講演分類・日程・会場・座長一覧
会場

5月28日(土)

5月27日(金)

5月29日(日)

会場番号

教室番号 15:00-17:30

理事会会場

C-228

理事会

受付

W-118

準備

受付

受付

撤去

休憩室 W-214

準備

休憩室利用可

休憩室利用可

撤去

特別会場 W-100

9:00-12:30

12:30-13:30

13:30-14:30 14:30-15:30 15:45-18:15 9:00-10:15 10:30-12:00

G-11(1)
岡本 博史

G-11(2)
建石 邦夫

G-1
福島 崇志
O-2(1)
岡安 崇史
O-8(1)
山本 聡史

G-4(1)
塚本 隆行

G-4(2)
嶋津 光辰

G-3(1)
澁谷 幸憲

G-3(2)
原 圭祐

第5会場 W-422

G-14
大森 弘美

G-12(2)
森尾 吉成

G-12(3)
高橋 憲子

第6会場 W-406

G-12(1)
小野山博之

G-16(1)
野波 和好

G-16(2)
清水 直人

第7会場 W-522

G-5
稲葉 繁樹

O-3(1)
小川 幸春・
中村 宣貴

O-3(2)
小川 雄一・
五月女格

第1会場 W-106

評議会

第2会場 W-306
第3会場 W-314

昼食

O-9
長谷川英夫
O-2(2)
中嶋 洋
O-8(2)
帖佐 直

昼食

会議室1 W-302

企画委員会

庶務委員会・財務委員会

会議室2 W-402

国際交流委員会

編集委員会

会議室3 W-414

産学連携委員会

情報委員会

会議室4 W-420

英文誌委員会

食料食品部会運営委員会

会議室5 W-502

農業IT検討委員会

IT・メカトロニクス部会運営委員会

会議室6 W-514

農業機械部会運営委員会

ポスター会場/
室内企業展示

ポスター掲示準備

C-102

総合館
屋外企業展示
南側空き地

準備

13:00-14:30 14:45-16:15 16:30-18:00

総会

特別講演会

第4会場 W-322

12:00-13:00

ポスター掲示中

10:00～
ポスターセッション

屋外企業展示

※5月27日(金) 14:00-15:00，3部会合同シンポジウム打合せ会議をC-228で開催
※5月27日(金) 18:00-20:00，理事会懇親会を京都大学北部食堂2階で開催

ポスターセッション
コアタイム

G-15
松井 正実
G-13
光岡 宗司
O-1(1)
玉城 勝彦
O-7(1)
西津 貴久・
田中宗浩
O-10(1)
伊藤 博通
O-5(1)
近藤 直・
冨田 宗樹

O-4(1)
林 和信
G-2(1)
片平 光彦
O-1(2)
飯田 訓久
O-7(2)
井原 一高・
北村 豊
O-10(2)
福田 弘和
O-5(2)
近藤 直・
冨田 宗樹

O-3(3)
小関 成樹・
濱中 大介

O-3(4)
田中 史彦・
黒木信一郎

～15:00
ポスターセッション

O-4(2)
森本英嗣
G-2(2)
片平 光彦
G-8&9
野口 良造
G-19
庄司 浩一
O-10(3)
清水 浩
O-6
近藤 直・
山下 光司
G-6
源川 拓磨

撤去
撤去

農業食料工学会

第75回年次大会

第1日目 5月28日(土) 発表時間:12分, 質疑応答:3分
13:30

講演プログラム

13:45

評議員会
第1会
場
W106

第2会
場
W306

第3会
場
W314

第4会
場
W322

座長: 岡本 博史（北海道大学）
3-1(G-11) 逆最適制御を用いたロボットトラクタのロバスト
制御

神戸大学 ◯荒木 遼太郎, 八田 雅之
立命館大学理工学部 深尾 隆則
農研機構北海道農業研究センター 村上 則幸
座長: 塚本 隆行（中央農研センター）
4-1(G-4) 非結球性葉菜類の刈取り搬送機構の開発（第１
報）

農研機構 生研センター ◯塚本 茂善, 李 昇圭
原田 一郎
カワサキ機工(株) 鈴木 智久

第5会
場
W422

第6会
場
W406

第7会
場
W522

(1)

3-2(G-11) ロボットトラクタの走行性能と安全性に関する研
究

北海道大学 ◯曾雌 弘平, 野口 伸
石井 一暢, 岡本 博史

4-2(G-4) 空気圧を利用したソフトアクチュエータの開発

農研機構 生研センター ◯李 昇圭, 塚本 茂善
原田 一郎, 宮崎 昌宏, 坪田 将吾

第1日目 5月28日(土) 発表時間:12分, 質疑応答:3分
14:00

14:15

評議員会
第1会
場
W106

第2会
場
W306

第3会
場
W314

第4会
場
W322

座長: 岡本 博史（北海道大学）
3-3(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２報）

3-4(G-11) 畝をガイドとした農用トラクタの自律走行

農研機構 中央農研センター ◯建石 邦夫, 加藤 仁
関 正裕

岩手大学 ◯吉田 具, 武田 純一, 小出 章二
庄野 浩資, 折笠 貴寬

座長: 塚本 隆行（中央農研センター）
4-3(G-4) 加工用ハクサイ収穫技術の開発 －ハクサイ刈
取アタッチメントの試作と性能確認－

4-4(G-4) 小型汎用コンバインを基軸とした収穫作業体系の
実証 第1報

農研機構 生研センター ◯原田 一郎, 塚本 茂善
李 昇圭
ヤンマー(株) 楢原 陽三郎
オサダ農機(株) 鎌田 和晃

農研機構 生研センター ◯嶋津 光辰, 梅田 直円
岩手県農業研究センター 吉田 宏
三菱マヒンドラ農機(株) 木村 敦
農研機構 生研センター 荒井 圭介, 御子柴 義郎

第5会
場
W422

第6会
場
W406

第7会
場
W522

(2)

第1日目 5月28日(土) 発表時間:12分, 質疑応答:3分
14:30

14:45

第1会
場
W106

第2会
場
W306

座長: 建石 邦夫（中央農研センター）
3-5(G-11) 果樹園用自律走行車両の開発
第3会
場
W314

第4会
場
W322

3-6(G-11) 田植機直進制御のためのGNSSアンテナ位置の
検討

岩手大学 ◯遠藤 光平, 武田 純一
小出 章二, 庄野 浩資, 折笠 貴寬
座長: 嶋津 光辰（生研センター）
4-5(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１報）－
鳥取大学 野波 和好, ◯池田 康佑, 井上 雄介
中田 昇, 山口 武視
近藤 謙介, 加藤 貴一
座長: 大森 弘美（生研センター）
5-1(G-14) キャベツ栽培における葉立ちについて

第5会
場
W422

第6会
場
W406

第7会
場
W522

農研機構 生研センター 〇山田 祐一, 藤岡 修
重松健太, 山下晃平

4-6(G-4) キクイモの機械収穫技術について

北海道大学 陳 賢賢, 閻 文傑, ◯落合 将暉
NPO法人グリーンテクノバンク 桃野 寛
北海道大学 柴田 洋一

5-2(G-14) 閉空間における葉菜類野菜の連続収穫栽培の
試み

大阪府立大学 ◯西浦 芳史, 内田 祥恵
日下部機械(株)
島田 耕治

大阪府立大学 ◯西浦 芳史, 武村 隆宏
日下部機械(株)
島田 耕治

座長: 小野山博之（京都大学）
6-1(G-12) Estimation of Moisture Content for Cucumber
Seedlings Using Hyperspectral Imagery

6-2(G-12) Estimation of Nitrogen Concentration Models for
Soybean Leaves using UAV System

Gyeongsang National University ◯Jeong-Gyun Kang
Chan-Seok Ryu, Young-Bong Min
Rural Development Administration Dong-Hyeon Kang
座長: 稲葉 繁樹（佐賀大学）
7-1(G-5) 大麦を用いた製麺技術の検討と力学物性

宇都宮大学 ◯山﨑 優司, 田村 匡嗣, 齋藤 高弘
栃木県産業技術センター 福島 瞬, 渡邊 恒夫

(3)

Gyeongsang National University ◯Seong-Heon Kim
Chan-Seok Ryu, Jeong-Gyun Kang
Ye-Seong Kang, Tapash Kumar Sarkar
Rural Development Administration Young-Ki Hong
7-2(G-5) 循環式乾燥機を利用した飼料用米の高温・高速
乾燥に関する研究
農研機構 生研センター ◯日高 靖之, 野田 崇啓
千葉大学 小川 幸春
農研機構 生研センター 土師 健

第1日目 5月28日(土) 発表時間:12分, 質疑応答:3分
15:00

15:15

第1会
場
W106

第2会
場
W306

座長: 建石 邦夫（中央農研センター）
3-7(G-11) ランク選別機を用いた定量計量アルゴリズム
第3会
場
W314

第4会
場
W322

第5会
場
W422

第6会
場
W406

第7会
場
W522

(株) イシダ ◯稲積 慶人
東京大学 伊庭 斉志
(株) イシダ 中谷 誠

3-8(G-14) 無人ヘリ作物生育観測システムの開発と実証
（第２報）

農研機構 生研センター ◯山下 晃平, 市来 秀之,重松 健
太, 林 和信, 栗原 英治
滋賀県農業技術振興センター 中井 譲, 新谷 浩樹

座長: 嶋津 光辰（生研センター）
4-7(G-4) ブドウ穂梗伸長方向の統計データに基づく収穫
に適した品種の考察

北海道大学 ◯時本 怜於, 何 少青,
藤本 みゆき, 柴田 洋一
座長: 大森 弘美（生研センター）
5-3(G-11) ナス科接ぎ木苗生産のシステム化に関する研
究 －育苗と接ぎ木について－

5-4(G-14) 葉面受光量推定シミュレーション

北海道大学 ◯陳 賢賢, 柴田 洋一
大阪府立大学 ◯西浦 芳史, 田頭 悠一
日下部機械(株) 島田 耕治
座長: 小野山博之（京都大学）
6-3(G-12) Detection of Water Stress for Seedlings Using
Hyperspectral Imagery

Gyeongsang National University ◯Tapash Kumar Sarkar
Jeong-Gyun Kang, Chan-Seok Ryu, Young-Bong Min
Rural Development Administration Dong-Hyeon Kang
座長: 稲葉 繁樹（佐賀大学）
7-3(G-5) 水蒸気を用いた水稲種子消毒装置の麦類種子
への利用展開に関する研究

農研機構 生研センター ◯野田 崇啓, 日髙 靖之

(4)

第2日目 5月29日(日) 発表時間:12分, 質疑応答:3分
9:00
座長: 福島 崇志（三重大学）
1-1(G-1) 試験条件と農用エンジンの性能（第3報）－排気
タービン式過給エンジンへの影響－
第1会
場
W106
農研機構 生研センター ◯西川 純, 清水 一史
藤井 桃子, 紺屋 秀之, 滝元 弘樹

第2会
場
W306

第3会
場
W314

座長: 岡安 崇史(九州大学)
2-1(O-2) 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 −非対称性粒子の効果−
東京農業大学 ◯坂口 栄一郎
伊藤忠テクノソリューションズ(株) 榊原辰雄
東京農業大学 仲山 大, 川上 昭太郎, 村松 良樹
(株)サタケ 福森 武, 松島 秀昭
座長: 山本 聡史(農研機構 生研センター)
3-9(O-8) OS8の概要について

東京農工大学 帖佐 直

座長: 澁谷 幸憲（北海道農研センター）
4-8(G-3) エアアシスト式静電防除機の開発
第4会
場
W322

第5会
場
W422

1-2(G-1) 試験条件と農用エンジンの性能（第4報）－大気条
件係数を一定とした場合の試験結果への効果（排気タービ
ン式過給エンジンの場合）－
農研機構 生研センター ◯西川 純, 清水 一史
藤井 桃子, 紺屋 秀之, 梅野 覚

2-2(O-2) 実用竪型研削式3次元離散要素精米モデルの開
発 −球形粒子流動状態の推定−
東京農業大学 ◯坂口 栄一郎,
伊藤忠テクノソリューションズ(株)
東京農業大学 川上 昭太郎,
(株)サタケ 福森 武,

加藤 梨奈
榊原辰雄
村松 良樹
松島 秀昭

3-10(O-8) コンピュータビジョンによる超小型ドローンのナビ
ゲーション

農研機構 北海道農研センター ◯杉浦 綾

4-9(G-3) ホウレンソウの全自動移植機の開発（第２報）

農研機構 生研センター ◯吉永 慶太, 中山 夏希,
NUGUYEN THI THANH LOAN
みのる産業(株) 陶山 純, 楠本 将雄, 本荘 陽一
(株)やまびこ 稲葉 英毅
農研機構 生研センター 宮原 佳彦
座長: 森尾 吉成（三重大学）
5-5(G-12) 画像処理による果樹の体積計測のための基礎
研究

京都大学 ◯阿波野 巧也, 増田 良平
村主 勝彦, 飯田 訓久
座長: 野波 和好（鳥取大学）
6-4(G-16) バイオマス由来高分子を用いたセル成型固化
培地の試作とキャベツ栽培試験

第6会
場
W406

9:15

農研機構 生研センター ◯長澤 教夫
金沢工業大学 附木 貴行
産業総合研究所 二宮 扶実
農研機構 生研センター 吉永 慶太, 中山 夏希
臼井 善彦, 藤井 幸人, PHAN DANG TO
産業総合研究所 国岡 正雄
九州工業大学 西田 治男

第7会
場
W522

(5)

農研機構 生研センター ◯大森 弘美, 千葉 大基

5-6(G-12) 深層ニューラルネットワークを用いた猿の判別手
法の開発

京都大学 ◯石井 舜悠, 増田 良平
村主 勝彦, 飯田 訓久
6-5(G-16) バイオエタノール用稲わらの収集コスト低減

農研機構 中央農研センター ◯重田 一人, 薬師堂 謙一

第2日目 5月29日(日) 発表時間:12分, 質疑応答:3分
9:30
座長: 福島 崇志（三重大学）
1-3(G-1) 農業機械の作業時における燃料消費量に関
する研究（第2報）－作業法の違いが燃料消費に与える
第1会
影響－
場
W106

9:45
1-4(G-1) CR発振回路を利用した履帯張力測定に関する基礎
実験
三重大学 ◯片桐 拓紀, 福島 崇志
九州大学 井上 英二, 光岡 宗司
三重大学 佐藤 邦夫

山形大学 ◯今野 真輔, 片平 光彦, 夏賀 元康

第2会
場
W306

第3会
場
W314

第4会
場
W322

第5会
場
W422

座長: 岡安 崇史(九州大学)
2-3(O-2) 摩擦式3次元離散要素精米モデルの開発 −
球形粒子流動の再現−
東京農業大学 水野 友博, ◯坂口 栄一郎
伊藤忠テクノソリューションズ(株) 榊原辰雄
東京農業大学 川上 昭太郎, 村松 良樹
(株)サタケ 福森 武, 松島 秀昭
座長: 山本 聡史(農研機構 生研センター)
3-11(O-8) ドローン型作業ロボット用航法センサのため
のスペクトル拡散(SS)音波測位システムに関する基礎
的研究
水産大学校 ◯椎木 友朗
京都大学 小野 将範, 中西 弘明, 近藤 直
Harshana Habaragamuwa, Wang Yuqing Huang Zicheng,
Chu Jia
座長: 澁谷 幸憲（北海道農研センター）
4-10(G-3) 野菜用の高速局所施肥機の開発（第３報）

農研機構 生研センター ◯千葉 大基, 大森 弘美,
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
座長: 森尾 吉成（三重大学）
5-7(G-12) 食品解凍プロセスにおける非破壊状態計測
技術

(株)前川製作所 ◯今村 光, 河野 晋治

2-4(O-2) 総合討論

3-12(O-8) デジタルカメラを用いた作物成長モニタリング －3
次元計測と色情報の抽出－

東京農工大学 ◯山下 恵

4-11(G-3) 大豆用高速畝立て播種機の開発（第3報）

農研機構 生研センター ◯重松 健太, 後藤 隆志
市来 秀之, 藤岡 修, 山田 祐一
アグリテクノ矢崎(株) 高山 定之
小橋工業(株) 遠藤 準
5-8(G-12) 沖縄産果実を対象とした品質評価装置の開発

琉球大学 ◯仲村 周也, 平良 英三, 比屋根 理恵
JAおきなわ 東江 均
琉球大学 上野 正実
HKN エンジニアリング 本田 博之

座長: 野波 和好（鳥取大学）
第6会
場
W406

第7会
場
W522

6-6(G-16) メタン発酵消化液の粉末化：所要エネルギと
廃熱利用

6-7(G-16) 自脱コンバインの燃費性能評価試験手法に関する
研究（第１報） ―刈取脱穀所要燃費の推定―

北海道大学 ◯清水 直人, 村上 亮, 金子 範史

農研機構 生研センター ◯山崎 裕文, 堀尾 光広

座長: 小川 幸春(千葉大学), 中村 宣貴(食総研)
9:30
9:35
9:45
7-4
7-5(O-3) 鮮度低下に伴う 7-6(O-3) 収穫後コマツナの脂肪酸および過
(O-3)
ホウレンソウ葉の膜物性 酸化脂質含量の葉位間差異
趣旨
変化
岐阜大学 ◯高木 絢子, ﾀﾝﾏｳｫﾝ ﾏﾅｽｨｶﾝ
説明
神戸大学 黒木 信一郎
神戸大学 ◯田中 麻衣
農研機構 食総研 中村 宣貴
黒木 信一郎, 小泉 高陽
神奈川県農業技術センター 曽我 綾香
伊藤 博通, 宇野 雄一
吉田 誠,
岐阜大学 中野 浩平 千葉大学 椎名 武夫, 岐阜大学 中野 浩平

(6)

9:55
7-7(O-3) Respiratory enzyme
activities and protein amounts of
broccoli florets under modified
atmospheres
at
different
temperatures
The University of Tokyo
◯Wang HsiaoWen, Yoshio Makino
Seiichi Oshita, Kou Noguchi

第2日目 5月29日(日) 発表時間:12分, 質疑応答:3分
10:00
座長: 福島 崇志（三重大学）
1-5(G-1) ドライブシミュレータによるトラクタダイナミクス
解析
第1会
場
W106
東京農工大学 酒井 憲司, ◯渡辺 将央

10:15
休 憩

座長: 岡安 崇史(九州大学)
2-4(O-2) 総合討論（つづき）

休 憩

座長: 山本 聡史(農研機構 生研センター))
3-13(O-8) カメラ画像を使ったトラクタの直進走行制御

休 憩

第2会
場
W306

第3会
場
W314

第4会
場
W322

第5会
場
W422

第6会
場
W406

農研機構 生研センター ◯塙 圭二
三菱マヒンドラ農機(株) 林田 淳一, 佐々木 勇介
座長: 澁谷 幸憲（北海道農研センター）
4-12(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3報）
農研機構 生研センター ◯藤岡 修, 山田 祐一
山下 晃平, 小西 達也, 藤田 耕一
市来 秀之, 重松 健太
三菱マヒンドラ農機(株) 松川 雅彦, 石川 昌範
佐々木 勇介
座長: 森尾 吉成（三重大学）
5-9(G-12) 可視－赤外分光技術によるサトウキビ搾汁
液の成分評価に関する基礎的研究
琉球大学 平良 英三
亜熱帯バイオマス利用研究センター 城間 力
◯田崎 厚也
琉球大学 上野 正実
座長: 野波 和好（鳥取大学）
6-8(G-16) 自脱コンバインの燃費性能評価試験手法に
関する研究（第２報）―走行旋回所要燃費と30a収穫燃
費の推定―

休 憩

休 憩

休 憩

農研機構 生研センター ◯山崎 裕文, 堀尾 光広

第7会
場
W522

座長: 小川 幸春(千葉大学), 中村 宣貴(食総研)
10:05
10:15
7-8(O-3) 保蔵中のリンゴにおける 7-9(O-3) メイラード反応を利用した温
電気インピーダンス周波数解析
度インジケータにおける色調変化及び
反応時間の予測数理モデルの開発
農研機構 食総研 ◯渡邊 高志
安藤 泰雅, 早川 文代
青森産技セりんご研究所 葛西 智
北海道大学 ◯李 廷絢, 原田立夏子
農研機構 食総研 神山 かおる
川村 周三, 小関 成樹

(7)

10:25 – 10:45
7-10(O-3) セッション討論（保蔵性）

第2日目 5月29日(日) 発表時間:12分, 質疑応答:3分
10:30
座長: 長谷川 英夫(新潟大学)
1-6(O-9) ガーナにおける農業機械化サービスと支援の方
向性
第1会
場
W106
日本大学 ◯時田 邦浩
タスク・アソシエーツ 工藤 泰暢

第2会
場
W306

座長: 中嶋 洋(京都大学)
2-5(O-2) 物理エンジンを用いた農用運搬車の傾斜面側転
挙動の予測

第4会
場
W322

第5会
場
W422

第6会
場
W406

1-7(O-9) ナミビア季節湿地における畑作物に適した耕うん
方法の検討－二輪トラクタを利用した両側反転和すきの試
作－
神戸大学 ◯庄司 浩一
近畿大学 飯嶋 盛雄

2-6(O-2) 土壌付着力によるシングルグローサシューの牽
引力への影響

京都大学 ◯孫 超然, 中嶋 洋, 清水 浩
宮坂 寿郎, 大土井 克明
座長: 帖佐 直(東京農工大学)
3-14(O-8) 農業における低コスト三次元センサの適用

第3会
場
W314

10:45

三重大学 ◯王 秀崙, 鬼頭 孝治, 西山 千尋, 葛 俊

3-15(O-8) 植物栽培空間の時空間情報計測に関する基礎
的研究
九州大学 ◯境 淳成, 岡安 崇史, 松本 千里
九州先端科学技術研究所 吉永 崇, 有田 大作
九州大学 井上 英二, 平井 康丸, 光岡 宗司

農研機構 生研センター ◯山本 聡史, 紺屋 朋子

座長: 原 圭祐（十勝農業試験場）
4-13(G-3) 高速播種を可能としたISOBUS対応型ポテトプラ
ンタの開発（第１報）

4-14(G-3) 高速播種を可能としたISOBUS対応型ポテトプラ
ンタの開発（第２報）
道総研 工業試験場 ◯中西 洋介,
道総研 工業試験場 井川 久
道総研 中央農業試験場 吉田 邦彦, 稲野 一郎
十勝農機(株) 飯島 裕治

道総研 中央農業試験場 ◯吉田 邦彦, 稲野 一郎
道総研 工業試験場 中西 洋介
道総研 工業試験場 井川 久
座長: 高橋 憲子（愛媛大学）
5-10(G-12) 60/120GHzでの水の誘電緩和をセンシングす
るCMOSセンサ

5-11(G-12) 60/120GHz-CMOSセンサを用いた大腸菌増殖
過程のモニタリング

シャープ(株) ◯齊藤 晶, 佐藤 大紀, 芦田 伸之
満仲 健, 飯塚 邦彦
京都大学 鈴木 哲仁, 小川 雄一, 近藤 直

京都大学 ◯鈴木 哲仁, 小川 雄一, 近藤 直
シャープ(株) 佐藤 大紀, 芦田 伸之
満仲 健, 齊藤 晶, 飯塚 邦彦

座長: 清水 直人（北海道大学）
6-9(G-16) バイオディーゼル(FAEE)燃料製造におけるグリ
セリンの分離方法

6-10(G-16) Escherichia coliを用いた乳酸ベースバイオポリ
マー生産の検討

琉球大学 ◯比嘉 謙太, 上野 正実, 平良 英三
NPO亜熱帯バイオマス利用研究センター 城間 力

北海道大学 ◯滝沢 憲治, 大井 俊彦
松本 謙一郎, 田口 精一

座長: 小川 幸春(千葉大学), 中村 宣貴(食総研)
7-10(O-3) セッション討論（保蔵性）（つづき）

休憩

第7会
場
W522

(8)

第2日目 5月29日(日) 発表時間:12分, 質疑応答:3分
11:00
座長: 長谷川 英夫(新潟大学)
1-8(O-9) 中国における農業機械産業と諸国への影響
第1会
場
W106

11:15
1-9(O-9) カザフスタンにおける農業機械産業の現状と課題

(株)新農林社 ◯岸田義典

座長: 中嶋 洋(京都大学)
2-7(O-2) 個別要素法における要素間付着に関する検討
第2会
場
W306

第3会
場
W314

農研機構 中央農業総合研究センター ◯田中 宏明

座長: 帖佐 直(東京農工大学)
3-16(O-8) 超小型農業ロボットのための除草作業装置の
開発

茨城大学 ◯吉田 聖, 岡山 毅

第4会
場
W322

第5会
場
W422

第6会
場
W406

第7会
場
W522

座長: 原 圭祐（十勝農業試験場）
4-15(G-3) 高速播種を可能としたISOBUS対応型ポテトプラ
ンタの開発（第３報）

道総研 中央農業試験場 ◯吉田 邦彦, 稲野 一郎
鈴木 剛
道総研 工業試験場 中西 洋介, 井川 久
座長: 高橋 憲子（愛媛大学）
5-12(G-12) 金属メッシュセンサを用いた生乳中の大腸菌
検出

京都大学 ◯鈴木 哲仁, 小川 雄一, 近藤 直
(株)村田製作所 近藤 孝志, 神波 誠治

新潟大学 ◯長谷川英夫

2-8(O-2) タイヤ表面への土の付着特性の計測と評価

九州大学 ◯岡安 崇史, 佐久間 孝人
サムシング 阪上 最一, 神村 真
住友ゴム工業(株) 尾辻 秀希
九州大学 井上 英二, 平井 康丸, 光岡 宗司
3-17(O-8) ロボット芝刈機の農業・造園分野における適用
可能性

ハスクバーナ・ゼノア(株)

◯高橋 伸拓, 杉下 悠

4-16(G-3) 施肥同時溝切り機を用いた長ネギの省力栽培
技術に関する研究(第4報）

山形大学 大竹 智美, ◯片平 光彦, 進藤 勇人
秋田県農業試験場 齋藤 雅憲
山形大学 夏賀 元康
5-13(G-12) 蛍光スペクトルによる市販オリーブオイルの酸
化特性解析

神戸大学 ◯山本 有紗, 豊田 淨彦, 井原 一高

座長: 清水 直人（北海道大学）
6-11(G-16) Feasibility Study of Motor Powered Tractor
based on Physical and Design Rationality

6-12(G-16) 微細化澱粉粒子分散調製液のマイクロカプセ
ル化の検討

筑波大学 ◯都 京, 野口 良造

北海道大学 ◯牛山 徹哉, 岩渕 和則, 清水 直人

座長: 小川 雄一(京都大学), 五月女 格(食総研)
11:00
11:10
7-11(O-3) 可視分光法を用いたトマト 7-12(O-3) 近赤外分光法による漢方
リコピンの迅速定量法の検討
薬原料の非破壊高速選別技術の開発

筑波大学 ◯源川 拓磨, 原 理紗
トファエル アハメド, 野口 良造
瀧川 具弘

新潟大学 ◯滝沢 憲一, 中野 和弘
大橋 慎太郎, 佐々木 靖文
(株)夕張ツムラ 木谷 和正

(9)

11:20
7-13(O-3) ラマン分光法による野菜飲
料中リコピン量の迅速検査技術
筑波大学 ◯原 理紗, 源川拓磨
NKアグリ(株) 三原洋一，宮崎英也，
大島彬
東京農業大学農学部 馬場正
日本製粉(株)中央研究所 日野明寛

第2日目 5月29日(日) 発表時間:12分, 質疑応答:3分
11:30
座長: 長谷川 英夫(新潟大学)
1-10(O-9)総合討論

11:45

第1会
場
W106

座長: 中嶋 洋(京都大学)
2-9(O-2) 総合討論
第2会
場
W306

座長: 帖佐 直(東京農工大学)
3-18(O-8) 総合討論
第3会
場
W314

第4会
場
W322

座長: 原 圭祐（十勝農業試験場）
4-17(G-3) 暖地における「春まきソバ－晩播密植大豆」の
輪作栽培における機械除草技術の検討

農研機構 九州沖縄農研センター ◯佐々木 豊, 住吉 正

第5会
場
W422

第6会
場
W406

第7会
場
W522

座長: 高橋 憲子（愛媛大学）
5-14(G-12) 分光計測による「紅の夢」果肉中のアントシア
ニン含有量の推定

4-18(G-10) 水田転換ほ場での機械化作業体系の確立（第
2報）

山形大学 〇田邊 大, 佐藤 麻衣
片岡光彦
, 夏賀 元康
5-15(G-12) LabVIEWを利用した残飼量検出装置制御ソフト
ウエアの開発

農研機構 生研センター ◯冨田 宗樹, 豊田 成章
弘前大学 ◯張 樹槐, 石岡 勝太, 叶 旭君
座長: 清水 直人（北海道大学）
6-13(G-16) 温度の日変化がBotryococcus brauniiの増殖
に与える影響

東京大学 ◯山本 悠策, 古橋 賢一, 長谷川文生
海津 裕, 芋生 憲司
座長: 小川 雄一(京都大学), 五月女 格(食総研)
11:30
7-14(O-3) 蛍光指紋によるリンゴ「王林」の1-MCP処理判
別
農研機構 食総研 ◯トリヴィッタヤシル ウィパウィ
蔦 瑞樹
青森県産業技術センターりんご研究所 葛西 智
筑波大学 粉川 美踏
農研機構 食総研 杉山 純一

(10)

11:40
7-15(O-3) セッション討論（計測）

第2日目 5月29日(日) 発表時間:12分, 質疑応答:3分
13:00
座長: 松井 正実（宇都宮大学）
1-11(G-15) 自動操舵装置・収量センサ付きコンバインの
導入効果（第１報）
第1会
北海道農政部生産振興局 ◯馬渕 富美子
場
北海道立総合研究機構北見農業試験場 竹中 秀行
W106
北海道オホーツク総合振興局 笠原 亮平
(株)イソップアグリシステム 馬渡 智昭, 金崎 拓也
(株)システムサプライ 菅原 仁
エム・エス・ケー農業機械(株) 塚本 俊哉
座長: 光岡 宗司（九州大学）
2-10(G-13) 受動騒音制御による農業機械の騒音低減に
第2会 関する研究
場
W306
九州大学 ◯堀江 亮汰, 井上 英二, 光岡 宗司
岡安 崇史, 平井 康丸
座長: 玉城 勝彦(中央農研センター)
3-19(O-1) 自脱コンバインロボット2台による収穫作業
第3会
場
W314

第4会
場
W322

京都大学 ◯飯田 訓久, 渡邉 俊樹
関 宏樹, 小野山 博之
(株)クボタ 仲島 鉄弥
京都大学 村主 勝彦, 増田 良平
座長: 西津 貴久(岐阜大学)
4-19(O-7) マイクロウェットミリングを用いた機能性嗜好飲
料の加工技術

筑波大学 南 奨汰, ◯北村

13:15
1-12(G-15) 自動操舵装置・収量センサ付きコンバインの導
入効果（第２報）
北海道農政部生産振興局 ◯馬渕 富美子
北海道立総合研究機構北見農業試験場 竹中 秀行
北海道オホーツク総合振興局 笠原 亮平
(株)イソップアグリシステム 馬渡 智昭, 金崎 拓也
(株)システムサプライ 菅原 仁
エム・エス・ケー農業機械(株) 塚本 俊哉
2-11(G-13) 斜面草刈機の適正ハンドル高

宮崎大学 ◯木下 統, 岩見 遼

3-20(O-1) コンバインロボットによる往復刈りでの刈り取り
作業

京都大学 ◯渡邉 俊樹, 飯田 訓久, 村主 勝彦
増田 良平, 小野山 博之

4-20(O-7) マイクロウエットミリングを用いた野菜治療食開
発の可能性

豊, 粉川 美踏
筑波大学 中村 美咲, ◯北村

第5会
場
W422

5-17(O-10) 養液栽培における根圏の低温処理がレタスの
生長と成分に与える影響

岡山大学 ◯岡田 晃治, 難波 和彦, 門田 充司
浅野産業(株) 柏野 泰章

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: 近藤 直(京都大学), 冨田 宗樹(生研センター)
6-14(O-5) 肥育牛の血中ビタミンAセンサの開発ならびに
地域戦略に基づく精密管理
第6会
場
W406
京都大学 ◯近藤 直

第7会
場
W522

豊, 粉川 美踏

座長: 伊藤 博通(神戸大学)
5-16(O-10) シイタケ菌床栽培環境の最適化—光照射によ
る発生領域の制御—

6-15(O-5) Correlation between Pupil Surface Reflectance
Features and Serum Vitamin A Level in Japanese Black
Cattle by Automatic Image Acquisition System
Kyoto University ◯Wulandari Wulandari, Kondo Naoshi,
Fujiura Tateshi, Ogawa Yuichi, Suzuki Tetsuhito
Amry Fitra, Zhou Yuan, Mori Masaya, Kiji Atsuyoshi
Hyogo Prefectural Hokubu Agricultural Institute
Fukushima Moriyuki, Kohama Namiko
Kyoto University Yoshioka Hidetsugu, Nakajima Shusaku

座長: 小関 成樹(北海道大学), 濱中 大介(鹿児島大学)
13:00
13:10
7-16(O-3) 細菌のストレス応答機 7-17(O-3) 磁気研磨法で作製したナノ
構の活用：アミノ酸添加による大 スケール表面における乳成分の洗浄特
腸菌の増殖抑制効果
性
神戸大学 ◯徳田 博紀, 井原 一高
北海道大学 ◯管 快斗
University of Florida John Schueller
川村 周三, 小関 成樹
神戸大学
豊田 淨彦
帯広畜産大学 梅津 一孝
University of Florida 山口 ひとみ

(11)

13:20
7-18(O-3) 通 電 加 熱 に よ る Bacillus
subtilis芽胞の殺菌効果

北海道大学 ◯村下 卓, 川村 周三
小関 成樹

第2日目 5月29日(日) 発表時間:12分, 質疑応答:3分
13:30
座長: 松井 正実（宇都宮大学）
1-13(G-15) 可変施肥効果の検証に向けた畑作物の収量
モニタリング
第1会
場
W106
農研機構 北海道農研センター ◯澁谷 幸憲
若林 勝史, 西脇 健太郎
鹿追町農業協同組合 今田 伸二
座長: 光岡 宗司（九州大学）
2-12(G-13) 刈払機の安全性向上に関する研究（第３報）
第2会
場
W306

第3会
場
W314

第4会
場
W322

第5会
場
W422

第6会
場
W406

第7会
場
W522

農研機構 生研センター ◯皆川 啓子, 志藤 博克
小山 拓人, 塚本 茂善, 豊田 成章

13:45
1-14(G-15) 水稲ほ場におけるSiO2とFe2O3およびNa2Oの
非破壊推定よる土壌マッピング

東京農工大学 ◯小平 正和, 澁澤 栄

2-13(G-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）

農研機構 生研センター ◯松本 将大, 岡田 俊輔, 積 栄

座長: 玉城 勝彦 (中央農研センター)
3-21(O-1) コンバインロボットのための3Dレーザレンジファ
インダを用いた 障害物発見手法の開発

3-22(O-1) 無人収穫との協調排出作業体系の構築に向け
た取り組み

京都大学 ◯関 宏樹, 飯田 訓久, 渡邉 俊樹
小野山 博之, 村主 勝彦, 増田 良平

農研機構 中央農研センター ◯斎藤 正博, 玉城 勝彦,
栗田 寛樹, 長坂 善禎, 元林 浩太, 菊池 豊

座長: 西津 貴久(岐阜大学)
4-21(O-7) マイクロウエットミリングを用いた微細藻類の高
付加価値化

座長: 田中 宗浩(佐賀大学)
4-22(O-7) 遊休施設を活用した水耕栽培システムによる多
収穫技術の検討

筑波大学 ◯松浪 暢幸, 北村 豊, 粉川 美踏

座長: 伊藤 博通(神戸大学)
5-18(O-10) 養液への海洋深層水の添加による高機能性
レタス栽培法の開発

新潟大学

◯大橋 慎太郎, 中野 和弘, 金谷 智大

5-19(O-10) 植物工場における白花蛇舌草の生育制御 －
温度による影響解析－

京都大学 ◯Cong Jiaheng, 清水 浩
DHC 山田 勝久, 野村 道康
神戸大学 ◯塙 千尋, 伊藤 博通, 宇野 雄一
エスペックミック 中村謙治, 菊池真澄
黒木 信一郎, 東内 一輝, 柴田 将利
京都大学 中嶋 洋, 宮坂 寿郎, 大土井 克明
香港中文大学 Leung PING-CHUNG, Clara BIC SAN LAU
座長: 近藤 直(京都大学), 冨田 宗樹(生研センター)
6-16(O-5) An Automatic Image Acquisition System using 6-17(O-5) Correlation between Pupil Surface Reflectance
Pupil Light Reflex Analysis for Prediction of Serum Vitamin Features and Serum Vitamin A Level on Japanese Black
A Levels in Japanese Black Cattle
Cattle by Automatic Image Acquisition System
Kyoto University ◯Amanah Amry F., Kondo Naoshi
京都大学 ◯ZHOU YUAN, Kondo Naoshi, Fujiura Tateshi,
Fujiura Tateshi, Ogawa Yuichi, Suzuki Tetsuhito
Ogawa Yuichi, Suzuki Tetsuhito, Amanah Amry Fitra,
Nakajima Shusaku, Mori Masaya, Wulandari, Zhou Yuan
Mori Masaya, Wulandari Wulandari, Kiji Atsuyoshi
Kiji Atsuyoshi, Habaragamuwa Harshana
兵庫県北部農業技術センター Fukushima Moriyuki,
Hyogo Prefectural Hokubu Agriculture Institute
Kohama Namiko
Fukushima Moriyuki, Kohama Namiko
京都大学 Yoshioka Hidetugu, Yoshioka Hidetugu,
Kyoto University
Yoshioka Hidetsugu
Nakajima Shusaku
座長: 小関 成樹(北海道大学), 濱中 大介(鹿児島大学)
13:30
13:40
13:50
7-19(O-3) サ ル モ ネ ラ 属 菌 の 7-20(O-3) 芽胞菌の増殖抑制条件の解 7-21(O-3) 乾燥環境下におけるサルモネ
低温での高圧損傷・回復
明と増殖確率予測モデルの開発
ラの死滅時間のばらつきを予測する確率
愛媛大学 ◯森松 和也
北海道大学 ◯黒田 小百合,村下 卓 論的モデルの開発
農研機構 食総研 中浦 嘉
日清製粉グループ本社 石田 亘
山本 和貴, 稲岡 隆史
宮崎 俊之
北海道大学 ◯小山 健斗, 北南 秀和
木村 啓太郎
北海道大学 川村 周三, 小関 成樹
長谷川 真弓, 川村 周三, 小関 成樹

(12)

第2日目 5月29日(日) 発表時間:12分, 質疑応答:3分
14:00
座長: 松井 正実（宇都宮大学）
1-15(G-15) 柑橘マルドリ栽培傾斜樹園地における高解像
土壌マッピング
第1会
場
W106
東京農工大学 ◯有水 賢吾, 澁澤 栄, 小平 正和

第2会
場
W306

第4会
場
W322

第5会
場
W422

第6会
場
W406

第7会
場
W522

1-16(G-15) 無人ヘリ搭載型作物生育情報装置による植生
指数の収集技術と施肥診断指標

滋賀県農業技術振興センター ◯中井 譲, 新谷 浩樹
農研機構 生研センター 市来 秀之, 山下 晃平
ヤンマーヘリ&アグリ(株) 望月 良真

座長: 光岡 宗司（九州大学）
2-14(G-13) 自脱コンバインにおける巻き込まれ事故の未
然防止技術の開発（第3報）

2-15(G-13) Event Tree Analysisを用いた農作業事故データ
の分析試行

農研機構 生研センター ◯岡田 俊輔, 積 栄, 松本 将大

農研機構 生研センター ◯積 栄, 岡田 俊輔, 松本 将大

座長: 玉城 勝彦（中央農研センター）
3-23(O-1) 田植機の自動制御に関する研究
第3会
場
W314

14:15

3-24(O-1) マシンビジョンによる走行マーカー列追従型田植
機自動操舵

北海道大学 ◯渡部 克彦, 岡本 博史
野口 伸, 石井 一暢

北海道大学 ◯川人 寛子, 岡本 博史, 江戸 俊介
野口 伸, 石井 一暢

座長: 田中 宗浩（佐賀大学）
4-23(O-7) 岐阜大学における 6 次産業化に関する研究
事例（第2報）

4-24(O-7) 都市型酪農における6次産業化とバイオマスユ
ニットの試験運転
神戸大学

岐阜大学 ◯西津 貴久

◯井原 一高, 矢野 晃輔, 豊田 淨彦,
弓削牧場
弓削 太郎
帯広畜産大学 梅津 一孝

座長: 伊藤 博通（神戸大学）
5-20(O-10) ナノバブルが代謝に及ぼす影響 −バブルの
数密度と種子の発芽に及ぼす影響−

5-21(O-10) リーフレタスのセル成型苗貯蔵に効果的な条件
の検討−青色LED単色光と赤・青色LED混合光を用いて−

東京大学 ◯吉本 貴彦, Liu Shu
大下 誠一, 牧野 義雄
座長: 近藤 直(京都大学), 冨田 宗樹(生研センター)
6-18(O-5) 近赤外線深度センサを用いた牛耳姿勢推定シ
ステムの開発

茨城大学 ◯岡山 毅, 上林 尚平, 豊田 淳, 小針 大助

東京農工大学 ◯高取 英里,

6-19(O-5) つなぎ飼い飼養における残飼量検出技術の開
発（第４報）

農研機構 生研センター ◯冨田 宗樹, 豊田 成章
長谷川 三喜

座長: 小関 成樹(北海道大学), 濱中 大介(鹿児島大学)
14:00
14:10
7-22(O-3) フ ァ イ ン バ ブ ル 水 に よ る 7-23(O-3) セッション討論（安全性）
Pseudomonasバイオフィルムの除去効果
鹿児島大学 ◯濱中 大介, 本村 咲
東京大学 安永 円理子
(株) テックコーポレーション 中本 義範
鹿児島大学 渡部 由香

(13)

帖佐 直, 東城 清秀

第2日目 5月29日(日) 発表時間:12分, 質疑応答:3分
14:30
休憩

14:45
座長: 林 和信 (生研センター)
1-17(O-4) CropSpecを用いた肥培管理

休憩

(株)トプコン ◯半谷 一晴, 朱 震海, 秋山 秀吾
冨沢 良介, 加曽利 直人
座長: 片平 光彦（山形大学）
2-16(G-2) 水田転換圃場での機械化作業体系の確立(第2報)

第1会
場
W106

第2会
場
W306
山形大学 ◯佐藤 麻衣, 片平 光彦, 夏賀 元康

第3会
場
W314

座長: 飯田 訓久(京都大学)
3-25(O-1) 車両系農作業ロボットを複数使用した時の安
全性検討
農研機構 中央農研センター ◯菊池 豊
玉城 勝彦, 長坂 善禎, 斎藤 正博
元林 浩太, 栗田 寛樹

3-26(O-1) 圃場間移動等を考慮して試算したロボットトラクタ
利用による耕耘作業能率
農研機構 中央農研センター ◯玉城 勝彦, 栗田 寛樹
斎藤 正博, 菊池 豊, 長坂 善禎, 元林 浩太

座長: 井原 一高(神戸大学)
4-25(O-7) 九州における地域資源６次産業化技術－福岡県
大木町におけるキノコ廃菌床及びメタン発酵消化液の利用－

休憩
第4会
場
W322

佐賀大学
◯田中 宗浩
福岡県大木町役場 境 公雄, 北島 克彦, 益田 富啓
座長: 福田 弘和(大阪府立大学)
5-22(O-10) トマト用接ぎ木装置の開発 －接合部の検討－

休憩
第5会
場
W422

農研機構 生研センター ◯中山 夏希, 吉永 慶太 Nguyen
Thi Thanh Loan
座長: 近藤 直(京都大学), 冨田 宗樹(生研センター)
6-20(O-5) 赤外線サーモグラフィーを用いた子牛の自動体温
計測装置の開発

休憩
第6会
場
W406

根釧農業試験場 ◯堂腰 顕
(株)CSソリューション 武田 一真, 庄内 道博, 渋谷 良治
座長: 田中 史彦(九州大学), 黒木 信一郎(神戸大学)
14:45
14:55
7-24(O-3) DARTによる食品 7-25(O-3) 米 の 成分 測定 精
中のヒスタミンの迅速測定
度向上のための近赤外分析
計およびその検量線の開発
農研機構 食総研 ◯根井
大介
北海道大学 ◯加藤 瑞貴
中村 宣貴
川村 周三, 城 敦
水産総合研究センター
小関 成樹
石原 賢司, 里見 正降

休憩
第7会
場
W522

(14)

第2日目 5月29日(日) 発表時間:12分, 質疑応答:3分
15:00
座長: 林 和信 (生研センター)
1-18(O-4) 複数時期のセンシング情報を活用した施肥マッ
プ作成方法
第1会
場
W106

第2会
場
W306

第3会
場
W314

第4会
場
W322

道総研 十勝農業試験場 ◯原 圭祐
北海道大学 岡本 博史
座長: 片平 光彦（山形大学）
2-17(G-2) 中国新石器時代の石製犂の性能評価に関する
研究
宮崎大学 ◯日吉
金沢大学 小柳
宮崎大学 宇田津
愛媛大学 槇林

健二
美樹
徹朗
啓介

座長: 飯田 訓久(京都大学)
3-27(O-1) GPSおよびIMUによる農作業ロボットの状態推定
手法の検討

農研機構 中央農研センター ◯栗田 寛樹,玉城 勝彦
斉藤 正博，菊池 豊，長坂善禎，元林 浩太
座長: 井原 一高(神戸大学)
4-26(O-7) メタン発酵消化液の露地野菜栽培での追肥利
用について

京都大学

◯斉藤 緩,

大土井 克明, 清水 浩
中嶋 洋, 宮坂 寿郎

座長: 福田 弘和(大阪府立大学)
5-23(O-10) 超音波によるイチゴの人工授粉装置の開発
第5会
場
W422

第6会
場
W406

第7会
場
W522

15:15
1-19(O-4) 集落営農法人におけるGPSロガーを用いた圃場
別作業情報の収集

農研機構 近畿中国四国農業研究センター
◯奥野林太郎, 寺元 郁博, 高橋 英博,
窪田 潤, 高橋 仁康
2-18(G-2) トラクタ車輪の踏圧がチゼルプラウのシャンクの
変位量に及ぼす影響

北海道大学 ◯楊 開元, 岩田 暢人, 柴田 洋一
(株)石村鉄工 石村 聡英

3-28(O-1) Headland Turning Algorithm for Agricultural
Vehicles

Hokkaido University ◯Hao Wang, Noboru Noguchi
Kazunobu Ishii, Hiroshi Okamoto
4-27(O-7) 嫌気消化による高塩分含有梅調味廃液の処理

京都大学
◯石風呂 直人, 大土井 克明
(株)ヴァイオス村岡 英樹, 森光 俊仁, 御前 明郎
京都大学
清水 浩, 中嶋 洋, 宮坂 寿郎

5-24(O-10) イチゴ果梗部切断面からの師部浸出液採取の
自動化

京都大学 ◯佐藤 泰斗, 清水 浩,
ローム(株) 中原 高伸
エスペックミック(株) 中村 謙治
名古屋工業大学 星 貴之
京都大学 中嶋 洋, 宮坂 寿郎, 大土井 克明
座長: 近藤 直(京都大学), 冨田 宗樹(生研センター)
6-21(O-5) 近赤外分光法およびAquaphotomicsを用いた乳
牛の発情診断システムの開発

6-22(O-5) 近赤外分光法による搾乳時乳質情報のオンライ
ンモニタリング技術の開発

神戸大学 ◯窪田 陽介, 古川 茜
兵庫県立農林水産技術総合センター 石川 翔
生田 健太郎
神戸大学 ツェンコヴァ ルミアナ

北海道大学 ◯川村 周三, 森田 茜, Iweka Patricia,
三谷 朋弘
オリオン機械(株) 岡谷 利幸
北海道大学 小関 成樹

大阪府立大学 ◯山中 良祐, 和田 光生

座長: 田中 史彦(九州大学), 黒木 信一郎(神戸大学)
15:05
15:15
7-26(O-3) 米 飯 粒 の構 造 特 性 と 7-27(O-3) In vitro digestibility of
消化性の関係
cooked non-waxy long grin rice
(Oryza sativa L.): the impact of postharvest drying conditions
千葉大学 ◯小川 幸春
宇都宮大学 田村 匡嗣
千葉大学 ◯Natthawuddhi Donlao
小川 幸春

(15)

15:25
7-28(O-3) 米ゲルの乾燥特性の分析およ
び復元性評価

九州大学 ◯高橋 敦子, 田中 史彦
内野 敏剛

第2日目 5月29日(日) 発表時間:12分, 質疑応答:3分
15:30
座長: 林 和信 (生研センター)
1-20(O-4) 3次元形状計測センサを利用した作物生育診断
手法の検討
第1会
場
W106
農研機構 野菜茶業研究所 ◯梅田 大樹, 岩崎 泰永,
斎藤 岳士, 望月 佑哉
農研機構 近中四農業研究センター 黒崎 秀仁
座長: 片平 光彦（山形大学）
2-19(G-2) 暖地輪作体系における乾田直播圃場の透水性
制御技術に関する研究
第2会
場
農研機構 九沖農研センター ◯深見公一郎, 中野 恵子
W306
熊本大学 椋木 俊文, 佐賀大学 稲葉 敏樹
農研機構 九沖農研センター 松尾 直樹, 土屋 史紀,
佐々木 豊
九州大学 岡安 崇史

第3会
場
W314

座長: 飯田 訓久(京都大学)
3-29(O-1) ドローンを用いたロボットボートのナビゲーショ
ンに関する研究

北海道大学 ◯梁 凌光, 劉 羽飛，岡本 博史
石井 一暢, 野口 伸
座長: 北村 豊(筑波大学)
4-28(O-7) バイオマス産業都市構想と資源循環の構築

15:45
1-21(O-4) 低コスト3次元カメラを用いたほ場マッピングシス
テムの開発

北海道大学 ◯岡田 麻友子, 岡本 博史, 加藤 友彬
野口 伸, 石井 一暢
2-20(G-2) 農地除染用トラクタ装着式表土削り取り機の開
発
農研機構 生研センター ◯宮原 佳彦, 重松 健太, 市来
秀之, 宮崎 昌宏, 八谷 満, 落合 良治
農研機構 中央農研センター 細川 寿
農研機構 畜産草地研究所 伊吹 俊彦
(株)ササキコーポレーション 戸田 勉
(株)クボタ 中村 隆三
3-30(O-1) 農業ロボット自律走行のための圃場シーン認識

三重大学 ◯森尾 吉成, 花田 侑哉, 寺本 光貴
澤田 勇太, 中村 香澄, 村上 克介
4-29(O-7) 総合討論

第4会
場
W322

第5会
場
W422

第6会
場
W406

南丹市役所 ◯中川 悦光
京都大学
大土井 克明
座長: 福田 弘和(大阪府立大学)
5-25(O-10) 植物工場における生産性向上のためのマルチ
オペレーションロボットの開発 －キュウリ収穫ユニットの果
実認識機構改善と実証実験－
愛媛大学 有馬 誠一, Shinde Dhanashri Balaso,
◯上中谷 聡, 上加 裕子, 中川 嘉之
座長: 近藤 直(京都大学), 冨田 宗樹(生研センター)
6-23(O-5) A Non-invasive Technique of Chicken Embryonic
Growth Observation: Opacity using NIR Sensor
Kyoto University ◯Khaliduzzaman
Nobel Co., Ltd. Shinichi Fujitani
Tateshi Fujiura, Ayuko Kashimori, Shusaku Nakajima
Syduzzaman Md, Tetsuhito Suzuki, Yuichi Ogawa
Naoshi Kondo
座長: 田中 史彦(九州大学), 黒木 信一郎(神戸大学)
15:35
7-29(O-3) X線CTによる青果物の内部構造の可視化

第7会
場
W522
九州大学 ◯大畠 和子, 名城 昂平
田中 史彦, 内野 敏剛

(16)

5-26(O-10) 植物工場における芍薬苗生産システムの開発

茨城大学 ◯岡山 毅, 関 浩一, 山梨 智史
豊田 淳, 小松崎 将一

6-24(O-5) 総合討論

15:45
7-30(O-3) 総合討論

第2日目 5月29日(日) 発表時間:12分, 質疑応答:3分
16:00
第1会 座長: 林 和信 (生研センター)
場
1-22(O-4) コンバイン走行時に撮影したイネの刈り株画像
W106
を用いた穂数計測法

第2会
場
W306

九州大学 ◯平井 康丸, 成田 圭佑, 井上 英二
岡安 崇史, 光岡 宗司
座長: 片平 光彦（山形大学）
2-21(G-2) 履帯走行部を対象とした除泥技術の開発（第２
報）

16:15
1-23(O-4) 画像処理による倒伏状況検出システムの開発
（第1報）
鳥取大学 ◯森本
パナソニック(株) 西谷 裕之, 山崎 龍次, 上田
(有)たけもと農場 竹本
石川県農林総合研究センター 澤本 和徳, 宇野
2-22(G-2) 省エネルギ型高速耕うん技術の研究

農研機構 生研センター ◯臼井 善彦, 長澤 教夫
Fhan Dang To, 藤井 幸人

農研機構 生研センター ◯市来 秀之,山下 晃平
重松 健太, 後藤 隆志, 藤岡 修, 山田 祐一

第3会
場
W314

座長: 飯田 訓久(京都大学)
3-31(O-1) 総合討論

休憩

第4会
場
W322

座長: 北村 豊(筑波大学)
4-29(O-7) 総合討論（つづき）

休憩

第5会
場
W422

座長: 福田 弘和(大阪府立大学)
5-27(O-10) 太陽光利用型植物工場における天窓からの
外気流入促進に関する研究 −モデルの有効性と天窓開
閉制御による効果の検証−

休憩

愛媛大学 ◯成内 真二, 上加 裕子, 有馬 誠一
座長: 近藤 直(京都大学), 冨田 宗樹(生研センター)
6-25(O-5) 総合討論（つづき）

休憩

座長: 田中 史彦(九州大学), 黒木 信一郎(神戸大学)
7-30(O-3) 総合討論（つづき）

休憩

第6会
場
W406

第7会
場
W522

(17)

英嗣
大介
彰吾
史生

第2日目 5月29日(日) 発表時間:12分, 質疑応答:3分
16:30
第1会 座長: 森本 英嗣(鳥取大学)
場
1-24(O-4) FARMSによる作業機制御の自動化
W106

16:45
1-25(O-4) クボタスマートアグリシステムのご紹介

第2会
場
W306

農研機構 生研センター ◯林 和信
座長: 片平 光彦（山形大学）
2-23(G-2) トラクタけん引作業における省エネ性能の評価
手法に関する研究

第3会
場
W314

農研機構 生研センター ◯紺屋 秀之, 藤井 桃子
清水一史, 西川 純, 梅野 覚
座長: 野口 良造（筑波大学）
3-32(G-8) 汎用型微細断収穫機(ワゴンタイプ)によるWCS
用稲の低コスト収穫調製体系
農研機構 近中四農研センター ◯高橋 仁康, 窪田 潤,
福間 康治, 佐藤 達也, 奥野 林太郎
(株)タカキタ 岡嶋 弘, 北中 敬久, 小林 優史, 中山 有二
農研機構 近中四農研センター 高橋 英博, 寺元 郁博

第4会
場
W322

第5会
場
W422

座長: 庄司 浩一（神戸大学）
4-30(G-19) 果樹花粉採取作業における採花装置の開発
（第１報）

農研機構 生研センター ◯深井 智子, 大西 正洋
埼玉県農業技術研究センター 島田 智人
座長: 清水 浩(京都大学)
5-28(O-10) 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

農研機構 野菜茶業研究所 ◯太田 智彦 , 岩崎 泰永
中野 明正, 栗原 弘樹
座長: 近藤 直(京都大学), 山下 光司(三重大学)
6-26(O-6) 精密養魚のためのセンシング技術
第6会
場
W406
京都大学 ◯近藤 直
座長: 源川 拓磨（筑波大学）
7-31(G-6) 軟弱野菜の高能率調製機の開発
第7会
場
W522

(株)クボタ ◯長網 宏尚

3-33(G-8) 圧密された飼料の省力的解体技術に関する調
査

農研機構 生研センター ◯豊田 成章, 冨田 宗樹
長谷川 三喜

4-31(G-19) コムギ生産のための施肥量の最適化

北海道大学 ◯松井 一晃, 柴田 洋一

5-29(O-10) クリノスタットによる微小重力環境下における緑
豆生育時の色素量計測

京都大学 ◯中島 周作, 鈴木 哲仁, 近藤 直, 小川 雄一

6-27(O-6) 魚類養殖のための水中給餌システムに関する
研究 －ヘラブナ及びクロゴイのモデル水槽による飼育事例
－

三重大学 ◯望月 祐介, 山下 光司, 陳山 鵬

7-32(G-6) CFDを用いたフジコナカイガラムシ殺虫処理庫の
最適化

農研機構 生研センター ◯山本 聡史, 紺屋 朋子,大森
弘美, 千葉 大基
(株)クボタ
山口 正人, 谷口 優太
(株) 斎藤農機製作所 本間 功

(18)

九州大学 ◯梅野 裕太, 田中 史彦, 内野 敏剛
福岡県農業総合試験場 馬場 紀子, 法村 奈保子

第2日目 5月29日(日) 発表時間:12分, 質疑応答:3分
17:00
第1会 座長: 森本 英嗣(鳥取大学)
場
1-26(O-4) 営農支援システムによるソリューション提案 －
W106
スマートアシストリモートの利活用事例－

ヤンマー(株)

◯小山 実, 村田 想介, 新熊 章浩

17:15
1-27(O-4) 低コストISOBUS規格開発の可能性に関する考
察

農研機構 中央農研センター ◯元林 浩太
農研機構 近中四農研センター 奥野 林太郎
農研機構 北海道農研センター 西脇 健太郎

第2会
場
W306

第3会
場
W314

第4会
場
W322

第5会
場
W422

第6会
場
W406

第7会
場
W522

座長: 野口 良造（筑波大学）
3-34(G-9) 低コストな戸別農家向け脱臭システムの開発
第６報
農研機構 生研センター ◯松野 更和, 川瀬 芳順
平田 晃, 大森 定夫, 豊田 成章
パナソニック環境エンジニアリング(株) 芥川 宏
納村 和美, 下田 裕馬
農研機構 畜産草地研究所 安田 知子
三友機器(株) 正山 英昭, 本村 猛
座長: 庄司 浩一（神戸大学）
4-32(G-19) 金沢箔製造用和紙の原料採取装置の開発
－ニゴ採取機の性能試験－

石川県立大学 ◯大角 雅晴
座長: 清水 浩(京都大学)
5-30(O-10) 太陽光植物工場における生体情報を活用した
トマト果実の品質予測

愛媛大学 ◯宮崎 祐輔, 高橋 憲子,
高山 弘太郎,仁科 弘重
座長: 近藤 直(京都大学), 山下 光司(三重大学)
6-28(O-6) 海産魚類の沈下養殖用水中給餌システムの開
発
三重大学 ◯山下 光司,
愛媛県水産研究センター 久米 洋
三重大学
神原 淳
愛媛県水産研究センター 山下 浩史
三重大学 陳山 鵬
愛媛県水産研究センター 塩田 浩二
座長: 源川 拓磨（筑波大学）
7-33(G-6) ズッキーニ冷凍加工時におけるマイクロ波ブラ
ンチングの適用

九州大学 ◯吉田 有花, 今泉 鉄平
田中 史彦, 内野 敏剛

(19)

3-35(G-9)籾殻燻炭肥料のシリカ溶出特性

筑波大学 ◯安久 絵里子, 窪田 佑二, 野口 良造
農研機構 生研センター 日髙 靖之

4-33(G-19) 機械調製技術による低コスト薬用作物生産技
術の開発（２）
(株)ツムラ生薬研究所 ◯河下 美都里, 大竹 真弓
菊地 原, 武田 修己
農研機構 生研センター 宮崎 昌宏,
農業食料工学会
杉山 隆夫
日本大学 川越 義則
5-31(O-10) 太陽光利用型植物工場における害虫カウント
システムの自動化

愛媛大学 ◯田邉 祐基, 有馬 誠一
上加 裕子, 竹場 裕城

6-29(O-6) Underwater Fish Volume Estimation Using an
Open Helmholtz Resonator

Kyoto University ◯Stephen N. Njane, Naoshi Kondo, Yuichi
Ogawa, Tetsuhito Suzuki, Shusaku Nakajima

7-34(G-6) 空 気 フ ァ イ ン バ ブ ル 水 を 用 い た Salmonella
entericaに対する殺菌処理方法の検討

九州大学 ◯豊島 健人, 吉田 葵, 内野 敏剛, 田中 史彦

第2日目 5月29日(日) 発表時間:12分, 質疑応答:3分
17:30
第1会 座長: 森本 英嗣(鳥取大学)
場
1-28(O-4) SIP多圃場営農管理システムの構成要素及び実
W106
装状況

17:45
1-29(O-4) 総合討論

農研機構 中央農研センター ◯吉田 智一, 渡邊 朋也
第2会
場
W306

第3会
場
W314

座長: 野口 良造（筑波大学）

第4会
場
W322

座長: 庄司 浩一（神戸大学）
4-34(G-19) 薬用作物「ケイガイ」の収穫後調製に関する研
究(第1報)
日本大学 ◯川越 義則, 板垣 禎人
梶浦 基己, 松本 佑太
(株)ツムラ生薬研究所 大竹 真弓, 河下 美都里
菊地 原
日本大学 宮本 眞吾
座長: 清水 浩(京都大学)
5-32(O-10) 植物工場におけるサフランの生育制御 －サ
フラン球茎のデンプン含量非破壊計測技術の開発－

第5会
場
W422

第6会
場
W406

第7会
場
W522

神戸大学 ◯梶川 奈緒, 伊藤 博通, 宇野 雄一
黒木 信一郎, 山下 侑将, 宮川 沙千, 濱口 悠紀
座長: 近藤 直(京都大学), 山下 光司(三重大学)
6-30(O-6) 目 の 画 像 を 用 い た ウ グ イ (Tribolodon
hakonensis)の鮮度判定技術

京都大学 ◯白瀧 優莉, 近藤 直
Liao Qiuhong, 鈴木 哲仁, 小川 雄一
パナソニック(株) 金森 克洋
座長: 源川 拓磨（筑波大学）
7-35(G-6) Monitoring of Fluorescence Excitation Emission
Matrix changes in tomato fruit during postharvest storage
Kyoto University ◯Nurulhuda Annisa, Kondo Naoshi,
Suzuki Tetsuhito
Ehime University Kuramoto Makoto
Ehime Research Institute of Agriculture Forestry and
Fisheries Kohno Yasushi
Kyoto University Muharfiza, Fatchurrahman Danial, Kinkin
Gambuh Asmara

(20)

5-33(O-10) 白花蛇舌草が栽培中に受ける酸化ストレスの
定量化

神戸大学 ◯岡 瑞乃, 黒木 信一郎, 伊藤 博通
宇野 雄一, 東内 一輝, 柴田 将利, 塙 千尋
6-31(O-6) 総合討論

ポスターセッション 農学部総合館 1階 C102（大会議室）
5月29日(日) 10時から15時, コアタイム 5月29日(日) 11時30分から12時30分
P-1(G-1)

高回生システムを有する電動モノレールの開発
愛媛大学 上加 裕子，有馬 誠一，佐藤 員暢，片山 了輔，◯神岡 弘貴
ちぐさ技研工業(株) 千種 英樹，東澤 英則，隅田 茂

P-2(G-1)

植物体の水分状態と力学的特性値の関係(第9報)
－携帯型植物水分情報測定装置5号機の開発－
農研機構 生研センター ◯Nguyen Thi Thanh LOAN，中山 夏希，吉永 慶太

P-3(G-3)

トラクター付きフォークリフトの開発(Ⅰ)
－開発機の概要と安全性に関する試験－
韓国 農村振興庁 国立農業科学院 ◯金 暎根，姜 泰京，金 星佑，李 相熙,
全鉉鍾，崔 日洙，崔 容

P-4(G-3)

二条式唐辛子移植機のペーパーポット育苗トレイ研究について
韓国 農村振興庁 国立農業科学院 ◯金 星佑，金 暎根，姜 泰京，崔 容，
全鉉鍾，崔 日洙

P-5(G-4)

Field Conditions for Safe Use of a Three-wheeled Riding Type Soybean Cutter in Slope
Land
韓国 農村振興庁 国立農業科学院 ◯Hyeon-Jong Jun，Il-su Choi，Tae-Gyoung Kang，
Young-Keun Kim，Sang-Hee Lee，Sung-Woo Kim，
Yong Choi，Duck-Kyu Choi，Choung-Keun Lee

P-6(G-5)

押麦飯の力学物性および消化性の評価
宇都宮大学 ◯田村 匡嗣，今泉 椋
栃木県産業技術センター 福嶋 瞬，渡邊 恒夫，岡本 竹己
宇都宮大学 齋藤 高弘

P-7(G-6)

Effect of Heating Operation in Freeze Drying Process on Some Nutrients of Blueberry
Tokyo University of Agriculture and Technology ◯NGO thi hien，TOJO Seishu，
CHOSA Tadashi，BAN Takyua，NAKAMIZO Mai

P-8(G-6)

Mathematical Modeling of Bacterial Penetration into Meat
東京大学 ◯白井 宏明
Cornell University Datta Ashim
東京大学 大下 誠一，牧野 義雄

P-9(G-6)

ビールホップの苦味および香気成分の変化について
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
ファーマーズフォレスト 山下 創

P-10(G-6)

低温ブランチング処理したニンジンの物理的、構造的特性の評価
九州大学 ◯今泉 鉄平，田中 史彦，内野 敏剛
(21)

P-11(G-6)

UV-C照射が青果物の機能性成分含量および品質に及ぼす影響
九州大学 ◯山内 瑞葉，關屋 まどか，名城 昂平，田中 史彦，内野 敏剛

P-12(G-7)

裸麦の硝子質における非破壊測定に関する研究
佐賀大学 ◯峰 裕美子，稲葉 繁樹
(株)サタケ 西 清孝
佐賀大学 北垣 浩志

P-13(G-7)

硬質容器を用いた凍結含浸食品の常温流通時の製品崩壊性の検討
農研機構 食総研 ◯中村 宣貴，根井 大介
三島食品(株) 清水 雅信
広島県立総合技術研究所 重田 有仁

P-14(G-8)

籾米の粒径・千粒重が破砕粒度および未破砕米残留率に与える影響
畜産草地研究所 ◯井上 秀彦，川出 哲生，宮地 慎

P-15(G-8)

飼料用米破砕機の乾燥籾米破砕能率
畜産草地研究所 ◯川出 哲生，井上 秀彦，宮地 慎

P-16(G-9)

電気化学凝集法による牛乳中の抗生物質除去に関する基礎検討
神戸大学 ◯王 韶瑜，井原 一高，豊田 淨彦，
帯広畜産大学 梅津 一孝

P-17(G-9)

炭化モミガラを利用した鶏糞堆肥化施設及び鶏舎の減臭
宮城大学 ◯富樫 千之，柳沢 満則，中村 茂雄

P-18(G-9)

鶏糞灰酸溶解液を用いた堆肥排気のアンモニア回収
岩手大学 ◯前田 武己，山崎 晃，工藤 洋晃，立石 貴浩

P-19(G-10) 日米の生産性分析に基づく水稲生産モデルの検討
宇都宮大学 〇松井正実，青柳悠也，木村智之，中鉢知恵
P-20(G-11) 紫外線蛍光による食品検査の可能性
(株)イシダ ◯近藤 雅，中谷 誠
P-21(G-12) アンチモン電極を用いたリアルタイムの土壌pHセンサの開発
韓国 国立農業科学院 ◯HONG Young-Ki， KIM Sang-Cheol，KIM Gook-Hwan
Lee Jae-su，Han Sea-Ron，Kim Young-Keun
P-22(G-12) レーザスペックル法による葉身および葉柄の活性計測
三重大学 ◯東 直志，福島 崇志，長菅 輝義，佐藤 邦夫
P-23(G-12) 植物の人工栽培におけるCO2濃度を指標とした短期間成長評価
芝浦工業大学 ◯西村 徳斗，熊谷 直紀，江目 宏樹，山田 純

(22)

P-24(G-12) A Novel Indirect Method for Microbial Growth Prediction on Meat by Fluorescence
Fingerprint
University of Tsukuba ◯Mita Mala Dheni
National Food Research Institute Tsuta Mizuki，Kawasaki Susumu，
Yoshimura Masatoshi
University of Tsukuba Kokawa Mito
National Food Research Institute Aiyama Ryoko，Sugiyama Junichi
University of Tsukuba，Kitamura Yutaka
P-25(G-12) リンゴの鮮度評価のための分光パラメータの検討
農研機構 食総研 ◯吉村 正俊
(独)青森県産業技術センター 葛西 智
農研機構 食総研 上平 安紘，池羽田 晶文
P-26(G-12) トンネルハウス栽培用低価格環境センサーの開発
阿南工業高等専門学校 ◯植野 慎介，吉田 晋，福見 淳二，大桑 克徳
P-27(G-12) 薬剤散布用UAVの飛行経路生成手法
阿南工業高等専門学校 ◯福見 淳二，福田 耕治，前田 大樹
P-28(G-12) ハイパースペクトル計測によるリンゴ成葉の窒素含有量推定モデルの構築
弘前大学 ◯叶 旭君，阿部 汐里，張 樹槐
P-29(G-13) 農業機械騒音低減のためのANCシステムの構築
九州大学 日野 翔太，◯堀江 亮汰，井上 英二，光岡 宗司，
岡安 崇史，平井 康丸
P-30(G-13) ロボットトラクタ協調作業時におけるトラクタオペレータのアイマーク軌跡の
解析
十勝農業試験場 ◯加藤弘樹，稲野一郎
帯広畜産大学
佐藤禎稔，岸本正
三浦農場
三浦尚史
ヤンマー（株）
横山和寿
P-31(G-14) Detection of Marssonina Blotch using Hyperspectral imaging
韓国 国立農業科学院 ◯Kim Gook-Hwan，Hong Young-Ki，Kim Sang-Cheol，
Lee Jae-Su，Do Yun-Su，Kim Young-Keun
P-32(G-16) 有機性含油排水からのSS分離条件
筑波大学 ◯安久 絵里子，武士沢 美樹，野口 良造
P-33(G-16) 固形燃料化を目的とした木質チップの実規模乾燥調製試験
農研機構 東北農研センター ◯竹倉 憲弘，薬師堂 謙一
P-34(G-19) 保存ナツメの種除去特性究明
韓国 農村振興庁 国立農業科学院 Sun-Ho Lee，Young-Keun Kim，
◯Seong-Gi Hong，Jong-Ryul Park
(23)

