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冒 トプコンのトラクタ用自動操舵システム

TOPCON Auto steering system 
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1. はじめに

世界的な人口増加に伴い，一人あたりの農業作付面積

の減少による食料危機が予想されており，農業業界では

生産性を向上させる IT農業システムの需要が向上して

いる。その中心となる技術の一つに農業機械に高精度

GNSS (Global Navigation Satellite System : 全地球航法

衛星システム）を搭載して車両のハンドルを自動制御す

る自動操舵の技術がある。この技術の導入により現地に

目印を立てる事無く正確な走行が行なえることから，生

産性の向上に寄与するだけでなく，掛け合わせの幅が最

小になる事から，農薬，肥料，燃料等のコスト削減の有

効なツールとして欧米を中心として，積極的な投資が行

われている。一方で単位あたりの耕作面積が比較的小さ

い日本においても，近年この技術の普及が急速に拡大し

ている。日本の場合，農業従事者の極端な高齢化を背景

に，地域の担い手に農地が集積しており作業効率の向

上，低スキルの作業者であっても質の高い作業をする必

要性から自動操舵システムの導入が進んでいる。更にそ

の位置情報を活用し，作業機の制御，育成状況のセンシ

ング，可変散布等様々なアプリケーションヘの広がりを

見せている。本稿ではトプコンの自動操舵システムを紹

介すると共に，日本での自動操舵システムの運用状況に

ついての紹介を行う 。

2. トプコンの自動操舵システム

トプコンは世界でも数少ない精密 GNSSの技術を自

社で所有する， 日本が本社の企業である。精密位置情報

を用いた建設機械向けの自動制御システムの開発／販売

を世界に先駆け 20年以上前より取り組んでいる。これ

は，ブルドーザー等の排土板に GNSSを取付け，排土板

の現在の高さと設計上の高さの差分を計算し，排土板を

自動的に制御するシステムである。この建設機械向けマ

シンコントロールシステムは欧米だけではなく国内でも

高いシェアを有している。 トプコンではその技術を農業

向けのシステムとして転用すべ<.2006年にオーストラ

リアの農業システムの開発会社を買収し，農業事業に参

入した。現在ではその会社の農業に関するノウハウとト

プコンのセンサー及び制御技術を融合した製品を全世界

に向け販売している。
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(1) 機器構成

トプコンの自動操舵システムは GNSS受信機 とコン

ソールそして電子ハンドルの 3つの機器で構成される。

(1)-1 GNSS受信機 AGI-4(図 1)

AGI-4には電子コンパスと IMU(Inertial Measure-

ment Unit)が内蔵されており ，一つのユニット内で位置

と姿勢の計測を行う 事で，精度の良い測位性能を実現し

ている。また，他の農機へ付け替えを行う際にもアンテ

ナ部を移動させるだけで良いので，簡便に作業を行う 事

が出来る。近年トラクタだけでは無く，田植機や管理機，

コンバイン等作業期間が限られる農業機械への付け替え

を行う 事で，システムを通年活用するケースが増えてい

る。このような場合 IMUとの一体型は優れた作業性を

提供する事が出来る。また，電子コンパスは，車両転回

時等の低速域でも車両の方向を正確に示す事が可能と

なっている。 トプコンの自動操舵用 GNSS受信機はア

メリカの GPSとロシアの GLONASS両方の測位衛星を

使用するハイブリッド方式を標準で搭載している。図2
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図 1 GNSS受信機AGI-4
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図 2 衛星飛来状況

図 3 Xコンソール

はある日の帯広地区の衛星状況のグラフだが，午後 1時

から 3時までの間 GPSのみでは 4衛星となり RTK測

位が厳しい状態となっている。一方 GPS+GLONASS

の場合最低でも 8衛星となる。ハイプリッド GNSSの

場合特に時間を意識せず作業を行う事が出来る事から，

農業分野においても GNSSが主流になっている。

自動操舵を行う為に中精度の D-GPSと高精度の RTK

方式が使用出来るが，高い再現性を持つ RTK方式が多

く活用されている。

(1)-2 Xコンソ ール （図3)

トプコンのコンソールは 4.3インチから 12.1インチま

で3種類の大きさのコンソールが用意されており ，ユー

ザの好みに合わせ選択出来る。日本では 8.5インチの

X25が主に販売されている。Xコンソールは視認性の

良いタッチス クリーン式のコンソ ールで完全日本語対

応メニューの階層も浅く，分かりやすい操作性を実現

している。X25,X35 (12.1インチ）にはサブデイスプレ

イ機能がある。ISOBUSに対応したこれらのコンソール

は画面上に複数の情報を表示しながら自動操舵の作業を

行う事が出来る。

図 4 電子ハンドル AES-35 

(1)-3 電子ハンドル AES-35(図 4)

高トルクの電子モーターを内蔵した AES-35はステア

リング軸を直接制御する事で油圧制御のような高精度な

車両制御を実現している。また，防水性があるので，田

植機や管理用作業機などキャビンの無い農業用機械でも

安心して使用する事が出来る。

(2) 自動操舵システムの精度

自動操舵システムは一般的に高精度な作業で活用され

る事が多い事から， RTKの補正情報を活用した精度に

ついての解説を行う 。

(2)-1 試験精度

さいたま市の農研機構革新工学センターにおいて，舗

装された道路上での直線性の試験を実施した。 100mの

直線を 0.33m/sの低速域から 3.03m/sの高速域まで合

計 50工程の試験を日と時間を変えて実施し，その結果

A-Bラインからの横偏差の平均値は平均偏差 21mm,

標準偏差 13mm, RMS 26 mmという結果となった。図

5はその結果の一例である

(2)-2 圃場における精度

実際の圃場においては外的要因により精度を変化させ

る要素が多様にある事から，精度試験は実施していない。

農作業の中で直線性と再現性を必要とされる播種作業で

自動操舵システムを使用した作業風景の写真を添付す

る。（図 6,7) ポテトプランタを使用した作業で車両ぎ

りぎりの幅で畝立てと播種が行えている事が確認出来

る。

(2)-2 精度（直線性）を確保する為の調整

トプコンの自動操舵システムは様々な車両に取り付け

る事を想定しており，車両や作業機械，圃場の状態に応

じて直線性を確保するための調整項目を豊富に準備して

いる。この調整はユーザが行う事を想定し，簡単に設定

出来るメニューとなっている。
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図 5 自動操舵システムの精度（横偏差）
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図 6 自動操舵作業風景
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図 7 自動操舵作業風景

(3) トプコン自動操舵システムの特徴

(3)-1 超低速

トプコンの自動操舵システムはオプションの舵角セ ン

サーを取り付けると O.lkm/hからの超低速作業に対応

する事が出来る。野菜類の作業で lkm/h以下の超低速

域を使用する事が多く，特に本州側ではこの機能を導入

しているケースが多い。

(3)-1 後進作業

後進作業でも自動操舵の機能が使用できる。後進しな

がらの作業位置合わせ（図 8)やデントコーンの収穫等

で使用されている。最近では本州のプームスプレーヤで

作業開始位置

三
図 8 後進作業による作業位置合わせ

使用しているケースが増えている。夜間作業も多いスプ

レーヤ作業では，見通しの悪い後進作業は非常に困難な

作業であった。自動操舵システムを使えば安全に正確な

作業を行う事が出来る。また，作業した範囲が判る「塗

りつぶし」機能も有効に使用している。

(3)-2 圃場登録／枕地設定

自動操舵システムを搭載した蔑業機械で，圃場の外周

を走行する事で圃場登録を行う事が出来る。更に使用す

る作業機の幅に合わせた枕地境界を設定する事が出来

る。通常圃場のどこまでが枕地部分かを認識する事が出

来ないが，この枕地設定機能によりユーザはコンソール

の画面上で作業機がどの部分まで作業を行っているか把

握しながら，作業機のコントロール行う事が出来る。

(3)-3 !SOBUS 

X25及び X35はトラクタや作業機間の国際標準プロ

トコルである !SOBUSに対応。自動操舵用のコンソー

ルから !SOBUSに対応した作業機械を制御する事が可

能となる。今後増々 !SOBUS採用の機器が増える事が

予想され， Xコンソールは !SOBUSバーチャルターミナ

ルとしての活用も期待される。

(3)-4 Section Control, Variable rate control 

X25及び X35はスプレーヤのセクションの自動開閉

を行う SectionControl機能とスプレーヤやスプレッダ

等の散布量を可変制御する Variablerate control機能を

有している。自動操舵システムの持つ高精度な位置情報

と!SOBUS対応機能を組み合わせ，単にハンドルの自動

制御だけでは無く作業機械の自動制御も実現する事が出

来る。

トプコンは地固上で簡易的に施肥設計を行う日本の農

業者向けソ フトをリリースしている。日本でも肥料の自

動可変散布を行う環境が整いつつある。

(3)-5 CropSpec 

生育センサー「CropSpec」（図 9)は2波長のレーザー

を作物に照射し，跳ね返って来たレーザーの光量の差か

ら作物内部の窒素量を推定するセンサーである。 トラク

タのキャノピー上に 2つ設置すれば左右で十数 mのエ
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國 9 レーザー式生育センサー「CropSpec」

図 10 CropSpec照射位置

図 11 生育マップ（色が濃い所の育成が良い）

リアを計測する事が出来る。（図 10) 自分で射出した

レーザーを使用するので，太陽等の外乱光に影響を受け

ないだけで無く，夜間でも計測する事が出来る。このセ

ンサーを Xコンソールの Variablerate control機能と組

み合わせ，作物の成長度に合わせた追肥量のリアルタイ

ム可変制御を行う 。自動操舵システムとの連動により，

センシングした生育量と施肥量は位置情報と紐付され，

マップ化する事が出来（図 11). このデータを次の営農

判断に役立てる事が出来る。

図 12 マルチャーによる作業

圏 13 田植機作業

(4) 主な使用例

自動操舵システムは基本的にどの様な作業の場合でも

使用する事が出来る。本項では機能を特徴的に使用して

いる事例を幾つか紹介する。尚全ての作業において一

日の作業の疲労度が大幅に低減する事は共通のユーザの

反応である。

(4)-1 高精度播種

馬鈴薯等の播種，畝立て等で高精度に直進性を必要と

する作業。掛けあわせの幅を最少にする事で効率が良

く，生産性の向上が期待できる。北海道ではこの運用方

法が多く用いられている。

(4)-2 マルチャー作業（図 12)

高原レタスの栽培など起伏のある圃場で直進性を保ち

ながらマルチを張る作業は熟練を要する。小型のトラク

タを低速で高精度に制御する為，オプションの舵角セン

サーを取付け，制御を行っている。

(4)-3 田植機での作業（図 13)

自動操舵システムの導入により，田植機のハンドル操

作が不要となるため，作業の大幅な効率化が図れる。ま
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図 14 トレンチャー作業（長芋収穫）

た，従来は田植えのガイドとなる目印をつけるため，水

田の水抜きを行う必要があるが，水を落とす必要が無く

なる。無落水移植により手間の削減，水温管理のリス

ク低減肥料の流れ防止等のメリットが出る。また，田

植え作業は期間が限られている事から，導入ユーザは田

植え作業後にトラクタなど他の農業機械にシステムの移

設を行い，効率的な運用をしている。

(4)-4 トレンチャー作業（図 14)

圃場を深く掘削するトレンチング作業においても自動

操舵システムは有効に活用出来る。例えば長芋の植え付

けと掘り取りの際には，低速でトラクタを真っ直ぐ走ら

せる必要がある。播種と収穫で同一線上をトラクタが走

行する事で，長芋を傷つける事無く収穫作業を行う事が

可能になる。

(4)-5 畔途作業

低速で作業を行う畔塗作業でも自動操舵は使用され

る。畔塗，耕転，代掻き ，田植の水田体系の中で自動操

舵システムは有効に活用されている。

(5) 今後の展開

自動操舵システムはハンドルを自動化するだけでな

く，位置情報や電子制御機能を基に様々な活用の幅が広

がっている。今までの農業は経験と勘が営農判断の重要

な要素であったが， IT技術を使用する精密農業では様々

な情報を用いて営農の判断を行う体系となっている。今

後は温度，湿度日射などのセンサー情報の収集と合わ

せて， トラクタの稼働情報（稼働時間，アイドリング時

間， メンテナンス情報等）， 作業機の情報日々の作業履

歴情報等をネット上で管理を行い，営鹿判断を行う仕組

みを提供するビジネスが拡大する事が予想される。農作

業現場におけるその情報活用ツールの中核に自動操舵シ

ステムが位置づけられることが想定される。

精密農業の技術は日々急速に進歩しており ，今後 IT

を活用した大きなマーケ ットが形成されてゆくであろ

う。
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