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大型ソイルビン用タイヤテスタの試作･･･････････････････････････････谷口哲司・岸本 正・神田 晃・
石本和重・
渡辺和雄・
森下征四・
西村則昭･･･････････････････24
ニューラルネットワークによる作物列検出･･･････････････････････････小林忠勝・端 俊一・
高井宗宏･･･････････････････28
画像処理による野菜苗選別技術の開発････････････････････････････秋山大介・
高井宗宏・端 俊一・酒井憲司･････････33
水稲に対する無人ヘリコプタによる薬剤散布実用化技術･････････････大山 毅・桃野 寛・
竹中秀行・笹島克己・
桐山優光・
島田実幸･････････････････････････････37
水稲を中心とした複合経営における農作業の研究･･････････････････工藤正義・木村繁美･･････････････････････････････43
プラウ曲面上のれき土移動に関する研究･･･････････････････････････酒井徹雄・
端 俊一・高井宗宏・今野繁雄・
若沢幸夫･･･････････････････････････････････････52
アスパラガス根系への液体肥料圧入ｲンジェクタの開発（第２報）
･･････新家 憲・
桑原拓哉･････････････････････････････57
アスパラガス根系への液体肥料圧入ｲンジェクタの開発（第３報）
･･････新家 憲・
桑原拓哉･････････････････････････････63
にんじんの収穫機械化システムの確立･････････････････････････････笹島克己・
竹中秀行・山本 毅・島田実幸･････････69
乗用型イチゴ収穫作業台車の開発････････････････････････････････桐山優光････････････････････････････････････････74
縦型静置式乾燥施設による油料用ひまわり種子の乾燥について･････角 厚志・
石谷栄一･････････････････････････････80
近赤外分光法によるカボチャの成分測定法･････････････････････････村上 誠・白石勝之・樋元淳一・
夏賀元康・
伊藤和彦･･･････････････････････････････････････85
牧草の圃場乾燥・
吸湿特性･･･････････････････････････････････････川上克己・小宮道士･････････････････････････････90

資 料
オランダ・ドイツの花き流通事情････････････････････････････････････樋元淳一････････････････････････････････････････97
ニューラルネットワーク応用技術に関するレビュー･･･････････････････石井一暢・寺尾日出男･･････････････････････････109
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【第3４号】（平成５年１２月）
巻頭言 ･･･････････････････････････････････････････････････････････伊藤和彦
報 文
畜舎の自然換気特性に関する一模型実験･･････････････････････････玉木哲夫・笹島克己・
原 令幸・高橋圭二・
稲野一郎･････････････････････････････････････････1
乳牛の搾乳終了検出に関する研究････････････････････････････････小宮道士・
川上克己･･･････････････････････････････5
牛糞尿スラリの曝気処理の実態･･･････････････････････････････････川上克己・小宮道士･････････････････････････････10
はくさい、キャベツの収穫機械化･･･････････････････････････････････笹島克己・
桐山優光・大山 毅・島田実幸･････････16
無人ヘリコプタによる小麦の雪腐病防除試験････････････････････････大山 毅・
尾崎政春・道場三喜雄・
笹島克己・
島田実幸･･･････････････････････････････････････20
水稲種子の収穫乾燥省力化実用技術･･････････････････････････････竹中秀行・
島田実幸・
桐山優光・白井和栄・
紙谷元一・
柳田大介･････････････････････････････26
油料用ひまわり種子の水分測定･･･････････････････････････････････石谷栄一・吉町晃一･･････････････････････････････33
近赤外分光法によるリンゴおよびナシの成分測定･･･････････････････村上 誠・樋元淳一・
伊藤和彦･･･････････････････37

資 料
日本の農業機械技術の動向･･････････････････････････････････････ホルスト・ゲーリッソ／寺尾日出男 訳･････････････45
第11回ISTVS(地盤−車両系国際学会)国際会議に出席して･････････近江谷和彦･････････････････････････････････････49

【第35号】（平成７年２月）
巻頭言 ･･･････････････････････････････････････････････････････････島田実幸
報 文
全自動野菜移植機の傾斜地対応･･････････････････････････････････西里明彦・桐山優光・
進輪 昭・河村 勇・
米沢智嗣・
北原伸也・
和田俊郎････････････････････1
有限要素法による土壌踏圧の予測に関する研究･･･････････････････岡戸敦史・
近江谷和彦・
寺尾日出男･･･････････････5
自律走行を目指したモデル車両の試作････････････････････････････石井一暢・
寺尾日出男・野口 伸･････････････････11
温度情報処理による作物検出･････････････････････････････････････柴田洋一・
西崎邦男・大谷隆二・横地泰宏･････････15
近赤外分光法によるメロンの糖度測定･････････････････････････････飯嶋 渡・
樋元淳一・
伊藤和彦･･･････････････････20
ラーメンの乾燥について･･････････････････････････････････････････ 盧 大新・伊藤和彦･････････････････････････････25

資 料
アメリカ合衆国土壌力学研究所に滞在して･････････････････････････岸本 正････････････････････････････････････････29
第12回CIGR国際会議とイタリアの稲作･････････････････････････････大谷隆二････････････････････････････････････････35
トラクタ 1993/94 ････････････････････････････････････････････････カール・
テオドール・レニウス 寺尾日出男訳･･････39
ＧＡによるシステム最適化の基礎応用･･････････････････････････････野口 伸・
寺尾日出男･･･････････････････････････54
農業機械工学セミナー「
最近の田植機に見るハイテクノロジー」
に出席して････････････････････････････････････････････････久保田守････････････････････････････････････････63

【第36号】（平成８年２月）
巻頭言
みのりある支部活動をめざして････････････････････････････････････支部長･･････････････････････････････････････････ⅲ

研究論文
地磁気方位センサと位置計測システムを併用した自律走行システム････趙

■水・寺尾日出男・野口

伸･････････････････

1
バレイショの全粒播種の経済効果に関する実証的研究･･････････････松田清明・
宮本啓二・佐藤禎念････････････････････7
キャベツの機械収穫･･･････････････････････････････････････････････桐山優光・西里昭彦・
樫山貞美・
新輪 昭・
米澤智嗣・
白花洋一･････････････････････････････14
搾乳時の乳牛挙動と搾乳速度の解析･･････････････････････････････小宮道士・川上克己･･････････････････････････････19
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粒厚選別による小麦の品質向上･･･････････････････････････････････池田 徹・川村周三・盧 大新・伊藤和彦･････････24
腐敗タマネギとモミ殻のコンポスト化････････････････････････････････松田従三・竹川彰則・
前田武巳･･･････････････････31

資 料
オランダにおける搾乳ロボットの開発状況調査･･････････････････････干場秀雄・
池滝 孝・柏村文郎･･･････････････････37
オーガナイザー報告
1. 土壌踏圧･････････････････････････････････････････････････近江谷和彦･････････････････････････････････････44
2. 畑作における機械除草の今日的意義と数理解析の役割･･････柴田洋一･･･････････････････････････････････････51
3. 北海道における稲作の現状と省力技術開発の動向･･･････････西崎邦夫････････････････････････････････････････59
4. 北海道産米の品質向上を目指して･･････････････････････････川村周三････････････････････････････････････････65
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国際シンポジウム97に参加して････････････････････････････････････麓 貴弘･･･････････････････････････････････････100

【第39号】（平成11年２月）
巻頭言
新しい研究手法の展開･･･････････････････････････････････････････高井宗宏･･･････････････････････････････････････ⅲ

平成10年度第３回農業機械学会北海道支部賞････････････････石井一暢・柴田洋一･･････････････････････････････v
研究論文
農業機械運転者の視点に関する研究(第１報)･･････････････････････木村啓明・阪田賢一郎・高井宗宏･･････････････････1
農業機械運転者の視点に関する研究(第２報)･･･････････････････････阪田賢一郎・
木村啓明・
高井宗宏･･････････････････7
キャベツ収穫機導入への課題･･････････････････････････････････････桐山優光・
樫山貞美・佐藤雅紀・
大和田明・
米澤智嗣・
白花洋一･････････････････････････････13
搾乳ロボットの特徴と搾乳ロボット導入のための必要条件････････････干場秀雄･･･････････････････････････････････････17
けん引型レーザ均平機の排土板高さ制御特性･････････････････････大下泰生・粟崎弘利・
渡辺治郎・湯川智行･････････22
曝気中の牛糞スラリの臭気････････････････････････････････････････川上克己・小宮道士･････････････････････････････27
揺動選別機による籾の精選別特性･････････････････････････････････沼田典夫・川村周三・
竹倉憲弘・樋元淳一・
伊藤和彦･･･････････････････････････････････････35
可視光を用いた米の組成分析計の測定精度････････････････････････川村周三・沼田典夫・
伊藤和彦･･･････････････････39

資 料
第49回農業機械学会北海道支部研究発表会･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････46
各発表の要約
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シンポジウム「
畑作物の新しい収穫体系と品質保持」
豆類の収穫方式と品質について･･･････････････････････････････村田吉平･･･････････････････････････････････････50
英国における馬鈴薯栽培と収穫の機械化体系･･････････････････大橋敏伸･･･････････････････････････････････････59
小麦・ビート収穫における品質劣化防止技術････････････････････桃野 寛････････････････････････････････････････67
シンポジウム報告･･････････････････････････････････････････････干場秀雄････････････････････････････････････････73

書 評
Robotics for Bioproduction Systems (Naoshi Kondo, K.C.Ting編) 野口

伸････････････････････････････････････････79

東北支部−東北支部報
【第35号】（昭和63年１2月）
研究報告
トラクタ車軸トルクの測定と応用････････････････････････････････････本橋圀司・
田中勝千・
嶋田 浩････････････････････1
傾斜地用トラクタ(テラトラックTT33)の作業性能(第２報)･･･････････････田中勝千・
本橋圀司・佐野文彦・嶋田 浩･･････････5
レーザ光利用による水田の自動均平化技術の開発(第２報)･･････････木村勝一・今園支和・菊池宏彰・
伊藤信雄・
坂上 修･････････････････････････････････････････9
心土破砕・堆肥条施・
播種同時作業機の開発･･･････････････････････大下泰生・
古川嗣彦・矢治幸夫・屋代幹雄･････････13
水稲育苗用播種機の性能････････････････････････････････････････小田原和弘・
荻原武雄・
及川光史・高橋 修･･･････17
作業機の無線制御プログラムの開発･･･････････････････････････････屋代幹雄・
古川嗣彦・大下泰生・矢治幸夫･････････21
普通型コンバインの性能(第１報)･･････････････････････････････････今 克秀・中島一成・
森行勝也･･･････････････････25
スローワによる穀粒の損傷(第２報)･････････････････････････････････上出順一････････････････････････････････････････29
閉鎖循環気系の減湿による高水分もみの一時貯留と乾燥･･･････････大里達朗・戸次英二･･････････････････････････････33
福島県における共同乾燥調製施設の稼働状況･････････････････････荒川市郎････････････････････････････････････････37
ハトムギの乾燥法に関する研究(第１報)････････････････････････････渡邉千春・荒川市郎･････････････････････････････41
発酵乾燥過程における通気量の影響について･････････････････････呉 星五・清水 浩･････････････････････････････45
スィートソルガムの茎葉分離・搾汁システムについて･････････････････屋代幹雄・
古川嗣彦・矢治幸夫・大下泰生･････････49
トンネル型チューブハウスの開発･･････････････････････････････････古川嗣彦・矢治幸夫・
屋代幹雄・大下泰生･････････53
大豆等蛋白穀類の肉状食品加工･････････････････････････････････西山善雄・寺口太二･････････････････････････････57
農業用熱交換チューブの伝熱特性････････････････････････････････西山善雄・佐藤洋輔・
吉田 淳･･･････････････････59
大規模稲作のための機械化技術体系の実証･･････････････････････鶴田正明・荻原武雄・
田中祐一･･･････････････････65
超音波センサを用いた水稲草丈自動計測法について･･･････････････木村勝一・
今園支和・菊池宏彰・
坂上 修・
伊藤信雄･･･････････････････････････････････････69
ケニアにおける農業機械の保守管理について･･････････････････････太田義信・井上高司・
Ａ．Ｑ．オダワ････････････････73

東北地域における農業機械化研究の歩み−第９回−･･････････秋田県立農業短期大学付属農場･････････････････79

【第36号】（平成元年１2月）
論 説
東北支部の活性化のために(その２)････････････････････････････････清水

浩･････････････････････････････････････････1

研究報告
トラクタのかじ取りハンドル作用力について･･････････････････････････太田義信･････････････････････････････････････････3
傾斜地用トラクタ(テラトラックTT33)の作業性能(第３報)･･････････････嶋田 浩・本橋圀司・田中勝千････････････････････9
傾斜地用トラクタ(テラトラックTT33)の作業性能(第４報)･･････････････田中勝千・本橋圀司・
嶋田 浩･･･････････････････15
農用作業車の動的側方転倒に関する研究･･････････････････････････高橋照夫・武田太一・
西川裕之･･･････････････････19
車両の低速時の運動と追跡曲線･･･････････････････････････････････鳥巣 諒････････････････････････････････････････23
その場反転プラウに関する研究(Ⅰ)････････････････････････････････上出順一・王 世学･･････････････････････････････29
スピードスプレーヤの騒音低減に関する研究(第２報)････････････････福地 博・金須正幸・
加藤弘道･･･････････････････35
小麦乾燥での水分むらとこれに起因する水分計の精度･･････････････西山善雄・
水沢秀一･････････････････････････････39
トレーラ輪に操舵機構を持つ２輪トレーラ系の基礎方程式について ･･･鳥巣 諒・
武田純一・伴野達也･･･････････････････45
大規模稲作経営の農業機械化について･･･････････････････････････武田純一・
伴野達也･････････････････････････････51
- 6 -

総 目 次 − ５（支部）

拡張円形分力計および八角形分力計の応力特性･･････････････････広間達夫・太田義信･････････････････････････････57
メカトロニクス教育用の簡易ロボットアームの製作･･･････････････････小林由喜也･････････････････････････････････････63
大底面積槽での有機物発酵過程の研究･･･････････････････････････呉 星五・
琵琶坂育雄・清水 浩･････････････････69
生ごみコンポスト化装置の実用研究･･･････････････････････････････清水 浩・高木良太･････････････････････････････73
農用トラクタ機関の出力制御に関する研究･･････････････････････････高橋照夫・
武田太一・落合賢一･･･････････････････79
レーザ光利用による水田の自動均平化技術の開発(第３報)･･････････木村勝一・
今園支和・藤井清信・坂上 修･････････85
自動走行管理機の開発(第２報)････････････････････････････････････大下泰生・
古川嗣彦・屋代幹雄・
矢治幸夫･････････89
スィートソルガム用長切り収穫機の開発････････････････････････････矢治幸夫・古川嗣彦・屋代幹雄・
大下泰生････････9５
スィートソルガム茎葉分離・
搾汁装置(１号機)の開発について････････屋代幹雄・古川嗣彦・大下泰生・矢治幸夫･･･････101
簡易ハイドロポニクス装置による水稲育苗の可能性について･････････屋代幹雄・古川嗣彦・大下泰生・矢治幸夫･･･････105
ソイルブロックマシンによるレタスの育苗････････････････････････････鶴田正明・荻原武雄・小田原和弘･･･････････････109
福島県における降水量からみた作業期間の地域的特徴･････････････荒川市郎･･････････････････････････････････････113

シンポジウム｢農業機械におけるハイテク利用｣ ････････････････････････････････････････････････････････････････117
東北地域における農業機械化研究の歩み−第10回−･････････福島県農試・山形県農試・秋田県農試･･･････････133

【第37号】（平成２年１2月）
論 説
技術による貢献を･････････････････････････････････････････････････伊澤敏彦･････････････････････････････････････････1

研究報告
クランク耕うん機の水田における耕うん特性について････････････････武田純一・
鳥巣 諒・
伴野達也････････････････････3
セラミックスと土との摩擦係数について･････････････････････････････太田義信・
林
徹･･････････････････････････････9
トラクタの自律型，位置・地形認識装置について････････････････････本橋圀司・嶋田 浩・
田中勝千･･･････････････････13
閉鎖循環気系の除湿による高水分籾の乾燥･･･････････････････････戸次英二・大里達朗･････････････････････････････17
ホッパに関する研究･･････････････････････････････････････････････赤瀬 章・
小林健一･････････････････････････････23
バイオマス熱分解装置の開発と物質収支の検証････････････････････清水 浩・
S.ウパリボン・Ｅ.カルカソナ・
R.パイリントラ････････････････････････････････････27
開発したバイオマス熱分解炉の熱収支の検証･･････････････････････清水 浩・Ｅ.カルカソナ・S.ウパリボン・
R.パイリントラ････････････････････････････････････35
有機物発酵乾燥における充填層の熱伝導についての研究･････････呉 星五・
清水 浩･････････････････････････････43
クロレラ培養槽の、転作水田利用による液温制御について･･････････清水 浩・菅原朋幸･･････････････････････････････49
乗用型左右揺動式床締め代かき機の試作･･････････････････････････藤井清信・
今園支和・木村勝一・坂上 修・
菊池宏彰・
伊藤信雄･････････････････････････････55
農用作業車の動的側方転倒に関する研究(第２報)･････････････････高橋照夫・武田太一・
西川裕之･･･････････････････59
転換畑における耕盤管理技術について(第１報)･････････････････････大下泰生・
矢治幸夫・伊澤敏彦・
屋代幹雄・
古川嗣彦･･･････････････････････････････････････67
心土破砕・堆肥条施・
播種同時作業機の作業性能･･････････････････大下泰生・伊澤敏彦・
屋代幹雄・
矢治幸夫・
古川嗣彦･･･････････････････････････････････････71
レーザ光利用による水田の自動均平化技術の開発(第４報)･･････････木村勝一・
今園支和・藤井清信・坂上 修･････････77
スィートソルガム茎葉分離・搾汁装置(２号機)の開発･････････････････屋代幹雄・
伊澤敏彦・大下泰生・古川嗣彦･････････81
水稲育苗用ハイドロポニクス施設の開発･･･････････････････････････屋代幹雄・
伊澤敏彦・
大下泰生・古川嗣彦･････････85
農作業における電波利用･････････････････････････････････････････屋代幹雄････････････････････････････････････････89
農作業試験における簡易な圃場条件調査法について･･････････････橋本 進・影山義春・和田山安信･････････････････93

東北地域における農業機械化研究の歩み−第11回−･････････青森県農試・岩手県農試・宮城県農業センター････97

【第38号】（平成３年１2月）
論 説
支部活動への期待･･･････････････････････････････････････････････平田孝三････････････････････････････････････････1

研究報告
モーアコンディショナの刈取り特性について････････････････････････武田純一・岩根和夫・
伴野達也････････････････････3
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スピードスプレーヤの騒音低減に関する研究(第３報)････････････････福地 博･････････････････････････････････････････9
大区画圃場に対応した超省力水稲散播作業法の開発(第１報)･･････木村勝一・今園支和･････････････････････････････15
大区画圃場に対応した超省力水稲散播作業法の開発(第２報)･･････村上則幸・今園支和・
木村勝一･･･････････････････19
改良型拡張円形分力計の開発･･･････････････････････････････････広間達夫・太田義信･････････････････････････････25
大気エネルギー利用による穀物乾燥の研究････････････････････････清水 浩・禹
瑾・西山善雄････････････････33
ストマック式精米機について･･･････････････････････････････････････上出順一・赤瀬 章･･････････････････････････････39
生籾乾燥における温・湿度の品質に及ぼす影響･･･････････････････張 林紅・戸次英二･････････････････････････････45
生籾乾燥における温・湿度の品質に及ぼす影響････････････････････戸次英二･張 林紅･･････････････････････････････53
米の貯蔵形態が品質に及ぼす影響････････････････････････････････木村俊範・清水直人・
深瀬 章・藁科二郎・
坪井邦利････････････････････････････････････････59
密閉式クロレラ培養槽を実用化するための補足研究････････････････清水 浩・高橋 章･････････････････････････････65
レーザ光利用による水田の自動均平化技術の開発(第５報)･････････木村勝一・
今園支和・
川村五郎･･･････････････････71
トラクタ作業性能計測システムの開発(第１報)････････････････････････大下泰生・伊澤敏彦・
屋代幹雄・
武田純一・
鳥巣 諒･･･････････････････････････････････････75
蓄熱利用による農産物貯蔵装置(第１報)･･･････････････････････････大下泰生・屋代幹雄・
伊澤敏彦･･･････････････････81
スィートソルガム茎葉分離・
搾汁装置と変換前処理システムの開発 ･･･････屋代幹雄・
伊澤敏彦・大下泰生・古川嗣彦・
櫻井 廣・
大森勝雄･････････････････････････････85
ハイドロポニクス育苗施設の遠隔計測・制御システムの開発･････････屋代幹雄・伊澤敏彦・
大下泰生･･･････････････････89
水耕による水稲苗の貯蔵技術････････････････････････････････････川村五郎・高橋英博・
黒澤 健･･･････････････････93

新技術情報
NIRを用いた食味分析計（
ＹＡＰ−610Ｃについて）
･･････････････････石井

勇・荒井広志･････････････････････････････97

東北地域における農業機械化研究の歩み−第12回−
改革進む農業機械化研究機関
東北農業試験場・弘前大学農学部・山形大学農学部・
岩手大学大学院農学研究科･･････････････････････････････101

【第39号】（平成４年１2月）
論 説
支部会員のみなさんへ････････････････････････････････････････････支部長

上出順一････････････････････････････････1

農業機械学会全国大会(弘前大学)の開催案内･･････････････････････････････････････････････････････････2
研究報告
測距輪による走行軌跡の計測････････････････････････････････････本橋圀司・
嶋田 浩・田中勝千････････････････････3
２輪トレーラ系の車線変更時のフィードバック・
ゲインの選択
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朽木靖之・広間達夫・
太田義信･･･････････････････････････････････････13
ホッパの排出性能に関する研究(第２報)････････････････････････････赤瀬 章・上出順一・
山本昭彦･･･････････････････19
ヒートポンプによる生籾の除湿乾燥に関する研究････････････････････張 林紅・
戸次英二･････････････････････････････27
汎用共同乾燥施設のコスト低減効果･･･････････････････････････････小南 力・小林英明･･････････････････････････････35
冷凍サトイモの解凍に関する研究･････････････････････････････････片平光彦・加藤弘道・
福地 博･･･････････････････39
家畜糞を主原料とした有機質資材の特性･･････････････････････････岩淵和則・
上出順一･････････････････････････････43
農業用ロボットハンドのための接近動作制御について･･･････････････高橋照夫・陳
浩･････････････････････････････47
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八重樫耕一・高橋寿一･････････････････63
乗用田植機用スクリュ型作溝機の開発･････････････････････････････和田山安信・影山義春・橋本 進･････････････････67
転換畑における耕盤管理技術について(第２報)････････････････････大下泰生・伊澤敏彦・
屋代幹雄･･･････････････････71
蓄熱利用による農産物貯蔵装置(第２報)･･･････････････････････････大下泰生・屋代幹雄・
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【第40号】（平成５年１2月）
論 説
中国における農業機械化の現状と基本政策････････････････････････李

明珠･････････････････････････････････････････1

研究報告
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澁澤 栄・広間達夫・
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環境にやさしい低コスト米づくりの実証(第１報)･･････････････････････泉 正則････････････････････････････････････････19
環境にやさしい低コスト米づくりの実証(第２報)･･････････････････････泉 正則････････････････････････････････････････23
施設内における土壌障害菌の防除法･･････････････････････････････棟方晃三････････････････････････････････････････27
ホッパの排出性能に関する研究(第３報)･･･････････････････････････赤瀬 章・上出順一・
本橋倫之･･･････････････････31
生籾の太陽熱直射乾燥に関する研究･･････････････････････････････工藤泰暢・C.I.ニンド・
戸次英二･･･････････････････37
大規模乾燥調製施設における除湿乾燥に関する研究(第１報)･･･････大里達朗・鶴田正明・
高橋 修・高橋昭喜・
八重樫耕一･････････････････････････････････････41
除湿乾燥米の食味評価･･･････････････････････････････････････････張 林紅・戸次英二･････････････････････････････47
農業用ロボットハンドのための接近動作制御について(第２報)････････高橋照夫・
陳
浩･････････････････････････････55
農機利用分野におけるメッシュ情報の利用に関する研究(第１報)･････小林由喜也・中村典裕・
小沢 亙･････････････････61
トラクタ作業性能計測システムの開発(第２報)････････････････････････大下泰生・伊澤敏彦・
屋代幹雄・
雁野勝宣・
武田純一・
鳥巣 諒･････････････････････････････67
GPSによる作業機の位置計測法････････････････････････････････････屋代幹雄・
大下泰生・伊澤敏彦・雁野勝宣･････････73
乗用田植機を利用した小麦・
大豆の立毛間播種技術････････････････木村勝一・
持田秀之・倉本器征・
今園支和･････････79
蓄熱利用による農産物貯蔵装置(第３報)････････････････････････････大下泰生・
伊澤敏彦・屋代幹雄・雁野勝宣･････････77

【第41号】（平成６年１2月）
論 説
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研究報告
ナタネ粗製油を燃料とした小型ディーゼル機関の運転･･････････････富樫千之････････････････････････････････････････3
草地の表面状態とトラクタ走行性(第２報)･･･････････････････････････田中勝千・
本橋圀司・杉浦俊弘・嶋田 浩･･････････7
環境にやさしい低コスト米づくりの実証(第３報)･･････････････････････泉 正則････････････････････････････････････････11
セル成形樹脂トレイ利用全自動野菜移植機の性能と利用法･････････新田政司・鶴田正明・
高橋 修・大里達朗・
高橋昭喜・
八重樫耕一･･･････････････････････････15
高能率ネギ移植機の開発･････････････････････････････････････････瀬野幸一・齊藤洋助・
芳賀泰典・田中 進・
向田良一････････････････････････････････････････19
果実収穫機の開発の現状と課題･･････････････････････････････････孫
明・高橋照夫・
福地 博・張 樹槐･････････23
生籾の太陽熱直射乾燥における日射量の算出について････････････工藤泰暢・
C.I.ニンド・
戸次英二･･･････････････････29
玄米の品質判定に関する研究････････････････････････････････････赤瀬 章・
相良 明・
上出順一･･･････････････････33
ハンドリング技術のための数値シミュレーション･･････････････････････元林浩太・
長坂善禎・矢治幸夫・木村勝一･････････39
ハンドリングのための根菜類の力学的特性の研究(第１報)･･･････････長坂善禎・元林浩太・
矢治幸夫・木村勝一･････････45
上向流バイオマス熱分解炉の性能評価について[英文]･･････････････B.A.カルカソナ・太田義信････････････････････････49
耕耘うん実験計測システムの開発･･････････････････････････････････鄭
鋼・
太田義信・伊藤賢明・
片岡 崇･････････55
レーザーガイドによる圃場内自動直進走行の試み･･････････････････木村勝一・山内敏雄・
矢治幸夫・元林浩太･････････61
画像処理によるコンテナの位置計測法(第１報)･････････････････････大下泰生・雁野勝宣・
屋代幹雄･･･････････････････65
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大区画圃場に対応した超省力水稲散播作業法の開発(第５報)･･････木村勝一・矢治幸夫・山内敏雄・
元林浩太･････････15
被覆型直播栽培に関する実証(第１報)･････････････････････････････若松正夫・小関一幸･･････････････････････････････19
春季の気象と水稲直播栽培の播種作業期間･･･････････････････････荒川市郎・
青田 聡･･････････････････････････････23
環境にやさしい低コスト米づくりの実証(第４報)･････････････････････泉 正則・青木伸浩・
金田正弘････････････････････27
大区画圃場における流入専用肥料施用(追肥)法･･･････････････････大里達朗・
鈴木良則・高橋 修・
小野剛志・
新田政司・
伊藤公成･･････････････････････････････31
アスパラガスの機械化栽培技術･･･････････････････････････････････朽木靖之・
沼田光夫・
橋本 進・和田山安信･･･････35
２値画像における連結状態のリンゴ果実の識別･････････････････････孫
明・
高橋照夫・張 樹槐・福地 博･････････39
ハンドリングのための根菜類の力学的特性の研究(第２報)･･･････････元林浩太・矢治幸夫・
木村勝一･･･････････････････45
籾の水分活性と水蒸気圧･････････････････････････････････････････佐々木哲・R.C.バウテスタ・
戸次英二･･････････････49
除湿方式と温風方式による籾の乾燥特性の比較････････････････････大下泰生・
雁野勝宣・高橋昭喜・
大里達朗・
高橋 修・
新田政司･････････････････････････････53
ニンニクの予措乾燥に関する研究(第１報)･･････････････････････････戸次英二・片平光彦･････････････････････････････59
ニンニクの予措乾燥に関する研究(第２報)･････････････････････････片平光彦・戸次英二･････････････････････････････65

【第43号】（平成８年１2月）
研究報告
ナタネ脱酸油・軽油の混合油の噴霧粒径･･････････････････････････富樫千之・
松森一浩・
上出順一････････････････････1
測距輪と傾斜計を使った地形測量装置････････････････････････････岡部祐加子・本橋圀司・高野 剛･･････････････････7
第５輪のみによるトラクタの位置認識･･･････････････････････････････本橋圀司・高野 剛・
益子祐二･･･････････････････11
微分幾何学的アプローチによる枕地の最短旋回軌道･･････････････鳥巣 諒・
田中健一・武田純一･･･････････････････15
トラクタ走行による土壌圧縮の有限要素法による解析･･･････････････広間達夫・阿部考志・
太田義信･･･････････････････21
農業情報WWWサーバーの構築に関する研究･････････････････････中村典裕・嶋田 浩・
稲元民夫･･･････････････････27
被覆型直播栽培に関する実証(第２報)･････････････････････････････若松正夫････････････････････････････････････････31
畦畔除草ロボットに関する基礎的研究(第１報)･･････････････････････武田純一・
油川圭太･･････････････････････････････35
試作オウトウシェーカによる圃場試験･･････････････････････････････赤瀬 章・鈴木 洋・上出順一・高木陽介･････････39
オウトウ果実の脱離特性･･････････････････････････････････････････赤瀬 章・鈴木 洋・
上出順一・高木陽介･････････43
線要素パターン検出方式の画像処理による線の形状判別･･･････････高橋照夫・張 樹槐・
■
明・福地 博･････････49
農産物の比熱に関する研究･･･････････････････････････････････････加藤弘道・福地 博･･････････････････････････････55
米の乾燥過程における胴割れ発生････････････････････････････････登嶋 守・
R.C.バウテスタ・戸次英二･･･････････････61
ニンニクの予措乾燥に関する研究(第３報)･････････････････････････佐藤 賢・片平光彦・
戸次英二････････････････････65
加熱通風によるニンニクの乾燥特性と運転経費････････････････････片平光彦・佐藤 賢・戸次英二････････････････････69
除湿乾燥方式を採用した米麦乾燥調製施設の実態(第２報)･････････高橋昭喜・
大里達朗・伊藤勝浩・
高橋 修・
新田政司････････････････････････････････････････75
農業工学におけるファジイ理論応用の現状･････････････････････････呉 慧敏・太田義信･･････････････････････････････79

【第44号】（平成９年１2月）
研究報告
ノズルテスターによるナタネ脱酸油の噴霧粒径･･････････････････････富樫千之・
松森一浩･･･････････････････････････････1
深耕ロータリ耕うんの土壌移動特性(第１報)･････････････････････････小野寺一宏・
片岡 崇・村上成宏・広間達夫・
太田義信･････････････････････････････････････････7
車輪下の土中垂直応力･･･････････････････････････････････････････広間達夫・
阿部孝志・片岡 崇・太田義信･････････13
斜面上におけるトラクタ系車両の自律走行･････････････････････････中辻直良・鳥巣 諒・
武田淳一･･･････････････････17
第５輪によるトラクタの位置認識･･･････････････････････････････････本橋圀司・高野 剛・
益子祐二･･･････････････････23
光波測距角儀を用いたトラクタ走行軌跡の簡易計測法･･････････････田中勝千・本橋圀司・高野 剛・石田頼子･････････27
超音波式変位センサによる牧草刈取り境界の検出(第１報)･･･････････田中勝千・
本橋圀司・高野 剛・
石田頼子･････････33
加熱通風によるニンニクの乾燥特性と運転経費(第２報)･･････････････片平光彦・
佐藤 賢・戸次英二･･･････････････････37
除湿空気によるニンニクの乾燥特性と部位別水分量･････････････････佐藤 賢・片平光彦・
戸次英二･･･････････････････43
籾の吸湿による胴割れ････････････････････････････････････････････中西一久・
バウテスタ,R.C.・戸次英二･････････････47
圃場における画像撮影環境と画像の濃度分布について(第１報)･･････小林由喜也・
中村典裕・嶋田 浩･････････････････51
画像処理による根菜類の幼苗の認識･･････････････････････････････上野有穂・張 樹槐・
高橋照夫・戸次英二･････････57
試作オウトウシェーカによる圃場試験(第２報)････････････････････････赤瀬 章・鈴木 洋・
上出順一・
岡 貴志・
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ネギの省力栽培技術(第１報)･･････････････････････････････････････小野寺徹・田中嘉浩･････････････････････････････73
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葉たばこ作の機械化に関する研究････････････････････････････････太田義信・佐々木公・
片岡 崇･･･････････････････81
中国・東北部の塩類土壌地帯の農地改良について(第１報)･･････････太田義信・
馬場秀和・井上克弘・
雑賀 優・
原 道宏・三輪 弌･･････････････････････････87

【第45号】（平成10年１2月）
支部長挨拶
支部長就任にあたって････････････････････････････････････････････太田義信･････････････････････････････････････････1

研究報告
光波測距角儀を用いたトラクタ走行軌跡の簡易計測法(第２報)･･････田中勝千・
石田頼子・
本橋圀司・
高野 剛･･････････3
光波測距角儀を用いたトラクタ走行軌跡の簡易計測法(第３報)･･････石田頼子・田中勝千・
本橋圀司・
高野 剛・
･････････9
レーダ速度計を使用したトラクタの位置計測････････････････････････高野 剛・本橋圀司・田中勝千・
石田頼子･････････15
草地におけるプレシジョンファーミング(第１報)･･････････････････････田中勝千・本橋圀司・
高野 剛・石田頼子･････････21
圃場における画像撮影環境と画像の濃度分布について(第２報)･････小林由喜也・
嶋田 浩･･･････････････････････････25
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傾斜草地更新技術の開発（
第３報）
･････････････････････････････････田中孝一・渋谷幸憲・
市戸万丈･･･････････････････18
作物の生体情報検出に関する研究（第１報）･････････････････････････鈴木正肚・
行本 修・小林 研・
渡辺兼五････････20
作物の生体情報検出に関する研究（第１報）･････････････････････････鈴木正肚・
小林 研・村上則幸・
渡辺兼五････････22
- 11 -

総 目 次 − ５（支部）

接ぎ木作業の機械化に関する研究（第４報）････････････････････････鈴木正肚・小林 研････････････････････････････24
自然循環／直膨ヒートポンプ型集熱システムの開発･･････････････････深田浩司・
森嶋 博・瀬尾康久・芋生憲司････････26
圧電素子の急速変形を利用したマイクロマニピュレータの開発････････樋口俊郎・
山形 豊・古谷克司・
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画像処理による黒大豆の品質判定･････････････････････････････････伊藤博通・
山下律也･････････････････････････････77
トルク感応型センターデフ内蔵傾斜地用４輪駆動車の走行特性･･････佐藤員暢・山下 淳・
金谷 勉・
福本好博････････81

九州支部−九州支部誌
【第38号】（平成元年９月）
巻頭言･････････････････････････････････････････････････････････････石橋貞人
研究報告
駆動ディスクプラウの耕耘特性に関する研究･･･････････････････････権 純球・
坂井 純・井上英二・梅田直円･･････････1
「
エキスパートシェル」によるロータリ耕うん軸のエキスパート
CADシステム構築･･････････････････････････････････････････坂井 純・陳
鵬・野口良造････････････････････6
小型トラクタのPTO性能と燃料噴射調整装置･･･････････････････････坂井 純・劉 蚊竜・
中司 敬･･･････････････････12
マルチシーダーの覆土機構に関する研究･･････････････････････････永田雅輝・古池寿夫・
岡田芳一・御手洗正文・
石川勝美・S.S.Weru･･････････････････････････････18
さとうきび小型刈取機の開発研究(第１報)･･････････････････････････大城 健・赤嶺文夫・
新里良章・宮平守邦･････････24
穀物粉体の乾燥特性･････････････････････････････････････････････村田 敏・河野俊夫･･････････････････････････････32
超高速テンパリング乾燥実現のための一考察･･････････････････････村田 敏・河野俊夫・小出章二･･･････････････････37
大豆の乾燥特性･････････････････････････････････････････････････村田 敏・河野俊夫・
小出章二･･･････････････････41
粉体の熱特性の測定･････････････････････････････････････････････村田 敏・宮内樹代史・
鎌田真彦・堀 義昭･･･････46
精米の浸水障害･････････････････････････････････････････････････村田 敏・小出章二・
河野俊夫･･･････････････････49
カボス果実の貯蔵形態と鮮度保持･････････････････････････････････志賀 徹・
野崎益寛・村田 敏・石橋貞人･････････54
黒糖の貯蔵に関する基礎的研究･･････････････････････････････････秋永孝義・
国府田佳宏･･･････････････････････････58
野菜工場及びガラス室におけるサラダナ及びレタスの栽培
実験(第１報)･･･････････････････････････････････････････････小島孝之・芝山雅代・
末広晃一・
久松 衛・
川岸兼義・松崎 治・
中原光久・田中 要･････････62
コンニャク芋の乾燥と品質評価･････････････････････････････････････守田和夫・
田原迫昭爾・前梶建治・
田中俊一郎・
魏 長楽･･･････････････････････････････････････69
太陽熱利用牧草乾燥施設における効率的通風制御････････････････細川 寿・星野盛二・
雁野勝宣･･･････････････････77

解

説

大分県における「一村一品運動」
について･･････････････････････････渡辺 崇････････････････････････････････････････82
ハイテク農園の機械及び作業実態･････････････････････････････････小田原長治･･････････････････････････････････････84
いわし整列機構の開発及び実用化････････････････････････････････横山栄一････････････････････････････････････････86

【第39号】（平成２年９月）
巻頭言･････････････････････････････････････････････････････････････古池壽夫
研究報告
ジャガール(島尻層泥岩風化土)の高速一軸圧縮特性･･･････････････上野正実・
泉 裕己･･････････････････････････････1
農用車輪ラグに作用する諸外力の計測装置について（１）････････････坂井 純・
周 衛中・井上英二・陳
鵬･･････････6
計測・
制御のＣＡＩ
システムに関する基礎研究(第１報)････････････････坂井 純・劉 蚊竜・
井上英二･･･････････････････11
マルチシーダの孔検知機構の研究･････････････････････････････････永田雅輝・
古池壽夫・岡田芳一・
石川勝美・
御手洗正文･････････････････････････････････････17
グァバのプラスチックフィルム包装による品質保持(英文)･････････････セリ・ウルヤニ・
国府田佳弘・
秋永孝義･････････････22
貯留穀物の水分分布変動の予測･･･････････････････････････････････村田 敏・田川彰男・
河野俊夫・伊賀上隆・
小出章二・
田中史彦･････････････････････････････27

技術報告
ロータリ軸装着式不耕起播用覆土装置････････････････････････････藤井秀明・福田誠実･････････････････････････････33
歩行用トラクタ犂耕の原理と和犂の設計理論･･･････････････････････坂井 純････････････････････････････････････････38

【第40号】（平成３年９月）
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巻頭言･････････････････････････････････････････････････････････････泉
研究報告

裕己

小型農機による畑水稲の作業体系に関する試験(第１報)･･･････････古池壽夫・御手洗正文････････････････････････････1
小型農機による畑水稲の作業体系に関する試験(第２報)･･･････････古池壽夫・御手洗正文････････････････････････････6
自脱型コンバインの定置振動加速度の６自由度成分計測････････････井上英二・
鹿島 潤・坂井 純・
井出 治・
稲葉繁樹････････････････････････････････････････12
普通型コンバインのリール機構に関する研究････････････････････････坂井 純・モーゼス フランク オ ドゥオリ・
井上英二････････････････････････････････････････19
沖縄の重粘土圃場における土壌付着とトラクタのけん引性能
の関係･･･････････････････････････････････････････････････上野正実・泉 裕己･･････････････････････････････24
空気圧送式施肥播種機を利用した水稲の直播栽培技術に関す
る研究･････････････････････････････････････････････････････石川勝美・
武田訓光・岡田芳一・永田雅輝・
槐島芳徳・坂本俊憲・
中村 博･･･････････････････30
MATLABによるトラクタの振動解析･･････････････････････････････････坂井 純・
野口良造・木下 統･･････････････････35
水の磁気処理に関する基礎的研究･････････････････････････････････石川勝美・田辺公子・
岡田芳一・
永田雅輝・
増田純雄・
槐島芳徳･････････････････････････････40
車輪走行性に与える耕盤深さの影響･･･････････････････････････････橋口公一・住吉和彦・
上野正実・能勢行則・
内山恵一･･･････････････････････････････････････44
Cam のＣＡＤ／ＣＡＭ･････････････････････････････････････････････金 基大・
坂井 純･････････････････････････････51
禾穀類穀物の呼吸特性･･･････････････････････････････････････････村田 敏・
河野俊夫・伊賀上隆・小出章二・
田中史彦･･･････････････････････････････････････61

技術報告
小型農機を基幹とした水稲乾田直播栽培による水稲生産費
の低減について･･･････････････････････････････････････････古池壽夫････････････････････････････････････････66
そばの機械化栽培････････････････････････････････････････････････大村幸次・
仲川政市･････････････････････････････72
トラクタ用ロータリ耕うん部の要求品質と製品現状････････････････････岩崎浩一・
宮部芳照･････････････････････････････78

声
我々の役割･･･････････････････････････････････････････････････････今村健二･･･････････････････････････････････････83

【第41号】（平成４年９月）
巻頭言･････････････････････････････････････････････････････････････支部長
研究報告

坂井

純

カオスと農業機械の非線形振動････････････････････････････････････野口良造・井上英二・
鹿島 潤・
木下 統･
井出 治････････････････････････････････････････1
白米研ぎ汁の粒度分布の測定･････････････････････････････････････村田 敏・
田中史彦・徳永淳一････････････････････7
イグサハーベスタにおけるファジィ操向制御の省力効果･････････････藤木徳實・松本一昭・内田 進・稲葉繁樹････････13
タマネギの予措乾燥に関する研究･･････････････････････････････････松尾隆明・
稲葉繁樹・藤木徳實・
内田 進・
末次豊春･･･････････････････････････････････････24
クローラと地盤の相互作用に関する有限要素解析･･････････････････上野正実・泉 裕己･････････････････････････････30
石英斑岩を用いた水の活性化に関する一考察･･････････････････････石川勝美・
田辺公子・岡田芳一・
永田雅輝・
槐島芳徳・坂本俊憲・
中村 博・
南野達雄・
田村緑朗･･･････････････････････････････････････34
小麦の夏播き栽培技術に関する研究･･･････････････････････････････石川勝美・岡田芳一・
永田雅輝・
坂本俊憲・
中村 博・
槐島芳徳･････････････････････････････40
沖縄県産完熟パインアップルの貯蔵温度について･･････････････････マリア金城・秋永孝義・
国府田佳弘････････････････46
アングライヒ装置をもつトラクタエンジンの部分負荷性能の解析･･･････中司 敬・金 暎根・
池田一敏・坂井 純･････････51
農業機械の自動運転システムに関する研究････････････････････････坂井 純・
木下 統・溝田武人････････････････････56
パインアップル果実の近赤外分光分析による品質判定の
可能性の検討･･････････････････････････････････････････････河野吉秀・
田邊哲也・高橋一郎・国府田佳弘・
秋永孝義・
前田 弘･････････････････････････････59
ホテイアオイからのメタンガス生産･････････････････････････････････小島孝之・田中宗浩・
久松 衛･･･････････････････63

技術報告
いぐさの機械化栽培体系の変遷･･･････････････････････････････････田島富男････････････････････････････････････････69
ウイング揺動式心土破砕機の開発･････････････････････････････････清原幸一・村田 勝･･････････････････････････････75
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声
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【第42号】（平成５年９月）
巻頭言 ･････････････････････････････････････････････････････････････田原迫昭爾
研究報告
畦表面硬化法によるカンショの土壌水分及び降水侵入制御
の可能性･･････････････････････････････････････････････････雁野勝宣・
長谷川功・
大場和彦・桃木徳博・
木方展治･････････････････････････････････････････1
台形ラグによる土壌貫入跡の解析･･････････････････････････････････坂井 純・
崔 重燮・
井上英二・周 衛中・
尹 汝斗････････････････････････････････････････7
回転円盤の空転トルクと所用動力･･････････････････････････････････モーゼスフランクオドゥオリ・坂井 純・
井上英二････14
車輪ラグの離脱面積解析･･････････････････････････････････････････崔 重燮・
坂井 純・井上英二・
尹 汝斗･････････18
噴霧式育苗・
栽培装置の開発･･････････････････････････････････････山中捷一郎・江崎 聡･･･････････････････････････26
ミカン選果施設の計量工程の改善･････････････････････････････････内田 進・
藤木徳實・中村光代･･･････････････････33
レーザーライトシートによる貯蔵庫内の気流分布････････････････････内田 進・藤木徳實・
末吉太郎･･･････････････････38
白米の吸湿特性･･････････････････････････････････････････････････村田 敏・
K.S.P.アマラトゥンガ・田中史彦・
堀 善昭････････････････････････････････････････43
白米における吸水についての研究･････････････････････････････････村田 敏・
徳永淳一・
田中史彦・小出章二・
K.S.P.アマラトゥンガ･･････････････････････････････49
蒸し(白米)の熱力学的測定････････････････････････････････････････村田 敏・
田中史彦・徳永淳一・
堀 善昭･････････53
農産物の非破壊水分測定のための電磁的質量特性･････････････････松本一昭・藤木徳實・
内田 進･･･････････････････57
穀物の呼吸特性(第２報)･･･････････････････････････････････････････村田 敏・
河野俊夫・中野浩平・喜田環樹・
田中史彦・関 竜二・
小出章二･･･････････････････61
調理温度域における馬鈴薯の乾燥特性････････････････････････････村田 敏・
田中史彦・
K.S.P.アマラトゥンガ・
河野俊夫・小出章二・フセイン スロウラ････････････68
液体窒素による大豆急速凍結時の沸騰熱伝達率の推定････････････村田 敏・河野俊夫・中野浩平・
田中史彦・
関 竜二・小出章二・
喜田環樹･･･････････････････73
食用油の熱膨張の測定･･･････････････････････････････････････････村田 敏・
田中史彦・徳永淳一・
廣瀬孝志・
今田大介・中野浩平・
羽原一宏･･･････････････････80

技術報告
シミュレーションプログラムＴＵＴＳＩ
Ｍについて･･･････････････････････藤木徳實・
内田

進・松本一昭･･･････････････････85
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進････････････････････････････････････････90

声
農産物繭生産費の見直しについて･････････････････････････････････末次豊春･･･････････････････････････････････････93

【第43号】（平成６年９月）
巻頭言･････････････････････････････････････････････････････････････坂井
研究報告

純

走行車輪の接地応力分布とけん引性能に関する研究･･･････････････上野正実・
鹿内健志・橋口公一・
岡安崇史・
能勢行則････････････････････････････････････････1
農用履帯車両の自律走行に関する基礎的研究･････････････････････井上英二・
坂井 純・武智貫太・
上島徳弘・
稲葉繁樹・
金 暎根･･････････････････････････････9
走行車輪に作用する土壌反力の変動に関する研究･････････････････鹿内健志・上野正実・
橋口公一・能勢行則･････････13
可動転輪と固定転輪を有するゴム履帯車両の振動特性に
関する研究････････････････････････････････････････････････鹿島 潤・金 暎根・井上英二・
坂井 純・
稲葉繁樹････････････････････････････････････････19
自脱コンバイン収穫作業時の衝撃が高水分小麦の品質に
及ぼす影響･････････････････････････････････････････････冨樫辰志・西田初生･･････････････････････････････25
さとうきび機械化生産システムの効率化に関する基礎研究(第１報)････上野正実・
鹿内健志・
泉 裕己・奈良貴夫･････････30
イチゴの自動選別システム用収穫トレーに関する基礎研究(第１報)･･･永田雅輝・
木下 統・曹 其新・田中美和･････････38
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小豆の乾燥特性の測定････････････････････････････････････････････村田 敏・
渋谷和子・K.S.P.AMARATUNGA・
田中史彦･･･････････････････････････････････････56
穀層内の自然対流に関する研究･･･････････････････････････････････小出章二・
村田 敏・
永尾宏臣・内野敏剛････････60
穀物の呼吸特性(第３報)･･･････････････････････････････････････････村田 敏・
内野敏剛・河野俊夫・中野浩平・
喜田環樹･･･････････････････････････････････････64
微少エネルギーが植物体に及ぼす影響について･･･････････････････山本彰裕・国府田佳弘・秋永孝義････････････････68
食品の解凍理論･･････････････････････････････････････････････････村田 敏・羽原一宏・
田中史彦･･･････････････････72
航空写真データを用いた1993年豪雨被災地の抽出･････････････････石黒悦爾・宮里 満・難波直彦・
岩永浩一・
三輪晃一・長 勝史・
若松千秋・池田日出男･･････76

技術報告
不耕起栽培用汎用作業機による転換畑大豆の安定・
省力栽培･･･････原

英雄・
入口義春・
西野敏勝・小島勝次郎･･････81

解説
最近注目の殺菌法････････････････････････････････････････････････内野敏剛･･･････････････････････････････････････88

声
稲作の省力・
低コストについて･･････････････････････････････････････本多利久･･･････････････････････････････････････93

【第44号】（平成７年９月）
巻頭言･････････････････････････････････････････････････････････････村田
研究報告

敏

走行車輪下の土壌変形と走行性に関する研究･････････････････････鹿内健志・
上野正実・岡安崇史・橋口公一･･････････1
ゴム履帯における転輪の転動抵抗に関する研究････････････････････稲葉繁樹・松尾隆明・井上英二・
橋口公一・
鹿島 潤････････････････････････････････････････6
農用履帯車両の自律走行に関する研(第2報)･･･････････････････････井上英二・
上島徳弘・梶原康一・橋口公一・
稲葉繁樹・
金 暎根･････････････････････････････10
農機・農産施設のアクティブノイズコントロールによる騒音の低減化･･･井上英二・高橋仁康・
山本裕明・橋口公一・
村田 敏･･･････････････････････････････････････15
主産地におけるイチゴ生産調査････････････････････････････････････永田正輝・
木下 統・曹 其新・日吉健二・
岩切 覚・
辰巳保夫･････････････････････････････20
イチゴの形状特徴抽出の一手法･･･････････････････････････････････永田雅輝・曹 其新・
御手洗正文・
藤木徳實・
木下 統・
日吉健二･････････････････････････････26
スイカの圧縮と加速度に対する損傷限界と物理的特性･･････････････細川 寿・
深澤秀夫・薬師堂謙一･････････････････31
貯蔵乾燥ビンにおける撹拌と除湿通風による生籾の乾燥効果････････内田 進・
藤木徳實･････････････････････････････36
小麦粉の通風抵抗････････････････････････････････････････････････村田 敏・小出章二・
菅原祐二・
田中史彦・
K.S.Ｐ.アマラトゥンガ･････････････････････････････41
静電分離をした小麦粉の物性とそのパンの食味特性････････････････糸井正基・川崎聖司・
国府田佳弘・秋永孝義・
藤本 修･･･････････････････････････････････････45
マイクロ波による農産物解凍に関する研究･･････････････････････････村田 敏・
内野敏剛・河野俊夫・
中野浩平・
喜田環樹・
井上眞一･････････････････････････････51

解説
ＧＰＳの農業分野への適用･･････････････････････････････････････岩崎浩一････････････････････････････････････････55
農業分野への画像処理技術の応用について･････････････････････木村修一････････････････････････････････････････58

声
農業情勢と未来型機械開発について････････････････････････････大橋弘章････････････････････････････････････････64

【第45号】（平成８年10月）
巻頭言 ･････････････････････････････････････････････････････････････国府田佳弘
研究報告
回転硬化を伴う土の弾塑性構成式における共回転速度テンソル･････陳 忠平・
橋口公一･･････････････････････････････1
車輪走行による土の締め固め現象･････････････････････････････････鹿内健志・上野正実・
橋口公一････････････････････8
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農用履帯車両の自律走行に関する研究(第３報)･････････････････････井上英二・
梶原康一・川尻伸也・
橋口公一・
稲葉繁樹・金 暎根・
崔 重燮･･･････････････････12
早期水稲のマルチ栽培システムにおける植付穴の形成について･････永田雅輝・
日吉健二・王 紅永・タデオD．ﾍﾞﾙﾅﾄﾞ・
岡田芳一・田中俊一郎･･･････････････････････････17
野菜工場における全自動ロボットシステムの開発････････････････････金 基大・小島孝之･････････････････････････････22
ニューラルネットワークニよるイチゴ画像の輪郭形状判定の試み･･････曹 其新・
永田雅輝・木下 統・ペピトバト･････････26
穀物の減圧加熱乾燥特性･････････････････････････････････････････河野俊夫・中野浩平・
内野敏剛・
井上眞一・
細山田健志・
梅野義一・木下忠彦･････････････････31
MA段ボール箱によるﾌﾞﾛｯｺﾘの鮮度保持と容器内ガス濃度の予測････内野敏剛・永尾宏臣・
村田 敏・河野俊夫・
塚崎守啓・
中村宣貴･････････････････････････････36
サトウキビの品質データの利用に関する基礎研究･･･････････････････上野正実・孫 麗亜･･････････････････････････････41

技術報告
ニンジン栽培の省力化に関する調査･･･････････････････････････････上原数見・喜久山守良･･･････････････････････････47

解説
農作業の労働科学的解析･････････････････････････････････････････細川

寿･･･････････････････････････････････････53

声
沖縄糖業の現状と課題･････････････････････････････････････････････平良治男･･･････････････････････････････････････59

【第46号】（平成９年９月）
巻頭言･････････････････････････････････････････････････････････････権藤昭博
研究報告
沈下特性による剛性車輪の走行性予測に関する基礎研究･･･････････上野正実・
鹿内健志・大嶺政朗・橋口公一・
岡安崇史････････････････････････････････････････1
トレイ式果菜苗生産における播種ミスの画像処理による検出の試み･･･永田雅輝・王 紅永・
ザカリア ムガニルワ・
岡田芳一・御手洗正文・藤木徳實･･････････････････7
有限要素法による麦稈の撓み量の解析････････････････････････････井上英二・金 暎根・
橋口公一・山口陽理・
岡安崇史････････････････････････････････････････12
サトウキビ間作システムに関する基礎研究(第１報)･･･････････････････上野正実・鹿内健志・
田中大三･･･････････････････16
リモートセンシングによる地表面情報解析･･･････････････････････････兵頭 薫・
宝樂 裕・
田畑智廣・米村龍一・
石黒悦爾･･･････････････････････････････････････22
貯蔵乾燥ビンによる生籾の通風乾燥(第１報)････････････････････････内田 進・藤木徳實・李 再貴･･･････････････････26
貯蔵乾燥ビンによる生籾の通風乾燥(第2報)････････････････････････内田 進・藤木徳實・
李 再貴･･･････････････････31
吸湿体による穀物の混合貯留乾燥に関する研究･･･････････････････河野俊夫・内野敏剛・
細山田健志・
井上眞一･･････36
二元調湿換気式低温貯蔵庫内における熱・物質移動予測に
関する研究････････････････････････････････････････････････田中俊一郎・守田和夫・田中史彦・
王 世清・
小川幸春･･･････････････････････････････････････42
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