第１日目 ９月８日（金） 発表時間：12分，質疑応答：3分
9:00
9:15
第１会場 座長：長坂 善禎（農研機構）
No.211
1-1(G-11)
1-2(G-11)
大規模畑作におけるロボットトラクタ作業体系の実証研究
AI技術を利用した果樹園の樹列検出
―耕うん作業への適用―
帯広畜産大学 ◯藤本 与，佐藤 禎稔
岩手大学 ◯塚野 正洋，武田 純一，小出 章二，
ヤンマー（株） 横山 和寿
庄野 浩資，折笠 貴寬

第１日目 ９月８日（金） 発表時間：12分，質疑応答：3分
9:30
9:45
第１会場 座長：長坂 善禎（農研機構）
No.211
1-3(G-11)
1-4(G-11)
GPSガイダンスシステムの作業性評価に関する研究（第３報）
レーザーレンジファインダによる果樹園における運搬車の定位手法の開発
－直進作業精度の収束性評価－
農研機構中央農研センター ◯建石 邦夫，加藤 仁，
京都大学 ◯有賀 遼，増田 良平，
関 正裕，山本 亮
飯田 訓久，村主 勝彦

第１日目 ９月８日（金） 発表時間：12分，質疑応答：3分
10:00
第１会場 座長：長坂 善禎（農研機構）
No.211
1-5(G-11)
RGBDカメラを用いた屋内自律走行についての研究

第２会場
No.212

第２会場
No.212

第２会場
No.212

座長：野口 良造（筑波大学）
2-1(G-16)
農業機械の電動化に関する研究

2-2(G-16)
Rice Husk Combustion: Human and Environmental
Impacts

農研機構革新工学センター ◯塚本 隆行，ファン ダン トー，
大西 明日見，清水 一史

第３会場
No.213

座長：大角 雅晴（石川県立大学）・西村 亮（鳥取大学）
3-1(G-14)
電圧印加処理によるハツカダイコンの生育促進栽培の試み
鳥取大学 ◯市橋 翼，西村 亮

第４会場
No.311

座長：近藤 直（京都大学）
4-1(O-2)
畜産の情報化について

座長：中嶋 洋（京都大学）
5-1(O-4)
耕うん機の起振力低減研究

座長：折笠 貴寛（岩手大学）
6-1(O-6/10)
食品の熱・質量輸送の数値的可視化
計測エンジニアリングシステム（株） ◯橋口 真宜，米 大海
東京農業大学 村松 良樹

第７会場
No.412

座長：帖佐 直（東京農工大学）
7-1(O-５)
小型ロボットによる播種シミュレーション －播種分布改善の検討－

筑波大学 ◯岩井 一馬，野口 良造
農研機構革新工学センター 日髙 靖之，野田 崇啓

第３会場
No.213

鳥取大学 ◯西村 亮，小塩 智弘，近藤 謙介

第４会場
No.311

第５会場
No.312

座長：中嶋 洋（京都大学）
5-3(O-4)
シングルグローサシュー形状と土壌の力学的パラメータによる牽引力への
影響
三重大学 ○王 秀崙，鬼頭 孝治，西山 千尋
安徽農業大学 葛 俊

第６会場
No.411

計測エンジニアリングシステム（株） 橋口 真宜，○米 大海
東京農業大学 村松 良樹

7-2(O-５)
独立型電源（太陽光＋蓄電池）による芝刈りロボットへの電源供給の
検証
東京農工大学 〇藤森 一真，帖佐 直，東城 清秀
（株）オルテナジー 〇黒田 浩明

座長：近藤 直（京都大学）
4-3(O-2)
Noninvasive Quantification of Egg Yolk Using UV-Vis-NIR
Spectroscopy Combined with Multivariate Analysis
Kyoto University ○Md Syduzzaman，Afzal Rahman，
Khaliduzzaman, Tateshi Fujiura，
Tetsuhito Suzuki, Yuichi Ogawa, Naoshi Kondo
Nabel Co., Ltd. Shinichi Fujitani，Ayuko Kashimori

九州大学 〇岡安 崇史，片山 優海，井上 英二，
平井 康丸，光岡 宗司

6-2(O-6/10)
食品の熱・質量輸送に与える強制対流の影響の数値解析

座長：大角 雅晴（石川県立大学）・西村 亮（鳥取大学）
3-3(G-14)
3Dモデルを用いたダイズ群落の受光量比較
北海道大学 ◯岩城 光洋，柴田 洋一，中村 崇，
陳 賢賢，閻 文傑

Kyoto University ○Khaliduzzaman，Afzal Rahman，
Md Syduzzaman, Tateshi Fujiura，
Tetsuhito Suzuki，Yuichi Ogawa, Naoshi Kondo
Nabel Co., Ltd. Shinichi Fujitani, Ayuko Kashimori

5-2(O-4)
下負荷面モデルによる粒状体の繰返し負荷挙動予測の高精度化

ヤンマー（株） ◯平澤 一暁

第６会場
No.411

3-2(G-14)
サフラン球根への電気刺激が開花状態とクロシン含有量に及ぼす影響

4-2(O-2)
Gender Differences in Chick Embryo Dynamic Activity

京都大学 近藤 直

第５会場
No.312

University of Tsukuba ◯Emmanuel Owoicho ABAH，
Ryozo NOGUCHI

座長：野口 良造（筑波大学）
2-3(G-16)
籾殻燃焼条件の違いによる熱量と可溶性ケイ酸量の変化

第７会場
No.412

2-4(G-16)
微細藻Botoryococcus brauniiによる炭化水素生産プロセスのエネル
ギー収支分析

座長：大角 雅晴（石川県立大学）・西村 亮（鳥取大学）
3-5(G-19)
休憩
金沢箔製造用和紙の原料採取装置の開発
－ニゴ採取に適した酒米品種調査－
石川県立大学 ◯大角 雅晴

第４会場
No.311

座長：近藤 直（京都大学）
4-5(O-2)
Estimation of Serum Vitamin A Level of Japanese Black
Cattle by Automated Pupil Color Image Analysis

6-4(O-6/10)
2次元非定常熱伝導方程式の数値解を利用した穀物充填層および青
果物の熱物性の推定
計測エンジニアリングシステム（株） ◯橋口 真宜，米 大海
東京農業大学 ◯小泉 友香，村松 良樹，
東京農業大学 村松 良樹
坂口 栄一郎，川上 昭太郎
計測エンジニアリングシステム（株） 橋口 真宜
千葉大学名誉教授 田川 彰男

座長：帖佐 直（東京農工大学）
7-3(O-５)
7-4(O-５)
雪道で走行可能な小型電動モビリティーの農業応用 －Cuboard の開 作物生育モニタリングにおけるデジタルカメラの利用可能性
発とクローラユニットシステムの応用事例－
（株）CuboRex ◯寺嶋 瑞仁，上脇 優人
東京農工大学 〇山下 恵

4-6(O-2)
黒毛和種の血中ビタミンA濃度推定のための自動撮影装置を用いた画
像処理による瞳孔収縮計測

Kyoto University ◯Yuan Zhou，Naoshi Kondo，
Tateshi Fujiura，Tetsuhito Suzuki，
Wulandari，Masayao Mori，
Yoshioka Hidetsugu
Hyogo Prefectural Hokubu Agricultural Institute
Moriyuki Fukushima, Namiko Kohama
第５会場
No.312

農研機構中央農研センター ◯田中 宏明，深山 大介，建石 邦夫

座長：折笠 貴寛（岩手大学）
6-3(O-6/10)
多葉構造の熱・質量輸送の数値計算

休憩

第３会場
No.213

Kyoto University ○Afzal Rahman，Md Syduzzaman，
Khaliduzzaman，Tateshi Fujiura，
Tetsuhito Suzuki，Yuichi Ogawa，Naoshi Kondo
Nabel Co., Ltd. Shinichi Fujitani，Ayuko Kashimori

5-4(O-4)
高水分土壌のDEMモデルと楔貫入シミュレーション

座長：野口 良造（筑波大学）
2-5(G-16)
光合成細菌を用いた水素生産における基質濃度の影響

東京農工大学 ◯野村 環，東城 清秀，帖佐 直

農研機構革新工学センター ◯深井 智子，塙 圭二，大西 正洋
埼玉県農業技術研究センター 前島 秀明，島田 智人

4-4(O-2)
Gender Identification of Unincubated Broiler Chicken
Eggs: A Feasibility Study Using UV-Vis-NIR Spectroscopy

休憩

東京大学 ◯朱 張豪，海津 裕，芋生 憲司

東京大学 ◯長谷川 文生，海津 裕，芋生 憲司
農研機構九州沖縄農研センター 古橋 賢一

3-4(G-19)
果樹花粉採取作業における採花装置の開発（第２報）

10:15

座長：中嶋 洋（京都大学）
5-5(O-4)
人工土モデルの圧力沈下特性

京都大学 ◯増本 忠久，近藤 直，鈴木 哲仁，
森 雅哉，Wulandari，
Peng Yingqi，木地 厚良
兵庫県立農林水産技術総合センター 福島 護之，
小浜 菜美子，吉岡 秀貢

休憩

京都大学 ○中嶋 洋，中西 亮太，清水 浩，
宮坂 寿郎, 大土井 克明

第６会場
No.411

座長：折笠 貴寛（岩手大学）
6-5(O-6/10)
フリーザー性能特性評価へのCFDの相補的適用と検証

休憩

（株）前川製作所 ◯益田 和徳，戸張 雄太
木更津工業高等専門学校 前野 一夫

第７会場
No.412

座長：帖佐 直（東京農工大学）
7-5(O-５)
畦畔自律走行小型エンジン草刈りロボットの開発
東京大学 ◯五十嵐 翔，海津 裕，芋生 憲司
三陽機器（株） 堤 俊雄

休憩

第１日目 ９月８日（金） 発表時間：12分，質疑応答：3分
10:30
第１会場 座長：青木 循（農研機構）
No.211
1-6(G-11)
獣害対策を目的としたドローンプラットフォームの開発
三重大学 ◯鬼頭 孝治，福嶋 琢朗
NTT西日本 河野 純輝

第２会場
No.212

座長：長谷川 英夫（新潟大学）
2-6(O-12)
オーガナイザーによる趣旨説明（Introduction and objectives of
the session）

第３会場
No.213

座長：松井 正実（宇都宮大学）
3-6(O-13)
[基調講演] 農作業安全の今後の取り組み(1)

第５会場
No.312

第６会場
No.411

第７会場
No.412

1-7(G-11)
草刈機の自立走行に向けたシーンラベリング技術の応用
東京大学 ◯守屋 政宏, 海津 裕, 芋生 憲司

2-7(O-12)
発展途上国における農業機械化 その１（Agricultural
mechanization of staple food crops rice and maize in
Bhutan）
Niigata University 〇HASEGAWA Hideo
〇DEMA Phuntsho，TSHERING Chencho

農林水産省 ○松田治男

第４会場
No.311

10:45

3-7(O-13)
[基調講演] 農作業安全の今後の取り組み(2)

第１日目 ９月８日（金） 発表時間：12分，質疑応答：3分
11:00
11:15
第１会場 座長：青木 循（農研機構）
No.211
1-8(G-11)
1-9(G-11)
Automatic segmentation of greenhouse crops using the
レタス自動収穫装置における茎切断機構とその制御
CIEL * a * b *color space
Chapingo Autonomous University
信州大学 ◯吉村 達也，田村 正好，岡宮 裕，
◯VELAZQUEZ Lopez Noe，
千田 有一，西沢 武司，高橋 良政，上原 和彦
CHAVES Sanchez Abner Orlando，
TORRES Mendez Luz Abril，RUIZ Garcia Agustin，
CRUZ Meza Pedro

第１日目 ９月８日（金） 発表時間：12分，質疑応答：3分
11:30
11:45
第１会場 座長：青木 循（農研機構）
No.211
1-10(G-11)
ホウレンソウ自動収穫装置の根切り刃経路設定による収穫性能の比較

第２会場
No.212

座長：長谷川 英夫（新潟大学）
2-8(O-12)
発展途上国における農業機械化 その２（Agricultural
mechanization for sustainable farm management in
Bangladesh: Problems and Prospects）
〇GULANDAZ Ashrafuzzaman, HOSSAIN Zakaria

第２会場
No.212

座長：長谷川 英夫（新潟大学）
2-10(O-12)
発展途上国における農業機械化 その４（Transition from large
to small scale agricultural machinery: lessons from
Ukraine）
Ukraine 〇SYERA Kateryna

2-11(O-12)
発展途上国における農業機械化 その５（Agricultural
mechanization for soybean production in Amur region,
Russian Federation）
Niigata University 〇BOIARSKII Boris，HASEGAWA Hideo

第３会場
No.213

座長：松井 正実（宇都宮大学）
3-8(O-13)
3-9(O-13)
農研機構革新工学センターにおける農作業安全研究の概況と今後の 農作業事故対面調査結果の分析
方向性
農研機構革新工学センター ○冨田 宗樹，積 栄，手島 司，
岩手大学 ○武田 純一，扇
皆川 啓子，梅野 覚，菊池 豊，
富山県農村医学研究所 大浦
岡田 俊輔，松本 将大，志藤 博克
日本農村医学研究所 浅沼
滋賀医科大学 峠田 和史, 辻村
元岩手大学 立身
土浦協同病院 藤原

第３会場
No.213

座長：松井 正実（宇都宮大学）
3-10(O-13)
力覚フィードバックの重要性

3-11(O-13)
総合討論

農林水産省 ○松田治男

座長：近藤 直（京都大学）
4-7(O-2)
4-8(O-2)
Relationship between Vitamin A Level Changes of
Dynamic Cattle Behavioral Classification using Convolution
Japanese Black Cattle and Light Reflection Intensity on
Neural Network by 3-axis Accelerometer
Automatic Cattle Eye Image Acquisition System
Kyoto University ○Wulandari，Naoshi Kondo，
Kyoto University ◯Yingqi Peng，Naoshi Kondo，
Tateshi Fujiura，Tetsuhito Suzuki，
Tateshi Fujiura，Tetsuhito Suzuki，Masaya Mori，
Masaya Mori，Yuan Zhou，
Yuan Zhou，Tadahisa Masumoto，Wulandari，
Atsuyoshi Kiji，Hidetsugu Yoshioka
Atsuyoshi Kiji，Hidetsugu Yoshioka，
Hyogo Prefectural Hokubu Agricultural Institute
Erina Itoyama，Noriyasu Matsuhira，Hiroaki
Moriyuki Fukushima，Namiko Kohama
Murakami，Hiroshi Nagase，Shouko Kitamura

第４会場
No.311

座長：田中 宏明（農研機構）
5-6(O-4)
5-7(O-4)
試験用横型研削式3次元非球形離散要素精米モデルの開発 －粒 長粒種飯用実用竪型研削式3次元離散要素精米モデルの開発 －
子とロール間力積による精白米形状予測のための精米再現時間の検討 球形粒子流動の再現－
－
東京農業大学 〇坂口 栄一郎，川上 昭太郎，村松 良樹
東京農業大学 〇田中 雅己，坂口 栄一郎，
伊藤忠テクノソリューソンズ（株） 榊原 辰雄
川上 昭太郎，村松 良樹
（株）サタケ 梶原 信三，室井 佑介
伊藤忠テクノソリューソンズ（株） 榊原 辰雄
（株）サタケ 梶原 信三，橋本 悠希

第５会場
No.312

座長：橋口 真宜（計測エンジニアリング（株））
6-6(O-6/10)
6-7(O-6/10)
三次元微細構造モデル解析に基づくカキ果実の熱伝導率推算とその内 ブランチング時における酵素失活シミュレーション
部分布の可視化
九州大学 ◯田中 史彦，今村 桂太郎，内野 敏剛
岐阜大学 ◯今泉 鉄平
九州大学 田中 史彦，内野 敏剛

第６会場
No.411

座長：山下 恵（東京農工大学）
7-6(O-５)
圃場環境・植物生体計測のための小型移動ロボットの開発

第７会場
No.412

7-7(O-５)
小型水田除草用ロボットのための SOM を用いた掃引領域分割法の提
案
九州大学 ◯岡安 崇史，高場雄太郎，谷口 倫一郎，
会津大学 ○阿部 文明，中澤 遥菜，中村 啓太，
井上 英二，平井 康丸，光岡 宗司
小川 純，成瀬 継太郎
長崎県立大学 有田 大作
九州先端科学技術研究所 吉永 崇

座長：近藤 直（京都大学）
4-9(O-2)
放射温度計による黒毛和種の非接触体温計測の検討

2-9(O-12)
発展途上国における農業機械化 その３（Improvement of rice
agricultural mechanization in West Africa through the
management of machine）
〇DIAKHATE Demba, DIATTA Pierre, YACOUBA Sanda,
YVETTE NERBEWINDE Ilboudo Ouedraogo

信州大学 ◯高山 直人，千田 有一

次郎
栄次
信治
裕次
政信
秀臣

東京農業大学 ○田島 淳

第４会場
No.311

座長：近藤 直（京都大学）
4-11(O-2)
総合討論

第５会場
No.312

座長：田中 宏明（農研機構）
5-10(O-4)
総合討論

座長：橋口 真宜（計測エンジニアリング（株））
6-8(O-6/10)
6-9(O-6/10)
ズッキーニのマイクロ波ブランチング時における Peroxidase 失活シミュ
数値流体力学解析によるイチゴの電磁波殺菌予測と最適化
レーション
九州大学 ◯吉田 有花，田中 史彦，内野 敏剛
九州大学 ◯飯田 有貴，内野 敏剛，田中 史彦

第６会場
No.411

座長：橋口 真宜（計測エンジニアリング（株））
6-10(O-6/10)
CFDによる船舶輸送用二温度帯コンテナの設計に関する研究

座長：山下 恵（東京農工大学）
7-8(O-５)
なぜ小型ロボットで農業をやろうとするのか？

第７会場
No.412

京都大学 ◯森 雅哉，近藤 直，鈴木 哲仁，
Wulandari，Zhou Yuan，
増本 忠久，Peng Yingqi，木地 厚良，藤浦 建史
兵庫県立農林水産技術総合センター 福島 護之，小浜 菜美子

座長：田中 宏明（農研機構）
5-8(O-4)
DEMによる揺動選別部の最適設計要素パラメータの検討

4-10(O-2)
黒毛和種の飲水と気候の関係について

京都大学 〇木地 厚良，近藤 直，鈴木 哲仁，森 雅哉，
Wulandari， Zhou Yuan，増本 忠久，
Peng Yingqi，吉岡 秀貢，藤浦建史
兵庫県立農林水産技術総合センター 福島 護之，小浜 菜美子

5-9(O-4)
CFD解析による害虫の気流走性の検証と防除法の検討

九州大学 〇池田 康佑，井上 英二，岡安 崇史，
平井 康丸，光岡 宗司
ヤンマー（株） 廣松 大樹

愛媛大学 ◯上加 裕子，有馬 誠一，成内 真二

7-9(O-５)
総合討論
東京農工大学 〇帖佐 直

九州大学 ◯田中 良奈，關屋 まどか，田中 史彦，内野 敏剛

第２日目 ９月９日（土） 発表時間：12分，質疑応答：3分
9:00
第１会場 座長：田中 宗浩（佐賀大学）
No.211
1-11(G-9)
固液分離技術を用いた堆肥抽出液の生産と利用
農研機構九州沖縄農研センター ◯古橋 賢一，
田中章浩，黒田和孝
東京大学 長谷川文生，芋生憲司

第２会場
No.212

座長：紺屋 秀之（農研機構）
2-12(G-13)
内燃機関の近接遮蔽による換気性を担保した低騒音化検討

ヤンマー（株） ◯山内 貴之，深田 和範，中川 修一
同志社大学 辻内 伸好，伊藤 彰人

第３会場
No.213

座長：山崎 裕文（農研機構）
3-12(G-15)
ビニールハウスにおける環境を考慮した温度システムのモデル化
高知工業高等専門学校 ◯中山 信，小田 大河，西村 風我
高知工科大学 原田 明徳，岡 宏一

第４会場
No.311

座長：清水 浩（京都大学）
5-11(O-9)
果菜類養液栽培装置用の接触検出型自動走行システムの開発
－植物工場内での走行実験－
農研機構革新工学センター ◯太田 智彦
農研機構野菜花き研究部門 岩崎 泰永，中野 明正

第６会場
No.411

第７会場
No.412

1-12(G-9)
乳牛ふんの半炭化プロセスにおける乾燥モデルの検討

2-13(G-13)
着衣型心肺計測器を用いたエネルギ消費量の推定方法の検討

3-13(G-15)
水稲栽培における篤農家技術の可視化

第２会場
No.212

第３会場
No.213

第４会場
No.311

第５会場
No.312

北海道大学 ◯渡部 克彦，岡田 啓嗣，杉江 一磨，
野口 伸，石井 一暢，岡本 博史

座長：清水 浩（京都大学）
5-13(O-9)
気温が白花蛇舌草の成長とイリドイド配糖体含量に与える影響

神戸大学 ◯伊藤 博通，宇野 雄一，黒木 信一郎，
東内 一輝，塙 千尋，柴田 将利，松井 建樹
香港中文大学中医中薬研究所 PING-CHUANG Leung，
BIC SAN LAU Clara

第６会場
No.411

第７会場
No.412

第２日目 ９月９日（土） 発表時間：12分，質疑応答：3分
10:00
第１会場 座長：田中 宗浩（佐賀大学）
No.211 1-15(G-9)
畜産廃水からのテトラサイクリン系抗生物質の磁気濃縮分離

9:45
1-14(G-9)
脱臭装置への利用を前提とした鶏糞灰酸溶解液の調整
岩手大学 ◯齋藤 友貴，前田 武己，立石 貴浩

神戸大学 ◯石堂 一樹，井原 一高，豊田
宇都宮大学 酒井
NEOMAXエンジニアリング 立嶋
帯広畜産大学 梅津

第２会場
No.212

2-15(G-13)
キュウリ生産工程のリスクアセスメント

宮崎大学 ◯木下 統，真 智代

10:15
休憩

淨彦
保蔵
正勝
一孝

座長：紺屋 秀之（農研機構）
2-16(G-13)
寄与を考慮したクラッチ質量のアンバランス化による刈払機ハンドル振動
低減

休憩

大阪工業大学 ◯大野 真平，吉田 準史，杉田 雄一
（株）大成モナック 宮川 茂，大野 照二，石川 大芽

第３会場
No.213

3-15(G-15)
無人ヘリ作物生育観測システムの開発と実証（第３報）

座長：山崎 裕文（農研機構）
3-16(G-15)
音響センサによるコンバイン上での穀物含水率測定

農研機構革新工学センター ◯山下 晃平，市来 秀之，
吉田 隆延，栗原 英治，水上 智道，西川 純
滋賀県農業技術振興センター 中井 譲，山田 健太郎
ヤンマーヘリ＆アグリ（株） 松岡 秀樹，安藤 和登，望月 良真

座長：近藤 直（京都大学），山下 光司（三重大学），椎木 友朗（水産大学校）
4-14(O-3)
4-15(O-3)
沈下養殖用水中給餌システムによるイシガキダイの飼育例
魚類の自発摂餌給餌法に関わる基礎的事項

三重大学 ◯山下 光司，神原 淳，陳山 鵬
愛媛県水産研究センター 久米 洋，山下 浩史，塩田 浩二

農研機構革新工学センター ◯太田 智彦
農研機構野菜花き研究部門 岩崎 泰永，中野 明正，
東出 忠桐，栗原 弘樹

7-11(O-7)
営農支援のためのデータ収集・管理及びその活用に関する研究

座長：山崎 裕文（農研機構）
3-14(G-15)
土壌反射スペクトルの特徴変化量の評価について
新潟大学 ◯下保 敏和
東京農工大学 澁澤 栄，小平 正和

水産研究・教育機構 ◯椎木 友朗，竹谷 賢介，小川 海斗

5-12(O-9)
植物工場における収量・作業情報モニタリングシステムの開発
－長期利用試験とシステムの改良－

座長：紺屋 秀之（農研機構）
2-14(G-13)
機械操作時の振動ばく露が作業者の立位平衡機能に及ぼす影響

近畿大学 ◯樹野 淳也，前田 節雄
和歌山県立医科大学 宮下 和久 宮本 邦彦

新潟大学大学院 ◯齋藤 慎平
新潟大学 長谷川 英夫

6-12(O-6)
ラマン分光法を用いた高カロテノイドトマトの判別分析における励起波長
の選択
筑波大学 ◯石炭 佑人，源川 拓磨，Ahamed Tofael，
筑波大学 ◯原 理紗，源川 拓磨，Tofael Ahamed，
野口 良造, 瀧川 具弘
野口良造，瀧川具弘

鳥取大学 〇森本 英嗣

北海道大学 ◯藤原 那奈，岩渕 和則，河東 政道
岩手大学 前田 武己
北海スターチック（株） 大森 隆

農研機構革新工学センター ◯田中 正浩，原田 泰弘，富田 宗樹

座長：吉村 正俊（東京大学）・源川 拓磨（筑波大学）
6-11(O-6)
オンサイト分析用分光計の設計に寄与する測定波長選択技術

座長：林 和信（農研機構）
7-10(O-7)
プロ農家と協働して展開する水稲スマート農業技術

第２日目 ９月９日（土） 発表時間：12分，質疑応答：3分
9:30
第１会場 座長：田中 宗浩（佐賀大学）
No.211 1-13(G-9)
堆肥化プロセスを用いた採卵鶏ふんの尿酸分解

北海道大学 ◯伊藤 清音，Sitty Nur Shafa Binti Bakri，
伊藤 貴則，岩渕 和則
（株）谷黒組 谷黒 克守

座長：近藤 直（京都大学），山下 光司（三重大学），椎木 友朗（水産大学校）
4-12(O-3)
4-13(O-3)
Underwater volume of samples estimation in a closed type スペクトル拡散音波を用いた生簀内3次元位置計測の音速補償方法
Helmholtz resonator using impedance method
Kyoto University ○Njane Stephen，Kohei Ogata，
Naoshi Kondo，Yuichi Ogawa，Tetsuhito Suzuki，
Harshana Habaragamuwa

第５会場
No.312

9:15

休憩

神戸大学 ◯庄司 浩一

第４会場
No.311

座長：近藤 直（京都大学），山下 光司（三重大学），椎木 友朗（水産大学校）
4-16(O-3)
休憩
総合討論

第５会場
No.312

座長：清水 浩（京都大学）
5-15(O-9)
根圏への低温ストレス付与がレタスに与える影響

三重大学 ◯山下 光司

5-14(O-9)
超音波集束装置を用いたイチゴの人工授粉システムの開発

京都大学 ◯佐藤 泰斗，清水 浩，中嶋
宮坂 寿郎，大土井
エスペックミック 中村
ローム 中原
東京大学 星

洋，
克明
謙治
高伸
貴之

京都大学 ◯岸田 七海，清水 浩，中嶋 洋，
宮坂 寿郎，大土井 克明

座長：吉村 正俊（農研機構）・源川 拓磨（筑波大学）
6-13(O-6)
6-14(O-6)
Real-time prediction of pre-cooked Japanese sausages pH 長期貯蔵によるリンゴ「ふじ」の内部褐変の分光学的特性
with different storage days using hyperspectral imaging
The University of Tokyo ◯Feng Chao-Hui，
東京大学 ◯吉村 正俊
Yoshio Makino，Masatoshi Yoshimura
青森県産業技術センター 葛西 智
立命館大学 松原 和也
農研機構食品研究部門 伊藤 秀和，蔦 瑞樹，池羽田 晶文

第６会場
No.411

座長：林 和信（農研機構）
7-12(O-7)
SIP多圃場営農管理とデータ連携基盤への対応

第７会場
No.412

7-13(O-7)
農業機械の制御通信共通化に向けた今後の課題
－ISOBUSとAG-PORTの整合－
農研機構革新工学センター ◯吉田 智一
農研機構革新工学センター ◯元林 浩太，西川 純
農研機構西日本農研センター 奥野 林太郎
農研機構北海道農研センター 西脇 健太郎

休憩

座長：吉村 正俊（農研機構）・源川 拓磨（筑波大学）
6-15(O-6)
可視-近赤外分光法によるリンゴの褐変発生予測に関する研究

休憩

農研機構食品研究部門 ◯蔦 瑞樹，池羽田 晶文
東京大学 吉村 正俊
青森県産業技術センターりんご研究所 葛西 智
立命館大学 松原 和也，和田 有史

座長：林 和信（農研機構）
7-14(O-7)
中間討論

休憩

第２日目 ９月９日（土） 発表時間：12分，質疑応答：3分
10:30
第１会場 座長：塚本 隆行（農研機構）
No.211 1-16(G-9)
低温炭化プロセスにおけるバイオマスの分解機構
北海道大学 ◯伊藤 貴則，岩渕 和則，太田 薫平
（株）谷黒組 谷黒 克守

第２会場 座長：青木 循（農研機構）
No.212 2-17(G-4)
自作式レタス収穫機の開発 ー切断ユニットの作製と切断実験ー

長野県野菜花き試験場 ◯鈴木 尚俊

第３会場 座長：加藤 仁（農研機構）
No.213 3-17(G-15)
生育情報を活用した可変施肥システムの畑輪作における効果
北海道立総合研究機構十勝農業試験場 ◯原 圭祐

第４会場 座長：日高 靖之（農研機構）
No.311 4-17(G-5)
乾式・湿式微粉砕によるサブミクロン米粉の製造とその特性評価

農研機構食品研究部門 ◯岡留 博司，Hossen Md.Sharif，
五月女 格，七山 和子，佐々木 朋子，
奥西 智哉，安藤 泰雅

第５会場 座長：梅津 一孝（帯広畜産大学）
No.312 5-16(O-1)
遊休施設内における温泉排湯および沢水活用による水耕栽培環境制
御
新潟大学 ◯大橋 慎太郎，太田 依里，菰原 博海
新潟大学大学院 中野 和弘

第６会場 座長：今泉 鉄平（岐阜大学）
No.411 6-16(O-6)
市販食パンの気泡構造と力学特性
神戸大学 ◯西尾 匡史，豊田 淨彦，井原 一高，
黒木 信一郎，窪田 陽介

10:45
1-17(G-9)
バイオ炭の作物への施用効果
北海道大学 ◯落合 将暉，柴田 洋一，岩渕 和則，
伊藤 貴則，渡部 敏裕，大崎 満

第２日目 ９月９日（土） 発表時間：12分，質疑応答：3分
11:00
第１会場 座長：塚本 隆行（農研機構）
No.211 1-18(G-1)
Feasibility study of electric motor-based tractor by
analyzing physical rationality
University of Tsukuba ◯Du Jing，Ryozo Noguchi

第２会場
No.212

2-18(G-4)
Bionic Outlook in Cutting Blade of Harvesting Machine

Jilin University ◯Wei Kaiqi
University Tsukuba Ryozo Noguchi

農研機構北海道農研センター ◯西脇 健太郎，澁谷 幸憲，
若林 勝史，伊藤 淳士，杉浦 綾

佐賀大学 ◯稲葉
全国農業協同組合連合会 中谷
佐賀県農業協同組合 園田
ヤンマーグリーンシステム（株） 山口
近江度量衡（株） 成田
佐賀県神埼郡農業協同組合 香月

繁樹
紘志
佳弘
和宏
稔典
正美

5-17(O-1)
小規模酪農場におけるバイオガスユニットのスタートアップとエネルギー利
用の検討

第５会場
No.312

鳥取大学 野波 和好，◯門長 なつみ，
森本 英嗣，山口 武視，近藤 謙介
九州大学 池田 康佑
（有）河島農具製作所 加藤 健二
鳥取県芝生産組合 近藤 謙介

3-20(G-15)
農業用トラクタの挙動計測による転倒防止システムの開発

座長：日高 靖之（農研機構）
4-19(G-5)
穀物乾燥機の省エネルギ性能評価における高水分もみの活用手法

座長：梅津 一孝（帯広畜産大学）
5-18(O-1)
福岡県みやま市におけるメタン発酵施設導入と消化液の利用

筑波大学 ◯櫻井 快，SUPRIYANTO，野口 良造

4-20(G-5)
貯穀害虫の電場殺虫と形成電場のシミュレーション

九州大学 ◯中島 卓哉，木村 大，田中 史彦，内野 敏剛

5-19(O-1)
佐賀県における農業生産IoT管理システムの開発

佐賀大学 ◯田中 宗浩
みやま市 松尾 和久，坂田 隼一

佐賀大学 ◯星野 祐輝，田中 宗浩
（株）オプティム 長沼 俊介，速水 一仁，休坂 健志

第６会場
No.411

座長：今泉 鉄平（岐阜大学）
6-18(O-6)
6-19(O-6)
CMSを指標としたニンジンの過熱水蒸気ブランチングにおける品質評価モ 日本梨の落下損傷評価に対する電気的等価回路解析の応用
デルの構築
岩手大学 ◯折笠 貴寛，江原 翠，小出 章二
農研機構 ◯渡邊 高志，中村 宜貴，安藤 泰雅，北澤 裕明
農研機構食品研究部門 渡邊 高志
徳島県立農林水産総合技術支援センター 兼田 朋子
千葉大学 椎名 武夫

第７会場
No.412

座長：林 和信（農研機構）
7-17(O-7)
7-18(O-7)
低コストGNSSガイダンスシステムを利用した乾田直播での除草剤散布 総合討論
作業
農研機構東北農研センター ◯長坂 善禎，関矢 博幸，
齋藤 秀文，中嶋 美幸

岩手大学 ◯小出 章二，早川 香寿美，折笠 貴寛，
川上 樹，熊田 りこ，上村 松生

第７会場 座長：林 和信（農研機構）
No.412 7-15(O-7)
7-16(O-7)
コンバインの移動軌跡に基づく集荷穀物に対応した収穫面積の自動計 水稲籾のかさ密度と登熟の関係
算手法
九州大学 ◯平井 康丸，緒方 聖大，
九州大学 ◯吉嵜 隆一，平井 康丸，
井上 英二，岡安 崇史，光岡 宗司
井上 英二，岡安 崇史，光岡 宗司
琉球大学 鹿内 健志
琉球大学 鹿内 健志

座長：加藤 仁（農研機構）
3-19(G-17)
ISOBUS作業機情報収集ハンディーデバイスの開発

農研機構革新工学センター ◯冨田 宗樹，田中 正浩，土師 健

神戸大学 ○井原 一高，矢野 晃輔，豊田 淨彦
弓削牧場 弓削 太郎
Chiang Mai University Suchon Tangtaweewipat
帯広畜産大学 梅津 一孝

6-17(O-6)
カットキャベツの過冷却保存に関する研究

2-20(G-4)
芝収穫作業の機械化に関する研究
－小型芝収穫機の開発（第２報）－

農研機構西日本農研センター ◯奥野 林太郎
農研機構革新工学センター 元林 浩太，西川 純
農研機構北海道農研センター 西脇 健太郎

第４会場
No.311

4-18(G-5)
カントリーエレベータの荷受能力増強システムについての研究

1-19(G-1)
20PS級乗用型トラクタの省エネルギー性能評価試験方法に関する研
究
農研機構革新工学センター ◯梅野 覚，紺屋 秀之，
藤井 桃子，滝元 弘樹 ，清水 一史 ，西川 純

沖縄県農業研究センター ◯新里 良章，赤地 徹
琉球大学 上野 正実
沖縄県立農業大学校 米須 勇人

第３会場
No.213

3-18(G-15)
トラクタから出力される共通通信データを利用した作業情報の解析

座長：青木 循（農研機構）
2-19(G-4)
沖縄県におけるサトウキビ小型ハーベスタの利点と作業能率の試算

11:15

第２日目 ９月９日（土） 発表時間：12分，質疑応答：3分
13:15
第１会場 座長：源川 拓磨（筑波大学）
No.211
1-20(G-12)
ロックインアンプの考え方を応用した植物の短期間成長評価

13:30
1-21(G-12)
テラヘルツ波を用いた緑豆初期生育過程の分光スペクトル

芝浦工業大学 ◯西村 徳斗，新井 雄太，
江目 宏樹，河野 貴裕，山田 純

第２会場
No.212

京都大学 ◯中島 周作，鈴木 哲仁

座長：土屋 史紀（農研機構）
2-21(G-3)
2-22(G-3)
マルチ間を走行する野菜移植機の走行条件について －降雨後の畦間と ホウレンソウの全自動移植機の開発（第３報）
防除通路の土壌水分条件の違い－
北海道立総合研究機構中央農業試験場 ◯加藤 弘樹，
吉田 邦彦，石井 耕太，木村 義彰

第２日目 ９月９日（土） 発表時間：12分，質疑応答：3分
13:45
第１会場 座長：源川 拓磨（筑波大学）
No.211
1-22(G-12)
Terrain Reconstruction Using Stereo Vision Camera for
Tractor Rollover Estimation
九州大学 ◯SHIN SOYOUNG，光岡 宗司，
井上 英二，岡安 崇史，平井 康丸

第２会場
No.212

農研機構革新工学センター ◯大森 弘美，千葉 大基

座長：土屋 史紀（農研機構）
2-23(G-3)
野菜用の高速局所施肥機の開発（第４報）

農研機構革新工学センター ◯千葉 大基，大森 弘美，鈴木 渉
鹿児島県農業開発総合センター 溜池 雄志
群馬県農業技術センター 三國 和彦
上田農機（株） 春山 清利
（株）タイショー 井坂 博道

14:00
1-23(G-12)
UAV(無人航空機)を利用した農作物の生育診断（第1報）
－バレイショ畑のモニタリング―
山形大学 中坪 あゆみ，富樫 均仁，◯田邊 大，
片平 光彦
元秋田県立大学 嶋田 浩

2-24(G-3)
中山間地用水田栽培管理ビークルとその作業機の開発（第4報）

第２日目 ９月９日（土） 発表時間：12分，質疑応答：3分
14:15
第１会場 座長：源川 拓磨（筑波大学）
No.211
1-24(G-12)
kinect2を用いた飼料形状計測

1-25(G-12)
ハイパースペクトル画像計測を用いたリンゴ樹の個葉および樹冠レベルの
栄養状態評価と可視化
酪農学園大学 ◯髙橋 圭二
弘前大学 ◯叶 旭君，阿部 汐里，張 樹槐
オリオン機械（株） 渡辺 英敏，鈴木 泰彦

第２会場
No.212

農研機構革新工学センター ◯藤岡 修，重松 健太，橘 保宏，
山田 祐一，山下 貴史，藤田 耕一
島根県農業技術センター 山本 朗
鳥取大学 野波 和好，佐藤 健
三菱マヒンドラ農機（株） 松川 雅彦，石川 昌範，
佐々木 勇介，三島 友孝

座長：土屋 史紀（農研機構）
2-25(G-3)
2-26(G-3)
PSDセンサを利用したブームスプレーヤの散布高さ検出モジュールの開発 無線操縦ヘリコプタ搭載用ロータリアトマイザの設置条件による空間粒子
について
測定
帯広畜産大学 ◯佐藤 禎稔，藤本 与
東洋農機（株） 船引 邦弘

第３会場
No.213

座長：上加 裕子（愛媛大学）
3-21(O-13)
3-22(O-13)
基盤構造に着目した農作業事故の発生要因に関する考察－農業土 乗用農機の安全支援機能の開発（第１報）
木からのアプローチ―
宇都宮大学 ○田村 孝浩
農研機構革新工学センター ◯手島 司，皆川 啓子，菊池 豊，
信州大学 内川 義行
積 栄，岡田 俊輔，松本 将大
宇都宮大学 松井 正実
ヤンマー（株） 新熊 章浩
福島県農業総合センター 青田 聡，河原田 友美
福島県ハイテクプラザ 高桶 昌
芝浦工業大学 志賀 達憲
宮城県農業・園芸総合研究所 高橋 正明
宮崎大学 木下 統
富士通（株） 高田 友紀

第３会場
No.213

座長：上加 裕子（愛媛大学）
3-23(O-13)
3-24(O-13)
計測データセットの相関グラフ学習による農業機械の異常検出に関する 乳牛との接触による事故の要因分析と対策
研究
九州大学 ◯光岡 宗司
農研機構革新工学センター ◯志藤 博克，積 栄，岡田 俊輔
井関農機（株） 高田 康平
九州大学 井上 英二，岡安 崇史，平井 康丸

第３会場
No.213

座長：上加 裕子（愛媛大学）
3-25(O-13)
自脱コンバインの転倒防止と振動低減に関する考察

第４会場
No.311

座長：三浦 大輝（東京農業大学）・佐々木 豊（東京農業大学）
4-21(O-11)
4-22(O-11)
シカ・イノシシ被害を対象とした狩猟者負担の地理的検討
小中型野生獣と外来種の地理的検討

第４会場
No.311

座長：三浦 大輝（東京農業大学）・佐々木 豊（東京農業大学）
4-23(O-11)
4-24(O-11)
疲労度評価システムの開発 －狩猟者の疲労度負担の検討―
野生獣対策用Web GISハンターマップの構築 －埼玉県の狩猟記録を
用いたGIS解析－

第４会場
No.311

座長：三浦 大輝（東京農業大学）・佐々木 豊（東京農業大学）
4-25(O-11)
野生鳥獣肉（ジビエ）食用利活用による地域活性化プロジェクト

東京農業大学 〇佐々木 豊

第５会場
No.312

座長：西津 貴久（岐阜大学）
5-20(O-1)
過熱水蒸気の食品加工への適用

東京農業大学 〇佐々木 豊

5-21(O-1)
青パパイヤの乾燥および復水特性

東京農業大学 ◯山本 陽斗，村松 良樹，一木 綾乃，
坂口 栄一郎，川上 昭太郎
千葉大学名誉教授 田川 彰男

第６会場
No.411

第７会場
No.412

東京農業大学 〇佐々木 豊

第５会場
No.312

東京農業大学 ◯江﨑 茜，村松 良樹，
坂口 栄一郎，川上 昭太郎
千葉大学名誉教授 田川 彰男

岩手大学 ◯早川 香寿美，小出 章二，折笠 貴寛

座長：中村 宣貴（農研機構）・田中 史彦（九州大学）
6-20(O-6)
6-21(O-6)
低O2高CO2環境が収穫後ブロッコリーの呼吸酵素活性の経時変化に及 ホウレンソウ葉肉プロトプラストの浸透圧応答と水透過性
ぼす影響
東京大学 ◯井上 潤，王 孝雯，牧野 義雄，
神戸大学 ◯田中 麻衣，黒木 信一郎，
吉村 正俊，前島 健作，舟山 幸子
吉海江 卓，伊藤 博通
東京薬科大学 野口 航
岐阜大学 中野 浩平

第６会場
No.411

座長：岡本 博史（北海道大学）・森尾 吉成（三重大学）
13:15
7-19(O-8)

13:20
7-20(O-8)

第７会場
No.412

オーガナイザーによる趣旨説明

湖沼における植生管理のためのロボットボートの開発

北海道大学 〇岡本 博史

東京大学 ◯遊佐 健，海津 裕，芋生 憲司

座長：西津 貴久（岐阜大学）
5-22(O-1)
乳酸菌を用いた青果物のバイオプレザベーション

東京農業大学 〇池田 雄介，佐々木 豊

5-23(O-1)
食べるワクチン製造のためのトマト噴霧乾燥の試み

岐阜大学 ◯中野 浩平，Thammawong Manasikan，Daimon
Syukri
神戸大学 黒木 信一郎
農研機構食品研究部門 蔦 瑞樹
神奈川県農業技術センター 吉田 誠
座長：岡本 博史（北海道大学）・森尾 吉成（三重大学）
13:35
7-21(O-8)
農道自律走行可能なロボット車両開発のための状況認識システム

三重大学 ◯森尾 吉成，寺本 光貴，三和 誠，
永谷 良介，村上 克介

第５会場
No.312

田植機自動操舵のためのマシンビジョンによる走行マーカー列検出に関す
る研究

北海道大学 ◯瀬水 捷，野口 伸，石井 一暢，岡本 博史

3-26(O-13)
歩行用トラクタの危険挙動に対する安全技術の開発（第１報）
－既存安全装置における安全性向上の検討および試作－
宇都宮大学 ○三浦 秦，松井 正実，青柳 悠也
農研機構革新工学センター ◯松本 将大，岡田 俊輔，積 栄，
菊池 豊，手島 司，皆川 啓子

座長：西津 貴久（岐阜大学）
5-24(O-1)
5-25(O-1)
マイクロウエットミリング（石臼湿式微粉砕）による微細藻類からの脂質 コメタンパクを富化したライスミルクの乳酸発酵特性
抽出
筑波大学 ◯北村 豊，松浪 暢幸，粉川 美踏

第６会場
No.411

大日本印刷（株） ◯片島 智文，藤田 淑子
農研機構食品研究部門 中村 宣貴

13:50
7-22(O-8)

神戸大学 ◯窪田 陽介，庄司 浩一，川村 恒夫，伊藤 嘉朗

東京農業大学 〇三浦 大輝

筑波大学 ◯北村 豊，Sakkrapong Wannawattana，
小野 道之，粉川 美踏

座長：中村 宣貴（農研機構）・田中 史彦（九州大学）
6-22(O-6)
6-23(O-6)
LC/MS/MSによる収穫後大豆モヤシのカルボニル化合物プロファイリング DNP多機能断熱ボックスを用いた農産物の低温・定温輸送技術

14:30

座長：中村 宣貴（農研機構）・田中 史彦（九州大学）
6-24(O-6)
コールドチェーンの途切れを回避するための保冷システム利用の検討

筑波大学 ◯北村 豊，高橋 玲，斎藤 有希，粉川 美踏

6-25(O-6)
オミクスを活用した青果物のTET品質管理システムの開発

農研機構食品研究部門 ◯中村 宣貴，永田 雅靖
千葉大学 椎名 武夫

第７会場
No.412

千葉大学 ◯椎名 武夫
農研機構食品研究部門 中村 宣貴，永田 雅靖
京都府立大学 椎名 隆
岐阜大学 タンマウォン マナスィカン
神戸大学 黒木 信一郎

座長：岡本 博史（北海道大学）・森尾 吉成（三重大学）
14:05
7-23(O-8)

14:20
7-24(O-8)

単眼カメラによるロボットトラクタの人検出システム

総合討論(10分)

農研機構革新工学センター ◯趙 元在，玉城 勝彦，
元林 浩太，林 和信，斎藤 正博，青木 循

第２日目 ９月９日（土） 発表時間：12分，質疑応答：3分
14:45
第１会場
No.211
休憩

15:00
座長：海津 裕（東京大学）
1-26(G-12)
画像処理を用いたレタス結球中心の位置認識

第２日目 ９月９日（土） 発表時間：12分，質疑応答：3分
15:15
第１会場 座長：海津 裕（東京大学）
No.211
1-27(G-12)
深層ニューラルネットワークの転移学習による蛾の画像判別

信州大学 ◯伏木 理郎，山崎 公俊，
白井 啓一郎，千田 有一

第２会場
No.212

座長：深山 大介（農研機構）
2-27(G-3)
取り組みやすい柔軟で高速な水稲湛水直播技術の開発
～レベラー＋湛水耕うん直播～

休憩

農研機構食品研究部門 ◯蔦 瑞樹，曲山 幸生，宮ノ下 明大

第２会場
No.212

農研機構九州沖縄農研センター ◯高橋 仁康
農研機構西日本農研センター 森 伸介，望月 秀俊，
橘 雅明，坂本 英美，奥野 林太郎

第３会場
No.213

第４会場
No.311

休憩

休憩

休憩

座長：光岡 宗司（九州大学）
3-27(O-13)
歩行用トラクタの危険挙動に対する安全技術の開発（第２報）
－機体の加速度測定による危険挙動検出手法の開発－
農研機構革新工学センター ◯岡田 俊輔，松本 将大，積 栄，
菊池 豊，手島 司，皆川 啓子

第３会場
No.213

座長：川越 義則（日本大学）
4-26(G-5)
生マンゴーの冷凍に関する研究

第４会場
No.311

座長：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）
5-26(O-1)
Study on relationship between aging time and textual
properties of beef

休憩

座長：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）
6-26(O-6)
UVC Light-Emitting Diode による氷中微生物の殺菌

座長：玉城 勝彦（農研機構）・飯田 訓久（京都大学）
14:50
7-26(O-8)

14:45
7-25(O-8)
趣旨説明

2台のロボットトラクタによる自動耕耘・代かき作業
－マルチ作業システムー

京都大学 〇飯田 訓久

農研機構革新工学センター ◯趙 元在，玉城 勝彦，
元林 浩太，林 和信，斎藤 正博，青木 循

2-29(G-3)
水田転換ほ場での機械化作業体系の確立(第3報)
－転換二年目圃場でのサトイモの生育特性－

第５会場
No.312

座長：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）
6-27(O-6)
6-28(O-6)
確率論に基づいた細菌集団死滅挙動の再解釈
確率分布を用いたサルモネラの死滅時間の予測モデル

座長：玉城 勝彦（農研機構）・飯田 訓久（京都大学）
15:05
7-27(O-8)
2台のロボットトラクタによる自動耕耘・代かき作業
－作業能率の検討－

農研機構革新工学センター ◯玉城 勝彦，趙 元在，
林 和信，齋藤 正博， 青木 循，元林 浩太

座長：深山 大介（農研機構）
2-30(G-13)
不耕起乾田直播水稲栽培に関する研究
－溝を設けた株内播種と肥培管理の試み－

座長：川越 義則（日本大学）
4-29(G-6/7)
レーザーラマン顕微分光法によるカツオ眼窩脂肪のPUFAマッピング

神戸大学 ◯豊田 淨彦，井原 一高

第５会場
No.312

マルチロボット作業システムを導入した自脱コンバインロボットの開発

農研機構革新工学センター ◯斎藤 正博，趙 元在，
玉城 勝彦，青木 循， 林 和信，元林 浩太

2-31(G-3)
植物栽培のスマート化に関する研究
－植物モニタリングと栽培方法について－
大阪府立大学 ◯西浦 芳史
（株）セラク 持田 宏平
エスペック・ミック（株） 中村 謙治

東京農工大学 ○酒井 憲司

4-30(G-6/7)
Quality Evaluation of Passion Fruit Using NIR
Spectroscopy
Niigata University ◯Phonkrit Maniwara，
Shintaroh Ohashi，
Chiang Mai University Danai Boonyakiat，
Pimjai Seehanam，Kazuhiro Nakano
Niigata University of Management Kenichi Takizawa

座長：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）
5-29(O-1)
5-30(O-1)
（続き）
東京都における地域農産物を用いた食品開発の支援および都内産果
実を用いた醸造酢の開発
東京都立食品技術センター・東京都農林総合研究センター
◯保坂 三仁
東京都立食品技術センター 細井 知弘，宮森 清勝，
三枝 弘育

第６会場
No.411

座長：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）
6-29(O-6)
6-30(O-6)
乾燥状態にある細菌の生残挙動：水分活性とガラス転移との関係性の ガスプラズマの食品殺菌技術への応用と農産物に特化した装置の開発
解明
北海道大学 正田 雅輝，川村周三，小関成樹
琉球大学 ◯作道 章一，豊川 洋一，山城 梨沙
広島大学 川井 清司
佐世保工業高等専門学校 柳生 義人

第７会場
No.412

座長：玉城 勝彦（農研機構）・飯田 訓久（京都大学）
15:35
7-29(O-8)

15:50
7-30(O-8)

複数台の自脱コンバインロボットによる協調収穫作業

自脱コンバインロボットによる自動刈取作業における最適経路計画

北海道大学 ◯安部 大樹，小山 健斗，
川村 周三，小関 成樹

15:20
7-28(O-8)

弘前大学 〇張 樹槐，岡本 泰宏，叶 旭君

座長：光岡 宗司（九州大学）
3-30(O-13)
3-31(O-13)
トラクタドライブシミュレータの開発（第１報）
仮想現実環境下のトラクタ工学
－非線形７自由度車両運動モデルー
東京農工大学 ○渡辺 将央，酒井 憲司

東京農業大学 ◯野口 智弘，田島 淳，石田 裕，
豊原 秀和，岩本 純明，
高野 克己，杉原 たまえ

北海道大学 ◯小山 健斗，安部 大樹，
川村 周三，小関 成樹

第７会場
No.412

第４会場
No.311

鹿児島大学 ◯濱中 大介，那賀 昌輝，馬見塚 裕介，
友松 愛，紙谷 喜則
鹿児島県大隅加工技術研究センター 有村 恭平

座長：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）
5-27(O-1)
5-28(O-1)
Agricultural diversification project in Gifu: dried
ブレッドフルーツ（Artocarpus altilis ）果実の加工食品へ応用
persimmon

1-30(G-12)
アスパラガス内部品質の非破壊的推定に関する研究

大阪府立大学 ◯西浦 芳史

東京農工大学連合 ○青柳 悠也
宇都宮大学 松井 正実，三浦 秦

Gifu University ◯Jia Xiwu，Nakako KATSUNO，
Takahisa NISHIZU

第６会場
No.411

第２会場
No.212

第３会場
No.213

3-29(O-13)
トラクタの脱輪横転倒に関する考察

16:00

京都大学 ◯前田 茉耶，村主 勝彦，寺田 裕信，
増田 良平，飯田 訓久
兵庫県立農林水産技術総合センター 加藤 雅宣

山形大学 佐藤 麻衣，◯片平 光彦

座長：川越 義則（日本大学）
4-27(G-6/7)
4-28(G-6/7)
ステンレスパイプに付着した牛乳汚れの離脱に対する表面平滑化の効果 圧力による細菌芽胞内部への水分浸入と耐熱性変化

神戸大学 ◯高藤 穗里，井原 一高，豊田 淨彦
University of Florida John Schueller，
Hitomi Yamaguchi
帯広畜産大学 梅津 一孝

北海道大学 ◯村下 卓，川村 周三，小関 成樹

第７会場
No.412

座長：光岡 宗司（九州大学）
3-28(O-13)
電気トラクタ動力伝達機構の簡素化による快適性向上

第２日目 ９月９日（土） 発表時間：12分，質疑応答：3分
15:45
第１会場 座長：海津 裕（東京大学）
No.211
1-29(G-12)
スマートフォンカメラを用いた稲の黄化率測定

京都大学 ◯森 智子，飯田 訓久，村主 勝彦，増田 良平

愛媛大学 ◯上加 裕子，有馬 誠一，山下 淳，佐藤 員暢

University of Tsukuba ◯Shinobu IHARA，
Yutaka KITAMURA
National Taiwan University Yeun-Chung LEE，
Suming CHEN

第６会場
No.411

1-28(G-12)
スマートフォンを用いたイネの葉のSPAD値推定

農研機構北海道農研センター ◯土屋 史紀
農研機構九州沖縄農研センター 深見 公一郎，
松尾 直樹，中野 恵子

東京海洋大学 ◯川浦 宏太，宮脇 長人，鈴木 徹

第５会場
No.312

座長：深山 大介（農研機構）
2-28(G-3)
サイドディスク付きアップカットロータリによる大豆の浅耕播種技術

15:30

京都大学 ◯飯田 訓久，原田 翔太，佐々木 諒介，
張 一帆, 村主 勝彦，増田 良平

京都大学 〇佐々木 諒介，飯田 訓久，
村主 勝彦，増田 良平

第２日目 ９月９日（土） 発表時間：12分，質疑応答：3分
16:15
第１会場 座長：海津 裕（東京大学）
No.211
1-31(G-12)
卵黄膜の弾力性の形状からの推定方法

16:30
1-32(G-12)
周産期疾病の要因となるウシ脂肪肝の高精度画像診断システムの開発

（株）ナベル ◯藤谷 伸一

第２会場
No.212

座長：深山 大介（農研機構）
2-32(G-3)
自動選別型ナス科接ぎ木苗生産の工場的生産システムの開発
－接ぎ木用育苗装置の開発－
大阪府立大学 ◯西浦 芳史
日下部機械（株） 島田 耕治
大阪府立大学 田頭 悠一

第３会場
No.213

座長：光岡 宗司（九州大学）
3-32(O-13)
総合討論

第４会場
No.311

座長：川越 義則（日本大学）
4-31(G-6/7)
カットキャベツの保蔵性に関する研究

17:00

神戸大学 ◯後藤 佑介，窪田 陽介
淡路農業技術センター 生田 健太郎，石川 翔

第２会場
No.212

2-33(G-3)
樹園地用小型幹周草刈機の開発

農研機構革新工学センター ◯大西 正洋，塙 圭二，深井
(株)クボタ 吉井 秀夫，木村 重則，若林
岩手県農業研究センター 浅川
長野県果樹試験場 楢本

智子
宗平
知則
克樹

第３会場
No.213

4-32(G-6/7)
異なる乾燥方法がホップの成分変化に与える影響

千葉大学 ◯滝口 祥春，小川 幸春
（株）ゼンショーホールディングスゼンショー 高塩 仁愛，武井 俊憲
（株）四国総合研究所 石田 豊，垣渕 和正，秦 亜矢子

第５会場
No.312

第２日目 ９月９日（土） 発表時間：12分，質疑応答：3分
16:45
第１会場
No.211

第４会場
No.311

宇都宮大学 ◯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）ファーマーズ・フォレスト 山下 創

座長：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）
5-31(O-1)
5-32(O-1)
（続き）
地域生物資源の6次産業化技術について（総合討論）

第５会場
No.312

東京農業大学 〇村松 良樹
筑波大学 北村 豊

第６会場
No.411

座長：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）
6-31(O-6)
6-32(O-6)
高圧損傷したサルモネラ属菌の平板培養検出における培養温度の影響 バイオフィルムの特徴量抽出による構造評価
愛媛大学 ◯森松 和也
農研機構食品研究部門 中浦 嘉子，山本 和貴，
稲岡 隆史，木村 啓太郎

第７会場
No.412

九州大学 ◯山﨑 麻帆，田中 史彦，
内野 敏剛，森實 涼子

座長：玉城 勝彦（農研機構）・飯田 訓久（京都大学）
16:05
7-31(O-8)

16:20
7-32(O-8)

車両系農作業ロボットを複数使用した時のリスク分析

総合討論(10分)

農研機構革新工学センター ◯菊池 豊，玉城 勝彦，手島 司，
松本 将大，積 栄，岡田俊輔，皆川 啓子

第６会場
No.411

座長：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）
6-33(O-6)
総合討論
全オーガナイザー

第７会場
No.412

