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刊行のことば

農業食料工学会創設 80 周年事業（1937 年に創設された農業機械学会の時代を含む）として，

内野敏剛前会長からハンドブック編集委員長の大役を授かった。これまで 1957 年 10 月に農業

機械ハンドブック（創設 20 周年事業，二瓶貞一委員長）が創刊されて以来，1969 年 11 月に改

訂版（鏑木豪夫委員長），1984 年 3 月に新版（創設 45 周年事業，江崎春雄委員長），そして創設

60 年目の 1996 年 2 月に刊行された生物生産機械ハンドブック（並河清委員長）と歴々の先輩

方が積み上げてこられた理論，知識，技術，経験が集大成された学会を挙げてのシリーズであ

る。

当学会のアクティビティは，1970 年代までは農用原動機，精米機，佅すり機，脱穀機，乾燥

機，耕うん機，トラクタ，コンバイン，田植機等の機械化に関わる研究や技術開発が主であっ

た。水田作に関わる機械化体系がほぼ一通り完成したその頃，各大学の農業機械系の研究室に

ポストハーベーストの分野となる農産加工に関わる研究室が新設されるようになった。それと

同時期に，近赤外分光法やマシンビジョンに代表される非破壊検査の研究が始まり，センシン

グ，自動化，ロボット化，施設園芸や植物工場の装置化等のテーマが当学会でも目立ち始めた。

1985 年からは全国の国立大学の農学部改組が始まり，その後全国の大学に改組が広がるととも

に，「農業生産」に代わり，「生物生産」という言葉が使われ始めた。その理由は「生物生産」

は「農業生産」を含み，より広い範疇を示す言葉という解釈であり，一種のブームのようにな

った記憶がある。前ハンドブックの編集委員長である並河清先生のまえがきにも，そのハンド

ブックのタイトルについて触れられている。

21 世紀に入ると，今度は情報化の波が押し寄せ，精密農業，リモートセンシング等の技術，

さらに生産のみならず流通，消費までの技術が「6 次産業化技術」として対象となり，「農」と

「食」という意識が生まれるようになった。それと同時に，これまでのマクロスコープ的な技術

に留まらず，細胞や含有物質等を対象にして，分子レベル，ナノレベルのミクロな研究も行わ

れるようになった。このように大学や研究機関の研究が非常に多様化する一方で，当学会に所

属する企業の多くはアジアを中心とした海外での生産活動を支援する技術開発を行うようにな

り，国際化に拍車がかかった。

近年では前述の「農」から「食」の情報化の流れに，IoT，AI 等の技術が加わることによっ

て，スマート農業，ドローン等の新たな技術革新の要望が大きな潮流となって押し寄せている。

この背景には，アジア，アフリカ諸国の人口増加に伴う食料・エネルギー不足，環境汚染が懸

念される中で経済成長する流れと日本を含めヨーロッパの先進諸国における人口減少，労働力

不足に伴う生産力低下を危惧する流れの二つの異なる流れが現在併存する状況にあり，IoT，
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AI 等がグローバルな視点で問題解決可能な技術としてどちらの諸国にも共通する取り組むべ

き課題となったことが挙げられる。

本学会は前述の多様なアクティビティを抱えるようになったことから，2013 年に大下誠一元

会長の下で農業機械学会から農業食料工学会と改称された。そのことより，本ハンドブックも

新学会名を冠した名前とすることで編集委員の合意を得た。さらに，以前の当学会との相違点

は今年度（2019 年度）より一般社団法人となったことである。同時に，学会の国際化を推進す

るため，海外に居住する外国籍の個人を「海外会員」という新たな会員制度で受け入れること

となった。そこで，「海外会員」および日本の技術に興味を持っているが日本語を読むのが困難

な方のために，当学会ホームページの英語ページに英訳した目次を公開することで，当学会が

保有する技術の概要を海外の方にも示している。

本ハンドブックは 2 部構成となっており，1 編から 5 編までの総論的内容と 6 編から 17 編ま

での各論的内容からなる。1 編から 5 編はこれまでにない本ハンドブックの特徴的な編で，各

編の概要についてキーワードを含めて列記すると，第 1 編：地球上でサスティナブルな農業を

営むための機械化・精密農業，安全管理，第 2 編：食料生産と環境維持のトレードオフ問題，

生産が土・水・大気に与える影響，第 3 編：農業に関わるエネルギー資源，エネルギー変換技

術，第 4 編：農業機械の自動化・ロボット化・情報化，AI や IoT をからめたスマート農業，第

5 編：収穫後の品質管理・評価技術のための農畜水産物の物理的・生理的・化学的特性等とな

る。これらを読んで頂ければ，多様化した当学会のアクティビティの現状，課題ならびに将来

のあるべき姿が垣間見られる。続いて，6 編からの各論ではこれまでのハンドブックの目次を

基に再編し，それぞれの項目で近年開発された新たな技術が加えられている。

このように，本ハンドブックは我が国で蓄積されてきたアジア型の小規模集約的農業技術，

高品質な食料生産技術，ならびに今後期待される研究や技術開発についての集大成と言え，19

名の編者と 207 名の執筆者によって詳述された努力の結晶である。次世代を担う研究者，技術

者，大学や高専の教員ならびに学生諸氏が本書を礎にしてアジアを始めとする世界の食料－環

境問題を解決可能とする新しい技術開発に挑むことを祈念している。

最後に，長期間にわたりご尽力頂いた編者ならびに執筆者各位にお礼を申し上げるととも

に，忍耐強く支えて頂いたコロナ社の関係各位に深く感謝の意を表する。

2020 年 1 月

一般社団法人 農業食料工学会 会長
農業食料工学ハンドブック編集委員会 委員長

近藤 直
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執 筆 者 一 覧
(執筆順)

澁 澤 栄 1 編イントロ，1 章，2.4

森 本 英 嗣 1 編 2.1，2.2，4 編 1.1.4

梅 田 大 樹 1 編 2.2，4 編 1.1.4

近 藤 直 1 編 2.3，4 編 2.5，5 編イントロ，

12 編 4.2.1，4.2.2，4.2.4，4.2.5

行 本 修 1 編 3.1～3.3

宮 崎 昌 宏 1 編 3.4，12 編イントロ，1 章

星 典 宏 1 編 3.5

天 羽 弘 一 1 編 3.6，8 編 1.3，2.2，14 編 2.9，

3.4，3.5

林 茂 彦 1 編 3.7，13 編 5.3

積 栄 1 編 4.1

菊 池 豊 1 編 4.2，6 編 5.1.2，5.1.4，5.1.5，

5.3.1

木 下 統 1 編 4.3

冨 田 宗 樹 1 編 4.4，6 編 5.1.1，5.1.3，5.2，

5.3.2

北 村 豊 1 編 4.5，5 編 2.3，2.6.2

芋 生 憲 司 1 編 5 章，3 編イントロ，1 章，2 章，

9.1，10 章

大 下 誠 一 2 編イントロ，1 章

塩 沢 昌 2 編 2 章

久保田 富次郎 2 編 3 章

米 村 正一郎 2 編 4 章

松 尾 陽 介 3 編 3.1～3.8

清 水 一 史 3 編 3.9

日 髙 靖 之 3 編 4 章，5 編 1.7.4，

10 編 1.3～1.5，11 編 1.5.2

鬼 頭 孝 治 3 編 5 章

川 越 義 則 3 編 6 章

近 藤 守 3 編 7 章

海 津 裕 3 編 8 章，4 編 2.3.3

田 中 耕太郎 3 編 9.2

牛 山 泉 3 編 9.3

上 田 達 己 3 編 9.4

井 岡 聖一郎 3 編 9.5

花 形 将 司 3 編 11 章

野 口 伸 4 編イントロ，2.1，2.2，2.3.1

石 井 一 暢 4 編 1.1.1，1.2.3

伸 島 良 次 4 編 1.1.2，1.1.3

岡 本 博 史 4 編 1.1.5，1.2.2，1.2.4，1.3.2

谷 宏 4 編 1.1.6，1.3.1

原 圭 祐 4 編 1.1.7，1.1.8

堂 腰 顕 4 編 1.1.9

吉 田 剛 4 編 1.2.1

元 林 浩 太 4 編 1.2.5

杉 浦 綾 4 編 2.3.2

八 木 栄 一 4 編 2.3.4

若 杉 晃 介 4 編 2.3.5，9 編 2 章

有 馬 誠 一 4 編 2.4，13 編 5.1，5.2，5.4

小 宮 道 士 4 編 2.6，15 編 3 章

豊 田 淨 彦 5 編 1.1.1，1.5.2，1.6.1，1.7.1，

1.7.5，2.6.3

西 津 貴 久 5 編 1.1.2，1.3.4，1.4.1，1.8.2

林 孝 洋 5 編 1.2

坂 口 栄一郎 5 編 1.3.1，11 編 1.6，2.2，2.7

川 上 昭太郎 5 編 1.3.2

村 松 良 樹 5 編 1.3.3

田 中 史 彦 5 編 1.4.2

田 川 彰 男 5 編 1.4.3

濱 中 大 介 5 編 1.5.1

小 出 章 二 5 編 1.5.3

東 城 清 秀 5 編 1.5.4

折 笠 貴 寛 5 編 1.6.2

小 川 雄 一 5 編 1.6.3

橋 本 篤 5 編 1.7.2

亀 岡 孝 治 5 編 1.7.2

黒 木 信一郎 5 編 1.7.3，1.7.8

松 嶋 卯 月 5 編 1.7.6

源 川 拓 磨 5 編 1.7.7

椎 名 武 夫 5 編 1.8.1，12 編 4.4.4

中 野 浩 平 5 編 2.1，2.2
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牧 野 義 雄 5 編 2.4

小 関 成 樹 5 編 2.5，11 編 1.11

川 村 周 三 5 編 2.6.1，11 編イントロ，1.7，

1.10

井 上 英 二 6 編イントロ，1 章

磯 貝 孝 幸 6 編 2 章

中 本 裕 太 6 編 3 章

稲 葉 繁 樹 6 編 4 章

岩 崎 浩 一 6 編 6 章

土 居 義 典 6 編 7 章

紺 屋 秀 之 6 編 8 章

岸 本 正 6 編 9 章

光 岡 宗 司 6 編 10 章

武 田 純 一 6 編 11 章，12 編 3.2

酒 井 憲 司 7 編イントロ，1 章，2.1～2.6，

4.2 節イントロ，4.2.2～4.2.4，

4.3.4，5.2～5.4

中 嶋 洋 7 編 2.7，3.1，3.2，3.5

岡 安 崇 史 7 編 3.3，3.4，4.2.1

庄 司 浩 一 7 編 4.1.1，4.1.2，4.2.5，

10 編 1.2.8

深 見 公一郎 7 編 4.1.3，4.3.1～4.3.3

平 澤 一 暁 7 編 5.1

田 中 宏 明 7 編 5.3，8 編 4.3.1，4.3.2，

12 編 3.3.3，3.3.4

大 谷 隆 二 7 編 6 章，8 編イントロ，2.5

関 矢 博 幸 8 編 1.1

林 和 信 8 編 1.2

住 田 憲 俊 8 編 1.4

松 波 寿 典 8 編 2.1

国 立 卓 生 8 編 2.3

橘 保 宏 8 編 2.4.1

松 尾 健太郎 8 編 2.4.2

稲 野 一 郎 8 編 2.6，14 編 3.2，3.3

進 藤 勇 人 8 編 3.1

藤 岡 修 8 編 3.2，12 編 4.1.1〔1〕

杉 本 光 穂 8 編 4.1，4.3.4，12 編 2.2，

2.3.3〔5〕

小 林 研 8 編 4.2

齋 藤 秀 文 8 編 4.3.3

戸 田 勉 8 編 4.3.5〔1〕，12 編 2.3.3〔2〕，〔8〕

稲 垣 晴 三 8 編 4.3.5〔2〕，12 編 2.3.1〔4〕，

2.3.3〔3〕

佐 藤 孝 康 8 編 4.3.5〔2〕，12 編 2.3.1〔4〕，

2.3.3〔3〕

中 尾 浩 章 8 編 4.3.5〔2〕，12 編 2.3.1〔4〕，

2.3.3〔3〕

鎌 田 和 晃 8 編 4.3.5〔2〕，12 編 2.3.1〔4〕，

2.3.3〔3〕

宮 原 佳 彦 9 編イントロ，1.1～1.3.2，1.3.4，

1.3.5，1.3.7～1.4.5，1.4.7，

1.6.1～1.6.3，3.1，3.2，3.4，

3.10.1，3.10.2

栗 原 英 治 9 編 1.3.3

中 元 陽 一 9 編 1.3.6，12 編 3.3.1，3.3.2，

3.3.5

中 島 満 9 編 1.4.6，3.5.1

吉 田 隆 延 9 編 1.5.1～1.5.3，1.5.5，1.5.6，

3.8

陶 山 純 9 編 1.5.4

中 村 浩 也 9 編 1.5.7

山 下 晃 平 9 編 1.7

水 上 智 道 9 編 3.3

湯 浅 一 康 9 編 3.5.2

吉 永 慶 太 9 編 3.6，3.7

野 田 崇 啓 9 編 3.9，11 編 1.5.1

小 林 鑑 明 9 編 3.10.3

飯 田 訓 久 10 編イントロ，1.2.6

松 井 正 実 10 編 1.1～1.2.5

山 﨑 裕 文 10 編 1.2.7〔1〕
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横 江 未 央 11 編 2.6

岩 角 隆 久 11 編 3.1
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小 林 有 一 12 編 5 章

荒 木 琢 也 12 編 6.1.1，6.1.2
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高 橋 明 12 編 6.2

長 村 一 男 12 編 6.2
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和 田 光 生 13 編 4 章
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第 1編

農業と食料生産

担当編集委員：澁澤 栄

農業は，植物の営みを利用して人々に有用な物質やシステムを提供する業である。近年では，人口増
と産業構造の変化により，地球規模の気候変動や食料と水資源およびエネルギーの危機が同時に進行す
る差し迫った事態に直面している。したがって，対応は俯瞰的かつ分野横断施策になる。例えば，食料
需給ṧ迫を緩和するには高単収技術の普及が必要であり，かつ節水型で省エネルギーのシステム技術が
求められる。1 次生産の場のみならず，加工・貯蔵・配送の流通消費システムとの連携も必須である。担
い手の確保や健康維持および地域社会の持続性も安定した農業には必要となる。

本編では，農業の食料生産機能に着目し，技術管理（management of technology, MOT）の基礎となる
要素技術とその組合せによる作業体系について解説する。本編の構成はつぎのとおりである。

1 章の「技術革新における機械化の役割」では，農業の構造変化と課題，農業機械の役割，技術の高度
化について解説する。2 章の「精密農業」では，農場マネジメント戦略，情報付きほ場，情報付き農産物，
高付加価値農業について解説する。3 章の「生産作業体系」では，水稲生産の作業体系，畑作の作業体
系，露地野菜の作業体系，果樹の作業体系，畜産の作業体系，施設栽培の作業体系について解説する。
4 章の「農作業のリスク管理」では，農作業事故の実態と安全確保，農作業における安全管理と法令，農
業生産工程管理（GAP）と労働安全，農業機械・施設の安全対策，農産物と食品のリスク分析と安全確
保について解説する。5 章の「ライフサイクルアセスメント（LCA）」では，LCA の概要，LCA の構成
段階，インベントリ分析による化石燃料とバイオ燃料の比較について解説する。
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1. 技術革新における機械化の役割

新しい技術要素が生産技術の体系に組み込まれて生
産体系が整備され，同時に技術運用の仕組みと担い手
が登場するとき，技術革新が駆動される。技術の運用
は技術経営管理（management of technology，MOT）
に属する課題であり，生産様式のほか，技術の維持管
理サービス網や法制度および農産物販売方法に強く影
響される。また作業の機械化は標準作業を構成し，生
産様式の変更と安定をもたらす。

本章では，食料需給の見通しに対応した農業技術の
課題，農業生産における機械化の役割，情報通信技術
と認知科学の進展に影響をうける農業生産技術のあり
方について紹介する。技術革新の推進においては，国
の政策や経済社会の動向に関わるマクロ技術政策と，
個々の生産者や経営者の動機や意思決定に関わるミク
ロ技術政策が注目される。1.1 節と 1.2 節がミクロ技
術政策，1.3 節がマクロ技術政策を念頭においている。

1.1 農業の構造変化と課題

1.1.1 人口増加と穀物単収技術
人口 90 億人時代を迎えつつある現在，限られた水

資源や土壌資源の計画的で有効な活用，エネルギー資
源の有効活用が人類社会の存続に直結する課題として
急速に浮上している1)†。例えば，国際的に水資源の希
少化が叫ばれ，工業用水や人口増加に伴う生活用水の
さらなる増大が見込まれており，世界における水利用
の 7 割を占める農業用水の利用効率の大幅な改善が，
世界共通の課題となっている。水資源の偏在や環境保
全への配慮，および乾燥地等における有効な水利用を
考慮した場合，適切な位置で適切な時間に適量の水を
供給するという需要対応型の節水農業（water saving
agriculture）へとパラダイム転換すべき時期にきてい
る。

一方，農業生産の主要目的は食料の安定供給にあ
り，その需給関係の見通しは農業のあり方を決定す
る。1990 年から 2010 年にかけての食料需給の特徴の
一つは，生産が需要に追いつかず，在庫が危険水準の
15％を下回った時期もあったことである。過去 40 年
間の世界の穀物生産をみると，生産量は継続的に増加

している（図 1.1）。
農地面積は漸減なので，この間の食料増産は単収増

大技術に支えられたものだった。単収増加の構成要素
は，品種改良，肥料・植物保護，作業の機械化であり，
増加率の飽和が危惧され始めている。一方，人口増の
ため一人当りの収穫面積が急速に減少し，限界面積と
いわれる 10 a に到達した。限界面積とは，一人の人間
を養うに必要な食料を生産するための農地の広さであ
る。試算方法により推定値は異なるものの，人口増の
圧力が世界の食料需給バランスを急速に変えることが
現実になりつつある。すると，市民農園や家庭菜園も
含め，すべての農用地に単収増大による食料増産を担
う人道的義務が発生することになる。わが国は，世界
の中でも優れて単収増大技術が蓄積されてきた農業を
抱えており，国際的に注目されている。
図 1.2は，主要穀物の単位面積当り収穫量の国際比

較である。各国政府の統計データを国際農業機構
（FAO）が集約したもので，品種特性や 2 期作などの
作型の特徴が明示されていないが，日本の単収は世界
でも有数の位置にある。特に水稲栽培を中軸にした穀
物生産で上位に位置しているのは日本と韓国であり，
水稲の高単収技術の国際的普及は国際社会の期待する
課題である。また，穀物高単収の上位 10 か国にはベ
ルギーなどの畑作を中心とする欧米農業先進国が大半
を占めている。耕地面積 1 億 ha 以上をもちながら単
収向上技術に期待がもたれるロシアやインドおよび中
国などの動向は，世界の食料需給バランスに強い影響† 肩付き数字は章末の引用・参考文献番号を表す。
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図 1.1 世界の穀物生産（FAOSAT より作成）
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和 文 索 引

本索引は五十音，アルファベット，ギリシャ文字，数字の順に記載した。

【あ】

アイソクロナス 348
アウトリガー 1032
青刈り飼料作物 835
青 潮 995
アカクローバ(アカツメクサ) 837
赤 潮 995
赤土流出 92
アクアポニックス 946
悪臭物質 921
アクチュエータ 149
アグロメディカルフーズ 23
亜酸化窒素 96
アシストスーツ 228，235
アジテータ 943
アスピレータ 666
アスファルト 152
アスペクト比 436
圧 壊 377
アッカーマン・ジャントー 366
圧縮・引張り・せん断特性 259
圧縮機 127，144
圧縮係数 848
圧縮比 113，133
アッパリンク 384
アップウェリングシステム 943
圧風ファン 594
アップカットロータリ 449
圧力水頭 164
圧力制御弁 149
圧力センサ 243
圧力リング 121
後燃え 118
穴掘り機 746
アニサキス属 992
アニマルウェルフェア 885
アフラトキシン 679
網捌機 934
アミノ酸 335

──のはたらき 335
アミノ酸スコア 336
アミノ酸バランス改善飼料 94
アミロース 332
アミロペクチン 332

アメダス 189
アルファルファ

(ルーサン，ムラサキウマ
ゴヤシ) 838

アルミ蒸着フィルム 809
アレニウス型の呼吸モデル 325
アレニウス式 290
合わせ接ぎ 503
アンスロン-硫酸法 990
安全域 375
安全鑑定 60
安全キャブ 370，373
安全キャブ・フレーム 52
安全装置 663
安全装備 52
安全標識 372
安全フレーム 370，373
安全防護 58
安息角 270
アンダートレッド面 404
アンチディーゼルノック性 119
アンチノック性 118
アンモニア 983
アンモニア濃度 886
アンローダ 602

【い】

イアコーンサイレージ 844
イオンクロマトグラフィ 822
イオン交換容量 78
イオンセンサ 822
イオン電極法 984
いぐさ移植機 787
いぐさ乾燥機 789
いぐさ収穫機 787
いぐさ選別機 790
いぐさ泥染め機 788
育 苗 47，494，501
育苗作業 36
育苗箱 494
育苗箱処理剤 585
育苗箱施用剤 585
育苗箱施用剤散布装置 586
育苗用機器 495
育林作業 1001

石 臼 700
石抜き機 687
移 植 778
移植体系 30
移送トレイ 246
イタリアンライグラス

(ネズミムギ) 837
イチゴ収穫 828
一次耕うん 421，437，441
一番揚穀オーガ 594
萎 凋 330
一価不飽和脂肪酸 337
一酸化炭素 100
一般運搬車 749
一般化フォークトモデル 276
一般化マクスウェルモデル 276
一般生菌数 331
一般成分 846
一般的衛生管理プログラム 64
一本釣り漁 938
移動行列 436
移動速度論 288
移動率 436
糸 刃 753
い苗掘り調整機 789
乾量基準含水率 283
異 物 675
イモ類 268
イラストレータ 911
炒り葉機 777
インジェクタ 126，351
因子分析 312
インタークーラ 136
インテグラルアーチ 1033
インベントリ分析 69
インライン式 737

【う】

ウィング 445
ウインチ 1032
ウインドロウ 842
ウインドローア 853
植え穴 1040
植付け 1040
植付け機構 497
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植付け深さ 498
ウェットフィーディング 907
ウォーキングビーム 1019
ウォータジャケット 119
浮根水耕 818
受け網 594
受 刃 598
渦巻ポンプ 541
う ね 1041
うね立て 47，514
うね立て機 1041
うね立て播種機 482
うね間 534
畝間作業車 778
ウルチデンプン 333
粳米菓(せんべい) 712
上 網 675
運 搬 235
運搬車 741

【え】

エアーブラスト 973
エアレータ 840
穎 果 269
衛生標準作業手順 64
営農支援システム 183，219
営農指導 16，249
栄養塩類 84
栄養成長 268
液 剤 525，550
液剤散布 516，551
液剤散布装置(ブームスプレーヤ)

515
エキスパンダー 957
液体置換法 263
液種法 712
液面上下方式 818
エクスカベータ 1013
エクストルーダー 957
エクストルーデットペレット 956
エクスパンデッドクレイ 820
エクセルギー 111，180，657
エコー計数法 978
エコー積分法 978
㕒寄せロボット 255
エージング 699
枝打ち機 1038
エタノール 172
枝払い 1024
エダマメ収穫機 730
エチレン 331
エネルギー 110
エネルギー消費量 236
エミッター 819
エレベータ型 736
遠隔監視 228
遠隔監視型 UGV 229

遠隔操作 523
塩干品 968
園芸・特用作物 719
円弧刃 727
遠紫外放射 305
エンジンウインチ 1006
遠心加湿器 815
遠心衝突式粉砕機 700
遠心送風機 662
遠心ポンプ 541
エンジン油 155
遠赤外線 179，300
遠赤外線乾燥機 659
延長板 434
鉛直力 438
エンドレスタイラー式 1009
円板角 437，442
円板ティラ 437
塩 分 984
塩類集積 79

【お】

オイルサンド 152
オイルシェール 152
オイルパン 120
オイルリング 121
扇形ノズル 560
欧州指令 373
黄色種 778
往復動エンジン 113
往復動刃 598
凹面円板 442
応 力 272
応力鎖 425
大きさ 261
オクタン価 118，153
オクラトキシン 679
オシレーション 1019
オゾン 99
オゾン殺菌 803
オーチャードグラス(カモガヤ) 837
オットーサイクル 115
オートヒッチ 387
オートリール 933
オフセット式 737
オフセットハロー 437，442
オルソ化写真 1051
オレイン酸 337
音響馴致システム 944
音響特性 316
温湿度 331
温湿度指数 886
温床線 179
温水ボイラ 941
音 速 316
温 湯 584
温湯消毒 494

温湯消毒機 785
温度係数 325

【か】

加圧加熱殺菌 716
過圧密土 429
外観品質 758
回帰モデル 313
階級選別 756
外周ラグ面 403
回収率 664
海色センサ 996
開水路 165
階層構造 267
飼い付け型放流システム 944
回転角 315
回転カッタ 754
回転子 141
回転磁界 142
回転式 663
回転数 114
回転部分相当質量 412
回転部分相当質量係数 412
回転翼式 231
回転輪形サイドレーキ 855
解 凍 967
解凍機装置 967
皆 伐 1001
回分式乾燥機 658
海面水温 993
海面養殖 944
海 流 994
改良型高解像度放射計 993
カウトラフィック 252
科学技術基本計画 7
化学吸着 290
科学的根拠 716
化学的特性 259
カーカス 364
かき起こし 1038
花き生産 770
花きの収穫装置 772
過給機 127，136
過給器 353
角形サイロ 892
拡 散 291，853
拡散性 807
拡散電気二重層 81
隔膜式電極法 983
かけ流し式 819
加工トマト 731
加工トマト収穫機 731
果菜類 35，47
かさ密度 263，469，653，1044
過酸化物 331
可視光 195
果 実 268
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果実収容装置 748
果実選別機 756
果樹園用トラクタ 346
可消化エネルギー 847
可消化粗タンパク質 846
可消化養分総量 846
加振部 731
ガス化 174
ガス置換包装 969
ガスバーナ 663
化石燃料 152
風散乱計 995
架 線 1006
画像解析技術 204
仮想仕事式(弱形式) 431
画像処理 828
仮想端末 215
仮想ヒッチ点 405
加速度センサ 204
加速度伝達率 314
ガソリン 152
ガソリンエンジン 119
肩掛け形 520
型式検査 59
型式検査基準 375
片葉切断接ぎ 503
家畜センシング 203
家畜排せつ物 913
家畜排せつ物法 85
滑 車 1006
活性汚泥法 93，920
カッタ 877
カッティング装置 491
カッティングミキサフィーダ 877
ᷤ藤行動 887
褐 変 330
可動部の防護 60
加熱蒸気式加湿器 815
加熱装置 663
可搬性 6
株ἧ機 784
株 出 781
株出管理機 784
株 間 498，535
可変径型 859
可変作業技術 14
可変施肥 201，470
鎌 刃 728
紙 筒 791
紙筒苗 501
紙マルチ敷設田植機 530，533
カ ム 123
カムシャフト 122
貨物運搬 1051
通い容器 761
可溶無窒素物 846
花 蕾 268

ガラス選別機 688
ガラス電極法 983
仮軸分枝 267
刈高さ制御 604
刈取機 782，783
刈取部 597
刈 刃 520，598，743
刈払い機 519，520，743，1036
仮比重 426
カルチパッカ 443
カルチベータ 535
カルビン・ベンソン回路 326
カールフィッシャー法 284
過冷却 282
カロテノイド 310
乾き空気 147，285
皮剝ぎ機 968
側 窓 813
皮むき機 754
皮むき作業 244
簡易架線 1008
潅 漑 79，540
換 気 813
換気回数 804
含気包装 969
乾球温度 147，286
環境制御 46
環境直接支払 86
環境保全型農業 91
間伱比 423
慣行水利権 541
カンショ 736

──の作業体系 34
かんしょ移植機 507
潅水チューブ 819
含水比 423
慣性自動チェーンブレーキ 1004
乾製品 970
慣性モーメント 416
間接液化 175
完全米 684
乾 燥 647，778，915
乾 草 835，841，846
乾燥機 777，968
乾燥速度定数 651
乾燥地 79
乾燥特性曲線 649
乾燥密度 423
乾燥モデル 651
ガンダイオード 296
ガンタイプバーナ 138，663
寒地型イネ科牧草 836
潅注式 819
環綱ウインチ 934
缶 詰 971
乾田直播 89，488
貫 入 438

乾 熱 584
官能基 301
寒梅粉 702
間 伐 1001
含有率 664
管理機 514
乾量基準含水率(乾量基準水分)

283，647
関連流動則 429
緩和時間 274

【き】

偽 果 268
機械的衝撃式粉砕機 700
機械の包括的な安全基準に関する

指針 55
危害分析・重要管理点 64，931
危害要因 61
気化器 124
器 官 267
キク挿し木装置 771
危 険 372
気候変動観測衛星「しきさい」 996
希釈倍率 566
技術経営管理 3
技術プラットホーム 22
基準質量 378
基準振動 301
気象観測 189
寄生虫検出器 992
偽 装 331
気相率 423
基礎的物理特性 259
気体置換法 263
キックバック 744
ギニアグラス(ギニアキビ) 837
機能性表示食品 716
揮発性有機化合物 103
木回し 1004
気密式サイロ 843
逆カルノーサイクル 143
キャスタ角 366
キャトルガード 904
キャビン 596
キャベツ収穫機 725
ギャング 442
キャンドリング(光透過)法 992
キャンバ角 365
吸引ファン 594
吸気温センサ 126
吸気弁 123
吸気ポート 120
給㕒器 907
給㕒効率 958
吸 収 290
吸収式冷凍サイクル 144
吸水圧 819

和 文 索 引 1055

１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
索

コ
ロ

ナ
社



給水器 907
急速熱分解 175
急速ろ過装置 941
吸 着 290
吸着剤 290
吸着質 290
吸着速度 291
吸着脱臭装置 922
吸着等温線 290
吸着パッド 243，246
吸着平衡 290
牛乳配管 899
求肥粉 702
休 眠 476
供給部 673
競 合 887
胸高直径 1047，1051
凝固点 282
挟持コンベア 733
教師なしのパターン認識 311
挟持搬送部 735
凝縮器 144
共振現象 314
共振周波数 316
共振法 317
強制通風式冷却 765
協調作業システム 228
共同乾燥調製施設における品質

検査 678
共同選果施設 244
共同選別施設 18
強度試験 377
共鳴トンネルダイオード 296
共鳴ラマン効果 310
魚介類 966
漁獲可能量 930
許可水利権 541
漁況情報 996
極限強さ 270
局所振動(手腕系振動) 379
局所分析 310
極端紫外放射 305
魚群探知機 975
漁 船 931
漁ろう機械 928，931
起立・横臥動作 886
キングピンオフセット 366
近紫外放射 305
近赤外線 196，300，967
近赤外分光法 758
近赤外分析計 677
近接リモートセンシング 201
金属検出機 670，688，991
均 平 441
均平作業機 460
均平板 444

【く】

クイックヒッチ 346
空圧機器 152
空気圧送式播種機 483
空気過剰率 117，133
空気サイクル 114
空気調和 147
空気調和機 148
空気調和装置 804
空気根切り 1042
空気搬送機 676
空気比 140
空 撮 231
空中停止 231
空燃比 117，133
空冷式 127
草刈り 519
草刈り(除草)ロボット 523
草刈り機 519，521
くさび 1004
くし刺し式ニードル 491
ᷲ 米 675
屈折率 298
駆動ディスクプラウ 437
クライマクテリックライズ 325
グラスシーダ 839
クラスタ分析 312
クラッシャ 973
クラッシャ形 852
グラップルスキッダ 1032
グラップルソー 1024，1030
グラップルローダ 1029，1031
クラムバンクスキッダ 1032
クランクケース 119
クランク式 497
クランク軸 119
クランクジャーナル 122
クランクピン 122
クランプ要素 432
繰返し負荷挙動 429
グリース 156
繰出し装置 468
クリティカルデップス 447，458
クリプトスポリジウム 95
クリプトモス 820
クリンパ形 853
グルタミン酸脱炭酸酵素 714
クールド EGR 136
グルテン 695
グレーンシーブ 594
グレーンドリル 482，489
グレーンパン 594
クロス・コンプライアンス 86
クロスシャフト 435
クロロフィル 330
クロロフィル蛍光 241，327，830

クロロホルム・メタノール混液
抽出法 990

クーロン土圧 428
クーロンの破壊基準 427
薫 製 971
くん炭 820

【け】

経営体 4
蛍 光 307
蛍光指紋 308
蛍光スペクトル 308
蛍光灯 803
蛍光特性 259
蛍光分光特性 307
蛍光ランプ 181
警 告 372
経済協力開発機構 395
傾斜角 437
形状，形態 261
形状指数と形状係数 262
形状選別機 757
形成層 267
携帯型センサ 202
携帯電話通信網 212
畦畔草刈り機 521
畦畔シート 524
軽 油 152
茎 葉 754
茎葉タッピング部 735
係留搬器 1010
計量包装機 689
軽労化 235
ゲージホイル 435
欠 株 499
頁 岩 153
結合水 284
結さつ機 762
結束機 603，1041
血流センサ 206
ケーブルスキッダ 1032
ケルダール法 990
ケルビン-フォークトモデル 274
けん引式 383，562
けん引出力 397
けん引性能 397
けん引負荷 397
けん引マルチャ 723
けん引力 397
限界含水率 649
限界耕深 447，458
限界酸素濃度 325
限界状態線 429
嫌気性発酵 842
嫌気発酵 917
嫌光(好暗)性種子 476
研削式精米 686
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研削式精米機 693
研削ロール 686，694
原子吸光光度法 991
減水深 542
検 知 1052
建築基準法 55
顕熱比 148，286
ケーンハーベスタ 1046
顕微分析 310
ケンブリッジローラ 443
玄 米 672

──の断面構造 684
玄米倉庫 671
玄米粗選機 667
玄米貯蔵 670
研磨機 646
原 油 152
減率乾燥期間 289，649
検 量 313
けん引抵抗 436

【こ】

高圧サプライポンプ 351
高圧水銀灯 297
高圧ナトリウムランプ 181，802
高位発熱量 117
耕うん 47，419
耕うん機 1041
耕うん軸 448
耕うん爪 448
高温蒸気 534
硬 化 711
光化学系Ⅰ 326
光化学系Ⅱ 326
高架型作業機 778
光学式玄米胴割れ選別機 668
光学式選別機 669
光学センサ 198，200
光学的・音波的特性 259
耕 起 434
耕起角 435，442
好気性発酵 842
好気的変敗 842
航空法 577
孔 伱 423
光源色 303
光合成 98，799
好光性種子 476
光合成速度 327
光合成光量子束密度 327
光合成有効放射 192
高周波解凍装置 967
耕種的防除 825
高所作業台車 746
耕 深 434
耕深制御 394
後進波発振器 296

構成式 429
高性能マイクロ波放射計 994
剛性方程式 431
構成モデル 429
酵 素 328，331，335

──の反応条件 328
厚 層 655
厚層乾燥 289
高速気流式粉砕機 700
高速堆肥化 917
高速フーリエ変換 314
航測レーザスキャナ 1047
高速ロール回転数 673
高速ロール直径 673
酵素反応の仕組み 328
酵素反応の事例 328
酵素反応の速度論 328
行 程 113
後底部 435
行程容積 113
光伝導アンテナ 296
硬 度 330
行動センサ 204
高能率 734
耕 盤 437
高付加価値農業 21
耕 幅 436
降伏点 270
降伏面 429
後部負荷 377
後方ラグ面 403
恒率乾燥期間 289，649
交流(AC)モータ 142
向流式 655
光量子束密度 985
光量子フラックス密度 192
抗力形風車 161
固液分離装置 915
糊 化 333
小型ラウンドベーラ 856
こぎ胴 594
こぎ深さ制御 604
呼 吸 324
呼吸商 325
呼吸熱 325，764
黒 煙 134
穀 稈 593
国際農業電子財団 217
国際標準化機構 127
黒 体 281
穀物収穫機 591
穀物単収 4
穀物品質 612
穀粒損失 612
穀粒タンク 602
穀粒判別器 677
穀粒ホッパ 602

固形培地耕 817
湖沼水質保全特別措置法 87
固相率 423
個体管理 16
個体識別番号 21
小束結束機 761
固定価格買取制度 912
固定子 141
固定層 655
固定翼式 231
コーデックス委員会 84
古典塑性論 429
個別要素法 452
ゴボウ 732，753
ゴボウ収穫機 732
コミュニティベース精密農業 22
コムギの作業体系 32
ゴム履帯 597
米 粉 699
米ぬか 531
コモンレール 348
コモンレールシステム

129，136，596
互用(リバーシブル)プラウ 435
コールタ 434
コールドチェーン 764
ころがり抵抗 401
ころがり抵抗係数 401
ころがり摩擦 269
ころがり摩擦係数 269
コーンクラッシャ 868
根 圏 77
混 合 699
混合乾燥機 661
混合飼料 888
混合比 117，147
混合米 674
混合率 436
根菜類 35，268
コンタミネーション 151
コンディショニング 696
コンテナ苗 1040
コントラクタ 833
コントローラ 393
コントローラエリアネットワーク

604
コントロールドトラフィック農法

426
コンニャク植付機 785
コンベア式カップベルト 492
コンベア搬送部 735
根 毛 753
根毛除去機 753
混流送風機 663
コンロッド 120
コーンローラ 935
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【さ】

差圧通風式冷却 765
催芽機 495
サイクロン 669，698，880
再結晶 282
細 孔 291
細孔径分布 291
最大出力 396
最大比増殖速度 332
細断型ロールベーラ 871
さい断式収穫機 781
最低地上高 514，563
最適含水比 427
砕 土 441
サイドウォール部 364
サイドスキャンソナー 982
サイドドライブ式 449
サイドローラ 935
栽培管理 37，47
栽培管理作業用車両 513
栽培管理用機械 723
栽培管理用水量 542
栽培漁業 940
サイバー・フィジカル農業

システム 9
採 穂 1041
細 胞 267
細胞膜 330
砕 米 684
砕米率 685，692
在来種 778
砕粒選別機 688
サイレージ 835，842，846
サイレージカッタ 844
サイレージグラブ 844
サイレージ取出し 892
サイロ 671，842
先刈り機 790
作業機取付け 382
作業工程 27
作業索 1007
作業者被曝 554
作業速度 527
作業速度連動 528
作業速度連動機構 559，565
作業体系 27
作業道 1047
作業負荷 827
作 型 35，45
搾乳ストール 251
搾乳能率 252
搾乳ユニット自動搬送装置 253
搾乳ロボット 206，227，251，898
作物生育情報測定装置 538
作物生育モデル 191
作物センサ 195

挿し木 771
挿し木苗 1041
さし付け 1041
座 席 372
撮影画像 206
殺菌剤 549
殺菌装置 824
雑 草 434，519
雑草イネ対策 534
雑草管理 519，534
雑草防除 519
殺虫剤 549
サトイモ 753
サトウキビ 782
サトウキビ植付機 781
差動固定装置 369
差動装置 369
作動油 150
サニタリートラップ 899
砂漠化 82
サバテサイクル 116
サブソイラ 444，445，840
サブソイルパッカ 443
莢のもぎ取り 731
左右独立ブレーキ 61
作用角 442
酸化検出 337
残幹処理機 779
産業用トラクタ 346
産業用マルチローター 577
産業用無人ヘリコプタ 528，574
残 渣 434
残さ処理 48
三軸径 261
三次元マップ 18
散水潅漑 546
酸性デタージェント繊維 846
酸性デタージェントリグニン 846
三相誘導モータ 142
酸素供給装置 941
三点リンクヒッチ 384
散 播 37，477
散布速度 558
散布パターン 560
散布幅 527，558
散布量 526，551，556，565，571
散粉機 568
残葉処理部 735
散粒機 568

【し】

指圧線図 113
飼育環境評価 886
飼育用ケージ 908
シェア 434
ジェットミル 700
シェープファイル 218

シェールオイル 152
シオミズツボワムシ 941
紫外線 195
紫外線吸光法 822
紫外線蛍光法 992
紫外線殺菌 803
紫外放射 305
直捏法 711
直播き 37
直播体系 30
歯かん 442
色彩選別機 688，722
色素成分 304
自給飼料 41
自給率 31，721
軸 距 515
軸トルク 114
軸流送風機 662
軸流ポンプ 542
時刻歴データ 314
自己消化 970
自己点火 117，133
仕 事 110
仕事率・剛性緩和 429
示差走査熱量測定法 278
子 実 269
雌 穂 731
止水式種苗生産システム 942
姿勢角センサ 227
施設管理用水量 542
自然エネルギー 156
自然乾燥法 841
自然発火 861
自走式 562
自走式搬器 1010
持続的な改善活動 56
持続農業法 85
下 網 675
自脱コンバイン 593
下葉除去 753
下負荷面モデル 429
シーダマルチャ 724
湿球温度 147，286
湿潤密度 423
湿 度 285
実揚程 542
湿量基準含水率 283，647
湿量基準水分 647
シート 371
始動安全装置 60
自動イカ釣り機 935
自動枝打ち機 1038
自動カツオ釣り機 936
自動給㕒機 959
自動計量機 762
自動搾乳 251
自動搾乳システム 251
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自動差動制限装置 369
自動酸化 338
自動車損害賠償保障法 56
自動集卵機 910
自動水分検出装置 663
自動制御装置 604
自動選別制御 605
自動走行スプレーヤ 579
自動底掃除装置 943
自動脱穀機 593
自動釣り機 935
自動箱詰め装置 762
自動品質検査システム 678
自動補填装置 493
自動離脱装置 899
シートサスペンション 371
シートベルト 376
自発給㕒機 959
篩 部 268
シフター 698
脂肪酸 336

──の特徴 337
──の分子構造と融点 337

脂肪酸組成 337
脂肪酸メチルエステル 171
死亡事故 373
絞り膨張 143
湿り空気 147，285
湿り空気線図 147，286
指紋領域 302
ジャイロテッダ 854
ジャイロトロン 296
斜円筒形 855
斜円筒形テッダレーキ 855
社会行動 887
遮光カーテン 809，810
遮光性 807
車載型センサ 202
車軸耕うん形 514
煮熟機 969
写真計測 1051
車速制御 605
車体屈折式 750
斜流送風機 663
斜流ポンプ 542
車両系ロボット 226
車両制御システム 226
車輪トラクタ 346
シャンク 445，455
充円錐形ノズル 559
収穫機 727，731，782
収穫作業 47，1001
収穫指数 191
収穫時に収集される情報付きほ場

10
収穫適期時期の判断 201
収穫用機械 748

収穫ロボット 227，242
自由含水比 651
自由含水率 289
集材ウインチ 1013
集材機 1007
重心位置 398
自由振動 318
自由水 284
集積作業 1022
集 草 853
集草列(ウインドロウ)の反転 853
周速度 161
周速度差率 673
周速比 161
集中脱葉施設 783
集糠機 693
揉捻機 777
周年生産 45
収納部 735
周波数 314
周波数特性 316
集約放牧 904
重 油 152
重量選別機 757
収量測定装置 609
重力潅漑 541
樹冠表面 DSM 1047
樹冠表面と地表面の差分 DCHM

1047
樹形管理 40
樹 高 1047
樹高計測 1051
主 索 1007
種 子 475

──の繰出し装置 486
主軸受部 119
種子繰出し機構 479
種子消毒 583
種子伝染性病害 583
種子予措 494
取水施設 941
取水堰 165
主成分分析 300，312
酒造用精米 692
シューター 1035
出荷工程 699
出荷調製 47
手動ウインチ 1005
受動型センサ 198
受働土圧 428
シュードテラノーバ属 992
種苗生産 940
樹木位置 1052
シュリンク包装機 762
ジュール熱 179
順 化 37
潤滑油 154

循環型バルク乾燥機 779
循環潅漑 89
循環式 819
循環式乾燥機 658
準天頂衛星 188
準天頂衛星システム 227
ジョインタ 434
省エネルギー性能 396
常温貯蔵 671，767
常温通風乾燥 658
硝 化 951
障害物認識センサ 229
消化率 846
条 間 498，534
飼養管理 887
蒸気圧縮式冷凍サイクル 144
定規車 435
蒸気除草機 533
蒸気土壌消毒機 583
蒸気熱交換器 715
衝 撃 314，331
衝撃式佅すり機 672
昇降部落下防止装置 60
硝 酸 984
蒸 散 79
硝酸性窒素等 920
上昇角 436
上昇低下率 400
使用上の情報 58
上新粉 701
消衰係数 298
小水力発電 164
焼 成 712
条施肥機 468
状態量 286
焦電素子 297
常同行動 887
衝動水車 164
蒸発器 144
蒸発散 79
蒸発式バーナ 663
条播機 479
消費生活用製品安全法 55
情 報 183
情報収集ロボット 240
情報付き農産物 22
情報付きほ場 10，22
消防法 55
賞味期限 717
正味推進力 401
乗用型 497
乗用型トラクタ 448
乗用管理機

513，515，527，563，573
乗用草刈り機 522，745
乗用除草機 530，531
乗用田植機 528
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乗用トラクタ 345，371，514
乗用溝切り機 518
少量散布 556，565
常緑果樹 38
植生指数 199，537
植生被覆 79
触媒燃焼 139
食品アレルギー 62
食品偽装 62
食品事故 65
食品認証 885
食品の安全性 259
食品犯罪 65
食品表示 62
植 物 97
植物工場 180，228
植物体 267
除湿乾燥機 661
除水率 657
除 草 441
除草剤 519，525，530，549
暑熱ストレス 905
除ふんベルト 910
ショルダ部 364
白玉粉 701
飼料効率 958
飼料作物 41，835
飼料添加物 845
シリンダ 119
シリンダ形カッタ 878
シリンダブロワ形 868
代かき専用ロータリ 444
代かき濁水 88
シロクローバ(シロツメクサ) 838
シロッコファン 662
白指症 379
シ ン 434
真 果 268
真空加水冷却 766
真空計 898
真空紫外放射 305
真空タンク 899
真空調圧器 898
真空配管 899
真空包装 969
真空包装機 762
真空ポンプ 898
真空冷却 766
人工乾燥法 841
信号区分 372
人工光源 803
人工湿地 94
人工知能 204，226
進行低下率 399
浸 種 476
信州式 1012
侵襲性 886

浸漬工程 711
浸漬式洗浄機 756
身 長 371
心 綱 1015
振 動 314，331，378
振動加速度 378
振動式 733
振動式サブソイラ 455
振動式密度計法 266
振動収穫機 748
振動暴露量 379
浸透深さ 295
浸透ポテンシャル 80
振動モード 316
深度センサ 206
心土鎮圧機 443
心土破砕 421
心土破砕機 840
心土破砕耕 455
浸入能 79
真密度 263
人力除草機 530
人力土壌消毒機 582
人力噴霧機 556
森林計測 1047

【す】

水 温 982
水温センサ 126
水 耕 817
吸込み 434
水産加工機械 928
水産機械 927
水産工学 928
水産物 966
水質汚濁に係る環境基準 84
水質汚濁防止法 56，87
水 車 164
水蒸気 285，584
水蒸気圧 147
水 食 79
水深測量 232
推進力 288，401，409
水洗工程 711
水洗脱臭装置 922
水 素 100
水素イオン濃度 803
水中散気式加湿器 815
水中ポンプ 542
垂直型サイロ 843
水 田 78
水田畑輪作 30
水田用栽培管理ビークル 514，516
水田用除草機 516
水 稲 98
水稲育苗箱全量施肥 89
水稲生産の作業体系 28

スイートコーン収穫機 731
水 分 330
水分拡散係数 652
水分活性 650，718，968
水分計 683
水分特性 259
水平型サイロ 843
水平サイロ 892
水平軸風車 161
水平制御 346，394，605
水利権 541
水冷式 127
スイングヤーダ 1013
数値標高モデル 218
犂 434
スキッダ 1024
伱間選別機 722
スキムコールタ 434
すくい上げ式カップチェーン 491
すくい上げ式傾斜板バケット 491
すくい面 450
スクエアベーラ 856
スクリューコンベア

663，672，676
スクリュー式耕うん機 454
スクレーパ 437
すそ刈り機 776
スタックサイロ 843，892
スタンション 1032
スタンプハーベスタ 1046
ステレオビジョン 227
ストーカ炉 139
ストック 697
ストランド 1015
ストリップ放牧 904
ストレッチ包装機 762
ストローウォーカ 621
砂 78，819
スナビング式 1010
砂ろ過装置 941
スパイクツースハロー 442
スパイラルロータ 746
スピードスプレーヤ 567
スプール 442
すべり摩擦 269
すべり摩擦係数 269
すべり面ローラ 443
すべり率 399
スマート農機群 10
スマート・フードチェーン

システム 7
スラックライン 1013
スラックライン式 1011
スラブ 819
スリッタ 840
スリーブ型コンテナ 1042

1060 和 文 索 引

１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
索

コ
ロ

ナ
社



スロットルコントロールロック
アウト 1004

スロットルセンサ 126
スロットルレバー 1037

【せ】

ゼアラレノン 679
成育孔 1041
生育診断ロボット 830
製函機 763
正規化植生指数

197，199，201，232
整 形 712
整 枝 40，743
精揉機 777
清浄機 756
生殖成長 268
生食用魚類 973
精神的撹乱 887
成績係数 143
精選石抜機 667
精選工程 696
製造物責任法 55
製袋充填機 762
生体情報 203
精脱葉装置 783
整 地 441
静置式乾燥機 646
静置法 817
製茶工程 776
静的試験 377
静電散布 580
制動距離 398
性能試験 395
精白工程 711
精白米 684
精白米形状 692
精白米貯蔵 670
精白率 684，692
生物脱臭装置 922
生物的防除 825
生物膜法 94，921
生物ろ過 950
精 米 684

──の品位基準 683
精米圧力 693
精米機 682
静摩擦 269
精密農業 10，201，202，250
静油圧駆動 1018
静油圧式無段変速機 1031
生理的指標 886
生理的特性 259
背負い形 520
背負い形動力散布機 526，569
背負い動散 526，569
世界測地系 218

赤外吸収 301
赤外線 179，196
赤外線サーモグラフィーカメラ 205
石 炭 153
石 油 152
石油製品に精製 153
セタン価 119，154
節水農業 3
絶対湿度 147，285
切 断 437，711
切断角 436
切断機構 860
切断速度比 850
接地円盤 727
接地荷重転移 404
接地荷重反力 401
接地駆動輪 488
節 点 431
設備利用率 165
施 肥 47，1041
施肥機 468
施肥基準 91
施肥低減技術 91
セモリナ 697
セル成型苗 501
セル成型苗育苗 37
ゼルドビッチ機構 136
セルトレイ育苗 770
セレクションゲート 252
選果ロボット 17
全幹集材 1001，1032
全茎式プランタ 781
線形粘弾性 273
センサ 203
せん枝機 776
全自動 734
全自動移植機 506，779
洗浄機 754
全身振動 378
浅水代かき 88
選択還元触媒 348
選択収穫 47
センタードライブ式 449
全炭化水素 134
せん断強度 427
全地球航法衛星システム 187
センチピートグラス(ムカデシバ)

837
せん定（剪定） 40，743
せん定のこ 743
せん定ばさみ 743
全天日射 192
鮮 度 330
鮮度指標 330
鮮度低下 330
鮮度保持 761，966
潜 熱 117

全負荷 396
前部負荷 377
選 別 722
選別機 967
選別原理 665
選別性能 664
選別ロボット 246
前方ラグ面 402
全木集材 1001，1032
全面マルチャ 724
全揚程 542
千粒重 653

【そ】

ソイラ 735
ソイルクラスト 793
騒 音 378
掃気作用 113
装軌式 1017
双極子モーメント 301
走行抵抗 408，827
総合的病虫害管理 825
総合的有害生物管理 37
相互運用性 6
造 材 1024
操作具 372
操作標識 372
増 殖 940
増殖リスク 718
相対湿度 147，285
相対成長 267
草 地 41
草地更新機 840
相当径 261
増肉係数 959
送風機 527，567
双用一段耕犂 440
増養殖機械 928
双用二段耕犂 440
装輪式 1017，1019
側条施肥 467
測地系 218
速度水頭 164
速度比例形 PTO 346
側部負荷 377
側方力 438
測 量 1049
底曳網漁 937
組 織 267
粗脂肪 846
粗揉機 777
粗飼料 833，835，846，892
粗精選機 666
塑性変形 270
塑性ポテンシャル面 429
素 線 1015
粗繊維 846

和 文 索 引 1061

１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
索

コ
ロ

ナ
社



粗選機 687
粗タンパク質 692，846
ソーチェーン 1002
ソックスレー法 990
測候所 189
ソナー 975
ソナー方程式 976
そ ば 646

──の製粉 702
ソルガム類 836
損失係数 293
損失正接 316
損失弾性率 316
損 傷 313

【た】

第一胃 846
体温センサ 205
体 格 371
耐寒性 836
耐干ばつ性 836
大気圧 97
体 型 206

──のセンシング 206
ダイコン 734，753
第三者点検 57
代 謝 324，331
代謝エネルギー 847
体 重 371
ダイズの作業体系 32
体積含水率 423
体積水分率 825
体積抵抗率 292
耐熱性 717
堆 肥 465，471
堆肥化 916
堆肥脱臭装置 923
体表温センサ 205
耐摩耗性 120
タイヤの空気圧 406
太陽エネルギー 157
太陽光型植物工場 241，829
太陽光照明 159
太陽光発電 157
太陽電池 157
太陽熱集熱器 158
タイラー式 1008
タイン 853
田植え 516
田植機 497
ダウンカットロータリ 449
多回転翼式 231
多価不飽和脂肪酸 337
濁水流出 88
多孔体 291
多口噴頭 526，570
多口ホース噴頭 527，570

ターゲットストレングス 976
多汁質飼料作物 838
畳表織機 790
多段噴射 351
脱穀損失 612
脱穀部 600
脱酸素剤 718
脱臭装置 922
ダッシュポットモデル 273
脱水機 495
脱 着 290
脱ぷ部 673
タップ密度 263
脱ぷ率 673
脱葉機 783
脱葉施設 783
立形静置式乾燥機 658
縦弾性係数 270
縦横比 436
種芋選別機 787
多波長光学放射計 996
ダブルエンドレス式 1009
ダブルディスク型溝切器 488
ダブルナイフモーア 851
タペット 123
多変量解析(ケモメトリクス手法)

303
ターボファン 663
玉切り 1024
タマネギ 739，753
タマネギ移植機 507
ダ ム 165
多面モデル 429
多目的田植機 514，516
多要素モデル 276
多翼形揚水風車 160
多翼ファン 662
多量散布 556，565
多量要素 820
多輪運搬車 751
多 連 437
タワーサイロ 843
タワーヤーダ 1012，1013
湛液型循環式水耕 817
湛液型通気式水耕 818
単回転翼式 231
弾 丸 445
短幹集材 1001
単軌条運搬機 751
単軸分枝 267
炭水化物 332
湛水直播 488，516
弾 性 270，272
弾性限界 270
弾性変形 270
弾性モデル 429
単線循環式索道 1011

炭素間二重結合 336
炭素循環 100
弾塑性 431
暖地型イネ科牧草 837
タンデムハロー 442
断熱熱量計 278
ダンパ 761
タンパク質 334

──の再合成 335
──の種類と食品 336
──の分解 335

短伐期林業 1046
暖房機 812
暖房機器 908
単用一段耕犂 440
単用二段耕犂 440
団 粒 78
団粒構造 78，422
短粒種 673

【ち】

知 恵 183
チェーンキャッチャ 1004
遅延蛍光 307
チェーンコンベア 676
チェーンソー 743，1002
チェーンブレーキ 1004
地下水の硝酸態窒素汚染 85
力の釣合い式 431
地球温暖化係数 69
地球規模土壌劣化評価会議 76
畜産排水 93
蓄熱槽 180
地形因子 190
地形計測 1047
知 識 183
地磁気法センサ 226
地床育苗 37
地上レーザースキャナ 1048
チゼル 445，455
チゼルプラウ 421
地側板 437
地中熱 167
地中熱ヒートポンプシステム 167
窒素-タンパク質換算係数 990
窒素含有量 202
窒素酸化物 133
窒素循環 101
窒素除去機能 88
窒素肥料の溶脱 90
膣内センサ 205
チッパ 1044
チッパトラック 1045
チッパフォワーダ 1045
チップ 1044
チップソー 1037
チップソー刃 520
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チップハーベスタ 1045
知的農業者集団 22
千鳥植え装置 493
地熱エネルギー 166
地熱の直接利用 166
地熱発電 166
地表潅漑 546
地表面 DTM 1047
チミンダイマー 306
チモシー(オオアワガエリ) 836
チャフシーブ 594
注 意 372
中華麺 710
中間支持金具 1012
中空円錐形ノズル 559
中 耕 441，514，534
中耕機 746
中耕除草 534
中耕除草機 519，535
中耕培土 536
中耕培土機 536
中 腰 235
中山間地域 523
中山間地域対応型栽培管理

ビークル 517
中揉機 777
中赤外線 300
中性デタージェント繊維 847
チューブサイロ 843
中分解能撮像分光放射計 996
超音波 181
超音波加湿器 815
超音波センサ 227
調質工程 696
超重質油 152
超信地旋回 597
調 製 752
調製作業 37
調製ライン 646
超低温貯蔵 671
調理機 968
調理済み食品 972
潮 流 994
直円筒形 855
直交流式 655
直接熱変換 163
直装式 384
直噴式 114
直流(DC)モータ 141
直流コンバイン 619
貯 蔵 670
貯蔵形態 671
貯蔵弾性率 316
貯蔵デンプン 332
直根切断部 735
チョッパミル 879
貯留乾燥 660

チラー 941
地理空間情報システム 184
地理情報システム 217
チルホール 1005
鎮 圧 441
鎮圧および駆動装置 487
鎮圧輪 479，488

【つ】

追加保護方策 58
追 肥 467
追肥時に生成される情報付き

ほ場 10
ツーウェイハロー 442
通気性 78
通気装置 941
通気量 916
通信デバイス 206
通電加熱 969
通風抵抗 655
接ぎ木 503
接ぎ木ロボット 227，503
搗き工程 711
佃 煮 972
ツース 442
ツースハロー 442
土落し機 786
土の踏圧現象 429
土粒子密度 423
つなぎ飼い方式 891
つぼ抜き機 968

【て】

低位発熱量 114
低温高湿空気利用解凍装置 967
低温貯蔵 671，767
定径型 859
停止装置 60
ディジタル簡易無線 212
定 植 37
ディスク式中耕除草機 536
ディスクハロー 442
ディスクプラウ 421，437
ディスクミル 880
ディスクモーア 849
ディスクロータ 437
ディスクロータリー 437
ディストリビュータ 126
定 性 302
定積サイクル 115
ディーゼルエンジン 119，133
ディーゼル機関 596
ディーゼルサイクル 115
ディーゼル酸化触媒 348
ディーゼルノック 119
ディーゼル微粒子フィルタ 348
ディーゼル微粒子捕集フィルタ 596

低層リモートセンシング 200
低速ロール回転数 673
低速ロール直径 674
定置洗浄 900
定置パイプ潅漑 546
定電流出力回路 393
低投入持続型農業 105
ティートカップ 899
ディフェレンシャル 697
定 量 302
定量分析 310
デオキシニバレノール 680
摘 花 40
摘 果 40
摘 芽 778
摘採機 775
摘採刃 775
テキサスゲート 904
摘 心 778
適正農業規範 63
適正養殖規範 931
摘 蕾 40
手散布ノズル 578
データ 183

──のオーナーシップ 6
デトネーション 117
テトロドトキシン 991
デバイダ 594
デハイドロフリージング 283
デパレタイザ 760
テラヘルツ光 296
テラヘルツ時間領域分光法 298
テラヘルツ波 301
テラヘルツ波パラメトリック

発振器 298
デリマ 1024
テレマティクス 206
点火コイル 126
点火プラグ 124
電気インピーダンス 292，331
電気柵 904
電気集塵 181
電気抵抗式水分計 677
電気的特性 292
電気伝導度 193，803，967
電気伝導度センサ 205
電気伝導率 292
点検項目 56
てん菜移植機 793
てん菜収穫機 794
テンシオメータ 825
電子式ガバナ 130
電子制御燃料噴射 125
電子制御ユニット 604
電子遷移 303
電子伝達系 324
電磁波 666
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電子油圧制御 392
電磁誘導 226
電磁力 666
転選機 645
伝達マトリックス法 314
碾茶機(炉) 777
点滴潅漑 547
電動機 179
電動式 488
転倒時保護構造 1032
電熱器 179
天然下種更新 1038
天然ガス 153
点 播 37
伝播速度 317
テンパリング 658，714
デンプン 332
デンプン粒 333
天 窓 813
転落・転倒事故 373
電量滴定法 984

【と】

トーイン 366
踏 圧 422，845，848
豆 果 269
透過性 806
塔型サイロ 892
同化デンプン 332
等級検査 677
等級選別 756
等級選別機 758
凍結装置 966
凍結点 282
凍結濃縮 282
動作係数 143
同 軸 437
糖 質 332
透水係数 78
搗 精 684
仏痛管理 886
動的試験 377
導電率 292
頭部切断機 968
頭部損失 627
動弁機構 120，123
動摩擦 269
唐 箕 722
唐箕ファン 594
トウモロコシ 836
灯 油 152
等量交換システム 818
動 力 110
動力計 395
動力散布機 569
動力除草機(中耕除草機) 531
動力伝達理論 412

動力土壌消毒機 582
動力噴霧機 525，556，578
道路運送車両法 55，134
道路交通法 55
胴割れ 656
特殊三点リンク 384
特殊自動車 134
特定汚染源 85
特定特殊自動車 134
特用作物 721
独立形 PTO 346
床替え 1041
吐出量 527
土 壌 100

──の劣化 78
土壌改良用機械 746
土壌硬度 424
土壌消毒 47，581
土壌消毒機 581
土壌浸食 79
土壌診断 91
土壌水分減少法 545
土壌水分量 193
土壌センサの方向性 193
土壌せん断抵抗 424
土壌脱臭装置 922
土壌踏圧 230，424，426
土壌 pH 193
土壌摩擦抵抗 424
土 性 436
トップアンローダ 843，892
トップハンドル 1002
鳶 口 1005
土木工事用トラクタ 346
ドライストア 660
ドライペレット 956
トラクタ 370，1014，1017，1041
トラクタ装着式 562
トラクタ装着式草刈り機 521
トラクタ装着式ブームスプレーヤ

563
トラクタ直装式 730
トラクタ半直装式 726
トラクタ用草刈り機 745
ドラフト制御 346，394
ドラム 756
ドラム式脱葉機 783
ドラム式粒選別機 669
ドラムモーア 850
トランス脂肪酸 337
トリカルボン酸サイクル 324
トリグリセリド 336
ドリッパー 819
ドリフト

526，553，556，561，565
ドリフト低減ノズル 555，561，565
トリメータ 988

トリメータ値 988
ドループ 349
トレーサビリティ 16，251，970
トレッド部 364
トレール 366
トレンチサイロ 843
トレンチャ 733，746
ドローバー 383
トロールウインチ 933
ドローン 575，577，1050
トンネル栽培 35

【な】

内水面養殖 945
内燃機関 112，133，345
内部品質 758
内部品質センサ 16
内部摩擦 269
内部摩擦角 269
ナイロンコード式 520
苗送り機構 497
苗 木 1040
苗載せ台 497
中 網 675
中種法 712
長ネギの皮むき機 752
投縄機 934
なた爪 444，450
夏 植 781
ナックルブーム型 1021
斜め合わせ接ぎ 505
ナノバブル 941
ナビゲーション 1049
ナビゲーションセンサ 226
ナフサ 152
生 草 846
なめらか条件 429
軟 化 330
軟弱野菜調製機 753
ナンノクロロプシス 941
難防除雑草防除 534

【に】

二酸化炭素 96
二酸化炭素濃度 886
二次耕うん 421，441
二次電池 182
荷締機 1005
荷 台 1032
日間給㕒率 958
日間成長率 957
日 射 799
日射比例制御 824
日射利用効率 192
煮干品 970
日本測地系 218
日本そば 709
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二面モデル 429
乳酸発酵 842
乳汁センサ 205
ニュートン効率 664
ニュートンの粘性法則 271
ニュートン流体 271
ニューマチック輸送 698
尿素 SCR システム 137
尿素選択触媒還元 596
人間工学 827
ニンジン 734
ニンニク 753
にんにく植付け機 509
にんにく収穫機 740

【ぬ】

糠 層 684

【ね】

ネギ収穫機 728
根切り 1041
根切機 784
熱拡散率 654
熱効率 133，139
熱消毒 584
熱水土壌消毒機 583
熱水分比 147，286
熱損失 140
熱的特性 259
熱伝達 281
熱伝達率 281，654
熱伝導 278
熱伝導率 279，653
ネット・トワイン巻付け機構 860
ネットホーラ 934
ネットローラ 932
熱風乾燥 657
熱風乾燥機 968
熱負荷 140，764
熱分解 174
熱容量 276
熱流束 279
熱利用 919
根巻き 1042
練り製品 971
ネルンスト(Nernst)法 278
燃焼ガス 113
燃焼器機 138
燃焼効率 140
燃焼室 133
燃焼脱臭装置 922
燃焼炉 139
粘 性 272
粘弾性的特性 259
粘弾性モデル 429
粘 土 78
燃料消費率 396

燃料消費量 114，396
燃料噴射装置 124
燃料噴射ポンプ 119，129

【の】

農業活動 101
農業環境規範 86
農業環境政策 86
農業機械化促進法 56
農業機械の安全装備検査 56
農業情報標準化 6
農業生産工程管理 56
農業知財 21
農業データ 208
農業用水 540

──の水質基準 84
農業ロボット 226，239
濃厚飼料 835
農作業安全のための指針 56
農作業意思決定支援システム 14
農作業計画 27
農作業事故 50
農産物流通 4
濃 縮 282
能動型センサ 198
農 PO 807
農 法 5

──の 5 大要素 6
農 薬 548，551

──の流出 89
農薬散布機 552
農薬取締法 56
農用運搬車 373
農用トラクタ 345
能 率 27
の し 711
ノズル 525，559
ノッキング 133
ノック 118
ノッタ 857
ノッタビル 615
昇 犂 434
法面草刈り機 521
ノンストップラウンドベーラ 861

【は】

バイアス構造 364
バイアスタイヤ 406
バイオガス発電 919
バイオセンサ 204
バイオディーゼル燃料 171
バイオマス 168，191
バイオマスエネルギー 169
バイオマス対応フォワーダ 1043
バイオマス発電 169
胚芽残存率 685
排気後処理装置 135

排気再循環装置 348
排気弁 123
排気ポート 120
排気量 113
ハイクリアランストラクタ 516
配 合 696
配合飼料 892
排 汁 842
排出オーガ 602
排出ガス 124
排出ガス再循環 136
焙焼機 969
排 水 540
排水孔 1041
刃 板 434
椪積み 1024
培 土 514，534
培土機 723
排土板 1038
胚乳種子 475
ハイパースペクトルカメラ 196
パイプハウス 780
パイプライン 165
パイプライン式搾乳機 897
培養液 816，820
培養液管理装置 822
ハイリード 1013
ハイリード式 1011
パイロット噴射 137
排わら処理部 603
排わら搬送装置 602
バインダ 614
葉打機 777
延縄漁 936
破壊点 270
バキュームタンカ 473
ハクサイ収穫機 726
ハクサイ収穫用アタッチメント 726
薄 層 655
薄層乾燥 288
白 度 684
白度計 683
白熱ランプ 181
バグフィルタ 669
薄膜水耕 817
バケットエレベータ 663，675
バケットグラップル 1031
バケット式搾乳機 897
箱詰めロボット 249
バーコード 209
破 砕 434
破砕工程 697
はさみ上げ式ホルダ 491
播 種 47
播種床 441
播種プラント 496
パスカルの原理 149
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畑用除草機 535
畑作物生産の作業体系 32
肌ずれ 673
畑 地 77
畑輪作体系 34
発育速度 191
発 芽 475
発芽酵素 714
発芽率 656
ばっ気式ラグーン法 921
バックホー 734，746
発 酵 331，712
発酵 TMR 844
発酵品質 848
パッシブ水耕 818
発電機 164
発電出力 164
パッドアンドファン 802，814
伐倒作業 1022
発土板 434
はつ土板型プラウ 421
パツリン 679
バーティカルハロー 454
バーナ 138
花形円板 442
放し飼い 892
ハニカム脱臭装置 923
ばねモデル 273
バヒアグラス(アメリカスズメノ

ヒエ) 837
ハーフソイラ 446
ハーベスタ

616，1021，1024，1026
バーポイント 434
パミスサンド 820
バミューダグラス(ギョウギシバ)

837
葉もぎ収穫 779
パーライト 820
ばら播き 37
張込みホッパ 687
春 植 780
バルク乾燥 779
バルククーラ 902
バルクコンテナ 315
はるさめ(春雨) 710
パルス(反射)エコー法 975
パルセータ 899
バレイショ収穫機 737
バレイショの作業体系 34
バーレー種 778
ハレーション 249
パレタイザ 760
パレタイジングロボット 249
ハロープラウ 437
パワースペクトル 314
パワートランジスタ 126

パワーブロック 935
バンカサイロ 843，892
搬 器 1007
バーンクリーナ 915
半自動移植機 506
繁殖豚舎 889
反すうセンサ 204
バーンスクレーパ 915
搬 送 675
半装着式 384
反 転 434，853
反転耕 434
バンド 198
反動水車 164
ハンドガード 1004
バンド掛け機 762
バンドスプレッダ 474
バンドソー 968
バンドラ 1045
ハンマーナイフモア 521
ハンマミル 880，1044
飯用精米 684
汎用トラクタ 346
半履帯トラクタ 347

【ひ】

肥育豚舎 890
庇陰施設 905
比エネルギー消費量 657
比エンタルピー 147，286
皮下埋め込み型体温センサ 205
尾 角 436
比較湿度 286
光回復 306
光回復酵素 306
光形態形成 803
光呼吸 327
光選択性被覆資材 807
光ファイバー 310
光補償点 327
非関連流動則 429
引起こし装置 735
引起し爪 598
非共振強制振動法 316
ピクノメーター 263
肥効調節型肥料 85，465
非古典塑性論 429
比仕事 438
比重選別機 722
非循環式 819
比色法 984
ヒステリシス 824
ピストン 120
ひずみ 272
ひずみ速度 272
微生物体タンパク質 846
非線形粘弾性 273

ビータ形 853
左返し 437
ピックアップユニット 869
ピックアップワゴン 870
必須元素 816
必須脂肪酸 337
ピットマンモーア 851
比抵抗 436
一株本数 498
非特定汚染源 85
ビートハーベスタ 794
ビード部 364
ヒートポンプ

143，180，802，814，941，953
ピートモス 819
非ニュートン流体 271
比 熱 276，653
非破壊検査 259
非破壊評価 758
火花点火エンジン 115，133
被服資材の展張 48
被覆植物(グラウンドカバー

プランツ) 524
ビーフン 710
非分解性タンパク質 846
日ほ場作業量 28
ビーム 435
ひも掛け機 762
比誘電率 293
ピューリファイヤ 698
病害虫防除 548
氷結点 282
標準トラクタ 346
表色系 304
比容積 147，286，653
標的理論 306
表面散布 467
氷 冷 767
平形円板 442
平形静置式乾燥機 658
平接ぎ 505
肥 料 465
微量散布 556，565
微量分析 310
微量要素 820
ヒール 435
比例ソレノイドバルブ 393
ビレットプランタ 781
拾上げ収集機 787
ビ ン 671
品質規格 63
品質評価 677

【ふ】

ファーストパルス 1047
ファームパッカ 910
ファン 662
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ファンデルワールス力 290
フィッシャー・トロプシュ法 175
フィードチェーン 594
フィーラホイール 794
フィラメント 181
フィルタ 824
フィンガ 829
フィンガホイールレーキ 855
封函機 763
風車出力 161
風 食 79
風選部 674
風量比 655
風 力 665
風力発電 160
風力利用 160
フェノール発泡樹脂 820
フェラー 1022
フェラーバンチャ 1021
フェリングレバー 1004
フォークトモデル 274
フォーリングブロック式 1008
フォレージハーベスタ 867
フォレージブロワ 870
フォレージワゴン 870
フォワーダ 1029，1031
深さ制御 346
深水管理 532
複合株出管理機 784
複合機械 1034
複合機型 724
複合球モデル 432
複合材料 259
副室式 114
輻射伝熱特性 281
複数本処理フェラーバンチャ 1046
複素インピーダンス 292
複素屈折率 298
複素弾性率 316
複素比誘電率 293
覆土器 479
覆土装置 487
袋詰め機 762
不耕起 V 溝播種機 488
不耕起乾田直播 89
不耕起播種機 483
節 類 971
負担面積 28
付 着 434
普通コンバイン 617
普通より 1016
ブック型 1042
物理吸着 290
物理柵 903
物理的防除 825
物理ろ過 949
ブドウ糖 332

フードチェーン 226
腐 敗 970
浮ひょう法 266
部分耕播種機 483
部分混合 888
部分最小二乗法 300
部分施肥 91
部分負荷 396
部分分離効率 664
不飽和度 337
ブームスプレーヤ 525，527，562
ブーム制振装置 566
フューエルフィルタ 126
フューエルポンプ 125
プライ数 364
フライホイール 120
フライホイール形 868
プライミング処理 477
ブライン 966
プラウ 445，732
プラグ苗 1041
ブラシ 754
ブラシ形 853
ブラシ式脱葉機 783
プラソイラ 445
ブラックライト域 305
プランクの法則 281
プランジャ 129
プーリー 1006
フーリエの法則 279
フリーストール方式 892
ふるい分け 665
ブルドーザ 1038
フレキシブルシャフト 520
フレコンバッグ 735
プレートクーラ 903
ブレード式除ふん機 915
プレートファン 662
フレール形 853
フレール形フォレージ

ハーベスタ 867
フレールモーア

521，744，745，851
フロアブル剤 528
フロイントリッヒ 291
プロセッサ 1021，1024
ブロックコンテナ 1042
ブロードキャスタ 468，840
フロートレススイッチ 824
プロファイル 436
プロペラポンプ 541
ブロワ 662
フロントアーム 1021
フロントローダ 150
分 解 152，335
分解性タンパク質 846
分 割 712

分光光度計 303
分光特性 300
分光法 299
粉 剤 550
粉砕機 743
粉砕工程 697
粉剤散布 551
分 施 91
分子拡散 291
噴射式洗浄機 756
噴射ノズル 129
分草杆 735
粉体特性 700
噴 頭 526，570
ふん尿処理 890
分ṯケージ 908
分ṯ豚舎 890
噴霧圧力 561
噴霧耕 817
噴霧式バーナ 663
噴霧粒子 526
噴霧量 558，560
噴霧冷房 814
分離型 736
分 留 152
分 類 312

【へ】

平均減速度 398
平均接地圧 407
平均粒径 526
ヘイクラッシャ 852
平衡含水率 289，649
平衡吸着量 291
平衡方程式 431
閉鎖循環式 946
閉鎖循環式連続培養システム 942
閉鎖性水域 84
ヘイテッダ 853
平年値 189
平面直角座標系 218
併流式 655
ヘイレーキ 853
壁面摩擦角 269
ベクタデータ 217
ペクチン 330
ベースマシン 1017
ベースユニット 867
ペプチド結合 334
ベーラ 856
ベーララッパ 865
ヘリコプタ 1034
ベールアンローラ 875
ベルト形テッダレーキ 855
ベルトコンベア 663，675
ベルト式プランタ 492
ベールハンドラ 865
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ベールブロックカッタ 875
ベールラッパ 861
ベールルーズナ 875
ベールワゴン 866
ペレニアルライグラス(ホソムギ)

837
変位(増分)－ひずみ(増分)関係式

430
偏光フィルタ 248
偏 析 665
変速装置 522
ベンチタイム 712
ヘンリー 291
弁リフタ 123

【ほ】

保安基準 134
ホイートランドプラウ 437
ホイール形カッタ 877
ホイロ 712
防蛾灯 811
方向切換弁 150
方向制御 604
方向制御弁 149
飽 差 825
放射スペクトル 802，995
放射性セシウム 87
放射伝達方程式 995
放射率 281
防除機 557
防除作業 47
防除ロボット 826
防塵性 808
包 装 711
包装機 762
包装工程 699
包装装置 969
膨張弁 144
防曇性 806
放 牧 41，836，892
泡沫分離装置 950
防霧性 806
飽和塩溶液 284
飽和空気 147
飽和脂肪酸 337
飽和水蒸気 715
飽和水蒸気圧 147
飽和度 286，423
保温カーテン 812
保温性能 807
穂切れ粒 594
牧 草 836
補 光 799，811
歩 行 235
歩行型 497
歩行型トラクタ 448
歩行動作 886

歩行用草刈り機 521，744
歩行用除草機 530
歩行用トラクタ 345，514
歩行用溝切り機 518
保護面 375
ポジション制御 346，394
ほ場作業効率 28
ほ場作業量 27
ほ場準備 36
ほ場単位用水量 542
ほ場マッピング技術 14
ほ場水管理システム 236
ほ場容水量 78
ほ場利用率 31
補 色 303
保水シート耕 818
保水性 78
歩数センサ 204
ほっとけ飼育 942
ポット苗 37，494，497
ホッパフィーダ 909
ボツリヌス菌 717
ボディコンディションスコア 886
ポテトプランタ 490
ポテンショメータ 393
ボトム 434
ボトムアンローダ 843，892
哺乳ロボット 255
ポプラ 1046
ポペット弁 123
掘取り 1041
掘取機 786
ボリュメーター 265
ホールクロップサイレージ 845
ボロメータ 297
本格架線 1008
本質的安全設計方策 58
ポンプタンカ 473

【ま】

マイクロ潅漑 547
マイクロチューブ 819
マイクロ波 180，295
マイクロ波イメージャ 995
マイクロ波乾燥 296
マイクロ波サウンダ 995
マイクロ波散乱計 995
マイクロ波センサ 198
マイクロバブル 941
マイクロ波放射計 994
マイコトキシン 679
マウス単ユニット 991
マウント 375
前処理 244
前処理ロボット 244
前 犂 434，440
マーカー遺伝子 331

マカロニ 710
まき網漁 938
巻締機 971
播き付け 1041
マクスウェル-ウェゲナー効果 294
マクスウェルモデル 274
マグネトロン 180，295
曲げ弾性係数 270
摩 擦 269
摩擦式精米 685
摩擦特性 259
摩擦モーメント 269
摩擦力 269
末端ガス 118
マット苗 494，497
マトリックス構造解析法 430
マトリックポテンシャル 80
マニピュレータ 829
マニピュレータ型ロボット 227
間引き 37
マメ科牧草 837
豆類専用循環式乾燥機 646
マルチ 519，524
マルチ・チャンネル海面水温法 994
マルチコプタードローン 537
マルチ栽培 35
マルチスペクトルカメラ 196
マルチスペクトルセンサ 994
マルチビーム音響測深機 982
マルチフィルム 508，740
マルチャ 723
マルチロボット 230
マルチング 524
丸のこ 1037
丸のこ刃 520
マレイン酸噴射装置 493
万 石 315
万石網式 675
マンパス 905

【み】

ミカエリス・メンテン型の
呼吸モデル 325

味覚センサ 989
みかけのアミロース含量 333
みかけの推進力 401
みかけ密度 263
右返し 437
幹刈り 779
幹刈機 779
幹刈収穫機 779
ミキシング 712
実生苗 1041
水 草 232
水循環変動観測衛星「しずく」 994
ミスト機 572
ミスト噴頭 573
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水の状態図 97
水の蒸発潜熱 654
水ポテンシャル 80
溝 1041
溝切り 518
溝切器 479
溝切り機 516
溝切り装置 486
溝 底 435
溝付きクラッシャ形 853
溝 輪 435
密 度 263
密度勾配管法 266
密 封 846
ミドリングス 697
水口処理 530
水口施用 530
ミニコンテナ 735
ミニチュアコンテナ 1042
身開き機 968
耳元騒音 398
脈派センサ 206
ミ ル 697
ミルキングパーラ 900
ミルククロー 899
ミルクポンプ 899

【む】

蒸 機 776
蒸し工程 711
蒸煮機 969
蒸煮処理 714
無人航空機 200，231
無人ヘリ 528，575
無人ボート 529
無数面モデル 429
無洗化処理装置 682
無洗米 690
無洗米加工 682
無線 LAN 212
無胚乳種子 475

【め】

目立てロール 697
メタン 96
メタンハイドレード 153
メタン発酵 176，917
メタン発酵法 94
メッシュ 431
メッシュ気候値 189
目減り 330

【も】

モーア 849
モーアコンディショナ 852
モーアバーユニット 868
モイストペレット 956，973

毛管水耕 818
木質バイオマス 1044
木 部 268
持ち上げ 235
モチデンプン 333
糯米菓(あられ) 712
基肥施肥 466
モノレール 1035
佅厚さ 674
佅 殻 672，820
佅水分 673
佅すり 672
佅貯蔵 670
モルドボードプラウ 421，434

【や】

薬液脱臭装置 922
薬剤散布 778
薬用植物 804
ヤシ殻 819
ヤナギ 1046
ヤブロンスキーダイアグラム 307
ヤマイモ 733
山引き苗 1041
ヤング率 318

【ゆ】

油 圧 149
油圧機械式変速装置 361
油圧機器 149
油圧ショベル 1017
油圧シリンダ 150，828
油圧ポンプ 149
油圧無段変速装置 596
誘 引 743
有機質資材 530，533
有機農業 530
有機物負荷 918
有限要素法 430，438
有効エネルギー 657
有効径 262
有効けん引力 408
有効積算気温 191
有効落差 164
誘電加熱 295
誘電損失 295
誘電損率 293
誘電体 292，295
誘電特性 293
誘電分極 293
誘電率 292，298，825
輸 送 331，773
ユニバーサルジョイント 387
ユニバーサル横メルカトル法 188

【よ】

陽イオン交換容量 819

養液栽培 803，816
養液土耕 91
葉茎菜類 35
揚穀コンベヤ 619
葉菜類 47，268
葉菜類調製機 752
養殖㕒料 973
揚水風車 160
要 素 431
溶存酸素 952，983
揚 程 542
揺動式 674
揺動選別機 315，667
葉面積 191
葉面積指数 191
揚 力 396
揚力形風車 161
葉緑素計 197，201
葉緑体 326
予 乾 845
横移動 437
横軸回転形(円筒形)レーキ 855
横弾性係数 270
横取り 1008
予測微生物学 332
予 冷 37，765
四輪運搬車 750

【ら】

ライフサイクルアセスメント 68
ライン(ロープ)ワインダ 933
ラインセンサ 991
ラインホーラ 933
ラウンドベーラ 856
酪酸発酵 842
落葉果樹 38
ラジアル構造 364
ラジアルタイヤ 406
ラジコンボート 529
ラージスクエアベーラ 856
ラスタデータ 218
ラストパルス 1047
ラック式乾燥システム 658
ラマン効果 301
ラマン散乱強度 310
ラマン散乱特性 310
ラマンシフト 309
ラマンスペクトル 310
ラマン分光法 309
ランキン土圧 428
ラングミュア 291
ラングより 1016
ランニングスカイライン 1013
ランニングスカイライン式 1011
ランベルト・ベール則 298
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【り】

力学的特性 259
リキッドフィーディング 907
陸上養殖 946
離散要素法 316，431
リジュヴィネータ 841
リスクアセスメント 52，58
リスク管理 16
リスク管理システム 56
リスク分析 62
理想風車 161
犂 体 434
履帯運搬車 749
履帯式 783
履帯トラクタ 346
履帯の沈下量 407
リチウムイオン(ポリマー)

バッテリー 577
リーチング 80
立体構造 334
リッパー 446
犂 刃 434
リ ブ 1041
リフタ型 736
リフトアーム 384
リフトロッド 384
リモートセンシング 537，992
リヤカバー 444
粒 径 261，564，653
粒径分布 423
粒 剤 525，528，550
粒剤散布 551
粒剤散布装置 573
粒子間摩擦角 269
粒子径 564
粒子状物質 133
粒子密度 263
粒状物散布 516
粒状物散布装置 515
流動法 817
流量制御弁 149
流量センサ 824
流量比例混入式 822
量子カスケードレーザー 296
リリーフ弁 150
履歴現象(ヒステリシス) 651
理論作業量 27
輪換放牧 904
輪 距 514
林業機械 999
林業用トラクタ 346
燐 光 307
輪作体系 29
輪 尺 1051
林地残材 1043，1044
林 道 1047

【る】

ルビスコ 326
ルーメンセンサ 205

【れ】

励起-蛍光マトリックス 308
励起スペクトル 308
冷 却 143，712
冷水冷却 767
冷 蔵 711
冷蔵装置 967
冷 凍 143
冷凍機 143，966
冷凍効果 144
冷凍サイクル 143
冷凍食品 972
冷凍すり身 971
冷凍トン 145
冷凍能力 144
レイノー症状 379
冷 媒 143
冷風乾燥機 968
冷 麺 710
れ き 819
れき土 434
レーザー 227
レシーバージャー 899
レシプロモーア 849，851
レーダ高度計 994
レタス 727
レタス収穫機 727
レッドエッジ 197
レトルト装置 972
連編み機 780
連作障害 38
連接棒 121
連続移動式乾操機 658
連続送り式乾燥機 660
連続性条件 429
連続体 429
連 縄 779
連縄縫付け機 780
連絡穴 129

【ろ】

老 化 333
労働安全衛生法 55
労働基準法 55
労働時間 46
労働者災害補償保険法 55
労働生産性 27
労働ピーク 31
労力軽減 734
ロークロップユニット 869
ローズグラス(アフリカヒゲシバ)

837

ロータ式ヘイコンディショナ 853
ロータリ 514，746
ロータリカルチベータ 536
ロータリキルン炉 139
ロータリ耕うん機 448
ロータリ式 497
ロータリシーダ 482，488
ロータリシフター 669
ロータリ成形機 723
ロータリヘッダ 869
ロータリマルチャ 723
ロータリモーア

522，744，745，849
ロータリレーキ 854
露地栽培 35
ロックウール 819
ロックウール脱臭装置 923
露点温度 147
ロボット 532
ロボット新戦略 225
ローラコンベア 782
ロール間伱 673
ロール機 697
ロール式粉砕機 700
ロール式ヘイコンディショナ 852
ロール半径 674
ロールベールカッタ 875
ロールベールサイレージ 844
ロールミル 880
ロール粒度 693
ロールレングス 697
ロワーリンク 384
ロングリーチグラップル 1029

【わ】

ワイヤーグリッド 297
ワイヤロープ 1014
和すき 438
和 犂 438
和 麺 709
わらᷲ 594
ワンウェイハロー 442

【アルファベット】

Atwater 係数 990
C4植物 327
Cam-clay モデル 429
CAM 植物 327
CA 貯蔵 40，331，767
CA 貯蔵庫 37
C 形耕うん爪 450
Drucker-Prager モデル 429
EC 制御方式 822
EC センサ 824
EDX 解析 991
FTIR 分析 991
FT 法 175
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F 値 717
GAP ガイドライン 56
GAP 認証制度 57
GLOBALG.A.P. 標準 58
GP センター 911
H 型架線 1010
ICP 発光分光分析 822
IC タグ 208
K 値 987
LP ガス 153
L-アスコルビン酸 330
L 形耕うん爪 450
MAP 結晶化反応 95
MA 包装 331，768
Newton の冷却則 280
NRTC 法 135
O2 センサ 126
OECD テスト 395
OECD テストコード 373
PDCA サイクル 57
pH センサ 824

pH 調整剤 716
PL 法 55
PSA 方式 768
PTO 軸 383，449
PTO 軸性能曲線 396
QR コード 209
RC 直列回路 292
RC 並列等価回路 292
RGB カラーカメラ 196
Siebel の式 277
SPAD メータ 197
Sprung 式 286
Szczesniak のテクスチャー

プロファイル 988
TCA サイクル 324
TMR 自動給㕒機 254
UV 殺菌装置 941
X 線異物検出機 309，991
X 線透過法 309
Zingg の図 692

【ギリシャ文字】

澱粉 717
-澱粉 705
澱粉 717
-澱粉 705
-アミノ酪酸 714
3 脂肪酸 337

【数字】

2 周波降水レーダ 995
2 柱式安全フレーム 373
2 要素モデル 274
3D カメラ 206
3 自由度直角座標型アーム 247
3 つの R 885
3 点リンクヒッチ 346
4 柱式安全フレーム 374
5 つの自由・解放 885
10 a 当り労働時間 29
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欧 文 索 引

本索引はアルファベット，ギリシャ文字，数字の順に記載した。

【A】

abrasion resistance 120
abrasive roll 686，694
abrasive type rice milling 686
abrasive type rice milling machine

693
absolute humidity 147，285
absorption 290
absorption refrigeration cycle 144
acceleration sensor 204
acceleration transmissibility 314
acclimatization 37
Accumulated Ozone exposure

over a Threshold of 40 ppb 100
acid detergent fiber 846
acid detergent lignin 846
acidity regulator 716
Ackermann-Jeantaud 366
ACmotor 142
acoustic characteristics 316
acoustic conditioning system 944
activated sludge methods 920
activated sludge process 93
active sensor 198
activity sensor 204
Act on Promotion of Agricultural

Mechanization 56
Act on Securing Compensation

for Automobile Accident 56
actual pump head 542
actuator 149
additional precautions 58
additives 845
adenosine triphosphate 988
ADF 846
adhesion 434
ADL 846
adsorbate 290
adsorbent 290
adsorption 290
adsorption deodorization equipment

922
adsorption equilibrium 290
adsorption isotherm 290

adsorption rate 291
adulteration 331
Advanced Microwave Scanning

Radiometer 994
Advanced SCATterometer 995
Advanced Very High Resolution

Radiometer 993
AEF 217
aerated deep water culture 818
aerated lagoon process 921
aerated steam 584
aeration rate 916
aerator 840
aerial imaging 231
aerobic deterioration 842
aerobic fermentation 842
aerobic packaging 969
aerobic plate count 331
aeroponics 817
aflatoxin 679
after burning 118
aggregate 78
aggregated structure 422
aggregate structure 78
aging 699
agitator machine 943
AG-PORT 217
agricultural carrier 373
agricultural chemicals 548
Agricultural Chemicals Control Act

56
Agricultural Industry Electronics

Foundation 217
agricultural information 208
agricultural products marketing 4
agriculture robot 239
agricultural water 540
agriculture value-adding 21
Agri-environmental Norms 86
Agri-environmental Payment 86
Agri-environmental Policy 86
agro-medical foods 23
AI 226
air blast freezer 973
air blast sprayer 567

airborne laser scanner 1047
air conditioner 148
air conditioning 147
air conditioning equipment 804
air-cooled type 127
air cycle 114
air drill seeder 483
air excess ratio 117，133
airflow rate 655
airflow resistance 655
air-fuel ratio 117，133
air permeability 78
air-prune 1042
air ratio 140
air tight silo 843
air ventilation 813
albuminous seed 475
alfalfa 838
allometry 267
alpha starch 717
aluminum-metalized film 809
ambient temperature storage 767
AMeDAS 189
AMF 23
amino acid 335
amino acid balance improvement

feed 94
amino acid score 336
ammonia 983
ammonia concentration 886
AMSR 994
amylopectin 332
amylose 332
anaerobic fermentation 842，917
angle of internal friction 269
angle of inter-particle friction 269
angle of repose 270
angle of wall friction 269
animal sensing 203
animal welfare 885
Anisakis 992
annual coverage area 28
anthrone-sulfuric acid method 990
anti-diesel knock quality 119
anti-fogging properties 806
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anti-knock quality 118
anti-mist properties 806
AOT40 100
API 238
apparent amylose content 333
apparent density 263
apparent specific gravity 426
application at irrigation inlet 530
application programming interface

238
application rate

526，551，556，565，571
application speed 527，558
application width 558
applying fertilizer 47
aquaculture feed 973
aquaponics 946
aquatic plant 232
arc shaped blade 727
arid land 79
Arrhenius equation 290
Arrhenius type respiration model

325
articulated-frame steering 750
artificial drying 841
artificial intelligence 204
artificial intelligent system 226
artificial light source 803
ASCAT 995
ASIAGAP 58
aspect ratio 436
asphalt 152
aspirating section 674
aspirator 666
assessment of animal management

886
assimilation starch 332
assist suit 228
associated flow rule 429
atmospheric pressure 97
atomic absorption spectrometry 991
ATP 988
attachment for harvesting Chinese

cabbage 726
Atwater`s calorie factor 990
autolysis 970
Automated Meteorological Data

Acquisition System 189
automated tank base cleaning device

943
automatic bonito fishing machine

936
automatic box filler 762
automatic cluster removal 899
automatic control device 604
automatic cutting height control 604
automatic feeding depth control 604

automatic feeding system 959
automatic fishing machines 935
automatic hitch 387
automatic leveling control 605
automatic milking 251
automatic milking system 251
automatic moisture content meter

663
automatic rice quality inspection

system 678
automatic separating and cleaning

control 605
automatic sprayer 579
automatic squid fishing machine

935
automatic steering control 604
automatic transport equipment

for milking unit 253
automatic traveling speed control

605
auto-oxidation 338
auto reel 933
average direction 398
AVHRR 993
Aviation Law 577
axial flow fan 662
axial flow pump 542

【B】

back hoe 734，746
backward-wave oscillator 296
bag filter 669
bahia grass 837
baking 712
bale block cutter 875
bale handler 865
bale loosener 875
baler 856
baler-wrapper combination 865
bale unroller 875
bale wagon 866
bale wrapper 861
band 198
band saw machine 968
band spreader 474
barcode 209
barn cleaner 915
barn scraper 915
bar point 434
basal application 466
base machine 1017
base unit 867
basic plan of science and technology

policy 7
batch dryer 658
bathymetry 232
BDF 171，349

bead part 364
beam 435
bean special recirculated batch

dryer 646
beater type 853
bed 1032
beet harvester 794
belt conveyor 663，675
belt type rake 855
bench time 712
bend elastic constant 270
best-before date 717
BET 291
beta starch 717
bias-ply tire 406
bias structure 364
billet planter 781
bin 671
binder 614
biodiesel fuel 171，349
biofilm process 94，921
biofiltration 950
bio-information 203
biological control 825
biomass 168，191
biomass energy 169
biomass forwarder 1043
biomass power generation 169
biosensor 204
black body 281
black light 305
blade 520
blending 696
block 1006
block container 1042
block cutter 844
blood flow sensor 206
blower 567，662
blow head 526，570
blue tide 995
Bluetooth 212
body condition score 886
body height 371
body mass 371
body shape 206
body surface temperature sensor

205
body temperature sensor 205
boiled and dried fish 970
boiled and smoke-dried fish 971
bolometer 297
book container 1042
boom oscillation control system 566
boom sprayer 515，525，527，562
boom type blow head 527，570
bottom 434
bottom screen 675
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bottom unloader 843，892
bound water 284
bower 527
braking distance 398
breaking 697
breeding piggery 889
breeding risk 718
brine 966
broadcaster 840
broadcasting 467
broadcast seeding 37，477
broadcast spreader 468
broken rice 684
broken rice sepalator 688
browning 330
brown rice 672
brown rice pre-cleaner 667
brown rice storage 670
brown rice with scratched surface

673
Brunauer,Emmett,Teller 291
brush 754
brush cutter 743，1036
brush type 853
brush type stripping machine 783
bubbling humidifier 815
bucket elevator 663，675
bucket grapple 1031
bucket milker 897
bucking 1024
buckwheat 646
Building Standards Act 55
bulk container 315
bulk curing 779
bulk-curing barn 779
bulk density 263，469，653，1044
bulk milk cooler 902
bulldozer 1038
bunching 1022
bunching winch 1013
bundler 1045
bundling equipment 1041
bunker silo 843，892
burdock root 732，753
burley 778
burmuda grass 837
burner 138
burning deodorization equipment

922
bush cutter 520
butyric acid fermentation 842
BWO 296

【C】

C4 plant 327
CA 312
cabbage harvester 725

cabin 596
cable skidder 1032
cable yarding 1006
calibration 313
caliper 1052
Calvin-Benson cycle 326
cam 123
camber angle 365
cambium 267
Cambridge roller 443
Cam-clay model 429
CAM plant 327
cam shaft 122
CAN 211，214，355，604
canal-system-management water

requirement 542
cane planter 781
canned ring method 992
canning 971
canopy management 40
can seamer 971
cant hook 1004
capacity factor 165
capillary-action culture 818
capillary hydroponics 818
carbide tip saw blade 1037
carbohydrate 332
carbon-carbon double-bond 336
carbon cycle 100
carbon dioxide 96
carbon dioxide concentration 886
carbon monoxide 100
carburetor 124
carcass 364
cardboard box making machine 763
cargo carrying 1051
carotenoids 310
carriage 1007
carrier 246
carrier conveyor 735
carrot 734
carrying 235
caster angle 366
catalytic combustion 139
cation exchange capacity 819
cattle guard 904
cattle management 887
caution 372
cell 267，1041
cell belt type 491
cell membrane 330
center drive rotary tiller 449
center of gravity 398
centipede grass 837
centrifugal fan 662
centrifugal pump 541
centrifuge humidifier 815

cetane number 119，154
chaff 594
chaff sieve 594
chain brake 1004
chain catcher 1004
chain conveyor 676
chained cup type 490
chain saw 743，1002
characteristic drying curve 649
chemical adsorption 290
chemical liquid deodorization

equipment 922
chemical property 259
Chinese cabbage harvester 726
Chinese noodles 710
Chinese yam 733
chip 1044
chip harvester 1045
chipper 1044
chipper-forwarder 1045
chipper-truck 1045
chisel 445，455
chisel plow 421
chloroform-methanol mixed liquid

extraction method 990
chlorophyll 330
chlorophyll fluorescence

241，327，830
chlorophyll meter 197，201
chloroplast 326
chopper mill 879
chopping harvester 781
CIP 900
circular saw blade 1037
clam bunk skidder 1032
clamping carriage 1010
classification 312
clay 78
clean grain auger 594
cleaning 696
cleaning in place 900
clearance zone 375
clear cutting 1001
climacteric rise 325
clockwise inversion 437
closed recirculating continuous

culture system 942
closed recirculating system 946
closed system 819
closed water area 84
Clostridium botulinum 717
clump element 432
cluster analysis 312
coal 153
coconut coir 819
coconut fiber 819
Codex Alimentarius Commission 84
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coefficient of equivalent mass 412
coefficient of performance 143
coefficient of rolling friction 269
coefficient of sliding friction 269
cold air drying machine 968
cold chain 764
cold noodles 710
cold tolerance 836
colorimetric method 984
color sorter 722
color system 304
colter 434
combimachine 1034
combined working type 724
combustion chamber 133
combustion efficiency 140
combustion gas 113
combustor 138
common rail 348
common rail system 129，136，596
communication device 206
community-based precision

agriculture 22
compaction 845
compensating device 492
competition 887
complementary color 303
complex impedance 292
complex modulus 316
complex refractive index 298
complex relative permittivity 293
composite material 259
compost 465
compost filter deodorization

equipment 923
composting 916
compression coefficient 848
compression ratio 113，133
compression ring 121
compression tensile and

share property 259
compressor 127，144
concave 594
concave disk 442
concentrate 835
concentration 282
concentrative leaf stripping facilities

783
concurrent flow 655
condenser 144
conditioning 441，696
cone roller 935
confectionery from non-waxy rice

712
confectionery fromwaxy rice 712
conflict behavior 887
connecting passageway 129

connecting rod 120
constant current supply 393
constant rate drying period 289
constant-rate period 649
constant volume cycle 115
constitutive equation 429
constitutive model 429
constructed wetland 94
Consumer Product Safety Act 55
container seedling 1040
contamination 151
content percentage 664
continuity condition 429
continuous flow dryer 658，660
continuous improvement 56
continuous round baler 861
continuum 429
contractor 833
controlled atmosphere storage

40，331，767
controlled atmosphere storehouse

38
controlled availability fertilizer 465
controlled-release fertilizer 85
controlled traffic farming 426
controller 393
controller area network

211，355，604
control of stubborn weed 534
controls 372
convective heat transfer 281
convective heat transfer coefficient

281
conventional combine 617
conventional plasticity theory 429
conveying machine 675
conveyor belt planter 492
cooked food 972
cooled EGR 136
cooling 143，711，712
cooperative grading facility 18，244
cooperative work system 228
COP 143
core 1015
corn 836
corn crusher 868
Coulomb`s earth pressure 428
Coulomb`s failure criterion 427
coulometric titration method 984
coulter 434
counterclockwise inversion 437
counter flow 655
covering device 479
cow traffic 252
CP 846
CR 348
cracking 152

cracking of rice kernels 656
crank case 119
crank journal 122
crank pin 122
crank shaft 119
crank type 497
crawler tractor 346
crawler transport vehicle 749
crawler type 1017
crimper type 853
critical depth 447，458
critical moisture content 649
critical state line 429
crop growth information measuring

device 538
crop growth model 191
crop maintenance 47
cropping type 35，45
crop production using tunnels 35
crop rotation system 29
crop sensor 195
crop yield per unit area 4
cross compliance 86
cross cutting 1024
cross flow 655
cross-sectional structure of a brown

rice 684
cross-shaft 435
CRS 136，596
crude fat 846
crude fiber 846
crude oil 152
crude protein 692，846
crusher 973
crusher type 852
crussing 377
crypto moss 820
Cryptosporidium 95
CTL 1029
C-typed rotary blade 450
cubicle barn 892
culti-packer 443
cultivating implement 531
cultivating machine 746
cultivation management 37
cultivator 519，535
cultural control 825
curing 778
curved blade rotor 444
cut-away disk 442
cutter 743，877
cutter unit of the main root 735
cutting 437，711，771，1041
cutting angle 436
cutting device 490
cutting mechanism 860
cutting mixer feeder 877
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cut-to-length logging 1029
cyber-physical farming system 9
cyclic irrigation 89
cyclic loading behavior 429
cyclone 669，698
cyclone separator 880
cylinder 119
cylinder type cutter 878
cylindrical real head 855

【D】

daily feeding rate 958
daily growth rate 957
dam 165
damper 761
danger 372
dashpot model 273
data 183
data communication 206
data ownership 6
datum 218
DCHM 1047
DCmotors 141
DCP 846
DE 847
deblossoming 40
deciduous fruit tree 38
decision making support system

/ decision support system 14
decision of proper harvest time 201
decision support systems for

agriculture 219
deep flow technique 803，817
deep layer drying 289
deep water management 532
degradable protein 846
degradation 335
degree of saturation 423
degree of self-sufficiency 721
dehiscent fruit 269
dehumidified air dryer 661
dehydrofreezing 283
delayed fluorescence 307
delimber 1024
delimbing 1024
DEM 218，316，424，431，452
density 263
density gradient tube method 266
deodorant system 922
deoxynivalenol 680
depalletizer 760
depth 434
depth control 346
depth sensor 206
desertification 82
desiccant(husk)mixing dryer 661
desorption 290

destoner 687
detection of oxidation 338
deterioration 330
detonation 117
developmental rate 191
dew point temperature 147
DFT 803，817
DGNSS 227
DGPS 1049
diagonal flow fan 663
diameter at breast height

1047，1051
diameter of three dimensions 261
diaphragm electrode method 983
dielectric 292，295
dielectric constant 825
dielectric loss 293
dielectric loss factor 295
dielectric polarization 293
diesel cycle 115
diesel engine 119，133，596
diesel knock 119
diesel oxidation catalyst 348
diesel particulate filter

137，348，596
differential 697
differential gear 369
differential global positioning system

1047
Differential GNSS 227
differential lock 369
differential scanning calorimetry

278
diffuse electric double layer 81
diffusion 291，807
digestibility 846
digestible crude protein 846
digestible energy 847
digger 736，786
digital canopy height model 1047
digital convenience radio 212
digital elevation model 218
digital images 206
digital surface model 1047，1051
digital terrain model 1047
dilution rate 566
dipole moment 301
direct dry seeding culture 488
direct heat conversion 163
direct injection type 114
directional control valve 149
direct seeding 37
direct seeding in flooded paddy field

516
direct sowing of rice on well-drained

paddy field 89
direct sowing system 30

direct wet seeding culture 488
disbudding 40
discharged straw binder 603
discharge pressure 561
discharge rate 527，558，560
discharge rate control based on

application speed 528
discharge rate control system

based on application speed
559，565

disc plough 437
discrete element method

424，431，452
disc tiller 437
disease and pest control 548
disinfection system 824
disk(disc)angle 437，442
disk harrow 442
disk mill 880
disk mower 849
disk plow 421，437
disk type intertillage weeder 536
displacement 113
displacement(increment)-

strain(increment)relation
equation 430

dissolved oxygen 952，983
distinct(discrete)element method

316
distributor 126
divider 594
dividing 712
DO 952，983
DOC 348
DOHC 123
domestic 778
domesticated released fish system

944
dormancy 476
double disk opener 488
double endless system 1009
double knife or fingerless mower

851
double over head camshaft 123
down-cut rotary tiller 449
dozer 1038
DP 956
DPF 137，348
DPR 995
draft 436
draft control 346，394
drag type windmill 161
drainage 540
drainage hole 1041
draught 436
draw bar 383
drawbar load 397
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drawbar performance 397
drawbar power 397
drawbar pull 397，408
dried pellet 956
dried product 970
drift 526，553，556，561，565
drift-less nozzle 555，561，565
drift reduction nozzle 555
drip irrigation 547
dripper 819
driving force 288，408
driving rotary 444
drone 575，577，1050
droop 349
drought tolerance 836
Drucker-Prager model 429
drum 756
drum mower 850
drum type stripping machine 783
dry air 147，285
dry-bulb temperature 147，286
dry bulk density 423
dry heat 584
drying 647，915
drying constant 651
drying machine 968
drying model 651
dry store 660
DSC 278
DSM 1047，1051
DTM 1047
Dual-Frequency Precipitation Radar

995
dust applicator 568
duster 568
dust formulation 550
dust pesticide application 551
dust proofness 808
dynamic property 259
dynamic test 377
dynamometer 395

【E】

ear 731
ear corn silage 844
ear-cut grain 594
earth working tractor 346
ebb and flow system 818
EC 193，803，821
EC controlled system 822
ECD 131
echo counting method 978
echo integration method 978
echosounder 975
EC sensor 824
ECU 126，136，352，604
EEM 308

effective accumulated air
temperature 191

effective diameter 262
effective head 164
effluent 842
egg collecter 910
egg grading and packing plant 911
EGR 136，348
elastic deformation 270
elasticity 270，272
elastic limit 270
elastic model 429
elastoplastic 431
elastrator 911
electrical conductivity 292，803
electrical conductivity sensor 205
electrical impedance 292，331
electric compass 226
electric conductivity 193，821，967
electric control unit 604
electric dust precipitation 181
electric fence 904
electric heater 179
electric heating wire 179
electric motor 179
electric properties 292
electro-hydraulic control 392
electromagnetic force 666
electromagnetic induction 226
electromagnetic wave 666
electronic controlled Diesel engine

131
electronic-controlled fuel injection

125
electronic control unit 126
electronic governor 130
electron transition 303
electron transport chain 324
electrostatic spraying(application)

580
element 431
elevating work platform 746
elevation system`s drop-prevention

device 60
elevator type 736
emission spectrum 308
emissivity 281
emitter 819
end gas 118
endless tyler system 1009
energy 110
energy dispersive X-ray

spectrometry 991
energy expenditure 236
engine control unit 136，352
engine oil 155
engine speed 114

engine winch 1006
enrich 699
enthalpy-humidity difference ratio

147，286
environmental control 46
environmentally-friendly farming 91
Environmental Quality Standards

for Water Pollution 84
environment-temperature storage

671
enzyme 328，331，335
EP 956
equilibrium adsorption amount 291
equilibrium equations 431
equilibrium moisture content

289，649
equipment for hot water treatment

785
equivalent diameter 262
equivalent exchange system 818
equivalent mass 412
essential elements 816
essential fatty acid 337
ethanol 172
ethylene 331
European Directive 373
evaporator 144
evapo-transpiration 79
evergreen fruit tree 38
exalbuminous seed 475
excavator 1013，1017，1039
excitation-emission matrix 308
excitation spectrum 308
exergy 111，180，657
exhaust gas 124
exhaust gas after-treatment device

135
exhaust gas port 120
exhaust gas recirculation 136，348
exhaust gas valve 123
expanded cray 820
expander 957
expanding covering material 48
expansion valve 144
extension board 434
external quality 758
extinction coefficient 298
extra heavy oil 152
extreme ultraviolet radiation 305
extruded pellet 956
extruder 957

【F】

FA 312
factor analysis 312
falling block system 1008
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falling object protective structure
373

falling-rate drying period 289
falling-rate period 649
false fruit 268
FAME 171，349
fan 662
far-infrared radiation 179
far-infrared ray 300
farming guidance 16，249
farming system 5
farm land preparation 36
farm management body 4
farm management support system

183
farm-oriented enhanced aquatic

system 544
farmpacker 910
farm tractor 345
farm work accidents 50
farrowing cage 908
farrowing piggery 890
far ultraviolet radiation 305
fast Fourier transform 314
fast pyrolysis 175
fatal accident 373
fattening piggery 890
fatty acid composition 337
fatty acid methyl ester 171，349
fatty acids 336
feed efficiency 958
feeder 907
feeder chain 594
feed gain ratio 959
feeding efficiency 958
feeding section 673
feed-in tariffs 912
feed pusher 255
feeler wheel 794
feller 1022
feller buncher 1021
felling 1022
felling lever 1004
felling wedge 1004
FEM 424，430
fermentation 331，712
fermentation quality 848
fermented TMR 844
fertigation 91
fertigation tube 819
fertilization reduction technique 91
fertilizer 465
fertilizer applicator 468
fertilizing 1041
FFT 314
field capacity 78

field management vehicle
527，563，573

field utilization rate 31
field work efficiency 28
field work rate 27
field work rate per day 28
filament 181
filleting machine 968
filter 824
final proofer 712
final tea rolling dryer 777
finger print region 302
fingers 829
finger-wheel rake 855
finite element method 424，430，438
Fire Service Act 55
first pulse 1047
Fischer-Tropsch process 175
fish and shelfish 966
fisheries and aquaculture machinery

927
fisheries engineering 928
fishing boats 931
fishing machines 928，931
fish meat paste(Surimi) 971
fish processing machine 968
fish propagation 940
five factors of farming system 6
fixed bed 655
fixed chamber 859
fixed pipe irrigation 546
fixed-wing type 231
flail mower 521，744，745，851
flail type 853
flail type forage harvester 867
flat bed forced air dryer 646，658
flat nozzle 560
flexible container bag 735
flexible shaft 520
float-less switch 824
flowable type herbicide 528
flow control valve 149
flower bud 268
flower production 770
flowing method 817
flow-rate proportional mixing system

822
flow sensor 824
flue-cured 778
fluorescence 307
fluorescence method 992
fluorescence property 259
fluorescent fingerprint 308
fluorescent lamp 181，803
fluted roll 697
fly wheel 120
fly wheel type 868

foam separation system 950
FOEAS 544
food accident 65
food allergy 62
food chain 226
food fraud 62
food label 62
food safety 259
food safety standards 885
foods with function claims 716
food terrorism 65
FOPS 373
forage blower 870
forage crop 41，835
forage harvester 867
forage wagon 870
force chain 425
forced air cooling 765
forced vibration non-resonant

method 316
forest mensuration 1047
forest residues 1043
forest road 1047
forestry machine 999
forestry tractor 346
formula feed 892
forward bending 235
forwarder 1029，1031
forward-rotation rotary tiller 449
fossil fuel 152
Fourier`s law 279
Fourier transform infrared

spectroscopy 991
four wheel transport vehicle 750
FP 1047
fractional distillation 152
free moisture content 289，651
freestall barn 892
free vibration 318
free water 284
freeze concentration 282
freezing machine 966
freezing point 282
frequency 314
frequency response 316
fresh grass 846
freshness 330
freshness index 330
freshness maintenance 761
freshness preservation 966
Freundlich 291
friction 269
frictional property 259
friction force 269
friction moment 269
friction type rice milling 685
front arm type 1021
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front load 377
front loader 150
frozen fish meat paste 971
frozen food 972
fruit 268
fruit and vegetable brushing

machine 756
fruit and vegetable washing machine

754
fruit collector 748
fruit thinning 40
fruit type vegetable 47
fruit vegetables 35
fuel consumption 114，396
fuel filter 126
fuel injection pump 119，129
fuel injection system 124
fuel oil 152
fuel pump 125
full automatic 734
full-covering type mulch layer 724
full load 396
full tree logging 1001
fully automatic transplanter 506
functional group 301
fundamental physical property 259
fundamental vibration 301
fungicide 549
furrow 435
furrow area 534
furrow covering mechanisms 487
furrow opener 479，516
furrow opening 518
furrow opening mechanisms 486
F value 717

【G】

GABA 714
GAD 714
gage wheel 435
gamma amino butyric acid 714
gang 442
GAP 56，63，931
GAP certification system 57
garland rope 779
garlic 740，753
garlic planter 509
gas burner 663
gas displacement method 263
gasification 174
gas oil 152
gasoline 152
gasoline engine 119
gas tight silo 843
gauge wheel 435
GCOM-C 996
GCOM-W 994

gelatinization 333
gelatin noodles 710
generalized Maxwell model 276
generalized Voigt model 276
general purpose tractor 346
generator 164
geodetic system 218
geographic information system

184，217，1051
geomorphometry 1047
geothermal direct use 166
geothermal energy 166
geothermal power generation 166
germination 475
germination rate 656
germinative enzyme 714
giographycal information system

756
GIS 184，217，756，1051
GLASOD 76
glass electrode method 983
glass sorter 688
Global Assessment of

Human-Induced Soil Degradation
76

Global Change Observation
Mission-C 996

Global Change Observation
Mission-W 994

GLOBALG.A.P. standard 58
global geodetic reference system

218
Global Navigation Satellite System

187，232，981，1049，1050
Global Positioning System

981，1049
Global Precipitation Measurement

Core 995
global solar radiation 192
global warming potential 69
glucose 332
glutamic acid decarboxylase 714
gluten 695
glutinous starch 333
GNSS 187，232，981，1049，1050
Good Agricultural Practice

56，63，931
GPM-Core 995
GPS 981，1049
grading 756
grading machine 758
grading robot 17，246
grafting 503
grafting robot 227，503
grain 269
grain conveyor 619
grain drill 482，489

grain harvester 591
grain hopper 602
grain loss 612
grain pan 594
grain quality 612
grain screen 315
grain sieve 594
grain tank 602
grain unloader 602
grain unloading auger 602
grain yield measuring device 609
granule application 516
granule applicator 515，568
granule applicator unit 573
granule formulation 550
granule pesticide 525，528
granule pesticide application 551
grapple loader 1029，1031
grapple saw 1024，1030
grapple skidder 1032
grass divider 735
grassland 41
grassland drill 840
grass seeder 839
gravel 819
gravity irrigation 541
gravity separator 722
grazing 836，892
grease 156
greenhouse 241，829
grinding of buckwheat 702
gripper wheel type 491
groove 1042
gross traction 401
ground clearance 514，563
ground covering plants 524
ground driven 488
ground plane if the tractor had

overturned 375
ground source 167
ground source heat pump system

167
ground speed PTO 346
groundwater nitrate contamination

85
growth diagnosing robot 830
Guideline for Farm Work Safety 56
Guideline on the common standard

of Good Agricultural Practices 56
Guidelines for Comprehensive Safety

Standards of Machinery 55
Guineagrass 837
Gunn diode 296
gun type burner 139，663
GWP 69
gyrotron 296
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【H】

HACCP 64，332，931，970
halation 249
halfsoiler 446
hammer knife mower 521
hammer mill 880，1044
hand guard 1004
handheld sensor 202
hand-transmitted vibration 379
hanging type 520
hardening 711
hardness 330
harrow plow(pough) 437
harvester 616，727，731，

1021，1024，1026
harvest index 191
harvesting 47
harvesting robot 227，242
hay 835，841，846
hay crasher 852
hay rake 853
hay tedder 853
hazard 61
Hazard Analysis and Critical Control

Point 64，332，931，970
header 597
head-feeding combine 593
heading machine 968
head lettuce 727
head lettuce harvester 727
head loss 627
heat capacity 276
heated air drying 657
heat efficiency 139
heater 812
heat flux 279
heating device 663
heating equipment 908
heating steam humidifier 815
heat loss 140
heat pump

143，180，802，814，941，953
heat pump chiller 941
heat-resistant 717
heat stress 905
heat transfer rate 654
hedge trimmer 776
heel 435
height adjustment disk 727
helicopter 1034
heliophilous seed 476
Henry 291
herbicide 519，525，530，549
hierarchical structure 267
high clearance carrier 778
high clearance tractor 516

high efficiency 734
higher heating value 117
high-lead 1013
high-lead system 1011
high performance liquid

chromatography 988
high-pressure mercury lamp 297
high-pressure sodium lamp 181，802
high-pressure supply pump 351
high rate composting 917
high speed air flow type mill 700
high temperature steaming 534
high volume application 556，565
hill space 498
hilly and mountainous area 523
hit theory 306
HMT 361
hole digger 746
hollow cone nozzle 559
homegrown forage 41
honeycomb biological filter

deodorization equipment 923
horizontal-axis wind turbine 161
horizontal control 346
horizontal-cut grafting 505
horizontal drum type milled rice

cleaner 669
horizontal silo 843，892
horticultural and industrial crops

719
hot air drying machine 968
Hottoke breeding system 942
hot water 584
hot water boiler 941
hot water disinfection 494
hot water soil disinfecting machine

583
Hovering 231
HPLC 988
HST 522，596，736，1018，1031
H-type system 1010
human engineering 827
humid air 147
humidity 285
husk 672
husking ratio 673
husking section 673
hydraulic conductivity 78
hydraulic cylinder 828
hydraulic fluid 150
hydraulic static transmission 596
hydro cooling 767
hydroextractor 495
hydrogen 100
hydro mechanical transmission 361
hydrometer method 266
hydroponic(water)culture 817

hydroponics 803，816
hydro static transmission

522，736，1018，1031
hydro-vacuum cooling 766
hyperspectral camera 196
hysteresis 651，824

【I】

icing 767
IC tag 208
ideal wind turbine 161
ignition coil 126
ignition plug 124
IH 706
illuminant color 303
image analysis technology 204
immature rice 675
immersion type washing machine

756
impact 331
impact paddy husker 672
implement mounting 382
impulse turbine 164
impurity 675
IMU 227
incandescent lamp 181
inclined cell wheel type 491
indehiscent fruit 269
independent break 61
independent PTO 346
indirect liquefaction 175
individual identification number 21
individual management 16
induction heating 295，706
inductively coupled plasma optical

emission spectrometry 822
Industrial Accident Compensation

Insurance Act 55
industrial crop 721
industrial multi-rotor 577
Industrial Safety and Health Act 55
industrial tractor 346
industrial use unmanned helicopter

528，574
inertia chain brake 1004
inertial measurement unit 227
infiltration rate 79
infinite surface model 429
information 183
information-added agricultural

product 22
information collecting robot 240
information for use 58
information of fishing conditions 996
information-oriented field 10，22
infrared absorption 301
infrared radiation 179

1080 欧 文 索 引

コ
ロ

ナ
社



infrared rays 196
infrared thermography camera 205
in-ground transplant production 37
inherently safe design measures 58
injection nozzle 129
injector 126，351
injury by continuous cropping 38
inland aquaculture 945
in-line harvester 737
insecticide 549
inspection by a third party 57
inspection items 56
insulated calorimeter 278
intake gas port 120
intake gas valve 123
intake hopper 687
integral arch 1033
integrated baler - wrapper 865
integrated pest management

37，825
intellectual properties in agriculture

21
intensive grazing 904
intercooler 136
intermediate support 1012
intermeshing roll type 853
internal combustion engine

112，133，345
internal friction 269
internal quality 758
internal quality sensor 16
International Organization for

Standardization 127
internet of things 212，236
interoperability 6
inter-row area 534
inter-row carrier 778
intertillage 441，514，534
intertillage and ridging 534，536
intertillage ridger 536
intertillage weeder 535
intra-row area 535
invasion 886
inventory analysis 69
invering tillage 434
inverse Carnot cycle 143
inversion 434
ion chromatography 822
ion-exchange capacity 78
ion-selective electrodes method 984
ion sensor 822
IoT 212，236
IPM 37，825
irrigation 79，540
irrigation tube 819
ISO 127
ISO 11783 215

ISOBUS 208，217
isochronous 349
Italian ryegrass 837

【J】

Jablonski energy diagram 307
Japanese buckwheat noodles 709
Japanese Geodetic Datum 2011 218
Japanese gyro tiller 454
Japanese noodles 709
Japanese plough 438，440
Japanese plough with a jointer 440
Japanese plow 434
Japanese rotary blade 450
Japanese turn-wrest plough 440
Japanese turn-wrest plough with

a jointer 440
jet mill 700
jetting type washing machine 756
JGAP 57
JGD2011 218
jointer 434，440
Joule`s heat 179

【K】

Karl Fisher method 284
keep warm curtain 812
Kelvin-Voigt model 274
kerosene 152
kickback 744
kinetic friction 269
king pin offset 366
Kjeldahl method 990
knapsack type 520
knapsack type power applicator

526，569
knife 598
knock 118
knocking 133
knotter 857
knotter bill 615
knuckle boom type 1021
konjak planter 785
konowledge 183
K value 987

【L】

labor productivity 27
labor saving 235
Labor Standards Act 55
lactic acid fermentation 842
LAI 191
Lambert-Beer law 298
landside 437
Lang`s lay 1016
Langmuir 291
large square baler 856

L-ascorbate 330
laser 227
laser imaging detection and ranging

1050
last pulse 1047
latent heat 117
latent heat of vaporization 654
lateral displacement 437
lateral yarding 1008
Law Concerning Special Measures

for Conservation of Lake
Water Quality 87

Law for Promoting the Introduction
of Sustainable Agricultural
Production Practices 85

Law on Promoting Proper
Management and Use of Livestock
Excreta 85

LCA 68
leaching 80
leaf area 191
leaf area index 191
leaf stripping facilities 783
leaf stripping machine 783
leaf type vegetable 47
leaf vegetable trimmer 753
leaf vegetables 35
leafy vegetable 268
learning group of farmers 22
LED 803，811
ledger plate 598
leek harvester 728
legume forage(pasture)crop 837
leslie matrix 436
levee covering sheet 524
leveler 460
leveling 441
leveling control 394
LiDAR 1050
life cycle assessment 68
lift angle 436
lift arm 384
lifter type 736
lift force 396
lifting 235，1041
lift reduction 400
lift rod 384
lift type wind turbine 161
light compensation point 327
light detection and ranging 1050
light emitting diode 803，811
light-inhibited seed 476
light supplement 811
limited slip differential 369
linear viscoelasticity 273
line emitter 934
line hauler 933
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line(rope)winder 933
line sensor 991
liquid displacement method 263
liquid feeding 907
liquid formulation 550
liquid natural gas 153
liquid pesticide 525
liquid pesticide application 551
liquid petroleum gas 152
LISA 105
lithium ion(polymer)battery 577
livestock manure 913
LNG 153
load transfer 404
local analysis 310
logging operations 1001
logging residue 1044
longitudinal load 377
longline fishing 936
long reach excavator with grapple

1029
loose housing 892
loss factor 293
loss modulus 316
loss tangent 316
lot-management water requirement

542
low-altitude remote-sensing 200
lower heating value 114
lower link 384
low input sustainable agriculture

105
low oxygen limit 325
Low PowerWide Area 212
low-temperature storage 671，767
low volume application 556，565
LP 1047
LPG 152
LPWA 212
L-shaped rotary blade 450
lubricant 154
lug face 403
lug side, leading 402
lug side, trailing 403

【M】

macaroni 710
machine for cultivation management

723
machines and facilities for fish

propagation and aquaculture 928
machine vision 828
magnesium ammonium phosphate

struvite crystallization reaction 95
magnetron 180，295
main bearing part 119
major elements 820

maleic acid injector 492
management of technology 3
manipulator 829
manipulator robot 227
man pass 905
manual operating soil disinfection

apparatus 582
manual sprayer 556
manual spraying nozzle 578
manual weeder 530
manure 465，471
manure management 890
manure removal belt 910
manure scraper 915
mapping technique 14
mariculture 944
marine products 966
marker gene 331
mass loss 330
mass percentage of broken rice to

milled rice 685
matric potential 80
matrix structural analysis 430
mat rush dryer 789
mat rush harvester 787
mat rush plants digger 789
mat rush stem grading machine

790
mat rush transplanter 787
mat seedling 494，497
maximum power 396
maximum specific growth rate 332
Maxwell model 274
Maxwell-Wagner effect 294
MCSST 994
ME 847
mean particle diameter 526
measurement of log 1052
mechanically-fed transplanter 779
mechanical weeder for paddy field

516
medicinal plant 804
MEMS 231
mesh 431
mesh climatic data 189
metabolism 324，331
metabolizable energy 847
metal detector 670，688，991
meteorological observation 189
Meteorological Operational satellite

program of Europe 994
metering device 468，479
methane 96
methane fermentation 176，917
methane fermentation process 94
methane hydrate 153
METOP 994

Michaelis-Menten type respiration
model 325

microanalysis 310
microbial protein 846
microbubbles 941
microchip transponder thermometry

device 205
micro electro mechanical systems

231
micro-irrigation 547
microscopic analysis 310
micro tube 819
microwave 180，295
microwave drying 296
microwave imagery 995
microwave radiometer 994
microwave scatterometer 995
microwave sensor 198
microwave sounder 995
middle screen 675
middlings 697
mid-infrared ray 300
mid-term tillage 441
milk claw 899
milking efficiency 252
milking parlor 900
milking robot 206，227，251，898
milking stall 251
milk pipeline 899
milk pump 899
milk sensor 205
mill 697
milled rice 684
milled rice storage 670
milling process 711
milling yield 684，692
miniature container 1042
mini-container 735
minimum-till seeder 483
minor elements 820
missing hill 499
mist blow head 573
mist blower 572
mist cooling 814
mist(spray)culture 817
mixed flow fan 663
mixed flow pump 542
mixing 712
mixing rate 436
mixing ratio 147
mixture ratio 117
mobile network 212
mobile robot 226
MODerate resolution Imaging

spectroradiometer 996
modified atmosphere packaging

331，768，969
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MODIS 996
modulus of rigidity 270
moist air 285
moist pellet 956，973
moisture 330
moisture content dry basis 283
moisture content on a dry basis 647
moisture content on a wet basis 647
moisture content wet basis 283
moisture diffusion coefficient 652
moisture meter 683
moisture property 259
moldboard 434
moldboard plow 421，434
molding 712
mole ball 445
molecular diffusion 291
moment of inertia 416
mono-cable system 1011
monopodial branching 267
monorail 1035
monorail for hillside transport 751
mono-unsaturated fatty acid 337
mono-wheeled barrow 749
MOT 3
motion of lying down and rising up

886
motion of walking 886
motion resistance 401
motion resistance ratio 401
motor driven 488
motor oil 155
mouldboard 434
mouldboard plough 434
mounting 375
mouse unit 991
mower 519，521，849
mower-bar unit 868
mower conditioner 852
mower for levee 521
mower for slope 521
mowing 519
mowing robot 523
MP 956
MU 991
mud soaking machine 789
mulch 524
mulch film 508，740
mulching 35，524
mulch layer 723
multibeam echosounder 982
multiblade fan 662
multi-blade water pumping windmill

160
multichannel sea surface

temperature algorithm 994
multicopter drone 537

multi-element model 276
multi-hole blow head 527，570
multing 519
multiple bottom 437
multiple injection 351
multipurpose ratoon manager 784
multi-purpose riding type rice

transplanter 514，516
multi-robot 230
multi-rotor type 231
multispectral camera 196
multi spectral sensor 994
multi-sphere model 432
multi-surface model 429
multi-tree feller-buncher 1046
multivariate analysis 303
multi-wheel transport vehicle 751
mushroom tappet 123
Mycotoxin 679

【N】

Nannochloropsis oculata 941
nanobubbles 941
naphtha 152
National Oceanic and Atmospheric

Administration 993
national test code 375
national test for agriculturel

machineries 59
natural drying 841
natural energy 156
natural gas 153
navigation 1049
navigation sensor 226
NDF 847
NDVI 197，199，201，232，538
near-infrared ray 196，300，967
near-infrared spectrometer

677，758
near ultraviolet radiation 305
Nernst-Eucken method 278
net arranger 934
net hauler 934
net roller 932
net traction 401
net wrapping system 860
neutral detergent fiber 847
New Robot Strategy 225
Newton`s efficiency 664
Newton`s law of viscosity 271
Newtonian fluids 271
Newton`s law of cooling 280
NFT 804，817
nipping transportation unit 735
nitrate nitrogen etc. 920
nitrate removal(in paddy field) 88
nitric acid 984

nitrification 951
nitrogen content 202
nitrogen free extract 846
nitrogen leaching 90
nitrogen oxide 133
nitrogen protein conversion factor

990
nitrous oxide 96
NMEA 0183 188
NMEA 2000 188
NMHC 135
NOAA 993
nobbing machine 968
node 431
noise 378
noise at the driving position 398
nominal ground pressure 407
non-associated flow rule 429
non-closed system 819
non-destructive evaluation 758
nondestructive inspection 259
nonglutinous starch 333
nonlinear viscoelasticity 273
non-methane hydrocarbons 135
non-Newtonian fluids 271
non-point source 85
non-road special vehicle 134
non-road transient cycle test 135
non-skyline system 1008
non-stop round baler 861
non-till direct sowing of rice on

well-drained paddy field 89
normals 189
normalized difference vegetation

index 197，199，201，232，538
notched disk 442
no-till seeder 483
no-till V shape direct seeder 488
NOx 133
nozzle 525，559
number of air exchanges 804
number of plants per hill 498
number of plies 364
nursery box 494
nursery transplanting 1041
nursing robot 255
nutrient film technique 804，817
nutrient salts 84
nutrient solution 816，820
nutrient solution-control system 822
nylon wire 753

【O】

obstacle detection sensor 229
ocean current 994
Ochratoxin 679
octane number 118，153
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OECD 395
OECD test 395
OECD test code 373
offensive odor substance 921
offset harrow 437，442
offset type harvester 737
OHC 123
Ohmic heating 969
OHV 123
oil-control ring 121
oil hydraulic 149
oil hydraulic cylinder 150
oil hydraulic equipment 149
oil hydraulic pump 149
oil pan 120
oil sand 152
oil shale 152
oleic acid 337
omega 3 fatty acid 337
one cotyledon grafting 503
one-way harrow 442
on-farm remote automatic water

management system 236
onion 739，753
open channel 165
open culture 35
operating line 1007
operation process 27
operator`s seat 371
OPSIS 547
optical and acoustic property 259
optical brown rice crack sorter 668
optical color sorter 688
optical fiber 310
optical sensor 198，200
optical transparency 807
optical type grain separator 669
optimummoisture content 427
optimum subsurface irrigation

system 547
ORC 170
orchard grass 837
orchard tractor 346
ordering pruning 40
ordinary lay 1016
ordinary splice grafting 503
organ 267
organic agriculture 530
organic load 918
organic Rankine cycle 170
organic soil conditioner 530，533
Organization for Economic

Co-operation and Development
395

ortho photo 1051
oscillating U-tube method 266
oscillation 1019

oscillation paddy separator 674
osmotic potential 80
Otto cycle 115
output 164
outrigger 1032
over consolidated soil 429
over head camshaft 123
over head valve 123
oxygen scavenger 718
oxygen sensor 126
ozone 99
ozone sterilization 803

【P】

packaging 711
packaging machine 969
packing 441，699
packing robot 249
pad and fan 802，814
paddy and brown rice mixture 674
paddy field 78
paddy field vehicle 514，516
paddy harrow 444
paddy husking 672
paddy moisture 673
paddy thickness 674
pain control 886
palletizer 760
PAM 307
pan breaker 421，455
paper multi-leying

rice-transplanting machine
530，533

paper pot 791
paper pot seedling 501
PAR 192
parallel-bar head 855
parallel-bar head type side delivery

rake 855
parasite detector 992
partial fertilizer application 91
partial least square method 300
partial least squares regression 303
partial mixed ration 888
partial separation efficiency 664
particle density 263，423
particle diameter 261，564，653
particle size 261
particle size distribution 423
particulate matter 133，351
Pascal`s principle 149
passive earth pressure 428
passive hydroponic system 818
passive sensor 198
pasture crop 836
Patulin 679
PCA 300，312

PCR 303
PDCA cycle 57
peat moss 819
pectin 330
pedometer 204
peek of labor force 31
peeler 754
peeling operation 244
penetration 438
penetration depth 295
peptide bonds 334
percentage of number of rice with

the germ to milled rice 685
perennial ryegrass 837
performance of energy conservation

396
performance test 395
peripheral speed 161
peripheral speed ratio 673
perlite 820
permeability 806
permitted water right 541
permittivity 292，298
peroxide 331
pest control 47，548
pest control machine 557
pest control robot 826
pesticide 548，551
pesticide application equipment 552
petroleum 152
petroleum refining process 153
pH 803，821，983
phenolic foam 820
phloem 268
phosphorescence 307
photochemical systemⅠ 326
photochemical systemⅡ 326
photoconductive antenna 296
photogrammetry 1051
photomorphogenesis 804
photoreactivating 306
photoreactivating enzyme 306
photorespiration 327
photo selective covering material

807
photosynthesis 98，799
photosynthetically active radiation

192
photosynthetic photon flux density

192，327，985
photosynthetic rate 327
pH sensor 824
physical adsorption 290
physical damage 313
physical dimensions 371
physical fence 903
physical filtration 949
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physical pest control 825
physiological measurements 886
physiological property 259
picker 787
pick-up tine 598
pick-up unit 869
pick-up wagon 870
pike pole 1005
pilot injection 137
pipe-framed plastic green house 780
pipeline 165
pipeline milker 897
piston 120
pitman-drive mower 851
plain disk 442
Planck`s law 281
plane-rectangular coordinate system

218
plant 97
plant body 267
plant cover 79
plant factory 180，228
planting 1040
planting depth 498
planting hole 1040
planting mechanism 497
planting stock 1040
plastic deformation 270
plastic potential surface 429
plastic tube silo 843
plastic wire type 520
plate cooler 903
plate fan 594，662
plough 445
ploughsoiler 445
plow 732
PLS 300，303
plug seedling 37，501，770，1041
plunger 129
PM 133，351
PMR 888
pneumatic conveying machine 676
pneumatic conveyor 698
pneumatic equipment 152
pneumatic force 665
pods picking 731
point source 85
polarizing filter 248
pole-and-line fishing 938
polishing machine 646
polyolefin film for agriculture 807
poly-unsaturated fatty acid 337
poplar 1046
poppet valve 123
pore 291
pore size distribution 291
porous body 291

portability 6
position control 346，394
potato planter 490
potential hydrogen 803
potentiometer 393
pot seedling 494，497
potted seedling 37
poultry cage system 908
pounding process 711
powder characteristics 700
power 110
power applicator 569
power block 935
power-disengaging device 60
powered disk plow 437
powered suit 235
powered type soil disinfection

apparatus 582
power spectral density 314
power sprayer 525，556，578
power take-off 516
power take-off performance curve

396
power take-off shaft 449
power tiller 1041
power transistor 126
PP 64
PPFD 192，327
precision agriculture 10
precision farming 201，250
pre-cleaner 666，687
precombustion chamber type 114
precooling 37，765
predictive microbiology 332
pre-ferment and dough method 712
pregelatinized starch 717
pre-germinator 495
preparation 441
preparation facility 646
preprocessing 244
Prerequisite programs 64
press device 479
pressing 441
pressure acted to rice grains 693
pressure control valve 149
pressure head 164
pressure indicating diagram 113
pressure sensor 243
pressure spraying type oil burner

663
pressure swing adsorption 768
press wheel 488
primary tea rolling dryer 777
primary tillage 421，437，441
priming 779
priming process 477

principal component analysis
300，312

principal component regression
303

principal of separation 665
processing 752
processing machines for fishery and

aquaculture products 928
processing tomato 731
processor 1021，1024
Product Liability Act 55
profile 436
propagation velocity 317
propeller pump 541
proportional solenoid valve 393
protection lamp from moth 811
protection of movable parts 60
protein 334
proximate composition 846
proximity remote sensing 201
pruner 776
pruning 743
pruning machine 1038
pruning saw 743
pruning shears 743
PS Ⅰ 326
PS Ⅱ 326
PSD 314
Pseudoterranova 992
psychological problems 887
psychrometric chart 147，286
PTO 516
PTO-driven disk plow 437
PTO shaft 383
puddling rotary 444
puller 1005
pulley 1006
pulling mulch layer 723
pulsator 899
pulse amplitude modulated

fluorometry 307
pulse echo technique 975
pulse wave sensor 206
pulverisation 434
pulverization 434
pumice sand 820
pump head 542
pumping device 941
pump tanker 473
purifier 698
purse line winch 934
purse seine fishing 938
PV 157
pycnometer 264
pyroelectric element 297
pyrolysis 174
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【Q】

QCL 296
QR code 209
qualitative 302
quality assessment 677
quality inspection at rice grain

elevator 678
quality standard 63
quality standard for rice milling 683
quantitative 302
quantitative analysis 310
quantum cascade laser 296
Quasi-Zenith Satellite System 227
quick coupler 346
Quick SCATterometer mission 995
QuikSCAT 995
QZSS 188

【R】

RA 994
rack drying systems 658
radar altimeter 994
radial-ply tire 406
radial structure 364
radiation spectrum 802，995
radiation use efficiency 192
radiative transfer equation 995
radiocesium 87
radio controlled unmanned boat 529
radio frequency identifier 208
radish 734，753
raised-bed seeder 482
raising of seedling 494，501
raising seedling 47
raising seedling equipment 495
raising up device 735
rake angle 435，442
raking 853
Raman effect 301
Raman scattering characteristics

310
Raman scattering intensity 310
Raman shift 309
Raman spectroscopy 309
Raman spectrum 310
Rankine`s earth pressure 428
rapid sand filtration device 941
raster data 218
ratio between cutting speed and

travelling speed 850
ratooning 781
ratoon manager 784
Raynaud`s disease 379
RC parallel equivalent circuit 292
RC series circuit 292
reaction of dynamic load 401

reaction turbine 164
rear cover 444
rear load 377
receiver jar 899
reciprocating engine 113
reciprocating knife 598
reciprocating mower 849，851
recirculated batch dryer 658
recirculated batch dryer using

far-infrared radiation 659
recommended rate of fertilizer

application 91
recovery percentage 664
recrystallization 282
red clover 837
red edge 197
red soil runoff 92
red tide 995
reduction 697
reduction of labor 734
reference mass 378
refractive index 298
refrigerant 143
refrigerating equipment 966
refrigerating machine 143
refrigeration 143
refrigeration capacity 144
refrigeration cycle 143
refrigeration effect 144
refrigeration ton 145
refrigerator 143，967
regeneration by natural seedling

1038
regression model 313
regulator 898
rejuvenator 841
relative humidity 147，285
relative permittivity 293
relaxation time 274
relief valve 150
remaining leaf-processing device

735
remote control 523
remotely-monitored UGV 229
remote monitoring 228
remote sensing 537，992
removing unwanted leaves 753
reproductive growth 268
reserve starch 332
residue 434
residue treatment 48
resistance moisture meter 677
resonance phenomena 314
resonance Raman effect 310
resonant frequency 316
resonant method 317
resonant tunneling diode 296

respiration 324
respiratory heat 325，764
respiratory quotient 325
retort device(sterilizer) 972
retrogradation 333
retrograded starch 717
returnable container 761
reverse-rotation rotary tiller 449
reversible plow(plough) 435
RFID 208
RGB color camera 196
rhode grass 837
rib 1041
rice 98
rice bran 531
rice bran collector 693
rice bran layer 684
rice flour 699
rice flour from glutinous rice 702
rice flour from non-glutinous rice

701
rice flour from steamed and baked

glutinous rice 702
rice grade inspection 677
rice husk 820
rice husk charcoal 820
rice milling 684
rice milling for cooked rice 684
rice milling for sake brewing 692
rice milling machine 682
rice storage form 671
rice store house 671
rice transplanter 497
rice transplanting 516
rice vermicelli 710
ridge 1041
ridge making 514
ridge seeder 482
ridger 723，1041
ridging 47，514，534
riding tractor 345，448
riding type 497
riding type field vehicle 513，515
riding type furrow opener 518
riding type mower 522，745
riding type rice paddy weeder 530
riding type rice transplanter 528
riding type tractor 371，514
rinse-free rice devices 682
rinse-free rice process 682
rinse-free rice 690
ripper 446
risk analysis 62
risk assessment 52，58
risk management 16
risk management system 56
Road Traffic Act 55
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Road Transport Vehicle Act 55
Road Vehicles Act 134
roaster 969
robot 532
rockwool 819
rockwool filter deodorization

equipment 923
roll crusher 880
roller conveyor 782
roller mill 697
rolling 711
rolling friction 269
rolling separator 645
roll length 697
roll mill 700
roll over 373
roll-over protective structure

52，1032
roll type hay conditioner 852
roof light window 813
room cooling 765
root cutter 784
root digger 779
rooted cutting 1041
root floating hydroponics 818
root hair 753
root hair removing machine 753
root pruning 1041
root vegetable 35，268
root zone 77
ROPS 52，1032
rot 970
rotary blade 448
rotary burner 663
rotary cultivator 536
rotary cutter 754
rotary header 869
rotary kiln 139
rotary mower 522，744，745，849
rotary mulch layer 723
rotary rake 854
rotary seeder 481，488
rotary shaft 448
rotary shifter 669
rotary tedder 854
rotary tiller 448，514，746
rotary tine 448
rotary type 497
rotating field 142
rotational grazing 904
rotation angle 315
rotifer(Brachionus plicatilis sp.

Complex) 941
rotor 141
rotorcraft type 231
rotor type hay conditioner 853
roughage 833，835，846，892

rough rice storage 670
round bale cutter 875
round baler 856
round baler for chopped materials

871
round saw bladeb 520
row crop unit 869
row pressing and planter driving

mechanisms 487
row space 498
RPM(high speed) 673
RPM(low speed) 673
RQ 325
RTD 296
rubber crawler 597
rubber roll clearance 673
rubber roll diameter(high speed)

673
rubber roll diameter(low speed)

674
rubber roll radius 674
RuBisCO 326
RUE 192
rumen 846
rumen sensor 205
ruminative sensor 204
running resistance 827
running skyline 1013
running skyline system 1011
runoff of pesticides 89
rupture point 270

【S】

Sabathè cycle 116
saccharide 332
SAE J1939 214
safeguarding 58
safety cab 373
Safety Check for Agricultural

Machinery 56
safety check of agriculturel

machineries 60
safety device 52，663
safety frame 373
safety regulation 134
safety sign 372
salinity 984
salt accumulation 79
salted and dried fish 968
sand 78，819
sand filtration device 941
sanitary trap 899
Sanitation standard operation

procedure 64
saturated air 147
saturated fatty acid 337
saturated salt solution 285

saturated steam 715
saturated vapor pressure 147
saturation degree 286
saw chain 1002
scarification 1038
scavenging 113
scientific basis 716
scoop surface 450
SCR 348，596
Scraper 437
screen separator 675
screw conveyor 663，672，676
sealed silo 843
sealing 846
sealing machine 763
sea surface temperature 993
seat 372
seatbelt 376
seat index point 371，372
seat reference point 371
seat suspension 371
Sea-viewing Wide Field-of-view

sensor 996
SeaWiFS 996
secondary battery 182
secondary tea rolling dryer 777
secondary tillage 421，441
Second generation Global

Imager - Visible and Near Infrared
radiometer 996

seed 475
seedbed 441
seed-borne diseases 583
seed corm sorter 787
seed disinfection 583
seed drill 479
seeding 1041
seeding type mulch layer 724
seedling 1041
seedling box application 585
seedling feeding mechanism 497
seedling machine 496
seedling production 940
seedling tray 497
seed metering and transporting

mechanisms 485
seed pretreatment 494
seed soaking 476
seepage 842
segregation 665
selection gate 252
selective catalytic reduction

137，348，596
selective harvesting 47
selector valve 150
self-feeding system 959
self-feeding thresher 593
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self-ignition 117，133
self-propelled carriage 1010
self-propelled pruning machine

1038
self-propelled type 562
self-sufficiency rate 31
semi-automatic transplanter 506
semi crawler tractor 347
semolina 697
sensible heat factor 148，286
sensor 203
separation device of a carrot and

the leaf 735
separation performance 664
SfM 1051
SGLI-VNR 996
shade facility 905
shading curtain 809，810
shaft torque 114
shaking separator 315，667
shale 153
shale oil 152
shallow water puddling 89
shank 445，455
shape and morphological properties

261
Shapefile 218
shape index of particle and shape

factor 262
shape of milled rice 692
shape sensing 206
share 434
shear grab 844
shear strength 427
SHF 148，286
shin 434
Shinshu system 1012
shipping 699
shipping preparation 47
shock 314
shooter 1035
short grain 673
short rotation forestry 1046
short wood logging 1001
shoulder part 364
sickle 728
side delivery rake 855
side-dress applicator 468
side-dressing application 467
side drive rotary tiller 449
side force 438
side load 377
side roller 935
sidescan sonar 982
sidewall part 364
side window 813
Siebel`s equation 277

sieving 665
sifter 698
signal classification 372
signs for operator controls 372
silage 835，842，846
silo 671，842
silo bag 843
silviculture operations 1001
single application of fertilizer to

a nursery box 89
single-rotor type 231
SIP 371
sirocco fan 662
size reduction device 743
sizing 756
skidder 1024
skiffing 743
skim coulter 434
skinning machine 968
skyline 1007
skyline system 1008
slab 819
slackline 1013
slack-line system 1011
slant-cut grafting 505
sleeve container 1042
sliding friction 269
slippage 399
slitter 840
small hydropower 164
small round baler 856
small type paddy field vehicle 517
smart agricultural machinery

systems 10
smart food chain system 7
SMEP 545
smoke 134
smoothness condition 429
smooth roller 443
smorked fish 971
snubbing system 1010
soaking process 711
social behavior 887
Society 5.0 7
softening 330
soil 100
soil compaction

230，422，424，426，429
soil crust 793
soil daiagnosis 91
soil degradation 78
soil disinfection 47，581
soil disinfection apparatus 581
soil erosion 79
soil filter deodorization equipment

922
soiling crop 835

soilless culture 816
soil moisture 193
soil moisture depletion method 545
soil moisture extraction pattern 545
soil pan 437
soil pH 193
soil pore 423
soil pulverization 441
soil remover for konjak corm 786
soil slice 434
soil type 436
solar cell 157
solar energy 157
solar lighting 159
solar photovoltaic 157
solar radiation 799
solar thermal collector 158
solar thermal energy plant 157
solid cone nozzle 560
solid-liquid separator 915
SONAR 975
sonar equation 976
sorghum 836
sorting 722
sorting machine 756，967
sound velocity 316
sowing 47
Soxhlet extraction method 990
spaced planting 37
SPADmeter 197
spark ignition engine 115，133
special vehicle 134
specific draft(draught) 436
specific energy consumption 657
specific energy requirement 438
specific enthalpy 147，286
specific fuel consumption 396
specific heat 276，653
specific moisture extraction rate

657
specific volume 147，653
specific volume of moist air 286
specific work 438
spectral characteristics 300
spectrophotometer 303
spectroscopy 299
spike tooth harrow 442
spike wheel type 491
spin turn 597
spiral root growth 1042
spiral rotor 746
split application 91
sponge and dough method 712
spontaneous combustion 861
spool 442
spraying 516，551，778
spray irrigation 546
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spray particles 526
spray pattern 560
spreading 853
spring model 273
spring planting 780
Sprung equation 286
square baler 856
square silo 892
SRP 371
SSOP 64
stacking 1024
stack silo 843，892
stagnant water seedling production

system 942
stalk 593
stalk cut 779
stalk-cut harvester 779
stalk cutter 779
stanchion 1032
standardization of agricultural

information 6
standard tractor 346
starch 332
starch body 333
start safety device 60
static friction 269
static test 377
stationary method 817
stator 141
stature 371
steam cooker 969
steam heat exchanger 715
steaming process 711
steaming treating 714
steam soil disinfecting machine 583
steam weeder 533
stems and leave 754
stereotypic behavior 887
stereo vision 227
sterilization by autoclaving and

heating 716
sterilization system 824
stewing machine 969
stiffness equation 431
stock 697
stock enhancement 940
stock farming drainage 93
stoker 139
stone mill 700
storage 670
storage drying 660
storage modulus 316
storage unit 735
STOU 155
straight dough method 711
strain 272
strain rate 272

strand 1015
strawberry-harvesting 828
straw discharge conveyor 602
straw walker 621
strength test 377
stress 272
stringing-sewing machine 780
strip grazing 904
strip road 1047
strip-till seeder 483
stroke 113
stroke volume 113
structure 334
structure from motion 1051
stubble shaver 784
stump harvester 1046
subloading surface model 429
subsoiler 444，735，840
subsoil packer 443
substrate(media, aggregate)culture

817
succulent forage crop 838
suckering 778
suction 434，819
suction fan 594
suction pad 243，246
sugar beet transplanter 793
sugarcane 782
sugarcane harvester 782，1046
sugarcane reaper 782
summer planting 781
supercharger 127，136
supercooling 282
super-low-temperature storage 671
super tractor oil universal 155
supplemental lighting 799
surface irrigation 546
surface roughness of abrasive roll

693
survey 1049
swath width 527
sweet potato 736
swing yarder 1013
sylinder-blower type 868
sympodial branching 267
Szczesniak texture profile 988

【T】

TAC 930
tail angle 436
tail wheel 435
tamping 441，848
tandem harrow 442
tangential-flow combine 619
tank culture 945
tapped density 263
target strength 976

taro 753
task planning 27
taste sensor 989
tatami facing mat weaving machine

790
TDN 846
TDR 825
tea dryer 777
tea leaf parcher 777
tea manufacturing process 776
tea plucking machine 775
tea puckering blade 775
tea roller 777
tea scattering dryer 777
tea steaming machine 776
teat cup 899
technology platform 22
tedding 853
telematics 206
temperate grass 836
temperature coefficient 325
temperature humidity index 886
temperature sensor 126
tempering 696，714
tempering stage 658
tencha dryer 777
tensiometer 825
terahertz light 296
terahertz wave 301
terahertz wave parametric

oscillator 298
terrestrial laser scanner 1048
tetrodotoxin 991
Texas gate 904
thawing 967
thawing equipment using low

temperature and high humidity
air 967

thawing machine 967
THC 134
the five freedoms 885
theoretical field work rate 27
thermal conduction 278
thermal conductivity 279，653
thermal diffusivity 654
thermal efficiency 133，139
thermal insulation performance 807
thermal load 140，764
thermal property 259
thermal storage tank 180
thermotharapy 584
the three R`s 885
THI 886
thick layer 655
thickness separator 722
thin layer 655
thin layer drying 288
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thinning 37，1001
three phase induction motor 142
three point linkage hitch 346，384
threshing cylinder 594
threshing device 600
threshing loss 612
throttle control lock out 1004
throttle lever 1037
throttle sensor 126
throttling expansion 143
thrust 401
thymine dimer 306
THz-TDS 298
tidal current 994
tie stall bar 891
tillage 419
tillage depth 434
tillage shaft 448
tillage width 436
tilling 47，434
tilling depth control 394
tilt angle 437
time domain reflectometry 825
time series data 314
timothy 836
tine 853
tip-over protective structure 373
tip saw blade 520
tip speed ratio 161
tire inflation pressure 406
tirfor 1005
tissue 267
TMR 833，847，888，988
TMR automatic feeder 254
toe-in 366
Tokyo Datum 218
tooth 442
tooth harrow 442
top clipping machine 790
top-dressing 467
top handle 1002
topographic factor 190
topping 778
TOPS 373
top unloader 843，892
torrymeter 988
torrymeter reading 988
total allowable catch 930
total digestible nutrients 846
total hydrocarbons 134
total mixed ration 833，847，888
total pump head 542
total readily available moisture 545
tower silo 843，892
tower yarder 1012，1013
TPO 298
traceability 16，970

tracklayer 783
traction 401
tractor 370，1014，1017，1041
tractor-mounted 730
tractor mounted grass mower 745
tractor mounted type 562
tractor mounted type boom sprayer

563
tractor mounted type mower 521
tractor semi-mounted 726
traditional water right 541
trail 366
trailer type 562
training 40，743
TRAM 545
transfer matrix method 314
transfer rate 436
transmission 522
transpiration 79
transplanter for sweet potato

seedling 507
transplant for onion 507
transplanting 37，778
transplanting system 30
transportation 773
transport belt 733
transport phenomena 288
transport vehicle 741
trans unsaturated fatty acid 337
traveling hopper feeder 909
traveling resistance 408
travel reduction 399
trawl fishing 937
trawl winch 933
tread 514
tread part 364
treatment against weedy rice 534
tree height 1047
tree height measurement 1051
tree length logging 1001，1032
tree position 1052
tree shaker 748
trencher 733，746
trench silo 843
tricarboxylic acid cycle 324
triglyceride 336
tropical grass 837
true density 263
true fruit 268
tsukudani 972
TTX 991
tubers 268
tuberous roots 268
turbid water caused by soil

puddling 88
turbid water runoff 88

turbine 164
turbo charger 353
turbo fan 663
turning 434
twine wrapping system 860
two-element model 274
two surface model 429
two-way harrow 442
tying machine 780
tyler system 1008

【U】

UAV 200，231，537，1050
ultimate strength 270
ultra-low volume application

556，565
ultrasonic sensor 227
ultrasonic wave 181
ultrasonic wave humidifier 815
ultraviolet radiation 305
ultraviolet rays 195
ultraviolet sterilization 803
unconventional plasticity theory 429
undegradable protein 846
undertread face 404
unheated air drying 658
uniaxial alignment 437
unite water requirement 542
universal joint 387
universal transverse Mercator 188
unloading 892
unmanned aerial vehicle

200，231，537，1050
unmanned helicopter 528，575
unmanned surface vehicle 232
unsaturation degree 337
unsupervised pattern recognition

312
up-cut rotary tiller 449
upland field 77
upper link 384
upper screen 675
upright silo 843
upright type forced air dryer 658
up-welling system 943
urea selective catalytic reduction

137，596
USV 232
utilization of exhaust heat 919
UTM 188
UV-A 305
UV absorption spectrophotometry

822
UV-B 305
UV-C 305
UV disinfectant device 941
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【V】

vacuum cooling 766
vacuum gauge 898
vacuum packaging 969
vacuum pipeline 899
vacuum pump 898
vacuum tank 899
vacuum tanker 473
vacuum ultraviolet radiation 305
vaginal sensor 205
valve lifter 123
valve mechanism 120，123
van derWaals` force 290
vapor compression refrigeration

cycle 144
vaporizing type oil burner 663
vapor pressure 147
vapor pressure deficit 825
variable chamber 859
variable rate fertilization 201
variable rate fertilizing 470
variable-rate technique 14
varying load 396
vector data 217
vegetation index 199，537
vegetative growth 268
vehicle control system 226
vehicle for crop management work

513
vehicle mounted sensor 202
velocity head 164
vertical force 438
vertical harrow 454
vertical silo 843
vibrating and pneumatic stone

sorter 667
vibrating subsoiler 455
vibration 314，331，378
vibration acceleration 378
vibration dose value 379
vibration induced white finger 379
vibration mode 316
vibration type 733
vibrator 731
virtual hitch point 405
virtual terminal 215
virtual work principle(weak form)

431
viscoelastic model 429
viscoelastic property 259
viscosity 272
visible light 195
visible light segregator 677
VOC 103
void ratio 423
Voigt model 274

volatile organic compounds 103
volume resistivity 292
volumeter 265
volumetric water content 825
volute pump 541
VT 215

【W】

WAGRI 222
walking 235
walking beam 1019
walking tractor 345，448
walking type 497
walking type furrow opener 518
walking type mower 521，744
walking type rice paddy weeder

530
walking type tractor 514
walking type tractor for crop

management work 514
warning 372
washing process 711
water activity 650，718，968
water content 423
water-cooled type 127
waterer 907
water erosion 79
water ground rice flour from

glutinous rice 701
water jacket 119
water phase diagram 97
Water Pollution Control Law 87
Water Pollution Prevention Act 56
water potential 80
water pumping windmill 160
water requirement rate 542
water retentivity 78
water right 541
water saving agriculture 3
water temperature 982
water temperature sensor 126
water vapor 285
water washing deodorization

equipment 922
weather station 189
weed 519
weed control 519，534
weeder for upland field 535
weeding 441
weeding robot 523
weeds 434
weighing and packaging machine

689
weight 371
weir 165
Welsh onion peeler 752
wet-bulb temperature 147，286

wet feeding 907
wet sheet culture 818
WGS-84 218
wheatland plow 437
wheel tilling type 514
wheel tractor 346
wheel type 1017
wheel type cutter 877
white clover 838
whiteness meter 683
whiteness of rice 684
whole-body vibration 378
whole crop silage 845
whole rice 684
whole stalk harvester 783
whole stalk planter 781
whole tree(logging) 1032
width 436
Wi-Fi 212
wilding 1041
willow 1046
wilting 330，845
winch 1032
wind energy utilization 160
wind erosion 79
wind power generation 160
windrow 842
windrow or swath turning 853
windrower 853
wind turbine output 161
wing 445
winnower 722
wire 1015
wire grid 297
Wireless LAN 212
wire rope 1014
wisdom 183
woody biomass 1044
work efficiency 27
work 110
worker`s exposure 554
working hour 46
working hours per 10a 29
work load 827
work of processing 37
work rate 27
work rate and stiffness relaxation

429
work system 27，28，32，34
World Geodetic System 1984 218
wrapped round-bale silage 844

【X】

X-ray foreign matter detector 309
X-ray inspection system 991
X-ray radiography 309
xylem 268
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【Y】

yarder 1007
year-round production 45
yield point 270
yield surface 429
Young`s modulus 270，318

【Z】

Zearalenone 679

Zel`dovich mechanism 136
zigzag planting device 493
Zingg diagram 692

【ギリシャ文字】

α- starch 705
β- starch 705

【数字】

1-MCP 331

1-methylcyclopropene 331
2-post frame(rollbar) 373
3D digital camera 206
3Dmap 18
3DOF cartesian coordinate

manipulator 247
4-post frame 374
1000 grain weight 653
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