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農業生産技術管理学会 平成 24 年度大会 プログラム 
 

［会 場］ 

 総会、記念講演、シンポジウム、一般講演 

鹿児島大学連合農学研究科棟 3 階会議室 鹿児島市郡元１丁目 21-24  

 

［日 時］ 平成 24 年 10 月 27 日(土)～28 日(日) 

 

第 1 日：10 月 27 日(土)  （連合農学研究科棟 3 階会議室） 

 

編集委員会      11:30-12:30  

評議員会       12:30-13:30  

シンポジウム     14:00-17:00  

 

【シンポジウム】 

           テーマ「サツマイモー栽培から利用までー」       （頁） 

           司 会 鹿児島大学農学部 秋山邦裕 

 

       １．「我が国のカンショ栽培の変遷と現況」      ・・・1 

鹿児島大学農学部 佐々木 修 

２．「サツマイモ機械化栽培の変遷」       ・・・6 

鹿児島県農業開発総合センター 大村幸次 

３．「芋焼酎の製法と香りの科学」      ・・ 10 

鹿児島大学農学部焼酎・発酵学教育研究センター　高峯和則 

４．「さつまいもベースの加工食品マーケットの展開と惣菜開発の可能性」  ・・ 14 

鹿児島大学農学部 李 哉泫 

 

【懇親会】 

         時間：17:30～20:00 

         場所：ジェイドガーデンパレス 

鹿児島市上荒田町 19 番 1 号  Tel.099-257-1211 Fax.099-257-1218 

 

第 2 日：10 月 28 日(日)  （連合農学研究科棟 3 階会議室） 

 

研究発表会       9:00-12:00  

昼   食      12:00-12:45  

総   会      12:45-13:30  

学会賞受賞記念講演  13:30-14:15  

研究発表会      14:15-17:15  

 

 【学会賞受賞記念講演】 

           「黒ダイズにおける莢先熟対策に関する栽培学的研究」   ・・ 18 

島根大学生物資源科学部 土本浩之 
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第 2 日：10 月 28 日(日)  （連合農学研究科棟 3 階会議室） 

【一般講演】発表 12 分・質疑応答 3 分 

 

9:00～10:00 座長 橋本文雄（鹿児島大学農学部） 

1. 軟X線照射花粉の利用によるカンキツ‘スイートスプリング’及び‘大橘’の無核果実生産 ・・・ 28 

○山本雅史・長渡愛奈・久保達也・冨永茂人（鹿児島大学農学部） 

中島国男・藤路 陽・命婦江里子（ケイワン株式会社） 

2. 日長処理と増殖方法の違いがブルーベリーの花芽分化と成育に及ぼす影響   ・・・ 30 

青木宣明・大岡成彬（島根大生物資源科学部）〇馬 杰（鳥取大連合農学研究科） 

3. ハイブッシュブルーベリーの花粉親品種の違いが果実の結実、品質に及ぼす影響 ・・・ 32 

（第1報）   

〇浅田真一・尾上紘迪・脇 孝一（玉川大学農学部） 

4. バラ切り花の非破壊品質測定法の検討 ―茎の力学特性による水分測定―  ・・・ 34 

〇川上昭太郎・村松良樹・坂口栄一郎（東京農業大学） 

  

10:00～11:00 座長 松本真悟（島根大学生物資源学部） 

5. イチョウオガクズ培地を用いた循環式養液栽培における培養液の濃度がトマトの ・・・ 36 

生育に及ぼす影響 

〇小原廣幸・山路利英・山田麻人（玉川大学農学部） 

6. トマトのロックウール栽培における酸素富化培養液の効果    ・・・ 38 

〇西村安代・東 愛華・福元康文（高知大学農学部） 

7. 培養液中のNaCl濃度がミズナの生育と品質に及ぼす影響    ・・・ 40 

〇近藤謙介・桐村聡子（鳥取大学農学部） 

安 萍・井上光弘（鳥取大学乾燥地研究センター） 

松添直隆・和島孝浩（熊本県立大学環境共生学部） 

8. 収穫前における肥料成分の補給停止が水耕ミズナの生育と品質に及ぼす影響  ・・・ 42 

近藤謙介・〇桐村聡子・中田 昇・山口武視・山名伸樹（鳥取大学農学部） 

松添直隆・和島孝浩（熊本県立大学環境共生学部） 

 

11:00～12:00 座長 西村安代（高知大学農学部） 

9. 施肥時期の違いがミズナ及びコマツナの生育と硝酸イオン濃度に及ぼす影響  ・・・ 44 

近藤謙介・○山手彩可・中田 昇・山口武視・山名伸樹（鳥取大学農学部） 

松添直隆・和島孝浩（熊本県立大学環境共生学部） 

10. 元肥と追肥の割合がブロッコリーの生育と品質に及ぼす影響   ・・・ 46 

近藤謙介・○畠山舞子・中田 昇・山口武視・山名伸樹（鳥取大学農学部） 

11. オタネニンジンの栽培技術の再構築にむけて     ・・・ 48 

第1報 肥培管理の実態と光合成特性の調査   

○松本真悟・春日純子・門脇正行（島根大学） 
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12. 水質浄化のために回収される海藻の有機質資材としての利用可能性   ・・・ 50 

－ 島根県中海の海藻の種類および成分の調査－   

○春日純子・松本真悟（島根大学）・新井章吾（NPO 法人自然再生センター） 

 

12:00～12:45 休憩 

 

12:45～13:30 総会 

 

13:30～14:15 学会賞受賞記念講演 

           「黒ダイズにおける莢先熟対策に関する栽培学的研究」　　　　　　 ・・・ 18 

島根大学生物資源科学部 土本浩之 

 

14:15～15:15 座長 馬門克明（鹿児島県農業開発総合センター） 

13. サツマイモ新旧品種における乾物生産特性の品種間差異    ・・・ 52 

○門脇正行・難波比呂紀・広瀬佳彦・安田 登（島根大学生物資源科学部） 

14. サツマイモにおける地温反応性の品種間差異とその要因に関する一考察  ・・・ 54 

○門脇正行・十倉宏幸・林 司直・沖本和也・大木詩子・安田 登 

（島根大学生物資源科学部） 

15. 鹿児島におけるキャッサバ３系統の生育・収量並びに草型の比較   ・・・ 56 

○遠城道雄・箕田佐友里・朴 炳宰（鹿児島大学農学部） 

16. 連年無肥料水田の水稲収量に及ぼす湖沼からの灌漑水の評価   ・・・ 58 

山口武視・河本一慶・○伏田郁恵・中田 昇・近藤謙介・山名伸樹 

（鳥取大学農学部） 

 

15:15～16:15 座長 川上昭太郎（東京農業大学） 

17. 雑草幼植物を対象とした光合成作用の簡易測定法について    ・・・ 60 

○畑ひさの・山口武視・近藤謙介・中田 昇・山名伸樹（鳥取大学農学部） 

18. イネ幼苗メタノール抽出液のアレロパシー活性     ・・・ 62 

○猪谷富雄・新田賢司（県立広島大学生命環境学部） 

加藤 尚（香川大学農学部） 

19. 畦立マルチャの構造の違いが肥料・農薬の混和に及ぼす影響   ・・・ 64 

○馬門克明・大村幸次・溜池雄志・福田 健（鹿児島県農業開発総合センター） 

今井 修（石原バイオサイエンス株式会社） 

20. 田畑輪換ほ場における耕盤修復技術      ・・・ 66 

○溜池雄志・脇門英美・大村幸次（鹿児島県農業開発総合センター） 
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16:15～17:15 座長 下田代智英（鹿児島大学農学部） 

21. 芋焼酎製造工程における危害とその影響の検証     ・・・ 68 

～大腸菌の混入による品質変化の確認～ 

○内田圭一・一井翔太郎・紙谷喜則（鹿児島大学農学部） 

22. 焼酎製造工程内管理における機能水の有用性に関する研究（１）   ・・・ 70 

‐強酸性電解水による麹菌の殺菌効果の検証‐ 

内田圭一・○一井翔太郎・紙谷喜則（鹿児島大学農学部） 

23. 焼酎製造工程内における機能水の有用性に関する研究（２）   ・・・ 72 

‐強酸性電解水による酵母の殺菌効果の検証‐ 

内田圭一・一井翔太郎・○有山裕太朗・紙谷喜則（鹿児島大学農学部） 

24. 地域資源を活用した自然分解性マルチシートの開発    ・・・ 74 

―サツマイモ栽培への影響― 

○宮崎 慧・岩崎浩一・末吉武志・菅尾知弘（鹿児島大学農学部） 
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