講演分類・日程・会場
時間割
会 場
第１講演会場
（教室 No.211）
第２講演会場
（教室 No.212）

9:00-10:15
G-11
メカトロニクス（ロボティクス，
自動化，自律走行等）
G-16
エネルギ，バイオマス

第３講演会場
（教室 No.213）

G-14
植物工場，動植物の生育・
生体情報および物性

第４講演会場
（教室 No.311）

O-2
畜産の情報化
※9:00-10:30
O-4
MAGMA（農業における粒状
体のモデリングと解析手法）
O-6/10
豊かな食生活を目指して：ポ
ストハーベストの新技術を活か
す/食品の数値的可視化
O-5
農業用小型ロボットの可能性

第５講演会場
（教室 No.312）
第６講演会場
（教室 No.411）

第７講演会場
（教室 No.412）
ポスター会場
（3F ラウンジ）
屋内企業展示
（教室 No.341）
（横井講堂）
（ﾚｽﾄﾗﾝすずしろ）

時間割
会 場
第１講演会場
（教室 No.211）

9 月 8 日（金）
10:30-12:00
13:00-14:15
G-11
メカトロニクス（ロボティクス，自
動化，自律走行等）
O-12
発展途上国における農業機械
化
O-13
農作業の事故実態の解明と安
全性・快適性向上への取り組
み
O-2
畜産の情報化

企業展示中

－

臨時総会

80 周年記念講演会
懇親会

G-9
廃棄物処理・利用
（糞尿処理，堆肥
化，飼料化）
G-4
収穫作業機（穀物，
青果物収穫）

第４講演会場
（教室 No.311）

G-15
農業・農作業情報およ
びシステム（精密農
業，GPS，GIS を含
む）
O-3
水産の情報化

第５講演会場
（教室 No.312）

O-9
植物工場

第６講演会場
（教室 No.411）

O-6/10
豊かな食生活を目指し
て：ポストハーベストの
新技術を活かす/食品
の数値的可視化
O-7
農業機械の情報化と
ICT

G-15
農業・農作業情報およ
びシステム（精密農
業，GPS，GIS を含
む）
G-5
穀物のポストハーベスト
テクノロジ（貯蔵，鮮
度保持，調製・加
工）
O-1
地域生物資源の 6 次
産業化技術
O-6
豊かな食生活を目指し
て：ポストハーベストの
新技術を活かす

ポスター会場
（3F ラウンジ）
屋内企業展示
（教室 No.341）

企業展示中

ポスター掲示

企業展示中

G-9
廃棄物処理・利用
（糞尿処理，堆肥
化，飼料化）
G-13
農業労働科学（人間
工学，安全性等）

第７講演会場
（教室 No.412）

企業展示中

ポスター掲示準備

10:30-11:30

第３講演会場
（教室 No.213）

17:15-19:30

O-4
MAGMA（農業における粒状
体のモデリングと解析手法）
O-6/10
豊かな食生活を目指して：ポス
トハーベストの新技術を活かす/
食品の数値的可視化
O-5
農業用小型ロボットの可能性

9:00-10:15

第２講演会場
（教室 No.212）

14:50-17:00

O-7
農業 機 械 の情報 化 と
ICT

10:00- ポスターセッション
企業展示中

9 月９日（土）
11:30-12:30
12:35-13:05

ポスターセッション
コアタイム

企業展示中

ポスター掲示

企業展示中
法人化フォーラム

（教室 No.241）

1

13:15-14:45

15:00-16:45

G-12
セン シング （ セン サ開
発，計測法，非破壊
計測，画像処理等）
G-3
栽培・管理用機械
（施肥・播種，育
種・移植 ，防除 ，灌
漑並びに栽培管理体
系）
O-13
農作業の事故実態の
解明と安全性・快適性
向上への取り組み

G-12
セン シ ング （ セ ン サ開
発，計測法，非破壊
計測，画像処理等）
G-10
農業生産環境，生産
施設，農業施設

O-11
野生鳥獣害と食・環境
問題

O-1
地域生物資源の 6 次
産業化技術
O-6
豊かな食生活を目指し
て：ポストハーベストの
新技術を活かす

G-5
穀物のポストハーベスト
テクノロジ（貯蔵，鮮
度保持，調製・加
工）
O-1
地域生物資源の 6 次
産業化技術
O-6
豊かな食生活を目指し
て：ポストハーベストの
新技術を活かす

O-8
農業機械の自動化・ロ
ボット化技術

O-8
農業機械の自動化・ロ
ボット化技術

O-13
農作業の事故実態の
解明と安全性・快適性
向上への取り組み

-15:00 ポスターセッション
企業展示中

企業展示中

オーガナイズドセッションの詳細

OS-1： 地域生物資源の６次産業化技術／Technology for primary producers’ diversification into
processing and distribution (sixth sector industrialization) of regional biological resources
・部会： 食料・食品工学部会
・概要： 農産物からバイオマスまで、地域の生物資源を活用した６次産業創出を念頭におきながら、それらの商品
化・資源化・起業化につながるユニークかつ持続的な基礎研究・実用技術などを討議する。特に学会年次大
会開催地の生物資源にスポットを当てた市町村や農業団体との活発な議論も企画する。
・オーガナイザー： 梅津一孝（帯畜大）、小出章二（岩手大）、北村 豊（筑波大学）、村松良樹（東京農大・エリアホス
ト）、大橋慎太郎（新潟大）、西津貴久（岐阜大）、井原一高（神戸大）、田中宗浩（佐賀大）
・連絡先：

E-mail／y-murama@nodai.ac.jp、TEL／03-5477-2806（村松良樹）

OS-2： 畜産の情報化／Informatization in Livestock
・部会： 該当なし
・概要： 畜産業においては、給餌作業および健康管理が品質、収入に関わる最も重要な作業であり、今後、乳牛、
肉牛等を初めとする畜産業においてもより正確に対象物を計測、モニタリングした上でその最適化を図る必
要がある。本セッ ションでは、精密畜産を志向する発表も含めて幅広く応募する。
・オーガナイザー： 近藤 直（京都大）
・連絡先：

E-mail／kondonao@kais.kyoto-u.ac.jp、TEL／075-753-6170（近藤 直）

OS-3： 水産の情報化／Informatization in Aquaculture
・部会： 該当なし
・概要： 水産業における最も大きな困難な点は、水中での計測である。遊泳魚のみならず、養殖される多様な魚介類
への給餌および制御方法、水中での品質評価方法、水揚げ後の品質評価、生育環境計測、海藻の生育モ
ニタリング、さらには水産物そのものの特性等について、計測や情報化を行った研究発表を期待する。
・オーガナイザー： 近藤 直（京都大）、山下光司（三重大）、椎木友朗（水産大学校）
・連絡先：

E-mail／kondonao@kais.kyoto-u.ac.jp、TEL／075-753-6170（近藤 直）

OS-4： MAGMA（農業における粒状体のモデリングと解析手法）／MAGMA（Modeling and Analyzing method
for Granular Media in Agriculture）
・部会： 該当なし
・概要： ほ場の土や農産物などは、各種機械作業や収穫後の調整・加工・貯蔵・流通などの各工程において、粒状
体としての特異な力学挙動を呈することが多い。このような観点から、各種機械・装置・施設に関して、設計の
高度化や最適化を目標としたモデル化と数値解析の基礎を確立する為、広く生物生産に関連する実験的、
理論的、あるいは計算力学的な基礎ならびに応用研究の最新の成果についての情報交換や討論を行う。
・オーガナイザー： 中嶋 洋（京都大）、坂口栄一郎（東京農大）、岡安崇史（九州大）、田中宏明（中央農研）
・連絡先：

E-mail／hiron@kais.kyoto-u.ac.jp、TEL／075-753-6164（中嶋 洋）

OS-5： 農業用小型ロボットの可能性／Possibility of Small Robots in Agriculture
・部会： IT・メカトロニクス部会
・概要： ロボットの導入がもたらすイノベーションが様々な分野で話題になっている。農業分野においてもトラコンタ作
業の無人化を実現し、大規模経営を支える技術として期待されている。一方、他の分野で注目される小型の
ロボットは、農業を支える技術となりうるのであろうか？ 本セッションを通じて議論できればと思う。
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・オーガナイザー： 帖佐 直（東京農工大）
・連絡先：

E-mail／chosa@cc.tuat.ac.jp、TEL／042-367-5721（帖佐 直）

OS-6： 豊かな食生活を目指して：ポストハーベストの新技術を活かす／Aiming for a rich and varied food diet:
Take advantage of new postharvest technology
・部会： 食料・食品工学部会
・概要： 本 OS では、ポストハーベスト工学分野の最新の研究成果を発表するとともに、研究者のみならず民間の技
術者も交えながら、ポストハーベスト技術の活用法について議論する。
・オーガナイザー： 折笠貴寛（岩手大）、小川幸春（千葉大）、黒木信一郎（神戸大）、小関成樹（北海道大）、
田中史彦（九州大）
・連絡先：

E-mail／orikasa@iwate-u.ac.jp、TEL／019-621-6179（折笠貴寛）

OS-7： 農業機械の情報化と ICT／Informatics & ICT for Agricultural Machinery
・部会： IT・メカトロニクス部会
・概要： 本セッションでは ICT 農業の導入に寄与している企業・生産者および研究機関を対象とし、特に ICT 技術の
普及に向け、早急な解決を要する課題について参加者間の連携を図る素地を形成することを目的としてい
る。今回は農業 ICT 分野のなかでも「土地利用型作物に係る研究・開発」を進めている演者を広く募集する。
・オーガナイザー： 森本英嗣（鳥取大）、林 和信（革新工学セ）
・連絡先：

E-mail／morimoto@muses.tottori-u.ac.jp、TEL／0857-31-5868（森本英嗣）

OS-8： 農業機械の自動化・ロボット化技術／Automation & Robotics for Agricultural Machinery
・部会： IT・メカトロニクス部会
・概要： 本セッションでは農業生産における労働力不足を補うと共に農作業の省力化と低コスト化に向けて、農業機
械の自動化・ロボット化、施設内での自動化装置等に関する研究開発に関係する研究発表を広く募集する。
・オーガナイザー： 飯田訓久（京都大）
・連絡先：

E-mail／iida@elam.kais.kyoto-u.ac.jp、TEL／075-753-6166（飯田訓久）

OS-9： 植物工場／Plant factory
・部会： 該当なし
・概要： 環境制御装置、環境制御法、植物環境応答、植物生体計測法、高付加価値植物の栽培、作業の自動化、
ICT スマートアグリ、加工・流通技術、６次産業化、衛生管理プロトコル、植物工場実プラントなど植物工場の
生産、加工、流通、販売等に関連する技術・戦略について幅広く講演を募集する。
・オーガナイザー： 伊藤博通（神戸大）
・連絡先：

E-mail／hitoh@kobe-u.ac.jp、TEL／078-803-5906（伊藤博通）

OS-10： 食品の数値的可視化／Visualization of food by numerical simulation
・部会： 食料・食品工学部会
・概要： 食品はその性質上内部の詳細を実験で観察することは難しい。一方で、数値シミュレーションを利用すれば
内部の詳細を多点同時に可視化できると考えられる。本 OS では食品の内部状態の数値計算を利用して可
視化する講演を広く募集し、食品科学への数値シミュレーションの応用展開を図る為の活発な議論を行う。
・オーガナイザー： 村松良樹（東京農業大）、橋口真宜（計測エンジニアリングシステム㈱）
・連絡先：

E-mail／y-murama@nodai.ac.jp、TEL／03-5477-2806（村松良樹）
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OS-11： 野生鳥獣害と食・環境問題／Food and environmental problems due to the wildlife species
damage
・部会： 該当なし
・概要： 現在深刻となっている野生鳥獣による食・環境問題は、人間と自然の共生問題といえます。駆除を行う狩猟
者数の減少と高齢化問題、資源としての有効活用問題など、様々な問題が存在します。そこで本 OS では、
これらの問題に対して、現状や問題点把握と、多様な問題解決へのアプローチを総合的に検討する場とした
いと考えています。ベースとしては、狩猟者・鳥獣害被害の現状把握、ICT による狩猟者支援、ジビエなどの
資源有効利用法などを想定しています。ご興味がある方は是非ご参加下さい。
・オーガナイザー： 佐々木 豊（東京農大），三浦大輝（東京農大）
・連絡先：

E-mail／y3sasaki@nodai.ac.jp、TEL／03-5477-2347（佐々木 豊）

OS-12： 発展途上国における農業機械化／Agricultural mechanization in developing countries
・部会： 該当なし
・概要： 農業機械化を通じた持続可能な農業生産、食料安定供給および農村開発についての話題提供を歓迎しま
す。ディスカッションでは開発途上国における農業機械化の促進を図るための方策について議論を深めます。
・オーガナイザー： 長谷川英夫（新潟大）
・連絡先：

E-mail／hsgw@agr.niigata-u.ac.jp、TEL／025-262-6690（長谷川英夫）

OS-13： 農作業の事故実態の解明と安全性・快適性向上への取り組み／Elucidation of accidents in farming
work and efforts on safety and comfort
・部会： 該当なし
・概要： 農業農村環境および農業機械利用における農作業事故の低減を図り、安全性・快適性の向上を目的として
事故発生の現状分析と実態解明、諸課題に対応した基礎研究や実用技術、今後の取り組みなどについて、
講演と総合的な議論を行います。
・オーガナイザー： 松井正実（宇都宮大）
・連絡先：

E-mail／m-matsui@cc.utsunomiya-u.ac.jp、TEL／028-649-5496（松井正実）
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座長一覧
時間割
会 場
第１講演会場
（教室 No.211）
第２講演会場
（教室 No.212）
第３講演会場
（教室 No.213）

第４講演会場
（教室 No.311）

第５講演会場
（教室 No.312）
第６講演会場
（教室 No.411）

第７講演会場
（教室 No.412）

9:00-10:15
G-11
（1-1～1-5）
長坂善禎（農研機構）
G-16
（2-1～2-5）
野口良造（筑波大学）
G-14
（3-1～3-5）
大角雅晴（石川県立大
学）・西村 亮（鳥取大学）
O-2
（4-1～4-6）
近藤 直（京都大学）
※9:00-10:30
O-4
（5-1～5-5）
中嶋 洋（京都大学）
O-6/10
（6-1～6-5）
折笠貴寛（岩手大学）
O-5
（7-1～7-5）
帖佐 直（東京農工大学）

10:30-12:00
G-11
（1-6～1-10）
青木 楯（農研機構）
O-12
（2-6～2-11）
長谷川英夫（新潟大学）
O-13
（3-6～3-11）
松井正実（宇都宮大学）

第１講演会場
（教室 No.211）

第２講演会場
（教室 No.212）

第３講演会場
（教室 No.213）

第４講演会場
（教室 No.311）

第５講演会場
（教室 No.312）

14:50-17:00

17:15-19:30

O-2
4-7～4-11
近藤 直（京都大学）
O-4
（5-6～5-10）
田中宏明（農研機構）
O-6/10
（6-6～6-10）
橋口真宜（計測エンジニアリン
グシステム㈱）
O-5
（7-6～7-9）
山下 恵（東京農工大学）

時間割
会 場

9 月 8 日（金）
13:00-14:15

9:00-10:15

10:30-11:30

G-9
（1-11～1-15）
田中宗浩
（佐賀大学）
G-13
（2-12～2-16）
紺屋秀之
（農研機構）
G-15
（3-12～3-16）
山崎裕文
（農研機構）
O-3
（4-12～4-16）
近藤 直（京都大
学）・山下光司 （三
重大学）・椎木 友朗
（水産大学校）
O-9
（5-11～5-15）
清水 浩
（京都大学）

G-9
（1-16～1-19）
塚本隆行
（農研機構）
G-4
（2-17～2-20）
青木 楯
（農研機構）
G-15
（3-17～3-20）
加藤 仁
（農研機構）
G-5
（4-17～4-20）
日高靖之
（農研機構）

9 月９日（土）
11:30-12:30
12:35-13:05

ポスターセッション
コアタイム

法人化
フォーラム

13:15-14:45
G-12
（1-20～1-25）
源川拓磨
（筑波大学）
G-3
（2-21～2-26）
土屋史紀
（農研機構）
O-13
（3-21～3-26）
上加裕子
（愛媛大学）
O-11
（4-21～4-25）
三浦大輝（東京農業
大学）・佐々木 豊
（東京農業大学）

O-1
（5-16～5-19）
梅津一孝
（帯広畜産大学）

O-1
（5-20～5-25）
西津貴久
（岐阜大学）

第６講演会場
（教室 No.411）

O-6/10
（6-11～6-15）
吉村正俊（東京大
学）・源川拓磨 （筑
波大学）

O-6
（6-16～6-19）
今泉鉄平
（岐阜大学）

O-6
（6-20～6-25）
中村宣貴（農研機
構）・田中史彦（九州
大学）

第７講演会場
（教室 No.412）

O-7
（7-10～7-14）
林 和信
（農研機構）

O-7
（7-15～7-18）
林 和信
（農研機構）

O-8
（7-19～7-24）
岡本博史（北海道大
学）・森尾吉成（三重
大学）
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15:00-16:45
G-12
（1-26～1-30）
海津 裕
（東京大学）
G-10
（2-27～2-33）
深山大介
（農研機構）
O-13
（3-27～3-32）
光岡宗司
（九州大学） -16:30
G-5
（4-26～4-32）
川越義則
（日本大学）

O-1
（5-26～5-32）
小出章二（岩手大学）・
村松良樹（東京農業大
学）・北村豊（筑波大
学）
O-6
（6-26～6-33）
森松和也（愛媛大学）・
濱中大介（鹿児島大
学）・黒木信一郎（神戸
大学）・小関成樹（北海
道大学） -17:00
O-8
（7-25～7-32）
玉城勝彦（農研機構）・
飯田訓久（京都大学）
-16:30

ポスターセッション 1 号館 3 階エレベータ前ラウンジ
9 月 9 日（土）10:00～15:00，コアタイム 9 月 9 日（土）11:30～12:30
P-1（G-3）

田植機施肥装置による催芽籾空気搬送による水稲直播
農研機構 中央農業総合研究センター ◯関 正裕，加藤 仁，島崎 由美，大野 智史
長野県農業試験場 青木 政晴

P-2（G-3）

機械作業体系による早生エダマメのマルチ栽培技術の開発と実証（第１報）
―マルチ同時播種技術の現地実証―"
秋田県農業試験場 ◯齋藤 雅憲，進藤 勇人，本庄 求，伊藤 千春，
中川 進平，村上 章

P-3（G-3）

水稲の移植および播種同時側条施薬技術の開発
秋田県農業試験場 ◯進藤 勇人，藤井 直哉，齋藤 雅憲
秋田県水田総合利用課 高橋 良知
（株）クボタ 濱田 晃次
Meiji Seika ファルマ（株） 寺岡 豪，齋藤 好明

P-4（G-3）

キネクトセンサを用いた日向夏葉の水分ストレス計測に関する基礎研究
宮崎大学 ◯槐島 芳德，日吉 健二，小林 太一

P-5（G-5）

ゆで過程における大麦 β-グルカン含有麺の理化学特性の変化
宇都宮大学 ◯田村 匡嗣，山﨑 優司，齋藤 高弘
栃木県産業技術センター 星 佳宏，阿久津 智美，岡本 竹己

P-6（G-5）

栃木県産二条大麦を用いたギョウザ皮の開発
宇都宮大学 ◯田村 匡嗣，高橋 尚也，齋藤 高弘
栃木県産業技術センター 星 佳宏，阿久津 智美，岡本 竹己

P-7（G-6）

茶の火入れ加工における成分変化
佐賀県茶業試験場 ◯宮崎 秀雄，山口 幸蔵

P-8（G-6）

青果物を対象とした流通負荷計測デバイス（Fruits Sensor）の開発
三重大学 ◯植木 俊介，福島 崇志，佐藤 邦夫，村井 穂
農研機構食品研究部門 中村 宣貴

P-9（G-7）

水のラマン散乱を利用した蛍光強度のキャリブレーション方法の波長依存性
東京大学 ○板倉 健太，細井 文樹
京都大学 斎藤 嘉人，堀内 周平，鈴木 哲仁，近藤 直
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P-10（G-7）

官能評価を用いたホップ香気成分の指標化
宇都宮大学 駒田 華奈，◯井上 大悟，田村 匡嗣，齋藤 高弘
栃木県産業技術センター 松本 健一，岡本 竹己
株式会社ファーマーズ・フォレスト 山下 創

P-11（G-7）

EU 向け日本産イチゴの高品質輸出の可能性
宇都宮大学 ◯柏嵜 勝，浜野綾音，関隼人，板谷優甫，田邊拓哉

P-12（G-7）

日本産イチゴと EU 産イチゴのベルギーに於ける品質比較
宇都宮大学 ◯柏嵜 勝，浜野綾音，関隼人，板谷優甫，田邊拓哉

P-13（G-9）

農業分野におけるユーグレナの利活用に関する基礎研究（5）
北里大学 ◯田中 勝千，戸松 央理，皆川 秀夫
株式会社ユーグレナ 渡邉 翔太，中野 良平，鈴木 健吾

P-14（G-9）

A novel technique for removing radiocesium from bambooand the effects of application
rates of bamboo chip composts on soil properties and crop growth
Tokyo University of agriculture and technology ◯Dikkumburage Jasintha ayasanka，
Seki Hiroichi
Ibaraki University School of Agriculture Masakazu Komatsuzaki

P-15（G-11）

トラクタのピッチング角および走行速度制御システムの基礎的研究
－前後輪駆動トルクを入力とした現代制御－"
宇都宮大学 ◯松井 正実，三浦 秦
株式会社クボタ 石川 美幸
東京農工大学連合（宇都宮大学） 青柳 悠也

P-16（G-11）

薬剤散布用 UAV の位置姿勢計測システムの開発
阿南工業高等専門学校 ◯青木 渓，前田 大樹，福見 淳二，福田 耕治

P-17（G-11）

UAV を用いた薬剤散布機の開発～ローター下の気流が散布に及ぼす影響の解析～
阿南工業高等専門学校 ◯土居 幸喜，福見 淳二，松浦 史法，福田 耕治

P-18（G-12）

日向夏みかん骨代謝機能性成分の非破壊計測について
－糖度（Brix）と細胞活性、濃度の関係－
宮崎大学 ◯小林 太一，山口 昌俊，宮武 宗利，槐島 芳徳，福山 華子，日吉 健二

P-19（G-12）

新規ニオイセンサー「MSS」を利用したセイヨウナシ‘ラ・フランス’の可食適期判定に関す
る研究
弘前大学 ◯煙山 智司，叶 旭君，張 樹槐
物質・材料研究機構 吉川 元起

P-20（G-12）

水田ほ場群におけるトラクタ搭載型土壌分析システムの利用
東京農工大学 ◯小平 正和，澁澤 栄
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P-21（G-12）

SPAD とライススキャンによるリンゴ成葉の窒素含有量の推定
弘前大学 ◯阿部 汐里，叶 旭君，河内 遥香，張 樹槐
日立マクセル株式会社 芳村 裕之

P-22（G-12）

フォトルミネッセンス法を用いた農産物等の残留農薬検出の試み
～４種程度の農薬の蛍光特性について～"
宮崎大学 ◯境 健太郎，小林 太一

P-23（G-13）

心電‐脈波同時計測信号の同期解析
東京農工大学 ◯桐山 水響，酒井 憲司

P-24（G-13）

Heart rate and surface EMG assessment of gardening task as physical activity:
comparison among older and younger adult
Tokyo University of Agriculture and Technology Nugrahaning sani dewi
Ibaraki University School of Agriculture ◯Komatsuzaki Masakazu

P-25（G-14）

トマト用接ぎ木装置の開発-接合部に関する接ぎ木試験農研機構 革新工学センター ◯中山 夏希，Nguyen Thi Thanh Loan，
坪田 将吾，小林 有一
秋田県立大学 山本 聡史

P-26（G-14）

実測実験と有限要素法を用いた稲稈の剛性のモデリング
東京理科大学 ◯塩谷 真奈，向後 保雄，島田 浩章，佐竹 信一

P-27（G-14）

人工光型植物工場における根部の物理的ストレスがプラグ苗の生育と
移植に及ぼす影響
国立農業科学院 ◯李 公仁，許 廷旭，東京農工大学 東城 清秀

P-28（G-14）

異なる栽培環境が香味菜の生育および抗酸化性に与える影響
宇都宮大学 ◯津田 優樹，田村 匡嗣，齋藤 高弘，房 相佑
栃木県産業技術センター 星 佳宏

P-29（G-14）

太陽光利用型植物工場換気時の気流循環に関する研究 －風向板効果の実測検証－
愛媛大学 ◯成内 真二，上加 裕子，有馬 誠一

P-30（G-15）

GIS とゲノム情報を利用した「東御クルミ」のブランド化
東京農工大学 澁澤 栄，◯東 龍道，平出 拓磨

P-31（G-15）

埼玉特産サトイモ栽培における圃場 GIS；多項目土壌マッピング
東京農工大学 ◯渡辺 康介，澁澤 栄，小平 正和

P-32（G-15）

UAV（無人航空機）を利用した作物畑のモニタリング
－ダイズ畑における収穫適期の判定と品質把握－
山形大学 ◯中坪 あゆみ，田邊 大，冨樫 均仁，片平 光彦
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P-33（G-15）

運転支援装置シェアリングによる水田機械作業の実証
農研機構 中央農業研究センター ◯加藤 仁，建石 邦夫，関 正裕，
山本 亮，大野 智史

P-34（G-16）

Analysis on heat loss of several greenhouse covering materials due to the wind velocity
National Academy of Agricultural Science ◯Kim Younghwa，Seong Jehoon，
Kang Yoenku，Jang Jaekyeong

P-35（G-16）

食品系バイオマス利用のための電気化学酸化法による褐色成分の脱色
神戸大学 ◯李 鄭学究，井原 一高，豊田 淨彦

P-36（G-16）

Energy Consumption Trends in Agricultural Facilities at Korea
National Institute of Agricultural Sciences ◯Sukwon Kang，Yee Paek，
Young Hwa Kim，Jae Kyung Jang
National Institute of Horticultural and Herbal Science Younkoo Kang
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発表方法について

（１）オーガナイズドセッション
発表の形式はセッションにより異なりますので、詳細はそれぞれのオーガナイザーにお問い合わせ下さい。
（２）一般セッション
液晶プロジェクタを用いた通常の発表スタイルです。ポスターセッションコアタイムの時間帯は休止します。
発表時間は 12 分、質疑応答は３分です。発表時間が 12 分を超えますと、座長によって強制的に終了を宣
言される場合があります。プログラムが円滑に進むようご協力をお願いします。
講演発表機器は液晶プロジェクタのみにします。映像入力端子は通常のアナログ D-sub15pin のみです。
なお、パソコンは各自ご用意下さい。
ひとつ前の講演時にパソコン切替器に各自のパソコンを接続して下さい。パソコンの設置・撤収は速やか
に対応願います。なお、テスト投影することができる部屋は用意していませんので、テスト投影は休憩時間を
利用して行って下さい。
（３）ポスターセッション
ポスター発表：ポスターを貼り付ける 1 件当たりのパネル有効寸法は A0 版(W 841 mm × H 1189 mm)で
す。貼り付け用の押しピンは事務局で用意しますのでご利用ください。
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