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冒 直進自動操舵補助装置の開発

Automatic Steering Assist Device for Straight Line Operation 

Osamu FUJIOKA 
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は じ め に

自動操舵補助装置は， GNSS（衛星測位システム）を利

用して自機の正確な位置を知り，あらかじめ決められた

経路上を走行するようにハンドル操作を補助する装置で

ある。乗用型トラクタで用いられることが多く ，北海道

を中心にここ数年で急速に普及が進んでいる。北海道農

政部 (2019)によれば，経路誘禅装置（自動操舵機能な

し）は 2018年度に全国で約 3140台， 自動操舵装置は約

1900台が導入され， 2008年度からの累計台数はそれぞ

れ約 14640台，約 6700台となっている。そのうち経路

誘導装置の約 8割， 自動操舵装置の約 9割が北海道向け

となっている（図 l)。

経路誘導装置は作業の進捗状況を可視化でき，特に視

認が困難な代かきや施肥，薬剤散布における作業行程の

重複を防止できるこ とから，投入資材量及び投下労力の

最適化につながる。さらに自動操舵装置を併用すること

で，単調であるが集中を要する運転操作から作業者を解

放するだけでなく，作業機の稼働状況の確認に専念でき

農作業の質の向上にもつながる。これらの効果は作業面

積が広くなるほど顕著になるため，いずれの技術も導入

は広大な農地を有する道内が中心となる。
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一方道外においても農作業従事者の減少及び高齢化

に伴い，作業に習熟した運転者の確保が困難になり誰

でも熟練者並みの作業精度が得られる技術の開発要望が

高まっている。 しかし．本州以南では大型機械の利用が

難しい場合が多く，中小型ト ラクタに 200-300万円程

度の自動操舵装置を搭載することは，費用対効果を考え

ると簡単ではない。

そこで，農研機構では東京計器（株）と共同で低価格

な自動操舵装置の開発に取り組んだ。開発に当たっては，

東京計器（株）が開発を進めていた研究者向けの自動操

舵補助装置「AG-GEAR2」の性能評価等を通じてその
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図 1 GNSSガイダンスシステム等の出荷台数の推移

（左 ：GNSSガイダンスシステム （経路誘導装置）， 右：自動操舵装置）
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図 2 自動操舵補助装置「AG-GEAR2」の構成要素

市販版の開発を目指すこととした。また，高精度作業へ

の対応も考慮して， RTK-GNSSの有効性も併せて検証

した。

1. 自動操舵補助装置の構成

自動操舵補助装置「AG-GEAR2」は農研機構とジオ

サーフ（株），東京計器（株）で共同開発を行った経路誘

導装置「AG-RiDER」（竹添ら， 2013) を基としており，

AG-RiDERが持っていた各種拡張機能を，直進誘導機能

に絞り込むことで低価格化を狙った装置である。センサ

部 (GNSS受信機十アンテナ十IMUけ貫性航法装置））と

コンソール部，ハンド）レ操作部で構成され，センサ部は

トラクタのキャビン天面などに， コンソール部とハンド

ル操作部はキャビン内にそれぞれ設置する（図 2)。測位

はGNSS(DGNSS)とIMU（ジャイロと加速度計で構成）

のハイプリッド方式で行われ，測位精度はカタログ値で

土30cmである。

操作はコンソール部の画面（タッチパネル）で行い，

作業開始前に天上が開けた場所に車両を停止させ，衛星

情報と補正情報から自機位置を計測して DGNSSに遷移

するのを待っ。DGNSSによる測位が可能となったのを

確認後直線作業の基準とする 1行程目の始点 (A点）

ヘ車両を移動させ，手動操舵による直進後，その終点 (B

点）を登録すると， A点と B点を結ぶ基準線が登録され

る。あとは別途設定した作業幅に応じて，基準線に対し

て等間隔かつ平行に引かれた複数の直線作業経路 （目標

線）がコンソール部の画面上に現れる。運転者は枕地で

旋回後，次行程の目標線上に車両を移動させ， 自動操舵

の開始ボタンを押すと， 目標線に沿って自動直進するよ

うにハンドル操作が補助される。なお， 自動操舵中に緊

急回避が必要となったときは，運転者が一定以上の操作

カでハンドル操作を行うと即座に自動操舵が解除され，

手動操舵に切り替わるようになっている。

2. 直進性能評価

自動操舵補助装置「AG-GEAR2」を農研機構所有の国

G!¥S S用 11 基 準 器
ovate! 

図 3 代かき試験時のアンテナ設置状況

産 60PS級トラクタ （キャビン付）に装着し， 凹凸や滑

りなどの外乱要素を排した舗装路面上の走行及び実際の

農作業に供するこ とでその直進性能の評価を行った。

直進性能については，自動操舵時の走行軌跡をトラク

タに別途搭載した基準器 (HemisphereA325 ; RTK-

GNSSで位置精度のカタログ値は 10mmRMS + 1 ppm) 

で記録し，各行程でどの程度まっすぐ進んだか（直進度；

各行程の走行軌跡を直線で近似し，その直交方向（左右

方向）の標準偏差の平均），目標線からどの程度ずれてい

たか (RMS;各行程ごとの目標線に対する左右方向の誤

差の二乗平均平方根）の二つの指標で評価した。

(1) 舗装路面上の走行

埼玉県さいたま市の農研機構農業技術革新工学研究セ

ンター（以下，革新工学センター）の構内にあるテスト
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（左上：直進度(DGNSS)，左下： RMS（同左），右上：直進度 (RTK-Gl¥SS)，右下： RMS（同左））

図 4 代かき試験の作業軌跡の一例（非熟練者，男性）

コースの直線部分 （約 100m)を利用して， AG-GEAR2

を搭載したトラクタで基準線上を往復 （速度約 3km/h,

計 21反復）し，直進性能を調査した。また， トラ クタに

基準器とは異なる RTK-GNSS受信機等を別途搭載し，

取得した測位情報をコンソ ール部に送信する自動操舵を

試行し，測位方法を DGNSSから RTK-GNSSに変更す

ることによる直進性能向上の可能性についても検証し

た。

調査の結果 DGNSSによる自動走行時の直進性能は，

直進度が士 1.5cm,RMSが土45.3cmであった。一方

RTK-GNSSを利用した場合は，直進度が士1.9cm,RMS 

が士5.0cmであった。

直進度を比べると DGNSSとRTK-GNSSの間で差は

みられず，各行程ごとの作業性に問題はないと考えられ

た。なお，AG-GEARZには「A+」と呼ばれる経路補正

機能が装備されている。 A＋は次行程の作業開始地点に

おいて，コンソール部に表示された目標線と左右方向の

位置ずれがあると作業者が判断したとき目標線をスラ

イドさせ機体中心に合うように補正する機能である。こ

の機能を利用することで，例えば直線走行時に目標物（前

行程の作業跡や畝，畦畔，樹列など）が存在する場合に

それらに対する追従性を高めることができる。

一方， RMSでは明らかな差がみられたことから，走行

経路の再利用や繰り返し同じ走行経路を使用する作業で
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は， RTK-GNSSの利用が有効であると考えられた。

(2) 代かき作業

埼玉県渇巣市にある革新工学センタ ー附属農場の約 1

haの水田において AG-GEAR2を搭載したトラクタを代

かきに供し，舗装路面上の走行試験と同様に DGNSSと

RTK-GNSSによる直進性能の比較試験を行った（図 3)。

運転操作は代かき作業に習熟していない作業者が行い，

作業速度は約 3.4km/h,長辺方向の直進作業は 23行程，

短辺方向は 27行程を実施した。

その結果，DGNSSによる自動走行時の直進性能は，

直進度が士3.2cm,RMSが士29.9cmであった。一方，

RTK-GNSSを利用した場合は，直進度が士4.4cm,RMS 

が士8.3cmとなり，舗装路面上の走行と同様に直進性能

の向上が示唆された（図 4)。

直進度は DGNSS,RTK-GNSSともにほぼ同等であっ

たことから，実際のほ場で実施した農作業においても十

分な直進性能を得ることができた。なお， DGNSSの

RMSはRTK-GNSSと比べて大きな値を示したが， これ

はDGNSSの位置誤差が時系列的に変化する（突然位置

飛びが発生する訳ではない）ことから，慣行作業と同様

の重複幅をもたせることで作業は問題なく行うことがで

きた。

代かきは作業を進めていくと地表面が濁水に覆われる

ようになり作業済みの部分と作業をしていない部分を

判別しづらくなる。 しかし，コンソール部の画面上には

作業軌跡が表示されるため，作業に習熟していない運転

者であっても，適切な重複幅を保ちながらかつ作業残

りを生じることなく代かきを行うことが可能であった。

3. AG-GEAR3の試作

AG-GEAR2の直進性能評価の結果実作業において

も十分な精度が得られると確認できたことから，市販化

を想定して各種改良を施した自動操舵補助装置「AG-

GEAR3」を試作した（図 5)。

主な改良点はハンドル操作部の駆動方式を変更し，運

転者の足元空間を狭めていた部分の減容積化を実現し

た。また，使用機材の仕様見直しを行うことによってコ

スト削減を図り， 100万円を切る価格も実現した。AG-

GEAR2と同様の試験を実施し，同等の直進性能が得ら

れることを確認した。

図 5 自動操舵補助装置「AG-GEAR3」の装着例

おわりに

自動操舵補助装置「AG-GEAR3」は， 2018年 10月よ

り受注を開始し， 2019年 1月から供給を開始した。現

在大手農機メーカ各社のトラクタに後付けができるよ

う，対応機種を順次拡大中である。

また，共同研究企業で販売元の東京計器（株）から は，

RTK-GNSS対応の型式及び改造キットが併せて市販さ

れており，約 50万円でより高性能な自動操舵補助装置

にアップグレードができるようになっている。

乗用田植機に自動直進機能を組み込んだ自動直進田植

機の売れ行きが好調と聞く。本州以南の産地において

も，直進作業をアシストする機能に対する潜在的ニーズ

は高いと考えており，今後の普及促進に期待したい。
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