 .........64

晃・佐藤綾人・Wolf Frommer・中村匡良 .........65

篤 .........65

＜ 9 月 14 日（火）＞ポスター
P4-2-1

Exploration of iron excess-responsive novel
approaches

-regulatory elements and promoter structures in rice by bioinformatics

P4-2-2

水稲の玄米 Ni 低濃度変異体（lni）
の輸送解析
○佐々木翔渚・雨宮あや乃・河端美玖・金井みなみ・高橋真央・増田寛志・松本武彦・頼

P4-2-3

シロイヌナズナのホウ酸輸送体、NIP5;1 のプロモーターのいくつかの DNA 領域が、根の異なる細胞タイプでの発現に必
要である
○田中真幸・藤原 徹 .........66

筧

（36）

雄介・増田寛志・西澤直子・服部浩之・○ MAY SANN AUNG .........65
泰樹 .........66

P4-2-4

翻訳後修飾による S- セレン化 GAPC の生成は植物体内のセレン動態のひとつである
○小嵜光夏・中谷美有・高貝俊生・大沼貴之・武田

P4-2-5

イネの炭酸塩ストレス耐性と金属イオン蓄積に関する遺伝解析

P4-2-6

ハンドヘルド型蛍光 X 線分析計を用いた野生植物の元素集積解析（3）
野生植物の硫黄（S）
含有量に関する調査・解析
○近藤大地・河西皓仁・渡部敏裕・橋本 篤・水野隆文 .........67

P4-2-7

ヒユ科植物における鉄吸収戦略

P4-2-8

トライコームと非根毛細胞に特異的に発現するホウ素輸送体の役割

4-3

○川上遼馬・Siyu Gong・藤本

徹 .........66

優・根本圭介 .........67

○藤原直哉・山田美奈・山田

智 .........67

○反田直之・三輪京子・高野順平・藤原

徹 .........68

植物の有害元素

＜ 9 月 14 日（火）＞ D 会場
4-3-1

チャのアルミニウム集積に関する系統間差異の解析

4-3-2

Al 欠乏処理におけるチャ樹体内の Al の挙動

4-3-3

アルミニウムストレス下でのシロイヌナズナの根系構造形成

4-3-4

アルミニウム・塩ストレス応答性蛍光滲出物の構造解析

4-3-5

植物の根が分泌するヨウ素還元物質の探索

4-3-6

フラボタンパク質は毒性のテルル無機酸化物を還元・無毒化し、金属態テルル微粒子の形成に関与する
○高貝俊生・竹原 葵・溝川奈祐・小嵜光夏・武田

4-3-7

塩・アルカリ条件下における pH の変化がもたらすイネのナトリウム吸収への影響
○南平眞実・Kamonthip Jiadkong・Sumana Chuamnakthong・実岡寛文・上田晃弘 .........71

4-3-8

火山性強酸性土壌に生育する植物の葉身元素組成の特徴

4-3-9

ダイズのセシウム吸収に関するカリウム以外の関連遺伝子の探索

4-3-10

セレン酸処理がシロイヌナズナの硫黄代謝に及ぼす影響

4-3-11

根端分裂組織の有害元素応答における SOG1，ANAC044，ANAC085 の役割
○浦口晋平・菅谷 翔・小川琴未・大城有香・中村亮介・高根沢康一・清野正子 .........72

4-3-12

A glycosyltransferase gene is required for tolerance to acidic stress in rice

4-3-13

イネの Cd、Mn 吸収性を制御する OsNramp5 のアミノ酸変異

4-3-14

泥炭土の草地更新時における播種前雑草茎葉散布処理の適用条件

○福田佑介・山下寛人・川木純平・廣野祐平・森田明雄・一家崇志 .........69
○米澤詩織・前田芽依奈・山下寛人・福田佑介・森田明雄・一家崇志 .........69
○多井紫織・中野友貴・小山博之・小林佑理子 .........69

○三浦勇輝・清水美豊・藤田洋志・菊地俊介・荒谷

博・安保 充 .........70

○西田

睦・古田直紀 .........70

翔・石井 暁・亀岡

啓・榎本拓央・山上

徹 .........70

○和崎 淳・山本晃弘・丸山隼人・中坪孝之・渡部敏裕 .........71
○二瓶直登・斉藤正悟 .........71
○丸山明子・塩塚直輝・森 哲哉・斉藤和季 .........72

○王

○倉俣正人・安部

珮同・山地直樹・馬

建鋒 .........72

匡・谷川八大・杉本和彦・石川 覚 .........73
○岡元英樹・二門

世・林

拓 .........73

＜ 9 月 14 日（火）＞ポスター
P4-3-1

施肥管理がチャのアルミニウム含量におよぼす影響

P4-3-2

ゼニゴケ STOP1 が制御する Al 耐性遺伝子

P4-3-3

アルミニウムストレスに対するシロイヌナズナ野生系統の多様な転写応答
楠 和隆・中野友貴・田中啓介・坂田洋一・井内

P4-3-4

トマト 29 品種における耐塩性に関する研究

P4-3-5

Suaeda 属の塩・アルカリ応答性に関する研究

P4-3-6

ダイズにおいてセシウム吸収の品種間差をもたらす遺伝子の解析
宇多真梧・福原いずみ・María Daniela Artigas Ramírez・小島克洋・Djedidi Salem・安掛真一郎・加賀秋人・松波寿弥・
森山裕充・山田哲也・横山 正・○大津（大鎌）直子 .........75

○廣野祐平・山下寛人・一家崇志 .........73

○渡邉ひかり・宮地

（37）

右・阿相幸恵・井内

聖・小林正智・小林佑理子・小山博之 .........74

聖・小林正智・小山博之・○小林佑理子 .........74
○森下日菜子・山田美奈・山田

智 .........74

○笠見亘輝・山田美奈・山田

智 .........75

4-4

植物の代謝成分と農作物の品質

＜ 9 月 15 日（水）＞ H 会場
4-4-1

根圏の有機物・ガスに関する植物栄養学研究の一視点
―根の細胞壁・細胞膜での各種の化学的・物理的な力と下流遺伝子群への注目
○我妻忠雄・俵谷圭太郎・程 為国・渡部敏裕・丸山隼人・和崎

4-4-2

異なる窒素条件下におけるパプリカ果実の元素組成と尻腐れ果発症との関係
○荒川竜太・村島和基・渡部敏裕・信濃卓郎・丸山隼人 .........76

4-4-3

異なる窒素条件下におけるパプリカ果実の機能性成分解析

4-4-4

微生物資材中の LPS が植物の生育促進および金属吸収に与える影響
○永田知輝・小野寺もも・田中真音・内山優里恵・西片百合・安保

4-4-5

水わさびのイオノミクス：栄養状態と品質の関係

淳 .........76

○村島和基・荒川竜太・丸山隼人・渡部敏裕・信濃卓郎 .........76
充 .........77

○三原春美・山下寛人・久松 奨・森田明雄・一家崇志 .........77

＜ 9 月 14 日（火）＞ポスター
P4-4-1

イチゴ ' 越後姫 ' における軟化の特徴

P4-4-2

コシヒカリの粒厚分布と理化学成分の関係について

P4-4-3

温度処理にともなう元素吸収・分配がパプリカの尻腐れ果発症に与える影響
○鳥山星呂・荒川竜太・村島和基・丸山隼人・信濃卓郎・渡部敏裕 .........78

P4-4-4

UV-LED 光照射によるニチニチソウ二量体アルカロイドの合成

5-1

○大竹憲邦・佐藤愛梨・宮本託志・武田壮史・末吉 邦・種村竜太・元永佳孝 .........77
○鎌田

○羽生

淳 .........78

樹・大橋敬子 .........78

土壌生成・分類

＜ 9 月 15 日（水）＞ C 会場
5-1-1

全窒素濃度と pH が酸性熱帯林土壌の総硝化速度に及ぼす影響〜鉱質土層と O 層の比較〜
○渡辺伸一・柴田 誠・Hartono Arief・Marryanna Lion・小杉緑子・荒木

5-1-2

長崎県多良岳西麓に点在する黒ボク土の特徴

5-1-3

秋田県男鹿半島に分布する黒ボク土と類縁土壌中の火山ガラスの起源
安田 陽・山田大介・菅野均志・早川 敦・石川祐一・○高橋

5-1-4

滋賀県の水田における土地利用変化等に伴う乾田化の進行

5-1-5

全国 12 道県の水田地帯における土壌種の変化傾向
○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・本間利光・大橋祥範・小松茂雄・松山 稔・
平山裕介・餅田利之・松井佳世・久保寺秀夫・高田裕介 .........80

5-1-6

機械学習と多地点土壌断面調査による大縮尺農耕地土壌図の作成―青森県五所川原市の例―
○前島勇治・神田隆志・伊勢裕太・松井佳世・久保寺秀夫・高田裕介 .........80

5-1-7

全国農地土壌の SOC 貯留量と C:N 比分布の傾向とその推定方法
○松井佳世・高田裕介・前島勇治・久保寺秀夫・小原

̶ 黒丸地域の一例 ̶

○井上

茂・渡邉哲弘・舟川晋也 .........79
弦・村田智吉・渕山律子 .........79
正 .........79

○小松茂雄・武久邦彦・楠田理恵・高山尊之・河村紀衣 .........80

洋・白戸康人 .........81

＜ 9 月 14 日（火）＞ポスター
P5-1-1

既存土壌図と機械学習による神奈川県農耕地土壌図の高解像度化
早野美智子・神田隆志・森下瑞貴・伊勢裕太・前島勇治・久保寺秀夫・○高田裕介 .........81

P5-1-2

機械学習と多地点土壌断面調査による大縮尺農耕地土壌図の作成―茨城県龍ヶ崎市の例―
○神田隆志・高田裕介・伊勢裕太・松井佳世・森下瑞貴・前島勇治 .........81

P5-1-3

森林域における火山灰土壌の分布推定手法の検討

P5-1-4

石川県金沢市犀川河岸段丘面に分布する黒ボク土生成過程の解明
○田中沙紀・勝見尚也・宮下 遥・五十嵐和貴・申

P5-1-5

水系域の環境指標を用いた干拓地の土壌特性の推定―土性に着目して―

P5-1-6

河川水中の懸濁態及び溶存態元素組成に及ぼす流域環境要因とそのモデル化〜鳥取県東部の事例
○角野貴信・越田祐加・石本有乃・井上

○今矢明宏 .........82

（38）

基澈・岡崎正規 .........82

○西倉瀬里・川東正幸 .........82
隼 .........83

5-2

土地分類利用・景域評価

＜ 9 月 15 日（水）＞ C 会場
5-2-1

熱帯傾斜畑作地における土壌侵食発生条件に関わる比較研究

5-2-2

Oxisols と Ultisols が分布するベトナム中部高原の森林生態系における窒素・リン制限の評価―葉の N:P 比および基質添
加に対する微生物応答を用いて
○柴田 誠・岡田千裕・渡辺伸一・Lam Ho Nguyen・渡邉哲弘・舟川晋也 .........84

5-2-3

南インドの畑地土壌におけるバイオ炭と堆肥の同時施用が施用後の有機物分解に与える影響
○関真由子・杉原 創・宮嵜英寿・Jegadeesan Muniandi・Kannan Pandian・柴田 誠・Bertland Isabelle・田中治夫 .........84

○舟川晋也・西垣智弘・河本裕子・Le Dinh Huy・柴田

誠 .........84

＜ 9 月 14 日（火）＞ポスター
P5-2-1

Spatial variability of soil properties aﬀected by microtopography in agricultural landscape of Tokachi, Hokkaido
○ Elton Amadeus Francisco・Akari Kishimoto・Rintaro Kinoshita・Shinori Tsuchiya・Hiromasa Mizugami・
Masayuki Tani .........85

P5-2-2

仙台平野の人工海岸林におけるクロマツの生育不均一性をもたらす土壌特性の検討

6-1

○梶原拓人・川東正幸・小澤有貴 .........85

水田土壌肥沃度

＜ 9 月 14 日（火）＞ C 会場
6-1-1

鉄還元菌窒素固定に関わる鉄の水田土壌における形態と分布
○佐藤咲良・増田曜子・大峽広智・小暮敏博・高橋嘉夫・妹尾啓史 .........86

6-1-2

窒素固定活性上昇のために鉄資材を施用した水田における水稲の養分吸収および収量向上とその持続性
○大峽広智・高野 諒・佐藤咲良・増田曜子・伊藤英臣・白鳥

6-1-3

水稲乾田直播栽培における基肥可変施肥での収量均平化

6-1-4

岐阜県飛騨地域の水田土壌における共通的な窒素無機化モデルの作成

6-1-5

Comparison of nitrogen balance in paddy ﬁelds with the application of chemical fertilizer and methane‒fermentation
waste ﬂuid
○ Yao Yao・柴田 誠・松原圭佑・間藤 徹・舟川晋也 .........87

6-1-6

フィリピンの水田における土壌有機物の画分別定量と特性評価
○大友理佐・矢内純太・中尾 淳・阿部

6-1-7

熱帯水田土壌における貯留炭素の形態別定量と特性評価〜タイ全域と東北タイの比較〜
○山﨑 葵・矢内純太・田中壮太・青山正和・原口

6-1-8

浜通り平坦部における水稲栽培と組合せたマメ科緑肥の窒素すき込み量の推定

6-1-9

有機物施用がイネ−ダイズ田畑輪換圃場の窒素収支に及ぼす影響
○高階史章・髙坂柚賀・山本杏奈・鈴木秀輔・金丸（鋸屋）
沙季・青野泰啓・畠山恵子・中川進平・田中草太・佐藤 孝・
金田吉弘 .........88

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 3 報）̶土壌 pH を考慮した検証̶
○髙本 慧・高橋智紀・戸上和樹 .........89

6-1-11

水田転換畑圃場における全層心土破砕が大豆の生育に及ぼす影響

6-1-12

湛水直播のスケールボンド法による種子コーテング

6-1-13

田面水の透水を考慮した水田地温の推定法

6-1-14

Mehlich3 法− ICP 測定による可給態元素定量の迅速化の検討 −福島県土壌を対象に−
○池田未来・中尾

6-1-15

水田表層土壌の土色の測定による遊離酸化鉄含量の推定−農場スケールでの推定精度に及ぼす土壌有機物の影響
○森塚直樹・堀内浩臣・齊藤大樹・田島亮介・高橋行継・平井英明・松岡かおり・上野大勢 .........90

6-1-16

長期連用水田圃場における土壌有機炭素の画分別蓄積量および平均滞留時間と肥培管理の関係性
○西村千響・矢内純太・中尾 淳・安藤 薫・尾賀俊哉・大竹敏也・武久邦彦・高山尊之・蓮川博之・高橋智紀・戸上和樹・
高本 慧・原口 岳・陀安一郎 .........91

豊・妹尾啓史 .........86

○木村秀也・関矢博幸・松波寿典・齋藤秀文 .........86
○和田

巽・可児友哉・宮本善秋・棚橋寿彦 .........87

進・田中壮太・原口

岳・陀安一郎 .........87

岳・陀安一郎・中尾

淳 .........88

○菅野拓朗・安田貴則・三本菅猛 .........88

○中川進平・齋藤雅憲・北川

巌・佐藤雄太 .........89
○岡山清司 .........89

○本間利光・石井勝博・水野貴文・石郷岡康史・滝本貴弘・桑形恒男 .........90

（39）

淳・藤村恵人・信濃卓郎・矢内純太 .........90

＜ 9 月 14 日（火）＞ポスター
P6-1-1

Eﬀect of inter-tillage on the nutrient cycling of paddy ﬁelds without application of chemical fertilizers and agrochemicals.
○趙 双双・浪江日和・島田かさね・当真 要・石黒宗秀・波多野隆介 .........91

P6-1-2

Soil weed decomposition with rice straw does not promote rice straw decomposition but impacts the soil fungi to
bacteria ratios
○林 金鋒・内田義崇 .........91

P6-1-3

非黒ボク土水田土壌の可給態リン酸含量に対する易還元性鉄の影響

P6-1-4

水稲栽培における土壌中交換態 K の動態
―栽培期間中に土壌中交換態 K は土壌固相から緩やかに補給されている

P6-1-5

イネごま葉枯病が発生した３圃場における土壌化学性の特徴

P6-1-6

パワーハロー等の簡易耕起法が大豆の栽培土壌と収量におよぼす影響

P6-1-7

多雪重粘地での水稲−大麦−大豆 2 年 3 作における孔隙特性および炭素・窒素含量の変化

P6-1-8

豪雨による土砂礫流入被害水田土壌に対する土壌改良資材施用および増肥の影響

P6-1-9

多湿黒ボク土水田転換畑における全層心土破砕機の排水性改善効果

P6-1-10

二毛作体系における水稲乾田直播時のケンブリッジローラ鎮圧による漏水対策
○中野恵子・渡邊修一・大段秀記・深見公一郎・高橋仁康 .........94

P6-1-11

1ha 規模水田転換畑における潅水支援システムに基づく大豆への適期潅水の実証

P6-1-12

岩手県における灌漑水ケイ酸濃度の現状と変動要因

P6-1-13

農業用水に由来する水田への硫黄供給−秋田県，岩手県，宮城県，山形県，広島県の事例−
○菅野均志・森上洋和・葉上恒寿・齋藤 寛・長谷川榮一・島 秀之・中川進平・南條正巳・西田瑞彦・牧野知之 .........95

P6-1-14

有機物連用水田の空撮より提示された土壌炭素含量と分光反射率を用いた可給態窒素濃度の推定法
○戸上和樹・髙本

P6-1-15

ドローン撮影画像と SfM-MVS 処理による水稲倒伏状況の把握

6-2

○伊藤豊彰・後藤堯行・秋田和則・佐々木綾子・鈴木貴恵 .........92

○水谷嘉之・久保寺秀夫・平舘俊太郎 .........92
○五十嵐総一・里中利正 .........92
○中村卓司・林

怜史・八木岡敦史・長南友也 .........93
○鈴木克拓 .........93
○奥村裕紀子 .........93

○鮎澤純子・上原敬義・矢口直輝・齋藤龍司 .........94

○高橋智紀・戸上和樹・髙本 慧 .........94
○高橋良学・伊藤美穂 .........95

慧・髙橋智紀 .........95

○水野貴文・石井勝博・本間利光・森下瑞貴・岩崎亘典 .........96

畑地土壌肥沃度

＜ 9 月 15 日（水）＞ G 会場
6-2-1

冬季および高冷地での土壌の低温環境が緑肥分解および養分可給化に与える影響

6-2-2

Is P fertilization of oat and vetch important to obtain the cover crops beneﬁts on soil quality?
○ Khin Thawda WIN・Toshihiko KARASAWA .........97

6-2-3

○中塚博子・唐澤敏彦 .........97

飼料用トウモロコシ茎葉残渣の緑肥効果の検証
（2）
後作のニンジン栽培に及ぼす影響

○小川 仁 .........97

6-2-4

黄色土における堆肥連用がキャベツの収量と土壌化学性に与える影響

6-2-5

Eﬀect of conservation agriculture on the amount and quality of fractionated organic matter of Andosols in a long-term
experiment in Ibaraki, Japan
○ Jeannette Aduhene-Chinbuah・杉原 創・小松崎将一・西澤智康・田中治夫 .........98

○石川翔乃・中村明弘・美濃部亜衣 .........98

＜ 9 月 16 日（木）＞ E 会場
6-2-6

無人航空機を用いた秋まきコムギの起生期茎数の推定

6-2-7

ドローン空撮画像を用いた長ネギほ場の生育ムラ発生原因の解析

6-2-8

ドローン空撮画像によるブロッコリーの生育評価と窒素吸収量の推定

（40）

○石倉 究・小谷野茂和・木村智之・笛木伸彦・原
○瀧
○梅津

圭祐 .........98

典明・中村佳与 .........99

輝・中山秀貴・大越

聡・三好博子 .........99

6-2-9

根粒菌接種とリン施肥がキマメの根圏土壌におけるリン動態に与える影響の解明
○山本沙季・岡崎 伸・D.Monica Nakei・田中治夫・杉原 創 .........99

6-2-10

石炭灰の施用による酸度矯正がプライミング効果に与える影響の解明−沖縄県の赤黄色土を用いた事例−
○安野秀瑛・杉原 創・関真由子・柴田 誠・伴 琢也・田中治夫 ...... 100

6-2-11

西アフリカ半乾燥地におけるササゲの土壌型および施肥に対する応答性
○伊ヶ崎健大・井関洸太朗・シンポレ サイド・南雲不二男・バロ アルベール・バティアノ ジョセフ ...... 100

6-2-12

炭素・養分動態に基づくキリマンジャロ山小規模農業の持続性評価
○一ノ瀬侑理・西垣智弘・柴田 誠・Method Kilasara・舟川晋也 ...... 100

6-2-13

ブルキナファソ中央台地に優占する異なる土壌型における最適施肥管理
○岩崎真也・伊ヶ崎健大・シンポレ サイドウ・バロ アルベール・南雲不二男 ...... 101

＜ 9 月 14 日（火）＞ポスター
P6-2-1

灰色低地土の有機物連用施設栽培ほ場における易分解性有機物の季節変動

P6-2-2

有機質資材の施用法が異なる愛知県の露地畑における土壌炭素動態モデル（RothC）
の適合性の検証
○中村嘉孝・山本 拓・久野智香子・大橋祥範・山本 岳・安藤 薫・瀧 勝俊 ...... 101

P6-2-3

粘土質土壌の物理性改善を目的とした緑肥導入
〜キャベツ栽培の事例〜

P6-2-4

マダガスカル中央高地におけるマメ科牧草スタイロの栽培がリン動態および後作イネ収量に与える影響
○西垣智弘・Seheno RINASOA・Tovohery RAKOTOSON・Andry ANDRIAMANANJARA・
Tantely RAZAFIMBELO・辻本泰弘 ...... 102

P6-2-5

北海道の加工用バレイショ栽培におけるリン酸施肥を見直す

P6-2-6

Silicon in winter wheat and soils of Tokachi, Hokkaido
○ Vilayphone Sourideth・Rintaro Kinoshita・Jingo Shimada・Masayuki Tani ...... 103

P6-2-7

バナナ農園のケイ酸供給能力に対する土壌タイプおよび共存植生の影響
○藤井一至・新井和菜・磯部一夫・小松 健・早川智恵・Arief Hartono ...... 103

P6-2-8

土壌の採取地や前培養の温度が土壌酵素活性の温度依存性に及ぼす影響

P6-2-9

施肥管理の異なる黒ボク土における粒状有機物中の土壌糖とβグルコシダーゼ活性の関係
○可児優一郎・村上千晶・田中治夫・杉原

P6-2-10

土壌理化学性がソバの生育・収量に及ぼす影響

P6-2-11

マラウイ北部における土壌保全技術の評価

P6-2-12

十勝地域の圃場生産性評価のための土壌質指標の検討

P6-2-13

衛星画像から把握したテンサイ生育の圃場特性の土壌間差とその要因
○丹羽勝久・横堀 潤・石倉 究・原 圭祐・笛木伸彦・今田伸二 ...... 105

6-3

○佐野修司・アクリッシュ穂波・荒川竜太 ...... 101

○渡邊優子・冨士松雅樹・吉田康子・鈴木武志 ...... 102

○保井めぐみ・木下林太郎・住ノ江努・谷

昌幸 ...... 102

○唐澤敏彦・中塚博子 ...... 103
創 ...... 104

○藤田一輝・塚本康貴 ...... 104
薄木裕也・○真常仁志・Cornelius Chisamibi・Isaac Monjo ...... 104
○吉村元博・岡

紀邦・前塚研二・小川ひかり ...... 105

園地・施設土壌肥沃度

＜ 9 月 14 日（火）＞ C 会場
6-3-1

クリ凍害発生園地の土壌物理性と土壌改良基準の検討

6-3-2

堆肥施用がモモの耐凍性に及ぼす影響

○井上博道・堀井幸江・荒河 匠・神尾真司・西垣

孝 ...... 106

○堀井幸江・井上博道 ...... 106

＜ 9 月 14 日（火）＞ポスター
P6-3-1

Fundamental research on appropriate soil management system in vineyard Hokkaido
○ Teerawit Aungpadorn・柏木淳一・佐藤有紗・玉川雄一・池田祐真・山本忠男 ...... 106

P6-3-2

ほ場群スケールで解析した土壌特性値の空間変動は、ほ場内変動を予測できるか？−京都大学附属農場の果樹園の事例−
○松岡かおり・森塚直樹・中野龍平・中﨑鉄也 ...... 107

P6-3-3

酢酸ナトリウム抽出とカリウムイオンメーターによる土壌交換性カリの簡易測定

P6-3-4

心土破砕等と堆肥施用が施設土壌の理化学性およびホウレンソウの生育収量に及ぼす影響

（41）

○小柳

渉・清水翔太 ...... 107

○原田美穂子・奥村裕紀子 ...... 107

6-4

草地土壌肥沃度

＜ 9 月 14 日（火）＞ポスター
P6-4-1

7-1

北海道十勝地方の草地生産性の広域評価―衛星画像の解像度と既存植生指数についての分析―

○木山瑠夏・内田義崇 ...... 108

肥料および施肥法

＜ 9 月 14 日（火）＞ H 会場
7-1-1

ドローン空撮画像を用いた水稲の生育・倒伏診断方法の検討

7-1-2

P-dipping as a simultaneous solution to the excess use of phosphorus and sustainable rice production under climateinduced stresses
○ Zaw Oo Aung・Tsujimoto Yasuhiro・Mickaël Rakotoarisoa Njato・Haja Bruce Andrianary ...... 109

7-1-3

水稲作における石膏施用が土壌溶液中硫黄濃度の推移に及ぼす影響

7-1-4

予備処理スラグのケイ素およびリン肥料、pH 調整剤としての可能性
○山村卓也・西田

7-1-5

作況茶園におけるリン酸・カリ減肥と茶葉成分の関係

7-1-6

有機質資材の窒素無機化予測モデルと畑条件下での検証

7-1-7

Impact of combined organic and chemical fertilizer on nitrogen use eﬃciency for strawberry cultivation
○ Rosalina Armando Tamele・当間

7-1-8

国産ブロッコリー栽培におけるケイ酸カルシウム資材の施用効果

7-1-9

陰イオン交換樹脂を用いた硝酸イオン溶脱抑制とその植物に対する影響
○松下勇輝・落合久美子・北尾虎太郎・小林

7-1-10

水分検知紙を用いた粒状配合肥料の遊離水分の評価

7-1-11

根域内における牛ふん堆肥由来の水溶性有機物とリン肥料の部分的な施肥条件の違いが根系発達に及ぼす影響
○高橋裕太郎・加藤雅彦 ...... 112

7-1-12

クエン酸抽出法と逐次抽出法による下水汚泥堆肥中の P 形態の評価

7-1-13

上向流カラム試験によるリン可給性が異なる下水汚泥堆肥からの養分移動性

7-1-14

リン形態の異なる下水汚泥堆肥の施用におけるコマツナの生育および品質

7-1-15

木質燃焼灰の肥料成分安定化における燃料種の影響

7-1-16

施設ニラにおける日射比例制御かん水技術の検討

○高橋信行・森谷和幸・佐々木次郎 ...... 109

○大家理哉・水田有亮・山本章吾 ...... 109
翔・宮田康人・髙橋克則・細原聖司・和崎

淳 ...... 110

○中村憲知 ...... 110
○望月賢太・小林創平・井原啓貴・渕山律子・仁科一哉・古賀伸久 ...... 110
要・上野秀人 ...... 111

○岩尾真理奈・髙橋美歩・前田良之・大島宏行・加藤 拓 ...... 111
優・白井

理・伊福健太郎・間藤

徹 ...... 111

○尾崎洋輔・日高秀俊・山下耕生 ...... 112

○佐俣莉子・加藤雅彦 ...... 112
○田口あかり・加藤雅彦 ...... 113
○松見拓郎・加藤雅彦 ...... 113
○竹内

智・山下耕生 ...... 113

十川由起・糸川修司・○大﨑佳德 ...... 114

＜ 9 月 14 日（火）＞ポスター
P7-1-1

肥料認証標準物質の調製と使用方法

P7-1-2

肥料中の硫酸イオン測定法の性能評価

P7-1-3

小型近赤外分光装置を用いた家畜ふん堆肥の成分推定の試み

P7-1-4

水稲のカドミウム吸収低減のためにけい酸加里肥料を使う
○野口 章・竹原佑紀・横田朱香・杉江美織・山口洋平・戸髙麻結・伊藤（山谷）
紘子 ...... 115

P7-1-5

水稲生育中後期の乾物生産向上を目的とした施肥法の検討

P7-1-6

収量メッシュマップに基づいた堆肥ペレット可変施肥の試み
○山口典子・石川哲也・平田雅敏・森

P7-1-7

場所特異的養分管理における水稲生育初期の窒素施肥法に関する検討

○秋元里乃・白井裕治 ...... 114
○平田絵理香・野崎友春・白井裕治 ...... 114
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○石岡

厳・徳田進一・望月賢太・小柳

渉 ...... 115

○加藤香苗・角田憲一・佐々木由佳 ...... 115
素広・中村隆三・古渡拳人・大野智史 ...... 116
○角田憲一・千葉海澄・佐々木由佳 ...... 116

P7-1-8

寒冷地黒ボク土水田における移植栽培と乾田直播栽培での籾数と窒素吸収量の関係
○浪川茉莉・長谷川利拡・屋比久貴之・松波寿典 ...... 116

P7-1-9

重粘土水田転換畑大豆圃場におけるカットドレーン mini の排水促進効果

P7-1-10

道央地域における植物成長調整剤散布条件下の春まきコムギ「春よ恋」に対する窒素増肥効果と生育診断
○杉川陽一・内田哲嗣・荒木英晴 ...... 117

P7-1-11

飼料用トウモロコシの下層残存無機態窒素の吸収能

P7-1-12

オホーツク地域における春まき小麦「春よ恋」の植物成長調整剤施用条件下の窒素施肥法

P7-1-13

キャベツの結球肥大に関与するパラメータに及ぼす窒素条件の影響

P7-1-14

下水処理水を用いた水耕栽培による低カリウム野菜栽培の試み

P7-1-15

大麦由来発酵濃縮液肥の高濃度土壌施用がウンシュウミカンの早期成園化に及ぼす影響
○江本勇治・伊藤辰徳・田中祥太郎・一家崇志 ...... 119
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○関矢博幸 ...... 117

○八木哲生・松本武彦・酒井 治 ...... 117
○酒井 治・奥村

理・五十嵐俊成 ...... 118
○菊地 直 ...... 118

○樗木直也・小田口茉由・豊福明莉・武田ひなた・赤木 功 ...... 118

土壌改良資材

＜ 9 月 15 日（水）＞ H 会場
7-2-1

原料種が異なる木質系バイオマス灰の CO2 吸着と土壌混合による CO2 放出

7-2-2

異なる金属処理したコーヒー粕由来の機能性バイオ炭によるアンモニウムとリン酸の吸脱着性能

7-2-3

鉄鋼スラグ散布による茶園土壌改良効果の検証

7-2-4

Silicon fertilization enhances resistance to red crown rot（
）in soybean plants
○ KHIN THUZAR WIN WIN・Satoru Maeda・Michie Kobayashi・Jiang Chang-Jie ...... 121

尾藤里佳・大矢好洋・小河篤史・○加藤雅彦 ...... 120
○小平友大・佐藤伸二郎 ...... 120

○山崎惟吹・山下寛人・廣野祐平・森田明雄・一家崇志 ...... 120

＜ 9 月 14 日（火）＞ポスター
P7-2-1

畑作マコモに対する土壌改良資材の効果

P7-2-2

属細菌資材を用いたダイズ土壌病害抑制技術の開発
1）抑制微生物（
属細菌）
の土壌および根組織定着性の解析
○佐藤 孝・間世田安希・高階史章・田中草太・戸田 武・見城貴志・飯塚美由紀・石川伸二・松岡英紀・堀口享平・
小島克洋・中村春香・浅野智孝 ...... 121

P7-2-3

位相差法を用いた水分センサのヤシガラ培地における実用に向けた検証

P7-2-4

属細菌資材を用いたダイズ土壌病害抑制技術の開発
2）資材の施用方法がダイズの土壌病害発生と収量に及ぼす影響
○見城貴志・飯塚美由紀・石川伸二・松岡英紀・堀口享平・小島克洋・中村春香・山本晃大・浅野智孝・間世田安希・
高階史章・田中草太・戸田 武・佐藤 孝 ...... 122

8-1

○松山信彦・岩田知也・藤澤春樹・加藤千尋・佐々木長市 ...... 121

○坂本浩介・佐野宏靖・山本紘之 ...... 122

環境保全

＜ 9 月 14 日（火）＞ B 会場
8-1-1

福島県内河川からの氾濫堆積物中のセシウムとカリウムの存在形態
○原田和花・中尾

8-1-2

水稲栽培の持続的な放射能対策の構築に向けた灌漑水カリウム濃度のマップ化
○錦織達啓・久保田富次郎・藤村恵人・永井華澄・遠藤わか菜 ...... 123

8-1-3

Uptake of radiocaesium by brown rice from soils and irrigation water

8-1-4

原発事故の影響を受けた圃場一筆内における土壌の放射性セシウム濃度の変動解析

8-1-5

機械学習による福島県内水田の土壌中非交換性カリ含量および交換性放射性セシウム濃度の空間分布の推定
○矢ヶ崎泰海・若林正吉・藤村恵人 ...... 124

8-1-6

放射性トレーサー添加法を用いたリン酸施肥が牧草への放射性セシウム移行性に与える影響評価
○海野佑介・武田
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淳・Olivier Evrard・伊ヶ崎健大・万福裕造・矢内純太 ...... 123

○ Nguyen Thoa・Hirofumi Tsukada ...... 123
○藤村恵人・久保堅司 ...... 124

晃・山田大吾・高久雄一 ...... 124

8-1-7

放射性セシウムで汚染した落葉の鋤き込みによる土壌および牧草への影響

8-1-8

更新済み草地における放射性セシウム移行の変動要因の解明
○山田大吾・渋谷

8-1-9

コナラ・スギ幼齢林のリターおよび土壌におけるセシウム・カリウム深度分布

8-1-10

シロバナルーピンの放射性セシウム吸収特性と根圏土壌中元素動態の関係
○浅枝諭史・丸山隼人・藤本久恵・久保堅司・藤村恵人・渡部敏裕・信濃卓郎 ...... 126

8-1-11

異なる圃場におけるダイズへの放射性セシウムの移行比較
○鈴木政崇・藤本久恵・浅枝諭史・丸山隼人・久保堅司・藤村恵人・渡部敏裕・信濃卓郎 ...... 126

8-1-12

福島県内の農地における放射性物質に関する研究（第 53 報）
除染と保全管理後の水田での家畜ふん堆肥連用による地力回復技術の実証
○松岡宏明・鈴木芳成・菊地幹之・戸上和樹・永田

8-1-13

福島県内の農地における放射性物質に関する研究（第 55 報）
低カリウム条件下における各種野菜中 Cs-137 移行リスク評価

○塚田祥文・山田大吾・山口紀子 ...... 125
岳・栂村恭子・山口紀子・武田
○井上美那・氏家

根本知明・○齋藤

亨・山村

晃・海野祐介 ...... 125
充・赤間亮夫 ...... 125

修 ...... 126

隆・浅枝諭史・信濃卓郎・丸山隼人 ...... 127

8-1-14

籾殻燻炭の施用が作物への放射性セシウムの移行性に及ぼす影響の解析

8-1-15

高冷地における緑肥作物導入がキャベツ根瘤病の発生に及ぼす影響
○鈴木香奈子・新井志穂・石川凛太郎・関口留名・英

8-1-16

早生ヤナギによる 1,4- ジオキサン浄化メカニズム解明のための基礎的研究
○宮井隆大・木口

8-1-17

ホテイアオイ原料バイオ炭由来の炭団化における添加結着材と有機物の最適化

8-1-18

酸性化バイオ炭によるカドミウム汚染土壌のファイトレメディエーション

8-1-19

乾燥に伴う交換態マンガン、コバルトおよびタリウムの増加と土壌理化学性の関係
○成川貴彦・牧野知之・菅野均志・木村和彦・山崎愼一 ...... 129

8-1-20

沖積土への黒ボク土の混合による玄米ヒ素低減効果の解析 第二報
−アロフェン質黒ボク土と非アロフェン質黒ボク土の対比−
○八幡真治・牧野知之・菅野均志・木村和彦・山崎慎一・中田

○久保堅司・脇坂裕昭・齋藤
健太・長谷川匡紀・可児竹生・艮

隆・藤村恵人 ...... 127
隆吾・春日重光 ...... 127

倫・高橋 正・宮田直幸・早川 敦・石川祐一 ...... 128
○村上海斗 ...... 128
○戸張寛子 ...... 128

均 ...... 129

＜ 9 月 14 日（火）＞ポスター
P8-1-1

早生ヤナギの落葉に伴う重金属元素の輸送と蓄積に関する研究（第 2 報）
- 生育ステージ間での比較 ○石川祐一・菊地俊介・佐々木祥太・早川 敦・高橋 正 ...... 129

P8-1-2

金属キレート剤及び植物生長調整剤を用いたファイトレメディエーションの効率化
（第２報）
−人工汚染黒ボク土での栽培−
茶谷友貴・○鈴木武志・藤嶽暢英 ...... 130

P8-1-3

登熟期の高温による玄米ヒ素濃度の上昇ならびにケイ酸・鉄資材施用によるその低減
○藤﨑彗太・松本真悟・春日純子・小山雄太 ...... 130

P8-1-4

登熟期の高温が玄米ヒ素濃度に及ぼす影響の品種間差異および遺伝的要因の解明
○小山雄太・松本真悟・春日純子・藤崎慧太 ...... 130

P8-1-5

K-41 安定同位体を用いた土壌中カリウム供給力評価法の検討

P8-1-6

コマツナの放射性セシウム吸収に及ぼす土壌化学性およびカリウム施肥の影響
○丸山隼人・根本知明・浅枝諭史・齋藤 隆・八代沙絵子・八戸真弓・久保堅司・信濃卓郎 ...... 131

P8-1-7

畑地土壌における溶存態放射性セシウム量の季節変動要因

P8-1-8

玄米への

P8-1-9

請戸川水系の農業用水路内植生が保持する 137Cs ストック量の推定
柿畑仁司・星野大空・鈴木一輝・野川憲夫・宮津

P8-1-10

避難指示解除区域における自家消費作物の放射性セシウムと内部被ばく線量

P8-1-11

水稲移植栽培圃場と乾田直播栽培圃場における被覆肥料殻埋設量の調査事例

P8-1-12

駒止湿原開墾跡地における植生および土壌環境の多様性とブナ実生の生育について
○坂上伸生・轟 丈瑠・郭

○武田

晃・海野佑介・山田大吾・高久雄一 ...... 131

○井倉将人 ...... 131

137

Cs 分配割合の現地水田における変動要因の解析
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○石川淳子・藤村恵人・後藤明俊・羽田野麻理・近藤始彦 ...... 132
進・吉川夏樹・○原田直樹 ...... 132
○菊池美保子・塚田祥文 ...... 132
○渡邊修一・中野恵子・志村もと子・清水裕太 ...... 133
永・西澤智康・村田智吉・渡邊眞紀子 ...... 133

P8-1-13

道路緑地におけるクズの繁茂が土壌の無機元素動態に及ぼす影響
○宮﨑永遠・竹内琴音・西澤智康・堅田元喜・福島慶太郎・榎本忠夫・高瀬 唯・及川真平・坂上伸生 ...... 133

P8-1-14

乾燥地土壌における塩類の簡易評価に向けた検討
○遠藤常嘉・豊田真佑・山本定博・Abdelrahman Abdalla Mubarak・山中典和 ...... 134

P8-1-15

硝化機能を強化した水質浄化用土壌団粒の創製

8-2

○佐藤邦明・永見謙介・増永二之 ...... 134

地球環境

＜ 9 月 14 日（火）＞ F 会場
8-2-1

Towards the development of comprehensive rice cultivation techniques for climate change mitigation in Monsoon Asia
○南川和則・常田岳志・Dang Hoa Tran・Trong Nghia Hoang・Pramono Ali・Adriany Terry Ayu・宝川靖和 ...... 135

8-2-2

水管理の異なる東南アジア水田からの温室効果ガス排出量を予測するためのプロセスベースモデルの検証（第 3 報）
○早野美智子・片柳薫子・麓 多門 ...... 135

8-2-3

土壌炭素動態モデル（RothC）の熱帯水田への適応可能性の検証―III. 作物残渣による炭素投入量推定の精緻化
○松浦庄司・Olivyn Angeles・Francis Hennel Rubianes・荒井見和・和穎朗太 ...... 135

8-2-4

マレーシアのパームオイル圃場への EFB 液の添加が土壌断面の炭素循環へ及ぼす影響
○佐藤まきば・八島未和・犬伏和之・Ngai Paing TAN・皆川千夏 ...... 136

8-2-5

尾瀬ケ原湿原におけるニホンジカと洪水が土壌の理化学性と温室効果ガスに及ぼす影響因子解析
○中山絹子・犬伏和之・八島未和・坂本

8-2-6

Eﬀect of nitrogen management and organic matter application on greenhouse gas emissions in upland ﬁeld in Tokachi
○李 汝彬・石倉 究・北村凌佑・笛木伸彦・波多野隆介・当真 要 ...... 136

8-2-7

東北地方の黒ボク土に含まれる雲母の起源推定

8-2-8

乾燥地に適応した露地栽培結合型アクアポニックスの開発

8-2-9

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

○北川結理・中尾 淳・武田

充 ...... 136

晃・山田大吾・Olivier Evrard・矢内純太 ...... 137

○山田

智・ラコタ イリエ・ラリナガ ファン ...... 137
○犬伏和之・垣内悠太郎・八島未和 ...... 137

＜ 9 月 14 日（火）＞ポスター
P8-2-1

圧縮空気をキャリヤーガス供給源とした温室効果ガス３成分同時分析法の開発

P8-2-2

N2O 安定同位体分析における量依存補正方法の検討

P8-2-3

水田からの経路別メタンフラックスの推定に向けた新チャンバ設置法

P8-2-4

排出経路の違いから見たメタンフラックスのイネ品種間差

P8-2-5

水田における除草作業が CH4 主要排出経路に与える影響―モデル作成による主要排出経路の特定―
○浪江日和・島田かさね・Shuang Shuang Zhao・当真 要・石黒宗秀・波多野隆介 ...... 139

P8-2-6

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
○島田かさね・浪江日和・趙 双双・当真

P8-2-7

Incorporation and/or dual cropping of
inﬂuences CH4 and N2O emissions from a ﬂooded rice ﬁeld
○ Samuel M. KIMMANI・Putu Oki BIMANTARA・鳥田 廉・Valensi KAUTSAR・服部 聡・俵谷圭太郎・須藤重人・
程 為国 ...... 140

P8-2-8

水田でのバイオ炭施用が各種生態系サービスに及ぼす影響評価：施用 1 年目の報告
○飯村康夫・須戸

P8-2-9

リン吸着後の鉄含有木質炭化物と牛糞堆肥の混合施肥が水稲および畑作物の生育に与える影響
○松澤大起・横山茂輝・倉澤 響・袋

P8-2-10

北海道十勝地域の多湿黒ボク土に対する客土や土層改良が一酸化二窒素発生に及ぼす影響
○塩飽宏輔・丹羽勝久・才川 彩・西村誠一・北川 巌・内門亮子 ...... 141

P8-2-11

Biochar eﬀects on greenhouse gas emissions in tomato planted soils under future climate（将来気候条件下における炭化
物投入がトマト栽培土壌からの温室効果ガス放出に及ぼす影響）
○濱本 亨・須藤重人・西原英治・坪 充 ...... 141

P8-2-12

堆肥施用とそれに伴う作物残渣の増加が那須の二毛作飼料畑からの温室効果ガス発生量に及ぼす影響

P8-2-13

スラリー、メタン発酵消化液等を連用した暖地飼料畑における温室効果ガスの発生
井原啓貴・○小林創平・山根 剛・山口千仁・古賀伸久 ...... 142

○須藤重人 ...... 138
○中島泰弘・鵜野
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光 ...... 138

○梶浦雅子・常田岳志 ...... 138
○常田岳志・梶浦雅子・齊藤彪流 ...... 139

要・石黒宗秀・波多野隆介 ...... 139

幹・皆川明子・籠谷泰行・尾坂兼一 ...... 140
昭太・伊東和輝・中野和典 ...... 140

○森

昭憲 ...... 141

P8-2-14

北海道南部の黒ボク土壌採草地に 3 種の有機質肥料を 4 年連用した時の N2O 排出要因の解明
○北村凌佑・杉山知穂・安田花穂・長竹 新・杜 靖・八巻憲和・平 克郎・河合正人・当真

P8-2-15

整剪枝残さが茶園の温室効果ガス収支に与える影響

P8-2-16

日本の農耕地における有機物施用による N2O 排出係数の推定
○秋山博子・佐野智人・仁科一哉・須藤重人・大浦典子・藤森美帆・上薗一郎・矢野真二・大越 聡・藤田 裕・白鳥 豊・
辻 正樹・蓮川博之・鈴江康文・山田寧直・水上浩之・八木一行 ...... 143

P8-2-17

土壌の炭素・窒素の動態変動に及ぼす植生の影響：C3 植物ヨシと C4 植物オギの比較
○細越佑香・関下奈菜美・Munyaka Kimani Samuel・Kautsar Valensi・俵谷圭太郎・程

為国 ...... 143

P8-2-18

畑から草地への土地利用変化に伴う土壌炭素量の変化−九州での調査事例−
○渕山律子・古賀伸久・草場

洋・島

武男 ...... 143

P8-2-19

植林年代の異なる庄内砂丘海岸林地における土壌炭素蓄積量の変化

○程

為国 ...... 144

P8-2-20

高知県の地形の異なるヒノキ林における樹冠葉量の推定

9-1

要・波多野隆介 ...... 142

○佐野智人・廣野祐平・野中邦彦 ...... 142

敬・新美

○稲垣善之・宮本和樹・奥田史郎・野口麻穂子・伊藤武治 ...... 144

社会・教育

＜ 9 月 14 日（火）＞ F 会場
9-1-1

COVID-19 下における土壌教育委員会の動画利用

○犬伏和之・八島未和・隅田裕明 ...... 145

＜ 9 月 14 日（火）＞ポスター
P9-1-1

イベントを通じた土壌教育による土壌への認識と興味の変化

P9-1-2

コロナ下における泥団子キットを用いた疑似的土体験〜体験型土壌教育プログラムへの導入教材として〜
○平井英明・白石智子・出口明子 ...... 145

9-2

○渕上佳奈・田中治夫・杉原

創・平井英明 ...... 145

文化土壌学

＜ 9 月 14 日（火）＞ F 会場
9-2-1

土壌は生きている 実証 17
−語源：土・土壌・土性・土質・土地−

9-2-2

中国の古代土壌学（６）宋の時代：「陳旉農書」にある土壌肥料学

9-2-3

三閉伊一揆指導者・三浦命助「獄中記」にみる肥培管理技術

9-2-4

宮沢賢治の童話「グスコーブドリの伝記」
の土壌肥料学的解釈

○陽 捷行・程

為国 ...... 146

○程

為国 ...... 146

○齋藤雅典 ...... 146
○土屋一成 ...... 147

＜ 9 月 14 日（火）＞ポスター
P9-2-1

久保栄「火山灰地」
が、今、問いかけるもの

○袴田共之・高田三郎 ...... 147
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シンポジウム
＜ 9 月 16 日（木）＞

Ⅰ

13：00 〜 16：00 B 会場

持続可能な窒素利用に向けた土壌肥料学の挑戦

Ⅰ-1

窒素管理研究の最前線と土壌肥料学に期待される役割

Ⅰ-2

共通手法による窒素循環の多点長期生態系モニタリング

Ⅰ-3

全球〜地域スケールの生物地球化学モデルによる窒素フロー解析

Ⅰ-4

窒素フットプリントモデルを用いた食料システムの窒素フロー解析

＜ 9 月 16 日（木）＞

Ⅱ

○仁科一哉 ...... 153
○種田あずさ ...... 154

13：00 〜 16：00 H 会場

土壌教育の国際ガイドラインの理念はこれだ

Ⅱ-2

国際ガイドラインの理念に則った日本発の幼児・小学校の土壌教育の内容

Ⅱ-3

有機的な土の姿をイメージできるか
〜初等・中等教育課程で学びたい土の成り立ち〜

Ⅱ-5

○柴田英昭 ...... 152

土壌教育の国際ガイドラインの理念と内容はこれだ！
〜持続可能な社会の創り手の育成に向けて〜

Ⅱ-1

Ⅱ-4

○林健太郎 ...... 151

○平井英明 ...... 155

○赤羽幾子 ...... 157

土変われば人の生活変わる
〜高校地理系科目での土壌教育〜

○藤間

もう学ぶ意味が分からないと言わせない
〜土壌機能の理解に貢献する高校生物における土壌教育〜

＜ 9 月 16 日（木）＞

○平井英明 ...... 156

充 ...... 158

○浅野眞希 ...... 159

13：00 〜 16：30 A 会場

【公開シンポジウム】
Ⅲ 土から生まれる美味しさと安心とは
Ⅲ -1
Ⅲ -2

「土づくり」の基本

○後藤逸男 ...... 160

北海道米のおいしさを支える技術開発
〜土壌肥料分野からのアプローチ〜

○柳原哲司 ...... 161

Ⅲ -3

食品の味を決める土壌とは

Ⅲ -4

避難地域における帰還意識を高める農家との協働
環境再生実証事業における農家意識の変化

Ⅲ -5

生産現場から『食べる』までの農産物に関する情報発信
―放射性セシウム低減技術の情報発信の取組みより―

Ⅲ -6

放射能汚染対策 10 年の総括と新たな産地形成への展望
マイナスからプラスへの転換は可能か

○岡崎圭毅 ...... 162

○万福裕造 ...... 163
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○八戸真弓 ...... 164

○小山良太 ...... 165

2021 年度日本土壌肥料学会賞等授賞式・記念講演
日時：2021 年 9 月 15 日（水）13：00 〜 17：20
（Zoom ウェビナー利用によるオンライン開催）

【挨

拶】
（13：00 〜 13：10）

【授 賞 式】
（13：10 〜 13：20）

学会賞、技術賞、奨励賞、技術奨励賞、論文賞、SSPN Award

【記念講演】
（13：20 〜 17：20）
第 66 回（2021 年度）日本土壌肥料学会賞（13：20 〜 14：20）
1．

土壌を要とした窒素の環境動態および人間圏フローの研究

2．

オオムギを中心とした植物の包括的アルカリ耐性機構の研究

3．

低リン耐性植物の根分泌物による難利用性リン可給化機構に関する研究

林健太郎 ...... 166
樋口恭子 ...... 167
和崎 淳 ...... 168

第 26 回（2021 年度）日本土壌肥料学会技術賞（14：20 〜 14：40）
サトウキビの安定多収に向けた土壌改良技術の開発と普及啓発

宮丸直子 ...... 169

第 39 回（2021 年度）日本土壌肥料学会奨励賞（14：50 〜 15：05）
土壌植物系における窒素・リンの動態に関わる微生物の研究

原新太郎 ...... 170

第 10 回（2021 年度）日本土壌肥料学会技術奨励賞（15：05 〜 15：50）
1．

水田における家畜ふん堆肥施用時期を考慮した施肥設計技術の確立

2．

積雪寒冷地水田からの温室効果ガス削減と水稲生育改善技術の開発

3．

家畜ふん堆肥ペレット施用後の一酸化二窒素発生制御に関する研究開発

大家理哉 ...... 171
塩野宏之 ...... 171
山根 剛 ...... 172

2021（令和 3）年度 日本農学賞・読売農学賞受賞記念講演（16：15 〜 16：40）
イネの生産性向上をめざす光合成機能の改善に関する研究

牧野 周 ...... 173

特別講演（16：40 〜 17：20）
1．

ご挨拶− IUSS 会長の任期を終えて

2．

IUSS 会長の特別講演
The greatest challenges to face in the immediate future in soil science
土壌学において直近の未来に向き合うべき最大の課題

小﨑 隆

Laura Bertha Reyes Sánchez ...... 174

【論文賞・SSPN Award 業績の掲示】LINC Biz 利用によるオンライン掲示※
日本土壌肥料学雑誌論文賞
1．

京都府宇治市の茶園土壌を用いた覆下栽培の発祥時期の推定

2．

黒ボク土ナシ園における豚糞堆肥を活用した代替施肥による大気圏および水圏への窒素負荷軽減効果
郷内 武・藤田 裕・佐野智人・大浦典子・須藤重人・朝田 景・江口定夫 ...... 176

井上 弦・中尾 淳・矢内純太・佐瀬 隆・小西茂毅 ...... 176

SSPN Award
Contribution of fallow weed incorporation to nitrogen supplying capacity of paddy soil under organic farming
Kazunobu Toriyama・Taku Amino・Kazuhiko Kobayashi ...... 177
※論文賞、SSPN Award の業績は、LINC Biz 利用により大会期間中はいつでも閲覧可能です。
また、コアタイム（9 月14 日15:30 〜 16:30）には受賞者がオンライン接続し、リアルタイムでチャット応答を可能にする予定
です。

（48）

高校生による研究発表会（北海道）
１）日程

2021 年 9 月 14 日（火） 16：30 〜 18：00

２）発表形式

LINC Biz を使用したオンライン発表

３）発表コアタイム

奇数番号 2021 年 9 月 14 日（火） 16：30 〜 17：15（45 分間）
偶数番号 2021 年 9 月 14 日（火） 17：15 〜 18：00（45 分間）

４）審査結果と講評

後日、日本土壌肥料学会 web サイトに掲載します。

＜ 9 月 14 日（火）＞
H-01

水中振動が水耕栽培野菜の機能性成分に与える影響

H-02

早期仕上げ摘果、灌水、ハイブリッド剪定が早生桃の肥大に及ぼす影響

H-03

甘利山土壌環境調査ⅩⅠⅠⅠ
−甘利山土壌における酸性ホスファターゼ（ACP）活性測定と ACP 産生菌の種の同定−

H-04

岩見沢市のタマネギ連作圃場におけるリン酸減肥と腐植が収量に与える影響

H-05

トマトの水耕栽培により排出される根の残渣活用に関する研究
−シマミミズによるリンの循環−

H-06

ドローンを利用した土壌の乾燥過程マップの作成

H-07

緑のダムの貯水能
−土壌断面調査と土壌透水性−

大坊拓也・掛端博貴 ...... 181
船田歩美・中道有彩・庭田春菜 ...... 181

立中響樹・中沢智也・深澤遥介 ...... 181
千葉一輝・大村歩夢・服部紘生 ...... 181

青柳あや・稲垣稀月・鈴木彩音・鈴木新波 ...... 182
駒井愛璃・鈴木聖也・濱田李汐・北川翔悟・常見宇央 ...... 182

青木七海 ...... 182

H-08

自然の土への接触が認知・感情に与える影響について

H-09

乾燥地における塩害抑制技術の開発

H-10

エコロジカルサニテーショントイレによる糞便の堆肥化

H-11

アンコールクラウ村における濾過装置の現地普及のために

H-12

異なる産業廃水を嫌気性処理する微生物叢の比較

H-13

バーミキュライトによる水質浄化研究

H-14

三和土を利用した無洗剤洗浄システムの研究

H-15

鶏卵の鮮度保持とサルモネラ菌対策に関する研究

H-16

高オレイン酸ヒマワリ種子給与が黒毛和種の脂肪中オレイン酸割合に及ぼす影響
金子 光・白岩嵩翔・本間紳吾・工藤瑞歌・斗米香乃・中野渡己紗・南雲千凜 ...... 184

H-17

キシャヤスデの物理運動について

H-18

大気中のラドン濃度と地震の関連性
−嵯峨野高校校有林でのラドン濃度測定−

増田愛紀 ...... 182
中居泉穂・寺沢ゆき ...... 183
櫛引優宏・大泉政宗 ...... 183
佐藤蒼大・情野

諒 ...... 183

針生紗雪・三浦花梨 ...... 183
寺沢ゆき ...... 184
新田遥加・佐々木昌虎 ...... 184
尾形こうこ ...... 184

吉川

椛 ...... 185

川畑文香・川畑貴裕 ...... 185
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