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【第５１巻】(平成元年度)
研究論文
バイオマスを利用した小形スターリング機関について･･････岡本嗣男・木谷 収・金 泰漢････････････････1‑
原動機−変速機−作業機系の最適制御に関する研究(第1報)･坂井 純・鄒
誠・中司 敬････････････････1‑
原動機−変速機−作業機系の最適制御に関する研究(第2報)･鄒
誠・坂井 純・中司 敬････････････････2‑
原動機−変速機−作業機系の最適制御に関する研究(第3報)･鄒
誠・坂井 純・中司 敬・劉 蚊竜･･････5‑
落下流水エネルギの利用････････････････････････････････竹内龍三・時田邦浩・石井征亜・吉田 力・
坂垣 博･･･････････････････････････････････ 2‑
アルコール吸入による農用小型ディーゼル機関の熱効
率改善に関する研究(第3報)･･･････････････････････寺尾日出男・近江谷和彦・野口 伸････････････3‑
自動操向トラクタの開発(第1報)･････････････････････････三竿善明････････････････････････････････････1‑
傾斜地用トラクタの姿勢制御に関する研究(第2報)･････････田尻功郎・佐藤邦夫･･････････････････････････2‑
傾斜地用トラクタにおける振り子傾斜角センサの設置法････田尻功郎・佐藤邦夫･･････････････････････････6‑
装軌車の操舵時における履帯のすべりと沈下について･･････北野昌則・渡辺啓二・秋本 修・東郷和英･･････3‑
農用連結車両に関する研究(第2報)･･･････････････････････張 樹槐・寺尾日出男････････････････････････3‑
ディジタル無線通信によるトラクタ作業モニタリングシ
ステムについて･･････････････････････････････････岡本嗣男・木谷 収・章 益柱････････････････4‑
農用トラクタ可動ラグ式走行補助装置に関する研究(第1報)･小松 實・樋口英夫･･････････････････････････6‑
４ＷＤ−４ＷＳトラクタの旋回特性に関する研究(第1報)･･･笈田 昭・伊藤博通･･････････････････････････6‑
重粘土壌の耕うん方法に関する研究(第2報)･･･････････････金谷 豊・倉田 勇･･････････････････････････1‑
重粘土壌の耕うん方法に関する研究(第3報)･･･････････････金谷 豊・倉田 勇･･････････････････････････2‑
耕うん用なた刃のＣＡＤ用数理モデル研究(第1報)･････････桜井文海・坂井 純･･････････････････････････1‑
ラグ車輪の力学的特性に関する基礎的研究(第2報)･････････橋口公一・亀井雅浩・井出祐市郎・坂井 純・
今村 剛････････････････････････････････････1‑
ラグ車輪の力学的特性に関する基礎的研究(第2報)･････････亀井雅浩・橋口公一・井出祐市郎・坂井 純････2‑
剛性車輪下の法線応力分布･･････････････････････････････広間達夫・榧森 豊・須山啓介････････････････2‑
駆動ディスクプラウに関する基礎的研究(第1報)･･･････････坂井 純・権 純球・井上英二････････････････2‑
土−ラグ系の相互作用に関する基礎的研究(第3報)･････････中嶋 洋・田中 孝･･････････････････････････2‑
ラグ車輪と土との相互作用に関する研究(第1報)･･･････････王 秀崙・田中 孝・山崎 稔････････････････3‑
ラグ車輪と土との相互作用に関する研究(第2報)･･･････････王 秀崙・田中 孝・山崎 稔････････････････5‑
駆動ディスクハロー型プラウの耕うん特性の研究(第1報)･･･法貴 誠････････････････････････････････････3‑
複ブレードモールドボードプラウに関する研究(第1報)･････章 益柱・木谷 収・岡本嗣男････････････････4‑
複ブレードモールドボードプラウに関する研究(第2報)･････章 益柱・木谷 収・岡本嗣男････････････････5‑
複ブレードモールドボードプラウに関する研究(第3報)･････章 益柱・木谷 収・岡本嗣男・米川智司･･････6‑
農業機械に関連した土の破壊特性････････････････････････ラジャラム ゴビンダラジャン・笈田 昭･･･････6‑
バイオテクノロジー作業の自動化に関する研究(第1報)･････岡本嗣男・木谷 収･･････････････････････････5‑
多口ホース憤頭の横断面における貫通風速分布の解析･･････藤木徳實・小島孝之・松尾隆明････････････････3‑
ハウス内煙霧の静電付着に関する基礎研究････････････････内野敏剛・松尾昌樹･･････････････････････････4‑
ハウス内煙霧下での垂直電極走行式静電防除システム･･････松尾昌樹・内野敏剛･･････････････････････････5‑
コンバインゴム履帯の挙動特性と設計理論研究(第1報)･････坂井 純・松尾隆明・井上英二・稲葉繁樹･･････3‑
マニピュレータ装着用カメラによる果実の位置検出法
(第2報)･････････････････････････････････････････近藤 直・遠藤俊三･･････････････････････････4‑
籾堆積層内の温度予測に関する基礎研究･･････････････････大下誠一・岡 義人・中川健治････････････････1‑
籾乾燥過程における休止効果････････････････････････････笠原正行・猪原明成･･････････････････････････3‑
示差熱分析(ＤＴＡ)による穀物の熱変性の測定････････････村田 敏・田川彰男・河野俊夫・石橋貞人･･････3‑
混合穀物の水分移動シミュレーション････････････････････村田 敏・田川彰男・河野俊夫・石橋貞人･･････4‑
減圧中の穀物層内における圧力分布･･････････････････････村田 敏・松岡孝尚･･････････････････････････5‑
柿の乾燥過程における２次表皮とその検知････････････････林 節男････････････････････････････････････5‑
柿の乾燥速度特性･･････････････････････････････････････林 節男････････････････････････････････････6‑
籾の性状が水分検知装置の測定精度に及ぼす影響･･････････笠原正行････････････････････････････････････6‑
縦型回転米選機に関する研究(第1報)･････････････････････赤瀬 章・土屋功位･･････････････････････････1‑
極微細気泡発生エゼクタ式ガスノズルに関する研究(第1報)･長広仁蔵・岩本順二郎・樋口 健･･････････････1‑
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アルコール・軽油二燃料噴射式機関の農用トラクタへの
応用に関する研究(第1報)･････････････････････････野口 伸・寺尾日出男････････････････････････1‑
トラクタエンジン性能の最適化制御に関する研究(第2報)･･･劉 蚊竜・坂井 純・中司 敬････････････････1‑
バイオマスを燃料とする農業用スターリング機関に関
する基礎的研究(第2報)･･･････････････････････････岡本嗣男・金 泰漢・木谷 収････････････････4‑
アルコール・軽油二燃料噴射式機関の農用トラクタへの
応用に関する研究(第2報)･････････････････････････野口 伸・安 相太・寺尾日出男･･････････････4‑
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